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(57)【要約】
　メカオイルポンプ９の出力圧が所定の油圧よりも高い
ときに、電動オイルポンプ（２５）から油圧制御対象部
にオイルを供給することを禁止して、電動オイルポンプ
（２５）から出力されたオイルを排出する油路を連通さ
せる機能と、メカオイルポンプ（９）の出力圧が所定の
油圧よりも低いときに、電動オイルポンプ（２５）から
油圧制御対象部（２０，Ｃ）にオイルを供給する油路を
連通させる機能とを有する切り替えバルブ（３４）を備
え、メカオイルポンプ（９）の出力圧が所定の油圧より
も低くなり電動オイルポンプ（２５）と油圧制御対象部
（２０，Ｃ）とが連通する以前に、電動オイルポンプ（
２５）からオイルを出力する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動力源によって駆動させることができるメカオイルポンプと、電動機の出力トルクに
よって駆動する電動オイルポンプと、前記メカオイルポンプおよび前記電動オイルポンプ
のうち少なくともいずれか一方のオイルポンプから供給される油圧により制御される油圧
制御対象部とを備えた車両の油圧制御装置において、
　前記メカオイルポンプの出力圧が予め定められた所定の油圧よりも高いときに、前記電
動オイルポンプから前記油圧制御対象部にオイルを供給することを禁止して、前記電動オ
イルポンプから出力されたオイルを排出する油路を連通させる機能と、前記メカオイルポ
ンプの出力圧が所定の油圧よりも低いときに、前記電動オイルポンプから前記油圧制御対
象部にオイルを供給する油路を連通させる機能とを有する切り替えバルブを備え、
　前記メカオイルポンプの出力圧が前記所定の油圧よりも低くなり前記電動オイルポンプ
から前記油圧制御対象部にオイルを供給する油路が連通する以前に、前記電動オイルポン
プからオイルを出力することを特徴とする車両の油圧制御装置。
【請求項２】
　前記油圧制御対象部に供給されるオイルの一部が、前記油圧制御対象部よりも要求され
る油圧が低圧の低圧供給部に流動する第１油路を更に備え、
　前記切り替えバルブは、前記メカオイルポンプの出力圧が前記所定の油圧よりも低く前
記電動オイルポンプから前記油圧制御対象部にオイルを供給する油路が連通したときに、
前記電動オイルポンプから出力されたオイルが前記第１油路を流動して前記油圧制御対象
部に供給され、かつ前記低圧供給部へのオイルの流動を禁止するように構成されている
ことを特徴とする請求項１に記載の車両の油圧制御装置。
【請求項３】
　前記油圧制御対象部に供給する油圧を調圧しかつ出力側に前記第１油路が連通した調圧
バルブと、
　前記第１油路から前記低圧供給部にオイルが流動する流量を低減させる第１オリフィス
と、
　前記メカオイルポンプおよび前記調圧バルブに連通し、前記駆動力源の回転数が所定の
回転数以上のときに、前記低圧供給部にオイルを供給する第２油路と
を更に備えていることを特徴とする請求項２に記載の車両の油圧制御装置。
【請求項４】
　前記メカオイルポンプから出力された油圧を元圧として前記油圧制御対象部の油圧を制
御する制御バルブを更に備え、
　前記制御バルブは、前記電動オイルポンプから前記油圧制御対象部にオイルを供給して
いるときに、前記油圧制御対象部の油圧がその油圧制御対象部に要求される油圧よりも高
くなると開弁して前記油圧制御対象部の油圧を低下させるように構成されている
ことを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の車両の油圧制御装置。
【請求項５】
　前記メカオイルポンプと前記制御バルブとに連通した油路に、前記メカオイルポンプ側
にオイルが流動することを禁止する第１逆止弁を更に備え、
　前記切り替えバルブは、前記メカオイルポンプから出力される油圧が前記所定の油圧よ
りも高いときに、前記第１逆止弁の入力側の油路と前記第１逆止弁の出力側の油路を連通
させるように構成されている
ことを特徴とする請求項４に記載の車両の油圧制御装置。
【請求項６】
　前記切り替えバルブは、前記電動オイルポンプと連通した入力ポートと、前記メカオイ
ルポンプの油圧が前記所定の油圧よりも低いときに前記電動オイルポンプから出力された
オイルを排出するドレーンポートと、前記制御バルブの入力側の油路に連通した出力ポー
トとを備え、
　前記制御バルブは、通電される電流に応じて出力圧を変化させる第１リニアソレノイド
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バルブを含み、
　前記第１リニアソレノイドバルブに供給される油圧が低いときに前記油圧制御対象部の
油圧を制御するために通電する電流値が、前記第１リニアソレノイドバルブに供給される
油圧が高いときに前記油圧制御対象部の油圧を制御するために通電される電流値よりも高
くなるように補正する補正手段を備えている
ことを特徴とする請求項４または５に記載の車両の油圧制御装置。
【請求項７】
　前記補正手段は、前記メカオイルポンプから出力される油圧が前記所定の油圧よりも低
く、前記電動オイルポンプから前記油圧制御対象部にオイルを供給しているときに、前記
油圧制御対象部の油圧を制御するために前記第１リニアソレノイドバルブに通電される電
流値を、前記メカオイルポンプから出力される油圧が前記所定の油圧よりも高く、前記メ
カオイルポンプから前記油圧制御対象部にオイルを供給しているときに、前記油圧制御対
象部の油圧を制御するために前記第１ソレノイドバルブに通電される電流値よりも高くす
るように補正する手段を含むことを特徴とする請求項６に記載の車両の油圧制御装置。
【請求項８】
　前記メカオイルポンプの出力圧が所定の油圧よりも高く前記電動オイルポンプから出力
されたオイルを排出するときに、その排出されるオイルが流動する油路の流量を低減させ
る第２オリフィスが設けられていることを特徴とする請求項１ないし７のいずれかに記載
の車両の油圧制御装置。
【請求項９】
　前記所定の油圧は、前記油圧制御対象部に要求される最大の油圧よりも高い油圧を含む
ことを特徴とする請求項１ないし８のいずれかに記載の車両の油圧制御装置。
【請求項１０】
　前記所定の油圧は、前記電動オイルポンプから出力することができる最大の油圧よりも
低い油圧を含むことを特徴とする請求項１ないし９のいずれかに記載の車両の油圧制御装
置。
【請求項１１】
　前記油圧制御対象部は、車両が発進するときに係合させられる係合装置を含むことを特
徴とする請求項１にないし１０のいずれかに記載の車両の油圧制御装置。
【請求項１２】
　前記電動オイルポンプと前記切り替えバルブとに連通した油路に、前記電動オイルポン
プ側にオイルが流動することを禁止する第２逆止弁が設けられていることを特徴とする請
求項１１に記載の車両の油圧制御装置。
【請求項１３】
　前記油圧制御対象部は、供給される油圧に応じて変速機構の変速比を変化させ、かつ油
圧が排出されることにより前記変速比が小さくなるように構成された油圧アクチュエータ
を含むことを特徴とする請求項１ないし１２のいずれかに記載の車両の油圧制御装置。
【請求項１４】
　前記駆動力源から出力されたトルクを流体流によって伝達する流体継手と、
　前記流体継手と並列に配置されかつ係合することによって該流体継手を介さずに駆動力
源から出力されたトルクを伝達するロックアップクラッチと
を備え、
　前記油圧制御対象部は、通電される電流に応じて前記ロックアップクラッチの係合圧を
制御する第２リニアソレノイドバルブを含む
ことを特徴とする請求項１ないし１３のいずれかに記載の車両の油圧制御装置。
【請求項１５】
　前記切り替えバルブは、前記メカオイルポンプから出力されたオイルが信号圧として供
給され、そのオイルの油圧に応じて作動するように構成されていることを特徴とする請求
項１ないし１４のいずれかに記載の車両の油圧制御装置。
【請求項１６】
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　前記切り替えバルブは、前記電動オイルポンプから出力されたオイルが信号圧として供
給され、そのオイルの油圧に応じて作動するように構成されていることを特徴とする請求
項１ないし１４のいずれかに記載の車両の油圧制御装置。
【請求項１７】
　前記切り替えバルブは、前記信号圧に基づいてスプールを押圧する荷重と対抗してスプ
リングのバネ力が前記スプールを押圧するように構成され、前記スプールを押圧する荷重
のバランスに応じて連通させる油路を切り替えるように構成されたスプールバルブを含む
ことを特徴とする請求項１５または１６に記載の車両の油圧制御装置。
【請求項１８】
　前記電動オイルポンプは、前記メカオイルポンプの出力圧が所定の油圧よりも低いとき
に、前記油圧制御対象部に要求される油圧に応じて出力圧を制御するように構成されてい
ることを特徴とする請求項１ないし１７のいずれかに記載の車両の油圧制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、車両の駆動力源の出力トルクによって駆動されてオイルを吐出することが
できるように構成されたメカオイルポンプを備えた車両の油圧制御装置に関し、特に、走
行中や停車中に駆動力源を停止させることができる車両の油圧制御装置に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　駆動力源として機能するエンジンの回転数を変化させるための変速機や、係合圧に応じ
て伝達トルク容量が変化する係合装置などの油圧を制御するように構成された車両が知ら
れている。このように構成された車両は、通常、エンジンの出力トルクによって駆動する
ことができるように、エンジンと一体に回転する回転部材に連結されたメカオイルポンプ
を備えている。そのメカオイルポンプから吐出されたオイルの油圧を所定の油圧に調圧し
、その調圧されたライン圧を元圧として、上記変速機や係合装置などの油圧制御対象部の
油圧が制御される。また、ライン圧を所定の油圧に調圧する際に余剰となったオイルをト
ルクコンバータや潤滑部に供給するように構成される場合がある。
【０００３】
　一方、エンジンから駆動輪に動力を伝達する必要がなく、かつエンジンの駆動力によっ
て発電するオルタネータなどの補機類を駆動させる必要がない場合には、燃費を向上させ
るために、エンジンを停止させるように制御する車両が知られている。このような制御は
、エコラン制御あるいはアイドルストップ制御と称される場合がある。
【０００４】
　上記のようにエンジンの出力トルクによって駆動するメカオイルポンプを備えた車両で
アイドルストップ制御を実行すると、メカオイルポンプからオイルが吐出されないため、
変速機によって変速することができなくなったり、係合装置を係合させることができなく
なったりしてしまう可能性がある。そのため、エンジンとは独立して駆動することができ
るように構成された電動機を備え、その電動機の出力トルクによって駆動される電動オイ
ルポンプを更に備えた車両が知られている。
【０００５】
　そのようにメカオイルポンプと電動オイルポンプとを備えた車両の油圧制御装置が、特
開２０１０－２０９９９１号公報に記載されている。この特開２０１０－２０９９９１号
公報に記載された油圧制御装置は、アイドルストップ制御を実行しているときに、変速制
御するための油圧アクチュエータなどに電動オイルポンプからオイルを供給し、冷却部や
潤滑部に電動オイルポンプからオイルが流動することを禁止するように構成されている。
具体的には、メカオイルポンプから吐出された油圧が、逆止弁および制御弁を介して油圧
アクチュエータに供給されるように構成されていて、その制御弁とアクチュエータとに連
通した油路に、逆止弁を介して電動オイルポンプから油圧が供給されるように構成されて
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いる。このように油圧制御装置を構成した場合には、アイドルストップ制御が実行されて
メカオイルポンプから油圧が吐出されなくなるときに、電動オイルポンプが駆動されて油
圧アクチュエータに油圧が供給される。したがって、油圧アクチュエータの油圧は、電動
オイルポンプから吐出される油圧を制御することにより、あるいは上記制御弁を制御して
油圧アクチュエータの油圧が高くなったときにその油圧を排出するなどして制御すること
により、アイドルストップ制御時であっても油圧アクチュエータの油圧を制御すること、
より具体的には変速制御することができる。また、電動オイルポンプから吐出された油圧
が冷却部や潤滑部に供給されることがないので、電動オイルポンプを小型化することがで
きる。
【０００６】
　しかしながら、特開２０１０－２０９９９１号公報に記載されたように油圧制御装置を
構成した場合には、電動オイルポンプが駆動し始めた時点では、その電動オイルポンプの
上流側の油路に空気などの気体が混在している可能性がある。そのため、電動オイルポン
プの上流側の油路に気体が混在している状態で、電動オイルポンプを駆動させて油圧アク
チュエータに油圧を供給すると、油圧アクチュエータの制御性が低下してしまう可能性が
ある。また、電動オイルポンプが駆動し始めたときに、上記制御弁を開弁して電動オイル
ポンプの上流側の油路に混在した気体を排出するように制御した場合には、その気体を排
出している間は、油圧アクチュエータの油圧が上昇しにくく、言い換えると油圧アクチュ
エータの油圧の増加率が低下するので、油圧の応答性が低下してしまう可能性がある。
【発明の概要】
【０００７】
　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、駆動力源が停止して電
動オイルポンプから油圧制御対象部に油圧を供給するときに、その油圧制御対象部に供給
されるオイルに気体が混在することを抑制もしくは防止することができる車両の油圧制御
装置を提供することを目的とするものである。
【０００８】
　この発明は、上記の目的を達成するために、駆動力源によって駆動させることができる
メカオイルポンプと、電動機の出力トルクによって駆動する電動オイルポンプと、前記メ
カオイルポンプおよび前記電動オイルポンプのうち少なくともいずれか一方のオイルポン
プから供給される油圧により制御される油圧制御対象部とを備えた車両の油圧制御装置に
おいて、前記メカオイルポンプの出力圧が予め定められた所定の油圧よりも高いときに、
前記電動オイルポンプから前記油圧制御対象部にオイルを供給することを禁止して、前記
電動オイルポンプから出力されたオイルを排出する油路を連通させる機能と、前記メカオ
イルポンプの出力圧が所定の油圧よりも低いときに、前記電動オイルポンプから前記油圧
制御対象部にオイルを供給する油路を連通させる機能とを有する切り替えバルブを備え、
前記メカオイルポンプの出力圧が前記所定の油圧よりも低くなり前記電動オイルポンプか
ら前記油圧制御対象部にオイルを供給する油路が連通する以前に、前記電動オイルポンプ
からオイルを出力する。
【０００９】
　前記油圧制御対象部に供給されるオイルの一部が、前記油圧制御対象部よりも要求され
る油圧が低圧の低圧供給部に流動する第１油路を更に備え、前記切り替えバルブは、前記
メカオイルポンプの出力圧が前記所定の油圧よりも低く前記電動オイルポンプから前記油
圧制御対象部にオイルを供給する油路が連通したときに、前記電動オイルポンプから出力
されたオイルが前記第１油路を流動して前記油圧制御対象部に供給され、かつ前記低圧供
給部へのオイルの流動を禁止するように構成されている。
【００１０】
　前記油圧制御対象部に供給する油圧を調圧しかつ出力側に前記第１油路が連通した調圧
バルブと、前記第１油路から前記低圧供給部にオイルが流動する流量を低減させる第１オ
リフィスと、前記メカオイルポンプおよび前記調圧バルブに連通し、前記駆動力源の回転
数が所定の回転数以上のときに、前記低圧供給部にオイルを供給する第２油路とを更に備
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えている。
【００１１】
　前記メカオイルポンプから出力された油圧を元圧として前記油圧制御対象部の油圧を制
御する制御バルブを更に備え、前記制御バルブは、前記電動オイルポンプから前記油圧制
御対象部にオイルを供給しているときに、前記油圧制御対象部の油圧がその油圧制御対象
部に要求される油圧よりも高くなると開弁して前記油圧制御対象部の油圧を低下させるよ
うに構成されている。
【００１２】
　前記メカオイルポンプと前記制御バルブとに連通した油路に、前記メカオイルポンプ側
にオイルが流動することを禁止する第１逆止弁を更に備え、前記切り替えバルブは、前記
メカオイルポンプから出力される油圧が前記所定の油圧よりも高いときに、前記第１逆止
弁の入力側の油路と前記第１逆止弁の出力側の油路を連通させるように構成されている。
【００１３】
　前記切り替えバルブは、前記電動オイルポンプと連通した入力ポートと、前記メカオイ
ルポンプの油圧が前記所定の油圧よりも低いときに前記電動オイルポンプから出力された
オイルを排出するドレーンポートと、前記制御バルブの入力側の油路に連通した出力ポー
トとを備え、前記制御バルブは、通電される電流に応じて出力圧を変化させる第１リニア
ソレノイドバルブを含み、前記第１リニアソレノイドバルブに供給される油圧が低いとき
に前記油圧制御対象部の油圧を制御するために通電する電流値が、前記第１リニアソレノ
イドバルブに供給される油圧が高いときに前記油圧制御対象部の油圧を制御するために通
電される電流値よりも高くなるように補正する補正手段を備えている。
【００１４】
　前記補正手段は、前記メカオイルポンプから出力される油圧が前記所定の油圧よりも低
く、前記電動オイルポンプから前記油圧制御対象部にオイルを供給しているときに、前記
油圧制御対象部の油圧を制御するために前記第１リニアソレノイドバルブに通電される電
流値を、前記メカオイルポンプから出力される油圧が前記所定の油圧よりも高く、前記メ
カオイルポンプから前記油圧制御対象部にオイルを供給しているときに、前記油圧制御対
象部の油圧を制御するために前記第１ソレノイドバルブに通電される電流値よりも高くす
るように補正する手段を含んでもよい。
【００１５】
　前記メカオイルポンプの出力圧が所定の油圧よりも高く前記電動オイルポンプから出力
されたオイルを排出するときに、その排出されるオイルが流動する油路の流量を低減させ
る第２オリフィスが設けられている。
【００１６】
　前記所定の油圧は、前記油圧制御対象部に要求される最大の油圧よりも高い油圧を含ん
でもよい。
【００１７】
　前記所定の油圧は、前記電動オイルポンプから出力することができる最大の油圧よりも
低い油圧を含んでもよい。
【００１８】
　前記油圧制御対象部は、車両が発進するときに係合させられる係合装置を含んでもよい
。
【００１９】
　前記電動オイルポンプと前記切り替えバルブとに連通した油路に、前記電動オイルポン
プ側にオイルが流動することを禁止する第２逆止弁が設けられている。
【００２０】
　前記油圧制御対象部は、供給される油圧に応じて変速機構の変速比を変化させ、かつ油
圧が排出されることにより前記変速比が小さくなるように構成された油圧アクチュエータ
を含んでもよい。
【００２１】
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　前記駆動力源から出力されたトルクを流体流によって伝達する流体継手と、前記流体継
手と並列に配置されかつ係合することによって該流体継手を介さずに駆動力源から出力さ
れたトルクを伝達するロックアップクラッチとを備え、前記油圧制御対象部は、通電され
る電流に応じて前記ロックアップクラッチの係合圧を制御する第２リニアソレノイドバル
ブを含んでもよい。
【００２２】
　前記切り替えバルブは、前記メカオイルポンプから出力されたオイルが信号圧として供
給され、そのオイルの油圧に応じて作動するように構成されている。
【００２３】
　前記切り替えバルブは、前記電動オイルポンプから出力されたオイルが信号圧として供
給され、そのオイルの油圧に応じて作動するように構成されている。
【００２４】
　前記切り替えバルブは、前記信号圧に基づいてスプールを押圧する荷重と対抗してスプ
リングのバネ力が前記スプールを押圧するように構成され、前記スプールを押圧する荷重
のバランスに応じて連通させる油路を切り替えるように構成されたスプールバルブを含ん
でもよい。
【００２５】
　前記電動オイルポンプは、前記メカオイルポンプの出力圧が所定の油圧よりも低いとき
に、前記油圧制御対象部に要求される油圧に応じて出力圧を制御するように構成されてい
る。
【００２６】
　この発明によれば、駆動力源によって駆動させられるメカオイルポンプの出力圧が予め
定められた所定の油圧よりも高いときに、電動機の出力トルクによって駆動する電動オイ
ルポンプから油圧制御対象部にオイルを供給することを禁止して、電動オイルポンプから
出力されたオイルを排出する油路を連通させる機能と、メカオイルポンプの出力圧が所定
の油圧よりも低いときに、電動オイルポンプから油圧制御対象部にオイルを供給する油路
を連通させる機能とを有する切り替えバルブを備えている。そして、メカオイルポンプの
出力圧が所定の油圧よりも低くなり電動オイルポンプから油圧制御対象部にオイルを供給
する油路が連通する以前に、電動オイルポンプからオイルを出力するように構成されてい
る。そのため、電動オイルポンプから油圧制御対象部にオイルを供給する油路が連通する
以前に、電動オイルポンプから出力されたオイルとともに、その電動オイルポンプの出力
側の油路に混在する空気を排出することができるので、電動オイルポンプから油圧制御対
象部にオイルを供給し始めたときに、その油圧制御対象部に供給されるオイルに空気が混
在することを抑制もしくは防止することができる。その結果、電動オイルポンプから油圧
制御対象部にオイルを供給しているときにおける油圧制御対象部の油圧の制御性や応答性
が低下してしまうことを抑制もしくは防止することができる。
【００２７】
　また、油圧制御対象部に供給されるオイルの一部を、油圧制御対象部よりも要求される
油圧が低圧の低圧供給部に供給する第１油路を備え、メカオイルポンプの出力圧が所定の
油圧よりも低く電動オイルポンプから油圧制御対象部にオイルを供給する油路が連通する
ときに、電動オイルポンプから出力されたオイルが第１油路を流動して油圧制御対象部に
供給され、かつ低圧供給部へのオイルの流動を禁止する場合には、電動オイルポンプから
出力されたオイルが低圧供給部に供給されてしまうことを抑制もしくは防止することがで
き、その結果、電動オイルポンプの容量を小さくすることができるので、電動オイルポン
プを小型化することができる。また、電動オイルポンプから第１油路を介して油圧制御対
象部にオイルを供給することができる。すなわち、電動オイルポンプが駆動していないと
きに、低圧供給部にオイルを供給する第１油路を共用することができる。その結果、油圧
制御装置が大型化してしまうことを抑制もしくは防止することができる。
【００２８】
　さらに、油圧制御対象部に供給する油圧を調圧しかつ出力側に第１油路が連通した調圧
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バルブと、第１油路から低圧供給部にオイルを供給する油量を制限する第１オリフィスと
、メカオイルポンプと調圧バルブとが連通し、駆動力源の回転数が所定の回転数以上のと
きに、低圧供給部にオイルを供給する第２油路とを更に備えている。そのため、駆動力源
の回転数が所定の回転数以上となったときには、第１油路と第２油路とから低圧供給部に
オイルを供給することができる。
【００２９】
　一方、メカオイルポンプから出力された油圧を元圧として油圧制御対象部の油圧を制御
する制御バルブを備え、電動オイルポンプから油圧制御対象部にオイルを供給していると
きに、油圧制御対象部の油圧がその油圧制御対象部に要求される油圧よりも高くなると開
弁して油圧制御対象部の油圧を低下させるように制御バルブが構成されている場合には、
制御バルブを、いわゆるリリーフバルブとして機能させることができる。その結果、電動
オイルポンプから油圧制御対象部にオイルを供給するときのために、リリーフバルブを設
けるなどによって油圧制御装置の大型化してしまうことを抑制もしくは防止することがで
きる。
【００３０】
　また、メカオイルポンプと制御バルブとに連通した油路に、メカオイルポンプ側にオイ
ルが流動することを禁止する第１逆止弁を備え、メカオイルポンプから出力される油圧が
所定の油圧よりも高いときに、第１逆止弁の入力側の油路と出力側の油路とを連通させる
ように切り替えバルブが構成されている場合には、第１逆止弁が開弁することができない
ようなフェールを生じたときに、切り替えバルブを介してメカオイルポンプから油圧制御
対象部にオイルを供給することができる。また、電動オイルポンプと油圧制御対象部とを
連通させることができないようなフェールが生じたときであっても、第１逆止弁を介して
メカオイルポンプから油圧制御対象部にオイルを供給することができる。
【００３１】
　さらに、電動オイルポンプから出力されたオイルが、通電される電流に応じて出力圧を
変化させる第１リニアソレノイドバルブの入力側に供給されるように構成されている場合
に、その第１リニアソレノイドバルブに通電する電流を、第１リニアソレノイドバルブに
供給される油圧に応じて補正することにより、第１リニアソレノイドバルブに供給される
油圧に応じて第１リニアソレノイドバルブから出力される油圧が変動してしまうことを抑
制もしくは防止することができる。
【００３２】
　特に、メカオイルポンプから出力される油圧が所定の油圧よりも低く、電動オイルポン
プから油圧制御対象部にオイルを供給しているときに、油圧制御対象部の油圧を制御する
ために第１リニアソレノイドバルブに通電される電流値を、メカオイルポンプから出力さ
れる油圧が所定の油圧よりも高く、メカオイルポンプから油圧制御対象部にオイルを供給
しているときに、油圧制御対象部の油圧を制御するために第１リニアソレノイドバルブに
通電される電流値よりも高くするように補正することにより、電動オイルポンプから油圧
制御対象部にオイルを供給するときに、第１リニアソレノイドバルブから出力される油圧
が低下して油圧制御対象部の油圧不足が生じてしまうことを抑制もしくは防止することが
できる。
【００３３】
　また、メカオイルポンプの出力圧が所定の油圧よりも高く、電動オイルポンプから出力
されたオイルを排出するときに、その排出されるオイルが流動する油路の流量を低減させ
る第２オリフィスを設けることにより、電動オイルポンプの出力圧を増大させることがで
きる。その結果、電動オイルポンプと油圧制御対象部とが連通した時点で、油圧制御対象
部に供給される油圧が不足することを抑制もしくは防止することができる。
【００３４】
　一方、上記所定の油圧が、油圧制御対象部に要求される最大の油圧よりも高い油圧を含
む場合には、切り替えバルブが切り替わる以前に、油圧制御対象部の油圧が不足すること
を抑制もしくは防止することができる。
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【００３５】
　また、上記所定の油圧が、電動オイルポンプから出力することができる最大の油圧より
も低い油圧を含む場合には、切り替えバルブが切り替わって電動オイルポンプと油圧制御
対象部とが連通したときに、油圧制御対象部からオイルが電動オイルポンプ側に流動する
ことを抑制もしくは防止することができる。その結果、切り替えバルブが切り替わること
により油圧制御対象部の油圧が低下してしまうことを抑制もしくは防止することができる
とともに、電動オイルポンプに高い油圧が流動してしまうことを抑制もしくは防止するこ
とができる。
【００３６】
　他方、油圧制御対象部が、車両が発進する時に係合させられる係合装置を含む場合には
、車両が発進する以前あるいは再度加速する以前に、電動オイルポンプから係合装置にオ
イルを供給することによって、車両が発進するためや再度加速するために係合装置を係合
させるまでの時間を短くすることができ、その結果、加速応答遅れを抑制もしくは防止す
ることができる。
【００３７】
　そのように電動オイルポンプから係合装置にオイルを供給するように構成されている場
合に、電動オイルポンプと切り替えバルブとに連通した油路に、電動オイルポンプ側にオ
イルが流動することを禁止する第２逆止弁を設けることによって、メカオイルポンプの出
力圧が低下しかつ電動オイルポンプが駆動していないときに、係合装置から電動オイルポ
ンプにオイルが流動して電動オイルポンプからオイルが漏洩することを抑制もしくは防止
することができる。
【００３８】
　また、流体継手と並列に設けられたロックアップクラッチの係合圧を制御する第２リニ
アソレノイドバルブに電動オイルポンプからオイルを供給するように構成することによっ
て、車両を牽引し始めるときに、電動オイルポンプから出力されたオイルによってロック
アップクラッチを係合させることができ、その結果、駆動輪から伝達されたトルクによっ
てメカオイルポンプを駆動させることができる。そのため、牽引を開始した後には、メカ
オイルポンプによって低圧供給部にオイルを供給することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】この発明に係る車両の油圧制御装置の一例を説明するための油圧回路図である。
【図２】この発明における車両の対象とすることができる動力伝達装置の一例を説明する
ための模式図である。
【図３】この発明における車両の油圧制御の他の構成例を説明するための油圧回路図であ
り、係合装置に電動オイルポンプからオイルを供給することができる構成を示す油圧回路
図である。
【図４】油圧アクチュエータに電動オイルポンプからオイルを供給することができる油圧
制御装置の構成を説明するための油圧回路図である。
【図５】図４に示す油圧制御回路における逆止弁がフェールしたときであっても、油圧ア
クチュエータにメカオイルポンプからオイルを供給することができる構成を説明するため
の油圧回路図である。
【図６】係合装置および油圧アクチュエータに電動オイルポンプからオイルを供給するこ
とができる構成を説明するための油圧回路図である。
【図７】リニアソレノイドバルブに通電する電流値を補正する手段を説明するためのグラ
フである。
【図８】図６に示す油圧回路図において係合装置から電動オイルポンプにオイルが流動す
ることを禁止する構成を説明するための油圧回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　この発明で対象とする車両は、駆動力源から伝達されるトルクによって駆動してオイル
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を吐出することができるメカオイルポンプと、そのメカオイルポンプの吐出圧を元圧とし
て制御される油圧制御対象部とを備えたものであり、それらメカオイルポンプと油圧制御
対象部とを備えた動力伝達装置の構成の一例を図２に模式的に示している。図２に示す動
力伝達装置は、駆動力源として機能するエンジン１を備えている。このエンジン１は、供
給された燃料を燃焼して動力を出力するものであり、ガソリンエンジンやディーゼルエン
ジンあるいはＬＰＧエンジンなどである。そして、エンジン１には、そのエンジン１をク
ランキングさせるためのスタータモータ２が連結されている。なお、図２には、エンジン
１を駆動力源とした車両を例に挙げて示しているが、電動機を駆動力源とした電気自動車
であってもよく、あるいは上記エンジン１と電動機との双方を駆動力源としたハイブリッ
ド車であってもよい。
【００４１】
　エンジン１の出力軸３には、流体継手として機能するトルクコンバータ４が連結されて
いる。このトルクコンバータ４は、従来知られたものと同様の構成のものであって、出力
軸３およびフロントカバー５を介してエンジン１に連結されたポンプインペラー４ａと、
そのポンプインペラー４ａに対向して配置されかつ後述する前後進切替機構６に連結され
たタービンランナー４ｂと、ポンプインペラー４ａおよびタービンランナー４ｂの間に配
置されかつ図示しないワンウェイクラッチを介してケース７に連結されたステータ４ｃと
によって構成されている。そして、ポンプインペラー４ａとタービンランナー４ｂとに囲
われた空間に作動流体が封入されている。このように構成されたトルクコンバータ４は、
エンジン１から伝達されたトルクによって、ポンプインペラー４ａが回転する。そして、
ポンプインペラー４ａが回転することによって封入された作動流体が流動してタービンラ
ンナー４ｂを回転させる。すなわち、作動流体によってトルクを伝達する流体継手として
機能する。また、その作動流体が流れる方向を規制するためにステータ４ｃが設けられて
おり、タービンランナー４ｂの回転数がポンプインペラー４ａの回転数よりも高回転数に
なるときに、ワンウェイクラッチを介してステータ４ｃが回転しないようにケース７に固
定される。このようにトルクコンバータ４を構成することによって、いわゆるコンバータ
領域では、エンジン１から出力されたトルクを増幅して前後進切替機構６に出力すること
ができる。なお、トルクコンバータ４がこの発明における流体継手に相当する。
【００４２】
　一方、ポンプインペラー４ａの回転数とタービンランナー４ｂの回転数とが一致したと
きなどに、トルクコンバータ４を介さずに動力を伝達するように、上記トルクコンバータ
４と並列に配置されたロックアップクラッチ８が設けられている。このロックアップクラ
ッチ８は、円板状に形成された摩擦係合部材であって、表裏の油圧差によって駆動するよ
うに構成されている。そして、ロックアップクラッチ８がフロントカバー５に係合するこ
とにより、ポンプインペラー４ａとタービンランナー４ｂとを一体に回転させるように構
成されている。図２に示す例では、ロックアップクラッチ８のエンジン１側（図２におけ
る右側）の油圧を減圧して、トルクコンバータ４側（図２における左側）の油圧よりも低
圧にすることによって、ロックアップクラッチ８がエンジン１側に移動する。そして、ロ
ックアップクラッチ８とフロントカバー５とが摩擦係合することによってポンプインペラ
ー４ａとタービンランナー４ｂとを一体化させる。それとは反対に、ロックアップクラッ
チ８のエンジン１側の油圧を増圧して、トルクコンバータ４側の油圧よりも高圧とするこ
とによって、ロックアップクラッチ８がフロントカバー５から離れるように、言い換える
と、流体流によってトルクを伝達するように構成されている。
【００４３】
　また、図２に示す例では、エンジン１から出力されたトルクによって駆動されてオイル
を吐出することができるように構成されたメカオイルポンプ９が、ポンプインペラー４ａ
に連結されている。したがって、エンジン１から出力されたトルクが、出力軸３とフロン
トカバー５とポンプインペラー４ａとを介してメカオイルポンプ９に伝達されることによ
り、メカオイルポンプ９が駆動する。また、エンジンブレーキを駆動輪１０に作用させる
ときなど、車両を走行させるためのトルクをエンジン１から出力しないような場合であっ



(11) JP WO2014/147854 A1 2014.9.25

10

20

30

40

50

て、駆動輪１０からトルクが伝達されたときであっても、メカオイルポンプ９が駆動する
。つまり、車両の走行慣性力によってメカオイルポンプ９が駆動する。なお、エンジン１
の出力軸３には、図示しないオルタネータが連結されており、出力軸３が回転することに
よって発電して図示しないバッテリーに充電することができるように構成されている。
【００４４】
　タービンランナー４ｂと一体化された出力軸１１は、後述するベルト式無段変速機１２
を介さずに駆動輪１０にトルクを伝達する場合に、その伝達するトルクが駆動輪１０に作
用する方向を変化させる前後進切替機構６に連結されている。図２に示す前後進切替機構
６は、ダブルピニオン型の遊星歯車機構によって構成されている。この前後進切替機構６
の構成について簡単に説明すると、まず、図２に示すダブルピニオン型の遊星歯車機構は
、出力軸１１と一体化されたサンギヤ６Ｓと、そのサンギヤ６Ｓの回転軸線と同軸上に配
置されたリングギヤ６Ｒと、サンギヤ６Ｓと噛み合う第１ピニオンギヤ６Ｐ１と、第１ピ
ニオンギヤ６Ｐ１およびリングギヤ６Ｒに噛み合う第２ピニオンギヤ６Ｐ２と、第１ピニ
オンギヤ６Ｐ１および第２ピニオンギヤ６Ｐ２を自転および公転可能に保持するとともに
、ギヤトレーン部１３に出力ギヤ１４を介して連結されたキャリヤ６Ｃとによって構成さ
れている。そして、係合することによってサンギヤ６Ｓとキャリヤ６Ｃとを一体に回転さ
せるクラッチＣ１が出力軸１１に設けられている。また、リングギヤ６Ｒを固定するブレ
ーキＢ１が設けられている。
【００４５】
　上記前後進切替機構６は、サンギヤ６Ｓが入力要素として機能し、リングギヤ６Ｒが反
力要素として機能し、キャリヤ６Ｃが出力要素として機能するように構成されている。し
たがって、クラッチＣ１を係合しかつブレーキＢ１を解放することによりサンギヤ６Ｓと
キャリヤ６Ｃとが一体化するので、出力軸１１と出力ギヤ１４とが一体となって回転し、
それとは反対にクラッチＣ１を解放してブレーキＢ１を係合することにより、サンギヤ６
Ｓとキャリヤ６Ｃとが反対方向に回転する。そのため、出力軸１１の回転方向と出力ギヤ
１４の回転方向とが反対になる。そして、上記クラッチＣ１やブレーキＢ１は、それぞれ
に供給される油圧によって係合力が制御される摩擦係合装置であって、図示しないシフト
レバーの操作に応じてクラッチＣ１とブレーキＢ１とのいずれを係合するかを定めること
ができる。また、前後進切替機構６およびギヤトレーン部１３を介して駆動輪１０にトル
クを伝達する際の変速比は、後述するベルト式無段変速機１２を介して駆動輪１０にトル
クを伝達する最大変速比よりも大きい変速比となるようにギヤ比が設定されており、主に
、発進時には、前後進切替機構６とギヤトレーン部１３とを介して駆動輪１０にトルクが
伝達される。
【００４６】
　上記出力軸１１には、更にベルト式無段変速機１２が連結されている。なお、以下の説
明では、ベルト式無段変速機１２をＣＶＴ１２と記す。図２に示すＣＶＴ１２は、従来知
られたベルト式無段変速機と同様に構成することができるものであって、出力軸１１に連
結されたプライマリープーリ１５と、その出力軸１１と平行に配置された出力軸１６と、
その出力軸１６に連結されたセカンダリープーリ１７と、各プーリ１５，１７に巻き掛け
られたベルト１８とによって構成されている。そして、各プーリ１５，１７には、それぞ
れ油圧アクチュエータ１９，２０が付設されており、主に、プライマリープーリ１５に付
設された油圧アクチュエータ１９の油圧とセカンダリープーリ１７に付設された油圧アク
チュエータ２０の油圧との差に応じてベルト１８の巻き掛け半径を変更して変速比を変化
させ、セカンダリープーリ１７に付設された油圧アクチュエータ２０の油圧を制御するこ
とによってベルト１８を挟み付ける挟圧力を制御して伝達トルク容量を変化させるように
構成されている。具体的には、油圧アクチュエータ２０のオイルが排出されて減圧される
と、ＣＶＴ１２の変速比が小さくなるように構成されている。なお、このＣＶＴ１２がこ
の発明における変速機構に相当し、油圧アクチュエータ２０がこの発明における油圧制御
対象部あるいは油圧アクチュエータに相当する。
【００４７】
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　そして、ＣＶＴ１２の出力軸１６には、クラッチＣ２が連結されており、そのクラッチ
Ｃ２を介して出力軸２１にトルクが伝達される。すなわち、ＣＶＴ１２と駆動輪１０との
トルクの伝達を可能にするときにクラッチＣ２を係合させるように構成されており、この
クラッチＣ２は、供給される油圧に応じて伝達トルク容量が制御されるように構成されて
いる。
【００４８】
　出力軸２１には、前後進切替機構６と駆動輪１０とのトルクの伝達を可能とする際に係
合させられるドグクラッチＤ１が設けられている。具体的には、ギヤトレーン部１３と出
力軸２１とを連結させることができるドグクラッチＤ１が設けられている。すなわち、発
進時にドグクラッチＤ１を係合することにより、ギヤトレーン部１３と出力軸２１とが動
力伝達可能に連結される。このドグクラッチＤ１は、図示しない油圧アクチュエータや電
動アクチュエータによって係合あるいは解放を制御するように構成されている。そして、
出力軸２１には、ギヤトレーン部２２およびデファレンシャルギヤ２３ならびにドライブ
シャフト２４，２４を介して駆動輪１０，１０が連結されている。
【００４９】
　上述したように構成された動力伝達装置を備えた車両は、停車時および走行時にエンジ
ン１を停止するストップアンドスタート制御（以下、Ｓ＆Ｓ制御と記す。）を行うように
構成されている。具体的には、車両が走行しているときにエンジン１から駆動輪１０にト
ルクを伝達する必要がないときや、停車しているときなどに補機類をエンジン１によって
駆動させる必要がない場合など、エンジン１を停止させることができる条件が成立するこ
とにより、Ｓ＆Ｓ制御を実行してエンジン１を停止させるように構成されている。したが
って、エンジン１が駆動する分の燃費の低下を抑制もしくは防止することができる。なお
、エンジン１を停止させてから、再発進するときには、車両の走行慣性力やスタータモー
タ２によってエンジン１をクランキングすることができる。上記のようにエンジン１を停
止させる場合には、エンジン１の連れ回りによる動力損失を低減するために、エンジン１
と駆動輪１０とのトルクの伝達を遮断するように構成されており、図２に示す例では、ク
ラッチＣ２を解放してＣＶＴ１２と駆動輪１０との動力の伝達を遮断し、かつドグクラッ
チＤ１とクラッチＣ１またはブレーキＢ１との少なくともいずれか一方を解放して前後進
切替機構６およびギヤトレーン部１３を介して駆動輪１０にトルクを伝達する動力伝達経
路を遮断する。
【００５０】
　また、停車時にエンジン１を停止するときには、再発進時における加速の応答遅れを抑
制もしくは防止するためにクラッチＣ１を係合し、走行時にエンジン１を停止するときに
は、再度、エンジン１から駆動輪１０にトルクを伝達するためにクラッチＣ２を係合した
ときにおけるショックや駆動力の過不足を抑制もしくは防止するために、車速に応じた変
速比となるようにＣＶＴ１２の変速比や伝達トルク容量を変化させることが好ましい。そ
のため、この発明に係る油圧制御装置は、Ｓ＆Ｓ制御を実行することによりエンジン１が
停止してメカオイルポンプ９からオイルを吐出しなくなった場合であってもＣＶＴ１２の
変速比や伝達トルク容量あるいはクラッチＣ１やブレーキＢ１を制御することができるよ
うに、エンジン１が停止していてもオイルを吐出することができる電動オイルポンプ２５
を備えている。
【００５１】
　その電動オイルポンプ２５を備えた油圧制御装置の構成の一例を説明するための油圧回
路図を図１に示している。図１に示すメカオイルポンプ９は、上記ポンプインペラー４ａ
に連結されたものであって、車両の走行慣性力やエンジン１の出力トルクによって駆動し
て、オイルパン２６からオイルを汲み上げて吐出するように構成されている。メカオイル
ポンプ９から吐出されたオイルが流動する油路２７には、油圧を一定圧に調圧して出力す
るモジュレータバルブ２８と、プライマリープーリ１５に付設された油圧アクチュエータ
１９の油圧あるいは油量を制御する第１制御弁２９と、セカンダリープーリ１７に付設さ
れた油圧アクチュエータ２０の油圧を制御する第２制御弁３０とが連結されている。また



(13) JP WO2014/147854 A1 2014.9.25

10

20

30

40

50

、それらモジュレータバルブ２８、第１制御弁２９および第２制御弁３０とメカオイルポ
ンプ９との間に逆止弁３１が設けられている。この逆止弁３１は、メカオイルポンプ９か
ら出力されたオイルが、モジュレータバルブ２８、第１制御弁２９および第２制御弁３０
に流動することを許容し、かつモジュレータバルブ２８、第１制御弁２９および第２制御
弁３０からメカオイルポンプ９側にオイルが流動することを禁止するように構成されてい
る。なお、逆止弁３１がこの発明における第１逆止弁に相当する。
【００５２】
　図１に示すモジュレータバルブ２８は、油路２７に連通した入力ポート２８ａと、出力
ポート２８ｂと、出力圧が供給されるフィードバックポート２８ｃとを備えている。また
、モジュレータバルブ２８は、スプール弁であって、スプール２８ｄの一方側からスプリ
ング２８ｅのバネ力によってスプール２８ｄを押圧し、そのスプリング２８ｅのバネ力と
対抗する方向にフィードバックポート２８ｃから供給された出力圧に基づく荷重をスプー
ル２８ｅに作用させ、それらバネ力と出力圧に基づく荷重とのバランスによって開閉動作
するように構成されている。したがって、出力圧がスプリング２８ｅの押圧力よりも大き
い所定圧以上となると入力ポート２８ａと出力ポート２８ｂとを遮断し、出力圧が所定圧
未満となると入力ポート２８ａと出力ポート２８ｂとを連通させるようにスプール２８ｄ
が移動するように構成されている。
【００５３】
　そして、モジュレータバルブ２８から出力されたオイルは、第２制御弁３０に信号圧を
出力するリニアソレノイドバルブＳＬＳ、第１制御弁２９に信号圧を出力するリニアソレ
ノイドバルブＳＬＰ、クラッチＣ１やブレーキＢ１に油圧を出力するリニアソレノイドバ
ルブＳＬＣ、ロックアップクラッチ８を制御するための図示しない制御弁に信号圧を出力
するリニアソレノイドバルブＳＬＵ、および後述する第１レギュレータバルブ３２に信号
圧を出力するリニアソレノイドバルブＳＬＴに供給される。それら各リニアソレノイドバ
ルブＳＬＳ，ＳＬＰ，ＳＬＣ，ＳＬＵ，ＳＬＴの出力圧は、モジュレータバルブ２８から
出力されたモジュレータ圧ＰM を元圧として制御される。なお、リニアソレノイドバルブ
ＳＬＣの出力側には、図示しないマニュアルバルブが設けられていて、運転者によるシフ
トレバーの操作に応じて、リニアソレノイドバルブＳＬＣの出力圧を、クラッチＣ１とブ
レーキＢ１とのいずれか一方に供給するように構成されている。なお、以下の説明では、
クラッチＣ１とブレーキＢ１との区別を付けずに、係合装置Ｃと記す場合がある。また、
係合装置Ｃは、上述したように供給される油圧によって制御され、かつ車両が発進すると
きに係合させられるものであり、したがって、係合装置Ｃがこの発明における油圧制御対
象部あるいは係合装置に相当する。また、モジュレータバルブ２８がこの発明における調
圧バルブに相当する。さらに、リニアソレノイドバルブＳＬＵがこの発明における第２リ
ニアソレノイドバルブに相当する。
【００５４】
　さらに、モジュレータバルブ２８から出力されたオイルの一部を、油路３３に設けられ
た後述する切り替えバルブ３４を介してトルクコンバータ（Ｔ／Ｃ）４と潤滑部（ＬＵＢ
）３５とに供給されるように構成されている。なお、図１に示す潤滑部３５は、歯車の噛
み合い部や、各プーリ１５，１７とベルト１８との接触面など摩擦損失を低減するために
供給される部分などである。また、トルクコンバータ４や潤滑部３５は、オイルが供給さ
れていればよい。言い換えると、上記係合装置Ｃや油圧アクチュエータ１９，２０などの
ように油圧を制御する必要がなく、または係合装置Ｃや各油圧アクチュエータ１９，２０
よりも要求される油圧が低圧である。したがって、これらトルクコンバータ４や潤滑部３
５がこの発明における低圧供給部に相当する。また、上記油路３３がこの発明における第
１油路に相当する。
【００５５】
　また、図１に示す例では、切り替えバルブ３４とトルクコンバータ４および潤滑部３５
との間の油路３６にオリフィス３７が設けられている。このオリフィス３７は、油路３３
のオイルがトルクコンバータ４や潤滑部３５に過剰に排出されることを抑制することによ
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り、モジュレータ圧ＰM が低下してしまうことを抑制もしくは防止し、あるいは排出され
る油量を制限するためのものである。そして、そのオリフィス３７の開口径は、エンジン
１が低回転数で回転してメカオイルポンプ９から吐出されるオイル量が比較的少ない場合
であっても、より具体的には、エンジン１が自立回転することができる回転数であるアイ
ドル回転数で駆動しているときであっても、トルクコンバータ４や潤滑部３５に供給する
必要がある流量を確保することができるように定められている。また、そのオリフィス３
７と潤滑部３５との間には、更にオリフィス３８が設けられており、トルクコンバータ４
に供給される油量よりも潤滑部３５に供給される油量が少なくなるように構成されている
。なお、オリフィス３７がこの発明における第１オリフィスに相当する。
【００５６】
　一方、第１制御弁２９は、油路２６に連通した入力ポート２９ａと、油圧アクチュエー
タ１９に連通した出力ポート２９ｂと、第１制御弁２９の出力圧が供給されるフィードバ
ックポート２９ｃと、上記リニアソレノイドバルブＳＬＰに連通した信号圧ポート２９ｄ
と、オイルパン２６に連通したドレーンポート２９ｅとを備えている。また、第１制御弁
２９は、プライマリープーリ１５に付設された油圧アクチュエータ１９の油圧を制御する
スプール弁であり、スプール２９ｆの一方側の端部に配置されたスプリング２９ｇのバネ
力がスプール２９ｆを押圧し、そのスプリング２９ｇのバネ力がスプール２９ｆを押圧す
る方向と同一方向にリニアソレノイドバルブＳＬＰから出力された信号圧ＰSLP に基づく
荷重がスプール２９ｆを押圧し、それらスプリング２９ｇのバネ力や信号圧ＰSLP に基づ
く荷重と対抗する方向に油圧アクチュエータ１９の油圧（フィードバック圧）、言い換え
ると第１制御弁２９の出力圧に基づく荷重がスプール２９ｆを押圧するように構成されて
いる。
【００５７】
　そして、スプール２９ｆに作用する荷重のバランスによってスプール２９ｆを移動させ
ることにより開閉動作が制御される。したがって、油圧アクチュエータ１９の油圧は、第
１制御弁２９に供給する信号圧ＰSLP に応じて変化する。具体的には、油圧アクチュエー
タ１９の油圧が比較的低く、第１制御弁２９に供給される信号圧ＰSLP に基づいた荷重に
対抗する荷重が小さい場合には、入力ポート２９ａと出力ポート２９ｂとが連通するよう
にスプール２９ｆが移動して、メカオイルポンプ９から出力されるオイルが油圧アクチュ
エータ１９に供給され、その油圧アクチュエータ１９の油圧が増大させられる。それとは
反対に、油圧アクチュエータ１９の油圧が比較的高く、第１制御弁２９に供給される信号
圧ＰSLP に基づいた荷重に対抗する荷重が大きい場合には、出力ポート２９ｄとドレーン
ポート２９ｅとが連通するようにスプール２９ｆが移動して、油圧アクチュエータ１９か
らオイルがオイルパン２６に排出され、その油圧アクチュエータ１９の油圧が低下させら
れる。
【００５８】
　また、セカンダリープーリ１７に付設された油圧アクチュエータ２０の油圧を制御する
第２制御弁３０は、上記第１制御弁２９と同様に構成されており、油路２６に連通した入
力ポート３０ａと、油圧アクチュエータ２０に連通した出力ポート３０ｂと、第２制御弁
３０の出力圧が供給されるフィードバックポート３０ｃと、上記リニアソレノイドバルブ
ＳＬＳに連通した信号圧ポート３０ｄと、オイルパン２６に連通したドレーンポート３０
ｅとを備えている。また、第２制御弁３０は、スプール３０ｆの一方側の端部に配置され
たスプリング３０ｇのバネ力によってスプール３０ｆが押圧され、スプリング３０ｇのバ
ネ力と同一方向にリニアソレノイドバルブＳＬＳから出力された信号圧ＰSLS に基づく荷
重がスプール３０ｆを押圧し、スプリング３０ｇのバネ力や信号圧ＰSLS に基づく荷重と
対抗して油圧アクチュエータ２０の油圧（フィードバック圧）、言い換えると第２制御弁
３０の出力圧に基づく荷重がスプール３０ｆを押圧するように構成されている。
【００５９】
　そして、スプール３０ｆに作用する荷重のバランスによってスプール３０ｆを移動させ
ることにより開閉動作が制御される。したがって、油圧アクチュエータ２０の油圧は、第
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２制御弁３０に供給する信号圧ＰSLS に応じて変化する。具体的には、油圧アクチュエー
タ２０の油圧が比較的低く、第２制御弁３０に供給される信号圧ＰSLS に基づいた荷重に
対抗する荷重が小さい場合には、入力ポート３０ａと出力ポート３０ｂとが連通するよう
にスプール３０ｆが移動して、メカオイルポンプ９から出力されるオイルが油圧アクチュ
エータ１９に供給され、その油圧アクチュエータ２０の油圧が増大させられる。それとは
反対に、油圧アクチュエータ２０の油圧が比較的高く、第２制御弁３０に供給される信号
圧ＰSLS に基づいた荷重に対抗する荷重が大きい場合には、出力ポート３０ｄとドレーン
ポート３０ｅとが連通するようにスプール３０ｆが移動して、油圧アクチュエータ２０か
らオイルがオイルパン２６に排出されてその油圧アクチュエータ２０の油圧が低下させら
れる。
【００６０】
　なお、一般的に、通常の走行時には、モジュレータ圧ＰM よりも油圧アクチュエータ２
０の制御圧が高く制御されるため、図１に示す例では、油圧アクチュエータ２０の油圧を
検出する油圧センサＳ１が、第２制御弁３０の出力側に設けられている。すなわち、後述
するように電動オイルポンプ２５からオイルを供給する時点で、そのオイルの供給先の油
圧の最大値を検出することができるように油圧アクチュエータ２０の制御圧を検出するよ
うに油圧センサＳ１が設けられている。
【００６１】
　上述したようにモジュレータバルブ２８と、第１制御弁２９と、第２制御弁３０とは、
油路２７の油圧を元圧として出力圧を制御するように構成されている。図１に示す例では
、この油路２７の油圧を制御するための第１レギュレータバルブ３２が、油路２７から分
岐した油路３９に設けられている。この第１レギュレータバルブ３２は、油路３９に連通
した入力ポート３２ａと、出力ポート３２ｂと、油路３９の油圧が供給されるフィードバ
ックポート３２ｃと、上記リニアソレノイドバルブＳＬＴの出力圧ＰSLT が供給される信
号圧ポート３２ｄとを備えている。また、第１レギュレータバルブ３２は、スプール弁で
あって、スプール３２ｅの一方側の端部に配置されたスプリング３２ｆのバネ力がスプー
ル３２ｅを押圧し、スプリング３２ｆのバネ力がスプール３２ｅを押圧する方向と同一方
向にリニアソレノイドバルブＳＬＴから出力された信号圧ＰSLT に基づく荷重がスプール
３２ｅを押圧し、それらスプリング３２ｆのバネ力や信号圧ＰSLT に基づく荷重と対抗し
て油路３９の油圧に基づく荷重がスプール３２ｅを押圧するように構成されている。した
がって、第１レギュレータバルブ３２は、スプール３２ｅに作用する荷重のバランスによ
ってスプール３２ｅを移動させることにより開閉動作が制御される。なお、油路３９がこ
の発明における第２油路に相当する。
【００６２】
　そして、第１レギュレータバルブ３２に供給する信号圧ＰSLT は、アクセル開度に基づ
く要求駆動力などに応じて変化させられる。したがって、油路３９の油圧は、要求駆動力
が大きいほど高くなるように制御され、その油路３９の油圧が要求駆動力に応じた油圧よ
りも高いと第１レギュレータバルブ３２が開弁してオイルを排出し、それとは反対に要求
駆動力に応じた油圧よりも低いと第１レギュレータバルブ３２を閉弁状態として、油路３
９の油圧が増大する。言い換えると、第１レギュレータバルブ３２は、エンジン回転数が
所定の回転数以上となると開弁するように構成されている。
【００６３】
　また、第１レギュレータバルブ３２から排出されたオイルは、トルクコンバータ４に供
給されるように構成されている。そして、そのトルクコンバータ４の油圧が所定圧以上に
なるときに開弁するように構成された第２レギュレータバルブ４０が、第１レギュレータ
バルブ３２の出力側に設けられている。具体的には、第２レギュレータバルブ４０は、ト
ルクコンバータ４および第１レギュレータバルブ３２の出力ポート３２ｂに連通した入力
ポート４０ａと、出力ポート４０ｂと、トルクコンバータ４の油圧が供給されるフィード
バックポート４０ｃとを備えている。また、第２レギュレータバルブ４０は、スプール型
のリリーフ弁であって、スプール４０ｄの一方側の端部に配置されたスプリング４０ｅの
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バネ力によってスプール４０ｄを押圧し、スプリング４０ｅのバネ力と対抗してトルクコ
ンバータ４の油圧に基づく荷重がスプール４０ｄを押圧するように構成されている。した
がって、第２レギュレータバルブ４０は、スプール４０ｄに作用する荷重のバランスによ
ってスプール４０ｄを移動させることにより開閉する。そのため、トルクコンバータ４の
油圧に基づく荷重が、スプリング４０ｅのバネ力よりも大きくなると、入力ポート４０ａ
と出力ポート４０ｂとが連通し、トルクコンバータ４の油圧に基づく荷重が、スプリング
４０ｅのバネ力よりも小さいときには、入力ポート４０ａと出力ポート４０ｂとを遮断し
て、トルクコンバータ４の油圧が増大する。すなわち、予め定められたスプリング４０ｅ
のバネ力に応じてトルクコンバータ４の油圧が設定されるように構成されている。
【００６４】
　そして、第２レギュレータバルブ４０の出力側には、潤滑部３５にオイルを供給する油
路４１が設けられ、その油路４１の油圧が所定圧以上になったときにオイルパン２６にオ
イルを排出するように構成された第３レギュレータバルブ４２が設けられている。この第
３レギュレータバルブ４２は、潤滑部３５にオイルを供給する油路４１が目詰まりしたと
きなど油路４１の油圧が過剰に増大したときに開弁するスプール型のリリーフ弁である。
具体的には、第３レギュレータバルブ４２は、潤滑部３５および第２レギュレータバルブ
４０における出力ポート４０ｂに連通した入力ポート４２ａと、オイルパン２６に連通し
た出力ポート４２ｂと、潤滑部３５の油圧が供給されるフィードバックポート４２ｃとを
備えている。また、第３レギュレータバルブ４２は、スプール４２ｄの一方側の端部に配
置されたスプリング４２ｅのバネ力がスプール４２ｄを押圧し、スプリング４２ｅのバネ
力と対抗して油路４１の油圧に基づく荷重がスプール４２ｄを押圧するように構成されて
いる。したがって、第３レギュレータバルブ４２は、スプール４２ｄに作用する荷重のバ
ランスによってスプール４２ｄを移動させることにより開閉する。そのため、油路４１の
油圧に基づく荷重が、スプリング４２ｅのバネ力よりも大きくなると、入力ポート４２ａ
と出力ポート４２ｂとが連通してオイルを排出する。
【００６５】
　上述したように構成された油圧制御装置は、エンジン１が駆動してメカオイルポンプ９
からオイルが出力されているときには、ＣＶＴ１２に設けられた各油圧アクチュエータ１
９，２０や前後進切替機構６に設けられた係合装置Ｃに、第１レギュレータバルブ３２に
よって調圧されたライン圧を元圧とした油圧が供給され、かつモジュレータバルブ２８か
ら出力されたオイルが、常時、トルクコンバータ４や潤滑部３５に供給される。また、エ
ンジン回転数が増大するなどによって油路２７（３９）の油圧が増大するときには、第１
レギュレータバルブ３２が開弁してトルクコンバータ４や潤滑部３５にオイルが供給され
る。
【００６６】
　一方、図１に示す油圧制御装置は、Ｓ＆Ｓ制御が実行されてエンジン１が停止したとき
に、係合装置Ｃと各油圧アクチュエータ１９，２０とにオイルを供給することができる電
動オイルポンプ２５を備えている。この電動オイルポンプ２５は、Ｓ＆Ｓ制御時に必要と
なるオイルを吐出することができる程度の容量に設定されており、その容量は、メカオイ
ルポンプ９の容量より小さく、電動オイルポンプ２５からオイルが供給される油圧アクチ
ュエータ１９，２０や係合装置Ｃに要求される最大油圧よりも高い油圧を出力することが
できるように構成されている。図１に示す例では、電動オイルポンプ２５は、オイルパン
２６とメカオイルポンプ９とに連通した油路４３から分岐した油路４４に設けられている
。そして、図示しないバッテリーから電力が供給されて駆動する電動機４５の出力トルク
によって駆動するように構成されている。
【００６７】
　電動オイルポンプ２５からオイルを出力したときに、係合装置Ｃや油圧アクチュエータ
１９，２０あるいは各リニアソレノイドバルブＳＬＳ，ＳＬＰ，ＳＬＣ，ＳＬＵ，ＳＬＴ
にオイルを供給するように切り替わる切り替えバルブ３４が設けられている。図１に示す
切り替えバルブ３４は、エンジン１が駆動して走行している通常走行状態で上述したよう
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にモジュレータバルブ２８から出力されたオイルをトルクコンバータ４や潤滑部３５に供
給する位置と、電動オイルポンプ２５からオイルが出力されたときに、そのオイルを係合
装置Ｃや油圧アクチュエータ１９，２０に供給するとともに、トルクコンバータ４や潤滑
部３５にオイルが供給されることを禁止する位置とを切り替えるように構成されたスプー
ル弁である。
【００６８】
　ここで、図１に示す切り替えバルブ３４の構成について具体的に説明する。図１に示す
切り替えバルブ３４は、電動オイルポンプ２５に連通した第１入力ポート３４ａおよび第
２入力ポート３４ｂと、油圧アクチュエータ２０と第２制御弁３０とに連通した油路４６
にオイルを出力する第１出力ポート３４ｃと、トルクコンバータ４や潤滑部３５に連通し
た第２出力ポート３４ｄと、上記モジュレータバルブ２８の出力側の油路３３に連通した
入出力ポート３４ｅと、オイルパン２６に連通したドレーンポート３４ｆとを備えている
。また、スプール３４ｇの一方側の端部には、スプリング３４ｈが設けられており、その
スプリング３４ｈのバネ力がスプール３４ｇを押圧する方向と対抗して、電動オイルポン
プ２５から出力された吐出圧に基づく荷重がスプール３４ｇを押圧するようにフィードバ
ックポート３４ｉが形成されている。
【００６９】
　そして、エンジン１と駆動輪１０とのトルクの伝達が可能となる通常走行時においては
、電動オイルポンプ２５が停止しており、スプール３４ｇがスプリング３４ｈによる押圧
力によって付勢されて図１に示す下方側に位置する。その通常走行時には、第１入力ポー
ト３４ａとドレーンポート３４ｆとが連通し、入出力ポート３４ｅと第２出力ポート３４
ｄとが連通し、第２入力ポート３４ｂおよび第１出力ポート３４ｃが遮断されるように構
成されている。
【００７０】
　一方、Ｓ＆Ｓ制御を実行する条件が成立すると、エンジン１と駆動輪１０とのトルクの
伝達が遮断されるとともに、エンジン１が停止され、さらに、電動オイルポンプ２５が駆
動し始める。言い換えると、Ｓ＆Ｓ制御の開始条件が成立した時に電動オイルポンプ２５
を駆動させ始める。すなわち、エンジン１が停止する以前に電動オイルポンプ２５が駆動
させられる。このように電動オイルポンプ２５が駆動し始めた時点では、電動オイルポン
プ２５の出力側に連結された油路４７の油圧が未だ増圧されておらず、フィードバックポ
ート３４ｉから供給される油圧が低圧でありスプール３４ｇに作用させる荷重が低いため
、スプール３４ｇは、図１に示す下方側に付勢された状態を維持する。そのようにスプー
ル３４ｇが下方側に付勢されている状態では、ドレーンポート３４ｉと第１入力ポート３
４ａとが連通している。
【００７１】
　そのため、電動オイルポンプ２５から出力されたオイルが全て排出されることを抑制も
しくは防止して油路４７の油圧を増大させるために、図１に示す例では、ドレーンポート
３４ｉの下流側の油路４８に、オリフィス４９が設けられている。そのため、オリフィス
４９によって油路４８を流動するオイル量が制限されるために、油路４７の油圧が次第に
増加する。その結果、フィードバックポート３４ｉに供給される油圧が高くなってスプー
ル３４ｇを図１に示す上方側に押圧する荷重がスプリング３４ｈのバネ力以上となって、
スプール３４ｇが上方側に移動する。そのようにスプール３４ｇが上方側に移動したとき
に、第１入力ポート３４ａと第１出力ポート３４ｃとが連通し、第２入力ポート３４ｂと
入出力ポート３４ｅとが連通し、ドレーンポート３４ｆおよび第２出力ポート３４ｄが遮
断されるように切り替えバルブ３４が構成されている。すなわち、電動オイルポンプ２５
から出力されたオイルが、油圧アクチュエータ２０と油路３３とに供給されるように構成
されている。したがって、油路３３は、通常走行時とＳ＆Ｓ制御時との双方でオイルが流
動する油路として機能するように構成されている。
【００７２】
　また、上述したように電動オイルポンプ２５から油圧アクチュエータ２０にオイルを供
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給するように切り替えバルブ３４が切り替わると、第１入力ポート３４ａと第１出力ポー
ト３４ｃとが連通する。そのため、切り替えバルブ３４の切り替え圧を、Ｓ＆Ｓ制御時に
おける油圧アクチュエータ２０や係合装置Ｃの必要圧よりも高く設定するとともに、電動
オイルポンプ２５の耐圧よりも低く設定している。すなわち、油圧アクチュエータ２０の
油圧が電動オイルポンプ２５の耐圧よりも高いときには、切り替えバルブ３４が開弁しな
いように、スプリング３４ｈのバネ力が設定されている。したがって、係合装置Ｃや油圧
アクチュエータ２０の油圧不足を防止することができるとともに、電動オイルポンプ２５
の耐久性が低下してしまうことを抑制もしくは防止することができる。また、電動オイル
ポンプ２５は、エンジン１が停止してメカオイルポンプ９から出力される油圧、より具体
的には、油路２７の油圧が所定の油圧よりも低くなるときに、係合装置Ｃや油圧アクチュ
エータ２０に要求される油圧となるように駆動し始める。さらに、エンジン１が停止して
メカオイルポンプ９から出力される油圧、より具体的には、油路２７の油圧が所定の油圧
よりも低くなるときに、切り替えバルブ３４が切り替わるように、切り替えバルブ３４に
おけるスプリング３４ｈのバネ力が設定されている。なお、上記切り替え圧がこの発明に
おける「所定の油圧」に相当する。
【００７３】
　なお、上述した各リニアソレノイドバルブＳＬＳ，ＳＬＰ，ＳＬＣ，ＳＬＵ，ＳＬＴあ
るいは電動オイルポンプ２５は、電子制御装置（ＥＣＵ）から出力された信号に応じて電
流が供給されるように構成されている。具体的には、図示しないアクセルペダルの操作を
検出するセンサや車速を検出するセンサもしくは油圧センサＳ１など各油路を検出するセ
ンサからＥＣＵに入力される信号、または図示しないナビゲーションシステムなどからＥ
ＣＵに入力される信号に基づいて、エンジン１から出力されるトルクやエンジン１の回転
数を定めて、そのエンジン１から出力されるトルクやエンジン１の回転数に応じて各リニ
アソレノイドバルブＳＬＳ，ＳＬＰ，ＳＬＣ，ＳＬＵ，ＳＬＴあるいは電動オイルポンプ
２５に電流が供給される。なお、エンジン１を停止させる条件が成立するか否かを判断す
るために、図示しない補機類などの状態を検出する信号がＥＣＵに入力される。
【００７４】
　つぎに、図１に示す油圧制御装置の作用について説明する。エンジン１と駆動輪１０と
を動力伝達可能に連結して車両が走行している通常走行時には、メカオイルポンプ９から
出力されたオイルが逆止弁３１を介してモジュレータバルブ２８、第１制御弁２９、第２
制御弁３０に供給される。また、メカオイルポンプ９に連通した油路２７の油圧は、第１
レギュレータバルブ３２によって、要求駆動力に応じた油圧に調圧される。そして、モジ
ュレータバルブ２８は、調圧されたライン圧を元圧として各リニアソレノイドバルブＳＬ
Ｓ，ＳＬＰ，ＳＬＣ，ＳＬＵ，ＳＬＴにオイルを出力する。また、モジュレータバルブ２
８から出力されたオイルの一部は、油路３３を介してトルクコンバータ４や潤滑部３５に
供給される。
【００７５】
　一方、ＣＶＴ１２における各油圧アクチュエータ１９，２０は、車速やアクセル開度な
どの走行状態に応じた目標変速比となるように、ライン圧を元圧とした油圧が供給される
とともに、ベルト１８と各プーリ１５，１７との摩擦力に起因する伝達トルク容量を、ベ
ルト１８が滑らない程度の伝達トルク容量となるように油圧アクチュエータ２０に油圧が
供給される。そして、エンジン１の回転数が増加して、油路２７の油圧が増大すると、第
１レギュレータバルブ３２が開弁して、トルクコンバータ４や潤滑部３５に更にオイルを
供給する。
【００７６】
　したがって、通常走行時には、エンジン１の回転数が低回転数であって、第１レギュレ
ータバルブ３２が開弁していなくても、トルクコンバータ４や潤滑部３５には必要なオイ
ルが供給されるので、走行状態を維持したり、歯車などの摩擦接触部材の耐久性を向上さ
せ、あるいは動力損失を低減させたりすることができる。
【００７７】
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　そして、通常走行状態からＳ＆Ｓ制御を実行してエンジン１を停止させる直前に、電動
オイルポンプ２５を駆動させ始める。より具体的には、油圧センサＳ１によって検出され
た油圧が電動オイルポンプ２５の耐久性に影響を来さない油圧まで低下した時点で、電動
オイルポンプ２５を駆動させ始める。あるいは、エンジン１が停止することに伴って、メ
カオイルポンプ９から出力される油圧が所定の油圧よりも低下したときに、切り替えバル
ブ３４が切り替わるように電動オイルポンプ２５が駆動し始める。電動オイルポンプ２５
が駆動し始めた時点では、油路４７の油圧が低圧であり、切り替えバルブ３４におけるス
プール３４ｇに作用するスプリング３４ｈのバネ力が、油路４７の油圧に基づいてスプー
ル３４ｇを押圧する荷重よりも大きいので、切り替えバルブ３４は、通常走行時と同様の
位置に維持される。そのため、電動オイルポンプ２５から出力されたオイルとともに、油
路４７に混在していた空気が、ドレーンポート３４ｆから排出される。すなわち、油路４
７の内部の空気を排出することによって、電動オイルポンプ２５が駆動して、係合装置Ｃ
や油圧アクチュエータ１９，２０にオイルを供給するときに、そのオイルに空気が混在し
てしまうことを抑制もしくは防止することができる。
【００７８】
　一方、油路４８にはオリフィス４９が設けられているので、電動オイルポンプ２５から
出力されたオイルが排出される量が制限され、その結果、次第に油路４７の油圧が増大す
る。そして、油路４７の油圧に基づいてスプール３４ｇを押圧する荷重が、スプール３４
ｇに作用するスプリング３４ｈのバネ力よりも大きくなると、切り替えバルブ３４が切り
替わる。切り替えバルブ３４は、上述したようにＳ＆Ｓ制御時における係合装置Ｃや油圧
アクチュエータ１９，２０の必要圧よりも、油路４７の油圧が高いときに切り替わるよう
に構成されているので、切り替えバルブ３４が切り替わると同時に、油路４７から油路３
３を介して係合装置Ｃにオイルが供給され、また各リニアソレノイドバルブＳＬＳ，ＳＬ
Ｐ，ＳＬＣ，ＳＬＵ，ＳＬＴに供給される。さらに、電動オイルポンプ２５から出力され
たオイルが、油路４６を介して油圧アクチュエータ２０に供給される。なお、油圧アクチ
ュエータ２０の油圧が目標油圧未満であるときは、第２制御弁３０が開弁しており、その
結果、第２制御弁３０の入力ポート３０ａを介して、第１制御弁２９にもオイルを供給す
ることができる。
【００７９】
　また、油圧アクチュエータ２０の油圧が増大して目標油圧以上となると、第２制御弁３
０から切り替わって、油圧アクチュエータ２０のオイルが排出される。すなわち、第２制
御弁３０がリリーフ弁として機能する。言い換えると、第２制御弁３０に信号圧ＰSLS を
供給するリニアソレノイドバルブＳＬＳを制御することによって、油圧アクチュエータ２
０の油圧を制御することができる。したがって、エンジン１を停止している状態で、クラ
ッチＣ２やドグクラッチＤ１を解放してニュートラル状態とするときには、ＣＶＴ１２に
作用するトルクが小さいことにより伝達トルク容量あるいはベルト挟圧力を低下させるこ
とができるので、上記リニアソレノイドバルブＳＬＳを制御して油圧アクチュエータ２０
の油圧を低下させることができる。そして、リニアソレノイドバルブＳＬＳの制御値など
に基づいて電動オイルポンプ２５の吐出圧を低減することができる。その結果、電動オイ
ルポンプ２５を駆動することによる電力消費を低減することができるので、ひいては燃費
を向上させることができる。
【００８０】
　上述したように切り替えバルブ３４は、エンジン１が駆動してメカオイルポンプ９から
係合装置Ｃや油圧アクチュエータ１９，２０にオイルを供給しているときには、電動オイ
ルポンプ２５から係合装置Ｃや油圧アクチュエータ１９，２０にオイルを供給することを
禁止して、電動オイルポンプ２５から出力されたオイルを排出する油路４８を連通させる
機能を有している。また、Ｓ＆Ｓ制御を実行している間には、電動オイルポンプ２５から
係合装置Ｃや油圧アクチュエータ１９，２０にオイルを供給する油路３３を連通させる機
能を有している。そのため、Ｓ＆Ｓ制御を実行している間に、電動オイルポンプ２５から
油圧アクチュエータ２０や係合装置Ｃにオイルを供給することができる。また、電動オイ
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ルポンプ２５から油圧アクチュエータ２０や係合装置Ｃにオイルを供給する以前に、電動
オイルポンプ２５を駆動させるように構成されているので、切り替えバルブ３４が切り替
わって電動オイルポンプ２５から係合装置Ｃや油圧アクチュエータ２０にオイルを供給す
る以前に、油路４７に混在する空気を排出することができる。その結果、Ｓ＆Ｓ制御時に
おける油圧アクチュエータ２０や係合装置Ｃの制御性や制御応答性が低下してしまうこと
を抑制もしくは防止することができる。さらに、通常走行時にトルクコンバータ４や潤滑
部３５にオイルを供給するための油路３３を使用して、Ｓ＆Ｓ制御時に係合装置Ｃにオイ
ルを供給するように構成されている、すなわち、電動オイルポンプ２５を駆動していない
ときに、トルクコンバータ４や潤滑部３５にオイルを供給する油路３３を共用しているの
で、油圧回路が大型化してしまうことを抑制もしくは防止することができる。そして、Ｓ
＆Ｓ制御時には、トルクコンバータ４や潤滑部３５に電動オイルポンプ２５からオイルが
供給されることがないので、電動オイルポンプ２５の容量を低減することができ、その結
果、電動オイルポンプ２５を小型化することができる。
【００８１】
　また、上述したようにＳ＆Ｓ制御時に係合装置Ｃにオイルを供給することによって、係
合装置Ｃを係合するための時間を要することなく、再発進時に設定される変速比、具体的
には、前後進切替機構６とギヤトレーン部１３とを介して駆動輪１０にトルクを伝達する
際の変速比を設定することができるので、駆動要求があってから加速するまでの応答遅れ
を低減することができる。また、走行時にＳ＆Ｓ制御を実行したときには、車速に応じて
変速比を変更すること、あるいは伝達トルク容量を変更することができるので、再度、駆
動要求があってクラッチＣ２を係合した時にショックが生じてしまうことを抑制もしくは
防止することができ、また、その際にベルト１８が滑ることを抑制もしくは防止すること
ができる。
【００８２】
　なお、Ｓ＆Ｓ制御を実行している状態から、通常走行状態に移行して、エンジン１が再
度駆動し始めると、より具体的には、エンジン１が完爆すると、電動機４５が停止させら
れて、電動オイルポンプ２５からオイルが吐出されなくなる。すなわち、エンジン１が安
定して駆動し始めた時に電動機４５を停止する。その結果、切り替えバルブ３４が下方側
に移動する。また、切り替えバルブ３４におけるスプール３４ｇが下方側に移動すること
ができないフェール時であって、Ｓ＆Ｓ制御を実行し始めた時点では、油圧センサＳ１に
よって切り替えバルブ３４の第１出力ポート３４ｃに供給される油圧を検出して、その検
出された油圧が所定値以上のときには、電動オイルポンプ２５に作用する油圧が高くなっ
て電動機４５が脱調することを抑制もしくは防止するために、電動機４５を停止する。
【００８３】
　さらに、イグニッションをＯＦＦしている時であっても、電動オイルポンプ２５によっ
てロックアップクラッチ８を制御するリニアソレノイドバルブＳＬＵにオイルを供給する
ことができるため、車両を牽引した際には、駆動輪１０から伝達された動力によってエン
ジン１を駆動させることができる。そのため、メカオイルポンプ９を駆動させることがで
きるので、電動オイルポンプ２５を停止させることにより、油路３３を介してトルクコン
バータ４や潤滑部３５にオイルを供給することができる。その結果、前後進切替機構６や
ギヤトレーン部１３，２２などの耐久性を向上させることができる。また、その牽引する
際の車速を速くすることによって、メカオイルポンプ９からの吐出圧が増大して、第１レ
ギュレータバルブ３２および第２レギュレータバルブ４０を開弁させることができ、トル
クコンバータ４や潤滑部３５に多くのオイルを供給することができる。さらに、ベルト１
８と各プーリ１９，２０との接触面にもオイルを供給することができるので、変速が可能
となる。そして、電動オイルポンプ２５から油圧アクチュエータ２０にオイルを供給する
ことによって、ＣＶＴ１２の変速比を大きくすることができる。その結果、メカオイルポ
ンプ９の吐出圧をより一層増大させることができる。
【００８４】
　つぎに、この発明に係る油圧制御装置の他の構成について説明する。図３は、その構成
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を説明するための油圧回路図である。なお、図１に示す構成と同様の構成については同一
の参照符号を付してその説明を省略する。また、図３に示す例は、この発明に係る油圧制
御装置の構成の要部を説明するための図であって、他の構成についてはその記載を省略す
る。図３に示す油圧回路は、エンジン１の出力トルクによって駆動するメカオイルポンプ
９を油圧源とするものである。メカオイルポンプ９から出力されたオイルは、図示しない
レギュレータバルブによって所定の油圧に調圧され、かつ逆止弁３１を介してリニアソレ
ノイドバルブＳＬＣに供給される。なお、逆止弁３１とリニアソレノイドバルブＳＬＣと
の間にモジュレータバルブを設けてあってもよい。
【００８５】
　このリニアソレノイドバルブＳＬＣには、メカオイルポンプ９から逆止弁３１を介して
オイルが供給される入力ポート５０と、係合装置Ｃにオイルを出力する出力ポート５１と
、その係合装置Ｃの油圧が供給されるフィードバックポート５２と、図示しないオイルパ
ンに連通したドレーンポート５３とが形成されている。そして、フィードバックポート５
２に供給された油圧に基づく荷重と、図示しないスプリングのバネ力と、リニアソレノイ
ドバルブＳＬＣに通電された電流に応じた電磁力とに基づいて連通させるポートを切り替
えるように構成されている。具体的には、フィードバックポート５２に供給された油圧に
基づく荷重が、スプリングのバネ力と電磁力との合力よりも小さいときに、入力ポート５
０と出力ポート５１とを連通させ、フィードバックポート５２に供給された油圧に基づく
荷重が、スプリングのバネ力と電磁力との合力よりも大きいときに、出力ポート５１とド
レーンポート５２とを連通させるように構成されている。より具体的には、リニアソレノ
イドバルブＳＬＣに通電する電流を増大させることにより、入力ポート５０と出力ポート
５１とを連通させて係合装置Ｃの油圧を増大させ、その電流を低下させることにより、出
力ポート５１とドレーンポート５３とを連通させて係合装置Ｃの油圧を低減させるように
構成されている。すなわち、図３に示すリニアソレノイドバルブＳＬＣは、そのリニアソ
レノイドバルブＳＬＣに通電する電流値を制御して電磁力を制御することにより、係合装
置Ｃの油圧を増減するように構成されたノーマルクローズ型のリニアソレノイドバルブで
ある。言い換えると、係合装置Ｃの油圧は、リニアソレノイドバルブＳＬＣに通電される
電流値に応じた油圧に制御される。
【００８６】
　このように構成された油圧回路では、エンジン１が駆動しているときにメカオイルポン
プ９から出力された油圧を元圧として係合装置Ｃが制御される。一方、Ｓ＆Ｓ制御が実行
されてエンジン１が停止させられると、メカオイルポンプ９からオイルを吐出することが
できないので、他の油圧源として機能する電動オイルポンプ２５が設けられている。この
電動オイルポンプ２５は、電動機４５によって駆動されるものである。電動オイルポンプ
２５から出力されたオイルは、電動オイルポンプ２５側にオイルが流動することを抑制も
しくは防止する逆止弁５４および後述する切り替えバルブ５５を介して係合装置Ｃに供給
されるように構成されている。具体的には、リニアソレノイドバルブＳＬＣと係合装置Ｃ
とに連通した油路５６に、切り替えバルブ５５を介して電動オイルポンプ２５が連通する
ように構成されている。なお、逆止弁５４がこの発明における第２逆止弁に相当する。
【００８７】
　この電動オイルポンプ２５は、上述したようにＳ＆Ｓ制御時に係合装置Ｃにオイルを供
給するために設けられたものである。そのため、図３に示す例では、Ｓ＆Ｓ制御が実行さ
れてメカオイルポンプ９から吐出される油圧が所定の油圧以下となったときに、係合装置
Ｃと連通するように切り替えバルブ５５が設けられている。図３に示す切り替えバルブ５
５は、スプール弁であって、電動オイルポンプ２５から吐出されたオイルが供給される第
１入力ポート５７と、係合装置Ｃに連通した第１出力ポート５８と、オイルパンに連通し
たドレーンポート５９とが形成されている。また、メカオイルポンプ９の出力圧が供給さ
れる信号圧ポート６０が形成され、その信号圧ポート６０から供給される油圧に基づく荷
重がスプール６１に作用する方向と対抗してバネ力がスプール６１に作用するようにスプ
リング６２が設けられている。また、ドレーンポート５９から出力されたオイルが流動す
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る油路６３には、オリフィス６４が設けられている。
【００８８】
　そして、図３に示す切り替えバルブ５５は、信号圧ポート６０から供給される油圧に基
づいてスプール６１を押圧する荷重がバネ力よりも大きいときに、第１入力ポート５７と
ドレーンポート５９とが連通し、信号圧ポート６０から供給される油圧に基づいてスプー
ル６１を押圧する荷重がバネ力よりも小さいときに、第１入力ポート５７と第１出力ポー
ト５８とが連通するように構成されている。すなわち、エンジン１が駆動してメカオイル
ポンプ９からオイルが吐出されているとき、言い換えると、車両が通常に走行していると
きには、切り替えバルブ５５における信号圧ポート６０に供給される油圧が比較的高く、
信号圧ポート６０から供給される油圧に基づいてスプール６１を押圧する荷重がバネ力よ
りも大きくなり、第１入力ポート５７とドレーンポート５９とが連通するように構成され
ている。また、Ｓ＆Ｓ制御が実行されてエンジン１が停止することに伴ってメカオイルポ
ンプ９からオイルが吐出されないときには、切り替えバルブ５５における信号圧ポート６
０に供給される油圧が比較的低く、信号圧ポート６０から供給される油圧に基づいてスプ
ール６１を押圧する荷重がバネ力よりも小さくなり、第１入力ポート５７と第１出力ポー
ト５８とが連通するように構成されている。なお、係合装置Ｃの油圧を検出する油圧セン
サＳ２が設けられている。
【００８９】
　つぎに、図３に示すように構成された油圧制御装置の作用について説明する。まず、エ
ンジン１が駆動してメカオイルポンプ９からオイルが出力されているときには、そのメカ
オイルポンプ９から出力されたオイルの油圧を元圧として、リニアソレノイドバルブＳＬ
Ｃによって係合装置Ｃの油圧が制御される。具体的には、係合装置Ｃに要求される係合圧
に応じた電流をリニアソレノイドバルブＳＬＣに供給することにより、係合装置Ｃの油圧
が制御される。一方、Ｓ＆Ｓ制御を実行する条件が成立すると、電動オイルポンプ２５が
エンジン１の停止に先立って駆動させられる。すなわち、メカオイルポンプ９と電動オイ
ルポンプ２５との双方が一時的に駆動させられる状態となる。このようにメカオイルポン
プ９と電動オイルポンプ２５との双方が駆動しているときには、切り替えバルブ５５にお
ける信号圧ポート６０に所定の油圧が供給されて第１入力ポート５７とドレーンポート５
９とが連通しているので、電動オイルポンプ２５から吐出されたオイルは、オイルパンに
排出される。そのため、電動オイルポンプ２５と切り替えバルブ５５とに連通した油路６
５に混在する空気が、ドレーンポート５９から排出されるオイルとともにオイルパンに排
出される。一方、ドレーンポート５９に連結された油路６３には、オリフィス６４が設け
られているので、電動オイルポンプ２５から出力されたオイルの全てが排出されることが
なく、電動オイルポンプ２５と切り替えバルブ５５とに連通した油路６５の内部の油圧が
次第に増大する。
【００９０】
　このようにエンジン１の停止に先立って電動オイルポンプ２５を駆動させ始めることに
より、その電動オイルポンプ２５の出力側の油路６５に混在する空気を排出することがで
きるので、切り替えバルブ５５が切り替わって電動オイルポンプ２５から係合装置Ｃにオ
イルを供給するときに、その係合装置Ｃに供給されるオイルに空気が混在することを抑制
もしくは防止することができる。その結果、電動オイルポンプ２５から係合装置Ｃにオイ
ルを供給しているときに、係合装置Ｃの油圧の制御性や応答性が低下することを抑制もし
くは防止することができる。さらに、ドレーンポート５９に連通した油路６３にオリフィ
ス６４を設けることにより、電動オイルポンプ２５から出力されたオイルが排出される量
を低減することができるので、電動オイルポンプ２５から出力されたオイルの油圧を早期
に増大させることができる。
【００９１】
　上述したようにメカオイルポンプ９と電動オイルポンプ２５との双方を駆動させている
状態からエンジン１を停止させ始めると、切り替えバルブ５５における信号圧ポート６０
に供給される油圧が次第に低下するので、その油圧が所定の油圧以下となったときに、切
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り替えバルブ５５が切り替わって第１入力ポート５７と第１出力ポート５８とが連通する
。言い換えると、電動オイルポンプ２５と係合装置Ｃとが連通する。このように切り替え
バルブ５５が切り替わる時点での信号圧ポート６０に供給される油圧（切り替え圧）は、
それら係合装置Ｃを係合させるために要求される油圧以上にすることが好ましい。言い換
えると、切り替えバルブ５５における信号圧ポート６０に作用する油圧が、係合装置Ｃに
要求される最大の油圧よりも高いときに、その油圧に基づいてスプール６１に作用する荷
重がバネ力よりも低くなるように、スプリング６２のバネ力が設定することが好ましい。
【００９２】
　このように切り替え圧を設定すること、すなわちバネ力を設定することにより、切り替
えバルブ５５が切り替わる前に係合装置Ｃに供給される油圧は、常時、それら係合装置Ｃ
に要求される油圧以上となる。また、電動オイルポンプ２５は、係合装置Ｃに要求される
油圧以上に構成されているので、切り替えバルブ５５が切り替わった後に係合装置Ｃに電
動オイルポンプ２５から供給される油圧もそれら係合装置Ｃに要求される油圧以上にする
ことができる。そのため、切り替えバルブ５５が切り替わる前後で、係合装置Ｃの油圧が
一時的に不足することを抑制もしくは防止することができる。
【００９３】
　また、切り替えバルブ５５が切り替わって第１入力ポート５７と第１出力ポート５８と
が連通した時点で、係合装置Ｃからオイルが電動オイルポンプ２５側に流動することを抑
制もしくは防止するために、その切り替え圧は、電動オイルポンプ２５から吐出すること
ができるオイルの最大油圧よりも低く設定されていることが好ましい。このように切り替
え圧を設定することにより、切り替えバルブ５５が切り替わったときに、切り替えバルブ
５５の入力側の油圧を出力側の油圧よりも高くすることができ、係合装置Ｃからオイルが
一時的に排出されることを抑制もしくは防止することができる。そのため、切り替えバル
ブ５５を切り替えることによって係合装置Ｃの油圧が一時的に不足あるいは低下すること
を抑制もしくは防止することができる。
【００９４】
　上述したように電動オイルポンプ２５から出力されたオイルを係合装置Ｃに供給してい
る場合に、リニアソレノイドバルブＳＬＣに通電する電流を、メカオイルポンプ９から係
合装置Ｃにオイルを供給しているときと同様に制御する。このようにリニアソレノイドバ
ルブＳＬＣを制御することにより、係合装置Ｃの油圧が要求される油圧よりも低いときに
は、リニアソレノイドバルブＳＬＣにおける入力ポート５０と出力ポート５１とが連通す
るが、入力ポート５０の上流側、言い換えるとメカオイルポンプ９側に逆止弁３１が設け
られているので、結局、逆止弁３１から係合装置Ｃに連通する油圧回路は閉じられた空間
となり、電動オイルポンプ２５によって油圧が増大させられる。それとは反対に、係合装
置Ｃの油圧が要求される油圧よりも高いときには、リニアソレノイドバルブＳＬＣにおけ
る出力ポート５１とドレーンポート５３とが連通するので、係合装置Ｃの油圧が低減され
る。すなわち、リニアソレノイドバルブＳＬＣがリリーフバルブとして機能する。そのた
め、電動オイルポンプ２５からオイルを出力しているときに、リニアソレノイドバルブＳ
ＬＣをリリーフバルブとして機能させることができるので、他のリリーフバルブを設ける
などにより油圧制御装置が大型化してしまうことを抑制もしくは防止することができる。
【００９５】
　さらに、電動オイルポンプ２５は、電動機４５に通電される電流によって出力される油
圧を制御することができるので、係合装置Ｃに要求される油圧に応じて電動オイルポンプ
２５から出力される油圧を制御する。すなわち、電動オイルポンプ２５の吐出圧を最適な
油圧に制御する。具体的には、Ｓ＆Ｓ制御中に、シフトレバーが「Ｄ」レンジから「Ｎ」
レンジに切り替えられたときに、電動オイルポンプ２５に電流を供給することを停止する
。このように電動オイルポンプ２５の出力圧を、係合装置Ｃに要求される油圧に応じて制
御することにより、電動オイルポンプ２５が過剰に駆動することを抑制もしくは防止する
ことができるので、消費電流を低減させることができ、ひいては燃費を向上させることが
できる。
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【００９６】
　上述したように電動オイルポンプ２５から係合装置Ｃにオイルを供給しているときに、
図示しないアクセルペダルが踏み込まれるなどしてＳ＆Ｓ制御が終了してエンジン１が駆
動し始めると、エンジン１の回転数の増大に伴ってメカオイルポンプ９から吐出される油
圧が増大する。そのため、切り替えバルブ５５における信号圧ポート６０に供給される油
圧が切り替え圧以上となって切り替えバルブ５５における第１入力ポート５７と第１出力
ポート５８とが遮断される。また、係合装置Ｃには、メカオイルポンプ９から吐出された
油圧を元圧としてリニアソレノイドバルブＳＬＣを介してオイルが供給される。そして、
エンジン１が完爆した後に、電動オイルポンプ２５を停止させる。なお、切り替えバルブ
５５が切り替わる時点でのメカオイルポンプ９の出力圧あるいは油路２７の油圧が、この
発明における「所定の油圧」に相当する。
【００９７】
　一方、イグニッションをＯＦＦしたときには、エンジン１が停止することに伴って切り
替えバルブ５５における信号圧ポート６０に供給される油圧が低下するので、切り替えバ
ルブ５５はスプリング６２のバネ力によって第１入力ポート５７と第１出力ポート５８と
が連通する位置となる。そのような場合であっても、第１入力ポート５７と電動オイルポ
ンプ２５との間に逆止弁５４が設けられていることにより、電動オイルポンプ２５にオイ
ルが流動することによって係合装置Ｃからオイルが抜けることを抑制もしくは防止するこ
とができる。
【００９８】
　また、図３に示す構成では、切り替えバルブ５５における第１入力ポート５７と第１出
力ポート５８とが連通した状態が維持されてしまうようなフェールが生じたとき、言い換
えると、エンジン１が駆動しているときであっても第１入力ポート５７と第１出力ポート
５８とが連通してしまうようなフェールが生じたときには、そのフェールが生じている状
態でＳ＆Ｓ制御を実行する条件が成立してエンジン１を停止させることに先立って電動オ
イルポンプ２５を駆動させたとしても、逆止弁５４の下流側の油圧が高くなっていること
により、逆止弁５４が開弁しない場合がある。そのため、油圧センサＳ２によって検出さ
れた油圧が所定値以上のとき、より具体的には電動オイルポンプ２５から出力することが
できる最大油圧よりも高い油圧が油圧センサＳ２によって検出されているときには、電動
オイルポンプ２５を停止する。このように油圧センサＳ２によって検出された油圧が所定
値以上のときに電動オイルポンプ２５を停止させることにより、逆止弁５４が開弁しない
状態で電動オイルポンプ２５を駆動させることによって電動機４５が脱調してしまうこと
を抑制もしくは防止することができる。
【００９９】
　つぎに、電動オイルポンプ２５から油圧アクチュエータ２０にオイルを供給するように
構成された油圧制御装置の一例について説明する。図４は、その構成を説明するための油
圧回路図である。なお、図１および図３に示す構成と同様の構成については同一の参照符
号を付してその説明を省略する。図４に示す構成は、電動オイルポンプ２５から油圧アク
チュエータ２０に油圧を供給するように構成されたものであって、切り替えバルブ５５の
第１出力ポート５８が油圧アクチュエータ２０に連通して設けられている。なお、図１と
同様に油圧アクチュエータ２０の油圧を検出する油圧センサＳ１が設けられている。
【０１００】
　また、図４に示す第３制御弁６６は、ソレノイドバルブであって、図１に示す例におけ
る第２制御弁３０に供給する信号圧ＰSLS に代えて電磁力を作用させるように構成されて
いる。その第３制御弁６６の構成について簡単に説明すると、図４に示す第３制御弁６６
には、メカオイルポンプ９に逆止弁３１を介して連通した入力ポート６７と、油圧アクチ
ュエータ２０に連通した出力ポート６８と、油圧アクチュエータ２０の油圧が供給される
フィードバックポート６９と、オイルパンに連通したドレーンポート７０とが形成されて
いる。また第３制御弁６６は、スプール弁であって、スプール７１の一方の端部にスプリ
ング７２が設けられ、そのスプリング７２のバネ力がスプール７１を押圧する方向と同一
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方向にソレノイド７３の電磁力がスプール７１に作用するように構成され、かつスプリン
グ８２のバネ力と対抗した方向にフィードバックポート６９から供給された油圧に基づく
荷重がスプール７１を押圧するように構成されている。したがって、電磁力を制御するこ
とによって入力ポート６７と出力ポート６８とを連通させたり、出力ポート６８とドレー
ンポート７０とを連通させたりする。すなわち、ソレノイド７３に通電する電流を制御す
ることにより、油圧アクチュエータ２０の油圧を制御する。
【０１０１】
　一方、図４に示す油圧制御装置を備えた車両は、被牽引時に変速比が小さくなっている
ことが好ましい。具体的には、被牽引時に駆動輪１０から伝達されるトルクによって前後
進切替機構６に入力されるトルクを低下させるために、ＣＶＴ１２の変速比を大きくする
こと、すなわち、プライマリープーリ１５の回転数がセカンダリープーリ１７の回転数よ
りも大きくなるようにＣＶＴ１２の変速比を変化させることが好ましい。そのため、図４
に示す例では、切り替えバルブ５５の上流側、すなわち電動オイルポンプ２５と切り替え
バルブ５５とに連通する油路６５に逆止弁を設けていない。このように油圧制御装置を構
成することによって、イグニッションをＯＦＦしたときには、油圧アクチュエータ２０か
ら電動オイルポンプ２５にオイルが排出されてＣＶＴ１２をアップシフトすることができ
る。その結果、被牽引時に前後進切替機構６に入力されるトルクを低下させることができ
るので、前後進切替機構６の耐久性を向上させることができる。なお、図３に示す油圧制
御装置と、図４に示す油圧制御装置とは、電動オイルポンプ２５からオイルが供給される
対象が異なっているが、上記逆止弁５４を設けているか否かに関する作用および効果以外
については、図３に示す油圧制御装置と同様の作用および効果を奏する。
【０１０２】
　また、図４に示す構成は、逆止弁３１を開弁することができないフェールが生じると、
メカオイルポンプ９から油圧アクチュエータ２０にオイルを供給することができない場合
がある。そのため、逆止弁３１を開弁することができないフェールが生じたときであって
も、油圧アクチュエータ２０にオイルを供給するように構成された油圧制御装置を図５に
示している。なお、図５に示す油圧制御装置と図４に示す油圧制御装置とは、切り替えバ
ルブ５５の構成が異なっている他は同様の構成であるので、図４と同様の構成については
同一の参照符号を付してその説明を省略する。
【０１０３】
　図５に示す油圧制御装置は、切り替えバルブ７４を介してメカオイルポンプ９から第３
制御弁６６にオイルを供給することができるように構成されている。すなわち、逆止弁３
１をバイパスする油路として切り替えバルブ７４が機能するように構成されている。具体
的には、メカオイルポンプ９と逆止弁３１とに連通した油路７５から分岐した油路７６が
連通する第２入力ポート７７と、逆止弁３１と第３制御弁６６とに連通した油路７８に連
通する第２出力ポート７９とが切り替えバルブ７４に形成されている。なお、切り替えバ
ルブ７４には、図４と同様に第１入力ポート５７、第１出力ポート５８、およびドレーン
ポート５９が形成されているので、図５には同一の参照符号を付している。そして、メカ
オイルポンプ９から出力される油圧が所定の油圧以上であって、第１入力ポート５７とド
レーンポート５９とが連通しているときに、第２入力ポート７７と第２出力ポート７９と
が連通するように構成されている。また、メカオイルポンプ９から出力される油圧が所定
の油圧未満であって、電動オイルポンプ２５から油圧アクチュエータ２０にオイルを供給
しているとき、言い換えると、第１入力ポート５７と第１出力ポート５８とが連通してい
るときに、第２入力ポート７７と第２出力ポート７９とが遮断されるように構成されてい
る。
【０１０４】
　このように切り替えバルブ７４を構成することによって、逆止弁３１を開弁させること
ができないフェールが生じたときであっても、切り替えバルブ７４および第３制御弁６６
を介して油圧アクチュエータ２０にオイルを供給することができる。そのため、そのよう
なフェールが生じたときであってもＣＶＴ１２の変速比を大きくすることができるので、
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要求される駆動力を出力させることができる。さらに、切り替えバルブ７４におけるスプ
ール６１がスタックなどして第１入力ポート５７と第１出力ポート５８とが連通した状態
が維持されるようなフェールが生じたときであっても、逆止弁３１を介して油圧アクチュ
エータ２０にオイルを供給することができるので、ＣＶＴ１２の変速比を大きくすること
ができ、要求される駆動力を出力させることができる。すなわち、切り替えバルブ７４を
逆止弁３１のバイパス油路として構成することによって、逆止弁３１と切り替えバルブ７
４とのいずれか一方がフェールしたときであっても、油圧アクチュエータ２０にメカオイ
ルポンプ９からオイルを供給して要求される駆動力を出力させることができる。
【０１０５】
　つぎに、電動オイルポンプ２５から油圧アクチュエータ２０および係合装置Ｃにオイル
を供給することができるように構成された構成例について説明する。図６は、その構成を
説明するための油圧回路図である。なお、図１および図３ないし図５と同様の構成につい
ては同一の参照符号を付してその説明を省略する。図６に示す油圧制御装置は、図１に示
す油圧制御装置と同様に、メカオイルポンプ９から出力されたオイルが、逆止弁３１を介
してモジュレータバルブ２８および第２制御弁３０に供給されるように構成されている。
また、モジュレータバルブ２８によって一定圧に調圧された油圧が、各リニアソレノイド
バルブＳＬＳ，ＳＬＰ，ＳＬＣ，ＳＬＵ，ＳＬＴに供給されるように構成されている。さ
らに、第２制御弁３０によって油圧アクチュエータ２０の油圧が制御されるように構成さ
れ、その第２制御弁３０と油圧アクチュエータ２０とに連通した油路８０の油圧、言い換
えると、油圧アクチュエータ２０の油圧を検出する油圧センサＳ１が設けられている。な
お、図６には図示していないが、図１と同様にレギュレータバルブ３２，４０，４２、第
１制御弁ｚ２１９、油圧アクチュエータ１９が設けられていてもよい。
【０１０６】
　図６に示す油圧制御装置は、電動オイルポンプ２５から油圧アクチュエータ２０と各リ
ニアソレノイドバルブＳＬＳ，ＳＬＰ，ＳＬＣ，ＳＬＵ，ＳＬＴとにオイルを供給するこ
とができるように構成されている。具体的には、電動オイルポンプ２５の出力側に切り替
えバルブ８１が設けられていて、メカオイルポンプ９から出力される油圧が所定の油圧以
下になったとき、言い換えると、エンジン１を停止してメカオイルポンプ９から出力され
る油圧が低下したときに、電動オイルポンプ２５と油圧アクチュエータ２０および各リニ
アソレノイドバルブＳＬＳ，ＳＬＰ，ＳＬＣ，ＳＬＵ，ＳＬＴが連通するように切り替え
バルブ８１が切り替わるように構成されている。
【０１０７】
　ここで、その切り替えバルブ８１の構成について具体的に説明する。図６に示す切り替
えバルブ８１には、電動オイルポンプ２５に連通した第１入力ポート８２および第２入力
ポート８３と、油圧アクチュエータ２０に連通した第１出力ポート８４と、各リニアソレ
ノイドバルブＳＬＳ，ＳＬＰ，ＳＬＣ，ＳＬＵ，ＳＬＴに連通した第２出力ポート８５と
、オイルパンに連通したドレーンポート８６とが形成されている。また、この切り替えバ
ルブ８１は、スプール弁であって、スプール８７の一方側にスプリング８８が設けられ、
そのスプリング８８のバネ力に対抗してメカオイルポンプ９の出力圧に基づく荷重がスプ
ール８７を押圧するように信号圧ポート８９が形成されている。そして、信号圧ポート８
９から供給される油圧に基づいてスプール８７を押圧する荷重が、バネ力よりも大きいと
きに、第１入力ポート８２とドレーンポート８６とが連通し、他のポート８３，８４，８
５が遮断されるように構成されている。それとは反対に、信号圧ポート８９から供給され
る油圧に基づいてスプール８７を押圧する荷重が、バネ力よりも小さいときに、第１入力
ポート８２と第１出力ポート８４とが連通し、かつ第２入力ポート８３と第２出力ポート
８５とが連通し、さらにドレーンポート８６が遮断されるように構成されている。なお、
ドレーンポート８６の出力側の油路９０には、オリフィス９１が設けられている。
【０１０８】
　図６に示す油圧制御装置は、エンジン１が駆動しているときには、図１と同様に作用す
る。一方、Ｓ＆Ｓ制御を実行する条件が成立すると、エンジン１の停止に先立って電動オ
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イルポンプ２５が駆動し始める。そのようにエンジン１が駆動しているときには、切り替
えバルブ８１における第１入力ポート８２とドレーンポート８６とが連通しているので、
電動オイルポンプ２５が駆動し始めたときには、電動オイルポンプ２５から出力されたオ
イルとともに、電動オイルポンプ２５の出力側の油路９２に混在している空気がオイルパ
ンに排出される。また、ドレーンポート８６の出力側の油路９０にはオリフィス９１が設
けられているので、電動オイルポンプ２５から出力されたオイルが全て排出されることが
なく、その結果、電動オイルポンプ２５の出力側の油路９２の油圧が次第に増大する。す
なわち、電動オイルポンプ２５をエンジン１の停止に先立って駆動させることにより、電
動オイルポンプ２５の出力側の油路９２に混在する空気を排出することができ、また油路
９０にオリフィス９１を設けることにより、油路９２の油圧を増大させることができる。
【０１０９】
　そして、エンジン１が停止させられると、切り替えバルブ８１における信号圧ポート８
９に供給される油圧が低下するので、切り替えバルブ８１におけるスプール８７がスプリ
ング８８のバネ力によって移動する。具体的には、第１入力ポート８２と第１出力ポート
８４とが連通させられ、第２入力ポート８３と第２出力ポート８５とが連通させられ、さ
らにドレーンポート８６が遮断させられる。すなわち、電動オイルポンプ２５から出力さ
れたオイルが、油圧アクチュエータ２０と各リニアソレノイドバルブＳＬＳ，ＳＬＰ，Ｓ
ＬＣ，ＳＬＵ，ＳＬＴとに供給される。そのため、電動オイルポンプ２５から出力された
オイルの油圧を元圧として油圧アクチュエータ２０や各リニアソレノイドバルブＳＬＳ，
ＳＬＰ，ＳＬＣ，ＳＬＵ，ＳＬＴ、ひいては係合装置Ｃの油圧を制御することができる。
また、電動オイルポンプ２５から油圧アクチュエータ２０と各リニアソレノイドバルブＳ
ＬＳ，ＳＬＰ，ＳＬＣ，ＳＬＵ，ＳＬＴとにオイルを供給する時点では、そのオイルに空
気が混在している可能性が低く、その結果、油圧アクチュエータ２０や各リニアソレノイ
ドバルブＳＬＳ，ＳＬＰ，ＳＬＣ，ＳＬＵ，ＳＬＴの油圧の制御性や応答性が低下するこ
とを抑制もしくは防止することができる。
【０１１０】
　さらに、図６に示す油圧制御装置は、切り替えバルブ８１の第１入力ポート８２と第２
入力ポート８３とが連通している。言い換えると、油圧アクチュエータ２０と各リニアソ
レノイドバルブＳＬＳ，ＳＬＰ，ＳＬＣ，ＳＬＵ，ＳＬＴの入力側の油路９３とが連通し
ている。そのため、油圧アクチュエータ２０の油圧と油路９３の油圧とが同一となるので
、油圧アクチュエータ２０の油圧を検出する油圧センサＳ１によって、その油路９３の油
圧を検出すること、あるいは判断することができる。一方、リニアソレノイドバルブＳＬ
Ｓ，ＳＬＰ，ＳＬＣ，ＳＬＵ，ＳＬＴは、供給される油圧が低くなるほど出力圧が低くな
るような特性を有している。より具体的には、同一の電流を通電したとしても、供給され
る油圧に応じて出力される油圧が変化する。
【０１１１】
　そのため、図６に示す油圧制御装置は、油圧センサＳ１によって検出された油圧に応じ
てリニアソレノイドバルブＳＬＳ，ＳＬＰ，ＳＬＣ，ＳＬＵ，ＳＬＴに通電する電流値を
補正するように構成されている。具体的には、図７に示すようにメカオイルポンプ９から
オイルが出力されているとき、すなわち、油圧センサＳ１によって検出される油圧が比較
的高いときに所定の油圧を出力するために通電する電流値に対して、電動オイルポンプ２
５からオイルが出力されているとき、すなわち、油圧センサＳ１によって検出される油圧
が比較的低いときに所定の油圧を出力するために通電する電流値を高くするように補正す
る。なお、電動オイルポンプ２５が駆動しているときであっても、油圧センサＳ１によっ
て検出される油圧が変化することがあるので、その場合には、油圧センサＳ１によって検
出された油圧に応じて、リニアソレノイドバルブＳＬＳ，ＳＬＰ，ＳＬＣ，ＳＬＵ，ＳＬ
Ｔに通電する電流値を補正する。このように油圧センサＳ１によって検出される油圧に応
じてリニアソレノイドバルブＳＬＳ，ＳＬＰ，ＳＬＣ，ＳＬＵ，ＳＬＴに通電する電流値
を補正することにより、電動オイルポンプ２５から係合装置Ｃにオイルを供給していると
きであっても、係合装置Ｃの油圧の制御性や応答性が低下してしまうことを抑制もしくは
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防止することができる。
【０１１２】
　なお、リニアソレノイドバルブＳＬＳ，ＳＬＰ，ＳＬＣ，ＳＬＵ，ＳＬＴに供給される
油圧と通電する電流値とに基づいて出力される油圧は、リニアソレノイドバルブＳＬＳ，
ＳＬＰ，ＳＬＣ，ＳＬＵ，ＳＬＴの構造上の特性などによって算出あるいは判断すること
ができるので、予め実験やシミュレーションあるいは設計などによって用意されたマップ
に応じて、リニアソレノイドバルブＳＬＳ，ＳＬＰ，ＳＬＣ，ＳＬＵ，ＳＬＴに通電する
電流値を補正することができる。また、上記リニアソレノイドバルブＳＬＳ，ＳＬＰ，Ｓ
ＬＣ，ＳＬＵ，ＳＬＴがこの発明における第１リニアソレノイドバルブに相当し、上述し
たように各リニアソレノイドバルブＳＬＳ，ＳＬＰ，ＳＬＣ，ＳＬＵ，ＳＬＴに通電する
電流値を補正する手段が、この発明における補正手段に相当する。
【０１１３】
　また、図３と同様に電動オイルポンプ２５から出力されたオイルを、リニアソレノイド
バルブＳＬＣの出力側に供給するように構成してもよい。そのようにリニアソレノイドバ
ルブＳＬＣの出力側に電動オイルポンプ２５からオイルを供給するように構成された油圧
制御装置の一例を図８に示している。なお、図８に示す油圧制御装置は、図７に示す油圧
制御装置における第２出力ポート８５を、リニアソレノイドバルブＳＬＣの出力側の油路
９４に連通させ、かつ第２入力ポート８３の上流側に図３と同様に逆止弁５４を設けたも
のであって、それ以外の構成は同様であるので、同一の構成については同一の参照符号を
付してその説明を省略する。図８に示す油圧制御装置は、第２出力ポート８３がリニアソ
レノイドバルブＳＬＣの出力側に連通しているので、イグニッションがＯＦＦされて第２
入力ポート８３と第２出力ポート８５とが連通したときに、係合装置Ｃからオイルが排出
されることを抑制もしくは防止するために、第２入力ポート８３と電動オイルポンプ２５
との間に逆止弁５４が設けられている。
【０１１４】
　このように逆止弁５４を設けた場合であっても、電動オイルポンプ２５から油圧アクチ
ュエータ２０と係合装置Ｃに油圧を供給しているときには、係合装置Ｃの油圧が、油圧セ
ンサＳ１によって検出された油圧とほぼ同一となる。具体的には、係合装置Ｃの油圧が油
圧アクチュエータ２０の油圧よりも高いときには、その係合装置Ｃの油圧が増圧されずに
、油圧アクチュエータ２０の油圧のみが増圧される。また、リニアソレノイドバルブＳＬ
Ｃや係合装置Ｃからは不可避的にオイルが漏洩するので、係合装置Ｃの油圧は低下する傾
向となる。その結果、係合装置Ｃの油圧が油圧アクチュエータ２０の油圧よりも高い場合
であっても、係合装置Ｃの油圧と油圧アクチュエータ２０の油圧とがほぼ同一となる。そ
れとは反対に、係合装置Ｃの油圧が油圧アクチュエータ２０の油圧よりも低いときには、
油圧アクチュエータ２０の油圧が維持された係合装置Ｃの油圧が増圧されるので、結局、
係合装置Ｃの油圧と油圧アクチュエータ２０の油圧とがほぼ同一となる。したがって、油
圧アクチュエータ２０の油圧を油圧センサＳ１によって検出することにより係合装置Ｃの
油圧を判断することができる。
【０１１５】
　そして、油圧センサＳ１によって検出された油圧が係合装置Ｃの目標油圧よりも高いと
きには、リニアソレノイドバルブＳＬＣに通電する電流値を補正して、第２制御弁３０か
らオイルを排出することにより、係合装置Ｃの油圧を目標油圧に追従するように制御する
ことができる。言い換えると、第２制御弁３０をリリーフバルブとして機能させることに
より、係合装置Ｃの油圧を制御することができる。なお、リニアソレノイドバルブＳＬＣ
に通電する電流値を補正して、リニアソレノイドバルブＳＬＣからオイルを排出すること
により、係合装置Ｃの油圧を目標油圧に追従するように制御してもよい。言い換えると、
リニアソレノイドバルブＳＬＣをリリーフバルブとして機能させることにより、係合装置
Ｃの油圧を制御してもよい。
【０１１６】
　なお、上述した各切り替えバルブ３４，５５，７４，８１がこの発明における切り替え
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アソレノイドバルブＳＬＣがこの発明における制御バルブに相当し、オリフィス４９，６
４，９１がこの発明における第２オリフィスに相当する。
【０１１７】
　また、上述した各油圧制御装置を適宜組み合わせてもよい。さらに、上述したベルト式
無段変速機を備えた車両を対象とするものに限らず、トロイダル型の無段変速機であって
もよく、複数のクラッチを選択的に係合させて変速段を変化させる有段変速機であっても
よい。また、この発明の対象とすることができる車両は、上述したように構成された動力
伝達装置を備えたものに限らず、発進クラッチとベルト式無段変速機とが直列に設けられ
たものであってもよい。そして、上述した例では、エンジンを停止させるとともに、発進
クラッチを解放してニュートラル状態とするＳ＆Ｓ制御を例に挙げて説明したが、エンジ
ンを停止させたときに、ニュートラル状態としないフューエルカット制御を行う車両を対
象とすることもできる。
【符号の説明】
【０１１８】
　１…エンジン、　４…トルクコンバータ、　８…ロックアップクラッチ、　９…メカオ
イルポンプ、　１２…ベルト式無段変速機、　１９，２０…油圧アクチュエータ、　２５
電動オイルポンプ、　２７，３３，３６，３９，４１，４３，４４，４６，４７，５６，
６３，６５，７５，７６，７８，８０，９０，９２，９３，９４…油路、　２８…モジュ
レータバルブ、　２９…第１制御弁、　３０…第２制御弁、　３１，５４…逆止弁、　３
４，５５，７４，８１…切り替えバルブ、　３５…潤滑部、　３７，３８，４９，６４，
９１…オリフィス、　４５…電動機、　６６…第３制御弁、　Ｃ１，Ｃ２…クラッチ、　
Ｂ１…ブレーキ、　ＳＬＳ，ＳＬＰ，ＳＬＣ，ＳＬＵ，ＳＬＴ…リニアソレノイドバルブ
。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【手続補正書】
【提出日】平成27年9月9日(2015.9.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動力源によって駆動させることができるメカオイルポンプと、電動機の出力トルクに
よって駆動する電動オイルポンプと、前記メカオイルポンプおよび前記電動オイルポンプ
のうち少なくともいずれか一方のオイルポンプから供給される油圧により制御される油圧
制御対象部とを備えた車両の油圧制御装置において、
　前記メカオイルポンプの出力圧が予め定められた所定の油圧よりも高いときに、前記電
動オイルポンプから前記油圧制御対象部にオイルを供給することを禁止して、前記電動オ
イルポンプから出力されたオイルを排出する油路を連通させる機能と、前記メカオイルポ
ンプの出力圧が所定の油圧よりも低いときに、前記電動オイルポンプから前記油圧制御対
象部にオイルを供給する油路を連通させる機能とを有する切り替えバルブと、
　前記油圧制御対象部に供給されるオイルの一部が、前記油圧制御対象部よりも要求され
る油圧が低圧の低圧供給部に流動する第１油路とを備え、
　前記切り替えバルブは、前記メカオイルポンプの出力圧が前記所定の油圧よりも低く前
記電動オイルポンプから前記油圧制御対象部にオイルを供給する油路が連通したときに、
前記電動オイルポンプから出力されたオイルが前記第１油路を流動して前記油圧制御対象
部に供給され、かつ前記低圧供給部へのオイルの流動を禁止するように構成され、
　前記メカオイルポンプの出力圧が前記所定の油圧よりも低くなり前記電動オイルポンプ
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から前記油圧制御対象部にオイルを供給する油路が連通する以前に、前記電動オイルポン
プからオイルを出力することを特徴とする車両の油圧制御装置。
【請求項２】
　前記油圧制御対象部に供給する油圧を調圧しかつ出力側に前記第１油路が連通した調圧
バルブと、
　前記第１油路から前記低圧供給部にオイルが流動する流量を低減させる第１オリフィス
と、
　前記メカオイルポンプおよび前記調圧バルブに連通し、前記駆動力源の回転数が所定の
回転数以上のときに、前記低圧供給部にオイルを供給する第２油路と
を更に備えていることを特徴とする請求項１に記載の車両の油圧制御装置。
【請求項３】
　前記メカオイルポンプから出力された油圧を元圧として前記油圧制御対象部の油圧を制
御する制御バルブを更に備え、
　前記制御バルブは、前記電動オイルポンプから前記油圧制御対象部にオイルを供給して
いるときに、前記油圧制御対象部の油圧がその油圧制御対象部に要求される油圧よりも高
くなると開弁して前記油圧制御対象部の油圧を低下させるように構成されている
ことを特徴とする請求項１または２に記載の車両の油圧制御装置。
【請求項４】
　駆動力源によって駆動させることができるメカオイルポンプと、電動機の出力トルクに
よって駆動する電動オイルポンプと、前記メカオイルポンプおよび前記電動オイルポンプ
のうち少なくともいずれか一方のオイルポンプから供給される油圧により制御される油圧
制御対象部とを備えた車両の油圧制御装置において、
　前記メカオイルポンプの出力圧が予め定められた所定の油圧よりも高いときに、前記電
動オイルポンプから前記油圧制御対象部にオイルを供給することを禁止して、前記電動オ
イルポンプから出力されたオイルを排出する油路を連通させる機能と、前記メカオイルポ
ンプの出力圧が所定の油圧よりも低いときに、前記電動オイルポンプから前記油圧制御対
象部にオイルを供給する油路を連通させる機能とを有する切り替えバルブと、
　前記メカオイルポンプから出力された油圧を元圧として前記油圧制御対象部の油圧を制
御する制御バルブとを備え、
　前記制御バルブは、前記電動オイルポンプから前記油圧制御対象部にオイルを供給して
いるときに、前記油圧制御対象部の油圧がその油圧制御対象部に要求される油圧よりも高
くなると開弁して前記油圧制御対象部の油圧を低下させるように構成され、
　前記メカオイルポンプの出力圧が前記所定の油圧よりも低くなり前記電動オイルポンプ
から前記油圧制御対象部にオイルを供給する油路が連通する以前に、前記電動オイルポン
プからオイルを出力することを特徴とする車両の油圧制御装置。
【請求項５】
　前記メカオイルポンプと前記制御バルブとに連通した油路に、前記メカオイルポンプ側
にオイルが流動することを禁止する第１逆止弁を更に備え、
　前記切り替えバルブは、前記メカオイルポンプから出力される油圧が前記所定の油圧よ
りも高いときに、前記第１逆止弁の入力側の油路と前記第１逆止弁の出力側の油路を連通
させるように構成されている
ことを特徴とする請求項３または４に記載の車両の油圧制御装置。
【請求項６】
　前記切り替えバルブは、前記電動オイルポンプと連通した入力ポートと、前記メカオイ
ルポンプの油圧が前記所定の油圧よりも低いときに前記電動オイルポンプから出力された
オイルを排出するドレーンポートと、前記制御バルブの入力側の油路に連通した出力ポー
トとを備え、
　前記制御バルブは、通電される電流に応じて出力圧を変化させる第１リニアソレノイド
バルブを含み、
　前記第１リニアソレノイドバルブに供給される油圧が低いときに前記油圧制御対象部の
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油圧を制御するために通電する電流値が、前記第１リニアソレノイドバルブに供給される
油圧が高いときに前記油圧制御対象部の油圧を制御するために通電される電流値よりも高
くなるように補正する補正手段を備えている
ことを特徴とする請求項３ないし５のいずれか一項に記載の車両の油圧制御装置。
【請求項７】
　前記補正手段は、前記メカオイルポンプから出力される油圧が前記所定の油圧よりも低
く、前記電動オイルポンプから前記油圧制御対象部にオイルを供給しているときに、前記
油圧制御対象部の油圧を制御するために前記第１リニアソレノイドバルブに通電される電
流値を、前記メカオイルポンプから出力される油圧が前記所定の油圧よりも高く、前記メ
カオイルポンプから前記油圧制御対象部にオイルを供給しているときに、前記油圧制御対
象部の油圧を制御するために前記第１ソレノイドバルブに通電される電流値よりも高くす
るように補正する手段を含むことを特徴とする請求項６に記載の車両の油圧制御装置。
【請求項８】
　前記油圧制御対象部は、供給される油圧に応じて変速機構の変速比を変化させ、かつ油
圧が排出されることにより前記変速比が小さくなるように構成された油圧アクチュエータ
を含むことを特徴とする請求項１ないし７のいずれか一項に記載の車両の油圧制御装置。
【請求項９】
　駆動力源によって駆動させることができるメカオイルポンプと、電動機の出力トルクに
よって駆動する電動オイルポンプと、前記メカオイルポンプおよび前記電動オイルポンプ
のうち少なくともいずれか一方のオイルポンプから供給される油圧により制御される油圧
制御対象部とを備えた車両の油圧制御装置において、
　前記メカオイルポンプの出力圧が予め定められた所定の油圧よりも高いときに、前記電
動オイルポンプから前記油圧制御対象部にオイルを供給することを禁止して、前記電動オ
イルポンプから出力されたオイルを排出する油路を連通させる機能と、前記メカオイルポ
ンプの出力圧が所定の油圧よりも低いときに、前記電動オイルポンプから前記油圧制御対
象部にオイルを供給する油路を連通させる機能とを有する切り替えバルブを備え、
　前記油圧制御対象部は、供給される油圧に応じて変速機構の変速比を変化させ、かつ油
圧が排出されることにより前記変速比が小さくなるように構成された油圧アクチュエータ
を含み、
　前記メカオイルポンプの出力圧が前記所定の油圧よりも低くなり前記電動オイルポンプ
から前記油圧制御対象部にオイルを供給する油路が連通する以前に、前記電動オイルポン
プからオイルを出力することを特徴とする車両の油圧制御装置。
【請求項１０】
　前記駆動力源から出力されたトルクを流体流によって伝達する流体継手と、
　前記流体継手と並列に配置されかつ係合することによって該流体継手を介さずに駆動力
源から出力されたトルクを伝達するロックアップクラッチと
を備え、
　前記油圧制御対象部は、通電される電流に応じて前記ロックアップクラッチの係合圧を
制御する第２リニアソレノイドバルブを含む
ことを特徴とする請求項１ないし９のいずれか一項に記載の車両の油圧制御装置。
【請求項１１】
　駆動力源によって駆動させることができるメカオイルポンプと、電動機の出力トルクに
よって駆動する電動オイルポンプと、前記メカオイルポンプおよび前記電動オイルポンプ
のうち少なくともいずれか一方のオイルポンプから供給される油圧により制御される油圧
制御対象部とを備えた車両の油圧制御装置において、
　前記メカオイルポンプの出力圧が予め定められた所定の油圧よりも高いときに、前記電
動オイルポンプから前記油圧制御対象部にオイルを供給することを禁止して、前記電動オ
イルポンプから出力されたオイルを排出する油路を連通させる機能と、前記メカオイルポ
ンプの出力圧が所定の油圧よりも低いときに、前記電動オイルポンプから前記油圧制御対
象部にオイルを供給する油路を連通させる機能とを有する切り替えバルブと、
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　前記駆動力源から出力されたトルクを流体流によって伝達する流体継手と、
　前記流体継手と並列に配置されかつ係合することによって該流体継手を介さずに駆動力
源から出力されたトルクを伝達するロックアップクラッチとを備え、
　前記油圧制御対象部は、通電される電流に応じて前記ロックアップクラッチの係合圧を
制御する第２リニアソレノイドバルブを含み、
　前記メカオイルポンプの出力圧が前記所定の油圧よりも低くなり前記電動オイルポンプ
から前記油圧制御対象部にオイルを供給する油路が連通する以前に、前記電動オイルポン
プからオイルを出力することを特徴とする車両の油圧制御装置。
【請求項１２】
　前記メカオイルポンプの出力圧が所定の油圧よりも高く前記電動オイルポンプから出力
されたオイルを排出するときに、その排出されるオイルが流動する油路の流量を低減させ
る第２オリフィスが設けられていることを特徴とする請求項１ないし１１のいずれか一項
に記載の車両の油圧制御装置。
【請求項１３】
　前記所定の油圧は、前記油圧制御対象部に要求される最大の油圧よりも高い油圧を含む
ことを特徴とする請求項１ないし１２のいずれか一項に記載の車両の油圧制御装置。
【請求項１４】
　前記所定の油圧は、前記電動オイルポンプから出力することができる最大の油圧よりも
低い油圧を含むことを特徴とする請求項１ないし１３のいずれか一項に記載の車両の油圧
制御装置。
【請求項１５】
　前記油圧制御対象部は、車両が発進するときに係合させられる係合装置を含むことを特
徴とする請求項１にないし１４のいずれか一項に記載の車両の油圧制御装置。
【請求項１６】
　前記電動オイルポンプと前記切り替えバルブとに連通した油路に、前記電動オイルポン
プ側にオイルが流動することを禁止する第２逆止弁が設けられていることを特徴とする請
求項１５に記載の車両の油圧制御装置。
【請求項１７】
　前記切り替えバルブは、前記メカオイルポンプから出力されたオイルが信号圧として供
給され、そのオイルの油圧に応じて作動するように構成されていることを特徴とする請求
項１ないし１６のいずれか一項に記載の車両の油圧制御装置。
【請求項１８】
　前記切り替えバルブは、前記電動オイルポンプから出力されたオイルが信号圧として供
給され、そのオイルの油圧に応じて作動するように構成されていることを特徴とする請求
項１ないし１６のいずれか一項に記載の車両の油圧制御装置。
【請求項１９】
　前記切り替えバルブは、前記信号圧に基づいてスプールを押圧する荷重と対抗してスプ
リングのバネ力が前記スプールを押圧するように構成され、前記スプールを押圧する荷重
のバランスに応じて連通させる油路を切り替えるように構成されたスプールバルブを含む
ことを特徴とする請求項１７または１８に記載の車両の油圧制御装置。
【請求項２０】
　前記電動オイルポンプは、前記メカオイルポンプの出力圧が所定の油圧よりも低いとき
に、前記油圧制御対象部に要求される油圧に応じて出力圧を制御するように構成されてい
ることを特徴とする請求項１ないし１９のいずれか一項に記載の車両の油圧制御装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
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　この発明は、上記の目的を達成するために、駆動力源によって駆動させることができる
メカオイルポンプと、電動機の出力トルクによって駆動する電動オイルポンプと、前記メ
カオイルポンプおよび前記電動オイルポンプのうち少なくともいずれか一方のオイルポン
プから供給される油圧により制御される油圧制御対象部とを備えた車両の油圧制御装置に
おいて、前記メカオイルポンプの出力圧が予め定められた所定の油圧よりも高いときに、
前記電動オイルポンプから前記油圧制御対象部にオイルを供給することを禁止して、前記
電動オイルポンプから出力されたオイルを排出する油路を連通させる機能と、前記メカオ
イルポンプの出力圧が所定の油圧よりも低いときに、前記電動オイルポンプから前記油圧
制御対象部にオイルを供給する油路を連通させる機能とを有する切り替えバルブと、前記
油圧制御対象部に供給されるオイルの一部が、前記油圧制御対象部よりも要求される油圧
が低圧の低圧供給部に流動する第１油路とを備え、前記切り替えバルブは、前記メカオイ
ルポンプの出力圧が前記所定の油圧よりも低く前記電動オイルポンプから前記油圧制御対
象部にオイルを供給する油路が連通したときに、前記電動オイルポンプから出力されたオ
イルが前記第１油路を流動して前記油圧制御対象部に供給され、かつ前記低圧供給部への
オイルの流動を禁止するように構成され、前記メカオイルポンプの出力圧が前記所定の油
圧よりも低くなり前記電動オイルポンプから前記油圧制御対象部にオイルを供給する油路
が連通する以前に、前記電動オイルポンプからオイルを出力する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　前記メカオイルポンプから出力された油圧を元圧として前記油圧制御対象部の油圧を制
御する制御バルブを更に備え、前記制御バルブは、前記電動オイルポンプから前記油圧制
御対象部にオイルを供給しているときに、前記油圧制御対象部の油圧がその油圧制御対象
部に要求される油圧よりも高くなると開弁して前記油圧制御対象部の油圧を低下させるよ
うに構成されている。
　駆動力源によって駆動させることができるメカオイルポンプと、電動機の出力トルクに
よって駆動する電動オイルポンプと、前記メカオイルポンプおよび前記電動オイルポンプ
のうち少なくともいずれか一方のオイルポンプから供給される油圧により制御される油圧
制御対象部とを備えた車両の油圧制御装置において、前記メカオイルポンプの出力圧が予
め定められた所定の油圧よりも高いときに、前記電動オイルポンプから前記油圧制御対象
部にオイルを供給することを禁止して、前記電動オイルポンプから出力されたオイルを排
出する油路を連通させる機能と、前記メカオイルポンプの出力圧が所定の油圧よりも低い
ときに、前記電動オイルポンプから前記油圧制御対象部にオイルを供給する油路を連通さ
せる機能とを有する切り替えバルブと、前記メカオイルポンプから出力された油圧を元圧
として前記油圧制御対象部の油圧を制御する制御バルブとを備え、前記制御バルブは、前
記電動オイルポンプから前記油圧制御対象部にオイルを供給しているときに、前記油圧制
御対象部の油圧がその油圧制御対象部に要求される油圧よりも高くなると開弁して前記油
圧制御対象部の油圧を低下させるように構成され、前記メカオイルポンプの出力圧が前記
所定の油圧よりも低くなり前記電動オイルポンプから前記油圧制御対象部にオイルを供給
する油路が連通する以前に、前記電動オイルポンプからオイルを出力する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　前記油圧制御対象部は、供給される油圧に応じて変速機構の変速比を変化させ、かつ油
圧が排出されることにより前記変速比が小さくなるように構成された油圧アクチュエータ
を含んでもよい。
　駆動力源によって駆動させることができるメカオイルポンプと、電動機の出力トルクに
よって駆動する電動オイルポンプと、前記メカオイルポンプおよび前記電動オイルポンプ
のうち少なくともいずれか一方のオイルポンプから供給される油圧により制御される油圧
制御対象部とを備えた車両の油圧制御装置において、前記メカオイルポンプの出力圧が予
め定められた所定の油圧よりも高いときに、前記電動オイルポンプから前記油圧制御対象
部にオイルを供給することを禁止して、前記電動オイルポンプから出力されたオイルを排
出する油路を連通させる機能と、前記メカオイルポンプの出力圧が所定の油圧よりも低い
ときに、前記電動オイルポンプから前記油圧制御対象部にオイルを供給する油路を連通さ
せる機能とを有する切り替えバルブを備え、前記油圧制御対象部は、供給される油圧に応
じて変速機構の変速比を変化させ、かつ油圧が排出されることにより前記変速比が小さく
なるように構成された油圧アクチュエータを含み、前記メカオイルポンプの出力圧が前記
所定の油圧よりも低くなり前記電動オイルポンプから前記油圧制御対象部にオイルを供給
する油路が連通する以前に、前記電動オイルポンプからオイルを出力する。
　前記駆動力源から出力されたトルクを流体流によって伝達する流体継手と、前記流体継
手と並列に配置されかつ係合することによって該流体継手を介さずに駆動力源から出力さ
れたトルクを伝達するロックアップクラッチとを備え、前記油圧制御対象部は、通電され
る電流に応じて前記ロックアップクラッチの係合圧を制御する第２リニアソレノイドバル
ブを含んでもよい。
　駆動力源によって駆動させることができるメカオイルポンプと、電動機の出力トルクに
よって駆動する電動オイルポンプと、前記メカオイルポンプおよび前記電動オイルポンプ
のうち少なくともいずれか一方のオイルポンプから供給される油圧により制御される油圧
制御対象部とを備えた車両の油圧制御装置において、前記メカオイルポンプの出力圧が予
め定められた所定の油圧よりも高いときに、前記電動オイルポンプから前記油圧制御対象
部にオイルを供給することを禁止して、前記電動オイルポンプから出力されたオイルを排
出する油路を連通させる機能と、前記メカオイルポンプの出力圧が所定の油圧よりも低い
ときに、前記電動オイルポンプから前記油圧制御対象部にオイルを供給する油路を連通さ
せる機能とを有する切り替えバルブと、前記駆動力源から出力されたトルクを流体流によ
って伝達する流体継手と、前記流体継手と並列に配置されかつ係合することによって該流
体継手を介さずに駆動力源から出力されたトルクを伝達するロックアップクラッチとを備
え、前記油圧制御対象部は、通電される電流に応じて前記ロックアップクラッチの係合圧
を制御する第２リニアソレノイドバルブを含み、前記メカオイルポンプの出力圧が前記所
定の油圧よりも低くなり前記電動オイルポンプから前記油圧制御対象部にオイルを供給す
る油路が連通する以前に、前記電動オイルポンプからオイルを出力する。
　前記メカオイルポンプの出力圧が所定の油圧よりも高く前記電動オイルポンプから出力
されたオイルを排出するときに、その排出されるオイルが流動する油路の流量を低減させ
る第２オリフィスが設けられている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００２１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０５】
　つぎに、電動オイルポンプ２５から油圧アクチュエータ２０および係合装置Ｃにオイル
を供給することができるように構成された構成例について説明する。図６は、その構成を
説明するための油圧回路図である。なお、図１および図３ないし図５と同様の構成につい
ては同一の参照符号を付してその説明を省略する。図６に示す油圧制御装置は、図１に示
す油圧制御装置と同様に、メカオイルポンプ９から出力されたオイルが、逆止弁３１を介
してモジュレータバルブ２８および第２制御弁３０に供給されるように構成されている。
また、モジュレータバルブ２８によって一定圧に調圧された油圧が、各リニアソレノイド
バルブＳＬＳ，ＳＬＰ，ＳＬＣ，ＳＬＵ，ＳＬＴに供給されるように構成されている。さ
らに、第２制御弁３０によって油圧アクチュエータ２０の油圧が制御されるように構成さ
れ、その第２制御弁３０と油圧アクチュエータ２０とに連通した油路８０の油圧、言い換
えると、油圧アクチュエータ２０の油圧を検出する油圧センサＳ１が設けられている。な
お、図６には図示していないが、図１と同様にレギュレータバルブ３２，４０，４２、第
１制御弁２９、油圧アクチュエータ１９が設けられていてもよい。
【手続補正書】
【提出日】平成28年8月3日(2016.8.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動力源によって駆動させることができるメカオイルポンプと、電動機の出力トルクに
よって駆動する電動オイルポンプと、前記メカオイルポンプおよび前記電動オイルポンプ
のうち少なくともいずれか一方のオイルポンプから供給される油圧により制御される油圧
制御対象部とを備えた車両の油圧制御装置において、
　前記メカオイルポンプの出力圧が予め定められた所定の油圧よりも高いときに、前記電
動オイルポンプから前記油圧制御対象部にオイルを供給することを禁止して、前記電動オ
イルポンプから出力されたオイルを排出する油路を連通させる機能と、前記メカオイルポ
ンプの出力圧が所定の油圧よりも低いときに、前記電動オイルポンプから前記油圧制御対
象部にオイルを供給する油路を連通させる機能とを有する切り替えバルブと、
　前記油圧制御対象部に供給されるオイルの一部が、前記油圧制御対象部よりも要求され
る油圧が低圧の低圧供給部に流動する第１油路とを備え、
　前記切り替えバルブは、前記メカオイルポンプの出力圧が前記所定の油圧よりも低く前
記電動オイルポンプから前記油圧制御対象部にオイルを供給する油路が連通したときに、
前記電動オイルポンプから出力されたオイルが前記第１油路を流動して前記油圧制御対象
部に供給され、かつ前記低圧供給部へのオイルの流動を禁止するように構成され、
　前記メカオイルポンプの出力圧が前記所定の油圧よりも低くなり前記電動オイルポンプ
から前記油圧制御対象部にオイルを供給する油路が連通する以前に、前記電動オイルポン
プからオイルを出力することを特徴とする車両の油圧制御装置。
【請求項２】
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　前記油圧制御対象部に供給する油圧を調圧しかつ出力側に前記第１油路が連通した調圧
バルブと、
　前記第１油路から前記低圧供給部にオイルが流動する流量を低減させる第１オリフィス
と、
　前記メカオイルポンプおよび前記調圧バルブに連通し、前記駆動力源の回転数が所定の
回転数以上のときに、前記低圧供給部にオイルを供給する第２油路と
を更に備えていることを特徴とする請求項１に記載の車両の油圧制御装置。
【請求項３】
　前記メカオイルポンプから出力された油圧を元圧として前記油圧制御対象部の油圧を制
御する制御バルブを更に備え、
　前記制御バルブは、前記電動オイルポンプから前記油圧制御対象部にオイルを供給して
いるときに、前記油圧制御対象部の油圧がその油圧制御対象部に要求される油圧よりも高
くなると開弁して前記油圧制御対象部の油圧を低下させるように構成されている
ことを特徴とする請求項１または２に記載の車両の油圧制御装置。
【請求項４】
　前記メカオイルポンプと前記制御バルブとに連通した油路に、前記メカオイルポンプ側
にオイルが流動することを禁止する第１逆止弁を更に備え、
　前記切り替えバルブは、前記メカオイルポンプから出力される油圧が前記所定の油圧よ
りも高いときに、前記第１逆止弁の入力側の油路と前記第１逆止弁の出力側の油路を連通
させるように構成されている
ことを特徴とする請求項３に記載の車両の油圧制御装置。
【請求項５】
　前記切り替えバルブは、前記電動オイルポンプと連通した入力ポートと、前記メカオイ
ルポンプの油圧が前記所定の油圧よりも高いときに前記電動オイルポンプから出力された
オイルを排出するドレーンポートと、前記制御バルブの入力側の油路に連通した出力ポー
トとを備え、
　前記制御バルブは、通電される電流に応じて出力圧を変化させる第１リニアソレノイド
バルブを含み、
　前記第１リニアソレノイドバルブに供給される油圧が低いときに前記油圧制御対象部の
油圧を制御するために通電する電流値が、前記第１リニアソレノイドバルブに供給される
油圧が高いときに前記油圧制御対象部の油圧を制御するために通電される電流値よりも高
くなるように補正する補正手段を備えている
ことを特徴とする請求項３または４に記載の車両の油圧制御装置。
【請求項６】
　前記補正手段は、前記メカオイルポンプから出力される油圧が前記所定の油圧よりも低
く、前記電動オイルポンプから前記油圧制御対象部にオイルを供給しているときに、前記
油圧制御対象部の油圧を制御するために前記第１リニアソレノイドバルブに通電される電
流値を、前記メカオイルポンプから出力される油圧が前記所定の油圧よりも高く、前記メ
カオイルポンプから前記油圧制御対象部にオイルを供給しているときに、前記油圧制御対
象部の油圧を制御するために前記第１ソレノイドバルブに通電される電流値よりも高くす
るように補正する手段を含むことを特徴とする請求項５に記載の車両の油圧制御装置。
【請求項７】
　前記油圧制御対象部は、供給される油圧に応じて変速機構の変速比を変化させ、かつ油
圧が排出されることにより前記変速比が小さくなるように構成された油圧アクチュエータ
を含むことを特徴とする請求項１ないし６のいずれか一項に記載の車両の油圧制御装置。
【請求項８】
　前記駆動力源から出力されたトルクを流体流によって伝達する流体継手と、
　前記流体継手と並列に配置されかつ係合することによって該流体継手を介さずに駆動力
源から出力されたトルクを伝達するロックアップクラッチと
を備え、
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　前記油圧制御対象部は、通電される電流に応じて前記ロックアップクラッチの係合圧を
制御する第２リニアソレノイドバルブを含む
ことを特徴とする請求項１ないし７のいずれか一項に記載の車両の油圧制御装置。
【請求項９】
　前記メカオイルポンプの出力圧が所定の油圧よりも高く前記電動オイルポンプから出力
されたオイルを排出するときに、その排出されるオイルが流動する油路の流量を低減させ
る第２オリフィスが設けられていることを特徴とする請求項１ないし８のいずれか一項に
記載の車両の油圧制御装置。
【請求項１０】
　前記所定の油圧は、前記油圧制御対象部に要求される最大の油圧よりも高い油圧を含む
ことを特徴とする請求項１ないし９のいずれか一項に記載の車両の油圧制御装置。
【請求項１１】
　前記所定の油圧は、前記電動オイルポンプから出力することができる最大の油圧よりも
低い油圧を含むことを特徴とする請求項１ないし１０のいずれか一項に記載の車両の油圧
制御装置。
【請求項１２】
　前記油圧制御対象部は、車両が発進するときに係合させられる係合装置を含むことを特
徴とする請求項１にないし１１のいずれか一項に記載の車両の油圧制御装置。
【請求項１３】
　前記電動オイルポンプと前記切り替えバルブとに連通した油路に、前記電動オイルポン
プ側にオイルが流動することを禁止する第２逆止弁が設けられていることを特徴とする請
求項１２に記載の車両の油圧制御装置。
【請求項１４】
　前記切り替えバルブは、前記メカオイルポンプから出力されたオイルが信号圧として供
給され、そのオイルの油圧に応じて作動するように構成されていることを特徴とする請求
項１ないし１３のいずれか一項に記載の車両の油圧制御装置。
【請求項１５】
　前記切り替えバルブは、前記電動オイルポンプから出力されたオイルが信号圧として供
給され、そのオイルの油圧に応じて作動するように構成されていることを特徴とする請求
項１ないし１３のいずれか一項に記載の車両の油圧制御装置。
【請求項１６】
　前記切り替えバルブは、前記信号圧に基づいてスプールを押圧する荷重と対抗してスプ
リングのバネ力が前記スプールを押圧するように構成され、前記スプールを押圧する荷重
のバランスに応じて連通させる油路を切り替えるように構成されたスプールバルブを含む
ことを特徴とする請求項１４または１５に記載の車両の油圧制御装置。
【請求項１７】
　前記電動オイルポンプは、前記メカオイルポンプの出力圧が所定の油圧よりも低いとき
に、前記油圧制御対象部に要求される油圧に応じて出力圧を制御するように構成されてい
ることを特徴とする請求項１ないし１６のいずれか一項に記載の車両の油圧制御装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　前記メカオイルポンプから出力された油圧を元圧として前記油圧制御対象部の油圧を制
御する制御バルブを更に備え、前記制御バルブは、前記電動オイルポンプから前記油圧制
御対象部にオイルを供給しているときに、前記油圧制御対象部の油圧がその油圧制御対象
部に要求される油圧よりも高くなると開弁して前記油圧制御対象部の油圧を低下させるよ
うに構成されている。
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【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　前記切り替えバルブは、前記電動オイルポンプと連通した入力ポートと、前記メカオイ
ルポンプの油圧が前記所定の油圧よりも高いときに前記電動オイルポンプから出力された
オイルを排出するドレーンポートと、前記制御バルブの入力側の油路に連通した出力ポー
トとを備え、前記制御バルブは、通電される電流に応じて出力圧を変化させる第１リニア
ソレノイドバルブを含み、前記第１リニアソレノイドバルブに供給される油圧が低いとき
に前記油圧制御対象部の油圧を制御するために通電する電流値が、前記第１リニアソレノ
イドバルブに供給される油圧が高いときに前記油圧制御対象部の油圧を制御するために通
電される電流値よりも高くなるように補正する補正手段を備えている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　前記油圧制御対象部は、供給される油圧に応じて変速機構の変速比を変化させ、かつ油
圧が排出されることにより前記変速比が小さくなるように構成された油圧アクチュエータ
を含んでもよい。
　前記駆動力源から出力されたトルクを流体流によって伝達する流体継手と、前記流体継
手と並列に配置されかつ係合することによって該流体継手を介さずに駆動力源から出力さ
れたトルクを伝達するロックアップクラッチとを備え、前記油圧制御対象部は、通電され
る電流に応じて前記ロックアップクラッチの係合圧を制御する第２リニアソレノイドバル
ブを含んでもよい。
　前記メカオイルポンプの出力圧が所定の油圧よりも高く前記電動オイルポンプから出力
されたオイルを排出するときに、その排出されるオイルが流動する油路の流量を低減させ
る第２オリフィスが設けられている。



(41) JP WO2014/147854 A1 2014.9.25

10

20

30

40

【国際調査報告】



(42) JP WO2014/147854 A1 2014.9.25

10

20

30

40



(43) JP WO2014/147854 A1 2014.9.25

10

20

30

40



(44) JP WO2014/147854 A1 2014.9.25

10

20

30

40



(45) JP WO2014/147854 A1 2014.9.25

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,
BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,H
R,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI
,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,
US,UZ,VC

Ｆターム(参考) 3J552 MA01  MA06  MA12  NA01  NB01  PA20  PA26  PA67  QA06A QA06C
　　　　 　　        QA13A QA26A QA28A QA30A QA30C QA42A QB03  RB03  RB17  RC02 
　　　　 　　        SA36  SA52  SB02  UA02  UA07  VA18W VA45W VA52W VA74W VB01Z
　　　　 　　        VC01Z VD02Z

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	search-report
	overflow

