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(57)【要約】
【課題】トロイダル型無段変速機１４を構成する押圧装
置１０ａに必要とされる最大押圧力（出力すべき最大押
圧力）の低減を図り、変速幅を確保しつつ、小型、軽量
で優れた伝達効率を有する無段変速装置を実現する。
【解決手段】入力軸１２及び出力軸１３と、トロイダル
型無段変速機１４及び第一～第四の遊星歯車機構１５～
１８と、第一、第二の動力伝達機構１９、２０と、高速
用、低速用、後退用、低速前進用、各クラッチ２１、２
２、２３、２４とを備える。そして、上記トロイダル型
無段変速機１４に入力される動力が最も大きくなる低速
モード状態で、駆動源からの動力が各外側ディスク２、
２に入力される様にする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力軸と、出力軸と、トロイダル型無段変速機と、少なくとも１個の遊星歯車機構と、
これらトロイダル型無段変速機と遊星歯車機構とを通過する動力の伝達経路を切り換える
為の少なくとも２個のクラッチ装置とを組み合わせて成り、
　このうちのトロイダル型無段変速機は、上記入力軸又はこの入力軸と共に回転する回転
軸を介して互いに同心に、且つ、同期した回転を自在として支持された１対の外側ディス
クと、これら両外側ディスク同士の間に、これら両外側ディスクと同心に、且つ、これら
両外側ディスクとは独立した回転を自在として支持された内側ディスクと、この内側ディ
スクの両側面と上記両外側ディスクの側面との間にそれぞれ複数個ずつ挟持されて、これ
ら内側ディスクと外側ディスクとの間で動力を伝達するパワーローラと、上記各外側ディ
スクと上記内側ディスクとを互いに近付く方向に押圧する押圧装置とを備えたものであり
、
　上記各クラッチ装置は、断接状態の切り換えに基づく上記動力の伝達経路の切り換えに
応じて、少なくとも２つの運転モードのうちの何れかの運転モードに切り換えるものであ
り、
　この運転モードの切り換えに伴って、上記各外側ディスクと上記内側ディスクとの間で
伝達される動力の方向が反転する
　無段変速装置に於いて、
　上記各運転モードのうち少なくとも２つの運転モードを、駆動源からの動力の一部を上
記トロイダル型無段変速機をバイパスして上記出力軸に伝達する運転モードとし、
　上記各運転モードのうち、駆動源からの動力に基づいて上記出力軸を駆動している状態
での、上記各外側ディスクと上記内側ディスクとの間で伝達される動力が最も大きくなる
状態を有する運転モードで、上記駆動源からの動力が上記各外側ディスクに入力される様
に規制した
　事を特徴とする無段変速装置。
【請求項２】
　入力軸と、出力軸と、トロイダル型無段変速機と、少なくとも１個の遊星歯車機構と、
これらトロイダル型無段変速機と遊星歯車機構とを通過する動力の伝達経路を切り換える
為の少なくとも２個のクラッチ装置とを組み合わせて成り、
　このうちのトロイダル型無段変速機は、上記入力軸又はこの入力軸と共に回転する回転
軸を介して互いに同心に、且つ、同期した回転を自在として支持された１対の外側ディス
クと、これら両外側ディスク同士の間に、これら両外側ディスクと同心に、且つ、これら
両外側ディスクとは独立した回転を自在として支持された内側ディスクと、この内側ディ
スクの両側面と上記両外側ディスクの側面との間にそれぞれ複数個ずつ挟持されて、これ
ら内側ディスクと外側ディスクとの間で動力を伝達するパワーローラと、上記各外側ディ
スクと上記内側ディスクとを互いに近付く方向に押圧する押圧装置とを備えたものであり
、
　上記各クラッチ装置は、断接状態の切り換えに基づく上記動力の伝達経路の切り換えに
応じて、少なくとも２つの運転モードのうちの何れかの運転モードに切り換えるものであ
り、
　この運転モードの切り換えに伴って、上記各外側ディスクと上記内側ディスクとの間で
伝達される動力の方向が反転する
　無段変速装置に於いて、
　上記各運転モードのうちの何れかの運転モードを、上記入力軸を一方向に回転させた状
態のまま上記出力軸を停止させるギヤードニュートラル状態を実現する運転モードとし、
　この運転モードで、且つ、駆動源からの動力に基づいて正転方向に対応する駆動力を上
記出力軸から出力させている状態で、上記駆動源からの動力が上記各外側ディスクに入力
される様に規制した
　事を特徴とする無段変速装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、自動車用自動変速装置として、或はポンプ等の各種産業機械の運転速度を
調節する為の変速装置として利用する無段変速装置の改良に関する。具体的には、トロイ
ダル型無段変速機を構成する押圧装置に必要とされる最大押圧力（出力すべき最大押圧力
）の低減を図り、変速幅を確保しつつ、小型、軽量で優れた伝達効率を有する無段変速装
置を実現するものである。
【背景技術】
【０００２】
　多くの刊行物に記載されている様に、例えば自動車用自動変速装置として、トロイダル
型無段変速機を使用する事が研究され、一部で実施されている。図１０は、この様なトロ
イダル型無段変速機のうち、ダブルキャビティ型と呼ばれる構造を示している。このトロ
イダル型無段変速機は、回転軸１の両端部周囲に１対の外側ディスク２、２を、それぞれ
ボールスプライン３、３を介して、互いに同心に、且つ、同期した回転を自在に支持して
いる。又、上記回転軸１の中間部周囲に歯車４を、この回転軸１に対する相対回転を自在
として支持すると共に、この歯車４の軸方向両側に１対の内側ディスク５、５を、この歯
車４と同期した回転を自在に支持している。
【０００３】
　又、上記両外側ディスク２、２と上記両内側ディスク５、５との間にそれぞれ複数個ず
つ（通常２～３個ずつ）挟持したパワーローラ６、６を、それぞれトラニオン７、７の内
側面に、支持軸８、８及び複数の転がり軸受を介して、回転自在に支持している。これら
各トラニオン７、７は、それぞれの長さ方向（図１０の表裏方向）両端部に、これら各ト
ラニオン７、７毎に互いに同心に設けられた枢軸（図示せず）を中心として揺動変位自在
である。これら各トラニオン７、７を傾斜させる動作は、図示しない油圧式のアクチュエ
ータにより、これら各トラニオン７、７を上記枢軸の軸方向に変位させる事により行なう
。
【０００４】
　上述の様なトロイダル型無段変速機の運転時には、エンジン等の駆動源（動力源）に繋
がる駆動軸９により一方（図１０の左方）の外側ディスク２を、ローディングカム式の押
圧装置１０を介して回転駆動する。この結果、上記回転軸１の両端部に支持された１対の
外側ディスク２、２が、互いに近づく方向に押圧されつつ同期して回転する。そして、こ
の回転が、上記各パワーローラ６、６を介して上記両内側ディスク５、５に伝わり、上記
歯車４から取り出される。尚、上記押圧装置１０として、図示の例の様なローディングカ
ム式のものの他、圧油の導入に基づいて押圧力を発生させる油圧式のものも、従来から知
られている。上記ローディングカム式の押圧装置１０の場合は、上記トロイダル型無段変
速機に入力される動力（トルク）の大きさに比例した押圧力を発生させられる。これに対
して、上記油圧式の押圧装置の場合には、この押圧装置に発生させる押圧力を、導入する
圧油の調節に基づいて微細に調節する事ができる。
【０００５】
　上記回転軸１と歯車４との回転速度の比を変える場合で、先ず回転軸１と歯車４との間
で減速を行なう場合には、上記各トラニオン７、７を図１０に示す位置に揺動させ、上記
各パワーローラ６、６の周面（トラクション面）をこの図１０に示す様に、上記両内側デ
ィスク２、２の内側面に設けたトロイド曲面（トラクション面）の中心寄り部分と、上記
両外側ディスク５、５の内側面に設けたトロイド曲面（トラクション面）の外周寄り部分
とにそれぞれ当接させる。反対に、増速を行なう場合には、上記各トラニオン７、７を図
１０と反対方向に揺動させ、上記各パワーローラ６、６の周面を、図１０に示した状態と
は逆に、上記両外側ディスク２、２のトロイド曲面の外周寄り部分と、上記両内側ディス
ク５、５のトロイド曲面の中心寄り部分とに、それぞれ当接する様に、上記各トラニオン
７、７を傾斜させる。これら各トラニオン７、７の傾斜角度を中間にすれば、上記回転軸
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１と歯車４との間で、中間の速度比（変速比）を得られる。
【０００６】
　又、上述の様なトロイダル型無段変速機と、歯車式の差動機構である遊星歯車機構とを
組み合わせて、実現できる変速度比｛変速比（減速比）、速度比（増速比）＝１／変速比
｝の幅を広くした無段変速装置も、例えば特許文献１、２に記載されている様に、従来か
ら知られている。このうちの特許文献１には、トロイダル型無段変速機のみで動力（トル
ク）を伝達するモード（低速モード）と、遊星歯車機構により主動力を伝達し、上記トロ
イダル型無段変速機により変速度比の調節を行なう、所謂パワースプリット状態を実現す
るモード（高速モード）とを備えた無段変速装置が記載されている。又、特許文献２には
、トロイダル型無段変速機の変速度比を所定値（ＧＮ値、ＧＮポイント）にする事により
、入力軸を一方向に回転させたまま出力軸の回転状態を停止させる、所謂ギヤードニュー
トラル状態（ＧＮ状態）を実現できるモード（低速モード）と、パワースプリット状態を
実現するモード（高速モード）とを備えた無段変速装置が記載されている。
【０００７】
　この様な無段変速装置のうち、ギヤードニュートラル状態を実現できるモードを備えた
構造の場合には、トロイダル型無段変速機の変速度比を調節する事により、出力軸の回転
状態を、停止状態を挟んで、正転、逆転に切り換えられる為、トルクコンバータ、発進ク
ラッチ等の発進装置を省略でき、自動変速装置の小型・軽量化を図れる。又、これと共に
、上記トルクコンバータがロックアップしていない状態や、上記発進クラッチの接続が半
クラッチの状態で走行を行なう必要がなくなる。この為、駆動源であるエンジンからの動
力を、出力軸、延いては車輪（タイヤ）に効率良く伝達でき、発進性能の向上も図れる（
ダイレクト感のある、応答性の優れた発進フィーリングを得られる）。又、パワースプリ
ット状態を実現できるモードを備えた構造の場合には、動力の一部を、トロイダル型無段
変速機をバイパスさせて出力軸に送る事ができる。言い換えれば、入力軸に加えられる動
力に比べ、上記トロイダル型無段変速機を通過する動力を低く抑える事ができ、このトロ
イダル型無段変速機の耐久性の向上、無段変速装置全体としての伝達効率の向上、並びに
、許容伝達動力の増大を図れる。
【０００８】
　上述の様な、トロイダル型無段変速機と遊星歯車機構とを組み合わせて成る無段変速装
置の場合、これらトロイダル型無段変速機と遊星歯車機構とを通過する動力の伝達経路を
、クラッチ装置（クラッチ、ブレーキ）の断接に基づいて切り換える。そして、この様な
クラッチ装置の切り換え（動力伝達経路の切り換え）に基づいて、運転モードの切り換え
を行なう。例えば、上記クラッチ装置を高速用、低速用各クラッチにより構成した場合は
、このうちの低速用クラッチを接続すると共に高速用クラッチの接続を断つ事により低速
モードを、同じく低速用クラッチの接続を断つと共に高速用クラッチを接続する事により
高速モードを、それぞれ実現する。そして、これら低速用、高速用各クラッチの断接状態
を切り換える事により、上記低速モードと上記高速モードとの間で運転モードの切換を行
なう。
【０００９】
　この様に運転モードの切り換えを行なう無段変速装置の場合、このモード切換の前後で
、上記トロイダル型無段変速機を通過する動力の方向が反転する構造が多い。即ち、上記
トロイダル型無段変速機を構成する各ディスクのうち、駆動源であるエンジンからの動力
が入力される側となるディスク（入力側ディスク）と同じく出力する側となるディスク（
出力側ディスク）とが、モード切換の前後で切り換わる構造が多い。尚、前述の図１０に
示した構造の様な、トロイダル型無段変速機単体で自動変速装置を構成する場合には、駆
動源であるエンジンからの動力が入力されるディスクが、外側ディスクと内側ディスクと
のうちの何れか一方のディスクに限られる。即ち、上記図１０の構造の場合は、各外側デ
ィスク２、２が、駆動源からの動力が常に入力される入力側ディスクとなり、各内側ディ
スク５、５が出力側ディスクとなる。又、運転モードの切り換えを行なう無段変速装置で
も、モード切換の前後でトロイダル型無段変速機を通過する動力が反転しない（入力側の
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ディスクと出力側のディスクとが切り換わらない）構造も考えられているが、この様な構
造は本発明の対象ではない（後述する様な不都合は生じない）。
【００１０】
　何れにしても、前述の特許文献１、２に記載された構造の場合、モード切換の前後でト
ロイダル型無段変速機を通過する動力の方向が反転する。例えば、特許文献１に記載され
た構造の場合には、トロイダル型無段変速機のみで動力を伝達する低速モードでは、駆動
源からの動力が外側ディスクに入力されるのに対して、パワースプリット状態を実現する
高速モードでは、内側ディスクに上記動力が入力される。又、特許文献２に記載された構
造の場合は、ギヤードニュートラル状態を実現する低速モードで、駆動源からの動力が内
側ディスクに入力されるのに対して、パワースプリット状態を実現する高速モードでは、
外側ディスクに上記動力が入力される。
【００１１】
　一方、上述の様な無段変速装置を構成するトロイダル型無段変速機を含む、前述の図１
０に示した様なダブルキャビティ型のトロイダル型無段変速機の場合、同じ大きさ（一定
）の動力が入力されている状態でも、この動力が入力されるディスクが外側ディスクか内
側ディスクかによって、このトロイダル型無段変速装置を構成する押圧装置に必要とされ
る押圧力（出力すべき押圧力）の大きさが（変速度比に応じて）変わる。図１１は、上記
図１０に示した様なダブルキャビティ型のトロイダル型無段変速機に一定の動力を入力し
ている状態での、速度比（外側ディスク２、２と内側ディスク５、５との回転速度比）の
絶対値と押圧装置に必要とされる押圧力（出力すべき押圧力）との関係を示している。こ
の図１１中、実線Ａは、各外側ディスク２、２に動力が入力されている状態で必要とされ
る押圧力を、同じく破線Ｂは、各内側ディスク５、５に動力が入力されている状態で必要
とされる押圧力を、それぞれ示している。
【００１２】
　この様な図１１から明らかな様に、上記各外側ディスク２、２に動力が入力されている
状態では、必要とされる押圧力が変速領域全体に亙って略一定になるのに対して、各内側
ディスク５、５に動力が入力されている状態では、速度比の絶対値が大きくなる程、必要
とされる押圧力が大きくなる。又、これら各内側ディスク５、５に動力が入力されている
状態で必要とされる押圧力の最大値は、上記各外側ディスク２、２に動力が入力されてい
る状態での最大値に比べ１．７倍程度まで大きくなる。前述した様に、トロイダル型無段
変速機と遊星歯車機構とを組み合わせて成る無段変速装置の場合、モード切換の前後でト
ロイダル型無段変速機を通過する動力の方向が反転する。この様な構造の場合、このトロ
イダル型無段変速機を構成する各外側ディスク２、２と各内側ディスク５、５との何れも
が、駆動源からの動力が入力される入力側ディスクとなる。この為、この様な動力の入力
状態によっては、上記押圧装置に必要とされる最大押圧力（発生させるべき最大押圧力）
が大きくなり、この最大押圧力を発生させるべく、例えば上記押圧装置が大型化する可能
性がある。即ち、例えば油圧式の押圧装置を用いる場合には、この押圧装置を構成するピ
ストンの受圧面積を大きくする必要がある。又、大きな油圧を発生させるべく、大型のポ
ンプを使用する必要もあり、この様な大型のポンプを駆動する分、効率が低下（損失が増
大）する可能性もある。又、ローディングカム式（機械式）の押圧装置を用いる場合には
、変速比の変化に拘わらず、トロイダル型無段変速機に入力される動力に応じた最大押圧
力に対応する押圧力が発生する事になり、その分過剰な押付力が付与され易くなる。
【００１３】
　又、上述の様に最大押圧力が大きくなると、必要な強度並びに耐久性を確保する為に、
例えばトロイダル型無段変速機を構成する回転軸１（図１０参照）を太く（直径を大きく
）する必要がある。この様な場合、トロイダル型無段変速機全体としての大型化や重量増
大を招く他、実現できる変速比幅が小さくなる可能性もある。即ち、前述の図１０から明
らかな様に、上記回転軸１の直径を大きくすると、外側、内側各ディスク２、５の中心孔
１１、１１の内径も大きくなり、その分これら中心孔１１、１１の内周面とトラクション
面の内径側周縁との径方向距離Ｘが短縮する。この様な径方向距離Ｘの短縮は、上記外側
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、内側各ディスク２、５の強度を低下させる等、好ましくない。これに対して、この径方
向距離Ｘを確保すべく、上記トラクション面の内径を大きくし、このトラクション面の径
方向に関する幅寸法を小さくすると、実現できる変速比幅が小さくなる。又、これら径方
向距離Ｘと変速比幅との両方を確保する為には、上記外側、内側各ディスク２、５の径方
向寸法を大きくする必要があり、上記トロイダル型無段変速機全体として大型化、重量増
大を招く等、好ましくない。
【００１４】
【特許文献１】特開平１１－６３１４６号公報
【特許文献２】特開２０００－２２０７１９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明の無段変速装置は、上述の様な事情に鑑みて、トロイダル型無段変速機を通過す
る動力が運転モードに応じて反転する構造で、このトロイダル型無段変速機を構成する押
圧装置に必要とされる最大押圧力（出力すべ最大押圧力）の低減を図り、変速幅を確保し
つつ、小型、軽量で優れた伝達効率を有する構造を実現すべく発明したものである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の無段変速装置は何れも、入力軸と、出力軸と、トロイダル型無段変速機と、少
なくとも１個の遊星歯車機構と、これらトロイダル型無段変速機と遊星歯車機構とを通過
する動力（トルク）の伝達経路を切り換える為の少なくとも２個のクラッチ装置（クラッ
チ、ブレーキ）とを組み合わせて成る。
　このうちのトロイダル型無段変速機は、動力の伝達を、互いに並列な２系統で行なう、
所謂ダブルキャビティ型のものであり、１対の外側ディスクと、１対或は一体型の内側デ
ィスクと、複数個のパワーローラと、押圧装置とを備える。
　このうちの各外側ディスクは、上記入力軸又はこの入力軸と共に回転する回転軸を介し
て互いに同心に、且つ、同期した回転を自在として支持されている。
　又、上記内側ディスクは、上記両外側ディスク同士の間に、これら両外側ディスクと同
心に、且つ、これら両外側ディスクとは独立した回転を自在として支持されている。
　又、上記各パワーローラは、上記内側ディスクの両側面と上記両外側ディスクの側面と
の間にそれぞれ挟持されて、これら内側ディスクと外側ディスクとの間で動力を伝達する
。
　又、上記押圧装置は、上記各外側ディスクと上記内側ディスクとを互いに近付く方向に
押圧する。
　又、上記無段変速装置を構成する各クラッチ装置は、断接状態の切り換えに基づく上記
動力の伝達経路を切り換えに応じて、少なくとも２つの運転モードのうちの何れかの運転
モードに切り換える。
　又、この運転モードの切り換えに伴って、上記各外側ディスクと上記内側ディスクとの
間で伝達される動力の方向が反転する（トロイダル型無段変速機を通過する動力の方向が
反転する）。
【００１７】
　特に、本発明の無段変速装置に於いては、上記各運転モードのうち、駆動源からの動力
に基づいて上記出力軸を駆動している状態｛例えば無段変速装置を組み込んだ車両を駆動
（例えば加速）している状態｝での、上記外側ディスクと上記内側ディスクとの間で伝達
される動力が最も大きくなる状態（トロイダル型無段変速機に入力される動力が最も大き
くなる状態）を有する運転モードで、上記駆動源からの動力が上記各外側ディスクに入力
される様に規制する。
【００１８】
　より具体的には、請求項１に記載した無段変速装置の場合には、上記各運転モードのう
ち少なくとも２つの運転モードを、駆動源からの動力の一部を上記トロイダル型無段変速
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機をバイパスして上記出力軸に伝達する運転モード（パワースプリットモード）とする。
そして、上記各運転モードのうち、駆動源からの動力に基づいて上記出力軸を駆動してい
る状態での、上記各外側ディスクと上記内側ディスクとの間で伝達される動力が最も大き
くなる状態（動力最大値）を有する運転モードで、上記駆動源からの動力が上記各外側デ
ィスクに入力される様に規制する。尚、動力最大値を有する運転モードとこの動力が入力
されるディスクとの関係は、例えば、トルクコンバータの有無、遊星歯車機構の減速比、
動力伝達機構を構成する歯車やスプロケットの歯数比、これら遊星歯車機構と動力伝達機
構の配置（レイアウト）等に応じて変化する。この為、これら減速比、歯数比、配置並び
に使用条件等を勘案して、上記動力最大値を有する運転モードで上記動力が外側ディスク
に入力される様に規制する。
【００１９】
　又、請求項２に記載した無段変速装置の場合には、上記各運転モードのうちの何れかの
運転モードを、上記入力軸を一方向に回転させた状態のまま上記出力軸を停止させるギヤ
ードニュートラル状態を実現する運転モード（ギヤードニュートラルモード）とする。そ
して、この運転モード（ギヤードニュートラルモード）で、且つ、上記駆動源からの動力
に基づいて正転方向（例えば前進方向）に対応する駆動力を上記出力軸から出力させてい
る状態｛例えば無段変速装置を組み込んだ車両を前進方向に駆動（加速）している状態｝
で、上記駆動源からの動力が上記各外側ディスクに入力される様に規制する。この様なギ
ヤードニュートラルモードを有する構造の場合、このギヤードニュートラル状態で、上記
トロイダル型無段変速機の変速度比を調節する事により、出力軸の回転状態を、停止状態
を挟んで、正転、逆転に切り換えられる。そして、この様な出力軸の正転、逆転に応じて
、上記トロイダル型無段変速機を通過する動力が反転するが、使用頻度の高い正転状態（
前進走行に対応する状態）で、上記駆動源からの動力が上記各外側ディスクに入力される
様に規制する。この様な規制も、遊星歯車機構の減速比、動力伝達機構を構成する歯車や
スプロケットの歯数比、これら遊星歯車機構と動力伝達機構の配置（レイアウト）、使用
条件等を勘案して行なう。
【００２０】
　又、例えば上記各運転モードを、駆動源からの動力をそのままトロイダル型無段変速機
に入力する（トロイダル型無段変速機のみで動力を伝達する）第一運転モードと、この駆
動源からの動力の一部を、上記トロイダル型無段変速機をバイパスして出力軸に伝達する
第二運転モード（パワースプリットモード）とにより構成した場合には、このうちの第一
運転モードで、上記駆動源からの動力が上記各外側ディスクに入力される様に規制する事
もできる。この様な場合も、トルクコンバータの有無、遊星歯車機構の減速比、動力伝達
機構を構成する歯車やスプロケットの歯数比、これら遊星歯車機構と動力伝達機構の配置
（レイアウト）、使用条件等を勘案して、上記第一運転モードで上記動力が外側ディスク
に入力される様に規制する。
【００２１】
　尚、上述した何れの運転モードの状態でも、駆動状態、即ち、駆動源からの動力に基づ
いて出力軸を駆動している状態｛例えば無段変速装置を組み込んだ車両を駆動（例えば加
速）している状態｝と、制動状態（コースト状態、惰性走行状態）、言い換えれば、車輪
側から上記出力軸に加わる力に応じて上記駆動源が駆動される状態（例えば無段変速装置
を組み込んだ車両でエンジンブレーキが加わっている状態）とで、上記トロイダル型無段
変速機を通過する動力の方向（各外側ディスクと内側ディスクとの間で伝達される動力の
方向）が反転する。但し、上記制動状態での、上記トロイダル型無段変速機を通過する動
力の大きさは、上記駆動状態での動力に比べて小さい。又、例えば車両に無段変速装置を
組み込んだ状態を考えれば、運転時間全体に占める制動状態の運転時間は少ない。この為
、本発明では、トロイダル型無段変速機に入力される動力が最も大きくなる状態（動力最
大値）を、上記駆動状態（駆動源からの動力に基づいて出力軸を駆動している状態）を基
準としている。
【発明の効果】
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【００２２】
　上述の様に構成する本発明の無段変速装置によれば、トロイダル型無段変速機を構成す
る押圧装置に必要とされる最大押圧力（出力すべき最大押圧力）を低減でき、変速幅を確
保しつつ、小型、軽量に構成できると共に、伝達効率の確保を高次元で図れる。
　即ち、本発明の無段変速装置の場合は何れも、上記トロイダル型無段変速機に入力され
る動力が最も大きくなる状態（最大動力値）を有する運転モードで、この動力が各外側デ
ィスクに入力される。この為、前述の図１１を参照すれば明らかな様に、この様な運転モ
ードで上記動力が内側ディスクに入力される構造に比べて、上記トロイダル型無段変速機
を構成する押圧装置に必要とされる最大押圧力（発生させるべき最大押圧力）を小さくで
きる。この結果、例えば押圧装置として油圧式のものを用いる場合には、この押圧装置並
びにポンプの小型化を図れると共に、このポンプの動力損失の低減を図れ、無段変速装置
全体としての高効率化（伝達効率の向上）を図れる。又、例えばトロイダル型無段変速機
を構成する各外側ディスクと共に回転する、入力軸又は回転軸を、小径にできる（細くで
きる）。この為、変速比幅の確保と外側、内側各ディスクの強度、耐久性の確保との両立
を図れると共に、上記トロイダル型無段変速機、延いては無段変速装置全体として、小型
・軽量に構成できる。又、上述の様に押圧装置が出力する押圧力を小さくできる分、回転
部分を支承する各軸受部分に加わる負荷を小さくできる為、この面からも損失の低減によ
る伝達効率の向上を図れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　　［実施の形態の第１例］
　図１は、請求項１に対応する、本発明の実施の形態の第１例を示している。本例の無段
変速装置は、入力軸１２及び出力軸１３と、トロイダル型無段変速機１４及び第一～第四
の遊星歯車機構１５～１８と、第一、第二の動力伝達機構１９、２０と、高速用、低速用
両クラッチ２１、２２から成るクラッチ装置と、後退用クラッチ２３と、低速前進用クラ
ッチ２４とを備える。
【００２４】
　このうちの入力軸１２及び出力軸１３は、軸方向に離隔した状態で、互いに同心に、且
つ、相対回転自在に設置されている。又、上記トロイダル型無段変速機１４及び上記各遊
星歯車機構１５～１８は、動力の伝達方向に関して、上記入力軸１２と出力軸１３との間
に設置されている。又、上記第一、第二の動力伝達機構１９、２０は、上記トロイダル型
無段変速機１４と上記第一の遊星歯車機構１５との間で動力を伝達させる。更に、上記高
速用、低速用両クラッチ２１、２２は、上記第一、第二の両動力伝達機構１９、２０によ
る動力伝達状態を切り換えるものである。
【００２５】
　尚、上記第一～第四の遊星歯車機構１５～１８のうちの、前段側に配置した第一の遊星
歯車機構１５は、通常の前進用（低速モード、高速モード）に使用するものである。又、
中段に配置した第二の遊星歯車機構１６は、低速前進用（低速前進モード）に使用するも
のである。又、次（後段側）に配置した第三の遊星歯車機構１７は、後退用（後退モード
）に使用するものである。更に、最後段に配置した第四の遊星歯車機構１８は、減速用の
ものである。これら各遊星歯車機構１５～１８は、何れも、上記入力軸１２及び上記出力
軸１３と同心に配置されている。
【００２６】
　又、上記トロイダル型無段変速機１４は、１対の外側ディスク２、２と、１対（又は一
体型）の内側ディスク５、５と、複数個のパワーローラ６、６（図１０参照、図１には省
略）とを備えたダブルキャビティ型である。上記両外側ディスク２、２は、軸方向に互い
に離隔した状態で、同期して回転する。又、上記両内側ディスク５、５は、上記両外側デ
ィスク２、２同士の間に、これら両外側ディスク２、２と同心に、且つ、これら両外側デ
ィスク２、２に対する相対回転を自在に設けられている。又、上記各パワーローラ６、６
は、これら両外側ディスク２、２及び上記両内側ディスク５、５の互いに対向する側面同
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士の間に、それぞれ複数個ずつ配置されている。そして、前述の図１０に示した構造と同
様に作用して、上記両外側ディスク２、２と上記両内側ディスク５、５との間の変速度比
を変える。本例の場合、これら両外側ディスク２、２と上記両内側ディスク５、５とのう
ちの何れが入力側ディスクとなり、何れが出力側ディスクとなるかは、上記高速用、低速
用両クラッチ２１、２２の断接に基づく、高速モードと低速モードとの切り換えにより変
化する。又、本例の場合は、上記各外側ディスク２、２と上記内側ディスク５、５とを互
いに近付く方向に押圧する押圧装置１０ａを、油圧式のものとしている。本例の場合は、
この押圧装置１０ａに発生させる押圧力を、その時点でのトロイダル型無段変速機に入力
される動力（トルク）並びに変速度比の値に応じて適切に調節する。尚、押圧装置をロー
ディングカム式等の機械式のものとしても良いが、変速比に応じて押圧力を調節すること
が難しい為、その分発生する押圧力が若干過剰になる範囲が大きくなる可能性がある。
【００２７】
　そして、エンジン等の駆動源（動力源）から、ダンパ２５を介して上記入力軸１２に入
力された動力を、前段側（駆動源側）に配置した、上記第一の遊星歯車機構１５を構成す
る第一のリング歯車２６に、上記トロイダル型無段変速機１４を介する事なく、直接入力
している。上記第一の遊星歯車機構１５は、それぞれが第一のキャリア２７に回転自在に
支持されて対となる第一の遊星歯車２８ａ、２８ｂを互いに噛合させると共に、このうち
の内径寄りの遊星歯車２８ａ、２８ａを第一の太陽歯車２９に、外径寄りの遊星歯車２８
ｂ、２８ｂを上記第一のリング歯車２６に、それぞれ噛合させる、ダブルピニオン式のも
のとしている。
【００２８】
　又、上記第一の遊星歯車機構１５を構成する上記第一の太陽歯車２９と上記トロイダル
型無段変速機１４を構成する外側ディスク２、２とを、前記第一の動力伝達機構１９を介
して接続している。この第一の動力伝達機構１９は、上記第一の太陽歯車２９と共に回転
する歯車３０と、上記両外側ディスク２、２と共に回転する歯車３１とを噛合させて成る
。従ってこれら両外側ディスク２、２は、上記第一の太陽歯車２９と逆方向に、上記両歯
車３０、３１の歯数比に応じた回転速度で回転する。
【００２９】
　又、上記第一の遊星歯車機構１５を構成する第一のキャリア２７と上記トロイダル型無
段変速機１４を構成する内側ディスク５、５とを、前記第二の動力伝達機構２０を介して
接続している。この第二の動力伝達機構２０は、前記入力軸１２の周囲に配置された中空
回転軸３２により上記第一のキャリア２７と結合されたスプロケット３３と、上記両内側
ディスク５、５と共に回転するスプロケット３４との間に、チェン３５を掛け渡して成る
。従ってこれら両内側ディスク５、５は上記第一のキャリア２７と同方向に、上記両スプ
ロケット３３、３４の歯数比に応じた回転速度で回転する。尚、上記両外側ディスク２、
２と上記両内側ディスク５、５とは、間に挟持したパワーローラ６、６により動力を伝達
される為、互いに反対方向に回転する。
【００３０】
　上述の様な第一の遊星歯車機構１５の構成要素のうち、上記第一のキャリア２７の動き
を前記低速用クラッチ２２を介して、上記第一の太陽歯車２９の動きを前記高速用クラッ
チ２１を介して、それぞれ前記第二の遊星歯車機構１６を構成する第二のキャリア３６に
伝達可能としている。この様な構成により、低速前進用である、上記第二の遊星歯車機構
１６を構成する第二のキャリア３６に、上記第一の遊星歯車機構１５を構成する、上記第
一のキャリア２７又は第一の太陽歯車２９の動きを伝達可能としている。
【００３１】
　又、上記第二の遊星歯車機構１６を構成する第二のリング歯車３７とハウジング等の固
定の部分との間に、前記低速前進用クラッチ２４を設けている。又、上記第二のリング歯
車３７の中心部に配置した第二の太陽歯車３８を、前記入力軸１２に結合して、この入力
軸１２と共に回転する様にしている。そして、上記第二のキャリア３６に回転自在に支持
した、各第二の遊星歯車３９、３９を、上記第二のリング歯車３７及び上記第二の太陽歯
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車３８に噛合させている。更に、上記第二のキャリア３６に、中間伝達軸４０の基端部（
前端部）を結合している。
【００３２】
　上述の様な、低速前進用である、上記第二の遊星歯車機構１６は、上記低速前進用クラ
ッチ２４を締結した状態で前記トロイダル型無段変速機１４を介さずにエンジンの動力を
上記出力軸１３に伝達可能にするものである。従って、上記低速前進用クラッチ２４を締
結した状態では、無段変速装置全体としての速度比は固定される（変速しない）。尚、上
記第二の遊星歯車機構１６の減速比（速度比）は、上記トロイダル型無段変速機１４を動
力を通過したときに実現可能な最小速度比よりも小さい値（減速比として大きな値）に設
定するのが好ましい。この理由は、上記トロイダル型無段変速機１４を動力が通過する状
態で実現可能な最小速度比を通常の使用時に発進可能な程度の値にしておき、より大きな
駆動力が必要とされる場合（例えばトラックで、最大積載量を搭載した状態での坂道発進
時）に上記低速用前進クラッチ２４を締結する事により、円滑な発進を可能にする為であ
る。イメージとしてはトラックの「２速発進」がトロイダル型無段変速機１４を用いた発
進とし、「１速発進」が低速用前進クラッチ２４を用いた発進とする。
【００３３】
　又、上記第二の遊星歯車機構１６の後段側に配置した、前記第三の遊星歯車機構１７は
、上記第二のリング歯車３７により第三の太陽歯車４１を、上記中間伝達軸４０（に結合
した上記第二のキャリア３６）により第三のキャリア４２を、それぞれ回転駆動する様に
構成している。又、上記第三の太陽歯車４１の周囲に配置した第三のリング歯車４３とハ
ウジング等の固定の部分との間に、前記後退用クラッチ２３を設けている。そして、上記
第三のキャリア４２に回転自在に支持した、各第三の遊星歯車４４、４４を、上記第三の
リング歯車４３及び上記第三の太陽歯車４１に噛合させている。従って、上記後退用クラ
ッチ２３を接続した状態では、上記トロイダル型無段変速機１４を介さずに、エンジンの
動力を反転して前記出力軸１３に伝達する。この場合も、無段変速装置全体としての速度
比は固定される（変速しない）。
【００３４】
　更に、最後段に設けた、前記減速用の第四の遊星歯車機構１８は、減速比固定式のもの
で、上記中間伝達軸４０の回転速度を減速してから、上記出力軸１３に取り出す様にして
いる。この為に、この回転伝達軸４０の先端部（後端部）に第四の太陽歯車４５を結合す
ると共に、ハウジング等の固定の部分に第四のリング歯車４６を固定している。そして、
上記出力軸１３の基端部に結合した第四のキャリア４７に回転自在に支持した、各第四の
遊星歯車４８、４８を、上記第四の太陽歯車４５及び上記第四のリング歯車４６に噛合さ
せている。
【００３５】
　上述の様に構成する本例の無段変速装置は、高速用、低速用、後退用、低速発進用各ク
ラッチ２１、２２、２３、２４のうちの何れか１個のクラッチを接続し、他のクラッチの
接続を断った状態で運転する。以下、それぞれの場合に就いて説明する。
【００３６】
　　［低速用クラッチ２２を接続した低速モード状態］
　この様な低速モードでは、第一の遊星歯車機構１５を構成する第一のキャリア２７から
動力が取り出され、低速用クラッチ２２を介して第四の遊星歯車機構１８で減速され、出
力軸１３に取り出される。この様な低速モード状態での動力の伝達経路は、次の通りであ
る。
　エンジンの動力は、入力軸１２により、先ず、上記第一の遊星歯車機構１５を構成する
第一のリング歯車２６に入力される。
　この第一のリング歯車２６に入力された動力は、下記の(A) に示す、トロイダル型無段
変速機１４を通過しない経路と、同じく(B) に示す、このトロイダル型無段変速機１４を
通過する経路との、２つの経路に分割される（所謂パワースプリット状態になる）。
(A) エンジン→入力軸１２→第一のリング歯車２６→第一の遊星歯車２８ｂ、２８ｂ→第
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一のキャリア２７
(B) エンジン→入力軸１２→第一のリング歯車２６→第一の遊星歯車２８ｂ、２８ａ→第
一の太陽歯車２９→第一の動力伝達機構１９→外側ディスク２、２→パワーローラ６、６
→内側ディスク５、５→第二の動力伝達機構２０→第一のキャリア２７
　尚、上記低速モード状態では、上記(B) から明らかな通り、上記両外側ディスク２、２
が、動力が入力する側のディスク（入力側ディスク）となり、上記両内側ディスク５、５
が、動力が出力する側のディスク（出力側ディスク）となる。
【００３７】
　又、上述の様な低速モード状態での、無段変速装置全体としての変速度比は、上記トロ
イダル型無段変速機１４の変速度比を変える事により調節できる。即ち、上記(B) から明
らかな通り、このトロイダル型無段変速機１４の外側ディスク２、２と上記第一の太陽歯
車２９の回転速度が比例し、同じく内側ディスク５、５と上記第一のキャリア２７の回転
速度とが比例する。そして、上記トロイダル型無段変速機１４の変速度比を変える事で、
上記両外側ディスク２、２の回転速度と上記両内側ディスク５、５との比が変化する。上
記入力軸１２の回転速度を一定とした場合、上記第一のリング歯車２６の回転速度も一定
となるので、上記トロイダル型無段変速機１４の変速度比を変える事で、上記第一の太陽
歯車２９の回転速度を変えれば、上記第一のキャリア２７の回転速度も変化する。即ち、
上記無段変速装置全体としての変速度比ｅt/m が変化する。
【００３８】
　この様な、低速モード状態で変化する、この無段変速装置全体としての変速度比ｅt/m 
は次の(1) 式で表される。
　　ｅt/m ＝Ｎout ／Ｎin＝ｉsp・ｉ1 ／｛ｉg ・ｅv ＋ｉsp・（ｉ1 －１）｝・１／（
１＋ｉ4 ）　－－－　(1) 
　この(1) 式中の符号の意味は、下記の通りである。
　Ｎout ：出力軸１３の回転速度
　Ｎin：入力軸１２の回転速度
　ｉl ：第一の遊星歯車機構１５の減速比（＝Ｚr ／Ｚs ＝第一のリング歯車２６の歯数
／第一の太陽歯車２９の歯数）
　ｉg ：第一の動力伝達機構１９の減速比（＝Ｚg2／Ｚgl＝歯車３１の歯数／歯車３０の
歯数）
　ｉsp：第二の動力伝達機構２０の減速比（＝Ｚsp2 ／Ｚspl ＝スプロケット３４の歯数
／スプロケット３３の歯数）
　ｉ4 ：第四の遊星歯車機構１８の減速比（＝Ｚr4／Ｚs4＝第四のリング歯車４６の歯数
／第四の太陽歯車４５の歯数）
　ｅv ：トロイダル型無段変速機１４の変速度比（速度比、増速比）
　尚、トロイダル型無段変速機１４の変速度比ｅv に就いては、第一のキャリア２７と接
続されたディスク（内側ディスク５、５）から見た相手方のディスク（外側ディスク２、
２）の回転速度の比として表している。
【００３９】
　又、上記低速モード状態で上記トロイダル型無段変速機１４の外側ディスク２、２に入
力されるトルクＴvin は、上記入力軸１２に入力されるトルクＴin（エンジントルクに相
当）と第一の動力伝達機構１９の減速比ｉg とを用いて下記の(2) 式で表せる。
　　Ｔvin ＝ｉg ／ｉl ・Ｔin　－－－　(2) 
【００４０】
　　［高速用クラッチ２１を接続した高速モード状態］
　この様な高速モードでは、第一の遊星歯車機構１５を構成する第一の太陽歯車２９から
動力が取り出され、高速用クラッチ２１を介して第四の遊星歯車機構１８で減速され、出
力軸１３に取り出される。この様な高速モード状態での動力の伝達経路は、次の通りであ
る。
　エンジンの動力は、入力軸１２により、先ず、上記第一の遊星歯車機構１５を構成する
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第一のリング歯車２６に入力される。
【００４１】
　この第一のリング歯車２６に入力された動力は、上述した低速モードの場合と同様、下
記の(C) に示す、前記トロイダル型無段変速機１４を通過しない経路と、同じく(D) に示
す、このトロイダル型無段変速機１４を通過する経路との、２つの経路に分割される（所
謂パワースプリット状態になる）。
(C) エンジン→入力軸１２→第一のリング歯車２６→第一の遊星歯車２８ｂ、２８ａ→第
一の太陽歯車２９
(D) エンジン→入力軸１２→第一のリング歯車２６→第一の遊星歯車２８ｂ、２８ｂ→第
一のキャリア２７→第二の動力伝達機構２０→内側ディスク５、５→パワーローラ６、６
→外側ディスク２、２→第一の動力伝達機構１９→第一の太陽歯車２９
　尚、上記高速モード状態では、上記(D) から明らかな通り、上記両内側ディスク５、５
が、動力が入力される側のディスク（入力側ディスク）となり、上記両外側ディスク２、
２が、動力が出力される側のディスク（出力側ディスク）となる。即ち、前述した低速モ
ードの状態とは、上記トロイダル型無段変速機１４を動力（トルク）が通過する方向が逆
になる。
【００４２】
　又、上述の様な高速モード状態での、無段変速装置全体としての変速度比も、上記トロ
イダル型無段変速機１４の変速度比を変える事により調節できる。即ち、前述した低速モ
ードの場合と同様に、このトロイダル型無段変速機１４の外側ディスク２、２と上記第一
の太陽歯車２９の回転速度が比例し、同じく内側ディスク５、５と上記第一のキャリア２
７の回転速度とが比例する。そして、上記トロイダル型無段変速機１４の変速度比を変え
る事で、上記両外側ディスク２、２の回転速度と上記両内側ディスク５、５との比が変化
する。上記入力軸１２の回転速度を一定とした場合、上記第一のリング歯車２６の回転速
度も一定となるので、上記トロイダル型無段変速機１４の変速度比を変える事で、上記第
一のキャリア２７の回転速度を変えれば、上記第一の太陽歯車２９の回転速度も変化する
。即ち、上記無段変速装置全体としての変速度比ｅt/m が変化する。
【００４３】
　この様な、高速モード状態で変化する、上記無段変速装置全体としての変速度比ｅt/m 
は次の(3) 式で表される。
　　ｅt/m ＝Ｎout ／Ｎin＝ｉg ・ｅv ・ｉl ／｛ｉg ・ｅv ＋ｉsp・（ｉl －１）｝・
１／（１＋ｉ4 ）　－－－　(3) 
　又、この様な高速モード状態で上記トロイダル型無段変速機１４の内側ディスク５、５
に入力されるトルクＴvin は、上記入力軸１２に入力されるトルクＴinと上記第二の動力
伝達機構２０の減速比ｉsp　とを用いて下記の(4) 式で表せる。
　　Ｔvin ＝ｉsp・（ｉl －１）／ｉl ・Ｔin　－－－　(4) 
【００４４】
　　［低速前進用クラッチ２４を接続した低速前進モード状態］
　この低速前進用クラッチ２４を接続し、前記第二の遊星歯車機構１６を構成する第二の
リング歯車３７をケース等の固定部分に固定して回転を阻止した状態では、エンジンから
前記入力軸１２に入った動力は、上記トロイダル型無段変速機１４を介さずに、上記第二
の遊星歯車機構１６を構成する第二の太陽歯車３８に入力される。そして、この第二の太
陽歯車３８と噛合した、前記各第二の遊星歯車３９、３９の公転運動が前記第二のキャリ
ア３６から、前記第四の遊星歯車機構１８を介して、前記出力軸１３に取り出される。こ
の際、前記第三の遊星歯車機構１７は作用しない（各歯車が空転する）。
【００４５】
　この様な低速前進モード状態での無段変速装置全体としての変速度比ｅt/m は、次の(5
) 式で表される。
　　ｅt/m ＝Ｎout ／Ｎin＝１／（１＋ｉ2 ）・１／（１＋ｉ4 ）　－－－　(5) 
　この(5) 式中の符号の意味は、下記の通りである。
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　ｉ2 ：第二の遊星歯車機構１６の減速比（＝Ｚr2／Ｚs2＝第二のリング歯車３７の歯数
／第二の太陽歯車３８の歯数）
　この様な(5) 式により表される、上記低速前進モード状態での変速度比ｅt/m は、前述
した通り、前記トロイダル型無段変速機１４を動力が通過する状態で実現可能な、無段変
速装置全体としての変速度比（低速モード状態で最も低速側）よりも小さくする。
　上述の様な低速前進モード状態では、上記トロイダル型無段変速機１４が動力を伝達し
ない為、このトロイダル型無段変速機１４を通過するトルクは、各部の摩擦に基づいて生
じる僅少なトルクを除き、実質上ゼロになる。
【００４６】
　　［後退用クラッチ２３を接続した後退モード状態］
　この状態でも、エンジンから前記入力軸１２に伝えられた動力は、上記トロイダル型無
段変速機１４を介さずに、上記第二の遊星歯車機構１６を構成する第二の太陽歯車３８に
入力される。そして、この第二の太陽歯車３８に入力された動力が、上記第二の遊星歯車
機構１６及び前記第三の遊星歯車機構１７の働きにより回転方向を変換されると共に減速
され、前記第四の遊星歯車機構１８により更に減速されてから、前記出力軸１３に取り出
される。
【００４７】
　この様な後退モード状態での無段変速装置全体としての変速度比ｅt/m は、次の(6) 式
で表される。
　　ｅt/m ＝Ｎout ／Ｎin＝－１／（ｉ2 ・ｉ3 －１）・１／（１＋ｉ4 ）　－－－　(6
) 
　この(6) 式中の符号の意味は、下記の通りである。
　ｉ3 ：第三の遊星歯車機構１７の減速比（＝Ｚr3／Ｚs3＝第三のリング歯車４３の歯数
／第三の太陽歯車４１の歯数）
　上述の様な後退モード状態でも、上記トロイダル型無段変速機１４が動力を伝達しない
為、このトロイダル型無段変速機１４を通過するトルクは、各部の摩擦に基づいて生じる
僅少なトルクを除き、実質上ゼロになる。
【００４８】
　前述した様に、本例の場合は、低速モードの状態と高速モード状態とで、上記トロイダ
ル型無段変速機１４を通過する動力（トルク）の方向が逆になる。即ち、低速モード状態
で、両外側ディスク２、２が、動力が入力する側のディスク（入力側ディスク）となるの
に対して、高速モード状態で、上記両内側ディスク５、５が、動力が入力される側のディ
スク（入力側ディスク）となる。又、前述した様に、上記トロイダル型無段変速機１４に
入力されるトルクＴvin は、駆動源であるエンジンから出力されて入力軸１２に入力され
るトルクをＴinとすると、下記の(2) 式、(4) 式で表せる。
　　低速モード状態：Ｔvin ＝ｉg ／ｉl ・Ｔin　－－－　(2) 
　　高速モード状態：Ｔvin ＝ｉsp・（ｉl －１）／ｉl ・Ｔin　－－－　(4) 
【００４９】
　ここで、図１に示した本例の構造で、第一、第二の動力伝達機構１９、２０の変速度比
ｉg 、ｉspは、次の様に設定できる。即ち、これら第一、第二の動力伝達機構１９、２０
の変速度比ｉg 、ｉspは、低速モードと高速モードとの切り換え点、即ち、高速用クラッ
チ２１と低速用クラッチ２２とを断接させるモード切換ポイントで、出力軸１３の回転速
度が急変しない様に（出力回転数が連続する様に）設定する必要がある。又、上記低速モ
ードと上記高速モードとの切換が、上記トロイダル型無段変速機１４の最小速度比又は最
大速度比で行なわれる様にして、このトロイダル型無段変速機１４の速度比幅を無駄なく
使用できる様にする事が好ましい。尚、一般的なトロイダル型無段変速機１４の速度比幅
は、０．４～２．５となる。
【００５０】
　上記図１に示した構造の場合、低速モード状態では第一の遊星歯車機構１５を構成する
第一のキャリア２７の回転を、高速モード状態では同じく第一の太陽歯車２９の回転を、
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そのまま第四の遊星歯車機構１８を構成する第四の太陽歯車４５に迄（増速や減速を行な
う事なく）出力として取り出す。従って、上記モード切換ポイントでは、上記第一の太陽
歯車２９の回転速度と、上記第一のキャリア２７の回転速度とが一致している事が、滑ら
かなモード切換を行なう為に必要になる。言い換えれば、上記両歯車２９、２７の回転速
度が一致していない状態でモード切換を行なうと、切換の前後で上記第四の太陽歯車４５
の回転速度が急変動し、変速ショックを生じる。
【００５１】
　ところで、上記第一のキャリア２７の回転速度Ｎc1と、上記第一の太陽歯車２９の回転
速度Ｎs1との関係は、トロイダル型無段変速機１４の速度比ｅv を変数として、次の(7) 
式で表せる。
　　Ｎs1＝ｉsp／（ｉg ・ｅv ）・Ｎc1　－－－　(7) 
　そして、上記モード切換ポイントでＮs1＝Ｎc1とする為に必要となる、第一、第二の動
力伝達機構１９、２０の変速度比ｉg 、ｉspの関係は、次の(8) 式となる。
　　ｅv ＝ｉsp／ｉg　 －－－　(8) 
【００５２】
　この様な(8) 式から明らかな様に、上記第一、第二の動力伝達機構１９、２０の変速度
比ｉg 、ｉspの比（ｉsp／ｉg ）は、少なくとも上記トロイダル型無段変速機１４が実現
可能な速度比内に入っていないと、上記モード切換時にショックを生じる事になる。又、
仮に上記比（ｉsp／ｉg ）が上記トロイダル型無段変速機１４が実現可能な速度比内に入
っていても、この実現可能な変速度比のうちで最小速度比又は最大速度比の近傍にモード
切換ポイントを設定しないと、上記トロイダル型無段変速機１４が実現可能な変速度比の
うちに、全く使用されない速度比が生じる。この様な状況は、このトロイダル型無段変速
機１４の能力の一部しか使わない事になり、無駄であって、好ましくない。そこで、本例
の場合は、上記第一、第二の動力伝達機構１９、２０の変速度比ｉg 、ｉspを下記の通り
規制し、これら変速度比ｉg 、ｉspの比（ｉsp／ｉg ）を０．４としている。
　　第一の動力伝達機構１９の減速比：ｉg ＝１．２５
　　第二の動力伝達機構２０の減速比：ｉsp＝０．５
【００５３】
　又、これと共に、第一～第四の遊星歯車機構１５～１８の変速度比ｉ1 ～ｉ4 を次の様
に規制している。
　　第一の遊星歯車機構の減速比：ｉl ＝２
　　第二の遊星歯車機構の減速比：ｉ2 ＝２
　　第三の遊星歯車機構の減速比：ｉ3 ＝２
　　第四の遊星歯車機構の減速比：ｉ4 ＝２
　これらの値のうち、上記第一の遊星歯車機構１５の減速比ｉl と、上記第一、第二の動
力伝達機構１９、２０の変速度比ｉg 、ｉspとを、前述の(2) 式、(4) 式に代入すれば明
らかな様に、低速、高速両モードで、上記トロイダル型無段変速機１４に入力されるトル
クＴvin が、駆動源であるエンジンから出力されて入力軸１２に入力されるトルクＴinに
比べて小さくなる。又、これと共に、高速モード状態に比べて低速モード状態で、上記ト
ロイダル型無段変速機１４に入力されるトルクＴvin が大きくなる（最大になる）。
【００５４】
　図２は、上述の様に第一、第二の動力伝達機構１９、２０の減速比ｉg 、ｉsp、並びに
、第一～第四の遊星歯車機構１５～１８の減速比ｉ1 ～ｉ4 を適切に規制した場合の、ト
ロイダル型無段変速機１４の変速度比（バリエータ速度比）ｅv と、無段変速装置全体と
しての変速度比（トランスミッション速度比）ｅt/m との関係を示している。この図２の
うちで実線は低速モード時に於ける両者の関係を、破線は高速モード状態での両者の関係
を、それぞれ示している。モード切換ポイントの前後で、無段変速装置全体としての変速
度比ｅt/m が連続的に変化している。又、図３は、同じく上述の様に減速比ｉg 、ｉsp、
ｉ1 ～ｉ4 を記載した場合の、エンジンから入力軸１２に入力されるトルク（エンジント
ルク）に対する、上記トロイダル型無段変速機１４に入力されるトルク（バリエータ入力
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トルク）の比と、無段変速装置全体としての変速度比（トランスミッション速度比）ｅt/

m との関係を示している。この様な図３からも明らかな様に、低速、高速両モードで、上
記トロイダル型無段変速機１４に入力されるトルクＴvin が、駆動源であるエンジンから
出力されて入力軸１２に入力されるトルクＴinに比べて小さくなる。又、これと共に、高
速モード状態に比べて低速モード状態で、上記トロイダル型無段変速機１４に入力される
トルクＴvin が大きくなる（最大になる）。
【００５５】
　但し、本例の場合、この様にトロイダル型無段変速機１４に入力されるトルクが大きく
なる状態（運転モード）で、上記エンジンからの動力が各外側ディスク２、２に入力され
る。より具体的には、上記低速、高速両各運転モードのうち、上記エンジンからの動力に
基づいて出力軸１３を駆動している状態｛例えば無段変速装置を組み込んだ車両を駆動（
加速）している状態｝で、上記トロイダル型無段変速機１４に入力される動力が最も大き
くなる状態（外側ディスク２、２と内側ディスク５、５との間で伝達される動力が最も大
きくなる状態）を有する運転モード、即ち、上記低速モード状態で、上記各外側ディスク
２、２に上記エンジンからの動力が入力される。
【００５６】
　上述の様に構成する本例の無段変速装置によれば、トロイダル型無段変速機１４を構成
する押圧装置１０ａに必要とされる最大押圧力（出力すべき最大押圧力）を低減でき、変
速幅を確保しつつ、小型、軽量に構成できると共に、伝達効率の確保を高次元で図れる。
　即ち、上述の様に、上記トロイダル型無段変速機１４に入力される動力が最も大きくな
る低速モードで、この動力が各外側ディスク２、２に入力される。この為、前述の図１１
を参照すれば明らかな様に、この様な低速モードで上記動力が内側ディスク５、５に入力
される構造に比べて、上記押圧装置１０ａに必要とされる最大押圧力（発生させるべき最
大押圧力）を小さくできる。この結果、この押圧装置１０ａ並びにこの押圧装置１０ａを
駆動するポンプの小型化を図れると共に、このポンプの動力損失の低減を図れ、無段変速
装置全体としての高効率化（伝達効率の向上）を図れる。又、上記トロイダル型無段変速
機１４を構成する各外側ディスク２、２と共に回転する回転軸１を、小径にできる（細く
できる）。この為、変速比幅の確保と外側、内側各ディスク２、５の強度、耐久性の確保
との両立を図れると共に、上記トロイダル型無段変速機１４、延いては無段変速装置全体
として、小型・軽量に構成できる。又、上述の様に押圧装置１０ａが出力する押圧力を小
さくできる分、回転部分を支承する各軸受部分に加わる負荷を小さくでき、この面からも
損失の低減による伝達効率の向上を図れる。
【００５７】
　　［実施の形態の第２例］
　図４は、同じく請求項１に対応する、本発明の実施の形態の第２例を示している。本例
の場合は、上述の図１に示した第１例の構造で、中段に配置した、低速前進用（低速前進
モード）に使用する第二の遊星歯車機構１６並びに低速前進用クラッチ２４と、次（後段
側）に配置した、後退用（後退モード）に使用する第三の遊星歯車機構１７並びに後退用
クラッチ２３（図１参照）とを、省略している。尚、最後段に配置した、減速用の第四の
遊星歯車機構１８は、そのまま残している。従って、本例の場合には、高速用クラッチ２
１と低速用クラッチ２２との断接に基づいて、低速モードと高速モードとの２つのモード
を実現する。
　その他の構成及び作用は、上述した第１例と同様であるから、重複する説明は省略する
。
【００５８】
　　［実施の形態の第３例］
　図５は、同じく請求項１に対応する、本発明の実施の形態の第３例を示している。本例
の場合は、前述の図１に示した第１例の構造で、中段に配置した、低速前進用（低速前進
モード）に使用する第二の遊星歯車機構１６の周囲に設けた低速前進用クラッチ２５（図
１参照）を、省略している。尚、次（後段側）に配置した、後退用（後退モード）に使用
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する第三の遊星歯車機構１７並びに後退用クラッチ２３と、最後段に配置した、減速用の
第四の遊星歯車機構１８とを、そのまま残している。従って、本例の場合には、高速用ク
ラッチ２１と低速用クラッチ２２と後退用クラッチ２３との断接に基づいて、低速モード
と高速モードと後退モードとの３つのモードを実現する。
　その他の構成及び作用は、前述した第１例と同様であるから、重複する説明は省略する
。
【００５９】
　　［実施の形態の第４例］
　図６は、同じく請求項１に対応する、本発明の実施の形態の第４例を示している。本例
の場合は、前述の図１に示した第１例の構造で、後段側に配置した、後退用（後退モード
）に使用する第三の遊星歯車機構１７並びに後退用クラッチ２３（図１参照）を、省略し
ている。尚、中段に配置した、低速前進用（低速前進モード）に使用する第二の遊星歯車
機構１６並びに低速前進用クラッチ２４と、最後段に配置した、減速用の第四の遊星歯車
機構１８とを、そのまま残している。従って、本例の場合には、高速用クラッチ２１と低
速用クラッチ２２と低速前進用クラッチ２４との断接に基づいて、低速モードと高速モー
ドと低速前進モードとの３つのモードを実現する。
　その他の構成及び作用は、前述した第１例と同様であるから、重複する説明は省略する
。
【００６０】
　　［実施の形態の第５例］
　図７は、請求項２に対応する、本発明の実施の形態の第５例を示している。本例の場合
は、入力軸１２ａを一方向に回転させた状態のまま出力軸１３ａを停止させるギヤードニ
ュートラル状態を実現する運転モード（ギヤードニュートラルモード）を備えている。こ
の為に、本例の無段変速装置は、上記入力軸１２ａ及び出力軸１３ａと、トロイダル型無
段変速機１４及び遊星歯車機構４９と、第一、第二の動力伝達機構１９、２０ａと、高速
用、低速用両クラッチ２１、２２から成るクラッチ装置とを備える。
【００６１】
　このうちの入力軸１２ａは、中間部に、上記第二の動力伝達機構２０ａを構成するスプ
ロケット３３ａを固設すると共に、先端部を、上記遊星歯車機構４９を構成するキャリア
５０に結合している。即ち、このキャリア５０と上記トロイダル型無段変速機１４を構成
する内側ディスク５、５とを接続する為の上記第二の動力伝達機構２０ａを、上記入力軸
１２ａを介して上記キャリア５０と共に回転する上記スプロケット３３ａと、上記両内側
ディスク５、５と共に回転するスプロケット３４との間に、チェン３５を掛け渡す事によ
り構成している。一方、上記遊星歯車機構４９を構成する太陽歯車５１と上記トロイダル
型無段変速機１４を構成する外側ディスク２、２とを接続する為の第一の動力伝達機構１
９を、上記太陽歯車５１と共に回転する歯車３０と、上記両外側ディスク２、２と共に回
転する歯車３１とを噛合させる事により構成している。又、上記遊星歯車機構４９の構成
要素のうち、上記太陽歯車５１の動きを上記高速用クラッチ２１を介して、同じくリング
歯車５２の動きを上記低速用クラッチ２２を介して、それぞれ上記出力軸１３ａに伝達可
能としている。尚、上記遊星歯車機構４９は、同一の遊星歯車５３、５３を上記リング歯
車５２及び太陽歯車５１に噛合させる、所謂シングルピニオン型のものとしている。
【００６２】
　上述の様に構成する本例の無段変速装置は、高速用、低速用各クラッチ２１、２２のう
ちの何れかのクラッチを接続すると共に、他のクラッチの接続を断った状態で運転する。
このうちの低速用クラッチ２２を接続すると共に、高速用クラッチ２１の接続を断った低
速モード状態では、遊星歯車機構４９を構成するリング歯車５２から動力が取り出され、
上記低速用クラッチ２２を介して出力軸１３ａに取り出される。この様な低速モード状態
では、トロイダル型無段変速機１４の変速度比を調節する事により、出力軸１３ａの回転
状態を、停止状態を挟んで、正転（前進方向）、逆転（後退方向）に切り換えられる。又
、この様な低速モード状態で、且つ、上記出力軸１３ａを正転させている状態で、エンジ
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ンからの動力は、上記トロイダル型無段変速機１４を構成する両外側ディスク２、２に入
力される。即ち、上記低速モード状態で、且つ、上記出力軸１３ａを正転させている状態
で、上記両外側ディスク２、２が、動力が入力する側のディスク（入力側ディスク）とな
り、両内側ディスク５、５が、動力が出力する側のディスク（出力側ディスク）となる。
【００６３】
　上述の様な低速モード状態での、無段変速装置全体としての変速度比ｅt/m は次の(9) 
式で表される。
　　ｅt/m ＝Ｎout ／Ｎin＝｛ｉsp・（１＋ｉpg）－ｉg ・ｅv ｝／｛ｉsp・ｉsp｝　－
－－　(9) 
　この(9) 式中の符号の意味は、下記の通りである。
　Ｎout ：出力軸１３ａの回転速度
　Ｎin：入力軸１２ａの回転速度
　ｉpg：遊星歯車機構４９の減速比（＝Ｚr ／Ｚs ＝リング歯車５２の歯数／太陽歯車５
１の歯数）
　ｉg ：第一の動力伝達機構１９の減速比（＝Ｚg2／Ｚgl＝歯車３１の歯数／歯車３０の
歯数）
　ｉsp：第二の動力伝達機構２０ａの減速比（＝Ｚsp2 ／Ｚspl ＝スプロケット３４の歯
数／スプロケット３３ａの歯数）
　ｅv ：トロイダル型無段変速機１４の変速度比（速度比、増速比）
　尚、トロイダル型無段変速機１４の変速度比ｅv に就いては、キャリア５０と接続され
たディスク（内側ディスク５、５）から見た相手方のディスク（外側ディスク２、２）の
回転速度の比として表している。
【００６４】
　又、上記低速モード状態で上記トロイダル型無段変速機１４の外側ディスク２、２に入
力されるトルクＴvin は、上記入力軸１２ａに入力されるトルクＴin（エンジントルクに
相当）と、第一、第二の動力伝達機構１９、２０ａの減速比ｉg 、ｉsp、遊星歯車機構４
９の減速比ｉpg、並びに、トロイダル型無段変速機１４の速度比ｅv とを用いて、下記の
(10)式で表せる。
　　Ｔvin ＝ｉsp・ｉg ／［｛ｉsp・（１＋ｉpg）－ｉg ・ｅv ｝・Ｔin］　－－－－　
(10)
【００６５】
　一方、高速用クラッチ２１を接続すると共に、低速用クラッチ２２の接続を断った高速
モード状態では、遊星歯車機構４９を介する事なく、トロイダル型無段変速機１４を構成
する両外側ディスク２、２から動力が取り出され、第一の動力伝達機構１９、高速用クラ
ッチ２１を介して、出力軸１３ａに取り出される。この様な高速モード状態で、エンジン
からの動力は、トロイダル型無段変速機１４を構成する両内側ディスク５、５に入力され
る。即ち、上記高速モード状態では、これら両内側ディスク５、５が、動力が入力する側
のディスク（入力側ディスク）となり、上記両外側ディスク２、２が、動力が出力する側
のディスク（出力側ディスク）となる。
【００６６】
　又、上述の様な高速モード状態での、無段変速装置全体としての変速度比ｅt/m は次の
(11)式で表される。
　ｅt/m ＝Ｎout ／Ｎin＝ｉg ・ｅv ／ｉsp　－－－　(11)
　又、この様な高速モード状態で上記トロイダル型無段変速機１４の内側ディスク５、５
に入力されるトルクＴvin は、上記入力軸１２ａに入力されるトルクＴinと上記第二の動
力伝達機構２０ａの減速比ｉspとを用いて下記の(12)式で表せる。
　　Ｔvin ＝ｉsp・Ｔin　－－－　(12)
【００６７】
　上述の様に構成する本例の場合には、上記第一、第二の動力伝達機構１９、２０ａの変
速度比ｉg 、ｉsp、並びに、遊星歯車機構４９の減速比ｉpgを、下記の通り規制している
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。
　　第一の動力伝達機構１９の減速比：ｉg ＝１．６６６６
　　第二の動力伝達機構２０ａの減速比：ｉsp＝０．６６６６
　　遊星歯車機構４９の減速比：ｉpg＝２
【００６８】
　図８は、この様に減速比ｉg 、ｉsp、ｉpgを規制した場合の、トロイダル型無段変速機
１４の変速度比（バリエータ速度比）ｅV と、無段変速装置全体としての変速度比（トラ
ンスミッション速度比）ｅt/m との関係を示している。この図８のうちで実線は低速モー
ド時に於ける両者の関係を、破線は高速モード状態での両者の関係を、それぞれ示してい
る。又、図９は、同じく上述の様に減速比ｉg 、ｉsp、ｉpgを記載した場合の、エンジン
から入力軸１２ａに入力されるトルク（エンジントルク）に対する、上記トロイダル型無
段変速機１４に入力されるトルク（バリエータ入力トルク）の比と、無段変速装置全体と
しての変速度比（トランスミッション速度比）ｅt/m との関係を示している。この図９か
ら明らかな様に、高速モード状態に比べて低速モード状態で、上記トロイダル型無段変速
機１４に入力されるトルクＴvin が大きくなる（最大になる）。
【００６９】
　但し、本例の場合は、この様にトロイダル型無段変速機１４に入力されるトルクが大き
くなる低速モード状態で、且つ、使用頻度の高い正転状態（前進走行に対応する状態）で
、上記エンジンからの動力が各外側ディスク２、２に入力される。即ち、ギヤードニュー
トラル状態を有する低速モードで、且つ、エンジンからの動力に基づいて正転方向に対応
する駆動力を上記出力軸１３ａから出力させている状態で、このエンジンからの動力が上
記各外側ディスク２、２に入力される。
　この様な本例の場合も、押圧装置１０ａに必要とされる最大押圧力（出力すべき最大押
圧力）を小さくできる。この為、変速幅を確保しつつ、小型、軽量に構成できる他、伝達
効率の確保を高次元で図れる。
　その他の構成及び作用は、前述した第１例と同様であるから、重複する説明は省略する
。
【産業上の利用可能性】
【００７０】
　図示は省略するが、駆動源からの動力をそのままトロイダル型無段変速機に入力する（
トロイダル型無段変速機のみで動力を伝達する）第一運転モードと、この駆動源からの動
力の一部を、上記トロイダル型無段変速機をバイパスして出力軸に伝達する第二運転モー
ド（パワースプリットモード）とを備えた無段変速装置の場合には、このうちの第一の運
転モード（直結モード）で、上記駆動源からの動力が上記各外側ディスクに入力される様
に規制する。この場合にも、押圧装置に必要とされる最大押圧力（出力すべき最大押圧力
）の低減を図れ、変速幅を確保しつつ、小型、軽量に構成できる他、伝達効率の確保を高
次元で図れる。
【００７１】
　要は、無段変速装置が実現できる運転モード、即ち、トロイダル型無段変速機のみで動
力を伝達するモード、ギヤードニュートラルモード、パワースプリットモードのうちで、
駆動状態での上記トロイダル型無段変速機に入力される動力が最も大きくなる状態を有す
る運転モードで、駆動源からの動力が各外側ディスクに入力される様に規制する。
　更に、本発明を実施する場合に利用するトロイダル型無段変速機は、図１、４～７、１
０に示す様なハーフトロイダル型のものに限らず、フルトロイダル型のものも利用できる
。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】本発明の実施の形態の第１例を示す略断面図。
【図２】トロイダル型無段変速機の速度比と無段変速装置全体としての速度比との関係を
示す線図。
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【図３】入力軸に入力されるトルクに対するトロイダル型無段変速機に入力されるトルク
の比と無段変速装置全体としての速度比との関係を示す線図。
【図４】本発明の実施の形態の第２例を示す略断面図。
【図５】同第３例を示す略断面図。
【図６】同第４例を示す略断面図。
【図７】同第５例を示す略断面図。
【図８】トロイダル型無段変速機の速度比と無段変速装置全体としての速度比との関係を
示す線図。
【図９】入力軸に入力されるトルクに対するトロイダル型無段変速機に入力されるトルク
の比と無段変速装置全体としての速度比との関係を示す線図。
【図１０】ダブルキャビティ型のトロイダル型無段変速機の１例を示す断面図。
【図１１】トロイダル型無段変速機に一定の動力を入力している状態での、速度比（外側
ディスクと内側ディスクとの回転速度比）の絶対値と必要とされる押圧力（出力すべき押
圧力）との関係の１例を示す線図。
【符号の説明】
【００７３】
　　１　　回転軸
　　２　　外側ディスク
　　３　　ボールスプライン
　　４　　歯車
　　５　　内側ディスク
　　６　　パワーローラ
　　７　　トラニオン
　　８　　支持軸
　　９　　駆動軸
　１０、１０ａ　押圧装置
　１１　　中心孔
　１２、１２ａ　入力軸
　１３、１３ａ　出力軸
　１４　　トロイダル型無段変速機
　１５　　第一の遊星歯車機構
　１６　　第二の遊星歯車機構
　１７　　第三の遊星歯車機構
　１８　　第四の遊星歯車機構
　１９　　第一の動力伝達機構
　２０、２０ａ　第二の動力伝達機構
　２１　　高速用クラッチ
　２２　　低速用クラッチ
　２３　　後退用クラッチ
　２４　　低速前進用クラッチ
　２５　　ダンパ
　２６　　第一のリング歯車
　２７　　第一のキャリア
　２８ａ、２８ｂ　第一の遊星歯車
　２９　　第一の太陽歯車
　３０　　歯車
　３１　　歯車
　３２　　中空回転軸
　３３、３３ａ　スプロケット
　３４　　スプロケット
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　３５　　チェン
　３６　　第二のキャリア
　３７　　第二のリング歯車
　３８　　第二の太陽歯車
　３９　　第二の遊星歯車
　４０　　中間伝達軸
　４１　　第三の太陽歯車
　４２　　第三のキャリア
　４３　　第三のリング歯車
　４４　　第三の遊星歯車
　４５　　第四の太陽歯車
　４６　　第四のリング歯車
　４７　　第四のキャリア
　４８　　第四の遊星歯車
　４９　　遊星歯車機構
　５０　　キャリア
　５１　　太陽歯車
　５２　　リング歯車
　５３　　遊星歯車

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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