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(57)【要約】
　本発明は、変速機、特に自動車用の多段変速機に関す
る。変速機は、ハウジングと、入力軸と、出力軸と、太
陽歯車、少なくとも１つのプラネットギヤ、遊星キャリ
アおよび内歯車を各々が備えた少なくとも４つの遊星歯
車セットと、複数のシフト要素と、を備え、６つのシフ
ト要素が少なくとも３つのクラッチおよび少なくとも２
つのブレーキの形状で構成され、および入力軸は、第２
クラッチを介して第１遊星歯車セットの遊星キャリアと
結合可能であり、および第２ブレーキを介してハウジン
グと結合可能であり、および入力軸は、第３クラッチを
介して、第１ブレーキおよび第１遊星歯車セットの太陽
歯車と結合可能である。本発明は同様に、変速機を備え
た自動車および変速機を作動させる方法に関する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　変速機（１）、特に自動車用の多段変速機であって、ハウジング（G）と、入力軸（ANW
)と、出力軸（AW)と、太陽歯車（101,102,103,104）、少なくとも１つのプラネットギヤ
（111,112,113,114）、遊星キャリア（121,122,123,124）および内歯車（131,132,133,13
4）を各々が備えた少なくとも４つの遊星歯車セット（GP1,GP2,GP3,GP4）と、複数のシフ
ト要素（K1,K2,K3,K4,B1,B2）と、を備える変速機（１）において、６つのシフト要素が
少なくとも３つのクラッチ（K1,K2,K3,Β3',B3"）および少なくとも２つのブレーキ（B1,
B2）の形状で構成され、および前記入力軸（ANW）は、第２クラッチ（K2）を介して第１
遊星歯車セット（GP1）の遊星キャリア（121）と結合可能であり、および第２ブレーキ（
B2）を介して前記ハウジング（G）と結合可能であり、および前記入力軸（ANW）は、第３
クラッチ（K3）を介して、第１ブレーキ（B1）および第１遊星歯車セット（GP1）の太陽
歯車（101）と結合可能であることを特徴とする変速機（１）。
【請求項２】
　前記遊星歯車セット（GP1,GP2,GP3,GP4）は、特に幾何学的に、前記変速機（１）内で
相前後して配置されていることを特徴とする、請求項１に記載の変速機。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の変速機であって、前記入力軸（ANW）は第１クラッチ（K1）
を介して第３遊星歯車セット（GP3）の太陽歯車（103）と結合可能であり、および第１遊
星歯車セット（GP1）の遊星キャリア（121）は第２遊星歯車セット（GP2）の内歯車（132
）と結合され、および第２遊星歯車セット（GP2）の太陽歯車（102）は第１遊星歯車セッ
ト（GP1）の内歯車（131）と結合され、および第２遊星歯車セット（GP2）の遊星キャリ
ア（122）は第３遊星歯車セット（GP3）の内歯車（133）と結合され、および第３遊星歯
車セット（GP3）の遊星キャリア（123）は前記出力軸（AW）と結合されていることを特徴
とする変速機。
【請求項４】
　請求項１～３の何れか一項に記載の変速機であって、前記入力軸（ANW）は第３遊星歯
車セット（GP3）の太陽歯車（103）と結合され、および第１遊星歯車セット（GP1）の遊
星キャリア（121）は第２遊星歯車セット（GP2）の内歯車（132）と結合され、および第
２遊星歯車セット（GP2）の太陽歯車（102）は第１遊星歯車セット（GP1）の内歯車（131
）と結合され、および第２遊星歯車セット（GP2）の遊星キャリア（122）は第３遊星歯車
セット（GP3）の内歯車（133）と結合され、および第３遊星歯車セット（GP3）の遊星キ
ャリア（123）は、第１クラッチ（K1'）を介して前記出力軸（AW）と結合可能であること
を特徴とする変速機。
【請求項５】
　請求項１～４の何れか一項に記載の変速機であって、前記入力軸（ANW）は第３遊星歯
車セット（GP3）の太陽歯車（103）と結合され、および第１遊星歯車セット（GP1）の遊
星キャリア（121）は第２遊星歯車セット（GP2）の内歯車（132）と結合され、および第
２遊星歯車セット（GP2）の太陽歯車（102）は第１遊星歯車セット（GP1）の内歯車（131
）と結合され、および第２遊星歯車セット（GP2）の遊星キャリア（122）は、第１クラッ
チ（K1"）を介して第３遊星歯車セット（GP3）の内歯車（133）と結合可能であり、およ
び第３遊星歯車セット（GP3）の遊星キャリア（123）は前記出力軸（AW）と結合されてい
ることを特徴とする変速機。
【請求項６】
　請求項１～５の何れか一項に記載の変速機であって、前記入力軸（ANW）は第３遊星歯
車セット（GP3）の太陽歯車（103）と結合され、および第１遊星歯車セット（GP1）の遊
星キャリア（121）は第２遊星歯車セット（GP2）の内歯車（132）と結合され、および第
２遊星歯車セット（GP2）の太陽歯車（102）は、第１クラッチ（K1'"）を介して第１遊星
歯車セット（GP1）の内歯車（131）と結合可能であり、および第２遊星歯車セット（GP2
）の遊星キャリア（122）は第３遊星歯車セット（GP3）の内歯車（133）と結合され、お
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よび第３遊星歯車セット（GP3）の遊星キャリア（123）は前記出力軸（AW）と結合してい
ることを特徴とする変速機。
【請求項７】
　請求項１～６の何れか一項に記載の変速機であって、前記入力軸（ANW）は第３遊星歯
車セット（GP3）の太陽歯車（103）と結合され、および第１遊星歯車セット（GP1）の遊
星キャリア（121）は、第１クラッチ（K1""）を介して第２遊星歯車セット（GP2）の内歯
車（132）と結合可能であり、および第２遊星歯車セット（GP2）の太陽歯車（102）は第
１遊星歯車セット（GP1）の内歯車（131）と結合され、および第２遊星歯車セット（GP2
）の遊星キャリア（122）は第３遊星歯車セット（GP3）の内歯車（133）と結合され、お
よび第３遊星歯車セット（GP3）の遊星キャリア（123）は前記出力軸（AW）と結合されて
いることを特徴とする変速機。
【請求項８】
　請求項１～７の何れか一項に記載の変速機であって、前記６つのシフト要素は３個組の
クラッチ（K1,K2,K3）および３個組みのブレーキ（B1,B2,B3）の形状で配置され、および
第４遊星歯車セット（GP4）の太陽歯車（104）は、第３ブレーキ（B3）を介して前記ハウ
ジング（G）と結合可能であり、および第４遊星歯車セット（GP4）の遊星キャリア（124
）は第１遊星歯車セット（GP1）の内歯車（131）と結合され、および第４遊星歯車セット
（GP4）の内歯車（134）は前記出力軸（AW）と結合されていることを特徴とする変速機。
【請求項９】
　請求項１～７の何れか一項に記載の変速機であって、前記６つのシフト要素は４つのク
ラッチ（K1,K2,K3,B3'）および一対のブレーキ（B1,B2）の形状で配置され、および第４
遊星歯車セット（GP4）の太陽歯車（104）は前記ハウジング（G）と結合され、および第
４遊星歯車セット（GP4）の遊星キャリア（124）は、第４クラッチ（Β3'）を介して第１
遊星歯車セット（GP1）の内歯車（131）と結合可能であり、および第４遊星歯車セット（
GP4）の内歯車（134）は前記出力軸（AW）と結合されていることを特徴とする変速機。
【請求項１０】
　請求項１～７の何れか一項に記載の変速機であって、前記６つのシフト要素は４つのク
ラッチ（K1,K2,K3,B3"）および一対のブレーキ（B1,B2）の形状で配置され、および第４
遊星歯車セット（GP4）の太陽歯車（104）は前記ハウジング（G）と結合され、および第
４遊星歯車セット（GP4）の遊星キャリア（124）は第１遊星歯車セット（GP1）の内歯車
（131）と結合され、および第４遊星歯車セット（GP4）の内歯車（134）は、第４クラッ
チ（B3"）を介して前記出力軸（AW）と結合可能であることを特徴とする変速機。
【請求項１１】
　特に請求項１～８の何れか一項に記載の変速機（１）を作動させる方法であって、該変
速機（１）は、３つのブレーキ（B1,B2,B3）および３つのクラッチ（K1,K2,K3）を備える
方法において、
　第１速（V1）を解放された第１ブレーキ（B1）、締結された第２ブレーキ（B2）、解放
された第３ブレーキ（V3）、締結された第１クラッチ（K1）、解放された第２クラッチ（
K2）および締結された第３クラッチ（K3）により構成し、および
　第２速（V2）を、締結された第１ブレーキ（B1）、締結された第２ブレーキ（B2）、解
放された第３ブレーキ（B3）、締結された第１クラッチ（K1）、解放された第２クラッチ
（K2）および解放された第３クラッチ（K3）により構成し、および
　第３速（V3）を、解放された第１ブレーキ（B1）、締結された第２ブレーキ（B2）、締
結された第３ブレーキ（B3）、締結された第１クラッチ（K1）、解放された第２クラッチ
（K2）および解放された第３クラッチ（K3）により構成し、および
　第４速（V4）を、締結された第１ブレーキ（B1）、解放された第２ブレーキ（B2）、締
結された第３ブレーキ（B3）、締結された第１クラッチ（K1）、解放された第２クラッチ
（K2）および解放された第３クラッチ（K3）により構成し、および
　第５速（V5）を、解放された第１ブレーキ（B1）、解放された第２ブレーキ（B2）、締
結された第３ブレーキ（B3）、締結された第１クラッチ（K1）、解放された第２クラッチ
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（K2）および締結された第３クラッチ（K3）により構成し、および
　第６速（V6）を、解放された第１ブレーキ（B1）、解放された第２ブレーキ（B2）、締
結された第３ブレーキ（B3）、締結された第１クラッチ（K1）、締結された第２クラッチ
（K2）および解放された第３クラッチ（K3）により構成し、および
　第７速（V7）を、解放された第１ブレーキ（B1）、解放された第２ブレーキ（B2）、解
放された第３ブレーキ（B3）、締結された第１クラッチ（K1）、締結された第２クラッチ
（K2）および締結された第３クラッチ（K3）により構成し、および
　第８速（V8）を、解放された第１ブレーキ（B1）、解放された第２ブレーキ（B2）、締
結された第３ブレーキ（B3）、解放された第１クラッチ（K1）、締結された第２クラッチ
（K2）および締結された第３クラッチ（K3）により構成し、および
　第９速（V9）を、締結された第１ブレーキ（B1）、解放された第２ブレーキ（B2）、締
結された第３ブレーキ（B3）、解放された第１クラッチ（K1）、締結された第２クラッチ
（K2）および解放された第３クラッチ（K3）により構成し、および
　後退速（R）を、解放された第１ブレーキ（B1）、締結された第２ブレーキ（B2）、締
結された第３ブレーキ（B3）、解放された第１クラッチ（K1）、解放された第２クラッチ
（K2）および締結された第３クラッチ（K3）により構成することを特徴とする方法。
【請求項１２】
　追加的な速度（VZ）を、締結された第１ブレーキ（B1）、解放された第２ブレーキ（B2
）、解放された第３ブレーキ（B3）、締結された第１クラッチ（K1）、締結された第２ク
ラッチ（K2）および解放された第３クラッチ（K3）により構成することを特徴とする、請
求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　自動車、特に乗用車またはトラックであって、請求項１乃至１０に記載の変速機（１）
を備えた自動車。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は変速機、特に自動車用の多段変速機に関する。変速機は、ハウジングと、入力
軸と、出力軸と、太陽歯車、少なくとも１つのプラネットギヤ、遊星キャリアおよび内歯
車を各々が備えた少なくとも４つの遊星歯車セットと、複数のシフト要素と、を備える。
【背景技術】
【０００２】
　この種の変速機は、例えば国際公開第2012/052284号公報が開示する。国際公開第2012/
052284号公報が開示する多段変速機は、６つの前進速および１つの後退速を有し、４つの
遊星歯車セット、７つの回転可能軸および５つのシフト要素を備える。第１遊星歯車セッ
トの太陽歯車は、第６軸と結合され、第６軸は、第１ブレーキを介して変速機のハウジン
グと連結可能である。第１遊星歯車セットのキャリアは、第５軸と結合され、第５軸は、
第２遊星歯車セットの太陽歯車と結合され、および第２ブレーキを介してハウジングと連
結可能である。入力軸は、第１遊星歯車セットの内歯車および第３遊星歯車セットの太陽
歯車と結合され、およびクラッチを介して、第３遊星歯車セットのキャリアおよび第４遊
星歯車セットの内歯車と結合された第７軸と、解放可能に結合可能である。第４軸は、第
３遊星歯車セットの内歯車および第２遊星歯車セットのキャリアと結合され、および第３
ブレーキを介してハウジングと連結可能である。出力軸は、第２遊星歯車セットの内歯車
および第４遊星歯車セットのキャリアと結合される。第４遊星歯車セットの太陽歯車は第
３軸と結合され、第３軸は、第４ブレーキを介してハウジングと連結可能である。
【０００３】
　この場合の欠点は、内部のシフト要素が例えばディスククラッチまたはディスクブレー
キのように油圧的に作動されることである。こうした油圧的作動により、油圧的損失が高
まる。このような作動損失を避けるために、電気機械的または電気油圧的に作動させるこ
とが提案されている。一方その場合の欠点は、特に構成のための労力を僅かに抑え、良好
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な噛み合い効率および構成部品への負荷を僅かに抑えようとする場合に、シフト要素、特
にクラッチに対してアクセスが困難なことである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第2012/052284号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従って本発明の課題は、効率性が良好で、構成部品への負荷が僅かであり、かつ構成の
ための労力が僅かな自動車用変速機を提供することである。さらに本発明の課題は、外側
から変速機のシフト要素へのアクセスが良好である、自動車用変速機を提供することであ
る。本発明の更なる課題は、自動車用の代替的な変速機を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の課題は、変速機、特に自動車用の多段変速機により解決される。変速機は、ハ
ウジングと、入力軸と、出力軸と、太陽歯車、プラネットギヤ、遊星キャリアおよび内歯
車を各々が備えた少なくとも４つの遊星歯車セットと、複数のシフト要素と、を備え、６
つのシフト要素が少なくとも３つのクラッチおよび少なくとも２つのブレーキの形状で構
成され、および入力軸は、第２クラッチを介して第１遊星歯車セットの遊星キャリアと結
合可能であり、および第２ブレーキを介してハウジングと結合可能であり、および入力軸
は、第３クラッチを介して、第１ブレーキおよび第１遊星歯車セットの太陽歯車と結合可
能であることを特徴とする。
【０００７】
　本発明は、同様に自動車、特に乗用車またはトラックにおいて、請求項１乃至１０に記
載の変速機を備え、上述の課題を解決する。
【０００８】
　本発明は同様に、特に請求項１乃至８に記載の変速機を作動させる方法により、この課
題を解決する。変速機は３つのブレーキおよび３つのクラッチを備え、第１速を、締結さ
れた第１ブレーキ、締結された第２ブレーキ、解放された第３ブレーキ、締結された第１
クラッチ、解放された第２クラッチおよび解放された第３クラッチにより構成し、および
第２速を、締結された第１ブレーキ、締結された第２ブレーキ、解放された第３ブレーキ
、締結された第１クラッチ、解放された第２クラッチおよび解放された第３クラッチによ
り構成し、および第３速を、解放された第１ブレーキ、締結された第２ブレーキ、締結さ
れた第３ブレーキ、締結された第１クラッチ、解放された第２クラッチおよび解放された
第３クラッチにより構成し、および第４速を、締結された第１ブレーキ、解放された第２
ブレーキ、締結された第３ブレーキ、締結された第１クラッチ、解放された第２クラッチ
および解放された第３クラッチにより構成し、および第５速を、解放された第１ブレーキ
、解放された第２ブレーキ、締結された第３ブレーキ、締結された第１クラッチ、解放さ
れた第２クラッチおよび締結された第３クラッチにより構成し、および第６速を、解放さ
れた第１ブレーキ、解放された第２ブレーキ、締結された第３ブレーキ、締結された第１
クラッチ、締結された第２クラッチおよび解放された第３クラッチにより構成し、および
第７速を、解放された第１ブレーキ、解放された第２ブレーキ、解放された第３ブレーキ
、締結された第１クラッチ、締結された第２クラッチおよび締結された第３クラッチによ
り構成し、および第８速を、解放された第１ブレーキ、解放された第２ブレーキ、締結さ
れた第３ブレーキ、解放された第１クラッチ、締結された第２クラッチおよび締結された
第３クラッチにより構成し、および第９速を、締結された第１ブレーキ、解放された第２
ブレーキ、締結された第３ブレーキ、解放された第１クラッチ、締結された第２クラッチ
および解放された第３クラッチにより構成し、および後退速を、解放された第１ブレーキ
、締結された第２ブレーキ、締結された第３ブレーキ、解放された第１クラッチ、解放さ
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れた第２クラッチおよび締結された第３クラッチにより構成する。
【０００９】
　これにより実現される利点の１つには、このようにして全シフト要素へ良好なアクセス
が確保される点がある。さらに、構成のための労力が僅かであるため、変速機の費用また
は重量が低減される。
【００１０】
　入力軸を介して、特に好適には、トルクまたは、例えば内燃機関の回転運動である入力
軸の回転運動が変速機へ伝達される。好適には、入力軸および出力軸の間に、流体力学的
トルクコンバータまたは流体クラッチのような始動要素が存在する。
【００１１】
　以下において「軸」とは、例えばシリンダ状の、回転可能に支承されたトルクを伝達す
るための機械要素に限ると理解されるのではなく、この場合にはむしろ、個々の構成部品
または構成要素を互いに結合する一般的な結合要素とも理解され、特に複数の要素を回転
不能な状態で互いに結合する結合要素と理解される。
【００１２】
　２つの要素は、それらの要素の間に、固定された、特に回転不能な結合が存在する場合
、特に「互いに結合されている」と称する。そのような結合された要素は、特に同一の回
転数で回転する。
【００１３】
　さらに２つの要素は、これらの要素の間に、解除可能な結合が存在する場合、「結合可
能」と称する。こうした結合が存在する場合、そのような要素は、特に同一の回転数で回
転する。
【００１４】
　本発明の種々の構成部品および構成要素は、この場合軸または結合要素を介して互いに
結合可能であるが、しかし、例えば溶接、プレス成形または他の結合によって、直接に互
いに結合可能でもある。
【００１５】
　好適には、記載、特に請求項の記載において「クラッチ」とは、作動状態に応じて、２
つの構成部品の間の相対運動を可能にする、またはトルクを伝達するための結合を実現す
るシフト要素と理解される。「相対運動」とは、例えば一対の構成部品の回転と理解され
、第１構成部品の回転数および第２構成部品の回転数は互いに異なる。さらに、両構成部
品のうちの一方の構成部品が回転することも考えられ、一方、他方の構成部品は静止して
いるか、または反対方向に回転する。
【００１６】
　以下において、「作動されていないクラッチ」は、解放されているクラッチと理解され
る。これは、両構成部品の間の相対運動が可能であることを意味する。クラッチが作動さ
れている、または締結されている場合、それに応じて両構成部品は、同一の回転数で同じ
方向に回転する。
【００１７】
　好適には、記載、特に請求項の記載において「ブレーキ」とは、一方の側で固定要素、
例えばハウジングと結合され、および他方の側で回転可能な要素と結合されているシフト
要素と理解される。
【００１８】
　以下において、「作動されていないブレーキ」は、解放されているブレーキと理解され
る。これは、回転する構成部品が自由に回転可能であること、つまり、好適にはブレーキ
が回転する構成部品の回転数に対して影響を及ぼさないことを意味する。ブレーキが作動
、または締結されている場合、回転可能な構成部品の回転数は静止状態にまで低減される
、つまり、回転可能な要素および固定要素の間に、固定された結合を構成可能である。こ
の点で、要素と構成部品は同等である。
【００１９】
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　基本的に、作動されていない状態で締結され、および作動されている状態で解放される
シフト要素の使用も可能である。それに応じて、上述のシフト状態における機能およびシ
フト状態の間の割り当てが、反対の態様で理解される。図面を参考にした以下の実施形態
においては、作動されているシフト要素が締結され、および作動されていないシフト要素
が解放される配置がまず適用されている。
【００２０】
　遊星歯車セットは、太陽歯車、遊星キャリアまたはキャリア、および内歯車を備える。
遊星キャリアまたはキャリアには、遊星歯車またはプラネットギヤが回転可能な状態で支
承されており、太陽歯車の歯部および／または内歯車の歯部と噛み合う。
【００２１】
　以下においてマイナス遊星歯車セット（シングルピニオン式遊星歯車セット）とは、遊
星歯車が回転可能な状態で支承された遊星キャリア、太陽歯車、および内歯車を備えた遊
星歯車セットであり、遊星歯車のうちの少なくとも１つの遊星歯車の歯部が、太陽歯車の
歯部と内歯車の歯部の双方と噛み合うことにより、遊星キャリアが固定された場合に太陽
歯車が回転すると、内歯車および太陽歯車が反対方向に回転する遊星歯車セットを指す。
【００２２】
　前述のマイナス遊星歯車セット（シングルピニオン式遊星歯車セット）に対してプラス
遊星歯車セット（ダブルピニオン式遊星歯車セット）は、プラス遊星歯車セット（ダブル
ピニオン式遊星歯車セット）が内側遊星歯車および外側遊星歯車を備え、これらの遊星歯
車が回転可能な状態で遊星キャリアに支承されている点で異なる。この場合、内側遊星歯
車の歯部は、一方では太陽歯車の歯部と、および他方では外側遊星歯車の歯部と噛み合う
。外側遊星歯車の歯部は、更に内歯車の歯部と噛み合う。その結果、遊星キャリアが固定
された場合に、内歯車および太陽歯車が同じ方向に回転する。
【００２３】
　遊星歯車セットを使用することにより、特にコンパクトな変速機を実現可能であり、そ
れにより、変速機を車両に配置する際の自由度が大きくなる。
【００２４】
　遊星歯車セットの要素としては、遊星歯車セットのうちの、特に太陽歯車、内歯車、遊
星キャリアまたはキャリア、および遊星歯車またはプラネットギヤと理解される。
【００２５】
　特に好適には、シフト要素は選択的、つまり個々に独立し、および必要に応じて作動可
能である。それにより種々の変速比による種々の速度を、入力軸および出力軸の間で実現
可能である。速度の数が増えるほど、速度の段階的変化を広い変速機レンジのもとでより
繊細に実現可能である。従って、例えば自動車の内燃機関を最適な回転数領域で作動させ
、それにより可及的に経済的な作動を実現可能である。同時に、好適には内燃機関は低い
回転数レベルで作動可能であるため、走行快適性の向上にも貢献する。従って、例えば内
燃機関の作動で発生する騒音放射もまた低減される。
【００２６】
　「フロント横置き配置」の概念は、入力軸、例えば内燃機関が、自動車において走行方
向に対して横向きに取り付けられ、および好適には、入力軸または変速機により、前軸の
車輪を駆動可能である配置と理解される。さらにシフト要素は、シフト要素のシフト状態
の変更にはエネルギーが必要ではあるが、シフト状態そのものを保つためにはエネルギー
が不要であるよう構成可能である。
【００２７】
　このためには、例えば電気機械的シフト要素または電磁的シフト要素のような、特別な
方法で必要に応じて作動可能なシフト要素が適している。これらのシフト要素はほとんど
ロス無く作動可能であるため、特に従来の油圧的に作動可能なシフト要素と比較した場合
、特にエネルギー需要が僅かに抑えられ効率性に優れていることを特徴としている。さら
に有利には、例えば従来の油圧的シフト要素を作動するために制御圧を恒久的に保つこと
、または切り替えられた状態の各シフト要素を必要な油圧で恒久的に附勢することが不要
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である。これにより、例えば油圧ポンプである更なる構成部品は、これらの部品が専ら従
来の油圧的に作動可能なシフト要素の制御および供給を担っている場合には、省略可能と
なる。更なる構成部品に対して、独立した潤滑媒体ポンプを介してではなく、同一の油圧
ポンプを介して潤滑媒体が供給されている場合、この油圧ポンプを、少なくともより低減
された寸法で構成可能である。油圧循環経路における油の転送位置、特に回転構成部品の
位置で発生する可能性のある漏出も、漏出する恐れが無い。特に好適には、こうしたこと
でより効率性が高まり、同様に変速機の性能向上に貢献する。
【００２８】
　上述したように、必要に応じて作動可能なシフト要素を使用する場合、特に有利には、
外側からこれらシフト要素へのアクセスを良好とする。特に、必要とされるシフトエネル
ギーを、シフト要素に対して良好に供給可能な利点がある。従ってシフト要素を、外側か
らシフト要素へのアクセスが良好であるよう配置することが、特に良好、かつ好適である
。シフト要素の意義において「外側からのアクセスが良好」とは、変速機の中間ハウジン
グおよびシフト要素に対して、更なる構成部品が配置されていない、または特に好適には
、シフト要素が入力軸または出力軸に配置されていることを意味する。
【００２９】
　好適には、記載、特に請求項の記載において「結合可能性」の概念は、種々の幾何学的
位置において、個々の結合要素または軸を交差することなく、インターフェイスに対して
同一の接続または結合が確保される、と理解される。
【００３０】
　「キャリア固定時変速比」の概念において、この変速比は、遊星キャリアまたはキャリ
アが固定されている場合に、各遊星歯車セットの太陽歯車と内歯車の間の変速比の関係に
より実現される変速比、と理解される。
【００３１】
　本発明の更なる有利な実施形態、特徴および利点は、従属請求項において明らかとなる
。
【００３２】
　有利には、遊星歯車セットは、特に幾何学的に、変速機内で相前後して配置される。こ
れにより製造が容易になり、ならびに整備の際に、遊星歯車セットに対するアクセスが容
易となる。
【００３３】
　都合よく、入力軸は第１クラッチを介して第３遊星歯車セットの太陽歯車と結合可能で
あり、および第１遊星歯車セットの遊星キャリアは第２遊星歯車セットの内歯車と結合さ
れ、および第２遊星歯車セットの太陽歯車は第１遊星歯車セットの内歯車と結合され、お
よび第２遊星歯車セットの遊星キャリアは第３遊星歯車セットの内歯車と結合され、およ
び第３遊星歯車セットの遊星キャリアは出力軸と結合されている。これにより、一方では
柔軟な方法で、力およびトルクを入力軸から中央に、第３遊星歯車セットの太陽歯車へと
伝達可能である。他方では、第１遊星歯車セットが第２遊星歯車セットと、および第２遊
星歯車セットが第３遊星歯車セットと、各々同一の方法で互いに結合されるため、変速機
の構成が単純化される。
【００３４】
　有利には、入力軸は第３遊星歯車セットの太陽歯車と結合され、および第１遊星歯車セ
ットの遊星キャリアは第２遊星歯車セットの内歯車と結合され、および第２遊星歯車セッ
トの太陽歯車は第１遊星歯車セットの内歯車と結合され、および第２遊星歯車セットの遊
星キャリアは第３遊星歯車セットの内歯車と結合され、および第３遊星歯車セットの遊星
キャリアは、第１クラッチを介して出力軸と結合可能である。このようにして、第１遊星
歯車セットが第２遊星歯車セットと、および第２遊星歯車セットが第３遊星歯車セットと
、各々同一の方法で互いに結合されため、変速機の構成が同様に単純化される。さらに、
第３遊星歯車セットは柔軟な方法で、第１クラッチを介して出力軸と結合可能である。
【００３５】
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　都合よく、入力軸は第３遊星歯車セットの太陽歯車と結合され、および第１遊星歯車セ
ットの遊星キャリアは第２遊星歯車セットの内歯車と結合され、および第２遊星歯車セッ
トの太陽歯車は第３遊星歯車セットの内歯車と結合され、および第２遊星歯車セットの遊
星キャリアは、第１クラッチを介して第３遊星歯車セットの内歯車と結合可能であり、お
よび第３遊星歯車セットの遊星キャリアは出力軸と結合されている。このようにして、力
およびトルクを入力軸から直接に、中央の第３遊星歯車セットへ伝達可能である。さらに
、第１遊星歯車セットおよび第２遊星歯車セット、ならびに第２遊星歯車セットおよび第
３遊星歯車セットが、各々同一の方法で互いに結合される、または結合可能であるため、
変速機の構成が単純化される。最後に、第２遊星歯車セットおよび第３遊星歯車セットの
間の結合が、クラッチによる柔軟なものであるため、必要に応じて両遊星歯車セットを互
いに結合可能である。
【００３６】
　有利には、入力軸は第３遊星歯車セットの太陽歯車と結合され、および第１遊星歯車セ
ットの遊星キャリアは第２遊星歯車セットの内歯車と結合され、および第２遊星歯車セッ
トの太陽歯車は、第１クラッチを介して第１遊星歯車セットの内歯車と結合可能であり、
および第２遊星歯車セットの遊星キャリアは第３遊星歯車セットの内歯車と結合され、お
よび第３遊星歯車セットの遊星キャリアは出力軸と結合している。このようにして、力お
よびトルクを入力軸から直接に、中央の第３遊星歯車セットへ伝達可能である。さらに、
第１遊星歯車セットおよび第２遊星歯車セット、ならびに第２遊星歯車セットおよび第３
遊星歯車セットが、各々同一の方法で互いに結合される、または結合可能であるため、変
速機の構成が単純化される。最後に、第１遊星歯車セットおよび第２遊星歯車セットの間
の結合が、クラッチによる柔軟なものであるため、必要に応じて、両遊星歯車セットを互
いに結合可能である。
【００３７】
　都合よく、入力軸は第３遊星歯車セットの太陽歯車と結合され、および第１遊星歯車セ
ットの遊星キャリアは、第１クラッチを介して第２遊星歯車セットの内歯車と結合可能で
あり、および第２遊星歯車セットの太陽歯車は第１遊星歯車セットの内歯車と結合され、
および第２遊星歯車セットの遊星キャリアは第３遊星歯車セットの内歯車と結合され、お
よび第３遊星歯車セットの遊星キャリアは出力軸と結合されている。このようにして、力
およびトルクを入力軸から直接に、中央の第３遊星歯車セットへ伝達可能である。さらに
、第１遊星歯車セットおよび第２遊星歯車セット、ならびに第２遊星歯車セットおよび第
３遊星歯車セットが、各々同一の方法で互いに結合される、または結合可能であるため、
変速機の構成が単純化される。最後に、第１遊星歯車セットおよび第２遊星歯車セットの
間の結合が、クラッチによる柔軟なものであるため、必要に応じて、両遊星歯車セットを
互いに結合可能である。
【００３８】
　有利には、６つのシフト要素はクラッチおよび３個組のブレーキの形状で配置され、お
よび第４遊星歯車セットの太陽歯車は、第３ブレーキを介してハウジングと結合可能であ
り、および第４遊星歯車セットの遊星キャリアは第１遊星歯車セットの内歯車と結合され
、および第４遊星歯車セットの内歯車は出力軸と結合されている。この場合の利点は、第
４遊星歯車セットの中央要素が、第３ブレーキを介して、回転不能な状態で、柔軟にハウ
ジングと結合可能であり、および第４遊星歯車セットが、直接には隣り合っていない遊星
歯車セットと結合されている点である。さらに第４遊星歯車セットにより、力およびトル
クを直接に、出力軸へ伝達可能である。
【００３９】
　都合よく、６つのシフト要素は４つのクラッチおよび２つののブレーキの形状で配置さ
れ、および第４遊星歯車セットの太陽歯車はハウジングと結合され、および第４遊星歯車
セットの遊星キャリアは、第４クラッチを介して第１遊星歯車セットの内歯車と結合可能
であり、および第４遊星歯車セットの内歯車は出力軸と結合されている。このようにして
、第４遊星歯車セットがその中央要素により、回転不能な状態でハウジングと結合されて
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いる。同時に柔軟な方法で、力およびトルクを伝達するための、第４遊星歯車セットおよ
び第１遊星歯車セットの間の結合を、クラッチを介して構成可能である。最後に、極めて
確実な方法で、力およびトルクを第４遊星歯車セットから直接に、出力軸へ伝達可能であ
る。
【００４０】
　有利には、６つのシフト要素は４つのクラッチおよび２つのブレーキの形状で配置され
、および第４遊星歯車セットの太陽歯車はハウジングと結合され、および第４遊星歯車セ
ットの遊星キャリアは第１遊星歯車セットの内歯車と結合され、および第４遊星歯車セッ
トの内歯車は、第４クラッチを介して出力軸と結合可能である。このようにして、第４遊
星歯車セットがその中央要素により、回転不能な状態でハウジングと結合されている。同
時に、第４遊星歯車セットは柔軟な方法で、クラッチを介して出力軸と結合可能である。
【００４１】
　都合よく、追加的な速度を、締結された第１ブレーキ、解放された第２ブレーキ、解放
された第３ブレーキ、締結された第１クラッチ、締結された第２クラッチ、および解放さ
れた第３クラッチにより構成する。これにより、種々の車両への適用という観点において
、変速機の柔軟性がさらに高まる。同時に、この追加的な速度により、更により繊細な変
速機の段階的変化が可能となる。
【００４２】
　本発明の更なる重要な特徴および利点は、従属請求項、図面、および図面を参照した記
載により明らかとなる。
【００４３】
　上述の特徴、および以下に更に詳説される特徴は、記載された各組合せのみでなく、本
発明の範囲を逸脱することなく、他の組み合わせ、または独立して使用可能と理解される
。
【００４４】
　本発明の好適な実施例および実施形態は図示され、以下の記載で詳説される。同一また
は類似、または機能的に同一の構成部品、または要素には、同一の符号を付している。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の第１実施形態による変速機の図である。
【図２】本発明の第１実施形態による変速機のシフトロジック説明図である。
【図３】本発明の第２実施形態による変速機の図である。
【図４】本発明の第３実施形態による変速機の図である。
【図５】本発明の第４実施形態による変速機の図である。
【図６】本発明の第５実施形態による変速機の図である。
【図７】本発明の第６実施形態による変速機の図である。
【図８】本発明の第７実施形態による変速機の図である。
【図９】本発明の第８実施形態による変速機の図である。
【図１０】本発明の第９実施形態による変速機の図である。
【図１１】本発明の第１０実施形態による変速機の図である。
【図１２】本発明の第１１実施形態による変速機の図である。
【図１３】本発明の第１２実施形態による変速機の図である。
【図１４】本発明の第１３実施形態による変速機の図である。
【図１５】本発明の第１４実施形態による変速機の図である。
【図１６】本発明の第１５実施形態による変速機の図である。
【図１７】本発明の第１６実施形態による変速機の図である。
【図１８】本発明の第１７実施形態による変速機の図である。
【発明を実施するための形態】
【００４６】
　図１は、本発明の第１実施形態による変速機の図である。
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【００４７】
　図１の符号１は、多段変速機である。多段変速機１は、３つのクラッチK1,K2,K3ならび
に３個組のブレーキB1,B2,B3の形状である、６つのシフト要素を備える。３つのクラッチ
K1,K2,K3により、入力側は軸および／または遊星歯車セットを介して変速機の出力側と連
結または結合可能であり、力およびトルクを伝達する。このために、第１クラッチK1、第
２クラッチK2ならびに第３クラッチK3は、入力側において入力軸ANWと結合されている。
第１クラッチK1は更に第１軸W1と結合され、第１クラッチK1の作動時に、力およびトルク
を入力軸ANWから第１軸W1へ伝達する。第２クラッチK2および第３クラッチK3もそれに対
応する。第２クラッチK2が締結されると、力およびトルクを入力軸ANWから第２軸W2へ、
第３クラッチK3が締結されると、力およびトルクを入力軸ANWから第３軸W3へ伝達する。
【００４８】
　変速機１には、更に４つの遊星歯車セットGP1,GP2,GP3,GP4ならびに６つの軸W1,W2,W3,
W4,W5およびW6が配置されている。
【００４９】
　まず以下に、第１遊星歯車セットGP1、第２遊星歯車セットGP2、第３遊星歯車セットGP
3ならびに第４遊星歯車セットGP4の全般的な構成について記述する。図示の遊星歯車セッ
トGP1,GP2,GP3およびGP4は、通常の態様で構成され、各々が中央の太陽歯車101,102,103,
104を備える。太陽歯車101,102,103,104は、力およびトルクを伝達するために、プラネッ
トギヤ111,112,113,114と相互作用する。プラネットギヤ111,112,113,114はキャリア／遊
星キャリア121,122,123,124に回転可能な状態で支承されている。プラネットギヤ111,112
,113,114の径方向外側には、内歯車131,132,133,134が配置されている。各プラネットギ
ヤ111,112,113,114は内歯車131,132,133,134と噛み合い、力およびトルクを伝達する。キ
ャリアまたは遊星キャリア121,122,123,124は、さらに各々が軸と結合されている。太陽
歯車、プラネットギヤ、遊星キャリア／キャリアおよび内歯車の個々の符号は、図１に見
て取れる。理解し易さに配慮し、更なる図面においてはこれらの符号を省略する。
【００５０】
　さらに今度は、６つの種々の軸W1,W2,W3,W4,W5およびW6に関して記述する。
【００５１】
　第１軸W1は、第１クラッチK1および第３遊星歯車GP3セットの太陽歯車103を結合してい
る。第２軸W2は、第２クラッチK2を、第１遊星歯車セットGP1のキャリア121および第２遊
星歯車セットGP2の内歯車132と結合し、および第２ブレーキB2を介してハウジングGと連
結可能である。第３軸W3は、第３クラッチK3を第１遊星歯車セットGP1の太陽歯車101と結
合し、および第１ブレーキB1を介してハウジングGと連結可能である。第４軸W4は、一方
で第１遊星歯車セットGP1の内歯車131と結合し、他方で第２遊星歯車セットGP2の太陽歯
車102および第４遊星歯車セットのキャリア124と結合している。第５軸W5は、第２遊星歯
車セットGP2の太陽歯車102を、第３遊星歯車セットGP3の内歯車133と結合している。第６
軸W6は、ブレーキB3を介してハウジングGと連結可能であり、および第４遊星歯車セットG
P4の太陽歯車104と結合している。出力軸AWは、一方では第３遊星歯車セットGP3のキャリ
ア123と結合し、および第４遊星歯車セットGP4の内歯車134と結合している。さらに、第
１遊星歯車セットGP1の太陽歯車101およびキャリア121は、第２軸W2、第３軸W3ならびに
第２クラッチK2および第３クラッチK3を介して、互いにロック可能である。
【００５２】
　図２は、本発明の第１実施形態による変速機のシフトロジック説明図である。
【００５３】
　図２においては、図１の変速機１のためのシフトロジック説明図が示される。この場合
、垂直方向で下に向かい、まず９つの前進段V1乃至V9、ならびに後退段Rが記載されてい
る。さらに、更なる前進段がVZとして追加的に示されている。水平方向には各シフト要素
が示され、まず３つのブレーキB1,B2,B3、続いて３つのクラッチK1,K2,K3が示されている
。さらに、変速比／比率i、ならびに、２つの上下に続く速度／変速段の間で、対応する
速度ステップ／ステップφが示されている。この点においてシフトロジック説明図におけ



(12) JP 2016-514811 A 2016.5.23

10

20

30

40

50

る各速度ステップφは、２つの隣り合う速度／変速段の間に示されている。前進段VZの追
加的提示においては、変速比のみが示されている。
【００５４】
　例えば、前進段V1での第１ブレーキB1、第３ブレーキB3ならびに第２クラッチK2等、シ
フトロジック説明図の空欄は、対応するシフト要素、つまりブレーキまたはクラッチが解
放されていることを示している。つまり、その場合シフト要素は、そのシフト要素に接続
されている、またはそのシフト要素と結合されている変速機の各軸または各要素から、力
またはトルクを伝達しない。シフトロジック説明図において×印を付された欄は、対応し
て作動されている、または締結されているシフト要素、つまり、例えば前進段V1でのブレ
ーキB2ならびにクラッチK1およびクラッチK3を示している。他の記載が無い限り、各シフ
ト要素B1,B2,B3,K1,K2,K3は解放されている。
【００５５】
　図１の変速機１により、前進第１速V1を実現するには、ブレーキB2、ならびにクラッチ
K1およびK3を締結する。変速比iは5.444である。前進第２速V2を実現するには、ブレーキ
B1およびブレーキB2、ならびにクラッチK1を締結する。変速比iは3.845である。
【００５６】
　前進第３速V3を実現するには、ブレーキB2およびブレーキB3、ならびにクラッチK1を締
結する。変速比iは2.979である。前進第４速V4を実現するには、ブレーキB1、ならびにブ
レーキB3およびクラッチK1を締結する。変速比iは1.947である。
【００５７】
　前進第５速V5を実現するには、ブレーキB3、ならびにクラッチK1およびクラッチK3を締
結する。変速比iは1.442である。前進第６速V6を実現するには、ブレーキB3、ならびにク
ラッチK1およびクラッチK2を締結する。変速比iは1.101である。
【００５８】
　前進第７速V7を実現するには、全てのブレーキを解放し、および全てのクラッチK1,K2,
K3を締結する。変速比iは1.000である。前進第８速V8を実現するには、ブレーキB3、なら
びにクラッチK2およびクラッチK3を締結する。変速比iは0.761である。
【００５９】
　前進第９速V9を実現するには、ブレーキB1、ならびにブレーキB3およびクラッチK2を締
結する。変速比iは0.605である。後退速Rを実現するには、ブレーキB1、ならびにクラッ
チK1およびクラッチK2を締結する。変速比iは-2.947である。
【００６０】
　追加的な変速段VZを実現するには、ブレーキB1、ならびにクラッチK1およびクラッチK2
を締結する。変速比iは0.929である。
【００６１】
　速度ステップφは、前進第１速V1と前進第２速V2の間で1.416、前進第２速V2と前進第
３速V3の間で1.291である。速度ステップφは、前進第３速V3と前進第４速V4の間で1.530
、前進第４速V4と前進第５速V5の間で1.350、前進第５速V5と前進第６速V6の間で1.310、
前進第６速V6と前進第７速V7の間で1.101である。速度ステップφは、前進第７速V7と前
進第８速V8の間で1.315、および前進第８速V8と前進第９速V9の間で1.258である。速度ス
テップの合計は、9.003である。
【００６２】
　この場合キャリア固定時変速比として、第１遊星歯車セットGP1はi0=-3.874、第２遊星
歯車セットGP2はi0=-1.500、第３遊星歯車セットGP3はi0=-2.845、ならびに第４遊星歯車
セットGP4はi0=-3.180を備える。
【００６３】
　図３は、本発明の第２実施形態による変速機の図である。
【００６４】
　図３においては、図１の変速機１が示される。図３においては、第１クラッチK1のため
の４つの代替位置A,B,CおよびDが見て取れる。第１クラッチK1は図１に示す位置と同様の
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効果を備えて、これらの代替位置A,B,CおよびDに配置可能である。
【００６５】
　第１クラッチK1のための第１代替位置Aは、第３遊星歯車セットGP3のキャリア123と出
力軸AWの部分の間であり、出力軸AWのこの部分は、第４遊星歯車セットGP4の内歯車134と
結合している。
【００６６】
　第１クラッチK1のための第２代替位置Bは、第２遊星歯車セットGP2のキャリア122と第
３遊星歯車セットGP3の内歯車133の間で、第５軸W5上である。
【００６７】
　第１クラッチK1のための第３代替位置Cは、第４軸W4上で、第２遊星歯車セットGP2の太
陽歯車102と第４軸W4の部分の間であり、第４軸W4のこの部分は、第１遊星歯車セットGP1
の内歯車131を第４遊星歯車セットGP4のキャリア124と結合している。
【００６８】
　第１クラッチK1のための第４代替位置Dは、第２軸W2上で、第２遊星歯車セットGP2の内
歯車132と第２軸W2の部分の間であり、第２軸W2のこの部分は、クラッチK2を第１遊星歯
車セットGP1のキャリア121と結合している。
【００６９】
　図４は、本発明の第３実施形態による変速機の図である。
【００７０】
　図４においては、図１の変速機１が示される。図４においては、第３ブレーキB3のため
の２つの代替位置EおよびFが見て取れる。第３ブレーキB3は図１に示す位置と同様の効果
を備えて、これらの代替位置EおよびFに配置可能である。
【００７１】
　第３ブレーキB3のための第１代替位置Eは、第４軸上で、第４遊星歯車セットGP4のキャ
リア124と第４軸W4の部分の間であり、第４軸のこの部分は、第２遊星歯車セットGP2の太
陽歯車102を第１遊星歯車セットGP1の内歯車131と結合している。
【００７２】
　第３ブレーキB3のための第２代替位置Fは、出力軸AW上で、第４遊星歯車セットGP4の内
歯車134と出力軸AWの部分の間であり、出力軸AWのこの部分は、第３遊星歯車セットGP3の
キャリア123と結合している。ブレーキB3は、代替位置EおよびFにおいて、（第４）クラ
ッチの意味合いで作用する。
【００７３】
　図５は、本発明の第４実施形態による変速機の図である。
【００７４】
　図５においては、実質的に図１の変速機１が示される。図１の変速機１と異なり、図５
の変速機１においては、第１クラッチK1が、今度は図３の第１代替位置Aに、この場合符
号K1'を付して配置されている。第１軸W1は無い。入力軸ANWは、この場合第３遊星歯車セ
ットGP3の太陽歯車103と直接に相互作用する。
【００７５】
　図６は、本発明の第５実施形態による変速機の図である。
【００７６】
　図６においては、実質的に図１の変速機１が示される。図１の変速機１と異なり、図６
の変速機１においては、第１クラッチK1が、今度は図３の第２代替位置Bに、この場合符
号K1"を付して配置されている。第１軸W1は無い。入力軸ANWは、この場合第３遊星歯車セ
ットGP3の太陽歯車103と直接に相互作用する。
【００７７】
　図７は、本発明の第６実施形態による変速機の図である。
【００７８】
　図７においては、実質的に図１の変速機１が示される。図１の変速機１と異なり、図７
の変速機１においては、第１クラッチK1が、今度は図３の第３代替位置Cに、この場合符
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号K1"'を付して配置されている。第１軸W1は無い。入力軸ANWは、この場合第３遊星歯車
セットGP3の太陽歯車103と直接に相互作用する。
【００７９】
　図８は、本発明の第７実施形態による変速機の図である。
【００８０】
　図８においては、実質的に図１の変速機１が示される。図１の変速機１と異なり、図８
の変速機１においては、第１クラッチK1が、今度は図３の第４代替位置Dに、この場合符
号K1""を付して配置されている。第１軸W1は無い。入力軸ANWは、この場合第３遊星歯車
セットGP3の太陽歯車103と直接に相互作用する。
【００８１】
　図９は、本発明の第８実施形態による変速機の図である。
【００８２】
　図９においては、実質的に図１の変速機１が示される。図１の変速機１と異なり、図９
の変速機１においては、第３ブレーキB3が、今度は図４の第１代替位置Eに、この場合符
号B3'を付して配置されている。第６軸W6は、一方では第４遊星歯車セットGP4の太陽歯車
104と、他方ではハウジングGと固着されている。図９のブレーキB3'は、この場合クラッ
チの意味合いで作用する。
【００８３】
　図１０は、本発明の第９実施形態による変速機の図である。
【００８４】
　図１０においては、実質的に図５の変速機１が示される。図５の変速機１と異なり、図
１０の変速機１においては、ブレーキB3が、今度は図４の第１代替位置Eに、この場合符
号B3'を付して配置されている。従ってブレーキB3'は、クラッチの意味合いで作用する。
第６軸W6は、一方ではハウジングGと、および他方では第４遊星歯車セットGP4の太陽歯車
104と固着されている。第１軸W1は無い。従って入力軸ANWは、第３遊星歯車セットGP3の
太陽歯車103と直接に相互作用する。
【００８５】
　図１１は、本発明の第１０実施形態による変速機の図である。
【００８６】
　図１１においては、実質的に図１０の変速機１が示される。図１０の変速機１と異なり
、図１１の変速機１においては、第１クラッチK1が、今度は図３の第２代替位置Bに、こ
の場合符号K1"を付して配置されている。第６軸W6は、一方ではハウジングGと、および他
方では第４遊星歯車セットGP4の太陽歯車104と固着されている。第１軸W1は無い。入力軸
ANWは、従って第３遊星歯車セットGP3の太陽歯車103と直接に相互作用する。
【００８７】
　図１２は、本発明の第１１実施形態による変速機の図である。
【００８８】
　図１２においては、実質的に図１０の変速機１が示される。図１０の変速機１と異なり
、図１２の変速機においては、第１クラッチK1が、今度は図３の第３代替位置Cに、この
場合符号K1"'を付して配置されている。第６軸W6は、一方ではハウジングGと、および他
方では第４遊星歯車セットGP4の太陽歯車104と固着されている。第１軸W1は無い。入力軸
ANWは、従って第３遊星歯車セットGP3の太陽歯車103と直接に相互作用する。
【００８９】
　図１３は、本発明の第１２実施形態による変速機の図である。
【００９０】
　図１３においては、実質的に図１０の変速機１が示される。図１０の変速機１と異なり
、図１３の変速機１においては、第１クラッチK1が、今度は図３の第４代替位置Dに、こ
の場合符号K1""を付して配置されている。第６軸W6は、一方ではハウジングGと、および
他方では第４遊星歯車セットGP4の太陽歯車104と固着されている。第１軸W1は無い。入力
軸ANWは、従って第３遊星歯車セットGP3の太陽歯車103と直接に相互作用する。
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【００９１】
　図１４は、本発明の第１３実施形態による変速機の図である。
【００９２】
　図１４においては、実質的に図１の変速機１が示される。図１の変速機１と異なり、図
１４の変速機１においては、第３ブレーキB3が、今度は図４の第２代替位置Fに、この場
合符号B3"を付して配置されている。第６軸W6は、一方ではハウジングGと、および他方で
は第４遊星歯車セットGP4の太陽歯車104と固着されている。
【００９３】
　図１５は、本発明の第１４実施形態による変速機の図である。
【００９４】
　図１５においては、実質的に図１４の変速機１が示される。図１４の変速機１と異なり
、図１５の変速機１においては、第１クラッチK1が、今度は図３の第１代替位置Aに、こ
の場合符号K1'を付して配置されている。第６軸W6は、一方ではハウジングGと、および他
方では第４遊星歯車セットGP4の太陽歯車104と固着されている。第１軸W1は無い。入力軸
ANWは、この場合第３遊星歯車セットGP3の太陽歯車103と直接に相互作用する。
【００９５】
　図１６は、本発明の第１５実施形態による変速機の図である。
【００９６】
　図１６においては、実質的に図１４の変速機１が示される。図１４の変速機１と異なり
、図１６の変速機１においては、第１クラッチK1が、今度は図３の第２代替位置Bに、こ
の場合符号K1"を付して配置されている。第６軸W6は、一方ではハウジングGと、および他
方では第４遊星歯車セットGP4の太陽歯車104と固着されている。第１軸W1は無い。入力軸
ANWは、この場合第３遊星歯車セットGP3の太陽歯車103と直接に相互作用する。
【００９７】
　図１７は、本発明の第１６実施形態による変速機の図である。
【００９８】
　図１７においては、実質的に図１４の変速機１が示される。図１４の変速機１と異なり
、図１７の変速機１においては、第１クラッチK1が、今度は図３の第３代替位置Cに、こ
の場合符号K1"'を付して配置されている。第６軸W6は、一方ではハウジングGと、および
他方では第４遊星歯車セットGP4の太陽歯車104と固着されている。第１軸W1は無い。入力
軸ANWは、この場合第３遊星歯車セットGP3の太陽歯車103と直接に相互作用する。
【００９９】
　図１８は、本発明の第１７実施形態による変速機の図である。
【０１００】
　図１８においては、実質的に図１４の変速機１が示される。図１４の変速機１と異なり
、図１８の変速機１においては、第１クラッチK1が、図３の第４代替位置Dに、この場合
符号K1""を付して配置されている。第６軸W6は、一方ではハウジングGと、および他方で
は第４遊星歯車セットGP4の太陽歯車104と固着されている。第１軸W1は無い。入力軸ANW
は、この場合第３遊星歯車セットGP3の太陽歯車103と直接に相互作用する。
【０１０１】
　全体で、図１乃至図１８による変速機１は、４つの遊星歯車セットGP1,GP2,GP3,GP4、
６つのシフト要素B1,B2,K1,K2,K3,K4を含む。シフト要素は、少なくとも３つのクラッチ
および少なくとも２つのブレーキの形状で構成されている。さらに、最大限の固定された
ハウジング連結部を備えている。最後に、同時に切り替えられる２つのシフト要素が配置
されている。
【０１０２】
　変速機１のための始動要素として、流体力学的トルクコンバータ、流体力学的クラッチ
、追加的な始動クラッチ、一体化された始動クラッチまたはブレーキ、および／または追
加的な電気機械を配置可能である。６つの軸W1乃至W6の各軸上に、電気機械またはその他
の動力源／電源を配置可能である。さらに各軸W1乃至W6上、または各結合要素上に、ハウ
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ジングGまたは他の軸W1,W2,W3,W4,W5,W6に対する自由走行部を配置可能である。変速機１
は、好適には標準的な駆動構造、またはフロント構造／横置き構造でも自動車に取り付け
可能である。シフト要素として、摩擦接合型および／または形状接合型シフト要素を使用
可能である。
【０１０３】
　特に第２ブレーキB2および第１クラッチK1は形状接合型シフト要素、特に、変速機を装
備した内燃機関型自動車における燃料消費の点で顕著な利点につながる、噛み合い型シフ
ト要素として構成可能である。
【０１０４】
　変速機は、合計で少なくとも前進９速および少なくとも後退１速を提供する。
【０１０５】
　要約すると、本発明による利点としては、変速機の構成に必要とされる労力が僅かであ
り、その結果、変速機の製造費および重量が低減される。さらに、この変速機は変速比レ
ンジが良好であり、絶対回転数及び相対回転数が低く、ならびに遊星歯車セットおよびシ
フト要素のトルクが低い。さらに本発明は、噛み合い効率が良好で、ならびに全てのシフ
ト要素へのアクセシビリティが良好であるという利点を有し、これらは特に整備の点で有
効である。
【０１０６】
　本発明は、好適な実施形態を参照して上記に記述されたが、これら実施形態に制限され
ることなく、多様な方法で変更可能である。
【０１０７】
　従って、例えば独立した遊星歯車セットGP1,GP2,GP3,GP4および独立したシフト要素K1,
K2,K3,K1',K1",K1'",K1"",B1,B2,B3,Β3',B3"の幾何学的な位置／順番を、各変速機要素
の結合可能性を考慮した上で、変速機要素の間で自由に選択可能である。独立した変速機
要素は、その位置を変速機１の内部で随意に移動可能である。
【０１０８】
　さらに、結合可能性を考慮した上で、マイナス遊星歯車セット（シングルピニオン式遊
星歯車セット）として構成された個々の独立した遊星歯車セットまたは複数の遊星歯車セ
ットを、プラス遊星歯車セット（ダブルピニオン式遊星歯車セット）に転換し、同時にキ
ャリア結合と内歯車結合を交換し、およびキャリア固定時変速比を１だけ高めることが可
能である。
【符号の説明】
【０１０９】
１　　変速機
GP1,GP2,GP3,GP4　　遊星歯車セット
101,102,103,104　　太陽歯車
111,112,113,114　　遊星歯車
121,122,123,124　　キャリア
131,132,133,134　　内歯車
ANW　　入力軸
AW　　出力軸
B1,B2,B3,Β3',B3"　　ブレーキ
K1,K2,K3,K1',K1",K1'",K1""　　クラッチ
G　　ハウジング
V1,V2,V3,V4,V5,V6,V7,V8,V9,VZ　　前進速
R　　後退速
W1,W2,W3,W4,W5,W6　　軸
I　　変速比／比率
φ　　速度ステップ／ステップ
A,B,C,D　　クラッチ位置
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E,F　　ブレーキ位置

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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