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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロックアップクラッチを備えて原動機と自動変速機の間に介装されたトルクコンバータ
と、
　車両の運転状態に基づいてオープンループ制御により前記ロックアップクラッチの締結
状態を制御するオープン制御手段と、
　車両の運転状態から前記ロックアップクラッチの目標スリップ回転速度を求める目標ス
リップ回転算出部と、
　前記トルクコンバータのポンプインペラ回転速度とタービン回転速度から実際のスリッ
プ回転速度を検出する実スリップ回転速度検出手段と、
　前記目標スリップ回転と実際のスリップ回転に基づいてフィードバック制御により前記
ロックアップクラッチの締結状態を制御するスリップ制御手段と、
　前記ロックアップクラッチの締結時には、所定の条件が成立したときに前記オープン制
御手段からスリップ制御手段へ切り換える締結制御手段と、を備えたトルクコンバータの
スリップ制御装置において、
　前記締結制御手段は、
　トルクコンバータの容量係数と速度比の関係が線形領域と非線形領域の境となる境界速
度比に基づいて、前記オープンループ制御からフィードバック制御へ移行する前記条件を
設定する切り換え条件設定手段と、
　前記実スリップ回転速度またはポンプインペラ回転速度に基づいて前記条件の成立を判
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定する判定手段と、を備えたことを特徴とするトルクコンバータのスリップ制御装置。
【請求項２】
　前記切り換え条件設定手段は、前記境界速度比からオープンループ制御を終了するオー
プン制御終了スリップ回転速度を求め、
　前記判定手段は、前記実スリップ回転速度がオープン制御終了スリップ回転速度を下回
ったときに所定条件の成立を判定することを特徴とする請求項１に記載のトルクコンバー
タのスリップ制御装置。
【請求項３】
　前記切り換え条件設定手段は、オープンループ制御中に前記実スリップ回転速度がフィ
ードバック制御における目標スリップ回転速度を下回ったときに、前記オープン制御終了
スリップ回転速度を前記目標スリップ回転速度に所定のマージンを加えたオープン制御終
了エンジン回転速度制限値に切り換えることを特徴とする請求項２に記載のトルクコンバ
ータのスリップ制御装置。
【請求項４】
　前記切り換え条件設定手段は、前記車両の運転状態としてアクセル操作量またはスロッ
トル開度を検出し、スロットル開度に応じて前記フィードバック制御における目標スリッ
プ回転速度を決定することを特徴とする請求項３に記載のトルクコンバータのスリップ制
御装置。
【請求項５】
　前記締結制御手段は、前記ロックアップクラッチの締結時に、ポンプインペラ回転速度
が予め設定したエンスト判定回転速度を下回ったときには、ロックアップクラッチの解放
を指令するエンスト回避手段を有し、
　前記切り換え条件設定手段は、前記オープン制御終了スリップ回転速度に対応するポン
プインペラ回転速度が前記エンスト判定回転速度以上となるように補正することを特徴と
する請求項２に記載のトルクコンバータのスリップ制御装置。
【請求項６】
　前記切り換え条件設定手段は、前記車両の運転状態としてアクセル操作量またはスロッ
トル開度を検出し、スロットル開度に応じてオープン制御終了スリップ回転速度を補正す
ることを特徴とする請求項５に記載のトルクコンバータのスリップ制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ロックアップクラッチを備えたトルクコンバータのスリップ制御装置の改良
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、無段変速機を含む自動変速機の動力伝達系に介装されたトルクコンバータの
ロックアップ制御装置は、トルクコンバータ（トルコン）の滑りに起因する燃費の悪化を
低減するために、トルク増大作用や変速ショック吸収機能を必要としない運転領域におい
て、トルクコンバータの入出力要素間を直結状態とするロックアップモードを備え、この
他に、入出力要素間を完全解放し、流体を介してトルク伝達を行なうコンバータモードと
、ロックアップクラッチを半締結状態とし、所定のスリップ状態を維持するスリップモー
ドの合わせて３つのモードを備えたものが知られており、上記３つのモードを運転状態に
より適宜切り換えている。
【０００３】
　上記コンバータモードからロックアップモードへの切り換えは、オープンループ制御で
ロックアップ差圧を昇圧した後、フィードバック制御によるスリップモードを経てからロ
ックアップモードへ移行するものが知られている（例えば、特許文献１）。
【０００４】
　この従来例では、オープンループ制御からフィードバック制御への切り換えを、実際の
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スリップ回転速度が所定値を下回っているか否かで判定しており、この所定値は実スリッ
プ回転速度ωSLPRと要求スリップ回転速度ωSLPT0の比α（０＜α＜１）で設定している
。
【特許文献１】特開２００２－１３０４６３号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上記従来例ではスリップ制御がし易い速度比で確実にフィードバック制御を
開始することが難しい。そして一般的にスリップ制御は、トルコンの容量特性が線形領域
となる速度比０．８～１．０の範囲で行うようにフィードバック制御系を設計している。
【０００６】
　しかしながら、上記従来技術では、実スリップ回転速度ωSLPR≦切換えスリップ回転速
度ωSLPTFの関係が成立した際にフィードバック制御に切換える。更にこの切換えスリッ
プ回転速度は、
　ωSLPTF＝（１－α）ωSLPTO＋αωSLPR

で規定するため、トルコン特性が線形領域になる速度比であるか否かは明確に規定できな
い。トルコンの容量係数とスリップ比の制御特性は、図５で示すように、容量係数Ｃとス
リップ比が非線形の領域と、容量係数Ｃとスリップ比αが線形となる領域を備えている。
この場合も、
　上記速度比０．８～１．０の領域以外でフィードバック制御（スリップ制御）を行うと
、コントローラが比例積分制御を行う場合では、この積分特性によって制御性能が悪化す
る場合があった。例えば、自動変速機の入力軸回転速度（タービン回転速度）が上昇中の
ような低回転領域の場合にスリップ制御やロックアップをＬＵを行うとエンストを引き起
こす可能性が高くなり、エンストを回避するためにロックアップクラッチを即座に解放す
ることで、ショックが発生する場合がある。
【０００７】
　そこで本発明は、スリップロックアップ時のフィードバック制御の制御精度を向上させ
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、ロックアップクラッチを備えて原動機と自動変速機の間に介装されたトルク
コンバータと、車両の運転状態に基づいてオープンループ制御により前記ロックアップク
ラッチの締結状態を制御するオープン制御手段と、車両の運転状態から前記ロックアップ
クラッチの目標スリップ回転速度を求める目標スリップ回転算出部と、前記トルクコンバ
ータのポンプインペラ回転速度とタービン回転速度から実際のスリップ回転速度を検出す
る実スリップ回転速度検出手段と、前記目標スリップ回転と実際のスリップ回転に基づい
てフィードバック制御により前記ロックアップクラッチの締結状態を制御するスリップ制
御手段と、前記ロックアップクラッチの締結時には、所定の条件が成立したときに前記オ
ープン制御手段からスリップ制御手段へ切り換える締結制御手段と、を備えたトルクコン
バータのスリップ制御装置において、
　前記トルクコンバータの容量係数と速度比の関係が線形領域と非線形領域の境となる境
界速度比に基づいて、前記オープンループ制御からフィードバック制御へ移行する前記条
件を設定し、前記実スリップ回転速度またはポンプインペラ回転速度に基づいて前記条件
の成立を判定する判定手段と、この条件が成立したときにオープンループ制御からフィー
ドバック制御へ切り換える。
【発明の効果】
【０００９】
　したがって、本発明によれば、トルクコンバータの容量特性（容量係数と速度比の関係
）の線形領域と非線形領域の境界となる境界速度比に基づいて、オープンループ制御から
フィードバック制御に切り換える条件を設定することで、オープン制御終了の判断を、ト
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ルクコンバータの容量特性を考慮したスリップ回転速度（またはポンプインペラ回転速度
＝エンジン回転速度）としたため、確実に容量特性が線形領域になってからフィードバッ
ク制御を開始することができ、フィードバック制御の制御性能が確保でき、スリップ回転
速度を目標値どおり精度よく制御することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の一実施形態を添付図面に基づいて説明する。
【００１１】
　図１は、本発明のシステム構成を示す概略図である。
【００１２】
　この図１において、１は無段変速機を含む自動変速機等の動力伝達系に介装されたトル
クコンバータを示し、内部作動流体を介して入出力要素間での動力伝達を行うものである
。
【００１３】
　トルクコンバータ１は、更にトルクコンバータ出力要素（タービン）と共に回転するロ
ックアップクラッチ２を内蔵し、このロックアップクラッチ２は、トルクコンバータ入力
要素（インペラ）に締結されるとき、トルクコンバータ１を入出力要素間が直結されたロ
ックアップ状態にするものとする。
【００１４】
　ロックアップクラッチ２は、その両側（前後）におけるトルクコンバータアプライ圧Ｐ
Ａとトルクコンバータレリーズ圧ＰＲとの差圧ＰＡ－ＰＲに応動し、レリーズ圧ＰＲがア
プライ圧ＰＡよりも高いとロックアップクラッチ２は開放されてトルクコンバータ入出力
要素間を直結せず、レリーズ圧ＰＲがアプライ圧ＰＡよりも低くなる時ロックアップクラ
ッチ２は締結されてトルクコンバータ入出力要素間を直結するものである。
【００１５】
　そして、上記後者の締結に際して、ロックアップクラッチ２の締結力、つまりロックア
ップ容量は、上記の差圧ＰＡ－ＰＲにより決定し、この差圧が大きい程ロックアップクラ
ッチ２の締結力が増大してロックアップ容量を増大する。
【００１６】
　差圧ＰＡ－ＰＲは、周知のロックアップ制御弁３により制御し、このロックアップ制御
弁３には、アプライ圧ＰＡおよびレリーズ圧ＰＲを相互に対向するように作用させ、更に
アプライ圧ＰＡと同方向にばね３ａの付勢力を、またレリーズ圧ＰＲと同方向にばね力を
作用させ、同時にレリーズ圧ＰＲと同方向に信号圧Ｐｓをそれぞれ作用させる。
【００１７】
　ロックアップ制御弁３は、これら油圧とバネの付勢力が釣り合うよう差圧ＰＡ－ＰＲを
決定する。
【００１８】
　ここでロックアップ制御弁３にかかる信号圧Ｐｓは、ポンプ圧ＰＰを元圧としてロック
アップソレノイド４がロックアップデューティに応じて作り出すもので、マイクロコンピ
ュータなどで構成されるコントローラ５は、ロックアップソレノイド４を介して差圧ＰＡ
－ＰＲを制御する。
【００１９】
　コントローラ５には、車両の走行状態やドライバーの運転状況を示す信号、例えば、自
動変速機に設けた出力軸回転センサ９からの信号、トルクコンバータ１のタービン回転セ
ンサ８からのタービンランナ回転速度（入力軸回転速度またはプライマリ回転速度）を示
す信号、トルクコンバータ１への入力回転速度（＝エンジン回転速度Ｎｅ）を検出するイ
ンペラ回転センサ７からのポンプインペラ回転速度を示す信号、スロットル開度センサ１
０からの信号（スロットル開度ＴＶＯまたはアクセル操作量）、油温センサ１１からの信
号などが入力され、これらの検出信号によりロックアップクラッチ２の締結や解放あるい
はスリップなどの制御を行う。なお、車速ＶＳＰは出力軸回転センサ９が検出した出力軸
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【００２０】
　コントローラ５は、オープンループ制御とスリップ制御（フィードフォワード制御＋フ
ィードバック制御）とを切り換えてスリップロックアップを行うもので、ロックアップソ
レノイド４を駆動するロックアップデューティを決定するとともに、電源電圧信号６に応
じてロックアップデューティの補正を行う。
【００２１】
　次に、コントローラ５で行われる制御のうちスリップ制御について図２の制御系構成図
に基づき説明する。
【００２２】
　目標スリップ回転演算部Ｓ１００では、車速ｖとスロットル開度ＴＶＯ（またはアクセ
ル操作量）と油温ＴATF等に基づき、トルク変動やこもり音の発生がもっとも少ないとこ
ろに目標スリップ回転速度ωSLPTを決定する。
【００２３】
　実スリップ回転演算部Ｓ１０３では、ポンプインペラの回転速度ωiRからタービンラン
ナの回転速度ωTRを減算してトルクコンバータ１の実スリップ回転（速度）ωSLPRを算出
する。
【００２４】
　ここで、インペラの回転速度はエンジン回転速度Ｎｅと等価であり、また、タービン回
転速度は自動変速機の入力軸回転速度と等価な速度である。
【００２５】
　前置補償器（Ｓ１０１ＡおよびＳ１０１Ｂ）では、目標スリップ回転速度ωSLPTを、設
計者の意図する応答になるように設定した補償用フィルタを通過させることにより、目標
スリップ回転補正値を算出する。
【００２６】
　まず、前置補償器Ｓ１０１Ａでは、目標スリップ回転速度ωSLPTをもとに、第１の目標
スリップ回転補正値ωSLPTC1を次式により算出する。
【００２７】

【数１】

【００２８】
ただし、ＧR（Ｓ）は規範モデルであり、設計者の意図する目標応答が得られるような伝
達関数を設定する。
【００２９】
　次に前置補償器Ｓ１０１Ｂでは、第２の目標スリップ回転補正値ωSLPTC2を、
【００３０】

【数２】

【００３１】
より算出する。ただし、
【００３２】
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【００３３】
であり、ＧM（ｓ）はフィードフォワード補償器、Ｐ（ｓ）は制御対象であるスリップ回
転部をモデル化した伝達関数である。
【００３４】
　むだ時間処理部Ｓ１１１では、ロックアップ機構が持つ無駄時間ｅ-Lsに関する処理を
行う。
【００３５】
　スリップ回転速度偏差演算部Ｓ１０２では、第１の目標スリップ回転補正値ωSLPTC1に
無駄時間処理を行った値と、実スリップ回転速度ωSLPRとの間のスリップ回転偏差ωSLPE

Rを算出する。
【００３６】
　スリップ回転指令値演算部Ｓ１０４では、スリップ回転偏差ωSLPERを抑制するために
、比例・積分制御（以下、ＰＩ制御）により構成されたフィードバック補償器（Ｓ１０４
）により、第１スリップ回転指令値ωSLPC1を次式により算出する。
【００３７】

【数４】

【００３８】
ただし、Ｋp：比例制御定数
　　　　ＫI：積分制御定数
　　　　ｓ：微分演算子
　そして、第１スリップ回転指令値ωSLPC1と第２目標スリップ回転補正値ωSLPTC2とを
次式のように加算することで、制御入力となるスリップ回転指令値ωSLPCを算出する。
【００３９】
【数５】

【００４０】
　スリップ回転ゲイン演算部Ｓ１０６では、図３に示すマップから現在のタービン回転速
度ωTRに対応したスリップ回転ゲインｇSLPCを検索して求める。
【００４１】
　目標コンバータトルク演算部Ｓ１０５では、タービン回転速度ωTRのときに、スリップ
回転指令値ωSLPCを達成するための目標コンバータトルクｔCNVCを、
【００４２】
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【数６】

【００４３】
より算出する。
【００４４】
　エンジントルク推定部Ｓ１０８では、予め設定したエンジン全性能マップを用いて、エ
ンジン回転速度Ｎｅおよびスロットル開度ＴＶＯ（またはアクセル操作量）から、エンジ
ントルクマップ値ｔESを検索し、これにエンジンの動特性（吸気系の輸送遅れ分）を時定
数ＴEDの一次遅れとした場合のフィルタを通過させて、エンジントルク推定値ｔEHを、
【００４５】

【数７】

【００４６】
より算出する。
【００４７】
　目標ロックアップクラッチ締結容量演算部Ｓ１０７では、エンジントルク推定値ｔEHか
ら目標コンバータトルクｔCNVCを減算して目標ロックアップクラッチ締結容量ｔLUを次式
により算出する。
【００４８】
【数８】

【００４９】
　ロックアップクラッチ締結圧指令値演算部Ｓ１０９では、図４に示したロックアップク
ラッチ容量マップから現在の目標ロックアップクラッチ締結容量ｔLUを達成するためのロ
ックアップクラッチ締結圧指令値（図中ロックアップクラッチ締結圧）ＰLUCを検索する
。
【００５０】
　ソレノイド駆動信号演算部Ｓ１１０では、実際のロックアップクラッチ締結圧をロック
アップクラッチ締結圧指令値（差圧指令値）ＰLUCにするためのロックアップデューティ
ＳDUTYを決定する。
【００５１】
　次に、トルクコンバータの一般的な容量特性を図５に示す。
【００５２】
　図５は、トルクコンバータの速度比ｅと容量係数Ｃの関係を示すマップである。速度比
（ｅ＝Ｎｔ／Ｎｅ：タービン回転速度Ｎｔとエンジン回転速度Ｎｅの比）に対してコンバ
ータ容量Ｃは上に凸状の特性を示す。
【００５３】
　一般に速度比が０．８～１．０の時には、ほぼ線形な容量特性となる。スリップロック
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アップ制御（スリップ制御）はこの線形領域で行うよう設定する。またスリップ回転速度
は、エンジン回転速度とタービン回転速度の差と定義する。
【００５４】
　なお、速度比と容量係数Ｃの関係が線形（または線形として扱うことが可能）の領域と
、非線形の領域（図中速度比＜０．８）の境となる速度比を境界速度比とする。
【００５５】
　図６は本願発明のオープンループによる昇圧制御からフィードバック制御によるスリッ
プ制御への移行の様子を示すグラフで、エンジン回転速度及びタービン回転速度と時間の
関係を示す。
【００５６】
　まず、オープンループ制御における制御条件を、次のように設定する。
【００５７】
　・オープンループ制御を終了させる速度比（境界速度比）ｅLNRをスロットル開度ＴＶ
Ｏに応じて上記図５の０．８～１．０の範囲で設定する。
【００５８】
　・スロットル開度ＴＶＯが大きい時には境界速度比をc小さく（＝０．８）設定し、ス
ロットル開度ＴＶＯが小さい時には境界速度比ｅLNRを大きく（＝０．９）とする。すな
わち、図８で示すマップに基づいて、スロットル開度ＴＶＯの大きさに応じた境界速度比
ｅLNRを選択する。なお、図８のマップは、スロットル開度ＴＶＯが大きくなるにつれて
、速度比（境界速度比）が小さくなるように設定される。ただし、境界速度比の下限は線
形領域に設定される。
【００５９】
　・現在のタービン回転速度Ｎｔと設定した境界速度比ｅLNRから、オープン制御終了ス
リップ回転速度ＮSLP＿ENDを決定し、そのスリップ回転速度となるエンジン回転速度を次
式により算出する。
【００６０】
【数９】

【００６１】
　ロックアップ開始時には、オープンループ制御でロックアップ差圧を所定の増分値で上
げ、エンジン回転速度Ｎｅがオープン制御終了エンジン回転数ＮｅOP＿EBよりも小さくな
ったらオープンループ制御を終了してフィードバック制御に切り換える。
【００６２】
　上記オープンループ制御について、説明する。時刻ｔ０では、発進後の車速が上がるに
従って、エンジン回転速度Ｎｅ、タービン回転速度Ｎｔも上昇する。次に、時刻ｔ１では
、所定の車速（例えば５km／ｈ）に達したことからロックアップを開始するため、オープ
ンループ制御を開始してロックアップ差圧を昇圧する。ロックアップ差圧を所定の傾きで
昇圧させ、図５で示したように、トルコン特性が線形な速度比０．８以上になるようスリ
ップ回転速度を低減する。
【００６３】
　そして時刻ｔ２では、上述したように、境界速度比ｅLNRをもとに算出されたオープン
制御終了エンジン回転速度ＮｅOP＿EBより実エンジン回転速度Ｎｅが下回ったら、スリッ
プ制御が開始できる速度比ｅに達したと判定し、オープンループ制御を終了しフィードバ
ックによるスリップ制御を開始する。
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【００６４】
　次に、図７はコントローラ５で行われるオープンループ制御の一例を示すフローチャー
トである。
【００６５】
　まず、Ｓ１０では、現在の制御状態がオープンループ制御を開始しているか否かを判断
する。オープンループ制御を開始または制御中であればＳｌｌへ進み、オープンループ制
御を開始していなければそのまま処理を終了する。
【００６６】
　Ｓ１１では、フィードバック制御を開始する境界速度比ｅLNRを設定する。上記図８の
ように、スロットル開度ＴＶＯに応じて予め定めた境界速度比ｅLNRのマップ等から決定
する。例えば図８では、スロットル開度ＴＶＯが大きいときは速度比を０．８に、スロッ
トル開度ＴＶＯが小さいときは０．９にといったようにスロットル開度ＴＶＯに応じて境
界速度比ｅLNRを変化させる。
【００６７】
　Ｓ１２ではオープン制御終了スリップ回転速度ＮSLP＿ENDを、上記Ｓ１１で決定した境
界速度比ｅLNRと現在のタービン回転速度Ｎｔから上記（９）式より算出する。そして、
得られたオープン制御終了スリップ回転速度ＮSLP＿ENDから上記（１０）式に基づいてオ
ープン制御終了エンジン回転速度ＮｅOP＿EBに換算する。
【００６８】
　Ｓ１３では、上記図２のＳ１００と同様に、フィードバック制御で用いる目標スリップ
回転速度ＴSLIPを決定する。ただし、ＴSLIPは上記図２に示したＳ１００のωSLPTと等価
である。
【００６９】
　そして、目標スリップ回転速度ＴSLIPを基にスリップ回転速度のマージン（余裕）ＴSL

IP＿Mを考慮して制限値ＮSLP＿LMTを次式により算出する。
【００７０】
　ＮSLP＿LMT＝ＴSLIP＋ＴSLIP＿M　　………（１１）
　Ｓ１４では、エンスト判定エンジン回転速度ＮｅSTLに、予め設定したエンジン回転速
度のマージン（余裕値）ＮｅSTL＿Mを考慮して制限値ＮｅSTL＿LMTを次式より算出する。
なお、エンジン回転速度のマージンＮｅSTL＿Mは、スロットル開度ＴＶＯの大きさに応じ
て変更しても良く、例えば、スロットル開度ＴＶＯが小さい場合には、マージンＮｅSTL

＿Mを大きくし、スロットル開度ＴＶＯが大きいときにはマージンＮｅSTL＿Mを小さくす
ることができる。
【００７１】
　ＮｅSTL＿LMT＝ＮｅSTL＋ＮｅSTL＿M　　………（１２）
　Ｓ１５～Ｓ１７では、上記Ｓ１２で決定したオープン制御終了エンジン回転速度ＮｅOP

＿EBと、Ｓ１３で決定した目標スリップ回転の制限値ＮSLP＿LMTをエンジン回転速度に換
算した値（ＮSLP＿LMT＋Ｎｔ）と比較し、オープン制御終了エンジン回転速度ＮｅOP＿EB

の方が小さければＳ１６でオープン制御終了エンジン回転速度制限値ＮｅOP＿END1を次式
のように設定して制限する。
【００７２】
　ＮｅOP＿END1＝ｍａｘ（ＮｅOP＿EB、ＮSLP＿LMT＋Ｎｔ）　　………（１３）
なお、オープン制御終了エンジン回転速度制限値ＮｅOP＿EBの方が大きければ、Ｓ１７で
オープン制御終了エンジン回転速度制限値ＮｅOP＿END1をオープン制御終了エンジン回転
速度ＮｅOP＿EBとする。
【００７３】
　次に、Ｓ１８～Ｓ２０では、上記Ｓ１５～Ｓ１７で決定した目標スリップ回転速度ＮSL

P＿LMTを考慮したオープン制御終了エンジン回転速度制限値ＮｅOP＿END1を、上記Ｓ１４
で決定したエンスト判定エンジン回転速度を考慮した制限値ＮｅSTL＿LMTと比較する。
【００７４】
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　オープン制御終了エンジン回転速度制限値ＮｅOP＿END1が制限値ＮｅSTL＿LMT以下であ
れば、この制限値ＮｅSTL＿LMTで第２のオープン制御終了エンジン回転速度制限値ＮｅOP

＿END2で制限する。なお、オープン制御終了エンジン回転速度ＮｅOP＿END1が制限値Ｎｅ

STL＿LMTより大きければＳ２０で第２のオープン制御終了エンジン回転速度制限値ＮｅOP

＿END2をオープン制御終了エンジン回転速度ＮｅOP＿END1とする。
【００７５】
　そして、Ｓ２１では実エンジン回転速度Ｎｅと、上記Ｓ１８～Ｓ２０で最終決定したオ
ープン制御終了エンジン回転速度制限値ＮｅOP＿END2とを比較して、実エンジン回転速度
Ｎｅの方が小さければ、フィードバック制御を開始する。一方、実エンジン回転速度Ｎｅ
がオープン制御終了エンジン回転速度制限値ＮｅOP＿END2にまだ達していなければ引き続
きオープン制御を継続する。
【００７６】
　次に、図９はオープンループ制御による昇圧制御からフィードバック制御によるスリッ
プ制御への移行の様子を示すグラフで、エンジン回転速度及びタービン回転速度と時間の
関係を示し、スロットル開度ＴＶＯが小さい場合など、速度比ｅに応じたオープン制御終
了スリップ回転が目標スリップ回転速度ＴSLIPより小さくなる可能性がある場合を示す。
【００７７】
　上記図７のＳ１２で算出したオープン制御終了スリップ回転速度ＮSLP＿ENDがフィード
バック制御で扱う目標スリップ回転速度ＴSLIPより小さい場合は、目標スリップ回転速度
ＴSLIP＋マージン分ＴSLIP＿Mを下限（オープン制御終了エンジン回転速度）ＮｅOP＿END

1とする。
【００７８】
　ＮｅOP＿END1＝max（ＮｅOP＿END1、（ＴSLIP＋ＴSLIP＿M）＋Ｎｔ）　………（１４）
このように設定した場合の動作について図９を参照しながら説明する。
【００７９】
　時刻ｔ０で車両を発進させ、車速が上がるに従って、エンジン回転速度Ｎｅ、タービン
回転速度Ｎｔも上昇する。
【００８０】
　時刻ｔ１では、所定の車速（例えば５km／ｈ）に達したことを条件に、オープンループ
制御によりロックアップ差圧を昇圧し、ロックアップを開始する。この昇圧は上記図６と
同様で、所定の傾きで昇圧させ、トルコン特性が線形な速度比０．８以上（図５参照）に
なるようスリップ回転速度を低減する。
【００８１】
　そして時刻ｔ２以降では、目標スリップ回転速度ＴSLIPに制限を掛けない場合のエンジ
ン回転速度（図中点線）は、オープン制御終了エンジン回転速度ＮｅOP＿EBを下回りフィ
ードバック制御に切替わる。
【００８２】
　しかし、目標スリップ回転速度ＴSLIPは、オープン制御終了エンジン回転速度ＮｅOP＿

EBより高いため、エンジン回転数を上昇させるようにスリップ回転速度を制御する。この
結果、図中点線のようにエンジン回転速度がハンチングを起こしてしまい、運転者に違和
感を与える可能性がある。
【００８３】
　そこで、目標スリップ回転速度ＴSLIPに制限を掛けた場合のエンジン回転速度は図中太
実線のようになり、時刻ｔ３では目標スリップ回転速度ＴSLIPにマージンＴSLIP＿Mを加
えた図中細実線の制限値ＮｅOP＿END1は、オープン制御終了エンジン回転速度ＮｅOP＿EB

がよりも大きくなり、目標スリップ回転速度ＴSLIPを基準にしてオープンループ制御の終
了判断を行い、フィードバック制御に切り換える。つまり時刻ｔ３では、図中太実線のエ
ンジン回転速度Ｎｅが、時刻ｔ３で目標スリップ回転速度ＴSLIPに到達するため、オープ
ンループ制御からフィードバック制御に切り換える。
【００８４】



(11) JP 4092504 B2 2008.5.28

10

20

30

40

50

　スロットル開度が小さい場合などでは、上述のように、速度比ｅに応じたオープン制御
終了エンジン回転速度ＮｅOP＿EBに制限を加えない場合、時刻ｔ３では破線で示した実エ
ンジン回転速度よりもオープン制御終了エンジン回転速度ＮｅOP＿EBが小さいため、目標
スリップ回転速度ＴSLIPに近づいた実エンジン回転速度は、時刻ｔ３のオープンループ制
御終了後に再びスリップ回転速度が増大してハンチングが生じてしまう。
【００８５】
　これに対して、制限を加えた制限値ＮｅOP＿END1では、時刻ｔ２の時点で目標スリップ
回転速度ＴSLIPよりも大きくなって、オープンループ制御からスリップ制御へ滑らかにつ
なげることが可能となり、エンジン回転速度の不要な上昇とハンチングを防ぐことができ
る。
【００８６】
　次に、図１０は、スロットル開度ＴＶＯの小さい時などで、エンジンストールを考慮し
た場合を示す。
【００８７】
　上記図７のＳ１２で算出したオープン制御終了エンジン回転速度制限値ＮSLP＿END1が
、エンスト判定エンジン回転速度（ロックアップできる最低エンジン回転速度）ＮｅSTL

より小さくなることがある。
【００８８】
　オープンループ制御を続けると図中点線で示すエンジン回転速度のように上記判定条件
にかかり、エンストを回避するためロックアップを解除（即ＯＦＦ）し、ショックが発生
する。
【００８９】
　そこで、オープン制御終了エンジン回転ＮｅOP＿EB（またはＮｅOP＿END1）を、エンス
ト判定エンジン回転速度ＮｅSTL＋マージン分ＮｅSTL＿Mで制限する。
【００９０】
　ＮｅOP＿END2＝ｍａｘ（ＮｅOP＿EB、ＮｅSTL＋ＮｅSTL＿M）　　………（１５）
　このように設定した場合の動作について図１０を参照しながら説明する。
【００９１】
　時刻ｔ０で車両を発進させ、車速が上がるに従って、エンジン回転速度Ｎｅ、タービン
回転速度Ｎｔも上昇する。
【００９２】
　時刻ｔ１では、所定の車速（例えば５km／ｈ）に達したことを条件に、オープンループ
制御によりロックアップ差圧を昇圧し、ロックアップを開始する。この昇圧は上記図６と
同様で、所定の傾きで昇圧させ、トルコン特性が線形な速度比０．８以上（図５参照）に
なるようスリップ回転速度を徐々に低減するする。
【００９３】
　まず、エンスト判定エンジン回転速度ＮｅSTLに制限を加えない場合は、オープン制御
終了エンジン回転速度ＮｅOP＿EBは、エンスト判定エンジン回転速度ＮｅSTLより下にあ
るため、図中点線の実エンジン回転速度がエンスト判定エンジン回転ＮｅSTLを下回って
しまい、時刻ｔ３でロックアップ解除（即ＯＦＦ）となって、エンジン回転速度が吹け上
がることになる。
【００９４】
　これに対して、エンスト判定エンジン回転速度ＮｅSTLに制限を掛けた場合、エンスト
判定エンジン回転速度ＮｅSTLにマージン分ＮｅSTL＿Mを加えた制限をオープン制御終了
エンジン回転速度制限値ＮｅOP＿END2とする。
【００９５】
　この場合の実エンジン回転速度は図中太実線のように、オープン制御終了エンジン回転
速度制限値ＮｅOP＿END1を下回った時点（時刻ｔ２）でオープンループ制御からフィード
バック制御に切り換える。
【００９６】
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　目標スリップ回転速度ＴSLIPは、この判定基準より小さいので、エンジン回転速度は図
中破線の制限を加えない場合のように吹け上がることもなく、またエンスト判定エンジン
回転速度ＮｅSTLより小さくならないためロックアップ解除も起こらず、滑らかにスリッ
プ制御へ移行することができる。
【００９７】
　以上のように、本発明によれば、トルクコンバータの容量特性（容量係数Ｃと速度比ｅ
の関係）の線形領域と非線形領域の境界となる境界速度比ｅLNRに基づいてオープン制御
終了エンジン回転速度ＮｅOP＿EB（またはオープン制御終了スリップ回転速度ＮSLP＿END

）を設定して、実際のエンジン回転速度Ｎｅ（またはスリップ回転速度）がオープン制御
終了エンジン回転速度ＮｅOP＿EB（またはオープン制御終了スリップ回転速度ＮSLP＿END

）以下となったら、オープンループ制御からフィードバック制御に切り換える。
【００９８】
　これにより、オープン制御終了の判断を、トルクコンバータの容量特性を考慮したスリ
ップ回転速度（エンジン回転速度）としたため、確実にトルコン特性が線形領域になって
からフィードバック制御を開始することができ、フィードバック制御の制御性能が確保で
き、スリップ回転速度を目標値どおり精度よく制御することが可能となる。
【００９９】
　なお、オープン制御終了エンジン回転速度ＮｅOP＿EBは、上記（９）式から境界速度比
ｅLNRに応じてオープン制御終了スリップ回転速度ＮSLP＿ENDを決定し、このスリップ回
転速度SLP＿ENDとなるエンジン回転速度を（１０）式により算出したもので、スリップ回
転速度SLP＿ENDにタービン回転速度Ｎｔを加えたものである。
【０１００】
　そして、境界速度比ｅLNRはスロットル開度ＴＶＯまたはアクセル操作量に応じて変更
し、スロットル開度ＴＶＯが大きいときには境界速度比を小さく設定し、スロットル開度
ＴＶＯが大きいときには境界速度比を大きく設定することで、スロットル開度ＴＶＯが小
さい領域などでのエンジン回転速度のハンチングを防ぐことが可能となる。
【０１０１】
　なお、できるだけ速度比ｅが高い領域でフィードバック制御に切換えることで、制御性
能を高めることができ、トルクコンバータのばらつきや運転条件の変動があっても確実に
オープン制御の昇圧でスリップ回転速度を低減してからフィードバック制御に切換えるこ
とで、滑らかな制御の切り換えを実現できる。
【０１０２】
　さらに、目標スリップ回転速度ＴSLIPは、エンジン回転速度がスリップ制御（フィード
バック制御）の目標スリップ回転速度ＴSLIPを下回った場合に、スリップ回転速度のマー
ジン（余裕）ＴSLIP＿Mを考慮した制限値ＮSLP＿LMTを上記（１１）式より算出し、この
制限値SLP＿LMTまたは制限値SLP＿LMTに対応するエンジン回転速度であるオープン制御終
了エンジン回転速度制限値ＮｅOP＿END1を用いて、オープン制御終了エンジン回転速度が
小さくなりすぎるのを防止する。
【０１０３】
　これにより、上記図９で示したように、スロットル開度が小さい場合など、速度比ｅに
応じたオープン制御終了スリップ回転速度ＮｅOP＿EBが目標スリップ回転速度より小さく
なる可能性があるときには、フィードバック制御開始後にエンジン回転速度がハンチング
を起こすことなく、円滑にオープンループ制御からスリップ制御へ移行することができる
。
【０１０４】
　また、目標スリップ回転速度ＴSLIPをスロットル開度ＴＶＯなどの運転状態に応じて設
定することで、上記オープンループ制御からスリップ制御への移行をより滑らかにするこ
とができる。
【０１０５】
　また、上記図１０で示したように、オープン制御終了エンジン回転速度（またはオープ
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ン制御終了スリップ回転速度ＮSLP＿END）をエンスト判定エンジン回転速度ＮｅSTLより
も大きくなるように補正（制限値ＮｅSTL＿LMT）することで、オープンループ制御終了時
のエンジン回転速度が、必ずエンスト判定エンジン回転速度ＮｅSTLよりも大きくなるた
め、前記従来例のようなエンスト回避によるロックアップ解除に伴うショックの発生を防
ぎ、オープンループ制御からフィードバック制御への切り換えを円滑に行うことが可能と
なる。
【０１０６】
　また、エンスト判定エンジン回転速度ＮｅSTLの制限値ＮｅSTL＿LMTは、通常のエンス
ト判定エンジン回転速度ＮｅSTLにエンジン回転速度のマージンＮｅSTL＿Mを加えたもの
で、このマージンをスロットル開度ＴＶＯの大きさに応じて変化させることで、運転状態
応じた滑らかな制御の切り換えを実現できる。
【０１０７】
　なお、上記実施形態におけるロックアップ制御は、車両の発進時に行われる発進時スリ
ップロックアップだけでなく、車速の上昇に伴うドライブスリップロックアップなどに適
用することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１０８】
　以上のように、本発明に係るトルクコンバータのスリップ制御装置では、運転性に優れ
た車両の変速機などに適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０９】
【図１】本発明の一実施形態を示すトルクコンバータの概略構成図。
【図２】コントローラのフィードバック制御部の機能ブロック図。
【図３】トルクコンバータのタービン回転速度速度とスリップ回転速度ゲインの関係を示
すマップ。
【図４】ロックアップクラッチ締結圧とロックアップクラッチ容量の関係を示すマップ。
【図５】トルクコンバータの容量特性を示すグラフで、速度比と容量係数の関係を示す。
【図６】オープンループ制御による昇圧制御からフィードバック制御によるスリップ制御
への移行の様子を示すグラフで、エンジン回転速度及びタービン回転速度と時間の関係を
示す。
【図７】コントローラで行われる処理の一例を示すフローチャート。
【図８】スロットル開度に応じた境界速度比のマップ。
【図９】アクセル開度が小さいときのオープンループ制御による昇圧制御からフィードバ
ック制御によるスリップ制御への移行の様子を示すグラフで、エンジン回転速度及びター
ビン回転速度と時間の関係を示す。
【図１０】エンジン回転速度が低いときのオープンループ制御による昇圧制御からフィー
ドバック制御によるスリップ制御への移行の様子を示すグラフで、エンジン回転速度及び
タービン回転速度と時間の関係を示す。
【符号の説明】
【０１１０】
　１　トルクコンバータ
　２　ロックアップクラッチ
　３　ロックアップ制御弁
　４　ロックアップソレノイド
　５　コントローラ
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