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(57)【要約】
【課題】油落ちした状態で変速制御を開始することによ
る弊害を抑制するための制御方法を提供する。
【解決手段】元圧用オイルポンプによりセカンダリプー
リ油室に油圧を供給し、プライマリプーリ油室とセカン
ダリプーリ油室との間の油路に配置された電動オイルポ
ンプによりプライマリプーリ油室のオイルの出入りを制
御する無段変速機の制御方法において、元圧用オイルポ
ンプの始動後は、電動オイルポンプよりもセカンダリ油
室側の油路にオイルが充填されるまで、電動オイルポン
プの稼働を制限する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　元圧用オイルポンプによりセカンダリプーリ油室に油圧を供給し、
　プライマリプーリ油室と前記セカンダリプーリ油室との間の油路に配置された電動オイ
ルポンプにより前記プライマリプーリ油室のオイルの出入りを制御する無段変速機の制御
方法において、
　前記元圧用オイルポンプの始動後は、前記電動オイルポンプよりも前記セカンダリ油室
側の前記油路にオイルが充填されるまで、前記電動オイルポンプの稼働を制限することを
特徴とする無段変速機の制御方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の無段変速機の制御方法において、
　前記電動オイルポンプの回転速度が所定回転速度に達したら、前記電動オイルポンプの
稼働を許可する無段変速機の制御方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の無段変速機の制御方法において、
　前記電動オイルポンプよりも前記セカンダリ油室側の前記油路の油圧が所定油圧に達し
たら、前記電動オイルポンプの稼働を許可する無段変速機の制御方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の無段変速機の制御方法において、
　前記電動オイルポンプよりも前記セカンダリ油室側の前記油路にオイルが充填された後
も、前記電動オイルポンプよりも前記プライマリプーリ油室側の前記油路の実油圧が指令
油圧に到達するまで、前記電動オイルポンプの稼働を制限する無段変速機の制御方法。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれかに記載の無段変速機の制御方法において、
　前記電動オイルポンプの稼働を制限している間は、前記電動オイルポンプよりも前記セ
カンダリ油室側の前記油路の目標油圧を、前記電動オイルポンプの稼働を制限していない
場合に比べて高く設定する無段変速機の制御方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の無段変速機の制御方法において、
　前記電動オイルポンプの稼働を制限している間の前記目標油圧は、油温が低いほど高い
無段変速機の制御方法。
【請求項７】
　セカンダリプーリ油室に油圧を供給する元圧用オイルポンプと、
　プライマリプーリ油室と前記セカンダリプーリ油室とを連通する油路と、
　前記油路に介装される電動オイルポンプと、
　電動オイルポンプにより前記プライマリプーリ油室のオイルの出入りを制御する制御部
と、
を備える無段変速機の制御装置において、
　前記制御部は、前記元圧用オイルポンプの始動後に、前記電動オイルポンプよりも前記
セカンダリ油室側の前記油路にオイルが充填されるまで、前記電動オイルポンプの稼働を
制限することを特徴とする無段変速機の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無段変速機の制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無段変速機の油圧回路として、オイルパンからオイルを汲み上げて変速用の元圧となる
ライン圧を発生させる元圧用のオイルポンプと、変速用の電動オイルポンプと、を備える
ものが特許文献１に開示されている。上記文献に記載の油圧回路では、プライマリプーリ
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油室とセカンダリプーリ油室とを連通し、かつライン圧となる油路と接続される変速用油
路に電動オイルポンプが介装されている。そして、上記文献に記載の油圧回路においては
、電動オイルポンプによってプライマリプーリ油室のオイルの出入りを調整することで、
変速制御を行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２４０８９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上記文献に記載の油圧回路を備える無段変速機では、変速制御を行うために
は変速用油路にオイルが充填されていることが必要となる。このため、油圧回路が、オイ
ルが抜け落ちたいわゆる油落ちした状態にあるときに、エンジンが始動されて変速制御を
開始すると、変速用油路にオイルが充填されるまでは電動オイルポンプがいわゆるエア噛
みを起こし、異音が発生する。
【０００５】
　しかしながら、上記文献には油落ちした状態でエンジンが始動された場合における制御
について記載されていない。
【０００６】
　そこで本発明では、上述したエア噛みによる異音発生のような、油落ちした状態で変速
制御を開始することによる弊害を抑制し得る制御方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のある態様によれば、元圧用オイルポンプによりセカンダリプーリ油室に油圧を
供給し、プライマリプーリ油室とセカンダリプーリ油室との間の油路に配置された電動オ
イルポンプによりプライマリプーリ油室のオイルの出入りを制御する制御方法が提供され
る。この油圧制御方法においては、元圧用オイルポンプを始動した後、電動オイルポンプ
よりもセカンダリ油室側の油路にオイルが充填されるまで、電動オイルポンプの稼働が制
限される。
【発明の効果】
【０００８】
　上記態様によれば、電動オイルポンプが稼働する際には、電動オイルポンプよりもセカ
ンダリ油室側の油路にオイルが充填されていることとなるので、油落ちした状態で変速制
御を開始することによる弊害を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、車両の概略構成図である。
【図２】図２は、油圧回路の概略構成図である。
【図３】図３は、第１実施形態の制御ルーチンを示すフローチャートである。
【図４】図４は、図３の制御ルーチンを実行した場合のタイミングチャートである。
【図５】図５は、図３の制御ルーチンの変形例を実行した場合のタイミングチャートであ
る。
【図６】図６は、第２実施形態の制御ルーチンを示すフローチャートである。
【図７】図７は、ＳＥＣ側油圧指令値の補正量テーブルである。
【図８】図８は、図７の制御ルーチンを実行した場合のタイミングチャートである。
【図９】図９は、ＳＥＣ側油圧指令値の算出に用いるテーブルである。
【図１０】図１０は、第３実施形態の制御ルーチンを示すフローチャートである。
【図１１】図１１は、図１０の制御ルーチンを実行した場合のタイミングチャートである
。
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【図１２】図１２は、第３実施形態においてＳＥＣ側油圧指令値を補正する場合のタイミ
ングチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の実施形態について説明する。
【００１１】
　（第１実施形態）
　図１は、車両の概略構成図である。車両は、エンジン１と、ロックアップクラッチ２ａ
付きトルクコンバータ２と、前後進切替機構３と、バリエータ４と、終減速機構５と、駆
動輪６と、油圧回路１００と、を備える。
【００１２】
　エンジン１は、車両の駆動源を構成する。エンジン１の出力は、トルクコンバータ２、
前後進切替機構３、バリエータ４、及び終減速機構５を介して駆動輪６へと伝達される。
したがって、バリエータ４は、トルクコンバータ２や前後進切替機構３や終減速機構５と
ともに、エンジン１から駆動輪６に動力を伝達する動力伝達経路に設けられる。
【００１３】
　前後進切替機構３は、上述の動力伝達経路においてトルクコンバータ２とバリエータ４
との間に設けられる。前後進切替機構３は、前進走行に対応する正転方向と後退走行に対
応する逆転方向との間で、入力される回転の回転方向を切り替える。
【００１４】
　前後進切替機構３は具体的には、前進クラッチ３１と、後退ブレーキ３２と、を備える
。前進クラッチ３１は、回転方向を正転方向とする場合に締結される。後退ブレーキ３２
は、回転方向を逆転方向とする場合に締結される。前進クラッチ３１及び後退ブレーキ３
２の一方は、エンジン１とバリエータ４と間の回転を断続するクラッチとして構成するこ
とができる。
【００１５】
　バリエータ４は、プライマリプーリ４１と、セカンダリプーリ４２と、プライマリプー
リ４１及びセカンダリプーリ４２に巻き掛けられたベルト４３と、を有する。以下では、
プライマリをＰＲＩとも称し、セカンダリをＳＥＣとも称す。バリエータ４は、ＰＲＩプ
ーリ４１とＳＥＣプーリ４２との溝幅を変更することでベルト４３の巻掛け径（以下、単
に「巻掛け径」ともいう）を変更し、変速を行うベルト式無段変速機構を構成している。
【００１６】
　ＰＲＩプーリ４１は、固定プーリ４１ａと、可動プーリ４１ｂと、を備える。コントロ
ーラ１０がＰＲＩプーリ油圧室４１ｃに供給されるオイル量を制御することにより、可動
プーリ４１ｂが作動し、ＰＲＩプーリ４１の溝幅が変更される。
【００１７】
　ＳＥＣプーリ４２は、固定プーリ４２ａと、可動プーリ４２ｂと、を備える。コントロ
ーラ１０がＳＥＣプーリ油圧室４２ｃに供給されるプーリ圧であるＳＥＣ圧を制御するこ
とにより、可動プーリ４２ｂが作動し、ＳＥＣプーリ４２の溝幅が変更される。なお、Ｐ
ＲＩプーリ油圧室４１ｃに供給されるプーリ圧を、ＰＲＩ圧とする。
【００１８】
　ベルト４３は、ＰＲＩプーリ４１の固定プーリ４１ａと可動プーリ４１ｂとにより形成
されるＶ字形状をなすシーブ面と、ＳＥＣプーリ４２の固定プーリ４２ａと可動プーリ４
２ｂとにより形成されるＶ字形状をなすシーブ面に巻き掛けられる。
【００１９】
　終減速機構５は、バリエータ４からの出力回転を駆動輪６に伝達する。終減速機構５は
、複数の歯車列やディファレンシャルギアを有して構成される。終減速機構５は、車軸を
介して駆動輪６を回転する。
【００２０】
　油圧回路１００は、バリエータ４、具体的にはＰＲＩプーリ４１及びＳＥＣプーリ４２
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に油圧を供給する。油圧回路１００は、前後進切替機構３やロックアップクラッチ２ａ、
及び図示しない潤滑系や冷却系にも油圧を供給する。油圧回路１００は具体的には、次の
ように構成される。
【００２１】
　図２は、油圧回路１００の概略構成図である。油圧回路１００は、元圧用オイルポンプ
１０１と、ライン圧調整弁１０２と、減圧弁１０３と、ライン圧ソレノイドバルブ１０４
と、前後進切替機構用ソレノイドバルブ１０５と、変速回路圧ソレノイドバルブ１０７と
、マニュアルバルブ１０８と、ライン圧油路１０９と、低圧系制御弁１３０と、変速用回
路１１０と、ライン圧用電動オイルポンプ１１１と、を備える。以下では、ソレノイドバ
ルブをＳＯＬと称す。
【００２２】
　元圧用オイルポンプ１０１は、エンジン１の動力によって駆動する機械式のオイルポン
プである。元圧用オイルポンプ１０１は、ライン圧油路１０９を介して、ライン圧調整弁
１０２と、減圧弁１０３と、変速回路圧ＳＯＬ１０７及び変速用回路１１０と、に接続さ
れる。ライン圧油路１０９はライン圧の油路を構成する。ライン圧は、ＰＲＩ圧やＳＥＣ
圧の元圧となる油圧である。
【００２３】
　ライン圧用電動オイルポンプ１１１は、電動モータ１１７によって駆動する。ライン圧
用電動オイルポンプ１１１は、例えばアイドリング・ストップ制御によりエンジン１が停
止し、これに伴い元圧用オイルポンプ１０１が停止した場合に、ライン圧を供給するため
に稼働する。
【００２４】
　ライン圧調整弁１０２は、オイルポンプ１０１が発生させる油圧を調整してライン圧を
生成する。オイルポンプ１０１がライン圧を発生させることは、このようなライン圧調整
弁１０２の作用のもと、ライン圧を発生させることを含む。ライン圧調整弁１０２が調圧
時にリリーフするオイルは、低圧系制御弁１３０を介してロックアップクラッチ２ａ、潤
滑系、冷却系に供給される。
【００２５】
　減圧弁１０３は、ライン圧を減圧する。減圧弁１０３によって減圧された油圧は、ライ
ン圧ＳＯＬ１０４や前後進切替機構用ＳＯＬ１０５に供給される。
【００２６】
　ライン圧ＳＯＬ１０４は、リニアソレノイドバルブであり、制御電流に応じた制御油圧
を生成する。ライン圧ＳＯＬ１０４が生成した制御油圧は、ライン圧調整弁１０２に供給
され、ライン圧調整弁１０２は、ライン圧ＳＯＬ１０４が生成した制御油圧に応じて作動
することで調圧を行う。このため、ライン圧ＳＯＬ１０４への制御電流によってライン圧
ＰＬの指令値を設定することができる。
【００２７】
　前後進切替機構用ＳＯＬ１０５は、リニアソレノイドバルブであり、制御電流に応じた
油圧を生成する。前後進切替機構用ＳＯＬ１０５が生成した油圧は、運転者の操作に応じ
て作動するマニュアルバルブ１０８を介して前進クラッチ３１や後退ブレーキ３２に供給
される。
【００２８】
　変速回路圧ＳＯＬ１０７は、リニアソレノイドバルブであり、制御電流に応じて変速用
回路１１０に供給する油圧を生成する。このため、変速回路圧ＳＯＬ１０７への制御電流
によって変速回路圧の指令値を設定することができる。変速回路圧ＳＯＬ１０７が生成し
た変速回路圧は変速用油路１０６に供給される。変速回路圧は例えば、制御電流に応じた
制御油圧を生成するＳＯＬと、当該ＳＯＬが生成した制御油圧に応じてライン圧ＰＬから
制御回路圧を生成する調圧弁とによって生成されてもよい。
【００２９】
　変速用回路１１０は、変速回路圧ＳＯＬ１０７を介してライン圧油路１０９と接続され
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る変速用油路１０６と、変速用油路１０６に介装される変速用オイルポンプ１１２と、を
備える。変速用油路１０６はＰＲＩプーリ油圧室４１ｃとＳＥＣプーリ油圧室４２ｃとを
連通する。
【００３０】
　変速用オイルポンプ１１２は、電動モータ１１３によって駆動する電動式のオイルポン
プである。電動モータ１１３はインバータ１１４を介してコントローラ１０に制御される
。変速用オイルポンプ１１２は、回転方向を正方向と逆方向に切り替え可能である。ここ
でいう正方向とは、オイルをＳＥＣプーリ油圧室４２ｃ側からＰＲＩプーリ油圧室４１ｃ
側へ送る方向であり、逆方向とは、オイルをＰＲＩプーリ油圧室４１ｃ側からＳＥＣプー
リ油圧室４２ｃ側へ送る方向である。
【００３１】
　変速用オイルポンプ１１２が正方向に回転すると、変速用油路１０６及びＳＥＣプーリ
油圧室４２ｃにあるオイルがＰＲＩプーリ油圧室４１ｃに供給される。これによりＰＲＩ
プーリ４１の可動プーリ４１ｂが固定プーリ４１ａに近づく方向に移動し、ＰＲＩプーリ
４１の溝幅が減少する。一方、ＳＥＣプーリ４２の可動プーリ４２ｂは固定プーリ４２ａ
から遠ざかる方向に移動し、ＳＥＣプーリ４２の溝幅が増大する。なお、変速用オイルポ
ンプ１１２が正回転する際には、変速用オイルポンプ１１２よりもＳＥＣプーリ油圧室４
２ｃ側（以下、「ＳＥＣ側」とも称する）の変速用油路１０６の油圧（以下、「ＳＥＣ側
油圧」とも称する）が変速回路圧の指令値を下回らないように、ライン圧油路１０９から
変速用油路１０６へオイルが供給される。変速回路圧の指令値は、ベルト４３の滑りを防
止すること等を考慮して設定される。なお、変速用オイルポンプ１１２よりもＰＲＩプー
リ油圧室４１ｃ側（以下、「ＰＲＩ側」とも称する）の変速用油路１０６の油圧を、ＰＲ
Ｉ側油圧とも称する。
【００３２】
　また、変速用オイルポンプ１１２が逆方向に回転すると、ＰＲＩプーリ油圧室４１ｃか
らオイルが流出する。これによりＰＲＩプーリ４１の可動プーリ４１ｂが固定プーリ４１
ａから離れる方向に移動し、ＰＲＩプーリ４１の溝幅が増大する。一方、ＳＥＣプーリ４
２の可動プーリ４２ｂは固定プーリ４２ａに近づく方向に移動し、ＳＥＣプーリ４２の溝
幅が減少する。ＰＲＩプーリ油圧室４１ｃから流出したオイルが流入することでＳＥＣ側
油圧は上昇するが、変速回路圧ＳＯＬ１０７によりＳＥＣ側油圧が指令値を超えないよう
に制御される。すなわち、ＳＥＣ側油圧が指令値を超える場合には、変速回路圧ＳＯＬ１
０７を介して変速用油路１０６からオイルが排出される。一方、ＳＥＣ側油圧が指令値未
満の場合には、変速回路圧ＳＯＬ１０７を介してライン圧油路１０９からオイルが流入す
る。
【００３３】
　上記の通り、本実施形態の無段変速機では、変速用オイルポンプ１１２によりＰＲＩプ
ーリ油圧室４１ｃのオイルの出入りを制御することによって変速を行う。変速制御の概要
については後述する。
【００３４】
　図１に戻り、車両はコントローラ１０をさらに備える。コントローラ１０は電子制御装
置であり、コントローラ１０には、センサ・スイッチ群１１からの信号が入力される。な
お、コントローラ１０は、中央演算装置（ＣＰＵ）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、ラ
ンダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）及び入出力インタフェース（Ｉ／Ｏインタフェース）を
備えたマイクロコンピュータで構成される。コントローラ１０を複数のマイクロコンピュ
ータで構成することも可能である。
【００３５】
　センサ・スイッチ群１１は例えば、車両のアクセル開度を検出するアクセル開度センサ
や、車両のブレーキ踏力を検出するブレーキセンサや、車速Ｖｓｐを検出する車速センサ
や、エンジン１の回転速度ＮＥを検出するエンジン回転速度センサを含む。
【００３６】
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　センサ・スイッチ群１１はさらに例えば、ＰＲＩ圧を検出するＰＲＩ圧センサ１１５、
ＳＥＣ圧を検出するＳＥＣ圧センサ１１６、ＰＲＩプーリ４１の入力側回転速度を検出す
るＰＲＩ回転速度センサ１２０、ＳＥＣプーリ４２の出力側回転速度を検出するＳＥＣ回
転速度センサ１２１、変速用オイルポンプ１１２の回転速度を検出するポンプ回転速度セ
ンサ１１８、及びオイルの温度を検出する油温センサ１１９を含む。センサ・スイッチ群
１１からの信号は例えば、他のコントローラを介してコントローラ１０に入力されてもよ
い。センサ・スイッチ群１１からの信号に基づき他のコントローラで生成された情報等の
信号についても同様である。
【００３７】
　コントローラ１０は、センサ・スイッチ群１１からの信号に基づき油圧回路１００を制
御する。具体的には、コントローラ１０は、図２に示すライン圧ＳＯＬ１０４や変速用回
路１１０を制御する。コントローラ１０はさらに、前後進切替機構用ＳＯＬ１０５や変速
回路圧ＳＯＬ１０７を制御するように構成される。
【００３８】
　ライン圧ＳＯＬ１０４を制御するにあたり、コントローラ１０は、ライン圧ＰＬの指令
値に応じた制御電流をライン圧ＳＯＬ１０４に通電する。
【００３９】
　変速制御を実行するにあたり、コントローラ１０はセンサ・スイッチ群１１からの信号
に基づいて目標変速比を設定する。目標変速比が定まれば、当該目標変速比を実現するた
めの各プーリ４１、４２の巻掛け径（目標巻掛け径）が定まる。目標巻掛け径が定まれば
、目標巻掛け径を実現するための各プーリ４１、４２の溝幅（目標溝幅）が定まる。
【００４０】
　また、変速用回路１１０では、変速用オイルポンプによるＰＲＩ油圧室４１ｃからのオ
イルの出し入れに応じてＰＲＩプーリ４１の可動プーリ４１ｂが移動し、これに応じてＳ
ＥＣプーリ４２の可動プーリ４２ｂも移動する。つまり、ＰＲＩプーリ４１の可動プーリ
４１ｂの移動量とＳＥＣプーリ４２の可動プーリ４２ｂの移動量とには相関がある。
【００４１】
　そこでコントローラ１０は、ＰＲＩプーリ４１の可動プーリ４１ｂの位置が目標変速比
に応じた位置になるよう変速用オイルポンプ１１３を稼働させる。可動プーリ４１ｂが所
望の位置にあるか否かは、ＰＲＩ回転速度センサ１２０及びＳＥＣ回転速度センサ１２１
の検出値から実変速比を算出し、この実変速比と目標変速比とが一致しているか否かによ
って判断する。
【００４２】
　また、コントローラ１０が変速用オイルポンプ１１３を稼働させるのは、変速時に限ら
れるわけではない。目標変速比が変化しない場合でも、各プーリ油圧室４１ｃ、４２ｃか
らオイルがリークして実変速比が変化した場合には、コントローラ１０は変速用オイルポ
ンプ１１３を稼働させる。本実施形態においては、このような目標変速比を維持するため
の制御も、変速制御に含めることとする。
【００４３】
　すなわち、本実施形態の変速制御は、ＰＲＩプーリ４１の可動プーリ４１ｂの位置を目
標位置に収束させるフィードバック制御である。そして、当該フィードバック制御の制御
対象は、各プーリ油圧室４１ｃ、４２ｃの油圧ではなく、ＰＲＩプーリ４１の溝幅、換言
すると可動プーリ４１ｂの位置である。
【００４４】
　なお、可動プーリ４１ｂの位置を検出するセンサを設けて、可動プーリ４１ｂが目標変
速比に応じた位置にあるか否かを判断してもよい。
【００４５】
　ところで、いわゆるイグニッションＯＦＦの状態では、元圧用オイルポンプ１０１及び
ライン圧用電動オイルポンプ１１１はいずれも停止するので、ライン圧用油路１０９及び
ＳＥＣプーリ油圧室４２ｃには油圧が供給されなくなる。このため、例えば車両の運転終
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了から長時間が経過した場合には、油圧回路の油路からオイルが抜け落ちた、いわゆる油
落ち状態となることがある。この油落ち状態でエンジン１が始動されたときに、変速制御
をただちに開始すると、ライン圧油路１０９及び変速用油路１０６にオイルが充填されて
いない状態で変速用オイルポンプ１１２を稼働させることになる。そうすると、変速用オ
イルポンプ１１２がいわゆる空打ちをすることになり、上述したエア噛みによる異音が発
生する。また、油落ち状態で変速用オイルポンプ１１２を稼働させると、軸受け部の潤滑
が不十分となって変速用オイルポンプ１１２の劣化を招くおそれもある。
【００４６】
　そこで本実施形態では、油落ち状態で変速制御を開始することの弊害を抑制するために
、コントローラ１０は以下に説明する制御を実行する。
【００４７】
　図３は、コントローラ１０がエンジン始動時に実行する、油圧回路１００の制御ルーチ
ンを示すフローチャートである。当該制御ルーチンは、エンジン１が始動したときに実行
される。
【００４８】
　ステップＳ１００で、コントローラ１０はＳＥＣ側の変速用油路１０６にオイルが充填
されているか否かを後述する方法により判定する。コントローラ１０は、ＳＥＣ側の変速
用油路１０６にオイルが充填されるまでステップＳ１００の判定を繰り返し、充填された
らステップＳ１１０で変速用オイルポンプ１１２を始動する。すなわち、ステップＳ１０
０では、コントローラ１０はＳＥＣ側の変速用油路１０６にオイルが充填されるまで、変
速用オイルポンプ１１２の稼働を許可しないことにより、変速用オイルポンプ１１２の稼
働を制限している。
【００４９】
　ステップＳ１００の判定方法の具体例としては、次の２つが挙げられる。
【００５０】
　（第１例）
　ＳＥＣ側の変速用油路１０６にオイルが充填されれば、変速用オイルポンプ１１２は、
電動モータ１１３で駆動しなくても、ＳＥＣ側とＰＲＩ側との油圧差によって回転する。
そこで、ポンプ回転速度センサ１１８により検出した変速用オイルポンプ１１２の回転速
度が、所定の回転速度（閾値１）よりも高くなったら、コントローラ１０はＳＥＣ側の変
速用油路１０６にオイルが充填されたと判定する。
【００５１】
　閾値１は、変速用オイルポンプ１１２が明らかに回転していると認識できる値、例えば
数[ｒｐｍ]に設定する。理論上は、変速用オイルポンプ１１２の回転軸が回転し始めたこ
とが検知されればよいので、さらに小さい値を設定してもよいが、実際には、車両振動等
によって変速用オイルポンプ１１２の回転軸が動くこともある。そこで、このような車体
振動等による動きを検出することによる誤判定を防止するために、上述した大きさの閾値
１を設定する。
【００５２】
　図４は、第１例の判定を行った場合のタイミングチャートである。
【００５３】
　タイミングＴ１において元圧用オイルポンプ１０１が稼働開始すると、やがてＳＥＣ側
の油圧（ＳＥＣ側実油圧）が上昇し始める。これに伴い変速用オイルポンプ１１２が回転
し始める。そして、変速用オイルポンプ１１２の回転速度が閾値１を超えたタイミングＴ
２において、コントローラ１０が変速用オイルポンプ１１２を稼働させるために電動モー
タ１１３を稼働させる。その後は、元圧用オイルポンプ１０１及び変速用オイルポンプ１
１２の回転上昇に伴って、ＳＥＣ側実油圧及びＰＲＩ側実油圧は上昇する。
【００５４】
　（第２例）
　ＳＥＣ側の変速用油路１０６にオイルが充填されれば、ＳＥＣ側実油圧が上昇する。そ
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こで、ＳＥＣ圧センサ１１６でＳＥＣ側実油圧の上昇を検知したら、つまりＳＥＣ側実油
圧が所定の油圧（閾値２）を超えたら、コントローラ１０はＳＥＣ側の変速用油路１０６
にオイルが充填されたと判定する。
【００５５】
　閾値２は、ＳＥＣ側実油圧が明らかに上昇していると認識できる値に設定する。閾値２
も閾値１と同様に誤判定を防止するために、余裕をもった大きさに設定する。
【００５６】
　図５は、第２例の判定を行った場合のタイミングチャートである。
【００５７】
　元圧用オイルポンプ１０１及び変速用オイルポンプ１１２の動きと、ＳＥＣ側実油圧及
びＰＲＩ側実油圧の変化は、いずれも図４と同様である。ただし、変速用オイルポンプ１
１２の稼働開始を決定する根拠が、タイミングＴ２においてＳＥＣ側実油圧が閾値２より
高くなったことである。
【００５８】
　以上のように本実施形態では、元圧用オイルポンプ１０１が始動した後は、変速用オイ
ルポンプ（電動オイルポンプ）１１２よりもＳＥＣプーリ油圧室４２ｃ側の変速用油路１
０６にオイルが充填されるまで、変速用オイルポンプ１１２の稼働を制限する。これによ
り、油落ちした状態で変速用オイルポンプ１１２が回転することがなくなり、エア噛みに
よる異音の発生や、無潤滑状態で回転することによる変速用オイルポンプ１１２の劣化を
抑制することができる。
【００５９】
　本実施形態では、一例として、変速用オイルポンプ１１２の回転速度が所定回転速度に
達したら、変速用オイルポンプ１１２の稼働を許可する。つまり、変速用オイルポンプ１
１２よりもＳＥＣプーリ油圧室４２ｃ側の変速用油路１０６にオイルが充填されたか否か
を、変速用オイルポンプ１１２の回転速度に基づいて判定する。これにより、仮に油圧回
路１００がＳＥＣ圧センサ１１６を備えない場合でも、適切な判定をすることが可能とな
る。
【００６０】
　本実施形態では、他の例として、変速用オイルポンプ１１２よりもＳＥＣプーリ油圧室
４２ｃ側の変速用油路１０６の油圧が所定油圧に達したら、変速用オイルポンプ１１２の
稼働を許可する。つまり、変速用オイルポンプ１１２よりもＳＥＣプーリ油圧室４２ｃ側
の変速用油路１０６にオイルが充填されたか否かを、当該油路の圧力に基づいて判定する
ので、正確な判定が可能となる。
【００６１】
　（第２実施形態）
　本実施形態は、ＳＥＣ側の変速用油路１０６にオイルが充填されるまで変速用オイルポ
ンプ１１２の稼働を制限する点は第１実施形態と同様である。ただし、変速用オイルポン
プ１１２の稼働を制限している間に、ＳＥＣ側油圧指令値を補正する点が第１実施形態と
異なる。以下、この相違点を中心に説明する。
【００６２】
　エンジン１が始動すると、コントローラ１０は、センサ・スイッチ群１１からの信号に
基づいて目標変速比を設定し、目標変速比に応じたＳＥＣ側油圧指令値を設定する。ＳＥ
Ｃ側油圧指令値が大きくなるほど、変速回路圧ソレノイドバルブ１０７を介して変速用油
路１０６に流入するオイル量が多くなり、ＳＥＣ側の変速用油路１０６にオイルが充填さ
れるまでの時間が短くなる。そこで本実施形態では、ＳＥＣ側油圧指令値を目標変速比に
応じて設定される値よりも大きくすることにより、変速用オイルポンプ１１２の稼働を制
限する時間を短縮する。
【００６３】
　図６は、本実施形態でコントローラ１０が実行する油圧回路１００の制御ルーチンを示
すフローチャートである。
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【００６４】
　ステップＳ２００で、コントローラ１０は、基本ＳＥＣ側油圧指令値を算出する。基本
ＳＥＣ側油圧指令値は、目標変速比に応じたＳＥＣ側油圧指令値である。
【００６５】
　ステップＳ２１０で、コントローラ１０はＳＥＣ側の変速用油路１０６にオイルが充填
されているか否かを判定する。判定の内容及び方法は図３のステップＳ１００と同様であ
る。コントローラ１０は、ＳＥＣ側の変速用油路１０６にオイルが充填されている場合に
はステップＳ２１０の処理を実行し、充填されていない場合にはステップＳ２２０の処理
を実行する。
【００６６】
　ステップＳ２２０で、コントローラ１０は、基本ＳＥＣ側油圧指令値を大きくするよう
補正し、補正後の値をＳＥＣ側油圧指令値とする。具体的には、例えば図７に示すような
油温が低いほど大きな補正量を設定したテーブルを予め作成してコントローラ１０に格納
しておき、コントローラ１０は当該テーブルに基づいて決定した補正量を基本ＳＥＣ側油
圧指令値に加算する。
【００６７】
　コントローラ１０は、上述したステップＳ２２０の処理をＳＥＣ側の変速用油路１０６
にオイルが充填されるまで繰り返したら、ステップＳ２３０において、ＳＥＣ側油圧指令
値をステップＳ２００で算出した基本ＳＥＣ側油圧指令値に戻す。そして、コントローラ
１０はステップＳ２４０において変速用オイルポンプ１１２を始動する。
【００６８】
　図８は、上述した制御を実行した場合のタイミングチャートである。元圧用オイルポン
プ１０１及び変速用オイルポンプ１１２の動きと、ＳＥＣ側実油圧及びＰＲＩ側実油圧の
変化は、いずれも図４と同様である。図中のＰ１は基本ＳＥＣ側油圧指令値、Ｐ２はＰＲ
Ｉ側油圧指令値である。
【００６９】
　図８に示すように、元圧用オイルポンプ１０１が始動開始するタイミングＴ１から、Ｓ
ＥＣ側の変速用油路１０６がオイルの充填された状態になるタイミングＴ２までの間は、
ＳＥＣ側油圧指令値は補正を繰り返すことによって徐々に増大する。これにより、タイミ
ングＴ１からタイミングＴ２までの間隔は、基本ＳＥＣ側油圧指令値を増大補正しない場
合に比べて短くなる。
【００７０】
　そして、ＳＥＣ側油圧指令値は、タイミングＴ２で基本ＳＥＣ側油圧指令値に戻る。
【００７１】
　なお、図６のステップＳ２２０では基本ＳＥＣ側油圧指令値を補正することによって、
タイミングＴ１からタイミングＴ２までの間におけるＳＥＣ側油圧指令値を設定したが、
これに限られるわけではない。例えば、図９に示すような、油温に応じたＳＥＣ側油圧指
令値を設定したテーブルを作成してコントローラ１０に格納しておき、コントローラ１０
が当該テーブルからＳＥＣ側油圧指令値を直接的に算出するようにしてもよい。また、上
記説明では、タイミングＴ１からタイミングＴ２までＳＥＣ側油圧指令値が徐々に増加す
る場合を説明したが、これに限られるわけではない。例えば、タイミングＴ１の時点で、
図８のタイミングＴ２におけるＳＥＣ側油圧指令値に設定し、これをタイミングＴ２まで
維持するようにしてもよい。
【００７２】
　以上のように本実施形態では、変速用オイルポンプ１１２の稼働を制限している間は、
変速用オイルポンプ１１２よりもＳＥＣプーリ油圧室４２ｃ側の変速用油路１０６の目標
油圧を、変速用オイルポンプ１１２の稼働を制限していない場合に比べて高く設定する。
これにより、ＳＥＣ圧の上昇速度が高まるので、変速用オイルポンプ１１２の稼働が制限
される時間が、目標油圧を高めない場合に比べて短縮される。その結果、変速可能な状態
になるまでに要する時間を、目標油圧を高めない場合に比べて短くすることができる。
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【００７３】
　本実施形態では、変速用オイルポンプ１１２の稼働を制限している間の目標油圧は、油
温が低いほど高く設定する。低温時ほど各ポンプ１０１、１１２のフリクションは大きく
なるが、本実施形態によればフリクションが増大するほど元圧が高くなるので、変速可能
な状態になるまでに要する時間を、目標油圧を高めない場合に比べてより短くすることが
できる。
【００７４】
　（第３実施形態）
　第１実施形態及び第２実施形態では、ＳＥＣ側の変速用油路１０６にオイルが充填され
るまで変速用オイルポンプ１１２の稼働を制限する。これに対し本実施形態では、ＳＥＣ
側の変速用油路１０６にオイルが充填された後、さらにＰＲＩ側の変速用油路１０６の油
圧が所定圧に到達するまで、変速用オイルポンプ１１２の稼働を制限する。
【００７５】
　図１０は、上述した本実施形態の制御ルーチンを示すフローチャートである。
【００７６】
　ステップＳ３００で、コントローラ１０はＰＲＩ側の変速用油路１０６の実油圧が閾値
３より高くなったか否かを判定する。閾値３は、目標変速比に基づいて定まるＰＲＩ圧で
ある。
【００７７】
　そして、コントローラ１０は、ＰＲＩ側の変速用油路１０６の実油圧が閾値３より高く
なったら、ステップＳ３１０で変速用オイルポンプ１１２を始動する。
【００７８】
　図１１は、図１０の制御ルーチンを実行した場合のタイミングチャートである。
【００７９】
　タイミングＴ１で元圧用オイルポンプ１０１が始動すると、その後のタイミングＴ２に
おいてＳＥＣ側実油圧が上昇を開始する。そして、ＳＥＣ側実油圧の上昇に伴い、ＳＥＣ
側とＰＲＩ側との差圧によって変速用オイルポンプ１１２が回転を始める。変速用オイル
ポンプ１１２は前述した差圧によって回転するので、ＳＥＣ側実油圧が上昇し続ければ変
速用オイルポンプ１１２の回転速度も上昇する。そして、タイミングＴ３においてＰＲＩ
側実油圧が目標変速比に基づいて定まるＰＲＩ圧（閾値３）に到達したら、コントローラ
１０は変速用オイルポンプ１１２を始動する。
【００８０】
　このように、ＰＲＩ側実油圧が目標変速比に基づいて定まるＰＲＩ圧に到達するまで変
速用オイルポンプ１１２の稼働を制限すると、ＰＲＩ圧を目標変速比に基づいて定まる圧
力に上昇させるまでに変速用オイルポンプ１１２が消費する電力を削減することができる
。つまり、第１実施形態や第２実施形態に比べて、変速用オイルポンプ１１２の消費電力
を低減することができる。
【００８１】
　なお、本実施形態においても、第２実施形態と同様のＳＥＣ側指令油圧の補正を行って
もよい。この場合、図１２に示すように、タイミングＴ３までＳＥＣ側指令油圧の補正が
継続される。
【００８２】
　以上のように本実施形態では、変速用オイルポンプ１１２よりもＳＥＣプーリ油圧室４
２ｃ側の変速用油路１０６にオイルが充填された後も、変速用オイルポンプ１１２よりも
ＰＲＩプーリ油圧室４１ｃ側の変速用油路１０６の実油圧が指令油圧に到達するまで、変
速用オイルポンプ１１２の稼働を制限する。これにより、ＰＲＩ圧を目標変速比に基づい
て定まる圧力に上昇させるまでに変速用オイルポンプ１１２が消費する電力を削減するこ
とができる。
【００８３】
　なお、上述した各実施形態では、元圧を供給するオイルポンプとして、機械式オイルポ
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ンプ（元圧用オイルポンプ１０１）と、電動オイルポンプ（ライン圧用電動オイルポンプ
１１１）とを併せ持つ構成について説明したが、いずれか一方だけを備える構成であって
もよい。
【００８４】
　また、本発明は上記の実施の形態に限定されるわけではなく、特許請求の範囲に記載の
技術的思想の範囲内で様々な変更を成し得ることは言うまでもない。
【符号の説明】
【００８５】
　１　　エンジン
　２　　トルクコンバータ
　３　　前後進切替機構
　４　　バリエータ
　５　　終減速機構
　６　　駆動輪
　１０　コントローラ
　１１　センサ・スイッチ群
　１００　油圧回路
　１０１　元圧用オイルポンプ
　１１２　変速用オイルポンプ（電動オイルポンプ）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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