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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源と、前記電源とデバイスとを接続する電源ラインと、前記電源ラインの途中に設け
られる第１のスイッチと、前記電源ラインの途中であって前記第１のスイッチよりも前記
デバイスに近い側に設けられる第２のスイッチと、を備えた電源回路において前記デバイ
スへの入力電圧が不足する低電圧異常を判定する低電圧異常判定装置であって、
　前記第１のスイッチと前記第２のスイッチの間の電圧である第１の電圧と、前記第２の
スイッチと前記デバイスとの間の電圧である第２の電圧を取得し、
　前記第１の電圧が前記第１のスイッチが正常であると判断する第１の閾値よりも高く、
前記第２の電圧が前記第１のスイッチ、前記第２のスイッチいずれも正常であると判断す
る第２の閾値と前記デバイスの動作を保証できる最低電圧との間にあり、かつ、前記第１
の電圧と前記第２の電圧との差が前記第２のスイッチが正常であると判断する第３の閾値
よりも小さい場合は、前記デバイスの自己診断を実行し、
　前記自己診断において前記デバイスが正常に動作しなかった場合は、前記低電圧異常が
生じていると判定する、
ように構成される低電圧異常判定装置。
【請求項２】
　電源と、前記電源とデバイスとを接続する電源ラインと、前記電源ラインの途中に設け
られる第１のスイッチと、前記電源ラインの途中であって前記第１のスイッチよりも前記
デバイスに近い側に設けられる第２のスイッチと、を備えた電源回路において前記デバイ
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スへの入力電圧が不足する低電圧異常を判定する低電圧異常判定方法あって、
　前記第１のスイッチと前記第２のスイッチの間の電圧である第１の電圧と、前記第２の
スイッチと前記デバイスとの間の電圧である第２の電圧を取得し、
　前記第１の電圧が前記第１のスイッチが正常であると判断する第１の閾値よりも高く、
前記第２の電圧が前記第１のスイッチ、前記第２のスイッチいずれも正常であると判断す
る第２の閾値と前記デバイスの動作を保証できる最低電圧との間にあり、かつ、前記第１
の電圧と前記第２の電圧との差が前記第２のスイッチが正常であると判断する第３の閾値
よりも小さい場合は、前記デバイスの自己診断を実行し、
　前記自己診断において前記デバイスが正常に動作しなかった場合は、前記低電圧異常が
生じていると判定する、
低電圧異常判定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電源回路における低電圧異常を判定する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ソレノイドバルブ、センサ、アクチュエータ等のデバイスの動作不良は、デバイスの故
障だけでなく、電源ラインの途中に設けられるスイッチ等における電圧降下によってこれ
らデバイスへの入力電圧が不足すること（低電圧異常）によっても起こる。
【０００３】
　このため、車両に搭載されるエンジンコントローラ、変速機コントローラ等は、低電圧
異常を監視し、低電圧異常と判定された場合は、全てのデバイスへの通電を停止して動作
を停止させる低電圧異常対応フェイルセーフ制御を行う。
【０００４】
　低電圧異常時は各デバイスの正常な動作を保証することができないが、全てのデバイス
が動作を停止しても車両が走行可能な特定の状態に落ち着く（固定される）ようにエンジ
ン、変速機等を予め設計しておき、低電圧異常時は上記低電圧異常対応フェイルセーフ制
御を行うようにしておけば、車両を少なくとも走行可能な状態に維持することができる。
【発明の概要】
【０００５】
　低電圧異常は、電源とデバイスとを接続する電源ラインの途中の電圧を計測し、計測さ
れた電圧に基づき判断することができる。
【０００６】
　しかしながら、電源ラインの途中にスイッチ（機械式リレー、半導体リレー等）が複数
存在すると、計測される電圧によっては低電圧異常を判定することが難しい場合がある。
【０００７】
　そして、低電圧異常が生じているにも関わらず特定のデバイスが故障していると誤って
判定し、当該デバイスを使用しないで車両が走行可能な状態を実現するフェイルセーフ制
御（例えば、ＪＰ２００５－３４４７４１Ａに開示される制御）を実行してしまうと、当
該制御は当該デバイス以外のデバイスは正常に動作していることを前提とした制御である
ので、低電圧異常によって他のデバイスが続けて動作不良を起こすと車両の動力性能が悪
化したりシフトクオリティが悪化したりする可能性がある。
【０００８】
　本発明は、上記技術的課題に鑑みてなされたもので、電源とデバイスとを接続する電源
ラインの途中にスイッチが複数存在する電源回路において、低電圧異常をより高い精度で
判定できるようにすることを目的とする。
【０００９】
　本発明のある態様によれば、電源と、前記電源とデバイスとを接続する電源ラインと、
前記電源ラインの途中に設けられる第１のスイッチと、前記電源ラインの途中であって前
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記第１のスイッチよりも前記デバイスに近い側に設けられる第２のスイッチと、を備えた
電源回路において前記デバイスへの入力電圧が不足する低電圧異常を判定する低電圧異常
判定装置が提供される。
【００１０】
　低電圧異常判定装置は、前記第１のスイッチと前記第２のスイッチの間の電圧である第
１の電圧と、前記第２のスイッチと前記デバイスとの間の電圧である第２の電圧を取得し
、前記第１の電圧が前記第１のスイッチが正常であると判断する第１の閾値よりも高く、
前記第２の電圧が前記第１のスイッチ、前記第２のスイッチいずれも正常であると判断す
る第２の閾値と前記デバイスの動作を保証できる最低電圧との間にあり、かつ、前記第１
の電圧と前記第２の電圧との差が前記第２のスイッチが正常であると判断する第３の閾値
よりも小さい場合は、前記デバイスの自己診断を実行し、前記自己診断において前記デバ
イスが正常に動作しなかった場合は、前記低電圧異常が生じていると判定する。
【００１１】
　また、本発明の別の態様によれば、これに対応する低電圧異常判定方法が提供される。
【００１２】
　第１の電圧が第１のスイッチが正常であると判断する第１の閾値よりも高く、第２の電
圧が第１のスイッチ、第２のスイッチいずれも正常であると判断する第２の閾値とデバイ
スの動作を保証できる最低電圧との間にあり、かつ、第１の電圧と第２の電圧との差が第
２のスイッチが正常であると判断する第３の閾値よりも小さい場合は、第１の電圧、第２
の電圧のみからは低電圧異常が生じているのか判断がつかない。
【００１３】
　これらの態様によれば、このような場合はデバイスの自己診断が併せて実行される。そ
して、自己診断の結果、いずれかのデバイスが正常に動作しなかった場合は、その動作不
良は低電圧に起因するとみなすようにしたので、上記第１の電圧、第２の電圧のみからは
低電圧異常が生じているか判断がつかない場合であっても低電圧異常が生じていることを
判定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係る低電圧異常判定装置を変速機コントローラに適
用した例を示した図である。
【図２】図２は、低電圧異常判定処理の内容を説明するための図である。
【図３】図３は、低電圧異常判定処理の内容を示したフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　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。
【００１６】
　図１は、本発明の実施形態に係る低電圧異常判定装置を変速機コントローラ１００に適
用した例を示している。
【００１７】
　変速機コントローラ１００は、変速機２００に所定の動作（変速、ロックアップ等）を
行わせるのに必要なデバイス１１を制御する機能の他、第１のスイッチ１２及び第２のス
イッチ１３によりデバイス１１への電力供給をＯＮ／ＯＦＦする機能、デバイス１１への
入力電圧が不足する低電圧異常を判定する低電圧異常判定機能を有している。
【００１８】
　変速機コントローラ１００は、メインＣＰＵ１４とサブＣＰＵ１５を備える。変速機２
００の制御に係る主な処理はメインＣＰＵ１４によって実行される。サブＣＰＵ１５は、
メインＣＰＵ１４の動作を監視し、メインＣＰＵ１４の内部演算値が異常値になった場合
には、第２のスイッチ１３をＯＮからＯＦＦに切り替え、電源２０（バッテリ又はオルタ
ネータ）からデバイス１１への電力供給を強制的に遮断する。
【００１９】
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　デバイス１１は、電源２０から供給される電圧によって動作し、デバイス１１には、変
速機２００の各部位に供給される油圧を制御するソレノイドバルブ、変速機２００の各部
位に供給される油圧や油温を検出するセンサ、アイドルストップ中等に駆動されて油圧を
発生させるオイルポンプ等が含まれる。
【００２０】
　電源２０とデバイス１１とは電源ライン３０によって接続されている。第１のスイッチ
１２と第２のスイッチ１３は電源ライン３０の途中に設けられ、第２のスイッチ１３は第
１のスイッチ１２よりもデバイス１１に近い側に設けられる。
【００２１】
　第１のスイッチ１２は、例えば、機械式リレーであり、変速機コントローラ１００の外
部に配置される。イグニッションスイッチ３１がＯＮになって電源２０からメインＣＰＵ
１４への電力供給が開始されると、メインＣＰＵ１４から第１のスイッチ１２に指示ライ
ン３２を介して電流が流れ、第１のスイッチ１２がＯＦＦからＯＮに切り替えられる。こ
れにより、イグニッションスイッチ３１がＯＦＦのときは電源２０とデバイス１１との間
が完全に遮断され、イグニッションスイッチ３１がＯＦＦの時の暗電流を減らすことがで
きる。
【００２２】
　第２のスイッチ１３は、例えば、半導体リレーであり、変速機コントローラ１００の内
部に配置される。メインＣＰＵ１４の内部演算値が異常値になったとサブＣＰＵ１５が判
定した場合は、サブＣＰＵ１５は第２のスイッチ１３をＯＮからＯＦＦに切り替える。こ
れにより、異常値に基づき変速機２００が制御されるのを防止する。
【００２３】
　また、電源ライン３０の第１のスイッチ１２と第２のスイッチ１３との間の位置と、第
２のスイッチ１３とデバイス１１との間の位置には、それぞれの位置における電圧Ｖ１、
Ｖ２を検出する第１の電圧センサ４１、第２の電圧センサ４２が設けられている。
【００２４】
　変速機コントローラ１００は、デバイス１１への入力電圧が不足する低電圧異常を、検
出された電圧Ｖ１、Ｖ２、及び、必要に応じてデバイス１１の自己診断の結果に基づき判
定する。
【００２５】
　低電圧異常が生じていると判定されれば、全てのデバイス１１の動作を保証することが
できない、すなわち、デバイス１１がランダムに動作不良を起こす可能性があるので、全
てのデバイス１１の動作を停止させる低電圧異常対応フェイルセーフ制御を実行する。
【００２６】
　全てのデバイス１１の動作を停止させると車両が走行可能な特定の状態、例えば、変速
比が特定の変速比に固定された状態に落ち着く（固定される）ように変速機２００を予め
設計しておけば、低電圧異常対応フェイルセーフ制御を実行することで車両を少なくとも
走行可能な状態に維持することができる。
【００２７】
　また、変速機コントローラ１００は、デバイス１１の故障についても判定し、いずれか
のデバイス１１が故障していると判定されれば、当該デバイス１１を使用しなくても走行
可能になるように当該デバイス１１以外のデバイス１１を制御するデバイス故障対応フェ
イルセーフ制御を実行する。例えば、電動オイルポンプが故障しているのであれば、アイ
ドルストップを禁止する。
【００２８】
　図２は、第１の電圧センサ４１によって検出される電圧Ｖ１（以下、第１の電圧Ｖ１）
及び第２の電圧センサ４２によって検出される電圧Ｖ２（以下、第２の電圧Ｖ２）に応じ
て、変速機コントローラ１００が低電圧異常をどのように判定するかを示したマップであ
る。
【００２９】
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　これによると、変速機コントローラ１００は、第１の電圧Ｖ１が、第１のスイッチ１２
が正常（電圧降下が許容範囲内）であると判断する第１の閾値Ｖ１ｔｈよりも低い場合は
、第１のスイッチ１２の故障に起因する低電圧異常が生じていると判定する。
【００３０】
　また、第２の電圧Ｖ２が、第１のスイッチ１２、第２のスイッチ１３いずれも正常であ
ると判断する第２の閾値Ｖ２ｔｈよりも高い場合は、低電圧異常は生じていないと判定す
る。さらに、各デバイス１１の自己診断を行い、自己診断で正常に動作しないデバイス１
１が存在すれば、当該デバイス１１が故障していると判定する。
【００３１】
　また、第１の電圧Ｖ１と第２の電圧Ｖ２との差ΔＶ、すなわち、第２のスイッチ１３に
おける電圧降下が第３の閾値ΔＶｔｈ（許容範囲）を超えている場合は、第２のスイッチ
１３の故障に起因する低電圧異常が生じていると判定する。
【００３２】
　また、第２の電圧Ｖ２が、デバイス１１の動作を保証できる最低電圧Ｖｍｉｎよりも低
い場合も、現にデバイス１１に必要な電圧を供給できていないので、低電圧異常が生じて
いると判定する。
【００３３】
　第１の電圧Ｖ１が第１の閾値Ｖ１ｔｈよりも高く、第２の電圧Ｖ２が第２の閾値Ｖ２ｔ
ｈよりも低く、第１の電圧Ｖ１と第２の電圧Ｖ２との差ΔＶが第３の閾値ΔＶｔｈよりも
小さく、第２の電圧Ｖ２がデバイス１１の動作を保証できる最低電圧Ｖｍｉｎよりも大き
い場合（図２のハッチング領域）は、第１の電圧Ｖ１、第２の電圧Ｖ２のみからは、低電
圧異常が生じているかを判定することができない。
【００３４】
　このため、変速機コントローラ１００は、第１の電圧Ｖ１と第２の電圧Ｖ２との関係が
図２のハッチング領域に含まれることとなった場合は、デバイス１１の自己診断を併せて
行い、その結果、いずれかのデバイス１１が正常に動作しなかった場合は、それは低電圧
が原因で正常に動作しなかったとみなし、低電圧異常が生じていると判定する。
【００３５】
　図３は、上記低電圧異常判定処理のフローチャートであり、変速機コントローラ１００
において実行される。
【００３６】
　これによると、ステップＳ１では、変速機コントローラ１００は、第２の電圧Ｖ２を、
第１のスイッチ１２、第２のスイッチ１３いずれも正常であると判断する第２の閾値Ｖ２
ｔｈと比較する。第２の電圧Ｖ２が第２の閾値Ｖ２ｔｈよりも低い場合は低電圧異常が生
じている可能性があるので、変速機コントローラ１００は、処理をステップＳ２に進め、
低電圧異常の判定を開始する。
【００３７】
　ステップＳ２では、変速機コントローラ１００は、第１の電圧Ｖ１を、第１のスイッチ
１２が正常（電圧降下が許容範囲内）であると判断する第１の閾値Ｖ１ｔｈと比較する。
第１の電圧Ｖ１が第１の閾値Ｖ１ｔｈよりも低い場合は第１のスイッチ１２の故障によっ
て低電圧異常が生じていると考えられるので、変速機コントローラ１００は、処理をステ
ップＳ７に進め、低電圧異常が生じていると判定する。
【００３８】
　第１の電圧Ｖ１が第１の閾値Ｖ１ｔｈよりも高い場合は、第１のスイッチ１２は正常で
あると考えられるものの、ステップＳ１での判断結果を考慮すれば、第２のスイッチ１３
の故障により低電圧異常が生じている可能性があるので、変速機コントローラ１００は、
処理をステップＳ３に進め、低電圧異常の有無についてさらに検証する。
【００３９】
　ステップＳ３では、変速機コントローラ１００は、第１の電圧Ｖ１と第２の電圧Ｖ２と
の差ΔＶ、すなわち、第２のスイッチ１３における電圧降下を、第３の閾値ΔＶｔｈ（許
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容範囲）と比較する。第１の電圧Ｖ１と第２の電圧Ｖ２との差ΔＶが第３の閾値ΔＶｔｈ
よりも小さい場合は、第２のスイッチ１３の故障によって低電圧異常が生じていると考え
られるので、変速機コントローラ１００は、処理をステップＳ７に進め、低電圧異常が生
じていると判定する。
【００４０】
　第１の電圧Ｖ１と第２の電圧Ｖ２との差ΔＶが第３の閾値ΔＶｔｈよりも小さい場合は
、第２のスイッチ１３は正常であると考えられるものの、第１のスイッチ１２における電
圧降下及び第２のスイッチ１３における電圧降下が合算されることでデバイス１１への入
力電圧が不足している可能性があることから、変速機コントローラ１００は、処理をステ
ップＳ４に進め、低電圧異常の有無についてさらに検証する。
【００４１】
　ステップＳ４では、変速機コントローラ１００は、第２の電圧Ｖ２とデバイス１１の動
作を保証できる最低電圧Ｖｍｉｎとの比較を行う。第２の電圧Ｖ２がデバイス１１の動作
を保証できる最低電圧Ｖｍｉｎよりも低い場合は、まさにデバイス１１の入力電圧が不足
している状態であるので、変速機コントローラ１００は、処理をステップＳ７に進め、低
電圧異常が生じていると判定する。
【００４２】
　第２の電圧Ｖ２がデバイス１１の動作を保証できる最低電圧Ｖｍｉｎよりも高い場合は
、理論上は入力電圧が不足しない。しかしながら、供給電力が十分とは言えない状態であ
るため、実際には製造バラツキ、経時劣化、動作環境によってはデバイス１１への入力電
圧が不足しうる。このため、この場合は、変速機コントローラ１００は、デバイス１１の
自己診断を行ってデバイス１１を実際に動作させ、その結果、デバイス１１が正しく動作
したかどうかに基づき低電圧異常が生じているか判断する。
【００４３】
　具体的には、変速機コントローラ１００は、処理をステップＳ５に進め、各デバイス１
１の自己診断を行う。自己診断では、例えば、予め定められた制御信号を各デバイス１１
に送り、それによる各デバイス１１の状態変化（出力信号の変化）に基づき各デバイス１
１が正常に動作したか判断する。
【００４４】
　そして、変速機コントローラ１００は、ステップＳ６で各デバイス１１が正常に動作し
たか判断し、いずれかのデバイス１１が正常に動作しなかったと判断した場合は入力電圧
の不足によって正常に動作しなかったとみなし、処理をステップＳ７に進めて低電圧異常
が生じていると判定する。
【００４５】
　自己診断の結果、いずれのデバイス１１も正常に動作した場合は、低電圧異常が生じて
いるとは言えないので、変速機コントローラ１００は、処理をステップＳ１に戻して低電
圧異常判定処理を再度実行する。
【００４６】
　ステップＳ７で低電圧異常が生じていると判定された場合は、変速機コントローラ１０
０は、処理をステップＳ８に進め、全てのデバイス１１の動作を停止させる低電圧異常対
応フェイルセーフ制御を行い、変速機２００を特定の状態（例えば、特定の変速比）に固
定し、車両を走行可能な状態に維持する。
【００４７】
　これに対し、ステップＳ１で、第２の電圧Ｖ２が第２の閾値Ｖ２ｔｈよりも高いと判断
された場合は、変速機コントローラ１００は処理をステップＳ９に進め、デバイス１１の
自己診断を実行する。
【００４８】
　そして、ステップＳ１０では、変速機コントローラ１００は、各デバイス１１が正常に
動作したか判断し、いずれかのデバイス１１が正常に動作しなかったと判断した場合は、
処理をステップＳ１１、Ｓ１２に進め、正常に動作しなかったデバイス１１が故障してい
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変速機コントローラ１００は、他のデバイス１１を使用して走行可能な状態になるよう他
のデバイス１１を制御するデバイス故障対応フェイルセーフを実行する。
【００４９】
　ステップＳ１０で各デバイス１１が正常に動作した場合は、いずれのデバイス１１も故
障していないので、変速機コントローラ１００は、処理をステップＳ１に戻して低電圧異
常判定処理を再度実行する。
【００５０】
　続いて本発明の実施形態の作用効果について説明する。
【００５１】
　上記実施形態によれば、第１のスイッチ１２と第２のスイッチ１３の間の第１の電圧Ｖ
１と第２のスイッチ１３とデバイス１１との間の第２の電圧Ｖ２に基づき、低電圧異常が
生じているか判定される。
【００５２】
　しかしながら、第１の電圧Ｖ１が第１のスイッチ１２が正常であると判断する第１の閾
値Ｖ１ｔｈよりも高く、第２の電圧Ｖ２が第１のスイッチ１２、第２のスイッチ１３いず
れも正常であると判断する第２の閾値Ｖ２ｔｈとデバイス１１の動作を保証できる最低電
圧Ｖｍｉｎとの間にあり、かつ、第１の電圧Ｖ１と第２の電圧Ｖ２との差ΔＶが第２のス
イッチ１３が正常であると判断する第３の閾値ΔＶｔｈよりも小さい場合（図２のハッチ
ング領域）は、第１の電圧Ｖ１、第２の電圧Ｖ２のみからは低電圧異常が生じているか判
断がつかない。
【００５３】
　上記実施形態では、このような場合はデバイス１１の自己診断が併せて実行され、自己
診断で正常に動作しなかったデバイス１１がある場合はその動作不良が低電圧に起因する
ものとみなすようにしたので、このような場合であっても低電圧異常が生じていると判定
することができる。
【００５４】
　その他の場合は第１の電圧Ｖ１、第２の電圧Ｖ２に基づき低電圧異常の有無を判定する
ことができることから、本実施形態によれば高い精度で低電圧異常の有無を判定すること
ができる。
【００５５】
　また、低電圧異常の有無を判定することで、故障原因の特定が容易になり、修理のため
にサービス工場に入庫した場合の作業効率が向上する。
【００５６】
　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つを
示したものに過ぎず、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。
【００５７】
　例えば、本実施形態は、低電圧異常判定装置を変速機コントローラ１００に組み込んだ
例であるが、エンジンコントローラや、ハイブリッド車両のパワーコントロールユニット
等に組み込んでもよい。
【００５８】
　本願は２０１５年７月１６日に日本国特許庁に出願された特願２０１５－１４１８３３
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。
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