
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
油圧式の第１と第２のクラッチ手段と、油圧式の第１と第２のブレーキ手段とを備えると
ともに、第１のクラッチ手段への油圧の給排を制御して同手段の作動をオンオフ制御する
第１電磁弁と、第２のクラッチ手段への油圧の給排を制御して同手段の作動をオンオフ制
御する第２電磁弁と、第１のブレーキ手段への油圧の給排を制御して同手段の作動をオン
オフ制御する第３電磁弁と、第２のブレーキ手段への油圧の給排を制御して同手段の作動
をオンオフ制御する第４電磁弁とを備え、また第１のクラッチ手段と第１のブレーキ手段
が共に作動オン状態とされることにより１速の変速段が構成され、第２のクラッチ手段と
第１のブレーキ手段が共に作動オン状態とされることにより２速の変速段が構成され、第
１のクラッチ手段と第２のクラッチ手段が共に作動オン状態とされることにより３速の変
速段が構成され、第２のクラッチ手段と第２のブレーキ手段が共に作動オン状態とされる
ことにより４速の変速段が構成されるようにした変速ギヤ列を備えた自動変速機であり、
第１電磁弁と第２電磁弁を非励磁時に出力側油路に油圧が供給される常開弁とするととも
に、第３電磁弁と第４電磁弁を非励磁時に出力側油路の油圧が排出される常閉弁とし、ま
た第１，２，３電磁弁の出力側油路全てに油圧が供給されているか、第４電磁弁と第１，
２，３電磁弁の何れかの出力側油路に油圧が供給されているときに、第１のブレーキ手段
の作動をオフとする第１スプール弁と、第１，４電磁弁の両出力側油路に油圧が供給され
ているときに、第２のブレーキ手段の作動をオフとする第２スプール弁を設けたことを特
徴とする自動変速機の油圧制御装置。
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【請求項２】
油圧式の第１と第２のクラッチ手段と、油圧式の第１のブレーキ手段とを備えるとともに
、第１のクラッチ手段への油圧の給排を制御して同手段の作動をオンオフ制御する第１電
磁弁と、第２のクラッチ手段への油圧の給排を制御して同手段の作動をオンオフ制御する
第２電磁弁と、第１のブレーキ手段への油圧の給排を制御して同手段の作動をオンオフ制
御する第３電磁弁とを備え、また第１のクラッチ手段と第１のブレーキ手段が共に作動オ
ン状態とされることにより１速の変速段が構成され、第２のクラッチ手段と第１のブレー
キ手段が共に作動オン状態とされることにより２速の変速段が構成され、第１のクラッチ
手段と第２のクラッチ手段が共に作動オン状態とされることにより３速の変速段が構成さ
れるようにした変速ギヤ列を備えた自動変速機であり、第１電磁弁と第２電磁弁を非励磁
時に出力側油路に油圧が供給される常開弁とするとともに、第３電磁弁を非励磁時に出力
側油路の油圧が排出される常閉弁とし、また第１，２，３電磁弁の出力側油路全てに油圧
が供給されているときに、第１のブレーキ手段の作動をオフとする第１スプール弁を設け
たことを特徴とする自動変速機の油圧制御装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば車両用自動変速機に適用可能な自動変速機の油圧制御装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
自動変速機の一つとして、油圧式の第１と第２のクラッチ手段と、油圧式の第１と第２の
ブレーキ手段とを備えるとともに、第１のクラッチ手段への油圧の給排を制御して同手段
の作動をオンオフ制御する第１電磁弁と、第２のクラッチ手段への油圧の給排を制御して
同手段の作動をオンオフ制御する第２電磁弁と、第１のブレーキ手段への油圧の給排を制
御して同手段の作動をオンオフ制御する第３電磁弁と、第２のブレーキ手段への油圧の給
排を制御して同手段の作動をオンオフ制御する第４電磁弁とを備え、また第１のクラッチ
手段と第１のブレーキ手段が共に作動オン状態とされることにより１速の変速段が構成さ
れ、第１のクラッチ手段と第２のブレーキ手段が共に作動オン状態とされることにより２
速の変速段が構成され、第１のクラッチ手段と第２のクラッチ手段が共に作動オン状態と
されることにより３速の変速段が構成され、第２のクラッチ手段と第２のブレーキ手段が
共に作動オン状態とされることにより４速の変速段が構成されるようにした変速ギヤ列を
備えたものがあり、例えば特開昭６３－２１０４４３号公報に示されている。
【０００３】
この公報の車両用自動変速機においては、全ての電磁弁が非励磁時に出力側油路に油圧が
供給される常開弁とされ、また第１電磁弁と第２，４電磁弁の少なくとも一つの出力側油
路に油圧が供給されているときに、第１のブレーキ手段の作動をオフとする第１スプール
弁（第１フェィルセーフ弁）と、第２電磁弁と第３，４電磁弁の少なくとも一つの出力側
油路に油圧が供給されているときに、第２のブレーキ手段の作動をオフとする第２スプー
ル弁（第２フェィルセーフ弁）が設けられている。
【０００４】
このため、断線フェィル時（全ての電磁弁が非励磁とされて全ての電磁弁の出力側油路に
油圧が供給されるとき）には、第１スプール弁によって第１のブレーキ手段が作動オフ状
態とされ、また第２スプール弁によって第２のブレーキ手段が作動オフ状態とされて、第
１のクラッチ手段と第２のクラッチ手段のみが作動オン状態とされ、変速ギヤ列にて３速
の変速段が構成される。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記した公報の車両用自動変速機においては、断線フェィル時、第１スプール
弁の作動によって第１のブレーキ手段が作動オフ状態とされ、また第２スプール弁の作動
によって第２のブレーキ手段が作動オフ状態とされることにより、第１のクラッチ手段と
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第２のクラッチ手段のみが作動オン状態とされて、変速ギヤ列にて３速の変速段が構成さ
れるように構成されているため、このときに第１スプール弁及び第２スプール弁の少なく
とも一つが的確に作動しない場合には、変速ギヤ列にて３速の変速段が構成されないとい
う問題がある。本発明はかかる問題に着目してなされたものであり、断線フェィル時には
フェィルセーフ用のスプール弁の作動に拘らず、変速ギヤ列にて３速の変速段が構成され
るようにすることを課題とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
請求項１に係る発明は、油圧式の第１と第２のクラッチ手段と、油圧式の第１と第２のブ
レーキ手段とを備えるとともに、第１のクラッチ手段への油圧の給排を制御して同手段の
作動をオンオフ制御する第１電磁弁と、第２のクラッチ手段への油圧の給排を制御して同
手段の作動をオンオフ制御する第２電磁弁と、第１のブレーキ手段への油圧の給排を制御
して同手段の作動をオンオフ制御する第３電磁弁と、第２のブレーキ手段への油圧の給排
を制御して同手段の作動をオンオフ制御する第４電磁弁とを備え、また第１のクラッチ手
段と第１のブレーキ手段が共に作動オン状態とされることにより１速の変速段が構成され
、第２のクラッチ手段と第１のブレーキ手段が共に作動オン状態とされることにより２速
の変速段が構成され、第１のクラッチ手段と第２のクラッチ手段が共に作動オン状態とさ
れることにより３速の変速段が構成され、第２のクラッチ手段と第２のブレーキ手段が共
に作動オン状態とされることにより４速の変速段が構成されるようにした変速ギヤ列を備
えた自動変速機であり、この自動変速機の油圧制御装置において、第１電磁弁と第２電磁
弁を非励磁時に出力側油路に油圧が供給される常開弁とするとともに、第３電磁弁と第４
電磁弁を非励磁時に出力側油路の油圧が排出される常閉弁とし、また第１，２，３電磁弁
の出力側油路全てに油圧が供給されているか、第４電磁弁と第１，２，３電磁弁の何れか
の出力側油路に油圧が供給されているときに、第１のブレーキ手段の作動をオフとする第
１スプール弁と、第１，４電磁弁の両出力側油路に油圧が供給されているときに、第２の
ブレーキ手段の作動をオフとする第２スプール弁を設けたことに特徴がある。
【０００７】
また、請求項２に係る発明は、油圧式の第１と第２のクラッチ手段と、油圧式の第１のブ
レーキ手段とを備えるとともに、第１のクラッチ手段への油圧の給排を制御して同手段の
作動をオンオフ制御する第１電磁弁と、第２のクラッチ手段への油圧の給排を制御して同
手段の作動をオンオフ制御する第２電磁弁と、第１のブレーキ手段への油圧の給排を制御
して同手段の作動をオンオフ制御する第３電磁弁とを備え、また第１のクラッチ手段と第
１のブレーキ手段が共に作動オン状態とされることにより１速の変速段が構成され、第２
のクラッチ手段と第１のブレーキ手段が共に作動オン状態とされることにより２速の変速
段が構成され、第１のクラッチ手段と第２のクラッチ手段が共に作動オン状態とされるこ
とにより３速の変速段が構成されるようにした変速ギヤ列を備えた自動変速機であり、こ
の自動変速機の油圧制御装置において、第１電磁弁と第２電磁弁を非励磁時に出力側油路
に油圧が供給される常開弁とするとともに、第３電磁弁を非励磁時に出力側油路の油圧が
排出される常閉弁とし、また第１，２，３電磁弁の出力側油路全てに油圧が供給されてい
るときに、第１のブレーキ手段の作動をオフとする第１スプール弁を設けたことに特徴が
ある。
【０００８】
【発明の作用・効果】
請求項１に係る発明においては、第１電磁弁と第４電磁弁が非励磁とされかつ第２電磁弁
と第３電磁弁が励磁されると、第１電磁弁と第３電磁弁の出力側油路に油圧が供給される
とともに、第２電磁弁と第４電磁弁の出力側油路に油圧が供給されない状態となる。この
ときには、第１，２，３電磁弁の出力側油路全てに油圧が供給されることはなく、また第
４電磁弁と第１，２，３電磁弁の何れかの出力側油路に油圧が供給されることもないため
、フェィルセーフ用の第１スプール弁は第１のブレーキ手段の作動をオフとすることはな
い。したがって、第１のクラッチ手段と第１のブレーキ手段が共に作動オン状態とされる
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とともに、第２のクラッチ手段と第２のブレーキ手段が共に作動オフ状態とされ、変速ギ
ヤ列にて１速の変速段が構成される。
【０００９】
また、第２電磁弁と第４電磁弁が非励磁とされかつ第１電磁弁と第３電磁弁が励磁される
と、第２電磁弁と第３電磁弁の出力側油路に油圧が供給されるとともに、第１電磁弁と第
４電磁弁の出力側油路に油圧が供給されない状態となる。このときには、第１，２，３電
磁弁の出力側油路全てに油圧が供給されることはなく、また第４電磁弁と第１，２，３電
磁弁の何れかの出力側油路に油圧が供給されることもないため、フェィルセーフ用の第１
スプール弁は第１のブレーキ手段の作動をオフとすることはない。したがって、第２のク
ラッチ手段と第１のブレーキ手段が共に作動オン状態とされるとともに、第１のクラッチ
手段と第２のブレーキ手段が共に作動オフ状態とされ、変速ギヤ列にて２速の変速段が構
成される。
【００１０】
また、第１電磁弁～第４電磁弁の全てが非励磁とされると、第１電磁弁と第２電磁弁の出
力側油路に油圧が供給されるとともに、第３電磁弁と第４電磁弁の出力側油路に油圧が供
給されない状態となる。したがって、第１のクラッチ手段と第２のクラッチ手段が共に作
動オン状態とされるとともに、フェィルセーフ用の第１スプール弁及び第２スプール弁の
作動に拘らず、第１のブレーキ手段と第２のブレーキ手段が共に作動オフ状態とされ、変
速ギヤ列にて３速の変速段が構成される。
【００１１】
また、第２電磁弁と第３電磁弁が非励磁とされかつ第１電磁弁と第４電磁弁が励磁される
と、第２電磁弁と第４電磁弁の出力側油路に油圧が供給されるとともに、第１電磁弁と第
３電磁弁の出力側油路に油圧が供給されない状態となる。このときには、第１，４電磁弁
の両出力側油路に油圧が供給されることはないため、フェィルセーフ用の第２スプール弁
は第２のブレーキ手段の作動をオフとすることはない。したがって、第２のクラッチ手段
と第２のブレーキ手段が共に作動オン状態とされるとともに、第１のクラッチ手段と第１
のブレーキ手段が共に作動オフ状態とされ、変速ギヤ列にて４速の変速段が構成される。
【００１２】
ところで、この請求項１に係る発明においては、上述したように第１電磁弁～第４電磁弁
の全てが非励磁とされることにより、変速ギヤ列にて３速の変速段が構成されるようにな
っているため、変速ギヤ列にて１速，２速または４速の変速段が構成されている駆動状態
にて、断線フェィルが生じ全ての電磁弁が非励磁とされると、フェィルセーフ用の第１ス
プール弁及び第２スプール弁の作動に拘らず、変速ギヤ列にて３速の変速段が構成される
。したがって、断線フェィルと同時に第１スプール弁及び第２スプール弁の作動不良（ス
プールがスティックして動かない場合）が生じても、変速ギヤ列にて的確に３速の変速段
が構成されて、３速の変速段にて駆動を続行することができる。
【００１３】
また、請求項１に係る発明（４速自動変速機の油圧制御装置）においては、その構成から
第２のブレーキ手段と第４電磁弁と第２スプール弁等を廃止することにより、請求項２に
係る発明（３速自動変速機の油圧制御装置）を成立させることができ、３速自動変速機と
４速自動変速機にて構成部材の共通化を図ることができる。
【００１４】
一方、請求項２に係る発明においては、第１電磁弁が非励磁とされかつ第２電磁弁と第３
電磁弁が励磁されると、第１電磁弁と第３電磁弁の出力側油路に油圧が供給されるととも
に、第２電磁弁の出力側油路に油圧が供給されない状態となる。このときには、第１，２
，３電磁弁の出力側油路全てに油圧が供給されることはないため、フェィルセーフ用の第
１スプール弁は第１のブレーキ手段の作動をオフとすることはない。したがって、第１の
クラッチ手段と第１のブレーキ手段が共に作動オン状態とされるとともに、第２のクラッ
チ手段が作動オフ状態とされ、変速ギヤ列にて１速の変速段が構成される。
【００１５】
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また、第２電磁弁が非励磁とされかつ第１電磁弁と第３電磁弁が励磁されると、第２電磁
弁と第３電磁弁の出力側油路に油圧が供給されるとともに、第１電磁弁の出力側油路に油
圧が供給されない状態となる。このときには、第１，２，３電磁弁の出力側油路全てに油
圧が供給されることはないため、フェィルセーフ用の第１スプール弁は第１のブレーキ手
段の作動をオフとすることはない。したがって、第２のクラッチ手段と第１のブレーキ手
段が共に作動オン状態とされるとともに、第１のクラッチ手段が作動オフ状態とされ、変
速ギヤ列にて２速の変速段が構成される。
【００１６】
また、第１電磁弁～第３電磁弁の全てが非励磁とされると、第１電磁弁と第２電磁弁の出
力側油路に油圧が供給されるとともに、第３電磁弁の出力側油路に油圧が供給されない状
態となる。したがって、第１のクラッチ手段と第２のクラッチ手段が共に作動オン状態と
されるとともに、フェィルセーフ用の第１スプール弁の作動に拘らず、第１のブレーキ手
段が作動オフ状態とされ、変速ギヤ列にて３速の変速段が構成される。
【００１７】
ところで、この請求項２に係る発明においては、上述したように第１電磁弁～第３電磁弁
の全てが非励磁とされることにより、変速ギヤ列にて３速の変速段が構成されるようにな
っているため、変速ギヤ列にて１速または２速の変速段が構成されている駆動状態にて、
断線フェィルが生じ全ての電磁弁が非励磁とされると、フェィルセーフ用の第１スプール
弁の作動に拘らず、変速ギヤ列にて３速の変速段が構成される。したがって、断線フェィ
ルと同時に第１スプール弁の作動不良（スプールがスティックして動かない場合）が生じ
ても、変速ギヤ列にて的確に３速の変速段が構成されて、３速の変速段にて駆動を続行す
ることができる。
【００１８】
また、請求項２に係る発明（３速自動変速機の油圧制御装置）においては、その構成に請
求項１に係る発明の第２のブレーキ手段と第４電磁弁と第２スプール弁等を追加すること
により、請求項１に係る発明（４速自動変速機の油圧制御装置）を成立させることができ
、３速自動変速機と４速自動変速機にて構成部材の共通化を図ることができる。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の各実施形態を図面に基づいて説明する。図１は請求項１に係る発明（４
速自動変速機の油圧制御装置）の一実施形態を示していて、この実施形態の車両用４速自
動変速機においては、スケルトンで示した変速ギヤ列１０に組み込んだ油圧式の第１クラ
ッチＣ１と第２クラッチＣ２及び油圧式の第１ブレーキＢ１と第２ブレーキＢｏとリバー
ス用ブレーキＢ２の各作動がマニュアルバルブ２０と第１電磁弁ＳＯＬ１，第２電磁弁Ｓ
ＯＬ２，第３電磁弁ＳＯＬ３及び第４電磁弁ＳＯＬ４と第１スプール弁Ｖ１及び第２スプ
ール弁Ｖ２とによって制御されるように構成されている。なお、第１電磁弁ＳＯＬ１と第
２電磁弁ＳＯＬ２の入力側油路にはライン圧（周知のように図示省略のレギュレータバル
ブによって調圧されている）が直接供給されるように構成されるとともに、第３電磁弁Ｓ
ＯＬ３と第４電磁弁ＳＯＬ４の入力側油路にはライン圧がマニュアルバルブ２０を介して
供給されるように構成されている。また各電磁弁ＳＯＬ１～ＳＯＬ４の出力側油路には各
アキュムレータＡ１～Ａ４がそれぞれ介装されている。
【００２０】
変速ギヤ列１０は、エンジンからトルクコンバータ（共に図示省略）を介して伝達される
動力をＩＮＰＵＴから入力してＯＵＴＰＵＴに出力するものであり、図２の作動表示図（
ライン圧が供給されている状態のもので、クラッチ及びブレーキの作動状態にて○印は作
動オン状態を示し無印は作動オフ状態を示しており、また電磁弁の作動状態にて○印は励
磁状態を示し×印は非励磁状態を示している）に示したように、第１クラッチＣ１と第１
ブレーキＢ１が共に作動オン状態とされることにより１速の変速段が構成され、第２クラ
ッチＣ２と第１ブレーキＢ１が共に作動オン状態とされることにより２速の変速段が構成
され、第１クラッチＣ１と第２クラッチＣ２が共に作動オン状態とされることにより３速
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の変速段が構成され、第２クラッチＣ２と第２ブレーキＢｏが共に作動オン状態とされる
ことにより４速の変速段が構成されるとともに、第１クラッチＣ１とリバース用ブレーキ
Ｂ２が共に作動オン状態とされることによりリバースの変速段が構成されようになってい
る。
【００２１】
マニュアルバルブ２０は、周知のようにシフト操作されるものであり、図１に示したよう
にレンジＤ，２，Ｌにシフトされている状態にてライン圧供給油路Ｐ１を第３電磁弁ＳＯ
Ｌ３及び第４電磁弁ＳＯＬ４の入力側油路に接続させるとともに第２電磁弁ＳＯＬ２の出
力側油路を第２クラッチＣ２に接続した油路Ｐ２に接続するように、またレンジＲにシフ
トされている状態にてライン圧供給油路Ｐ１と第３電磁弁ＳＯＬ３及び第４電磁弁ＳＯＬ
４の入力側油路との接続を遮断するとともに第２電磁弁ＳＯＬ２の出力側油路を第２ブレ
ーキＢ２に接続した油路Ｐ３に接続するように、またレンジＮ，Ｐにシフトされている状
態にてライン圧供給油路Ｐ１と第３電磁弁ＳＯＬ３及び第４電磁弁ＳＯＬ４の入力側油路
との接続を遮断するとともに第２電磁弁ＳＯＬ２の出力側油路と両油路Ｐ２，Ｐ３との接
続を遮断するように構成されている。なお、油路Ｐ３は図示省略のレギュレータバルブに
も接続されていて、油路Ｐ３の油圧がレギュレータバルブにフィードバックされるように
構成されている。
【００２２】
第１電磁弁ＳＯＬ１～第４電磁弁ＳＯＬ４は、車両の運転状態に応じて電気制御装置（図
示省略）により励磁と非励磁をそれぞれ制御されるものであって、第１電磁弁ＳＯＬ１は
常開弁（非励磁時に出力側油路に油圧が供給される弁）でマニュアルバルブ２０のシフト
ポジションに拘らず常に第１クラッチＣ１への油圧の給排を制御して同クラッチＣ１の作
動をオンオフ制御するものであり、第２電磁弁ＳＯＬ２は常開弁でマニュアルバルブ２０
がレンジＤ，２，Ｌにシフトされている状態にて第２クラッチＣ２への油圧の給排を制御
して同クラッチＣ２の作動をオンオフ制御しまたマニュアルバルブ２０がレンジＲにシフ
トされている状態にてリバース用ブレーキＢ２への油圧の給排を制御して同ブレーキＢ２
の作動をオンオフ制御するものであり、第３電磁弁ＳＯＬ３は常閉弁（非励磁時に出力側
油路の油圧が排出される弁）でマニュアルバルブ２０がレンジＤ，２，Ｌにシフトされて
いる状態にて第１ブレーキＢ１への油圧の給排を制御して同ブレーキＢ１の作動をオンオ
フ制御するものであり、第４電磁弁ＳＯＬ４は常閉弁でマニュアルバルブ２０がレンジＤ
，２，Ｌにシフトされている状態にて第２ブレーキＢｏへの油圧の給排を制御して同ブレ
ーキＢｏの作動をオンオフ制御するものである。
【００２３】
第１スプール弁Ｖ１は、図示左端にライン圧を受けて正常時に図１の上半分に示した位置
に保持されるスプールＶ１ａを有していて、第１電磁弁ＳＯＬ１，第２電磁弁ＳＯＬ２，
第３電磁弁ＳＯＬ３の出力側油路全てに油圧が供給されているか、第４電磁弁ＳＯＬ４と
第１電磁弁ＳＯＬ１，第２電磁弁ＳＯＬ２，第３電磁弁ＳＯＬ３の何れかの出力側油路に
油圧が供給されているとき（フェィル時）に、スプールＶ１ａがライン圧に抗して図１の
下半分に示したように移動して、第１ブレーキＢ１の作動をオフとするように構成されて
いる。
【００２４】
第２スプール弁Ｖ２は、図示左端にライン圧を受けて正常時に図１の上半分に示した位置
に保持されるスプールＶ２ａを有していて、第１電磁弁ＳＯＬ１と第４電磁弁ＳＯＬ４の
両出力側油路に油圧が供給されているとき（フェィル時）に、第２ブレーキＢｏの作動を
オフとするように構成されている。
【００２５】
上記のように構成した車両用４速自動変速機においては、図１に示したようにマニュアル
バルブ２０がレンジＤ，２，Ｌにシフトされている状態にて、第１電磁弁ＳＯＬ１と第４
電磁弁ＳＯＬ４が非励磁とされかつ第２電磁弁ＳＯＬ２と第３電磁弁ＳＯＬ３が励磁され
ると、第１電磁弁ＳＯＬ１と第３電磁弁ＳＯＬ３の出力側油路に油圧が供給されるととも
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に、第２電磁弁ＳＯＬ２と第４電磁弁ＳＯＬ４の出力側油路に油圧が供給されない状態と
なる。このときには、第１，２，３電磁弁ＳＯＬ１，ＳＯＬ２，ＳＯＬ３の出力側油路全
てに油圧が供給されることはなく、また第４電磁弁ＳＯＬ４と第１，２，３電磁弁ＳＯＬ
１，ＳＯＬ２，ＳＯＬ３の何れかの出力側油路に油圧が供給されることもないため、フェ
ィルセーフ用の第１スプール弁Ｖ１は第１ブレーキＢ１の作動をオフとすることはない。
したがって、第１クラッチＣ１と第１ブレーキＢ１が共に作動オン状態とされるとともに
、第２クラッチＣ２と第２ブレーキＢｏ及びリバース用ブレーキＢ２が共に作動オフ状態
とされ、変速ギヤ列１０にて１速の変速段が構成される。
【００２６】
また、マニュアルバルブ２０がレンジＤ，２，Ｌにシフトされている状態にて、第２電磁
弁ＳＯＬ２と第４電磁弁ＳＯＬ４が非励磁とされかつ第１電磁弁ＳＯＬ１と第３電磁弁Ｓ
ＯＬ３が励磁されると、第２電磁弁ＳＯＬ２と第３電磁弁ＳＯＬ３の出力側油路に油圧が
供給されるとともに、第１電磁弁ＳＯＬ１と第４電磁弁ＳＯＬ４の出力側油路に油圧が供
給されない状態となる。このときには、第１，２，３電磁弁ＳＯＬ１，ＳＯＬ２，ＳＯＬ
３の出力側油路全てに油圧が供給されることはなく、また第４電磁弁ＳＯＬ４と第１，２
，３電磁弁ＳＯＬ１，ＳＯＬ２，ＳＯＬ３の何れかの出力側油路に油圧が供給されること
もないため、フェィルセーフ用の第１スプール弁Ｖ１は第１ブレーキＢ１の作動をオフと
することはない。したがって、第２クラッチＣ２と第１ブレーキＢ１が共に作動オン状態
とされるとともに、第１クラッチＣ１と第２ブレーキＢｏ及びリバース用ブレーキＢ２が
共に作動オフ状態とされ、変速ギヤ列１０にて２速の変速段が構成される。
【００２７】
また、マニュアルバルブ２０がレンジＤ，２，Ｌにシフトされている状態にて、第１電磁
弁ＳＯＬ１～第４電磁弁ＳＯＬ４の全てが非励磁とされると、第１電磁弁ＳＯＬ１と第２
電磁弁ＳＯＬ２の出力側油路に油圧が供給されるとともに、第３電磁弁ＳＯＬ３と第４電
磁弁ＳＯＬ４の出力側油路に油圧が供給されない状態となる。したがって、フェィルセー
フ用の第１スプール弁Ｖ１及び第２スプール弁Ｖ２の作動に拘らず、第１クラッチＣ１と
第２クラッチＣ２が共に作動オン状態とされるとともに、第１ブレーキＢ１，第２ブレー
キＢｏ及びリバース用ブレーキＢ２が作動オフ状態とされ、変速ギヤ列１０にて３速の変
速段が構成される。
【００２８】
また、マニュアルバルブ２０がレンジＤ，２，Ｌにシフトされている状態にて、第２電磁
弁ＳＯＬ２と第３電磁弁ＳＯＬ３が非励磁とされかつ第１電磁弁ＳＯＬ１と第４電磁弁Ｓ
ＯＬ４が励磁されると、第２電磁弁ＳＯＬ２と第４電磁弁ＳＯＬ４の出力側油路に油圧が
供給されるとともに、第１電磁弁ＳＯＬ１と第３電磁弁ＳＯＬ３の出力側油路に油圧が供
給されない状態となる。このときには、第１，４電磁弁ＳＯＬ１，ＳＯＬ４の両出力側油
路に油圧が供給されることはないため、フェィルセーフ用の第２スプール弁Ｖ２は第２ブ
レーキＢｏの作動をオフとすることはない。したがって、第２クラッチＣ２と第２ブレー
キＢｏが共に作動オン状態とされるとともに、第１クラッチＣ１と第１ブレーキＢ１及び
リバース用ブレーキＢ２が共に作動オフ状態とされ、変速ギヤ列１０にて４速の変速段が
構成される。
【００２９】
また、マニュアルバルブ２０がレンジＲにシフトされている状態にて、第１電磁弁ＳＯＬ
１～第４電磁弁ＳＯＬ４の全てが非励磁とされると、第１電磁弁ＳＯＬ１と第２電磁弁Ｓ
ＯＬ２の出力側油路に油圧が供給されるものの、第３電磁弁ＳＯＬ３と第４電磁弁ＳＯＬ
４の入力側油路及び出力側油路に油圧が供給されない状態となる。したがって、フェィル
セーフ用の第１スプール弁Ｖ１及び第２スプール弁Ｖ２の作動に拘らず、第１クラッチＣ
１とリバース用ブレーキＢ２が共に作動オン状態とされるとともに、第２クラッチＣ２，
第１ブレーキＢ１及び第２ブレーキＢｏが作動オフ状態とされ、変速ギヤ列１０にてリバ
ースの変速段が構成される。なお、所定の車速以上で、Ｄレンジ走行中にＲレンジに誤操
作した場合、第２電磁弁ＳＯＬ２を励磁することによりリバース用ブレーキＢ２を解除し
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て（または第１電磁弁ＳＯＬ１を励磁することにより第１クラッチＣ１を解除して）リバ
ースの変速段が構成されないようにすることも可能である。
【００３０】
また、マニュアルバルブ２０がレンジＮ，Ｐにシフトされている状態にて、第１電磁弁Ｓ
ＯＬ１～第４電磁弁ＳＯＬ４の全てが非励磁とされると、第１電磁弁ＳＯＬ１と第２電磁
弁ＳＯＬ２の出力側油路に油圧が供給されるとともに、第３電磁弁ＳＯＬ３と第４電磁弁
ＳＯＬ４の入力側油路及び出力側油路に油圧が供給されない状態となるものの、第２電磁
弁ＳＯＬ２の出力側油路はマニュアルバルブ２０にて両油路Ｐ２，Ｐ３との接続を遮断さ
れているため、第１クラッチＣ１のみが作動オン状態とされる。したがって、この状態で
は、変速ギヤ列１０にて１速～４速及びリバースの何れの変速段も構成されず、ニュート
ラル状態に保持される。
【００３１】
ところで、図１及び図２に示した実施形態においては、上述したように、マニュアルバル
ブ２０がレンジＤ，２，Ｌにシフトされている状態にて、第１電磁弁ＳＯＬ１～第４電磁
弁ＳＯＬ４の全てが非励磁とされることにより、変速ギヤ列１０にて３速の変速段が構成
されるようになっているため、変速ギヤ列１０にて１速，２速または４速の変速段が構成
されている走行状態にて、断線フェィルが生じ全ての電磁弁ＳＯＬ１～ＳＯＬ４が非励磁
とされると、フェィルセーフ用の第１スプール弁Ｖ１及び第２スプール弁Ｖ２の作動に拘
らず、変速ギヤ列１０にて３速の変速段が構成される。したがって、断線フェィルと同時
に第１スプール弁Ｖ１及び第２スプール弁Ｖ２の作動不良（スプールＶ１ａ，Ｖ２ａがス
ティックして動かない場合）が生じても、変速ギヤ列１０にて的確に３速の変速段が構成
されて、３速の変速段にて走行を続行することができる。
【００３２】
また、マニュアルバルブ２０がレンジＤ，２，Ｌにシフトされている状態にて、第１電磁
弁ＳＯＬ１と第２電磁弁ＳＯＬ２が非励磁とされかつ第３電磁弁ＳＯＬ３と第４電磁弁Ｓ
ＯＬ４が励磁されるフェィル時には、全ての電磁弁の出力側油路に油圧が供給される状態
となる。このため、フェィルセーフ用の第１スプール弁Ｖ１においてスプールＶ１ａが図
１の下半分に示したように左動して第１ブレーキＢ１を作動オフ状態とするとともに、フ
ェィルセーフ用の第２スプール弁Ｖ２においてスプールＶ２ａが図１の下半分に示したよ
うに左動して第２ブレーキＢｏを作動オフ状態とする。したがって、このフェィル時には
、両スプール弁Ｖ１，Ｖ２の作動下にて、第１クラッチＣ１と第２クラッチＣ２が共に作
動オン状態とされるとともに、第１ブレーキＢ１，第２ブレーキＢｏ及びリバース用ブレ
ーキＢ２が共に作動オフ状態とされて、変速ギヤ列１０にて３速の変速段が構成される。
【００３３】
また、マニュアルバルブ２０がレンジＤ，２，Ｌにシフトされている状態にて、第１電磁
弁ＳＯＬ１と第２電磁弁ＳＯＬ２と第３電磁弁ＳＯＬ３が非励磁とされかつ第４電磁弁Ｓ
ＯＬ４が励磁されるフェィル時には、第３電磁弁ＳＯＬ３を除く電磁弁ＳＯＬ１，ＳＯＬ
２，ＳＯＬ４の出力側油路に油圧が供給される状態となる。このため、フェィルセーフ用
の第１スプール弁Ｖ１においてスプールＶ１ａが図１の下半分に示したように左動して第
１ブレーキＢ１を作動オフ状態とするとともに、フェィルセーフ用の第２スプール弁Ｖ２
においてスプールＶ２ａが図１の下半分に示したように左動して第２ブレーキＢｏを作動
オフ状態とする。したがって、このフェィル時には、両スプール弁Ｖ１，Ｖ２の作動下に
て、第１クラッチＣ１と第２クラッチＣ２が共に作動オン状態とされるとともに、第１ブ
レーキＢ１，第２ブレーキＢｏ及びリバース用ブレーキＢ２が共に作動オフ状態とされて
、変速ギヤ列１０にて３速の変速段が構成される。
【００３４】
また、マニュアルバルブ２０がレンジＤ，２，Ｌにシフトされている状態にて、第１電磁
弁ＳＯＬ１と第２電磁弁ＳＯＬ２と第４電磁弁ＳＯＬ４が非励磁とされかつ第３電磁弁Ｓ
ＯＬ３が励磁されるフェィル時には、第４電磁弁ＳＯＬ４を除く電磁弁ＳＯＬ１，ＳＯＬ
２，ＳＯＬ３の出力側油路に油圧が供給される状態となる。このため、フェィルセーフ用
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の第１スプール弁Ｖ１においてスプールＶ１ａが図１の下半分に示したように左動して第
１ブレーキＢ１を作動オフ状態とするとともに、フェィルセーフ用の第２スプール弁Ｖ２
においてスプールＶ２ａが図１の下半分に示したように左動して第２ブレーキＢｏを作動
オフ状態とする。したがって、このフェィル時には、両スプール弁Ｖ１，Ｖ２の作動下に
て、第１クラッチＣ１と第２クラッチＣ２が共に作動オン状態とされるとともに、第１ブ
レーキＢ１，第２ブレーキＢｏ及びリバース用ブレーキＢ２が共に作動オフ状態とされて
、変速ギヤ列１０にて３速の変速段が構成される。
【００３５】
また、マニュアルバルブ２０がレンジＤ，２，Ｌにシフトされている状態にて、第１電磁
弁ＳＯＬ１と第３電磁弁ＳＯＬ３と第４電磁弁ＳＯＬ４が励磁されかつ第２電磁弁ＳＯＬ
２が非励磁とされるフェィル時には、第１電磁弁ＳＯＬ１を除く電磁弁ＳＯＬ２，ＳＯＬ
３，ＳＯＬ４の出力側油路に油圧が供給される状態となる。このため、フェィルセーフ用
の第１スプール弁Ｖ１においてスプールＶ１ａが図１の下半分に示したように左動して第
１ブレーキＢ１を作動オフ状態とするものの、フェィルセーフ用の第２スプール弁Ｖ２に
おいてスプールＶ２ａが図１の上半分に示した位置に保持されて第２ブレーキＢｏを作動
オン状態とする。したがって、このフェィル時には、第１スプール弁Ｖ１の作動下にて、
第２クラッチＣ２と第２ブレーキＢｏが共に作動オン状態とされるとともに、第１クラッ
チＣ１，第１ブレーキＢ１及びリバース用ブレーキＢ２が共に作動オフ状態とされて、変
速ギヤ列１０にて４速の変速段が構成される。
【００３６】
また、マニュアルバルブ２０がレンジＤ，２，Ｌにシフトされている状態にて、全ての電
磁弁ＳＯＬ１，ＳＯＬ２，ＳＯＬ３，ＳＯＬ４が励磁されるフェィル時には、第３電磁弁
ＳＯＬ３と第４電磁弁ＳＯＬ４の出力側油路に油圧が供給される状態となる。このため、
フェィルセーフ用の第１スプール弁Ｖ１においてスプールＶ１ａが図１の下半分に示した
ように左動して第１ブレーキＢ１を作動オフ状態とするものの、フェィルセーフ用の第２
スプール弁Ｖ２においてスプールＶ２ａが図１の上半分に示した位置に保持されて第２ブ
レーキＢｏを作動オン状態とする。したがって、このフェィル時には、第１スプール弁Ｖ
１の作動下にて、第２ブレーキＢｏが作動オン状態とされるものの、第１クラッチＣ１，
第２クラッチＣ２と第１ブレーキＢ１及びリバース用ブレーキＢ２が共に作動オフ状態と
されて、変速ギヤ列１０にて１速～４速及びリバースの何れの変速段も構成されず、ニュ
ートラル状態とされる。
【００３７】
また、マニュアルバルブ２０がレンジＤ，２，Ｌにシフトされている状態にて、第２，３
，４電磁弁ＳＯＬ２，ＳＯＬ３，ＳＯＬ４が励磁されかつ第１電磁弁ＳＯＬ１が非励磁と
されるフェィル時には、第２電磁弁ＳＯＬ２を除く電磁弁ＳＯＬ１，ＳＯＬ３，ＳＯＬ４
の出力側油路に油圧が供給される状態となる。このため、フェィルセーフ用の第１スプー
ル弁Ｖ１においてスプールＶ１ａが図１の下半分に示したように左動して第１ブレーキＢ
１を作動オフ状態とするとともに、フェィルセーフ用の第２スプール弁Ｖ２においてスプ
ールＶ２ａが図１の下半分に示したように左動して第２ブレーキＢｏを作動オフ状態とす
る。したがって、このフェィル時には、両スプール弁Ｖ１，Ｖ２の作動下にて、第１クラ
ッチＣ１が作動オン状態とされるものの、第２クラッチＣ２と第１ブレーキＢ１，第２ブ
レーキＢｏ及びリバース用ブレーキＢ２が共に作動オフ状態とされて、変速ギヤ列１０に
て１速～４速及びリバースの何れの変速段も構成されず、ニュートラル状態とされる。
【００３８】
また、マニュアルバルブ２０がレンジＤ，２，Ｌにシフトされている状態にて、第２電磁
弁ＳＯＬ２と第４電磁弁ＳＯＬ４が励磁されかつ第１電磁弁ＳＯＬ１と第３電磁弁ＳＯＬ
３が非励磁とされるフェィル時には、第１電磁弁ＳＯＬ１と第４電磁弁ＳＯＬ４の出力側
油路に油圧が供給される状態となる。このため、フェィルセーフ用の第１スプール弁Ｖ１
においてスプールＶ１ａが図１の下半分に示したように左動して第１ブレーキＢ１を作動
オフ状態とするとともに、フェィルセーフ用の第２スプール弁Ｖ２においてスプールＶ２
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ａが図１の下半分に示したように左動して第２ブレーキＢｏを作動オフ状態とする。した
がって、このフェィル時には、両スプール弁Ｖ１，Ｖ２の作動下にて、第１クラッチＣ１
が作動オン状態とされるものの、第２クラッチＣ２と第１ブレーキＢ１，第２ブレーキＢ
ｏ及びリバース用ブレーキＢ２が共に作動オフ状態とされて、変速ギヤ列１０にて１速～
４速及びリバースの何れの変速段も構成されず、ニュートラル状態とされる。
【００３９】
また、マニュアルバルブ２０がレンジＤ，２，Ｌにシフトされている状態にて、第１電磁
弁ＳＯＬ１と第２電磁弁ＳＯＬ２と第３電磁弁ＳＯＬ３が励磁されかつ第４電磁弁ＳＯＬ
４が非励磁とされるフェィル時には、第３電磁弁ＳＯＬ３の出力側油路にのみ油圧が供給
される状態となる。このため、フェィルセーフ用の両スプール弁Ｖ１，Ｖ２において各ス
プールＶ１ａ，Ｖ２ａが図１の上半分に示したように位置に保持される。したがって、こ
のフェィル時には、両スプール弁Ｖ１，Ｖ２の非作動下にて、第１ブレーキＢ１が作動オ
ン状態とされるものの、第１クラッチＣ１及び第２クラッチＣ２と第２ブレーキＢｏ及び
リバース用ブレーキＢ２が共に作動オフ状態とされて、変速ギヤ列１０にて１速～４速及
びリバースの何れの変速段も構成されず、ニュートラル状態とされる。
【００４０】
また、マニュアルバルブ２０がレンジＤ，２，Ｌにシフトされている状態にて、第３電磁
弁ＳＯＬ３が非励磁とされかつ第１電磁弁ＳＯＬ１と第２電磁弁ＳＯＬ２と第４電磁弁Ｓ
ＯＬ４が励磁されるフェィル時には、第４電磁弁ＳＯＬ４の出力側油路にのみ油圧が供給
される状態となる。このため、フェィルセーフ用の両スプール弁Ｖ１，Ｖ２において各ス
プールＶ１ａ，Ｖ２ａが図１の上半分に示したように位置に保持される。したがって、こ
のフェィル時には、両スプール弁Ｖ１，Ｖ２の非作動下にて、第２ブレーキＢｏが作動オ
ン状態とされるものの、第１クラッチＣ１及び第２クラッチＣ２と第１ブレーキＢ１及び
リバース用ブレーキＢ２が共に作動オフ状態とされて、変速ギヤ列１０にて１速～４速及
びリバースの何れの変速段も構成されず、ニュートラル状態とされる。
【００４１】
また、マニュアルバルブ２０がレンジＤ，２，Ｌにシフトされている状態にて、第３電磁
弁ＳＯＬ３と第４電磁弁ＳＯＬ４が非励磁とされかつ第１電磁弁ＳＯＬ１と第２電磁弁Ｓ
ＯＬ２が励磁されるフェィル時には、全ての電磁弁の出力側油路に油圧が供給されない状
態となる。このため、フェィルセーフ用の両スプール弁Ｖ１，Ｖ２において各スプールＶ
１ａ，Ｖ２ａが図１の上半分に示したように位置に保持される。したがって、このフェィ
ル時には、両スプール弁Ｖ１，Ｖ２の非作動下にて、第１クラッチＣ１及び第２クラッチ
Ｃ２と第１ブレーキＢ１，第２ブレーキＢｏ及びリバース用ブレーキＢ２が全て作動オフ
状態とされて、変速ギヤ列１０にて１速～４速及びリバースの何れの変速段も構成されず
、ニュートラル状態とされる。
【００４２】
また、マニュアルバルブ２０がレンジＤ，２，Ｌにシフトされている状態にて、第１電磁
弁ＳＯＬ１が励磁されかつ第２電磁弁ＳＯＬ２と第３電磁弁ＳＯＬ３と第４電磁弁ＳＯＬ
４が非励磁とされるフェィル時には、第２電磁弁ＳＯＬ２の出力側油路にのみ油圧が供給
される状態となる。このため、フェィルセーフ用の両スプール弁Ｖ１，Ｖ２において各ス
プールＶ１ａ，Ｖ２ａが図１の上半分に示したように位置に保持される。したがって、こ
のフェィル時には、両スプール弁Ｖ１，Ｖ２の非作動下にて、第２クラッチＣ２が作動オ
ン状態とされるものの、第１クラッチＣ１と第１ブレーキＢ１，第２ブレーキＢｏ及びリ
バース用ブレーキＢ２が共に作動オフ状態とされて、変速ギヤ列１０にて１速～４速及び
リバースの何れの変速段も構成されず、ニュートラル状態とされる。
【００４３】
また、マニュアルバルブ２０がレンジＤ，２，Ｌにシフトされている状態にて、第２電磁
弁ＳＯＬ２が励磁されかつ第１電磁弁ＳＯＬ１と第３電磁弁ＳＯＬ３と第４電磁弁ＳＯＬ
４が非励磁とされるフェィル時には、第１電磁弁ＳＯＬ１の出力側油路にのみ油圧が供給
される状態となる。このため、フェィルセーフ用の両スプール弁Ｖ１，Ｖ２において各ス
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プールＶ１ａ，Ｖ２ａが図１の上半分に示したように位置に保持される。したがって、こ
のフェィル時には、両スプール弁Ｖ１，Ｖ２の非作動下にて、第１クラッチＣ１が作動オ
ン状態とされるものの、第２クラッチＣ２と第１ブレーキＢ１，第２ブレーキＢｏ及びリ
バース用ブレーキＢ２が共に作動オフ状態とされて、変速ギヤ列１０にて１速～４速及び
リバースの何れの変速段も構成されず、ニュートラル状態とされる。
【００４４】
また、図１に示した４速自動変速機の油圧制御装置においては、その構成から第２ブレー
キＢｏと第４電磁弁ＳＯＬ４と第２スプール弁Ｖ２とアキュムレータＡ４等を廃止するこ
とにより、図３に示した３速自動変速機の油圧制御装置を成立させることができ、３速自
動変速機と４速自動変速機にて構成部材の共通化を図ることができる。
【００４５】
図３は請求項２に係る発明（３速自動変速機の油圧制御装置）の一実施形態を示していて
、この実施形態の車両用３速自動変速機においては、スケルトンで示した変速ギヤ列１０
Ａに組み込んだ油圧式の第１クラッチＣ１と第２クラッチＣ２及び油圧式の第１ブレーキ
Ｂ１とリバース用ブレーキＢ２の各作動がマニュアルバルブ２０と第１電磁弁ＳＯＬ１，
第２電磁弁ＳＯＬ２及び第３電磁弁ＳＯＬ３と第１スプール弁Ｖ１とによって制御される
ように構成されている。なお、第１電磁弁ＳＯＬ１と第２電磁弁ＳＯＬ２の入力側油路に
はライン圧（周知のように図示省略のレギュレータバルブによって調圧されている）が直
接供給されるように構成されるとともに、第３電磁弁ＳＯＬ３の入力側油路にはライン圧
がマニュアルバルブ２０を介して供給されるように構成されている。また各電磁弁ＳＯＬ
１～ＳＯＬ３の出力側油路には各アキュムレータＡ１～Ａ３がそれぞれ介装されている。
【００４６】
変速ギヤ列１０Ａは、エンジンからトルクコンバータ（共に図示省略）を介して伝達され
る動力をＩＮＰＵＴから入力してＯＵＴＰＵＴに出力するものであり、図４の作動表示図
（ライン圧が供給されている状態のもので、クラッチ及びブレーキの作動状態にて○印は
作動オン状態を示し無印は作動オフ状態を示しており、また電磁弁の作動状態にて○印は
励磁状態を示し×印は非励磁状態を示している）に示したように、第１クラッチＣ１と第
１ブレーキＢ１が共に作動オン状態とされることにより１速の変速段が構成され、第２ク
ラッチＣ２と第１ブレーキＢ１が共に作動オン状態とされることにより２速の変速段が構
成され、第１クラッチＣ１と第２クラッチＣ２が共に作動オン状態とされることにより３
速の変速段が構成されるとともに、第１クラッチＣ１とリバース用ブレーキＢ２が共に作
動オン状態とされることによりリバースの変速段が構成されようになっている。
【００４７】
マニュアルバルブ２０は、周知のようにシフト操作されるものであり、図３に示したよう
にレンジＤ，２，Ｌにシフトされている状態にてライン圧供給油路Ｐ１を第３電磁弁ＳＯ
Ｌ３の入力側油路に接続させるとともに第２電磁弁ＳＯＬ２の出力側油路を第２クラッチ
Ｃ２に接続した油路Ｐ２に接続するように、またレンジＲにシフトされている状態にてラ
イン圧供給油路Ｐ１と第３電磁弁ＳＯＬ３の入力側油路との接続を遮断するとともに第２
電磁弁ＳＯＬ２の出力側油路を第２ブレーキＢ２に接続した油路Ｐ３に接続するように、
またレンジＮ，Ｐにシフトされている状態にてライン圧供給油路Ｐ１と第３電磁弁ＳＯＬ
３の入力側油路との接続を遮断するとともに第２電磁弁ＳＯＬ２の出力側油路と両油路Ｐ
２，Ｐ３との接続を遮断するように構成されている。なお、油路Ｐ３は図示省略のレギュ
レータバルブにも接続されていて、油路Ｐ３の油圧がレギュレータバルブにフィードバッ
クされるように構成されている。
【００４８】
第１電磁弁ＳＯＬ１～第３電磁弁ＳＯＬ３は、図１に示した第１電磁弁ＳＯＬ１～第３電
磁弁ＳＯＬ３の構成と同じであるため、その説明は省略する。
【００４９】
第１スプール弁Ｖ１は、図示左端にライン圧を受けて正常時に図３の上半分に示した位置
に保持されるスプールＶ１ａを有していて、第１電磁弁ＳＯＬ１，第２電磁弁ＳＯＬ２，
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第３電磁弁ＳＯＬ３の出力側油路全てに油圧が供給されているとき（フェィル時）に、ス
プールＶ１ａがライン圧に抗して図３の下半分に示したように移動して、第１ブレーキＢ
１の作動をオフとするように構成されている。
【００５０】
上記のように構成した車両用３速自動変速機においては、図３に示したようにマニュアル
バルブ２０がレンジＤ，２，Ｌにシフトされている状態にて、第１電磁弁ＳＯＬ１が非励
磁とされかつ第２電磁弁ＳＯＬ２と第３電磁弁ＳＯＬ３が励磁されると、第１電磁弁ＳＯ
Ｌ１と第３電磁弁ＳＯＬ３の出力側油路に油圧が供給されるとともに、第２電磁弁ＳＯＬ
２の出力側油路に油圧が供給されない状態となる。このときには、第１，２，３電磁弁Ｓ
ＯＬ１，ＳＯＬ２，ＳＯＬ３の出力側油路全てに油圧が供給されることはないため、フェ
ィルセーフ用の第１スプール弁Ｖ１は第１ブレーキＢ１の作動をオフとすることはない。
したがって、第１クラッチＣ１と第１ブレーキＢ１が共に作動オン状態とされるとともに
、第２クラッチＣ２とリバース用ブレーキＢ２が共に作動オフ状態とされ、変速ギヤ列１
０Ａにて１速の変速段が構成される。
【００５１】
また、マニュアルバルブ２０がレンジＤ，２，Ｌにシフトされている状態にて、第２電磁
弁ＳＯＬ２が非励磁とされかつ第１電磁弁ＳＯＬ１と第３電磁弁ＳＯＬ３が励磁されると
、第２電磁弁ＳＯＬ２と第３電磁弁ＳＯＬ３の出力側油路に油圧が供給されるとともに、
第１電磁弁ＳＯＬ１の出力側油路に油圧が供給されない状態となる。このときには、第１
，２，３電磁弁ＳＯＬ１，ＳＯＬ２，ＳＯＬ３の出力側油路全てに油圧が供給されること
はないため、フェィルセーフ用の第１スプール弁Ｖ１は第１ブレーキＢ１の作動をオフと
することはない。したがって、第２クラッチＣ２と第１ブレーキＢ１が共に作動オン状態
とされるとともに、第１クラッチＣ１とリバース用ブレーキＢ２が共に作動オフ状態とさ
れ、変速ギヤ列１０Ａにて２速の変速段が構成される。
【００５２】
また、マニュアルバルブ２０がレンジＤ，２，Ｌにシフトされている状態にて、第１電磁
弁ＳＯＬ１～第３電磁弁ＳＯＬ３の全てが非励磁とされると、第１電磁弁ＳＯＬ１と第２
電磁弁ＳＯＬ２の出力側油路に油圧が供給されるとともに、第３電磁弁ＳＯＬ３の出力側
油路に油圧が供給されない状態となる。したがって、フェィルセーフ用の第１スプール弁
Ｖ１の作動に拘らず、第１クラッチＣ１と第２クラッチＣ２が共に作動オン状態とされる
とともに、第１ブレーキＢ１とリバース用ブレーキＢ２が作動オフ状態とされ、変速ギヤ
列１０Ａにて３速の変速段が構成される。
【００５３】
また、マニュアルバルブ２０がレンジＲにシフトされている状態にて、第１電磁弁ＳＯＬ
１～第３電磁弁ＳＯＬ３の全てが非励磁とされると、第１電磁弁ＳＯＬ１と第２電磁弁Ｓ
ＯＬ２の出力側油路に油圧が供給されるものの、第３電磁弁ＳＯＬ３の入力側油路及び出
力側油路に油圧が供給されない状態となる。したがって、フェィルセーフ用の第１スプー
ル弁Ｖ１の作動に拘らず、第１クラッチＣ１とリバース用ブレーキＢ２が共に作動オン状
態とされるとともに、第２クラッチＣ２と第１ブレーキＢ１が作動オフ状態とされ、変速
ギヤ列１０Ａにてリバースの変速段が構成される。
【００５４】
また、マニュアルバルブ２０がレンジＮ，Ｐにシフトされている状態にて、第１電磁弁Ｓ
ＯＬ１～第３電磁弁ＳＯＬ３の全てが非励磁とされると、第１電磁弁ＳＯＬ１と第２電磁
弁ＳＯＬ２の出力側油路に油圧が供給されるとともに、第３電磁弁ＳＯＬ３の入力側油路
及び出力側油路に油圧が供給されない状態となるものの、第２電磁弁ＳＯＬ２の出力側油
路はマニュアルバルブ２０にて両油路Ｐ２，Ｐ３との接続を遮断されているため、第１ク
ラッチＣ１のみが作動オン状態とされる。したがって、この状態では、変速ギヤ列１０Ａ
にて１速～３速及びリバースの何れの変速段も構成されず、ニュートラル状態に保持され
る。
【００５５】
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ところで、図３及び図４に示した実施形態においては、上述したように、マニュアルバル
ブ２０がレンジＤ，２，Ｌにシフトされている状態にて、第１電磁弁ＳＯＬ１～第３電磁
弁ＳＯＬ３の全てが非励磁とされることにより、変速ギヤ列１０Ａにて３速の変速段が構
成されるようになっているため、変速ギヤ列１０Ａにて１速または２速の変速段が構成さ
れている走行状態にて、断線フェィルが生じ全ての電磁弁ＳＯＬ１～ＳＯＬ３が非励磁と
されると、フェィルセーフ用の第１スプール弁Ｖ１の作動に拘らず、変速ギヤ列１０Ａに
て３速の変速段が構成される。したがって、断線フェィルと同時に第１スプール弁Ｖ１の
作動不良（スプールＶ１ａがスティックして動かない場合）が生じても、変速ギヤ列１０
Ａにて的確に３速の変速段が構成されて、３速の変速段にて走行を続行することができる
。なお、断線フェィル以外のフェィル時の作動は、上述した図１及び図２に示した実施形
態の各フェィル時の作動説明から容易に理解されると思われるため、その説明は省略する
。
【００５６】
また、図３に示した３速自動変速機の油圧制御装置においては、その構成に図１に示した
第２ブレーキＢｏと第４電磁弁ＳＯＬ４と第２スプール弁Ｖ２とアキュムレータＡ４等を
追加することにより、図１に示した４速自動変速機の油圧制御装置を成立させることがで
き、３速自動変速機と４速自動変速機にて構成部材の共通化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　請求項１に係る発明（４速自動変速機の油圧制御装置）の一実施形態を示す油
圧制御回路図である。
【図２】　図１に示した各クラッチ及び各ブレーキと各電磁弁の作動表示図である。
【図３】　請求項２に係る発明（３速自動変速機の油圧制御装置）の一実施形態を示す油
圧制御回路図である。
【図４】　図３に示した各クラッチ及び各ブレーキと各電磁弁の作動表示図である。
【符号の説明】
１０…４速の変速ギヤ列、１０Ａ…３速の変速ギヤ列、２０…マニュアルバルブ、Ｃ１…
第１クラッチ、Ｃ２…第２クラッチ、Ｂ１…第１ブレーキ、Ｂｏ…第２ブレーキ、Ｂ２…
リバース用ブレーキ、ＳＯＬ１…第１電磁弁、ＳＯＬ２…第２電磁弁、ＳＯＬ３…第３電
磁弁、ＳＯＬ４…第４電磁弁、Ｖ１…第１スプール弁、Ｖ２…第２スプール弁。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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