JP 2005‑127225 A 2005.5.19

(57)【要約】
【課題】 機械式オイルポンプと電動オイルポンプを備
えた車両において必要な油圧を確保しつつ高いエネルギ
効率を実現する。
【解決手段】 ＥＣＵは、電動オイルポンプが駆動中で
あると（Ｓ１００にてＹＥＳ）、機械式オイルポンプ側
油圧値ＰＭを検知するステップ（Ｓ１１０）と、電動オ
イルポンプ側油圧値ＰＥを検知するステップ（Ｓ１２０
）と、｛機械式オイルポンプ油圧値ＰＭ＞電動オイルポ
ンプ側油圧値ＰＥ＋終了判定オフセット油圧値Ｐ（ＯＦ
Ｔ）｝である状態が終了判定ディレイ時間Ｔ（ＤＬＹ）
以上継続していると（Ｓ１３０にてＹＥＳ）、電動オイ
ルポンプを停止するステップ（Ｓ１４０）とを含むプロ
グラムを実行する。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
エンジンを搭載した車両におけるオイルポンプシステムであって、前記エンジンは、予
め定められた条件に従って、一時的に停止した後に再始動するように制御され、
前記エンジンの駆動力により前記車両に搭載された油圧機器に供給する油圧を発生する
機械式オイルポンプと、
前記油圧機器に油圧を供給するために電気的に駆動される電動オイルポンプと、
前記機械式オイルポンプ側の油圧経路に設けられ、前記機械式オイルポンプ側の油圧を
検知するための第１の油圧検知手段と、
前記電動オイルポンプ側の油圧経路に設けられ、前記電動オイルポンプ側の油圧を検知
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するための第２の油圧検知手段と、
前記第１の油圧検知手段により検知された機械式オイルポンプ系の油圧と、前記第２の
油圧検知手段により検知された電動オイルポンプ系の油圧とに基づいて、前記電動オイル
ポンプの停止を制御するための制御手段とを含む、オイルポンプシステム。
【請求項２】
前記制御手段は、前記第１の油圧検知手段により検知された機械式オイルポンプ系の油
圧が、前記第２の油圧検知手段により検知された電動オイルポンプ系の油圧よりも高くな
ると、前記電動オイルポンプの作動を停止させるように、前記電動オイルポンプを制御す
るための手段を含む、請求項１に記載のオイルポンプシステム。
【請求項３】
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前記制御手段は、前記機械式オイルポンプ系の油圧が、前記電動オイルポンプ系の油圧
よりも予め定められた油圧以上高くなった時間が予め定められた時間を経過すると、前記
電動オイルポンプの作動を停止させるように、前記電動オイルポンプを制御するための手
段を含む、請求項２に記載のオイルポンプシステム。
【請求項４】
エンジンを搭載した車両におけるオイルポンプシステムであって、前記エンジンは、予
め定められた条件に従って、一時的に停止した後に再始動するように制御され、
前記エンジンの駆動力により前記車両に搭載された油圧機器に供給する油圧を発生する
機械式オイルポンプと、
前記油圧機器に油圧を供給するために電気的に駆動される電動オイルポンプと、
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前記機械式オイルポンプの油圧経路から前記電動オイルポンプの油圧経路への作動油の
流れを規制する逆止弁と、
前記電動オイルポンプと前記逆止弁との間の油圧経路に設けられ、前記電動オイルポン
プにより供給される作動油の流量を検知するための流量検知手段と、
前記流量検知手段により検知された流量に基づいて、前記電動オイルポンプの停止を制
御するための制御手段とを含む、オイルポンプシステム。
【請求項５】
前記逆止弁は、前記機械式オイルポンプによる油圧が前記電動オイルポンプによる油圧
よりも高くなると、前記電動オイルポンプ側から前記機械式オイルポンプ側への作動油が
流れなくなり、
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前記制御手段は、前記流量検知手段により流量が検知されなくなると、前記電動オイル
ポンプの作動を停止させるように、前記電動オイルポンプを制御するための手段を含む、
請求項４に記載のオイルポンプシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、車両に搭載されたオイルポンプシステムに関し、特に、車両の走行状態が予
め定められた状態である場合にエンジンを自動的に停止したり、エンジンを自動的に再始
動したりするハイブリッド車に設けられた、オイルポンプシステムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
地球温暖化の防止や省資源化の観点から、赤信号で交差点等で車両が停車するとエンジ
ンを自動的に停止させて、再び走行を始めようと運転者が操作すると（たとえばアクセル
ペダルを踏んだり、あるいはブレーキペダルの踏み込みを止めたり、シフトレバーを走行
段に切り替えるなど）、エンジンが再始動するエコノミーランニングシステム（アイドリ
ングストップシステム、エンジンオートマチックストップアンドスタートシステムとも呼
ばれる。）が実用化されている。このシステムにおいては、車両の停車中における補機類
（オイルポンプ、エアコンディショナ、ヘッドランプ、オーディオなど）への電力供給の
ために、鉛蓄電池、リチウム電池などの二次電池を搭載する。車両の停車中は、この二次
電池からこれらの補機類に電力が供給される。また、この二次電池の電力を用いて、エン
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ジンを再始動させる。
【０００３】
自動変速機の油圧駆動部品に作動油を供給するオイルポンプは、通常の車両（ここでい
う通常の車両とは、上述したエコノミーランニングシステムを搭載した車両や、ハイブリ
ッド車であってエンジンを停止させてモータで走行する場合がある車両以外の車両という
。）においては、エンジンの駆動力を用いて作動油を吐出させる機械式のオイルポンプが
備えられており、走行中はエンジンが停止することがないので、所定の油圧を保持するこ
とができる。
【０００４】
ところが、走行中にエンジンが停止する場合があるエコノミーランニング車（以下、エ
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コラン車）やハイブリッド車においては、エンジン停止中に機械式オイルポンプは作動し
ない。このため、エンジンで駆動される機械式オイルポンプによって自動変速機内の変速
機構および摩擦締結要素の作動油圧を確保することができなくなるので、エンジンの再始
動時に自動変速機内の作動油圧が確保されない。そこで、自動変速機に油圧を供給するた
めに電気的に駆動される電動オイルポンプが別に設けられている。
【０００５】
たとえば、このような電動オイルポンプを搭載した車両について説明する。エンジンの
出力トルクはトルクコンバータを介して自動変速機に入力され、車両の出力軸に出力され
る。エンジンに駆動される機械式オイルポンプと並列に電動オイルポンプが配置され、電
動オイルポンプの出力は逆止弁を介して機械式オイルポンプの出力と結ばれた後、自動変
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速機に接続される。電動オイルポンプは、二次電池から駆動回路を介して電力が供給され
る。
【０００６】
このような構成によると、エンジンが回転しているときは、その出力トルクは、トルク
コンバータ、自動変速機を介して車両の出力軸に出力されると同時に、機械式オイルポン
プを駆動し、油圧を発生して油圧回路および油圧制御回路により自動変速機に適切にコン
トロ−ルされた油圧が供給される。一方、エンジンが自動停止したときは、機械式オイル
ポンプの作動は停止し油圧が発生しない。そのときは、オイルポンプ制御装置から駆動回
路に電動オイルポンプの動作を制御する駆動信号が出力され、電動オイルポンプを作動さ
せる。電動オイルポンプが作動することにより油圧が発生して、逆止弁を介して油圧回路
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および油圧制御回路により自動変速機に適切にコントロールされた油圧が供給される。ま
た逆止弁により、機械式オイルポンプの高い油圧は、電動オイルポンプに逆流することが
ない。
【０００７】
このように、エンジンが停止しているときは機械式オイルポンプに代わり電動オイルポ
ンプが作動して油圧を発生させて、自動変速機内の変速機構および摩擦締結要素の作動油
圧を確保し、良好な再始動が行なえることになる。
【０００８】
特開２００２−３７１９６９号公報（特許文献１）は、電動オイルポンプを作動させる
必要のあるときに作動開始でき、電動オイルポンプに逆止弁の抑止効果による過大な負荷
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をかけることなく、電動オイルポンプを駆動するモータの耐久寿命の向上、エコラン中の
消費電力の低下による燃費改善ができる自動変速機のオイルポンプ制御装置を開示する。
この自動変速機のオイルポンプ制御装置は、エンジンと、エンジンに連結された自動変速
機と、エンジンの駆動力により自動変速機に供給する油圧を発生する機械式オイルポンプ
と、自動変速機に油圧を供給するために電気的に駆動される電動オイルポンプとを備え、
車両の走行条件の所定条件成立時にはエンジンを自動停止するエンジン自動停止／再始動
車両に設けられた、自動変速機のオイルポンプ制御装置であって、エンジンの自動停止時
における機械式オイルポンプにより発生した油圧の残圧が所定値以上のときは、電動オイ
ルポンプの作動を行なわない。特に、機械式オイルポンプにより発生した油圧の残圧を、
油温に基づいて推定するものである。
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【０００９】
この自動変速機のオイルポンプ制御装置によると、エンジンの自動停止時における機械
式オイルポンプにより発生した油圧の残圧が所定値以上のときは、電動オイルポンプの作
動を行なわないこととし、好ましくは機械式オイルポンプにより発生した油圧の残圧を、
油温に基づいて推定することとした。そこで監視しやすい油温等を用いて、機械式オイル
ポンプにより発生した油圧の残圧に関係して電動オイルポンプを作動させる必要のあると
きに作動開始できた。また電動オイルポンプに逆止弁の抑止効果による過大の負荷をかけ
ることがなくなった。このことで電動オイルポンプを駆動するモータの耐久寿命が向上し
、エコラン中の消費電力の低下による燃費改善ができる。
【特許文献１】特開２００２−３７１９６９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】
【００１０】
エコラン車においてエンジン停止中に駆動される電動オイルポンプで消費される電力は
、燃費向上のためにできる限り少ない方が好ましい。しかしながら、特許文献１に開示さ
れた自動変速機のオイルポンプ制御装置では、エンジンを停止した時の油温に基づいて推
定した機械式オイルポンプ系の残油圧が所定値以下になるときを電動オイルポンプの駆動
開始タイミングとしているが、エンジン再始動後の電動オイルポンプの駆動終了タイミン
グについて十分な考慮がなされていない。すなわち、エンジンの再始動が完了したことに
対応する時刻に電動オイルポンプを停止するものとしている。

30

【００１１】
このような制御では、電動オイルポンプの停止が早過ぎると機械式オイルポンプによる
油圧が十分に上昇する前に電動オイルポンプが停止して油圧不足が発生し、自動変速機の
発進クラッチの係合力不足等に基づく発進ショックが起こり得る。また、電動オイルポン
プの停止が遅過ぎると電動オイルポンプで消費される電力が大きくなり無駄に電気エネル
ギを消費するため燃費が悪化する。
【００１２】
本発明は、上述の課題を解決するためになされたものであって、その目的は、機械式オ
イルポンプと電動オイルポンプとを備えた車両に用いられるオイルポンプシステムであっ
て、必要な油圧を確保しつつ高いエネルギ効率を実現できるオイルポンプシステムを提供
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することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
第１の発明に係るオイルポンプシステムは、エンジンを搭載した車両におけるオイルポ
ンプシステムである。エンジンは、予め定められた条件に従って、一時的に停止した後に
再始動するように制御される。このオイルポンプシステムは、エンジンの駆動力により車
両に搭載された油圧機器に供給する油圧を発生する機械式オイルポンプと、その油圧機器
に油圧を供給するために電気的に駆動される電動オイルポンプと、機械式オイルポンプ側
の油圧経路に設けられ、機械式オイルポンプ側の油圧を検知するための第１の油圧検知手
段と、電動オイルポンプ側の油圧経路に設けられ、電動オイルポンプ側の油圧を検知する
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ための第２の油圧検知手段と、第１の油圧検知手段により検知された機械式オイルポンプ
系の油圧と、第２の油圧検知手段により検知された電動オイルポンプ系の油圧とに基づい
て、電動オイルポンプの停止を制御するための制御手段とを含む。
【００１４】
第１の発明によると、エコラン車等においてエンジンが一時的に停止されている時に電
動オイルポンプにより自動変速機などの油圧機器に油圧が供給され、エンジンの再始動後
に適切なタイミングで電動オイルポンプを停止させることができる。すなわち、第１の油
圧検知手段は、機械式オイルポンプ側の油圧を検知し、第２の油圧検知手段は、電動オイ
ルポンプ側の油圧を検知する。エンジンが再始動されると、エンジン回転数の上昇ととも
に、エンジンの駆動力により自動変速機の油圧を発生させる機械式オイルポンプ側の油圧
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が上昇する。この機械式オイルポンプにより発生される油圧を第１の油圧検知手段により
検知する。この機械式オイルポンプにより発生される油圧が第２の油圧検知手段により検
知された電動オイルポンプ系の油圧よりも高くなると、電動オイルポンプを停止させる。
これにより、機械式オイルポンプ側の油圧が、電動オイルポンプ側の油圧より高くなって
から電動オイルポンプの作動を停止させるので、自動変速機には十分な油圧を供給できる
ともに、過剰な時間電動オイルポンプを作動させることにもならない。その結果、機械式
オイルポンプと電動オイルポンプとを備えた車両に用いられるオイルポンプシステムであ
って、必要な油圧を確保しつつ高いエネルギ効率を実現できるオイルポンプシステムを提
供することができる。なお、油圧機器は自動変速機に限定されるものではない。
【００１５】
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第２の発明に係るオイルポンプシステムにおいては、第１の発明の構成に加えて、制御
手段は、第１の油圧検知手段により検知された機械式オイルポンプ系の油圧が、第２の油
圧検知手段により検知された電動オイルポンプ系の油圧よりも高くなると、電動オイルポ
ンプの作動を停止させるように、電動オイルポンプを制御するための手段を含む。
【００１６】
第２の発明によると、エンジンの再始動によりエンジン回転数が上昇して機械式オイル
ポンプの油圧が、電動オイルポンプの油圧よりも高くなると、電動オイルポンプの作動を
停止させるように制御される。その結果、最適なタイミングで電動オイルポンプを停止さ
せることができる。
【００１７】
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第３の発明に係るオイルポンプシステムにおいては、第２の発明の構成に加えて、制御
手段は、機械式オイルポンプ系の油圧が、電動オイルポンプ系の油圧よりも予め定められ
た油圧以上高くなった時間が予め定められた時間を経過すると、電動オイルポンプの作動
を停止させるように、電動オイルポンプを制御するための手段を含む。
【００１８】
第３の発明によると、エンジンの再始動によりエンジン回転数が上昇して機械式オイル
ポンプの油圧が、電動オイルポンプの油圧よりも予め定められた油圧以上に高くなってい
る時間が予め定められた時間を経過すると、電動オイルポンプの作動を停止させるように
制御される。その結果、余裕を持たせて最適なタイミングで電動オイルポンプを停止させ
ることができる。
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【００１９】
第４の発明に係るオイルポンプシステムは、エンジンを搭載した車両におけるオイルポ
ンプシステムである。エンジンは、予め定められた条件に従って、一時的に停止した後に
再始動するように制御される。このオイルポンプシステムは、エンジンの駆動力により車
両に搭載された油圧機器に供給する油圧を発生する機械式オイルポンプと、その油圧機器
に油圧を供給するために電気的に駆動される電動オイルポンプと、機械式オイルポンプの
油圧経路から電動オイルポンプの油圧経路への作動油の流れを規制する逆止弁と、電動オ
イルポンプと逆止弁との間の油圧経路に設けられ、電動オイルポンプにより供給される作
動油の流量を検知するための流量検知手段と、流量検知手段により検知された流量に基づ
いて、電動オイルポンプの停止を制御するための制御手段とを含む。
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【００２０】
第４の発明によると、エコラン車等においてエンジンが一時的に停止されている時に電
動オイルポンプにより自動変速機などの油圧機器に油圧が供給され、エンジンの再始動後
に適切なタイミングで電動オイルポンプを停止させることができる。すなわち、流量検知
手段は、電動オイルポンプから機械式オイルポンプ側への作動油の流量を検知する。この
油圧経路には、機械式オイルポンプによる油圧が電動オイルポンプによる油圧よりも高く
なると、電動オイルポンプ側から機械式オイルポンプ側への作動油が流れなくなる逆止弁
が設けられている。そのため、機械式オイルポンプによる油圧が電動オイルポンプによる
油圧よりも高くなると、電動オイルポンプ側から機械式オイルポンプ側への作動油が流れ
なくなり、流量検知手段により流量を検知することができなくなる。すなわち、エンジン
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が再始動されると、エンジン回転数の上昇とともに、エンジンの駆動力により自動変速機
の油圧を発生させる機械式オイルポンプ側の油圧が上昇する。この機械式オイルポンプに
より発生される油圧が電動オイルポンプにより発生される油圧よりも高くなると、逆止弁
の作用により電動オイルポンプから作動油が自動変速機に供給されなくなる。これにより
、機械式オイルポンプ側の油圧が、電動オイルポンプ側の油圧より高くなってから電動オ
イルポンプから流れる作動油の流量を検知できなくなると、電動オイルポンプを停止させ
るので、自動変速機には十分な油圧を供給できるともに、過剰な時間電動オイルポンプを
作動させることにもならない。その結果、機械式オイルポンプと電動オイルポンプとを備
えた車両に用いられるオイルポンプシステムであって、必要な油圧を確保しつつ高いエネ
ルギ効率を実現できるオイルポンプシステムを提供することができる。
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【００２１】
第５の発明に係るオイルポンプシステムにおいては、第４の発明の構成に加えて、逆止
弁は、機械式オイルポンプによる油圧が電動オイルポンプによる油圧よりも高くなると、
電動オイルポンプ側から機械式オイルポンプ側への作動油が流れなくなる。制御手段は、
流量検知手段により流量が検知されなくなると、電動オイルポンプの作動を停止させるよ
うに、電動オイルポンプを制御するための手段を含む。
【００２２】
第５の発明によると。機械式オイルポンプによる油圧が電動オイルポンプによる油圧よ
りも高くなると、逆止弁の作用により、電動オイルポンプ側から機械式オイルポンプ側へ
の作動油が流れなくなる。このため、流量検知手段により流量を検知することができなく
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なる。このとき、機械式オイルポンプにより発生される油圧が電動オイルポンプにより発
生される油圧よりも高いので、このタイミングで電動オイルポンプを停止させるので、自
動変速機には十分な油圧を供給できるともに、過剰な時間電動オイルポンプを作動させる
ことにもならない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、同
一の部品には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。したがっ
てそれらについての詳細な説明は繰返さない。なお、以下においては、本発明の実施の形
態に係るオイルポンプシステムにより油圧が供給される油圧機器は自動変速機として説明
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するが、本発明はこれに限定されるものではない。
【００２４】
＜第１の実施の形態＞
以下、本発明の第１の実施の形態に係るオイルポンプシステムについて説明する。
【００２５】
図１に、本実施の形態に係るオイルポンプシステムの制御ブロック図を示す。図１に示
すように、本実施の形態に係るオイルポンプシステムは、エンジンにより駆動される機械
式オイルポンプ１００と、二次電池から供給された電力により駆動される電動オイルポン
プ２００と、機械式オイルポンプ１００および電動オイルポンプ２００から油圧駆動部品
５００に作動油を供給するための油路と、機械式オイルポンプ１００側の作動油の油圧を
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検知する機械式オイルポンプ側油圧センサ１６０と、電動オイルポンプ２００側の作動油
の油圧を検知する電動オイルポンプ側油圧センサ２６０と、電動オイルポンプ２００側か
ら機械式オイルポンプ１００側への作動油の流れを規制する逆止弁４００とを含む。
【００２６】
このオイルポンプシステムにおいては、オイルパン３００に溜まった自動変速機用の作
動油をオイルストレーナ１５０を介して機械式オイルポンプ１００が油圧駆動部品５００
に、電動オイルポンプ用オイルストレーナ２５０を介して電動オイルポンプ２００が油圧
駆動部品５００へ、それぞれ作動油を供給する。また電動オイルポンプはポンプ２１０と
ポンプ２１０のインペラを作動させるためのモータ２２０とにより構成される。
【００２７】
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こ れ ら の オ イ ル ポ ン プ シ ス テ ム は 、 Ｅ Ｃ Ｕ （ Electronic Control Unit） １ ０ ０ ０ に よ
り制御される。すなわち、ＥＣＵ１０００には、機械式オイルポンプ側油圧センサ１６０
により検知された油圧信号および電動オイルポンプ側油圧センサ２６０により検知された
油圧信号が入力され、電動オイルポンプ２００のモータ２２０の作動および停止を制御す
る制御信号が出力される。ＥＣＵ１０００からの制御信号に基づいて電動オイルポンプ２
００のモータ２２０が作動を開始したり作動を停止したりすることにより、電動オイルポ
ンプ２００のポンプ２１０の作動が開始したり停止したりする。
【００２８】
逆止弁４００は、機械式オイルポンプ１００側の油路における油圧が電動オイルポンプ
２００側の油路における油圧よりも高くなると、電動オイルポンプ２００側から機械式オ
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イルポンプ１００側への作動油の流れを遮断する機能を有する。
【００２９】
図２を参照して、図１のＥＣＵ１００で実行されるプログラムの制御構造について説明
する。
【００３０】
ステップ（以下、ステップをＳと略す。）１００にて、ＥＣＵ１０００は、電動オイル
ポンプ２００が駆動中であるか否かを判断する。この判断は、ＥＣＵ１０００から電動オ
イルポンプ２００のモータ２２０に出力される制御信号に基づいて行なわれる。電動オイ
ルポンプ２００が稼動中であると（Ｓ１００にてＹＥＳ）、処理はＳ１１０へ移される。
もしそうでないと（Ｓ１００にてＮＯ）、この処理は終了する。
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【００３１】
Ｓ１１０にて、ＥＣＵ１０００は、機械式オイルポンプ１００側の油圧値ＰＭを検知す
る。このとき、ＥＣＵ１０００は、機械式オイルポンプ側油圧センサ１６０から入力され
た油圧信号に基づいて、油圧値ＰＭを検知する。
【００３２】
Ｓ１２０にて、ＥＣＵ１０００は、電動オイルポンプ２００側の油圧値ＰＥを検知する
。このとき、ＥＣＵ１０００は、電動オイルポンプ側油圧センサ２６０から入力された油
圧信号に基づいて、油圧値ＰＥを検知する。
【００３３】
Ｓ１３０にて、ＥＣＵ１０００は、｛機械式オイルポンプ側油圧値ＰＭ＞電動オイルポ
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ンプ側油圧値ＰＥ＋Ｐ（ＯＦＴ）｝である状態が、Ｔ（ＤＬＹ）以上継続しているか否か
を判断する。ここで、Ｐ（ＯＦＴ）は終了判定オフセット油圧値であって、予め定められ
た定数である。Ｔ（ＤＬＹ）は終了判定ディレイ時間であって、予め定められた定数であ
る。終了判定オフセット油圧値（Ｐ（ＯＦＴ））および終了判定ディレイ時間（Ｔ（ＤＬ
Ｙ））は、ノイズ、センサ誤差などを考慮して、より確実に判定するために設定されてい
るものであって、いずれの定数も０である場合を含む。｛機械式オイルポンプ側油圧値Ｐ
Ｍ＞電動オイルポンプ側油圧値ＰＥ＋Ｐ（ＯＦＴ）｝がＴ（ＤＬＹ）以上継続していると
（Ｓ１３０にてＹＥＳ）、処理はＳ１４０へ移される。もしそうでないと（Ｓ１３０にて
ＮＯ）、この処理は終了する。
【００３４】
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Ｓ１４０にて、ＥＣＵ１０００は、電動オイルポンプ２００を停止する。このとき、Ｅ
ＣＵ１０００は、電動オイルポンプ２００のモータ２２０にモータ２２０を停止させるた
めの停止用の制御信号を送信する。
【００３５】
以上のような構造およびフローチャートに基づく、本実施の形態に係るオイルポンプシ
ステムの動作について説明する。
【００３６】
エコラン車においてエンジンが一時的に停止した後再始動されると図３に示すようにエ
ンジン回転数が徐々に上昇しアイドル回転数付近で落ち着く。エンジンが一時的に停止し
ている場合には電動オイルポンプが稼動中であるため（Ｓ１００にてＹＥＳ）、機械式オ
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イルポンプ側油圧値ＰＭが検知され（Ｓ１１０）、電動オイルポンプ側油圧値ＰＥが検知
される（Ｓ１２０）。
【００３７】
｛機械式オイルポンプ側油圧値ＰＭ＞電動オイルポンプ側油圧値ＰＥ＋Ｐ（ＯＦＴ）｝
がＴ（ＤＬＹ）以上継続しているか否かが判断される（Ｓ１３０）。このとき、図３に示
すように、機械式オイルポンプ側油圧値ＰＭが、電動オイルポンプ側油圧値ＰＥよりも終
了判定オフセット油圧値Ｐ（ＯＦＴ）以上の油圧値となってから、終了判定ディレイ時間
Ｔ（ＤＬＹ）を経過すると（Ｓ１３０にてＹＥＳ）、電動オイルポンプ２００が停止され
る（Ｓ１４０）。
【００３８】
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なお、図３においては終了判定オフセット油圧値Ｐ（ＯＦＴ）も終了判定ディレイ時間
Ｔ（ＤＬＹ）もいずれも正の値としているが、これを０と設定して、図３に示す黒点の部
分において電動オイルポンプを停止させるようにしてもよい。
【００３９】
以上のようにして、本実施の形態に係るオイルポンプシステムによると、エコラン車な
どにおいてエンジンが一時的に停止する車両において、エンジンにより駆動される機械式
オイルポンプと二次電池の電力により駆動される電動オイルポンプとを含むオイルポンプ
システムにおいて電動オイルポンプの停止タイミングを過不足なく定めることができる。
すなわち、エンジンの一時停止後に再始動されたときにエンジン回転数の上昇とともに上
昇する機械式オイルポンプの油圧値と電動オイルポンプの油圧値とを比較して、機械式オ
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イルポンプの油圧値が電動オイルポンプの油圧値よりも十分に高くなった時点で電動オイ
ルポンプを停止させたり、機械式オイルポンプの油圧値が電動オイルポンプの油圧値を超
えた時点で電動オイルポンプを停止させる。その結果、機械式オイルポンプと電動オイル
ポンプとを備えた車両に用いられるオイルポンプシステムにおいて、必要な油圧を確保し
つつ高いエネルギ効率を実現できるオイルポンプシステムを提供することができる。
【００４０】
＜第２の実施の形態＞
以下、本発明の第２の実施の形態に係るオイルポンプシステムについて説明する。
【００４１】
図４に本実施の形態に係るオイルポンプシステムの構成を示す。なお、図４に示す構成
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要素の中で、前述の図１に示した構成要素と同じ要素については同じ参照符号を付してあ
る。それらについての機能も同じである。したがって、それらについての詳細な説明はこ
こでは繰返さない。
【００４２】
本実施の形態に係るオイルポンプシステムは、前述の第１の実施の形態においては機械
式オイルポンプ側の油圧センサ１６０および電動オイルポンプ側油圧センサ２６０を有し
ていたが、本実施の形態においては油圧センサを有さないで、電動式オイルポンプ側に流
量計２１００を有する点が異なる。さらに、前述の第１の実施の形態におけるＥＣＵ１０
００とは異なるプログラムを実行するＥＣＵ２０００によりオイルポンプシステムが制御
される。
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【００４３】
図４に示すように、逆止弁４００と電動オイルポンプ２００との間には流量計２１００
が設けられ、流量計２１００はＥＣＵ２０００に流量信号を送信する。また、逆止弁４０
０は、前述の第１の実施の形態と同様、機械式オイルポンプ１００側の油圧値が電動オイ
ルポンプ２００側の油圧値よりも高くなると電動オイルポンプ２００側から機械式オイル
ポンプ１００側へ作動油が流れないようにする機能を有する。
【００４４】
図５を参照して、図４のＥＣＵ２０００で実行されるプログラムの制御構造について説
明する。なお、図５に示すフローチャートの中で、前述の図２に示したフローチャートに
おける処理と同じ処理については同じステップ番号を付してある。それらについての処理
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も同じである。したがって、それらについての詳細な説明はここでは繰返さない。
【００４５】
Ｓ２００にて、ＥＣＵ２０００は、電動オイルポンプ２００の駆動後予め定められた時
間が経過したか否かを判断する。このとき、ＥＣＵ２０００から電動オイルポンプ２００
のモータ２２０に出力された制御信号とＥＣＵ２０００の内部のクロックとに基づいて経
過時間を検知し、検知された経過時間と予め定められた時間とを比較することにより、判
断が行なわれる。電動オイルポンプ２００の駆動後予め定められた時間が経過していると
（Ｓ２００にてＹＥＳ）、処理はＳ２１０へ移される。もしそうでないと（Ｓ２００にて
ＮＯ）、この処理は終了する。
【００４６】

20

Ｓ２１０にて、ＥＣＵ２０００は、電動オイルポンプ２００の流量を検知する。このと
き、ＥＣＵ２０００は、流量計２１００から入力された流量信号により電動オイルポンプ
２００の流量を検知する。
【００４７】
Ｓ２２０にて、ＥＣＵ２０００は、検知された流量が予め定められたしきい値以下であ
るか否かを判断する。検知された流量が予め定められたしきい値以下であると（Ｓ２２０
にてＹＥＳ）、処理はＳ１４０へ移される。もしそうでないと（Ｓ２２０にてＮＯ）、こ
の処理は終了する。
【００４８】
なお、予め定められたしきい値とは、０を含む微小な正の値である。
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【００４９】
以上のような構造およびフローチャートに基づく、本実施の形態に係るオイルポンプシ
ステムの動作について説明する。
【００５０】
エコランシステムなどにおいてエンジンが一時的に停止し電動オイルポンプ２００が作
動を開始する。電動オイルポンプにより油圧駆動部品５００に作動油が供給される。エン
ジンが再始動されることによりエンジンの回転数の上昇に伴って機械式オイルポンプ１０
０から供給される作動油の油圧が上昇する。機械式オイルポンプ１００により供給される
作動油の油圧が電動オイルポンプ２００により供給される作動油の油圧よりも高くなると
逆止弁４００の機能により電動オイルポンプ２００側から機械式オイルポンプ１００側へ
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供給される作動油の流量が０となる。したがって、流量計２１００により検知される流量
は０となる。
【００５１】
電動オイルポンプが駆動中であって（Ｓ１００にてＹＥＳ）、電動オイルポンプ２００
の駆動後予め定められた時間が経過していて（Ｓ２００にてＹＥＳ）、流量計２１００に
より検知された（Ｓ２１０）流量が予め定められたしきい値以下であると（Ｓ２２０にて
ＹＥＳ）、電動オイルポンプ２００を停止させる（Ｓ１４０）。
【００５２】
以上のようにして、本実施の形態に係るオイルポンプシステムによると、逆止弁と電動
オイルポンプ側の作動油の流量とを検知することにより、電動オイルポンプの停止タイミ
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ングを最適に制御することができる。
【００５３】
今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係るオイルポンプシステムの構成を示す図である。
【図２】図１のＥＣＵで実行されるプログラムの制御構造を示すフローチャートである。
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【図３】本発明の第１の実施の形態に係るオイルポンプシステムの作動状態を示すタイミ
ングチャートである。
【図４】本発明の第２の実施の形態に係るオイルポンプシステムの構成を示す図である。
【図５】図２のＥＣＵで実行されるプログラムの制御構造を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００５５】
１００

機械式オイルポンプ、１５０，２５０

イルポンプ側油圧センサ、２００
、２６０
０

電動オイルポンプ側油圧センサ、３００

油圧駆動部品、１０００，２０００

【図１】

オイルストレーナ、１６０

電動オイルポンプ、２１０

オイルパン、４００

ＥＣＵ、２１００

【図３】

【図２】
【図４】

ポンプ、２２０
流量計。

機械式オ
モータ

逆止弁、５０
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