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(57)【要約】
　車両制御装置であって、締結指示に対して摩擦締結要
素（３２，３３，３４）が締結していないと判定された
場合に、摩擦締結要素（３２，３３，３４）の指示トル
ク容量と、無段変速機構（２０）の入力トルクに基づい
て算出したベルト容量とに基づいて目標ライン圧を算出
し、算出した目標ライン圧が上限ライン圧よりも高い場
合に、上限ライン圧に基づいて駆動源（１）におけるト
ルクダウン量を算出し、摩擦締結要素（３２，３３，３
４）が締結していないと判定された場合に、入力トルク
と、実ライン圧に基づいて算出したベルト容量とに基づ
いて摩擦締結要素（３２，３３，３４）の制限トルク容
量を算出し、摩擦締結要素（３２，３３，３４）が締結
していないと判定された場合に、目標ライン圧、トルク
ダウン量、及び制限トルク容量に基づいて、プーリ（２
１，２２）と動力伝達部材（２３）との間で滑りが発生
することを抑制する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つのプーリ間に動力伝達部材を掛け回して構成される無段変速機構と、駆動源と駆動
輪との間の動力伝達を断接可能な摩擦締結要素とを備えた車両を制御する車両制御装置で
あって、
　締結指示と前記摩擦締結要素の前後回転の差回転とにより前記摩擦締結要素が締結して
いるかどうか判定する締結判定手段と、
　前記締結判定手段によって前記締結指示に対して前記摩擦締結要素が締結していないと
判定された場合に、前記摩擦締結要素の指示トルク容量と、前記無段変速機構の入力トル
クに基づいて算出したベルト容量とに基づいて目標ライン圧を算出するライン圧算出手段
と、
　算出した前記目標ライン圧が上限ライン圧よりも高い場合に、前記上限ライン圧に基づ
いて前記駆動源におけるトルクダウン量を算出する駆動トルク算出手段と、
　前記摩擦締結要素が締結していないと判定された場合に、前記無段変速機構の前記入力
トルクと、実ライン圧に基づいて算出したベルト容量とに基づいて前記摩擦締結要素の制
限トルク容量を算出するトルク容量算出手段と、
　前記摩擦締結要素が締結していないと判定された場合に、前記目標ライン圧、前記トル
クダウン量、及び前記制限トルク容量に基づいて、前記無段変速機構において前記プーリ
と前記動力伝達部材との間で滑りが発生することを抑制する抑制手段と、
を備える車両制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の車両制御装置であって、
　前記抑制手段は、前記目標ライン圧、または前記上限ライン圧に基づいてライン圧を制
御し、前記トルクダウン量に基づいて前記駆動源で発生するトルクを制御し、前記制限ト
ルク容量に基づいて前記摩擦締結要素に供給される油圧を制御する、
車両制御装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の車両制御装置であって、
　前記抑制手段は、
　前記目標ライン圧が前記上限ライン圧よりも高い場合に、少なくとも前記上限ライン圧
に基づいて前記滑りが発生することを抑制し、
　前記目標ライン圧が前記上限ライン圧以下である場合に、少なくとも前記目標ライン圧
に基づいて前記滑りが発生することを抑制する、
車両制御装置。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一つに記載の車両制御装置であって、
　前記締結判定手段によって前記摩擦締結要素が締結していないと判定された場合に、前
記摩擦締結要素の目標トルク容量を算出する目標トルク容量算出手段を備え、
　前記抑制手段は、
　前記目標トルク容量が前記制限トルク容量よりも大きい場合に、少なくとも前記制限ト
ルク容量に基づいて前記滑りが発生することを抑制し、
　前記目標トルク容量が前記制限トルク容量以下の場合に、少なくとも前記目標トルク容
量に基づいて前記滑りが発生することを抑制する、
車両制御装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一つに記載の車両制御装置であって、
　前記締結判定手段は、インヒビタスイッチの信号が走行レンジであり、前記摩擦締結要
素に連通する油路がドレーン状態である場合に、前記締結指示に応じて前記摩擦締結要素
が締結していないと判定する、
車両制御装置。
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【請求項６】
　２つのプーリ間に動力伝達部材を掛け回して構成される無段変速機構と、駆動源と駆動
輪との間の動力伝達を断接可能な摩擦締結要素とを備えた車両を制御する車両制御方法で
あって、
　締結指示と前記摩擦締結要素の前後回転の差回転とにより前記摩擦締結要素が締結して
いるかどうか判定し、
　前記締結指示に対して前記摩擦締結要素が締結していないと判定された場合に、前記摩
擦締結要素の指示トルク容量と、前記無段変速機構の入力トルクに基づいて算出したベル
ト容量とに基づいて目標ライン圧を算出し、
　算出した前記目標ライン圧が上限ライン圧よりも高い場合に、前記上限ライン圧に基づ
いて前記駆動源におけるトルクダウン量を算出し、
　前記摩擦締結要素が締結していないと判定された場合に、前記無段変速機構の前記入力
トルクと、実ライン圧に基づいて算出したベルト容量とに基づいて前記摩擦締結要素の制
限トルク容量を算出し、
　前記摩擦締結要素が締結していないと判定された場合に、前記目標ライン圧、前記トル
クダウン量、及び前記制限トルク容量に基づいて、前記無段変速機構において前記プーリ
と前記動力伝達部材との間で滑りが発生することを抑制する、
車両制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は車両制御に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　有段変速機を搭載した車両においては、シフトレバーに接続されたマニュアルバルブの
動作位置と、シフトレバーの位置を検出するインヒビタスイッチの指示信号に基づいた調
圧弁の動作位置との間にずれが生じる場合がある（以下において、このようなずれが生じ
ることを「アンマッチ」と言う。）。これは、インヒビタスイッチの検知範囲（導通域）
が、マニュアルバルブの切替範囲よりも若干広く設定されているためである。アンマッチ
は、例えばシフトレバーをＮレンジからＤレンジへ移動させる際に、シフトレバーがＮレ
ンジとＤレンジとの中間に保持された場合に生じる。この場合、インヒビタスイッチの指
示信号は、Ｄレンジに対応した信号となり、インヒビタスイッチの指示信号に基づいてク
ラッチへの指示圧が高くなるが、マニュアルバルブはＮレンジに対応した位置のままとな
り、クラッチへ油圧は供給されない。その後、シフトレバーがＤレンジまで移動すると、
マニュアルバルブはＤレンジに対応した位置となり、クラッチへの油圧供給が開始される
。このとき、調圧弁におけるクラッチへの指示圧は既に高くなっているので、クラッチへ
の油圧供給が開始されると、クラッチでは急激な油圧上昇が生じる場合があり、クラッチ
が急締結し、大きな締結ショックが発生するおそれがある。
【０００３】
　これに対し、特願２００７－０５２３９８には、アンマッチが生じた場合に、クラッチ
への指示圧を低減するものが開示されている。
【発明の概要】
【０００４】
　上記技術は、有段変速機を搭載した車両を前提としており、ベルトなどを用いた無段変
速機を搭載した車両について考慮されていない。
【０００５】
　上記技術を用いた場合であっても、アンマッチが生じ、無段変速機においてベルト容量
が不足し、ベルト挟持力が不足した場合には、ベルト滑りが発生するおそれがある。
【０００６】
　これに対して、アンマッチが生じた場合にベルト滑りが発生しないベルト容量を予め設
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定し、ベルト滑りの発生を抑制することも可能である。
【０００７】
　しかし、アンマッチが生じるシーンは、上記するＮレンジからＤレンジへの変更時に限
られず、例えば走行中にシフトレバーをＬレンジからＤレンジへ移動させる際に、シフト
レバーがＤレンジとＮレンジとの間まで一旦移動した場合などにも生じる。このようにア
ンマッチが生じるシーンによって、無段変速機の入力トルク、及び変速比は異なり、ベル
ト滑りの発生を抑制可能なベルト容量は異なる。そのため、アンマッチが生じた場合に、
無段変速機のベルト容量を、予め設定されたベルト容量とするだけでは、ベルト滑りを十
分に抑制することができない。
【０００８】
　本発明はこのような問題点を解決するために発明されたもので、アンマッチが生じた場
合に、その時の車両の状態に合わせて、無段変速機におけるベルト滑りを抑制することを
目的とする。
【０００９】
　本発明のある態様に係る車両制御装置は、２つのプーリ間に動力伝達部材を掛け回して
構成される無段変速機構と、駆動源と駆動輪との間の動力伝達を断接可能な摩擦締結要素
とを備えた車両を制御する車両制御装置であって、締結指示と摩擦締結要素の前後回転の
差回転とにより摩擦締結要素が締結しているかどうか判定する締結判定部と、締結判定部
によって締結指示に対して摩擦締結要素が締結していないと判定された場合に、摩擦締結
要素の指示トルク容量と、無段変速機構の入力トルクに基づいて算出したベルト容量とに
基づいて目標ライン圧を算出するライン圧算出部と、算出した目標ライン圧が上限ライン
圧よりも高い場合に、上限ライン圧に基づいて駆動源におけるトルクダウン量を算出する
駆動トルク算出部と、摩擦締結要素が締結していないと判定された場合に、無段変速機構
の入力トルクと、実ライン圧に基づいて算出したベルト容量とに基づいて摩擦締結要素の
制限トルク容量を算出するトルク容量算出部と、摩擦締結要素が締結していないと判定さ
れた場合に、目標ライン圧、トルクダウン量、及び制限トルク容量に基づいて、無段変速
機構においてプーリと動力伝達部材との間で滑りが発生することを抑制する抑制部と、を
備える。
【００１０】
　また、本発明の別の態様に係る車両制御方法は、２つのプーリ間に動力伝達部材を掛け
回して構成される無段変速機構と、駆動源と駆動輪との間の動力伝達を断接可能な摩擦締
結要素とを備えた車両を制御する車両制御方法であって、締結指示と摩擦締結要素の前後
回転の差回転とにより摩擦締結要素が締結しているかどうか判定し、締結指示に対して摩
擦締結要素が締結していないと判定された場合に、摩擦締結要素の指示トルク容量と、無
段変速機構の入力トルクに基づいて算出したベルト容量とに基づいて目標ライン圧を算出
し、算出した目標ライン圧が上限ライン圧よりも高い場合に、上限ライン圧に基づいて駆
動源におけるトルクダウン量を算出し、摩擦締結要素が締結していないと判定された場合
に、無段変速機構の入力トルクと、実ライン圧に基づいて算出したベルト容量とに基づい
て摩擦締結要素の制限トルク容量を算出し、摩擦締結要素が締結していないと判定された
場合に、目標ライン圧、トルクダウン量、及び制限トルク容量に基づいて、無段変速機構
においてプーリと動力伝達部材との間で滑りが発生することを抑制する。
【００１１】
　これらの態様によると、摩擦締結要素の指示トルク容量と入力トルクに基づいて算出し
たベルト容量とに基づいて算出した目標ライン圧、目標ライン圧と上限ライン圧とに基づ
いて算出したトルクダウン量、及び入力トルクと実ライン圧に基づいて算出したベルト容
量とに基づいて算出した制限トルク容量に基づいてベルト滑りを抑制するので、アンマッ
チが生じた時の車両の状態に応じてベルト滑りの発生を抑制することができる。例えば、
停車中、走行中にかかわらず、ベルト滑りの発生を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
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【図１】図１は本実施形態の車両の概略構成図である。
【図２】図２はコントローラの概略構成図である。
【図３】図３はアンマッチ制御の実行判定処理を説明するフローチャートである。
【図４】図４はアンマッチ制御における処理を説明するフローチャートである。
【図５】図５は変速機の簡易モデルを示す図である。
【図６】図６はアンマッチ制御が実行された場合のタイムチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の実施形態について説明する。なお、以下の説明
において、ある変速機構の「変速比」は、当該変速機構の入力回転速度を当該変速機構の
出力回転速度で割って得られる値である。
【００１４】
　図１は本発明の実施形態に係る車両の概略構成図である。この車両は駆動源としてエン
ジン１を備え、エンジン１の出力回転は、ロックアップクラッチ２ｃ付きトルクコンバー
タ２のポンプインペラ２ａに入力され、タービンランナ２ｂから第１ギヤ列３、無段変速
機（以下、単に「変速機４」という。）、第２ギヤ列５、作動装置６を介して駆動輪７へ
と伝達される。
【００１５】
　変速機４には、エンジン１の回転が入力されエンジン１の動力の一部を利用して駆動さ
れるメカオイルポンプ１０ｍと、バッテリ１３から電力供給を受けて駆動される電動オイ
ルポンプ１０ｅとが設けられている。また、変速機４には、メカオイルポンプ１０ｍある
いは電動オイルポンプ１０ｅからの油圧を調圧して変速機４の各部位に供給する油圧制御
回路１１が設けられている。
【００１６】
　変速機４は、摩擦伝達機構としてのベルト式無段変速機構（以下、「バリエータ２０」
という。）と、バリエータ２０に直列に設けられる副変速機構３０とを備える。「直列に
設けられる」とはエンジン１から駆動輪７に至るまでの動力伝達経路においてバリエータ
２０と副変速機構３０とが直列に設けられるという意味である。副変速機構３０は、この
例のようにバリエータ２０の出力軸に直接接続されていてもよいし、その他の変速ないし
動力伝達機構（例えば、ギヤ列）を介して接続されていてもよい。あるいは、副変速機構
３０はバリエータ２０の前段（入力軸側）に接続されていてもよい。
【００１７】
　バリエータ２０は、プライマリプーリ２１と、セカンダリプーリ２２と、プーリ２１、
２２の間に掛け回されるＶベルト２３とを備える。バリエータ２０は、プライマリプーリ
圧、及びセカンダリプーリ圧に応じてＶ溝の幅が変化してＶベルト２３と各プーリ２１、
２２との接触半径が変化し、バリエータ２０の変速比が無段階に変化する。
【００１８】
　バリエータ２０は、セカンダリプーリ圧に基づいてライン圧が設定され、ライン圧を減
圧、調圧することでプライマリプーリ圧が生成される片調圧タイプの変速機である。
【００１９】
　副変速機構３０は前進２段・後進１段の変速機構である。副変速機構３０は、２つの遊
星歯車のキャリアを連結したラビニョウ型遊星歯車機構３１と、ラビニョウ型遊星歯車機
構３１を構成する複数の回転要素に接続され、それらの連係状態を変更する複数の摩擦締
結要素（Ｌｏｗブレーキ３２、Ｈｉｇｈクラッチ３３、Ｒｅｖブレーキ３４）とを備える
。各摩擦締結要素３２～３４への供給油圧を調整し、各摩擦締結要素３２～３４の締結・
解放状態を変更すると、副変速機構３０の変速段が変更される。
【００２０】
　変速機４では、シフトレバー５０が走行レンジ（Ｄレンジ、Ｌレンジ、Ｓレンジ、Ｒレ
ンジ）となっている場合にいずれかの摩擦締結要素３２～３４が締結され変速機４の動力
伝達を可能とし、非走行レンジ（Ｎレンジ、Ｐレンジ）となっている場合に全ての摩擦締
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結要素３２～３４が解放され変速機４の動力伝達を不能にする。
【００２１】
　コントローラ１２は、エンジン１および変速機４を統合的に制御するコントローラであ
り、図２に示すように、ＣＰＵ１２１と、ＲＡＭ・ＲＯＭからなる記憶装置１２２と、入
力インターフェース１２３と、出力インターフェース１２４と、これらを相互に接続する
バス１２５とから構成される。
【００２２】
　入力インターフェース１２３には、アクセルペダルの操作量であるアクセル開度を検出
するアクセル開度センサ４１の出力信号、プライマリプーリ２１の回転速度を検出するプ
ライマリ回転速度センサ４２の出力信号、セカンダリプーリ２２の回転速度を検出するセ
カンダリ回転速度センサ４３の出力信号、車速を検出する車速センサ４４の出力信号、シ
フトレバー５０の位置を検出するインヒビタスイッチ４５の出力信号、ホイールのブレー
キ液圧を検出するブレーキ液圧センサ４６、エンジン回転速度センサ４７からの信号等が
入力される。
【００２３】
　記憶装置１２２には、エンジン１の制御プログラム、変速機４の変速制御プログラム、
これらプログラムで用いられる各種マップ・テーブルが格納されている。ＣＰＵ１２１は
、記憶装置１２２に格納されているプログラムを読み出して実行し、入力インターフェー
ス１２３を介して入力される各種信号に対して各種演算処理を施して、燃料噴射量信号、
点火時期信号、スロットル開度信号、変速制御信号（トルク指示信号）を生成し、生成し
た信号を出力インターフェース１２４を介してエンジン１、油圧制御回路１１に出力する
。ＣＰＵ１２１が演算処理で使用する各種値、その演算結果は記憶装置１２２に適宜格納
される。
【００２４】
　油圧制御回路１１は複数の流路、複数の油圧制御弁で構成される。油圧制御回路１１は
、コントローラ１２からの変速制御信号に基づき、複数の油圧制御弁を制御して油圧の供
給経路を切り換えるとともにメカオイルポンプ１０ｍまたは電動オイルポンプ１０ｅで発
生した油圧から必要な油圧を調製し、これを変速機４の各部位に供給する。これにより、
バリエータ２０の変速比、副変速機構３０の変速段が変更され、変速機４の変速が行われ
る。
【００２５】
　副変速機構３０に供給される油圧は、マニュアルバルブ、及び調圧弁によって制御され
ている。マニュアルバルブは、シフトレバー５０と機械的に連結しており、シフトレバー
５０の操作に連動して油路を切り替える。調圧弁は、インヒビタスイッチ４５からの信号
などに基づいて算出されたトルク指示信号により駆動され、トルク指示信号に応じて調整
した油圧を摩擦締結要素３２～３４のいずれかに供給する。調圧弁は各摩擦締結要素３２
～３４に応じて複数設けられている。
【００２６】
　インヒビタスイッチ４５は、走行レンジにおけるシフトレバー５０の位置を検知する検
知範囲が広めに設定されている。そのため、シフトレバー５０が非走行レンジと走行レン
ジとの間で保持される場合、例えば、シフトレバー５０がＮレンジからＤレンジへの変更
途中にＮレンジとＤレンジとの間で保持される場合、走行中にシフトレバー５０がＬレン
ジからＤレンジに変更された場合にＤレンジを超えてＤレンジとＮレンジと間で保持され
る場合には、インヒビタスイッチ４５の信号はＤレンジに対応した信号となるが、マニュ
アルバルブはＮレンジに対応した位置となる場合があり、アンマッチが生じる。このよう
にアンマッチが生じた場合には、Ｌｏｗブレーキ３２、及びＨｉｇｈクラッチ３３に連通
する油路はドレーン状態となり、Ｌｏｗブレーキ３２、及びＨｉｇｈクラッチ３３には油
圧が供給されず、副変速機構３０は解放状態となる。このような状態は、例えば、運転者
がシフトレバー５０をＮレンジとＤレンジとの間に保持した場合や、運転者の意に反して
シフトレバー５０がＮレンジとＤレンジとの間に保持された場合に生じる。
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【００２７】
　このようにアンマッチが生じた状態では、インヒビタスイッチ４５からの信号は走行レ
ンジに対応した信号となっているので、調圧弁における摩擦締結要素３２～３４への指示
圧（以下、クラッチ指示圧と言う。）は高くなるが、マニュアルバルブから油圧は供給さ
れていない。その後、シフトレバー５０が走行レンジに操作されると、マニュアルバルブ
から油圧供給が開始されるが、クラッチ指示圧が高くなっているので、摩擦締結要素３２
～３４の締結時における最大油圧が摩擦締結要素３２～３４に供給され、摩擦締結要素３
２～３４が急締結することがある。摩擦締結要素３２～３４が急締結し、バリエータ２０
のベルト容量よりも大きいトルクがバリエータ２０に入力すると、バリエータ２０でベル
ト滑りが発生するおそれがある。また、上記するようにアンマッチは、走行中にも生じ、
走行中にアンマッチが生じた場合には車両の運転状態に応じてベルト滑りの発生を抑制す
る必要がある。そこで、本実施形態では、以下において説明するアンマッチ制御を行い、
バリエータ２０のベルト滑り発生を抑制する。なお、以下においては、摩擦締結要素３２
～３４のうち、Ｌｏｗブレーキ３２を締結する場合を一例として説明するが、Ｈｉｇｈク
ラッチ３３、Ｒｅｖブレーキ３４を締結する場合においても同様である。
【００２８】
　次に本実施形態のアンマッチ制御の実行判定処理について図３のフローチャートを用い
て説明する。
【００２９】
　ステップＳ１００では、コントローラ１２は、インヒビタスイッチ４５などのセンサ系
、バリエータ２０などの回転系に異常がないかどうか判定する。処理は異常がない場合に
はステップＳ１０１に進み、異常がある場合には本制御を終了する。
【００３０】
　ステップＳ１０１では、コントローラ１２は、インヒビタスイッチ４５からの信号に基
づいてシフトレバー５０が走行レンジとなっているかどうか判定する。処理はシフトレバ
ー５０がインヒビタスイッチ４５からの信号に基づいて走行レンジと判定された場合には
ステップＳ１０２に進み、シフトレバー５０がインヒビタスイッチ４５からの信号に基づ
いて非走行レンジと判定された場合には本制御を終了する。
【００３１】
　ステップＳ１０２では、コントローラ１２は、変速中であるかどうか判定する。処理は
変速中ではない場合にはステップＳ１０３に進み、変速中である場合には本制御を終了す
る。
【００３２】
　ステップＳ１０３では、コントローラ１２は、Ｌｏｗブレーキ３２の前後における回転
速度差が所定値よりも大きいかどうか判定する。所定値は、各摩擦締結要素３２～３４に
応じて設定されており、摩擦締結要素３２～３４が締結していないと判定できる値であり
、締結指示がされている摩擦締結要素３２～３４に基づいて選択される。コントローラ１
２は、回転速度差がＬｏｗブレーキ３２に応じて設定された所定値よりも大きい場合には
、締結すべきＬｏｗブレーキ３２が締結していないと判定する。回転速度差は、セカンダ
リ回転速度センサ４３からの信号と車速センサ４４からの信号とに基づいて算出される。
コントローラ１２は、回転速度差が所定値よりも大きい場合には、シフトレバー５０がイ
ンヒビタスイッチ４５に基づいた判定では走行レンジとなっており、変速中ではないにも
かかわらず、Ｌｏｗブレーキ３２が締結していないのでマニュアルバルブによってＬｏｗ
ブレーキ３２に連通する油路がドレーン状態となっており、アンマッチであると判定する
。処理は、回転速度差が所定値よりも大きい場合にはステップＳ１０４へ進み、回転速度
差が所定値以下の場合には本制御を終了する。
【００３３】
　ステップＳ１０４では、コントローラ１２は、アンマッチ制御を実行する。
【００３４】
　次にアンマッチ制御における処理について図４のフローチャートを用いて説明する。
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【００３５】
　ステップＳ２００では、コントローラ１２は、締結指示がされているＬｏｗブレーキ３
２の指示トルク容量Ｔｃｌと現在のＬｏｗブレーキ３２の入力トルクＴｃｉｎとに基づい
て、バリエータ２０でベルト滑りが発生しないベルト容量、本実施形態では、セカンダリ
プーリ２２におけるベルト容量Ｔｓｂを算出し、算出したベルト容量Ｔｓｂに基づいて目
標ライン圧ＰＬｔを算出する。Ｌｏｗブレーキ３２の入力トルクＴｃｉｎは、バリエータ
２０の入力トルクＴｉｎにバリエータ２０の変速比ｒｖを乗算した値である。
【００３６】
　変速機４は、図５に示すような簡易モデルで表すことができる。図５において、Ｔｐｂ
はプライマリプーリ２１におけるベルト容量である。ＴｃｌはＬｏｗブレーキ３２のトル
ク容量である。Ｉｐはプライマリプーリ２１のイナーシャである。Ｉｓはセカンダリプー
リ２２のイナーシャである。ωｐはプライマリプーリ軸上における角加速度である。ωｓ
はセカンダリプーリ軸上における角加速度である。
【００３７】
　変速機４では、式（１）、及び式（２）の運動方程式が成り立っている。
【００３８】
　Ｉｐ×ωｐ＝Ｔｉｎ－Ｔｐｂ・・・（１）
　Ｉｓ×ωｓ＝Ｔｓｂ－Ｔｃｌ・・・（２）
【００３９】
　また、ωｐ、ωｓ、及びｒｖにおいては式（３）の関係、またＴｐｂ、Ｔｓｂ、及びｒ
ｖにおいては式（４）の関係が成り立っている。
【００４０】
　ωｐ＝ｒｖ×ωｓ・・・（３）
　ｒｖ×Ｔｐｂ＝Ｔｓｂ・・・（４）
【００４１】
　式（１）～（４）を用いると、Ｔｓｂは式（５）のように表すことができる。
【００４２】
　Ｔｓｂ＝（ｒｖ2×Ｉｐ／（ｒｖ2×Ｉｐ＋Ｉｓ））Ｔｃｌ＋（Ｉｓ／（ｒｖ2×Ｉｐ＋
Ｉｓ））ｒｖ×Ｔｉｎ・・・（５）
【００４３】
　バリエータ２０における変速比ｒｖは、プライマリ回転速度センサ４２からの出力信号
、及びセカンダリ回転速度センサ４３からの出力信号に基づいて算出され、各イナーシャ
Ｉｐ、Ｉｓは予め記憶されており、バリエータ２０の入力トルクＴｉｎは、アクセル開度
センサ４１の出力信号、及びエンジン回転速度センサ４７の出力信号などを用いて算出さ
れたエンジントルクＴｅに基づいて算出される。
【００４４】
　コントローラ１２は、Ｌｏｗブレーキ３２の指示トルク容量Ｔｃｌ、及び現在のＬｏｗ
ブレーキ３２への入力トルクＴｃｉｎ（＝ｒｖ×Ｔｉｎ）に基づいて式（５）を用いてバ
リエータ２０のベルト容量Ｔｓｂを算出する。そして、コントローラ１２は、算出したベ
ルト容量Ｔｓｂに安全率を掛けるなどの演算を行い、バリエータ２０でベルト滑りが発生
しない目標ライン圧ＰＬｔを算出する。
【００４５】
　ステップＳ２０１では、コントローラ１２は、目標ライン圧ＰＬｔが上限ライン圧ＰＬ
ｌｉｍ以下かどうか判定する。上限ライン圧ＰＬｌｉｍは予め設定された値であり、メカ
オイルポンプ１０ｍ、または電動オイルポンプ１０ｅによって発生させることができるラ
イン圧の上限値である。処理は、目標ライン圧ＰＬｔが上限ライン圧ＰＬｌｉｍ以下の場
合にはステップＳ２０２に進み、目標ライン圧ＰＬｔが上限ライン圧ＰＬｌｉｍよりも高
い場合にはステップＳ２０３に進む。
【００４６】
　ステップＳ２０２では、コントローラ１２は、目標ライン圧ＰＬｔを最終目標ライン圧
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ＰＬｔｆとして設定する。
【００４７】
　ステップＳ２０３では、コントローラ１２は、上限ライン圧ＰＬｌｉｍを最終目標ライ
ン圧ＰＬｔｆとして設定する。
【００４８】
　ステップＳ２０４では、コントローラ１２は、上限ライン圧ＰＬｌｉｍを最終目標ライ
ン圧ＰＬｔｆとして設定した場合のセカンダリプーリ２２におけるベルト容量Ｔｓｂを算
出し、算出したベルト容量ＴｓｂとＬｏｗブレーキ３２の指示トルク容量Ｔｃｌとに基づ
いてトルクダウンされるバリエータ２０の入力トルクＴｉｎを算出する。セカンダリプー
リ２２におけるベルト容量Ｔｓｂは、最終目標ライン圧ＰＬｔｆを安全率で除算するなど
の演算を行うことで求められる。バリエータ２０の入力トルクＴｉｎは、式（５）と同様
に式（１）～（４）を用いて式（６）のように表すことができる。
【００４９】
　Ｔｉｎ＝（（ｒｖ2×Ｉｐ＋Ｉｓ）／（ｒｖ×Ｉｓ））Ｔｓｂ－（（ｒｖ2×Ｉｐ）／（
ｒｖ×Ｉｓ））Ｔｃｌ・・・（６）
【００５０】
　式（６）のＴｓｂに算出したベルト容量、Ｔｃｌに指示トルク容量を用いることで、最
終目標ライン圧ＰＬｔｆに応じたバリエータ２０の入力トルクＴｉｎを算出することがで
きる。
【００５１】
　そして、コントローラ１２は、現在の入力トルクＴｉｎと算出した入力トルクＴｉｎと
の偏差に基づいてエンジン１におけるトルクダウン量Ｔｄｏｗｎを算出する。
【００５２】
　ステップＳ２０５では、コントローラ１２は、現在のＬｏｗブレーキ３２の入力トルク
Ｔｃｉｎに基づいてＬｏｗブレーキ３２の目標トルク容量Ｔｃｌｔを算出する。目標トル
ク容量Ｔｃｌｔは、Ｌｏｗブレーキ３２に油圧が供給されることを判定できる値であれば
よく、Ｌｏｗブレーキ３２が所定のスリップ状態となる値である。ステップＳ１０３で判
定されたように回転速度差が所定値よりも大きくなっており、この状態でＬｏｗブレーキ
３２のトルク容量Ｔｃｌを大きくすると、Ｌｏｗブレーキ３２が急締結し、締結ショック
が大きくなるおそれがある。そのため、ここでは、締結ショックが大きくならない所定の
スリップ状態となるように目標トルク容量Ｔｃｌｔを算出する。
【００５３】
　ステップＳ２０６では、コントローラ１２は、実ライン圧ＰＬａに基づいて現在のセカ
ンダリプーリ２２のベルト容量Ｔｓｂを算出し、算出した現在のセカンダリプーリ２２の
ベルト容量Ｔｓｂと、現在のＬｏｗブレーキ３２の入力トルクＴｃｉｎ（＝現在のバリエ
ータ２０の入力トルクＴｉｎ×変速比ｒｖ）とに基づいて制限トルク容量Ｔｃｌｌｉｍを
演算する。トルク容量Ｔｃｌは、式（５）と同様に式（１）～（４）を用いて式（７）の
ように表すことができる。
【００５４】
　Ｔｃｌ＝（（ｒｖ2×Ｉｐ＋Ｉｓ）／（ｒｖ2×Ｉｐ））Ｔｓｂ－（Ｉｓ／（ｒｖ２×Ｉ
ｐ））ｒｖ×Ｔｉｎ・・・（７）
【００５５】
　式（７）のＴｓｂに算出した現在のセカンダリプーリ２２のベルト容量、Ｔｉｎに現在
のバリエータ２０の入力トルクを用いることで、制限トルク容量Ｔｃｌｌｉｍを算出する
ことができる。
【００５６】
　目標ライン圧ＰＬｔに対する実ライン圧ＰＬａ（セカンダリプーリ２２のベルト容量Ｔ
ｓｂ）の応答遅れが生じている状態で、Ｌｏｗブレーキ３２のトルク容量Ｔｃｌが大きく
なると、入力されるトルクに対するバリエータ２０の耐力が低いため、バリエータ２０で
ベルト滑りが発生するおそれがある。そのため、実ライン圧ＰＬａに基づいて算出したセ



(10) JP WO2015/133345 A1 2015.9.11

10

20

30

40

50

カンダリプーリ２２のベルト容量Ｔｓｂに基づいてＬｏｗブレーキ３２の制限トルク容量
Ｔｃｌｌｉｍを算出する。この制限トルク容量Ｔｃｌｌｉｍに基づいてＬｏｗブレーキ３
２のトルク容量Ｔｃｌが制限されると、バリエータ２０でベルト滑りが発生することを抑
制することができる。
【００５７】
　ステップＳ２０７では、コントローラ１２は、ステップＳ２０５によって算出した目標
トルク容量Ｔｃｌｔが制限トルク容量Ｔｃｌｌｉｍ以下かどうか判定する。処理は、目標
トルク容量Ｔｃｌｔが制限トルク容量Ｔｃｌｌｉｍ以下の場合にはステップＳ２０８に進
み、目標トルク容量Ｔｃｌｔが制限トルク容量Ｔｃｌｌｉｍよりも大きい場合にはステッ
プＳ２０９に進む。
【００５８】
　ステップＳ２０８では、コントローラ１２は、目標トルク容量Ｔｃｌｔを最終トルク容
量Ｔｃｌｆとして設定する。
【００５９】
　ステップＳ２０９では、コントローラ１２は、制限トルク容量Ｔｃｌｌｉｍを最終トル
ク容量Ｔｃｌｆとして設定する。
【００６０】
　ステップＳ２１０では、コントローラ１２は、最終トルク容量Ｔｃｌｆに基づいてＬｏ
ｗブレーキ３２のクラッチ指示圧Ｐｃｌを算出する。クラッチ指示圧Ｐｃｌは、最終トル
ク容量Ｔｃｌｆに所定のゲインと安全率とを乗算することで求められる。
【００６１】
　ステップＳ２１１では、コントローラ１２は、最終目標ライン圧ＰＬｔｆ、及びクラッ
チ指示圧Ｐｃｌに基づいてライン圧ＰＬ、及びＬｏｗブレーキ３２に供給する油圧を制御
する。また、コントローラ１２は、トルクダウンを行う必要がある場合にはトルクダウン
量Ｔｄｏｗｎに基づいてエンジン１を制御し、バリエータ２０に入力する入力トルクＴｉ
ｎを制御する。
【００６２】
　これらの制御が実行されることで、アンマッチが発生した時の車両の状態に合わせてバ
リエータ２０でベルト滑りが発生することを防止することができる。
【００６３】
　次にアンマッチ制御について図６のタイムチャートを用いて説明する。
【００６４】
　シフトレバー５０がＮレンジとＤレンジとの間に保持され、時間ｔ０において、回転速
度差が所定値よりも大きくなり、アンマッチであると判定されると、アンマッチ制御が実
行される。アンマッチ制御が実行され、目標ライン圧ＰＬｔが上限ライン圧ＰＬｌｉｍよ
りも高い場合には、上限ライン圧ＰＬｌｉｍが最終目標ライン圧ＰＬｔｆとして設定され
、ライン圧ＰＬは上限ライン圧ＰＬｌｉｍに制限される。また、ライン圧ＰＬの制限に応
じてトルクダウン量Ｔｄｏｗｎが算出され、トルクダウン量Ｔｄｏｗｎに基づいてエンジ
ントルクＴｅが低下する。また、目標トルク容量Ｔｃｌｔが制限トルク容量Ｔｃｌｌｉｍ
よりも大きい場合には、制限トルク容量Ｔｃｌｌｉｍが最終トルク容量Ｔｃｌｆとして設
定され、制限トルク容量Ｔｃｌｌｉｍに基づいてＬｏｗブレーキ３２のクラッチ指示圧Ｐ
ｃｌが算出され、クラッチ指示圧Ｐｃｌに基づいてＬｏｗブレーキ３２の油圧が低下する
。なお、アンマッチであると判定されると、Ｌｏｗブレーキ３２の締結時のショックを低
減するために、トルクコンバータ２のロックアップクラッチ２ｃの締結が禁止されるので
、ここでは、エンジン回転速度に対してタービン回転速度が低下している。
【００６５】
　時間ｔ１において、シフトレバー５０がＤレンジに操作されると、回転速度差が小さく
なる。
【００６６】
　時間ｔ２において、アンマッチ制御を終了する。なお、アンマッチ制御を終了する場合
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には、アンマッチが解消したことを正確に判定するために、回転速度差が所定値以下とな
った状態が所定時間経過することを終了条件としている。
【００６７】
　本発明の実施形態の効果について説明する。
【００６８】
　バリエータ２０を搭載した車両において、アンマッチが生じた場合に、Ｌｏｗブレーキ
３２の指示トルク容量Ｔｃｌと、バリエータ２０の入力トルクＴｉｎに基づいて算出され
たベルト容量Ｔｓｂとに基づいて目標ライン圧ＰＬｔを算出し、目標ライン圧ＰＬｔが上
限ライン圧ＰＬｌｉｍよりも高い場合に、上限ライン圧ＰＬｌｉｍに基づいてトルクダウ
ン量Ｔｄｏｗｎを算出し、入力トルクＴｉｎと、実ライン圧ＰＬａに基づいて算出したベ
ルト容量Ｔｓｂとに基づいて制限トルク容量Ｔｃｌｌｉｍを算出し、目標ライン圧ＰＬｔ
、トルクダウン量Ｔｄｏｗｎ、及び制限トルク容量Ｔｃｌｌｉｍに基づいてバリエータ２
０におけるベルト滑りを抑制する。これにより、アンマッチが生じるシーンに応じてベル
ト滑りを抑制することができ、停車中、走行中にアンマッチが生じても、アンマッチが生
じた時の車両の状態に合わせてベルト滑りを抑制することができる。
【００６９】
　入力トルクＴｉｎと実ライン圧ＰＬａに基づいて算出したベルト容量Ｔｓｂとに基づい
て制限トルク容量Ｔｃｌｌｉｍを算出し、制限トルク容量Ｔｃｌｌｉｍに基づいてＬｏｗ
ブレーキ３２のクラッチ指示圧Ｐｃｌを制御することで、実ライン圧ＰＬａに応答遅れが
生じた場合でも、ベルト滑りの発生を抑制することができる。
【００７０】
　目標ライン圧ＰＬｔ、または上限ライン圧ＰＬｌｉｍに基づいてライン圧ＰＬを制御し
、トルクダウン量Ｔｄｏｗｎに基づいてエンジントルクＴｅを制御し、制限トルク容量Ｔ
ｃｌｌｉｍに基づいてＬｏｗブレーキ３２の油圧を制御することで、アンマッチが生じた
時の車両の状態に合わせてベルト滑りを抑制することができる。
【００７１】
　目標ライン圧ＰＬｔが上限ライン圧ＰＬｌｉｍよりも高い場合には、上限ライン圧ＰＬ
ｌｉｍに基づいてライン圧ＰＬを制御することでベルト滑りが発生することを抑制し、目
標ライン圧ＰＬｔが上限ライン圧ＰＬｌｉｍ以下の場合には、目標ライン圧ＰＬｔに基づ
いてライン圧ＰＬを制御することでベルト滑りが発生することを抑制する。これにより、
供給可能なライン圧ＰＬに基づいてベルト滑りの発生を抑制することができる。
【００７２】
　目標トルク容量Ｔｃｌｔが制限トルク容量Ｔｃｌｌｉｍよりも大きい場合には、制限ト
ルク容量Ｔｃｌｌｉｍに基づいてＬｏｗブレーキ３２の油圧（トルク容量Ｔｃｌ）を制御
することでベルト滑りが発生することを抑制し、目標トルク容量Ｔｃｌｔが制限トルク容
量Ｔｃｌｌｉｍ以下である場合には、目標トルク容量Ｔｃｌｔに基づいてＬｏｗブレーキ
３２の油圧を制御することでベルト滑りが発生することを抑制する。これにより、実ライ
ン圧ＰＬａの応答遅れによってベルト滑りが発生するおそれがある場合には、Ｌｏｗブレ
ーキ３２の油圧を制限し、ベルト滑りの発生を抑制し、実ライン圧ＰＬａの応答遅れによ
ってベルト滑りが発生するおそれがない場合には、Ｌｏｗブレーキ３２の油圧を目標トル
ク容量Ｔｃｌｔに基づいて大きくし、Ｌｏｗブレーキ３２を素早く締結することができる
。
【００７３】
　インヒビタスイッチ４５の信号が走行レンジであり、Ｌｏｗブレーキ３２に連通する油
路がマニュアルバルブによってドレーン状態となっている場合に、アンマッチであると判
定する。このようなアンマッチが生じた場合に、シフトレバー５０が走行レンジとなり、
マニュアルバルブによってＬｏｗブレーキ３２に連通する油路に油圧が供給されると、イ
ンヒビタスイッチ４５の信号に基づいて調圧弁におけるクラッチ指示圧が既に高くなって
いることがあり、例えば締結時の最大油圧がＬｏｗブレーキ３２へ供給され、Ｌｏｗブレ
ーキ３２が急締結し、大きな締結ショックは発生するとともに、ベルト滑りが発生するお
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それがある。本実施形態ではこのような場合に、上記したアンマッチ制御を実行すること
で、締結ショックを抑制するとともに、ベルト滑りの発生を抑制することができる。
【００７４】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、上記実施形態は本発明の適用例の一部を
示したに過ぎず、本発明の技術的範囲を上記実施形態の具体的構成に限定する趣旨ではな
い。
【００７５】
　本実施形態では、セカンダリプーリ圧に基づいてライン圧を設定する片調圧タイプの変
速機について説明したが、セカンダリプーリ圧、プライマリプーリ圧のうち高い油圧に基
づいてライン圧を設定する両調圧タイプの変速機であってもよい。両調圧タイプの変速機
では、目標ライン圧ＰＬｔは、ベルト滑りが発生しないセカンダリプーリ圧、及びプライ
マリプーリ圧とを比較して設定される。
【００７６】
　なお、前後進切替機構や、チェーン式無段変速機構などを有する車両で上記アンマッチ
制御を実行してもよい。
【００７７】
　本願は２０１４年３月４日に日本国特許庁に出願された特願２０１４－４１４７０に基
づく優先権を主張し、この出願の全ての内容は参照により本明細書に組み込まれる。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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