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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１変速段では締結し、第１変速により達成される第２変速段では解放し、第２変速に
より達成される第３変速段では締結する第１摩擦要素と、
　前記第１変速段では解放し、前記第２変速段では締結し、前記第３変速段では締結する
第２摩擦要素と、
　前記第１変速段では締結し、前記第２変速段では締結し、前記第３変速段では解放する
第３摩擦要素と、
　前記第１変速時に、前記第１摩擦要素を解放するよう油圧指令を行うとともに前記第２
摩擦要素を締結するよう油圧指令を行う第１変速制御手段と、
　前記第２変速時に、前記第１摩擦要素を締結するよう油圧指令を行うとともに前記第３
摩擦要素を解放するよう油圧指令を行う第２変速制御手段と、
　車両の走行条件に基づいて前記第１変速段から前記第３変速段への変速を判定する判定
手段と、
　前記判定手段により上記変速を判定すると、前記第１変速を開始し、ギア比又はこれに
相当する変速の進行状況を表すパラメータの値が、前記第１変速のイナーシャフェーズが
終了するギア比に到達前の第１の所定ギア比又は前記第１の所定ギア比に相当する値に到
達したとき、前記第１変速を実行しつつ、前記第２変速を開始する第３変速制御手段とを
設け、
　前記第３変速制御手段は、第２変速が開始されて以降、第１摩擦要素に対する油圧指令
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値を、前記第１変速制御手段からの油圧指令値と前記第２変速制御手段からの油圧指令値
とを比較して大きい方を選択して前記第１摩擦要素に出力する
ことを特徴とする、自動変速機の制御装置。
【請求項２】
　前記第１及び第２変速制御手段は、ダウンシフト変速を制御する制御手段であって、
　前記第１変速制御手段は、前記ギア比又はこれに相当する前記パラメータの値が、第２
の所定ギア比又は前記第２の所定ギア比に相当する値になると、前記第１摩擦要素の油圧
を第１の所定勾配にてゼロ圧まで低下するように油圧指令値を出力するとともに、
　前記第３変速制御手段は、前記第１変速制御手段による第１摩擦要素のゼロ圧までの解
放タイミングが早まるように前記油圧指令値を補正する終了タイミング補正手段を備える
ことを特徴とする、請求項１記載の自動変速機の制御装置。
【請求項３】
　前記第１及び第２変速制御手段は、アップシフト変速を制御する制御手段であって、
　前記第１変速制御手段は、前記ギア比又はこれに相当する前記パラメータの値に基づい
て前記第１摩擦要素の油圧を第１変速の終了前にゼロ圧まで第３の所定勾配で解放するよ
う指令を出力するとともに、
　前記第３変速制御手段は、前記第１摩擦要素のゼロ圧までの解放を禁止し、前記第１摩
擦要素の油圧をピストンストローク完了相当の油圧で保持するよう油圧指令値を補正する
終了タイミング補正手段を備える
ことを特徴とする、請求項１記載の自動変速機の制御装置。
【請求項４】
　前記第２変速制御手段は、前記第１摩擦要素の締結時に一旦高圧の油圧指令値を出力し
、その後低圧で保持してピストンストロークの促進を行うプリチャージ制御を実行し、
　前記第３変速制御手段は、前記第２変速制御手段によるプリチャージ制御を禁止するこ
とを特徴とする、請求項１～３のいずれか１項記載の自動変速機の制御装置。
【請求項５】
　前記第１摩擦要素のピストンストローク完了を判定するピストンストローク判定手段を
備え、前記第２変速制御手段は、前記ピストンストローク判定手段の判定結果に基づいて
油圧指令値を切り替えるように構成され、
　前記第３変速制御手段は、前記第２変速制御手段による前記ピストンストローク判定手
段の判定結果に基づく油圧指令値の切り替えを禁止する
ことを特徴とする、請求項１～４のいずれか１項記載の自動変速機の制御装置。
【請求項６】
　前記終了タイミング補正手段は、前記ギア比又はこれに相当する前記パラメータの値が
、前記第２の所定ギア比又は前記第２の所定ギア比に相当する値になると、車速又は／及
び入力トルクに応じて前記第１の所定勾配を補正するものであって、車速が高くなるほど
、又は入力トルクが大きくなるほど、前記第１の所定勾配が大きくなるよう補正する
ことを特徴とする、請求項２記載の自動変速機の制御装置。
【請求項７】
　前記終了タイミング補正手段は、前記第２の所定ギア比又は前記第２の所定ギア比に相
当する前記パラメータの値を車速又は／及び入力トルクに応じて補正するものであり、車
速が高くなるほど、或いは入力トルクが大きくなるほど、前記第２の所定ギア比又は前記
第２の所定ギア比に相当する前記パラメータの値を前記第１変速開始前の状態側に補正す
る
ことを特徴とする、請求項２記載の自動変速機の制御装置。
【請求項８】
　前記第３変速制御手段は、前記第２変速を開始する第１の所定ギア比又はこれに相当す
る前記パラメータの値を、車速又は／及び入力トルクに基づいて補正する開始タイミング
補正手段を備え、
　前記開始タイミング補正手段は、車速が低くなるほど前記第１の所定ギア比又はこれに
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相当する前記パラメータの値と、イナーシャフェーズが終了するギア比又はこれに相当す
るパラメータの値との差が大きくなるように補正するとともに、変速機への入力トルクが
大きいほど前記差が大きくなるよう補正する
ことを特徴とする請求項１～７のいずれか１項記載の自動変速機の制御装置。
【請求項９】
　第１変速段では締結し、第１変速により達成される第２変速段では解放し、第２変速に
より達成される第３変速段では締結する第１摩擦要素と、
　前記第１変速段では解放し、前記第２変速段では締結し、前記第３変速段では締結する
第２摩擦要素と、
　前記第１変速段では締結し、前記第２変速段では締結し、前記第３変速段では解放する
第３摩擦要素と、
　車両の走行条件に基づいて前記第１変速段から前記第３変速段への変速が判定されると
前記第１変速が終了する以前に、前記第２変速を開始する変速制御手段とをそなえ、
　前記第１～第３摩擦要素は、前記変速制御手段からの油圧指令値が増大すると締結され
るとともに前記油圧指令値が減少すると解放されるように構成され、
　前記変速制御手段は、前記第１変速が終了する以前に前記第２変速が開始されると、前
記第１変速における前記第１摩擦要素に対する油圧指令値と、前記第２変速での前記第１
摩擦要素に対する油圧指令値とを比較して大きい方を選択して前記第１摩擦要素に出力す
る
ことを特徴とする、自動変速機の制御装置。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両に搭載される自動変速機の制御装置に関し、特に変速段が５段以上の多
段変速機に用いて好適の、自動変速機の制御装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年は自動変速機の多段化が進み、クラッチ、ブレーキといった摩擦要素の数も変速段
数に応じて増加している。このような変速段数の増加に伴い、シフトマップの変速線の間
隔が非常に密となるため、若干の走行条件（例えばスロットル開度）の変化によって変速
が起こりやすくなっている。また、このようにシフトマップの変速線の間隔が密となると
、２段飛びシフト（例えば６速から３速への変速）や３段飛びシフト（例えば６速から２
速への変速）の生じる頻度が増大する傾向となる。
【０００３】
　また、近年の自動変速機では、ドライバが積極的にシフト操作しやすいようにゲート式
変速レバー機構が採用されていたり、ステアリングホイールの周辺に変速用のパドルやボ
タン等が配設されている場合があり、このためドライバのシフト操作により２段飛びシフ
トや３段飛びシフトが指示される頻度も増大している。
　このような飛びシフトでは、従来はダウンシフト側の１段飛びシフト（例えば４速から
２速への変速）については最適な変速制御のプログラムが予め組まれてデータ化されてお
り、例えば上述のような４速から２速への１段飛びシフトダウンは、予め記憶された最適
な変速制御プログラムにしたがって実行される。
【０００４】
　そこで、変速段が多段化した場合であっても、２段飛びシフトや３段飛びシフト等、全
ての飛びシフトの変速パターンについて最適なプログラムを組んでデータ化しておくこと
が考えられるが、このように予めデータ化しておくと、変速機のコントロールユニットに
記憶させるデータ量が大幅に増大してしまい、メモリの大容量化を招いてしまう。
　なお、以下では、このような飛びシフトのうち変速制御プログラムが組まれていないシ
フトをシーケンシャルシフトという。
【０００５】
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　このような課題に対して、特許文献１には、シーケンシャルシフト時には、変速を連続
させるように実行する（例えば５速から２速へのシフト時には、５速から３速の１段飛び
シフトと、３速から２速へのシフトとを連続で実行する）ようにした技術が開示されてい
る。
　さらに、特許文献２には、高速段から低速段への変速を判断した際に、いったん中速段
を経由して低速段へ変速させることが記載されており、中間変速段から低速段へ変速する
際、変速を早める（変速を前出しする）ようにした技術が開示されている。
【特許文献１】特開昭６２－４６０５５号公報
【特許文献２】国際公開９５／１２７７４号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、例えば特許文献１に開示された技術のように、複数の変速種を単純に繋
いで目標とする変速段まで変速を行う場合、現変速段と目標変速段（最終の変速段）との
段数差が大きければ大きいほど変速回数が増えてしまい、変速ショックの発生と、目標変
速段に達するまでの時間の増大とに起因して、ドライバビリティが悪化するという問題が
ある。なお、上記特許文献１に開示された技術では通常時の油圧よりも高い油圧にて制御
することで変速を短時間で行うことが記載されているが、仮に通常時の油圧が変速ショッ
クの生じないような最適な設定されていると仮定すると、油圧を高くした場合には変速シ
ョックが悪化するという課題が生じる。
【０００７】
　また、このような複数の変速種を繋いで目標変速段への変速を行う場合、特許文献２に
開示された技術のように同期回転になった時点で次の変速を開始することで、変速時間の
短縮を図ることも考えられるが、多段化された自動変速機の場合、最初の変速（第１変速
）では解放状態から締結状態となり、次の変速（第２変速）では締結状態から解放状態と
なる摩擦要素が存在するような変速が発生する可能性があり、従来はこのような変速をい
かにして行えばよいかは何ら考慮されてはいなかった。
【０００８】
　このため、上記のような特別な変速パターンでは、第１変速と第２変速とを繋ぐ場合に
は、摩擦要素の締結状態を考慮して変速制御を実行しないと、大きな変速ショックを招く
恐れがある。
　本発明は、上述の課題に鑑み創案されたものであって、変速段が増加してもデータの増
加を最小限に抑制するとともに、シーケンシャルシフト時には速やかに変速を完了させ、
ドライバビリティの悪化と変速ショックの発生とを極力抑制することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　このため、本発明の自動変速機の制御装置は、第１変速段では締結し、第１変速により
達成される第２変速段では解放し、第２変速により達成される第３変速段では締結する第
１摩擦要素と、前記第１変速段では解放し、前記第２変速段では締結し、前記第３変速段
では締結する第２摩擦要素と、前記第１変速段では締結し、前記第２変速段では締結し、
前記第３変速段では解放する第３摩擦要素と、前記第１変速時に、前記第１摩擦要素を解
放するよう油圧指令を行うとともに前記第２摩擦要素を締結するよう油圧指令を行う第１
変速制御手段と、前記第２変速時に、前記第１摩擦要素を締結するよう油圧指令を行うと
ともに前記第３摩擦要素を解放するよう油圧指令を行う第２変速制御手段と、車両の走行
条件に基づいて前記第１変速段から前記第３変速段への変速を判定する判定手段と、前記
判定手段により上記変速を判定すると、前記第１変速を開始し、ギア比又はこれに相当す
る変速の進行状況を表すパラメータの値が、前記第１変速のイナーシャフェーズが終了す
るギア比に到達前の第１の所定ギア比又は前記第１の所定ギア比に相当する値に到達した
とき、前記第１変速を実行しつつ、前記第２変速を開始する第３変速制御手段とを設け、
前記第３変速制御手段は、第２変速が開始されて以降、第１摩擦要素に対する油圧指令値
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を、前記第１変速制御手段からの油圧指令値と前記第２変速制御手段からの油圧指令値と
を比較して大きい方を選択して前記第１摩擦要素に出力することを特徴としている（請求
項１）。 
【００１０】
　また、前記第１及び第２変速制御手段は、ダウンシフト変速を制御する制御手段であっ
て、前記第１変速制御手段は、前記ギア比又はこれに相当する前記パラメータの値が、第
２の所定ギア比又は前記第２の所定ギア比に相当する値になると、前記第１摩擦要素の油
圧を所定勾配にてゼロ圧まで低下するように油圧指令値を出力するとともに、前記第３変
速制御手段は、前記第１変速制御手段による第１摩擦要素のゼロ圧までの解放タイミング
が早まるように前記油圧指令値を補正する終了タイミング補正手段を備えるのが好ましい
（請求項２）。 
【００１１】
　また、前記第１及び第２変速制御手段は、アップシフト変速を制御する制御手段であっ
て、前記第１変速制御手段は、前記ギア比又はこれに相当する前記パラメータの値に基づ
いて前記第１摩擦要素の油圧を第１変速の終了前にゼロ圧まで第３の所定勾配で解放する
よう指令を出力するとともに、前記第３変速制御手段は、前記第１摩擦要素のゼロ圧まで
の解放を禁止し、前記第１摩擦要素の油圧をピストンストローク完了相当の油圧で保持す
るよう油圧指令値を補正する終了タイミング補正手段を備えるのが好ましい（請求項３）
。 
【００１２】
　また、前記第２変速制御手段は、前記第１摩擦要素の締結時に一旦高圧の油圧指令値を
出力し、その後低圧で保持してピストンストロークの促進を行うプリチャージ制御を実行
し、前記第３変速制御手段は、前記第２変速制御手段によるプリチャージ制御を禁止する
のが好ましい（請求項４）。
　また、前記第１摩擦要素のピストンストローク完了を判定するピストンストローク判定
手段を備え、前記第２変速制御手段は、前記ピストンストローク判定手段の判定結果に基
づいて油圧指令値を切り替えるように構成され、前記第３変速制御手段は、前記第２変速
制御手段による前記ピストンストローク判定手段の判定結果に基づく油圧指令値の切り替
えを禁止するのが好ましい（請求項５）。 
【００１４】
　また、前記終了タイミング補正手段は、前記ギア比又はこれに相当する前記パラメータ
の値が、前記第２の所定ギア比又は前記第２の所定ギア比に相当する値になると、車速又
は／及び入力トルクに応じて前記第１の所定勾配を補正するものであって、車速が高くな
るほど、又は入力トルクが大きくなるほど、前記第１の所定勾配が大きくなるよう補正す
るのが好ましい（請求項６）。
　また、前記終了タイミング補正手段は、前記第２の所定ギア比又は前記第２の所定ギア
比に相当する前記パラメータの値を車速又は／及び入力トルクに応じて補正するものであ
り、車速が高くなるほど、或いは入力トルクが大きくなるほど、前記第２の所定ギア比又
は前記第２の所定ギア比に相当する前記パラメータの値を前記第１変速開始前の状態側に
補正するのが好ましい。（請求項７）
　また、前記第３変速制御手段は、前記第２変速を開始する第１の所定ギア比又はこれに
相当する前記パラメータの値を、車速又は／及びトルクに基づいて補正する開始タイミン
グ補正手段を備え、前記開始タイミング補正手段は、車速が低くなるほど前記第１の所定
ギア比又はこれに相当する前記パラメータの値と、イナーシャフェーズが終了するギア比
又はこれに相当するパラメータの値との差が大きくなるように補正するとともに、変速機
への入力トルクが大きいほど前記差が大きくなるよう補正するのが好ましい（請求項８）
。 
【００１５】
　また、本発明の自動変速機の制御装置は、第１変速段では締結し、第１変速により達成
される第２変速段では解放し、第２変速により達成される第３変速段では締結する第１摩
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擦要素と、前記第１変速段では解放し、前記第２変速段では締結し、前記第３変速段では
締結する第２摩擦要素と、前記第１変速段では締結し、前記第２変速段では締結し、前記
第３変速段では解放する第３摩擦要素と、車両の走行条件に基づいて前記第１変速段から
前記第３変速段への変速が判定されると前記第１変速が終了する以前に、前記第２変速を
開始する変速制御手段とをそなえ、前記第１～第３摩擦要素は、前記変速制御手段からの
油圧指令値が増大すると締結されるとともに前記油圧指令値が減少すると解放されるよう
に構成され、前記変速制御手段は、前記第１変速が終了する以前に前記第２変速が開始さ
れると、前記第１変速における前記第１摩擦要素に対する油圧指令値と、前記第２変速で
の前記第１摩擦要素に対する油圧指令値とを比較して大きい方を選択して前記第１摩擦要
素に出力することを特徴としている（請求項９）。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の自動変速機の制御装置によれば、シーケンシャルシフト時であっても、基本的
に第１変速制御手段と第２変速制御手段とに記憶された制御データを使って変速制御を行
うことで、変速データの増加を最小限に抑制できる。
　また、第１変速の終了前に、第２変速を開始するので、第１摩擦要素の油圧を大幅に下
げることなく、最終の目標変速段に達する時間を短縮化できる。すなわち、第１摩擦要素
の油圧は、変速がオーバラップするタイミング以降は、油圧指令値の低い方を選択するセ
レクトハイとすることで、第１摩擦要素の油圧が連続的に繋がることになり、２つの連続
する変速を速やかに且つ滑らかに行うことができ、変速ショックの発生も抑制することが
できる。（以上、請求項１及び９）
　また、通常変速のダウンシフト時には、第１変速における第２摩擦要素の油圧特性のう
ち、ゼロ圧に向けて低下させるタイミング（抜きタイミング）は、変速終了時におけるト
ルク変動を滑らかにするよう比較的遅いタイミングに設定され、且つ比較的ゆっくりとし
た勾配で油圧を低下させるようにしているため、第１変速中に第２変速開始の指令を出し
ても、第２摩擦要素の油圧が過多となって、インターロックや第２変速段で停滞する可能
性があるが、本発明では、単独の第１変速を行う場合に比べて、油圧の低下タイミングを
早めるように補正を行うことで、インターロックやギア比の停滞を防止することができる
。（請求項２）
　また、アップシフト時には、第１摩擦要素の油圧を変速終了前にゼロ圧まで解放するこ
とを禁止して、第１摩擦要素の油圧をピストンストローク完了相当の油圧（解放圧）で保
持するよう油圧指令値を補正することで、第２変速段でのギア比の停滞を防止できる。す
なわち、通常の第１変速のように、第２摩擦要素のピストンストローク完了を判定したら
、第１摩擦要素の油圧をゼロ圧まで低下させてしまうと、第２変速の開始前に油圧が抜け
きれてしまい、第２変速開始時に再度第１摩擦要素のピストンストロークをさせなければ
ならず、第２変速の実開始が遅れて、第２変速段においてギア比が停滞し、運転者が違和
感を覚える可能性があるが、第１摩擦要素の油圧を解放圧で保持することにより、このよ
うなギア比の停滞を防止することができる。（請求項３）
　また、シーケンシャルシフト時には、第２変速開始時のプリチャージ制御が禁止される
ので、変速ショックを防止することができる。すなわち、第１変速で解放される第１摩擦
要素の油圧は低い油圧ではあるもののピストンがストロークした状態であり、このとき、
第２変速時に通常時と同様にプリチャージを行うと、第１摩擦要素に対する第２変速の指
令油圧が高くなりすぎて第１摩擦要素の急締結による変速ショックが発生する。これに対
して、プリチャージを禁止することで、第１摩擦要素の急締結を抑制することができるた
め変速ショックを防止できる。（請求項４）
　また、シーケンシャルシフト時には第２変速時には第３変速制御手段は、第２変速制御
手段によるピストンストローク判定手段の判定結果に基づく油圧指令値の切り替えを禁止
する（すなわち、ピストンストローク判定手段からの情報をキャンセルする）ので、変速
ショックを防止することができる。 
【００１７】
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　つまり、通常の第２変速のように、第１摩擦要素の油圧の掛け換え制御の開始タイミン
グを油圧スイッチの結果に基づいて決定した場合、第１変速で解放中の第１摩擦要素は、
第２変速の開始時にはピストンストロークは完了している状態であるため、第２変速の開
始と同時に掛け換え制御への移行指令を出力することになり、変速ショックが発生する可
能性があるが、ピストンストローク判定手段の判定結果に基づく油圧指令値の切り替えを
禁止することで、このような変速ショックを防止することができる。（請求項５）
　また、第３摩擦要素の第１変速段の分担比に対して第２変速段に分担比が小さい場合、
第１変速中に通常の第２変速のデータに基づいて変速制御を行うと、第２変速段（例えば
４速）の確定前、つまり第１変速段（例えば６速）の分担比が必要な状態で、第３摩擦要
素の油圧を４速分担比相当まで油圧を低下させることになる。つまり、第１変速段の分担
比／第２変速段の分担比分だけ、摩擦要素の容量が不足することになり、容量不足でギア
比が吹き上がる可能性があるが、分担比に応じて適切に第２油圧値を補正することにより
、吹き上がりをすることが抑制できる。
　また、入力トルクが大きいほど第１摩擦要素の油圧は高くなるため、解放までに時間が
かかり、インターロックや中間段で過剰に停滞する可能性があるが、入力トルクに応じて
第２勾配を補正することにより、本制御を適切に行うことができて、中間変速段での停滞
、インターロック、吹き上がりを抑制できる。（請求項６）
　また、車速が高くなるほど、入力トルクが大きくなるほど、第２の所定ギア比又はパラ
メータが第２の所定ギア比に相当する値を、ダウンシフトであれば高速段側に、アップシ
フトであれば定速段側へと補正することにより、車速や入力トルクに応じて適切に本制御
を行うことができ、車両の走行条件にかかわらず、中間変速段での停滞やインターロック
を確実に防止することができる。（請求項７）
　ところで、第２変速制御手段のデータを極力使用する場合には、第１変速制御実行中に
第２変速制御を開始するタイミングを、指令油圧に対して実油圧の応答遅れ分だけ考慮し
た分だけ早めに設定することが必要である。また、実油圧の応答性は、作動油の粘度が変
わらなければ一定である。そこで、イナーシャフェーズ終了のギア比に到達する前の一定
の（あるいは固定の）ギア比を用い、この一定のギア比に達した時に第２変速を開始して
実油圧の応答遅れ分を相殺すればよい。しかしながら、ギア比の変化率はトルクと車速と
によってかわってくるため、イナーシャフェーズ終了のギア比に達する時間はトルク及び
車速に依存して変化する。この結果、一定のギア比に達したタイミングで第２変速制御を
開始すると、トルクや車速によっては中間変速段で停滞、インターロック、吹き上がりが
発生する可能性があった。これに対して、本発明では車速が低くなるほど第１の所定ギア
比（第２変速を開始するギア比）とイナーシャフェーズが終了するギア比との差が大きく
なるように補正するとともに、変速機の入力トルクが大きいほど前記差が大きくなるよう
補正することで第２変速の開始タイミングを適切なタイミングに補正することができ、中
間変速段での停滞、インターロック及び吹き上がり等を防止することができる。（請求項
８） 
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、図面により、本発明の一実施形態にかかる自動変速機の制御装置について説明す
る。
１．自動変速機の構成
　図１は本発明が適用される前進６速後退１速の自動変速機１の構成を示すスケルトン図
である。図示するように、トルクコンバータ３に入力されたエンジン２の動力は、回転軸
Ｓ１を介してダブルピニオン型遊星歯車機構（第１の遊星歯車機構）４のキャリア５に入
力されるようになっている。
【００１９】
　ここで、ダブルピニオン型遊星歯車機構４は、変速機ケース６に固定されたサンギア７
と、上記サンギア７と噛み合う内径側ピニオンギア８と、上記内径側ピニオンギア８と噛
み合う外径側ピニオンギア９と、上記外径側ピニオンギア９と噛み合い上記サンギアと同
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軸上に配置されたリングギア１０と、内径側ピニオンギア８及び外径側ピニオンギア９を
軸支するキャリア５とで構成されている。
【００２０】
　また、リングギア１０は、回転軸Ｓ１の外周を覆い後述の出力ギア１７の内径側を通っ
てエンジン２側へ伸びる回転軸Ｓ２に接続されている。
　また、キャリア５は、ハイクラッチH/Cを介して回転軸Ｓ２の外周を覆いエンジン２側
へ伸びる回転軸Ｓ３に接続されている。
　回転軸Ｓ３のハイクラッチH/Cが接続された側と反対側の端部は、シングルピニオン型
遊星歯車機構（第２の遊星歯車機構）１１のピニオンギア１３を支持するキャリア１６に
接続されている。キャリア１６は並列配置されたロー＆リバースブレーキL&R/B及びロー
ワンウェイクラッチＬＯＷ／ＯＷＣを介して変速機ケース６に接続されている。
【００２１】
　これにより、キャリア１６は変速機ケース６に対して一方に回転可能に支持されるとと
もに、前記回転を規制（固定）および規制解除可能とされている。
　シングルピニオン型遊星歯車機構１１は、ピニオンギア１３がエンジン２側に配置され
た第２サンギア１４と、エンジン２側と反対側に配置された第１サンギア１２とに噛み合
うとともに、リングギア１５と噛み合うように構成されている。
【００２２】
　第１サンギア１２は、エンジン２と反対側方向に伸び、回転軸Ｓ３の外周を覆う回転軸
Ｓ４に連結され、回転軸Ｓ４は２－６ブレーキ2-6/Bを介して変速機ケース６に接続され
ている。これにより回転軸Ｓ４は２－６ブレーキ2-6/Bを介して変速機ケース６に対して
固定および固定解除可能に構成されている。
　第２サンギア１４は、出力ギア１７の内径側を通りエンジン２側に伸び、回転軸Ｓ２の
外周を覆う回転軸Ｓ５に連結され、回転軸Ｓ５は３－５リバースクラッチ3-5R/Cを介して
回転軸Ｓ２に接続されるとともに、ロークラッチLOW/Cを介してシングルピニオン型遊星
歯車機構（第３の遊星歯車機構）１８のリングギア２１に接続されている。
【００２３】
　ここで、上記シングルピニオン型遊星歯車機構１８は、回転軸Ｓ５の外周側において、
出力ギア１７と３－５リバースクラッチ3-5R/Cとの間に配設されている。また、シングル
ピニオン型遊星歯車機構１８は、回転軸Ｓ５に連結されたサンギア１９と、サンギア１９
の外径側に配置されたリングギア２１と、サンギア１９およびリングギア２１に噛み合い
、キャリア２２に支持されるピニオンギア２０とより構成される。
【００２４】
　キャリア２２は、回転軸Ｓ５の外周側を覆うとともに出力ギア１７の内径側を通り第２
の遊星歯車機構１１に伸びる回転軸Ｓ６に連結されている。また、回転軸Ｓ６は第２の遊
星歯車機構１１のリングギア１５に連結されている。
　また、第２の遊星歯車機構１１と第３の遊星歯車機構１８との間には、ベアリングサポ
ート部３０が配設されている。このベアリングサポート部３０は、隔壁状の部材を介して
変速機ケース６に一体に形成されるとともに、回転軸Ｓ６に沿って伸びる円筒形状のベア
リング支持部３１を有している。
【００２５】
　ベアリング支持部３１の外周にはベアリング３２が嵌め込まれ、ベアリング３２の外周
部（アウターレース）にリングギア１５に連結された出力ギア１７が当接している。
　ベアリング支持部３１の内径側は、回転軸Ｓ１、Ｓ２、Ｓ５およびＳ６が重なって同軸
上に配置された多層構造となっている。
　そして、上記自動変速機１では、Ｄレンジ位置にて車速とスロットル開度から決まる運
転点と変速スケジュール（シフトマップ）に基づき前進６速の自動変速制御が行われ、Ｄ
レンジ位置からＲレンジ位置へのセレクト操作により後退１速の変速制御が行われる。
【００２６】
　この場合、ハイクラッチH/C、２－６ブレーキ2-6/B、ロー＆リバースブレーキL&R/B、
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ロークラッチLOW/C及び３－５リバースクラッチ3-5R/Cの締結または解放の組み合わせに
より、エンジン２の出力回転数が所望の回転数に変換され、出力ギア１７からカウンター
軸２３、ディファレンシャルギア２４を介して図示しない車両の駆動輪に伝達されるよう
になっている。
【００２７】
　この変速制御での各摩擦要素の作動状態を図２に示す。なお、図２において、○印は締
結、無印は解放、○に×の印は締結であるがエンジンブレーキ時に作動、○にスマッジン
グの印はエンジン駆動時に機械的に締結作動（回転規制）することを示す。
　第１速（１ＳＴ）は、ロークラッチLOW/Cの締結とロー＆リバースブレーキL&R/Bの締結
により達成される。この場合、入力軸（回転軸Ｓ１）から第１の遊星歯車機構４を経て減
速された回転が、回転軸Ｓ２からロークラッチLOW/C及び第３の遊星歯車機構１８のリン
グギア２１を介してキャリア２２に入力され、ローワンウェイクラッチLOW／OWCの締結に
より変速機ケース６に固定されたキャリア１６により反力を受けながらリングギア１５が
減速回転し、出力ギア１７からは最大減速比による減速回転が出力される。なお、エンジ
ンブレーキ時には、空転するローワンウェイクラッチＬＯＷ／ＯＷＣに代えてロー＆リバ
ースブレーキL&R/Bが反力を受ける。 
【００２８】
　第２速（２ＮＤ）は、ロークラッチLOW/Cと２－６ブレーキ2-6/Bとを締結することによ
り得られる。この第２速において、２－６ブレーキ2-6/Bを締結することにより、第１サ
ンギア１２およびピニオンギア１３が変速機ケース６に対して固定となる。またピニオン
ギア１３と第２サンギア１４とが噛み合っていることにより、第２サンギア１４に連結さ
れた回転軸Ｓ５が変速機ケース６に対して固定となる。
【００２９】
　第３速（３ＲＤ）は、３－５リバースクラッチ3-5R/CとロークラッチLOW/Cとを締結す
ることにより得られ、第４速（４ＴＨ）はハイクラッチH/CとロークラッチLOW/Cとを締結
することにより得られる。また、第５速（５ＴＨ）は、ハイクラッチH/Cと３－５リバー
スクラッチ3-5R/Cとを締結することにより得られる。
　第６速（６ＴＨ）は、ハイクラッチH/Cと２－６ブレーキ2-6/Bとを締結することにより
得られる。なお第６速において、第２速と同様に２－６ブレーキ2-6/Bを締結することに
より、回転軸Ｓ５が固定となる。また、後退は、３－５リバースクラッチ3-5R/Cとローア
ンドリバースブレーキL&R/Bとを締結することにより得られる。
２．油圧回路および電子変速制御系の説明
　次に、上記変速制御を達成する油圧回路および電子変速制御系を図３を用いて説明する
と、図３において、１０１はロークラッチLOW/Cの締結ピストン室、１０２はハイクラッ
チH/Cの締結ピストン室、１０３は２－６ブレーキ2-6/Bの締結ピストン室、１０４は３－
５リバースクラッチ3-5R/Cの締結ピストン室、１０５はロー＆リバースブレーキL&R/Bの
締結ピストン室である。
【００３０】
　前記ロークラッチLOW/C、ハイクラッチH/C、２－６ブレーキ2-6/B、３－５リバースク
ラッチ3-5R/C、ロー＆リバースブレーキL&R/Bは、それぞれ締結ピストン室１０１～１０
５にＤレンジ圧或いはＲレンジ圧である締結圧を供給することで締結され、また、この締
結圧を抜くことで解放されるようになっている。
　なお、Ｄレンジ圧とは、マニュアル弁を介したライン圧であり、Ｄレンジ選択時のみ発
生する。Ｒレンジ圧とは、マニュアル弁を介したライン圧であり、Ｒレンジ選択時のみ発
生し、Ｒレンジ以外では、ドレンポートと接続しており、減圧は発生しない。
【００３１】
　図３において、１０６はロークラッチLOW/Cへの締結圧を制御する第１油圧制御弁、１
０７はハイクラッチH/Cへの締結圧を制御する第２油圧制御弁、１０８は２－６ブレーキ2
-6/Bへの締結圧を制御する第３油圧制御弁、１０９は３－５リバースクラッチ3-5R/Cへの
締結圧を制御する第４油圧制御弁、１１０はロー＆リバースブレーキL&R/Bへの締結圧を
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制御する第５油圧制御弁である。
【００３２】
　前記第１油圧制御弁１０６は、パイロット圧を元圧としソレノイド力により変速制御圧
を作り出す第１デューティソレノイド１０６ａと、Ｄレンジ圧を元圧とし変速制御圧とフ
ィードバック圧を作動信号圧としてロークラッチ圧を調圧する第１調圧弁１０６ｂとによ
り構成されている。なお、第１デューティソレノイド１０６ａは、デューティ比に応じて
制御されており、具体的には、ソレノイドＯＦＦ時にロークラッチ圧をゼロとし、ソレノ
イドＯＮ時にはＯＮデューティ比が増大するほどロークラッチ圧を高くする。
【００３３】
　前記第２油圧制御弁１０７は、パイロット圧を元圧としソレノイド力により変速制御圧
を作り出す第２デューティソレノイド１０７ａと、Ｄレンジ圧を元圧とし変速制御圧とフ
ィードバック圧を作動信号圧としてハイクラッチ圧を調圧する第２調圧弁１０７ｂとによ
り構成されている。なお、第２デューティソレノイド１０７ａは、ソレノイドＯＮ時（１
００％ＯＮデューティ比）にハイクラッチ圧をゼロとし、ＯＮデューティ比が減少するほ
どハイクラッチ圧を高くし、ソレノイドＯＦＦ時にハイクラッチ圧を最大圧とする。
【００３４】
　前記第３油圧制御弁１０８は、パイロット圧を元圧としソレノイド力により変速制御圧
を作り出す第３デューティソレノイド１０８ａと、Ｄレンジ圧を元圧とし変速制御圧とフ
ィードバック圧を作動信号圧として２－６ブレーキ圧を調圧する第３調圧弁１０８ｂとに
より構成されている。なお、第３デューティソレノイド１０８ａは、ソレノイドＯＦＦ時
に２－６ブレーキ圧をゼロとし、ソレノイドＯＮ時にはＯＮデューティ比が増大するほど
２－６ブレーキ圧を高くする。 
【００３５】
　前記第４油圧制御弁１０９は、パイロット圧を元圧としソレノイド力により変速制御圧
を作り出す第４デューティソレノイド１０９ａと、Ｄレンジ選択時は、ライン圧を元圧と
し変速制御圧とフィードバック圧とを作動信号圧として３－５リバースクラッチ圧を調圧
し、Ｒレンジ選択時には、Ｒレンジ圧を作動信号圧としてＲレンジ圧であるライン圧をそ
のまま３－５リバースクラッチ圧に供給する第４調圧弁１０９ｂとにより構成されている
。なお、第４デューティソレノイド１０９ａは、ソレノイドＯＮ時（１００％ＯＮデュー
ティ比）に３－５リバースクラッチ圧をゼロとし、ＯＮデューティ比が減少するほど３－
５リバースクラッチ圧を高くし、ソレノイドＯＦＦ時に３－５リバースクラッチ圧を最大
圧とする。
【００３６】
　前記第５油圧制御弁１１０は、パイロット圧を元圧としソレノイド力により変速制御圧
を作り出す第５デューティソレノイド１１０ａと、ライン圧を元圧とし変速制御圧とフィ
ードバック圧を作動信号圧としてロー＆リバースブレーキ圧を調圧する第５調圧弁１１０
ｂにより構成されている。なお、第５デューティソレノイド１１０ａは、ソレノイドＯＦ
Ｆ時にロー＆リバースブレーキ圧をゼロとし、ソレノイドＯＮ時にはＯＮデューティ比が
増大するほどロー＆リバースブレーキ圧を高くする。
【００３７】
　図３において、１１１は第１圧力スイッチ（油圧検出手段）、１１２は第２圧力スイッ
チ（油圧検出手段）、１１３は第３圧力スイッチ（油圧検出手段）、１１４は第４圧力ス
イッチ（油圧検出手段）、１１５は第５圧力スイッチ（油圧検出手段）、１１６はマニュ
アルバルブ、１１７はパイロット弁、１１８はシャトルボール弁、１１９はライン圧油路
、１２０はパイロット圧油路、１２１はＤレンジ圧油路、１２２はＲレンジ圧油路、１２
４はロークラッチ圧油路、１２５はハイクラッチ圧油路、１２６は２－６ブレーキ圧油路
、１２７は３－５リバースクラッチ圧油路、１２８はロー＆リバースブレーキ圧油路であ
る。
【００３８】
　すなわち、ロークラッチ圧油路１２４と、ハイクラッチ圧油路１２５と、２－６ブレー
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キ圧油路１２６と、３－５リバースクラッチ圧油路１２７と、ロー＆リバースブレーキ圧
油路１２８とのそれぞれの油路に、締結圧の有無をスイッチ信号（締結圧有りでＯＮ、締
結圧無しでＯＦＦ）により検出する第１～第５圧力スイッチ１１１～１１５が設けられて
いる。
【００３９】
　図３において、４０はＡ／Ｔコントロールユニット（制御手段）、４１は車速センサ、
４２はスロットルセンサ（トルク信号発生手段）、４３はエンジン回転センサ、４４はタ
ービン回転センサ、４５はインヒビタスイッチ、４６は油温センサであり、これらにより
電子変速制御系を構成する。
　そして、Ａ／Ｔコントロールユニット４０においては、各圧力スイッチ１１１～１１５
からのスイッチ信号および各センサ・スイッチ類４１～４６からの信号を入力し、これら
の入力情報と予め設定された変速制御則やフェールセーフ制御則等に基づいて演算処理を
行い、第１デューティソレノイド１０６ａと、第２デューティソレノイド１０７ａと、第
３デューティソレノイド１０８ａと、第４デューティソレノイド１０９ａと、第５デュー
ティソレノイド１１０ａに対して演算処理結果に沿ったソレノイド駆動信号が出力される
。
【００４０】
　なお、Ａ／Ｔコントロールユニット４０の詳細については後述する。
３．変速制御の説明
　次に、本発明の特徴となるシーケンシャルシフト時の変速制御について、通常の変速制
御と併せて説明する。すでに背景技術の欄において述べたように、上述したような多段の
自動変速機では、シフトマップの変速線が密になっているため、飛びシフトが実行される
頻度が増大することとなる。例えば、４速走行中にから目標変速段が１速に設定されるよ
うな２段飛びシフトや６速から２速に目標変速段が設定されるような３段飛びシフトがた
びたび生じることになる。また、ドライバの意図的な変速操作により２段飛びシフトや３
段飛びシフトの実行が指示される場合もある。
【００４１】
　なお、以下では、シーケンシャルシフトとは飛びシフトのうち変速制御がプログラム化
されていない変速のことを言い、具体的には飛びシフトのうち、ｎ段からｎ－２段へのダ
ウンシフトを除くシフトをいう。また、このシーケンシャルシフトは、運転状態が変化し
てシフトマップの変速線を横切ることに起因する複数段に亘る変速と、ドライバの変速レ
バー等の操作に起因する複数段に亘る変速との両方の変速を含むものとする。
【００４２】
　さて、上述のような飛びシフトのうち、ダウンシフト側の１段飛びシフトについては予
め変速制御データがプログラムされており、例えば４速から２速への飛びシフトは、４速
→３速→２速（以下、４→３→２のように記載する）の連続した変速制御を実行するので
はなく、直接４→２のダウンシフトが実行される。
　一方、アップシフト側では、飛びシフトを直接実行するプログラムは設定されておらず
、例えば２速から４速への１段飛びのアップシフトは、２→３→４と２つの変速を連続し
て実行する。これは、アップシフトはダウンシフトに比べて変速制御が多少遅れてもドラ
イバビリティを損なう恐れが少ないからである。
【００４３】
　ところで、上述のように飛びシフトのうちダウンシフト側の１段飛びシフトについて変
速制御プログラムを記憶させた場合であっても、６→２の３段飛びシフト（シーケンシャ
ルシフト）では、６→４の１段飛びシフト（第１変速）と４→２の１段飛びシフト（第２
変速）とを連続して実行する必要がある。
　つまり、この場合には６→４→２の変速が実行されることになるが、図２の摩擦要素の
作動図からもわかるように、最初の６速（第１変速段）から４速（第２変速段）への１段
飛びシフト（第１変速）では２－６ブレーキ2-6/Bは解放されるが、次の４速（第２変速
段）から２速（第３変速段）への変速（第２変速）では２－６ブレーキ2-6/Bは再び締結
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される。
【００４４】
　したがって、６→２のシーケンシャルシフトでは、２－６ブレーキ2-6/Bは第１変速で
一旦解放制御が開始された後、第２変速が開始されると締結制御が開始されることとなり
、解放→締結という制御が連続して行われることになる。
　一方、アップシフトでは、１段飛びシフトがプログラムされていないので、１段飛びシ
フトの実行時であっても、連続する２つの変速が実行され、例えば３→５のシーケンシャ
ルシフト時には３→４の第１変速時に３－５リバースクラッチ3-5R/Cが解放されるととも
に４→５の変速時には締結されることとなる。
【００４５】
　このように、第１変速段では締結され、第１変速により達成される第２変速段では解放
され、第２変速により達成される第３変速段では締結される摩擦要素を以下では第１摩擦
要素といい、６→２のシーケンシャルシフトにおける２－６ブレーキ2-6/Bが第１摩擦要
素に相当している。また、アップシフトでは、３→５のシーケンシャルシフトにおける３
－５リバースクラッチ3-5R/Cが第１摩擦要素に相当している。
３．１機能構成の説明
　以下、本発明の特徴部分である飛びシフトの変速制御について説明すると、図４は本発
明の要部の機能構成を示す模式的なブロック図であって、図示するように、上記Ａ／Ｔコ
ントロールユニット４０の入力側には、各種のセンサ・スイッチ類４１～４６，１１１～
１１５が接続されており、出力側には各デューティソレノイド１０６ａ～１１０ａが接続
されている。
【００４６】
　また、Ａ／Ｔコントロールユニット４０内には、目標変速段決定手段４０１，変速制御
手段４０２及びイナーシャフェーズ開始検知手段４０６等が設けられており、上記各種セ
ンサ類から入力情報に基づいて演算処理を実行し、各デューティソレノイド１０６ａ～１
１０ａに対してソレノイド駆動信号を出力する。
　このうち、目標変速段決定手段（判定手段）４０１はドライバのアクセル踏込み量や車
速等の車両運転情報に基づいて目標変速段を決定する機能（変速を判定する機能）を有し
ており、シフトマップとしてＡ／Ｔコントロールユニット４０内に記憶されている。また
、イナーシャフェーズ開始検知手段４０６はタービン回転センサ４４等からの情報に基づ
いて実際の変速ギア比を算出するとともに、算出された変速ギア比に基づきイナーシャフ
ェーズの開始を検知又は判定するものである。なお、このイナーシャフェーズ開始検知手
段４０６は、イナーシャフェーズの終了についても検知又は判定することができ、したが
ってイナーシャフェーズ開始検知手段４０６は、イナーシャフェーズ終了検知手段として
の機能を兼用している。
【００４７】
　また、変速制御手段４０２は、第１変速制御手段４０３，第２変速制御手段４０４及び
第３変速制御手段４０５を備えて構成されている。このうち第１変速制御手段４０３は、
上述の第１変速時に第１摩擦要素を解放するように油圧指令を行うとともに第２摩擦要素
を締結するよう油圧指令を行うものであり、第２変速制御手段４０４は、第２変速時に第
１摩擦要素を締結するよう油圧指令を行うとともに第３摩擦要素を解放する油圧指令を行
うものである。 
【００４８】
　ここで、これらの第１及び第２変速制御手段４０３，４０４には、変速パターン毎に予
め制御プログラム（制御データ）が格納されており、現在の変速段に対して±１段の変速
及びダウンシフト側の１段飛びシフト（以上を通常の変速という）については、これらの
第１及び第２変速制御手段４０３，４０４に記憶された制御データを用いて変速制御が実
行される。
【００４９】
　第３変速制御手段４０５は、ダウンシフト側では２段以上の飛びシフトが実行指示され
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た時、またアップシフト側では１段以上の飛びシフトが実行指示された時に、第１変速制
御手段４０３により最初の変速（第１変速又は前変速）終了前に、第１変速の終了を待た
ずに第２変速制御手段４０４による第２変速（次変速）を開始させるものである。具体的
には、第１変速制御を実行しつつ第２変速制御を開始させ、特に第１変速制御と第２変速
制御とのオーバラップ期間において、各摩擦要素に対する油圧指令の整合性を図り、制御
の最適化を図る手段である。なお、この第３変速制御手段４０５には、第２変速を開始す
るタイミングを補正する開始タイミング補正手段４０７及び第１変速の終了タイミングを
補正する終了タイミング補正手段４０８が設けられている。
３．２変速制御の具体的な説明
３．２．０通常時の変速制御
　以下、シーケンシャルシフト時の変速制御について説明する前に、その前提の制御とな
る通常の変速制御について説明する。なお、この通常の変速制御は公知の技術であるが、
本願発明の特徴であるシーケンシャルシフトとの差異を明確にするために、以下では詳細
に説明する。ここで、通常の変速制御とは、上述したように、第１及び第２変速制御手段
４０３，４０４に予め記憶された制御プログラム（制御データ）に沿って実行される変速
であって、ダウンシフトであれば第ｎ段→第ｎ－１段及び第ｎ段→第ｎ－２段、アップシ
フトであれば第ｎ段→第ｎ＋１段の変速制御である。なお、以下では通常の変速制御を単
独の変速制御ともいう。
３．２．１通常時のダウンシフト
　まず最初に、図５及び図６を用いてダウンシフトについて説明すると、図５は通常ダウ
ンシフトについて説明するためのタイムチャート、図６はそのフローチャートである。 
【００５０】
　さて、第ｎ段（第１変速段）での走行中に走行条件が変動して、Ａ／Ｔコントロールユ
ニット４０内に設けられたシフトマップ（目標変速段決定手段）４０１により、目標変速
段が第ｎ－１段（第２変速段）に設定されると、第１変速制御手段４０３からの制御信号
に基づき第ｎ段から第ｎ－１段へのダウンシフトが開始される。
　ダウンシフトが開始されると、締結側摩擦要素では、変速開始とともに、プリチャージ
制御（がた詰め制御）が実行される（図５及び図６のＡＣ１１）。このプリチャージ制御
は、できるだけ早くピストンストロークを完了させるために実行される制御であって、全
ピストンストロークの７０パーセント程度ストロークするような高い油圧指令値が出力さ
れる。なお、このときの油圧指令値は予め設定された値ＰＡ１＋学習量として出力される
。（特許請求の範囲の請求項４に対応）
　そして、所定時間Ｔ１だけ上記の油圧指令値（設定値ＰＡ１＋学習量）を出力した後、
油圧指令値を一旦低下させ、このプリチャージ制御後は、上記のがた詰め状態を保持でき
る程度の油圧値となるように油圧指令値（予め設定された値ＰＡ２＋学習量）を設定して
締結に備える（図６のステップＳ１０１，Ｓ１０２参照）。なお、学習は、イナーシャフ
ェーズまでの時間及び変化率に基づいて行われる。
【００５１】
　所定時間Ｔ１経過後は、ピストンストローク制御に移行する（図５のＡＣ１２）。この
ピストンストローク制御では、入力トルクに応じた油圧指令値（ＰＡ２＋学習量）から所
定の勾配ＲＡ１で油圧指令値を上昇させて、締結側摩擦要素のクラッチのピストンストロ
ークを制御する。この場合、所定勾配ＲＡ１は、第２摩擦要素内の油圧を一定値（第１の
油圧値）に保持するような値に設定され、ピストンストローク制御終了後の実油圧の立ち
上がりや、ピストンストロークのバラツキ等を考慮して設定される（ステップＳ１０３）
。なお、パワーオンダウンシフトの場合には、後述の解放側摩擦要素で変速制御を進行さ
せ、また、パワーオフダウンシフトの場合には締結側摩擦要素で変速制御を進行させる。
このため、パワーオンダウンシフトの方がパワーオフダウンシフトよりも所定勾配ＲＡ１
が緩やか設定される。
【００５２】
　そして、このような油圧指令値により締結側摩擦要素のピストンが一定の油圧値のもと



(14) JP 4257328 B2 2009.4.22

10

20

30

40

50

で徐々にストロークしていき、ピストンストロークが終了すると締結側摩擦要素の油圧ス
イッチ（ピストンストローク判定手段）がＯＮとなる。このため油圧スイッチＯＮが検出
されるとピストンストローク制御を終了し、次のＡＣ２１に移行する（ステップＳ１０４
）。なお、油圧スイッチのバックアップとしてタイマとギア比がモニタされており、油圧
スイッチＯＮが検出されなくても、ピストンストローク制御開始から所定時間Ｔ２が経過
するか、又はギア比がイナーシャフェーズ開始ギア比ＧＲ１よりも高い所定ギア比ＧＲ４
に達すると、ピストンストローク制御を終了する。
【００５３】
　一方、解放側摩擦要素では、まずアンダーシュート防止制御（図５，図６のＲＣ１１）
が実行される。すなわち、ダウンシフトが開始されると解放側摩擦要素では、油圧指令値
が、入力トルクに応じて設定される所定の油圧指令値ＴＲ２まで低減される。このとき、
油圧の過度の低下（アンダーシュート）を防止するために、変速開始時には、目標とする
油圧指令値ＴＲ２に対してやや高めの油圧指令値（＋ＴＲ１）が出力され、その後、油圧
指令値を所定時間Ｔ１４だけかけて徐々に上記目標とする油圧指令値ＴＲ２まで漸減させ
る（以上、図６のステップＳ２０１，Ｓ２０２参照）。
【００５４】
　なお、上記の油圧指令値ＴＲ２は、パワーオンダウンシフト時はイナーシャフェーズを
開始させる油圧であって、解放側摩擦要素のクラッチが僅かに滑り出す程度の油圧に相当
している。また、パワーオフダウンシフト時は解放側摩擦要素のクラッチがスリップしな
い程度の油圧に相当している。
　そして、所定時間Ｔ１４が経過すると、次に掛け換え前保持制御に移行する（図５，図
６のＲＣ１１）。この制御は、パワーオフダウンシフト時であれば、締結側摩擦要素のピ
ストンストロークが終了するまで入力トルクに応じた油圧ＴＲ２で保持し、解放側で変速
段を保持するものである（ステップＳ２０３）。
【００５５】
　これは、解放側摩擦要素及び締結側摩擦要素の両方で解放してしまうと、ニュートラル
状態となって回転が空吹いてしまうからであり、このような事態を回避するべく次に掛け
換え前保持制御が実行される。
　また、パワーオンダウンシフト時であれば、入力トルクに応じた油圧ＴＲ２を保持する
ことでクラッチがすべる状態となるが、この場合には締結側摩擦要素で変速段が保持され
ている。そして、その後締結側摩擦要素の油圧スイッチＯＮ（＝ピストンストローク終了
）が検出されるか、又は予め設定された時間Ｔ２＋Ｔ１０経過すると、掛け換え前保持制
御を終了する（ステップＳ２０４）。
【００５６】
　さて、上述した締結側摩擦要素のＡＣ１１，ＡＣ１２、及び解放側摩擦要素のＲＣ１１
が終了すると、次に、ＡＣ２１及びＲＣ２１に進み、掛け換え制御が開始される。
　この掛け換え制御では、解放側摩擦要素において、パワーオフダウンシフト時にピスト
ンストロークが終了すると（油圧スイッチＯＮ、又はＴ１０＋Ｔ２経過）、入力トルクに
応じた所定勾配ＲＲ２で油圧を低下させる（ステップＳ２０５）。なお、パワーオンダウ
ンシフト時は、多く場合には掛け換え制御開始前にイナーシャフェーズ制御（ＲＣ３１）
が開始され、ＲＣ２１の掛け換え制御がない場合が多くなるはずであるが、油圧のばらつ
き等によりイナーシャフェーズが開始しない場合は、この掛け換え制御がバックアップと
して勾配ＲＲ２で油圧を下げてイナーシャフェーズ開始を促進させる機能を有している。
そして、ギア比がイナーシャフェーズ判定ギア比ＧＲ１に達すると、掛け換え制御を終了
し、イナーシャフェーズ制御に移行する（ステップＳ２０６）。
【００５７】
　一方、締結側摩擦要素においては、入力トルク及び車速に基づいて予め設定された所定
勾配ＲＡ２で油圧指令値を上昇させる（ステップＳ１０５）。ここで、パワーオフダウン
シフト時の勾配ＲＡ２は、引き勾配（出力軸トルクの低下勾配）が最適となるように、入
力トルク及び車速毎に設定されており、入力トルクが大きくなるほど大きな勾配となるよ
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うに設定されている。また、パワーオンダウンシフト時にはピストンストロークが終了し
ていれば締結容量が必要ないので最低勾配に設定される。そして、所定ギア比ＧＲ５に達
すると、締結側摩擦要素の掛け換え制御が終了し、次のイナーシャフェーズ制御に移行す
る（ステップＳ１０６）。
【００５８】
　イナーシャフェーズ制御（ＡＣ３１，ＲＣ３１）に入ると、解放側摩擦要素ではパワー
オフダウンシフトの場合には、イナーシャフェーズ検知時の油圧から入力トルク及び車速
に応じた所定勾配で油圧指令値を低下させる。また、パワーオンダウンシフト時の場合、
入力トルク及び車速に応じた勾配で油圧指令値を上昇させて、パワーオンダウンシフト時
には、解放側摩擦要素の油圧で変速進行を制御する。特に、クラッチ容量を持たせること
で、出力軸トルクの落ち込みや変速の進行を遅くして、ｎ－１段での締結側摩擦要素の同
期をとり易くしている（ステップＳ２０７）。そして、ギア比ＧＲがｎ－１段のギア比に
近い所定ギア比ＧＲ３に達すると、イナーシャフェーズ制御を終了する（ステップＳ２０
８）。
【００５９】
　また、締結側摩擦要素では、イナーシャフェーズ制御に入ると、入力トルク及び車速に
基づいて予め設定された所定勾配ＲＡ３で油圧を上昇させる。なお、パワーオフダウンシ
フト時はイナーシャフェーズの中間から終了にかけて緩やかに変速が終了するように勾配
が緩やかになる。また、パワーオンダウンシフト時は、締結容量が必要ないので最低勾配
に設定される（ステップＳ１０７）。そして、ギア比ＧＲが上述した所定ギア比ＧＲ３よ
りも手前に設定された所定ギア比ＧＲ６に到達すると、イナーシャフェーズ制御を終了す
る（ステップＳ１０８）。
【００６０】
　その後、締結側摩擦要素ではイナーシャフェーズ終了制御（ＡＣ４１）に移行する。こ
のイナーシャフェーズ終了制御では、入力トルクに基づいて予め設定された所定油圧ＴＡ
１４まで油圧を予め定められた所定時間Ｔ１２かけて上昇させる（ステップＳ１０９，Ｓ
１１０）。ここで、所定油圧ＴＡ１４はｎ－１段を確実に確定させることができる油圧で
，イナーシャフェーズ終了検出ばらつきにより発生する変速ショックを防止することがで
きる。
【００６１】
　そして、所定時間Ｔ１２が経過すると、油圧指令値（デューティ）を１００％に設定し
最大油圧（ＭＡＸ圧）を出力して締結側摩擦要素の変速を終了する。
　一方、解放側締結要素では、イナーシャフェーズ制御が終了すると、斜め抜き面取り制
御（ＲＣ４１）が実行される。この斜め抜き面取り制御では、イナーシャフェーズ終了判
定すると、入力トルクに応じた所定勾配（第１の所定勾配）ＲＲ４で油圧を低下させ、出
力軸のトルク変動を抑えつつ、素早く最小油圧（油圧ゼロ）となるように制御する（ステ
ップＳ２０９）。（特許請求の範囲の請求項２の前半に対応）
　そして、このように所定勾配ＲＲ４で油圧を低下させてから所定時間Ｔ８経過すると、
油圧指令値（デューティ）を０％に設定し最小油圧（ＭＩＮ圧＝油圧ゼロ）を出力して解
放側摩擦要素の変速を終了する。
【００６２】
　以上のようにして、第１変速制御手段４０３により通常変速のダウンシフトが実行され
る。
３．２．２シーケンシャルシフト（ダウンシフト）
　次に、シーケンシャルシフト時の変速制御について具体的に説明すると、図８は６→２
のダウンシフト時の特性を示すタイムチャートであって、（ａ）はスロットル開度ＴＨ、
（ｂ）は変速機のギア比ＧＲ、（ｃ）は変速時に締結又は解放される摩擦要素に対する油
圧指令値〔より詳しくは、各摩擦要素の油圧制御弁（図３の第１～第５油圧制御弁１０６
～１１０参照）に対する油圧指令値（デューティ比）〕の特性をそれぞれ示している。
【００６３】



(16) JP 4257328 B2 2009.4.22

10

20

30

40

50

　なお、このような６→２のダウンシフトでは、上述したように第１変速で予めプログラ
ムされた制御データに基づいて６→４の１段飛びシフトが実行され、第２変速で４→２の
１段飛びシフトが実行される。また、この場合には第１変速から第２変速にかけて、２－
６ブレーキ2-6/Bが解放→締結という制御が実行されるため、この２－６ブレーキ2-6/Bが
第１摩擦要素に相当する。また、ロークラッチLOW/Cが第２摩擦要素に相当し、ハイクラ
ッチH/Cが第３摩擦要素に相当する。
【００６４】
　さて、６速（第１変速段）での走行中に走行条件が変動して（あるいはドライバの意図
により変速レバーが操作されて）、Ａ／Ｔコントロールユニット４０内に設けられたシフ
トマップ（目標変速段決定手段）４０１により、目標変速段が２速（第３変速段）に設定
されると、まずは第１変速制御手段４０３からの制御信号に基づき６速から４速（第２変
速段）への１段飛びのダウンシフト（第１変速）が開始される（図８のｔ１）。
【００６５】
　そして、現在の実ギア比と、６→４変速（第１変速）の終了を判定するギア比（イナー
シャフェーズ終了ギア比）ＧＲ３よりも手前の第１の所定ギア比（第２変速開始ギア比ま
たは前出しギア比ともいう）ＧＲ３Ａとを比較する。
　そして、実ギア比が上記第２変速開始ギア比ＧＲ３Ａに達する以前であれば、すぐには
４→２変速（第２変速）を開始せずに、第３変速制御手段４０５により当該第２変速制御
の開始が禁止される。これは、イナーシャフェーズ中に第２変速を実行するとインターロ
ックを生じる恐れがあるからであり、このようなインターロックを回避するべく、イナー
シャフェーズ中には第２変速の開始が禁止される。
【００６６】
　そして、その後ギア比が上記第２変速開始ギア比ＧＲ３Ａに達すると第２変速の禁止を
解除して、第３変速制御手段４０５は第２変速制御手段４０４に対して４→２変速（第２
変速）の開始を指示する（図８のｔ２参照）。
　ここで、イナーシャフェーズの終了手前の第２変速開始ギア比ＧＲ３Ａになると第１変
速の終了を待たずに第２変速を開始するのは主に以下の理由による。つまり、第１変速の
終了を待ってから第２変速を開始したのでは、第２変速の開始時の油圧応答遅れに起因し
て、第１変速の終了と第２変速の開始との間に停滞時間が生じ、結果的に変速時間が増大
してしまうおそれがある。
【００６７】
　そこで、本装置ではこのようなダウンシフト側の２段以上の飛びシフトでは、ギア比が
イナーシャフェーズ終了ギア比ＧＲ３手前の第２変速開始ギア比ＧＲ３Ａとなると、第２
変速を開始するようにしている（第２変速の前出し）。なお、ここで第２変速開始ギア比
ＧＲ３Ａは固定値ではなく、このような飛びシフト時にその都度設定される値であって、
第２変速の油圧応答遅れを考慮して設定される値である。つまり、この第１の所定ギア比
ＧＲ３Ａは実際に第２変速が開始される時点とイナーシャフェーズ終了時とが一致するよ
うに（又はイナーシャフェーズ終了から実際の第２変速開始までの時間が極力小さくなる
ように）、予め第２変速の応答遅れ分を見込んで設定されるギア比であって、イナーシャ
フェーズ終了ギア比ＧＲ３から所定時間（例えば０．１秒）手前のギア比として設定され
る。
【００６８】
　したがって、この第２変速開始ギア比ＧＲ３Ａは、車速や第２変速段の変速段数等のパ
ラメータに応じて設定される。具体的には、車速が低くなるほどイナーシャフェーズ終了
ギア比（第２変速段でのギア比）ＧＲ３と、第２変速開始ギア比ＧＲ３Ａとの差が大きく
なるように設定される。また、この変速機への入力トルクが大きくなるほど前記の差が大
きくなるよう補正される。なお、この補正は、第３変速制御手段４０５に設けられた開始
タイミング補正手段４０７により実行される。（特許請求の範囲の請求項８に対応）
　また、本実施形態では、第２変速を開始するパラメータとして、上述のように『第１変
速が終了するギア比（イナーシャフェーズ終了ギア比）ＧＲ３に到達する前の第２変速開
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始ギア比ＧＲ３Ａ』を用いているが、これに代えて第１の所定ギア比に相当する値を用い
ても良い。この場合、例えばタービン回転速度、変速機の出力軸速度、車輪の回転速度等
をパラメータとして用いることができる。
【００６９】
　ところで、ギア比が第２変速開始ギア比ＧＲ３Ａに到達したとき（ｔ＝ｔ２）には、図
８（ｃ）に示すように、第１変速はまだ終了しておらず、したがって、第１変速と第２変
速とが一部オーバラップすることになる。特に、第１変速と第２変速とのオーバラップ期
間では、２－６ブレーキ2-6/Bに対して解放制御と締結制御との異なる２つの制御指令が
出力されることになる。つまり、１つの摩擦要素（２－６ブレーキ2-6/B）に対して２つ
の異なる油圧指令が出力されることになる。
【００７０】
　本装置では、このような制御上の矛盾を回避するべく、第２変速の開始以降、第３変速
制御手段４０５は、第１変速制御手段４０３により出力される２－６ブレーキ2-6/Bに対
する油圧指令値と、第２変速制御手段４０４により出力される２－６ブレーキ2-6/Bに対
する油圧指令値とを比較するとともに、常に大きい方を選択して２－６ブレーキ2-6/Bの
油圧制御弁１０８に出力するようになっている（セレクトハイ制御）。（特許請求の範囲
の請求項１，９に対応）
　そして、このようなセレクトハイ制御を実行することにより、２－６ブレーキ2-6/Bに
対する油圧指令値は、図８（ｃ）に太線で示すような特性となり、連続する２つの変速を
滑らかに行うことができ、変速ショックの発生を防止又は抑制することができる。
【００７１】
　以下、図８に加えて図７のフローチャートに沿って、シーケンシャルシフト時のダウン
シフトについて具体的に説明すると、基本的には、第１変速（前変速）及び第２変速（次
変速）ともに、通常時のダウンシフト（単独のダウンシフト）と同様の制御であって、そ
の一部のみが異なっている。したがって図７のフローチャートでは、上述の図６で説明し
たフローチャート共通のステップには同じ番号を付し、重複する説明については極力省略
する。
【００７２】
　まず、前変速について説明すると、締結側摩擦要素（第２摩擦要素；ロークラッチLOW/
C）では、通常変速に対して何ら変更されておらず、通常変速と同一の制御が実行される
（ステップＳ１０１～１１０）。
　また、解放側摩擦要素（第１摩擦要素；２－６ブレーキ2-6/B）では、通常変速のステ
ップＳ２０８及びＳ２０９のみ変更されている。すなわち、後述する第２変速が開始され
ると、変速の停滞を防止するためには第１変速における解放側摩擦要素の油圧指令値は速
やかに低下させることが望ましい。
【００７３】
　そこで、シーケンシャルシフト時には単独での６→４変速よりも早いタイミングでなお
かつ急な勾配で２－６ブレーキ2-6/Bの油圧を０まで低減させる補正が行われる（ステッ
プＳ２０８′及びステップＳ２０９′）。なお、この補正は、第３変速制御手段４０５に
設けられた終了タイミング補正手段４０８により実行される。（特許請求の範囲の請求項
２の後半に対応）
　具体的には、図８に示すように、この場合にはイナーシャフェーズ終了を判定する２速
ギア比ＧＲ３よりも手前に設定された第２の所定ギア比（ＧＲ３Ｂ）となると、通常変速
時の勾配（第１の所定勾配；ＲＲ４）よりも急な勾配ＲＲ４Ｓで油圧をゼロ圧まで解放す
る。これにより、速やかに２－６ブレーキ2-6/Bが解放される。そして、上述した以外は
、通常の第１変速（６→４変速）がＡ／Ｔコントロールユニット４０に記憶された制御プ
ログラムにしたがって実行されて、４速への変速が終了する。
【００７４】
　なお、このときの油圧の低下の勾配（抜き勾配）は、２－６ブレーキ2-6/Bへの入力ト
ルクが大きいほど急な勾配となるよう補正される。（特許請求の範囲の請求項６に対応）
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　これは入力トルクが大きくなるほど２－６ブレーキ2-6/Bの油圧は高くなり、解放まで
に時間がかかるからであり、速やかに油圧を解放しないと変速途中で変速が停滞するおそ
れがあるからである。そこで、上述のように、入力トルクに応じて抜き勾配を補正するこ
とにより、変速途中での停滞、インターロック及び吹き上がり等を抑制することができる
。
【００７５】
　次に、第２変速（次変速）について説明する。なお、この第２変速において第１変速（
前変速）と同様の処理を実行するステップについては第１変速と同じ番号を付し、重複す
る説明を極力省略する。
　さて、この第２変速に、通常の変速制御（第１変速と同様の制御）をそのまま適用する
と、第２変速制御手段４０４により２－６ブレーキ2-6/B（第１摩擦要素）を締結するよ
うな油圧指令値が出力されることになるが、このときはまだ第１変速が終了していないの
で、第１変速制御手段４０３からは２－６ブレーキ2-6/Bを解放するべく油圧指令値が出
力されている。すなわち、第２変速開始（ｔ２）以降のオーバラップ期間では、１つの摩
擦要素（２－６ブレーキ2-6/B）に対して、解放制御と締結制御との異なる２つの制御指
令が出力されることになる。
【００７６】
　そこで、この場合には、上述したように、第１変速制御手段４０３から出力される２－
６ブレーキ2-6/Bに対する油圧指令値と、第２変速制御手段４０４から出力される２－６
ブレーキ2-6/Bに対する油圧指令値とが第３変速制御手段４０５により比較され、大きい
方を選択して２－６ブレーキ2-6/Bに対する油圧指令値として出力するセレクトハイ制御
が実行される（ステップＳ１００）。なお、このセレクトハイ制御は、第１変速が終了す
るまで実行される。
【００７７】
　また、このようなシーケンシャルシフトの第２変速では、図８（ｃ）に示すように、締
結側摩擦要素のプリチャージ制御を禁止する。（特許請求の範囲の請求項４に対応）すな
わち、フローチャート上では第１変速のプリチャージ制御（ステップＳ１０１）に代えて
、プリチャージ制御の禁止（ステップＳ１０１′）が適用される。
　これは、第２変速開始時には第１変速制御手段４０３により２－６ブレーキ2-6/Bのピ
ストンストロークが終了している状態であり、このような状態においてがた詰め用の高い
油圧を出力すると、実際の油圧も油圧指令値に追従してしまい、クラッチ容量が発生して
ショックが生じるおそれがあるからである。
【００７８】
　そこで、第２変速開始時には締結側摩擦要素のプリチャージ制御をキャンセルすること
でショックの発生を防止するようにしている。なお、この場合には、第２変速の締結側摩
擦要素の初期値としては、第１変速の締結側摩擦要素のプリチャージ制御終了時に設定さ
れる所定値ＰＡ２＋学習量が適用される。
　そして、その後は第１変速と同様に所定時間Ｔ１経過するまで所定値ＰＡ２＋学習量を
保持する（ステップＳ１０２）とともに、その後第１変速と同様のピストンストローク制
御に移行する（ステップＳ１０３）。
【００７９】
　また、ピストンストローク制御では締結側摩擦要素のピストンが一定の油圧値のもとで
徐々にストロークしていく。ここで、上述した第１変速では、ピストンストローク制御時
には、油圧スイッチがＯＮとなるとピストンストローク制御の終了を判定し、次のＡＣ２
１に移行する。
　しかしながら、この第２変速では締結側摩擦要素は第１変速の解放側摩擦要素と同じ摩
擦要素（２－６ブレーキ2-6/B）であり、第１変速とオーバラップする第２変速開始時に
はすでに油圧が十分高められているため、第２変速開始時にはすでに油圧スイッチがオン
となっている。したがって、第１変速同様油圧スイッチオンをトリガにピストンストロー
ク終了を判定すると、ピストンストロークフェーズがなくなってしまうことになる。
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【００８０】
　このため、この第２変速では油圧スイッチオンをトリガとすることを禁止することとし
（特許請求の範囲の請求項５に対応）、所定時間Ｔ２＋Ｔ１０経過したことを条件に掛け
換え制御に移行する（ステップＳ１０４′）。そして、これ以降は、締結側摩擦要素は第
１変速と同様の処理が実行される（ステップＳ１０５～Ｓ１１０参照）。
　以上のように、第２変速の締結側摩擦要素ではステップＳ１００～Ｓ１１０に従い油圧
指令値が設定されるとともに、第１変速の解放側摩擦要素の油圧指令値との大小を比較し
て、大きいほうの値が実際に出力される油圧指令値として選択される（セレクトハイ）。
【００８１】
　これにより、第１変速で解放し第２変速では締結される摩擦要素（２－６ブレーキ2-6/
B）に対する油圧指令値が、図８（ｃ）に太い実線で示すような特性となり、変速のオー
バラップ時における制御の整合性を図ることができる。これにより連続する２つの変速を
滑らかに行うことができ、変速ショックの発生を防止又は抑制することができる。
　一方、解放側摩擦要素（第３摩擦要素；ハイクラッチH/C）では、以下のような制御が
実行される。ここで、４→２への単独の変速時には、第２変速制御手段４０４は上述した
第１変速と同様に、油圧のアンダーシュートを防止する目的で、ハイクラッチH/Cの油圧
を変速開始と同時に第３の油圧指令値（第３の油圧値ＴＲ２；ハイクラッチH/Bが単独で
入力トルクを伝達できない上限の油圧値）に対して余裕を持った第２の油圧指令値（第２
の油圧値：ＴＲ２＋ＴＲ１）までステップ状に低下させることとなる〔図８（ｃ）の点線
参照〕。
【００８２】
　しかし、本実施形態のようにシーケンシャルシフトを実行する場合であって、第１変速
段における分担比が第２変速段における分担比よりも大きい場合には、オーバラップ時に
第３摩擦要素であるハイクラッチH/Cがスリップするおそれがあるので、ハイクラッチH/C
のスリップを防止する目的で分担比に応じた初期圧補正が行われる（ステップＳ２０１′
）。なお、ここで分担比とは、入力トルクを１としたときに各摩擦要素が各変速段におい
て受け持っているトルクの割合をいう。
【００８３】
　これについて詳しく説明すると、ハイクラッチH/Cの第１変速段（６速）の分担比（1.0
00）よりも第２変速段（４速）の分担比（0.722）のほうが小さい場合、第１変速中に通
常の第２変速のデータに基づいて変速制御を実行すると、４速確定前つまり６速の分担比
が必要な状態で、第３摩擦要素の油圧を４速分担比相当まで油圧を低下させることになる
。つまり、第１変速段（６速）の分担比（１．０００）／第２変速段（４速）の分担比（
０．７２２）＝１．３９分だけ、ハイクラッチH/Cの容量が不足することになり、容量不
足でギア比が吹き上がる可能性がある。
【００８４】
　そこで、本装置では、第１変速段と第２変速段との分担比に応じて適切に第２油圧値を
補正することにより、ギア比の吹き上がりを抑制するようにしている。なお、第３摩擦要
素の分担比の関係が逆になった場合（第１変速段分担比＜第２変速段分担比）には、容量
不足とならないため、このような補正を行う必要はない。
【００８５】
　そして、次変速用に設定された所定時間Ｔ１Ｓだけかけて油圧指令値を第３の油圧指令
値に低減し（ステップＳ２０２′）、その後は、通常変速と同様の掛け換え前制御（ステ
ップＳ２０３）に移行する。なお、ステップＳ２０２′における所定時間Ｔ１Ｓは、通常
のダウンシフトにおける所定時間Ｔ１４よりも短い時間に設定される。これは、中間段に
おけるギアの停滞時間を低減するためである。
【００８６】
　掛け換え前制御では、締結側摩擦要素のピストンストロークが終了するまで入力トルク
に応じた油圧ＴＲ２で保持され、解放側で変速段が保持される。なお、通常変速では、油
圧スイッチのオンを検出すると次の掛け換え制御に移行するが、シーケンシャルシフトの
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第２変速では油圧スイッチオンをトリガとすることを禁止して、所定時間Ｔ２＋Ｔ１０経
過したことを判定すると、次の掛け換え制御に移行する（ステップＳ２０４′）。
【００８７】
　ここで油圧スイッチオンをトリガとすることを禁止するのはもともと油圧スイッチがオ
ン状態であり、締結側の掛け換え制御開始タイミングとの同期が取れなくなるのを防止す
るためであり、上述のように締結側及び解放側の両方のカウント時間を一致させることに
より、締結側及び解放側の摩擦要素は同時に掛け換え制御に移行する。
　そして、これ以降は通常変速と同様の制御を実行する。つまり、入力トルクと車速に応
じた所定勾配で徐々に油圧を低下させ（イナーシャフェーズ制御）、所定のギア比に到達
すると油圧０に向けて油圧を抜いて変速を終了する。
【００８８】
　以上のように、シーケンシャルシフト時であっても、基本的に第１及び第２変速制御手
段４０３，４０４に予め記憶された制御プログラム（制御データ）を用いて最適な変速制
御を実行するので、シーケンシャルシフト用にあらためてプログラムを組む必要がなくな
り、変速データの増加を最小限に抑制できる。
　また、第１変速の終了前に、第２変速を開始するので、第１摩擦要素（２－６ブレーキ
2-6/B）の油圧を上げることなく、最終の目標変速段に達する時間を短縮化できる。すな
わち、第１摩擦要素の油圧は、変速がオーバラップするタイミング以降は、油圧指令値の
高い方を選択するセレクトハイとすることで、第１摩擦要素の油圧が連続的に繋がること
になり、２つの連続する変速を速やかに且つ滑らかに行うことができ、変速ショックの発
生も抑制することができる。
３．２．３通常時のアップシフト
　次に、図９及び図１０を用いて通常変速時のアップシフト（ｎ段→ｎ＋１段）について
説明すると、図９は通常アップシフトについて説明するためのタイムチャート、図１０は
そのフローチャートである。
【００８９】
　アップシフトが開始されると、締結側摩擦要素では、変速開始とともにプリチャージ制
御（がた詰め制御）が実行され（ＡＣ１１，ステップＳ３０１，Ｓ３０２）、その後、ピ
ストンストローク制御が実行される（ＡＣ１２，ステップＳ３０３，Ｓ３０４）。なお、
これらプリチャージ制御及びピストンストローク制御は、上述のダウンシフトと同様の制
御内容であるので詳しい説明を省略する。
【００９０】
　次に、ＡＣ２１の掛け換え制御が開始される。この掛け換え制御では、入力トルク及び
車速に基づいて予め設定された所定勾配ＲＡ２で油圧指令値を上昇させ（ステップＳ３０
５）、所定ギア比ＧＲ１に達すると、掛け換え制御を終了して次のイナーシャフェーズ制
御に移行する（ステップＳ３０６）。
　ここで、所定勾配ＲＡ２は、引き勾配（トルクフェーズ中の出力軸トルクの低下勾配）
が最適となるように設定されており、入力トルクが大きくなるほど所定勾配ＲＡ２が大き
い値に設定される。また、この油圧勾配は、掛け換え制御からイナーシャフェーズ制御に
切り換わる際の油圧サージや変速ショックを防止することも目的としている。なお、パワ
ーオフアップシフト時は、掛け換え制御開始前にイナーシャフェーズが検出され、本制御
を実行することなくイナーシャフェーズに移行する場合もある。
【００９１】
　イナーシャフェーズ制御に入ると、入力トルク及び車速に基づいて設定される所定勾配
ＲＡ３で油圧を上昇させる（ステップＳ３０７）。ここで勾配ＲＡ３は掛け換え制御の勾
配ＲＡ２よりも小さい値であって、緩やかな勾配で比較的ゆっくりと油圧を上昇させる。
　そして、ギア比ＧＲが上述したイナーシャフェーズ終了ギアＧＲ２に到達すると、本制
御を終了する（ステップＳ３０８）。
【００９２】
　次に、イナーシャフェーズ終了制御（ＡＣ４１）に移行する。ここでは、所定勾配ＲＡ
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３よりも大きな勾配ＲＡ４（一定値）で所定時間Ｔ８かけて油圧を上昇させる。なお、油
圧指令値を一気に立ち上げると、イナーシャフェーズ終了検出ばらつきにより変速ショッ
クが発生する可能性があり、このため所定勾配ＲＡ４で油圧を上昇させている（ステップ
Ｓ３０９，Ｓ３１０）。
【００９３】
　そして、所定時間Ｔ８が経過すると、油圧指令値（デューティ）を１００％に設定し最
大油圧（ＭＡＸ圧）を出力して締結側摩擦要素の変速を終了する。
　一方、解放側摩擦要素では、ダウンシフトと同様に、まずアンダーシュート防止制御が
実行され（ステップＳ４０１，Ｓ４０２）、その後、掛け換え前制御に移行する（ステッ
プＳ４０３，Ｓ４０４）。すなわち、図９に示すように、アップシフトが開始されると解
放側摩擦要素では、油圧指令値が所定の指令値ＴＲ２まで低減される。このとき、油圧の
過度の低下（アンダーシュート）を防止するために、変速開始時には、目標とする油圧指
令値ＴＲ２に対してやや高めの油圧指令値（＋ＴＲ１）が出力され、その後、油圧指令値
を所定時間Ｔ１５だけかけて徐々に上記目標とする油圧指令値ＴＲ２まで漸減させる。な
お、上記の油圧指令値ＴＲ２は、解放側摩擦要素のクラッチがスリップしない限界値であ
る。
【００９４】
　そして、このような限界値ＴＲ２で油圧を保持しておくことにより、時間Ｔ１５経過し
て掛け換え制御に移行した際に、油圧低下とともに即座にクラッチ容量が低下して変速が
進行する。なお、パワーオフシフトアップ時は上記の油圧指令値ＴＲ２に代えて一定の油
圧指令値ＴＲ３（＜ＴＲ２）が適用される。
　次に、掛け換え制御（ＲＣ２１）が開始される。この掛け換え制御では、所定時間Ｔ１
６経過後に、上記パワーオフシフトアップ時の油圧指令値ＴＲ３になるように油圧指令値
の勾配（第３の所定勾配）が設定され、この勾配で徐々に油圧指令値が低減される（ステ
ップＳ４０５）。
【００９５】
　そして、所定時間Ｔ１６が経過して油圧指令値ＴＲ３に達すると、ギア比がイナーシャ
フェーズ判定ギア比ＧＲ１となるまでこの油圧指令値ＴＲ３を保持した後、ＲＣ３１のイ
ナーシャフェーズ時抜き制御に移行する。なお、所定時間Ｔ１６の経過前にギア比がイナ
ーシャフェーズ判定ギア比ＧＲ１に達すると、この時点でイナーシャフェーズ時抜き制御
に移行する（ステップＳ４０６）。
【００９６】
　イナーシャフェーズ抜き制御に移行すると、所定時間Ｔ１７で油圧０となるような緩や
かな勾配で油圧指令値を徐々に低減する（ステップＳ４０７）。ここで、油圧指令値を一
気に０にしないのはショックの発生を回避するためである。つまり、ギア比がイナーシャ
フェーズ判定ギア比ＧＲ１から変速終了ギア比に到達するまでに必要な時間として所定時
間Ｔ１７を設定し、この所定時間Ｔ１７の間に油圧を徐々に低減することで、ショックを
生じることなく変速を終了させるようにしている。
【００９７】
　そして、このようにして油圧を低減して行き、イナーシャフェーズ終了ギア比ＧＲ２を
判定してから所定時間Ｔ８が経過すると、油圧指令値を０に設定し、変速が終了する（ス
テップＳ４０８）。
　以上のようにして、第１変速制御手段４０３により通常変速のアップシフトが実行され
る。
３．２．４シーケンシャルシフト時のアップシフト
　次に、シーケンシャルシフトの他の例として３→５のアップシフト時の制御について図
１２のタイムチャートを用いて説明する。なお、図８と同様に、（ａ）はスロットル開度
ＴＨ、（ｂ）は変速機のギア比ＧＲ、（ｃ）は変速時に締結又は解放される摩擦要素に対
する油圧指令値の特性をそれぞれ示している。
【００９８】
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　なお、このような３→５のアップシフトでは、３－５リバースクラッチ3-5R/Cに対して
解放→締結という制御が実行されるため、この３－５リバースクラッチ3-5R/Cが第１摩擦
要素に相当する。また、ハイクラッチH/Cが第２摩擦要素に相当し、ロークラッチL/Cが第
３摩擦要素に相当する。
　さて、３速（第１変速段）での走行中に走行条件が変動して（あるいはドライバの意図
により変速レバーが操作されて）、シフトマップ（目標変速段決定手段）４０１により、
目標変速段が５速（第３変速段）に設定されると、まずは第１変速制御手段４０３からの
制御信号に基づき３速から４速へのアップシフト（第１変速）が開始される（図１２のｔ
１）。
【００９９】
　この第１変速（前変速）は、上述した通常時のアップシフトと同一の変速制御であるの
で、この第１変速に関する説明は省略する。
　前変速が進行すると、ギア比ＧＲがそれまでの３速ギア比から４速ギア比に向けて変化
し始める（イナーシャフェーズ開始；図１２のｔ１′参照）。そして、イナーシャフェー
ズの開始を判定すると、現在の実ギア比と、３→４変速（第１変速）の終了を判定するギ
ア比（イナーシャフェーズ終了ギア比）ＧＲ２よりも手前の前記第１の所定ギア比（第２
変速開始ギア比又は前出しギア比）ＧＲ２Ａとを比較する。
【０１００】
　そして、実ギア比が上記第２変速開始ギア比ＧＲ２Ａに達する以前であれば、すぐには
第２変速を開始せずに、第３変速制御手段４０５により当該第２変速制御の開始を禁止す
る。そして、その後実ギア比が上記第２変速開始ギア比ＧＲ２Ａに達すると、上述のダウ
ンシフト時と同様に第２変速の禁止を解除して、第３変速制御手段４０５により４→５変
速（第２変速）の開始を指示する（図１２のｔ２参照）。
【０１０１】
　ここで、イナーシャフェーズの終了手前の第２変速開始ギア比ＧＲ２Ａになると第１変
速の終了を待たずに第２変速を開始するのは、ダウンシフト時と同様の理由による。つま
り、第１変速の終了を待ってから第２変速を開始したのでは、第２変速の開始時の油圧応
答遅れに起因して、第１変速の終了と第２変速の開始との間に停滞時間が生じ、結果的に
変速時間が増大してしまうおそれがあるからである。
【０１０２】
　そこで、本装置では、実ギア比がイナーシャフェーズ終了ギア比ＧＲ２手前の第２変速
開始ギア比ＧＲ２Ａとなると、第２変速を開始するようにしている（第２変速の前出し）
。
　なお、やはりダウンシフトと同様に、第２変速開始ギア比ＧＲ２Ａは固定値ではなく、
このような飛びシフト変速時にその都度設定される値であって、第２変速の油圧応答遅れ
を考慮して設定される。つまり、この第１の所定ギア比は実際に第２変速が開始される時
点とイナーシャフェーズ終了時とが一致するように（又はイナーシャフェーズ終了から第
２変速開始までの時間が極力小さくなるように）、予め第２変速の応答遅れ分を見込んで
設定されるギア比であって、第２変速開始（ｔ２）からイナーシャフェーズ終了までの時
間が一定時間となるように第２変速開始ギア比ＧＲ２Ａが設定される。
【０１０３】
　この第２変速開始ギア比ＧＲ２Ａの設定手法については、ダウンシフト時における第２
変速開始ギア比ＧＲ３Ａの設定手法と同様であるので、このギア比ＧＲ２Ａの設定及び補
正の手法については説明を省略する。
　さて、ｔ＝ｔ２において第２変速が開始されると、変速制御上は３－５リバースクラッ
チ3-5R/C（第１摩擦要素）を締結するような油圧指令値が出力されるが、このときはまだ
第１変速が終了していないので第１変速では３－５リバースクラッチ3-5R/Cを解放するべ
く油圧指令値が出力されている。すなわち、第２変速開始（ｔ２）から第１変速終了（ｔ
３）までのオーバラップ期間では、１つの摩擦要素（３－５リバースクラッチ3-5R/C）に
対して、解放制御と締結制御との異なる２つの制御指令が出力される。



(23) JP 4257328 B2 2009.4.22

10

20

30

40

50

【０１０４】
　つまり、このような前変速と次変速オーバラップ期間においては、３－５リバースクラ
ッチ3-5R/Cに対して、解放制御と締結制御との異なる２つの制御指令が出力されることに
なるが、本装置では、このような制御上の矛盾を回避するべく、第２変速の開始以降、第
３変速制御手段４０５は、第１変速制御手段４０３により出力される３－５リバースクラ
ッチ3-5R/Cに対する油圧指令値と、第２変速制御手段４０４により出力される３－５リバ
ースクラッチ3-5R/Cに対する油圧指令値とを比較するとともに、大きい方を選択して最終
的に３－５リバースクラッチ3-5R/Cの油圧制御弁１０９に出力するようになっている（セ
レクトハイ制御）。
【０１０５】
　そして、このようなセレクトハイ制御を実行することにより、３－５リバースクラッチ
3-5R/Cに対する油圧指令値は、図１２（ｃ）に太線で示すような特性となり、連続する２
つの変速を滑らかに行うことができ、ダウンシフト時と同様にアップシフト時においても
変速ショックの発生を防止又は抑制することができる。
　また、通常変速では、掛け換え制御後にイナーシャフェーズに移行すると第１摩擦要素
の油圧を所定の勾配（第３の所定勾配）でゼロ圧まで低下させて第１摩擦要素を解放する
（図９のＲＣ３１参照）が、このシーケンシャルシフト時には、終了タイミング補正手段
４０８により第１摩擦要素の油圧のゼロ圧までの低下が禁止され、所定の油圧（解放圧）
で第２変速の開始まで保持するように油圧指令値が補正されるようになっている。ここで
、上記の解放圧とは、第１摩擦要素のクラッチがピストンストローク完了相当の状態を保
持できるような油圧指令値である（特許請求の範囲の請求項３に対応）。
【０１０６】
　このような補正を行うのは、シーケンシャルシフト時に通常の第１変速のように、第２
摩擦要素のピストンストローク完了判定後（掛け換え制御ＡＣ２１の終了判定後）、第１
摩擦要素の解放油圧を所定勾配でゼロ圧まで抜けるように制御を行うと、第２変速の開始
前に油圧が抜けきれてしまい、第２変速開始時に再度第１摩擦要素のピストンストローク
をさせなければならず、第２変速の実開始が遅れてしまうからである。
【０１０７】
　そこで、シーケンシャルシフト時には、上述のように終了タイミング補正手段４０８に
より第１変速の終了時に解放圧を残しておくことにより、第２変速段におけるギア比の停
滞を防止して、ドライバに違和感を与えることなく滑らかに且つ速やかに第１変速から第
２変速に移行させることができるようになる。
　以下、図１２に加えて図１１のフローチャートに沿って、シーケンシャルシフトのアッ
プシフトの動作について説明する。なお、上述したように第１変速（前変速）通常時のア
ップシフト（単独のアップシフト）に対して第１変速の終了時に解放圧を保持する以外は
変更されていないので、第１変速については省略する。
【０１０８】
　また、第２変速（次変速）については、通常変速のアップシフトと異なる制御内容につ
いて主に説明し、上述の図１０で説明した通常変速と同様のステップについては、同じ番
号を付し重複する説明を極力省略する。
　さて、第２変速制御手段４０４では、第１の所定ギア比（第２変速開始ギア比又は前出
しギア比）ＧＲ２Ａを検出すると、第２変速を開始する。そして、第２変速が開始される
と、まず、第１変速の第１摩擦要素（３－５リバースクラッチ3-5R/C）の解放側油圧指令
値と第２変速における第１摩擦要素の締結側油圧指令値とを比較し、常時大きい方を選択
して出力するセレクトハイを実行する（ステップＳ３００）。なお、このセレクトハイ制
御は第３変速制御手段４０５により実行される。
【０１０９】
　次に、締結側摩擦要素のプリチャージ制御を禁止する（ステップＳ３０１′；特許請求
の範囲の請求項５に対応）これは、３．２．２の「シーケンシャルシフト（ダウンシフト
）」のステップＳ１０１′で説明した理由と同様の理由による。つまり、第２変速開始時
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には第１変速制御手段４０３により３－５リバースクラッチ3-5R/Cの解放圧が残っている
状態であり、このような状態においてがた詰め用の高い油圧を出力すると、実際の油圧が
油圧指令値に追従して、クラッチ容量が発生してショックが生じるおそれがあるからであ
る。なお、この場合には、第２変速の締結側摩擦要素の初期値としては、第１変速の締結
側摩擦要素のプリチャージ制御終了時に設定される所定値ＰＡ２＋学習量が適用される。
【０１１０】
　そして、その後は第１変速と同様に所定時間Ｔ１経過するまで所定値ＰＡ２＋学習量を
保持する（ステップＳ３０２）とともに、その後第１変速と同様のピストンストローク制
御に移行する（ステップＳ３０３）。
　また、ピストンストローク制御では、第２変速開始時にはすでに油圧スイッチがオンと
なっており、第１変速同様油圧スイッチオンをトリガにピストンストローク終了を判定す
ると、ピストンストロークフェーズがなくなってしまう。このため、この第２変速では油
圧スイッチオンをトリガとすることを禁止し、所定時間Ｔ２経過したことを条件に掛け換
え制御に移行する（ステップＳ３０４′）。そして、これ以降は、締結側摩擦要素は第１
変速と同様の処理が実行される（ステップＳ３０５～Ｓ３１０参照）。
【０１１１】
　次に、解放側摩擦要素の制御について説明すると、第２変速制御手段４０４では、前変
速で実行されるアンダーシュート防止制御（図１０のステップ４０１参照）を禁止すると
ともに、３．２．２の「シーケンシャルシフト（ダウンシフト）」のステップＳ２０１′
と同様の分担比補正を行い（ステップＳ４０１′）、ギア比の吹き上がりを抑制する。
　具体的には、第３摩擦要素（ロークラッチLOW/C）の第１変速段（３速）の分担比より
も第２変速段（４速）の分担比のほうが小さい場合、補正比として「第１変速段の分担比
／第２変速段の分担比」を求め、この補正比を油圧ＴＲ１に乗じて油圧指令値を補正する
。
【０１１２】
　次に、この油圧指令値を次変速専用に設定された所定時間Ｔ１Ｓだけかけて油圧指令値
を第３の油圧指令値ＴＲ２に低減する（ステップＳ４０２′）。なお、ステップＳ４０２
′における所定時間Ｔ１Ｓは、通常のアップシフトにおける所定時間Ｔ１５よりも短い時
間に設定される。これは、中間段におけるギアの停滞時間を低減するためである。
　そして、その後は、通常変速と同様の掛け換え前制御（ステップＳ４０３）に移行する
。掛け換え前制御では、締結側摩擦要素のピストンストロークが終了するまで入力トルク
に応じた油圧ＴＲ２に保持され、解放側で変速段が保持される。なお、通常変速では、油
圧スイッチのオンを検出すると次の掛け換え制御に移行するが、シーケンシャルシフトの
第２変速では油圧スイッチオンをトリガとするのを禁止して（請求項５に対応）、所定時
間Ｔ２経過したことを判定すると、次の掛け換え制御に移行する（ステップＳ４０４′）
。
【０１１３】
　ここで油圧スイッチオンをトリガとするのを禁止するのはもともと油圧スイッチがオン
状態であり、締結側の掛け換え制御開始タイミングとの同期が取れなくなるのを防止する
ためであり、上述のように締結側及び解放側の両方のカウント時間を一致させることによ
り、締結側及び解放側の摩擦要素は同時に掛け換え制御に移行する。
　そして、これ以降は通常変速と同様の制御を実行する。つまり、入力トルクと車速に応
じた所定勾配で徐々に油圧を低下させ（イナーシャフェーズ制御）、所定のギア比に到達
すると油圧０に向けて油圧を抜いて変速を終了する。
【０１１４】
　そして、このようなセレクトハイ制御を実行することにより、３－５リバースクラッチ
3-5R/Cに対する油圧指令値は、図１２（ｃ）に太線で示すような特性となり、連続する２
つの変速を滑らかに行うことができ、ダウンシフト時と同様にアップシフト時においても
変速ショックの発生を防止又は抑制することができる。
　本発明の一実施形態に係る自動変速機の制御装置は上述のように構成されているので、
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その作用について図１３及び図１４に示すフローチャートを用いて説明すると以下のよう
になる。なお、図１３及び図１４は第１変速段（６速）から第３変速段（２速）への飛び
シフト（シーケンシャルシフト）を実行する際の作用を示すフローチャートであって、６
速から２速へのシーケンシャルシフトを判断すると（つまり、目標変速段が６速から２速
へ変更されると）開始する。
【０１１５】
　まず、６速から４速へのシーケンシャルシフトの変速判断が行われると、図示しない変
速許可マップを参照する（ステップＳＡ１０１）。この変速許可マップは、現変速段から
１回の変速制御で変速可能な変速段が記憶されており、本実施形態では現変速段±１段と
ダウンシフト側の１段飛びシフトのみが許可される。したがって、この場合はまず最初に
６速（第１変速段）から４速（第２変速段）への１段飛びシフト（第１変速又は前変速）
の変速が許可される。
【０１１６】
　そして、この前変速の許可を受けて６→４の第１変速が開始される（ステップＳＡ１０
２）。次に、第１変速開始後、再変速禁止か否かを判定する（ステップＳＡ１０３）。こ
こで、再変速とは、目標変速段が新たに４速（第２変速段）以外に設定されてこの新たな
目標変速段へ向けての変速制御を指す。再変速禁止か否かは、具体的には第１変速におい
てイナーシャフェーズが開始されたか否かを判定し、イナーシャフェーズ開始後である場
合には再変速禁止と判定し、イナーシャフェーズ開始前である場合には再変速可能と判定
する。
【０１１７】
　再変速可能の場合には、次に目標変速段が４速以外に変更されたか否かを判定し（ステ
ップＳＡ１０４）、４速以外に変更された場合には再変速を許可し、新たな目標変速段に
対する変速（再変速）を実行する（ステップＳＡ１０５）。また、目標変速段が変更され
なければ、ステップＳＡ１０３に戻る。
　また、ステップＳＡ１０３で再変速禁止と判定された場合には、目標変速段が現在の変
速段である６速以上（つまり高速側の変速段）か否かを判定する（ステップＳＡ１０６）
。目標変速段が現在の変速段より大きければ、ダウンシフトからアップシフトに変更され
た場合であるので、戻り変速制御を行う（ステップＳＡ１０７）。ここで、戻り変速制御
とはダウンシフトをキャンセルし、アップシフトに移行する制御であるが、この戻り変速
制御は公知であり、本発明との関連性は低いので詳細な説明は省略する。
【０１１８】
　また、ステップＳＡ１０６でＮｏと判定されると、次に、目標変速段が４速未満か否か
を判定する（ステップＳＡ１０８）。そして、このステップＳＡ１０８においてもＮｏと
判定された場合は、目標変速段が４速以上６速未満であるので、４速への変速終了を判定
（ステップＳＡ１０９）した後、目標変速段が４速であるのか５速であるのかを判定し（
ステップＳＡ１１０）、目標変速段が４速であればそのまま４速での定常運転を行い（ス
テップＳＡ１１１）、目標変速段が５速であれば通常の４速から５速への変速制御を実行
する（ステップＳＡ１１２）。
【０１１９】
　一方、ステップＳＡ１０８において、Ｙｅｓと判定された場合には、最終的な目標変速
段として１速（第３変速段）が維持されている場合であり、この場合には実ギア比が第２
変速開始ギア比（前出しギア比）ＧＲ３Ａ未満か否か、即ち、実ギア比が第２変速開始ギ
ア比ＧＲ３Ａの到達前であるか否かを判定し（ステップＳＡ１１３）、実ギア比が第２変
速開始ギア比ＧＲ３Ａの到達前であれば、第２変速開始ギア比ＧＲ３Ａに達するまで第２
変速を禁止する。
【０１２０】
　また、実ギア比が第２変速開始ギア比ＧＲ３Ａに達すると、変速禁止を解除するととも
に、第３変速段が第１変速では締結→解放となり、且つ第２変速では解放→締結となる摩
擦要素を有する変速段であるか否かを判定する（ステップＳＡ１１４）。なお、このステ
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ップＳＡ１１４では、予め図２の摩擦要素の作動図に基づいて締結→解放→締結となる摩
擦要素を有する変速の組み合わせ（変速パターン）を記憶させておき、実変速パターンが
上記の予め記憶した変速パターンに該当するか否かを判定することで実行される。
【０１２１】
　そして、このような摩擦要素が存在しなければ、すなわち、第３変速段が３速の場合で
あれば、Ｎｏのルートを通り、通常通りの摩擦要素の締結・解放制御が実行される（ステ
ップＳＡ１１５）。また、上述したような第１変速では締結→解放となり第２変速では解
放→締結となる摩擦要素がある場合には、すなわち、第３変速段が２速の場合であれば、
第３変速制御手段４０５による変速制御が実行される（ステップＳＡ１１６）。なお、ス
テップＳＡ１１４内のサブルーチンについては後述する。
【０１２２】
　そして、６速から４速への変速制御（第１変速）の終了を判定すると（ステップＳＡ１
１７）、４速から２速への通常の変速制御（第２変速）が実行される（ステップＳＡ１１
８）。これにより、第１変速が終了するまでは、第３変速制御手段４０５により各摩擦要
素に対する油圧指令の整合性が図られ、制御の最適化が実行される。
　次に、図１４を用いて、上記ステップＳＡ１１６のサブルーチンを説明すると、このサ
ブルーチンは飛びシフト（シーケンシャルシフト）の第２変速開始を判定すると開始され
るものであって、まず最初に第２変速の解放側摩擦要素（ここではハイクラッチH/C）の
抜き準備トルクの分担比補正を行う（ステップＳＢ２０１）とともに、抜き準備時間Ｔ１
Ｓを設定する（ステップＳＢ２０２）。そして、上述した第３の油圧指令値まで油圧指令
値を徐々に低下させる。
【０１２３】
　また、このようなシーケンシャルシフト時には第２変速の締結側摩擦要素の油圧スイッ
チオンをトリガとするのを禁止する（ステップＳＢ２０３）。
　一方、このような第２変速が開始されると、第１変速での２－６ブレーキ2-6/Bに対す
る油圧指令値と、第２変速での２－６ブレーキ2-6/Bに対する油圧指令値とを比較して大
きい方を選択するとともに、この選択した油圧指令値を最終的な２－６ブレーキ2-6/Bに
対する油圧指令値として出力するセレクトハイを実行する（ステップＳＢ２０４）。
【０１２４】
　次に、現在の実ギア比と第２の所定ギア比（第１摩擦要素油圧解放ギア比）ＧＲ３Ｂと
を比較し（ステップＳＢ２０５）、実ギア比が第２変速開始ギア比ＧＲ３Ａに達したと判
定すると、第１変速（前変速）の解放側摩擦要素の油圧解放タイミング（抜きタイミング
）を本来のタイミングよりも早める前出し制御を行う（ステップＳＢ２０６）とともに、
抜き勾配を急な勾配に変更（補正）する（ステップＳＢ２０７）。なお、上記ステップＳ
Ｂ２０５～ＳＢ２０７はダウンシフト時のみ実行されるステップであって、アップシフト
時にはステップＳＢ２０４からステップＳＢ２０８に進む。
【０１２５】
　抜き勾配の補正後は、第１変速が終了したか否かを判定し（ステップＳＢ２０８）、第
１変速の終了を判定すると、このシーケンシャルシフトにおける６→４変速が終了する（
ステップＳＢ２０９）。すなわち、ステップＳＢ２０８において上述のセレクトハイ制御
が終了する。そして、これ以降は、コントロールユニット４０に予めプログラムされた通
常の４－２変速が実行される（ステップＳＢ２１０）。
【０１２６】
　以上詳述したように、本発明の一実施形態に係る自動変速機の制御装置によれば、シー
ケンシャルシフト時であっても、基本的に第１変速制御手段４０３と第２変速制御手段４
０４とに記憶された制御データを使って変速制御を行うことで、変速データの増加を最小
限に抑制できる。
　また、第１変速と第２変速とにおいて、第１変速の終了前に、第２変速を開始するので
、第１摩擦要素の油圧を大幅に下げることなく、最終の目標変速段に達する時間を短縮化
できる。すなわち、第１摩擦要素の油圧は、変速がオーバラップするタイミング以降は、



(27) JP 4257328 B2 2009.4.22

10

20

30

40

50

セレクトハイすることで、第１摩擦要素の油圧が連続的に繋がることになり、２つの連続
する変速を速やかに且つ滑らかに行うことができ、変速ショックの発生も抑制することが
できる。
【０１２７】
　また、第１変速の終了前に第２変速を開始することで、第２変速段にギア比が停滞する
時間を短くでき、最終の目標変速段である第３変速段に達する時間を短縮化できる。（以
上、請求項１及び９に対応する効果）
　また、ダウンシフト時には、第１変速における第１摩擦要素の油圧特性のうち、ゼロ圧
に向けて低下させるタイミング（抜きタイミング）は、変速終了時におけるトルク変動を
滑らかにするよう比較的遅いタイミングに設定され、且つ比較的ゆっくりとした勾配で油
圧を低下させるようにしているため、第１変速中に第２変速開始の指令を出しても、第２
摩擦要素の油圧が過多となって、インターロックや第２変速段（４速）で停滞する可能性
があるが、本実施形態では、単独の第１変速を行う場合に比べて、油圧の低下タイミング
を早め、且つ急勾配で油圧を低下させることで、インターロックやギア比の停滞を防止す
ることができる。（以上、請求項２に対応する効果）
　また、アップシフト時には、第１摩擦要素の油圧を変速終了前にゼロ圧まで解放するこ
とを禁止して、第１摩擦要素の油圧をピストンストローク完了相当の油圧（解放圧）で保
持するよう油圧指令値を補正することで、第２変速段でのギア比の停滞を防止できる。す
なわち、通常の第１変速のように、第２摩擦要素のピストンストローク完了を判定したら
、第１摩擦要素の油圧をゼロ圧まで低下させてしまうと、第２変速の開始前に油圧が抜け
きれてしまい、第２変速開始時に再度第１摩擦要素のピストンストロークをさせなければ
ならず、第２変速の実開始が遅れて、第２変速段においてギア比が停滞し、運転者が違和
感を覚える可能性があるが、第１摩擦要素の油圧を解放圧で保持することにより、このよ
うなギア比の停滞を防止することができる。（以上、請求項３に対応する効果）
　また、上述のようなシーケンシャルシフト時には、第２変速開始時のプリチャージ制御
が禁止されるので、解放と締結とを連続的に行う第１摩擦要素の実油圧の不連続を無くし
て、変速ショックを防止することができる。すなわち、第１変速で解放される第１摩擦要
素の油圧は低い油圧ではあるもののピストンがストロークした状態であり、このとき、第
２変速時に通常時と同様にプリチャージを行うと、第１摩擦要素に対する第２変速の指令
油圧が高くなりすぎて第１摩擦要素の急締結による変速ショックが発生する。
【０１２８】
　これに対して、プリチャージを禁止することで、第１摩擦要素の急締結を抑制すること
ができるため変速ショックを防止できる。（以上、請求項４に対応する効果）
　また、シーケンシャルシフト時には第２変速時には油圧スイッチ（ピストンストローク
判定手段）からの情報をキャンセルする、即ち、油圧スイッチのオンをトリガとするのを
禁止するので、変速ショックを防止できる。すなわち、通常の第２変速のように、第１摩
擦要素の油圧の掛け換え制御の開始タイミングを油圧スイッチの結果に基づいて決定した
場合、第１変速で解放中の第１摩擦要素は、第２変速の開始時にはピストンストロークは
完了している状態であるため、第２変速の開始と同時に掛け換え制御への移行指令を出力
することになり、変速ショックが発生する可能性がある。
【０１２９】
　そこで、第２変速では油圧スイッチの情報を無視し、所定時間（締結側摩擦要素ではＴ
１、解放側摩擦要素ではＴ１Ｓ）経過後に、掛け換え制御を開始することにより、変速シ
ョックを防止することができる。（以上、請求項５に対応する効果）
　また、第３摩擦要素における第１変速段での分担比よりも第２変速段での分担比が小さ
くなる場合には、第３摩擦要素の第２油圧値を第１変速段における分担比と第２変速段に
おける分担比との比率に基づいて補正するので、クラッチ容量不足に起因するギア比の吹
き上がりを抑制することができる。
　また、入力トルクが大きいほど第２摩擦要素の油圧は高くなるため、解放までに時間が
かかり、インターロックや中間段で過剰に停滞する可能性があるが、入力トルクに応じて
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第２摩擦要素の油圧低下の勾配（第１の所定勾配又は抜き勾配）を補正することにより、
中間変速段での停滞、インターロック、吹き上がり等を抑制できる。（以上、請求項６に
対応する効果）
　また、車速が高くなるほど、入力トルクが大きくなるほど、第２の所定ギア比又はパラ
メータが第２の所定ギア比に相当する値を、ダウンシフトであれば高速段側に、アップシ
フトであれば定速段側へと補正することにより、車速や入力トルクに応じて適切に本制御
を行うことができ、車両の走行条件にかかわらず、中間変速段での停滞やインターロック
を確実に防止することができる。（以上、請求項７に対応する効果）
　ところで、第２変速制御手段４０４のデータを極力使用する場合には、第１変速制御実
行中に第２変速制御を開始するタイミングを、指令油圧に対して実油圧の応答遅れ分だけ
考慮した分だけ早め設定することが必要である。また、実油圧の応答性は、作動油の粘度
が変わらなければ一定である。そこで、イナーシャフェーズ終了のギア比ＧＲ３に到達す
る前の一定の（あるいは固定の）ギア比を用い、この一定のギア比に達した時に第２変速
を開始して実油圧の応答遅れ分を相殺すればよい。しかしながら、ギア比の変化率はトル
クと車速とによってかわってくるため、イナーシャフェーズ終了のギア比ＧＲ３に達する
時間はトルク及び車速に依存して変化する。この結果、一定のギア比に達したタイミング
で第２変速制御を開始すると、トルクや車速によっては中間変速段で停滞、インターロッ
ク、吹き上がりが発生する可能性があったが、本実施形態では車速が低くなるほど第２変
速を開始するギア比ＧＲ３Ａとイナーシャフェーズが終了するギア比ＧＲ３との差が大き
くなるように補正するとともに、変速機１の入力トルクが大きいほど前記差が大きくなる
よう補正することで第２変速の開始タイミングを適切なタイミングに補正することができ
、中間変速段での停滞、インターロック及び吹き上がり等を防止することができる。（以
上、請求項８に対応する効果）
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は上記の実施形態にのみ限定さ
れるものではなく、本発明の趣旨を変更しない範囲で種々の変形が可能である。例えば、
自動変速機の構成は、特開平２００３－１０６４３９号公報に開示された６速自動変速の
スケルトンを適用してもよいし、７速以上の変速段を有する自動変速機に適用しても良い
。
【図面の簡単な説明】
【０１３０】
【図１】本発明が適用される前進６速後退１速の自動変速機の構成を模式的に示すスケル
トン図である。
【図２】本発明の一実施形態にかかる自動変速機の制御装置の各変速段における各摩擦要
素の作動状態を示す図である。
【図３】本発明の一実施形態にかかる自動変速機の制御装置の油圧回路および電子変速制
御系を示す模式図である。
【図４】本発明の一実施形態にかかる自動変速機の制御装置の要部の機能構成を示す模式
的なブロック図である。
【図５】本発明の一実施形態にかかる自動変速機の制御装置の通常のダウンシフト時の特
性を示すタイムチャートである。
【図６】本発明の一実施形態にかかる自動変速機の制御装置の通常のダウンシフト時の動
作を説明するためのフローチャートである。
【図７】本発明の一実施形態にかかる自動変速機の制御装置の作用を説明するためのフロ
ーチャートであって、通常変速ののダウンシフトに対する変更点について説明する図であ
る。
【図８】本発明の一実施形態にかかる自動変速機の制御装置の６速→４速→２速のダウン
シフト時の特性を示すタイムチャートであって、（ａ）はスロットル開度ＴＨ、（ｂ）は
変速機のギア比ＧＲ、（ｃ）は変速時に締結又は解放される摩擦要素に対する油圧指令値
の特性をそれぞれ示している。
【図９】本発明の一実施形態にかかる自動変速機の制御装置の通常のアップシフト時の特
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性を示すタイムチャートである。
【図１０】本発明の一実施形態にかかる自動変速機の制御装置の通常のアップシフト時の
動作を説明するためのフローチャートである。
【図１１】本発明の一実施形態にかかる自動変速機の制御装置の作用を説明するためのフ
ローチャートであって、通常変速のアップシフトに対する変更点について説明する図であ
る。
【図１２】本発明の一実施形態にかかる自動変速機の制御装置の３速→４速→５速のアッ
プシフト時の特性を示すタイムチャートであって、（ａ）はスロットル開度ＴＨ、（ｂ）
は変速機のギア比ＧＲ、（ｃ）は変速時に締結又は解放される摩擦要素に対する油圧指令
値の特性をそれぞれ示している。
【図１３】本発明の一実施形態にかかる自動変速機の制御装置の作用を説明するためのフ
ローチャートの一例であって、６速→４速→２速のダウンシフトの場合のフローチャート
である。
【図１４】本発明の一実施形態にかかる自動変速機の制御装置の作用を説明するためのフ
ローチャートの一例であって、図１３のサブルーチンを示す図である。
【符号の説明】
【０１３１】
　１　自動変速機
　２　エンジン
　３　トルクコンバータ
　４　ダブルピニオン型遊星歯車機構（第１の遊星歯車機構）
　５　キャリア
　６　変速機ケース
　７　サンギア
　８　内径側ピニオンギア
　９　外径側ピニオンギア
　１０　リングギア
　１１　シングルピニオン型遊星歯車機構（第２の遊星歯車機構）
　１２　第１サンギア
　１３　ピニオンギア
　１４　第２サンギア
　１５　リングギア
　１６　キャリア
　１７　出力ギア
　１８　シングルピニオン型遊星歯車機構（第３の遊星歯車機構）
　１９　サンギア
　２０　ピニオンギア
　２１　リングギア
　２２　キャリア
　２３　カウンター軸
　２４　ディファレンシャルギア
　３０　ベアリングサポート部
　３１　ベアリング支持部
　３２　ベアリング
　４０　Ａ／Ｔコントロールユニット（制御手段）
　４１　車速センサ
　４２　スロットルセンサ
　４３　エンジン回転センサ
　４４　タービン回転センサ
　４５　インヒビタスイッチ
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　４６　油温センサ
　１０１～１０５　締結ピストン室
　１０６～１１０　油圧制御弁
　１１１～１１５　圧力スイッチ
　４０１　目標変速段決定手段（判定手段）
　４０２　変速制御手段
　４０３　第１変速制御手段
　４０４　第２変速制御手段
　４０５　第３変速制御手段
　４０６　イナーシャフェーズ開始検知手段
　４０７　開始タイミング補正手段
　４０８　終了タイミング補正手段
　Ｓ１～Ｓ６　回転軸
　2-6/B  ２－６ブレーキ（６－４－２変速における第１摩擦要素）
　3-5R/C　３－５リバースクラッチ（３－４－５変速における第１摩擦要素）
　LOW/C  ロークラッチ（６－４－２変速における第２摩擦要素、３－４－５変速におけ
る第３摩擦要素）
　H/C  ハイクラッチ（６－４－２変速における第３摩擦要素、３－４－５変速における
第２摩擦要素）
　L&R/B  ロー＆リバースブレーキ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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