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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジンにより駆動される入力側回転体の回転を動力伝達要素を介して無段階に変速比
を変化させて出力側回転体に伝達する無段変速機の変速制御装置であって、
　加速時に車速を前記入力側回転体の回転数上昇に伴って増加するように変速比一定で制
御する加速変速比制御手段と、
　前記加速変速比制御手段により上昇された前記入力側回転体の回転数が所定の上限回転
数に到達したときに前記入力側回転体の回転数をアクセル開度が大きいほど小さな値に設
定された回転数低下量分だけ低下させてアップシフトする回転数低下制御手段とを有し、
　加速時には、前記加速変速比制御手段による加速変速比制御と前記回転数低下制御手段
による回転数を低下させる回転数低下制御とを繰り返して車両を加速することを特徴とす
る無段変速機の変速制御装置。
【請求項２】
　請求項１記載の無段変速機の変速制御装置において、前記回転数低下量を車速、路面勾
配の少なくともいずれかに基づいて変化させることを特徴とする無段変速機の変速制御装
置。
【請求項３】
　請求項１記載の無段変速機の変速制御装置において、車速が高くなるに伴って前記回転
数低下量を小さくすることを特徴とする無段変速機の変速制御装置。
【請求項４】
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　請求項１記載の無段変速機の変速制御装置において、路面勾配が大きくなるに伴って前
記回転数低下量を小さくすることを特徴とする無段変速機の変速制御装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は車両加速時の加速フィーリングを向上し得る無段変速機の変速制御装置に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
自動車などの車両に用いられる無段変速機としては、ベルト式やトロイダル式がある。ベ
ルト式無段変速機は、入力軸に設けられる入力側のプライマリプーリと、出力軸に設けら
れる出力側のセカンダリプーリと、これらのプーリに掛け渡されるベルトやチェーンなど
の動力伝達要素とを有し、それぞれのプーリの溝幅を変化させて動力伝達要素の巻き付け
径を変化させることによって、変速比を無段階に変化させて入力軸の回転を出力軸に伝達
することができる。
【０００３】
このような無段変速機にあっては、スロットル開度と車速あるいはエンジン回転数などの
運転状態を示すパラメータに基づいて変速比を自動的に制御している。つまり、これらパ
ラメータに基づいて演算するか、またはパラメータに対応する運転変速特性マップを参照
することにより目標プライマリプーリ回転数を設定し、この目標プライマリプーリ回転数
に実プライマリプーリ回転数が収束するように変速比を設定するようにしている。
【０００４】
このようなベルト式無段変速機においては、アクセルペダルが運転者により踏み込まれて
加速が要求されたとき、特に、スロットル開度が中間開度程度以上となるまでアクセルペ
ダルが踏み込まれたときには、急加速制御つまりキックダウン制御を行っている。
【０００５】
このような急加速制御方法としては、従来、アクセルペダルの踏み込み量に対応するエン
ジン回転数上昇率で上限回転数までプライマリプーリ回転数を上昇させ、その後は変速比
を減少させて車速を連続的に増加させる方法がある。しかしこの方法では、一気にプライ
マリプーリの回転数を上限回転数まで上昇させるのでエンジンの最大駆動力を加速に利用
することができる半面、上限回転数まで上昇した後には車速の増加に比してエンジン回転
数が増加しないので、エンジン回転数の増加に伴って車速を増加させたいという運転者の
加速フィーリングを満足させることができない。また、プライマリプーリの回転数が上限
値に達すると変速速度が急激に変化するため、変速ハンチングが生じやすい。
【０００６】
他の急加速制御方法としては、踏み込み直後のプライマリプーリの回転増加量を制限して
上限回転数まで上昇させることなく、所定の回転数まで増加した後には緩やかに目標の上
限回転数にプライマリプーリ回転数を追従させる方法がある（たとえば、特許文献１参照
）。
【０００７】
【特許文献１】
特開平８－１４５１３３号公報
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
この方法にあっては、エンジン回転数の増加に伴って車速が増加するので、加速フィーリ
ングは運転者の期待に近くなるが、特に低車速での加速性が不足することになる。つまり
、アクセルペダルの踏み込み直後のプライマリプーリの回転増加量を制限し、緩やかにエ
ンジン回転数を上昇させると、スロットル開度に対応した上限回転数にまでエンジン回転
数を高めることにより得られるエンジン駆動力を十分に利用することなく、車速を増加さ
せることになるので、特に低車速での加速性が不足することになる。
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【０００９】
本発明の目的は、車両加速時の加速フィーリングを向上することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本発明の無段変速機の変速制御装置は、エンジンにより駆動される入力側回転体の回転
を動力伝達要素を介して無段階に変速比を変化させて出力側回転体に伝達する無段変速機
の変速制御装置であって、加速時に車速を前記入力側回転体の回転数上昇に伴って増加す
るように変速比一定で制御する加速変速比制御手段と、前記加速変速比制御手段により上
昇された前記入力側回転体の回転数が所定の上限回転数に到達したときに前記入力側回転
体の回転数をアクセル開度が大きいほど小さな値に設定された回転数低下量分だけ低下さ
せてアップシフトする回転数低下制御手段とを有し、加速時には、前記加速変速比制御手
段による加速変速比制御と前記回転数低下制御手段による回転数を低下させる回転数低下
制御とを繰り返して車両を加速することを特徴とする。
【００１１】
　本発明の無段変速機の変速制御装置は、前記回転数低下量を車速、路面勾配の少なくと
もいずれかに基づいて変化させることを特徴とする。また、車速が高くなるに伴って前記
回転数低下量を小さくすることを特徴とする。
【００１２】
　本発明の無段変速機の変速制御装置は、路面勾配が大きくなるに伴って前記回転数低下
量を小さくすることを特徴とする。
【００１３】
本発明にあっては、車両の加速時には車速が入力側回転体の回転数の増加に対応して増加
するので、エンジンの回転上昇感と車速上昇感が一致するようになって良好な加速フィー
リングが得られることになる。また低車速であっても十分な駆動力を得ることができ、短
い時間で所望の速度まで加速できるようになる。
【００１４】
本発明にあっては、回転数低下量を車速により変化させると、駆動力変化を適度にするこ
とができ、高車速での駆動力低下を抑えつつ、加速フィーリングを向上させることができ
る。また、回転数低下量をアクセル開度により変化させると、駆動力変化を適切にするこ
とができ、アクセル開度が大きく駆動力要求が大きい場合には、駆動力低下を抑えつつ、
加速フィーリングを向上させることができる。さらに、回転数低下量を路面勾配値により
変化させと、駆動力変化を適切にすることができ、路面勾配が大きく余裕駆動力が少ない
領域では、回転数低下による駆動力低下を抑えつつ、加速フィーリングを向上させること
ができる。
【００１５】
本発明にあっては、エンジン回転数を所定量下げる際に、過渡制御を実行することにより
、加速フィーリングを向上させることができる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。図１は無段変速機の一例と
してのベルト式無段変速機を備えた車両の駆動系を示す概略図であり、この無段変速機１
はエンジン２により駆動されるクランク軸３の回転がトルクコンバータなどからなる発進
装置４と前後進切換装置５を介して伝達される駆動側のプライマリ軸６と、これと平行と
なった被駆動側のセカンダリ軸７とを有している。
【００１７】
プライマリ軸６には入力側回転体としてのプライマリプーリ８が設けられており、このプ
ライマリプーリ８はプライマリ軸６に一体となった固定プーリ８ａと、これに対向してプ
ライマリ軸６にボールスプラインなどにより軸方向に摺動自在に装着される可動プーリ８
ｂとを有し、プーリのコーン面間隔つまりプーリ溝幅が可変となっている。セカンダリ軸
７には出力側回転体としてのセカンダリプーリ９が設けられており、このセカンダリプー
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リ９はセカンダリ軸７に一体となった固定プーリ９ａと、これに対向してセカンダリ軸７
に可動プーリ８ｂと同様にして軸方向に摺動自在に装着される可動プーリ９ｂとを有し、
プーリ溝幅が可変となっている。
【００１８】
プライマリプーリ８とセカンダリプーリ９との間には動力伝達要素としてのベルト１０が
掛け渡されており、両方のプーリ８，９の溝幅を変化させてそれぞれのプーリに対するベ
ルト１０の巻き付け径の比率を変化させることにより、プライマリ軸６の回転がセカンダ
リ軸７に無段階に変速されて伝達されることになる。ベルト１０のプライマリプーリ８に
対する巻き付け径をＲpとし、セカンダリプーリ９に対する巻き付け径をＲsとすると、変
速比つまりプーリ比ｉはｉ＝Ｒs／Ｒpとなる。セカンダリ軸７の回転は減速歯車およびデ
ィファレンシャル装置１２を有する歯車列を介して駆動輪１３に伝達されるようになって
おり、前輪駆動の場合には駆動輪１３は前輪となる。
【００１９】
プライマリプーリ８の溝幅を変化させるために、プライマリ軸６にはプライマリシリンダ
１４が設けられ、この中には油圧室１５が形成されている。一方、セカンダリプーリ８の
溝幅を変化させるために、セカンダリ軸７にはセカンダリシリンダ１６が設けられ、この
中には油圧室１７が形成されている。それぞれの溝幅は、プライマリ側の油圧室１５に導
入されるプライマリ圧Ｐpと、セカンダリ側の油圧室１７に導入されるセカンダリ圧Ｐsと
を調整することにより設定される。
【００２０】
図２は無段変速機１を作動制御するための制御装置を示す概略図である。図２に示すよう
に、それぞれの油圧室１５，１７には、エンジンあるいは電動モータにより駆動されるオ
イルポンプ１８からの作動油が供給されるようになっており、オイルポンプ１８の吐出口
に接続されたセカンダリ圧路１９は、油圧室１７に連通されるとともにセカンダリ圧調整
弁２０のセカンダリ圧ポートに連通されている。このセカンダリ圧調整弁２０によって油
圧室１７に供給されるセカンダリ圧Ｐsは、ベルト１０に対してトルク伝達に必要な締結
力を付与する圧力に調整される。
【００２１】
セカンダリ圧路１９はプライマリ圧調整弁２２のセカンダリ圧ポートに連通油路２３を介
して接続され、このプライマリ圧調整弁２２のプライマリ圧ポートはプライマリ圧路２４
を介してプライマリ側の油圧室１５に連通されている。このプライマリ圧調整弁２２によ
ってプライマリ圧Ｐpは、目標変速比、車速などに応じた値に調整され、プライマリプー
リ８の溝幅が変化して変速比が制御される。セカンダリ圧調整弁２０およびプライマリ圧
調整弁２２は、それぞれ比例ソレノイド弁であり、ＣＶＴ制御ユニット２５からそれぞれ
のソレノイドコイル２０ａ，２２ａに供給される電流値を制御することによってセカンダ
リ圧Ｐsとプライマリ圧Ｐpが調整される。
【００２２】
このＣＶＴ制御ユニット２５にはプライマリプーリ８の回転数を検出するプライマリプー
リ回転数センサ２６と、セカンダリプーリ９の回転数を検出するセカンダリプーリ回転数
センサ２７からの信号が入力される。さらにＣＶＴ制御ユニット２５には、スロットル弁
の開度を検出するスロットル開度センサ３０が接続されている。このアクセル開度は、ス
ロットル弁の開度を直接検出するようにしても良く、アクセルペダルの開度をセンサで読
み取り、このアクセル開度に応じてスロットル開度を演算するようにしても良い。
【００２３】
ＣＶＴ制御ユニット２５にはエンジン制御ユニット３２が接続されており、このエンジン
制御ユニット３２にはクランク角センサ３３からの信号や他の各種センサ３４からの信号
が送られるようになっている。クランク角センサ３３からの信号に基づいて演算されたエ
ンジン回転数データや他の各種センサ３４からの信号に基づいて演算される各種演算デー
タは、ＣＶＴ制御ユニット２５に入力され、このＣＶＴ制御ユニット２５からそれぞれの
ソレノイドコイル２０ａ，２２ａに送られる制御信号によってそれぞれの油圧室１５，１
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７に供給される油圧が調整される。ＣＶＴ制御ユニット２５およびエンジン制御ユニット
３２は、それぞれ制御信号を演算処理するマイクロプロセッサCPUと、制御プログラム、
演算式、およびマップデータなどが格納されるROMと、一時的にデータを格納するRAMとを
有しており、加速判定手段、加速変速比設定手段およびアップシフト量設定手段を構成し
ている。
【００２４】
図３は、図１および図２に示す無段変速機におけるプライマリプーリ７の目標回転数Ｎp
と車速Ｖとの関係を示す変速制御特性線図であり、たとえば、アクセルペダルを全開とし
て加速したときには、プライマリプーリ７の目標回転数Ｎpは変速比が最大変速比である
ローＲLのままＡ点まで達し、その後は、変速比が最小変速比であるオーバードライブＲO

側に変速されるとともに若干回転を上昇させながら車速Ｖを増加させて最高速点Ｂに達す
る。この状態からアクセルペダルを戻したり、ブレーキングを行った場合には変速比がオ
ーバードライブ側ＲOに固定されたままＣ，Ｄを経て減速し、さらに最低変速ラインに沿
って変速比がオーバードライブからロー側に変速されてＥ点に達し、ブレーキングによっ
てローのまま車両が停止する。実際の走行では、車両の走行状態に応じて、ロー側の変速
比ＲLとオーバードライブ側の変速比ＲOとの間であって、符号ＡからＥで示される範囲内
で自由に変速比が設定される。
【００２５】
図３において、点ＡＥ間のローＲLと点ＣＤ間のオーバードライブＲOとの間の複数の細い
実線は、それぞれ変速比が一定の場合の目標回転数と車速との関係を示す特性線図である
。また、点ＡＢ間の最高変速ラインと、点ＤＥ間の最低変速ラインとの間に破線で示され
る複数の変速ラインは、通常変速モードに対応する変速特性線図であり、それぞれ所定の
スロットル開度に対応した車速Ｖとプライマリプーリ７の目標回転数Ｎpとの関係を示す
。この通常変速モードに対応するマップデータは、ＣＶＴ制御ユニット２５内のROMなど
のメモリーに格納されている。したがって、通常変速モードでは、たとえば図３において
点TH1で示すスロットル開度となるように運転者によりアクセルペダルが踏み込まれたと
きには、これを通る変速ラインにより示される変速特性となって変速比が制御される。
【００２６】
本発明にあっては、たとえば、図３において状態点Ｆで示す車速とスロットル開度TH1の
状態で車両が走行しているときに、運転者がスロットル開度TH2に対応する位置までアク
セルペダルを大きく踏み込んだ場合には、車両の加速が要求されていると判定する。この
判定がなされると、プライマリプーリ８の目標回転数Ｎｐが状態点Ｆから状態点Ｊの間に
示すように回転数上昇量Ｕ1だけ上昇し、変速比がロー側となるように変速操作が行われ
る。
【００２７】
次いで、状態点Ｊから状態点Ｋで示すように加速変速比が設定され、図３に示すように、
プライマリプーリ８の目標回転数Ｎpの上昇に伴って車速が増加するように変速比が一定
に設定される。プライマリプーリ８の目標回転数Ｎpがスロットル開度TH2に対応する上限
回転数に達したと判断されたら、状態点Ｋから状態点Ｌまでに示すように所定の回転数低
下量Ｄ1だけプライマリプーリ８の目標回転数Ｎpを低下させる。このように、回転数低下
制御が実行されると、変速比をオーバードライブ側に減少させるようなシフトアップ操作
が実行される。アップシフトする際には、エンジン回転数を所定量下げるので、エンジン
や変速機のイナーシャトルク分を通常のエンジントルクから低減することができ、アップ
シフト時の瞬間的な駆動力増加を防ぐことができる。これにより、加速フィーリングを向
上させることができる。
【００２８】
状態点ＪからＫまでの加速変速比制御が行われた後、状態点ＫからＬまでの回転数低下制
御が行われた状態のもとで、アクセルペダルがスロットル開度TH2に対応する踏み込み量
となっているときには、状態点ＬからＭまで加速変速比制御が実行された後に、状態点Ｍ
からＮまで所定の回転数低下量Ｄ2だけ低下させる回転数低下制御が実行される。さらに
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、アクセルペダルがスロットル開度TH2に踏み込まれたままであれば、状態点ＮからＱま
で同様の制御が実行される。このような急加速制御を行うと、図３の状態点Ｊから状態点
Ｑの間で示すように、プライマリプーリ８の目標回転数Ｎpの上昇つまりエンジン回転数
の上昇に伴って車速が増加することから、常にエンジン回転数上昇感と車速上昇感が一致
するようになって良好な加速フィーリングが得られることになる。
【００２９】
図３において二点鎖線Ｓは状態点Ｊから緩やかに目標の上限回転数までプライマリプーリ
８の目標回転数つまりエンジン回転数を上昇させたときの変速特性を示す図である。符号
Ｓで示すような急加速制御を行った場合には、エンジン回転数が低い状態で急加速が行わ
れるため、エンジンの持つ駆動力を十分に発揮させた急加速を行うことができないが、本
発明のように加速変速比制御と回転数低下制御とを繰り返すことにより、特に、低車速の
もとでは、エンジンの持つ駆動力を十分に加速に利用して急加速制御を行うことができる
。これにより、短時間で所望の車速まで加速することができる。
【００３０】
図３に示すように、回転数低下制御が行われる際の回転数低下量は、車速が高くなるに伴
って小さくなるように設定されている。つまり、回転数低下量Ｄ2は回転数低下量Ｄ1より
も小さい値に設定されており、回転数低下量Ｄ3は回転数低下量Ｄ2よりも小さい値に設定
されている。これにより、車速が高く余裕駆動力が小さい領域では回転数低下量を小さく
することができる。回転数低下制御が行われる際の回転数低下量は、アクセル開度つまり
アクセルペダルの踏み込み量が大きくなるに伴って小さく設定されている。これにより、
運転者の加速要求度が高い程、回転数低下量を小さくしてより迅速に加速することができ
る。このアクセル開度に応じた回転低下量の算出は、アクセル開度に応じてスロットル弁
の開度が設定されるので、スロットル開度センサからの信号に基づいて行うようにしても
良い。
【００３１】
さらに、回転数低下量は路面勾配が大きくなるに伴って小さくなるように設定されている
ので、余裕駆動力が小さい程回転数低下量を小さくすることができる。この路面勾配は車
速とエンジン回転数とスロットル開度などをパラメータとして演算することができる。
【００３２】
上述したように、それぞれの回転数低下量は、車速、アクセル開度および路面勾配に応じ
て変化させるようにしているが、車速とアクセル開度と路面勾配のいずれか１つあるいは
２つをパラメータとして回転数低下量を変化させるようにしても良く、回転数低下量を一
定値としても良い。
【００３３】
図３に示す場合には、状態点Ｊから状態点Ｋまで、状態点Ｌから状態点Ｍまで、状態点Ｎ
から状態点Ｄまでおよび状態点Ｐから状態点Ｑまでのようにプライマリプーリ８の目標回
転数Ｎpと車速Ｖを同時に上昇させる加速変速比制御に際しては、変速比を一定としてい
るが、変速比を一定とすることなく、ダウンシフト側あるいはアップシフト側に変速制御
するようにしても良い。
【００３４】
回転数を低下させる回転数低下制御から加速変速比制御に移行させる際には、図３におい
て符号Ｔで示すように、徐々に移行させるように、通常とは異なるアップシフト変速マッ
プあるいは時定数フィルタなどを用いて過渡制御を実行することができる。これにより、
加速時の加速フィーリングを向上させることができる。
【００３５】
また、回転数を低下させてアップシフトする際に、通常とは異なる変速速度を持たせるこ
とによりメリハリのある走行感を得ることができる。たとえば、通常よりゆっくりとなる
ように制御した場合は、エンジンのクランク回転が時間をかけて減速されることになるた
めイナーシャトルク増加による車両加速感が生じるのを抑えることができ、逆に、アップ
シフトする際の変速速度を通常より早くなるよう制御した場合、エンジンのクランク回転
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生じてしまうが、この対策としてイナーシャトルクの増加予想分だけあらかじめエンジン
トルクから削減するよう制御することで車両加速感の発生を抑えることができる。
【００３６】
本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変
更可能である。たとえば、図１に示す無段変速機はベルト式であるが、入力側回転体とし
ての入力側ディスクと出力側回転体としての出力側ディスクとの間にパワーローラを動力
伝達要素として配置したトロイダル式無段変速機の制御に本発明を適用してもよい。
【００３７】
【発明の効果】
本発明によれば、車両加速時にはエンジンの回転上昇感と車速上昇感が一致し良好な加速
フィーリングが得られることになる。加速変速比制御に引き続いて回転数低下制御を行う
ので、エンジン回転数を高めてエンジンの持つ駆動力を十分に利用して車両を加速するこ
とができ、低車速であっても十分な駆動力を得ることができ、迅速に車両を加速でき、加
速フィーリングを向上することができる。
【００３８】
本発明によれば、回転数低下量を車速により変化させると、高車速での駆動力低下を抑え
つつ、加速フィーリングを向上させることができる。また、回転数低下量をアクセル開度
により変化させと、アクセル開度が大きく駆動力要求が大きい場合には、駆動力低下を抑
えつつ、加速フィーリングを向上させることができる。さらに、回転数低下量を路面勾配
値により変化させと、路面勾配が大きく余裕駆動力が少ない領域では、回転数低下による
駆動力低下を抑えつつ、加速フィーリングを向上させることができる。
【００３９】
本発明によれば、エンジン回転数を所定量下げる際に、過渡制御を実行することにより、
加速フィーリングを向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】無段変速機の一例としてのベルト式無段変速機を備えた車両の駆動系を示す概略
図である。
【図２】無段変速機を作動制御するための制御装置を示す概略図である。
【図３】本発明の変速制御の一例を示す変速制御特性線図である。
【符号の説明】
１　　　　無段変速機
８　　　　プライマリプーリ
９　　　　セカンダリプーリ
１０　　　ベルト
２５　　　ＣＶＴ制御ユニット
３２　　　エンジン制御ユニット
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