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(57)【要約】
【課題】可変容量型ベーンポンプにおいて、作動流体の
流量を制御するのに消費される電力を低減すること。
【解決手段】互いの圧力差によってロータ２に対してカ
ムリング４を偏心させる第一流体圧室３１と第二流体圧
室３２の圧力差を制御する制御バルブ２１と、ポンプ吐
出通路１９に介装され電流値に応じて開度を変える電磁
絞り弁４１と、ポンプ吐出通路１９に電磁絞り弁４１と
並列に介装され電流値に応じて開閉作動する電磁開閉弁
４２と、を備え、コントローラ５０は、電磁開閉弁４２
を閉じて電磁絞り弁４１の開度を制御する小流量制御モ
ードと、電磁開閉弁４２を開いて電磁絞り弁４１の開度
を制御する大流量制御モードと、を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体圧機器における流体圧供給源として用いられる可変容量型ベーンポンプであって、
　複数のベーンが往復動可能に設けられ、回転駆動されるロータと、
　前記ロータを収容するとともに、前記ロータの回転に伴って内周のカム面に前記ベーン
の先端部が摺動し、前記ロータの中心に対して偏心可能なカムリングと、
　隣り合うベーンの間に画成されるポンプ室から吐出される作動流体を前記流体圧機器に
導くポンプ吐出通路と、
　前記カムリングの外周の収容空間内に画成され、互いの圧力差によって前記ロータに対
して前記カムリングを偏心させる第一流体圧室及び第二流体圧室と、
　前記ポンプ吐出通路の圧力に応じて作動し、前記第一流体圧室と前記第二流体圧室の圧
力差を制御する制御バルブと、
　前記ポンプ吐出通路に介装され電流値に応じて開度を変える電磁絞り弁と、
　前記ポンプ吐出通路に前記電磁絞り弁と並列に介装され電流値に応じて開閉作動する電
磁開閉弁と、
　前記電磁絞り弁及び前記電磁開閉弁の作動を制御するコントローラと、を備え、
　前記コントローラは、
　前記電磁開閉弁を閉じて前記電磁絞り弁の開度を制御する小流量制御モードと、
　前記電磁開閉弁を開いて前記電磁絞り弁の開度を制御する大流量制御モードと、を有す
ることを特徴とする可変容量型ベーンポンプ。
【請求項２】
　前記コントローラは、前記電磁開閉弁を開いた後に前記電磁絞り弁の開度を小さくする
ことによって前記小流量制御モードから前記大流量制御モードに切り換えることを特徴と
する請求項１に記載の可変容量型ベーンポンプ。
【請求項３】
　前記コントローラは、前記小流量制御モードで前記電磁絞り弁が全開になった場合には
、前記電磁開閉弁を開いた後に前記電磁絞り弁を全閉にすることよって前記大流量制御モ
ードに切り換えることを特徴とする請求項２に記載の可変容量型ベーンポンプ。
【請求項４】
　前記電磁絞り弁は、通電時より非通電時にその開度を大きくするものとし、
　前記電磁開閉弁は、通電時に開弁し、非通電時に閉弁するものとすることを特徴とする
請求項１から３のいずれか一つに記載の可変容量型ベーンポンプ。
【請求項５】
　前記ポンプ吐出通路に前記電磁絞り弁及び前記電磁開閉弁と並列に介装されるオリフィ
スをさらに備え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可変容量型ベ
ーンポンプ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、流体圧機器における流体圧供給源として用いられる可変容量型ベーンポンプ
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　車両に搭載される油圧機器、例えば、パワーステアリング装置や無段変速機等の油圧供
給源として、可変容量型ベーンポンプが用いられている。
【０００３】
　特許文献１に開示された可変容量型ベーンポンプは、制御バルブを介して導かれる流体
圧力によってカムリングが支持ピンを支点として揺動することで、吐出容量が変化し、ポ
ンプ吐出圧が一定に保たれるようになっている。
【０００４】
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　この可変容量型ベーンポンプは、ポンプ吐出通路に電磁絞り弁が介装され、電磁絞り弁
の開度を変えることにより、ポンプ吐出通路から流体圧機器に送られる作動油の流量を制
御するようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－１５９３９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に開示された可変容量型ベーンポンプでは、単一の電磁絞り
弁によって作動油の流量が制御されるため、電磁絞り弁に設けられるソレノイドが大型化
し、システムの消費電力が大きいという問題点があった。
【０００７】
　また、特許文献１に開示された可変容量型ベーンポンプでは、電源失陥等が起きたフェ
ール時に対処して、電磁絞り弁にノーマルオープンタイプのものが用いられている。ノー
マルオープンタイプの電磁絞り弁は、ソレノイドの非通電時に全開し、ソレノイドに供給
される電流値が高まるのに応じて開度が小さくなる。しかし、車両に搭載される油圧供給
源においては、電磁絞り弁の開度をある程度小さくする作動状態が多くなるため、ソレノ
イドに通電される電流値によってシステムの消費電力が大きいという問題点があった。
【０００８】
　本発明は上記の問題点に鑑みてなされたものであり、可変容量型ベーンポンプにおいて
、作動流体の流量を制御するのに消費される電力を低減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、流体圧機器における流体圧供給源として用いられる可変容量型ベーンポンプ
であって、複数のベーンが往復動可能に設けられ、回転駆動されるロータと、ロータを収
容するとともに、ロータの回転に伴って内周のカム面にベーンの先端部が摺動し、ロータ
の中心に対して偏心可能なカムリングと、隣り合うベーンの間に画成されるポンプ室から
吐出される作動流体を流体圧機器に導くポンプ吐出通路と、カムリングの外周の収容空間
内に画成され、互いの圧力差によってロータに対してカムリングを偏心させる第一流体圧
室及び第二流体圧室と、ポンプ吐出通路の圧力に応じて作動し、第一流体圧室と第二流体
圧室の圧力差を制御する制御バルブと、ポンプ吐出通路に介装され電流値に応じて開度を
変える電磁絞り弁と、ポンプ吐出通路に電磁絞り弁と並列に介装され電流値に応じて開閉
作動する電磁開閉弁と、電磁絞り弁及び電磁開閉弁の作動を制御するコントローラと、を
備え、コントローラは、電磁開閉弁を閉じて電磁絞り弁の開度を制御する小流量制御モー
ドと、電磁開閉弁を開いて電磁絞り弁の開度を制御する大流量制御モードと、を有するこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明では、ポンプ吐出通路に電磁絞り弁と電磁開閉弁が並列に介装されるため、ポン
プ吐出通路に単一の電磁絞り弁が介装される構成に比べて、電磁絞り弁と電磁開閉弁のそ
れぞれに設けられる各ソレノイドの消費電力を小さくすることが可能となる。
【００１１】
　小流量制御モードが主として使用される流体圧供給源では、電磁開閉弁を閉じて電磁絞
り弁のみを開弁させるため、作動流体の流量を制御するのに消費される電力を低減するこ
とが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施形態に係る可変容量型ベーンポンプの構成図である。
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【図２】本発明の実施形態に係るロータの回転速度とポンプ吐出流量の関係を示す図であ
る。
【図３】本発明の実施形態に係る電磁絞り弁及び電磁開閉弁の作動を示す図表である。
【図４】本発明の実施形態に係る電磁絞り弁及び電磁開閉弁の作動とポンプ吐出流量の関
係を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態を添付図面に基づいて説明する。
【００１４】
　まず、図１を参照して、本発明の実施の形態に係る可変容量型ベーンポンプ１００につ
いて説明する。
【００１５】
　可変容量型ベーンポンプ（以下、単に「ベーンポンプ」と称する。）１００は、車両に
搭載される油圧機器（流体圧機器）６０、例えば、パワーステアリング装置や無段変速機
等の油圧（流体圧）供給源として用いられるものである。
【００１６】
　以下、ベーンポンプ１００が作動油を供給する構成について説明する。なお、ベーンポ
ンプ１００は、作動流体として、作動油（オイル）を用いるが、作動油の代わりに例えば
水溶性代替液等の作動液を用いてもよい。
【００１７】
　ベーンポンプ１００は、駆動シャフト１にエンジン（図示省略）の動力が伝達され、駆
動シャフト１に連結されたロータ２が回転するものである。図１では、ロータ２は矢印で
示すように反時計回りに回転する。
【００１８】
　ベーンポンプ１００は、作動油を加圧するポンプ機構として、ロータ２に対して径方向
に往復動可能に設けられる複数のベーン３と、ロータ２及びベーン３を収容するカムリン
グ４とを備える。ロータ２の回転に伴ってカムリング４の内周に形成されたカム面４Ａに
ベーン３の先端部が摺動する。ロータ２とカムリング４との間には、各ベーン３によって
仕切られたポンプ室７が画成される。
【００１９】
　駆動シャフト１は、ポンプボディ（図示省略）とポンプカバー（図示省略）に軸受（図
示省略）を介して回転自在に支持される。ポンプボディには、カムリング４を収容する収
容空間が形成される。収容空間の底面には、ロータ２及びカムリング４の一側部に当接す
るサイドプレート（図示省略）が配置される。収容空間の開口部は、ロータ２及びカムリ
ング４の他側部に当接するポンプカバーによって封止される。ポンプカバーとサイドプレ
ートは、ロータ２及びカムリング４の両側面を挟んだ状態で配置される。
【００２０】
　サイドプレートには、作動油をポンプ室７内に導く吸込ポート（図示省略）と、ポンプ
室７内の作動油を取り出してベーンポンプ１００外部の油圧機器６０に導く吐出ポート（
図示省略）と、が形成される。吸込ポートは、吸込通路１７を介してタンク９に連通され
る。吐出ポートは、ポンプ吐出通路１９を介して油圧機器６０に連通される。
【００２１】
　ベーンポンプ１００の作動時に、カムリング４の吸込領域では、カム面４Ａに摺接する
ベーン３がロータ２から突出してポンプ室７が拡張し、タンク９の作動油が吸込通路１７
を通じて吸込ポートからポンプ室７に吸い込まれる。カムリング４の吐出領域では、カム
面４Ａに摺接するベーン３がロータ２に押し込まれてポンプ室７が収縮し、ポンプ室７に
て加圧された作動油が吐出ポートからポンプ吐出通路１９を通じて油圧機器６０に供給さ
れる。
【００２２】
　以下、ベーンポンプ１００の吐出容量（押しのけ容積）を変化させる構成について説明
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する。
【００２３】
　ベーンポンプ１００は、カムリング４を取り囲む環状のアダプタリング１１を備える。
アダプタリング１１とカムリング４の間には、支持ピン１３が介装される。支持ピン１３
にはカムリング４が支持され、カムリング４はアダプタリング１１の内部で支持ピン１３
を支点に揺動し、ロータ２の中心に対して偏心する。
【００２４】
　アダプタリング１１の溝１１Ａには、カムリング４の揺動時にカムリング４の外周面が
摺接するシール材１４が介装される。カムリング４の外周面とアダプタリング１１の内周
面との間には、支持ピン１３とシール材１４とによって、第一流体圧室３１と第二流体圧
室３２とが区画される。
【００２５】
　カムリング４は、第一流体圧室３１と第二流体圧室３２とポンプ室７の圧力バランスに
よって、支持ピン１３について揺動する。カムリング４が揺動することによって、ロータ
２に対するカムリング４の偏心量が変化し、ポンプ室７の吐出容量が変化する。カムリン
グ４が図１にて右方向に揺動すると、ロータ２に対するカムリング４の偏心量が小さくな
り、ポンプ室７の吐出容量は小さくなる。これに対して、カムリング４が図１にて左方向
に揺動すると、ロータ２に対するカムリング４の偏心量が大きくなり、ポンプ室７の吐出
容量は大きくなる。
【００２６】
　ベーンポンプ１００は、第一流体圧室３１と第二流体圧室３２の作動油の圧力を制御す
る制御バルブ２１を備える。
【００２７】
　制御バルブ２１は、バルブ収容穴２９に摺動自在に挿入されるスプール２２と、スプー
ル２２の一端とバルブ収容穴２９との間に画成された第一スプール室２４と、スプール２
２の他端とバルブ収容穴２９との間に画成された第二スプール室２５と、第二スプール室
２５内に収容されるリターンスプリング２６と、を備える。リターンスプリング２６は、
第二スプール室２５の容積を拡張する方向にスプール２２を付勢する。
【００２８】
　スプール２２は、円柱状の部材であって、バルブ収容穴２９の内周面に沿って摺動する
第一ランド部２２Ａ及び第二ランド部２２Ｂと、第一ランド部２２Ａと第二ランド部２２
Ｂとの間に形成される環状溝２２Ｃとを備える。
【００２９】
　制御バルブ２１は、ポンプ吐出通路１９に介装された絞り部３９の前後圧力差によって
動作するように構成されている。制御バルブ２１の第一スプール室２４には、絞り部３９
よりも上流の作動油が第一導圧通路３７を介して導かれる。制御バルブ２１の第二スプー
ル室２５には、絞り部３９よりも下流の作動油が第二導圧通路３８を介して導かれる。こ
のようにポンプ吐出通路１９の作動油圧の一部は、絞り部３９を介さずに第一導圧通路３
７を通じて直接第一スプール室２４へと導かれるとともに、絞り部３９及び第二導圧通路
３８を通じて第二スプール室２５へと導かれる。
【００３０】
　また、制御バルブ２１には、第一流体圧室３１及び第二流体圧室３２にそれぞれ連通す
る第一流体圧通路３３及び第二流体圧通路３４と、環状溝２２Ｃに連通するとともに吸込
通路１７に連通するドレン通路３５とが接続する。
【００３１】
　制御バルブ２１のスプール２２は、第一スプール室２４及び第二スプール室２５に導か
れる作動油の圧力差による荷重と、リターンスプリング２６の付勢力とがバランスする位
置に移動して停止する。スプール２２の停止位置によって、第一流体圧通路３３及び第二
流体圧通路３４がそれぞれ第一ランド部２２Ａ及び第二ランド部２２Ｂによって開閉され
、第一流体圧室３１及び第二流体圧室３２に作動油が給排される。
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【００３２】
　以下、第一流体圧室３１及び第二流体圧室３２に導かれる作動油の圧力差を制御する制
御バルブ２１の作動について説明する。
【００３３】
　作動油がポンプ吐出通路１９を通過する際、ポンプ吐出通路１９に介装された絞り部３
９の前後には圧力差が生じる。絞り部３９よりも上流の作動油の圧力は第一導圧通路３７
を介して制御バルブ２１の第一スプール室２４に導かれ、絞り部３９よりも下流の作動油
の圧力は第二導圧通路３８を介して制御バルブ２１の第二スプール室２５に導かれる。制
御バルブ２１のスプール２２は、第一スプール室２４と第二スプール室２５に導かれる作
動油の圧力差による荷重と、リターンスプリング２６の付勢力とがバランスした位置に移
動する。
【００３４】
　ポンプ始動時等、ロータ２の回転速度が低い場合には、絞り部３９の前後圧力差は小さ
い。そのため第二スプール室２５の圧力による荷重とリターンスプリング２６の付勢力と
の合計荷重が第一スプール室２４の圧力による荷重よりも大きくなり、スプール２２はリ
ターンスプリング２６の付勢力によって移動し、スプール２２の先端がバルブ収容穴２９
の底部に当接した状態となる。
【００３５】
　この場合には、第一流体圧室３１は、スプール２２の第一ランド部２２Ａによってポン
プ吐出通路１９との連通が遮断され、第一ランド部２２Ａに形成された連通路２２Ｄを介
してドレン通路３５に連通する。第二流体圧室３２は、スプール２２の第二ランド部２２
Ｂによってドレン通路３５との連通が遮断される。第一流体圧室３１の作動油は連通路２
２Ｄ及び環状溝２２Ｃを介してドレン通路３５へと排出され、第二流体圧室３２には絞り
通路３６を通じてポンプ吐出通路１９の作動油圧が導かれるので、カムリング４は第二流
体圧室３２内の作動油の圧力によってその外周面がアダプタリング１１の内周面の膨出部
１１Ｂに当接して、ロータ２に対する偏心量が最大となる位置に保持される。
【００３６】
　このようにしてカムリング４のロータ２に対する偏心量が最大となる状態では、ベーン
ポンプ１００は最大吐出容量で作動油を吐出し、ベーンポンプ１００から吐出される作動
油の流量Ｑはロータ２の回転速度Ｎに略比例したものとなる（図２のＡ－Ｄ間の特性、参
照）。これにより、ロータ２の回転速度Ｎが低い場合でも、油圧機器６０に対して十分な
流量Ｑの作動油を供給することができる。
【００３７】
　ロータ２の回転速度Ｎが高まり、絞り部３９の前後圧力差が大きくなるのに伴って、第
一スプール室２４の圧力による荷重が第二スプール室２５の圧力による荷重とリターンス
プリング２６の付勢力との合計荷重よりも大きくなると、スプール２２はリターンスプリ
ング２６の付勢力に抗して図１にて右方向に移動する。
【００３８】
　この場合には、第一流体圧室３１は第一流体圧通路３３、第一スプール室２４、及び第
一導圧通路３７を介してポンプ吐出通路１９に連通する。第二流体圧室３２は、第二流体
圧通路３４及び環状溝２２Ｃを介してドレン通路３５に連通する。第二流体圧通路３４と
環状溝２２Ｃの連通はスプール２２の第二ランド部２２Ｂに形成されたノッチ２２Ｅを介
して行われ、スプール２２の移動量に応じて第二流体圧室３２に対するドレン通路３５の
開口面積が増減する。
【００３９】
　上記のように第一流体圧室３１がポンプ吐出通路１９に連通し、第二流体圧室３２がド
レン通路３５に連通すると、第一流体圧室３１にはポンプ吐出通路１９の作動油が供給さ
れ、第二流体圧室３２の作動油はドレン通路３５へと排出される。これにより、カムリン
グ４は、第一流体圧室３１と第二流体圧室３２との圧力差に応じて、ロータ２に対する偏
心量が小さくなる方向（図１において右方向）へと移動する。ロータ２に対するカムリン
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グ４の偏心量が小さくなっていくと、カムリング４の外周面がアダプタリング１１の内周
面の膨出部１１Ｃに当接して、カムリング４の移動が規制される。これによりロータ２に
対するカムリング４の偏心量が最低となり、ポンプ室７は最低吐出容量となる。
【００４０】
　このようにして制御バルブ２１がポンプ吐出通路１９の絞り部３９の前後圧力差に応じ
て作動することにより、ロータ２の回転速度Ｎが高まってもベーンポンプ１００の吐出容
量が略一定に調整される（図２のＢ－Ｆ、Ｃ－Ｇ、Ｄ－Ｅ間の特性、参照）。これにより
、車両の走行時に油圧機器６０に対して供給される作動油の圧力が適度に調節される。
【００４１】
　ベーンポンプ１００は、車両側のコントローラ（図示省略）から送信される流量指令信
号に基づいて作動油の吐出流量Ｑを調整する吐出流量調整システムを備える。以下、吐出
流量調整システムの構成について説明する。
【００４２】
　ポンプ吐出通路１９は、その途中に互いに並列に延びる３本の分岐通路１９Ａ、１９Ｂ
、１９Ｃが設けられ、分岐通路１９Ａ、１９Ｂ、１９Ｃが合流した合流部１９Ｄの下流側
が油圧機器６０に連通するとともに、第二導圧通路３８を通じて制御バルブ２１の第二ス
プール室２５に連通する。
【００４３】
　分岐通路１９Ａ、１９Ｂ、１９Ｃには、オリフィス４０、電磁絞り弁４１、電磁開閉弁
４２がそれぞれ介装される。オリフィス４０、電磁絞り弁４１、電磁開閉弁４２が作動油
の流れに付与する流路抵抗の合計値によってポンプ吐出通路１９を流れる作動油の流量Ｑ
が調整される。前述した絞り部３９は、オリフィス４０、電磁絞り弁４１、電磁開閉弁４
２によって構成される。
【００４４】
　オリフィス４０は、所定の開口面積を有する固定絞りである。オリフィス４０の開口面
積を調節することにより、ベーンポンプ１００小流量特性（図２のＡ－Ｂ－Ｆの特性、参
照）が任意に設定される。
【００４５】
　電磁絞り弁４１は、非通電時に開弁するノーマルオープンタイプの比例流量制御弁が用
いられる。電磁絞り弁４１は、図示しないが、収容穴に摺動自在に挿入された弁体と、弁
体に対峙して分岐通路１９Ｂを画成するシート部と、弁体をシート部から離れる開弁方向
に付勢するスプリングと、スプリングに抗して弁体をシート部に近づける閉方向に駆動す
るリニアソレノイドと、を備える。リニアソレノイドは、コントローラ５０によってコイ
ルを流れる電流値が制御され、コイルに生じる磁界によって電流値に応じたストロークで
弁体を移動し、弁体によるシート部の開口面積を調整する。
【００４６】
　電磁開閉弁４２は、非通電時に閉弁するノーマルクローズタイプのものが用いられる。
電磁開閉弁４２は、図示しないが、収容穴に摺動自在に挿入された弁体と、分岐通路１９
Ｃを画成するポート部と、弁体をポート部を閉塞する閉弁方向に付勢するスプリングと、
スプリングに抗して弁体を開弁方向に駆動するオンオフソレノイドと、を備える。オンオ
フソレノイドは、コントローラ５０によってコイルを流れる励磁電流が断続（ＯＮ、ＯＦ
Ｆ）され、非通電時に閉弁し、通電時に開弁する。
【００４７】
　電磁絞り弁４１及び電磁開閉弁４２は、ベーンポンプ１００のポンプボディ（図示省略
）に介装される。電磁絞り弁４１及び電磁開閉弁４２の介装スペースが２カ所に分けられ
るため、単一の電磁絞り弁をポンプボディに介装する構成に比べて、ベーンポンプ１００
の外形を小さくすることが可能になる。さらに、電磁絞り弁４１及び電磁開閉弁４２のそ
れぞれに設けられる各ソレノイドの大きさに対する自由度が高まり、各ソレノイドの消費
電力を小さくすることが可能になる。
【００４８】
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　図２は、ロータ２の回転速度Ｎとベーンポンプ１００から吐出される作動油の流量Ｑの
関係を示す特性図である。
【００４９】
　電磁開閉弁４２を開き、電磁絞り弁４１が全開した状態（絞り部３９の最大開き状態）
では、図２のＡ－Ｄ－Ｅの最大流量特性が得られる。
【００５０】
　図２のＡ－Ｄ間では、図１に示すように、カムリング４がロータ２に対する偏心量が最
大となる位置に保持され、ベーンポンプ１００から吐出される作動油の流量Ｑはロータ２
の回転速度Ｎに略比例したものとなる。
【００５１】
　図２のＤ－Ｅ間では、前述したように、ロータ２の回転速度Ｎが高まっても、制御バル
ブ２１が全開状態にある絞り部３９の前後圧力差に応じて作動することにより、カムリン
グ４がロータ２に対する偏心量が小さくなる方向へと移動し、ベーンポンプ１００の吐出
流量Ｑが略一定に調整される。
【００５２】
　コントローラ５０が以下のように電磁開閉弁４２の開閉と電磁絞り弁４１の開度とを連
携して制御することにより、ベーンポンプ１００の吐出流量Ｑが上記のＡ－Ｄ－Ｅの最大
流量特性の範囲内で調整される。
【００５３】
　コントローラ５０は、小流量制御モード、大流量制御モードを有する。コントローラ５
０は、受信する流量指令信号に基づいていずれかの制御モードに切り換え、電磁開閉弁４
２の開閉と電磁絞り弁４１の開度を制御する。以下、各制御モードにおける電磁開閉弁４
２の及び電磁絞り弁４１の作動について説明する。
【００５４】
　小流量制御モードにおける最小流量制御時では、コントローラ５０が電磁開閉弁４２を
ＯＦＦ（非通電状態）にして閉じるとともに、電磁絞り弁４１をＯＮ（通電状態）にして
全閉にすることにより、ベーンポンプ１００の吐出流量Ｑが最小となる（図３参照）。
【００５５】
　最小流量制御時では、電磁開閉弁４２及び電磁絞り弁４１が共に全閉しているので、オ
リフィス４０の前後圧力差に応じて制御バルブ２１が作動し、図２のＡ－Ｂ－Ｆの小流量
特性が得られる。カムリング４がロータ２に対して最大に偏心した領域では、ベーンポン
プ１００の吐出流量Ｑがロータ２の回転速度Ｎの上昇に伴って大きくなる。これにより、
Ａ－Ｂ間の流量特性が得られる。ロータ２の回転速度Ｎがさらに上昇すると、カムリング
４が図１において右方向へと移動し、ベーンポンプ１００の吐出流量Ｑが所定値に調整さ
れる。これにより、Ｂ－Ｆ間の流量特性が得られる。
【００５６】
　このように最小流量制御時では、Ｂ－Ｆ間の小流量特性がオリフィス４０の絞り流路面
積によって決まる。このため、ベーンポンプ１００の吐出流量Ｑは、電磁絞り弁４１の開
口面積や電磁開閉弁４２の開口面積に影響されることがなく、精度よく調整される。
【００５７】
　小流量制御モードでは、コントローラ５０が電磁開閉弁４２をＯＦＦ（非通電状態）に
して閉じるとともに、受信する流量指令信号に基づいて電磁絞り弁４１に送る電流値を１
～０Ａ（アンペア）の間で変えて電磁絞り弁４１の開度を０～１００％の間で制御する（
図３参照）。
【００５８】
　小流量制御モードでは、電磁開閉弁４２が全閉しているので、オリフィス４０及び電磁
絞り弁４１の前後圧力差に応じて制御バルブ２１が作動し、図２のＡ－Ｂ－Ｆの小流量特
性とＡ－Ｃ－Ｇの中流量特性の間で任意の流量特性が得られる。ロータ２の回転速度Ｎが
十分に上昇した状態では、電磁絞り弁４１の開度が大きくなるのに伴って吐出流量Ｑが大
きくなる。
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【００５９】
　車両に搭載される電源等に失陥が起きたフェール時には、コントローラ５０による電磁
絞り弁４１及び電磁開閉弁４２の通電が停止する。このため、ノーマルクローズタイプの
電磁開閉弁４２がＯＦＦになって閉じるとともに、ノーマルオープンタイプの電磁絞り弁
４１がＯＦＦになって全開になり（図３参照）、図２のＡ－Ｃ－Ｇの中流量特性が得られ
る。これにより、コントローラ５０の作動が停止したフェール時にも、十分な吐出流量Ｑ
が確保され、油圧機器６０の作動が維持される。
【００６０】
　大流量制御モードでは、コントローラ５０が電磁開閉弁４２をＯＮにして開くとともに
、受信する流量指令信号に基づいて電磁絞り弁４１に送る電流値を１～０Ａ（アンペア）
の間で変えて電磁絞り弁４１の開度を０～１００％の間で制御する（図３参照）。
【００６１】
　大流量制御モードでは、電磁開閉弁４２が全開しているので、オリフィス４０と電磁開
閉弁４２及び電磁絞り弁４１の前後圧力差に応じて制御バルブ２１が作動し、図２のＡ－
Ｃ－Ｇの中流量特性とＡ－Ｄ－Ｅの大流量特性との間で任意の流量特性が得られる。ロー
タ２の回転速度Ｎが十分に上昇した状態では、電磁絞り弁４１の開度が大きくなるのに伴
って吐出流量Ｑが大きくなる。
【００６２】
　コントローラ５０は、小流量制御モードで電磁絞り弁４１が全開になった場合には、電
磁開閉弁４２をＯＦＦからＯＮにして開弁させ後に、電磁絞り弁４１を全閉にすることよ
って大流量制御モードに切り換える。
【００６３】
　図３は、上記の各制御モードにおける電磁開閉弁４２及び電磁絞り弁４１の作動を示す
表である。この表に示すように、小流量制御モードから大流量制御モードに切り換える際
に、電磁絞り弁４１に送る電流値を０Ａとして電磁絞り弁４１が全開になるのと同時に、
電磁開閉弁４２がＯＮとなって全開になる状態が設けられる。
【００６４】
　図４は、電磁開閉弁４２及び電磁絞り弁４１の作動に応じて吐出流量Ｑが変化する特性
を示している。
【００６５】
　小流量制御モードにて、電磁開閉弁４２が全開し、電磁絞り弁４１がこれに送られる電
流値が１Ａから０Ａへと低くなって開弁するときに、電磁絞り弁４１の開度に応じて吐出
流量Ｑが次第に高まる。
【００６６】
　大流量制御モードにて、電磁開閉弁４２が全開し、電磁絞り弁４１がこれに送られる電
流値が１Ａから０Ａへと低くなって開弁するときに、電磁絞り弁４１の開度に応じて吐出
流量Ｑが次第に高まる。
【００６７】
　このように、電磁開閉弁４２及び電磁絞り弁４１が互いに連携して開閉作動することに
より、吐出流量Ｑが広い範囲で調整される。
【００６８】
　小流量制御モードから大流量制御モードに切り換える際に、電磁絞り弁４１が全開から
全閉に切り換えられるが、電磁絞り弁４１が全閉作動する前に電磁開閉弁４２が開かれる
ため、ポンプ吐出通路１９が一時的に閉塞されることが回避され、油圧機器６０に対する
作動油の供給が維持される。
【００６９】
　小流量制御モードから大流量制御モードに切り換える際に、電磁絞り弁４１が全開から
全閉に切り換えられる過程で、電磁絞り弁４１が全開している状態で電磁開閉弁４２が開
かれるため、図４に示すように吐出流量Ｑが一時的に上昇する。車両に搭載されるパワー
ステアリング装置や無段変速機等の油圧機器６０は、供給される作動油の流量Ｑが低下す
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ると、作動性が損なわれる可能性があるが、図４に示すように流量Ｑが一時的に高まって
も、作動性が損なわれない。
【００７０】
　なお、上述した構成に限らず、小流量制御モードから大流量制御モードに切り換える際
に、電磁絞り弁４１が全開から全閉に切り換えられる過程で、電磁絞り弁４１の開度が例
えば５０％程度の半開状態で電磁開閉弁４２が開かれるように制御してもよい。これによ
り、制御モードの切り換え時に、絞り部３９の流路断面積が変化することを抑えられ、吐
出流量Ｑが一時的に上昇することを抑えられる。
【００７１】
　以上の本実施形態によれば、以下に示す作用効果を奏する。
【００７２】
　〔１〕ベーンポンプ１００では、ポンプ吐出通路１９に電磁絞り弁４１と電磁開閉弁４
２が並列に介装されるため、ポンプ吐出通路１９に単一の電磁絞り弁が介装される構成（
特許文献１参照）に比べて、電磁絞り弁４１と電磁開閉弁４２のそれぞれに設けられる各
ソレノイドの消費電力を小さくすることが可能となる。
【００７３】
　そして、コントローラ５０が電磁開閉弁４２を閉じて電磁絞り弁４１の開度を制御する
小流量制御モードと、電磁開閉弁４２を開いて電磁絞り弁４１の開度を制御する大流量制
御モードと、を有するので、車両に搭載される流体圧供給源において車両の通常走行時に
主として使用される小流量制御モードでは、電磁開閉弁４２を閉じて電磁絞り弁４１のみ
を開弁させるため、ベーンポンプ１００の消費電力を低減することが可能となる。
【００７４】
　〔２〕コントローラ５０が電磁開閉弁４２を開いた後に電磁絞り弁４１の開度を小さく
することによって小流量制御モードから大流量制御モードに切り換えるので、この制御モ
ードの切り換え時に吐出流量Ｑが一時的に低下することを回避できる。
【００７５】
　〔３〕コントローラ５０が小流量制御モードで電磁絞り弁４１が全開になった場合には
、電磁開閉弁４２を開いた後に電磁絞り弁４１を全閉にすることよって大流量制御モード
に切り換えるので、電磁絞り弁４１のストロークを無駄なく利用して吐出流量Ｑを広い範
囲で調整することができる。
【００７６】
　〔４〕ベーンポンプ１００では、電磁絞り弁４１を通電時より非通電時にその開度を大
きくするノーマルオープンタイプのものとし、電磁開閉弁４２を通電時に開弁し、非通電
時に閉弁するノーマルクローズタイプのものとすることで、電源失陥等が起きたフェール
時には、電磁開閉弁４２がＯＦＦになって閉じるとともに、電磁絞り弁４１がＯＦＦにな
って全開になり、十分な吐出流量Ｑが確保され、車両に搭載される油圧機器６０の作動が
維持される。また、車両の通常走行時に主として使用される小流量制御モードでは、電磁
開閉弁４２がＯＦＦになるため、ベーンポンプ１００の消費電力を低減することが可能と
なる。
【００７７】
　〔５〕ベーンポンプ１００では、ポンプ吐出通路１９に電磁絞り弁４１及び電磁開閉弁
４２と並列に介装されるオリフィス４０をさらに備えるので、電磁絞り弁４１と電磁開閉
弁４２が共に閉じる最小流量制御時にて、絞り部３９の絞り流路面積が電磁絞り弁４１の
開口面積や電磁開閉弁４２の開口面積に影響されることがなく、オリフィス４０の流路面
積で決まるため、低流領域での吐出流量Ｑが精度よく調整される。
【００７８】
　本発明は上記の実施形態に限定されずに、その技術的な思想の範囲内において種々の変
更がなしうることは明白である。
【００７９】
　例えば、第一流体圧室３１にポンプ室７に吸い込まれる作動油の吸込圧力が常に導かれ
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、制御バルブ２１がポンプ室７から第二流体圧室３２に導かれる流体圧力を制御し、制御
バルブ２１を介して第二流体圧室３２に導かれる流体圧力が低下する作動時にカム面４Ａ
に作用するポンプ室７の圧力によってカムリング４が吐出容量が減少する方向（図１にお
いて右方向）に揺動する一方、制御バルブ２１を介して第二流体圧室３２に導かれる流体
圧力が上昇する作動時にカムリング４が吐出容量が増大する方向（図１において左方向）
に揺動する構成としてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００８０】
　本発明の可変容量型ベーンポンプは、車両に搭載される例えばパワーステアリング装置
や無段変速機等の油圧供給源に利用できるとともに、他の機械、設備の流体圧供給源にも
利用できる。
【符号の説明】
【００８１】
　２　　ロータ
　３　　ベーン
　４　　カムリング
　４Ａ　　カム面
　７　　ポンプ室
　１９　　ポンプ吐出通路
　２１　　制御バルブ
　３１　　第一流体圧室
　３２　　第二流体圧室
　４０　　オリフィス
　４１　　電磁絞り弁
　４２　　電磁開閉弁
　５０　　コントローラ
　６０　　油圧機器（流体圧機器）
　１００　　可変容量型ベーンポンプ
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