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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高速レンジおよび低速レンジで動作可能な車両のトランスファケースを制御する車両制
御システムであって、
　車両制御システムは、トランスファケースのレンジ変更を実行するためのレンジ変更信
号と、レンジ変更時に車両のブレーキを制御するためのブレーキ制御信号と、レンジ変更
の実行中にギア選択手段を禁止するためのセレクタ制御信号とを出力するように構成され
たことを特徴とする車両制御システム。
【請求項２】
　ブレーキ制御信号は、レンジ変更時に車両を静止した状態に維持するように動作可能で
あることを特徴とする請求項１に記載の車両制御システム。
【請求項３】
　ブレーキ制御信号は、レンジ変更時に車両速度を制御するように動作可能であることを
特徴とする請求項１または２に記載の車両制御システム。
【請求項４】
　車両トランスミッションを制御するためのトランスミッション制御信号を出力するよう
に構成されたことを特徴とする請求項１～３のいずれか１に記載の車両制御システム。
【請求項５】
　トランスミッション制御信号は、レンジ変更開始前に車両トランスミッションをニュー
トラルに設定するニュートラル選択要求を含み、および／または



(2) JP 6356799 B2 2018.7.11

10

20

30

40

50

　トランスミッション制御信号は、レンジ変更完了後に車両トランスミッションのギアを
係合するギア選択要求を含むことを特徴とする請求項４に記載の車両制御システム。
【請求項６】
　車両制御システムは、１つまたはそれ以上の車両動作パラメータをモニタして、前記１
つまたはそれ以上の車両動作パラメータに基づいてレンジ変更信号を出力するように構成
されたことを特徴とする請求項１～５のいずれか１に記載の車両制御システム。
【請求項７】
　高速レンジおよび低速レンジで動作可能な車両のトランスファケースを制御する車両制
御システムであって、
　車両制御システムは、
　１つまたはそれ以上の車両動作パラメータをモニタし、
　前記１つまたはそれ以上の車両動作パラメータに基づいてトランスファケースのレンジ
変更を開始するためのレンジ変更信号を出力し、
　レンジ変更の実行中にギア選択手段を禁止するためのセレクタ制御信号を出力するよう
に構成されたことを特徴とする車両制御システム。
【請求項８】
　前記１つまたはそれ以上の車両動作パラメータは、車両速度および／または車両加速度
を含むことを特徴とする請求項７に記載の車両制御システム。
【請求項９】
　レンジ変更信号は、車両速度が所定の速度閾値以上であり、および／または車両加速度
が所定の加速度閾値以上である場合、低速レンジから高速レンジへのレンジ変更を実行す
るアップシフト要求を含むことを特徴とする請求項８に記載の車両制御システム。
【請求項１０】
　車両制御システムは、車両速度が所定の速度閾値より大きいとき、レンジ変更信号の出
力を禁止するように構成されたことを特徴とする請求項８または９に記載の車両制御シス
テム。
【請求項１１】
　前記１つまたはそれ以上の車両動作パラメータが、車両の負荷を決定するためのトルク
要求を含むことを特徴とする請求項６～１０のいずれか１に記載の車両制御システム。
【請求項１２】
　レンジ変更信号は、車両負荷が所定の負荷閾値以上である場合、高速レンジから低速レ
ンジへのレンジ変更を実行するダウンシフト要求を含むことを特徴とする請求項１１に記
載の車両制御システム。
【請求項１３】
　前記１つまたはそれ以上の車両動作パラメータが、トランスファケースの入力シャフト
の回転速度を含み、
　車両制御システムは、回転速度が入力シャフト速度閾値より大きい場合、レンジ変更信
号の出力を禁止するように構成されたことを特徴とする請求項６～１２のいずれか１に記
載の車両制御システム。
【請求項１４】
　前記１つまたはそれ以上の車両動作パラメータが、エンジン速度を含み、
　車両制御システムは、レンジ変更時にエンジン速度を制限または制御するためのパワー
トレイン制御信号を出力することを特徴とする請求項６～１３のいずれか１に記載の車両
制御システム。
【請求項１５】
　前記１つまたはそれ以上の車両動作パラメータが、トランスファケースの動作レンジを
含み、
　トランスファケースが低速レンジで動作している場合、車両制御システムは、低速レン
ジから高速レンジへのレンジ変更を実行するアップシフト要求を出力し、
　トランスファケースが高速レンジで動作している場合、車両制御システムは、高速レン
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ジから低速レンジへのレンジ変更を実行するダウンシフト要求を出力するように構成され
たことを特徴とする請求項６～１４のいずれか１に記載の車両制御システム。
【請求項１６】
　レンジ変更信号は、レンジ変更要求に応じて出力されることを特徴とする請求項１～１
５のいずれか１に記載の車両制御システム。
【請求項１７】
　車両制御システムは、
　レンジ変更時にギアの係合を禁止するためのトランスミッション制御信号を出力するよ
うに構成されたことを特徴とする請求項１～１６のいずれか１に記載の車両制御システム
。
【請求項１８】
　高速レンジおよび低速レンジで動作可能な車両のトランスファケースを制御する車両制
御システムであって、
　車両制御システムは、
　複数の車両システムをモニタし、
　　・車両のトランスミッションがニュートラル状態にあること、および
　　・車両速度が所定の範囲内にあるか、または所定の閾値より小さいことの条件が合致
したとき、トランスファケースのレンジ変更を実行するためのレンジ変更信号を出力し、
　レンジ変更の実行中にギア選択手段を禁止するためのセレクタ制御信号を出力するよう
に構成されたことを特徴とする車両制御システム。
【請求項１９】
　車両制御システムは、トランスファケースに対する入力シャフトの回転速度が、入力シ
ャフトの閾値速度より小さい場合、レンジ変更信号を出力するように構成されたことを特
徴とする請求項１８に記載の車両制御システム。
【請求項２０】
　前記所定の速度閾値は、ゼロより大きい、
　請求項１８または１９に記載の車両制御システム。
【請求項２１】
　請求項１～２０のいずれか１に記載の車両制御システムを備えた車両。
【請求項２２】
　高速レンジおよび低速レンジで動作可能な車両のトランスファケースを制御する方法で
あって、
　トランスファケースのレンジ変更を実行するためのレンジ変更信号と、レンジ変更時に
車両のブレーキを制御するためのブレーキ制御信号を出力するステップと、
　レンジ変更の実行中にギア選択手段を禁止するためのセレクタ制御信号を出力するステ
ップとを有することを特徴とする方法。
【請求項２３】
　ブレーキ制御信号は、レンジ変更時に車両を静止した状態に維持するように動作可能で
あり、および／またはレンジ変更時に車両速度を制御するように動作可能であることを特
徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　車両トランスミッションを制御するためのトランスミッション制御信号を出力するステ
ップを有することを特徴とする請求項２２または２３に記載の方法。
【請求項２５】
　トランスミッション制御信号は、レンジ変更開始前に車両トランスミッションをニュー
トラルに設定するニュートラル選択要求を含み、および／または
　トランスミッション制御信号は、レンジ変更完了後に車両トランスミッションのギアを
係合するギア選択要求を含むことを特徴とする請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　１つまたはそれ以上の車両動作パラメータをモニタするステップと、
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　前記１つまたはそれ以上の車両動作パラメータに基づいてレンジ変更信号を出力するス
テップとを有する請求項２２～２５のいずれか１に記載の方法。
【請求項２７】
　高速レンジおよび低速レンジで動作可能な車両のトランスファケースを制御する方法で
あって、
　１つまたはそれ以上の車両動作パラメータをモニタするステップと、
　前記１つまたはそれ以上の車両動作パラメータに基づいてトランスファケースのレンジ
変更を開始するためのレンジ変更信号を出力するステップと、
　レンジ変更の実行中にギア選択手段を禁止するためのセレクタ制御信号を出力するステ
ップとを有することを特徴とする方法。
【請求項２８】
　前記１つまたはそれ以上の車両動作パラメータは、車両速度および／または車両加速度
を含むことを特徴とする請求項２６または２７に記載の方法。
【請求項２９】
　レンジ変更信号は、車両速度が所定の速度閾値以上であり、および／または車両加速度
が所定の加速度閾値以上である場合、低速レンジから高速レンジへのレンジ変更を実行す
るアップシフト要求を含むことを特徴とする請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　車両速度が所定の速度閾値より大きいとき、レンジ変更信号の出力を禁止するステップ
を有することを特徴とする請求項２８または２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記１つまたはそれ以上の車両動作パラメータが、車両の負荷を決定するためのトルク
要求を含み、
　この方法は、トルク要求に基づいて車両負荷を決定するステップを有することを特徴と
する請求項２６～３０のいずれか１に記載の方法。
【請求項３２】
　レンジ変更信号は、車両負荷が所定の負荷閾値以上である場合、高速レンジから低速レ
ンジへのレンジ変更を実行するダウンシフト要求を含むことを特徴とする請求項３１に記
載の方法。
【請求項３３】
　前記１つまたはそれ以上の車両動作パラメータが、トランスファケースの入力シャフト
の回転速度を含み、
　この方法は、入力シャフトの回転速度が入力シャフト速度閾値より大きい場合、レンジ
変更信号の出力を禁止するステップを有することを特徴とする請求項２６～３２のいずれ
か１に記載の方法。
【請求項３４】
　前記１つまたはそれ以上の車両動作パラメータが、エンジン速度を含み、
　この方法は、レンジ変更時にエンジン速度を制限または制御するためのパワートレイン
制御信号を出力するステップを有することを特徴とする請求項２６～３３のいずれか１に
記載の方法。
【請求項３５】
　前記１つまたはそれ以上の車両動作パラメータが、トランスファケースの動作レンジを
含み、
　この方法は、
　トランスファケースが低速レンジで動作している場合、低速レンジから高速レンジへの
レンジ変更を実行するアップシフト要求を出力するステップと、
　トランスファケースが高速レンジで動作している場合、高速レンジから低速レンジへの
レンジ変更を実行するダウンシフト要求を出力するステップとを有することを特徴とする
請求項２６～３４のいずれか１に記載の方法。
【請求項３６】
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　レンジ変更信号は、レンジ変更要求に応じて出力されることを特徴とする請求項２２～
３５のいずれか１に記載の方法。
【請求項３７】
　レンジ変更時にギアの係合を禁止するためのトランスミッション制御信号を出力するス
テップを有することを特徴とする請求項２２～３６のいずれか１に記載の方法。
【請求項３８】
　高速レンジおよび低速レンジで動作可能な車両のトランスファケースを制御する方法で
あって、
・車両のトランスミッションがニュートラル状態にあること、および
・車両速度が所定の範囲内にあるか、または所定の閾値より小さいことの条件が合致した
とき、トランスファケースのレンジ変更を実行するためのレンジ変更信号を出力するステ
ップと、
　レンジ変更の実行中にギア選択手段を禁止するためのセレクタ制御信号を出力するステ
ップとを有することを特徴とする方法。
【請求項３９】
　前記所定の速度閾値は、ゼロより大きい、請求項３８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両制御システム、トランスファケースの制御方法、および車両に関する。
【背景技術】
【０００２】
　追加的なドライブレンジを提供するために、車両にトランスファケース（減速ギアボッ
クスともいう。）を設けることが知られている。トランスファケースは、典型的には、ト
ランスミッションから出力シャフトに接続され、４輪駆動車両では、前方プロペラシャフ
トおよび後方プロペラシャフトを介して前輪軸および後輪軸に駆動力を伝達する。前輪軸
および後輪軸に伝達されたトルクは、等しくてもよいし（５０：５０の配分率）、異なっ
てもよい。トランスファケースは、高速ドライブレンジおよび低速ドライブレンジを提供
するために、たとえば螺旋減速ギアセットまたは遊星減速ギアセット等の減速ギアセット
（減速ギアの組）を有する。高速ドライブレンジは、１：１の比（すなわち直結駆動）を
有し、低速ドライブレンジは、たとえば２．６９：１の減速比を有する。
【０００３】
　トランスファケースは、オフロード車両において、低速ドライブレンジが車輪に出力さ
れるトルクを増大させ、低速制御を改善することができるという特別の有用性を有する。
高速ドライブレンジは、通常の道路を走行するのに用いられ、乾燥した平坦な地形でのオ
フロード走行にも用いられる。トレーラをバックで運転し、急勾配の滑りやすい路面や岩
がごろごろした地形を運転するような低速での操作が必要な場合には、低速ドライブレン
ジのみを要求する必要がある。また低速ドライブレンジは、高速ドライブレンジでの走行
を維持することができない極端なオフロード状況でも利用する必要がある。
【０００４】
　トランスファケースは、車両走行中にダイナミックレンジを変更できるようにシンクロ
ナイザ（同期装置）を有していてもよい（シフト・オン・ザ・フライ制御またはシフト・
オン・ザ・ムーブ制御ともいう。）。たとえばトランスファボックスは、車両が走行して
いるときに、以下のように設定された制限範囲内でダイナミックレンジの変更を支援する
ことができる。
　　高速から低速ドライブレンジ－１０マイル／時（１６ｋｍ／時）以下の速度
　　低速から高速ドライブレンジ－３０マイル／時（４８ｋｍ／時）以下の速度
【０００５】
　シンクロナイザが装備されない場合、一般に、車両が静止しているときに、静的なレン
ジ変更が実行される。ここではトランスファケースの低速から高速ドライブレンジへの変
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更をアップシフトといい、トランスファケースの高速から低速ドライブレンジへの変更を
ダウンシフトという。トランスファケースは、その車両を牽引するためのニュートラル位
置に移動させることができる。
【０００６】
　少なくとも特定の実施形態において、本発明は、既知のトランスファケースが有する少
なくともいくつかの制限または問題を解消または低減しようとするものである。
【発明の概要】
【０００７】
　本発明に係る態様は、車両制御システム、トランスファケースの制御方法、および車両
に関する。
【０００８】
　本発明に係る１つの態様によれば、高速レンジおよび低速レンジで動作可能な車両のト
ランスファケースを制御する車両制御システムが提供され、車両制御システムは、トラン
スファケースのレンジ変更を実行するためのレンジ変更信号と、レンジ変更時に車両のブ
レーキを制御するためのブレーキ制御信号とを出力するように構成されている。ブレーキ
制御信号は、たとえば車両速度を一定にし、または車両を静止した状態に維持するように
車両速度を制御するために、車両ブレーキを制御するものである。これは、レンジ変更時
に車両のトランスミッションをニュートラルに設定するとき、特に有用である。ブレーキ
制御信号は、車両に搭載されたアンチロックブレーキ（ＡＢＳ）システムを制御するため
に利用してもよい。ブレーキ制御信号は、ＡＢＳシステムに直接的に出力するか、または
ＡＢＳシステムに送信するためにＣＡＮバス等の通信ネットワークに出力してもよい。
【０００９】
　車両制御システムは、レンジ変更信号、および任意的にはブレーキ制御信号を出力する
ように構成されたトランスファケース制御モジュールを有してもよい。択一的には、ブレ
ーキ制御信号は、レンジ変更信号に基づいて出力してもよい。たとえばブレーキ制御信号
は、レンジ変更信号を受信したとき、アンチロックブレーキ（ＡＢＳ）システムにより出
力されるものであってもよい。
【００１０】
　ブレーキ制御信号は、レンジ変更時に車両を静止した状態に維持するように動作可能で
あってもよい。このブレーキ制御ストラテジは、レンジ変更が可能な時に車両が静止して
いるので、シンクロナイザを有さないトランスファケースに対して実行することができる
。択一的にまたは追加的には、このブレーキ制御ストラテジは、レンジ変更が開始された
時に車両が静止している場合、および／またはレンジ変更中に車両が停止している場合に
実行することができる。制御システムは、レンジ変更が開始された時、および／またはレ
ンジ変更中に車両速度をモニタするように構成してもよい。ブレーキ制御信号により、た
とえば車両のヒルホールド機能を起動してもよい。少なくとも特定の実施形態において、
制御システムは、トランスミッションがニュートラル状態にある時であってもヒルホール
ド機能を維持するように構成してもよい。
【００１１】
　ブレーキ制御信号は、レンジ変更中に車両速度を制御するように動作可能である。ブレ
ーキ制御信号により、車両の減速度を制御してもよい。択一的には、ブレーキ制御信号に
より、レンジ変更中の車両速度の増大を防止し、または維持するように動作可能である。
たとえば、車両が坂道の上にあるとき、ブレーキ制御信号は、車両トランスミッションが
ニュートラル状態にあるとき、車両速度の増大を禁止するように動作可能である。
【００１２】
　レンジ変更信号は、トランスファケースの低速レンジから高速レンジへのレンジ変更を
実行するためのアップシフト要求、および／またはトランスファケースの高速レンジから
低速レンジへのレンジ変更を実行するためのダウンシフト要求を含んでもよい。アップシ
フト要求および／またはダウンシフト要求は、レンジ変更を実行する前に、ドライバの認
証（確認）を要求してもよい。たとえば、レンジ変更信号に応じてディスプレイ指示また
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はメッセージを生成して、示唆された動作をドライバが認証したときにのみ、アップシフ
ト／ダウンシフトを開始してもよい。択一的には、アップシフト要求および／またはダウ
ンシフト要求は、それぞれのレンジ変更を実行するためにトランスファケースに出力して
もよい。これらの半自動化および自動化された制御ストラテジの組み合わせを実行しても
よい。すなわち制御システムは、トランスファケースの自律的または半自律的なレンジ変
更を実行してもよい。
【００１３】
　制御システムは、車両トランスミッションを制御するためのトランスミッション制御信
号を出力するように構成してもよい。トランスミッション制御信号は、レンジ変更を開始
する前に、車両トランスミッションをニュートラル状態に設定するためのニュートラル選
択要求を含んでもよい。制御システムは、トランスファケース制御信号を出力する前に、
車両トランスミッションがニュートラル状態にあることをチェックするように構成しても
よい。トランスミッション制御信号は、レンジ変更が完了した後のトランスミッションの
ギアを係合するためのギア選択要求を含んでもよい。制御システムは、トランスミッショ
ン制御信号を出力するように構成されたトランスミッション制御モジュールを有してもよ
い。トランスミッション制御信号は、レンジ変更信号に基づいて、トランスミッション制
御モジュールにより生成されてもよい。
【００１４】
　制御システムは、１つまたはそれ以上の車両動作パラメータをモニタし、１つまたはそ
れ以上の車両動作パラメータに基づいてレンジ変更信号を出力するように構成してもよい
。この特徴は、独立して特許可能であると思料される。
【００１５】
　本発明に係るさらなる態様によれば、高速レンジおよび低速レンジで動作可能な車両の
トランスファケースを制御する車両制御システムが提供され、この車両制御システムは、
　１つまたはそれ以上の車両動作パラメータをモニタし、
　前記１つまたはそれ以上の車両動作パラメータに基づいてトランスファケースのレンジ
変更を開始するためのレンジ変更信号を出力するように構成される。
【００１６】
　制御システムは、レンジ変更信号を出力するように構成されたトランスファケース制御
モジュールの形態を有してもよい。
【００１７】
　１つまたはそれ以上の車両動作パラメータは、および／または車両加速度を含んでもよ
い。制御システムは、車両速度がアップシフト速度閾値以上であり、および／または車両
加速度が所定の加速度閾値以上である場合、アップシフト要求の出力を禁止してもよい。
アップシフト速度閾値は、事前に設定してもよい。アップシフト速度閾値は、たとえば低
速レンジで運転しているときのトランスファケースの最大車両速度に対応させてもよい。
少なくとも特定の実施形態では、車両速度がアップシフト速度閾値以上であるとき、制御
システムは、低速レンジから高速レンジへのレンジ変更を自動的に行う制御ストラテジを
実行してもよい。
【００１８】
　制御システムは、車両速度がダウンシフト速度閾値より大きいとき、ダウンシフト要求
の出力を禁止するように構成してもよい。ダウンシフト速度閾値は、事前に設定してもよ
い。制御システムは、車両速度が第２の速度閾値より大きいとき、高速レンジから低速レ
ンジへのレンジ変更を禁止してもよい。車両速度は、車両ブレーキシステムによりモニタ
してもよい。車両ブレーキシステムは、レンジ変更信号に基づいて、車両を静止状態に維
持し、または車両速度を制御するように構成してもよい。制御システムは、任意的には、
車両速度がダウンシフト速度閾値より小さくなったとき、または所定の範囲内に入ったと
き、レンジ変更信号を出力して、ダウンシフトを実行するように構成してもよい。
【００１９】
　アップシフト速度閾値は、ダウンシフト速度閾値以下であってもよい。たとえばアップ
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シフト速度閾値が６０ｋｍ／時であり、ダウンシフト速度閾値が４０ｋｍ／時であっても
よい。
【００２０】
　車両動作パラメータは、車両の負荷を決定するトルク要求を含んでもよい。制御システ
ムは、車両の速度および／または加速度を考慮したトルク要求に基づいて車両負荷を決定
してもよい。制御システムは、負荷に基づいて、車両が坂道を上っているか、下っている
か、あるいはトレーラを牽引していることを判断することができる。制御システムは、車
両負荷が所定の負荷閾値より大きいとき、高速レンジから低速レンジへのレンジ変更を実
行するようにダウンシフト要求を出力することができる。
【００２１】
　車両動作パラメータは、（トランスミッションからの出力シャフトの回転速度に相当す
る）トランスファケースの入力シャフトの回転速度を含んでもよい。制御システムは、車
両が走行中である時、レンジ変更信号の出力を禁止するように構成してもよい。エンジン
が回転している間、トランスファケースの入力シャフトは、トランスミッションの牽引ト
ルクに起因して停止することはない。制御システムは、トランスファケースの入力シャフ
トの回転速度が所定の入力シャフト速度閾値を超え、トランスミッションからの出力トル
クがトルク閾値を超えたとき、レンジ変更信号の出力を禁止するように構成してもよい。
この制御ストラテジは、シンクロナイザを有さないトランスファケースのために実行する
ことができる。
【００２２】
　車両動作パラメータは、エンジン速度を含んでもよい。制御システムは、レンジ変更時
のエンジン速度を制限または制御するためのパワートレイン制御信号を出力するように構
成してもよい。パワートレイン制御信号は、たとえばトランスミッションがニュートラル
に設定され、トランスファケースのレンジ変更が実行されているとき、エンジン速度を低
減してもよい。パワートレイン制御信号は、レンジ変更が実行される前で、トランスミッ
ションがニュートラルに設定されると直ちに、エンジン回転速度規制値を定義してもよい
。パワートレイン制御信号は、レンジ変更中に実行または維持されるエンジン回転速度規
制値を定義してもよい。パワートレイン制御信号は、レンジ変更が完了した時、たとえば
トルク要求に適応するためにエンジン速度を自動的に増大させてもよい。エンジン速度は
、漸進的または累進的に増大させてもよい。
【００２３】
　少なくとも特定の実施形態において、制御システムは、高速レンジおよび低速レンジに
おいて異なるスロットルマップを実行してもよい。
【００２４】
　車両動作パラメータは、たとえばトルセンディファレンシャル（登録商標）等の中央デ
ィファレンシャルの動作モードを含んでもよい。中央ディファレンシャルは、車輪スリッ
プを低減して、牽引力を増大させるためにロック（固定）してもよい。制御システムは、
中央ディファレンシャルがロックしたとき、レンジ変更信号の出力を禁止するように構成
してもよい。択一的な実施形態では、制御システムは、レンジ変更信号を禁止するために
、電子式ディファレンシャル（たとえばインボードブレーキシステムおよびアウトボード
ブレーキシステム）と協働して動作するように構成してもよい。択一的には、車両の横方
向加速度が所定の閾値を超えたとき、レンジ変更信号を禁止してもよい。ＡＢＳ事象が生
じたとき、ＡＢＳシステムがすべての車両車輪に対するブレーキ力の配分を完全に制御す
るために、レンジ変更およびクラッチ制御を禁止してもよい。所定の横方向加速度閾値を
超えると、レンジ変更を禁止してもよい。この制御機能は、たとえば選択スイッチを偶発
的に操作したことに応じてレンジ変更を偶然に実行することを防止する上で役立ち得る。
【００２５】
　車両動作パラメータは、トランスファケースの動作レンジを含んでもよい。トランスフ
ァケースが低速レンジで動作しているとき、制御システムは、アップシフト要求を含むレ
ンジ変更信号を出力するように構成してもよい。トランスファケースが高速レンジで動作
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しているとき、制御システムは、ダウンシフト要求を含むレンジ変更信号を出力するよう
に構成してもよい。
【００２６】
　レンジ変更信号は、ユーザのレンジ変更要求に応じて出力してもよい。レンジ変更要求
は、ユーザ入力を受けるレンジ変更選択手段により生成してもよい。レンジ変更選択手段
は、たとえばボタン、スイッチ、レバー、タッチスクリーン、またはセンサ等の形態を有
してもよい。択一的または追加的に、レンジ変更要求は、制御システムにより自動的に生
成してもよい。少なくとも特定の実施形態では、制御システムは、生成されたレンジ変更
要求に自動的に呼応してレンジ変更を開始する前にユーザの確認を要求してもよい。
【００２７】
　制御システムは、レンジ変更時にギアの係合を禁止するためのトランスミッション制御
信号を出力するように構成してもよい。トランスミッション制御信号は、レンジ変更が完
了するまで、駆動ギアの係合を禁止するように車両トランスミッションを制御してもよい
。トランスミッション制御信号は、レンジ変更動作中、トランスミッションをニュートラ
ル状態に維持することを支援してもよい。制御システムは、ギア選択手段をロック（固定
）または禁止するためのセレクタ制御信号を出力するように構成してもよい。ギア選択手
段は、車両トランスミッションを制御するためのスイッチ、レバー、ボタン、ダイヤル、
等のアクチュエータを含んでもよい。セレクタ制御信号は、レンジ変更中、ギア選択手段
を機械的または電気的にロックして、車両トランスミッションのユーザ制御を禁止しても
よい。
【００２８】
　本発明に係るさらに別の態様によれば、高速レンジおよび低速レンジで動作可能な車両
のトランスファケースを制御する車両制御システムが提供され、
　車両制御システムは、複数の車両システムをモニタするとともに、
・車両のトランスミッションがニュートラル状態にあること、および
・車両速度が所定の範囲内にあるか、または所定の閾値より小さいことの条件が合致した
とき、トランスファケースのレンジ変更を実行するためのレンジ変更信号を出力するよう
に構成される。
【００２９】
　車両制御システムは、レンジ変更信号を出力する前に車両速度がゼロである（車両が静
止している）ことを要求してもよい。車両制御システムは、任意的には、車両速度がダウ
ンシフト速度閾値より小さくなるか、所定範囲内に入ったとき、ダウンシフトを実行する
ように構成してもよい。車両ブレーキシステムは、たとえば１つまたはそれ以上の車輪セ
ンサから受信しデータに基づいて車両速度をモニタしてもよい。制御システムは、レンジ
変更信号を出力するように構成されたトランスファケース制御モジュールの形態を有して
もよい。
【００３０】
　車両ブレーキシステムは、レンジ変更信号に基づいて、車両ブレーキの動作を続けて制
御して、車両を静止させるか、車両速度を所定範囲内または所定閾値より小さく維持して
もよい。
【００３１】
　制御システムは、勾配、加速度、車両浸水走行状態、または位置情報の動作パラメータ
のうちの１つまたはそれ以上をモニタしてもよい。
【００３２】
　制御システムは、ギア選択手段が固定または禁止された場合、および／または車両ブレ
ーキシステムが車両速度の増大を抑制するように動作する場合、トランスファケースのレ
ンジ変更を開始するように構成してもよい。
【００３３】
　制御システムは、トランスファケースに対する入力シャフトの回転速度が所定の入力シ
ャフト速度閾値より小さい場合、レンジ変更を開始するように構成してもよい。入力シャ
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フト速度閾値は、たとえば１００回転／分、２００回転／分、または３００回転／分であ
ってもよい。シンクロナイザは、トランスファケースを道路速度に同期させ、トランスフ
ァケースおよびトランスミッションの出力シャフトの回転速度を増大させる。車両がドラ
イブに戻された後、シンクロナイザは、トランスミッションおよびドライブラインをエン
ジン速度に同期させるように、トルクコンバータを係合させてもよい。
【００３４】
　本願で説明する車両制御システムは、トランスファケース・コントローラで実現される
ものであってもよい。択一的には、車両制御システムは、複数の車両制御システムを含む
電子制御システム全体で実現されるものであってもよい。たとえば、車両ＡＢＳモジュー
ルは、レンジ変更信号に基づいて、ブレーキ制御信号を生成するように構成し、および／
またはエンジン制御モジュールは、レンジ変更信号に基づいて、パワートレイン制御信号
を生成するように構成してもよい。レンジ変更信号は、レンジ変更選択手段またはトラン
スファケース・コントローラにより通信ネットワークに出力されるものであってもよい。
【００３５】
　本発明に係るさらに別の態様によれば、上記説明した制御システムを搭載した車両が提
供される。
【００３６】
　本発明に係るさらに別の態様によれば、高速レンジおよび低速レンジで動作可能な車両
のトランスファケースを制御する方法が提供され、この方法は、
　トランスファケースのレンジ変更を実行するためのレンジ変更信号を出力するステップ
と、
　レンジ変更時に車両のブレーキを制御するためのブレーキ制御信号を生成するステップ
とを有する。
【００３７】
　ブレーキ制御信号は、レンジ変更時に車両を静止した状態に維持するように動作可能で
あり、および／またはレンジ変更時に車両速度を制御するように動作可能であってもよい
。
【００３８】
　この方法は、車両トランスミッションを制御するためのトランスミッション制御信号を
出力するステップを有してもよい。トランスミッション制御信号は、レンジ変更開始前に
車両トランスミッションをニュートラルに設定するニュートラル選択要求を含んでもよい
。トランスミッション制御信号は、レンジ変更完了後に車両トランスミッションのギアを
係合するギア選択要求を含んでもよい。
【００３９】
　この方法は、１つまたはそれ以上の車両動作パラメータをモニタするステップと、前記
１つまたはそれ以上の車両動作パラメータに基づいてレンジ変更信号を出力するステップ
とを有してもよい。この制御ストラテジは、独立して特許可能であると思料する。
【００４０】
　本発明に係るさらに別の態様によれば、高速レンジおよび低速レンジで動作可能な車両
のトランスファケースを制御する方法が提供され、この方法は、
　１つまたはそれ以上の車両動作パラメータをモニタするステップと、
　前記１つまたはそれ以上の車両動作パラメータに基づいてトランスファケースのレンジ
変更を開始するためのレンジ変更信号を出力するステップとを有する。
【００４１】
　車両動作パラメータは、車両速度および／または車両加速度を含んでもよい。レンジ変
更信号は、車両速度がアップシフト速度閾値以上であり、および／または車両加速度が加
速度閾値以上である場合、低速レンジから高速レンジへのレンジ変更を実行するアップシ
フト要求を含んでもよい。アップシフト速度閾値および加速度閾値は事前設定されたもの
であってもよい。
【００４２】
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　この方法は、車両速度がダウン速度閾値より大きい場合、ダウンシフト要求の出力を禁
止するステップを有してもよい。ダウン速度閾値は、アップシフト速度閾値と同一であっ
てもよい。択一的には、ダウン速度閾値は、アップシフト速度閾値より小さくてもよい。
たとえばアップシフト速度閾値は６０ｋｍ／時であり、ダウンシフト速度閾値は４０ｋｍ
／時であってもよい。
【００４３】
　車両動作パラメータは、トルク要求を含んでもよい。この方法は、トルク要求に基づい
て車両負荷を決定するステップを有してもよい。たとえば車両負荷は、所与のトルク要求
に対する車両の速度および／または加速度に基づいて決定してもよい。車両負荷は、車両
が坂道（登り坂または下り坂）を走行していること、および／またはトレーラが連結され
ているか否かを示すものであってもよい。レンジ変更信号は、車両負荷が所定の負荷閾値
以上でいる場合、高速レンジから低速レンジへレンジ変更を実行するためのダウンシフト
要求を有してもよい。ダウンシフト要求は、トランスファケースに直接的に送信され、ま
たはレンジ変更の実行の確認のためにドライバに出力してもよい。
【００４４】
　車両動作パラメータは、トランスファケースの入力シャフトの回転速度を含んでもよい
。この方法は、入力シャフトの回転速度が入力シャフト速度閾値より大きい場合、レンジ
変更信号の出力を禁止するステップを有してもよい。トランスファケースがシンクロナイ
ザを有さない場合、または入力シャフトの回転速度がトランスファケースの回転閾値より
大きい場合、この制御シーケンスは適当なものである。
【００４５】
　車両動作パラメータは、エンジン速度を含んでもよい。この方法は、レンジ変更時にエ
ンジン速度を制限または制御するためのパワートレイン制御信号を出力するステップを有
してもよい。この方法は、エンジン速度が所定のエンジン速度閾値より大きい場合、レン
ジ変更信号の出力を禁止するステップを有してもよい。
【００４６】
　車両動作パラメータは、トランスファケースの動作範囲を含んでもよい。すなわち、こ
の方法は、トランスファケースが現時点において高速レンジまたは低速レンジのいずれで
動作しているかを判断するステップを有してもよい。この方法は、トランスファケースが
低速レンジで動作している場合、低速レンジから高速レンジへのレンジ変更を実行するた
めのアップシフト要求を含むレンジ変更信号を出力するステップを有してもよい。反対に
、この方法は、トランスファケースが高速レンジで動作している場合、高速レンジから低
速レンジへのレンジ変更を実行するためのダウンシフト要求を含むレンジ変更信号を出力
するステップを有してもよい。
【００４７】
　レンジ変更信号は、レンジ変更要求に応じて出力されるものであってもよい。レンジ変
更要求は、自動的に、またはたとえばレンジ変更選択手段の操作に基づいてユーザ要求に
応じて生成されるものであってもよい。レンジ変更選択手段は、ボタン、スイッチ、タッ
チスクリーン、または他のヒューマン・マシン・インターフェイス（ＨＭＩ）の形態を有
するものであってもよい。
【００４８】
　この方法は、レンジ変更時にギアの係合を禁止するためのトランスミッション制御信号
を出力するステップを有してもよい。択一的または追加的には、この方法は、ギア選択手
段を固定または禁止するためのセレクタ制御信号を出力するステップを有してもよい。
【００４９】
　本発明に係るさらに別の態様によれば、高速レンジおよび低速レンジで動作可能な車両
のトランスファケースを制御する方法が提供され、この方法は、
・車両のトランスミッションがニュートラル状態にあること、および
・車両速度が所定の範囲内にあるか、または所定の閾値より小さいことの条件が合致した
とき、トランスファケースのレンジ変更を実行するためのレンジ変更信号を出力するステ
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ップを有する。
【００５０】
　この方法は、たとえば車両ブレーキシステム内の１つまたはそれ以上の速度センサを用
いて、車両速度をモニタするステップを有してもよい。この方法は、レンジ変更を実行し
ているとき、車両を静止した状態に維持するか、または車両速度を制御するように車両ブ
レーキシステムを制御するステップを有してもよい。
【００５１】
　本明細書で説明する車両制御システムは、たとえば１つまたはそれ以上の制御モジュー
ルを含む制御装置の形態を有するものであってもよい。制御モジュールはそれぞれ、互い
に独立してまたは並行して機能できる１つまたはそれ以上のプロセッサを有してもよい。
制御モジュールは、たとえば通信ネットワークを介して互いに通信するシステムアーキテ
クチャ（システム構造）内に配設してもよい。
【００５２】
　本明細書で説明する方法は、たとえば１つまたはそれ以上のマイクロプロセッサを有す
るコンピュータ装置上でコンピュータにより実行することができる。本発明に係るさらに
別の態様によれば、コンピュータ可読プログラムコードを含むコンピュータ可読記憶媒体
を有するコンピュータプログラム製品が提供され、コンピュータ上で実行されるとき、コ
ンピュータ可読プログラムコードは、上記説明した方法をコンピュータに実行させること
ができる。
【００５３】
　本明細書で用いるプロセッサの用語は、単一のプロセッサおよび複数のプロセッサの両
方を意図するものと理解されたい。たとえば本明細書で説明した処理ステップは、単一の
プロセッサまたは独立した複数のプロセッサにより実行されてもよい。プロセッサは、た
とえば車両制御システムを構成するさまざまな制御モジュールで実現することができる。
すなわち車両制御システムは、ネットワークを介して互いに通信する１つまたはそれ以上
の制御モジュールを統合した車両システムアーキテクチャに一体化することができる。制
御モジュールは、たとえばトランスファケース制御モジュール、トランスミッション制御
モジュール、ＡＢＳ制御モジュール、パワートレイン制御モジュール、ギアセレクタ制御
モジュール、計器パック制御モジュール、およびアドバンスト・地形制御モジュールのう
ちの１つまたはそれ以上の制御モジュールを有してもよい。
【００５４】
　本願の範疇において、上記段落、クレーム、および／または以下の明細書および図面に
記載された、さまざまな態様、実施形態、実施例、および択一例、特に個々の特徴物は、
独立してまたは組み合わせて採用することができる。１つの実施形態に関連して説明され
た特徴物は、その特徴物が矛盾するものでなければ、すべての実施形態に適用することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
　添付図面を参照しながら、単なる具体例として本発明に係る実施形態について以下説明
する。
【図１】本発明の実施形態による車両制御システムを搭載した車両の概略図である。
【図２】車両制御システムの動作を示す第１のブロック図である。
【図３】図２に示す制御方法（制御ストラテジ）の実施手順を示す第１のフローチャート
である。
【図４】トリガ事象に基づいた車両制御システムの動作を示す第２のブロック図である。
【図５】図４に示す制御方法（制御ストラテジ）の実施手順を示す第２のフローチャート
である。
【図６Ａ】トレーラを検知したときの車両制御システムの動作を示す第３のブロック図で
ある。
【図６Ｂ】トレーラを検知したときの車両制御システムの動作を示す第４のブロック図で
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ある。
【図７】車両の速度および加速度に基づいた車両制御システムの動作を示す第５のブロッ
ク図である。
【図８】図７に示す制御方法（制御ストラテジ）の実施手順を示す第３のフローチャート
である。
【図９】エンジン点火時の制御方法（制御ストラテジ）の実施手順を示す第４のフローチ
ャートである。
【図１０】選択された動作モードに基づいた車両制御システムの動作を示す第６のブロッ
ク図である。
【図１１】図１０に示す制御方法（制御ストラテジ）の実施手順を示す第５のフローチャ
ートである。
【発明を実施するための形態】
【００５６】
　添付図面を参照して、本発明に係る実施形態によるトランスファケース・制御モジュー
ル（ＴＣＣＭ）２を搭載した車両制御システム１について以下説明する。ＴＣＣＭ２は、
車両５のトランスファケース３を高速レンジと低速レンジの間の変更を制御するように動
作可能である。
【００５７】
　図１を参照すると、ＴＣＣＭ２およびトランスファケース３が車両５に搭載されている
。車両５は、前輪Ｗ１，Ｗ２および後輪Ｗ３，Ｗ４を有し、各車輪Ｗ１～Ｗ４に選択的に
駆動トルクを伝達することができる（車両は４輪駆動車、すなわち４ＷＤ車両である。）
。（図１では破線で示す）内燃エンジンＥは、車輪Ｗ１～Ｗ４にトルクを伝達するために
設けられている。また本発明は、１つまたはそれ以上の電気マシンを用いて車輪Ｗ１～Ｗ
４を駆動する車両（ハイブリッド電気車両（ＨＥＶ）または電気車両（ＥＶ）等）に実装
してもよい。本発明は、６つの車輪を有する車両等の他の全輪駆動車両（ＡＷＤ）に適用
してもよい。
【００５８】
　トランスファケース３は、車両５のトランスミッション７に取り付けられている。トラ
ンスファケース３は、前輪駆動（前輪プロペラ）シャフト９および前輪ディファレンシャ
ル１１を介して前輪Ｗ１，Ｗ２にトルクへトルクを伝達し、後輪駆動（後輪プロペラ）シ
ャフト１３および後輪ディファレンシャル１５を介して後輪Ｗ３，Ｗ４へトルクを伝達す
るように単一のトランスミッション出力から２つの出力に駆動力を伝達することができる
。トランスファケース３は、前輪駆動シャフト９と後輪駆動シャフト１３との間で速度差
を形成する中央ディファレンシャルを構成する。オフロードでの牽引力を支援するために
、トランスファケース３は、高速レンジ（直結駆動）および低速レンジ（減速駆動）で選
択的に動作可能なツイン速度（２速度）トランスファケース３を実現する減速ギアセット
を有する。トランスファケース３は、高速レンジと低速レンジの間を変更するための電磁
気マシン等のサーボアクチュエータを有する。サーボアクチュエータの動作は、ＴＣＣＭ
２により制御される。サーボアクチュエータは、トランスファケース３の内部または外部
に配置してもよい。
【００５９】
　トランスファケース３は、任意的には、高速レンジと低速レンジの間を動的に変更する
ことができるシンクロナイザを有してもよい。シンクロナイザを用いて、トランスファケ
ース３は、車両５が走行している間に、高速レンジと低速レンジの間を（高速レンジから
低速レンジへの変更および低速レンジから高速レンジへの変更の両方）シフト（変更）さ
せることができ（シフト・オン・ザ・フライ制御またはシフト・オン・ザ・ムーブ制御と
もいう。）、ドライバがレンジ変更を完了させるために車両を停止させる必要性を回避す
ることができる。トランスファケース３からの出力の回転速度を、トランスファケース３
の内側回転速度に一致させる。トランスファケース３は、前輪駆動シャフト９および後輪
駆動シャフト１３に直接的に接続されるため、車両の（走行）速度により決定される。ト
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ランスファケース３に対する入力シャフトの相対的な回転速度は、トランスファケース３
がトランスミッション７に同期できるように、できる限りゼロに近づける（ほぼゼロの速
度差である）ことが必要である。トランスファケース３が高速レンジから低速レンジにシ
フトする前に、トランスファケース３に対する入力シャフトの速度を実質的に小さくでき
るように、トランスミッション７は、ニュートラルを選択する必要がある。たとえば入力
シャフトが約１００回転／分であるとき、レンジを変更することができる。シンクロナイ
ザは、トランスファケース３とトランスミッション７の出力シャフトが車両速度で回転す
るようにトランスファケース３の回転速度を増大させることができる。「ドライブ」およ
びギアの再係合へのシフトは、車両速度へのエンジン速度の同期という観点からトルクコ
ンバータを用いて処理される。
【００６０】
　先行技術の構成では、ドライバは、トランスファケースの高速レンジから低速レンジに
変更する前に、まずトランスミッション７をニュートラルに係合する必要がある。トラン
スファケース３がシンクロナイザを有さない場合、静的な変更のみを実行することができ
る。換言すると、車両５は、高速レンジと低速レンジの間で変更できる前に、車両５を停
止させる必要がある。本発明は、シンクロナイザの有するか否かによらず、トランスファ
ケース３に適用され、静的または動的なシフトを実行するように構成された制御ストラテ
ジ（制御方法）について以下説明する。少なくとも特定の実施形態において、車両制御シ
ステム１は、トランスファケースの自律型または半自律型の変更を実現することができる
。
【００６１】
　ドライバがレンジ変更を要求できるように、レンジ変更セレクタ２１が配設される。起
動されると、レンジ変更セレクタ２１は、レンジ変更要求信号を生成し、車両通信ネット
ワーク２３に送信される。本実施形態では、レンジ変更セレクタ２１は、レンジ変更を選
択するためにドライバが押すことができるボタンの形態を有する選択手段を含む。理解さ
れるように、選択手段は、スイッチ、レバー、静電容量センサ、またはタッチスクリーン
・インターフェイスに表示される仮想的なセレクタ等の他の形態であってもよい。本実施
形態において、選択手段は、重複的な制御部を提供する一連のステアリングホイール制御
部を有する。ステアリングホイール制御部によれば、ドライバは、ステアリングホイール
から手を離すことなく、レンジ変更を実行することができる。択一的または追加的には、
選択手段は、ダッシュボードまたは中央コンソールの上に配置することもできる。
【００６２】
　ＴＣＣＭ２は、車両通信ネットワーク２３を介して他の車載電子モジュールからデータ
信号を受信する。とりわけＴＣＣＭ２は、車両およびそのさまざまなシステムの動的状態
を示す車両動作パラメータを受信するように構成されている。ＴＣＣＭ２は、通信ネット
ワーク２３を介して他のモジュールと通信して、トランスファケースのレンジ変更を行う
ために制御ストラテジを実行する。ＴＣＣＭ２は、通信ネットワーク２３からデータを受
信し、通信ネットワークに送信する。たとえばＴＣＣＭ２は、次の１つまたはそれ以上の
ネットワーク信号を通信ネットワークに送信することができる
（ａ）たとえばレンジ変更要求に基づいて、レンジ変更の要求があったことを示す変更通
知信号；
（ｂ）行われようとしているレンジ変更が静的変更であるか、または動的変更であること
を示す変更特定信号；
（ｃ）レンジ変更を初期化するための変更初期化信号；
（ｄ）レンジ変更が完了したことを示すレンジ変更完了信号；または
（ｅ）車両５に搭載された他のモジュールからの異なる反応を要求する任意の他の状態。
【００６３】
　ＴＣＣＭ２は、通信ネットワーク２３を介して車両動作パラメータにアクセスして、車
両システムの現在の状況および／または車両５の動的な動作パラメータを決定する。たと
えばＴＣＣＭ２は、車両速度データにアクセスして、試みられたレンジ変更が静的なもの
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か、動的なものかを示す変更特定信号を修正する。トランスファケース３がシンクロナイ
ザを有さないとき、ＴＣＣＭ２は、車両５が移動中であるとき、レンジ変更が実行できな
いと判断して、要求されたレンジ変更は実行できないこと、任意的には車両５をリセット
する必要があることをドライバに通知するために、計器パック制御モジュール３３への通
知を出力する。同様に、トランスファケース３がシンクロナイザを有するが、車両速度が
所定のレンジ変更閾値より大きいとＴＣＣＭ２が判断したとき、要求されたレンジ変更は
実行できないこと、任意的には車両５を減速する必要があることをドライバに通知するた
めに、計器パック制御モジュール３３への通知を出力する。レンジ変更をうまく（成功裡
に）実行するために動作する車両モジュールは、
・トランスミッション７を制御するためのトランスミッション制御モジュール（ＴＣＭ）
２５と、
・全輪および後輪の摩擦ブレーキを制御するためのアンチロックブレーキシステム（ＡＢ
Ｓ）制御モジュール２７と、
・パワートレインを制御するためのパワートレイン制御モジュール（ＰＣＭ）２９と、
・ドライバのギア選択を制御するためのギアセレクタ制御モジュール（ＧＳＭ）３１と、
・ドライバへの情報を制御するための計器パック制御モジュール（ＩＰＣＭ）３３と、
・車両５の動的動作パラメータを制御するためのアドバンスト・地形制御モジュール（Ａ
ＴＣＭ）３５とを含む。
【００６４】
　ＴＣＣＭ２に実施される制御ストラテジは、図２の第１のブロック図に示されている。
（Ａ１において）ドライバ要求に応じてレンジ変更セレクタ２１からレンジ変更要求信号
を受信する。（Ａ２において）通信ネットワーク２３を介してレンジ変更要求信号を受信
したとき、ＴＣＭ２５および／またはＧＳＭ３１は、トランスミッション７がニュートラ
ルであることを要求し、ＧＳＭ３１はギア選択を禁止し、ＰＣＭ２９はスロットルペダル
入力を禁止し、ＡＢＳ制御モジュール２７は、ブレーキを掛け、および／または車輪速度
を制御する。（Ａ３において）トランスファケース３はレンジ変更を実行する。（Ａ４に
おいて）ＴＣＭ２５は適当なギアに係合し、ＧＳＭ３１はギア選択を可能にし、ＰＣＭ２
９はスロットルペダル入力を入力可能にする。このとき（Ａ５において）ギア選択は完了
する。
【００６５】
　少なくとも特定の実施形態において、ＴＣＣＭ２は、レンジ変更セレクタ２１が起動さ
れたとき、いくつかの条件を実行することにより、レンジ変更を実行するためのドライバ
入力を低減するように動作可能である。以下説明するように、通信ネットワーク２３を介
してレンジ変更要求信号を受信したとき、ＴＣＣＭ２は、レンジ変更が可能か否かを判断
するために、車両動作パラメータをチェックする。動作パラメータが所定の条件に合致す
るとき、ＴＣＣＭ２は、レンジ変更が要求されたことを示す変更通知信号を出力する。Ｇ
ＳＭ３１は、ドライバがトランスミッションのギアを選択するためのギアレバー、パドル
、ロータリダイヤル等のセレクタ（選択手段）を有する。ＧＳＭ３１は、たとえばレバー
とともにステアリングホイールに取り付けられたパドルを有し、重複的な制御部を有して
もよい。
【００６６】
　これらの複数の電子モジュールは、ＴＣＣＭ２から出力されたネットワーク信号に基づ
いて、関連するシステムを制御するように構成されている。変更通知信号を受信すると、
関連する複数の車両モジュールは、トランスファケース３がレンジ変更をうまく（成功裡
に）実行することができるように、一連の動作を実行するように動作可能となる。図３に
示すように、通信ネットワーク２３を介して変更通知信号を受信した時、これらの複数の
電子モジュールは、以下の制御ストラテジを実行する。
ａ．［ステップ６において］トランスミッション制御モジュール（ＴＣＭ）２５は、レン
ジ変更に必要なようにトランスミッション７をニュートラルに係合するように制御する。
ｂ．［ステップ４において］ＡＢＳ制御モジュール２７は、車両のロールアウェイを防止
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するために車両ブレーキを掛け、または車輪速度を制御する。
ｃ．［ステップ７において］パワートレイン制御モジュール（ＰＣＭ）２９は、スロット
ル入力を禁止する。
ｄ．［ステップ５において］ギアセレクタ制御モジュール（ＧＳＭ）３１はシフト変更を
固定または禁止する。
ｅ．［ステップ８において］計器パック制御モジュール（ＩＰＣＭ）３３は、レンジ変更
を示すドライバ通知を出力する。
【００６７】
　これらのステップがうまく（成功裡に）完了した場合のみ、トランスファケース・制御
モジュール（ＴＣＣＭ）２は、レンジ変更を実行する。この制御ストラテジは、たとえば
レンジ変更中に車両がロールアウェイ等の予想外に動作する可能性を排除するために、上
記動作は経時的に順序立てて実行される。シンクロナイザを有さないトランスファケース
３が行うすべてのレンジ変更、および車両５が静止しているときにシンクロナイザを有す
るトランスファケース３が行うすべてのレンジ変更において、静的シフトの制御ストラテ
ジが実行される。静的および動的なシフトの両方の制御ストラテジについて、以下詳細に
説明する。
【００６８】
［静的なシフト（車両が静止）］
　図３に示す第１のフローチャート１００を参照しながら、静的なレンジ変更を実行する
ための制御ストラテジについて以下説明する。レンジ変更が低速レンジから高速レンジへ
のレンジ変更であるか、高速レンジから低速レンジへのレンジ変更であるかに拘わらず、
制御ストラテジは同一のものである。
【００６９】
ｉ）［ステップ１において］ＴＣＣＭ２は、レンジ変更セレクタ２１からレンジ変更要求
を受信する。ＴＣＣＭ２は、現時点での車両状況がレンジ変更を実行する上で適当である
か否かを評価する。たとえば車両５が走行中である場合等、車両５が適当な車両状況にな
い場合、［ステップ３において］ＩＰＣＭ３３は、レンジ変更が実行できないことを通報
するために、計器クラスタ上で表示するメッセージを出力する。ＴＣＣＭ２は、レンジ変
更が実行可能であると判断した場合、変更通知信号を通信ネットワーク２３に出力する。
実際には、［ステップ２において］車両が静的なレンジ変更を完了しようとしていること
を示すために、通信信号の値を変更することにより、変更通知信号が生成される。
【００７０】
ii）［ステップ４において］ＡＢＳ制御モジュール２７は、通信ネットワーク２３を介し
て変更通知信号を受信し、ヒルホールド機能（坂道発進補助機能）を起動して、たとえば
トランスミッション７がニュートラルを選択したとき、レンジ変更中に車両５がロールア
ウェイすることを防止する。ＡＢＳ制御モジュール２７は、ヒルホールド通知信号を通信
ネットワーク２３に出力する。
【００７１】
iii)［ステップ５において］ＧＳＭ３１は、変更通知信号を受信すると、機械的にまたは
ソフトウェアを用いて、ギアセレクタを固定（ロック）し、レンジ変更中にドライバがト
ランスミッション７のギアを係合（操作）することを防止する。ＧＳＭ３１は、ギアセレ
クタ固定通知信号を通信ネットワーク２３に出力する。［ステップ４において］ＡＢＳ制
御モジュール２７がヒルホールド機能を起動すると同時に、ＧＳＭ３１はギアセレクタを
固定してもよい。
【００７２】
iv）［ステップ６において］トランスミッション制御モジュール（ＴＣＭ）２５は、変更
通知信号およびギアセレクタ固定通知信号を受信すると、ニュートラルに係合する。ＴＣ
Ｍ２５は、ニュートラル係合通知信号を通信ネットワーク２３に出力する。
【００７３】
ｖ）［ステップ７において］パワートレイン制御モジュール（ＰＣＭ）２９は、変更通知
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信号およびニュートラル係合通知信号を受信すると、スロットル入力を禁止する。
【００７４】
vi）［ステップ９において］ＴＣＣＭ２は、すべての電子制御モジュールをチェックして
、レンジ変更の前提条件を満たすことを確認する。レンジ変更の前提条件を満たす場合、
［ステップ１０において］ＴＣＣＭ２は、トランスファケース３のサーボモータの動作を
制御する制御信号を出力することにより、レンジ変更を完了する。ＴＣＣＭ２は、初期化
信号を通信ネットワーク２３に出力する。
【００７５】
vii)ＴＣＣＭ２は、レンジ変更が完了すると、レンジ変更完了信号を出力する。［ステッ
プ１１において］トランスミッション制御モジュール（ＴＣＭ）２５は、レンジ変更完了
信号に基づいて、新しいレンジのための正しいギアに係合し、またはレンジ変更シフトが
初期化される前の状態に戻す。
【００７６】
viii)安全機能特性として、［ステップ１２において］レンジ変更が完了されると、ＡＢ
Ｓ制御モジュール２７は、車両がロールアウェイしないように、ヒルホールド支援機能を
解除しない。
【００７７】
ix）レンジ変更完了信号を受信すると、［ステップ１３において］ＰＣＭ２９はスロット
ル入力の禁止を解除する。
【００７８】
ｘ）レンジ変更完了信号を受信すると、［ステップ１４において］ＧＳＭ３１はギアセレ
クタの固定を解除する。
【００７９】
xi）［ステップ１５において］ＩＰＣＭ３３は、要求されたレンジ変更が完了したこと、
および新しく選択されたレンジをドライバに通知するために計器クラスタ上でメッセージ
を表示するための通知信号を出力する。ＡＢＳ制御モジュール２７は、ドライバがスロッ
トルペダルを踏み込んだとき、ヒルホールド支援機能を解除する。
【００８０】
［動的なシフト（車両が走行中）］
　動的なレンジ変更を実行するための制御ストラテジについて以下説明する。レンジ変更
が低速レンジから高速レンジへのレンジ変更であるか、高速レンジから低速レンジへのレ
ンジ変更であるかに拘わらず、制御ストラテジは同一のものである。
【００８１】
ｉ）［ステップ１において］ＴＣＣＭ２は、レンジ変更セレクタ２１からレンジ変更要求
を受信する。ＴＣＣＭ２は、現時点での車両状況がレンジ変更を実行する上で適当である
か否かを判断する。たとえば車両速度が低速レンジ動作閾値より大きい場合等、車両５が
適当な状況にない場合、［ステップ３において］ＩＰＣＭ３３は、レンジ変更が実行でき
ないことをドライバに通報するために、計器クラスタ上で表示するメッセージを出力する
。ＴＣＣＭ２は、レンジ変更が実行可能であると判断した場合、変更通知信号を通信ネッ
トワーク２３に出力する。実際には、［ステップ２において］車両が動的なレンジ変更を
完了しようとしていることを示すために、通信信号の値を変更することにより、変更通知
信号が生成される。
【００８２】
ii）［ステップ４において］ＡＢＳ制御モジュール２７は、通信ネットワーク２３を介し
て変更通知信号を受信し、車両５が加速しないように制御ストラテジを起動する。
【００８３】
iii)［ステップ５において］ＧＳＭ３１は、変更通知信号を受信し、加速が禁止されたこ
とを確認すると、機械的にまたはソフトウェアを用いて、ギアセレクタ（シフタ）固定（
ロック）し、レンジ変更中にドライバがトランスミッション７のギアを係合（操作）する
ことを防止する。ＧＳＭ３１は、ギアセレクタ固定通知信号を通信ネットワーク２３に出
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力する。
【００８４】
iv）［ステップ６において］トランスミッション制御モジュール（ＴＣＭ）２５は、変更
通知信号およびギアセレクタ固定通知信号を受信すると、ニュートラルに係合する。ＴＣ
Ｍ２５は、ニュートラル係合通知信号を通信ネットワーク２３に出力する。
【００８５】
ｖ）［ステップ７において］パワートレイン制御モジュール（ＰＣＭ）２９は、変更通知
信号およびニュートラル係合通知信号を受信すると、スロットル入力を禁止する。
【００８６】
vi）［ステップ９，１０において］ＴＣＣＭ２は、すべての電子制御モジュールをチェッ
クして、レンジ変更の前提条件を満たすことを確認し、レンジ変更の前提条件を満たす場
合、トランスファケース３のサーボモータの動作を制御する制御信号を出力することによ
り、レンジ変更を完了する。ＴＣＣＭ２は、初期化信号を通信ネットワーク２３に出力す
る。
【００８７】
vii)ＴＣＣＭ２は、レンジ変更が完了すると、レンジ変更完了信号を出力する。［ステッ
プ１１において］トランスミッション制御モジュール（ＴＣＭ）２５は、レンジ変更完了
信号に基づいて、新しいレンジのための正しいギアに係合し、またはレンジ変更シフトが
初期化される前の状態に戻す。
【００８８】
viii)［ステップ１２において］ＡＢＳ制御モジュール２７は、ドライバがスロットルペ
ダル入力またはブレーキペダル入力のいずれかを用いて介入するまで車輪速度を制御し続
ける。
【００８９】
ix）レンジ変更完了信号を受信すると、［ステップ１３において］ＰＣＭ２９はスロット
ル入力の禁止を解除する。
【００９０】
ｘ）レンジ変更完了信号を受信すると、［ステップ１４において］ＧＳＭ３１はギアセレ
クタの固定を解除する。
【００９１】
xi）［ステップ１５において］ＩＰＣＭ３３は、要求されたレンジ変更が完了したこと、
および新しく選択されたレンジをドライバに通知するために計器クラスタ上でメッセージ
を表示するための通知信号を出力する。
【００９２】
　車両５が動的レンジ変更中に静止した場合、当初、動的シフトを示していた通信信号は
、車両を安定させ、車両のロールアウェイを防止するために静的シフトストラテジを実行
すべきであることを反映するような値に変更される。
【００９３】
　トランスファケースのレンジ変更は、車両が立ち往生し、ロールアウェイし、制御を失
うことを防止するために特定の状況下で禁止することができる。たとえば、浸水しながら
走行しているとき（浸水走行中）、車両が水中で立ち往生して止まってしまうことを防止
し、吸気口内への浸水を防止する車両フロント部分に生じる波を排除するために、動的シ
フトを禁止することができる。さらにＡＢＳ制御モジュール２７を利用することにより、
オーバーヒート事象を引き起こす可能性があるので、ブレーキ温度が高くなったとき（た
とえば高速で走行している時および／または坂道を下っている時）、動的シフトを禁止す
ることができる。動的シフトを禁止することができる。安定性喪失を防止し、および／ま
たは車両ドライブラインにおける意図しないノイズ・パブレーション・ハーシュネス（Ｎ
ＶＨ）効果を防止するために、（校正可能な制限値を超えて）ディファレンシャルを固定
した場合、動的シフトを禁止することができる。
【００９４】
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［レンジ変更の記録要求および長押し機能］
　トランスファケース・制御モジュール（ＴＣＣＭ）２は、レンジ変更セレクタ２１と協
働して、たとえばレンジ変更を開始するタイミングおよび／またはトリガ事象（起動事象
）を制御するための追加的な機能を提供することができる。少なく利根特定の実施形態で
は、ドライバは、独立した制御媒体を用いてレンジ変更を起動するように、レンジ変更セ
レクタ２１を設定することができる。たとえばＴＣＣＭ２は、所定の時間が経過した後に
、または１つまたはそれ以上の車両の動的パラメータが合致したときにレンジ変更を実行
するように構成することができる。
【００９５】
　この制御ストラテジは、図２および図３を参照して上記説明した一般的な制御ストラテ
ジとは独立して、またはこれらと組み合わせて実行することができる。この動作モードは
、顧客が介入することなく（自動的に）新たなレンジに係合する機能を有する車両５にお
いて実行することができる。レンジ変更セレクタ２１は、１次的および２次的に機能を提
供することができる。１次的機能および２次的機能により実行される事象の異なるシーケ
ンスは、トランスファケースの現時点の動作レンジに固有のものであり、ＴＣＣＭ２の応
答は、現時点で高速レンジにあるか、低速レンジにあるかで異なる。択一的または追加的
に、ＴＣＣＭ２は、別のトリガ事象に基づいて、トランスファケースのレンジ変更を開始
するように設定することができる。
【００９６】
　ＴＣＣＭ２の設定後、レンジ変更を行うように実行される制御ストラテジが、図４に示
す第２のブロック図に図示されている。（Ｂ１において）ＴＣＣＭ２は、レンジ変更する
ように設定され、たとえば「レンジ変更の設定」というメッセージを表示して、（Ｂ２に
おいて）計器パック制御モジュール（ＩＰＣＭ）３３にドライバへの指示が出力される。
その後（Ｂ３において）ドライバが操作するステアリングホイールに取り付けられた制御
部により、レンジ変更を起動することができる。（Ｂ４において）トランスファケース３
は、ドライバ要求に応じてレンジ変更を行い、（Ｂ５において）レンジ変更が完了する。
【００９７】
　本実施形態において、１次的機能および２次的機能は、ボタンが押下された時間（押下
時間）に基づいて選択される。押下時間は、ＴＣＣＭ２によりモニタされ、検出された押
下時間に基づいて異なる制御ストラテジが実行される。とりわけ押下時間は、たとえば１
秒、２秒、３秒またはそれ以上の校正可能な所定の第１の時間と比較される。押下時間が
第１の時間より短い場合、１次的機能が選択される。押下時間が第１の時間より長い場合
、２次的機能が選択される。たとえばステアリングホイール制御部上に独立したキャンセ
ル機能を設けることができる。レンジ変更セレクタ２１は、任意的には、所定の最大時間
より長くボタンを押し続けると、１次的機能および２次的機能をキャンセルするように構
成することができる。（たとえば車両内の物体がレンジ変更セレクタ２１の上に落下した
ことに起因する）偶発的な操作を避けるために、レンジ変更セレクタ２１は、任意的には
、ボタンが最小時間より長い時間押下された場合にのみ１次的機能を選択するように構成
してもよい。
【００９８】
　１次的機能は、図３を参照して上記説明した制御ストラテジに基づいてレンジ変更を開
始することを含む。２次的機能は、１つまたはそれ以上の基準を満たしたとき、レンジ変
更を開始するためにＴＣＣＭ２を準備するように設定することを含む。２次的機能が選択
されたとき、車両のヒューマン・マシン・インターフェイス（ＨＭＩ）は、（たとえばＩ
ＰＣＭ３３上に）「設定（準備）」状態信号を表示することができ、任意的には低速レン
ジ選択ライトが断続的に明滅する。任意的には、レンジ変更セレクタ２１は、特定の条件
が所定の時間内に合致しない場合、２次的機能を自動的にキャンセルするように構成する
ことができる。
【００９９】
　１次的機能は、過度に遅延することなく（要求された車両動作パラメータが合致したか
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否かに依存して）、レンジ変更を行うように制御ストラテジを実行する。とりわけＴＣＣ
Ｍ２は、通信ネットワーク２３に出力されたデータにアクセスすることにより、車両５の
状態をチェックし、車両５が（上述のように）適当な状態にある場合には、変更通知信号
を通信ネットワーク２３に出力する。
【０１００】
　図５に示す第２のフローチャート２００を参照すると、［ステップ２０１において］２
次的機能は、レンジ変更を行うためにＴＣＣＭ２を準備するように設定するステップを有
する。２次的機能により実行される制御ストラテジは、トランスファケースの現時点の動
作レンジ、すなわち［ステップ２０３の］高速レンジであるか、［ステップ２０２の］低
速レンジであるかに依存する。２次的機能は、［ステップ２０６の］所定時間が経過した
とき、および／または［ステップ２０５の］車両速度が所定の速度閾値より大きい／小さ
いときにレンジ変更を開始するステップを有する。択一的には、レンジ変更は、［ステッ
プ２０４において］シンクロナイザの有無に拘わらず、高速レンジまたは低速レンジで起
動することができる。この構成において、［ステップ２０８において］ドライバは、たと
えばステアリングホイール制御部の形態を有する２次的な入力手段を用いて、レンジ変更
を実行することができる。シンクロナイザの有無によらず、トランスファケースのさまざ
まな制御ストラテジについて以下説明する。
【０１０１】
　１次的機能および２次的機能は、異なる技術を用いて選択することができる。たとえば
レンジ変更セレクタ２１は、１次的機能および２次的機能のそれぞれに個別の選択手段を
有してもよい。たとえばレンジ変更セレクタ２１は、１次的機能および２次的機能のそれ
ぞれを選択するための第１および第２のボタンまたはスイッチを有してもよい。択一的に
は、１次的機能および２次的機能は、選択手段の変位または移動に基づいて、もしくはユ
ーザが加えた作動のための力に基づいて選択することができる。さらなる択一例は、ドラ
イバはレンジ変更を要求するが、所定の動作条件が合致せず、レンジ変更セレクタ２１は
レンジ変更を実行できないと判断した場合、２次的機能を選択することを含む。
【０１０２】
［高速レンジでの車両動作］
　トランスファケース３がレンジを下げるためのシンクロナイザを有さない場合（車両が
静止した状態で静的なレンジ変更を必要とする場合）、２次的機能は、以下のステップを
有する。
１．車両５が速度条件を満たす場合、［ステップ２０６において］車両５が所定時間内に
レンジを自動的に変更できるようにタイムラッチ（時間的なレンジ変更の防止）を実行す
るステップ。
　所定時間は、たとえば（ＨＭＩを介して）ドライバにより校正可能であり、または（当
初の装置製造者ＯＥＭにより）事前に設定可能なものである。
２．［ステップ２０７において］レンジ変更が実行されるまでの任意の時間ポイントで、
速度条件が合致したとき（すなわち車両速度がゼロであるとＴＣＣＭ２が判断したとき）
、レンジを変更する準備状態に車両を維持するように永続的なラッチ（永続的なレンジ変
更の防止）を実行するステップ。
　たとえば選択プロセスを反復することにより、ラッチ（レンジ変更の防止）をキャンセ
ルまたは解除することができる。
【０１０３】
　トランスファケース３がレンジを下げるためのシンクロナイザを有する場合（「シフト
・オン・ザ・フライ」動的レンジ変更が可能な場合）、２次的機能は、以下のステップを
有する。
１．［ステップ２０６において］車両５が所定時間内にレンジを自動的に変更するように
タイムラッチ（時間的なレンジ変更の防止）を実行するステップ。
　所定時間は、たとえば（ＨＭＩを用いて）ドライバにより校正可能であり、（当初の装
置製造者ＯＥＭにより）事前に設定可能なものであり、択一的には表示するためにＩＰＣ
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Ｍ３３に出力する。
２．［ステップ２０５において］設定速度が確定したとき、車両がレンジを変更するよう
に速度ラッチ（速度によるレンジ変更の防止）を実行するステップ。
　この速度は、［ステップ２１１において］ＨＭＩを介して設定することができる。特に
ドライバは、［ステップ２１５において］車両の±（プラスマイナス式）のクルーズ制御
セレクタ、ＨＭＩ、専用設定速度の±（プラスマイナス式）の制御部を用いて設定速度を
定義することができる。低速レンジから高速レンジへの移行は、車両速度が第１の（アッ
プシフト）速度閾値以上である場合に実行することができ、高速レンジから低速レンジへ
の移行は、車両速度が第２の速度閾値以下である場合に実行することができる。第１の速
度閾値は、第２の速度閾値より小さくてもよい。たとえば第１の速度閾値は、３０マイル
／時であり、第２の速度閾値は、５０マイル／時であってもよい。第１および第２の速度
閾値は、任意的には、ＯＥＭにより事前に設定することができ、またはユーザにより定義
することができる。
【０１０４】
［低速レンジでの車両動作］
　トランスファケース３が高速レンジへのシンクロナイザを有さない場合（車両を静止さ
せて静的なレンジ変更を必要とする場合）、２次的機能は、以下のステップを有する。
１．車両が速度条件を満たすときレンジを自動的に変更できるようにタイムラッチ（時間
的なレンジ変更の防止）を実行するステップ。
　この時間は、たとえば（ＨＭＩを用いて）ドライバにより校正可能であり、または（Ｏ
ＥＭにより）事前に設定可能なものである。
２．［ステップ２０７において］レンジ変更が実行されるまでの任意の時間ポイントで、
速度条件が合致したとき、レンジを変更する準備状態に車両を維持するように永続的なラ
ッチ（永続的なレンジ変更の防止）を実行するステップ。
　たとえば選択プロセスを反復することにより、ラッチ（レンジ変更の防止）をキャンセ
ルまたは解除することができる。
【０１０５】
　トランスファケース３が高速レンジへのシンクロナイザを有する場合（「シフト・オン
・ザ・フライ」動的レンジ変更が可能な場合）、２次的機能は以下のステップを有する。
１．［ステップ２０６において］車両５が所定時間内にレンジを自動的に変更するように
タイムラッチを実行するステップ。
　所定時間は、たとえば（ＨＭＩを用いて）ドライバにより校正可能であり、（たとえば
ＯＥＭにより）事前に設定可能なものであり、択一的には表示するためにＩＰＣＭ３３に
出力する。
２．［ステップ２０５において］設定速度が確定したとき、車両がレンジを変更するよう
に速度ラッチ（速度によるレンジ変更の防止）を実行するステップ。
　この速度は、［ステップ２１１において］ＨＭＩを介して、たとえばクルーズ制御部の
設定速度および／または自動速度制限部の設定速度を設定するためのステアリングホイー
ルに取り付けられた制御部を用いて設定することができる。
【０１０６】
　ＴＣＣＭ２は、［ステップ２１３において］関連条件が合致したとき、要求されたレン
ジ変更を実行するために、トランスファケース３を制御するための制御信号を出力する。
ＴＣＣＭ２は、関連条件が合致した場合、さらにドライバから入力がなくてもレンジ変更
を実行することができる。択一的には、関連条件が合致した場合、ＴＣＣＭ２は、レンジ
変更を実行する必要がある旨のドライバからの認証を求める質問を出力することができる
。
【０１０７】
　１次的機能および２次的機能は、アクチュエータがたとえば係止部に対して所定位置に
維持される時間に基づいて選択することができる。１次的機能は、アクチュエータを所定
位置に設定することにより選択することができ、２次的機能は、上述の第１の時間より長
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い時間、アクチュエータを所定位置に保持することにより洗濯することができる。アクチ
ュエータは、所定位置から離れた位置（たとえばニュートラル位置）にばね付勢すること
ができる。アクチュエータは、たとえばレバー、スイッチ、またはロータリノブであって
もよい。
【０１０８】
　理解されるように、少なくとも特定の実施形態では、レンジ変更セレクタ２１は、たと
えばボタン等の単一の選択デバイスを用いて、選択すべき１次的機能および２次的機能の
両方を実行することができる。この両方の機能は、択一的には、タッチスクリーン、タッ
チパネル、またはロータリセレクタ等のさらなる制御デバイスを用いて補完することがで
きる。たとえばレンジ変更セレクタ２１は、関連する機能性を校正するために、制御スク
リーンを起動するように構成することができる。たとえば制御スクリーンは、ディファレ
ンシャルの固定トルクを調整することができる。スライダ・オンスクリーン・ディスプレ
イ（または他のソフトウェア入力デバイス）を用いて、固定トルクを調整することができ
る。この機能は、上述の他の技術とは独立して特許可能であると思料する。
【０１０９】
［トレーラ牽引モード・インターフェイスおよびヒル・クライム支援］
　トランスファケース・制御モジュール（ＴＣＣＭ）２は、トレーラ牽引モードおよび／
またはヒル・クライム支援機能を提供するように動作することができる。少なくとも特定
の実施形態において、この動作モードは、車両５にトレーラを連結した状態で作動させる
とき、または坂道を上っていくとき、ドライバの制御を改善することができる。トレーラ
ソケットが車両に連結されたとき、トレーラ連結信号が通信ネットワーク２３に出力され
る。ＴＣＣＭ２は、トレーラ連結信号をチェックして、トレーラが連結されたと判断した
場合、トランスファケースの低速レンジに移行するようにドライバ示唆を生成する。ドラ
イバ示唆は、通信ネットワーク２３に出力され、たとえばＩＰＣＭ３３に表示することが
できる。ドライバは、たとえばレンジ変更セレクタ２１またはステアリングホイール制御
部を操作することにより、この推奨（示唆）を受諾または却下することができる。逆に、
トレーラが離脱すると、ＴＣＣＭ２は、トランスファケースの高速レンジに係合するよう
に推奨信号を出力する。同様に、この推奨は、ＩＰＣＭ３３に表示するために、通信ネッ
トワーク２３に出力される。
【０１１０】
　車両５が静止しているときにＴＣＣＭ２により実行される制御ストラテジが、図６Ａの
第３のブロック図に図示されている。（Ｃ１において）ＴＣＣＭ２は、トレーラが車両５
に連結されていることを示すトレーラ連結信号を通信ネットワーク２３において検知する
。（Ｃ２において）ＴＣＣＭ２は、ＩＰＣＭ３３にドライバへの示唆を出力し、たとえば
「トレーラを検出、低速レンジ適用の推奨」といったメッセージを表示する。（Ｃ３にお
いて）ドライバは、たとえばステアリングホイール制御部に配設されたレンジ変更セレク
タ２１を用いて、高速レンジから低速レンジへのレンジ変更を実行することができる。（
Ｃ４において）ＴＣＣＭ２は、車両速度を継続してモニタし、一定の速度が検出されると
、ＩＰＣＭ３３にドライバへの示唆を出力し、たとえば「完全に離脱させよ。高速レンジ
適用の推奨」といったメッセージを表示する。このとき（Ｃ５において）ドライバは、レ
ンジ変更セレクタ２１を用いて、低速レンジから高速レンジへのトランスファケースのレ
ンジ変更を実行することができる。
【０１１１】
　車両５が走行しているときにＴＣＣＭ２により実行される制御ストラテジが、図６Ｂの
第４のブロック図に図示されている。（Ｄ１において）ＴＣＣＭ２は、トレーラが車両５
に連結されていることを示すトレーラ連結信号を通信ネットワーク２３において検知する
。（Ｄ２において）ＴＣＣＭ２は、ドライバに停車させて、校正可能な転がり抵抗を牽引
するために低速レンジに係合するようにドライバ示唆を出力する。このとき（Ｄ３におい
て）ドライバは、車両５が停車した時、たとえばステアリングホイールに設置されたレン
ジ変更セレクタ２１を用いて、高速レンジから低速レンジへのレンジ変更を実行すること
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ができる。（Ｄ４において）ＴＣＣＭ２は、車両速度を継続してモニタし、一定の速度が
検出されると、ＩＰＣＭ３３にドライバへの示唆を出力し、たとえば「完全に離脱させよ
。高速レンジ適用の推奨」といったメッセージを表示する。このとき（Ｄ５において）ド
ライバは、レンジ変更セレクタ２１を用いて、低速レンジから高速レンジへのトランスフ
ァケースのレンジ変更を実行することができる。
【０１１２】
（Ａ１において）ドライバ要求に応じてレンジ変更セレクタ２１からレンジ変更要求信号
を受信する。（Ａ２において）通信ネットワーク２３を介してレンジ変更要求信号を受信
したとき、ＴＣＭ２５および／またはＧＳＭ３１は、トランスミッション７がニュートラ
ルであることを要求し、ＧＳＭ３１はギア選択を禁止し、ＰＣＭ２９はスロットルペダル
入力を禁止し、ＡＢＳ制御モジュール２７は、ブレーキを掛け、および／または車輪速度
を制御する。（Ａ３において）トランスファケース３はレンジ変更を実行する。（Ａ４に
おいて）ＴＣＭ２５は適当なギアに係合し、ＧＳＭ３１はギア選択を可能にし、ＰＣＭ２
９はスロットルペダル入力を入力可能にする。このとき（Ａ５において）ギア選択は完了
する。
【０１１３】
　任意的には、ＴＣＣＭ２がドライバに高速レンジへの係合を示唆するときの校正可能な
速度閾値を設定することができる。ＴＣＣＭ２は、たとえば車両速度をモニタし、車両５
が一定速度で走行している場合、または低速レンジがもはや必要ではないと検知されるの
に十分に車速が大きくなったとき、ドライバへの示唆を出力する。ステアリングホイール
に取り付けられた制御部を用いて、またはレンジ変更セレクタ２１を用いて、速度閾値を
設定することができる。この機能は、上記説明した低速レンジのＶｍａｘアップシフトに
も採用することができる。
【０１１４】
　この制御ストラテジは、図２および図３を参照して上記説明した一般的な制御ストラテ
ジとは独立して、またはこれらと組み合わせて実行することができる。ＴＣＣＭ２は、ト
レーラが車両５に連結されていることを示すトレーラ連結信号の有無を通信ネットワーク
２３においてチェックする。択一的には、ＴＣＣＭ２（またはその他の制御ロジック）は
、走行のために大きなトルクが必要であるか否かを判断するために、パワートレインのト
ルク、車両の向き、および車両の加速度のうちの1つまたはそれ以上をモニタしてもよい
。大きなトルク要求はそれ自体で、車両５がトレーラを牽引していることを示す適当な示
唆を提供することができる。
【０１１５】
　ＴＣＣＭ２は、正の牽引信号またはパワートレインに対する過度に重い負荷を検出した
とき、改善された車両制御を提供するためにトランスファケースの低速レンジに係合する
ことを推奨するドライバ示唆を出力する。ドライバ示唆は、たとえば高レベル表示フロン
ト（ＨＬＤＦ）またはＩＰＣＭ３３を介したメッセージとしてドライバに出力することが
できる。ドライバ示唆に呼応して、ドライバは、ステアリングホイールに取り付けられた
制御部またはレンジ変更セレクタ２１のいずれかを利用して（上述の１次的機能または２
次的機能を用いて）レンジ変更を実行することができる。レンジ変更機能は、ドライバが
ステアリングホイールに取り付けられた制御部またはレンジ変更セレクタ２１を用いるか
に拘わらず、レンジ変更を実行する上で同一のものである。たとえばステアリングホイー
ル制御部を用いて、メッセージを却下することができる。
【０１１６】
　トレーラを切り離して、低速レンジで（安定状態の）速度でクルージングしているとき
、ＴＣＣＭ２は、高速レンジに係合するようにドライバに示唆を与える。クルージング速
度は、たとえばドライバまたはＯＥＭにより校正可能なものであってもよい。車両がオフ
ロードモードで動作している場合、任意的には、この機能を禁止することができる。たと
えばドライバ示唆は、高レベル表示フロント（ＨＬＤＦ）またはＩＰＣＭ３３を介したメ
ッセージとしてドライバに出力することができる。ドライバ示唆に呼応して、ドライバは
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、ステアリングホイールに取り付けられた制御部またはレンジ変更セレクタ２１のいずれ
かを利用して（上述の１次的機能または２次的機能を用いて）レンジ変更を実行すること
ができる。レンジ変更機能は、ドライバがステアリングホイールに取り付けられた制御部
またはレンジ変更セレクタ２１を用いるかに拘わらず、レンジ変更を実行する上で同一の
ものである。たとえばステアリングホイール制御部を用いて、メッセージを却下すること
ができる。
【０１１７】
　ＴＣＣＭ２は、通信ネットワーク２３をモニタして車両の向きを判断する（車両の向き
は、たとえば車両に搭載された１つまたはそれ以上のジャイロスコープおよび／または加
速度計を用いて測定することができる。）。車両の向きが所定の閾値を超えた場合、ＴＣ
ＣＭ２は、車両５が急峻な坂道上にあると判断し、低速レンジに係合するようにドライバ
示唆を出力する。同様に、ＴＣＣＭ２は、車両を動かすために必要なパワートレイントル
クに基づいて、坂道を登坂することを判断することができる。
【０１１８】
［低速レンジのＶｍａｘアップシフト］
　ＴＣＣＭ２は、車両速度および／または加速度に基づいて低速レンジから高速レンジへ
変更するように操作することができる。この動作モードによれば、ＴＣＣＭ２は、急加速
中、または車両速度が低速レンジでの最大速度機能に対応する速度に近づいた時、自動的
にレンジ変更することができる。ＴＣＣＭ２は、車両の加速度により、低速レンジＶｍａ
ｘ（すなわち低速レンジが係合しているときの最大許容車両速度）に達するか、またはこ
れを超えた場合、低速レンジから高速レンジへ自動的に変更するように構成されている。
またＴＣＣＭ２は、通信ネットワーク２３を介して受信したさまざまな信号に基づいて、
低速レンジから高速レンジへの変更を自動的に実行する校正可能な速度を提供することが
できる。
【０１１９】
　ＴＣＣＭ２により実行される制御ストラテジが、図７の第５のブロック図に図示されて
いる。（Ｅ１において）ＴＣＣＭ２は、トランスファケース３が低速レンジで動作してい
ることを検出する。（Ｅ２において）ＴＣＣＭ２は、車両加速度をモニタし、車両速度が
低速レンジの最大速度Ｖｍａｘ以上であることを判断する。（Ｅ３において）ＴＣＣＭ２
は、ステアリングホイールに取り付けられた制御部またはレンジ変更セレクタ２１のいず
れかを利用して高速レンジに係合することを推奨するドライバ示唆をＩＰＣＭ３３に出力
する。（Ｅ４において）ドライバは、レンジ変更セレクタ手段２１を用いて、低速レンジ
から高速レンジへのレンジ変更を実行することができる。（Ｅ５において）ＴＣＣＭ２は
、択一的には、校正パラメータをチェックすることにより自動レンジ変更を実行すること
ができ、満たす場合には、（Ｅ６において）トランスファケースの低速レンジから高速レ
ンジへの自動的なアップシフトを実行する。（Ｅ４において）トランスファケース３は、
ドライバ入力の必要なく、自動的にアップシフトを実行することができる。
【０１２０】
　ＴＣＣＭ２は、スロットルペダルへのキックダウンスイッチが起動しているとき、高速
レンジへの自動シフトを実行することができる。キックダウンスイッチが起動されたとき
、ＴＣＣＭ２は、通信ネットワーク２３内でキックダウン信号を検出するように構成する
ことができる。この動作モードは、システムの機能安全性における役割を果たし、たとえ
ばドライバが低速レンジにあることを失念して高速道路で加速した場合、高速レンジへの
自動シフトを可能にして、車両の最大速度を増大させることができる。
【０１２１】
　この制御ストラテジは、図２および図３を参照して上記説明した一般的な制御ストラテ
ジとは独立して、またはこれらと組み合わせて実行することができる。この動作モードは
、図８の第３のフローチャート３００に図示されている。［ステップ３０２において］Ｔ
ＣＣＭ２は、トランスファケース３が低速レンジにあると判断する。［ステップ３０３に
おいて］ＴＣＣＭ２は、車両加速度、車両速度、およびスロットル位置をモニタして、ド
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ライバの運転の攻撃性の程度を評価する。低速レンジにあるとき、［ステップ３０１にお
いて］車両が低速レンジに対する最大速度閾値に達するポイントを予測するために、これ
らのパラメータがモニタされる。車両５が最大速度閾値に達するか接近したとき、［ステ
ップ３０７において］ＴＣＣＭ２は、低速レンジから高速レンジに変更するようにドライ
バに示唆を与えるためにＩＰＣＭ３３に情報を出力する。［ステップ３１０において］ド
ライバは、レンジ変更セレクタ２１を用いてレンジ変更を実行して、上記説明した１次的
機能および２次的機能を実行することができる。
【０１２２】
　［ステップ３１１において］ドライバは、ＩＰＣＭ３３上に表示された情報を却下する
ことができる。択一的には、［ステップ３１２において］ドライバは、レンジ変更セレク
タ２１を操作して、レンジ変更を実行することができる。ユーザ入力に呼応して、ＴＣＣ
Ｍ２は、レンジ変更を開始する。
【０１２３】
　［ステップ３０８において］スロットルペダルに対するキックダウンスイッチ等の２次
的（副次的）なアップシフト手段を特定することができる。ＴＣＣＭ２は、キックダウン
スイッチが作動したときにレンジ変更を実行することができるように構成される。その挙
動が有効となるポイントは、加速度を最大化するために数多くのギアをシフトダウンさせ
る意図を妨害することがないように校正することができる。
【０１２４】
　択一的には、所定期間内において特定のスロットル量が検出された場合、車両を高速レ
ンジに変更するタイミング方法を採用することができる。これは、低速レンジにおける最
大速度に達した場合でも、ドライバが加速する意図を示せるように校正可能なものとする
ことができる。
【０１２５】
［エンジン始動レンジ確認］
　この動作モードは、エンジンが始動しているとき低速レンジが要求されたか否かを自動
的にチェック（判断）するものである。この動作モードは、車両５のオフロード走行が終
了した後、またはトレーラが切り離された後、トランスファケースの適当なレンジを選択
するドライバを支援することができる。たとえばレンジ変更セレクタ２１またはステアリ
ングホイール制御部を用いて、レンジ変更を実行することができる。
【０１２６】
　この制御ストラテジは、図２および図３を参照して上記説明した一般的な制御ストラテ
ジとは独立して、またはこれらと組み合わせて実行することができる。この動作モードは
、図９の第３のフローチャート４００に図示されている。［ステップ４０１において］Ｔ
ＣＣＭ２は、通信ネットワークにおいてエンジン点火信号（エンジンイグニッション信号
）を検出する。ＴＣＣＭ２は、［ステップ４０２において］現時点のトランスファケース
のレンジをモニタし、［ステップ４０３において］車両動作モードがアドバンスト・地形
制御モジュール（ＡＴＣＭ）３５内でアクティブであることをモニタする。トランスファ
ケースの低速レンジが係合し、（たとえばＡＴＣＭ３５がロード／ダイナミック・モード
で動作しているときのように）車両動作モードがトランスファケースの高速レンジのため
に構成された場合、［ステップ４０４において］ＴＣＣＭ２は、点火サイクルを検知した
ときドライバ示唆を出力する。トランスファケースの高速レンジに係合することをドライ
バ示唆が推奨する。ドライバ示唆は、たとえばＩＰＣＭ３３上に表示されるメッセージの
形態を取ってもよい。［ステップ４０５において］ドライバは適当な入力を与える。レン
ジ変更を実行するために、［ステップ４０７において］ドライバは、レンジ変更セレクタ
２１を起動して、上記説明した１次的機能または２次的機能を提供する。
【０１２７】
　任意ではあるが、［ステップ４０６において］ドライバは、たとえばステアリングホイ
ールに実装された制御部を用いてメッセージを却下することができる。ＡＴＣＭ３５がト
ランスファケースの低速レンジへ移行させない動作モード（たとえばオフロードモード、
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または岩徐行モード（ロック・クロール・モード）等）にある場合、ＴＣＣＭ２は、ドラ
イバ示唆の出力を禁止する。
【０１２８】
［車両動作モードインターフェイス］
　ＴＣＣＭ２は、岩徐行モード、泥モード（マッドモード）、砂モード（サンドモード）
、草／砂利／雪モード（グラス／グラベル／スノー・モード）、およびダイナミックモー
ド等のさまざまな車両動作モードを起動させるＡＴＣＭ３５等の他の車両システムと一体
に構成することができる。いくつかの車両動作モード（岩徐行モード等）は、任意的には
、トランスファケースの低速レンジでの動作を必要とするように構成されている。逆に、
いくつかの車両動作モードは、任意的には、トランスファケースの高速レンジでの動作を
必要とするように構成されている。いくつかの、またはすべての車両動作モードは、本質
的なものではないが、トランスファケースの好適な動作範囲を有し得る。たとえば泥、砂
、および草／砂利／雪の動作モードは、トランスファケースの低速レンジでの動作におい
て最適化することができ、ロード／ダイナミック動作モードは、トランスファケースの高
速レンジでの動作において最適化することができる。これまでは、選択された動作モード
に基づいて、適当なトランスファケースのレンジをドライバが手作業で設定する必要があ
った。
【０１２９】
　トランスファケースの高速レンジが係合しているとき、低速レンジを要求する車両動作
モードが（ドライバにより、または自動的に）選択されると、ＴＣＣＭ２は、低速レンジ
に自動的に係合するように構成される。ＴＣＣＭ２は、所定時間が経過した後、低速レン
ジ１に係合する（任意的には、所定時間はドライバまたはＯＥＭにより校正することがで
きる。）。たとえばトランスファケースの高速レンジでの動作が最適化される異なる車両
動作モードが選択された場合、ＴＣＣＭ２は、トランスファケースが依然として低速レン
ジを要求するか否かをドライバに確認する問合せをする（示唆を与える）ことができる。
【０１３０】
　この制御ストラテジは、図２および図３を参照して上記説明した一般的な制御ストラテ
ジとは独立して、またはこれらと組み合わせて実行することができる。この動作モードは
、（車両性能、運転のしやすさ、および動力学（ダイナミックス）等の）車両特性の応答
を変更する異なる動作モードで動作可能な車両５に適用することができる。１つまたはそ
れ以上の車両動作モードは、たとえば牽引支援等、トランスファケースの低速レンジの係
合を要求することができ、または低速レンジの係合により実現されるものである。車両動
作モードは、大まかにオフロードモードとオンロードモードに分類することができる。オ
フロードモードは、低速レンジ・オフロードモード（低速レンジの選択を要求するか、低
速レンジの選択により実現されるオフロードモード動作モード）と、高速レンジ・オフロ
ードモード（低速レンジの選択を要求しないオフロードモード動作モード）に分類される
。本実施形態では、低速レンジ・オフロードモードは、岩徐行モードおよび泥モードであ
り、高速レンジ・オフロードモードは、砂モードおよび草／砂利／雪（ＧＧＳ）モードで
ある。本実施形態では、ロード／ダイナミック動作モード等のオンロードモードは、トラ
ンスファケースの低速レンジで許容される速度を超える速度で車両が走行する場合（およ
び改善された燃費が要求される場合）に通常選択され、トランスファケースの高速レンジ
が係合される。車両動作モードは、たとえばＨＭＩを用いてドライバにより、または車両
５により自動的に選択することができる。ＴＣＣＭ２は、通信ネットワーク２３にアクセ
スして、現時点で選択される車両動作モードを決定するとともに、参照テーブルにアクセ
スして、選択した車両動作モードが低速レンジ・オフロードモードであるか、高速レンジ
・オフロードモードであるか判断する。
【０１３１】
　ＴＣＣＭ２をＡＴＣＭ３５に統合するための上記処理ストラテジが、図１０の第６のブ
ロック図に図示されている。（Ｆ１において）ＡＴＣＭ３５は、岩徐行モードを選択する
ように動作し、（Ｆ２において）低速レンジが自動的に係合する。その後（Ｆ３において
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）ＡＴＣＭ３５が、ロード動作モードを選択するように動作した場合、（Ｆ４において）
ＴＣＣＭ２は、高速レンジを自動的に選択するようにトランスファケース３を制御する。
（Ｆ５において）ＡＴＣＭ３５が、岩徐行モード以外のオフロードモードを選択するよう
に動作した場合、（Ｆ６において）「低速レンジが必要か？」というメッセージをＩＰＣ
Ｍ３３上に表示するように示唆が与えられる（出力される）。その後（Ｆ７において）ロ
ード動作モードが選択された場合、（Ｆ４において）ＴＣＣＭ２は、高速レンジを自動的
に選択するようにトランスファケース３を制御する。
【０１３２】
　図１１に示す第５のフローチャートを参照して、上記制御モードについて以下詳細に説
明する（選択されたトランスファケース３の高速レンジ／低速レンジが右側の列に図示さ
れている。）。低速レンジ・オフロード動作モードが係合しているとき、ＴＣＣＭ２は、
低速レンジに自動的に係合する前にタイマをスタートさせる。その車両動作モードを解除
するとき、ＴＣＣＭ２は、トランスファケース３の高速レンジに自動的に係合する。
【０１３３】
　［ステップ５０１において］トランスファケースの低速レンジが係合したとき、ＴＣＣ
Ｍ２は、以下の制御ロジックを実行する。
ｉ）低速レンジ・オフロード動作モードが解除された場合、ＴＣＣＭ２は、［ステップ５
０２において］高速レンジに係合せず、（新たに選択された動作モードが高速レンジ・オ
フロード動作モードまたは低速レンジ・オフロード動作モードであるかに拘わらず）［ス
テップ５０３において］別のオフロード動作モードが選択される。
ii）オンロード動作モードが選択された場合、［ステップ５０５において］ＴＣＣＭ２は
高速レンジに係合する。
iii)低速レンジ・オフロード動作モードの後にオンロード動作モードが間接的に係合した
場合、［ステップ５０４において］ＴＣＣＭ２は高速レンジに係合する。
iv）高速レンジ・オフロード動作モードが係合した場合、ドライバが低速レンジに変更す
るように要求するまで、ＴＣＣＭ２は低速レンジに変更しない。
　［ステップ５０７において］高速レンジが係合し、［ステップ５０６において］レンジ
変更が完了する。
【０１３４】
　［ステップ５０７において］トランスファケースの高速レンジが係合したとき、ＴＣＣ
Ｍ２は、以下の制御ロジックを実行する。
ｉ）車両動作モードが［ステップ５０８の］オンロード動作モードから［ステップ５０９
の］高速レンジ・オフロード動作モードに変更した場合、ＴＣＣＭ２は、高速レンジを維
持する。
ii）低速レンジ・オフロード動作モードが係合した場合、［ステップ５１０において］Ｔ
ＣＣＭ２は、低速レンジに係合する。
　［ステップ５１３において］高速レンジに係合し、［ステップ５１２において］レンジ
変更が完了する。
【０１３５】
　車両動作パラメータが自動制御ロジックに基づいて変更される場合、ＴＣＣＭ２は、（
高速レンジから低速レンジへ、または低速レンジから高速レンジへ）レンジを自動的に変
更しない。
【０１３６】
　さらに、レンジ変更により、出力（駆動）トルクが低減する場合、ＴＣＣＭ２は、レン
ジ変更を禁止するように構成することができる。トランスファケースをアップシフトする
と、典型的にはエンジン速度が低減し、特にガソリン内燃エンジンにおいて、エンジン速
度の低減に伴い出力トルクが低減する。
【０１３７】
　理解されるように、本願の範疇から逸脱することなく、本発明に対するさまざまな変更
例および変形例を想到擦ることができる。本発明の更なる態様は、番号が付された以下の
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段落に記載されている。
【０１３８】
段落１：
　高速レンジおよび低速レンジで動作可能な車両のトランスファケースを制御する車両制
御装置であって、
　車両制御装置は、トランスファケースのレンジ変更を実行するためのレンジ変更信号と
、レンジ変更時に車両のブレーキを制御するためのブレーキ制御信号とを出力するように
構成された、車両制御装置。
【０１３９】
段落２：
　ブレーキ制御信号は、レンジ変更時に車両を静止した状態に維持するように動作可能で
ある、段落１に記載の車両制御装置。
【０１４０】
段落３：
　ブレーキ制御信号は、レンジ変更時に車両速度を制御するように動作可能である、段落
１に記載の車両制御装置。
【０１４１】
段落４：
　車両トランスミッションを制御するためのトランスミッション制御信号を出力するよう
に構成された、段落１に記載の車両制御装置。
【０１４２】
段落５：
　トランスミッション制御信号は、レンジ変更開始前に車両トランスミッションをニュー
トラルに設定するニュートラル選択要求を含み、および／または
　トランスミッション制御信号は、レンジ変更完了後に車両トランスミッションのギアを
係合するギア選択要求を含む、段落４に記載の車両制御装置。
【０１４３】
段落６：
　車両制御装置は、１つまたはそれ以上の車両動作パラメータをモニタして、前記１つま
たはそれ以上の車両動作パラメータに基づいてレンジ変更信号を出力するように構成され
た、段落１に記載の車両制御装置。
【０１４４】
段落７：
　高速レンジおよび低速レンジで動作可能な車両のトランスファケースを制御する車両制
御装置であって、
　車両制御装置は、
　１つまたはそれ以上の車両動作パラメータをモニタし、
　前記１つまたはそれ以上の車両動作パラメータに基づいてトランスファケースのレンジ
変更を開始するためのレンジ変更信号を出力するように構成された、車両制御装置。
【０１４５】
段落８：
　前記１つまたはそれ以上の車両動作パラメータは、車両速度および／または車両加速度
を含む、段落７に記載の車両制御装置。
【０１４６】
段落９：
　レンジ変更信号は、車両速度が所定の速度閾値以上であり、および／または車両加速度
が所定の加速度閾値以上である場合、低速レンジから高速レンジへのレンジ変更を実行す
るアップシフト要求を含む、段落８に記載の車両制御装置。
【０１４７】
段落１０：
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　車両制御装置は、車両速度が所定の速度閾値より大きいとき、レンジ変更信号の出力を
禁止するように構成された、段落８に記載の車両制御装置。
【０１４８】
段落１１：
　前記１つまたはそれ以上の車両動作パラメータが、車両の負荷を決定するためのトルク
要求を含む、段落７に記載の車両制御装置。
【０１４９】
段落１２：
　レンジ変更信号は、車両負荷が所定の負荷閾値以上である場合、高速レンジから低速レ
ンジへのレンジ変更を実行するダウンシフト要求を含む、段落１１に記載の車両制御装置
。
【０１５０】
段落１３：
　前記１つまたはそれ以上の車両動作パラメータが、トランスファケースの入力シャフト
の回転速度を含み、
　車両制御装置は、回転速度が入力シャフト速度閾値より大きい場合、レンジ変更信号の
出力を禁止するように構成された、段落７に記載の車両制御装置。
【０１５１】
段落１４：
　前記１つまたはそれ以上の車両動作パラメータが、エンジン速度を含み、
　車両制御装置は、レンジ変更時にエンジン速度を制限または制御するためのパワートレ
イン制御信号を出力する、段落７に記載の車両制御装置。
【０１５２】
段落１５：
　前記１つまたはそれ以上の車両動作パラメータが、トランスファケースの動作レンジを
含み、
　トランスファケースが低速レンジで動作している場合、車両制御装置は、低速レンジか
ら高速レンジへのレンジ変更を実行するアップシフト要求を出力し、
　トランスファケースが低速レンジで動作している場合、車両制御装置は、高速レンジか
ら低速レンジへのレンジ変更を実行するダウンシフト要求を出力するように構成された、
段落７に記載の車両制御装置。
【０１５３】
段落１６：
　レンジ変更信号は、レンジ変更要求に応じて出力される、段落１に記載の車両制御装置
。
【０１５４】
段落１７：
　車両制御装置は、
　レンジ変更時にギアの係合を禁止するためのトランスミッション制御信号を出力し、お
よび／または
　ギア選択手段を固定または禁止するためのセレクタ制御信号を出力するように構成され
た、段落１に記載の車両制御装置。
【０１５５】
段落１８：
　高速レンジおよび低速レンジで動作可能な車両のトランスファケースを制御する車両制
御装置であって、
　車両制御装置は、複数の車両システムをモニタするとともに、
・車両のトランスミッションがニュートラル状態にあること、および
・車両速度が所定の範囲内にあるか、または所定の閾値より小さいことの条件が合致した
とき、トランスファケースのレンジ変更を実行するためのレンジ変更信号を出力するよう
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に構成された、車両制御装置。
【０１５６】
段落１９：
　車両制御装置は、トランスファケースに対する入力シャフトの回転速度が、入力シャフ
トの閾値速度より小さい場合、レンジ変更信号を出力するように構成された、段落１８に
記載の車両制御装置。
【０１５７】
段落２０：
　段落１に記載の車両制御装置を備えた車両。
【０１５８】
段落２１：
　高速レンジおよび低速レンジで動作可能な車両のトランスファケースを制御する方法で
あって、
　トランスファケースのレンジ変更を実行するためのレンジ変更信号と、レンジ変更時に
車両のブレーキを制御するためのブレーキ制御信号を出力するステップを有する、方法。
【０１５９】
段落２２：
　ブレーキ制御信号は、レンジ変更時に車両を静止した状態に維持するように動作可能で
あり、および／またはレンジ変更時に車両速度を制御するように動作可能である、段落２
１に記載の方法。
【０１６０】
段落２３：
　車両トランスミッションを制御するためのトランスミッション制御信号を出力するステ
ップを有する、段落２２に記載の方法。
【０１６１】
段落２４：
　トランスミッション制御信号は、レンジ変更開始前に車両トランスミッションをニュー
トラルに設定するニュートラル選択要求を含み、および／または
　トランスミッション制御信号は、レンジ変更完了後に車両トランスミッションのギアを
係合するギア選択要求を含む、段落２３に記載の方法。
【０１６２】
段落２５：
　１つまたはそれ以上の車両動作パラメータをモニタするステップと、
　前記１つまたはそれ以上の車両動作パラメータに基づいてレンジ変更信号を出力するス
テップとを有する、段落２１に記載の方法。
【０１６３】
段落２６：
　高速レンジおよび低速レンジで動作可能な車両のトランスファケースを制御する方法で
あって、
　１つまたはそれ以上の車両動作パラメータをモニタするステップと、
　前記１つまたはそれ以上の車両動作パラメータに基づいてトランスファケースのレンジ
変更を開始するためのレンジ変更信号を出力するステップとを有する、方法。
【０１６４】
段落２７：
　前記１つまたはそれ以上の車両動作パラメータは、車両速度および／または車両加速度
を含む、段落２６に記載の方法。
【０１６５】
段落２８：
　レンジ変更信号は、車両速度が所定の速度閾値以上であり、および／または車両加速度
が所定の加速度閾値以上である場合、低速レンジから高速レンジへのレンジ変更を実行す
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るアップシフト要求を含む、段落２６に記載の方法。
【０１６６】
段落２９：
　車両速度が所定の速度閾値より大きいとき、レンジ変更信号の出力を禁止するステップ
を有する、段落２６に記載の方法。
【０１６７】
段落３０：
　前記１つまたはそれ以上の車両動作パラメータが、車両の負荷を決定するためのトルク
要求を含み、
　この方法は、トルク要求に基づいて車両負荷を決定するステップを有する、段落２６に
記載の方法。
【０１６８】
段落３１：
　レンジ変更信号は、車両負荷が所定の負荷閾値以上である場合、高速レンジから低速レ
ンジへのレンジ変更を実行するダウンシフト要求を含む、段落３０に記載の方法。
【０１６９】
段落３２：
　前記１つまたはそれ以上の車両動作パラメータが、トランスファケースの入力シャフト
の回転速度を含み、
　この方法は、入力シャフトの回転速度が入力シャフト速度閾値より大きい場合、レンジ
変更信号の出力を禁止するステップを有する、段落２６に記載の方法。
【０１７０】
段落３３：
　前記１つまたはそれ以上の車両動作パラメータが、エンジン速度を含み、
　この方法は、レンジ変更時にエンジン速度を制限または制御するためのパワートレイン
制御信号を出力するステップを有する、段落２６に記載の方法。
【０１７１】
段落３４：
　前記１つまたはそれ以上の車両動作パラメータが、トランスファケースの動作レンジを
含み、
　この方法は、
　トランスファケースが低速レンジで動作している場合、低速レンジから高速レンジへの
レンジ変更を実行するアップシフト要求を出力するステップと、
　トランスファケースが低速レンジで動作している場合、高速レンジから低速レンジへの
レンジ変更を実行するダウンシフト要求を出力するステップとを有する、段落２６に記載
の方法。
【０１７２】
段落３５：
　レンジ変更信号は、レンジ変更要求に応じて出力される、段落２１に記載の方法。
【０１７３】
段落３６：
　レンジ変更時にギアの係合を禁止するためのトランスミッション制御信号を出力するス
テップ、および／または
　ギア選択手段を固定または禁止するためのセレクタ制御信号を出力するステップを有す
る、段落２１に記載の方法。
【０１７４】
段落３７：
　高速レンジおよび低速レンジで動作可能な車両のトランスファケースを制御する方法で
あって、
・車両のトランスミッションがニュートラル状態にあること、および
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・車両速度が所定の範囲内にあるか、または所定の閾値より小さいことの条件が合致した
とき、トランスファケースのレンジ変更を実行するためのレンジ変更信号を出力するステ
ップを有する、方法。
【０１７５】
段落３８：
　添付図面を参照して実質的に上記説明された車両制御装置。
【０１７６】
段落３９：
　添付図面を参照して実質的に上記説明された車両トランスファケース。
【符号の説明】
【０１７７】
１…車両制御システム、２…トランスファケース・制御モジュール（ＴＣＣＭ）、３…ト
ランスファケース、５…車両、７…トランスミッション、９…前輪駆動（前輪プロペラ）
シャフト、１１…前輪ディファレンシャル、１３…後輪駆動（後輪プロペラ）シャフト、
１５…後輪ディファレンシャル、２１…レンジ変更セレクタ、２３…車両通信ネットワー
ク、２５…トランスミッション制御モジュール（ＴＣＭ）、２７…アンチロックブレーキ
システム（ＡＢＳ）制御モジュール、２９…パワートレイン制御モジュール（ＰＣＭ）、
３１…ギアセレクタ制御モジュール（ＧＳＭ）、３３…計器パック制御モジュール（ＩＰ
ＣＭ）、３５…アドバンスト・地形制御モジュール（ＡＴＣＭ）、Ｗ１～Ｗ４…車輪。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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