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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走行用動力源と駆動輪との間の動力伝達経路に無段変速機が配設された車両において、
該無段変速機の実際の入力回転速度が車両状態に基づいて設定される目標入力回転速度と
なるように変速比を変更する無段変速機の変速制御装置であって、
　アクセルペダルの踏込操作に基づいて運転者の加速要求、および該加速要求よりも大き
い急加速要求の有無を判定する加速要求判定手段と、
　該加速要求判定手段により前記加速要求が有ると判定された場合には、前記目標入力回
転速度を、ステップ状に増加させた第１の目標入力回転速度に所定の第１急変速区間保持
し、その後の第２急変速区間において該第１の目標入力回転速度よりも低い前記実際の入
力回転速度近傍から該第１の目標入力回転速度に向かって漸増させた第２の目標入力回転
速度に設定する一方で、前記急加速要求が予め設定された急加速要求判定値以上である場
合には、前記第２の目標入力回転速度を設定せず、前記第１の目標入力回転速度を前記目
標入力回転速度として保持する加速要求時設定手段と
　を、含むことを特徴とする無段変速機の変速制御装置。
【請求項２】
　前記加速要求時設定手段は、前記第２の目標入力回転速度を前記第１の目標入力回転速
度に到達する一次遅れ曲線状となるように設定するものである請求項１の無段変速機の変
速制御装置。
【請求項３】
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　前記一次遅れ曲線状の時定数は、アクセル開度変化速度が増加する程小さくされるもの
である請求項２の無段変速機の変速制御装置。
【請求項４】
　前記第１の目標入力回転速度は、アクセル開度および車速に基づいて決定されるもので
ある請求項１乃至３のいずれかの無段変速機の変速制御装置。
【請求項５】
　前記第１急変速区間は、アクセル開度変化速度に基づいて決定されるものである請求項
１乃至４のいずれかの無段変速機の変速制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、実際の入力回転速度が目標入力回転速度となるように変速比を変更する無段
変速機の変速制御装置に係り、特に、加速要求時におけるその目標入力回転速度の設定に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　車両に備えられた無段変速機の変速制御装置において、車速やアクセル開度等の車両状
態に基づいて無段変速機の目標入力回転速度を設定し、実際の入力回転速度がその目標入
力回転速度となるように無段変速機の変速比を変更することが良く知られている。
【０００３】
　例えば、特許文献１に記載された無段変速機の変速制御装置がそれである。この特許文
献１によれば、通常時には、ショックや変速の遅れが生じない程度の速度で変速を実行す
るように、上記目標入力回転速度に到達する一次遅れ曲線状となるように過渡的な目標入
力回転速度を設定し、その過渡的な目標入力回転速度に実際の入力回転速度を一致させる
ように無段変速機の変速比をフィードバック制御して最終的には当初の上記目標入力回転
速度を達成する一方、アクセルペダルが大きく踏込操作された加速要求時には、過渡的な
目標入力回転速度と実際の入力回転速度との回転速度差を大きくすることにより変速速度
を早くして要求されている加速感が得られるように、急変速区間において上記目標入力回
転速度よりも小さい回転速度であってステップ状に増大させた過渡的な目標入力回転速度
を設定すると共に、無段変速機の変速比のフィードバック制御によりその回転速度差が小
さくなった後は、その回転速度差を小さくすることにより変速速度を低下して変速終了時
点でのショックが回避されるように、定速変速区間において上記目標入力回転速度に向け
て徐々に増加する例えば直線的に漸増する過渡的な目標入力回転速度を設定し、その過渡
的な目標入力回転速度に実際の入力回転速度を一致させるように無段変速機の変速比をフ
ィードバック制御して最終的には当初の上記目標入力回転速度を達成する技術が記載され
ている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－３３０１４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、加速要求時に上記ステップ状に増大させた過渡的な目標入力回転速度が
設定されると、絶対的な加速度が要求されたり動力性能が重視されるようなアクセルペダ
ルが大きく急踏込操作される急加速要求時には、変速速度が早い急変速となって加速度勾
配が急となり運転者の加速要求に応じた加速感が得られるが、それ程の急加速要求時でな
い場合には、加速度勾配が急となることで反対にドライバビリティーが低下する可能性が
あった。
【０００６】
　本発明は、以上の事情を背景として為されたものであり、その目的とするところは、実
際の入力回転速度が車両状態に基づいて設定される目標入力回転速度となるように変速比
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が変更される無段変速機において、アクセル踏み込み操作による加速要求時に過渡的な目
標入力回転速度を適切に設定して、運転者の加速要求が適切に反映される変速制御装置を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　かかる目的を達成するための請求項１にかかる発明の要旨とするところは、(a) 走行用
動力源と駆動輪との間の動力伝達経路に無段変速機が配設された車両において、その無段
変速機の実際の入力回転速度が車両状態に基づいて設定される目標入力回転速度となるよ
うに変速比を変更する無段変速機の変速制御装置であって、(b) アクセルペダルの踏込操
作に基づいて運転者の加速要求、およびその加速要求よりも大きい急加速要求の有無を判
定する加速要求判定手段と、(c) その加速要求判定手段により前記加速要求が有ると判定
された場合には、前記目標入力回転速度を、ステップ状に増加させた第１の目標入力回転
速度に所定の第１急変速区間保持し、その後の第２急変速区間においてその第１の目標入
力回転速度よりも低い前記実際の入力回転速度近傍からその第１の目標入力回転速度に向
かって漸増させた第２の目標入力回転速度に設定する一方で、前記急加速要求が予め設定
された急加速要求判定値以上である場合には、前記第２の目標入力回転速度を設定せず、
前記第１の目標入力回転速度を前記目標入力回転速度として保持する加速要求時設定手段
とを、含むことにある。
【発明の効果】
【０００８】
　このようにすれば、前記加速要求判定手段によりアクセルペダルの踏込操作に基づいて
運転者の加速要求が有ると判定された場合には、加速要求時設定手段により前記目標入力
回転速度が、ステップ状に増加させた第１の目標入力回転速度に所定の第１急変速区間保
持され、その後の第２急変速区間においてその第１の目標入力回転速度よりも低い前記実
際の入力回転速度近傍からその第１の目標入力回転速度に向かって漸増させた第２の目標
入力回転速度に設定されるので、アクセル踏み込み操作による加速要求時には、絶対的な
加速度や動力性能重視の変速速度となる急変速が実行されて急な加速度勾配となると共に
その急変速に続いてそれ程の急変速とはならない程度の変速速度となる変速が実行されて
緩やかな加速度勾配となるように、変速中は適切な加速度勾配となり、運転者の加速要求
に応じた加速感が得られてその運転者の加速要求が適切に反映される。一方、前記急加速
要求が予め設定された急加速要求判定値以上である場合には、加速要求時設定手段により
前記第２の目標入力回転速度が設定されず、前記第１の目標入力回転速度が前記目標入力
回転速度として保持されるので、急加速要求判定値以上となるようなアクセルペダルが急
踏込操作される急加速要求時には、絶対的な加速度や動力性能重視の変速速度となる急変
速が実行されて加速度勾配が急となり、運転者の急加速要求に応じた加速感が得られてそ
の運転者の加速要求が一層適切に反映される。このように、運転者の加速要求に応じた加
速感を実現することができる。
【０００９】
　ここで、請求項２にかかる発明は、請求項１に記載の無段変速機の変速制御装置におい
て、前記加速要求時設定手段は、前記第２の目標入力回転速度を前記第１の目標入力回転
速度に到達する一次遅れ曲線状となるように設定するものである。このようにすれば、ア
クセル踏み込み操作による加速要求時には、絶対的な加速度や動力性能重視の変速速度と
なる急変速に続いてショックや変速の遅れ感が生じない程度の変速速度となるような変速
が実行されて緩やかな加速度勾配が得られる。
【００１０】
　また、請求項３にかかる発明は、請求項２に記載の無段変速機の変速制御装置において
、前記一次遅れ曲線状の時定数は、アクセル開度変化量が増加する程小さくされるもので
ある。このようにすれば、アクセル踏み込み操作による加速要求時において、前記急変速
に続く変速が加速要求が大きい程早い変速速度で実行される。よって、運転者の加速要求
が一層適切に反映される。
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【００１１】
　また、請求項４にかかる発明は、請求項１乃至３のいずれかに記載の無段変速機の変速
制御装置において、前記第１の目標入力回転速度は、アクセル開度および車速に基づいて
決定されるものである。このようにすれば、運転者の加速要求が一層適切に反映される。
【００１２】
　また、請求項５にかかる発明は、請求項１乃至４のいずれかに記載の無段変速機の変速
制御装置において、前記第１急変速区間は、アクセル開度変化量に基づいて決定されるも
のである。このようにすれば、運転者の加速要求が一層適切に反映される。
【００１３】
　ここで、好適には、加速要求量は、運転者の加速意思の大きさを示す量であって、例え
ばアクセルペダルの操作量を示すアクセル開度やそのアクセル開度に対応するスロットル
弁の開度を示すスロットル弁開度等の加速操作量、或いはアクセル開度変化率、スロット
ル弁開度変化率等の加速操作速度が用いられる。また、そのアクセル開度に対応するエン
ジンの吸気管に設けられたチャンバ内或いはシリンダ内へ噴射される燃料の噴射量を示す
燃料噴射量、エンジンの吸気管により吸入される吸入空気量などが用いられてもよい。
【００１４】
　また、好適には、前記無段変速機は、動力伝達部材として機能する伝動ベルトが有効径
が可変である一対の可変プーリに巻き掛けられ変速比が無段階に連続的に変化させられる
所謂ベルト式無段変速機、共通の軸心まわりに回転させられる一対のコーンとその軸心と
交差する回転中心回転可能な複数個のローラがそれら一対のコーンの間で挟圧されそのロ
ーラの回転中心と軸心との交差角が変化させられることによって変速比が可変とされた所
謂トラクション型無段変速機などにより構成される。
【００１５】
　また、好適には、前記走行用動力源としては、ガソリンエンジンやディーゼルエンジン
等の内燃機関であるエンジンが広く用いられる。さらに、補助的な走行用動力源として、
電動機等が上記エンジンに加えて用いられても良い。或いは、走行用動力源として電動機
のみが用いられてもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施例を図面を参照しつつ詳細に説明する。
【実施例１】
【００１７】
　図１は、本発明が適用された車両用駆動装置１０の構成を説明する骨子図である。この
車両用駆動装置１０は横置き型自動変速機であって、ＦＦ（フロントエンジン・フロント
ドライブ）型車両に好適に採用されるものであり、走行用の駆動力源としてエンジン１２
を備えている。内燃機関にて構成されているエンジン１２の出力は、エンジン１２のクラ
ンク軸、流体式伝動装置としてのトルクコンバータ１４から前後進切換装置１６、ベルト
式の無段変速機（ＣＶＴ）１８、減速歯車装置２０を介して差動歯車装置２２に伝達され
、左右の駆動輪２４Ｌ、２４Ｒへ分配される。
【００１８】
　トルクコンバータ１４は、エンジン１２のクランク軸に連結されたポンプ翼車１４ｐ、
およびトルクコンバータ１４の出力側部材に相当するタービン軸３４を介して前後進切換
装置１６に連結されたタービン翼車１４ｔを備えており、流体を介して動力伝達を行うよ
うになっている。また、それ等のポンプ翼車１４ｐおよびタービン翼車１４ｔの間にはロ
ックアップクラッチ２６が設けられており、油圧制御回路１００（図２参照）内の図示し
ない切換弁などによって係合側油室および解放側油室に対する油圧供給が切り換えられる
ことにより、係合または解放されるようになっており、完全係合させられることによって
ポンプ翼車１４ｐおよびタービン翼車１４ｔは一体回転させられる。ポンプ翼車１４ｐに
は、無段変速機１８を変速制御したりベルト挟圧力を発生させたり、ロックアップクラッ
チ２６を係合解放制御したり、或いは各部に潤滑油を供給したりするための油圧を発生す
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る機械式のオイルポンプ２８が連結されている。
【００１９】
　前後進切換装置１６は、ダブルピニオン型の遊星歯車装置を主体として構成されており
、トルクコンバータ１４のタービン軸３４はサンギヤ１６ｓに一体的に連結され、無段変
速機１８の入力軸３６はキャリア１６ｃに一体的に連結されている一方、キャリア１６ｃ
とサンギヤ１６ｓは前進用クラッチＣ１を介して選択的に連結され、リングギヤ１６ｒは
後進用ブレーキＢ１を介してハウジングに選択的に固定されるようになっている。前進用
クラッチＣ１および後進用ブレーキＢ１は断続装置に相当するもので、何れも油圧シリン
ダによって摩擦係合させられる油圧式摩擦係合装置である。
【００２０】
　そして、前進用クラッチＣ１が係合させられるとともに後進用ブレーキＢ１が解放され
ると、前後進切換装置１６は一体回転状態とされることによりタービン軸３４が入力軸３
６に直結され、前進用動力伝達経路が成立（達成）させられて、前進方向の駆動力が無段
変速機１８側へ伝達される。また、後進用ブレーキＢ１が係合させられるとともに前進用
クラッチＣ１が解放されると、前後進切換装置１６は後進用動力伝達経路が成立（達成）
させられて、入力軸３６はタービン軸３４に対して逆方向へ回転させられるようになり、
後進方向の駆動力が無段変速機１８側へ伝達される。また、前進用クラッチＣ１および後
進用ブレーキＢ１が共に解放されると、前後進切換装置１６は動力伝達を遮断するニュー
トラル（遮断状態）になる。
【００２１】
　無段変速機１８は、入力軸３６に設けられた入力側部材である有効径が可変の入力側可
変プーリ（プライマリシーブ）４２と、出力軸４４に設けられた出力側部材である有効径
が可変の出力側可変プーリ（セカンダリシーブ）４６と、それ等の可変プーリ４２、４６
に巻き掛けられた伝動ベルト４８とを備えており、可変プーリ４２、４６と伝動ベルト４
８との間の摩擦力を介して動力伝達が行われる。
【００２２】
　可変プーリ４２および４６は、入力軸３６および出力軸４４にそれぞれ固定された固定
回転体４２ａおよび４６ａと、入力軸３６および出力軸４４に対して軸まわりの相対回転
不能かつ軸方向の移動可能に設けられた可動回転体４２ｂおよび４６ｂと、それらの間の
Ｖ溝幅を可変とする推力を付与する入力側油圧シリンダ４２ｃおよび出力側油圧シリンダ
４６ｃとを備えて構成されており、入力側油圧シリンダ４２ｃの油圧（変速制御圧ＰRATI

O）が油圧制御回路１００（図２参照）によって制御されることにより、両可変プーリ４
２、４６のＶ溝幅が変化して伝動ベルト４８の掛かり径（有効径）が変更され、変速比γ
（＝入力軸回転速度ＮＩＮ／出力軸回転速度ＮＯＵＴ）が連続的に変化させられる。また
、出力側油圧シリンダ４６ｃの油圧（挟圧力制御圧ＰBELT）は、伝動ベルト４８が滑りを
生じないように油圧制御回路１００によって調圧制御される。
【００２３】
　図２は、図１の車両用駆動装置１０などを制御するために車両に設けられた電気的な制
御系統の要部を説明するブロック線図である。電子制御装置５０は、例えばＣＰＵ、ＲＡ
Ｍ、ＲＯＭ、入出力インターフェース等を備えた所謂マイクロコンピュータを含んで構成
されており、ＣＰＵはＲＡＭの一時記憶機能を利用しつつ予めＲＯＭに記憶されたプログ
ラムに従って信号処理を行うことにより、エンジン１２の出力制御や無段変速機１８の変
速制御およびベルト挟圧力制御やロックアップクラッチ２６のトルク容量制御等を実行す
るようになっており、必要に応じてエンジン制御用や無段変速機１８およびロックアップ
クラッチ２６の油圧制御用等に分けて構成される。
【００２４】
　電子制御装置５０には、エンジン回転速度センサ５２により検出されたクランク軸回転
角度（位置）ＡＣＲ（°）およびエンジン１２の回転速度（エンジン回転速度）ＮＥに対
応するクランク軸回転速度を表す信号、タービン回転速度センサ５４により検出されたタ
ービン軸３４の回転速度（タービン回転速度）ＮＴを表す信号、入力軸回転速度センサ５
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６により検出された無段変速機１８の入力回転速度である入力軸３６の回転速度（入力軸
回転速度）ＮＩＮを表す信号、車速センサ（出力軸回転速度センサ）５８により検出され
た無段変速機１８の出力回転速度である出力軸４４の回転速度（出力軸回転速度）ＮＯＵ

Ｔすなわち出力軸回転速度ＮＯＵＴに対応する車速Ｖを表す車速信号、スロットルセンサ
６０により検出されたエンジン１２の吸気配管３２に備えられた電子スロットル弁３０の
スロットル弁開度θＴＨを表すスロットル弁開度信号、冷却水温センサ６２により検出さ
れたエンジン１２の冷却水温ＴＷを表す信号、ＣＶＴ油温センサ６４により検出された無
段変速機１８等の油圧回路の油温ＴＣＶＴを表す信号、アクセル開度センサ６６により検
出されたアクセルペダル６８の操作量であるアクセル開度Ａccを表すアクセル開度信号、
フットブレーキスイッチ７０により検出された常用ブレーキであるフットブレーキの操作
の有無ＢＯＮを表すブレーキ操作信号、レバーポジションセンサ７２により検出されたシ
フトレバー７４のレバーポジション（操作位置）ＰＳＨを表す操作位置信号などが供給さ
れている。
【００２５】
　また、電子制御装置５０からは、エンジン１２の出力制御の為のエンジン出力制御指令
信号、例えばアクセル開度Ａccに応じて電子スロットル弁３０の開閉を制御するためのス
ロットルアクチュエータ７６を駆動する信号や燃料噴射装置７８から噴射される燃料の量
を制御するための噴射信号や点火装置８０によるエンジン１２の点火時期を制御するため
の点火時期信号などが出力される。また、無段変速機１８の変速比γを変化させる為の変
速制御指令信号例えば変速制御圧ＰRATIOを制御するための指令信号、伝動ベルト４８の
挟圧力を調整させる為の挟圧力制御指令信号例えば挟圧力制御圧ＰBELTを制御するための
指令信号、ロックアップクラッチ２６の係合、解放、スリップ量を制御させる為のロック
アップ制御指令信号例えば油圧制御回路１００内の図示しないオンオフソレノイド弁やロ
ックアップクラッチ２６のトルク容量を調節するリニアソレノイド弁を駆動するための指
令信号、ライン油圧ＰＬを制御する図示しないリニアソレノイド弁を駆動するための指令
信号などが油圧制御回路１００へ出力される。
【００２６】
　このライン油圧ＰＬは、エンジン１２により回転駆動される機械式オイルポンプ２８か
ら発生する油圧を元圧として油圧制御回路１００内の図示しない例えばリリーフ型調圧弁
（レギュレータバルブ）によって、アクセル開度或いはスロットル開度で表されるエンジ
ン負荷等に応じた値に調圧されるようになっている。
【００２７】
　シフトレバー７４は、例えば運転席の近傍に配設され、５つのレバーポジション「Ｐ」
、「Ｒ」、「Ｎ」、「Ｄ」、および「Ｌ」（図３参照）のうちの何れかへ手動操作される
ようになっている。
【００２８】
　「Ｐ」ポジション（レンジ）は車両用駆動装置１０の動力伝達経路を解放しすなわち車
両用駆動装置１０の動力伝達が遮断されるニュートラル状態（中立状態）とし且つメカニ
カルパーキング機構によって機械的に出力軸４４の回転を阻止（ロック）するための駐車
ポジション（位置）であり、「Ｒ」ポジションは出力軸４４の回転方向を逆回転とするた
めの後進走行ポジション（位置）であり、「Ｎ」ポジションは車両用駆動装置１０の動力
伝達が遮断されるニュートラル状態とするための中立ポジション（位置）であり、「Ｄ」
ポジションは無段変速機１８の変速を許容する変速範囲で自動変速モードを成立させて自
動変速制御を実行させる前進走行ポジション（位置）であり、「Ｌ」ポジションは強いエ
ンジンブレーキが作用させられるエンジンブレーキポジション（位置）である。
【００２９】
　図３は、油圧制御回路１００のうち無段変速機１８のベルト挟圧力制御、変速比制御、
およびシフトレバー７４の操作に伴う前進用クラッチＣ１或いは後進用ブレーキＢ１の係
合油圧制御に関する部分を示す要部油圧回路図であり、伝動ベルト４８が滑りを生じない
ように出力側油圧シリンダ４６ｃの油圧である挟圧力制御圧ＰBELTを調圧する挟圧力コン
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トロールバルブ１１０、変速比γが連続的に変化させられるように入力側油圧シリンダ４
２ｃの油圧である変速制御圧ＰRATIOを調圧する変速比コントロールバルブＵＰ１１６お
よび変速比コントロールバルブＤＮ１１８、前進用クラッチＣ１および後進用ブレーキＢ
１が係合或いは解放されるようにシフトレバー７４の操作に従って油路が機械的に切り換
えられるマニュアルバルブ１２０を備えている。
【００３０】
　上記マニュアルバルブ１２０において、入力ポート１２０ａにはライン油圧ＰＬを元圧
として図示しないモジュレータバルブによって調圧された一定圧のモジュレータ油圧ＰＭ

が供給される、すなわちモジュレータバルブによってモジュレータ油圧ＰＭに調圧された
作動油が供給される。
【００３１】
　そして、シフトレバー７４が「Ｄ」ポジション或いは「Ｌ」ポジションに操作されると
、モジュレータ油圧ＰＭが前進走行用出力圧として前進用出力ポート１２０ｆを経て前進
用クラッチＣ１に供給され且つ後進用ブレーキＢ１内の作動油が後進用出力ポート１２０
ｒから排出ポートＥＸを経て例えば大気圧にドレーン（排出）されるようにマニュアルバ
ルブ１２０の油路が切り換えられ、前進用クラッチＣ１が係合させられると共に後進用ブ
レーキＢ１が解放させられる。
【００３２】
　また、シフトレバー７４が「Ｒ」ポジションに操作されると、モジュレータ油圧ＰＭが
後進走行用出力圧として後進用出力ポート１２０ｒを経て後進用ブレーキＢ１に供給され
且つ前進用クラッチＣ１内の作動油が前進用出力ポート１２０ｆから排出ポートＥＸを経
て例えば大気圧にドレーン（排出）されるようにマニュアルバルブ１２０の油路が切り換
えられ、後進用ブレーキＢ１が係合させられると共に前進用クラッチＣ１が解放させられ
る。
【００３３】
　また、シフトレバー７４が「Ｐ」ポジションおよび「Ｎ」ポジションに操作されると、
入力ポート１２０ａから前進用出力ポート１２０ｆへの油路および入力ポート１２０ａか
ら後進用出力ポート１２０ｒへの油路がいずれも遮断され且つ前進用クラッチＣ１および
後進用ブレーキＢ１内の作動油が何れもマニュアルバルブ１２０からドレーンされるよう
にマニュアルバルブ１２０の油路が切り換えられ、前進用クラッチＣ１および後進用ブレ
ーキＢ１共に解放させられる。
【００３４】
　変速比コントロールバルブＵＰ１１６は、軸方向へ移動可能に設けられることにより入
出力ポート１１６ｔおよび入出力ポート１１６ｉを開閉するスプール弁子１１６ａと、そ
のスプール弁子１１６ａを入出力ポート１１６ｔと入出力ポート１１６ｉとが連通する方
向へ付勢する付勢手段としてのスプリング１１６ｂと、そのスプリング１１６ｂを収容し
、スプール弁子１１６ａに入出力ポート１１６ｔと入出力ポート１１６ｉとが連通する方
向の推力を付与するために電子制御装置５０によってデューティ制御されるソレノイド弁
ＤＳ２の出力油圧である制御油圧ＰＳ２を受け入れる油室１１６ｃと、スプール弁子１１
６ａに入出力ポート１１６ｉを閉弁する方向の推力を付与するために電子制御装置５０に
よってデューティ制御されるソレノイド弁ＤＳ１の出力油圧である制御油圧ＰＳ１を受け
入れる油室１１６ｄとを備えている。
【００３５】
　また、変速比コントロールバルブＤＮ１１８は、軸方向へ移動可能に設けられることに
より入出力ポート１１８ｔを開閉するスプール弁子１１８ａと、そのスプール弁子１１８
ａを閉弁方向へ付勢する付勢手段としてのスプリング１１８ｂと、そのスプリング１１８
ｂを収容し、スプール弁子１１８ａに閉弁方向の推力を付与するために電子制御装置５０
によってデューティ制御されるソレノイド弁ＤＳ１の出力油圧である制御油圧ＰＳ１を受
け入れる油室１１８ｃと、スプール弁子１１８ａに開弁方向の推力を付与するために電子
制御装置５０によってデューティ制御されるソレノイド弁ＤＳ２の出力油圧である制御油
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圧ＰＳ２を受け入れる油室１１８ｄとを備えている。
【００３６】
　ソレノイド弁ＤＳ１は、入力側油圧シリンダ４２ｃへ作動油を供給してその油圧（変速
制御圧ＰRATIO）を高め入力側可変プーリ４２のＶ溝幅を小さくして変速比γを小さくす
る側すなわちアップシフト側へ制御するために制御油圧ＰＳ１を出力する。また、ソレノ
イド弁ＤＳ２は、入力側油圧シリンダ４２ｃの作動油を排出して変速制御圧ＰRATIOを低
め入力側可変プーリ４２のＶ溝幅を大きくして変速比γを大きくする側すなわちダウンシ
フト側へ制御するために制御油圧ＰＳ２を出力する。
【００３７】
　具体的には、制御油圧ＰＳ１が出力されると変速比コントロールバルブＵＰ１１６に入
力されたライン油圧ＰＬが入力側油圧シリンダ４２ｃへ供給されて変速制御圧ＰRATIOが
連続的に制御され、制御油圧ＰＳ２が出力されると入力側油圧シリンダ４２ｃの作動油が
入出力ポート１１６ｔから入出力ポート１１６ｉさらに入出力ポート１１８ｔを経て排出
ポート１１８ｘから排出されて変速制御圧ＰRATIOがな連続的に制御される。
【００３８】
　例えば図４に示すようにアクセル開度Ａccをパラメータとして車速Ｖと無段変速機１８
の目標入力回転速度である目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊との予め記憶された関係（変速マ
ップ）から実際の車速Ｖおよびアクセル開度Ａccで示される車両状態に基づいて設定され
る目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊と実際の入力軸回転速度（以下、実入力軸回転速度という
）ＮＩＮとが一致するように、それ等の回転速度差（偏差）ΔＮＩＮ（＝ＮＩＮ

＊－ＮＩ

Ｎ）に応じて無段変速機１８の変速が実行される、すなわち入力側油圧シリンダ４２ｃに
対する作動油の供給および排出により変速制御圧ＰRATIOが調圧されて変速比γが連続的
に変化させられる。
【００３９】
　図４の変速マップは変速条件に相当するもので、車速Ｖが小さくアクセル開度Ａccが大
きい程大きな変速比γになる目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊が設定されるようになっている
。また、車速Ｖは出力軸回転速度ＮＯＵＴに対応するため、入力軸回転速度ＮＩＮの目標
値である目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊は目標変速比に対応し、無段変速機１８の最小変速
比γmin と最大変速比γmax の範囲内で定められる。
【００４０】
　挟圧力コントロールバルブ１１０は、軸方向へ移動可能に設けられることにより出力ポ
ート１１０ｔを開閉するスプール弁子１１０ａと、そのスプール弁子１１０ａを開弁方向
へ付勢する付勢手段としてのスプリング１１０ｂと、そのスプリング１１０ｂを収容し、
スプール弁子１１０ａに開弁方向の推力を付与するために電子制御装置５０によってデュ
ーティ制御されるリニアソレノイド弁ＳＬＴの出力油圧である制御油圧ＰＳＬＴを受け入
れる油室１１０ｃと、スプール弁子１１０ａに閉弁方向の推力を付与するために出力した
挟圧力制御圧ＰBELTを受け入れるフィードバック油室１１０ｄとを備えており、リニアソ
レノイド弁ＳＬＴからの制御油圧ＰＳＬＴをパイロット圧としてライン油圧ＰＬを連続的
に調圧制御して挟圧力制御圧ＰBELTを出力する。
【００４１】
　例えば図５に示すように伝達トルクに対応するアクセル開度Ａccをパラメータとして変
速比γと必要油圧ＰBELT

＊（ベルト挟圧力に相当）とのベルト滑りが生じないように予め
記憶された関係（挟圧力マップ）から実際の変速比γおよびアクセル開度Ａccで示される
車両状態に基づいて決定された必要油圧ＰBELT

＊が得られるように出力側油圧シリンダ４
６ｃの挟圧力制御圧ＰBELTが調圧され、この挟圧力制御圧ＰBELTに応じてベルト挟圧力す
なわち可変プーリ４２、４６と伝動ベルト４８との間の摩擦力が増減させられる。
【００４２】
　図６は、電子制御装置５０による制御機能の要部を説明する機能ブロック線図である。
図６において、目標入力回転設定手段８２は、例えば図４に示すような予め記憶された変
速マップから実際の車速Ｖおよびアクセル開度Ａccで示される車両状態に基づいて入力軸
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回転速度ＮＩＮの目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊を設定する。

【００４３】
　変速制御手段８４は、実入力軸回転速度ＮＩＮが前記目標入力回転設定手段８２によっ
て設定された目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊と一致するように、回転速度差ΔＮＩＮ（＝Ｎ

ＩＮ
＊－ＮＩＮ）に応じて無段変速機１８の変速をフィードバック実行する。すなわち、

入力側油圧シリンダ４２ｃの変速制御圧ＰRATIOを調圧する油圧指令ＳＰを油圧制御回路
１００へ出力して変速比γを連続的に変化させる。
【００４４】
　油圧制御回路１００は、その指令ＳＰに従って、無段変速機１８の変速が実行されるよ
うにソレノイド弁ＤＳ１およびソレノイド弁ＤＳ２を作動させて変速制御圧ＰRATIOを調
圧すると共に、リニアソレノイド弁ＳＬＴを作動させて挟圧力制御圧ＰBELTを調圧する
【００４５】
　このように、変速制御手段８４により回転速度差ΔＮＩＮに基づいて変速制御圧ＰRATI

Oがフィードバック制御されることにより変速が実行されるので、この回転速度差ΔＮＩ

Ｎが大きい程、変速速度が早くなって車両の加速度勾配が急となる。
【００４６】
　そこで、目標入力回転設定手段８２は、その加速要求の有無に基づいて目標入力軸回転
速度ＮＩＮ

＊（以下、基本目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊
Ｃという）に応じた過渡的な目標

入力軸回転速度（以下、過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊
Ｐという）を設定する。そして

、変速制御手段８４は、実入力軸回転速度ＮＩＮが前記目標入力回転設定手段８２によっ
て設定された過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊
Ｐと一致するように、回転速度差ΔＮＩＮ

Ｐ（＝ＮＩＮ
＊
Ｐ－ＮＩＮ）に応じて無段変速機１８の変速を実行する。これにより、加

速要求の有無に応じて変速速度が変化させられて運転者の加速要求が適切に反映される。
【００４７】
　具体的には、車速判定手段８６は、車速Ｖが所定車速Ｖ’以上であるか否かを判定する
。
【００４８】
　アクセル踏込判定手段８８は、アクセル開度Ａccが所定アクセル開度Ａcc’以上である
か否かを判定する。
【００４９】
　加速要求判定手段９０は、前記車速判定手段８６により車速Ｖが所定車速Ｖ’以上であ
ると判定され、且つアクセル踏込判定手段８８によりアクセル開度Ａccが所定アクセル開
度Ａcc'以上であると判定された場合には、運転者の加速要求が有ると判定する。このよ
うに、加速要求判定手段９０は、車速Ｖおよびアクセルペダル６８の踏込操作に基づいて
運転者の加速要求の有無を判定する。上記所定車速Ｖ’は、本目標回転速度設定制御の適
用車速領域を判定するために設定された判定値であり、所定アクセル開度Ａcc’は、運転
者の加速要求が有ることを判定する為の予め求められた加速要求判定値である。例えば、
所定車速Ｖ’は２０～３０km/h程度に設定され、所定アクセル開度Ａcc’は３０～４０％
程度に設定される。
【００５０】
　前記目標入力回転設定手段８２は、前記加速要求判定手段９０により加速要求が有ると
判定されないような車両状態である通常時の変速においては、加速要求が有ると判定され
るような車両状態である加速要求時の変速に比較して、回転速度差ΔＮＩＮが小さくなっ
て車両の加速度勾配が緩やかになるように、基本目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊
Ｃに向かっ

て漸増するような例えば基本目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊
Ｃに対して一次遅れの過渡目標

入力軸回転速度ＮＩＮ
＊
Ｐを設定する。

【００５１】
　上記一次遅れの過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊
Ｐは、一般的には、ＮＩＮ

＊
Ｐ（ｔ）

＝１－ε－ｔ／Ｔ（Ｔは時定数）で表され、時定数Ｔが小さい程過渡目標入力軸回転速度
ＮＩＮ

＊
Ｐの立ち上がりが早くなるすなわち応答が早くなる。例えば、この時定数Ｔは、
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変速ショックや変速の遅れ感が生じない程度の速度で変速が実行されるように、予め設定
された一定値であっても良いし、予め記憶された関係からアクセル開度Ａccやその変化量
ΔＡccや車速Ｖなどのパラメータに基づいて変化させられても良い。例えば、アクセル開
度変化量ΔＡccが大きい程小さくなるように設定される。
【００５２】
　また、前記目標入力回転設定手段８２は、前記加速要求判定手段９０により加速要求が
有ると判定された場合である加速要求時の変速においては、前記通常時の変速に比較して
、急変速区間において回転速度差ΔＮＩＮが大きくなって急な加速度勾配となると共に、
それに続いて回転速度差ΔＮＩＮが小さくなって緩やかな加速度勾配となるように、過渡
目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊
Ｐを、ステップ状に増加させた第１の過渡目標入力軸回転速

度ＮＩＮ
＊

Ｐ１に所定の第１急変速区間保持し、その後の第２急変速区間においてその第
１過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊
Ｐ１よりも低い実入力軸回転速度ＮＩＮ或いはその実

入力軸回転速度ＮＩＮ近傍から第１過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊
Ｐ１に向かって漸増

させた例えば第１過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊
Ｐ１に到達する一次遅れ曲線状とした

第２の過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊
Ｐ２に設定する。つまり、この急変速区間におい

ては、実入力軸回転速度ＮＩＮが非線形曲線例えば凸状の非線形曲線で変化するように、
言い換えれば変速比γが非線形曲線で変化するように、過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊

Ｐが定められる。
【００５３】
　そして、目標入力回転設定手段８２は、上記第２過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊
Ｐ２

に引き続いて、定速変速区間において基本目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊
Ｃに向かって漸増

するような例えば一定値を勾配として漸増するような定速過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊

ＰＣを設定する。つまり、この定速変速区間においては、実入力軸回転速度ＮＩＮが一
定速度で変化するように、言い換えれば変速比γが一定速度で変化するように、定速過渡
目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊
ＰＣが定められる。

【００５４】
　なお、例えば回転速度差ΔＮＩＮが所定値より小さくなる上記定速変速区間後の通常変
速区間においては、変速制御手段８４により実入力軸回転速度ＮＩＮが基本目標入力軸回
転速度ＮＩＮ

＊
Ｃと一致するように無段変速機１８の変速が実行される。

【００５５】
　このように、目標入力回転設定手段８２は、加速要求時の変速中において適切な加速度
勾配となって運転者の加速要求に応じた加速感が得られるように過渡目標入力軸回転速度
ＮＩＮ

＊
Ｐを設定する加速要求時設定手段として機能する。

【００５６】
　より具体的には、目標入力回転設定手段８２は、例えば図７に示すようなアクセル開度
Ａccをパラメータとして車速Ｖと第１過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊
Ｐ１との予め記憶

された関係（変速マップ）から実際の車速Ｖおよびアクセル開度Ａccで示される車両状態
に基づいて上記第１過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊
Ｐ１を設定する。

【００５７】
　図７の変速マップは前記図４の変速マップを別の観点で捉えた変速マップに相当するも
ので、車速Ｖが小さい程またアクセル開度Ａccが大きい程、大きな変速比γになる第１過
渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊
Ｐ１が設定されるようになっている。

【００５８】
　また、目標入力回転設定手段８２は、例えば加速要求判定手段９０による加速要求の判
定から所定時間Ｔ１経過するまで上記第１過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊
Ｐ１を設定す

る。この所定時間Ｔ１は、絶対的な加速度や動力性能重視の変速速度となる急変速が実行
されるように、予め設定された一定値であっても良いし、予め記憶された関係からアクセ
ル開度Ａccやその変化量ΔＡccや車速Ｖなどのパラメータに基づいて変化させられても良
い。例えば、アクセル開度変化量ΔＡccが大きい程大きく（長く）なるように変化させら
れる。
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【００５９】
　そして、目標入力回転設定手段８２は、第１過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊
Ｐ１が設

定されたことによる上記急変速に続いてそれ程の急変速とはならない程度の変速速度とな
る変速とが実行されるように、例えば所定時間Ｔ１経過後から第１過渡目標入力軸回転速
度ＮＩＮ

＊
Ｐ１と実入力軸回転速度ＮＩＮとの回転速度差ΔＮＩＮＰ１（＝ＮＩＮ

＊
Ｐ１

－ＮＩＮ）が所定値ΔＮＩＮ’以内となるまで上記第２過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊

Ｐ２を設定する。また、前記通常時の変速と同様に、例えば上記一次遅れの第２過渡目標
入力軸回転速度ＮＩＮ

＊
Ｐ２は、ＮＩＮ

＊
Ｐ２（ｔ）＝１－ε－ｔ／Ｔで表される。この

時定数Ｔは、変速ショックや変速の遅れ感が生じない程度の速度で変速が実行されるよう
に、予め設定された一定値であっても良いし、予め記憶された関係からアクセル開度Ａcc
やその変化量ΔＡccや車速Ｖなどのパラメータに基づいて変化させられても良い。例えば
、アクセル開度変化量ΔＡccが大きい程小さくなるように設定される。
【００６０】
　また、目標入力回転設定手段８２は、前記加速要求判定手段９０により加速要求が有る
と判定された加速要求時であって急加速要求が予め設定された所定加速要求量以上となる
ような急加速要求時の変速においては、前記加速要求時の変速に比較して、加速度勾配が
一層急となるように、前記急変速区間において、第２過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊
Ｐ

２を設定せず、第１過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊
Ｐ１を過渡目標入力軸回転速度ＮＩ

Ｎ
＊

Ｐとして保持する。この場合には、目標入力回転設定手段８２は、所定時間Ｔ１経過
するまで第１過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊
Ｐ１を設定することに替えて、加速要求判

定手段９０による加速要求の判定から第１過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊
Ｐ１と実入力

軸回転速度ＮＩＮとの回転速度差ΔＮＩＮＰ１（＝ＮＩＮ
＊
Ｐ１－ＮＩＮ）が所定値ΔＮ

ＩＮ’以内となるまでこの第１過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊
Ｐ１を設定する。つまり

、この急変速区間においては、実入力軸回転速度ＮＩＮが非線形曲線例えば加速要求時の
変速よりも変速速度が早い非線形曲線で変化するように、過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊

Ｐが定められる。このように、目標入力回転設定手段８２は、急加速要求時の変速中に
おいて運転者の急加速要求に応じた加速感が得られるように過渡目標入力軸回転速度ＮＩ

Ｎ
＊

Ｐを設定する。
【００６１】
　より具体的には、前記アクセル踏込判定手段８８は、前述した機能に加え、アクセル開
度Ａccが第２所定アクセル開度Ａcc２’以上であるか否かを判定する。また、アクセル踏
込判定手段８８は、アクセル開度Ａccが所定アクセル変化率ｄＡcc’以上で増加したか否
かを判定する。
【００６２】
　急加速要求判定手段９２は、前記加速要求判定手段９０に備えられたものであって、ア
クセル踏込判定手段８８によりアクセル開度Ａccが第２所定アクセル開度Ａcc２'以上で
あると判定されるか、或いはアクセル踏込判定手段８８によりアクセル開度Ａccが所定ア
クセル変化率ｄＡcc’以上で増加したと判定された場合には、前記加速要求よりも大きな
急加速要求が有る急加速要求時であると判定する。このように、急加速要求判定手段９２
は、アクセルペダル６８の踏込操作に基づいて運転者の急加速要求の有無を判定する。上
記第２所定アクセル開度Ａcc２’や所定アクセル変化率ｄＡcc’は、アクセルペダル６８
の急踏込操作による運転者の急加速要求が有ることを判定する為の予め設定された急加速
要求判定値である。例えば、第２所定アクセル開度Ａcc２’は７０～８０％程度に設定さ
れ、所定アクセル変化率ｄＡcc’は後述する図８のフローチャートにおける１サイクルタ
イムあたり数％～十数％程度のアクセル開度変化量ΔＡccに設定される。
【００６３】
　また、急加速要求判定手段９２は、運転者の急加速要求が有る急加速要求時であると判
定した場合には変速速度ガードフラグをオフ（ＯＦＦ）に設定し、運転者の急加速要求が
有る急加速要求時でないと判定した場合には変速速度ガードフラグをオン（ＯＮ）に設定
する。
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【００６４】
　前記目標入力回転設定手段８２は、前記急加速要求判定手段９２により変速速度ガード
フラグがＯＮに設定されたときには、加速要求時の変速が実行されるように急変速区間に
おいて第１過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊
Ｐ１および第２過渡目標入力軸回転速度ＮＩ

Ｎ
＊

Ｐ２を過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊
Ｐとして設定する一方で、前記急加速要求判

定手段９２により変速速度ガードフラグがＯＦＦに設定されたときには、急加速要求時の
変速が実行されるように急変速区間において第２過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊
Ｐ２を

設定せず第１過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊
Ｐ１を過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊
Ｐ

として設定する。
【００６５】
　図８は、電子制御装置５０の制御作動の要部すなわち無段変速機１８の変速の際に加速
要求判定に基づいて目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊を適切に設定する為の制御作動を説明す
るフローチャートであり、例えば数ｍｓｅｃ乃至数十ｍｓｅｃ程度の極めて短いサイクル
タイムで繰り返し実行されるものである。また、図９および図１０は、図８のフローチャ
ートに示す制御作動を説明するタイムチャートであって、図９は加速要求時の変速の場合
を示し、図１０は急加速要求時の変速の場合を示している。
【００６６】
　先ず、前記車速判定手段８６に対応するステップ（以下、ステップを省略する）Ｓ１に
おいて、車速Ｖが所定車速Ｖ’以上であるか否かが判定される。また、前記アクセル踏込
判定手段８８に対応するＳ２において、アクセル開度Ａccが所定アクセル開度Ａcc’以上
であるか否かが判定される。
【００６７】
　上記Ｓ１の判断が否定されるか或いは上記Ｓ２の判断が否定される場合は本ルーチンが
終了させられる。この場合には、前記加速要求判定手段９０に対応する図示しないステッ
プにおいて運転者の加速要求が無いと判定される。そして、前記目標入力回転設定手段８
２および前記変速制御手段８４に対応する図示しないステップにおいて、基本目標入力軸
回転速度ＮＩＮ

＊
Ｃに向かって漸増するような例えば基本目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊
Ｃ

に対して一次遅れの過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊
Ｐが設定され、実入力軸回転速度Ｎ

ＩＮがその過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊
Ｐと一致するように無段変速機１８の通常時

の変速が実行される。これにより、変速ショックや変速の遅れ感が生じない程度の速度で
変速が実行されて緩やか加速度勾配となり、運転者の加速要求が適切に反映される。
【００６８】
　一方で、前記Ｓ１の判断が肯定され且つ前記Ｓ２の判断が肯定される場合は前記加速要
求判定手段９０に対応するＳ３において、運転者の加速要求が有ると判定される。
【００６９】
　次いで、前記アクセル踏込判定手段８８に対応するＳ４において、アクセル開度Ａccが
第２所定アクセル開度Ａcc２’以上であるか否かが判定される。また、同じくアクセル踏
込判定手段８８に対応するＳ５において、アクセル開度Ａccが所定アクセル変化率ｄＡcc
’以上で増加したか否かが判定される。
【００７０】
　上記Ｓ４の判断が否定され且つ上記Ｓ５の判断が否定される場合は前記急加速要求判定
手段９２に対応するＳ６において、運転者の急加速要求が無いと判定されると共に、変速
速度ガードフラグがオン（ＯＮ）に設定される。
【００７１】
　そして、前記目標入力回転設定手段８２および前記変速制御手段８４に対応する図示し
ないステップにおいて、過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊
Ｐとして、前記Ｓ３における加

速要求の判定から所定時間Ｔ１経過するまで一定の第１過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊

Ｐ１が設定され、所定時間Ｔ１経過後から回転速度差ΔＮＩＮＰ１が所定値ΔＮＩＮ’以
内となるまで第２過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊
Ｐ２が設定され、さらにこの第２過渡

目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊
Ｐ２に引き続いて基本目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊
Ｃに向か
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って漸増するような例えば一定値を勾配として漸増するような定速過渡目標入力軸回転速
度ＮＩＮ

＊
ＰＣが設定され、無段変速機１８の加速要求時の変速が実行される。これによ

り、変速初期には急変速が実行されて急な加速度勾配となると共に、その急変速に続いて
それ程の急変速とはならない程度の変速速度となる変速とが実行されて緩やかな加速度勾
配となり、運転者の加速要求に応じた加速感が得られてその加速要求が適切に反映される
。
【００７２】
　図９のｔ１時点は、アクセルペダル６８が踏込操作されて変速速度ガードフラグがオン
（ＯＮ）に設定されたことを示している。そして、急変速区間に対応するｔ１時点乃至ｔ

２時点にて、一定の第１過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊
Ｐ１とその第１過渡目標入力軸

回転速度ＮＩＮ
＊
Ｐ１に到達する一次遅れ曲線状とした第２過渡目標入力軸回転速度ＮＩ

Ｎ
＊

Ｐ２とが設定され、実入力軸回転速度ＮＩＮがｔ１時点から所定時間Ｔ１経過までは
すなわち第１急変速区間は比較的早く上昇すると共に所定時間Ｔ１経過後からｔ２時点ま
ではすなわち第２急変速区間は比較的緩やかに上昇していることを示している。また、定
速変速区間に対応するｔ２時点乃至ｔ３時点以降にて、基本目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊

Ｃに向かって一定値を勾配として漸増するような定速過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊
Ｐ

Ｃが設定され、実入力軸回転速度ＮＩＮが定速過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊
ＰＣに追

随して比較的緩やかに上昇していることを示している。さらに、通常変速区間に対応する
ｔ３時点以降にて、基本目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊
Ｃに一致するように変速が実行され

ていることを示している。
【００７３】
　前記Ｓ４の判断が肯定されるか或いは前記Ｓ５の判断が肯定される場合は前記急加速要
求判定手段９２に対応するＳ７において、運転者の急加速要求が有ると判定されると共に
、変速速度ガードフラグがオフ（ＯＦＦ）に設定される。
【００７４】
　そして、前記目標入力回転設定手段８２および前記変速制御手段８４に対応する図示し
ないステップにおいて、過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊
Ｐとして、前記Ｓ３における加

速要求の判定から一定の第１過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊
Ｐ１が設定され、加速要求

時と異なり第２過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊
Ｐ２が設定されず、回転速度差ΔＮＩＮ

Ｐ１が所定値ΔＮＩＮ’以内となるまで第１過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊
Ｐ１が保持

され、さらにこの第１過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊
Ｐ１に引き続いて基本目標入力軸

回転速度ＮＩＮ
＊
Ｃに向かって漸増するような例えば一定値を勾配として漸増するような

定速過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊
ＰＣが設定され、無段変速機１８の急加速要求時の

変速が実行される。これにより、変速初期から急変速が実行されて急な加速度勾配となり
、運転者の急加速要求に応じた加速感が得られてその加速要求が適切に反映される。
【００７５】
　図１０のｔ１時点は、アクセルペダル６８が踏込操作されて変速速度ガードフラグがオ
フ（ＯＦＦ）に設定されたことを示している。そして、急変速区間に対応するｔ１時点乃
至ｔ２時点にて、一定の第１過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊
Ｐ１が設定され、実入力軸

回転速度ＮＩＮがｔ１時点からｔ２時点までは比較的早く上昇していることを示している
。また、定速変速区間に対応するｔ２時点乃至ｔ３時点以降にて、基本目標入力軸回転速
度ＮＩＮ

＊
Ｃに向かって一定値を勾配として漸増するような定速過渡目標入力軸回転速度

ＮＩＮ
＊

ＰＣが設定され、実入力軸回転速度ＮＩＮが定速過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊

ＰＣに追随して比較的緩やかに上昇していることを示している。さらに、通常変速区間
に対応するｔ３時点以降にて、基本目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊
Ｃに一致するように変速

が実行されていることを示している。
【００７６】
　上述のように、本実施例によれば、加速要求判定手段９０によりアクセルペダル６８の
踏込操作に基づいて運転者の加速要求が有ると判定された場合には、加速要求時設定手段
として機能する目標入力回転設定手段８２により過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊
Ｐが、
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ステップ状に増加させた第１過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊
Ｐ１に第１急変速区間保持

され、その後の第２急変速区間において第１過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊
Ｐ１よりも

低い実入力回転速度ＮＩＮ近傍からその第１過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊
Ｐ１に向か

って漸増させた第２過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊
Ｐ２に設定されるので、アクセル踏

み込み操作による加速要求時には、絶対的な加速度や動力性能重視の変速速度となる急変
速が実行されて急な加速度勾配となると共にその急変速に続いてそれ程の急変速とはなら
ない程度の変速速度となる変速が実行されて緩やかな加速度勾配となるように、変速中は
適切な加速度勾配となり、運転者の加速要求に応じた加速感が得られてその運転者の加速
要求が適切に反映される。
【００７７】
　一方、前記急加速要求が予め設定された急加速要求判定値以上である場合には、上記加
速要求時と異なり目標入力回転設定手段８２により第２過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊

Ｐ２が設定されず、第１過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊
Ｐ１が過渡目標入力軸回転速度

ＮＩＮ
＊

Ｐとして保持されるので、急加速要求判定値以上となるようなアクセルペダル６
８が急踏込操作される急加速要求時には、絶対的な加速度や動力性能重視の変速速度とな
る急変速が実行されて加速度勾配が急となり、運転者の急加速要求に応じた加速感が得ら
れてその運転者の加速要求が一層適切に反映される。このように、加速要求時と急加速要
求時とで過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊
Ｐの設定が切り換えられることにより、運転者

の加速要求に応じた加速感を実現することができる。
【００７８】
　また、本実施例によれば、目標入力回転設定手段８２により第２過渡目標入力軸回転速
度ＮＩＮ

＊
Ｐ２が第１過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊
Ｐ１に到達する一次遅れ曲線状と

なるように設定されるので、アクセル踏み込み操作による加速要求時には、絶対的な加速
度や動力性能重視の変速速度となる急変速に続いてショックや変速の遅れ感が生じない程
度の変速速度となるような変速が実行されて緩やかな加速度勾配が得られる。
【００７９】
　また、本実施例によれば、前記一次遅れ曲線状の時定数Ｔは、アクセル開度変化量ΔＡ
ccが増加する程小さくされるので、アクセル踏み込み操作による加速要求時において、前
記急変速に続く変速が加速要求が大きい程早い変速速度で実行される。よって、運転者の
加速要求が一層適切に反映される。
【００８０】
　また、本実施例によれば、第１過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊
Ｐ１は、アクセル開度

Ａccおよび車速Ｖに基づいて決定されるので、運転者の加速要求が一層適切に反映される
。
【００８１】
　また、本実施例によれば、第１急変速区間すなわち所定時間Ｔ１は、アクセル開度変化
量ΔＡccに基づいて決定されるものである。このようにすれば、運転者の加速要求が一層
適切に反映される。
【００８２】
　次に、本発明の他の実施例を説明する。なお、以下の説明において実施例相互に共通す
る部分には同一の符号を付して説明を省略する。
【実施例２】
【００８３】
　前述の実施例では、前記急加速要求判定手段９２は、アクセル踏込判定手段８８により
アクセル開度Ａccが第２所定アクセル開度Ａcc２'以上であると判定されるか、或いはア
クセル踏込判定手段８８によりアクセル開度Ａccが所定アクセル変化率ｄＡcc’以上で増
加したと判定された場合に、前記加速要求よりも大きな急加速要求が有る急加速要求時で
あると判定した。本実施例では、それに替えて、急加速要求判定手段９２は、アクセル踏
込判定手段８８によりアクセル開度Ａccが第２所定アクセル開度Ａcc２'以上であると判
定され、且つアクセル踏込判定手段８８によりアクセル開度Ａccが所定アクセル変化率ｄ
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Ａcc’以上で増加したと判定された場合には、前記加速要求よりも大きな急加速要求が有
る急加速要求時であると判定する。
【００８４】
　図１１は、電子制御装置５０の制御作動の要部すなわち無段変速機１８の変速の際に加
速要求判定に基づいて目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊を適切に設定する為の制御作動を説明
するフローチャートであって、前記図８のフローチャートに相当する図であり、図８と相
違するＳ４以降のステップを示した図である。
【００８５】
　図１１のＳ４およびＳ５において、それぞれ図８のＳ４およびＳ５にて実行された判断
が同様に実行される。
【００８６】
　上記Ｓ４の判断が否定されるか或いは上記Ｓ５の判断が否定される場合は前記急加速要
求判定手段９２に対応するＳ６’において、運転者の急加速要求が無いと判定されると共
に、変速速度ガードフラグがオン（ＯＮ）に設定される。
【００８７】
　前記Ｓ４の判断が肯定され且つ前記Ｓ５の判断が肯定される場合は前記急加速要求判定
手段９２に対応するＳ７’において、運転者の急加速要求が有ると判定されると共に、変
速速度ガードフラグがオフ（ＯＦＦ）に設定される。
【００８８】
　上述のように、本実施例によれば、加速要求時と急加速要求時とで過渡目標入力軸回転
速度ＮＩＮ

＊
Ｐの設定が切り換えられることにより、運転者の加速要求に応じた加速感を

実現することができるなど、前述の実施例と同様の効果が得られる。
【００８９】
　以上、本発明の実施例を図面に基づいて詳細に説明したが、本発明はその他の態様にお
いても適用される。
【００９０】
　例えば、前述の実施例の図４および図７の変速マップは、アクセル開度変化量ΔＡccに
基づいて複数種類設定されても良い。例えば、アクセル開度変化量ΔＡccが大きくなる程
、目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊や第１過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊
Ｐ１が増加補正さ

れるように変速マップが複数種類設定される。
【００９１】
　また、前述の実施例において、目標入力回転設定手段８２は、例えば図７に示すような
変速マップから車両状態に基づいて第１過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊
Ｐ１を設定した

が、基本目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊
Ｃと変速初期の実入力軸回転速度ＮＩＮ０例えば前

記加速要求判定手段９０により加速要求が有ると判定されたときの実入力軸回転速度（初
期入力軸回転速度）ＮＩＮ０とに基づいて第１過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊
Ｐ１を設

定しても良い。例えば、基本目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊
Ｃと初期入力軸回転速度ＮＩＮ

０との回転速度差ΔＮＩＮＣ０（＝ＮＩＮ
＊
Ｃ－ＮＩＮ０）の所定割合（Ｋ・ΔＮＩＮＣ

０、Ｋは予め設定された所定値）を初期入力軸回転速度ＮＩＮ０に加えた値（ＮＩＮ０＋
Ｋ・ΔＮＩＮＣ０）を第１過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊
Ｐ１に設定する。

【００９２】
　また、前述の実施例における入力軸回転速度ＮＩＮやそれに関連する目標入力軸回転速
度ＮＩＮ

＊、基本目標入力軸回転速度ＮＩＮ
＊
Ｃ、過渡目標入力軸回転速度ＮＩＮ

＊など
は、それら入力軸回転速度ＮＩＮなどに替えて、エンジン回転速度ＮＥやそれに関連する
目標エンジン回転速度ＮＥ

＊など、或いはタービン回転速度ＮＴやそれに関連する目標タ
ービン回転速度ＮＴ

＊などであっても良い。
【００９３】
　また、前述の実施例において、流体伝動装置としてロックアップクラッチ２６が備えら
れているトルクコンバータ１４が用いられていたが、ロックアップクラッチ２６は必ずし
も設けられなくてもよく、またトルクコンバータ１４に替えて、トルク増幅作用のない流
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【００９４】
　なお、上述したのはあくまでも一実施形態であり、本発明は当業者の知識に基づいて種
々の変更、改良を加えた態様で実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】本発明が適用された車両用駆動装置を説明する骨子図である。
【図２】図１の車両用駆動装置などを制御するために車両に設けられた電気的な制御系統
の要部を説明するブロック線図である。
【図３】油圧制御回路のうち無段変速機のベルト挟圧力制御、変速比制御、およびシフト
レバーの操作に伴う前進用クラッチ或いは後進用ブレーキの係合油圧制御に関する部分を
示す要部油圧回路図である。
【図４】無段変速機の変速制御において目標回転速度を求める際に用いられる変速マップ
の一例を示す図である。
【図５】式無段変速機の挟圧力制御において変速比等に応じて必要油圧を求める必要油圧
マップの一例を示す図である。
【図６】図２の電子制御装置の制御機能の要部を説明する機能ブロック線図である。
【図７】無段変速機の変速制御において第１過渡目標入力軸回転速度を求める際に用いら
れる変速マップの一例を示す図である。
【図８】図２の電子制御装置の制御作動の要部すなわち無段変速機の変速の際に加速要求
判定に基づいて目標入力軸回転速度を適切に設定する為の制御作動を説明するフローチャ
ートである。
【図９】図８のフローチャートに示す制御作動を説明するタイムチャートであって、加速
要求時の変速の場合を示している。
【図１０】図８のフローチャートに示す制御作動を説明するタイムチャートであって、急
加速要求時の変速の場合を示している。
【図１１】図２の電子制御装置の制御作動の要部すなわち無段変速機の変速の際に加速要
求判定に基づいて目標入力軸回転速度を適切に設定する為の制御作動を説明するフローチ
ャートであって、図８のフローチャートに相当する図であり、図８と相違するＳ４以降の
ステップを示した図である。
【符号の説明】
【００９６】
１２：エンジン（走行用動力源）
１８：無段変速機
２４：駆動輪
５０：電子制御装置（変速制御装置）
６８：アクセルペダル
８２：目標入力回転設定手段（加速要求時設定手段）
９０：加速要求判定手段
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