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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロックアップクラッチ付き流体式伝動装置を備えるとともに、油圧式の複数の係合装置
を選択的に係合、解放することにより変速比が異なる複数のギヤ段を成立させる自動変速
機において、
　第１のギヤ段を成立させる際に係合させられ、第２のギヤ段では解放される所定の係合
装置の係合圧を制御するソレノイドバルブと、
　該ソレノイドバルブから出力される制御油圧の出力先を、前記所定の係合装置の係合圧
を制御するための油路と、前記ロックアップクラッチのトルク容量を制御するための油路
とに切り換えるリレーバルブと、
　を有し、前記第２のギヤ段では、前記ソレノイドバルブの制御油圧が前記ロックアップ
クラッチのトルク容量を制御するための油路側へ出力されるように予め前記リレーバルブ
を制御する自動変速機の油圧制御装置であって、
　前記ロックアップクラッチの係合が不可の時には、前記第２のギヤ段においても、前記
ソレノイドバルブの制御油圧が前記所定の係合装置の係合圧を制御するための油路側へ出
力されるように前記リレーバルブを保持する切換制限手段を有する
　ことを特徴とする自動変速機の油圧制御装置。
【請求項２】
　前記ロックアップクラッチは、作動油の油温が予め定められた温度よりも低い時に係合
が禁止されるようになっており、
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　前記切換制限手段は、前記ロックアップクラッチの係合が禁止されている時には、前記
第２のギヤ段においても、前記ソレノイドバルブの制御油圧が前記所定の係合装置の係合
圧を制御するための油路側へ出力されるように前記リレーバルブを保持する
　ことを特徴とする請求項１に記載の自動変速機の油圧制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は自動変速機の油圧制御装置に係り、特に、複数のギヤ段を成立させる複数の油
圧式係合装置の係合圧をそれぞれ別個のソレノイドバルブによって独立に制御する場合に
、その変速用のソレノイドバルブを利用してロックアップクラッチの係合解放制御を行な
う油圧制御装置の改良に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　油圧式の複数の係合装置を選択的に係合、解放することにより変速比が異なる複数のギ
ヤ段を成立させる自動変速機において、上記複数の油圧式係合装置の係合圧をそれぞれ別
個のソレノイドバルブを用いて独立に制御するようにした油圧制御装置が、例えば特許文
献１に記載されている。一方、特許文献２には、ロックアップクラッチ付き流体式伝動装
置を備えている自動変速機において、単一のソレノイドバルブを用いて変速機の摩擦係合
装置の係合圧制御とロックアップクラッチのトルク容量制御とを共に行なう技術が提案さ
れている。すなわち、ソレノイドバルブから出力された制御油圧の出力先をリレーバルブ
（切換バルブ）によって切り換えることにより、摩擦係合装置の係合圧制御とロックアッ
プクラッチのトルク容量制御とを択一的に行なう一方、摩擦係合装置が完全に係合した後
はライン油圧に切り換えることにより、ソレノイドバルブの制御油圧でロックアップクラ
ッチのトルク容量制御を行なうことができるようになっている。
【特許文献１】特開２０００－２４９２１９号公報
【特許文献２】特開２００１－２４８７２５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、上記特許文献２の技術を特許文献１の自動変速機に適用し、例えば第１速前
進ギヤ段を成立させる際に係合させられる油圧式係合装置の係合圧を制御するソレノイド
バルブを用いて、第２速ギヤ段以上の前進ギヤ段でロックアップクラッチのトルク容量制
御を行なうことが考えられる。その場合に、ロックアップクラッチの制御容易性や応答性
を考えると、その第２速前進ギヤ段以上の前進ギヤ段では、ロックアップクラッチの係合
の有無に拘らずソレノイドバルブの制御油圧をロックアップクラッチのトルク容量を制御
するための油路側へ出力するように、予めリレーバルブを制御しておくことが望ましい。
【０００４】
　しかしながら、このようにリレーバルブを制御すると、第１速前進ギヤ段への変速時に
は、ソレノイドバルブの制御油圧が油圧式係合装置の係合圧を制御するための油路側へ出
力されるように、常にリレーバルブを切り換え制御する必要があることから変速応答性が
悪化する。特に、作動油の粘度が高い低油温時にはリレーバルブの切り換え応答性が悪い
ため、変速時間が一層長くなるという問題があった。
【０００５】
　本発明は以上の事情を背景として為されたもので、その目的とするところは、所定のギ
ヤ段を成立させる際に係合させられる油圧式係合装置の係合圧を制御するソレノイドバル
ブを、ロックアップクラッチのトルク容量制御を行なうソレノイドバルブと兼用させるよ
うにした場合に、ロックアップクラッチの制御性を損なうことなく、そのギヤ段への変速
時の応答性を改善することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　かかる目的を達成するために、第１発明は、(a) ロックアップクラッチ付き流体式伝動
装置を備えるとともに、油圧式の複数の係合装置を選択的に係合、解放することにより変
速比が異なる複数のギヤ段を成立させる自動変速機において、(b) 第１のギヤ段を成立さ
せる際に係合させられ、第２のギヤ段では解放される所定の係合装置の係合圧を制御する
ソレノイドバルブと、(c) そのソレノイドバルブから出力される制御油圧の出力先を、前
記所定の係合装置の係合圧を制御するための油路と、前記ロックアップクラッチのトルク
容量を制御するための油路とに切り換えるリレーバルブと、を有し、(d) 前記第２のギヤ
段では、前記ソレノイドバルブの制御油圧が前記ロックアップクラッチのトルク容量を制
御するための油路側へ出力されるように予め前記リレーバルブを制御する自動変速機の油
圧制御装置であって、(e) 前記ロックアップクラッチの係合が不可の時には、前記第２の
ギヤ段においても、前記ソレノイドバルブの制御油圧が前記所定の係合装置の係合圧を制
御するための油路側へ出力されるように前記リレーバルブを保持する切換制限手段を有す
ることを特徴とする。
【０００７】
　第２発明は、第１発明の自動変速機の油圧制御装置において、(a) 前記ロックアップク
ラッチは、作動油の油温が予め定められた温度よりも低い時に係合が禁止されるようにな
っており、(b) 前記切換制限手段は、前記ロックアップクラッチの係合が禁止されている
時には、前記第２のギヤ段においても、前記ソレノイドバルブの制御油圧が前記所定の係
合装置の係合圧を制御するための油路側へ出力されるように前記リレーバルブを保持する
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　このような自動変速機の油圧制御装置においては、ソレノイドバルブをロックアップク
ラッチのトルク容量制御に使用する第２のギヤ段では、そのソレノイドバルブの制御油圧
がロックアップクラッチのトルク容量を制御するための油路側へ出力されるように、予め
リレーバルブが制御されるため、ロックアップクラッチの係合時にはそのリレーバルブを
切り換え制御する必要がなく、ソレノイドバルブによりトルク容量制御を行なってロック
アップクラッチを速やかに係合させることができ、制御が容易で優れた制御性、応答性が
得られる。
【０００９】
　一方、ロックアップクラッチの係合が不可の時には、切換制限手段によって第２のギヤ
段でのリレーバルブの切り換えが制限され、ソレノイドバルブの制御油圧が係合装置の係
合圧を制御するための油路側へ出力されるようにリレーバルブが保持されるため、その第
２のギヤ段から第１のギヤ段へ変速する際に一々リレーバルブを切り換え制御する必要が
なく、ソレノイドバルブにより係合装置の係合圧制御を速やかに行なうことができ、変速
時の制御が容易になって制御性や応答性が向上する。ロックアップクラッチの係合が不可
の時は、ロックアップクラッチのトルク容量制御が不要であるため、第２のギヤ段でトル
ク容量制御を行なうソレノイドバルブの制御油圧を係合装置の係合圧制御側へ出力するよ
うにリレーバルブを保持しても、ロックアップ制御には何等影響しない。
【００１０】
　第２発明では、作動油の粘度が高い低油温時にはロックアップクラッチの係合が禁止さ
れ、それに伴って第２のギヤ段でのリレーバルブの切り換えが制限されるため、作動油の
高粘度に起因するリレーバルブの切り換え遅れ、更には変速遅れが防止される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明の自動変速機としては、複数の遊星歯車装置を有する遊星歯車式の自動変速機が
好適に用いられるが、複数の入力経路を切り換えて変速する平行軸式の自動変速機を用い
ることもできるなど、複数の油圧式係合装置を選択的に係合、解放して複数のギヤ段を成
立させることができる種々の自動変速機を採用できる。複数のギヤ段は前進ギヤ段であっ
ても後進ギヤ段であっても良く、第１のギヤ段および第２のギヤ段の２段の自動変速機で
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あっても良い。油圧式の係合装置としては、油圧アクチュエータによって係合させられる
多板式、単板式のクラッチやブレーキ、或いはベルト式のブレーキが広く用いられている
。
【００１２】
　第１のギヤ段および第２のギヤ段は、それぞれ単一のギヤ段であっても良いし、複数の
ギヤ段から成るものでも良い。また、３つ以上のギヤ段を有する場合、第１のギヤ段およ
び第２のギヤ段は、例えば変速比が隣接する連続するギヤ段の間で設定されるが、第１の
ギヤ段と第２ギヤ段との間に、変速比が中間の他のギヤ段が存在する場合でも、その中間
のギヤ段を飛び越して第２のギヤ段から第１のギヤ段へ直接変速が行なわれることがある
場合には、本発明が好適に適用される。
【００１３】
　上記第２のギヤ段は、所定の係合装置が解放されるとともにソレノイドバルブがロック
アップクラッチのトルク容量制御に用いられるギヤ段であり、所定の係合装置が解放され
るギヤ段であっても、その係合装置に対応するソレノイドバルブがロックアップクラッチ
のトルク容量制御に用いられない場合は第２のギヤ段ではない。
【００１４】
　ソレノイドバルブは、例えばスプール弁子の一端側に、出力油圧が導かれるフィードバ
ック油室が設けられるとともにスプリングが配設され、他端側に設けられたソレノイドに
よる電磁力とのバランスで、出力油圧を調圧するリニアソレノイドバルブが好適に用いら
れるが、デューティ制御で油圧を制御するＯＮ－ＯＦＦソレノイドバルブなどを採用する
こともできる。
【００１５】
　油圧制御回路は、例えばソレノイドバルブの制御油圧を直接油圧式係合装置の油圧アク
チュエータやロックアップクラッチに供給することが応答性や油圧（係合圧やトルク容量
）の制御精度等の点で望ましいが、その制御油圧によりコントロールバルブを制御し、そ
のコントロールバルブによりライン油圧等を調圧して油圧アクチュエータやロックアップ
クラッチに作動油を供給するように構成することもできる。
【００１６】
　リレーバルブは、例えばＯＮ－ＯＦＦソレノイドバルブから供給される信号油圧によっ
てスプール等の弁体が移動させられることによって油路を切り換えるように構成されるが
、ソレノイドの電磁力で直接スプール等の弁体を移動させる電磁弁を採用することもでき
る。第２のギヤ段で係合させられる係合装置の係合圧など所定の油圧を信号圧として導入
して、機械的に油路を切り換えるものでも良い。
【００１７】
　切換制限手段は、リレーバルブがＯＮ－ＯＦＦソレノイドなどで電気的に切り換えられ
る場合には、電気的にその切換を禁止するように構成すれば良い。リレーバルブが、所定
の油圧を信号圧として導入して機械的に切り換えられる場合は、例えば電磁開閉弁などを
用いて電気的にその信号圧の導入を遮断したり、その信号圧とは反対向きに作用するよう
に他の信号圧を導いて切り換えを阻止したりするように構成するなど、種々の態様が可能
である。
【００１８】
　ロックアップクラッチの係合が不可の場合は、例えば第２発明のように作動油の油温が
予め定められた温度よりも低い時など、車両環境や運転状態等に基づいて係合が禁止され
た場合、或いは断線等の何らかの異常でロックアップクラッチを係合させることができな
くなった場合などで、ロックアップクラッチの係合が行なわれない総ての場合に切換制限
手段によってリレーバルブの切換を禁止することが望ましいが、低油温による係合禁止時
など一部でリレーバルブの切換を禁止するだけでも良い。
【００１９】
　切換制限手段は、例えば低油温時などにロックアップクラッチの係合禁止判断が為され
た場合に出されるＬ／Ｕ禁止フラグなどの制御情報に基づいて、ロックアップクラッチの
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係合が不可か否かを判断することができるが、ロックアップクラッチの係合禁止条件を満
足するか否かをセンサなどから情報を読み込んで直接判断するものでも良い。例えば、低
油温時にロックアップクラッチの係合が禁止される場合には、油温センサによって検出さ
れる油温が所定値以下か否かによって判断できる。油温の代わりにエンジン水温で代用す
ることも可能である。
【００２０】
　なお、この明細書で「油圧を供給する」という場合は、「油圧を作用させ」或いは「そ
の油圧に制御された作動油を供給する」ことを意味する。
【実施例】
【００２１】
　以下、本発明の実施例を図面を参照しつつ詳細に説明する。
　図１は、車両用自動変速機１０の骨子図で、図２は、その車両用自動変速機１０におい
て複数のギヤ段を成立させる際の係合要素の作動状態を説明する作動表である。この自動
変速機１０は、車両の前後方向（縦置き）に搭載するＦＲ車両に好適に用いられるもので
、ダブルピニオン型の第１遊星歯車装置１２を主体として構成されている第１変速部１４
と、シングルピニオン型の第２遊星歯車装置１６およびダブルピニオン型の第３遊星歯車
装置１８を主体として構成されている第２変速部２０とを同軸線上に有し、入力軸２２の
回転を変速して出力軸２４から出力する。入力軸２２は入力部材に相当するもので、本実
施例では走行用の動力源であるエンジン３０によって回転駆動されるトルクコンバータ３
２のタービン軸であり、出力軸２４は出力部材に相当するもので、プロペラシャフトや差
動歯車装置を介して左右の駆動輪を回転駆動する。トルクコンバータ３２は流体式伝動装
置で、エンジン３０の動力を流体を介することなく入力軸２２に直接伝達するロックアッ
プクラッチＬ／Ｕを備えている。なお、この自動変速機１０やトルクコンバータ３２は中
心線に対して略対称的に構成されており、図１では中心線の下半分が省略されている。
【００２２】
　上記第１変速部１４を構成している第１遊星歯車装置１２は、サンギヤＳ１、キャリア
ＣＡ１、およびリングギヤＲ１の３つの回転要素を備えていて、サンギヤＳ１はトランス
ミッションケース（以下、単にケースという）２６に回転不能に固定されており、キャリ
アＣＡ１が入力軸２２に一体的に連結されて回転駆動されることにより、減速出力部材と
して機能するリングギヤＲ１が入力軸２２に対して減速回転させられる。また、第２変速
部２０を構成している第２遊星歯車装置１６および第３遊星歯車装置１８は、一部が互い
に連結されることによって４つの回転要素ＲＭ１～ＲＭ４が構成されており、具体的には
、第２遊星歯車装置１６のサンギヤＳ２によって第１回転要素ＲＭ１が構成され、第２遊
星歯車装置１６のキャリアＣＡ２および第３遊星歯車装置１８のキャリアＣＡ３が互いに
連結されて第２回転要素ＲＭ２が構成され、第２遊星歯車装置１６のリングギヤＲ２およ
び第３遊星歯車装置１８のリングギヤＲ３が互いに連結されて第３回転要素ＲＭ３が構成
され、第３遊星歯車装置１８のサンギヤＳ３によって第４回転要素ＲＭ４が構成されてい
る。上記第２遊星歯車装置１６および第３遊星歯車装置１８は、キャリアＣＡ２およびＣ
Ａ３が共通の部材にて構成されているとともに、リングギヤＲ２およびＲ３が共通の部材
にて構成されており、且つ第２遊星歯車装置１６のピニオンギヤが第３遊星歯車装置１８
の第２ピニオンギヤを兼ねているラビニヨ型の遊星歯車列とされている。
【００２３】
　上記第１回転要素ＲＭ１（サンギヤＳ２）は第１ブレーキＢ１によって選択的にケース
２６に連結されて回転停止させられ、第２回転要素ＲＭ２（キャリアＣＡ２、ＣＡ３）は
第２ブレーキＢ２によって選択的にケース２６に連結されて回転停止させられ、第４回転
要素ＲＭ４（サンギヤＳ３）は第１クラッチＣ１を介して選択的に減速出力部材である前
記第１遊星歯車装置１２のリングギヤＲ１に連結され、第２回転要素ＲＭ２（キャリアＣ
Ａ２、ＣＡ３）は第２クラッチＣ２を介して選択的に入力軸２２に連結され、第１回転要
素ＲＭ１（サンギヤＳ２）は第３クラッチＣ３を介して選択的に減速出力部材であるリン
グギヤＲ１に連結されるとともに、第４クラッチＣ４を介して選択的に第１遊星歯車装置
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１２のキャリアＣＡ１すなわち入力軸２２に連結され、第３回転要素ＲＭ３（リングギヤ
Ｒ２、Ｒ３）は前記出力軸２４に一体的に連結されて回転を出力するようになっている。
【００２４】
　図３は、上記第１変速部１４および第２変速部２０の各回転要素の回転速度の関係を直
線で表すことができる共線図であり、下の横線が回転速度「０」で、上の横線が回転速度
「１．０」すなわち入力軸２２と同じ回転速度である。また、第１変速部１４の各縦線は
、左側から順番にサンギヤＳ１、リングギヤＲ１、キャリアＣＡ１を表しており、それ等
の間隔は第１遊星歯車装置１２のギヤ比（＝サンギヤの歯数／リングギヤの歯数）ρ１に
応じて定められる。第２変速部２０の４本の縦線は、左端から右端へ向かって順番に第１
回転要素ＲＭ１（サンギヤＳ２）、第２回転要素ＲＭ２（キャリアＣＡ２、ＣＡ３）、第
３回転要素ＲＭ３（リングギヤＲ２、Ｒ３）、第４回転要素ＲＭ４（サンギヤＳ３）を表
しており、それ等の間隔は第２遊星歯車装置１６のギヤ比ρ２および第３遊星歯車装置１
８のギヤ比ρ３に応じて定められる。
【００２５】
　そして、上記共線図（図３）から明らかなように、第１クラッチＣ１および第２ブレー
キＢ２が係合させられて、第４回転要素ＲＭ４が減速出力部材であるリングギヤＲ１と一
体的に減速回転させられるとともに第２回転要素ＲＭ２が回転停止させられると、出力軸
２４に連結された第３回転要素ＲＭ３は「１ｓｔ」で示す回転速度で回転させられ、最も
大きい変速比（＝入力軸２２の回転速度ＮIN／出力軸２４の回転速度ＮOUT ）の第１速前
進ギヤ段「１ｓｔ」が成立させられる。第１クラッチＣ１および第１ブレーキＢ１が係合
させられて、第４回転要素ＲＭ４がリングギヤＲ１と一体的に減速回転させられるととも
に第１回転要素ＲＭ１が回転停止させられると、第３回転要素ＲＭ３は「２ｎｄ」で示す
回転速度で回転させられ、第１速前進ギヤ段「１ｓｔ」よりも変速比が小さい第２速前進
ギヤ段「２ｎｄ」が成立させられる。第１クラッチＣ１および第３クラッチＣ３が係合さ
せられると、第２変速部２０はリングギヤＲ１と一体的に減速回転させられ、第３回転要
素ＲＭ３は「３ｒｄ」で示す回転速度すなわちリングギヤＲ１と同じ回転速度で回転させ
られ、第２速前進ギヤ段「２ｎｄ」よりも変速比が小さい第３速前進ギヤ段「３ｒｄ」が
成立させられる。第１クラッチＣ１および第４クラッチＣ４が係合させられて、第４回転
要素ＲＭ４がリングギヤＲ１と一体的に減速回転させられるとともに第１回転要素ＲＭ１
が入力軸２２と一体回転させられると、第３回転要素ＲＭ３は「４ｔｈ」で示す回転速度
で回転させられ、第３速前進ギヤ段「３ｒｄ」よりも変速比が小さい第４速前進ギヤ段「
４ｔｈ」が成立させられる。第１クラッチＣ１および第２クラッチＣ２が係合させられて
、第４回転要素ＲＭ４がリングギヤＲ１と一体的に減速回転させられるとともに第２回転
要素ＲＭ２が入力軸２２と一体回転させられると、第３回転要素ＲＭ３は「５ｔｈ」で示
す回転速度で回転させられ、第４速前進ギヤ段「４ｔｈ」よりも変速比が小さい第５速前
進ギヤ段「５ｔｈ」が成立させられる。
【００２６】
　また、第２クラッチＣ２および第４クラッチＣ４が係合させられて、第２変速部２０が
入力軸２２と一体回転させられると、第３回転要素ＲＭ３は「６ｔｈ」で示す回転速度す
なわち入力軸２２と同じ回転速度で回転させられ、第５速前進ギヤ段「５ｔｈ」よりも変
速比が小さい第６速前進ギヤ段「６ｔｈ」が成立させられる。この第６速前進ギヤ段「６
ｔｈ」の変速比は１である。第２クラッチＣ２および第３クラッチＣ３が係合させられて
、第２回転要素ＲＭ２が入力軸２２と一体回転させられるとともに第１回転要素ＲＭ１が
リングギヤＲ１と一体的に減速回転させられると、第３回転要素ＲＭ３は「７ｔｈ」で示
す回転速度で回転させられ、第６速前進ギヤ段「６ｔｈ」よりも変速比が小さい第７速前
進ギヤ段「７ｔｈ」が成立させられる。第２クラッチＣ２および第１ブレーキＢ１が係合
させられて、第２回転要素ＲＭ２が入力軸２２と一体回転させられるとともに第１回転要
素ＲＭ１が回転停止させられると、第３回転要素ＲＭ３は「８ｔｈ」で示す回転速度で回
転させられ、第７速前進ギヤ段「７ｔｈ」よりも変速比が小さい第８速前進ギヤ段「８ｔ
ｈ」が成立させられる。
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【００２７】
　一方、第２ブレーキＢ２および第４クラッチＣ４が係合させられると、第２回転要素Ｒ
Ｍ２が回転停止させられるとともに第１回転要素ＲＭ１が入力軸２２と一体回転させられ
ることにより、第３回転要素ＲＭ３は「Ｒｅｖ」で示す回転速度で逆回転させられ、後進
ギヤ段「Ｒｅｖ」が成立させられる。
【００２８】
　図２の作動表は、上記各ギヤ段とクラッチＣ１～Ｃ４、ブレーキＢ１、Ｂ２（以下、特
に区別しない場合は単にクラッチＣ、ブレーキＢという）の作動状態との関係をまとめた
もので、併せてそれ等のクラッチＣおよびブレーキＢの係合、解放（非係合）状態を切り
換えたり係合力を制御したりするソレノイドバルブＳＬ１～ＳＬ５、ＳＲ、ＳＬＵの作動
状態を示したものである。すなわち、クラッチＣおよびブレーキＢは、多板式のクラッチ
やブレーキなど油圧アクチュエータによって係合制御される油圧式摩擦係合装置で、図４
に示す油圧制御回路９８のリニアソレノイドバルブＳＬ１～ＳＬ５、ＳＬＵの励磁、非励
磁や電流制御、ＯＮ－ＯＦＦソレノイドバルブＳＲの励磁、非励磁、或いはシフトレバー
７２の移動操作で図示しないマニュアルバルブにより油路が機械的に切り換えられること
により、係合、解放状態が切り換えられるとともに係合、解放時の過渡油圧などが制御さ
れる。なお、図２および図４に示されているＯＮ－ＯＦＦソレノイドバルブＳＬは、ロッ
クアップクラッチＬ／Ｕの係合、解放状態を切り換えるためのものである。
【００２９】
　シフトレバー７２は運転席の横のセンターコンソール部分に配設され、例えば図７に示
すシフトパターン８４に従って駐車用の「Ｐ（パーキング）」、後進走行用の「Ｒ（リバ
ース）」、動力伝達を遮断する「Ｎ（ニュートラル）」、自動変速による前進走行用の「
Ｄ（ドライブ）」、および手動変速が可能な前進走行用の「Ｓ（シーケンシャル）」の５
つの操作ポジションへ移動操作されるようになっている。これ等の操作ポジション「Ｐ」
～「Ｓ」のうち「Ｐ」、「Ｒ」、「Ｎ」、および「Ｄ」ポジションは、「Ｄ」ポジション
が車両の後方側となるように、車両の前後方向に沿って設けられているとともに、「Ｓ」
ポジションは「Ｄ」ポジションから車両の幅方向であって運転席に近い側に設けられてお
り、シフトレバー７２が「Ｐ」ポジションと「Ｄ」ポジションとの間を移動操作されるの
に伴ってマニュアルバルブのスプール弁子が機械的に直線移動させられることにより油圧
制御回路９８の油路を切り換える。具体的には、シフトレバー７２が「Ｒ」ポジションへ
操作されると、マニュアルバルブからライン油圧ＰＬが後進油圧ＰＲとして出力されると
ともに前進油圧ＰＤがドレーンされ、シフトレバー７２が「Ｄ」ポジション（「Ｓ」ポジ
ションも同じ）へ操作されると、マニュアルバルブからライン油圧ＰＬが前進油圧ＰＤと
して出力されるとともに後進油圧ＰＲがドレーンされる。また、シフトレバー７２が「Ｐ
」ポジションまたは「Ｎ」ポジションへ操作されると、マニュアルバルブは前進油圧ＰＤ
および後進油圧ＰＲを何れもドレーンする。なお、ライン油圧ＰＬは、前記エンジン３０
によって回転駆動される機械式のオイルポンプ４８（図１参照）から出力される油圧をレ
ギュレータバルブ等によりエンジン負荷等に応じて調圧したものである。
【００３０】
　前記リニアソレノイドバルブＳＬ１～ＳＬ５、ＳＬＵは、それぞれクラッチＣ１～Ｃ４
、ブレーキＢ１、Ｂ２に対応して設けられ、それ等のクラッチＣ１～Ｃ４、ブレーキＢ１
、Ｂ２の係合圧を直接制御するものであるが、そのうちの第１速前進ギヤ段「１ｓｔ」を
成立させる際に係合させられる第２ブレーキＢ２に対応して設けられたリニアソレノイド
バルブＳＬＵ、および第５速前進ギヤ段「５ｔｈ」を成立させる際に係合させられる第２
クラッチＣ２に対応して設けられたリニアソレノイドバルブＳＬ２は、ロックアップクラ
ッチＬ／Ｕの係合、解放制御にも用いられる。すなわち、図６に示すように、第１速前進
ギヤ段「１ｓｔ」および後進ギヤ段「Ｒｅｖ」では、第２クラッチＣ２を係合させる必要
がないため、リニアソレノイドバルブＳＬ２を用いて必要に応じてロックアップクラッチ
Ｌ／Ｕのトルク容量を制御して係合、解放するとともに、リニアソレノイドバルブＳＬＵ
によって第２ブレーキＢ２の係合圧ＰＢ２を制御して係合させることにより、第１速前進
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ギヤ段「１ｓｔ」または後進ギヤ段「Ｒｅｖ」を成立させる。また、それ以外すなわち第
２速前進ギヤ段「２ｎｄ」以上の各前進ギヤ段では、第２ブレーキＢ２を係合させる必要
がないため、リニアソレノイドバルブＳＬＵを用いて必要に応じてロックアップクラッチ
Ｌ／Ｕのトルク容量を制御して係合、解放するとともに、リニアソレノイドバルブＳＬ２
は、第５速前進ギヤ段「５ｔｈ」以上の各前進ギヤ段を成立させる際に係合させられる第
２クラッチＣ２の係合圧ＰＣ２を制御する。図２では、後進ギヤ段「Ｒｅｖ」においてロ
ックアップクラッチＬ／Ｕの係合制御を行なわないようになっているが、ＯＮ－ＯＦＦソ
レノイドバルブＳＬおよびリニアソレノイドバルブＳＬ２に通電してロックアップクラッ
チＬ／Ｕを係合させることもできる。
【００３１】
　本実施例では、第１速前進ギヤ段「１ｓｔ」が第１のギヤ段で、第２速前進ギヤ段「２
ｎｄ」～第８速前進ギヤ段「８ｔｈ」が第２のギヤ段であり、第２ブレーキＢ２、リニア
ソレノイドバルブＳＬＵはそれぞれ請求項１に記載の所定の係合装置、ソレノイドバルブ
である。
【００３２】
　なお、本実施例では第１速前進ギヤ段「１ｓｔ」と第２速前進ギヤ段「２ｎｄ」との間
でロックアップクラッチ制御用のリニアソレノイドバルブを変更するようになっているが
、第２速前進ギヤ段「２ｎｄ」～第４速前進ギヤ段「４ｔｈ」では第２クラッチＣ２およ
び第２ブレーキＢ２が何れも解放で、それ等のギヤ段の成立にリニアソレノイドバルブＳ
ＬＵおよびＳＬ２が何れも関与していないため、少なくとも第１速前進ギヤ段「１ｓｔ」
から第５速前進ギヤ段「５ｔｈ」までの間でロックアップクラッチ制御用のリニアソレノ
イドバルブをＳＬ２からＳＬＵに変更すれば良い。第２速前進ギヤ段「２ｎｄ」と第３速
前進ギヤ段「３ｒｄ」との間で変更する場合には、リニアソレノイドバルブＳＬ２および
ＳＬＵが何れもその変速に関与しないため、その第２速前進ギヤ段「２ｎｄ」と第３速前
進ギヤ段「３ｒｄ」との間の変速時には、変速制御と関係なく変更することができる。但
し、これ等の場合でも、リニアソレノイドバルブＳＬＵをロックアップクラッチＬ／Ｕの
トルク容量制御に用いる前進ギヤ段から第１速前進ギヤ段「１ｓｔ」へ直接ダウンシフト
する時には、本発明の問題が生じる。
【００３３】
　図５は、油圧制御回路９８のうち上記リニアソレノイドバルブＳＬＵおよびＳＬ２が関
与する第２ブレーキＢ２、第２クラッチＣ２、およびロックアップクラッチＬ／Ｕの係合
、解放制御に関係する部分の回路図である。また、図１０～図１４は、図５の油圧制御回
路の種々の作動状態を説明する図で、実線で示す油路は「油圧あり」、破線で示す油路は
「油圧なし」を表しており、切換バルブ（リレーバルブ１００、１１０、１１２、１１４
、カットオフバルブ１０２）の中の実線は「接続側」、破線は「遮断側」である。図１０
は、第２速前進ギヤ段「２ｎｄ」以上の前進ギヤ段、具体的には第２クラッチＣ２が係合
させられる第５速前進ギヤ段「５ｔｈ」で、且つロックアップクラッチＬ／Ｕが係合させ
られたロックアップＯＮ時の回路図である。図１１は、図１０において断線などでＯＮ－
ＯＦＦソレノイドバルブＳＲがＯＦＦフェールした場合の回路図である。図１２は、第１
速前進ギヤ段「１ｓｔ」で且つロックアップＯＮ時の回路図である。図１３は、後進ギヤ
段「Ｒｅｖ」時（ロックアップクラッチＬ／ＵはＯＦＦ）の回路図である。図１４は、コ
ネクタ外れなどで電源がＯＦＦフェールした場合に、シフトレバー７２が後進走行用の「
Ｒ」ポジションへ操作された時の回路図である。
【００３４】
　この油圧制御回路において、リニアソレノイドバルブＳＬＵ、ＳＬ２は、何れも電子制
御装置９０（図４参照）による励磁電流の制御に従ってライン油圧ＰＬ、前進油圧ＰＤを
調圧して第１制御油圧ＰＳＬＵ、第２制御油圧ＰＳＬ２を出力する。リニアソレノイドバ
ルブＳＬＵ、ＳＬ２は、それぞれスプール弁子の一端側に制御油圧ＰＳＬＵ、ＰＳＬ２が
導かれるフィードバック油室を備えているとともにスプリングが設けられ、他端側に設け
られたソレノイドによる電磁力とのバランスで、その制御油圧ＰＳＬＵ、ＰＳＬ２を調圧
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するようになっている。そして、第１制御油圧ＰＳＬＵは、第１リレーバルブ１００、カ
ットオフバルブ１０２、および第１チェックバルブ１０４を経て第２ブレーキＢ２に供給
されるとともに、第１リレーバルブ１００から第２チェックバルブ１０６を経てＬ／Ｕコ
ントロールバルブ１０８に供給され、第２制御油圧ＰＳＬ２は、第２リレーバルブ１１０
を経て第２クラッチＣ２に供給されるとともに、第２リレーバルブ１１０から第２チェッ
クバルブ１０６を経てＬ／Ｕコントロールバルブ１０８に供給される。
【００３５】
　上記第１リレーバルブ１００は、第１制御油圧ＰＳＬＵの出力先をカットオフバルブ１
０２と第２チェックバルブ１０６との間で切り換えるもので、常には図１０に示すように
スプリングの付勢力に従って第２チェックバルブ１０６側、すなわちロックアップクラッ
チＬ／Ｕのトルク容量を制御する側へ出力する状態に保持されるが、ＯＮ－ＯＦＦソレノ
イドバルブＳＲから出力される信号油圧ＰＳＲが第３リレーバルブ１１２を経て信号圧と
して入力されるか、或いは後進油圧ＰＲが信号圧として入力されると、図１２、図１３に
示すように上記スプリングの付勢力に抗してスプール等の弁体が移動させられることによ
りカットオフバルブ１０２側へ出力するように油路を切り換える。
【００３６】
　ＯＮ－ＯＦＦソレノイドバルブＳＲはノーマルオープンタイプで、非通電でライン油圧
ＰＬを信号油圧ＰＳＲとして出力するものであり、図２から明らかなように第１速前進ギ
ヤ段「１ｓｔ」で非通電とされて信号油圧ＰＳＲを出力し、第３リレーバルブ１１２から
第１リレーバルブ１００に入力されることにより、第１制御油圧ＰＳＬＵがカットオフバ
ルブ１０２側へ出力されるようになる。
【００３７】
　一方、第１速前進ギヤ段「１ｓｔ」以外は、ＯＮ－ＯＦＦソレノイドバルブＳＲは図２
から明らかなように基本的に通電状態とされ、信号油圧ＰＳＲの出力が停止されるため、
後進油圧ＰＲが供給されない前進ギヤ段「２ｎｄ」～「８ｔｈ」では、第１リレーバルブ
１００は、図１０に示すようにスプリングの付勢力に従って第１制御油圧ＰＳＬＵをロッ
クアップクラッチＬ／Ｕのトルク容量を制御する側へ出力する状態に保持される。このた
め、ロックアップＯＮ時にＯＮ－ＯＦＦソレノイドバルブＳＬに通電されて信号油圧ＰＳ
Ｌが出力され、Ｌ／Ｕリレーバルブ１１４が油圧出力側へ切り換えられると、リニアソレ
ノイドバルブＳＬＵの制御でＬ／Ｕコントロールバルブ１０８を介してロックアップクラ
ッチＬ／Ｕのトルク容量を制御することができる。
【００３８】
　なお、ＯＮ－ＯＦＦソレノイドバルブＳＲ以外は、何れも通電されることによって油圧
を出力するノーマルクローズタイプである。
【００３９】
　前記カットオフバルブ１０２は、第２速前進ギヤ段「２ｎｄ」以上の前進ギヤ段の成立
時に第２ブレーキＢ２が係合して自動変速機１０がタイアップ（ロック）することを阻止
するためのもので、常には図１２、図１３に示すようにスプリングの付勢力に従って第１
制御油圧ＰＳＬＵを第１チェックバルブ１０４へ出力する状態に保持され、その第１制御
油圧ＰＳＬＵに応じて第２ブレーキＢ２を係合させることができるが、第２クラッチＣ２
の係合圧ＰＣ２、および第１ブレーキＢ１、第３クラッチＣ３、または第４クラッチＣ４
が係合させられた場合に出力される前進油圧ＰＤが、それぞれ信号圧として入力されるよ
うになっており、その係合圧ＰＣ２および前進油圧ＰＤの少なくとも一方が入力されると
、上記スプリングの付勢力に抗してスプール等の弁体が移動させられることにより、図１
１に示すように第１リレーバルブ１００から第１チェックバルブ１０４への油圧供給を遮
断するように油路を切り換える。図１１は、第５速前進ギヤ段「５ｔｈ」時に断線などで
ＯＮ－ＯＦＦソレノイドバルブＳＲがＯＦＦフェールし、その信号油圧ＰＳＲにより第１
リレーバルブ１００が切り換えられて第１制御油圧ＰＳＬＵがカットオフバルブ１０２に
供給されるようになった場合で、カットオフバルブ１０２によってその第１制御油圧ＰＳ
ＬＵが第１チェックバルブ１０４へ出力されることが阻止されることにより、クラッチＣ
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１、Ｃ２に加えて第２ブレーキＢ２が係合させられることによるタイアップが防止される
。
【００４０】
　第１チェックバルブ１０４には、上記カットオフバルブ１０２から第１制御油圧ＰＳＬ
Ｕが供給される他に、第３リレーバルブ１１２から後進油圧ＰＲが供給されるようになっ
ており、その何れか一方が供給されると、それ等の油圧を第２ブレーキＢ２に供給して係
合させる。通常は、第１速前進ギヤ段「１ｓｔ」では図１２に示すように信号油圧ＰＳＲ
によって第１リレーバルブ１００が切り換えられることにより、後進ギヤ段「Ｒｅｖ」で
は図１３に示すように後進油圧ＰＲによって第１リレーバルブ１００が切り換えられるこ
とにより、何れもその第１リレーバルブ１００からカットオフバルブ１０２を経て第１制
御油圧ＰＳＬＵが供給され、その第１制御油圧ＰＳＬＵに応じて第２ブレーキＢ２が係合
させられるとともに、その係合圧ＰＢ２が制御される。
【００４１】
　しかし、コネクタ外れなどで電源がＯＦＦフェールした場合には、図１４に示すように
リニアソレノイドバルブＳＬＵが非通電となって第１制御油圧ＰＳＬＵが供給されなくな
るため、その第１制御油圧ＰＳＬＵによる第２ブレーキＢ２の係合が不可となる。その場
合に、第３リレーバルブ１１２は、電源のＯＦＦフェールでＯＮ－ＯＦＦソレノイドバル
ブＳＲから信号油圧ＰＳＲが入力される一方、シフトレバー７２が「Ｒ」ポジションへ操
作されると、後進油圧ＰＲが出力されるとともに前進油圧ＰＤがドレーンされるため、そ
の信号油圧ＰＳＲによってスプリングの付勢力に抗してスプール等の弁体が移動させられ
、後進油圧ＰＲを第１チェックバルブ１０４へ出力するように油路を切り換える。したが
って、電源がＯＦＦフェールした場合に、シフトレバー７２が「Ｒ」ポジションへ操作さ
れると、第３リレーバルブ１１２から第１チェックバルブ１０４を経て第２ブレーキＢ２
に後進油圧ＰＲが供給され、その第２ブレーキＢ２が係合させられる。このため、第４ク
ラッチＣ４についても同様にチェックバルブ等を介して後進油圧ＰＲが供給されるように
すれば、後進ギヤ段「Ｒｅｖ」を成立させて後進走行を行なうことができる。
【００４２】
　上記第３リレーバルブ１１２は、図１０～図１３に示すように通常はスプリングの付勢
力に基づいて後進油圧ＰＲの出力を停止する状態に保持され、前進油圧ＰＤが供給される
前進走行時には、その前進油圧ＰＤがスプリングの付勢力と同じ方向へ作用することによ
り、信号油圧ＰＳＲが信号圧として反対向きに作用してもスプール等の弁体が移動するこ
とはなく、図１１、図１２に示すように信号油圧ＰＳＲが第１リレーバルブ１００へ出力
される。
【００４３】
　前記第２リレーバルブ１１０は、第２制御油圧ＰＳＬ２の出力先を第２クラッチＣ２と
第２チェックバルブ１０６との間で切り換えるもので、常には図１０に示すようにスプリ
ングの付勢力に従って第２クラッチＣ２へ出力する状態に保持されるが、ＯＮ－ＯＦＦソ
レノイドバルブＳＬから出力される信号油圧ＰＳＬおよび前記第１制御油圧ＰＳＬＵが共
に信号圧として入力されると、図１２に示すように上記スプリングの付勢力に抗してスプ
ール等の弁体が移動させられることにより第２チェックバルブ１０６側へ出力するように
油路を切り換える。ＯＮ－ＯＦＦソレノイドバルブＳＬはノーマルクローズタイプで、図
２から明らかなようにロックアップクラッチＬ／Ｕの係合時に通電され、ライン油圧ＰＬ
を信号油圧ＰＳＬとして出力するが、第２リレーバルブ１１０は、信号油圧ＰＳＬが供給
されるだけでは油路を切り換えることはなく、第１制御油圧ＰＳＬＵが予め定められた所
定圧、例えば第２ブレーキＢ２を略完全に係合させることができる油圧に達した場合に、
スプリングの付勢力に抗して油路を切り換えるようになっている。したがって、第１制御
油圧ＰＳＬＵに基づいて第２ブレーキＢ２の係合が開始しても、その係合圧ＰＢ２が所定
圧以上になるまでは、第２制御油圧ＰＳＬ２に基づいて第２クラッチＣ２を係合状態に保
持することができる。なお、本実施例の第２リレーバルブ１１０は、信号油圧ＰＳＬの入
力を前提として第１制御油圧ＰＳＬＵが所定圧以上になった時に切り換えられるが、信号
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油圧ＰＳＬを導入することなく、第１制御油圧ＰＳＬＵのみに基づいて切り換えられるよ
うにスプリングのばね力等を設定することもできる。
【００４４】
　前記第１リレーバルブ１００から第１制御油圧ＰＳＬＵが供給されるとともに、前記第
２リレーバルブ１１０から第２制御油圧ＰＳＬ２が供給される第２チェックバルブ１０６
は、図１０、図１２に示すようにそれ等の制御油圧ＰＳＬＵ、ＰＳＬ２を択一的にＬ／Ｕ
コントロールバルブ１０８に供給する。Ｌ／Ｕコントロールバルブ１０８は、それらの制
御油圧ＰＳＬＵ、ＰＳＬ２を信号圧としてセカンダリー油圧ＰＬ２を調圧制御することに
より、ロックアップ油圧ＰＬＵをＬ／Ｕリレーバルブ１１４へ出力する。Ｌ／Ｕリレーバ
ルブ１１４は、前記ＯＮ－ＯＦＦソレノイドバルブＳＬの信号油圧ＰＳＬを信号圧として
開閉されるもので、信号油圧ＰＳＬが供給されることによりロックアップ油圧ＰＬＵを前
記ロックアップクラッチＬ／Ｕに供給し、そのロックアップ油圧ＰＬＵに応じたトルク容
量でロックアップクラッチＬ／Ｕを係合させる。なお、上記セカンダリー油圧ＰＬ２は、
ライン油圧ＰＬをセカンダリレギュレータバルブによって調圧したもので、ライン油圧Ｐ
Ｌと同様にエンジン３０のトルクに応じて変化する油圧である。
【００４５】
　ここで、図１０～図１４の油圧制御回路について、まとめて説明すると、図１０は、第
２速前進ギヤ段「２ｎｄ」以上の前進ギヤ段の場合で、第２リレーバルブ１１０は、リニ
アソレノイドバルブＳＬ２から出力される第２制御油圧ＰＳＬ２を第２クラッチＣ２へ供
給する状態に保持されるとともに、第１リレーバルブ１００は、リニアソレノイドバルブ
ＳＬＵから出力される第１制御油圧ＰＳＬＵをＬ／Ｕコントロールバルブ１０８へ出力す
る状態に保持される。そして、図では第２制御油圧ＰＳＬ２が出力されることにより第２
クラッチＣ２が係合させられ、図示しない第１クラッチＣ１がリニアソレノイドバルブＳ
Ｌ１の調圧制御で係合させられることにより、第５速前進ギヤ段「５ｔｈ」が成立させら
れるとともに、第１制御油圧ＰＳＬＵが出力されることにより、その第１制御油圧ＰＳＬ
Ｕに応じたトルク容量でロックアップクラッチＬ／Ｕが係合させられた状態である。
【００４６】
　図１１は、図１０のように第２速前進ギヤ段「２ｎｄ」以上の前進ギヤ段で、且つ第１
制御油圧ＰＳＬＵに基づいてロックアップクラッチＬ／Ｕが係合されている時に、断線な
どでＯＮ－ＯＦＦソレノイドバルブＳＲがＯＦＦフェールし、信号油圧ＰＳＲが第３リレ
ーバルブ１１２を経て第１リレーバルブ１００に供給されることにより、その第１リレー
バルブ１００がスプリングの付勢力に抗して切り換えられ、第１制御油圧ＰＳＬＵがカッ
トオフバルブ１０２へ供給されるようになった場合である。この時、カットオフバルブ１
０２は、第２速前進ギヤ段「２ｎｄ」以上では係合圧ＰＣ２または前進油圧ＰＤによって
遮断状態とされるため、その第１制御油圧ＰＳＬＵにより第２ブレーキＢ２が係合させら
れることが阻止され、第２速前進ギヤ段「２ｎｄ」以上の各前進ギヤ段を成立させる２つ
の摩擦係合装置（クラッチＣ、ブレーキＢ）に加えて第２ブレーキＢ２が係合させられる
ことによる自動変速機１０のタイアップが防止される。図は、第５速前進ギヤ段「５ｔｈ
」の場合で、カットオフバルブ１０２は第２クラッチＣ２の係合圧ＰＣ２によって遮断状
態とされ、第５速前進ギヤ段「５ｔｈ」を成立させるクラッチＣ１、Ｃ２に加えて第２ブ
レーキＢ２が係合させられることによるタイアップが防止される。
【００４７】
　図１２は、第１速前進ギヤ段「１ｓｔ」でロックアップクラッチＬ／Ｕが係合させられ
た場合の回路図で、ＯＮ－ＯＦＦソレノイドバルブＳＲが非通電とされて信号油圧ＰＳＲ
が出力されることにより第１リレーバルブ１００がスプリングの付勢力に抗して切り換え
られ、リニアソレノイドバルブＳＬＵから出力された第１制御油圧ＰＳＬＵは、第１リレ
ーバルブ１００からカットオフバルブ１０２、第１チェックバルブ１０４を経て第２ブレ
ーキＢ２に供給される。これにより、その第２ブレーキＢ２が第１制御油圧ＰＳＬＵに応
じた係合圧ＰＢ２で係合させられ、図示しない第１クラッチＣ１がリニアソレノイドバル
ブＳＬ１の調圧制御で係合させられることにより、第１速前進ギヤ段「１ｓｔ」が成立さ
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せられる。また、第２リレーバルブ１１０は、ＯＮ－ＯＦＦソレノイドバルブＳＬから出
力される信号油圧ＰＳＬおよび上記第１制御油圧ＰＳＬＵが共に信号圧として入力される
ことによりスプリングの付勢力に抗して切り換えられ、リニアソレノイドバルブＳＬ２か
ら出力された第２制御油圧ＰＳＬ２は、第２リレーバルブ１１０から第２チェックバルブ
１０６を経てＬ／Ｕコントロールバルブ１０８に供給され、その第２制御油圧ＰＳＬ２に
応じたトルク容量でロックアップクラッチＬ／Ｕが係合させられる。
【００４８】
　図１３は、後進ギヤ段「Ｒｅｖ」時の回路図で、マニュアルバルブから出力される後進
油圧ＰＲによって第１リレーバルブ１００がスプリングの付勢力に抗して切り換えられる
ことにより、リニアソレノイドバルブＳＬＵから出力された第１制御油圧ＰＳＬＵは、第
１リレーバルブ１００からカットオフバルブ１０２、第１チェックバルブ１０４を経て第
２ブレーキＢ２に供給される。これにより、第２ブレーキＢ２は、第１制御油圧ＰＳＬＵ
に応じた係合圧ＰＢ２で係合させられ、図示しない第４クラッチＣ４がリニアソレノイド
バルブＳＬ４の調圧制御で係合させられることにより、後進ギヤ段「Ｒｅｖ」が成立させ
られる。
【００４９】
　図１４は、コネクタ外れなどで電源がＯＦＦフェールした場合で、リニアソレノイドバ
ルブＳＬＵが非通電となって第１制御油圧ＰＳＬＵが供給されなくなるが、ＯＮ－ＯＦＦ
ソレノイドバルブＳＲから信号油圧ＰＳＲが出力されるため、シフトレバー７２が「Ｒ」
ポジションへ操作されて、後進油圧ＰＲが出力されるとともに前進油圧ＰＤがドレーンさ
れると、第３リレーバルブ１１２は信号油圧ＰＳＲによりスプリングの付勢力に抗して切
り換えられ、後進油圧ＰＲが第１チェックバルブ１０４を経て第２ブレーキＢ２に供給さ
れる。これにより第２ブレーキＢ２が係合させられ、第４クラッチＣ４についても同様に
後進油圧ＰＲによって係合させられることにより、後進ギヤ段「Ｒｅｖ」が成立させられ
、電源のＯＦＦフェール時にも退避走行を行なうことができる。
【００５０】
　前記図４は、図１の自動変速機１０などを制御するために車両に設けられた制御系統を
説明するブロック線図で、アクセルペダル５０の操作量Ａccがアクセル操作量センサ５２
により検出されるとともに、そのアクセル操作量Ａccを表す信号が電子制御装置９０に供
給されるようになっている。アクセルペダル５０は、運転者の出力要求量に応じて大きく
踏み込み操作されるもので、アクセル操作部材に相当し、アクセル操作量Ａccは出力要求
量に相当する。また、エンジン３０の回転速度ＮＥを検出するためのエンジン回転速度セ
ンサ５８、エンジン３０の吸入空気量Ｑを検出するための吸入空気量センサ６０、吸入空
気の温度ＴA を検出するための吸入空気温度センサ６２、エンジン３０の電子スロットル
弁の全閉状態（アイドル状態）およびその開度θTHを検出するためのアイドルスイッチ付
スロットルセンサ６４、車速Ｖ（出力軸２４の回転速度ＮOUT に対応）を検出するための
車速センサ６６、エンジン３０の冷却水温ＴW を検出するための冷却水温センサ６８、常
用ブレーキであるフットブレーキの操作の有無を検出するためのブレーキスイッチ７０、
シフトレバー７２の操作ポジションＰSHを検出するためのレバーポジションセンサ７４、
シフトレバー７２が「Ｓ」ポジションへ操作されたことを検出するためのＳポジションセ
ンサ７５、タービン回転速度ＮＴ（＝入力軸２２の回転速度ＮIN）を検出するためのター
ビン回転速度センサ７６、油圧制御回路９８内の作動油の温度であるＡＴ油温ＴOIL を検
出するためのＡＴ油温センサ７８、アップシフトスイッチ８０、ダウンシフトスイッチ８
２などが設けられており、それらのセンサやスイッチから、エンジン回転速度ＮＥ、吸入
空気量Ｑ、吸入空気温度ＴA 、スロットル弁開度θTH、車速Ｖ、エンジン冷却水温ＴW 、
ブレーキ操作の有無、シフトレバー７２の操作ポジションＰSH、「Ｓ」ポジションへの操
作の有無、タービン回転速度ＮＴ、ＡＴ油温ＴOIL 、変速レンジのアップ指令ＲUP、ダウ
ン指令ＲDN、などを表す信号が電子制御装置９０に供給されるようになっている。
【００５１】
　電子制御装置９０は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、入出力インターフェース等を備えた所
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謂マイクロコンピュータを含んで構成されており、ＣＰＵはＲＡＭの一時記憶機能を利用
しつつ予めＲＯＭに記憶されたプログラムに従って信号処理を行うことにより、エンジン
３０の出力制御や自動変速機１０の変速制御、ロックアップクラッチＬ／Ｕの係合、解放
制御などを実行するようになっており、必要に応じてエンジン制御用と変速制御用とに分
けて構成される。
【００５２】
　上記電子制御装置９０による自動変速機１０の変速制御は、レバーポジションセンサ７
４によって検出されるシフトレバー７２の操作ポジションＰSH、およびＳポジションセン
サ７５によって検出される「Ｓ」ポジションへのシフトレバー操作の有無に応じて行なわ
れ、例えばシフトレバー７２が「Ｄ」ポジションへ操作されると、電子制御装置９０は総
ての前進ギヤ段を自動的に切り換えて走行するフルレンジ自動変速モードを成立させる。
すなわち、前記リニアソレノイドバルブＳＬ１～ＳＬ５、ＳＬＵやＯＮ－ＯＦＦソレノイ
ドバルブＳＲを制御することにより、図２に示すように総てのクラッチＣおよびブレーキ
Ｂの作動状態を変化させて、第１速前進ギヤ段「１ｓｔ」～第８速前進ギヤ段「８ｔｈ」
の何れかの前進ギヤ段を成立させるのである。この変速制御は、例えば図８に示すように
車速Ｖおよびアクセル操作量Ａccをパラメータとして予め記憶された変速マップ等の変速
条件に従って行われ、車速Ｖが低くなったりアクセル操作量Ａccが大きくなったりするに
従って変速比が大きい低速側の前進ギヤ段を成立させる。
【００５３】
　また、シフトレバー７２が「Ｓ」ポジションへ操作されて、前記Ｓポジションセンサ７
５からＳポジション信号が供給されると、「Ｄ」ポジションで変速可能な変速範囲内すな
わち第１速前進ギヤ段「１ｓｔ」～第８速前進ギヤ段「８ｔｈ」の中で定められた複数の
変速レンジを任意に選択できるシーケンシャルモードを電気的に成立させる。「Ｓ」ポジ
ションには、車両の前後方向にアップシフト位置「（＋）」、およびダウンシフト位置「
（－）」が設けられており、シフトレバー７２がそれ等のアップシフト位置「（＋）」ま
たはダウンシフト位置「（－）」へ操作されると、そのことが前記アップシフトスイッチ
８０、ダウンシフトスイッチ８２によって検出され、アップ指令ＲUPやダウン指令ＲDNに
従って図９に示すように最高速段すなわち変速比が小さい高速側の変速範囲が異なる８つ
の変速レンジ「Ｄ」、「７」、「６」、「５」、「４」、「３」、「２」、「Ｌ」の何れ
かを電気的に成立させるとともに、各変速範囲内において例えば図８の変速マップに従っ
て自動的に変速制御を行う。したがって、例えば下り坂などでシフトレバー７２をダウン
シフト位置「（－）」へ繰り返し操作すると、変速レンジが例えば「４」レンジから、「
３」レンジ、「２」レンジ、「Ｌ」レンジへ切り換えられ、第４速前進ギヤ段「４ｔｈ」
から第３速前進ギヤ段「３ｒｄ」、第２速前進ギヤ段「２ｎｄ」、第１速前進ギヤ段「１
ｓｔ」へ順次ダウンシフトされて、エンジンブレーキが段階的に増大させられる。
【００５４】
　上記アップシフト位置「（＋）」およびダウンシフト位置「（－）」は何れも不安定で
、シフトレバー７２はスプリング等の付勢手段により自動的に「Ｓ」ポジションへ戻され
るとともに、アップシフトスイッチ８０、ダウンシフトスイッチ８２は何れも自動復帰型
のスイッチで、それぞれスプリング等の付勢手段により自動的にＯＦＦ状態に復帰するよ
うになっており、アップシフト位置「（＋）」またはダウンシフト位置「（－）」への操
作回数或いは保持時間などに応じて変速レンジが変更される。
【００５５】
　また、ロックアップクラッチＬ／Ｕの係合、解放制御は、上記自動変速機１０の変速制
御と併せて行なわれ、総ての前進ギヤ段において、ロックアップＯＮ時にＯＮ－ＯＦＦソ
レノイドバルブＳＬに通電して信号油圧ＰＳＬを出力することにより、Ｌ／Ｕリレーバル
ブ１１４が切り換えられてロックアップ油圧ＰＬＵがロックアップクラッチＬ／Ｕへ供給
されるようになる。そして、第１速前進ギヤ段「１ｓｔ」では、上記ＯＮ－ＯＦＦソレノ
イドバルブＳＬが励磁されて信号油圧ＰＳＬが出力されることにより、第２リレーバルブ
１１０がスプリングの付勢力に抗して切り換えられ、リニアソレノイドバルブＳＬ２の第
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２制御油圧ＰＳＬ２がＬ／Ｕコントロールバルブ１０８へ出力されるようになり、そのリ
ニアソレノイドバルブＳＬ２によりＬ／Ｕコントロールバルブ１０８を介してロックアッ
プ油圧ＰＬＵが制御され、そのロックアップ油圧ＰＬＵに応じてロックアップクラッチＬ
／Ｕのトルク容量が制御される。
【００５６】
　第２速前進ギヤ段「２ｎｄ」以上の各前進ギヤ段では、図２に示すようにＯＮ－ＯＦＦ
ソレノイドバルブＳＲに通電して信号油圧ＰＳＲの出力を停止することにより、第１リレ
ーバルブ１００は、スプリングの付勢力に従って第１制御油圧ＰＳＬＵをＬ／Ｕコントロ
ールバルブ１０８へ出力する側へ切り換えられる。そして、その状態でロックアップＯＮ
時にＯＮ－ＯＦＦソレノイドバルブＳＬに通電すると、その信号油圧ＰＳＬによってＬ／
Ｕリレーバルブ１１４が油圧出力側へ切り換えられ、リニアソレノイドバルブＳＬＵによ
りＬ／Ｕコントロールバルブ１０８を介してロックアップ油圧ＰＬＵを制御すれば、その
ロックアップ油圧ＰＬＵに応じてロックアップクラッチＬ／Ｕのトルク容量が制御される
。
【００５７】
　一方、本実施例では予め定められたロックアップ禁止条件を満たす時には、ロックアッ
プ禁止手段によりロックアップクラッチＬ／Ｕの係合が禁止されるとともに、ロックアッ
プクラッチＬ／Ｕの係合が禁止された時には、切換制限手段により、第２速前進ギヤ段「
２ｎｄ」以上の各前進ギヤ段においても、第１リレーバルブ１００が第１制御油圧ＰＳＬ
Ｕを第２ブレーキＢ２側へ出力する状態に保持されるようになっている。ロックアップ禁
止手段および切換制限手段による制御は、何れも前記電子制御装置９０によって実行され
、ロックアップ禁止手段は図１５のフローチャートに従って信号処理を行なう一方、切換
制限手段は図１６のフローチャートに従って信号処理を行なう。
【００５８】
　図１５のステップＲ１では、ロックアップ禁止条件を満足するか否かを判定する。ロッ
クアップ禁止条件は、車両環境や運転状態等に基づいて予め設定されており、本実施例で
はＡＴ油温ＴOIL が予め定められた温度よりも低い場合にはロックアップクラッチＬ／Ｕ
の係合を禁止するように定められている。すなわち、ＡＴ油温ＴOIL が低いと作動油の粘
性が高くなるため、ロックアップクラッチＬ／Ｕのトルク容量制御を高い応答性で適切に
行なうことが困難になる一方、トルクコンバータ３２による作動油の攪拌でＡＴ油温ＴOI

L を速やかに高めることが望ましいことなどから、ロックアップクラッチＬ／Ｕの係合を
禁止するのである。
【００５９】
　ステップＲ２では、上記ステップＲ１でロックアップクラッチＬ／Ｕの係合を禁止すべ
き旨の判定が為されたか否かを判断し、係合禁止の判定が為された場合はステップＲ３で
ロックアップクラッチＬ／Ｕの係合を禁止し、係合が可能であればステップＲ４でロック
アップクラッチＬ／Ｕの係合を許可する。ステップＲ３でロックアップクラッチＬ／Ｕの
係合が禁止されると、前記ＯＮ－ＯＦＦソレノイドバルブＳＬは非通電の状態に維持され
、ロックアップクラッチＬ／Ｕは解放状態に保持されるとともに、ロックアップクラッチ
Ｌ／Ｕのトルク容量を制御するための前記リニアソレノイドバルブＳＬ２またはＳＬＵの
電流制御が行なわれなくなる。
【００６０】
　また、切換制限手段によって実行される図１６のステップＳ１では、ロックアップクラ
ッチＬ／Ｕの係合が不可か否かを判断する。ステップＳ１の可否判断は、前記ステップＲ
３でロックアップクラッチＬ／Ｕの係合が禁止されたか否かの判断を含み、その係合禁止
を表すフラグ等によって判断できる。前記ステップＲ１と同様にロックアップ禁止条件を
満足するか否かを直接判断するようにしても良い。また、断線等の何らかの異常でロック
アップクラッチＬ／Ｕを係合させることができない場合も、ダイアグノーシス等により判
断する。そして、ロックアップクラッチＬ／Ｕの係合が不可であれば、ステップＳ２でＯ
Ｎ－ＯＦＦソレノイドバルブＳＲの通電を禁止する。これにより、第２速前進ギヤ段「２
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ｎｄ」以上の各前進ギヤ段においても、ＯＮ－ＯＦＦソレノイドバルブＳＲの信号油圧Ｐ
ＳＲが出力されるため、第１リレーバルブ１００は、その信号油圧ＰＳＲに基づいて第１
制御油圧ＰＳＬＵを第２ブレーキＢ２側へ出力する状態に保持されるようになる。図１１
の油圧制御回路は、第５速前進ギヤ段「５ｔｈ」のロックアップＯＮ時においてＯＮ－Ｏ
ＦＦソレノイドバルブＳＲがＯＦＦフェールした場合であるが、ロックアップクラッチＬ
／Ｕの係合が禁止されて、上記ステップＳ２でＯＮ－ＯＦＦソレノイドバルブＳＲが非通
電とされた場合も、実質的に図１１と同じ状態になる。但し、ロックアップＯＦＦである
ため、リニアソレノイドバルブＳＬＵの制御油圧ＰＳＬＵはＯＦＦ（油圧なしの破線）に
なる。
【００６１】
　ロックアップクラッチＬ／Ｕの係合が不可の場合は、ロックアップクラッチＬ／Ｕのト
ルク容量制御が不要であるため、第２速前進ギヤ段「２ｎｄ」以上の各前進ギヤ段におい
てトルク容量制御を行なうリニアソレノイドバルブＳＬＵの第１制御油圧ＰＳＬＵを第２
ブレーキＢ２側へ出力するように第１リレーバルブ１００を保持しても、ロックアップク
ラッチＬ／Ｕの制御には何等差し支えない一方、このように第１リレーバルブ１００を保
持すれば、第２速前進ギヤ段「２ｎｄ」以上の各前進ギヤ段から第１速前進ギヤ段「１ｓ
ｔ」へダウンシフトする際には、ＯＮ－ＯＦＦソレノイドバルブＳＲへの通電を遮断して
第１リレーバルブ１００を切り換え制御する必要がないため、リニアソレノイドバルブＳ
ＬＵの制御で直ちに第２ブレーキＢ２の係合圧ＰＢ２を制御して変速を行なうことができ
る。
【００６２】
　このように本実施例では、リニアソレノイドバルブＳＬＵをロックアップクラッチＬ／
Ｕのトルク容量制御に使用する第２速前進ギヤ段「２ｎｄ」～第８速前進ギヤ段「８ｔｈ
」では、基本的に図２に示すようにＯＮ－ＯＦＦソレノイドバルブＳＲに通電してその信
号油圧ＰＳＲの出力を停止させ、ロックアップクラッチＬ／Ｕを係合させるか否かに拘ら
ずリニアソレノイドバルブＳＬＵの制御油圧ＰＳＬＵがロックアップクラッチＬ／Ｕのト
ルク容量を制御するための油路へ出力されるように第１リレーバルブ１００が切り換え制
御されるため、ロックアップＯＮ時にその第１リレーバルブ１００を切り換え制御する必
要がなく、リニアソレノイドバルブＳＬＵによりトルク容量制御を行なってロックアップ
クラッチＬ／Ｕを速やかに係合させることができ、制御が容易で優れた制御性、応答性が
得られる。
【００６３】
　また、低油温時でロックアップクラッチＬ／Ｕの係合が禁止された場合などロックアッ
プクラッチＬ／Ｕの係合が不可の時には、図１６のステップＳ２でＯＮ－ＯＦＦソレノイ
ドバルブＳＲの通電が禁止され、第２速前進ギヤ段「２ｎｄ」～第８速前進ギヤ段「８ｔ
ｈ」においても、リニアソレノイドバルブＳＬＵの第１制御油圧ＰＳＬＵを第２ブレーキ
Ｂ２側へ出力するように第１リレーバルブ１００が保持されるため、それ等の第２速前進
ギヤ段「２ｎｄ」～第８速前進ギヤ段「８ｔｈ」から第１速前進ギヤ段「１ｓｔ」へダウ
ンシフトする際には、ＯＮ－ＯＦＦソレノイドバルブＳＲへの通電を遮断して第１リレー
バルブ１００を切り換え制御する必要がなく、リニアソレノイドバルブＳＬＵの制御で直
ちに第２ブレーキＢ２の係合圧ＰＢ２を制御して速やかに変速を行なうことができ、変速
時の制御が容易になって制御性や応答性が向上する。
【００６４】
　また、本実施例では、作動油の粘度が高い低油温時にロックアップクラッチＬ／Ｕの係
合が禁止された場合も、リニアソレノイドバルブＳＬＵの第１制御油圧ＰＳＬＵを第２ブ
レーキＢ２側へ出力するように第１リレーバルブ１００が保持され、第１速前進ギヤ段「
１ｓｔ」へダウンシフトする際に一々第１リレーバルブ１００を切り換え制御する必要が
ないため、作動油の高粘度に起因する第１リレーバルブ１００の切り換え遅れ、更には変
速遅れが防止される。
【００６５】
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　また、本実施例では、第１速前進ギヤ段「１ｓｔ」では、その第１速前進ギヤ段「１ｓ
ｔ」では係合させられることがないとともに第５速前進ギヤ段「５ｔｈ」以上の前進ギヤ
段で係合させられる第２クラッチＣ２の係合圧ＰＣ２を制御するリニアソレノイドバルブ
ＳＬ２を用いてロックアップクラッチＬ／Ｕのトルク容量を制御する一方、第２速前進ギ
ヤ段「２ｎｄ」以上の前進ギヤ段では、それ等の前進ギヤ段で係合させられることがない
とともに第１速前進ギヤ段「１ｓｔ」で係合させられる第２ブレーキＢ２の係合圧ＰＢ２
を制御するリニアソレノイドバルブＳＬＵを用いてロックアップクラッチＬ／Ｕのトルク
容量を制御するため、総ての前進ギヤ段でロックアップクラッチＬ／Ｕの係合制御が行な
われるようになり、燃費が向上するとともに、ロックアップクラッチＬ／Ｕのトルク容量
制御のために専用のソレノイドバルブを設ける必要がないため、油圧制御装置を簡単且つ
安価に構成できる。
【００６６】
　また、上記リニアソレノイドバルブＳＬ２およびＳＬＵによって係合させられる第２ク
ラッチＣ２および第２ブレーキＢ２の一方を係合するとともに他方を解放する第１速前進
ギヤ段「１ｓｔ」と第５速前進ギヤ段「５ｔｈ」との間の変速以外は、従来と同様にして
クラッチツークラッチ変速を行なうことが可能であるため、トルク抜け等の変速ショック
を生じることなく優れた応答性で適切に変速制御を行なうことができる。
【００６７】
　第１速前進ギヤ段「１ｓｔ」と第５速前進ギヤ段「５ｔｈ」との間で直接変速する場合
には、リニアソレノイドバルブＳＬ２およびＳＬＵの何れか一方を、自動変速機１０の変
速制御からロックアップクラッチＬ／Ｕのトルク容量制御へ移行するとともに、他方をロ
ックアップクラッチＬ／Ｕのトルク容量制御から自動変速機１０の変速制御へ移行する必
要があるが、本実施例では第１速前進ギヤ段「１ｓｔ」を成立させるために第２ブレーキ
Ｂ２を係合させる際に、第２リレーバルブ１１０は第２ブレーキＢ２の係合圧ＰＢ２に対
応する第１制御油圧ＰＳＬＵが予め定められた所定圧以上になるまで第２制御油圧ＰＳＬ
２を第２クラッチＣ２側へ供給する状態に保持されるため、急減速時や急加速時、或いは
マニュアル変速などで第５速前進ギヤ段「５ｔｈ」から第１速前進ギヤ段「１ｓｔ」へ飛
越しダウンシフトする場合には、第２ブレーキＢ２の係合圧ＰＢ２が所定圧以上になるま
で第２クラッチＣ２を係合状態に保持することが可能で、トルク抜けによる変速ショック
を防止しつつ変速を行なうことができる。第１速前進ギヤ段「１ｓｔ」から第５速前進ギ
ヤ段「５ｔｈ」へアップシフトする場合も、同様に第２ブレーキＢ２および第２クラッチ
Ｃ２を共に所定の係合状態に保持することができるため、必要に応じてそれ等をオーバー
ラップさせることにより変速ショックを抑制しつつ変速を行なうことができる。
【００６８】
　一方、上記実施例ではリニアソレノイドバルブＳＬＵの第１制御油圧ＰＳＬＵがそのま
ま第２ブレーキＢ２の油圧アクチュエタに供給されて第２ブレーキＢ２を係合させるよう
になっていたが、図１７に示すように第１リレーバルブ１００とカットオフバルブ１０２
との間にＢ２コントロールバルブ１２０を設けて、そのＢ２コントロールバルブ１２０に
より第１制御油圧ＰＳＬＵに応じてライン油圧ＰＬを調圧して第２ブレーキＢ２の油圧ア
クチュエータに供給するようにしても良い。カットオフバルブ１０２と第１チェックバル
ブ１０４との間にＢ２コントロールバルブ１２０を設けることもできる。また、他の摩擦
係合装置Ｃ１～Ｃ４、Ｂ１についても、同様にリニアソレノイドバルブＳＬ１～ＳＬ５の
制御油圧を信号圧としてコントロールバルブによりライン油圧ＰＬ等を調圧して、それ等
の油圧アクチュエータに供給するようにしても良い。
【００６９】
　なお、前記実施例では第２クラッチＣ２の係合圧ＰＣ２を制御するリニアソレノイドバ
ルブＳＬ２も、ロックアップクラッチＬ／Ｕのトルク容量制御に用いられるため、その第
２クラッチＣ２を係合させる第５速前進ギヤ段「５ｔｈ」～第８速前進ギヤ段「８ｔｈ」
が第１のギヤ段で、第１速前進ギヤ段「１ｓｔ」が第２のギヤ段で、第２クラッチＣ２、
リニアソレノイドバルブＳＬ２がそれぞれ請求項１に記載の所定の係合装置、ソレノイド
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バルブであると見做すことができるが、第２リレーバルブ１１０は、ＯＮ－ＯＦＦソレノ
イドバルブＳＬによってロックアップクラッチＬ／Ｕを係合させる時だけ、リニアソレノ
イドバルブＳＬ２の制御油圧ＰＳＬ２をロックアップクラッチＬ／Ｕのトルク容量制御側
の油路へ出力するように切り換えられるため、本発明とは前提となるロックアップ制御が
相違する。
【００７０】
　但し、ＯＮ－ＯＦＦソレノイドバルブＳＬとは別個に設けられたＯＮ－ＯＦＦソレノイ
ドバルブなどを用いて、第１速前進ギヤ段「１ｓｔ」では、ロックアップクラッチＬ／Ｕ
を係合させるか否かに拘らずリニアソレノイドバルブＳＬ２の制御油圧ＰＳＬ２がロック
アップクラッチＬ／Ｕのトルク容量を制御するための油路へ出力されるように第２リレー
バルブ１１０を切り換え制御する一方、低油温時でロックアップクラッチＬ／Ｕの係合が
禁止された場合などロックアップクラッチＬ／Ｕの係合が不可の時には、第２リレーバル
ブ１１０の切換を制限して、第１速前進ギヤ段「１ｓｔ」時にもリニアソレノイドバルブ
ＳＬ２の第２制御油圧ＰＳＬ２が第２クラッチＣ２側へ出力されるように第２リレーバル
ブ１１０を保持するようにすれば、本発明の一実施態様となる。
【００７１】
　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、これ等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】
【００７２】
【図１】本発明が適用された油圧制御装置を備えている車両用自動変速機を説明する骨子
図である。
【図２】図１の車両用自動変速機の各ギヤ段を成立させる際の係合要素およびソレノイド
バルブの作動状態を説明する図である。
【図３】図１の車両用自動変速機において、ギヤ段毎に各回転要素の回転速度を直接で結
んだ共線図である。
【図４】図１の車両用自動変速機が備えている制御系統の要部を説明するブロック線図で
ある。
【図５】図４の油圧制御回路の要部を示す回路図である。
【図６】図５の油圧制御回路のリニアソレノイドバルブＳＬＵ、ＳＬ２の制御油圧の出力
先をギヤ段に応じて示す図である。
【図７】図４のシフトレバーのシフトパターンの一例を説明する図である。
【図８】図１の車両用自動変速機のギヤ段を運転状態に応じて自動的に切り換える変速マ
ップの一例を説明する図である。
【図９】図７のシフトレバーの操作で切り換えられる変速レンジを説明する図である。
【図１０】図５の油圧制御回路において、第５速前進ギヤ段「５ｔｈ」で且つロックアッ
プＯＮ時の油圧の有無を実線および破線で示す回路図である。
【図１１】図１０において断線などでＯＮ－ＯＦＦソレノイドバルブＳＲがＯＦＦフェー
ルした場合の油圧の有無を実線および破線で示す回路図である。
【図１２】図５の油圧制御回路において、第１速前進ギヤ段「１ｓｔ」で且つロックアッ
プＯＮ時の油圧の有無を実線および破線で示す回路図である。
【図１３】図５の油圧制御回路において、後進ギヤ段「Ｒｅｖ」時（ロックアップクラッ
チＬ／ＵはＯＦＦ）の油圧の有無を実線および破線で示す回路図である。
【図１４】図５の油圧制御回路において、コネクタ外れなどで電源がＯＦＦフェールした
場合にシフトレバーが後進走行用の「Ｒ」ポジションへ操作された時の油圧の有無を実線
および破線で示す回路図である。
【図１５】図４の電子制御装置が機能的に備えているロックアップ禁止手段の制御内容を
説明するフローチャートである。
【図１６】図４の電子制御装置が機能的に備えているリレーバルブの切換制限手段の制御
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内容を説明するフローチャートである。
【図１７】本発明の他の実施例を説明する図で、図５に対応する回路図である。
【符号の説明】
【００７３】
　１０：車両用自動変速機　　３２：トルクコンバータ（流体式伝動装置）　　７８：Ａ
Ｔ油温センサ　　９０：電子制御装置　　９８：油圧制御回路　　１００：第１リレーバ
ルブ（リレーバルブ）　　ＳＬＵ：リニアソレノイドバルブ（ソレノイドバルブ）　　Ｌ
／Ｕ：ロックアップクラッチ　　Ｂ２：第２ブレーキ（所定の係合装置）　　ＰＳＬＵ：
第１制御油圧（制御油圧）　　ＰＢ２：Ｂ２の係合圧　　ＰＬＵ：ロックアップ油圧（Ｌ
／Ｕのトルク容量）　　１ｓｔ：第１速前進ギヤ段（第１のギヤ段）　　２ｎｄ～８ｔｈ
：第２速～第８速前進ギヤ段（第２のギヤ段）　　ステップＳ１、Ｓ２：切換制限手段

【図１】

【図２】

【図３】



(19) JP 4333631 B2 2009.9.16

【図４】 【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】



(20) JP 4333631 B2 2009.9.16

【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】



(21) JP 4333631 B2 2009.9.16

【図１４】 【図１５】

【図１６】

【図１７】



(22) JP 4333631 B2 2009.9.16

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  安倍　晶治
            愛知県豊田市トヨタ町１番地　トヨタ自動車株式会社内
(72)発明者  野崎　和俊
            愛知県豊田市トヨタ町１番地　トヨタ自動車株式会社内
(72)発明者  太田　博文
            愛知県豊田市トヨタ町１番地　トヨタ自動車株式会社内
(72)発明者  鎌田　淳史
            愛知県豊田市トヨタ町１番地　トヨタ自動車株式会社内

    審査官  小川　克久

(56)参考文献  特開２００４－０４４６１７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０７－０７１５９１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５８－２０３２６３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－１０５５３６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０７－２９３６８６（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ１６Ｈ　　５９／００－６１／２４
              Ｆ１６Ｈ　　６３／４０－６３／５０


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

