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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
駆動源の回転を変速し得ると共に、発進時に係合されるクラッチを有する自動変速機構
と、前記駆動源と前記自動変速機構との間に介在された流体伝動装置と、前記流体伝動装
置をロックアップし得るロックアップクラッチと、を備えた自動変速機の制御装置におい
て、
走行レンジを含むシフトレンジを判定するレンジ判定手段と、
車輌の停車を判定する停車判定手段と、
車輌の発進意思の操作を検出する発進意思操作検出手段と、
前記走行レンジが判定され、かつ前記車輌の停車が判定された状態で、前記クラッチを
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非係合状態に制御して前記自動変速機構をニュートラル状態にすると共に、前記車輌の発
進意思の操作を検出した際に、前記クラッチを係合制御して前記車輌を発進制御するクラ
ッチ制御手段と、
前記走行レンジが判定され、かつ前記車輌の停車が判定された状態で、前記ロックアッ
プクラッチを係合状態にすると共に、前記車輌の発進意思の操作を検出した際に、少なく
とも前記ロックアップクラッチが所定トルク容量となるスリップ領域で係合するように制
御するロックアップクラッチ制御手段と、を備え、
前記駆動源の出力トルク及び前記クラッチのトルク容量が前記ロックアップクラッチの
所定トルク容量よりも小さい場合には、前記ロックアップクラッチを係合したまま前記ク
ラッチをスリップ制御しながら前記車輌を発進させてなる、
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ことを特徴とする自動変速機の制御装置。
【請求項２】
前記流体伝動装置は、トルクコンバータからなり、
前記駆動源の出力トルク及び前記クラッチのトルク容量が前記ロックアップクラッチの
所定トルク容量よりも大きい場合には、前記ロックアップクラッチがスリップしつつ前記
トルクコンバータのトルク増大作用を用いて前記車輌を発進させてなる、
ことを特徴とする請求項１記載の自動変速機の制御装置。
【請求項３】
前記流体伝動装置は、トルクコンバータからなり、
前記駆動源の出力トルク及び前記クラッチのトルク容量が前記ロックアップクラッチの
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所定トルク容量よりも大きい場合には、前記ロックアップクラッチ制御手段が前記ロック
アップクラッチを解放し、前記トルクコンバータのトルク増大作用を用いて前記車輌を発
進させてなる、
ことを特徴とする請求項１記載の自動変速機の制御装置。
【請求項４】
運転者の要求出力を検出する要求出力検出手段と、
前記車輌の車速を検出する車速検出手段と、
前記要求出力と前記車速との関係に対応して、前記ロックアップクラッチの解放領域、
スリップ領域、係合領域が設定されたロックアップ制御マップと、を備え、
前記ロックアップクラッチ制御手段は、前記要求出力と前記車速とに基づき前記ロック

20

アップ制御マップを参照して、前記ロックアップクラッチの解放、スリップ、係合を制御
してなり、
前記ロックアップクラッチの解放領域は、前記駆動源の出力トルク及び前記クラッチの
トルク容量が前記ロックアップクラッチの所定トルク容量よりも大きくなる状態に対応さ
れた、
ことを特徴とする請求項３記載の自動変速機の制御装置。
【請求項５】
駆動源の回転を変速し得ると共に、発進時に係合されるクラッチを有する自動変速機構
と、前記駆動源と前記自動変速機構との間に介在されたトルクコンバータと、前記トルク
コンバータをロックアップし得るロックアップクラッチと、を備えた自動変速機の制御装
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置において、
走行レンジを含むシフトレンジを判定するレンジ判定手段と、
車輌の停車を判定する停車判定手段と、
車輌の発進意思の操作を検出する発進意思操作検出手段と、
前記走行レンジが判定され、かつ前記車輌の停車が判定された状態で、前記クラッチを
非係合状態に制御して前記自動変速機構をニュートラル状態にすると共に、前記車輌の発
進意思の操作を検出した際に、前記クラッチを係合制御して前記車輌を発進制御するクラ
ッチ制御手段と、
前記走行レンジが判定され、かつ前記車輌の停車が判定された状態で、前記ロックアッ
プクラッチを係合状態にすると共に、前記車輌の発進意思の操作を検出した際に、少なく
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とも前記ロックアップクラッチが所定トルク容量となるスリップ領域で係合するように制
御するロックアップクラッチ制御手段と、を備え、
前記駆動源の出力トルク及び前記クラッチのトルク容量が前記ロックアップクラッチの
所定トルク容量よりも大きい場合には、前記ロックアップクラッチがスリップしつつ前記
トルクコンバータのトルク増大作用を用いて前記車輌を発進させてなる、
ことを特徴とする自動変速機の制御装置。
【請求項６】
駆動源の回転を変速し得ると共に、発進時に係合されるクラッチを有する自動変速機構
と、前記駆動源と前記自動変速機構との間に介在されたトルクコンバータと、前記トルク
コンバータをロックアップし得るロックアップクラッチと、を備えた自動変速機の制御装
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置において、
走行レンジを含むシフトレンジを判定するレンジ判定手段と、
車輌の停車を判定する停車判定手段と、
車輌の発進意思の操作を検出する発進意思操作検出手段と、
前記走行レンジが判定され、かつ前記車輌の停車が判定された状態で、前記クラッチを
非係合状態に制御して前記自動変速機構をニュートラル状態にすると共に、前記車輌の発
進意思の操作を検出した際に、前記クラッチを係合制御して前記車輌を発進制御するクラ
ッチ制御手段と、
前記走行レンジが判定され、かつ前記車輌の停車が判定された状態で、前記ロックアッ
プクラッチを係合状態にすると共に、前記車輌の発進意思の操作を検出した際に、少なく
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とも前記ロックアップクラッチが所定トルク容量となるスリップ領域で係合するように制
御するロックアップクラッチ制御手段と、を備え、
前記駆動源の出力トルク及び前記クラッチのトルク容量が前記ロックアップクラッチの
所定トルク容量よりも大きい場合には、前記ロックアップクラッチ制御手段が前記ロック
アップクラッチを解放し、前記トルクコンバータのトルク増大作用を用いて前記車輌を発
進させてなる、
ことを特徴とする自動変速機の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、例えば車輌に搭載される自動変速機の制御装置に係り、詳しくは、自動変速
機構のクラッチとロックアップクラッチとを制御しつつ車輌の発進を行う自動変速機の制
御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、車輌等に搭載される自動変速機においては、エンジンと自動変速機構との間にト
ルクコンバータが備えられており、該トルクコンバータには、ロックアップクラッチが備
えられたものが主流である。このロックアップクラッチは、一般的には車速が所定速度以
上となるとロックアップされ、該流体伝動装置における流体伝動ロスを低減するものであ
るが、車輌の発進時には該ロックアップクラッチが解放されているため、トルクコンバー

30

タに滑りが生じてエンジン回転数が吹き上がりつつ車輌を発進させることになる。この発
進時のエンジン回転数の吹き上がりは、車輌の燃費向上の妨げになるという問題がある。
【０００３】
そこで、発進時におけるエンジン回転数の吹き上がりの防止を図るために、発進時から
該ロックアップクラッチをスリップ制御する、いわゆるフレックススタート制御を行うも
のが提案されている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５−１６５６３号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかしながら、上記フレックススタート制御は、車輌の発進直後からロックアップクラ
ッチのスリップ制御を開始することが求められるが、実際には、発進直後からロックアッ
プクラッチのスリップ制御を指令しても、油圧応答の遅れやロックアップピストンの移動
応答の遅れに起因して、直ぐにロックアップクラッチをスリップ状態にすることが難しく
、その間にエンジン回転数が吹き上がってしまうことがあり、車輌の燃費向上が図れない
という問題がある。
【０００６】
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また、エンジン回転数が低回転の状態では、エンジンに連動するオイルポンプからの油
の吐出量が少ないため、自動変速機構におけるクラッチやブレーキ等の油圧サーボに供給
する作動油圧の変化の影響を受けて、ロックアップクラッチの作動油圧を指令値通りに安
定させることが難しいので、安定的なスリップ制御が行えず、ロックアップクラッチの伝
達トルク容量が不安定となって、揺り返しショックが発生し易いという問題もあった。
【０００７】
そこで本発明は、駆動源の回転の吹き上がりや揺り返しショックの発生の防止を図った
車輌の発進を可能とし、もって車輌の燃費向上や乗り心地の向上を図ることが可能な自動
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】
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【０００８】
本発明は（例えば図１乃至図１７参照）、駆動源（２）の回転（Ｎｅ）を変速し得ると
共に、発進時に係合されるクラッチ（Ｃ−１）を有する自動変速機構（５）と、前記駆動
源（２）と前記自動変速機構（５）との間に介在された流体伝動装置（４）と、前記流体
伝動装置（４）をロックアップし得るロックアップクラッチ（７）と、を備えた自動変速
機（３）の制御装置（１）において、
走行レンジ（例えばＤ）を含むシフトレンジを判定するレンジ判定手段（２１）と、
車輌の停車を判定する停車判定手段（２２）と、
車輌の発進意思の操作を検出する発進意思操作検出手段（２３）と、
前記走行レンジ（例えばＤ）が判定され、かつ前記車輌の停車が判定された状態で、前
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記クラッチ（Ｃ−１）を非係合状態に制御して前記自動変速機構（５）をニュートラル状
態にすると共に、前記車輌の発進意思の操作を検出した際に、前記クラッチ（Ｃ−１）を
係合制御して前記車輌を発進制御するクラッチ制御手段（２４）と、
前記走行レンジ（例えばＤ）が判定され、かつ前記車輌の停車が判定された状態で、前
記ロックアップクラッチ（７）を係合状態にすると共に、前記車輌の発進意思の操作を検
出した際に、少なくとも前記ロックアップクラッチ（７）が所定トルク容量となるスリッ
プ領域で係合するように制御するロックアップクラッチ制御手段（２５）と、を備え、
前記駆動源（２）の出力トルク（Ｔｅ）及び前記クラッチ（Ｃ−１）のトルク容量（Ｔ
Ｃ１）が前記ロックアップクラッチ（７）の所定トルク容量（ＴＬ−ＵＰ１）よりも小さ

い場合には、前記ロックアップクラッチ（７）を係合したまま前記クラッチ（Ｃ−１）を
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スリップ制御しながら前記車輌を発進させてなることを特徴とする。
【００１０】
また、本発明は（例えば図９及び図１０参照）、前記流体伝動装置は、トルクコンバー
タ（４）からなり、
前記駆動源（２）の出力トルク（Ｔｅ）及び前記クラッチ（Ｃ−１）のトルク容量（Ｔ
Ｃ１）が前記ロックアップクラッチ（７）の所定トルク容量（ＴＬ−ＵＰ１）よりも大き

い場合には、前記ロックアップクラッチ（７）がスリップしつつ前記トルクコンバータ（
４）のトルク増大作用を用いて前記車輌を発進させてなることを特徴とする。
【００１１】
また、本発明は（例えば図１１及び図１２参照）、前記流体伝動装置は、トルクコンバ
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ータ（４）からなり、
前記駆動源（２）の出力トルク（Ｔｅ）及び前記クラッチ（Ｃ−１）のトルク容量（Ｔ
Ｃ１）が前記ロックアップクラッチ（７）の所定トルク容量（ＴＬ−ＵＰ１）よりも大き

い場合には、前記ロックアップクラッチ制御手段（２５）が前記ロックアップクラッチ（
７）を解放し、前記トルクコンバータ（４）のトルク増大作用を用いて前記車輌を発進さ
せてなることを特徴とする。
【００１２】
具体的に本発明は（例えば図１、図１１及び図１２参照）、運転者の要求出力（ＴＨ）
を検出する要求出力検出手段（３４）と、
前記車輌の車速（Ｖ）を検出する車速検出手段（３２）と、
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前記要求出力（ＴＨ）と前記車速（Ｖ）との関係に対応して、前記ロックアップクラッ
チ（７）の解放領域、スリップ領域、係合領域が設定されたロックアップ制御マップ（２
５ｍａｐ）と、を備え、
前記ロックアップクラッチ制御手段（２５）は、前記要求出力（ＴＨ）と前記車速（Ｖ
）とに基づき前記ロックアップ制御マップ（２５ｍａｐ）を参照して、前記ロックアップ
クラッチ（７）の解放、スリップ、係合を制御してなり、
前記ロックアップクラッチ（７）の解放領域は、前記駆動源（２）の出力トルク（Ｔｅ
）及び前記クラッチ（Ｃ−１）のトルク容量（ＴＣ１）が前記ロックアップクラッチ（７
）の所定トルク容量（ＴＬ−ＵＰ１）よりも大きくなる状態に対応されたことを特徴とす
る。
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また、本発明は（例えば図９及び１０参照）、駆動源（２）の回転（Ｎｅ）を変速し得
ると共に、発進時に係合されるクラッチ（Ｃ−１）を有する自動変速機構（５）と、前記
駆動源（２）と前記自動変速機構（５）との間に介在されたトルクコンバータ（４）と、
前記トルクコンバータ（４）をロックアップし得るロックアップクラッチ（７）と、を備
えた自動変速機（３）の制御装置（１）において、
走行レンジ（例えばＤ）を含むシフトレンジを判定するレンジ判定手段（２１）と、
車輌の停車を判定する停車判定手段（２２）と、
車輌の発進意思の操作を検出する発進意思操作検出手段（２３）と、
前記走行レンジ（例えばＤ）が判定され、かつ前記車輌の停車が判定された状態で、前
記クラッチ（Ｃ−１）を非係合状態に制御して前記自動変速機構（５）をニュートラル状
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態にすると共に、前記車輌の発進意思の操作を検出した際に、前記クラッチ（Ｃ−１）を
係合制御して前記車輌を発進制御するクラッチ制御手段（２４）と、
前記走行レンジ（例えばＤ）が判定され、かつ前記車輌の停車が判定された状態で、前
記ロックアップクラッチ（７）を係合状態にすると共に、前記車輌の発進意思の操作を検
出した際に、少なくとも前記ロックアップクラッチ（７）が所定トルク容量となるスリッ
プ領域で係合するように制御するロックアップクラッチ制御手段（２５）と、を備え、
前記駆動源（２）の出力トルク（Ｔｅ）及び前記クラッチ（Ｃ−１）のトルク容量（Ｔ
Ｃ１）が前記ロックアップクラッチ（７）の所定トルク容量（ＴＬ−ＵＰ１）よりも大き

い場合には、前記ロックアップクラッチ（７）がスリップしつつ前記トルクコンバータ（
４）のトルク増大作用を用いて前記車輌を発進させてなることを特徴とする。
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また、本発明は（例えば図１１及び図１２参照）、駆動源（２）の回転（Ｎｅ）を変速
し得ると共に、発進時に係合されるクラッチ（Ｃ−１）を有する自動変速機構（５）と、
前記駆動源（２）と前記自動変速機構（５）との間に介在された流体伝動装置（４）と、
前記流体伝動装置（４）をロックアップし得るロックアップクラッチ（７）と、を備えた
自動変速機（３）の制御装置（１）において、
走行レンジ（例えばＤ）を含むシフトレンジを判定するレンジ判定手段（２１）と、
車輌の停車を判定する停車判定手段（２２）と、
車輌の発進意思の操作を検出する発進意思操作検出手段（２３）と、
前記走行レンジ（例えばＤ）が判定され、かつ前記車輌の停車が判定された状態で、前
記クラッチ（Ｃ−１）を非係合状態に制御して前記自動変速機構（５）をニュートラル状

40

態にすると共に、前記車輌の発進意思の操作を検出した際に、前記クラッチ（Ｃ−１）を
係合制御して前記車輌を発進制御するクラッチ制御手段（２４）と、
前記走行レンジ（例えばＤ）が判定され、かつ前記車輌の停車が判定された状態で、前
記ロックアップクラッチ（７）を係合状態にすると共に、前記車輌の発進意思の操作を検
出した際に、少なくとも前記ロックアップクラッチ（７）が所定トルク容量となるスリッ
プ領域で係合するように制御するロックアップクラッチ制御手段（２５）と、を備え、
前記駆動源（２）の出力トルク（Ｔｅ）及び前記クラッチ（Ｃ−１）のトルク容量（Ｔ
Ｃ１）が前記ロックアップクラッチ（７）の所定トルク容量（ＴＬ−ＵＰ１）よりも大き

い場合には、前記ロックアップクラッチ制御手段（２５）が前記ロックアップクラッチ（
７）を解放し、前記トルクコンバータ（４）のトルク増大作用を用いて前記車輌を発進さ
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せてな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、クラッチ制御手段が、走行レンジが判定され、かつ車
輌の停車が判定された状態で、クラッチを非係合状態に制御して自動変速機構をニュート
ラル状態にすると共に、車輌の発進意思の操作を検出した際に、クラッチを係合制御して
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車輌を発進制御し、一方で、ロックアップクラッチ制御手段が、走行レンジが判定され、
かつ車輌の停車が判定された状態で（つまりクラッチがニュートラル状態で）、ロックア
ップクラッチを係合状態にすると共に、車輌の発進意思の操作を検出した際に、少なくと
もロックアップクラッチが所定トルク容量となるスリップ領域で係合するように制御する
ので、つまり車輌の発進前に先にロックアップクラッチを係合させておくので、発進直後
にあってもロックアップクラッチを直ぐにスリップ領域で係合状態にすることができて（
ロックアップクラッチの係合遅れを防止することができて）、発進直後における駆動源の
回転の吹き上がりを防止することができ、車輌の燃費向上を図ることができる。また、駆
動源の回転が低回転の状態にあっては、つまり運転者が要求する出力トルクが小さく、ロ
ックアップクラッチに所定トルク容量よりも小さなトルクが入力されるので、該ロックア
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ップクラッチが安定的に係合状態にあり、揺り返しショックを生じることなく車輌を発進
させることができ、乗り心地の向上を図ることができる。
【００１５】
また、駆動源の出力トルク及びクラッチのトルク容量がロックアップクラッチの所定ト
ルク容量よりも小さい場合には、ロックアップクラッチを係合したままクラッチをスリッ
プ制御しながら車輌を発進させるので、例えば運転者が要求した要求トルクが小さい場合
には、上述したようにロックアップクラッチがスリップせずに駆動源の回転の吹き上がり
を防止して車輌の燃費向上を図ることができる。
【００１６】
請求項２及び請求項５に係る本発明によると、駆動源の出力トルク及びクラッチのトル
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ク容量がロックアップクラッチの所定トルク容量よりも大きい場合には、ロックアップク
ラッチがスリップしつつトルクコンバータのトルク増大作用を用いて車輌を発進させるの
で、例えば運転者が要求した要求トルクが小さい場合には、上述したようにロックアップ
クラッチがスリップせずに駆動源の回転の吹き上がりを防止して車輌の燃費向上を図るも
のでありながら、例えば運転者が要求した要求トルクが大きい場合には、大きな出力トル
クを得ることができ、ドライバビリティを確保することができる。
【００１７】
請求項３及び請求項６に係る本発明によると、駆動源の出力トルク及びクラッチのトル
ク容量がロックアップクラッチの所定トルク容量よりも大きい場合には、ロックアップク
ラッチ制御手段がロックアップクラッチを解放し、トルクコンバータのトルク増大作用を
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用いて車輌を発進させるので、例えば運転者が要求した要求トルクが小さい場合には、上
述したようにロックアップクラッチがスリップせずに駆動源の回転の吹き上がりを防止し
て車輌の燃費向上を図るものでありながら、例えば運転者が要求した要求トルクが大きい
場合には、大きな出力トルクを得ることができ、ドライバビリティを確保することができ
る。また、トルクコンバータのトルク増大作用を用いて車輌を発進させる際に、ロックア
ップクラッチをスリップ状態にせずに解放するので、ロックアップクラッチによる引き摺
りを無くすことができ、より大きなトルク増大作用を得ることができる。
【００１８】
請求項４に係る本発明によると、ロックアップクラッチ制御手段が、要求出力と車速と
に基づきロックアップ制御マップを参照して、ロックアップクラッチの解放、スリップ、
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係合を制御するので、複雑な演算を行うことなく、ロックアップクラッチの係合状態を制
御することができる。また、ロックアップクラッチの解放領域は、駆動源の出力トルク及
びクラッチのトルク容量がロックアップクラッチの所定トルク容量よりも大きくなる状態
に対応されているので、ロックアップクラッチを解放した状態でトルクコンバータのトル
ク増大作用を用いて車輌を発進させることを可能とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明に係る自動変速機の制御装置を示すブロック図。
【図２】本発明を適用し得る自動変速機を示すスケルトン図。
【図３】本発明を適用し得る自動変速機の係合表。
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【図４】ロックアップクラッチの制御を示すフローチャート。
【図５】クラッチＣ−１の制御を示すフローチャート。
【図６】クラッチＣ−１のアプライ制御を示すフローチャート。
【図７】クラッチＣ−１のスリップ発進制御の一例を示すフローチャート。
【図８】スロットル開度が低開度におけるロックアップクラッチが係合状態での発進時を
示すタイムチャート。
【図９】スロットル開度が高開度におけるロックアップクラッチがスリップ状態での発進
時を示すタイムチャート。
【図１０】発進時にロックアップクラッチをスリップ領域で制御するためのロックアップ
制御マップを示す図。
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【図１１】スロットル開度が高開度におけるロックアップクラッチがスリップ状態から解
放状態での発進時を示すタイムチャート。
【図１２】発進時にロックアップクラッチをスリップ領域と解放領域とを切換えて制御す
るためのロックアップ制御マップを示す図。
【図１３】スロットル開度が低開度におけるスリップ発進制御を示すタイムチャート。
【図１４】スロットル開度が高開度におけるスリップ発進制御を示すタイムチャート。
【図１５】イナーシャトルクを加味したクラッチＣ−１のトルク容量を演算するスリップ
発進制御を示すタイムチャート。
【図１６】目標一定速度比となるクラッチＣ−１のトルク容量を演算するスリップ発進制
御を示すタイムチャート。
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【図１７】目標入力回転速度が一定となるクラッチＣ−１のトルク容量を演算するスリッ
プ発進制御を示すタイムチャート。
【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を図１乃至図１７に沿って説明する。
【００２１】
［自動変速機の概略］
まず、本発明を適用し得る自動変速機３の概略構成について図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
いて好適な自動変速機３は、駆動源としてのエンジン（Ｅ／Ｇ）２（図１参照）の出力軸
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２ａに接続し得る自動変速機の入力軸８を有しており、該入力軸８の軸方向を中心として
トルクコンバータ（流体伝動装置）（Ｔ／Ｃ）４と、自動変速機構５とを備えている。
【００２２】
上記トルクコンバータ４は、エンジン２と詳しくは後述する自動変速機構５との間に介
在されており、自動変速機３の入力軸８に接続されたポンプインペラ４ａと、作動流体を
介して該ポンプインペラ４ａの回転が伝達されるタービンランナ４ｂと、タービンランナ
４ｂからポンプインペラ４ａに戻るオイルを整流しつつトルク増大作用を生じさせるステ
ータ４ｃとを有していると共に、該タービンランナ４ｂは、上記入力軸８と同軸上に配設
された上記自動変速機構５の入力軸１０に接続されている。また、該トルクコンバータ４
には、ロックアップクラッチ７が備えられており、該ロックアップクラッチ７が係合され
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ると、上記自動変速機３の入力軸８の回転が自動変速機構５の入力軸１０に直接伝達され
る。
【００２３】
なお、ステータ４ｃは、ワンウェイクラッチＦによって、ポンプインペラ４ａの回転よ
りタービンランナ４ｂの回転が下回る状態で回転が固定されて、オイルの流れの反力を受
圧してトルク増大作用を生じさせ、タービンランナ４ｂの回転が上回る状態になると空転
して、オイルの流れが負方向に作用しないように構成されている。
【００２４】
上記自動変速機構５には、入力軸１０上において、プラネタリギヤＳＰと、プラネタリ
ギヤユニットＰＵとが備えられている。上記プラネタリギヤＳＰは、サンギヤＳ１、キャ
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リヤＣＲ１、及びリングギヤＲ１を備えており、該キャリヤＣＲ１に、サンギヤＳ１及び
リングギヤＲ１に噛合するピニオンＰ１を有している、いわゆるシングルピニオンプラネ
タリギヤである。
【００２５】
また、該プラネタリギヤユニットＰＵは、４つの回転要素としてサンギヤＳ２、サンギ
ヤＳ３、キャリヤＣＲ２、及びリングギヤＲ２を有し、該キャリヤＣＲ２に、サンギヤＳ
２及びリングギヤＲ２に噛合するロングピニオンＰＬと、サンギヤＳ３に噛合するショー
トピニオンＰＳとを互いに噛合する形で有している、いわゆるラビニヨ型プラネタリギヤ
である。
【００２６】
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上記プラネタリギヤＳＰのサンギヤＳ１は、ミッションケース９に一体的に固定されて
いるボス部に接続されて回転が固定されている。また、上記リングギヤＲ１は、上記入力
軸１０の回転と同回転（以下「入力回転」という。）になっている。更に上記キャリヤＣ
Ｒ１は、該固定されたサンギヤＳ１と該入力回転するリングギヤＲ１とにより、入力回転
が減速された減速回転になると共に、クラッチＣ−１及びクラッチＣ−３に接続されてい
る。
【００２７】
上記プラネタリギヤユニットＰＵのサンギヤＳ２は、バンドブレーキからなるブレーキ
Ｂ−１に接続されてミッションケースに対して固定自在となっていると共に、上記クラッ
チＣ−３に接続され、該クラッチＣ−３を介して上記キャリヤＣＲ１の減速回転が入力自

30

在となっている。また、上記サンギヤＳ３は、クラッチＣ−１に接続されており、上記キ
ャリヤＣＲ１の減速回転が入力自在となっている。
【００２８】
更に、上記キャリヤＣＲ２は、入力軸１０の回転が入力されるクラッチＣ−２に接続さ
れ、該クラッチＣ−２を介して入力回転が入力自在となっており、また、ワンウェイクラ
ッチＦ−１及びブレーキＢ−２に接続されて、該ワンウェイクラッチＦ−１を介してミッ
ションケースに対して一方向の回転が規制されると共に、該ブレーキＢ−２を介して回転
が固定自在となっている。そして、上記リングギヤＲ２は、カウンタギヤ１１に接続され
ており、該カウンタギヤ１１は、不図示のカウンタシャフト、ディファレンシャル装置を
介して駆動車輪に接続されている。
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【００２９】
上記のように構成された自動変速機３は、図３に示す作動表のように前進１速段〜前進
６速段及び後進段において、各クラッチＣ−１〜Ｃ−３、ブレーキＢ−１〜Ｂ−２、ワン
ウェイクラッチＦ−１が作動することにより、良好なステップ比をもって変速段のギヤ比
を形成する。また、これらの複数のクラッチＣ−１〜Ｃ−３、ブレーキＢ−１〜Ｂ−２同
士を掴み換えすることで各変速制御が実行され、各変速段において前進１速段の駆動時（
例えば発進時）を除き、各クラッチＣ−１〜Ｃ−３、ブレーキＢ−１〜Ｂ−２のうちの２
つが係合されて各変速段が達成される。
【００３０】
［自動変速機の制御装置の構成］
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つづいて、本発明に係る自動変速機の制御装置１について、主に図１に沿って説明する
。
【００３１】
図１に示すように、本自動変速機の制御装置１は、制御部（ＥＣＵ）２０を有しており
、該制御部２０は、入力軸回転速度センサ３０、シフトポジションセンサ３１、出力軸回
転速度（車速）センサ（車速検出手段）３２、ブレーキセンサ３３、スロットル開度セン
サ（要求出力検出手段）３４、などが接続されていると共に、上述した自動変速機構５の
各クラッチＣ−１〜Ｃ−３、ブレーキＢ−１〜Ｂ−２やロックアップクラッチ７等を油圧
制御する油圧制御装置（Ｖ／Ｂ）６に接続されている。
【００３２】
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該油圧制御装置６には、各クラッチＣ−１〜Ｃ−３、ブレーキＢ−１〜Ｂ−２の油圧サ
ーボに対して供給する係合圧を制御する複数のリニアソレノイドバルブ等が備えられてお
り、特に油圧制御装置６には、クラッチＣ−１の油圧サーボ４０に対して供給する係合圧
ＰＣ１を、例えばライン圧ＰＬを元圧として調圧出力自在なリニアソレノイドバルブＳＬ
Ｃ１と、ロックアップクラッチ７の係合圧ＰＬ−ＵＰ（トルクコンバータ４の内圧）を、
例えばセカンダリ圧ＰＳＥＣを元圧として調圧出力自在なリニアソレノイドバルブＳＬＵ
と、が備えられていて、該リニアソレノイドバルブＳＬＣ１及びリニアソレノイドバルブ
ＳＬＵは、制御部２０からの指令により制御され得るように構成されている。
【００３３】
また、該制御部２０には、レンジ判定手段２１、停車判定手段２２、発進意思操作検出
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手段２３、クラッチ制御手段２４、ロックアップ制御手段２５が備えられており、該クラ
ッチ制御手段２４には、ニュートラル制御手段２４ａとスリップ発進制御手段２４ｃを有
するアプライ制御手段２４ｂとが備えられている。また、該ロックアップ制御手段２５に
は、停車時ロックアップ制御手段２５ａと発進時ロックアップ制御手段２５ｂと定常時ロ
ックアップ制御手段２５ｃとロックアップ制御マップ２５ｍａｐとが備えられている。こ
のうちのクラッチ制御手段２４はリニアソレノイドバルブＳＬＣ１に指令制御して、係合
圧ＰＣ１の油圧指令値を自在に制御し、クラッチＣ−１の係脱状態、つまり油圧サーボ４
０のピストンのストローク状態ないし摩擦板に対する押圧状態を自在に制御する。また、
ロックアップ制御手段２５はリニアソレノイドバルブＳＬＵに指令制御して、係合圧ＰＬ
−ＵＰの油圧指令値を自在に制御し、ロックアップクラッチ７の図示を省略したロックア
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ップピストンの押圧状態を自在に制御し、該ロックアップクラッチ７の係脱状態、つまり
解放状態（解放領域）、スリップ状態（スリップ領域）、係合状態（係合領域）を自在に
制御する。
【００３４】
一方、上記入力軸回転速度センサ３０は、上述した自動変速機構５の入力軸１０の回転
速度（つまりタービンランナ４ｂのタービン回転数Ｎｔ）を検出する。上記シフトポジシ
ョンセンサ３１は、不図示の運転席に配置されたシフトレバーの操作位置（或いはシフト
レバーに連動するマニュアルシャフトの位置）を検出する。上記出力軸回転速度センサ３
２は、上述した自動変速機構５のカウンタギヤ１１（或いはカウンタシャフト）の回転速
度（つまり車速Ｖ、出力軸回転数Ｎｏｕｔ）を検出する。上記ブレーキセンサ３３は、不
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図示のブレーキペダルの踏圧状態（少なくともブレーキＯＮ／ＯＦＦ）を検出する。上記
スロットル開度センサ３４は、主にアクセル開度に基づき制御されるスロットル開度（駆
動源の要求出力）ＴＨを検出する。
【００３５】
上記レンジ判定手段２１は、上記シフトポジションセンサ３１によるシフトレバーの位
置検出に基づき、Ｐ（パーキング）レンジ（非走行レンジ）、Ｒ（リバース）レンジ（走
行レンジ）、Ｎ（ニュートラル）レンジ（非走行レンジ）、Ｄ（ドライブ）レンジ（走行
レンジ）を含むシフトレンジの、いずれのレンジであるかを判定する。上記停車判定手段
２２は、上記出力軸回転速度センサ３２による出力軸回転速度（即ち車速Ｖ）の検出結果
に基づき車輌が停車状態であるか否かを判定する。上記発進意思操作検出手段２３は、例

50

(10)

JP 5387481 B2 2014.1.15

えば運転者が坂路等でブレーキを緩めて車速Ｖが０以上となった場合（停車状態ではなく
なった場合）、ブレーキがＯＦＦされた場合、スロットル開度がＯＮされた場合（０％で
はなくなった場合）、のいずれかの場合に運転者による発進意思の操作があったとして検
出する。
【００３６】
［ロックアップクラッチの制御］
ついで、車輌の停車時から発進時におけるロックアップクラッチ７の制御、即ち、ロッ
クアップ制御手段２５によるロックアップ制御について図１を参照しつつ図４に沿って説
明する。例えばレンジ判定手段２１によりＤレンジが判定されている状態で（Ｎレンジか
らＤレンジにされた場合を含む）、かつ停車判定手段２２により車輌の停車が判定される

10

と、図４に示すように、本発明に係るロックアップクラッチの制御を開始し（Ｓ１−１）
、ロックアップ制御手段２５の停車時ロックアップ制御手段２５ａは、停車時ロックアッ
プ制御（停車時Ｌ−ＵＰ制御）を実行し（Ｓ１−２）、不図示のロックアップリレーバル
ブをロックアップ位置に切換え、ロックアップクラッチ７のファーストフィル（いわゆる
ガタ詰め動作）を行ったのち、該ロックアップクラッチ７が微小なトルク容量となるよう
に係合する。この際、クラッチＣ−１は後述するようにインニュートラル制御中であり、
自動変速機構５の入力軸１０（タービンランナ４ｂ）は略々空転状態にあるため、該ロッ
クアップクラッチ７はスリップせずに係合状態となる。
【００３７】
ロックアップ制御手段２５は、上述のようにロックアップクラッチ７を微小なトルク容
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量で係合状態にすると、図４に示すステップＳ１−３に進む。すると、上記発進意思操作
検出手段２３が、スロットル開度センサ３４によりスロットルＯＮが検出されるか、出力
軸回転速度（車速）センサ３２により車速Ｖが０より大きくなったことが検出されるか、
ブレーキセンサ３３によりブレーキＯＦＦが検出されるか、のいずれかが検出されるまで
待機する（Ｓ１−３のＮｏ）。そして、発進意思操作検出手段２３が、スロットルＯＮ、
車速Ｖが０より大きい、ブレーキＯＦＦ、のいずれかの状態を検出すると（Ｓ１−３のＹ
ｅｓ）、運転者の発進意思があるとして、停車時ロックアップ制御を終了し、ステップＳ
１−４に進む。なお、このように運転者の発進意思が検出された場合、後述するクラッチ
制御手段２４は、インニュートラル制御を終了して、アプライ制御（クラッチＣ−１の係
合制御）に移行する。
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【００３８】
ステップＳ１−４に進むと、ロックアップ制御手段２５の発進時ロックアップ制御手段
２５ｂは、発進時ロックアップ制御（発進時Ｌ−ＵＰ制御）を開始する。すると、発進時
ロックアップ制御手段２５ｂは、詳しくは後述するロックアップ制御マップ２５ｍａｐ（
図１０、図１２参照）を参照して、車速Ｖとスロットル開度ＴＨとの関係に基づきロック
アップクラッチ７がスリップ領域となるように、リニアソレノイドバルブＳＬＵに指令す
る形でロックアップクラッチ７の係合圧ＰＬ−ＵＰを所定指令値まで上昇し、該ロックア
ップクラッチ７を所定トルク容量で係合状態にする。
【００３９】
ロックアップ制御手段２５は、上述のようにロックアップクラッチ７を所定トルク容量
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で係合状態にすると、図４に示すステップＳ１−５に進む。ここでは、詳しくは後述する
クラッチ制御手段２４によりクラッチＣ−１のアプライ制御が終了して、該クラッチＣ−
１の係合が完了したことが検出されるまで待機する（Ｓ１−５のＮｏ）。そして、クラッ
チＣ−１の係合完了を検出すると（Ｓ１−５のＹｅｓ）、発進時ロックアップ制御を終了
し、ステップＳ１−６に進み、定常時ロックアップ制御手段２５ｃが、定常走行用（通常
走行用）としてのロックアップ定常制御（Ｌ−ＵＰ定常制御）に移行し、発進時における
ロックアップクラッチ７の制御を終了する（Ｓ１−７）。なお、ロックアップ定常制御で
は、ロックアップ制御マップ２５ｍａｐ等を参照しつつ、車速Ｖやスロットル開度ＴＨに
基づきロックアップクラッチ７のＯＮ・オフ・スリップ制御が適宜に行われる。
【００４０】
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［クラッチＣ−１の制御］
ついで、停車時から発進時におけるクラッチＣ−１制御、即ち、クラッチ制御手段２４
によるインニュートラル制御とアプライ制御とについて、図１を参照しつつ図５乃至図７
に沿って説明する。例えばレンジ判定手段２１によりＤレンジが判定されている状態で、
かつ停車判定手段２２により車輌の停車が判定されると（車輌停車中におけるＮ−Ｄシフ
トも含む）、図５に示すように、クラッチＣ−１の制御を開始し（Ｓ２−１）、クラッチ
制御手段２４のニュートラル制御手段２４ａは、インニュートラル制御を開始する（Ｓ２
−２）。ニュートラル制御手段２４ａは、このインニュートラル制御を開始すると、例え
ばリニアソレノイドバルブＳＬＣ１を指令制御して、クラッチＣ−１の係合圧ＰＣ１をス
トロークエンド圧（即ち油圧サーボ４０がガタ詰めした状態）よりも低い圧にする解放制

10

御を行い、つまりクラッチＣ−１を僅かに解放して自動変速機構５を完全なニュートラル
状態にする。このようにクラッチＣ−１の係合圧ＰＣ１をストロークエンド圧よりも低い
圧にすることで、ニュートラル制御中のクラッチＣ−１の引き摺りロスを完全に無くすこ
とができ、エンジン２に対する負荷を軽減し、つまり車輌の燃費向上を図ることが可能と
なる。
【００４１】
クラッチ制御手段２４は、上記インニュートラル制御を行うと、ステップＳ２−３に進
む。すると、上述した発進意思操作検出手段２３が、スロットル開度センサ３４によりス
ロットルＯＮが検出されるか、出力軸回転速度（車速）センサ３２により車速Ｖが０より
大きくなったことが検出されるか、ブレーキセンサ３３によりブレーキＯＦＦが検出され
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るか、のいずれかが検出されるまで待機する（Ｓ２−３のＮｏ）。そして、発進意思操作
検出手段２３が、スロットルＯＮ、車速Ｖが０より大きい、ブレーキＯＦＦ、のいずれか
の状態を検出すると（Ｓ２−３のＹｅｓ）、運転者の発進意思があるとして、上記インニ
ュートラル制御の終了を判断し、ステップＳ２−４に進む。
【００４２】
ステップＳ２−４に進むと、クラッチ制御手段２４のアプライ制御手段２４ｂは、図６
に示すように、クラッチＣ−１のアプライ制御を開始する（Ｓ２−４−１）。すると、ま
ず、アプライ制御手段２４ｂは、クラッチＣ−１の油圧サーボ４０のガタ詰め動作を行う
ためのファーストフィル制御を開始する（Ｓ２−４−２）。このファーストフィル制御に
おいては、例えば油温やインニュートラル制御が実行された時間などに基づき、出力する
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油圧指令値の大きさと、ファーストフィルを実行する時間（ファーストフィル時間）とを
設定する。そして、ステップＳ２−４−３において、ファーストフィル時間が経過したか
否かを判定し、該ファーストフィル時間が経過するまで（Ｓ２−４−３のＮｏ）、ファー
ストフィル制御を継続する。
【００４３】
その後、ファーストフィル時間が経過すると（Ｓ２−４−３のＹｅｓ）、クラッチＣ−
１の油圧サーボ４０のピストンがストロークエンドより僅かに係合側の状態となるように
（つまりクラッチＣ−１が引き摺り状態となるように）ファーストフィル（ガタ詰め動作
）が終了しているはずであるので、ファーストフィル制御を終了し、ステップＳ２−４−
４に進む。
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【００４４】
ステップＳ２−４−４に進むと、アプライ制御手段２４ｂは、係合圧ＰＣ１の油圧指令
値をストロークエンド圧よりも高い待機圧に維持する待機制御を開始する。これにより、
クラッチＣ−１は、引き摺り状態から徐々にピストンが係合側にストロークされていく。
そして、上記入力軸回転速度センサ３０により検出されるタービン回転数Ｎｔに変化が生
じたか否かにより、クラッチＣ−１が係合を開始したか否か（つまりスリップ状態に移行
したか否か）を判定し（Ｓ２−４−５）、該クラッチＣ−１が係合開始となるまで待機圧
を維持し（Ｓ２−４−５のＮｏ）、その後、クラッチＣ−１が係合を開始すると（Ｓ２−
４−５のＹｅｓ）、アプライ制御手段２４ｂによる待機制御を終了して、ステップＳ２−
４−６に進む。なお、この待機圧は、前回のクラッチＣ−１の係合制御（通常の変速時の
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係合制御でもよい）における係合タイミング等に基づき、学習補正されて設定されるよう
にしてもよい。
【００４５】
ステップＳ２−４−６に進むと、アプライ制御手段２４ｂのスリップ発進制御手段２４
ｃは、スリップ発進制御を開始する。スリップ発進制御を開始すると、スリップ発進制御
手段２４ｃは、まず、このスリップ発進制御が何らかの原因により長期化してしまうこと
を防止するため、強制終了時間としてのスリップ発進タイマーを設定してから、例えば図
７に示すようなスリップ発進制御を開始する（Ｓ２−４−６−１）。なお、図７に示すス
リップ発進制御は、詳しくは後述する３つの演算手法（図１５〜図１７参照）のうちの１
つ（図１５のもの）を一例として示したものである。

10

【００４６】
即ち、本スリップ発進制御は、自動変速機構５の入力軸１０の回転速度（つまりタービ
ン回転数Ｎｔ）を低下させずに、自動変速機構５の出力軸１１の回転速度（つまり出力軸
回転数Ｎｏｕｔ）を上昇させるように、クラッチＣ−１をスリップ制御することで、発進
時の変速比、つまり前進１速段のギヤ比を成立させる制御である。これにより、自動変速
機構５におけるタービンランナ４ｂからクラッチＣ−１の入力側部材までの回転系の回転
速度が一旦低下することによるイナーシャショックを防止するものでありながら、タービ
ン回転数Ｎｔを低下させないようにすることが可能となるので、ロックアップクラッチ７
を係合したまま出力軸回転数Ｎｏｕｔを上昇して前進１速段のギヤ比を成立させることを
可能とするものである。
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【００４７】
このようにタービン回転数Ｎｔを低下させないようにクラッチＣ−１をスリップ制御し
て車輌の発進を行うことを可能とするためは、例えば図７に示すように、トルクコンバー
タ４及びロックアップクラッチ７から伝達されてくる入力トルクを算出し、出力軸回転数
Ｎｏｕｔの回転変化が生じないように回転数を保持するクラッチＣ−１のトルク容量（即
ち回転保持トルク容量）を算出する（Ｓ２−４−６−２）。さらに、目標タービン回転数
Ｎｔａｒｇと目標終了時間ＴＡとを設定して、目標終了時間ＴＡに目標タービン回転数Ｎ
ｔａｒｇとなる際の自動変速機構５における回転系のイナーシャトルクを演算し、該イナ

ーシャトルクに基づき出力軸回転数Ｎｏｕｔの回転変化が目標回転変化となるようなクラ
ッチＣ−１のトルク容量（即ち目標回転変化必要トルク容量）を算出し（Ｓ２−４−６−
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３）、それら回転保持トルク容量と目標回転変化必要トルク容量との合計トルクからクラ
ッチＣ−１の必要油圧を算出し、該算出された必要油圧によりクラッチＣ−１の油圧サー
ボ４０の係合圧ＰＣ１を油圧制御し（Ｓ２−４−６−４）、スリップ発進制御を終了して
（Ｓ２−４−６−５）、図６のステップＳ２−４−７に進む。
【００４８】
該ステップＳ２−４−７においては、アプライ制御手段２４ｂが、例えばタービン回転
数Ｎｔと出力軸回転数Ｎｏｕｔとから演算されるギヤ比が前進１速段のギヤ比になったこ
とに基づき、上述のスリップ発進制御によってクラッチＣ−１の係合が完了したか否かを
判定する。該クラッチＣ−１の係合が完了していない（ギヤ比が成立していない）場合に
は（Ｓ２−４−７のＮｏ）、ステップＳ２−４−８に進み、上記スリップ発進タイマーの
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期間が経過したか否かを判定し、該スリップ発進タイマーの期間が経過していない場合に
は（Ｓ２−４−８のＮｏ）、引き続き上記スリップ発進制御を継続する。
【００４９】
そして、タービン回転数Ｎｔと出力軸回転数Ｎｏｕｔとから演算されるギヤ比が前進１
速段のギヤ比になり、クラッチＣ−１の係合完了を検出した場合（Ｓ２−４−７のＹｅｓ
）は、スリップ発進制御手段２４ｃがリニアソレノイドバルブＳＬＣ１に指令してクラッ
チＣ−１の係合圧ＰＣ１を所定勾配で急上昇させてライン圧ＰＬ相当まで上昇し、クラッ
チＣ−１の係合を完了させ、アプライ制御を終了して（Ｓ２−４−１１）、クラッチＣ−
１の制御を全て終了する（Ｓ２−５）。
【００５０】
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また、上記スリップ発進タイマーの期間が経過した場合（Ｓ２−４−８のＹｅｓ）には
、ステップＳ２−４−９に進み、クラッチＣ−１の係合完了制御に移行する。そして、該
クラッチＣ−１の係合完了制御では、スリップ発進制御手段２４ｃがリニアソレノイドバ
ルブＳＬＣ１に指令してクラッチＣ−１の係合圧ＰＣ１を所定勾配で上昇し、クラッチＣ
−１の係合が完了するまで（ギヤ比が成立するまで）待機し（Ｓ２−４−１０のＮｏ）、
該クラッチＣ−１の係合が完了すると（Ｓ２−４−１０のＹｅｓ）、最終的には該係合圧
ＰＣ１をライン圧ＰＬ相当まで上昇させて、以上のアプライ制御を終了する（Ｓ２−４−
１１）。そして、以上説明した停車時から発進時におけるクラッチＣ−１の制御を全て終
了する（Ｓ２−５）。
【００５１】
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［スロットル開度が低開度におけるロックアップクラッチが係合状態での発進走行例］
つづいて、車輌の発進時に運転者がスロットル開度ＴＨを低開度で踏み込んだ場合にあ
って、ロックアップクラッチを係合したままクラッチＣ−１をスリップ係合する場合の走
行例を図８に沿って説明する。例えばＮレンジでフットブレーキ（Ｂｒａｋｅ）が踏圧（
ＯＮ）されて停車している状態にあっては、クラッチＣ−１の係合圧ＰＣ１が０であって
該クラッチＣ−１が解放されており、また、ロックアップクラッチ７の係合圧ＰＬ−ＵＰ
も０であって該ロックアップクラッチ７も解放されている。そのため、アイドル状態にあ
るエンジン回転数Ｎｅは、トルクコンバータ４においてポンプインペラ４ａからタービン
ランナ４ｂに流体伝動されている状態であり、タービン回転数Ｎｔは、該エンジン回転数
Ｎｅよりも僅かに低い状態となっている。
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【００５２】
例えば時点ｔ１−１において、運転者が不図示のシフトレバーを操作し、Ｎレンジから
Ｄレンジに（Ｎ−Ｄ）されると、シフトポジションセンサ３１の検出に基づきレンジ判定
手段２１がＤレンジ（走行レンジ）を判定し、その判定に基づきロックアップ制御手段２
５の停車時ロックアップ制御手段２５ａは、停止時ロックアップ制御（Ｓ１−２）の開始
を判断し、リニアソレノイドバルブＳＬＵに指令制御してロックアップ係合圧ＰＬ−ＵＰ
を制御することで、ファーストフィル（ガタ詰め動作）を行った後、微小なトルク容量Ｔ
Ｌ−ＵＰでロックアップクラッチ７を僅かに係合状態にする。

【００５３】
また、レンジ判定手段２１がＤレンジ（走行レンジ）を判定した際、この状態ではフッ
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トブレーキがＯＮであり、スロットル開度ＴＨが０％であり、さらに、出力軸回転数Ｎｏ
ｕｔ（車速Ｖ）が０であるので、クラッチ制御手段２４のニュートラル制御手段２４ａは
、インニュートラル制御（Ｓ２−２）の開始を判断し、リニアソレノイドバルブＳＬＣ１
に指令制御して係合圧ＰＣ１を制御することで、ファーストフィル（ガタ詰め動作）を行
った後、クラッチＣ−１がガタ詰めされるストロークエンド圧よりも僅かに低い係合圧Ｐ
Ｃ１で該クラッチＣ−１を解放状態にしたまま係合直前の状態で待機する。

【００５４】
時点ｔ２−１において、発進意思操作検出手段２３が、ブレーキＯＦＦを検出すると（
Ｓ１−３のＹｅｓ）、運転者の発進意思があるとして、ロックアップ制御手段２５の発進
時ロックアップ制御手段２５ｂは、発進時ロックアップ制御（Ｓ１−４）の開始を判断し
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、所定トルク容量ＴＬ−ＵＰ１となるようにロックアップクラッチ７をスリップ領域で係
合状態にする。またこの際、発進時ロックアップ制御手段２５ｂは、図１０に示すロック
アップ制御マップ２５ｍａｐを参照してロックアップクラッチ７の係合状態（ＯＮ、ＯＦ
Ｆ、スリップ状態）を判定する。まず、この時点ｔ２−１から時点ｔ３−１の間では、ス
ロットル開度ＴＨが０％で車速Ｖ（出力軸回転数Ｎｏｕｔ）が小さいので、スリップ領域
での係合状態を選択することになる。
【００５５】
一方、時点ｔ２−１において、発進意思操作検出手段２３が、ブレーキＯＦＦを検出す
ると（Ｓ２−３のＹｅｓ）、運転者の発進意思があるとして、クラッチ制御手段２４のア
プライ制御手段２４ｂは、ファーストフィル制御（Ｓ２−４−２）を行った後、上述した
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待機制御（Ｓ２−４−４）を行い、更にスリップ発進制御手段２４ｃによりスリップ発進
制御（Ｓ２−４−６）を開始して、クラッチＣ−１をスリップ制御しつつ車輌の発進（出
力軸回転数Ｎｏｕｔの上昇）を開始する。
【００５６】
この時点ｔ２−１から時点ｔ３−１までにあっては、上述のようにロックアップクラッ
チ７が所定トルク容量ＴＬ−ＵＰ１で係合状態にあり、クラッチＣ−１のトルク容量ＴＣ
１及びエンジン２からの入力トルク（以下、「エンジントルク」という）Ｔｅがロックア

ップクラッチ７のトルク容量ＴＬ−ＵＰを上回ることがないので、該ロックアップクラッ
チ７が滑ることがなく、エンジン回転数Ｎｅとタービン回転数Ｎｔとが同じであり、つま
10

りエンジン２が吹き上がってしまうことが防止される。
【００５７】
また、時点ｔ３−１において、運転者によりアクセルが低開度で踏圧され、スロットル
開度ＴＨが僅かに上昇すると、スリップ発進制御手段２４ｃは、詳しくは後述する演算手
法でクラッチＣ−１のトルク容量ＴＣ１を演算し、該演算されたトルク容量ＴＣ１となる
ように係合圧ＰＣ１を制御することで、該係合圧ＰＣ１及びトルク容量ＴＣ１がスロット
ル開度ＴＨに応じて上昇するが、この図８の走行例では、クラッチＣ−１のトルク容量Ｔ
Ｃ１がロックアップクラッチ７のトルク容量ＴＬ−ＵＰを上回ることがなく、つまりエン

ジントルクＴｅの上昇に伴い、エンジン回転数Ｎｅ及びタービン回転数Ｎｔが上昇してい
く。
20

【００５８】
そして、クラッチＣ−１の係合状態が進行するに連れて前進１速段のギヤ比が成立して
いく方向に進行する（変速進行率が進む）ように出力軸回転数Ｎｏｕｔも上昇し、時点ｔ
４−１において、前進１速段のギヤ比が成立すると、クラッチＣ−１の係合完了が判定さ
れて（Ｓ２−４−７のＹｅｓ、Ｓ１−５のＹｅｓ）、アプライ制御手段２４ｂによるクラ
ッチＣ−１のアプライ制御が終了する（Ｓ２−５）と共に、発進時ロックアップ制御手段
２５ｂによる発進時ロックアップ制御（Ｓ１−４）が終了し、定常時ロックアップ制御手
段２５ｃによるロックアップ定常制御（Ｓ１−６）に移行されて、つまり通常の走行状態
に移行される。この際、車速Ｖが上昇し、図１０に示すロックアップ制御マップ２５ｍａ
ｐにおいて、ロックアップＯＮ（Ｌｕｐ

ＯＮ）の判断線を超えると、定常時ロックアッ

プ制御手段２５ｃによりロックアップクラッチ７のＯＮが判断され、ロックアップ係合圧

30

ＰＬ−ＵＰがスイープアップされ、ロックアップクラッチ７が係合（ＯＮ）される。それ
により、前進１速段にあってロックアップＯＮの定常走行状態となる。
【００５９】
なお、図１０に示すロックアップ制御マップ２５ｍａｐにあって、定常時ロックアップ
制御手段２５ｃによりロックアップ定常制御が開始された場合には、図中実線のロックア
ップＯＮ（Ｌｕｐ

ＯＮ）の判断線を図中右方側に越えるとロックアップクラッチ７の係

合が判定され、図中点線のロックアップＯＦＦ（Ｌｕｐ

ＯＦＦ）の判断線を図中左方側

に越えるとロックアップクラッチ７の解放が判定されることになる。
【００６０】
［スロットル開度が高開度におけるロックアップクラッチがスリップ状態での発進走行

40

例］
つづいて、車輌の発進時に運転者がスロットル開度ＴＨを高開度で踏み込んだ場合にあ
って、ロックアップクラッチをスリップさせつつクラッチＣ−１をスリップ係合する場合
の走行例を図９に沿って説明する。上記図８の場合と同様に、例えばＮレンジでフットブ
レーキが踏圧されて停車している状態にあっては、クラッチＣ−１が解放されており、ま
た、ロックアップクラッチ７も解放されている。そのため、アイドル状態にあるエンジン
回転数Ｎｅは、トルクコンバータ４により流体伝動されている状態であり、タービン回転
数Ｎｔは、該エンジン回転数Ｎｅよりも僅かに低い状態となっている。
【００６１】
同様に、例えば時点ｔ１−２において、運転者がＮレンジからＤレンジに操作すると、
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ロックアップ制御手段２５の停車時ロックアップ制御手段２５ａは、停止時ロックアップ
制御（Ｓ１−２）の開始を判断し、ファーストフィル（ガタ詰め動作）を行った後、微小
なトルク容量ＴＬ−ＵＰとなるようにロックアップクラッチ７を僅かに係合状態にする。
また、フットブレーキがＯＮ、スロットル開度ＴＨが０％、車速Ｖが０であるので、クラ
ッチ制御手段２４のニュートラル制御手段２４ａは、インニュートラル制御（Ｓ２−２）
の開始を判断し、ファーストフィル（ガタ詰め動作）を行った後、クラッチＣ−１がガタ
詰めされるストロークエンド圧よりも僅かに低い係合圧ＰＣ１で該クラッチＣ−１を解放
状態にしたまま係合直前の状態で待機する。
【００６２】
時点ｔ２−２において、ブレーキＯＦＦを検出すると（Ｓ１−３のＹｅｓ）、運転者の

10

発進意思があるとして、発進時ロックアップ制御手段２５ｂは、発進時ロックアップ制御
（Ｓ１−４）の開始を判断し、所定トルク容量ＴＬ−ＵＰ１となるようにロックアップク
ラッチ７をスリップ領域で係合状態にする。またこの際、発進時ロックアップ制御手段２
５ｂは、図１０に示すロックアップ制御マップ２５ｍａｐを参照してロックアップクラッ
チ７の係合状態（ＯＮ、ＯＦＦ、スリップ状態）を判定する。まず、この時点ｔ２−２か
ら時点ｔ３−２の間では、図１０中の矢印Ａで示すように、スロットル開度ＴＨが０％で
車速Ｖ（出力軸回転数Ｎｏｕｔ）が小さいので、スリップ領域での係合状態を選択するこ
とになる。
【００６３】
一方、時点ｔ２−２において、ブレーキＯＦＦを検出すると（Ｓ２−３のＹｅｓ）、運

20

転者の発進意思があるとして、クラッチ制御手段２４のアプライ制御手段２４ｂは、ファ
ーストフィル制御（Ｓ２−４−２）を行った後、上述した待機制御（Ｓ２−４−４）を行
い、更にスリップ発進制御手段２４ｃによりスリップ発進制御（Ｓ２−４−６）を開始し
て、クラッチＣ−１をスリップ制御しつつ車輌の発進（出力軸回転数Ｎｏｕｔの上昇）を
開始する。
【００６４】
この時点ｔ２−２から時点ｔ３−２までにあっては、上述のようにロックアップクラッ
チ７が所定トルク容量ＴＬ−ＵＰ１で係合状態にあり、クラッチＣ−１のトルク容量ＴＣ
１及びエンジントルクＴｅがロックアップクラッチ７のトルク容量ＴＬ−ＵＰを上回るこ

とがないので、該ロックアップクラッチ７が滑ることがなく、エンジン回転数Ｎｅとター

30

ビン回転数Ｎｔとが同じであり、つまりエンジン２が吹き上がってしまうことが防止され
る。
【００６５】
また、時点ｔ３−２において、運転者によりアクセルが高開度で踏圧され、スロットル
開度ＴＨが急上昇すると、スリップ発進制御手段２４ｃは、詳しくは後述する演算手法で
クラッチＣ−１のトルク容量ＴＣ１を演算し、該演算されたトルク容量ＴＣ１となるよう
に係合圧ＰＣ１を制御することで、該係合圧ＰＣ１及びトルク容量ＴＣ１がスロットル開
度ＴＨに応じて急上昇する。
【００６６】
この際、図１０中の矢印Ａで示すように、スロットル開度ＴＨが上昇してもロックアッ

40

プ制御マップ２５ｍａｐではスリップ領域であり、ロックアップクラッチ７の係合圧ＰＬ
−ＵＰ及び所定トルク容量ＴＬ−ＵＰ１は、そのまま維持されるが、クラッチＣ−１のト

ルク容量ＴＣ１及びエンジントルクＴｅが該ロックアップクラッチ７のトルク容量ＴＬ−
ＵＰを上回るので、つまりエンジントルクＴｅの上昇に伴い、ロックアップクラッチ７が

スリップされ、トルクコンバータ４による流体伝動によるトルク伝達が行われる状態とな
る。即ち、図９に示すように、エンジン回転数Ｎｅが、タービン回転数Ｎｔを上回って上
昇していくことになる。
【００６７】
このトルクコンバータ４の流体伝動においては、ポンプインペラ４ａとタービンランナ
４ｂとの回転数が小さく、かつそれらの回転数差が生じる状態であるので、ステータ４ｃ
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を介して上述したトルク増大作用を生じさせる状態であるので、自動変速機構５の入力軸
１０には、エンジントルクＴｅが増大されて入力され、クラッチＣ−１を介して不図示の
駆動車輪に増大されたトルクが伝達されるので、運転者がアクセル開度（スロットル開度
）を高くしたことに対して、大きな出力トルクが得られることになり、ドライバビリティ
が確保されることになる。
【００６８】
そして、クラッチＣ−１の係合状態が進行するに連れて前進１速段のギヤ比が成立して
いく方向に進行する（変速進行率が進む）ように出力軸回転数Ｎｏｕｔも上昇し、時点ｔ
４−２において、前進１速段のギヤ比が成立すると、クラッチＣ−１の係合完了が判定さ
れて（Ｓ２−４−７のＹｅｓ、Ｓ１−５のＹｅｓ）、アプライ制御手段２４ｂによるクラ

10

ッチＣ−１のアプライ制御が終了する（Ｓ２−５）。一方で、発進時ロックアップ制御手
段２５ｂによる発進時ロックアップ制御（Ｓ１−４）が終了し、定常時ロックアップ制御
手段２５ｃによるロックアップ定常制御（Ｓ１−６）に移行されるが、ロックアップクラ
ッチ７は、図１０に示すロックアップ制御マップ２５ｍａｐにおいて、矢印Ａに示すよう
にスリップ領域にあるので、時点ｔ４−２ではそのままスリップ状態が維持され、その後
、車速Ｖが上昇して、矢印Ａに示すようにロックアップＯＮ（Ｌｕｐ

ＯＮ）の判断線を

超えると、定常時ロックアップ制御手段２５ｃによりロックアップクラッチ７のＯＮが判
断され、ロックアップ係合圧ＰＬ−ＵＰがスイープアップされ、ロックアップクラッチ７
が係合（ＯＮ）される。それにより、前進１速段にあってロックアップＯＮの定常走行状
態となる。

20

【００６９】
［スロットル開度が高開度におけるロックアップクラッチがスリップ状態から解放状態
での発進走行例］
つづいて、図９の場合と同様に、車輌の発進時に運転者がスロットル開度ＴＨを高開度
で踏み込んだ場合の別の実施形態として、ロックアップクラッチのスリップ状態から解放
状態に移行しつつクラッチＣ−１をスリップ係合して車輌を発進させる場合の走行例を図
１１に沿って説明する。上記図９の場合と同様に、例えばＮレンジでフットブレーキが踏
圧されて停車している状態にあっては、クラッチＣ−１が解放されており、また、ロック
アップクラッチ７も解放されている。そのため、アイドル状態にあるエンジン回転数Ｎｅ
は、トルクコンバータ４により流体伝動されている状態であり、タービン回転数Ｎｔは、

30

該エンジン回転数Ｎｅよりも僅かに低い状態となっている。
【００７０】
同様に、例えば時点ｔ１−３において、運転者がＮレンジからＤレンジに操作すると、
ロックアップ制御手段２５の停車時ロックアップ制御手段２５ａは、停止時ロックアップ
制御（Ｓ１−２）の開始を判断し、ファーストフィル（ガタ詰め動作）を行った後、微小
なトルク容量ＴＬ−ＵＰとなるようにロックアップクラッチ７を僅かに係合状態にする。
また、フットブレーキがＯＮ、スロットル開度ＴＨが０％、車速Ｖが０であるので、クラ
ッチ制御手段２４のニュートラル制御手段２４ａは、インニュートラル制御（Ｓ２−２）
の開始を判断し、ファーストフィル（ガタ詰め動作）を行った後、クラッチＣ−１がガタ
詰めされるストロークエンド圧よりも僅かに低い係合圧ＰＣ１で該クラッチＣ−１を解放

40

状態にしたまま係合直前の状態で待機する。
【００７１】
時点ｔ２−３において、ブレーキＯＦＦを検出すると（Ｓ１−３のＹｅｓ）、運転者の
発進意思があるとして、発進時ロックアップ制御手段２５ｂは、発進時ロックアップ制御
（Ｓ１−４）の開始を判断し、所定トルク容量ＴＬ−ＵＰ１となるようにロックアップク
ラッチ７をスリップ領域で係合状態にする。またこの際、発進時ロックアップ制御手段２
５ｂは、図１２に示すロックアップ制御マップ２５ｍａｐを参照してロックアップクラッ
チ７の係合状態（ＯＮ、ＯＦＦ、スリップ状態）を判定する。まず、この時点ｔ２−３か
ら時点ｔ３−３の間では、図１２中の矢印Ａで示すように、スロットル開度ＴＨが０％で
車速Ｖ（出力軸回転数Ｎｏｕｔ）が小さいので、スリップ領域での係合状態を選択するこ
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とになる。
【００７２】
一方、時点ｔ２−３において、ブレーキＯＦＦを検出すると（Ｓ２−３のＹｅｓ）、運
転者の発進意思があるとして、クラッチ制御手段２４のアプライ制御手段２４ｂは、ファ
ーストフィル制御（Ｓ２−４−２）を行った後、上述した待機制御（Ｓ２−４−４）を行
い、更にスリップ発進制御手段２４ｃによりスリップ発進制御（Ｓ２−４−６）を開始し
て、クラッチＣ−１をスリップ制御しつつ車輌の発進（出力軸回転数Ｎｏｕｔの上昇）を
開始する。
【００７３】
この時点ｔ２−３から時点ｔ３−３までにあっては、上述のようにロックアップクラッ

10

チ７が所定トルク容量ＴＬ−ＵＰ１で係合状態にあり、クラッチＣ−１のトルク容量ＴＣ
１及びエンジントルクＴｅがロックアップクラッチ７のトルク容量ＴＬ−ＵＰを上回るこ

とがないので、該ロックアップクラッチ７が滑ることがなく、エンジン回転数Ｎｅとター
ビン回転数Ｎｔとが同じであり、つまりエンジン２が吹き上がってしまうことが防止され
る。
【００７４】
また、時点ｔ３−３において、運転者によりアクセルが高開度で踏圧され、スロットル
開度ＴＨが急上昇すると、スリップ発進制御手段２４ｃは、詳しくは後述する演算手法で
クラッチＣ−１のトルク容量ＴＣ１を演算し、該演算されたトルク容量ＴＣ１となるよう
に係合圧ＰＣ１を制御することで、該係合圧ＰＣ１及びトルク容量ＴＣ１がスロットル開
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度ＴＨに応じて急上昇する。
【００７５】
この際、図１２中の矢印Ａで示すように、スロットル開度ＴＨが上昇すると、ロックア
ップ制御マップ２５ｍａｐにおいてスリップ領域からロックアップＯＦＦ領域に切り換る
。そのため、時点ｔ４−３において、発進時ロックアップ制御手段２５ｂは、ロックアッ
プクラッチ７の係合圧ＰＬ−ＵＰのスイープダウンを開始し、それに伴い、ロックアップ
クラッチ７のトルク容量ＴＬ−ＵＰも徐々に低下されて、その後、ロックアップクラッチ
７は解放状態にされる。これにより、ロックアップクラッチ７が解放されて該ロックアッ
プクラッチ７のトルク伝達がなくなり、トルクコンバータ４による流体伝動によるトルク
伝達が行われる状態となり、該トルクコンバータ４のトルク増大作用にロックアップクラ
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ッチ７が干渉することなく、エンジントルクＴｅが増大されて自動変速機構５の入力軸１
０に入力され、運転者がアクセル開度（スロットル開度）を高くしたことに対して、図９
の場合よりもさらに大きな出力トルクが得られることになり、ドライバビリティが確保さ
れることになる。即ち、図１１に示すように、エンジン回転数Ｎｅが、タービン回転数Ｎ
ｔを大きく上回って上昇していくことになる。
【００７６】
その後、クラッチＣ−１の係合状態が進行するに連れて前進１速段のギヤ比が成立して
いく方向に進行する（変速進行率が進む）ように出力軸回転数Ｎｏｕｔも上昇し、前進１
速段のギヤ比が成立すると、クラッチＣ−１の係合完了が判定されて（Ｓ２−４−７のＹ
ｅｓ、Ｓ１−５のＹｅｓ）、アプライ制御手段２４ｂによるクラッチＣ−１のアプライ制
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御が終了する（Ｓ２−５）。一方で、発進時ロックアップ制御手段２５ｂによる発進時ロ
ックアップ制御（Ｓ１−４）が終了し、定常時ロックアップ制御手段２５ｃによるロック
アップ定常制御（Ｓ１−６）に移行されるが、ロックアップクラッチ７は、図１２に示す
ロックアップ制御マップ２５ｍａｐにおいて、矢印Ａに示すようにロックアップＯＦＦ領
域からスリップ領域に入るまで、そのまま解放状態が維持される。
【００７７】
そして、車速Ｖが上昇して、矢印Ａに示すようにロックアップスリップＯＮ（Ｓｌｉｐ
ＯＮ）の判断線を超えると、定常時ロックアップ制御手段２５ｃによりロックアップク
ラッチ７のスリップ状態が判断され、さらにロックアップＯＮ（Ｌｕｐ

ＯＮ）の判断線

を超えると、定常時ロックアップ制御手段２５ｃによりロックアップクラッチ７のＯＮが
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判断され、ロックアップクラッチ７が係合（ＯＮ）される。それにより、前進１速段にあ
ってロックアップＯＮの定常走行状態となる。
【００７８】
なお、図１２に示すロックアップ制御マップ２５ｍａｐにあって、定常時ロックアップ
制御手段２５ｃによりロックアップ定常制御が開始された場合には、図中実線のロックア
ップＯＮ（Ｌｕｐ

ＯＮ）の判断線を図中右方側に越えるとロックアップクラッチ７の係

合が判定され、図中点線のロックアップＯＦＦ（Ｌｕｐ

ＯＦＦ）の判断線を図中左方側

に越えるとロックアップクラッチ７の解放が判定され、図中実線のロックアップスリップ
ＯＮ（Ｓｌｉｐ

ＯＮ）の判断線を図中右方側に越えるとロックアップクラッチ７のスリ

ップが判定され、図中点線のロックアップスリップＯＦＦ（Ｓｌｉｐ

ＯＦＦ）の判断線

10

を図中左方側に越えるとロックアップクラッチ７の解放が判定されることになる。
【００７９】
［スリップ発進制御の概要］
つづいて、上記スリップ発進制御手段２４ｃによるクラッチＣ−１のスリップ発進制御
の概要について図１３及び図１４に沿って説明する。本スリップ発進制御は、クラッチＣ
−１をスリップさせつつ係合させることで車輌を発進させる際にあって、自動変速機構５
の入力軸１０の回転数（即ちタービン回転数Ｎｔ）が低下しないように制御するものであ
る。なお、図１３及び図１４、後述する図１５〜図１７における時点ｔａから時点ｔｄま
でが例えば図８の時点ｔ２−１から時点ｔ４−１までの期間に相当するものである。また
、図１３の走行例ではスロットル開度ＴＨが０％のままであった場合、図１４の走行例で

20

はアクセルが踏まれてスロットル開度ＴＨが上昇した場合、をそれぞれ示すものである。
【００８０】
なお、本スリップ発進制御は、上述したロックアップクラッチ７をスリップ領域で係合
したままクラッチＣ−１をスリップさせつつ係合する場合にあって、タービン回転数Ｎｔ
が低下しないので、本制御を用いて好適であるが、一般的なニュートラル制御からクラッ
チＣ−１を係合状態に移行する場合、つまりロックアップクラッチ７を解放した状態でニ
ュートラル制御から前進１速段に復帰する場合あっても、本制御を用いることでイナーシ
ャショックの発生を抑えることができるので、一般的なニュートラル制御からクラッチＣ
−１を係合状態に移行する場合を一例として説明する。
【００８１】
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図１３に示すように、例えばインニュートラル制御（Ｓ２−２）を行っている状態から
、時点ｔａ−１において、発進意思操作検出手段２３がブレーキＯＦＦを検出すると（Ｓ
２−３のＹｅｓ）、クラッチＣ−１の係合圧ＰＣ１を所定の待機圧に制御する待機制御（
Ｓ２−４−４）を行い、クラッチＣ−１は、引き摺り状態から徐々にピストンが係合側に
ストロークされていく。これにより、クラッチＣ−１がトルク伝達を開始し、タービン回
転数Ｎｔが僅かに低下し（ロックアップクラッチ７を係合している場合は、タービン回転
数Ｎｔの低下と共にエンジン回転数Ｎｅも僅かに低下することになる。）、不図示の駆動
車輪における出力トルクＴｏｕｔが上昇する。
【００８２】
なお、この図１３の走行例では、インニュートラル制御においてクラッチＣ−１の係合

40

圧ＰＣ１がストロークエンド圧に維持される一般的なニュートラル制御を行っている場合
であるので、ニュートラル制御にあってクラッチＣ−１はガタ詰めされた状態にあり、フ
ァーストフィル制御は行う必要はない。反対に、例えば上述したように、車輌の燃費向上
のために、ニュートラル制御中にクラッチＣ−１の係合圧ＰＣ１をストロークエンド圧よ
りも低い圧に制御した場合には、上述したようにファーストフィル制御（Ｓ２−４−２）
を行う必要がある。
【００８３】
例えばタービン回転数Ｎｔに変化が生じたことに基づきクラッチＣ−１が係合を開始し
たことを判定すると（Ｓ２−４−５のＹｅｓ）、時点ｔｂ−１において上記待機制御を終
了して、スリップ発進制御手段２４ｃによるスリップ発進制御に移行する（Ｓ２−４−６
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）。このスリップ発進制御においては、後述する例えば３つの演算手法によりタービン回
転数Ｎｔが低下しないようにクラッチＣ−１の係合圧ＰＣ１を演算して油圧制御する。こ
れにより、タービン回転数Ｎｔが低下せず、かつクラッチＣ−１の係合が進行してクラッ
チＣ−１の出力側回転数ＮＣ１が徐々に上昇し、つまり変速進行率が進行して徐々に前進
１速段のギヤ比が成立していき、出力軸回転数Ｎｏｕｔも上昇していく。
【００８４】
即ち、従来は、クラッチＣ−１の係合圧ＰＣ１の油圧指令値を演算する際に、基本勾配
、一定量以上の回転変化を保障する回転保障勾配、一定量以上のトルク伝達を保障するト
ルク保障勾配、のうちの最も大きな値を選択して油圧指令値とすることが一般的な演算手
法であったため、クラッチＣ−１の係合が進行するときに、車輌の停車状態に伴い停止し

10

ている出力軸回転数Ｎｏｕｔにタービン回転数Ｎｔが近づくことになり、該タービン回転
数Ｎｔが一旦大きく低下してから上昇することになる。このタービン回転数Ｎｔの低下時
には、自動変速機構５のイナーシャトルクが発生して出力トルクに加わるので、一旦出力
トルクが増加してから再び出力トルクが低下する現象が生じ、つまり揺り返しショックが
生じていた。しかしながら、本スリップ発進制御のようにタービン回転数Ｎｔを低下させ
ないようにクラッチＣ−１をスリップ係合していくことで、イナーシャトルクによる揺り
返しショックの発生が防止される。
【００８５】
そして、時点ｔｃ−１において、タービン回転数Ｎｔと出力軸回転数Ｎｏｕｔとから演
算されるギヤ比が前進１速段のギヤ比になったことに基づき、クラッチＣ−１の係合が完
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了したことを判定すると（Ｓ２−４−７のＹｅｓ）、スリップ発進制御手段２４ｃは、リ
ニアソレノイドバルブＳＬＣ１に指令してクラッチＣ−１の係合圧ＰＣ１を所定勾配で急
上昇させ、時点ｔｄ−１までにライン圧ＰＬ相当まで上昇し、クラッチＣ−１の係合を完
了させ、スリップ発進制御を終了する（Ｓ２−４−１１、Ｓ２−５）。
【００８６】
また、図１４に示すように、例えばインニュートラル制御を行っている状態から、時点
ｔａ−２においてブレーキＯＦＦを検出し、クラッチＣ−１の待機制御を行い、クラッチ
Ｃ−１が係合を開始したことを判定すると、時点ｔｂ−２において上記待機制御を終了し
て、スリップ発進制御手段２４ｃによるスリップ発進制御に移行する。この後、例えば運
転者によりアクセルが踏圧されてスロットル開度ＴＨが上昇したとしても、後述する例え

30

ば３つの演算手法によりタービン回転数Ｎｔが低下しないように、かつギヤ比（変速進行
率）が後退しないようにクラッチＣ−１の係合圧ＰＣ１を演算して油圧制御する。これに
より、タービン回転数Ｎｔが低下せず、かつクラッチＣ−１の係合がスロットル開度ＴＨ
の大きさに応じて進行し、クラッチＣ−１の出力側回転数ＮＣ１がスロットル開度ＴＨの
上昇に合わせて上昇して、その後、変速進行率が進行して徐々に前進１速段のギヤ比が成
立していく。
【００８７】
そして、同様に時点ｔｃ−２において、タービン回転数Ｎｔと出力軸回転数Ｎｏｕｔと
から演算されるギヤ比が前進１速段のギヤ比になったことに基づき、クラッチＣ−１の係
合が完了したことを判定すると、スリップ発進制御手段２４ｃは、リニアソレノイドバル
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ブＳＬＣ１に指令してクラッチＣ−１の係合圧ＰＣ１を所定勾配で急上昇させ、時点ｔｄ
−２までにライン圧ＰＬ相当まで上昇し、クラッチＣ−１の係合を完了させ、スリップ発
進制御を終了する。
【００８８】
このようにクラッチＣ−１のスリップ発進制御にあって、タービン回転数Ｎｔが低下し
ないことで、自動変速機構５をニュートラルにした状態からクラッチＣ−１を係合する際
にイナーシャ力の変動が発生せず、揺り返しショックが現れることがない車輌の発進を可
能とすることができ、乗り心地の向上を図ることができる。
【００８９】
［イナーシャトルクを算出して係合圧ＰＣ１を演算する演算手法］
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つづいて、スリップ発進制御手段２４ｃによるスリップ発進制御において、自動変速機
構５にて発生するイナーシャトルクから係合圧ＰＣ１を演算する演算手法について図１５
に沿って説明する。
【００９０】
まず、スリップ発進制御手段２４ｃは、図１５に示すように、目標終了時間ＴＡを設定
し、例えば現在のスロットル開度ＴＨを加味して目標終了時間ＴＡにおける目標タービン
回転数Ｎｔａｒｇを設定する。ここで、自動変速機構５におけるイナーシャ分「Ｉ」は、
トルクコンバータ４におけるタービンランナ４ｂから自動変速機構５の入力軸１０までを
トルコン２次側イナーシャ「ＴＣ＿ｉｎｔｅｒｔｉａ２」と、該入力軸１０からクラッチ
Ｃ−１の入力側部材までのインプット側イナーシャ「ＧＲ＿ｉｎｔｅｒｔｉａ」との合計

10

であるので、
Ｉ＝ＴＣ＿ｉｎｔｅｒｔｉａ２＋ＧＲ＿ｉｎｔｅｒｔｉａ・・・（１）
となる。
【００９１】
また、目標終了時間ＴＡまでに目標タービン回転数Ｎｔａｒｇとなるための出力軸回転
数Ｎｏｕｔの回転変化量「ω」は、１速ギヤ比を「Ｇ１ＳＴ」、スリップ発進制御の開始
からの経過時間を「ｃｎｔ＿Ｃ１Ｓｌｉｐ」とすると、
ω＝（Ｎｔａｒｇ−Ｎｏｕｔ×Ｇ１ＳＴ）／（ＴＡ−ｃｎｔ＿Ｃ１Ｓｌｉｐ）・・・（２
）
となる。
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【００９２】
さらに、現在のトルクコンバータ４における速度比（ポンプインペラ４ａとタービンラ
ンナ４ｂとの速度比）を「ｅｃｕｒｒｅｎｔ」、現在の速度比におけるトルクコンバータ
４の容量係数を「Ｃ（ｅｃｕｒｒｅｎｔ）」、現在の速度比におけるトルクコンバータ４
のトルク比を「ｔ（ｅｃｕｒｒｅｎｔ）」、ロックアップクラッチ７により伝達されるト
ルクを「ＴＬ−ＵＰ」、クラッチＣ−１のトルク分担を「ＴｄｉｖＣ１」、エンジン回転
数「Ｎｅ」とすると、クラッチＣ−１の出力側部材の回転数ＮＣ１の回転を一定に保持す
るためのトルク容量「ＴＣ１−ＣＯＮＴ」は、
ＴＣ１−ＣＯＮＴ＝（Ｃ（ｅｃｕｒｒｅｎｔ）×Ｎｅ２×ｔ（ｅｃｕｒｒｅｎｔ）＋ＴＬ
−ＵＰ）×（ＴｄｉｖＣ１）・・・（３）
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で算出され（図７のＳ２−４−６−２）、
クラッチＣ−１の出力側部材の回転数ＮＣ１における目標回転変化分として必要なトルク
容量「ＴＣ１−ｃｈａｎｇｅ」は、
ＴＣ１−ｃｈａｎｇｅ＝（Ｉω）×（ＴｄｉｖＣ１）・・・（４）
で算出され（図７のＳ２−４−６−３）、
クラッチＣ−１の出力側部材の回転数ＮＣ１における目標回転変化として必要なトルク容
量は、
ＴＣ１＝ＴＣ１−ＣＯＮＴ＋ＴＣ１−ｃｈａｎｇｅ＝（Ｃ（ｅｃｕｒｒｅｎｔ）×Ｎｅ２
×ｔ（ｅｃｕｒｒｅｎｔ）＋ＴＬ−ＵＰ＋Ｉω）×（ＴｄｉｖＣ１）・・・（５）
となる。
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【００９３】
なお、上記計算式（５）は、言い換えると、エンジン２からの入力トルク（ｔ・Ｃ・Ｎ
ｅ２＋ＴＬ−ＵＰ）に発生するイナーシャトルク（Ｉω）を加味した合計トルクに基づき
、クラッチＣ−１のトルク容量ＴＣ１を算出したことになる。
【００９４】
そして、上記目標回転変化として必要なクラッチＣ−１のトルク容量となるように係合
圧ＰＣ１の油圧指令値を算出し、該油圧指令値に基づきリニアソレノイドバルブＳＬＣ１
を油圧制御することにより、図１５に示すように、目標終了時間ＴＡにおいてタービン回
転数Ｎｔが目標タービン回転数Ｎｔａｒｇとなるように制御され、つまりタービン回転数
Ｎｔが低下することなく、目標終了時間ＴＡにおいて前進１速段のギヤ比が成立するよう
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にクラッチＣ−１がスリップ制御される。これにより、クラッチＣ−１のスリップ発進制
御にあって、クラッチＣ−１を係合させる際にタービン回転数Ｎｔが低下せず、イナーシ
ャ力の変動が発生しないので、揺り返しショックが現れることがない車輌の発進を可能と
することができ、乗り心地の向上を図ることができる。また、この図１５の演算手法では
、イナーシャトルクを算出しつつ係合圧を油圧制御することができるので、イナーシャ力
の変動を自由に設定することも可能となる。
【００９５】
［タービン回転数とエンジン回転数との速度比を一定に算出して係合圧ＰＣ１を演算す
る演算手法］
次に、スリップ発進制御手段２４ｃによるスリップ発進制御において、タービン回転数

10

Ｎｔとエンジン回転数Ｎｅとの速度比を一定に算出することで係合圧ＰＣ１を演算する演
算手法について図１６に沿って説明する。
【００９６】
図１６に示す演算手法では、スリップ発進制御手段２４ｃは、タービン回転数Ｎｔとエ
ンジン回転数Ｎｅとの目標速度比「Ｎｔ／Ｎｅ＝ｅｔａｒｇ」を一定値に設定し、該一定
の目標速度比ｅｔａｒｇに基づきクラッチＣ−１のトルク容量ＴＣ１を算出する。即ち、
一定の目標速度比ｅｔａｒｇとなるトルク容量ＴＣ１は、
ＴＣ１＝（Ｃ（ｅｔａｒｇ）×Ｎｅ２×ｔ（ｅｔａｒｇ））×（ＴｄｉｖＣ１）・・・（
６）
となる。
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【００９７】
そして、上記一定の目標速度比となるクラッチＣ−１のトルク容量となるように係合圧
ＰＣ１の油圧指令値を算出し、該油圧指令値に基づきリニアソレノイドバルブＳＬＣ１を
油圧制御することにより、図１６に示すように、目標速度比ｅｔａｒｇが一定となるよう
に制御され、つまりアイドル回転数よりもエンジン回転数Ｎｅが低下しなければ、一定の
比率により算出されるタービン回転数Ｎｔが低下することはなく、時間の経過と共に前進
１速段のギヤ比が成立するようにクラッチＣ−１がスリップ制御される。これにより、ク
ラッチＣ−１のスリップ発進制御にあって、クラッチＣ−１を係合させる際にタービン回
転数Ｎｔが低下せず、イナーシャ力の変動が発生しないので、揺り返しショックが現れる
ことがない車輌の発進を可能とすることができ、乗り心地の向上を図ることができる。
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【００９８】
また、この図１６の演算手法では、タービン回転数Ｎｔとエンジン回転数Ｎｅとの速度
比ｅｔａｒｇが一定となるため、トルクコンバータ４により一定のトルク増大作用を得る
ことができるので、エンジン２の出力変化（出力上昇）に比例した入力トルクを得ること
ができ、つまり運転者が要求した出力トルク（即ちスロットル開度ＴＨ）に比例した加速
フィーリングを得ることが可能となる。
【００９９】
［目標一定タービン回転数を算出して係合圧ＰＣ１を演算する演算手法］
ついで、スリップ発進制御手段２４ｃによるスリップ発進制御において、目標一定ター
ビン回転数Ｎｔｔａｒｇを一定値として算出することで係合圧ＰＣ１を演算する演算手法

40

について図１７に沿って説明する。
【０１００】
図１７に示す演算手法では、スリップ発進制御手段２４ｃは、目標一定タービン回転数
Ｎｔｔａｒｇを一定値に設定する。すると、目標一定タービン回転数Ｎｔｔａｒｇとエン
ジン回転数Ｎｅとから目標速度比ｅｔａｒｇは、
ｅｔａｒｇ＝Ｎｔｔａｒｇ／Ｎｅ
として算出され、つまりエンジン回転数Ｎｅが変化しても、タービン回転数Ｎｔが一定と
なるように目標速度比ｅｔａｒｇが算出される。そして、この目標速度比ｅｔａｒｇとな
るトルク容量ＴＣ１は、上記数式（６）と同様に、
ＴＣ１＝（Ｃ（ｅｔａｒｇ）×Ｎｅ２×ｔ（ｅｔａｒｇ））×（ＴｄｉｖＣ１）・・・（
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６）
となるが、目標速度比ｅｔａｒｇがエンジン回転数Ｎｅの変化に応じて変化するので、結
果的にタービン回転数Ｎｔが一定となるように演算される。
【０１０１】
そして、上記目標速度比となるクラッチＣ−１のトルク容量となるように係合圧ＰＣ１
の油圧指令値を算出し、該油圧指令値に基づきリニアソレノイドバルブＳＬＣ１を油圧制
御することにより、図１７に示すように、目標タービン回転数Ｎｔｔａｒｇが一定となる
ように制御され、つまりタービン回転数Ｎｔが低下することはなく、時間の経過と共に前
進１速段のギヤ比が成立するようにクラッチＣ−１がスリップ制御される。これにより、
クラッチＣ−１のスリップ発進制御にあって、クラッチＣ−１を係合させる際にタービン

10

回転数Ｎｔが低下せず、イナーシャ力の変動が発生しないので、揺り返しショックが現れ
ることがない車輌の発進を可能とすることができ、乗り心地の向上を図ることができる。
【０１０２】
また、この図１７の演算手法では、特にタービン回転数Ｎｔが一定となるため、エンジ
ン回転数Ｎｅの変化により駆動車輪に対する出力トルクＴｏｕｔが変動することになるが
、自動変速機構５におけるイナーシャ力の発生は、略々完全に無くすことができる。
【０１０３】
［本発明のまとめ］
以上説明したように本自動変速機の制御装置１によると、クラッチ制御手段２４が、Ｄ
レンジが判定され、かつ車輌の停車が判定された状態で、クラッチＣ−１を非係合状態に

20

制御して自動変速機構５をニュートラル制御すると共に、車輌の発進意思の操作を検出し
た際に、クラッチＣ−１を係合制御して車輌をスリップ発進制御し、一方で、ロックアッ
プ制御手段（ロックアップクラッチ制御手段）２５が、Ｄレンジが判定され、かつ車輌の
停車が判定された状態で（つまりニュートラル制御中に）、ロックアップクラッチ７を係
合状態にすると共に、車輌の発進意思の操作を検出した際に、少なくともロックアップク
ラッチ７が所定トルク容量ＴＬ−ＵＰ１となるスリップ領域で係合するように制御するの
で、つまり車輌の発進前に先にロックアップクラッチ７を係合させておくので、発進直後
にあってもロックアップクラッチ７を直ぐにスリップ領域で係合状態にすることができて
（ロックアップクラッチ７の係合遅れを防止することができて）、発進直後におけるエン
ジン回転数Ｎｅの吹き上がりを防止することができ、車輌の燃費向上を図ることができる

30

。また、エンジン回転数Ｎｅが低回転の状態にあっては、つまり運転者が要求する出力ト
ルクが小さく、ロックアップクラッチ７に所定トルク容量ＴＬ−ＵＰよりも小さなトルク
が入力されるので、該ロックアップクラッチ７が安定的に係合状態にあり、揺り返しショ
ックを生じることなく車輌を発進させることができ、乗り心地の向上を図ることができる
。
【０１０４】
また、エンジントルクＴｅ及びクラッチＣ−１のトルク容量ＴＣ１がロックアップクラ
ッチ７の所定トルク容量ＴＬ−ＵＰよりも大きい場合には、ロックアップクラッチ７がス
リップしつつトルクコンバータ４のトルク増大作用を用いて車輌を発進させるので、例え
ば運転者が要求した要求トルクが小さい場合には、上述したようにロックアップクラッチ

40

７がスリップせずにエンジン回転数Ｎｅの吹き上がりを防止して車輌の燃費向上を図るも
のでありながら、例えば運転者が要求した要求トルクが大きい場合には、大きな出力トル
クＴｏｕｔを得ることができ、ドライバビリティを確保することができる。
【０１０５】
さらに、エンジントルクＴｅ及びクラッチＣ−１のトルク容量ＴＣ１がロックアップク
ラッチ７の所定トルク容量ＴＬ−ＵＰよりも大きい場合に、ロックアップ制御手段２５が
ロックアップクラッチ７を積極的に解放することで、トルクコンバータ４のトルク増大作
用を用いて車輌を発進させることもでき、同様に、例えば運転者が要求した要求トルクが
小さい場合には、上述したようにロックアップクラッチ７がスリップせずにエンジン回転
数Ｎｅの吹き上がりを防止して車輌の燃費向上を図るものでありながら、例えば運転者が
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要求した要求トルクが大きい場合には、ロックアップクラッチ７を引き摺っている場合よ
りも大きな出力トルクＴｏｕｔを得ることができ、ドライバビリティを確保することがで
きる。つまり、トルクコンバータ４のトルク増大作用を用いて車輌を発進させる際に、ロ
ックアップクラッチ７をスリップ状態にせずに解放するので、ロックアップクラッチ７に
よる引き摺りを無くすことができ、より大きなトルク増大作用を得ることができる。
【０１０６】
また、ロックアップ制御手段２５が、スロットル開度ＴＨ（即ち要求出力）と車速Ｖと
に基づきロックアップ制御マップ２５ｍａｐを参照して、ロックアップクラッチ７の解放
、スリップ、係合を制御するので、複雑な演算を行うことなく、ロックアップクラッチ７
の係合状態を制御することができる。また、ロックアップクラッチ７の解放領域を、図１

10

２に示すように、エンジントルクＴｅ及びクラッチＣ−１のトルク容量ＴＣ１がロックア
ップクラッチ７の所定トルク容量ＴＬ−ＵＰよりも大きくなる状態に対応させることで、
ロックアップクラッチ７を解放した状態でトルクコンバータ４のトルク増大作用を用いて
車輌を発進させることを可能とすることができる。
【０１０７】
なお、以上説明した本実施の形態においては、例えば前進６速段及び後進段を達成し得
る自動変速機３に本制御装置１を適用したものを説明したが、これに限らず、発進時に係
合されて動力伝達を行うクラッチをニュートラル制御してからスリップ発進制御し、かつ
ロックアップクラッチを有する自動変速機であれば、例えば多段式自動変速機、ベルト式
無段変速機、トロイダル式無段変速機など、どのような自動変速機であっても本発明を適

20

用することができる。
【０１０８】
また、本実施の形態においては、「ロックアップクラッチを係合した状態でのクラッチ
Ｃ−１のスリップ係合による発進制御」について説明したが、当該制御を実行する場面を
、例えば道路状況や走行環境等に応じて選択するようにしてもよい。言い換えると、登坂
路や降坂路、スポーツモード、高油温時や低油温時、渋滞走行などの条件を判定した場合
に、本発進制御の実行を中止し、通常の発進制御（ロックアップクラッチを解放したまま
クラッチＣ−１を係合する制御）を選択するように構成することが考えられる。
【０１０９】
さらに、本実施の形態においては、ニュートラル制御にあってクラッチＣ−１の係合圧

30

ＰＣ１をストロークエンド圧よりも低い圧に制御するものを説明したが、勿論、一般的な
ニュートラル制御（つまり係合圧ＰＣ１をストロークエンド圧近傍にする制御）であって
も、本発明を適用し得る。
【０１１０】
また、本実施の形態においては、ロックアップクラッチ７の詳細な構造の説明を省略し
たが、勿論、単板式のロックアップクラッチ、多板式のロックアップクラッチ、いわゆる
２ウェイ型のロックアップクラッチ又は３ウェイ型のロックアップクラッチなど、どのよ
うなロックアップクラッチの構造であっても、本発明を適用し得る。
【０１１１】
そして、ロックアップクラッチとしてはトルクコンバータをロックアップするものであ
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ると、特にロックアップクラッチをスリップさせてトルクコンバータのトルク増大作用を
得ることができるが、トルク増大作用を得られないフルードカップリング等の流体伝動装
置であっても、本制御を適用することで駆動源の回転の吹き上がりを抑えることができる
ことは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【０１１２】
本発明に係る発進装置の油圧制御装置は、乗用車、トラック等に搭載される自動変速機
の制御装置として用いることが可能であり、特に自動変速機構のクラッチによりニュート
ラル制御を行った後に該クラッチを係合して車輌の発進を行うものにあって、ロックアッ
プクラッチのスリップ制御によって発進時に駆動源の回転が吹き上がることを防止して燃
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費の向上が求められる自動変速機の制御装置に用いて好適である。
【符号の説明】
【０１１３】
１

自動変速機の制御装置

２

駆動源（エンジン）

３

自動変速機

４

流体伝動装置、トルクコンバータ

５

自動変速機構

７

ロックアップクラッチ
10

２１

レンジ判定手段

２２

停車判定手段

２３

発進意思操作検出手段

２４

クラッチ制御手段

２５

ロックアップクラッチ制御手段（ロックアップ制御手段）

２５ｍａｐ

ロックアップ制御マップ

３２

車速検出手段（出力軸回転速度センサ）

３４

要求出力検出手段（スロットル開度センサ）

Ｃ−１

クラッチ

Ｔｅ

駆動源の出力トルク（エンジントルク）

ＴＣ１

20

クラッチのトルク容量

ＴＬ−ＵＰ１

所定トルク容量

Ｎｅ

駆動源の回転（エンジン回転数）

ＴＨ

運転者の要求出力（スロットル開度）

Ｖ

車速
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