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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走行用動力源と駆動輪との間の動力伝達経路に、直結クラッチと、摩擦係合装置および
変速比を連続的に変化させるための変速機構を有する無段変速機とが配設された車両用動
力伝達装置において、前記直結クラッチの係合状態と解放状態とを切り換えるための第１
制御弁と、前記摩擦係合装置に供給する油圧を切り換えるための第２制御弁と、前記第１
制御弁の作動を制御するための直結クラッチ制御用ソレノイド弁と、前記変速機構の作動
を制御するための一対の変速制御用ソレノイド弁とを備えた車両用動力伝達装置の油圧制
御装置であって、
　前記第２制御弁は、前記一対の変速制御用ソレノイド弁から出力される油圧に基づいて
前記摩擦係合装置に第１油圧を供給する第１位置と第２油圧を供給する第２位置とに切り
換えられるものであり、該一対の変速制御用ソレノイド弁が共に油圧を出力する状態とさ
れたときに該第１位置から該第２位置へ切り換えられると共に、該第２位置へ切り換えら
れると該一対の変速制御用ソレノイド弁から出力される油圧のうち少なくとも一方の油圧
を出力するように構成され、
　前記第１制御弁は、前記一対の変速制御用ソレノイド弁の少なくとも一方からの油圧が
前記第２制御弁から出力されると、前記直結クラッチを解放状態とする位置となるように
構成されていることを特徴とする車両用動力伝達装置の油圧制御装置。
【請求項２】
　前記第２制御弁は、前記一対の変速制御用ソレノイド弁の少なくとも一方からの油圧を
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出力する出力ポートと、油圧を排出する排出ポートとを有し、前記第１位置にあるときに
は該出力ポートと該排出ポートとを連通するように構成されているものである請求項１の
車両用動力伝達装置の油圧制御装置。
【請求項３】
　前記第２制御弁は、前記第１位置と前記第２位置とを切り換える為に前記一対の変速制
御用ソレノイド弁の一方から出力される油圧を入力する入力ポートと、該油圧を出力する
出力ポートとを有し、前記第２位置にあるときには該入力ポートと該出力ポートとを連通
するように構成されているものである請求項１の車両用動力伝達装置の油圧制御装置。
【請求項４】
　前記第２制御弁は、油圧を排出する排出ポートを有し、前記第１位置にあるときには前
記出力ポートと該排出ポートとを連通するように構成されているものである請求項３の車
両用動力伝達装置の油圧制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動力伝達経路に配置された直結クラッチの係合状態と解放状態とを切り換え
るための制御弁の作動を制御する直結クラッチ制御用ソレノイド弁を備えた車両用動力伝
達装置の油圧制御装置に係り、特に、直結クラッチ制御用ソレノイド弁のフェール時に直
結クラッチが係合状態になることを防止する技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　直結クラッチと、摩擦係合装置および変速比を連続的に変化させるための変速機構を有
する無段変速機とが配設された車両用動力伝達装置において、直結クラッチの係合状態と
解放状態とを切り換えるための第１制御弁と、摩擦係合装置に供給する油圧を切り換える
ための第２制御弁と、第１制御弁の作動を制御するための直結クラッチ制御用ソレノイド
弁と、変速機構の作動を制御するための一対の変速制御用ソレノイド弁とを備えた車両用
動力伝達装置の油圧制御装置が良く知られている。
【０００３】
　例えば、特許文献１に記載された自動変速機（動力伝達装置）の油圧制御装置がそれで
ある。この特許文献１には、直結クラッチとしてのロックアップクラッチを有するトルク
コンバータ（流体伝動装置）と、前後進を切り替えるための摩擦係合装置を有する無段変
速機とが配設された車両用無段自動変速機において、ロックアップクラッチの係合状態と
解放状態とを切り換えるためのロックアップコントロールバルブ（第１制御弁）と、摩擦
係合装置に供給する油圧を切り換えるためのガレージシフトバルブ（第２制御弁）と、ロ
ックアップコントロールバルブの作動を制御するための第１ソレノイドバルブ（直結クラ
ッチ制御用ソレノイド弁）と、ガレージシフトバルブの作動を制御するための第２ソレノ
イドバルブとを備えた油圧制御装置が開示されている。
【０００４】
　ところで、第１ソレノイドバルブがフェールして直結クラッチであるロックアップクラ
ッチが係合状態に維持されると、エンジンと駆動輪との間の動力伝達経路が機械的に直結
された状態となることから、車両停止時や極低車速走行時等の車両状態に因ってはエンジ
ンストールが生じる可能性があった。そこで、上記特許文献１には、第１ソレノイドバル
ブのフェール時に、第２ソレノイドバルブの出力油圧をロックアップコントロールバルブ
に作用させてロックアップクラッチを解放状態とすることが提案されている。
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－１２０７９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献１に記載されたような油圧制御回路においては、第１ソレ
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ノイドバルブおよび第２ソレノイドバルブの他に、一対のプーリおよび両プーリに巻き掛
けられたベルト等で構成される変速比を連続的に変化させるための変速機構の作動をレシ
オコントロールバルブを介して制御するための第３ソレノイドバルブおよび第４ソレノイ
ドバルブ（一対の変速制御用ソレノイド弁）が備えられているように、多数のソレノイド
バルブが設けられている。このため、コンパクト化や低コスト化が一層求められる中、コ
ンパクト化や低コスト化に不利であるという問題があった。
【０００７】
　本発明は、以上の事情を背景として為されたものであり、その目的とするところは、コ
ンパクト化や低コスト化を実現しつつ、直結クラッチ制御用ソレノイド弁がフェールした
としても直結クラッチを解放状態とすることができる車両用動力伝達装置の油圧制御装置
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　かかる目的を達成するための請求項１にかかる発明の要旨とするところは、(a) 走行用
動力源と駆動輪との間の動力伝達経路に、直結クラッチと、摩擦係合装置および変速比を
連続的に変化させるための変速機構を有する無段変速機とが配設された車両用動力伝達装
置において、前記直結クラッチの係合状態と解放状態とを切り換えるための第１制御弁と
、前記摩擦係合装置に供給する油圧を切り換えるための第２制御弁と、前記第１制御弁の
作動を制御するための直結クラッチ制御用ソレノイド弁と、前記変速機構の作動を制御す
るための一対の変速制御用ソレノイド弁とを備えた車両用動力伝達装置の油圧制御装置で
あって、(b) 前記第２制御弁は、前記一対の変速制御用ソレノイド弁から出力される油圧
に基づいて前記摩擦係合装置に第１油圧を供給する第１位置と第２油圧を供給する第２位
置とに切り換えられるものであり、その一対の変速制御用ソレノイド弁が共に油圧を出力
する状態とされたときにその第１位置からその第２位置へ切り換えられると共に、その第
２位置へ切り換えられるとその一対の変速制御用ソレノイド弁から出力される油圧のうち
少なくとも一方の油圧を出力するように構成され、(c) 前記第１制御弁は、前記一対の変
速制御用ソレノイド弁の少なくとも一方からの油圧が前記第２制御弁から出力されると、
前記直結クラッチを解放状態とする位置となるように構成されていることにある。
【発明の効果】
【０００９】
　このようにすれば、第２制御弁が一対の変速制御用ソレノイド弁から出力される油圧に
基づいて摩擦係合装置に第１油圧を供給する第１位置と第２油圧を供給する第２位置とに
切り換えられると共に、一対の変速制御用ソレノイド弁が共に油圧を出力する状態とされ
て第２制御弁が第１位置から第２位置へ切り換えられるとその一対の変速制御用ソレノイ
ド弁から出力される油圧のうち少なくとも一方の油圧が第２制御弁から出力される一方で
、その一対の変速制御用ソレノイド弁の少なくとも一方からの油圧が第２制御弁から出力
されると、第１制御弁が直結クラッチを解放状態とする位置とされるので、一対の変速制
御用ソレノイド弁を用いることにより、第２制御弁の作動を制御するための専用のソレノ
イド弁を廃止してコンパクト化や低コスト化を実現しつつ、直結クラッチ制御用ソレノイ
ド弁がオンフェールしたとしても直結クラッチを解放状態とすることができる。
【００１０】
　ここで、請求項２にかかる発明は、請求項１に記載の車両用動力伝達装置の油圧制御装
置において、前記第２制御弁は、前記一対の変速制御用ソレノイド弁の少なくとも一方か
らの油圧を出力する出力ポートと、油圧を排出する排出ポートとを有し、前記第１位置に
あるときにはその出力ポートとその排出ポートとを連通するように構成されているもので
ある。このようにすれば、第２制御弁が第２位置にあるときに出力されて第１制御弁に作
用した一対の変速制御用ソレノイド弁の少なくとも一方からの油圧が、第１位置において
例えば大気圧に排出されるので、第１制御弁に作用したその油圧の残圧により直結クラッ
チの係合制御が影響を受けることが回避される。
【００１１】
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　また、請求項３にかかる発明は、請求項１に記載の車両用動力伝達装置の油圧制御装置
において、前記第２制御弁は、前記第１位置と前記第２位置とを切り換える為に前記一対
の変速制御用ソレノイド弁の一方から出力される油圧を入力する入力ポートと、その油圧
を出力する出力ポートとを有し、前記第２位置にあるときにはその入力ポートとその出力
ポートとを連通するように構成されているものである。このようにすれば、上記入力ポー
トと、出力ポートから一対の変速制御用ソレノイド弁の一方の油圧を出力する為にその油
圧の受け入れに必要なポートとが兼用されるので、第２制御弁のバルブ長が短縮される。
【００１２】
　また、請求項４にかかる発明は、請求項３に記載の車両用動力伝達装置の油圧制御装置
において、前記第２制御弁は、油圧を排出する排出ポートを有し、前記第１位置にあると
きには前記出力ポートとその排出ポートとを連通するように構成されているものである。
このようにすれば、第２制御弁が第２位置にあるときに出力されて第１制御弁に作用した
一対の変速制御用ソレノイド弁の少なくとも一方からの油圧が、第１位置において例えば
大気圧に排出されるので、第１制御弁に作用したその油圧の残圧により直結クラッチの係
合制御が影響を受けることが回避される。
【００１３】
　ここで、好適には、前記車両用動力伝達装置は、動力の伝達順からみて、前記無段変速
機の前方にロックアップクラッチを有する流体伝動装置が配置された車両用駆動装置が広
く用いられる。この場合、前記直結クラッチとしてロックアップクラッチが相当する。ま
た、前記車両用動力伝達装置は、流体伝動装置の代わりに発進クラッチを用いた車両用駆
動装置であってもよく、この場合は、前記直結クラッチとして発進クラッチが相当する。
ここで、発進クラッチは、油圧式の湿式クラッチが好適に用いられる。また、発進クラッ
チは、動力の伝達順から見て、無段変速機の前方に配設されてもよく、或いは、無段変速
機の後方に配設されてもよい。
【００１４】
　また、好適には、前記無段変速機は、動力伝達部材として機能する伝動ベルトが有効径
が可変である一対の可変プーリに巻き掛けられ変速比が無段階に連続的に変化させられる
形式のベルト式無段変速機、共通の軸心まわりに回転させられる一対のコーン部材とその
軸心と交差する回転中心回転可能な複数個のローラがそれら一対のコーン部材の間で挟圧
されそのローラの回転中心と軸心との交差角が変化させられることによって変速比が連続
的に変化させられる形式のトロイダル型無段変速機等により構成される。
【００１５】
　前記無段変速機の通常の変速制御は、例えば予め定められた変速条件に従って目標変速
比を求め、実際の変速比が目標変速比になるように油圧をフィードバック制御したり、車
速や出力軸回転速度（駆動輪側回転速度）などに応じて入力側（駆動源側）の目標回転速
度を求め、実際の入力軸回転速度が目標回転速度になるようにフィードバック制御したり
するなど、種々の態様を採用できる。また、このフィードバック制御においては、一対の
変速制御用ソレノイド弁のいずれか一方の変速制御用ソレノイド弁によりアップシフトが
実行され、他方の変速制御用ソレノイド弁によりダウンシフトが実行される。
【００１６】
　上記予め定められた変速条件は、例えばアクセル操作量などの運転者の出力要求量（加
速要求量）および車速（出力回転速度に対応）などの運転状態をパラメータとするマップ
や演算式などによって設定される。
【００１７】
　極低車速走行時のようなフィードバック制御が不可の時の油圧制御は、例えば一対の変
速制御用ソレノイド弁から共に油圧を出力しないか或いは共に油圧を出力してフィードバ
ック制御を行わず、所定の変速比が得られるように油圧を制御可能な制御弁を用いて変速
比が制御される。
【００１８】
　また、好適には、前記走行用動力源としては、ガソリンエンジンやディーゼルエンジン



(5) JP 4187023 B2 2008.11.26

10

20

30

40

50

等の内燃機関であるエンジンが広く用いられる。さらに、補助的な走行用動力源として、
電動機等が上記エンジンに加えて用いられても良い。或いは、走行用動力源として電動機
のみが用いられてもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　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。
【実施例】
【００２０】
　図１は、本発明が適用された車両用駆動装置１０の構成を説明する骨子図である。この
車両用駆動装置１０は横置き型自動変速機であって、ＦＦ（フロントエンジン・フロント
ドライブ）型車両に好適に採用されるものであり、走行用の動力源としてエンジン１２を
備えている。内燃機関にて構成されているエンジン１２の出力は、エンジン１２のクラン
ク軸、流体伝動装置としてのトルクコンバータ１４から前後進切換装置１６、ベルト式の
無段変速機（ＣＶＴ）１８、減速歯車装置２０を介して差動歯車装置２２に伝達され、左
右の駆動輪２４Ｌ、２４Ｒへ分配される。
【００２１】
　トルクコンバータ１４は、エンジン１２のクランク軸に連結されたポンプ翼車１４ｐ、
およびトルクコンバータ１４の出力側部材に相当するタービン軸３４を介して前後進切換
装置１６に連結されたタービン翼車１４ｔを備えており、流体を介して動力伝達を行うよ
うになっている。また、それ等のポンプ翼車１４ｐおよびタービン翼車１４ｔの間には直
結クラッチとしてのロックアップクラッチ２６が設けられており、油圧制御回路１００（
図２、図３参照）によって係合または解放されるようになっており、完全係合させられる
ことによってポンプ翼車１４ｐおよびタービン翼車１４ｔは一体回転させられる。ポンプ
翼車１４ｐには、無段変速機１８を変速制御したりベルト挟圧力を発生させたり、ロック
アップクラッチ２６を係合解放制御したり、或いは各部に潤滑油を供給したりするための
油圧をエンジン１２により回転駆動されることにより発生する機械式のオイルポンプ２８
が連結されている。
【００２２】
　前後進切換装置１６は、前進用クラッチＣ１および後進用ブレーキＢ１とダブルピニオ
ン型の遊星歯車装置１６ｐとを主体として構成されており、トルクコンバータ１４のター
ビン軸３４はサンギヤ１６ｓに一体的に連結され、無段変速機１８の入力軸３６はキャリ
ア１６ｃに一体的に連結されている一方、キャリア１６ｃとサンギヤ１６ｓは前進用クラ
ッチＣ１を介して選択的に連結され、リングギヤ１６ｒは後進用ブレーキＢ１を介してハ
ウジングに選択的に固定されるようになっている。前進用クラッチＣ１および後進用ブレ
ーキＢ１は断続装置に相当するもので、何れも油圧シリンダによって摩擦係合させられる
油圧式摩擦係合装置である。
【００２３】
　そして、前進用クラッチＣ１が係合させられると共に後進用ブレーキＢ１が解放される
と、前後進切換装置１６は一体回転状態とされることによりタービン軸３４が入力軸３６
に直結され、前進用動力伝達経路が成立（達成）させられて、前進方向の駆動力が無段変
速機１８側へ伝達される。また、後進用ブレーキＢ１が係合させられると共に前進用クラ
ッチＣ１が解放されると、前後進切換装置１６は後進用動力伝達経路が成立（達成）させ
られて、入力軸３６はタービン軸３４に対して逆方向へ回転させられるようになり、後進
方向の駆動力が無段変速機１８側へ伝達される。また、前進用クラッチＣ１および後進用
ブレーキＢ１が共に解放されると、前後進切換装置１６は動力伝達を遮断するニュートラ
ル状態（動力伝達遮断状態）になる。
【００２４】
　無段変速機１８は、入力軸３６に設けられた入力側部材である有効径が可変の入力側可
変プーリ（プライマリシーブ）４２と、出力軸４４に設けられた出力側部材である有効径
が可変の出力側可変プーリ（セカンダリシーブ）４６と、それ等の可変プーリ４２、４６
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に巻き掛けられた伝動ベルト４８とを備えており、可変プーリ４２、４６と伝動ベルト４
８との間の摩擦力を介して動力伝達が行われる。これら可変プーリ４２、４６と伝動ベル
ト４８とが変速機構（無段変速機構）として機能する。
【００２５】
　可変プーリ４２および４６は、入力軸３６および出力軸４４にそれぞれ固定された固定
回転体４２ａおよび４６ａと、入力軸３６および出力軸４４に対して軸まわりの相対回転
不能かつ軸方向の移動可能に設けられた可動回転体４２ｂおよび４６ｂと、それらの間の
Ｖ溝幅を変更する推力を付与する油圧アクチュエータとしての入力側油圧シリンダ４２ｃ
および出力側油圧シリンダ４６ｃとを備えて構成されており、入力側油圧シリンダ４２ｃ
への作動油の供給排出流量が油圧制御回路１００によって制御されることにより、両可変
プーリ４２、４６のＶ溝幅が変化して伝動ベルト４８の掛かり径（有効径）が変更され、
変速比γ（＝入力軸回転速度ＮＩＮ／出力軸回転速度ＮＯＵＴ）が連続的に変化させられ
る。また、出力側油圧シリンダ４６ｃの油圧であるセカンダリ圧（以下、ベルト挟圧とい
う）Ｐoutが油圧制御回路１００によって調圧制御されることにより、伝動ベルト４８が
滑りを生じないようにベルト挟圧力が制御される。このような制御の結果として、入力側
油圧シリンダ４２ｃの油圧であるプライマリ圧（以下、変速圧という）Ｐinが生じるので
ある。
【００２６】
　図２は、図１の車両用駆動装置１０などを制御するために車両に設けられた制御系統の
要部を説明するブロック線図である。電子制御装置５０は、例えばＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯ
Ｍ、入出力インターフェース等を備えた所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１２の出力制御や無段変速機１８の変速制御お
よびベルト挟圧力制御やロックアップクラッチ２６のトルク容量制御等を実行するように
なっており、必要に応じてエンジン制御用や無段変速機１８およびロックアップクラッチ
２６の油圧制御用等に分けて構成される。
【００２７】
　電子制御装置５０には、エンジン回転速度センサ５２により検出されたクランク軸回転
角度（位置）ＡＣＲ（°）およびエンジン１２の回転速度（エンジン回転速度）ＮＥに対
応するクランク軸回転速度を表す信号、タービン回転速度センサ５４により検出されたタ
ービン軸３４の回転速度（タービン回転速度）ＮＴを表す信号、入力軸回転速度センサ５
６により検出された無段変速機１８の入力回転速度である入力軸３６の回転速度（入力軸
回転速度）ＮＩＮを表す信号、車速センサ（出力軸回転速度センサ）５８により検出され
た無段変速機１８の出力回転速度である出力軸４４の回転速度（出力軸回転速度）ＮＯＵ

Ｔすなわち出力軸回転速度ＮＯＵＴに対応する車速Ｖを表す車速信号、スロットルセンサ
６０により検出されたエンジン１２の吸気配管３２（図１参照）に備えられた電子スロッ
トル弁３０のスロットル弁開度θＴＨを表すスロットル弁開度信号、冷却水温センサ６２
により検出されたエンジン１２の冷却水温ＴＷを表す信号、ＣＶＴ油温センサ６４により
検出された無段変速機１８等の油圧回路の油温ＴＣＶＴを表す信号、アクセル開度センサ
６６により検出されたアクセルペダル６８の操作量であるアクセル開度Ａccを表すアクセ
ル開度信号、フットブレーキスイッチ７０により検出された常用ブレーキであるフットブ
レーキの操作の有無ＢＯＮを表すブレーキ操作信号、レバーポジションセンサ７２により
検出されたシフトレバー７４のレバーポジション（操作位置）ＰＳＨを表す操作位置信号
などが供給されている。
【００２８】
　また、電子制御装置５０からは、エンジン１２の出力制御のためのエンジン出力制御指
令信号ＳＥ、例えば電子スロットル弁３０の開閉を制御するためのスロットルアクチュエ
ータ７６を駆動するスロットル信号や燃料噴射装置７８から噴射される燃料の量を制御す
るための噴射信号や点火装置８０によるエンジン１２の点火時期を制御するための点火時
期信号などが出力される。また、無段変速機１８の変速比γを変化させるための変速制御
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指令信号ＳＴ例えば入力側油圧シリンダ４２ｃへの作動油の流量を制御する一対の変速制
御用ソレノイド弁としてのソレノイド弁ＤＳ１およびソレノイド弁ＤＳ２を駆動するため
の指令信号、伝動ベルト４８の挟圧力を調整させるための挟圧力制御指令信号ＳＢ例えば
ベルト挟圧Ｐoutを調圧するリニアソレノイド弁ＳＬＳを駆動するための指令信号、ロッ
クアップクラッチ２６の係合、解放を制御させるためのロックアップ制御指令信号例えば
ロックアップクラッチ２６の係合状態と解放状態とを切り換えるための第１制御弁として
のロックアップコントロールバルブ１２２の作動を制御するロックアップ制御用ソレノイ
ド弁（直結クラッチ制御用ソレノイド弁）としてのソレノイド弁ＤＳＵを駆動するための
指令信号、ライン油圧ＰＬを制御するリニアソレノイド弁ＳＬＴを駆動するための指令信
号などが油圧制御回路１００へ出力される。
【００２９】
　シフトレバー７４は、例えば運転席の近傍に配設され、順次位置させられている５つの
レバーポジション「Ｐ」、「Ｒ」、「Ｎ」、「Ｄ」、および「Ｌ」（図３参照）のうちの
何れかへ手動操作されるようになっている。
【００３０】
　「Ｐ」ポジション（レンジ）は車両用駆動装置１０の動力伝達経路を解放しすなわち車
両用駆動装置１０の動力伝達が遮断されるニュートラル状態（中立状態）とし且つメカニ
カルパーキング機構によって機械的に出力軸４４の回転を阻止（ロック）するための駐車
ポジション（位置）であり、「Ｒ」ポジションは出力軸４４の回転方向を逆回転とするた
めの後進走行ポジション（位置）であり、「Ｎ」ポジションは車両用駆動装置１０の動力
伝達が遮断されるニュートラル状態とするための中立ポジション（位置）であり、「Ｄ」
ポジションは無段変速機１８の変速を許容する変速範囲で自動変速モードを成立させて自
動変速制御を実行させる前進走行ポジション（位置）であり、「Ｌ」ポジションは強いエ
ンジンブレーキが作用させられるエンジンブレーキポジション（位置）である。このよう
に、「Ｐ」ポジションおよび「Ｎ」ポジションは車両を走行させないときに選択される非
走行ポジションであり、「Ｒ」ポジション、「Ｄ」ポジションおよび「Ｌ」ポジションは
車両を走行させるときに選択される走行ポジションである。
【００３１】
　図３は、油圧制御回路１００のうち無段変速機１８のベルト挟圧力制御、変速比制御、
シフトレバー７４の操作に伴う前進用クラッチＣ１或いは後進用ブレーキＢ１の係合油圧
制御、およびロックアップクラッチ２６の係合・解放制御等に関する部分を示す要部油圧
回路図である。図３において、油圧制御回路１００は、伝動ベルト４８が滑りを生じない
ようにリニアソレノイド弁ＳＬＳの出力油圧である制御油圧ＰＳＬＳに基づいてベルト挟
圧Ｐoutを調圧する挟圧力コントロールバルブ１１０、ライン圧モジュレータNO.2バルブ
１２４からの第１油圧としての出力油圧ＰＬＭ２を出力する第１位置とリニアソレノイド
弁ＳＬＴにより調圧された第２油圧としての制御油圧ＰＳＬＴを出力する第２位置とに切
り換えられる切換弁として機能することで前進用クラッチＣ１或いは後進用ブレーキＢ１
に供給する油圧（出力油圧ＰＬＭ２、制御油圧ＰＳＬＴ）を切り換えるための第２制御弁
としてのクラッチアプライコントロールバルブ１１２、無段変速機１８の変速を行うため
に入力側油圧シリンダ４２ｃに給排される作動油量を調整する変速制御弁、すなわち変速
比γが連続的に変化させられるようにソレノイド弁ＤＳ１の出力油圧である制御油圧ＰＤ

Ｓ１およびソレノイド弁ＤＳ２の出力油圧である制御油圧ＰＤＳ２に基づいて入力側油圧
シリンダ４２ｃへの作動油の流量を制御する変速比コントロールバルブＵＰ１１４および
変速比コントロールバルブＤＮ１１６、変速比コントロールバルブＵＰ１１４および変速
比コントロールバルブＤＮ１１６による作動油の給排作動が行われないときに入力側油圧
シリンダ４２ｃに所定の油圧としての推力比制御油圧Ｐτを作用させて変速圧Ｐinとベル
ト挟圧Ｐoutとの比率を予め定められた関係とする推力比コントロールバルブ１１８、前
進用クラッチＣ１および後進用ブレーキＢ１が係合或いは解放されるようにシフトレバー
７４の操作に従って油路が機械的に切り換えられるマニュアルバルブ１２０、ソレノイド
弁ＤＳＵの出力油圧である制御油圧ＰＤＳＵに基づいてロックアップクラッチ２６の係合
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状態と解放状態とを切り換えるロックアップコントロールバルブ１２２等を備えている。
【００３２】
　また、ライン油圧ＰＬは、エンジン１２により回転駆動される機械式のオイルポンプ２
８（図１参照）から出力（発生）される作動油圧を元圧として、例えばリリーフ型のプラ
イマリレギュレータバルブ（ライン油圧調圧弁）によりリニアソレノイド弁ＳＬＴからの
信号圧ＰＳＬＴ或いはリニアソレノイド弁ＳＬＳからの信号圧ＰＳＬＳに基づいてエンジ
ン負荷等に応じた値に調圧されるようになっている。第２ライン油圧ＰＬ２は、プライマ
リレギュレータバルブによるライン油圧ＰＬの調圧のためにプライマリレギュレータバル
ブから排出される油圧を元圧として、例えばリリーフ型のセカンダリレギュレータバルブ
（第２ライン油圧調圧弁）により調圧されるようになっている。出力油圧ＰＬＭ２は、ラ
イン油圧ＰＬを元圧として、例えばライン圧モジュレータNO.2バルブ１２４により信号圧
ＰＳＬＴ或いは信号圧ＰＳＬＳに基づいて調圧されるようになっている。モジュレータ油
圧ＰＭは、電子制御装置５０によってデューティ制御されるソレノイド弁ＤＳ１の出力油
圧である制御油圧ＰＤＳ１およびソレノイド弁ＤＳ２の出力油圧である制御油圧ＰＤＳ２

の元圧となるものであり、電子制御装置５０によってデューティ制御されるソレノイド弁
ＤＳＵの出力油圧である制御油圧ＰＤＳＵの元圧となるものであって、ライン油圧ＰＬを
元圧としてモジュレータバルブ１２６により一定圧に調圧されるようになっている。
【００３３】
　前記マニュアルバルブ１２０において、入力ポート１２０ａにはクラッチアプライコン
トロールバルブ１１２から出力された係合油圧ＰＡが供給される。そして、シフトレバー
７４が「Ｄ」ポジション或いは「Ｌ」ポジションに操作されると、係合油圧ＰＡが前進走
行用出力圧として前進用出力ポート１２０ｆを経て前進用クラッチＣ１に供給され且つ後
進用ブレーキＢ１内の作動油が後進用出力ポート１２０ｒから排出ポートＥＸを経て例え
ば大気圧にドレーン（排出）されるようにマニュアルバルブ１２０の油路が切り換えられ
、前進用クラッチＣ１が係合させられると共に後進用ブレーキＢ１が解放させられる。
【００３４】
　また、シフトレバー７４が「Ｒ」ポジションに操作されると、係合油圧ＰＡが後進走行
用出力圧として後進用出力ポート１２０ｒを経て後進用ブレーキＢ１に供給され且つ前進
用クラッチＣ１内の作動油が前進用出力ポート１２０ｆから排出ポートＥＸを経て例えば
大気圧にドレーン（排出）されるようにマニュアルバルブ１２０の油路が切り換えられ、
後進用ブレーキＢ１が係合させられると共に前進用クラッチＣ１が解放させられる。
【００３５】
　また、シフトレバー７４が「Ｐ」ポジションおよび「Ｎ」ポジションに操作されると、
入力ポート１２０ａから前進用出力ポート１２０ｆへの油路および入力ポート１２０ａか
ら後進用出力ポート１２０ｒへの油路がいずれも遮断され且つ前進用クラッチＣ１および
後進用ブレーキＢ１内の作動油が何れもマニュアルバルブ１２０からドレーンされるよう
にマニュアルバルブ１２０の油路が切り換えられ、前進用クラッチＣ１および後進用ブレ
ーキＢ１が共に解放させられる。
【００３６】
　前記クラッチアプライコントロールバルブ１１２は、軸方向へ移動可能に設けられるこ
とにより出力油圧ＰＬＭ２を入力ポート１１２ｋから出力ポート１１２ｓを経て係合油圧
ＰＡとしてマニュアルバルブ１２０へ供給し且つ制御油圧ＰＳＬＴを入力ポート１１２ｉ
から出力ポート１１２ｔを経てライン圧モジュレータNO.2バルブ１２４およびプライマリ
レギュレータバルブへ供給する第１の油路を構成する第１位置（ＮＯＲＭＡＬ位置）と制
御油圧ＰＳＬＴを入力ポート１１２ｉから出力ポート１１２ｓを経て係合油圧ＰＡとして
マニュアルバルブ１２０へ供給し且つ信号圧ＰＳＬＳを入力ポート１１２ｊから出力ポー
ト１１２ｔを経てライン圧モジュレータNO.2バルブ１２４およびプライマリレギュレータ
バルブへ供給する第２の油路を構成する第２位置（ＣＯＮＴＲＯＬ位置）とに位置させら
れるスプール弁子１１２ａと、そのスプール弁子１１２ａを第１位置側に向かって付勢す
る付勢手段としてのスプリング１１２ｂと、スプール弁子１１２ａに第２位置側に向かう
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推力を付与するために制御油圧ＰＤＳ１を受け入れる油室１１２ｃと、スプール弁子１１
２ａに第２位置側に向かう推力を付与するために径差部１１２ｄに作用させる制御油圧Ｐ

ＤＳ２を受け入れる入力ポート１１２ｍとを備えている。
【００３７】
　このように構成されたクラッチアプライコントロールバルブ１１２において、例えば所
定の低車速時や車両停止時等にシフトレバー７４が「Ｎ」ポジションから「Ｄ」ポジショ
ン或いは「Ｒ」ポジションへ操作されるガレージシフト（Ｎ→Ｄシフト或いはＮ→Ｒシフ
ト）が行われ、所定圧以上の制御油圧ＰＤＳ１が油室１１２ｃへ供給され且つ所定圧以上
の制御油圧ＰＤＳ２が入力ポート１１２ｍへ供給されると、中心線より右側半分に示す第
２位置に切り換えられて制御油圧ＰＳＬＴがマニュアルバルブ１２０を介して前進用クラ
ッチＣ１或いは後進用ブレーキＢ１に供給される。これにより、ガレージシフト時のクラ
ッチＣ１やブレーキＢ１の係合過渡油圧が第１の電磁弁としてのリニアソレノイド弁ＳＬ
Ｔによって調圧される。例えば、制御油圧ＰＳＬＴは、Ｎ→Ｄシフト或いはＮ→Ｒシフト
においてクラッチＣ１やブレーキＢ１の過渡的な係合状態を制御するための油圧であって
、クラッチＣ１或いはブレーキＢ１が滑らかに係合させられ、係合時のショックが抑制さ
れるように、予め定められた規則に従って調圧される。
【００３８】
　また、例えばガレージシフト後のクラッチＣ１やブレーキＢ１が係合させられた定常時
等に、制御油圧ＰＤＳ１および制御油圧ＰＤＳ２のうち少なくとも一方の供給が停止させ
られると、中心線より左側半分に示す第１位置に切り換えられて出力油圧ＰＬＭ２がマニ
ュアルバルブ１２０を介して前進用クラッチＣ１或いは後進用ブレーキＢ１に供給される
。これにより、ガレージシフト後のクラッチＣ１やブレーキＢ１の係合が出力油圧ＰＬＭ

２によって保持される。例えば、出力油圧ＰＬＭ２は、クラッチＣ１やブレーキＢ１を完
全係合状態とするための所定油圧であって、少なくとも予め定められた一定圧に調圧され
ると共に信号圧ＰＳＬＴに応じた油圧分を加えて調圧される。
【００３９】
　このように、クラッチアプライコントロールバルブ１１２は、ガレージシフト時には前
進用クラッチＣ１或いは後進用ブレーキＢ１の過渡的な係合状態を制御するために制御油
圧ＰＳＬＴを供給する第２位置と、定常時にはクラッチＣ１或いはブレーキＢ１を完全係
合状態とするために出力油圧ＰＬＭ２を供給する第１位置とのいずれかに、ソレノイド弁
ＤＳ１からの制御油圧ＰＤＳ１およびソレノイド弁ＤＳ２からの制御油圧ＰＤＳ２に基づ
いて切り換えられる。
【００４０】
　この制御油圧ＰＤＳ１および制御油圧ＰＤＳ２は、後述するように基本的には無段変速
機１８の変速時には共に出力されることがない油圧であることから、クラッチアプライコ
ントロールバルブ１１２の切換えにこの制御油圧ＰＤＳ１および制御油圧ＰＤＳ２を用い
るのである。
【００４１】
　ここで、クラッチアプライコントロールバルブ１１２においては、所定圧以上の制御油
圧ＰＤＳ１および所定圧以上の制御油圧ＰＤＳ２が共に出力されたときに第１位置から第
２位置へ切り換えられると共に、第２位置へ切り換えられると入力ポート１１２ｍに供給
された制御油圧ＰＤＳ２が出力ポート１１２ｕから出力される。このように、クラッチア
プライコントロールバルブ１１２は、第１位置と第２位置とを切り換える為に径差部１１
２ｄに作用させる制御油圧ＰＤＳ２を受け入れる入力ポート１１２ｍと、その制御油圧Ｐ

ＤＳ２を出力する出力ポート１１２ｕとを有しており、第２位置にあるときには入力ポー
ト１１２ｍと出力ポート１１２ｕとを連通するように構成されている。つまり、第１位置
と第２位置とを切り換える為に制御油圧ＰＤＳ２を受け入れる入力ポートと、出力ポート
１１２ｕから制御油圧ＰＤＳ２を出力する為にその制御油圧ＰＤＳ２の受け入れに必要な
入力ポートとが兼用されている。よって、それぞれ入力ポートを備える場合に比較してク
ラッチアプライコントロールバルブ１１２のバルブ長が短縮される。
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【００４２】
　尚、本実施例では、リニアソレノイド弁ＳＬＴの出力油圧を制御油圧ＰＳＬＴと信号圧
ＰＳＬＴとで２通りの記載をしているが、ガレージシフト時の係合過渡油圧を制御油圧Ｐ

ＳＬＴとし、ライン油圧ＰＬを調圧するためのパイロット圧を信号圧ＰＳＬＴとして明確
に区別して用いる。すなわち、リニアソレノイド弁ＳＬＴは、クラッチアプライコントロ
ールバルブ１１２が第２位置に切り換えられているときには前進用クラッチＣ１或いは後
進用ブレーキＢ１の過渡的な係合状態を制御するために制御油圧ＰＳＬＴを出力し、クラ
ッチアプライコントロールバルブ１１２が第１位置に切り換えられているときにはライン
油圧ＰＬを調圧するために信号圧ＰＳＬＴを出力する。また、この信号圧ＰＳＬＴはプラ
イマリレギュレータバルブによりライン油圧ＰＬを調圧するためのパイロット圧であり、
クラッチＣ１或いはブレーキＢ１を係合するために直接的にそれら係合装置の油圧アクチ
ュエータに供給される油圧でないことから、上記出力油圧ＰＬＭ２よりも小さな油圧とさ
れている。
【００４３】
　前記変速比コントロールバルブＵＰ１１４は、軸方向へ移動可能に設けられることによ
りライン油圧ＰＬを入力ポート１１４ｉから入出力ポート１１４ｊを経て入力側可変プー
リ４２へ供給可能且つ入出力ポート１１４ｋを閉弁するアップシフト位置と入力ポート１
１４ｉを閉弁し且つ入力側可変プーリ４２が入出力ポート１１４ｊを介して入出力ポート
１１４ｋと連通させられる原位置とに位置させられるスプール弁子１１４ａと、そのスプ
ール弁子１１４ａを原位置側に向かって付勢する付勢手段としてのスプリング１１４ｂと
、そのスプリング１１４ｂを収容し且つスプール弁子１１４ａに原位置側に向かう推力を
付与するために制御油圧ＰＤＳ２を受け入れる油室１１４ｃと、スプール弁子１１４ａに
アップシフト位置側に向かう推力を付与するために制御油圧ＰＤＳ１を受け入れる油室１
１４ｄとを備えている。
【００４４】
　また、変速比コントロールバルブＤＮ１１６は、軸方向へ移動可能に設けられることに
より入出力ポート１１６ｊが排出ポートＥＸと連通させられ且つ入出力ポート１１６ｊが
入出力ポート１１６ｋと遮断されるダウンシフト位置と入出力ポート１１６ｊが入出力ポ
ート１１６ｋと連通させられ且つ入出力ポート１１６ｊが排出ポートＥＸと遮断される原
位置とに位置させられるスプール弁子１１６ａと、そのスプール弁子１１６ａを原位置側
に向かって付勢する付勢手段としてのスプリング１１６ｂと、そのスプリング１１６ｂを
収容し且つスプール弁子１１６ａに原位置側に向かう推力を付与するために制御油圧ＰＤ

Ｓ１を受け入れる油室１１６ｃと、スプール弁子１１６ａにダウンシフト位置側に向かう
推力を付与するために制御油圧ＰＤＳ２を受け入れる油室１１６ｄとを備えている。
【００４５】
　このように構成された変速比コントロールバルブＵＰ１１４および変速比コントロール
バルブＤＮ１１６において、中心線より左側半分に示すようにスプール弁子１１４ａがス
プリング１１４ｂの付勢力に従って原位置に保持されている閉じ状態では、入力ポート１
１４ｉと入出力ポート１１４ｊとが遮断され且つ入出力ポート１１４ｊと入出力ポート１
１４ｋとが連通させられ、入力側可変プーリ４２（入力側油圧シリンダ４２ｃ）の作動油
が入出力ポート１１６ｊへ流通することが許容される。また、中心線より右側半分に示す
ようにスプール弁子１１６ａがスプリング１１６ｂの付勢力に従って原位置に保持されて
いる閉じ状態では、入出力ポート１１６ｊと排出ポートＥＸとが遮断され且つ入出力ポー
ト１１６ｊと入出力ポート１１６ｋとが連通させられ、推力比コントロールバルブ１１８
からの推力比制御油圧Ｐτが入出力ポート１１４ｋへ流通することが許容される。これに
より、入力側油圧シリンダ４２ｃに推力比コントロールバルブ１１８からの推力比制御油
圧Ｐτが作用させられる。
【００４６】
　また、制御油圧ＰＤＳ１が油室１１４ｄへ供給されると、中心線より右側半分に示すよ
うにスプール弁子１１４ａがその制御油圧ＰＤＳ１に応じた推力によりスプリング１１４
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ｂの付勢力に抗してアップシフト位置側へ移動させられ、ライン油圧ＰＬが制御油圧ＰＤ

Ｓ１に対応する流量で入力ポート１１４ｉから入出力ポート１１４ｊを経て入力側油圧シ
リンダ４２ｃへ供給されると共に、入出力ポート１１４ｋが遮断されて変速比コントロー
ルバルブＤＮ１１６側への作動油の流通が阻止される。これにより、変速圧Ｐinが高めら
れ、入力側可変プーリ４２のＶ溝幅が狭くされて変速比γが小さくされるすなわち無段変
速機１８がアップシフトされる。
【００４７】
　また、制御油圧ＰＤＳ２が油室１１６ｄへ供給されると、中心線より左側半分に示すよ
うにスプール弁子１１６ａがその制御油圧ＰＤＳ２に応じた推力によりスプリング１１６
ｂの付勢力に抗してダウンシフト位置側へ移動させられ、入力側油圧シリンダ４２ｃ内の
作動油が制御油圧ＰＤＳ２に対応する流量で入出力ポート１１４ｊから入出力ポート１１
４ｋさらに入出力ポート１１６ｊを経て排出ポートＥＸから排出されると共に、入出力ポ
ート１１６ｊと入出力ポート１１６ｋとが遮断されて推力比コントロールバルブ１１８か
らの推力比制御油圧Ｐτが入出力ポート１１４ｋへ流通することが阻止される。これによ
り、変速圧Ｐinが低められ、入力側可変プーリ４２のＶ溝幅が広くされて変速比γが大き
くされるすなわち無段変速機１８がダウンシフトされる。
【００４８】
　このように、制御油圧ＰＤＳ１が出力されると変速比コントロールバルブＵＰ１１４に
入力されたライン油圧ＰＬが入力側油圧シリンダ４２ｃへ供給されて変速圧Ｐinが高めら
れて連続的にアップシフトされ、制御油圧ＰＤＳ２が出力されると入力側油圧シリンダ４
２ｃの作動油が排出ポートＥＸから排出されて変速圧Ｐinが低められて連続的にダウンシ
フトされる。
【００４９】
　例えば図４に示すようにアクセル開度Ａccをパラメータとして車速Ｖと無段変速機１８
の目標入力回転速度である目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊との予め記憶された関係（変速マ
ップ）から実際の車速Ｖおよびアクセル開度Ａccで示される車両状態に基づいて設定され
る目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊と実際の入力軸回転速度（以下、実入力軸回転速度という
）ＮＩＮとが一致するように無段変速機１８の変速がフィードバック制御により実行され
る、すなわち入力側油圧シリンダ４２ｃに対する作動油の供給および排出により両可変プ
ーリ４２、４６のＶ溝幅が変化させられて変速比γがフィードバック制御により連続的に
変化させられる。
【００５０】
　図４の変速マップは変速条件に相当するもので、車速Ｖが小さくアクセル開度Ａccが大
きい程大きな変速比γになる目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊が設定されるようになっている
。また、車速Ｖは出力軸回転速度ＮＯＵＴに対応するため、入力軸回転速度ＮＩＮの目標
値である目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊は目標変速比γ＊（＝ＮＩＮ
＊／ＮＯＵＴ）に対応

し、無段変速機１８の最小変速比γminと最大変速比γmaxの範囲内で定められる。
【００５１】
　また、制御油圧ＰＤＳ１は変速比コントロールバルブＤＮ１１６の油室１１６ｃに供給
され、制御油圧ＰＤＳ２に拘らずその変速比コントロールバルブＤＮ１１６を閉じ状態と
してダウンシフトを制限する一方、制御油圧ＰＤＳ２は変速比コントロールバルブＵＰ１
１４の油室１１４ｃに供給され、制御油圧ＰＤＳ１に拘らずその変速比コントロールバル
ブＵＰ１１４を閉じ状態としてアップシフトを禁止するようになっている。つまり、制御
油圧ＰＤＳ１および制御油圧ＰＤＳ２が共に供給されないときはもちろんであるが、制御
油圧ＰＤＳ１および制御油圧ＰＤＳ２が共に供給されるときにも、変速比コントロールバ
ルブＵＰ１１４および変速比コントロールバルブＤＮ１１６は何れも原位置に保持されて
いる閉じ状態とされる。これにより、電気系統の故障などでソレノイド弁ＤＳ１、ＤＳ２
の一方が機能しなくなり、制御油圧ＰＤＳ１または制御油圧ＰＤＳ２が最大圧で出力され
続けるオンフェール時となった場合でも、急なアップシフトやダウンシフトが生じたり、
その急変速に起因してベルト滑りが発生したりすることが防止される。
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【００５２】
　前記挟圧力コントロールバルブ１１０は、軸方向へ移動可能に設けられることにより入
力ポート１１０ｉを開閉してライン油圧ＰＬを入力ポート１１０ｉから出力ポート１１０
ｔを経て出力側可変プーリ４６および推力比コントロールバルブ１１８へベルト挟圧Ｐou
tを供給可能にするスプール弁子１１０ａと、そのスプール弁子１１０ａを開弁方向へ付
勢する付勢手段としてのスプリング１１０ｂと、そのスプリング１１０ｂを収容し且つス
プール弁子１１０ａに開弁方向の推力を付与するために制御油圧ＰＳＬＳを受け入れる油
室１１０ｃと、スプール弁子１１０ａに閉弁方向の推力を付与するために出力ポート１１
０ｔから出力されたベルト挟圧Ｐoutを受け入れるフィードバック油室１１０ｄと、スプ
ール弁子１１０ａに閉弁方向の推力を付与するためにモジュレータ油圧ＰＭを受け入れる
油室１１０ｅとを備えている。
【００５３】
　このように構成された挟圧力コントロールバルブ１１０において、伝動ベルト４８が滑
りを生じないように制御油圧ＰＳＬＳをパイロット圧としてライン油圧ＰＬが連続的に減
圧制御されることにより、出力ポート１１０ｔからベルト挟圧Ｐoutが出力される。
【００５４】
　例えば図５に示すように伝達トルクに対応するアクセル開度Ａcc（或いはスロットル弁
開度θＴＨ、無段変速機１８への入力トルク等）をパラメータとして変速比γと必要ベル
ト挟圧Ｐout＊（ベルト挟圧力に相当）とのベルト滑りが生じないように予め実験的に求
められて記憶された関係（挟圧力マップ）から実際の変速比γおよびアクセル開度Ａccで
示される車両状態に基づいて決定（算出）された必要ベルト挟圧Ｐout＊が得られるよう
に出力側油圧シリンダ４６ｃのベルト挟圧Ｐoutが制御され、このベルト挟圧Ｐoutに応じ
てベルト挟圧力すなわち可変プーリ４２、４６と伝動ベルト４８との間の摩擦力が増減さ
せられる。
【００５５】
　前記推力比コントロールバルブ１１８は、軸方向へ移動可能に設けられることにより入
力ポート１１８ｉを開閉してライン油圧ＰＬを入力ポート１１８ｉから出力ポート１１８
ｔを経て変速比コントロールバルブＤＮ１１６へ推力比制御油圧Ｐτを供給可能にするス
プール弁子１１８ａと、そのスプール弁子１１８ａを開弁方向へ付勢する付勢手段として
のスプリング１１８ｂと、そのスプリング１１８ｂを収容し且つスプール弁子１１８ａに
開弁方向の推力を付与するためにベルト挟圧Ｐoutを受け入れる油室１１８ｃと、スプー
ル弁子１１８ａに閉弁方向の推力を付与するために出力ポート１１８ｔから出力された推
力比制御油圧Ｐτを受け入れるフィードバック油室１１８ｄとを備えている。
【００５６】
　このように構成された推力比コントロールバルブ１１８において、油室１１８ｃにおけ
るベルト挟圧Ｐoutの受圧面積をａ、フィードバック油室１１８ｄにおける推力比制御油
圧Ｐτの受圧面積をｂ、スプリング１１８ｂの付勢力をＦＳとすると、次式（１）で平衡
状態となる。従って、推力比制御油圧Ｐτは、次式（２）で表され、ベルト挟圧Ｐoutの
一次関数となる。
　Ｐτ×ｂ＝Ｐout×ａ＋ＦＳ　・・・（１）
　Ｐτ＝Ｐout×（ａ／ｂ）＋ＦＳ／ｂ　・・・（２）
【００５７】
　そして、制御油圧ＰＤＳ１および制御油圧ＰＤＳ２が共に供給されないか、或いは所定
圧以上の制御油圧ＰＤＳ１および所定圧以上の制御油圧ＰＤＳ２が共に供給されて、変速
比コントロールバルブＵＰ１１４および変速比コントロールバルブＤＮ１１６が何れも原
位置に保持されている閉じ状態とされたときには、推力比制御油圧Ｐτが入力側油圧シリ
ンダ４２ｃに供給されることから、変速圧Ｐinが推力比制御油圧Ｐτと一致させられる。
つまり、推力比コントロールバルブ１１８により変速圧Ｐinとベルト挟圧Ｐoutとの比率
を予め定められた前記式（２）に示すような関係に保つ推力比制御油圧Ｐτすなわち変速
圧Ｐinが出力される。
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【００５８】
　例えば、入力軸回転速度センサ５６や車速センサ５８の精度上所定車速Ｖ’未満の低車
速状態では入力軸回転速度ＮＩＮや車速Ｖの検出精度が劣ることから、このような極低車
速走行時や発進時には変速比γのフィードバック制御に替えて、例えば制御油圧ＰＤＳ１

および制御油圧ＰＤＳ２を共に供給せず変速比コントロールバルブＵＰ１１４および変速
比コントロールバルブＤＮ１１６を何れも閉じ状態とする所謂閉じ込み制御を実行する。
これにより、低車速走行時や発進時には変速圧Ｐinとベルト挟圧Ｐoutとの比率を予め定
められた関係とするようにベルト挟圧Ｐoutによって定まる変速圧Ｐinが入力側油圧シリ
ンダ４２ｃへ供給されて、車両停車時から極低車速時における伝動ベルト４８のベルト滑
りが防止されると共に、このとき例えば最大変速比γmaxに対応する推力比τ（＝出力側
推力ＷＯＵＴ／入力側推力ＷＩＮ；ＷＯＵＴはベルト挟圧Ｐout×出力側油圧シリンダ４
６ｃの受圧面積、ＷＩＮは変速圧Ｐin×入力側油圧シリンダ４２ｃの受圧面積）より大き
な推力比τが可能なように上記式（２）の右辺第１項の（ａ／ｂ）やＦＳ／ｂが設定され
ていると、最大変速比γmax又はその近傍の変速比γmax’にて良好な発進が行われる。ま
た、上記所定車速Ｖ’は、所定回転部材の回転速度例えば入力軸回転速度ＮＩＮが検出不
可能な回転速度となる車速Ｖとして予め定められたフィードバック制御を実行可能な下限
の車速であって、例えば２km/h程度に設定されている。
【００５９】
　図６は、車速Ｖをパラメータとして変速比γと推力比τとの予め求められて記憶された
関係であって、図示の関係になるように上記式（２）の右辺第１項の（ａ／ｂ）が設定さ
れた場合の一例を示す図である。図６の一点鎖線で示した車速Ｖのパラメータは入力側油
圧シリンダ４２ｃおよび出力側油圧シリンダ４６ｃにおける遠心油圧を考慮して算出した
推力比τであり、実線との交点（Ｖ０、Ｖ２０、Ｖ５０）にて閉じ込み制御時に保持可能
な所定の変速比としての変速比γが設定される。例えば、この図６に示すように本実施例
の無段変速機１８においては、車速Ｖが０km/hすなわち車両停止中の閉じ込み制御時に所
定の変速比として最大変速比γmax又はその近傍の変速比γmax’が保持可能である。
【００６０】
　前記ロックアップコントロールバルブ１２２は、軸方向へ移動可能に設けられることに
より第２ライン圧ＰＬ２を元圧とする作動油を入力ポート１２２ｉから入出力ポート１２
２ｊを経てロックアップ係合油圧ＰAPPLYとして係合側油室１４ａへ供給可能且つ解放側
油室１４ｂが入出力ポート１２２ｋを介して排出ポートＥＸと連通させられるＯＮ位置と
第２ライン圧ＰＬ２をロックアップ解放油圧ＰRELEASEとして入力ポート１２２ｍから入
出力ポート１２２ｋを経て解放側油室１４ｂへ供給可能且つ係合側油室１４ａが入出力ポ
ート１２２ｊを介して排出ポートＥＸ２と連通させられるＯＦＦ位置とに位置させられる
スプール弁子１２２ａと、そのスプール弁子１２２ａをＯＦＦ位置側に向かって付勢する
付勢手段としてのスプリング１２２ｂと、そのスプリング１２２ｂを収容し且つスプール
弁子１２２ａにＯＦＦ位置側に向かう推力を付与するために前記クラッチアプライコント
ロールバルブ１１２の出力ポート１１２ｕから出力された制御油圧ＰＤＳ２を受け入れる
油室１２２ｃと、スプール弁子１２２ａにＯＮ位置側に向かう推力を付与するために制御
油圧ＰＤＳＵを受け入れる油室１２２ｄ、スプール弁子１２２ａにＯＦＦ位置側に向かう
推力を付与するためにロックアップ係合油圧ＰAPPLYを受け入れるフィードバック油室１
２２ｅとを備えている。
【００６１】
　このように構成されたロックアップコントロールバルブ１２２において、ソレノイド弁
ＤＳＵがＯＦＦ（非励磁）とされて制御油圧ＰＤＳＵの出力が停止させられると、中心線
より左側半分に示すようにスプール弁子１２２ａがスプリング１２２ｂの付勢力に従って
ＯＦＦ位置に保持され、第２ライン圧ＰＬ２がロックアップ解放油圧ＰRELEASEとして入
力ポート１２２ｍから入出力ポート１２２ｋを経て解放側油室１４ｂへ供給されると共に
、係合側油室１４ａ内の作動油が入出力ポート１２２ｊを介して排出ポートＥＸ２から排
出される。これにより、ロックアップクラッチ２６が解放状態（ロックアップオフ）とさ
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れる。
【００６２】
　また、ソレノイド弁ＤＳＵがＯＮ（励磁）とされて制御油圧ＰＤＳＵが油室１２２ｄへ
供給されると、中心線より右側半分に示すようにスプール弁子１２２ａがその制御油圧Ｐ

ＤＳＵに応じた推力によりスプリング１２２ｂの付勢力に抗してＯＮ位置側へ移動させら
れ、第２ライン圧ＰＬ２を元圧とする作動油が入力ポート１２２ｉから入出力ポート１２
２ｊを経てロックアップ係合油圧ＰAPPLYとして係合側油室１４ａへ供給されると共に、
解放側油室１４ｂ内の作動油が入出力ポート１２２ｋを介して排出ポートＥＸから排出さ
れる。これにより、ロックアップクラッチ２６が係合状態とされる。このロックアップク
ラッチ２６の係合状態は、完全係合状態（ロックアップオン）はもちろんであるが係合過
渡状態も含んでいる。例えば、電子制御装置５０によってソレノイド弁ＤＳＵの励磁電流
が連続的に変化させられると、制御油圧ＰＤＳＵとスプリング１２２ｂの付勢力との関係
に従って、その制御油圧ＰＤＳＵに応じてロックアップ係合油圧ＰAPPLYとロックアップ
解放油圧ＰRELEASEとの差圧が連続的に変化させられて、所定の係合過渡状態に制御され
る。
【００６３】
　このように、所定の制御油圧ＰＤＳＵが出力されるとロックアップクラッチ２６が係合
状態とされ、制御油圧ＰＤＳＵの出力が停止させられるとロックアップクラッチ２６が解
放状態とされる。
【００６４】
　例えば図７に示すようなスロットル弁開度θＴＨおよび車速Ｖを変数とする二次元座標
において解放（ロックアップオフ）領域、係合（ロックアップオン）領域を有する予め記
憶された関係（マップ、ロックアップ領域線図）から実際のスロットル弁開度θＴＨおよ
び車速Ｖで表される車両状態に基づいて判断された係合領域、解放領域のいずれの領域の
作動となるようにロックアップクラッチ２６の作動状態が切り換えられる。
【００６５】
　ここで、ロックアップコントロールバルブ１２２においては、前述したようにクラッチ
アプライコントロールバルブ１１２の出力ポート１１２ｕから出力された制御油圧ＰＤＳ

２を受け入れる油室１２２ｃが設けられており、この制御油圧ＰＤＳ２がクラッチアプラ
イコントロールバルブ１１２から出力されて油室１２２ｃに供給されると、制御油圧ＰＤ

ＳＵが油室１２２ｄへ供給されるか否かに拘わらずスプール弁子１２２ａが強制的にＯＦ
Ｆ位置に保持される。これにより、制御油圧ＰＤＳＵに拘わらずロックアップクラッチ２
６が強制的に解放状態とされる。
【００６６】
　上記制御油圧ＰＤＳ２は、制御油圧ＰＤＳ１および制御油圧ＰＤＳ２が出力されてクラ
ッチアプライコントロールバルブ１１２が第２位置とされたときに、そのクラッチアプラ
イコントロールバルブ１１２から出力される油圧である。上述したように、ガレージシフ
ト時には制御油圧ＰＤＳ１および制御油圧ＰＤＳ２が共に出力されて制御油圧ＰＤＳ２が
油室１２２ｃに供給されるが、ロックアップクラッチ２６は所定車速以上の定常走行時に
係合させられるため、このガレージシフト時には制御油圧ＰＤＳＵの出力が停止させらて
ロックアップクラッチ２６は元々解放状態とされており、制御油圧ＰＤＳ２が油室１２２
ｃに供給されても何等差し支えはない。
【００６７】
　また、ソレノイド弁ＤＳＵのオンフェール時に制御油圧ＰＤＳ１および制御油圧ＰＤＳ

２が出力されて制御油圧ＰＤＳ２が油室１２２ｃに供給されると、制御油圧ＰＤＳＵに拘
わらずロックアップクラッチ２６が強制的に解放状態とされるので、例えば車両停止時や
車両発進時等の低車速時にソレノイド弁ＤＳＵのオンフェールによりロックアップクラッ
チ２６が係合してエンジンストールが発生することが防止される。上述したように、制御
油圧ＰＤＳ１および制御油圧ＰＤＳ２が共に供給されない場合の他に、制御油圧ＰＤＳ１

および制御油圧ＰＤＳ２が共に供給される場合にも、変速比コントロールバルブＵＰ１１
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４および変速比コントロールバルブＤＮ１１６が何れも閉じ状態とされるので、推力比コ
ントロールバルブ１１８による閉じ込み制御により所定の変速比γ例えば最大変速比γma
x又はその近傍の変速比γmax’にて良好な発進・走行が可能である。
【００６８】
　ところで、クラッチアプライコントロールバルブ１１２から制御油圧ＰＤＳＵの出力が
停止させられたときに、油室１２２ｃに供給された制御油圧ＰＤＳ２の残圧によりロック
アップクラッチ２６の係合制御が影響を受ける懸念がある。クラッチアプライコントロー
ルバルブ１１２においては、第１位置へ切り換えられると油室１２２ｃに供給された制御
油圧ＰＤＳ２が出力ポート１１２ｕを経てＥＸポートから排出される。このように、クラ
ッチアプライコントロールバルブ１１２は、出力ポート１１２ｕと油圧を排出するＥＸポ
ートとを有しており、第１位置にあるときには出力ポート１１２ｕとＥＸポートとを連通
するように構成されている。よって、油室１２２ｃに供給された制御油圧ＰＤＳ２が、ク
ラッチアプライコントロールバルブ１１２の第１位置において例えば大気圧に排出される
ので、油室１２２ｃに供給された制御油圧ＰＤＳ２の残圧によりロックアップクラッチ２
６の係合制御が影響を受けることが回避される。
【００６９】
　前記電子制御装置５０は、例えば車速Ｖが所定車速Ｖ’以上である場合には、例えば図
４に示す変速マップから実際の車速Ｖおよびアクセル開度Ａccに基づいて目標入力軸回転
速度ＮＩＮ

＊を設定し、実入力軸回転速度ＮＩＮが目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊と一致す

るように無段変速機１８の変速をフィードバック制御により実行する。すなわち、入力側
油圧シリンダ４２ｃに対する作動油の供給および排出により作動油の流量を制御して両可
変プーリ４２、４６のＶ溝幅を変化させる変速制御指令信号（油圧指令）ＳＴを油圧制御
回路１００へ出力して変速比γを連続的に変化させる。
【００７０】
　油圧制御回路１００は、前記変速制御指令信号ＳＴに従って無段変速機１８の変速が実
行されるようにソレノイド弁ＤＳ１およびソレノイド弁ＤＳ２を作動させて入力側油圧シ
リンダ４２ｃへの作動油の供給・排出量を制御する。
【００７１】
　また、電子制御装置５０は、車速Ｖが前記所定車速Ｖ’未満であることを条件として、
通常の変速制御としてのフィードバック制御を行わず、推力比コントロールバルブ１１８
により閉じ込み制御を実行する。すなわち、変速比コントロールバルブＵＰ１１４および
変速比コントロールバルブＤＮ１１６を閉じ状態とすることによって、無段変速機１８の
変速比γを所定の変速比とする低車速用の変速制御のための変速指令（閉じ込み制御指令
）信号ＳＴ’を油圧制御回路１００へ出力して所定の変速比を成立させる。
【００７２】
　油圧制御回路１００は、上記閉じ込み制御指令信号ＳＴ’に従って変速比コントロール
バルブＵＰ１１４および変速比コントロールバルブＤＮ１１６が閉じ状態とされるように
ソレノイド弁ＤＳ１およびソレノイド弁ＤＳ２を共に作動させず、推力比コントロールバ
ルブ１１８からの推力比制御油圧Ｐτを入力側油圧シリンダ４２ｃへ供給する。
【００７３】
　また、電子制御装置５０は、例えば図５に示す挟圧力マップから実際の変速比γおよび
アクセル開度Ａccで示される車両状態に基づいて必要ベルト挟圧Ｐout＊を設定し、その
設定した必要ベルト挟圧Ｐout＊が得られるように出力側油圧シリンダ４６ｃのベルト挟
圧Ｐoutを制御する挟圧力制御指令信号ＳＢを油圧制御回路１００へ出力してベルト挟圧
力を増減させる。
【００７４】
　油圧制御回路１００は、上記挟圧力制御指令信号ＳＢに従ってベルト挟圧力が増減され
るようにリニアソレノイド弁ＳＬＳを作動させてベルト挟圧Ｐoutを調圧する。
【００７５】
　また、電子制御装置５０は、専ら加速走行時には、例えば図７に示すロックアップ領域
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線図から実際のスロットル弁開度θＴＨおよび車速Ｖに基づいて係合領域、解放領域のい
ずれの領域に属するかを判断し、その判断した領域の作動状態となるようにロックアップ
クラッチ２６の作動状態を切り換えるロックアップ制御指令信号を油圧制御回路１００へ
出力する。
【００７６】
　油圧制御回路１００は、上記ロックアップ制御指令信号に従ってロックアップクラッチ
２６の作動状態が切り換えられるようにソレノイド弁ＤＳＵを作動させる。
【００７７】
　また、電子制御装置５０は、レバーポジションＰＳＨに基づいてガレージシフトを判断
したときには、クラッチアプライコントロールバルブ１１２を第２位置側へ切り換えると
共に、前進用クラッチＣ１或いは後進用ブレーキＢ１の過渡的な係合状態を制御するため
に係合ショックが抑制されるように係合油圧を緩やかに上昇させるための制御油圧ＰＳＬ

Ｔを出力し且つライン油圧ＰＬを調圧するために信号圧ＰＳＬＳを出力する制御指令信号
ＳＡを油圧制御回路１００へ出力する。
【００７８】
　油圧制御回路１００は、ガレージシフト時には上記制御指令信号ＳＡに従って、クラッ
チアプライコントロールバルブ１１２が第２位置側へ切り換えられるようにソレノイド弁
ＤＳ１およびソレノイド弁ＤＳ２を作動させて所定圧以上の制御油圧ＰＤＳ１および所定
圧以上の制御油圧ＰＤＳ２を出力すると共に、予め定められた規則に従って前進用クラッ
チＣ１或いは後進用ブレーキＢ１が係合されるようにリニアソレノイド弁ＳＬＴを作動さ
せて制御油圧ＰＳＬＴを出力し且つエンジン負荷等に応じてライン油圧ＰＬが調圧される
ようにリニアソレノイド弁ＳＬＳを作動させて信号圧ＰＳＬＳを出力する。
【００７９】
　また、電子制御装置５０は、ガレージシフト後例えばガレージシフト開始から所定時間
経過後や制御油圧ＰＳＬＴが所定の係合油圧以上となった後、タービン回転速度ＮＴとエ
ンジン回転速度ＮＥとの関係から前進用クラッチＣ１或いは後進用ブレーキＢ１の係合完
了を判断したときには、前進用クラッチＣ１或いは後進用ブレーキＢ１へ出力油圧ＰＬＭ

２を供給して完全係合状態とするためにクラッチアプライコントロールバルブ１１２を第
１位置側へ切り換えると共に、ライン油圧ＰＬを調圧するために信号圧ＰＳＬＴを出力す
る制御指令信号ＳＡを油圧制御回路１００へ出力する。
【００８０】
　油圧制御回路１００は、定常時には上記制御指令信号ＳＡに従って、前進用クラッチＣ
１或いは後進用ブレーキＢ１へ出力油圧ＰＬＭ２が供給されて完全係合状態とされるよう
にソレノイド弁ＤＳ１およびソレノイド弁ＤＳ２を同時に作動させずにクラッチアプライ
コントロールバルブ１１２を第１位置側へ切り換えると共に、エンジン負荷等に応じてラ
イン油圧ＰＬが調圧されるようにリニアソレノイド弁ＳＬＴを作動させて信号圧ＰＳＬＴ

を出力する。
【００８１】
　また、電子制御装置５０は、ソレノイド弁ＤＳＵのオンフェールを判断したときには、
エンジンストールの可能性がある車両停止時や低車速走行時において、クラッチアプライ
コントロールバルブ１１２を第２位置側へ切り換えるフェール時制御指令信号を油圧制御
回路１００へ出力する。
【００８２】
　油圧制御回路１００は、上記フェール時制御指令信号に従って、クラッチアプライコン
トロールバルブ１１２が第２位置側へ切り換えられるようにソレノイド弁ＤＳ１およびソ
レノイド弁ＤＳ２を共に作動させて所定圧以上の制御油圧ＰＤＳ１および所定圧以上の制
御油圧ＰＤＳ２を出力する。これにより、クラッチアプライコントロールバルブ１１２が
第２位置とされ、制御油圧ＰＤＳ２が出力ポート１１２ｕから出力されて油室１２２ｃに
供給されるので、制御油圧ＰＤＳＵに拘わらずロックアップクラッチ２６が強制的に解放
状態とされる。
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【００８３】
　このとき、所定圧以上の制御油圧ＰＤＳ１および所定圧以上の制御油圧ＰＤＳ２が出力
させられることからソレノイド弁ＤＳ１或いはソレノイド弁ＤＳ２による変速制御が実行
させられないが、このとき推力比コントロールバルブ１１８を用いた閉じ込み制御が行わ
れることによって、伝動ベルト４８のベルト滑りを防止しつつ低速側の所定の変速比が保
持されて例えば再発進時の駆動力が確保されるので、何等差し支えはない。
【００８４】
　電子制御装置５０は、上記ソレノイド弁ＤＳＵのオンフェールを、例えばロックアップ
クラッチ２６を解放状態とするロックアップ制御指令信号が出力されているときに、ロッ
クアップクラッチ２６の相対回転速度差（＝｜エンジン回転速度ＮＥ－タービン回転速度
ＮＴ｜）がロックアップオンと判定できる回転速度差例えば零と判定できる回転速度差で
あるか否かに基づいて判断する。
【００８５】
　また、電子制御装置５０は、エンジンストールの発生を検知したときにソレノイド弁Ｄ
ＳＵのオンフェールを判断しても良い。但し、エンジンストールの原因が必ずしもソレノ
イド弁ＤＳＵのオンフェールに因るものでない場合がある。
【００８６】
　そこで、電子制御装置５０は、エンジンストールの検知に基づいてソレノイド弁ＤＳＵ
のオンフェールを判断したときには、クラッチアプライコントロールバルブ１１２を第２
位置側へ切り換えるフェール時制御指令信号を油圧制御回路１００へ出力する一方で、再
発進後に走行が継続されて所定車速例えばロックアップオンであってもエンジンストール
の発生が回避されるような１０km/h程度の車速Ｖとなったときに、そのフェール時制御指
令信号の出力を一時的に停止してロックアップオフが可能か否かを判定する。電子制御装
置５０は、ロックアップオフが可能でない場合には、エンジンストールの可能性がある車
両停止時や低車速走行時において、再度フェール時制御指令信号を出力するが、ロックア
ップオフが可能である場合にはソレノイド弁ＤＳＵのオンフェールの判断を誤判定として
、引き続きフェール時制御指令信号の出力をしない通常制御に復帰する。
【００８７】
　ところで、クラッチアプライコントロールバルブ１１２においては、制御油圧ＰＤＳ１

および制御油圧ＰＤＳ２が共に供給されて第２位置に切り換えられ、制御油圧ＰＤＳ１お
よび制御油圧ＰＤＳ２の内で制御油圧ＰＤＳ２がロックアップコントロールバルブ１２２
へ出力される。この制御油圧ＰＤＳ１は無段変速機１８のアップシフトを実行する際に出
力される油圧であり、制御油圧ＰＤＳ２はダウンシフトを実行する際に出力される油圧で
ある。そして、制御油圧ＰＤＳ１および制御油圧ＰＤＳ２が共に出力される際に制御油圧
ＰＤＳ１の出力に比べて制御油圧ＰＤＳ２の出力に応答遅れがあるとその応答遅れの間ア
ップシフトが生じる可能性があるが、ベルト滑りには問題が生じ難いと考えられる。反対
に、制御油圧ＰＤＳ１の出力に応答遅れがあるとその応答遅れの間ダウンシフトが生じる
可能性があり、ベルト滑りに問題が生じ易いと考えられる。従って、強制的にロックアッ
プオフとする際にロックアップコントロールバルブ１２２へ出力する油圧として、制御油
圧ＰＤＳ１を用いるのではなく、応答遅れがあっても問題が生じ難い制御油圧ＰＤＳ２を
用いるのである。
【００８８】
　上述のように、本実施例によれば、クラッチアプライコントロールバルブ１１２が制御
油圧ＰＤＳ１および制御油圧ＰＤＳ２に基づいて第１位置と第２位置とに切り換えられる
と共に、所定圧以上の制御油圧ＰＤＳ１および所定圧以上の制御油圧ＰＤＳ２が共に出力
されてクラッチアプライコントロールバルブ１１２が第１位置から第２位置へ切り換えら
れるとその制御油圧ＰＤＳ２がクラッチアプライコントロールバルブ１１２から出力され
る一方で、その制御油圧ＰＤＳ２がクラッチアプライコントロールバルブ１１２から出力
されると、ロックアップコントロールバルブ１２２がロックアップクラッチを解放状態と
するＯＦＦ位置とされるので、ソレノイド弁ＤＳ１およびソレノイド弁ＤＳ２を用いるこ



(18) JP 4187023 B2 2008.11.26

10

20

30

40

50

とにより、クラッチアプライコントロールバルブ１１２の作動を制御するための専用のソ
レノイド弁を廃止してコンパクト化や低コスト化を実現しつつ、ソレノイド弁ＤＳＵがオ
ンフェールしたとしてもロックアップクラッチ２６を解放状態とすることができる。
【００８９】
　また、本実施例によれば、クラッチアプライコントロールバルブ１１２は、第１位置と
第２位置とを切り換える為に径差部１１２ｄに作用させる制御油圧ＰＤＳ２を受け入れる
入力ポート１１２ｍと、その制御油圧ＰＤＳ２を出力する出力ポート１１２ｕとを有し、
第２位置にあるときには入力ポート１１２ｍと出力ポート１１２ｕとを連通するように構
成されているので、第１位置と第２位置とを切り換える為に制御油圧ＰＤＳ２を受け入れ
る入力ポートと、出力ポート１１２ｕから制御油圧ＰＤＳ２を出力する為にその制御油圧
ＰＤＳ２の受け入れに必要な入力ポートとが兼用されて、それぞれ入力ポートを備える場
合に比較してクラッチアプライコントロールバルブ１１２のバルブ長が短縮される。
【００９０】
　また、クラッチアプライコントロールバルブ１１２は、制御油圧ＰＤＳ２をロックアッ
プコントロールバルブ１２２へ出力する出力ポート１１２ｕと油圧を排出するＥＸポート
とを有し、第１位置にあるときには出力ポート１１２ｕとＥＸポートとを連通するように
構成されているので、クラッチアプライコントロールバルブ１１２が第２位置にあるとき
に出力されてロックアップコントロールバルブ１２２に作用した制御油圧ＰＤＳ２が、ク
ラッチアプライコントロールバルブ１１２の第１位置において例えば大気圧に排出されて
、ロックアップコントロールバルブ１２２に作用した制御油圧ＰＤＳ２の残圧によりロッ
クアップクラッチ２６の係合制御が影響を受けることが回避される。
【００９１】
　以上、本発明の実施例を図面に基づいて詳細に説明したが、本発明はその他の態様にお
いても適用される。
【００９２】
　例えば、前述の実施例では、強制的にロックアップオフとする際にロックアップコント
ロールバルブ１２２へ出力する油圧として、応答遅れがあっても問題が生じ難い制御油圧
ＰＤＳ２を用いたが、制御油圧ＰＤＳ１の出力に応答遅れがあったとしてもベルト滑りに
問題が生じ難いと考えられる場合には、制御油圧ＰＤＳ２に替えて制御油圧ＰＤＳ１を用
いても良い。例えば、この場合には、クラッチアプライコントロールバルブ１１２におい
て、制御油圧ＰＤＳ１が入力ポート１１２ｍに供給され、制御油圧ＰＤＳ２が油室１１２
ｃに供給されるように構成される。
【００９３】
　また、前述の実施例では、クラッチアプライコントロールバルブ１１２において、第１
位置と第２位置とを切り換える為に制御油圧ＰＤＳ２を受け入れる入力ポートと、出力ポ
ート１１２ｕから制御油圧ＰＤＳ２を出力する為にその制御油圧ＰＤＳ２の受け入れに必
要な入力ポートとを兼用するように入力ポート１１２ｍが構成されていたが、それぞれ入
力ポートが別々に備えられても良い。この場合には、クラッチアプライコントロールバル
ブ１１２のバルブ長が短縮される効果はないものの、コンパクト化や低コスト化を実現し
つつ、ソレノイド弁ＤＳＵがオンフェールしたとしてもロックアップクラッチ２６を解放
状態とするという効果は十分得られる。
【００９４】
　また、前述の実施例では、入力軸回転速度ＮＩＮが無段変速機１８を変速制御するため
の目標値として設定されたが、入力軸回転速度ＮＩＮと一対一に対応する変速比やシーブ
位置等が目標値として設定されても良い。このシーブ位置は、例えば変速比γが１である
ときの可動回転体４２ｂの位置を基準位置すなわちシーブ位置が零として、軸と平行方向
におけるその基準位置からの可動回転体４２ｂの絶対位置を表すものである。
【００９５】
　また、前述の実施例における入力軸回転速度ＮＩＮやそれに関連する目標入力軸回転速
度ＮＩＮ

＊などは、それら入力軸回転速度ＮＩＮなどに替えて、エンジン回転速度ＮＥや
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＊など、或いはタービン回転速度ＮＴやそれに

関連する目標タービン回転速度ＮＴ
＊などであっても良い。従って、入力軸回転速度セン

サ５６等の回転速度センサは、制御する必要がある回転速度に合わせて適宜備えられれば
良い。
【００９６】
　また、前述の実施例において、流体伝動装置としてロックアップクラッチ２６が備えら
れているトルクコンバータ１４が用いられていたが、トルクコンバータ１４に替えて、ト
ルク増幅作用のない流体継手（フルードカップリング）などの他の流体式動力伝達装置が
用いられてもよい。
【００９７】
　なお、上述したのはあくまでも一実施形態であり、本発明は当業者の知識に基づいて種
々の変更、改良を加えた態様で実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【００９８】
【図１】本発明が適用された車両用駆動装置を説明する骨子図である。
【図２】図１の車両用駆動装置などを制御するために車両に設けられた制御系統の要部を
説明するブロック線図である。
【図３】油圧制御回路のうち無段変速機のベルト挟圧力制御、変速比制御、シフトレバー
の操作に伴う前進用クラッチ或いは後進用ブレーキの係合油圧制御、およびロックアップ
クラッチの係合・解放制御等に関する部分を示す要部油圧回路図である。
【図４】無段変速機の変速制御において目標入力回転速度を求める際に用いられる変速マ
ップの一例を示す図である。
【図５】無段変速機の挟圧力制御において変速比等に応じて必要ベルト挟圧を求める挟圧
力マップの一例を示す図である。
【図６】車速をパラメータとして変速比と推力比との予め求められて記憶された関係であ
る。
【図７】ロックアップクラッチ制御において用いられるロックアップ領域線図を示す図で
ある。
【符号の説明】
【００９９】
１０：車両用駆動装置（車両用動力伝達装置）
１２：エンジン（走行用動力源）
１８：無段変速機
２４：駆動輪
２６：ロックアップクラッチ（直結クラッチ）
４２：入力側可変プーリ（変速機構）
４６：出力側可変プーリ（変速機構）
４８：伝動ベルト（変速機構）
１００：油圧制御回路（油圧制御装置）
１１２：クラッチアプライコントロールバルブ（第２制御弁）
１２２：ロックアップコントロールバルブ（第１制御弁）
ＤＳＵ：ソレノイド弁（直結クラッチ制御用ソレノイド弁）
ＤＳ１：ソレノイド弁（変速制御用ソレノイド弁）
ＤＳ２：ソレノイド弁（変速制御用ソレノイド弁）
Ｃ１：前進用クラッチ（摩擦係合装置）
Ｂ１：後進用ブレーキ（摩擦係合装置）
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