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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベルトが巻き掛けられた溝の幅を変化させる油圧アクチュエータを備えた駆動プーリと
従動プーリとを有し、一方のプーリの前記溝の幅を前記油圧アクチュエータによって変化
させて変速比を制御するとともに、変速時に前記一方のプーリの油圧アクチュエータをフ
ィードフォワード制御とフィードバック制御とによって制御するベルト式無段変速機の制
御装置において、
　前記フィードフォワード制御による制御量を、前記変速比を低下させるアップシフト時
には前記一方のプーリにおける前記溝の幅を設定する推力の変化量と他方のプーリで前記
ベルトを挟み付けている定常推力とから求めるとともに、前記変速比を増大させるダウン
シフト時には前記他方のプーリにおける前記溝の幅を設定する推力の変化量と他方のプー
リで前記ベルトを挟み付けている定常推力とから求める制御量算出手段を備えていること
を特徴とするベルト式無段変速機の制御装置。
【請求項２】
　ベルトが巻き掛けられた溝の幅を変化させる油圧アクチュエータを備えた駆動プーリと
従動プーリとを有し、一方のプーリの前記溝の幅を前記油圧アクチュエータによって変化
させて変速比を制御するとともに、変速時に前記一方のプーリの油圧アクチュエータをフ
ィードフォワード制御とフィードバック制御とによって制御するベルト式無段変速機の制
御装置において、
　前記フィードフォワード制御による制御量を、前記変速比を低下させるアップシフト時
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には前記一方のプーリにおける前記溝の幅を設定する推力の変化量と各プーリの推力の比
率である推力比とから求めるとともに、前記変速比を増大させるダウンシフト時には前記
他方のプーリにおける前記溝の幅を設定する推力の変化量と前記各プーリの推力の比率で
ある推力比とから求める制御量算出手段を備えていることを特徴とするベルト式無段変速
機の制御装置。
【請求項３】
　ベルトが巻き掛けられた溝の幅を変化させる油圧アクチュエータを備えた駆動プーリと
従動プーリとを有し、一方のプーリの前記溝の幅を前記油圧アクチュエータによって変化
させて変速比を制御するとともに、変速時に前記一方のプーリの油圧アクチュエータをフ
ィードフォワード制御とフィードバック制御とによって制御するベルト式無段変速機の制
御装置において、
　前記フィードフォワード制御による制御量を、前記変速比を低下させるアップシフト時
には前記一方のプーリにおける前記溝の幅を設定する推力の変化量と各プーリの推力の比
率である推力比と前記一方のプーリにおける遠心力とに基づいて求めるとともに、前記変
速比を増大させるダウンシフト時には前記他方のプーリにおける前記溝の幅を設定する推
力の変化量と前記各プーリの推力の比率である推力比と前記一方のプーリにおける遠心力
とに基づいて求める制御量算出手段を備えていることを特徴とするベルト式無段変速機の
制御装置。
【請求項４】
　ベルトが巻き掛けられた溝の幅を変化させる油圧アクチュエータを備えた駆動プーリと
従動プーリとを有し、一方のプーリの前記溝の幅を前記油圧アクチュエータによって変化
させて変速比を制御するとともに、変速時に前記一方のプーリの油圧アクチュエータをフ
ィードフォワード制御とフィードバック制御とによって制御するベルト式無段変速機の制
御装置において、
　前記フィードフォワード制御による制御量を、前記変速比を低下させるアップシフト時
には前記一方のプーリにおける前記溝の幅を設定する推力の変化量と他方のプーリの推力
と前記一方のプーリにおける遠心力とに基づいて求めるとともに、前記変速比を増大させ
るダウンシフト時には前記他方のプーリにおける前記溝の幅を設定する推力の変化量と前
記一方のプーリにおける遠心力とに基づいて求める制御量算出手段を備えていることを特
徴とするベルト式無段変速機の制御装置。
【請求項５】
　前記一方のプーリの油圧アクチュエータにおける油圧をデューティ制御によって制御す
るデューティソレノイドバルブを更に備え、
　前記制御量は、前記デューティソレノイドバルブをフィードフォワード制御するための
制御量を含む
ことを特徴とする請求項１ないし４のいずれか記載のベルト式無段変速機の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、駆動プーリと従動プーリとに対するベルトの巻き掛け半径を連続的に変化
させて変速をおこなう無段変速機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ベルト式の無段変速機は、駆動プーリと従動プーリとのそれぞれを、固定シーブとこれ
に接近・離隔する可動シーブとによって構成し、これら固定シーブと可動シーブとの間に
形成される溝に、ベルトを巻き掛けるとともに、そのベルトを固定シーブと可動シーブと
で挟み付けて所定の伝達トルク容量を設定するように構成されている。従来、入力トルク
と変速比とに基づいて定まるベルト挟圧力（以下、単に挟圧力と記す）を設定するための
油圧を従動プーリに供給し、これに対して変速比は駆動プーリの溝幅を圧油の供給量に応
じて変化させて設定する構成の装置が知られている。
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【０００３】
　例えば特許文献１には、変速時にプライマリプーリに供給する圧油の制御として、目標
変速比と実際の変速比との偏差から変速速度を求め、その変速速度に応じた流量で変速に
必要な圧力を求めるように構成した変速制御装置が記載されている。また、特許文献２に
は、変速速度制御弁を制御するソレノイドバルブのデューティ比を、目標変速比の変化速
度から求めるように構成した装置が記載されている。
【特許文献１】特開平３－１８１６５９号公報
【特許文献２】特開昭６２－２２７８２５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記の各特許文献に記載されているベルト式無段変速機での変速は、プライマリプーリ
などの一方のプーリにおける溝幅を、油圧によって変化させることにより、各プーリに対
するベルトの巻き掛け半径を変化させることにより実行される。具体的には、プライマリ
プーリ側の油圧アクチュエータに油圧を供給してその溝幅を狭くすると、プライマリプー
リにおいてはベルトが外周側に次第に押し出されるように移動してその巻き掛け半径が増
大し、これに対して従動プーリであるセカンダリプーリでは、ベルトが溝幅を押し開くよ
うにしてセカンダリプーリの内周側に次第に移動し、その巻き掛け半径が減少し、結局、
変速比が小さくなるアップシフトが生じる。また反対に、ダウンシフト時には、プライマ
リプーリ側の油圧アクチュエータから排圧すると、ベルトがそのプライマリプーリの溝幅
を押し開くようにしてプライマリプーリの内周側に次第に移動し、その巻き掛け半径が減
少し、それに伴ってセカンダリプーリ側ではその溝幅が減少してベルトの巻き掛け半径が
増大し、結局、変速比が大きくなる。
【０００５】
　このような変速の際のベルトと各プーリとの間の挙動は複雑であるが、一方のプーリ（
具体的にはプライマリプーリ）の溝幅の変更で変速を生じさせているので、アップシフト
時とダウンシフト時との挙動は必ずしも同一にはならない。これに対して、上述した各特
許文献に記載されている発明では、アップシフト時とダウンシフト時とでプライマリプー
リに対する油圧の給排の仕方あるいは制御量の算定の仕方に特別な配慮をしていない。そ
のため、従来では、アップシフトもしくはダウンシフトの少なくともいずれかの変速時の
変速応答性が低下する可能性があった。
【０００６】
　この発明は上記の技術的課題に着目してなされたものであり、ベルト式無段変速機にア
ップシフトおよびダウンシフトのいずれでも変速応答性を良好にすることを目的とするも
のである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するために、請求項１の発明は、ベルトが巻き掛けられた溝の幅を変
化させる油圧アクチュエータを備えた駆動プーリと従動プーリとを有し、一方のプーリの
前記溝の幅を前記油圧アクチュエータによって変化させて変速比を制御するとともに、変
速時に前記一方のプーリの油圧アクチュエータをフィードフォワード制御とフィードバッ
ク制御とによって制御するベルト式無段変速機の制御装置において、前記フィードフォワ
ード制御による制御量を、前記変速比を低下させるアップシフト時には前記一方のプーリ
における前記溝の幅を設定する推力の変化量と他方のプーリで前記ベルトを挟み付けてい
る定常推力とから求めるとともに、前記変速比を増大させるダウンシフト時には前記他方
のプーリにおける前記溝の幅を設定する推力の変化量と他方のプーリで前記ベルトを挟み
付けている定常推力とから求める制御量算出手段を備えていることを特徴とするものであ
る。
【０００８】
　また、請求項２の発明は、ベルトが巻き掛けられた溝の幅を変化させる油圧アクチュエ
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ータを備えた駆動プーリと従動プーリとを有し、一方のプーリの前記溝の幅を前記油圧ア
クチュエータによって変化させて変速比を制御するとともに、変速時に前記一方のプーリ
の油圧アクチュエータをフィードフォワード制御とフィードバック制御とによって制御す
るベルト式無段変速機の制御装置において、前記他方のプーリにおける前記溝の幅を設定
する推力の変化量とを備えていることを特徴とするものである。
　請求項３の発明は、ベルトが巻き掛けられた溝の幅を変化させる油圧アクチュエータを
備えた駆動プーリと従動プーリとを有し、一方のプーリの前記溝の幅を前記油圧アクチュ
エータによって変化させて変速比を制御するとともに、変速時に前記一方のプーリの油圧
アクチュエータをフィードフォワード制御とフィードバック制御とによって制御するベル
ト式無段変速機の制御装置において、前記フィードフォワード制御による制御量を、前記
変速比を低下させるアップシフト時には前記一方のプーリにおける前記溝の幅を設定する
推力の変化量と各プーリの推力の比率である推力比と前記一方のプーリにおける遠心力に
基づいて求めるとともに、前記変速比を増大させるダウンシフト時には前記他方のプーリ
における前記溝の幅を設定する推力の変化量と前記各プーリの推力の比率である推力比と
前記一方のプーリにおける遠心力とに基づいて求める制御量算出手段を備えていることを
特徴とするものである。
　請求項４の発明は、ベルトが巻き掛けられた溝の幅を変化させる油圧アクチュエータを
備えた駆動プーリと従動プーリとを有し、一方のプーリの前記溝の幅を前記油圧アクチュ
エータによって変化させて変速比を制御するとともに、変速時に前記一方のプーリの油圧
アクチュエータをフィードフォワード制御とフィードバック制御とによって制御するベル
ト式無段変速機の制御装置において、前記フィードフォワード制御による制御量を、前記
変速比を低下させるアップシフト時には前記一方のプーリにおける前記溝の幅を設定する
推力の変化量と他方のプーリの推力と前記一方のプーリにおける遠心力に基づいて求める
とともに、前記変速比を増大させるダウンシフト時には前記他方のプーリにおける前記溝
の幅を設定する推力の変化量と前記一方のプーリにおける遠心力に基づいて求める制御量
算出手段を備えていることを特徴とするものである。
　請求項５の発明は、請求項１ないし４のいずれかに記載された発明において、前記一方
のプーリの油圧アクチュエータにおける油圧をデューティ制御によって制御するデューテ
ィソレノイドバルブを更に備え、前記制御量は、前記デューティソレノイドバルブをフィ
ードフォワード制御するための制御量を含むことを特徴とするベルト式無段変速機の制御
装置である。
【発明の効果】
【０００９】
　ベルト式無段変速機における変速時のフィードフォワード制御は、制御量に応じて油圧
の変化を生じさせることにより、変速比を目標に従って変化させる制御であり、請求項１
の発明によれば、その制御量を、アップシフト時には前記一方のプーリの油圧アクチュエ
ータにより溝幅を設定する推力の変化量と他方のプーリで前記ベルトを挟み付けている定
常推力とから求められる。アップシフトの場合、その推力の変化量と変速速度との間にあ
る程度の相関関係があるので、このように定常推力を加味して制御量を求めることにより
、変速応答性が良好になる。また、ダウンシフト時には、他方のプーリの油圧アクチュエ
ータにより溝幅を設定する推力の変化量と他方のプーリで前記ベルトを挟み付けている定
常推力とから求められる。ダウンシフトの場合、前記他方のプーリでの推力の変化量と変
速速度との間にある程度の相関関係があるので、このように定常推力を加味して制御量を
求めることにより、変速応答性が良好になる。
【００１０】
　また、請求項２の発明によれば、アップシフトの場合、前記一方のプーリにおける前記
溝の幅を設定する推力の変化量と各プーリの推力の比率である推力比とから前記一方のプ
ーリの油圧を制御するためのフィードフォワード制御量が求められ、またダウンシフトの
場合には、他方のプーリにおける前記溝の幅を設定する推力の変化量と各プーリの推力の
比率である推力比とから前記一方のプーリの油圧を制御するためのフィードフォワード制
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御量が求められる。
　これに対して請求項３の発明では、アップシフトの場合、前記一方のプーリにおける前
記溝の幅を設定する推力の変化量と各プーリの推力の比率である推力比と前記一方のプー
リにおける遠心力とに基づいて前記一方のプーリの油圧を制御するためのフィードフォワ
ード制御量が求められ、またダウンシフトの場合には、他方のプーリにおける前記溝の幅
を設定する推力の変化量と各プーリの推力の比率である推力比と前記一方のプーリにおけ
る遠心力とに基づいて前記一方のプーリの油圧を制御するためのフィードフォワード制御
量が求められる。
　さらに請求項４の発明によれば、アップシフトの場合、前記一方のプーリにおける前記
溝の幅を設定する推力の変化量と他方のプーリの推力と前記一方のプーリにおける遠心力
とに基づいて前記一方のプーリの油圧を制御するためのフィードフォワード制御量が求め
られ、またダウンシフトの場合には、他方のプーリにおける前記溝の幅を設定する推力の
変化量と前記一方のプーリにおける遠心力とに基づいて前記一方のプーリの油圧を制御す
るためのフィードフォワード制御量が求められる。
　したがって、請求項２ないし４の書く発明によれば、請求項１の発明と同様に、変速応
答性が良好になる。
　そして、請求項５の発明によれば、変速比制御のためのデューティソレノイドバルブが
フィードフォワード制御されて変速応答性が良好になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　つぎに、この発明を具体例に基づいて説明する。まず、この発明を適用できる無段変速
機１およびその油圧制御系統について説明する。図５は、ベルト式無段変速機１の基本的
な構成を模式的に示しており、駆動プーリ（プライマリプーリ）２と従動プーリ（セカン
ダリプーリ）３とがそれぞれの中心軸線を互いに平行にして所定の間隔を空けて配置され
ている。その駆動プーリ２は、ベルト４を巻き掛けるいわゆるＶ溝の幅を変更できるよう
になっており、そのために軸線方向に対して固定された固定シーブ（固定プーリ片）５と
軸線方向に前後動してその固定シーブ５に対して接近・離隔する可動シーブ（可動プーリ
片）６とから構成されている。その可動シーブ６の背面側（固定シーブ５に対して反対側
）に、可動シーブ６を前後動させるための油圧アクチュエータ（具体的には油圧シリンダ
）７が設けられている。そして、これら固定シーブ５と可動シーブ６との対向面が、テー
パ角の一定なテーパ面となっていて、これらのテーパ面によって前記Ｖ溝が形成されてい
る。
【００１２】
　従動プーリ３は、固定シーブと可動シーブとの位置が上記の駆動プーリ２とは左右反対
になっている以外は基本的には駆動プーリ２と同様の構成であって、同一軸線上で互いに
対向させた固定シーブ８とその固定シーブ８に対して前後動する可動シーブ９とからなり
、これら固定シーブ８と可動シーブ９との対向面（一定角度のテーパ面）の間に形成され
るいわゆるＶ溝の幅を広狭に変化させ、ベルト４の巻き掛け半径を変化させるように構成
されている。そして、駆動プーリ２における固定シーブ５の半径方向で外側に従動プーリ
３における可動シーブ９が配置され、また駆動プーリ２における可動シーブ６の半径方向
で外側に従動プーリ３における固定シーブ８が配置されている。さらに、その可動シーブ
９の背面側（固定シーブ８に対して反対側）に、可動シーブ９を前後動させるための油圧
アクチュエータ（具体的には油圧シリンダ）１０が設けられている。
【００１３】
　この無段変速機１は、車両用の変速機として採用することができ、したがって上記の駆
動プーリ２が、発進クラッチやトルクコンバータなどを介して、内燃機関や電動機などの
動力源１１に連結されている。また、従動プーリ３が、出力軸やデファレンシャルあるい
はプロペラシャフトなどを介して駆動輪（それぞれ図示せず）に連結されている。
【００１４】
　上記のベルト４は、各プーリ２，３のＶ溝に挟み込まれる形状の多数の金属片（ブロッ
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クと称されることがある）を環状に配列し、それらの金属片をフープと称される金属バン
ドによって結束して構成されている。したがってその全長はフープによって制限されるか
ら、各プーリ２，３によってベルト４を挟み付けると、Ｖ溝の傾斜面（テーパ面）によっ
てベルト４を半径方向で外側に押し出す向きの力が作用し、その結果、ベルト４に張力が
加えられるとともに、ベルト４と各プーリ２，３との接触圧力が発生し、その接触圧力と
摩擦係数とで決まる摩擦力によってベルト４と各プーリ２，３との間でトルクが伝達され
る。このようにベルト４を挟み付ける圧力が挟圧力であって、例えば前記従動プーリ３側
の油圧アクチュエータ１０によって設定される。
【００１５】
　これに対していずれか一方のプーリ２，３においてベルト４を挟み付ける圧力が相対的
に増大し、あるいは低下すると、ベルト４の張力に抗してベルト４が当該一方のプーリ２
，３で半径方向で外側に押し出され、あるいは反対に半径方向で内側に入り込み、同時に
他方のプーリ３，２ではベルト４が半径方向で内側に入り込み、あるいは半径方向で外側
に押し出される。このような巻き掛け半径の変更が変速の実行であり、これは、例えば駆
動プーリ２側の油圧アクチュエータ７によって実行する。
【００１６】
　上記の無段変速機１における変速は、駆動プーリ２の溝幅を変化させて、ベルト４の各
プーリ２，３に対する巻き掛け半径を変更することにより実行するように構成されている
。そのための油圧制御回路について説明すると、駆動プーリ２側の油圧アクチュエータ７
に、アップシフト制御弁１２とダウンシフト制御弁１３とが接続されている。
【００１７】
　そのアップシフト制御弁１２は、駆動プーリ２側の油圧アクチュエータ７に対する圧油
の供給を制御するバルブであって、ソレノイドバルブ１４からの信号圧によって動作する
ように構成されている。具体的に説明すると、アップシフト制御弁１２は、装置の全体の
元圧であるライン圧ＰＬもしくはその補正圧が供給される入力ポート１５と、前記油圧ア
クチュエータ７に接続されかつ入力ポート１５に選択的に連通される出力ポート１６と、
デューティ比に応じた信号圧が前記ソレノイドバルブ１４から加えられることにより図示
しない弁体を動作させる信号圧ポート１７とを備えている。なお、符号１８はスプリング
であって、信号圧に対抗する方向に弾性力を付与するように配置されている。したがって
デューティ比に応じて、前記油圧アクチュエータ７に圧油が供給されるようになっている
。
【００１８】
　また、ダウンシフト制御弁１３は、駆動プーリ２側の油圧アクチュエータ７から圧油を
排出する制御を実行するためのバルブであって、ソレノイドバルブ１９からの信号圧によ
って動作するように構成されている。具体的に説明すると、ダウンシフト制御弁１３は、
前記油圧アクチュエータ７に接続された入力ポート２０と、その入力ポート２０に選択的
に連通されるドレインポート２１と、デューティ比に応じた信号圧が前記ソレノイドバル
ブ１９から加えられることにより図示しない弁体を動作させる信号圧ポート２２とを備え
ている。なお、符号２３はスプリングであって、信号圧に対抗する方向に弾性力を付与す
るように配置されている。したがってデューティ比に応じて、前記油圧アクチュエータ７
から圧油が排出されるようになっている。
【００１９】
　そして、変速を制御する機能を有する電子制御装置（ＥＣＵ）２４が設けられている。
この電子制御装置２４は、マイクロコンピュータを主体として構成されたものであって、
アクセル開度や車速、動力源１１の回転数などの入力データと予め記憶しているデータな
どとに基づいて演算をおこなって変速の判断やそれに基づいて出力するべきデューティ比
などを演算し、かつ出力するように構成されている。また、この電子制御装置２４は、前
記従動プーリ３がベルト４を挟み付けて無段変速機１における伝達トルク容量を設定する
挟圧力を制御するように構成されている。
【００２０】
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　したがって、上記の無段変速機１は、アクセル開度や車速などの車両の走行状態に基づ
いて目標変速比あるいは目標入力回転数（動力源１１もしくは駆動プーリ２の目標回転数
）が設定され、実際の変速比や入力回転数がその目標値に一致するように、電子制御装置
２４が制御信号をいずれかのソレノイドバルブ１４，１９に出力するように構成されてい
る。そして、いずれかのソレノイドバルブ１４，１９が、入力されたデューティ比に応じ
た信号圧を出力することにより、アップシフト制御弁１２から駆動プーリ２側の油圧アク
チュエータ７に圧油が供給されてアップシフトが実行され、あるいはその油圧アクチュエ
ータ７からダウンシフト制御弁１３を介して圧油が排出させられてダウンシフトが実行さ
れる。
【００２１】
　上記のアップシフトおよびダウンシフトの変速制御は、目標入力回転数や目標変速比な
どの目標値と実際の入力回転数や変速比などの実際値との偏差に基づくフィードバック制
御と、検出されたデータに基づいて制御量を求め、かつ出力するフィードフォワード制御
とによって実行される。そのフィードフォワード制御での制御量は、目標とする変速を達
成するための制御指令信号であって、具体的には前記いずれかのソレノイドバルブ１４，
１９に出力するデューティ比である。
【００２２】
　上記の図５に示す無段変速機１では、駆動プーリ２側の油圧アクチュエータ７の油圧が
、ベルト４の挟圧力に抗して変速比を維持する圧力になっている状態で、その油圧アクチ
ュエータ７に圧油を更に供給することにより、アップシフトが生じる。またベルト４の挟
圧力に抗して変速比を維持する圧力になっている前記油圧アクチュエータ７をドレイン箇
所に連通させて排圧することにより、ダウンシフトが生じる。したがって、変速を実行す
るための上記の油圧アクチュエータ７に対する圧油の供給もしくは排出の速度あるいは量
は、油圧アクチュエータ７での実際の圧力に影響される。したがって、変速の際のフィー
ドフォワード制御量は、油圧アクチュエータ７の圧力を考慮して設定され、この発明に係
る制御装置では、以下のように制御する。
【００２３】
　図１は、この発明に係る制御装置で実行される制御の一例を説明するためのフローチャ
ートであって、先ず、目標プライマリシーブ回転数（目標駆動プーリ回転数）ＮINTが算
出される（ステップＳ００１）。これは、動力源１１と無段変速機１とを協調制御する際
にアクセル開度と車速とに基づいて算出される。より具体的には、アクセル開度とその時
点の車速とに基づいて要求駆動力が求められる。これは、例えば予め用意したマップから
求められる。動力源１１が内燃機関の場合、その要求駆動力と車速とから動力源１１の要
求出力が算出され、その要求出力を最小の燃費で出力する回転数（例えばエンジン回転数
）が、マップを使用して求められる。こうして求められたエンジン回転数に対応する無段
変速機の入力回転数が、目標プライマリシーブ回転数ＮINTである。なお、動力源１１の
負荷は、上記の目標出力とエンジン回転数とに基づいて算出され、その目標出力を達成す
るように動力源１１のスロットル開度が制御される。
【００２４】
　一方、セカンダリシーブ回転数（従動プーリ３の回転数）ＮOUTのなまし補正回転数（
遅れ補正なまし値）ＮOUTHOが算出される（ステップＳ００２）。これは、従動プーリ３
が出力軸（図示せず）に連結されていることにより、路面の凹凸などの影響で回転数に外
乱が含まれることを考慮し、実際の回転数を可及的に正確に求めるための制御である。そ
の一例を説明すると、セカンダリシーブ回転数ＮOUTの一次なまし値ＮOUTSM1が次式によ
って求められる。
ＮOUTSM1(i)＝ＮOUT(i-1)＋（ＮOUT(i)－ＮOUTSM1(i-1)）／なまし係数
【００２５】
　この一次なまし値ＮOUTSM1を更にフィルタ処理した値、すなわちなまし値ＮOUTSM2が次
式によって求められる
ＮOUTSM2(i)＝ＮOUTSM1(i-1)＋（ＮOUTSM1(i)－ＮOUTSM2(i-1)）／なまし係数
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【００２６】
　さらに、これらのなまし値ＮOUTSM1，ＮOUTSM2の偏差（補正量）ＮOUTSMDEが次式によ
り算出される。
ＮOUTSMDE(i)＝ＮOUTSM1(i)－ＮOUTSM2(i)
【００２７】
　そして、この補正量ＮOUTSMDEを上記の一次なまし値ＮOUTSM1に加算することにより、
セカンダリシーブ回転数ＮOUTの遅れ補正なまし値ＮOUTHOが算出される。すなわち、
ＮOUTHO(i)＝ＮOUTSM1(i)＋ＮOUTSMDE(i)
【００２８】
　図１に示すステップＳ００２では、セカンダリシーブ回転数ＮOUTについて上述した遅
れ補正なまし処理が実行され、なまし補正回転数ＮOUTHOが求められる。そのなまし補正
回転数ＮOUTHOを利用して目標変速比ＲATIOTが算出される（ステップＳ００３）。すなわ
ち、変速比は駆動プーリ２の回転速度と従動プーリ３の回転数との比であるから、目標変
速比ＲATIOTが、上述した目標プライマリシーブ回転数ＮINTとセカンダリシーブ回転数Ｎ
OUTのなまし補正回転数ＮOUTHOとの比として算出される。
【００２９】
　図５に示す無段変速機１では、各プーリ２，３に対するベルト４の巻き掛け半径に応じ
て変速比が設定されるから、目標変速比ＲATIOTを達成するための可動シーブ６の位置ＷD
Xが算出される（ステップＳ００４）。すなわち変速比と可動シーブ６の位置ＷDXとは、
プーリ２の形状に基づいて幾何学的に定まるので、目標変速比ＲATIOTと可動シーブ６の
位置ＷDXとの関係を予めマップとして用意しておき、そのマップと目標変速比ＲATIOTと
から可動シーブ６の位置ＷDXが求められる。
【００３０】
　前述した目標プライマリシーブ回転数ＮINTは、最終的に到達するべき回転数として設
定されるのではなく、時々刻々の目標値として設定されるから、それに基づく前記目標変
速比ＲATIOTも時々刻々変化する値として算出される。したがって可動シーブ６の位置ＷD
Xは時間毎の位置として求められる。したがって次のステップＳ００５では、所定時間の
可動シーブ６の移動量ＤXTが算出される。これは、可動シーブ６の位置ＷDXの移動平均と
して求めることができる。
【００３１】
　次に、目標変速比ＲATIOT変化量を達成するための上記の所定時間の可動シーブ６の移
動量ＤXTを実現するのに要する駆動プーリ２側の油圧アクチュエータ７に対する圧油の流
量値ＱINが算出される（ステップＳ００６）。要は、その油圧アクチュエータ７もしくは
そのピストンの断面積と可動シーブ６の移動量ＤXTとの積である。
【００３２】
　駆動プーリ２側の油圧室６４に対する圧油の給排の制御は、いずれかのソレノイドバル
ブ４，９をデューティ制御することによっておこなわれるが、そのデューティ比に応じた
圧油の流量は、その流入口と流出口との差圧に関係するので、先ず、その差圧（プライマ
リシーブオイル流入出差圧）ＳAATUが算出される（ステップＳ００７）。このステップＳ
００７での制御の具体例が図２に示されている。
【００３３】
　図２において、先ず、推定ライン圧ＰLMDLが算出される（ステップＳ１０１）。ライン
圧は、挟圧力を設定する従動プーリ３側の油圧アクチュエータ１０における油圧と、その
油圧が作用する受圧面積との積に、油圧アクチュエータ１０に内蔵されているスプリング
の弾性力を加えた力に相当する。また、挟圧力は、無段変速機１で伝達するべきトルクに
対応した圧力として設定されるから、変速比と無段変速機１に対する入力トルクとに基づ
いて求めることができる。結局、これらの関係式あるいはその関係式で得られたマップ値
などによって推定ライン圧ＰLMDLが算出される。
【００３４】
　つぎに、実行される変速がダウンシフトか否かが判断される（ステップＳ１０２）。こ
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のステップＳ１０２で肯定的に判断された場合には、従動プーリ３側の推力の変化量に基
づいて、変速を実行する駆動プーリ２側の油圧アクチュエータ７の圧力すなわち推定プラ
イマリシーブ圧ＰINMDLが推定される（ステップＳ１０３）。その演算式の一例を示すと
、
　ＰINMDL＝｛（ＷOUT－ｋVALDLS）／ＴAUDRV－ＫINCTR×ＮIN2｝／ＡINMDL
である。ここで、ＷOUTは、従動プーリ３での定常推力であって、挟圧力に基づいて、あ
るいは変速比と入力トルクなどとに基づいて求めることができる。また、ｋVALDLSは、従
動プーリ３側の推力の変化量である。さらに、ＴAUDRVは、推力比であって、所定の変速
比において無段変速機１を駆動させるための駆動プーリ２での推力ＷINと従動プーリ３で
の推力ＷOUTとの比であり、変速比および入力トルクに応じて予めマップとして求めてお
くことができる。またさらに、ＫINCTRは、遠心力係数であり、ＮINは駆動プーリ２の回
転数であるから、（ＫINCTR×ＮIN2）は遠心力に相当する。そして、ＡINMDLは、駆動プ
ーリ２側の油圧アクチュエータ７におけるピストン相当部分の受圧面積である。
【００３５】
　したがって上記の式では、変化後の従動プーリ３側の推力と推力比とによって駆動プー
リ２側の推力を求め、これから遠心力を減じ、これを面積で除して単位面積あたりの圧力
すなわち駆動プーリ２側の油圧アクチュエータ７における油圧を算出（推定）することに
なる。このように、従動プーリ３側の油圧アクチュエータ１０の推力もしくはその変化量
を利用して、変速を実行する駆動プーリ２側の油圧アクチュエータ７における圧力を推定
しているのは、ダウンシフトの際における駆動プーリ２とベルト４との相対的な挙動が複
雑であって一定しないことにより、駆動プーリ２側の油圧アクチュエータ７による推力の
変化量と変速速度との相関関係が殆ど無く、これに対して従動プーリ３側の油圧アクチュ
エータ１０による推力の変化量と変速速度との相関関係が相対的に明確あるいは安定して
いるからである。
【００３６】
　ダウンシフトは、駆動プーリ２側の油圧アクチュエータ７から大気に解放されたドレイ
ン箇所に油圧を排出することにより実行されるから、その油圧アクチュエータ７から圧油
を排出する制御の際の差圧ＳAATUは、その油圧アクチュエータ７の推定圧ＰINMDLとなる
（ステップＳ１０４）。
【００３７】
　一方、実行するべき変速がアップシフトであることにより、ステップＳ１０２で否定的
に判断された場合には、変速を実行する駆動プーリ２側の推力の変化量に基づいて、変速
を実行する駆動プーリ２側の油圧アクチュエータ７の圧力すなわち推定プライマリシーブ
圧ＰINMDLが推定される（ステップＳ１０４）。その演算式の一例を示すと、
　ＰINMDL＝｛ｋVALDLP＋ＷOUT／ＴAUDRV－ＫINCTR×ＮIN2｝／ＡINMDL
である。ここで、ｋVALDLPは、駆動プーリ２側の推力の変化量である。その他は、上述し
た式におけるものと同様である。
【００３８】
　したがってこの式では、駆動プーリ２側の推力変化量に、従動プーリ３側の推力と推力
比とから求めた駆動プーリ２側の推力を加えて、駆動プーリ２側の推力を求め、これから
遠心力を減じ、これを面積で除して単位面積あたりの圧力すなわち駆動プーリ２側の油圧
アクチュエータ７における油圧を算出（推定）することになる。このように、駆動プーリ
２側の油圧アクチュエータ７による推力もしくはその変化量を利用して、変速を実行する
駆動プーリ２側の油圧アクチュエータ７における圧力を推定しているのは、アップシフト
の際における駆動プーリ２とベルト４との相対的な挙動がある程度一定していて、駆動プ
ーリ２側の油圧アクチュエータ７による推力の変化量と変速速度との相関関係が相対的に
明確あるいは安定しているからである。
【００３９】
　アップシフトは、ベルト４の挟圧力に抗して所定の変速比を設定している駆動プーリ２
側の油圧アクチュエータ７の油圧より高い圧力で圧油を供給することにより実行されるか
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ら、その油圧アクチュエータ７に圧油を供給する制御の際の差圧ＳAATUは、推定ライン圧
ＰLMDLと油圧アクチュエータ７の推定圧ＰINMDLとの差となる（ステップＳ１０６）。
【００４０】
　このようにしてダウンシフトを実行するため、あるいはアップシフトを実行するための
差圧ＳAATUが求められ、その差圧ＳAATUと前記ステップＳ００６で求められた前記流量値
ＱINとのマップに基づいて、いずれかのソレノイドバルブ１４，１９についてのフィード
フォワード制御量に相当するデューティ比が算出される（ステップＳ００８）。
【００４１】
　なお、駆動プーリ２の実際の回転数ＮINを目標回転数ＮINTに追従および収束させるた
めのフィードバック制御も併せて実行されるので、その偏差とフィードバックゲインとに
基づくいわゆるフィードバックデューティ比（ＦＢ項デューティ比）と上記のＦＦ項デュ
ーティ比との和として変速デューティ比が算出される（ステップＳ００９）。
【００４２】
　上述したように無段変速機１では、一方のプーリ側の油圧アクチュエータに対して圧油
を供給し、あるいは圧油を排出して変速を実行するが、その場合、その油圧アクチュエー
タにおける油圧によって、圧油の供給あるいは排出の速度もしくは量が異なり、目標とす
る変速を達成するためには、その油圧アクチュエータにおける油圧に応じた圧油の供給も
しくは排出をおこなう必要がある。その場合、この発明に係る制御装置では、アップシフ
トとダウンシフトとで圧力の推定の仕方を異ならせている。具体的には、図２に示すよう
に、ダウンシフトの際には、挟圧力を設定する従動プーリ３側の油圧アクチュエータ１０
による推力変化量から駆動プーリ２側の油圧アクチュエータ７の圧力を求め、これに対し
てアップシフトの場合には、駆動プーリ２側の油圧アクチュエータ７による推力変化量か
ら駆動プーリ２側の油圧アクチュエータ７の圧力を求めている。これは、ダウンシフトの
場合には、変速速度と従動プーリ３側の油圧アクチュエータ１０による推力変化量との相
関関係が相対的に明確あるいは安定しており、またアップシフトの場合には、変速速度と
駆動プーリ２側の油圧アクチュエータ７による推力変化量との相関関係が相対的に明確あ
るいは安定していることを利用したものである。
【００４３】
　したがってこの発明に係る制御装置によれば、変速応答性が良好になる。より具体的に
は、ダウンシフトの際の変速応答性が改善される。これをタイムチャートで示すと、図３
には、入力回転数を増大させるダウンシフトの例が示されており、アクセル開度などの駆
動要求量や車速の変化によって設定するべき入力回転数（変速線）ＮINCが次第に増大す
ると、無段変速機１に対する入力回転数の目標値（目標回転数）ＮINTが変速線に対して
、例えば一次遅れで変化するように設定される。このようなダウンシフトの場合、駆動プ
ーリ２側の油圧アクチュエータ７の圧力を、その駆動プーリ２側の油圧アクチュエータ７
による推力変化量から求める比較例（図３の破線）では、フィードフォワード項（ＦＦ項
：フィードフォワード制御量）に基づくデューティ比が十分な値とならず、その結果、変
速デューティ比が不十分となって、前記ソレノイドバルブ１９による信号圧が必ずしも十
分な圧力とならないので、駆動プーリ２側の油圧アクチュエータ７の圧力（プライマリシ
ーブ圧：ＰIN圧）が十分に低下しない。そのため、実駆動プーリ回転数（実プライマリシ
ーブ回転数）が、図３に破線で示すように変化し、ダウンシフトに遅れが生じる。
【００４４】
　これに対して、この発明に係る制御装置によれば、駆動プーリ２側の油圧アクチュエー
タ７の圧力を、従動プーリ３側の油圧アクチュエータ１０による推力変化量から算出もし
くは推定するので、駆動プーリ２側の油圧アクチュエータ７の圧力について、より正確な
値が得られ、その結果、フィードフォワード制御によるデューティ比および変速デューテ
ィ比が、図３に実線で示すように十分な値となり、駆動プーリ２側の油圧アクチュエータ
７の実際の圧力に対して推定値が正確に追従する。そのため、実駆動プーリ回転数（実プ
ライマリシーブ回転数）が、図３に実線で示すように変化し、ダウンシフトの遅れが改善
される。
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【００４５】
　なお、上述した具体例は、圧油の流量制御によって変速を実行するように構成した装置
の例であるが、その発明は、一方のプーリ側の油圧アクチュエータについての圧力を制御
することにより、変速を制御するように構成した装置にも適用することができる。この種
の無段変速機では、駆動プーリなどの一方のプーリ側に設けられている圧力アクチュエー
タに調圧バルブを接続しておき、その調圧バルブの調圧レベルすなわち出力圧を、ソレノ
イドバルブから出力する信号圧によって変化させることによる。この発明は、そのソレノ
イドバルブについてのフィードフォワード制御量を設定する場合にも適用することができ
る。
【００４６】
　その一例を簡単に示すと、図４のとおりである。ここに示す例では、主として前記駆動
プーリ２側の油圧を制御して所定の変速比を設定する。
【００４７】
　図４において、先ず、従動プーリ３による軸線方向の荷重すなわち実セカンダリプーリ
推力ＷOUTが算出される（ステップＳ０２１）。その推力ＷOUTは、従動プーリ３側の油圧
アクチュエータ１０によって発生させられるから、
ＷOUT＝（ＰOUT＋ＰSCH）×ＡOUT
によって算出される。ここで、ＰOUTは従動プーリ３側の油圧アクチュエータ１０におけ
る油圧、ＰSCHはその油圧アクチュエータ１０での遠心油圧、ＡOUTはその油圧アクチュエ
ータ１０でのピストンの受圧面積である。
【００４８】
　また、従動プーリ３で発生すべき推力すなわち理論セカンダリプーリ推力ＷOUTSLPが算
出される（ステップＳ０２２）。前述したように、従動プーリ３側の油圧アクチュエータ
１０では、入力されたトルクを滑りを生じることなく伝達するのに必要十分な挟圧力を設
定するように推力を発生するが、実際の推力は、幾分かの安全率（セーフティファクタＳ
Ｆ）を見込んでいるので、ステップＳ０２２では、ＳＦ＝１の推力が算出される。具体的
には、
ＷOUTSLP＝ＴT×ｃｏｓα／（２×μ×ＲIN）
によって算出される。ここでＴTは、推定入力トルクであり、例えば内燃機関を動力源と
している場合にはスロットル開度をパラメータとしたマップに基づいて求めることができ
る。αは駆動プーリ２におけるベルト４の挟角、μはベルト４と駆動プーリ２との間の摩
擦係数、ＲINは駆動プーリ２におけるベルト４の巻き掛かり半径である。この巻き掛かり
半径ＲINは、変速比により幾何学的に定まる値であるから、変速比のマップとして予め用
意しておき、そのマップから読み出すように構成してもよい。
【００４９】
　これら従動プーリ３における実推力ＷOUTと理論推力ＷOUTSLPとからセーフティファク
タＳＦが求められる（ステップＳ０２３）。
ＳＦ＝ＷOUT／ＷOUTSLP
【００５０】
　さらに、定常走行時推力比τが算出される（ステップＳ０２４）。この定常走行時推力
比τは、所定の変速比（駆動プーリ２の回転数ＮINと従動プーリ３の回転数ＮOUTとの比
）γにおいて無段変速機１を駆動させるための駆動プーリ２での推力ＷINと従動プーリ３
での推力ＷOUTとの比であり、変速比γおよび入力トルクに応じて予めマップとして求め
ておくことができる。図６に、変速比γと推力比τとの関係を規定するマップの例を模式
的に示してある。なお、セーフティファクタＳＦをパラメータとして更に加えたマップと
してもよい。ステップＳ０２４ではそのマップを使用して推力比τを算出することができ
る。
【００５１】
　ついで、フィードフォワードプライマリプーリ油圧Ｐinffが算出される（ステップＳ０
２５）。このステップＳ０２５での制御の内容が、前述した図２に示すフローチャートに
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おけるステップＳ１０２、ステップＳ１０３、ステップＳ１０５であり、ダウンシフトの
場合の推定プライマリシーブ圧ＰINMDLおよびアップシフトの場合の推定プライマリシー
ブ圧ＰINMDLが、それぞれフィードフォワードプライマリプーリ油圧Ｐinffとして算出さ
れる。
【００５２】
　さらに、変速のための油圧を上記のようにフィードフォワード制御することに加えて、
変速時における駆動プーリ２の実際の回転数ＮINを目標回転数ＮINTに追従および収束さ
せるためのフィードバック制御を実行するようになっている。一例として、実際の回転数
ＮINと目標変速比から求まる目標入力回転数ＮINTとの偏差を制御偏差としたＰＩＤ制御
によって、その偏差を収束させるようにフィードバック駆動（プライマリ）プーリ油圧Ｐ
infbが求められる（ステップＳ０２６）。そして、前述したフィードフォワード制御によ
る駆動プーリ２の油圧Ｐinffに、上記のフィードバック制御による駆動プーリ２の油圧Ｐ
infbを加算することにより、変速の際の目標駆動（プライマリ）プーリ油圧Ｐintが算出
される（ステップＳ０２７）。
【００５３】
　このようにして求められる目標油圧Ｐintは、変速を達成するためのものであるから、
要求されている変速によっては低い圧力として算出される場合がある。そこで、無段変速
機１での伝達トルク容量を維持するために、下限ガードが設定される。すなわち、入力ト
ルクと変速比とに対応し、かつ安全率（セーフティファクタ）ＳＦが“１”の駆動プーリ
２の油圧を下限ガード値Ｐingとして求める（ステップＳ０２８）。
Ｐing＝ＴT×ｃｏｓα／（２×μ×ＲIN×Ａin）－Ｐinh
【００５４】
　この下限ガード値Ｐingと前記目標駆動プーリ油圧Ｐintとが比較される。すなわち目標
駆動プーリ油圧Ｐintが下限ガード値Ｐingより低いか否かが判断される（ステップＳ０２
９）。目標駆動プーリ油圧Ｐintが下限ガード値Ｐing以上であることによりステップＳ０
２９で否定的に判断された場合には、このルーチンを一旦終了する。すなわち、変速のた
めの駆動プーリ２の油圧として、上記の目標駆動プーリ油圧Ｐintが採用され、その油圧
を設定するための制御が実行される。
【００５５】
　これとは反対に目標駆動プーリ油圧Ｐintが下限ガード値Ｐingより低いことによりステ
ップＳ０２９で肯定的に判断された場合には、駆動プーリ２の油圧として下限ガード値Ｐ
ingが採用される（ステップＳ０３０）。すなわち、駆動プーリ２の油圧が下限ガード値
Ｐingより低くなることが禁止される。上述したように、下限ガード値Ｐingは、入力トル
クを安全率ＳＦが“１”の状態で伝達するのに要する圧力であるから、駆動プーリ２の油
圧がこの下限ガード値Ｐingに設定されることにより、ベルト４とプーリ２，３との間で
滑りを生じさせることなくトルクを伝達することができる。
【００５６】
　なおこの場合、挟圧力が所定圧力、上昇させられる（ステップＳ０３１）。すなわち従
動プーリ３側の油圧が所定圧力、高くさせられる。こうすることにより、無段変速機１の
伝達トルク容量が増大するので、滑りが確実に防止もしくは回避され、またベルト４に作
用する張力が高くなるので、変速応答性が向上する。
【００５７】
　ここで、上記の具体例とこの発明との関係を簡単に説明すると、図２に示すステップＳ
１０３、ステップＳ１０５の制御を実行する機能機手段が、この発明の制御量算出手段に
相当する。
【００５８】
　なお、上記の具体例では、駆動プーリ２側の油圧アクチュエータ７の圧油の量もしくは
油圧を変化させて変速を実行するように構成したが、この発明は、従動プーリ側の溝幅を
変化させて変速を実行するように構成した無段変速機を対象とする制御装置に適用するこ
ともできる。
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【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】この発明の制御装置による制御例を説明するためのフローチャートである。
【図２】図１のステップＳ００７で実行されるサブルーチンの一例を示すフローチャート
である。
【図３】図１および図２に示す制御をダウンシフト時に実行した場合の各回転数、各デュ
ーティ比、プライマリシーブ圧の変化を模式的に示すタイムチャートである。
【図４】圧力制御によって変速を実行する場合にこの発明を適用した例を説明するための
フローチャートである。
【図５】この発明で対象とする無段変速機およびその油圧系統を模式的に示す図である。
【図６】定常走行時推力比と変速比とセーフティファクタとの三次元マップの一例を示す
線図である。
【符号の説明】
【００６０】
　１…無段変速機、　２…駆動プーリ、　３…従動プーリ、　４…ベルト、　７，１０…
油圧アクチュエータ、　１２…アップシフト制御弁、　１３…ダウンシフト制御弁、　１
４，１９…ソレノイドバルブ、　２４…電子制御装置（ＥＣＵ）。

【図１】 【図２】
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