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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車のステップ式の自動変速機の切換制御の方法であって、
　自動車の運転パラメータが、連続的に検知され、その都度、現行ギヤから目標ギヤへの
切換の誘発ないし実施のために、評価され、
　切換の前に、その都度、切換の誘発のための切換回転数ｎ＿ｓｃｈａｌｔ、すなわち、
切換が実施ないし起動されるべきエンジン回転数と、目標ギヤと、が決定され、
　「切換回転数本位の切換」及び「目標回転数本位の切換」という切換種類が設けられて
おり、
　切換の直前に、前記運転パラメータの少なくとも一つに依存して、前記２種類の切換の
うちのどちらが実施されるかが決定され、
　「切換回転数本位の切換」では、切換回転数ｎ＿ｓｃｈａｌｔが決定され、この切換回
転数ｎ＿ｓｃｈａｌｔに基いて目標ギヤ及び目標回転数ｎ＿ｚｉｅｌ、すなわち、切換に
従って生じるべきエンジン回転数が決定され、
　「目標回転数本位の切換」では、目標回転数ｎ＿ｚｉｅｌが決定され、この目標回転数
ｎ＿ｚｉｅｌに基いて目標ギヤ及び切換回転数ｎ＿ｓｃｈａｌｔが決定される
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　走行中において、自動車の走行抵抗が連続的に測定され、
　走行抵抗が少ない場合の切換は「目標回転数本位の切換」として、走行抵抗が大きい場
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合の切換は「切換回転数本位の切換」として、実施される
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　走行中において、走行路の傾斜が連続的に測定され、
　平坦路または下り坂での走行の場合の切換は「目標回転数本位の切換」として、上り坂
での走行の場合の切換は「切換回転数本位の切換」として、実施される
ことを特徴とする請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　走行中において、自動車の積載状態ないし重量が連続的に測定され、
　積載量が少ないか車両重量が小さい場合の切換は「目標回転数本位の切換」として、積
載量が多いか車両重量が大きい場合の切換は「切換回転数本位の切換」として、実施され
る
ことを特徴とする請求項２または３に記載の方法。
【請求項５】
　走行中において、駆動エンジンの負荷状態が連続的に測定され、
　駆動エンジンが部分負荷運転である際の切換は「目標回転数本位の切換」として、駆動
エンジンが全負荷運転である際の切換は「切換回転数本位の切換」として、実施される
ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　走行中において、運転者の出力要求が連続的に測定され、
　運転者の出力要求が小さい場合の切換は「目標回転数本位の切換」として、運転者の出
力要求が大きい場合の切換は「切換回転数本位の切換」として、実施される
ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
　走行中において、キックダウンスイッチの作動が連続的に把握され、
　キックダウンスイッチの作動によって起動されるシフトダウンは、「切換回転数本位の
切換」として、実施される
ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
　前記２種類の切換のうちの少なくとも一方において、
　「ギヤスキップのプリセット値を遵守する」切換モード、あるいは、「利用可能な回転
数領域をフル活用する」切換モード、が設けられており、
　切換の直前に、前記運転パラメータの少なくとも一つに依存して、どちらの切換モード
で切換が実行されるかが、決定される
ことを特徴とする請求項１乃至７のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
　「ギヤスキップのプリセットを遵守する」切換モードでの切換を実行する前に、割当て
られた回転数リミットが超過されるか否かが調べられ、
　当該回転数リミットが超過される場合、当該回転数リミットが遵守されるまで、当該ギ
ヤスキップが段階的に下げられる
ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　走行中において、駆動エンジンの負荷状態及びエンジン回転数が連続的に測定され、
　切換は、駆動エンジンの全負荷運転時でエンジン回転数が低い時、あるいは、エンジン
回転数が高い時に、「利用可能な回転数領域をフル活用する」切換モードで実行され、
　切換は、エンジン回転数が中程度の時に、「ギヤスキップのプリセットを遵守する」切
換モードで実行される
ことを特徴とする請求項８または９に記載の方法。
【請求項１１】
　切換前に、切換中に作用する走行抵抗が測定され、
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　そこから結果として生じる出力側の回転数変動が算出され、
　当該出力側の回転数変動によって、「切換回転数本位の切換」の場合には目標回転数ｎ
＿ｚｉｅｌが訂正され、「目標回転数本位の切換」の場合には切換回転数ｎ＿ｓｃｈａｌ
ｔが訂正される
ことを特徴とする請求項１乃至１０のいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
　「切換回転数本位の切換」の場合、その目標回転数ｎ＿ｚｉｅｌは、走行抵抗が大きい
時には引き下げられ、走行抵抗が小さい時には高められる
ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　「目標回転数本位の切換」の場合、その切換回転数ｎ＿ｓｃｈａｌｔは、走行抵抗が大
きい時には高められ、走行抵抗が小さい時には引き下げられる
ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車のステップ式の自動変速機の切換制御の方法に関している。ここでは
、自動車の運転パラメータが、連続的に把握され、その都度、現行ギヤから目標ギヤへの
切換を誘発（起動）して実行するために評価され、切換の前に、その都度、切換の誘発の
ための切換回転数と目標ギヤとが決定される。
【背景技術】
【０００２】
　ギヤ切換を誘発（起動）して実施するために、当該切換が始まるべき切換回転数と呼称
される駆動エンジンの回転数と、現在使用している現行ギヤからシフトによって切り替え
られる目標ギヤとが、予め決定されなければならない。このために、通常、例えば現在の
走行速度、自動車の現在の加速度ないし減速度、駆動エンジンの現在の回転数（エンジン
回転数）、駆動エンジンの負荷状態ないしトルク（回転トルク）、アクセルペダルの位置
、アクセルペダル位置の変動ないし変動速度、キックダウンスイッチの作動、場合によっ
ては車両ブレーキの作動、現在の走行抵抗、特に商用車の場合には積載状態ないし車両質
量及び路面傾斜、などの車両の運転パラメータが、対応するセンサによって直接収集され
、あるいは、制御値（制御量）、特には駆動エンジンの制御値（制御量）、を評価するこ
とによって収集され、及び／または、他の運転パラメータの収集された測定値から算出さ
れる。
【０００３】
　切換回転数と目標ギヤとを決定する際、一般に、「切換回転数本位の切換」と「目標回
転数本位の切換」とに区別される。
【０００４】
　「切換回転数本位の切換」では、関連する運転パラメータに応じて、まず、切換回転数
、すなわち、切換が実施ないし起動されるべきエンジン回転数が決定される。その後、当
該時点の走行状況、特には当該時点の車両加速度、に適合するギヤスキップ、及び、それ
に伴って、現在使用中の現行ギヤから当該ギヤ切換によって切り替えられるべき目標ギヤ
が、決定される。
【０００５】
　「切換回転数本位の切換」の利点は、運転条件の変化や運転者のコマンド入力に対する
ステップ式の自動変速機の比較的迅速な反応である。例えば、平坦路から登坂路に入り、
それに従って走行抵抗が増し、場合によっては車両の減速が生じるという条件では、比較
的迅速にシフトダウン（Rueckschaltung）が作動される。同様に、キックダウン機能を作
動させるために、アクセルペダルを介してキックダウンスイッチを作動させる場合、運転
者が期待するように、現在のエンジン回転数が切換回転数とみなされるので、直ちにシフ
トダウンが行われる。複数の切換プログラム、例えばエコノミーモード及びスポーツモー
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ド、が利用できるステップ式（シーケンシャル）変速機の自動車では、切換回転数と目標
ギヤとは、現在作動中の切換プログラムによっても影響される。例えば、低燃費を達成す
るためにエコノミーモードが作動している場合、切換回転数は、一般に、高度な走行ダイ
ナミクスを達成することが主体であるスポーツモードにおけるよりも、低くなっている。
【０００６】
　これに対して、「目標回転数本位の切換」では、まず、目標回転数、すなわち、切換に
従って生じるべきエンジン回転数が決定される。それに基いて、現行の運転パラメータ、
特には車両（自動車）の加速度、に応じて、現在使用中の現行ギヤからの適切なギヤスキ
ップ、及び、それに伴って、目標ギヤならびに切換回転数が決定される。「目標回転数本
位の切換」の利点は、駆動エンジンを、あらゆる運転条件下で、最適な、特には燃費にお
いて有利な、回転数領域にて作動させることが可能なことである。
【０００７】
　「目標回転数本位の切換」のための方法が、ＤＥ１９６３８０６４Ｃ２に記載されてい
る。そこでは、１つ上のギヤ（ギヤ段）へのシフトアップのために、同一の目標回転数を
達成するために、少量積載で高加速度での走行の場合には、より低い切換回転数において
、多量積載で低加速度での走行の場合には、より高い切換回転数において、切換が起動さ
れること、が考慮されている。
【０００８】
　前記の２種類の切換の場合、それぞれ、回転数リミットが遵守されなければならない。
すなわち、エンジン回転数と駆動エンジンの望まれる運転動作とを、望ましい運転領域、
例えば駆動エンジンの低燃費及び／または高推進力の運転領域、に維持するために、「切
換回転数本位の切換」では目標回転数リミットが、また、「目標回転数本位の切換」では
切換回転数リミットが、遵守されなければならない。この回転数リミットは、極端な場合
、エンジン回転数リミット、すなわち、駆動エンジンの許容最低回転数ないし許容最高回
転数と一致するかもしれないが、大半は、エンジン回転数リミットの内側に収まっている
。
【発明の開示】
【０００９】
　ステップ式の自動変速機をシフト制御する前述の方法では、それぞれ、１種類の切換（
シフト）種類しか考慮されていないので、その都度存在する走行状況ないし運転状況への
適合の可能性が、十分に利用されていない。
【００１０】
　本発明の課題は、切換（の詳細）、特には切換回転数と目標ギヤとの決定が、その時々
の走行状況及び運転状況によりよく適合され得るような、冒頭に述べた種類の方法を提示
すること、である。
【００１１】
　本発明は、特許請求の範囲の主たる請求項の特徴に従った、自動車のステップ式の自動
変速機の切換制御の方法に関している。当該変速機では、自動車の運転パラメータが、連
続的に検知され、その都度、現行ギヤから目標ギヤへの切換の誘発ないし実施のために、
評価され、切換の前に、その都度、切換の誘発のための切換回転数と、目標ギヤと、が決
定される。
【００１２】
　更に、当該方法においては、「切換回転数本位の切換」及び「目標回転数本位の切換」
という切換種類が設けられており、切換の直前に、前記運転パラメータの少なくとも一つ
に依存して、前記２種類の切換のうちのどちらが実施されるかが決定される。
【００１３】
　前記２つの切換種類が自由に利用できることによって、それぞれの切換は、現在の運転
状況、特には実際の走行抵抗、駆動エンジンの実際の負荷状況、及び、運転者の実際の出
力要求、によりよく適合され得る。これにより、走行状況や運転者の出力要求に応じて、
例えば、自動車の最適な走行ダイナミクス、あるいは、自動車の低い燃費、が達成され得
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る。
【００１４】
　本発明に従った方法の有利な実施の形態や更なる形態が、請求項2乃至１３に記載され
ている。
【００１５】
　現在の走行状況と切換の最適な適合とを得るために、走行中において、自動車の走行抵
抗が連続的に測定され、走行抵抗が少ない場合の切換は「目標回転数本位の切換」として
実施され、走行抵抗が大きい場合の切換は「切換回転数本位の切換」として実施される、
ということが合理的に考慮されている。これによって、大きな走行抵抗が存在する場合に
は、走行ダイナミクス、すなわち、変化される運転状況に対する迅速な反応、が重要とな
って、これは「切換回転数本位の切換」によって果たされる。従って、この場合、例えば
、平坦路から登坂路へ走行する際、増大する走行抵抗への迅速な反応が、切換回転数本位
のシフトダウンの形で実施される。これによって、望まれない自動車の減速が回避される
。
【００１６】
　これとは対照的に、走行抵抗が小さい場合、上位の（より優れた）走行戦略を求めるた
めに十分な余裕（Spielraum）が使える。これは、「目標回転数本位の切換」によって、
もっとも良く達成可能である。対応した切換制御により、例えば駆動エンジンは、それ固
有の低燃費の回転数領域に十分に維持され、それによって、自動車の特に経済的な運転が
達成され得る。
【００１７】
　自動車、特には商用車の走行抵抗は、走行方向の路面の傾斜によって、及び、積載状態
ないし車両質量によって、大きく影響されるので、走行中において、走行路の傾斜が連続
的に測定され、平坦路または下り坂での走行の場合の切換は「目標回転数本位の切換」と
して実施され、上り坂での走行の場合の切換は「切換回転数本位の切換」として実施され
る、ということが合理的に考慮されている。
【００１８】
　更に、有利には、走行中において、自動車の積載状態ないし重量が連続的に測定され、
積載量が少ないか車両重量が小さい場合の切換は「目標回転数本位の切換」として実施さ
れ、積載量が多いか車両重量が大きい場合の切換は「切換回転数本位の切換」として、実
施される。
【００１９】
　同様に、駆動エンジンの現在の負荷状態もまた、自動車の走行ダイナミクス及び燃費に
影響する。その結果、走行中において、駆動エンジンの負荷状態が連続的に測定され、駆
動エンジンが部分負荷運転である際の切換は「目標回転数本位の切換」として実施され、
駆動エンジンが全負荷運転である際の切換は「切換回転数本位の切換」として実施される
、ということが合理的に考慮されている。
【００２０】
　続いて、変速機制御において利用できる余裕は、運転者のその時々の出力要求によって
も影響される。従って、有利なことには、走行中において、運転者の出力要求をも連続的
に測定され、運転者の出力要求が小さい場合の切換は「目標回転数本位の切換」として実
施され、運転者の出力要求が大きい場合の切換は「切換回転数本位の切換」として実施さ
れる、ということが考慮される。この場合、キックダウンスイッチの作動によって起動さ
れるシフトダウンは、「切換回転数本位の切換」として実施される、ということが特別に
考慮され得る。これにより、当該シフトダウンは、運転者に期待される通り、直ちに実施
される。
【００２１】
　有利には、前記２つの切換種類のうちの少なくとも一方において、より好適には前記２
つの切換種類の両方において、「ギヤスキップのプリセット値を遵守する」切換モード、
及び、「利用可能な回転数領域をフル活用する」切換モード、が設けられており、切換の



(6) JP 5438505 B2 2014.3.12

10

20

30

40

50

直前に、前記運転パラメータの少なくとも一つに依存して、どちらの切換モードで切換が
実行されるかが、決定される。
【００２２】
　このとき、「ギヤスキップのプリセット値を遵守する」切換モードというのは、所定の
走行状況に対して予め設定されたギヤスキップのプリセット値が、可能な限り遵守される
、ということを意味する。例えば、ギヤ広がり（Gangabstufung）が狭いステップ式（シ
ーケンシャル）の自動変速機を装備した商用車では、少ない積載での平坦路走行のために
、第３速ギヤ段Ｇ３、第6速ギヤ段Ｇ６等を用いた、ギヤスキップのプリセット値「Ｇ３
－Ｇ６－Ｇ８－Ｇ１１－Ｇ１２」が予め与えられ得る。ここで、その下方にあるギヤ段Ｇ
１及びＧ２は、発進のためだけに必要とされ、その間にあるギヤ段Ｇ４、Ｇ５、Ｇ７、Ｇ
９及びＧ１０は、登坂区間や下り坂区間の走行、あるいは、多量積載での走行の場合にの
み必要とされる。
【００２３】
　このとき、「ギヤスキップのプリセットを遵守する」切換モードでの切換を実行する前
に、割当てられた回転数リミット、すなわち、「切換回転数本位の切換」の場合は目標回
転数リミット、また、「目標回転数本位の切換」の場合は切換回転数リミット、が超過さ
れるか否かが調べられることは、合理的である。当該回転数リミットが超過される場合、
当該回転数リミットが遵守されるまで、当該ギヤスキップが段階的に下げられる。ギヤス
キップのプリセット値に基づいて、この切換のギヤスキップは、回転数リミットによって
制限された最大限のギヤスキップよりも小さい可能性がある。
【００２４】
　これに対して、「利用可能な回転数領域をフル活用する」切換モードでは、それぞれの
切換は、常に、回転数リミットによって制限された最大限のギヤスキップで実施される。
【００２５】
　切換モードの決定は、切換の種類には依存せず、好適には駆動エンジンの負荷状態とエ
ンジン回転数とに依存して、行われる。このために、走行中において、駆動エンジンの負
荷状態及びエンジン回転数が連続的に測定され、切換は、駆動エンジンの全負荷運転時で
エンジン回転数が低い時、あるいは、駆動エンジンのエンジン回転数が高い時に、「利用
可能な回転数領域をフル活用する」切換モードで実行され、切換は、エンジン回転数が中
程度の時に、「ギヤスキップのプリセットを遵守する」切換モードで実行される、という
ことが合理的に考慮される。
【００２６】
　これによって、例えば極端に低いエンジン回転数の際の全負荷時や、極端に高いエンジ
ン回転数時のような、駆動エンジンにとって好ましくない運転状況を、それぞれ最大限の
ギヤスキップによる最大限の回転数差で解消することが、保障される。他方、これによっ
て、エンジン回転数が中程度である時に、ギヤスキップのプリセット値によって暗示的に
与えられる走行戦略、例えば低燃費を目指すことができる走行戦略、が保持されることも
、達成される。
【００２７】
　単純な自動変速機の場合、切換は、必然的に、牽引力の中断を伴う。その間、出力側の
パワートレインでは、回転数変動が生じる。プラスの、すなわち、車両を減速する走行抵
抗が存在する場合、当該回転数変動はマイナスであり、マイナスの、すなわち、車両を駆
動（加速）する走行抵抗が存在する場合、当該回転数変動はプラスである。切換によるこ
の種の回転数の変動は、ダブルクラッチ変速機やプラネタリーギヤオートマチックのよう
な、自動のパワーシフト（負荷式）変速機の場合においても、弱められた形で生じる。と
いうのは、これらステップ式（シーケンシャル）変速機では、切換中における変速機内部
のねじれ（Verspannungen）及び摩擦損失に基づいて、一般に、出力側トルクの低下が認
められるからである。
【００２８】
　この影響を考慮に入れるために、目標ギヤ及びシフト回転数が決定される際、切換前に
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、切換中に作用する走行抵抗が測定され、そこから結果として生じる出力側の回転数変動
が算出され、当該回転数変動によって、「切換回転数本位の切換」の場合には目標回転数
が訂正され、「目標回転数本位の切換」の場合には切換回転数が訂正される、ということ
が合理的に考慮される。
【００２９】
　その結果として、「切換回転数本位の切換」の場合、その目標回転数は、走行抵抗が大
きい時、例えば登坂区間の走行の場合には引き下げられ、走行抵抗が小さい時、例えば下
り坂区間の走行の場合には高められる。
【００３０】
　これとは対照的に、「目標回転数本位の切換」の場合、それに対応して、その切換回転
数は、走行抵抗が大きい時には高められ、走行抵抗が小さい時には引き下げられる。
【００３１】
　このとき、関係する回転数リミット、すなわち、「切換回転数本位の切換」の場合は目
標回転数リミット、「目標回転数本位の切換」の場合は切換回転数リミット、が超過され
ると、所与のギヤスキップは、少なくとも１段だけ、少なくされなければならない。すな
わち、シフトアップの場合は１つ低いギヤに、シフトダウンのときは１つ高いギヤに、切
り換えられなければならない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　本発明を明確にするために、説明に図が添付される。
【００３３】
　図１は、本発明に従う方法の自由度を示す一覧図。
【００３４】
　図２は、シフトダウンの例での、切換に関連する複数の回転数を示すための回転数図。
【００３５】
　図３は、シフトアップの例での、２つの切換種類を示すための回転数図。
【００３６】
　図４は、シフトダウンの例での、２つの切換種類を示すための回転数図。
【００３７】
　図１から理解できるように、本発明に従う方法では、２つの切換種類と、それぞれ２つ
の切換モードと、が提供されている。これによって、切換は、当該切換によって切り換え
られる目標ギヤの切換回転数、すなわち、当該切換が起動される際のエンジン回転数と、
目標回転数、すなわち、当該切換の終了時に達成されるエンジン回転数と、の対応する決
定によって、従来の切換制御方法の場合よりも、実際の走行条件および運転条件によりよ
く適合され得る。
【００３８】
　「切換回転数本位の切換」の場合、まず、切換回転数ｎ＿ｓｃｈａｌｔが決定される。
この切換回転数ｎ＿ｓｃｈａｌｔに基いて、ギヤスキップが決定され、それによって目標
ギヤ（段）と目標回転数ｎ＿ｚｉｅｌとが決定される。このとき、切換回転数ｎ＿ｓｃｈ
ａｌｔと目標回転数ｎ＿ｚｉｅｌとは、切換回転数リミットｎ＿ｓｃｈａｌｔ＿ｇｒｅｎ
ｚと目標回転数リミットｎ＿ｚｉｅｌ＿ｇｒｅｎｚとによって規定される回転数領域の内
部に存在しなければならない。この回転数領域は、ステップ式（シーケンシャル）変速機
の制御プログラムによって、駆動エンジンの許容運転範囲として、予め設定される。ここ
で、極端な場合には、駆動エンジンの許容最小回転数と許容最大回転数との間の回転数領
域が問題となり得る。しかしながら、大半の場合、この回転数領域は、より狭く規定され
て、例えば駆動エンジンの固有の低燃費の回転数領域であり得る、あるいは、駆動エンジ
ンの高トルクの回転数領域であり得る。
【００３９】
　「切換回転数本位の切換」の場合、切換回転数ｎ＿ｓｃｈａｌｔは、大抵の場合、切換
回転数リミットｎ＿ｓｃｈａｌｔ＿ｇｒｅｎｚと一致しているが、一致していない場合も
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あり得る。ギヤ段間のギヤ比の差（スキップ）が離散的（不連続）であるため、決定され
た目標ギヤでは、目標回転数リミットｎ＿ｚｉｅｌ＿ｇｒｅｎｚは通常達せられない。代
わりに、目標回転数ｎ＿ｚｉｅｌは、大抵、シフトアップの時は目標回転数リミットｎ＿
ｚｉｅｌ＿ｇｒｅｎｚの上方に、シフトダウンの時は目標回転数リミットｎ＿ｚｉｅｌ＿
ｇｒｅｎｚの下方になる。
【００４０】
　図２では、「切換回転数本位の切換」が、シフトダウンの例でわかりやすく示されてい
る。その中で、エンジン回転数ｎの推移（経過）が、時間ｔに亘って、第８速Ｇ８から第
６速Ｇ６へのシフトダウンに対応して示されている。この切換は、切換回転数ｎ＿ｓｃｈ
ａｌｔの達成によって起動される。ここで、切換回転数ｎ＿ｓｃｈａｌｔは、この１つの
切換または多数の類似した切換に有効な切換回転数リミットｎ＿ｓｃｈａｌｔ＿ｇｒｅｎ
ｚに対応し得る。Ｇ８とＧ６との間の離散的なギヤ比の差（スキップ）により、目標回転
数リミットｎ＿ｚｉｅｌ＿ｇｒｅｎｚは達成されず、代わりに、第６速Ｇ６で発生する目
標回転数ｎ＿ｚｉｅｌは、目標回転数リミットｎ＿ｚｉｅｌ＿ｇｒｅｎｚの下方にある。
【００４１】
　これに対して、「目標回転数本位の切換」の場合、まず、目標回転数ｎ＿ｚｉｅｌが決
定され、それに基いて、対応して、ギヤスキップが決定され、それによって目標ギヤと切
換回転数ｎ＿ｓｃｈａｌｔとが決定される。このとき、同様に、それぞれの切換回転数リ
ミットｎ＿ｓｃｈａｌｔ＿ｇｒｅｎｚと目標回転数リミットｎ＿ｚｉｅｌ＿ｇｒｅｎｚと
は、遵守されなければならない、すなわち、超過されてはならない。
【００４２】
　「目標回転数本位の切換」の場合、目標回転数ｎ＿ｚｉｅｌは、大抵の場合、目標回転
数リミットｎ＿ｚｉｅｌ＿ｇｒｅｎｚと一致しているが、一致していない場合もあり得る
。ギヤスキップに基いて、目標回転数ｎ＿ｚｉｅｌは、決定された目標ギヤにおいて、切
換回転数リミットｎ＿ｓｃｈａｌｔ＿ｇｒｅｎｚから始まると、通常は達せられない。代
わりに、切換の終了時に目標回転数ｎ＿ｚｉｅｌに達するために、切換回転数ｎ＿ｓｃｈ
ａｌｔが、目標回転数リミットｎ＿ｚｅｉｌ＿ｇｒｅｎｚに向けて変更されなければなら
ない。
【００４３】
　両方の切換種類において、さらに、それぞれ「ギヤスキップのプリセット値を遵守する
」切換モードと「利用可能な回転数領域をフル活用する」切換モードとが提供されている
（図１も参照のこと）。「ギヤスキップのプリセット値を遵守する」切換モードでは、そ
れぞれの回転数リミット、すなわち、「切換回転数本位の切換」の場合には目標回転数リ
ミットｎ＿ｚｉｅｌ＿ｇｒｅｎｚ、「目標回転数本位の切換」の場合には切換回転数リミ
ットｎ＿ｓｃｈａｌｔ＿ｇｒｅｎｚ、が遵守される限り、所定の走行状況用に決定された
ギヤスキップのプリセット値が遵守される。該当する回転数リミットが超過される場合、
所与のギヤスキップは、回転数リミットが遵守されるまで、段階的に（ステップ式に）下
げられる。これに対して、「利用可能な回転数領域をフル活用する」切換モードでは、そ
れぞれの切換は、回転数リミットによって規定された最大限のギヤスキップで実行される
。
【００４４】
　切換の種類も切換モードも、それらの選択は、切換が実行される前に、実際の運転パラ
メータに依存して行われるため、当該切換は実際の走行状況に最適に適合される。
【００４５】
　路面の傾斜の影響に関して、図３ではシフトアップについて、図４ではシフトダウンに
ついて、それぞれ、「目標回転数本位の切換」と「切換回転数本位の切換」とが例示的に
示されている。
【００４６】
　図３に従う目標回転数本位のシフトアップでは、切換回転数ｎ＿ｓｃｈａｌｔは、目標
ギヤ内で地形の影響なしに目標回転数リミットｎ＿ｚｉｅｌ＿ｇｒｅｎｚに達するために
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、利用できる離散的なギヤ比の差（スキップ）に基づいて、切換回転数リミットｎ＿ｓｃ
ｈａｌｔ＿ｇｒｅｎｚの下方にある。しかしながら、車両は、切換における牽引力がない
（外れた）段階において、登坂走行では減速され、下り坂走行では加速され、ステップ式
切換変速機の出力軸ではそれに対応した回転数変動が認められるので、それを相殺するた
めに、すなわち、それでも同じ切換で目標回転数リミットｎ＿ｚｉｅｌ＿ｇｒｅｎｚに達
するために、切換回転数ｎ＿ｓｃｈａｌｔは、登坂走行では高められ、下り坂走行では下
げられる。このために、極端な場合、登坂走行では、前もってのシフトダウンが必要であ
るかもしれないし、下り坂走行では、前もってのシフトアップが必要であるかもしれない
。
【００４７】
　意味的に同じ関連事項として、図４において、目標回転数本位のシフトダウンについて
示されている。
【００４８】
　図３に従う切換回転数本位のシフトアップでは、目標回転数ｎ＿ｚｉｅｌは、利用でき
る離散的なギヤ比の差（スキップ）に基づいて、目標回転数リミットｎ＿ｚｉｅｌ＿ｇｒ
ｅｎｚの上方にある。従って、走行路の地形の影響なしに目標回転数リミットｎ＿ｚｉｅ
ｌ＿ｇｒｅｎｚは達せられない。登坂走行では、切換中に車両が減速するために、目標回
転数ｎ＿ｚｉｅｌは低下する。下り坂走行では、切換中に車両が加速するために、目標回
転数ｎ＿ｚｉｅｌは上昇する。この際、きつい登坂走行では、目標ギヤで目標回転数リミ
ットｎ＿ｚｉｅｌ＿ｇｒｅｎｚを下回ることを回避するために、前もってシフトダウンが
必要であるかもしれない。同様に、きつい下り坂走行では、目標ギヤでの高過ぎる回転数
を回避するために、前もってシフトアップが必要であるかもしれない。
【００４９】
　意味的に同じ関連事項として、図４において、切換回転数本位のシフトダウンについて
示されている。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明に従う方法の自由度を示す一覧図。
【図２】シフトダウンの例での、切換に関連する複数の回転数を示すための回転数図。
【図３】シフトアップの例での、２つの切換種類を示すための回転数図。
【図４】シフトダウンの例での、２つの切換種類を示すための回転数図。
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【図３】
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