
JP 2014-199097 A 2014.10.23

10

(57)【要約】
【課題】共振を抑制しつつ燃費向上を図れる無段変速機
の制御装置を提供する。
【解決手段】目標回転数設定手段が、無段変速機構の入
力軸の目標回転数を、エンジンの最良燃費曲線から車輌
の走行状態に応じた回転数に設定する。振動検出手段が
、ロックアップクラッチをロックアップしている時の、
エンジンの回転による振動と無段変速機の回転状態によ
る振動とに基づく振動レベルを検出する。目標回転数変
更手段が、振動検出手段により検出される振動レベルが
所定の閾値以下となるように、目標回転数設定手段によ
り設定された目標回転数を変更する。これにより、車輌
に応じて共振を抑制できると共に、共振を抑制するため
の目標回転数を必要以上に変更しなくて済み、共振を抑
制しつつ燃費向上を図れる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジンの出力軸と無段変速機構の入力軸との間の動力伝達経路に配置される流体伝動
装置の入出力回転をロックアップし得るロックアップクラッチを備えた無段変速機の制御
装置において、
　前記無段変速機構の入力軸の目標回転数を、前記エンジンの最良燃費曲線から車輌の走
行状態に応じた回転数に設定する目標回転数設定手段と、
　前記ロックアップクラッチをロックアップしている時の、前記エンジンの回転による振
動と前記無段変速機の回転状態による振動とに基づく振動レベルを検出する振動検出手段
と、
　前記振動検出手段により検出される前記振動レベルが所定の閾値以下となるように、前
記目標回転数設定手段により設定された目標回転数を変更する目標回転数変更手段と、
　前記無段変速機構の入力軸の回転数が前記目標回転数変更手段により変更された回転数
となるように、前記無段変速機構の変速比を制御する変速制御手段と、を備えた、
　ことを特徴とする無段変速機の制御装置。
【請求項２】
　前記目標回転数変更手段は、前記振動レベルが前記所定の閾値以下となるように、前記
目標回転数を上昇させる、
　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】
　前記エンジンの出力軸の回転数を検出するエンジン回転数検出手段と、
　前記無段変速機構の入力軸の回転数を検出する入力回転数検出手段と、を有し、
　前記振動検出手段は、前記エンジンの出力軸の回転数と前記無段変速機構の入力軸の回
転数とのうちの少なくとも一方の回転数の振動を前記振動レベルとして検出する、
　ことを特徴とする、請求項１又は２に記載の無段変速機の制御装置。
【請求項４】
　前記目標回転数変更手段は、前記振動検出手段により検出される前記振動レベルが前記
所定の閾値を超えた場合に前記目標回転数から所定回転数ずつ変更し、前記振動レベルが
前記所定の閾値以下となった場合に変更を停止する、
　ことを特徴とする、請求項１ないし３のうちの何れか１項に記載の無段変速機の制御装
置。
【請求項５】
　前記目標回転数変更手段により変更が停止された回転数を記憶する記憶手段を有し、
　前記目標回転数変更手段は、次に前記振動検出手段により検出される前記振動レベルが
所定の閾値を超えるまで、前記目標回転数を変更する回転数を前記記憶手段に記憶された
回転数で維持する、
　ことを特徴とする、請求項４に記載の無段変速機の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車輌等に搭載される無段変速機の制御装置に係り、特に流体伝動装置の入出
力回転をロックアップし得るロックアップクラッチを備えた無段変速機の制御装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、車輌に搭載される自動変速機にあっては、例えば燃費向上や変速ショックの低減
のためにベルト式やトロイダル式等の無段変速機構を用いた無段変速機が多く採用されて
いる。また、このような無段変速機にあっても、車輌停止時にエンジンのアイドル回転を
許容するためにトルクコンバータ（流体伝動装置）が設けられており、更に、走行中にお
けるトルクコンバータの滑りロスを無くして燃費向上を図るため、該トルクコンバータの
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ロックアップを行うロックアップクラッチが設けられているものが主流である。
【０００３】
　上述のような無段変速機では、エンジンの回転数が低い状態からロックアップを行って
燃費向上を図ることが、従来から知られている。ここで、エンジンの回転数が低い状態で
ロックアップすると、エンジンの振動と無段変速機の振動とが共振して、所謂こもり音が
発生することが知られている（特許文献１）。
【０００４】
　上述のような共振（こもり音）の発生を抑制するためには、無段変速機構の入力軸の回
転数を、共振が生じない回転数に変更する必要がある。このために従来は、エンジンの最
良燃費曲線から車輌の走行状態に応じて設定される目標回転数が共振の生じ得る回転数で
ある場合に、この回転数を無段変速機が搭載される全ての車輌で共振が生じないような回
転数まで上昇させていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－１０５２００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、無段変速機やこの無段変速機が搭載される車輌には個体差があり、目標回転
数から共振の発生を抑制できるまで上昇させる回転数は、車輌によって異なる。したがっ
て、従来は、どの車輌でも共振が生じないように回転数を大きく上昇させ、その回転数を
一律に設定していたが、車輌によっては、上昇させる回転数が一律に設定される回転数よ
りも小さくても共振を抑制できる場合がある。このような場合にも、一律に回転数を上昇
させると、必要以上に回転数を上昇させていることになり、燃費が低下してしまう。
【０００７】
　そこで本発明は、共振を抑制しつつ燃費向上を図れる無段変速機の制御装置を提供する
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】
【０００８】
　本発明は（例えば図１乃至図６参照）、エンジン（２）の出力軸（２ａ）と無段変速機
構（５）の入力軸（５ａ）との間の動力伝達経路に配置される流体伝動装置（４）の入出
力回転をロックアップし得るロックアップクラッチ（４ｅ）を備えた無段変速機の制御装
置（１）において、
　前記無段変速機構（５）の入力軸（５ａ）の目標回転数を、前記エンジン（２）の最良
燃費曲線から車輌の走行状態に応じた回転数に設定する目標回転数設定手段（２３）と、
　前記ロックアップクラッチ（４ｅ）をロックアップしている時の、前記エンジン（２）
の回転による振動と前記無段変速機（３）の回転状態による振動とに基づく振動レベルを
検出する振動検出手段（２４）と、
　前記振動検出手段（２４）により検出される前記振動レベルが所定の閾値以下となるよ
うに、前記目標回転数設定手段（２３）により設定された目標回転数を変更する目標回転
数変更手段（２７）と、
　前記無段変速機構（５）の入力軸（５ａ）の回転数が前記目標回転数変更手段（２７）
により変更された回転数となるように、前記無段変速機構（５）の変速比を制御する変速
制御手段（２２）と、を備えたことを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明は（例えば図１乃至図６参照）、前記目標回転数変更手段（２７）は、前
記振動レベルが前記所定の閾値以下となるように、前記目標回転数を上昇させることを特
徴とする。
【００１０】
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　また、本発明は（例えば図１乃至図６参照）、前記エンジン（２）の出力軸（２ａ）の
回転数を検出するエンジン回転数検出手段（２５）と、
　前記無段変速機構（５）の入力軸（５ａ）の回転数を検出する入力回転数検出手段（２
６）と、を有し、
　前記振動検出手段（２４）は、前記エンジン（２）の出力軸（２ａ）の回転数と前記無
段変速機構（５）の入力軸（５ａ）の回転数とのうちの少なくとも一方の回転数の振動を
前記振動レベルとして検出することを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明は（例えば図１乃至図６参照）、前記目標回転数変更手段（２７）は、前
記振動検出手段（２４）により検出される前記振動レベルが前記所定の閾値を超えた場合
に前記目標回転数から所定回転数ずつ変更し、前記振動レベルが前記所定の閾値以下とな
った場合に変更を停止することを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明は（例えば図１乃至図６参照）、前記目標回転数変更手段（２７）により
変更が停止された回転数を記憶する記憶手段（２８）を有し、
　前記目標回転数変更手段（２７）は、次に前記振動検出手段（２４）により検出される
前記振動レベルが所定の閾値を超えるまで、前記目標回転数を変更する回転数を前記記憶
手段（２８）に記憶された回転数で維持することを特徴とする。
【００１３】
　なお、上記カッコ内の符号は、図面と対照するためのものであるが、これは、発明の理
解を容易にするための便宜的なものであり、特許請求の範囲の構成に何等影響を及ぼすも
のではない。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１に係る本発明によると、振動レベルが所定の閾値以下となるように目標回転数
を変更するため、車輌に応じて共振を抑制できると共に、共振を抑制するための目標回転
数を必要以上に変更しなくて済み、共振を抑制しつつ燃費向上を図れる。
【００１５】
　請求項２に係る本発明によると、共振を抑制するために目標回転数を上昇させても、回
転数を必要以上に大きくしなくて済み、燃費向上を図れる。
【００１６】
　請求項３に係る本発明によると、エンジンの出力軸の回転数と無段変速機構の入力軸の
回転数とのうちの少なくとも一方の回転数の振動を振動レベルとして検出するため、振動
レベルを検出するためのセンサを別途設ける必要がなく、低コストで振動レベルの検出を
行える。
【００１７】
　請求項４に係る本発明によると、目標回転数の変更を所定回転数ずつ小刻みに行うこと
で、振動レベルが所定の閾値以下となる回転数を精度良く設定できるため、目標回転数の
変更がより小さく抑えられ、より燃費向上を図れる。また、このような目標回転数の変更
を振動レベルが所定の閾値を超えた場合に行うため、経年変化などにより共振が生じる回
転数が変わっても、再度、共振を抑制し得る回転数を設定できる。
【００１８】
　請求項５に係る本発明によると、共振が抑制される回転数を記憶して、次に振動レベル
が所定の閾値を超えるまでこの回転数を維持するため、目標回転数の変更を少なくして制
御の簡略化を図れる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明を適用し得る無段変速機を示すスケルトン図。
【図２】本発明の実施の形態に係る無段変速機の制御装置を示すブロック図。
【図３】本実施の形態に係る振動レベルの検出と目標回転数の変更との関係を示すタイム
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チャート。
【図４】本実施の形態に係る制御の一例を示すフローチャート。
【図５】比較例に係る共振の発生領域と目標回転数の変更とを示す模式図。
【図６】（Ａ）比較例と、（Ｂ）本実施の形態との、車速に対する目標回転数の設定可能
領域を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明に係る実施の形態について、図１ないし図６を用いて説明する。まず、本
発明を適用し得るベルト式無段変速機（ＣＶＴ）３の概略構成について図１及び図２に沿
って説明する。図２に示すように、例えばＦＦタイプ（フロントエンジン、フロントドラ
イブ）の車輌に用いて好適な無段変速機３は、無段変速機構５と、エンジン（駆動源）２
と無段変速機構５との間に介在されるトルクコンバータ（流体伝動装置）４と、それらを
油圧制御するための油圧制御装置６とを備えて構成されている。詳細には、無段変速機３
は、図１に示すように、大まかにトルクコンバータ４と前後進切換え装置７と無段変速機
構５とディファレンシャル装置１７とを備えている。
【００２１】
　トルクコンバータ４は、エンジン２のクランクシャフト（出力軸）２ａと無段変速機構
５の入力軸５ａとの間の動力伝達経路に配置され、クランクシャフト２ａに連結している
ポンプインペラ４ａ，無段変速機構５の入力軸５ａに連結しているタービンランナ４ｂ，
ワンウェイクラッチ４ｄを介して一回転方向に規制されているステータ４ｃを備えており
、更にポンプインペラ４ａとタービンランナ４ｂとを機械的に直接係合し得る（入出力回
転をロックアップし得る）ロックアップクラッチ４ｅを有している。従って、エンジン２
のクランクシャフト２ａの回転は、ポンプインペラ４ａ，タービンランナ４ｂ，ステータ
４ｃを経由する油流を介して、又はロックアップクラッチ４ｅによる機械的結合により入
力軸５ａに伝達される。また、ロックアップクラッチ４ｅには、ダンパ４ｆが設けられて
おり、ロックアップ時のエンジン２の振動などを吸収するようにしている。
【００２２】
　前後進切換え装置７は、上記動力伝達経路に上記トルクコンバータ４と直列に配置され
、１個のシンプルプラネタリギヤ７ａを有しており、該プラネタリギヤ７ａのサンギヤ７
ｂが入力軸５ａに固定され、リングギヤ７ｃがプライマリプーリ１０に連結され、入力軸
５ａとピニオン７ｄを支持するキャリヤ７ｅとの間に前進クラッチ７１が介在され、更に
キャリヤ７ｅが後進クラッチ（ブレーキ）７２に連結されている。したがって、これら前
進クラッチ７１及び後進クラッチ７２は、上記動力伝達経路にトルクコンバータ４と直列
に配置される。
【００２３】
　これにより、前進クラッチ７１が係合された状態では、サンギヤ７ｂ及びキャリヤ７ｅ
に入力軸５ａの入力回転が入力され、プラネタリギヤ７ａが直結状態の一体回転となって
該入力回転がリングギヤ７ｃよりプライマリプーリ１０に伝達される。また、後進クラッ
チ７２が係合された状態では、サンギヤ７ｂに入力軸５ａの入力回転が入力されると共に
キャリヤ７ｅの回転が固定され、該キャリヤ７ｅを介して反転された逆転回転がリングギ
ヤ７ｃより無段変速機構５のプライマリプーリ１０に伝達される。
【００２４】
　無段変速機構５は、プライマリプーリ１０、セカンダリプーリ１２及びこれら両ベルト
に巻掛けられたベルト（例えば金属製プッシュタイプベルト、金属製プルタイプベルト、
金属リング等のあらゆる無端ベルトを含む）１１を有して構成されている。プライマリプ
ーリ１０及びセカンダリプーリ１２の可動プーリが油圧制御され、プライマリプーリ１０
のベルト１１の挟持半径が大きくされると共にセカンダリプーリ１２のベルト１１の挟持
半径が小さくされると変速比が大きくなる方向（ダウンシフト）に変速され、反対に、プ
ライマリプーリ１０のベルト１１の挟持半径が小さくされると共にセカンダリプーリ１２
のベルト１１の挟持半径が大きくされると変速比が小さくなる方向（アップシフト）に変
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速される。
【００２５】
　そして、セカンダリプーリ１２に連結された出力ギヤ１３は、カウンターシャフト１４
の一端側のギヤ１４ａに噛合され、カウンターシャフト１４の他端側のギヤ１４ｂは、デ
ィファレンシャル装置１７のリングギヤ１５に噛合されている。したがって、無段変速機
構５で無段変速された出力回転は、カウンターシャフト１４を介してディファレンシャル
装置１７に伝達され、ディファレンシャル装置１７において左右駆動軸（アクセルシャフ
ト）１６ａ，１６ｂの差回転が吸収されつつ、それら左右駆動軸１６ａ，１６ｂに接続さ
れた車輪１８ａ，１８ｂに出力される。
【００２６】
　油圧制御装置６には、エンジン２の回転に連動して駆動されるオイルポンプ（不図示）
が備えられており、該オイルポンプで発生された油圧は、同じく図示を省略したプライマ
リレギュレータバルブ及びセカンダリレギュレータバルブにより、スロットル開度に基づ
きライン圧及びセカンダリ圧に調圧される。また、油圧制御装置６は、不図示の複数のソ
レノイドバルブなどを備えており、次述する制御部２０の指令により、上述の油圧などを
用いて無段変速機構５の変速、前後進切換え装置７やロックアップクラッチ４ｅの係合な
どの制御を行う。
【００２７】
　つづいて、本実施の形態に係る無段変速機の制御装置１の概略構成について図２に沿っ
て説明する。本無段変速機の制御装置１は、制御部（ＥＣＵ）２０を有しており、該制御
部２０は、ロックアップ制御手段２１、変速制御手段２２、目標回転数設定手段２３、振
動検出手段２４、エンジン回転数検出手段２５、入力回転数検出手段２６、目標回転数変
更手段２７、記憶手段２８を備えて構成されている。
【００２８】
　また、制御部２０には、アクセル開度センサ３１、タービンランナ４ｂの回転速度（タ
ービン回転数）、つまり無段変速機構５の入力軸５ａの回転速度を検出するためのタービ
ン回転数（入力軸）センサ３２、及び、無段変速機構５の出力軸の回転速度を検出するた
めの出力軸回転数（車速）センサ３３が接続されていると共に、エンジン２からエンジン
トルク（エンジンの出力トルク）とエンジン回転数（エンジンの出力軸の回転速度）とが
それぞれ信号として入力される。なお、タービン回転数は、無段変速機構５の出力軸（不
図示）の回転数を検出してギヤ比等から算出してもよく、また、エンジン回転数は、無段
変速機３に入力軸回転数センサを設ける等して検出してもよい。
【００２９】
　また、上記エンジン回転数検出手段２５は、上述のように入力されるエンジン回転数の
信号からエンジン回転数を検出する。上記入力回転数検出手段２６は、タービン回転数セ
ンサ３２から入力される信号により、無段変速機構５の入力軸５ａの回転数（回転速度）
を検出する。
【００３０】
　上記ロックアップ制御手段２１は、エンジン２から入力されるエンジン回転数信号に基
づくエンジン回転数、出力軸回転数センサ３３により検出される車速、油圧制御装置６内
の油温等に基づくロックアップ条件が成立した場合に、ロックアップクラッチ４ｅの係合
を判断し、油圧制御装置６のリニアソレノイドバルブ等を制御してロックアップ係合圧を
上昇するロックアップ係合制御を行う。また、ロックアップ条件が成立しなくなったこと
を判定した際は、ロックアップクラッチ４ｅの解放制御を行う。
【００３１】
　上記変速制御手段２２は、例えば図示を省略したシフトレバーの操作位置等に基づきＤ
（ドライブ）レンジ又はＲ（リバース）レンジの状態であると、上述した前進クラッチ７
１又は後進クラッチ７２を係合制御する。また、変速制御手段２２は、シフトレバーの操
作や走行状態に応じて油圧制御装置６に指令して、プライマリプーリ１０及びセカンダリ
プーリ１２の軸方向挟持圧を油圧制御することで無段変速機構５の変速制御を自在に行う
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。即ち、アクセル開度センサ３１により検出されるアクセル開度及び出力軸回転数センサ
３３により検出される出力軸回転数（車速）に基づき（つまり走行状態に基づき）、エン
ジン２における最適な回転速度（以下、「エンジン回転数」という）、かつ最適な出力ト
ルクとなるように変速比を判断する。
【００３２】
　詳細には、目標回転数設定手段２３が、アクセル開度及び出力軸回転数に基づき、エン
ジンの最良燃費曲線から車輌の走行状態に応じた最適なタービン回転数（無段変速機構５
の入力軸５ａの回転速度）に対する目標タービン回転数（入力軸の目標回転数）を設定し
、それを受けて変速制御手段２２は、出力軸回転数に対する変速比を算出して、該変速比
となるように油圧制御装置６を介して無段変速機構５を制御する。また、変速制御手段２
２は、後述するように目標回転数変更手段２７により、目標回転数設定手段２３が設定し
た目標回転数を変更した場合には、変更された目標回転数に応じた変速比を設定する。
【００３３】
　上記振動検出手段２４は、ロックアップクラッチ４ｅをロックアップしている時の、エ
ンジン２の回転による振動と無段変速機３の回転状態による振動とに基づく振動レベルを
検出する。例えば、車速が低い状態などでロックアップクラッチ４ｅをロックアップした
時に、エンジン回転数が所定回転数（例えば１０００ｒｐｍ）以下では、エンジン２の回
転による振動と無段変速機構５の回転による振動とが共振して、所謂こもり音が発生する
場合がある。なお、ロックアップクラッチ４ｅのロックアップを解除しているときには、
トルクコンバータ４の流体で動力を伝達する流体伝動部で動力伝達が行われるため、共振
は生じにくい。したがって、振動検出手段２４は、ロックアップ時に生じる可能性がある
共振を検出するものである。
【００３４】
　具体的に説明する。振動検出手段２４は、エンジン回転数検出手段２５により検出され
るエンジン２の出力軸の回転数と、入力回転数検出手段２６により検出される無段変速機
構５の入力軸５ａの回転数とのうちの少なくとも一方の回転数の振動を振動レベルとして
検出する。即ち、エンジン回転数及び入力回転数（タービン回転数）は、振動波としてエ
ンジン回転数検出手段２５及び入力回転数検出手段２６から検出される。そして、共振が
生じると、図３の下側に示す振動波のように、検出される振動の振動レベル（振幅）が大
きくなる、具体的には、振動レベルが予め設定された所定の閾値を超える。振動検出手段
２４は、このように検出されるエンジン回転数及び入力回転数の振動波を常時監視して、
これらの振動波に基づいてエンジンの回転による振動と前記無段変速機構の回転による振
動とに基づく振動レベルを検出する。なお、エンジンの回転による振動と前記無段変速機
構の回転による振動との何れか一方のみの振動を検出するようにしても良い。
【００３５】
　上記目標回転数変更手段２７は、振動検出手段２４により検出される振動レベルが所定
の閾値以下となるように、即ち、共振が抑制されるように、目標回転数設定手段により設
定された目標回転数を変更する。本実施の形態では、目標回転数変更手段２７は、振動レ
ベルが所定の閾値以下となるように目標回転数を上昇させるようにしている。具体的には
、目標回転数変更手段２７は、振動検出手段２４により検出される振動レベルが所定の閾
値を超えた場合に目標回転数から所定回転数ずつ変更し、振動レベルが所定の閾値以下と
なった場合に変更を停止する。
【００３６】
　即ち、目標回転数設定手段２３が設定した目標回転数となるように変速制御手段２２が
変速比を制御した結果、振動検出手段２４により検出される振動レベルが所定の閾値を超
えた場合、目標回転数変更手段２７が、目標回転数を所定回転数（例えば１０ｒｐｍ、２
０ｒｐｍなど）分、目標回転数を上昇させる。そして、変速制御手段２２が変更された目
標回転数となるように変速比を制御する。この結果、振動検出手段２４により検出される
振動レベルが、まだ所定の閾値を超えている場合には、更に所定回転数分、目標回転数を
上昇させ、振動レベルが所定の閾値以下となるまで、目標回転数を徐々に上昇させていく
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。
【００３７】
　そして、目標回転数を上昇させた結果、振動検出手段２４により検出される振動レベル
が所定の閾値以下となれば、アクセル開度の増加などの他の条件により目標回転数設定手
段２３により設定される目標回転数が変更されない限り、回転数の変更を停止し、振動が
抑制される回転数であるとしてその回転数を維持する。このときの回転数は、記憶手段２
８に記憶される。なお、走行状態などに応じて変更した後の回転数をさらに上昇させる場
合には、目標回転数設定手段２３により設定される目標回転数に応じて、目標回転数変更
手段２７でこの目標回転数を変更することなく、変速制御手段２２が変速比を制御する。
【００３８】
　また、目標回転数変更手段２７は、次に振動検出手段により検出される振動レベルが所
定の閾値を超えるまで、目標回転数を変更する回転数を記憶手段２８に記憶された回転数
で維持する。即ち、振動レベルが所定の閾値以下となった回転数を学習値として記憶し、
以降の制御で、目標回転数設定手段２３が、走行状態などに応じて上述のように振動レベ
ルが所定の閾値を超えるような目標回転数を設定する場合に、この目標回転数を記憶手段
２８に記憶された回転数分上昇させるように制御する。そして、振動検出手段２４により
振動レベルの検出を常時行い、検出された振動レベルが所定の閾値を超えた場合には、ま
た、初期状態、即ち、目標回転数設定手段２３が走行状態などに応じて設定した目標回転
数から、徐々に所定回転数ずつ上昇させて振動レベルが所定の閾値以下となる回転数に変
更する。また、記憶手段２８に記憶された回転数を、新たに変更した回転数に更新する。
【００３９】
　このような制御の具体例について、図３及び図４を用いて説明する。図３は、振動レベ
ルの検出状況に対する目標回転数の変更を模式的に示すタイムチャートであり、図３の下
側の振動波は、ロックアップ時に目標回転数設定手段２３が設定した目標回転数で共振が
生じている場合の、エンジン回転数及び入力回転数（タービン回転数）を示している。上
側の振動波は、検出される振動レベルに応じて、目標回転数設定手段２３が設定した目標
回転数を変更した回転数を示している。図の横軸が時間軸である。また、図４は、このと
きの制御フローを示している。
【００４０】
　図３に示すように、最初に、目標回転数設定手段２３が走行状態などに応じて設定した
目標回転数で変速比が制御されている状態で、振動検出手段２４が検出した振動レベルが
所定の閾値を超えた場合に、目標回転数変更手段２７が目標回転数を所定回転数ずつ徐々
に上昇させていく。即ち、図４のＳ１で、振動レベルが所定の閾値以下である否かを判断
し、振動レベルが所定の閾値よりも大きい場合（Ｓ１のＮＯ）、目標回転数を所定回転数
上昇させる（Ｓ２）。振動レベルが所定の閾値を超えている間、即ち、図３の「振動レベ
ル大」の間は、回転数上昇を続ける。即ち、図４のＳ１とＳ２とを繰り返す。このとき、
振動レベルが所定の閾値を超えており共振が生じているため、この共振の影響により上昇
させた状態の回転数も不安定となっている。
【００４１】
　次に、振動検出手段２４が検出した振動レベルが所定の閾値以下となった場合に（Ｓ２
のＹＥＳ）、目標回転数変更手段２７が目標回転数の上昇を停止し、振動レベルが所定の
閾値以下となる回転数を維持する。通常、共振は、エンジン回転数が低い時に生じるので
、本実施の形態では、この回転数を目標回転数の下限値として設定する（Ｓ３）。即ち、
目標回転数をこの回転数を下回るように設定しないようにする。そして、振動レベルが所
定の閾値以下の間、即ち、図３の「振動レベル小」の間は、回転数上昇を停止させたまま
、停止させた回転数を維持する。
【００４２】
　更に、振動検出手段２４が振動レベルを常時検出しつづけ、図３に示すように、振動レ
ベルが再び所定の閾値を超えた場合（振動レベル大）、再度、目標回転数設定手段２３が
走行状態などに応じて設定した目標回転数から徐々に回転数を上昇させていく。そして、



(9) JP 2014-199097 A 2014.10.23

10

20

30

40

50

振動検出手段２４が検出した振動レベルが所定の閾値以下となった場合に（振動レベル小
）、目標回転数の上昇を停止し、振動レベルが所定の閾値以下となる回転数を維持し、こ
の回転数を新たな目標回転数の下限値として設定する。
【００４３】
　つづいて、上述のように制御された結果、車速に対する目標回転数がどのように設定さ
れるかを、比較例との関係で、図５及び図６を用いて説明する。図５は、共振が発生する
回転数の領域に対して、全ての車輌で共振が発生しないように、目標回転数設定手段によ
り設定される目標回転数を一律に上昇させた場合を示している。即ち、予め、全ての車輌
で共振が生じないように下限の目標回転数を大きく上昇させている。この結果、図６（Ａ
）に示すような下限の目標回転数（領域ｂ）以上が、何れの車速においても目標回転数が
設定可能な領域ａとなる。
【００４４】
　一方、本実施の形態の場合、上述のように振動レベルを検出して、車輌ごとに共振が発
生しないように、目標回転数の下限値の設定を行えるため、図６（Ｂ）に示すように、図
６（Ａ）に比べて下限の目標回転数（領域ｂ）を低く設定できる。具体的には、図６（Ｂ
）の領域ｃ分、目標回転数の設定可能領域ａを下げることができる。
【００４５】
　以上説明したように本無段変速機の制御装置１によると、振動検出手段２４により検出
される振動レベルが所定の閾値以下となるように、目標回転数設定手段２３により設定さ
れた目標回転数を目標回転数変更手段２７により変更するため、無段変速機３が搭載され
た車輌に応じて共振を抑制できると共に、共振を抑制するための目標回転数を必要以上に
変更しなくて済み、共振を抑制しつつ燃費向上を図れる。例えば、図６（Ｂ）に示すよう
に、車輌によっては、目標回転数の設定可能な領域を下げることができ、回転数が下がる
分、燃費向上を図れる。特に、本実施の形態の場合、共振を抑制するために目標回転数を
上昇させるようにしているが、上述のように、回転数を必要以上に大きくしなくて済むた
め、燃費向上を図れる。
【００４６】
　また、本実施の形態の場合、エンジン２の出力軸の回転数と無段変速機構５の入力軸５
ａの回転数とから振動レベルを検出するため、振動レベルを検出するためのセンサを別途
設ける必要がなく、低コストで振動レベルの検出を行える。
【００４７】
　また、目標回転数の変更を所定回転数ずつ小刻みに行うことで、振動レベルが所定の閾
値以下となる回転数を精度良く設定できるため、目標回転数の変更がより小さく抑えられ
、より燃費向上を図れる。また、このような目標回転数の変更を振動レベルが所定の閾値
を超えた場合に行うため、経年変化などにより共振が生じる回転数が変わっても、再度、
共振を抑制し得る回転数を設定できる。即ち、無段変速機構５やエンジン２の各部品の経
年変化などにより、最初に設定した目標回転数の設定可能領域で共振が生じてしまう可能
性がある。したがって、このような場合には、最初から目標回転数の変更の設定をやり直
すことで、このときの条件に合った回転数に設定できる。この結果、使用状況などに応じ
て共振を抑制することが可能となり、且つ、回転数の変更も必要最小限に抑えられるため
、燃費向上を図れる。
【００４８】
　一方、記憶手段２８により共振が抑制される回転数を記憶して、次に振動レベルが所定
の閾値を超えるまでこの回転数を維持するため、目標回転数の変更を少なくして制御の簡
略化を図れる。例えば、走行条件などにより目標回転数が共振の発生し易い回転数に設定
される場合には、予め記憶手段２８により記憶された回転数分上昇させるように制御する
、言い換えれば、この回転数を下限値として設定しておくことで、毎回、上述のような回
転数を変更していく制御を行う必要がなくなる。一方、振動検出手段２４による検出を常
時行って、振動検出手段２４が再び所定の閾値以上の振動レベルを検出した時には、目標
回転数を変更する制御を実行する。この結果、必要最小限の制御で、共振の発生を抑制で
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きる。
【００４９】
　なお、以上説明した本実施の形態においては、本無段変速機の制御装置１を適用し得る
無段変速機３として、ベルト式ＣＶＴ型の自動変速機を一例として説明したが、これに限
らず、ハイブリッド駆動装置やトロイダル式無段変速機等、変速比を自在に変更すること
が可能なものであれば、どのようなものであっても本発明を適用し得る。
【００５０】
　また、振動検出手段２４は、エンジン回転数及び入力回転数以外のパラメータにより振
動レベルを検出するようにしても良い。例えば、エンジン２の出力軸と無段変速機構５の
入力軸５ａとにそれぞれ加速度センサを設け、振動検出手段２４が、これらの加速度セン
サにより検出される振動の振動レベルを監視するようにしても良い。
【００５１】
　また、上述の説明では、目標回転数を振動検出手段２４により検出される振動レベルが
所定の閾値以下となる回転数に変更した後、振動レベルが所定の閾値を超えた場合に、初
期状態から、再度、目標回転数を変更する制御を行った。但し、再度、目標回転数を変更
する制御は、それまでの値から始めるようにしても良い。即ち、それまで記憶手段２８に
記憶された回転数から、所定回転数ずつ回転数を変更させるようにしても良い。
【００５２】
　更に、再度、目標回転数の変更の制御を行ったときに、初期状態の目標回転数で振動レ
ベルが所定の閾値以下であった場合には、その目標回転数を変更することなく、そのまま
使用するようにしても良い。即ち、経年変化などにより共振が生じる回転数が変化した結
果、以前に共振が生じていた回転数では共振が生じなくなる場合がある。したがって、こ
のような場合には、目標回転数を変更することなく、そのまま、この目標回転数で変速制
御するようにしても良い。この場合、この回転数よりも高い回転数の領域で共振が生じ得
るため、車速の上昇などにより回転数を上げていく場合には、共振が生じ得る回転数の領
域は迅速に通過できるように変速比を制御することが好ましい。
【符号の説明】
【００５３】
１　　無段変速機の制御装置
２　　エンジン
２ａ　　クランクシャフト（出力軸）
３　　無段変速機
４　　トルクコンバータ（流体伝動装置）
４ｅ　　ロックアップクラッチ
５　　無段変速機構
５ａ　　入力軸
６　　油圧制御装置
２０　　制御部
２１　　ロックアップ制御手段
２２　　変速制御手段
２３　　目標回転数設定手段
２４　　振動検出手段
２５　　エンジン回転数検出手段
２６　　入力回転数検出手段
２７　　目標回転数変更手段
２８　　記憶手段



(11) JP 2014-199097 A 2014.10.23

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(12) JP 2014-199097 A 2014.10.23

【図５】 【図６】



(13) JP 2014-199097 A 2014.10.23

フロントページの続き

Ｆターム(参考) 3J552 MA07  MA12  NA01  NB01  PA70  RB07  RC07  SB02  UA09  VA32W
　　　　 　　        VA33W VC01W


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

