
JP 5962778 B2 2016.8.3

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動力源からの回転を自動変速機による変速下に車輪へ伝達する伝動系に挿置された発進
クラッチの伝達トルク容量を制御するための装置において、
　前記発進クラッチの伝達トルク容量制御が必要な低回転域で、前記動力源の回転軌跡が
希望通りのものになるよう該発進クラッチを伝達トルク容量制御する発進クラッチ制御手
段を具え、
　この発進クラッチ制御手段は、該手段による前記伝達トルク容量制御中に前記自動変速
機の変速が生起されるとき、該変速がアップシフトである場合は前記回転軌跡の回転低下
方向への変化が発生するよう前記発進クラッチの伝達トルク容量を増大させ、ダウンシフ
トである場合は前記回転軌跡の回転上昇方向への変化が発生するよう前記発進クラッチの
伝達トルク容量を低下させるものであることを特徴とする、自動変速機の発進クラッチ制
御装置。
【請求項２】
　前記自動変速機が、変速段を複数グループに分けられて、各変速段グループごとに前記
発進クラッチを有し、これら発進クラッチの締結・解放の掛け替えによる伝動系の切り替
えにより自動変速機の回転状態変化を生起させて前記変速を行うようにした自動マニュア
ルトランスミッションである、請求項１に記載された、自動変速機の発進クラッチ制御装
置において、
　前記発進クラッチ制御手段は、前記自動マニュアルトランスミッションの変速時に行う
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べき前記発進クラッチの伝達トルク容量変化を、前記発進クラッチの掛け替えによって生
起された自動マニュアルトランスミッションの回転状態変化中に遂行するものであること
を特徴とする、自動変速機の発進クラッチ制御装置。
【請求項３】
　前記自動変速機が、変速段を複数グループに分けられて、各変速段グループごとに前記
発進クラッチを有し、これら発進クラッチの締結・解放の掛け替えによる伝動系の切り替
えにより自動変速機の回転状態変化を生起させて前記変速を行うようにした自動マニュア
ルトランスミッションである、請求項１に記載された、自動変速機の発進クラッチ制御装
置において、
　前記発進クラッチ制御手段は、前記自動マニュアルトランスミッションの変速時に行う
べき前記発進クラッチの伝達トルク容量変化を、前記発進クラッチの掛け替え中であって
、該掛け替えによって自動マニュアルトランスミッションの回転状態変化が発生する前か
ら遂行するものであることを特徴とする、自動変速機の発進クラッチ制御装置。
【請求項４】
　請求項2または3に記載された、自動変速機の発進クラッチ制御装置において、
　前記発進クラッチ制御手段は、前記変速がダウンシフトであって、前記動力源の回転速
度が変速後回転速度よりも低い場合、前記発進クラッチの掛け替えよりも前に、前記発進
クラッチの伝達トルク容量低下による前記回転軌跡の回転上昇方向変化を生起させるもの
であることを特徴とする、自動変速機の発進クラッチ制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マニュアルトランスミッションを自動変速化した自動マニュアルトランスミ
ッションや遊星歯車式自動変速機のような有段式自動変速機に限られず、Ｖベルト式無段
変速機やトロイダル型無段変速機のような無段変速機をも含む自動変速機による変速下に
エンジン等の動力源からの回転を車輪へ伝達する伝動系に挿置した発進クラッチの伝達ト
ルク容量を制御するための装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　自動変速機は通常、上記の伝動系に挿置したトルクコンバータなどの流体伝動手段によ
り、動力源から車輪に向かう動力を低回転時はごく僅かなものにして、動力源が運転状態
のままでも車輪を停止状態に保ったり、微速回転可能にし得るようになすのが常套である
。
　しかし流体伝動手段は、入出力回転差（スリップ）による伝動効率の低下を避けられず
、燃費の悪化を伴う。
【０００３】
　そこで、流体伝動手段に代えて伝達トルク容量を制御可能な発進クラッチを上記の伝動
系に挿置したものが提案されている。
　かかる発進クラッチの伝達トルク容量制御技術としては従来、例えば特許文献1に記載
されているようなものがある。
【０００４】
　この文献に記載された発進クラッチの伝達トルク容量制御技術は、
　(a) 停車状態においては発進クラッチを、クリープトルクの伝達が可能となるよう伝達
トルク容量（締結力）制御し（クリープトルク制御）、また、
　(b) 停車状態からの発進時においては、つまり所定の低車速域（トルクコンバータが挿
置されている場合これを、入出力要素間が直結されないロックアップ解除状態にすべき低
車速域）で、発進クラッチを解放状態から完全締結状態になるまでの間、エンジン回転速
度の時系列変化であるエンジン回転軌跡が、例えば発進ショックおよび発進遅れの問題を
生じないような所望の回転軌跡となるよう伝達トルク容量（締結力）制御するというもの
である（エンジン回転軌跡制御）。
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【０００５】
　なお、(b)のエンジン回転軌跡制御に際し発進クラッチの伝達トルク容量指令値Tcは次
式により求める。
　Tc＝C×（Ne－Neoff）２　・・・(1)
　ただし、
　C：発進クラッチのトルク容量係数
　Ne：エンジン回転速度
　Neoff：エンジン回転補正量
　そして、伝達トルク容量が上記の指令値Tcとなるよう発進クラッチを締結力制御して、
エンジン回転軌跡を上記所望通りのものとなす。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－０３８０５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし上記した従来の提案技術では、エンジン回転軌跡制御の実行に際し、自動変速機
の変速を考慮せずに発進クラッチを、伝達トルク容量が上記(1)式で得られた指令値Tcと
なるよう締結力制御するだけであったため、以下のような問題を生ずる。
　つまり、上記のエンジン回転軌跡制御中に自動変速機の変速が発生した場合、自動変速
機では実際に変速が行なわれたにもかかわらず、上記のエンジン回転軌跡制御によってエ
ンジン回転軌跡が、変速に伴う変化を生ずることなく、あくまで前記所望の回転軌跡にさ
れる。
【０００８】
　ところで運転者は、自動変速機の変速をその入力側回転変化（エンジン回転変化）によ
り感じ取りながら運転しており、自動変速機の変速時にエンジン回転軌跡が変速に伴う変
化を生じないのでは、運転者が当該変速を全く感じないままでの運転を強いられ、違和感
を持つこととなる。
【０００９】
　この違和感は、運転者が自動変速機を手動変速モードにして手動操作による変速指令で
自動変速機を変速させる場合、特に顕著になる。
　その理由は、この手動変速が運転者の操作による意図的な変速であって、運転者が当該
変速に伴う自動変速機の入力側回転変化（エンジン回転変化）を予測しながら手動変速操
作を行っているためである。
【００１０】
　本発明は上述の実情に鑑み、上記の回転軌跡制御中でも自動変速機の変速が発生したら
、この変速に伴う変化が回転軌跡に発生するような発進クラッチの伝達トルク容量制御を
行い得るようにした装置を提案し、もって従来装置の前記した問題を解消することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　この目的のため、本発明による自動変速機の発進クラッチ制御装置は、これを以下のご
とくに構成する。
　先ず発進クラッチ制御装置の前提構成を説明するに、これは、動力源からの回転を自動
変速機による変速下に車輪へ伝達する伝動系に挿置された発進クラッチの伝達トルク容量
を制御するためのものである。
【００１２】
　本発明の発進クラッチ制御装置は、上記発進クラッチの伝達トルク容量制御が必要な低
回転域で、上記動力源の回転軌跡が希望通りのものになるよう該発進クラッチを伝達トル
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ク容量制御する発進クラッチ制御手段を具える。
　そしてこの発進クラッチ制御手段は、該手段による上記伝達トルク容量制御中に上記自
動変速機の変速が生起されるとき、該変速がアップシフトである場合は上記回転軌跡の回
転低下方向への変化が発生するよう上記発進クラッチの伝達トルク容量を増大させ、ダウ
ンシフトである場合は上記回転軌跡の回転上昇方向への変化が発生するよう上記発進クラ
ッチの伝達トルク容量を低下させるものである。
【発明の効果】
【００１３】
　かかる本発明による自動変速機の発進クラッチ制御装置にあっては、発進クラッチの伝
達トルク容量制御を介し上記回転軌跡制御が行われている間に自動変速機の変速が発生し
たら、該変速がアップシフトである場合は上記回転軌跡の回転低下方向への変化が発生す
るよう上記発進クラッチの伝達トルク容量を増大させ、ダウンシフトである場合は上記回
転軌跡の回転上昇方向への変化が発生するよう上記発進クラッチの伝達トルク容量を低下
させるため、変速に対応した方向へ上記回転軌跡を変化させることとなり、
　かかる回転軌跡の変化から当該変速を逐一感覚的に知ることができ、変速を全く感じな
いままになる違和感を回避することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施例になる発進クラッチ制御装置を具えたツインクラッチ式自動マ
ニュアルトランスミッションを、その変速制御システムとともに示す概略系統図である。
【図２】図1に示すツインクラッチ式自動マニュアルトランスミッションにおけるクラッ
チの締結と実現変速段との関係、および、変速段の切り替えに伴って発生するプリシフト
の種類を示す論理図で、　(a)は、アップシフト時の論理図、　(b)は、ダウンシフト時の
論理図である。
【図３】図1に示す自動MTコントローラが実行するツインクラッチ式自動マニュアルトラ
ンスミッションの変速制御および発進クラッチ制御に係わる内容を示す制御プログラムの
フローチャートである。
【図４】図3に示す制御プログラムによるアップシフト時制御の第1例を示す動作タイムチ
ャートである。
【図５】エンジン回転速度に対する、特定スロットル開度TVO1でのエンジントルク変化特
性と、第1クラッチおよび第2クラッチを介した1速発進時および2速発進時の伝達トルク容
量変化特性とを併記した特性線図である。
【図６】図3に示す制御プログラムによるアップシフト時制御の第2例を示す動作タイムチ
ャートである。
【図７】図3に示す制御プログラムによるアップシフト時制御の第3例を示す動作タイムチ
ャートである。
【図８】図3に示す制御プログラムによるダウンシフト時制御の第1例を示す動作タイムチ
ャートである。
【図９】図3に示す制御プログラムによるダウンシフト時制御の第2例を示す動作タイムチ
ャートである。
【図１０】図3に示す制御プログラムによるダウンシフト時制御の第3例を示す動作タイム
チャートである。
【図１１】図3に示す制御プログラムによるダウンシフト時制御の第4例を示す動作タイム
チャートである。
【図１２】図3に示す制御プログラムによるダウンシフト時制御の第5例を示す動作タイム
チャートである。
【符号の説明】
【００１５】
　E　エンジン（動力源）
　C1 第１クラッチ（発進クラッチ）
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　C2 第２クラッチ（発進クラッチ）
　G1 第１速歯車組
　G2 第２速歯車組
　G3 第３速歯車組
　G4 第４速歯車組
　G6 第６速歯車組
　GR 後退歯車組
　28 １－Ｒ同期噛合機構
　29 ３－５同期噛合機構
　37 ６－Ｎ同期噛合機構
　38 ２－４同期噛合機構
　41 ３－５シフトフォーク
　42 １－Ｒシフトフォーク
　43 ６－Ｎシフトフォーク
　44 ２－４シフトフォーク
　45 アクチュエータユニット
　46 クラッチ油圧モジュール
　48 第１シフトロッド
　49 ３－５シフトブラケット
　50 ３－５シフトアクチュエータ
　51 第２シフトロッド
　52 １－Ｒシフトアクチュエータ
　53 ６－Ｎシフトアクチュエータ
　54 ２－４シフトアクチュエータ
　59 アクチュエータ油圧モジュール
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、この発明の実施例を添付の図面に基づいて説明する。
【実施例１】
【００１７】
＜構成＞
　図１は、本発明の一実施例になる発進クラッチ制御装置を具えたツインクラッチ式自動
マニュアルトランスミッションを、その変速制御システムと共に示す概略系統図で、
　本実施例におけるツインクラッチ式自動マニュアルトランスミッションは、変速機ケー
ス１内に以下の変速ギヤトレーンを収納して構成する。
【００１８】
　変速機ケース１の前端（図1の左端）内部にトーショナルダンパ３を収納し、このトー
ショナルダンパ３は、エンジンE（動力源）の出力軸（クランクシャフト）2から入力され
たエンジン回転を、奇数変速段（第１速、第３速、第５速、後退）用の第1クラッチC1、
および偶数変速段（第２速、第４速、第６速）用の第2クラッチC2へ緩衝下に伝達するた
めのものである。
　これら奇数変速段用の第1クラッチC1および偶数変速段用の第2クラッチC2はそれぞれ、
本発明における発進クラッチの用をなし、伝達トルク容量（締結力）を自動制御可能な自
動湿式回転クラッチで構成する。
【００１９】
　変速機ケース１の前端内部には更に、ツインクラッチ式自動マニュアルトランスミッシ
ョンの変速制御に用いる作動油を吐出するオイルポンプ４を収納し、
　このオイルポンプ４も、トーショナルダンパ3を介してエンジンクランクシャフト2に結
合する。
　かくして、エンジンEの運転中はこれによりオイルポンプ4が常時駆動されて作動油を、
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後で詳述するごとく、第1クラッチC1および第2クラッチC2の締結・解放制御用および変速
制御用に吐出するものとする。
【００２０】
　また変速機ケース１内には、その前端から後端に亘って延在する奇数変速段（第１速、
第３速、第５速、後退）用の第1入力軸5と、前端から中程に亘って延在する偶数変速段（
第２速、第４速、第６速）用の第2入力軸6とを設ける。
　第2入力軸6は中空として、その中空孔内に第1入力軸5を挿嵌し、これら第１入力軸5お
よび第２入力軸6間にフロント側ニードルベアリング7およびリヤ側ニードルベアリング8
を介在させて、第１入力軸5および第2入力軸6を同心状態で相対回転可能とする。
【００２１】
　第１入力軸5および第2入力軸6の前端をそれぞれ、第１クラッチC1のドリブン側および
第2クラッチC2のドリブン側に結合し、
　第１クラッチC1のドライブ側および第2クラッチC2のドライブ側はそれぞれ、トーショ
ナルダンパ3を介してエンジンクランクシャフト2に結合する。
　これにより、第１クラッチC1はその締結時に、トーショナルダンパ3を経由したエンジ
ン回転を第１入力軸5へ入力し、第2クラッチC2はその締結時に、トーショナルダンパ3を
経由したエンジン回転を第2入力軸6へ入力することができる。
【００２２】
　第2入力軸6は、変速機ケース1の前壁1aに対しボールベアリング9により回転自在に支持
する。
　第１入力軸5は、第2入力軸6の後端から突出させ、突出した第１入力軸5の後端部5aを、
変速機ケース１の中間壁1bに貫通させると共に、中間壁1bに対しボールベアリング10によ
り回転自在に支持する。
【００２３】
　第１入力軸5の後端部5aに同軸に配して変速機出力軸11を設け、この変速機出力軸11を
、テーパーローラベアリング12およびアキシャルベアリング13により変速機ケース１の後
端壁1cに回転自在に支持すると共に、ニードルベアリング14を介して第１入力軸5の後端
部5aに対し回転自在に支持する。
　変速機出力軸11は、図示しなかったが、プロペラシャフトやディファレンシャルギヤ装
置を介して左右駆動車輪に結合し、これら車輪にツインクラッチ式自動マニュアルトラン
スミッションからの変速回転が伝達されて車両の走行に供されるようにする。
【００２４】
　第1入力軸5、第2入力軸6、および変速機出力軸11に対し平行に配置してカウンターシャ
フト15を設け、
　このカウンターシャフト15は、ローラベアリング16，17，18を介し、変速機ケース１の
前端壁1a、中間壁1b、および後端壁1cに回転自在に支持する。
【００２５】
　カウンターシャフト15の後端には、カウンターギヤ19を一体に設け、変速機出力軸11に
は出力歯車20を設ける。
　これらカウンターギヤ19と出力歯車20とを互いに噛合させて、カウンターシャフト15か
ら変速機出力軸11へ減速下に回転が伝達されるよう、これらカウンターシャフト15および
変速機出力軸11間を駆動結合する。
【００２６】
　第１入力軸5の後端部5aとカウンターシャフト15との間には、奇数変速段グループ（第
１速、第３速、後退）の歯車組、つまり、フロント側から順に、第１速歯車組G1、後退歯
車組GR、および第３速歯車組G3を配置する。
【００２７】
　第１速歯車組G1は、第１入力軸５の後端部5aに設けた第１速入力歯車21と、カウンター
シャフト15上に設けた第１速出力歯車22とを互いに噛み合わせて構成する。
【００２８】
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　後退歯車組GRは、第１入力軸５の後端部5aに設けた後退入力歯車23と、カウンターシャ
フト15上に設けた後退出力歯車24と、両歯車23，24に噛み合うリバースアイドラギヤ25と
により構成する。
　なお、リバースアイドラギヤ25は、変速機ケース１の中間壁1bから突設したリバースア
イドラシャフト25aに対し回転可能に支持して設ける。
【００２９】
　第３速歯車組G3は、第１入力軸５の後端部5aに設けた第３速入力歯車26と、カウンター
シャフト15上に設けた第３速出力歯車27とを互いに噛み合わせて構成する。
【００３０】
　第１速歯車組G1と後退歯車組GRとの間においてカウンターシャフト15上には、１－Ｒ同
期噛合機構28を設ける。
　そして、１－Ｒ同期噛合機構28のカップリングスリーブ28aを、図示の中立位置から左
方向にシフト動作させ、クラッチギヤ28bに噛み合わせることで、第１速出力歯車22をカ
ウンターシャフト15に駆動結合して、第１速を実現可能とする。
　また、１－Ｒ同期噛合機構28のカップリングスリーブ28aを、図示の中立位置から右方
向にシフト動作させ、クラッチギヤ28cに噛み合わせることで、後退出力歯車24をカウン
ターシャフト15に駆動結合して、後退速を実現可能とする。
【００３１】
　第３速歯車組G3と出力歯車20との間において第１入力軸５の後端部5a上には、３－５同
期噛合機構29を設ける。
　そして、３－５同期噛合機構29のカップリングスリーブ29aを、図示の中立位置から左
方向にシフト動作させ、クラッチギヤ29bに噛み合わせることで、第３速入力歯車26を第
１入力軸５に駆動結合して、第３速を実現可能とする。
　また、３－５同期噛合機構29のカップリングスリーブ29aを、図示の中立位置から右方
向にシフト動作させ、クラッチギヤ29cに噛み合わせることで、第１入力軸５と出力歯車2
0とを直結して、第５速を実現可能とする。
【００３２】
　第２入力軸６とカウンターシャフト15との間には、偶数変速段グループ（第２速、第４
速、第６速）の歯車組、つまり、フロント側から順に、第６速歯車組G6、第２速歯車組G2
、および第４速歯車組G4を配置する。
【００３３】
　第６速歯車組G6は、第２入力軸６に設けた第６速入力歯車30と、カウンターシャフト15
上に設けた第６速出力歯車31と、を互いに噛み合わせて構成する。
【００３４】
　第２速歯車組G2は、第２入力軸６に設けた第２速入力歯車32と、カウンターシャフト15
上に設けた第２速出力歯車33と、を互いに噛み合わせて構成する。
【００３５】
　第４速歯車組G4は、第２入力軸６に設けた第４速入力歯車34と、カウンターシャフト15
上に設けた第４速出力歯車35と、を互いに噛み合わせて構成する。
【００３６】
　第６速歯車組G6の側部においてカウンターシャフト15上には、６－Ｎ同期噛合機構37を
設ける。そして、６－Ｎ同期噛合機構37のカップリングスリーブ37aを、図示の中立位置
から左方向にシフト動作させ、クラッチギヤ37bに噛み合わせることで、第６速出力歯車3
1をカウンターシャフト15に駆動結合して、第６速を実現可能とする。
【００３７】
　第２速歯車組G2と第４速歯車組G4との間においてカウンターシャフト15上には、２－４
同期噛合機構38を設ける。
　そして、２－４同期噛合機構38のカップリングスリーブ38aを、図示の中立位置から左
方向にシフト動作させ、クラッチギヤ38bに噛み合わせることで、第２速出力歯車33をカ
ウンターシャフト15に駆動結合して、第２速を実現可能とする。
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　また、２－４同期噛合機構38のカップリングスリーブ38aを、図示の中立位置から右方
向にシフト動作させ、クラッチギヤ38cに噛み合わせることで、第４速出力歯車35をカウ
ンターシャフト15に駆動結合して、第４速を実現可能とする。
【００３８】
＜変速作用＞
　上記の構成になるツインクラッチ式自動マニュアルトランスミッションの変速作用を次
に説明する。
（非走行レンジ）
　動力伝達を希望しない中立（Ｎ）レンジや駐車（Ｐ）レンジのような非走行レンジにお
いては、自動湿式回転クラッチC1,C2の双方を非制御状態にして解放し、また、同期噛合
機構28,29,37,38のカップリングスリーブ28a,29a,37a,38aを全て図示の中立位置にして、
ツインクラッチ式自動マニュアルトランスミッションを動力伝達が行われない中立状態に
する。
【００３９】
（走行レンジ）
　前進動力伝達を希望するＤレンジや、後退動力伝達を希望するＲレンジのような走行レ
ンジにおいては、オイルポンプ4からの作動油を媒体として以下のごとくに同期噛合機構2
8,29,37,38のカップリングスリーブ28a,29a,37a,38a、および湿式回転クラッチC1,C2を制
御することにより各々の前進変速段や、後退変速段を実現することができる。
【００４０】
（前進走行レンジ）
　運転者が中立（Ｎ）レンジや駐車（Ｐ）レンジのような非走行レンジからＤレンジのよ
うな前進走行レンジにした場合、非走行レンジにおいて上記のごとく解放にされていた湿
式回転クラッチC1,C2を相変わらず解放状態のままに保ち、この状態で、図2(a)における
「変速段＝1速」の欄に「1速」および「2速」と記して示すような1速プリシフトおよび２
速プリシフトをそれぞれ、以下に説明するように行う。
【００４１】
　つまり、先ず同期噛合機構28のカップリングスリーブ28aを図示の中立位置から左行さ
せることにより同期噛合機構28は、回転同期作用下に歯車22をカウンターシャフト15に駆
動結合する噛合動作を行い、これにより奇数変速段グループ中において第1速へのプリシ
フトを行わせ、
　更に、同期噛合機構38のカップリングスリーブ38aを図示の中立位置から左行させるこ
とにより同期噛合機構38は、回転同期作用下に歯車33をカウンターシャフト15に駆動結合
し、これにより偶数変速段グループ中において第2速へのプリシフトを行わせる。
【００４２】
　しかし、上記のごとく中立（Ｎ）レンジや駐車（Ｐ）レンジのような非走行レンジから
Ｄレンジのような前進走行レンジへのセレクト操作を行っても、運転者がアクセルペダル
を踏み込む等の発進操作を行わない間は、自動湿式回転クラッチC1,C2を相変わらず上記
解放状態に保つ。
　このため、上記した第1速へのプリシフトおよび第2速へのプリシフトを行わせても、エ
ンジンEの回転が第1速伝動ギヤ列や第2速伝動ギヤ列を経て出力軸11に伝達されることは
なく、停車状態を維持することができる。
【００４３】
（前進第1速）
　この停車状態において運転者がアクセルペダルを踏み込む等の発進操作を行うとき、図
2(a)における「変速段＝1速」の欄に○印を付して示すように、上記のごとく解放状態だ
った自動湿式回転クラッチC1,C2のうち、前進走行レンジでの発進変速段に相当する第1速
に関連した自動湿式回転クラッチC1を締結させる。
　これによりクラッチC1からのエンジン回転が第1入力軸5、第１速歯車組G1、カウンター
シャフト15、および出力歯車組19,20を経て出力軸11より軸線方向に出力され、第１速で
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の動力伝達を行うことができる。
　なお当該発進時は、それ用にクラッチC1の締結進行（スリップ締結）制御を行って発進
ショックのない滑らかな前発進を行わせること、勿論である。
【００４４】
（1→2変速）
　第１速から第２速へのアップシフトに際しては、図2(a)における「変速段＝1速」の欄
から「変速段＝2速」の欄への矢印により示すごとく、締結状態のクラッチC1を解放する
と共に解放状態のクラッチC2を締結することにより（クラッチの掛け替えスリップ制御に
より）、
　非走行レンジから前進走行レンジへのセレクト操作時に前記のごとくに行われた第2速
へのプリシフトと相まって、第１速伝動ギヤ列から第２速伝動ギヤ列への切り替え、つま
り第１速から第２速へのアップシフトを行わせる。
　これにより、クラッチC2からのエンジン回転が第2入力軸6、第２速歯車組G2、カウンタ
ーシャフト15、および出力歯車組19,20を経て出力軸11より軸線方向に出力されるように
なり、第２速での動力伝達を行うことができる。
【００４５】
　なお、上記のごとく第2速が実現されている間に、クラッチC1が解放されている状態の
もとで、図2(a)中「変速段＝2速」の欄および「変速段＝3速」の欄に示すような1→3プリ
シフトを、以下に説明するように行う。
　つまり、先ず同期噛合機構28のカップリングスリーブ28aを中立位置に戻すことにより
同期噛合機構28は、歯車22をカウンターシャフト15から切り離す外脱動作を行い、これに
より奇数変速段グループ中において行った前記第1速プリシフトを解除し、
　更に、同期噛合機構29のカップリングスリーブ29aを中立位置から左行させることによ
り同期噛合機構29は、回転同期作用下に歯車26を第1入力軸5に駆動結合する噛合動作を行
い、これにより同じ奇数変速段グループ中において第3速へのプリシフトを行わせること
により、当該1→3プリシフトを遂行する。
【００４６】
（2→3変速）
　第２速から第３速へのアップシフトに際しては、図2(a)における「変速段＝2速」の欄
から「変速段＝3速」の欄への矢印により示すごとく、締結状態のクラッチC2を解放する
と共に解放状態のクラッチC1を締結することにより（クラッチの掛け替えスリップ制御に
より）、
　第2速が実現されている間に前記のごとくに行われた1→3プリシフトと相まって、第2速
伝動ギヤ列から第3速伝動ギヤ列への切り替え、つまり第2速から第3速へのアップシフト
を行わせる。
　これにより、クラッチC1からのエンジン回転が第1入力軸5、第３速歯車組G3、カウンタ
ーシャフト15、および出力歯車組19,20を経て出力軸11より軸線方向に出力されるように
なり、第３速での動力伝達を行うことができる。
【００４７】
　なお、上記のごとく第3速が実現されている間に、クラッチC2が解放されている状態の
もとで、図2(a)中「変速段＝3速」の欄および「変速段＝4速」の欄に示すような2→4プリ
シフトを、以下に説明するように行う。
　つまり、先ず同期噛合機構38のカップリングスリーブ38aを中立位置に戻すことにより
同期噛合機構38は、歯車33をカウンターシャフト15から切り離す外脱動作を行い、これに
より偶数変速段グループ中において行った前記第2速プリシフトを解除し、
　更に、同期噛合機構38のカップリングスリーブ38aを中立位置から右行させることによ
り同期噛合機構38は、回転同期作用下に歯車35をカウンターシャフト15に駆動結合する噛
合動作を行い、これにより同じ偶数変速段グループ中において第4速へのプリシフトを行
わせることによって、当該2→4プリシフトを遂行する。
【００４８】
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（3→4変速）
　第３速から第４速へのアップシフトに際しては、図2(a)における「変速段＝3速」の欄
から「変速段＝4速」の欄への矢印により示すごとく、締結状態のクラッチC1を解放する
と共に解放状態のクラッチC2を締結することにより（クラッチの掛け替えスリップ制御に
より）、
　第3速が実現されている間に前記のごとくに行われた2→4プリシフトと相まって、第3速
伝動ギヤ列から第4速伝動ギヤ列への切り替え、つまり第3速から第4速へのアップシフト
を行わせる。
　これにより、クラッチC2からのエンジン回転が第2入力軸6、第４速歯車組G4、カウンタ
ーシャフト15、および出力歯車組19,20を経て出力軸11より軸線方向に出力されるように
なり、第４速での動力伝達を行うことができる。
【００４９】
　なお、上記のごとく第4速が実現されている間に、クラッチC1が解放されている状態の
もとで、図2(a)中「変速段＝4速」の欄および「変速段＝5速」の欄に示すような3→5プリ
シフトを、以下に説明するように行う。
　つまり、先ず同期噛合機構29のカップリングスリーブ29aを中立位置に戻すことにより
同期噛合機構29は、歯車26を第1入力軸5から切り離す外脱動作を行い、これにより奇数変
速段グループ中において行った前記第3速プリシフトを解除し、
　更に、同期噛合機構29のカップリングスリーブ29aを中立位置から右行させることによ
り同期噛合機構29は、回転同期作用下に第1入力軸5を出力軸11に直結する噛合動作を行い
、これにより同じ奇数変速段グループ中において第5速へのプリシフトを行わせることに
よって、当該3→5プリシフトを遂行する。
【００５０】
（4→5変速）
　第４速から第５速へのアップシフトに際しては、図2(a)における「変速段＝4速」の欄
から「変速段＝5速」の欄への矢印により示すごとく、締結状態のクラッチC2を解放する
と共に解放状態のクラッチC1を締結することにより（クラッチの掛け替えスリップ制御に
より）、
　第4速が実現されている間に前記のごとくに行われた3→5プリシフトと相まって、第4速
伝動ギヤ列から第5速伝動ギヤ列への切り替え、つまり第4速から第5速へのアップシフト
を行わせる。
　これによりクラッチC1からのエンジン回転が第1入力軸5、およびカップリングスリーブ
29aを経て出力軸11より軸線方向に出力されるようになり、第５速（変速比１：１）での
動力伝達を行うことができる。
【００５１】
　なお、上記のごとく第5速が実現されている間に、クラッチC2が解放されている状態の
もとで、図2(a)中「変速段＝5速」の欄および「変速段＝6速」の欄に示すような4→6プリ
シフトを、以下に説明するように行う。
　つまり、先ず同期噛合機構38のカップリングスリーブ38aを中立位置に戻すことにより
同期噛合機構38は、歯車35をカウンターシャフト15から切り離す外脱動作を行い、これに
より偶数変速段グループ中において行った前記第4速プリシフトを解除し、
　更に、同期噛合機構37のカップリングスリーブ37aを中立位置から左行させることによ
り同期噛合機構37は、回転同期作用下に歯車31をカウンターシャフト15に駆動結合する噛
合動作を行い、これにより同じ偶数変速段グループ中において第6速へのプリシフトを行
わせることによって、当該4→6プリシフトを遂行する。
【００５２】
（5→6変速）
　第５速から第６速へのアップシフトに際しては、図2(a)における「変速段＝5速」の欄
から「変速段＝6速」の欄への矢印により示すごとく、締結状態のクラッチC1を解放する
と共に解放状態のクラッチC2を締結することにより（クラッチの掛け替えスリップ制御に
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より）
　第5速が実現されている間に前記のごとくに行われた4→6プリシフトと相まって、第5速
伝動ギヤ列から第6速伝動ギヤ列への切り替え、つまり第5速から第6速へのアップシフト
を行わせる。
　これにより、クラッチC2からのエンジン回転が第2入力軸6、第６速歯車組G6、カウンタ
ーシャフト15、および出力歯車組19,20を経て出力軸11より軸線方向に出力されるように
なり、第６速での動力伝達を行うことができる。
【００５３】
　上記のごとく第6速が実現されている間は、第4速が実現されている間に前記のごとくに
行われた3→5プリシフトの状態を保って、図2(a)中「変速段＝6速」の欄に示すごとく5速
プリシフト状態を維持する。
【００５４】
（ダウンシフト）
　なお、第６速から順次第１速へとダウンシフトさせるに際しても、上記アップシフトと
逆の制御を順次行うことにより、図2(b)に示すごとき前述したと逆方向のプリシフトおよ
びクラッチC1,C2の締結・解放制御を介して所定の順次ダウンシフトを行わせることがで
きる。
【００５５】
　かかる順次ダウンシフトの進行により最終的に車両を停車させるに際しては、第2速が
実現されている間に、図2(b) における「変速段＝2速」の欄および「変速段＝1速」の欄
に示すような、奇数変速段グループ中での第3速から第1速（Ｄレンジでの前発進変速段）
へのプリシフトを行わせる。
　そして、車速が第2速から第1速へのダウンシフトを行うべき低車速になったとき、クラ
ッチC2を解放すると共にクラッチC1を締結することにより（クラッチの掛け替えスリップ
制御により）第１速へのダウンシフトを行わせる。
　かかる第1速での走行中、さらに減速が進んで車速が停車直前車速になったところで、
湿式回転クラッチC1を解放することにより停車を可能とする。
【００５６】
　その後、Ｄレンジ（前進走行レンジ）から、中立（Ｎ）レンジや駐車（Ｐ）レンジのよ
うな非走行レンジに切り替えるとき、上記クラッチC1,C2の解放に加え、同期噛合機構28,
29,37,38のカップリングスリーブ28a,29a,37a,38aを全て中立位置にして、ツインクラッ
チ式自動マニュアルトランスミッションを、動力伝達が行われない中立状態にする。
【００５７】
（後退変速段）
　後退走行を希望して非走行レンジからＲレンジに切り替えた場合においては、同期噛合
機構28のカップリングスリーブ28aを中立位置から右行させることにより同期噛合機構28
は、回転同期作用下に歯車24をカウンターシャフト15に駆動結合する噛合動作を行い、
　これにより図2(a),(b)の「変速段＝後退」の欄に示すような奇数変速段グループ内での
後退変速段（後発進変速段）へのプリシフトを行わせる。
【００５８】
　中立（Ｎ）レンジや駐車（Ｐ）レンジのような非走行レンジからＲレンジのような後退
走行レンジにしても、運転者がアクセルペダルを踏み込む等の発進操作を行わない間は、
上記した後退変速段（後発進変速段）へのプリシフトを行わせても、湿式回転クラッチC1
,C2を、非走行レンジが選択されている時と同じく解放状態に保つ。
　このため、上記した後退変速段へのプリシフトを行わせても、エンジンEの回転が後退
伝動ギヤ列を経て出力軸11に伝達されることはなく、停車状態を維持することができる。
【００５９】
　この状態において運転者がアクセルペダルを踏み込む等の発進操作を行うとき、図2(a)
,(b)における「変速段＝後退」の欄に○印を付して示すように、上記のごとく解放状態だ
った自動湿式回転クラッチC1,C2のうち、後退走行レンジでの発進変速段に相当する後退
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変速段に関連した自動湿式回転クラッチC1を締結させる。
　これによりクラッチC1からのエンジン回転が第1入力軸5、後退歯車組GR、カウンターシ
ャフト15、および出力歯車組19,20を経て出力軸11より軸線方向に出力されるようになり
、
　この際、後退歯車組GRにより回転方向を逆にされることから、後退変速段での動力伝達
を行うことができる。
　なお当該発進時は、それ用にクラッチC1の締結進行（スリップ締結）制御を行って発進
ショックのない滑らかな後発進を行わせること、勿論である。
【００６０】
＜変速制御システム＞
　上記した変速を司るツインクラッチ式自動マニュアルトランスミッションの変速制御シ
ステム、つまりクラッチC1,C2の締結・解放制御および同期噛合機構28，29，37，38のシ
フト動作を司る制御システムを、図1に基づき以下に説明する。
　同期噛合機構28，29，37，38のシフト動作を司る制御システムは、
　カップリングスリーブ29aの外周条溝に係合してそのシフトを行うための３－５シフト
フォーク41と、
　カップリングスリーブ28aの外周条溝に係合してそのシフトを行うための１－Ｒシフト
フォーク42と、
　カップリングスリーブ37aの外周条溝に係合してそのシフトを行うための６－Ｎシフト
フォーク43と、
　カップリングスリーブ38aの外周条溝に係合してそのシフトを行うための２－４シフト
フォーク44とを具え、
　更に、シフトフォーク41～44を上記のシフト動作用にストロークさせるためのアクチュ
エータユニット45を有する。
【００６１】
　第1クラッチC1および第2クラッチC2の締結・解放制御を司る制御システムとしては、ク
ラッチ油圧モジュール46を設け、これからのクラッチ制御圧により第1クラッチC1および
第2クラッチC2を締結・解放制御する。
　クラッチ油圧モジュール46およびアクチュエータユニット45（詳しくはアクチュエータ
油圧モジュール59）はそれぞれ、共通な自動ＭＴコントローラ47により制御するものとす
る。
【００６２】
　３－５シフトフォーク41は第１シフトロッド48に固定し、第１シフトロッド48の長手方
向ストロークにより前記のシフト動作を行うものとする。
　従って第１シフトロッド48は、変速機ケース１の前端壁1aと中間壁1bに対し軸方向に移
動可能に支持し、この第１シフトロッド48に３－５シフトブラケット49を固定し、この３
－５シフトブラケット49の端部を、３－５シフトアクチュエータ50のスプール連結軸部に
遊装支持する。
　つまり、３－５シフトフォーク41は、３－５シフトアクチュエータ50のスプール動作に
したがって、図示の中立位置から左方向（第３速実現時）または右方向（第５速実現時）
にシフト動作される。
【００６３】
　１－Ｒシフトフォーク42は、第２シフトロッド51に対し軸方向にストローク可能に設け
る。
　この第２シフトロッド51は、変速機ケース１の前端壁1aと中間壁1bに対し軸方向へ固定
状態で設ける。
　そして、１－Ｒシフトフォーク42のブラケット円筒部42aに一体成形されたブラケット
腕部42bの端部を、１－Ｒシフトアクチュエータ52のスプール連結軸部に遊装支持する。
　つまり、１－Ｒシフトフォーク42は、１－Ｒシフトアクチュエータ52のスプール動作に
したがって、図示の中立位置から左方向（第１速実現時）または右方向（後退速実現時）
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にシフト動作される。
【００６４】
　６－Ｎシフトフォーク43は、変速機ケース１に対し軸方向固定の第２シフトロッド51に
対し軸方向にストローク可能に設ける。
　そして、６－Ｎシフトフォーク43のブラケット円筒部43aに一体成形されたブラケット
腕部43bの端部を、６－Ｎシフトアクチュエータ53のスプール連結軸部に遊装支持する。
　つまり、６－Ｎシフトフォーク43は、６－Ｎシフトアクチュエータ53のスプール動作に
したがって、図示の中立位置から左方向（第６速実現時）にシフト動作される。
【００６５】
　２－４シフトフォーク44は、変速機ケース１に対し軸方向固定の第２シフトロッド51上
に軸方向ストローク可能に設ける。
　そして、２－４シフトフォーク44のブラケット円筒部44aに一体成形されたブラケット
腕部44bの端部を、２－４シフトアクチュエータ54のスプール連結軸部に遊装支持する。
　つまり、２－４シフトフォーク44は、２－４シフトアクチュエータ54のスプール動作に
したがって、図示の中立位置から左方向（第２速実現時）または右方向（第４速実現時）
にシフト動作される。
【００６６】
　アクチュエータユニット45は、変速機ケース１の下部位置や上部位置や側部位置等に固
定する。
　そしてこのアクチュエータユニット45は、３－５シフトアクチュエータ50と、１－Ｒシ
フトアクチュエータ52と、６－Ｎシフトアクチュエータ53と、２－４シフトアクチュエー
タ54とを一体に有し、
　更に、アクチュエータ50用の３－５シフト位置センサ55と、アクチュエータ52用の１－
Ｒシフト位置センサ56と、アクチュエータ53用の６－Ｎシフト位置センサ57と、アクチュ
エータ54用の２－４シフト位置センサ58と、アクチュエータ油圧モジュール59とを一体に
有したユニットとする。
【００６７】
　アクチュエータ油圧モジュール59は、クラッチ油圧モジュール46にて調圧されたライン
圧PLを元圧として、偶数変速段圧Peと奇数変速段圧Poを作り出し、
　さらに、実現された変速段に応じ対応するシフトアクチュエータ50，52，53，54への変
速圧油路にアクチュエータ作動圧を供給するものとする。
【００６８】
　クラッチ油圧モジュール46は、前記したエンジン駆動されるオイルポンプ４からの吐出
作動油を所定のライン圧PLに調圧すると共に、
　上記したアクチュエータ油圧モジュール59からの偶数変速段圧Peに基づいて偶数変速段
用の第２クラッチC2へのクラッチ制御圧を作り出し、
　また奇数変速段圧Poに基づいて奇数変速段用の第１クラッチC1へのクラッチ制御圧を作
り出す。
【００６９】
　自動ＭＴコントローラ47は、アクチュエータ油圧モジュール59の各ソレノイドに対し変
速段実現の制御指令を出力すると共に、クラッチ油圧モジュール46の各ソレノイドに対し
クラッチ締結制御指令（ライン圧制御指令も含む）を出力するものである。
【００７０】
　そのため自動ＭＴコントローラ47には、
　車速VSPを検出する車速センサからの信号と、
　エンジンEの出力制御を司るスロットルバルブ（図示せず）の開度（スロットル開度）T
VOを検出するスロットル開度センサからの信号と、
　運転者が、希望する走行形態に応じ手動で指令する自動マニュアルトランスミッション
の選択レンジ（駐車用のPレンジ、後退走行用のRレンジ、停車用のNレンジ、前進自動変
速用のDレンジ、手動変速用のMレンジなど）を検出するレンジ位置センサからの信号と、
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　上記の手動変速（M）レンジで運転者がレンジセレクトレバーをレンジ選択操作方向と
直交する方向へ手動操作して手動変速指令（手動アップシフト指令や、手動ダウンシフト
指令）を発するための手動変速指令器からの信号とを入力する。
【００７１】
　自動ＭＴコントローラ47は、これら入力情報をもとに所定の演算を行って、アクチュエ
ータ油圧モジュール59のソレノイドに変速段実現制御指令を、また、クラッチ油圧モジュ
ール46のソレノイドにクラッチ締結制御指令（ライン圧制御指令も含む）を出力する。
【００７２】
＜発進クラッチの伝達トルク容量制御＞
　上記したツインクラッチ式自動マニュアルトランスミッションの発進クラッチである第
1クラッチC1および第2クラッチC2の伝達トルク容量制御を以下に説明する。
　この伝達トルク容量制御は、図1における自動MTコントローラ47が図3の制御プログラム
を実行して遂行する。
【００７３】
　図3のステップＳ11においては、自動MTコントローラ47から図1のツインクラッチ式自動
マニュアルトランスミッションに変速指令（手動変速指令をも含む）が発せられたか否か
をチェックし、変速指令が発生していれば、次のステップＳ12において、クラッチC1,C2
の伝達トルク容量制御を介した前記エンジン回転軌跡制御が行われているか否かをチェッ
クする。
【００７４】
　本発明が前記した通り、エンジン回転軌跡制御中における変速発生時の課題を解決する
ことを主旨とするため、ステップＳ11で変速指令がないと判定する場合は、制御をそのま
ま終了し、ステップＳ11で変速指令有りと判定しても、ステップＳ12でエンジン回転軌跡
制御中でないと判定する場合は、ステップＳ13において、前記した伝動系のプリシフトお
よびクラッチC1,C2の締結・解放（掛け替え）を介した通常の変速制御により上記の変速
指令を実現する。
【００７５】
　ステップＳ11およびステップＳ12で、エンジン回転軌跡制御中に変速指令が発生したと
判定する場合は、前記した通りエンジン回転軌跡制御によりエンジン回転軌跡が、例えば
発進ショックおよび発進遅れの問題を生じないような所望の回転軌跡にされているため、
変速にともなう変化を持たないエンジン回転軌跡となって、運転者が変速をエンジン回転
変化から感じ取ることができず、違和感を与えるという問題が発生することから、この問
題解決のために制御をステップＳ14～ステップＳ16に進める。
【００７６】
　ステップＳ14においては、ステップＳ11で判定した変速指令がアップシフト指令か、ダ
ウンシフト指令の何れであるのかを判定する。
 ステップＳ14で変速指令がアップシフト指令と判定する場合は、制御をステップＳ15に
進め、また変速指令がダウンシフト指令と判定する場合は、制御をステップＳ16に進めて
、変速指令を実現するアップシフトまたはダウンシフトを実行すると共に、上記違和感の
解消を狙ったクラッチC1,C2の伝達トルク容量制御を以下のごとくに遂行する。
　従ってステップＳ15およびステップＳ16は、本発明における発進クラッチ制御手段に相
当する。
【００７７】
　変速指令がアップシフトである時に選択されるステップＳ15においては、当該アップシ
フトを実行すると共に、このアップシフトに対応したエンジン回転軌跡の変化（回転低下
方向の変化）が発生するようクラッチC1,C2の総伝達トルク容量を増大させる。
　変速指令がダウンシフトである時に選択されるステップＳ16においては、当該ダウンシ
フトを実行すると共に、このダウンシフトに対応したエンジン回転軌跡の変化（回転増大
方向の変化）が発生するようクラッチC1,C2の総伝達トルク容量を低下させる。
【００７８】
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（アップシフト時クラッチ伝達トルク容量制御）
　ステップＳ15で、エンジン回転軌跡制御中にアップシフト指令が発生したことに起因し
て実行されるクラッチC1,C2の伝達トルク容量制御を、以下のアップシフト時制御例1～3
に基づき詳述する。
　なお走行シーンは、Dレンジにした停車状態で、第1速プリシフトおよび第2速プリシフ
トが完了しており、第1クラッチC1がクリープトルク発生用にスリップ締結されており、
第2クラッチC2が解放されている状態から、アクセルペダルの踏み込みにより発進操作が
行われたことで、第１クラッチC1が伝達トルク容量をエンジン回転軌跡制御用に漸増され
つつ第1速での発進を行い、かかるエンジン回転軌跡制御中に第1速から第2速への1→2ア
ップシフト指令が発生した場合の走行シーンである。
【００７９】
(a)アップシフト時制御例1（掛け替え先行型その1）
　図4は、1→2アップシフト時に行うべき第1クラッチC1から第2クラッチC2への掛け替え
を先行して実行させ、その後に、当該1→2アップシフトに対応したエンジン回転軌跡変化
を生起させるための発進クラッチC1,C2の総伝達トルク容量制御を行うようにしたアップ
シフト時制御例1（掛け替え先行型制御例その1）である。
【００８０】
　上記の停車状態で瞬時t1にアクセルペダルが踏み込まれて、スロットル開度TVOが0から
TVO1に増大すると、これに伴ってエンジントルクTeが0からTe1へと増大することで、エン
ジン回転速度Neが図示のごとく上昇する。
　かかるエンジン回転速度Neの上昇に応じて瞬時t1から、エンジン回転速度Neの時系列変
化であるエンジン回転軌跡を所望の回転軌跡となすエンジン回転軌跡制御を行う。
【００８１】
　このエンジン回転軌跡制御に当たっては、クラッチC1,C2の合計伝達トルク容量である
総伝達トルク容量Tc（指令値）を、前記(1)式に準じた演算により決定し、この総伝達ト
ルク容量Tcを実現するのに必要な第１クラッチC1の伝達トルク容量TC1（指令値）および
第2クラッチC2の伝達トルク容量TC2（指令値）を求め、これら伝達トルク容量TC1,Tc2に
応じてクラッチC1,C2を締結力制御する。
【００８２】
　このエンジン回転軌跡制御に用いるクラッチC1,C2の総伝達トルク容量Tcの決定に際し
ては、発進開始時t1は第1速であることから、第1クラッチC1を介した1速発進時の伝達ト
ルク容量Tc1を、前記(1)式に準じた次式により求めて総伝達トルク容量Tcと定める。
　Tc＝Tc1＝C1×（Ne－Neoff）２　・・・(2)
　ただし、
　C1：第1クラッチC1のトルク容量係数
　Ne：エンジン回転速度
　Neoff：エンジン回転補正量
【００８３】
　第1クラッチC1のトルク配分比R1および第2クラッチC2のトルク配分比R2と、これらクラ
ッチC1,C2の総伝達トルク容量Tcとを用いると、第1クラッチC1の伝達トルク容量Tc1およ
び第2クラッチC1の伝達トルク容量Tc2はそれぞれ次式により表される。
　Tc1＝R1×Tc　・・・(3)
　Tc2＝R2×Tc　・・・(4)
　発進開始時t1は第2クラッチC2が解放状態であることから図4に示すごとく、第1クラッ
チC1のトルク配分比R1は1であってTc1＝Tcとなり、上記(2)式により総伝達トルク容量Tc
を求めることができ、他方で第2クラッチC2のトルク配分比R2は0であり、第2クラッチC2
の伝達トルク容量Tc2も0となる。
【００８４】
　上記第1クラッチC1の伝達トルク容量制御を介したエンジン回転軌跡制御により発進開
始時t1からエンジン回転速度Neが所定の軌跡に沿って上昇するのに伴い、つまり第１クラ
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ッチC1の伝達トルク容量TC1の増大に沿うよう総伝達トルク容量Tcが図4の通り増大する。
　かかる総伝達トルク容量Tc（伝達トルク容量TC1）の増大はエンジン回転速度Neの上昇
に対し図5に示すような傾向を持って発生し、この図5に、スロットル開度TVO＝TVO1（図4
参照）である時のエンジントルク変化を併記すると、両者の交点P1は、スロットル開度TV
O＝TVO1にした発進中においてエンジントルクTeと、上記総伝達トルク容量Tc（伝達トル
ク容量TC1）とが釣り合う釣り合い点であることを意味する。
【００８５】
　発進開始瞬時t1以降におけるエンジン回転速度Neの上昇でこのエンジン回転速度Neが図
4の瞬時t2におけるように、図5の釣り合い点P1におけるNe1に達すると、エンジントルクT
e＝Te1と総伝達トルク容量Tc（伝達トルク容量TC1）とが釣り合い、次式から明らかなよ
うにエンジン回転速度Neの上昇が止まり、図4の瞬時t2以降に示すごとくNe＝Ne1に保持さ
れる。
　Ie×dωe/dt＝Te－Tc　・・・(5)
ただし、
　Ie：エンジンの回転イナーシャ
　ωe：エンジンの出力軸回転角速度
【００８６】
　総伝達トルク容量Tc（伝達トルク容量TC1）がエンジントルクTe＝Te1と釣り合ったt2以
後は、エンジン回転速度Neが略一定（所望の回転軌跡）となるよう、つまり図5の釣り合
い点P1を維持するよう、総伝達トルク容量Tc（伝達トルク容量TC1）を図4に示すように制
御する。
【００８７】
　具体的にはエンジン回転速度Neが、釣り合い点P1におけるエンジン回転速度Ne1よりも
大きくなると、エンジン回転速度NeがNe1まで低下するよう総伝達トルク容量Tc（伝達ト
ルク容量TC1）を増大させ、逆にエンジン回転速度NeがNe1よりも小さくなると、エンジン
回転速度NeがNe1まで上昇するよう総伝達トルク容量Tc（伝達トルク容量TC1）を低下させ
る制御、つまりエンジン回転フィードバック制御を行う。
　つまり、エンジン回転速度NeがNe1に収束するよう総伝達トルク容量Tc（伝達トルク容
量TC1）を制御する。
【００８８】
　なお、エンジン回転軌跡を上記のように所望の回転軌跡にする（Ne＝Ne1に保つ）狙い
は、第1にエンジンストール（エンスト）防止、第2に発進性能の確保、第3にエンジン空
吹け感の防止である。
【００８９】
　上記エンジン回転軌跡制御中の瞬時t3に、自動変速または手動変速により１→２アップ
シフト指令（変速指令）が発生すると、図3のステップＳ11からステップＳ12およびステ
ップＳ14を経てステップＳ15へと制御が進み、このステップＳ15で以下のような変速制御
および本発明が狙いとする発進クラッチの伝達トルク容量制御を遂行する。
【００９０】
　先ず、瞬時t3～t4において１→２アップシフト指令に呼応した第1クラッチC1から第2ク
ラッチC2への掛け替えを行う。
　かかるクラッチC1,C2の掛け替え制御は図4に示すごとく、瞬時t3におけるTC1＝Tc，TC2
＝0の状態からTC1＝0，TC2＝Tcの状態に切り替える制御である。
　具体的には、クラッチトルク配分比R1を１から徐々に0に低下させると共に、R1の低下
に連動させてクラッチトルク配分比R2を0から徐々に１へと上昇させることで、上記クラ
ッチC1,C2の掛け替え制御は遂行される。
　これにより、変速機内の動力伝達経路が第1速の伝動経路から第2速の伝動経路に切り替
わる。
【００９１】
　以上による掛け替えフェーズが終了した瞬時t4から、瞬時t5までの間に変速比が変速前
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（第1速）の変速比r1から変速後（第2速）の変速比r2へと変化する回転変化フェーズが生
起される。
　しかし従来のように、瞬時t4以降も前記したエンジン回転軌跡制御をそのまま継続する
と、これによって発進クラッチ総伝達トルク容量Tcが一点鎖線で示すごとく瞬時t4の値の
ままにされる結果、エンジン回転速度Neが一点鎖線で示すごとくNe1に保たれ、1→2アッ
プシフトの変速に対応したエンジン回転変化が起きない。
【００９２】
　ところで運転者は、自動変速機の変速が手動変速であるとき特に、変速機入力側回転変
化（エンジン回転変化）により変速を感じ取りながら運転しており、従来のように自動変
速機の変速時にエンジン回転軌跡が変速に伴う変化を生じないのでは、違和感を持つこと
となる。
　そこで図4のアップシフト時制御例1においては、掛け替えフェーズ終了時t4から以下の
ごとくにクラッチC1,C2を伝達トルク容量制御して、1→2アップシフトに対応したエンジ
ン回転軌跡の変化を生じさせる。
【００９３】
　かかるエンジン回転軌跡の変化は、変速の種類がアップシフトであることから、エンジ
ン回転速度Neが低下するよう、クラッチC1,C2の総伝達トルク容量Tcを増大させることに
なる。
　具体的には、先ずエンジン回転速度Neの低下先（低下先エンジン回転速度）Ne2を決め
る。
　アップシフト後は第2速でエンジン回転軌跡制御を実行することから、前記(1)式に準じ
た次式
　Tc2＝C2×（Ne－Neoff）２　・・・(6)
　ただし、
　C2：第2クラッチC2のトルク容量係数（C2>C1）
　Ne：エンジン回転速度
　Neoff：エンジン回転補正量
により求まる、第2クラッチC2による図5の変化特性を持った2速発進時の伝達トルク容量T
c2と、現在のエンジントルクTe1とが釣り合うときのエンジン回転速度Ne2を、図5の釣り
合い点P2におけるエンジン回転速度から求め、このエンジン回転速度Ne2を低下先エンジ
ン回転速度と定める。
【００９４】
　次に、低下先エンジン回転速度Ne2を実現するのに必要なクラッチC1,C2の総伝達トルク
容量を決める。
　2速発進時の伝達トルク容量Tc2を表す上記(6)式に低下先エンジン回転速度Ne2を代入し
て得られる2速発進時の伝達トルク容量Tc2を、低下先エンジン回転速度Ne2を実現するの
に必要なクラッチC1,C2の総伝達トルク容量Tcとする。
　Tc＝Tc2＝C2×（Ne2－Neoff）２　・・・(7)
【００９５】
　そして、クラッチC1,C2の総伝達トルク容量Tcを、瞬時t4から瞬時t5までの間に、瞬時t
4におけるNe＝Ne1実現用の値（1速発進時の伝達トルク容量Tc1）から、瞬時t5におけるNe
＝Ne2実現用の値（2速発進時の伝達トルク容量Tc2）へと徐々に増大させる。
　かかる総伝達トルク容量TcのTc1からTc2への増大に応じ、瞬時t4～t5間で第2クラッチC
2の伝達トルク容量TC2が図示のごとく徐々に増大する。
　かように瞬時t4～t5間において第2クラッチC2の伝達トルク容量TC2が徐々に増大するこ
とにより、エンジン回転速度NeがNe1からNe2に向けて徐々に低下し、エンジン回転軌跡を
瞬時t4～t5間の回転変化フェーズ中において1→2アップシフトに呼応して低下方向へ変化
させることができ、これにより前記した違和感の問題を回避し得る。
【００９６】
　瞬時t5に図5の釣り合い点P2に至ると、クラッチC1,C2の総伝達トルク容量Tcがエンジン
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トルクTe＝Te1と釣り合い、エンジン回転速度Neの低下が止まる。
　この瞬時t5以降は、エンジン回転速度NeがNe＝Ne2に保たれるよう、クラッチC1,C2の総
伝達トルク容量Tc（第2クラッチC2の伝達トルク容量TC2）を制御する。
　その後、エンジン回転速度Ne（＝Ne2）と、第2クラッチ出力回転速度Nout2とが一致す
る瞬時t6に、第2クラッチC2が完全締結状態となって変速が終了する。
　そして車速VSPが、エンジン回転軌跡制御を行うべきでない所定車速以上になったとき
、エンジン回転軌跡制御を終了する。
【００９７】
(b)アップシフト時制御例2（掛け替え＆回転変化同時型）
　図6は、1→2アップシフト時に行うべき第1クラッチC1から第2クラッチC2への掛け替え
（図4の掛け替えフェーズ）、およびその後の回転変化（図4の回転変化フェーズ）と同時
平行的に、1→2アップシフトに対応したエンジン回転軌跡変化を生起させるための発進ク
ラッチC1,C2の総伝達トルク容量制御を行うようにしたアップシフト時制御例2（掛け替え
＆回転変化同時型制御例）である。
【００９８】
　図6も図4と同様、停車状態で瞬時t1にアクセルペダルが踏み込まれて、スロットル開度
TVOが0からTVO1に増大することで、エンジントルクTeが0からTe1へと増大すると共に、エ
ンジン回転速度Neが図示のごとく上昇した場合の動作を示す。
　かかるエンジン回転速度Neの上昇に応じて瞬時t1から、エンジン回転速度Neの時系列変
化であるエンジン回転軌跡を所望の回転軌跡となすエンジン回転軌跡制御を、図4につき
前述したと同様に行う。
【００９９】
　かかるエンジン回転軌跡制御によりエンジン回転速度Neが発進開始瞬時t1以降に図示の
ごとくに上昇する。
　このエンジン回転速度Neが図6の瞬時t2におけるように、図5の釣り合い点P1におけるNe
1に達すると、エンジントルクTeと総伝達トルク容量Tc（伝達トルク容量TC1）とが釣り合
い、エンジン回転速度Neの上昇が止まることで、図6の瞬時t2以降Ne＝Ne1に保持される。
【０１００】
　総伝達トルク容量Tc（伝達トルク容量TC1）がエンジントルクTe＝Te1と釣り合ったt2以
後は、エンジン回転速度Neが略一定（所望の回転軌跡）となるよう、つまり図5の釣り合
い点P1を維持するよう、総伝達トルク容量Tc（伝達トルク容量TC1）を図6に示すように制
御する。
【０１０１】
　上記エンジン回転軌跡制御中の瞬時t3に、自動変速または手動変速により１→２アップ
シフト指令（変速指令）が発生すると、図3のステップＳ11からステップＳ12およびステ
ップＳ14を経てステップＳ15へと制御が進み、このステップＳ15で以下のように変速制御
および本発明が狙いとする発進クラッチの伝達トルク容量制御を同時並行下に遂行する。
【０１０２】
　先ず前者の変速制御を説明するに、この変速は、１→２アップシフト指令に呼応した第
1クラッチC1から第2クラッチC2への掛け替え制御により行い、このクラッチ掛け替え制御
は図6に示すごとく、瞬時t3におけるTC1＝Tc，TC2＝0の状態からTC1＝0，TC2＝Tcの状態
に切り替える制御である。
　具体的には、クラッチトルク配分比R1を１から徐々に0に低下させると共に、R1の低下
に連動させてR2を0から徐々に１へと上昇させることで、上記クラッチC1,C2の掛け替え制
御は遂行される。
　これにより、変速機内の動力伝達経路が第1速の伝動経路から第2速の伝動経路に切り替
わり、変速比が変速前（第1速）の変速比r1から変速後（第2速）の変速比r2へと変化する
。
【０１０３】
　ところで従来のように、変速指令瞬時t3以降も前記したエンジン回転軌跡制御をそのま
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ま継続すると、これによって発進クラッチ総伝達トルク容量Tcが一点鎖線で示すごとく瞬
時t3の値のままにされる結果、エンジン回転速度Neが一点鎖線で示すごとくNe1に保たれ
、1→2アップシフトの変速に対応したエンジン回転変化が起きず、特に1→2アップシフト
が手動変速であるとき、運転者に違和感を与える。
【０１０４】
　そこで図6のアップシフト時制御例2においては、変速指令瞬時t3から変速終了時t5まで
の間における変速進行中、以下のごとくにクラッチC1,C2を伝達トルク容量制御して、1→
2アップシフトに呼応したエンジン回転軌跡の変化を生じさせる。
【０１０５】
　かかるエンジン回転軌跡の変化は、変速の種類がアップシフトであることから、エンジ
ン回転速度Neが低下するよう、クラッチC1,C2の総伝達トルク容量Tcを増大させることに
なる。
　具体的には、先ずエンジン回転速度Neの低下先（低下先エンジン回転速度）Ne2を、図4
につき前述したと同様、図5の釣り合い点P2から求め、
　次に、低下先エンジン回転速度Ne2を実現するのに必要なクラッチC1,C2の総伝達トルク
容量Tcを、図4につき前述したと同様、前記(7)式の演算により求める。
【０１０６】
　そして、クラッチC1,C2の総伝達トルク容量Tcを、変速指令瞬時t3から変速終了瞬時t5
までの間に、瞬時t3におけるNe＝Ne1実現用の値（1速発進時の伝達トルク容量Tc1）から
、瞬時t5におけるNe＝Ne2実現用の値（2速発進時の伝達トルク容量Tc2）へと徐々に増大
させる。
　かかる総伝達トルク容量TcのTc1からTc2への増大に応じ、瞬時t3～t5間で第2クラッチC
2の伝達トルク容量TC2が図示のごとく徐々に増大すると同時に、第1クラッチC1の伝達ト
ルク容量TC1が図示のごとく徐々に低下する。
【０１０７】
　瞬時t3～t5間に第2クラッチC2の伝達トルク容量TC2が徐々に増大すると同時に、第1ク
ラッチC1の伝達トルク容量TC1が図示のごとく徐々に低下することにより、エンジン回転
速度NeがNe1からNe2に向けて徐々に低下し、エンジン回転軌跡を瞬時t3～t5間の変速動作
中において1→2アップシフトに呼応して低下方向へ変化させることができ、これにより前
記した違和感の問題を回避し得る。
　なお本アップシフト時制御例2では、エンジン回転軌跡を瞬時t3～t5間の変速動作中に
変化させるため、変速の応答性を犠牲にすることなく上記違和感を回避し得るという、付
加的な効果をも奏することができる。
【０１０８】
　瞬時t5に図5の釣り合い点P2に至り、クラッチC1,C2の総伝達トルク容量Tcがエンジント
ルクTe＝Te1と釣り合い、エンジン回転速度Neの低下が止まる。
　この瞬時t5以降は、エンジン回転速度NeがNe＝Ne2に保たれるよう、クラッチC1,C2の総
伝達トルク容量Tc（第2クラッチC2の伝達トルク容量TC2）を制御する。
　その後、エンジン回転速度Ne（＝Ne2）と、第2クラッチ出力回転速度Nout2とが一致す
る瞬時t6に、第2クラッチC2が完全締結状態となって変速が終了する。
　そして車速VSPが、エンジン回転軌跡制御を行うべきでない所定車速以上になったとき
、エンジン回転軌跡制御を終了する。
【０１０９】
(c)アップシフト時制御例3（掛け替え先行型その2）
　図7は、図4の場合と同じく、1→2アップシフト時に行うべき第1クラッチC1から第2クラ
ッチC2への掛け替えを先行して実行させ、その後に、当該1→2アップシフトに対応したエ
ンジン回転軌跡変化を生起させるための発進クラッチC1,C2の総伝達トルク容量制御を行
うようにした別のアップシフト時制御例3（掛け替え先行型制御例その2）である。
【０１１０】
　図7も図4と同様、停車状態で瞬時t1にアクセルペダルが踏み込まれて、スロットル開度
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TVOが0からTVO1に増大することで、エンジントルクTeが0からTe1へと増大すると共に、エ
ンジン回転速度Neが図示のごとく上昇した場合の動作を示す。
　かかるエンジン回転速度Neの上昇に応じて瞬時t1から、エンジン回転速度Neの時系列変
化であるエンジン回転軌跡を所望の回転軌跡となすエンジン回転軌跡制御を、図4につき
前述したと同様に行う。
【０１１１】
　かかるエンジン回転軌跡制御によりエンジン回転速度Neが発進開始瞬時t1以降に図示の
ごとくに上昇する。
　このエンジン回転速度Neが図7の瞬時t2におけるように、図5の釣り合い点P1におけるNe
1に達すると、エンジントルクTeと総伝達トルク容量Tc（伝達トルク容量TC1）とが釣り合
い、エンジン回転速度Neの上昇が止まることで、図7の瞬時t2以降Ne＝Ne1に保持される。
【０１１２】
　総伝達トルク容量Tc（伝達トルク容量TC1）がエンジントルクTe＝Te1と釣り合ったt2以
後は、エンジン回転速度Neが略一定（所望の回転軌跡）となるよう、つまり図5の釣り合
い点P1を維持するよう、総伝達トルク容量Tc（伝達トルク容量TC1）を図7に示すように制
御する。
【０１１３】
　上記エンジン回転軌跡制御中の瞬時t3に、自動変速または手動変速により１→２アップ
シフト指令（変速指令）が発生すると、図3のステップＳ11からステップＳ12およびステ
ップＳ14を経てステップＳ15へと制御が進み、このステップＳ15で以下のような変速制御
および本発明が狙いとする発進クラッチの伝達トルク容量制御を遂行する。
【０１１４】
　先ず、瞬時t3～t4において１→２アップシフト指令に呼応した第1クラッチC1から第2ク
ラッチC2への掛け替えを、図4につき前述したと同様、クラッチトルク配分比R1を１から
徐々に0に低下させると共に、R1の低下に連動させてクラッチトルク配分比R2を0から徐々
に１へと上昇させることで遂行する。
　これにより、変速機内の動力伝達経路が第1速の伝動経路から第2速の伝動経路に切り替
わる。
【０１１５】
　以上による掛け替えフェーズが終了した瞬時t4から変速比が変速前（第1速）の変速比r
1から変速後（第2速）の変速比r2へと変化する回転変化フェーズが生起される。
　しかし従来のように、瞬時t4以降も前記したエンジン回転軌跡制御をそのまま継続する
と、これによって発進クラッチ総伝達トルク容量Tcが一点鎖線で示すごとく瞬時t4の値の
ままにされる結果、エンジン回転速度Neが一点鎖線で示すごとくNe1に保たれ、1→2アッ
プシフトの変速に対応したエンジン回転変化が起きず、特に1→2アップシフトが手動変速
であるとき、運転者に違和感を与える。
【０１１６】
　そこで図7の本アップシフト時制御例3においては、瞬時t4からの回転変化フェーズ中、
以下のごとくにクラッチC1,C2を伝達トルク容量制御して、1→2アップシフトに対応した
エンジン回転軌跡の変化を生じさせる。
【０１１７】
　かかるエンジン回転軌跡の変化は、変速の種類がアップシフトであることから、エンジ
ン回転速度Neが低下するよう、クラッチC1,C2の総伝達トルク容量Tcを増大させることに
なる。
　具体的には、図4につき前述した低下先エンジン回転速度Ne2を用いないで、回転変化フ
ェーズ開始瞬時t4以降、クラッチC1,C2の総伝達トルク容量TcをNe＝Ne1実現用の値（1速
発進時の伝達トルク容量Tc1）から、瞬時t5´における第2クラッチC2の完全締結実現値（
2速発進時の伝達トルク容量Tc2）へと徐々に増大させる。
　かかる総伝達トルク容量TcのTc1からTc2への増大に応じ、瞬時t4～t5間で第2クラッチC
2の伝達トルク容量TC2が図示のごとく徐々に増大する。
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【０１１８】
　かように瞬時t4～t5間において第2クラッチC2の伝達トルク容量TC2が徐々に増大するこ
とにより、エンジン回転速度NeがNe1から、瞬時t5´における第2クラッチ出力回転速度No
ut2に向けて徐々に低下し、エンジン回転軌跡を瞬時t4～t5間の回転変化フェーズ中にお
いて1→2アップシフトに呼応して低下方向へ変化させることができ、これにより前記した
違和感の問題を回避し得る。
　なお本アップシフト時制御例3では、瞬時t4～t5´間におけるエンジン回転軌跡の変化
量を大きくすることができるため、上記違和感を確実に回避し得るという、付加的な効果
をも奏することができる。
【０１１９】
　瞬時t5´に第2クラッチC2が完全締結すると、エンジン回転速度Neが第2クラッチ出力回
転速度Nout2と同じ速度にされ、第2クラッチ出力回転速度Nout2とともに上昇される。
　その後、エンジン回転速度Ne（＝Ne2）と、第2クラッチ出力回転速度Nout2とが一致す
る瞬時t6に、第2クラッチC2が完全締結状態となって変速が終了する。
　そして車速VSPが、エンジン回転軌跡制御を行うべきでない所定車速以上になったとき
、エンジン回転軌跡制御を終了する。
【０１２０】
（ダウンシフト時クラッチ伝達トルク容量制御）
　図3のステップＳ16で、エンジン回転軌跡制御中にダウンシフト指令が発生したことに
起因して実行されるクラッチC1,C2の伝達トルク容量制御を、以下のダウンシフト時制御
例1～5に基づき詳述する。
　なお走行シーンは、
(1)Dレンジでの第2速による減速運転中（つまり第1速プリシフトおよび第2速プリシフト
状態で、第1クラッチC1が解放されており、第2クラッチC2が締結されている減速運転中）
、車速VSPがエンジン回転軌跡制御可能な所定車速未満の低車速になったことで、第2クラ
ッチC2が伝達トルク容量の低下によりエンジン回転軌跡制御を実行し、
(2)その後アクセルペダルの踏み込みにより再加速が開始され、
(3)かかる再加速時のエンジン回転軌跡制御中に、自動変速または手動変速による2→1ダ
ウンシフト指令が発生した場合の走行シーンである。
【０１２１】
(d)ダウンシフト時制御例1（掛け替え先行型）
　図8は、2→1ダウンシフト時に行うべき第2クラッチC2から第1クラッチC1への掛け替え
を先行して実行させ、その後に、当該2→1ダウンシフトに対応したエンジン回転軌跡変化
を生起させるための発進クラッチC1,C2の総伝達トルク容量制御を行うようにしたダウン
シフト時制御例1（掛け替え先行型制御例）である。
【０１２２】
　瞬時t1に上記(2)のアクセルペダル踏み込み操作による再加速が行われて、スロットル
開度TVOが0からTVO1に増大すると、これに伴ってエンジントルクTeが減速中の負値から正
値のTe1へと増大する。
　しかし、かかるスロットル開度TVOの増大によっても、エンジン回転速度Neは前記(7)式
に基づくエンジン回転軌跡制御によって、図5の釣り合い点P2におけるエンジン回転速度N
e2に保たれる。
【０１２３】
　上記エンジン回転軌跡制御中の瞬時t3に、自動変速または手動変速により2→1ダウンシ
フト指令（変速指令）が発生すると、図3のステップＳ11からステップＳ12およびステッ
プＳ14を経てステップＳ16へと制御が進み、このステップＳ16で以下のような変速制御お
よび本発明が狙いとする発進クラッチの伝達トルク容量制御を遂行する。
【０１２４】
　先ず、瞬時t3～t4において2→1ダウンシフト指令に呼応した第2クラッチC2から第1クラ
ッチC1への掛け替えを行う。
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　かかるクラッチC1,C2の掛け替え制御は図8に示すごとく、瞬時t3におけるTC2＝Tc，TC1
＝0の状態からTC2＝0，TC1＝Tcの状態に切り替える制御である。
　具体的には、クラッチトルク配分比R2を１から徐々に0に低下させると共に、R2の低下
に連動させてクラッチトルク配分比R1を0から徐々に１へと上昇させることで、上記クラ
ッチC1,C2の掛け替え制御は遂行される。
　これにより、変速機内の動力伝達経路が第2速の伝動経路から第1速の伝動経路に切り替
わる。
【０１２５】
　以上による掛け替えフェーズが終了した瞬時t4から、瞬時t5までの間に変速比が変速前
（第2速）の変速比r2から変速後（第1速）の変速比r1へと変化する回転変化フェーズが生
起される。
　しかし従来のように、瞬時t4以降も前記したエンジン回転軌跡制御をそのまま継続する
と、これによって発進クラッチ総伝達トルク容量Tcが一点鎖線で示すごとく瞬時t4の値の
ままにされる結果、エンジン回転速度Neが一点鎖線で示すごとくNe2に保たれ、2→1ダウ
ンシフトの変速に対応したエンジン回転変化が起きず、特にこの2→1ダウンシフトが手動
変速である場合において違和感を覚える。
　そこで図8のダウンシフト時制御例1においては、掛け替えフェーズ終了時t4から以下の
ごとくにクラッチC1,C2を伝達トルク容量制御して、2→1ダウンシフトに対応したエンジ
ン回転軌跡の変化を生じさせる。
【０１２６】
　かかるエンジン回転軌跡の変化は、変速の種類がダウンシフトであることから、エンジ
ン回転速度Neが上昇するよう、クラッチC1,C2の総伝達トルク容量Tcを低下させることに
なる。
　具体的には、先ずエンジン回転速度Neの上昇先（上昇先エンジン回転速度）Ne1を決め
る。
　ダウンシフト後は第1速でエンジン回転軌跡制御を実行することから、前記(1)式に準じ
た次式
　Tc1＝C1×（Ne－Neoff）２　・・・(8)
　ただし、
　C1：第1クラッチC1のトルク容量係数
　Ne：エンジン回転速度
　Neoff：エンジン回転補正量
により求まる、第1クラッチC1による図5の変化特性を持った1速発進時の伝達トルク容量T
c1と、現在のエンジントルクTe1とが釣り合うときのエンジン回転速度Ne1を、図5の釣り
合い点P1におけるエンジン回転速度から求め、このエンジン回転速度Ne1を上昇先エンジ
ン回転速度と定める。
【０１２７】
　次に、上昇先エンジン回転速度Ne1を実現するのに必要なクラッチC1,C2の総伝達トルク
容量を決める。
　1速発進時の伝達トルク容量Tc1を表す上記(8)式に上昇先エンジン回転速度Ne1を代入し
て得られる1速発進時の伝達トルク容量Tc1を、上昇先エンジン回転速度Ne1を実現するの
に必要なクラッチC1,C2の総伝達トルク容量Tcとする。
　Tc＝Tc1＝C1×（Ne1－Neoff）２　・・・(9)
【０１２８】
　そして、クラッチC1,C2の総伝達トルク容量Tcを、瞬時t4から瞬時t5までの間に、瞬時t
4におけるNe＝Ne2実現用の値（2速発進時の伝達トルク容量Tc2）から、瞬時t5におけるNe
＝Ne1実現用の値（1速発進時の伝達トルク容量Tc1）へと徐々に低下させる。
　かかる総伝達トルク容量TcのTc2からTc1への低下に応じ、瞬時t4～t5間で第1クラッチC
1の伝達トルク容量TC1が図示のごとく徐々に低下する。
　かように瞬時t4～t5間において第1クラッチC1の伝達トルク容量TC1が徐々に低下するこ
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とにより、エンジン回転速度NeがNe2からNe1に向けて徐々に上昇し、エンジン回転軌跡を
瞬時t4～t5間の回転変化フェーズ中において2→1ダウンシフトに呼応して上昇方向へ変化
させることができ、これにより前記した違和感の問題を回避し得る。
【０１２９】
　瞬時t5に図5の釣り合い点P1に至ると、クラッチC1,C2の総伝達トルク容量Tcがエンジン
トルクTe＝Te1と釣り合い、エンジン回転速度Neの上昇が止まる。
　この瞬時t5以降は、エンジン回転速度NeがNe＝Ne1に保たれるよう、クラッチC1,C2の総
伝達トルク容量Tc（第1クラッチC1の伝達トルク容量TC1）を制御する。
　その後、エンジン回転速度Ne（＝Ne1）と、第1クラッチ出力回転速度Nout1とが一致す
る瞬時t6に、第2クラッチC1が完全締結状態となって変速が終了する。
　そして車速VSPが、エンジン回転軌跡制御を行うべきでない所定車速以上になったとき
、エンジン回転軌跡制御を終了する。
【０１３０】
(e)ダウンシフト時制御例2（掛け替え＆回転変化同時型）
　図9は、2→1ダウンシフト時に行うべき第2クラッチC2から第1クラッチC1への掛け替え
（図8の掛け替えフェーズ）、およびその後の回転変化（図8の回転変化フェーズ）と同時
平行的に、2→1ダウンシフトに対応したエンジン回転軌跡変化を生起させるための発進ク
ラッチC1,C2の総伝達トルク容量制御を行うようにしたダウンシフト時制御例2（掛け替え
＆回転変化同時型制御例）である。
【０１３１】
　図9も図8と同様、第2速での減速運転中において瞬時t1にアクセルペダルの踏み込みに
よる再加速が行われ、これによりスロットル開度TVOが0からTVO1に増大して、エンジント
ルクTeが減速中の負値から正値のTe1へと増大するも、エンジン回転速度Neが前記(7)式に
基づくエンジン回転軌跡制御によって、図5の釣り合い点P2におけるエンジン回転速度Ne2
に保たれている状態からの動作を示す。
【０１３２】
　かかるエンジン回転軌跡制御中の瞬時t3に、自動変速または手動変速により2→1ダウン
シフト指令（変速指令）が発生すると、図3のステップＳ11からステップＳ12およびステ
ップＳ14を経てステップＳ16へと制御が進み、このステップＳ16で以下のように変速制御
および本発明が狙いとする発進クラッチの伝達トルク容量制御を同時並行下に遂行する。
【０１３３】
　先ず前者の変速制御を説明するに、この変速は、2→1ダウンシフト指令に呼応した第2
クラッチC2から第1クラッチC1への掛け替え制御により行い、このクラッチ掛け替え制御
は図9に示すごとく、瞬時t3におけるTC2＝Tc，TC1＝0の状態からTC2＝0，TC1＝Tcの状態
に切り替える制御である。
　具体的には、クラッチトルク配分比R2を１から徐々に0に低下させると共に、R2の低下
に連動させてR1を0から徐々に１へと上昇させることで、上記クラッチC1,C2の掛け替え制
御は遂行される。
　これにより、変速機内の動力伝達経路が第2速の伝動経路から第1速の伝動経路に切り替
わり、変速比が変速前（第2速）の変速比r2から変速後（第1速）の変速比r1へと変化する
。
【０１３４】
　ところで従来のように、変速指令瞬時t3以降も前記したエンジン回転軌跡制御をそのま
ま継続すると、これによって発進クラッチ総伝達トルク容量Tcが一点鎖線で示すごとく瞬
時t3の値のままにされる結果、エンジン回転速度Neが一点鎖線で示すごとくNe2に保たれ
、2→1ダウンシフトの変速に対応したエンジン回転変化が起きず、特に2→1ダウンシフト
が手動変速であるとき、運転者に違和感を与える。
【０１３５】
　そこで図9のダウンシフト時制御例2においては、変速指令瞬時t3から変速終了時t5まで
の間における変速進行中、以下のごとくにクラッチC1,C2を伝達トルク容量制御して、2→
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1ダウンシフトに対応したエンジン回転軌跡の変化を生じさせる。
【０１３６】
　かかるエンジン回転軌跡の変化は、変速の種類がダウンシフトであることから、エンジ
ン回転速度Neが上昇するよう、クラッチC1,C2の総伝達トルク容量Tcを低下させることに
なる。
　具体的には、先ずエンジン回転速度Neの上昇先（上昇先エンジン回転速度）Ne1を、図8
につき前述したと同様、図5の釣り合い点P1から求め、
　次に、上昇先エンジン回転速度Ne1を実現するのに必要なクラッチC1,C2の総伝達トルク
容量Tcを、図8につき前述したと同様、前記(9)式の演算により求める。
【０１３７】
　そして、クラッチC1,C2の総伝達トルク容量Tcを、変速指令瞬時t3から変速終了瞬時t5
までの間に、瞬時t3におけるNe＝Ne2実現用の値（2速発進時の伝達トルク容量Tc2）から
、瞬時t5におけるNe＝Ne1実現用の値（1速発進時の伝達トルク容量Tc1）へと徐々に低下
させる。
　かかる総伝達トルク容量TcのTc2からTc1への低下に応じ、瞬時t3～t5間で第1クラッチC
1の伝達トルク容量TC1が図示のごとく徐々に増大すると同時に、第2クラッチC2の伝達ト
ルク容量TC2が図示のごとく徐々に低下する。
【０１３８】
　瞬時t3～t5間に第1クラッチC1の伝達トルク容量TC1が徐々に増大すると同時に、第2ク
ラッチC2の伝達トルク容量TC2が図示のごとく徐々に低下することにより、エンジン回転
速度NeがNe2からNe1に向けて徐々に上昇し、エンジン回転軌跡を瞬時t3～t5間の変速動作
中において2→1ダウンシフトに呼応して上昇方向へ変化させることができ、これにより前
記した違和感の問題を回避し得る。
　なお本ダウンシフト時制御例2では、エンジン回転軌跡を瞬時t3～t5間の変速動作中に
変化させるため、変速の応答性を犠牲にすることなく上記違和感を回避し得るという、付
加的な効果をも奏することができる。
【０１３９】
　瞬時t5に図5の釣り合い点P1に至り、クラッチC1,C2の総伝達トルク容量Tcがエンジント
ルクTe＝Te1と釣り合い、エンジン回転速度Neの上昇が止まる。
　この瞬時t5以降は、エンジン回転速度NeがNe＝Ne1に保たれるよう、クラッチC1,C2の総
伝達トルク容量Tc（第1クラッチC1の伝達トルク容量TC1）を制御する。
　その後、エンジン回転速度Ne（＝Ne1）と、第1クラッチ出力回転速度Nout1とが一致す
る瞬時t6に、第1クラッチC1が完全締結状態となって変速が終了する。
　そして車速VSPが、エンジン回転軌跡制御を行うべきでない所定車速以上になったとき
、エンジン回転軌跡制御を終了する。
【０１４０】
(f)ダウンシフト時制御例3（回転変化先行型その1）
　図10は、2→1ダウンシフト時に行うべき第2クラッチC2から第1クラッチC1への掛け替え
（掛け替えフェーズ）よりも前に、変速機入力側回転速度の変化（回転変化フェーズ）を
生起させ、これにより変速機のインターロック防止を図る必要がある場合において、先行
する回転変化フェーズ中に、2→1ダウンシフトに対応したエンジン回転軌跡変化を生起さ
せるための発進クラッチC1,C2の総伝達トルク容量制御を行うようにしたダウンシフト時
制御例3（回転変化先行型その1）である。
【０１４１】
　図10も図8.9と同様、第2速での減速運転中において瞬時t1にアクセルペダルの踏み込み
による再加速が行われ、これによりスロットル開度TVOが0からTVO1に増大して、エンジン
トルクTeが減速中の負値から正値のTe1へと増大するも、エンジン回転速度Neが前記(7)式
に基づくエンジン回転軌跡制御によって、図5の釣り合い点P2におけるエンジン回転速度N
e2に保たれている状態からの動作を示す。
【０１４２】
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　かかるエンジン回転軌跡制御中の瞬時t2に、上記の2→1ダウンシフト指令（変速指令）
が発生すると、図3のステップＳ11からステップＳ12およびステップＳ14を経てステップ
Ｓ16へと制御が進み、このステップＳ16で以下のように変速制御および本発明が狙いとす
る発進クラッチの伝達トルク容量制御を遂行する。
【０１４３】
　先ず変速指令時t2において、後者の伝達トルク容量制御を開始すべく、エンジン回転速
度Neの上昇先（上昇先エンジン回転速度）Ne1を、図8につき前述したと同様、図5の釣り
合い点P1から求め、
　次に、上昇先エンジン回転速度Ne1を実現するのに必要なクラッチC1,C2の総伝達トルク
容量Tcを、図8につき前述したと同様、前記(9)式の演算により求める。
【０１４４】
　そして、クラッチC1,C2の総伝達トルク容量Tcを、変速指令瞬時t2から回転変化フェー
ズ終了瞬時t3までの間に、瞬時t2におけるNe＝Ne2実現用の値（2速発進時の伝達トルク容
量Tc2）から、瞬時t3におけるNe＝Ne1実現用の値（1速発進時の伝達トルク容量Tc1）へと
徐々に低下させる。
　かかる総伝達トルク容量TcのTc2からTc1への低下に応じ、瞬時t2～t3間で第1クラッチC
1の伝達トルク容量TC1を図示のごとく0に保ったまま、第2クラッチC2の伝達トルク容量TC
2を図示のごとく徐々に低下させる。
【０１４５】
　瞬時t2～t3間に第1クラッチC1の伝達トルク容量TC1が0に保たれ、第2クラッチC2の伝達
トルク容量TC2が徐々に低下することにより、エンジン回転速度NeがNe2からNe1に向けて
徐々に上昇し、エンジン回転軌跡を瞬時t2～t3間の回転変化フェーズ中において2→1ダウ
ンシフトに呼応して上昇方向へ変化させることができ、これにより前記した違和感の問題
を回避し得る。
【０１４６】
　ちなみに、変速指令瞬時t2以降も上記したエンジン回転軌跡制御をそのまま継続すると
、これによって発進クラッチ総伝達トルク容量Tcが一点鎖線で示すごとく瞬時t2の値のま
まにされる結果、エンジン回転速度Neが一点鎖線で示すごとくNe2に保たれ、2→1ダウン
シフトの変速に対応したエンジン回転変化が起きず、特に2→1ダウンシフトが手動変速で
あるとき、運転者に違和感を与える。
【０１４７】
　しかして本ダウンシフト時制御例3では、上記した通りに当該違和感の問題を回避する
ことができる。
　しかも本ダウンシフト時制御例3では、エンジン回転軌跡を変速初期の瞬時t2～t3にお
いて変化させるため、上記違和感の問題を一層確実に回避することができる。
【０１４８】
　瞬時t3に図5の釣り合い点P1に至り、クラッチC1,C2の総伝達トルク容量Tcがエンジント
ルクTe＝Te1と釣り合い、エンジン回転速度Neの上昇が止まる。
　この瞬時t3以降は、エンジン回転速度NeがNe＝Ne1に保たれるよう、クラッチC1,C2の総
伝達トルク容量Tc（第1クラッチC1の伝達トルク容量TC1）を制御する。
【０１４９】
　瞬時t3以降においては同時に、2→1ダウンシフト指令に呼応した第2クラッチC2から第1
クラッチC1への掛け替え制御を行う。
　このクラッチ掛け替え制御は図10に示すごとく、瞬時t3におけるTC2＝Tc，TC1＝0の状
態からTC2＝0，TC1＝Tcの状態に切り替える制御である。
　具体的には、クラッチトルク配分比R2を１から徐々に0に低下させると共に、R2の低下
に連動させてR1を0から徐々に１へと上昇させることで、上記クラッチC1,C2の掛け替え制
御は遂行される。
【０１５０】
　かかるクラッチ掛け替え制御の終了瞬時t5に、変速機内の動力伝達経路が第2速の伝動
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経路から第1速の伝動経路に切り替わり、変速比が変速前（第2速）の変速比r2から変速後
（第1速）の変速比r1へと変化する。
　瞬時t3以降は前記したようにエンジン回転速度NeがNe＝Ne1に保たれているが、このエ
ンジン回転速度Ne（＝Ne1）と、第1クラッチ出力回転速度Nout1とが一致する瞬時t6に、
第1クラッチC1が完全締結状態となって変速が終了する。
　そして車速VSPが、エンジン回転軌跡制御を行うべきでない所定車速以上になったとき
、エンジン回転軌跡制御を終了する。
【０１５１】
(g)ダウンシフト時制御例4（回転変化先行型その2）
　図11は、第2速での減速運転中において瞬時t1にアクセルペダルの踏み込みによる再加
速が行われ、これによりスロットル開度TVOが0からTVO1に増大して、エンジントルクTeが
減速中の負値から正値のTe1へと増大し、この再加速時t1に発生した踏み込み2→1ダウン
シフト指令による変速に際し、図10の場合と同様、掛け替えフェーズよりも前に回転変化
フェーズを生起させる必要があり、更に2→1ダウンシフト指令時t1におけるエンジン回転
速度Neが第1クラッチ出力回転速度Nout1（変速後のエンジン回転速度）よりも低い場合の
ダウンシフト時制御例4（回転変化先行型その2）である。
【０１５２】
　この制御例では、2→1ダウンシフト指令時t1におけるエンジン回転速度Neが第1クラッ
チ出力回転速度Nout1（変速後のエンジン回転速度）よりも低いことから、瞬時t1におい
て、エンジン回転速度Neが図5の釣り合い点P2におけるエンジン回転速度Ne2に保たれるよ
うにするエンジン回転軌跡制御を終了し、2→1ダウンシフトに対応したエンジン回転変化
が発生するようクラッチC1,C2の総伝達トルク容量Tcを以下のごとく制御する。
【０１５３】
　つまり変速指令時t1より、エンジン回転速度Neが2→1ダウンシフト時締結側クラッチで
ある第1クラッチC1の出力回転速度Nout1に向けて上昇するようクラッチC1,C2の総伝達ト
ルク容量Tc（第2クラッチC2の伝達トルク容量TC2）を低下させる。
　これによりNe＝Nout1となる瞬時t3までの間におけるエンジン回転速度Neの上昇で、2→
1ダウンシフト時の回転変化フェーズが進行すると共に、運転者に当該変速が行われたの
を感覚的に知らせることができ、前記違和感の問題を回避し得る。
【０１５４】
　上記によりNe＝Nout1となる瞬時t3以降、クラッチC1,C2の総伝達トルク容量Tcを変速機
入力トルクおよび回転イナーシャフェーズの伝達が可能な値に向けて増大させ、かように
増大させた総伝達トルク容量Tcをクラッチトルク配分比R1,R2により振り分ける。
　これにより、第1クラッチC1の伝達トルク容量TC1が0からTcに向け漸増されると共に、
第2クラッチC2の伝達トルク容量TC2が瞬時t3における値から0に向け低下され、瞬時t4に
第2クラッチC2から第1クラッチC1への掛け替え（2→1ダウンシフト）が完了する。
【０１５５】
(h)ダウンシフト時制御例5（手動変速掛け替え先行型）
　図12は、瞬時t5まで図6に示す制御例2と同様なアップシフト制御が行われた後における
第2速での加速運転中の瞬時t7に、アクセルペダルの釈放（スロットル開度TVO＝0）によ
るコースティング(惰性)走行に切り替わってエンジントルクTeが負値Te2となり、アクセ
ルペダルの釈放時t7に運転者が手動変速操作により2→1ダウンシフト指令を発した場合の
ダウンシフト時制御例5を示す。
【０１５６】
　かかる足放し手動2→1ダウンシフトの場合、エンジン回転速度Neは第２クラッチC2で引
き上げることができず、第１クラッチC1でしか引き上げることができないため、先ず、2
→1ダウンシフトに際して必要な第2クラッチC2から第1クラッチC1への掛け替えを行う。
【０１５７】
　これにより、瞬時t7よりエンジン回転速度Neが図示のごとくに低下され、かかるエンジ
ン回転速度Neの低下に呼応してエンジン回転軌跡制御は、クラッチC1,C2の総伝達トルク
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　瞬時t8にクラッチC1,C2の総伝達トルク容量TcがエンジントルクTe＝Te2と釣り合うこと
で、エンジン回転速度Neの低下が止まる。
　この瞬時t8以降は、エンジン回転速度Neが瞬時t8の値に保たれるようクラッチC1,C2の
総伝達トルク容量Tcを決定しつつ、これをクラッチトルク配分比R1,R2により第1クラッチ
C1の伝達トルク容量TC1および第2クラッチC2の伝達トルク容量TC2に振り分けて第2クラッ
チC2から第1クラッチC1への掛け替えを更に進行させる。
【０１５８】
　かかるクラッチC1,C2の掛け替えが終了する瞬時t9より、2→1ダウンシフトに対応した
エンジン回転軌跡の変化を発生させる制御を行う。
　具体的には、瞬時t9で上記のエンジン回転軌跡制御を終了し、瞬時t9～t10間において
、エンジン回転速度Neが瞬時t9における値から第１クラッチ出力回転速度Nout1まで上昇
するよう、クラッチC1,C2の総伝達トルク容量Tc（第2クラッチC2の伝達トルク容量TC1）
を図示のごとく徐々に増大させる。
　この制御によるエンジン回転速度Neの上昇でNe＝Nout1となる瞬時t10に、第１クラッチ
C1が完全締結状態となり、制御を終了するが、かかる瞬時t9～t10間におけるエンジン回
転速度Neの上昇から手動変速指令に呼応した2→1ダウンシフトが行われたのを運転者が感
覚的に知ることができて、前記違和感に関する問題を回避することが可能である。
【その他の実施例】
【０１５９】
　なお上記した実施例では、自動変速機が図1に示すツインクラッチ式自動マニュアルト
ランスミッションである場合につき本発明の発進クラッチ制御装置を説明したが、本発明
の発進クラッチ制御装置は、その他の発進クラッチ付き有段自動変速機や、発進クラッチ
付き無段変速機にも同様に適用することができるのは言うまでもない。

【図１】 【図２】
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