
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両を駆動するための内燃機関と、車輪と内燃機関との間の動力伝達経路を実質的に解
放するためのクラッチと、車両を駆動するための車輪に作動的に連結された他の原動機と
を有する複数の原動機を備えた車両の制御装置であって、
　前記クラッチの係合による前記内燃機関の始動が不能な車速領域では、該クラッチを解
放させるとともにスタータモータにより該内燃機関を始動させる第１始動手段と、
　前記クラッチの係合による前記内燃機関の始動が可能な車速領域では、該クラッチを係
合させることにより該内燃機関を始動させる第２始動手段と
　を、含むことを特徴とする複数の原動機を備えた車両の制御装置。
【請求項２】
　前記制御装置は、前記クラッチを解放させると共に前記他の原動機により車輪を駆動し
て車両を走行させる原動機走行手段を含み、前記内燃機関の始動時には車両が該原動機走
行手段により走行させられているものである請求項１の複数の原動機を備えた車両の制御
装置。
【請求項３】
　前記車両は、前輪および後輪の一方を内燃機関で駆動し、他方を前記他の原動機で駆動
する形式の前後輪駆動車両である請求項１の複数の原動機を備えた車両の制御装置。
【請求項４】
　前記車輪と前記内燃機関との間の動力伝達機構の異常を判定する動力伝達機構異常判定
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手段と、
　該動力伝達機構異常判定手段により前記動力伝達機構の異常が判定された場合には、前
記他の原動機で前記他方の車輪を駆動して前記車両を暫定的に走行させる暫定走行手段と
　を、含むものである請求項３の複数の原動機を備えた車両の制御装置。
【請求項５】
　前記動力伝達機構の異常は、前記内燃機関の動力が該動力伝達機構を介して前記一方の
車輪に伝達されない状態である請求項４の複数の原動機を備えた車両の制御装置。
【請求項６】
　前記暫定走行手段は、前記動力伝達機構の異常時において、前記内燃機関から出力され
るエネルギに基づいて前記他の原動機を作動させるものである請求項４の複数の原動機を
備えた車両の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数の原動機を備えた車両の制御装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
前輪を内燃機関を用いて駆動し、後輪を電動機を用いて駆動する形式の４輪駆動車両が知
られている。たとえば、特開平１０－６７２４３号公報に記載された車両がそれである。
このような形式の４輪駆動車両では、４輪駆動により走破性が高められると同時に、常時
は内燃機関を主体とした前輪駆動とすることにより、内燃機関の出力を前後輪へ機械的に
伝達する場合に比較して燃費が良好となる利点がある。また、内燃機関の故障時には、電
動機を用いて後輪を駆動することにより、バッテリが消耗するまでの間は応急的な走行を
行うことができる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記従来の４輪駆動車両が記載された特開平１０－６７２４３号公報には、内
燃機関の始動時や、その内燃機関から車輪までの間に設けられた動力伝達機構の故障時な
どに関する課題や解決手段は何ら開示されていない。たとえば、内燃機関の始動のための
スタータモータが設けられる場合には、通常の耐久性を必要とすると比較的大型となると
共に重量が大きくなるという不都合があり、また、スタータの故障時には始動が困難とな
り、或いは内燃機関から車輪までの間に設けられた動力伝達機構の故障時には、車両を応
急的に走行させることが困難となるおそれがあった。
【０００４】
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、内燃機
関の始動が容易となり、或いは動力伝達機構の故障に拘らず走行が可能な車両の制御装置
を提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するため 段】
　かかる目的を達成するための 発明の要旨とするところは、車両を駆動するための内燃
機関と、車輪と内燃機関との間の動力伝達経路を実質的に解放するためのクラッチと、車
両を駆動するための車輪に作動的に連結された他の原動機とを有する複数の原動機を備え
た車両の制御装置であって、 (a) 前記クラッチの係合による前記内燃機関の始動が不能な
車速領域では、そのクラッチを解放させるとともにスタータモータにより上記内燃機関を
始動させる第１始動手段と、 (b) 前記クラッチの係合による前記内燃機関の始動が可能な
車速領域では、そのクラッチを係合させることにより上記内燃機関を始動させる第２始動
手段とを、含むことにある。
【０００６】

明の効果】
　このようにすれば、前記クラッチの係合による前記内燃機関の始動が不能な車速領域で
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は、第１始動手段によりそのクラッチが解放させられるとともにスタータモータにより上
記内燃機関が始動させられるが、前記クラッチの係合による前記内燃機関の始動が可能な
車速領域では、第２始動手段によりそのクラッチが係合させられることにより上記内燃機
関が始動させられることから、２つの始動手段の役割分担により内燃機関の始動が容易に
行われる。また、スタータモータによる始動の範囲が低減されてスタータモータが小型且
つ軽量化される。なお、「動力伝達経路が実質的に解放」とは、車輪と内燃機関との間に
複数のクラッチが設けられる場合には必ずしもそれらが全て解放させられて機械的に連結
が断たれている状態に限られず、内燃機関の動力および車輪の回転が相互に伝達されない
状態であれば含まれる。
【０００７】

明の他の態様】
　ここで、好適には、前記制御装置は、前記クラッチを解放させると共に前記他の原動機
により車輪を駆動して車両を走行させる原動機走行手段を含むものである。このようにす
れば、内燃機関の停止状態においても、他の原動機によって車両を走行させ得る。
【０００８】
　また、好適には、前記制御装置は、前記クラッチを 放させると共に前記他の原動機に
より車輪を駆動して車両を走行させる原動機走行手段を含み、前記内燃機関の始動時には
車両がその原動機走行手段により走行させられている。このようにすれば、車両の走行中
においても内燃機関を始動させることができる。
【０００９】
　また、好適には、前記他の原動機は電動機であり、前記制御装置は前記クラッチを 放
させるとともに上記電動機により他方の車輪を駆動して車両を走行させる電動機走行手段
を含み、前記内燃機関の始動時には車両がその電動機走行手段により走行させられている
ものである。
【００１０】
また、好適には、前記車両は、前輪および後輪の一方を内燃機関で駆動し、他方を前記他
の原動機で駆動する形式の前後輪駆動車両である。このようにすれば、他方の車輪を他の
原動機で駆動することにより、前後輪駆動車両おいても内燃機関の始動が行われる利点が
ある。また、他の原動機を内燃機関側に設ける場合に比較して、内燃機関と一方の車輪と
の間の動力伝達機構が簡単となり、重量配分が改善される。
【００１６】
　また、前 数の原動機を備えた車両の制御装置は、好適には、 (a) 前記車輪と前記内
燃機関との間の動力伝達機構の異常を判定する動力伝達機構異常判定手段と、 (b) 該動力
伝達機構異常判定手段により前記動力伝達機構の異常が判定された場合には、前記他の原
動機で前記他方の車輪を駆動して前記車両を暫定的に走行させる暫定走行手段とを、含む
ものである。
【００１７】

のようにすれば、動力伝達機構異常判定手段により前記動力伝達機構の異常が判定さ
れた場合には、暫定走行手段により前記 原動機で前記他方の車輪を駆動して前記車両
が暫定的に走行させられるので、動力伝達機構の異常が発生した状態でも車両が走行可能
となる。
【００１８】

好適には、前記動力伝達機構の異常は、前記 の動力が 動力伝達機構
を介して前記一方の車輪に伝達されない状態である。このようにすれば、動力伝達機構が

から一方の車輪へ動力を伝達できない状態でも車両が走行可能となる。
【００１９】
また、好適には、前記暫定走行手段は、前記動力伝達機構の異常時において、前記第１原
動機から発生するエネルギに基づいて前記第２原動機を作動させるものである。このよう
にすれば、第１原動機から出力するエネルギを用いて第２原動機が作動させられるので、
たとえば前輪を駆動する内燃機関により駆動されるジェネレータから出力される電気エネ
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ルギを用いて後輪を駆動する電動機が駆動されるので、動力伝達機構の異常時において、
バッテリの容量に拘らず、長距離の暫定走行が可能となる。
【００２０】
【発明の好適な実施の形態】
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。
【００２１】
図１は、本発明が適用された４輪駆動車両すなわち前後輪駆動車両の動力伝達装置の構成
を説明する骨子図である。この前後輪駆動車両は、前輪系を第１原動機を備えた第１駆動
装置すなわち主駆動装置１０にて駆動し、後輪系を第２原動機を備えた第２駆動装置すな
わち副駆動装置１２にて駆動する形式の複数の駆動装置を有するものである。
【００２２】
上記主駆動装置１０は、空気および燃料の混合気が燃焼させられることにより作動させら
れる内燃機関であるエンジン１４と、電気モータおよび発電機として選択的に機能するモ
ータジェネレータ（以下、ＭＧという）１６と、ダブルピニオン型の遊星歯車装置１８と
、変速比が連続的に変化させられる無段変速機２０とを同心に備えている。上記エンジン
１４は第１原動機すなわち主原動機として機能している。上記エンジン１４は、その吸気
配管の吸入空気量を制御するスロットル弁の開度θ T Hを変化させるためにそのスロットル
弁を駆動するスロットルアクチュエータ２１を備えている。また、本実施例においては、
上記のＭＧ１６が他の原動機に相当する。
【００２３】
上記遊星歯車装置１８は、機械的に力を合成し或いは分配する合成分配機構であって、共
通の軸心まわりに独立して回転可能に設けられた３つの回転要素、すなわち上記エンジン
１４にダンパ装置２２を介して連結されたサンギヤ２４と、第１クラッチＣ１を介して無
段変速機２０の入力軸２６に連結され且つ上記ＭＧ１６の出力軸が連結されたキャリヤ２
８と、第２クラッチＣ２を介して無段変速機２０の入力軸２６に連結され且つブレーキＢ
１を介して非回転部材たとえばハウジング３０に連結されるリングギヤ３２とを備えてい
る。上記キャリヤ２８は、サンギヤ２４およびリングギヤ３２とかみ合い且つ相互にかみ
合う１対のピニオン（遊星歯車）３４および３６を、それらの自転可能に支持している。
上記第１クラッチＣ１、第２クラッチＣ２、ブレーキＢ１は、いずれも互いに重ねられた
複数枚の摩擦板が油圧アクチュエータによって押圧されることにより係合させられたり、
その押圧解除により解放されたりする油圧式摩擦係合装置である。
【００２４】
上記遊星歯車装置１８とそのキャリヤ２８に連結されたＭＧ１６は、エンジン１４の作動
状態すなわちサンギヤ２４の回転状態においてＭＧ１６の発電量を制御することすなわち
ＭＧ１６の回転駆動トルクである反力が逐次大きくなるようにキャリヤ２８に発生させら
れることにより、リングギヤ３２の回転数を滑らかに増加させて車両の滑らかな発進加速
を可能とする電気トルコン（ＥＴＣ）装置を構成している。このとき、遊星歯車装置１８
のギヤ比ρ（サンギヤ２４の歯数／リングギヤ３２の歯数）がたとえば一般的な値である
０．５とすると、リングギヤ３２のトルク：キャリヤ２８のトルク：サンギヤ２４のトル
ク＝１／ρ：（１－ρ）／ρ：１の関係から、エンジン１４のトルクが１／ρ倍たとえば
２倍に増幅されて無段変速機２０へ伝達されるので、トルク増幅モードと称される。
【００２５】
また、上記無段変速機２０は、入力軸２６および出力軸３８にそれぞれ設けられた有効径
が可変の１対の可変プーリ４０および４２と、それ１対の可変プーリ４０および４２に巻
き掛けられた無端環状の伝動ベルト４４とを備えている。それら１対の可変プーリ４０お
よび４２は、入力軸２６および出力軸３８にそれぞれ固定された固定回転体４６および４
８と、その固定回転体４６および４８との間にＶ溝を形成するように入力軸２６および出
力軸３８に対して軸心方向に移動可能且つ軸心まわりに相対回転不能に取付られた可動回
転体５０および５２と、それら可動回転体５０および５２に推力を付与して可変プーリ４
０および４２の掛かり径すなわち有効径を変化させることにより変速比γ（＝入力軸回転
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速度／出力軸回転速度）を変更する１対の油圧シリンダ５４および５６とを備えている。
【００２６】
上記無段変速機２０の出力軸３８から出力されたトルクは、減速装置５８、差動歯車装置
６０、および１対の車軸６２、６４を介して１対の前輪６６、６８へ伝達されるようにな
っている。なお、本実施例では、前輪６６、６８の舵角を変更する操舵装置が省略されて
いる。
【００２７】
前記副駆動装置１２は、第２原動機すなわち副原動機として機能するリヤモータジェネレ
ータ（以下、ＲＭＧという）７０を備え、そのＲＭＧ７０から出力されたトルクは、減速
装置７２、差動歯車装置７４、および１対の車軸７６、７８を介して１対の後輪８０、８
２へ伝達されるようになっている。
【００２８】
そして、前記エンジン１４のクランク軸に一方向クラッチ８４を介して連結されたＶプー
リ８５とスタータモータ８６の出力軸に固定されたＶプーリ８７との間には、伝動ベルト
８８が巻き掛けられており、そのスタータモータ８６によってもエンジン１４が始動させ
られるようになっている。上記一方向クラッチ８４はスタータモータ８６からエンジン１
４に向かう方向へ動力を伝達する場合は係合させられるが、エンジン１４からスタータモ
ータ８６へ向かう方向の動力が伝達されようとすると解放されるものである。また、上記
Ｖプーリ８５および８７はスチール（鋼板）製或いは合成樹脂製であり、それらに巻き掛
けられた伝動ベルト８８はよく知られたスチールワイヤにより補強された合成ゴム或いは
合成樹脂から構成されたものである。
【００２９】
図２は、前記主駆動装置１０の遊星歯車装置１８を種々の作動モードに切り換えるための
油圧制御回路の構成を簡単に示す図である。運転者によりＰ、Ｒ、Ｎ、Ｄ、Ｂの各レンジ
位置へ操作されるシフトレバー９０に機械的に連結されたマニアル弁９２は、シャトル弁
９３を利用しつつ、シフトレバー９０の操作に応答して、Ｄレンジ、Ｂレンジ、Ｒレンジ
において第１クラッチＣ１の係合圧を調圧する第１調圧弁９４へ図示しないオイルポンプ
から出力された元圧を供給し、Ｄレンジ、ＢレンジにおいてクラッチＣ２の係合圧を調圧
する第２調圧弁９５へ元圧を供給し、Ｎレンジ、Ｐレンジ、ＲレンジにおいてブレーキＢ
１の係合圧を調圧する第３調圧弁９６へ元圧を供給する。上記第２調圧弁９５、第３調圧
弁９６は、ハイブリッド制御装置１０４によって駆動されるリニヤソレイド弁９７からの
出力信号に従って第２クラッチＣ２およびブレーキＢ１の係合圧を制御し、第１調圧弁９
４は、ハイブリッド制御装置１０４によってデューティー駆動される三方弁である電磁開
閉弁９８からの出力信号に従って第１クラッチＣ１の係合圧を制御する。
【００３０】
図３は、本実施例の前後輪駆動車両に設けられた制御装置の構成を説明する図である。エ
ンジン制御装置１００、変速制御装置１０２、ハイブリッド制御装置１０４、蓄電制御装
置１０６、ブレーキ制御装置１０８は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、入出力インターフェー
スを備えた所謂マイクロコンピュータであって、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入力信号を処理し、種々の制御を実行す
る。また、上記の制御装置は、相互に通信可能に接続されており、所定の制御装置から必
要な信号が要求されると、他の制御装置からその所定の制御装置へ適宜送信されるように
なっている。
【００３１】
エンジン制御装置１００は、エンジン１４のエンジン制御を実行する。例えば、燃料噴射
量制御のために図示しない燃料噴射弁を制御し、点火時期制御のために図示しないイグナ
イタを制御し、トラクション制御ではスリップ中の前輪６６、６８が路面をグリップする
ようにエンジン１４の出力を一時的に低下させるためにスロットルアクチュエータ２１を
制御する。
【００３２】
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上記変速制御装置１０２は、たとえば、無段変速機２０の伝動ベルト４４の張力が必要か
つ十分な値となるように予め設定された関係から、実際の変速比γおよび伝達トルクすな
わちエンジン１４およびＭＧ１６の出力トルクに基づいて、ベルト張力圧を調圧する調圧
弁を制御し、伝動ベルト４４の張力を最適な値とするとともに、エンジン１４が最小燃費
率曲線或いは最適曲線に沿って作動するように予め記憶された関係から、実際の車速Ｖお
よびエンジン負荷たとえばスロットル弁開度θ T H或いはアクセルペダル操作量Ａ C Cに基づ
いて目標変速比γ m  を決定し、実際の変速比γがその目標変速比γ m  と一致するように無
段変速機２０の変速比γを制御する。
【００３３】
また、上記エンジン制御装置１００および変速制御装置１０２は、たとえば図４に示す最
良燃費運転線に沿ってエンジン１４の作動点すなわち運転点が移動するように、たとえば
上記スロットルアクチュエータ２１や燃料噴射量を制御するとともに無段変速機２０の変
速比γを変更する。また、ハイブリッド制御装置１０４からの指令に応じて、上記エンジ
ン１４の出力トルクＴ E  または回転数Ｎ E  を変更するために上記スロットルアクチュエー
タ２１や変速比γを変更し、エンジン１４の運転点を移動させる。
【００３４】
上記ハイブリッド制御装置１０４は、電池などから成る蓄電装置１１２からＭＧ１６に供
給される駆動電流或いはそのＭＧ１６から蓄電装置１１２へ出力される発電電流を制御す
るインバータ１１４を制御するための第１ＭＧ制御装置１１６と、蓄電装置１１２からＲ
ＭＧ７０に供給される駆動電流或いはそのＲＭＧ７０から蓄電装置１１２へ出力される発
電電流を制御するインバータ１１８を制御するための第２ＭＧ制御装置１２０とを含み、
シフトレバー９０の操作位置Ｐ S H、アクセルペダル１２２の操作量Ａ C C、車速Ｖ、蓄電装
置１１２の蓄電量ＳＯＣに基づいて、たとえば図５に示す複数の運転モードのうちからい
ずれか１つを選択を行うとともに、アクセルペダル１２２の操作量Ａ C C、ブレーキペダル
１２４の操作量Ｂ F  に基づいて、ＭＧ１６或いはＲＭＧ７０の発電に必要なトルクにより
制動力を発生させるトルク回生制動モード、或いはエンジン１４の回転抵抗トルクにより
制動力を発生させるエンジンブレーキモードを選択する。
【００３５】
シフトレバー９０がＢレンジ或いはＤレンジへ操作された場合、たとえば比較的低負荷の
発進或いは定速走行ではモータ走行モードが選択され、第１クラッチＣ１が係合させられ
且つ第２クラッチＣ２およびブレーキＢ１が共に解放されることにより、専らＭＧ１６に
より車両が駆動される。なお、このモータ走行モードにおいて、蓄電装置１１２の蓄電量
ＳＯＣが予め設定された下限値を下回った不足状態となった場合や、駆動力をさらに必要
とするためにエンジン１４を始動させる場合には、後述するＥＴＣモード或いは直結モー
ドへ切り換えられて、それまでの走行を維持しながらＭＧ１６或いはＲＭＧ７０が駆動さ
れ、そのＭＧ１６或いはＲＭＧ７０により蓄電装置１１２が充電される。
【００３６】
また、比較的中負荷走行または高負荷走行では直結モードが選択され、第１クラッチＣ１
および第２クラッチＣ２が共に係合させられ且つブレーキＢ１が解放されることにより遊
星歯車装置１８が一体的に回転させられ、専らエンジン１４によりまたはそのエンジン１
４およびＭＧ１６により車両が駆動されたり、或いは専らエンジン１４により車両が駆動
されると同時にＭＧ１６により蓄電装置１１２の充電が行われる。この直結モードでは、
サンギヤ２４の回転数即ちエンジン回転数Ｎ E  （ rpm ）とキャリヤ２８の回転数すなわち
ＭＧ１６の回転数Ｎ M G（ rpm ）とリングギヤ３２の回転数即ち無段変速機２０の入力軸２
６の回転速度Ｎ I N（ rpm ）とは同じ値であるから、二次元平面内において３本の回転数軸
（縦軸）すなわちサンギヤ回転数軸Ｓ、リングギヤ回転数Ｒ、およびキャリヤ回転数軸Ｃ
と変速比軸（横軸）とから描かれる図６の共線図では、たとえば１点鎖線に示されるもの
となる。なお、図６において、上記サンギヤ回転数軸Ｓとキャリヤ回転数軸Ｃとの間隔は
１に対応し、リングギヤ回転数Ｒとキャリヤ回転数軸Ｃとの間隔はダブルピニオン型遊星
歯車装置１８のギヤ比ρに対応している。
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【００３７】
また、たとえば発進加速走行では、ＥＴＣモードすなわちトルク増幅モードが選択され、
第２クラッチＣ２が係合させられ且つ第１クラッチＣ１およびブレーキＢ１が共に解放さ
れた状態でＭＧ１６の発電量（回生量）すなわちそのＭＧ１６の反力（ＭＧ１６を回転さ
せる駆動トルク）が徐々に増加させられることにより、エンジン１４が所定の回転数に維
持された状態で車両が滑らかに零発進させられる。このようにエンジン１４によって車両
およびＭＧ１６が駆動される場合には、エンジン１４のトルクが１／ρ倍たとえばρ＝０
．５とすると２倍に増幅されて無段変速機２０へ伝達される。すなわち、ＭＧ１６の回転
数Ｎ M Gが図６のＡ点（負の回転速度すなわち発電状態）である場合には、無段変速機２０
の入力軸回転数Ｎ I Nは零であるため車両は停止しているが、図６の破線に示すように、そ
のＭＧ１６の発電量が増加させられてその回転数Ｎ M Gがその正側のＢ点へ変化させられる
ことに伴って無段変速機２０の入力軸回転数Ｎ I Nが増加させられて、車両が発進させられ
るのである。
【００３８】
シフトレバー９０がＮレンジ或いはＰレンジへ操作された場合、基本的にはニュートラル
モード１または２が選択され、第１クラッチＣ１、第２クラッチＣ２、およびブレーキＢ
１が共に解放され、遊星歯車装置１８において動力伝達経路が解放される。この状態にお
いて、蓄電装置１１２の蓄電量ＳＯＣが予め設定された下限値を下回った不足状態となっ
た場合などにおいては、充電・エンジン始動モードとされ、ブレーキＢ１が係合させられ
た状態で、ＭＧ１６によりエンジン１４が始動させられる。シフトレバー９０がＲレンジ
へ操作された場合、たとえば軽負荷後進走行ではモータ走行モードが選択され、第１クラ
ッチＣ１が係合させられるとともに第２クラッチＣ２およびブレーキＢ１が共に解放され
ることにより、専らＭＧ１６により車両が後進走行させられる。しかし、たとえば中負荷
或いは高負荷後進走行ではフリクション走行モードが選択され、第１クラッチＣ１が係合
させられ且つ第２クラッチＣ２が解放されるとともに、ブレーキＢ１がスリップ係合させ
られる。これにより、車両を後進させる駆動力としてＭＧ１６の出力トルクにエンジン１
４の出力トルクが加えられる。
【００３９】
また、前記ハイブリッド制御装置１０４は、前輪６６、６８の駆動力に従った車両の発進
時或いは急加速時において、車両の駆動力を一時的に高めるために、所定の駆動力配分比
に従ってＲＭＧ７０を作動させ、後輪８０、８２からも駆動力を発生させる高μ路アシス
ト制御や、凍結路、圧雪路のような低摩擦係数路（低μ路）における発進走行時において
、車両の発進能力を高めるために、ＲＭＧ７０により後輪８０、８２を駆動させると同時
に、たとえば無段変速機２０の変速比γを低くさせて前輪６６、６８の駆動力を低下させ
る低μ路アシスト制御を実行する。
【００４０】
蓄電制御装置１０６は、電池、コンデンサなどの蓄電装置１１２の蓄電量ＳＯＣが予め設
定された下限値ＳＯＣ D  を下回った場合には、ＭＧ１６或いはＲＭＧ７０により発電され
た電気エネルギで蓄電装置１１２を充電あるいは蓄電するが、蓄電量ＳＯＣが予め設定さ
れた上限値ＳＯＣ U  を上まわった場合には、そのＭＧ１６或いはＲＭＧ７０からの電気エ
ネルギで充電することを禁止する。また、上記蓄電に際して、実際の電力見込み値（＝消
費電力＋充電電力）Ｐ b  が、蓄電装置１１２の温度Ｔ B  の関数である電力或いは電気エネ
ルギの受入制限値Ｗ I Nと持出制限値Ｗ O U T  との範囲を越えた場合には、その受入れ或いは
持ち出しを禁止する。
【００４１】
ブレーキ制御装置１０８は、たとえばＴＲＣ制御、ＡＢＳ制御、ＶＳＣ制御などを実行し
、低μ路などにおける発進走行時、制動時、旋回時の車両の安定性を高めたり或いは牽引
力を高めるために、油圧ブレーキ制御回路を介して各車輪６６、６８、８０、８２に設け
られたホイールブレーキ６６ W B、６８ W B、８０ W B、８２ W Bを制御する。たとえば、各車輪
に設けられた回転センサからの信号に基づいて、車輪車速（車輪回転速度に基づいて換算
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される車体速度）たとえば右前輪車輪車速Ｖ F R、左前輪車輪車速Ｖ F L、右後輪車輪車速Ｖ

R R、左後輪車輪車速Ｖ R L、前輪車速〔＝（Ｖ F R＋Ｖ F L）／２〕、後輪車速〔＝（Ｖ R R＋Ｖ

R L）／２〕、および車体車速（Ｖ F R、Ｖ F L、Ｖ R R、Ｖ R Lのうちの最も遅い速度）Ｖを算出
する一方で、たとえば主駆動輪である前輪車速と非駆動輪である後輪車速との差であるス
リップ速度ΔＶが予め設定された制御開始判断基準値ΔＶ 1  を越えると、前輪にスリップ
判定をし、且つスリップ率Ｒ S  〔＝（ΔＶ／Ｖ F  ）×１００％〕が予め設定された目標ス
リップ率Ｒ S 1内に入るようにスロットルアクチュエータ２１、ホイールブレーキ６６ W B、
６８ W Bなどを用いて前輪６６、６８の駆動力を低下させる。また、制動操作時において、
各車輪のスリップ率が所定の目標スリップ範囲内になるように、ホイールブレーキ６６ W B

、６８ W B、８０ W B、８２ W Bを用いて前輪６６、６８、後輪８０、８２の制動力を維持し、
車両の方向安定性を高める。また、車両の旋回走行時において、図示しない舵角センサか
らの舵角、ヨーレートセンサからのヨーレート、２軸Ｇセンサからの前後左右加速度等に
基づいて車両のオーバステア傾向或いはアンダステア傾向を判定し、そのオーバステア或
いはアンダステアを抑制するように、ホイールブレーキ６６ W B、６８ W B、８０ W B、８２ W B

の何れか、およびスロットルアクチュエータ２１を制御する。
【００４２】
　図７は、上記ハイブリッド制御装置１０４等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において、電動機走行手段１２６は、クラッチＣ２を 放させると共に
インバータ１１４を介してＭＧ１６を駆動することにより、モータ走行モードで車両を走
行させる。なお、前述したように、このモータ走行モードではクラッチＣ１が係合状態、
ブレーキＢ１が 放状態にあり、且つエンジン１４は停止させられている。本実施例にお
いては、上記の電動機走行手段１２６が原動機走行手段に対応する。
【００４３】
　また、始動要求判定手段１２８は、上記モータ走行モードの実施中に、停止させられて
いるエンジン１４の始動要求が為されたか否かを判定する。この始動要求の有無は、例え
ばＤレンジにあるときに、アクセル開度の急激な増大や蓄電制御装置１０６からの充電要
求の有無等に基づいて判断される。車速領域判定手段１３０は、上記の始動要求があった
場合に、前述した車体車速Ｖが予め定められた押しがけ可能車速Ｖ p 以上の車速領域にあ
るか否かを判定する。Ｖ＜Ｖ p であって車速Ｖがその車速領域に無いと判定される場合に
は、スタータモータ異常判定手段１３２によってスタータ起動が可能であるか否かが判断
される。スタータ起動が可能であれば、第１始動手段１３４がスタータモータ８６を起動
させることによりエンジン１４が始動させられる。すなわち、第１始動手段１３４は、ク
ラッチＣ２を 放させたままとすることにより、無段変速機２０の入力軸２６を経由した
エンジン１４と前輪６６、６８との間の動力伝達経路を実質的に遮断（すなわち 放）し
た状態でスタータモータ８６を起動する。しかしながら、スタータ起動できない場合には
、スタータモータ異常判定手段１３２は前記の車速領域判定手段１３０に制御を返す。
【００４４】
一方、車速領域判定手段１３０によって押しがけ可能車速Ｖ p 以上の車速領域にあると判
定された場合には、第２始動手段１３６によってクラッチＣ２が係合させられる。これに
より、モータ走行モードから直結モードにモード切換が為され、車両の運動エネルギを利
用したエンジン１４の始動、すなわち所謂押しがけによるエンジン１４の始動が為される
。すなわち、第２始動手段１３６は、クラッチＣ２を係合させることにより、エンジン１
４と前輪６６、６８との間の動力伝達経路を実質的に接続してそのエンジン１４を回転さ
せ且つ始動させる。このとき、必要に応じてＲＭＧ７０が駆動されることにより、エンジ
ン１４の回転抵抗に抗して車両の走行速度が維持される。このように、始動要求判定手段
１２８によってエンジン始動要求のあったことが判定されると、第１始動手段１３４或い
は第２始動手段１３６が択一的に機能させられることにより、何れかによってエンジン１
４が始動させられる。本実施例においては、クラッチＣ２の係合によるエンジン始動が可
能な領域にあるか否かは、車速Ｖが押しがけ可能車速Ｖ p 以上の車速領域に有るか否かで
判断される。また、始動手段１３４、１３６によってエンジン１４が始動させられるとき
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には、電動機走行手段１２６により走行させられ、或いは走行可能な車両停止状態にある
。
【００４５】
図８は、前記ハイブリッド制御装置１０４の制御作動の要部を説明するフローチャートで
あって、エンジンを始動或いは再始動させるエンジン始動ルーチンを示している。図８に
おいて、ルーチンの開始時には、車両はＤレンジにおいて前述した電動機走行手段１２６
により制御されたモータ走行モードにあり、エンジン１４は停止中である。すなわち、車
両は、ＭＧ１６が駆動されることによって走行させられ或いは停止させられた状態にある
。前記の始動要求判定手段１２８に対応するステップＳＡ１においては、エンジン始動要
求が発生したか否かが判断される。始動要求がない場合には、この判断が否定されるため
、エンジン始動ルーチンが直ちに終了させられる。しかしながら、アクセルペダル１２２
の急激な踏み込みすなわち加速要求があった場合や、蓄電装置１１２の蓄電量ＳＯＣが不
足となった場合等には、始動要求判定が肯定されてステップＳＡ２に進む。このとき、車
両は、走行中であれば、ＭＧ１６により、或いはＭＧ１６およびＲＭＧ７０により走行さ
せられ或いは加速されている状態にある。
【００４６】
前記の車速領域判定手段１３０に対応するステップＳＡ２においては、車両車速Ｖが押し
がけ可能車速Ｖ p に達したか否か、すなわち、後述するエンジンクランキングを行った場
合にその車速Ｖから推定されるエンジン回転速度Ｎ E  が、速やかに予め定められた４００
ｒｐｍ程度のエンジン始動可能な速度に到達し得るか否かが判断される。車速Ｖが押しが
け可能車速Ｖ p 以上になっている場合には、上記ステップＳＡ２の判断が肯定されるため
、ステップＳＡ３およびＳＡ４の押しがけルーチンに入る。
【００４７】
　前記の第２始動手段１３６に対応するそのステップＳＡ３においては、クラッチＣ２が
係合させられる。これにより、クラッチＣ１，Ｃ２が係合させられる一方、ブレーキＢ１
が 放させられた直結モードに移行し、遊星歯車装置１８が一体的に回転させられるため
、そのサンギヤ２４に連結されたエンジン１４の出力軸が車輪６６、６８の回転に伴って
回転させられる。すなわち、エンジン１４のクランキングが行われる。前記の「車速Ｖか
ら推定されるエンジン回転速度Ｎ E  」とは、このようにクラッチＣ２を係合した場合に見
込まれる回転速度をいう。エンジンクランキングが開始されると、ステップＳＡ４におい
て、そのエンジン回転速度Ｎ E  が予め定められた例えば７００～８００ｒｐｍ程度の点火
可能回転速度Ｎ s に到達したか否かが判断される。未だ回転速度Ｎ E  が低くＮ E  ＜Ｎ s で
あれば、この判断が否定されるのでステップＳＡ３に戻ってエンジン１４のクランキング
が継続される。しかしながら、エンジン回転速度Ｎ E  が上記点火可能回転速度Ｎ s を超え
ると、そのステップＳＡ４の判断が肯定されるため、ステップＳＡ５に進んで前記のエン
ジン制御装置１００に点火指令が発せられ、エンジン１４が始動させられる。
【００４８】
　一方、前記のステップＳＡ２において車両車速Ｖが押しがけ可能車速Ｖ p に達していな
いと判断されると、ステップＳＡ６乃至ＳＡ８のスタータ起動ルーチンに 。スタータ
モータ異常判定手段１３２に対応するそのステップＳＡ６では、スタータ起動が可能であ
るか否かが判断される。スタータ起動が可能であれば、この判断が肯定されて前記の第１
始動手段１３４に対応するステップＳＡ７に進み、スタータモータ８６が起動されること
により、エンジン１４のクランキングが為される。続くステップＳＡ８においては、上述
したステップＳＡ４と同様に、エンジン回転速度Ｎ E  が点火可能回転速度Ｎ s に到達した
か否かが判断される。この判断が否定される場合にはステップＳＡ７に戻り、スタータモ
ータ８６によるクランキングが継続される。そして、エンジン回転速度Ｎ E  が点火可能回
転速度Ｎ s を超えると、ステップＳＡ８の判断が肯定されてステップＳＡ５に進み、押し
がけルーチンの場合と同様に、エンジン制御装置１００に点火指令が発せられてエンジン
１４が始動させられる。
【００４９】
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しかしながら、スタータモータ８６の故障等で上記のステップＳＡ６の判断が否定される
と、ステップＳＡ２に戻ってＭＧ１６或いはＭＧ１６とＲＭＧ７０とによる車両の加速が
継続される。そのステップＳＡ２の判断が否定される間はステップＳＡ６に進むのでそれ
らステップＳＡ２、ＳＡ６が繰り返し実行されるが、車速Ｖが十分に高まると前述したよ
うにステップＳＡ３に進んで、エンジン１４の押しがけが為される。したがって、スター
タ起動が不能な場合にも、車速Ｖが押しがけ可能車速Ｖ p に到達することを待つことによ
り、押しがけによってエンジン１４を始動できる。
【００５０】
図９は、前記ハイブリッド制御装置１０４の制御作動の要部を説明するタイミングチャー
トであって、上記のフローチャートにおける制御作動の流れを、例えば車両の走行開始時
について説明する図である。時刻Ｔａにおいては、ドライバによって例えばイグニッショ
ンがオン操作されると共に、シフトレバー９０がＮレンジからＤレンジに操作される。こ
れにより、ＭＧ１６が起動されると共にクラッチＣ１が係合させられ、ＭＧ１６の発生さ
せるクリープトルクで車両はゆっくり発進する。また、ＲＭＧ７０も同時に起動され、車
速Ｖは徐々に上昇させられる。
【００５１】
　時刻Ｔｂにおいて、アクセルペダル１２２が踏み込まれる（アクセル開度が高められる
）と、始動要求判定手段１２８（ステップＳＡ１）によってエンジン始動要求が肯定され
、クラッチＣ２への係合油圧の供給が開始される。このとき、アクセルペダル１２２の踏
み込みに応じてＭＧ１６或いはＭＧ１６およびＲＭＧ７０のトルクが上昇させられ、車速
Ｖがそれ以前よりも大きな勾配で上昇させられる。なお、この時点ではクラッチＣ２の係
合は開始しておらず、クラッチＣ２が 放されることによりエンジン１４と車輪６６、６
８との間の動力伝達経路は遮断されたままである。
【００５２】
時刻Ｔｃにおいて、車速Ｖが押しがけ可能車速Ｖ p に到達すると、前記車速領域判定手段
１３０（ステップＳＡ２）による判断が肯定されるため、第２始動手段１３６（ステップ
ＳＡ３）によってクラッチＣ２の係合油圧が高められて係合開始し、エンジン１４のクラ
ンキングが開始する。これにより、エンジン１４の回転速度Ｎ E  は次第に上昇し、時刻Ｔ
ｄにおいて点火可能回転速度Ｎ s に達する。そのため、ハイブリッド制御装置１０４から
エンジン制御装置１００に点火指令が出されてエンジン１４に点火される。これにより、
エンジン１４が始動させられてエンジン走行が開始される共にクラッチＣ２が完全係合さ
せられる。その後、更に時刻Ｔｅにおいてエンジン回転速度Ｎ E  が所定の回転速度に到達
すると、ＭＧ１６が停止させられてエンジン１４だけによる走行状態に移行する。したが
って、押しがけが可能なときにはスタータモータ８６を起動すること無くエンジン１４を
始動することができる。
【００５３】
なお、前記の図８においては、車速Ｖが低い場合にはスタータ起動ルーチンに入るように
なっているが、押しがけエンジン始動を優先させたい場合には、例えば、そのステップＳ
Ａ２における判断を一定時間だけ遅らせる（保留する）。すなわち、始動要求が検出され
てからそのステップＳＡ２において車速Ｖを判断するまでの時間を、通常の加速性能が得
られる車両状態において押しがけ可能車速Ｖ p に到達する程度の一定時間だけディレイタ
イマ等によって遅らせればよい。このようにすれば、加速性能が低下する上り坂走行やＭ
Ｇ１６の出力低下等に起因して加速に時間を必要とする場合にはスタータ起動が為される
が、通常の加速性能が得られる場合には専ら押しがけ始動をさせることができる。
【００５４】
　上述のように、本実施例によれば、クラッチＣ２の係合によるエンジン１４の始動が不
能な領域では、第１始動手段１３４（ステップＳＡ７）によりそのクラッチＣ２が 放さ
せられたままにされるとともにスタータモータ８６によりエンジン１４が始動させられる
が、クラッチＣ２の係合によるエンジン１４の始動が可能な領域では、第２始動手段１３
６（ステップＳＡ３）によりそのクラッチＣ２が係合させられることによりエンジン１４
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が始動させられることから、２つの始動手段１３４、１３６の役割分担によりエンジン１
４の始動が容易に行われる。また、スタータモータ８６による始動の範囲が低減されてス
タータモータ８６が小型且つ軽量化される。すなわち、押しがけが可能な場合にはそれが
優先されることから、スタータモータ８６によるエンジン始動回数が大幅に少なくなって
スタータモータ８６に必要な耐久性が低くなるため、その小型化や軽量化が容易になる。
【００５５】
　また、本実施例においては、クラッチＣ２を 放させると共にＭＧ１６により前輪６６
、６８を駆動して車両を走行させる電動機走行手段１２６が備えられると共に、エンジン
１４の始動時には車両がその電動機走行手段１２６により走行させられているため、エン
ジン１４の停止状態においてもＭＧ１６によって車両を走行させ得ると共に、その車両の
走行中においてもエンジン１４を始動させることができる。
【００５６】
　また、本実施例においては、前輪６６、６８とエンジン１４との間の動力伝達経路を実
質的に 放するためのクラッチＣ２が設けられており、そのクラッチＣ２が 放されてい
る間にＭＧ１６により車両が駆動された後、そのクラッチＣ２が係合されることによりエ
ンジン１４が始動させられるため、時刻Ｔｃまでのクラッチ 放期間における車両の走行
によりある程度の車速が得られた後に、エンジン１４の始動が行われるので、ＭＧ１６の
駆動初期における負荷が低減されるとともに、エンジン１４始動時のスタータモータ８６
の負荷が低減される。
【００５７】
また、本実施例においては、図８のステップＳＡ２の判断が否定されてスタータ起動ルー
チンに入った場合においても、スタータモータ異常判定手段１３２に対応するステップＳ
Ａ６においてスタータモータ８６の異常が判定されると、ステップＳＡ２に戻って押しが
け可能車速Ｖ p に到達するまで待機させられ、その到達を待って押しがけルーチンに入る
。そのため、スタータモータ異常判定手段１３２により前記スタータモータ８６の異常が
判定された場合には、ＭＧ１６で前輪６６、６８を駆動し、或いは、それと共にＲＭＧ７
０で後輪８０、８２を駆動して車速Ｖを上昇させた後にエンジン１４が始動させられるの
で、スタータモータ８６の異常が発生した状態でもエンジン１４が容易に始動させられる
。
【００５８】
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前述の実施例と共通す
る部分には同一の符号を付して説明を省略する。
【００５９】
図１０は、本発明の他の実施例における前記ハイブリッド制御装置１０４等の制御機能の
要部を説明する機能ブロック線図である。図１０において、動力伝達機構異常判定手段１
４０は、エンジン１４およびＭＧ１６と前輪６６、６８との間の動力伝達経路の異常、例
えば、遊星歯車装置１８のクラッチＣ１、Ｃ２や無段変速機２０の伝動ベルト４４等に起
因する動力伝達機構の異常の有無を判定する。この異常の有無は、例えば、エンジン１４
の出力軸やＭＧ１６の出力軸の近傍に設けられたセンサによって検出されるそれらの回転
速度Ｎ E  、回転速度Ｎ M Gが過大になること等に基づいて判断される。すなわち、この場合
、動力伝達機構の異常とは、エンジン１４およびＭＧ１６の動力が前輪６６、６８に伝達
されない状態をいう。
【００６０】
　動力伝達経路の異常が検出されると、暫定走行手段１４２は、クラッチＣ１、Ｃ２を
放させると共にブレーキＢ１を係合させることにより、エンジン１４によってＭＧ１６の
出力軸を回転させて発電させる一方、インバータ１１４、１１８を介してＭＧ１６で発生
させられた電流をＲＭＧ７０に供給し、更に、そのＲＭＧ７０をインバータ１１８を介し
て制御する。これにより、ＭＧ１６の発電電流を利用してＲＭＧ７０で後輪８０、８２を
駆動する暫定走行モードが実施される。したがって、本実施例においては、エンジン１４
或いはＭＧ１６が第１原動機に、ＲＭＧ７０が第２原動機にそれぞれ相当する。エンジン
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１４を第１原動機と考えれば、それの発生する回転エネルギがＭＧ１６を介して間接的に
ＲＭＧ７０を作動させ、ＭＧ１６を第１原動機と考えれば、それの発生する電気エネルギ
に基づいて直接的にＲＭＧ７０が作動させられるといえる。
【００６１】
　図１１は、上記図１０に対応する前記ハイブリッド制御装置１０４の制御作動の要部を
説明するフローチャートであって、暫定走行ルーチンを表している。図１１において、ル
ーチンの開始時には、車両はＤレンジにおいてエンジン１４およびＭＧ１６の少なくとも
一方の出力軸が回転させられると共に、クラッチＣ１，Ｃ２の一方或いは両方が係合させ
られ且つブレーキＢ１が 放状態にある。ステップＳＢ１においては、エンジン１４の回
転速度Ｎ E  およびＭＧ１６の回転速度Ｎ M Gの異常の有無が判断される。何れの回転速度に
も異常がなければ、この判断が否定されるので、ステップＳＢ８に進んで正常走行が継続
されると共に、本ルーチンが終了させられる。しかしながら、何れかの回転速度が異常に
高くなっている場合には、動力伝達機構の異常が考えられるため、この判断が肯定される
のでステップＳＢ２に進む。
【００６２】
ステップＳＢ２においては、車両の車速Ｖが低下しつつあるか否かが判断される。すなわ
ち、ステップＳＢ３において検出された回転速度異常が動力伝達機構の異常であるか否か
が、例えば前記の車輪車速から逐次求められる車速Ｖからその変化を算出することにより
判断される。車速Ｖが低下していない場合には、動力伝達機構の異常ではなく、他の原因
によって回転速度異常が発生したと考えられるため、この判断が否定されステップＳＢ９
において他の異常原因が検索されると共に、本ルーチンが終了させられて正常走行が継続
される。しかしながら、車速低下が生じていれば、前記の回転速度異常は動力伝達機構の
異常に基づくものであると考えられるので、この判断が肯定されてステップＳＢ３に進む
。
【００６３】
　上記の動力伝達機構異常判定手段１４０に対応するステップＳＢ１、ＳＢ２によって動
力伝達機構の異常が検出された場合には、ステップＳＢ３において、動力伝達機構のフェ
ール警告およびＮレンジによるリンプフォーム走行（暫定走行或いは応急走行 能の表
示が計器盤等に表示される。ステップＳＢ４においては、ドライバのシフトレバー９０の
操作によりＤレンジからＮレンジに切り換えられたか否かが判断される。切り換えが為さ
れていなければステップＳＢ３に戻って待機させられるが、切り換えが為されると、この
判断が肯定されるのでステップＳＢ５に進む。
【００６４】
　ステップＳＢ５においては、Ｎレンジへの切り換えに伴ってブレーキＢ１が係合させら
れると共に、クラッチＣ１，Ｃ２が 放させられる。また、エンジン停止中であればスタ
ータ起動或いはＭＧ１６の反転（逆転）によりエンジン１４を始動する。これにより、Ｍ
Ｇ１６がエンジン１４によって回転させられて発電させられる。
【００６５】
ステップＳＢ６においては、アクセルペダル１２２が踏み込まれたか否かが判断される。
アクセルペダル１２２が踏み込まれていなければ、ステップＳＢ５に戻って待機させられ
るが、踏み込み操作がされるとステップＳＢ７に進み、ＲＭＧ７０（Ｒｒモータ）を駆動
することにより、後輪駆動で車両が走行させられる。本実施例においては、これらステッ
プＳＢ５～ＳＢ７が前記の暫定走行手段１４２に対応する。なお、上記のステップＳＢ６
は、ドライバの意思表示を待って車両を走行させるためのものである。このとき、ＭＧ１
６の発電電流がＲＭＧ７０に供給されるため、単に蓄電装置１１２に蓄えられた電気を消
費して走行する場合に比較して長距離を走行することが可能となるため、確実に修理可能
な場所まで移動させることができる。なお、上記のステップＳＢ５およびＳＢ６は、後述
する図１２のタイミングチャートに示されるように、反対の順序で実施してもよい。
【００６６】
図１２は、上記のようなフローチャートに従ったリンプフォーム走行制御の流れを説明す
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るタイミングチャートである。図１２において、車両は、例えば回転数異常および車速低
下が共に検出されることにより、前輪駆動による走行不能状態を検知して前記フェール警
告およびリンプフォーム走行可能の表示が為され、Ｄレンジにシフトされて停止状態にあ
る。時刻ＴａにおいてドライバがＤレンジからＮレンジにシフトチェンジすると、前記の
暫定走行手段１４２（ステップＳＢ５～ＳＢ７）が機能させられ、ＲＭＧ７０（Ｒｒモー
タ）が駆動される。これにより、車両にＲＭＧ７０によるクリープトルクが発生する。こ
の時点では未だアクセルペダル１２２が踏み込まれていないが、ブレーキペダル１２４が
踏み込まれていなければ車両はゆっくり発進する。
【００６７】
時刻Ｔｂにおいてドライバがアクセルペダル１２２を踏み込むと、ＲＭＧ７０がトルクア
ップして車速Ｖが次第に上昇すると共に、ブレーキＢ１への係合油圧の供給が開始される
。ここまでの段階では、車両はＲＭＧ７０が蓄電装置１１２に蓄えられている電気を利用
して駆動されることで走行させられる。そして、時刻ＴｃにおいてブレーキＢ１の係合が
完了すると、ＭＧ１６が反転動作させられることによりエンジン１４が始動させられる。
始動させられたエンジン１４の回転速度Ｎ E  は直ちにリンプフォーム走行に必要な一定の
回転速度Ｎ r まで上昇し、時刻Ｔｄからは反対にＭＧ１６を駆動して発電を開始させる。
したがって、時刻Ｔｄ以降は、ＭＧ１６の発電電流を利用してＲＭＧ７０が駆動される。
そして、時刻Ｔｅにおいて車速Ｖがリンプフォーム走行速度Ｖ r に達すると、アクセル開
度が小さくされて一定の速度で車両が走行させられることとなる。
【００６８】
上述したように、本実施例によれば、動力伝達機構異常判定手段１４０（ステップＳＢ１
、ＳＢ２）によりエンジン１４やＭＧ１６の出力軸の回転速度に基づいて前記動力伝達機
構の異常が判定された場合には、暫定走行手段１４２（ステップＳＢ５～ＳＢ７）により
前記ＲＭＧ７０で後輪８０、８２を駆動して車両が暫定的に走行させられるので、動力伝
達機構、例えばクラッチＣ１，Ｃ２や伝動ベルト４４等の異常が発生した状態でも車両が
走行可能となる。
【００６９】
しかも、本実施例においては、暫定走行手段１４２によって、ＭＧ１６を介してエンジン
１４から、或いはそのＭＧ１６から出力するエネルギ、すなわち、前輪６６、６８を駆動
するエンジン１４により駆動されるＭＧ１６から出力される電気エネルギを用いて、後輪
８０、８２を駆動するＲＭＧ７０が作動させられるので、動力伝達機構の異常時において
、蓄電装置１１２の容量に拘らず、長距離の暫定走行が可能となる。
【００７０】
以上、本発明の一実施例を図面に基づいて説明したが、本発明は他の態様においても適用
される。
【００７１】
たとえば、前述の実施例の車両では、前輪６６、６８をエンジン１４およびＭＧ１６を備
えた主駆動装置１０が駆動し、後輪８０、８２をＲＭＧ７０を備えた副駆動装置１２が駆
動する形式であったが、後輪８０、８２を主駆動装置１０が駆動し、前輪６６、６８を副
駆動装置１２が駆動する形式であってもよい。
【００７２】
　また、前述の実施例の車両では、前輪系を駆動する主駆動装置１０にエンジン１４およ
びＭＧ１６が備えられると共に、後輪系を駆動する副駆動装置１２にＲＭＧ７０が備えら
れる形式の４輪駆動車両の制御装置に本発明が適用された場合について説明したが、エン
ジン１４に加えて設けられる他の原動機、すなわち原動機走行手段により車両を走行させ
るために用いられる他の原動機は、内燃機関、ガスタービンや油圧モータ等で構成しても
よい。また ンジン１４の他に原動機が備えられているものであれば、その他の原動機
の種類や配設位置は問われない。すなわち、他の原動機は、エンジン１４と同じ車輪を駆
動するものであっても、他の車輪を駆動するものであってもよく、ＭＧ１６およびＲＭＧ
７０の一方は設けられていなくとも差し支えない

10

20

30

40

50

(13) JP 3649058 B2 2005.5.18

、エ

。



【００７３】
また、前述の実施例の車両は、エンジン１４の出力エネルギがＭＧ１６により電気エネル
ギに変換され、後輪８０、８２を駆動するＲＭＧ７０がその電気エネルギにより作動させ
られていたが、エンジン１４の出力エネルギが油圧ポンプにより油圧エネルギに変換され
、後輪８０、８２を駆動する油圧モータがその油圧エネルギにより作動させられる形式の
車両であっても差し支えない。
【００７５】
また、実施例においては、ダブルピニオン型遊星歯車装置１８が係合させられるクラッチ
Ｃ２によって、前輪６６、６８とエンジン１４との間の動力伝達経路が実質的に断続させ
られる場合について説明したが、クラッチ（係合装置）は、その動力伝達経路を断続可能
なものであれば、その構成を適宜変更できる。
【００７６】
また、前述の図８にエンジン始動ルーチンが示される実施例では、モータ走行モードはＭ
Ｇ１６が駆動されることによって車両が走行させられるものであったが、これにＲＭＧ７
０が併用され、或いは、ＲＭＧ７０だけが駆動されることにより車両が走行させられるも
のであっても差し支えない。
【００７７】
　また、図７乃至図９に示される実施例においては、電動機走行手段１２６によってＭＧ
１６が駆動されることで車両が走行させられている状態で第２始動手段１３６によってク
ラッチＣ２を係合させることにより、エンジン１４を押しがけ始動していたが、このよう
な押しがけ始動は、ＲＭＧ７０によって車両を駆動している場合にも同様に実施できる。
すなわち、電動機走行手段１２６に代えて、或いはこれに加えてインバータ１１８を介し
てＲＭＧ７０を駆動する後輪側電動機走行手段を設け、その後輪側電動機走行手段と上記
の第２始動手段とから成る始動手段によってエンジン１４を押しがけ始動してもよい。こ
の場合には、クラッチＣ２が 放させられてエンジン１４と前輪６６、６８との動力伝達
経路が実質的に遮断された状態で、他の電動機として機能させられるＲＭＧ７０で他の車
輪すなわち後輪８０、８２を駆動することにより車両が走行させられ、その走行状態で、
クラッチＣ２を係合させて前輪６６、６８の回転を伝達することでエンジン１４が始動さ
せられる。
【００７８】
また、上記のようにエンジン１４の押しがけ始動をＲＭＧ７０の駆動によって実施する態
様では、前述したスタータモータ異常判定手段１３２でスタータ異常が判定された場合に
も、そのＲＭＧ７０で後輪８０、８２を駆動してエンジン１４を始動することができる。
【００７９】
また、図１２に示される実施例では、車両の停止中からリンプフォーム走行を開始する場
合について説明したが、通常走行からリンプフォーム走行への切り換えは、車両の走行中
にすることもできる。
【００８０】
また、動力伝達機構異常判定手段１４０による動力伝達経路の異常検出の対象となる動力
伝達機構は、変速機、トルクコンバータ、トルクコンバータのロックアップクラッチ等で
あってもよい。なお、変速機は、自動変速機であっても手動変速機であってもよく、有段
式変速機であっても実施例に記載したような無段変速機２０であってもよい。
【００８１】
また、前述の実施例の車両では、動力伝達装置に無段変速機２０が用いられている場合に
ついて説明したが、有段変速機が用いられている車両の制御装置にも本発明は同様に適用
される。
【００８２】
以上、本発明の実施例を図面に基づいて詳細に説明したが、これはあくまでも一実施形態
であり、本発明は当業者の知識に基づいて種々の変更，改良を加えた態様で実施すること
ができる。
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【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例の制御装置を備えた４輪駆動車両の動力伝達装置の構成を説明
する骨子図である。
【図２】図１の遊星歯車装置を制御する油圧制御回路の要部を説明する図である。
【図３】図１の４輪駆動車両に設けられた制御装置を説明する図である。
【図４】エンジン制御装置および変速制御装置の制御作動を説明する最良燃費運転線であ
る。
【図５】図３のハイブリッド制御装置により選択される制御モードを示す図表である。
【図６】遊星歯車装置の各要素の回転数を説明する共線図である。
【図７】図３のハイブリッド制御装置等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８】図３のハイブリッド制御装置等によるエンジン始動ルーチンの一例である。
【図９】図８のエンジン始動ルーチンに対応するタイミングチャートである。
【図１０】図３のハイブリッド制御装置等の制御機能の他の要部を説明する機能ブロック
線図である。
【図１１】図３のハイブリッド制御装置等による暫定走行制御ルーチンの一例である。
【図１２】図１１の制御ルーチンに対応するタイミングチャートである。
【符号の説明】
１４：エンジン（内燃機関）
１６：モータジェネレータ、７０：リヤモータジェネレータ（他の原動機）
８６：スタータモータ
１２８：始動要求判定手段
１３０：車速領域判定手段
１３２：スタータモータ異常判定手段
１３４：第１始動手段
１３６：第２始動手段
Ｃ１，Ｃ２：クラッチ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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