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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動力源からの動力を受ける入力軸と駆動輪に動力を伝達する出力軸との間で回転とト
ルクとを伝達する複数の係合装置を有して、該係合装置の係合と解放との切替えによって
変速が実行される自動変速機を備え、変速目標値を実現させる制御操作量を決定する予め
定められた変速モデルを用いて前記自動変速機の変速を実行する車両の変速制御装置であ
って、
　前記変速目標値を、前記出力軸側の回転部材上のトルクと、前記入力軸側の回転部材の
速度変化量との２つの値で設定し、
　前記制御操作量を、前記入力軸側の回転部材上のトルクと、前記変速時における係合側
の係合装置のトルク容量と、前記変速時における解放側の係合装置のトルク容量との３つ
の値で設定し、
　前記変速時に前記係合側の係合装置と前記解放側の係合装置とで受け持つ伝達トルクの
トルク分担率を設定することで、
　前記変速モデルを用いて前記自動変速機の変速を実行するものであり、
　２つの係合装置の解放と２つの係合装置の係合となるギヤ段間での変速時は、変速前の
ギヤ段との間での第１変速及び変速後のギヤ段との間での第２変速が、各々、１つの係合
装置の解放と１つの係合装置の係合とによって為される中間ギヤ段を経由して変速を実行
することを特徴とする車両の変速制御装置。
【請求項２】
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　前記第１変速過渡中には、前記第２変速における解放側の係合装置のトルク容量を、該
第１変速開始前と比べて低下させることを特徴とする請求項１に記載の車両の変速制御装
置。
【請求項３】
　前記第１変速過渡中の前記第２変速における解放側の係合装置のトルク容量の要求値は
、該第２変速に対応する、前記変速目標値と前記制御操作量とを含む前記自動変速機の運
動方程式を用いて算出するものであり、
　前記第１変速過渡中に前記第２変速における解放側の係合装置が差回転を生じないよう
に、前記第２変速に対応する運動方程式における変速目標値が設定されることを特徴とす
る請求項２に記載の車両の変速制御装置。
【請求項４】
　前記入力軸側の回転部材の回転速度、及び前記第１変速に関与する係合装置の差回転速
度の少なくとも一方に基づいて、前記第１変速と前記第２変速とを切り替えることを特徴
とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の車両の変速制御装置。
【請求項５】
　前記変速モデルは、前記変速目標値と前記制御操作量とを含む前記自動変速機の運動方
程式と、前記トルク分担率を表す関係とを用いて、前記変速目標値に基づいて前記制御操
作量を算出するものであることを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載の車両の
変速制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動変速機の変速制御を実行する車両の変速制御装置に係り、特に、変速モ
デルを用いて自動変速機の変速を実行する技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　駆動力源からの動力を受ける入力軸と駆動輪に動力を伝達する出力軸との間で回転とト
ルクとを伝達する複数の係合装置を有して、その係合装置の係合と解放との切替えによっ
て変速が実行される自動変速機が良く知られている。一般的に、このような自動変速機で
は、実車にて評価しながら各ギヤ段毎に制御対象に対して操作する要素（例えばトルク等
）の要求値（すなわち制御操作量）の適合を行い、その適合結果により各ギヤ段毎に予め
求められた制御マップから決定される制御操作量を用いて変速が実行される。しかしなが
ら、自動変速機の多段化が進む中では、適合作業に非常に多くの労力が必要となり、制御
マップを基にした変速制御の態様を採用することが困難化してきている。その為、自動変
速機を構成する各回転要素における運動方程式を基にした変速制御の態様である変速モデ
ル制御が提案されている。このような変速モデル制御では、変速時に実現したい変化態様
（変速目標値）に基づいて予め求められた運動方程式を解くことで制御操作量を一意に決
定し、その決定された制御操作量を用いて変速が実行される。例えば、特許文献１には、
イナーシャ相制御において、変速目標値として変速機の入力軸回転速度の目標値を設定す
ると共に、制御操作量として係合側のクラッチトルクの要求値を変速モデルを用いて算出
して変速を実行する技術、及び変速目標値として変速機の入力軸回転速度と出力軸トルク
との各目標値を設定すると共に、制御操作量として係合側のクラッチトルクの要求値と解
放側のクラッチトルクの要求値とを変速モデルを用いて算出して変速を実行する技術が記
載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－９７３２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　ところで、前記特許文献１に記載の技術は、１つの変速目標値に対して１つの制御対象
を操作することで、或いは２つの変速目標値に対して２つの制御対象を操作することで変
速を実行している。しかしながら、この特許文献１に記載の技術では、イナーシャ相中の
イナーシャトルクを相殺する為に（換言すれば、イナーシャ相中の出力軸トルクが実質的
に変化しないように）、解放側の係合装置の油圧を、解放に向けて減じた後に一時的に再
度係合に向けて上昇させており、変速完了が遅くなってドライバビリティが悪化してしま
う可能性がある。一方で、上記イナーシャトルクを相殺する為に、イナーシャ相中にてエ
ンジントルクを一時的に減じる所謂エンジントルクダウン制御という手法が良く知られて
いる。しかしながら、上記特許文献１に記載の技術では、エンジンが制御対象として運動
方程式に組み込まれていない。つまり、特許文献１に記載の技術では、成り行きのエンジ
ントルクに対して運動方程式を解いている為、特許文献１に記載の変速モデル制御では、
解放側の係合装置の一時的な油圧上昇に替えて、エンジントルクダウン制御によってイナ
ーシャトルクを相殺することができない。この際、変速モデル制御とは別にエンジントル
クダウン制御を実行することは可能であるが、そうすると変速モデル制御の全体が崩れ再
度運動方程式から解を導くこととなり、結局、変速完了が遅くなったり、変速ショックが
増大してドライバビリティが悪化してしまう可能性がある。他方で、エンジントルクにつ
いても制御操作量として変速モデル制御にて一意に決定しようとすると、２つの変速目標
値に対して３つの制御操作量となり、運動方程式を解くことができず、変速モデル制御を
用いた自動変速機の変速が実行できなくなる。
【０００５】
　尚、上述したような課題は未公知であり、２つの変速目標値に対して３つの制御操作量
がある場合に、パワーオンアップシフト、パワーオフアップシフト、パワーオンダウンシ
フト、及びパワーオフダウンシフトといった何れの変速パターン（変速様式）にも所定の
変速モデルにて対応できるように、運動方程式を解く為の拘束条件を適切に設定すること
について、未だ提案されていない。これに対して、本発明は、拘束条件を適切に設定して
運動方程式を解くという新たな技術を提案するものである（本件出願人が先に出願した、
現時点で未公開の国際出願(国際出願番号:PCT/JP2012/069408)を参照）。加えて、本発明
は、上記新たな技術を基礎として、その技術を更に改良する技術を提案するものである。
【０００６】
　本発明は、以上の事情を背景として為されたものであり、その目的とするところは、２
つの変速目標値に対して３つの制御操作量があったとしても変速モデルを用いて自動変速
機の所望の変速を実行することができる車両の変速制御装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的を達成する為の第１の発明の要旨とするところは、(a) 駆動力源からの動力を
受ける入力軸と駆動輪に動力を伝達する出力軸との間で回転とトルクとを伝達する複数の
係合装置を有して、その係合装置の係合と解放との切替えによって変速が実行される自動
変速機を備え、変速目標値を実現させる制御操作量を決定する予め定められた変速モデル
を用いて前記自動変速機の変速を実行する車両の変速制御装置であって、(b) 前記変速目
標値を、前記出力軸側の回転部材上のトルクと、前記入力軸側の回転部材の速度変化量と
の２つの値で設定し、(c) 前記制御操作量を、前記入力軸側の回転部材上のトルクと、前
記変速時における係合側の係合装置のトルク容量と、前記変速時における解放側の係合装
置のトルク容量との３つの値で設定し、(d) 前記変速時に前記係合側の係合装置と前記解
放側の係合装置とで受け持つ伝達トルクのトルク分担率を設定することで、(e) 前記変速
モデルを用いて前記自動変速機の変速を実行するものであり、(f) ２つの係合装置の解放
と２つの係合装置の係合となるギヤ段間での変速時は、変速前のギヤ段との間での第１変
速及び変速後のギヤ段との間での第２変速が、各々、１つの係合装置の解放と１つの係合
装置の係合とによって為される中間ギヤ段を経由して変速を実行することにある。上記ト
ルク分担率は、前記変速時に前記係合側の係合装置と前記解放側の係合装置とで受け持つ
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伝達トルクを前記入力軸側の回転部材上のトルクに置き換えたときの両係合装置にて分担
するその伝達トルクのトルク分担率である。
【発明の効果】
【０００８】
　このようにすれば、２つの変速目標値を実現する為に３つの制御操作量を決定する必要
がある場合に、何らかの拘束条件を設定しなければそれら制御操作量を決定することがで
きないことに対して、解放側の係合装置と係合側の係合装置とで受け持つ伝達トルクのト
ルク分担率を拘束条件としたので、変速制御において難しいとされる解放側の係合装置と
係合側の係合装置とのトルクの受け渡し（すなわち変速進行度）を制御するのに適してお
り、且つ３つの制御操作量を決定することができる。見方を換えれば、３つの制御操作量
を決定する為に何れかの制御操作量を予め定めた所定の値とする場合には、その所定の値
としては各変速パターン毎に合わせた値とするなど無数にある。これに対して、本発明で
は、トルクの受け渡しを表現した前記トルク分担率を拘束条件としたので、何れの変速パ
ターンにも所定の変速モデルにて対応することができる。具体的には、係合側の係合装置
のトルク容量及び解放側の係合装置のトルク容量の一方のみを拘束条件とすると、タイア
ップやある回転部材の吹き上がりが発生する可能性があるが、変速進行度を制御するのに
適した前記トルク分担率を拘束条件とすることで、上記タイアップや吹き上がりの発生を
抑制したり、反対に、敢えてタイアップや吹き上がりを発生させる制御の制御性が向上す
る。また、入力軸側の回転部材上のトルクを拘束条件とすると、駆動力源の出力トルクを
一時的に変化させるような制御を実行できなくなる可能性があるが、本発明では、例えば
イナーシャ相中にて駆動力源の出力トルクを一時的に減じるようなトルクダウン制御を適
切に実行することができる。このように、本発明では、２つの変速目標値に対して３つの
制御操作量があったとしても、変速モデルを用いて３つの制御操作量を適切に決定し、２
つの変速目標値を実現するような自動変速機の所望の変速を実行することができる。
【０００９】
　ところで、自動変速機の変速の種類（例えば隣接しないギヤ段間での変速となる飛び変
速）によっては、２つの係合装置を解放し、２つの係合装置を係合する変速が実行される
場合がある。このような場合、制御操作量が、入力軸側の回転部材上のトルク、２つの係
合側の係合装置のトルク容量、及び２つの解放側の係合装置のトルク容量の５つとなり、
上記トルク分担率を拘束条件に追加するだけでは、運動方程式を解くことができず、変速
モデルを用いて自動変速機の所望の変速を実行することができない。このような課題に対
して、前記第１の発明では、更に、２つの係合装置の解放と２つの係合装置の係合となる
ギヤ段間での変速時は、各々、１つの係合装置の解放と１つの係合装置の係合となる第１
変速及び第２変速を経由するので、第１変速及び第２変速においては、各々制御操作量が
３つとなり、運動方程式を解くことができる。よって、本発明では、変速モデルを用いて
自動変速機の所望の変速を一層適切に実行することができる。
【００１０】
　ここで、第２の発明は、前記第１の発明に記載の車両の変速制御装置において、前記第
１変速過渡中には、前記第２変速における解放側の係合装置のトルク容量を、その第１変
速開始前と比べて低下させることにある。このようにすれば、第１変速から第２変速への
切替え時に第２変速における解放側の係合装置のトルク容量が過剰に残存していると、第
２変速における解放側の係合装置が差回転を速やかに生じることができず、入力軸側の回
転部材の回転速度の変化が停滞して変速ショックが発生する可能性があることに対して、
第１変速過渡中に第２変速における解放側の係合装置のトルク容量を低下させることで、
第２変速への切替え時に第２変速における解放側の係合装置のトルク容量が過剰に残存す
ることが回避され、第２変速における解放側の係合装置の差回転を速やかに生じさせるこ
とができて変速ショックが抑制される。
【００１１】
　また、第３の発明は、前記第２の発明に記載の車両の変速制御装置において、前記第１
変速過渡中の前記第２変速における解放側の係合装置のトルク容量の要求値は、その第２
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変速に対応する、前記変速目標値と前記制御操作量とを含む前記自動変速機の運動方程式
を用いて算出するものであり、前記第１変速過渡中に前記第２変速における解放側の係合
装置が差回転を生じないように、前記第２変速に対応する運動方程式における変速目標値
が設定されることにある。このようにすれば、第２変速への切替え前後において、第２変
速における解放側の係合装置のトルク容量の要求値を連続的な値として算出することがで
き、第２変速における解放側の係合装置の差回転を滑らかに生じさせることができて変速
ショックが適切に抑制される。加えて、第１変速過渡中に第２変速における解放側の係合
装置の差回転を生じさせないようにするので、第１変速中は第２変速における解放側の係
合装置の差回転速度を零にするという第１変速に対応する運動方程式の前提条件を満足さ
せることができ、第１変速に対応する運動方程式の精度を保つことができて、所望の変速
目標値を精度良く実現することができる。
【００１２】
　また、第４の発明は、前記第１の発明乃至第３の発明の何れか１つに記載の車両の変速
制御装置において、前記入力軸側の回転部材の回転速度、及び前記第１変速に関与する係
合装置の差回転速度の少なくとも一方に基づいて、前記第１変速と前記第２変速とを切り
替えることにある。このようにすれば、係合装置のトルク容量が変速の進行に対してどの
ように作用するかに基づいて、第１変速と第２変速とを切り替えることができ、変速過渡
中に発生可能なトルク容量によって変速の進行に対して作用する方向が変化する場合にお
いても、各係合装置のトルク容量の要求値を実現することができる。尚、入力軸側の回転
部材の回転速度、及び第１変速に関与する係合装置の差回転速度は、各々、実測しても良
いし、運動方程式やその他の回転部材の回転速度から推測しても良い。また、第１変速と
第２変速とを切り替えるタイミングは、必ずしも回転速度や差回転速度を用いて決める必
要はなく、適合によって決めても良い。
【００１３】
　また、第５の発明は、前記第１の発明乃至第４の発明の何れか１つに記載の車両の変速
制御装置において、前記変速モデルは、前記変速目標値と前記制御操作量とを含む前記自
動変速機の運動方程式と、前記トルク分担率を表す関係とを用いて、前記変速目標値に基
づいて前記制御操作量を算出するものである。このようにすれば、変速制御において難し
いとされる解放側の係合装置と係合側の係合装置とのトルクの受け渡しに関連する制御を
運動方程式に反映させることができ、３つの制御操作量を適切に決定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明が適用される車両における動力伝達経路の概略構成を説明する図であると
共に、車両に設けられた制御系統の要部を説明する図である。
【図２】自動変速機の変速作動とそれに用いられる係合装置の作動の組み合わせとの関係
を説明する作動図表（係合表）である。
【図３】電子制御装置の制御機能の要部を説明する機能ブロック線図である。
【図４】変速パターン毎に予め定められたトルク分担率を変化させる時期の一例を示す図
である。（ａ）はパワーオンアップシフトの場合であり、（ｂ）はパワーオンダウンシフ
トの場合であり、（ｃ）はパワーオフアップシフトの場合であり、（ｄ）はパワーオフダ
ウンシフトの場合である。
【図５】電子制御装置の制御作動の要部すなわち２要素解放２要素係合変速が発生したと
しても変速モデルを用いて自動変速機の所望の変速を適切に実行する為の制御作動を説明
するフローチャートである。
【図６】図５のフローチャートに示す制御作動を実行した場合のタイムチャートであって
、パワーオンダウンシフトにおける２要素解放２要素係合変速に際して中間ギヤ段を設定
して変速を実行する場合の一例である。
【図７】図５のフローチャートに示す制御作動を実行した場合のタイムチャートであって
、パワーオンダウンシフトにおける２要素解放２要素係合変速に際して中間ギヤ段を設定
して変速を実行する場合の一例である。
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【図８】図５のフローチャートに示す制御作動を実行した場合のタイムチャートであって
、パワーオフダウンシフトにおける２要素解放２要素係合変速に際して中間ギヤ段を設定
して変速を実行する場合の一例である。
【図９】図５のフローチャートに示す制御作動を実行した場合のタイムチャートであって
、パワーオンアップシフトにおける２要素解放２要素係合変速に際して中間ギヤ段を設定
して変速を実行する場合の一例である。
【図１０】図５のフローチャートに示す制御作動を実行した場合のタイムチャートであっ
て、パワーオフアップシフトにおける２要素解放２要素係合変速に際して中間ギヤ段を設
定して変速を実行する場合の一例である。
【図１１】変速に関与する係合装置の熱吸収量が過剰に増大する可能性がある１要素解放
１要素係合変速に際して、中間ギヤ段を設定して変速を実行する場合の一例を示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明において、好適には、前記車両は、例えば前記駆動力源の動力を前記自動変速機
などの動力伝達装置を介して前記駆動輪へ伝達するものである。また、前記自動変速機は
、所定の係合装置の係合と解放との切替えによって各々異なる変速比（ギヤ比）を有する
複数の変速段（ギヤ段）が択一的に形成される有段式自動変速機である。例えば、この有
段式自動変速機は、公知の遊星歯車式自動変速機により構成される。この遊星歯車式自動
変速機における係合装置としては、油圧アクチュエータによって係合させられる多板式、
単板式のクラッチやブレーキ、或いはバンドブレーキ等の係合装置が広く用いられる。ま
た、前記車両は、例えば複数の係合装置の油圧アクチュエータにそれぞれ油圧を供給する
油圧制御回路を備えている。この油圧制御回路は、例えばリニアソレノイドバルブやＯＮ
－ＯＦＦソレノイドバルブ等を備え、それらソレノイドバルブの出力油圧を直接的或いは
シフトコントロールバルブ等を介して間接的に係合装置の油圧アクチュエータにそれぞれ
供給する。尚、上記「油圧を供給する」とは、「油圧を作用させる」或いは「ある油圧に
制御された作動油を供給する」ことを意味する。
【００１６】
　また、好適には、前記駆動力源としては、例えばガソリンエンジンやディーゼルエンジ
ン等のエンジンが用いられる。或いは、前記駆動力源としては、例えば電動機等の原動機
が単独で或いは上記エンジンと組み合わせて用いられる。
【００１７】
　以下、本発明の実施例を図面を参照しつつ詳細に説明する。
【実施例】
【００１８】
　図１は、本発明が適用される車両１０に備えられたエンジン１２から駆動輪２６までの
動力伝達経路の概略構成を説明する図であると共に、車両１０に設けられた制御系統の要
部を説明する図である。図１において、駆動力源としてのエンジン１２により発生させら
れた動力は、トルクコンバータ１４を経て入力軸１６から自動変速機１８に入力され、自
動変速機１８の出力軸２０から差動歯車装置（ディファレンシャルギヤ）２２や一対の車
軸（ドライブシャフト）２４等を順次介して左右の駆動輪２６へ伝達される。
【００１９】
　自動変速機１８は、車体に取り付けられる非回転部材としてのトランスミッションケー
ス内において１組乃至複数組の遊星歯車装置と複数の係合装置（係合要素）とを有し、そ
の係合装置によって複数のギヤ段が択一的に成立させられる公知の遊星歯車式自動変速機
である。例えば、自動変速機１８は、複数の係合装置の何れかの掴み替えにより（すなわ
ち係合装置の係合と解放との切替えにより）変速が実行される、所謂クラッチツゥクラッ
チ変速を行う有段変速機である。複数の係合装置はそれぞれ、エンジン１２からの動力を
受ける入力軸１６と駆動輪２６に動力を伝達する出力軸２０との間で回転とトルクとを伝
達する油圧式の摩擦係合装置である。この入力軸１６は、自動変速機１８の入力軸である
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が、トルクコンバータ１４のタービン翼車によって回転駆動されるタービン軸でもある。
【００２０】
　前記油圧式の摩擦係合装置は、油圧制御回路２８によってそれぞれ係合と解放とが制御
され、その油圧制御回路２８内のソレノイドバルブ等の調圧によりそれぞれのトルク容量
すなわち係合力が変化させられて、それが介挿されている両側の部材を選択的に連結する
クラッチＣやブレーキＢである。ここで、係合装置のトルク容量（以下、クラッチトルク
という）は、例えば係合装置の摩擦材の摩擦係数や摩擦板を押圧する係合油圧によって決
まるものである。係合装置を滑らすことなく（すなわち係合装置に差回転速度を生じさせ
ることなく）入力軸１６と出力軸２０との間でトルク（例えば入力軸１６に入力される変
速機入力トルクＴiすなわちタービントルクＴt）を伝達する為には、そのトルクに対して
各係合装置にて受け持つ必要がある伝達トルク分（すなわち係合装置の分担トルク）が得
られるトルク容量が必要になる。但し、伝達トルク分が得られるトルク容量においては、
トルク容量を増加させても伝達トルクは増加しない。尚、本実施例では、便宜上、クラッ
チトルクと係合油圧とを同義に取り扱うこともある。
【００２１】
　自動変速機１８におけるギヤ段としては、例えば図２の係合作動表に示すように、クラ
ッチＣ（Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３，Ｃ４）及びブレーキＢ（Ｂ１，Ｂ２）のそれぞれの係合解放
制御により、運転者のアクセル操作や車速Ｖ等に応じて前進８段の各ギヤ段が成立させら
れる。例えば、クラッチＣ１とブレーキＢ２との係合により低車速側ギヤ段（ローギヤ段
例えば第１速ギヤ段1st）が成立させられ、クラッチＣ１とブレーキＢ１との係合により
高車速側ギヤ段（ハイギヤ段例えば第２速ギヤ段2nd）が成立させられる。従って、上記
ローギヤ段とハイギヤ段との間の変速時には、ブレーキＢ２とブレーキＢ１とで掴み替え
が行われる。本実施例では、変速時に掴み替えが行われる係合装置のうちで、ローギヤ段
側の成立に関与する係合装置（例えばブレーキＢ２）をローギヤ段係合装置と称し、ハイ
ギヤ段側の成立に関与する係合装置（例えばブレーキＢ１）をハイギヤ段係合装置と称す
る。ローギヤ段係合装置は、ローギヤ段からハイギヤ段へのアップシフト時には解放側の
係合装置（以下、解放側クラッチという）となり、ハイギヤ段からローギヤ段へのダウン
シフト時には係合側の係合装置（以下、係合側クラッチという）となる。一方で、ハイギ
ヤ段係合装置は、上記アップシフト時には係合側クラッチとなり、上記ダウンシフト時に
は解放側クラッチとなる。
【００２２】
　図１に戻り、車両１０には、例えば自動変速機１８の変速制御などに関連する変速制御
装置を含む電子制御装置７０が備えられている。電子制御装置７０は、例えばＣＰＵ、Ｒ
ＡＭ、ＲＯＭ、入出力インターフェース等を備えた所謂マイクロコンピュータを含んで構
成されており、ＣＰＵはＲＡＭの一時記憶機能を利用しつつ予めＲＯＭに記憶されたプロ
グラムに従って信号処理を行うことにより車両１０の各種制御を実行する。例えば、電子
制御装置７０は、エンジン１２の出力制御、自動変速機１８の変速制御等を実行するよう
になっており、必要に応じてエンジン制御用や油圧制御用（変速制御用）等に分けて構成
される。また、電子制御装置７０には、各種センサ（例えば各回転速度センサ５０，５２
，５４、アクセル開度センサ５６、スロットル弁開度センサ５８、シフトセンサ６０など
）により検出された各種信号（例えばエンジン１２の回転速度を表すエンジン回転速度ω
e，入力軸１６の回転速度を表すタービン回転速度ωtすなわち変速機入力回転速度ωi，
車速Ｖに対応する出力軸２０の回転速度を表す変速機出力回転速度ωo、車両１０の駆動
力（駆動トルク）に対する運転者の要求量を表すアクセル開度Ａcc、スロットル弁開度θ
th、シフトレバー或いはパドルスイッチによるシフト操作ＳＨなど）が、それぞれ供給さ
れる。また、電子制御装置７０からは、例えばエンジン１２の出力制御の為のエンジン出
力制御指令信号Ｓe、自動変速機１８の油圧アクチュエータを制御する油圧制御回路２８
を作動させる為の油圧指令信号Ｓpなどが、それぞれ出力される。
【００２３】
　図３は、電子制御装置７０による制御機能の要部を説明する機能ブロック線図である。
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図３において、エンジン出力制御手段すなわちエンジン出力制御部７２は、例えば要求さ
れたエンジントルクＴe（以下、要求エンジントルクＴedem）が得られるように、スロッ
トル制御の為にスロットルアクチュエータにより電子スロットル弁を開閉制御する他、燃
料噴射量制御の為に燃料噴射装置による燃料噴射量を制御し、点火時期制御の為にイグナ
イタ等の点火装置を制御するエンジン出力制御指令信号Ｓeを出力する。エンジン出力制
御部７２は、例えばアクセル開度Ａccをパラメータとして車速Ｖと要求駆動力Ｆdemとの
予め記憶された不図示の関係（駆動力マップ）から実際のアクセル開度Ａcc及び車速Ｖに
基づいて要求駆動力Ｆdemを算出する。そして、エンジン出力制御部７２は、例えば駆動
輪２６のタイヤ有効半径、現在の自動変速機１８のギヤ段におけるギヤ比（＝ωi／ωo）
、出力軸２０よりも駆動輪２６側の動力伝達経路における終減速比、及びトルクコンバー
タ１４のトルク比ｔに基づいて、要求駆動力Ｆdemが得られる要求エンジントルクＴedem
を算出する。尚、トルクコンバータ１４のトルク比ｔは、例えば速度比（＝タービン回転
速度ωt／ポンプ回転速度ωp（エンジン回転速度ωe））とトルク比ｔ、効率、及び容量
係数とのそれぞれの予め記憶された公知の関係（トルクコンバータ１４の作動特性図）か
ら実際の速度比ｅに基づいて算出される。
【００２４】
　変速制御手段すなわち変速制御部７４は、自動変速機１８の変速制御を実行する。具体
的には、変速制御部７４は、車速Ｖ及びアクセル開度Ａccを変数として予め記憶された公
知の関係（変速マップ、変速線図）から実際の車速Ｖ及びアクセル開度Ａccで示される車
両状態に基づいて変速判断を行う。そして、変速制御部７４は、自動変速機１８の変速を
実行すべきと判断した場合には、変速すべきギヤ段が得られるように自動変速機１８の自
動変速制御を実行する。例えば、変速制御部７４は、判断したギヤ段が達成されるように
、自動変速機１８の変速に関与する係合装置を係合及び／又は解放させる油圧指令信号Ｓ
pを油圧制御回路２８へ出力する。この油圧指令信号Ｓpとしては、例えば解放側クラッチ
のトルク容量（以下、解放側クラッチトルクという）を得る為の油圧指令値、及び係合側
クラッチのトルク容量（以下、係合側クラッチトルクという）を得る為の油圧指令値であ
る。
【００２５】
　ここで、変速制御としては、例えば変速ショックや変速時間等が適切であるかを実車に
て評価しつつ適合により予め定められた制御マップから、変速時のトルク容量（或いは油
圧指令値）を決定して自動変速機１８の変速を実行する手法がある。このような制御マッ
プを用いる手法では、どの変速の種類での変速であるかによって、各々異なる制御マップ
を作成する必要がある。その為、自動変速機１８のギヤ段が多段化される程、上記適合作
業に多くの労力等が必要となってくる。上記変速の種類とは、例えばパワーオンアップシ
フト、パワーオフアップシフト、パワーオンダウンシフト、及びパワーオフダウンシフト
といった各種の変速パターン（変速様式）と、１速－２速間、２速－３速間などの各種の
ギヤ段間との組み合わせで表される各種の変速態様である。より具体的には、変速の種類
は、３速→２速パワーオンダウンシフト、２速→１速パワーオンダウンシフトなどとして
表される。
【００２６】
　そこで、本実施例では、変速制御として、上記制御マップを用いる手法に替えて、変速
目標値を実現させる制御操作量を決定する予め定められた変速モデルを用いて自動変速機
１８の変速を実行する手法を採用する。上記変速目標値は、変速時に実現したい変化態様
を定める要素（例えば変速時間、駆動力等）の目標値である。上記制御操作量は、制御対
象に対して操作する要素（エンジントルク、クラッチトルク等）の要求値である。
【００２７】
　以下において、変速モデルを用いた自動変速機１８の変速制御について詳しく説明する
。自動変速機１８の変速中における運動方程式は、次式（１）及び次式（２）で表される
。この式（１）及び式（２）は、自動変速機１８を構成する相互に連結された各回転要素
毎の運動方程式、及び自動変速機１８を構成する遊星歯車装置における関係式から導き出
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されたものである。上記各回転要素毎の運動方程式は、各回転要素におけるイナーシャと
回転速度時間変化率との積で表されるトルクを、遊星歯車装置の３つの部材（サンギヤ、
キャリヤ、リングギヤ）、及び係合装置の両側の部材のうちで各回転要素に関与する部材
に作用するトルクにて規定した運動方程式である。また、遊星歯車装置における関係式は
、遊星歯車装置の歯車比（＝サンギヤの歯数／リングギヤの歯数）を用いて、その遊星歯
車装置の３つの部材におけるトルクの関係と回転速度時間変化率の関係とを各々規定した
関係式である。この式（１）及び式（２）において、dωt/dtは、タービン回転速度ωt（
すなわち変速機入力回転速度ωi）の時間微分すなわち時間変化率であり、入力軸１６側
の回転部材の速度変化量としての入力軸１６の角加速度（以下、入力軸角加速度）を表し
ている（図面乃至数式においては時間変化率をドットで示している、以下の説明において
同じ）。dωo/dtは、変速機出力回転速度ωoの時間変化率であり出力軸角加速度を表して
いる。Ｔtは、入力軸１６側の回転部材上のトルクとしての入力軸１６上のトルクである
タービントルクすなわち変速機入力トルクＴiを表している。このタービントルクＴtは、
トルクコンバータ１４のトルク比ｔを考慮すればエンジントルクＴe（＝Ｔt／ｔ）と同意
である。Ｔoは、出力軸２０側の回転部材上のトルクとしての出力軸２０上のトルクであ
る変速機出力トルクを表している。Ｔcaplは、係合側クラッチトルクであり、アップシフ
ト時にはハイギヤ段側クラッチトルクとなり、ダウンシフト時にはローギヤ段側クラッチ
トルクとなる。Ｔcdrnは、解放側クラッチトルクであり、アップシフト時にはローギヤ段
側クラッチトルクとなり、ダウンシフト時にはハイギヤ段側クラッチトルクとなる。ａ1,
ａ2,ｂ1,ｂ2,ｃ1,ｃ2,ｄ1,ｄ2はそれぞれ、この式（１）及び式（２）を導き出した際に
定数としたものであり、上記各回転要素におけるイナーシャ及び上記遊星歯車装置の歯車
比から設計的に定められる係数である。この定数の具体的な数値は、例えば変速の種類（
例えば変速パターンやギヤ段間）毎に異なる。従って、上記運動方程式としては１つの所
定のものであるが、自動変速機１８の変速には、変速の種類毎に異なる定数とされたそれ
ぞれの変速の種類に対応する運動方程式が用いられる。
【００２８】
【数１】

【００２９】
　前記式（１）及び式（２）は、変速目標値と制御操作量との関係を定式化した自動変速
機１８のギヤトレーン運動方程式である。ここでの変速目標値は、変速時間及び駆動力の
各目標値を表現でき、ギヤトレーン運動方程式上で取り扱えるものである。本実施例では
、変速時間を表現できる要素の一例として、入力軸角加速度dωt/dtを用いている。また
、駆動力を表現できる要素の一例として、変速機出力トルクＴoを用いている。つまり、
本実施例では、変速目標値を、入力軸角加速度dωt/dtと、変速機出力トルクＴoとの２つ
の値で設定している。一方で、本実施例では、それら変速目標値を成立させる制御操作量
を、タービントルクＴt（エンジントルクＴeも同意）と、係合側クラッチトルクＴcaplと
、解放側クラッチトルクＴcdrnとの３つの値で設定している。そうすると、運動方程式が
前記式（１）及び式（２）の２式で構成されることに対して制御操作量が３つある為に、
２つの変速目標値を成立させる制御操作量を一意に解くことはできない。その為、変速モ
デルを用いて、２つの変速目標値を実現するような自動変速機１８の所望の変速を実行す
ることができない。尚、出力軸角加速度dωo/dtは、回転速度センサ５４の検出値である
変速機出力回転速度ωoから算出される。
【００３０】
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　ところで、前記式（１）及び式（２）の運動方程式に、ある拘束条件を追加することで
制御操作量を一意に解くことができると考えられる。ここで、自動変速機１８の変速制御
において難しいとされることは、解放側クラッチと係合側クラッチとのトルクの受け渡し
（すなわち変速進行度）を制御することである。一方で、３つの制御操作量を決定する為
に何れかの制御操作量を所定の値とする場合には、各変速パターン毎に合わせた所定の値
とするなど無数の定め方がある。この所定の値に関し、例えば解放側クラッチトルクＴcd
rn及び係合側クラッチトルクＴcaplのうちで一方のみを拘束条件とすると、変速中にタイ
アップや吹き上がりが発生し易くなったり、また、敢えて変速中にタイアップや吹き上が
りを発生させる制御の制御性が低下したりする可能性がある。或いは、例えばエンジント
ルクの変化態様を拘束条件とすると、イナーシャ相中にエンジントルクを一時的に変化さ
せるようなエンジントルクダウン制御を実行できなくなる可能性がある。そこで、本実施
例では、変速中のトルクの受け渡しを表現したり制御するのに適しており、また、何れの
変速パターンにも対応することができる、解放側クラッチと係合側クラッチとで受け持つ
伝達トルクのトルク分担率を、上記拘束条件として設定することを見出した。つまり、変
速中のトルクの受け渡しを運動方程式に組み込むことができ、且つ制御操作量を一意に解
くことができる、伝達トルクのトルク分担率を上記拘束条件として設定することを見出し
た。上記トルク分担率は、自動変速機１８の変速時に解放側クラッチと係合側クラッチと
で受け持つ必要がある合計の伝達トルク（合計伝達トルク）を例えば入力軸１６上のトル
ク（入力軸上合計伝達トルク）に置き換えたときに、その入力軸上合計伝達トルクに対し
て両係合装置が各々分担する伝達トルクの割合である。本実施例では、係合側クラッチの
トルク分担率を「ｘapl」とし、解放側クラッチのトルク分担率を「ｘdrn」として、それ
ぞれのトルク分担率を、変速中のトルクの受け渡しを反映するように時系列で変化するト
ルク分担率ｘ（例えば０≦ｘ≦１）を用いて次式（３）及び次式（４）のように定義する
。
　ｘapl ＝ ｘ　　　　　・・・（３）
　ｘdrn ＝ １－ｘ　　　・・・（４）
【００３１】
　係合側クラッチトルクＴcaplと解放側クラッチトルクＴcdrnとの関係式は、入力軸１６
上のトルクに置き換えた「Ｔcapl」及び「Ｔcdrn」と、前記式（３）及び式（４）とに基
づいて、「ｘ」（＝ｘapl）と「１－ｘ」（＝ｘdrn）とを用いて定義することができる。
そして、前記式（１）、前記式（２）、及び「Ｔcapl」と「Ｔcdrn」との関係式から、制
御操作量である、タービントルクＴt、係合側クラッチトルクＴcapl、及び解放側クラッ
チトルクＴcdrnを算出する関係式が導き出される。タービントルクＴt（エンジントルク
Ｔeも同意）は、「ｘ」（＝ｘapl）、「１－ｘ」（＝ｘdrn）、入力軸角加速度dωt/dt、
及び変速機出力トルクＴoなどを用いた関係式にて表される。同様に、係合側クラッチト
ルクＴcaplは、「ｘ」（＝ｘapl）、入力軸角加速度dωt/dt、及び変速機出力トルクＴo
などを用いた関係式にて表される。同様に、解放側クラッチトルクＴcdrnは、「１－ｘ」
（＝ｘdrn）、入力軸角加速度dωt/dt、及び変速機出力トルクＴoなどを用いた関係式に
て表される。つまり、本実施例の変速モデルは、前記変速目標値と前記制御操作量とを含
む自動変速機１８の運動方程式（前記式（１）,（２））と、前記トルク分担率を表す関
係（前記式（３）,（４））とを用いて、前記変速目標値に基づいて前記制御操作量を算
出するものである。このように、本実施例では、前記式（１）,（２）に、トルク分担率
ｘにて設定した拘束条件を追加することで、変速モデルを用いて自動変速機１８の変速を
実行する。よって、２つの変速目標値に対して３つの制御操作量があったとしても、上記
変速モデルを用いて３つの制御操作量を適切に決定することができる。この変速モデルと
しては１つの所定のものであるが、上述したように変速の種類（例えば変速パターンやギ
ヤ段間）毎に異なる定数とされたギヤトレーン運動方程式が用いられるので、自動変速機
１８の変速には、それぞれの変速の種類に対応する変速モデルが用いられることになる。
【００３２】
　ここで、自動変速機１８の変速制御においては、パワーオンアップシフト、パワーオフ
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アップシフト、パワーオンダウンシフト、及びパワーオフダウンシフトといった様々な変
速パターンがある。その為、各変速パターンに合わせてトルク分担率を設定することが望
ましい。例えば、本実施例では、変速パターンに合わせて変速を適切に進行させる為に、
変速パターンに基づいてトルク分担率を変化させる時期を変更する（すなわち変速パター
ンに基づいて解放側クラッチと係合側クラッチとのトルクを受け渡すタイミングを変更す
る）。以下に、各変速パターンに合わせたトルク分担率の設定について詳細に説明する。
【００３３】
　パワーオンアップシフト或いはパワーオフダウンシフトでは、エンジントルクＴe（パ
ワーオン時の正トルク、或いはパワーオフ時の負トルク（エンジンフリクショントルク）
）によってタービン回転速度ωt（すなわち変速機入力回転速度ωi）が変化させられる方
向と、変速に伴うタービン回転速度ωtの変化方向（変速によって進められる方向）とが
異なる。すなわち、パワーオンアップシフト或いはパワーオフダウンシフトでは、エンジ
ントルクＴeにより自発的に変速を進行できない。従って、トルク分担率を変えないまま
解放側クラッチトルクＴcdrnの絶対値のみを低下させるだけでは（すなわち解放側クラッ
チを解放に向かわせるだけでは）変速を進行させられないので、係合側クラッチによりタ
ービン回転速度ωtを変速に伴う変化方向へ変化させる必要がある。そこで、変速パター
ンがパワーオンアップシフト或いはパワーオフダウンシフトの場合には、図４の（ａ）,
（ｄ）に示すように、変速を適切に進行させる為に、トルク分担率を変化させる時期をイ
ナーシャ相開始前とする（すなわち解放側クラッチと係合側クラッチとのトルクの受け渡
しをイナーシャ相開始前に実行する）。
【００３４】
　一方で、パワーオフアップシフト或いはパワーオンダウンシフトでは、エンジントルク
Ｔeによってタービン回転速度ωtが変速に伴う変化方向へ変化させられる。すなわち、パ
ワーオフアップシフト或いはパワーオンダウンシフトでは、エンジントルクＴeにより自
発的に変速を進行できる。従って、トルク分担率を変えないまま解放側クラッチトルクＴ
cdrnの絶対値のみを低下させるだけで変速を進行させられるので、係合側クラッチにより
タービン回転速度ωtを変速に伴う変化方向へ変化させる必要がない。パワーオフアップ
シフト或いはパワーオンダウンシフトでは、係合側クラッチにより変速を進行させようと
すると、却ってイナーシャトルクが増大して変速ショックが悪化する可能性がある。そこ
で、変速パターンがパワーオフアップシフト或いはパワーオンダウンシフトの場合には、
図４の（ｃ）,（ｂ）に示すように、変速を適切に進行させる為に、トルク分担率を変化
させる時期をイナーシャ相終了時とする。すなわち、パワーオフアップシフト或いはパワ
ーオンダウンシフトの場合には、変速ショックが抑制された滑らかな変速を実現する為に
、エンジントルクＴeに合わせて解放側クラッチを解放することだけで変速を進行させた
後、解放側クラッチと係合側クラッチとのトルクの受け渡しをイナーシャ相の終了に合わ
せるように実行することで係合側クラッチによりタービン回転速度ωtを変速後の同期回
転に合わせる。ここでの、イナーシャ相終了時とは、例えばイナーシャ相が概ね終了した
ような、タービン回転速度ωtが変速後の同期回転に概ね近づいた時点である。つまり、
イナーシャ相終了時とは、係合側クラッチを係合に向かわせなくとも、エンジントルクＴ
eと解放側クラッチの解放とによりイナーシャ相が開始されて更に進行させられ、タービ
ン回転速度ωtを変速後の回転速度に同期させるところだけ係合側クラッチを係合に向け
て制御すれば良いような、イナーシャ相の終了間近の時点である。尚、エンジントルクＴ
eと解放側クラッチの解放とによりイナーシャ相が進行させられて終了させられ得る場合
には、イナーシャ相終了時をイナーシャ相終了後としても良い。
【００３５】
　より具体的には、図２において、変速制御部７４は、自動変速機１８の変速中であるか
否かを、例えば実行すべきと判断した変速が未だ終了していないか否かに基づいて判定す
る。
【００３６】
　制御操作量算出手段すなわち制御操作量算出部７６は、変速制御部７４により自動変速
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機１８の変速中であると判定された場合には、上記変速モデルを用いて、前記変速目標値
に基づいて前記制御操作量を算出する。具体的には、制御操作量算出部７６は、トルク分
担率算出手段すなわちトルク分担率算出部７８と、変速目標値算出手段すなわち変速目標
値算出部８０とを備えている。
【００３７】
　トルク分担率算出部７８は、例えばトルク分担率ｘを変化させる態様（例えば傾き等）
が予め定められた関係（変速進行度マップ）から、変化開始時（或いは変速制御開始時、
前回算出時等）からの経過時間に基づいてトルク分担率ｘを算出する。そして、トルク分
担率算出部７８は、前記式（３）及び式（４）から、その算出したトルク分担率ｘに基づ
いて係合側クラッチのトルク分担率ｘaplと解放側クラッチのトルク分担率ｘdrnとを算出
する。上記変速進行度マップは、例えば変速の種類（変速パターンやギヤ段間）毎に予め
定められている。また、トルク分担率ｘの初期値は、「０」とされている。
【００３８】
　変速目標値算出部８０は、例えばイナーシャ相中のタービン回転速度ωt（＝変速機入
力回転速度ωi）の変化が変速ショックの抑制と変速時間とを両立させる所定変化となる
ように入力軸角加速度dωt/dtを変化させる態様が予め定められた関係（入力軸角加速度
変化マップ）から、イナーシャ相開始時（或いは前回算出時）からの経過時間に基づいて
イナーシャ相中の入力軸角加速度dωt/dtの目標値を算出する。また、変速目標値算出部
８０は、例えばイナーシャ相中以外では、タービン回転速度ωt（＝変速機入力回転速度
ωi）の変化に基づいて入力軸角加速度dωt/dtの目標値を算出する。加えて、変速目標値
算出部８０は、例えば変速機出力トルクＴoを変化させる態様が予め定められた関係（変
速機出力トルク変化マップ）から、エンジン出力制御部７２により算出された要求駆動力
Ｆdem及び変速制御開始時（或いは前回算出時）からの経過時間に基づいて変速機出力ト
ルクＴoの目標値を算出する。尚、上記入力軸角加速度変化マップ及び変速機出力トルク
変化マップは、例えば変速の種類（変速パターンやギヤ段間）毎に予め定められている。
【００３９】
　制御操作量算出部７６は、前記制御操作量を算出する関係式から、トルク分担率算出部
７８により算出された係合装置のトルク分担率（ｘ，ｘapl，ｘdrn）、及び変速目標値算
出部８０により算出された各変速目標値（dωt/dt、Ｔoの各目標値）に基づいて、制御操
作量としての、タービントルクＴt（エンジントルクＴeも同意）、係合側クラッチトルク
Ｔcapl、及び解放側クラッチトルクＴcdrnの各要求値を算出する。
【００４０】
　エンジン出力制御部７２は、制御操作量算出部７６により算出されたタービントルクＴ
tの要求値が得られるように、エンジン出力制御指令信号Ｓeを出力する。変速制御部７４
は、判断した自動変速機１８のギヤ段が達成されるように、制御操作量算出部７６により
算出された係合側クラッチトルクＴcapl及び解放側クラッチトルクＴcdrnの各要求値を得
る為の油圧指令信号（例えばクラッチ圧指令値）Ｓpを油圧制御回路２８へ出力する。
【００４１】
　ところで、第３速ギヤ段と第８速ギヤ段との間の変速、第４速ギヤ段と第７速ギヤ段と
の間の変速のように、２つの係合装置を解放し、２つの係合装置を係合する変速（以下、
２要素解放２要素係合変速と称す）が実行される場合がある。この場合の自動変速機１８
の変速中における運動方程式は、次式（５）及び次式（６）で表される。この式（５）及
び式（６）は、前記式（１）及び式（２）と同様に導き出されたものである。この式（５
）及び式（６）において、Ｔcapl1及びＴcap2は、共に係合側クラッチトルクであり、Ｔc
drn1及びＴcdrn2は、共に解放側クラッチトルクである。従って、２要素解放２要素係合
変速では、制御操作量が、タービントルクＴt、２つの係合側クラッチトルクＴcapl1，Ｔ
capl2、及び２つの解放側クラッチトルクＴcdrn1，Ｔcdrn2の５つとなる。その為、係合
側クラッチトルクＴcapl1と解放側クラッチトルクＴcdrn1とのトルク分担率ｘ1を拘束条
件に追加するだけでは、ギヤトレーン運動方程式を一意に解けない。
【００４２】
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【数２】

【００４３】
　そこで、本実施例では、電子制御装置７０は、２要素解放２要素係合変速時は、変速前
のギヤ段との間での第１変速及び変速後のギヤ段との間での第２変速が、各々、１つの係
合装置の解放と１つの係合装置の係合とによって為される中間ギヤ段を経由して変速を実
行する。つまり、２要素解放２要素係合変速時は、変速前のギヤ段との間での変速が１要
素解放１要素係合変速となり且つ変速後のギヤ段との間での変速が１要素解放１要素係合
変速となる中間ギヤ段を設定し、変速前のギヤ段と中間ギヤ段との間での第１変速、中間
ギヤ段と変速後のギヤ段との間での第２変速を順に実行する多重変速に、その２要素解放
２要素係合変速を読み替える。
【００４４】
　具体的には、２要素解放２要素係合変速中における運動方程式（前記式（５）,（６）
）を、第１変速中における運動方程式（次式（７）,（８））、及び第２変速中における
運動方程式（次式（９）,（１０））に読み替える。この式（７）,（９）及び式（８）,
（１０）は、前記式（１）及び式（２）と同様に導き出されたものである。この式（７）
,（８）において、Ｔcapl1は第１変速における係合側クラッチ（第１変速係合側クラッチ
）のトルク容量（第１変速係合側クラッチトルク）となり、Ｔcdrn1は第１変速における
解放側クラッチ（第１変速解放側クラッチ）のトルク容量（第１変速解放側クラッチトル
ク）となる。この式（９）,（１０）において、Ｔcapl2は第２変速における係合側クラッ
チ（第２変速係合側クラッチ）のトルク容量（第２変速係合側クラッチトルク）となり、
Ｔcdrn2は第２変速における解放側クラッチ（第２変速解放側クラッチ）のトルク容量（
第２変速解放側クラッチトルク）となる。そして、前記式（３）,（４）と同様に、第１
変速中における運動方程式（次式（７）,（８））で、第１変速係合側クラッチと第１変
速解放側クラッチとのトルク分担率（ｘ1，ｘapl1，ｘdrn1）を設定し、且つ第２変速中
における運動方程式（次式（９）,（１０））で、第２変速係合側クラッチと第２変速解
放側クラッチとのトルク分担率（ｘ2，ｘapl2，ｘdrn2）を設定することで、制御操作量
について各変速におけるギヤトレーン運動方程式を一意に解くことができ、結果として、
変速モデルを用いて２要素解放２要素係合変速を適切に実行することができる。
【００４５】
【数３】

【００４６】
　第１変速に関与しない第２変速解放側クラッチは、第１変速中は係合を維持するように
、係合圧が例えば最大係合圧に維持されたままとなる。その為、第１変速から第２変速へ
の切替え時に第２変速解放側クラッチトルクが過剰に残存することとなり、第２変速解放
側クラッチが差回転を速やかに生じることができず、変速に伴う変速機入力回転速度ωi
の変化過程でその変化が停滞して、変速ショックが発生する可能性がある。そこで、本実
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施例では、電子制御装置７０は、第１変速過渡中には、第２変速解放側クラッチトルクを
、第１変速開始前と比べて低下させる。つまり、第２変速への切替え時に第２変速解放側
クラッチが速やかに差回転を発生させられるように、その第２変速に備えて、第１変速中
から予め第２変速解放側クラッチトルクを低下させておく。但し、上述したギヤトレーン
運動方程式では、対応する変速に関与しない係合装置においては差回転を発生させないこ
と（差回転速度＝０）を前提としている。その為、第１変速に対応するギヤトレーン運動
方程式の精度を低下させないように、第１変速中の第２変速解放側クラッチトルクは、第
１変速に関与しない第２変速解放側クラッチに差回転が発生しない値以上とする必要があ
る。
【００４７】
　中間ギヤ段を設定した場合の第１変速から第２変速への切替え時期については、電子制
御装置７０は、例えば変速機入力回転速度ωi、及び第１変速に関与する係合装置（第１
変速係合側クラッチ、第１変速解放側クラッチ）の差回転速度の少なくとも一方に基づい
て判断する。例えば、第１変速係合側クラッチと第１変速解放側クラッチとのトルク分担
率ｘapl1，ｘdrn1の変更（すなわち第１変速における解放側クラッチと係合側クラッチと
のトルクの受け渡し（掛け替え））が完了し、且つ、第１変速に関与する係合装置の差回
転速度が所定値に到達した以降に、第２変速へ切り替える。上記所定値は、第１変速係合
側クラッチにおいては、係合完了を判断する為の差回転速度として予め定められた係合完
了判定値（例えば差回転速度＝０）であり、第１変速解放側クラッチにおいては、解放完
了を判断する為の差回転速度として予め定められた解放完了判定値である。或いは、イナ
ーシャ相終了時にトルク分担率の変更が行われるパワーオフアップシフト或いはパワーオ
ンダウンシフトでは、トルク分担率ｘapl1，ｘdrn1の変更が完了し、且つ、変速機入力回
転速度ωiが中間ギヤ段における同期回転速度を通過している場合に、第２変速へ切り替
える。見方を換えれば、変速機入力回転速度ωi或いは第１変速に関与する係合装置の差
回転速度により、第１変速や第２変速に関与する係合装置のトルク容量が変速の進行に対
してどのように作用するかが判断できるので、第１変速から第２変速へ切り替えても、変
速を進行させる方向（すなわち変速機入力回転速度ωiが変速後の同期回転速度に近づく
方向）にクラッチトルクを発生できるのであれば、第２変速へ切り替えるのである。尚、
変速機入力回転速度ωi、及び第１変速に関与する係合装置の差回転速度は、実際値を用
いても良いし、予測値を用いても良い。
【００４８】
　より具体的には、図２において、変速制御部７４は、２要素解放２要素係合変速中であ
るか否かを、例えば実行すべきと判断した２要素解放２要素係合変速が未だ終了していな
いか否かに基づいて判定する。
【００４９】
　中間ギヤ段設定手段すなわち中間ギヤ段設定部８２は、変速制御部７４により２要素解
放２要素係合変速中であると判定された場合には、その２要素解放２要素係合変速に対応
する予め定められた中間ギヤ段を設定する。
【００５０】
　制御操作量算出部７６は、変速制御部７４により自動変速機１８の２要素解放２要素係
合変速中であると判定された場合には、変速前のギヤ段から前記中間ギヤ段への変速とな
る第１変速過渡中は、１要素解放１要素係合変速中と同様に、その第１変速に対応する変
速モデルを用いて各制御操作量を算出する。制御操作量算出部７６は、上記第１変速に続
いて、前記中間ギヤ段から変速後のギヤ段への変速となる第２変速過渡中は、１要素解放
１要素係合変速中と同様に、その第２変速に対応する変速モデルを用いて各制御操作量を
算出する。
【００５１】
　加えて、前記第１変速過渡中には、制御操作量算出部７６は、前記第２変速に対応する
変速モデルを用いて第２変速解放側クラッチトルクの要求値を算出する。この際、第２変
速に対応する変速モデルにおけるトルク分担率（ｘ2，ｘapl2，ｘdrn2）としては、第２
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変速開始前の初期値が設定される。また、第１変速に対応する変速モデルでは、第２変速
解放側クラッチの差回転速度が零であることを前提としている為、第２変速に対応する変
速モデルにおける変速目標値は、第１変速過渡中に第２変速解放側クラッチが差回転を生
じないように設定される。例えば、入力軸角加速度dωt/dtの目標値としては、車速Ｖ増
加に伴う入力軸角加速度dωt/dt（＝出力軸角加速度dωo/dt×中間ギヤ段のギヤ比）が設
定される（例えば車速Ｖ一定であれば、零が設定される）。また、変速機出力トルクＴo
の目標値としては、（変速機入力トルクＴiの実際値×中間ギヤ段のギヤ比）の値が設定
される。但し、変速機入力トルクＴiの実際値は、イナーシャトルクを相殺するなどの為
のエンジントルクダウン分は含まないベース値を用いることが好ましい。尚、変速機出力
トルクＴoの目標値は、第１変速に対応する変速モデルにおける目標値をそのまま用いて
も良い。
【００５２】
　制御操作量算出部７６は、第１変速におけるトルク分担率ｘapl1，ｘdrn1の変更が完了
し、且つ、変速機入力回転速度ωiが中間ギヤ段における同期回転速度を通過したか或い
は第１変速に関与する係合装置の差回転速度が所定値に到達したか否かに基づいて、第１
変速から第２変速への切替えを判断する。
【００５３】
　図５は、電子制御装置７０の制御作動の要部すなわち２要素解放２要素係合変速が発生
したとしても変速モデルを用いて自動変速機１８の所望の変速を適切に実行する為の制御
作動を説明するフローチャートであり、例えば数ｍｓｅｃ乃至数十ｍｓｅｃ程度の極めて
短いサイクルタイムで繰り返し実行される。図６、図７、図８、図９、及び図１０は、図
５のフローチャートに示す制御作動を実行した場合のタイムチャートである。図６及び図
７は、パワーオンダウンシフトにおける２要素解放２要素係合変速に際して、中間ギヤ段
を設定して変速を実行する場合の一例である。図８は、パワーオフダウンシフトにおける
２要素解放２要素係合変速に際して、中間ギヤ段を設定して変速を実行する場合の一例で
ある。図９は、パワーオンアップシフトにおける２要素解放２要素係合変速に際して、中
間ギヤ段を設定して変速を実行する場合の一例である。図１０は、パワーオフアップシフ
トにおける２要素解放２要素係合変速に際して、中間ギヤ段を設定して変速を実行する場
合の一例である。
【００５４】
　図５において、先ず、変速制御部７４に対応するステップ（以下、ステップを省略する
）Ｓ１０において、例えば自動変速機１８の変速中であるか否かが判定される。このＳ１
０の判断が否定される場合は本ルーチンが終了させられるが肯定される場合は変速制御部
７４に対応するＳ２０において、２要素解放２要素係合変速中であるか否かが判定される
（図６－図１０のｔ１時点乃至ｔ７時点）。このＳ２０の判断が否定される場合は制御操
作量算出部７６、エンジン出力制御部７２、及び変速制御部７４に対応するＳ３０におい
て、１要素解放１要素係合変速における通常の変速モデル制御が実行される。例えば、ト
ルク分担率算出部７８に対応するステップにおいて、前記変速進行度マップを用いて係合
装置のトルク分担率（ｘ，ｘapl，ｘdrn）が算出される。次いで、変速目標値算出部８０
に対応するステップにおいて、各変速目標値（入力軸角加速度dωt/dt、変速機出力トル
クＴoの各目標値）が算出される。次いで、制御操作量算出部７６に対応するステップに
おいて、前記制御操作量を算出する関係式から、上記算出された各係合装置のトルク分担
率、及び上記算出された各変速目標値に基づいて、制御操作量（エンジントルクＴe、係
合側クラッチトルクＴcapl、解放側クラッチトルクＴcdrnの各要求値）が算出される。次
いで、エンジン出力制御部７２及び変速制御部７４に対応するステップにおいて、上記算
出された各制御操作量が得られるように、エンジン出力制御指令信号Ｓe及び油圧指令信
号Ｓpが出力されて、エンジン１２、解放側クラッチ、係合側クラッチが制御される。一
方で、上記Ｓ２０の判断が肯定される場合は中間ギヤ段設定部８２に対応するＳ４０にお
いて、判断された２要素解放２要素係合変速に対応する予め定められた中間ギヤ段が設定
される（図６－図１０のｔ１時点）。次いで、制御操作量算出部７６に対応するＳ５０に
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おいて、第１変速におけるトルク分担率ｘapl1，ｘdrn1の変更が完了し、且つ、変速機入
力回転速度ωiが中間ギヤ段における同期回転速度を通過したか或いは第１変速に関与す
る係合装置の差回転速度が所定値に到達したか否かが判定される（図６，７，１０のｔ１
時点乃至ｔ４時点、図８，９のｔ１時点乃至ｔ３時点）。このＳ５０の判断が否定される
場合（すなわち第１変速過渡中である場合）は制御操作量算出部７６、エンジン出力制御
部７２、及び変速制御部７４に対応するＳ６０において、第１変速過渡中は、上記Ｓ３０
と同様に、第１変速の変速モデル制御が実行される（図６，７，１０のｔ１時点乃至ｔ４
時点、図８，９のｔ１時点乃至ｔ３時点）。すなわち、第１変速に対応する変速モデルを
用いて各制御操作量が算出され、その第１変速が実行される。加えて、この第１変速過渡
中では、第２変速の変速モデル制御も実行される。すなわち、第２変速に対応する変速モ
デルを用いて第２変速解放側クラッチトルクの要求値が算出される。この第２変速に対応
する変速モデルでは、トルク分担率ｘapl2，ｘdrn2として例えば第２変速開始前の初期値
が設定され、変速目標値として例えば第２変速解放側クラッチが差回転を生じないような
値が設定される。上記Ｓ５０の判断が肯定される場合（すなわち第２変速へ切り替えられ
る場合）は制御操作量算出部７６、エンジン出力制御部７２、及び変速制御部７４に対応
するＳ７０において、第２変速過渡中は、上記Ｓ３０と同様に、第２変速の変速モデル制
御が実行される（図６，７，１０のｔ４時点乃至ｔ７時点、図８，９のｔ３時点乃至ｔ７
時点）。すなわち、第２変速に対応する変速モデルを用いて各制御操作量が算出され、そ
の第２変速が実行される。
【００５５】
　図６－図１０において、例えば第１変速に対応する変速モデルを用いて各目標値を実現
させる各要求値が決定され、第１変速の変速制御が開始される（ｔ１時点）。そして、第
１変速から第２変速へ切り替えられると、第２変速に対応する変速モデルを用いて各目標
値を実現させる各要求値が決定され、第２変速の変速制御が開始される（図６，７，１０
のｔ４時点、図８，９のｔ３時点）。図６，７の実施例はパワーオンダウンシフト時であ
り、図１０の実施例はパワーオフアップシフト時であるので、第１変速及び第２変速を適
切に進行させる為に、トルク分担率を変化させる時期が、イナーシャ相開始（ｔ２時点）
後において、変速機入力回転速度ωiが中間ギヤ段の同期回転速度に概ね近づいたとき（
ｔ３時点乃至ｔ４時点）、及び変速後の同期回転速度に概ね近づいたようなイナーシャ相
終了時（ｔ５時点乃至ｔ６時点）とされ、その後、全体の変速制御が終了させられる（ｔ
７時点）。図８の実施例はパワーオフダウンシフト時であり、図９の実施例はパワーオン
アップシフト時であるので、第１変速及び第２変速を適切に進行させる為に、トルク分担
率を変化させる時期が、イナーシャ相開始（ｔ３時点）前（ｔ２時点乃至ｔ３時点）、及
び中間ギヤ段の同期回転速度通過（ｔ５時点；第２変速のイナーシャ相開始）前（ｔ３時
点乃至ｔ４時点）とされ、その後、同期開始（ｔ６時点）を経て全体の変速制御が終了さ
せられる（ｔ７時点）。
【００５６】
　また、図６は第１変速過渡中に第２変速解放側クラッチトルクの要求値が低下させられ
ていない実施例であり、図７－図１０は第１変速過渡中に第２変速解放側クラッチの差回
転が生じない範囲で第２変速解放側クラッチトルクの要求値が低下させられる実施例であ
る。その為、図６の実施例では、第２変速の開始時に第２変速解放側クラッチトルクが比
較的多く残存することで第２変速解放側クラッチの差回転の発生が遅れ、変速機入力回転
速度ωiの変化が停滞して、変速ショックが発生する。これに対して、図７－図１０の実
施例では、第２変速の開始時に第２変速解放側クラッチの差回転が滑らかに変化し、変速
機入力回転速度ωiの変化が停滞させられずに、変速ショックが抑制される。
【００５７】
　上述のように、本実施例によれば、前記式（１）及び式（２）の運動方程式に何らかの
拘束条件を設定しなければその式が解けないことに対して、トルク分担率ｘを拘束条件と
したので、変速制御において難しいとされる係合装置のトルクの受け渡しを制御するのに
適しており、且つその式を解くことができる。見方を換えれば、トルクの受け渡しを表現
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したトルク分担率ｘを拘束条件としたので、何れの変速パターンにも所定の変速モデルに
て対応することができる。具体的には、変速進行度を制御するのに適したトルク分担率ｘ
を拘束条件とすることで、タイアップや吹き上がりの発生を抑制したり、反対に、敢えて
タイアップや吹き上がりを発生させる制御の制御性が向上する。また、エンジントルクダ
ウン制御を適切に実行することができる。このように、本実施例によれば、２つの変速目
標値に対して３つの制御操作量があったとしても、変速モデルを用いて３つの制御操作量
を適切に決定し、２つの変速目標値を実現するような自動変速機１８の所望の変速を実行
することができる。
【００５８】
　また、本実施例によれば、更に、２要素解放２要素係合変速時は、各々、１要素解放１
要素係合となる第１変速及び第２変速を経由するので、第１変速及び第２変速においては
、各々制御操作量が３つとなり、運動方程式を解くことができる。よって、本発明では、
変速モデルを用いて自動変速機１８の所望の変速を一層適切に実行することができる。
【００５９】
　また、本実施例によれば、第１変速過渡中には、第２変速解放側クラッチトルクを、第
１変速開始前と比べて低下させるので、第２変速への切替え時に第２変速解放側クラッチ
トルクが過剰に残存することが回避され、第２変速解放側クラッチの差回転を速やかに生
じさせることができて変速ショックが抑制される。
【００６０】
　また、本実施例によれば、第１変速過渡中の第２変速解放側クラッチトルクの要求値は
、第２変速に対応する変速モデル（運動方程式）を用いて算出するので、第２変速への切
替え前後において、第２変速解放側クラッチトルクの要求値を連続的な値として算出する
ことができ、第２変速解放側クラッチの差回転を滑らかに生じさせることができて変速シ
ョックが適切に抑制される。加えて、第１変速過渡中に第２変速解放側クラッチが差回転
を生じないように第２変速に対応する変速モデルにおける変速目標値が設定されるので、
第１変速中は第２変速解放側クラッチの差回転速度を零にするという第１変速に対応する
変速モデル（運動方程式）の前提条件を満足させることができ、第１変速に対応する変速
モデルの精度を保つことができて、所望の変速目標値を精度良く実現することができる。
【００６１】
　また、本実施例によれば、変速機入力回転速度ωi、及び第１変速に関与する係合装置
の差回転速度の少なくとも一方に基づいて、第１変速から第２変速へ切り替えるので、ク
ラッチトルクが変速の進行に対してどのように作用するかに基づいて、第１変速と第２変
速とを切り替えることができ、変速過渡中に発生可能なトルク容量によって変速の進行に
対して作用する方向が変化する場合においても、各クラッチトルクの要求値を実現するこ
とができる。
【００６２】
　また、本実施例によれば、前記式（１）及び式（２）の運動方程式と、前記式（３）及
び式（４）の関係とを用いて、変速目標値に基づいて制御操作量を算出するので、変速制
御において難しいとされるトルクの受け渡しに関連する制御を上記運動方程式に反映させ
ることができ、３つの制御操作量を適切に決定することができる。
【００６３】
　以上、本発明の実施例を図面に基づいて詳細に説明したが、その他の態様においても適
用される。
【００６４】
　例えば、前述の実施例では、２要素解放２要素係合変速時に、中間ギヤ段を設定し、第
１変速及び第２変速を経由する変速を実行したが、これに限らず、変速に関与する係合装
置の熱吸収量が過剰に増大する可能性があるような１要素解放１要素係合変速時に、中間
ギヤ段を設定し、第１変速及び第２変速を経由する変速を実行しても良い。図１１は、変
速に関与する係合装置の熱吸収量が過剰に増大する可能性がある１要素解放１要素係合変
速に際して、中間ギヤ段を設定して変速を実行する場合の一例を示す図である。図１１に
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おいて、８速→２速パワーオンダウンシフト時に、中間ギヤ段として５速ギヤ段が設定さ
れ、第１変速としての８速→５速ダウンシフト、及び第２変速としての５速→２速ダウン
シフトが順次実行される。例えば、パワーオンのようなエンジントルクＴeが大となる高
負荷時には、８速→２速変速を実行する際の解放側クラッチ（Ｃ２）のスリップ中の熱吸
収量が過剰に増大し易くなる為、１要素解放１要素係合変速時であっても、敢えて２要素
解放２要素係合変速と同様に、中間ギヤ段を設定して変速を実行するのである。これによ
り、係合装置の耐久性が向上される。
【００６５】
　また、前述の実施例では、第１変速過渡中に、第２変速に対応する変速モデルを用いて
第２変速解放側クラッチトルクの要求値を算出することで、第２変速解放側クラッチトル
クを第１変速開始前と比べて低下させたが、これに限らない。例えば、第２変速解放側ク
ラッチトルクの要求値として、第１変速過渡中に第２変速解放側クラッチが差回転を生じ
ないように予め定められた適合値が用いられても良い。
【００６６】
　また、前述の実施例において、第１変速過渡中に、第２変速解放側クラッチトルクを必
ずしも第１変速開始前と比べて低下させなくても良い。この場合、特に図５のフローチャ
ートのステップＳ６０では、第１変速過渡中において、第１変速の変速モデル制御のみが
実行される。このようにしても、第１変速及び第２変速においては各々制御操作量が３つ
となり運動方程式を解くことができる、という一応の効果は得られる。
【００６７】
　また、前述の実施例における図５のフローチャートのステップＳ３０において、トルク
分担率を算出するステップと変速目標値を算出するステップとの実行順が入れ替わっても
良いなど、各ステップの実行順は差し支えのない範囲で適宜変更することができる。
【００６８】
　また、前述の実施例では、出力軸２０側の回転部材として出力軸２０を例示したが、こ
れに限らず、出力軸２０側の回転部材は、出力軸２０から駆動輪２６までの動力伝達経路
における回転部材であれば良い。入力軸１６側の回転部材として入力軸１６を例示したが
、これに限らず、入力軸１６側の回転部材は、エンジン１２から入力軸１６までの動力伝
達経路における回転部材であれば良い。
【００６９】
　尚、上述したのはあくまでも一実施形態であり、本発明は当業者の知識に基づいて種々
の変更、改良を加えた態様で実施することができる。
【符号の説明】
【００７０】
１０：車両
１２：エンジン（駆動力源）
１６：入力軸
１８：自動変速機
２０：出力軸
２６：駆動輪
７０：電子制御装置（変速制御装置）
Ｂ（Ｂ１，Ｂ２）：ブレーキ（係合装置）
Ｃ（Ｃ１－Ｃ４）：クラッチ（係合装置）



(19) JP 5790672 B2 2015.10.7

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(20) JP 5790672 B2 2015.10.7

【図６】 【図７】

【図８】 【図９】



(21) JP 5790672 B2 2015.10.7

【図１０】 【図１１】



(22) JP 5790672 B2 2015.10.7

10

フロントページの続き

(72)発明者  太田　圭祐
            愛知県豊田市トヨタ町１番地　トヨタ自動車株式会社内

    審査官  小川　克久

(56)参考文献  特開２００９－１９２０２１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－０５１１８６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－０６４２４０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－０８４９４５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ１６Ｈ　　５９／００－６１／１２
              Ｆ１６Ｈ　　６１／１６－６１／２４
              Ｆ１６Ｈ　　６１／６６－６１／７０
              Ｆ１６Ｈ　　６３／４０－６３／５０


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

