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(57)【要約】
【課題】イグニッションオフ後に被検知対象に残ってい
る残圧が消滅する前に、イグニッションオンを行った場
合に、残圧によって油圧センサの故障診断エラーが生じ
るのを防止することができる、油圧センサ故障診断方法
及びシステムを提供する。
【解決手段】本発明は、被検知対象の油圧を検知する油
圧センサの故障を診断する方法であって、イグニッショ
ンオフ時点を保存する段階と、イグニッションオフ時点
経過後イグニッションオン時点を検出する段階と、イグ
ニッションオフ時点経過後からイグニッションオン時点
までの経過時間を計算する段階と、経過時間が設定時間
以上であるかを判断する段階と、経過時間が設定時間以
上であれば故障診断を行い、設定時間未満であれば油圧
センサの故障診断を中止する段階と、を含むことができ
る。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検知対象の油圧を検知する油圧センサの故障を診断する方法であって、
　イグニッションオフ（ｉｇｎｉｔｉｏｎ　ｏｆｆ）時点を保存する段階と、
　前記イグニッションオフ時点経過後、イグニッションオン（ｉｇｎｉｔｉｏｎ　ｏｎ）
時点を検出する段階と、
　前記イグニッションオフ時点経過後から前記イグニッションオン時点までの経過時間を
計算する段階と、
　前記経過時間が設定時間以上であるか否かをを判断する段階と、
　前記経過時間が、前記設定時間以上であれば前記油圧センサの故障診断を行い、前記設
定時間未満であれば前記故障診断を中止する段階と、
　を含むことを特徴とする油圧センサ故障診断方法。
【請求項２】
　前記イグニッションオフ時点は、バッテリ電源を利用して保存されることを特徴とする
請求項１に記載の油圧センサ故障診断方法。
【請求項３】
　前記設定時間は、前記イグニッションオフ時点経過後に前記被検知対象の残圧が消滅す
る時間に基づいて決定されることを特徴とする請求項１に記載の油圧センサ故障診断方法
。
【請求項４】
　前記被検知対象は、ハイブリッド車両のエンジンとモータの連結を断続するエンジンク
ラッチであることを特徴とする請求項１に記載の油圧センサ故障診断方法。
【請求項５】
　前記経過時間は、前記イグニッションオフ時点経過後、前記エンジンクラッチに油圧を
提供するオイルポンプが作動する時点までであることを特徴とする請求項４に記載の油圧
センサ故障診断方法。
【請求項６】
　被検知対象の油圧を検知する油圧センサの故障を診断するシステムであって、
　車両を運行する電源を提供するイグニッション電源部と、
　前記被検知対象に油圧を提供するオイルポンプと、
　前記システムに常時電源を提供するバッテリと、
　イグニッションオフ時点からの経過時間に基づいて前記油圧センサの故障診断の遂行要
否を判断する故障診断制御器と、を含み、
　前記故障診断制御器は、請求項１乃至５のうちのいずれか一項に記載の方法を行うため
に設定されたプログラムによって作動することを特徴とする油圧センサ故障診断システム
。
【請求項７】
　前記故障診断制御器は、
　前記イグニッションオフ時点を保存するイグニッションオフ時点保存部と、
　前記イグニッションオフ時点経過後、イグニッションオン時点を検出するイグニッショ
ンオン時点検出部と、
　前記イグニッションオフ時点経過後から前記イグニッションオン時点までの経過時間を
計算する経過時間計算部と、
　前記経過時間が設定時間以上であるか否かを判断して、前記経過時間が前記設定時間以
上であれば前記油圧センサの故障診断を行い、前記設定時間未満であれば前記故障診断を
中断する故障診断遂行部と、
　を含むことを特徴する請求項６に記載の油圧センサ故障診断システム。
【請求項８】
　前記被検知対象は、ハイブリッド車両のエンジンとモータとの連結を断続するエンジン
クラッチであることを特徴とする請求項６に記載の油圧センサ故障診断システム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、油圧センサ故障診断方法及びシステムに係り、より詳しくは、作動油圧を検
知する油圧センサの故障を診断する油圧センサ故障診断方法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ハイブリッド車両とは、エンジンだけでなくモータを動力源として使用する車両である
。ハイブリッド車両には、油圧によって制御される装置として、変速機、クラッチなどが
あり、それぞれの装置には、作動油圧を検知する油圧センサが設けられている。
【０００３】
　図１は、一般的なハイブリッド車両の構成を示した概略図である。図１に示すように、
ハイブリッド車両には、エンジン１０、モータ２０、及び変速機４０が一列に配置される
。このようなハイブリッド車両１は、エンジン１０を始動するか、又はエンジン１０の回
転力によって発電する始動発電機（ＩＳＧ；ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｓｔａｒｔｅｒ＆ｇ
ｅｎｅｒａｔｏｒ）７０と、エンジン１０とモータ２０の間でこれらの連結を断続するエ
ンジンクラッチ３０と、を含む。
　エンジン１０とモータ２０の動力を適切に組み合わせて駆動されるハイブリッド車両に
おいて、エンジンクラッチ３０は非常に重要な役割を果たす。
【０００４】
　図２は、一般的なエンジンクラッチの構造を示す概略図である。図２に示すように、エ
ンジンクラッチ３０は、オイルポンプ５０（又はソレノイドバルブ）の作動でその量が制
御されるオイル３４の圧力（油圧）によって動く摩擦材３６と、摩擦材３６に作動油圧が
印加されない時に摩擦材３６を原状復帰させるリターンスプリング３２と、を含む。オイ
ルポンプ５０は、通常、電圧及び／又は電流によって制御される。
【０００５】
　そして、オイルポンプ５０において、エンジンクラッチ３０に実際に印加される油圧（
圧力）は油圧センサ８０によって検知される。しかし、油圧センサ８０によって検知され
る実際圧力と、油圧ポンプ５０に印加される電圧による理想的な（ｉｄｅａｌ）圧力間に
は誤差が発生することがある。
【０００６】
　図３は、オイルポンプの印加電圧による実際圧力と理想的な圧力間の誤差を示したグラ
フである。
　図３に示すように、誤差には、オフセット誤差（ｏｆｆｓｅｔ　ｅｒｒｏｒ）、ゲイン
誤差（ｇａｉｎ　ｅｒｒｏｒ）、及び線形性誤差（ｌｉｎｅａｒｉｔｙ　ｅｒｒｏｒ）が
含まれる。
　油圧センサ８０によって検知される圧力は、エンジンクラッチ３０の制御に重要な役割
を果たす。、エンジンクラッチ３０の誤差が、製造会社が保証する仕様（ｓｐｅｃｉｆｉ
ｃａｔｉｏｎ）を越える場合には故障と判断することができる。故障と判断した後には、
警告ランプを点灯して、油圧センサの交換を要求することができる。
【０００７】
　したがって、オイルの加圧指令が出ていない状態にもかかわらず、油圧センサ８０が、
仕様で保証されたオフセット誤差範囲を越える圧力値を表示した場合には、油圧センサ８
０が故障したと判断しなければならない。
　従来は、油圧センサが故障したか否かを判断するために、イグニッションオン（ｉｇｎ
ｉｔｉｏｎ　ｏｎ）した後で、オイルポンプが作動する前に、つまり、オイルの加圧指令
が出ていない状態で油圧センサのオフセット誤差を診断した。イグニッションオンは、ハ
イブリッド車両のモータの動力を使用して車両を駆動できる電源状態を意味する。
【０００８】
　しかし、イグニッションオフ（ｉｇｎｉｔｉｏｎ　ｏｆｆ）にした後、定められた時間
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以内に再びイグニッションオンにした場合、エンジンクラッチに残っている残圧によって
、油圧センサが、仕様で保証されたオフセット誤差を越える圧力を検知することがあり、
そのために故障と判断されることがあった。
【０００９】
　つまり、「イグニッションオフ後に次のイグニッションオンされるまでの時間」と定義
される経過時間（ｓｏａｋｉｎｇ　ｔｉｍｅ）が、定められた時間未満であれば、油圧セ
ンサはエンジンクラッチに残っている残圧によって、仕様で保証されたオフセット誤差を
越える圧力を検知する場合があった。
【００１０】
　定められた時間とは、一般に、最大５分程度であることが知られている。即ち、エンジ
ンクラッチの残圧は、経過時間が少なくとも５分以上になると消滅する。
　従来は、経過時間が定められた時間未満である場合には、油圧センサがエンジンクラッ
チに残っている残圧を検知して、油圧センサが故障したと診断されることがあった。
【００１１】
　この背景技術の項に記載した事項は、発明の背景に対する理解を増進させるために記載
したもので、この技術が属する分野における通常の知識を有する者にとって公知の従来の
技術でない事項を含むことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２０１０－１６９２１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は上記の問題点に鑑みてなされたものであって、本発明の目的は、イグニッショ
ンオフ後に被検知対象装置（例えばエンジンクラッチ）に残っている残圧が消滅する前（
経過時間が設定時間未満の場合）に、イグニッションオンを行った時に、油圧センサの故
障診断エラーが発生するのを防止することができる、油圧センサ故障診断方法及びシステ
ムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　前記課題を解決するための本発明の油圧センサ故障診断方法は、被検知対象の油圧を検
知する油圧センサの故障を診断する方法であって、イグニッションオフ時点を保存する段
階と、イグニッションオフ時点経過後、イグニッションオン時点を検出する段階と、イグ
ニッションオフ時点経過後からイグニッションオン時点までの経過時間を計算する段階と
、経過時間が設定時間以上であるか否かをを判断する段階と、経過時間が設定時間以上で
あれば故障診断を行い、設定時間未満であれば油圧センサの故障診断を中止する段階と、
を含むことを特徴とする。
【００１５】
　前記イグニッションオフ時点は、バッテリ電源を利用して保存することができる。
　前記設定時間は、イグニッションオフ時点後に被検知対象の残圧が消滅する時間に基づ
いて決定することができる。
　前記被検知対象は、ハイブリッド車両のエンジンとモータの連結を断続するエンジンク
ラッチとすることができる。
　前記経過時間は、イグニッションオフ時点経過後に、エンジンクラッチに油圧を提供す
るオイルポンプが作動する時点までとすることができる。
【００１６】
　また、上記課題を解決するための本発明の他の実施例による油圧センサ故障診断システ
ムは、被検知対象の油圧を検知する油圧センサの故障を診断するシステムであって、車両
を運行する電源を提供するイグニッション電源部と、被検知対象に油圧を提供するオイル
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ポンプと、システムに常時電源を提供するバッテリと、イグニッションオフ時点からの経
過時間に基づいて油圧センサの故障診断の遂行要否を判断する故障診断制御器と、を含み
、故障診断制御器は、本発明の実施例による油圧センサ故障診断方法を行うために設定さ
れたプログラムによって作動することを特徴とする。
【００１７】
　また本発明の故障診断制御器は、イグニッションオフ時点を保存するイグニッションオ
フ時点保存部と、イグニッションオフ時点経過後、イグニッションオン時点を検出するイ
グニッションオン時点検出部と、イグニッションオフ時点経過後からイグニッションオン
時点までの経過時間を計算する経過時間計算部と、経過時間が設定時間以上であるか否か
を判断して、経過時間が設定時間以上であれば故障診断を行い、設定時間未満であれば油
圧センサの故障診断を中断する故障診断遂行部と、を含むことを特徴する。
【発明の効果】
【００１８】
　上述のように、本発明によれば、イグニッションオフ後に測定対象装置（例えばエンジ
ンクラッチ）に残っている残圧が消滅する前（経過時間が設定時間未満の場合）に、イグ
ニッションオンを行った場合は、油圧センサの故障診断を中止することによって、油圧セ
ンサの故障診断エラーを防止することができる。
【００１９】
　また、本発明によれば、正常な油圧センサを故障と誤って診断することによる不必要な
部品交換を防止することができる。
　更に、本発明によれば、正常的な油圧センサを故障と誤って診断することによって、検
知対象装置（例えばエンジンクラッチ）に対する正常的な制御を行うことができないとい
う問題を解決することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】一般的なハイブリッド車両の構成を示した概略図である。
【図２】一般的なエンジンクラッチの構成を示した概略図である。
【図３】オイルポンプの印加電圧による実際圧力と理想的な圧力間の誤差を示したグラフ
である。
【図４】本発明による油圧センサ故障診断システムの構成図である。
【図５】本発明による油圧センサ故障診断システムの制御器の詳細ブロック図である。
【図６】本発明による油圧センサ故障診断方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下に、添付した図面を参照して、本発明が属する技術分野における通常の知識を有す
る者が容易に実施できるように、本発明について詳細に説明する。しかし、本発明はここ
で説明される実施例に限定されるものではなく、他の形態に具体化することもできる。
　明細書の全体にわたって同一の参照番号で表示された要素は、同一の構成要素であるこ
とを意味する。
【００２２】
　図４は、本発明による油圧センサ故障診断システムの構成図である。
　図４に示すように、本発明の油圧センサ故障診断システムは、油圧を利用する被検知対
象装置（例えば油圧クラッチ）で作動油圧を検知する油圧センサが故障しているか否かを
を診断するシステムである。
【００２３】
　本発明の、油圧センサの故障を診断する油圧センサ故障診断システムは、車両を運行す
る電源を提供するイグニッション電源部９０と、被検知対象に油圧を提供するオイルポン
プ５０と、システムに常時電源を提供するバッテリ６０と、イグニッションオフ時点から
の経過時間に基づいて油圧センサ８０の故障診断の遂行要否を判断する故障診断制御器１
００と、を含む。
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【００２４】
　車両は、被検知対象を含む車両であって、本発明では、一例として、ハイブリッド車両
である。
　被検知対象は、油圧によって作動する装置であって、本発明では、一例としてハイブリ
ッド車両のエンジンクラッチ３０である。
　オイルポンプ５０、油圧センサ８０、バッテリ６０、及びイグニッション電源部９０は
、本発明の実施例では、一例として、既存のハイブリッド車両に適用されるものである。
【００２５】
　故障診断制御器１００は、設定されたプログラムによって作動する一つ以上のマイクロ
プロセッサ、又はマイクロプロセッサを含むハードウェアであって、設定されたプログラ
ムは、後述する本発明の油圧センサ故障診断方法を行うための一連の命令で形成される。
【００２６】
　本発明の実施例においては、故障診断制御器１００は、ハイブリッド車両に適用される
場合、エンジンクラッチ３０及びハイブリッド車両の全体の動作を制御するハイブリッド
制御器（ＨＣＵ；Ｈｙｂｒｉｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕｎｉｔ）、及びバッテリ６０を制御
して管理するバッテリ制御器（ＢＭＳ；Ｂａｔｔｅｒｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓ
ｔｅｍ）を含むことができる。後述する本発明の油圧センサ故障診断の学習方法において
、その一部のプロセスはハイブリッド制御器によって、他の一部のプロセスはバッテリ制
御器によって行われるようにすることができる。
【００２７】
　図５は、本発明による油圧センサ故障診断システムの制御器の詳細ブロック図である
　図５に示すように、故障診断制御器１００は、細部ブロック構成要素で構成することが
できる。図５に示した細部ブロック構成要素は、ハードウェアとプログラムとが結合され
たモジュールで構成される。
【００２８】
　故障診断制御器１００は、イグニッションオフ時点を保存するイグニッションオフ時点
保存部１１０と、イグニッションオフ時点経過後にイグニッションオン時点を検出するイ
グニッションオン時点検出部１２０と、イグニッションオフ時点経過後からイグニッショ
ンオン時点までの経過時間を計算する経過時間計算部１３０と、経過時間が設定時間以上
であるかを判断し、経過時間が設定時間以上であれば故障診断を行い、設定時間未満であ
れば油圧センサの故障診断を中断する故障診断遂行部１４０と、を含む。
【００２９】
　また、故障診断制御器１００は、エンジンクラッチ３０に油圧を提供するオイルポンプ
５０の作動時点を検出するオイルポンプ作動時点検出部１５０を含む。
　イグニッションオフ時点保存部１１０は、イグニッションオフ時点を保存するためのメ
モリ素子を含むことができる。
　経過時間計算部１３０は、経過時間を計算するためのタイマー（ｔｉｍｅｒ）を含むこ
とができる。タイマーは、イグニッションオフ時点保存部１１０、イグニッションオン時
点検出部１２０、及びオイルポンプ作動時点検出部１５０などに必要な基準時間を提供す
ることができる。
【００３０】
　以下に、本発明の油圧センサ故障診断方法について、添付した図面を参照して詳細に説
明する。
　本発明の油圧センサ故障診断方法において、被検知対象はハイブリッド車両のエンジン
クラッチを例示したが、本発明の保護範囲が必ずしもこれに限定されるものと理解されて
はならない。エンジンクラッチでなくても、オイルポンプによって油圧の提供を受け、油
圧センサによって油圧が検知される油圧装置であれば、本発明の技術的な思想を適用する
ことができる。
【００３１】
　図６は、本発明による油圧センサ故障診断方法を示したフローチャートである。
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　図６に示すように、故障診断制御器１００は、イグニッションオフになれば、イグニッ
ションオフ時点をイグニッションオフ時点保存部１１０に保存する（Ｓ１１０）。故障診
断制御器１００は、バッテリ電源（Ｂ＋）によって作動するため、イグニッションオフ時
点保存部１１０に保存されたイグニッションオフ時点は、イグニッションスイッチがオフ
されても継続的に保存される。
【００３２】
　イグニッションオフ時点以降において、故障診断制御器１００のイグニッションオン時
点検出部１２０は、イグニッションオンになった時に、この時点を検出する（Ｓ１２０）
。
　Ｓ１２０において、イグニッションオン時点が検出された場合は、故障診断制御器１０
０の経過時間計算部１３０が、イグニッションオフ時点経過後からイグニッションオン時
点までの経過時間を計算する（Ｓ１３０）。
【００３３】
　Ｓ１３０において、経過時間が計算された場合、故障診断制御器１００の故障診断遂行
部１４０は、経過時間が設定時間（例えば５分）以上であるか否かを判断する（Ｓ１４０
）。
　前記設定時間は、イグニッションオフ時点後にエンジンクラッチ３０の残圧が消滅する
時間に基づいて予め設定することができる。したがって、設定時間が経過する前であれば
、エンジンクラッチ３０に残圧が残っている場合があるので、残圧によって油圧センサ８
０が故障であると診断されたと判断することができる。
【００３４】
　Ｓ１４０で判断した結果、経過時間が設定時間以上であれば、故障診断制御器１００の
故障診断遂行部１４０は油圧センサ８０の故障診断を行う（Ｓ１５０）。
　Ｓ１４０で判断した結果、経過時間が設定時間未満であれば、エンジンクラッチ３０に
残圧が残っている場合があるので、油圧センサ８０の故障診断を中止する（Ｓ１６０）。
【００３５】
　本発明の他の実施例として、故障診断制御器１００のオイルポンプ作動時点検出部１５
０は、イグニッションオン時点の検出と別個に、オイルポンプ５０の作動時点を検出する
。
【００３６】
　オイルポンプ作動時点が検出されたら、故障診断制御器１００の経過時間計算部１３０
は、イグニッションオフ時点経過後からオイルポンプ作動時点までの経過時間を計算し、
この経過時間に基づいて油圧センサ３０の故障診断の遂行要否を判断することができる。
　したがって、本発明は、油圧センサの故障診断をエラーなしに行うことができる。
【００３７】
　以上、本発明に関する好ましい実施形態を説明したが、本発明は前記実施形態に限定さ
れず、本発明の属する技術範囲を逸脱しない範囲での全ての変更が含まれる。
【符号の説明】
【００３８】
　３０　エンジンクラッチ
　５０　オイルポンプ
　６０　バッテリ
　８０　油圧センサ
　９０　イグニッション電源部
　１００　故障診断制御器
　１１０　イグニッションオフ時点保存部
　１２０　イグニッションオン時点検出部
　１３０　経過時間計算部
　１４０　故障診断遂行部
　１５０　オイルポンプ作動時点検出部
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