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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　油圧源に繋がる油圧回路に設置したレギュレータバルブによって、自動変速機の各部に
供給する作動油の油圧を所定のライン圧に調圧する自動変速機の油圧制御装置において、
　前記レギュレータバルブは、付勢手段で付勢されたスプールと、該スプールの周囲に配
置した複数の油圧ポートとを備え、前記油圧ポートに供給する油圧の切り換えで前記スプ
ールを作動するスプールバルブであって、
　駆動源と変速機構との間の動力伝達経路に設置したトルク伝達機構のトルク反力の増大
に応じて前記スプールを閉側に移動させることで、前記ライン圧が増大するように調整す
るライン圧調整手段と、
　前記レギュレータバルブに補助油圧を供給する補助油圧供給バルブを有し、該補助油圧
供給バルブによる補助油圧の供給の切換で、前記ライン圧を低ライン圧と高ライン圧とに
切り換えるライン圧切換手段と、を備えると共に、
　前記レギュレータバルブは、前記複数の油圧ポートとして、前記補助油圧を入力するた
めの補助油圧入力ポートと、該補助油圧入力ポートに隣接して配置された前記補助油圧を
解放するための補助油圧解放ポートとを備え、
　前記補助油圧供給バルブから前記レギュレータバルブに供給される補助油圧が正常値の
範囲内にあるときは、前記スプールのストローク量が規定範囲内にある一方、
　前記補助油圧供給バルブから前記レギュレータバルブに供給される補助油圧が正常値の
範囲外に上昇した場合に、前記スプールが前記規定範囲を超えて移動して、前記補助油圧
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入力ポートと前記補助油圧解放ポートとが連通することで前記スプールのストロークが停
止するように構成した
ことを特徴とする自動変速機の油圧制御装置。
【請求項２】
　油圧源に繋がる油圧回路に設置したレギュレータバルブによって、自動変速機の各部に
供給する作動油の油圧を所定のライン圧に調圧する自動変速機の油圧制御装置において、
　前記レギュレータバルブは、付勢手段で付勢されたスプールと、該スプールの周囲に配
置した複数の油圧ポートとを備え、前記油圧ポートに供給する油圧の切り換えで前記スプ
ールを作動するスプールバルブであって、
　駆動源と変速機構との間の動力伝達経路に設置したトルク伝達機構のトルク反力の増大
に応じて前記スプールを閉側に移動させることで、前記ライン圧が増大するように調整す
るライン圧調整手段と、
　前記レギュレータバルブに補助油圧を供給する補助油圧供給バルブを有し、該補助油圧
供給バルブによる補助油圧の供給の切換で、前記ライン圧を低ライン圧と高ライン圧とに
切り換えるライン圧切換手段と、を備えると共に、
　前記レギュレータバルブは、前記複数の油圧ポートとして、前記補助油圧を入力するた
めの補助油圧入力ポートと、前記レギュレータバルブによる調圧後の油圧が出力される出
力ポートと、前記出力ポートに隣接して配置されて該出力ポートに油圧を供給している入
力ポートとを備え、
　前記補助油圧供給バルブの元圧として、前記出力ポートからの排出圧を供給するように
構成し、
　前記補助油圧供給バルブから前記レギュレータバルブに供給される補助油圧が正常値の
範囲内にあるときは、前記スプールのストローク量が規定範囲内にある一方、
　前記補助油圧供給バルブから前記レギュレータバルブに供給される補助油圧が正常値の
範囲外に上昇した場合に、前記スプールが前記規定範囲を超えて移動することで、前記入
力ポートが閉鎖又は狭小して、前記出力ポートから前記補助油圧供給バルブに供給される
元圧及び前記補助油圧供給バルブから前記レギュレータバルブに供給される補助油圧が減
圧されることで前記スプールのストロークが停止するように構成した
ことを特徴とする自動変速機の油圧制御装置。
【請求項３】
　油圧源に繋がる油圧回路に設置したレギュレータバルブによって、自動変速機の各部に
供給する作動油の油圧を所定のライン圧に調圧する自動変速機の油圧制御装置において、
　前記レギュレータバルブは、付勢手段で付勢されたスプールと、該スプールの周囲に配
置した複数の油圧ポートとを備え、前記油圧ポートに供給する油圧の切り換えで前記スプ
ールを作動するスプールバルブであって、
　駆動源と変速機構との間の動力伝達経路に設置したトルク伝達機構のトルク反力の増大
に応じて前記スプールを閉側に移動させることで、前記ライン圧が増大するように調整す
るライン圧調整手段と、
　前記レギュレータバルブに補助油圧を供給する補助油圧供給バルブを有し、該補助油圧
供給バルブによる補助油圧の供給の切換で、前記ライン圧を低ライン圧と高ライン圧とに
切り換えるライン圧切換手段と、を備えると共に、
　前記レギュレータバルブは、前記複数の油圧ポートとして、前記補助油圧を入力するた
めの補助油圧入力ポートと、前記油圧源からの調圧用の元圧が供給される入力ポートと、
前記入力ポートに隣接して配置されて前記入力ポートの元圧を解放するための元圧解放ポ
ートとを備え、
　前記補助油圧供給バルブの元圧として、前記油圧源からの調圧前の油圧を供給するよう
に構成し、
　前記補助油圧供給バルブから前記レギュレータバルブに供給される補助油圧が正常値の
範囲内にあるときは、前記スプールのストローク量が規定範囲内にある一方、
　前記補助油圧供給バルブから前記レギュレータバルブに供給される補助油圧が前記正常
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値の範囲外に上昇した場合に、前記スプールが規定範囲を超えて移動して、前記入力ポー
トと前記元圧解放ポートとが連通することで前記スプールのストロークが停止するように
構成した
ことを特徴とする自動変速機の油圧制御装置。
【請求項４】
　前記トルク伝達機構は、流体式のトルクコンバータであり、
　前記ライン圧調整手段は、前記トルクコンバータのステータ反力の増大に応じて、前記
レギュレータバルブを閉側に制御する
ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の自動変速機の油圧制御装置。
【請求項５】
　前記ライン圧切換手段は、前記補助油圧供給バルブによる前記補助油圧入力ポートへの
前記補助油圧の供給によって、前記スプールに前記付勢手段の付勢力に抗して前進位置か
ら後退位置へ向かう荷重を付与することで、前記ライン圧を高ライン圧から低ライン圧に
切り換えるものであり、
　前記補助油圧供給バルブから前記レギュレータバルブに供給される補助油圧が前記正常
値の範囲外に上昇した場合には、前記スプールが前記後退位置よりもさらに後方へ移動す
るように構成した
ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の自動変速機の油圧制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、油圧源に繋がる油圧回路に設置したレギュレータバルブによって、自動変速
機の各部に供給する作動油の油圧を所定のライン圧に調圧する自動変速機の油圧制御装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば、特許文献１に示すように、油圧源となるオイルポンプから供給される基
礎油圧を調圧するレギュレータバルブを備え、該レギュレータバルブによって、自動変速
機が備えるクラッチなど摩擦係合要素の係合作動油圧の元圧となるライン圧を生成する油
圧制御装置がある。
【０００３】
　特許文献１に開示された油圧制御装置のレギュレータバルブは、トルクコンバータのス
テータ反力に応じてライン圧を増大させるように構成している。すなわち、上記の油圧制
御装置を備える車両では、エンジンの出力は、クランク軸を介してトルクコンバータのポ
ンプ翼車に伝達され、タービン翼車にてトルクが増幅され、このトルクの反力をステータ
翼車が負担する。このステータ翼車には、油圧制御装置のレギュレータバルブを制御する
ためのステータアームが固設されている。このステータアームを介してレギュレータバル
ブのばね受筒にステータ反力を加えるようになっている。したがって、ステータ反力が増
大すると、ばね受筒に接続されたステータばねが圧縮され、これに伴い、ばね受筒が移動
してレギュレータバルブの調圧ばねのセット荷重を増大させ、作動油路のライン圧が増大
する。これにより、車両の停止時における油圧回路のライン圧に対して、負荷がかかった
ときにその負荷に基づいてライン圧を増加させることができるので、車両の燃料経済性（
燃費）を高めることができる。
【０００４】
　さらに、上記の油圧制御装置では、レギュレータバルブに補助圧を供給するためのソレ
ノイドバルブを有するライン圧切換手段を備えている。ソレノイドバルブは、レギュレー
タバルブに対する補助圧の供給切換によって、ライン圧を低ライン圧と高ライン圧の二段
階に切替可能である。したがって、車両の運転状態により高い係合作動油圧を必要としな
い領域では、ソレノイドバルブの補助圧でライン圧を低圧に切り換えることにより、オイ
ルポンプの駆動トルクを低減するとともに、自動変速機のフリクショントルクを低減し、
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これにより燃料経済性の向上を達成することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２８１４１４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上記の油圧制御装置では、ソレノイドバルブの出力圧がフィードバック圧と
してレギュレータバルブに作用している状態で、レギュレータバルブの下流側の開放油路
に開放不良などの不具合が発生すると、ライン圧が正常値の範囲を越えて上昇（異常上昇
）するという問題がある。ライン圧が異常上昇すると、フィードバック圧が上昇すること
で、レギュレータバルブのスプールがバルブキャップに突き当たる位置までオーバースト
ロークする。このようなオーバーストロークが起こると、ライン圧を全く解放できなくな
るので、ライン圧の供給先が異常高圧となり、自動変速機の各部の故障原因となる。
【０００７】
　上記の問題に対処するため、レギュレータバルブの調圧ばねのバネ荷重を大きくする対
策や、スプールが早い段階で接地するレイアウトを採用する対策などが取られている。し
かしながら、これらの対策を取ることによって、レギュレータバルブのストール圧の設定
値や、ステータ反力伝達構造のレイアウトの自由度などに制限が生じてしまうという問題
がある。
【０００８】
　本発明は上述の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、ライン圧の異常上昇に伴
うスプールのオーバーストロークを効果的に防止できるようにしながらも、レギュレータ
バルブの設定値や構造のレイアウトに及ぼす影響を最小限に抑えることができる自動変速
機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】
【０００９】
　上記課題を解決するための本発明は、油圧源（Ｐ）に繋がる油圧回路（１）に設置した
レギュレータバルブ（２０）によって、自動変速機の各部に供給する作動油の油圧を所定
のライン圧に調圧する自動変速機の油圧制御装置において、レギュレータバルブ（２０）
は、付勢手段（２７，２９）で付勢されたスプール（２３）と、該スプール（２３）の周
囲に配置した油圧ポート（３５，３６）とを備え、油圧ポート（３５，３６）に供給する
油圧の切り換えでスプール（２３）を作動するスプールバルブであって、駆動源（Ｅ）と
変速機構（Ｍ）との間の動力伝達経路に設置したトルク伝達機構（Ｔ）のトルク反力の増
大に応じてスプール（２３）を閉側に移動させることで、ライン圧が増大するように調整
するライン圧調整手段（１５）と、レギュレータバルブ（２０）に補助油圧を供給する補
助油圧供給バルブ（５０）を有し、該補助油圧供給バルブ（５０）による補助油圧の供給
の切換で、ライン圧を低ライン圧と高ライン圧とに切り換えるライン圧切換手段（５５）
と、を備えると共に、レギュレータバルブ（２０）は、補助油圧を入力するための補助油
圧入力ポート（３６）と、補助油圧を解放するための補助油圧解放ポート（３７）とを備
え、補助油圧供給バルブ（５０）からレギュレータバルブ（２０）に供給される補助油圧
が正常値の範囲外に上昇した場合に、スプール（２３）が規定範囲を超えて移動すること
で、補助油圧入力ポート（３６）と補助油圧解放ポート（３７）とが連通することを特徴
とする。
【００１０】
　本発明にかかる上記の自動変速機の油圧制御装置によれば、補助油圧入力ポートに入力
する補助油圧が異常上昇したとき、スプールが許容範囲を越えるオーバーストローク状態
となる前に、補助油圧解放ポートによって補助油圧入力ポートの補助油圧を解放すること
ができる。したがって、スプールのオーバーストロークを効果的に防止できる。これによ
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り、従来のように、レギュレータバルブの付勢手段の付勢力を大きくする対策や、スプー
ルが早い段階で接地するようなレイアウトを採用する対策などを施す必要がない。したが
って、レギュレータバルブの設定値やトルク反力伝達構造のレイアウトなどの自由度を確
保できる。また、本発明によれば、レギュレータバルブのスプールのオーバーストローク
を効果的に防止できるので、従来構造と比較して、補助油圧の異常上昇に対する耐性を向
上させることができる。
【００１１】
　また、本発明は、他の態様として、油圧源（Ｐ）に繋がる油圧回路（１）に設置したレ
ギュレータバルブ（２０）によって、自動変速機の各部に供給する作動油の油圧を所定の
ライン圧に調圧する自動変速機の油圧制御装置において、レギュレータバルブ（２０）は
、付勢手段（２７，２９）で付勢されたスプール（２３）と、該スプール（２３）の周囲
に配置した油圧ポート（３５，３６）とを備え、油圧ポート（３５，３６）に供給する油
圧の切り換えでスプール（２３）を作動するスプールバルブであって、駆動源（Ｅ）と変
速機構（Ｍ）との間の動力伝達経路に設置したトルク伝達機構（Ｔ）のトルク反力の増大
に応じてスプール（２３）を閉側に移動させることで、ライン圧が増大するように調整す
るライン圧調整手段（１５）と、レギュレータバルブ（２０）に補助油圧を供給する補助
油圧供給バルブ（５０）を有し、該補助油圧供給バルブ（５０）による補助油圧の供給の
切換で、ライン圧を低ライン圧と高ライン圧とに切り換えるライン圧切換手段（５５）と
、を備えると共に、補助油圧供給バルブ（５０）の元圧として、レギュレータバルブ（２
０）による調圧後の油圧が出力される出力ポート（３５）からの排出圧を供給するように
構成し、補助油圧供給バルブ（５０）からレギュレータバルブ（２０）に供給される補助
油圧が正常値の範囲外に上昇した場合に、スプール（２３）が規定範囲を超えて移動する
ことで、出力ポート（３５）に油圧を供給している入力ポート（３１）が閉鎖又は狭小し
て、レギュレータバルブ（２０）に供給される補助油圧が減圧されるように構成したこと
を特徴とする。
【００１２】
　本発明にかかる上記の自動変速機の油圧制御装置によれば、レギュレータバルブの補助
油圧入力ポートに入力する補助油圧が異常上昇したとき、スプールが許容範囲を越えるオ
ーバーストローク状態となる前に、補助油圧供給バルブの元圧が排出される出力ポートに
油圧を供給している入力ポートが閉鎖又は狭小することで、補助油圧入力ポートの補助油
圧を減圧することができる。したがって、スプールの許容範囲を超えるオーバーストロー
クを効果的に防止できる。これにより、従来のように、レギュレータバルブの付勢手段の
付勢力を大きくする対策や、スプールが早い段階で接地するようなレイアウトを採用する
対策などを施す必要がない。したがって、レギュレータバルブの設定値やトルク反力伝達
構造のレイアウトなどの自由度を確保できる。また、本発明によれば、レギュレータバル
ブのスプールのオーバーストロークを効果的に防止できるので、従来構造と比較して、補
助油圧の異常上昇に対する耐性を向上させることができる。
【００１３】
　また、本発明は、さらに他の態様として、油圧源（Ｐ）に繋がる油圧回路（１）に設置
したレギュレータバルブ（２０）によって、自動変速機の各部に供給する作動油の油圧を
所定のライン圧に調圧する自動変速機の油圧制御装置において、レギュレータバルブ（２
０）は、付勢手段（２７，２９）で付勢されたスプール（２３）と、該スプール（２３）
の周囲に配置した油圧ポート（３５，３６）とを備え、油圧ポート（３５，３６）に供給
する油圧の切り換えでスプール（２３）を作動するスプールバルブであって、駆動源（Ｅ
）と変速機構（Ｍ）との間の動力伝達経路に設置したトルク伝達機構（Ｔ）のトルク反力
の増大に応じてスプール（２３）を閉側に移動させることで、ライン圧が増大するように
調整するライン圧調整手段（１５）と、レギュレータバルブ（２０）に補助油圧を供給す
る補助油圧供給バルブ（５０）を有し、該補助油圧供給バルブ（５０）による補助油圧の
供給の切換で、ライン圧を低ライン圧と高ライン圧とに切り換えるライン圧切換手段（５
５）と、を備えると共に、レギュレータバルブ（２０）は、油圧源（Ｐ）からの調圧前の
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元圧が供給される入力ポート（３１）と、入力ポート（３１）の元圧を解放するための元
圧解放ポート（３８）とを備え、補助油圧供給バルブ（５０）の元圧として、油圧源（Ｐ
）からの調圧前の油圧を供給するように構成し、補助油圧供給バルブ（５０）からレギュ
レータバルブ（２０）に供給される補助油圧が正常値の範囲外に上昇した場合に、スプー
ル（２３）が規定範囲を超えて移動することで、入力ポート（３１）と元圧解放ポート（
３８）とが連通するように構成したことを特徴とする。
【００１４】
　上記の自動変速機の油圧制御装置によれば、補助油圧入力ポートに入力する補助油圧が
異常上昇したとき、スプールが許容範囲を越えるオーバーストローク状態となる前に、元
圧解放ポートによって入力ポートの元圧を解放することができる。これにより、同じ油圧
源からの油圧が供給されている補助油圧供給バルブの元圧が減圧されるので、補助油圧入
力ポートに供給される補助油圧を減圧することができる。したがって、スプールの許容範
囲を超えるオーバーストロークを効果的に防止できる。これにより、従来のように、レギ
ュレータバルブの付勢手段の付勢力を大きくする対策や、スプールが早い段階で接地する
ようなレイアウトを採用する対策などを施す必要がない。したがって、レギュレータバル
ブの設定値やトルク反力伝達構造のレイアウトなどの自由度を確保できる。また、本発明
によれば、レギュレータバルブのスプールのオーバーストロークを効果的に防止できるの
で、従来構造と比較して、補助油圧の異常上昇に対する耐性を向上させることができる。
【００１５】
　また、上記の自動変速機の油圧制御装置では、トルク伝達機構は、流体式のトルクコン
バータ（Ｔ）であり、ライン圧調整手段（１５）は、トルクコンバータ（Ｔ）のステータ
反力の増大に応じて、レギュレータバルブ（２０）を閉側に制御するものであってよい。
　なお、上記の括弧内の符号は、後述する実施形態における構成要素の符号を本発明の一
例として示したものである。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明にかかる自動変速機の油圧制御装置によれば、ライン圧の異常上昇に伴うスプー
ルのオーバーストロークを効果的に防止できるようにしながらも、レギュレータバルブの
設定値や構造のレイアウトに及ぼす影響を最小限に抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明にかかる自動変速機の油圧制御装置が適用される車両の概略図である。
【図２】本発明の第１実施形態にかかる自動変速機の油圧制御装置における油圧回路の構
成例を示す図である。
【図３】第１実施形態の油圧回路における作動油の流れを説明するための図で、（ａ）は
、ソレノイドバルブによるフィードバック圧が正常値の状態、（ｂ）は、当該フィードバ
ック圧が異常上昇した状態を示す図である。
【図４】第１実施形態にかかる油圧回路の他の構成例を示す図である。
【図５】本発明の第２実施形態にかかる自動変速機の油圧制御装置における油圧回路を示
す図である。
【図６】第２実施形態の油圧回路における作動油の流れを説明するための図で、（ａ）は
、ソレノイドバルブによるフィードバック圧が正常値の状態、（ｂ）は、当該フィードバ
ック圧が異常上昇した状態を示す図である。
【図７】第２実施形態にかかる油圧回路の他の構成例を示す図である。
【図８】本発明の第３実施形態にかかる自動変速機の油圧制御装置における油圧回路を示
す図である。
【図９】第３実施形態の油圧回路における作動油の流れを説明するための図で、（ａ）は
、ソレノイドバルブによるフィードバック圧が正常値の状態、（ｂ）は、当該フィードバ
ック圧が異常上昇した状態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１８】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。
〔第１実施形態〕
【００１９】
　図１は、本発明にかかる自動変速機の油圧制御装置が適用される車両の概略図である。
同図に示す車両は、エンジンＥ、エンジンＥに接続される流体式のトルクコンバータ（ト
ルク伝達機構）Ｔ、トルクコンバータＴに接続される変速機構Ｍ、差動装置Ｄｆ等を備え
ている。なお、本発明の自動変速機の油圧制御装置は変速機構Ｍ内に設けられている。エ
ンジンＥの出力は、クランク軸１０１を介して、トルクコンバータＴ、変速機構Ｍ、差動
装置Ｄｆを順次経て駆動車輪Ｗ、Ｗ'に伝達される。
【００２０】
　トルクコンバータＴは、エンジンＥのクランク軸１０１に連結されたポンプ翼車１０２
と、変速機構Ｍの入力軸１０５に連結されたタービン翼車１０３と、入力軸１０５上に相
対回転自在に支承されたステータ軸１０４ａに一方向クラッチ１０７を介して連結された
ステータ翼車１０４とから構成される。クランク軸１０１からポンプ翼車１０２に伝達さ
れるトルクは、流体力学的にタービン翼車１０３に伝達され、この間にトルクの増幅作用
が行われる。このとき、ステータ翼車１０４はそのトルクの反力（以下、「ステータ反力
」という）を負担する。
【００２１】
　ポンプ翼車１０２の右端には、後述するオイルポンプＰ（図２参照）を駆動するポンプ
駆動歯車１０８が設けられる。ステータ軸１０４ａの右端には、高ライン圧時に後述する
レギュレータバルブ２０を制御するための作動アーム（ステータアーム）２４が設けられ
ている。
【００２２】
　変速機構Ｍは、複数の変速段を設定可能な車両用の自動変速機構である。この変速機構
Ｍには、例えば、各変速段に対応する複数の歯車列と、複数のクラッチやブレーキ（摩擦
係合要素）とを有する変速機構や、一対のプーリの間に無端状のベルトが掛け渡されたベ
ルト式無段変速機構などが用いられる。なお、変速機構Ｍの構成は、本発明の特徴部分で
はないため、その詳細な図示及び説明を省略する。
【００２３】
　図２は、本発明の第１実施形態にかかる自動変速機の油圧制御装置が備える油圧回路の
構成例を示す図である。同図に示す油圧回路１は、油圧源となるオイルポンプＰと、オイ
ルポンプＰから供給される基礎油圧を調圧して、変速機構Ｍが備えるクラッチなど摩擦係
合要素の係合作動油圧の元圧となるライン圧を生成するレギュレータバルブ２０とを備え
ている。また、レギュレータバルブ２０の下流側に配置した油路（潤滑油路）１４には、
該油路１４内の油圧（潤滑圧）が所定の圧力になると開放して潤滑油量を低減するリリー
フ弁７０が設置されている。レギュレータバルブ２０から吐出された作動油が流通する下
流側の油路５は、トルクコンバータＴに接続されており、油路６は、シャフト、ギヤ、ベ
アリング、クラッチなど潤滑が必要な箇所（いずれも図示せず）に接続されている。
【００２４】
　レギュレータバルブ２０は、ハウジング２１と、該ハウジング２１に設けたシリンダボ
ア２２内に摺動自在に嵌合されたスプール２３と、トルクコンバータＴのステータ反力の
増大に伴って回動する作動アーム２４と、該作動アーム２４に当接しているばね受筒２６
と、ばね受筒２６とハウジング２１と間に設けたステータばね２５と、スプール２３とば
ね受筒２６との間に遊びなく設けた第１調圧ばね（付勢手段）２７と、スプール２３とば
ね受筒２６との間に遊びを有して設けた第２調圧ばね（付勢手段）２９とを備えている。
スプール２３の軸方向の後端には、小径の軸部２３ａが同軸に形成されており、調圧ばね
２７，２９は、該軸部２３ａを二重に包囲するように配置されている。また、ハウジング
２１には、前端を閉じた小径のシリンダボア２２と、該シリンダボア２２の後端に同軸に
繋がる大径の摺動ボア２８とが形成されている。
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【００２５】
　ばね受筒２６は、一端に閉塞端を有する有底円筒状に形成されており、閉塞端には、径
方向の外側に張り出す鍔部２６ａが形成されている。そして、閉塞端を後方位置として摺
動ボア２８に摺動可能に嵌合されている。作動アーム２４は、ばね受筒２６の閉塞端の外
面に当接しており、ステータばね２５は、鍔部２６ａとハウジング２１との間に設けられ
ている。
【００２６】
　作動アーム２４は、トルクコンバータＴのステータ反力が作用していない状態では、図
２に示す初期位置にあり、ステータ反力の増大に伴って、ステータばね２５を圧縮してば
ね受筒２６を前進させるようになっている。すなわち、レギュレータバルブ２０は、トル
クコンバータＴのステータ反力に応じてライン圧を制御するように構成されている。
【００２７】
　また、レギュレータバルブ２０は、スプール２３の周囲に配置したスプール２３を作動
するための油圧ポート３５，３６を備え、油圧ポート３５，３６に供給する油圧の切り換
えでスプール２３を作動する構成のスプールバルブである。スプール２３を作動するため
の油圧ポート３５，３６として、シリンダボア２２の閉塞端とスプール２３の先端２３ｂ
との隙間に配置した補助油圧入力ポートであるソレノイド出力圧ポート（低ライン圧用フ
ィードバックポート）３６と、ソレノイド出力圧ポート３６の隣に配置したフィードバッ
クポート（高ライン圧用フィードバックポート）３５とが設けられている。なお、以下の
説明では、スプール２３がシリンダボア２２内の左端側に位置する状態を前進位置といい
、スプール２３が当該前進位置から調圧ばね２７，２９の付勢力に抗してシリンダボア２
２内の右側に移動した状態を後退位置という。
【００２８】
　シリンダボア２２の内側面には、オイルポンプＰからの油路３，４それぞれに連通する
第１入口ポート（元圧入力ポート）３１と第２入口ポート３２が設けられている。また、
油路５を介してトルクコンバータＴＣに連する第１出口ポート３３と、油路６を介してシ
ャフト、ギヤ、ベアリング、クラッチなど潤滑が必要な箇所に連通する第２出口ポート３
４とが設けられている。また、シリンダボア２２の内側面における第１入口ポート３１に
隣接する位置には、段差が設けられており、当該段差の箇所には、フィードバックポート
３５が設けられている。一方、スプール２３の外周面には、スプール２３の軸方向の位置
に応じて第１入口ポート３１又は第１出口ポート３３に連通する第１環状溝４１と、第２
入口ポート３２又は第２出口ポート３４に連通する第２環状溝４２とが設けられている。
また、スプール２３の外周面におけるフィードバックポート３５に対向する位置には、段
差４３が形成されている。そして、スプール２３の内部には、第１環状溝４１と段差４３
の部分とを連通する連通路４４が設けられている。連通路４４によって、第１環状溝４１
に対向する第１入口ポート３１と段差４３に対向するフィードバックポート３５とが連通
している。
【００２９】
　第１環状溝４１は、スプール２３が後退位置にある状態では、第１入口ポート３１と第
１出口ポート３３を連通するが、スプール２３が前進位置にある状態では、第１入口ポー
ト３１と第１出口ポート３３の間を遮断するように形成されている。また、第２環状溝４
２は、スプール２３が後退位置にある状態では、第２入口ポート３２と第２出口ポート３
４を連通するが、スプール２３が前進位置にある状態では、第２入口ポート３２と第２出
口ポート３４の間を遮断するように形成されている。
【００３０】
　ソレノイドバルブ５０は、その上流側がオイルポンプＰからの油路２に繋がる油路７に
連通しており、その下流側が油路８を経由してレギュレータバルブ２０のソレノイド出力
圧ポート３６に連通している。したがって、ソレノイドバルブ５０のオン／オフ切換によ
って、油路７から供給されるオイルポンプの吐出圧を元圧として、レギュレータバルブ２
０のソレノイド出力圧ポート３６にレギュレータバルブ２０によるライン圧の高／低を切
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り換えるための信号圧（フィードバック圧）を供給するようになっている。
【００３１】
　このように、本実施形態の油圧制御装置は、エンジン（駆動源）Ｅと自動変速機（変速
機構）Ｍとの間の動力伝達経路に設置したトルクコンバータ（トルク伝達機構）Ｔのステ
ータ反力（トルク反力）の増大に応じてレギュレータバルブ２０のスプール２３を閉側に
移動させることで、ライン圧が増大するように調整するライン圧調整手段１５と、レギュ
レータバルブ２０にフィードバック圧（補助油圧）を供給するソレノイドバルブ（補助油
圧供給バルブ）５０を有し、該ソレノイドバルブ５０によるフィードバック圧の供給の切
換で、レギュレータバルブ２０のライン圧を低ライン圧と高ライン圧とに切り換えるライ
ン圧切換手段５５とを備えている。
【００３２】
　そして、本実施形態のレギュレータバルブ２０は、ソレノイド出力圧ポート３６に隣接
する位置に、ソレノイドバルブ５０によるフィードバック圧を解放するための解放ポート
（補助油圧解放ポート）３７を設けている。詳細な図示は省略するが、解放ポート３７は
、その下流側が油路９を経由してオイルタンクＵなどの油圧解放部に通じている。解放ポ
ート３７は、スプール２３が前進位置にあるときは、スプール２３で閉塞されており、ス
プール２３がソレノイド出力圧ポート３６及びフィードバックポート３５の圧力で調圧ば
ね２７，２９の付勢力に抗して後退位置よりもさらに後方へ移動すると、シリンダボア２
２内でソレノイド出力圧ポート３６と連通するようになっている。
【００３３】
　上記構成のレギュレータバルブ２０の基本的な動作について説明する。オイルポンプＰ
は、オイルタンクＵから作動油を吸い上げて油路２に圧送する。この油圧（元圧）は、油
路３，４を介してレギュレータバルブ２０に供給され、該レギュレータバルブ２０で所定
のライン圧に調圧された後、油路５，６を介してトルクコンバータＴＣや、シャフト、ギ
ヤ、ベアリング、クラッチなどの潤滑が必要な箇所に送られる。ここで、高い係合作動油
圧が必要でない領域になると、オイルポンプＰから供給される作動油圧を油路７で受け、
図示しない車両の自動制御ユニット（ＥＣＵ）の制御により、ソレノイドバルブ５０が開
放（ＯＮ）する。ソレノイドバルブ５０の開放により、油路７，８を経てソレノイド出力
圧ポート３６に供給された油圧（低ライン圧用のフィードバック圧）と、油路３と第１入
口ポート３１及び連通路４４を経てフィードバックポート３５に供給された油圧（低ライ
ン圧用のフィードバック圧）との両方でレギュレータバルブ２０を制御し、スプール２３
の受圧面積を大きくすることにより、レギュレータバルブ２０にて調圧されるライン圧を
低ライン圧に切り換える。
【００３４】
　一方、高い係合作動油圧が必要な領域になると、ライン圧を低圧から高圧に切り換える
動作を行う。この場合、図示しない自動制御ユニットの制御によりソレノイドバルブ５０
を閉止（ＯＦＦ）することにより、油路８には作動油（低ライン圧用のフィードバック圧
）が供給されず、油路３と第１入口ポート３１及び連通路４４を経てフィードバックポー
ト３５に供給された油圧のみでレギュレータバルブ２０を制御し、レギュレータバルブ２
０の受圧面積を小さくすることにより、ライン圧を低ライン圧から高ライン圧に切り換え
る。
【００３５】
　また、レギュレータバルブ２０は、ライン圧が高圧であるとき、作動アーム２４を介し
て、トルクコンバータＴのステータ反力をレギュレータバルブ２０のばね受筒２６に直接
的に加える。ステータ反力が増大すれば、ばね受筒２６に接続されるステータばね２５が
圧縮される。これにより、レギュレータバルブ２０の調圧ばね２７，２９のセット荷重が
増大し、作動油路のライン圧が増大する。
【００３６】
　ここで、上記構成のレギュレータバルブ２０に設けた解放ポート３７の作用について説
明する。図３は、油圧回路１における作動油の流れを説明するための図で、（ａ）は、ソ
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レノイド出力圧ポート３６に供給されるフィードバック圧（低ライン圧用フィードバック
圧）が正常値の範囲内の状態を示す図であり、（ｂ）は、当該フィードバック圧が異常上
昇した状態を示す図である。
【００３７】
　ソレノイドバルブ５０が開放している状態で、ソレノイド出力圧ポート３６に供給され
るフィードバック圧が正常値の範囲内にあるときは、スプール２３にかかるソレノイド出
力圧ポート３６及びフィードバックポート３５の圧力による荷重と、調圧ばね２７，２９
の付勢力との均衡が保たれており、図３（ａ）に示すように、スプール２３のストローク
量が規定範囲内にある。このとき、解放ポート３７はスプール２３によって閉塞されてい
る。この状態で、万一、レギュレータバルブ２０の下流側の油路５，６に開放不良などの
不具合が発生し、ライン圧が正常値の範囲を越えて異常上昇すると、ソレノイドバルブ５
０によってソレノイド出力圧ポート３６に供給されるフィードバック圧が異常上昇する。
そうすると、スプール２３にかかるソレノイド出力圧ポート３６の圧力による荷重が過大
になることで、スプール２３が規定範囲を超えてストロークする。このとき、図３（ｂ）
に示すように、スプール２３の先端２３ｂが解放ポート３７の位置を越えて右側に移動す
ることで、それまでスプール２３で塞がれていた解放ポート３７がソレノイド出力圧ポー
ト３６と連通する。これにより、ソレノイド出力圧ポート３６に供給されるフィードバッ
ク圧が解放ポート３７から逃がされて減圧されるので、スプール２３のストロークが停止
する。またこのとき、第１入口ポート３１がスプール２３で閉鎖されることで、それまで
第１入口ポート３１からフィードバックポート３５に供給されていたフィードバック圧も
制限される。これらによって、スプール２３の許容範囲を超えるオーバーストロークを効
果的に規制できる。
【００３８】
　このように、本実施形態のレギュレータバルブ２０では、ソレノイド出力圧ポート３６
に隣接する位置に、ソレノイド出力圧ポート３６の油圧を解放するための解放ポート３７
を設けている。これにより、ソレノイド出力圧ポート３６に供給されるフィードバック圧
が異常上昇したとき、スプール２３が許容範囲を越えるオーバーストローク状態となる前
に、ソレノイド出力圧ポート３６と解放ポート３７が連通することで、当該フィードバッ
ク圧が減圧される。したがって、スプール２３のオーバーストロークを防止できる。これ
により、レギュレータバルブ２０に設けた調圧ばね２７，２９やステータ反力の伝達構造
に、スプール２３のオーバーストロークを防止するための対策を施す必要がないので、調
圧ばね２７，２９の設定値やステータ反力伝達構造のレイアウトの自由度を高めることが
できる。また、このレギュレータバルブ２０によれば、解放ポート３７の作用でスプール
２３のオーバーストロークを効果的に防止できるので、従来構造と比較して、ソレノイド
バルブ５０によるフィードバック圧の異常上昇に対する耐性を向上させることができる。
【００３９】
　図４は、第１実施形態にかかる油圧回路１の他の構成例を示す図である。同図に示す油
圧回路１´は、図１に示す油圧回路１に対して、ソレノイドバルブ５０の上流側の油路７
に設置したモジュレータバルブ８０をさらに備えている。モジュレータバルブ８０は、ソ
レノイドバルブ５０に対する入力圧の上限値を規定するための減圧弁である。したがって
、図４に示す構成例では、ソレノイドバルブ５０によるフィードバック圧の元圧として、
モジュレータバルブ８０で制御された油圧が供給されるようになっている。それ以外の構
成及び動作は、図１に示す構成例と同じである。
【００４０】
〔第２実施形態〕
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。なお、第２実施形態の説明及び対応す
る図面においては、第１実施形態と同一又は相当する構成部分には同一の符号を付し、以
下ではその部分の詳細な説明は省略する。また、以下で説明する事項以外の事項について
は、第１実施形態と同じである。この点は、他の実施形態においても同様である。
【００４１】
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　図５は、本発明の第２実施形態にかかる自動変速機の油圧制御装置における油圧回路１
－２を示す図である。本実施形態の油圧回路１－２は、ライン圧の高／低を切り換えるソ
レノイドバルブ５０の元圧をレギュレータバルブ２０のフィードバックポート（出力ポー
ト）３５から供給するように構成している。すなわち、第１実施形態の油圧回路１では、
ソレノイドバルブ５０の上流側の油路７は、オイルポンプＰからの油路２に直接的に繋が
っていたのに対して、本実施形態の油圧回路１－２では、ソレノイドバルブ５０の上流側
の油路７は、レギュレータバルブ２０のフィードバックポート３５に繋がっている。
【００４２】
　上記構成の油圧回路１－２の作用について説明する。図６は、油圧回路１－２における
作動油の流れを説明するための図で、（ａ）は、ソレノイド出力圧ポート３６に供給され
るフィードバック圧が正常値の範囲内の状態を示す図であり、（ｂ）は、当該フィードバ
ック圧が異常上昇した状態を示す図である。
【００４３】
　ソレノイドバルブ５０が開放している状態で、ソレノイド出力圧ポート３６に供給され
るフィードバック圧が正常値の範囲内にあるときは、図６（ａ）に示すように、スプール
２３にかかるソレノイド出力圧ポート３６及びフィードバックポート３５の圧力による荷
重と、調圧ばね２７，２９の付勢力との均衡が保たれており、スプール２３のストローク
量が規定範囲内にある。このとき、スプール２３の第１環状溝４１が第１入口ポート３１
に対向していることで、連通路４４を介して第１入口ポート３１とフィードバックポート
３５とが連通している。したがって、フィードバックポート３５にフィードバック圧が供
給されており、さらに、フィードバックポート３５を介してソレノイドバルブ５０に元圧
が供給されている。
【００４４】
　この状態で、レギュレータバルブ２０の下流側の油路５，６に開放不良などの不具合が
発生し、ライン圧が異常上昇すると、ソレノイドバルブ５０によってソレノイド出力圧ポ
ート３６に供給されるフィードバック圧が異常上昇する。そうすると、スプール２３にか
かるソレノイド出力圧ポート３６の圧力による荷重が過大になることで、スプール２３が
規定範囲を超えてストロークする。このとき、図６（ｂ）に示すように、スプール２３の
第１環状溝４１が第１入口ポート３１より右側の位置へ移動することで、それまで第１環
状溝４１及び連通路４４によって連通していた第１入口ポート３１とフィードバックポー
ト３５との連通が遮断される。これにより、フィードバックポート３５への油圧供給が停
止する。そうすると、フィードバックポート３５からソレノイドバルブ５０に供給されて
いた元圧も停止するので、ソレノイド出力圧ポート３６へのフィードバック圧の供給が停
止する。したがって、スプール２３のそれ以上のストロークが停止する。これらによって
、スプール２３の許容範囲を超えるオーバーストロークを効果的に規制できる。
【００４５】
　このように、本実施形態の油圧回路１－２では、ライン圧の高／低を切り換えるソレノ
イドバルブ５０の元圧をレギュレータバルブ２０のフィードバックポート３５から供給す
るように構成している。これにより、ソレノイド出力圧ポート３６に供給されるフィード
バック圧が異常上昇したとき、レギュレータバルブ２０のスプール２３が許容範囲を越え
るオーバーストローク状態となる前に、フィードバックポート３５への作動油の供給が遮
断されることで、ソレノイド出力圧ポート３６へのフィードバック圧の供給が停止するの
で、スプール２３のオーバーストロークを防止できる。これにより、第１実施形態と同様
、レギュレータバルブ２０に設けた調圧ばね２７，２９やステータ反力の伝達構造にスプ
ール２３のオーバーストロークを防止するための対策を施す必要が無くなるので、調圧ば
ね２７，２９やステータ反力伝達構造のレイアウトの自由度を高めることができる。また
、本実施形態のレギュレータバルブ２０によれば、スプール２３のオーバーストロークを
効果的に防止できるので、従来構造と比較して、ソレノイドバルブ５０によるフィードバ
ック圧の異常上昇に対する耐性を向上させることができる。
【００４６】
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　図７は、第２実施形態にかかる油圧回路１－２の他の構成例を示す図である。同図に示
す油圧回路１－２´は、図５に示す油圧回路１－２に対して、ソレノイドバルブ５０の上
流側の油路７に設置したモジュレータバルブ８０をさらに備えている。したがって、図７
に示す構成例では、ソレノイドバルブ５０によるフィードバック圧の元圧として、モジュ
レータバルブ８０で制御された油圧が供給されるようになっている。それ以外の構成及び
動作は、図５に示す構成例と同じである。
【００４７】
〔第３実施形態〕
　次に、本発明の第３実施形態について説明する。図８は、本発明の第３実施形態にかか
る自動変速機の油圧制御装置における油圧回路を示す図である。本実施形態の油圧回路１
－３は、レギュレータバルブ２０の第１入口ポート３１に隣接する位置に、当該第１入口
ポート３１に供給される元圧（ライン圧）を解放するための解放ポート（元圧解放ポート
）３８を設けている。すなわち、第１実施形態の油圧回路１では、ソレノイドバルブ５０
からのフィードバック圧が供給されるソレノイド出力圧ポート３６を解放するための解放
ポート３７を設けていたのに対して、本実施形態の油圧回路１－３では、第１入口ポート
３１を解放するための解放ポート３８を設けている。解放ポート３８は、詳細な図示は省
略するが、油路１２を経由してオイル溜まりＵなどの油圧解放部に通じている。また、ス
プール２３における解放ポート３８に対向する位置には、第３環状溝４５が形成されてい
る。
【００４８】
　スプール２３が前進位置にあるときは、スプール２３の第３環状溝４５が解放ポート３
８のみに対向した位置にあり、解放ポート３８が塞がれた状態になっている。一方、スプ
ール２３がソレノイド出力圧ポート３６及びフィードバックポート３５の圧力で調圧ばね
２７，２９の付勢力に抗して後退位置よりもさらに後方へ移動することにより、第３環状
溝４５が解放ポート３８と第１入口ポート３１の両方に跨る位置に配置される。これによ
り、第３環状溝４５を介して解放ポート３８と第１入口ポート３１が連通するようになっ
ている。
【００４９】
　上記構成の油圧回路１－３の作用について説明する。図９は、油圧回路１－３における
作動油の流れを説明するための図で、（ａ）は、ソレノイド出力圧ポート３６に供給され
るフィードバック圧が正常値の範囲内の状態を示す図であり、（ｂ）は、当該フィードバ
ック圧が異常上昇した状態を示す図である。
【００５０】
　ソレノイドバルブ５０が開放している状態で、ソレノイド出力圧ポート３６に供給され
るフィードバック圧が正常値の範囲内にあるときは、図９（ａ）に示すように、スプール
２３にかかるソレノイド出力圧ポート３６及びフィードバックポート３５の圧力による荷
重と、調圧ばね２７，２９の付勢力との均衡が保たれており、スプール２３のストローク
量が規定範囲内にある。このとき、スプール２３の第３環状溝４５が解放ポート３８のみ
に対向していることで、解放ポート３８と第１入口ポート３１の間が遮断されている。ま
たこのとき、第１環状溝４１が第１入口ポート３１に対向していることで、連通路４４を
介して第１入口ポート３１とフィードバックポート３５が連通している。したがって、フ
ィードバックポート３５に油圧が供給されている。
【００５１】
　この状態で、レギュレータバルブ２０の下流側の油路５，６に開放不良などの不具合が
発生し、ライン圧が正常値の範囲を越えて異常上昇すると、ソレノイドバルブ５０によっ
てソレノイド出力圧ポート３６に供給されるフィードバック圧が異常上昇する。そうする
と、スプール２３にかかるソレノイド出力圧ポート３６の圧力による荷重が過大になるこ
とで、スプール２３が規定範囲を超えてストロークする。このとき、図９（ｂ）に示すよ
うに、スプール２３の第３環状溝４５が解放ポート３８と第１入口ポート３１の両方に跨
る位置へ移動することで、それまで閉鎖されていた解放ポート３８と第１入口ポート３１
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ので、オイルポンプＰからの油圧が供給されているソレノイドバルブ５０の元圧が減圧す
る。したがって、ソレノイドバルブ５０を介してソレノイド出力圧ポート３６に供給され
るフィードバック圧も減圧する。またこのとき、スプール２３の第１環状溝４１が第１入
口ポート３１より右側の位置へ移動することで、それまで第１環状溝４１及び連通路４４
によって連通していた第１入口ポート３１とフィードバックポート３５との間が閉鎖され
る。これにより、フィードバックポート３５への油圧供給が停止する。これらによって、
スプール２３のそれ以上のストロークが停止する。したがって、スプール２３のオーバー
ストロークを効果的に規制できる。
【００５２】
　このように、本実施形態の油圧回路１－３では、レギュレータバルブ２０の第１入口ポ
ート３１に供給される元圧を解放するための解放ポート３８を設けている。これにより、
ソレノイド出力圧ポート３６に供給されるフィードバック圧が異常上昇したとき、スプー
ル２３が規定範囲を越えてオーバーストローク状態となる前に、ソレノイドバルブ５０の
元圧を減圧できる。これにより、ソレノイドバルブ５０によるフィードバック圧を減圧で
きるので、スプール２３のオーバーストロークを防止できる。したがって、第１、第２実
施形態と同様、レギュレータバルブ２０に設けた調圧ばね２７，２９やステータ反力の伝
達構造にスプール２３のオーバーストロークを防止するための対策を施す必要がなくなる
ので、調圧ばね２７，２９やステータ反力伝達構造のレイアウトの自由度を高めることが
できる。また、このレギュレータバルブ２０によれば、解放ポート３８の作用でスプール
２３のオーバーストロークを効果的に防止できるので、従来構造と比較して、ソレノイド
バルブ５０によるフィードバック圧の異常上昇に対する耐性を向上させることができる。
【００５３】
　以上本発明の実施形態を説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく
、特許請求の範囲、及び明細書と図面に記載された技術的思想の範囲内において種々の変
形が可能である。
【００５４】
　例えば、上記実施形態では、本発明にかかるトルク伝達機構は、流体式のトルクコンバ
ータであり、ライン圧調整手段は、トルクコンバータのステータ反力の増大に応じてレギ
ュレータバルブを閉側に制御するように構成した場合を説明したが、本発明のトルク伝達
機構は、駆動源と変速機構との間の動力伝達経路に設置したトルク伝達機構であれば、そ
の具体的な機構は、上記実施形態に示す以外の機構であってもよい。したがって、例えば
、本発明のトルク伝達機構として、エンジンと変速機構との間に設置した遊星歯車機構か
らなる減速機構を採用することもできる。その場合は、遊星歯車機構のサンギヤに固定し
たサンギヤ軸にレギュレータバルブを作動するための作動アームを設け、サンギヤのトル
ク反力でレギュレータバルブを制御するように構成してよい。
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