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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジンと、
　前記エンジンから駆動輪への駆動系に設けられ、前記エンジンの始動と前記駆動輪の駆
動を行うモータと、
　前記エンジンと前記モータの連結部に設けられ、前記エンジンと前記モータを駆動源と
するハイブリッド車モードと、前記モータを駆動源とする電気自動車モードと、を切り替
えるモード切り替え手段と、
　前記モータと前記駆動輪との間に介装され、変速比が異なる複数の変速段を有する自動
変速機と、
　前記ハイブリッド車モードへのモード遷移時、始動要求に基づいて前記エンジンの始動
制御を行い、又は前記電気自動車モードへのモード遷移時、停止要求に基づいて前記エン
ジンの停止制御を行うエンジン始動/停止制御手段と、
　走行時、変速要求に基づいて前記自動変速機の変速段を現変速段から要求変速段へ移行
する変速制御を行う変速制御手段と、
　前記エンジン始動制御を開始した後、変速制御を入れるとショックに影響する条件が成
立するとき、変速禁止フラグを設定する変速禁止フラグ設定手段と、
　前記変速制御を開始した後、エンジン始動制御を入れるとショックに影響する条件が成
立するとき、始動禁止フラグを設定する始動禁止フラグ設定手段と、
　前記エンジン始動制御中に変速制御要求があったとき、変速禁止フラグが非設定であれ
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ば、要求タイミングで変速制御を開始し、変速禁止フラグが設定であれば、変速禁止フラ
グが非設定になるタイミングまで待って変速制御を開始し、前記変速制御中にエンジン始
動制御要求があったとき、始動禁止フラグが非設定であれば、要求タイミングでエンジン
始動制御を開始し、始動禁止フラグが設定であれば、始動禁止フラグが非設定になるタイ
ミングまで待ってエンジン始動制御を開始するエンジン/変速協調制御手段と、
　を備えることを特徴とするハイブリッド車両の制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載されたハイブリッド車両の制御装置において、
　前記変速禁止フラグ設定手段は、モータ回転数制御中の変速であり、変速制御側でギア
比の判定ができないとき、変速禁止フラグを設定する
　ことを特徴とするハイブリッド車両の制御装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載されたハイブリッド車両の制御装置において、
　前記変速禁止フラグ設定手段は、アクセル一定による変速であり、ドライバーからのシ
ョック低減要求が高いとき、変速禁止フラグを設定する
　ことを特徴とするハイブリッド車両の制御装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３までの何れか１項に記載されたハイブリッド車両の制御装置にお
いて、
　前記変速禁止フラグ設定手段は、コーストでのエンジン始動時におけるアップ/ダウン
変速のように変速機入力トルクの管理が難しい変速であり、ショックに影響する可能性が
高いとき、変速禁止フラグを設定する
　ことを特徴とするハイブリッド車両の制御装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４までの何れか１項に記載されたハイブリッド車両の制御装置にお
いて、
　前記始動禁止フラグ設定手段は、前記モータと前記駆動輪の間に介装され、始動制御で
スリップさせる第２クラッチと、変速を行うときに解放または締結される変速クラッチと
、の容量バランスにより、前記第２クラッチがスリップを維持できない変速フェーズのと
き、始動禁止フラグを設定する
　ことを特徴とするハイブリッド車両の制御装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５までの何れか１項に記載されたハイブリッド車両の制御装置にお
いて、
　前記始動禁止フラグ設定手段は、始動制御を入れると、始動制御でスリップさせる前記
第２クラッチと、変速での締結クラッチと、が同じクラッチになる変速中のとき、始動禁
止フラグを設定する
　ことを特徴とするハイブリッド車両の制御装置。
【請求項７】
　請求項１から請求項６までの何れか１項に記載されたハイブリッド車両の制御装置にお
いて、
　前記自動変速機は、変速ギア機構に摩擦要素としてワンウェイクラッチを有し、
　前記始動禁止フラグ設定手段は、前記ワンウェイクラッチを用いた変速中のとき、始動
禁止フラグを設定する
　ことを特徴とするハイブリッド車両の制御装置。
【請求項８】
　請求項１から請求項７までの何れか１項に記載されたハイブリッド車両の制御装置にお
いて、
　前記始動禁止フラグ設定手段は、変速においてモータ回転数制御が行われている変速フ
ェーズ領域のとき、始動禁止フラグを設定する
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　ことを特徴とするハイブリッド車両の制御装置。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、駆動系にエンジンとモータと自動変速機を備えたハイブリッド車両の制御装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ハイブリッド車両の制御装置としては、エンジン始動制御と変速制御を同時に行
うことに起因するショックを防止するため、エンジン始動制御と変速制御を排他処理する
ものが知られている。つまり、エンジン始動制御が先に来た場合には、エンジン始動制御
が終わってから変速制御を開始する。また、変速制御が先に来た場合には、変速制御が終
わってからエンジン始動制御を開始する（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－２２４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来のハイブリッド車両の制御装置にあっては、エンジン始動制御と変
速制御を同時処理としてもショックが問題ない状況であっても排他処理としている。この
ため、例えば、エンジン始動を待たせて変速制御を先にした場合、駆動力が出ないという
ラグ感をドライバーに与える。加えて、駆動力が出ないことで、ドライバーがアクセルを
踏み増すことが予測され、アクセル踏み増しにより、エンジン始動開始時、急に駆動力が
出て飛び出し感を与えるという懸念がある。すなわち、エンジン始動制御と変速制御を排
他処理とした場合には、ラグや燃費へ跳ね返るばかりでなく、ドライバーによる駆動力コ
ントロール性も確保されない、という問題がある。
【０００５】
　本発明は、上記問題に着目してなされたもので、エンジンの始動/停止制御と自動変速
機の変速制御のうち、一方の制御中に他方の制御要求があったとき、ショックを防止する
だけでなく、ラグ・燃費への跳ね返りを最小限に抑えることができるハイブリッド車両の
制御装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明のハイブリッド車両の制御装置では、エンジンと、モ
ータと、モード切り替え手段と、自動変速機と、エンジン始動/停止制御手段と、変速制
御手段と、変速禁止フラグ設定手段と、始動禁止フラグ設定手段と、エンジン/変速協調
制御手段と、を備える手段とした。
前記モータは、前記エンジンから駆動輪への駆動系に設けられ、前記エンジンの始動と前
記駆動輪の駆動を行う。
前記モード切り替え手段は、前記エンジンと前記モータの連結部に設けられ、前記エンジ
ンと前記モータを駆動源とするハイブリッド車モードと、前記モータを駆動源とする電気
自動車モードと、を切り替える。
前記自動変速機は、前記モータと前記駆動輪との間に介装され、変速比が異なる複数の変
速段を有する。
前記エンジン始動/停止制御手段は、前記ハイブリッド車モードへのモード遷移時、始動
要求に基づいて前記エンジンの始動制御を行い、又は前記電気自動車モードへのモード遷
移時、停止要求に基づいて前記エンジンの停止制御を行う。
前記変速制御手段は、走行時、変速要求に基づいて前記自動変速機の変速段を現変速段か
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ら要求変速段へ移行する変速制御を行う。
前記変速禁止フラグ設定手段は、前記エンジン始動制御を開始した後、変速制御を入れる
とショックに影響する条件が成立するとき、変速禁止フラグを設定する。
前記始動禁止フラグ設定手段は、前記変速制御を開始した後、エンジン始動制御を入れる
とショックに影響する条件が成立するとき、始動禁止フラグを設定する。
前記エンジン/変速協調制御手段は、前記エンジン始動制御中に変速制御要求があったと
き、変速禁止フラグが非設定であれば、要求タイミングで変速制御を開始し、変速禁止フ
ラグが設定であれば、変速禁止フラグが非設定になるタイミングまで待って変速制御を開
始し、前記変速制御中にエンジン始動制御要求があったとき、始動禁止フラグが非設定で
あれば、要求タイミングでエンジン始動制御を開始し、始動禁止フラグが設定であれば、
始動禁止フラグが非設定になるタイミングまで待ってエンジン始動制御を開始する。 
【発明の効果】
【０００７】
　したがって、エンジン始動制御中に変速制御要求があったときは、変速禁止フラグが非
設定であれば、要求タイミングで変速制御が開始され、変速禁止フラグが設定であれば、
変速禁止フラグが非設定になるタイミングまで待って変速制御が開始される。変速制御中
にエンジン始動制御要求があったときは、始動禁止フラグが非設定であれば、要求タイミ
ングでエンジン始動制御が開始され、始動禁止フラグが設定であれば、始動禁止フラグが
非設定になるタイミングまで待ってエンジン始動制御が開始される。
すなわち、ショックが問題ない状況下では、制御開始待ちをすることなく、エンジン始動
制御と変速制御が高応答により同時処理される。また、ショックが問題ある状況下におい
ても、ショックが問題ない状況に移行するまでの最小限の制御開始待ちにより、エンジン
始動制御と変速制御が同時処理される。
この結果、エンジンの始動制御と自動変速機の変速制御のうち、一方の制御中に他方の制
御要求があったとき、ショックを防止するだけでなく、ラグ・燃費への跳ね返りを最小限
に抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施例１の制御装置が適用された後輪駆動によるＦＲハイブリッド車両（ハイブ
リッド車両の一例）を示す全体システム図である。
【図２】実施例１のＡＴコントローラ７に設定されている自動変速機ATのシフトマップの
一例を示す図である。
【図３】実施例１の統合コントローラ１０のモード選択部に設定されているEV-HEV選択マ
ップの一例を示す図である。
【図４】実施例１の制御装置が適用されたＦＲハイブリッド車両に搭載された自動変速機
ATの一例を示すスケルトン図である。
【図５】実施例１の制御装置が適用されたＦＲハイブリッド車両に搭載された自動変速機
ATでの変速段ごとの各摩擦要素の締結状態を示す締結作動表である。
【図６】実施例１の統合コントローラとＡＴコントローラによるエンジン始動制御と変速
制御のエンジン/変速協調制御系を示す制御ブロック図である。
【図７】実施例１のエンジン/変速協調制御系にて実行される始動制御の開始後に変速要
求があるときのエンジン/変速協調制御処理の流れを示すフローチャートである。
【図８】実施例１のエンジン/変速協調制御系にて実行される変速制御の開始後に始動要
求があるときのエンジン/変速協調制御処理の流れを示すフローチャートである。
【図９】自動変速機ATの各摩擦要素から第２クラッチCL2を選定する方法を説明するため
の現変速段（CurGp）と次変速段（NextGp）での摩擦要素選定表を示すCL2要素選定図であ
る。
【図１０】１→２アップ変速時の変速指令ギア比NEXTGP_MAP・制御ギア比NEXTGP・現在ギ
ア比CURGP・入力回転の関係に対し(1)～(5)の各タイミングにて変速禁止や始動禁止や始
動許可の設定を行う例を示す設定例説明図である。
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【図１１】始動中Up変速全域禁止タイミング(1)でのNEXTGP_MAP・NEXTGP・CURGP・始動制
御フラグ（ENGSTART）・モータ回転・目標回転・ＥＮＧ回転・CL2油圧・締結油圧・前後
加速度Ｇ・始動禁止フラグ・変速禁止フラグの各特性を示すタイムチャートである。
【図１２】変速前処理中始動禁止タイミング(2)でのNEXTGP_MAP・NEXTGP・CURGP・始動制
御フラグ（ENGSTART）・モータ回転・目標回転・ＥＮＧ回転・CL2油圧・締結油圧・前後
加速度Ｇ・始動禁止フラグ・変速禁止フラグの各特性を示すタイムチャートである。
【図１３】変速トルクフェーズ中始動許可タイミング(3)でのNEXTGP_MAP・NEXTGP・CURGP
・始動制御フラグ（ENGSTART）・モータ回転・目標回転・ＥＮＧ回転・CL2油圧・締結油
圧・前後加速度Ｇ・始動禁止フラグ・変速禁止フラグの各特性を示すタイムチャートであ
る。
【図１４】変速トルクフェーズ中始動許可タイミング(3)での自動変速機ATにおける回転
数変化を示す共線図である。
【図１５】変速イナーシャフェーズ中始動許可タイミング(4)でのNEXTGP_MAP・NEXTGP・C
URGP・始動制御フラグ（ENGSTART）・モータ回転・目標回転・ＥＮＧ回転・CL2油圧・締
結油圧・前後加速度Ｇ・始動禁止フラグ・変速禁止フラグの各特性を示すタイムチャート
である。
【図１６】変速CL同期フェーズ中始動禁止タイミング(5)でのNEXTGP_MAP・NEXTGP・CURGP
・始動制御フラグ（ENGSTART）・モータ回転・目標回転・ＥＮＧ回転・CL2油圧・締結油
圧・前後加速度Ｇ・始動禁止フラグ・変速禁止フラグの各特性を示すタイムチャートであ
る。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明のハイブリッド車両の制御装置を実現する最良の形態を、図面に示す実施
例１に基づいて説明する。
【実施例１】
【００１０】
　まず、構成を説明する。
図１は、実施例１の制御装置が適用された後輪駆動によるハイブリッド車両を示す全体シ
ステム図である。
【００１１】
　実施例１におけるＦＲハイブリッド車両の駆動系は、図１に示すように、エンジンEng
と、フライホイールFWと、第１クラッチCL1（モード切り替え手段）と、モータ/ジェネレ
ータMG（モータ）と、第２クラッチCL2と、自動変速機ATと、変速機入力軸INと、メカオ
イルポンプM-O/Pと、サブオイルポンプS-O/Pと、プロペラシャフトPSと、ディファレンシ
ャルDFと、左ドライブシャフトDSLと、右ドライブシャフトDSRと、左後輪RL（駆動輪）と
、右後輪RR（駆動輪）と、を有する。なお、FLは左前輪、FRは右前輪である。
【００１２】
　前記エンジンEngは、ガソリンエンジンやディーゼルエンジンであり、エンジンコント
ローラ１からのエンジン制御指令に基づいて、エンジン始動制御やエンジン停止制御やス
ロットルバルブのバルブ開度制御やフューエルカット制御等が行われる。なお、エンジン
出力軸には、フライホイールFWが設けられている。
【００１３】
　前記第１クラッチCL1は、前記エンジンEngとモータ/ジェネレータMGの間に介装された
クラッチであり、第１クラッチコントローラ５からの第１クラッチ制御指令に基づき第１
クラッチ油圧ユニット６により作り出された第１クラッチ制御油圧により、締結・半締結
状態・解放が制御される。この第１クラッチCL1としては、例えば、ダイアフラムスプリ
ングによる付勢力にて完全締結を保ち、ピストン１４ａを有する油圧アクチュエータ１４
を用いたストローク制御により、完全締結～スリップ締結～完全解放までが制御されるノ
ーマルクローズの乾式単板クラッチが用いられる。
【００１４】
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　前記モータ/ジェネレータMGは、ロータに永久磁石を埋設しステータにステータコイル
が巻き付けられた同期型モータ/ジェネレータであり、モータコントローラ２からの制御
指令に基づいて、インバータ３により作り出された三相交流を印加することにより制御さ
れる。このモータ/ジェネレータMGは、バッテリ４からの電力の供給を受けて回転駆動す
る電動機として動作することもできるし（力行）、ロータがエンジンEngや駆動輪から回
転エネルギーを受ける場合には、ステータコイルの両端に起電力を生じさせる発電機とし
て機能し、バッテリ４を充電することもできる（回生）。なお、このモータ/ジェネレー
タMGのロータは、自動変速機ATの変速機入力軸INに連結されている。
【００１５】
　前記第２クラッチCL2は、前記モータ/ジェネレータMGと左右後輪RL,RRの間に介装され
たクラッチであり、ＡＴコントローラ７からの第２クラッチ制御指令に基づき第２クラッ
チ油圧ユニット８により作り出された制御油圧により、締結・スリップ締結・解放が制御
される。この第２クラッチCL2としては、例えば、比例ソレノイドで油流量および油圧を
連続的に制御できるノーマルオープンの湿式多板クラッチや湿式多板ブレーキが用いられ
る。なお、第１クラッチ油圧ユニット６と第２クラッチ油圧ユニット８は、自動変速機AT
に付設される油圧コントロールバルブユニットCVUに内蔵している。
【００１６】
　前記自動変速機ATは、有段階の変速段を車速やアクセル開度等に応じて自動的に切り替
える有段変速機であり、実施例１では前進７速/後退１速の変速段を持つ有段変速機とし
ている。そして、実施例１では、前記第２クラッチCL2として、自動変速機ATとは独立の
専用クラッチとして新たに追加したものではなく、自動変速機ATの各変速段にて締結され
る複数の摩擦要素のうち、所定の条件に適合する摩擦要素（クラッチやブレーキ）を選択
している。
【００１７】
　前記自動変速機ATの変速機入力軸IN（＝モータ軸）には、変速機入力軸INにより駆動さ
れるメカオイルポンプM-O/Pが設けられている。そして、車両停止時等でメカオイルポン
プM-O/Pからの吐出圧が不足するとき、油圧低下を抑えるために電動モータにより駆動さ
れるサブオイルポンプS-O/Pが、モータハウジング等に設けられている。なお、サブオイ
ルポンプS-O/Pの駆動制御は、後述するＡＴコントローラ７により行われる。
【００１８】
　前記自動変速機ATの変速機出力軸には、プロペラシャフトPSが連結されている。そして
、このプロペラシャフトPSは、ディファレンシャルDF、左ドライブシャフトDSL、右ドラ
イブシャフトDSRを介して左右後輪RL,RRに連結されている。
【００１９】
　このＦＲハイブリッド車両は、駆動形態の違いによる走行モードとして、電気自動車モ
ード（以下、「EVモード」という。）と、ハイブリッド車モード（以下、「HEVモード」
という。）と、駆動トルクコントロールモード（以下、「WSCモード」という。）と、を
有する。
【００２０】
　前記「EVモード」は、第１クラッチCL1を解放状態とし、モータ/ジェネレータMGの駆動
力のみで走行するモードであり、モータ走行モード・回生走行モードを有する。この「EV
モード」は、要求駆動力が低く、バッテリSOCが確保されているときに選択される。
【００２１】
　前記「HEVモード」は、第１クラッチCL1を締結状態として走行するモードであり、モー
タアシスト走行モード・発電走行モード・エンジン走行モードを有し、何れかのモードに
より走行する。この「HEVモード」は、要求駆動力が高いとき、あるいは、バッテリSOCが
不足するようなときに選択される。
【００２２】
　前記「WSCモード」は、モータ/ジェネレータMGの回転数制御により、第２クラッチCL2
をスリップ締結状態に維持し、第２クラッチCL2を経過するクラッチ伝達トルクが、車両
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状態や運転者操作に応じて決まる要求駆動トルクとなるようにクラッチトルク容量をコン
トロールしながら走行するモードである。この「WSCモード」は、「HEVモード」の選択状
態での停車時・発進時・減速時等のように、エンジン回転数がアイドル回転数を下回るよ
うな走行領域において選択される。
【００２３】
　次に、ＦＲハイブリッド車両の制御系を説明する。
実施例１におけるＦＲハイブリッド車両の制御系は、図１に示すように、エンジンコント
ローラ１と、モータコントローラ２と、インバータ３と、バッテリ４と、第１クラッチコ
ントローラ５と、第１クラッチ油圧ユニット６と、ＡＴコントローラ７と、第２クラッチ
油圧ユニット８と、ブレーキコントローラ９と、統合コントローラ１０と、を有して構成
されている。なお、各コントローラ１，２，５，７，９と、統合コントローラ１０とは、
情報交換が互いに可能なＣＡＮ通信線１１を介して接続されている。
【００２４】
　前記エンジンコントローラ１は、エンジン回転数センサ１２からのエンジン回転数情報
と、統合コントローラ１０からの目標エンジントルク指令と、他の必要情報を入力する。
そして、エンジン動作点（Ne,Te）を制御する指令を、エンジンEngのスロットルバルブア
クチュエータ等へ出力する。
【００２５】
　前記モータコントローラ２は、モータ/ジェネレータMGのロータ回転位置を検出するレ
ゾルバ１３からの情報と、統合コントローラ１０からの目標MGトルク指令および目標MG回
転数指令と、他の必要情報を入力する。そして、モータ/ジェネレータMGのモータ動作点
（Nm,Tm）を制御する指令をインバータ３へ出力する。なお、このモータコントローラ２
では、バッテリ４の充電容量をあらわすバッテリSOCを監視していて、このバッテリSOC情
報を、ＣＡＮ通信線１１を介して統合コントローラ１０へ供給する。
【００２６】
　前記第１クラッチコントローラ５は、油圧アクチュエータ１４のピストン１４ａのスト
ローク位置を検出する第１クラッチストロークセンサ１５からのセンサ情報と、統合コン
トローラ１０からの目標CL1トルク指令と、他の必要情報を入力する。そして、第１クラ
ッチCL1の締結・半締結・解放を制御する指令を油圧コントロールバルブユニットCVU内の
第１クラッチ油圧ユニット６に出力する。
【００２７】
　前記ＡＴコントローラ７は、アクセル開度センサ１６と、車速センサ１７と、他のセン
サ類１８等からの情報を入力する。そして、Ｄレンジを選択しての走行時、アクセル開度
APOと車速VSPにより決まる運転点が、図２に示すシフトマップ上で存在する位置により最
適な変速段を検索し、検索された変速段を得る制御指令を油圧コントロールバルブユニッ
トCVUに出力する。前記シフトマップとは、図２に示すように、アクセル開度APOと車速VS
Pに応じてアップ変速線とダウン変速線を書き込んだマップをいう。
この変速制御に加えて、統合コントローラ１０から目標CL2トルク指令を入力した場合、
第２クラッチCL2のスリップ締結を制御する指令を油圧コントロールバルブユニットCVU内
の第２クラッチ油圧ユニット８に出力する第２クラッチ制御を行う。
【００２８】
　前記ブレーキコントローラ９は、４輪の各車輪速を検出する車輪速センサ１９と、ブレ
ーキストロークセンサ２０からのセンサ情報と、統合コントローラ１０からの回生協調制
御指令と、他の必要情報を入力する。そして、例えば、ブレーキ踏み込み制動時、ブレー
キストロークBSから求められる要求制動力に対し回生制動力だけでは不足する場合、その
不足分を機械制動力（液圧制動力やモータ制動力）で補うように、回生協調ブレーキ制御
を行う。
【００２９】
　前記統合コントローラ１０は、車両全体の消費エネルギーを管理し、最高効率で車両を
走らせるための機能を担うもので、モータ回転数Nmを検出するモータ回転数センサ２１や
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他のセンサ・スイッチ類２２からの必要情報およびＣＡＮ通信線１１を介して情報を入力
する。そして、エンジンコントローラ１へ目標エンジントルク指令、モータコントローラ
２へ目標MGトルク指令および目標MG回転数指令、第１クラッチコントローラ５へ目標CL1
トルク指令、ＡＴコントローラ７へ目標CL2トルク指令、ブレーキコントローラ９へ回生
協調制御指令を出力する。
【００３０】
　この統合コントローラ１０には、アクセル開度APOと車速VSPにより決まる運転点が、図
３に示すEV-HEV選択マップ上で存在する位置により最適な走行モードを検索し、検索した
走行モードを目標走行モードとして選択するモード選択部を有する。このEV-HEV選択マッ
プには、EV領域に存在する運転点（APO,VSP）が横切ると「EVモード」から「HEVモード」
へと切り替えるEV⇒HEV切替線と、HEV領域に存在する運転点（APO,VSP）が横切ると「HEV
モード」から「EVモード」へと切り替えるHEV⇒EV切替線と、「HEVモード」の選択時に運
転点（APO,VSP）がWSC領域に入ると「WSCモード」へと切り替えるHEV⇒WSC切替線と、が
設定されている。前記HEV⇒EV切替線と前記HEV⇒EV切替線は、EV領域とHEV領域を分ける
線としてヒステリシス量を持たせて設定されている。前記HEV⇒WSC切替線は、自動変速機
ATが１速段のときに、エンジンEngがアイドル回転数を維持する第１設定車速VSP1に沿っ
て設定されている。但し、「EVモード」の選択中、バッテリSOCが所定値以下になると、
強制的に「HEVモード」を目標走行モードとする。
【００３１】
　図４は、実施例１の制御装置が適用されたＦＲハイブリッド車両に搭載された自動変速
機ATの一例を示すスケルトン図である。
【００３２】
　前記自動変速機ATは、前進７速後退１速の有段式自動変速機であり、エンジンEngとモ
ータ/ジェネレータMGのうち、少なくとも一方からの駆動力が変速機入力軸Inputから入力
され、４つの遊星ギアと７つの摩擦要素とによって回転速度が変速されて変速機出力軸Ou
tputから出力される。
【００３３】
　変速ギア機構は、変速機入力軸Input側から変速機出力軸Output側までの軸上に、順に
第１遊星ギアG1と第２遊星ギアG2による第１遊星ギアセットGS1及び第３遊星ギアG3と第
４遊星ギアG4による第２遊星ギアセットGS2が配置されている。また、摩擦要素として第
１クラッチC1、第２クラッチC2、第３クラッチC3及び第１ブレーキB1、第２ブレーキB2、
第３ブレーキB3、第４ブレーキB4が配置されている。また、第１ワンウェイクラッチF1と
第２ワンウェイクラッチF2が配置されている。
【００３４】
　前記第１遊星ギアG1は、第１サンギアS1と、第１リングギアR1と、第１ピニオンP1と、
第１キャリアPC1と、を有するシングルピニオン型遊星ギアである。前記第２遊星ギアG2
は、第２サンギアS2と、第２リングギアR2と、第２ピニオンP2と、第２キャリアPC2と、
を有するシングルピニオン型遊星ギアである。前記第３遊星ギアG3は、第３サンギアS3と
、第３リングギアR3と、第３ピニオンP3と、第３キャリアPC3と、を有するシングルピニ
オン型遊星ギアである。前記第４遊星ギアG4は、第４サンギアS4と、第４リングギアR4と
、第４ピニオンP4と、第４キャリアPC4と、を有するシングルピニオン型遊星ギアである
。
【００３５】
　前記変速機入力軸Inputは、第２リングギアR2に連結され、エンジンEngとモータージェ
ネレータMGの少なくとも一方からの回転駆動力を入力する。前記変速機出力軸Outputは、
第３キャリアPC3に連結され、出力回転駆動力を、ファイナルギア等を介して駆動輪（左
右後輪RL,RR）に伝達する。
【００３６】
　前記第１リングギアR1と第２キャリアPC2と第４リングギアR4とは、第１連結メンバM1
により一体的に連結される。前記第３リングギアR3と第４キャリアPC4とは、第２連結メ
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ンバM2により一体的に連結される。前記第１サンギアS1と第２サンギアS2とは、第３連結
メンバM3により一体的に連結される。
【００３７】
　前記第１クラッチC1（＝インプットクラッチI/C）は、変速機入力軸Inputと第２連結メ
ンバM2とを選択的に断接するクラッチである。前記第２クラッチC2（＝ダイレクトクラッ
チD/C）は、第４サンギアS4と第４キャリアPC4とを選択的に断接するクラッチである。前
記第３クラッチC3（＝Ｈ＆ＬＲクラッチH&LR/C）は、第３サンギアS3と第４サンギアS4と
を選択的に断接するクラッチである。前記第２ワンウェイクラッチF2（＝１＆２速ワンウ
ェイクラッチ1&2OWC）は、第３サンギアS3と第４サンギアS4の間に配置されている。前記
第１ブレーキB1（＝フロントブレーキFr/B）は、第１キャリアPC1の回転をトランスミッ
ションケースCaseに対し選択的に停止させるブレーキである。前記第１ワンウェイクラッ
チF1（＝１速ワンウェイクラッチ1stOWC）は、第１ブレーキB1と並列に配置されている。
前記第２ブレーキB2（＝ローブレーキLOW/B）は、第３サンギアS3の回転をトランスミッ
ションケースCaseに対し選択的に停止させるブレーキである。前記第３ブレーキB3（＝２
３４６ブレーキ2346/B）は、第１サンギアS1及び第２サンギアS2を連結する第３連結メン
バM3の回転をトランスミッションケースCaseに対し選択的に停止させるブレーキである。
前記第４ブレーキB4（＝リバースブレーキR/B）は、第４キャリアPC3の回転をトランスミ
ッションケースCaseに対し選択的に停止させるブレーキである。
【００３８】
　図５は、実施例１の制御装置が適用されたＦＲハイブリッド車両に搭載された自動変速
機ATでの変速段ごとの各摩擦要素の締結状態を示す締結作動表である。尚、図５において
、○印はドライブ状態で当該摩擦要素が油圧締結であることを示し、（○）印はコースト
状態で当該摩擦要素が油圧締結（ドライブ状態ではワンウェイクラッチ作動）であること
を示し、無印は当該摩擦要素が解放状態であることを示す。
【００３９】
　上記のように構成された変速ギア機構に設けられた各摩擦要素のうち、締結していた１
つの摩擦要素を解放し、解放していた１つの摩擦要素を締結するという架け替え変速を行
うことで、下記のように、前進７速で後退１速の変速段を実現することができる。
【００４０】
　すなわち、「１速段」では、第２ブレーキB2のみが締結状態となり、これにより第１ワ
ンウェイクラッチF1及び第２ワンウェイクラッチF2が係合する。「２速段」では、第２ブ
レーキB2及び第３ブレーキB3が締結状態となり、第２ワンウェイクラッチF2が係合する。
「３速段」では、第２ブレーキB2、第３ブレーキB3及び第２クラッチC2が締結状態となり
、第１ワンウェイクラッチF1及び第２ワンウェイクラッチF2はいずれも係合しない。「４
速段」では、第３ブレーキB3、第２クラッチC2及び第３クラッチC3が締結状態となる。「
５速段」では、第１クラッチC1、第２クラッチC2及び第３クラッチC3が締結状態となる。
「６速段」では、第３ブレーキB3、第１クラッチC1及び第３クラッチC3が締結状態となる
。「７速段」では、第１ブレーキB1、第１クラッチC1及び第３クラッチC3が締結状態とな
り、第１ワンウェイクラッチF1が係合する。「後退速段」では、第４ブレーキB4、第１ブ
レーキB1及び第３クラッチC3が締結状態となる。
【００４１】
　図６は、実施例１の統合コントローラ１０とＡＴコントローラ７によるエンジン始動制
御と変速制御のエンジン/変速協調制御系を示す制御ブロック図である。
【００４２】
　エンジン/変速協調制御系の特徴は、エンジン制御に関する情報を持つ統合コントロー
ラ１０側で変速禁止フラグを設定し、ＡＴコントローラ７に出力する。また、変速制御に
関する情報を持つＡＴコントローラ７側で始動禁止フラグを設定し、統合コントローラ１
０に出力する。例えば、統合コントローラ１０側で変速禁止フラグと始動禁止フラグを設
定する場合には、ＡＴコントローラ７から変速制御に関するきめ細かな情報を入力する必
要がある。これに対し、ＡＴコントローラ７から変速制御に関する情報を入力することな
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く、精度の高い始動禁止フラグの設定ができる。
【００４３】
　前記統合コントローラ１０は、図６に示すように、始動方法判定部１０ａと、フェール
・システム要求判定部１０ｂと、始動要求フラグ生成部１０ｃと、変速禁止判定部１０ｄ
（変速禁止フラグ設定手段）と、停止禁止判定部１０ｅと、エンジン始動禁止判定部１０
ｆと、を備えている。
【００４４】
　前記始動方法判定部１０ａは、通常始動かコースト始動かを判定し、判定結果をエンジ
ン始動禁止判定部１０ｆに出力する。前記フェール・システム要求判定部１０ｂは、フェ
ールセーフ要求やコンポ保護要求を判定し、判定結果をエンジン始動禁止判定部１０ｆに
出力する。前記始動要求フラグ生成部１０ｃは、エンジン始動要求フラグを生成し、始動
制御部７１に出力する。前記変速禁止判定部１０ｄ（変速禁止フラグ設定手段）は、変速
禁止フラグを設定し、変速制御部７２に出力する。前記停止禁止判定部１０ｅは、エンジ
ン停止禁止を判定する。前記エンジン始動禁止判定部１０ｆは、始動禁止フラグ生成部７
１ａ（始動禁止フラグ設定手段）からの始動禁止フラグと、始動方法判定部１０ａからの
判定結果と、フェール・システム要求判定部１０ｂからの判定結果を入力し、エンジン始
動禁止条件の優先度を含めて最終的にエンジン始動禁止を判定する。
なお、優先度は、１：フェールセーフ、２：コンポ保護、３：性能要求、４：燃費・排気
要求である。１，２の情報は、フェール・システム要求判定部１０ｂから取得され、３，
４の情報は、始動禁止フラグ生成部７１ａからの始動禁止フラグにより取得する。
【００４５】
　前記ＡＴコントローラ７は、図６に示すように、始動制御部７１と、変速制御部７２と
、を備えている。前記始動制御部７１は、始動禁止フラグ生成部７１ａと、Up＋始動制御
中チェンジマインド禁止部７１ｂと、始動制御中Up禁止Down許可部７１ｃと、CL2要素選
定部７１ｄと、を有する。前記変速制御部７２は、変速中チェンジマインド禁止部７２ａ
を有する。
【００４６】
　前記始動禁止フラグ生成部７１ａは、変速種・マニュアルモード（Ｍモード）の有無・
変速フェーズ（締結側）・変速フェーズ（解放側）・ドライブ/コースト判定情報を入力
する。そして、始動禁止フラグ（ゼロ：許可、１：禁止）を生成し、統合コントローラ１
０のエンジン始動禁止判定部１０ｆに対し、始動禁止フラグ情報を出力する。
なお、変速フェーズは、前処理/トルクフェーズ/イナーシャフェーズ/CL同期フェーズ/後
処理で個別に始動禁止フラグをセット・クリアする。また、自動変速機ATでUp/Downの変
速を手動によるレバー操作により行うマニュアルモードの有無は、Ｍモード判定部２３か
ら取得する。
【００４７】
　前記CL2要素選定部７１ｄは、各変速段においては、図９に示すように、自動変速機AT
の摩擦要素の中から、１速ではLow/B、２速ではLow/B、３速ではD/C、４速ではH/C、５速
ではH/C、６速ではI/C、７速ではI/C、というように、CL2要素を選定する。
そして、アップ変速（N→N+1）では、アップ変速後のN+1にてCL2要素を決める。これは、
N+1速始動として扱い、始動制御中にアップ回転変化を同時に行なうためである。
また、ダウン変速（N→N-1）では、ダウン変速前のNにてCL2要素を決める。これは、N速
始動として扱い、回転が低い状態で始動を行なうためである。
但し、３→２ダウン変速は、例外として、CL2要素をダウン変速後のLow/Bとする。これは
、トルク分担比が２速と３速で差異が大きく、２速で設定する方が、ショック感度が良い
ためである。
【００４８】
　図７は、実施例１のエンジン/変速協調制御系にて実行される始動制御の開始後に変速
要求があるときのエンジン/変速協調制御処理の流れを示すフローチャートである（エン
ジン/変速協調制御手段）。以下、図７の各ステップについて説明する。
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【００４９】
　ステップＳ１１では、エンジンEngの始動要求に基づき、エンジン始動制御を開始し、
ステップＳ１２へ進む。
【００５０】
　ステップＳ１２では、ステップＳ１１でのエンジン始動制御開始に続き、変速要求有り
か否かを判断する。YES（変速要求有り）の場合はステップＳ１５へ進み、NO（変速要求
無し）の場合はステップＳ１３へ進む。
【００５１】
　ステップＳ１３では、ステップＳ１２での変速要求無しとの判断に続き、エンジン始動
制御を実行し、ステップＳ１４へ進む。
【００５２】
　ステップＳ１４では、ステップＳ１３でのエンジン始動制御に続き、エンジン始動制御
が終了したか否かを判断する。YES（エンジン始動制御終了）の場合はエンドへ進み、NO
（エンジン始動制御未終了）の場合はステップＳ１２へ戻る。
【００５３】
　ステップＳ１５では、ステップＳ１２での変速要求有りとの判断に続き、変速禁止フラ
グ＝１（禁止）であるか否かを判断する。YES（変速禁止フラグ＝１）の場合はステップ
Ｓ１６へ進み、NO（変速禁止フラグ＝０）の場合はステップＳ１７へ進む。
ここで、変速禁止フラグ＝１（禁止）は、下記の(1)～(3)のとき設定し、それ以外のとき
は、変速禁止フラグ＝０（許可）とする。
(1) モータ回転数制御中の変速であり、変速制御側でギア比の判定ができないとき。
具体例としては、エンジン始動中におけるアップ変速全域禁止とする。また、WSCモード
中におけるアップ/ダウン変速共に全域禁止とする。
(2) アクセル一定による変速であり、ドライバーからのショック低減要求が高いとき。
具体例としては、エンジン始動中におけるアクセル一定によるパワーオンダウン変速を禁
止する。但し、アクセル開度条件により禁止領域を設定する。
(3) 変速機入力トルクの管理が難しい変速であり、ショックに影響する可能性が高いとき
。
具体例としては、コーストでのエンジン始動時におけるアップ/ダウン変速共に全域禁止
する。バックアップ始動時（CL2滑らせない始動）におけるアップ/ダウン変速共に全域禁
止する。
【００５４】
　ステップＳ１６では、ステップＳ１５での変速禁止フラグ＝１であるとの判断に続き、
変速要求がフェールセーフ要求またはコンポ保護要求であるか否かを判断する。YES（変
速要求がフェールセーフ要求またはコンポ保護要求）の場合はステップＳ１７へ進み、NO
（変速要求がフェールセーフ要求でもコンポ保護要求でもない）の場合はステップＳ１５
へ戻る。
【００５５】
　ステップＳ１７では、ステップＳ１５での変速禁止フラグ＝０であるとの判断、あるい
は、ステップＳ１６での変速要求がフェールセーフ要求またはコンポ保護要求であるとの
判断に続き、変速制御を開始し、ステップＳ１８へ進む。
【００５６】
　ステップＳ１８では、ステップＳ１７での変速制御開始、あるいは、ステップＳ１９で
の始動/変速制御未終了であるとの判断に続き、エンジン始動制御と変速制御の同時処理
を行い、ステップＳ１９へ進む。
【００５７】
　ステップＳ１９では、ステップＳ１８でのエンジン始動制御と変速制御の同時処理に続
き、エンジン始動制御と変速制御の何れの制御も終了したか否かを判断する。YES（始動/
変速制御終了）の場合はエンドへ進み、NO（始動/変速制御未終了）の場合はステップＳ
１８へ戻る。
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【００５８】
　図８は、実施例１のエンジン/変速協調制御系にて実行される変速制御の開始後に始動
要求があるときのエンジン/変速協調制御処理の流れを示すフローチャートである（エン
ジン/変速協調制御手段）。以下、図８の各ステップについて説明する。
【００５９】
　ステップＳ２１では、変速要求に基づき、変速制御を開始し、ステップＳ２２へ進む。
【００６０】
　ステップＳ２２では、ステップＳ２１での変速制御開始に続き、エンジン始動要求有り
か否かを判断する。YES（エンジン始動要求有り）の場合はステップＳ２５へ進み、NO（
エンジン始動要求無し）の場合はステップＳ２３へ進む。
【００６１】
　ステップＳ２３では、ステップＳ２２でのエンジン始動要求無しとの判断に続き、変速
制御を実行し、ステップＳ２４へ進む。
【００６２】
　ステップＳ２４では、ステップＳ２３での変速制御に続き、変速制御が終了したか否か
を判断する。YES（変速制御終了）の場合はエンドへ進み、NO（変速制御未終了）の場合
はステップＳ２２へ戻る。
【００６３】
　ステップＳ２５では、ステップＳ２２でのエンジン始動要求有りとの判断に続き、始動
禁止フラグ＝１（禁止）であるか否かを判断する。YES（始動禁止フラグ＝１）の場合は
ステップＳ２６へ進み、NO（始動禁止フラグ＝０）の場合はステップＳ２７へ進む。
ここで、始動禁止フラグ＝１（禁止）は、下記の(1)～(4)のとき設定し、それ以外のとき
は、始動禁止フラグ＝０（許可）とする。
(1) エンジン始動制御でスリップさせる第２クラッチCL2（スリップクラッチ）と、変速
に関与する変速クラッチと、の容量バランスにより、第２クラッチCL2がスリップを維持
できない変速フェーズのとき。
具体例としては、１→２アップ変速での前処理中におけるエンジン始動を禁止する。
(2) エンジン始動制御を入れると、エンジン始動制御でスリップさせる第２クラッチCL2
と、変速での締結クラッチと、が同じクラッチになる変速中のとき。
具体例としては、２→３アップ変速中と３→４アップ変速中におけるエンジン始動を禁止
する。
(3) ワンウェイクラッチを用いた変速中のとき。
具体例としては、３→２ダウン変速中と２→１ダウン変速中におけるエンジン始動を禁止
する。
(4) 変速においてモータ回転数制御が行われている変速フェーズ領域のとき。
具体例としては、変速フェーズがCL同期フェーズ中の領域におけるエンジン始動を禁止す
る。
【００６４】
　ステップＳ２６では、ステップＳ２５での始動禁止フラグ＝１であるとの判断に続き、
始動要求がフェールセーフ要求またはコンポ保護要求であるか否かを判断する。YES（始
動要求がフェールセーフ要求またはコンポ保護要求）の場合はステップＳ２７へ進み、NO
（始動要求がフェールセーフ要求でもコンポ保護要求でもない）の場合はステップＳ２５
へ戻る。
【００６５】
　ステップＳ２７では、ステップＳ２５での始動禁止フラグ＝０であるとの判断、あるい
は、ステップＳ２６での始動要求がフェールセーフ要求またはコンポ保護要求であるとの
判断に続き、エンジン始動制御を開始し、ステップＳ２８へ進む。
【００６６】
　ステップＳ２８では、ステップＳ２７でのエンジン始動制御開始、あるいは、ステップ
Ｓ２９での始動/変速制御未終了であるとの判断に続き、エンジン始動制御と変速制御の
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同時処理を行い、ステップＳ２９へ進む。
【００６７】
　ステップＳ２９では、ステップＳ２８でのエンジン始動制御と変速制御の同時処理に続
き、エンジン始動制御と変速制御の何れの制御も終了したか否かを判断する。YES（始動/
変速制御終了）の場合はエンドへ進み、NO（始動/変速制御未終了）の場合はステップＳ
２８へ戻る。
【００６８】
　次に、作用を説明する。
実施例１のＦＲハイブリッド車両の制御装置における作用を、「始動制御の開始後に変速
要求があるときのエンジン/変速協調制御作用」、「変速制御の開始後に始動要求がある
ときのエンジン/変速協調制御作用」、「１→２アップ変速での設定例に基づく作用」に
分けて説明する。
【００６９】
　［始動制御の開始後に変速要求があるときのエンジン/変速協調制御作用］
実施例１の始動制御の開始後に変速要求があるときのエンジン/変速協調制御作用を、図
７のフローチャートに基づき説明する。
【００７０】
　エンジン始動制御の開始から終了までのエンジン始動制御中に変速要求があり、かつ、
変速禁止フラグが変速禁止フラグ＝０（許可）であるときには、図７のフローチャートに
おいて、ステップＳ１１→ステップＳ１２→ステップＳ１５→ステップＳ１７へと進む。
つまり、変速要求タイミングで変速制御が開始される。そして、ステップＳ１７からは、
ステップＳ１８→ステップＳ１９へと進み、ステップＳ１８→ステップＳ１９へと進む流
れを繰り返すことでエンジン始動制御と変速制御を同時処理とする。そして、ステップＳ
１９にて始動/変速制御終了と判断されると、始動/変速の協調制御を終了する。
【００７１】
　エンジン始動制御の開始から終了までのエンジン始動制御中に変速要求があり、かつ、
変速禁止フラグが変速禁止フラグ＝１（禁止）で、変速要求がフェールセーフ要求やコン
ポ保護要求ではないときには、図７のフローチャートにおいて、ステップＳ１１→ステッ
プＳ１２→ステップＳ１５→ステップＳ１６へと進み、変速禁止フラグ＝１である間は、
ステップＳ１５→ステップＳ１６へと進む流れが繰り返される。そして、変速禁止フラグ
＝１から変速禁止フラグ＝０に書き換えられると、ステップＳ１５からステップＳ１７へ
と進み、フラグ書き換えタイミングにて変速制御が開始される。そして、ステップＳ１７
からは、ステップＳ１８→ステップＳ１９へと進み、ステップＳ１８→ステップＳ１９へ
と進む流れを繰り返すことでエンジン始動制御と変速制御を同時処理とする。そして、ス
テップＳ１９にて始動/変速制御終了と判断されると、始動/変速の協調制御を終了する。
【００７２】
　したがって、エンジン始動制御と変速制御を同時処理としてもショックが問題ない状況
下（変速禁止フラグ＝０）では、エンジン始動制御中に変速要求があったとき、変速要求
タイミングで応答良く変速制御が開始される。また、エンジン始動制御と変速制御を同時
処理とするとショックが問題ある状況下（変速禁止フラグ＝１）では、エンジン始動制御
中に変速要求があったとき、変速制御を許可できるタイミング（フラグ書き換えタイミン
グ）まで待って変速制御が開始される。
【００７３】
　すなわち、ショックが問題ない状況下では、変速制御の開始待ちをすることなく、エン
ジン始動制御と変速制御が高応答により同時処理される。また、ショックが問題ある状況
下においても、ショックが問題ない状況に移行するまでの最小限による変速制御の開始待
ちにより、エンジン始動制御と変速制御が同時処理される。
このため、エンジン始動制御中に変速要求があったとき、ショックを防止するだけでなく
、ラグ・燃費への跳ね返りを最小限に抑えることができる。
【００７４】
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　ここで、統合コントローラ１０からの指令により行われる「エンジン始動制御」につい
て説明する。
EVモードでの走行状態でエンジン始動線をアクセル開度APOが越えるとエンジン始動要求
が出され、このエンジン始動要求に基づいて「エンジン始動制御」を開始する。エンジン
始動制御では、まず、第２クラッチCL2を半クラッチ状態にスリップさせるように、第２
クラッチCL2のトルク容量を制御する。そして、第２クラッチCL2のスリップ開始を判断し
た後、第１クラッチCL1の締結を開始し、モータ/ジェネレータMGを始動モータとするクラ
ンキングによりエンジン回転を上昇させる。そして、エンジン回転が初爆可能な回転数に
達成したらエンジンEngを燃焼作動させ、モータ回転数とエンジン回転数が近くなったと
ころで第１クラッチCL1を完全に締結する。その後、第２クラッチCL2をロックアップさせ
てHEVモードに遷移させる。
【００７５】
　次に、「エンジン始動制御」とは独立に、ＡＴコントローラ７からの指令により行われ
る「変速制御」について説明する。
走行状態で、運転点（VSP,APO）が、図２に示すシフトマップ上でアップ変速線またはダ
ウン変速線を横切ると変速要求が出され、この変速要求に基づいて「変速制御」を開始す
る。変速制御では、基本的に、締結されている１つの摩擦要素を解放し、解放されている
１つの摩擦要素を締結するという掛け替え油圧制御により行われる。この変速制御は、前
処理制御→トルクフェーズ制御→イナーシャフェーズ制御→CL同期フェーズ制御→後処理
制御へと移行して変速を完了する。このとき、変速開始から変速終了までを、前処理/ト
ルクフェーズ/イナーシャフェーズ/CL同期フェーズ/後処理というように個別に分けて管
理している。このフェーズ個別管理は、タイマー情報や自動変速機ATの入出力回転数から
演算されるギア比変化情報、等を用い、変速の進行度合いを監視することで行っている。
以下、変速禁止フラグの設定作用について説明する。
【００７６】
　実施例１では、モータ回転数制御中の変速であり、変速制御側でギア比の判定ができな
いとき、変速禁止フラグ＝１（禁止）を設定する。
すなわち、エンジン始動制御やWSCモード中は、モータ回転数制御により第２クラッチCL2
のスリップ制御が行われる。このとき、変速制御を入れると、変速制御側では変速の進行
を監視できなくなり、クラッチの解放・締結状態が読めなく、大きな変速ショックが出て
しまう可能性がある。
したがって、この条件に合致するエンジン始動中においてアップ変速全域禁止とし、WSC
モード中においてアップ/ダウン変速共に全域禁止とする。このため、変速制御を入れる
とクラッチの解放・締結状態が読めない走行状況において、エンジン始動制御中に変速制
御を入れることによる変速ショックの発生を未然に防止できる。
なお、エンジン始動中におけるダウン変速は、主にドライバーのアクセル踏み込み操作に
より発生するため、ドライバーの駆動力コントロール性を重視し、ラグを無くすために変
速禁止フラグ＝０（許可）する。
【００７７】
　実施例１では、アクセル一定による変速であり、ドライバーからのショック低減要求が
高いとき、変速禁止フラグ＝１（禁止）を設定する。
すなわち、アクセル操作量を一定に保ったままでの走行中は、ラグ感度とショック感度の
うち、ショック感度が高くなる。
したがって、この条件に合致するエンジン始動中のアクセル一定によるパワーオンダウン
変速の場合、ラグ感度よりもショック感度を優先して禁止する。このため、ドライバーか
らのショック低減要求が高い運転状態において、エンジン始動制御中に変速制御を入れる
ことによる変速ショックの発生を未然に防止できる。
【００７８】
　実施例１では、変速機入力トルクの管理が難しい変速であり、ショックに影響する可能
性が高いとき、変速禁止フラグ＝１（禁止）を設定する。
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すなわち、アクセル足離しによるコースト走行時や第２クラッチCL2滑らせないバックア
ップ始動時には、変速機入力トルクの管理が難しく、エンジン始動中に変速制御を入れる
と、大きなショックは出る可能性が高くなる。
したがって、この条件に合致するコーストでのエンジン始動時においてアップ/ダウン変
速共に全域禁止し、バックアップ始動時においてアップ/ダウン変速共に全域禁止する。
このため、変速機入力トルクの管理が難しい走行状況において、エンジン始動制御中に変
速制御を入れることによる変速ショックの発生を未然に防止できる。
【００７９】
　［変速制御の開始後に始動要求があるときのエンジン/変速協調制御作用］
実施例１の変速制御の開始後に始動要求があるときのエンジン/変速協調制御作用を、図
８のフローチャートに基づき説明する。
【００８０】
　変速制御の開始から終了までの変速制御中にエンジン始動要求があり、かつ、始動禁止
フラグが始動禁止フラグ＝０（許可）であるときには、図８のフローチャートにおいて、
ステップＳ２１→ステップＳ２２→ステップＳ２５→ステップＳ２７へと進む。つまり、
エンジン始動要求タイミングでエンジン始動制御が開始される。そして、ステップＳ２７
からは、ステップＳ２８→ステップＳ２９へと進み、ステップＳ２８→ステップＳ２９へ
と進む流れを繰り返すことでエンジン始動制御と変速制御を同時処理とする。そして、ス
テップＳ２９にて始動/変速制御終了と判断されると、始動/変速の協調制御を終了する。
【００８１】
　変速制御の開始から終了までの変速制御中にエンジン始動要求があり、かつ、始動禁止
フラグが始動禁止フラグ＝１（禁止）で、始動要求がフェールセーフ要求やコンポ保護要
求ではないときには、図８のフローチャートにおいて、ステップＳ２１→ステップＳ２２
→ステップＳ２５→ステップＳ２６へと進み、始動禁止フラグ＝１である間は、ステップ
Ｓ２５→ステップＳ２６へと進む流れが繰り返される。そして、始動禁止フラグ＝１から
始動禁止フラグ＝０に書き換えられると、ステップＳ２５からステップＳ２７へと進み、
フラグ書き換えタイミングにてエンジン始動制御が開始される。そして、ステップＳ２７
からは、ステップＳ２８→ステップＳ２９へと進み、ステップＳ２８→ステップＳ２９へ
と進む流れを繰り返すことでエンジン始動制御と変速制御を同時処理とする。そして、ス
テップＳ２９にて始動/変速制御終了と判断されると、始動/変速の協調制御を終了する。
【００８２】
　したがって、エンジン始動制御と変速制御を同時処理としてもショックが問題ない状況
下（始動禁止フラグ＝０）では、変速制御中にエンジン始動要求があったとき、エンジン
始動要求タイミングで応答良くエンジン始動制御が開始される。また、エンジン始動制御
と変速制御を同時処理とするとショックが問題ある状況下（始動禁止フラグ＝１）では、
変速制御中にエンジン始動要求があったとき、エンジン始動制御を許可できるタイミング
（フラグ書き換えタイミング）まで待ってエンジン始動制御が開始される。
【００８３】
　すなわち、ショックが問題ない状況下では、エンジン始動制御の開始待ちをすることな
く、エンジン始動制御と変速制御が高応答により同時処理される。また、ショックが問題
ある状況下においても、ショックが問題ない状況に移行するまでの最小限によるエンジン
始動制御の開始待ちにより、エンジン始動制御と変速制御が同時処理される。
このため、変速制御中にエンジン始動要求があったとき、ショックを防止するだけでなく
、ラグ・燃費への跳ね返りを最小限に抑えることができる。以下、始動禁止フラグの設定
作用について説明する。
【００８４】
　実施例１では、エンジン始動制御でスリップさせる第２クラッチCL2と、変速に関与す
る変速クラッチと、の容量バランスにより、第２クラッチCL2がスリップを維持できない
変速フェーズのとき、始動禁止フラグ＝１（禁止）を設定する。
すなわち、変速制御中、第２クラッチCL2がスリップを維持できない状況でエンジン始動
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制御を入れると、大きな始動ショックが発生するおそれがある。
したがって、この条件に合致する１→２アップ変速での前処理中においてエンジン始動を
禁止する。このため、エンジン始動制御を入れると第２クラッチCL2がスリップを維持で
きない状況において、変速制御中にエンジン始動制御を入れることによる始動ショックの
発生を未然に防止できる。
【００８５】
　実施例１では、エンジン始動制御を入れると、エンジン始動制御でスリップさせる第２
クラッチCL2と、変速での締結クラッチと、が同じクラッチになる変速中のとき、始動禁
止フラグ＝１（禁止）を設定する。
すなわち、エンジン始動制御でスリップさせる第２クラッチCL2と、変速での締結クラッ
チが同じクラッチであると、強制スリップインができず、大きな始動ショックが発生する
おそれがある。
したがって、この条件に合致する２→３アップ変速中と３→４アップ変速中においてエン
ジン始動を禁止する。このため、エンジン始動制御を入れるとエンジン始動制御でスリッ
プさせる第２クラッチCL2と変速での締結クラッチが同じクラッチとなる状況において、
変速制御中にエンジン始動制御を入れることによる始動ショックの発生を未然に防止でき
る。
【００８６】
　実施例１では、ワンウェイクラッチを用いた変速中のとき、始動禁止フラグ＝１（禁止
）を設定する。
すなわち、ワンウェイクラッチを用いた変速中にエンジン始動制御を入れると、ワンウェ
イクラッチの衝突ショックが発生するおそれがある。
したがって、この条件に合致する３→２ダウン変速中と２→１ダウン変速中においてエン
ジン始動を禁止する。このため、ワンウェイクラッチを用いた変速が行われている状況に
おいて、変速制御中にエンジン始動制御を入れることによる衝突ショックの発生を未然に
防止できる。
【００８７】
　実施例１では、変速においてモータ回転数制御が行われている変速フェーズ領域のとき
、始動禁止フラグ＝１（禁止）を設定する。
すなわち、モータ回転数制御が行われている変速中にエンジン始動制御が入ると、第２ク
ラッチCL2のスリップを誤判定してしまい、飛び出し感が出てしまうおそれがある。
したがって、この条件に合致する変速フェーズがCL同期フェーズ中の領域においてエンジ
ン始動を禁止する。このため、モータ回転数制御が行われている変速フェーズ領域の状況
において、変速制御中にエンジン始動制御を入れることによる飛び出し感の発生を未然に
防止できる。
【００８８】
　［１→２アップ変速での設定例に基づく作用］
図１０は、１→２アップ変速時の変速指令ギア比NEXTGP_MAP・制御ギア比NEXTGP・現在ギ
ア比CURGP・入力回転の関係に対し(1)～(5)の各タイミングにて変速禁止や始動禁止や始
動許可の設定を行う例を示す設定例説明図である。
なお、「NEXTGP_MAP」とは、変速指令ギア比であり、図２に示すシフトマップ上で運転点
が変速線を横切ったときに出力される。「NEXTGP」とは、制御ギア比であり、各変速制御
が確定し、変速制御が開始される時に出力される。「CURGP」とは、現在ギア比であり、
各変速制御の終了時に出力される。
(1)は、エンジン始動中はアップ変速を禁止する排他処理による始動中Up変速全域禁止タ
イミングである。
(2)は、変速のうち前処理中はエンジン始動を禁止する変速前処理中始動禁止タイミング
である。
(3)は、変速のうちトルクフェーズ中であればエンジン始動を許可する変速トルクフェー
ズ中始動許可タイミングである。



(17) JP 5742124 B2 2015.7.1

10

20

30

40

50

(4)は、変速のうちイナーシャフェーズ中であればエンジン始動を許可する変速イナーシ
ャフェーズ中始動許可タイミングである。
(5)は、変速のうちCL同期フェーズ中であればエンジン始動を禁止する変速CL同期フェー
ズ中始動禁止タイミングである。
以下、各作用をタイミング(1)～(5)に分けて説明する。
【００８９】
　（始動中Up変速全域禁止タイミング(1)での排他制御作用）
図１１は、始動中Up変速全域禁止タイミング(1)でのタイムチャートである。以下、図１
１に基づいて始動中Up変速全域禁止タイミング(1)での排他制御作用を説明する。
エンジン始動中はアップ変速を禁止する排他処理による始動中Up変速全域禁止タイミング
の場合、時刻t1にてエンジン始動要求が出されると、時刻t1からエンジン始動制御が開始
され、時刻t4にてエンジン始動制御を終了する。変速制御側では、時刻t1の直後の時刻t2
にて変速要求が出されても、時刻t1～時刻t4のエンジン始動制御中は変速禁止フラグが設
定されることで、エンジン始動制御が終了する時刻t4から変速制御が開始されることにな
る。すなわち、エンジン始動中はアップ変速を禁止する排他処理が行われることになり、
この場合、排他処理により入力回転が高くなることで、燃費の悪化となる。また、１速で
の駆動力の伝達で加速度Ｇが上昇した後、続いて２速へのアップ変速により加速Ｇが低下
するというように、ドライバーに対し駆動力違和感を与えることになる。
【００９０】
　（変速前処理中始動禁止タイミング(2)での協調制御作用）
図１２は、変速前処理中始動禁止タイミング(2)でのタイムチャートである。以下、図１
２に基づいて変速前処理中始動禁止タイミング(2)での協調制御作用を説明する。
変速のうち前処理中はエンジン始動を禁止する変速前処理中始動禁止タイミングの場合、
時刻t1にて変速が開始されると、時刻t1～時刻t3が前処理中となり、この間は始動禁止フ
ラグが設定される。このため、時刻t2のタイミングにてエンジン始動要求があっても、エ
ンジン始動制御の開始が時刻t3まで待たれることになる。すなわち、変速制御中にエンジ
ン始動要求があった場合、変速フェーズのうち前処理の間は、エンジン始動を入れると、
第２クラッチCL2のスリップを維持できないため、この前処理の領域では、始動禁止フラ
グを設定することに該当する。そして、トルクフェーズ以降になると、変速制御とエンジ
ン始動制御が同時処理される。
【００９１】
　（変速トルクフェーズ中始動許可タイミング(3)での協調制御作用）
図１３は、変速トルクフェーズ中始動許可タイミング(3)でのタイムチャートである。以
下、図１３に基づいて変速トルクフェーズ中始動許可タイミング(3)での協調制御作用を
説明する。
変速のうちトルクフェーズ中であればエンジン始動を許可する変速トルクフェーズ中始動
許可タイミングの場合、時刻t1にて変速が開始されると、時刻t1～時刻t2が前処理中とな
り、この間は始動禁止フラグが設定される。そして、トルクフェーズ中である時刻t3のタ
イミングにてエンジン始動要求があると、直ちに時刻t3からエンジン始動制御が開始され
る。すなわち、変速フェーズのうち、トルクフェーズ中にエンジン始動要求があると、エ
ンジン始動要求のタイミングでエンジン始動制御を開始し、それ以降は、変速制御とエン
ジン始動制御が同時処理される。
【００９２】
　ここで、前処理の間は禁止しているエンジン始動を、トルクフェーズ中であれば許可す
る理由を説明する。
図１４は、変速トルクフェーズ中始動許可タイミング(3)での自動変速機ATにおける回転
数変化を示す共線図である。
１→２アップ変速時は、Low/Bを第２クラッチCL2とし、エンジン始動制御中にモータ回転
数制御により第２クラッチCL2のスリップ維持が必要である。
１→２アップ変速は、図１４(a)の１速インギア状態（図１３の時刻t1～t3）→図１４(b)
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のトルク/イナーシャフェーズ状態（図１３の時刻t3～t5）→図１４(c)の同期フェーズ状
態（図１３の時刻t5～t7）→図１４(d)の２速インギア状態（図１３の時刻t7～）を経過
して行われる。このとき、１→２アップ変速での締結要素である2346/Bの容量が、トルク
フェーズやイナーシャフェーズにおいて不足する。このため、図１４(b),(c)の点線に示
すように、入力回転が下がってしまい、第２クラッチCL2であるLow/Bのスリップを維持で
きなくなる。つまり、2346/Bが容量を持つまでに入力回転を１速以下の回転に引き下げて
しまうと、ショックやＧ引きが出てしまう可能性がある。
この入力回転を引き下げる要因は、第１クラッチCL1を掴みすぎ、あるいは、MGトルク不
足による変速機入力トルクの不足にあることを解明した。
したがって、トルクフェーズ中であれば積極的にエンジン始動制御の開始を許可すること
で、変速機入力トルクの不足が解消され、図１４の実線に示すように、第２クラッチCL2
（Low/B）のスリップ維持を行うことができる。
【００９３】
　（変速イナーシャフェーズ中始動許可タイミング(4)での協調制御作用）
図１５は、変速イナーシャフェーズ中始動許可タイミング(4)でのタイムチャートである
。以下、図１５に基づいて変速イナーシャフェーズ中始動許可タイミング(4)での協調制
御作用を説明する。
変速のうちイナーシャフェーズ中であればエンジン始動を許可する変速イナーシャフェー
ズ中始動許可タイミングの場合、変速フェーズのうちイナーシャフェーズの開始域である
時刻t4のタイミングにてエンジン始動要求があると、直ちに時刻t4からエンジン始動制御
が開始され、時刻t7にてエンジン始動制御を終了する。一方、変速制御側は、エンジン始
動制御からの要求によりモータ回転数制御が行われることで、時刻t4から時刻t7まで次変
速の変速禁止フラグが設定される。
【００９４】
　（変速CL同期フェーズ中始動禁止タイミング(5)での協調制御作用）
図１６は、変速CL同期フェーズ中始動禁止タイミング(5)でのタイムチャートである。以
下、図１６に基づいて変速CL同期フェーズ中始動禁止タイミング(5)での協調制御作用を
説明する。
変速のうちCL同期フェーズ中であればエンジン始動を禁止する変速CL同期フェーズ中始動
禁止タイミングの場合、CL同期フェーズ中（時刻t4～時刻t6）の時刻t5のタイミングでエ
ンジン始動要求があると、時刻t6までエンジン始動制御の開始が待たれる。そして、エン
ジン始動制御側では、時刻t6からエンジン始動制御が開始され、時刻t8で終了する。変速
制御側では、時刻t6から時刻t7までエンジン始動制御からの要求によりモータ回転数制御
が行われることで、次変速を禁止する変速禁止フラグが設定される。但し、現変速は続行
するため、時刻t6の直後に変速を終了させる。
【００９５】
　次に、効果を説明する。
実施例１のハイブリッド車両の制御装置にあっては、下記に列挙する効果を得ることがで
きる。
【００９６】
　(1) エンジンEngと、
前記エンジンEngから駆動輪RL,RRへの駆動系に設けられ、前記エンジンEngの始動と前記
駆動輪RL,RRの駆動を行うモータ（モータ/ジェネレータMG）と、
前記エンジンEngと前記モータ（モータ/ジェネレータMG）の連結部に設けられ、前記エン
ジンEngと前記モータ（モータ/ジェネレータMG）を駆動源とするハイブリッド車モード（
HEVモード）と、前記モータ（モータ/ジェネレータMG）を駆動源とする電気自動車モード
（EVモード）と、を切り替えるモード切り替え手段（第１クラッチCL1）と、
前記モータ（モータ/ジェネレータMG）と前記駆動輪RL,RRとの間に介装され、変速比が異
なる複数の変速段を有する自動変速機ATと、
前記ハイブリッド車モード（HEVモード）へのモード遷移時、始動要求に基づいて前記エ
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ンジンEngの始動制御を行い、前記電気自動車モード（EVモード）へのモード遷移時、停
止要求に基づいて前記エンジンEngの停止制御を行うエンジン始動/停止制御手段（統合コ
ントローラ１０）と、
走行時、変速要求に基づいて前記自動変速機ATの変速段を現変速段から要求変速段へ移行
する変速制御を行う変速制御手段（ＡＴコントローラ７）と、
前記エンジンEngの始動/停止制御と前記自動変速機ATの変速制御のうち、一方の制御中に
他方の制御要求があったとき、要求タイミングで他方の制御を開始してもショックが許容
値を越えない場合、要求タイミングで他方の制御を開始し、要求タイミングで他方の制御
を開始するとショックが許容値を越える場合、他方の制御を許可できるタイミングまで待
って他方の制御を開始するエンジン/変速協調制御手段（図６～図８）と、
を備える。
このため、エンジンEngの始動/停止制御と自動変速機ATの変速制御のうち、一方の制御中
に他方の制御要求があったとき、ショックを防止するだけでなく、ラグ・燃費への跳ね返
りを最小限に抑えることができる。
【００９７】
　(2) 前記エンジン始動制御を開始した後、変速制御を入れるとショックに影響する条件
が成立するとき、変速禁止フラグを設定する変速禁止フラグ設定手段（変速禁止判定部１
０ｄ）を設け、
前記エンジン/変速協調制御手段（図７）は、前記エンジン始動制御中に変速制御要求が
あったとき、変速禁止フラグが非設定であれば、要求タイミングで変速制御を開始し、変
速禁止フラグが設定であれば、変速禁止フラグが非設定になるタイミングまで待って変速
制御を開始する。
このため、エンジン始動制御中に変速制御要求があったとき、ショックを防止するだけで
なく、ラグ・燃費への跳ね返りを最小限に抑えることができる。
【００９８】
　(3) 前記変速禁止フラグ設定手段（変速禁止判定部１０ｄ）は、モータ回転数制御中の
変速であり、変速制御側でギア比の判定ができないとき、変速禁止フラグを設定する。
このため、(2)の効果に加え、変速制御を入れるとクラッチの解放・締結状態が読めない
走行状況において、エンジン始動制御中に変速制御を入れることによる変速ショックの発
生を未然に防止できる。
【００９９】
　(4) 前記変速禁止フラグ設定手段（変速禁止判定部１０ｄ）は、アクセル一定による変
速であり、ドライバーからのショック低減要求が高いとき、変速禁止フラグを設定する。
このため、(2),(3)の効果に加え、ドライバーからのショック低減要求が高い運転状態に
おいて、エンジン始動制御中に変速制御を入れることによる変速ショックの発生を未然に
防止できる。
【０１００】
　(5) 前記変速禁止フラグ設定手段（変速禁止判定部１０ｄ）は、変速機入力トルクの管
理が難しい変速であり、ショックに影響する可能性が高いとき、変速禁止フラグを設定す
る。
このため、(2)～(4)の効果に加え、変速機入力トルクの管理が難しい走行状況において、
エンジン始動制御中に変速制御を入れることによる変速ショックの発生を未然に防止でき
る。
【０１０１】
　(6) 前記変速制御を開始した後、エンジン始動制御を入れるとショックに影響する条件
が成立するとき、始動禁止フラグを設定する始動禁止フラグ設定手段（始動禁止フラグ生
成部７１ａ）を設け、
前記エンジン/変速協調制御手段（図８）は、前記変速制御中にエンジン始動制御要求が
あったとき、始動禁止フラグが非設定であれば、要求タイミングでエンジン始動制御を開
始し、始動禁止フラグが設定であれば、始動禁止フラグが非設定になるタイミングまで待
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ってエンジン始動制御を開始する。
このため、変速制御中にエンジン始動制御要求があったとき、ショックを防止するだけで
なく、ラグ・燃費への跳ね返りを最小限に抑えることができる。
【０１０２】
　(7) 前記始動禁止フラグ設定手段（始動禁止フラグ生成部７１ａ）は、始動制御でスリ
ップさせるスリップクラッチと、変速に関与する変速クラッチと、の容量バランスにより
、前記スリップクラッチがスリップを維持できない変速フェーズのとき、始動禁止フラグ
を設定する。
このため、(6)の効果に加え、エンジン始動制御を入れると第２クラッチCL2がスリップを
維持できない状況において、変速制御中にエンジン始動制御を入れることによる始動ショ
ックの発生を未然に防止できる。
【０１０３】
　(8) 前記始動禁止フラグ設定手段（始動禁止フラグ生成部７１ａ）は、始動制御を入れ
ると、始動制御でスリップさせるスリップクラッチと、変速での締結クラッチと、が同じ
クラッチになる変速中のとき、始動禁止フラグを設定する。
このため、(6),(7)の効果に加え、エンジン始動制御を入れるとエンジン始動制御でスリ
ップさせる第２クラッチCL2と変速での締結クラッチが同じクラッチとなる状況において
、変速制御中にエンジン始動制御を入れることによる始動ショックの発生を未然に防止で
きる。
【０１０４】
　(9) 前記始動禁止フラグ設定手段（始動禁止フラグ生成部７１ａ）は、ワンウェイクラ
ッチを用いた変速中のとき、始動禁止フラグを設定する。
このため、(6)～(8)の効果に加え、ワンウェイクラッチを用いた変速が行われている状況
において、変速制御中にエンジン始動制御を入れることによる衝突ショックの発生を未然
に防止できる。
【０１０５】
　(10) 前記始動禁止フラグ設定手段（始動禁止フラグ生成部７１ａ）は、変速において
モータ回転数制御が行われている変速フェーズ領域のとき、始動禁止フラグを設定する。
このため、(6)～(9)の効果に加え、モータ回転数制御が行われている変速フェーズ領域の
状況において、変速制御中にエンジン始動制御を入れることによる飛び出し感の発生を未
然に防止できる。
【０１０６】
　以上、本発明のハイブリッド車両の制御装置を実施例１に基づき説明してきたが、具体
的な構成については、この実施例１に限られるものではなく、特許請求の範囲の各請求項
に係る発明の要旨を逸脱しない限り、設計の変更や追加等は許容される。
【０１０７】
　実施例１では、エンジン始動制御と変速制御のうち、一方の制御中に他方の制御要求が
あったときの例を示した。しかし、エンジン停止制御と変速制御のうち、一方の制御中に
他方の制御要求があった場合にも勿論、本発明の協調制御を用いることができる。
【０１０８】
　実施例１では、第２クラッチCL2を、有段式の自動変速機ATに内蔵した摩擦要素の中か
ら選択する例を示した。しかし、自動変速機ATとは別に第２クラッチCL2を設けても良く
、例えば、モータ/ジェネレータMGと変速機入力軸との間に自動変速機ATとは別に第２ク
ラッチCL2を設ける例や、変速機出力軸と駆動輪の間に自動変速機ATとは別に第２クラッ
チCL2を設ける例も含まれる。
【０１０９】
　実施例１では、自動変速機ATとして、前進７速後退１速の有段式の自動変速機を用いる
例を示した。しかし、変速段数はこれに限られるものではなく、変速段として２速段以上
の複数の変速段を有する自動変速機であれば良い。
【０１１０】
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　実施例１では、HEVモードとEVモードを切り替えるモード切り替え手段として、第１ク
ラッチCL1を用いる例を示した。しかし、HEVモードとEVモードを切り替えるモード切り替
え手段としては、例えば、プラネタリギア等のように、クラッチを用いることなくクラッ
チ機能を発揮するような差動装置や動力分割装置を用いる例としても良い。
【０１１１】
　実施例１では、制御装置を後輪駆動のハイブリッド車両に対し適用した例を示したが、
前輪駆動のハイブリッド車両に対しても適用することができる。要するに、自動変速機が
搭載され、走行モードとして、HEVモードとEVモードを有するハイブリッド車両であれば
適用できる。
【符号の説明】
【０１１２】
Eng　エンジン
CL1　第１クラッチ（モード切り替え手段）
MG　モータ/ジェネレータ（モータ）
CL2　第２クラッチ
AT　自動変速機
IN　変速機入力軸
M-O/P　メカオイルポンプ
S-O/P　サブオイルポンプ
RL　左後輪（駆動輪）
RR　右後輪（駆動輪）
１　エンジンコントローラ
２　モータコントローラ
３　インバータ
４　バッテリ
５　第１クラッチコントローラ
６　第１クラッチ油圧ユニット
７　ＡＴコントローラ
７１ａ　始動禁止フラグ生成部（始動禁止フラグ設定手段）
８　第２クラッチ油圧ユニット
９　ブレーキコントローラ
１０　統合コントローラ
１０ｄ　変速禁止判定部（変速禁止フラグ設定手段）
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