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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動力源から駆動輪までの間の動力伝達経路に介設された流体伝動装置の入出力間を直結
可能なロックアップクラッチを備え、予め定められた切換線から車両状態に基づいて判定
された前記ロックアップクラッチの作動状態となるように前記ロックアップクラッチを切
り換える車両の制御装置であって、
　車両の発生すべき目標駆動力に関連する目標駆動力関連値を設定する目標駆動力関連値
設定手段と、
　駆動力に関連する駆動力関連値を変数としてロックアップクラッチ係合状態における前
記流体伝動装置のトルク比に基づく予め記憶された切換線を用いて、前記目標駆動力関連
値に基づいて前記ロックアップクラッチの作動状態の切換えを判定する第１判定手段と、
　駆動力に関連する駆動力関連値を変数としてロックアップクラッチ解放状態における前
記流体伝動装置のトルク比に基づく予め記憶された切換線を用いて、前記目標駆動力関連
値に基づいて前記ロックアップクラッチの作動状態の切換えを判定する第２判定手段と、
　前記第１判定手段と前記第２判定手段とのうちの一方の判定手段により判定された前記
ロックアップクラッチの作動状態の切換えが実行されたときに、該一方の判定手段により
判定された作動状態の切換えと同一の作動状態の切換えが他方の判定手段によって判定さ
れることを条件として、前記ロックアップクラッチの作動状態の次の切換え判定を該一方
の判定手段による判定から該他方の判定手段による判定に変更する切換判定変更手段と
　を、含むことを特徴とする車両の制御装置。
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【請求項２】
　前記目標駆動力関連値設定手段により設定された前記目標駆動力関連値に基づいて前記
動力源の目標負荷に関連する目標負荷関連値を算出する目標負荷関連値算出手段を備え、
　前記切換線は、前記目標負荷関連値と車速に関連する車速関連値とで表される車両状態
に基づいて設定されているものである請求項１の車両の制御装置。
【請求項３】
　動力源から駆動輪までの間の動力伝達経路に介設された流体伝動装置の入出力間を直結
可能なロックアップクラッチを備え、予め定められた切換線から車両状態に基づいて判定
された前記ロックアップクラッチの作動状態となるように前記ロックアップクラッチを切
り換える車両の制御装置であって、
　車両の発生すべき目標駆動力に関連する目標駆動力関連値を設定する目標駆動力関連値
設定手段と、
　該目標駆動力関連値設定手段により設定された前記目標駆動力関連値に基づいて前記動
力源の目標負荷に関連する目標負荷関連値を算出する目標負荷関連値算出手段と、
　前記動力源の負荷に関連する負荷関連値を変数として予め記憶された関係を用いて、該
目標負荷関連値算出手段により算出されたロックアップクラッチ係合状態における前記流
体伝動装置のトルク比に対応する前記目標負荷関連値に基づいて前記ロックアップクラッ
チの作動状態の切換えを判定する第１判定手段と、
　前記動力源の負荷に関連する負荷関連値を変数として予め記憶された関係を用いて、前
記目標負荷関連値算出手段により算出されたロックアップクラッチ解放状態における前記
流体伝動装置のトルク比に対応する前記目標負荷関連値に基づいて前記ロックアップクラ
ッチの作動状態の切換えを判定する第２判定手段と、
　前記第１判定手段と前記第２判定手段とのうちの一方の判定手段により判定された前記
ロックアップクラッチの作動状態の切換えが実行されたときに、該一方の判定手段により
判定された作動状態の切換えと同一の作動状態の切換えが他方の判定手段によって判定さ
れることを条件として、前記ロックアップクラッチの作動状態の次の切換え判定を該一方
の判定手段による判定から該他方の判定手段による判定に変更する切換判定変更手段と
　を、含むことを特徴とする車両の制御装置。
【請求項４】
　前記切換線は、前記ロックアップクラッチの解放状態から係合状態への切換えを判定す
るためのロックアップオン線と、前記ロックアップクラッチの係合状態から解放状態への
切換えを判定するためのロックアップオフ線とを有するものであり、それらロックアップ
オン線とロックアップオフ線との間でヒステリシスが設けられているものである請求項１
乃至３のいずれか１の車両の制御装置。
【請求項５】
　動力源から駆動輪までの間の動力伝達経路に介設された流体伝動装置の入出力間を直結
可能なロックアップクラッチを備え、予め定められた規則に基づいて判定された前記ロッ
クアップクラッチの作動状態となるように前記ロックアップクラッチを切り換えると共に
、複数の制御系から車両の発生すべき目標駆動力に関連する目標駆動力関連値に変換され
て出力された指令値を調停する車両の制御装置であって、
　駆動力に関連する駆動力関連値を変数として予め記憶された関係を用いて、前記目標駆
動力関連値に基づいて前記ロックアップクラッチの作動状態の切換えを定める第１の規則
と、
　前記動力源の負荷に関連する負荷関連値を変数として予め記憶された関係を用いて、前
記流体伝動装置のトルク比とは無関係に算出された前記動力源の目標負荷に関連する目標
負荷関連値に基づいて前記ロックアップクラッチの作動状態の切換えを定める第２の規則
と、
　前記目標駆動力関連値を基にして制御する制御系からの指令値である前記流体伝動装置
のトルク比とは無関係な目標駆動力関連値が前記調停により選択された場合には前記ロッ
クアップクラッチの作動状態の切換え判定を前記第１の規則に基づく判定に変更する一方
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で、前記目標負荷関連値を基にして制御する制御系からの指令値である前記流体伝動装置
のトルク比に対応する目標駆動力関連値が前記調停により選択された場合には前記ロック
アップクラッチの作動状態の切換え判定を前記第２の規則に基づく判定に変更する規則変
更手段と
　を、含むことを特徴とする車両の制御装置。
【請求項６】
　前記第１の規則は、前記第２の規則における前記目標負荷関連値を前記目標駆動力関連
値に変換して定められるものである請求項５の車両の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動力源から駆動輪までの間の動力伝達経路に介設された流体伝動装置の入出
力間を直結可能なロックアップクラッチを備える車両の制御装置に係り、特に、ロックア
ップクラッチの作動状態の切換制御に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　動力源から駆動輪までの間の動力伝達経路に介設された流体伝動装置の入出力間を直結
可能なロックアップクラッチを備え、予め定められた切換線から車両状態に基づいて判定
された前記ロックアップクラッチの作動状態の切換えとなるように前記ロックアップクラ
ッチを制御する車両の制御装置が知られている。
【０００３】
　例えば、特許文献１に記載された車両の制御装置がそれである。この特許文献１には、
エンジンからのトルクが入力されるトルクコンバータの入出力間すなわちトルクコンバー
タのポンプ翼車とタービン翼車との間を直結するロックアップクラッチを備え、車速とエ
ンジン負荷としてのスロットル開度とを変数として予め定められたロックアップクラッチ
の係合領域と解放領域との境界線を有する切換線図から実際の車速とスロットル開度とで
表される車両状態に基づいて判断された作動状態となるようにロックアップクラッチを切
り換える車両の制御装置が示されている。
【０００４】
　一方、駆動系、制動系、操舵系をそれぞれ制御する各制御系を統合して制御する車両の
統合制御システムが特許文献２に記載されている。例えば、この統合制御システムは、運
転者により操作されるアクセルペダルの操作量であるアクセル開度から算出された要求駆
動力と、運転者により設定された目標車速となるようにアクセル開度に拘わらず車速を自
動制御する所謂クルーズコントロールシステムのような運転支援系から出力された駆動力
を制御するための要求駆動力とを調停して、エンジントルクや変速機の変速比等を制御す
る各アクチュエータへの指令値を生成する。
【０００５】
【特許文献１】特開平９－２８００７９号公報
【特許文献２】特開２００５－１７８６２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、特許文献２に示されるように統合制御を行う場合、ロックアップクラッチの
作動状態を切り換える制御も各制御系との整合性を図る上で要求駆動力に基づいて作動状
態の切換えを判断することが望ましい。このような場合、上記切換線図から実際の車速と
要求駆動力を換算したスロットル開度とに基づいてロックアップクラッチの作動状態の切
換えを判断したり、或いは車速とスロットル開度とを変数として予め定められたその切換
線図を車速と駆動力とを変数とするように変換した切換線図から実際の車速と要求駆動力
とに基づいてロックアップクラッチの作動状態の切換えを判断することが考えられる。
【０００７】
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　しかしながら、トルクコンバータのトルク比ｔ（タービントルク（出力側トルク）／ポ
ンプトルク（入力側トルク））がロックアップクラッチの作動状態に依存して変化するこ
とから、要求駆動力が一定でもロックアップクラッチの作動状態が切り換えられることに
よりその要求駆動力から換算される要求スロットル開度（見方を換えれば要求エンジント
ルク）が変化し、すなわち要求駆動力が一定でも切換線図からロックアップクラッチの作
動状態の切換えを判断する基になる車両状態が変化し、ロックアップクラッチの解放状態
から係合状態への切換えを判定するためのロックアップオン線からのロックアップオン判
断と、ロックアップクラッチの係合状態から解放状態への切換えを判定するためのロック
アップオフ線からのロックアップオフ判断とが繰り返されて、切換制御ハンチングが生じ
る可能性があった。
【０００８】
　先ず、車速とスロットル開度とを変数として予め定められた切換線図から実際の車速と
要求（目標）駆動力を換算した要求（目標）スロットル開度とに基づいてロックアップク
ラッチの作動状態の切換えが判断される場合に、上記切換制御ハンチングが生じる状態を
以下に具体的に説明する。
【０００９】
　図２１は、車速を示す軸とエンジントルクに対応するスロットル開度を示す軸とで構成
される二次元座標において、実線で示すロックアップオン（OFF→ON）線と破線で示すロ
ックアップオフ（ON→OFF）線とを例示した切換線図である。
【００１０】
　図２１において、点Ａは、所定の要求駆動力Ｆ１に対してロックアップオン時のトルク
比（ｔ＝１）で換算された要求（目標）エンジントルクに対応する要求スロットル開度θ

ＴＨＡと所定の車速Ｖ１とで表される車両状態である。また、点Ｂは、点Ａと同一の所定
の要求駆動力Ｆ１に対してロックアップオフ時のトルク比（例えばｔ＝１．２）で換算さ
れた要求エンジントルクに対応する要求スロットル開度θＴＨＢと所定の車速Ｖ１とで表
される車両状態である。
【００１１】
　そして、ロックアップオン時には車両状態が点Ａの状態となってロックアップオフ線を
跨ぐことからロックアップオフへ切り換えられるが、同じ要求駆動力Ｆ１でもロックアッ
プオフへ切り換えられると車両状態が点Ｂの状態となってロックアップオン線を跨ぐこと
からロックアップオンへ切り換えられる。このように、要求駆動力やトルク比によっては
切換制御ハンチングが生じる。
【００１２】
　次に、車速とスロットル開度とを変数として予め定められたその切換線図を車速と駆動
力とを変数とするように変換した切換線図から実際の車速と要求駆動力とに基づいてロッ
クアップクラッチの作動状態の切換えが判断される場合に、上記切換制御ハンチングが生
じる状態を以下に説明する。
【００１３】
　図２２は、車速を示す軸と車両の駆動力を示す軸とで構成される二次元座標において示
された切換線図である。実線ＡＯＮで示すロックアップオン線および破線ＡＯＦＦで示す
ロックアップオフ線は、共にロックアップオン時のトルク比（ｔ＝１）に基づいて換算さ
れたときのロックアップオン状態における一対の切換線Ａを示している。また、一点鎖線
ＢＯＮで示すロックアップオン線および二点差線ＢＯＦＦで示すロックアップオフ線は、
共にロックアップオフ時のトルク比（例えばｔ＝１．２）に基づいて換算されたときのロ
ックアップオフ状態における一対の切換線Ｂを示している。
【００１４】
　図２２において、点Ｃは、所定の要求駆動力Ｆ２と所定の車速Ｖ２とで表される車両状
態である。そして、ロックアップオフ時に車両状態が点Ｃの状態とされるとロックアップ
オフ状態における切換線Ｂが適用されてロックアップオン線ＢＯＮを跨ぐことからロック
アップオンへ切り換えられるが、同じ点Ｃの状態でもロックアップオンへ切り換えられる
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とロックアップオン状態における切換線Ａが適用されてロックアップオフ線ＡＯＦＦを跨
ぐことからロックアップオフへ切り換えられる。このように、要求駆動力やトルク比によ
っては切換制御ハンチングが生じる。
【００１５】
　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、動
力源から駆動輪までの間の動力伝達経路に介設された流体伝動装置の入出力間を直結可能
なロックアップクラッチを備え、予め定められた切換線から車両状態に基づいて判定され
たり、或いは予め定められた規則に基づいて判定されたロックアップクラッチの作動状態
となるようにそのロックアップクラッチを切り換える車両の制御装置において、ロックア
ップクラッチの切換制御ハンチングの発生を防止することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　かかる目的を達成するための請求項１にかかる発明の要旨とするところは、(a) 動力源
から駆動輪までの間の動力伝達経路に介設された流体伝動装置の入出力間を直結可能なロ
ックアップクラッチを備え、予め定められた切換線から車両状態に基づいて判定された前
記ロックアップクラッチの作動状態となるように前記ロックアップクラッチを切り換える
車両の制御装置であって、(b) 車両の発生すべき目標駆動力に関連する目標駆動力関連値
を設定する目標駆動力関連値設定手段と、(c) 駆動力に関連する駆動力関連値を変数とし
てロックアップクラッチ係合状態における前記流体伝動装置のトルク比に基づく予め記憶
された切換線を用いて、前記目標駆動力関連値に基づいて前記ロックアップクラッチの作
動状態の切換えを判定する第１判定手段と、(d) 駆動力に関連する駆動力関連値を変数と
してロックアップクラッチ解放状態における前記流体伝動装置のトルク比に基づく予め記
憶された切換線を用いて、前記目標駆動力関連値に基づいて前記ロックアップクラッチの
作動状態の切換えを判定する第２判定手段と、(e) 前記第１判定手段と前記第２判定手段
とのうちの一方の判定手段により判定された前記ロックアップクラッチの作動状態の切換
えが実行されたときに、その一方の判定手段により判定された作動状態の切換えと同一の
作動状態の切換えが他方の判定手段によって判定されることを条件として、前記ロックア
ップクラッチの作動状態の次の切換え判定をその一方の判定手段による判定からその他方
の判定手段による判定に変更する切換判定変更手段とを、含むことにある。
【発明の効果】
【００１７】
　このようにすれば、ロックアップクラッチ係合状態（すなわちロックアップオン状態）
における流体伝動装置のトルク比に基づく切換線を用いてロックアップクラッチの作動状
態の切換えを判定する第１判定手段と、ロックアップクラッチ解放状態（すなわちロック
アップオフ状態）における流体伝動装置のトルク比に基づく切換線を用いてロックアップ
クラッチの作動状態の切換えを判定する第２判定手段とのうちの一方の判定手段によりロ
ックアップクラッチの作動状態の切換えが判定されたときに、一方の判定手段により判定
された作動状態の切換えと同一の作動状態の切換えが他方の判定手段によって判定される
場合に、切換判定変更手段によりロックアップクラッチの作動状態の切換え判定が他方の
判定手段による判定に変更されるので、一方の判定手段により判定された作動状態となる
ようにロックアップクラッチが切り換えられた後に、他方の判定手段により直ちにその作
動状態の切換えと反対の切換え（すなわち切換え前の作動状態への切換え）が判定されず
、その反対の作動状態となるようにロックアップクラッチが切り換えられることが回避さ
れる。よって、ロックアップクラッチの切換制御ハンチングの発生が防止される。
【００１８】
　すなわち、一方の判定手段によりロックアップクラッチの作動状態の切換えが判定され
たときには、一方の判定手段により判定された作動状態の切換えと同一の作動状態の切換
えが他方の判定手段により判定されるまでは他方の判定手段によりその作動状態の切換え
と反対の切換えが判定されないので、その反対の作動状態となるようにロックアップクラ
ッチが切り換えられることが回避されて、ロックアップクラッチの切換制御ハンチングの
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発生が防止される。
【００１９】
　ここで、請求項２にかかる発明は、請求項１に記載の車両の制御装置において、車両の
発生すべき目標駆動力に関連する目標駆動力関連値を設定する目標駆動力関連値設定手段
と、その目標駆動力関連値設定手段により設定された前記目標駆動力関連値に基づいて前
記動力源の目標負荷に関連する目標負荷関連値を算出する目標負荷関連値算出手段とを備
え、前記切換線は、前記目標負荷関連値と車速に関連する車速関連値とで表される車両状
態に基づいて設定されているものである。このようにすれば、ロックアップクラッチの作
動状態の切換えが目標駆動力関連値で制御される。
【００２０】
　前記目的を達成するための請求項３にかかる発明の要旨とするところは、(a) 動力源か
ら駆動輪までの間の動力伝達経路に介設された流体伝動装置の入出力間を直結可能なロッ
クアップクラッチを備え、予め定められた切換線から車両状態に基づいて判定された前記
ロックアップクラッチの作動状態となるように前記ロックアップクラッチを切り換える車
両の制御装置であって、(b) 車両の発生すべき目標駆動力に関連する目標駆動力関連値を
設定する目標駆動力関連値設定手段と、(c) その目標駆動力関連値設定手段により設定さ
れた前記目標駆動力関連値に基づいて前記動力源の目標負荷に関連する目標負荷関連値を
算出する目標負荷関連値算出手段と、(d) 前記動力源の負荷に関連する負荷関連値を変数
として予め記憶された関係を用いて、その目標負荷関連値算出手段により算出されたロッ
クアップクラッチ係合状態における前記流体伝動装置のトルク比に対応する前記目標負荷
関連値に基づいて前記ロックアップクラッチの作動状態の切換えを判定する第１判定手段
と、(e) 前記動力源の負荷に関連する負荷関連値を変数として予め記憶された関係を用い
て、前記目標負荷関連値算出手段により算出されたロックアップクラッチ解放状態におけ
る前記流体伝動装置のトルク比に対応する前記目標負荷関連値に基づいて前記ロックアッ
プクラッチの作動状態の切換えを判定する第２判定手段と、(f) 前記第１判定手段と前記
第２判定手段とのうちの一方の判定手段により判定された前記ロックアップクラッチの作
動状態の切換えが実行されたときに、その一方の判定手段により判定された作動状態の切
換えと同一の作動状態の切換えが他方の判定手段によって判定されることを条件として、
前記ロックアップクラッチの作動状態の次の切換え判定をその一方の判定手段による判定
からその他方の判定手段による判定に変更する切換判定変更手段とを、含むことにある。
【００２１】
　このようにすれば、ロックアップクラッチ係合状態における流体伝動装置のトルク比に
対応する目標負荷関連値を用いてロックアップクラッチの作動状態の切換えを判定する第
１判定手段と、ロックアップクラッチ解放状態における流体伝動装置のトルク比に対応す
る目標負荷関連値を用いてロックアップクラッチの作動状態の切換えを判定する第２判定
手段とのうちの一方の判定手段によりロックアップクラッチの作動状態の切換えが判定さ
れたときに、一方の判定手段により判定された作動状態の切換えと同一の作動状態の切換
えが他方の判定手段によって判定される場合に、切換判定変更手段によりロックアップク
ラッチの作動状態の切換え判定が他方の判定手段による判定に変更されるので、一方の判
定手段により判定された作動状態となるようにロックアップクラッチが切り換えられた後
に、他方の判定手段により直ちにその作動状態の切換えと反対の切換えが判定されず、そ
の反対の作動状態となるようにロックアップクラッチが切り換えられることが回避される
。よって、ロックアップクラッチの切換制御ハンチングの発生が防止される。
【００２２】
　すなわち、一方の判定手段によりロックアップクラッチの作動状態の切換えが判定され
たときには、一方の判定手段により判定された作動状態の切換えと同一の作動状態の切換
えが他方の判定手段により判定されるまでは他方の判定手段によりその作動状態の切換え
と反対の切換えが判定されないので、その反対の作動状態となるようにロックアップクラ
ッチが切り換えられることが回避されて、ロックアップクラッチの切換制御ハンチングの
発生が防止される。
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【００２３】
　また、請求項４にかかる発明は、請求項１乃至３のいずれかに記載の車両の制御装置に
おいて、前記切換線は、前記ロックアップクラッチの解放状態から係合状態への切換えを
判定するためのロックアップオン線と、前記ロックアップクラッチの係合状態から解放状
態への切換えを判定するためのロックアップオフ線とを有するものであり、それらロック
アップオン線とロックアップオフ線との間でヒステリシスが設けられているものである。
このようにすれば、ロックアップクラッチの切換制御ハンチングの発生が一層防止される
。
【００２４】
　前記目的を達成するための請求項５にかかる発明の要旨とするところは、(a) 動力源か
ら駆動輪までの間の動力伝達経路に介設された流体伝動装置の入出力間を直結可能なロッ
クアップクラッチを備え、予め定められた規則に基づいて判定された前記ロックアップク
ラッチの作動状態となるように前記ロックアップクラッチを切り換えると共に、複数の制
御系から車両の発生すべき目標駆動力に関連する目標駆動力関連値に変換されて出力され
た指令値を調停する車両の制御装置であって、(b) 駆動力に関連する駆動力関連値を変数
として予め記憶された関係を用いて、前記目標駆動力関連値に基づいて前記ロックアップ
クラッチの作動状態の切換えを定める第１の規則と、(c) 前記動力源の負荷に関連する負
荷関連値を変数として予め記憶された関係を用いて、前記流体伝動装置のトルク比とは無
関係に算出された前記動力源の目標負荷に関連する目標負荷関連値に基づいて前記ロック
アップクラッチの作動状態の切換えを定める第２の規則と、(d) 前記目標駆動力関連値を
基にして制御する制御系からの指令値である前記流体伝動装置のトルク比とは無関係な目
標駆動力関連値が前記調停により選択された場合には前記ロックアップクラッチの作動状
態の切換え判定を前記第１の規則に基づく判定に変更する一方で、前記目標負荷関連値を
基にして制御する制御系からの指令値である前記流体伝動装置のトルク比に対応する目標
駆動力関連値が前記調停により選択された場合には前記ロックアップクラッチの作動状態
の切換え判定を前記第２の規則に基づく判定に変更する規則変更手段とを、含むことにあ
る。
【００２５】
　このようにすれば、規則変更手段により、目標駆動力関連値を基にして制御する制御系
からの指令値が調停により選択された場合にはロックアップクラッチの作動状態の切換え
判定が目標駆動力関連値に基づいてロックアップクラッチの作動状態の切換えを定める第
１の規則に基づく判定に変更される一方で、目標負荷関連値を基にして制御する制御系か
らの指令値が調停により選択された場合にはロックアップクラッチの作動状態の切換え判
定が動力源の目標負荷に関連する目標負荷関連値に基づいてロックアップクラッチの作動
状態の切換えを定める第２の規則に基づく判定に変更されるので、ロックアップクラッチ
の作動状態の切換判断の基になる目標駆動力関連値と目標負荷関連値との間の変換にロッ
クアップクラッチの作動状態の切換えに伴って変化する流体伝動装置のトルク比が介在す
るという問題が回避されて、ロックアップクラッチの切換制御ハンチングの発生が防止さ
れる。
【００２６】
　また、請求項６にかかる発明は、請求項５に記載の車両の制御装置において、前記第１
の規則は、前記第２の規則における前記目標負荷関連値を前記目標駆動力関連値に変換し
て定められるものである。このようにすれば、第１の規則に基づく判定結果と第２の規則
に基づく判定結果との整合性が確保される。
【００２７】
　ここで、好適には、前記動力源としては、ガソリンエンジンやディーゼルエンジン等の
内燃機関であるエンジンが広く用いられる。さらに、補助的な動力源として、電動機等が
このエンジンに加えて用いられても良い。或いは、動力源として電動機のみが用いられて
も良い。このように動力源に電動機が用いられる場合には、エンジンの出力と電動機の出
力とで前記目標駆動力関連値が実現されるように、目標スロットル弁開度と電動機を駆動
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するための例えば蓄電装置からの目標駆動電流などとが算出される。
【００２８】
　また、好適には、前記流体伝動装置としては、トルクコンバータやフルードカップリン
グなどが用いられる。また、動力源から駆動輪までの間の動力伝達経路には自動変速機が
介設され、流体伝動装置は動力源とこの自動変速機との間に介設される。
【００２９】
　また、好適には、上記自動変速機は、複数組の遊星歯車装置の回転要素が摩擦係合装置
によって選択的に連結されることにより複数のギヤ段が択一的に達成される例えば前進４
段、前進５段、前進６段、更にはそれ以上の変速段を有する等の種々の遊星歯車式多段変
速機、常時噛み合う複数対の変速ギヤを２軸間に備えてそれら複数対の変速ギヤのいずれ
かを油圧アクチュエータなどにより駆動される同期装置によって択一的に動力伝達状態と
されて変速段が自動的に切換られる同期噛合型平行２軸式自動変速機、動力伝達部材とし
て機能する伝動ベルトが有効径が可変である一対の可変プーリに巻き掛けられ変速比が無
段階に連続的に変化させられる形式のベルト式無段変速機、共通の軸心まわりに回転させ
られる一対のコーン部材とその軸心と交差する回転中心回転可能な複数個のローラがそれ
ら一対のコーン部材の間で挟圧されそのローラの回転中心と軸心との交差角が変化させら
れることによって変速比が連続的に変化させられる形式のトロイダル型無段変速機、或い
はエンジンからの動力を第１電動機および出力軸へ分配する例えば遊星歯車装置で構成さ
れる差動機構とその差動機構の出力軸に設けられた第２電動機とを備えてその差動機構の
差動作用によりエンジンからの動力の主部を駆動輪へ機械的に伝達しエンジンからの動力
の残部を第１電動機から第２電動機への電気パスを用いて電気的に伝達することにより電
気的に変速比が変更される自動変速機例えば電気的な無段変速機として機能させられるハ
イブリッド車両用駆動装置などが単独で或いは組み合わされることにより構成される。
【００３０】
　また、好適には、前記自動変速機の車両に対する搭載姿勢は、その自動変速機の軸線が
車両の幅方向となるＦＦ（フロントエンジン・フロントドライブ）車両などの横置き型で
も、その自動変速機の軸線が車両の前後方向となるＦＲ（フロントエンジン・リヤドライ
ブ）車両などの縦置き型でも良い。
【００３１】
　また、好適には、上記遊星歯車式多段変速機における摩擦係合装置としては、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、或いはベルト
式のブレーキ等の油圧式摩擦係合装置が広く用いられる。この油圧式摩擦係合装置を係合
させるための作動油を供給するオイルポンプは、例えば走行用の動力源により駆動されて
作動油を吐出するものでも良いが、走行用動力源とは別に配設された専用の電動モータな
どで駆動されるものでも良い。また、このクラッチ或いはブレーキは、油圧式摩擦係合装
置以外に電磁式係合装置例えば電磁クラッチや磁粉式クラッチ等であってもよい。
【００３２】
　また、好適には、駆動力に関連する前記駆動力関連値は、駆動輪における車両駆動力（
以下駆動力という）に１対１に対応する関連値（相当値）であって、駆動力関連値として
その駆動力はもちろんのことその他に、例えば車両加速度、駆動軸トルクとしての車軸上
のトルク（以下車軸トルクという）、車両の出力（以下出力或いはパワーという）、エン
ジンの出力トルクとしてのクランク軸上のトルク（以下エンジントルクという）、トルク
コンバータの出力トルクとしてのトルクコンバータのタービン軸上のトルク（以下タービ
ントルクという）すなわち自動変速機の入力トルクとしての入力軸上のトルク（以下入力
軸トルクという）、自動変速機の出力トルクとしての出力軸上のトルク（以下出力軸トル
クという）などが用いられる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　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１】
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【００３４】
　図１は、本発明が適用された動力伝達装置１０の概略構成を説明する図であると共に、
その動力伝達装置１０などを制御するために車両に設けられた制御系統の要部を説明する
ブロック線図である。動力伝達装置１０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、共通の軸心上に、トルクコンバータ１４および自動
変速機１６が順次配設されている。自動変速機１６は、走行用の駆動力源としてのエンジ
ン１２のクランク軸にトルクコンバータ１４を介して作動的に連結されている。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を経て自動変速機１６に入力さ
れ、自動変速機に備えられた出力軸１８から差動歯車装置（終減速機）７０や一対の駆動
軸としての車軸７２等を順次介して左右の駆動輪７４へ伝達される。
【００３５】
　トルクコンバータ１４は、エンジン１２のクランク軸に連結されたポンプ翼車と、自動
変速機１６の入力軸に連結されたタービン翼車と、それらポンプ翼車およびタービン翼車
の間すなわち入出力間を直結してエンジン１２の動力を流体を介することなく自動変速機
１６の入力軸に直接伝達するためのロックアップクラッチ１５と、一方向クラッチによっ
て一方向の回転が阻止されているステータ翼車とを備えている。
【００３６】
　ロックアップクラッチ１５は、係合側油室内の油圧と解放側油室内の油圧との差圧ΔＰ
により摩擦係合させられる油圧式摩擦クラッチであり、それが完全係合（ロックアップオ
ン）させられることにより、ポンプ翼車およびタービン翼車が一体回転させられてエンジ
ン１２の動力が自動変速機１６の入力軸に直接伝達される。また、所定のスリップ状態で
係合するように差圧ΔＰすなわちトルク容量がフィードバック制御されることにより、車
両の駆動（パワーオン）時には例えば５０ｒｐｍ程度の所定のスリップ量でタービン軸（
入力軸）をエンジン１２のクランク軸に対して追従回転させる一方、車両の非駆動（パワ
ーオフ）時には例えば－５０ｒｐｍ程度の所定のスリップ量でエンジン１２のクランク軸
をタービン軸に対して追従回転させられる。
【００３７】
　自動変速機１６は複数の変速段（ギヤ段）が選択的に成立させられるすなわち切り換え
られる有段式自動変速機であって、入力された回転を所定の変速比γで減速或いは増速し
て出力するものであり、例えば油圧アクチュエータによって係合させられるクラッチ或い
はブレーキ等の油圧式の摩擦係合装置の作動の組合せによって複数の変速段が構成される
遊星歯車式自動変速機である。例えば、自動変速機１６は前進６段、後退１段、およびニ
ュートラルの何れかが成立させられ、それぞれの変速段の変速比γに応じた速度変換が成
される。自動変速機１６の各油圧式摩擦係合装置は、ライン油圧を元圧とする油圧制御回
路２２により制御されるようになっている。このライン油圧は、例えばエンジン１２に機
械的に連結されてエンジン１２により直接回転駆動される機械式オイルポンプ２０から発
生する油圧を元圧として調圧されたものであって、自動変速機１６の各油圧式摩擦係合装
置を係合するために用いられる最大係合圧となるものである。
【００３８】
　電子制御装置８０は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、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実行する。例えば、電子制
御装置８０は、エンジン１２の出力制御や自動変速機１６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用コンピュータ８２（以下、ＥＮＧ＿ＥＣＵ８２と表
す）、トランスミッション用コンピュータ８４（以下、ＥＣＴ＿ＥＣＵ８４と表す）、車
両姿勢安定制御用コンピュータ８６（以下、ＶＤＭ＿ＥＣＵ８６と表す）、運転支援系制
御用コンピュータ８８（以下、ＤＳＳ＿ＥＣＵ８８と表す）等に分けて構成される。
【００３９】
　電子制御装置８０には、車両に設けられたセンサやスイッチなどから、例えばクランク
角度（位置）ＡＣＲ（°）およびエンジン１２の回転速度ＮＥに対応するクランクポジシ
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ョンを検出するクランクポジションセンサ３２、トルクコンバータ１４のタービン回転速
度ＮＴすなわち自動変速機１６の入力回転速度ＮＩＮを検出するタービン回転速度センサ
３４、車速関連値としての出力軸１８の回転速度ＮＯＵＴを検出する出力軸回転速度セン
サ３６、シフトレバー４０のレバーポジション（操作位置）ＰＳＨを検出するシフトポジ
ションセンサ４２、アクセルペダル４４の操作量であるアクセル開度Ａccを検出するアク
セル開度センサ４６、吸気配管２４に設けられた電子スロットル弁３０の開き角すなわち
エンジン１２の負荷に関連する負荷関連値としてのスロットル弁開度θＴＨを検出するス
ロットルポジションセンサ４８、エンジン１２の吸入空気量ＱＡＩＲを検出する吸入空気
量センサ５０等から、クランク角度（位置）ＡＣＲ（°）およびエンジン回転速度ＮＥに
対応するクランク速度、タービン回転速度ＮＴ（＝入力回転速度ＮＩＮ）、車速に関連す
る車速関連値に対応する出力軸回転速度ＮＯＵＴ、シフト操作位置ＰＳＨ、アクセル開度
Ａcc、スロットル弁開度θＴＨ、吸入空気量ＱＡＩＲなどを表す信号が供給される。
【００４０】
　また、電子制御装置８０からは、エンジン出力を制御するための制御信号例えば電子ス
ロットル弁３０のスロットル弁開度θＴＨを操作するスロットルアクチュエータ２８への
駆動信号や燃料噴射弁５２から噴射される燃料噴射量ＦＥＦＩを制御するための噴射信号
やイグナイタ５４によるエンジン１２の点火時期を制御するための点火信号、自動変速機
１６の変速段を切り換えるために油圧制御回路２２内のソレノイド弁の励磁、非励磁など
を制御するためのバルブ指令信号などがそれぞれ出力される。
【００４１】
　ここで、上記車速関連値は、車両の速度である車速Ｖに１対１に対応する関連値（相当
値）であって、車速関連値としてその車速Ｖはもちろんのことその他に、例えば上記出力
軸回転速度ＮＯＵＴ、車軸７２の回転速度、プロペラシャフトの回転速度、差動歯車装置
７０の出力軸の回転速度などが用いられる。以下、本実施例では、特に区別しない限り車
速と表したものは車速関連値をも表すこととする。
【００４２】
　上記エンジン１２の負荷関連値は、エンジンの出力に対応する関連値（相当値）であっ
て、エンジン１２の出力トルクとしてのクランク軸上のトルク（以下、エンジントルクと
表す）ＴＥはもちろんのことその他に、例えば上記スロットル弁開度θＴＨ、吸入空気量
ＱＡＩＲ、燃料噴射量ＦＥＦＩなどが用いられる。
【００４３】
　アクセルペダル４４は、運転者の出力要求量に応じて大きく踏み込み操作されるもので
、出力操作部材に相当し、その操作量であるアクセル開度Ａccは出力要求量に相当する。
【００４４】
　油圧制御回路２２は、変速制御用のソレノイド弁の他に、主にライン油圧を制御するリ
ニアソレノイド弁ＳＬＴ等を備えており、例えば油圧制御回路２２内の作動油は自動変速
機１６等の各部の潤滑にも使用される。また、油圧制御回路２２には、例えば前記シフト
レバー４０にケーブルやリンクなどを介して連結されたマニュアルバルブが備えられ、シ
フトレバー４０の操作に伴ってそのマニュアルバルブが機械的に作動させられることによ
り油圧制御回路２２内の油圧回路が切り換えられる。
【００４５】
　シフト操作装置３８は、シフトレバー４０を備えた変速レンジ選択操作装置としてのシ
フト操作装置の一例であって、例えば運転席の横のセンターコンソール部分に配設されて
いる。また、シフトレバー４０はシフト操作装置７１が備えるシフト操作位置ＰＳＨに従
って移動操作されるようになっている。具体的には、シフト操作位置ＰＳＨとして、自動
変速機１６内の動力伝達経路が遮断された中立状態とし且つ自動変速機１６の出力軸１８
をロックするためのＰレンジに対応する駐車位置「Ｐ（パーキング）」、後進走行のため
のＲレンジに対応する後進走行位置「Ｒ（リバース）」、自動変速機１６内の動力伝達経
路が遮断された中立状態とするためのＮレンジに対応する中立位置「Ｎ（ニュートラル）
」、自動変速モードで第１速変速段乃至第６速変速段の範囲で自動変速されるＤレンジに
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対応する前進走行位置「Ｄ（ドライブ）」（最高速レンジ位置）、第１速変速段乃至第５
速変速段の範囲で自動変速され且つ各変速段でエンジンブレーキが作用させられる５レン
ジに対応する第５エンジンブレーキ走行位置「５」、第１速変速段乃至第４速変速段の範
囲で自動変速され且つ各変速段でエンジンブレーキが作用させられる４レンジに対応する
第４エンジンブレーキ走行位置「４」、第１速変速段乃至第３速変速段の範囲で自動変速
され且つ各変速段でエンジンブレーキが作用させられる３レンジに対応する第３エンジン
ブレーキ走行位置「３」、第１速変速段乃至第２速変速段の範囲で自動変速され且つ各変
速段においてエンジンブレーキが作用させられる２レンジに対応する第２エンジンブレー
キ走行位置「２」、第１速変速段で走行させられ且つエンジンブレーキが作用させられる
Ｌレンジに対応する第１エンジンブレーキ走行位置「Ｌ」が設けられている。
【００４６】
　ＥＮＧ＿ＥＣＵ８２は、ドライバーモデル９０（以下、Ｐ－ＤＲＭ９０と表す）により
アクセル開度Ａccを表す信号からの車両に対する出力要求量に基づいて車両が発生すべき
目標となる駆動力関連値（以下、目標駆動力関連値と表す）を設定すると共にそのアクセ
ル開度Ａccに基づく目標駆動力関連値とＤＳＳ＿ＥＣＵ８８から出力された目標駆動力関
連値とを調停してドライバモデル目標駆動力関連値を設定し、そのドライバモデル目標駆
動力関連値とＶＤＭ＿ＥＣＵ８６から出力された目標駆動力関連値とをパワトレマネージ
ャー９２（以下、ＰＴＭ９２と表す）により調停して最終的な目標駆動力関連値を設定し
て、その目標駆動力関連値を実現するようにエンジン１２の出力を制御する。
【００４７】
　ＥＣＴ＿ＥＣＵ８４は、車両走行状態に基づいて、例えば車速ＶやＥＮＧ＿ＥＣＵ８２
によるエンジン１２の出力制御のための制御量例えばスロットル弁開度θＴＨに基づいて
自動変速機１６の変速判断を実行し、自動変速機１６の変速を制御する。
【００４８】
　ＶＤＭ＿ＥＣＵ８６およびＤＳＳ＿ＥＣＵ８８は、アクセル開度Ａccに拘わらず車両状
態を自動制御するために車両に対する出力要求量としての目標駆動力関連値を出力する。
【００４９】
　例えば、ＶＤＭ＿ＥＣＵ８６は、車両姿勢安定制御のための目標駆動力関連値を出力す
る。また、ＤＳＳ＿ＥＣＵ８８は、運転支援系制御のための目標駆動力関連値を出力する
。
【００５０】
　このように本実施例では、車両の目標駆動力関連値を設定し、その目標駆動力関連値が
得られるようにエンジン１２の出力制御および／または自動変速機１６の変速制御が実行
されることにより、車両駆動力Ｆが制御される所謂駆動力要求型制御が実行される。
【００５１】
　ここで、上記駆動力関連値とは、駆動輪７４の接地面上に働く車両駆動力（以下、駆動
力と表す）Ｆ［Ｎ］に１対１に対応する関連値（相当値）であって、駆動力関連値として
その駆動力Ｆはもちろんのことその他に、例えば加速度Ｇ［Ｇ、m/s２］、駆動軸トルク
としての車軸７２上のトルク（以下、車軸トルクと表す）ＴＤ［Ｎｍ］、車両の出力（以
下、出力或いはパワーと表す）Ｐ［ＰＳ、ｋＷ、ＨＰ］、トルクコンバータ１４の出力ト
ルクとしてのトルクコンバータ１４のタービン軸上のトルク（以下、タービントルクと表
す）ＴＴ［Ｎｍ］すなわち自動変速機１６の入力トルクとしての入力軸上のトルク（以下
、入力軸トルクと表す）ＴＩＮ［Ｎｍ］、自動変速機１６の出力トルクとしての出力軸１
８上のトルク（以下、出力軸トルクと表す）ＴＯＵＴ［Ｎｍ］、プロペラシャフト上のト
ルクＴＰ［Ｎｍ］などが用いられる。以下、本実施例では、特に区別しない限り駆動力と
表したものは駆動力関連値をも表すこととする。
【００５２】
　図２は、電子制御装置８０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。
また、図３は、電子制御装置８０による目標駆動力Ｆ＊の設定、エンジン１２の出力制御
のための目標スロットル弁開度θＴＨ

＊の算出、エンジン１２の出力制御、自動変速機１
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６の変速判断、ロックアップクラッチ１５の作動状態の切換判断等の流れの概略を示すブ
ロック線図である。
【００５３】
　図２において、ドライバ目標駆動力設定手段１００は、図３のブロックＢ１に対応する
ものであって、例えば図４に示すようなアクセル開度Ａccをパラメータとして車速Ｖとド
ライバ目標駆動力ＦＤＩＭＤとの予め実験的に求めて記憶された関係（マップ）から実際
のアクセル開度Ａccと車速Ｖとに基づいてドライバ目標駆動力ＦＤＩＭＤを設定する。
【００５４】
　車両姿勢安定制御手段１０２は、図３のブロックＢ２およびＢ３に対応するものであっ
て、車両姿勢安定制御としてアクセル開度Ａccに拘わらず旋回中の車両姿勢を安定化させ
る所謂ＶＳＣシステムを機能的に備えている。このＶＳＣシステムは、車両の旋回中の後
輪横滑り傾向所謂オーバステア傾向或いは前輪横滑り傾向所謂アンダステア傾向の程度に
基づいて、後輪横滑り抑制モーメント或いは前輪横滑り抑制モーメントを発生させて車両
姿勢の安定性を確保するように、例えば駆動力Ｆを抑制するための姿勢安定目標駆動力Ｆ

ＤＩＭＶを出力すると共に車輪の制動力を制御する。
【００５５】
　運転支援系制御手段１０４は、図３のブロックＢ４およびＢ５に対応するものであって
、運転支援系制御としてアクセル開度Ａccに拘わらず車速Ｖを自動制御する自動車速制御
システム所謂クルーズコントロールシステムを機能的に備えている。このクルーズコント
ロールシステムは、運転者により設定された目標車速Ｖ＊となるように、例えば駆動力Ｆ
を制御するための運転支援目標駆動力ＦＤＩＭＳを出力すると共に車輪の制動力を制御す
る。
【００５６】
　前記ドライバ目標駆動力設定手段１００は、さらに図３のブロックＢ６’に対応するも
のであって、実際のアクセル開度Ａccと車速Ｖとに基づいて設定したドライバ目標駆動力
ＦＤＩＭＤおよび前記運転支援系制御手段１０４による運転支援目標駆動力ＦＤＩＭＳの
うちで、何れの目標駆動力ＦＤＩＭを優先させるかを或いは何れの目標駆動力ＦＤＩＭを
加減算するかを、予め定められた駆動力調停手順に従って選択し、この選択した目標駆動
力ＦＤＩＭをドライバモデル目標駆動力ＦＤＩＭＤＭに設定する。
【００５７】
　目標駆動力調停手段１０６は、図３のブロックＢ６およびＢ７に対応するものであって
、前記ドライバ目標駆動力設定手段１００によるドライバモデル目標駆動力ＦＤＩＭＤＭ

および前記車両姿勢安定制御手段１０２による姿勢安定目標駆動力ＦＤＩＭＶのうちで、
何れの目標駆動力ＦＤＩＭを優先させるかを或いは何れの目標駆動力ＦＤＩＭを加減算す
るかを、予め定められた駆動力調停手順に従って選択し、この選択した目標駆動力ＦＤＩ

Ｍを目標駆動力Ｆ＊に設定する。このように、目標駆動力調停手段１０６は、車両の発生
すべき目標駆動力Ｆ＊を設定する目標駆動力設定手段として機能する。
【００５８】
　また、上記駆動力調停手順は、例えば通常は姿勢安定目標駆動力ＦＤＩＭＶや運転支援
目標駆動力ＦＤＩＭＳを優先するが、シフトレバー４０の操作によって変速段が換えられ
たときやアクセルペダル４４が所定値以上大きく踏み込み操作された場合等にはドライバ
目標駆動力ＦＤＩＭＤを優先するように定められている。
【００５９】
　目標エンジントルク算出手段１０８は、図３のブロックＢ８に対応するものであって、
前記目標駆動力調停手段１０６により設定された目標駆動力Ｆ＊を実現する目標エンジン
トルクＴＥ

＊を算出する。例えば、目標エンジントルク算出手段１０８は、目標駆動力Ｆ
＊、自動変速機１６の現在の変速段における変速比γ、差動歯車装置７０等の減速比ｉ、
駆動輪７４のタイヤ有効半径ｒＷ、動力伝達効率η、およびトルクコンバータ１４のトル
ク比（＝タービントルクＴＴ／ポンプトルク（エンジントルクＴＥ））ｔから次式（１）
に従って目標エンジントルクＴＥ

＊を算出する。



(13) JP 4367425 B2 2009.11.18

10

20

30

40

50

　ＴＥ
＊＝（Ｆ＊×ｒＷ）／（γ×ｉ×η×ｔ）　・・・（１）

【００６０】
　目標スロットル弁開度算出手段１１０は、図３のブロックＢ９に対応するものであって
、前記目標エンジントルク算出手段１０８により算出された目標エンジントルクＴＥ

＊が
得られる目標スロットル弁開度θＴＨ

＊を算出する。例えば、目標スロットル弁開度算出
手段１１０は、図５に示すようなスロットル弁開度θＴＨをパラメータとしてエンジン回
転速度ＮＥとエンジントルク推定値ＴＥ０との予め実験的に求めて記憶されたエンジント
ルク特性図（関係、マップ）から実際のエンジン回転速度ＮＥに基づいて目標エンジント
ルクＴＥ

＊が得られるエンジントルク推定値ＴＥ０となるように目標スロットル弁開度θ

ＴＨ
＊を算出する。

【００６１】
　エンジン出力制御手段１１２は、図３のブロックＢ１０に対応するものであって、前記
目標スロットル弁開度算出手段１１０により算出された目標スロットル弁開度θＴＨ

＊と
なるようにスロットルアクチュエータ２８により電子スロットル弁３０を開閉制御する他
、燃料噴射弁５２により燃料噴射量を制御したり、イグナイタ５４により点火時期を制御
する。
【００６２】
　変速制御手段１１４は、図３のブロックＢ１１に対応するものであって、例えば図６に
示すような車速Ｖを示す軸とスロットル弁開度θＴＨを示す軸とで構成される二次元座標
において予め記憶された変速線図（変速マップ、関係）から実際の車速Ｖと前記目標スロ
ットル弁開度算出手段１１０により算出された目標スロットル弁開度θＴＨ

＊とに基づい
て、自動変速機１６の変速すべき変速段を判断し、その判断した変速段となるように自動
変速機１６の変速を実行する。変速制御手段１１４は、その自動変速機１６の変速を実行
するために、油圧式摩擦係合装置（クラッチ、ブレーキ）の係合状態を切り換えるための
変速指令信号を油圧制御回路２２へ出力する。
【００６３】
　上記図６の変速マップにおいて、実線はアップシフト判断が行われるための変速線（ア
ップシフト線）であり、破線はダウンシフト判断が行われるための変速線（ダウンシフト
線）である。このように、自動変速機１６の同一の変速段間でのアップシフト判断とダウ
ンシフト判断との間で変速ハンチングが発生することが防止されるように、アップ線とダ
ウン線との間でヒステリシスが設けられている。また、この変速線図は、車速Ｖが低くな
ったり目標スロットル弁開度θＴＨ

＊が大きくなるに従って、変速比γが大きい低速側の
ギヤ段に切り換えられるようになっており、図中の「１」～「６」は第１変速段「１ｓｔ
」～第６変速段「６ｔｈ」を意味している。また、この図６の変速線図における変速線は
、例えば実際の車速Ｖを示す縦線上において目標スロットル弁開度θＴＨ

＊が線を横切っ
たか否かすなわち変速線上の変速を実行すべき判定値（変速点スロットル弁開度）θＳを
越えたか否かを判断するためのものであり、この判定値θＳすなわち変速点スロットル弁
開度の連なりとして予め記憶されていることにもなる。
【００６４】
　ロックアップクラッチ制御手段１１６は、図３のブロックＢ１２に対応するものであっ
て、専ら加速走行時には、例えば図７に示すような車速ＮＯＵＴおよびスロットル弁開度
θＴＨを変数とする二次元座標において解放（ロックアップオフ）領域と係合（ロックア
ップオン）領域とを有する予め記憶された関係（マップ、ロックアップ領域線図）から実
際の車速ＮＯＵＴおよび前記目標スロットル弁開度算出手段１１０により算出された目標
スロットル弁開度θＴＨ

＊で表される車両状態に基づいて係合領域、解放領域のいずれの
領域に属するかを判断し、その判断した領域の作動状態となるようにロックアップクラッ
チ１５の作動状態を切り換えるためのロックアップ切換指令信号を油圧制御回路２２へ出
力する。
【００６５】
　上記図７のロックアップ領域線図において、実線はロックアップオン判断が行われるた
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めの切換線（ロックアップオン線）であり、破線はロックアップオフ判断が行われるため
の切換線（ロックアップオフ線）である。このように、切換線は、ロックアップオン線と
ロックアップオフ線とを有し、ロックアップクラッチ１５のロックアップオン判断とロッ
クアップオフ判断との間で切換制御ハンチングが発生することが防止されるように、ロッ
クアップオン線とロックアップオフ線との間でヒステリシスが設けられている。また、こ
のロックアップ領域線図は、車速ＮＯＵＴが低くなったり目標スロットル弁開度θＴＨ

＊

が大きくなるに従って、ロックアップオフに切り換えられるようになっており、この各切
換線は、例えば実際の車速Ｖを示す縦線上において目標スロットル弁開度θＴＨ

＊が線を
横切ったか否かすなわち切換線上の切換えを実行すべき判定値（切換点スロットル弁開度
）θＫを越えたか否かを判断するためのものであり、この判定値θＫすなわち切換点スロ
ットル弁開度の連なりとして予め記憶されていることにもなる。尚、図示はしないが各切
換線に隣接してスリップ領域を有するように切換線（境界線）が設けられてもよい。この
場合には、係合領域および解放領域と同様にロックアップクラッチ制御手段１１６により
スリップ領域が判断されてロックアップクラッチ１５の作動状態が切り換えられる。
【００６６】
　ところで、本実施例では、前述したように駆動力要求型制御が実行されることから、目
標スロットル弁開度θＴＨ

＊は、目標駆動力Ｆ＊から換算された目標エンジントルクＴＥ
＊が得られるように前記目標スロットル弁開度算出手段１１０により算出される。よって
、前記（１）式においてロックアップクラッチ１５の作動状態やタービン回転速度ＮＴ（
＝入力回転速度ＮＩＮ）やエンジン回転速度ＮＥ等に対応するようにトルク比ｔを変化さ
せると、目標駆動力Ｆ＊が一定でも目標エンジントルクＴＥ

＊が変化し、それに伴って目
標スロットル弁開度θＴＨ

＊も変化する。
【００６７】
　そうすると、前記図２１を用いて前述したように、同一の車速ＮＯＵＴにおいて、ロッ
クアップオン時には同一の目標駆動力Ｆ＊に対してそのロックアップオン時のトルク比（
＝１）で換算された目標エンジントルクＴＥ

＊に対応する目標スロットル弁開度θＴＨ
＊

がロックアップオフ線を跨いでロックアップオフ判断が行われ、ロックアップオフ時には
その同一の目標駆動力Ｆ＊に対してそのロックアップオフ時のトルク比（１より大きな値
）で換算された目標エンジントルクＴＥ

＊に対応する目標スロットル弁開度θＴＨ
＊がロ

ックアップオン線を跨いでロックアップオン判断が行われて、目標駆動力Ｆ＊やトルク比
によっては切換制御ハンチングが生じる可能性がある。
【００６８】
　そこで、前記目標エンジントルク算出手段１０８は、前記（１）式におけるトルク比ｔ
を固定して、目標エンジントルクＴＥ

＊を算出する。このように、トルク比ｔを固定する
ことで、ロックアップクラッチ１５の作動状態やタービン回転速度ＮＴやエンジン回転速
度ＮＥ等の変動の影響を受けることなく前記目標スロットル弁開度算出手段１１０により
目標駆動力Ｆ＊に対して１つの目標スロットル弁開度θＴＨ

＊のみが算出される。そして
、その目標スロットル弁開度θＴＨ

＊に基づいてロックアップクラッチ制御手段１１６に
よりロックアップクラッチ１５の作動状態の切換えが判断されるので、ロックアップクラ
ッチ１５の切換制御ハンチングが防止される。このトルク比ｔは、好適には、ロックアッ
プオン領域を減らしてロックアップオフ領域を確保し易いように、例えばロックアップオ
ン時のトルク比（＝１）に固定される。
【００６９】
　上述のように、本実施例によれば、目標エンジントルク算出手段１０８による目標エン
ジントルクＴＥ

＊の算出に際してトルク比ｔが固定されるので、ロックアップクラッチ１
５の作動状態等の変動の影響を受けることなく目標スロットル弁開度算出手段１１０によ
り算出された目標スロットル弁開度θＴＨ

＊に基づいてロックアップクラッチ制御手段１
１６によりロックアップクラッチ１５の作動状態の切換えが判断されてロックアップクラ
ッチ１５の切換制御ハンチングの発生が防止される。
【００７０】
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　次に、本発明の他の実施例を説明する。なお、以下の説明において実施例相互に共通す
る部分には同一の符号を付して説明を省略する。
【実施例２】
【００７１】
　本実施例では、切換制御ハンチングを防止するための前述の実施例１とは別の制御作動
を説明する。
【００７２】
　本実施例においては、ロックアップオン時のトルク比ｔ（＝１）でＯＮ→ＯＦＦ判定を
してロックアップオフした場合には、次の目標駆動力Ｆ＊→目標スロットル弁開度θＴＨ
＊の変換に用いる前記（１）式において現時点でロックアップオンでなくてもロックアッ
プオン時のトルク比ｔ（＝１）で計算してＯＦＦ→ＯＮ判定をする。このとき、ロックア
ップオフ時のトルク比ｔを用いて算出した目標スロットル弁開度θＴＨ

＊がロックアップ
オフ線を越えたらハンチング領域から脱したと判断して、ロックアップオフ時のトルク比
ｔで計算してＯＦＦ→ＯＮ判定をする。
【００７３】
　一方で、ロックアップオフ時のトルク比ｔでＯＦＦ→ＯＮ判定をしてロックアップオン
した場合には、次の目標駆動力Ｆ＊→目標スロットル弁開度θＴＨ

＊の変換に用いる前記
（１）式において現時点でロックアップオフでなくてもロックアップオフ時のトルク比ｔ
で計算してＯＮ→ＯＦＦ判定をする。このとき、ロックアップオン時のトルク比ｔ（＝１
）を用いて算出した目標スロットル弁開度θＴＨ

＊がロックアップオン線を越えたらハン
チング領域から脱したと判断して、ロックアップオン時のトルク比ｔ（＝１）で計算して
ＯＮ→ＯＦＦ判定をする。
【００７４】
　電子制御装置８０は、ロックアップオフ時のトルク比ｔとしてトルクコンバータの静的
バランスポイントを用いて計算する。この静的バランスポイントは、所定の車速において
、エンジントルクに対してトルクコンバータ１４の滑り量が収まるときのトルク比ｔすな
わち落ち着くポイントのトルク比ｔとして予め求められた実験値である。これにより、ロ
ックアップオフ時のトルク比ｔとしてタービン回転速度ＮＴやエンジン回転速度ＮＥやエ
ンジントルクＴＥ等に基づく安定的なトルク比ｔを前記（１）式において用いることがで
きる。
【００７５】
　図８は、電子制御装置８０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って
、前記図２に相当する図である。この図８においては、前記目標エンジントルク算出手段
１０８による目標エンジントルクＴＥ

＊の算出、前記目標スロットル弁開度算出手段１１
０による目標スロットル弁開度θＴＨ

＊の算出、前記ロックアップクラッチ１１６による
ロックアップクラッチ１５の作動状態の切換えにおける切換制御ハンチングを防止する手
段等が前述の実施例と主に相違する。
【００７６】
　前記目標エンジントルク算出手段１０８は、前記（１）式に従って、ロックアップオン
時のトルク比ｔ（＝１）を用いた目標エンジントルクＴＥ

＊とロックアップオフ時のトル
ク比ｔを用いた目標エンジントルクＴＥ

＊とをそれぞれ算出する。
【００７７】
　前記目標スロットル弁開度算出手段１１０は、前記目標エンジントルク算出手段１０８
により算出された目標エンジントルクＴＥ

＊が得られるロックアップオン時のトルク比ｔ
（＝１）を用いた目標スロットル弁開度θＴＨ

＊とロックアップオフ時のトルク比ｔを用
いた目標スロットル弁開度θＴＨ

＊とをそれぞれ算出する。
【００７８】
　前記ロックアップクラッチ制御手段１１６は、例えば図７に示すようなロックアップ領
域線図から実際の車速ＮＯＵＴおよび前記目標スロットル弁開度算出手段１１０により算
出されたロックアップオン時のトルク比ｔ（＝１）に対応する目標スロットル弁開度θＴ
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Ｈ
＊に基づいてロックアップクラッチ１５の作動状態の切換えを判定する第１判定手段１

１８と、そのロックアップ領域線図から実際の車速ＮＯＵＴおよび目標スロットル弁開度
算出手段１１０により算出されたロックアップオフ時のトルク比ｔに対応する目標スロッ
トル弁開度θＴＨ

＊に基づいてロックアップクラッチ１５の作動状態の切換えを判定する
第２判定手段１２０とを備え、第１判定手段１１８と第２判定手段１２０とによりいずれ
か判定された作動状態の切換えとなるようにロックアップクラッチ１５を切り換えるため
のロックアップ切換指令信号を油圧制御回路２２へ出力する。
【００７９】
　さらに、ロックアップクラッチ制御手段１１６は、前記第１判定手段１１８と前記第２
判定手段１２０とのうちの一方の判定手段によりロックアップクラッチ１５の作動状態の
切換えが判定されたときに、その一方の判定手段により判定された作動状態の切換えと同
一の作動状態の切換えが他方の判定手段によって判定される場合に、ロックアップクラッ
チ１５の作動状態の切換え判定をその他方の判定手段による判定に変更する切換判定変更
手段１２２を備え、第１判定手段１１８と第２判定手段１２０とのうちの一方の判定手段
により判定されたロックアップクラッチ１５の作動状態の切換えとなるようにロックアッ
プクラッチ１５を切り換えたときに、切換判定変更手段１２２によりロックアップクラッ
チ１５の作動状態の切換えが他方の判定手段による判定に変更された場合に、他方の判定
手段により判定された作動状態の切換えとなるようにロックアップクラッチ１５を切り換
えるためのロックアップ切換指令信号を油圧制御回路２２へ出力する。
【００８０】
　言い換えれば、ロックアップクラッチ制御手段１１６は、第１判定手段１１８と第２判
定手段１２０とのうちの一方の判定手段により判定されたロックアップクラッチ１５の作
動状態の切換えとなるようにロックアップクラッチ１５を切り換えたときには、切換判定
変更手段１２２によりロックアップクラッチ１５の作動状態の切換えが他方の判定手段に
よる判定に変更されるまでは、一方の判定手段により判定された作動状態の切換えとなる
ようにロックアップクラッチ１５を切り換えるためのロックアップ切換指令信号を油圧制
御回路２２へ出力する。
【００８１】
　図９は、切換制御ハンチングを防止するための制御作動の流れをロックアップクラッチ
１５の作動状態の移り変わりで示した状態遷移図である。以下に、前記ロックアップクラ
ッチ制御手段１１６の具体的な作動を、この図９を用いて説明する。
【００８２】
　図９において、［状態１］は、ロックアップクラッチ制御手段１１６によりロックアッ
プオフに切り換えられていると共に、ハンチング領域ＯＦＦすなわちハンチング領域を脱
している状態である。この［状態１］では、第２判定手段１２０によりロックアップ領域
線図から実際の車速ＮＯＵＴおよびロックアップオフ時のトルク比ｔを用いた目標スロッ
トル弁開度θＴＨ

＊に基づいてロックアップクラッチ１５のＯＦＦ→ＯＮが判定される。
【００８３】
　［状態１］において、第２判定手段１２０によりＯＦＦ→ＯＮが判定されると、ロック
アップクラッチ制御手段１１６によりロックアップオンに切り換えられて［状態２］に遷
移する。
【００８４】
　［状態２］では、第１判定手段１１８によりロックアップ領域線図から実際の車速ＮＯ

ＵＴおよびロックアップオン時のトルク比ｔ（＝１）を用いた目標スロットル弁開度θＴ

Ｈ
＊に基づいてロックアップクラッチ１５のＯＮ→ＯＦＦが判定されると切換制御ハンチ

ングが発生する可能性があるので、すなわちハンチング領域ＯＮすなわちハンチング領域
を脱していない状態であるので、第２判定手段１２０により判定された作動状態の切換え
と同一のＯＦＦ→ＯＮ判定が第１判定手段１１８によって判定されて切換判定変更手段１
２２によりロックアップクラッチ１５の作動状態の切換えが第１判定手段１１８による判
定に変更されるまでは、第２判定手段１２０によりＯＮ→ＯＦＦが判定される。
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【００８５】
　［状態２］において、第２判定手段１２０によってＯＮ→ＯＦＦが判定されるとロック
アップクラッチ制御手段１１６によりロックアップオフに切り換えられて［状態１］に遷
移するが、第１判定手段１１８によってＯＦＦ→ＯＮが判定されると切換判定変更手段１
２２によりロックアップクラッチ１５の作動状態の切換え判定が第１判定手段１１８によ
る判定に変更されて［状態３］に遷移する。
【００８６】
　［状態３］は、ロックアップクラッチ制御手段１１６によりロックアップオンに切り換
えられていると共に、ハンチング領域ＯＦＦである。この［状態３］では、第１判定手段
１１８によりＯＮ→ＯＦＦが判定される。
【００８７】
　［状態３］において、第１判定手段１１８によりＯＮ→ＯＦＦが判定されると、ロック
アップクラッチ制御手段１１６によりロックアップオフに切り換えられて［状態４］に遷
移する。
【００８８】
　［状態４］では、第２判定手段１１８によりＯＦＦ→ＯＮが判定されると切換制御ハン
チングが発生する可能性があるので、すなわちハンチング領域ＯＮであるので、第１判定
手段１１８により判定された作動状態の切換えと同一のＯＮ→ＯＦＦ判定が第２判定手段
１２０によって判定されて切換判定変更手段１２２によりロックアップクラッチ１５の作
動状態の切換えが第２判定手段１２０による判定に変更されるまでは、第１判定手段１１
８によりＯＦＦ→ＯＮが判定される。
【００８９】
　［状態４］において、第１判定手段１１８によってＯＦＦ→ＯＮが判定されるとロック
アップクラッチ制御手段１１６によりロックアップオンに切り換えられて［状態３］に遷
移するが、第２判定手段１２０によってＯＮ→ＯＦＦが判定されると切換判定変更手段１
２２によりロックアップクラッチ１５の作動状態の切換え判定が第２判定手段１２０によ
る判定に変更されて［状態４］に遷移する。
【００９０】
　上述のように、本実施例によれば、ロックアップ領域線図から実際の車速ＮＯＵＴおよ
びロックアップオン時のトルク比ｔ（＝１）を用いた目標スロットル弁開度θＴＨ

＊に基
づいてロックアップクラッチ１５の作動状態の切換えを判定する第１判定手段１１８と、
ロックアップ領域線図から実際の車速ＮＯＵＴおよびロックアップオフ時のトルク比ｔを
用いた目標スロットル弁開度θＴＨ

＊に基づいてロックアップクラッチ１５の作動状態の
切換えを判定する第２判定手段１２０とのうちの一方の判定手段によりロックアップクラ
ッチの作動状態の切換えが判定されたときに、一方の判定手段により判定された作動状態
の切換えと同一の作動状態の切換えが他方の判定手段によって判定される場合に、切換判
定変更手段１２２によりロックアップクラッチ１５の作動状態の切換え判定が他方の判定
手段による判定に変更されるので、一方の判定手段により判定された作動状態となるよう
にロックアップクラッチ１５が切り換えられた後に、他方の判定手段により直ちにその作
動状態の切換えと反対の切換え（すなわち切換え前の作動状態への切換え）が判定されず
、その反対の作動状態となるようにロックアップクラッチ１５が切り換えられることが回
避される。よって、ロックアップクラッチ１５の切換制御ハンチングの発生が防止される
。
【００９１】
　すなわち、一方の判定手段によりロックアップクラッチ１５の作動状態の切換えが判定
されたときには、一方の判定手段により判定された作動状態の切換えと同一の作動状態の
切換えが他方の判定手段により判定されるまでは他方の判定手段によりその作動状態の切
換えと反対の切換えが判定されないので、その反対の作動状態となるようにロックアップ
クラッチ１５が切り換えられることが回避されて、ロックアップクラッチ１５の切換制御
ハンチングの発生が防止される。
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【００９２】
　また、本実施例によれば、ロックアップ領域線図において、切換線はロックアップオン
線とロックアップオフ線とを有し、ロックアップオン線とロックアップオフ線との間でヒ
ステリシスを有しているので、ロックアップクラッチ１５の切換制御ハンチングの発生が
一層防止される。
【実施例３】
【００９３】
　本実施例では、切換制御ハンチングを防止するための前述の実施例１および２とは別の
制御作動を説明する。
【００９４】
　本実施例においては、スロットル弁開度θＴＨに替えて駆動力Ｆを用いてロックアップ
クラッチ１５の作動状態の切換えを判断することにより切換制御ハンチングを防止する。
つまり、ロックアップクラッチ１５の作動状態の切換判断において、目標駆動力Ｆ＊を目
標スロットル弁開度θＴＨ

＊に変換する過程を排除することによりトルク比ｔの影響を回
避して切換制御ハンチングを防止する。
【００９５】
　図１０は、電子制御装置８０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っ
て、前記図２に相当する図である。この図１０においては、前記ロックアップクラッチ１
１６によるロックアップクラッチ１５の作動状態の切換えにおける切換制御ハンチングを
防止する手段等が前述の実施例と主に相違する。
【００９６】
　また、図１１は、電子制御装置８０による制御作動の流れの概略を示すブロック線図で
あって、ブロックＢ７から目標駆動力Ｆ＊が入力されるブロックＢ１２’が前記図３のブ
ロックＢ１２に替えて備えられている点がその図３と相違する。その相違点以外の図１１
の各ブロックについては説明を省略する。
【００９７】
　前記ロックアップクラッチ制御手段１１６は、図１１のブロックＢ１２’に対応するも
のであって、専ら加速走行時には、例えば図１２に示すような車速ＮＯＵＴおよび駆動力
Ｆを変数とする二次元座標において解放（ロックアップオフ）領域、係合（ロックアップ
オン）領域を有する予め記憶された関係（マップ、ロックアップ領域線図）から実際の車
速ＮＯＵＴおよび前記目標駆動力調停手段１０６により設定された目標駆動力Ｆ＊で表さ
れる車両状態に基づいて係合領域、解放領域のいずれの領域に属するかを判断し、その判
断した領域の作動状態となるようにロックアップクラッチ１５の作動状態を切り換えるた
めのロックアップ切換指令信号を油圧制御回路２２へ出力する。
【００９８】
　上記図１２は、前記図７のロックアップ領域線図に相当するロックアップ領域線図であ
って、図７と同様に、実線はロックアップオン線であり、破線はロックアップオフ線であ
り、切換線はロックアップオン線とロックアップオフ線とを有し、ロックアップクラッチ
１５のロックアップオン判断とロックアップオフ判断との間で切換制御ハンチングが発生
することが防止されるように、ロックアップオン線とロックアップオフ線との間でヒステ
リシスが設けられている。また、このロックアップ領域線図は、図７のロックアップ領域
線図を基に変数の一方であるスロットル弁開度θＴＨを駆動力Ｆに変換して求められたも
のではなく、直接的に車速ＮＯＵＴおよび駆動力Ｆを変数としてロックアップクラッチの
作動領域が設定されたものである。よって、この図１２のロックアップ領域線図を用いて
ロックアップクラッチ１５の切換判断を実行することにより、切換制御ハンチングを防止
することができる。
【００９９】
　上述のように、本実施例によれば、ロックアップクラッチ制御手段１１６により車速Ｎ

ＯＵＴおよび駆動力Ｆを変数として予め記憶されたロックアップ領域線図から実際の車速
ＮＯＵＴおよび目標駆動力Ｆ＊に基づいてロックアップクラッチ１５の作動状態が切り換
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えられるので、スロットル弁開度θＴＨから駆動力Ｆに変換するときのトルク比ｔの変化
に起因する問題の発生が回避されてロックアップクラッチ１５の切換制御ハンチングの発
生が防止される。
【実施例４】
【０１００】
　本実施例では、切換制御ハンチングを防止するための前述の実施例１から３とは別の制
御作動を説明する。
【０１０１】
　前述の実施例３のように、前記図１２のロックアップ領域線図を用いる場合には、切換
制御ハンチングが防止される反面、目標駆動力Ｆ＊から換算された目標エンジントルクＴ

Ｅ
＊が得られる目標スロットル弁開度θＴＨ

＊がロックアップクラッチ１５の切換判断に
反映されないことから、エンジン１２側の状態がその切換判断に反映され難くなる。つま
り、エンジン特性が見えにくくなる。
【０１０２】
　そこで、スロットル弁開度θＴＨに替えて駆動力Ｆを用いてロックアップクラッチ１５
の作動状態の切換えを判断することは前記実施例３と同様であるが、前記図１２のロック
アップ領域線図における変数の一方である駆動力Ｆに、図７のロックアップ領域線図にお
ける変数の一方であるスロットル弁開度θＴＨを変換した駆動力Ｆを用いることが考えら
れる。つまり、図７のロックアップ領域線図を基にして車速ＮＯＵＴおよび駆動力Ｆを変
数とするように変換したロックアップ領域線図からロックアップクラッチ１５の切換判断
を行う。
【０１０３】
　図１３は、例えば図７のロックアップ領域線図を基にして変換することにより、車速Ｎ

ＯＵＴおよび駆動力Ｆを変数とする二次元座標において示されたロックアップ領域線図の
一例である。実線ＡＯＮで示すロックアップオン線および破線ＡＯＦＦで示すロックアッ
プオフ線は、共にロックアップオン時のトルク比ｔ（＝１）に基づいて換算されたロック
アップオンにおけるトルク比ｔに基づく（すなわちロックアップオンにおけるトルク比ｔ
に対応する）一対の切換線Ａを示している。また、一点鎖線ＢＯＮで示すロックアップオ
ン線および二点差線ＢＯＦＦで示すロックアップオフ線はロックアップオフ時のトルク比
ｔに基づいて換算されたロックアップオフにおけるトルク比ｔに基づく（すなわちロック
アップオフにおけるトルク比ｔに対応する）一対の切換線Ｂとを示している。なお、目標
スロットル弁開度θＴＨ

＊（目標エンジントルクＴＥ
＊）から目標駆動力Ｆ＊への変換は

、前記式（１）の逆変換により行われる。
【０１０４】
　しかしながら、図１３のロックアップ領域線図を用いることにより、前記図２２を用い
て前述したように、所定の車速ＮＯＵＴと所定の目標駆動力Ｆ＊とで表される車両状態に
おいて、目標駆動力Ｆ＊やトルク比によっては、ロックアップオフ時にはロックアップオ
フにおける切換線Ｂが適用されてロックアップオン線ＢＯＮを跨いでロックアップオン判
断が行われ、ロックアップオン時にはロックアップオンにおける切換線Ａが適用されてロ
ックアップオフ線ＡＯＦＦを跨いでロックアップオフ判断が行われて、切換制御ハンチン
グが生じる可能性がある。
【０１０５】
　そこで、本実施例では、実施例３で示した図１０の機能ブロック線図および図１１のブ
ロック線図において、図１３のロックアップ領域線図を用いた場合には、前記実施例１と
同様にトルク比ｔを固定して目標スロットル弁開度θＴＨ

＊を目標駆動力Ｆ＊に変換する
ことにより、図７のロックアップ領域線図を基に図１３のロックアップ領域線図に変換す
る。これにより、切換線が１つに固定されるので、ロックアップクラッチ１５の切換制御
ハンチングが防止される。但し、このようにトルク比ｔを固定した場合には、実質的に前
記実施例３と同じ結果となる。
【０１０６】
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　上述のように、本実施例によれば、車速ＮＯＵＴおよび目標スロットル弁開度θＴＨ
＊

を変数とする二次元座標において予め記憶されたロックアップ領域線図を基に車速ＮＯＵ

Ｔおよび駆動力Ｆを変数とする二次元座標において予め記憶されたロックアップ領域線図
へ変換するに際してトルク比ｔが固定されるので、ロックアップクラッチ１５の作動状態
等の変動の影響を受けることなく変換された車速ＮＯＵＴおよび駆動力Ｆを変数とするロ
ックアップ領域線図から実際の車速ＮＯＵＴおよび目標駆動力Ｆ＊に基づいてロックアッ
プクラッチ制御手段１１６によりロックアップクラッチ１５の作動状態の切換えが判断さ
れてロックアップクラッチ１５の切換制御ハンチングの発生が防止される。
【実施例５】
【０１０７】
　本実施例では、切換制御ハンチングを防止するための前述の実施例１から４とは別の制
御作動を説明する。
【０１０８】
　本実施例においては、図１１のブロック線図において、実施例４と同様に前記図１３の
ロックアップ領域線図を用いた場合には、前記実施例２と同様の制御作動を実行してロッ
クアップクラッチ１５の切換制御ハンチングを防止する。
【０１０９】
　つまり、ロックアップオンにおける切換線ＡでＯＮ→ＯＦＦ判定をしてロックアップオ
フした場合には、次の判定において現時点でロックアップオンでなくてもロックアップオ
ンにおける切換線ＡでＯＦＦ→ＯＮ判定をする。このとき、ロックアップオフにおける切
換線Ｂのロックアップオフ線ＢＯＦＦを越えたらハンチング領域から脱したと判断して、
ロックアップオフにおける切換線ＢでＯＦＦ→ＯＮ判定をする。
【０１１０】
　一方で、ロックアップオフにおける切換線ＢでＯＦＦ→ＯＮ判定をしてロックアップオ
ンした場合には、次の判定において現時点でロックアップオフでなくてもロックアップオ
フにおける切換線ＢでＯＮ→ＯＦＦ判定をする。このとき、ロックアップオンにおける切
換線Ａのロックアップオン線ＡＯＮを越えたらハンチング領域から脱したと判断して、ロ
ックアップオンにおける切換線ＡでＯＮ→ＯＦＦ判定をする。
【０１１１】
　電子制御装置８０は、ロックアップオフ時のトルク比ｔとして前記実施例２と同様にト
ルクコンバータの静的バランスポイントを用いて計算する。なお、図１３の切換線Ａおよ
び切換線Ｂは、電子制御装置８０により車速ＮＯＵＴおよび駆動力Ｆを変数とする二次元
座標においてトルク比ｔをパラメータとするマップ（関係）として予め記憶されていても
良いし、切換えを実行すべき判定値として目標スロットル弁開度θＴＨ

＊を目標駆動力Ｆ
＊にリアルタイムで随時変換されても良い。
【０１１２】
　図１４は、電子制御装置８０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っ
て、前記図１０に相当する図である。この図１４においては、前記ロックアップクラッチ
１１６によるロックアップクラッチ１５の作動状態の切換えにおける切換制御ハンチング
を防止する手段等が前述の実施例と主に相違する。
【０１１３】
　前記ロックアップクラッチ制御手段１１６は、図１１のブロックＢ１２’に対応するも
のであって、専ら加速走行時には、例えば図１３に示すようなロックアップ領域線図にお
けるロックアップオンにおける切換線Ａから実際の車速ＮＯＵＴおよび前記目標駆動力調
停手段１０６により設定された目標駆動力Ｆ＊に基づいてロックアップクラッチ１５の作
動状態の切換えを判定する第１判定手段１１８と、そのロックアップ領域線図におけるロ
ックアップオフにおける切換線Ｂから実際の車速ＮＯＵＴおよび目標駆動力調停手段１０
６により設定された目標駆動力Ｆ＊に基づいてロックアップクラッチ１５の作動状態の切
換えを判定する第２判定手段１２０とを備え、第１判定手段１１８と前記第２判定手段１
２０とによりいずれか判定された作動状態の切換えとなるようにロックアップクラッチ１
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５を切り換えるためのロックアップ切換指令信号を油圧制御回路２２へ出力する。
【０１１４】
　さらに、ロックアップクラッチ制御手段１１６は、前記第１判定手段１１８と前記第２
判定手段１２０とのうちの一方の判定手段によりロックアップクラッチ１５の作動状態の
切換えが判定されたときに、その一方の判定手段により判定された作動状態の切換えと同
一の作動状態の切換えが他方の判定手段によって判定される場合に、ロックアップクラッ
チ１５の作動状態の切換え判定をその他方の判定手段による判定に変更する切換判定変更
手段１２２を備え、第１判定手段１１８と第２判定手段１２０とのうちの一方の判定手段
により判定されたロックアップクラッチ１５の作動状態の切換えとなるようにロックアッ
プクラッチ１５を切り換えたときに、切換判定変更手段１２２によりロックアップクラッ
チ１５の作動状態の切換え判定が他方の判定手段による判定に変更された場合に、他方の
判定手段により判定された作動状態の切換えとなるようにロックアップクラッチ１５を切
り換えるためのロックアップ切換指令信号を油圧制御回路２２へ出力する。
【０１１５】
　言い換えれば、ロックアップクラッチ制御手段１１６は、第１判定手段１１８と第２判
定手段１２０とのうちの一方の判定手段により判定されたロックアップクラッチ１５の作
動状態の切換えとなるようにロックアップクラッチ１５を切り換えたときには、切換判定
変更手段１２２によりロックアップクラッチ１５の作動状態の切換えが他方の判定手段に
よる判定に変更されるまでは、一方の判定手段により判定された作動状態の切換えとなる
ようにロックアップクラッチ１５を切り換えるためのロックアップ切換指令信号を油圧制
御回路２２へ出力する。
【０１１６】
　図１５は、図１３のロックアップ領域線図を用いた場合に切換制御ハンチングを防止す
るための制御作動の流れをロックアップクラッチ１５の作動状態の移り変わりで示した状
態遷移図である。以下に、前記ロックアップクラッチ制御手段１１６の具体的な作動を、
この図１５を用いて説明する。
【０１１７】
　図１５において、［状態１］は、ロックアップクラッチ制御手段１１６によりロックア
ップオフに切り換えられていると共に、ハンチング領域ＯＦＦすなわちハンチング領域を
脱している状態である。この［状態１］では、第２判定手段１２０によりロックアップオ
フにおける切換線Ｂから実際の車速ＮＯＵＴおよび目標駆動力Ｆ＊に基づいてロックアッ
プクラッチ１５のＯＦＦ→ＯＮが判定される。
【０１１８】
　［状態１］において、第２判定手段１２０によりＯＦＦ→ＯＮが判定されると、ロック
アップクラッチ制御手段１１６によりロックアップオンに切り換えられて［状態２］に遷
移する。
【０１１９】
　［状態２］では、第１判定手段１１８によりロックアップオンにおける切換線Ａから実
際の車速ＮＯＵＴおよび目標駆動力Ｆ＊に基づいてロックアップクラッチ１５のＯＮ→Ｏ
ＦＦが判定されると切換制御ハンチングが発生する可能性があるので、すなわちハンチン
グ領域ＯＮすなわちハンチング領域を脱していない状態であるので、第２判定手段１２０
により判定された作動状態の切換えと同一のＯＦＦ→ＯＮ判定が第１判定手段１１８によ
って判定されて切換判定変更手段１２２によりロックアップクラッチ１５の作動状態の切
換え判定が第１判定手段１１８による判定に変更されるまでは、第２判定手段１２０によ
りＯＮ→ＯＦＦが判定される。
【０１２０】
　［状態２］において、第２判定手段１２０によりＯＮ→ＯＦＦが判定されるとロックア
ップクラッチ制御手段１１６によりロックアップオフに切り換えられて［状態１］に遷移
するが、第１判定手段１１８によってＯＦＦ→ＯＮが判定されると切換判定変更手段１２
２によりロックアップクラッチ１５の作動状態の切換え判定が第１判定手段１１８による
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判定に変更されて［状態３］に遷移する。
【０１２１】
　［状態３］は、ロックアップクラッチ制御手段１１６によりロックアップオンに切り換
えられていると共に、ハンチング領域ＯＦＦである。この［状態３］では、第１判定手段
１１８によりＯＮ→ＯＦＦが判定される。
【０１２２】
　［状態３］において、第１判定手段１１８によりＯＮ→ＯＦＦが判定されると、ロック
アップクラッチ制御手段１１６によりロックアップオフに切り換えられて［状態４］に遷
移する。
【０１２３】
　［状態４］では、第２判定手段１１８によりＯＦＦ→ＯＮが判定されると切換制御ハン
チングが発生する可能性があるので、すなわちハンチング領域ＯＮであるので、第１判定
手段１１８により判定された作動状態の切換えと同一のＯＮ→ＯＦＦ判定が第２判定手段
１２０によって判定されて切換判定変更手段１２２によりロックアップクラッチ１５の作
動状態の切換え判定が第２判定手段１２０による判定に変更されるまでは、第１判定手段
１１８によりＯＦＦ→ＯＮが判定される。
【０１２４】
　［状態４］において、第１判定手段１１８によりＯＦＦ→ＯＮが判定されるとロックア
ップクラッチ制御手段１１６によりロックアップオンに切り換えられて［状態３］に遷移
するが、第２判定手段１２０によってＯＮ→ＯＦＦが判定されると切換判定変更手段１２
２によりロックアップクラッチ１５の作動状態の切換え判定が第２判定手段１２０による
判定に変更されて［状態４］に遷移する。
【０１２５】
　上述のように、本実施例によれば、ロックアップオンにおける切換線Ａを用いてロック
アップクラッチ１５の作動状態の切換えを判定する第１判定手段１１８と、ロックアップ
オフにおける切換線Ｂを用いてロックアップクラッチ１５の作動状態の切換えを判定する
第２判定手段１２０とのうちの一方の判定手段によりロックアップクラッチ１５の作動状
態の切換えが判定されたときに、一方の判定手段により判定された作動状態の切換えと同
一の作動状態の切換えが他方の判定手段によって判定される場合に、切換判定変更手段１
２２によりロックアップクラッチ１５の作動状態の切換え判定が他方の判定手段による判
定に変更されるので、一方の判定手段により判定された作動状態となるようにロックアッ
プクラッチ１５が切り換えられた後に、他方の判定手段により直ちにその作動状態の切換
えと反対の切換えが判定されず、その反対の作動状態となるようにロックアップクラッチ
１５が切り換えられることが回避される。よって、ロックアップクラッチ１５の切換制御
ハンチングの発生が防止される。
【０１２６】
　すなわち、一方の判定手段によりロックアップクラッチ１５の作動状態の切換えが判定
されたときには、一方の判定手段により判定された作動状態の切換えと同一の作動状態の
切換えが他方の判定手段により判定されるまでは他方の判定手段によりその作動状態の切
換えと反対の切換えが判定されないので、その反対の作動状態となるようにロックアップ
クラッチ１５が切り換えられることが回避されて、ロックアップクラッチ１５の切換制御
ハンチングの発生が防止される。
【０１２７】
　また、本実施例によれば、ロックアップ領域線図は、目標スロットル弁開度θＴＨ

＊と
車速ＮＯＵＴとで表される車両状態に基づいて設定されているので、スロットル弁開度θ

ＴＨを駆動力Ｆへ変換することによりロックアップクラッチ１５の作動状態の切換えが目
標駆動力Ｆ＊で制御される。
【０１２８】
　また、本実施例によれば、ロックアップ領域線図において、切換線はロックアップオン
線とロックアップオフ線とを有し、ロックアップオン線とロックアップオフ線との間でヒ
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ステリシスを有しているので、ロックアップクラッチ１５の切換制御ハンチングの発生が
一層防止される。
【実施例６】
【０１２９】
　本実施例では、切換制御ハンチングを防止するための前述の実施例４或いは５において
、一層切換制御ハンチングを防止するための制御作動を説明する。
【０１３０】
　前記実施例４および前記実施例５において、図１３に示すようなロックアップ領域線図
は、車速ＮＯＵＴおよびスロットル弁開度θＴＨを変数とする二次元座標上の切換線を基
に、そのスロットル弁開度θＴＨを駆動力Ｆへ変換して車速ＮＯＵＴおよび駆動力Ｆを変
数とする二次元座標上の切換線に変換したものである。そのため、図１６に示すエンジン
特性のように、スロットル弁開度θＴＨに対してエンジントルクＴＥの飽和領域がある場
合には、その飽和領域ではスロットル弁開度θＴＨから変換された駆動力Ｆの差が飽和領
域以外と比較して少なくなってしまう。そうすると、図１７に示すようにロックアップ領
域線図における実線のロックアップオン線と破線のロックアップオフ線との間に設けられ
ているヒステリシスが上記飽和領域では小さくなってしまう。
【０１３１】
　そこで、本実施例では、ロックアップクラッチ１５のロックアップオン判断とロックア
ップオフ判断との間で切換制御ハンチングが発生することが防止されるように、例えば一
点鎖線に示すようにロックアップオン線に上限ガードを設けロックアップオフ線から所定
値低駆動力側へ離してヒステリシスを確保する。
【０１３２】
　上述のように、本実施例によれば、車速ＮＯＵＴおよびスロットル弁開度θＴＨを変数
とするロックアップ領域線図における切換線を基に、車速ＮＯＵＴおよび駆動力Ｆを変数
とする二次元座標上の切換線に変換する場合には、ロックアップオン線に上限ガードを設
けてヒステリシスが確保されるので、ロックアップクラッチ１５の切換制御ハンチングの
発生が一層防止される。
【実施例７】
【０１３３】
　前述の実施例１から６では、前記ドライバ目標駆動力設定手段１００や前記車両姿勢安
定制御手段１０２や前記運転支援系制御手段１０４等の複数の制御系から車両駆動力Ｆと
いう統一した単位に変換された各指令値が前記目標駆動力調停手段１０６により調停され
て目標駆動力Ｆ＊が設定され、その目標駆動力Ｆ＊やそれを基に変換された目標スロット
ル弁開度θＴＨ

＊の何れかに基づいてロックアップクラッチの作動状態の切換えを行った
ときの切換制御ハンチングを防止する制御作動を説明した。つまり、前述の実施例は、目
標駆動力調停手段１０６により複数の制御系から出力された何れの指令値が選択された場
合でも、共通の目標駆動力Ｆ＊やそれを基に変換された目標スロットル弁開度θＴＨ

＊を
用いてロックアップクラッチの作動状態の切換えを行ったときの切換制御ハンチングを防
止するものであった。
【０１３４】
　本実施例では、複数の制御系から駆動力Ｆという統一した単位に変換された各指令値が
目標駆動力調停手段１０６により調停されて目標駆動力Ｆ＊が設定され、その目標駆動力
Ｆ＊が得られるようにエンジン出力制御等が実行される駆動力要求型制御という基本的な
構成は前述の実施例と同じであるが、目標駆動力調停手段１０６により複数の制御系から
出力された何れの指令値が選択されたかによってロックアップクラッチの作動状態の切換
えに目標駆動力Ｆ＊や目標スロットル弁開度θＴＨ

＊等の何れの変数を用いるかを変更し
、切換制御ハンチングを防止するものである。
【０１３５】
　図１８は、電子制御装置８０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っ
て、前記図２等に相当する図である。この図１８においては、前記ドライバ目標駆動力設
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定手段１００によるドライバ目標駆動力ＦＤＩＭＤの設定、前記ロックアップクラッチ制
御手段１１６によるロックアップクラッチ１５の作動状態の切換えにおける切換制御ハン
チングを防止する手段等が前述の実施例と主に相違する。
【０１３６】
　また、図１９は、電子制御装置８０による目標駆動力Ｆ＊の設定、エンジン１２の出力
制御のための目標スロットル弁開度θＴＨ

＊の算出、エンジン１２の出力制御、自動変速
機１６の変速判断、ロックアップクラッチ１５の作動状態の切換判断等の流れの概略を示
すブロック線図であって、前記図３や図１１に相当する図である。この図１９においては
、前記ブロックＢ１、Ｂ９、Ｂ１２等が前述の実施例と主に相違する。
【０１３７】
　図１８および図１９における前述の実施例との相違点を以下に主に説明し、相違点以外
については説明を省略する。
【０１３８】
　図１８において、ドライバ目標駆動力設定手段１００は、図１９のブロックＢ１’に対
応するものであって、例えば図２０に示すようなアクセル開度Ａccをパラメータとしてタ
ービン回転速度ＮＴとドライバ目標エンジントルクＴＥＤ

＊との予め実験的に求めて記憶
された関係（マップ、エンジンマップ）から実際のタービン回転速度ＮＴとアクセル開度
Ａccとに基づいてドライバ目標エンジントルクＴＥＤ

＊を設定する（図１９のブロックＢ
１Ａに対応）。さらに、ドライバ目標駆動力設定手段１００は、ドライバ目標エンジント
ルクＴＥＤ

＊、自動変速機１６の現在の変速段における変速比γ、差動歯車装置７０等の
減速比ｉ、駆動輪７４のタイヤ有効半径ｒＷ、動力伝達効率η、およびトルクコンバータ
１４のトルク比ｔから次式（２）に従ってドライバ目標駆動力ＦＤＩＭＤを算出する（図
１９のブロックＢ１Ｂに対応）。
　ＦＤＩＭＤ＝ＴＥＤ

＊×γ×ｉ×η×ｔ／ｒＷ　・・・（２）
【０１３９】
　目標スロットル弁開度算出手段１１０は、前述の実施例に加え、図１９のブロックＢ９
’に対応するものであって、前記ドライバ目標駆動力設定手段１００により算出されたド
ライバ目標エンジントルクＴＥＤ

＊が得られるドライバ目標スロットル弁開度θＴＨＤ
＊

を算出する。例えば、目標スロットル弁開度算出手段１１０は、図５に示すようなスロッ
トル弁開度θＴＨをパラメータとしてエンジン回転速度ＮＥとエンジントルク推定値ＴＥ

０との予め実験的に求めて記憶されたエンジントルク特性図（関係、マップ）から実際の
エンジン回転速度ＮＥに基づいてドライバ目標エンジントルクＴＥＤ

＊が得られるエンジ
ントルク推定値ＴＥ０となるようにドライバ目標スロットル弁開度θＴＨＤ

＊を算出する
。
【０１４０】
　前記ロックアップクラッチ制御手段１１６は、図１９のブロックＢ１２－２に対応する
ものであって、前記目標駆動力調停手段１０６により姿勢安定目標駆動力ＦＤＩＭＶ或い
は運転支援目標駆動力ＦＤＩＭＳ（すなわち前記ドライバ目標駆動力設定手段１００によ
り運転支援目標駆動力ＦＤＩＭＳが選択されて設定されたドライバモデル目標駆動力ＦＤ

ＩＭＤＭ）が目標駆動力Ｆ＊に設定された場合には、例えば図１２に示すロックアップ領
域線図から実際の車速ＮＯＵＴおよびその目標駆動力Ｆ＊に基づいてロックアップクラッ
チ１５の作動状態を切り換える。一方で、目標駆動力調停手段１０６によりドライバ目標
駆動力ＦＤＩＭＤ（すなわち前記ドライバ目標駆動力設定手段１００によりドライバ目標
駆動力ＦＤＩＭＤが選択されて設定されたドライバモデル目標駆動力ＦＤＩＭＤＭ）が目
標駆動力Ｆ＊に設定された場合には、例えば図７に示すロックアップ領域線図から実際の
車速ＮＯＵＴおよび前記目標スロットル弁開度算出手段１１０により算出されたドライバ
目標スロットル弁開度θＴＨＤ

＊に基づいてロックアップクラッチ１５の作動状態を切り
換える。
【０１４１】
　より具体的には、ロックアップクラッチ制御手段１１６は、例えば図１２に示すロック
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アップ領域線図から実際の車速ＮＯＵＴおよび目標駆動力Ｆ＊に基づいてロックアップク
ラッチ１５の作動状態の切換えを定める第１の規則（すなわち切換条件）に基づいてロッ
クアップクラッチ１５の作動状態の切換えを判定する第１判定手段１１８（図１９のブロ
ックＢ１２Ａに対応）と、例えば図７に示すロックアップ領域線図から実際の車速ＮＯＵ

Ｔおよびドライバ目標スロットル弁開度θＴＨＤ
＊に基づいてロックアップクラッチ１５

の作動状態の切換えを定める第２の規則（切換条件）に基づいてロックアップクラッチ１
５の作動状態の切換えを判定する第２判定手段１２０（図１９のブロックＢ１２Ｂに対応
）と、目標駆動力ＦＤＩＭを基にして制御する制御系からの指令値である姿勢安定目標駆
動力ＦＤＩＭＶ或いは運転支援目標駆動力ＦＤＩＭＳが目標駆動力調停手段１０６による
調停により目標駆動力Ｆ＊に設定（選択）された場合にはロックアップクラッチ１５の作
動状態の切換え判定を第１判定手段１１８による第１の規則に基づく判定に変更する一方
で、ドライバ目標エンジントルクＴＥＤ

＊（ドライバ目標スロットル弁開度θＴＨＤ
＊）

を基にして制御する制御系からの指令値であるドライバ目標駆動力ＦＤＩＭＤが目標駆動
力調停手段１０６による調停により目標駆動力Ｆ＊に設定（選択）された場合にはロック
アップクラッチ１５の作動状態の切換え判定を第２判定手段１２０による第２の規則に基
づく判定に変更する規則変更手段１２４とを備え、規則変更手段１２４により変更された
規則に基づいて第１判定手段１１８と第２判定手段１２０とによりいずれか判定された作
動状態の切換えとなるようにロックアップクラッチ１５を切り換えるためのロックアップ
切換指令信号を油圧制御回路２２へ出力する。
【０１４２】
　このように、目標駆動力調停手段１０６による調停判断に基づいてロックアップ領域線
図および切換判断の基になる目標駆動力Ｆ＊とドライバ目標スロットル弁開度θＴＨＤ

＊

とを変更することにより、目標駆動力Ｆ＊と目標スロットル弁開度θＴＨ
＊との相互間の

変換の問題が回避されて切換制御ハンチングが防止される。また、ドライバ目標駆動力Ｆ

ＤＩＭＤが目標駆動力Ｆ＊に設定された場合にはドライバ目標スロットル弁開度θＴＨＤ
＊に基づいてロックアップクラッチ１５の作動状態が切り換えられるので、ドライバのエ
ンジン出力に対する要求（意思）が適切に御反映されるし、エンジン１２側の状態がその
切換判断に適切に反映される。
【０１４３】
　また、第１の規則と第２の規則とをより関連させて第１の規則に基づく判定結果と第２
の規則に基づく判定結果との整合性を高めるために、例えば第１の規則に用いる図１２に
示すようなロックアップ領域線図は、第２の規則に用いる図７に示すようなロックアップ
領域線図におけるスロットル弁開度θＴＨを例えば固定したトルク比ｔを用いて駆動力Ｆ
に変換して定める。
【０１４４】
　上述のように、本実施例によれば、規則変更手段１２４により、目標駆動力ＦＤＩＭを
基にして制御する制御系からの指令値が目標駆動力調停手段１０６による調停により選択
された場合にはロックアップクラッチ１５の作動状態の切換え判定が第１判定手段１１８
による例えば図１２に示すロックアップ領域線図から実際の車速ＮＯＵＴおよび目標駆動
力Ｆ＊に基づいてロックアップクラッチ１５の作動状態の切換えを定める第１の規則に基
づく判定に変更される一方で、ドライバ目標エンジントルクＴＥＤ

＊（ドライバ目標スロ
ットル弁開度θＴＨＤ

＊）を基にして制御する制御系からの指令値が目標駆動力調停手段
１０６による調停により選択された場合にはロックアップクラッチ１５の作動状態の切換
え判定が第２判定手段１２０による例えば図７に示すロックアップ領域線図から実際の車
速ＮＯＵＴおよびドライバ目標スロットル弁開度θＴＨＤ

＊に基づいてロックアップクラ
ッチ１５の作動状態の切換えを定める第２の規則に基づく判定に変更されるので、ロック
アップクラッチ１５の作動状態の切換判断の基になる目標駆動力Ｆ＊と目標スロットル弁
開度θＴＨ

＊との間の変換にロックアップクラッチ１５の作動状態の切換えに伴って変化
するトルクコンバータ１４のトルク比ｔが介在するという問題が回避されて、ロックアッ
プクラッチ１５の切換制御ハンチングの発生が防止される。
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【０１４５】
　また、本実施例によれば、前記第１の規則は、前記第２の規則における目標スロットル
弁開度θＴＨ

＊を目標駆動力Ｆ＊に変換して定められるので、第１の規則に基づく判定結
果と第２の規則に基づく判定結果との整合性が確保される。
【０１４６】
　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、本発明はその他の態様にお
いても適用される。
【０１４７】
　例えば、前述の実施例では、ロックアップクラッチ制御手段１１６は、ロックアップオ
ンとロックアップオフとの間のロックアップクラッチ１５の作動状態の切換え時における
切換制御ハンチングを防止するものであったが、この切換制御ハンチングを防止する本発
明の制御作動は、図７や図１２等に示すロックアップ領域線図において各切換線に隣接し
てスリップ領域を有するように切換線（境界線）が設けられている場合には、ロックアッ
プオンとスリップ状態との間或いはロックアップオフとスリップ状態との間等のロックア
ップクラッチ１５の作動状態の切換えにも適用され得る。このスリップ状態に制御する場
合としては、例えば加速時のスリップ制御（所謂加速フレックス制御）や発進時のスリッ
プ制御（所謂フレックススタート制御）等が想定される。
【０１４８】
　また、前述の実施例では、車両姿勢安定制御としてＶＳＣシステムを例示しそのＶＳＣ
システム作動時に本発明が適用されたが、そのＶＳＣシステムの他に車両の姿勢を安定化
させる制御作動時であれば、本発明は適用され得る。例えば、滑りやすい路面などでの発
進・加速時にスロットルを開けすぎて過大なトルクにより駆動輪７４がスリップして発進
加速性や操縦性が低下するような場合に、駆動力Ｆや制動力を制御して駆動輪７４のスリ
ップを抑え、路面状況に応じた駆動力Ｆを確保し、車両の発進加速性能・直進性および旋
回安定性を確保するＴＲＣ（Traction Control System）と称されるシステムの制御作動
時であっても本発明は適用され得る。
【０１４９】
　また、前述の実施例では、出力操作部材としてアクセルペダル４４を例示したが、駆動
力関連値に対する運転者の要求が反映される操作部材であれば良い。例えば、手動操作さ
れるレバースイッチやロータリースイッチなどであっても良い。或いは、操作部材を備え
ず、音声入力により駆動力関連値に対する運転者の要求が反映されてもよい。
【０１５０】
　なお、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。
【図面の簡単な説明】
【０１５１】
【図１】本発明が適用された動力伝達装置の概略構成を説明する図であると共に、その動
力伝達装置などを制御するために車両に設けられた制御系統の要部を説明するブロック線
図である。
【図２】図１の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３】図１の電子制御装置による目標駆動力の設定、エンジンの出力制御のための目標
スロットル弁開度の算出、エンジンの出力制御、自動変速機の変速判断、ロックアップク
ラッチの作動状態の切換判断等の流れの概略を示すブロック線図である。
【図４】目標駆動力をアクセル開度と車速とに基づいて設定するための、アクセル開度を
パラメータとして車速とドライバ目標駆動力との予め実験的に求めて記憶された関係（マ
ップ）の一例である。
【図５】目標エンジントルクが得られるようなエンジントルク推定値となる目標スロット
ル弁開度をエンジン回転速度に基づいて算出するための、スロットル弁開度をパラメータ
としてエンジン回転速度とエンジントルク推定値との予め実験的に求めて記憶されたエン
ジントルク特性図（関係、マップ）の一例である。
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【図６】図１の電子制御装置によって行われる自動変速機の変速制御で用いられる、車速
を示す軸とスロットル弁開度を示す軸とで構成される二次元座標において予め記憶された
変速線図（変速マップ、関係）の一例を示す図である。
【図７】図１の電子制御装置によって行われるロックアップクラッチの切換制御で用いら
れる、車速およびスロットル弁開度を変数とする二次元座標においてロックアップオフ領
域とロックアップオン領域を有する予め記憶された関係（マップ、ロックアップ領域線図
）の一例を示す図である。
【図８】図１の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って、図
２に相当する別の実施例である。
【図９】切換制御ハンチングを防止するための制御作動の流れをロックアップクラッチの
作動状態の移り変わりで示した状態遷移図である。
【図１０】図１の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って、
図２に相当する別の実施例である。
【図１１】図１の電子制御装置による目標駆動力の設定、エンジンの出力制御のための目
標スロットル弁開度の算出、エンジンの出力制御、自動変速機の変速判断、ロックアップ
クラッチの作動状態の切換判断等の流れの概略を示すブロック線図であって、図３に相当
する別の実施例である。
【図１２】図１の電子制御装置によって行われるロックアップクラッチの切換制御で用い
られる、車速および駆動力を変数とする二次元座標においてロックアップオフ領域とロッ
クアップオン領域を有する予め記憶された関係（マップ、ロックアップ領域線図）の一例
を示す図であって、図７に相当する図である。
【図１３】図７のロックアップ領域線図を基にして変換したロックアップ領域線図であっ
て、車速および駆動力を変数とする二次元座標において、実線で示すロックアップオン線
および破線で示すロックアップオフ線はロックアップオン時のトルク比で換算されたロッ
クアップオンにおける切換線と、一点鎖線で示すロックアップオン線および二点差線で示
すロックアップオフ線はロックアップオフ時のトルク比で換算されたロックアップオフに
おける切換線とを例示した切換線図である。
【図１４】図１の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って、
図１０に相当する別の実施例である。
【図１５】図１３のロックアップ領域線図を用いた場合に切換制御ハンチングを防止する
ための制御作動の流れをロックアップクラッチの作動状態の移り変わりで示した状態遷移
図である。
【図１６】スロットル弁開度に対してエンジントルクの飽和領域がある場合のエンジン特
性図の一例である。
【図１７】エンジン特性において飽和領域があることでロックアップ領域線図におけるロ
ックアップオン線とロックアップオフ線との間のヒステリシスが小さくなってしまうこと
を、ロックアップオン線に上限ガードを設けロックアップオフ線から所定値低駆動力側へ
離してヒステリシスを確保するようにした一例を示すロックアップ領域線図である。
【図１８】図１の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って、
図２に相当する別の実施例である。
【図１９】図１の電子制御装置による目標駆動力の設定、エンジンの出力制御のための目
標スロットル弁開度の算出、エンジンの出力制御、自動変速機の変速判断、ロックアップ
クラッチの作動状態の切換判断等の流れの概略を示すブロック線図であって、図３や図１
１に相当する別の実施例である。
【図２０】ドライバ目標エンジントルクをアクセル開度とタービン回転速度とに基づいて
設定するための、アクセル開度をパラメータとしてタービン回転速度とドライバ目標エン
ジントルクとの予め実験的に求めて記憶された関係（マップ、エンジンマップ）の一例で
ある。
【図２１】車速を示す軸とエンジントルクに対応するスロットル開度を示す軸とで構成さ
れる二次元座標において、実線で示すロックアップオン線と破線で示すロックアップオフ
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である。
【図２２】車速を示す軸と駆動力を示す軸とで構成される二次元座標において、実線で示
すロックアップオン線および破線で示すロックアップオフ線はロックアップオン時のトル
ク比で換算されたロックアップオン状態における切換線と、一点鎖線で示すロックアップ
オン線および二点差線で示すロックアップオフ線はロックアップオフ時のトルク比で換算
されたロックアップオフ状態における切換線とを例示した切換線図であって、切換制御ハ
ンチングが生じることを図２１とは別の見方で説明するための図である。
【符号の説明】
【０１５２】
１２：エンジン（動力源）
１４：トルクコンバータ（流体伝動装置）
１５：ロックアップクラッチ
７４：駆動輪
８０：電子制御装置（制御装置）
１００：ドライバ目標駆動力設定手段（制御系）
１０２：車両姿勢安定制御手段（制御系）
１０４：運転支援系制御手段（制御系）
１０６：目標駆動力調停手段（目標駆動力関連値設定手段）
１０８：目標エンジントルク算出手段（目標負荷関連値算出手段）
１１０：目標スロットル弁開度算出手段（目標負荷関連値算出手段）
１１８：第１判定手段
１２０：第２判定手段
１２２：切換判定変更手段
１２４：規則変更手段
【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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【図１０】 【図１１】



(31) JP 4367425 B2 2009.11.18

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】
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