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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原動機手段と、
　一つ又は複数の車輪から成る少なくとも第一及び第二のグループと、
　制御手段を用いてトルク伝達通路を前記原動機手段から前記一つ又は複数の車輪から成
る前記第一及び第二のグループに接続するように動作可能な動力伝達経路であって、前記
動力伝達経路が第一のモードの動作である時には、前記第二のグループではなく一つ又は
複数の車輪から成る前記第一のグループが前記トルク伝達通路に連結され、前記動力伝達
経路が第二のモードの動作である時には、一つ又は複数の車輪から成る第一及び第二のグ
ループの両方が前記トルク伝達通路に連結される動力伝達経路と、を備え、
　前記動力伝達経路は、その補助部により、前記原動機手段から前記トルク伝達通路に前
記第二のグループを接続するように動作可能であり、前記補助部は第一及び第二の解放自
在のトルク伝達手段とプロップ・シャフトとを含み、前記第一の解放自在のトルク伝達手
段は前記プロップ・シャフトの第一の末端を前記原動機手段から前記トルク伝達通路に接
続するように動作可能であり、前記第二の解放自在のトルク伝達手段は前記プロップ・シ
ャフトの第二の末端を一つ又は複数の車輪から成る前記第二のグループに接続するように
動作可能であり、
　前記制御手段は、前記第一のモードにおいて、前記プロップ・シャフトが前記原動機手
段からの前記トルク伝達通路と一つ又は複数の車輪から成る前記第二のグループの両方か
ら分離されるように、前記第一及び前記第二のモードの動作間で前記動力伝達経路を切り
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替えるように前記補助部を制御可能であり、
　前記制御手段は、前記動力伝達経路が前記第一のモードと前記第二のモードの間で移行
する場合に、要求された接続速度で前記原動機手段から前記トルク伝達通路に一つ又は複
数の車輪から成る前記第二のグループを接続するように補助部を制御可能であり、
　動力伝達経路が前記第一のモードである場合には、前記制御手段は、一つ又は複数の自
動車動作パラメータについて二つ以上の始動条件のセットのうちの一つに適合する時に前
記第二のモードに移行するように前記動力伝達経路を制御可能であり、各始動条件はそれ
ぞれ識別性を有し、前記制御手段は、適合する始動条件の識別性に相応する接続速度で、
前記第一のモードから前記第二のモードに移行するように動力伝達経路を制御可能である
自動車。
【請求項２】
　前記始動条件のセットが、以下の条件のうちから選択される少なくとも１の条件を含む
請求項１に記載の自動車。
（ａ）一つ又は複数の車輪に動力伝達経路を経由して送られるトルクの瞬時量が、第一の
所定の瞬時トルクの閾値より大きい、
（ｂ）ステアリング・ホイールの角度が、第一の所定の操縦角度の閾値より高い、
（ｃ）操縦自在の主車輪の角度が、第一の所定の操縦自在の主車輪角度の閾値より大きい
、
（ｄ）操縦自在の主車輪角度の変化の速度が、第一の操縦自在の主車輪角度速度の閾値を
超える、
（ｅ）ステアリング・ホイール角度の変化の速度が、第一の所定のステアリング・ホイー
ル角度速度の閾値を超える、
（ｆ）自動車の横加速度が、第一の所定の横加速度の閾値より大きい、
（ｇ）横加速度の変化の速度が、第一の所定の横加速度の速度の閾値を超える、
（ｈ）スロットル又は加速器のペダル位置の値が、第一の所定のスロットル又は加速器ペ
ダル位置の閾値より大きい、
（ｉ）スロットル又は加速器ペダル位置の変化の速度が、第一の所定のスロットル又は加
速器速度の閾値より大きい、
（ｊ）運転手要求トルクが、第一の所定の運転手要求トルクの閾値より大きい、
（ｋ）原動機手段のトルクが、第一の所定の原動機手段のトルク閾値より大きい、
（ｌ）ホイール・スリップの大きさが第一の所定のホイール・スリップの閾値より大きい
、
（ｍ）自動車の加速度が、第一の所定の自動車の加速度の閾値より大きい、
（ｎ）自動車の減速度が、第一の所定の自動車の減速度の閾値より大きい、
（ｏ）自動車のヨー・レートが、第一の所定のヨー・レートの閾値より大きい、
（ｐ）ヨー・レート・エラーが、第一の所定のヨー・レート・エラーの閾値より大きい、
（ｑ）手動又は自動ギア・シフト・コントロールが、一つ又は複数の所定のギア・シフト
位置の値のうちの一つの第一のセットのひとつにセットされている、
（ｒ）動作温度が、第一の所定の動作温度の閾値より低い、
（ｓ）周囲温度が、第一の所定の周囲温度の閾値より低い、
（ｔ）自動車の構成部品の温度が、第一の構成部品の温度閾値より低い、
（ｕ）自動車の流体の温度が第一の流体の温度閾値より低い、
（ｖ）補助の動力伝達経路の構成部品の温度が、第一の所定の動力伝達経路の構成部品の
低温閾値より低い、
（ｗ）補助の動力伝達経路の流体の温度が、第一の所定の動力伝達経路の流体の低温閾値
より低い、
（ｘ）補助の動力伝達経路の構成部品の温度が、第一の所定の動力伝達経路の構成部品の
低温閾値より高い、第一の所定の動力伝達経路の構成部品の高温閾値より高い、
（ｙ）補助の動力伝達経路の流体の温度は、第一の所定の動力伝達経路の流体の低温閾値
より高い、第一の所定の動力伝達経路の流体の高温閾値より高い、
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（ｚ）自動車の速度が、第一の所定の自動車の速度閾値より低い、
（ａ１）自動車は、一つ又は複数の自動車動作プログラムの一つ又は複数の所定のセット
に基づいて動作を始めた、
（ｂ１）走行表面の粗度が、第一の所定の表面粗度の閾値を超えている、
（ｃ１）自動トランスミッションの現在の又は狙いとするギアが、一つ又は複数のギア値
のものの第一のセットの一つにセットされている、
（ｄ１）ブレーキ・ペダル位置の値が、第一の所定のブレーキ・ペダル位置の閾値より大
きい、
（ｅ１）ブレーキの圧力値が、第一の所定のブレーキ圧力の閾値より大きい。
【請求項３】
　前記自動車は、運転手が選択自在な動作の自動車プログラムを複数有し、前記二つ以上
の始動条件のセットは、前記自動車が所定の自動車プログラムに基づいて動作する要件を
含む、請求項１又は２に記載の自動車。
【請求項４】
　前記接続速度は自動車の速度に対応し、前記接続速度は、車両速度の増加に応じて増加
するように構成される請求項１～３のいずれか１項に記載の自動車。
【請求項５】
　前記原動機手段は使用時に回転するように構成され、前記接続速度は前記原動機手段の
回転速度に対応し、前記接続速度は、前記原動機手段の回転速度の増加に応じて増加する
ように構成される請求項１～４のいずれか１項に記載の自動車。
【請求項６】
　前記接続速度は、自動車の横加速度の大きさに対応する請求項１～５のいずれか１項に
記載の自動車。
【請求項７】
　前記接続速度は、自動車の横加速度の増加に応じて増加するように構成される請求項６
に記載の自動車。
【請求項８】
　前記横加速度の大きさが閾値を超える場合に、前記制御手段が、前記横加速度の大きさ
が閾値を超えない場合よりも早い接続速度で、前記原動機手段に一つ又は複数の車輪から
成る前記第二のグループを接続するように、動力伝達経路を制御するように構成される請
求項７に記載の自動車。
【請求項９】
　前記接続速度は、自動車のオーディオ・システムのボリュームに対応する請求項１～８
のいずれか１項に記載の自動車。
【請求項１０】
　前記接続速度は、オーディオ・システムのボリュームの増加に応じて増加するように構
成される請求項９に記載の自動車。
【請求項１１】
　前記ボリュームは、ユーザが選択したボリュームである請求項９又は１０に記載の自動
車。
【請求項１２】
　前記ボリュームは、接続行為が要求されたときに、前記オーディオ・システムから発せ
られるサウンドの実際のボリュームである請求項９又は１０に記載の自動車。
【請求項１３】
　前記二つ以上の始動条件のセットは、少なくとも、一つ又は複数の条件からなる第一の
サブセットと、一つ又は複数の条件からなる第二のサブセットとを含み、前記動力伝達経
路は、前記第一のサブセットの条件が適合する場合に、前記第二のサブセットの条件に適
合するが前記第一のサブセットの条件には適合しない場合よりも速い接続速度で前記第二
のモードを設定するように構成される請求項１～１２のいずれか１項に記載の自動車。
【請求項１４】
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　前記第一のサブセットの条件は、下記の条件から選択された少なくとも一つの条件を含
む請求項１３に記載の自動車。
　（ａ）一つ又は複数の車輪に動力伝達経路を経由して送られるトルクの瞬時量が、第一
の所定の瞬時トルクの閾値より大きい、
　（ｂ）ステアリング・ホイールの角度が、第一の所定の操縦角度の閾値より高い、
　（ｃ）操縦自在の主車輪の角度が、第一の所定の操縦自在の主車輪角度の閾値より大き
い、
　（ｄ）操縦自在の主車輪角度の変化の速度が、第一の操縦自在の主車輪角度の速度の閾
値を超える、
　（ｅ）ステアリング・ホイール角度の変化の速度が、第一の所定のステアリング・ホイ
ール角度速度の閾値を超える、
　（ｆ）自動車の横加速度が、第一の所定の横加速度の閾値より大きい、
　（ｇ）横加速度の変化の速度が、第一の所定の横加速度の速度の閾値を超える、
　（ｈ）スロットル又は加速器のペダル位置の値が、第一の所定のスロットル又は加速器
ペダル位置の閾値より大きい、
　（ｉ）スロットル又は加速器ペダル位置の変化の速度が、第一の所定のスロットル又は
加速器速度の閾値より大きい、
　（ｊ）運転手要求トルクが、第一の所定の運転手要求トルクの閾値より大きい、
　（ｋ）原動機手段のトルクが、第一の所定の原動機手段のトルク閾値より大きい、
　（ｌ）ホイール・スリップの大きさが第一の所定のホイール・スリップの閾値より大き
い、
　（ｍ）自動車の加速度が、第一の所定の自動車の加速度の閾値より大きい、
　（ｎ）自動車の減速度が、第一の所定の自動車の減速度の閾値より大きい、
　（ｏ）自動車のヨー・レートが、第一の所定のヨー・レートの閾値より大きい、
　（ｐ）ヨー・レート・エラーが、第一の所定のヨー・レート・エラーの閾値より大きい
、
　（ｑ）ブレーキ・ペダル位置の値が、第一の所定のブレーキ・ペダル位置の閾値より大
きい、
　（ｒ）ブレーキ・ペダル圧力値が、第一の所定のブレーキ・ペダル位置の閾値より大き
い。
【請求項１５】
　前記第二のサブセットの条件は、下記の条件から選択された少なくとも一つの条件を含
む請求項１３又は１４に記載の自動車。
（ａ）手動又は自動ギア・シフト・コントロールが、一つ又は複数の所定のギア・シフト
位置の値のうちの一つの第一のセットの一つにセットされている、
（ｂ）動作温度が、第一の所定の動作温度の閾値より低い、
（ｃ）周囲温度が、第一の所定の周囲温度の閾値より低い、
（ｄ）自動車の構成部品の温度が、第一の構成部品の温度閾値より低い、
（ｅ）自動車の流体の温度が第一の流体の温度閾値より低い、
（ｆ）補助の動力伝達経路の構成部品の温度が、第一の所定の動力伝達経路の構成部品の
低温閾値より低い、
（ｇ）補助の動力伝達経路の流体の温度が、第一の所定の動力伝達経路の流体の低温閾値
より低い、
（ｈ）補助の動力伝達経路の構成部品の温度が、第一の所定の動力伝達経路の構成部品の
低温閾値より高い、第一の所定の動力伝達経路の構成部品の高温閾値より高い、
（ｉ）補助の動力伝達経路の流体の温度は、第一の所定の動力伝達経路の流体の低温閾値
より高い、第一の所定の動力伝達経路の流体の高温閾値より高い、
（ｊ）自動車の速度が、第一の所定の自動車の速度閾値より低い、
（ｋ）自動車は、一つ又は複数の自動車動作プログラムの一つ又は複数の所定のセットに
基づいて動作を始めた、
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（ｌ）走行表面の粗度が、第一の所定の表面粗度の閾値を超えている、
（ｍ）自動トランスミッションの現在の又は狙いとするギアが、一つ又は複数のギア値の
ものの第一のセットの一つにセットされている。
【請求項１６】
　前記動力伝達経路は、反応評価器と予測評価器の出力に対応して第二のモードを設定す
るように構成されており、
　前記反応評価器の出力は、車輪スリップの量が第一の所定の閾値を超えたかどうかにつ
いての判断に対応し、
　前記予測評価器の出力は、車輪スリップの量が第一の所定の閾値以下である時に、車輪
スリップの量が第二の所定の閾値を超えようとしていることを示す、一つ又は複数の自動
車動作パラメータに関する一つ又は複数の条件に適合するという判断に対応することを含
む請求項１～１５のいずれか１項に記載の自動車。
【請求項１７】
　前記第二のサブセットの条件は、前記予測評価器の出力が、第二のモードの動作を設定
すべきことを示す条件を含む請求項１３に従属する請求項１６に記載の自動車。
【請求項１８】
　前記第一のサブセットの条件は、前記反応評価器の出力が、第二のモードの動作を設定
すべきことを示す条件を含む請求項１６又は１７に記載の自動車。
【請求項１９】
　前記予測評価器は、一つ又は複数の自動車動作パラメータの値に基づいて、所定の期間
内で発生する第一のセットの条件のうちの一つの可能性を判断するように構成される請求
項１６～１８のいずれか１項に記載の自動車。
【請求項２０】
　前記接続速度は、過去の接続速度の経歴に対応し、前記制御手段は、第一のモードから
第二のモードへの移行が必要な時に、前記制御手段が必要な接続速度を決定できるように
動作可能な過去の接続事象に付随したデータを保存するように構成される請求項１～１９
のいずれか１項に記載の自動車。
【請求項２１】
　前記データは、一つ又は複数の過去の接続事象中に設定した接続の速度と、一つ又は複
数の過去の接続事象を始動する始動条件の識別性と、一つ又は複数の過去の接続事象が発
生した時の一つ又は複数の自動車動作パラメータの値とのうちから選択された少なくとも
１つに対応する請求項２０に記載の自動車。
【請求項２２】
　前記制御手段は、自動車が走行している表面の摩擦の係数に対応する接続速度で第二の
モードを設定するために、前記動力伝達経路を制御するように構成される請求項１～２１
のいずれか１項に記載の自動車。
【請求項２３】
　前記動力伝達経路は、自動車が走行している表面の摩擦に関して予測した係数に対応す
る接続速度で、第二のモードを設定するように構成される請求項２２に記載の自動車。
【請求項２４】
　前記動力伝達経路は、第二のモードへの移行を始動する始動条件の識別性にかかわらず
、実質的に一定の速度で、第二のモードから第一のモードを設定するように構成される請
求項１～２３のいずれか１項に記載の自動車。
【請求項２５】
　前記制御手段は、第一のモードから第二のモードへの移行が第一のサブセットの条件に
適合する時に行われる速度より小さい速度で、第一のモードに第二のモードから移行する
ために、動力伝達経路を制御するように構成される請求項１３又は請求項１３に従属する
請求項１４～２４のいずれか１項に記載の自動車。
【請求項２６】
　第一のモードにおいて、前記動力伝達経路は、一つ又は複数の自動車動作パラメータの
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値が所定値より大きい又は小さい時に第二のモードに移行するように動作可能であり、前
記動力伝達経路は、第二のモードへの移行が行われる時の自動車動作パラメータの値と前
記所定値との差に対応する速度で、第二のモードに移行するように構成される請求項１～
２５のいずれか１項に記載の自動車。
【請求項２７】
　前記第一と第二の解放自在のトルク伝達手段の一方又は両方は、前記接続動作を行うよ
うに構成された一つ又は複数のアクチュエータを含み、前記接続動作の速度は、前記一つ
又は複数のアクチュエータの移動の速度に依存する請求項１～２６のいずれか１項に記載
の自動車。
【請求項２８】
　前記第一と第二の解放自在のトルク伝達手段の一方又は両方は、前記接続動作を行うよ
うに構成された複数のアクチュエータを含む請求項１～２７のいずれか１項に記載の自動
車。
【請求項２９】
　前記第一と第二の解放自在のトルク伝達手段の一方又は両方のアクチュエータのうちの
少なくとも二つは、時間的に異なる各々の瞬間で作動するように構成され、前記接続動作
の速度は、各々のアクチュエータの作動間で経過する時間の長さに依存する請求項２８に
記載の自動車。
【請求項３０】
　前記第一の解放自在のトルク伝達手段は、少なくとも第一のアクチュエータを含み、第
二の解放自在のトルク伝達手段は、少なくとも第二のアクチュエータを含み、前記接続速
度は、前記第一と第二の解放自在のトルク伝達手段の各々のアクチュエータの作動間で経
過する時間の長さに依存する請求項２８又は２９に記載の自動車。
【請求項３１】
　前記原動機手段は、エンジンと電気マシンとのうちから選択された少なくとも一つを含
む請求項１～３０のいずれか１項に記載の自動車。
【請求項３２】
　自動車を制御するための方法であって、
　原動機手段と、
　一つ又は複数の車輪から成る少なくとも第一及び第二のグループと、
　制御手段を用いてトルク伝達通路を前記原動機手段から一つ又は複数の車輪から成る第
一及び第二のグループに接続するように動作可能な動力伝達経路であって、前記動力伝達
経路が第一のモードの動作である時には、第二のグループではなく一つ又は複数の車輪か
ら成る第一のグループが前記トルク伝達通路に連結され、前記動力伝達経路が第二のモー
ドの動作である時には、一つ又は複数の車輪から成る第一及び第二のグループの両方が前
記トルク伝達通路に連結される動力伝達経路と、を備え、
　前記動力伝達経路は、その補助部により、前記原動機手段から前記トルク伝達通路に第
二のグループを接続するように動作可能であり、前記補助部は第一及び第二の解放自在の
トルク伝達手段とプロップ・シャフトとを含み、前記第一の解放自在のトルク伝達手段は
プロップ・シャフトの第一の末端を前記原動機手段から前記トルク伝達通路に接続するよ
うに動作可能であり、前記第二の解放自在のトルク伝達手段はプロップ・シャフトの第二
の末端を一つ又は複数の車輪から成る第二のグループに接続するように動作可能である、
前記自動車を備え、
　前記方法は、第一のモードにおいて、プロップ・シャフトが原動機手段からのトルク伝
達通路と一つ又は複数の車輪から成る第二のグループの両方から分離されるように、第一
及び第二のモードの動作間で動力伝達経路を切り替えるように補助部を制御することと、
　前記方法は、一つ又は複数の自動車動作パラメータについて二つ以上の始動条件のセッ
トのうちの一つに適合する時に第二のモードに移行するように動力伝達経路を制御するこ
とを含み、各始動条件はそれぞれ識別性を有し、本方法は、適合する始動条件の識別性に
対応する接続速度で、第一のモードから第二のモードに移行するように動力伝達経路を制
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御すること
　を含む、自動車を制御するための方法。
【請求項３３】
　動力伝達経路を有する自動車のためのシステムであって、
　原動機と、１組の後輪と、前記原動機を前記後輪へ接続するためのシャフトと、プロッ
プ・シャフトを前記原動機及び前記後輪に選択的に接続するための第１及び第２の連結手
段とを備え、
　該システムは、前記プロップ・シャフトが前記原動機及び前記後輪から分離される第一
のモードの動作と、前記原動機が前記プロップ・シャフトによって前記後輪に接続される
第二のモードとの動作のうちの一つにおいて、前記第１及び第２の連結手段の動作を制御
するように構成された制御手段を備え、
　前記制御手段は、適合する少なくとも二つの始動条件であって各自動車動作パラメータ
に関連する始動条件のうちの一つに対応して、前記適合する始動条件に依存する接続速度
で、前記第一のモードの動作から前記第二のモードの動作への移行を生じさせる様に構成
されることを特徴とするシステム。
【請求項３４】
　前記制御手段が、適合する第一の始動条件に対応する場合に、適合する第二の始動条件
に対応する場合とは異なる接続速度で、前記第一のモードの動作から前記第二のモードの
動作へ移行することを生じさせるように構成される請求項３３に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車及び自動車を制御するための方法に関する。限定されるものではない
が、特に、本発明は自動車を駆動するためにトルクを供給する複数の車輪を変えるように
動作可能な動力伝達経路を有する例えば全地形対応車（ＡＴＶ）などの自動車に関する。
【背景技術】
【０００２】
　原動力が自動車の２組の車輪のそれぞれに供給される四輪駆動動作モードを有する自動
車を提供することが知られている。原動力は動力伝達経路を用いて車輪に供給される。
【０００３】
　ある既知の自動車では、原動力が両方の組の車輪に永久に供給されるように配置されて
いる。ある他の自動車では、原動力が１組にだけ又は両方の組の車輪に対して選択的に供
給されるように配置されている。運転手が操作可能なセレクタは、運転手が二輪又は四輪
の動作を選択可能なように設けることができる。ある動力伝達経路システムは、二輪又は
四輪駆動モードに移行する際に自動車が静止していることを必要とする。そのようなシス
テムは静的切断／再接続システムと呼ぶことができる。
【０００４】
　英国特許第２４０７８０４号は、自動車が移動している際の動力伝達経路からの車輪の
切断に続いて、車輪の２つを動力伝達経路へ再接続する動的動力伝達経路再接続構成を開
示している。そのようなシステムは、動的動力伝達経路再接続システムとも呼ぶことがで
きる。英国特許第２４０７８０４号に開示されるシステムは、動的動力伝達経路再接続を
可能とするクラッチ配置を採用している。
【０００５】
　ある既知の動的動力伝達経路の再接続システムにおいては、自動車が二輪駆動モードで
操作されるような所定の条件に適合する際に、自動車が車輪のうちの二つに対する動力伝
達経路の接続を自動的に分離できるように操作可能である。そのシステムは、所定の条件
に適合しない場合には四輪駆動操作を可能にするために動力伝達経路を自動的に再接続す
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００６】
【特許文献１】英国特許第２４０７８０４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の１の目的は、既知の動的動力伝達経路システムの不利益を少なくとも部分的に
軽減することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の実施形態は、添付の特許請求の範囲を参照することにより理解できるであろう
。本発明の一側面は自動車及び方法を提供することにある。 
【０００９】
　そこに保護が求められる本発明の更なる側面は、
　原動機手段と、
　一つ又は複数の車輪から成る少なくとも第一及び第二のグループと、
　制御手段を用いてトルク伝達通路を原動機手段から一つ又は複数の車輪から成る第一及
び第二のグループに接続するように動作可能な動力伝達経路であって、動力伝達経路が第
一のモードの動作である時には、第二のグループではなく一つ又は複数の車輪から成る第
一のグループがトルク伝達通路に連結され、動力伝達経路が第二のモードの動作である時
には、一つ又は複数の車輪から成る第一及び第二のグループの両方がトルク伝達通路に連
結される動力伝達経路と、を備え、
　動力伝達経路は、その補助部により、原動機手段からトルク伝達通路に第二のグループ
を接続するように動作可能であり、補助部は第一及び第二の解放自在のトルク伝達手段と
プロップ・シャフトとを含み、第一の解放自在のトルク伝達手段はプロップ・シャフトの
第一の末端を原動機手段からトルク伝達通路に接続するように動作可能であり、第二の解
放自在のトルク伝達手段はプロップ・シャフトの第二の末端を一つ又は複数の車輪から成
る第二のグループに接続するように動作可能であり、
　制御手段は、第一のモードにおいて、プロップ・シャフトが原動機手段からのトルク伝
達通路と一つ又は複数の車輪から成る第二のグループの両方から分離されるように、第一
及び第二のモードの動作間で動力伝達経路を切り替えるように補助部を制御可能であり、
　制御手段は、動力伝達経路が第一のモードと第二のモードの間で移行する場合に、要求
された接続速度で原動機手段からトルク伝達通路に一つ又は複数の車輪から成る第二のグ
ループを接続するように補助部を制御可能であり、
　動力伝達経路が第一のモードである場合には、制御手段は、一つ又は複数の自動車動作
パラメータについて二つ以上の始動条件のセットのうちの一つに適合する時に第二のモー
ドに移行するように動力伝達経路を制御可能であり、各始動条件はそれぞれ識別性（アイ
デンティティ）を有し、制御手段は、適合する始動条件の識別性に対応する接続速度で、
第一のモードから第二のモードに移行するように動力伝達経路を制御可能である自動車が
提供される。
【００１０】
　動力伝達経路の補助部が原動機手段からトルク伝達通路に一つ又は複数の車輪から成る
第二のグループを接続する際の速度は、接続動作が行われる期間に関係するように考慮で
きることを理解すべきである。接続の速度が高ければ高いほど、動力伝達経路による第一
のモードから第二のモードに移行する際の動作が動力伝達経路で完了する期間が短くなる
。従って、接続速度の基準は、代替的には、接続動作が完了する期間、即ち、第一のモー
ドから第二のモードへの移行が完了する期間になる。完了は、第一及び第二の解放自在の
トルク伝達手段が、プロップ・シャフトが原動機手段と一つ又は複数の車輪から成る第二
のグループとからトルク伝達通路に接続される動作が完了することを意味する。解放自在
のトルク伝達手段がクラッチ手段を含んでいる場合、完了は、クラッチ手段が十分に（且
つ部分的でなく）閉止することを意味すると理解される。
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【００１１】
　従って、制御手段は、適合する始動条件の識別性に対応する長さの期間全体にわたって
第一のモードから第二のモードへ移行するように動力伝達経路を制御できる。
【００１２】
　解放自在のトルク伝達手段がクラッチ又はクラッチ手段を含む、ある実施形態において
は、接続速度への言及は、クラッチ又はクラッチ手段の閉止の速度の言及として理解すべ
きである。ある実施形態においては、接続速度への言及は、十分に閉止するために複数の
クラッチ手段に対して行われる合計時間についての言及と理解すべきである。例えば、一
つのクラッチ手段の閉止と別のクラッチ手段の閉止との間の時間的遅延が変わると、異な
る接続速度になる。ある実施形態においては、第一と第二の解放自在のトルク伝達手段の
うちの一つのクラッチ手段を、別のクラッチ手段を閉止する前にプロップ・シャフトを回
転させるために、第一と第二の解放自在のトルク伝達手段のうちの他のクラッチ手段を閉
止する前に閉止することは利点と思われる。これは動力伝達経路の接続動作に伴うノイズ
や振動及び／又はハーシュネス（ＮＶＨ）を低減できる。しかし、接続動作を急ぐ場合、
第一と第二の解放自在のトルク伝達手段のクラッチ手段は、各々の閉止動作間に遅延が殆
ど又は全くない状態で他と実質的に同時に又は直後に閉止できる。
【００１３】
　プロップ・シャフトを原動機手段からのトルク伝達通路と一つ又は複数の車輪から成る
前述の第二のグループの両方から分離すると、プロップ・シャフトは、自動車が動いてい
る時でも実質的に静止できることを理解すべきである。これは、プロップ・シャフトの回
転に伴うエネルギー・ロスが、ある実施形態においては減少又は解消するという利点を有
する。
【００１４】
　ここでいう一つ又は複数の車輪から成るグループとは、一つだけの車輪から成る構成要
素を有するグループを含むことを理解すべきである。
【００１５】
　本発明の実施形態は、自動車がある状況で最適の性能特性を呈する方式で動力伝達経路
を制御できるという利点を有する。従って、例えば、自動車が横滑りしている時のように
、第二のモードへの移行を更に急ぐ事態において、接続速度は、移行をそれほど急がない
事態と比べて速くなるように実施できる（即ち、接続動作がすぐに完了する）。
【００１６】
　ある実施形態においては、始動条件のセットは、下記の条件から選択された少なくとも
一つの条件を含んでいる。
（ａ）一つ又は複数の車輪に動力伝達経路を経由して送られるトルクの瞬時量が、第一の
所定の瞬時トルクの閾値より大きい、
（ｂ）ステアリング・ホイールの角度が、第一の所定の操縦角度の閾値より高い、
（ｃ）操縦自在の主車輪の角度が、第一の所定の操縦自在の主車輪角度の閾値より大きい
、
（ｄ）操縦自在の主車輪角度の変化の速度が、第一の操縦自在の主車輪角度速度の閾値を
超える、
（ｅ）ステアリング・ホイール角度の変化の速度が、第一の所定のステアリング・ホイー
ル角度速度の閾値を超える、
（ｆ）自動車の横加速度が、第一の所定の横加速度の閾値より大きい、
（ｇ）横加速度の変化の速度が、第一の所定の横加速度の速度の閾値を超える、
（ｈ）スロットル又は加速器のペダル位置の値が、第一の所定のスロットル又は加速器ペ
ダル位置の閾値より大きい、
（ｉ）スロットル又は加速器ペダル位置の変化の速度が、第一の所定のスロットル又は加
速器の速度の閾値より大きい、
（ｊ）運転手要求トルクが、第一の所定の運転手要求トルクの閾値より大きい、
（ｋ）原動機手段のトルクが、第一の所定の原動機手段のトルク閾値より大きい、
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（ｌ）ホイール・スリップの大きさが第一の所定のホイール・スリップの閾値より大きい
、
（ｍ）自動車の加速度が、第一の所定の自動車の加速度の閾値より大きい、
（ｎ）自動車の減速度が、第一の所定の自動車の減速度の閾値より大きい、
（ｏ）自動車のヨー・レートが、第一の所定のヨー・レートの閾値より大きい、
（ｐ）ヨー・レート・エラーが、第一の所定のヨー・レート・エラーの閾値より大きい、
（ｑ）手動又は自動ギア・シフト・コントロールが、一つ又は複数の所定のギア・シフト
位置の値のうちの一つの第一のセットのひとつにセットされている、
（ｒ）動作温度が、第一の所定の動作温度の閾値より低い、
（ｓ）周囲温度が、第一の所定の周囲温度の閾値より低い、
（ｔ）自動車の構成部品の温度が、第一の構成部品の温度閾値より低い、
（ｕ）自動車の流体の温度が第一の流体の温度閾値より低い、
（ｖ）補助の動力伝達経路の構成部品の温度が、第一の所定の動力伝達経路の構成部品の
低温閾値より低い、
（ｗ）補助の動力伝達経路の流体の温度が、第一の所定の動力伝達経路の流体の低温閾値
より低い、
（ｘ）補助の動力伝達経路の構成部品の温度が、第一の所定の動力伝達経路の構成部品の
低温閾値より高い、第一の所定の動力伝達経路の構成部品の高温閾値より高い、
（ｙ）補助の動力伝達経路の流体の温度は、第一の所定の動力伝達経路の流体の低温閾値
より高い、第一の所定の動力伝達経路の流体の高温閾値より高い、
（ｚ）自動車の速度が、第一の所定の自動車の速度閾値より低い、
（ａ１）自動車は、一つ又は複数の自動車動作プログラムの一つ又は複数の所定のセット
に基づいて動作を始めた、
（ｂ１）走行表面の粗度が、第一の所定の表面粗度の閾値を超えている、
（ｃ１）自動トランスミッションの現在の又は狙いとするギアが、一つ又は複数のギア値
のものの第一のセットの一つにセットされている、
（ｄ１）ブレーキ・ペダル位置の値が、第一の所定のブレーキ・ペダル位置の閾値より大
きい、
（ｅ１）ブレーキの圧力値が、第一の所定のブレーキ圧力の閾値より大きい。
【００１７】
　従って、自動車が、動力伝達経路の第二のモードの動作が永久に必要とされずに、運転
手が、動力伝達経路の第二のモードの動作が永久に必要とされる（オフ－ロード・モード
のような）自動車動作モードを選択している、自動車プログラムに基づいて動作している
場合、動力伝達経路は、第二のモードの動作を自動的に設定するように構成される。
【００１８】
　ある実施形態においては、自動車は、運転手が選択自在な動作の自動車プログラムを複
数有し、二つ以上の始動条件のセットは、自動車が所定の自動車プログラムに基づいて動
作する要件を含む。
【００１９】
　ある実施形態において、接続速度は自動車の速度に対応し、接続速度は、車両速度の増
加に応じて増加するように構成される。
【００２０】
　即ち、第一のモードから第二のモードへの移行を完了するために必要な時間は、車両速
度の増加に応じて減少するように構成される。
【００２１】
　この特徴には、自動車（又は運転手）が第二のモードを選択すると、自動車は高い自動
車速度で瞬時に第二のモードを設定するという利点がある。これは、比較的高速で移動す
る時に、例えば、横滑りの際に第二のモードが設定されると、第二のモードは自動車がゆ
っくりと移動している場合よりも素早く設定されるという利点を有する。
【００２２】



(11) JP 5763217 B2 2015.8.12

10

20

30

40

50

　更に、この特徴には、高い接続動作速度の長所を、ＮＶＨ（ノイズ、振動、ハーシュネ
ス）特性が著しく低下せずに入手できるという利点がある。これは、高い接続速度が、第
二の１組の車輪の接続に起因するＮＶＨが自動車の移動速度のために周囲の自動車のノイ
ズと振動とで遮蔽される、高速の自動車の速度で採用されたからである。
【００２３】
　原動機手段は使用時に回転するように構成され、接続速度は原動機手段の回転速度に対
応し、接続速度は、原動機手段の回転速度の増加に応じて増加するように構成される。
【００２４】
　これは、原動機手段が運転手のトルク要請又はスロットル入力に応答するために時間が
かかりそうな場合（従って、接続速度の低下は運転手が気付かないほど小さい）において
（エンジン速度のような）低速の原動機手段の速度で減速された速度が採用されるため、
接続がなされる際に生じる構成部品の摩耗量が減少するという利点がある。低減されたノ
イズと振動は、自動車の性能を大きく低下しないので運転手も快適である。前述のように
、原動機手段の応答時間が、低速の原動機手段の速度で増加するためである。
【００２５】
　原動機手段の応答時間の増加は、例えば、ターボチャージ付きエンジンのターボ遅れに
起因して発生し得る。
【００２６】
　しかしながら、原動機手段のノイズ・レベルが増加する高速の原動機手段の速度で、高
い接続速度が、自動車のＮＶＨ特性を著しく減少せずに採用され得る。
【００２７】
　ある実施形態において、接続速度は、自動車の横加速度の大きさに対応する。
【００２８】
　ある実施形態において、接続速度は、自動車の横加速度の増加に応じて増加するように
構成される。
【００２９】
　この特徴には、横加速度が閾値（例えば、自動車の横滑りの可能性を示す値）を超えて
検出されると、自動車は、横滑り又は更なる横滑りを防止するために、横加速度の大きさ
が閾値より低い場合よりも高い速度で、第二のセットの車輪を原動機手段に接続するよう
に構成されるという利点がある。
【００３０】
　この特徴には、運転手が自ら気づく状況の深刻さに、接続速度が対応するという利点が
ある。従って、激しい横加速度が検出される場合は、比較的穏やかな横加速度が検出され
る状況と比べて、自動車が第二の１組の車輪を原動機手段により早く接続するように構成
される。
【００３１】
　ある実施形態においては、横加速度の大きさが閾値を超える場合に、制御手段が、横加
速度の大きさが閾値を超えない場合よりも早い接続速度で、原動機手段に第二の組の車輪
を接続するように、動力伝達経路を制御するように構成される。
【００３２】
　ある実施形態において、接続速度は、自動車のオーディオ・システムのボリュームに対
応している。
【００３３】
　ある実施形態において、接続速度は、オーディオ・システムのボリュームの増加に応じ
て増加するように構成される。
【００３４】
　第二のモードへの移行に伴うＮＶＨの大きな値は、オーディオ・システムのボリューム
が増加するにつれて、自動車のオーディオ・システムで遮蔽できることを理解すべきであ
る。これは、自動車の乗員が認知できるほどＮＶＨが著しく増加せずに、ボリュームが増
加するので、第二のモードへの更なる素早い移行が可能になる。
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【００３５】
　随意には、ボリュームは、ユーザが選択したボリュームである。
【００３６】
　代替的には、ボリュームは、接続行為が要求されたときに、オーディオ・システムから
発せられるサウンドの実際のボリュームである。
【００３７】
　ある実施形態においては、二つ以上の始動条件のセットは、少なくとも、一つ又は複数
の条件からなる第一のサブセットと、一つ又は複数の条件からなる第二のサブセットとを
含み、動力伝達経路は、第一のサブセットの条件が適合する場合に、第二のサブセットの
条件に適合するが第一のサブセットの条件には適合しない場合よりも速い接続速度で第二
のモードを設定するように構成される。
【００３８】
　この特徴は、接続動作速度が、第二のモードへの移行を始動する際の型式及び／又は過
酷さに対応しているので、自動車が出会う状況に適応できるという利点がある。
【００３９】
　ある実施形態において、条件の第一のサブセットは、下記の条件から選択された少なく
とも一つの条件を含んでいる。
（ａ）一つ又は複数の車輪に動力伝達経路を経由して送られるトルクの瞬時量が、第一の
所定の瞬時トルクの閾値より大きい、
（ｂ）ステアリング・ホイールの角度が、第一の所定の操縦角度の閾値より高い、
（ｃ）操縦自在の主車輪の角度が、第一の所定の操縦自在の主車輪角度の閾値より大きい
、
（ｄ）操縦自在の主車輪角度の変化の速度が、第一の操縦自在の主車輪角度の速度の閾値
を超える、
（ｅ）ステアリング・ホイール角度の変化の速度が、第一の所定のステアリング・ホイー
ル角度速度の閾値を超える、
（ｆ）自動車の横加速度が、第一の所定の横加速度の閾値より大きい、
（ｇ）横加速度の変化の速度が、第一の所定の横加速度の速度の閾値を超える、
（ｈ）スロットル又は加速器のペダル位置の値が、第一の所定のスロットル又は加速器ペ
ダル位置の閾値より大きい、
（ｉ）スロットル又は加速器ペダル位置の変化の速度が、第一の所定のスロットル又は加
速器速度の閾値より大きい、
（ｊ）運転手要求トルクが、第一の所定の運転手要求トルクの閾値より大きい、
（ｋ）原動機手段のトルクが、第一の所定の原動機手段のトルク閾値より大きい、
（ｌ）ホイール・スリップの大きさが第一の所定のホイール・スリップの閾値より大きい
、
（ｍ）自動車の加速度が、第一の所定の自動車の加速度の閾値より大きい、
（ｎ）自動車の減速度が、第一の所定の自動車の減速度の閾値より大きい、
（ｏ）自動車のヨー・レートが、第一の所定のヨー・レートの閾値より大きい、
（ｐ）ヨー・レート・エラーが、第一の所定のヨー・レート・エラーの閾値より大きい、
（ｑ）ブレーキ・ペダル位置の値が、第一の所定のブレーキ・ペダル位置の閾値より大き
い、
（ｒ）ブレーキ・ペダル圧力値が、第一の所定のブレーキ・ペダル位置の閾値より大きい
。
【００４０】
　ある実施形態において、条件の第二のサブセットは、下記の条件から選択された少なく
とも一つの条件を含んでいる。
（ａ）手動又は自動ギア・シフト・コントロールが、一つ又は複数の所定のギア・シフト
位置の値のうちの一つの第一のセットの一つにセットされている、
（ｂ）動作温度が、第一の所定の動作温度の閾値より低い、
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（ｃ）周囲温度が、第一の所定の周囲温度の閾値より低い、
（ｄ）自動車の構成部品の温度が、第一の構成部品の温度閾値より低い、
（ｅ）自動車の流体の温度が第一の流体の温度閾値より低い、
（ｆ）補助の動力伝達経路の構成部品の温度が、第一の所定の動力伝達経路の構成部品の
低温閾値より低い、
（ｇ）補助の動力伝達経路の流体の温度が、第一の所定の動力伝達経路の流体の低温閾値
より低い、
（ｈ）補助の動力伝達経路の構成部品の温度が、第一の所定の動力伝達経路の構成部品の
低温閾値より高い、第一の所定の動力伝達経路の構成部品の高温閾値より高い、
（ｉ）補助の動力伝達経路の流体の温度は、第一の所定の動力伝達経路の流体の低温閾値
より高い、第一の所定の動力伝達経路の流体の高温閾値より高い、
（ｊ）自動車の速度が、第一の所定の自動車の速度閾値より低い、
（ｋ）自動車は、一つ又は複数の自動車動作プログラムの一つ又は複数の所定のセットに
基づいて動作を始めた、
（ｌ）走行表面の粗度が、第一の所定の表面粗度の閾値を超えている、
（ｍ）自動トランスミッションの現在の又は狙いとするギアが、一つ又は複数のギア値の
ものの第一のセットの一つにセットされている。
【００４１】
　自動車が一つ又は複数の自動車動作プログラムから成る一つ又は複数の所定のセットに
基づいて動作を始める条件（条件（ｋ））は、例えば、運転手が所定の動作プログラムを
選択する場合、又は所定の動作プログラムが自動車により自動的に設定される場合に適合
され得る。
【００４２】
　ある実施形態において、動力伝達経路は、反応評価器と予測評価器の出力に対応して第
二のモードを設定するように構成されており、
　反応評価器の出力は、車輪スリップの量が第一の所定の閾値を超えたかどうかについて
の判断に対応し、
　予測評価器の出力は、車輪スリップの量が第一の所定の閾値以下である時に、車輪スリ
ップの量が第二の所定の閾値を超えようとしていることを示す、一つ又は複数の自動車動
作パラメータに関する一つ又は複数の条件に適合するという判断に対応する。
【００４３】
　ある実施形態において、第二のサブセットの条件は、予測評価器の出力が、第二のモー
ドの動作を設定すべきことを示す条件を含んでいる。
【００４４】
　ある実施形態において、第一のサブセットの条件は、反応評価器の出力が、第二のモー
ドの動作を設定すべきことを示す条件を含んでいる。
【００４５】
　従って、予測評価器が第二のモードの動作を設定すべきことを予測すると、動力伝達経
路は、低い速度で第二のモードの動作を設定するように構成される。これは、動力伝達経
路の構成部品の摩耗量と、自動車が第二のモードを設定する時に生じたＮＶＨの量は、自
動車が高い速度で第二のモードを設定することを動力伝達経路に要求する事態を予測せず
且つこのような事態が引き続き発生する、状況と比べると減少するという利点がある。こ
のような事態が引き続き発生し、自動車が高い速度で第二のモードを設定する結果になる
と、自動車の構成部品の摩耗量が増加し、自動車のＮＶＨ特性が低下する。これらの事態
は、自動車の動作中では可能な限り避けるべきである。
【００４６】
　ある実施形態においては、予測評価器は、一つ又は複数の自動車動作パラメータの値に
基づいて、所定の期間内で発生する第一のセットの条件のうちの一つの可能性を定めるよ
うに構成される。
【００４７】
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　ある実施形態においては、反応評価器は高い速度で第二のモードへの移行を要請する信
号だけを出力するように構成され、予測評価器は高速度又は低速度のいずれかで第二のモ
ードへの移行を要請する信号を出力するように構成される。
【００４８】
　ある実施形態においては、原動機手段はエンジンを含み、加速器ペダル位置とエンジン
速度と現在選択中のギアのうちの少なくとも一つに関して所定の条件に適合し、第二のモ
ードへの移行を実施すべきであると予測評価器が判断すると、予測評価器が、比較的速い
移行を要請する信号を出力するように構成される。
【００４９】
　所定の条件に適合しない場合、予測評価器が第二のモードへの移行を実施すべきと判断
すると、予測評価器が比較的遅い移行を要請する信号を出力するように構成される。
【００５０】
　一部の構成では、自動車が所定のギアにあり且つエンジン速度が所定の速度を超える時
に、加速器ペダル位置が所定の位置を超えると、予測評価器が比較的高い速度で移行を要
請するように構成される。例えば、エンジン速度が毎分３０００回転（ｒｐｍ）又は任意
の他の適切な数値を超える場合である。
【００５１】
　臨界スロットル位置は、選択したギアに伴って変わる。例えば、臨界位置は、第一のギ
ア時で７０％の低下、第二のギア時で８０％の低下、第三のギア時で９５％の低下になる
。他の低下値も有用である。
【００５２】
　随意には、接続速度は過去の接続速度の経歴に対応し、制御手段は、第一のモードから
第二のモードへの移行が必要になる時に、制御手段が必要な接続速度を決定できる過去の
接続事象実態に付随したデータを保存するように構成される。
【００５３】
　ある実施形態において、データは、一つ又は複数の過去の接続事象中に設定した接続の
速度と、一つ又は複数の過去の接続事象を始動する始動条件の識別性と、一つ又は複数の
過去の接続事象が発生した時の一つ又は複数の自動車動作パラメータの値とのうちから選
択された少なくとも１つに対応している。
【００５４】
　これには、ユーザの運転スタイル又は自動車を用いる環境の条件に適応するように構成
できるという利点がある。従って、自動車が滑りやすい道路条件が存在し且つ自動車が横
滑りのために四輪駆動モードを頻繁に設定する環境にある場合、自動車は、第二のモード
への移行が、第二のモードへの移行を始動できる一つ又は複数の条件に対して、例えば、
比較的ゆっくりした速度で動力伝達経路接続を始動することが日常発生する条件に対して
生じる速度を増加するように構成できる。他の構成も有用である。
【００５５】
　ある実施形態において、制御手段は、自動車が走行している表面の摩擦の係数に対応す
る速度で第二のモードを設定するために、動力伝達経路を制御するように構成される。
【００５６】
　随意には、動力伝達経路は、自動車が走行している表面の摩擦に関して予測した係数に
対応する速度で、第二のモードを設定するように構成される。
【００５７】
　随意には、動力伝達経路は、第二のモードへの移行を始動する始動条件の識別性にかか
わらず、実質的に一定の速度で、第二のモードから第一のモードを設定するように構成さ
れる。
【００５８】
　ある実施形態において、制御手段は、第一のモードから第二のモードへの移行が第一の
サブセットの条件に適合する時に行われる速度より小さい速度で、第一のモードに第二の
モードから移行するために、動力伝達経路を制御するように構成される。
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【００５９】
　これには、ＮＶＨ特性が増加し且つ構成部品の摩耗量が第一のモードへの移行が行われ
る時に減少されるという利点がある。
【００６０】
　ある実施形態においては、第一のモードにおいて、動力伝達経路は、一つ又は複数の自
動車動作パラメータの値が所定値より大きい又は小さい時に第二のモードに移行するよう
に動作可能であり、動力伝達経路は、第二のモードへの移行が行われる時の自動車動作パ
ラメータの値と所定値との差に対応する速度で、第二のモードに移行するように構成され
る。
【００６１】
　ある実施形態においては、第一と第二の解放自在のトルク伝達手段の一方又は両方は、
接続動作を行うように構成された一つ又は複数のアクチュエータを含み、接続動作の速度
は、一つ又は複数のアクチュエータの移動の速度に依存する。
【００６２】
　ある実施形態においては、第一と第二の解放自在のトルク伝達手段の一方又は両方は、
接続動作を行うように構成された複数のアクチュエータを含む。
【００６３】
　ある実施形態においては、第一と第二の解放自在のトルク伝達手段の一方又は両方のア
クチュエータのうちの少なくとも二つは、時間的に異なる各々の瞬間で作動するように構
成され、接続動作の速度は、各々のアクチュエータの作動間で経過する時間の長さに依存
する。
【００６４】
　随意には、第一の解放自在のトルク伝達手段は少なくとも第一のアクチュエータを含み
、第二の解放自在のトルク伝達手段は少なくとも第一のアクチュエータを含み、接続速度
は第一と第二の解放自在のトルク伝達手段の各々のアクチュエータの作動間で経過する時
間の長さに依存する。
【００６５】
　ある実施形態において、原動機手段は、エンジンと電気マシンとのうちから選択された
少なくとも一つを含む。
【００６６】
　原動機手段は、エンジンと電気マシンとを含むことができる。
【００６７】
　エンジンは、内燃エンジンでもよい。
【００６８】
　保護が要求される本発明の更なる側面において、自動車を制御するための方法が提供さ
れ、自動車は下記を備える。
　原動機手段と、
　一つ又は複数の車輪から成る少なくとも第一及び第二のグループと、
　制御手段を用いてトルク伝達通路を原動機手段から一つ又は複数の車輪から成る第一及
び第二のグループに接続するように動作可能な動力伝達経路であって、動力伝達経路が第
一のモードの動作である時には、第二のグループではなく一つ又は複数の車輪から成る第
一のグループがトルク伝達通路に連結され、動力伝達経路が第二のモードの動作である時
には、一つ又は複数の車輪から成る第一及び第二のグループの両方がトルク伝達通路に連
結される動力伝達経路と、を備え、
　動力伝達経路は、その補助部により、原動機手段からトルク伝達通路に第二のグループ
を接続するように動作可能であり、補助部は第一及び第二の解放自在のトルク伝達手段と
プロップ・シャフトとを含み、第一の解放自在のトルク伝達手段はプロップ・シャフトの
第一の末端を原動機手段からトルク伝達通路に接続するように動作可能であり、第二の解
放自在のトルク伝達手段はプロップ・シャフトの第二の末端を一つ又は複数の車輪から成
る第二のグループに接続するように動作可能であり、
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　本方法は、第一のモードにおいて、プロップ・シャフトが原動機手段からのトルク伝達
通路と一つ又は複数の車輪から成る第二のグループの両方から分離されるように第一及び
第二のモードの動作間で動力伝達経路を切り替えるように補助部を制御することを含み、
　本方法は、一つ又は複数の自動車動作パラメータについて二つ以上の始動条件のセット
のうちの一つに適合する時に第二のモードに移行するように動力伝達経路を制御すること
を含み、各始動条件はそれぞれ識別性を有し、本方法は、適合する始動条件の識別性に対
応する接続速度で、第一のモードから第二のモードに移行するように動力伝達経路を制御
することを含む。
【００６９】
　保護が要求される本発明の更なる側面においては、
　原動機と、
　一つ又は複数の車輪から成る少なくとも第一と第二のグループと、
　制御手段を用いてトルク伝達通路を原動機手段から一つ又は複数の車輪から成る第一及
び第二のグループに接続するように動作可能な動力伝達経路であって、動力伝達経路が第
一のモードの動作である時には、第二のグループではなく一つ又は複数の車輪から成る第
一のグループがトルク伝達通路に連結され、動力伝達経路が第二のモードの動作である時
には、一つ又は複数の車輪から成る第一及び第二のグループの両方がトルク伝達通路に連
結される動力伝達経路と、を備え、
　動力伝達経路は、その補助部により原動機手段からトルク伝達通路に第二のグループを
接続するように動作可能であり、補助部は第一と第二のクラッチ手段とプロップ・シャフ
トとを含み、第一のクラッチ手段はプロップ・シャフトの第一の末端をトルク伝達通路に
原動機手段から接続するように動作可能であり、第二のクラッチ手段はプロップ・シャフ
トの第二の末端を一つ又は複数の車輪から成る第二のグループに接続するように動作可能
であり、
　制御手段は、第一のモードにおいて、プロップ・シャフトが原動機手段からのトルク伝
達通路と一つ又は複数の車輪から成る第二のグループの両方から分離されるように、第一
及び第二のモードの動作間で動力伝達経路を切り替えるように補助部を制御可能であり、
　制御手段は、動力伝達経路が第一のモードと第二のモードの間で移行する場合に、要求
された接続速度で原動機手段からトルク伝達通路に一つ又は複数の車輪から成る第二のグ
ループを接続するように補助部を制御可能であり、
　動力伝達経路が第一のモードである場合には、制御手段は、一つ又は複数の自動車動作
パラメータについて二つ以上の始動条件のセットのうちの一つに適合する時に第二のモー
ドに移行するように動力伝達経路を制御可能であり、各始動条件はそれぞれ識別性を有し
、制御手段は、適合する始動条件の識別性に対応する接続速度で、第一のモードから第二
のモードに移行するように動力伝達経路を制御可能である自動車が提供される。
【００７０】
　保護が要求される本発明の一側面においては、自動車であって、原動機と、一つ又は複
数の車輪から成る少なくとも第一と第二のグループと、原動機を一つ又は複数の車輪から
成る第一と第二のグループに接続するための動力伝達経路であって、動力伝達経路が第一
のモードの動作である時に一つ又は複数の車輪から成る第一のグループが原動機により駆
動され、動力伝達経路が第二のモードの動作である時に、一つ又は複数の車輪から成る第
二のグループが原動機により駆動される動力伝達系路と、を備え、動力伝達経路は、動力
伝達経路が第一のモードと第二のモードの間で移行する場合に、所定の速度で１又は複数
の車輪から成る第二のグループを原動機に接続するように動作可能な開放自在のトルク伝
達手段を備える補助動力伝達経路を含み、第一のモードにおいて、一つ又は複数の自動車
動作パラメータについて二つ以上の始動条件の第一のセットのうちの一つに適合する時に
第二のモードに移行するように動力伝達経路が動作可能であり、接続の速度が適合する条
件の識別性に対応する、自動車が提供される。
【００７１】
　保護が要求される本発明の一側面においては、自動車を制御する方法が提供され、自動
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車は、原動機と、車輪から成る少なくとも第一と第二のグループと、原動機を第一と第二
のグループに接続するための動力伝達経路であって、動力伝達経路が第一のモードの動作
である時に車輪から成る第一のグループが原動機により駆動され、動力伝達経路が第二の
モードの動作である時に車輪から成る第二のグループが原動機により駆動される動力伝達
経路と、を備え、動力伝達経路は、動力伝達経路が第一のモードと第二のモードの間で移
行する場合に、原動機手段から１又は複数の車輪から成る第二のグループを接続及び分離
するように動作可能な開放自在のトルク伝達手段を備える補助動力伝達経路を含み、その
方法は、一つ又は複数の自動車動作パラメータについて二つ以上の条件の第一のセットの
うちの一つに適合する時に第二のモードに移行するように、動力伝達経路を制御すること
を第一のモードで含み、その方法は適合する条件の識別性に対応して接続の速度を制御す
ることを更に備える、自動車を制御する前述の方法が提供される。
【００７２】
　本出願の範囲内において、上述の段落と特許請求の範囲及び／又は以下に詳細な説明と
図面とに記載されている種々の側面、実施形態、実施例、代替物、特にそれらの特徴は、
独自に又はその任意の組み合わせにおいて実施できることが想定される。例えば、ある実
施形態に関連して説明した特徴は、このような特徴が相反することが無い限り、全ての実
施形態に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係る自動車の概略である。
【図２】図２は、本発明の実施形態に係る自動車のコントローラの一部の概略図である。
【図３】図３は、本発明の更なる実施形態に係る自動車の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００７４】
　本発明の実施形態を、添付する図面を参照しながら例示の目的のみにおいて説明する。
【００７５】
　本発明の実施形態に係る自動車１の動力伝達経路５が図１に概略的に図示されている。
動力伝達経路５は、ギア・ボックス１８を用いて、内燃エンジン１１の形態で原動機に接
続されており、１組の前輪１２、１３と、補助部１０と、１組の後輪１４、１５とを有し
ている。
【００７６】
　動力伝達経路５は、そこにギア・ボックス１８によって供給された動力を、内燃エンジ
ン１１から、（二輪駆動モードの動作で）前輪１２、１３だけに、又は（四輪駆動モード
の動作で）前輪１２、１３と後輪１４、１５とに伝達するように選択的に配置されている
。
【００７７】
　動力は、内燃エンジン１１から前輪１２、１３に、クラッチ１７とギア・ボックス１８
と１組の前輪駆動シャフト１９とを用いて伝達される。 
【００７８】
　動力は、動力伝達経路１０の補助部を用いて後輪１４、１５に伝達される。補助部１０
は、ギア・ボックス１８に補助部１０の主駆動シャフト又はプロップ・シャフト２３を接
続するように動作可能な、動力伝達クラッチ（ＰＴＣ）２２を持つ動力伝達ユニット（Ｐ
ＴＵ）２４を有する。プロップ・シャフト２３は、後輪駆動シャフト２６にプロップ・シ
ャフト２３を連結するように動作可能なリア・ディファレンシャル３０に順に連結されて
いる。
【００７９】
　リア・ディファレンシャル３０は、四輪駆動モードの動作が必要な時に、後輪駆動シャ
フト２６にプロップ・シャフト２３を接続するように動作可能なリア・ディファレンシャ
ル３０の１組のクラッチ２７を有する。
【００８０】
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　動力伝達経路５は、ＰＴＵ２４とクラッチ２７との操作を制御するように構成したコン
トローラ４０を有する。四輪駆動モードの動作が必要な時に、コントローラ４０は、ＰＴ
Ｃ２２を閉止すると共にディファレンシャル２７のクラッチ２７を閉止するように構成さ
れている。
【００８１】
　図１の実施形態においては、ＰＴＣ２２とディファレンシャル・クラッチ２７は、複数
の異なる速度（レート）のうち選択された１の速度で各々のクラッチを閉止するように動
作可能な各々のアクチュエータを有する。これにより、二輪駆動モードの動作から四輪駆
動モードの動作への移行を、対応する複数の異なる速度のうちの一つで行うこと可能とな
る。摩擦クラッチの場合、クラッチが閉止すると、クラッチが入力からその出力に伝達で
きる最大量のトルクは、閉止条件に関連した最大転送トルク値へと増加することを理解す
べきである。湿式多板クラッチの場合、クラッチが伝達できる最大量のトルクは、クラッ
チのプレートに印加される圧力の量に対応している。
【００８２】
　各々のアクチュエータが各々のクラッチ構成を作動する変化速度は、クラッチ及び動力
伝達経路５のなかで考えられる一つ又は複数の他の構成部品が摩耗する変化速度に影響す
ることを理解すべきである。作動の変化速度は、自動車の運転手又は乗員が体験するＮＶ
Ｈ（ノイズ、振動、ハーシュネス）のレベルにも影響する。
【００８３】
　これを認識し、本発明者らは、ある状況において、後輪１４、１５及び／又はギア・ボ
ックスがプロップ・シャフト２３に接続される速度を減少させるために、少ない速度でデ
ィファレンシャル２７及び／又はＰＴＣ２２のクラッチ２７を作動させることが望ましい
ことを見いだした。これは、動力伝達経路５の構成部品が摩耗する速度を減少でき、且つ
第一のモードから第二のモードへの移行に伴うＮＶＨも減少させることができる。 
【００８４】
　ＰＴＵ２４を有しないある実施形態においては、リア・ディファレンシャル３０のクラ
ッチ２７だけが、後輪１４、１５を内燃エンジン１１に接続及び非接続させるように動作
可能であることを理解すべきである。
【００８５】
　同様に、クラッチ２７を有しないある実施形態においては、ＰＴＵ２４だけが、後輪１
４、１５をエンジン１１に接続及び非接続させるように動作可能である。
【００８６】
　動力伝達経路５のコントローラ４０は、動力伝達経路５の四輪駆動モードの動作を設定
する要求がそれほど緊急でない場合には遅い速度のＰＴＣ２２とクラッチ２７の作動を採
用し、四輪駆動モードを設定する要求がより緊急の場合には高い速度の作動を採用するよ
うに、補助の動力伝達経路１０を制御するように構成されている。
【００８７】
　本実施形態においては、コントローラ４０は、一つ又は複数の自動車動作パラメータの
値に応じて自動的に又は運転手が要求した自動車動作モード又は特性の選択に対応して、
四輪駆動モードを設定するように動力伝達経路５を制御するように動作可能である。従っ
て、コントローラ４０が車輪スリップ量が所定値を超えることを検出する際に、そのコン
トローラは、四輪駆動モードを自動的に設定するように動力伝達経路５を制御可能である
。四輪駆動モードを設定する要求が運転手の特定の自動車動作モードの選択に対応する場
合と比べると、コントローラ４０が四輪駆動モードが必要であると判断する複数の状況に
おいては、四輪駆動動力伝達経路モードへの移行が更に緊急になることを理解すべきであ
る。
【００８８】
　本実施形態では、コントローラ４０は、運転手が（ギア・ボックス又はトランスミッシ
ョン１８の動作のモードのような）動作の自動車モード、又は四輪駆動モードを設定する
ように動力伝達経路５を要求する（テライン応答プログラムのような）自動車プログラム
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を選択する時には、動力伝達経路５に関して低いＮＶＨと減少した摩耗となるように、動
力伝達経路５の補助部１０の接続について比較的遅い速度を採用するように構成されてい
る。
【００８９】
　例えば、運転手がセレクタを用いて四輪駆動モードを選択すると、動力伝達経路５は、
自動車が（例えば）横滑りの検出のために四輪駆動モードを自動的に選択するよりも、む
しろ遅い速度で四輪駆動モードを設定するように構成される。
【００９０】
　同様に、運転手が「スノー（雪）／アイス（氷）」テライン応答モードを選択すると、
自動車は、自動車が実際の横滑り状態を検出した場合よりも遅い速度で四輪駆動モードを
自動的に設定するように構成される。 
【００９１】
　同様に、自動車が、ある自動車動作モードにおいて四輪駆動動作が必要な所定の速度閾
値を超えた場合、或いは、ある自動車動作モードにおいて四輪駆動動作が必要な速度閾値
以下になる場合、動力伝達経路５は、接続に関して比較的遅い速度で四輪駆動モードの動
作を設定するように構成される。
【００９２】
　ある実施形態においては、接続の速度は、接続動作が要求される時の自動車１の速度と
、接続動作が要求される時のエンジン１１の速度にも依存している。これは、接続動作で
生じるＮＶＨは、高速の自動車又はエンジン速度（即ち、ノイズ・レベル）では、低速の
自動車又はエンジン速度よりも、運転手が気づかないほど小さくなりやすいため、ＮＶＨ
特性に関しては認知できるほど（又は少なくとも実質的に）低下させることなく、高速の
自動車又はエンジン速度で、高い接続速度とすることが可能になるからである。
【００９３】
　低速のエンジン速度における低い接続動作速度は、低い接続速度に起因する自動車の特
性の損失が、低速のエンジン速度で増大するエンジン応答時間（即ち、遅いエンジン応答
）のために、運転手にとって気付かないほど小さいという長所も有している。これは、例
えば、ターボチャージ付きエンジンのターボ・ラグのためである。動力伝達経路５の減少
した応答時間は、従って、このような環境でも更に許容可能である。
【００９４】
　示される実施形態では、運転手が四輪駆動モードの動作を設定するために動力伝達経路
５を要求するギアを選択すると、コントローラ４０は、比較的遅い速度で四輪駆動モード
を設定するために動力伝達経路５を制御するように再び調整される。
【００９５】
　コントローラ４０は、四輪駆動モードに移行するための理由が、以下の第一のリストの
条件のうちから選択される１のものである場合、（第一の期間、例えば、約１秒以下、あ
るいは１秒より長い任意の他の適切な値である期間を超える）比較的高い速度で四輪駆動
モードを設定するように動力伝達経路５を制御する：
　（ａ）一つ又は複数の車輪に動力伝達経路を経由して送られるトルクの瞬時量が、第一
の所定の瞬時トルクの閾値より大きい、
　（ｂ）ステアリング・ホイール角度が、第一の所定の操縦角度の閾値より高い、
　（ｃ）操縦自在の主車輪角度が、第一の所定の操縦自在の主車輪角度の閾値より大きい
、
　（ｄ）操縦自在の主車輪角度の変化の速度が、第一の操縦自在の主車輪角度速度の閾値
を超える、
　（ｅ）ステアリング・ホイール角度の変化の速度が、第一の所定のステアリング・ホイ
ール角度速度の閾値を超える、
　（ｆ）自動車の横加速度が、第一の所定の横加速度の閾値より大きい、
　（ｇ）横加速度の変化の速度が、第一の所定の横加速度の変化の速度の閾値を超える、
　（ｈ）スロットル又は加速器のペダル位置の値が、第一の所定のスロットル又は加速器
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ペダル位置の閾値より大きい、
　（ｉ）スロットル又は加速器ペダル位置の変化の速度が、第一の所定のスロットル又は
加速器の速度の閾値より大きい、
　（ｊ）運転手要求トルクが、第一の所定の運転手要求トルクの閾値より大きい、
　（ｋ）エンジン・トルクが、第一の所定のエンジン・トルクの閾値より大きい、
　（ｌ）ホイール・スリップ量が第一の所定のホイール・スリップの閾値より大きい、
　（ｍ）自動車の加速度が、第一の所定の自動車の加速度の閾値より大きい、
　（ｎ）自動車の減速度が、第一の所定の自動車の減速度の閾値より大きい、
　（ｏ）自動車のヨー・レートが、第一の所定のヨー・レートの閾値より大きい、
　（ｐ）ヨー・レート・エラーが、第一の所定のヨー・レート・エラーの閾値より大きい
、
　（ｑ）ブレーキ・ペダル位置の値が第一の所定のブレーキ・ペダル位置の閾値より大き
い、
　（ｒ）ブレーキ圧力値が、第一の所定のブレーキ圧力の閾値より大きい。
【００９６】
　他の条件も有用なことを理解すべきである。ある実施形態においては、四輪駆動モード
を設定するために、上記条件の全てが、動力伝達経路５を制御するように、コントローラ
４０を始動するわけでないように構成してあることも更に理解すべきである。
【００９７】
　コントローラ４０は、四輪駆動モードに移行する理由が、以下の第二のリストの条件の
うちから選択される１のものである場合、（第一の期間の時間より長い第二の期間の時間
を超える、例えば、２秒の期間を超える）遅い速度で四輪駆動モードを設定するように動
力伝達経路５を制御する：
　（ａ）手動又は自動ギア・シフト・コントロールが、一つ又は複数の所定のギア・シフ
ト位置の値のうちの第一のセットのものの値にセットされる、
　（ｂ）動作温度が、第一の所定の動作温度の閾値より低い、
　（ｃ）周囲温度が、第一の所定の周囲温度の閾値より低い、
　（ｄ）自動車の構成部品の温度が、第一の構成部品の温度閾値より低い、
　（ｅ）自動車の流体の温度が、第一の流体の温度閾値より低い。
　（ｆ）補助の動力伝達経路の構成部品の温度が、第一の所定の動力伝達経路の構成部品
の低温閾値より低い、
　（ｇ）補助の動力伝達経路の流体の温度が、第一の所定の動力伝達経路の流体の低温閾
値より低い、
　（ｈ）補助の動力伝達経路の構成部品の温度が、第一の所定の動力伝達経路の構成部品
の低温閾値より高い、第一の所定の動力伝達経路の構成部品の高温温度の閾値より高い、
　（ｉ）補助の動力伝達経路の流体の温度が、第一の所定の動力伝達経路の流体の低温閾
値より高い、第一の所定の動力伝達経路の流体の高温温度より高い、
　（ｊ）自動車の速度が、第一の所定の自動車の速度閾値より低い。
　（ｋ）自動車が、一つ又は複数の自動車の動作プログラムのうちの一つ又は複数の所定
のセットに基づいて動作を開始している、
　（ｌ）走行表面の粗度が、第一の所定の表面粗度の閾値を超える、
　（ｍ）自動トランスミッションの現在の又は狙いとするギアが、一つ又は複数のギア値
の中の第一のセットのものの一つにセットされている。
【００９８】
　従って、コントローラ４０が四輪駆動モードを設定するために自動車を制御する際の速
度は、自動車が第二のリストの条件に適合するために四輪駆動モードを設定する場合より
も、第一のリストに適合する場合の方が速い。言い換えれば、第一のモードから第二のモ
ードへの移行が始まってから完了するまでの時間の長さは、第一のリストの条件に適合す
る場合にはより短く、第一のリストでなく第二のリストの条件に適合する場合にはより長
い。これは、一部の状況で、牽引力の損失の危険性は、第二のリストの条件と比べると、
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第一のリストの条件に適合する場合に大きくなるかも知れないからである。
【００９９】
　他の条件も有用であることを理解すべきである。ある実施形態は、前述の条件の全てが
、四輪駆動モードを設定するように動力伝達経路５を制御して動力伝達経路状態制御部２
０４を始動するわけでないように構成されることも理解すべきである。
【０１００】
　その他の構成も有用である。
【０１０１】
　更に、第一のリストの場合、コントローラ４０は、接続動作を始動する各々の自動車動
作パラメータが所定値を超える場合の大きさに対応して、接続動作が実行される速度を増
加させる（即ち、実行されるべき接続動作のための時間の長さを減少させる）ように構成
される。設定すべき四輪駆動モードに必要な条件に対するコントローラ４０の応答は、自
動車が出会う状況の過酷さに依存する。
【０１０２】
　ある実施形態においては、接続動作が行われる速度は、車載のエンターテインメント・
システムのように、自動車のオーディオ・システムのボリューム設定に依存する。
【０１０３】
　オーディオ・システムが生じる高レベルのサウンドは、動力伝達経路１０からのノイズ
・レベルの上昇を覆い隠すことができる。従って、動力伝達経路１０のＮＶＨ特性の低下
は、高いオーディオ・システムのサウンド・レベルでは気付かないほど小さい。
【０１０４】
　自動車１は、横滑りを防ぐために必要な時に、ブレーキ作動の大きさを減少するために
、自動車の一つ又は複数の車輪のブレーキを制御するように構成したアンチロック・ブレ
ーキ・システム（ＡＢＳ）を備えている。自動車１は、車輪のスリップを防ぐために、自
動車の一つ又は複数の車輪に送られるトルク量を制御するように構成したダイナミック・
スタビリティ・コントロール・システム（ＤＳＣ）６０も有している。 
【０１０５】
　更に、自動車１は、車輪スリップが実質的に発生しないために必要な速度よりも速い速
度で車輪が回転するように定まる事態において、自動車１の車輪をモニタして、車輪にブ
レーキをかけるように構成した、牽引力制御システム（ＴＣＳ）７０を有することができ
る。  
【０１０６】
　自動車１のコントローラ４０は、二輪駆動モードから四輪駆動モードへの移行を行うべ
き時を定める、１組の評価器を設けるように構成してあることを理解すべきである。
【０１０７】
　図２は、コントローラ４０の部分の略図である。コントローラ４０は、コントローラ４
０の計算機によって実行されるコンピュータ・ソフトウエア・コードに具現化された反応
評価器４３を有する。反応評価器４３は、コントローラ４０が受信する信号Ｓ１、Ｓ２、
Ｓ３、Ｓ４、Ｓ５を評価するように構成される。信号は、下記に対応している：
　（ａ）一つ又は複数の車輪の縦方向の車輪スリップの量
　（ｂ）ヨー・レート・エラー
　（ｃ）アンチロック・ブレーキ・システム（ＡＢＳ）５０が作動しているかどうかの判
断
　（ｄ）動的安定性制御システム（ＤＳＣ）システム６０が作動しているかどうかの判断
　（ｅ）牽引力制御システム（ＴＣＳ）７０が作動しているかどうかの判断
【０１０８】
　自動車１が二輪駆動モードの動作状態にあり、且つ信号Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４、Ｓ５
の一つ又は複数の値が一つ又は複数の所定の反応評価器条件のセットに適合する時に、反
応評価器４３は、二輪駆動モードから四輪駆動モードへの移行を始動するように構成され
る。
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【０１０９】
　二輪駆動モードから四輪駆動モードへの移行を始動するために、反応評価器４３は、動
力伝達経路５の状態、即ち、動力伝達経路５が二輪駆動モード又は四輪駆動モードである
かどうかについて制御するコントロール・モジュール４７に出力信号Ｒ１を提供する。
【０１１０】
　図２の実施形態では、出力信号Ｒ１が、ロジカルＯＲゲート４６を経由してコントロー
ル・モジュール４７に提供される。
【０１１１】
　反応評価器４３は、瞬時に設定すべき四輪駆動モードを必要とする条件が実際に存在す
る場合を定めるように構成されている。
【０１１２】
　本実施形態においては、反応評価器４３が、縦方向の車輪スリップ量（の大きさ）が所
定の閾値を超える、又は（横方向の車輪スリップを示す）ヨー・レート・エラーの大きさ
が所定の閾値を超えていると判断すると、自動車は、瞬時に且つ比較的速い速度で四輪駆
動モードを設定するように構成される。
【０１１３】
　同様に、反応評価器４３が、ＡＢＳシステム５０とＤＳＣシステム６０とＴＣＳシステ
ム７０のうちの任意の一つが作動状態であると判断すると、反応評価器４３は、比較的速
い速度で四輪駆動モードを設定するように自動車を制御する。ある実施形態においては、
反応評価器４３は、第二のモードへの移行を始動するかどうか決定する前に、ＡＢＳシス
テム５０、ＤＳＣシステム６０、及び／又はＴＣＳシステム７０の応答の重要性を判断す
るように構成されている。
【０１１４】
　反応評価器４３は、二輪駆動と四輪駆動のモード間で移行するように自動車を制御する
ために構成したコントロール・モジュール４７に、制御信号Ｒ２を提供する。制御信号Ｒ
２は、二輪駆動モードから四輪駆動モードへの移行が行われる際の速度に対応している。
従って、コントロール・モジュール４７は、四輪駆動モードへの移行が必要な時と、その
速度を決定できる。
【０１１５】
　コントローラ４０は、コントローラ４０の計算デバイスにより実行されるコンピュータ
・ソフトウエア・コードに具現化された予測評価器４５も有している。図２に示す実施形
態では、計算デバイスは、反応評価器４３を動かすソフトウエアを実行するデバイスと同
じ計算デバイスである。代替的には、計算デバイスは異なる計算デバイスであってもよい
。
【０１１６】
　反応評価器４３のように、予測評価器４５は、異なる各々の自動車動作パラメータの値
に対応して、コントローラ４０が受信した信号（信号Ｓ６，・・・，ＳＮ）を評価するよ
うにも構成されている。
【０１１７】
　しかし、反応評価器４３において四輪駆動動作が必要であると判断するよりもむしろ、
予測評価器４５が、二輪駆動モードから四輪駆動モードへの移行が以下の一つ又は複数の
動作パラメータの値に基づいて所定の期間内に必要であるということを示す条件が存在す
ることを判断するように構成される。即ち：
　（ａ）一つ又は複数の車輪に動力伝達経路を経由して送られるトルクの瞬時値、
　（ｂ）ステアリング・ホイールの角度、
　（ｃ）操縦可能な主車輪の角度、
　（ｄ）操縦可能な主車輪角度の変化の速度、
　（ｅ）ステアリング・ホイールの変化の速度、
　（ｆ）自動車の横方向の加速、
　（ｇ）横方向の加速の変化の速度、
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　（ｈ）スロットル又は加速器ペダルの位置、
　（ｉ）スロットル又は加速器のペダル位置の変化の速度、
　（ｊ）運転手の要求トルク、
　（ｋ）原動機トルク、
　（ｌ）車輪スリップの量、
　（ｍ）自動車の加速度、
　（ｎ）自動車の減速度、
　（ｏ）ヨー・レート、
　（ｐ）ヨー・レート・エラー、
　（ｑ）手動又は自動ギア・シフト・コントロールのギア・シフト位置の値、
　（ｒ）動作温度、
　（ｓ）周囲温度、
　（ｔ）自動車構成部品の温度、
　（ｕ）自動車の流体の温度、
　（ｖ）補助の動力伝達経路の構成部品の温度、
　（ｗ）補助の動力伝達経路の流体の温度、
　（ｘ）自動車の速度、
　（ｙ）自動車で行われる自動車動作プログラムの識別性（アイデンティティ）、
　（ｚ）自動車が移動している運転表面の粗度、
　（ａ１）自動トランスミッションの現在の又は狙いとするギア、
　（ｂ１）ブレーキ・ペダル位置の値が、第一の所定のブレーキ・ペダル位置の閾値より
大きい、
　（ｃ１）ブレーキ圧力値が、第一の所定のブレーキ圧力の閾値より大きい。
【０１１８】
　予測評価器４５は、反応評価器に送られる一つ又は複数の信号を入力として有すること
ができる。
【０１１９】
　ある実施形態においては、予測評価器４５は、そのパラメータの値を具体的に表す入力
信号を受信するよりもむしろ一つ又は複数の他の動作パラメータの値に基づいて、一つ又
は複数の前述の動作パラメータ（ヨー・レート・エラーのような）を定めるように構成で
きる。
【０１２０】
　予測評価器４５が第一のモードから第二のモードへの移行が必要になりそうであると判
断すると、反応評価器４３は、二輪駆動モードから四輪駆動モードへの移行を始動させる
出力信号Ｐ１を提供するように構成される。
【０１２１】
　図２に示すように、予測評価器４５の出力信号Ｐ１は、ロジカルＯＲオペレータ４６に
より実行されるロジカルＯＲ動作において、反応評価器４３の出力信号Ｒ１と混合される
。ロジカルＯＲオペレータの出力は、前述のように、第二のモードに移行するように自動
車を制御するコントロール・モジュール４７に送られる。
【０１２２】
　従って、自動車１は、四輪駆動モードへの移行を反応評価器４３に始動させる条件が実
際に生じる前に、四輪駆動モードを設定するように（予測評価器４５を用いて）構成でき
る。
【０１２３】
　ある実施形態においては、予測評価器４５は、四輪駆動モードへの移行が必要になる確
率を定めると共に、そのように定まった確率に対応する出力を生成するように構成される
。
【０１２４】
　図２から分かるように、予測評価器は、コントロール・モジュール４７に出力信号Ｐ２
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をも提供する。出力信号Ｐ２は、二輪駆動モードから四輪駆動モードへの移行が予測評価
器４５により指導されたことを示すものとして、コントロール・モジュール４７により認
識される。従って、コントロール・モジュール４７は、対応する速度で四輪駆動モードに
移行するように自動車を制御できる。この速度は、反応評価器４３が必要な速度よりも低
い速度であり得る。
【０１２５】
　ある実施形態においては、コントロール・ラインＰ２は、四輪駆動モードへの移行が行
われる速度についての指示も提供できる。
【０１２６】
　ある実施形態においては、コントロール・モジュール４７は、反応評価器４３が四輪駆
動モードを設定するように自動車１も始動したかどうかについて調べるために、制御信号
ラインＲ２もチェックする。Ｒ２の値が、Ｐ２に対応してコントロール・モジュール４７
が採用したものよりも高い速度の接続が要求されることを示す場合、コントロール・モジ
ュール４７は、制御信号Ｒ２が要求する高い速度で四輪駆動モードを設定するように、自
動車１を制御する。
【０１２７】
　従って、反応評価器と予測評価器の両方が、四輪駆動モードへの移行をほぼ同時に始動
させ、異なる各々の速度を指示する場合、コントロール・モジュール４７は、二つの速度
の高いほうで四輪駆動モードへの移行を始動するように構成される。
【０１２８】
　ある実施形態においては、自動車は、第二のモードへの移行が一つの速度で生じている
場合に、高い速度の移行を要請する制御入力を受信すると、自動車は二つの速度のうちの
高い方での移行を続けるように構成される。
【０１２９】
　予測評価器４５に二輪駆動モードから四輪駆動モードへの移行を始動させる条件の例と
しては、（ａ）自動車の休止車輪に印加されるトルク量が所定値を超える（自動車が丘の
上で重負荷で進もうとしているので、横滑りの危険が大きくなることを示唆する）条件と
、（ｂ）自動車の速度が、或る操縦可能な主車輪角度に対して定めた値を超える（自動車
が横滑りする危険が高くなる速度でコーナーを切ろうとしていることを示唆する）ことを
含む。
【０１３０】
　反応評価器４３は、車輪が実際にスリップしていないので、条件（ａ）のもとでは四輪
駆動モードへの移行を始動しないことを理解すべきである。予測評価器４５は、車輪スリ
ップの危険が存在すると判断すると、車輪スリップが実際に発生する前に四輪駆動モード
の動作に移行するように始動することが、自動車１が（縦方向又は横方向で）車輪スリッ
プする危険を低減することを更に理解すべきである。
【０１３１】
　反応評価器４３は、自動車１がコーナーを通り抜ける際に実際に横滑りしない場合は、
前述の条件（ｂ）のもとで四輪駆動モードへの移行を始動しないことを理解すべきである
。また、予測評価器４５は、横滑りの危険が存在すると判断して横滑りが実際に発生する
前に四輪駆動モードの動作への移行を始動することが、自動車１がコーナーを通り抜ける
際に（縦方向又は横方向に）車輪スリップする危険を低減させる。
【０１３２】
　反応評価器４３は、二輪駆動モードから四輪駆動モードへの瞬時の移行を必要とする条
件が存在するかどうかについて判断するために、実質的な量の情報を継続的に処理するこ
とが要求されることを理解すべきである。
【０１３３】
　反応評価器４３に加えて予測評価器４５を設けることにより、反応評価器４３は、四輪
駆動モードへの移行を必要とする条件が将来的に存在するかどうか決定するために、自動
車動作パラメータの値について、予測評価器４５が更に精巧な計算を潜在的に行いながら
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、二輪駆動モードから四輪駆動モードへの瞬時の移行が必要かどうかについて、自動車の
動作条件情報を瞬時に処理することを継続できる。
【０１３４】
　車輪スリップは、タイヤ又は動力伝達経路５の一つ又は複数の他の構成部品の過剰な摩
耗が走行表面への損傷と同時に生じるために、少なくとも部分的には望ましくないことを
理解すべきである。自動車は、表面が牽引力を妨げるほど大きく変質する車輪スピンが起
きた後、走行表面上で動きにくくなるかも知れないことを理解すべきである。
【０１３５】
　予測評価器４５は、反応評価器４３が予測評価器４５と平行して機能し続けるために、
車輪スリップの存在に対応して四輪駆動モードを設定する際に、自動車１の応答時間に影
響せずに、反応評価器４３のものよりも、完了するまでに長期間にわたって更に精巧な計
算を実施できることを理解すべきである。
【０１３６】
　ある実施形態においては、予測評価器４５は、四輪駆動モードへの移行が、自動車１の
運転手の運転スタイルの経歴（履歴）に対応して必要になるかどうか決定するように構成
される。従って、予測評価器４５は、自動車１が静止条件からまず進む際に車輪スピンが
頻繁に発生していると判断すると、予測評価器４５は、自動車が静止している時に四輪駆
動モードの動作を自動的に設定するように自動車を御するように構成できる。予測評価器
４５は、所定の経歴の期間又は所定数の過去の運転サイクルにわたって、ユーザの運転ス
タイルの経歴を考慮するように構成されている。他の構成も有用である。
【０１３７】
　同様に、予測評価器４５は、自動車１の横方向の加速度の大きさが、比較的高い値と比
較的低い値の間で繰り返し変動していると判断できる。このような変動は、例えば、自動
車１が曲がりくねった道を走行していることを示唆する。従って、予測評価器４５は、反
応評価器４３が四輪駆動モードの動作への移行を始動することの高い確率の存在に基づい
て、四輪駆動モードを設定するように自動車１を制御できる。
【０１３８】
　経歴の期間は、数秒、数分、数十分、数時間、数日、数週間、又は任意の他の適切な期
間の単位の期間である。採用する経歴期間の長さは、考慮中の特定の動作パラメータにも
対応できる。
【０１３９】
　ある実施形態においては、反応評価器４３は、第二のモードへの移行が必要と判断する
と、比較的高い速度で第二のモードへの移行を要請する信号だけ出力するように構成され
る。一方、予測評価器４５は、予測評価器４５が、第二のモードへの移行が必要と判断す
ると、比較的高い速度又は比較的低い速度のいずれかで第二のモードへの移行を要請する
信号を出力するように構成できる。
【０１４０】
　反応評価器４３が示した比較的高い速度は、予測評価器４５が示した比較的高い速度と
実質的に同じになる。或いは、それは高くても又は低くてもかまわない。
【０１４１】
　ある実施形態においては、予測評価器４５は、反応評価器４３が、第二のモードへの移
行を行うべきであり且つ所定の条件が加速器ペダル位置とエンジン速度と今選択中のギア
のうちの一つ又は複数について適合すると判断すると、比較的速い移行を要請する信号を
出力するように構成される。
【０１４２】
　所定の条件に適合しない場合、予測評価器４５は、予測評価器４５が第二のモードへの
移行を行うべきと判断すると、比較的遅い移行を要請する信号を出力するように構成され
る。
【０１４３】
　ある実施形態においては、自動車１が所定のギアにあり且つエンジン速度が所定の速度
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を超えている時に、加速器ペダル位置が所定の位置を超える場合、予測評価器４５は、比
較的高い速度で移行を要請するように構成される。例えば、エンジン速度が毎分３０００
回転（ｒｐｍ）又は任意の他の適切な数値を超える場合である。
【０１４４】
　臨界スロットル位置は、選択したギアに伴って変わる。例えば、臨界位置は、第一のギ
ア時で７０％の低下、第二のギア時で８０％の低下、第三のギア時で９５％の低下になる
。他の低下値も有用である。
【０１４５】
　他の構成も、第一のモードから第二のモードへの移行を、反応評価器４３又は予測評価
器４５を用いて始動することに関して有用である。
【０１４６】
　「比較的高い」（又は「高」）速度とは、「比較的低い」（又は「低」）速度よりも高
い速度であることを意味すると理解し、「比較的低い」（低）速度とは、「比較的高い」
（高）速度より低い速度であることを意味することを理解すべきである。
【０１４７】
　図３は、発明の更なる実施形態に係る自動車１０１の動力伝達経路１０５を示す。図３
～図１の実施形態と類似の部材は、数字１を接頭部にもつ同様の参照符号を付している。
【０１４８】
　図３の実施形態は、動力伝達経路１０５が、トランスミッション１１８を介してエンジ
ン１１１に、動力伝達経路１０５の補助部１１０の補助駆動シャフト又はプロップ・シャ
フト１２３の一端を接続するように動作可能な、動力転送クラッチ（ＰＴＣ）１２２を有
する動力転送ユニット（ＰＴＵ）１２４（時折、動力取出ユニットとも呼ばれる）を有す
る点で、図１と類似している。
【０１４９】
　しかし、図１の実施形態のリア・ディファレンシャル３０の代替には、補助部１１０が
後部駆動ユニット（ＲＤＵ）１２７を有する。図３の実施形態において、ＲＤＵ１２７は
、ＰＴＵ１２４に接続されているプロップ・シャフト１２３の末端と対向するプロップ・
シャフト１２３の末端に連結されたクラウン・ホイール１３０を有する。
【０１５０】
　ＲＤＵ１２７は、各々、左右の後部駆動シャフト１２６Ｌ、１２７Ｒにクラウン・ホイ
ール１３０を連結するように動作可能な１組の摩擦クラッチ１２７Ｌ、１２７Ｒも有する
。
【０１５１】
　ＲＤＵ１２７は、各々、左右の摩擦クラッチ１２７Ｌ、１２７Ｒを開閉するように動作
可能な左右のアクチュエータ１２７ＡＬ、１２７ＡＲを各々備えている。アクチュエータ
１２７ＡＬ、１２７ＡＲは、アクチュエータ１２７ＡＬ、１２７ＡＲが、両方の摩擦クラ
ッチ１２７Ｌ、１２７Ｒが開かれる第一の位置から両方の摩擦クラッチ１２７Ｌ、１２７
Ｒが閉止する第二の位置に向けて移動するにつれて、各々の摩擦クラッチ１２７Ｌ、１２
７Ｒに圧力が印加され、これにより摩擦クラッチ１２７Ｌ、１２７Ｒが閉止するように構
成されていている。
【０１５２】
　コントローラ１４０は、ＰＴＵ１２４がＰＴＣ１２２を閉止する速度と、アクチュエー
タ１２７ＡＬ、１２７ＡＲが第一と第二の位置間を移動する速度とを制御し、これにより
前述の図１の実施形態と同様な方式で、自動車が二輪駆動と四輪駆動のモード間を移行す
る速度を制御するように動作可能であることを理解すべきである。
【０１５３】
　図１及び図３に示す動力伝達経路５、１０５以外の構成もまた有用であることを理解す
べきである。
【０１５４】
　この明細書の詳細な説明及び特許請求の範囲において、「備える（comprise）」、「含
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えた（comprises）」は、「含むがこれに限定されない（including but not limited to
）」という意味であり、他の部分、付加物、構成要素、数値又は工程等を除外（及び除外
しない）することを意図するものではない。
【０１５５】
　この明細書の詳細な説明及び特許請求の範囲において、文脈上他の意味に解すべき場合
を除き、単数形は複数形を包含するものである。特に、不定冠詞が用いられる場合、文脈
上他の意味に解すべき場合を除き、単数のみならず複数をも意図することが理解されるべ
きである。
【０１５６】
　特定の側面と併せて説明される特徴、数値、特性、化合物、化学的な構成成分又は群は
、矛盾のない限り、ここに記載された任意の側面、実施形態又は実施例に適用可能である
ことが理解されるべきである。
【０１５７】
　この出願は、２０１１年２月１８日付けの英国特許ＧＢ１１０２８２３．０号明細書の
優先権を主張し、その全内容が参照によりここに明示的に組み込まれる。
【符号の説明】
【０１５８】
１…自動車
５…動力伝達経路
１０…補助部
１１…内燃エンジン
１２、１３…前輪
１４、１５…後輪
１７…クラッチ
１８…ギア・ボックス
１８…トランスミッション
１９…前輪駆動シャフト
２２…ＰＴＣ
２３…プロップ・シャフト
２４…ＰＴＵ
２６…後輪駆動シャフト
２７…クラッチ
３０…リア・ディファレンシャル
４０…コントローラ
４３…反応評価器
４５…予測評価器
４７…コントロール・モジュール
５０…ＡＢＳシステム
６０…ＤＳＣシステム
７０…ＴＣＳシステム
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