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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ピニオンを回転可能に支持するピニオンシャフトの軸端を支持するキャリヤと、内周に
前記ピニオンと噛み合う内歯が形成されているとともに、外周にスプライン溝が形成され
ることにより摩擦板のハブとしての機能を有するリングギヤとを備え、前記ピニオンとピ
ニオンシャフトとの間にはピニオンシャフト内の油路から潤滑油が供給され、該リングギ
ヤには、内周側から外周側に向けて潤滑油を導くための油孔が形成されている遊星歯車装
置であって、
　前記リングギヤの内周面の一部には、一周に亘って溝が形成され、該溝の溝底に一端が
開口するように、前記油孔が形成されており、
　前記溝は、前記ピニオンと該ピニオンシャフトとの間から流出して該ピニオンの側面に
沿って外径方向へ排出される潤滑油を受ける位置に形成されていることを特徴とする遊星
歯車装置。
【請求項２】
　請求項１の遊星歯車装置であって、前記溝が、前記リングギヤの内周面のうち前記内歯
と前記ピニオンとが噛み合わない部分に形成されていることを特徴とする遊星歯車装置。
【請求項３】
　請求項２の遊星歯車装置であって、前記溝が、前記リングギヤの内周面のうち、前記内
歯と前記ピニオンとが噛み合わない部分において前記ピニオンの側面に隣接する位置に形
成されていることを特徴とする遊星歯車装置。
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【請求項４】
　請求項１の遊星歯車装置であって、前記溝は、その一部分が、前記リングギヤの内周面
のうち前記リングギヤの内歯と前記ピニオンとが噛み合う位置に形成されていることを特
徴とする遊星歯車装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は遊星歯車装置に関し、特に、リングギヤが摩擦板のハブとしても機能する遊星
歯車装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、自動変速機には複数の遊星歯車装置が備えられており、遊星歯車装置は、サン
ギヤ、リングギヤ、それらサンギヤおよびリングギヤと同軸で回転するキャリヤの３つの
回転要素、および、そのキャリヤに自転可能に支持されてそれらサンギヤおよびリングギ
ヤに噛み合わされているピニオンを有している。また、自動変速機には、上記遊星歯車装
置の３つの回転要素を選択的に連結または停止するための摩擦板、すなわち、クラッチま
たはブレーキが備えられている。
【０００３】
　このような構造の自動変速機においては、リングギヤが上記摩擦板のハブとしても機能
する場合がある（たとえば、特許文献１）。リングギヤに摩擦板のハブとしての機能を兼
備させる場合、リングギヤの外周面には、上記摩擦板と噛み合うスプライン溝が形成され
る。さらに、上記特許文献１にも示されるように、リングギヤには、内周側から外周側へ
潤滑油を導く油孔が穿設される。この油孔により、リングギヤ内周面に到達する潤滑油が
リングギヤ外周側へ導かれて摩擦板が潤滑される。
【特許文献１】特開２００３－９７６７８号公報
【特許文献２】特開２０００－２１３６３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記油孔は、潤滑油の比較的溜まりやすいリングギヤ内歯の歯底に開口するように穿設
されるが、内歯の歯底であっても潤滑油の溜まり具合が十分ではなく、その結果、リング
ギヤ外周側に位置する摩擦板に供給される潤滑油が十分ではない場合もあった。さらに、
上記油孔は、リングギヤ外周側から穿設することになるが、その油孔を内歯が形成されて
いる部分に穿設する場合には、スプライン溝と内歯の位相の両方を考慮しなければならな
いという問題もあった。
【０００５】
　本発明は、以上の事情を背景として成されたものであり、その目的とするところは、リ
ングギヤが摩擦板のハブとしての機能を兼ね備えている場合において、その摩擦板に対す
る潤滑性がよい遊星歯車装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するための第１発明は、(a)ピニオンを回転可能に支持するピニオンシ
ャフトの軸端を支持するキャリヤと、内周に前記ピニオンと噛み合う内歯が形成されてい
るとともに、外周にスプライン溝が形成されることにより摩擦板のハブとしての機能を有
するリングギヤとを備え、前記ピニオンとピニオンシャフトとの間にはピニオンシャフト
内の油路から潤滑油が供給され、そのリングギヤには、内周側から外周側に向けて潤滑油
を導くための油孔が形成されている遊星歯車装置であって、(b)前記リングギヤの内周面
の一部には、一周に亘って溝が形成され、その溝の溝底に一端が開口するように、前記油
孔が形成されており、(c)前記溝は、前記ピニオンとそのピニオンシャフトとの間から流
出してそのピニオンの側面に沿って外径方向へ排出される潤滑油を受ける位置に形成され
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ていることを特徴とする。
【０００７】
　また、第２発明は、第１発明の遊星歯車装置において、前記溝が、前記リングギヤの内
周面のうち前記内歯と前記ピニオンとが噛み合わない部分に形成されていることを特徴と
する。
【０００８】
　また、第３発明は、第２発明の遊星歯車装置において、前記溝が、前記リングギヤの内
周面のうち、前記内歯と前記ピニオンとが噛み合わない部分において前記ピニオンの側面
に隣接する位置に形成されていることを特徴とする。
【０００９】
　また、第４発明は、第１発明の遊星歯車装置において、前記溝は、その一部分が、前記
リングギヤの内周面のうち前記リングギヤの内歯と前記ピニオンとが噛み合う位置に形成
されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　第１発明によれば、リングギヤの内周面の一部に一周に亘って溝が形成されており、そ
の溝は、ピニオンとピニオンシャフトとの間から流出してそのピニオンの側面に沿って外
径方向へ排出される潤滑油を受ける位置に形成されていることから、その溝に潤滑油が溜
まり易く、且つ、その溝の溝底に油孔が開口しているので、リングギヤの外周面に設けら
れた摩擦板に対する潤滑性が向上する。また、油孔を内歯が形成されている部分に穿設す
る場合には、リングギヤのスプライン溝と内歯の位相を考慮する必要がない。
【００１１】
　また、第２発明のように、リングギヤの内歯とピニオンとが噛み合わない部分に溝が形
成されていると、溝によってリングギヤの内歯の強度が低下することがない。また、リン
グギヤの内歯とピニオンとが噛み合わない部分は、リングギヤの内歯とピニオンとが噛み
合っている部分よりも潤滑油が溜まりやすいので、溝に潤滑油が溜まりやすく、従って、
より摩擦板に対する潤滑性が向上する。
【００１２】
　特に、ピニオンの側面では、そのピニオンの径方向外側に向けて潤滑油が排出されるの
で、第３発明のように、溝の位置が、リングギヤの内歯とピニオンとが噛み合わない範囲
においてピニオンの側面に隣接する位置とされている場合には、ピニオンの側面から径方
向外側に排出された潤滑油が溝内に導かれやすくなるので、一層、溝に潤滑油が溜まりや
すい。従って、より一層、摩擦板に対する潤滑性が向上する。
【００１３】
　また、第４発明のように、溝の一部分がリングギヤの内歯がピニオンと噛み合う位置に
形成されている場合にも、ピニオンの側面において径方向外側に排出された潤滑油が溝内
に導かれやすくなるので、一層、溝に潤滑油が溜まりやすい。従って、より一層、摩擦板
に対する潤滑性が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の一実施例を図面を参照しつつ詳細に説明する。図１は、本発明が適用さ
れた第１、第２遊星歯車装置２０、７０を含む自動変速機１０の一部を示す断面図である
。
【００１５】
　第１、第２遊星歯車装置２０、７０は、互いに隣接し、且つ、キャリヤ同士、リングギ
ヤ同士が互いに連結されて共用化されている所謂ラビニヨ型である。すなわち、第１遊星
歯車装置２０は、シングルピニオン型の遊星歯車装置であり、エンジン等の走行用駆動源
によって回転駆動されるトルクコンバータのタービン軸である入力軸１２の回りに相対回
転可能に、その入力軸１２の外周側に嵌合された第１サンギヤ２２と、その第１サンギヤ
２２と噛み合う複数個のロングピニオン２４と、そのロングピニオン２４と噛み合うリン
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グギヤ２６と、そのロングピニオン２４を自転および公転可能に支持するキャリヤ２８と
を備えている。そして、上記ロングピニオン２４の軸心には、ニードルベアリング３０を
介してロングピニオン２４をキャリヤ２８に固定するためにロングピニオンシャフト３２
が挿し通されている。
【００１６】
　上記キャリヤ２８は、軸部３４と、その軸部３４の一方の端に連結された支持部３６と
からなり、その軸部３４が、ベアリング３８を介して自動変速機１０のケース４０に支持
されることにより、キャリヤ２８はケース４０に対して相対回転可能に固定されている。
また、キャリヤ２８の支持部３６の軸方向両端には、軸部３４に対して垂直な円盤状の第
１および第２支持壁４２、４４が形成されている。
【００１７】
　上記第１および第２支持壁４２、４４には、ロングピニオン２４および後述するショー
トピニオン７４の数に対応する数の貫通穴４６が形成されており、ロングピニオンシャフ
ト３２は、第１および第２支持壁４２、４４にそれぞれ形成された貫通穴４６に挿し通さ
れて、その両端が支持壁４２、４４に支持される。
【００１８】
　上記第２支持壁４４には、外周面から径方向内側に向かい、前記貫通穴４６と連通する
外側径方向穴４８、および、その外側径方向穴４８と同一軸線上であって、内周面から径
方向外側に向かい、前記貫通穴４６と連通する内側径方向穴５０とが形成されている。
【００１９】
　前記ロングピニオンシャフト３２には、その軸方向の一方の端部に、第２支持壁４４に
形成された外側径方向穴４８および内側径方向穴５０に連通する第１径方向穴５２が形成
されている。また、その軸心に、その軸方向に平行に延び、一方の端が上記第１径方向穴
５２に連通し、他方の端がロングピニオンシャフト３２の他方の端側の側面に開口する軸
方向穴５４が形成されている。そして、その軸方向穴５４を軸方向に略三等分する位置に
、一端がその軸方向穴５４に開口し他端が、ロングピニオンシャフト３２の外周面に開口
する第２径方向穴５５が形成されている。
【００２０】
　そして、ピン５６が、第２支持壁４４の外側径方向穴４８を貫通し、ロングピニオンシ
ャフト３２の第１径方向穴５２の中央付近まで差し込まれることにより、ロングピニオン
シャフト３２はキャリヤ２８に固定される。また、ロングピニオンシャフト３２の軸方向
穴５４の第１径方向穴５２とは反対側の端部には、潤滑油の流出を防ぐための蓋６０が嵌
め入れられている。
【００２１】
　また、第１支持壁４２および第２支持壁４４のロングピニオン２４に対向する側の側面
と、ロングピニオン２４の側面との間には、ワッシャ６２が設けられている。
【００２２】
　前記第２遊星歯車装置７０は、ダブルピニオン型の遊星歯車装置であり、前記第１サン
ギヤ２２に隣接する位置において、入力軸１２に対して相対回転可能にその入力軸１２の
外周側に嵌合された第２サンギヤ７２と、その第２サンギヤ７２と噛み合うとともに、前
記ロングピニオン２４とも噛み合う複数のショートピニオン７４とを備えており、それら
第２サンギヤ７２およびショートピニオン７４と、前記ロングピニオン２４、キャリヤ２
８、リングギヤ２６などにより、第２遊星歯車装置７０が構成される。そして、上記ショ
ートピニオン７４の軸心には、ニードルベアリング７６を介してショートピニオン７４を
キャリヤ２８に固定するためにショートピニオンシャフト７８が挿し通されている。
【００２３】
　前記キャリヤ２８の支持部３６には、軸方向の中央付近に、前記第１および第２支持壁
４２、４４と平行な第３支持壁８０が形成されており、この第３支持壁８０には、ショー
トピニオンシャフト７８の一端が嵌め入れられる貫通穴８２が形成されており、ショート
ピニオンシャフト７８の他端が第１支持壁４２の貫通穴４６に挿し通されることにより、
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ショートピニオンシャフト７８の両端は、支持壁４２、８０に支持される。
【００２４】
　前記リングギヤ２６の内周面に形成されている内歯１２０には、その内歯１２０が前記
ロングピニオン２４と噛み合わない部分であって、内歯１２０とロングピニオン２４とが
噛み合う部分に隣接する位置に、内歯１２０が完全に切除された切り欠き１２２が形成さ
れており、さらに、その切り欠き１２２の側面１２２ａに連続するようにして、リングギ
ヤ２６の内周面の全周に亘って、内歯１２０の底面（歯底）に対して僅かに凹んだ溝１２
４が形成されている。
【００２５】
　また、リングギヤ２６はクラッチハブとしても機能するものであり、その外周面にはス
プライン溝１２６が形成されている。このスプライン溝１２６に、複数の外向摩擦板１２
８が嵌合している。この複数の外向摩擦板１２８と、その外向摩擦板１２８に対して交互
に積層される内向摩擦板１３０とによりクラッチ１３２が構成される。
【００２６】
　リングギヤ２６には、さらに、一方が溝１２４の底面に開口し、リングギヤ２６をその
径方向に貫通して他方がスプライン溝１２６の底面に開口する油孔１３４が、溝１２４の
周方向において複数穿設されている。
【００２７】
　このように構成された第１遊星歯車装置２０においては、入力軸１２からその径方向に
放出される潤滑油の一部は、図２において矢印で示すように、キャリヤ２８の第２支持壁
４４に形成された内側径方向穴５０に供給され、その内側径方向穴５０からロングピニオ
ンシャフト３２に形成された第１径方向穴５２を経由して軸方向穴５４へと流れる。次い
で、潤滑油は、その軸方向穴５４から第２径方向穴５５を経由してロングピニオンシャフ
ト３２の外周面に供給されてニードルベアリング３０を潤滑する。さらに、第２径方向穴
５５を経由してロングピニオンシャフト３２の外周面に供給された潤滑油は、ロングピニ
オン２４の回転によってロングピニオンシャフト３２の周方向に広がりつつロングピニオ
ン２４の側面へと流れる。そして、ロングピニオン２４の側面へ供給された潤滑油は、ロ
ングピニオン２４の側面とワッシャ６２の側面との間を通ってロングピニオン２４の径方
向外側へと排出される。そして、ロングピニオン２４の側面からその径方向外側へ排出さ
れた潤滑油は、切り欠き１２２を経由して、ロングピニオン２４の軸方向における位置が
そのロングピニオン２４の側面に隣接する位置とされた溝１２４へと流れ、さらに、溝１
２４に溜まった潤滑油は油孔１３４によってリングギヤ２６の外周面へと導かれる。
【００２８】
　以上、説明したように、本実施例によれば、リングギヤ２６の内周面の一部に一周に亘
って溝１２４が形成されていることから、その溝１２４に潤滑油が溜まり易く、且つ、そ
の溝１２４の溝底に油孔１３４が開口しているので、リングギヤ２６の外周面に設けられ
たクラッチ１３２に対する潤滑性が向上する。また、油孔１３４を内歯１２０が形成され
ている部分に穿設する際にも、リングギヤ２６のスプライン溝１２６と内歯１２０の位相
を考慮する必要がない。
【００２９】
　また、本実施例によれば、リングギヤ２６の内歯１２０とロングピニオン２４とが噛み
合わない部分に溝１２４が形成されているので、溝１２４によってリングギヤ２６の内歯
１２０の強度が低下することがない。また、溝１２４の位置が、リングギヤ２６の内歯１
２０とロングピニオン２４とが噛み合わない範囲においてロングピニオン２４の側面に隣
接する位置とされているので、ロングピニオン２４の側面から径方向外側に排出された潤
滑油が溝１２４内に導かれやすくなるので、特に、溝１２４に潤滑油が溜まりやすい。従
って、クラッチ１３２に対する潤滑性がより一層向上する。
【００３０】
　以上、本発明の実施例を図面に基づいて詳細に説明したが、本発明はその他の態様にお
いても適用される。
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【００３１】
　たとえば、前述の実施例では、遊星歯車装置２０、７０は所謂ラビニヨ型であったが、
本発明は、ラビニヨ型以外の遊星歯車装置にも適用できる。
【００３２】
　また、前述の実施例では、溝１２４は、リングギヤ２６の内歯１２０とロングピニオン
２４とが噛み合わない範囲においてロングピニオン２４の側面に隣接する位置に形成され
ていたが、図３に示すように、溝１２４の一部が、ロングピニオン２４の側面よりもリン
グギヤ２６の内歯１２０とロングピニオン２４とが噛み合う位置となり、溝１２４の他の
部分がその噛み合い部分とならない位置となるように、その溝１２４が形成されてもよい
。この位置に溝１２４が形成されている場合にも、ロングピニオン２４の側面から径方向
外側に排出される潤滑油が溝１２４内に導かれやすい。
【００３３】
　また、図４に示すように、リングギヤ２６の内歯１３６が、ロングピニオン２４の側面
付近までしか形成されておらず、リングギヤ２６の内周面に内歯１３６が形成されていな
い部分がある場合には、リングギヤ２６の内周面のうち内歯１３６よりもそのリングギヤ
２６の軸方向外側部分に溝１２４が形成されてもよい。
【００３４】
　なお、上述したのはあくまでも一実施形態であり、本発明は当業者の知識に基づいて種
々の変更、改良を加えた態様で実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明が適用された第１、第２遊星歯車装置を含む自動変速機の一部を示す断面
図である。
【図２】図１の第１遊星歯車装置における潤滑油の流れを説明する図である。
【図３】図１とは異なる位置に溝が形成されている例を示す図である。
【図４】図１、図３とは異なる位置に溝が形成されている例を示す図である。
【符号の説明】
【００３６】
　２０：第１遊星歯車装置、　　２４：ロングピニオン、　　２６：リングギヤ、　　１
２０：内歯、　　１２４：溝、　　１２６：スプライン溝、　　１３２：クラッチ、　　
１３４：油孔
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