
JP 5012667 B2 2012.8.29

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動力伝達が行われる入力部材及び出力部材と、
　前記入力部材並びに前記出力部材に接続させる第１回転部材並びに第２回転部材の相対
回転によりオイルを吐出する第１オイルポンプと、
　を備える動力伝達装置において、
　前記第１オイルポンプは、吸入側に第２オイルポンプが連結される一方、吐出側に高圧
オイル供給部が連結され、
　前記第２オイルポンプは、吐出側に低圧オイル供給部が連結され、
　前記第１オイルポンプの吐出側と吸入側とを連結する第１オイル循環通路が設けられる
と共に、該第１オイル循環通路に車両の運転状態に基づいて前記第１オイルポンプの吐出
側から吸入側へのオイル循環量を制御することで前記第１オイルポンプの吐出状態を制御
する第１制御弁が設けられる、
　ことを特徴とする動力伝達装置。
【請求項２】
　前記第２オイルポンプの吐出側と吸入側とを連結する第２オイル循環通路が設けられる
と共に、該第２オイル循環通路に車両の運転状態に基づいて制御することで前記第２オイ
ルポンプの吐出状態を制御する第２制御弁が設けられることを特徴とする請求項１に記載
の動力伝達装置。
【請求項３】
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　前記第１オイルポンプの連結先を前記第２オイルポンプとオイル貯留部との間で切替え
る切替弁が設けられ、車両の運転状態に応じて前記切替弁を制御することで前記第１オイ
ルポンプの連結先を切替えることを特徴とする請求項１または２に記載の動力伝達装置。
【請求項４】
　前記第２オイルポンプを電動ポンプとし、車両の運転状態に応じて前記切替弁を制御す
ると共に前記電動ポンプの回転数を制御することを特徴とする請求項３に記載の動力伝達
装置。
【請求項５】
　前記第１オイルポンプの吐出側と前記第２オイルポンプの吐出側とを連通するオイル連
通路が設けられると共に、該オイル連通路に車両の運転状態に基づいて制御することで前
記低圧オイル供給部へのオイル供給状態を制御する第３制御弁が設けられることを特徴と
する請求項１から４のいずれか一つに記載の動力伝達装置。
【請求項６】
　前記第３制御弁は、前記第２オイルポンプの吐出圧に応じて前記オイル連通路の連通遮
断状態が切り替わる切替バルブを有することを特徴とする請求項５に記載の動力伝達装置
。
【請求項７】
　前記入力部材と前記第１回転部材とが動力伝達可能に連結され、前記出力部材と前記第
２回転部材とが動力伝達可能に連結され、前記第１回転部材にカムが設けられる一方、前
記第２回転部材に前記カムに対向して径方向に沿って移動自在なピストンが設けられると
共に、該ピストンが押付部材により前記カムに接触するように押し付けられ、
　前記第２回転部材に前記ピストンの移動に伴って容積が拡大縮小する流体室が設けられ
、該流体室にオイルが吸入するオイル吸入通路とオイルが排出されるオイル排出通路が設
けられ、前記オイル吸入通路に前記第２オイルポンプが連結され、
　前記第１制御弁は、前記第１オイルポンプにおける前記オイル排出通路からのオイル吐
出状態を制御することで、前記第１回転部材と前記第２回転部材との間における動力伝達
状態を制御することを特徴とする請求項１から６のいずれか一つに記載の動力伝達装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、第１回転部材と第２回転部材との間で動力伝達が行われると共に、この第１
回転部材と第２回転部材とが相対回転することでオイルを吐出する動力伝達装置に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両には動力源が搭載されており、その動力源の出力側に動力伝達装置が配置さ
れている。この動力伝達装置としては、油圧制御式の動力伝達装置や電磁制御式の動力伝
達装置が知られており、油圧制御式の動力伝達装置として、例えば、作動流体を吸入する
と共に吐出して必要な部分に供給するラジアルピストンポンプがあり、下記特許文献１に
記載されている。
【０００３】
　この特許文献１に記載された動力伝達装置は、動力伝達が行われる入力部材及び出力部
材と、この入力部材と出力部材との間で伝達される動力により駆動され、且つ、第１回転
部材と第２回転部材とが相対回転してオイルを吐出するオイルポンプとを有し、入力部材
と第１回転部材とを動力伝達可能に連結し、出力部材と第２回転部材とを動力伝達可能に
連結すると共に、第１回転部材と第２回転部材とを動力伝達を可能に接続する伝達部材を
設け、オイルポンプのオイル吐出量を制御することにより第１回転部材と第２回転部材と
の間における回転数差を制御する流量制御弁とを設けたものである。
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２５６９６０号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述した従来の動力伝達装置にあっては、エンジンのクランクシャフトにオイルポンプ
の第１回転部材を連結し、第２回転部材にインプットシャフトを連結し、制御弁によりオ
イルポンプのオイル吐出量を制御することで、第１回転部材と第２回転部材との間におけ
る相対回転数差を制御している。即ち、オイルポンプは、エンジンのクランクシャフトと
インプットシャフトとの相対回転数差に応じて所定量のオイルを吐出することができる。
【０００６】
　ところで、車両の発進時において、第１回転部材と第２回転部材の相対回転数差が大き
いため、オイルポンプは大量のオイルを吸入して吐出するが、吸入抵抗により油室に十分
なオイル量を吸入することが困難となる。そのため、ピストンがカムに追従することが困
難となり、ピストンとカムとの衝突音が発生したり、オイルに脈動が発生してしまうおそ
れがある。また、オイルポンプは、エンジンの負荷に応じて油圧を発生するため、エンジ
ンの負荷が小さいとき、必要以上の油圧を確保することが困難となる。
【０００７】
　本発明は、第１回転部材と第２回転部材との回転数差に拘らず必要な油圧を確保するこ
とでポンプ性能の向上を図る動力伝達装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した課題を解決してその目的を達成するために、本発明の動力伝達装置は、動力伝
達が行われる入力部材及び出力部材と、前記入力部材並びに前記出力部材に接続させる第
１回転部材並びに第２回転部材の相対回転によりオイルを吐出する第１オイルポンプと、
を備える動力伝達装置において、前記第１オイルポンプは、吸入側に第２オイルポンプが
連結される一方、吐出側に高圧オイル供給部が連結され、前記第２オイルポンプは、吐出
側に低圧オイル供給部が連結され、前記第１オイルポンプの吐出側と吸入側とを連結する
第１オイル循環通路が設けられると共に、該第１オイル循環通路に車両の運転状態に基づ
いて前記第１オイルポンプの吐出側から吸入側へのオイル循環量を制御することで前記第
１オイルポンプの吐出状態を制御する第１制御弁が設けられる、ことを特徴とするもので
ある。
【００１０】
　本発明の動力伝達装置では、前記第２オイルポンプの吐出側と吸入側とを連結する第２
オイル循環通路が設けられると共に、該第２オイル循環通路に車両の運転状態に基づいて
制御することで前記第２オイルポンプの吐出状態を制御する第２制御弁が設けられる。
【００１１】
　本発明の動力伝達装置では、前記第１オイルポンプの連結先を前記第２オイルポンプと
オイル貯留部との間で切替える切替弁が設けられ、車両の運転状態に応じて前記切替弁を
制御することで前記第１オイルポンプの連結先を切替える。
【００１２】
　本発明の動力伝達装置では、前記第２オイルポンプを電動ポンプとし、車両の運転状態
に応じて前記切替弁を制御すると共に前記電動ポンプの回転数を制御する。
【００１３】
　本発明の動力伝達装置では、前記第１オイルポンプの吐出側と前記第２オイルポンプの
吐出側とを連結するオイル連通路が設けられると共に、該オイル連通路に車両の運転状態
に基づいて制御することで前記低圧オイル供給部へのオイル供給状態を制御する第３制御
弁が設けられる。
【００１４】
　本発明の動力伝達装置では、前記第３制御弁は、前記第２オイルポンプの吐出圧に応じ
て前記オイル連通路の連通遮断状態が切り替わる切替バルブを有する。
【００１５】
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　本発明の動力伝達装置では、前記入力部材と前記第１回転部材とが動力伝達可能に連結
され、前記出力部材と前記第２回転部材とが動力伝達可能に連結され、前記第１回転部材
にカムが設けられる一方、前記第２回転部材に前記カムに対向して径方向に沿って移動自
在なピストンが設けられると共に、該ピストンが押付部材により前記カムに接触するよう
に押し付けられ、前記第２回転部材に前記ピストンの移動に伴って容積が拡大縮小する流
体室が設けられ、該流体室にオイルが吸入するオイル吸入通路とオイルが排出されるオイ
ル排出通路が設けられ、前記オイル吸入通路に前記第２オイルポンプが連結され、前記第
１制御弁は、前記第１オイルポンプにおける前記オイル排出通路からのオイル吐出状態を
制御することで、前記第１回転部材と前記第２回転部材との間における動力伝達状態を制
御する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の動力伝達装置によれば、入力部材並びに出力部材に接続させる第１回転部材並
びに第２回転部材の相対回転によりオイルを吐出する第１オイルポンプにて、吸入側に第
２オイルポンプを連結する一方、吐出側に高圧オイル供給部を連結し、第２オイルポンプ
にて、吐出側に低圧オイル供給部を連結し、第１オイルポンプの吐出側と吸入側とを連結
する第１オイル循環通路を設けると共に、第１オイル循環通路に車両の運転状態に基づい
て第１オイルポンプの吐出側から吸入側へのオイル循環量を制御することで第１オイルポ
ンプの吐出状態を制御する第１制御弁を設けている。従って、第１オイルポンプは、第２
オイルポンプが吐出したオイルを吸入して吐出し、高圧オイル供給部にオイルを供給する
ため、第１回転部材と第２回転部材との回転数差に拘らず、必要な油圧を確保することで
ポンプ性能の向上を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下に、本発明に係る動力伝達装置の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。なお、
この実施例により本発明が限定されるものではない。
【実施例１】
【００１８】
　図１は、本発明の実施例１に係る動力伝達装置を表す概略構成図、図２は、実施例１の
動力伝達装置が適用された車両の駆動伝達系を表す概略構成図、図３は、実施例１の動力
伝達装置におけるオイルポンプの概略断面図、図４は、図３のIV－IV断面図、図５は、実
施例１の動力伝達装置による吐出油圧を表す概略図である。
【００１９】
　実施例１の動力伝達装置が適用された車両の駆動伝達系において、図２に示すように、
原動機としてのエンジン１１が設けられており、このエンジン１１のクランクシャフト１
２には、ダンパ装置１３を介してインプットシャフト１４が連結されており、エンジント
ルクがインプットシャフト１４に伝達されるように構成されている。
【００２０】
　インプットシャフト１４は、外周側にプライマリシャフト１５が複数の軸受１６ａ，１
６ｂ，１６ｃ，１６ｄを介して相対回転自在に支持されている。インプットシャフト１４
及びプライマリシャフト１５は、ケーシング１７内に配置されている。このケーシング１
７は、フロントケース１８とセンターケース１９とリヤケース２０が図示しない連結ボル
トにより結合固定されて構成されている。そして、フロントケース１８とセンターケース
１９とリヤケース２０には、内面に連続する隔壁１８ａ，１９ａ，２０ａ，２０ｂが設け
られており、この隔壁１８ａ，１９ａ，２０ａ，２０ｂに軸受２１ａ，２１ｂ，２１ｃを
介してプライマリシャフト１５が回転自在に支持されている。
【００２１】
　ケーシング１７の内部であって、リヤケース２０の隔壁２０ａ，２０ｂにより取り囲ま
れた空間に第１収容室Ａ１が形成されている。この第１収容室Ａ１には、本実施例の動力
伝達装置２２が配設されている。この動力伝達装置２２は、ラジアルピストンポンプによ
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り構成される第１オイルポンプ１０１と、ギアポンプにより構成される第２オイルポンプ
１０２とを有している。本実施例では、第２オイルポンプ１０２は、エンジン１１に同期
して駆動するポンプであり、第１オイルポンプ１０１によるオイル吐出容量に対して、第
２オイルポンプ１０２のオイル吐出容量が少なく設定されている。そして、第１オイルポ
ンプ１０１の吸入側に第２オイルポンプ１０２が直列に連結されている。
【００２２】
　第２オイルポンプ１０２は、図３及び図４に示すように、ポンプボディ９１にポンプカ
バー９２が固定されて収容ケースが構成され、内部にギア９３，９４が回転自在に収容さ
れている。そして、リヤケース２０の隔壁２０ｂに、第２オイルポンプ１０２のポンプカ
バー９２が固定され、ポンプボディ９１に軸受１６ｄを介して円筒形状をなすスリーブ２
３が回転自在に支持されている。このスリーブ２３は、フランジ部２３ａに円形状をなす
回転板２４が固定され、この回転板２４に円筒形状をなす第１回転部材２５が固定されて
いる。そして、この第１回転部材２５の内周面にカム２６が設けられている。このカム２
６は、径方向に対向する第１カム面２６ａ，２６ｃと第２カム面２６ｂ，２６ｄが周方向
に交互に配置され、滑らかに連続するように形成されている。この場合、第１回転部材２
５の中心軸線Ｏから第１カム面２６ｂ，２６ｄまでの距離は、第１回転部材２５の中心軸
線Ｏから第２カム面２６ａ，２６ｃまでの距離よりも長くなるように設定されている。
【００２３】
　また、回転板２４には、ロータリバルブ２７が結合されており、インプットシャフト１
４の端部に一体に形成された端板２８がこのロータリバルブ２７の外周面に嵌合して一体
に結合されている。
【００２４】
　ロータリバルブ２７は、一方の端面からその中心部に第１連通孔２９が形成されると共
に、この第１連通孔２９の外周側に２つの第２連通孔３０ａ，３０ｂが形成されている。
そして、円筒形状をなすホルダ３１がスリーブ２３内を挿通し、一端部が第１連通孔２９
に嵌合して固定されることで、ホルダ３１の内部から第１連通孔２９に連通するオイル排
出油路（オイル排出路）３２が形成されると共に、スリーブ２３とホルダ３１の間から第
２連通孔３０ａ，３０ｂに連通するオイル吸入油路（オイル吸入通路）３３が形成されて
いる。また、ポンプカバー９２には、オイルの吸入口９５が形成され、ポンプボディ９１
には、吸入油路３３に連通する排出口９６が形成されている。
【００２５】
　また、このロータリバルブ２７は、外周面に周方向に沿って４つの連結溝３４ａ，３４
ｂ，３４ｃ，３４ｄが形成されており、第１連通孔２９と連結溝３４ａ，３４ｃが連結孔
３５ａ，３５ｃにより連通する一方、第２連通孔３０ａ，３０ｂと連結溝３４ｂ，３４ｄ
が連結孔３５ｂ，３５ｄにより連通している。
【００２６】
　このロータリバルブ２７は、その外周面に円筒形状をなす第２回転部材３６が回転自在
に嵌合している。この第２回転部材３６は、外周部に周方向均等間隔で８つのシリンダ３
７ａ～３７ｈが外方に開口して形成されており、各シリンダ３７ａ～３７ｈにピストン３
８ａ～３８ｈがロータリバルブ２７の径方向に沿って移動自在に支持されている。そして
、この各ピストン３８ａ～３８ｈの先端部にローラ３９ａ～３９ｈが装着されており、こ
のローラ３９ａ～３９ｈは、ロータリバルブ２７の軸方向に平行な軸線を中心として回転
自在に支持されている。また、各シリンダ３７ａ～３７ｈ内には、押付部としての圧縮コ
イルスプリング４０ａ～４０ｈが介装されており、各圧縮コイルスプリング４０ａ～４０
ｈは、その付勢力により各シリンダ３７ａ～３７ｈのローラ３９ａ～３９ｈをカム２６の
カム面２６ａ，２６ｂ，２６ｃ，２６ｄに接触するように押し付けている。
【００２７】
　即ち、各ピストン３８ａ～３８ｈは、第１回転部材２５のカム２６に径方向に対向して
配置され、各圧縮コイルスプリング４０ａ～４０ｈの付勢力によりローラ３９ａ～３９ｈ
がカム２６のカム面２６ａ，２６ｂ，２６ｃ，２６ｄに接触している。そして、各ピスト
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ン３８ａ～３８ｈと各シリンダ３７ａ～３７ｈとの間には、密閉された油室４１ａ～４１
ｈが形成されており、第１回転部材２５と第２回転部材３６が相対回転すると、各ピスト
ン３８ａ～３８ｈがローラ３９ａ～３９ｈを介してカム面２６ａ，２６ｂ，２６ｃ，２６
ｄにより往復移動することで、油室４１ａ～４１ｈの容積が拡大縮小する。また、この油
室４１ａ～４１ｈは、連結孔４２ａ～４２ｈを通して連結溝３４ａ～３４ｄに連通可能と
なっている。
【００２８】
　また、第２回転部材３６の一方の平面部には、円筒形状をなす連結筒４３が固定されて
いる。一方、リヤケース２０の隔壁２０ａには、軸受２１ｃを介して円板形状をなす支持
板４４が回転自在に支持され、この支持板４４の貫通孔４４ａに円筒形状をなすアウトプ
ットシャフト４５の端部が嵌合し、結合部材４６により一体に結合されている。そして、
連結筒４３の内周部に対して、支持板４４に一体に形成されたフランジ部４４ｂの外周部
がスプライン４７により嵌合し、連結筒４３と支持板４４、つまり、第２回転部材３６と
アウトプットシャフト４５が一体回転可能に連結されている。なお、第２回転部材３６の
他方の平面部と回転板２４との間には軸受４８が介装され、連結筒４３と支持板４４との
間には軸受４９が介装され、インプットシャフト１４とアウトプットシャフト４５との間
には軸受１６ｃが介装されている。
【００２９】
　図２に示すように、ケーシング１７の内部であって、センターケース１９の隔壁１９ａ
とリヤケース２０の隔壁２０ａにより取り囲まれた空間に第２収容室Ａ２が形成されてい
る。この第２収容室Ａ２には、前後進切換装置５１が配設されている。この前後進切換装
置５１は、アウトプットシャフト４５の回転方向に対して、プライマリシャフト１５の回
転方向を正転方向と逆転方向との間で切換えるものであり、エンジン１１と動力伝達装置
２２との間に配置されている。
【００３０】
　この前後進切換装置５１は、遊星歯車機構、具体的には、シングルピニオン型遊星歯車
機構を有している。即ち、この遊星歯車機構は、サンギヤ５２と、このサンギヤ５２と同
軸上に配置されるリングギヤ５３と、サンギヤ５２とリングギヤ５３に噛み合う複数のピ
ニオンギヤ５４と、このピニオンギヤ５４の自転可能で、且つ、公転可能に支持するキャ
リヤ５５とから構成されている。そして、サンギヤ５２がプライマリシャフト１５に駆動
連結され、リングギヤ５３がアウトプットシャフト４５に駆動連結されている。また、前
後進切換装置５１を構成する回転要素同士の連結及び解放を制御する前進用クラッチ５６
が設けられると共に、回転要素の回転及び停止を制御する後進用ブレーキ５７が設けられ
ている。この前進用クラッチ５６は、サンギヤ５２とリングギヤ５３の連結及び解放を制
御することができ、後進用ブレーキ５７は、キャリヤ５５の回転及び停止を制御すること
ができる。
【００３１】
　なお、上述した前進用クラッチ５６として、摩擦クラッチ、電磁クラッチ、噛み合いク
ラッチなどを適用することができ、後進用ブレーキ５７として、摩擦ブレーキ、電磁ブレ
ーキ、噛み合いブレーキなどを適用することができる。そして、摩擦クラッチや噛み合い
クラッチ、摩擦ブレーキや噛み合いブレーキを適用するときには、油圧制御式アクチュエ
ータを用い、電磁クラッチや電磁ブレーキを適用するときには、電磁制御式アクチュエー
タを用いることとなる。本実施例では、油圧制御式アクチュエータを用いて摩擦クラッチ
（噛み合いクラッチ）と摩擦ブレーキ（噛み合いブレーキ）を制御している。
【００３２】
　また、ケーシング１７の内部であって、フロントケース１８の隔壁１８ａとセンターケ
ース１９の隔壁１９ａにより取り囲まれた空間に第３収容室Ａ３が形成されている。この
第３収容室Ａ３には、無段変速部５８が配設されている。この無段変速部５８は、プライ
マリシャフト１５の回転速度を無段階で変速してセカンダリシャフト５９に伝達するもの
であり、エンジン１１と前後進切換装置５１との間に配置されている。
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【００３３】
　この無段変速部５８はベルト式無段変速機であって、上述したプライマリシャフト１５
とセカンダリシャフト５９を有しており、このプライマリシャフト１５とセカンダリシャ
フト５９は平行をなすように隔壁１８ａ，１９ａに回転自在に支持されている。プライマ
リシャフト１５には、プライマリプーリ６０が一体回転可能に設けられ、セカンダリシャ
フト５９には、セカンダリプーリ６１が一体回転可能に設けられている。そして、このプ
ライマリプーリ６０とセカンダリプーリ６１との間には、無端のベルト６２が掛け回され
ている。
【００３４】
　このプライマリプーリ６０は、プライマリシャフト１５と一体の固定シーブ６０ａと、
プライマリシャフト１５の軸方向に移動自在な可動シーブ６０ｂとを有し、この間に無端
のベルト６２が掛け回されている。そして、可動シーブ６０ｂをプライマリシャフト１５
の軸方向に移動して固定シーブ６０ａに対して接近離反させる第１油圧サーボ機構６３が
設けられている。一方、セカンダリプーリ６１は、セカンダリシャフト５９と一体の固定
シーブ６１ａと、セカンダリシャフト５９の軸方向に移動自在な可動シーブ６１ｂとを有
し、この間に無端のベルト６２が掛け回されている。そして、可動シーブ６１ｂをセカン
ダリシャフト５９の軸方向に移動して固定シーブ６１ａに対して接近離反させる第２油圧
サーボ機構６４が設けられている。この各油圧サーボ機構６３，６４によりベルト６２に
対するプライマリプーリ６０及びセカンダリプーリ６１の係合位置を変更することで、変
速比を無段に変更することができる。
【００３５】
　更に、ケーシング１７の内部には、セカンダリシャフト５９のトルクが伝達される歯車
伝動装置６５と、デファレンシャル６６が設けられており、デファレンシャル６６には、
ドライブシャフト６７を介して車輪６８が連結されている。
【００３６】
　ところで、図１及び図２に示すように、車両には、この車両全体を統括制御する電子制
御装置（ＥＣＵ）７１が設けられている。即ち、イグニッションスイッチ７２、アクセル
開度センサ７３、ブレーキストロークセンサ７４、エンジン回転数センサ７５、スロット
ル開度センサ７６、インプットシャフト１４の回転数センサ７７、プライマリシャフト１
５の回転数センサ７８、セカンダリシャフト５９の回転数センサ７９、シフトポジション
センサ８０が設けられており、ＥＣＵ７１にはこの検出信号が入力される。
【００３７】
　また、車両には、上述した第１オイルポンプ１０１、第２オイルポンプ１０２、前後進
切換装置５１、無段変速部５８などを制御する油圧制御装置８１が設けられており、ＥＣ
Ｕ７１により制御可能となっている。即ち、図１乃至図４に示すように、オイル貯留部（
例えば、オイルパン）８２は、オイル吸入通路８３を介して第２オイルポンプ１０２の吸
入口９６に連結されている。この第２オイルポンプ１０２の排出口９６は、オイル連結通
路８４を介して第１オイルポンプ１０１のオイル吸入油路３３に連結されている。そして
、第１オイルポンプ１０１のオイル排出油路３２は、オイル排出通路８５を介して油圧制
御装置８１に連結されており、油圧制御装置８１には、オイル供給部（例えば、前後進切
換装置５１や無段変速部５８の油圧制御部など）８６に連結されるオイル供給通路８７が
連結されている。
【００３８】
　また、油圧制御装置８１は、第１オイルポンプ１０１を制御する第１制御弁（流量調整
弁）８８を有している。即ち、第１オイルポンプ１０１の吐出側に連結されるオイル排出
通路８５と、第１オイルポンプ１０１の吸入側に連結されるオイル連結通路８４とを連結
する第１オイル循環通路８９が設けられており、この第１オイル循環通路８９に第１制御
弁８８が設けられている。油圧制御装置８１は、車両の運転状態に基づいて第１制御弁８
８を制御することで、第１オイルポンプ１０１のオイル吐出量を制御する。
【００３９】
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　即ち、エンジン１１の駆動により第１、第２オイルポンプ１０１，１０２が作動すると
、第２オイルポンプ１０２は、オイル貯留部８２のオイルをオイル吸入通路８３を介して
吸入し、内部で加圧して低圧オイルとし、オイル連結通路８４に吐出する。すると、第１
オイルポンプ１０１は、オイル連結通路８４の低圧オイルを吸入し、内部で加圧して高圧
オイルとし、オイル排出通路８５に吐出する。このとき、油圧制御装置８１は、車両の運
転状態、つまり、オイルの必要量に応じて第１制御弁８８を制御する。つまり、第１制御
弁８８を閉止すると、第１オイルポンプ１０１によるオイル吐出量Ｑ１が全量、オイル排
出通路８５及びオイル供給通路８７を介してオイル供給部８６に供給される。一方、第１
制御弁８８を開放すると、第１オイルポンプ１０１によるオイル吐出量Ｑ１に対して、第
１制御弁８８の開度に応じた量Ｑ１－Ｑ２が第１オイル循環通路８９を通してオイル連結
通路８４に戻され、その残量Ｑ２がオイル排出通路８５及びオイル供給通路８７を介して
オイル供給部８６に供給される。
【００４０】
　ここで、上述した本実施例の動力伝達装置２２の作動について詳細に説明する。
【００４１】
　本実施例の動力伝達装置２２において、図１乃至図３に示すように、エンジン１１のト
ルクがクランクシャフト１２からダンパ装置１３を介してインプットシャフト１４に伝達
されると、このインプットシャフト１４のトルクが第１オイルポンプ１０１のロータリバ
ルブ２７から回転板２４を介して第１回転部材２５に伝達される。このとき、シリンダ３
７ａ～３７ｈのうち吐出側に連通したものにおいて、内部の高圧オイルにより第１回転部
材２５のトルクがカム２６からピストン３８ａ～３８ｈを介して第２回転部材３６に伝達
し、この第２回転部材３６から支持板４４を介してアウトプットシャフト４５に伝達する
ことができる。
【００４２】
　即ち、第１オイルポンプ１０１は、第１回転部材２５と第２回転部材３６が図４にて時
計回り方向（図４に矢印で表す方向）に回転し、第１回転部材２５の回転速度Ｖ１が第２
回転部材３６の回転速度Ｖ２より大きいとき、第１回転部材２５に対して第２回転部材３
６が反時計回り方向に相対回転することとなる。そのため、例えば、図４に表す状態から
、ピストン３８ｆは、ローラ３９ｆがカム面２６ｄからカム面２６ａに向かって転動し、
シリンダ３７ｆから外方に移動して油室４１ｆが拡大する。このとき、油室４１ｆは、連
結孔４２ｆ、連結溝３４ｂ、連結孔３５ｂ、第２連通孔３０ａ、オイル吸入油路３３に連
通する。一方、図４に表す状態から、例えば、ピストン３８ｈは、ローラ３９ｈがカム面
２６ａからカム面２６ｂに向かって転動するため、シリンダ３７ｈの内方に移動して油室
４１ｈが収縮する。このとき、油室４１ｈは、連結孔４２ｈ、連結溝３４ａ、連結孔３５
ａ、第１連通孔２９、オイル排出油路３２に連通する。
【００４３】
　この場合、油室４１ｆが拡大することで、油室４１ｆからオイル吸入油路３３に対して
吸引力が作用する一方、油室４１ｈが収縮することで、油室４１ｈからオイル排出油路３
２に圧縮力が作用する。そのため、第２オイルポンプ１０２からオイル連結通路８４に吐
出された低圧オイルは、第１オイルポンプ１０１のオイル吸入油路３３に流れ、油室４１
ｆに吸入される。一方、油室４１ｈのオイルは、オイル排出油路３２からオイル排出通路
８５に流れ、油圧制御装置８１によりオイル供給通路８７を通してオイル供給部８６に流
れ、一部は第１オイル循環通路８９に流れる。
【００４４】
　このとき、第１制御弁８８を全開状態として場合には、第１オイル循環通路８９を流れ
るオイルの流量が制限されずに流動抵抗が小さく、油室４１ｈからオイル排出通路８５に
吐出される油の流動抵抗も小さい。従って、ピストン３８ｈのローラ３９ｈがカム面２６
ａからカム面２６ｂに向かって転動するとき、ピストン３８ｈがシリンダ３７ｈの内方に
移動する際の抵抗も小さく、第１回転部材２５と第２回転部材３６、即ち、インプットシ
ャフト１４とアウトプットシャフト４５の回転数差が増大する。
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【００４５】
　一方、第１制御弁８８の開度を徐々に小さくしていくと、第１オイル循環通路８９を流
れるオイルの流動抵抗が増加し、油室４１ｈからオイル排出通路８５に吐出される油の流
動抵抗も増加し、ピストン３８ｈがシリンダ３７ｈの内方に移動する際の抵抗も増加し、
インプットシャフト１４とアウトプットシャフト４５の回転数差が減少する。即ち、第１
オイルポンプ１０１は、第１制御弁８８の開度を調整することにより、発進装置としても
機能させることができる。
【００４６】
　また、第１制御弁８８を全閉状態とすると、第１オイル循環通路８９を流れるオイルの
流量が０となり、第１オイルポンプ１０１から吐出されるオイルは全てオイル供給部８６
へ供給される。
【００４７】
　なお、上述した第１オイルポンプ１０１の作動説明では、ピストン３８ｆ、ローラ３９
ｆ、シリンダ３７ｆ、油室４１ｆと、ピストン３８ｈ、ローラ３９ｈ、シリンダ３７ｈ、
油室４１ｈの作動についてのみ説明したが、全てのピストン３８ａ～３８ｈ、ローラ３９
ａ～３９ｈ、シリンダ３７ａ～３７ｈ、油室４１ａ～４１ｈにおいてもカム２６により同
様の作動をしている。
【００４８】
　また、本実施例では、第２オイルポンプ１０２がオイルを加圧して低圧オイルとし、第
１オイルポンプ１０１は、この低圧オイルを吸入し、加圧して高圧オイルとしてオイル供
給部８６に供給している。そのため、図５に示すように、従来、一つのオイルポンプだけ
を用いていた場合、吐出圧の上限値はｐ１であるが、本実施例のように、第１、第２オイ
ルポンプ１０１，１０２を用いた場合、吐出圧の上限値をｐ３（ｐ１＋ｐ２）に上げるこ
とかできる。従って、オイル供給部８６に対して、第１オイルポンプ１０１は、高圧のオ
イルを供給することができる。
【００４９】
　その後、インプットシャフト１４のトルクが第１オイルポンプ１０１を通してアウトプ
ットシャフト４５に伝達されると、アウトプットシャフト４５のトルクが前後進切換装置
５１を介して無段変速部５８に伝達され、ここで設定された所定の変速比により減速また
は増速される。無段変速部５８で減速または増速されたトルクは、歯車伝動装置６５を介
してデファレンシャル６６に伝達され、ドライブシャフト６７を介して車輪６８に伝達さ
れる。
【００５０】
　このように実施例１の動力伝達装置にあっては、動力伝達が行われるインプットシャフ
ト１４及びアウトプットシャフト４５を設けると共に、インプットシャフト１４とアウト
プットシャフト４５との間で伝達される動力により駆動して第１回転部材２５と第２回転
部材３６とが相対回転することでオイルを吐出する第１オイルポンプ１０１を設け、第１
オイルポンプ１０１の吸入側に第２オイルポンプ１０２を連結する一方、吐出側にオイル
供給部８６を連結している。
【００５１】
　従って、第１オイルポンプ１０１は、第２オイルポンプ１０２が吐出した低圧オイルを
吸入し、高圧オイルとして吐出し、オイル供給部８６に供給するため、車両の運転状態に
拘らず、第１回転部材２５と第２回転部材３６との回転数差が大きくても、オイル供給部
８６に必要な油圧を確保することができ、ポンプ性能の向上を図ることができる。
【００５２】
　即ち、第２オイルポンプ１０２の吐出圧が第１オイルポンプ１０１の吸入圧として作用
するので、第１オイルポンプ１０１のオイル吸入力が増大し、各油室４１ａ～４１ｈに十
分なオイル量を吸入することができ、カム２６に対してローラ３９ａ～３９ｈが適正に追
従して作動することができる。そのため、カム２６とローラ３９ａ～３９ｈとの衝突によ
る騒音、振動、油圧変動を防止することができる。また、第１オイルポンプ１０１の吐出
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圧が第２オイルポンプ１０２の吐出圧分だけ上昇するので、エンジン１１におけるクラン
クシャフト１２の入力トルクに拘らず、それ以上のオイルの吐出圧を確保することができ
る。よって、発進時に第１の回転部材２５と第２の回転部材３６との相対回転数差を確保
し、また、エンジン１１の低負荷時に必要な油圧を確保することができる。
【００５３】
　また、実施例１の動力伝達装置では、第１オイルポンプ１０１の吐出側と吸入側とを連
結する第１オイル循環通路８９を設けると共に、この第１オイル循環通路８９に車両の運
転状態に基づいて制御することで第１オイルポンプ１０１の吐出状態を制御する第１制御
弁８８を設けている。従って、車両の運転状態に基づいて第１制御弁８８の開度を制御す
ることで、第１オイルポンプ１０１からのオイル吐出寮を容易に調整することができる。
【００５４】
　また、実施例１の動力伝達装置では、第１回転部材２５にインプットシャフト１４を連
結し、第２回転部材３６にアウトプットシャフト４５を連結し、第１回転部材２５と第２
回転部材３６との回転速度差によりピストン３８ａ～３８ｈが往復移動し、流体室４１ａ
～４１ｈの圧力が変動することで、オイルの吸入及び吐出が行われるようにしている。従
って、第１回転部材２５と第２回転部材３６との回転速度差に基づいて適正なオイルの吐
出量を確保することができる。
【実施例２】
【００５５】
　図６は、本発明の実施例２に係る動力伝達装置を表す概略構成図である。なお、前述し
た実施例で説明したものと同様の機能を有する部材には同一の符号を付して重複する説明
は省略する。
【００５６】
　実施例２の動力伝達装置は、図６に示すように、第１オイルポンプ１０１と第２オイル
ポンプ１０２とを有し、この第２オイルポンプ１０２は、エンジンに同期して駆動するポ
ンプであり、第１オイルポンプ１０１によるオイル吐出容量に対して、第２オイルポンプ
１０２のオイル吐出容量が少なく設定されている。そして、第１オイルポンプ１０１の吸
入側に第２オイルポンプ１０２が直列に連結されており、油圧制御装置８１によりオイル
の供給先や供給量、供給油圧が設定可能となっている。
【００５７】
　即ち、オイル貯留部８２は、オイル吸入通路８３を介して第２オイルポンプ１０２の吸
入側に連結され、この第２オイルポンプ１０２の排出側がオイル連結通路８４を介して第
１オイルポンプ１０１の吸入側に連結されている。そして、第１オイルポンプ１０１の排
出側がオイル排出通路８５を介して油圧制御装置８１に連結され、オイル供給通路８７を
介してオイル供給部８６に連結されている。
【００５８】
　油圧制御装置８１は、第１オイルポンプ１０１を制御する第１制御弁８８を有すると共
に、第２オイルポンプ１０２を制御する第２制御弁（流量調整弁）１１１を有している。
つまり、第１オイルポンプ１０１の吐出側に連結されるオイル排出通路８５と、第１オイ
ルポンプ１０１の吸入側に連結されるオイル連結通路８４とを連結する第１オイル循環通
路８９が設けられており、この第１オイル循環通路８９に第１制御弁８８が設けられてい
る。また、第２オイルポンプ１０２の吐出側に連結されるオイル連結通路８４と、第２オ
イルポンプ１０２の吸入側に連結されるオイル吸入通路８３とを連結する第２オイル循環
通路１１２が設けられており、この第２オイル循環通路１１２に第２制御弁１１１が設け
られている。油圧制御装置８１は、車両の運転状態に基づいて第１制御弁８８及び第２制
御弁１１１を制御することで、第１、第２オイルポンプ１０１，１０２の吐出状態を制御
する。
【００５９】
　従って、エンジンの駆動により第１、第２オイルポンプ１０１，１０２が作動すると、
第２オイルポンプ１０２は、オイル貯留部８２のオイルをオイル吸入通路８３を介して吸
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入し、内部で加圧して低圧オイルとし、オイル連結通路８４に吐出する。すると、第１オ
イルポンプ１０１は、オイル連結通路８４の低圧オイルを吸入し、内部で加圧して高圧オ
イルとし、オイル排出通路８５に吐出する。このとき、車両の運転状態、つまり、オイル
供給部８６のオイルの必要量に応じて第１制御弁８８及び第２制御弁１１１を制御する。
具体的には、エンジン回転数に応じて第２制御弁１１１の開度が大きくなるように制御す
る。
【００６０】
　即ち、第１制御弁８８及び第２制御弁１１１を閉止すると、第２オイルポンプ１０２に
よるオイル吐出量Ｑ２が全量、オイル連結通路８４を介して第１オイルポンプ１０１に供
給される。そして、第１オイルポンプ１０１によるオイル吐出量Ｑ１が全量、オイル排出
通路８５及びオイル供給通路８７を介してオイル供給部８６に供給される。一方、第２制
御弁１１１を開放すると、第２オイルポンプ１０２によるオイル吐出量Ｑ３に対して、第
２制御弁１１１の開度に応じた量Ｑ２－Ｑ３が第２オイル循環通路１１２を通してオイル
吸入通路８３に戻され、その残量Ｑ３がオイル連結通路８４を介して第１オイルポンプ１
０１に供給される。また、第１制御弁８８を開放すると、第１オイルポンプ１０１による
オイル吐出量Ｑ１に対して、第１制御弁８８の開度に応じた量Ｑ１－Ｑ３が第１オイル循
環通路８９を通してオイル連結通路８４に戻され、その残量Ｑ３がオイル排出通路８５及
びオイル供給通路８７を介してオイル供給部８６に供給される。
【００６１】
　このように実施例２の動力伝達装置にあっては、エンジンにより駆動する第１、第２オ
イルポンプ１０１，１０２を設け、第１オイルポンプ１０１の吸入側に第２オイルポンプ
１０２を直列に連結し、吐出側にオイル供給部８６を連結し、第１オイルポンプ１０１の
吐出側と吸入側とを連結する第１オイル循環通路８９を設け、この第１オイル循環通路８
９に第１制御弁８８を設けると共に、第２オイルポンプ１０２の吐出側と吸入側とを連結
する第２オイル循環通路１１２を設け、この第２オイル循環通路１１２に第２制御弁１１
１を設け、油圧制御装置８１は、車両の運転状態に応じて各制御弁８８，１１１を制御す
ることで各オイルポンプ１０１，１０２の吐出状態を制御している。
【００６２】
　従って、第１オイルポンプ１０１は、第２オイルポンプ１０２が吐出した低圧オイルを
吸入し、高圧オイルとして吐出し、オイル供給部８６に供給するため、車両の運転状態に
拘らず、オイル供給部８６に必要な油圧を確保することができ、ポンプ性能の向上を図る
ことができる。また、車両の運転状態に基づいて各制御弁８８，１１１の開度を制御する
ことで、各オイルポンプ１０１，１０２からのオイル吐出量を容易に調整することができ
る。即ち、オイル供給部８６が必要とするオイル量に応じて第１制御弁８８の開度を調整
することで、オイル供給部８６へ適量のオイルを供給することができる。また、オイル供
給部８６が必要とするオイル量に応じて第２制御弁１１１の開度を調整することで、第１
オイルポンプ１０１が吸入並びに吐出するオイル量を調整し、第１オイルポンプ１０１の
消費動力を軽減することができる。
【実施例３】
【００６３】
　図７は、本発明の実施例３に係る動力伝達装置を表す概略構成図、図８は、実施例３の
動力伝達装置が適用された車両の駆動伝達系を表す概略構成図である。なお、前述した実
施例で説明したものと同様の機能を有する部材には同一の符号を付して重複する説明は省
略する。
【００６４】
　実施例３の動力伝達装置は、図７及び図８に示すように、第１オイルポンプ１０１と第
２オイルポンプ１０２とを有し、この第２オイルポンプ１０２は、エンジンに同期して駆
動するポンプであり、第１オイルポンプ１０１によるオイル吐出容量に対して、第２オイ
ルポンプ１０２のオイル吐出容量が少なく設定されている。そして、第１オイルポンプ１
０１は、吸入側に第２オイルポンプ１０２が連結される一方、吐出側に高圧オイル供給部
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８６ａが連結され、第２オイルポンプ１０２は、吐出側に低圧オイル供給部８６ｂが連結
されており、油圧制御装置８１により各オイル供給部８６ａ，８６ｂへのオイル供給量や
供給油圧が設定可能となっている。
【００６５】
　即ち、オイル貯留部８２は、オイル吸入通路８３を介して第２オイルポンプ１０２の吸
入側に連結され、この第２オイルポンプ１０２の排出側がオイル連結通路８４を介して第
１オイルポンプ１０１の吸入側に連結されている。油圧制御装置８１は、高圧制御装置８
１ａと低圧制御装置８１ｂを有し、オイル供給部８６は、高圧オイル供給部８６ａと低圧
オイル供給部８６ｂを有している。この場合、高圧オイル供給部８６ａは、例えば、前後
進切換装置５１や無段変速部５８の油圧制御系であり、低圧オイル供給部８６ｂは、各装
置の潤滑系である。そして、第１オイルポンプ１０１の排出側がオイル排出通路８５を介
して油圧制御装置８１の高圧制御装置８１ａに連結され、オイル供給通路８７ａを介して
高圧オイル供給部８６ａに連結されている。
【００６６】
　油圧制御装置８１は、第１オイルポンプ１０１を制御する第１制御弁８８を有している
。つまり、第１オイルポンプ１０１の吐出側に連結されるオイル排出通路８５と、第１オ
イルポンプ１０１の吸入側に連結されるオイル連結通路８４とを連結する第１オイル循環
通路８９が設けられており、この第１オイル循環通路８９に第１制御弁８８が設けられて
いる。油圧制御装置８１は、車両の運転状態に基づいて第１制御弁８８を制御することで
、第１オイルポンプ１０１の吐出状態を制御する。また、第２オイルポンプ１０２の排出
側がオイル連結通路８４から分岐したオイル排出通路１２１を介して油圧制御装置８１の
低圧制御装置８１ｂに連結され、オイル供給通路８７ｂを介して低圧オイル供給部８６ｂ
に連結されている。
【００６７】
　従って、エンジンの駆動により第１、第２オイルポンプ１０１，１０２が作動すると、
第２オイルポンプ１０２は、オイル貯留部８２のオイルをオイル吸入通路８３を介して吸
入し、内部で加圧して低圧オイルとし、オイル連結通路８４に吐出する。すると、第１オ
イルポンプ１０１は、オイル連結通路８４の低圧オイルを吸入し、内部で加圧して高圧オ
イルとし、オイル排出通路８５に吐出する。このとき、油圧制御装置８１は、車両の運転
状態、つまり、オイルの必要量に応じて第１制御弁８８を制御する。
【００６８】
　即ち、第１制御弁８８を閉止すると、第２オイルポンプ１０２によるオイル吐出量Ｑ２
のうちの所定量Ｑ３がオイル連結通路８４を介して第１オイルポンプ１０１に供給される
。そして、第１オイルポンプ１０１によるオイル吐出量Ｑ１が全量、オイル排出通路８５
及びオイル供給通路８７ａを介して高圧オイル供給部８６ａに供給される。また、第２オ
イルポンプ１０２によるオイル吐出量Ｑ２のうちの所定量Ｑ４（Ｑ２－Ｑ３）がオイル排
出通路１２１及びオイル供給通路８７ｂを介して低圧オイル供給部８６ｂに供給される。
一方、第１制御弁８８を開放すると、第１オイルポンプ１０１によるオイル吐出量Ｑ１に
対して、第１制御弁８８の開度に応じた量Ｑ１－Ｑ３が第１オイル循環通路８９を通して
オイル連結通路８４に戻され、その残量Ｑ３がオイル排出通路８５及びオイル供給通路８
７ａを介して高圧オイル供給部８６ａに供給される。
【００６９】
　このように実施例３の動力伝達装置にあっては、エンジンにより駆動する第１、第２オ
イルポンプ１０１，１０２を設け、第１オイルポンプ１０１の吸入側に第２オイルポンプ
１０２を連結し、吐出側に高圧オイル供給部８６ａを連結すると共に、第２オイルポンプ
１０２の吐出側に低圧オイル供給部８６ｂを連結し、第１オイルポンプ１０１の吐出側と
吸入側とを連結する第１オイル循環通路８９に第１制御弁８８を設け、油圧制御装置８１
は、車両の運転状態に応じて第１制御弁８８を制御することで第１オイルポンプ１０１の
吐出状態を制御している。
【００７０】
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　従って、第１オイルポンプ１０１は、第２オイルポンプ１０２が吐出した低圧オイルを
吸入し、高圧オイルとして吐出し、高圧オイル供給部８６ａに供給する一方、第２オイル
ポンプ１０２は、低圧オイルを低圧オイル供給部８６ｂに供給するため、車両の運転状態
に拘らず、各オイル供給部８６ａ，８６ｂに必要な油圧を確保することができ、ポンプ性
能の向上を図ることができる。
【００７１】
　この場合、高圧オイル供給部８６ａへの油圧供給分はｐ１×Ｑ３であり、低圧オイル供
給部８６ｂへの油圧供給分はｐ２×Ｑ４であることから、第１オイルポンプ１０１は、吐
出量をＱ４だけ減少させることで、消費動力を軽減することができる。
【実施例４】
【００７２】
　図９は、本発明の実施例４に係る動力伝達装置を表す概略構成図である。なお、前述し
た実施例で説明したものと同様の機能を有する部材には同一の符号を付して重複する説明
は省略する。
【００７３】
　実施例４の動力伝達装置は、図９に示すように、第１オイルポンプ１０１と第２オイル
ポンプ１０２とを有し、この第２オイルポンプ１０２は、エンジンに同期して駆動するポ
ンプであり、第１オイルポンプ１０１によるオイル吐出容量に対して、第２オイルポンプ
１０２のオイル吐出容量が少なく設定されている。そして、第１オイルポンプ１０１は、
吸入側に第２オイルポンプ１０２が連結される一方、吐出側に高圧オイル供給部８６ａが
連結され、第２オイルポンプ１０２は、吐出側に低圧オイル供給部８６ｂが連結されてお
り、油圧制御装置８１により各オイル供給部８６ａ，８６ｂへのオイル供給量や供給油圧
が設定可能となっている。また、第１オイルポンプ１０１の連結先を第２オイルポンプ１
０２とオイル貯留部８２との間で切替える切替弁１３３が設けられ、油圧制御装置８１は
、車両の運転状態に応じて切替弁１３３を制御可能となっている。
【００７４】
　即ち、オイル貯留部８２は、オイル吸入通路８３を介して第２オイルポンプ１０２の吸
入側に連結され、この第２オイルポンプ１０２の排出側がオイル連結通路８４を介して切
替弁１３３に連結されている。また、オイル貯留部８２は、オイル吸入通路１３１を介し
て切替弁１３３に連結されている。そして、第１オイルポンプ１０１は、吸入側に連結さ
れるオイル連結通路１３２が切替弁１３３に連結されている。そして、第１オイルポンプ
１０１の排出側がオイル排出通路８５を介して油圧制御装置８１の高圧制御装置８１ａに
連結され、オイル供給通路８７ａを介して高圧オイル供給部８６ａに連結されている。
【００７５】
　油圧制御装置８１は、第１オイルポンプ１０１を制御する第１制御弁８８を有している
。つまり、第１オイルポンプ１０１の吐出側に連結されるオイル排出通路８５と、第１オ
イルポンプ１０１の吸入側に連結されるオイル連結通路１３２とを連結する第１オイル循
環通路８９が設けられており、この第１オイル循環通路８９に第１制御弁８８が設けられ
ている。油圧制御装置８１は、車両の運転状態に基づいて第１制御弁８８を制御すること
で、第１オイルポンプ１０１の吐出状態を制御する。また、第２オイルポンプ１０２の排
出側がオイル連結通路８４から分岐したオイル排出通路１２１を介して油圧制御装置８１
の低圧制御装置８１ｂに連結され、オイル供給通路８７ｂを介して低圧オイル供給部８６
ｂに連結されている。
【００７６】
　従って、エンジンの駆動により第１、第２オイルポンプ１０１，１０２が作動すると、
第２オイルポンプ１０２は、オイル貯留部８２のオイルをオイル吸入通路８３を介して吸
入し、内部で加圧して低圧オイルとし、オイル連結通路８４に吐出する。すると、第１オ
イルポンプ１０１は、オイル連結通路８４の低圧オイルを吸入し、内部で加圧して高圧オ
イルとし、オイル排出通路８５に吐出する。このとき、油圧制御装置８１は、車両の運転
状態、つまり、オイルの必要量に応じて第１制御弁８８を制御する。
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【００７７】
　即ち、切替弁１３３によりオイル連結通路８４，１３２が連通状態で、且つ、オイル吸
入通路１３１とオイル連結通路１３２が遮断状態にあるとき、第１制御弁８８を閉止する
と、第２オイルポンプ１０２によるオイル吐出量Ｑ２のうちの所定量Ｑ３がオイル連結通
路８４，１３２を介して第１オイルポンプ１０１に供給される。そして、第１オイルポン
プ１０１によるオイル吐出量Ｑ１が全量、オイル排出通路８５及びオイル供給通路８７ａ
を介して高圧オイル供給部８６ａに供給される。また、第２オイルポンプ１０２によるオ
イル吐出量Ｑ２のうちの所定量Ｑ４（Ｑ２－Ｑ３）がオイル排出通路１２１及びオイル供
給通路８７ｂを介して低圧オイル供給部８６ｂに供給される。一方、第１制御弁８８を開
放すると、第１オイルポンプ１０１によるオイル吐出量Ｑ１に対して、第１制御弁８８の
開度に応じた量Ｑ１－Ｑ３が第１オイル循環通路８９を通してオイル連結通路８４に戻さ
れ、その残量Ｑ３がオイル排出通路８５及びオイル供給通路８７ａを介して高圧オイル供
給部８６ａに供給される。
【００７８】
　一方、切替弁１３３によりオイル連結通路８４，１３２が遮断状態で、且つ、オイル吸
入通路１３１とオイル連結通路１３２が連通状態にあるとき、第１制御弁８８を閉止する
と、第１オイルポンプ１０１は、オイル貯留部８２のオイル量Ｑ３を直接吸入し、オイル
吐出量Ｑ１の全量がオイル排出通路８５及びオイル供給通路８７ａを介して高圧オイル供
給部８６ａに供給される。また、第２オイルポンプ１０２は、オイル吐出量Ｑ２の全量が
オイル排出通路１２１及びオイル供給通路８７ｂを介して低圧オイル供給部８６ｂに供給
される。一方、第１制御弁８８を開放すると、第１オイルポンプ１０１によるオイル吐出
量Ｑ１に対して、第１制御弁８８の開度に応じた量Ｑ１－Ｑ３が第１オイル循環通路８９
を通してオイル連結通路１３２に戻され、その残量Ｑ３がオイル排出通路８５及びオイル
供給通路８７ａを介して高圧オイル供給部８６ａに供給される。
【００７９】
　このように実施例４の動力伝達装置にあっては、エンジンにより駆動する第１、第２オ
イルポンプ１０１，１０２を設け、第１オイルポンプ１０１の吸入側に第２オイルポンプ
１０２を連結し、吐出側に高圧オイル供給部８６ａを連結すると共に、第２オイルポンプ
１０２の吐出側に低圧オイル供給部８６ｂを連結し、第１オイルポンプ１０１の吐出側と
吸入側とを連結する第１オイル循環通路８９に第１制御弁８８を設けると共に、第１オイ
ルポンプ１０１の連結先を第２オイルポンプ１０２とオイル貯留部８２との間で切替える
切替弁１３３を設け、油圧制御装置８１は、車両の運転状態に応じて第１制御弁８８及び
切替弁１３３を制御することで第１オイルポンプ１０１の吐出状態を制御している。
【００８０】
　従って、第１オイルポンプ１０１は、第２オイルポンプ１０２が吐出した低圧オイルを
吸入し、高圧オイルとして吐出し、高圧オイル供給部８６ａに供給する一方、第２オイル
ポンプ１０２は、低圧オイルを低圧オイル供給部８６ｂに供給するため、車両の運転状態
に拘らず、各オイル供給部８６ａ，８６ｂに必要な油量及び油圧を確保することができ、
ポンプ性能の向上を図ることができる。
【００８１】
　即ち、車両の発進時やエンジンの低負荷運転時に、第１オイルポンプ１０１による吐出
圧が低圧となることから、切替弁１３３によりオイル連結通路８４，１３２を連通状態と
し、第１オイルポンプ１０１は、第２オイルポンプ１０２による低圧オイルを加圧して高
圧オイル供給部８６ａに供給する。一方、その他の車両の走行状態やエンジン運転時には
、高圧オイル供給部８６ａは、高圧のオイルを必要としないことから、切替弁１３３によ
りオイル吸入通路１３１とオイル連結通路１３２を連通状態とし、第１オイルポンプ１０
１は、オイル貯留部８２から直接オイルを吸入して加圧して高圧オイル供給部８６ａに供
給する。従って、第１オイルポンプ１０１の必要以上の圧力上昇を抑制してポンプ負荷を
低減することができると共に、第２オイルポンプ１０２は、吐出する全量を低圧オイル供
給部８６ｂに供給して潤滑油不足を防止することができる。
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【実施例５】
【００８２】
　図１０は、本発明の実施例５に係る動力伝達装置を表す概略構成図、図１１は、第３制
御弁の概略図である。なお、前述した実施例で説明したものと同様の機能を有する部材に
は同一の符号を付して重複する説明は省略する。
【００８３】
　実施例５の動力伝達装置は、図１０に示すように、第１オイルポンプ１０１と第２オイ
ルポンプ１０２とを有し、この第２オイルポンプ１０２は、エンジンに同期して駆動する
ポンプであり、第１オイルポンプ１０１によるオイル吐出容量に対して、第２オイルポン
プ１０２のオイル吐出容量が少なく設定されている。そして、第１オイルポンプ１０１は
、吸入側に第２オイルポンプ１０２が連結される一方、吐出側に高圧オイル供給部８６ａ
が連結され、第２オイルポンプ１０２は、吐出側に低圧オイル供給部８６ｂが連結されて
おり、油圧制御装置８１により各オイル供給部８６ａ，８６ｂへのオイル供給量や供給油
圧が設定可能となっている。また、第１オイルポンプ１０１の吐出側と第２オイルポンプ
１０２の吐出側とを連結するオイル連通路１４２に、車両の運転状態に基づいて制御する
ことで低圧オイル供給部８６ｂへのオイル供給状態を制御する第３制御弁１４１が設けら
れている。
【００８４】
　即ち、オイル貯留部８２は、オイル吸入通路８３を介して第２オイルポンプ１０２の吸
入側に連結され、この第２オイルポンプ１０２の排出側がオイル連結通路８４を介して切
替弁１３３に連結されている。また、オイル貯留部８２は、オイル吸入通路１３１を介し
て切替弁１３３に連結されている。そして、第１オイルポンプ１０１は、吸入側に連結さ
れるオイル連結通路１３２が切替弁１３３に連結されている。そして、第１オイルポンプ
１０１の排出側がオイル排出通路８５を介して油圧制御装置８１の高圧制御装置８１ａに
連結され、オイル供給通路８７ａを介して高圧オイル供給部８６ａに連結されている。
【００８５】
　油圧制御装置８１は、第１オイルポンプ１０１を制御する第１制御弁８８及び第３制御
弁１４１を有している。つまり、第１オイルポンプ１０１の吐出側に連結されるオイル排
出通路８５と、第１オイルポンプ１０１の吸入側に連結されるオイル連結通路１３２とを
連結する第１オイル循環通路８９が設けられており、この第１オイル循環通路８９に第１
制御弁８８が設けられている。一方、第２オイルポンプ１０２の排出側がオイル連結通路
８４から分岐したオイル排出通路１２１を介して低圧制御装置８１ｂに連結され、オイル
供給通路８７ｂを介して低圧オイル供給部８６ｂに連結されている。そして、第１オイル
ポンプ１０１の吐出側に連結されるオイル排出通路８５と、第２オイルポンプ１０２の吐
出側に連結されるオイル排出通路１２１とがオイル連通路１４２に連結され、このオイル
連通路１４２に第３制御弁１４１が設けられている。油圧制御装置８１は、車両の運転状
態に基づいて第１制御弁８８及び第３制御弁１４１を制御することで、第１オイルポンプ
１０１の吐出状態を制御する。
【００８６】
　この第３制御弁１４１は、第２オイルポンプ１０２の吐出圧に応じてオイル連通路１４
２の連通遮断状態が切り替わる切替バルブ１４３を有している。即ち、図１１に示すよう
に、ケース１４４内には、切替バルブ１４３が往復移動自在に支持され、一端部に設けら
れた付勢部材としての圧縮バネ１４５により一方方向（図１１にて、左方向）に付勢支持
されている。また、切替バルブ１４３は、その周囲に設けられたソレノイドコイル１４６
により、両側方向（図１１にて、左右方向）に移動可能となっている。ケース１４４には
、オイル連通路１４２における高圧オイル供給部８６ａ側の通路１４２ａに連通する連通
口１４７ａと、オイル貯留部８２へのドレン通路１４８に連通するドレン口１４７ｂが形
成されている。また、ケース１４４には、低圧オイル供給部８６ｂ側の通路１４２ｂに連
通する連通口１４７ｃが形成されると共に、この連通口１４７ｃから分岐して切替バルブ
１４３の他端部側に連通する分岐口１４７ｄが形成されている。そして、切替バルブ１４
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３の外周部には、その移動位置により、連通口１４７ａ及びドレン通路１４７ｂと連通口
１４７ｃとを連通させる連通溝１４３ａが形成されている。
【００８７】
　従って、図１０に示すように、エンジンの駆動により第１、第２オイルポンプ１０１，
１０２が作動すると、第２オイルポンプ１０２は、オイル貯留部８２のオイルをオイル吸
入通路８３を介して吸入し、内部で加圧して低圧オイルとし、オイル連結通路８４に吐出
する。すると、第１オイルポンプ１０１は、オイル連結通路８４の低圧オイルを吸入し、
内部で加圧して高圧オイルとし、オイル排出通路８５に吐出する。このとき、油圧制御装
置８１は、車両の運転状態、つまり、オイルの必要量に応じて第１制御弁８８を制御する
。
【００８８】
　即ち、切替弁１３３によりオイル連結通路８４，１３２が連通状態で、且つ、オイル吸
入通路１３１とオイル連結通路１３２が遮断状態にあるとき、第１制御弁８８を閉止する
と、第２オイルポンプ１０２によるオイル吐出量Ｑ２のうちの所定量Ｑ３がオイル連結通
路８４，１３２を介して第１オイルポンプ１０１に供給される。そして、第１オイルポン
プ１０１によるオイル吐出量Ｑ１が全量、オイル排出通路８５及びオイル供給通路８７ａ
を介して高圧オイル供給部８６ａに供給される。また、第２オイルポンプ１０２によるオ
イル吐出量Ｑ２のうちの所定量Ｑ４（Ｑ２－Ｑ３）がオイル排出通路１２１及びオイル供
給通路８７ｂを介して低圧オイル供給部８６ｂに供給される。一方、第１制御弁８８を開
放すると、第１オイルポンプ１０１によるオイル吐出量Ｑ１に対して、第１制御弁８８の
開度に応じた量Ｑ１－Ｑ３が第１オイル循環通路８９を通してオイル連結通路１３２に戻
され、その残量Ｑ３がオイル排出通路８５及びオイル供給通路８７ａを介して高圧オイル
供給部８６ａに供給される。
【００８９】
　このとき、図１１に示すように、オイル排出通路１２１を通って低圧オイル供給部８６
ｂに供給される油圧ｐ２が低く、油量Ｑ４が少ないと、切替バルブ１４３は、圧縮バネ１
４５の付勢力により一方（図１１にて、左方）側に付勢され、連通溝１４３ａにより連通
口１４７ａと連通口１４７ｃが連通する。そのため、オイル排出通路８５の高圧オイルが
通路１４２ａ、連通口１４７ａ、連通溝１４３ａ、連通口１４７ｃ、通路１４２ｂを通っ
てオイル排出通路１２１に流れ、低圧オイル供給部８６ｂのオイル不足が防止される。
【００９０】
　一方、図１０に示すように、切替弁１３３によりオイル連結通路８４，１３２が遮断状
態で、且つ、オイル吸入通路１３１とオイル連結通路１３２が連通状態にあるとき、第１
制御弁８８を閉止すると、第１オイルポンプ１０１は、オイル貯留部８２のオイル量Ｑ３
を直接吸入し、オイル吐出量Ｑ１の全量がオイル排出通路８５及びオイル供給通路８７ａ
を介して高圧オイル供給部８６ａに供給される。また、第２オイルポンプ１０２は、オイ
ル吐出量Ｑ２の全量がオイル排出通路１２１及びオイル供給通路８７ｂを介して低圧オイ
ル供給部８６ｂに供給される。一方、第１制御弁８８を開放すると、第１オイルポンプ１
０１によるオイル吐出量Ｑ１に対して、第１制御弁８８の開度に応じた量Ｑ１－Ｑ３が第
１オイル循環通路８９を通してオイル連結通路１３２に戻され、その残量Ｑ３がオイル排
出通路８５及びオイル供給通路８７ａを介して高圧オイル供給部８６ａに供給される。
【００９１】
　このとき、図１１に示すように、オイル排出通路１２１を通って低圧オイル供給部８６
ｂに供給される油圧ｐ２が高く、油量Ｑ４が多すぎると、切替バルブ１４３は、低圧オイ
ル供給部８６ｂに供給される油圧ｐ２により他方（図１１にて、右方）側に押圧され、連
通溝１４３ａによりドレン口１４７ｂと連通口１４７ｃが連通する。そのため、オイル排
出通路１２１の低圧オイルが通路１４２ｂ、連通口１４７ｃ、連通溝１４３ａ、ドレン口
１４７ｂを通ってドレン通路１４８に流れ、低圧オイル供給部８６ｂへのオイルの過剰供
給が防止される。
【００９２】
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　なお、上述した説明では、第３制御弁１４１をオイル排出通路１２１を通って低圧オイ
ル供給部８６ｂに供給される油圧に応じて移動するようにしたが、ソレノイドコイル１４
６に通電することで、その吸引力により第３制御弁１４１を移動してもよい。
【００９３】
　このように実施例５の動力伝達装置にあっては、エンジンにより駆動する第１、第２オ
イルポンプ１０１，１０２を設け、第１オイルポンプ１０１の吸入側に第２オイルポンプ
１０２を連結し、吐出側に高圧オイル供給部８６ａを連結すると共に、第２オイルポンプ
１０２の吐出側に低圧オイル供給部８６ｂを連結し、第１オイルポンプ１０１の吐出側と
吸入側との第１オイル循環通路８９に第１制御弁８８を設けると共に、第１オイルポンプ
１０１の吐出側と第２オイルポンプ１０２の吐出側とを連結するオイル連通路１４２に第
３制御弁１４１を設け、油圧制御装置８１は、車両の運転状態に応じて第１制御弁８８、
切替弁１３３、第３制御弁１４１を制御することで第１オイルポンプ１０１の吐出状態を
制御している。
【００９４】
　従って、第１オイルポンプ１０１は、第２オイルポンプ１０２が吐出した低圧オイルを
吸入し、高圧オイルとして吐出し、高圧オイル供給部８６ａに供給する一方、第２オイル
ポンプ１０２は、低圧オイルを低圧オイル供給部８６ｂに供給するため、車両の運転状態
に拘らず、各オイル供給部８６ａ，８６ｂに必要な油量及び油圧を確保することができ、
ポンプ性能の向上を図ることができる。
【００９５】
　即ち、低圧オイル供給部８６ｂに供給される油圧ｐ２が低いと、切替バルブ１４３が一
方側に移動して連通溝１４３ａにより連通口１４７ａと連通口１４７ｃを連通するため、
オイル排出通路８５の高圧オイルが第３制御弁１４１によりオイル連通路１４２を通って
オイル排出通路１２１側に流れ、低圧オイル供給部８６ｂのオイル不足を防止することが
できる。一方、低圧オイル供給部８６ｂに供給される油圧ｐ２が高いと、切替バルブ１４
３が他方側に移動して連通溝１４３ａによりドレン口１４７ｂと連通口１４７ｃが連通す
るため、オイル排出通路１２１の低圧オイルが第３制御弁１４１によりオイル連通路１４
２を通ってドレン通路１４８に流れ、低圧オイル供給部８６ｂへのオイルの過剰供給を防
止することができる。
【実施例６】
【００９６】
　図１２は、本発明の実施例６に係る動力伝達装置を表す概略構成図、図１３は、第２オ
イルポンプの作動制御を表すフローチャートである。なお、前述した実施例で説明したも
のと同様の機能を有する部材には同一の符号を付して重複する説明は省略する。
【００９７】
　実施例６の動力伝達装置は、図１２に示すように、第１オイルポンプ１０１と第２オイ
ルポンプ１５０とを有し、この第２オイルポンプ１５０は、図示しない電気モータにより
駆動する電動ポンプであり、第１オイルポンプ１０１によるオイル吐出容量に対して、第
２オイルポンプ１５０のオイル吐出容量が少なく設定されている。そして、第１オイルポ
ンプ１０１の吸入側に第２オイルポンプ１５０が直列に連結されており、第１オイルポン
プ１０１の連結先を第２オイルポンプ１５０とオイル貯留部８２との間で切替え可能とし
、油圧制御装置８１は、車両の運転状態に応じて第２オイルポンプ１５０の回転数を制御
可能としている。
【００９８】
　即ち、オイル貯留部８２は、オイル吸入通路８３を介して第２オイルポンプ１５０の吸
入側に連結され、この第２オイルポンプ１５０の排出側がオイル連結通路８４を介して第
１オイルポンプ１０１の吸入側に連結されている。また、オイル貯留部８２は、オイル吸
入通路１５１を介してオイル連結通路８４に連結されており、このオイル吸入通路１５１
に逆止弁１５２が設けられている。この場合、逆止弁１５２は、オイル吸入通路１５１に
おけるオイル貯留部８２からオイル連結通路８４へのオイルの流れを許可または禁止する
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切替弁であってもよい。そして、第１オイルポンプ１０１の排出側がオイル排出通路８５
を介して油圧制御装置８１に連結され、オイル供給通路８７を介してオイル供給部８６に
連結されている。
【００９９】
　油圧制御装置８１は、第１オイルポンプ１０１を制御する第１制御弁８８を有している
。つまり、第１オイルポンプ１０１の吐出側に連結されるオイル排出通路８５と、第１オ
イルポンプ１０１の吸入側に連結されるオイル連結通路８４とを連結する第１オイル循環
通路８９が設けられており、この第１オイル循環通路８９に第１制御弁８８が設けられて
いる。油圧制御装置８１は、車両の運転状態に基づいて第１制御弁８８を制御することで
、第１オイルポンプ１０１の吐出状態を制御する。
【０１００】
　従って、エンジンの駆動により第１オイルポンプ１０１が作動すると共に、電気モータ
により第２オイルポンプ１０２が作動すると、第２オイルポンプ１５０は、オイル貯留部
８２のオイルをオイル吸入通路８３を介して吸入し、内部で加圧して低圧オイルとし、オ
イル連結通路８４に吐出する。すると、第１オイルポンプ１０１は、オイル連結通路８４
の低圧オイルを吸入し、内部で加圧して高圧オイルとし、オイル排出通路８５に吐出する
。このとき、油圧制御装置８１は、車両の運転状態、つまり、オイルの必要量に応じて第
１制御弁８８及び第２オイルポンプ１５０を制御する。
【０１０１】
　即ち、オイル供給部８６が高圧のオイルを必要としているとき、油圧制御装置８１は、
第２オイルポンプ１５０を駆動する。このとき、第１制御弁８８を閉止すると、第２オイ
ルポンプ１５０によるオイル吐出量が全量、オイル連結通路８４を介して第１オイルポン
プ１０１に供給される。そして、第１オイルポンプ１０１によるオイル吐出量が全量、オ
イル排出通路８５及びオイル供給通路８７を介してオイル供給部８６に供給される。一方
、第１制御弁８８を開放すると、第１オイルポンプ１０１によるオイル吐出量に対して、
第１制御弁８８の開度に応じた量が第１オイル循環通路８９を通してオイル連結通路８４
に戻され、その残量がオイル排出通路８５及びオイル供給通路８７を介してオイル供給部
８６に供給される。
【０１０２】
　一方、オイル供給部８６が高圧のオイルを必要としていないとき、油圧制御装置８１は
、第２オイルポンプ１５０の駆動を停止する。このとき、第１オイルポンプ１０１は、オ
イル吸入通路１５１から直接オイル貯留部８２のオイルを吸入し、オイル排出通路８５に
吐出する。そして、第１制御弁８８の開度に応じたオイル量がこのオイル排出通路８５及
びオイル供給通路８７を介してオイル供給部８６に供給される。
【０１０３】
　ここで、油圧制御装置８１による第２オイルポンプ１５０の作動制御を図１３のフロー
チャートに基づいて詳細に説明する。
【０１０４】
　油圧制御装置８１による第２オイルポンプ１５０の作動制御において、図１３に示すよ
うに、ステップＳ１１にて、油圧制御装置８１は、第１オイルポンプ１０１における入出
力回転数差（第１回転部材と第２回転部材との回転数差）ΔＮが、第１オイルポンプ１０
１の吸入限界回転数ＮＭＡＸより小さいかどうかを判定する。ここで、第１オイルポンプ
１０１における入出力回転数差ΔＮが吸入限界回転数ＮＭＡＸより小さいと判定されたら
、ステップＳ１２に移行する。
【０１０５】
　ステップＳ１２にて、油圧制御装置８１は、第１オイルポンプ１０１におけるオイル吐
出圧ＰＬが、オイル供給部８６における最低ライン圧ＰＬ０より大きいかどうかを判定す
る。ここで、第１オイルポンプ１０１におけるオイル吐出圧ＰＬがオイル供給部８６にお
ける最低ライン圧ＰＬ０より大きいと判定されたら、ステップＳ１３に移行し、第２オイ
ルポンプ１５０を停止する。
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【０１０６】
　一方、ステップＳ１１にて、第１オイルポンプ１０１における入出力回転数差ΔＮが吸
入限界回転数ＮＭＡＸより小さくないと判定されたり、ステップＳ１２にて、第１オイル
ポンプ１０１におけるオイル吐出圧ＰＬがオイル供給部８６における最低ライン圧ＰＬ０

より大きくないと判定されたら、ステップＳ１４に移行し、第２オイルポンプ１５０を駆
動する。
【０１０７】
　このように実施例６の動力伝達装置にあっては、エンジンにより駆動する第１オイルポ
ンプ１０１と電動モータにより駆動する第２オイルポンプ１５０を設け、第１オイルポン
プ１０１の吸入側に第２オイルポンプ１５０を直列に連結し、吐出側にオイル供給部８６
を連結し、第２オイルポンプ１５０を電動ポンプとすると共に、第１オイルポンプ１０１
の連結先を第２オイルポンプ１５０とオイル貯留部８２との間で切替え可能とし、油圧制
御装置８１は、車両の運転状態に応じて第２オイルポンプ１５０の回転数を制御可能とし
ている。
【０１０８】
　従って、第１オイルポンプ１０１は、第２オイルポンプ１５０が吐出した低圧オイルを
吸入し、高圧オイルとして吐出し、オイル供給部８６に供給するため、車両の運転状態に
拘らず、オイル供給部８６に必要な油量及び油圧を確保することができ、ポンプ性能の向
上を図ることができる。また、車両の運転状態に基づいて第２オイルポンプ１５０の回転
数を制御することで、第１オイルポンプ１０１からのオイル吐出量及び吐出圧を容易に調
整することができる。
【０１０９】
　即ち、車両の発進時やエンジンの低負荷運転時に、第１オイルポンプ１０１による吐出
圧が低圧となることから、第２オイルポンプ１５０を駆動することで、第１オイルポンプ
１０１は、低圧オイルを加圧してオイル供給部８６に供給する。一方、その他の車両の走
行状態やエンジン運転時には、オイル供給部８６は、高圧のオイルを必要としないことか
ら、第２オイルポンプ１５０を停止することで、第１オイルポンプ１０１は、オイル貯留
部８２のオイルを加圧してオイル供給部８６に供給する。そのため、第１オイルポンプ１
０１の必要以上の圧力上昇を抑制してポンプ負荷を低減することができると共に、第２オ
イルポンプ１５０を停止することで、消費動力を軽減することができる。
【０１１０】
　なお、この実施例６にて、第２オイルポンプ１５０の作動停止判定に、第１オイルポン
プ１０１の吸入限界回転数ＮＭＡＸを用いたが、この吸入限界回転数ＮＭＡＸは、オイル
の温度低下と共に低くなることから、この吸入限界回転数ＮＭＡＸをオイルの温度に応じ
て可変としてもよい。また、このとき、第２オイルポンプ１５０によるオイル吐出圧は、
オイルの温度が低く、第１オイルポンプ１０１における入出力回転数差ΔＮが大きいほど
高くなるため、上述と同様に、入出力回転数差ΔＮをオイルの温度に応じて可変としても
よい。
【０１１１】
　なお、上述した各実施例では、第１回転部材２５にカム２６を設ける一方、第２回転部
材３６にカム２６に対向して径方向に沿って移動自在なピストン３８ａ～３８ｈを設けた
が、この構成に限定されるものではない。即ち、第２回転部材にカムを設ける一方、第１
回転部材にカムに対向して径方向に沿って移動自在なピストンを設けてもよい。
【０１１２】
　なお、上述した各実施例にて、第１オイルポンプをラジアルピストンポンプとして説明
したが、これに限定されるものではなく、ベーンポンプやアキシャルポンプなど差動回転
可能なポンプであればよい。
【産業上の利用可能性】
【０１１３】
　以上のように、本発明に係る油圧装置は、第１回転部材と第２回転部材との間で動力伝
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達が行われると共に、この第１回転部材と第２回転部材とが相対回転することでオイルを
吐出する動力伝達装置において、第１回転部材と第２回転部材との回転数差に拘らず必要
な油圧を確保することでポンプ性能の向上を図るものであり、いずれの種類の動力伝達装
置に用いても好適である。
【図面の簡単な説明】
【０１１４】
【図１】本発明の実施例１に係る動力伝達装置を表す概略構成図である。
【図２】実施例１の動力伝達装置が適用された車両の駆動伝達系を表す概略構成図である
。
【図３】実施例１の動力伝達装置におけるオイルポンプの概略断面図である。
【図４】図３のIV－IV断面図である。
【図５】実施例１の動力伝達装置による吐出油圧を表す概略図である。
【図６】本発明の実施例２に係る動力伝達装置を表す概略構成図である。
【図７】本発明の実施例３に係る動力伝達装置を表す概略構成図である。
【図８】実施例３の動力伝達装置が適用された車両の駆動伝達系を表す概略構成図である
。
【図９】本発明の実施例４に係る動力伝達装置を表す概略構成図である。
【図１０】本発明の実施例５に係る動力伝達装置を表す概略構成図である。
【図１１】第３制御弁の概略図である。
【図１２】本発明の実施例６に係る動力伝達装置を表す概略構成図である。
【図１３】第２オイルポンプの作動制御を表すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１１５】
　１１　エンジン
　１２　クランクシャフト
　１４　インプットシャフト（入力部材）
　１５　プライマリシャフト
　１７　ケーシング
　２２　動力伝達装置
　２５　第１回転部材
　２６　カム
　２７　ロータリバルブ
　２９　第１連通孔
　３０ａ，３０ｂ　第２連通孔
　３２　オイル排出通油路
　３３　第２油路
　３４ａ～３４ｄ，１１３ａ～１１３ｄ　連結溝
　３５ａ～３５ｄ，１１４ａ～１１４ｄ　連結孔
　３６　第２回転部材
　３７ａ～３７ｈ　シリンダ
　３８ａ～３８ｈ　ピストン
　３９ａ～３９ｈ　ローラ
　４０ａ～４０ｈ　圧縮コイルスプリング（押付部材）
　４１ａ～４１ｈ　油室
　４２ａ～４２ｈ　連結孔
　４５　アウトプットシャフト（出力部材）
　５１　前後進切換装置
　５８　無段変速部
　７１　電子制御装置、ＥＣＵ
　８１　油圧制御装置
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　８２　オイル貯留部
　８３，１３１，１５１　オイル吸入通路
　８４，１３２　オイル連結通路
　８５，１２１　オイル排出通路
　８６　オイル供給部
　８７　オイル供給通路
　８８　第１制御弁
　８９　第１オイル循環通路
　９５　吸入口
　９６　排出口
　１０１　第１オイルポンプ
　１０２，１５０　第２オイルポンプ
　１１１　第２制御弁
　１１２　第２オイル循環通路
　１３３　切替弁
　１４１　第３制御弁
　１４２　オイル連通路
　１５２　逆止弁（切替弁）

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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