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(57)【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、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の間で動力を伝達させる第一、第二の動力伝達機構と、こ
れら第一、第二の動力伝達機構による動力伝達状態を切り換える第一、第二のクラッチと
を備え、このうちのトロイダル型無段変速機は、互いに同心に、且つ、相対回転自在に配
置された第一、第二のディスクと、互いに対向するこれら第一、第二のディスクの内側面
同士の間に挟持されてこれら第一、第二のディスク同士の間で動力を伝達する複数のパワ
ーローラとを備えたものである無段変速装置に於いて、
　上記トロイダル型無段変速機は、上記入力軸の側方に、この入力軸と平行に配置されて
おり、
　上記第一、第二の両クラッチは、単一の上記出力軸自体に、軸方向に離隔した状態で設
けられており、
　上記遊星歯車機構は、それぞれがキャリアに回転自在に支持された遊星歯車を、太陽歯
車に噛合させると共にリング歯車にも噛合させる、シングルピニオン式のものとすると共
に、上記入力軸と同心に、且つ、この入力軸の周囲に配置されており、
 駆動源から上記入力軸に入力された動力を、上記遊星歯車機構を構成する上記キャリア
に、上記トロイダル型無段変速機を介する事なく直接入力しており、
　上記遊星歯車機構を構成する上記リング歯車と、上記トロイダル型無段変速機を構成す
る上記第一のディスクとを、上記第一の動力伝達機構を介して接続しており、
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　同じく上記太陽歯車と、同じく上記第二のディスクとを、上記第二の動力伝達機構を介
して接続しており、
　上記リング歯車の回転を、上記第一のクラッチを介して上記出力軸に伝達自在としてお
り、
　上記太陽歯車の回転を、上記第二のクラッチを介して上記出力軸に伝達自在としており
、
　上記第一の動力伝達機構により接続された上記リング歯車と上記第一のディスクとの回
転方向の関係と、上記第二の動力伝達機構により接続された上記太陽歯車と第二のディス
クとの回転方向の関係とを、何れか一方を回転方向が互いに同じである正転とし、同じく
他方を回転方向が互いに異なる反転とする事により、上記両関係を互いに異ならせると共
に、上記遊星歯車機構を構成する上記太陽歯車と上記キャリアと上記リング歯車とを同方
向に回転させる
  事を特徴とする無段変速装置。
【請求項２】
　出力軸の回転方向を逆転させる為の逆転用遊星歯車機構と、逆転時に接続される逆転用
クラッチとを有する、請求項１に記載した無段変速装置。
【請求項３】
  遊星歯車機構は、両端部にそれぞれ遊星歯車を設けた組み合わせ遊星歯車と、これら両
端部の各遊星歯車にそれぞれ噛合する１対の太陽歯車とを有するものであり、これら両太
陽歯車のうちの一方の太陽歯車と第二のディスクとを、第二の動力伝達機構を介して接続
する事により、上記各組み合わせ遊星歯車を介してトロイダル型無段変速機に動力を伝達
する、請求項１～２のうちの何れか１項に記載した無段変速装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、トロイダル型無段変速機と遊星歯車変速機構とを組み合わせて成る無段変
速装置の改良に関する。特に、本発明の無段変速装置は、前置エンジン前輪駆動車（ＦＦ
車）用の自動変速機として好適で、優れた伝達効率並びに耐久性を有する構造の実現を可
能にするものである。
【背景技術】
【０００２】
　非特許文献１等に記載されている様に、自動車用自動変速装置として、例えば図８に示
す様なトロイダル型無段変速機を使用する事が行なわれている。このトロイダル型無段変
速機は、ダブルキャビティ型と呼ばれるもので、入力軸１の両端部周囲に１対の入力側デ
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、上記入力軸１の中間部周囲に出力歯車４を、この入
力軸１に対する相対回転を自在として支持すると共に、この出力歯車４の軸方向両側に１
対の出力側ディスク５、５を、この出力歯車４と同期した回転を自在に支持している。
【０００３】
　又、上記両入力側ディスク２、２と上記両出力側ディスク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８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、エンジン等の動力源（駆動源）に繋
がる駆動軸９により一方（図８の左方）の入力側ディスク２を、ローディングカム式の押
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圧装置１０を介して回転駆動する。この結果、上記入力軸１の両端部に支持された１対の
入力側ディスク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を介して上記両出力側ディスク５、５に伝わり、
上記出力歯車４から取り出される。
【０００５】
　上記入力軸１と出力歯車４との回転速度の比を変える場合で、先ず入力軸１と出力歯車
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８に示す位置に揺動させ
、上記各パワーローラ６、６の周面をこの図８に示す様に、上記両入力側ディスク２、２
の内側面に設けた入力側トロイド曲面の中心寄り部分と、上記両出力側ディスク５、５の
内側面に設けた出力側トロイド曲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８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８に示した状態とは逆に、上記両入力側トロイド曲面の外周
寄り部分と、上記両出力側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、入力軸１と出力歯車４との間で、中間の速度比（変速比）を得られる。
【０００６】
　又、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無段変速装置とし、この
トロイダル型無段変速機を通過する動力を軽減して、無段変速装置全体としての伝達効率
を向上させると共にこのトロイダル型無段変速機の耐久性向上を図る構造も、従来から知
られている。この様な無段変速装置のうちで、ＦＦ車用の自動変速機として利用可能な構
造として、例えば特許文献１に記載されたものが知られている。図９は、この特許文献１
に記載された無段変速装置を示している。
【０００７】
　この無段変速装置は、入力軸１１と、出力軸１２と、トロイダル型無段変速機１３と、
遊星歯車機構１４と、発進クラッチ１５と、高速用クラッチ１６と、低速用クラッチ１７
と、後退用クラッチ１８とを備える。そして、上記入力軸１１の回転を、上記トロイダル
型無段変速機１３の入力側ディスク２、２に伝達すると共に、上記遊星歯車機構１４のリ
ング歯車１９にも伝達する様にしている。又、上記トロイダル型無段変速機１３の出力側
ディスク５、５の回転を、上記遊星歯車機構１４のキャリア２０に伝達する様に構成して
いる。更に、この遊星歯車機構１４の太陽歯車２１の回転を、上記出力軸１２に取り出す
様にしている。
【０００８】
　上述の様に構成する無段変速装置は、上記高速用クラッチ１６の接続を断って上記低速
用クラッチ１７を接続した状態での、低速モード時には、上記入力軸１１から上記出力軸
１２に伝達される動力の全部が、上記トロイダル型無段変速機１３を通過する。この状態
では、上記入力軸１１と上記出力軸１２との間の速度比が、このトロイダル型無段変速機
１３の速度比に比例する。これに対して、上記高速用クラッチ１６を接続して上記低速用
クラッチ１７を接続を断った状態での、高速モード時には、上記入力軸１１から上記出力
軸１２に伝達される動力の一部が、上記トロイダル型無段変速機１３をバイパスして、上
記遊星歯車機構１４のリング歯車１９に送られる。この状態で上記出力軸１２には、上記
リング歯車１９と上記キャリア２０との差動成分が取り出される。従って、この状態では
、上記入力軸１１と上記出力軸１２との間の速度比が、上記トロイダル型無段変速機１３
の速度比を変えて上記キャリア２０の回転速度を変える事により変更される。
【０００９】
　そして、この様な高速モードの状態では、エンジン等の駆動源２２から上記入力軸１１
に加えられた動力の一部が上記トロイダル型無段変速機１３をバイパスする、所謂パワー
スプリット状態となる。この結果、このトロイダル型無段変速機１３を通過する動力が、
上記駆動源２２から上記入力軸１１に加えられた動力よりも小さくなる。この為、（トラ
クション部で生じるスピン損失により、歯車式変速機に比べて伝達効率の面で不利になる
、トロイダル型無段変速機１３部分での動力伝達の割合を低くして）無段変速装置全体と
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しての伝達効率を向上させると共に、上記トロイダル型無段変速機１３の耐久性向上を図
れる。
【００１０】
　但し、上述した従来構造の場合、パワースプリット状態を実現する為の遊星歯車機構１
４をダブルピニオン式のものとしている。即ち、この遊星歯車機構１４を構成する各遊星
歯車５０、５０を、１対の遊星歯車素子５１ａ、５１ｂを互いに噛合させる事により構成
している。この為、噛合部が多くなり、その分動力伝達効率が低下する。又、上記各遊星
歯車５０、５０を構成する上記各遊星歯車素子５１ａ、５１ｂが小径になる為、これら各
遊星歯車素子５１ａ、５１ｂの回転速度が大きくなり、この面からも動力伝達効率が低下
する。又、これら各遊星歯車素子５１ａ、５１ｂを回転自在に支持する為の軸受の寿命を
確保しにくくなる可能性もある。
【００１１】
【特許文献１】特開２０００－１２０８２２号公報
【非特許文献１】青山元男、「別冊ベストカー／赤バッジシリーズ２４５／スーパー図解
／クルマの最新メカがわかる本」、株式会社三推社／株式会社講談社、平成１３年１２月
２０日、ｐ．９２－９３
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、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を、駆動
源から入力軸に加えられる動力よりも常に低くでき、しかも、より優れた伝達効率及び耐
久性を有する無段変速装置の実現を図るものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の無段変速装置は、入力軸と、出力軸と、トロイダル型無段変速機と、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の間で動力を伝達させる第一、
第二の動力伝達機構と、これら第一、第二の動力伝達機構による動力伝達状態を切り換え
る第一、第二のクラッチとを備える。そして、このうちのトロイダル型無段変速機を、互
いに同心に、且つ、相対回転自在に配置された第一、第二のディスクと、互いに対向する
これら第一、第二のディスクの内側面同士の間に挟持されてこれら第一、第二のディスク
同士の間で動力を伝達する複数のパワーローラとを備えたものとする。
　尚、上記第一、第二のクラッチは、例えば上記入力軸と上記出力軸との間の減速比を大
きくする場合に接続されてこの減速比を小さくする場合に接続を断たれる低速用クラッチ
と、この減速比を大きくする場合に接続を断たれてこの減速比を小さくする場合に接続さ
れる高速用クラッチとにより構成する。又、上記第一、第二の動力伝達機構は、例えば歯
車式やスプロケット・チェン式の動力伝達機構を採用できる。
【００１４】
　特に、本発明の無段変速装置に於いては、上記トロイダル型無段変速機を、上記入力軸
の側方に、この入力軸と平行に配置する。
　又、上記第一、第二の両クラッチは、単一の上記出力軸自体に、軸方向に離隔した状態
で設けている。
  又、上記遊星歯車機構を、それぞれがキャリアに回転自在に支持された遊星歯車を、太
陽歯車に噛合させると共にリング歯車にも噛合させる、シングルピニオン式のものとする
。そして、このシングルピニオン式の遊星歯車機構を、上記入力軸と同心に、且つ、この
入力軸の周囲に配置する。
【００１５】
　又、駆動源（例えばエンジン）から上記入力軸に入力された動力を、上記遊星歯車機構
を構成する上記キャリアに、上記トロイダル型無段変速機を介する事なく直接入力する。
　又、上記遊星歯車機構を構成する上記リング歯車と、上記トロイダル型無段変速機を構
成する上記第一のディスクとを、上記第一の動力伝達機構を介して接続する。
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　又、同じく上記太陽歯車と、同じく上記第二のディスクとを、上記第二の動力伝達機構
を介して接続する。
　又、上記リング歯車の回転を、上記第一のクラッチを介して上記出力軸に伝達自在とす
る。
　又、上記太陽歯車の回転を、上記第二のクラッチを介して上記出力軸に伝達自在とする
。
　更に、上記第一の動力伝達機構により接続された上記リング歯車と上記第一のディスク
との回転方向の関係と、上記第二の動力伝達機構により接続された上記太陽歯車と第二の
ディスクとの回転方向の関係とを、何れか一方を、回転方向が互いに同じである正転とし
、同じく他方を、回転方向が互いに異なる反転（逆転）とする事により、上記両関係を互
いに異ならせる。又、これと共に、上記遊星歯車機構を構成する上記太陽歯車と上記キャ
リアと上記リング歯車とを同方向に回転させる。
【００１６】
　又、本発明を実施する場合に好ましくは、請求項２に記載した様に、上記出力軸の回転
方向を逆転させる為の逆転用遊星歯車機構（後退用遊星歯車機構）と、逆転時（後退時）
に接続される逆転用クラッチ（後退用クラッチ）とを有するものとする。
  又、必要に応じて、上記遊星歯車機構を構成する遊星歯車を、軸方向寸法が長いものと
する。即ち、請求項３に記載した様に、上記遊星歯車機構を、両端部にそれぞれ遊星歯車
を設けた、（所謂ステップピニオンと呼ばれる）組み合わせ遊星歯車と、これら両端部の
各遊星歯車にそれぞれ噛合する１対の太陽歯車とを有するものとする。そして、これら両
太陽歯車のうちの一方の太陽歯車と上記第二のディスクとを、上記第二の動力伝達機構を
介して接続する事により、上記各組み合わせ遊星歯車を介して、上記トロイダル型無段変
速機に動力を伝達する。
【００１７】
　尚、上記トロイダル型無段変速機は、例えば、ダブルキャビティ型のものを使用できる
。即ち、このトロイダル型無段変速機を、例えばそれぞれが第一のディスク或は第二のデ
ィスクに相当する、１対の外側ディスクと、同じく第二のディスク或は第一のディスクに
相当する、（一体型又は１対の）内側ディスクと、複数個のパワーローラとを備えたもの
とする。このうちの両外側ディスクは、軸方向に互いに離隔した状態で、同期して回転す
る。又、上記内側ディスクは、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に対する相対回転を自在に設ける。又、上記各パ
ワーローラは、これら両外側ディスク及び上記内側ディスクの互いに対向する側面同士の
間に、それぞれ複数個ずつ配置する。
【００１８】
　又、必要に応じて｛例えば前置エンジン前輪駆動車（ＦＦ車）用の自動変速機として小
型に（軸方向寸法を小さく）構成する必要がある場合には｝、上記入力軸及び上記出力軸
を、径方向に重畳する状態で、互いに同心に、且つ、相対回転自在に設置する。この為に
、例えば上記入力軸の周囲に、中空状の回転軸とした出力軸を配置する（中空状の回転軸
とした出力軸の内側に入力軸を配置する）。そして、上記遊星歯車機構を、上記入力軸並
びに出力軸と同心に、且つ、この入力軸の周囲に配置すると共に、上記トロイダル型無段
変速機を、上記入力軸並びに出力軸と平行に配置する。
　尚、軸方向寸法を許容できるのであれば、入力軸及び出力軸を、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すると共に、遊星歯車機構を、上記入力軸
及び上記出力軸と同心に配置する事もできる。この場合でも、トロイダル型無段変速機は
、上記入力軸の側方に、この入力軸と平行に配置する。
【発明の効果】
【００１９】
　上述の様に構成される本発明の無段変速装置によれば、遊星歯車機構をシングルピニオ
ン式のものとしている為、噛合部の低減、延いては、動力伝達効率の確保を図れる。しか
も、遊星歯車機構を構成する太陽歯車とキャリアとリング歯車とを同方向に回転させる為
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、遊星歯車の回転速度を小さくでき、この面からも動力伝達効率の確保を図れる。又、こ
れと共に、第一のクラッチを接続したモードと第二のクラッチを接続したモードとの両方
のモードで、駆動源から入力軸に加えられた動力の一部がトロイダル型無段変速機をバイ
パスする、所謂パワースプリット状態にできる。この為、このトロイダル型無段変速機を
通過する動力の低減を図れ、耐久性の確保（長寿命化）と動力伝達効率の確保とを、高次
元で図れる。又、上記トロイダル型無段変速機を上記入力軸の側方に、この入力軸と平行
に配置している為、軸方向寸法を小さくでき、組み込み性（組み込み易さ）の向上や設計
の自由度の向上を図れる。
【００２０】
　又、上記遊星歯車機構の変速比（減速比）、上記第一、第二の動力伝達機構（を構成す
るチェーン機構や歯車機構）の変速比（減速比）を調整する事により、低速モード並びに
高速モードでの上記トロイダル型無段変速機に入力される動力（トロイダル型無段変速機
を通過する動力）の大きさを調節できる。この為、例えば、駆動源からの動力がトルクコ
ンバータを介して入力される場合には、このトルクコンバータのトルク増幅機能が働く低
速モードで上記トロイダル型無段変速機に入力される動力を、高速モードに比べて小さく
する事により、このトロイダル型無段変速機の耐久性確保を図る事ができる。或は、高速
モードで上記トロイダル型無段変速機に入力される動力を、低速モードに比べて小さくす
る事により、高速走行での燃費性能を確保する事ができる。何れにしても、上記トロイダ
ル型無段変速機に入力される動力を、必要な性能や設計者の意図等に合わせて設定する事
ができる。
【００２１】
　又、請求項２に記載した構成を採用した場合には、例えば無段変速装置を組み込んだ車
両を前進だけでなく後退させる事もできる。又、請求項３に記載した構成を採用した場合
には、上記遊星歯車機構を構成する太陽歯車と上記トロイダル型無段変速機（のディスク
）との間で動力を伝達する第二動力伝達機構の配置を、柔軟に行なえる。具体的には、例
えば逆転用遊星歯車機構と逆転用クラッチとを設ける場合でも、これら逆転用遊星歯車機
構並びに逆転用クラッチの存在に拘わらず、上記第二の動力伝達機構を配置できる｛遊星
歯車機構を構成する太陽歯車の回転をトロイダル型無段変速機（のディスク）に伝達でき
る｝。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　　　［実施の形態の第１例］
　図１は、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２
３及び出力軸２４と、トロイダル型無段変速機１３及び遊星歯車機構２５と、第一、第二
の動力伝達機構２６、２７と、第一、第二のクラッチ４６、４７と、逆転用遊星歯車機構
に相当する後退用遊星歯車機構２８と、逆転用クラッチに相当する後退用クラッチ１８と
を備える。
　このうちの入力軸２３及び出力軸２４は、径方向に重畳する状態で、互いに同心に、且
つ、相対回転自在に設置されている。この為に、上記入力軸２３の周囲に、中空状の回転
軸である上記出力軸２４を配置している。逆に言えば、中空状の回転軸である上記出力軸
２４の内側に、上記入力軸２３を配置している。
【００２３】
　又、上記トロイダル型無段変速機１３及び上記遊星歯車機構２５は、動力の伝達方向に
関して、上記入力軸２３と出力軸２４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２６、２７は、上記トロイダル型無段変速機１３と
上記遊星歯車機構２５との間で動力を伝達する。
  又、上記第一、第二のクラッチ４６、４７は、上記第一、第二の両動力伝達機構２６、
２７による動力伝達状態を切り換えるもので、単一の上記出力軸２４自体に、軸方向に離
隔した状態で設けている。又、これら第一、第二のクラッチ４６、４７は、後述する様に
、上記第一、第二の動力伝達機構２６、２７の減速比の設定に応じて、何れか一方のクラ
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ッチが低速用クラッチとなり、他方のクラッチが高速用クラッチとなる。
　又、上記後退用遊星歯車機構２８は、車両を後退させる（出力軸２４の回転方向を逆転
させる）為のものである。
  更に、上記後退用クラッチ１８は、車両の後退時（出力軸２４の逆転時）に接続される
ものである。
【００２４】
　又、上記トロイダル型無段変速機１３は、それぞれが第二のディスクに相当する、１対
の外側ディスク２９、２９と、第一のディスクに相当する、一体型の内側ディスク３０と
、複数個のパワーローラ６、６（図８、９参照、図１には省略）とを備えたダブルキャビ
ティ型のものとしている。上記両外側ディスク２９、２９は、軸方向に互いに離隔した状
態で、同期して回転する。又、上記内側ディスク３０は、上記両外側ディスク２９、２９
同士の間に、これら両外側ディスク２９、２９と同心に、且つ、これら両外側ディスク２
９、２９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２９、２９及び上記内側ディスク３０の互いに対向する側面同士の
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８に示した構造と同様に作
用して、上記両外側ディスク２９、２９と上記内側ディスク３０との間の変速度比を変え
る。但し、本例の場合には、これら両外側ディスク２９、２９と上記内側ディスク３０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、上記第一、第
二の両クラッチ４６、４７の断接に基づく、第一のモードと第二のモードとの切り換えに
より変化する。
【００２５】
　そして、エンジン等の駆動源から、上記入力軸２３に入力された動力を、上記遊星歯車
機構２５を構成するキャリア３１に、上記トロイダル型無段変速機１３を介する事なく、
直接入力している。上記遊星歯車機構２５は、それぞれが上記キャリア３１に回転自在に
支持された遊星歯車３２、３２を、（１対の）太陽歯車３３ａ、３３ｂに噛合させると共
にリング歯車３４にも噛合させる、シングルピニオン式のものとしている。又、これと共
に、上記各遊星歯車３２、３２を、両端部にそれぞれ遊星歯車３２ａ、３２ｂを設けた、
（所謂ステップピニオンと呼ばれる）組み合わせ遊星歯車３２、３２とし、上記１対の太
陽歯車３３ａ、３３ｂに上記各遊星歯車３２ａ、３２ｂを、それぞれ噛合させている。本
例の場合、これら各太陽歯車３３ａ、３３ｂ同士の歯数、並びに、上記各遊星歯車３２ａ
、３２ｂ同士の歯数を、それぞれ同じにしている。従って、上記両太陽歯車３３ａ、３３
ｂは、互いに同方向に、同速度で（同期して、一体的に）回転する。
【００２６】
　又、上記遊星歯車機構２５を構成するリング歯車３４と上記トロイダル型無段変速機１
３を構成する内側ディスク３０とを、前記第一の動力伝達機構２６を介して接続している
。この第一の動力伝達機構２６は、上記入力軸２３の周囲に配置された第一の中空伝達軸
３７により上記リング歯車３４と結合された歯車３５と、上記内側ディスク３０の軸方向
中間部外周縁に設けられて、この内側ディスク３０と共に回転する歯車３６とを噛合させ
て成る。従ってこの内側ディスク３０は、上記リング歯車３４と逆方向に、上記両歯車３
５、３６の歯数比に応じた回転速度で回転する｛内側ディスク３０の回転方向とリング歯
車３４の回転方向とが逆転（反転）の関係になっている｝。
【００２７】
　又、上記遊星歯車機構２５を構成する１対の太陽歯車３３ａ、３３ｂのうちの、上記リ
ング歯車３４の内側に位置する一方の太陽歯車３３ａは、上記入力軸２３の周囲で、且つ
、上記第一の中空伝達軸３７の内側に設けた第二の中空伝達軸３８の一端部（図１の右端
部）に固設している。一方、上記リング歯車３４の内側に位置する上記一方の太陽歯車３
３ａと上記キャリア３１を挟んで反対側に設けた他方の太陽歯車３３ｂと、上記トロイダ
ル型無段変速機１３を構成する外側ディスク２９、２９とを、前記第二の動力伝達機構２
７を介して接続している。この第二の動力伝達機構２７は、上記他方の太陽歯車３３ｂと
結合したスプロケット３９と、上記両外側ディスク２９、２９のうちの一方（図１の右方
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）の外側ディスク２９の背面側に設けられ、これら両外側ディスク２９、２９と共に回転
するスプロケット４０との間に、チェン４１を掛け渡して成る。従ってこれら両外側ディ
スク２９、２９は上記両太陽歯車３３ａ、３３ｂと同方向に、上記両スプロケット３９、
４０の歯数比に応じた回転速度で回転する（両外側ディスク２９、２９の回転方向と両太
陽歯車３３ａ、３３ｂの回転方向とが正転の関係になっている）。
【００２８】
　尚、上記両外側ディスク２９、２９と上記内側ディスク３０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。従って、上記リン
グ歯車３４と上記太陽歯車３３ａ、３３ｂとは、互いに同方向に回転する。この為、上記
キャリア３１に関しても、上記リング歯車３４並びに上記太陽歯車３３ａ、３３ｂと同方
向に回転する。この結果、上記キャリア３１に支持された各遊星歯車３２、３２（３２ａ
、３２ｂ）の自転速度を低く抑えられ、これら各遊星歯車３２、３２（３２ａ、３２ｂ）
により伝達する動力を低く抑えられる。又、上記入力軸２３を介して上記遊星歯車機構２
５を構成する前記キャリア３１に入力された動力（駆動源からの動力）は、上記リング歯
車３４と上記太陽歯車３３ａ、３３ｂとに分割されて伝達される。言い換えれば、上記リ
ング歯車３４と上記太陽歯車３３ａ、３３ｂに入力されるトルクは、上記駆動源から上記
入力軸２３を介して入力されるトルクである、上記キャリア３１に入力されるトルクより
も小さくなる（キャリア３１のトルク＝リング歯車３４のトルク＋太陽歯車３３ａ、３３
ｂのトルク）。
【００２９】
　上述の様な遊星歯車機構２５の構成要素のうち、上記リング歯車３４の動きを前記第一
のクラッチ４６を介して、上記太陽歯車３２ａ、３２ｂの動きを前記第二のクラッチ４７
を介して、それぞれ前記出力軸２４に伝達可能としている。この為に、上記第一のクラッ
チ４６を、上記第一の中空伝達軸３７に固設した歯車３５の側面と上記出力軸２４の一端
部（図１の右端部）との間に、上記第二のクラッチ４７を、上記第二の中空回転軸３８の
他端部（図１の左端部）と上記出力軸２４の中間部内周面との間に、それぞれ設けている
。又、上記出力軸２４の中間部で、軸方向に関し上記第一、第二の両クラッチ４６、４７
の間部分に出力歯車４８を設け、この出力歯車４８とデファレンシャルギヤ４９とを接続
している。上記出力軸２４が回転すると、これら出力歯車４８及びデファレンシャルギヤ
４９を介して左右１対の駆動軸５２、５２が回転し、自動車の駆動輪を回転駆動する。
【００３０】
　又、前記後退用遊星歯車機構２８を構成するリング歯車４２と、上記出力軸２４の他端
部（左端部）とを結合している。又、上記後退用遊星歯車機構２８を構成するキャリア４
３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１８を設けている。又、上
記リング歯車４２の中心部に配置した、上記後退用遊星歯車機構２８を構成する太陽歯車
４４を、上記入力軸２３の中間部に固設し、この入力軸２３と共に回転する様にしている
。そして、上記キャリア４３に回転自在に支持した遊星歯車４５、４５を、上記リング歯
車４２及び上記太陽歯車４４に噛合させている。上記後退用クラッチ１８を接続した状態
では、上記トロイダル型無段変速機１３を介さずに、駆動源（エンジン）の動力を反転し
て上記出力軸２４に伝達する。尚、この場合には、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）。
【００３１】
　上述の様に構成する本例の無段変速装置は、第一、第二のクラッチ４６、４７並びに後
退用各クラッチ１８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。
【００３２】
　　［第一のクラッチ４６を接続した第一のモード］
　この様な第一のモードでは、前記遊星歯車機構２５を構成するリング歯車３４から動力
が取り出され、上記第一のクラッチ４６を介して、前記出力軸２４に取り出される。この
様な第一のモード状態での動力の伝達経路は、次の通りである。



(9) JP 5061647 B2 2012.10.31

10

20

30

40

50

　駆動源（エンジン）の動力は、前記入力軸２３により、先ず、上記遊星歯車機構２５を
構成する前記キャリア３１に入力される。
　このキャリア３１に入力された動力は、下記の(A) に示す、前記トロイダル型無段変速
機１３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１３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) 駆動源（エンジン）→入力軸２３→キャリア３１→遊星歯車３２、３２（３２ａ、３
２ａ）→リング歯車３４
(B) 駆動源（エンジン）→入力軸２３→キャリア３１→遊星歯車３２、３２（３２ｂ、３
２ｂ）→他方の太陽歯車３３ｂ→第二の動力伝達機構２７→外側ディスク２９、２９→パ
ワーローラ６、６→内側ディスク３０→第一の動力伝達機構２６→第一の中空伝達軸３７
→リング歯車３４
【００３３】
　この様に、第一のモード状態では、上記トロイダル型無段変速機１３を通過しない動力
伝達経路を設定している為、このトロイダル型無段変速機１３に入力される動力を減らす
事ができ、このトロイダル型無段変速機１３の耐久性確保を図れる。尚、この様な第一の
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２９、２９が入力側デ
ィスクとなり、上記内側ディスク３０が出力側ディスクとなる。
【００３４】
　又、上述の様な第一のモード状態での、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１３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１３の内側ディスク３０の回転速度と上記リ
ング歯車３４の回転速度とが比例し、同じく外側ディスク２９、２９の回転速度と上記太
陽歯車３３ｂ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１３の変速
度比を変える事で、上記内側ディスク３０の回転速度と上記両外側ディスク２９、２９の
回転速度との比が変化する。前記入力軸２３の回転速度を一定とした場合、前記キャリア
３１の回転速度も一定になるので、上記トロイダル型無段変速機１３の変速度比を変える
事で、上記太陽歯車３３ｂの回転速度を変えれば、上記リング歯車３４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。
【００３５】
　この様な、第一の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（増
速比）ｅt/m は次の(1) 式で表される。
　　ｅt/m ＝Ｎout ／Ｎin＝｛ｉg ・（ｉpg＋１）・ｅv ｝／（ｉsp＋ｉpg・ｉg ・ｅv 
）　－－－　(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２４の回転速度（＝リング歯車３４の回転速度）
　Ｎin：入力軸２３の回転速度（＝キャリア３１の回転速度）
　ｉpg：遊星歯車機構２５の減速比（＝Ｚr1／Ｚs1＝リング歯車３４の歯数／太陽歯車３
３ａの歯数）
　ｉg ：第一の動力伝達機構２６の減速比（＝Ｚg2／Ｚgl＝歯車３６の歯数／歯車３５の
歯数）
　ｉsp：第二の動力伝達機構２７の減速比（＝Ｚsp2 ／Ｚspl ＝スプロケット４０の歯数
／スプロケット３９の歯数）
　ｅv ：トロイダル型無段変速機１３の変速度比（増速比）
【００３６】
　　［第二のクラッチ４７を接続した第二のモード］
　この様な第二のモードでは、前記遊星歯車機構２５を構成する一方の太陽歯車３３ａか
ら動力が取り出され、上記第二のクラッチ４７を介して、前記出力軸２４に取り出される
。この様な第二のモード状態での動力の伝達経路は、次の通りである。
　駆動源（エンジン）の動力は、前記入力軸２３により、先ず、上記遊星歯車機構２５を
構成する前記キャリア３１に入力される。
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【００３７】
　このキャリア３１に入力された動力は、上述した第一の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１３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１３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) 駆動源（エンジン）→入力軸２３→キャリア３１→遊星歯車３２、３２（３２ａ、３
２ａ）→一方の太陽歯車３３ａ
(D) 駆動源（エンジン）→入力軸２３→キャリア３１→遊星歯車３２、３２（３２ａ、３
２ａ）→リング歯車３４→第一の動力伝達機構２６→内側ディスク３０→パワーローラ６
、６→外側ディスク２９、２９→第二の動力伝達機構２７→他方の太陽歯車３３ｂ→遊星
歯車３２、３２（３２ｂ、３２ｂ→３２ａ、３２ａ）→一方の太陽歯車３３ａ
【００３８】
　この様に、第二のモード状態でも、上記トロイダル型無段変速機１３を通過しない動力
伝達経路を設定している為、このトロイダル型無段変速機１３に入力される負荷を減らす
事ができ、このトロイダル型無段変速機１３の耐久性確保を図れる。尚、上記第二のモー
ド状態では、上記(D) から明らかな通り、上記内側ディスク３０が入力側ディスクとなり
、上記両外側ディスク２９、２９が出力側ディスクとなる。即ち、前述した第一のモード
の状態とは、上記トロイダル型無段変速機１３をトルクが通過する方向が逆になる。
【００３９】
　又、上述の様な第二のモード状態での、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１３の変速度比を変える事により調節できる。即ち、前述した第一
のモードの場合と同様に、このトロイダル型無段変速機１３の内側ディスク３０の回転速
度と上記リング歯車３４の回転速度とが比例し、同じく外側ディスク２９、２９の回転速
度と上記太陽歯車３３ｂ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
１３の変速度比を変える事で、上記内側ディスク３０の回転速度と上記両外側ディスク２
９、２９の回転速度との比が変化する。前記入力軸２３の回転速度を一定とした場合、前
記キャリア３１の回転速度も一定になるので、上記トロイダル型無段変速機１３の変速度
比を変える事で、上記リング歯車３４の回転速度を変えれば、上記キャリア３１に回転自
在に支持された、上記遊星歯車３２、３２の回転速度、延ては上記一方の太陽歯車３３ａ
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
。
【００４０】
　この様な、第二の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（増
速比）ｅt/m は次の(2) 式で表される。
　　ｅt/m ＝Ｎout ／Ｎin＝｛ｉsp・（ｉpg＋１）｝／（ｉsp＋ｉpg・ｉg ・ｅv ）　－
－－　(2) 
　Ｎout ：出力軸２４の回転速度（＝一方の太陽歯車３３ａの回転速度＝他方の太陽歯車
３３ｂの回転速度）
【００４１】
　尚、第一のモードと第二のモードとの切り換え点、即ち、第一のクラッチ４６と第二の
クラッチ４７とを断接させるモード切換ポイントで、出力軸２４の回転速度が急変しない
様に（出力回転速度が連続する様に）する為には、上記太陽歯車３３ａ（３３ｂ）の回転
速度とリング歯車３４の回転速度とが等しくなる状態で、モード切り換えを行なう必要が
ある。
　ここで、上記リング歯車３４の回転速度Ｎr は、前記(1) 式から、次の(3) 式で表せる
。
　Ｎr ＝［｛ｉg ・（ｉpg＋１）・ｅv ｝／（ｉsp＋ｉpg・ｉg ・ｅv ）］・Ｎin　－－
－(3) 
　又、上記太陽歯車３３ａ（３３ｂ）の回転速度Ｎs は、上記(2) 式から、次の(4) 式で
表せる。
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　Ｎs ＝［｛ｉsp・（ｉpg＋１）｝／（ｉsp＋ｉpg・ｉg ・ｅv ）］・Ｎin　－－－　(4
) 
【００４２】
　そして、これら(3)(4)式が等しくなる、上記トロイダル型無段変速機１３の変速度比（
増速比）ｅv は、次の(5) 式で表せる。
　ｅv ＝ｉsp／ｉg　 －－－　(5) 
　従って、上記第一の動力伝達機構２６の減速比ｉg と上記第二の動力伝達機構２７の減
速比ｉspとの比が、上記トロイダル型無段変速機１３が実現できる変速度比（増速比）ｅ

v の範囲内にならないと、モード切換の前後で無段変速装置全体の変速比が不連続になり
、モード切換を滑らかに行なえなくなる。又、上記第一の動力伝達機構２６の減速比ｉg 
と上記第二の動力伝達機構２７の減速比ｉspとの値に応じて、上記モード切換ポイントを
、１よりも大きくしたり、同じく小さくしたりできる。即ち、上記第一の動力伝達機構２
６の減速比ｉg と上記第二の動力伝達機構２７の減速比ｉspとの設定により、上記モード
切換を、上記トロイダル型無段変速機１３の変速度比が増速側の状態で行なうか、或は減
速側の状態で行なうかを選択できる。
【００４３】
　　［後退用クラッチ１８を接続した後退モード状態］
　この状態では、駆動源（エンジン）から前記入力軸２３に伝えられた動力は、上記トロ
イダル型無段変速機１３を介さずに、前記後退用遊星歯車機構２８を構成する太陽歯車４
４に入力される。そして、この太陽歯車４４に入力された動力が、上記後退用遊星歯車機
構２８の働きにより回転方向を変換されると共に減速され、前記出力軸２４に取り出され
る。
【００４４】
　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（増速比）ｅt/m は、
次の(6) 式で表される。
　　ｅt/m ＝Ｎout ／Ｎin＝１／ｉr　 －－－　(6) 
　ｉr ：後退用遊星歯車機構２８の減速比（＝Ｚr2／Ｚs2＝リング歯車４２の歯数／太陽
歯車４４の歯数）
　この様な後退モード状態では、上記トロイダル型無段変速機１３が動力を伝達しない為
、このトロイダル型無段変速機１３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。
【実施例１】
【００４５】
　各部の変速比に関して、具体的な値の第１例を示す。
　先ず、遊星歯車機構２５の変速度比（減速比）ｉpg、及び、第一、第二の動力伝達機構
２６、２７の変速度比（減速比）ｉg 、ｉsp、後退用遊星歯車機構２８の変速度比（減速
比）ｉr に就いて、次の様に規制する。
　　ｉpg＝２．５
　　ｉg ＝０．７
　　ｉsp＝１．５４
　　ｉr ＝２
　ここで、前記(5) 式より、モード切換ポイントはｅv ＝２．２となる。そこで、トロイ
ダル型無段変速機１３の変速度比（増速比）の幅を０．４～２．２とする。
【００４６】
　図２は、各部の変速度比を、上述の様に規制した場合に於ける、トロイダル型無段変速
機１３の変速度比（増速比）と、リング歯車３４並びに太陽歯車３３ａ（３３ｂ）の回転
速度と入力回転速度（入力軸２３の回転速度＝キャリア３１の回転速度）との比（割合）
との関係を示している。この様な図２から明らかな様に、上記第一のクラッチ４６を接続
し、上記リング歯車３４の回転を上記出力軸２４に伝達すれば、無段変速装置全体として
の変速度比（速度比、増速比）が減速側になり、低速モード状態となる。一方、上記第二
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のクラッチ４７を接続し、上記太陽歯車３３ａ（３３ｂ）の回転を上記出力軸２４に伝達
すれば、無段変速装置全体としての変速度比（速度比、増速比）が増速側になり、高速モ
ード状態となる。言い換えれば、上記第一のクラッチ４６が低速用クラッチ（第一のモー
ドが低速モード）となり、上記第二のクラッチ４７が高速用クラッチ（第二のモードが高
速モード）となる。
【００４７】
　又、低速モード状態で、上記トロイダル型無段変速機１３の外側ディスク２９、２９に
動力が入力され（外側ディスク２９、２９が入力側ディスクとなり）、内側ディスク３０
より動力が取り出される（内側ディスク３０が出力側ディスクとなる）。又、高速モード
状態では、これとは逆、即ち、上記トロイダル型無段変速機１３の内側ディスク３０に動
力が入力され（内側ディスク３０が入力側ディスクとなり）、外側ディスク２９、２９よ
り動力が取り出される（外側ディスク２９、２９が出力側ディスクとなる）。図３は、低
速、高速両モードでの、入力動力（入力側となるディスクに入力される動力：Ｐｖin）と
無段変速装置に入力される動力（入力軸２３に入力される動力：Ｐin）との比（Ｐｖin／
Ｐin）と無段変速装置全体の変速度比（速度比、増速比、Ｎout ／Ｎin）との関係を示し
ている。低速、高速両モードとも、上記動力の比が１を下回っており（トロイダル型無段
変速機１３に入力される動力が無段変速装置に入力される動力よりも小さくなっており）
、所謂パワースプリット状態にできる。
【００４８】
　尚、後退用クラッチ１８が接続された状態で、出力回転速度（出力軸２４の回転速度）
Ｎout は、入力回転速度（入力軸２３の回転速度）Ｎinとの関係で、以下の様に表せる。
　Ｎout ＝Ｎin／ｉr ＝Ｎin／２
【実施例２】
【００４９】
　各部の変速比に関し、具体的な値の第２例を示す。
　遊星歯車機構２５の変速度比（減速比）ｉpg、及び、第一、第二の動力伝達機構２６、
２７の変速度比（減速比）ｉg 、ｉsp、後退用遊星歯車機構２８の変速度比（減速比）ｉ

r 、モード切換ポイント、トロイダル型無段変速機１３の変速度比（増速比）の幅に就い
て、次の様に規制する。
　　ｉpg＝２．５
　　ｉg ＝１．６６６
　　ｉsp＝０．６６６
　　ｉr ＝２
　　モード切換ポイント：ｅv ＝０．４
　　トロイダル型無段変速機１３の変速度比（増速比）の幅：０．４～２．２
　前述した実施例１の場合は、モード切換ポイントが、トロイダル型無段変速機が実現で
きる変速度比（増速比）のうちの増速側（最大増速状態：２．２）に設定されていたのに
対して、本実施例（実施例２）の場合には、これとは逆に減速側（最大減速状態：０．４
）に設定されている。
【００５０】
　図４は、各部の変速度比を、上述の様に規制した場合に於ける、トロイダル型無段変速
機１３の変速度比（増速比）と、リング歯車３４並びに太陽歯車３３ａ（３３ｂ）の回転
速度と入力回転速度（入力軸２３の回転速度＝キャリア３１の回転速度）の比（割合）と
の関係を示している。この様な図４から明らかな様に、本実施例（実施例２）の場合には
、上述の実施例１の場合とは逆に、上記第一のクラッチ４６を接続し、上記リング歯車３
４の回転を上記出力軸２４に伝達すれば、無段変速装置全体としての変速度比（速度比、
増速比）が増速側になり、高速モード状態となる。又、上記第二のクラッチ４７を接続し
、上記太陽歯車３３ａ（３３ｂ）の回転を上記出力軸２４に伝達すれば、無段変速装置全
体としての変速度比（速度比、増速比）が減速側になり、低速モード状態となる。言い換
えれば、上記第一のクラッチ４６が高速用クラッチ（第一のモードが高速モード）となり
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、上記第二のクラッチ４７が低速用クラッチ（第二のモードが低速モード）となる。
【００５１】
　又、図５は、低速、高速両モードでの、入力動力（入力側となるディスクに入力される
動力：Ｐｖin）と無段変速装置に入力される動力（入力軸２３に入力される動力：Ｐin）
との比（Ｐｖin／Ｐin）と、無段変速装置全体の変速度比（速度比、増速比、Ｎout ／Ｎ

in）との関係を示している。本実施例（実施例２）の場合も、上述した実施例１の場合と
同様に、低速、高速両モードとも、上記動力の比が１を下回っており（トロイダル型無段
変速機１３に入力される動力が無段変速装置に入力される動力よりも小さくなっており）
、所謂パワースプリット状態にできる。
【００５２】
　上述の様に構成される本例の無段変速装置によれば、遊星歯車機構２５をシングルピニ
オン式のものとしている為、噛合部の低減、延いては、動力伝達効率の確保を図れる。し
かも、上記遊星歯車機構２５を構成する太陽歯車３３ａ、３３ｂとキャリア３１とリング
歯車３４とを同方向に回転させる為、各遊星歯車３２、３２の回転速度を小さくでき、こ
の面からも動力伝達効率の確保を図れる。又、これと共に、第一のクラッチ４６を接続し
たモードと第二のクラッチ４７を接続したモードとの両方のモードで、所謂パワースプリ
ット状態にできる。この為、上記トロイダル型無段変速機１３を通過する動力の低減を図
れ、耐久性の確保（長寿命化）と動力伝達効率の確保とを、高次元で図れる。
【００５３】
　又、上記トロイダル型無段変速機１３と入力軸２３とを互いに平行に配置している為、
軸方向寸法を小さくでき、組み込み性（組み込み易さ）の向上や設計の自由度の向上を図
れる。又、上記遊星歯車機構２５の変速比（減速比）ｉpg、第一、第二の動力伝達機構２
６、２７の変速度比（減速比）ｉg 、ｉspを調整する事により、低速モード並びに高速モ
ードでのトロイダル型無段変速機１３に入力される動力（トロイダル型無段変速機１３を
通過する動力）の大きさを調節できる（必要な性能や設計者の意図等に合わせて調節でき
る）。
【００５４】
　更に本例の場合には、上記遊星歯車機構２５を、両端部にそれぞれ遊星歯車３２ａ、３
２ｂを設けた、（所謂ステップピニオンと呼ばれる）組み合わせ遊星歯車３２、３２を有
するものとしている為、第二の動力伝達機構２７の配置を、柔軟に行なえる。具体的には
、例えば後退用遊星歯車機構２８と後退用クラッチ１８とを設ける場合でも、これらの存
在に拘わらず、上記第二の動力伝達機構２７を配置できる｛遊星歯車機構２５を構成する
太陽歯車３３ａの回転をトロイダル型無段変速機１３（の外側ディスク２９、２９）に伝
達できる｝。即ち、例えば上記後退用遊星歯車機構２８と後退用クラッチ１８とを設けな
い構造であれば、図６に示す様に、第二の動力伝達機構２７ａを、第二の中空伝達軸３８
ａの端部（図６の左端部）に設けたスプロケット３９ａと、１対の外側ディスク２９、２
９のうちの他方（図６の左方）の外側ディスク２９の背面側に設けられたスプロケット４
０ａとの間に、チェン４１ａを掛け渡す事により構成できる。
【００５５】
  但し、この様な図６に示す構造で、上記後退用遊星歯車機構２８と後退用クラッチ１８
（図１参照）とを設ける事を考えた場合、これら後退用遊星歯車機構２８と後退用クラッ
チ１８とを入力軸２３並びに上記第二の中空伝達軸３８ａの周囲に配置する必要上、その
ままでは太陽歯車３３の回転を上記外側ディスク２９、２９に取り出す事ができない（第
二の動力伝達機構を配置できない）。そこで、本例の場合には、図１に示す様に、上記遊
星歯車機構２５を、組み合わせ遊星歯車３２、３２と、これら各組み合わせ遊星歯車３２
、３２の両端部に設けた各遊星歯車３２ａ、３２ｂにそれぞれ噛合する１対の太陽歯車３
３ａ、３３ｂとを有するものとしている。そして、これら１対の太陽歯車３３ａ、３３ｂ
のうちの、リング歯車３４の内側に位置する一方の太陽歯車３３ａとキャリア３１を挟ん
で反対側に設けた他方の太陽歯車３３ｂと、上記トロイダル型無段変速機１３を構成する
外側ディスク２９、２９のうちの一方（図１の右方）の外側ディスク２９との間に、第二
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の動力伝達機構２７を配置して、上記太陽歯車３３ａの回転を上記外側ディスク２９に取
り出せる様にしている。
【００５６】
　　　［実施の形態の第２例］
　図７は、本発明の実施の形態の第２例を示している。前述した第１例の場合には、遊星
歯車機構２５を構成するリング歯車３４と内側ディスク３０とを、歯車式の第一の動力伝
達機構２６により接続すると共に、同じく太陽歯車３３ａ、３３ｂと両外側ディスク２９
、２９とを、スプロケット式の第二の動力伝達機構２７により接続している。言い換えれ
ば、上記リング歯車３４と第一の動力伝達機構２６を介して接続される第一のディスクが
、上記内側ディスク３０となり、上記太陽歯車３３ａ、３３ｂと第二の動力伝達機構２７
を介して接続される第二のディスクが、上記両外側ディスク２９、２９となる。これに対
して、本例の場合には、遊星歯車機構２５を構成するリング歯車３４と両外側ディスク２
９、２９とを歯車式の第一の動力伝達機構２６により接続すると共に、同じく太陽歯車３
３ａ、３３ｂと内側ディスク３０とを、スプロケット式の第二の動力伝達機構２７により
接続している。言い換えれば、上記リング歯車３４と第一の動力伝達機構２６を介して接
続される第一のディスクが、上記両外側ディスク２９、２９となり、上記太陽歯車３３ａ
、３３ｂと第二の動力伝達機構２７を介して接続される第二のディスクが、上記内側ディ
スク３０となる。
【００５７】
　この様な本例の場合、上記第一の動力伝達機構２６を、上記入力軸２３の周囲に配置さ
れた第一の中空伝達軸３７により上記リング歯車３４と結合した歯車３５と、上記両外側
ディスク２９、２９のうちの他方（図７の左方）の外側ディスク２９の背面側に設けられ
て、これら両外側ディスク２９、２９と共に回転する歯車３６とを噛合させる事により構
成している。又、上記第二の動力伝達機構２７を、上記リング歯車３４の内側に位置する
一方の太陽歯車３３ａとキャリア３１を挟んで反対側に設けた他方の太陽歯車３３ｂに結
合したスプロケット３９と、上記内側ディスク３０の軸方向中間部外周縁に設けられて、
この内側ディスク３０と共に回転するスプロケット４０との間に、チェン４１を掛け渡す
事により構成している。
【００５８】
　この様に、リング歯車３４と遊星歯車３２ａ、３２ｂとにそれぞれ接続する、外側ディ
スク２９、２９と内側ディスク３０とを、前述した第１例の場合と逆にした本例の場合も
、この第１例の場合と同様に、第一のクラッチ４６を接続したモードと第二のクラッチ４
７を接続したモードとの両方のモードで、所謂パワースプリット状態にできる。この為、
上記トロイダル型無段変速機１３を通過する動力の低減を図れ、耐久性の確保（長寿命化
）と動力伝達効率の確保とを、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
。
【００５９】
　尚、前述した第１例の場合も、上述した第２例の場合も、第一の動力伝達機構２６を、
回転方向が反転する歯車式のものとすると共に、第二の動力伝達機構２７を、回転方向が
反転しない（正転の）スプロケット式のものとしている。但し、第一の動力伝達機構２６
を、回転方向が反転しない（正転の）スプロケット式のものにすると共に、第二の動力伝
達機構２７を、回転方向が反転する歯車式のものとする事もできる。何れの場合も、第一
の動力伝達機構２６により接続された上記リング歯車３４と第一のディスクとの回転方向
の関係と、上記第二の動力伝達機構２７により接続された上記遊星歯車３２ａ、３２ｂと
第二のディスクとの回転方向の関係とを、何れか一方を正転とし、同じく他方を反転とす
る。又、回転方向を反転させない（正転にする）動力伝達機構として、上述の様なスプロ
ケット式の他、アイドル歯車を噛合させる事により回転方向を同じにした歯車式のものを
採用する事もできる。又、回転方向を上述の様に規制できるのであれば、必要に応じて、
複数の歯車を噛合させる事により動力伝達機構を構成しても良い。
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【産業上の利用可能性】
【００６０】
　本発明は、トロイダル型無段変速機１３にパワースプリットされた動力を入力し、この
トロイダル型無段変速機１３の負荷を減らす事を特徴としている。従って、必要に応じて
設ける発進クラッチや減速用の遊星歯車機構等の構造は特に限定しない。又、無段変速装
置の出力軸の回転を、歯車を介して、入力軸の側方にこの入力軸と平行に設けられた軸、
或いは、この入力軸に対して直角方向に設けられた軸から取り出す等、自動変速機全体と
しての構造（出力軸よりも下流側の動力の取り出し方）も特に限定しない。又、トロイダ
ル型無段変速機の構造に関しても、ハーフトロイダル型のものを使用する場合だけでなく
、フルトロイダル型のものを使用した場合も、同様の効果を得られる。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明の実施の形態の第１例を示す略断面図。
【図２】実施例１に対応する、トロイダル型無段変速機の速度比（増速比）と無段変速装
置全体としての速度比（速度比）との関係を示す線図。
【図３】実施例１に対応する、無段変速装置全体としての速度比（増速比）と、トロイダ
ル型無段変速機に入力される動力と無段変速装置に入力される動力との比との関係を示す
線図。
【図４】実施例２に対応する、トロイダル型無段変速機の速度比（増速比）と、無段変速
装置全体としての速度比（増速比）との関係を示す線図。
【図５】実施例２に対応する、無段変速装置全体としての速度比（増速比）と、トロイダ
ル型無段変速機に入力される動力と無段変速装置に入力される動力との比との関係を示す
線図。
【図６】組み合わせ遊星歯車を採用する事による利点を説明する為の、無段変速装置の別
例を示す略断面図。
【図７】本発明の実施の形態の第２例を示す略断面図。
【図８】従来から知られているトロイダル型無段変速機の１例を示す断面図。
【図９】従来から知られている無段変速装置の１例を示す略断面図。
【符号の説明】
【００６２】
　　１　　入力軸
　　２　　入力側ディスク
　　３　　ボールスプライン
　　４　　出力歯車
　　５　　出力側ディスク
　　６　　パワーローラ
　　７　　トラニオン
　　８　　支持軸
　　９　　駆動軸
　１０　　押圧装置
　１１　　入力軸
　１２　　出力軸
　１３　　トロイダル型無段変速機
　１４　　遊星歯車機構
　１５　　発進クラッチ
　１６　　高速用クラッチ
　１７　　低速用クラッチ
　１８　　後退用クラッチ
　１９　　リング歯車
　２０　　キャリア
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　２１　　太陽歯車
　２２　　駆動源
　２３　　入力軸
　２４　　出力軸
　２５　　遊星歯車機構
　２６　　第一の動力伝達機構
　２７、２７ａ　第二の動力伝達機構
　２８　　後退用遊星歯車機構
　２９　　外側ディスク
　３０　　内側ディスク
　３１　　キャリア
　３２、３２ａ、３２ｂ　遊星歯車
　３３、３３ａ、３３ｂ　太陽歯車
　３４　　リング歯車
　３５　　歯車
　３６　　歯車
　３７　　第一の中空伝達軸
　３８、３８ａ　第二の中空伝達軸
　３９、３９ａ　スプロケット
　４０、４０ａ　スプロケット
　４１、４１ａ　チェン
　４２　　リング歯車
　４３　　キャリア
　４４　　太陽歯車
　４５　　遊星歯車
　４６　　第一のクラッチ
　４７　　第二のクラッチ
　４８　　出力歯車
　４９　　デファレンシャルギヤ
　５０　　遊星歯車
　５１ａ、５１ｂ　遊星歯車素子
　５２　　駆動軸
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