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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクセル操作に対し独立にエンジン出力を制御可能なエンジンと、
　前記エンジンに駆動連結された自動変速機と、
　発進又は加速時のアクセル踏み込み操作時に、目標加速度を時系列で設定する目標加速
度設定手段と、
　実加速度が前記設定された時系列の目標加速度に追従するように、前記エンジンの出力
を制御するエンジン出力制御手段と、
　車両の走行状態を検出する走行状態検出手段と、
　前記走行状態と前記設定された時系列の目標加速度とに基づいて、追従制御を実行する
期間と、当該追従制御の実行期間内で行うべき変速回数と、を決定すると共に、当該実行
期間内において、変速が時間に対して規則的に行われるように各変速の実行タイミングを
設定することによって、前記追従制御をしている最中の、前記自動変速機の目標変速スケ
ジュールを予め設定する目標変速スケジュール設定手段と、
　前記設定された目標変速スケジュールに従って前記自動変速機の変速を実行する変速制
御手段と、を備えた車両の制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の制御装置において、
　少なくとも、前記発進又は加速時のアクセル踏み込み操作時における、実加速度の立ち
上がり時の加速度履歴を獲得する加速度履歴獲得手段をさらに備え、
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　前記目標加速度設定手段は、前記実加速度履歴に基づいて前記立ち上がりを経由した後
の、時系列の目標加速度を設定すると共に、
　前記目標変速スケジュール設定手段は、前記立ち上がりを経由した後の目標変速スケジ
ュールを設定する制御装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の制御装置において、
　実加速度の履歴を獲得する加速度履歴獲得手段と、
　前記設定された目標変速スケジュールに従って前記自動変速機の所定の変速を実行する
際の、当該変速に要する時間を予測する変速時間予測手段と、
　前記所定の変速を実行する際に、時系列の目標加速度を再設定する目標加速度再設定手
段と、をさらに備え、
　前記目標加速度再設定手段は、前記所定の変速の実行前までの実加速度履歴と、前記予
測変速時間とに基づいて、当該変速の実行前後で実加速度の変化が滑らかになるように、
前記時系列の目標加速度を設定する制御装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の制御装置において、
　前記エンジン出力制御手段は、少なくともスロットル開度を制御するものであり、
　前記エンジン出力制御手段は、前記自動変速機の所定の変速を実行する際に、前記スロ
ットル開度を、前記所定の変速の完了直後に要求される要求スロットル開度に変更すると
共に、前記変速の実行最中には前記要求スロットル開度に固定する制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　ここに開示する技術は、車両の制御に関し、特にエンジン及び変速機を含むパワートレ
インの制御を通じて、車両の発進時又は加速時において気持ちのよい加速感を演出し得る
制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、アクセルペダルの踏み込み量に応じた目標加速度を設定して、実際の車両の
加速度が目標加速度になるように、エンジン及び変速機を含むパワートレインを制御する
ことで、加速時の加速感を向上するものが知られている。
【０００３】
　ここで例えば特許文献１には、車両の加速感は、「加速の立ち上がりの応答性」と、「
加速度のピーク値の大きさ」と、「加速の立ち下がりの持続性」の三点で、気持ちよさが
変化するとの観点から、アクセル操作に対して独立に出力が制御可能なエンジンと、トル
クコンバータを介してエンジンに駆動連結された自動変速機と、を含むパワートレインの
制御装置において、特に加速の立ち下がりの持続性を安定させるために、加速ピーク後の
立ち下がり時における目標加速度を時系列で設定し、この時系列の目標加速度に追従する
ようにスロットル開度を制御する技術が記載されている。この制御は、立ち下がり時のト
ルク感のある加速度波形を演出して、車両の加速感を高め得る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２６４３０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、前記特許文献１に記載された技術のように、時系列の目標加速度に追従する
ようにスロットル開度の制御を行っている最中は、いわば、アクセル操作に独立してエン
ジン出力が制御されている。
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【０００６】
　一方で、自動変速機の変速スケジュールは、一般的には車速とスロットル開度とに基づ
き、予め設定した変速マップに従って実行されることから、前記の追従制御の実行最中に
スロットル開度がアクセル操作とは独立して制御されることに伴い、例えば、極めて短期
間にシフトアップが続けて行われドライバにシフトビジー感を与えてしまう一方で、次の
シフトアップが、かなり時間を開けて行われる、といった不規則な変速が実行され得る。
ドライブフィールの観点からは、車両の加速時には、例えば略同じ時間を開けて規則的に
シフトアップが行われることが好ましい。従って、特許文献１に記載された制御装置のよ
うに、時系列の目標加速度に追従するようにエンジン出力の制御を行ってドライバに気持
ちのいい加速感を与えようとしていても、前述した不規則な変速スケジュールはドライブ
フィールの低下を招き得る。
【０００７】
　ここに開示する技術は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところ
は、車両の加速感を高め得るように、時系列で設定した目標加速度に追従するようエンジ
ンの出力を制御している最中の、自動変速機の変速スケジュールを適正化することにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前述したようにアクセル操作に独立してエンジン出力を制御しているような通常走行時
とは異なる制御を行っている最中に、通常走行時と同じ自動変速機の制御を行うことは、
不適切な変速制御となる可能性があることから、ここに開示する技術は、時系列で設定し
た目標加速度に追従するようにエンジンの出力を制御している最中、換言すれば、アクセ
ル操作に対し独立にエンジン出力の制御をしている最中には、通常の自動変速機の制御と
は異なる制御を行うことで、自動変速機の変速スケジュールの適正化を図るものである。
【０００９】
　具体的に、ここに開示する車両の制御装置は、アクセル操作に対し独立にエンジン出力
を制御可能なエンジンと、前記エンジンに駆動連結された自動変速機と、発進又は加速時
のアクセル踏み込み操作時に、目標加速度を時系列で設定する目標加速度設定手段と、実
加速度が前記設定された時系列の目標加速度に追従するように、前記エンジンの出力を制
御するエンジン出力制御手段と、車両の走行状態を検出する走行状態検出手段と、前記検
出した走行状態と前記設定された時系列の目標加速度とに基づいて、追従制御を実行する
期間と、当該追従制御の実行期間内で行うべき変速回数と、を決定すると共に、当該実行
期間内において、変速が時間に対して規則的に行われるように各変速の実行タイミングを
設定することによって、前記追従制御をしている最中の、前記自動変速機の目標変速スケ
ジュールを予め設定する目標変速スケジュール設定手段と、前記設定された目標変速スケ
ジュールに従って前記自動変速機の変速を実行する変速制御手段と、を備える。
【００１０】
　ここで、「自動変速機」は、例えば歯車変速機構からなる多段変速機、及び、例えばベ
ルト変速機構からなる無段変速機の双方を含み得る。また、自動変速機は、トルクコンバ
ータやフルードカップリング等の、流体を介した動力伝達機構を通じてエンジンに駆動連
結されていてもよい。
【００１１】
　「走行状態検出手段」は、自動変速機の変速の実行に関係する走行状態を検出する手段
であり、ここでいう走行状態としては、車両の走行負荷を例示することができる。走行状
態検出手段は、一例として、車両が登坂走行をしているか、又は、降坂走行をしているか
、といった走行状態を検出する。また、走行状態検出手段は、例えば車両重量を検出して
もよいし、外気温、大気圧、及び、空調装置のオンオフを含む電気負荷の大きさ等の、エ
ンジン出力に影響を与える結果、車両の走行負荷に関連する状態を検出してもよい。
【００１２】
　前記「目標変速スケジュール」は、例えば車速とスロットル開度とから、予め設定した
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マップに基づいて変速の実行を決定する意味での変速スケジュールとは異なり、時系列の
目標加速度に追従するようにエンジン出力を制御している最中に、変速を実行するタイミ
ング及びその変速の種類（シフトアップ及びシフトダウン、並びに、その変速段（１→２
速、２→３速等））を設定するスケジュールである。例えば多段変速機においては、検出
した走行状態と設定された時系列の目標加速度とに基づいて、追従制御を実行する期間と
、その制御実行期間の終わりの変速段（以下、期間終わりの変速段を最終変速段という場
合がある）とを決定すれば、前記追従制御の実行期間内で、自動変速機の変速（一般的に
はシフトアップ）が時間に対し規則的に行われるように、変速タイミングを、追従制御の
実行期間内で時間に対し均等に設定することが挙げられる。具体例を挙げると、２速で走
行していると仮定し、最終変速段が６速になる場合には、追従制御の実行期間を５つの期
間に等分割して、その各分割タイミングで、自動変速機のシフトアップ（２→３速、３→
４速、４→５速、５→６速）を行うように変速タイミングを設定することになる一方、２
速で走行していると仮定し、最終変速段が４速になる場合には、追従制御の実行期間を３
つの期間に等分割して、その各分割タイミングで、自動変速機のシフトアップ（２→３速
、３→４速）を行うように変速タイミングを設定することになる。
【００１３】
　前記の構成によると、発進又は加速時のアクセル踏み込み操作時には、目標加速度を時
系列で設定し、実加速度が設定された時系列の目標加速度に追従するようにエンジンの出
力が制御される。目標加速度を時系列で設定することは、所望の加速度波形を演出し得る
ため、車両の加速感を高め得る。
【００１４】
　一方で、時系列の目標加速度に基づく追従制御は、アクセル操作とは独立したエンジン
出力制御となり得るため、通常走行時の自動変速機の制御をそのまま実行したのでは、変
速タイミングが不適切になる可能性があるものの、前記の構成では、車両の走行状態と設
定した時系列の目標加速度とに基づいて、追従制御の最中の自動変速機の目標変速スケジ
ュールを設定し、設定したスケジュールに従って自動変速機の変速を実行する。例えば、
前述したように、追従制御の実行期間内で、自動変速機の変速が、概略同じ時間間隔で規
則的に実行される。こうして、例えばドライブフィールの低下を回避して追従制御の最中
の自動変速機の制御を適正化し得る。また、時系列の目標加速度の波形全体の加速度変化
を考慮して変速スケジュールを設定することによって、当該追従制御に期間内においてバ
ランス良く、適切に変速を実行し得る。
【００１５】
　前記制御装置は、少なくとも、前記発進又は加速時のアクセル踏み込み操作時における
、実加速度の立ち上がり時の加速度履歴を獲得する加速度履歴獲得手段をさらに備え、前
記目標加速度設定手段は、前記実加速度履歴に基づいて前記立ち上がりを経由した後の、
時系列の目標加速度を設定すると共に、前記目標変速スケジュール設定手段は、前記立ち
上がりを経由した後の目標変速スケジュールを設定する、としてもよい。
【００１６】
　こうすることで、車両加速時の過渡現象である加速度の立ち上がり履歴を踏まえた上で
、加速後半の目標加速度を時系列で設定することが可能となり、この目標加速度によって
エンジン出力を制御することで、所望の加速度波形、特に「加速の立ち下がりの持続性」
が安定して得られる。具体的には、いわゆる「成り行き」状態によって、前記立ち上がり
を経由した後に加速度が急激に低下することを回避するように、加速後半において、加速
度を略直線状で緩やかに低下させることが実現し得る。
【００１７】
　また、加速度の立ち上がり履歴を踏まえて適切に設定した、略直線状で緩やかに低下す
る目標加速度に対応するように、目標変速スケジュールを適正化し得る。
【００１８】
　前記制御装置は、実加速度の履歴を獲得する加速度履歴獲得手段と、前記設定された目
標変速スケジュールに従って前記自動変速機の所定の変速を実行する際の、当該変速に要
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する時間を予測する変速時間予測手段と、前記所定の変速を実行する際に、時系列の目標
加速度を再設定する目標加速度再設定手段と、をさらに備え、前記目標加速度再設定手段
は、前記所定の変速の実行前までの実加速度履歴と、前記予測変速時間とに基づいて、当
該変速の実行前後で実加速度の変化が滑らかになるように、前記時系列の目標加速度を設
定する、としてもよい。
【００１９】
　前述した追従制御を行っている最中の自動変速機の変速実行時において、特に多段変速
機では、その変速の実行中は加速度の追従制御（エンジン出力制御）が困難乃至不可能で
ある。そのため、変速の実行前後で、実加速度の変化が大きくなり、得られる加速度波形
に段差が生じる可能性がある。このことは、前述したように、加速後半において、実加速
度を略直線状で緩やかに低下させることを阻害する。特に変速の実行が複数回、予定され
る場合は、加速度波形に複数個の段差が生じてしまい、加速感を大きく損ねる。
【００２０】
　これに対し、前記の構成では、変速の実行前までの実加速度履歴と、予測した変速時間
とに基づいて、変速の実行前後で実加速度の変化が滑らかになるように、時系列の目標加
速度を再設定する。このことは、変速の実行前後における加速度波形の段差の発生を、抑
制乃至回避し得る。
【００２１】
　特に加速後半において複数回の変速を実行しながら、加速度を略直線状で緩やか低下さ
せる場合、変速の実行前後における実加速度の変化を小さくすることは、加速後半におけ
る加速度波形の全体を、略直線状で滑らかな波形に形成し得る。このことは加速感の向上
の上で、特に有効となり得る。
【００２２】
　前記エンジン出力制御手段は、少なくともスロットル開度を制御するものであり、前記
エンジン出力制御手段は、前記自動変速機の所定の変速を実行する際に、前記スロットル
開度を、前記所定の変速の完了直後に要求される要求スロットル開度に変更すると共に、
前記変速の実行最中には前記要求スロットル開度に固定する、としてもよい。
【００２３】
　前述したように変速実行中はエンジン出力の制御が困難乃至不可能であることから、例
えば変速の完了直後に、変速実行後の変速比及び目標加速度に応じてスロットル開度を制
御しようとしたのでは、スロットル開度の変化が急激になって制御が不安定になり得る。
そこで、変速の際（変速の開始直前、開始と同時、又は開始直後）に、スロットル開度を
、予め変速の完了直後に要求される要求スロットル開度に変更すると共に、変速実行中は
その要求スロットル開度を維持することにより、変速の際のスロットル開度の制御の不安
定性が回避されて、制御がスムーズになり得る。
【発明の効果】
【００２４】
　以上説明したように、前記の制御装置によると、発進又は加速時のアクセル踏み込み操
作時に、設定した時系列の目標加速度に実加速度が追従するようにエンジンの出力を制御
することで、所望の加速度波形を演出して、車両の加速感を高め得る。一方で、車両の走
行状態と時系列の目標加速度とに基づいて、追従制御の最中の自動変速機の目標変速スケ
ジュールを設定し、設定したスケジュールに従って自動変速機の変速を実行することで、
追従制御の最中の自動変速機の制御を適正化し得る。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】車両のパワートレイン及び制御装置の全体ブロック図である。
【図２】コントローラの機能ブロック図である。
【図３】制御装置が実行するパワートレインの制御に係るフローチャートである。
【図４】加速度波形の例と、変速スケジュールの例とを示すタイミングチャートである。
【図５】変速の実行前後における、目標加速度、実加速度、スロットル開度、及びアクセ
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ル開度の変化の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、車両の制御装置の実施形態を図面に基づいて説明する。尚、以下の好ましい実施
形態の説明は、本質的に例示に過ぎない。図１は車両のパワートレイン及び制御装置の全
体ブロック図である。図１においては、パワートレインＰＴにおける駆動力の伝達経路を
示しており、このパワートレインＰＴは、駆動力を発生するエンジン１１と、このエンジ
ン１１に対し、駆動力伝達経路の下流側に設置したトルクコンバータ１２と、このトルク
コンバータ１２に、駆動力伝達経路の上では並列に配置されるロックアップクラッチ１３
と、トルクコンバータ１２及びロックアップクラッチ１３からの出力を受けて変速を行う
歯車変速機構（例えば前進６速の多段自動変速機）１４と、この歯車変速機構１４からの
出力を受けて左右に駆動力を配分する差動装置１５と、差動装置１５からの駆動力を受け
る左右の駆動輪１６，１６とを備えている。
【００２７】
　車両の制御装置ＣＲは、エンジン１１の出力やロックアップクラッチ１３の断接、さら
には歯車変速機構１４の変速状態を制御する装置である。車両の制御装置ＣＲは、ドライ
バのアクセルペダル（図示せず）の踏み込み状態や踏み込み量、踏み込み速度等を検出す
るアクセルセンサ３１と、車両の前後Ｇ、具体的には車両の実加速度を検出する車両Ｇセ
ンサ３２と、これら各センサ３１，３２からのセンサ信号を取り入れて演算処理するコン
トローラ２とを備えている。
【００２８】
　コントローラ２は、例えば通常のマイクロコンピュータであり、図示は省略するが、少
なくともＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏインターフェース回路、及びデータバスを備え
て構成される。コントローラ２は、エンジン１１、ロックアップクラッチ１３、歯車変速
機構１４等に対して制御信号を出力するものであり、図２に示すように、その機能ブロッ
クとして、エンジン出力制御部（エンジン出力制御手段）２１、変速制御部（変速制御手
段）２２、目標加速度設定部（目標加速度設定手段）２３、目標変速スケジュール設定部
（目標変速スケジュール設定手段）２４、加速度履歴獲得部（加速度履歴獲得手段）２５
、走行状態検出部（走行状態検出手段）２６、目標加速度再設定部（目標加速度再設定手
段）２７、及び、変速時間予測部（変速時間予測手段）２８を少なくとも備えている。
【００２９】
　このコントローラ２は、アクセルペダルの踏み込み量等を検出することで、ドライバの
加速要求を判別して、このドライバの加速要求を満足するように、エンジン１１や歯車変
速機構１４等を制御する。具体的にエンジン出力制御部２１は、図示しないエレキスロッ
トルのスロットル開度、点火プラグの点火タイミング、燃料噴射弁の燃料噴射量等を変化
させることで、エンジン１１の出力を制御するようにしている。より詳細には、アクセル
ペダルの踏み込み量と実加速度とを検出することで、車両の目標加速度を算出して、この
車両の目標加速度に車両の実加速度が追従するように、いわゆるフィードバック制御で、
エンジン１１の出力を制御するようにしている。尚、フィードバック制御の制御方法は、
一般的なＰＩ制御で行う。もっとも、ＰＩＤ制御等で行ってもよい。また、コントローラ
２は、通常の車両走行時（後述する、時系列の目標加速度に基づく追従制御でないとき）
には、予め設定されかつ、このコントローラ２に記憶されている変速マップに従って、車
速及びスロットル開度に基づいて、歯車変速機構１４の変速制御を実行する。
【００３０】
　図３は、前記制御装置ＣＲが実行する、パワートレインＰＴの制御フローチャートであ
り、以下、図２に示すコントローラ２の機能ブロックと、図３に示すフローチャートとを
参照しながら、制御装置ＣＲによるパワートレインＰＴの制御について説明する。先ず、
ステップＳ３１では、コントローラ２が各種信号を読み込む。アクセルセンサ３１や車両
Ｇセンサ３２からドライバの加速要求や車両の運転状態を読み込む。尚、その他、図示し
ない車速センサやシフトセンサや舵角センサやクランク角センサ等から、車両の運転状態
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の各種信号を検出するようにしてもよい。さらに、詳細は後述するが車両の走行状態の検
出に必要な各種の信号の読み込みも行われる（走行状態検出部２６）。
【００３１】
　次に、ステップＳ３２ではアクセル踏み込みか否かを判定する。具体的には、ドライバ
が所定値以上にアクセルペダルを踏み込んでいるかを判定する。この時、アクセルペダル
の開度は、中開度（パーシャル開度）でほぼ一定の状態であることが求められる（図５の
最下図のアクセル開度の変化も参照）。これは、アクセルペダルの全開時やアクセルペダ
ルの開度変動時では、立ち下がりの加速制御を安定的に行うことができないからである。
ステップＳ３２で、アクセルペダルの踏み込みを検出しなかった場合（ＮＯの場合）には
、そのままリターンに移行して、次の制御に備える。一方、ステップＳ３２でアクセルペ
ダルの踏み込みを検出した場合（ＹＥＳの場合）には、ステップＳ３３に移行する。
【００３２】
　ステップＳ３３では、加速度の検出値を獲得する。すなわち、アクセルペダルが踏み込
まれた際には、エレキスロットルのスロットル開度が開放されて、エンジン出力が高まる
ため、このエンジン出力の高まりによって大きくなる車両の実加速度を獲得する。続くス
テップＳ３４では、この加速度の検出値を蓄積する。この加速度の検出値を蓄積すること
で、実際に車両の生じた実加速度の履歴を持つことができる（加速度履歴獲得部２５）。
このため、加速前半で、実際に車両にどのような加速度の立ち上がりが生じたかを判別す
ることができる。
【００３３】
　その後、ステップＳ３５では、フラグＦが１であるか否かを判定する。フラグＦは、後
述するように、加速度のピーク値を経由して加速後半に移行したときに「１」にされるフ
ラグである。フラグＦが１であるときにはステップＳ３９に移行する一方、フラグＦが１
でないときにはステップＳ３６に移行する。ここでは、フラグＦが１でないとして、以下
の説明を続ける。
【００３４】
　ステップＳ３６では加速度のピーク値か否かを判定する。具体的には、図４の上図に示
すように、加速度の増加が少なくなり、加速度の値が変化しない又は減少する場合には、
その時点を加速度のピーク値（図４のＰ参照）と判定する。ステップＳ３６において、加
速度のピーク値と判定しなかった場合（ＮＯの場合）には、まだ加速の立ち上がり状態で
あるため、ステップＳ３３に戻って、加速度の検出値を獲得する。一方、加速度のピーク
値と判定した場合（ＹＥＳの場合）には、ステップＳ３７に移行する。
【００３５】
　ステップＳ３７では前記のフラグＦを１にし、その後のステップＳ３８で、実加速度の
履歴から目標加速度を時系列で設定する（目標加速度設定部２３）。具体的に目標加速度
設定部２３は、図示は省略するが、予め設定されてコントローラ２に記憶されているマッ
プに基づいて、時系列の目標加速度を算出する。このマップでは、例えば、加速前半の実
加速度の履歴によって、加速後半の加速度の立ち下がり勾配が一定比率で変化するような
目標加速度の時系列データ（時々刻々変化する複数の値）を設定している。こうして、図
４の上図に例示するように、直線状に緩やかな下り勾配となった目標加速度の時系列デー
タが設定される。
【００３６】
　また、ステップＳ３８では、加速後半における、換言すれば前記で設定した時系列の目
標加速度に基づく追従制御を行う期間内の、目標変速スケジュールの設定を行う（目標変
速スケジュール設定部２４）。この目標変速スケジュール設定部２４は、走行状態検出部
２６が検出した車両の走行状態と、目標加速度設定部２３が設定した時系列の目標加速度
とに基づいて、歯車変速機構１４の変速スケジュールを設定する。
【００３７】
　走行状態検出部２６が検出する車両の走行状態は、歯車変速機構１４の変速の実行に関
係する状態であり、具体的には車両の走行負荷である。走行状態検出部２６は、一例とし
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て、車両が登坂走行をしているか、又は、降坂走行をしているか等の走行状態を検出する
ようにしてもよい。こうした登坂路や降坂路の検出は、公知の様々な手法を採用し得る。
一例を挙げると、路面勾配の情報を含んだ地図情報と自車両の走行位置を検出するＧＰＳ
（Global Positioning System）との組み合わせによって、登坂路及び降坂路の検出が可
能である。また、走行状態検出部２６は、車両重量を検出してもよい（例えばサスペンシ
ョンに取り付けたセンサによって検出してもよい）。さらに、例えば空調装置のオンオフ
を含む電気負荷の大きさ、外気温度、大気圧、及び外部負荷等の、エンジン出力に影響を
与え、その結果、車両の走行負荷に関連する種々の状態を検出してもよい。
【００３８】
　目標変速スケジュール設定部２４が設定する目標変速スケジュールは、前記の時系列の
目標加速度に追従するようにエンジン出力を制御している最中に、変速を実行する時間的
なタイミング及びその変速の種類（シフトアップ及びシフトダウン、並びに、その変速段
（１→２速、２→３速等））を設定するスケジュールである。目標変速スケジュール設定
部２４は、具体的には、追従制御の実行期間内においては、同じ時間間隔で変速が実行さ
れるように、各変速の実行タイミングを設定する。このことにより、加速後半においては
、変速が規則的に実行されるようになり、ドライブフィールの向上に寄与する。
【００３９】
　より詳細に、前記走行状態検出部２６が検出する車両の走行状態（走行負荷）によって
、追従制御の実行期間の終了時点での変速段（最終変速段）が設定されるため、現在の変
速段と最終変速段との段数差から、追従制御の実行期間内で変速すべき段数が設定される
。例えば図４に一例を示すように、登坂路走行時は走行負荷が相対的に高く、最終変速段
は相対的に低くなる（例えば４速）。これに対し、降坂路走行時は走行負荷が相対的に低
く、最終変速段は相対的に高くなる（例えば６速）。一方で、目標加速度設定部２３によ
って、時系列の目標加速度が設定されることで、追従制御の実行期間が特定される。目標
変速スケジュール設定部２４は、追従制御実行期間内において実行すべき変速回数（シフ
トアップ回数）と、前記追従制御の実行期間とから、各変速が時間に関して規則的に行わ
れるように、各変速の実行タイミングを設定する。つまり、図４の例では、登坂路走行時
には、最終変速段が４速に設定され、現在の段数（２速）から、２回シフトアップを行わ
なければならない。そこで、目標変速スケジュール設定部２４は、追従制御実行期間を３
つの期間に等分割して、その各分割タイミングで、歯車変速機構１４のシフトアップ（２
→３速、及び、３→４速）を実行するように、変速スケジュールを設定する。これに対し
、降坂路走行時には、最終変速段が６速に設定され、現在の段数（２速）から、４回シフ
トアップを行わなければならない。そこで、目標変速スケジュール設定部２４は、追従制
御実行期間を５つの期間に等分割して、その各分割タイミングで、歯車変速機構１４のシ
フトアップ（２→３速、３→４速、４→５速、及び、５→６速）を実行するように、変速
スケジュールを設定する。
【００４０】
　こうして、ステップＳ３８において、加速後半における時系列の目標加速度及び目標変
速スケジュールを設定すれば、図３のフローはリターンする。リターン後のステップＳ３
５では、前述したようにフラグＦ＝１であるため、フローはステップＳ３９に移行する。
【００４１】
　ステップＳ３９では、設定した目標変速スケジュールに従って実行される変速中である
か否かを判定し、変速中である場合（ＹＥＳの場合）はステップＳ３１３に移行する一方
、変速中でない場合（ＮＯの場合）はステップＳ３１０に移行する。ここでは、変速中で
ないとして説明を続ける。
【００４２】
　ステップＳ３１０では、設定した目標変速スケジュールに従って実行される変速の開始
タイミングであるか否かを判定する。前述したように、追従制御の実行期間中は、必要な
変速（シフトアップ）が時間について定期的に行われることから、このステップでは変速
を実行するタイミングが到達したか（例えば、初回の変速は追従制御に実行開始から所定
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の時間が経過したか、２回目以降の変速は前回の変速実行から所定の時間が経過したか、
と言い換えることが可能である）を判定することになる。変速開始のタイミングである場
合は、ステップＳ３１２に移行する一方、変速開始タイミングでない場合は、ステップＳ
３１１に移行する。
【００４３】
　ステップＳ３１１では、ステップＳ３８で設定した目標加速度の時系列データに基づい
て、エンジン出力をフィードバック制御する。具体的には、車両の実加速度が目標加速度
となるように、スロットル開度や点火タイミング等を変化させてエンジン出力を制御する
（エンジン出力制御部２１）。この場合、多くの場合は、エンジン出力を増加方向に制御
することになる。なぜなら、一般的なエンジンは、スロットル開度量が一定であると、エ
ンジン回転数が高回転側に移行したときにエンジントルクが低下するため、エンジン回転
数が高回転側に移行する加速後半では、車両の実加速度が低下する。このため、高めに設
定した目標加速度よりも実加速度の方が低下し、こうした加速後半の車両の実加速度の低
下を補うため、前記の制御装置ＣＲでは、目標加速度に実加速度が追従するように、エン
ジン出力をフィードバック制御で制御しているのである。
【００４４】
　こうして目標加速度の追従制御を行っている最中に、設定した変速の実行タイミングに
なったときには、ステップＳ３１０においてＹＥＳの判定となり、ステップＳ３１２に移
行することになる。ステップＳ３１２では、これまでの実加速度の履歴（加速度履歴獲得
部２５により獲得される履歴）と、これから実行する変速に要する時間（変速時間予測部
２８によって予測される予測変速時間）とに基づいて、変速完了後の時系列の目標加速度
を再設定する（目標加速度再設定部２７）。この目標加速度の再設定について、図５を参
照しながら説明する。図５は、図４に示す加速度波形の加速後半、つまり追従制御期間内
において、所定の変速を実行するタイミング付近の加速度波形を拡大して描いている（図
５の上図）。尚、図５の上図は、理解容易のために、加速度の変化の傾きを誇張して描い
ている。同図において太実線は、設定している時系列の目標加速度の例を示しており、前
述したように、この目標加速度は、略直線状で緩やかな勾配を有している。同図における
黒丸は、実加速度の変化の例を示しており、追従制御により、その履歴（同図の細実線参
照）は、目標加速度に沿うように略直線状で緩やかな勾配を有している。
【００４５】
　ここで、歯車変速機構１４が変速を実行している期間は、加速度の追従制御（エンジン
出力制御）が困難乃至不可能である。そのため、例えば変速完了時に、その時点での目標
加速度（図５における「実際の変速完了点」参照）となるようにエンジン出力の制御を行
ったのでは、同図に一点鎖線で示すように、変速の実行前後で、実加速度の変化が大きく
なり、得られる加速度波形に段差が生じる可能性がある。このことは、前述したように、
加速後半において加速度を略直線状に緩やかに低下させることを阻害する。特に追従制御
期間内において、変速の実行が複数回、予定される場合は、加速度波形に複数個の段差が
生じてしまい、加速感を大きく損ねてしまう。
【００４６】
　またそのように加速度波形に段差が生じてしまうような場合は、変速完了直後にスロッ
トル開度が大きく変更制御されることにもなるので、スロットル開度制御が安定しなくな
る虞もある。
【００４７】
　そこで、目標加速度再設定部２７は、変速の実行前後の加速度波形の段差を無くしてそ
の変化を滑らかにすべく、変速実行前に目標加速度を再設定する。具体的には、先ず、変
速時間予測部２８が、これから実行する変速の種類（つまり、何速から何速への変速であ
るか）に基づいて変速に要する時間（変速時間）を予測し、これによって実際の変速完了
タイミングを把握する。目標加速度再設定部２７は、実際の変速完了タイミングに対し、
所定の遅れ時間だけ遅れた時点での目標加速度を、変速完了時の目標加速度であると擬似
的にみなし（図５の「疑似変速完了点」参照）、変速開始直前の実加速度から、疑似変速
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完了点に至るように目標加速度を再設定する（同図の破線参照）。こうすることで、再設
定した目標加速度は、変速の実行前後で滑らかに変化するようになり、段差の発生が抑制
される。
【００４８】
　ここで、目標加速度の再設定は、変速開始直前の実加速度と疑似変速完了点とを直線で
結ぶことで設定してもよいし、適宜の曲線で結ぶことで設定してもよい。また、前記の遅
れ時間は、例えば変速開始前の、目標加速度と実加速度との偏差（図５参照）の大きさに
応じて、偏差が大きいほど遅れ時間を長く設定するようにしてもよい。また、遅れ時間の
設定の際には、前記予測した変速時間の長さを加味してもよい。尚、目標加速度の再設定
の手法は、ここに記載した手法に限定されるものではない。例えば変速開始前までの加速
度履歴と、目標加速度と、予測した変速時間とに基づき、変速の実行前後の適当なサンプ
リング点を設定すると共に、それらのサンプリング点を種々の補間法を用いて補間するこ
とにより、変速の実行前後で目標加速度が滑らかになるように、目標加速度を再設定して
もよい。
【００４９】
　こうしてステップＳ３１２において、変速の開始前に目標加速度を再設定すれば、フロ
ーはリターンをするが、変速制御部２２は歯車変速機構１４の所定の変速を実行すること
から、リターン後のステップＳ３９ではＹＥＳの判定となり、ステップＳ３１３に移行す
ることになる。ステップＳ３１３では、変速の実行中に、スロットル開度を、変速完了直
後に要求されるスロットル開度（要求スロットル開度）に固定する（エンジン出力制御部
２１）。つまり、前述したように、変速実行中は、エンジン出力の制御が困難乃至不可能
であることから、例えば変速の完了直後に、変速実行後の変速比及び目標加速度に応じて
エンジン出力の制御をすべく、スロットル開度を制御したのでは、スロットル開度の変化
が急激になって制御が不安定になり得る。そこで、変速の開始直前、開始と同時、又は開
始直後に、スロットル開度を、変速の完了直後に要求される要求スロットル開度に予め変
更すると共に、変速実行中はその要求スロットル開度で固定する。ここで、要求スロット
ル開度は、変速完了直後の目標加速度及び変速段（例えば、トルクコンバータを含めた変
速比）に基づいて算出したエンジントルクと、クランク角センサから得られるエンジン回
転数とから、予め設定されてコントローラ２に記憶されている、エンジントルク、エンジ
ン回転数及びスロットル開度のマップ（図示省略）を利用して設定すればよい。こうして
、図５の中図に示すように、変速実行中は、変速完了直後の要求スロットル開度に固定さ
れ、このことにより、変速の実行時におけるスロットル開度の制御がスムーズになり得る
。尚、図３のフローでは省略しているが、変速実行中は、変速ショックを低減する観点か
ら、例えば点火リタード等による、エンジン１１のトルクダウン制御が実行される。
【００５０】
　こうして、設定した時系列の目標加速度の終了時点まで、例えば加速度が０になるまで
、目標加速度の追従制御、及び、目標変速スケジュールに基づく変速制御が実行されるこ
とになる。これにより、特に加速後半においては、加速度が略直線状に緩やかに低下し、
ドライバに長期間に亘り加速感を与えつつ、規則的な変速（つまり、シフトアップ）が組
み合わされて、ドライバに気持ちのいい加速感を与えることが実現する。
【００５１】
　このように、前記の構成では、時系列の目標加速度についての追従制御を実行している
期間内においては、車速とスロットル開度とに基づく通常の変速制御を行わずに、変速の
実行が規則的になるよう変速スケジュールを設定している。これにより、車両の加速感を
高め得るようにアクセル操作とは独立してエンジンの出力を制御している最中の、自動変
速機の変速スケジュールが適正化され、その追従制御期間内の全体においてバランス良く
変速を実行することが可能になる。
【００５２】
　また、その変速の実行前後において実加速度の段差が無くなるように、変速の実行の際
には目標加速度を再設定することにより、加速後半の加速度波形の全体を、直線状に滑ら
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に与え得る。
【００５３】
　さらに、変速実行中は、スロットル開度を、変速完了直後の要求スロットル開度に固定
することによって、追従制御の実行が困難な変速の実行前後において、スロットル開度の
制御をスムーズに行い得るようになる。
【００５４】
　尚、前記のパワートレインＰＴにおいて、歯車式の多段変速機構１４に代えて、例えば
ベルト式等の無段変速機構を採用してもよい。さらにエンジン１１の出力制御も、エレキ
スロットルのスロットル開度制御に限定されず、種々の制御を採用し得る。例えば吸気タ
イミングや排気タイミングを位相可変装置によって変更したり、吸気の過給量を過給機に
よって変更したりすることで、エンジン１１の出力制御を実現してもよい。
【００５５】
　加えて、時系列の目標加速度の設定は、加速後半の加速度の立ち下がり時に限定されず
、例えばアクセルの踏み込み量に応じて、加速前半の加速度の立ち上がり、加速度のピー
ク値、及び加速後半の加速度の立ち下がりを全て含んだ、加速開始から加速終了までの全
体の目標加速度を時系列で設定してもよい。
【符号の説明】
【００５６】
１１　エンジン
１４　歯車変速機構（自動変速機）
２　コントローラ
２１　エンジン出力制御部（エンジン出力制御手段）
２２　変速制御部（変速制御手段）
２３　目標加速度設定部（目標加速度設定手段）
２４　目標変速スケジュール設定部（目標変速スケジュール設定手段）
２５　加速度履歴獲得部（加速度履歴獲得手段）
２６　走行状態検出部（走行状態検出手段）
２７　目標加速度再設定部（目標加速度再設定手段）
２８　変速時間予測部（変速時間予測手段）
ＣＲ　制御装置
ＰＴ　パワートレイン
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