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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジン出力とモータ出力とを駆動輪に伝達するハイブリッド車両の動力伝達装置であ
って、
　エンジン出力軸に連結されプライマリプーリを備える変速機入力軸、および前記プライ
マリプーリとの間に動力伝達要素が掛け渡されるセカンダリプーリを備え前記変速機入力
軸の回転が変速して伝達される変速機出力軸を有する無段変速機構と、
　電動モータのモータ出力軸の一端部と前記変速機入力軸との間に配置され、前記モータ
出力軸と前記変速機入力軸との間で一方へのトルク伝達を行う第１のワンウエイクラッチ
と、
　前記駆動輪に連結される出力伝達軸と前記モータ出力軸の他端部との間に配置され、前
記モータ出力軸と前記出力伝達軸との間で前記無段変速機構を介することなく一方へのト
ルク伝達を行う第２のワンウエイクラッチとを有し、
　前記電動モータと前記駆動輪との間に複数のトルク伝達経路を２つの前記ワンウエイク
ラッチを介して形成することを特徴とするハイブリッド車両の動力伝達装置。
【請求項２】
　請求項１記載のハイブリッド車両の動力伝達装置において、前記第１のワンウエイクラ
ッチは前記モータ出力軸から前記変速機入力軸へのトルク伝達を行って逆方向へのトルク
伝達を遮断し、前記第２のワンウエイクラッチは前記出力伝達軸から前記モータ出力軸へ
のトルク伝達を行って逆方向へのトルク伝達を遮断し、前進走行時における前記電動モー
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タへの回生制動トルク、後退走行時における駆動輪へのモータ出力を、それぞれ前記変速
機構を介することなく、前記第２のワンウエイクラッチを介して伝達することを特徴とす
るハイブリッド車両の動力伝達装置。
【請求項３】
　請求項１記載のハイブリッド車両の動力伝達装置において、前記第１のワンウエイクラ
ッチは前記変速機入力軸から前記モータ出力軸へのトルク伝達を行って逆方向へのトルク
伝達を遮断し、前記第２のワンウエイクラッチは前記モータ出力軸から前記出力伝達軸へ
のトルク伝達を行って逆方向へのトルク伝達を遮断し、前進走行時における駆動輪へのモ
ータ出力、および後退走行時における前記電動モータへの回生制動トルクを、それぞれ前
記変速機構を介することなく、前記第２のワンウエイクラッチを介して伝達することを特
徴とするハイブリッド車両の動力伝達装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載のハイブリッド車両の動力伝達装置において、前記
出力伝達軸は前記第２のワンウエイクラッチに前記モータ出力軸に同軸となって連結され
るトランスファ軸と、前記トランスファ軸にトランスファクラッチを介して連結され後輪
に動力を伝達する後輪出力軸と、前記トランスファ軸に連結され前輪に動力を伝達する前
輪出力軸とを有することを特徴とするハイブリッド車両の動力伝達装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エンジン出力とモータ出力とを駆動輪に伝達するようにしたハイブリッド車
両の動力伝達装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　エンジンと電動モータとを車両に搭載し、駆動輪にエンジン出力とモータ出力とを伝達
し得るようにしたハイブリッド車両は、変速機構を介してエンジン出力を駆動輪に伝達す
るようにしている。変速機構が搭載されたハイブリッド車両におけるエンジンと電動モー
タの配置形態には、変速機構の変速機入力軸の一端部側にエンジンを配置し、他端部側に
電動モータを配置して変速機構の両側にエンジンと電動モータとを配置するようにした形
態、および変速機入力軸の一端部側にエンジンと電動モータとを隣り合って配置するよう
にした形態がある。変速機構を有するハイブリッド車両においては、エンジン出力とモー
タ出力とを変速機構を介して駆動輪に伝達するようにしている。電動モータをジェネレー
タとして機能させて回生エネルギーを回収するときには、駆動輪からの回生トルクは変速
機構を介して電動モータに伝達される。
【０００３】
　変速機構として無段変速機（ＣＶＴ）を用いて、変速機入力軸であるプライマリ軸の一
端部側にエンジンを配置し、他端部側に電動モータを配置するようにしたハイブリッド車
両が特許文献１に記載されている。このハイブリッド車両においては、動力伝達機構に使
用される油圧を発生させるために、走行用の電動モータによりオイルポンプを駆動するよ
うにしている。電動モータとオイルポンプとの間に遊星歯車と一方向クラッチとを用いた
逆転防止機構を設け、電動モータを逆転させて車両を後退させる時には、逆転防止機構に
よりオイルポンプを前進時と同じ方向に回転駆動するようにしている。
【０００４】
　変速機構として無段変速機を用いて、プライマリ軸の一端部側にエンジンと電動モータ
とを隣り合って配置するようにしたハイブリッド車両が特許文献２に記載されている。こ
のハイブリッド車両においては、エンジン駆動力を無段変速機構を介して駆動輪に伝達し
て走行する際に、駆動力が電動モータに逆伝達されるのをワンウエイクラッチにより阻止
し、電動モータの引きずりによる駆動力の損失発生を防止するようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００５】
【特許文献１】特開２００４－１１８１９号公報
【特許文献２】特開２００７－２６１３４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述した従来のハイブリッド車両においては、エンジン出力とモータ出力とを変速機構
を介して駆動輪に伝達するようにしており、変速機構における動力伝達ロスの発生は不可
避である。電動モータをジェネレータとして機能させて回生エネルギーを回収するときに
も、駆動輪からの回生トルクは変速機構を介して電動モータに伝達されるので、動力伝達
ロスが発生することになる。
【０００７】
　変速機構としての無段変速機構にはベルトドライブ式、トラクションドライブ式などが
ある。ベルトドライブ式は、プライマリプーリが設けられたプライマリ軸とセカンダリプ
ーリが設けられたセカンダリ軸とを有し、それぞれのプーリは溝幅が可変となっている。
これら両方のプーリの間にはベルト等の動力伝達要素が掛け渡されており、プライマリ軸
の回転は動力伝達要素を介して無段階に変速されてセカンダリ軸に伝達される。トラクシ
ョンドライブ式は入力側ディスクが設けられたプライマリ軸と出力側ディスクが設けられ
たプライマリ軸とを有し、それぞれのディスクにはトロイダル面が形成されており、これ
らの間にはパワーローラが動力伝達要素として配置されている。
【０００８】
　無段変速機構においては、動力伝達時にはそれぞれのプーリに対してベルトなどの動力
伝達要素に向けて締め付け力を油圧ポンプにより加える必要がある。有段変速機構におい
ても、変速段切換用のクラッチやブレーキ等の摩擦係合要素を駆動するために油圧ポンプ
から油圧をクラッチ等に供給している。このため、変速機構を用いたハイブリッド車両の
動力伝達装置においては、変速機構における動力伝達ロスに加えて、変速機構を駆動する
ために油圧ポンプを駆動する必要があり、油圧ポンプを駆動するための動力損失の発生が
不可避である。
【０００９】
　本発明の目的はハイブリッド車両における動力伝達効率を向上させることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明のハイブリッド車両の動力伝達装置は、エンジン出力とモータ出力とを駆動輪に
伝達するハイブリッド車両の動力伝達装置であって、エンジン出力軸に連結されプライマ
リプーリを備える変速機入力軸、および前記プライマリプーリとの間に動力伝達要素が掛
け渡されるセカンダリプーリを備え前記変速機入力軸の回転が変速して伝達される変速機
出力軸を有する無段変速機構と、電動モータのモータ出力軸の一端部と前記変速機入力軸
との間に配置され、前記モータ出力軸と前記変速機入力軸との間で一方へのトルク伝達を
行う第１のワンウエイクラッチと、前記駆動輪に連結される出力伝達軸と前記モータ出力
軸の他端部との間に配置され、前記モータ出力軸と前記出力伝達軸との間で前記無段変速
機構を介することなく一方へのトルク伝達を行う第２のワンウエイクラッチとを有し、前
記電動モータと前記駆動輪との間に複数のトルク伝達経路を２つの前記ワンウエイクラッ
チを介して形成することを特徴とする。
【００１１】
　本発明のハイブリッド車両の動力伝達装置は、前記第１のワンウエイクラッチは前記モ
ータ出力軸から前記変速機入力軸へのトルク伝達を行って逆方向へのトルク伝達を遮断し
、前記第２のワンウエイクラッチは前記出力伝達軸から前記モータ出力軸へのトルク伝達
を行って逆方向へのトルク伝達を遮断し、前進走行時における前記電動モータへの回生制
動トルク、後退走行時における駆動輪へのモータ出力を、それぞれ前記変速機構を介する
ことなく、前記第２のワンウエイクラッチを介して伝達することを特徴とする。本発明の
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ハイブリッド車両の動力伝達装置は、前記第１のワンウエイクラッチは前記変速機入力軸
から前記モータ出力軸へのトルク伝達を行って逆方向へのトルク伝達を遮断し、前記第２
のワンウエイクラッチは前記モータ出力軸から前記出力伝達軸へのトルク伝達を行って逆
方向へのトルク伝達を遮断し、前進走行時における駆動輪へのモータ出力、および後退走
行時における前記電動モータへの回生制動トルクを、それぞれ前記変速機構を介すること
なく、前記第２のワンウエイクラッチを介して伝達することを特徴とする。本発明のハイ
ブリッド車両の動力伝達装置は、前記出力伝達軸は前記第２のワンウエイクラッチに前記
モータ出力軸に同軸となって連結されるトランスファ軸と、前記トランスファ軸にトラン
スファクラッチを介して連結され後輪に動力を伝達する後輪出力軸と、前記トランスファ
軸に連結され前輪に動力を伝達する前輪出力軸とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の動力伝達装置においては、モータ出力軸の両端部に配置される２つのワンウエ
イクラッチによって、エンジン出力軸およびモータ出力軸と駆動輪との間に複数のトルク
伝達経路が形成されるので、油圧クラッチを使用することなく、トルク伝達経路の切換を
行うことができる。これにより、トルク伝達経路の切り換えのためにオイルポンプを作動
させることが不要となるので、エンジン停止時におけるトルク伝達経路の切り換えのため
に電動式のオイルポンプを使用することが不要となる。
【００１３】
　電動モータのモータ出力軸を出力伝達軸に直結させることができるので、変速機構を作
動させることなく、モータ出力を駆動輪に伝達することができる。変速機構を作動させな
いと、変速機構に油圧を供給することが不要となり、動力伝達ロスの発生をなくすことが
できる。回生制動エネルギーを回収するときに、変速機構を介することなく、駆動輪から
のトルクを電動モータに直接伝達することができるので、動力伝達ロスを発生させること
なく、効率的に回生エネルギーを回収することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施の形態であるハイブリッド車両の動力伝達装置を示すスケルトン
図である。
【図２】（Ａ）は第１のクラッチ作動形態のもとで車両が前進走行しているときにおける
電動モータから出力伝達軸へのトルク伝達経路を示す概略図であり、（Ｂ）は回生制動時
におけるトルク伝達経路を示す概略図である。
【図３】（Ａ）は第１のクラッチ作動形態のもとで車両が後退走行しているときにおける
電動モータから出力伝達軸へのトルク伝達経路を示す概略図であり、（Ｂ）は回生制動時
におけるトルク伝達経路を示す概略図である。
【図４】（Ａ）は第２のクラッチ作動形態のもとで車両が前進走行しているときにおける
電動モータから出力伝達軸へのトルク伝達経路を示す概略図であり、（Ｂ）は回生制動時
におけるトルク伝達経路を示す概略図である。
【図５】（Ａ）は第２のクラッチ作動形態のもとで車両が後退走行しているときにおける
電動モータから出力伝達軸へのトルク伝達経路を示す概略図であり、（Ｂ）は回生制動時
におけるトルク伝達経路を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。図１に示される動力伝達
装置は変速機構として無段変速機構１０を備えており、この無段変速機構１０は変速機入
力軸であるプライマリ軸１１と、変速機出力軸であるセカンダリ軸１２とを有し、プライ
マリ軸１１とセカンダリ軸１２は相互に平行となっている。無段変速機構１０は変速機ケ
ースとしてのミッションケース１３ａ内に組み込まれ、ミッションケース１３ａは図示し
ない車体にプライマリ軸１１とセカンダリ軸１２とがそれぞれ走行方向と平行となるよう
に縦置きに搭載される。
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【００１６】
　ミッションケース１３ａの先端部に取り付けられるコンバータケース１３ｂ内には、ト
ルクコンバータ１４が組み込まれている。トルクコンバータ１４は図示しないエンジンの
クランク軸つまりエンジン出力軸１５に連結されるポンプインペラ１６と、このポンプイ
ンペラ１６に対向するとともにタービン軸１７に連結されるタービンランナ１８とを備え
ている。動力伝達装置はオイルポンプ１９を有しており、このオイルポンプ１９はトルク
コンバータ１４のポンプインペラ１６に設けられたポンプ軸により駆動される。トルクコ
ンバータ１４のタービン軸１７は前後進切換機構２０によりプライマリ軸１１の一端部に
連結されている。
【００１７】
　前後進切換機構２０はタービン軸１７に固定されるクラッチドラム２１と、プライマリ
軸１１に固定されるクラッチハブ２２とを有し、これらの間に配置される複数枚の摩擦板
により前進用クラッチ２３が形成されている。この前進用クラッチ２３を油圧ピストン２
３ａにより接続状態とすると、タービン軸１７の回転は、クラッチハブ２２を介してプラ
イマリ軸１１に伝達され、プライマリ軸１１はタービン軸１７と同一の正転方向に回転す
る。プライマリ軸１１にはサンギヤ２４が固定され、このサンギヤ２４の径方向外方には
リングギヤ２５が回転自在にミッションケース１３ａ内に設けられている。クラッチドラ
ム２１に取り付けられたキャリア２６には相互に噛み合って対をなす２つのプラネタリピ
ニオンギヤ２７，２８が回転自在に装着されている。一方のピニオンギヤ２７はサンギヤ
２４に噛み合い、他方のピニオンギヤ２８はリングギヤ２５に噛み合っている。なお、２
つのピニオンギヤ２７，２８は図１においては作図の便宜上、離して示されている。リン
グギヤ２５とミッションケース１３ａとの間に配置された複数枚の摩擦板により後退用ブ
レーキ２９が形成されている。前進用クラッチ２３が開放された状態のもとで、後退用ブ
レーキ２９を油圧ピストン２９ａにより締結すると、プライマリ軸１１はタービン軸１７
とは逆転方向に回転する。プライマリ軸１１を正転方向に回転するときには、後退用ブレ
ーキ２９は開放状態に設定される。
【００１８】
　図１に示されるように、プライマリ軸１１はその一端部でトルクコンバータ１４と前後
進切換機構２０とを介してエンジン出力軸１５に連結されており、プライマリ軸１１には
エンジン出力が入力される。
【００１９】
　無段変速機構１０のプライマリ軸１１にはプライマリプーリ３１が設けられている。プ
ライマリプーリ３１はプライマリ軸１１に固定される固定プーリ３１ａと、これに対向し
てプライマリ軸１１にボールスプラインなどにより軸方向に摺動自在に装着される可動プ
ーリ３１ｂとを有し、プーリのコーン面間隔つまりプーリ溝幅が可変となっている。プラ
イマリ軸１１に平行なセカンダリ軸１２にはセカンダリプーリ３２が設けられている。セ
カンダリプーリ３２はセカンダリ軸１２に固定される固定プーリ３２ａと、これに対向し
てセカンダリ軸１２にボールスプラインなどにより軸方向に摺動自在に装着される可動プ
ーリ３２ｂとを有し、プーリ溝幅が可変となっている。
【００２０】
　プライマリプーリ３１とセカンダリプーリ３２との間にはベルト３３が動力伝達要素と
して掛け渡されており、両方のプーリ３１，３２の溝幅を変化させることにより、それぞ
れのプーリ３１，３２に対するベルト３３の巻付け径の比率が変化する。これにより、プ
ライマリ軸１１に対するセカンダリ軸１２の回転数が無段階に変速される。プライマリプ
ーリ３１の溝幅を変化させるために、可動プーリ３１ｂとの間でプライマリ油室３４を形
成するシリンダ３５がプライマリ軸１１に取り付けられている。セカンダリプーリ３２の
溝幅を変化させるために、可動プーリ３２ｂとの間でセカンダリ油室３６を形成するシリ
ンダ３７がセカンダリ軸１２に取り付けられている。プライマリ油室３４とセカンダリ油
室３６にはそれぞれオイルポンプ１９からの作動油が供給される。
【００２１】
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　ミッションケース１３ａの後端部に取り付けられるモータケース１３ｃ内には、電動モ
ータ４０が装着されている。電動モータ４０はモータ出力軸４１に取り付けられるロータ
４２を有し、モータ出力軸４１はプライマリ軸１１の他端部に第１のワンウエイクラッチ
３９により連結されている。電動モータ４０はロータ４２が内部に組み込まれるステータ
４３を有しており、ステータ４３はモータケース１３ｃに固定される。このように、プラ
イマリ軸１１は図１における左端部でトルクコンバータ１４と前後進切換機構２０とを介
してエンジン出力軸１５に連結され、右端部でワンウエイクラッチ３９を介して電動モー
タ４０のモータ出力軸４１に連結されており、タービン軸１７，プライマリ軸１１および
モータ出力軸４１は同軸となっている。電動モータ４０は発電機つまりジェネレータとし
ての機能を有するモータジェネレータであり、制動時に回生エネルギーを回収してバッテ
リに充電する。
【００２２】
　図１に示す動力伝達装置は、前輪と後輪とを駆動輪としてこれらに動力を伝達すること
ができるようにした全輪駆動つまり四輪駆動式の車両に搭載される。モータケース１３ｃ
の後端部にはトランスファケース１３ｄが取り付けられている。トランスファケース１３
ｄに吐出してモータケース１３ｃ内に配置されたトランスファ軸４４には、トランスファ
クラッチ４５が取り付けられており、トランスファクラッチ４５によりトランスファ軸４
４は後輪出力軸４６に連結される。トランスファクラッチ４５は、トランスファ軸４４に
取り付けられるクラッチハブ４７と、後輪出力軸４６に取り付けられるクラッチドラム４
８とを有し、これらの間には複数枚の摩擦板が設けられている。摩擦板をピストン４９に
より締結すると、トランスファ軸４４と後輪出力軸４６が締結される。後輪出力軸４６は
、プロペラシャフト５１によりリアデファレンシャル機構５２に連結されており、トラン
スファ軸４４からプロペラシャフト５１を介して図示しない駆動輪としての後輪に出力が
伝達される。
【００２３】
　ミッションケース１３ａには前輪出力軸５３がプライマリ軸１１およびセカンダリ軸１
２に平行となって装着されており、前輪出力軸５３は、トランスファ軸４４に取り付けら
れる歯車５４と、前輪出力軸５３に取り付けられて歯車５４に噛み合う歯車５５とからな
る歯車対によりトランスファ軸４４に連結されている。前輪出力軸５３はフロントデファ
レンシャル機構５６に連結されており、トランスファ軸４４から前輪出力軸５３を介して
駆動輪としての図示しない前輪に出力が伝達される。トランスファクラッチ４５を締結す
ると、エンジン出力等は前輪と後輪に伝達される。一方、トランスファクラッチ４５の締
結を解除すると、エンジン出力等は前輪のみに伝達される。
【００２４】
　トランスファ軸４４，後輪出力軸４６および前輪出力軸５３は、駆動輪としての前輪と
後輪とに動力を伝達する出力伝達軸５７を構成している。セカンダリ軸１２の回転を出力
伝達軸５７に伝達するために、セカンダリ軸１２に取り付けられる歯車６１と、前輪出力
軸５３に回転自在に装着される歯車６２とが噛み合っている。出力伝達軸５７とセカンダ
リ軸１２とを連結する連結状態と連結を解除する開放状態とに切り換えるための出力クラ
ッチ６３が歯車６２と前輪出力軸５３との間に配置されている。出力クラッチ６３は、歯
車６２に取り付けられるクラッチハブ６４と、前輪出力軸５３に取り付けられるクラッチ
ドラム６５とを有し、これらの間にはクラッチ板が設けられている。このクラッチ板を油
圧ピストン６６により締結すると、セカンダリ軸１２と出力伝達軸５７とが連結状態とな
る。
【００２５】
　上述したプライマリ油室３４とセカンダリ油室３６、およびそれぞれの油圧ピストン６
６，４９等には、エンジンにより駆動されるオイルポンプ１９からの作動油が供給される
ようになっているが、エンジン駆動のオイルポンプ１９に代えるか、あるいは加えて電動
式のオイルポンプを動力伝達装置に取り付けるようにしても良い。
【００２６】
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　図１は全輪駆動式の動力伝達装置を示すが、前輪のみを駆動輪とするＦＦ式の動力伝達
装置とする場合には、トランスファクラッチ４５は除去されることになる。一方、後輪の
みを駆動輪とするＦＲ式の動力伝達装置とする場合には、トランスファクラッチ４５と前
輪出力軸５３とが除去されることになり、セカンダリ軸１２は歯車やチェーンを介して後
輪出力軸４６に連結される。
【００２７】
　モータ出力軸４１の他端部はトランスファ軸４４に第２のワンウエイクラッチ５９によ
り連結されている。このように、電動モータ４０は、モータ出力軸４１の一端部と変速機
入力軸としてのプライマリ軸１１との間に配置される第１のワンウエイクラッチ３９によ
りプライマリ軸１１に連結され、モータ出力軸４１の他端部と出力伝達軸５７との間に配
置される第２のワンウエイクラッチ５９により出力伝達軸５７に連結されている。
【００２８】
　第１のワンウエイクラッチ３９のトルク伝達方向を車両前進走行時に電動モータ４０か
らプライマリ軸１１に向かう方向に設定すると、第２のワンウエイクラッチ５９の車両前
進走行時のトルク伝達方向は駆動輪からつまり出力伝達軸５７から電動モータ４０に向か
う方向に設定され、それぞれ逆方向へのトルク伝達は防止される。後退走行時にはそれぞ
れのワンウエイクラッチ３９，５９におけるトルク伝達方向は前進走行の場合とは逆方向
となる。
【００２９】
　上述とは逆に、第１のワンウエイクラッチ３９のトルク伝達方向を車両前進走行時にプ
ライマリ軸１１から電動モータ４０に向かう方向に設定すると、第２のワンウエイクラッ
チ５９の前進走行時のトルク伝達方向は電動モータ４０から出力伝達軸５７に向かう方向
に設定され、それぞれ逆方向へのトルク伝達は防止される。後退走行時にはそれぞれのワ
ンウエイクラッチ３９，５９におけるトルク伝達方向は前進走行の場合とは逆方向となる
。
【００３０】
　このように、２つのワンウエイクラッチ３９，５９は電動モータ４０のモータ出力軸４
１を基準とすると、常にモータ出力軸４１において一方向にトルクを伝達し、逆方向への
トルク伝達は行わない。２つのワンウエイクラッチ３９，５９によって車両前進走行時に
おける電動モータ４０の力行方向つまり電動モータ４０により発生されたモータ出力をプ
ライマリ軸１１に伝達し、回生時に駆動輪からモータ出力軸４１に回生トルクを直接伝達
する作動形態を第１のクラッチ作動形態とし、その場合におけるトルク伝達経路のパター
ンを示すと、図２の通りである。この第１のクラッチ作動形態のもとで、車両を後退走行
させたときにおけるトルク伝達経路のパターンを示すと、図３に示す通りである。
【００３１】
　これに対し、２つのワンウエイクラッチ３９，５９によって車両前進走行時における電
動モータ４０の力行方向つまり電動モータ４０により発生されたモータ出力を出力伝達軸
５７に直接伝達し、回生時に駆動輪からモータ出力軸４１に無段変速機構１０を介して回
生トルクを伝達する作動形態を第２のクラッチ作動形態とし、その場合におけるトルク伝
達経路のパターンを示すと、図４に示す通りである。この第２のクラッチ作動形態のもと
で、車両を後退移動させたときにおけるトルク伝達経路のパターンを示すと、図５に示す
通りである。
【００３２】
　図２～図５において、符号Ｐ、Ｍ、Ｔと不等号は、プライマリ軸１１、電動モータ４０
、トランスファ軸４４との間における回転数差に基づくトルク大小関係を示しており、回
転数が高くトルクが大きい方がトルク伝達経路における上流側となる。
【００３３】
　第１のクラッチ作動形態について、図２および図３を参照しつつ説明すると、図２は車
両が前進走行しているときにおけるトルク伝達経路を示し、図３は車両が後退走行してい
るときにおけるトルク伝達経路を示す。
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【００３４】
　第１のクラッチ作動形態においては、図２（Ａ）に示すように、プライマリ軸１１がエ
ンジンにより前進方向に回転駆動され、モータ出力軸４１が前進方向に回転駆動された状
態のもとで、電動モータ４０の出力トルクＭがプライマリ軸１１のトルクＰよりも大きく
なると、モータ出力軸４１はプライマリ軸１１に対して上流側となるので、太い矢印で示
すように電動モータ４０はプライマリ軸１１に対し力行モードとなってプライマリ軸１１
にはモータ出力が伝達される。このときには、電動モータ４０のトルクＭの方がトランス
ファ軸４４のトルクＴよりも大きいので、第２のワンウエイクラッチ５９はモータ出力軸
４１からトランスファ軸４４には動力伝達を行わない。
【００３５】
　したがって、図２（Ａ）に示すように、モータ出力は無段変速機構１０を介して出力伝
達軸５７に伝達されることになり、エンジン出力とモータ出力とが無段変速機構１０を介
して駆動輪に伝達される。しかも、無段変速機構１０により任意の変速比を選択すること
ができ、要求駆動力を満たす走行が可能となる。このときに、エンジンを停止させればモ
ータ出力のみが駆動輪に伝達され、電動モータ４０を停止させればエンジン出力のみが駆
動輪に伝達される。電動モータ４０を停止させると、第１のワンウエイクラッチ３９はフ
リーつまりロック解除状態となり、第２のワンウエイクラッチ５９はロック状態となって
モータ出力軸４１はトランスファ軸４４により連れ回ることになる。
【００３６】
　図２（Ａ）に示す動力伝達状態のもとで、トランスファ軸４４の回転数がモータ出力軸
４１よりも高くなってトランスファ軸４４がモータ出力軸４１に対して上流側となると、
トルク循環を起こすことになる。このときには、出力クラッチ６３を開放すると、トルク
循環の発生を防止することができる。ただし、無段変速機構１０の変速比により、トラン
スファ軸４４の回転数がモータ出力軸４１の回転数よりも高くならないように設定すると
、トルク循環の発生を防止することができる。
【００３７】
　図２（Ｂ）は車両が前進走行している状況のもとで、回生制動により電動モータ４０を
発電するときのトルク伝達経路を示す。第１のクラッチ作動形態のもとで、回生制動が行
われると、トランスファ軸４４の方がモータ出力軸４１よりも回転数が高めとなり、制動
トルクが太い矢印で示すように第２のワンウエイクラッチ５９を介してモータ出力軸４１
に伝達される。このときには、プライマリ軸１１の方がモータ出力軸４１よりも回転数が
高めとなるので、第１のワンウエイクラッチ３９は開放状態となる。このように、回生制
動時には回生エネルギーは無段変速機構１０を介することなく、出力伝達軸５７から直接
モータ出力軸４１に伝達されるので、制動エネルギーの回収時には無段変速機構１０にお
ける動力伝達ロスの発生がなく、高効率で回生エネルギーを回収することができる。
【００３８】
　図３（Ａ）は、第１のクラッチ作動形態において、プライマリ軸１１がエンジンにより
後退方向に回転駆動され、モータ出力軸４１が後退方向に回転駆動されている状態を示す
。この状態のもとでは、電動モータ４０の出力トルクＭがトランスファ軸４４のトルクＴ
よりも大きくなると、モータ出力が出力伝達軸５７を介して駆動輪に伝達される。このよ
うに、後退走行時にはモータ出力は無段変速機構１０を介することなく、直接出力伝達軸
５７に伝達されるので、動力伝達ロスを発生させることなく、高効率で車両を後退走行さ
せることができる。しかも、ワンウエイクラッチ５９によりモータ出力軸４１と出力伝達
軸５７とを直結することができるので、エンジン停止させた状態でモータ出力を駆動輪に
伝達することができる。これにより、エンジン停止時にオイルポンプを駆動するための電
動モータを設けることが不要となる。図３（Ａ）に示すトルク伝達経路においては、エン
ジン出力を駆動輪に伝達することも可能であるが、トランスファ軸４４の回転数の方がモ
ータ出力軸４１の回転数よりも大きくなってトランスファ軸４４がモータ出力軸４１に対
して上流側とならないように、無段変速機構１０の変速比が設定される。
【００３９】
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　図３（Ｂ）は、第１のクラッチ作動形態において、車両が後退走行している状況のもと
で、回生制動により電動モータ４０を発電するときのトルク伝達経路を示す。第１のクラ
ッチ作動形態のもとで後退走行時に回生制動が行われると、トランスファ軸４４の方がモ
ータ出力軸４１よりも回転数が高めとなり、第２のワンウエイクラッチ５９はトランスフ
ァ軸４４からモータ出力軸４１へのトルク伝達を行わない。これにより、制動トルクは太
い矢印で示すように無段変速機構１０を介してモータ出力軸４１に伝達される。
【００４０】
　次に、第２のクラッチ作動形態について、図４および図５を参照しつつ説明すると、図
４は車両が前進走行しているときにおけるトルク伝達経路を示し、図５は車両が後退走行
しているときにおけるトルク伝達経路を示す。
【００４１】
　第２のクラッチ作動形態においては、図４（Ａ）に示すように、プライマリ軸１１がエ
ンジンにより前進方向に回転駆動され、モータ出力軸４１が前進方向に回転駆動された状
態のもとで、電動モータ４０の出力トルクＭがトランスファ軸４４のトルクＴよりも大き
くなると、モータ出力軸４１はトランスファ軸４４に対して上流側となるので、電動モー
タ４０はトランスファ軸４４に対して力行モードとなってトランスファ軸４４には第２の
ワンウエイクラッチ５９を介してモータ出力が伝達される。このときには、プライマリ軸
１１のトルクＰの方が電動モータ４０の出力トルクＭよりも小さければ、第１のワンウエ
イクラッチ３９はモータ出力軸４１に対してプライマリ軸１１のトルク伝達を行わない。
【００４２】
　したがって、図４（Ａ）に示すように、モータ出力は第２のワンウエイクラッチ５９を
介して出力伝達軸５７に伝達されることになり、モータ出力は無段変速機構１０を介する
ことなく、直接出力伝達軸５７に伝達される。これにより、無段変速機構１０における動
力伝達ロスを発生させることなく、高効率で車両を走行させることができる。しかも、ワ
ンウエイクラッチ５９によりモータ出力軸４１と出力伝達軸５７とを直結することができ
るので、エンジン停止させた状態でモータ出力を駆動輪に伝達することができる。これに
より、エンジン停止時にオイルポンプを駆動するための電動モータを設けることが不要と
なる。一方、エンジン出力は無段変速機構１０を介して出力伝達軸５７に伝達することも
可能であるが、トランスファ軸４４の回転数の方がモータ出力軸４１の回転数よりも大き
くなってトランスファ軸４４がモータ出力軸４１に対して上流側とならないように、無段
変速機構１０の変速比が設定される。エンジンを停止させればモータ出力のみが駆動輪に
伝達される。このように、図４（Ａ）のトルク伝達経路は、走行方向は逆であるが、図３
（Ａ）と同様となる。
【００４３】
　図４（Ｂ）は第２のクラッチ作動形態において車両が前進走行している状況のもとで、
回生制動により電動モータ４０を発電するときのトルク伝達経路を示す。第２のクラッチ
作動形態のもとで、回生制動が行われると、トランスファ軸４４の方がモータ出力軸４１
よりも回転数が高めとなる。これにより、制動トルクは、太い矢印で示すように、第２の
ワンウエイクラッチ５９が締結されることなく、無段変速機構１０および第１のワンウエ
イクラッチ３９を介して電動モータ４０に伝達される。このように、図４（Ｂ）のトルク
伝達経路は、走行方向は逆であるが、図３（Ｂ）と同様となる。
【００４４】
　図５（Ａ）は、第２のクラッチ作動形態において、モータ出力軸４１が後退方向に回転
駆動されて車両が後退走行している状態を示す。このときのトルク伝達経路は、走行方向
は逆であるが、図２（Ａ）と同様である。この状態のもとでは、電動モータ４０の出力ト
ルクＭがプライマリ軸１１の出力トルクＰよりも大きくなると、電動モータ４０のモータ
出力トルクが無段変速機構１０を介して出力伝達軸５７に伝達される。このときには、図
２（Ａ）に示したトルク伝達経路と同様に、エンジン出力とモータ出力とを無段変速機構
１０を介して駆動輪に伝達することができる。エンジンを停止させればモータ出力のみが
駆動輪に伝達され、電動モータ４０を停止させればエンジン出力のみが駆動輪に伝達され
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る。
【００４５】
　図５（Ｂ）は、第２のクラッチ作動形態において、車両が後退走行している状況のもと
で、回生制動により電動モータ４０を発電するときのトルク伝達経路を示す。このときの
トルク伝達経路は、走行方向は逆であるが、図２（Ｂ）と同様である。第２のクラッチ作
動形態のもとで後退走行時に回生制動が行われると、トランスファ軸４４の方がモータ出
力軸４１よりも回転数が高めとなり、第２のワンウエイクラッチ５９がトランスファ軸４
４とモータ出力軸４１とを連結締結させて制動トルクが無段変速機構１０を介することな
く、直接モータ出力軸４１に伝達される。したがって、後退走行における回生制動時に動
力伝達ロスの発生を起こさせることなく、高効率で回生制動エネルギーを回収することが
できる。
【００４６】
　図１に示されるように、この動力伝達装置は、電動モータ４０のモータ出力軸４１の一
端部とプライマリ軸１１との間に配置される第１のワンウエイクラッチ３９と、モータ出
力軸４１の他端部と出力伝達軸５７との間に配置される第２のワンウエイクラッチ５９と
を有している。これにより、油圧を供給することなく作動するそれぞれのワンウエイクラ
ッチ３９，５９により、複数のトルク伝達経路が動力伝達装置に形成される。ワンウエイ
クラッチ３９，５９によりトルク伝達経路の切換を行うことができるので、オイルポンプ
１９を駆動させるためにエンジンを駆動させることなく、電動モータ４０の動力により車
両を発進させることができる。
【００４７】
　本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々
変更可能である。例えば、変速機構としては無段変速機構１０が用いられているが、有段
変速機構を変速機構とする車両に対しても本発明を適用することができる。また、図示す
る無段変速機構１０はベルトドライブ式であるが、トラクションドライブ式としても良い
。
【符号の説明】
【００４８】
１０　　無段変速機構
１１　　プライマリ軸
１２　　セカンダリ軸
１５　　エンジン出力軸
２０　　前後進切換機構
３１　　プライマリプーリ
３２　　セカンダリプーリ
３９　　第１のワンウエイクラッチ
４０　　電動モータ
４１　　モータ出力軸
４４　　トランスファ軸
４６　　後輪出力軸
５３　　前輪出力軸
５７　　出力伝達軸
５９　　第２のワンウエイクラッチ
６３　　出力クラッチ



(11) JP 5701116 B2 2015.4.15

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(12) JP 5701116 B2 2015.4.15

【図５】



(13) JP 5701116 B2 2015.4.15

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｂ６０Ｗ  10/02     (2006.01)           Ｂ６０Ｋ    6/20     ３６０　        　　　　　
   Ｂ６０Ｗ  20/00     (2006.01)           Ｂ６０Ｋ   17/02     　　　Ｆ        　　　　　
   Ｂ６０Ｋ  17/02     (2006.01)           Ｂ６０Ｌ   11/14     　　　　        　　　　　
   Ｂ６０Ｌ  11/14     (2006.01)           　　　　             　　　　        　　　　　

(56)参考文献  特開２００４－０３４７２７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０７４９９０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－１３２９７１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０１１６８５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－２０８７３２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６０Ｋ　　　６／４０　　　　
              Ｂ６０Ｋ　　　６／３８３　　　
              Ｂ６０Ｋ　　　６／４８　　　　
              Ｂ６０Ｋ　　　６／５２　　　　
              Ｂ６０Ｋ　　　６／５４３　　　
              Ｂ６０Ｋ　　１７／０２　　　　
              Ｂ６０Ｌ　　１１／１４　　　　
              Ｂ６０Ｗ　　１０／０２　　　　
              Ｂ６０Ｗ　　２０／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

