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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動力源からのトルクが入力され、かつ、入力要素と出力要素との間における変速比を無
段階に変更可能な無段変速機と、前記無段変速機でトルク伝達をおこなう場合にオイルが
必要となるオイル必要部に供給されるオイルを吐出する複数の吐出口を備えるオイルポン
プと、前記無段変速機における前記オイル必要部に供給されるオイルを冷却する冷却装置
と、前記トルクが伝達される経路において前記無段変速機と直列に配設されかつ作動油の
運動エネルギにより動力伝達をおこなう流体伝動装置と、前記オイルポンプのいずれかの
吐出口から吐出されたオイルが供給される第１の油路と、この第１の油路のオイルを第２
の油路に排出することにより前記第１の油路の油圧を制御する圧力制御弁と、オイルが流
通する経路において前記第１の油路と並列に設けられ、かつ前記いずれかの吐出口とは異
なる吐出口から吐出されたオイルが供給される第３の油路と、前記冷却装置により冷却さ
れたオイルを前記オイル必要部に供給する第４の油路とを備え、前記オイルが流通する経
路において前記流体伝動装置と前記冷却装置とが並列に配設された無段変速機用の油圧制
御装置において、
　前記第２の油路のオイルを前記第３の油路に合流させる第５の油路と、
　前記第２の油路のオイルの一部を、前記作動油として前記流体伝動装置に供給する第６
の油路と、
　前記流体伝動装置から排出された作動油が供給される第７の油路と、
　前記第７の油路に設けられ、かつ前記流体伝動装置から排出された作動油を温める熱交
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換器とを備え、
　前記第３の油路は前記冷却装置のオイル流入口に接続されていることを特徴とする無段
変速機用の油圧制御装置。
【請求項２】
　前記第２の油路のオイルを前記第５の油路に排出することにより前記第２の油路の油圧
を制御する第２の圧力制御弁をさらに備え、
　前記オイルポンプは、前記第１の油路と接続された吐出口からオイルを吐出する第１の
オイルポンプと、前記第３の油路と接続する吐出口からオイルを吐出する第２のオイルポ
ンプとを有し、
　前記第２の圧力制御弁は、前記第２の油路のオイルを排出する第１排出口と第２排出と
を有し、
　前記第２の油路の圧力が上昇した場合に前記第２排出口より先に前記第２の油路のオイ
ルを排出する前記第１排出口が前記第５の油路と接続されていることを特徴とする請求項
１に記載の無段変速機用の油圧制御装置。
【請求項３】
　前記流体伝動装置は、第１回転部材および第２回転部材との間で、前記作動流体の運動
エネルギにより動力伝達がおこなわれるように構成され、当該第１回転部材と第２回転部
材との間で摩擦力により動力伝達をおこなわせるロックアップクラッチを有し、
　前記ロックアップクラッチが係合している場合に、前記流体伝動装置から前記第７の油
路に作動油を排出させない供給量制御装置をさらに備えている
ことを特徴とする請求項１または２に記載の無段変速機用の油圧制御装置。
【請求項４】
　前記無段変速機は、同一軸線を中心として回転可能に配置された入力ディスクおよび出
力ディスクと、この入力ディスクと出力ディスクとの間に介在されるパワーローラとを有
するトロイダル型無段変速機であり、前記入力ディスクが前記入力要素に相当し、前記出
力ディスクが前記出力要素に相当するとともに、
　このトロイダル型無段変速機は、前記動力源のトルクが前記入力ディスクに伝達される
とともに、前記パワーローラが前記入力ディスクおよび前記出力ディスクに接触する部分
にトラクションオイルが供給されて、そのトラクションオイルのせん断力でトルク伝達が
おこなわれる構成を有しており、
　前記入力ディスクおよび出力ディスクに前記パワーローラが接触する部位が、前記オイ
ル必要部に含まれ、
　前記オイルが流通する経路において前記第４油路を介して前記冷却装置と前記無段変速
機とが直列に接続されている
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無段変速機用の油圧制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、無段変速機でトルク伝達をおこなう場合にオイルが必要となるオイル必要
部にオイルを供給するとともに、オイル必要部に供給するオイルを冷却することの可能な
無段変速機用の油圧制御装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、車両、運搬機械、工作機械などにおいて、動力源から被駆動部材に至る動力経
路に無段変速機が設けられている場合、その無段変速機を構成する部品同士の発熱・焼き
付きを抑制するために、その無段変速機に潤滑油を供給して潤滑・冷却をおこなっている
。このように、潤滑・冷却装置を有する無段変速機の一例が、特許文献１に記載されてい
る。
【０００３】
　この特許文献１に記載された車両用無段変速機の潤滑・冷却装置は、エンジンにより駆
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動される第１のポンプおよび第２のポンプを有しており、第１のオイルポンプから吐出さ
れた作動油が第１の油路に供給され、その一部がプライマリレギュレータバルブにより第
２の油路にドレンされる。この第２の油路の作動油はトルクコンバータに供給される。ま
た、第２の油路の作動油の一部は、セカンダリレギュレータバルブにより第１潤滑油路に
ドレンされ、その第１潤滑油路に供給された作動油が、ベルト式無段変速機のプーリとベ
ルトとの接触部に供給されるように構成されている。一方、前記第２のポンプから無負荷
循環油路に吐出された作動油は、第１チェック弁を経由して前記第１の油路に供給される
ように構成されている。また、第２のポンプから無負荷循環油路に吐出された作動油の一
部は、開閉弁を経由して第２循環油路に供給されるように構成されている。この第２循環
油路の作動油の一部は、第２チェック弁を経由して、第２のポンプの吸入側に戻る。また
、第２循環油路の作動油の一部は、オイルクーラーを経由して前記第１潤滑油路に供給さ
れる。なお、前記クーラーの出口と第１潤滑油路との間には、第３のチェック弁が設けら
れており、第１潤滑油路の作動油はオイルクーラー側には供給されない。
【０００４】
　上記の特許文献１に記載された発明では、エンジン回転数が低い場合は開閉弁が閉じら
れ、第２のポンプから吐出された作動油は前記第１の油路に供給される。これに対して、
エンジン回転数が高くなった場合は、前記開閉弁が開放されて、第２のポンプから吐出さ
れた作動油は第２潤滑油路に供給される。そして、第２潤滑油路の作動油の一部は、オイ
ルクーラーにより冷却されて、前記ベルト式無段変速機を潤滑および冷却する。なお、第
２循環油路の作動油の油圧が高まると、第２チェック弁が開放されて、その作動油が第２
のポンプの吸入側に戻される。
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－１８０６２０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、特許文献１に記載されている潤滑・冷却装置においては、第２のポンプ
から吐出された作動油が第２潤滑油路に供給された場合に、前記第２チェック弁が開放さ
れると、第２潤滑油路の一部はオイルクーラーには供給されずに、前記第２チェック弁を
経由して前記第２のポンプの吸入側に戻される。このため、オイルクーラーによって冷却
された作動油を、前記無段変速機へ十分に供給できない虞があった。
【０００７】
　この発明は上記事情を背景としてなされたものであり、冷却されたオイルを、オイル必
要部に十分に供給することの可能な無段変速機用の油圧制御装置を提供することを目的と
している。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するために、請求項１の発明は、動力源からのトルクが入力され、か
つ、入力要素と出力要素との間における変速比を無段階に変更可能な無段変速機と、前記
無段変速機でトルク伝達をおこなう場合にオイルが必要となるオイル必要部に供給される
オイルを吐出する複数の吐出口を備えるオイルポンプと、前記無段変速機における前記オ
イル必要部に供給されるオイルを冷却する冷却装置と、前記トルクが伝達される経路にお
いて前記無段変速機と直列に配設されかつ作動油の運動エネルギにより動力伝達をおこな
う流体伝動装置と、前記オイルポンプのいずれかの吐出口から吐出されたオイルが供給さ
れる第１の油路と、この第１の油路のオイルを第２の油路に排出することにより前記第１
の油路の油圧を制御する圧力制御弁と、オイルが流通する経路において前記第１の油路と
並列に設けられ、かつ前記いずれかの吐出口とは異なる吐出口から吐出されたオイルが供
給される第３の油路と、前記冷却装置により冷却されたオイルを前記オイル必要部に供給
する第４の油路とを備え、前記オイルが流通する経路において前記流体伝動装置と前記冷
却装置とが並列に配設された無段変速機用の油圧制御装置において、前記第２の油路のオ
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イルを前記第３の油路に合流させる第５の油路と、前記第２の油路のオイルの一部を、前
記作動油として前記流体伝動装置に供給する第６の油路と、前記流体伝動装置から排出さ
れた作動油が供給される第７の油路と、前記第７の油路に設けられ、かつ前記流体伝動装
置から排出された作動油を温める熱交換器とを備え、前記第３の油路は前記冷却装置のオ
イル流入口に接続されていることを特徴とするものである。
【０００９】
　請求項２の発明は、請求項１の構成に加えて、前記第２の油路のオイルを前記第５の油
路に排出することにより前記第２の油路の油圧を制御する第２の圧力制御弁をさらに備え
、前記オイルポンプは、前記第１の油路と接続された吐出口からオイルを吐出する第１の
オイルポンプと、前記第３の油路と接続する吐出口からオイルを吐出する第２のオイルポ
ンプとを有し、前記第２の圧力制御弁は、前記第２の油路のオイルを排出する第１排出口
と第２排出とを有し、前記第２の油路の圧力が上昇した場合に前記第２排出口より先に前
記第２の油路のオイルを排出する前記第１排出口が前記第５の油路と接続されていること
を特徴とする無段変速機用の油圧制御装置である。
【００１０】
　請求項３の発明は、請求項１または２の構成に加えて、前記流体伝動装置は、第１回転
部材および第２回転部材との間で、前記作動流体の運動エネルギにより動力伝達がおこな
われるように構成され、当該第１回転部材と第２回転部材との間で摩擦力により動力伝達
をおこなわせるロックアップクラッチを有し、前記ロックアップクラッチが係合している
場合に、前記流体伝動装置から前記第７の油路に作動油を排出させない供給量制御装置を
さらに備えていることを特徴とする無段変速機用の油圧制御装置である。
【００１１】
　請求項４の発明は、請求項１ないし３のいずれかの構成に加えて、　前記無段変速機は
、同一軸線を中心として回転可能に配置された入力ディスクおよび出力ディスクと、この
入力ディスクと出力ディスクとの間に介在されるパワーローラとを有するトロイダル型無
段変速機であり、前記入力ディスクが前記入力要素に相当し、前記出力ディスクが前記出
力要素に相当するとともに、このトロイダル型無段変速機は、前記動力源のトルクが前記
入力ディスクに伝達されるとともに、前記パワーローラが前記入力ディスクおよび前記出
力ディスクに接触する部分にトラクションオイルが供給されて、そのトラクションオイル
のせん断力でトルク伝達がおこなわれる構成を有しており、前記入力ディスクおよび出力
ディスクに前記パワーローラが接触する部位が、前記オイル必要部に含まれ、前記オイル
が流通する経路において前記第４油路を介して前記冷却装置と前記無段変速機とが直列に
接続されていることを特徴とする無段変速機用の油圧制御装置である。
【発明の効果】
【００１２】
　この発明によれば、動力源のトルクが無段変速機に伝達されるとともに、この無段変速
機でトルク伝達をおこなう場合は、オイル必要部でオイルが必要となる。一方、複数の吐
出口から吐出されたオイルが第１の油路に供給される。この第１の油路の圧油が、圧力制
御弁により第２の油路に排出されて、前記第１の油路の油圧が制御される。また、前記複
数の吐出口のうち、いずれかの吐出口から吐出されたオイルの一部は第３の油路に供給さ
れる。この第３の油路に供給されたオイルは冷却装置により冷却され、第４の油路を経由
してオイル必要部に供給される。さらに、前記第１の油路から第２の油路に排出されたオ
イルは、第５の油路を経由して前記第３の油路に合流され、前記冷却装置で冷却される。
したがって、十分な量のオイルを前記冷却装置で冷却し、前記オイル必要部に供給するこ
とができる。
【００１３】
　この発明によれば、前記動力源のトルクが流体伝動装置に伝達される。また、前記第２
の油路に供給された圧油が第６の油路を経由して流体伝動装置に作動油として供給され、
その作動油の運動エネルギにより、前記流体伝動装置で動力伝達がおこなわれる。さらに
、前記流体伝動装置から排出された作動油が第７の油路に至り、その作動油が熱交換器に
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より温められる。
【００１４】
　この発明によれば、前記流体伝動装置では、第１回転部材と第２回転部材との間で作動
油の運動エネルギにより動力伝達がおこなわれる。また、ロックアップクラッチの伝達ト
ルクを高めると、前記第１回転部材と第２回転部材との間で摩擦力により動力伝達をおこ
なうことが可能である。そして、前記ロックアップクラッチの伝達トルクが高い場合に、
前記流体伝動装置から前記第７の油路に供給される作動油量は、前記ロックアップクラッ
チの伝達トルクが低い場合に、前記流体伝動装置から前記第７の油路に供給される作動油
量よりも低減される。したがって、前記ロックアップクラッチの伝達トルクが高い場合に
、前記冷却装置により冷却されるオイル量が一層増加する。
【００１５】
　この発明によれば、トロイダル型無段変速機においては、パワーローラが入力ディスク
および出力ディスクに接触する部分に、前記第４の油路のオイルがトラクションオイルと
して供給されて、そのトラクションオイルのせん断力でトルク伝達がおこなわれる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　つぎに、この発明の実施の形態を説明する。この発明は、車両、運搬機械、工作機械な
どに用いることが可能である。この発明において、動力源は被駆動部材に伝達する動力を
発生する装置である。この動力源としては、単数の駆動力源または、動力の発生原理が異
なる複数種類の動力源を用いることが可能である。動力の発生原理が異なる複数種類の動
力源としては、例えば、エンジン、電動モータ、油圧モータ、フライホイールシステムな
どを用いることが可能である。前記被駆動部材とは、動力源から伝達される動力により、
回転運動、往復運動、直線運動などの動作をおこなうものである。この発明を車両に用い
る場合、動力源から車輪に至る動力伝達経路に無段変速機が配置される。すなわち、車輪
が前記被駆動部材に相当する。また、この発明を車両に用いる場合、動力源の動力が、前
輪または後輪の何れか一方に伝達される構成のパワートレーンを有する車両、すなわち、
二輪駆動車、または動力源の動力が、前輪および後輪の両方に伝達される構成のパワート
レーンを有する車両、すなわち、四輪駆動車のいずれにも適用可能である。
【００１７】
　この発明において、無段変速機でトルクを伝達する場合にオイルが必要となるオイル必
要部は、前記無段変速機を構成する要素の一部、または、動力源から前記被駆動部材に至
る動力伝達経路を構成する要素の一部のいずれに設けられていてもよい。この発明におい
て、無段変速機としてはトロイダル型無段変速機、ベルト式無段変速機が挙げられる。ま
た、動力源から前記被駆動部材に至る動力伝達経路を構成する要素の一部には、ギヤ同士
の噛み合い部分、回転要素を支持する軸受、回転要素同士の間における動力伝達状態を制
御するクラッチおよびブレーキなどの機構が含まれる。また、オイル必要部としては、オ
イルのせん断力によりトルク伝達がおこなわれる部位、オイルにより潤滑・冷却される部
位、またはオイルを作動油として動作するアクチュエータ、制御機器、油圧機器などが挙
げられる。また、この発明におけるオイルポンプを駆動する構成として、被駆動部材に動
力を伝達する動力源のトルクで駆動する構成を採用できる。
【００１８】
　これ以外の構成としては、被駆動部材に動力を伝達しない動力源、つまり、オイルポン
プを駆動するために専用の駆動用動力源を設け、その駆動用動力源のトルクをオイルポン
プに伝達して駆動する構成を採用することもできる。駆動用動力源としては、電動モータ
が挙げられる。この発明における各油路には、油路自体の他に、油路に設けられたバルブ
のポート（具体的にはドレーンポート）、バルブ自体などの構成が含まれる。すなわち、
この発明における油路は、オイルが流通する経路または開口部（ポート）などを構成する
機構が含まれる。この発明における供給量制御装置には、オイルの流量を制御するバルブ
、そのバルブの動作を制御する信号圧を出力するデューティソレノイドバルブ、そのデュ
ーティソレノイドバルブの通電電流を制御する電子制御装置などが含まれる。すなわち、
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この発明における供給量制御装置は、オイルの流量を直接または間接的に制御するシステ
ム全体を意味する。さらに、この発明を工作機械に用いる場合、工作物を切削する刃物、
工作物を保持するチャックなどが、前記被駆動部材に相当する。さらに、この発明におい
て回転要素および回転部材は、トルク伝達をおこなうものであり、コネクティングドラム
、ギヤ、シャフト、キャリヤ、メンバなどの機構が含まれる。
【００１９】
　つぎに、この発明を、無段変速機を搭載した車両に用いた場合の具体例を、図２に基づ
いて説明する。この図２は、無段変速機を有する車両のパワートレーン、およびその車両
の制御系統を示す概念図である。この図２に示す車両１においては、動力源としてエンジ
ン２が搭載されており、そのエンジン２から出力されたトルクが、流体伝動装置３および
前後進切換装置４および無段変速機５およびデファレンシャル６を経由して、車輪７に伝
達されるように構成されている。この図２においては、車両１の前部にエンジン２が搭載
され、そのエンジン２のトルクが後輪である車輪７に伝達されように構成されたパワート
レーンの車両、いわゆるフロントエンジン・リヤドライブ（ＦＲ）型の車両が、一例とし
て示されている。前記エンジン２は、燃料を燃焼させた場合に発生する熱エネルギを、運
動エネルギに変換して出力する動力装置であり、そのエンジン２の出力軸であるクランク
シャフト８と、前記流体伝動装置３とが動力伝達可能に接続されている。この流体伝動装
置３は、流体の運動エネルギにより動力伝達をおこなうことの可能なクラッチであり、図
２の構成例では、流体伝動装置３として、トルク増幅機能を有するトルクコンバータが用
いられている。以下、「流体伝動装置３」を便宜上、「トルクコンバータ３」と記す。
【００２０】
　このトルクコンバータ３は、入力要素としてのポンプインペラ９と、出力要素としての
タービンランナ１０とが相対回転可能に、かつ、同軸上に配置されている。また、前記ポ
ンプインペラ９はケーシング１１と一体回転するように連結されており、そのケーシング
１１が前記クランクシャフト８と動力伝達可能に接続されている。さらに、前記タービン
ランナ１０はトルク伝達軸１２と一体回転するように連結されている。これらのポンプイ
ンペラ９およびタービンランナ１０には、多数のブレード（図示せず）が設けられており
、前記ポンプインペラ９とタービンランナ１０との間にコンバータ油室１３が形成されて
いる。そして、コンバータ油室１３を経由して作動油が供給されるとともに、前記ポンプ
インペラ９の回転によって発生する作動油の運動エネルギにより、ポンプインペラ９から
タービンランナ１０に動力が伝達される。また、ポンプインペラ９およびタービンランナ
１０の内周側の部分には、前記タービンランナ１０から送り出された作動油の流動方向を
選択的に変化させて前記ポンプインペラ９に流入させるステータ１４が配置されている。
このステータ１４の働きにより、前記ポンプインペラ９と前記タービンランナ１０との間
で伝達されるトルクを増幅可能である。
【００２１】
　さらに、前記ケーシング１１と前記トルク伝達軸１２とを選択的に連結・解放するロッ
クアップクラッチ１５が設けられている。さらに、このロックアップクラッチ１５は、前
記ケーシング１１とトルク伝達軸１２との間で、摩擦力により動力伝達をおこなうために
設けられた機構である。このロックアップクラッチ１５は、前記トルク伝達軸１２と共に
回転する摩擦材を、前記ケーシング１１の内壁面に押し付けることにより、伝達トルクが
制御されるように構成されている。このロックアップクラッチ１５の伝達トルクを制御す
るために、係合用油圧室１６および解放用油圧室１７が設けられており、この係合用油圧
室１６と解放用油圧室１７との圧力差に基づいて、前記ロックアップクラッチ１５が係合
または解放される。具体的には、前記係合用油圧室１６の油圧が前記解放用油圧室１７の
油圧よりも高くなった場合は、前記摩擦材が前記ケーシング１１に押し付けられて摩擦力
が高められる。このようにして、ロックアップクラッチ１５の伝達トルクが高められる（
係合される）。
【００２２】
　これに対して、前記係合用油圧室１６の油圧が前記解放用油圧室１７の油圧よりも低く
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なった場合は、前記摩擦材が前記ケーシング１１から離れて摩擦力が低下する。このよう
にして、前記ロックアップクラッチ１５の伝達トルクが低下する（解放される）。この実
施例において、ロックアップクラッチ１５が解放された場合は、そのロックアップクラッ
チ１５の摩擦力による動力伝達は不可能である。これに対して、ロックアップクラッチ１
５が係合されている場合は、そのロックアップクラッチ１５の摩擦力による動力伝達が可
能である。また、この構成例では、「ロックアップクラッチ１５の係合」には「ロックア
ップクラッチ１５のスリップ」が含まれる。なお、前記コンバータ油室１３は、前記係合
用油圧室１６と連通されており、前記コンバータ油室１３の油圧が上昇すると、前記係合
用油圧室１６の油圧が上昇し、前記コンバータ油室１３の油圧が低下すると、前記係合用
油圧室１６の油圧が低下するように構成されている。
【００２３】
　一方、前後進切換装置４は、前記トルク伝達軸１２の回転方向に対して、無段変速機５
の入力軸１８の回転方向を正・逆に切り換える装置である。この前後進切換装置４として
、図２に示す例では、ダブルピニオン型の遊星歯車機構が採用されている。すなわち、前
記トルク伝達軸１２と一体回転するサンギヤ１９と、このサンギヤ１９と同軸上に配置さ
れたリングギヤ２０とが設けられ、このサンギヤ１９に噛合したピニオンギヤ２１と、こ
のピニオンギヤ２１およびリングギヤ２０に噛合されたピニオンギヤ２２が設けられてお
り、この２つのピニオンギヤ２１，２２がキャリヤ２３によって、自転かつ公転自在に保
持されている。さらに、前後進切換装置４は、前記トルク伝達軸１２と、前記キャリヤ２
３とを選択的に動力伝達可能に連結し、かつ、解放する前進用クラッチ２４を有している
。また前後進切換装置４は、前記リングギヤ２０を選択的に固定することにより、前記ト
ルク伝達軸１２の回転方向に対する入力軸１８の回転方向を正・逆に切り換える後進用ブ
レーキ２５を有している。この実施例では、前進用クラッチ２４および後進用ブレーキ２
５として、油圧制御式のクラッチおよびブレーキが用いられている。すなわち、前進用ク
ラッチ２４の伝達トルクを制御するクラッチ用油圧室（後述）が設けられており、後進用
ブレーキ２５の制動力もしくはトルク容量を制御するブレーキ用油圧室（後述）が設けら
れている。
【００２４】
　つぎに、前記無段変速機５の構成を説明する。図２においては、無段変速機５としてト
ロイダル型無段変速機が示されている。この無段変速機５は、入力ディスク２６および出
力ディスク２７を１組の変速部２８として、２組の変速部２８を有する、いわゆるダブル
キャビティ式の無段変速機である。２個の入力ディスク２６同士の間には、２個の出力デ
ィスク２７が配置されており、入力ディスク２６および出力ディスク２７は、全て同軸上
に配置されている。また、前記２個の入力ディスク２６は前記入力軸１８と一体回転し、
かつ、その入力軸１８の軸線に沿って相対移動可能に取り付けられている。そして、前記
入力ディスク２６同士を、前記入力軸１８の軸線に沿った方向で近づける向きの挟圧力を
発生させる挟圧力発生機構（図示せず）が設けられている。この挟圧力発生機構としては
、例えば油圧シリンダ、空気圧シリンダ、カム機構などのアクチュエータを用いることが
可能であり、この構成例では、油圧シリンダを用いているものとする。さらに、前記２個
の入力ディスク２６には共にトロイダル面２９が形成されている。一方、２個の出力ディ
スク２７は、前記入力軸１８と相対回転可能に構成され、かつ、２個の出力ディスク２７
が一体回転するように連結されている。さらに、２個の出力ディスク２７には共にトロイ
ダル面３０が形成されている。そして、各変速部２８には複数のパワーローラ３１が設け
られており、そのパワーローラ３１の外周面が、各変速部２８を構成する入力ディスク２
６のトロイダル面２９、および出力ディスク２７のトロイダル面３０に対して、トラクシ
ョンオイルを介して接触する。
【００２５】
　また、前記変速部２８毎に、各パワーローラ３１を支持するトラニオン（図示せず）が
設けられており、略水平な平面内で、各パワーローラ３１は、前記入力軸１８の軸線と直
交する回転中心線を中心として回転可能に構成されている。また、各トラニオンは、略鉛
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直方向の中心線に沿った方向に往復動可能に構成されているとともに、略水平な平面内で
前記中心線を中心として、一定角度範囲内で回転（傾転）可能に構成されている。さらに
また、前記中心線に沿った方向におけるトラニオンの動作および停止位置を制御するアク
チュエータ（図示せず）が設けられている。この具体例では、油圧制御式のアクチュエー
タが用いられており、複数の変速制御用油圧室（後述）の油圧を制御することにより、前
記トラニオンの動作および停止位置が制御されるように構成されている。さらに、前記２
個の出力ディスク２７と一体回転する出力ギヤ３２が設けられており、前記入力軸１８と
平行に中間軸３３が設けられている。この中間軸３３にはギヤ３４，３５が形成されてお
り、前記出力ギヤ３２とギヤ３４とが噛合されている。また、ギヤ３６を有する出力軸３
７が設けられており、前記ギヤ３５およびギヤ３６に噛合する中間ギヤ３８が設けられて
いる。さらに、前記出力軸３７が前記デファレンシャル６と動力伝達可能に連結されてい
る。
【００２６】
　つぎに、図２に示された車両１の制御系統を説明する。まず、電子制御装置３９が設け
られており、この電子制御装置３９には、エンジン回転数、入力ディスク２６の回転数、
出力ディスク２７の回転数、車速、加速要求、制動要求、シフトポジションなどを示す信
号が入力される。この電子制御装置３９からは、エンジン２を制御する信号、油圧制御装
置４０を制御する信号などが出力される。この油圧制御装置４０の機能により、前記ロッ
クアップクラッチ１５の係合・解放、前後進切換装置４の前進用クラッチ２４の係合・解
放、後進用ブレーキ２５の係合・解放、無段変速機５の変速比、無段変速機５の伝達トル
クなどが制御される。
【００２７】
　さらに、前記車両１においておこなわれる制御の概略を説明すると、前記エンジン２か
ら出力されたトルクは、前記トルクコンバータ３に伝達される。ここで、前記係合用油圧
室１６の油圧が高められて、前記ロックアップクラッチ１５が係合された場合は、前記ク
ランクシャフト８と前記トルク伝達軸１２との間で、摩擦力により動力伝達がおこなわれ
る。これとは逆に、解放用油圧室１７の油圧が高められて、前記ロックアップクラッチ１
５が解放された場合は、前記ポンプインペラ９と前記タービンランナ１０との間で、作動
油の運動エネルギにより動力伝達がおこなわれる。このように、前記ロックアップクラッ
チ１５が解放されている場合、前記トルクコンバータ３においては、前記ポンプインペラ
９と前記タービンランナ１０との速度比が、１．０未満の領域（トルクコンバータレンジ
）にある場合、ステータ１４の機能によるトルク増幅がおこなわれる。これに対して、前
記ポンプインペラ９と前記タービンランナ１０との速度比が、前記トルクコンバータレン
ジよりも１．０に近い領域（流体継手レンジ）にある場合、トルク増幅はおこなわれない
。
【００２８】
　このようにして、エンジントルクが前記トルク伝達軸１２に伝達される。つぎに、前記
前後進切換装置４におけるトルク伝達原理および制御について説明する。シフトポジショ
ンとして前進ポジション、例えば、Ｄ（ドライブ；走行）ポジションが選択された場合は
、前記クラッチ用油圧室の油圧が高められて、前記前進用クラッチ２４が係合されるとと
もに、前記ブレーキ用油圧室の油圧が低下されて、前記後進用ブレーキ２５が解放される
。すると、前記トルク伝達軸１２とキャリヤ２３とが一体回転し、前記トルク伝達軸１２
のトルクが前記入力軸１８に伝達される。これに対して、後進ポジションが選択された場
合は、前記クラッチ用油圧室の油圧が低下されて、前記前進用クラッチ２４が解放される
とともに、前記ブレーキ用油圧室の油圧が高められて、前記後進用ブレーキ２５が係合さ
れる。すなわち、前記リングギヤ２０が固定される。そして、エンジントルクがサンギヤ
１９に伝達されると、前記リングギヤ２０が反力要素となって、前記サンギヤ１９のトル
クがキャリヤ２３を経由して前記入力軸１８に伝達される。ここで、入力軸１８の回転方
向は、前進ポジションの場合とは逆になる。
【００２９】
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　つぎに、前記無段変速機５におけるトルク伝達原理および制御を説明する。前記挟圧力
発生機構により、前記入力ディスク２６同士を近づける向きの荷重が与えられる。また、
前記パワーローラ３１がトロイダル面２９，３０に接触する部位には、トラクションオイ
ルが供給される。前記のように、前記入力軸１８にトルクが伝達されると、前記トラクシ
ョンオイルが前記荷重により加圧されることによりガラス遷移化し、それに伴う大きいせ
ん断力によって入力ディスク２６から出力ディスク２７にトルクが伝達される。ここで、
パワーローラ３１と入力ディスク２６との接触部Ｓ１の半径と、出力ディスク２７とパワ
ーローラ３１との接触部Ｓ１の半径との比に応じて、入力ディスク２６の回転数と、出力
ディスク２７の回転数との比が変化し、その回転数（回転速度）の比率が無段変速機５の
変速比となる。
【００３０】
　さらに、無段変速機５の変速比の制御について説明すると、変速比制御用油圧室（後述
）の油圧を制御して、トラニオンの動作が制御される。前記パワーローラ３１の軸線が、
前記入力軸１８の軸線と直交する状態で、前記トラニオンが停止している場合は、前記変
速比は略一定に維持される。このように、「前記パワーローラ３１の軸線が、前記入力軸
１８の軸線と直交する状態で、前記トラニオンが停止している位置」が「中立位置」であ
る。これに対して、前記変速比を変更する場合は、中立位置に停止しているトラニオンを
、前記中心線に沿って何れか一方の向きで動作させる。すると、パワーローラ３１と各デ
ィスク２６，２７との接触点で、パワーローラ３１を傾転させる力（サイドスリップ力）
が生じて、各パワーローラ３１が傾転する。ここで、前記変速比の目標変化量に基づいて
、前記トラニオンの目標ストローク量もしくは目標ストローク位置が求められており、前
記トラニオンの実ストローク量が目標ストローク量に到達するか、または実ストローク位
置が目標ストローク位置に到達すると、前記トラニオンが中心線に沿って、前記とは逆向
きに動作されて、前記トラニオンが中立位置に復帰させられ、そのパワーローラ３１の傾
転が止まる。
【００３１】
　このようにして、無段変速機５で目標とする変速比に維持される。上記したトラニオン
の動作の制御において、前記中立位置で停止しているトラニオンを、前記入力ディスク２
６の回転方向と同方向に動作させると、前記サイドスリップ力により前記パワーローラ３
１が傾転し、前記入力ディスク２６における接触半径が小さくなり、かつ、前記出力ディ
スク２７における接触半径が大きくなる変速、すなわち、変速比が大きくなるダウンシフ
トがおこなわれる。これに対して、前記中立位置で停止しているトラニオンを、前記入力
ディスク２６の回転方向とは逆方向に動作させると、前記サイドスリップ力により前記パ
ワーローラ３１が傾転し、前記入力ディスク２６における接触半径が大きくなり、かつ、
前記出力ディスク２７における接触半径が小さくなる変速、すなわち、変速比が小さくな
るアップシフトがおこなわれる。そして、前記入力ディスク２６から前記出力ディスク２
７にトルクが伝達されると、そのトルクは出力ギヤ３２を経由して中間軸３３に伝達され
る。中間軸３３のトルクは、前記中間ギヤ３８を経由して出力軸３７に伝達される。この
出力軸３７のトルクが、前記デファレンシャル６を経由して車輪７に伝達されて、駆動力
が発生する。
【００３２】
　上記のように、前記無段変速機５では、トラクションオイルのせん断力により動力伝達
がおこなわれるため、そのトラクションオイルの温度を低く保つことにより、トラクショ
ン係数を高くすることができ、前記パワーローラ３１の接触部Ｓ１における摩擦係数が高
くなり、かつ、前記パワーローラ３１がスリップすることを抑制できる。その結果、前記
無段変速機５における動力伝達効率の低下を抑制でき、かつ、部品の耐久性が向上する。
この実施例では、前記無段変速機５に供給されるトラクションオイルを冷却するための機
構を有しており、その冷却装置の一例を、図１に基づいて説明する。この図１は、前述し
た油圧制御装置４０の具体的な構成例である。まず、エンジントルクにより駆動されるメ
インオイルポンプ４１およびサブオイルポンプ４２が設けられており、そのメインオイル
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ポンプ４１の吸入口４３およびサブオイルポンプ４２の吸入口４４には、油路４５を介し
てストレーナ４６が取り付けられている。このストレーナ４６はオイルパン４７内に設け
られている。前記メインオイルポンプ４１の吐出口４８には油路４９が接続され、その油
路４９は、変速制御弁（図示せず）を経由して変速制御用油圧室５０Ａ，５０Ｂに接続さ
れている。この変速制御用油圧室５０Ａ，５０Ｂの油圧に基づいて、１本のトラニオンを
中心線方向に動作させる力が発生する。また、油路４９には、前記挟圧力発生機構の油圧
室５１が接続されている。さらに油路４９には、クラッチ用油圧室５２およびブレーキ用
油圧室５３が接続されている。
【００３３】
　さらに、前記油路４９はプライマリレギュレータバルブ５４の入力ポート５５に接続さ
れ、そのプライマリレギュレータバルブ５４の出力ポート５６には油路５７が接続されて
いる。このプライマリレギュレータバルブ５４は、油路４９のオイルを前記油路５７に排
出することにより、前記油路４９の油圧を制御する圧力制御弁である。また、前記油路５
７は、油路１１８を介して、ロックアップリレーバルブ５８の第１入力ポート５９に接続
されている。このロックアップリレーバルブ５８は、第１入力ポート５９の他に、第２入
力ポート６０および第１出力ポート６１および第２出力ポート６２およびドレーンポート
６３および信号圧ポート１２０を有している。このロックアップリレーバルブ５８は、信
号圧ポート１２０に入力される信号圧により、オン・オフの２段階の動作態様に切り替え
可能である。具体的には、信号圧ポート１２０に入力される信号圧が所定圧以下である場
合は、前記ロックアップリレーバルブ５８の動作態様はオフとなる。このロックアップリ
レーバルブ５８の動作態様がオフである場合は、前記第２出力ポート６２と前記ドレーン
ポート６３とが接続され、かつ、前記第１入力ポート５９と前記第１出力ポート６１とが
接続され、かつ、前記第２入力ポート６０が閉じられる。そして、信号圧ポート１２０に
入力される信号圧が上昇して、その信号圧が所定圧を越えた場合は、前記ロックアップリ
レーバルブ５８の動作態様はオンとなる。このロックアップリレーバルブ５８の動作態様
がオンになった場合は、前記第１入力ポート５９と前記第２出力ポート６２とが接続され
、かつ、前記第２入力ポート６０と前記第１出力ポート６１とが接続され、かつ、前記ド
レーンポート６３が閉じられる。
【００３４】
　また、前記油路１１８から分岐する油路１１９が設けられており、その油路１１９がロ
ックアップコントロールバルブ６５を介して前記第２入力ポート６０に接続されている。
このロックアップコントロールバルブ６５は信号圧ポート６６に入力される信号圧に基づ
いて、第２入力ポート６０に供給されるオイルの油圧をリニアに制御するものである。具
体的には、前記信号圧ポート６６に入力される信号圧が上昇することに比例して、前記第
２入力ポート６０に供給される油圧を上昇させる制御特性を有している。そして、前記第
１出力ポート６１は前記解放用油圧室１７に接続され、第２出力ポート６２は前記コンバ
ータ油室１３に接続されている。また、前記ドレーンポート６３には油路６４が接続され
、その油路６４からオイルパン４７に至る経路にはウォーマー６７が設けられている。こ
のウォーマー６７は、エンジン１を冷却する冷却装置（図示せず）の冷却水と、前記油路
６４を流れるオイルとの間で熱交換をおこなわせることにより、前記オイルを温める熱交
換器である。なお、前記油路６４におけるドレーンポート６３とウォーマー６７との間に
は、リリーフバルブ６８が設けられている。
【００３５】
　一方、前記サブオイルポンプ４２の吐出口６９には油路７０が接続されており、その油
路７０と前記油路４９とを接続する油路７１には逆止弁７２が設けられている。この逆止
弁７２は、油路７０の油圧が油路４９の油圧よりも所定値以上高圧になると開放されて、
油路７０のオイルを油路４９に供給する構成を有している。また逆止弁７２は、油路４９
のオイルが油路７０に流れ込むことを防止する。さらに、前記油路４９，７０に接続され
たポートを有するオイルポンプ切替バルブ７３が設けられている。このオイルポンプ切替
バルブ７３は、入力ポート７４と、第１出力ポート７５と、第２出力ポート７６と、信号
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圧ポート７７とを有しており、前記入力ポート７４は前記油路７０に接続され、第１出力
ポート７５は前記油路４９に接続され、第２出力ポート７６には油路７８が接続されてい
る。このオイルポンプ切替バルブ７３は、信号圧ポート７７に入力される信号圧の高低に
応じて、オン・オフ２種類の動作態様で切り替えられる。具体的には、信号圧ポート７７
に入力される信号圧が高圧である場合は、前記オイルポンプ切替バルブ７３の動作態様が
オンとなる。このオイルポンプ切替バルブ７３の動作態様がオンとなった場合は、第１出
力ポート７５が閉じられ、かつ、前記入力ポート７４と第２出力ポート７６とが接続され
る。これに対して、前記信号圧ポート７７に入力される信号圧が低圧である場合は、前記
オイルポンプ切替バルブ７３の動作態様がオフとなる。このオイルポンプ切替バルブ７３
の動作態様がオフとなった場合は、第２出力ポート７６が閉じられ、かつ、前記入力ポー
ト７４と第１出力ポート７５とが接続される。
【００３６】
　さらに、前記油路７８は冷却装置７９の入口８０に接続されている。この冷却装置７９
は、入口８０から流れ込んだオイルを冷却して出口８１から排出する装置であり、空冷式
または水冷式のいずれでもよい。そして、前記出口８１には、第１オイル必要部８２にオ
イルを供給する油路８３が接続されている。この第１オイル必要部８２は、前記無段変速
機５でトルク伝達をおこなう場合に、オイルを必要とする部位である。言い換えれば、第
１オイル必要部８２には、オイルを無段変速機５におけるトルク伝達の媒介として用いる
部位、無段変速機５でトルク伝達をおこなう場合に、オイルにより冷却・潤滑される部位
が含まれる。この第１オイル必要部８２としては、例えば、前記パワーローラ３１とトロ
イダル面２９，３０との接触部分Ｓ１、パワーローラ３１を支持する軸受の摺動部分、前
記トラニオンを支持する軸受の摺動部分などが挙げられる。なお、前記油路８３にはリリ
ーフ弁１１５が設けられている。
【００３７】
　前記油路７８には絞り部８４が設けられており、その油路７８に接続されかつ、前記絞
り部８４を迂回する油路８５が設けられている。絞り部８４はオリフィスまたはチョーク
のいずれでもよい。この油路８５には冷却流量制御弁８６が設けられている。この冷却流
量制御弁８６には信号圧ポート８７が設けられている。この冷却流量制御弁８６は、前記
信号圧ポート８７に入力される信号圧に基づいて、前記油路８５を経由して前記冷却装置
７９に供給されるオイル量を制御する（増加・減少）機構である。具体的には、冷却流量
制御弁８７は図３に示すように、前記信号圧ポート８７に入力される信号圧が上昇するこ
とに比例して、オイルの流通するポート（図示せず）の断面積が拡大されて、オイルの流
量Ｑがリニアに増加する特性を有している。前記油路７８と前記油路５７とを接続する経
路にはセカンダリレギュレータバルブ８８が設けられている。このセカンダリレギュレー
タバルブ８８は、入力ポート８９および第１ドレーンポート９０および第２ドレーンポー
ト９１を有している。そして、前記油路５６が入力ポート８９に接続され、第１ドレーン
ポート９０には、油路９２を介して前記油路７８が接続されている。具体的には、前記油
路７８における前記第２出力ポート７６と前記絞り部８４との間の箇所に、前記油路９２
が接続されている。
【００３８】
　そして、油路９２には逆止弁９３が設けられている。この逆止弁９３は、第１出力ポー
ト９０から排出されたオイルが油路９２を経由して油路７８に供給される場合に開放され
、油路７８のオイルが第１出力ポート９０に流れることを防止する構成を有している。さ
らに、第２出力ポート９１は、油路９４を介して前記油路４５に接続されている。上記の
ように構成されたセカンダリレギュレータバルブ８８は、前記油路５７のオイルを前記油
路９２，９４に排出する量を制御することにより、前記油路５７の油圧を制御する機能を
有する圧力制御弁である。また、セカンダリレギュレータバルブ８８は、前記油路５７の
油圧が上昇した場合に、先に油路５７のオイルを油路９２に排出して油路５７の油圧を制
御し、さらに、油路５７の油圧が上昇した場合に、油路５７のオイルを油路９４にも排出
するように構成されている。すなわち、第１ドレーンポート９０が開放されることとなる



(12) JP 4978185 B2 2012.7.18

10

20

30

40

50

油路５７の油圧は、第２ドレーンポート９１が開放されることとなる油路５７の油圧より
も低圧である。
【００３９】
　なお、前記油路９２における逆止弁９３と第１出力ポート９０との間には油路１１６が
接続され、その油路１１６から第２オイル必要部１１７にオイルが供給される構成となっ
ている。第２オイル必要部１１７は、オイルにより潤滑・冷却される部位であり、例えば
、前後進切換装置４を構成するギヤ同士の噛み合い部分、無段変速機５から出力軸３７に
至る経路に設けられたギヤ同士の噛み合い部分などが、第２のオイル必要部１１７に相当
する。そして、前述した第１オイル必要部８２と第２のオイル必要部１１７とを比較する
と、必要とするオイルの温度が異なる。具体的には、第１オイル必要部８２に供給するオ
イルの温度の方が低いことが望ましい。これは、前記パワーローラ３１の接触部Ｓ１にト
ラクションオイルを供給する場合に、その粘度が高い方が、トラクション係数が高く、動
力伝達効率および耐久性が優れているからである。
【００４０】
　さらに、前記油路７８と油路９４とを接続する経路に冷却油圧制御弁９５が設けられて
いる。この冷却油圧制御弁９５は、入力ポート９６およびドレーンポート９７および信号
圧ポート９８およびフィードバックポート９９を有している。そして、前記入力ポート９
６および前記フィードバックポート９９が前記油路７８に接続され、前記ドレーンポート
９７が前記油路９４に接続され、前記信号圧ポート９８には油路１００が接続されている
。この冷却油圧制御弁９５は、前記油路７８を経由して前記冷却装置７９に供給されるオ
イルの油圧を制御する機構であり、前記信号圧ポート９８に入力される信号圧に基づいて
、前記油路７８から前記油路９４に排出するオイル量を制御して、前記油路７８の油圧を
制御する構成を有している。この冷却油圧制御弁９５による油圧制御特性を図４に示す。
すなわち、冷却油圧制御弁９５は、前記信号圧ポート９８に入力される信号圧が上昇する
ことに比例して、前記油路７８の油圧（冷却油圧）が上昇する特性を有している。
【００４１】
　前記油路４９にはモジュレータバルブ１０１を介して油路１０２が接続されている。こ
のモジュレータバルブ１０１は油路１０２の油圧を制御するものであり、前記油路１０２
から、前記オイルポンプ切替バルブ７３の信号圧ポート７７に至る経路にソレノイドバル
ブ１０３が設けられている。このソレノイドバルブ１０３は入力ポート１０４および出力
ポート１０５およびドレーンポート１０６を有している。そして、前記入力ポート１０４
が前記油路１０２に接続され、前記出力ポート１０５が前記信号圧ポート７７に接続され
、前記ドレーンポート１０６が前記オイルパン４７に接続されている。このソレノイドバ
ルブ１０３に通電（オン）された場合は、前記入力ポート１０４と前記出力ポート１０５
とが接続され、かつ、前記ドレーンポート１０６が閉じられる。したがって、前記油路１
０２から前記信号圧ポート７７に入力される信号圧が高圧となる。これに対して、前記ソ
レノイドバルブ１０３が非通電（オフ）となった場合は、前記入力ポート１０４が閉じら
れ、前記出力ポート１０５と前記ドレーンポート１０６とが接続される。したがって、前
記信号圧ポート７７のオイルがドレーンポート１０６を経由して排出され、前記信号圧ポ
ート７７に入力される信号圧が低圧となる。
【００４２】
　さらに前記油路１０２は、２個のデューティソレノイドバルブ１０７，１０８に接続さ
れている。まず、第１のデューティソレノイドバルブ１０７は、入力ポート１０９および
出力ポート１１０およびドレーンポート１１１を有している。そして、前記入力ポート１
０９が前記油路１０２に接続され、前記出力ポート１１０が油路１１２に接続され、前記
ドレーンポート１１１が前記オイルパン４７に接続されている。また、前記油路１１２に
は、前記信号圧ポート１２０，６６が並列に接続されている。そして、上記第１のデュー
ティソレノイドバルブ１０７は、通電量を制御することにより、前記出力ポート１１０か
ら出力される信号圧を制御する機構である。具体的には、第１のデューティソレノイドバ
ルブ１０７は、通電量が増加することに比例して、前記出力ポート１１０から出力される
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信号圧がリニアに上昇する特性を有している。
【００４３】
　一方、前記第２のデューティソレノイドバルブ１０８は、入力ポート１１３および出力
ポート１１４およびドレーンポート１１５を有している。そして、前記入力ポート１１３
が前記油路１０２に接続され、前記出力ポート１１４が油路１１０に接続され、前記ドレ
ーンポート１１５が前記オイルパン４７に接続されている。また、前記油路１００には、
前記冷却流量制御弁８６の信号圧ポート８７が接続されている。つまり、前記信号圧ポー
ト８７と前記信号圧ポート９８とが並列に接続されている。そして、上記第２のデューテ
ィソレノイドバルブ１０８は、通電量を制御することにより、前記出力ポート１１４から
出力される信号圧を制御する機構である。具体的には、第２のデューティソレノイドバル
ブ１０８は、通電量が増加することに比例して、前記出力ポート１１４から出力される信
号圧がリニアに上昇する特性を有している。なお、上記各ソレノイドバルブは、車速、要
求駆動力、無段変速機５の変速比、エンジントルク、ロックアップクラッチ制御マップな
どに基づいて、電子制御装置３９により制御される。例えば、要求駆動力が高い場合、ま
たは、無段変速機５の変速比を変更する場合、エンジントルクが高い場合などにおいては
、前記ソレノイドバルブ１０３の動作態様としてオンを選択可能である。これに対して、
要求駆動力が低い場合、または、無段変速機５の変速比をほぼ一定に維持する場合、エン
ジントルクが低い場合などにおいては、前記ソレノイドバルブ１０３の動作態様としてオ
フを選択可能である。また、ロックアップクラッチ１５の係合圧を高める場合は、前記第
１デューティソレノイドバルブ１０７の信号圧が高められる。これに対して、ロックアッ
プクラッチ１５の係合圧を低下させる場合は、前記第１デューティソレノイドバルブ１０
７の信号圧が低下される。さらに、無段変速機５における伝達トルクが高い場合は、前記
第２デューティソレノイドバルブ１０８の信号圧が高められ、無段変速機５における伝達
トルクが低い場合は、前記第２デューティソレノイドバルブ１０８の信号圧が低下される
。
【００４４】
　つぎに、図１に示された油圧制御装置４０の作用および制御について説明する。前記エ
ンジン２のトルクにより前記メインオイルポンプ４１が駆動されると、オイルパン４７に
貯溜されているオイルが、メインオイルポンプ４１に吸入され、かつ、前記油路４９に吐
出される。前記プライマリレギュレータバルブ５４により、この油路４９から油路５７に
排出されるオイル量が制御されて、前記油路４９の油圧（ライン圧）が制御される。また
、前記油路４９のオイルは、前記変速制御用油圧室５０Ａ，５０Ｂに供給されており、変
速制御弁（図示せず）により、前記変速制御用油圧室５０Ａ，５０Ｂの油圧が制御されて
、前記無段変速機５の変速比が制御される。さらに、前記油路４９から、前記クラッチ用
油圧室５２およびブレーキ用油圧室５３に供給されるオイルの油圧が制御されて、前記前
進用クラッチ２４および後進用ブレーキ２５の係合・解放が制御される。
【００４５】
　一方、前記油路５７のオイルは、前記ロックアップリレーバルブ５８の第１入力ポート
５９および第２入力ポート６０にも供給される。ここで、第２入力ポート６０に供給され
るオイルの油圧は、前記ロックアップコントロールバルブ６５により制御される。これは
、前記油路４９のオイルが前記油路１０２に供給されており、前記第１のデューティソレ
ノイドバルブ１０７は、前記油路１０２の油圧を調圧して出力ポート１１０から信号圧を
出力し、その信号圧が前記ロックアップコントロールバルブ６５の信号圧ポート６６に入
力されて、ロックアップコントロールバルブ６５の調圧特性が制御される。具体的には、
前記信号圧ポート６６に入力される信号圧が上昇することに比例して、前記第２入力ポー
ト６０に入力されるオイルの油圧が上昇する。
【００４６】
　また、前記第１デューティソレノイドバルブ１０７の信号圧ポート１１０から出力され
た信号圧は、前記ロックアップリレーバルブ５８の信号圧ポート１２０にも入力されてお
り、その信号圧ポート１２０に入力される信号圧に基づいて、前記ロックアップリレーバ
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ルブ５８の動作態様が切り替えられる。前記信号圧ポート１２０に入力される信号圧が所
定値以下である場合は、前記ロックアップリレーバルブ５８の動作態様はオフとなり、前
記油路５７のオイルが前記解放用油圧室１７に供給され、その解放用油圧室１７の油圧が
上昇するとともに、前記係合用油圧室１６のオイルが前記油路６４から排出されて、その
係合用油圧室１６の油圧が低下する。このようにして、前記ロックアップクラッチ１５の
伝達トルクが低下し、前記ロックアップクラッチ１５が解放もしくはスリップされる。な
お、前記油路６４から排出されたオイルは、前記ウォーマー６７により温められてから前
記オイルパン４７に戻される。
【００４７】
　これに対して、前記信号圧ポート１２０に入力される信号圧が所定値を越えた場合は、
前記ロックアップリレーバルブ５８の動作態様はオンとなり、前記油路５７のオイルの一
部が、前記第２出力ポート６２を経由して前記係合用油圧室１６に供給され、その係合用
油圧室１６の油圧が上昇する。また、前記油路５７のオイルの一部が、前記第１出力ポー
ト６１を経由して、前記解放用油圧室１７に供給される。ここで、前記係合用油圧室１６
の油圧の方が前記解放用油圧室１７の油圧よりも高い場合は、前記ロックアップクラッチ
１５の伝達トルクが高まり、前記ロックアップクラッチ１５が係合される。
【００４８】
　このように、図１の油圧制御装置４０においては、前記トルクコンバータ３から油路６
４に排出されたオイルをウォーマー６７で温めることができる。したがって、オイルの粘
度が高まることを抑制でき、前記オイルパン４７に戻されたオイルを、再度前記トルクコ
ンバータ３のケーシング１１内に供給する場合において、前記ポンプインペラ９と前記タ
ービンランナ１０との相対回転により発生する引き摺りトルクの上昇を抑制できる。また
、車両１が高速走行する場合、あるいは高負荷走行する場合においては、前記ロックアッ
プリレーバルブ５８の動作態様がオンとなり、かつ、前記ロックアップクラッチ１５が係
合されるとともに、前記トルクコンバータ３から前記油路６４にはオイルが排出されなく
なる。
【００４９】
　一方、前記サブオイルポンプ４２がエンジントルクにより駆動された場合は、前記オイ
ルパン４７のオイルがサブオイルポンプ４２に吸入され、かつ、油路７０に吐出される。
そして、前記オイルポンプ切替バルブ７３の信号圧ポート７７に入力される信号圧が低圧
である場合は、前記オイルポンプ切替バルブ７３の動作態様がオフとなる。すると、前記
油路７０のオイルは前記油路４９に供給される。これに対して、前記オイルポンプ切替バ
ルブ７３の信号圧ポート７７に入力される信号圧が高圧である場合は、前記オイルポンプ
切替バルブ７３の動作態様がオンとなる。すると、前記油路７０のオイルは前記油路７８
に供給される。なお、前記油路７０の油圧の方が、油路４９の油圧よりも所定値以上高い
場合は、前記リリーフ弁７２が開放され、油路７０のオイルが油路４９に供給される。前
記油路７８に供給されたオイルは、前記絞り部８４を通過して前記冷却装置７９に供給さ
れる。この冷却装置７９で冷却されたオイルは、前記油路８３を経由して前記第１オイル
必要部８２に供給される。
【００５０】
　このように、前記油路７８のオイルを前記冷却装置７９に供給する場合、前記冷却油圧
制御弁９５により、その油圧を制御可能である。すなわち、前記油路７８のオイルは、前
記冷却油圧制御弁９５を経由して前記油路９４に排出される。ここで、図４に示すように
、前記信号圧ポート９８に入力される信号圧が最低値である場合も、前記油路７８の油圧
は所定圧Ｐ１が確保される。そして、前記信号圧ポート９８に入力される信号圧が高まる
ことにともない、前記油路７８から前記油路９４に排出されるオイル量が減少し、前記油
路７８の油圧が上昇する特性となる。また、前記油路７８を経由して前記冷却装置７９に
供給されるオイル量を制御することが可能である。前記冷却流量制御弁８６の信号圧ポー
ト８７に入力される信号圧が最低値である場合は、前記冷却流量制御弁８６は閉じられて
いるが、前記油路７８のオイルは前記絞り部８４を経由して前記冷却装置７９に供給され
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る。このように、前記絞り部８４を通過して冷却装置７９に供給されるオイル量が、最低
流量Ｑ１として図３に示されている。そして、前記冷却流量制御弁８６の信号圧ポート８
７に入力される信号圧が上昇すると、前記冷却流量制御弁８６を経由して前記冷却装置７
９に供給されるオイル量が増加し、図３に示すような流量特性となる。このように、前記
第２デューティソレノイドバルブ１０８は、前記油路７８の油圧を制御する機能と、前記
油路７８から前記冷却装置７９に供給されるオイルの流量を制御する機能とを兼備してい
る。
【００５１】
　一方、図１の油圧制御装置４０においては、前記油路５７の油圧が上昇すると、前記第
１ドレーンポート９０が開放される。この時点では、第２ドレーンポート９１は閉じられ
ている。そして、前記油路５７から前記油路９２に排出されたオイルは、前記油路７８を
経由して前記冷却装置７９に供給される。このように、図１の油圧制御装置４０において
は、前記油路７８を経由させて前記冷却装置７９にオイルを供給するとともに、前記油路
７８に対して並列に設けられた油路４９，９２を経由して前記冷却装置７９に供給するこ
とができる。したがって、前記冷却装置７９により冷却されて前記第１オイル必要部８２
に供給されるオイル量をなるべく増加することができ、前記無段変速機５に供給するトラ
クションオイルの冷却効率が向上する。なお、前記第１ドレーンポート９０が開放された
後、さらに油路５７の油圧が上昇すると、前記第２ドレーンポート９１が開放されて、油
路５７のオイルの一部は、前記油路９４を経由して油路４５に戻される。また、車両１が
高速走行する場合、あるいは高負荷走行する場合においては、前記ロックアップリレーバ
ルブ５８の動作態様がオンとなり、かつ、前記トルクコンバータ３から前記油路６４には
オイルが排出されなくなるため、前記冷却装置７９で冷却されるオイルの流量を制御する
ことにより、前記油圧制御装置４０全体におけるオイルの油温を制御することができる。
図５にはオイルの油温の経時変化が示されており、実施例において油温が略一定となる時
刻ｔ１は、比較例において油温が略一定となる時刻ｔ２よりも早い。また、実施例におい
て略一定となったオイルの油温は、比較例の油温よりも低温（約－２０℃）である。なお
、比較例とは、例えば特許文献１に記載されているように、メインオイルポンプから吐出
されたオイルが冷却装置を経由し、サブオイルポンプから吐出されたオイルは、冷却装置
を経由しない構成の油圧制御装置を意味する。
【００５２】
　ここで、図１および図２に基づいて説明した構成と、この発明の構成との対応関係を説
明すると、エンジン１が、この発明の動力源に相当し、入力ディスク２６および入力軸１
８が、この発明の入力要素に相当し、出力ディスク２７および出力ギヤ３２が、この発明
の出力要素に相当し、吐出口４８，６９が、この発明における吐出口に相当し、第１オイ
ル必要部８２が、この発明のオイル必要部に相当し、油路４９が、この発明における第１
の油路に相当し、油路５７が、この発明における第２の油路に相当し、プライマリレギュ
レータバルブ５４が、この発明におけ圧力制御弁に相当し、油路７８が、この発明におけ
る第３の油路に相当し、油路８３が、この発明における第４の油路に相当し、油路９２が
、この発明における第５の油路に相当し、トルクコンバータ３が、この発明における流体
伝動装置に相当し、油路１１８，１１９およびロックアップコントロールバルブ６５およ
びロックアップリレーバルブ５８が、この発明における第６の油路に相当し、油路６４が
、この発明における第７の油路に相当し、ウォーマー６７が、この発明における熱交換器
に相当し、ケーシング１１およびポンプインペラ９が、この発明の第１回転部材に相当し
、ポンプインペラ１０およびトルク伝達軸１２が、この発明の第２回転部材に相当し、前
記ロックアップリレーバルブ５８および第１のデューティソレノイドバルブ１０７および
電子制御装置３９が、この発明における供給量制御装置に相当し、接触部分Ｓ１が、この
発明におけるオイル必要部に含まれる。なお、トルクコンバータに代えて、トルク増幅機
能を有しないフルードカップリングを用いることも可能である。また、前後進切換装置４
としては、遊星歯車機構を用いるものに代えて、平行軸歯車式のものを用いることも可能
である。



(16) JP 4978185 B2 2012.7.18

10

【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】この発明における無段変速機用の油圧制御装置の具体例を示す図である。
【図２】この発明における無段変速機を有する車両のパワートレーンおよびその制御系統
の一例を示す図である。
【図３】図１の油圧制御装置に用いる冷却流量制御弁の特性を示す線図である。
【図４】図１の油圧制御装置に用いる冷却油圧制御弁の特性を示す線図である。
【図５】実施例の油温冷却特性と、比較例の油温冷却特性とを比較する線図である。
【符号の説明】
【００５４】
　２…動力源、　３…トルクコンバータ、　５…無段変速機（トロイダル型無段変速機）
、　９…ポンプインペラ、　１０…タービンランナ、　１１…ケーシング、　１２…トル
ク伝達軸、　１５…ロックアップクラッチ、　１８…入力軸、　２６…入力ディスク、　
２７…出力ディスク、　３１…パワーローラ、　３２…出力ギヤ、　３９…電子制御装置
、　４０…油圧制御装置、　４１…メインオイルポンプ、　４２…サブオイルポンプ、　
４８，６９…吐出口、　４９，５７，６４，７８，８３，９２，１１８，１１９…油路、
　５４…プライマリレギュレータバルブ、　５８…ロックアップリレーバルブ、　６５…
ロックアップコントロールバルブ、　６７…ウォーマー、　８２…第１オイル必要部、　
１０７…第１デューティソレノイドバルブ、　Ｓ１…接触部。

【図１】 【図２】
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