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(57)【要約】
【課題】後進切替機構を簡略化し、ギヤの連れ回しによ
る動力損失が少ない変速機を提供する。
【解決手段】入力軸２，３にクラッチを介して選択的に
動力源のトルクが伝達され、出力軸１０，１１が入力軸
２，３に平行に配置されるとともに、出力軸１１，１２
と入力軸２，３との間にギヤ対が設けられ、リバースギ
ヤ対が設けられたツインクラッチ式変速機１において、
リバースドライブギヤ１５と第２速用被駆動ギヤ１３と
をトルク伝達可能に係合するリバースドライブギヤ係合
機構１７と、リバースドリブンギヤ２２と出力軸１１と
をトルク伝達可能に連結するリバースドリブン係合機構
２３とが設けられ、動力を第２速用被駆動ギヤ１３に伝
達する入力軸２，３を動力源に選択的に連結するクラッ
チからリバースドライブ係合機構１７にトルクを伝達す
る経路中にそのトルク伝達を選択的に遮断できる係合機
構９が設けられている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動力源からそれぞれクラッチを介して選択的に動力が伝達される第１入力軸と第２入
力軸とが同一軸線上に配置されるとともに、これらの入力軸から動力が伝達される第１出
力軸と第２出力軸とが前記各入力軸に対して平行に配置され、その第１入力軸と第１出力
軸および第２出力軸との間ならびに第２入力軸と第１出力軸および第２出力軸との間にそ
れぞれギヤ比の異なる複数対のギヤ対が設けられ、さらに第１出力軸と第２出力軸との間
に後進段を設定するためのリバースギヤ対が設けられたツインクラッチ式変速機において
、
　前記リバースギヤ対を構成しているリバースドライブギヤがいずれか一方の前記出力軸
上に配置されるとともにそのリバースドライブギヤと前記一方の出力軸上の他のギヤとを
選択的にトルク伝達可能に連結するリバースドライブ係合機構が設けられ、
　前記リバースギヤ対を構成しているリバースドリブンギヤがいずれか他方の前記出力軸
上に配置されるとともに、そのリバースドリブンギヤと前記他方の出力軸とを選択的にト
ルク伝達可能に連結するリバースドリブン係合機構が設けられ、
　前記駆動力源が出力した動力を前記一方の出力軸上の前記他のギヤに伝達するいずれか
一方の前記入力軸を前記駆動力源に選択的に連結する前記クラッチから前記リバースドラ
イブ係合機構にトルクを伝達する経路中にそのトルクの伝達を選択的に遮断できる他の係
合機構が設けられている
ことを特徴とするツインクラッチ式変速機。
【請求項２】
　前記一方の出力軸上の前記他のギヤと対を構成している更に他のギヤが、いずれか一方
の前記入力軸に回転自在に支持されているとともに、
　前記他の係合機構は、前記いずれか一方の前記入力軸に設けられ、前記更に他のギヤと
前記いずれか一方の前記入力軸とをトルク伝達可能に係合する変速段用クラッチを含む
ことを特徴とする請求項１に記載のツインクラッチ式変速機。
【請求項３】
　前記リバースドリブンギヤは、前記他方の出力軸に回転自在に設けられた前記複数対の
ギヤ対に含まれるまた更に他のギヤと一体に形成されているとともに、
　前記リバースドリブンギヤ係合機構は、前記他方の出力軸と前記また更に他のギヤとを
トルク伝達可能に係合する変速段用クラッチを含む
ことを特徴とする請求項１または２に記載のツインクラッチ式変速機。
【請求項４】
　前記複数対のギヤ対は、前記第１入力軸に設けられた第１速用駆動ギヤと前記他方の出
力軸に回転自在に設けられた第１速用被駆動ギヤとからなる第１速用変速ギヤ対と、前記
第２入力軸に設けられた第２速用駆動ギヤと前記一方の出力軸上の前記他のギヤとからな
る第２速用変速ギヤ対と、前記第１入力軸に設けられた第３速用駆動ギヤと前記他方の出
力軸に回転自在に設けられた第３速用被駆動ギヤとからなる第３速用変速ギヤ対と、前記
第２入力軸に回転自在に設けられた第４速用駆動ギヤと前記一方の出力軸に回転自在に設
けられた第４速用被駆動ギヤとからなる第４速用変速ギヤ対と、前記第１速用駆動ギヤと
前記一方の出力軸に回転自在に設けられた第１出力軸アイドルギヤを構成するアイドルギ
ヤとからなる第５速用変速ギヤ対と、前記第２速用駆動ギヤと前記他方の出力軸に回転自
在に設けられた第２出力軸アイドルギヤを構成するアイドルギヤとからなる第６速用変速
ギヤ対と、前記第３速用駆動ギヤと前記第１出力軸アイドルギヤを構成する他のアイドル
ギヤとからなる第７速用変速ギヤ対と、前記第４速用駆動ギヤと前記第２出力軸アイドル
ギヤを構成する他のアイドルギヤとからなる第８速用変速ギヤ対とを含み、
　前記第１速用駆動ギヤまたは前記第３速用駆動ギヤと前記第１入力軸とを選択的にトル
ク伝達可能に連結する第１入力軸係合機構と、前記一方の出力軸上の前記他のギヤまたは
前記第４被駆動ギヤと前記第２出力軸とを選択的にトルク伝達可能に連結する第１出力軸
係合機構とをさらに備えていることを特徴とする請求項１に記載のツインクラッチ式変速
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機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、動力を入力するための２つのクラッチ手段を備えているいわゆるツインラ
ッチ式変速機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　この種の変速機は車両用の変速機として多用されており、車両用の変速機では可及的に
小型・軽量であると同時に設定し得る変速段が多いことが望まれる。さらに、このような
変速機には通常、車両を前進から後進へ切り替えるリバースアイドラギヤ軸がさらに設け
られているが、前述したように変速機の小型化・軽量化が望まれるため、このリバースア
イドラギヤ軸等は簡略化される必要がある。その一例として特許文献１に記載されたダブ
ルクラッチ式変速機は、２つの入力軸と２つの出力軸とを有し、変速段を設定するための
複数のギヤ対をそれら各入力軸上もしくは各出力軸に配列し、複数のシンクロ機構によっ
て歯車対の切替を行うよう構成されており、特に、一方の出力軸と同軸上に２速用の被駆
動ギヤと一体に形成されたアイドラギヤが回転自在に設けられ、他方の出力軸と同軸上に
後進用の被駆動ギヤが回転自在に設けられており、シンクロ機構により一方の出力軸に結
合されたアイドラギヤから他のシンクロ機構により他方の出力軸に結合された後進用の被
駆動ギヤに動力を伝達して車両を後進走行させている。
【０００３】
　また、特許文献２に記載されたデュアルクラッチ式自動変速機は、同軸上に配置された
第１入力軸および第２入力軸とそれら入力軸に平行に配置された第１出力軸および第２出
力軸とを有しており、第１出力軸には回転自在に後進ギヤが設けられ、この後進ギヤが第
２出力軸に回転自在に小径ギヤに常に噛合しており、シフトクラッチにより第１出力軸に
結合された後進ギヤからシフトクラッチにより第２出力軸に結合された小径ギヤに動力を
伝達して車両を後進走行させている。
【０００４】
　また、特許文献３に記載されたデュアルクラッチ式変速機は、変速段を設定するための
複数のギヤ対を入力軸上もしくは副軸上あるいは出力軸上に配列し、複数のクラッチによ
って動力を伝達すべき歯車対の切替を行うよう構成されており、特に副軸に回転自在に支
持されたリバースギヤがクラッチによって副軸に結合されることにより、そのリバースギ
ヤから出力軸に支持された３速従動ギヤに動力を伝達して車両を後進走行させている。
【０００５】
　さらに、特許文献４に記載されたデュアルクラッチ式変速機は、同軸上に配置された第
１入力軸および第２入力軸とそれら入力軸に平行に配置された第１出力軸および第２出力
軸とを有しており、それら入出力軸に変速段を設定するための複数のギヤ対を配列し、複
数のクラッチによって動力を伝達すべき歯車対の切替を行うよう構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－３２１８１９号公報
【特許文献２】特開２０１１－１６３４５８号公報
【特許文献３】特開２００８－２９１８９３号公報
【特許文献４】特開２０１０－２０９９５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１に記載されたダブルクラッチ式変速機には、一方の入力軸に２速用の駆動ギ
ヤが一体的に設けられ、この２速用の駆動ギヤは第２出力軸に回転自在に設けられた２速
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用の被駆動ギヤと噛合しており、さらに第２速用の被駆動ギヤと一体にアイドラギヤが形
成されている。このため、特許文献１において２速が選択された場合、この２速用の駆動
ギヤは、２速用の被駆動ギヤと共にアイドラギヤを回転させ、そのアイドラギヤに噛合し
ている後進用の被駆動ギヤを回転させてしてしまい、アイドラギヤと後進用の被駆動ギヤ
とを連れ回し、エンジンから伝達された動力が損失してしまうおそれがあった。また同様
に、特許文献２において第２速が選択された場合、第２入力軸に設けられている２速駆動
ギヤは、その２速駆動ギヤに噛合している２速従動ギヤと共に小径ギヤを回転させ、その
小径ギヤに噛合している後進ギヤも同時に回転させてしまい、結局、第２速時に小径ギヤ
と後進ギヤとを連れ回し、エンジンから伝達された動力が損失してしまうおそれがあった
。
【０００８】
　この発明は上記の技術的課題に着目してなされたものであって、後進切替機構を簡略化
するとともに、ギヤの連れ回しによる動力損失が少ない変速機を提供することを目的とす
るものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を達成するために、請求項１の発明は、駆動力源からそれぞれクラッチを介
して選択的に動力が伝達される第１入力軸と第２入力軸とが同一軸線上に配置されるとと
もに、これらの入力軸から動力が伝達される第１出力軸と第２出力軸とが前記各入力軸に
対して平行に配置され、その第１入力軸と第１出力軸および第２出力軸との間ならびに第
２入力軸と第１出力軸および第２出力軸との間にそれぞれギヤ比の異なる複数対のギヤ対
が設けられ、さらに第１出力軸と第２出力軸との間に後進段を設定するためのリバースギ
ヤ対が設けられたツインクラッチ式変速機において、前記リバースギヤ対を構成している
リバースドライブギヤがいずれか一方の前記出力軸上に配置されるとともにそのリバース
ドライブギヤと前記一方の出力軸上の他のギヤとを選択的にトルク伝達可能に連結するリ
バースドライブ係合機構が設けられ、前記リバースギヤ対を構成しているリバースドリブ
ンギヤがいずれか他方の前記出力軸上に配置されるとともに、そのリバースドリブンギヤ
と前記他方の出力軸とを選択的にトルク伝達可能に連結するリバースドリブン係合機構が
設けられ、前記駆動力源が出力した動力を前記一方の出力軸上の前記他のギヤに伝達する
いずれか一方の前記入力軸を前記駆動力源に選択的に連結する前記クラッチから前記リバ
ースドライブ係合機構にトルクを伝達する経路中にそのトルクの伝達を選択的に遮断でき
る他の係合機構が設けられていることを特徴とするものである。
【００１０】
　また、請求項２の発明は、請求項１の発明において、前記一方の出力軸上の前記他のギ
ヤと対を構成している更に他のギヤが、いずれか一方の前記入力軸に回転自在に支持され
ているとともに、前記他の係合機構は、前記いずれか一方の前記入力軸に設けられ、前記
更に他のギヤと前記いずれか一方の前記入力軸とをトルク伝達可能に係合する変速段用ク
ラッチを含むことを特徴とするツインクラッチ式変速機である。
【００１１】
　また、請求項３の発明は、請求項１または２の発明において、前記リバースドリブンギ
ヤは、前記他方の出力軸に回転自在に設けられた前記複数対のギヤ対に含まれるまた更に
他のギヤと一体に形成されているとともに、前記リバースドリブンギヤ係合機構は、前記
他方の出力軸と前記また更に他のギヤとをトルク伝達可能に係合する変速段用クラッチを
含む
ことを特徴とするツインクラッチ式変速機である。
【００１２】
　さらに、請求項４の発明は、請求項１の発明において、前記複数対のギヤ対は、前記第
１入力軸に設けられた第１速用駆動ギヤと前記他方の出力軸に回転自在に設けられた第１
速用被駆動ギヤとからなる第１速用変速ギヤ対と、前記第２入力軸に設けられた第２速用
駆動ギヤと前記一方の出力軸上の前記他のギヤとからなる第２速用変速ギヤ対と、前記第
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１入力軸に設けられた第３速用駆動ギヤと前記他方の出力軸に回転自在に設けられた第３
速用被駆動ギヤとからなる第３速用変速ギヤ対と、前記第２入力軸に回転自在に設けられ
た第４速用駆動ギヤと前記一方の出力軸に回転自在に設けられた第４速用被駆動ギヤとか
らなる第４速用変速ギヤ対と、前記第１速用駆動ギヤと前記一方の出力軸に回転自在に設
けられた第１出力軸アイドルギヤを構成するアイドルギヤとからなる第５速用変速ギヤ対
と、前記第２速用駆動ギヤと前記他方の出力軸に回転自在に設けられた第２出力軸アイド
ルギヤを構成するアイドルギヤとからなる第６速用変速ギヤ対と、前記第３速用駆動ギヤ
と前記第１出力軸アイドルギヤを構成する他のアイドルギヤとからなる第７速用変速ギヤ
対と、前記第４速用駆動ギヤと前記第２出力軸アイドルギヤを構成する他のアイドルギヤ
とからなる第８速用変速ギヤ対とを含み、前記第１速用駆動ギヤまたは前記第３速用駆動
ギヤと前記第１入力軸とを選択的にトルク伝達可能に連結する第１入力軸係合機構と、前
記一方の出力軸上の前記他のギヤまたは前記第４被駆動ギヤと前記第２出力軸とを選択的
にトルク伝達可能に連結する第１出力軸係合機構とをさらに備えていることを特徴とする
ツインクラッチ式変速機である。
【発明の効果】
【００１３】
　この発明によれば、動力源から伝達されるトルクを伝達可能にするクラッチとリバース
ドライブギヤ係合機構との間の経路に、リバースドライブギヤをトルク伝達可能に係合す
る係合機構が設けられており、第１出力軸に設けられたリバースドライブギヤと第２出力
軸に設けられたリバースドリブンギヤとが噛合している。このリバースドライバギヤから
リバースドリブンギヤに動力が伝達されることで、他方の出力軸の回転が後進方向に回転
される。したがって、後進させるためのリバースアイドラギヤ軸が不要となるため、ギヤ
の噛み合い数が低減し動力の伝達効率が向上するとともに、変速機を可及的に小型化・軽
量化することができる。
【００１４】
　また、この発明において変速機の前進段が選択されている場合、動力源のトルクは、ク
ラッチを介して第１または第２入力軸に入力される。しかしながら、クラッチとリバース
ドライブギヤ係合機構との間の経路とリバースドライブギヤとが係合機構を介して連結さ
れていない場合、第１または第２入力軸に入力されたトルクは、リバースドライブギヤに
伝達されない。したがって、たとえリバースドライブギヤ係合機構がリバースドライブギ
ヤに係合しており、そのリバースドライブギヤとリバースドリブンギヤとがトルク伝達可
能になっていたとしても、リバースドライブギヤとそのリバースドライブギヤに噛合して
いるリバースドリブンギヤとの連れ回しが起きず、ギヤの連れ回しによる動力損失を低減
させることができる。
【００１５】
　特に、請求項２の発明によれば、一方の出力軸上のギヤと対を構成し、第１入力軸また
は第２入力軸のうちの少なくともいずれか一方に回転自在に支持されている他のギヤが、
係合機構を介してその入力軸に連結されていない場合、動力源からクラッチを介してその
入力軸に伝達されるトルクは他のギヤに伝達されないため、他のギヤおよびその他のギヤ
に噛合している一方の出力軸上のギヤの連れ回しは起きず、ギヤの連れ回しによる動力損
失を低減させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】この発明に係るデュアルクラッチ式変速機の第１実施例を示すスケルトン図であ
る。
【図２】この発明に係るデュアルクラッチ式変速機の第２実施例を示すスケルトン図であ
る。
【図３】この発明に係るデュアルクラッチ式変速機の参考例を示すスケルトン図である。
【図４】この発明に係るデュアルクラッチ式変速機の他の参考例を示すスケルトンである
。
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【発明を実施するための形態】
【００１７】
　この発明を具体例に基づいて説明する。図１は、この発明にかかる変速機の第１実施例
として前進８速後進１速のデュアルクラッチ式変速機を示している。まず構成について説
明する。この変速機１は、動力源（図示せず）から伝達されるトルクを伝える回転軸であ
る第１入力軸２と第２入力軸３とが配置されている。この第１入力軸２と第２入力軸３と
は、同一軸線上に形成されていて、それぞれ図示しない第１および第２クラッチを介して
動力源からトルクを伝達する。この第１および第２クラッチは、第１入力軸２または第２
入力軸３と動力源とを選択的に連結する多板式クラッチによって構成されている。そして
、この第１入力軸２の軸には、その軸上に第１速用駆動ギヤ４と第３速用駆動ギヤ５とが
軸線方向に並びかつ回転自在に取り付けられている。さらに、この第１入力軸２には、そ
の軸線方向において第１速用駆動ギヤ４と第３速用駆動ギヤ５との間に、第１速用駆動ギ
ヤ４または第３速用駆動ギヤ５と第１入力軸２とを選択的に連結する第１入力軸係合機構
６を備えている。この第１入力軸係合機構６は、例えば同期機構であるシンクロナイザー
や多板クラッチ等によって構成されている。また、第２入力軸３には、第２速用駆動ギヤ
７と第４速用駆動ギヤ８とが軸線方向に並びかつ回転自在に取り付けられており、さらに
第２速用駆動ギヤ７と第４速用駆動ギヤ８との軸線方向の間に、第２速用駆動ギヤ７また
は第４速用駆動ギヤ８と第２入力軸３とを選択的に連結する他の係合機構９を備えている
。この係合機構９は、前述の第１入力軸係合機構６と同様に、例えば同期機構であるシン
クロナイザーや多板クラッチ等によって構成されている。
【００１８】
　第１入力軸２と第２入力軸３とには、第１出力軸１０および第２出力軸１１が平行に配
置され、その第１出力軸１０および第２出力軸１１には入力軸２，３との間にトルクを伝
達する複数の前進ギヤ対が設けられている。具体的には、第１出力軸１０には、第４速用
駆動ギヤ８に噛合している第４速用被駆動ギヤ１２が同軸上に回転自在に配置されている
。また、第１出力軸１０には、第２速用駆動ギヤ７に噛合している第２速用被駆動ギヤ１
３が同軸上に回転自在に配置されており、第２速用被駆動ギヤ１３には第４速用被駆動ギ
ヤ１２とは反対方向に延びる円筒軸部１３ａが設けられている。その第２速用被駆動ギヤ
１３の円筒軸部１３ａの外周側には、第１アイドルギヤ１４ａと第２アイドルギヤ１４ｂ
とが一体化された第１出力軸アイドルギヤ１４と、リバースドライブギヤ１５とが軸線方
向に並びかつ回転自在に取り付けられている。第２速用被駆動ギヤ１３は第２速用駆動ギ
ヤ７に噛合し、第１アイドルギヤ１４ａは第３速用駆動ギヤ５に噛合し、第２アイドルギ
ヤ１４ｂは第１速用駆動ギヤ４に噛合しており、それぞれギヤ対を形成している。さらに
、この第１出力軸１０には、その軸線方向において第４速用被駆動ギヤ１２と第２速用被
駆動ギヤ１３との間に配置された、第４速用被駆動ギヤ１２または第２速用被駆動ギヤ１
３と第１出力軸１０とを選択的に連結する第１出力軸係合機構１６と、その軸線方向にお
いて第２速用被駆動ギヤ１３の円筒軸部の端部側に配置された、第２速用被駆動ギヤ１３
とリバースドライブギヤ１５とを連結するリバースドライブギヤ係合機構１７とを備えて
いる。この第１出力軸係合機構１６とリバースドライブギヤ係合機構１７とは、例えば同
期機構であるシンクロナイザーや多板クラッチ等によって構成されている。また、第１出
力軸１０のリバースドライブギヤ係合機構１７が設けられている側とは反対側の端部には
第１出力ギヤ１８が設けられており、この第１出力ギヤ１８は図示しないデファレンシャ
ルギヤを介して図示しない駆動輪に動力を伝達する。
【００１９】
　第２出力軸１１には、第１速用被駆動ギヤ１９と、第３速用駆動ギヤ５に噛合している
第３速用被駆動ギヤ２０と、第３アイドルギヤ２１ａと第４アイドルギヤ２１ｂとが一体
化された第２出力軸アイドルギヤ２１とが軸線方向に並びかつ回転自在に取り付けられて
いる。第１速用被駆動ギヤ１９は第１速用駆動ギヤ４に噛合し、第３アイドルギヤ２１ａ
は第２速用駆動ギヤ７に噛合し、第４アイドルギヤ２１ｂは第４速用駆動ギヤ８に噛合し
ており、それぞれギヤ対を形成している。また、第１速用被駆動ギヤ１９には後進用のリ
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バースドリブンギヤ２２が一体に形成されており、そのリバースドリブンギヤ２２はリバ
ースドライブギヤ１５に噛合している。さらに、第２出力軸１１には、その軸線方向にお
いて第１速用被駆動ギヤ１９と第３速用被駆動ギヤ２０との間に、第１速用被駆動ギヤ１
９と一体化したリバースドリブンギヤ２２または第３速用被駆動ギヤ２０と第２出力軸１
１とを選択的に連結するリバースドリブンギヤ係合機構２３を備えている。このリバース
ドリブンギヤ係合機構２３は、例えば同期機構であるシンクロナイザーや多板クラッチ等
によって構成されている。また、第２出力軸１１のリバースドリブンギヤ係合機構２３が
設けられている側とは反対側の端部には第２出力ギヤ２４が設けられており、この第２出
力ギヤ２４は図示しないデファレンシャルギヤを介して図示しない駆動輪に動力を伝達す
る。
【００２０】
　上記のこの発明に係る変速機によれば、第１クラッチを介して第１入力軸２からトルク
を入力することにより奇数段である１，３，５，７段の計４段の変速段を設定することが
できる。また、第２クラッチを介して第２入力軸３からトルクを入力することにより偶数
段である２，４，６，８段の計４段の変速段を設定することができる。したがって、設定
可能な変速段の数は前進段で８段となる。また、第２クラッチを介して第２入力軸３から
トルクを入力し、リバースドライブギヤ１５とリバースドリブンギヤ２２とを介すること
により、後進１段の変速段を設定することができる。
【００２１】
　次に、作用について説明する。この発明に係るデュアルクラッチ式変速機において後進
段が選択された場合、動力源のトルクは、第２クラッチを介して第２入力軸３に入力され
る。第２入力軸３と第２速用駆動ギヤ７とは他の係合機構９によって結合されているため
、第２入力軸３に伝達されたトルクは、第２速用駆動ギヤ７に噛合している第２速用被駆
動ギヤ１３に伝達される。また、第２速用被駆動ギヤ１３はリバースドライブギヤ係合機
構１７を介してリバースドライブギヤ１５に連結されているため、第２速用被駆動ギヤ１
３に入力されたトルクは、リバースドライブギヤ１５に噛合しているリバースドリブンギ
ヤ２２に伝達される。第１速用被駆動ギヤ１９と一体化しているリバースドリブンギヤ２
２は、リバースドリブンギヤ係合機構２３を介して第２出力軸１１に結合さているため、
この第２出力軸１１に一体的に設けられた第２出力ギヤ２４は、図示しないデファレンシ
ャルギヤを介して図示しない駆動輪に動力源から伝達されるトルク、言い換えると動力源
から伝達される回転を逆回転させて伝達する。したがって、後進させるためのリバースア
イドラギヤ軸が不要となるため、ギヤの噛み合い数が低減し動力の伝達効率が向上すると
ともに、変速機を可及的に小型化・軽量化することができる。
【００２２】
　さらに、この発明に係るデュアルクラッチ式変速機において前進段、特に第２速が選択
されている場合、動力源のトルクは、第２クラッチを介して第２入力軸３に入力される。
第２入力軸３と第２速用駆動ギヤ７とは他の係合機構９によって結合されているため、第
２入力軸３に伝達されたトルクは、第２速用駆動ギヤ７に噛合している第２速用被駆動ギ
ヤ１３に伝達される。第２速用被駆動ギヤ１３は第１出力軸係合機構１６を介して第１出
力軸１０に連結されているため、第２速用被駆動ギヤ１３に入力されたトルクは、第１出
力軸１０に一体的に設けられた第１出力ギヤ１８に伝達されるとともに、図示しないデフ
ァレンシャルギヤを介して図示しない駆動輪に伝達される。このとき、第２速用被駆動ギ
ヤ１３とリバースドライブギヤ１５とはリバースドライブギヤ係合機構１７を介して連結
されていないため、リバースドライブギヤ１５とリバースドリブンギヤ２２との連れ回し
が起きず、ギヤの連れ回しによる動力損失を低減させることができる。
【００２３】
　また、リバースドライブギヤ係合機構１７がリバースドライブギヤ１５に係合しており
、そのリバースドライブギヤ１５とリバースドリブンギヤ２２とがトルク伝達可能になっ
ている場合、第２速用駆動ギヤ７と第２入力軸３とを他の係合機構９を介して連結させな
いことにより、動力源から第２クラッチを介して第２入力軸３にトルクが入力されたとし
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ても、そのトルクは第２変速用駆動ギヤ７には伝達されない。したがって、第２変速用駆
動ギヤ７の連れ回しは起きず、さらにリバースドライブギヤ１５とリバースドリブンギヤ
２２との連れ回しも起きないため、ギヤの連れ回しによる動力損失を低減させることがで
きる。
【００２４】
　次に、この発明にかかる変速機の第２実施例について説明する。図２は、前述の第１実
施例と同様に、前進８速後進１速のデュアルクラッチ式変速機を示している。この変速機
２５の各入力軸に係る構成は、第１実施例における各入力軸２，３に関する構成とほぼ同
様のものであるため、その説明は省略し、第１出力軸と第２出力軸とに係る構成について
のみ説明する。
【００２５】
　第１出力軸２６には、第４速用駆動ギヤ８に噛合している第４速用被駆動ギヤ２７と、
第２速用駆動ギヤ７に噛合している第２速用被駆動ギヤ２８と、リバースドライブギヤ２
９と、第１アイドルギヤ３０ａと第２アイドルギヤ３０ｂとが一体化された第１出力軸ア
イドルギヤ３０とが軸線方向に並びかつ回転自在に取り付けられている。さらに、第２速
用被駆動ギヤ２８には円筒軸部２８ａが設けられており、その円筒軸部２８ａの外周側に
はリバースドライブギヤ２９が回転自在に取り付けられている。第２速用被駆動ギヤ２８
は第２速用駆動ギヤ７に噛合し、第１アイドルギヤ３０ａは第３速用駆動ギヤ５に噛合し
、第２アイドルギヤ３０ｂは第１速用駆動ギヤ４に噛合しており、それぞれギヤ対を形成
している。さらに、この第１出力軸２６には、その軸線方向において第４速用被駆動ギヤ
２７と第２速用被駆動ギヤ２８との間に配置された、第４速用被駆動ギヤ２７または第２
速用被駆動ギヤ２８と第１出力軸２６とを選択的に連結する第１出力軸係合機構３１と、
その軸線方向において第２速用被駆動ギヤ２８とリバースドライブギヤ２９との間に配置
された、第２速用被駆動ギヤ２８とリバースドライブギヤ２９とを連結するリバースドラ
イブギヤ係合機構３２とを備えている。この第１出力軸係合機構３１とリバースドライブ
ギヤ係合機構３２とは、例えば同期機構であるシンクロナイザーや多板クラッチ等によっ
て構成されている。また、第１出力軸２６の第１出力軸アイドルギヤ３０が設けられてい
る側とは反対側の端部には第１出力ギヤ３３が設けられており、この第１出力ギヤ３３は
図示しないデファレンシャルギヤを介して図示しない駆動輪に動力を伝達する。
【００２６】
　第２出力軸３４には、第１速用被駆動ギヤ３５と、第３速用被駆動ギヤ３６と、第３ア
イドルギヤ３７ａと第４アイドルギヤ３７ｂとが一体化された第２出力軸アイドルギヤ３
７とが軸線方向に並びかつ回転自在に取り付けられている。第１速用被駆動ギヤ３５は第
１速用駆動ギヤ４に噛合し、第３アイドルギヤ３７ａは第２速用駆動ギヤ７に噛合し、第
４アイドルギヤ３７ｂは第４速用駆動ギヤ８に噛合しており、それぞれギヤ対を形成して
いる。また、第３速用被駆動ギヤ３６には、後進用のリバースドリブンギヤ３８が一体的
に設けられており、そのリバースドリブンギヤ３８はリバースドライブギヤ２９に噛合し
ている。さらに、第２出力軸３４には、その軸線方向において第１速用被駆動ギヤ３５と
第３速用被駆動ギヤ３６との間に、第３速用被駆動ギヤ３６と一体化したリバースドリブ
ンギヤ３８または第１速用被駆動ギヤ３５と第２出力軸３４とを選択的に連結するリバー
スドリブンギヤ係合機構３９を備えている。このリバースドリブンギヤ係合機構３９は、
例えば同期機構であるシンクロナイザーや多板クラッチ等によって構成されている。また
、第２出力軸３４のリバースドリブンギヤ係合機構３９が設けられている側とは反対側の
端部には第２出力ギヤ４０が設けられており、この第２出力ギヤ４０は図示しないデファ
レンシャルギヤを介して図示しない駆動輪に動力を伝達する。
【００２７】
　上記のこの発明に係る変速機によれば、第１クラッチを介して第１入力軸２からトルク
を入力することにより奇数段である１，３，５，７段の計４段の変速段を設定することが
できる。また、第２クラッチを介して第２入力軸３からトルクを入力することにより偶数
段である２，４，６，８段の計４段の変速段を設定することができる。したがって、設定
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可能な変速段の数は前進段で８段となる。また、第２クラッチを介して第２入力軸３から
トルクを入力し、リバースドライブギヤ２９とリバースドリブンギヤ３８とを介すること
により、後進１段の変速段を設定することができる。
【００２８】
　また、この発明に係るデュアルクラッチ式変速機は、前述の第１実施例と同様の効果を
得ることができる。
【００２９】
　次に、この発明にかかる変速機の参考例について説明する。図３は、前述の第１実施例
と同様に、前進８速後進１速のデュアルクラッチ式変速機を示している。この変速機４１
の各入力軸と第１出力軸とに係る構成は、第１実施例における各入力軸２，３と第１出力
軸１０とに関する構成とほぼ同様のものであるため、その説明は省略し、第２出力軸に係
る構成についてのみ説明する。
【００３０】
　第２出力軸４２には、回転自在に３枚の前進用の変速ギヤが配置されている。具体的に
は、第２出力軸４２には、第１速用被駆動ギヤ４３と、第３速用駆動ギヤ５に噛合してい
る第３速用被駆動ギヤ４４と、第３アイドルギヤ４５ａと第４アイドルギヤ４５ｂとが一
体化された第２出力軸アイドルギヤ４５とが軸線方向に並びかつ回転自在に取り付けられ
ている。第１速用被駆動ギヤ４３は第１速用駆動ギヤ４に噛合し、第３アイドルギヤ４５
ａは第２速用駆動ギヤ７に噛合し、第４アイドルギヤ４５ｂは第４速用駆動ギヤ８に噛合
しており、それぞれギヤ対を形成している。また、第２出力軸４２には後進用のリバース
ドリブンギヤ４６が一体的に設けられており、そのリバースドリブンギヤ４６はリバース
ドライブギヤ１５に噛合している。さらに、第２出力軸４２には、その軸線方向において
第１速用被駆動ギヤ４３と第３速用被駆動ギヤ４４との間に、第１速用被駆動ギヤ４３ま
たは第３速用被駆動ギヤ４４と第２出力軸４２とを選択的に連結する他の係合機構４７を
備えている。この係合機構４７は、例えば同期機構であるシンクロナイザーや多板クラッ
チ等によって構成されている。また、第２出力軸４２のリバースドリブンギヤ４６が設け
られている側とは反対側の端部には第２出力ギヤ４８が設けられており、この第２出力ギ
ヤ４８は図示しないデファレンシャルギヤを介して図示しない駆動輪に動力を伝達する。
【００３１】
　上記のこの発明に係る変速機によれば、第１クラッチを介して第１入力軸２からトルク
を入力することにより奇数段である１，３，５，７段の計４段の変速段を設定することが
できる。また、第２クラッチを介して第２入力軸３からトルクを入力することにより偶数
段である２，４，６，８段の計４段の変速段を設定することができる。したがって、設定
可能な変速段の数は前進段で８段となる。また、第２クラッチを介して第２入力軸３から
トルクを入力し、リバースドライブギヤ１５とリバースドリブンギヤ４６とを介すること
により、後進１段の変速段を設定することができる。
【００３２】
　また、この発明に係るデュアルクラッチ式変速機は、前述の第１実施例と同様に、後進
させるためのリバースアイドラギヤ軸が不要となるため、その結果、ギヤの噛み合い数が
低減し動力の伝達効率が向上するとともに、変速機を可及的に小型化・軽量化することが
できる。
【００３３】
　次に、この発明にかかる変速機の他の参考例について説明する。図４は、前述の第２実
施例と同様に、前進８速後進１速のデュアルクラッチ式変速機を示している。この変速機
４９の各入力軸と第１出力軸とに係る構成は、第３実施例における各入力軸２，３と第１
出力軸２６とに関する構成とほぼ同様のものであるため、その説明は省略し、第２出力軸
に係る構成についてのみ説明する。
【００３４】
　第２出力軸５０には、第１速用被駆動ギヤ５１と、第３速用被駆動ギヤ５２と、第３ア
イドルギヤ５３ａと第４アイドルギヤ５３ｂとが一体化された第２出力軸アイドルギヤ５
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３とが軸線方向に並びかつ回転自在に取り付けられている。第１速用被駆動ギヤ５１は第
１速用駆動ギヤ４に噛合し、第３アイドルギヤ５３ａは第２速用駆動ギヤ７に噛合し、第
４アイドルギヤ５３ｂは第４速用駆動ギヤ８に噛合しており、それぞれギヤ対を形成して
いる。また、第２出力軸５０には、その軸線方向において第３速用被駆動ギヤ５２と第２
出力軸アイドルギヤ５３との間に、後進用のリバースドリブンギヤ５４が一体的に設けら
れており、そのリバースドリブンギヤ５４はリバースドライブギヤ２９に噛合している。
さらに、第２出力軸５０には、その軸線方向において第１速用被駆動ギヤ５１と第３速用
被駆動ギヤ５２との間に、第３速用被駆動ギヤ５２または第１速用被駆動ギヤ５１と第２
出力軸５０とを選択的に連結する係合機構５５を備えている。この係合機構５５は、例え
ば同期機構であるシンクロナイザーや多板クラッチ等によって構成されている。また、第
２出力軸５０の係合機構５５が設けられている側とは反対側の端部には第２出力ギヤ５６
が設けられており、この第２出力ギヤ５６は図示しないデファレンシャルギヤを介して図
示しない駆動輪に動力を伝達する。
【００３５】
　上記のこの発明に係る変速機によれば、第１クラッチを介して第１入力軸２からトルク
を入力することにより奇数段である１，３，５，７段の計４段の変速段を設定することが
できる。また、第２クラッチを介して第２入力軸３からトルクを入力することにより偶数
段である２，４，６，８段の計４段の変速段を設定することができる。したがって、設定
可能な変速段の数は前進段で８段となる。また、第２クラッチを介して第２入力軸３から
トルクを入力し、リバースドライブギヤ２９とリバースドリブンギヤ５２とを介すること
により、後進１段の変速段を設定することができる。
【００３６】
　また、この発明に係るデュアルクラッチ式変速機は、前述の第１実施例と同様に、後進
させるためのリバースアイドラギヤ軸が不要となるため、その結果、ギヤの噛み合い数が
低減し動力の伝達効率が向上するとともに、変速機を可及的に小型化・軽量化することが
できる。
【符号の説明】
【００３７】
　１…ツインクラッチ式変速機、　２…第１入力軸、　３…第２入力軸、　６，９，１６
，２３…係合機構、　１０…第１出力軸、　１１…第２出力軸、　１５…リバースドライ
ブギヤ、　１７…リバースドライブギヤ係合機構、　２２…リバースドリブンギヤ、　２
３…リバースドリブンギヤ係合機構。
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