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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パワースプリット式自動変速機のギヤ比の閉ループ制御のための方法であって、
　前記変速機は、エンジンによって駆動される駆動軸と、連続的に可変のギヤ比を有する
バリエータと、ギヤセットと、出力軸と、少なくとも２つの制御クラッチを含んでおり、
前記バリエータとギヤセットは、制御クラッチを用いて、パワースプリット式変速機の全
ギヤ比領域の通過の際にバリエータの調整領域が、第１のギヤ比領域内では１つの方向に
そして第２のギヤ比領域内では逆方向に通過するように相互接続可能である形式の方法に
おいて、
　前記パワースプリット式自動変速機は設定調整器を更に有し、前記設定調整器によって
、
　目標回転数変化値（ｄｎ/ｄｔｓｏｌｌ）と回転数実際値変化値（ｄｎ/ｄｔｉｓｔ）と
の偏差を計算し、
　前記第１のギヤ比領域と前記第２のギヤ比領域との切り換え点の移行の際に、前記偏差
に付ける極性を変更し、
　前記極性の付いた偏差を、比例制御、または、積分制御、または、微分制御、または、
それらの制御の組み合わせた制御に入力し、かつ、出力し、
　前記出力を、傾きｄｉｇｅｓ/ｄｉｖａｒに基づき制御する、
　ただし、ｉｇｅｓはパワースプリット式変速機の総減速比であり、ｄｉｖａｒはバリエ
ータのギヤ比ないし変速比である、
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　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記出力を、傾きｄｉｇｅｓ/ｄｉｖａｒに基づき制御することが、前記出力に、傾き
ｄｉｇｅｓ/ｄｉｖａｒを乗算することである、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記出力の内の比例制御成分に、傾きｄｉｇｅｓ/ｄｉｖａｒを乗算することである、
請求項２記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パワースプリット式変速機のギヤ比の閉ループ/開ループ制御のための方法
に関している。また本発明は、本発明による方法を実施するためのパワースプリット式自
動変速機に関している。
【背景技術】
【０００２】
　無段階に可変のギヤ比を有している変速機（ＣＶＴ変速機）は、その高い快適性や専ら
プラネタリギヤ（遊星歯車）で作動する有段式自動変速機に比べて可及的に少ない燃料消
費によって益々自家用車への適用が増加しつつある。動力の伝達は、このようなＣＶＴ変
速機のもとでは例えば２つの円錐プーリー対の間を回っている巻掛け手段を介して行われ
ており、この場合各円錐プーリーの有効半径が間隔距離の変更によって可変となっている
。この他の無段階に可変のギヤ比は、適切なトロイダル表面の間で摩擦結合によって動作
する回転体か若しくはその他の原理による回転体をベースにしている。有利にはＣＶＴ変
速機は、可及的に大きな拡張性（最大ギア比と最小ギア比間の比率）を有している。今時
では６以上の値まで達成される。摩擦結合の形成に対しては、常に２つの相互に摩擦結合
状態におかれる回転体の間で押圧が必要である。円錐プーリー式の巻掛け伝動装置の場合
、一般的には押圧ピストンを介して目下伝達されているトルクに依存した押圧力が形成さ
れる。このトルク押圧力が調整圧力に重畳され、それらを用いてギヤ比ないし変速比の設
定が行われる。このギヤ比調整に対しては、円錐プーリー対に作用する設定可能な押圧力
の差が必要である。
【０００３】
　燃料消費の低減の理由から、変速機の拡張性は、唯一のＣＶＴ変速機によって可能であ
る値を超えて拡張されることが望ましい。このことは次のようなパワースプリット式変速
機によって得られる。すなわちＣＶＴ変速機の拡張幅ないしギヤ比領域が"二重"に用いら
れ、その場合ギヤセットと相応の制御クラッチの作動の組合わせによってＣＶＴ変速機の
ギヤ比領域がパワースプリット式変速機の全減速比の変更のもとでその全拡張幅に亘って
逆方向に二回通過する。
【０００４】
　図１には、パワースプリット式変速機を備えた車両ドライブトレーンの基本構造が示さ
れている。
【０００５】
　車両の駆動モータ、例えば内燃機関２は、発進クラッチ４を介してパワースプリット式
変速機８の駆動軸６と接続される。この変速機の出力軸には符号１０が付されている。
【０００６】
　パワースプリット式変速機８は、連続的に可変のギヤ比を有するバリエータ１２と少な
くとも１つのギヤセット１４と、少なくとも２つの制御クラッチＫ１，Ｋ２を含んでいる
。これらの制御クラッチを用いてバリエータ１２は異なる手法でギヤセット１４と結合可
能である。電子的開ループないし閉ループ制御装置１６は、アクセルペダルセンサ１８と
、内燃機関２の出力調整部材の状態検出センサ２０と、エンジン回転数センサ２２と、バ
リエータ１２の入力軸（これは同時に駆動軸６でもあり得る）のためのセンサ２４と、バ
リエータ１２の出力軸の回転数検出用センサ２６と、駆動軸１０の回転数検出用センサ２
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８と、場合によってはさらなるセンサとも接続されている。電子的閉ループ/開ループ制
御装置は、これらのセンサの信号と、当該装置１６内に記憶されているアルゴリズム、特
性マップなどに依存して出力信号を生成する。これらの出力信号を用いて内燃機関２の出
力調整部材３０、発進クラッチ４のアクチュエータ、バリエータ１２の円錐プーリー対の
押圧シリンダ内におけるトルク依存性の圧力、そのギヤ比変更のための円錐プーリー対１
２の調節シリンダ内の圧力および制御クラッチＫ１，Ｋ２が制御される。なおリバース走
行のためのギヤセットないしクラッチおよび/または制動装置は図示されていない。
【０００７】
　前述した構成要素群の構造と機能はそれ自体公知なものなので、それらのここでの詳細
な説明は省く。
【０００８】
　図２には、バリエータ１２を有するパワースプリット式変速機の一例が示されている。
このバリエータの円錐プーリー対３０は固定的に駆動軸６に結合されており、第１の制御
クラッチＫ１を介して第１のギヤ３２に結合可能である。
【０００９】
　バリエータ１２の他方の円錐プーリー対３４は、固定的に出力軸３６に接続されており
、該出力軸３６は、プラネタリギヤセットとして構成されているギヤセット１４のサンギ
ヤ３７に接続されている。この出力軸３６は、さらに制御クラッチＫ２を介して第２のギ
ヤ３８に結合可能であり、この第２のギヤ３８は中間ギヤ４０を介して第１のギヤ３２に
回転係合する。第２のギヤ３８は、固定的にプラネタリギヤセットのプラネタリキャリヤ
４２と接続されている。このプラネタリギヤセットのプラネタリギヤ４４は、リングギヤ
（インナーギヤ）４６に噛合され、リングギヤ４６は出力軸１０に固定的に接続あれてい
る。第２の制御クラッチＫ２が閉成し、第１の制御クラッチＫ１が開いている場合には、
サンギヤ３７とプラネタリキャリヤ４２が共に回転し、それによってプラネタリギヤ４４
は静止し、リングギヤ４６も同行する。そしてパワースプリット式変速機全体では、通常
のＣＶＴ変速機のように作用する。この総減速比は、図３に従って二重に使用される。図
３では、横軸にバリエータのギヤ比ｉｖａｒが示され、縦軸には当該の胴録分岐型変速機
全体のギヤ比ｉｇｅｓが示されている。最大限可能なギヤ比（発進時ギヤ比；図３の右上
方）から出発して、総減速比は特性曲線Low-Astに沿ってバリエータのギア比の増加と共
に、切替え点Ｕに達するまで線形に低減する。ギヤ比ｉｖａｒはこの切替え点Ｕで、予め
定められた小さな値を有する。切替え点Ｕでは、制御クラッチＫ１，Ｋ２が切替えられ、
それによってプラネタリキャリヤ４２がここにおいて、固定的に入力軸６に接続されてい
る第１のギヤ３２と、中間ギヤ４０と、第２のギヤ３８の間で与えられる相応のギヤ比並
びに相応に駆動軸６から回転され、プラネタリギヤセット１４に作用する。ギヤ比は次の
ように選択される。すなわち、切替え点Ｕにおいて当該パワースプリット式変速機の総減
速比ｉｇｅｓが制御クラッチＫ１、Ｋ２の切替え状態に依存しないように選択される。こ
こにおいて新たにバリエータ１２の分岐領域を通過する場合には、ギア比ｉｇｅｓが図３
中の特性曲線High-Astに沿って変化する（高速領域）。特性曲線Ｒ-Astは、リバース走行
領域に対するギヤ比を表わしている。ここではパワースプリット式変速機の各構造形式に
応じてその他の特性曲線も可能であることを理解されたい。
【００１０】
　図４には、パワースプリット式変速機の他の例が示されている。この例では、制御クラ
ッチＫ１とＫ２の操作位置に応じてギヤ比が図５に示されているように得られる。そのよ
うな変速機は、ギヤードニュートラル式変速機とも称される。なぜなら、変速機が特性曲
線Low-Ast状態におかれている場合、バリエータのギヤ比ｉｖａｒ＝Ｇのもとで理論的に
正ないし負の無限のギヤ比が得られるからである。
【００１１】
　図６及び図７には、パワースプリット式変速機のさらなる例が示されており、この例で
は、バリエータが制御クラッチＫ１、Ｋ１′の閉成と制御クラッチＫ２、Ｋ２′の開放の
もとで図６によりトルクを下方のディスク対から上方のディスク対に伝達しており、それ
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に対して制御クラッチＫ１、Ｋ１′が開放され制御クラッチＫ２、Ｋ２′が閉成された場
合には図６により上方のディスク対から下方のディスク対にトルクが伝達される。これに
よってトルク伝達方向は、切替え点で反転する。ギヤ比は、図７に従って生じる。
【００１２】
　図８には、１つのバリエータ１２と２つのプラネタリギヤセットを有するさらなるパワ
ースプリット式自動変速機が示されている。
【００１３】
　図８による変速機の総減速比ｉｇｅｓは、バリエータ１２のギヤ比ｉｖａｒに依存して
図９に示されている。
【００１４】
　ＣＶＴ変速機の場合には、ギヤ比を決定するための通常の方法が、回転数制御器を用い
て実施されている。この制御器は、目標エンジン回転数を設定し、この目標エンジン回転
数が生じるように変速機のギヤ比を変更する。目標エンジン回転数は、特性曲線の評価に
より、アクセルペダルの操作に依存して決定される。ＣＶＴ変速機の特性に基づいて、い
ずれにせよギヤ比制御器若しくは回転数制御器としての制御回路は必要となる。
【００１５】
　パワースプリット式変速機のもとでは図３，５，７，９のギヤ比ダイヤグラム（変速比
ダイヤグラム）からわかりやすいストラテジ、例えば切替え点Ｕにおける領域チェンジ、
つまり予め定められた切替えギヤ比が実行される。この場合１つのギヤ比領域において調
整が切替えギヤ比まで行われ、その後で切替えがなされ、引き続き新たなギヤ比領域にお
いてギヤ比がさらに調整される。この場合バリエータの調整は、自身の方向で変更され、
それにより制御クラッチＫ１，Ｋ２（これらはブレーキによっても実現可能）の切替えと
協働してバリエータの操作も行われなければならない。
【００１６】
　同じドライブトレーンに作用している複数の個々の操作（クラッチ及び/又はブレーキ
、設定調整器など）の組合わせから生じる問題も多岐にわたる。最初の操作による作用は
、ドライブトレーンを介して他の操作の必要性やそれらの作用にも影響を及ぼす。目下の
バリエータを備えたパワースプリット式自動変速機に対する問題としては次のようなもの
が挙げられる。すなわち、切替えの際に生じるドライブトレーンの振動、バリエータない
し巻掛け手段の摩擦部材の過度な摩耗などである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　本発明の課題は、バリエータと少なくとも１つのギヤ装置を備えたパワースプリット式
自動変速機のギヤ比ないし変速比を制御するための方法において、快適性に富んだ切替え
を可能にしかつ、バリエータ内の摩擦部材の摩耗性のできるだけ少ない切替えが達成され
るように改善を行うことである。また本発明のさらなる課題は、本発明による方法を実施
するためのパワースプリット式自動変速機を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　前記課題は、独立請求項に記載された本発明によって解決される。また従属請求項には
本発明の別の有利な実施例が記載される。
【００１９】
　本発明は、バリエータを備えたパワースプリット式変速機の全てのタイプに適用可能で
あり、特に円錐プーリー対による巻掛け伝動式変速機に適用可能である。特に有利には、
本発明は車両に用いられるパワースプリット式自動変速機への適用に適している。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】パワースプリット式ＣＶＴ変速機を備えた車両ドライブトレーンのブロック回路
図
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【図２】パワースプリット式ＣＶＴ変速機の１実施形態の断面図
【図３】図２によるＣＶＴ変速機のギヤ比ないしギヤ比ダイヤグラム
【図４】対応するギヤ比ダイヤグラムを備えたパワースプリット式変速機のさらなる例を
示した図
【図５】対応するギヤ比ダイヤグラムを備えたパワースプリット式変速機のさらなる例を
示した図
【図６】対応するギヤ比ダイヤグラムを備えたパワースプリット式変速機のさらなる例を
示した図
【図７】対応するギヤ比ダイヤグラムを備えたパワースプリット式変速機のさらなる例を
示した図
【図８】対応するギヤ比ダイヤグラムを備えたパワースプリット式変速機のさらなる例を
示した図
【図９】対応するギヤ比ダイヤグラムを備えたパワースプリット式変速機のさらなる例を
示した図
【図１０】パワースプリット式変速機に対する開ループ制御装置ないし閉ループ制御装置
の機能ブロックを示した図
【図１１】切替えストラテジを説明するためのギヤ比ダイヤグラム
【図１２】バリエータ調整部を説明するためのブロック回路図
【図１３】領域切替えを説明するためのフローチャート
【図１４】パワースプリット式変速機のさらなる別の実施形態の基本構成図
【図１５】図１２による変速機のギヤ比ダイヤグラム
【図１６】状態オートマトンの形態で切替えストラテジを表わした図
【図１７】種々異なる切替えストラテジによるギヤ比ダイヤグラム
【図１８】切替えストラテジの効目を説明するためのダイヤグラム
【図１９】切替えストラテジの効目を説明するためのダイヤグラム
【図２０】高頻度なチェーン損傷回避の説明のためのギヤ比ダイヤグラム
【図２１】頻繁な切替え回避のためのギヤ比ダイヤグラム
【図２２】頻繁な切替え回避のためのギヤ比ダイヤグラム
【図２３】制御クラッチの有利な操作の説明のためのダイヤグラム
【図２４】制御クラッチの有利な操作の説明のためのダイヤグラム
【図２５】目標回転数の作用による有利な走行ストラテジの説明のためのダイヤグラム
【図２６】目標回転数の作用による有利な走行ストラテジの説明のためのダイヤグラ
【図２７】エンジン介入制御による有利な切替えストラテジの説明のためのダイヤグラム
【図２８】設定調整器の支援による有利な切替えストラテジの説明のためのギヤ比ダイヤ
グラム
【図２９】さらに別のパワースプリット式変速機の基本構成図
【図３０】図２９による変速機の変更を示す図
【図３１】４つの異なる構成で結合されたプラネタリギヤ装置
【図３２】バリエータの駆動制御を説明するためのブロックダイヤグラム
【図３３】バリエータの駆動制御を説明するためのブロックダイヤグラム
【図３４】２つの異なる位置のカスケードバルブを示した図
【図３５】は、カスケードバルブを備えた油圧回路を示した図
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下の明細書では図面に基づいて実施例の説明と個々のユニットの説明を記載する。
【実施例】
【００２２】
　図１０には、開ループ制御モジュールないし閉ループ制御モジュールの基本構造が示さ
れており、これらのモジュールは、図１による電子的な開ループないし閉ループ制御装置
１６内で、ハードウエア的および/またはソフトウエア的に実現され得る。ここでの個々
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の楕円は、機能ブロックないしはモジュールをそれぞれ表わしている。
【００２３】
　ｎｓｏｌｌストラテジモジュール５０は、アクセルペダル１８の位置と車両速度に依存
して、エンジンないし駆動軸６の目標回転数ｎｓｏｌｌを決定する。この目標回転数ｎso
llは、設定調整器５２、領域ストラテジモジュール５４、及び発進ストラテジモジュール
５６に供給される。領域ストラテジモジュール５４、設定調整器５２、発進ストラテジモ
ジュール５６並びに押圧調整器５８には、さらにエンジンないし駆動軸６の回転数実際値
が供給される。この場合は必ずしも全ての接続が必要となるわけではない（例えば発進ス
トラテジモジュールでの回転数実際値の考慮など）。またさらに付加的な接続が形成され
てもよい。付加的にエンジン２から与えられるトルクが供給されている押圧制御器５８は
、トルク及び駆動軸６の回転数に依存している、ＣＶＴ変速機ないしバリエータの円錐プ
ーリーの押圧力を次のように制御している。すなわち円錐プーリーと巻掛け手段の間で不
所望なスリップが生じないように制御されている。
【００２４】
　領域ストラテジモジュール５４は、所望の目標回転数と回転数実際値に依存してパワー
スプリット式変速機のギヤ比領域（Low-Ast若しくはHigh-Ast）を決定し、相応の信号を
切替えモジュール６０に供給し、この信号が制御クラッチを相応に制御している。設定調
整器５２の入力側には、押圧調整器５８のパラメータと切替えモジュール６０のパラメー
タが供給されており、それによってこの設定調整器５２は、その入力信号に依存して円錐
プーリー対の調整シリンダに作用する応力を次のように制御する。すなわち回転数実際値
が目標回転数に近似するように制御する。発進ストラテジモジュール５６は、発進の際に
、発進クラッチ４（図２）の操作を、目標回転数ないし回転数に依存して開ループ制御な
いし閉ループ制御する。
【００２５】
　ＮＳＯＬＬストラテジモジュール５０は、それ自体公知の手法で例えばアクセルペダル
１８の操作量と目下の車両速度から現下の出力要求を決定する。ペダルを介して入力され
るドライバの加速要求は、次のように目標回転数に変換される。すなわち目標回転数とエ
ンジントルクから算出される出力が当該の出力要求に相応するように変換される。同時に
エンジンは、それ自体公知の手法で、できるだけ燃費の良好な回転数のもとで作動される
。この種のストラテジとその利点は、従来のＣＶＴ変速機からも公知である。これに類似
したストラテジでは、目標回転数から目標変速比ないし目標ギヤ比が導出される。
【００２６】
　設定調整器５２は、駆動軸６（これは同時に変速機入力軸を形成する）の回転数を目標
回転数に補償調整しており、この場合プーリーセットに対する応力とそれに伴うバリエー
タのギヤ比、及び（活動化されているギヤ比領域に依存した）変速機全体のギヤ比が変更
される。この補償調整は、回転数変化率を設定する下位のグラジエント調整器を用いて行
ってもよい。このケースでは、設定調整器５２は相応の微分回路も含んでいる。設定調整
器５２は、有利には予制御（パイロット制御）を補足されてもよい。これはサポート的に
調整器出力に直接介入する。そのような予制御は例えば支援シーケンスから必然的に必要
とされる応力を直接生成するために用いられる。実際のバリエータの応力変化に対する不
安定な応働を考慮するために、さらなる"減結合要素（係数など）"が用いられてもよい。
それによってバリエータがギヤ比に依存して多かれ少なかれ敏感に反応することを考慮す
ることができる。
【００２７】
　従来のバリエータをパワースプリット式変速機に適用する際には、とりわけ以下に述べ
るような問題が生じる。
【００２８】
　問題１：
　パワースプリット式変速機の総減速比ｉｇｅｓが、高い発進ギヤ比から低減されるべき
場合には、図１１に従って（これは図３に相応）、第１の領域においてバリエータのギヤ
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比ないし変速比ｉｖａｒが低減され、その後で第２の領域において高められなければなら
ない。そのため従来の設定調整器５２では、両方の領域をカバーすることができず、これ
らの領域の一方においては意に反するものとなってしまう。
【００２９】
　この問題の本発明による第１の解決手段によれば、設定調整器５２の少なくとも１つの
調整器パラメータにおいて、２つのギヤ比領域間の切替えの際にその極性が変更される。
そのつどの有効な極性は、切替えモジュール６０から設定調整器５２に伝達される。
【００３０】
　極性において変更がなされる調整器パラメータは、調整器の複雑性に応じて調整器内で
処理される重要なパラメータであり得る。これは調整器の出力信号を変更させる。簡単な
実施形態によれば、調整器パラメータ（場合によっては出力信号自体）は、切替えの際に
出力信号の極性が変わるように変更される。
【００３１】
　前述した解決手法のさらなる展開によれば、設定調整器５２の出力信号の極性だけがギ
ヤ比領域に依存して変わるだけでなく、出力信号がさらにｄｉｇｅｓ/ｄｉｖａｒの瞬時
値に相応して変更される（例えばその勾配が乗算）。ギヤ比特性曲線Ａｓｔの勾配は、変
速機全体に対するバリエータの作用の強さと方向性を表している。総減速比の所定の変更
が望まれている場合には、バリエータを僅かだけ（Ｂ）かまたは特に強く（Ｃ）調整する
ことが必要である。グラジエント（若しくはその逆数）によって、設定調整器５２の出力
側と乗算される係数に対する尺度が得られる。
【００３２】
　問題のさらなる解決手段は、設定調整器５２がＰＩＤ制御器である場合には、有利には
次のことによって解決される。すなわち、当該制御器のＰ成分をｄｉｇｅｓ/ｄｉｖａｒ

の瞬時値と乗算することによって解決される。
【００３３】
　代替的にこの問題は、２つの異なる調整方向で用いられる唯一の設定調整器を用いれば
次のように解決される。すなわち目標回転数と回転数実際値の間の偏差に相応する設定調
整器の入力信号がｄｉｇｅｓ/ｄｉｖａｒの瞬時値に相応して変更されるようにして解決
される（例えば乗算）。
【００３４】
　複雑な調整器構造のもとでは、どの調整器ユニットをギヤ比領域の切替えの際に切替え
るかが選択的に決定されなければならない。
【００３５】
　図１２には、前述の問題解決に用いられたような設定調整器５２（図１０）の構造が示
されている。
【００３６】
　目標回転数ストラテジモジュール５０からは、目標回転数変化値ｄｎ/ｄｔｓｏｌｌが
調整モジュール６２に供給され、該調整モジュール６２の他方の入力側には、微分回路６
４によって形成された回転数実際値変化値ｄｎ/ｄｔｉｓｔが供給される。この値は回転
数センサ２４（図２）から導出された信号から形成されている。調整モジュール６２の入
力信号間の差分に相応する出力信号は、スイッチング素子６６に供給され、この素子６６
には切替えモジュール６０から１つの信号が供給され、該信号は、活動化領域に応じて調
整モジュール６２の出力信号に影響を与える（例えば極性変え）。スイッチング素子６６
の出力信号は、比例モジュール６８と積分モジュール７０に供給され、それらの出力信号
が再び調整モジュール７２において予制御信号、例えばトルク、回転数、バリエータギヤ
比、目標回転数の時間変化などと共に加算されて処理される。当該調整モジュール７２の
出力信号は、バリエータに供給する調整力を定める。
【００３７】
　前記スイッチング素子６６は、有利には、ギヤ比状態の範囲内で（例えば図３の"High-
Ast"、図５の"Low-Ast"参照）、総減速比とバリエータギヤ比の間の特有の比特性への適
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応化に用いてもよい。例えば"High-Ast"は、そこから線形な特性曲線が得られるように適
応化可能である。（１２頁５行）
【００３８】
　積分モジュール７０には、領域切替えの実施の際に調整パルス（図示せず）によって作
用が生じる。その場合積分モジュール７０の出力信号が一回影響を与える。このことはバ
リエータに作用する調整量の中で所定のレベルの段階的跳躍を生じさせる。この調整パル
スは、常に次のように方向付けられる。すなわちバリエータ切替えギヤ比から離脱するよ
うなバリエータの調整が生じるように方向付けられる（例えば"切替え時のディスク離脱
移動の反射"のように作用する）。調整パルスのレベルは、どのくらいの早さでギヤ比に
調整されるかに依存している。つまりｄｎ/ｄｔＳｏｌｌの大きさである。
【００３９】
　図１３の左側には、切替えモジュール６０（図１０）において実行される切替えシーケ
ンスのフローチャートが示されている。また図１３の右側には、設定調整器５２に該当す
る部分に関する切替えが表されている。
【００４０】
　ステップＳ１では、領域ストラテジモジュール５４（図１０）が、領域切替えが必要で
かつ可能かどうかを検査する。可能な場合には、ステップＳ２において第１の制御クラッ
チの開放のための制御信号が生成される。以下でも説明するように、トラクション動作状
態でのシフトダウン若しくはエンジンブレーキ動作状態でのシフトアップのケースでは、
出力基準が満たされていない場合、第２の制御クラッチの閉成過程が若干遅延される。そ
れ故ステップＳ３では、出力基準が満たされているかどうかが検査される。この基準が満
たされていない場合には、第１のクラッチが開かれたままとなる。基準が満たされている
場合には、ステップＳ４において、他方のクラッチが閉じられる。ステップＳ５では、第
１のクラッチの開放と第２のクラッチの閉成が完全に実施され、当該の切替えが終了する
。
【００４１】
　積分モジュール７０（図１２）へのパルスの印加は図１３の右側に示されている。設定
調整器５２（図１３）は、その入力側が目下の領域を例えば信号ｄｉｇｅｓ/ｄｉｖａｒ

を用いて連続的に識別する場合には、２つのギヤ比領域（スプリットモードと非スプリッ
トモード）で適用される。ステップＳ６では、図１２に基づいて説明した通常の設定調整
ないしはバリエータ制御が行われる。ステップＳ７では、領域切替えの実施の決定がなさ
れる。それによりステップＳ８では、積分モジュールに、前述したような変速機において
設定調整力の段階的な変更を引き起こすパルスが印可される。
【００４２】
　問題２：
　総減速比ｉｇｅｓの実施の際には、バリエータのギヤ比ｉｖａｒが切替え点Ｕに向けて
順方向制御され、引き続き切替え点Ｕから逆方向制御される。この反転が正確に実施され
ない場合には、車両が不快な変速ショックを引き起こす。この変速ショックは、バリエー
タの巻掛け手段自体やそれに含まれている摩擦部材対の益々の摩耗を意味する。
【００４３】
　前述した問題の第１の解決手段は、調整器入力信号を、制御クラッチＫ１，Ｋ２の切替
えの間に低減することからなり、そこでは例えば切替えの期間中に１よりも小さい値か若
しくはデジタル値でゼロに切り替る係数の乗算が考えられる。このようにすれば、切換の
最中に設定調整器５２に伝達される有効な目標－実際値偏差が低減される。それにより、
制御クラッチＫ１，Ｋ２の切替え中に設定調整器５２に影響を与える潜在的な障害信号が
無害となる。
【００４４】
　前述した問題のさらなる解決手段によれば、バリエータのディスク対の種々異なる押圧
圧力の予制御が（これはそのつどの伝達されるトルクに依存する）、ギヤ比領域間の移行
のもとで切替えられない。この予制御は、バリエータにおける目下のトルクに依存してお
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り、いずれにせよ新たな領域に適応化される。
【００４５】
　前述した問題のさらなる解決手段によれば、前述した手段に対して代替的に若しくは付
加的に、ギヤ比領域間の切換のもとで設定調整器５２内に存在するＩ成分が変更、特に低
減されるか特に有利には、跳躍的にゼロにセットされる。前述した問題２の解決のための
方法のさらなる実施例によれば、Ｉ成分のうちの次のような部分、すなわち切替え点Ｕの
スタートアップが速度ｄｉｖａｒ／ｄｔによって引き起こされる部分がさらに生じさせら
れる。このことは、理想的なケースでは、問題１の解決手段に相応して乗算の後でもＩ成
分としてさらに存続し、バリエータの戻り調整にも寄与する全てのＩ成分の完璧な予制御
である。
【００４６】
　問題３：
　以下では領域間の切替えの一般的な問題の有利な解決手段を示す。：
　図１４には、バリエータ１２，第１のプラネタリギヤセット１４１、第２のプラネタリ
ギヤセット１４２、後置接続されたギヤ比段ＦＯを備えたパワースプリット式変速機のさ
らなる例が示されており、それらと車両のさらなる構成要素とのねじれ結合部分は符号６
２で表されている。
【００４７】
　エンジン２と変速機の間には有利には発進クラッチ（図示せず）が設けられていてもよ
い。リバース走行用のクラッチは図には示されていない。
【００４８】
　プラネタリギヤセット１４１と１４２の接続は例えば以下のようであってもよい。すな
わち、プラネタリギヤセット１４１のサンギヤがバリエータ１２の出力軸と剛性結合され
、
プラネタリギヤセット１４１のプラネタリキャリヤはプラネタリギヤセット１４２のリン
グギヤと剛性結合され、プラネタリギヤセット１４２のリングギヤは制御クラッチＫ２の
出力軸と剛性結合され、プラネタリギヤセット１４１のリングギヤは、プラネタリギヤセ
ット１４２のプラネタリキャリヤと剛性接続され、プラネタリギヤセット１４２のプラネ
タリキャリヤは、ギヤ比段ＦDの入力側に剛性接続され、プラネタリギヤセット１４２の
サンギヤは、制御クラッチＫ１に剛性接続される。
【００４９】
　制御クラッチＫ１が閉じられ、制御クラッチＫ２が開かれている場合には、動力伝達が
バリエータのみを介して行われる。ｉＰ１、ｉＰ２及びｉＦＤがプラネタリギヤセット１
４１と１４２およびギヤ比段ＦＯのギヤ比であるならば、総減速比に対して以下の式が得
られる（場合によって存在し得る中間軸ないし介在軸のギヤ比は考慮しない）。
ｉｇｅｓ＝ｉＦＤ×ｉｖａｒ×（ｉＰ１＋ｉＰ２－１）/ｉＰ２

　制御クラッチＫ１とＫ２が閉じている場合には、パワースプリット式変速機は制御クラ
ッチＫ２とバリエータを介して動力伝達する。総減速比は以下の式、
ｉｇｅｓ＝ｉＦＤ×ｉＰ１/（1/ｉｖａｒ＋ｉＰ１－1）
から算出される。
【００５０】
　ｉＰ１＝－２.５でｉＰ２＝－２であるならば、図１５によるギヤ比ダイヤグラムが得
られる。この場合ｉｇｅｓは、ギヤ比段１４３のギヤ比ｉＦＤは含まない。
【００５１】
　領域ストラテジは以下のステップを含んでいる：
1.バリエータのギヤ比実際値ｉｖａｒと変速機の総減速比ｉｇｅｓを、測定された回転数
と目　下の活動化された動作モード領域から算出するステップ
2.変速機入力側における振動減結合された回転数実際値ｎｉｓｔを、総減速比ｉｇｅｓと
車両速　度に相応するパラメータ、例えば測定されたホイール回転数などから算出するス
テップ
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3.回転数実際値の変化ｄｎｉｓｔ／ｄｔを算出するステップ、これは存在する変速機入力
側回転数と、最後の評価以降の時間変化とから例えば時間導関数を用いた補外法によって
求められる。さらに目標回転数ｄｎｓｏｌｌの変化は次のようにして求められ、すなわち
、
車両速度ｖｉｓｔと変速機入力側回転数ｎｉｓｔが求められ、
－目標回転数ｎsollはｖistとアクセルペダルに依存する目標ギヤ比から算出され、
－ｄｎ/ｄｔｓｏｌｌ＝ｆ(ｎｓｏｌｌ－ｎｉｓｔ）が求められ、それによって小さな偏差
ｎｓｏｌｌ－ｎｉｓｔは、緩慢なｄｎ/ｄｔｓｏｌｌによって修正され、大きな偏差は、
比較的高いｄｎ/ｄｔｓｏｌｌによって修正される
4.切替え回転数ｎｕｍの算出（ここでは領域切替えＵが現下の車両速度のもとで厳密に行
われなければならない）
5.場合によって生じる領域切替えに関する前記算出パラメータに基づく決定。
【００５２】
　各ステップの詳細：
　ステップ１.
パワースプリット式変速機では総減速比とバリエータギヤ比がギヤ比領域に応じて様々に
関連している。総減速比の簡単な計算は、変速機入力側回転数と出力側回転数を測定し相
互に除算することである。続いてバリエータギヤ比は、前述したようなギヤ比数式から算
出可能である。
【００５３】
　逆の方法も可能であり、有利にはバリエータの入力軸と出力軸での回転数の直接の詳細
な測定とｉｖａｒの計算である。結果的にｉｖａｒの計算は前述した数式に相応する。手
段の選択に応じてどこに回転数センサを設けるかが決まる。最初に述べた方法では、変速
機入力側と変速機出力側であり、二番目に述べた方法では、変速機入力側とバリエータの
出力側である。付加的にこれらの２つの方法では、ホイール回転数若しくは車両速度に相
応するパラメータが求められる。
【００５４】
　最初に述べた変化例の欠点は、クラッチないしはブレーキがスリップしている場合にバ
リエータのギヤ比が確定できないことである。それにより、特殊な閉ループ/開ループ制
御アルゴリズムは付加的なセンサなしでは行えず、例えばいかに説明するさらなる閉ルー
プ制御が中立的状態におかれる。
【００５５】
　ステップ２.
振動減結合は従来のＣＶＴ変速機に類似して可能である。
【００５６】
　ステップ3.
目標回転数および回転数実際値の変化の後からの考慮は重要である。
【００５７】
　ステップ4.
切替え点におけるギヤ比は、変速機の構造によって固定的に予め定められる。
【００５８】
　ステップ5.
領域ストラテジは、以下の明細書で図１６に基づいて説明するように状態オートマンの形
態で表され得る。
【００５９】
　左方の円内に示されているローレベル状態は、バリエータ１２に並列する動力伝達経路
の開放（例えば図１２の制御クラッチＫ２の開放）を生じさせ、他方の動力伝達経路の閉
成（例えばクラッチＫ１の閉成）を生じさせる。右方の円内に示されているハイレベル状
態は、バリエータに並列している動力伝達経路を閉成し、他方の動力伝達経路を解法させ
る。
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【００６０】
　中央の円内に示されているニュートラル状態は、バリエータに並列する動力伝達経路も
さらなる動力伝達経路も開放させ、それによって変速機が動力を伝達しない状態におかれ
る。
【００６１】
　ローレベル領域１からハイレベル領域２への切替えは、有利には以下の条件の存在のも
とで行われる。すなわち、
遮断時間（先の領域切替え以降の持続時間）スタート AND
nｓｏｌｌ＋ａ×ｄｎｓｏｌｌ＜ｎｕｍ（切替え回転数）ＡＮＤ
ｎｉｓｔ＋ｂ×ｄｎｉｓｔ－ｃ＜ｎｕｍ(ａ,ｂ,ｃは定数）。
【００６２】
　切替えは、最初は厳密に切替え点Ｕではなく、既にその直前で快適性の上昇がみられる
。それによりこの切替えはギヤ比と回転数の僅かな跳躍的変動しか伴わず、それは適切な
クラッチ操作によって快適に形成し得る。本来の切替え点前の切換は次のことによって達
成する。すなわち前述した条件において項ｃが存在することで達成される。項ｂ×ｄｎｉ

ｓｔによれば、アクチュエータ系の遊び時間を考慮するために、切替えが付加的にやや早
期に行われる。
【００６３】
　本来の切替えギヤ比前の切替えを要求するストラテジは、２つのギヤ比領域間の"負"の
ヒステリシスに結び付く。これは"１"から"２"への切替え直後の"２"から"１"へのリター
ン切替えの条件も満たしていることを意味する。その結果として生じ得る揺動的切替えを
回避するために、遮断時間を伴う時間的なヒステリシスが状態オートマトンにおいて実行
される。
【００６４】
　ハイレベル領域２からローレベル領域１への切替えは、以下の条件の存在のもとで行わ
れる。：
遮断時間のスタート ＡＮＤ
ｎｓｏｌｌ＋ａ×ｄｎｓｏｌｌ＞ｎｕｍ ＡＮＤ
ｎｉｓｔ＋ｂ×ｄｎｉｓｔ＋ｃ＞ｎｕｍ

　状態０は、静止状態においてあるいは、例えばＡＢＳの介入による制動の際に、若しく
は全く一般的なホイールロックの伴う制動の際に、発進時ギヤ比に対するバリエータの調
整を容易にするために用いられる。ＣＶＴ変速機ないしはバリエータの調整は、円錐プー
リー対の回転が遅くなればなるほど難しくなる。ホイールロック傾向の制動の最中とその
後では、この調整自体が困難となる。制動中の変速機の開放は、ＡＢＳ制御を容易にする
という利点のみでなく、発進時ギヤ比に対する調整を容易にさせる利点も伴う。これらの
利点は、バリエータの構成がより小さな押圧シリンダで十分になる利点をもたらし、この
ことはコストの節約と重量の低減につながる。
【００６５】
　ハイレベル領域２からニュートラル領域０には、有利には以下の条件、
ＡＢＳ制動 ＡＮＤ Ｄｓｏｌｌ＞＞ｎｕｍ＞＞ｎｉｓｔ

の存在のもとで切替えられる。
【００６６】
　ＵＤ後のニュートラル迅速調整の活動化に対する条件は、ホイールロック傾向の制動が
存在していることを意味し、これは不十分な早さで置換えられた領域切替えを越えたギヤ
比調整を要求する。
【００６７】
　ニュートラル領域０からローレベル領域１へは有利には以下の条件、
ｉｖａｒ近傍 ＡＮＤ ｎｉｓｔ ≒０
の存在のもとで切替えられる。
【００６８】
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　問題４
　以下では、領域切替えの際の快適性が欠けている問題を解決するための有利な手段を説
明する。
【００６９】
　快適な領域切替えは有利にはシフトタイプ（トラクション動作状態/エンジンブレーキ
動作状態/アップシフト/ダウンシフト）に依存して切替え点の前後で行われなければなら
ない。基本的には、切替えの際にスリップ特性量の極性に応じて加速動力または減速動力
が分けられなければならない。有利には、次のような切替えストラテジ、すなわちトラク
ション動作状態のもとでは常に加速動力が解放され、エンジンブレーキ動作状態のもとで
は常に減速動力が解放される。
【００７０】
　図１７には、比率が表わされている。図１７のａには、パワースプリット式変速機の総
減速比ｉｇｅｓがバリエータのギヤ比ｉｖａｒに依存して示されている。ローレベル領域
の特性曲線は、高いギヤ比に相応している。またハイレベル領域のは、低いギヤ比に相応
している。切替え点Ｕでの総減速比は、ローレベル領域が活動化されているのかまたはハ
イレベル領域が活動化されているのかには係わらない。
【００７１】
　図１７のｂ，ｃ，ｄ，ｅは種々異なる切替えストラテジを表わしている。
【００７２】
　トラクション動作状態でのシフトアップ（１７ｂ）では、切替え点Ｕの前にローレベル
領域からハイレベル領域への切替えがなされる。エンジンブレーキ動作状態でのシフトダ
ウン（１７ｃ）では、切替え点の前に、ハイレベル領域からローレベル領域への切替えが
なされる。トラクション動作状態でのシフトダウン（１７ｄ）では、切替え点がローレベ
ル領域において通過され、引き続きハイレベル領域に切替えられ、その際切替え点Ｕは再
び通過されている。エンジンブレーキ動作状態（ｅ）では、ハイレベル領域において切替
え点Ｕが通過され、引き続きローレベル領域へ切替えられている。図１７ｄとｅでの斜線
領域は、その都度の出力基準を表わしており、これは充たされていなければならないもの
であり、それによって切替えがなされ、ないしは最初に開かれたクラッチが閉じられる。
この基準は、トラクション動作状態のもとでは加速出力を解放し、エンジンブレーキ動作
状態のもとでは減速出力を解放する。図１７ｄとｅではそれぞれ可能な快適性をもたらす
切替えの２つのトラジェクトリが表わされている。
【００７３】
　図１８では、不都合な切替えに対する例が示されている。ここでは、バリエータのギヤ
比ｉｖａｒ、クラッチＫ１によって伝達されるトルクＭＫ１、クラッチＫ２によって伝達
されるトルクＭＫ２、エンジン回転数ｎＭ、車両加速度ｂＦの経過が時間軸に亘って示さ
れている。
【００７４】
　時点ｘでは、ｉｖａｒ＝０.５０５のもとで、すなわち切替えギヤ比＝０.５の直前で、
トラクション動作状態シフトアップが行われている。クラッチトルクＭＫ１は、０になる
。クラッチトルクＭＫ2は、高い値になる（クラッチの摩擦結合）。エンジン回転数ｎＭ

と車両加速度ｂＦは、僅かな振動ないしショックしか有さない。時点ｙでは、トラクショ
ン動作状態/シフトダウンが、ここでも同じように切替えギヤ比の前に行われている。エ
ンジン回転数と車両加速度は、明らかな振動ないしショックを表わしている。
【００７５】
　図１９は、図１８のようにトラクション動作状態シフトアップを示している。但し時点
ｙでのトラクション動作状態シフトダウンのもとではバリエータのギヤ比ｉｖａｒが、図
１７に示されたストラテジの適用のために、図１８の時点ｙでのケースのｉｖａｒよりも
少ない。車両加速度とエンジン回転数は、明らかにさらに僅かな振動を示しており、この
ことは快適性の改善を示す。
【００７６】
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　問題５：
　図１４による構造を有し、プラネタリギヤセット１４１のギヤ比ｉ１が例えば２.５で
、プラネタリギヤセット１４２のギヤ比ｉ２は例えば１.５の変速機のもとでは（これは
高トルクの自家用車エンジンに適用され得る）、変速機内部の回転質量体の調整の際にそ
の加速ないし減速のもとで極端に大きな変動性の出力が使い果たされるか供給されること
が明らかとなる。この出力の変動によっては、不都合に感じられるトラクション動力の変
化が生じ、それはトラクション動力の中断まで引き起しかねない。変速機のギヤ比変化は
、特にパワースプリット動作モードにおいては、非常に顕著である。その他にも回転数勾
配のある中での切替えは、例えばキックダウンによるシフトダウンは、回転数勾配のない
同じような切替えに比べて明らかに不快に感じる。
【００７７】
　前述したような問題の原因は、変速機内部の回転質量体、特にバリエータの出力側ディ
スク対の回転質量体であり、それはギヤ比調整の際に、大きな加速出力を要求する。この
出力は、トラクション動力を失わせ、例えば切替え点Ｕにおける変動は、ショックを生じ
させる。
【００７８】
　構造的な支援手段は、プラネタリギヤセットのギヤ比の有利な選択の中で成り立つ（さ
もないと同じギヤセット特性となる）。ギヤ比ｉ１は小さくて、ギヤ比ｉ２が大きい場合
には有利となる。さらに有利には、後置介在段の代わりに、入力側プーリー対の前に前置
介在段を用いて動作される。すなわち前置介在式変速機（Vorgelegegetrieben）が有利で
ある。出力側プーリー対は、プラネタリギヤセット１４1ｎサンギヤと同軸に配置される
べきである。バリエータに並列する動力分岐内での僅かな回転質量も有利となる。
【００７９】
　変速機制御（ソフトウエア環境）に関しては、以下の改善の可能性も成り立つ。すなわ
ち、
・切替えクラッチのトルク追従は、有効な慣性を考慮しなければならない
・エンジン介入制御は、切替え点Ｕにおける有効な慣性の跳躍的変動を考慮しなければな
らない
・走行ストラテジは、トラクション動力を方向付けて回転数勾配を動的に低減しなければ
ならない。
【００８０】
　プラネタリギヤ比の不都合な選択、例えばｉ1＝－２.５、ｉ2＝－１.５では、許容され
る快適性を達成するのに、開ループ制御のソフトウエア側の手段を満足できない。
【００８１】
　良好な結果は、既に前述してきた制御ストラテジによって、すなわち、
－調整器全体の構想、エンジン目標回転数が決定的な役割を果たし、後置接続されたモジ
ュールが目標回転数に制御する。設定調整器５２と切替えモジュール６０（図１０）は相
互作用し、それと共に切替えが適正な時点で行われ、設定調整器が切替えの際に相応に極
性を切替えられる。
【００８２】
　２つのギヤ比領域は、オートマトン（図１６）の２つの状態として実施される。切替え
過程は、それぞれの領域状態のパートであり、変数ｕのカウントアップないしダウンによ
って行われる。
【００８３】
　切替えの実施に関する決定は、回転数基準に基づいて甘受される。その際切替え回転数
が算出される。目下の回転数（例えばＤ成分の）と目標回転数（例えばＤ成分の）が当該
切替え回転数の他方の側にあるならば、状態が入れ替わり、それに伴って切替えがトリガ
される。
【００８４】
　Ｄ成分と付加的な被加数を介して、トラクション動作状態シフトアップが常に切替え点
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の前に行われ、トラクション動作状態シフトダウンは常に切替え点の後に行われる（図１
７参照）。切替え変数ｕ（例えば０（非スプリット動作モード）と１０００（スプリット
動作モード）の間の値をとり得る）は、どの領域にちょうど進むべきかを示し、他のモジ
ュールに対するインターフェース変数を表わしている。この切替えは、状態オートマトン
における変数ｕのアップないしダウンカウントによって実施される。この変数ｕは、多く
の場面、例えば、
－クラッチトルクの計算の時
－バリエータクラッチの計算の時（制御偏差の反転による"極性替え"）
－設定調整器の操作の際（例えばＩ成分の消去）
－バリエータトルクの計算の時
－回転数の計算の時
において無段階に考慮される。
【００８５】
　そのつどのクラッチトルクは、それ自体公知の手法で、ギヤ比に依存するｋｍｅ係数を
用いてエンジントルクから算出する。それにより例えばブレーキに作用する第１の制御ク
ラッチＫ１（図１４）が、ＵＤにおいて数倍のエンジントルクで閉じられなければならな
いが、但し切替え点Ｕでは、エンジントルク自体のみである。このエンジントルクはこの
場合回転数変化を考慮した動的なエンジントルクである。切替えの動特性は、変数ｕの値
の依存性によって得られる。すなわち切替えの調整は、各クラッチ毎の変数ｕに依存した
特性曲線に基づいて、及び変数ｕのカウントアップないしダウンに対する論理に基づいて
行われる。クラッチの開放は、閉成よりも迅速に行われる。
【００８６】
　エンジン介入制御は、状態オートマトンにおいて考慮される。慣性ジャンプの補償は、
回転数勾配に比例して行われる。分岐された領域（スプリット領域）では、ギヤ比に依存
した関数の結果となり、分岐されない領域（非スプリット領域）では、切替え後に時間的
に制限されて（例えば２つの半波周期）活動化される振動抑制機能が有利に用いられる。
【００８７】
　パワースプリット式変速機（例えば図１４による構造タイプの）の調整器慣性の問題を
解決するためのその他の手段は、スプリット動作モードにおいて回転数勾配を意識的に次
のように変更することからなる。すなわち変速機内部の回転質量体の加速出力を僅かに変
更するか、ないしはスプリット動作モードにおいて回転数グラジエントを、変速機出力側
における加速出力が単調に若しくは常に変化するように変更する（トラクション動作状態
シフトダウンのもとでは線形に増加する）。このことは、トラクション動作状態シフトダ
ウンのもとで、非線形の但しそれによってショックの最小化されたエンジン回転数上昇を
引き起す（シフト前は緩慢に始まり引き続いてその後迅速になる）。
【００８８】
　問題６：
　切替えの領域、ないしはその近傍領域では、ローレベルギヤ比領域（非スプリット動作
モード）で走行しているのかハイレベルギヤ比領域（スプリット動作モード）で走行して
いるのかが巻掛け手段の損傷、例えば金属チェーンの損傷に大きく係わってくる。例えば
図２０によるギヤ比特性（変速比特性）を有するパワースプリット式変速機においては一
般に、スプリット動作モードの方が、非スプリット動作モードの場合よりもチェーン損傷
の確率が高まる。
【００８９】
　前述した問題は以下のようにして解決可能：
　領域切替え点Ｕ近傍の作動点において走行している場合には、チェーン負荷の低い領域
に所期のように切替えることが可能である。緩慢な走行の際には非スプリット動作モード
が存在し、それに続いてスプリット動作モードが存在するような変速機においては、上位
に位置付けられる走行ストラテジ（例えばモジュール６０（図１０）にて実行される）に
よって、チェーン損傷の比較的少ない非スプリット動作モードへの切替えが強制される。
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それによりとりわけユーザーにとってじゃまに感じられない程度の極僅かに高いエンジン
回転数が受入れられる。
【００９０】
　摩耗の少ない領域において開始された作動点は、最初に選択された高いチェーン損傷の
伴う領域と同じ牽引力ないしホイール回転力が得られなければならない。Ｅガス機構（電
子制御式スロットルバルブ）を備えたエンジン制御システムの場合には、新たな作動点が
エンジンマネージメントによって支援開始される。
【００９１】
　ティプトロニックシフト（変速段のマニュアルシフト）を伴う変速機の場合も同じよう
にチェーン損傷が考慮され、それによって領域切替え近傍でパワースプリットを伴う領域
が避けられる。
【００９２】
　当該のストラテジは、摩擦部材対を備えた全てのバリエータタイプのもとで有利となる
。
【００９３】
　問題７：
　目標ギヤ比ないし目標回転数が領域切替えＵの領域に存在するならば、目標回転数ない
し目標ギヤ比の比較的小さな変更も揺動シフトに結び付き得る。これもチェーン損傷の観
点から避けられるべきである。
【００９４】
　前述の問題に対する第１の解決手段は、所望の目標ギヤ比が明らかに切替え点Ｕから離
れて存在している場合、すなわち所定のヒステリシス領域を逸脱した場合にしか、先行の
作動領域へのシフトダウンを実施しないことである。このことは図２１に示されている。
ヒステリシス領域は、差分ギヤ比若しくは差分回転数として示されている。目標ギヤ比は
、バリエータのストッパにおけるギヤ比に限定される。作動点に応じて、比較的高い回転
数が設定され得るが、領域チェンジは避けられる。：
例：
　目標総減速比ｉｇｅｓ　ｓｏｌｌが少なくとも１つのΔ値分だけ、回転数補償の伴う領
域切替えＵが実施されるギヤ比よりも大きい場合に初めて、非スプリット領域（Low-Ast
）への切替えが許容される。
【００９５】
　目標ギヤ比がヒステリシス領域よりも大きいために、領域チェンジが行われる場合には
、目標ギヤ比は、適切なやり方で開始されるべきである（例えばギヤ比差分Δｉｇｅｓが
線形に低減することによって）。
【００９６】
　前記問題の代替的若しくは付加的な解決手段は、領域チェンジが最後の領域チェンジ以
降所定の期間が経過した後でのみ行われる。
【００９７】
　さらに別の若しくは付加的な解決手段は、先行の作動領域へのシフトダウンが、ドライ
バが相応の信号によって意志を表わした時にのみ行われる（例えばアクセルペダルが最後
の領域チェンジ以来初めて操作されたこと、若しくはフットブレーキが最後の領域チェン
ジ以来初めて操作されたこと、あるいは変速機セレクトレバーが操作されたことなど）。
【００９８】
　問題８：
　円錐プーリ式巻掛け伝動装置の場合、定常的な状態において２つの円錐プーリー対にお
ける押圧力の間で応力の均衡が生じる。すなわち所定の入力回転数と所定の入力トルクの
もとで、ギヤ比を一定に保つために、押圧力の間で所定の応力比が必要である。この応力
比は、例えば有効トルクを伴う回転数に依存している。この応力比が定常的値からずれて
いる場合には、ギヤ比調整となる。
【００９９】
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　領域切替えの伴うパワースプリット式変速機においては、領域切替えの際のパワースプ
リットに続いてトルクジャンプ（跳躍的トルク変化）が現れる。このトルクジャンプに対
しては、とりわけトルクのゼロ交差となる。トルクジャンプのフェーズにおいては、一方
では短時間の押圧低下となり、他方では快適性の損失となる。押圧の低下に基づいて障害
的なスリップ事象は除外できない。円錐プーリー対に作用するトルクの変化によれば、さ
らに不所望な若しくは制御不能なギヤ比調整となり得る。それらは快適性に悪い影響を与
える。
【０１００】
　前述した問題の解決手段は、ギア比領域の切替えの間に円錐プーリー対を過度に押圧す
ることからなる。そのような過度な押圧は、スリップの危険性を回避させる。但しこの過
度な押圧は、短時間の間でしか行われないので、負荷に関する不都合も寿命に関する不都
合も見込まれることはない。領域切替えは、既に前述したように、予め求められ得る。そ
れにより押圧力を適時に高める手段が得られる。
【０１０１】
　特に有利には、この押圧力が低減され、それに対してトルクは極性チェンジの際に短時
間だけ低減される。
【０１０２】
　巻掛け伝動装置の場合、回転数とトルクに依存せずに、過度な押圧によって応力比が１
：１の方向に変換されることは全く一般的に当てはまる。この過度な押圧が強い場合には
、トルク変化が定常的な応力比において比較的僅かな変化しか生じさせず、すなわち、過
度な押圧によって、円錐プーリー対における応力比は、過度な押圧なしの場合よりも明ら
かに僅かしか変化しない。それにより、領域切替えの間のバリエータのギヤ比に対するト
ルクジャンプは、僅かな影響しか与えず、制御不能なギヤ比調整が回避され得る。
【０１０３】
　この過度な押圧圧力の形成も低減も様々な関数、例えばジャンプ、ランプ、ＰＴ１関数
などによって実現され得る。
【０１０４】
　問題９：
　パワースプリット式変速機、特にバリエータ内のトルク伝達方向が当該パワースプリッ
ト変速機の２つのギヤ比領域で異なるタイプでは、切替えの際に巻掛けチェーンの損傷の
危険性が高くなる。なぜなら牽引力が過度に揺動するからである。図２２には、特性が表
わされている。ここでは横軸に時間が示され、符号ＭＫの付されている縦軸は、制御クラ
ッチＫ１とＫ２の伝達可能なクラッチトルクが示され、符号Ｍｖａｒの付された縦軸には
、バリエータから伝達されるトルクが示されている。
【０１０５】
　図示の例では、ギヤ比若しくは回転数の跳躍的変動が生じていないにもかかわらず、領
域切替えがトルク伝達方向の反転に結び付くパワースプリット式変速機である（図６参照
）。
【０１０６】
　車両ドライブトレーンは、跳躍的変動形状のトルク変化に反応してショックを伴う。す
なわちトルクの過度な揺動変動を伴う。
【０１０７】
　図２２によれば、＊マークの付された、切替え領域の箇所において切替えがなされてお
り、そこでは一方のクラッチ若しくはブレーキＫ１が開かれ、もう一方のクラッチないし
ブレーキＫ２は閉じられる。トルクスケールＭＫは、相対的に示されている。すなわち１
００％は、定常的条件のもとで必要とされるそのつどのトルクを表わし、それにより制御
クラッチＫ１又はＫ２はスリップを開始しない。符号Ｍｖａｒの付されたバリエータにお
けるトルクは、切替えの際にその極性を変え、明らかに識別可能な揺動振動を伴う。負の
ピーク値はトルクの約２００％となり、これは切換の前に印加されている。この種の高い
トルクは、臨界的な負荷のかかる構成要素、例えば軸、歯車、巻掛けチェーンなどのより
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早い損傷ないし欠損に結び付きかねない。
【０１０８】
　制御クラッチＫ１、Ｋ２は、図２２に従って次のように強く閉成される。すなわち動的
な状況においてもクラッチのスリップに対して十分な確実性ないし安全性が達成されるよ
うに強く閉成される。
【０１０９】
　図２３によれば、本発明による有利なクラッチの切替えが示されており、この場合切替
えの後の短い持続時間の間（符号＊＊が付されている）、クラッチが（図示の例ではＫ２
）がごく僅かだけ所要の尺度を超えて（例えば１２０％～１３０％）閉じられる。図から
明らかなように、それによって負のピークトルクは、明らかに低減される（図示の例では
トルクの約１３０％まで）。これは切替え前に印加される。負荷の低減は、快適性の向上
を伴う。なぜならショックが弱められて印可されるからである。１００～３００ｍｓｅｃ
の期間、１２０～１３０％の数値が有利である。
【０１１０】
　領域切替えの際のチェーン損傷の問題の解決のためのさらなる手段は、以下の通りであ
る。：
　完全に操作されたアクセルペダルのもとでは、高い目標回転数ｎｓｏｌｌ、典型的には
、ガソリンエンジンでは、最大エンジン出力とそれに伴う最大加速を達成するために、毎
分５８００回転が開始される。このことは図２４に示されている。２つの特性曲線は、時
間軸に亘って回転数経過と速度経過が示されている。実際の回転数ｎは、バリエータの設
定調整器によって目標回転数ｎｓｏｌｌに適応され、それに対して車両は加速される。符
号Ｕで示されている時点では、領域切替えが毎分５８００回転と最大トルクのもとで行わ
れている。
【０１１１】
　本発明によれば、目標回転数は領域切替えの前に有利には速度に依存する値、例えば毎
分５０００回転～５４００回転の間の値に限定される。この限定は、切替えの後では中止
され、それによって、最初に限定された回転数ｎsoll1が値ｎsollに近似される。それと
共に切替えは、図示の例では毎分５４００回転のみの回転数のもとで行われる。速度が低
い場合のエンジン出力のロスは、受入れなければならない。低いエンジン回転数は、少な
いチェーン摩耗に結び付くだけでなく、騒音に関する快適性の向上にもつながる（図２５
）。
【０１１２】
　問題１０：
　パワースプリット式変速機の場合は、ギヤ比領域切替え点Ｕにおいて領域チェンジが行
われるが（これはギヤ比及び回転数における跳躍的変化なしで可能である）、しかしなが
ら実際には車両加速度の変化が現れる。なぜなら切換のもとでは変速機内部の回転質量体
の損失トルクと加速トルクが変化するからである。そのような予期できない加速変化は、
快適性の欠陥を意味し、バリエータ、特に巻掛け手段に強く現れる振動を引き起す。
【０１１３】
　本発明によれば、前述したようなショックの低減ないし解決のために、エンジン介入制
御が有利には切替えの前後で行われる。
【０１１４】
　例えばバリエータの押圧力と調整力の形成のために油圧ポンプに要する出力は、一般的
には切替えの際に変化する。例えば所定の変速機構造のもとでは切換の際に、バリエータ
に作用するトルクが跳躍的に変化する。このトルクの跳躍的変動は、フルの押圧力とポン
プトルクにも跳躍的変化を伴う。同時に（トルク上昇の際の）損失も拡大し、このことは
エンジン出力に付加的な負担をもたらす。
【０１１５】
　アクチュエータによって操作される出力調整部材を備えたエンジンにおいて簡単な形式
で可能となるエンジン介入制御を介することによって、切替えの際に跳躍的形態で本来の
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レベルまで高めるために、エンジン出力が切替え直前で緩慢に低減される。さらに付加的
もしくは代替的に、切替え後に緩慢に再び本来のレベルを受けるために、切替えの際にエ
ンジン出力が跳躍的形態で高められる。
【０１１６】
　これらのエンジン出力の変化は、そのつどの現下のギヤ比と結合されてもよい。切替え
ギヤ比に総減速比が近づけば近づくほどエンジン介入が大きくなる。最大のエンジン介入
制御のレベルは、エンジンに有効に作用する跳躍的出力に方向付けられる。これは通常は
目下のエンジントルクにほぼ比例して定められる。この比例定数は、通常は予め設定可能
であり、一般的には最大で５％である。
【０１１７】
　電子制御式エンジン介入制御に対するさらなる基礎は、バリエータの動的なトルクの跳
躍的変化の組合わせにある。バリエータのギヤ比が切替えの前後で逆方向に変化すること
によって、バリエータの出力軸の加速変化により（これはギヤ比領域切替えを伴う）、車
両加速度を変えるトルクが解放される。例えば切替えの前にバリエータの出力軸が加速さ
れたならば（それに対しては切替え後に制動がなされる）、解放されたトルクが車両に加
速を生じさせる。切替えの際に行われるエンジン介入制御は、動的なトルクのこの跳躍的
変化を考慮し、その際には、当該介入制御が前述した例のように、新たなギヤ比領域の絶
対値が先行のギヤ比領域の絶対値よりも小さな値を有する。この成分はバリエータの調整
速度の絶対値に比例しており、この場合比例定数は、バリエータ出力側の回転質量体から
得られる。さらにこの前述した動的なトルクは、切替え点がどの方向で通過されるかにか
かわらず、車両に対して加速作用となる。また切替えに伴う動的なトルク変動が車両に制
動作用を生じさせるような変速機構造も存在しており、その場合には補償のためのエンジ
ン出力を上げなければならないことも理解されたい。
【０１１８】
　図２６及び図２７は以下の過程を明らかにしている。：
　これらの図面では、特性曲線Ｉがパワースプリット式変速機のバリエータのギヤ比の時
間経過を表わしており、この場合符号Ｕでもって切替え点が表わされている。特性曲線Ｉ
Ｉａは、切替え点前の車両加速度を表わしており、特性曲線ＩＩｂは、切替え点後の車両
加速度を表わしている。特性曲線ＩＩＩは、エンジン出力を表わしている。ここでは中程
度のエンジン出力での加速過程が示されている。
【０１１９】
　図２６からも明らかなように、車両加速度は、切替えの際に明らかな跳躍的変化を伴っ
ている。
【０１２０】
　図２７には、電子制御によるエンジン介入制御の特性が示されており、この場合は、図
からみてとれるように、切替え点のスタートのもとでエンジン出力が緩慢にフィードバッ
クされ、切替えの間は跳躍的に高まり、その後再び緩慢に先行値まで低下している。明ら
かに見て取れることは、著しく少ない跳躍底辺かが車両加速度内の跳躍的変化が著しく少
ないことで、これは快適性の獲得を意味している。
【０１２１】
　問題１１：
　切替え点の領域におけるパワースプリット式変速機のギヤ比制御の特性は、次のような
ことからなっている。すなわち、ギヤ比がまず、バリエータの終端位置へ迅速に調整され
、続いてこの経路から続けられる。分岐された領域（スプリット領域）と分岐されていな
い領域（非スプリット領域）の間の切替えをドライバにとってできるだけ感じ取れるよう
に実施するためには、当該設定調整が高い動特性の他にも正確でかつ安定したギヤ比制御
が維持されなければならない。この２つの要求は通常は相互に相反している。
【０１２２】
　次に図２８に基づいて前記問題の解決を説明する。：
　図では、総減速比ｉｇｅｓがどのようにして、バリエータのギヤ比ｉｖａｒの通過によ
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ってその発進時ギヤ比から特性曲線"Low-Ast"に沿ってできるだけ長いギア比まで調整さ
れ、そして切替えの後で再びバリエータのギア比領域の通過のもとで逆方向に特性曲線"H
igh-Ast"の方向に沿って迅速に調整されているかが示されている。ここで明らかに有利だ
とわかっていることは、切替え点Ｕの領域においてバリエータのその終端位置からの調整
が、ギヤ比ないしは回転数の所望の目標勾配に相応する調整パルスによって支援されるこ
とである。それによりギヤ比制御の観点から支援された切換が、有利には、次のようなパ
ルスを印加されている。すなわち希望するギヤ比に相応し、例えば応力、圧力、電流パル
スとして実現されるパルスである。この方法の利点は、当該の制御された方法が設定調整
器５２（図１０）のＩ成分の引き上げにはつながらないことである。それによりこの調整
は迅速にかつ目標値の制御開始が不都合な振動なしで実現できる。
【０１２３】
　有利には、パルスが設定調整器のＩ成分にもたらされ、その際このパルスが切替えモジ
ュール６０（図１０）によってトリガされ得る。
【０１２４】
　さらに有利には、より大きな目標グラジエントが要求された場合には、前記パルスない
しはそれによって得られる予制御が高められる。その際さらに有利には、もたらされたパ
ルスないしは予制御が所望の調整グラジエントよりも大きい。
【０１２５】
　さらに有利には、パルスレベルないしは予制御が設定調整器のＩ成分の値に対して切替
え前になされる。またさらに有利には、このパルスないし予制御を、バリエータに作用す
る入力トルクが上昇した場合には高められる。このパルスは例えば入力トルクに比例して
いてもよい。
【０１２６】
　前述した問題の別の解決手段は、ギヤ比制御に対する目標設定値としてもはや総減速比
ｉgesが設定されるのではなく、直接バリエータのギヤ比が算出され、それが目標値とし
て設定調整器に与えられる。すなわち、バリエータの目標ギヤ比の計算が変速機全体のギ
ヤ比の特性曲線"Low－Ast"と"High-Ast"において区別される。しかしながら設定調整器５
２の作動モードは、実質的にはそのまま維持される。総減速比に対するバリエータのギヤ
比の作用に応じて、例えばパワースプリット領域においてはさらに調整器パラメータの補
正などの適応化が行われなければならない。このことは切替えモジュール６０（図１０）
による制御のもとで可能である。
【０１２７】
　問題１２：
　パワースプリット式変速機に用いられるバリエータの設計基準は、単独で用いられるＣ
ＶＴ変速機の基準とは異なる。なぜならパワースプリット式変速機のバリエータは、トラ
クション動作状態においても、エンジンブレーキ動作状態においても、高いトルクで作動
できるからである。
【０１２８】
　それ故に、面構成を次のように選択することは有利となる。すなわち各円錐プーリー対
の押圧面と調整面からなる面全体が同じ大きさであるように選択することである。このｋ
とは幾何学的形態の理由から不可能である箇所は、有利には、例えば油圧駆動制御系の非
対称構成によって、当該非対称な面構成を補償できる。それにより総体的に、ほぼ同じ大
きさの軸方向最大圧力が２つの円錐プーリー対で得られる。
【０１２９】
　問題１３：
　動力分岐機能（パワースプリット機能）を有するＣＶＴ変速機の場合、無段階の走行動
作モードの他に、いわゆるティプトロニック動作によって予め選択される（変速段に類似
した）固定のギヤ比を実現することも可能である。このティプトロニック動作モードにお
けるギヤシフトでは、ＣＶＴ変速機のギヤ比の連続的な設定調整という条件のために、マ
ニュアルシフトに比べて自発性と有段性に乏しいものと感じ取られる。
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【０１３０】
　この問題を解決するために、パワースプリット式変速機においては、マニュアル操作モ
ードのシフトが、制御クラッチＫ１、Ｋ２の操作によって支援され得る。
【０１３１】
　例えばマニュアルモードで予め選択された変速段が動力分岐された領域（パワースプリ
ット領域）にあり、その後に続いてマニュアルで選択された変速段が動力分岐されていな
い領域（非パワースプリット領域）にあるならば、これらの変速段の間のシフトは、次の
ことによって有段的にできる。すなわちクラッチが最初から切替え点において操作される
のではなく、切替え点以外で、クラッチの操作によって一方の特性曲線（Low-AstないしH
igh-Ast）から他方の特性曲線へ直接ジャンプするように操作され、それによって変速機
への所期のシフトショックが導入される。制御クラッチの切替えは、種々の手法でバリエ
ータのギヤ比の設定調整と結びつけることができ、そのためシフトショックは、予め選択
可能な振動を含み得ることを理解されたい。
【０１３２】
　同じ特性曲線（Ast）上にある変速段のもとでも、有段的な感覚のシフトは、次のこと
によって達成できる。すなわち、そのつどの閉成されている制御クラッチを開き、その後
でバリエータのギヤ比を迅速に所望のギア比に設定し、続いて制御クラッチを当該所望ギ
ヤ比に迅速に接続されることによって達成できる。
【０１３３】
　バリエータを含んだパワースプリット式変速機は、所定の制御クラッチの開放によって
バリエータを出力軸から結合解除させることが可能である。この状態では動力伝達の停止
が可能である。なぜなら円錐プーリー対が回転し続けたまま、静止状態調整が実施される
からである。このことは例えば図２による変速機のもとで、制御クラッチＫ１とＫ２が開
放されている場合に可能である。
【０１３４】
　有利には、各円錐プーリー対に回転数センサが設けられる。それにより制御クラッチＫ
１、Ｋ２が開かれている場合でも、迅速な設定調整のもとで、バリエータの出力軸と入力
軸の回転数に関する情報が得られる。この迅速調整ないし静止状態のもとでもギヤ比は、
閉ループ制御ないし開ループ制御可能である。
【０１３５】
　残りのドライブトレーンからのバリエータの結合解錠のために、バリエータの設定調整
のための有効な慣性質量体は、大幅に軽減できる。そのため、設定調整に対しては比較的
僅かな軸方向応力しか必要としない。このことは、バリエータのギヤ比変更が総減速比に
対して僅かな作用しか持たない領域（例えば図３の"High-Ast"上のケースなど）において
、設定調整の動特性の改善を可能にする。
【０１３６】
　問題１４：
　バリエータを有するパワースプリット式変速機は、一般に４つの構造空間を必要とする
。図２９には、パワースプリット式変速機の有利な実施形態が示されている。
【０１３７】
　図には示されていない内燃機関によって駆動される駆動軸８０は、発進クラッチＡＫを
介してバリエータ１２の入力軸８２に回転係合され得る。バリエータ１２の出力軸８４は
、組込みギヤ装置として構成されたプラネタリギヤセット８８の入力側サンギヤ８６と噛
合する。この入力側サンギヤ８６は、第１のプラネタリギヤセット９０のプラネタリギヤ
を介して第１のリングギヤ９２と回転係合する。このリングギヤ９２は同時に、対応する
プラネタリギヤに対する第２のプラネタリキャリヤ９２ａを形成している。第２のプラネ
タリキャリヤ９２ａのプラネタリギヤは、一方では第２のサンギヤ９４と噛合し、他方で
は第２のリングギヤ９６と噛合する。この第２のリングギヤ９６は、固定的にないしは剛
性的に第１のプラネタリキャリヤ９０と結合している。第１のリングギヤは、固定的に出
力軸９８と接続しており、この出力軸９８は、図示の例ではディファレンシャルを介して
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車両の後輪に接続しており、さらに別のシャフトとディファレンシャルを介して車両前輪
にも接続している。この図からは四輪駆動が理想的であることが理解できる。駆動軸８０
は、発進クラッチＡＫ、バリエータ１２及び第１のサンギヤを貫通して延在しており、さ
らに第２の制御クラッチＫ２の駆動ディスクに接続されている。この第２の制御クラッチ
Ｋ２は、第１のリングギヤ９２と第２のプラネタリキャリヤ９２ａ内に収容されており、
それらの出力側は、第１のプラネタリキャリヤ９０に接続している。第２のサンギヤ９４
の回転は、第１の制御クラッチＫ１を介して定められる。第１のプラネタリキャリヤ９０
並びにそれに剛性結合されている第２のリングギヤ９６の回転は、さらなるクラッチＫＲ
を用いて定められる。このクラッチＫＲはリバース走行のために形成されている。
【０１３８】
　第２の制御クラッチＫ２のプラネタリギヤセット８８内の配置構成によって、コンパク
トな構造形式が達成できる。この図からは変速機の数多くのバリエーションが可能である
ことが理解できる。例えば駆動軸８０は、バリエータの入力軸に直接結合されていてもよ
いし、変速段がその他の配置構成で構成されていてもよい。
【０１３９】
　図３０には、図２９による変速機の変化例が示されており、ここでは発進クラッチＡＫ
が省かれている。そのため駆動軸８０は永続的に入力軸８２と噛合する。発進に対しては
、クラッチＫ１とＫＲが共通して用いられる。このようにして図２９による発進クラッチ
ＡＫは省略可能である。
【０１４０】
　図３１は、そのつどの回転数に対して一義的な解決を伴う、それぞれ２つの連結された
プラネタリギヤセットを備えたパワースプリット式変速機が４つのタイプで示されている
。この場合、図３１には示されていないバリエータのギヤ比領域は、図２９及び３０によ
る変速機の場合に類似して二重に用いることが可能であり、その際には、変速機が、図３
１には示されていないクラッチの目的に応じた駆動制御によって、パワースプリット領域
と非パワースプリット領域で駆動される。ここでＡｎ１は、動力分岐されていないモード
と動力分岐されたモードに対する駆動軸を表わし、Ａｎ２は、それぞれ符号Ｋで表わされ
たクラッチの閉成によって得られる動力分岐されたモードに対する駆動軸を表わしている
。Ａｂは、出力時を表わす。Ｂ１とＢ２は、後進ないし前進走行に対するブレーキである
。２つのプラネタリギヤセットは、それぞれ円（ウォルフシンボル）とその中に象徴的に
表わされた標準ギヤ比ｉ１，ｉ２で示されている。図から明らかなように、この４つのタ
イプは、プラネタリギヤセットへの駆動軸の結合と、プラネタリギヤセットへの出力軸の
結合と、ブレーキの配置構成によってそれぞれ異なっている。図示のように結合されてい
るプラネタリギヤセットは、図示されていないバリエータと共にパワースプリット式変速
機に組込まれ、それらは有利には前述したような手法に従って開ループ制御ないし閉ルー
プ制御され得る。図示のギヤ装置構造に対しては、開ループ制御ないし閉ループ制御に依
存することなく権利を主張する。
【０１４１】
　問題１５：
　特にその調整領域が逆方向に通過する、バリエータを含んだパワースプリット式変速機
の場合、その設定調整（これは多くの場合油圧で行われる）が、所要の調整力のもとで、
可及的に僅かなポンプ出力ないしは簡単な油圧システム構造で実施するための問題が避け
られない。
【０１４２】
　押圧/調整システムの目的は、それぞれギヤ比調整を行うことが望まれた場合に、バリ
エータに要求される円錐プーリー対の押圧力を形成することと、巻掛け手段をスリップさ
せないようにすることである。押圧力ないし押圧要求は、一方では、伝達されるトルクに
依存する。それに対してはギヤ比変更のための調整力が求められる。
【０１４３】
　トルクに依存した押圧力と設定に要する調整力を形成するのに以下に述べる形態が公知
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である。すなわち、
－押圧装置のための制御バルブ、これは各円錐プーリー対の調整チャンバに対して１つの
圧力室しか含んでいない。この場合制御プログラムが実行され、２つの油圧式圧力制御バ
ルブに応じて駆動制御される。そのようなシングルチャンバシステムの欠点は、ギヤ比変
更の際に、大型の圧力チャンバが多くの油量で充たされなければならないことである。こ
のことはロスの多い大容量のポンプを必要とすることを意味する
－トルクセンサ及びダブルチャンバシステム：
　トルクに依存した所要押圧圧力は、押圧ユニットにおいて形成される。この場合は２つ
のプーリーセットの押圧チャンバが油圧的に相互に接続されている。この油圧系圧力は、
相応のバルブを駆動制御しているトルクセンサに依存する。調整力は、設定調整ユニット
内で相応の調整チャンバによって形成され、その圧力印加は、１つ又は２つの制御可能な
バルブを介して行われる。この装置においては、比較的小型のポンプが利用可能である。
欠点として挙げられることは、所要押圧圧力のギヤ比への依存性が比較的多大なコストを
かけなければ表わすことができないことである
－ダブルチャンバ構成による自由な押圧
　この場合トルクセンサが制御可能なプロポーションナルバルブに置換えられる。所要押
圧圧力のトルク及びギヤ比への依存性は、制御の中に含まれる。前述した欠点は、回避さ
れ得る。いずれにせよ、押圧圧力に対して制御可能なバルブのコストがかかる。
【０１４４】
　最後に挙げた、トルク依存性並びに付加的にギヤ比依存性の押圧圧力のためのプロポー
ショナルバルブを用いて、円錐プーリー対に割当てられた調整ユニットをそれぞれ固有の
バルブによって駆動制御する方法では、つぎのような利点が得られる。すなわち３つのバ
ルブを用いて２つの応力を制御するだけでよいので、自由度が増すことである。
【０１４５】
　図３２には、そのようなシステムの基本構造が示されている。：
　図示されているのは、固定ディスク３０ａを調整ディスク３０ｂを有する円錐プーリー
対３０である。この調整ディスクは、押圧チャンバ１００の圧力と調整チャンバ１０２の
圧力を印可される。
【０１４６】
　図示の円錐プーリー対の押圧チャンバ１００内の圧力、並びに図示されていない円錐プ
ーリー対の押圧チャンバ１００内の圧力は、バルブ１０４（有利にはプロポーショナルバ
ルブ）を用いて制御される。押圧チャンバ１０２内の圧力は、バルブ１０６を用いて、そ
して図示されていない他方の円錐プーリー対の押圧チャンバ内の圧力は、バルブ１０８を
用いて制御される。これらのバルブは、ポンプ１１０から圧力を供給される。これらのバ
ルブ並びにポンプ１１０の制御のために、制御装置１１２が用いられており、この制御装
置の入力側は、適切なセンサ類および/またはさらなる制御機器に接続されており、前記
制御装置の出力側は、バルブ並びに場合によってはポンプ１１０を駆動制御する。前述し
たユニットの構造と機能自体は、公知であるので、ここでの説明は省く。制御装置１１２
がバスシステムと接続可能であることも理解されたい。
【０１４７】
　本発明によれば有利には、ポンプを可及的に少ない負荷で作動させ、ないしは少ない圧
力で動作させるために、以下の手段が行われる。：
　第１のステップでは、ディスクセットの押圧力がそれ自体公知の手法で算出される。こ
のことは、メモリ内にファイルされた目標応力を求めることによって行われるか（この場
合はそのつどの目標応力が伝達されたトルク、目下のギヤ比、所望の設定調整に依存して
求められる）、若しくはセンサによって検出される応力実際値の形態で、あるいは２つの
手段の組合わせによって行われてもよい。
【０１４８】
　第２のステップでは、そのつどのプーリー対に作用する押圧力の大きさが求められる。
【０１４９】
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　第３のステップでは、比較的大きな応力Ｆの印加されるディスク対の、押圧チャンバと
調整チャンバ内で必要とされる圧力ｐｍおよびｐｖが、ほぼ圧力の均等を生じるように決
定される。このステップでは、例えばｐｍ＝ｐｖ＝Ｆ/（Ａｍ＋Ａｖ）となるように算出
される。この場合ＡｍとＡｖは、比較的大きな応力Ｆの必要なディスクセット対における
押圧及び調整チャンバの面である。
【０１５０】
　第４のステップでは、小さな応力の印加される他のディスクセット対の押圧圧力ｐｖが
算出される。このステップでは、例えばｐｖ＝（Ｆ－ｐｍ×Ａｍ）Avが算出される。その
場合ｐｍは既に公知の押圧圧力であり、Ａｖ並びにＡｍは、比較的小さな応力の必要なデ
ィスクセットの押圧及び調整チャンバの面である。
【０１５１】
　総体的に、所要の最大圧力が比較的僅かな圧力で得られることが達成され、それによっ
て相応にポンプ１１０は、要求が少なく、エネルギ消費も少ない。
【０１５２】
　パワースプリット式変速機に用いられるバリエータに対しては、次のような状況が生じ
得る。すなわちバリエータが非常に僅かな圧力で作動できる状況である。なぜなら、それ
によって非常に僅かなトルクだけが伝達されるからである。にもかかわらず、変速機の他
の構成要素（図３２には図示されていない）、例えば発進クラッチや他の切替え要素に対
しては高い油圧を必要とし得る。
【０１５３】
　意識的に高めた圧力の別の適用は、次のことによって動機付けとなり得る。すなわち例
えばオイルの噴霧化、オイル冷却を向上させることである。さらに有利には、例えば油圧
管路ないしチャンバの"空転"を避けるために、僅かな最小圧力が維持される。このことは
、これらのチャンバの駆動制御の再現性を高め、あるいは可動部材の潤滑を維持する。冷
間時の変速機のもとでは、短時間だけ圧力引き上げによって効率を悪化させることはいた
しかたない。なぜならそれによって変速機と場合によっては内燃機関も良好な動作温度ま
で迅速に引き上げることができるからである。
【０１５４】
　これらの全てのケースにおいて必要なのは、油圧系の圧力が付加的に少なくとも当該他
の構成要素の少なくとも所要圧力をカバーするような論理を実行することである。
【０１５５】
　本発明によれば、最小圧力論理が次のことによって置換えられる。すなわち前述した第
３のステップの後で、算出された押圧圧力を変調することによって置換えられる。この変
調では、当該押圧圧力が所要の最小圧力に達するか若しくは前記第４ステップで生じた他
のディスクセット用の調整圧力が最小圧力に達するまで、当該押圧圧力が高められる（こ
の場合は同時に、比較的大きな押圧力の維持に要する調整圧力が相応に低減される）。
【０１５６】
　前述した方法では、調整圧力をゼロまで低減しなければならない時には、過度な押圧も
甘受される。
【０１５７】
　前述した方法は、単独でソフトウエアによって置換えることも可能であり、それによれ
ば著しい低コスト化が可能となる。
【０１５８】
　前述した方法の実施に対しては、図３３及び図３４に基づいて以下で説明するカスケー
ドバルブが非常に良好に適している。
【０１５９】
　図３３によれば、カスケードバルブはバルブエレメント１２０を有する。このバルブエ
レメント１２０は、円筒状のその内部輪郭しか表わされていないケーシング１２２内で動
作している。このケーシングは符号１２４のもとで段付けられたシリンダ孔部１２６を有
している。図の左側では、このシリンダ孔部は閉じられており、それによって、拡大され
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た直径で構成されたシリンダ孔部１２６の断面内を案内されるバルブエレメント１２０の
フランジ部１２８の左側でチャンバ１３０が仕切られている。このチャンバには予制御圧
力が印加されている。このフランジ１２８と別のフランジ１３２の間では、当該バルブエ
レメントが小さめの直径で構成されており、それによって、第１の環状空間１３４が形成
される。この第１の環状空間１３４は、図３２によるバルブエレメントの位置では、左側
に第１の導出路１３６を有し、この第１の導出路１３６は負荷に接続可能である。図３２
によれば第１の環状空間１３４は、その右側端部にオイルポンプに接続される第１の導入
路１３８を有している。
【０１６０】
　前記フランジ１３２の右側では当該バルブエレメントが、縮小された直径でさらなる別
のフランジ１４０に続くシャフトを有しており、それによって第２の環状空間１４２が形
成されている。
【０１６１】
　図３３に示されているバルブエレメントの位置では、この第２の環状空間１４２が、第
２の同様に油圧ポンプに接続した導入路１４４と接続しており、導出路１４６は、次のよ
うに設けられている。すなわち、それがフランジ１３２の右側端部に形成されている制御
エッジを用いて第２の環状空間１４２から分離されるように設けられている。
【０１６２】
　フランジ１４０の右側では、ケーシングから還流路が出ている。フランジ１２８の領域
内にも同じように還流路が設けられている。
【０１６３】
　図３３による位置は、カスケードバルブの圧力制限位置に相応しており、ここでは油圧
ポンプから到来した全油圧媒体が、第１の環状空間１３４を通過して導出路１３６に供給
される。この場合第１の環状空間１３４内で作用する圧力は、段付けられたシリンダ孔部
１２６と、それに伴って異なる直径のフランジ１２８、１３２のために、チャンバ１３０
内の予制御圧力に反作用する。第１の環状空間１３４内の圧力が過度に大きい場合には、
バルブエレメント１２０が左方へ移動し、これによって、第１の環状空間１３４内への導
入路がフランジ１３２の制御エッジによって益々閉じられ、第２の導出路１４６は益々開
かれる。ポンプから到来する体積流量は、当該カスケードバルブにおいては、圧力制限機
能によってバイアスをかけられ、予制御圧力によって定められる圧力が第１の導出路１３
６の下流の負荷に対して設定される。
【０１６４】
　負荷圧力とそれに伴って第１の環状空間１３４内の圧力がさらに上昇した場合には、当
該バルブエレメント１２０が益々左方へスライドされ、図３４による圧力低減位置が取ら
れる。この圧力低減位置では、第１の環状空間１３４がフランジ１３２の左側の制御エッ
ジによって第１の導入路から分離され、フランジ１２４の右側制御エッジを介して益々導
出路１４８とつながる。右方の第１の環状空間１４２は、第２の導入路１４４を第２の導
出路１４６に接続している。
【０１６５】
　複数のカスケードバルブの直列接続によって、油圧のバイアスのための専用バルブを何
も必要としない油圧制御を構成することが可能となる。その代わりに、最大動作圧力を必
要とするカスケードバルブがそれ自身で生じる。前述のカスケードバルブは、圧力低減に
機能し、後述のカスケードバルブは、低下する所要圧力でもって圧力制限に機能する。
【０１６６】
　複数のカスケードバルブの直列接続のもとでは有利には、カスケードバルブがその重要
度の順番で縦続接続される。このことは、最も重要な圧力を設定するバルブが当該直列接
続の中で第１のバルブとして配置されることを意味する。そのような油圧回路の例は、図
３５に示されている。ここに示されているのは、バリエータの２つの円錐プーリー対の押
圧チャンバ１６０と、各円錐プーリー対の調整チャンバ１６２、１６４の制御のための油
圧系構成図である。油圧ポンプ１６６は、体積流量制限バルブＶＱＰ内で制限されて予制
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る、体積流量を生成する。このカスケードバルブＫＶ１の第１導出路は、押圧チャンバ１
６０に接続している。第２の導出路は、第２のカスケードバルブＫＶ２の導入路に接続さ
れており、該第２のカスケードバルブＫＶ２の第１の導出路は、調整チャンバ１６２に接
続され、その第２の導出路は、第３のカスケードバルブＫＶ３の導入路に接続されている
。第３のカスケードバルブＫＶ３の第１の導出路は、調整チャンバ１６４に接続され、第
２の導出路は有利には、少なくとも１つの通流モードで作動するバリエータのユニット、
例えば円錐プーリーの冷却用および/または遠心式オイルカウリング（Fliehoelhaube）の
油圧媒体の給油用の開口部に接続される。これらのカスケードバルブの予制御圧力は、左
側に示されている、図には示されていない電子制御装置によって駆動制御されたバルブを
介して制御される。また図３５に示されているように、それらのバルブを介して、個々の
クラッチＫ１，Ｋ２，ＫＡ，ＫＲを駆動制御するバルブも制御されている。
【０１６７】
　図３５による油圧系構成のもとでは、押圧チャンバ１６０内への圧力が最重要と見なさ
れているので、このチャンバがカスケードバルブＫＶ１に接続されている。
【０１６８】
　前述したカスケードバルブのさらなる利点は、このバルブの圧力制限位置において、負
荷から環流される油圧媒体がフィードバックされることである。それにより、この油圧媒
体は、他の負荷にも供給できる。このことは、制御の体積流量バランスにプラスに作用し
、比較的小型のポンプの使用を可能にする。
【０１６９】
　前述してきた問題解決手段は、個々に単独で使用することもできるし、また有利には相
互に組み合わせて使用することも可能である。図示された油圧系の適用範囲と該油圧系の
制御方法の適用範囲は、パワースプリット式ＣＶＴ変速機に限定されるものでもない。
【０１７０】
　本願発明に伴って差し出される特許請求の範囲は、継続的な権利保護を獲得するための
先例のない文言上の提案である。従って本願出願人はこれまでに明細書及び／又は図面に
開示された特徴部分のみの請求は留保するものである。
【０１７１】
　従属請求項に用いられる従属関係においては各従属請求項の特徴によって独立請求項の
要件のさらなる展開が示唆される。しかしながらそれらは従属関係にある従属請求項の特
徴の組合わせによる独立的な対象保護の獲得の放棄を意味するものではない。
【０１７２】
　しかしながらこれらの従属請求項の対象も、先行する従属請求項の対象に依存しない構
成を有する独立した発明である。
【０１７３】
　本発明は、明細書に記載された実施例に限定されるものではない。それどころか本発明
の枠内では多くの変更ないし修正が可能である。特にそのような変化例、変更要素の組み
合わせにおいては、例えば明細書全般にわたる個々の実施形態の組み合わせや変更、並び
に請求項に記載されたあるいは図面に含まれた特徴ないし要件又は方法ステップもそれぞ
れ特異的な発明を呈しており、これらの特徴の組み合わせによって製造方法、検査方法、
作動方法にも関係する新たな要件や方法ステップないし方法ステップシーケンスが可能で
ある。



(26) JP 5023383 B2 2012.9.12

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】



(27) JP 5023383 B2 2012.9.12

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】



(28) JP 5023383 B2 2012.9.12

【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】

【図２３】

【図２４】

【図２５】

【図２６】



(29) JP 5023383 B2 2012.9.12

【図２７】

【図２８】

【図２９】

【図３０】

【図３１】 【図３２】

【図３３】



(30) JP 5023383 B2 2012.9.12

【図３４】

【図３５】



(31) JP 5023383 B2 2012.9.12

10

20

30

フロントページの続き

(74)代理人  100099483
            弁理士　久野　琢也
(72)発明者  フランツ　ビッツアー
            ドイツ連邦共和国　フリードリヒスハーフェン　サン－ディ－シュトラーセ　３１
(72)発明者  クリスティアン　ラウインガー
            ドイツ連邦共和国　バーデン－バーデン　オーザー　シュテルンシュトラーセ　１
(72)発明者  ミヒャエル　ロイシェル
            ドイツ連邦共和国　オッタースヴァイアー　ロイフェルスベルクヴェーク　３
(72)発明者  マルティン　フォアネーム
            ドイツ連邦共和国　ビユール　イム　グリューン　４７
(72)発明者  アンドレ　トイベルト
            ドイツ連邦共和国　ビュール　カール－ファンツ－シュトラーセ　２４アー
(72)発明者  マンフレート　ホム
            ドイツ連邦共和国　ビュール－ノイザッツ　プレラート－ブロンマー－シュトラーセ　１５
(72)発明者  エリック　ミュラー
            ドイツ連邦共和国　カイザースラウテルン　ゲルトネライシュトラーセ　３９
(72)発明者  ラインハルト　シュテール
            ドイツ連邦共和国　ビュール　ハウプトシュトラーセ　９６
(72)発明者  ベルンハルト　ヴァルター
            ドイツ連邦共和国　オーバーキルヒ　プロープストビューントシュトラーセ　８

    審査官  仲村　靖

(56)参考文献  特開平１０－２６７１１６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－１４１１０１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－０６３２０３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－０２７９８９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－０１３６２６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－０１３６２１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ１６Ｈ　　６１／０４　　　　
              Ｆ１６Ｈ　　３７／０２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

