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(57)【要約】
【課題】開弁制御開始時から実際に開弁するまでの時間
を短くすることのできる油圧制御装置を提供する。
【解決手段】油圧源２から供給された油圧を油圧制御対
象部３に出力する出力ポート６と、出力ポート６を閉じ
る弁体１２と、弁体１２と一体となって表裏両側に作用
する油圧の圧力差に応じて移動するピストン１０と、ピ
ストン１０の表面１１に油圧源２から供給された油圧が
作用するように、油圧源２と連通して形成された入力ポ
ート５とを有する開閉弁１を備えた油圧制御装置におい
て、弁体１２が出力ポート６から離れる方向にピストン
１０に弾性力を作用させる弾性部材１４と、ピストン１
０の表裏両側に作用する油圧を連通させる絞りのある連
通部１３と、ピストン１０の背面１５に作用する油圧を
選択的に減圧する減圧機構１８，１９，２０とを備えて
いる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　油圧源から供給された油圧を油圧制御対象部に出力する出力ポートと、該出力ポートに
当接して該出力ポートを閉じる弁体と、該弁体と一体となって表裏両側に作用する油圧の
圧力差に応じて移動するピストンと、該ピストンにおける前記弁体が設けられている側の
面に油圧源から供給された油圧が作用するように、前記油圧源と連通して形成された入力
ポートとを有する開閉弁を備えた油圧制御装置において、
　前記弁体が前記出力ポートから離れる方向に前記ピストンに弾性力を作用させる弾性部
材と、
　前記ピストンの表裏両側に作用する油圧を連通させる絞りのある連通部と、
　前記ピストンにおける前記弁体が設けられている側の面とは反対側の背面に作用する油
圧を選択的に減圧する減圧機構と
を備えていることを特徴とする油圧制御装置。
【請求項２】
　前記開閉弁に油圧を供給させ始める時に、前記油圧源から前記開閉弁に供給される油圧
を、前記ピストンが前記出力ポートを閉じた状態を維持することができる油圧以上に一時
的に増大させることを特徴とする請求項１に記載の油圧制御装置。
【請求項３】
　前記減圧機構から排出された油圧が、前記油圧制御対象部に供給されるように構成され
ていることを特徴とする請求項１または２に記載の油圧制御装置。
【請求項４】
　前記減圧機構は、前記ピストンにおける背面側に供給された油圧を排出する排出部と、
該排出部を閉じるパイロット弁と、通電することにより前記パイロット弁に電磁力を作用
させて前記排出部を開閉させるソレノイドとを含むことを特徴とする請求項１ないし３の
いずれかに記載の油圧制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、出力ポートに弁体を当接させることにより弁からのオイルの漏洩を抑制も
しくは防止するように構成された油圧制御装置に関し、特に弁体を一方に付勢する弾性部
材を備えた油圧制御装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　車両に搭載された油圧アクチュエータの油圧は、油圧源から出力された油圧を元圧とし
て制御されるように構成されている。そのため、その油圧アクチュエータの油圧を制御す
るために設けられた油圧制御装置からのオイルの漏洩を抑制もしくは防止することにより
、油圧源の駆動頻度を低下させることができ、ひいては燃費を低下させることができる。
そのような油圧制御装置の一例として、弁体を出力ポートに当接させることにより出力ポ
ートを閉じるように構成された、ポペット型の電磁弁が知られている。従来知られたポペ
ット型の電磁弁は、弁体の一方側の端部に油圧源から供給された油圧を作用させるととも
に、弾性部材の弾性力を出力ポート側に弁体を押圧するように作用させ、さらにソレノイ
ドに通電された電力に応じた電磁力を弁体が出力ポートから離隔する方向に作用させるよ
うに構成されている。したがって、油圧アクチュエータの油圧に基づく荷重と、油圧源か
ら供給された油圧に基づく荷重と、弾性部材の弾性力と、電磁力とが弁体に作用し、それ
らの荷重のバランスによって出力ポートを開閉するように構成されている。すなわち、ソ
レノイドに通電する電力を制御することにより、出力ポートが開閉するように構成されて
いる。
【０００３】
　特許文献１には、弁体を出力ポートから離隔する方向に弾性部材の弾性力を作用させる
ように構成されたポペット型の弁が記載されている。この特許文献１に記載されたポペッ
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ト型の弁は、出力ポートに当接することにより流体の流れを防止する流量制御弁体と、そ
の流量制御弁体を軸線方向に移動させるステッピングモータと、出力ポートの外周側に円
周方向に所定の間隔を空けて複数形成されたバイパス用弁ポートと、流量制御弁体が出力
ポート側に移動する際に、その流体制御弁体によって出力ポート側に押圧され、かつバイ
パス用弁ポートに当接して流体の流れを防止する開閉弁体と、その開閉弁体を各ポートか
ら離隔する方向に付勢するスプリングとを備えている。そのため、ステッピングモータを
駆動させて流量制御弁体を出力ポートに向けて移動させることにより、出力ポートを閉じ
るとともに、開閉弁体がバイパスポート用弁ポートを閉じるように構成され、それとは反
対に、流体制御弁体を出力ポートから離隔する方向に移動させることにより、出力ポート
が開くとともに、開閉弁体がスプリングにより押圧されてバイパス用弁ポートを開くよう
に構成されている。すなわち、開閉弁体が流体制御弁体と一体となって移動するようにス
プリングが配置されており、いわゆるリターンスプリングとして機能する。
【０００４】
　一方、特許文献２には、弁体を出力ポート側に押圧する弾性部材を有したポペット型の
電磁弁が記載されている。このポペット型の電磁弁は、弁体が出力ポートと当接する側の
空間に元圧が供給されるように構成されている。また、弁体には、軸線方向における両端
側に連通したバイパス経路が形成されており、そのバイパス経路を介して弁体の後方、す
なわち出力ポートと当接する端部とは反対側の端部側に元圧が供給されるように構成され
ている。さらに、その弁体の後方側から弁体を出力ポート側に押圧する弾性部材が設けら
れている。そして、弁体の後方側の油圧を低下させることができるパイロット弁が設けら
れており、そのパイロット弁を開弁することにより、弁体の後方の油圧を低下させて弁体
を出力ポートから離隔させるように構成されている。なお、パイロット弁は、ソレノイド
によって移動するように構成されており、また、パイロット弁が開弁することにより、弁
体の後方側から出力された作動流体は、出力ポートとアクチュエータとの間に連通するよ
うに構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－２４２５０２号公報
【特許文献２】特開２０１１－２４１９０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に記載されたポペット型の弁は、ステッピングモータが駆動することにより
出力ポートおよびバイパス用弁ポートが開閉するように構成されている。したがって、特
許文献１に記載されたポペット型の弁を油圧制御弁として使用する場合には、油圧制御対
象部に供給する油圧に応じてステッピングモータの駆動を制御することになるので、制御
が煩雑あるいは複雑になる可能性があり、もしくは油圧制御対象部の油圧の制御性が低下
してしまう可能性がある。
【０００７】
　一方、特許文献２に記載されたポペット型の電磁弁は、弁体が押圧部材によって出力ポ
ート側に押圧されているので、弁体の表裏両面に作用する油圧に基づく荷重の差が、弁体
に作用する弾性力以上となったときに弁体が出力ポートから離隔するように構成されてい
る。したがって、パイロット弁を開弁して弁体の後方における油圧を低下させたとしても
、その弁体の後方の油圧が低下し始めた時点では、弁体が出力ポートから離隔しない可能
性がある。そのため、開弁するために制御を開始した時点から、実際に出力ポートが開い
て油圧制御対象部の油圧が変化するまでの時間が掛かってしまう可能性がある。
【０００８】
　この発明は上述した事情を背景としてなされたものであって、開弁制御開始時から実際
に開弁するまでの時間を短くすることのできる油圧制御装置を提供することを目的とする
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ものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を達成するために、請求項１の発明は、油圧源から供給された油圧を油圧制
御対象部に出力する出力ポートと、該出力ポートに当接して該出力ポートを閉じる弁体と
、該弁体と一体となって表裏両側に作用する油圧の圧力差に応じて移動するピストンと、
該ピストンにおける前記弁体が設けられている側の面に油圧源から供給された油圧が作用
するように、前記油圧源と連通して形成された入力ポートとを有する開閉弁を備えた油圧
制御装置において、前記弁体が前記出力ポートから離れる方向に前記ピストンに弾性力を
作用させる弾性部材と、前記ピストンの表裏両側に作用する油圧を連通させる絞りのある
連通部と、前記ピストンにおける前記弁体が設けられている側の面とは反対側の背面に作
用する油圧を選択的に減圧する減圧機構とを備えていることを特徴とするものである。
【００１０】
　請求項２の発明は、請求項１の発明において、前記開閉弁に油圧を供給させ始める時に
、前記油圧源から前記開閉弁に供給される油圧を、前記ピストンが前記出力ポートを閉じ
た状態を維持することができる油圧以上に一時的に増大させることを特徴とする油圧制御
装置である。
【００１１】
　請求項３の発明は、請求項１または２の発明において、前記減圧機構から排出された油
圧が、前記油圧制御対象部に供給されるように構成されていることを特徴とする油圧制御
装置である。
【００１２】
　請求項４の発明は、請求項１ないし３のいずれかの発明において、前記減圧機構は、前
記ピストンにおける背面側に供給された油圧を排出する排出部と、該排出部を閉じるパイ
ロット弁と、通電することにより前記パイロット弁に電磁力を作用させて前記排出部を開
閉させるソレノイドとを含むことを特徴とする油圧制御装置である。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１の発明によれば、ピストンの表裏両面に作用する油圧の圧力差に応じてピスト
ンが移動し、そのピストンと一体となって弁体が移動する。そのため、ピストンの表裏両
面に作用する油圧の圧力差に応じて弁体が出力ポートに当接して出力ポートを閉じたり、
出力ポートから離れて油圧源から供給された油圧を油圧制御対象部に供給したりすること
ができる。また、弁体が出力ポートから離隔する方向に弾性部材の弾性力がピストンに作
用するので、ピストンの表裏両面に作用する油圧の圧力差が生じた時点で弁体が出力ポー
トから離れる方向に移動することができる。すなわち、開弁制御開始時から実際に開弁す
るまでの時間を短くすることができる。したがって、油圧制御対象部の油圧応答性を向上
させることができる。さらに、ピストンの表裏両側に作用する油圧を連通させる絞りのあ
る連通部と、ピストンにおける弁体が設けられている側の面とは反対側の背面に作用する
油圧を減圧する減圧機構とが設けられているので、ピストンの表裏両面に同一の油圧を作
用させることができるとともに、減圧機構によって背面に作用する油圧を減圧することに
よって、弁体が出力ポートから離れる方向にピストンを移動させることができる。すなわ
ち、減圧機構を制御してピストンの背面に作用する油圧を制御することによって、出力ポ
ートの開閉動作を制御することができる。
【００１４】
　請求項２の発明によれば、開閉弁に油圧を供給させ始める時に、油圧源から開閉弁に供
給される油圧を、ピストンが出力ポートを閉じた状態を維持することができる油圧以上に
一時的に増大させるので、開閉弁に油圧が供給されていない状態であって出力ポートから
弁体が離れた状態であっても、開閉弁に油圧を供給させ始める時に、油圧源から高い油圧
が供給されて油圧制御対象部および開閉弁の油圧を早期に増大させることができる。その
結果、油圧制御対象部の油圧を早期に増大させることができるとともに、その後、油圧制
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御対象部の増圧要求があった場合に、開閉弁から高い油圧を供給することができ、油圧制
御対象部の油圧応答性を向上させることができる。また、開閉弁に供給される油圧を増大
させることにより、油圧源から供給される油圧の圧力損失を増大させることができ、開閉
弁の油圧の増大が促進されて出力ポートを早期に閉じることができる。
【００１５】
　請求項３の発明によれば、減圧機構から排出された油圧が、油圧制御対象部に供給され
るように構成されているので、ピストンを移動させるためにピストンの背面側の油圧を減
圧したときであっても、その減圧するために排出された油圧を油圧制御対象部に供給する
ことができる。また、ピストンの背面側の油圧を減圧することにより、出力ポートが開く
ので、減圧に伴って排出された油圧と、出力ポートから出力された油圧とを油圧制御対象
部に供給することができる。その結果、油圧制御対象部に油圧を供給するための実質的な
開口面積を増大させることができ、油圧制御対象部の油圧応答性を向上させることができ
る。
【００１６】
　請求項４の発明によれば、減圧機構は、ピストンの背面側に供給された油圧を排出する
排出部と、その排出部を閉じるパイロット弁と、通電することによりパイロット弁に電磁
力を作用させて排出部を開閉させるソレノイドとを含むので、ソレノイドに通電する電力
を制御することにより、排出部の開閉を制御することができ、その結果、開閉弁の開閉動
作を制御することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】この発明に係る油圧制御装置の構成の一例を説明するための図である。
【図２】車両に図１に示す油圧制御装置を搭載したときの制御例を説明するためのフロー
チャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　つぎに、この発明に係る油圧制御装置の一例について説明する。図１には、この発明に
おける油圧制御装置の対象とすることができるポペット型の電磁弁を示している。図１に
示す電磁弁１は、油圧源２から供給された油圧を元圧として、油圧制御対象部である油圧
アクチュエータ３の油圧を制御するものであり、図１では車両に搭載されたベルト式無段
変速機における一方のプーリ４に付設された油圧アクチュエータ３の油圧を制御するよう
に電磁弁１が設けられている。
【００１９】
　図１に示す油圧源２は、内燃機関や電動機などの動力源から駆動輪に動力を伝達する動
力伝達経路におけるいずれかの回転部材の動力によって駆動するメカオイルポンプであっ
てもよく、専用の電動機によって駆動する電動オイルポンプであってもよい。そして、そ
の油圧源２から出力されたオイルの油圧が、図示しない調圧弁によって調圧される。なお
、この調圧弁として、アクセル開度やブレーキ力などに応じた信号圧に基づいて油圧源か
ら出力されたオイルの油圧を調圧するように構成されたレギュレータバルブを使用するこ
とができる。
【００２０】
　ここで、図１に示す電磁弁１の構成について具体的に説明する。図１に示す電磁弁１は
、油圧源２と連通した入力ポート５と、油圧アクチュエータ３と連通した出力ポート６と
を備えている。具体的には、有底円筒状に形成されたハウジング７の側壁面に入力ポート
５が形成され、そのハウジング７における開口部を封止する蓋８に出力ポート６が形成さ
れている。また、後述する弁体１２がハウジング７の内部側から当接することにより、出
力ポート６を閉じるように構成されているので、出力ポート６におけるハウジング７の内
部側の開口部は、ハウジング７の内側に向けて断面積が広域となるテーパ状に形成されて
おり、そのテーパ面が弁座９として機能するように構成されている。
【００２１】
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　また、ハウジング７の内部には、円盤状のピストン１０が設けられている。このピスト
ン１０は、ハウジング７の内部を区画するとともに、ハウジング７の内部を軸線方向に移
動するように配置されており、したがって、ピストン１０の外径とハウジング７の内径と
がほとんど同一の寸法となっている。さらに、ピストン１０の出力ポート６側の側面（以
下、表面１１と記す。）には、円筒状の弁体１２が一体に形成されている。この弁体１２
は、前述した弁座９に当接して出力ポート６を閉じるように構成されており、先端が半球
状に形成されている。また、ピストン１０には、軸線方向に貫通した貫通孔１３が形成さ
れている。具体的には、ピストン１０の表裏両面に連通したオリフィス１３が形成されて
いる。なお、上述した入力ポート５は、弁体１２が弁座９に当接したときに、ピストン１
０と出力ポート６とに閉じられた空間に開口する位置に形成されている。
【００２２】
　さらに、ピストン１０の表面１１を、出力ポート９から離隔する方向に押圧するコイル
スプリング１４が設けられている。すなわち、コイルスプリング１４が、ピストン１０の
表面１１と、蓋８の内面とに挟まれて収容されており、常時、ピストン１０を出力ポート
６から離隔する方向に荷重を作用させるように構成されている。
【００２３】
　したがって、上述したピストン１０の背面１５、すなわち弁体１２が連結された面１１
の反対側の面１５には、油圧源２から供給される油圧（以下、ライン圧と記す。）に基づ
く荷重、より具体的には、ライン圧にピストン１０の背面１５の面積を積算した荷重が作
用し、ピストン１０の表面１１には、弁体１２が設けられた箇所を除いた面積にライン圧
を積算した荷重およびコイルスプリング１４の弾性力ならびに油圧アクチュエータ３の油
圧に基づいて弁体１２が受ける荷重が作用するように構成されている。
【００２４】
　さらに、図１に示す電磁弁１は、ハウジング７の底部７ａに貫通孔１６が形成されてお
り、その貫通孔１６を介してバイパスポート１７が形成されている。具体的には、底部７
ａに形成された貫通孔１６の出力側、すなわちピストン１０が設けられている方向とは反
対側に、油圧アクチュエータ３と連通したバイパスポート１７が形成されている。したが
って、ピストン１０の背面１５から貫通孔１６およびバイパスポート１７を介して出力さ
れた油圧が、油圧アクチュエータ３に供給されるように構成されている。
【００２５】
　また、貫通孔１６における出力側の開口部がテーパ状に形成されており、そのテーパ面
と当接するようにパイロット弁１８が設けられている。このパイロット弁１８は、テーパ
面と当接するように先端が半球状に形成された先端部１８ａと、後述するソレノイド１９
に通電して発生した電磁力が作用するように形成された鉄心１８ｂとによって構成されて
いる。そして、先端部１８ａがテーパ面に接近する方向に鉄心１８ｂの端部を押圧するス
プリング２０が設けられ、また鉄心１８ｂに電磁力を作用させるソレノイド１９が鉄心１
８ｂの外周側を囲うように配置されている。すなわち、パイロット弁１８にソレノイド１
９で生じた電磁力を作用させて吸引するとともに、その吸引力に対抗する方向にスプリン
グ２０の弾性力が作用するように構成されている。
【００２６】
　ここで、上述したように構成された電磁弁１の作用について説明する。図１には、出力
ポート６および貫通孔１６を閉じている状態を示している。すなわち、ソレノイド１９に
通電していない状態を示している。この状態では、ピストン１０の表面１１に、ライン圧
に基づく荷重とコイルスプリング１４の弾性力と弁体１２が油圧アクチュエータ３の油圧
に基づいて受ける荷重とが作用する。また、ピストン１０の背面１５側には、オリフィス
１３を介してライン圧が供給されるので、そのライン圧に基づく荷重が作用する。なお、
ライン圧に基づく荷重を受ける面積は、ピストン１０の表面１１より背面１５の方が大き
く、また油圧アクチュエータ３の油圧は、ライン圧を元圧として制御されるものであるか
ら、ライン圧より低い。そのため、ピストン１０の表面１２に弾性力を作用させたとして
も、ピストン１０の背面１５の荷重以下となるように、弾性力を定めることにより、パイ
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ロット弁１８によって貫通孔１６が閉じられた状態では、弁体１２が出力ポート６に押圧
された状態となる。
【００２７】
　図１に示す状態では、出力ポート６と貫通孔１６とが閉じられているので、油圧源２か
ら電磁弁１に供給された油圧が閉じ込められ、油圧アクチュエータ３の油圧がほとんど増
減することがなく、したがって、ベルト式無段変速機における変速比やトルク容量が変化
することがない。
【００２８】
　一方、図１に示す状態からソレノイド１９に通電して、パイロット弁１８がスプリング
２０により押圧される荷重より電磁力による吸引力が大きくなると、パイロット弁１８が
貫通孔１６におけるテーパ面から離隔するので、ピストン１０の背面１５側に供給された
油圧がバイパスポート１７を介して油圧アクチュエータ３に供給されるとともに、ピスト
ン１０の背面１５の油圧が低下する。そのため、ピストン１０に作用する荷重のバランス
が崩れて、弁体１２が出力ポート６から離隔する方向にピストン１０が移動して、その結
果、出力ポート６が開かれる。したがって、出力ポート６を介してライン圧が油圧アクチ
ュエータ３に供給されて、油圧アクチュエータ３に供給されたオイルが増圧される。
【００２９】
　上述したようにソレノイド１９に通電することにより、パイロット弁１８が貫通孔１６
のテーパ面から離隔してライン圧が油圧アクチュエータ３に供給されるので、制御開始か
ら早い段階で油圧アクチュエータ３の油圧を増加させることができる。すなわち、油圧制
御の応答性を向上させることができる。また、その後出力ポート６が開いて油圧アクチュ
エータ３にライン圧が供給されるので、バイパスポート１７および出力ポート６を介して
油圧アクチュエータ３に油圧を供給することができる。したがって、電磁弁１から油圧を
出力する実質的な開口面積を大きくすることができ、油圧アクチュエータ３を増圧するた
めの時間を短くすることができる。
【００３０】
　つぎに上述した電磁弁１を使用した油圧制御装置の制御例について説明する。上述した
電磁弁１を車両に搭載した場合には、油圧源２から電磁弁１に連通した油路や油圧アクチ
ュエータ３などから少なからずオイルが漏洩するため、車両が長期間停車しているときな
どには、電磁弁１の内部の油圧が低下している。そのため、電磁弁１を使用した油圧制御
装置の始動時、言い換えると、電磁弁１にライン圧が供給されていない時点では、弁体１
２に作用する荷重に対する弾性力の割合が大きくなって弁体１２が出力ポート６から離隔
した状態となり、油圧源２と油圧アクチュエータ３とが電磁弁１を介して連通した状態と
なっている。
【００３１】
　車両が長期間停車している状態では、上述したように油圧アクチュエータ３からオイル
が漏洩している可能性があるので、早期に油圧アクチュエータ３の油圧を増圧することが
好ましい。すなわち、駆動トルクが伝達されたときにベルトとプーリとが滑らない程度に
、油圧アクチュエータ３の油圧を増圧しておくことが好ましい。また、電磁弁１には、ラ
イン圧を蓄圧しておくことにより、油圧アクチュエータ３の増圧要求があったときに、油
圧アクチュエータ３に高い油圧を供給することができるので、電磁弁１に蓄圧される油圧
、すなわち電磁弁１におけるピストン１０の表裏両側に供給された油圧を高くすることが
好ましい。さらに、電磁弁１を早期に閉じることにより、油圧制御装置の起動モード、す
なわち油圧アクチュエータ３の油圧を制御することができる状態にするための制御モード
の時間を短くしてオイルの消費量を低減することができるので、電磁弁１の油圧を早期に
増大させることが好ましい。
【００３２】
　油圧アクチュエータ３および電磁弁１の油圧を早期に増圧するための制御例を図２に示
している。図２に示す制御例は、油圧制御装置を起動した時点からの制御を示しており、
まず、上述したライン圧を調圧するためのレギュレータバルブの設定圧を最高圧に設定す
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る（ステップＳ１）。具体的には、レギュレータバルブに供給する信号圧を高く設定する
。ついで、他の弁を閉じ、オイルの作動を禁じる（ステップＳ２）。このステップＳ２に
おける制御は、油圧源２から出力された油圧が、全て電磁弁１に供給されるようにするた
めの制御であって、他の弁とは、図示しないクラッチやブレーキなどの油圧を制御する弁
である。そして、油圧源２であるオイルポンプの回転数を起動用の高い回転数とする（ス
テップＳ３）。図２では、電動オイルポンプを使用した場合における制御例を示しており
、電動オイルポンプの回転数を制御するように構成されているが、例えば、メカオイルポ
ンプであっても、動力源とオイルポンプとの間に変速機を設けるなどしてメカオイルポン
プの回転数を制御してもよい。
【００３３】
　上述したステップＳ１からステップＳ３の制御を実行することにより、油圧源２から吐
出された油圧が、電磁弁１を介して油圧アクチュエータ３に供給される。また、油圧源８
から吐出された油圧を全て電磁弁１に供給するように制御することにより、電磁弁１と油
圧アクチュエータ３とに連通した油路内あるいは電磁弁１内での圧力損失が増大するので
、電磁弁１内の油圧が油圧アクチュエータ３の油圧以上となる。そして、電磁弁１の内部
の油圧が所定の油圧以上となると、ピストン１０の背面１５に作用する荷重が、表面１１
に作用する荷重以上となって、弁体１２が出力ポート６を閉じる。すなわち、油圧源２か
ら出力される油圧を、弁体１２が出力ポート６を閉じることができる油圧以上として供給
することにより、電磁弁１の油圧が増大して出力ポート６を閉じる。なお、電磁弁１の油
圧が予め定められた所定の油圧以上となったときに出力ポート６を閉じるように、コイル
スプリング１４の弾性係数が定められている。したがって、ステップＳ４では、弁体１２
が出力ポート６を閉じたか否かが判断される（ステップＳ４）。このステップＳ４の判断
は、例えば、電磁弁１と油圧アクチュエータ３とに連通する油路に油圧センサを設け、そ
の油圧センサが所定の油圧以上となり、かつその油圧の変化率が所定の変化率以下である
か否かによって検出することができ、あるいは弁体１２と出力ポート６との接触を検出す
るセンサを設けて、弁体１２が出力ポート６を閉じたか否かを検出することができる。
【００３４】
　ステップＳ４で否定的に判断された場合は、継続して油圧アクチュエータ３および電磁
弁１の油圧を増圧するために、ステップＳ１に戻る。それとは反対に、ステップＳ４で肯
定的に判断された場合は、レギュレータバルブの設定圧を通常圧に設定して（ステップＳ
５）、他の弁の作動を許可した（ステップＳ６）後に、オイルポンプの回転数を通常値と
する（ステップＳ７）。このステップＳ５からステップＳ７までの制御は、要は通常の制
御モードに移行するためのものであって、レギュレータバルブの設定圧やオイルポンプの
回転数を通常に戻すこととは、車両が走行するときに要求される油圧あるいは回転数に変
更することである。
【００３５】
　上述した制御例では、油圧アクチュエータ３および電磁弁１の油圧を早期に増圧するこ
とができる。そのため、油圧制御装置を起動させ始めてから、通常の制御を行うまでの時
間を短くすることができる。また、電磁弁１の油圧を油圧アクチュエータ３の油圧より高
くすることにより、油圧アクチュエータ３の油圧を増加させる要求があったときに、高い
油圧を供給することができるので、油圧アクチュエータ３の油圧応答性を向上させること
ができる。さらに、圧力損失により電磁弁１の油圧の上昇が促進されるので、電磁弁１を
閉じるまでの時間を短くすることができ、その結果、起動モードの時間を短くしてオイル
の消費量を低減することができる。
【００３６】
　なお、この発明に係る油圧制御装置は、上述した電磁弁１の構成に限定されない。すな
わち、上述した電磁弁１は、コイルスプリング１４をピストン１０の出力ポート６側に配
置した例を示したが、要は弁体１２が出力ポート６から離れる方向に荷重を作用させるこ
とができれば良いので、ピストン１０の背面１５とハウジング７の底部７ａとの間に、ピ
ストン１０をハウジング７の底部７ａ側に引き寄せるようにコイルスプリング１４を設け
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たものであってもよい。また、上述した例ではパイロット弁１８をソレノイド１９によっ
て移動させるように構成したが、パイロット弁１８の開閉を制御することができれば良い
ので、モータおよび送りねじ機構によってパイロット弁１８を移動させるように構成され
た弁であってもよい。すなわち、この発明に係る油圧制御装置の対象とすることができる
ポペット弁は、電磁弁に限らない。さらに、上述した電磁弁１におけるピストン１０には
、貫通孔１３が形成されているが、ピストン１０の表裏両面に作用する油圧を連通させる
ことができるとともに、ピストン１０の背面側の油圧が低下したときに、一時的に油圧差
が生じるように絞りが設けられていれば良い。そして、油圧制御対象は、ベルト式無段変
速機に付設された油圧アクチュエータ３に限らず、トロイダル式無段変速機における油圧
アクチュエータやクラッチあるいはブレーキなどに設けられた油圧アクチュエータであっ
てもよい。
【符号の説明】
【００３７】
　１…電磁弁、　２…油圧源、　３…油圧アクチュエータ、　５…入力ポート、　６…出
力ポート、　１０…ピストン、　１２…弁体、　１３…オリフィス、　１４…コイルスプ
リング、　１８…パイロット弁、　１９…ソレノイド、　２０…スプリング。

【図１】 【図２】
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