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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の油圧式係合装置のうちのいずれかが選択的に係合させられることで複数の変速段
のうちの１つが択一的に成立させられる自動変速機と、該複数の油圧式係合装置を係合す
るための油圧をそれぞれ出力する複数の電磁弁装置とを備えた車両用自動変速機の油圧制
御回路であって、
　該複数の電磁弁装置のいずれからも油圧が出力されていないオールフェール状態に基づ
いて所定の元圧を第１油圧式係合装置へ第１油圧として出力するフェール側位置へ弁作動
状態を切り換えられるオールフェール検知切換弁装置と、
　前記オールフェール状態となる前の車両状態に基づいて車両の非走行状態を示す非走行
位置から車両の走行状態を示す走行位置へ切り換えられてそれを維持し、該非走行位置或
いは走行位置に応じて第２油圧式係合装置或いは第３油圧式係合装置へ択一的に係合油圧
を供給する作動状態記憶弁と
　を、含み、
　前記オールフェール検知切換弁装置は、オールフェール検知弁と切換弁とを備え、前記
複数の電磁弁装置のいずれからも油圧が出力されていない状態において、
　該オールフェール検知弁は、前記第１油圧を前記作動状態記憶弁と該切換弁とに出力し
、
　該切換弁は、該第１油圧が入力したときに該第１油圧を前記第１油圧式係合装置に供給
する一方、該第１油圧が入力されていないときに前記作動状態記憶弁から前記第３油圧式
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係合装置へ供給される係合油圧を遮断するものであり、
　前記作動状態記憶弁は、該第１油圧或いは前記所定の元圧を前記非走行位置或いは走行
位置に応じて、前記第２油圧式係合装置或いは前記第３油圧式係合装置へ択一的に供給す
るものである
　ことを特徴とする車両用自動変速機の油圧制御回路。
【請求項２】
　複数の油圧式係合装置のうちのいずれかが選択的に係合させられることで複数の変速段
のうちの１つが択一的に成立させられる自動変速機と、該複数の油圧式係合装置を係合す
るための油圧をそれぞれ出力する複数の電磁弁装置とを備えた車両用自動変速機の油圧制
御回路であって、
　最低速ギヤ段を含む低中速側ギヤ段を成立させる場合に油圧を出力する第１電磁弁装置
と、
　最高速ギヤ段を含む高速側ギヤ段を成立させる場合に油圧を出力する第２電磁弁装置と
、
　該第１電磁弁装置からの出力油圧によって所定の元圧を、低中速側ギヤ段を成立させる
係合油圧を供給するための第１油路へ出力する弁作動状態に切り換えられてその状態を維
持し、該第２電磁弁装置からの出力油圧によって前記所定の元圧を、高速側ギヤ段を成立
させる係合油圧を供給するための第２油路へ出力する弁作動状態に切り換えられてその状
態を維持することにより、フェールにより該第１電磁弁装置或いは該第２電磁弁装置から
油圧が出力されなくなった時にその弁作動状態を記憶する第１切換弁と、
　該複数の電磁弁装置のいずれからも油圧が出力されていないオールフェール状態である
ことを、該第１電磁弁装置および該第２電磁弁装置のうちの一方とそれ等を除く他の複数
の電磁弁装置とから油圧が出力されていないことで検知可能とし、該検知した時には前記
所定の元圧を第１油圧式係合装置に供給し、且つ該第１油路の油圧と該第２油路の油圧と
をそれぞれ第２油圧式係合装置と第３油圧式係合装置とに供給するように弁作動状態を遮
断状態から供給状態へと切り換える第２切換弁と
　を、含むことを特徴とする車両用自動変速機の油圧制御回路。
【請求項３】
　前記第１油圧式係合装置と前記第２油圧式係合装置とが係合することで低中速側ギヤ段
が成立し、
　前記第１油圧式係合装置と前記第３油圧式係合装置とが係合することで高速側ギヤ段が
成立するものである請求項１又は２の車両用自動変速機の油圧制御回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の油圧式係合装置のうちのいずれかが選択的に係合させられることで複
数の変速段のうちの１つが択一的に成立させられる自動変速機を備えた車両に関し、特に
、複数の電磁弁装置によってその複数の油圧式係合装置を係合するための油圧が出力され
る自動変速機の油圧制御回路において、その油圧が電磁弁装置から出力されていない所謂
オフフェール時であっても車両の走行が可能となる車両用自動変速機の制御におけるフェ
ールセーフの技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　自動変速機の複数の変速段のうちの１つが択一的に成立させられるために、複数の油圧
式係合装置のうちのいずれかが選択的に係合させられるための油圧をその油圧式係合装置
に出力する車両が知られている。たとえば、その油圧を油圧式係合装置に直接出力する複
数の電磁弁装置が備えられている車両では、この電磁弁装置はたとえば電子制御装置から
の出力信号によって自動変速機の変速すべき変速段が成立するための油圧式係合装置を係
合するための油圧を出力するよう制御される。よって何らかの原因たとえば断線、コネク
タの離脱等によって電子制御装置からの出力信号が電磁弁装置に届かないような場合には
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、その電磁弁装置からの油圧が出力されなくてその油圧式係合装置を係合することができ
ないため自動変速機の変速段が成立させられなくて車両の走行ができなくなる可能性があ
った。
【０００３】
　そこで、電磁弁装置からの油圧が出力されない所謂オフフェール状態となった場合に、
車両の走行が可能となるように自動変速機の油圧式係合装置を係合させる技術が提案され
ている。たとえば、特許文献１に示すように電磁弁装置からの油圧が出力されない所謂オ
フフェール状態となって所定の変速段が成立させられない場合には、電磁弁装置からの油
圧を油圧式係合装置に供給する油路とは別に、たとえば自動変速機の油圧制御回路の元圧
であるライン圧が油圧式係合装置に供給されるような油圧制御回路の構成とすることで変
速段を成立させて車両の走行を可能とする技術が提案されている。
【特許文献１】特開平９－３０３５４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、そのオフフェール時の変速段は一種類の変速段が設定されているだけな
ので、その変速段の設定およびオフフェール時の車両状態によってはオフフェール後の車
両の走行が適切に行われない可能性があった。たとえば、高速走行時にオフフェールした
場合にオフフェール時の変速段の設定が第３速ギヤ段のような低中速側ギヤ段であるとエ
ンジン回転速度が過回転領域を越えるほど上昇したり、停車時にオフフェールした場合に
オフフェール時の変速段の設定が第５速ギヤ段のような高速側ギヤ段であると発進時の駆
動力が不足する可能性があった。特に、自動変速機の変速段数が多い車両ほど上記課題が
顕著であった。
【０００５】
　本発明は、以上の事情を背景として為されたものであり、その目的とするところは、自
動変速機の複数の変速段のうちの１つが択一的に成立させられるために複数の油圧式係合
装置のうちのいずれかが選択的に係合させられるための油圧をその油圧式係合装置に出力
する複数の電磁弁装置が備えられている車両において、その電磁弁装置から油圧が出力さ
れない所謂オフフェール時に車両状態に応じた変速段を設定することでオフフェール後の
車両の走行が適切に行われるように車両用自動変速機の変速を制御する油圧制御回路を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　かかる目的を達成するための第１発明の要旨とするところは、複数の油圧式係合装置の
うちのいずれかが選択的に係合させられることで複数の変速段のうちの１つが択一的に成
立させられる自動変速機と、その複数の油圧式係合装置を係合するための油圧をそれぞれ
出力する複数の電磁弁装置とを備えた車両用自動変速機の油圧制御回路であって、(a) そ
の複数の電磁弁装置のいずれからも油圧が出力されていないオールフェール状態に基づい
て所定の元圧を第１油圧式係合装置へ第１油圧として出力するフェール側位置へ弁作動状
態を切り換えられるオールフェール検知切換弁装置と、(b) 前記オールフェール状態とな
る前の車両状態に基づいて車両の非走行状態を示す非走行位置から車両の走行状態を示す
走行位置へ切り換えられてそれを維持し、その非走行位置或いは走行位置に応じて第２油
圧式係合装置或いは第３油圧式係合装置へ択一的に係合油圧を供給する作動状態記憶弁と
を、含み、(c) 前記オールフェール検知切換弁装置は、オールフェール検知弁と切換弁と
を備え、前記複数の電磁弁装置のいずれからも油圧が出力されていない状態において、(d
) そのオールフェール検知弁は、前記第１油圧を前記作動状態記憶弁とその切換弁とに出
力し、(e) その切換弁は、その第１油圧が入力したときにその第１油圧を前記第１油圧式
係合装置に供給する一方、その第１油圧が入力されていないときに前記作動状態記憶弁か
ら前記第３油圧式係合装置へ供給される係合油圧を遮断するものであり、(f) 前記作動状
態記憶弁は、その第１油圧或いは前記所定の元圧を前記非走行位置或いは走行位置に応じ
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て、前記第２油圧式係合装置或いは前記第３油圧式係合装置へ択一的に供給するものであ
ることを特徴とするものである。
【０００８】
　前記目的を達成するための第２発明の要旨とするところは、複数の油圧式係合装置のう
ちのいずれかが選択的に係合させられることで複数の変速段のうちの１つが択一的に成立
させられる自動変速機と、その複数の油圧式係合装置を係合するための油圧をそれぞれ出
力する複数の電磁弁装置とを備えた車両用自動変速機の油圧制御回路であって、(a) 最低
速ギヤ段を含む低中速側ギヤ段を成立させる場合に油圧を出力する第１電磁弁装置と、(b
) 最高速ギヤ段を含む高速側ギヤ段を成立させる場合に油圧を出力する第２電磁弁装置と
、(c) その第１電磁弁装置からの出力油圧によって所定の元圧を、低中速側ギヤ段を成立
させる係合油圧を供給するための第１油路へ出力する弁作動状態に切り換えられてその状
態を維持し、その第２電磁弁装置からの出力油圧によって前記所定の元圧を、高速側ギヤ
段を成立させる係合油圧を供給するための第２油路へ出力する弁作動状態に切り換えられ
てその状態を維持することにより、フェールによりその第１電磁弁装置或いはその第２電
磁弁装置から油圧が出力されなくなった時にその弁作動状態を記憶する第１切換弁と、(d
) その複数の電磁弁装置のいずれからも油圧が出力されていないオールフェール状態であ
ることを、その第１電磁弁装置およびその第２電磁弁装置のうちの一方とそれ等を除く他
の複数の電磁弁装置とから油圧が出力されていないことで検知可能とし、その検知した時
には前記所定の元圧を第１油圧式係合装置に供給し、且つその第１油路の油圧とその第２
油路の油圧とをそれぞれ第２油圧式係合装置と第３油圧式係合装置とに供給するように弁
作動状態を遮断状態から供給状態へと切り換える第２切換弁とを、含むことにある。
【０００９】
　第３発明は、第１発明又は第２発明の車両用自動変速機の油圧制御回路において、(a) 
前記第１油圧式係合装置と前記第２油圧式係合装置とが係合することで低中速側ギヤ段が
成立し、(b) 前記第１油圧式係合装置と前記第３油圧式係合装置とが係合することで高速
側ギヤ段が成立するものである。
【発明の効果】
【００１０】
　第１発明の車両用自動変速機の油圧制御回路では、オールフェール検知切換弁装置によ
って複数の電磁弁装置のいずれからも油圧が出力されていないオールフェール状態すなわ
ち電磁弁装置のオフフェールが検知されたときに所定の元圧が第１油圧式係合装置へ第１
油圧として出力されるようにフェール側位置へ弁作動状態が切り換えられて、第１油圧式
係合装置が係合される。さらに、作動状態記憶弁によってオールフェール状態すなわち電
磁弁装置のオフフェールとなる前の車両状態に基づいて車両の非走行状態を示す非走行位
置から車両の走行状態を示す走行位置へ切り換えられてそれが維持される、すなわち電磁
弁装置のオフフェール時の車両状態が走行前（イグニッションオン前）であれば非走行位
置に走行中であれば走行位置に切換え状態が維持され、その非走行位置或いは走行位置に
応じて第２油圧式係合装置或いは第３油圧式係合装置へ択一的に係合油圧が供給されて、
第２油圧式係合装置或いは第３油圧式係合装置が択一的に係合される。従って、電磁弁装
置のオフフェール時の車両状態に応じて第１油圧式係合装置と択一的に係合される第２油
圧式係合装置或いは第３油圧式係合装置とで２段階の変速段が設定されることになる。さ
らに、オフフェール時に第１油圧式係合装置へ係合油圧を出力しつつ、オフフェール時で
ない場合には作動状態記憶弁から第３油圧式係合装置への係合油圧の供給を遮断する切換
弁を有することで、簡単な構成で油圧供給停止における２段階の変速段を好適に成立させ
ることができる。たとえば、オフフェール時に走行前であれば第１油圧式係合装置と第２
油圧式係合装置とを係合させて低中速側ギヤ段が成立するように或いはオフフェール時に
走行中であれば第１油圧式係合装置と第３油圧式係合装置とを係合させて高速側ギヤ段が
成立するように設定されると、車両走行時のオフフェール時に低中速側ギヤ段とされてエ
ンジン回転速度が過回転領域を越えるほど上昇したり或いは発進前のオフフェール時に高
速側ギヤ段とされて駆動力が不足したりする可能性が回避されて、オフフェール後の車両
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の走行が適切に行われる。
【００１２】
　第２発明の車両用自動変速機の油圧制御回路では、第１切換弁によって最低速ギヤ段を
含む低中速側ギヤ段を成立させる場合に油圧を出力する第１電磁弁装置からの出力油圧に
よって所定の元圧が、低中速側ギヤ段を成立させる係合油圧を供給するための第１油路へ
出力される弁作動状態に切り換えられてその状態が維持され、最高速ギヤ段を含む高速側
ギヤ段を成立させる場合に油圧を出力する第２電磁弁装置からの出力油圧によって所定の
元圧が、高速側ギヤ段を成立させる係合油圧を供給するための第２油路へ出力される弁作
動状態に切り換えられてその状態が維持されることにより、フェールによりその第１電磁
弁装置或いはその第２電磁弁装置から油圧が出力されなくなった時点のその弁作動状態が
記憶すなわち維持される。さらに複数の電磁弁装置のいずれからも油圧が出力されていな
いオールフェール状態すなわち電磁弁装置のオフフェールを、第１電磁弁装置および第２
電磁弁装置のうちの一方とそれ等を除く他の複数の電磁弁装置とから油圧が出力されてい
ないことで検知可能とした第２切換弁によって、その電磁弁装置のオフフェール時には所
定の元圧が第１油圧式係合装置に供給され、且つ第１油路の油圧と第２油路の油圧とがそ
れぞれ第２油圧式係合装置と第３油圧式係合装置とに供給されるように弁作動状態が遮断
状態から供給状態へと切り換えられる。従って、電磁弁装置のオフフェール時には第１油
圧式係合装置が係合され且つ第１切換弁によって記憶されている弁作動状態に従って所定
の元圧が出力される第１油路或いは第２油路からの油圧によって第２油圧式係合装置或い
は第３油圧式係合装置が係合されるので、自動変速機の変速段が２段階設定されることに
なる。すなわち、車両の走行状態が第１電磁弁装置から油圧が出力されている低中速側ギ
ヤ段であった場合には、オフフェール時には第１油圧式係合装置と第２油圧式係合装置と
が係合され、車両の走行状態が第２電磁弁装置から油圧が出力されている高速側ギヤ段で
あった場合には、オフフェール時には第１油圧式係合装置と第３油圧式係合装置とが係合
される。たとえば、第１油圧式係合装置と第２油圧式係合装置とが係合することで低中速
側ギヤ段が成立し、第１油圧式係合装置と第３油圧式係合装置とが係合することで高速側
ギヤ段が成立するように設定されると、高速側ギヤ段での走行時のオフフェール時に低中
速側ギヤ段とされてエンジン回転速度が過回転領域を越えるほど上昇したり或いは低中速
側ギヤ段での走行時のオフフェール時に高速側ギヤ段とされて駆動力が不足したりするこ
とが回避されて、オフフェール後の車両の走行が適切に行われる。
【００１３】
　第３発明では、たとえば第１発明においては、電磁弁装置のオフフェール時の車両の走
行状態が走行中であれば高速側ギヤ段が成立し、発進前であれば低中速側ギヤ段が成立す
るように設定できる。また、第２発明においては、電磁弁装置のオフフェール時の車両の
走行状態が高速側ギヤ段での走行中であれば高速側ギヤ段が成立し、低中速側ギヤ段での
走行中或いは発進前であれば低中速側ギヤ段が成立するように設定できる。この結果、オ
フフェール後の車両の走行が適切に行われる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の一実施例を図面を参照しつつ詳細に説明する。
【００１５】
　図１は、本発明が適用された車両用動力伝達装置１０の構成を説明する骨子図である。
この車両用動力伝達装置１０は横置き型自動変速機１６を有するものであって、ＦＦ（フ
ロントエンジン・フロントドライブ）型車両に好適に採用されるものであり、走行用の駆
動力源としてエンジン１２を備えている。たとえば内燃機関にて構成されるエンジン１２
の出力は、流体伝動装置としてのトルクコンバータ１４、自動変速機１６、図示しない差
動歯車装置、一対の車軸などを介して左右の駆動輪へ伝達されるようになっている。
【００１６】
　上記トルクコンバータ１４は、エンジン１２のクランク軸１８に連結されたポンプ翼車
２０、自動変速機１６の入力軸２２に連結されたタービン翼車２４、および一方向クラッ
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チ２８を介して変速機ケース３６に連結された固定翼車３０を備えており、流体を介して
動力伝達を行うようになっている。また、それ等のポンプ翼車２０およびタービン翼車２
４の間にはロックアップクラッチ２６が設けられており、係合側油室３２内の油圧と解放
側油室３４内の油圧との差圧ΔＰにより摩擦係合させられる油圧式摩擦クラッチであり、
それが完全係合させられることにより、ポンプ翼車２０およびタービン翼車２４は一体回
転させられる。また、所定のスリップ状態で係合するように差圧ΔＰすなわち係合トルク
がフィードバック制御されることにより、車両の駆動（パワーオン）時には例えば５０ｒ
ｐｍ程度の所定のスリップ量でタービン翼車２４をポンプ翼車２０に対して追従回転させ
る一方、車両の非駆動（パワーオフ）時には例えば－５０ｒｐｍ程度の所定のスリップ量
でポンプ翼車２０をタービン翼車２４に対して追従回転させられる。
【００１７】
　上記自動変速機１６は、シングルピニオン型の第１遊星歯車装置４０を主体として構成
されている第１変速部４１と、シングルピニオン型の第２遊星歯車装置４２およびダブル
ピニオン型の第３遊星歯車装置４４を主体として構成されている第２変速部４３とを同軸
線上に有し、入力軸２２の回転を変速して出力歯車４６から出力する。入力軸２２は入力
部材に相当するもので、エンジン等の走行用駆動源によって回転駆動されるトルクコンバ
ータのタービン軸などであり、出力歯車４６は出力部材に相当するものであり、カウンタ
軸を介して或いは直接的に差動歯車装置と噛み合い、左右の駆動輪を回転駆動する。なお
、この車両用自動変速機１６は中心線に対して略対称的に構成されており、図１では中心
線の下半分が省略されている。以下の実施例についても同様である。
【００１８】
　上記第１変速部４１を構成している第１遊星歯車装置４０は、サンギヤＳ１、キャリア
ＣＡ１、およびリングギヤＲ１の３つの回転要素を備えており、サンギヤＳ１が入力軸２
２に連結されて回転駆動されるとともにリングギヤＲ１が第３ブレーキＢ３を介して回転
不能に変速機ケース（ハウジング）３６に固定されることにより、キャリヤＣＡ１が中間
出力部材として入力軸２２に対して減速回転させられて出力する。また、第２変速部４３
を構成している第２遊星歯車装置４２および第３遊星歯車装置４４は、一部が互いに連結
されることによって４つの回転要素ＲＭ１～ＲＭ４が構成されており、具体的には、第３
遊星歯車装置４４のサンギヤＳ３によって第１回転要素ＲＭ１が構成され、第２遊星歯車
装置４２のリングギヤＲ２および第３遊星歯車装置４４のリングギヤＲ３が互いに連結さ
れて第２回転要素ＲＭ２が構成され、第２遊星歯車装置４２のキャリアＣＡ２および第３
遊星歯車装置４４のキャリアＣＡ３が互いに連結されて第３回転要素ＲＭ３が構成され、
第２遊星歯車装置４２のサンギヤＳ２によって第４回転要素ＲＭ４が構成されている。上
記第２遊星歯車装置４２および第３遊星歯車装置４４は、キャリアＣＡ２およびＣＡ３が
共通の部材にて構成されているとともに、リングギヤＲ２およびＲ３が共通の部材にて構
成されており、且つ第２遊星歯車装置４２のピニオンギヤが第３遊星歯車装置４４の第２
ピニオンギヤを兼ねているラビニヨ型の遊星歯車列とされている。
【００１９】
　上記第１回転要素ＲＭ１（サンギヤＳ３）は第１ブレーキＢ１によって選択的にケース
３６に連結されて回転停止させられ、第２回転要素ＲＭ２（リングギヤＲ２、Ｒ３）は第
２ブレーキＢ２によって選択的にケース３６に連結されて回転停止させられ、第４回転要
素ＲＭ４（サンギヤＳ２）は第１クラッチＣ１を介して選択的に前記入力軸２２に連結さ
れ、第２回転要素ＲＭ２（リングギヤＲ２、Ｒ３）は第２クラッチＣ２を介して選択的に
入力軸２２に連結され、第１回転要素ＲＭ１（サンギヤＳ３）は中間出力部材である第１
遊星歯車装置４０のキャリアＣＡ１に一体的に連結され、第３回転要素ＲＭ３（キャリア
ＣＡ２、ＣＡ３）は前記出力歯車４６に一体的に連結されて回転を出力するようになって
いる。第１ブレーキＢ１～第３ブレーキＢ３、第１クラッチＣ１、第２クラッチＣ２（以
下、特に区別しない場合は単にクラッチＣ、ブレーキＢという）は、多板式のクラッチや
ブレーキなど油圧アクチュエータによって係合制御される油圧式係合装置である油圧式摩
擦係合装置で、油圧制御回路９８（図３参照）の電磁弁装置としての電磁弁（ソレノイド
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弁）ＳＬ１～ＳＬ５を制御して出力される油圧によって直接的に制御され、図示しないマ
ニュアルバルブによって油圧回路が切り換えられる。
【００２０】
　図２の作動表は、上記各変速段とクラッチＣ１、Ｃ２、ブレーキＢ１～Ｂ３の作動状態
との関係をまとめたもので、「○」は係合を表している。このように、本実施例の車両用
自動変速機１６においては、３組の遊星歯車装置４０、４２、４４と２つのクラッチＣ１
、Ｃ２および３つのブレーキＢ１～Ｂ３を用いて前進６段の多段変速が達成されるため、
３つのクラッチおよび２つのブレーキを用いる場合に比較して、クラッチが少なくなった
分だけ重量やコスト、軸長が低減される。特に、第２変速部４３を構成しているシングル
ピニオン型の第２遊星歯車装置４２およびダブルピニオン型の第３遊星歯車装置４４はラ
ビニヨ型の遊星歯車列とされているため、部品点数や軸長が一層低減される。
【００２１】
　図３の油圧制御回路９８は、上記変速用の電磁弁ＳＬ１～ＳＬ５の他に、主にロックア
ップ油圧すなわち前記係合側油室３２内の油圧と解放側油室３４内の油圧との差圧ΔＰを
制御するリニアソレノイド弁ＳＬＵ、主に油圧制御回路９８内の各部に供給されるライン
油圧ＰLを制御するリニアソレノイド弁ＳＬＴを備えており、油圧制御回路９８内の作動
油は、ロックアップクラッチ２６へも供給されるとともに、自動変速機１６等の各部の潤
滑にも使用される。上記自動変速機１６の各油圧式摩擦係合装置およびロックアップクラ
ッチ２６は、エンジン１２に機械的に連結されてエンジン回転速度に同期してエンジン１
２により直接回転駆動されるオイルポンプ８８から発生する油圧を元圧として油圧制御回
路９８により制御される。
【００２２】
　図３は、図１のエンジン１２や自動変速機１６などを制御するために車両に設けられた
制御系統を説明するブロック線図で、アクセルペダル５０の操作量であるアクセル開度Ａ
ccがアクセル開度センサ５１により検出されるようになっている。アクセルペダル５０は
、運転者の出力要求量に応じて大きく踏み込み操作されるもので、アクセル操作部材に相
当し、アクセル開度Ａccは出力要求量に相当する。エンジン１２の吸気配管には、スロッ
トルアクチュエータ５４によってアクセル開度Ａccに応じた開き角すなわちスロットル開
度θTHとされる電子スロットル弁５６が設けられている。また、アイドル回転速度制御の
ために上記電子スロットル弁５６をバイパスさせるバイパス通路５２には、エンジン１２
のアイドル回転速度ＮEIDLを制御するために電子スロットル弁５６の全閉時の吸気量を制
御するＩＳＣ（アイドル回転速度制御）バルブ５３が設けられている。この他、エンジン
１２の回転速度ＮEを検出するためのエンジン回転速度センサ５８、エンジン１２の吸入
空気量Ｑを検出するための吸入空気量センサ６０、吸入空気の温度ＴAを検出するための
吸入空気温度センサ６２、上記電子スロットル弁５６の全閉状態（アイドル状態）および
そのスロットル開度θTHを検出するためのアイドルスイッチ付スロットルセンサ６４、車
速Ｖ（出力軸４６の回転速度ＮOUTに対応）を検出するための車速センサ６６、エンジン
１２の冷却水温ＴWを検出するための冷却水温センサ６８、常用ブレーキであるフットブ
レーキの操作の有無を検出するためのブレーキスイッチ７０、シフトレバー７２のレバー
ポジション（操作位置）ＰSHを検出するためのレバーポジションセンサ７４、タービン回
転速度ＮT（＝入力軸２２の回転速度ＮIN）を検出するためのタービン回転速度センサ７
６、油圧制御回路９８内の作動油の温度であるＡＴ油温ＴOILを検出するためのＡＴ油温
センサ７８、アップシフトスイッチ８０、ダウンシフトスイッチ８２などが設けられてお
り、それらのセンサやスイッチから、エンジン回転速度ＮE、吸入空気量Ｑ、吸入空気温
度ＴA、スロットル開度θTH、車速Ｖ、エンジン冷却水温ＴW、ブレーキ操作の有無、シフ
トレバー７２のレバーポジションＰSH、タービン回転速度ＮT、ＡＴ油温ＴOIL、変速レン
ジのアップ指令ＲUP、ダウン指令ＲDN、などを表す信号が電子制御装置９０に供給される
ようになっている。また、フットブレーキの操作時に車輪がロック（スリップ）しないよ
うにブレーキ力を制御するＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム）８４に接続され、ブ
レーキ力に対応するブレーキ油圧等に関する情報が供給されるとともに、エアコン８６か



(8) JP 4206852 B2 2009.1.14

10

20

30

40

50

ら作動の有無を表す信号が供給されるようになっている。
【００２３】
　電子制御装置９０は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、入出力インターフェース等を備えた所
謂マイクロコンピュータを含んで構成されており、ＣＰＵはＲＡＭの一時記憶機能を利用
しつつ予めＲＯＭに記憶されたプログラムに従って信号処理を行うことにより、エンジン
１２の出力制御や自動変速機１６の変速制御、ロックアップクラッチ２６のロックアップ
クラッチ制御などを実行するようになっており、必要に応じてエンジン制御用と油圧制御
用とに分けて構成される。
【００２４】
　また、前記自動変速機１６の変速制御については、図３に示すシフトレバー７２のレバ
ーポジションＰSHに応じて、例えば図４に示す予め記憶された変速線図（変速マップ）か
ら実際のスロットル開度θＴＨおよび車速Ｖに基づいて自動変速機１６の変速すべきギヤ
段を決定しすなわち現在のギヤ段から変速先のギヤ段への変速判断を実行し、その決定さ
れたギヤ段への変速作動を開始させる変速出力を実行する。シフトレバー７２は運転席の
近傍に配設され、たとえば４つのレバーポジション「Ｒ（リバース）」、「Ｎ（ニュート
ラル）」、「Ｄ（ドライブ）」、または「Ｐ（パーキング）」へ手動操作されるようにな
っている。「Ｒ」ポジションは後進走行位置で、「Ｎ」ポジションは動力伝達遮断位置で
、「Ｄ」ポジションは自動変速による前進走行位置であり、シフトレバー７２がどのレバ
ーポジションへ操作されているかが前記レバーポジションセンサ７４によって検出される
。また、シフトレバー７２にケーブルやリンクなどを介して連結されたマニュアルバルブ
がシフトレバー７２の前後操作に伴って機械的に作動させられることにより、油圧回路が
切り換えられるようになっている。また、シフトレバー７２のレバーポジションＰSHが「
Ｄ」ポジションに位置させられると、そのマニュアルバルブを介してライン油圧ＰLを元
圧としてＤレンジ圧ＰDが油圧制御回路９８内の各部に供給される。
【００２５】
　また、前進走行位置である「Ｄ」ポジションへ操作された場合は、同じくシフトレバー
７２の操作に従ってマニュアルバルブにより油圧回路が切り換えられることにより前進用
回路が機械的に成立させられ、前進変速段である第１速ギヤ段「１ｓｔ」～第６速ギヤ段
「６ｔｈ」で変速しながら前進走行することが可能となる。シフトレバー７２が「Ｄ」ポ
ジションへ操作された場合は、そのことをレバーポジションセンサ７４の信号から判断し
て自動変速モードを成立させ、第１速ギヤ段「１ｓｔ」～第６速ギヤ段「６ｔｈ」の総て
の前進変速段を用いて変速制御を行う。すなわち、駆動力変化などの変速ショックが発生
したり摩擦材の耐久性が損なわれたりすることがないように、前記電磁弁ＳＬ１～ＳＬ５
をそれぞれ制御することにより、油圧制御回路９８を切り換えて第１速ギヤ段「１ｓｔ」
～第６速ギヤ段「６ｔｈ」の何れかの前進変速段を成立させるのである。本実施例の油圧
制御回路９８では、電磁弁ＳＬ１～ＳＬ５から出力される油圧がそれぞれ順にクラッチＣ
１、Ｃ２、ブレーキＢ１～Ｂ３を直接制御する構成とされている。たとえば、図２の作動
表に示すように第１速ギヤ段を成立させるために電子制御装置９０から出力される駆動デ
ューティ比Ｄの駆動電流Ｉに従ってクラッチＣ１を電磁弁ＳＬ１によっておよびブレーキ
Ｂ２を電磁弁ＳＬ４によって出力される油圧で係合制御されることになる。図４の実線は
アップシフト線で、破線はダウンシフト線であり、車速Ｖが低くなったりスロットル弁開
度θＴＨが大きくなったりするに従って、変速比（＝入力回転速度ＮＩＮ／出力回転速度
ＮＯＵＴ）が大きい低速側のギヤ段に切り換えられるようになっており、図中の「１」～
「６」は第１速ギヤ段「１ｓｔ」～第６速ギヤ段「６ｔｈ」を意味している。
【００２６】
　図５は電磁弁ＳＬ１～ＳＬ５のいずれからも油圧が出力されないオールフェール状態所
謂電磁弁のオフフェール状態となったときに、所定の変速段を成立させて車両の走行が可
能となるようにする所謂車両走行のためのフェールセーフ機能を持つための一例である油
圧制御回路１００を示した図である。この油圧制御回路１００は油圧制御回路９８におけ
るフェールセーフ機能の主要部分であり、オールフェール検知弁１０２と作動状態記憶弁
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１０４と切換弁１０６とを備えている。このオールフェール検知弁１０２と切換弁１０６
とはオールフェール検知切換弁装置として機能するものである。図中のＰSL1乃至ＰSL5は
電磁弁ＳＬ１乃至ＳＬ５から出力される油圧である制御圧ＰSL1乃至ＰSL5である。
【００２７】
　オールフェール検知弁１０２は、スプール弁子１０８と、スプール弁子１０８の一方の
軸端側に設けられそのスプール弁子１０８をフェール側位置へ向かう推力を付与するスプ
リング１１０と、スプール弁子１０８の他方の軸端側に当接してスプール弁子１０８を正
常側の位置に向かう推力を付与するスプール弁子１１２と、スプール弁子１１２に当接し
てスプール弁子１０８を正常側の位置に向かう推力を付与するスプール弁子１１４と、ス
プール弁子１１４に当接してスプール弁子１０８を正常側の位置に向かう推力を付与する
スプール弁子１１６と、スプール弁子１１６に当接してスプール弁子１０８を正常側の位
置に向かう推力を付与するスプール弁子１１８と、スプール弁子１０８を正常側の位置へ
付勢するために制御圧ＰSL2乃至ＰSL5を受け入れる油室１２０、油室１２２、油室１２４
、油室１２６とを備えている。
【００２８】
　従って、オールフェール検知弁１０２は電磁弁ＳＬ１～ＳＬ５のいずれからも制御圧Ｐ

SL1乃至ＰSL5が入力されない電磁弁のオフフェール状態となったときには、スプリング１
１０によってスプール弁子１０８が図５の中心線より右側に示すフェール側位置に付勢さ
れて、入力ポート１２８に供給された所定の元圧としてのＤレンジ圧ＰDが出力ポート１
３０から第１油圧ＰD1として出力される。言い換えれば第１油圧ＰD1は電磁弁のオフフェ
ール状態となったときに出力される油圧である。
【００２９】
　作動状態記憶弁１０４は、電磁弁ＳＬ１から制御圧ＰSL1が出力されているか或いは出
力されていたかに応じて弁作動状態を切り換えるものであり、スプール弁子１３２と、ス
プール弁子１３２の一方の軸端側に設けられそのスプール弁子１３２を車両の非走行状態
を示す非走行位置であるフェール側位置へ向かう推力を付与するスプリング１３４と、ス
プール弁子１３２の他方の軸端側に設けられそのスプール弁子１３２を車両の走行状態を
示す走行位置である正常側の位置へ付勢するために制御圧ＰSL1を受け入れる油室１３６
と、スプール弁子１３２の他方の軸端側付近に設けられそのスプール弁子１３２を正常側
の位置へ付勢するためにライン圧ＰLを受け入れる油室１３８とを備えている。
【００３０】
　従って、作動状態記憶弁１０４は制御圧ＰSL1が油室１３６に入力されるとスプール弁
子１３２が図５の中心線より左側に示す正常側位置に付勢される。この状態で電磁弁ＳＬ
１から制御圧ＰSL1が出力されなくなっても入力ポート１５２に供給されたライン圧ＰLが
迂回ポート１５４から油室１３８に入力されてスプール弁子１３２を正常側位置に付勢し
ているので、スプール弁子１３２は正常側位置に付勢され続ける。要するに、作動状態記
憶弁１０４は一旦制御圧ＰSL1が入力されると弁作動状態を正常側に維持することになり
、電磁弁のオフフェール状態となったときでもその弁作動状態を維持するすなわち記憶し
ていることになる。電磁弁ＳＬ１からの制御圧ＰSL1は図２の作動表に示すとおりＤレン
ジでの第１速ギヤ段乃至第４速ギヤ段を成立させる２つの油圧式係合装置の一方であるク
ラッチＣ１を係合するために出力されるので、作動状態記憶弁１０４は、電磁弁のオフフ
ェール状態となる前の車両状態すなわち車両のイグニッションオン（エンジン始動）後の
Ｎ→Ｄレンジ切換え時に第１速ギヤ段を成立させるための一方の制御圧ＰSL1の入力に基
づいて弁作動状態をフェール側から正常側に切り換えて、その後車両走行中は電磁弁のオ
フフェール状態となったとしてもイグニッションオフとされるまでその弁作動状態を維持
しているすなわち記憶している。しかし、作動状態記憶弁１０４は、電磁弁のオフフェー
ル状態となっているときの車両のイグニッションオン（エンジン始動）後のＮ→Ｄレンジ
切換え時には制御圧ＰSL1が入力されてないので、弁作動状態はフェール側に切り換えら
れたままである。
【００３１】
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　切換弁１０６は、スプール弁子１４０と、スプール弁子１４０の一方の軸端側に設けら
れそのスプール弁子１４０を正常側位置へ向かう推力を付与するスプリング１４２と、そ
のスプリング１４２を収容し且つスプール弁子１４０を正常側の位置へ付勢するために制
御圧ＰSL1を受け入れる油室１４４と、スプール弁子１４０の他方の軸端側に設けられそ
のスプール弁子１４０をフェール側位置へ付勢するために第１油圧ＰD1を受け入れる油室
１４６とを備えている。
【００３２】
　従って、切換弁１０６は電磁弁のオフフェール状態となって第１油圧ＰD1が出力される
と、その第１油圧ＰD1が油室１４６に入力されスプール弁子１４０が図５の中心線より左
側に示すフェール側位置に付勢される。要するに、切換弁１０６は電磁弁の正常時と電磁
弁のオフフェール時とで弁作動状態を切り換えることで、クラッチＣ２或いはブレーキＢ
３に供給される制御圧を切り換えることになる。
【００３３】
　以上のように構成された油圧制御回路１００が備えている電磁弁のオフフェール時に所
定の変速段を成立させて車両走行が可能となるフェールセーフ機能について、電磁弁の出
力油圧が正常時での変速制御の一例と併せて説明する。
【００３４】
　この図５の油圧制御回路１００では、電磁弁のオフフェール時のフェールセーフ機能と
して低中速側ギヤ段である第１速ギヤ段乃至第４速ギヤ段のうちで第３速ギヤ段および高
速側ギヤ段である第５速ギヤ段乃至第６速ギヤ段のうちで第５速ギヤ段の２種類の変速段
を車両状態に応じて成立させるための一実施例を示しており、図２の作動表に示すとおり
クラッチＣ１およびブレーキＢ３を係合させて第３速ギヤ段を或いはクラッチＣ２および
ブレーキＢ３を係合させて第５速ギヤ段を成立させる油圧回路の構成となっている。
【００３５】
　正常時の変速制御では、第３速ギヤ段を成立させるために第２油圧式係合装置としての
クラッチＣ１および第１油圧式係合装置としてのブレーキＢ３にそれぞれ対応する電磁弁
ＳＬＩおよびＳＬ５から制御圧ＰSL1およびＰSL5が出力される。オールフェール検知弁１
０２はその制御圧ＰSL1およびＰSL5が入力されると、スプール弁子１０８が図５の中心線
より左側に示す正常側位置に付勢されて、入力ポート１２８が閉じられて出力ポート１３
０から第１油圧ＰD1が出力されないとともに入力ポート１４８に供給された制御圧ＰSL1

が出力ポート１５０から出力される。上述したように制御圧ＰSL1が出力されると作動状
態記憶弁１０４は弁作動状態が正常側に切り換えられてその状態が維持される。出力ポー
ト１５０から出力された制御圧ＰSL1は入力ポート１５６に入力され供給ポート１５８か
らクラッチＣ１に供給されてクラッチＣ１が係合される。これと同時に、弁作動状態が正
常側に切り換えられている切換弁１０６の入力ポート１６０に入力された制御圧ＰSL5が
供給ポート１６２からブレーキＢ３に供給されてブレーキＢ３が係合される。これによっ
て、第３速ギヤ段が成立させられる。
【００３６】
　また、正常時の第５速ギヤ段を成立させるために第３油圧式係合装置としてのクラッチ
Ｃ２および第１油圧式係合装置としてのブレーキＢ３にそれぞれ対応する電磁弁ＳＬ２お
よびＳＬ５から制御圧ＰSL2およびＰSL5が出力される。制御圧ＰSL5が弁作動状態が正常
側に切り換えられている切換弁１０６の入力ポート１６０に入力され供給ポート１６２か
らブレーキＢ３に供給されてブレーキＢ３が係合されると同時に制御圧ＰSL2が入力ポー
ト１６４に入力され供給ポート１６６からクラッチＣ２に供給されてクラッチＣ２が係合
される。これによって、第５速ギヤ段が成立させられる。
【００３７】
　次に、電磁弁のオフフェール時のフェールセーフ機能の作動を電磁弁のオフフェールが
発生した時点の車両状態別に説明する。この実施例ではその車両状態をイグニッションオ
ン後のＮ→Ｄレンジ切換え時（イグニッションオン前に既に電磁弁がオフフェールである
場合も含む）と車両走行時とに分けることとする。まず、イグニッションオン後のＮ→Ｄ
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レンジ切換え時では、上述したようにオールフェール検知弁１０２、作動状態記憶弁１０
４、切換弁１０６のそれぞれの弁作動状態はフェール側に切り換えられている。この状態
で、作動状態記憶弁１０４の入力ポート１６８に入力された所定の元圧としてのＤレンジ
圧ＰDが供給ポート１５８からクラッチＣ１に供給されてクラッチＣ１が係合される。こ
れと同時に出力ポート１３０から出力された前記第１油圧ＰD1が切換弁１０６の入力ポー
ト１７０に入力され供給ポート１６２からブレーキＢ３に供給されてブレーキＢ３が係合
される。これによって、第３速ギヤ段が成立させられて車両の発進が可能となる。この第
３速ギヤ段は６速で構成される変速段の低中速側ギヤ段であるので、高速側ギヤ段に比較
して駆動力が大きくてより速やかに発進が可能となる。
【００３８】
　次に、車両走行時では、上述したようにオールフェール検知弁１０２、切換弁１０６の
それぞれの弁作動状態はフェール側に切り換えられているが、作動状態記憶弁１０４は一
旦正常に走行しているのでその弁作動状態は正常側への切換えが維持されている。この状
態で、出力ポート１３０から出力された前記第１油圧ＰD1が作動状態記憶弁１０４の入力
ポート１７２に入力され出力ポート１７４を経てさらに切換弁１０６の入力ポート１７６
に入力され供給ポート１６６からクラッチＣ２に供給されてクラッチＣ２が係合される。
これと同時に第１油圧ＰD1が切換弁１０６の入力ポート１７０に入力され供給ポート１６
２からブレーキＢ３に供給されてブレーキＢ３が係合される。これによって、第５速ギヤ
段が成立させられて車両走行を継続することが可能となる。この第５速ギヤ段は６速で構
成される変速段の高速側ギヤ段であるので、高速走行中であっても低中速側ギヤ段に比較
してエンジン回転速度ＮＥが低回転となりエンジン回転速度ＮＥが過回転領域を越えるほ
ど上昇することが回避できて速やかに車両走行の継続が可能となる。
【００３９】
　この結果、油圧制御回路１００に備えられたオールフェール検知弁１０２、作動状態記
憶弁１０４、切換弁１０６の３つの弁による電磁弁のオフフェール時のフェールセーフ機
能によって、所定の変速段として２段階の変速段すなわちオフフェール時の車両状態が発
進前であれば低中速側ギヤ段が或いは走行中であれば高速側ギヤ段が成立させられて発進
或いは走行の継続が適切に行われる。
【００４０】
　つぎに、図６に油圧制御回路１００に替えて用いられる他の実施例を示す。なお、以下
の説明において前述の実施例と共通する部分には同一の符号を付して説明を省略する。
【００４１】
　図６に示す油圧制御回路２００は、第１切換弁２０２と第２切換弁２０４とを備えてお
り、油圧制御回路１００との大きな違いは、この油圧制御回路２００は弁が２つで構成さ
れている点、また電磁弁のオフフェールが発生した時点の車両状態は車両走行時であって
さらに低中速側ギヤ段での走行中と高速側ギヤ段での走行中とで分けた点である。
【００４２】
　第１切換弁２０２は、スプール弁子２０６と、スプール弁子２０６の一方の軸端側に設
けられそのスプール弁子２０６を（１～４）側位置へ向かう推力を付与するスプリング２
０８と、そのスプリング２０８を収容し且つスプール弁子２０６を（１～４）側の位置へ
付勢するために制御圧ＰSL1を受け入れる油室２１０と、スプール弁子２０６の他方の軸
端側に設けられそのスプール弁子２０６を（５、６）側位置へ付勢するために制御圧ＰSL

2を受け入れる油室２１２とスプール弁子２０６の他方の軸端側付近に設けられそのスプ
ール弁子２０６を（５、６）側の位置へ付勢するために所定の元圧としてのＤレンジ圧Ｐ

Dを受け入れる油室２１４とを備えている。
【００４３】
　ここで、第１電磁弁装置としての電磁弁ＳＬ１からの制御圧ＰSL1は、図２の作動表に
示すとおりＤレンジでの最低速ギヤ段である第１速ギヤ段を含む低中速側ギヤ段としての
第１速ギヤ段乃至第４速ギヤ段を成立させる２つの油圧式係合装置の一方であるクラッチ
Ｃ１を係合するために出力されるものであり、また第２電磁弁装置としての電磁弁ＳＬ２
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からの制御圧ＰSL2は、図２の作動表に示すとおりＤレンジでの最高速ギヤ段である第６
速ギヤ段を含む高速側ギヤ段としての第５速ギヤ段乃至第６速ギヤ段或いは第４速ギヤ段
を成立させる２つの油圧式係合装置の一方であるクラッチＣ２を係合するために出力され
るものである。
【００４４】
　従って、第１切換弁２０２は、車両がＤレンジでの第１速ギヤ段乃至第４速ギヤ段で走
行中である場合には制御圧ＰSL1によって弁作動状態が（１～４）側の位置へ切り換えら
れて入力ポート２１６に供給された所定の元圧としてのＤレンジ圧ＰDが出力ポート２１
８から第１油路２２０に出力される。なお、第４速ギヤ段の場合には、第１切換弁２０２
に制御圧ＰSL1と制御圧ＰSL2とが入力されるが、スプリング２０８によってその弁作動状
態が（１～４）側の位置へ切り換えられている。この弁作動状態で電磁弁のオフフェール
状態となってもスプリング２０８によって第１切換弁２０２の弁作動状態は（１～４）側
の位置への切換えが維持されるすなわち記憶される。要するに、車両がＤレンジでの第１
速ギヤ段乃至第４速ギヤ段で走行中に電磁弁のオフフェール状態となっても第１切換弁２
０２の弁作動状態は（１～４）側の位置への切換えが維持されることになる。
【００４５】
　また、第１切換弁２０２は、車両がＤレンジでの第５速ギヤ段乃至第６速ギヤ段で走行
中である場合には制御圧ＰSL2によって弁作動状態が（５、６）側の位置へ切り換えられ
て入力ポート２１６に供給されたＤレンジ圧ＰDが出力ポート２２２から第２油路２２４
に出力されると同時に油室２１４に入力されてその弁作動状態の（５、６）側の位置への
切換えが維持されるすなわち記憶される。この状態は油室２１４に入力されたＤレンジ圧
ＰDが排出ポート２２６からドレンされるすなわち制御圧ＰSL1が第１切換弁２０２に入力
されて第１切換弁２０２の弁作動状態が（１～４）側の位置へ切り換えられるまで或いは
イグニッションオフとされるまで継続される。これによって、車両がＤレンジでの第５速
ギヤ段乃至第６速ギヤ段で走行中に電磁弁のオフフェール状態となっても第１切換弁２０
２の弁作動状態は（５、６）側の位置への切換えが維持されることになる。
【００４６】
　また、第１切換弁２０２は、入力ポート２２６に入力された制御圧ＰSL1および入力ポ
ート２２８に入力された制御圧ＰSL2のうちのいずれか一方を弁作動状態に応じて出力ポ
ート２３０から信号圧ＰSとして出力する。すなわち、車両がＤレンジでの第１速ギヤ段
乃至第４速ギヤ段で走行中である場合には制御圧ＰSL1を、車両がＤレンジでの第５速ギ
ヤ段乃至第６速ギヤ段で走行中である場合には制御圧ＰSL2を信号圧ＰSとして出力するこ
とになる。図２の作動表に示すとおり第１速ギヤ段乃至第６速ギヤ段のうちのいずれかの
変速段を成立させる場合、クラッチＣ１およびクラッチＣ２のいずれか一方すなわち制御
圧ＰSL1および制御圧ＰSL2のうちのいずれか一方が出力されている必要がある。従って、
電磁弁ＳＬ１～ＳＬ５のいずれからも制御圧ＰSL1乃至ＰSL5が出力されない電磁弁のオフ
フェール状態を判断する場合には、制御圧ＰSL1および制御圧ＰSL2についてはいずれか一
方の出力油圧である信号圧ＰSのみで判断できることになり、信号圧ＰSおよび制御圧ＰSL

3乃至ＰSL5が出力されないことで電磁弁のオフフェール状態を判断できることになる。
【００４７】
　第２切換弁２０４は、スプール弁子２３２と、スプール弁子２３２の一方の軸端側に設
けられそのスプール弁子２３２をフェール側位置へ向かう推力を付与するスプリング２３
４と、スプール弁子２３２の他方の軸端側に当接してスプール弁子２３２を正常側の位置
に向かう推力を付与するスプール弁子２３６と、スプール弁子２３６に当接してスプール
弁子２３２を正常側の位置に向かう推力を付与するスプール弁子２３８と、スプール弁子
２３８に当接してスプール弁子２３２を正常側の位置に向かう推力を付与するスプール弁
子２４０と、スプール弁子２３２を正常側の位置へ付勢するために信号圧ＰSおよび制御
圧ＰSL3乃至ＰSL5を受け入れる油室２４２、油室２４４、油室２４６、油室２４８とを備
えている。
【００４８】
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　従って、第２切換弁２０４は信号圧ＰSおよび制御圧ＰSL3乃至ＰSL5が入力されないと
きに弁作動状態をフェール側位置に切り換える。上述のように信号圧ＰSおよび制御圧ＰS

L3乃至ＰSL5で電磁弁のオフフェール状態を判断できるので、第２切換弁２０４は電磁弁
のオフフェール状態を検知していることになる。このことは、第２切換弁２０４は油圧制
御回路１００のオールフェール検知弁１０２に比較して１つ少ないスプール弁子で略同一
の機能を有することになり、弁全体の短縮が可能となって省スペースに効果がある。
【００４９】
　以上のように構成された油圧制御回路２００が備えている電磁弁のオフフェール時に所
定の変速段を成立させて車両走行が可能となるフェールセーフ機能について、電磁弁の出
力油圧が正常時での変速制御の一例と併せて説明する。
【００５０】
　この図６の油圧制御回路２００では、電磁弁のオフフェール時のフェールセーフ機能と
して低中速側ギヤ段のうちで第３速ギヤ段および高速側ギヤ段のうちで第５速ギヤ段の２
種類の変速段を車両状態に応じて成立させるための一実施例を示しており、図２の作動表
に示すとおりクラッチＣ１およびブレーキＢ３を係合させて第３速ギヤ段を或いはクラッ
チＣ２およびブレーキＢ３を係合させて第５速ギヤ段を成立させる油圧回路の構成となっ
ている。
【００５１】
　正常時の変速制御では、第３速ギヤ段を成立させるために第２油圧式係合装置としての
クラッチＣ１および第１油圧式係合装置としてのブレーキＢ３にそれぞれ対応する電磁弁
ＳＬＩおよびＳＬ５から制御圧ＰSL1およびＰSL5が出力される。制御圧ＰSL1は弁作動状
態が正常側に切り換えられている第２切換弁２０４の入力ポート２５０に入力され供給ポ
ート２５２からクラッチＣ１に供給されてクラッチＣ１が係合される。これと同時に、入
力ポート２５４に入力された制御圧ＰSL5が供給ポート２５６からブレーキＢ３に供給さ
れてブレーキＢ３が係合される。これによって、第３速ギヤ段が成立させられる。
【００５２】
　また、正常時の第５速ギヤ段を成立させるために第３油圧式係合装置としてのクラッチ
Ｃ２および第１油圧式係合装置としてのブレーキＢ３にそれぞれ対応する電磁弁ＳＬ２お
よびＳＬ５から制御圧ＰSL2およびＰSL5が出力される。制御圧ＰSL2は弁作動状態が正常
側に切り換えられている第２切換弁２０４の入力ポート２５８に入力され供給ポート２６
０からクラッチＣ２に供給されてクラッチＣ２が係合される。これと同時に、入力ポート
２５４に入力された制御圧ＰSL5が供給ポート２５６からブレーキＢ３に供給されてブレ
ーキＢ３が係合される。これによって、第５速ギヤ段が成立させられる。
【００５３】
　次に、電磁弁のオフフェール時のフェールセーフ機能の作動を電磁弁のオフフェールが
発生した時点の車両状態別に説明する。この実施例ではその車両状態を車両走行時であっ
てさらに低中速側ギヤ段での走行時と高速側ギヤ段での走行時とに分けることとする。ま
ず、低中速側ギヤ段での走行時では、上述したように第１切換弁２０２の弁作動状態は（
１～４）側に切り換えられ、第２切換弁２０４の弁作動状態はフェール側に切り換えられ
ている。この状態で、第１切換弁２０２の入力ポート２１６に入力された所定の元圧とし
てのＤレンジ圧ＰDが出力ポート２１８から第１油路２２０を経て弁作動状態がフェール
側に切り換えられている第２切換弁２０４の入力ポート２６２に入力され供給ポート２５
２からクラッチＣ１に供給されてクラッチＣ１が係合される。これと同時に、入力ポート
２６４に入力されたＤレンジ圧ＰDが供給ポート２５６からブレーキＢ３に供給されてブ
レーキＢ３が係合される。これによって、第３速ギヤ段が成立させられて車両走行を継続
することが可能となる。また、低中速側ギヤ段から第３速ギヤ段へのシフトになるので、
駆動力が不足することが回避でき速やかにシフトが実行されて車両走行の継続が可能とな
る。
【００５４】
　また、イグニッションオフの場合においても上述したように第１切換弁２０２の弁作動
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状態は（１～４）側に切り換えられるので、電磁弁のオフフェールが発生した時点がイグ
ニッションオン後のＮ→Ｄレンジ切換え時（イグニッションオン前に既に電磁弁がオフフ
ェールである場合も含む）でも上記低中速側ギヤ段での走行時同様に第３速ギヤ段が成立
させられて車両の発進が可能となる。この第３速ギヤ段は６速で構成される変速段の低中
速側ギヤ段であるので、高速側ギヤ段に比較して駆動力が大きくてより速やかに発進が可
能となる。
【００５５】
　次に、高速側ギヤ段での走行時では、上述したように第１切換弁２０２の弁作動状態は
（５、６）側に切り換えられ、第２切換弁２０４の弁作動状態はフェール側に切り換えら
れている。この状態で、第１切換弁２０２の入力ポート２１６に入力されたＤレンジ圧Ｐ

Dが出力ポート２２２から第２油路２２４を経て弁作動状態がフェール側に切り換えられ
ている第２切換弁２０４の入力ポート２６６に入力され供給ポート２６０からクラッチＣ
２に供給されてクラッチＣ２が係合される。これと同時に、入力ポート２６４に入力され
たＤレンジ圧ＰDが供給ポート２５６からブレーキＢ３に供給されてブレーキＢ３が係合
される。これによって、第５速ギヤ段が成立させられて車両走行を継続することが可能と
なる。また、高速側ギヤ段から第５速ギヤ段へのシフトになるので、高速走行中であって
も低中速側ギヤ段に比較してエンジン回転速度ＮＥが低回転となりエンジン回転速度ＮＥ

が過回転領域を越えるほど上昇することが回避できて速やかに車両走行の継続が可能とな
る。
【００５６】
　この結果、油圧制御回路２００に備えられた第１切換弁２０２、第２切換弁２０４の２
つの弁による電磁弁のオフフェール時のフェールセーフ機能によって、所定の変速段とし
て２段階の変速段すなわちオフフェール時の車両状態が発進前或いは低中速側ギヤ段での
走行中であれば低中速側ギヤ段が或いは高速側ギヤ段での走行中であれば高速側ギヤ段が
成立させられて発進或いは走行の継続が適切に行われる。また、油圧制御回路２００は油
圧制御回路１００に比較して少ない弁である２つの弁で略同一のフェールセーフ機能を有
することになり省スペースに効果がある。
【００５７】
　上述のように、本実施例によれば、オールフェール検知切換弁装置（オールフェール検
知弁１０２、切換弁１０６）によって複数の電磁弁（ＳＬ１～ＳＬ５）のいずれからも油
圧（制御圧ＰSL1乃至ＰSL5）が出力されていないオールフェール状態すなわち電磁弁のオ
フフェールが検知されたときに所定の元圧としてのＤレンジ圧ＰDが第１油圧式係合装置
（ブレーキＢ３）へ第１油圧D1として出力されるようにフェール側位置へ弁作動状態が切
り換えられて、第１油圧式係合装置が係合される。さらに、作動状態記憶弁１０４によっ
てオールフェール状態すなわち電磁弁のオフフェールとなる前の車両状態に基づいて車両
の非走行状態を示す非走行位置から車両の走行状態を示す走行位置へ切り換えられてそれ
が維持される、すなわち電磁弁のオフフェール時の車両状態が走行前（イグニッションオ
ン前）であれば非走行位置に走行中であれば走行位置に切換え状態が維持され、その非走
行位置或いは走行位置に応じて第２油圧式係合装置（クラッチＣ１）或いは第３油圧式係
合装置（クラッチＣ２）へ択一的に係合油圧が供給されて、第２油圧式係合装置或いは第
３油圧式係合装置が択一的に係合される。従って、電磁弁のオフフェール時の車両状態に
応じて第１油圧式係合装置と択一的に係合される第２油圧式係合装置或いは第３油圧式係
合装置とで２段階の変速段が設定されることになる。たとえば、オフフェール時に走行前
であれば第１油圧式係合装置と第２油圧式係合装置とを係合させて低中速側ギヤ段が成立
するように或いはオフフェール時に走行中であれば第１油圧式係合装置と第３油圧式係合
装置とを係合させて高速側ギヤ段が成立するように設定されると、車両走行時のオフフェ
ール時に低中速側ギヤ段とされてエンジン回転速度が過回転領域を越えるほど上昇したり
或いは発進前のオフフェール時に高速側ギヤ段とされて駆動力が不足したりする可能性が
回避されて、オフフェール後の車両の走行が適切に行われる。
【００５８】
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　また、本実施例によれば、前記オールフェール検知切換弁装置は、オールフェール検知
弁１０２と切換弁１０６とを備え、複数の電磁弁（ＳＬ１～ＳＬ５）のいずれからも油圧
（制御圧ＰSL1乃至ＰSL5）が出力されていない状態において、オールフェール検知弁１０
２は、第１油圧ＰD1を作動状態記憶弁１０４と切換弁１０６とに出力し、切換弁１０６は
、第１油圧ＰD1が入力したときに第１油圧ＰD1を第１油圧式係合装置（ブレーキＢ３）に
供給し、作動状態記憶弁１０４は、第１油圧ＰD1或いは所定の元圧としてのＤレンジ圧Ｐ

Dを前記非走行位置或いは走行位置に応じて、第２油圧式係合装置（クラッチＣ１）或い
は第３油圧式係合装置（クラッチＣ２）へ択一的にに供給するものであるので、上記複数
の電磁弁のいずれからも油圧が出力されていない状態すなわち電磁弁のオフフェール時に
は、作動状態記憶弁１０４によるオフフェール時の弁作動状態で維持されている状態に応
じて第１油圧式係合装置と第２油圧式係合装置とが係合され或いは第１油圧式係合装置と
第３油圧式係合装置とが係合されて、自動変速機の変速段が２段階設定されることになる
。たとえば、オフフェール時の車両状態が車両走行前であれば第１油圧式係合装置と第２
油圧式係合装置とが係合させられることで低中速側ギヤ段が成立させられるように或いは
オフフェール時に車両の走行中であれば第１油圧式係合装置と第３油圧式係合装置とが係
合させられることで高速側ギヤ段が成立させられるように設定されると、車両走行時のオ
フフェール時に低中速側ギヤ段とされてエンジン回転速度が過回転領域を越えるほど上昇
したり或いは発進前のオフフェール時に高速側ギヤ段とされて駆動力が不足したりする可
能性が回避されて、オフフェール後の車両の走行が適切に行われる。
【００５９】
　また、本実施例によれば、第１切換弁２０２によって最低速ギヤ段（第１速ギヤ段）を
含む低中速側ギヤ段としての第１速ギヤ段乃至第４速ギヤ段を成立させる場合に油圧を出
力する第１電磁弁としての電磁弁ＳＬ１からの出力油圧ＰSL1に基づいて所定の元圧とし
てのＤレンジ圧ＰDが第１油路２２０へ出力され、最高速ギヤ段（第６速ギヤ段）を含む
高速側ギヤ段としての第５速ギヤ段乃至第６速ギヤ段を成立させる場合に油圧を出力する
第２電磁弁としての電磁弁ＳＬ２からの出力油圧ＰSL2に基づいて所定の元圧ＰDが第２油
路２２４へ出力されるように弁作動状態が切り換えられ、且つフェールによりその第１電
磁弁或いはその第２電磁弁から油圧が出力されなくなった時点のその弁作動状態が記憶す
なわち維持される。さらに複数の電磁弁（ＳＬ１～ＳＬ５）のいずれからも油圧（制御圧
ＰSL1乃至ＰSL5）が出力されていないオールフェール状態すなわち電磁弁のオフフェール
を、第１電磁弁および第２電磁弁のうちの一方とそれ等を除く他の複数の電磁弁（ＳＬ３
～ＳＬ５）とから油圧が出力されていないことで検知可能とした第２切換弁２０４によっ
て、その電磁弁のオフフェール時には所定の元圧ＰDが第１油圧式係合装置（ブレーキＢ
３）に供給され、且つ第１油路２２０の油圧と第２油路２２４の油圧とがそれぞれ第２油
圧式係合装置（クラッチＣ１）と第３油圧式係合装置（クラッチＣ２）とに供給されるよ
うに弁作動状態が切り換えられる。従って、電磁弁のオフフェール時には第１油圧式係合
装置が係合され且つ第１切換弁２０２によって記憶されている弁作動状態に従って所定の
元圧ＰDが出力される第１油路２２０或いは第２油路２２４からの油圧によって第２油圧
式係合装置或いは第３油圧式係合装置が係合されるので、自動変速機１６の変速段が２段
階設定されることになる。すなわち、車両の走行状態が第１電磁弁から油圧が出力されて
いる低中速側ギヤ段であった場合には、オフフェール時には第１油圧式係合装置と第２油
圧式係合装置とが係合され、車両の走行状態が第２電磁弁から油圧が出力されている高速
側ギヤ段であった場合には、オフフェール時には第１油圧式係合装置と第３油圧式係合装
置とが係合される。たとえば、第１油圧式係合装置と第２油圧式係合装置とが係合するこ
とで低中速側ギヤ段が成立し、第１油圧式係合装置と第３油圧式係合装置とが係合するこ
とで高速側ギヤ段が成立するように設定されると、高速側ギヤ段での走行時のオフフェー
ル時に低中速側ギヤ段とされてエンジン回転速度ＮEが過回転領域を越えるほど上昇した
り或いは低中速側ギヤ段での走行時のオフフェール時に高速側ギヤ段とされて駆動力が不
足したりすることが回避されて、オフフェール後の車両の走行が適切に行われる。
【００６０】
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　また、本実施例によれば、第１油圧式係合装置（ブレーキＢ３）と第２油圧式係合装置
（クラッチＣ１）とが係合することで低中速側ギヤ段たとえば第３速ギヤ段が成立し、第
１油圧式係合装置（ブレーキＢ３）と第３油圧式係合装置（クラッチＣ２）とが係合する
ことで高速側ギヤ段たとえば第５速ギヤ段が成立するものであるので、たとえば電磁弁の
オフフェール時の車両の走行状態が走行中であれば高速側ギヤ段が成立し、発進前であれ
ば低中速側ギヤ段が成立するように設定できる。また、電磁弁のオフフェール時の車両の
走行状態が高速側ギヤ段での走行中であれば高速側ギヤ段が成立し、低中速側ギヤ段での
走行中或いは発進前であれば低中速側ギヤ段が成立するように設定できる。この結果、オ
フフェール後の車両の走行が適切に行われる。
【００６１】
　ここで、前述の油圧制御回路１００或いは油圧制御回路２００では、制御圧ＰSL1乃至
ＰSL5は図７（ａ）に示すように電磁弁装置としての電磁弁ＳＬ１～ＳＬ５から直接出力
される油圧であったが、制御圧ＰSL1乃至ＰSL5は図７（ｂ）に示すように電磁弁装置が電
磁弁ＳＬ１～ＳＬ５と各電磁弁にそれぞれ組み合わされる調圧弁ＣＶ１～ＣＶ５とで構成
されて電磁弁ＳＬ１～ＳＬ５からのパイロット圧ＰSL1-P乃至ＰSL5-Pに応じて所定の元圧
たとえばＤレンジ圧ＰDを調圧して調圧弁ＣＶ１～ＣＶ５から出力される油圧としてもよ
い。図７（ｂ）の構成での電磁弁はパイロット圧を出力するだけであり制御出力油量が少
なくて済むので、図７（ａ）での電磁弁に比較して小型のものでよい。なお、図７には電
磁弁装置を構成する電磁弁或いは調圧弁の例として電磁弁ＳＬ１或いは調圧弁ＣＶ１を示
してあり、その他の電磁弁或いは調圧弁も同様の構成でありここでは省略してある。また
、この電磁弁装置は所定の元圧に対してそれぞれ独立に制御圧ＰSL1乃至ＰSL5を出力する
構成であればよく、図７に示す構成である必要はない。
【００６２】
　以上、本発明の実施例を図面に基づいて詳細に説明したが、本発明はその他の態様にお
いても適用される。
【００６３】
　たとえば、前述の実施例では、オフフェール後の低中速側ギヤ段として第３速ギヤ段お
よび高速側ギヤ段として第５速ギヤ段が設定されていたが、他のギヤ段が車両の特性や変
速段数等に応じて好適に設定されればよい。
【００６４】
　また、前述の実施例では、第２切換弁２０４は信号圧ＰSおよび制御圧ＰSL3乃至ＰSL5

に基づいて弁作動状態を切り換えたが、オールフェール検知弁１０２と同様に全ての電磁
弁ＳＬ１～ＳＬ５の制御圧ＰSL1乃至ＰSL5に基づいて弁作動状態を切り換えるようにして
もよい。
【００６５】
　また、前述の油圧制御回路１００或いは油圧制御回路２００は一実施例であり、油圧回
路の構成は種々のものが好適に用いられればよい。要するに、上述したように電磁弁のオ
フフェール時の車両の走行状態に応じて複数の変速段が設定されてオフフェール後の車両
の走行が適切に行われるものであればよい。
【００６６】
　また、前述の実施例の自動変速機１６では、第２ブレーキＢ２は、一方向クラッチが並
列に設けられてもよい。このようにすれば、変速制御が容易となる。たとえば、第２ブレ
ーキＢ２と並列に一方向クラッチを設ければ、第１クラッチＣ１を係合させるだけで第１
速ギヤ段が成立させられる。この場合、第２ブレーキＢ２はエンジンブレーキ作用が必要
なときに係合されることになる。したがって、前進走行に関しては電磁弁のオフフェール
状態の判断は第２ブレーキＢ２を制御するための電磁弁ＳＬ４からの制御圧ＰSL4を検知
する必要がない。
【００６７】
　また、前述の実施例では、自動変速機１６は３組の遊星歯車装置４０、４２、４４の組
み合わせから成る前進６速の変速機であったが、クラッチＣ或いはブレーキＢの油圧式摩
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あればよく、自動変速機１６を構成する遊星歯車装置の組数は３組とは異なる数であって
もよいし、また前進７速の変速機、前進５速の変速機等であっても差し支えない。
【００６８】
　なお、上述したのはあくまでも一実施形態であり、本発明は当業者の知識に基づいて種
々の変更、改良を加えた態様で実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本発明が適用された動力伝達装置を説明する骨子図である。
【図２】図１の自動変速機の各ギヤ段を成立させるためのクラッチおよびブレーキの係合
、解放状態を説明する図である。
【図３】図１の実施例の車両に設けられた電子制御装置の入出力信号を説明する図である
。
【図４】図３の電子制御装置によって行われる自動変速機の変速制御で用いられる変速線
図（マップ）の一例を示す図である。
【図５】電磁弁のいずれからも油圧が出力されない状態となったときに、所定の変速段を
成立させて車両の走行が可能とするための油圧制御回路の実施例を示した図である。
【図６】図５の油圧制御回路に替えて用いられる他の油圧制御回路の実施例を示した図で
ある。
【図７】電磁弁装置を構成する電磁弁或いは調圧弁の実施例を示した図である。
【符号の説明】
【００７０】
１６：自動変速機
９８：油圧制御回路
１００：油圧制御回路
１０２：オールフェール検知弁（オールフェール検知切換弁装置）
１０４：作動状態記憶弁
１０６：切換弁（オールフェール検知切換弁装置）
２００：油圧制御回路
２０２：第１切換弁
２０４：第２切換弁
２２０：第１油路
２２４：第２油路
ＳＬ１：電磁弁装置（第１電磁弁装置）
ＳＬ２：電磁弁装置（第２電磁弁装置）
ＳＬ３：電磁弁装置
ＳＬ４：電磁弁装置
ＳＬ５：電磁弁装置
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