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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気的に開閉制御可能な電子スロットル弁により出力トルクが変化させられるエンジン
と予め定められた関係に従って車速及びアクセル開度に基づき変速される有段の自動変速
機とを備えた車両の駆動力制御装置であって、
　アクセル開度の増大中における前記自動変速機のダウンシフト前において、該自動変速
機のダウンシフトによる駆動力の変動幅である駆動力差を小さくするように前記エンジン
の出力トルクを制御する変速時出力トルク制御を行い、
　前記ダウンシフトによる前記駆動力差が予め設定された駆動力差判定値以上になると判
断された場合には、前記駆動力差を小さくするように前記ダウンシフト後にも該変速時出
力トルク制御を行うものであり、
　前記自動変速機の実際の変速段をｎ速と表した場合において、ｎ＋１速からｎ速へのダ
ウンシフトがなされたアクセル開度を示すダウンシフト変速点と車速を一定としてｎ－１
速からｎ速へのアップシフトがなされるアクセル開度を示すアップシフト変速点とを比較
し、該アップシフト変速点が前記ダウンシフト変速点よりも前記アクセル開度の小さい側
にある場合には、ｎ速における前記変速時出力トルク制御を前記ダウンシフト変速点から
行う
　ことを特徴とする車両の駆動力制御装置。
【請求項２】
　電気的に開閉制御可能な電子スロットル弁により出力トルクが変化させられるエンジン
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と予め定められた関係に従って車速及びアクセル開度に基づき変速される有段の自動変速
機とを備えた車両の駆動力制御装置であって、
　アクセル開度の増大中における前記自動変速機のダウンシフト前において、該自動変速
機のダウンシフトによる駆動力の変動幅である駆動力差を小さくするように前記エンジン
の出力トルクを制御する変速時出力トルク制御を行い、
　前記ダウンシフトによる前記駆動力差が予め設定された駆動力差判定値以上になると判
断された場合には、前記駆動力差を小さくするように前記ダウンシフト後にも該変速時出
力トルク制御を行うものであり、
　前記自動変速機の実際の変速段をｎ速と表した場合において、ｎ＋１速からｎ速へのダ
ウンシフトがなされたアクセル開度を示すダウンシフト変速点と車速を一定としてｎ－１
速からｎ速へのアップシフトがなされるアクセル開度を示すアップシフト変速点とを比較
し、該アップシフト変速点が前記ダウンシフト変速点よりも前記アクセル開度の大きい側
にある場合には、ｎ速における前記変速時出力トルク制御を前記アップシフト変速点から
行う
　ことを特徴とする車両の駆動力制御装置。
【請求項３】
　電気的に開閉制御可能な電子スロットル弁により出力トルクが変化させられるエンジン
と予め定められた関係に従って車速及びアクセル開度に基づき変速される有段の自動変速
機とを備えた車両の駆動力制御装置であって、
　アクセル開度の増大中における前記自動変速機のダウンシフト前において、該自動変速
機のダウンシフトによる駆動力の変動幅である駆動力差を小さくするように前記エンジン
の出力トルクを制御する変速時出力トルク制御を行い、
　前記ダウンシフトによる前記駆動力差が予め設定された駆動力差判定値以上になると判
断された場合には、前記駆動力差を小さくするように前記ダウンシフト後にも該変速時出
力トルク制御を行うものであり、
　前記自動変速機の実際の変速段をｎ速と表した場合において、ｎ速からｎ－２速へのダ
ウンシフトが行われる場合には、前記予め定められた関係から求められたｎ速からｎ－１
速へのダウンシフトがなされるアクセル開度を示すダウンシフト変速点から前記変速時出
力トルク制御を行う
　ことを特徴とする車両の駆動力制御装置。
【請求項４】
　電気的に開閉制御可能な電子スロットル弁により出力トルクが変化させられるエンジン
と予め定められた関係に従って車速及びアクセル開度に基づき変速される有段の自動変速
機とを備えた車両の駆動力制御装置であって、
　アクセル開度の増大中における前記自動変速機のダウンシフト前において、該自動変速
機のダウンシフトによる駆動力の変動幅である駆動力差を小さくするように前記エンジン
の出力トルクを制御する変速時出力トルク制御を行い、
　前記ダウンシフトによる前記駆動力差が予め設定された駆動力差判定値以上になると判
断された場合には、前記駆動力差を小さくするように前記ダウンシフト後にも該変速時出
力トルク制御を行うものであり、
　前記自動変速機の実際の変速段をｎ速と表した場合において、前記自動変速機のｎ＋１
速からｎ速へのダウンシフト後に該ダウンシフトによる前記駆動力差を小さくするために
行われる前記変速時出力トルク制御では、車速を一定としてｎ速からｎ＋１速へアップシ
フトが行われるとした場合のｎ速における変速時の駆動力を該駆動力の下限値とする
　ことを特徴とする車両の駆動力制御装置。
【請求項５】
　電気的に開閉制御可能な電子スロットル弁により出力トルクが変化させられるエンジン
と予め定められた関係に従って車速及びアクセル開度に基づき変速される有段の自動変速
機とを備えた車両の駆動力制御装置であって、
　アクセル開度の増大中における前記自動変速機のダウンシフト前において、該自動変速
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機のダウンシフトによる駆動力の変動幅である駆動力差を小さくするように前記エンジン
の出力トルクを制御する変速時出力トルク制御を行い、
　前記ダウンシフトによる前記駆動力差が予め設定された駆動力差判定値以上になると判
断された場合には、前記駆動力差を小さくするように前記ダウンシフト後にも該変速時出
力トルク制御を行うものであり、
　アクセルペダルが踏み込まれたときの変化率であるアクセル踏込速度を検出するアクセ
ル踏込速度検出手段を備え、
　前記自動変速機の実際の変速段をｎ速と表した場合において、車速を一定としてｎ速か
らｎ－１速へダウンシフトが行われるとした場合のｎ－１速における変速時の駆動力がｎ
速で発生可能な最大駆動力となるアクセル開度を上限とし、車速を一定としてｎ－１速か
らｎ速へアップシフトが行われるとした場合のアクセル開度とｎ＋１速からｎ速へダウン
シフトが行われたときのアクセル開度との何れか一方のアクセル開度の大きい側を下限と
した変速点変化範囲内で、前記アクセル踏込速度が大きいほど前記ダウンシフト変速点を
前記アクセル開度の小さい側にずらす
　ことを特徴とする車両の駆動力制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エンジンと有段の自動変速機とを備えた車両において、乗員の快適性を向上
させるための車両の駆動力制御装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　エンジンと有段式自動変速機とを備えた車両において、そのエンジンの出力を調整する
ためのスロットル弁とアクセルペダルとがワイヤ等で機械的に連結されている場合には、
そのアクセルペダルの操作量であるアクセル開度と上記スロットル弁の開度（スロットル
弁開度）とは一対一の関係にある。この一対一の関係は、上記スロットル弁が上記アクセ
ルペダルと電気的に連動するように制御される電子スロットル弁であっても基本的には同
様である。しかし、その電子スロットル弁を有する車両において、予め設定された上記ア
クセル開度とスロットル弁開度との関係であるスロットル弁基準特性に従わない電子スロ
ットル制御を一時的に実行する車両の駆動力制御装置が知られている。例えば、特許文献
１の車両の駆動力制御装置がそれである。この車両の駆動力制御装置では、有段式自動変
速機の頻繁な変速を回避するため、所定の変速パターン（変速線図）に従って変速された
とした場合に得られる必要駆動力が、その変速が行われなくても上記スロットル弁開度が
調整されることにより出力され得る場合には、上記変速を行わないで上記スロットル弁開
度が上記スロットル弁基準特性に関わらず上記必要駆動力が得られるように調整される。
【特許文献１】特許第２９２９３９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、前記特許文献１の車両の駆動力制御装置は、有段式自動変速機の頻繁な変速を
回避するために、すなわち変速が行われないようにすることを目的として前記スロットル
弁開度を調整する制御を行うので、実際に変速制御が実行されるときには通常通り変速制
御が行われる。このため、上記特許文献１の車両の駆動力制御装置は、前記自動変速機の
変速が実行された場合においては駆動力が階段状に変化することが避けられなかった。
【０００４】
　本発明は、以上の事情を背景としてなされたものであり、その目的とするところは、エ
ンジンと有段の自動変速機とを備えた車両において、駆動力が滑らかに変化するようにす
る車両の駆動力制御装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】



(4) JP 4488058 B2 2010.6.23

10

20

30

40

50

　かかる目的を達成するために、請求項１に係る発明は、（ａ）電気的に開閉制御可能な
電子スロットル弁により出力トルクが変化させられるエンジンと予め定められた関係に従
って車速及びアクセル開度に基づき変速される有段の自動変速機とを備えた車両の駆動力
制御装置であって、（ｂ）アクセル開度の増大中における前記自動変速機のダウンシフト
前において、その自動変速機のダウンシフトによる駆動力の変動幅である駆動力差を小さ
くするように前記エンジンの出力トルクを制御する変速時出力トルク制御を行い、（ｃ）
前記ダウンシフトによる前記駆動力差が予め設定された駆動力差判定値以上になると判断
された場合には、前記駆動力差を小さくするように前記ダウンシフト後にもその変速時出
力トルク制御を行うものであり、（ｄ）前記自動変速機の実際の変速段をｎ速と表した場
合において、ｎ＋１速からｎ速へのダウンシフトがなされたアクセル開度を示すダウンシ
フト変速点と車速を一定としてｎ－１速からｎ速へのアップシフトがなされるアクセル開
度を示すアップシフト変速点とを比較し、そのアップシフト変速点が前記ダウンシフト変
速点よりも前記アクセル開度の小さい側にある場合には、ｎ速における前記変速時出力ト
ルク制御を前記ダウンシフト変速点から行うことを特徴とする。
【０００６】
　請求項２に係る発明は、（ａ）電気的に開閉制御可能な電子スロットル弁により出力ト
ルクが変化させられるエンジンと予め定められた関係に従って車速及びアクセル開度に基
づき変速される有段の自動変速機とを備えた車両の駆動力制御装置であって、（ｂ）アク
セル開度の増大中における前記自動変速機のダウンシフト前において、その自動変速機の
ダウンシフトによる駆動力の変動幅である駆動力差を小さくするように前記エンジンの出
力トルクを制御する変速時出力トルク制御を行い、（ｃ）前記ダウンシフトによる前記駆
動力差が予め設定された駆動力差判定値以上になると判断された場合には、前記駆動力差
を小さくするように前記ダウンシフト後にもその変速時出力トルク制御を行うものであり
、（ｄ）前記自動変速機の実際の変速段をｎ速と表した場合において、ｎ＋１速からｎ速
へのダウンシフトがなされたアクセル開度を示すダウンシフト変速点と車速を一定として
ｎ－１速からｎ速へのアップシフトがなされるアクセル開度を示すアップシフト変速点と
を比較し、そのアップシフト変速点が前記ダウンシフト変速点よりも前記アクセル開度の
大きい側にある場合には、ｎ速における前記変速時出力トルク制御を前記アップシフト変
速点から行うことを特徴とする。
【０００７】
　請求項３に係る発明は、（ａ）電気的に開閉制御可能な電子スロットル弁により出力ト
ルクが変化させられるエンジンと予め定められた関係に従って車速及びアクセル開度に基
づき変速される有段の自動変速機とを備えた車両の駆動力制御装置であって、（ｂ）アク
セル開度の増大中における前記自動変速機のダウンシフト前において、その自動変速機の
ダウンシフトによる駆動力の変動幅である駆動力差を小さくするように前記エンジンの出
力トルクを制御する変速時出力トルク制御を行い、（ｃ）前記ダウンシフトによる前記駆
動力差が予め設定された駆動力差判定値以上になると判断された場合には、前記駆動力差
を小さくするように前記ダウンシフト後にもその変速時出力トルク制御を行うものであり
、（ｄ）前記自動変速機の実際の変速段をｎ速と表した場合において、ｎ速からｎ－２速
へのダウンシフトが行われる場合には、前記予め定められた関係から求められたｎ速から
ｎ－１速へのダウンシフトがなされるアクセル開度を示すダウンシフト変速点から前記変
速時出力トルク制御を行うことを特徴とする。
【０００８】
　請求項４に係る発明は、（ａ）電気的に開閉制御可能な電子スロットル弁により出力ト
ルクが変化させられるエンジンと予め定められた関係に従って車速及びアクセル開度に基
づき変速される有段の自動変速機とを備えた車両の駆動力制御装置であって、（ｂ）アク
セル開度の増大中における前記自動変速機のダウンシフト前において、その自動変速機の
ダウンシフトによる駆動力の変動幅である駆動力差を小さくするように前記エンジンの出
力トルクを制御する変速時出力トルク制御を行い、（ｃ）前記ダウンシフトによる前記駆
動力差が予め設定された駆動力差判定値以上になると判断された場合には、前記駆動力差
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を小さくするように前記ダウンシフト後にもその変速時出力トルク制御を行うものであり
、（ｄ）前記自動変速機の実際の変速段をｎ速と表した場合において、前記自動変速機の
ｎ＋１速からｎ速へのダウンシフト後にそのダウンシフトによる前記駆動力差を小さくす
るために行われる前記変速時出力トルク制御では、車速を一定としてｎ速からｎ＋１速へ
アップシフトが行われるとした場合のｎ速における変速時の駆動力をその駆動力の下限値
とすることを特徴とする。
【０００９】
　請求項５に係る発明は、（ａ）電気的に開閉制御可能な電子スロットル弁により出力ト
ルクが変化させられるエンジンと予め定められた関係に従って車速及びアクセル開度に基
づき変速される有段の自動変速機とを備えた車両の駆動力制御装置であって、（ｂ）アク
セル開度の増大中における前記自動変速機のダウンシフト前において、その自動変速機の
ダウンシフトによる駆動力の変動幅である駆動力差を小さくするように前記エンジンの出
力トルクを制御する変速時出力トルク制御を行い、（ｃ）前記ダウンシフトによる前記駆
動力差が予め設定された駆動力差判定値以上になると判断された場合には、前記駆動力差
を小さくするように前記ダウンシフト後にもその変速時出力トルク制御を行うものであり
、（ｄ）アクセルペダルが踏み込まれたときの変化率であるアクセル踏込速度を検出する
アクセル踏込速度検出手段を備え、（ｅ）前記自動変速機の実際の変速段をｎ速と表した
場合において、車速を一定としてｎ速からｎ－１速へダウンシフトが行われるとした場合
のｎ－１速における変速時の駆動力がｎ速で発生可能な最大駆動力となるアクセル開度を
上限とし、車速を一定としてｎ－１速からｎ速へアップシフトが行われるとした場合のア
クセル開度とｎ＋１速からｎ速へダウンシフトが行われたときのアクセル開度との何れか
一方のアクセル開度の大きい側を下限とした変速点変化範囲内で、前記アクセル踏込速度
が大きいほど前記ダウンシフト変速点を前記アクセル開度の小さい側にずらすことを特徴
とする。
【発明の効果】
【００２２】
　請求項１に係る発明の車両の駆動力制御装置によれば、（ａ）アクセル開度の増大中に
おける前記自動変速機のダウンシフト前において、その自動変速機のダウンシフトによる
駆動力の変動幅である駆動力差を小さくするように前記エンジンの出力トルクを制御する
変速時出力トルク制御を行い、（ｂ）前記ダウンシフトによる前記駆動力差が予め設定さ
れた駆動力差判定値以上になると判断された場合には、前記駆動力差を小さくするように
前記ダウンシフト後にもその変速時出力トルク制御を行うものであり、（ｃ）前記自動変
速機の実際の変速段をｎ速と表した場合において、ｎ＋１速からｎ速へのダウンシフトが
なされたアクセル開度を示すダウンシフト変速点と車速を一定としてｎ－１速からｎ速へ
のアップシフトがなされるアクセル開度を示すアップシフト変速点とを比較し、そのアッ
プシフト変速点が前記ダウンシフト変速点よりも前記アクセル開度の小さい側にある場合
には、ｎ速における前記変速時出力トルク制御を前記ダウンシフト変速点から行う。従っ
て、その変速時出力トルク制御が行われない場合と比較して上記変速に伴う上記駆動力の
変化が滑らかになるようにすることが可能であり、乗員の快適性を向上させ得る。また、
上記自動変速機の変速前後のいずれか一方のみで上記変速時出力トルク制御が行われる場
合と比較して、上記上記駆動力差を一層小さくすることが可能である。また、上記ｎ速に
おける変速時出力トルク制御が上記ｎ－１速からｎ速へのアップシフトに影響することを
回避して、上記シフトダウンに伴う駆動力の変化が滑らかになるようにすることが可能で
ある。
【００２３】
　請求項２に係る発明の車両の駆動力制御装置によれば、（ａ）アクセル開度の増大中に
おける前記自動変速機のダウンシフト前において、その自動変速機のダウンシフトによる
駆動力の変動幅である駆動力差を小さくするように前記エンジンの出力トルクを制御する
変速時出力トルク制御を行い、（ｂ）前記ダウンシフトによる前記駆動力差が予め設定さ
れた駆動力差判定値以上になると判断された場合には、前記駆動力差を小さくするように
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前記ダウンシフト後にもその変速時出力トルク制御を行うものであり、（ｃ）前記自動変
速機の実際の変速段をｎ速と表した場合において、ｎ＋１速からｎ速へのダウンシフトが
なされたアクセル開度を示すダウンシフト変速点と車速を一定としてｎ－１速からｎ速へ
のアップシフトがなされるアクセル開度を示すアップシフト変速点とを比較し、そのアッ
プシフト変速点が前記ダウンシフト変速点よりも前記アクセル開度の大きい側にある場合
には、ｎ速における前記変速時出力トルク制御を前記アップシフト変速点から行う。従っ
て、その変速時出力トルク制御が行われない場合と比較して上記変速に伴う上記駆動力の
変化が滑らかになるようにすることが可能であり、乗員の快適性を向上させ得る。また、
上記自動変速機の変速前後のいずれか一方のみで上記変速時出力トルク制御が行われる場
合と比較して、上記上記駆動力差を一層小さくすることが可能である。また、上記ｎ速に
おける変速時出力トルク制御が上記ｎ－１速からｎ速へのアップシフトに影響することを
回避することができる。
【００２４】
　請求項３に係る発明の車両の駆動力制御装置によれば、（ａ）アクセル開度の増大中に
おける前記自動変速機のダウンシフト前において、その自動変速機のダウンシフトによる
駆動力の変動幅である駆動力差を小さくするように前記エンジンの出力トルクを制御する
変速時出力トルク制御を行い、（ｂ）前記ダウンシフトによる前記駆動力差が予め設定さ
れた駆動力差判定値以上になると判断された場合には、前記駆動力差を小さくするように
前記ダウンシフト後にもその変速時出力トルク制御を行うものであり、（ｃ）前記自動変
速機の実際の変速段をｎ速と表した場合において、ｎ速からｎ－２速へのダウンシフトが
行われる場合には、前記予め定められた関係から求められたｎ速からｎ－１速へのダウン
シフトがなされるアクセル開度を示すダウンシフト変速点から前記変速時出力トルク制御
を行う。従って、その変速時出力トルク制御が行われない場合と比較して上記変速に伴う
上記駆動力の変化が滑らかになるようにすることが可能であり、乗員の快適性を向上させ
得る。また、上記自動変速機の変速前後のいずれか一方のみで上記変速時出力トルク制御
が行われる場合と比較して、上記上記駆動力差を一層小さくすることが可能である。また
、ｎ速からｎ－２速へのダウンシフトのような多重ダウンシフトの場合にも、上記変速時
出力トルク制御の実行によりその多重ダウンシフトに伴う駆動力の変化が滑らかになるよ
うにすることが可能である。
【００２５】
　請求項４に係る発明の車両の駆動力制御装置によれば、（ａ）アクセル開度の増大中に
おける前記自動変速機のダウンシフト前において、その自動変速機のダウンシフトによる
駆動力の変動幅である駆動力差を小さくするように前記エンジンの出力トルクを制御する
変速時出力トルク制御を行い、（ｂ）前記ダウンシフトによる前記駆動力差が予め設定さ
れた駆動力差判定値以上になると判断された場合には、前記駆動力差を小さくするように
前記ダウンシフト後にもその変速時出力トルク制御を行うものであり、（ｃ）前記自動変
速機の実際の変速段をｎ速と表した場合において、前記自動変速機のｎ＋１速からｎ速へ
のダウンシフト後にそのダウンシフトによる前記駆動力差を小さくするために行われる前
記変速時出力トルク制御では、車速を一定としてｎ速からｎ＋１速へアップシフトが行わ
れるとした場合のｎ速における変速時の駆動力をその駆動力の下限値とする。従って、そ
の変速時出力トルク制御が行われない場合と比較して上記変速に伴う上記駆動力の変化が
滑らかになるようにすることが可能であり、乗員の快適性を向上させ得る。また、上記自
動変速機の変速前後のいずれか一方のみで上記変速時出力トルク制御が行われる場合と比
較して、上記上記駆動力差を一層小さくすることが可能である。また、上記変速時出力ト
ルク制御中にアクセル開度が減少するなどしても、上記ダウンシフト後にｎ速において実
行される上記変速時出力トルク制御が上記ｎ速からｎ＋１速へのアップシフトに影響する
ことを回避して、運転者の意思に即した上記アップシフトを実現することが可能である。
【００２６】
　請求項５に係る発明の車両の駆動力制御装置によれば、（ａ）アクセル開度の増大中に
おける前記自動変速機のダウンシフト前において、その自動変速機のダウンシフトによる
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駆動力の変動幅である駆動力差を小さくするように前記エンジンの出力トルクを制御する
変速時出力トルク制御を行い、（ｂ）前記ダウンシフトによる前記駆動力差が予め設定さ
れた駆動力差判定値以上になると判断された場合には、前記駆動力差を小さくするように
前記ダウンシフト後にもその変速時出力トルク制御を行うものであり、（ｃ）アクセルペ
ダルが踏み込まれたときの変化率であるアクセル踏込速度を検出するアクセル踏込速度検
出手段を備え、（ｄ）前記自動変速機の実際の変速段をｎ速と表した場合において、車速
を一定としてｎ速からｎ－１速へダウンシフトが行われるとした場合のｎ－１速における
変速時の駆動力がｎ速で発生可能な最大駆動力となるアクセル開度を上限とし、車速を一
定としてｎ－１速からｎ速へアップシフトが行われるとした場合のアクセル開度とｎ＋１
速からｎ速へダウンシフトが行われたときのアクセル開度との何れか一方のアクセル開度
の大きい側を下限とした変速点変化範囲内で、前記アクセル踏込速度が大きいほど前記ダ
ウンシフト変速点を前記アクセル開度の小さい側にずらす。従って、その変速時出力トル
ク制御が行われない場合と比較して上記変速に伴う上記駆動力の変化が滑らかになるよう
にすることが可能であり、乗員の快適性を向上させ得る。また、上記自動変速機の変速前
後のいずれか一方のみで上記変速時出力トルク制御が行われる場合と比較して、上記上記
駆動力差を一層小さくすることが可能である。また、運転者の要求する駆動力を早期に得
ることが可能である。また、前記ｎ速からｎ－１速へのダウンシフト前に実行される変速
時出力トルク制御により変速頻度の低減を図ることができ、上記ダウンシフト変速点をず
らすことが上記ｎ－１速からｎ速へのアップシフトに影響することを回避し得る。
【００３１】
　ここで好適には、前記変速時出力トルク制御は、手動操作により前記自動変速機の変速
段が固定され又は変速可能な高速側変速段が設定されるマニュアルレンジ操作時には行わ
れない。このようにすれば、運転者の意思に即して運転者の操作に対して直接的に駆動力
が変動する操作感を与えることが可能である。
【００３２】
　また好適には、アクセル開度が大きくなるほど、そのアクセル開度の変化量に対する駆
動力の変化量である駆動力変化勾配が同一もしくは小さくなるように前記変速時出力トル
ク制御が実行される。このようにすれば、上記アクセル開度が大きい場合すなわち前記エ
ンジンの出力トルクが大きい場合にはアクセルペダル操作に対する駆動力の変動が穏やか
になり、車両のコントロール性を確保できる。
【００３３】
　また好適には、（ａ）前記エンジンと自動変速機との間に設けられロックアップ機構を
有するトルクコンバータと、そのロックアップ機構の係合状態であるロックアップオン状
態とそのロックアップ機構の解放状態であるロックアップオフ状態との何れに切り換える
べきかを判定するロックアップ判定手段とを、備え、（ｂ）前記ロックアップオン状態に
おいて、前記ロックアップ判定手段がロックアップオフ状態に切り換えるべきと判定した
場合には、前記ロックアップ機構のロックアップオン状態からロックアップオフ状態への
切換えによる前記駆動力差を小さくするように前記エンジンの出力トルクを制御するロッ
クアップ切換時出力トルク制御が行われる。このようにすれば、そのロックアップ切換時
出力トルク制御が行われない場合と比較して上記ロックアップ状態の切換えに伴う上記駆
動力の変化が滑らかになるようにすることが可能であり、乗員の快適性を向上させ得る。
【００３４】
　また好適には、前記ロックアップ切換時出力トルク制御では、前記ロックアップオン状
態から前記ロックアップオフ状態への切換時におけるロックアップオフ状態での駆動力に
達するように前記ロックアップオン状態での駆動力を上昇させる。このようにすれば、上
記ロックアップオン状態からロックアップオフ状態への切換えによって生じる駆動力差を
一層小さくできる。
【００３５】
　また好適には、（ａ）アクセルペダルが踏み込まれたときの変化率であるアクセル踏込
速度を検出するアクセル踏込速度検出手段を備え、（ｂ）前記アクセル踏込速度に基づい
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て、前記ロックアップオン状態から前記ロックアップオフ状態への切換えがなされるアク
セル開度を示すロックアップオフ点を変更する。このようにすれば、運転者の要求する駆
動力を早期に得ることが可能である。
【００３６】
　また好適には、前記ロックアップオン状態から前記ロックアップオフ状態への切換えが
なされるとした場合のそのロックアップオフ状態における上記切換時の駆動力が上記ロッ
クアップオン状態で発生可能な最大駆動力となるアクセル開度を上限とし、前記ロックア
ップオフ状態から前記ロックアップオン状態への切換えがなされる予め設定されたアクセ
ル開度を下限としたロックアップオフ点変化範囲内で、前記アクセル踏込速度が大きいほ
ど前記ロックアップオフ点が前記アクセル開度の小さい側にずらされる。このようにすれ
ば、上記ロックアップオン状態から上記ロックアップオフ状態への切換前に実行されるロ
ックアップ切換時出力トルク制御によりロックアップ状態の切換頻度の低減を図ることが
でき、上記ロックアップオフ点をずらすことが上記ロックアップオフ状態からロックアッ
プオン状態への切換えに影響することを回避し得る。
【００３７】
　また好適には、前記ロックアップ切換時出力トルク制御は前記スロットル弁開度を制御
することである。このようにすれば、そのロックアップ切換時出力トルク制御において容
易に前記エンジンの出力トルクを調整し、前記駆動力を変更できる。
【００３８】
　また好適には、前記変速時出力トルク制御は、前記スロットル弁開度を制御することで
ある。このようにすれば、その変速時出力トルク制御において容易に前記エンジンの出力
トルクを調整し、前記駆動力を変更できる。
【００３９】
　また好適には、前記アクセル開度とスロットル弁開度とが一対一で対応する両者の関係
であるスロットル弁基準特性が予め設定されており、前記変速時出力トルク制御は、前記
自動変速機の変速によって生じる前記駆動力差を小さくするように上記スロットル弁基準
特性に関わらず前記スロットル弁開度を制御することである。詳細に言えば、上記自動変
速機のダウンシフトによって生じる上記駆動力差を小さくするためにそのダウンシフト前
に行われる変速時出力トルク制御では、同一アクセル開度で比較して上記スロットル弁基
準特性に基づき決定されるスロットル弁開度よりも実際のスロットル弁開度が大きくされ
る。また、上記自動変速機のダウンシフトによって生じる上記駆動力差を小さくするため
にそのダウンシフト後に行われる変速時出力トルク制御では、同一アクセル開度で比較し
て上記スロットル弁基準特性に基づき決定されるスロットル弁開度よりも実際のスロット
ル弁開度が小さくされる。
【００４０】
　また好適には、前記ロックアップ切換時出力トルク制御は、前記ロックアップ機構のロ
ックアップオン状態からロックアップオフ状態への切換えによって生じる前記駆動力差を
小さくするように上記スロットル弁基準特性に関わらず前記スロットル弁開度を制御する
ことである。詳細に言えば、上記ロックアップオン状態からロックアップオフ状態への切
換前に実行される上記ロックアップ切換時出力トルク制御では、同一アクセル開度で比較
して上記スロットル弁基準特性に基づき決定されるスロットル弁開度よりも実際のスロッ
トル弁開度が大きくされる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４１】
　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】
【００４２】
　図１は、本発明に係る車両用自動変速機（以下、「自動変速機」と表す）１０の構成を
説明する骨子図であり、図２は自動変速機１０において複数の変速段を成立させる際の油
圧式摩擦係合要素（以下、「係合要素」と表す）の作動を説明する作動表である。本発明
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が好適に適用される車両は図１のようにエンジン３０と油圧制御のロックアップクラッチ
であるロックアップ機構３１を有するトルクコンバータ３２と有段の自動変速機１０とを
備えている。そして、エンジン３０は、電気的に開閉制御可能な電子スロットル弁５６（
図４参照）を備えており、その電子スロットル弁５６によってエンジン３０の出力トルク
ＴＥ（以下、「エンジントルクＴＥ」と表す）は調整され、電子スロットル弁５６の開度
θＴＨ（以下、「スロットル弁開度θＴＨ」と表す）が大きくなるほどエンジントルクＴ

Ｅは増大する。
【００４３】
　自動変速機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（以下、「ケース」と表す）２６内において、ダブルピニオン型の第１遊星歯車装置１
２を主体として構成されている第１変速部１４と、シングルピニオン型の第２遊星歯車装
置１６およびダブルピニオン型の第３遊星歯車装置１８を主体として構成されている第２
変速部２０とを共通の軸心上に有し、入力軸２２の回転を変速して出力軸２４から出力す
る。入力軸２２は入力回転部材に相当するものであり、本実施例では走行用の動力源であ
るエンジン３０によって回転駆動されるトルクコンバータ３２のタービン軸である。出力
軸２４は出力回転部材に相当するものであり、例えば図示しない差動歯車装置（終減速機
）や一対の車軸等を順次介して左右の駆動輪を回転駆動する。なお、この自動変速機１０
はその軸心に対して略対称的に構成されており、図１の骨子図においてはその軸心の下半
分が省略されている。
【００４４】
　上記第１遊星歯車装置１２は、サンギヤＳ１、互いに噛み合う複数対のピニオンギヤＰ
１、そのピニオンギヤＰ１を自転および公転可能に支持するキャリヤＣＡ１、ピニオンギ
ヤＰ１を介してサンギヤＳ１と噛み合うリングギヤＲ１を備え、サンギヤＳ１、キャリア
ＣＡ１、およびリングギヤＲ１によって３つの回転要素が構成されている。キャリヤＣＡ
１は入力軸２２に連結されて回転駆動され、サンギヤＳ１は回転不能にケース２６に一体
的に固定されている。リングギヤＲ１は中間出力部材として機能し、入力軸２２に対して
減速回転させられて、回転を第２変速部２０へ伝達する。本実施例では、入力軸２２の回
転をそのままの速度で第２変速部２０へ伝達する経路が、予め定められた一定の変速比（
＝１．０）で回転を伝達する第１中間出力経路ＰＡ１であり、第１中間出力経路ＰＡ１に
は、入力軸２２から第１遊星歯車装置１２を経ることなく第２変速部２０へ回転を伝達す
る直結経路ＰＡ１ａと、入力軸２２から第１遊星歯車装置１２のキャリヤＣＡ１を経て第
２変速部２０へ回転を伝達する間接経路ＰＡ１ｂとがある。また、入力軸２２からキャリ
ヤＣＡ１、そのキャリヤＣＡ１に配設されたピニオンギヤＰ１、およびリングギヤＲ１を
経て第２変速部２０へ伝達する経路が、第１中間出力経路ＰＡ１よりも大きい変速比（＞
１．０）で入力軸２２の回転を変速（減速）して伝達する第２中間出力経路ＰＡ２である
。
【００４５】
　前記第２遊星歯車装置１６は、サンギヤＳ２、ピニオンギヤＰ２、そのピニオンギヤＰ
２を自転および公転可能に支持するキャリヤＣＡ２、ピニオンギヤＰ２を介してサンギヤ
Ｓ２と噛み合うリングギヤＲ２を備えている。また、前記第３遊星歯車装置１８は、サン
ギヤＳ３、互いに噛み合う複数対のピニオンギヤＰ２およびＰ３、そのピニオンギヤＰ２
およびＰ３を自転および公転可能に支持するキャリヤＣＡ３、ピニオンギヤＰ２およびＰ
３を介してサンギヤＳ３と噛み合うリングギヤＲ３を備えている。
【００４６】
　上記第２遊星歯車装置１６および第３遊星歯車装置１８では、一部が互いに連結される
ことによって４つの回転要素ＲＭ１～ＲＭ４が構成されている。具体的には、第２遊星歯
車装置１６のサンギヤＳ２によって第１回転要素ＲＭ１が構成され、第２遊星歯車装置１
６のキャリヤＣＡ２および第３遊星歯車装置のキャリヤＣＡ３が互いに一体的に連結され
て第２回転要素ＲＭ２が構成され、第２遊星歯車装置１６のリングギヤＲ２および第３遊
星歯車装置１８のリングギヤＲ３が互いに一体的に連結されて第３回転要素ＲＭ３が構成
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され、第３遊星歯車装置１８のサンギヤＳ３によって第４回転要素ＲＭ４が構成されてい
る。この第２遊星歯車装置１６および第３遊星歯車装置１８は、キャリアＣＡ２およびＣ
Ａ３が共通の部材にて構成されているとともに、リングギヤＲ２およびＲ３が共通の部材
にて構成されており、且つ第２遊星歯車装置１６のピニオンギヤＰ２が第３遊星歯車装置
１８の第２ピニオンギヤを兼ねているラビニヨ型の遊星歯車列とされている。
【００４７】
　上記第１回転要素ＲＭ１（サンギヤＳ２）は、第１ブレーキＢ１を介してケース２６に
選択的に連結されて回転停止され、第３クラッチＣ３を介して中間出力部材である第１遊
星歯車装置１２のリングギヤＲ１（すなわち第２中間出力経路ＰＡ２）に選択的に連結さ
れ、さらに第４クラッチＣ４を介して第１遊星歯車装置１２のキャリヤＣＡ１（すなわち
第１中間出力経路ＰＡ１の間接経路ＰＡ１ｂ）に選択的に連結されている。第２回転要素
ＲＭ２（キャリヤＣＡ２およびＣＡ３）は、第２ブレーキＢ２を介してケース２６に選択
的に連結されて回転停止させられるとともに、第２クラッチＣ２を介して入力軸２２（す
なわち第１中間出力経路ＰＡ１の直結経路ＰＡ１ａ）に選択的に連結されている。第３回
転要素ＲＭ３（リングギヤＲ２およびＲ３）は、出力軸２４に一体的に連結されて回転を
出力するようになっている。第４回転要素ＲＭ４（サンギヤＳ３）は、第１クラッチＣ１
を介してリングギヤＲ１に連結されている。なお、第２回転要素ＲＭ２とケース２６との
間には、第２回転要素ＲＭ２の正回転（入力軸２２と同じ回転方向）を許容しつつ逆回転
を阻止する一方向クラッチＦ１が第２ブレーキＢ２と並列に設けられている。
【００４８】
　図３は、上記第１変速部１４および第２変速部２０の各回転要素の回転速度を直線で表
すことができる共線図であり、下の横線が回転速度「０」を示し、上の横線が回転速度「
１．０」すなわち入力軸２２と同じ回転速度を示している。また、第１変速部１４の各縦
線は、左側から順番にサンギヤＳ１、リングギヤＲ１、キャリヤＣＡ１を表しており、そ
れ等の間隔は第１遊星歯車装置１２のギヤ比ρ１（＝サンギヤＳ１の歯数／リングギヤＲ
１の歯数）に応じて定められる。第２変速部２０の４本の縦線は、左側から右端へ向かっ
て順番に第１回転要素ＲＭ１（サンギヤＳ２）、第２回転要素ＲＭ２（キャリヤＣＡ２お
よびキャリヤＣＡ３）、第３回転要素ＲＭ３（リングギヤＲ２およびリングギヤＲ３）、
第４回転要素ＲＭ４（サンギヤＳ３）を表しており、それ等の間隔は第２遊星歯車装置１
６のギヤ比ρ２および第３遊星歯車装置１８のギヤ比ρ３に応じて定められる。
【００４９】
　そして、この図３に示す共線図から明らかなように、第１クラッチＣ１および第２ブレ
ーキＢ２が係合させられて、第４回転要素ＲＭ４が第１変速部１４を介して入力軸２２に
対して減速回転させられるとともに、第２回転要素ＲＭ２が回転停止させられると、出力
軸２４に連結された第３回転要素ＲＭ３は「１ｓｔ」で示す回転速度で回転させられ、最
も大きい変速比（＝入力軸２２の回転速度／出力軸２４の回転速度）の第１変速段「１ｓ
ｔ」が成立させられる。
【００５０】
　第１クラッチＣ１および第１ブレーキＢ１が係合させられて、第４回転要素ＲＭ４が第
１変速部１４を介して入力軸２２に対して減速回転させられるとともに、第１回転要素Ｒ
Ｍ１が回転停止させられると、第３回転要素ＲＭ３は「２ｎｄ」で示す回転速度で回転さ
せられ、第１変速段「１ｓｔ」よりも変速比が小さい第２変速段「２ｎｄ」が成立させら
れる。
【００５１】
　第１クラッチＣ１および第３クラッチＣ３が係合させられて、第４回転要素ＲＭ４およ
び第１回転要素ＲＭ１が第１変速部１４を介して入力軸２２に対して減速回転させられて
第２変速部２０が一体回転させられると、第３回転要素ＲＭ３は「３ｒｄ」で示す回転速
度で回転させられ、第２変速段「２ｎｄ」よりも変速比が小さい第３変速段「３ｒｄ」が
成立させられる。
【００５２】
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　第１クラッチＣ１および第４クラッチＣ４が係合させられて、第４回転要素ＲＭ４が第
１変速部１４を介して入力軸２２に対して減速回転させられるとともに、第１回転要素Ｒ
Ｍ１が入力軸２２と一体回転させられると、第３回転要素ＲＭ３は「４ｔｈ」で示す回転
速度で回転させられ、第３変速段「３ｒｄ」よりも変速比が小さい第４変速段「４ｔｈ」
が成立させられる。
【００５３】
　第１クラッチＣ１および第２クラッチＣ２係合させられて、第４回転要素ＲＭ４が第１
変速部１４を介して入力軸２２に対して減速回転させられるとともに、第２回転要素ＲＭ
２が入力軸２２と一体回転させられると、第３回転要素ＲＭ３は「５ｔｈ」で示す回転速
度で回転させられ、第４変速段「４ｔｈ」よりも変速比が小さい第５変速段「５ｔｈ」が
成立させられる。
【００５４】
　第２クラッチＣ２および第４クラッチＣ４が係合させられて、第２変速部２０が入力軸
２２と一体回転させられると、第３回転要素ＲＭ３は「６ｔｈ」で示す回転速度すなわち
入力軸２２と同じ回転速度で回転させられ、第５変速段「５ｔｈ」よりも変速比が小さい
第６変速段「６ｔｈ」が成立させられる。この第６変速段「６ｔｈ」の変速比は１である
。
【００５５】
　第２クラッチＣ２および第３クラッチＣ３が係合させられて、第１回転要素ＲＭ１が第
１変速部１４を介して入力軸２２に対して減速回転させられるとともに、第２回転要素Ｒ
Ｍ２が入力軸２２と一体回転させられると、第３回転要素ＲＭ３は「７ｔｈ」で示す回転
速度で回転させられ、第６変速段「６ｔｈ」よりも変速比が小さい第７変速段「７ｔｈ」
が成立させられる。
【００５６】
　第２クラッチＣ２および第１ブレーキＢ１が係合させられて、第２回転要素ＲＭ２が入
力軸２２と一体回転させられるとともに、第１回転要素ＲＭ１が回転停止させられると、
第３回転要素ＲＭ３は「８ｔｈ」で示す回転速度で回転させられ、第７変速段「７ｔｈ」
よりも変速比が小さい第８変速段「８ｔｈ」が成立させられる。なお、後述の説明におい
ては、自動変速機１０の「第１変速段」乃至「第８変速段」をそれぞれ「第１速」乃至「
第８速」と表現する場合がある。
【００５７】
　また、第３クラッチＣ３および第２ブレーキＢ２が係合させられると、第１回転要素Ｒ
Ｍ１が第１変速部１４を介して減速回転させられるとともに、第２回転要素ＲＭ２が回転
停止させられて、第３回転要素ＲＭ３は「Ｒｅｖ１」で示す回転速度で逆回転させられ、
逆回転方向で変速比が最も大きい第１後進変速段「Ｒｅｖ１」が成立させられる。第４ク
ラッチＣ４および第２ブレーキＢ２が係合させられると、第１回転要素ＲＭ１が入力軸２
２と一体回転させられるとともに、第２回転要素ＲＭ２が回転停止させられ、第３回転要
素ＲＭ３は「Ｒｅｖ２」で示す回転速度で逆回転させられ、第１後進変速段「Ｒｅｖ１」
よりも変速比が小さい第２後進変速段「Ｒｅｖ２」が成立させられる。第１後進変速段「
Ｒｅｖ１」、第２後進変速段「Ｒｅｖ２」は、それぞれ逆回転方向の第１変速段、第２変
速段に相当する。
【００５８】
　図２の作動表は、上記各変速段を成立させる際のクラッチＣ１～Ｃ４、ブレーキＢ１、
Ｂ２の作動状態を説明する図表であり、「○」は係合状態を、「（○）」はエンジンブレ
ーキ時のみ係合状態を、空欄は解放状態をそれぞれ表している。第１変速段「１ｓｔ」を
成立させるブレーキＢ２には並列に一方向クラッチＦ１が設けられているため、発進時（
加速時）には必ずしもブレーキＢ２を係合させる必要は無い。また、各変速段の変速比は
、第１遊星歯車装置１２、第２遊星歯車装置１６、および第３遊星歯車装置１８の各ギヤ
比ρ１、ρ２、ρ３によって適宜定められる。
【００５９】
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　このように本実施例の自動変速機１０は、変速比が異なる２つの中間出力経路ＰＡ１、
ＰＡ２を有する第１変速部１４および２組の遊星歯車装置１６、１８を有する第２変速部
２０により、４つのクラッチＣ１～Ｃ４および２つのブレーキＢ１、Ｂ２の係合切換えで
前進８速の変速ギヤ段が達成されるため、小型に構成され、車両への搭載性が向上する。
また、図２の作動表から明らかなように、クラッチＣ１～Ｃ４およびブレーキＢ１、Ｂ２
の何れか２つを掴み替えるだけで各変速段の変速を行うことができる。また、上記クラッ
チＣ１～Ｃ４、およびブレーキＢ１、Ｂ２（以下、特に区別しない場合は単に「クラッチ
Ｃ」、「ブレーキＢ」と表す）は、多板式のクラッチやブレーキなど油圧アクチュエータ
によって係合制御される係合要素すなわち油圧式摩擦係合要素である。
【００６０】
　図４は、図１の自動変速機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。本発明の駆動力制御装置としての機能を有する電子制御
装置９０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行うことにより、エンジン３０の出力
制御、自動変速機１０の変速制御、
ロックアップ機構３１の係合・解放制御等を実行するようになっており、必要に応じてエ
ンジン制御用や変速制御用等に分けて構成される。
【００６１】
　図４において、アクセルペダル５０の操作量であるアクセル開度Ａccがアクセル開度セ
ンサ（アクセル操作量センサ）５２により検出されるとともに、そのアクセル開度（アク
セル操作量）Ａccを表す信号が電子制御装置９０に供給されるようになっている。アクセ
ルペダル５０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あること
からアクセル操作部材に相当し、アクセル開度Ａccは出力要求量に相当する。
【００６２】
　また、エンジン３０の回転速度ＮＥを検出するためのエンジン回転速度センサ５８、エ
ンジン３０の吸入空気量Ｑを検出するための吸入空気量センサ６０、吸入空気の温度ＴＡ

を検出するための吸入空気温度センサ６２、スロットルアクチュエータ５４の制御により
電気的に開閉制御可能なエンジン３０の電子スロットル弁５６の全閉状態（アイドル状態
）およびその開度θＴＨを検出するためのアイドルスイッチ付スロットル弁開度センサ６
４、車速Ｖ（出力軸２４の回転速度ＮＯＵＴに対応）を検出するための車速センサ６６、
エンジン３０の冷却水温ＴＷを検出するための冷却水温センサ６８、常用ブレーキである
フットブレーキの操作の有無を検出するためのブレーキスイッチ７０、シフトレバー７２
のレバーポジション（操作位置）ＰＳＨを検出するためのレバーポジションセンサ７４、
タービン回転速度ＮＴ（＝入力軸２２の回転速度ＮＩＮ）を検出するためのタービン回転
速度センサ７６、油圧制御回路９８内の作動油の温度であるＡＴ油温ＴＯＩＬを検出する
ためのＡＴ油温センサ７８、車両の加速度（減速度）Ｇを検出するための加速度センサ８
０などが設けられており、それらのセンサやスイッチなどから、エンジン回転速度ＮＥ、
吸入空気量Ｑ、吸入空気温度ＴＡ、スロットル弁開度θＴＨ、車速Ｖ、エンジン冷却水温
ＴＷ、ブレーキ操作の有無、シフトレバー７２のレバーポジションＰＳＨ、タービン回転
速度ＮＴ、ＡＴ油温ＴＯＩＬ、車両の加速度（減速度）Ｇなどを表す信号が電子制御装置
９０に供給されるようになっている。
【００６３】
　上記シフトレバー７２は例えば運転席の近傍に配設され、図５に示すように、５つのレ
バーポジション「Ｐ」、「Ｒ」、「Ｎ」、「Ｄ」、または「Ｓ」へ手動操作されるように
なっている。「Ｐ」ポジションは自動変速機１０内の動力伝達経路を解放し且つメカニカ
ルパーキング機構によって機械的に出力軸２４の回転を阻止（ロック）するための駐車位
置であり、「Ｒ」ポジションは自動変速機１０の出力軸２４の回転方向を逆回転とするた
めの後進走行位置であり、「Ｎ」ポジションは自動変速機１０内の動力伝達経路を解放す
るための動力伝達遮断位置であり、「Ｄ」ポジションは自動変速機１０の第１速乃至第８
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速の変速を許容する変速範囲（Ｄレンジ）で自動変速制御を実行させる前進走行位置であ
り、「Ｓ」ポジションは変速可能な高速側の変速段が異なる複数の変速レンジ或いは異な
る複数の変速段を切り換えることにより手動変速が可能な前進走行位置である。この「Ｓ
」ポジションにおいては、シフトレバー７２の操作毎に変速範囲或いは変速段をアップ側
にシフトさせるための「＋」ポジション、シフトレバー７２の操作毎に変速範囲或いは変
速段をダウン側にシフトさせるための「－」ポジションが備えられている。前記レバーポ
ジションセンサ７４はシフトレバー７２がどのレバーポジション（操作位置）ＰＳＨに位
置しているかを検出する。
【００６４】
　また、前記油圧制御回路９８には、例えば上記シフトレバー７２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７２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９８内の油圧回路
が切り換えられる。例えば、「Ｄ」ポジションおよび「Ｓ」ポジションでは前進油圧ＰＤ

が出力されて前進用回路が機械的に成立させられ、前進変速段である第１変速段「１ｓｔ
」～第８変速段「８ｔｈ」で変速しながら前進走行することが可能となる。電子制御装置
９０は、シフトレバー７２が「Ｄ」ポジションへ操作された場合は、そのことをレバーポ
ジションセンサ７４の信号から判断して自動変速モードを成立させ、第１変速段「１ｓｔ
」～第８変速段「８ｔｈ」の総ての前進変速段を用いて変速制御を行う。
【００６５】
　上記電子制御装置９０は、例えば図６に示す車速Ｖおよびアクセル開度Ａccをパラメー
タとして予め記憶された関係（マップ、変速線図）から実際の車速Ｖおよびアクセル開度
Ａccに基づいて変速判断を行い、その判断した変速段が得られるように変速制御を行う変
速制御手段１１０（図８参照）を機能的に備えており、例えば車速Ｖが低くなったりアク
セル開度Ａccが大きくなったりするに従って変速比が大きい低速側の変速段が成立させら
れる。この変速制御においては、その変速判断された変速段が成立させられるように変速
用の油圧制御回路９８内のリニアソレノイドバルブＳＬ１～ＳＬ６の励磁、非励磁や電流
制御が実行されてクラッチＣやブレーキＢの係合、解放状態が切り換えられるとともに変
速過程の過渡油圧などが制御される。すなわち、電磁弁である前記リニアソレノイドバル
ブＳＬ１～ＳＬ６の励磁、非励磁をそれぞれ制御することによりクラッチＣおよびブレー
キＢの係合、解放状態を切り換えて第１変速段「１ｓｔ」～第８変速段「８ｔｈ」の何れ
かの前進変速段を成立させる。なお、スロットル弁開度θＴＨや吸入空気量Ｑ、路面勾配
などに基づいて変速制御を行うなど、種々の態様が可能である。
【００６６】
　上記図６の変速線図において、実線はアップシフトが判断されるための変速線（アップ
シフト線）であり、破線はダウンシフトが判断されるための変速線（ダウンシフト線）で
ある。また、この図６の変速線図における変速線は、実際のアクセル開度Ａcc（％）を示
す横線上において実際の車速Ｖ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
き値（変速点車速）ＶＳを越えたか否かを判断するためのものであり、上記値ＶＳすなわ
ち変速点車速の連なりとして予め記憶されていることにもなる。なお、図６の変速線図は
自動変速機１０で変速が実行される第１変速段乃至第８変速段のうちで第１変速段乃至第
６変速段における変速線が例示されている。
【００６７】
　図７は、油圧制御回路９８のうちリニアソレノイドバルブＳＬ１～ＳＬ６に関する部分
を示す回路図で、クラッチＣ１～Ｃ４、およびブレーキＢ１、Ｂ２の各油圧アクチュエー
タ（油圧シリンダ）３４、３６、３８、４０、４２、４４には、油圧供給装置４６から出
力されたライン油圧ＰＬがそれぞれリニアソレノイドバルブＳＬ１～ＳＬ６により調圧さ
れて供給されるようになっている。油圧供給装置４６は、前記エンジン３０によって回転
駆動される機械式のオイルポンプ４８（図１参照）や、ライン油圧ＰＬを調圧するレギュ
レータバルブ等を備えており、エンジン負荷等に応じてライン油圧ＰＬを制御するように
なっている。リニアソレノイドバルブＳＬ１～ＳＬ６は、基本的には何れも同じ構成で、



(14) JP 4488058 B2 2010.6.23

10

20

30

40

50

電子制御装置９０（図４参照）からの指令値に基づき独立に励磁、非励磁され、各油圧ア
クチュエータ３４～４４の油圧が独立に調圧制御されるようになっている。そして、自動
変速機１０の変速制御においては、例えば変速に関与するクラッチＣやブレーキＢの解放
と係合とが同時に制御される所謂クラッチ・ツウ・クラッチ変速が実行される。例えば、
図２の係合作動表に示すように５速→４速のダウンシフトでは、クラッチＣ２が解放され
ると共にクラッチＣ４が係合され、変速ショックを抑制するようにクラッチＣ２の解放過
渡油圧とクラッチＣ４の係合過渡油圧とが適切に制御される。なお、以下の説明ではリニ
アソレノイドバルブＳＬ１～ＳＬ６を個々に区別して説明する必要がない場合には単に「
リニアソレノイドバルブＳＬ」と表現する。
【００６８】
　ところで、アクセルペダル５０が踏込み操作されると車両の推進力である駆動力ＦＤＲ

を上昇させるため自動変速機１０ではアクセル開度Ａccに応じて図６の変速線図に従いダ
ウンシフトが発生するが、通常、そのダウンシフト時には駆動力ＦＤＲが段階的に変化す
る。しかし、アクセルペダル踏込時の駆動力ＦＤＲ変化は滑らかな方が運転者の意思に即
するので、本実施例では、ダウンシフト時の駆動力ＦＤＲ変化をより滑らかなもの（連続
的なもの）に近付ける制御作動が実行される。以下、その制御作動について図８を用いて
説明する。なお、駆動輪の直径は一定であるので、上記駆動力ＦＤＲは上記駆動輪を回転
させるトルクである駆動トルクＴＤＲと一対一の比例関係にある。
【００６９】
　図８は、電子制御装置９０の制御機能の要部すなわち上記ダウンシフト時の駆動力ＦＤ

Ｒ変化を滑らかなものに近付ける制御作動を説明する機能ブロック線図である。
【００７０】
　図９は、一対一で対応するように予め設定されているアクセル開度Ａccとスロットル弁
開度θＴＨとの関係であるスロットル弁基準特性ＬＡＳを示す図である。本実施例のスロ
ットル弁は電気的に開閉制御可能な電子スロットル弁５６であるので上記スロットル弁基
準特性ＬＡＳに従わずにスロットル弁開度θＴＨを増大もしくは減少させることが可能で
ある。例えば、図９において矢印ＡＲＵＰ側に上記アクセル開度Ａccとスロットル弁開度
θＴＨとの関係がずらされれば、スロットル弁基準特性ＬＡＳに対応したエンジントルク
ＴＥより実際のエンジントルクＴＥを増大させる後述のトルクアップ制御が実行されるこ
ととなる。逆に、矢印ＡＲＤＮ側に上記アクセル開度Ａccとスロットル弁開度θＴＨとの
関係がずらされれば、スロットル弁基準特性ＬＡＳに対応したエンジントルクＴＥより実
際のエンジントルクＴＥを減少させる後述のトルクダウン制御が実行されることとなる。
【００７１】
　図１０は、アクセル開度Ａccに対してスロットル弁基準特性ＬＡＳ（図９）に従いスロ
ットル弁開度θＴＨが変化した場合のアクセル開度Ａccと駆動力ＦＤＲとの関係であるベ
ース駆動力特性を例示する図であり、このベース駆動力特性は自動変速機１０の変速段ご
とに異なり自動変速機１０の変速段が低いほど駆動力ＦＤＲが大きくなる。駆動力ＦＤＲ

は、スロットル弁開度θＴＨ（アクセル開度Ａcc）及び自動変速機１０の変速段が変化し
なくても、エンジン回転速度ＮＥ又は車速Ｖとトルクコンバータ３２の入出力軸の回転速
度比から算出できるトルク比とをパラメータとして変化する。なお、図１０のベース駆動
力特性図は自動変速機１０で変速が実行される第１変速段（第１速）乃至第８変速段（第
８速）のうちで第５変速段（第５速）乃至第８変速段（第８速）におけるベース駆動力特
性が例示されている。
【００７２】
　図８において、変速制御手段１１０は、例えば図６に示す予め記憶された変速線図から
実際の車速Ｖおよびアクセル開度Ａccに基づいて変速判断を実行し、判断された変速を実
行させるための変速出力を油圧制御回路９８に対して行うことにより、自動変速機１０の
ギヤ段を自動的に切り換える。例えば、自動変速機１０の変速段が第３変速段とされてい
るときにおいて、実際の車速Ｖが図６の点ａから点ｂへと低下し変速制御手段１１０が「
３ｒｄ」→「２ｎｄ」のダウンシフトを実行すべき変速点車速Ｖ３－２を越えたと判断し
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た場合には、そのダウンシフトの変速制御において変速制御手段１１０は第３クラッチＣ
３を解放開始させ、その係合トルクがある程度維持されているときに第１ブレーキＢ１の
係合を開始させてその係合トルクを発生させ、この状態で第３変速段の変速比γ３から第
２変速段の変速比γ２へ移行させつつ、第３クラッチＣ３の解放と第１ブレーキＢ１の係
合とを完了させる指令を油圧制御回路９８に出力する。
【００７３】
　記憶手段１１２は、前記図６の変速線図及び図９のスロットル弁基準特性ＬＡＳを記憶
している。更に、車速Ｖ及びトルクコンバータ３２の回転速度比などのベース駆動力特性
（図１０）に影響する各パラメータを段階的に変化させた複数の車両駆動状態において、
それぞれ図１０のような各変速段ごとの上記ベース駆動力特性から構成されたベース駆動
力特性図が予め求められており、記憶手段１１２はその複数のベース駆動力特性図も記憶
している。
【００７４】
　アクセル踏込速度検出手段１１４は、アクセルペダル５０が踏み込まれたときの変化率
、すなわち、アクセル開度センサ５２により検出されるアクセル開度Ａccの変化率である
アクセル踏込速度ＶＡＣを検出する。なお、アクセル踏込速度ＶＡＣはアクセルペダル５
０の踏込方向すなわちアクセル開度Ａccの増大方向が正方向である。
【００７５】
　アクセル開度判定手段１１６は、アクセル踏込速度検出手段１１４によって検出された
アクセル踏込速度ＶＡＣからアクセル開度Ａccが増大方向に変化しているか否かを判定す
る。
【００７６】
　変速実行判定手段１１７は、自動変速機１０の変速について判定する。例えば、後述す
る図１１の説明において変速制御手段１１０によりダウンシフトが行われた場合にはダウ
ンシフトが実行された旨の判定を行う。
【００７７】
　ここで、アクセル開度Ａccが増大方向に変化していくと図６の変速線図に従い自動変速
機１０のダウンシフトが実行される。そして、図１１のアクセル開度Ａccと駆動力ＦＤＲ

との関係を示す図から判るように、アクセル開度Ａccの増大に伴い駆動力ＦＤＲが前記ベ
ース駆動力特性に沿って変化した場合には、ダウンシフト時に駆動力ＦＤＲが例えば図１
１の矢印ＦＮのように段階的に変化する。そこで、変速時出力トルク制御手段１１８は、
自動変速機１０のダウンシフトによる駆動力ＦＤＲの変動幅である駆動力差ＤＦＦ（図１
１に例示）を小さくするようにエンジントルクＴＥを制御する変速時出力トルク制御を行
う。自動変速機１０のアップシフトでも上記変速時出力トルク制御が行われてもよいが、
本実施例ではアップシフトでは上記変速時出力トルク制御が行われず、アクセル開度Ａcc
が減少している場合や車速Ｖが上昇している場合など図６の変速線図において車速Ｖとア
クセル開度Ａccとの関係がアップシフトに向けて変化している場合には、図１１に示す各
変速段のベース駆動力特性に沿って破線（図１１）のように駆動力ＦＤＲが変化しアップ
シフト時は破線の矢印（図１１）のように段階的に変化する。なお図１１のｎ＋２速、ｎ
＋１速、ｎ速、ｎ－１速はそれぞれ自動変速機１０の各変速段を一般化して表現したもの
であり、例えばｎ速が第６変速段（第６速）に対応するとすればｎ＋１速は第７変速段（
第７速）に対応することになる。以下の説明や他の図でも同様である。
【００７８】
　上記変速時出力トルク制御について図１１を用いて具体的に説明する。ｎ＋２速からｎ
＋１速へ自動変速機１０がダウンシフトされると自動変速機１０の現在の変速段（実際の
変速段）はｎ＋１速になる。まずこの場合を例として説明する。変速時出力トルク制御手
段１１８は、自動変速機１０の変速前に上記変速時出力トルク制御を行う変速前出力トル
ク制御手段１２０と自動変速機１０の変速後に上記変速時出力トルク制御を行う変速後出
力トルク制御手段１２２とを備えている。アクセル開度判定手段１１６によってアクセル
開度Ａccが増大方向に変化していると判定された場合には、次のダウンシフトに向けて上
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記変速時出力トルク制御を行うため変速前出力トルク制御手段１２０は現在の変速段（実
際の変速段）であるｎ＋１速の前記ベース駆動力特性と１速低いｎ速の上記ベース駆動力
特性とを求める。このとき車速Ｖ等のパラメータに基づき逐一アクセル開度Ａccに対する
駆動力ＦＤＲが求められてもよいが、例えば、現在の車速Ｖ及びトルクコンバータ３２の
トルク比などが一定に推移するとみなして変速前出力トルク制御手段１２０は、記憶手段
１１２に記憶された前記複数のベース駆動力特性図の中から現在の車両駆動状態に対応す
るベース駆動力特性図を選択し前記ｎ＋１速（現在の変速段）とｎ速のベース駆動力特性
を求める。
【００７９】
　次に変速前出力トルク制御手段１２０は、ｎ＋２速からｎ＋１速（現在の変速段）への
ダウンシフトがなされるアクセル開度Ａccを示すダウンシフト変速点ＰＤＮとｎ速からｎ
＋１速（現在の変速段）へのアップシフトがなされるアクセル開度Ａccを示すアップシフ
ト変速点ＰＵＰとを比較し、そのアップシフト変速点ＰＵＰが上記ダウンシフト変速点Ｐ

ＤＮよりもアクセル開度Ａccの小さい側にある場合には、ｎ＋１速（現在の変速段）にお
ける前記変速時出力トルク制御を上記ダウンシフト変速点ＰＤＮから開始する。このとき
変速前出力トルク制御手段１２０は、例えば、直前の自動変速機１０の変速がｎ＋２速か
らｎ＋１速へのダウンシフトであるので、上記ダウンシフト変速点ＰＤＮとしては実際の
ｎ＋２速からｎ＋１速へのダウンシフト変速点ＰＤＮを採用し、上記アップシフト変速点
ＰＵＰとしては図６の変速線図に基づき現在の車速Ｖが一定であると仮定して予測したｎ
速からｎ＋１速へのアップシフト変速点ＰＵＰを採用する。
【００８０】
　図１１を用いて説明すると、変速前出力トルク制御手段１２０が上記変速点の比較をす
るときに用いる上記アップシフト変速点ＰＵＰは図１１のＰ１１であり、上記ダウンシフ
ト変速点ＰＤＮは図１１のＰ１２であり、両者を比較すると図１１においてアップシフト
変速点ＰＵＰ（Ｐ１１）がダウンシフト変速点ＰＤＮ（Ｐ１２）よりもアクセル開度Ａcc
（図１１の横軸）の小さい側にある。従って、変速前出力トルク制御手段１２０は図１１
のダウンシフト変速点ＰＤＮ（Ｐ１２）から前記変速時出力トルク制御を開始し、その変
速時出力トルク制御において図１１のＡＲ１１のように、ｎ＋１速（現在の変速段）のベ
ース駆動力特性に対してアクセル開度Ａccが増大するほど駆動力ＦＤＲを増大させる。こ
のように駆動力ＦＤＲを増大させるため具体的には、上記変速時出力トルク制御において
変速前出力トルク制御手段１２０は、図６の変速線図に基づいて例えば現在の車速Ｖが一
定と仮定してｎ＋１速（現在の変速段）からｎ速へのダウンシフト変速点ＰＤＮ（図１１
のｎ速ベース駆動力特性上のＰ１３）を予測し、開始点であるＰ１２と終了点であるＰ１

３とを決定しその間を駆動力ＦＤＲが滑らかに増大（図１１では直線的に増大）するよう
にスロットル弁開度θＴＨを図９のスロットル弁基準特性ＬＡＳに関わらず大きくし、ス
ロットル弁基準特性ＬＡＳに対応したエンジントルクＴＥより実際のエンジントルクＴＥ

を増大させるトルクアップ制御を実行する。このトルクアップ制御をアクセル開度Ａccと
駆動力ＦＤＲとの関係を模式的に示した図１２を用いて説明すると、上記トルクアップ制
御の開始点（図１１のＰ１２）に相当するトルクアップもとのポイント（図１２）と上記
トルクアップ制御の終了点（図１１のＰ１３）に相当するトルクアップ先のポイント（図
１２）が決定され所定の変化曲線たとえば直線でつながれて図９のスロットル弁基準特性
ＬＡＳに関わらず駆動力ＦＤＲが上昇させられる。このような図９のスロットル弁基準特
性ＬＡＳに関わらずエンジントルクＴＥを増大させる上記トルクアップ制御により実現さ
れる前記変速時出力トルク制御が、アクセル開度Ａccの増大に伴い実行される自動変速機
１０のダウンシフトごとに行われると、例えば図１３に示すように、そのダウンシフト時
ごとにエンジントルクＴＥが階段状に低下し、そのダウンシフト時に駆動力差ＤＦＦが無
くなるか或いは小さくなり駆動力ＦＤＲが滑らかに変化する。なお、上記トルクアップ制
御におけるエンジントルクＴＥには図９のスロットル弁基準特性ＬＡＳに関わらず増大さ
せたとしても上限があるので、そのエンジントルクＴＥの上限に対応するｎ＋１速（現在
の変速段）の最大駆動力が上記トルクアップ制御の終了点（図１１のＰ１３）によって示
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される駆動力ＦＤＲの上限値とされる。また、アクセルペダル５０が踏込まれて前記トル
クアップ制御後にシフトダウンが行われスロットル弁開度θＴＨが図９のスロットル弁基
準特性ＬＡＳに従うようになった場合に、アクセルペダル５０が踏込まれているにも関わ
らず駆動力ＦＤＲが低下することが無いようにするため、前記トルクアップ制御では、そ
のトルクアップ制御中の駆動力ＦＤＲがシフトダウン後の実際の駆動力ＦＤＲを超えてし
まうことが無いようにそのトルクアップ制御における駆動力ＦＤＲの誤差を考慮してエン
ジントルクＴＥが制御される。
【００８１】
　前記アップシフト変速点ＰＵＰがダウンシフト変速点ＰＤＮよりもアクセル開度Ａcc（
図１１の横軸）の小さい側にある場合について説明したが、逆の場合もあり得る。例えば
、図１１においてｎ＋１速からｎ速へとダウンシフトされ自動変速機１０の現在の変速段
（実際の変速段）がｎ速になった場合である。次にこの場合を例として説明する。
【００８２】
　図１１において、前述のｎ＋１速の場合と同様にｎ速（現在の変速段）でも、アクセル
開度判定手段１１６によってアクセル開度Ａccが増大方向に変化していると判定された場
合には、次のダウンシフトに向けて上記変速時出力トルク制御を行うため変速前出力トル
ク制御手段１２０は現在の変速段（実際の変速段）であるｎ速の前記ベース駆動力特性と
１速低いｎ－１速の前記ベース駆動力特性とを求める。次に変速前出力トルク制御手段１
２０は、ｎ＋１速からｎ速（現在の変速段）へのダウンシフトがなされるアクセル開度Ａ
ccを示すダウンシフト変速点ＰＤＮとｎ－１速からｎ速（現在の変速段）へのアップシフ
トがなされるアクセル開度Ａccを示すアップシフト変速点ＰＵＰとを比較する。図１１の
ｎ速（現在の変速段）ではそのアップシフト変速点ＰＵＰ（図１１のＰ１４）が上記ダウ
ンシフト変速点ＰＤＮ（図１１のＰ１３）よりもアクセル開度Ａccの大きい側にあるので
、その場合には、変速前出力トルク制御手段１２０はｎ速（現在の変速段）における前記
変速時出力トルク制御を上記アップシフト変速点ＰＵＰから開始する。従って、変速前出
力トルク制御手段１２０は図１１のアップシフト変速点ＰＵＰ（Ｐ１４）から前記トルク
アップ制御の実行により変速時出力トルク制御を開始し、その変速時出力トルク制御にお
いて図１１のＡＲ１２のように、ｎ速（現在の変速段）のベース駆動力特性に対してアク
セル開度Ａccが増大するほど駆動力ＦＤＲを増大させる。ここで、ｎ－１速のベース駆動
力特性上のダウンシフト変速点ＰＤＮ（図１１のＰ１５）に対応する駆動力ＦＤＲはｎ速
（現在の変速段）の最大駆動力より大きいので、ｎ速（現在の変速段）ではＰ１５にまで
駆動力ＦＤＲを上昇させることができず、上記トルクアップ制御の終了点はその最大駆動
力に対応する図１１のＰ１６とされている。
【００８３】
　変速前出力トルク制御手段１２０は、変速実行判定手段１１７によってダウンシフトが
実行された旨の判定がなされた場合、すなわち自動変速機１０のダウンシフトが行われた
場合には、上述したダウンシフトによる駆動力差ＤＦＦを小さくためにそのダウンシフト
前に行われる前記トルクアップ制御、すなわち変速前に行われる前記変速時出力トルク制
御である変速前出力トルク制御を終了する。従って、上記ダウンシフトを境にそのダウン
シフト後は上記トルクアップ制御は行われなくなる。
【００８４】
　上記ダウンシフト前に実行されるトルクアップ制御について説明してきたが、そのダウ
ンシフト後にも、アクセル開度Ａccが増大方向に変化している場合には前記変速時出力ト
ルク制御が行われることがある。
【００８５】
　アクセル開度判定手段１１６によってアクセル開度Ａccが増大方向に変化していると判
定され、変速実行判定手段１１７によってダウンシフトが実行されたと判定された場合に
変速後出力トルク制御手段１２２は、自動変速機１０の変速であるダウンシフトによる駆
動力差ＤＦＦが予め設定された駆動力差判定値ＸＤＦ以上になるか否かを判断する。そし
て、変速後出力トルク制御手段１２２は、上記駆動力差ＤＦＦが駆動力差判定値ＸＤＦ以
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上になると判断した場合には、上記駆動力差ＤＦＦを小さくするように上記ダウンシフト
後にも上記変速時出力トルク制御を行う。詳細に言うと、変速後出力トルク制御手段１２
２は、スロットル弁開度θＴＨを図９のスロットル弁基準特性ＬＡＳに関わらず小さくし
スロットル弁基準特性ＬＡＳに対応したエンジントルクＴＥより小さいエンジントルクＴ

Ｅから、アクセル開度Ａccが大きくなるほど実際のエンジントルクＴＥを増大させスロッ
トル弁基準特性ＬＡＳに対応したエンジントルクＴＥに近付けるトルクダウン制御を実行
することにより、上記ダウンシフトによって生じる駆動力差ＤＦＦを小さくためにそのダ
ウンシフト後に行われる上記変速時出力トルク制御である変速後出力トルク制御を実現す
る。上記変速後出力トルク制御について図１１で見ると、Ｐ１５とＰ１６との間の縦軸方
向の差がｎ速からｎ－１速へのダウンシフトによる駆動力差ＤＦＦであり、変速後出力ト
ルク制御手段１２２はこの駆動力差ＤＦＦが駆動力差判定値ＸＤＦ以上になると判断した
ので、そのダウンシフト後の変速段であるｎ－１速にてｎ－１速（現在の変速段）のベー
ス駆動力特性とシフトダウン前に実行されたトルクアップ制御の終了点Ｐ１６との間で予
め設定された条件により決定される上記変速後出力トルク制御（トルクダウン制御）の開
始点Ｐ１７を決定し、その開始点Ｐ１７から図１１のＡＲ１３のようにアクセル開度Ａcc
が大きくなるほど駆動力ＦＤＲを上昇させてｎ－１速（現在の変速段）のベース駆動力特
性に近づける。この変速後出力トルク制御（トルクダウン制御）における駆動力ＦＤＲの
上昇方法は、アクセル開度Ａccに対し所定の勾配で駆動力ＦＤＲを上昇させてもよいし、
変速後出力トルク制御の終了点をｎ－１速（現在の変速段）のベース駆動力特性上に設定
して上記開始点と終了点との間を直線で結ぶように駆動力ＦＤＲを上昇させてもよい。な
お、変速後出力トルク制御手段１２２は上記トルクダウン制御を実行するにあたり、変速
前出力トルク制御手段１２０が求めたベース駆動力特性を流用してもよい。
【００８６】
　そして変速後出力トルク制御手段１２２は、上記変速後出力トルク制御（トルクダウン
制御）が開始されると駆動力ＦＤＲがｎ－１速（現在の変速段）のベース駆動力特性に達
したか否かを判断し、駆動力ＦＤＲがｎ－１速（現在の変速段）のベース駆動力特性に達
した場合には上記変速後出力トルク制御（トルクダウン制御）を終了する。トルクダウン
制御中は図９のスロットル弁基準特性ＬＡＳよりもスロットル弁開度θＴＨの小さい側（
矢印ＡＲＤＮ側）にアクセル開度Ａccとスロットル弁開度θＴＨとの関係がずらされてい
るが、この関係がスロットル弁基準特性ＬＡＳに沿うようになれば、変速後出力トルク制
御手段１２２は駆動力ＦＤＲがｎ－１速（現在の変速段）のベース駆動力特性に達したと
判断する。
【００８７】
　通常はアクセルペダル５０が踏込まれるとアクセル開度Ａccの増大に伴い自動変速機１
０は１速ずつダウンシフトされるが、アクセルペダル５０の踏込速度が大きい場合には２
段以上のダウンシフトが実行される多重ダウンシフトが生じる場合がある。その多重ダウ
ンシフトにおいても、１速ずつダウンシフトが実行される場合と同様に変速時出力トルク
制御手段１１８は前記変速時出力トルク制御を行う。そのように実際の変速段であるｎ速
から２段低いｎ－２速へ多重ダウンシフトが行われる場合、変速前出力トルク制御手段１
２０は、図６の変速線図から求められｎ速からｎ-１速へのダウンシフトがなされるアク
セル開度Ａccを示すダウンシフト変速点ＰＤＮから、駆動力ＦＤＲを変速後のｎ－２速の
ベース駆動力特性に近付けるように上昇させる前記変速前出力トルク制御を開始する。
【００８８】
　前記変速時出力トルク制御をアクセル開度Ａccとスロットル弁開度θＴＨとの関係に着
目して見れば、上記変速時出力トルク制御は、自動変速機１０の変速によって生じる前記
駆動力差ＤＦＦを小さくするように図９のスロットル弁基準特性ＬＡＳに関わらずスロッ
トル弁開度θＴＨを制御することである。詳細に言えば、前記変速前出力トルク制御（ト
ルクアップ制御）では、同一アクセル開度Ａccで比較して図９のスロットル弁基準特性Ｌ

ＡＳに基づき決定されるスロットル弁開度θＴＨよりも実際のスロットル弁開度θＴＨが
大きくされる。また、前記変速後出力トルク制御（トルクダウン制御）では、同一アクセ
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ル開度Ａccで比較して図９のスロットル弁基準特性ＬＡＳに基づき決定されるスロットル
弁開度θＴＨよりも実際のスロットル弁開度θＴＨが小さくされる。このように、上記ト
ルクアップ制御とトルクダウン制御とでは、図９のスロットル弁基準特性ＬＡＳを境とし
てアクセル開度Ａccとスロットル弁開度θＴＨとの関係を示す点が逆方向（矢印ＡＲＵＰ

方向又は矢印ＡＲＤＮ方向）にずれるので、上記トルクアップ制御とトルクダウン制御と
が並行して実行されることはない。
【００８９】
　図１４及び図１５は、電子制御装置９０の制御作動の要部すなわち自動変速機１０のダ
ウンシフト時の駆動力ＦＤＲ変化を滑らかなものに近付ける制御作動を説明するフローチ
ャートであり、例えば数ｍｓｅｃ乃至数十ｍｓｅｃ程度の極めて短いサイクルタイムで繰
り返し実行される。なお、本フローチャートではアクセルペダル５０が踏込まれアクセル
開度Ａccの増大に伴い、順次連続的に自動変速機１０のダウンシフトが実行される場面を
想定している。
【００９０】
　先ず、アクセル踏込速度検出手段１１４及びアクセル開度判定手段１１６に対応するス
テップ（以下、「ステップ」を省略する）ＳＡ１においては、アクセル踏込速度ＶＡＣが
検出され、そのアクセル踏込速度ＶＡＣに基づきアクセル開度Ａccが増大方向に変化して
いるか否かが判定される。このＳＡ１の判定が肯定的である場合、すなわち、アクセル開
度Ａccが増大方向に変化している場合にはＳＡ２に移る。一方、このＳＡ１の判定が否定
的である場合には本フローチャートは終了する。
【００９１】
　ＳＡ２においては、前記トルクダウン制御、すなわち前記変速後出力トルク制御が実行
されているか否かが判定される。この判定がなされるのは、以下のＳＡ３乃至ＳＡ８は前
記トルクアップ制御を実行するためのステップであり、上記トルクアップ制御とトルクダ
ウン制御とが並行して実行されることは無いからである。このＳＡ２の判定が肯定的であ
る場合、すなわち、上記トルクダウン制御が実行中である場合にはＳＡ１１に移る。一方
、このＳＡ２の判定が否定的である場合にはＳＡ３に移る。
【００９２】
　ＳＡ３においては、現在の変速段（実際の変速段）をｎ速と表した場合において、ｎ＋
１速からｎ速（現在の変速段）へのダウンシフトがなされるアクセル開度Ａccを示すダウ
ンシフト変速点ＰＤＮとｎ－１速からｎ速（現在の変速段）へのアップシフトがなされる
アクセル開度Ａccを示すアップシフト変速点ＰＵＰとが比較される。そして、そのアップ
シフト変速点ＰＵＰが上記ダウンシフト変速点ＰＤＮよりもアクセル開度Ａccの小さい側
にあるか否かが判定される。このＳＡ３の判定が肯定的である場合、すなわち、上記アッ
プシフト変速点ＰＵＰが上記ダウンシフト変速点ＰＤＮよりもアクセル開度Ａccの小さい
側にある場合にはＳＡ４に移る。一方、このＳＡ３の判定が否定的である場合にはＳＡ５
に移る。
【００９３】
　ＳＡ４においては、前記トルクアップ制御によってｎ速（現在の変速段）からのダウン
シフト前に行われる前記変速時出力トルク制御、すなわち前記変速前出力トルク制御が開
始される。ここで、上記変速前出力トルク制御の開始点は特に限定されないが、本実施例
では、上記変速前出力トルク制御は上記ダウンシフト変速点ＰＤＮから開始される。例え
ば、図１１で現在の自動変速機１０の現在の変速段（実際の変速段）がｎ＋１速である場
合において説明すると、上記ダウンシフト変速点ＰＤＮは図１１のＰ１２であるので、Ｐ

１２が上記開始点とされＡＲ１１のように上記変速前出力トルク制御（トルクアップ制御
）が行われる。なお、上記変速前出力トルク制御の終了点は図１１ではＰ１３とされ上記
ダウンシフト時の駆動力差ＤＦＦが零に近付けられているが、上記ダウンシフト時の終了
点はｎ＋１速（現在の変速段）のベース駆動力特性より高駆動力側であればＰ１３より低
駆動力側であってもよい。
【００９４】
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　またＳＡ４では、既に上記変速前出力トルク制御が実行中である場合にはそのまま継続
される。
【００９５】
　ＳＡ５においては、増大中である実際のアクセル開度Ａccが上記アップシフト変速点Ｐ

ＵＰが示すアクセル開度Ａccに達したか否かが判定される。このＳＡ５の判定が肯定的で
ある場合、すなわち、実際のアクセル開度Ａccが上記アップシフト変速点ＰＵＰが示すア
クセル開度Ａccに達した場合にはＳＡ６に移る。一方、このＳＡ５の判定が否定的である
場合には本フローチャートは終了する。
【００９６】
　ＳＡ６においては、前記トルクアップ制御によってｎ速（現在の変速段）からのダウン
シフト前に行われる前記変速時出力トルク制御、すなわち前記変速前出力トルク制御が開
始される。ここで、上記変速前出力トルク制御の開始点は特に限定されないが、本実施例
では、実際のアクセル開度Ａccが上記アップシフト変速点ＰＵＰが示すアクセル開度Ａcc
に達したら直ちに、すなわち、上記変速前出力トルク制御は上記アップシフト変速点ＰＵ

Ｐから開始される。例えば、図１１で現在の自動変速機１０の現在の変速段（実際の変速
段）がｎ速である場合において説明すると、上記アップシフト変速点ＰＵＰは図１１のＰ

１４であるので、Ｐ１４が上記開始点とされＡＲ１２のように上記変速前出力トルク制御
（トルクアップ制御）が行われる。なお、ＳＡ５及びＳＡ６はＳＡ３で否定的な判定がな
された場合に実行されるステップであるので、現在の変速段（実際の変速段）をｎ速と表
した場合において、ｎ＋１速からｎ速（現在の変速段）へのダウンシフト変速点ＰＤＮよ
りもｎ－１速からｎ速（現在の変速段）へのアップシフト変速点ＰＵＰがアクセル開度Ａ
ccの大きい側にある場合に、ＳＡ５及びＳＡ６は実行されると言える。
【００９７】
　またＳＡ６では、既に上記変速前出力トルク制御が実行中である場合にはそのまま継続
される。
【００９８】
　ＳＡ４又はＳＡ６の次はＳＡ７が実行される。変速実行判定手段１１７に対応するＳＡ
７においては、自動変速機１０のダウンシフトが実行されたか否かが判定される。このＳ
Ａ７の判定が肯定的である場合、すなわち、自動変速機１０のダウンシフトが実行された
場合にはＳＡ８に移る。一方、このＳＡ７の判定が否定的である場合には本フローチャー
トは終了する。
【００９９】
　ＳＡ８においては、前記ＳＡ４又はＳＡ６にて開始された変速前出力トルク制御（トル
クアップ制御）が終了させられる。ＳＡ８の次はＳＡ９へ移る。なお、前記ＳＡ２乃至Ｓ
Ａ６、ＳＡ８は変速前出力トルク制御手段１２０に対応する。
【０１００】
　ＳＡ９においては、ＳＡ７で判定対象となった自動変速機１０のダウンシフトによる駆
動力差ＤＦＦが予め設定された駆動力差判定値ＸＤＦ以上になるか否かが判断される。例
えば図１１においてＰ１５とＰ１６との間の縦軸方向の差がｎ速からｎ－１速へのダウン
シフトによる上記駆動力差ＤＦＦであり、これが駆動力差判定値ＸＤＦと比較される。こ
のＳＡ９の判断が肯定的である場合、すなわち、上記駆動力差ＤＦＦが駆動力差判定値Ｘ

ＤＦ以上になった場合にはＳＡ１０に移る。一方、このＳＡ９の判断が否定的である場合
には本フローチャートは終了する。
【０１０１】
　ＳＡ１０においては、前記トルクダウン制御によって上記ダウンシフト後に行われる前
記変速時出力トルク制御、すなわち前記変速後出力トルク制御が開始される。例えば、図
１１で現在の自動変速機１０の現在の変速段（実際の変速段）すなわち上記ダウンシフト
後の変速段がｎ－１速である場合において説明すると、Ｐ１７が上記変速後出力トルク制
御（トルクダウン制御）の開始点とされＡＲ１３のように上記変速後出力トルク制御（ト
ルクダウン制御）が行われる。
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【０１０２】
　またＳＡ１０では、既に上記変速後出力トルク制御が実行中である場合にはそのまま継
続される。
【０１０３】
　ＳＡ１１では、前記ＳＡ７で判定対象となったダウンシフト後にＳＡ１０にて開始され
た上記変速後出力トルク制御において駆動力ＦＤＲが現在の変速段のベース駆動力特性に
達したか否かが判断される。図９のスロットル弁基準特性ＬＡＳよりもスロットル弁開度
θＴＨの小さい側（矢印ＡＲＤＮ側）にトルクダウン制御によってアクセル開度Ａccとス
ロットル弁開度θＴＨとの関係がずらされているが、この関係がスロットル弁基準特性Ｌ

ＡＳに沿うようになれば、駆動力ＦＤＲが現在の変速段のベース駆動力特性に達したと判
断できる。このＳＡ１１の判断が肯定的である場合、すなわち、上記駆動力ＦＤＲが現在
の変速段のベース駆動力特性に達した場合にはＳＡ１２に移る。一方、このＳＡ１１の判
断が否定的である場合には本フローチャートは終了する。
【０１０４】
　ＳＡ１２においては、前記ＳＡ１０にて開始された変速後出力トルク制御（トルクダウ
ン制御）が終了させられる。なお、前記ＳＡ９乃至ＳＡ１２は変速後出力トルク制御手段
１２２に対応する。
【０１０５】
　本実施例の電子制御装置９０には次のような効果（Ａ１）乃至（Ａ７）がある。（Ａ１
）変速時出力トルク制御手段１１８は、自動変速機１０のダウンシフトによる駆動力ＦＤ

Ｒの変動幅である駆動力差ＤＦＦ（図１１に例示）を小さくするようにエンジントルクＴ

Ｅを制御する前記変速時出力トルク制御を行う。従って、その変速時出力トルク制御が行
われない場合と比較して上記ダウンシフトに伴う駆動力ＦＤＲの変化が滑らかになるよう
にすることが可能であり、乗員の快適性や運転操作に対するコントロール性を向上させ得
る。
【０１０６】
　（Ａ２）例えば図１１でｎ速からｎ－１速へと自動変速機１０がダウンシフトされた場
合のように、（ａ）自動変速機１０の変速（ダウンシフト）前において前記変速時出力ト
ルク制御が行われ、（ｂ）上記変速（ダウンシフト）による前記駆動力差ＤＦＦが予め設
定された駆動力差判定値ＸＤＦ以上になると判断された場合には、上記駆動力差ＤＦＦを
小さくするように上記変速（ダウンシフト）後にも上記変速時出力トルク制御が行われる
。従って、自動変速機１０の変速（ダウンシフト）前後のいずれか一方のみで上記変速時
出力トルク制御が行われる場合と比較して、上記駆動力差ＤＦＦを一層小さくすることが
可能である。
【０１０７】
　（Ａ３）図１１で現在の変速段がｎ＋１速である場合において、変速前出力トルク制御
手段１２０は、ｎ＋２速からｎ＋１速（現在の変速段）へのダウンシフトがなされるアク
セル開度Ａccを示すダウンシフト変速点ＰＤＮとｎ速からｎ＋１速（現在の変速段）への
アップシフトがなされるアクセル開度Ａccを示すアップシフト変速点ＰＵＰとを比較し、
図１１のｎ＋１速（現在の変速段）ではそのアップシフト変速点ＰＵＰが上記ダウンシフ
ト変速点ＰＤＮよりもアクセル開度Ａccの小さい側にあるので、その場合に変速前出力ト
ルク制御手段１２０は、ｎ＋１速（現在の変速段）における前記変速時出力トルク制御を
上記ダウンシフト変速点ＰＤＮから開始する。従って、図１１で見ると上記変速時出力ト
ルク制御による駆動力ＦＤＲ上昇（図１１のＡＲ１１）が上記アップシフト変速点ＰＵＰ

であるＰ１１にも上記ダウンシフト変速点ＰＤＮであるＰ１２にも影響せず開始されてお
り、ｎ＋１速（現在の変速段）における上記変速時出力トルク制御がｎ速からｎ＋１速へ
のアップシフトに影響することを回避することができ、運転者の意思に即した上記アップ
シフトを実現することを可能である。また、上記ダウンシフト変速点ＰＤＮ（Ｐ１２）か
ら駆動力ＦＤＲ上昇（図１１のＡＲ１１）が開始されることでその上昇勾配が極力緩やか
なものとされ、上記シフトダウンに伴う駆動力ＦＤＲの変化が滑らかになるようにするこ
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とが可能である。
【０１０８】
　（Ａ４）図１１で現在の変速段がｎ速である場合において、変速前出力トルク制御手段
１２０は、ｎ＋１速からｎ速（現在の変速段）へのダウンシフトがなされるアクセル開度
Ａccを示すダウンシフト変速点ＰＤＮとｎ－１速からｎ速（現在の変速段）へのアップシ
フトがなされるアクセル開度Ａccを示すアップシフト変速点ＰＵＰとを比較する。そして
、図１１のｎ速（現在の変速段）ではそのアップシフト変速点ＰＵＰ（図１１のＰ１４）
が上記ダウンシフト変速点ＰＤＮ（図１１のＰ１３）よりもアクセル開度Ａccの大きい側
にあるので、その場合には、変速前出力トルク制御手段１２０はｎ速（現在の変速段）に
おける前記変速時出力トルク制御を上記アップシフト変速点ＰＵＰ（Ｐ１４）から開始す
る。従って、図１１で見ると上記変速時出力トルク制御による駆動力ＦＤＲ上昇（図１１
のＡＲ１２）が上記アップシフト変速点ＰＵＰ（Ｐ１４）にも上記ダウンシフト変速点Ｐ

ＤＮ（Ｐ１３）にも影響せず開始されており、ｎ速（現在の変速段）における上記変速時
出力トルク制御がｎ－１速からｎ速へのアップシフトに影響することを回避することがで
き、運転者の意思に即した上記アップシフトを実現することを可能である。また、上記ア
ップシフト変速点ＰＵＰ（Ｐ１４）から駆動力ＦＤＲ上昇（図１１のＡＲ１２）が開始さ
れることでその上昇勾配が極力緩やかなものとされ、上記シフトダウンに伴う駆動力ＦＤ

Ｒの変化が滑らかになるようにすることが可能である。
【０１０９】
　（Ａ５）自動変速機１０の実際の変速段をｎ速と表した場合において、ｎ速（実際の変
速段）から２段低いｎ－２速へ多重ダウンシフトが行われる場合、変速前出力トルク制御
手段１２０は、図６の変速線図から求められｎ速（実際の変速段）からｎ-１速へのダウ
ンシフトがなされるアクセル開度Ａccを示すダウンシフト変速点ＰＤＮから、駆動力ＦＤ

Ｒを変速後のｎ－２速のベース駆動力特性に近付けるように上昇させる前記変速前出力ト
ルク制御を開始する。従って、ｎ速からｎ－２速へのダウンシフトのような多重ダウンシ
フトの場合にも、上記変速前出力トルク制御の実行によりその多重ダウンシフトに伴う駆
動力の変化が滑らかになるようにすることが可能である。
【０１１０】
　（Ａ６）前記変速時出力トルク制御はスロットル弁開度θＴＨを制御することである。
つまり、アクセル開度Ａccとスロットル弁開度θＴＨとが一対一で対応する両者の関係で
ある図９のスロットル弁基準特性ＬＡＳが予め設定されており、前記変速時出力トルク制
御は、自動変速機１０の変速によって生じる前記駆動力差ＤＦＦを小さくするように図９
のスロットル弁基準特性ＬＡＳに関わらずスロットル弁開度θＴＨを制御することである
。詳細に言えば、前記変速前出力トルク制御（トルクアップ制御）では、同一アクセル開
度Ａccで比較して図９のスロットル弁基準特性ＬＡＳに基づき決定されるスロットル弁開
度θＴＨよりも実際のスロットル弁開度θＴＨが大きくされる。また、前記変速後出力ト
ルク制御（トルクダウン制御）では、同一アクセル開度Ａccで比較して図９のスロットル
弁基準特性ＬＡＳに基づき決定されるスロットル弁開度θＴＨよりも実際のスロットル弁
開度θＴＨが小さくされる。従って上記変速時出力トルク制御において、電子スロットル
弁５６の制御により容易にエンジントルクＴＥを調整し駆動力ＦＤＲを変化させることが
できる。
【０１１１】
　（Ａ７）運転者は駆動力ＦＤＲを増大させたい場合にアクセルペダル５０を踏込み、そ
れによりダウンシフトがなされるのであるが、前記変速前出力トルク制御（トルクアップ
制御）では、図１１のＡＲ１１，ＡＲ１２のように自動変速機１０のダウンシフト後の駆
動力ＦＤＲに近付けるようにそのダウンシフト前に駆動力ＦＤＲが増大させられる。ここ
で、上記変速前出力トルク制御による駆動力ＦＤＲの増大によりシフトダウン前に所望の
駆動力ＦＤＲが得られた場合にはアクセルペダル５０の踏込操作が停止され、結局ダウン
シフトは発生しないことになる。従って、自動変速機１０の変速頻度が低下し、操作性の
向上を図り得る。
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【０１１２】
　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】
【０１１３】
　第２実施例は第１実施例の電子制御装置９０を電子制御装置２２０に置き換えたもので
あり、図８の機能ブロック線図は共通である。そして、第２実施例は第１実施例に係るア
クセル開度判定手段１１６と変速後出力トルク制御手段１２２とをそれぞれ、アクセル開
度判定手段２２１と変速後出力トルク制御手段２２２とに置き換えたものである。以下、
その相違点について主に説明する。
【０１１４】
　図８の変速後出力トルク制御手段２２２は、第１実施例の変速後出力トルク制御手段１
２２と同様に、自動変速機１０のダウンシフト後にそのダウンシフトによる駆動力差ＤＦ

Ｆを小さくするために行われる前記変速時出力トルク制御、すなわち前記変速後出力トル
ク制御（トルクダウン制御）を行う。そして、変速後出力トルク制御手段２２２は、第１
実施例の変速後出力トルク制御手段１２２が上記変速後出力トルク制御の開始点（図１１
ではＰ１７）を決定する条件に加え、更に次のような条件で上記開始点を決定する。
【０１１５】
　変速後出力トルク制御手段２２２は、自動変速機１０の現在の変速段（実際の変速段）
をｎ－１速と表した場合において、前記変速後出力トルク制御（トルクダウン制御）では
、ｎ－１速（現在の変速段）からｎ速へアップシフトが行われるとした場合のｎ－１速（
現在の変速段）における変速時の駆動力ＦＤＲを駆動力ＦＤＲの下限値ＬＦＤＲとする。
すなわち、変速後出力トルク制御手段２２２はその駆動力ＦＤＲの下限値ＬＦＤＲを上記
変速後出力トルク制御の開始点によって示される駆動力ＦＤＲが下回らないようにその開
始点を決定する。
【０１１６】
　第１実施例の図１１に相当する本実施例の図１６で現在の変速段（実際の変速段）がｎ
－１速であり、ｎ速からｎ－１速（現在の変速段）へのダウンシフト後に行われる上記変
速後出力トルク制御について具体的に説明する。先ず変速後出力トルク制御手段２２２は
、例えば図６の変速線図に基づき現在の車速Ｖが一定であると仮定してｎ－１速（現在の
変速段）からｎ速へのアップシフトが発生するアクセル開度Ａcc１（図１６）を予測し、
そのアクセル開度Ａcc１に対応するｎ－１速（現在の変速段）のベース駆動力特性上の駆
動力ＦＤＲ（アップシフト前駆動力）を上記下限値ＬＦＤＲと設定する。次に変速後出力
トルク制御手段２２２は、その下限値ＬＦＤＲに対応するＰ２２を前記変速後出力トルク
制御（トルクダウン制御）の開始点と決定する。但し、アクセル開度Ａccが増大している
にも関わらず駆動力ＦＤＲが減少してしまうと言うことを回避するため、前記変速前出力
トルク制御（トルクアップ制御）の終了点が上記下限値ＬＦＤＲよりも高駆動力側にある
場合には上記終了点が上記変速後出力トルク制御の開始点とされる。
【０１１７】
　そして変速後出力トルク制御手段２２２は、第１実施例の変速後出力トルク制御手段１
２２と同様、上記開始点Ｐ２２から図１６のＡＲ２１のように上記変速後出力トルク制御
（トルクダウン制御）を開始する。
【０１１８】
　上記変速後出力トルク制御中（トルクダウン制御中）に増大していたアクセル開度Ａcc
が減少転じる場合がある。そのような場合に前述の第１実施例では特に制限を設けていな
かったが、本実施例の変速後出力トルク制御手段２２２は一定の制限を設けて駆動力ＦＤ

Ｒを変化させる。以下、それについて説明する。
【０１１９】
　自動変速機１０のダウンシフト後にそのダウンシフトによる駆動力差ＤＦＦを小さくす
るために行われる前記変速時出力トルク制御、すなわち上記変速後出力トルク制御（トル
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クダウン制御）の実行中においてアクセル開度Ａccが減少する方向にアクセルペダル５０
が戻された場合には、変速後出力トルク制御手段２２２は、アクセルペダル５０が戻され
た時の駆動力ＦＤＲをその駆動力ＦＤＲの上限値ＵＦＤＲとする。
【０１２０】
　これを図１６のＡＲ２１で示される上記変速後出力トルク制御中（トルクダウン制御中
）に、図１６のＰ２３でアクセルペダル５０が戻され、それまで増大していたアクセル開
度Ａccが減少方向に転じた場合について具体的に説明する。
【０１２１】
　アクセル開度判定手段２２１は、第１実施例のアクセル開度判定手段１１６と同様にア
クセル踏込速度ＶＡＣからアクセル開度Ａccが増大方向に変化しているか否かを判定する
。更にアクセル開度判定手段２２１は、アクセル開度Ａccが減少方向に変化しているか否
かを判定する。
【０１２２】
　変速後出力トルク制御手段２２２は、（１）上記変速後出力トルク制御（トルクダウン
制御）を実行していること、（２）アクセル開度判定手段２２１によりアクセル開度Ａcc
が減少方向に変化していると判定されたこと、という２つの条件を両方とも満たす場合に
は、アクセル開度Ａccが減少方向に転じた点Ｐ２３が示す駆動力ＦＤＲすなわちアクセル
ペダル５０が戻された時の駆動力ＦＤＲをその駆動力ＦＤＲの上限値ＵＦＤＲとする。そ
して、アクセル開度Ａccの減少に従い、変速後出力トルク制御手段２２２は、駆動力ＦＤ

Ｒをその上限値ＵＦＤＲ以下に制限しつつ図１６のＡＲ２２のように、現在の変速段であ
るｎ－１速のベース駆動力特性にまでアクセル開度Ａccと駆動力ＦＤＲとの関係を戻す。
駆動力ＦＤＲを上限値ＵＦＤＲ以下に制限する方法としては、例えば、図９において、図
１６のＰ２３に対応する図９のＰ２３からスロットル弁開度θＴＨが上昇しないようにア
クセル開度Ａccとスロットル弁開度θＴＨとの関係をスロットル弁基準特性ＬＡＳまでＡ
Ｒ２（図９）のように変化させる。
【０１２３】
　本実施例の電子制御装置２２０の制御作動の要部を示すフローチャートについて説明す
る。第１実施例のフローチャートである図１４及び図１５は、本実施例の電子制御装置２
２０でも共通であるが、以下に説明するように一部が図１７に入れ替えられる。
【０１２４】
　図１５のＳＡ１０において前記変速後出力トルク制御が開始される場合には、ＳＡ１０
が図１７のＳＢ１乃至ＳＢ３に入れ替えられる。なお、既に上記変速後出力トルク制御が
実行中である場合にはそのまま継続される。以下、図１６で現在の変速段（実際の変速段
）がｎ－１速である場合を例として説明する。
【０１２５】
　ＳＢ１においては、例えば図６の変速線図に基づき現在の車速Ｖが一定であると仮定し
てｎ－１速（現在の変速段）からｎ速へのアップシフトが発生するアクセル開度Ａcc１（
図１６）が予測され、そのアクセル開度Ａcc１に対応するｎ－１速（現在の変速段）のベ
ース駆動力特性上の駆動力ＦＤＲ（アップシフト前駆動力）が駆動力ＦＤＲの下限値ＬＦ

ＤＲとして設定される。
【０１２６】
　ＳＢ１に続くＳＢ２においては、上記下限値ＬＦＤＲに対応するＰ２２が前記変速後出
力トルク制御（トルクダウン制御）の開始点と決定される。但し、前記変速前出力トルク
制御（トルクアップ制御）の終了点が上記下限値ＬＦＤＲよりも高駆動力側にある場合に
は上記終了点が上記変速後出力トルク制御の開始点とされる。
【０１２７】
　ＳＢ２に続くＳＢ３においては、上記開始点Ｐ２２から図１６のＡＲ２１のように上記
変速後出力トルク制御（トルクダウン制御）が開始される。なお、ＳＢ１乃至ＳＢ３は変
速後出力トルク制御手段２２２に対応する。
【０１２８】
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　図１８は、電子制御装置２２０の制御作動の要部すなわち前記変速後出力トルク制御中
にアクセルペダル５０が戻された場合の制御作動を説明するフローチャートであり、例え
ば数ｍｓｅｃ乃至数十ｍｓｅｃ程度の極めて短いサイクルタイムで繰り返し実行される。
なお、図１８のフローチャートは図１４のＳＡ１で否定的な判定がなされた場合にだけ実
行されてもよい。以下、図１６で現在の変速段（実際の変速段）がｎ－１速である場合を
例として説明する。
【０１２９】
　ＳＢ１１においては、前記変速後出力トルク制御（トルクダウン制御）が実行している
か否かが判定される。このＳＢ１１の判定が肯定的である場合、すなわち、前記変速後出
力トルク制御が実行中である場合にはＳＢ１２に移る。一方、このＳＢ１１の判定が否定
的である場合には本フローチャートは終了する。
【０１３０】
　アクセル踏込速度検出手段１１４及びアクセル開度判定手段２２１に対応するＳＢ１２
においては、アクセル踏込速度ＶＡＣが検出され、そのアクセル踏込速度ＶＡＣに基づき
アクセル開度Ａccが減少方向に変化しているか否かが判定される。このＳＢ１２の判定が
肯定的である場合、すなわち、アクセル開度Ａccが減少方向に変化している場合にはＳＢ
１３に移る。一方、このＳＢ１２の判定が否定的である場合には本フローチャートは終了
する。
【０１３１】
　ＳＢ１３では、図１６において、アクセル開度Ａccが減少方向に転じた点Ｐ２３が示す
駆動力ＦＤＲすなわちアクセルペダル５０が戻された時の駆動力ＦＤＲがその駆動力ＦＤ

Ｒの上限値ＵＦＤＲと設定される。そして、アクセル開度Ａccの減少に従い、駆動力ＦＤ

Ｒがその上限値ＵＦＤＲ以下に制限されつつ図１６のＡＲ２２のように、現在の変速段で
あるｎ－１速のベース駆動力特性にまでアクセル開度Ａccと駆動力ＦＤＲとの関係が戻さ
れる。なお、ＳＢ１１及びＳＢ１３は変速後出力トルク制御手段２２２に対応する。
【０１３２】
　本実施例の電子制御装置２２０には、第１実施例の効果（Ａ１）乃至（Ａ７）に加え、
次のような効果（Ｂ１）乃至（Ｂ２）がある。（Ｂ１）変速後出力トルク制御手段２２２
は、自動変速機１０の現在の変速段（実際の変速段）をｎ－１速と表した場合において、
前記変速後出力トルク制御（トルクダウン制御）では、ｎ－１速（現在の変速段）からｎ
速へアップシフトが行われるとした場合のｎ－１速（現在の変速段）における変速時の駆
動力ＦＤＲを駆動力ＦＤＲの下限値ＬＦＤＲとする。すなわち、変速後出力トルク制御手
段２２２はその駆動力ＦＤＲの下限値ＬＦＤＲを上記変速後出力トルク制御の開始点によ
って示される駆動力ＦＤＲが下回らないようにその開始点を決定する。従って、増大して
いたアクセル開度Ａccがその開始点において減少に転じた場合であっても、アクセル開度
Ａccが減少しているにも関わらず駆動力ＦＤＲが増大するという事態が発生すること無く
、上記変速後時出力トルク制御が上記ｎ－１速（現在の変速段）からｎ速へのアップシフ
トに影響することを回避して、運転者の意思に即した上記アップシフトを実現することが
可能である。
【０１３３】
　（Ｂ２）前記変速後出力トルク制御（トルクダウン制御）の実行中においてアクセル開
度Ａccが減少する方向にアクセルペダル５０が戻された場合には、変速後出力トルク制御
手段２２２は、アクセルペダル５０が戻された時の駆動力ＦＤＲをその駆動力ＦＤＲの上
限値ＵＦＤＲとする。そして、アクセル開度Ａccの減少に従い、変速後出力トルク制御手
段２２２は、駆動力ＦＤＲをその上限値ＵＦＤＲ以下に制限しつつ図１６のＡＲ２２のよ
うに、現在の変速段（図１６ではｎ－１速）のベース駆動力特性にまでアクセル開度Ａcc
と駆動力ＦＤＲとの関係を戻す。従って、アクセルペダル５０が戻されているにも関わら
ず駆動力ＦＤＲが上昇するという運転者の意思に反した駆動力変化を生じることが回避さ
れ得る。
【０１３４】
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　なお、本実施例で示された制御作動は１速ずつダウンシフトが実行される場合のみなら
ず、前記多重ダウンシフトが生じる場合にも適用可能である。
【実施例３】
【０１３５】
　第３実施例は第１実施例の電子制御装置９０を電子制御装置２３０に置き換えたもので
あり、図１９は電子制御装置２３０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、変速制御手段１１０が変速制御手段２３２に置き換えられている点及びアクセル踏込
速度検出手段１１４からの矢印が変速制御手段２３２に向かっている点で、図１９は第１
実施例の機能ブロック線図である図８に対し異なるがその他は図８と同じである。以下、
その相違点について主に説明する。
【０１３６】
　図１９の変速制御手段２３２は、第１実施例の変速制御手段１１０と同様に、自動変速
機１０の変速制御を実行する。更に、変速制御手段２３２はアクセル踏込速度検出手段１
１４から前記アクセル踏込速度ＶＡＣを取得する。そして変速制御手段２３２は、そのア
クセル踏込速度ＶＡＣに基づいて、自動変速機１０のダウンシフトがなされるアクセル開
度Ａccを示すダウンシフト変速点ＰＤＮを変更する。これを第１実施例の図１１に相当す
る図２０を用い、図２０で自動変速機１０の現在の変速段（実際の変速段）がｎ＋１速で
ある場合を例として具体的に説明する。
【０１３７】
　先ず変速制御手段２３２は、上記ダウンシフト変速点ＰＤＮの変更可能範囲である変速
点変化範囲ＲＰＤＮを決定する。この変速点変化範囲ＲＰＤＮについて説明すると、変速
制御手段２３２は、ｎ＋１速（現在の変速段）からｎ速へダウンシフトが行われるとした
場合のｎ速における変速（ダウンシフト）時の駆動力ＦＤＲがｎ＋１速（現在の変速段）
で発生可能な最大駆動力ＦＭＡＸ１となるアクセル開度Ａcc４、言い換えれば、図２０の
ｎ速のベース駆動力特性と上記最大駆動力ＦＭＡＸ１を示すＬ３１との交点であるＰ３１

が示すアクセル開度Ａcc４を変速点変化範囲ＲＰＤＮの上限とする。また変速制御手段２
３２は、ｎ速からｎ＋１速（現在の変速段）へアップシフトが行われるとした場合のアク
セル開度Ａcc１とｎ＋２速からｎ＋１速（現在の変速段）へダウンシフトが行われたとき
のアクセル開度Ａcc２との何れか一方のアクセル開度Ａccの大きい側（図２０ではアクセ
ル開度Ａcc２）を変速点変化範囲ＲＰＤＮの下限とする。
【０１３８】
　変速制御手段２３２は上記変速点変化範囲ＲＰＤＮを決定すると、変速点変化範囲ＲＰ

ＤＮ内でアクセル踏込速度ＶＡＣが大きいほどダウンシフト変速点ＰＤＮをアクセル開度
Ａccの小さい側にずらす。ダウンシフト変速点ＰＤＮをずらす場合、変速制御手段２３２
はアクセル踏込速度ＶＡＣの変化に伴い連続的にダウンシフト変速点ＰＤＮをずらしても
よいし、段階的にずらしてもよい。また、アクセル踏込速度ＶＡＣが所定値よりも小さい
緩やかなアクセルペダル５０の踏込操作である場合にはダウンシフト変速点ＰＤＮをアク
セル開度Ａccの大きい側にずらすが、そうでない場合すなわちアクセル踏込速度ＶＡＣが
上記所定値以上のアクセルペダル５０の早い踏込操作である場合には図６の変速線図に従
って、すなわち基準であるその変速線図に対してダウンシフト変速点ＰＤＮをずらさずに
通常通りダウンシフトを実行してもよい。
【０１３９】
　変速前出力トルク制御手段１２０は第１実施例と共通であるが、上述のようにダウンシ
フト変速点ＰＤＮがずらされた場合にはそれに応じて、前記変速前出力トルク制御の終了
点を変化させる。図２０において、ダウンシフト変速点ＰＤＮがずらされず図６の変速線
図に従ってダウンシフトが発生した場合には、例えばアクセル開度Ａcc３でダウンシフト
が発生し図２０のＰ３２が上記変速前出力トルク制御の終了点とされたが、ダウンシフト
変速点ＰＤＮが図２０のＰ３１にずらされた場合には、変速前出力トルク制御手段１２０
は上記終了点をＰ３１とし、ＡＲ３１のように駆動力ＦＤＲを上昇させる。なお、アクセ
ル踏込速度ＶＡＣに基づかずにダウンシフト変速点ＰＤＮがずらされた場合、例えば他の
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制御によってダウンシフト変速点ＰＤＮがずらされた場合にも、変速前出力トルク制御手
段１２０はダウンシフト変速点ＰＤＮに上記変速前出力トルク制御の終了点を追従させる
。また、アクセル踏込速度ＶＡＣが所定値以上のアクセルペダル５０の早い踏込操作であ
る場合には、応答性が高い駆動力ＦＤＲの早期上昇を実現するため、変速後出力トルク制
御手段１２２は敢えて前記変速後出力トルク制御（トルクダウン制御）を行わないように
してもよい。
【０１４０】
　また、変速制御手段２３２がアクセル踏込速度ＶＡＣに基づいて自動変速機１０のダウ
ンシフト変速点ＰＤＮを変更することは、１速ずつダウンシフトが実行される場合と同様
に前記多重ダウンシフトにおいても行われるが、その多重ダウンシフトの場合には、変速
前出力トルク制御手段１２０及び変速後出力トルク制御手段１２２は、敢えて前記変速前
出力トルク制御（トルクアップ制御）と前記変速後出力トルク制御（トルクダウン制御）
とを行わないようにしてもよい。
【０１４１】
　本実施例の電子制御装置２３０の制御作動の要部を示すフローチャートについて説明す
る。第１実施例のフローチャートである図１４及び図１５は、本実施例の電子制御装置２
３０でも共通であるが、本実施例では図１４のＳＡ２とＳＡ３との間に図２１のＳＣ１乃
至ＳＣ３が挿入される。なお、以下のフローチャートの説明は、図２０を用い、図２０で
自動変速機１０の現在の変速段（実際の変速段）がｎ＋１速である場合を例として行う。
【０１４２】
　図１４のＳＡ２で否定的な判定がなされた場合には図２１のＳＣ１に移る。ＳＣ１にお
いてはアクセル踏込速度ＶＡＣが取得される。ＳＣ１の次はＳＣ２へ移る。
【０１４３】
　ＳＣ２においては、変速点変化範囲ＲＰＤＮが決定される。その場合、ｎ＋１速（現在
の変速段）からｎ速へダウンシフトが行われるとした場合のｎ速における変速（ダウンシ
フト）時の駆動力ＦＤＲがｎ＋１速（現在の変速段）で発生可能な最大駆動力ＦＭＡＸ１
となるアクセル開度Ａcc４、言い換えれば、図２０のｎ速のベース駆動力特性と上記最大
駆動力ＦＭＡＸ１を示すＬ３１との交点であるＰ３１が示すアクセル開度Ａcc４が変速点
変化範囲ＲＰＤＮの上限とされる。また、ｎ速からｎ＋１速（現在の変速段）へアップシ
フトが行われるとした場合のアクセル開度Ａcc１とｎ＋２速からｎ＋１速（現在の変速段
）へダウンシフトが行われたときのアクセル開度Ａcc２との何れか一方のアクセル開度Ａ
ccの大きい側（図２０ではアクセル開度Ａcc２）が変速点変化範囲ＲＰＤＮの下限とされ
る。ＳＣ２の次はＳＣ３へ移る。
【０１４４】
　ＳＣ３においては、変速点変化範囲ＲＰＤＮ内でアクセル踏込速度ＶＡＣが大きいほど
ダウンシフト変速点ＰＤＮはアクセル開度Ａccの小さい側にずらされて、ダウンシフト変
速点ＰＤＮが決定される。ＳＣ３の次は図１４のＳＡ３に移る。なお、ＳＣ１乃至ＳＣ３
は変速制御手段２３２に対応する。
【０１４５】
　図１４のＳＡ４又はＳＡ６にて前記変速前出力トルク制御（トルクアップ制御）が開始
されることは第１実施例と同様であるが、ダウンシフト変速点ＰＤＮがずらされた場合に
はそれに応じて前記変速前出力トルク制御の終了点が変化させられる。図２０において、
ダウンシフト変速点ＰＤＮがずらされず図６の変速線図に従ってダウンシフトが発生した
場合には、例えばアクセル開度Ａcc３でダウンシフトが発生し図２０のＰ３２が上記変速
前出力トルク制御の終了点とされたが、ダウンシフト変速点ＰＤＮが図２０のＰ３１にず
らされた場合には上記終了点はＰ３１とされ、ＡＲ３１のように駆動力ＦＤＲを上昇させ
る上記変速前出力トルク制御（トルクアップ制御）が開始される。
【０１４６】
　本実施例の電子制御装置２３０には、第１実施例の効果（Ａ１）乃至（Ａ７）に加え、
次のような効果（Ｃ１）乃至（Ｃ３）がある。（Ｃ１）変速制御手段２３２は、アクセル
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踏込速度ＶＡＣに基づいて、自動変速機１０のダウンシフトがなされるアクセル開度Ａcc
を示すダウンシフト変速点ＰＤＮを変更するので、運転者の要求する駆動力ＦＤＲを早期
に得ることが可能である。
【０１４７】
　（Ｃ２）自動変速機１０の現在の変速段（実際の変速段）をｎ＋１速と表した場合にお
いて、変速制御手段２３２は、上記ダウンシフト変速点ＰＤＮの変更可能範囲である変速
点変化範囲ＲＰＤＮを決定する。詳細には変速制御手段２３２は、図２０においてｎ＋１
速（現在の変速段）からｎ速へダウンシフトが行われるとした場合のｎ速における変速（
ダウンシフト）時の駆動力ＦＤＲがｎ＋１速（現在の変速段）で発生可能な最大駆動力Ｆ
ＭＡＸ１となるアクセル開度Ａcc４、言い換えれば、図２０のｎ速のベース駆動力特性と
上記最大駆動力ＦＭＡＸ１を示すＬ３１との交点であるＰ３１が示すアクセル開度Ａcc４
を変速点変化範囲ＲＰＤＮの上限とする。また変速制御手段２３２は、ｎ速からｎ＋１速
（現在の変速段）へアップシフトが行われるとした場合のアクセル開度Ａcc１とｎ＋２速
からｎ＋１速（現在の変速段）へダウンシフトが行われたときのアクセル開度Ａcc２との
何れか一方のアクセル開度Ａccの大きい側（図２０ではアクセル開度Ａcc２）を変速点変
化範囲ＲＰＤＮの下限とする。そして、変速制御手段２３２は上記変速点変化範囲ＲＰＤ

Ｎを決定すると、変速点変化範囲ＲＰＤＮ内でアクセル踏込速度ＶＡＣが大きいほどダウ
ンシフト変速点ＰＤＮをアクセル開度Ａccの小さい側にずらす。つまり、アクセル踏込速
度ＶＡＣが大きいほどより積極的にダウンシフトが発生して駆動力ＦＤＲがより早く上昇
し、逆に、アクセル踏込速度ＶＡＣが小さいほどより深くアクセルペダル５０を踏込まな
ければダウンシフトが発生しないようになる。従って、ｎ＋１速（現在の変速段）からｎ
速へのダウンシフト前に実行される前記変速前出力トルク制御（トルクアップ制御）によ
り変速頻度の低減を図ることができる。また、変速点変化範囲ＲＰＤＮの下限にまでダウ
ンシフト変速点ＰＤＮがずらされたとしても、そのダウンシフト変速点ＰＤＮがｎ速から
ｎ＋１速（現在の変速段）へのアップシフトに影響することを回避し得る。
【０１４８】
　（Ｃ３）前記多重ダウンシフトの場合には、変速前出力トルク制御手段１２０及び変速
後出力トルク制御手段１２２は、前記変速前出力トルク制御（トルクアップ制御）と前記
変速後出力トルク制御（トルクダウン制御）とを行わないようにしてもよく、そのように
した場合には、アクセルペダル５０の操作に対して駆動力ＦＤＲが応答性良く変化してい
るように運転者に感じさせることができる。
【実施例４】
【０１４９】
　第４実施例は第１実施例の電子制御装置９０を電子制御装置２４０に置き換えたもので
あり、図２２は電子制御装置２４０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、第1実施例の機能ブロック線図である図８に対して変速時出力トルク制御規制手段２
４２が付加された図である。その他は図８と同じである。以下、その相違点について主に
説明する。
【０１５０】
　図２２の変速時出力トルク制御規制手段２４２は、レバーポジションセンサ７４からの
信号ＰＳＨに基づき、手動操作により自動変速機１０の変速段が固定され又は変速可能な
高速側変速段が設定されるマニュアルレンジ操作中であるか否かを判断する。例えば、図
５においてシフトレバー７２が「Ｓ」ポジションにある場合、すなわち自動変速機１０の
変速レンジがＳレンジである場合は上記マニュアルレンジ操作中である。それ以外に図５
には示されていないが自動変速機１０の変速段が固定されるＭレンジ、又は、ハンドル付
近に設けられたパドルスイッチ操作により上記Ｓレンジと同様に自動変速機１０の変速レ
ンジが決定されるＤレンジパドルに操作された場合も上記マニュアルレンジ操作中である
。
【０１５１】
　更に変速時出力トルク制御規制手段２４２は、上記マニュアルレンジ操作中であると判
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断した場合には前記変速時出力トルク制御の実行を禁止する。従って、上記変速時出力ト
ルク制御の実行が禁止されると、変速前出力トルク制御手段１２０と変速後出力トルク制
御手段１２２とを含む変速時出力トルク制御手段１１８は上記変速時出力トルク制御を行
わない。なお、上記マニュアルレンジ操作中は全面的に上記変速時出力トルク制御の実行
が禁止されるのではなく、例えば、上記Ｓレンジ、Ｍレンジ、Ｄレンジパドルの各指定レ
ンジによって上記変速時出力トルク制御における前記トルクアップ制御又はトルクダウン
制御の実行の可能もしくは不可能が異なるようにされてもよい。
【０１５２】
　本実施例の電子制御装置２４０の制御作動の要部を示すフローチャートについて説明す
る。第１実施例のフローチャートである図１４及び図１５は本実施例の電子制御装置２４
０でも実行されるが、本実施例ではそれ以外に図２３のフローチャートが実行される。こ
の図２３は前記変速時出力トルク制御の実行を禁止するか否かを決定するため、すなわち
、上記図１４及び図１５のフローチャートの実行を禁止するか否かを決定するためのフロ
ーチャートである。以下、第1実施例との相違点である図２３について、主として説明す
る。
【０１５３】
　ＳＤ１においては、レバーポジションセンサ７４からの信号ＰＳＨに基づき前記マニュ
アルレンジ操作中であるか否かが判断される。このＳＤ１の判断が肯定的である場合、す
なわち、上記マニュアルレンジ操作中である場合にはＳＤ２に移る。一方、このＳＤ１の
判断が否定的である場合には本フローチャートは終了する。
【０１５４】
　ＳＤ２においては、前記変速時出力トルク制御（トルクアップ制御、トルクダウン制御
）の実行が禁止される。従って、ＳＤ２の実行により上記図１４及び図１５のフローチャ
ートの実行が禁止される。なお、ＳＤ１及びＳＤ２は変速時出力トルク制御規制手段２４
２に対応する。
【０１５５】
　本実施例の電子制御装置２４０には、第１実施例の効果（Ａ１）乃至（Ａ７）に加え、
次のような効果（Ｄ１）がある。（Ｄ１）変速時出力トルク制御規制手段２４２は前記マ
ニュアルレンジ操作中であると判断した場合には前記変速時出力トルク制御の実行を禁止
する。従って、上記変速時出力トルク制御は上記マニュアルレンジ操作時には行われない
ので、運転者の意思に即して運転者の操作に対して直接的に駆動力が変動する操作感を与
えることが可能である。
【実施例５】
【０１５６】
　第５実施例は第１実施例の電子制御装置９０を電子制御装置２５０に置き換えたもので
あり、図２４は電子制御装置２５０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、第1実施例の機能ブロック線図である図８の変速時出力トルク制御手段１１８を、駆
動力変化制限手段２５４を備えた変速時出力トルク制御手段２５２に置き換えた図である
。その他は図８と同じである。以下、その相違点について主に説明する。
【０１５７】
　図２４の変速時出力トルク制御手段２５２は、変速時出力トルク制御手段１１８（図８
）と同様に変速前出力トルク制御手段１２０と変速後出力トルク制御手段１２２とを備え
、更に駆動力変化制限手段２５４を備えている。変速時出力トルク制御手段２５２は前記
変速時出力トルク制御を行うにあたり、アクセル開度Ａccが大きくなるほど、アクセル開
度Ａccの変化量に対する駆動力ＦＤＲの変化量である駆動力変化勾配ＳＬＦが同一もしく
は小さくなるように上記変速時出力トルク制御を行う。具体的には以下の通りである。
【０１５８】
　駆動力変化制限手段２５４は、前記変速前出力トルク制御（トルクアップ制御）の開始
前及び前記変速後出力トルク制御（トルクダウン制御）の開始前に、その都度、実際の駆
動力ＦＤＲ及びアクセル開度Ａccの変化から直前の上記駆動力変化勾配ＳＬＦを検出し、
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その駆動力変化勾配ＳＬＦ又はそれよりも所定量小さい勾配値を、上記変速前出力トルク
制御又は上記変速後出力トルク制御における駆動力変化勾配ＳＬＦの上限値である変化量
ガードＬＭＴＳＬとして設定する。なお、上記変速前出力トルク制御又は変速後出力トル
ク制御の開始の度に上記変化量ガードＬＭＴＳＬは設定されるので、各変速前出力トルク
制御又は変速後出力トルク制御ごとに上記変化量ガードＬＭＴＳＬは異なる値となる。
【０１５９】
　変速前出力トルク制御手段１２０は、第１実施例と同様に上記変速前出力トルク制御を
実行するが、その実行に際し、変速前出力トルク制御手段１２０は、上記変速前出力トル
ク制御を開始する場合、駆動力変化勾配ＳＬＦを上記変化量ガードＬＭＴＳＬ以下になる
ように決定し、その上で上記変速前出力トルク制御を開始する。すなわち、変速前出力ト
ルク制御手段１２０は、変化量ガードＬＭＴＳＬを考慮せずに決定された駆動力変化勾配
ＳＬＦが上記変化量ガードＬＭＴＳＬ以下である場合には、その駆動力変化勾配ＳＬＦで
第１実施例と同様に上記変速前出力トルク制御を開始する。一方、変速前出力トルク制御
手段１２０は、変化量ガードＬＭＴＳＬを考慮せずに決定された駆動力変化勾配ＳＬＦが
上記変化量ガードＬＭＴＳＬを超えている場合には、変化量ガードＬＭＴＳＬを駆動力変
化勾配ＳＬＦとして決定し、その変化量ガードＬＭＴＳＬに修正した駆動力変化勾配ＳＬ

Ｆで上記変速前出力トルク制御を開始する。このとき、駆動力変化勾配ＳＬＦの修正方法
について特に制限は無いが、本実施例の変速前出力トルク制御では、その変速前出力トル
ク制御の開始点は変更せず、その変速前出力トルク制御の終了点を変更することにより駆
動力変化勾配ＳＬＦが修正される。
【０１６０】
　上述の変速前出力トルク制御における駆動力変化勾配ＳＬＦの決定について、現在の変
速段がｎ速である場合を例として、第１実施例の図１１に相当する図２５を用い具体的に
説明する。この場合の上記変速前出力トルク制御（トルクアップ制御）の開始点は図２５
のＰ５１である。駆動力変化制限手段２５４はこのＰ５１での上記変速前出力トルク制御
開始直前の駆動力変化勾配ＳＬＦを検出し、例えばそれを変化量ガードＬＭＴＳＬとして
設定する。そして、その変化量ガードＬＭＴＳＬが考慮されなければ図２５のＡＲ５１の
駆動力変化勾配ＳＬＦで変速前出力トルク制御手段１２０は上記変速前出力トルク制御を
開始するところ、ＡＲ５１の駆動力変化勾配ＳＬＦは変化量ガードＬＭＴＳＬ（Ｐ５１の
駆動力変化勾配ＳＬＦ）を超えているので、上記変速前出力トルク制御の終了点を図２５
のＰ５２からＰ５３へと修正して、その変化量ガードＬＭＴＳＬに修正した駆動力変化勾
配ＳＬＦで上記変速前出力トルク制御を開始する。
【０１６１】
　変速後出力トルク制御手段１２２は、第１実施例と同様に前記変速後出力トルク制御を
実行するが、その実行に際し、変速後出力トルク制御手段１２２は、上記変速後出力トル
ク制御を開始する場合、上述の変速前出力トルク制御の場合と同様に駆動力変化勾配ＳＬ

Ｆを前記変化量ガードＬＭＴＳＬ以下になるように決定し、その上で上記変速後出力トル
ク制御を開始する。すなわち、変速後出力トルク制御手段１２２は、変化量ガードＬＭＴ

ＳＬを考慮せずに決定された駆動力変化勾配ＳＬＦが上記変化量ガードＬＭＴＳＬ以下で
ある場合には、その駆動力変化勾配ＳＬＦで第１実施例と同様に上記変速後出力トルク制
御を開始する。一方、変速後出力トルク制御手段１２２は、変化量ガードＬＭＴＳＬを考
慮せずに決定された駆動力変化勾配ＳＬＦが上記変化量ガードＬＭＴＳＬを超えている場
合には、変化量ガードＬＭＴＳＬを駆動力変化勾配ＳＬＦとして決定し、その変化量ガー
ドＬＭＴＳＬに修正した駆動力変化勾配ＳＬＦで上記変速後出力トルク制御を開始する。
このとき、駆動力変化勾配ＳＬＦの修正方法について特に制限は無いが、本実施例の変速
後出力トルク制御では、その変速後出力トルク制御の終了点は変更せず、その変速後出力
トルク制御の開始点を変更することにより駆動力変化勾配ＳＬＦが修正される。
【０１６２】
　上述の変速後出力トルク制御における駆動力変化勾配ＳＬＦの決定について図２５を用
い、現在の変速段がｎ－１速である場合を例として具体的に説明する。駆動力変化制限手
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段２５４はｎ速からｎ－１速（現在の変速段）へのダウンシフト直前のＰ５３での駆動力
変化勾配ＳＬＦを検出し、例えばそれを変化量ガードＬＭＴＳＬとして設定する。そして
、その変化量ガードＬＭＴＳＬが考慮されなければ図２５のＡＲ５２の駆動力変化勾配Ｓ
ＬＦで変速後出力トルク制御手段１２２は上記変速後出力トルク制御を開始するところ、
ＡＲ５２の駆動力変化勾配ＳＬＦは変化量ガードＬＭＴＳＬ（Ｐ５３の駆動力変化勾配Ｓ
ＬＦ）を超えているので、上記変速後出力トルク制御の開始点を図２５のＰ５４からＰ５

５へと修正して、その変化量ガードＬＭＴＳＬに修正した駆動力変化勾配ＳＬＦで上記変
速後出力トルク制御を開始する。
【０１６３】
　本実施例の電子制御装置２５０の制御作動の要部を示すフローチャートについて説明す
る。第１実施例のフローチャートである図１４及び図１５は、本実施例の電子制御装置２
５０でも共通であるが、以下に説明するように一部が図２６と図２７とに入れ替えられる
。
【０１６４】
　図１４のＳＡ４及びＳＡ６において前記変速前出力トルク制御が開始される場合には、
ＳＡ４及びＳＡ６がそれぞれ図２６のＳＥ１乃至ＳＥ３に入れ替えられる。また、図１５
のＳＡ１０において前記変速後出力トルク制御が開始される場合には、ＳＡ１０が図２７
のＳＥ１１乃至ＳＥ１３に入れ替えられる。なお、既に上記変速前出力トルク制御又は変
速後出力トルク制御が実行中である場合にはそのまま継続される。
【０１６５】
　図２６のＳＥ１においては前記変化量ガードＬＭＴＳＬが設定される。具体的には、実
際の駆動力ＦＤＲ及びアクセル開度Ａccの変化から直前の上記駆動力変化勾配ＳＬＦが検
出され、その駆動力変化勾配ＳＬＦ又はそれよりも所定量小さい勾配値が上記変化量ガー
ドＬＭＴＳＬとして設定される。なお、ＳＥ１は駆動力変化制限手段２５４に対応する。
【０１６６】
　ＳＥ１に続くＳＥ２においては、上記変速前出力トルク制御の駆動力変化勾配ＳＬＦが
上記変化量ガードＬＭＴＳＬ以下になるように決定される。このとき、変化量ガードＬＭ
ＴＳＬに関わらず上記変速前出力トルク制御の開始点は変更されず、その変速前出力トル
ク制御の終了点を変更することにより駆動力変化勾配ＳＬＦが上記変化量ガードＬＭＴＳ

Ｌ以下になるように修正される。
【０１６７】
　ＳＥ２に続くＳＥ３においては、上記決定後の駆動力変化勾配ＳＬＦで上記変速前出力
トルク制御（トルクアップ制御）が開始される。なお、ＳＥ２及びＳＥ３は変速前出力ト
ルク制御手段１２０に対応する。
【０１６８】
　図２７のＳＥ１１においては、前記ＳＥ１と同様に前記変化量ガードＬＭＴＳＬが設定
される。なお、ＳＥ１１は駆動力変化制限手段２５４に対応する。
【０１６９】
　ＳＥ１１に続くＳＥ１２においては、前記変速後出力トルク制御の駆動力変化勾配ＳＬ

Ｆが上記変化量ガードＬＭＴＳＬ以下になるように決定される。このとき、変化量ガード
ＬＭＴＳＬに関わらず上記変速後出力トルク制御の終了点は変更されず、その変速後出力
トルク制御の開始点を変更することにより駆動力変化勾配ＳＬＦが上記変化量ガードＬＭ
ＴＳＬ以下になるように修正される。
【０１７０】
　ＳＥ１２に続くＳＥ１３においては、上記決定後の駆動力変化勾配ＳＬＦで上記変速後
出力トルク制御（トルクダウン制御）が開始される。なお、ＳＥ１２及びＳＥ１３は変速
後出力トルク制御手段１２２に対応する。
【０１７１】
　本実施例の電子制御装置２５０には、第１実施例の効果（Ａ１）乃至（Ａ７）に加え、
次のような効果（Ｅ１）乃至（Ｅ３）がある。（Ｅ１）変速時出力トルク制御手段２５２
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は前記変速時出力トルク制御を行うにあたり、アクセル開度Ａccが大きくなるほど、アク
セル開度Ａccの変化量に対する駆動力ＦＤＲの変化量である駆動力変化勾配ＳＬＦが同一
もしくは小さくなるように上記変速時出力トルク制御を行う。従って、アクセル開度Ａcc
が大きい場合すなわちエンジントルクＴＥが大きい場合にはアクセルペダル５０の操作に
対する駆動力ＦＤＲの変動が穏やかになり、車両のコントロール性を確保できる。
【０１７２】
　（Ｅ２）前記変速前出力トルク制御（トルクアップ制御）の駆動力変化勾配ＳＬＦが変
化量ガードＬＭＴＳＬ以下に制限される場合には、上記変速前出力トルク制御の開始点は
変更されず、その変速前出力トルク制御の終了点が変更されることにより上記駆動力変化
勾配ＳＬＦが制限される。従って、変化量ガードＬＭＴＳＬ以下の駆動力変化勾配ＳＬＦ

で極力高く駆動力ＦＤＲを上昇させ、ダウンシフト時の駆動力差ＤＦＦを小さくできる。
【０１７３】
　（Ｅ３）前記変速後出力トルク制御（トルクダウン制御）の駆動力変化勾配ＳＬＦが変
化量ガードＬＭＴＳＬ以下に制限される場合には、上記変速後出力トルク制御の終了点は
変更されず、その変速後出力トルク制御の開始点が変更されることにより上記駆動力変化
勾配ＳＬＦが制限される。従って、上記変速後出力トルク制御（トルクダウン制御）によ
り前記ベース駆動力特性に対して駆動力ＦＤＲが低下させられているアクセル開度Ａccの
変化範囲が拡張することなく、応答性の低下が抑制される。
【実施例６】
【０１７４】
　第６実施例は第１実施例の電子制御装置９０を電子制御装置２６０に置き換えたもので
あり、図２８は電子制御装置２６０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、第1実施例の図８に相当し、図２８のアクセル踏込速度検出手段１１４とアクセル開
度判定手段１１６とは図８のそれと同じであるが、その他は図８と相違する。以下、その
相違点について主に説明する。
【０１７５】
　図２９は、車速Ｖとアクセル開度Ａccとをパラメータとする予め定められたロックアッ
プマップであり、例えば図２９のロックアップマップに従ってロックアップ機構３１が係
合又は解放されて、ロックアップ機構３１はその係合状態であるロックアップオン状態又
はその解放状態であるロックアップオフ状態の何れかに切り換えられる。ロックアップ機
構３１はロックアップオン状態であるときにアクセルペダル５０が踏込操作されアクセル
開度Ａccが増大すると、図２９のロックアップマップに従ってロックアップオフ状態に切
り換えられる。そして、ロックアップ機構３１がロックアップオン状態からロックアップ
オフ状態に切り換えられると、トルクコンバータ３２の入出力軸間に回転速度差が生じト
ルクコンバータ３２の入力トルクであるエンジントルクＴＥが増大されて駆動輪へ伝達さ
れ、そのロックアップ状態の切換えにより駆動力ＦＤＲが段階的に増大する。このような
とアクセル開度Ａccと駆動力ＦＤＲとの関係からすると、ロックアップ機構３１のロック
アップオン状態からロックアップオフ状態への切換えは自動変速機１０のダウンシフトに
相当するものがあり、前述した第１実施例の変速時出力トルク制御と同様のエンジントル
ク制御（後述のロックアップ切換時出力トルク制御）がロックアップオン状態からロック
アップオフ状態への切換えにも適用できる。以下、その制御作動について説明する。
【０１７６】
　図２９のロックアップ判定手段２６２は、車速Ｖとアクセル開度Ａccとから図２９のロ
ックアップマップに従って、ロックアップ機構３１をロックアップオン状態とロックアッ
プオフ状態との何れに切り換えるべきかを判定する。
【０１７７】
　ロックアップ制御手段２６４は、ロックアップ判定手段２６２の判定に従ってロックア
ップ機構３１のロックアップ状態を切り換える。具体的には、ロックアップオン状態にお
いてロックアップ判定手段２６２がロックアップオフ状態に切り換えるべきと判定した場
合には、ロックアップ制御手段２６４は、ロックアップ機構３１の係合又は解放を切り換



(33) JP 4488058 B2 2010.6.23

10

20

30

40

50

える電磁弁を備えた油圧制御回路９８に対して、ロックアップオン状態をロックアップオ
フ状態に切り換える旨の出力を行い上記ロックアップ状態をロックアップオフ状態に切り
換える。一方、ロックアップオフ状態においてロックアップ判定手段２６２がロックアッ
プオン状態に切り換えるべきと判定した場合には、ロックアップ制御手段２６４は、油圧
制御回路９８に対して、ロックアップオフ状態をロックアップオン状態に切り換える旨の
出力を行い上記ロックアップ状態をロックアップオン状態に切り換える。なお、ロックア
ップ制御手段２６４は、後述のロックアップ切換時出力トルク制御手段２７０に後述のロ
ックアップ切換時出力トルク制御を行う猶予を与えるため、例えば、ロックアップ判定手
段２６２の判定時から所定時間遅れて上記ロックアップ状態の切換えを実行する。
【０１７８】
　更に、ロックアップ制御手段２６４はアクセル踏込速度検出手段１１４から前記アクセ
ル踏込速度ＶＡＣを取得する。そしてロックアップ制御手段２６４は、そのアクセル踏込
速度ＶＡＣに基づいて、ロックアップ機構３１のロックアップオン状態からロックアップ
オフ状態への切換えがなされるアクセル開度Ａccを示すロックアップオフ点ＰＯＦＦを変
更する。これを第３実施例の図２０に相当する図３０を用い、図３０で現在のロックアッ
プ機構３１がロックアップオン状態である場合を例として具体的に説明する。
【０１７９】
　図３０は、ロックアップオン状態及びロックアップオフ状態でのアクセル開度Ａccと駆
動力ＦＤＲとの関係を示す図であり、それぞれの状態のベース駆動力特性は、第１実施例
と同様にアクセル開度Ａccに対してスロットル弁基準特性ＬＡＳ（図９）に従いスロット
ル弁開度θＴＨが変化した場合のアクセル開度Ａccと駆動力ＦＤＲとの関係を示している
。そして図３０では、アクセルペダル５０が踏込まれアクセル開度Ａccの増大に伴いロッ
クアップ機構３１がロックアップオン状態からロックアップオフ状態に切り換えられる場
合のアクセル開度Ａccに対する駆動力ＦＤＲの変化は太い実線の矢印で示され、アクセル
ペダル５０が踏み戻されアクセル開度Ａccの減少に伴いロックアップ機構３１がロックア
ップオフ状態からロックアップオン状態に切り換えられる場合のアクセル開度Ａccに対す
る駆動力ＦＤＲの変化は太い破線の矢印で示されている。
【０１８０】
　先ずロックアップ制御手段２６４は、上記ロックアップオフ点ＰＯＦＦの変更可能範囲
であるロックアップオフ点変化範囲ＲＰＯＦＦを決定する。このロックアップオフ点変化
範囲ＲＰＯＦＦについて説明すると、ロックアップ制御手段２６４は、前記ロックアップ
オン状態からロックアップオフ状態への切換えがなされるとした場合のそのロックアップ
オフ状態における切換時の駆動力ＦＤＲがロックアップオン状態で発生可能な最大駆動力
ＦＭＡＸＯＮとなるアクセル開度Ａcc４、言い換えれば、図３０のロックアップオフ状態
のベース駆動力特性と上記最大駆動力ＦＭＡＸＯＮを示すＬ６１との交点であるＰ６１が
示すアクセル開度Ａcc４をロックアップオフ点変化範囲ＲＰＯＦＦの上限とする。またロ
ックアップ制御手段２６４は、上記ロックアップオフ状態からロックアップオン状態への
切換えがなされる予め設定されたアクセル開度Ａcc１をロックアップオフ点変化範囲ＲＰ

ＯＦＦの下限とする。
【０１８１】
　ロックアップ制御手段２６４は上記ロックアップオフ点変化範囲ＲＰＯＦＦを決定する
と、ロックアップオフ点変化範囲ＲＰＯＦＦ内でアクセル踏込速度ＶＡＣが大きいほどロ
ックアップオフ点ＰＯＦＦをアクセル開度Ａccの小さい側にずらす。ロックアップオフ点
ＰＯＦＦをずらす場合、ロックアップ制御手段２６４はアクセル踏込速度ＶＡＣの変化に
伴い連続的にロックアップオフ点ＰＯＦＦをずらしてもよいし、段階的にずらしてもよい
。また、アクセル踏込速度ＶＡＣが所定値よりも小さい緩やかなアクセルペダル５０の踏
込操作である場合にはロックアップオフ点ＰＯＦＦをアクセル開度Ａccの大きい側にずら
すが、そうでない場合すなわちアクセル踏込速度ＶＡＣが上記所定値以上のアクセルペダ
ル５０の早い踏込操作である場合にはロックアップオフ点ＰＯＦＦを例えば図３０のＰ６

２とし、Ｐ６２の示すアクセル開度Ａcc３よりアクセル開度Ａccの小さい側にはずらさな
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いようにしてもよい。
【０１８２】
　記憶手段２６６は図９のスロットル弁基準特性ＬＡＳを記憶している。更に、車速Ｖ及
び自動変速機１０の変速比γなどのベース駆動力特性（図３０）に影響する各パラメータ
を段階的に変化させた複数の車両駆動状態において、それぞれ図３０のようなロックアッ
プオン状態とロックアップオフ状態とのそれぞれの上記ベース駆動力特性から構成された
ベース駆動力特性図が予め求められており、記憶手段２６６はその複数のベース駆動力特
性図も記憶している。
【０１８３】
　ロックアップ切換実行判定手段２６８は、ロックアップ制御手段２６４によってロック
アップ機構３１のロックアップ状態がロックアップオン状態からロックアップオフ状態へ
切り換えられたか否かを判定する。例えば、後述する図３０の説明において上記ロックア
ップ状態がロックアップオン状態からロックアップオフ状態へ切り換えられた場合には肯
定的な判定を行う。
【０１８４】
　ロックアップ機構３１がロックアップオン状態であり、アクセル開度判定手段１１６に
よってアクセル開度Ａccが増大方向に変化していると判定された場合において、ロックア
ップ切換時出力トルク制御手段２７０は、ロックアップ判定手段２６２がロックアップオ
フ状態に切り換えるべきと判定した場合には、ロックアップ機構３１のロックアップオン
状態からロックアップオフ状態への切換えによる駆動力差ＤＦＦを小さくするようにエン
ジントルクＴＥを制御するロックアップ切換時出力トルク制御を行う。
【０１８５】
　上記ロックアップ切換時出力トルク制御について図３０を用いて具体的に説明する。ロ
ックアップ切換時出力トルク制御を実行するに当たり、ロックアップ切換時出力トルク制
御手段２７０は、図３０に示すロックアップオン状態とロックアップオフ状態とのベース
駆動力特性を求める。例えば、記憶手段２６６に記憶された前記複数のベース駆動力特性
図の中から現在の車両駆動状態に対応するベース駆動力特性図を選択して上記それぞれの
ベース駆動力特性を求める。
【０１８６】
　次にロックアップ切換時出力トルク制御手段２７０は、第１実施例の変速前出力トルク
制御手段１２０と同様に前記トルクアップ制御の開始点と終了点とを決定し、その間を駆
動力ＦＤＲが滑らかに増大（図３０では直線的に増大）するように上記トルクアップ制御
である前記ロックアップ切換時出力トルク制御を実行する。例えば、上記開始点がＰ６３

（図３０）と、上記終了点がＰ６２（図３０）と決定された場合には、アクセル開度Ａcc
の増大に伴いＡＲ６１（図３０）のように駆動力ＦＤＲが増大させられる。このとき、ロ
ックアップ切換時出力トルク制御手段２７０は、上記ロックアップ切換時出力トルク制御
（トルクアップ制御）において、前記ロックアップオン状態からロックアップオフ状態へ
の切換時におけるロックアップオフ状態での駆動力ＦＤＲに達するように上記ロックアッ
プオン状態での駆動力ＦＤＲを上昇させる。言い換えると、ロックアップ切換時出力トル
ク制御手段２７０は、上記ロックアップオン状態からロックアップオフ状態への切換直前
の駆動力ＦＤＲがロックアップオフ状態での駆動力ＦＤＲ、すなわちロックアップオフ状
態のベース駆動力特性（図３０）上の駆動力ＦＤＲに達するように駆動力ＦＤＲを上昇さ
せる。そのためにロックアップ切換時出力トルク制御手段２７０は、ロックアップ制御手
段２６４が上記ロックアップオフ点ＰＯＦＦをずらした場合にはそれに追従して上記トル
クアップ制御の終了点を決定する。例えばロックアップ制御手段２６４が、アクセル開度
Ａcc４にまで上記ロックアップオフ点ＰＯＦＦをずらしアクセル開度Ａcc４でロックアッ
プオフ状態への切換えが実行される場合には、ロックアップ切換時出力トルク制御手段２
７０は、Ｐ６１（図３０）を上記トルクアップ制御の終了点とする。或いは、ロックアッ
プ制御手段２６４がアクセル開度Ａcc２にまで上記ロックアップオフ点ＰＯＦＦをずらし
アクセル開度Ａcc２でロックアップオフ状態への切換えが実行される場合には、ロックア
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ップ切換時出力トルク制御手段２７０は、Ｐ６４（図３０）を上記トルクアップ制御の終
了点とする。なお、ロックアップ切換時出力トルク制御手段２７０は、ロックアップ機構
３１のロックアップオフ状態からロックアップオン状態への切換えがなされるアクセル開
度Ａcc１（図３０）よりもアクセル開度Ａccの小さい側にならないように、上記トルクア
ップ制御の開始点を決定する。
【０１８７】
　また、アクセルペダル５０が踏込まれて前記トルクアップ制御後にロックアップオフ状
態へ切り換えられスロットル弁開度θＴＨが図９のスロットル弁基準特性ＬＡＳに従うよ
うになった場合に、アクセルペダル５０が踏込まれているにも関わらず駆動力ＦＤＲが低
下することが無いようにするため、前記トルクアップ制御では、そのトルクアップ制御中
の駆動力ＦＤＲがロックアップオフ状態への切換後の実際の駆動力ＦＤＲを超えてしまう
ことが無いようにそのトルクアップ制御における駆動力ＦＤＲの誤差を考慮してエンジン
トルクＴＥが制御される。
【０１８８】
　ロックアップ切換時出力トルク制御手段２７０は、ロックアップ切換実行判定手段２６
８が肯定的な判定を行った場合、すなわちロックアップ機構３１がロックアップオン状態
からロックアップオフ状態へ切り換えられた場合には、前記ロックアップ切換時出力トル
ク制御（トルクアップ制御）を終了する。
【０１８９】
　上記ロックアップ切換時出力トルク制御（トルクアップ制御）をアクセル開度Ａccとス
ロットル弁開度θＴＨとの関係に着目して見れば、上記ロックアップ切換時出力トルク制
御は、ロックアップ機構３１のロックアップオン状態からロックアップオフ状態への切換
えによって生じる前記駆動力差ＤＦＦを小さくするように図９のスロットル弁基準特性Ｌ

ＡＳに関わらずスロットル弁開度θＴＨを制御することである。詳細に言えば、上記ロッ
クアップ切換時出力トルク制御（トルクアップ制御）では、同一アクセル開度Ａccで比較
して図９のスロットル弁基準特性ＬＡＳに基づき決定されるスロットル弁開度θＴＨより
も実際のスロットル弁開度θＴＨが大きくされる。
【０１９０】
　図３１は、前述の第１実施例の図１４及び図１５に相当する本実施例のフローチャート
であって、電子制御装置２６０の制御作動の要部すなわちロックアップ機構３１がロック
アップオン状態からロックアップオフ状態へ切り換えられるときの駆動力差ＤＦＦを小さ
くする制御作動を説明するフローチャートであり、例えば数ｍｓｅｃ乃至数十ｍｓｅｃ程
度の極めて短いサイクルタイムで繰り返し実行される。なお、本フローチャートは例えば
ロックアップ機構３１がロックアップオン状態である場合にだけ実行されてもよい。
【０１９１】
　ロックアップ判定手段２６２に対応するＳＦ１では、ロックアップ機構３１のロックア
ップオン状態において、車速Ｖとアクセル開度Ａccとから図２９のロックアップマップに
従って、ロックアップ機構３１をロックアップオン状態からロックアップオフ状態へ切り
換えるべきか否かが判定される。このＳＦ１の判定が肯定的である場合、すなわち、ロッ
クアップ機構３１をロックアップオン状態からロックアップオフ状態へ切り換えるべき場
合にはＳＦ２に移る。一方、このＳＦ１の判定が否定的である場合には本フローチャート
は終了する。
【０１９２】
　アクセル踏込速度検出手段１１４及びアクセル開度判定手段１１６に対応するＳＦ２に
おいては、アクセル踏込速度ＶＡＣが検出され、そのアクセル踏込速度ＶＡＣに基づきア
クセル開度Ａccが増大方向に変化しているか否かが判定される。このＳＦ２の判定が肯定
的である場合、すなわち、アクセル開度Ａccが増大方向に変化している場合にはＳＦ３に
移る。一方、このＳＦ２の判定が否定的である場合には本フローチャートは終了する。
【０１９３】
　ＳＦ３においては、前記ロックアップ切換時出力トルク制御（トルクアップ制御）が既
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に開始されているか否か、すなわちロックアップ切換時出力トルク制御（トルクアップ制
御）が継続中であるか否かが判定される。このＳＦ３の判定が肯定的である場合、すなわ
ち、ロックアップ切換時出力トルク制御が継続中である場合にはＳＦ８に移る。一方、こ
のＳＦ３の判定が否定的である場合にはＳＦ４に移る。以下のＳＦ４乃至ＳＦ７は前記ロ
ックアップ切換時出力トルク制御（トルクアップ制御）を開始するためのステップだから
である。
【０１９４】
　ＳＦ４においてはアクセル踏込速度ＶＡＣが取得される。ＳＦ４の次はＳＦ５へ移る。
【０１９５】
　ＳＦ５においては、前記ロックアップオフ点ＰＯＦＦの変更可能範囲であるロックアッ
プオフ点変化範囲ＲＰＯＦＦが決定される。その場合、ロックアップ機構３１のロックア
ップオン状態からロックアップオフ状態への切換えがなされるとした場合のそのロックア
ップオフ状態における切換時の駆動力ＦＤＲがロックアップオン状態で発生可能な最大駆
動力ＦＭＡＸＯＮとなるアクセル開度Ａcc４、言い換えれば、図３０のロックアップオフ
状態のベース駆動力特性と上記最大駆動力ＦＭＡＸＯＮを示すＬ６１との交点であるＰ６

１が示すアクセル開度Ａcc４がロックアップオフ点変化範囲ＲＰＯＦＦの上限とされる。
また、上記ロックアップオフ状態からロックアップオン状態への切換えがなされる予め設
定されたアクセル開度Ａcc１がロックアップオフ点変化範囲ＲＰＯＦＦの下限とされる。
ＳＦ５の次はＳＦ６へ移る。
【０１９６】
　ＳＦ６においては、ロックアップオフ点変化範囲ＲＰＯＦＦ内でアクセル踏込速度ＶＡ

Ｃが大きいほどロックアップオフ点ＰＯＦＦはアクセル開度Ａccの小さい側にずらされて
、ロックアップオフ点ＰＯＦＦが決定される。ＳＦ６の次はＳＦ７へ移る。なお、ＳＦ４
乃至ＳＦ６はロックアップ制御手段２６４に対応する。
【０１９７】
　ＳＦ７においては、前記トルクアップ制御の開始点と終了点とが決定され、その間を駆
動力ＦＤＲが滑らかに増大するように上記トルクアップ制御である前記ロックアップ切換
時出力トルク制御が開始される。なお上記ロックアップオフ点ＰＯＦＦがずれれば、それ
に追従して上記トルクアップ制御の終了点が決定される。ＳＦ７の次はＳＦ８へ移る。
【０１９８】
　ロックアップ切換実行判定手段２６８に対応するＳＦ８においては、ロックアップ機構
３１がロックアップオン状態からロックアップオフ状態へと切り換えられたか否かが判定
される。このＳＦ８の判定が肯定的である場合、すなわち、ロックアップ機構３１がロッ
クアップオン状態からロックアップオフ状態へと切り換えられた場合にはＳＦ９に移る。
一方、このＳＦ８の判定が否定的である場合には本フローチャートは終了する。
【０１９９】
　ＳＦ９においては、ＳＦ７で開始された上記ロックアップ切換時出力トルク制御（トル
クアップ制御）が終了させられる。なお、ＳＦ３、ＳＦ７、ＳＦ９はロックアップ切換時
出力トルク制御手段２７０に対応する。
【０２００】
　本実施例の電子制御装置２６０には次のような効果（Ｆ１）乃至（Ｆ７）がある。（Ｆ
１）ロックアップ機構３１がロックアップオン状態であり、アクセル開度判定手段１１６
によってアクセル開度Ａccが増大方向に変化していると判定された場合において、ロック
アップ切換時出力トルク制御手段２７０は、ロックアップ判定手段２６２がロックアップ
オフ状態に切り換えるべきと判定した場合には、ロックアップ機構３１のロックアップオ
ン状態からロックアップオフ状態への切換えによる駆動力差ＤＦＦを小さくするようにエ
ンジントルクＴＥを制御するロックアップ切換時出力トルク制御を行う。従って、そのロ
ックアップ切換時出力トルク制御が行われない場合と比較してロックアップ機構３１のロ
ックアップ状態の切換えに伴う駆動力ＦＤＲの変化が滑らかになるようにすることが可能
であり、乗員の快適性を向上させ得る。
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【０２０１】
　（Ｆ２）ロックアップ切換時出力トルク制御手段２７０は、上記ロックアップ切換時出
力トルク制御（トルクアップ制御）において、前記ロックアップオン状態からロックアッ
プオフ状態への切換時におけるロックアップオフ状態での駆動力ＦＤＲに達するように上
記ロックアップオン状態での駆動力ＦＤＲを上昇させる。従って、上記ロックアップオン
状態からロックアップオフ状態への切換えによって生じる駆動力差ＤＦＦを一層小さくで
きる。
【０２０２】
　（Ｆ３）ロックアップ制御手段２６４は、そのアクセル踏込速度ＶＡＣに基づいて、ロ
ックアップ機構３１のロックアップオン状態からロックアップオフ状態への切換えがなさ
れるアクセル開度Ａccを示すロックアップオフ点ＰＯＦＦを変更するので、運転者の要求
する駆動力ＦＤＲを早期に得ることが可能である。
【０２０３】
　（Ｆ４）ロックアップ制御手段２６４は、前記ロックアップオフ点ＰＯＦＦの変更可能
範囲であるロックアップオフ点変化範囲ＲＰＯＦＦを決定する。詳細には、ロックアップ
制御手段２６４は、前記ロックアップオン状態からロックアップオフ状態への切換えがな
されるとした場合のそのロックアップオフ状態における切換時の駆動力ＦＤＲがロックア
ップオン状態で発生可能な最大駆動力ＦＭＡＸＯＮとなるアクセル開度Ａcc４、言い換え
れば、図３０のロックアップオフ状態のベース駆動力特性と上記最大駆動力ＦＭＡＸＯＮ

を示すＬ６１との交点であるＰ６１が示すアクセル開度Ａcc４をロックアップオフ点変化
範囲ＲＰＯＦＦの上限とする。またロックアップ制御手段２６４は、上記ロックアップオ
フ状態からロックアップオン状態への切換えがなされる予め設定されたアクセル開度Ａcc
１をロックアップオフ点変化範囲ＲＰＯＦＦの下限とする。そして、ロックアップ制御手
段２６４は上記ロックアップオフ点変化範囲ＲＰＯＦＦを決定すると、ロックアップオフ
点変化範囲ＲＰＯＦＦ内でアクセル踏込速度ＶＡＣが大きいほどロックアップオフ点ＰＯ

ＦＦをアクセル開度Ａccの小さい側にずらす。従って、上記ロックアップオン状態からロ
ックアップオフ状態への切換前に実行されるロックアップ切換時出力トルク制御によりロ
ックアップ状態の切換頻度の低減を図ることができ、ロックアップオフ点ＰＯＦＦをずら
すことが上記ロックアップオフ状態からロックアップオン状態への切換えに影響すること
を回避し得る。
【０２０４】
　（Ｆ５）前記ロックアップ切換時出力トルク制御はスロットル弁開度θＴＨを制御する
ことである。つまり、アクセル開度Ａccとスロットル弁開度θＴＨとが一対一で対応する
両者の関係である図９のスロットル弁基準特性ＬＡＳが予め設定されており、上記ロック
アップ切換時出力トルク制御は、ロックアップ機構３１のロックアップオン状態からロッ
クアップオフ状態への切換えによって生じる前記駆動力差ＤＦＦを小さくするように図９
のスロットル弁基準特性ＬＡＳに関わらずスロットル弁開度θＴＨを制御することである
。詳細に言えば、上記ロックアップ切換時出力トルク制御（トルクアップ制御）では、同
一アクセル開度Ａccで比較して図９のスロットル弁基準特性ＬＡＳに基づき決定されるス
ロットル弁開度θＴＨよりも実際のスロットル弁開度θＴＨが大きくされる。従って上記
ロックアップ切換時出力トルク制御において、電子スロットル弁５６の制御により容易に
エンジントルクＴＥを調整し駆動力ＦＤＲを変化させることができる。
【０２０５】
　（Ｆ６）図３０において、ロックアップ切換時出力トルク制御手段２７０は、ロックア
ップ機構３１のロックアップオフ状態からロックアップオン状態への切換えがなされるア
クセル開度Ａcc１（図３０）よりもアクセル開度Ａccの小さい側にならないように、上記
トルクアップ制御の開始点を決定する。従って、前記ロックアップ切換時出力トルク制御
による駆動力ＦＤＲの上昇がロックアップ機構３１のロックアップオフ状態からロックア
ップオン状態への切換えに影響することを回避できる。
【０２０６】
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　（Ｆ７）本実施例と前述の第1実施例とは相互に組み合わせて実施することができる。
そのようにした場合には、第１実施例の効果（Ａ１）乃至（Ａ７）も得ることができる。
【０２０７】
　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、これ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。
【０２０８】
　例えば、前述の第１実施例乃至第６実施例では、アクセル開度Ａcc等からエンジントル
クＴＥ及び自動変速機の変速段（変速比γ）が決定され、その結果として駆動力ＦＤＲが
出力されるが、アクセル開度Ａcc等から目標駆動力が決定され、それに基づき目標とされ
るエンジントルクＴＥ及び自動変速機の変速段（変速比γ）が決定される構成であっても
差し支えない。
【０２０９】
　また前述の第１実施例乃至第５実施例においては、自動変速機１０のダウンシフト前に
は前記変速前出力トルク制御（トルクアップ制御）が実行され、そのダウンシフト後には
前記変速後出力トルク制御（トルクダウン制御）が実行されるが、何れか一方が実行され
ない前記変速時出力トルク制御であってもよい。なお、自動変速機１０のダウンシフトが
なされる場合に上記変速時出力トルク制御が実行されるが、それが実行されない場合と比
較して、上記ダウンシフトによって生じる駆動力差ＤＦＦ（図１１に例示）が小さくなれ
ばよく零になる必要は無い。
【０２１０】
　また前述の第１実施例乃至第５実施例においては、上記変速時出力トルク制御（トルク
アップ制御，トルクダウン制御）は自動変速機１０のダウンシフト時に実行されるが、ア
ップシフト時に実行されてもよい。アップシフト時に上記変速時出力トルク制御が実行さ
れる場合には、アップシフト前には前記トルクダウン制御が実行され、アップシフト後に
は前記トルクアップ制御が実行されることになる。
【０２１１】
　また前述の第６実施例においては、ロックアップ機構３１のロックアップオン状態から
ロックアップオフ状態への切換前に前記トルクアップ制御により前記ロックアップ切換時
出力トルク制御が行われるが、その切換後に前記トルクダウン制御により前記ロックアッ
プ切換時出力トルク制御が行われてもよい。なお、上記ロックアップ機構３１の切換えが
なされる場合に上記ロックアップ切換時出力トルク制御が実行されるが、それが実行され
ない場合と比較して、上記切換えによって生じる駆動力差ＤＦＦが小さくなればよく零に
なる必要は無い。
【０２１２】
　また前述の第６実施例においては、ロックアップ機構３１がロックアップオン状態から
ロックアップオフ状態へ切り換えられる場合に上記ロックアップ切換時出力トルク制御が
行われるが、逆に、ロックアップ機構３１がロックアップオフ状態からロックアップオン
状態へ切り換えられる場合にそのときの駆動力差ＤＦＦを小さくするように上記ロックア
ップ切換時出力トルク制御が行われてもよい。
【０２１３】
　また前述の第１実施例乃至第６実施例は、例えば優先順位を設けるなどして、相互に組
み合わせて実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【０２１４】
【図１】本発明が好適に適用される車両用自動変速機を説明する骨子図である。
【図２】図１の車両用自動変速機において複数の変速段を成立させる際の油圧式摩擦係合
要素の作動を説明する作動表である。
【図３】図１の車両用自動変速機において、変速段毎に各回転要素の回転速度を直線で表
すことができる共線図である。
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【図４】図１の車両用自動変速機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５】図４のシフトレバーの操作位置を説明する図である。
【図６】図４の電子制御装置の変速制御において用いられる変速線図の一例を示す図であ
る。
【図７】図４の油圧制御回路の要部を示す回路図である。
【図８】第１実施例において、図４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９】図１の車両用自動変速機において、一対一で対応するように予め設定されている
アクセル開度とスロットル弁開度との関係であるスロットル弁基準特性を示す図である。
【図１０】図１の車両用自動変速機において、アクセル開度に対して図９のスロットル弁
基準特性に従いスロットル弁開度が変化した場合のアクセル開度と駆動力との関係である
ベース駆動力特性を例示する図である。
【図１１】第１実施例において図１の車両用自動変速機の変速が実行された場合に、アク
セル開度の変化に対する駆動力の変化を説明するための図であって、変速時出力トルク制
御が実行された場合の駆動力の変化を説明するための図である。
【図１２】図１１で説明される変速時出力トルク制御で実行されるトルクアップ制御での
アクセル開度と駆動力との関係を模式的に示した図である。
【図１３】図１２のトルクアップ制御が実行された場合において、アクセル開度の変化に
対する駆動力とエンジントルクとの変化を例示する図である。
【図１４】第１実施例において図４の電子制御装置の制御作動の要部すなわち自動変速機
のダウンシフト時の駆動力変化を滑らかなものに近付ける制御作動を説明するフローチャ
ートであって、２つのセット図面のうちの第１の図である。
【図１５】第１実施例において図４の電子制御装置の制御作動の要部すなわち自動変速機
のダウンシフト時の駆動力変化を滑らかなものに近付ける制御作動を説明するフローチャ
ートであって、２つのセット図面のうちの第２の図である。
【図１６】本発明の他の実施例である第２実施例において図１の車両用自動変速機の変速
が実行された場合に、アクセル開度の変化に対する駆動力の変化を説明するための図であ
り、変速時出力トルク制御が実行された場合の駆動力の変化を説明するための図であって
、図１１に相当する図である。
【図１７】本発明の他の実施例である第２実施例において図４の電子制御装置の制御作動
の要部を説明するフローチャートであって、図１５の一部を置換するフローチャートであ
る。
【図１８】本発明の他の実施例である第２実施例において図４の電子制御装置の制御作動
の要部すなわち変速後出力トルク制御中にアクセルペダルが戻された場合の制御作動を説
明するフローチャートであって、図１７とは別のフローチャートである。
【図１９】本発明の他の実施例である第３実施例において、図４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８に相当する機能ブロック線図である
。
【図２０】本発明の他の実施例である第３実施例において図１の車両用自動変速機の変速
が実行された場合に、アクセル開度の変化に対する駆動力の変化を説明するための図であ
り、変速時出力トルク制御が実行された場合の駆動力の変化を説明するための図であって
、図１１に相当する図である。
【図２１】本発明の他の実施例である第３実施例において図４の電子制御装置の制御作動
の要部を説明するフローチャートであって、図１４の一部に挿入されるフローチャートで
ある。
【図２２】本発明の他の実施例である第４実施例において、図４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８に相当する機能ブロック線図である
。
【図２３】本発明の他の実施例である第４実施例において図４の電子制御装置の制御作動
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の要部すなわち図１４及び図１５のフローチャートの実行を禁止するか否かを決定する制
御作動を説明するフローチャートである。
【図２４】本発明の他の実施例である第５実施例において、図４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８に相当する機能ブロック線図である
。
【図２５】本発明の他の実施例である第５実施例において図１の車両用自動変速機の変速
が実行された場合に、アクセル開度の変化に対する駆動力の変化を説明するための図であ
り、変速時出力トルク制御が実行された場合の駆動力の変化を説明するための図であって
、図１１に相当する図である。
【図２６】本発明の他の実施例である第５実施例において図４の電子制御装置の制御作動
の要部を説明するフローチャートであって、図１４の一部を置換するフローチャートであ
る。
【図２７】本発明の他の実施例である第５実施例において図４の電子制御装置の制御作動
の要部を説明するフローチャートであって、図１５の一部を置換するフローチャートであ
る。
【図２８】本発明の他の実施例である第６実施例において、図４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８に相当する機能ブロック線図である
。
【図２９】図１の車両用自動変速機において、車速とアクセル開度とをパラメータとする
予め定められたロックアップマップを示す図である。
【図３０】本発明の他の実施例である第６実施例において図１の車両用自動変速機のロッ
クアップ機構のロックアップ状態が切り換えられた場合に、アクセル開度の変化に対する
駆動力の変化を説明するための図であり、ロックアップ切換時出力トルク制御が実行され
た場合の駆動力の変化を説明するための図であって、図１１に相当する図である。
【図３１】本発明の他の実施例である第６実施例において、図４の電子制御装置の制御作
動の要部すなわちロックアップ機構がロックアップオン状態からロックアップオフ状態へ
切り換えられるときの駆動力差を小さくする制御作動を説明するフローチャートであって
、図１４及び図１５に相当するフローチャートである。
【符号の説明】
【０２１５】
１０：車両用自動変速機（自動変速機）
３０：エンジン
３１：ロックアップ機構
３２：トルクコンバータ
５０：アクセルペダル
５６：電子スロットル弁
９０，２２０，２３０，２４０，２５０，２６０：電子制御装置（駆動力制御装置）
１１４：アクセル踏込速度検出手段
２６２：ロックアップ判定手段
Ａcc：アクセル開度
ＦＤＲ：駆動力
ＤＦＦ：駆動力差
ＲＰＤＮ：変速点変化範囲
ＲＰＯＦＦ：ロックアップオフ点変化範囲
θＴＨ：スロットル弁開度
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