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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｖベルトを扶持するプライマリプーリ及びセカンダリプーリと、
　前記プライマリプーリに供給する油圧を制御するプライマリプーリ圧制御弁と、
　前記セカンダリプーリに供給する油圧を制御するセカンダリプーリ圧制御弁と、
　ベルトのトルク容量と現在の変速比とを達成可能な定常油圧を算出する定常油圧算出手
段と、
　運転状態に基づいて目標変速速度を決定する目標変速速度決定手段と、
　目標変速速度を達成可能な変速油圧を算出する変速油圧算出手段と、
　ダウンシフト時には、前記定常油圧をプライマリプーリへ供給される油圧の目標油圧と
して設定するプライマリプーリ圧設定手段と、
　ダウンシフト時には前記定常油圧と前記変速油圧とを加算した油圧をセカンダリプーリ
の目標油圧として設定するセカンダリプーリ圧設定手段と、
　実変速比を算出する実変速比算出手段と、
　運転状態に応じて目標変速比を設定する目標変速比設定手段と、を備え、
　前記セカンダリプーリ圧設定手段は、ダウンシフト時に目標変速速度を達成するのに必
要となる最低の油圧よりも高い油圧を前記変速油圧として前記定常油圧に加算し、セカン
ダリプーリの前記目標油圧として設定し、
　前記プライマリプーリ圧設定手段は、ダウンシフト時に実変速比が目標変速比となるよ
うにプライマリプーリの前記目標油圧を補正するフィードバック制御手段を有し、
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　前記セカンダリプーリ圧設定手段によってセカンダリプーリ側に前記最低の油圧よりも
高い油圧を設定することで、前記フィードバック制御手段は、ベルトが滑る下限油圧方向
に作用し難くなるようにプライマリプーリの前記目標油圧を補正することを特徴とする無
段変速機の制御装置。
【請求項２】
　前記セカンダリプーリ圧設定手段は、ダウンシフト側のみ前記最低の油圧よりも高い油
圧を前記変速油圧として設定することを特徴とする請求項１に記載の無段変速機の制御装
置。
【請求項３】
　Ｖベルトを扶持するプライマリプーリ及びセカンダリプーリと、
　前記プライマリプーリに供給する油圧を制御するプライマリプーリ圧制御弁と、
　前記セカンダリプーリに供給する油圧を制御するセカンダリプーリ圧制御弁と、
　ベルトのトルク容量と現在の変速比とを達成可能な定常油圧を算出する定常油圧算出手
段と、
　運転状態に基づいて目標変速速度を決定する目標変速速度決定手段と、
　目標変速速度を達成可能な変速油圧を算出する変速油圧算出手段と、
　アップシフト時には、前記定常油圧と前記変速油圧とを加算してプライマリプーリの目
標油圧として設定するプライマリプーリ圧設定手段と、
　アップシフト時には前記定常油圧をセカンダリプーリの目標油圧として設定するセカン
ダリプーリ圧設定手段と、
　実変速比を算出する実変速比算出手段と、
　運転状態に応じて目標変速比を設定する目標変速比設定手段と、
を備え、
　前記プライマリプーリ圧設定手段は、アップシフト時に目標変速速度を達成するのに必
要な最低の油圧よりも高い油圧を前記変速油圧として前記定常油圧に加算し、プライマリ
プーリの前記目標油圧として設定し、
　前記セカンダリプーリ圧設定手段は、アップシフト時に実変速比が目標変速比となるよ
うにセカンダリプーリの前記目標油圧を補正するフィードバック制御手段を有し、
　前記セカンダリプーリ圧設定手段によってプライマリプーリ側に前記最低の油圧よりも
高い油圧を設定されることで、前記フィードバック制御手段は、ベルトが滑る下限油圧方
向に作用し難くなるようにセカンダリプーリの前記目標油圧を補正することを特徴とする
無段変速機の制御装置。
【請求項４】
　前記プーリ圧設定手段は、前記目標油圧が入力トルクと実変速比とから算出されたベル
トの下限トルク容量よりも低い油圧になることを禁止することを特徴とする請求項１から
３のいずれか一つに記載の無段変速機の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、Ｖベルト式無段変速機の制御装置の改良に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
車両用に搭載されるＶベルト式の無段変速機では、溝幅を油圧に基づいて可変制御するプ
ライマリプーリとセカンダリプーリでＶベルトを狭持し、その接触摩擦力によって動力の
伝達を行っている。
【０００３】
このような無段変速機において、変速時にプライマリプーリに供給される圧力とセカンダ
リプーリに供給される圧力を設定する技術として特許文献１に記載の技術がある。
【０００４】
これは、目標変速比と入力トルクからまず、目標セカンダリプーリ圧を算出し、この目標
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セカンダリプーリ圧と目標変速速度から目標プライマリプーリ圧を求める。このとき目標
プライマリプーリ圧が所定のＶベルト滑り限界圧以下の場合にはプライマリプーリ側Ｖベ
ルト滑り限界圧から目標セカンダリプーリ圧を逆算する。このような制御を行うことによ
りＶベルトの滑りを発生することなく、目標変速比を達成しようとするものである。
【０００５】
【特許文献１】
特開２０００－１８３４７号公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、特許文献１に記載されている無段変速機の制御装置にあっては、プライマ
リプーリあるいはセカンダリプーリのどちらでベルト滑り限界圧になるのか判定結果によ
って、目標プライマリプーリ圧及び目標セカンダリプーリ圧の算出方法が異なることにな
るため、目標プライマリプーリ圧または目標セカンダリプーリ圧が不連続に変化してしま
う恐れがあった。その結果、変速比の変化が不連続になって滑らかさが損なわれ、運転者
に違和感を与える恐れがあった。
【０００７】
そこで、本発明は上記問題点に鑑みてなされたもので、Ｖベルト式の無段変速機でプライ
マリプーリとセカンダリプーリの目標油圧を定常油圧と変速用油圧とから設定し、変速時
にプライマリ圧が滑り限界圧である下限トルク容量以下になるのを防いで、Ｖベルトの滑
りを防止することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　第１の発明は、Ｖベルトを扶持するプライマリプーリ及びセカンダリプーリと、前記プ
ライマリプーリに供給する油圧を制御するプライマリプーリ圧制御弁と、前記セカンダリ
プーリに供給する油圧を制御するセカンダリプーリ圧制御弁と、ベルトのトルク容量と現
在の変速比とを達成可能な定常油圧を算出する定常油圧算出手段と、運転状態に基づいて
目標変速速度を決定する目標変速速度決定手段と、目標変速速度を達成可能な変速油圧を
算出する変速油圧算出手段と、ダウンシフト時には、前記定常油圧をプライマリプーリへ
供給される油圧の目標油圧として設定するプライマリプーリ圧設定手段と、ダウンシフト
時には前記定常油圧と前記変速油圧とを加算した油圧をセカンダリプーリの目標油圧とし
て設定するセカンダリプーリ圧設定手段と、実変速比を算出する実変速比算出手段と、運
転状態に応じて目標変速比を設定する目標変速比設定手段と、を備え、前記セカンダリプ
ーリ圧設定手段は、ダウンシフト時に目標変速速度を達成するのに必要となる最低の油圧
よりも高い油圧を前記変速油圧として前記定常油圧に加算し、セカンダリプーリの前記目
標油圧として設定し、前記プライマリプーリ圧設定手段は、ダウンシフト時に実変速比が
目標変速比となるようにプライマリプーリの前記目標油圧を補正するフィードバック制御
手段を有し、前記セカンダリプーリ圧設定手段によってセカンダリプーリ側に前記最低の
油圧よりも高い油圧を設定することで、前記フィードバック制御手段は、ベルトが滑る下
限油圧方向に作用し難くなるようにプライマリプーリの前記目標油圧を補正する。
【０００９】
　第２の発明は、第１の発明において、前記セカンダリプーリ圧設定手段は、ダウンシフ
ト側のみ前記最低の油圧よりも高い油圧を前記変速油圧として設定する。
　第３の発明は、Ｖベルトを扶持するプライマリプーリ及びセカンダリプーリと、前記プ
ライマリプーリに供給する油圧を制御するプライマリプーリ圧制御弁と、前記セカンダリ
プーリに供給する油圧を制御するセカンダリプーリ圧制御弁と、ベルトのトルク容量と現
在の変速比とを達成可能な定常油圧を算出する定常油圧算出手段と、運転状態に基づいて
目標変速速度を決定する目標変速速度決定手段と、目標変速速度を達成可能な変速油圧を
算出する変速油圧算出手段と、アップシフト時には、前記定常油圧と前記変速油圧とを加
算してプライマリプーリの目標油圧として設定するプライマリプーリ圧設定手段と、アッ
プシフト時には前記定常油圧をセカンダリプーリの目標油圧として設定するセカンダリプ
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ーリ圧設定手段と、実変速比を算出する実変速比算出手段と、運転状態に応じて目標変速
比を設定する目標変速比設定手段と、を備え、前記プライマリプーリ圧設定手段は、アッ
プシフト時に目標変速速度を達成するのに必要な最低の油圧よりも高い油圧を前記変速油
圧として前記定常油圧に加算し、プライマリプーリの前記目標油圧として設定し、前記セ
カンダリプーリ圧設定手段は、アップシフト時に実変速比が目標変速比となるようにセカ
ンダリプーリの前記目標油圧を補正するフィードバック制御手段を有し、前記セカンダリ
プーリ圧設定手段によってプライマリプーリ側に前記最低の油圧よりも高い油圧を設定さ
れることで、前記フィードバック制御手段は、ベルトが滑る下限油圧方向に作用し難くな
るようにセカンダリプーリの前記目標油圧を補正する。
　第４の発明は、第１から第３のいずれか一つに記載の発明のうち、前記プーリ圧設定手
段は、前記目標油圧が入力トルクと実変速比とから算出されたベルトの下限トルク容量よ
りも低い油圧になることを禁止する。
【００１０】
【発明の効果】
　第１の発明は、セカンダリプーリに変速油圧が加算されるダウンシフトの場合には、プ
ライマリプーリの目標油圧は、定常油圧にフィードバック制御手段で算出された補正量で
補正された油圧となる。しかし、セカンダリプーリヘの目標油圧は、目標変速速度を達成
するのに必要な最低の油圧よりも高い油圧を変速油圧として設定されており、この変速油
圧を定常油圧に加算した油圧であるため、実変速比は目標変速比よりもダウンシフトし過
ぎた状態となりやすくなっている。そのため、プライマリプーリの目標油圧のうちのフィ
ードバック制御手段による補正量によって、プライマリプーリの油圧がベルトの下限トル
ク容量方向にかかり過ぎることを低減し、プライマリプーリの目標油圧がベルトの下限ト
ルク容量あるいはそれ以下になることが低減される。
【００１１】
　第２の発明では、セカンダリプーリ圧設定手段は、ダウンシフト側のみ前記最低の油圧
よりも高い油圧を変速油圧として設定するようにしたので、ライン圧を過剰に高く保つ必
要がなく、燃費の悪化を防止できる。
　第３の発明では、プライマリプーリに変速油圧が加算されるアップシフトの場合には、
セカンダリプーリの目標油圧は、定常油圧にフィードバック制御手段で算出された補正量
で補正された油圧となる。しかし、プライマリプーリヘの目標油圧は、目標変速速度を達
成するのに必要な最低の油圧よりも高い油圧を変速油圧として設定されており、この変速
油圧を定常油圧に加算した油圧であるため、実変速比は目標変速比よりもアップシフトし
過ぎた状態となりやすくなっている。そのため、セカンダリプーリの目標油圧のうちのフ
ィードバック制御手段による補正量によって、セカンダリプーリの油圧がベルトの下限ト
ルク容量方向にかかり過ぎることを低減し、セカンダリプーリの目標油圧がベルトの下限
トルク容量あるいはそれ以下になることが低減される。
　第４の発明は、プーリの目標油圧が入力トルクと実変速比とから算出されたベルトの下
限トルク容量よりも低い油圧になることを禁止するようにしたので、ベルトの滑りを確実
に防止できる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
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。
【００１３】
図１はＶベルト式無段変速機の概略構成図を示し、図２は油圧コントロールユニット及び
ＣＶＴコントロールユニットの概念図をそれぞれ示す。
【００１４】
図１において、無段変速機５はロックアップクラッチを備えたトルクコンバータ２、前後
進切り替え機構４を介してエンジン１に連結され、一対の可変プーリとして入力軸側のプ
ライマリプーリ１０、出力軸１３に連結されたセカンダリプーリ１１を備え、これら一対
の可変プーリ１０、１１はＶベルト１２によって連結されている。なお、出力軸１３はア
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イドラギア１４及びアイドラシャフトを介してディファレンシャル６に連結される。
【００１５】
無段変速機５の変速比やＶベルトの接触摩擦力は、ＣＶＴコントロールユニット２０から
の指令に応動する油圧コントロールユニット１００によって制御され、ＣＶＴコントロー
ルユニット２０は、エンジン１を制御するエンジンコントロールユニット２１から入力ト
ルク情報や後述するセンサ等からの出力に基づいて変速比や接触摩擦力を決定し、制御す
る。
【００１６】
無段変速機５のプライマリプーリ１０は、入力軸と一体となって回転する固定円錐板１０
ｂと、固定円錐板１０ｂに対向配置されてＶ字状のプーリ溝を形成するとともに、プライ
マリプーリシリンダ室１０ｃへ作用する油圧（プライマリプーリ圧）によって軸方向へ変
位可能な可動円錐板１０ａから構成される。
【００１７】
セカンダリプーリ１１は出力軸１３と一体となって回転する固定円錐板１１ｂと、この固
定円錐板１１ｂに対向配置されてＶ字状のプーリ溝を形成するとともに、セカンダリプー
リシリンダ室１１ｃへ作用する油圧（セカンダリプーリ圧）に応じて軸方向へ変位可能な
可動円錐板１１ａから構成される。
【００１８】
エンジン１から入力された駆動トルクは、トルクコンバータ２、前後進切り替え機構４を
介して無段変速機５へ入力され、プライマリプーリ１０からＶベルト１２を介してセカン
ダリプーリ１１へ伝達され、プライマリプーリ１０の可動円錐板１０ａ及びセカンダリプ
ーリ１１の可動円錐板１１ａを軸方向へ変位させて、Ｖベルト１２との接触半径を変更す
ることにより、プライマリプーリ１０とセカンダリプーリ１１との変速比を連続的に変更
することができる。
【００１９】
無段変速機５の変速比及びＶベルト１２の接触摩擦力は油圧コントロールユニット１００
によって制御される。
【００２０】
図２に示すように、油圧コントロールユニット１００は、ライン圧を制御するレギュレー
タバルブ６０と、プライマリプーリシリンダ室１０ｃの油圧（以下、プライマリプーリ圧
）を制御する減圧弁３０と、セカンダリプーリシリンダ室１１ｃへの供給圧（以下、セカ
ンダリプーリ圧）を制御する減圧弁６１を主体に構成される。
【００２１】
ライン圧制御系は、油圧ポンプ８０からの圧油を調圧するソレノイドを備えたレギュレー
タバルブ６０で構成され、ＣＶＴコントロールユニット２０からの指令（例えば、デュー
ティ信号など）に応じて運転状態に応じた所定のライン圧ＰＬに調圧する。
【００２２】
ライン圧ＰＬは、プライマリ圧を制御するソレノイド３１を備えた減圧弁３０と、セカン
ダリ圧を制御するソレノイド６２を備えた減圧弁６１にそれぞれ供給される。
【００２３】
プライマリプーリ１０とセカンダリプーリ１１のプーリ比は、ＣＶＴコントロールユニッ
ト２０からの変速指令信号に応じて駆動される減圧弁３０、６１によって制御され、減圧
弁３０、６１に供給されたライン圧ＰＬが調整されてプライマリ圧をプライマリプーリ１
０へ、セカンダリ圧をセカンダリプーリ１１へ供給され、溝幅が可変制御されて所定のプ
ーリ比に設定される。なお、プーリ比はプライマリプーリ１０の回転速度とセカンダリプ
ーリの回転速度の比で算出され、対して変速比はこのプーリ比にアイドラギア１４のギア
比を考慮した値である。
【００２４】
ここで、ＣＶＴコントロールユニット２０は、図１において、無段変速機５のプライマリ
プーリ１０の回転速度を検出するプライマリプーリ速度センサ２６、セカンダリプーリ１
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１の回転速度（または車速）を検出するセカンダリプーリ速度センサ２７からの信号と、
インヒビタースイッチ２３からのシフト位置と、運転者が操作するアクセルペダルの操作
量に応じた操作量センサ２４からのストローク量（または、アクセルペダルの開度）、油
温センサ２５から無段変速機５の油温を読み込んで変速比やＶベルト１２の接触摩擦力を
可変制御する。
【００２５】
ＣＶＴコントロールユニット２０では、プライマリプーリ回転速度、セカンダリプーリ回
転速度（車速）、及びドライバーの運転意図、例えばアクセルペダルのストローク、ブレ
ーキペダルの操作の有無や走行レンジや変速機のマニュアルモードの変速スイッチの切り
換え等に応じて目標変速比や目標変速速度を決定し、実変速比を目標変速比へ向けて制御
する変速制御部２０１と、入力トルク、変速比、変速速度、ブレーキペダルの操作状態、
アクセルペダルのストローク量やシフトレンジなどに応じて、プライマリプーリ１０とセ
カンダリプーリ１１の推力（接触摩擦力）を制御するプーリ圧（油圧）制御部２０２から
構成される。
【００２６】
プーリ圧制御部２０２は、入力トルク情報、プライマリプーリ回転速度とセカンダリプー
リ回転速度に基づくプーリ比、さらにブレーキの操作状態、アクセルペダルストローク量
、シフトレンジからライン圧の目標値を決定し、レギュレータバルブ６０のソレノイドを
駆動することでライン圧の制御を行い、また、プライマリ圧、セカンダリ圧の目標値を決
定して、目標値に応じて減圧弁３０、６１のソレノイド３１、６２を駆動して、プライマ
リプーリ圧、セカンダリプーリ圧を独立して制御する。したがって、変速時に油圧が低下
するプーリの油圧を制御して、Ｖベルト滑りを確実に防止することができる。
【００２７】
次に、ＣＶＴコントロールユニット２０のプーリ圧制御部２０２で行われる油圧制御の一
例について、図３のフローチャートを参照しながら詳述する。なお、図３や以下に示され
るフローチャートは所定の周期、例えば、数１０ｍｓｅｃ毎に実行されるものである。
【００２８】
まず、ステップＳ１では、図４に示したフローチャートに則ってプライマリプーリ１０、
セカンダリプーリ１１それぞれの定常プーリ推力を演算する。ここで定常プーリ推力とは
、現在のプーリ比を達成するとともにＶベルトが滑りを生じないように挟持するために必
要なトルク容量、つまりこのトルクを発生可能な油圧である。次にステップ２で図５に示
すフローチャートからプライマリプーリ１０とセカンダリプーリ１１との変速用推力差を
演算する。
【００２９】
　ステップ３では、変速制御部２０１で算出された次のシフト動作がアップシフトか否か
を判定し、アップシフトの場合にはステップ４に進んでプライマリプーリ１０の目標推力
（目標油圧）を演算し、ダウンシフトの場合にはステップ６に進んでセカンダリプーリ１
１の目標推力を演算する。
【００３０】
ステップ４で演算するプライマリプーリ１０の目標推力は、ステップ１で演算されたプラ
イマリプーリの定常推力（定常油圧）とステップ２で演算されたプライマリプーリ１０の
変速推力（変速油圧）との和として演算される。続くステップ５でステップ１で算出した
セカンダリプーリ１１の定常推力をセカンダリプーリ１１の目標推力として設定する。
【００３１】
同様に、ステップ６で演算するセカンダリプーリ１１の目標推力は、ステップ１で演算さ
れたセカンダリプーリ１１の定常推力とステップ２で演算されたセカンダリプーリ１１の
変速推力との和として演算される。続くステップ７でステップ１で算出したプライマリプ
ーリ１０の定常推力をプライマリプーリ１０の目標推力として設定する。
【００３２】
ステップ５及び７での目標推力を演算したらステップ８に進み、図６に示すフローチャー
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トからプライマリプーリ１０の推力をフィードバック計算し、続くステップ９では入力ト
ルクと実変速比とから算出された下限トルク容量（Ｖベルトがプーリに対して滑りを生じ
ない下限トルク）のプライマリプーリ１０の推力を演算する。
【００３３】
次にステップ１０では、ステップ８、９で演算した２つのプライマリプーリ１０の推力か
ら大きい方を選択し、プライマリプーリ推力として設定する。さらにステップ１１で、ス
テップ９のプライマリプーリ推力をプライマリプーリ１０のベルト接触面積で除してプラ
イマリプーリ目標圧を演算する。
【００３４】
ステップ１２では、ステップ５または６で演算したセカンダリ目標推力をセカンダリプー
リ１０のベルト接触面積で除してセカンダリプーリ目標圧を演算する。
【００３５】
次に図４に示すフローチャートを用いて定常プーリ推力の演算について説明する。この演
算はプーリ圧制御部２０２で行われるものである。
【００３６】
まずステップ２１でプライマリプーリ１０に入力されるトルクを演算する。この入力トル
クはエンジンの出力トルクと同一であるが、トルクコンバータを介してトルク伝達が行わ
れる場合には、トルクコンバータのトルク比を考慮する。
【００３７】
ステップ２２では目標プーリ比を演算する。目標プーリ比は車速とアクセルペダルのスト
ローク量から算出される。なお、実プーリ比はプライマリプーリ１０の回転速度とセカン
ダリプーリの回転速度の比により求められる。
【００３８】
続くステップ２３で図７に示すような推力マップを用意し、ステップ２２で算出した目標
プーリ比からそれぞれのプーリの定常走行時の推力を算出する。ここでプーリ推力を算出
するマップは、所望のトルク容量と変速比を達成可能なプーリ推力を予めマップ化し、記
憶しておく。
【００３９】
また図５に示すフローチャートは、変速用プーリ推力差の演算について説明するものであ
る。この演算は変速制御部２０１、プーリ圧制御部２０２で行われるものである。
【００４０】
ステップ３１で、変速制御部２０１で車速、シフトレンジやアクセルペダルストローク量
等に基づいて目標変速速度を演算する。この目標変速速度をプーリ圧制御部２０２に出力
し、ステップ３２ではプーリ圧制御部２０２において図８に示すようなマップを用いてプ
ーリ比と目標変速速度から変速速度に対するプーリ速度（プーリの軸方向移動速度）の倍
率を算出する。
【００４１】
次にステップ３３で、前ステップで算出したプーリ速度の倍率を目標変速速度に乗じてプ
ーリ速度を演算する。さらにステップ３４で、このプーリ速度に基づいてプーリ推力差を
算出する。プーリ推力差は、図９に示すマップから算出できる。このマップでは、ダウン
シフト時にはプーリ推力差がセカンダリプーリの変速推力となるよう設定されており、一
方、アップシフト時にはプライマリプーリの変速推力となるよう設定されている。
【００４２】
また、このマップでは、プーリ推力差のうちダウンシフト側は、すなわちセカンダリプー
リの変速推力は、ステップ３１で演算された目標変速速度を達成するのに必要なプーリ推
力差よりも所定の余裕代または余裕率分が加算された値に設定されている。
【００４３】
図６は変速比フィードバック制御に応じてプライマリプーリ１０の推力を演算するフロー
チャートである。これはプライマリプーリ１０の推力をフィードバック補正し、目標変速
比に一致するように制御するもので、セカンダリプーリ１１で行ってもよい。したがって
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、変速比が目標変速比となるようにフィードバック制御されるため、精度よく目標変速比
に変速することができる
まずステップ４１でステップ４またはステップ７において算出されたプライマリプーリ１
０の目標推力からフィードフォワード制御でプライマリプーリ推力を演算する。続くステ
ップ４２で目標プーリ比と実プーリ比との偏差を算出する。
【００４４】
ステップ４３では算出した偏差に変速システムの積分偏差の前回値を加算して新たな積分
偏差として設定する。次にステップ４４で、算出した偏差に変速システムの比例ゲインを
乗算して比例補償量を演算し、ステップ４５ではステップ４３で設定した積分偏差に積分
ゲインを乗算して積分補償量を算出する。
【００４５】
続くステップ４６でステップ４１で算出したプライマリプーリ推力とステップ４４で算出
した比例補償量とステップ４５で算出した積分補償量とを加算し、プライマリプーリ推力
を算出する。推力が算出されることでプーリの操作量を制御することができる。
【００４６】
なお、ステップ４２から４５はＰＩ制御を前提とした制御内容であるが、他の制御則を使
用してもよい。
【００４７】
　次に、アクセルペダル踏み込まれて発生するダウンシフトの場合を例に、本発明の作用
を説明する。アクセルペダルが踏み込まれると、セカンダリプーリ１１への供給圧は、前
述したように定常推力に変速推力が加算された油圧が目標油圧となる。このとき、変速推
力は、目標変速速度を達成可能な推力に対して所定値だけ余裕代を持った値があらかじめ
設定されている。そして、プライマリプーリ１０の供給圧は、定常推力に実変速比から算
出されたフィードバック補償分（比例補償量と積分補償量）とが加算された油圧が目標油
圧となるが、上述したように、セカンダリプーリヘの供給圧は、目標変速速度を達成可能
な油圧よりも余裕代をもって設定されているため、実変速比は若干目標変速比よりもダウ
ンシフトし過ぎた状態となりやすくなっている。その結果、プライマリプーリの目標油圧
のうちのフィードバック補償分によって、プライマリプーリ１０の油圧が過剰にベルト滑
り下限油圧方向にかかり過ぎることを低減し、プライマリプーリ１０の油圧がベルト滑り
下限油圧あるいはそれ以下になることが低減される。
【００４８】
　次に、本発明の実施の形態の効果について説明する。
（１）ダウンシフトが行われる場合には、プライマリプーリ１０の供給圧は、定常推力に
実変速比から算出されたフィードバック補償分（比例補償量と積分補償量）とが加算され
た油圧が目標油圧となるが、セカンタリプーリヘの供給圧は、目標変速速度を達成可能な
油圧よりも余裕代をもって設定されているため、実変速比は若干目標変速比よりもダウン
シフトし過ぎた状態となりやすくなっている。そのため、プライマリプーリの目標油圧の
うちのフィードバック補償分によって、プライマリプーリの油圧が過剰にベルト滑り下限
油圧方向にかかり過ぎることが低減され、プライマリプーリ１０の油圧がベルト滑り下限
油圧あるいはそれ以下になることが低減される。
（２）プライマリプーリの推力は、定常推力と変速比フィードバック補償量あるいは、定
常推力と変速推力と変速比フィードバック補償量とから算出されたプライマリ目標推力と
、トルク容量下限プライマリ推力のうち高い方の値を設定するようにしているため、ベル
トの滑りを確実に防止できる。
（３）変速推力の余裕代は、タウンシフト側のみの設定としているため、ライン圧を過剰
に高く保つ必要がなく、燃費の悪化を防止できる。
【００４９】
以上、本発明の実施の形態について説明したが、上記実施形態の構成は本発明が適用され
る構成の一例を示したものであり、本発明の範囲を上記構成に限定するものではない。
【００５０】



(9) JP 4148796 B2 2008.9.10

10

20

30

例えば、本発明の実施の形態では、目標変速速度を達成可能な変速推力のうち、タウンシ
フト時に推力のマップで予め余裕代を持たせた推力として設定していたが、達成可能な変
速推力と、推力補正値を設定し、ダウンシフトのときに変速推力に推力補正値を加算する
ようにしてセカンダリプーリの目標油圧を算出しても良い。
【００５１】
また、実変速比のフィードバック補償分をプライマリプーリの目標推力に対して加算する
ようにしているため、プーリ推力差のうちタウンシフト側の変速推力差を目標変速速度を
達成するのに必要なプーリ推力差よりも所定の余裕代または余裕率分が加算された値に設
定されているが、これに限られるものではなく、例えばフィードバック補償分をセカンダ
リプーリの目標推力に対して加算するような場合には、プーリ推力差のうちアップシフト
側の変速推力量を目標変速速度を達成するのに必要なプーリ推力差よりも所定の余裕代ま
たは余裕率分が加算された値に設定すればよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態を示すＶベルト式無段変速機の概略構成図である。
【図２】同じくＣＶＴコントロールユニットと油圧コントロールユニットの概略構成図で
ある。
【図３】ＣＶＴコントロールユニットで行われるプーリ目標圧を設定するフローチャート
である。
【図４】同じく定常プーリ推力を演算するフローチャートである。
【図５】同じく変速用推力を演算するフローチャートである。
【図６】変速比フィードバック制御を説明するフローチャートである。
【図７】プーリ比と入力トルクからプーリ推力を算出するマップの一例である。
【図８】変速速度に対するプーリ速度の倍率を算出するマップである。
【図９】プーリ速度からプーリ推力差を算出するマップである。
【符号の説明】
１　エンジン
５　無段変速機
１０　プライマリプーリ
１１　セカンダリプーリ
２０　ＣＶＴコントロールユニット
２１　エンジンコントロールユニット
２８　油圧センサ
３０　減圧弁
６０　レギュレータバルブ
６１　減圧弁
１００　油圧コントロールユニット
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