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(57)【要約】
【課題】ソレノイドの電流制御をより適正に行なう。
【解決手段】リニアソレノイドバルブのソレノイドの電
流フィードバック制御に用いる指令電流Ｉｒを上限電流
Ｉｒｍａｘの範囲内に設定する際に、ソレノイドに電力
供給するバッテリの電圧低下に応じて上限電流Ｉｒｍａ
ｘを第１上限電流Ｉｒｍａｘ１から第１上限電流Ｉｒｍ
ａｘ１より小さい第２上限電流Ｉｒｍａｘ２に変更する
（Ｓ１２０）。即ち、バッテリの電圧低下が生じていな
いときには、指令電流Ｉｒを第１上限電流Ｉｒｍａｘ１
の範囲内に設定し、バッテリの電圧低下が生じたときに
は、指令電流Ｉｒを第１上限電流Ｉｒｍａｘ１より小さ
い第２上限電流Ｉｒｍａｘ２の範囲内に設定する（Ｓ１
１０～Ｓ１３０）。これにより、バッテリの電圧低下に
応じて指令電流Ｉｒがより小さい上限電流Ｉｒｍａｘの
範囲内に制限され、ソレノイドの指令電流Ｉｒと実電流
Ｉｆｂとの偏差が大きくなり過ぎるのが抑制される。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　油圧制御装置に含まれるソレノイドバルブのソレノイドに流れる実電流が指令電流とな
るようフィードバック制御によって設定される制御信号を用いて前記ソレノイドバルブを
制御するソレノイドバルブの制御装置であって、
　前記指令電流を上限電流の範囲内に設定する指令電流設定手段を備え、
　前記指令電流設定手段は、前記ソレノイドに電力供給するバッテリの電圧低下に応じて
前記上限電流を第１の上限値から該第１の上限値より小さい第２の上限値に変更する手段
である、
　ソレノイドバルブの制御装置。
【請求項２】
　請求項１記載のソレノイドバルブの制御装置であって、
　前記油圧制御装置は、前記ソレノイドバルブを複数含み、
　前記指令電流設定手段は、前記複数のソレノイドバルブのうち少なくとも１つに対する
前記上限電流を前記バッテリの電圧低下に応じて前記第１の上限値から前記第２の上限値
に変更する手段である、
　ソレノイドバルブの制御装置。
【請求項３】
　請求項１または２記載のソレノイドバルブの制御装置であって、
　前記第２の上限値は、前記油圧制御装置の作動油の温度が高いほど小さくなる傾向に設
定される値である、
　ソレノイドバルブの制御装置。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれか１つの請求項に記載のソレノイドバルブの制御装置であっ
て、
　前記油圧制御装置は、車両に搭載された自動変速機に含まれる係合要素の油圧を制御す
る装置であり、スロットル開度または前記自動変速機の入力トルクに応じた油圧を出力す
る前記ソレノイドバルブからの油圧に応じて、前記係合要素を係合するための元圧となる
ライン圧を生成するレギュレータバルブを含み、
　少なくとも前記ソレノイドバルブの異常が検出された場合には前記ライン圧を予め定め
られた最大圧とするよう前記ソレノイドバルブを制御する
　ソレノイドバルブの制御装置。
【請求項５】
　油圧制御装置に含まれるソレノイドバルブのソレノイドに流れる実電流が指令電流とな
るようフィードバック制御によって設定される制御信号を用いて前記ソレノイドバルブを
制御するソレノイドバルブの制御方法であって、
　前記指令電流を上限電流の範囲内に設定するステップを含み、
　前記ソレノイドに電力供給するバッテリの電圧低下に応じて前記上限電流を第１の上限
値から該第１の上限値より小さい第２の上限値に変更する、
　ことを特徴とするソレノイドバルブの制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ソレノイドバルブの制御装置および制御方法に関し、詳しくは、油圧制御装
置に含まれるソレノイドバルブのソレノイドに流れる実電流が指令電流となるようフィー
ドバック制御によって設定される制御信号を用いてソレノイドバルブを制御するソレノイ
ドバルブの制御装置および制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種のソレノイドバルブの制御装置としては、車両用自動変速機の摩擦係合要
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素に作動油圧を供給する複数のソレノイドバルブを制御する装置において、目標油圧に対
応するソレノイドの目標電流を設定し、ソレノイドに実際に流れる電流として検出される
実電流が目標電流に一致するようフィードバック制御を行なってデューティ信号を設定し
、デューティ信号をソレノイドに出力することによってソレノイドバルブを制御するもの
が提案されている（例えば、特許文献１参照）。この装置では、フィードバック制御の関
係式の積分項における目標電流と実電流との定常制御偏差に基づいてソレノイドの故障度
合いを設定し、故障度合いが閾値を超えたときには、ソレノイドバルブの固着等の故障が
発生していると判断し、フェールセーフモードに移行させたりランプによる警告を行なっ
たりしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－１１９８２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述の制御装置では、目標電流と実電流との偏差が大きくなりやすいと
きには、例えばフィードバック制御の関係式の積分項が大きくなり過ぎるなどにより、フ
ィードバック制御を適正に行なえなくなる制御不良が生じたり、ソレノイドの故障を誤検
出したりして、ソレノイドバルブの出力油圧の制御を適正に行なえなくなる場合がある。
【０００５】
　本発明のソレノイドバルブの制御装置および制御方法は、ソレノイドの電流制御をより
適正に行なうことを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のソレノイドバルブの制御装置および制御方法は、上述の主目的を達成するため
に以下の手段を採った。
【０００７】
　本発明のソレノイドバルブの制御装置は、
　油圧制御装置に含まれるソレノイドバルブのソレノイドに流れる実電流が指令電流とな
るようフィードバック制御によって設定される制御信号を用いて前記ソレノイドバルブを
制御するソレノイドバルブの制御装置であって、
　前記指令電流を上限電流の範囲内に設定する指令電流設定手段を備え、
　前記指令電流設定手段は、前記ソレノイドに電力供給するバッテリの電圧低下に応じて
前記上限電流を第１の上限値から該第１の上限値より小さい第２の上限値に変更する手段
である、
　ことを特徴とする。
【０００８】
　この本発明のソレノイドバルブの制御装置では、指令電流を上限電流の範囲内に設定す
るものにおいて、ソレノイドに電力供給するバッテリの電圧低下に応じて上限電流を第１
の上限値から第１の上限値より小さい第２の上限値に変更する。即ち、バッテリの電圧低
下が生じていないときには、指令電流を第１の上限値の範囲内に設定し、バッテリの電圧
低下が生じたときには、指令電流を第１の上限値より小さい第２の上限値の範囲内に設定
するのである。バッテリの電圧低下が生じたときには、ソレノイドに流れる実電流が小さ
くなりやすいため、指令電流と実電流との偏差が大きくなりやすく、例えばフィードバッ
ク制御の関係式の積分項が大きくなり過ぎるなどにより、ソレノイドの電流制御を適正に
行なえなくなる場合がある。これに対し、バッテリの電圧低下に応じて指令電流をより小
さい上限値の範囲内に制限することができるから、ソレノイドの指令電流と実電流との偏
差が大きくなり過ぎるのを抑制することができる。この結果、ソレノイドの電流制御をよ
り適正に行なうことができる。
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【０００９】
　こうした本発明のソレノイドバルブの制御装置において、前記油圧制御装置は、前記ソ
レノイドバルブを複数含み、前記指令電流設定手段は、前記複数のソレノイドバルブのう
ち少なくとも１つに対する前記上限電流を前記バッテリの電圧低下に応じて前記第１の上
限値から前記第２の上限値に変更する手段である、ものとすることもできる。こうすれば
、ソレノイドバルブの種類や用途に応じて上限電流を変更する対象を選択することによっ
てソレノイドの電流制御をより適正に行なうことができる。
【００１０】
　また、本発明のソレノイドバルブの制御装置において、前記第２の上限値は、前記油圧
制御装置の作動油の温度が高いほど小さくなる傾向に設定される値である、ものとするこ
ともできる。こうすれば、作動油の温度が高くなりソレノイドの抵抗値が大きくなること
によってソレノイドに流れる実電流が小さくなった場合にもソレノイドの電流制御をより
適正に行なうことができる。
【００１１】
　さらに、本発明のソレノイドバルブの制御装置において、前記油圧制御装置は、車両に
搭載された自動変速機に含まれる係合要素の油圧を制御する装置であり、スロットル開度
または前記自動変速機の入力トルクに応じた油圧を出力する前記ソレノイドバルブからの
油圧に応じて、前記係合要素を係合するための元圧となるライン圧を生成するレギュレー
タバルブを含み、少なくとも前記ソレノイドバルブの異常が検出された場合には前記ライ
ン圧を予め定められた最大圧とするよう前記ソレノイドバルブを制御する、ものとするこ
ともできる。したがって、バッテリの電圧低下により指令電流と実電流との偏差が大きく
なるとソレノイドバルブの異常が誤検出されやすくなるものであっても、バッテリの電圧
低下に応じて上限電流を第１の上限値から第２の上限値に変更することによって、ソレノ
イドバルブの異常が誤検出されにくくなるから、ライン圧を最大圧とすることによる効率
の悪化を抑制することができる。
【００１２】
　本発明のソレノイドバルブの制御方法は、
　油圧制御装置に含まれるソレノイドバルブのソレノイドに流れる実電流が指令電流とな
るようフィードバック制御によって設定される制御信号を用いて前記ソレノイドバルブを
制御するソレノイドバルブの制御方法であって、
　前記指令電流を上限電流の範囲内に設定するステップを含み、
　前記ソレノイドに電力供給するバッテリの電圧低下に応じて前記上限電流を第１の上限
値から該第１の上限値より小さい第２の上限値に変更する、
　ことを特徴とする。
【００１３】
　この本発明のソレノイドバルブの制御方法では、指令電流を上限電流の範囲内に設定す
るものにおいて、ソレノイドに電力供給するバッテリの電圧低下に応じて上限電流を第１
の上限値から第１の上限値より小さい第２の上限値に変更する。即ち、バッテリの電圧低
下が生じていないときには、指令電流を第１の上限値の範囲内に設定し、バッテリの電圧
低下が生じたときには、指令電流を第１の上限値より小さい第２の上限値の範囲内に設定
するのである。バッテリの電圧低下が生じたときには、ソレノイドに流れる実電流が小さ
くなりやすいため、指令電流と実電流との偏差が大きくなりやすく、例えばフィードバッ
ク制御の関係式の積分項が大きくなり過ぎるなどにより、ソレノイドの電流制御を適正に
行なえなくなる場合がある。これに対し、バッテリの電圧低下に応じて指令電流をより小
さい上限値の範囲内に制限することができるから、ソレノイドの指令電流と実電流との偏
差が大きくなり過ぎるのを抑制することができる。この結果、ソレノイドの電流制御をよ
り適正に行なうことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】自動変速機２５等を備える車両用の動力伝達装置２０の概略構成図である。
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【図２】自動変速機２５の各変速段とクラッチおよびブレーキの作動状態との関係を示す
作動表である。
【図３】本発明の一実施例の制御装置としての変速用電子制御ユニット２１により制御さ
れる油圧制御装置５０を示す系統図である。
【図４】リニアソレノイドバルブＳＬＴの駆動回路８５の概略構成図である。
【図５】変速ＥＣＵ２１により実行されるソレノイドバルブ制御ルーチンの一例を示すフ
ローチャートである。
【図６】エンジンＥＣＵ１４によりバッテリ７０の状態に応じてバッテリモードを切り替
える様子の一例を示す説明図である。
【図７】上限電流設定用テーブルの一例を示す説明図である。
【図８】変形例の上限電流設定用マップの一例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　次に、本発明を実施するための形態を実施例を用いて説明する。
【実施例】
【００１６】
　図１は、自動変速機２５等を備える車両用の動力伝達装置２０の概略構成図であり、図
２は、自動変速機２５の各変速段とクラッチおよびブレーキの作動状態との関係を示す作
動表であり、図３は、本発明の一実施例の制御装置としての変速用電子制御ユニット２１
により制御される油圧制御装置５０を示す系統図である。図１に示すように、動力伝達装
置２０は、トランスミッションケース２２や、流体伝動装置（トルクコンバータ）２３、
自動変速機２５、油圧制御装置５０（図３参照）、これらを制御する制御装置としての変
速用電子制御ユニット（以下、「変速ＥＣＵ」という）２１（図３参照）等を備え、図示
しない原動機としてのエンジン（内燃機関）からの動力を図示しない駆動輪に伝達する。
【００１７】
　変速ＥＣＵ２１は、図示しないＣＰＵを中心とするマイクロコンピュータとして構成さ
れており、ＣＰＵの他に各種プログラムを記憶するＲＯＭ、データを一時的に記憶するＲ
ＡＭ、入出力ポートおよび通信ポート（何れも図示せず）等を備える。変速ＥＣＵ２１に
は、いずれも図示しないアクセルペダルポジションセンサからのアクセル開度Ａｃｃやシ
フトレンジセンサからのシフトレンジＳＲ、車速センサからの車速Ｖ、回転数センサから
の自動変速機２５の入力回転数Ｎｉｎ、油温センサからの油圧制御装置５０（例えば、図
示しないバルブボディ内）の作動油の油温Ｔｏｉｌ，油圧制御装置５０に含まれる後述の
リニアソレノイドバルブＳＬＴおよび第１～第４リニアソレノイドバルブＳＬ１～ＳＬ４
の各ソレノイドに流れる電流を検出する電流センサ６１～６５（図３参照）からの信号と
いった各種センサからの信号、エンジンを制御するエンジン用電子制御ユニット（以下、
「エンジンＥＣＵ」という）１４（図３参照）からの信号等が入力され、変速ＥＣＵ２１
は、これらの信号に基づいて流体伝動装置２３や自動変速機２５、すなわち油圧制御装置
５０を制御する。
【００１８】
　動力伝達装置２０の流体伝動装置２３は、図示しないエンジンのクランクシャフトに接
続される入力側のポンプインペラ２３ａと、自動変速機２５の入力軸（入力部材）２６に
接続された出力側のタービンランナ２３ｂと、ロックアップクラッチ２３ｃとを含むもの
である。オイルポンプ２４は、ポンプボディとポンプカバーとからなるポンプアッセンブ
リと、ハブを介して流体伝動装置２３のポンプインペラ２３ａに接続された外歯ギヤとを
備えるギヤポンプとして構成されている。図示しないエンジンからの動力により外歯ギヤ
を回転させれば、オイルポンプ２４によりオイルパン（図示省略）に貯留されている作動
油（ＡＴＦ）が吸引されて油圧制御装置５０へと圧送される。
【００１９】
　自動変速機２５は、６段変速式の変速機として構成されており、シングルピニオン式遊
星歯車機構３０と、ラビニヨ式遊星歯車機構３５と、入力側から出力側までの動力伝達経
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路を変更するための３つのクラッチＣ１，Ｃ２およびＣ３、２つのブレーキＢ１およびＢ
２並びにワンウェイクラッチＦ１とを含む。シングルピニオン式遊星歯車機構３０は、ト
ランスミッションケース２２に固定された外歯歯車であるサンギヤ３１と、このサンギヤ
３１と同心円上に配置されると共に入力軸２６に接続された内歯歯車であるリングギヤ３
２と、サンギヤ３１に噛合すると共にリングギヤ３２に噛合する複数のピニオンギヤ３３
と、複数のピニオンギヤ３３を自転かつ公転自在に保持するキャリヤ３４とを有する。
【００２０】
　ラビニヨ式遊星歯車機構３５は、外歯歯車である２つのサンギヤ３６ａ，３６ｂと、自
動変速機２５の出力軸（出力部材）２７に固定された内歯歯車であるリングギヤ３７と、
サンギヤ３６ａに噛合する複数のショートピニオンギヤ３８ａと、サンギヤ３６ｂおよび
複数のショートピニオンギヤ３８ａに噛合すると共にリングギヤ３７に噛合する複数のロ
ングピニオンギヤ３８ｂと、互いに連結された複数のショートピニオンギヤ３８ａおよび
複数のロングピニオンギヤ３８ｂを自転かつ公転自在に保持すると共にワンウェイクラッ
チＦ１を介してトランスミッションケース２２に支持されたキャリヤ３９とを有する。ま
た、自動変速機２５の出力軸２７は、ギヤ機構２８および差動機構２９を介して図示しな
い駆動輪に接続される。
【００２１】
　クラッチＣ１は、ピストン、複数の摩擦板や相手板、作動油が供給される油室等により
構成される油圧サーボを有し、シングルピニオン式遊星歯車機構３０のキャリヤ３４とラ
ビニヨ式遊星歯車機構３５のサンギヤ３６ａとを締結すると共に両者の締結を解除するこ
とができる多板摩擦式油圧クラッチ（摩擦係合要素）である。クラッチＣ２は、ピストン
、複数の摩擦板や相手板、作動油が供給される油室等により構成される油圧サーボを有し
、入力軸２６とラビニヨ式遊星歯車機構３５のキャリヤ３９とを締結すると共に両者の締
結を解除することができる多板摩擦式油圧クラッチである。クラッチＣ３は、ピストン、
複数の摩擦板や相手板、作動油が供給される油室等により構成される油圧サーボを有し、
シングルピニオン式遊星歯車機構３０のキャリヤ３４とラビニヨ式遊星歯車機構３５のサ
ンギヤ３６ｂとを締結すると共に両者の締結を解除することができる多板摩擦式油圧クラ
ッチである。
【００２２】
　ブレーキＢ１は、油圧サーボを含むバンドブレーキあるいは多板摩擦式ブレーキとして
構成されており、ラビニヨ式遊星歯車機構３５のサンギヤ３６ｂをトランスミッションケ
ース２２に固定すると共にサンギヤ３６ｂのトランスミッションケース２２に対する固定
を解除することができる油圧ブレーキである。ブレーキＢ２は、油圧サーボを含むバンド
ブレーキあるいは多板摩擦式ブレーキとして構成されており、ラビニヨ式遊星歯車機構３
５のキャリヤ３９をトランスミッションケース２２に固定すると共にキャリヤ３９のトラ
ンスミッションケース２２に対する固定を解除することができる油圧ブレーキである。
【００２３】
　これらのクラッチＣ１～Ｃ３、ブレーキＢ１およびＢ２は、油圧制御装置５０による作
動油の給排を受けて動作する。自動変速機２５は、クラッチＣ１～Ｃ３、ブレーキＢ１お
よびＢ２を図２の作動表に示す状態とすることで前進１～６速の変速段と後進１段の変速
段とを提供する。
【００２４】
　油圧制御装置５０は、図３に示すように、図示しないエンジンからの動力により駆動さ
れてオイルパンから作動油を吸引して吐出する上述のオイルポンプ２４に接続されるもの
であり、流体伝動装置２３や自動変速機２５により要求される油圧を生成すると共に、各
種軸受などの潤滑部分に作動油を供給する。油圧制御装置５０は、図示しないバルブボデ
ィに加えて、オイルポンプ２４からの作動油を調圧してライン圧ＰＬを生成するプライマ
リレギュレータバルブ５１や、図示しないシフトレバーの操作位置に応じてプライマリレ
ギュレータバルブ５１からのライン圧ＰＬの供給先を切り替えるマニュアルバルブ５２、
アプライコントロールバルブ５３、それぞれマニュアルバルブ５２（プライマリレギュレ
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ータバルブ５１）から供給される元圧としてのライン圧ＰＬを調圧して対応するクラッチ
等への油圧を生成する調圧バルブとしての第１リニアソレノイドバルブＳＬ１、第２リニ
アソレノイドバルブＳＬ２、第３リニアソレノイドバルブＳＬ３および第４リニアソレノ
イドバルブＳＬ４等を含む。
【００２５】
　プライマリレギュレータバルブ５１は、リニアソレノイドバルブＳＬＴからの油圧を信
号圧として用いてライン圧を生成する。
【００２６】
　リニアソレノイドバルブＳＬＴは、バルブを開閉するソレノイド（図４参照）５５を有
し、ソレノイド５５に印加される電流に応じて出力圧を調整可能な常開型（ノーマルオー
プン型）リニアソレノイドバルブとして構成されている。リニアソレノイドバルブＳＬＴ
は、変速ＥＣＵ２１により図４に例示する駆動回路８５を駆動することによって制御され
る。駆動回路８５は、図示するように、例えば定格出力電圧が１２Ｖの鉛蓄電池として構
成された車両補機用のバッテリ７０にスイッチング素子としてのトランジスタ８５ａが接
続されており、トランジスタ８５ａのオン時間の割合を調節することによりソレノイド５
５に流れる電流を調節できるように構成されている。また、駆動回路８５には、ソレノイ
ド５５に流れる電流を検出するための電流センサ６５が設けられている。変速ＥＣＵ２１
によるリニアソレノイドバルブＳＬＴの制御は、アクセル開度Ａｃｃあるいは図示しない
スロットルバルブの開度または自動変速機２５の入力トルクに応じた油圧指令値を設定し
、油圧指令値に応じた電流がソレノイド５５に印加されるよう駆動回路８５のトランジス
タ８５ａをスイッチングすることにより行なわれる。これにより、リニアソレノイドバル
ブＳＬＴは、オイルポンプ２４側からの作動油を調圧して油圧指令値に相当する油圧を出
力する。
【００２７】
　マニュアルバルブ５２は、図示しないシフトレバーと連動して軸方向に摺動可能なスプ
ールや、ライン圧ＰＬが供給される入力ポート、第１～第４リニアソレノイドバルブＳＬ
１～ＳＬ４の入力ポートと油路を介して連通するドライブレンジ出力ポート、リバースレ
ンジ出力ポート等を有する（何れも図示省略）。運転者によりドライブレンジやスポーツ
レンジといった前進走行シフトレンジが選択されているときには、マニュアルバルブ５２
のスプールにより入力ポートがドライブレンジ出力ポートのみと連通され、これにより、
第１～第４リニアソレノイドバルブＳＬ１～ＳＬ４にドライブレンジ圧としてのライン圧
ＰＬが供給される。また、運転者によりリバースレンジが選択されたときには、マニュア
ルバルブ５２のスプールにより入力ポートがリバースレンジ出力ポートのみと連通される
。更に、運転者によりパーキングレンジやニュートラルレンジが選択されたときには、マ
ニュアルバルブ５２のスプールにより入力ポートとドライブレンジ出力ポートおよびリバ
ースレンジ出力ポートとの連通が遮断される。
【００２８】
　アプライコントロールバルブ５３は、第３リニアソレノイドバルブＳＬ３からの油圧を
クラッチＣ３に供給する第１状態と、プライマリレギュレータバルブ５１からのライン圧
ＰＬをクラッチＣ３に供給すると共にマニュアルバルブ５２のリバースレンジ出力ポート
からのライン圧ＰＬ（リバースレンジ圧）をブレーキＢ２に供給する第２状態と、マニュ
アルバルブ５２のリバースレンジ出力ポートからのライン圧ＰＬ（リバースレンジ圧）を
クラッチＣ３とブレーキＢ２とに供給する第３状態と、第３リニアソレノイドバルブＳＬ
３からの油圧をブレーキＢ２に供給する第４状態とを選択的に形成可能なスプールバルブ
である。
【００２９】
　第１～第４リニアソレノイドバルブＳＬ１～ＳＬ４は、バルブを開閉するソレノイドを
有し、このソレノイドに印加される電流に応じて出力圧を調整可能な常閉型（ノーマルク
ローズ型）リニアソレノイドバルブとして構成されている。第１リニアソレノイドバルブ
ＳＬ１は、印加される電流に応じてマニュアルバルブ５２からのライン圧ＰＬを調圧して
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クラッチＣ１への油圧Ｐｓｌ１を生成する。第２リニアソレノイドバルブＳＬ２は、印加
される電流に応じてマニュアルバルブ５２からのライン圧ＰＬを調圧してクラッチＣ２へ
の油圧Ｐｓｌ２を生成する。第３リニアソレノイドバルブＳＬ３は、印加される電流に応
じてマニュアルバルブ５２からのライン圧ＰＬを調圧してクラッチＣ３あるいはブレーキ
Ｂ２への油圧Ｐｓｌ３を生成する。第４リニアソレノイドバルブＳＬ４は、印加される電
流に応じてマニュアルバルブ５２からのライン圧ＰＬを調圧してブレーキＢ１への油圧Ｐ
ｓｌ４を生成する。すなわち、自動変速機２５の摩擦係合要素であるクラッチＣ１～Ｃ３
、ブレーキＢ１およびＢ２への油圧は、それぞれに対応する第１、第２、第３または第４
リニアソレノイドバルブ圧ＳＬ１，ＳＬ２，ＳＬ３またはＳＬ４により直接制御（設定）
される。
【００３０】
　第１～第４リニアソレノイドバルブＳＬ１～ＳＬ４は、変速ＥＣＵ２１により、それぞ
れ図４の駆動回路８５と同様に構成された駆動回路８１～８４を駆動することによって制
御される。駆動回路８１～８４には、各ソレノイドに流れる電流を検出するための電流セ
ンサ６１～６４が設けられている。変速ＥＣＵ２１による第１～第４リニアソレノイドバ
ルブＳＬ１～ＳＬ４の制御は、以下のように設定された油圧指令値に相当する油圧を出力
するように行なわれる。すなわち、変速ＥＣＵ２１は、予め定められた図示しない変速線
図から取得されるアクセル開度Ａｃｃ（あるいはスロットルバルブの開度）および車速Ｖ
に対応した目標変速段が形成されるように、変速段の変更に伴って係合されるクラッチま
たはブレーキ（係合要素）に対応した第１～第４リニアソレノイドバルブＳＬ１～ＳＬ４
の何れか１つへの油圧指令値（係合圧指令値）と、当該変速段の変更に伴って解放される
クラッチまたはブレーキ（解放要素）に対応した第１～第４リニアソレノイドバルブＳＬ
１～ＳＬ４の何れか１つへの油圧指令値（解放圧指令値）を設定する。更に、変速ＥＣＵ
２１は、変速段の変更中や変速完了後に、係合されているクラッチやブレーキ（係合要素
）に対応した第１～第４リニアソレノイドバルブＳＬ１～ＳＬ４の何れか１つまたは２つ
への油圧指令値（保持圧指令値）を設定する。
【００３１】
　次に、こうして構成された動力伝達装置２０が備える油圧制御装置５０に含まれるリニ
アソレノイドバルブＳＬＴおよび第１～第４リニアソレノイドバルブＳＬ１～ＳＬ４を制
御する際の動作、特にリニアソレノイドバルブＳＬＴを制御する際の動作を例にとって説
明する。図５は、変速ＥＣＵ２１により実行される、リニアソレノイドバルブＳＬＴを制
御するためのソレノイドバルブ制御ルーチンの一例を示すフローチャートである。このル
ーチンは、車両のイグニッションスイッチがオンされたときから所定時間毎（例えば数ｍ
ｓｅｃ毎）に繰り返し実行される。
【００３２】
　ソレノイドバルブ制御ルーチンが実行されると、変速ＥＣＵ２１のＣＰＵは、まず、リ
ニアソレノイドバルブＳＬＴの油圧指令値Ｐ＊や駆動回路８５の電流センサ６５により検
出されたソレノイド５５に流れる電流である実電流Ｉｆｂ，ソレノイド５５に電力供給（
電圧印加）するバッテリ７０が低電圧の状態にあるか否かを示す低電圧モードフラグＦな
ど制御に必要なデータを入力する処理を実行する（ステップＳ１００）。ここで、油圧指
令値Ｐ＊は、図示しないアクセルペダルポジションセンサからのアクセル開度Ａｃｃ等に
応じて設定されたものを入力するものとした。また、低電圧モードフラグＦは、バッテリ
７０のモード（以下、単に「バッテリモード」という）が通常モードのときに値０が設定
され、バッテリモードが低電圧モードのときに値１が設定されるフラグであり、エンジン
ＥＣＵ１４により設定されたものを通信により入力するものとした。
【００３３】
　図６に、エンジンＥＣＵ１４によりバッテリ７０の状態に応じてバッテリモードを切り
替える様子の一例を示す。図示するように、実施例のバッテリモードとしては、通常モー
ドと低電圧モードとの２つのモードが予め用意されている。実施例では、通常モードのと
き（通常時）に、バッテリ７０の端子間電圧を検出する図示しない電圧センサからの電池
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電圧Ｖｂが、通常モードのときの電圧範囲の下限、即ちバッテリ７０の通常の使用に許容
される電圧範囲の下限として予め定められた電圧閾値Ｖｂｒｅｆ（例えば、定格出力電圧
より数Ｖ程度低い１０Ｖや１０．５Ｖなど）未満の状態でこの状態の確認用に予め定めら
れた時間ｔｒｅｆ１（例えば、数十ｍｓｅｃなど）が経過したときには、バッテリモード
は通常モード（Ｆ＝０）から低電圧モード（Ｆ＝１）に切り替えられる。また、低電圧モ
ードのとき（低電圧時）に、バッテリ７０の電池電圧Ｖｂが電圧閾値Ｖｂｒｅｆにモード
の頻繁な切り替えを抑制するための電圧ΔＶ（例えば、数百ｍＶなど）を加えた閾値（Ｖ
ｂｒｅｆ＋ΔＶ）以上の状態でこの状態の確定用に予め定められた時間ｔｒｅｆ２（例え
ば、数百ｍｓｅｃや１秒程度など）が経過したときには、バッテリモードは低電圧モード
（Ｆ＝１）から通常モード（Ｆ＝０）に切り替えられる。電圧ΔＶや時間ｔｒｅｆ２は、
電池電圧Ｖｂの振動の振幅や周期などに基づいて設定することができる。
【００３４】
　ステップＳ１００でデータを入力すると、入力した油圧指令値Ｐ＊に基づいてリニアソ
レノイドバルブＳＬＴのソレノイド５５に流すべき目標電流Ｉｒｔａｇを設定する（ステ
ップＳ１１０）。この設定は、実施例では、油圧指令値Ｐ＊と目標電流Ｉｒｔａｇとの関
係を予め定めて図示しないＲＯＭに記憶したマップに対して油圧指令値Ｐ＊を与えること
によって目標電流Ｉｒｔａｇを導出することで行なうものとした。リニアソレノイドバル
ブＳＬＴは、実施例では、常開型（ノーマルオープン型）としたから、その目標電流Ｉｒ
ｔａｇは、油圧指令値Ｐ＊が小さくバルブの開度が小さいほど大きくなるように設定され
る。
【００３５】
　続いて、リニアソレノイドバルブＳＬＴおよび第１～第４リニアソレノイドバルブＳＬ
１～ＳＬ４のうち本ルーチンで制御対象としているリニアソレノイドバルブＳＬＴに対し
て目標電流Ｉｒｔａｇの上限（上限ガード値，最大値）として予め定められた上限電流Ｉ
ｒｍａｘを、入力した低電圧モードフラグＦに基づいて設定すると共に（ステップＳ１２
０）、設定した上限電流Ｉｒｍａｘで目標電流Ｉｒを次式（１）により制限して（即ち、
上限ガードして）指令電流Ｉｒを設定する（ステップＳ１３０）。ここで、上限電流Ｉｒ
ｍａｘは、実施例では、リニアソレノイドバルブＳＬＴおよび第１～第４リニアソレノイ
ドバルブＳＬ１～ＳＬ４の各々に対する低電圧モードフラグＦと上限電流Ｉｒｍａｘとの
関係を予め定めて図示しないＲＯＭに記憶した上限電流設定用テーブルを用いて設定する
ものとした。
【００３６】
　Ir=min(Irtag, Irmax)     (1)
【００３７】
　図７に上限電流設定用テーブルの一例を示す。図示するように、実施例の上限電流設定
用テーブルでは、リニアソレノイドバルブＳＬＴおよび第１～第４リニアソレノイドバル
ブＳＬ１～ＳＬ４の各々に対して、バッテリモードが通常モード（Ｆ＝０）のときの第１
上限電流Ｉｒｍａｘ１または第２上限電流Ｉｒｍａｘ２と、バッテリモードが低電圧モー
ド（Ｆ＝１）のときの第１上限電流Ｉｒｍａｘ２と、が定められている。具体的には、リ
ニアソレノイドバルブＳＬＴに対しては、通常モード（Ｆ＝０）のときの上限電流Ｉｒｍ
ａｘは第１上限電流Ｉｒｍａｘ１に設定され、低電圧モード（Ｆ＝１）のときの上限電流
Ｉｒｍａｘは第１上限電流Ｉｒｍａｘ１より小さい第２上限電流Ｉｒｍａｘ２に設定され
、通常モードと低電圧モードとで上限電流Ｉｒｍａｘは異なる値に設定される。一方、第
１～第４リニアソレノイドバルブＳＬ１～ＳＬ４の各々に対しては、通常モード（Ｆ＝０
）のときの上限電流Ｉｒｍａｘは第２上限電流Ｉｒｍａｘ２に設定され、低電圧モード（
Ｆ＝１）のときの上限電流Ｉｒｍａｘも同じく第２上限電流Ｉｒｍａｘ２に設定され、通
常モードと低電圧モードとで上限電流Ｉｒｍａｘは同じ値に設定される。リニアソレノイ
ドバルブＳＬＴの上限電流Ｉｒｍａｘをバッテリモードに応じて変更する理由については
、後述する。なお、第１上限電流Ｉｒｍａｘ１は、実施例では、リニアソレノイドバルブ
ＳＬＴを全閉する、即ちリニアソレノイドバルブＳＬＴの出力油圧を値０にするための指
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令電流Ｉｒの値として予め定められたものである。また、第２上限電流Ｉｒｍａｘ２は、
リニアソレノイドバルブＳＬＴの通常の使用に支障がない程度（例えば、数十ｍＡや１０
０ｍＡ程度など）だけ第１上限電流Ｉｒｍａｘ１より小さい指令電流Ｉｒの値として予め
定められたものである。
【００３８】
　ステップＳ１３０でリニアソレノイドバルブＳＬＴのソレノイド５５の指令電流Ｉｒを
設定すると、実電流Ｉｆｂと指令電流Ｉｒとを用いて次式（２）によりソレノイド５５の
駆動信号（リニアソレノイドバルブＳＬＴの制御信号）としてデューティ信号Ｄを設定し
（ステップＳ１４０）、設定したデューティ信号Ｄにより駆動回路８５のトランジスタ８
５ａをオンオフ制御して（ステップＳ１５０）、ソレノイドバルブ制御ルーチンを終了す
る。式（２）は、実電流Ｉｆｂを指令電流Ｉｒに一致させるためのフィードバック制御に
おける関係式であり、式（２）中、右辺第１項は指令電流Ｉｒをトランジスタ８５ａのオ
ン時間割合の基準値としての基準デューティに変換したフィードフォワード項を示し、右
辺第２項の「ｋ１」は比例項のゲインであり、右辺第３項の「ｋ２」は積分項のゲインで
ある。こうした制御により、リニアソレノイドバルブＳＬＴの出力油圧を油圧指令値Ｐ＊
に相当する油圧とすることができる。
【００３９】
　D = f(Ir*) + k1・(Ir-Ifb)+k2・∫(Ir-Ifb)dt     (2)
【００４０】
　なお、第１～第４リニアソレノイドバルブＳＬ１～ＳＬ４の制御は、リニアソレノイド
バルブＳＬＴの制御と同様に行なわれるため、詳細な説明は省略する。ただし、第１～第
４リニアソレノイドバルブＳＬ１～ＳＬ４は、実施例では、常閉型（ノーマルクローズ型
）としたから、その目標電流Ｉｒｔａｇ（指令電流Ｉｒ）は、油圧指令値Ｐ＊が大きくバ
ルブの開度が大きい大きくなるように設定されることになる。
【００４１】
　ここで、リニアソレノイドバルブＳＬＴの上限電流Ｉｒｍａｘをバッテリモードに応じ
て変更する理由について説明する。バッテリモードが低電圧モード（Ｆ＝１）のときには
、バッテリ７０の電圧低下によりソレノイド５５に流れる実電流Ｉｆｂが小さくなりやす
いため、指令電流Ｉｒと実電流Ｉｆｂとの偏差が大きくなりやすく、上述のフィードバッ
ク制御の関係式（２）の比例項や積分項が大きくなり過ぎることにより、フィードバック
制御の制御不良が生じる場合や、積分項の大きさに基づいてソレノイド５５や駆動回路８
５を含む制御系の異常（故障）を検出するものでは誤検出が生じる場合があり、ライン圧
ＰＬの調整不良が生じるおそれがある。これに対し、実施例では、リニアソレノイドバル
ブＳＬＴの制御に際して、バッテリ７０の電圧低下が生じていない通常モード（Ｆ＝１）
のときには、指令電流Ｉｒを第１上限電流Ｉｒｍａｘ１の範囲内に設定し、バッテリ７０
の電圧低下が生じている低電圧モード（Ｆ＝１）のときには、指令電流Ｉｒを第１上限電
流Ｉｒｍａｘ１より小さい第２上限電流Ｉｒｍａｘ２の範囲内に制限して設定するから、
ソレノイド５５の指令電流Ｉｒと実電流Ｉｆｂとの偏差が大きくなり過ぎるのを抑制する
ことができ、ソレノイド５５の電流制御をより適正に行なうことができる。即ち、ソレノ
イド５５の電流フィードバック制御の制御系における制御不良や異常の誤検出を抑制する
ことができる。
【００４２】
　さらに、リニアソレノイドバルブＳＬＴの上限電流Ｉｒｍａｘをバッテリモードに応じ
て変更する理由について説明する。リニアソレノイドバルブＳＬＴは、上述のように常開
型（ノーマルオープン型）であるため、リニアソレノイドバルブＳＬＴに電力が供給され
ていない場合に最大の油圧を出力する。また、リニアソレノイドバルブＳＬＴからの油圧
を信号圧として用いてライン圧ＰＬを出力するプライマリレギュレータバルブ５１は、リ
ニアソレノイドバルブＳＬＴの出力油圧に比例してライン圧ＰＬを出力するように構成さ
れるため、リニアソレノイドバルブＳＬＴの出力油圧が高いほど、ライン圧ＰＬも高くさ
れる。加えて、変速ＥＣＵ２１は、指令電流Ｉｒと実電流Ｉｆｂとの偏差が許容範囲を超
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えて大きくなるなどによりリニアソレノイドバルブＳＬＴの異常（故障）が検出された場
合、又はバッテリ７０の電圧Ｖｂが所定値（例えば、上述の電圧閾値Ｖｂｒｅｆ未満の値
）よりも低い場合には、必要なクラッチやブレーキといった摩擦係合要素を係合するため
に、ライン圧ＰＬを予め定められた範囲で最大に設定するフェイルセーフを行ない、リニ
アソレノイドバルブＳＬＴの指令電流Ｉｒを値０とする処理を行なう。したがって、バッ
テリ７０の電圧低下によりリニアソレノイドＳＬＴの異常（故障）が誤検出されると、ラ
イン圧ＰＬが最大圧となって効率（燃費）への悪影響が生じてしまう。これに対し、実施
例では、低電圧モード（Ｆ＝１）のときには、指令電流Ｉｒを第１上限電流Ｉｒｍａｘ１
より小さい第２上限電流Ｉｒｍａｘ２の範囲内に制限して設定するから、リニアソレノイ
ドバルブＳＬＴのフェイルを誤検出を防止して、不要にフェイルセーフが行なわれるのを
抑制し、低電圧モードで適正にライン圧ＰＬを設定することができる。この結果、効率（
燃費）の悪化を防止することができる。
【００４３】
　また、実施例では、リニアソレノイドバルブＳＬＴおよび第１～第４リニアソレノイド
バルブＳＬ１～ＳＬ４の各々に対する通常モード（Ｆ＝０）および低電圧モード（Ｆ＝１
）のときの上限電流Ｉｒｍａｘの関係を予め定めた上限電流設定用テーブルに基づいて、
各リニアソレノイドバルブの上限電流Ｉｒｍａｘを設定可能とした。すなわち、各リニア
ソレノイドバルブの上限電流Ｉｒｍａｘをバッテリモードに応じて個別に調整可能とした
。そして、リニアソレノイドバルブＳＬＴおよび第１～第４リニアソレノイドバルブＳＬ
１～ＳＬ４のうち、リニアソレノイドバルブＳＬＴに対する上限電流Ｉｒｍａｘをバッテ
リ７０の電圧低下に応じて第１上限電流Ｉｒｍａｘ１から第２上限電流Ｉｒｍａｘ２に変
更するものとした。このようにリニアソレノイドバルブの種類（常開型か常閉型か等）や
用途（出力油圧の用途）に応じて上限電流Ｉｒｍａｘを変更する対象としてリニアソレノ
イドバルブＳＬＴを選択することによって、ソレノイド５５の電流制御をより適正に行な
い、ライン圧生成用の出力油圧の調整をより適正に行なうことができる。
【００４４】
　以上説明した実施例の油圧制御装置５０に含まれるリニアソレノイドバルブＳＬＴの変
速ＥＣＵ２１による制御によれば、ソレノイド５５の電流フィードバック制御に用いる指
令電流Ｉｒを上限電流Ｉｒｍａｘの範囲内に設定するものにおいて、ソレノイド５５に電
力供給するバッテリ７０の電圧低下に応じて上限電流Ｉｒｍａｘを第１上限電流Ｉｒｍａ
ｘ１から第１上限電流Ｉｒｍａｘ１より小さい第２上限電流Ｉｒｍａｘ２に変更する。即
ち、バッテリ７０の電圧低下が生じていないときには、指令電流Ｉｒを第１上限電流Ｉｒ
ｍａｘ１の範囲内に設定し、バッテリ７０の電圧低下が生じたときには、指令電流Ｉｒを
第１上限電流Ｉｒｍａｘ１より小さい第２上限電流Ｉｒｍａｘ２の範囲内に設定する。こ
れにより、バッテリ７０の電圧低下に応じて指令電流Ｉｒをより小さい上限電流Ｉｒｍａ
ｘの範囲内に制限することができるから、ソレノイド５５の指令電流Ｉｒと実電流Ｉｆｂ
との偏差が大きくなり過ぎるのを抑制することができる。この結果、ソレノイド５５の電
流制御をより適正に行なうことができる。
【００４５】
　実施例の変速ＥＣＵ２１による制御では、リニアソレノイドバルブＳＬＴおよび第１～
第４リニアソレノイドバルブＳＬ１～ＳＬ４のうち、リニアソレノイドバルブＳＬＴのみ
に対する上限電流Ｉｒｍａｘをバッテリ７０の電圧低下に応じて第１上限電流Ｉｒｍａｘ
１から第２上限電流Ｉｒｍａｘ２（Ｉｒｍａｘ２＜Ｉｒｍａｘ１）に変更するものとした
が、リニアソレノイドバルブＳＬＴ以外の上限電流Ｉｒｍａｘとして、低電圧モードのと
きには通常モードのときの上限値より小さい上限値を設定するものとしてもよい。
【００４６】
　実施例の変速ＥＣＵ２１による制御では、リニアソレノイドバルブＳＬＴおよび第１～
第４リニアソレノイドバルブＳＬ１～ＳＬ４の各々に対する通常モードおよび低電圧モー
ドのときの上限電流Ｉｒｍａｘの関係を予め定めた上限電流設定用テーブルに基づいて、
指令電流Ｉｒの上限電流Ｉｒｍａｘを設定するものとしたが、こうした上限電流設定用テ
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ーブルは用いなくてもよい。例えば、リニアソレノイドバルブＳＬＴの上限電流Ｉｒｍａ
ｘとして、通常モードのときの第１上限電流Ｉｒｍａｘ１と低電圧モードのときの第２上
限電流Ｉｒｍａｘ２とを予め設定しておき、バッテリモードを判定していずれか一方を選
択するなどとしてもよい。
【００４７】
　実施例の変速ＥＣＵ２１による制御では、リニアソレノイドバルブＳＬＴの上限電流Ｉ
ｒｍａｘをバッテリモード（低電圧モードフラグＦ）に応じて第１上限電流Ｉｒｍａｘ１
や第２上限電流Ｉｒｍａｘ２に設定するものとしたが、リニアソレノイドバルブＳＬＴの
上限電流Ｉｒｍａｘとして低電圧モードのときには通常モードのときより小さい値を用い
るものであれば、図示しない油温センサからの油圧制御装置５０の作動油の油温Ｔｏｉｌ
に基づいてリニアソレノイドバルブＳＬＴの上限電流Ｉｒｍａｘを設定するものとしても
よい。例えば、リニアソレノイドバルブＳＬＴの上限電流Ｉｒｍａｘとして、バッテリモ
ードが通常モードのときには一定値である第１上限電流Ｉｒｍａｘ１を設定し、バッテリ
モードが低電圧モードのときには図８に例示する上限電流設定用マップを用いて、油温Ｔ
ｏｉｌが高いほど、第１上限電流Ｉｒｍａｘ１より小さい第２上限電流Ｉｒｍａｘ２から
小さくなる傾向を有する上限電流Ｉｒｍａｘを設定するなどとしてもよい。さらに、図８
の例で、バッテリモードが通常モードのときに、低電圧モードのときの上限電流Ｉｒｍａ
ｘより大きい値の範囲内で、油温Ｔｏｉｌが高いほど第１上限電流Ｉｒｍａｘ１から小さ
くなる傾向を有する上限電流Ｉｒｍａｘを設定するものとしてもよい。こうして作動油の
油温Ｔｏｉｌを用いるのは、油圧制御装置５０の作動油の油温Ｔｏｉｌが高くなるとソレ
ノイド５５の抵抗値が大きくなるためにソレノイド５５に流れる実電流Ｉｆｂが小さくな
ることに起因して、ソレノイド５５の指令電流Ｉｒと実電流Ｉｆｂとの偏差が大きくなり
過ぎる状態が生じやすくなることに基づいている。また、油温Ｔｏｉｌに基づいて上限電
流Ｉｒｍａｘを設定するため、上限電流Ｉｒｍａｘを不要に小さくし過ぎることも防止で
きる。
【００４８】
　実施例の変速ＥＣＵ２１による制御では、実電流Ｉｆｂが指令電流Ｉｒに一致するよう
フィードバック制御によってデューティ信号Ｄを設定してソレノイド５５を駆動するもの
としたが、実電流Ｉｆｂが指令電流Ｉｒに一致するようフィードバック制御によって目標
電圧を設定すると共に設定した目標電圧に基づいてＰＷＭ信号を生成し、生成したＰＷＭ
信号を駆動回路８５のトランジスタ８５ａに出力することによってソレノイド５５を駆動
するものとしてもよい。
【００４９】
　実施例では、車両用の動力伝達装置２０が備える油圧制御装置５０に含まれるリニアソ
レノイドバルブＳＬＴの制御に本発明を適用して説明したが、車両以外の移動体や移動し
ない設備等が備える油圧制御装置に含まれるソレノイドバルブの制御に適用するものとし
てもよい。また、本発明をソレノイドバルブの制御方法の形態としても構わない。
【００５０】
　ここで、実施例の主要な要素と課題を解決するための手段の欄に記載した発明の主要な
要素との対応関係について説明する。実施例では、油圧制御装置５０が「油圧制御装置」
に相当し、リニアソレノイドバルブＳＬＴが「ソレノイドバルブ」に相当し、油圧指令値
Ｐ＊に基づいて目標電流Ｉｒｔａｇを設定すると共に低電圧モードフラグＦに基づいて上
限電流Ｉｒｍａｘを設定して目標電流Ｉｒｔａｇを上限電流Ｉｒｍａｘで制限して指令電
流Ｉｒを設定する図５のソレノイドバルブ制御ルーチンのステップＳ１１０～Ｓ１３０の
処理を実行する変速ＥＣＵ２１が「指令電流設定手段」に相当する。なお、実施例の主要
な要素と課題を解決するための手段の欄に記載した発明の主要な要素との対応関係は、実
施例が課題を解決するための手段の欄に記載した発明を実施するための形態を具体的に説
明するための一例であることから、課題を解決するための手段の欄に記載した発明の要素
を限定するものではない。即ち、課題を解決するための手段の欄に記載した発明について
の解釈はその欄の記載に基づいて行なわれるべきものであり、実施例は課題を解決するた
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【００５１】
　以上、本発明を実施するための形態について実施例を用いて説明したが、本発明はこう
した実施例に何等限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において、
種々なる形態で実施し得ることは勿論である。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
　本発明は、ソレノイドバルブの制御装置の製造産業などに利用可能である。
【符号の説明】
【００５３】
　１４　エンジン用電子制御ユニット（エンジンＥＣＵ）、２０　動力伝達装置、２１　
変速用電子制御ユニット（変速ＥＣＵ）、２２　トランスミッションケース、２３　流体
伝動装置、２３ａ　ポンプインペラ、２３ｂ　タービンランナ、２３ｃ　ロックアップク
ラッチ、２４　オイルポンプ、２５　自動変速機、２６　入力軸、２７　出力軸、２８　
ギヤ機構、２９　差動機構、３０　シングルピニオン式遊星歯車機構、３１，３６ａ，３
６ｂ　サンギヤ、３２，３７　リングギヤ，３３　ピニオンギヤ、３４，３９　キャリヤ
、３５　ラビニヨ式遊星歯車機構、３８ａ　ショートピニオンギヤ、３８ｂ　ロングピニ
オンギヤ、５０　油圧制御装置、５１　プライマリレギュレータバルブ、５２　マニュア
ルバルブ、５３　アプライコントロールバルブ、５５　ソレノイド、６１～６５　電流セ
ンサ、７０　バッテリ、８１～８５　駆動回路、８５ａ　トランジスタ、Ｂ１，Ｂ２　ブ
レーキ、Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３　クラッチ、Ｆ１　ワンウェイクラッチ、ＳＬ１　第１リニア
ソレノイドバルブ、ＳＬ２　第２リニアソレノイドバルブ、ＳＬ３　第３　リニアソレノ
イドバルブ、ＳＬ４　第４リニアソレノイドバルブ、ＳＬＴ　リニアソレノイドバルブ。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【手続補正書】
【提出日】平成25年2月15日(2013.2.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　油圧制御装置に含まれるソレノイドバルブのソレノイドに流れる実電流が指令電流とな
るようフィードバック制御によって設定される制御信号を用いて前記ソレノイドバルブを
制御するソレノイドバルブの制御装置であって、
　前記指令電流を上限電流の範囲内に設定する指令電流設定手段を備え、
　前記指令電流設定手段は、前記ソレノイドに電力供給するバッテリの電圧低下に応じて
前記上限電流を第１の上限値から該第１の上限値より小さい第２の上限値に変更する手段
である、
　ソレノイドバルブの制御装置。
【請求項２】
　請求項１記載のソレノイドバルブの制御装置であって、
　前記油圧制御装置は、前記ソレノイドバルブを複数含み、
　前記指令電流設定手段は、前記複数のソレノイドバルブのうち少なくとも１つに対する
前記上限電流を前記バッテリの電圧低下に応じて前記第１の上限値から前記第２の上限値
に変更する手段である、
　ソレノイドバルブの制御装置。
【請求項３】
　請求項１または２記載のソレノイドバルブの制御装置であって、
　前記指令電流設定手段は、前記バッテリの電圧が通常の使用に許容される電圧範囲の下
限として予め定められた閾値未満のときに前記上限電流を前記第１の上限値から前記第２
の上限値に変更する手段である、
　ソレノイドバルブの制御装置。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれか１つの請求項に記載のソレノイドバルブの制御装置であっ
て、
　前記第２の上限値は、前記油圧制御装置の作動油の温度が高いほど小さくなる傾向に設
定される値である、
　ソレノイドバルブの制御装置。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれか１つの請求項に記載のソレノイドバルブの制御装置であっ
て、
　前記油圧制御装置は、車両に搭載された自動変速機に含まれる係合要素の油圧を制御す
る装置であり、スロットル開度または前記自動変速機の入力トルクに応じた油圧を出力す
る前記ソレノイドバルブからの油圧に応じて、前記係合要素を係合するための元圧となる
ライン圧を生成するレギュレータバルブを含み、
　少なくとも前記ソレノイドバルブの異常が検出された場合には前記ライン圧を予め定め
られた最大圧とするよう前記ソレノイドバルブを制御する
　ソレノイドバルブの制御装置。
【請求項６】
　油圧制御装置に含まれるソレノイドバルブのソレノイドに流れる実電流が指令電流とな
るようフィードバック制御によって設定される制御信号を用いて前記ソレノイドバルブを
制御するソレノイドバルブの制御方法であって、
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　前記指令電流を上限電流の範囲内に設定するステップを含み、
　前記ソレノイドに電力供給するバッテリの電圧低下に応じて前記上限電流を第１の上限
値から該第１の上限値より小さい第２の上限値に変更する、
　ことを特徴とするソレノイドバルブの制御方法。
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