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(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
エンジンの運転状態を検出する運転状態検出手段と、運転状態に応じて駆動輪に伝達さ
れる目標トルクを設定する目標トルク設定手段と、エンジンに駆動連結される電動機と、
エンジンにより駆動されて発電する発電状態とエンジンの駆動トルクをアシストするトル
クアシスト状態とに電動機を上記目標トルクに応じて切換制御する電動機制御手段と、排
気ガス中のパティキュレートマターを吸着するパティキュレートマター吸着手段とを備え
たハイブリッド車両の制御装置において、上記パティキュレートマター吸着手段に吸着さ
れたパティキュレートマターの吸着量に関するパラメータを検出するパラメータ検出手段
と、上記パティキュレートマター吸着手段のパティキュレート吸着量が基準値以上である

10

場合に排気ガス温度を上昇させるようにエンジンを制御することによりパティキュレート
マターを燃焼させてパティキュレートマター吸着手段を再生する再生手段と、車両の走行
環境を検出する走行環境検出手段と、上記パラメータ検出手段により検出されたパティキ
ュレートマターの吸着量と上記走行環境検出手段により検出された車両の走行環境とに応
じて上記電動機を発電状態とするか否かの判定基準となる目標トルクの閾値または発電状
態における発電量の少なくとも一方を変更する変更手段とを備え、パラメータ検出手段に
より検出されたパティキュレートマターの吸着量が設定値以上にある状態で、パティキュ
レートマター吸着手段の再生制御を実行するのに不適切な特定環境を車両が走行する予定
であることが運転状態検出手段により検出されたときには、車両が上記特定環境に到達す
る前にパティキュレートマターの吸着量が基準値となるように、上記目標トルクの閾値ま

20

(2)

JP 3897000 B2 2007.3.22

たは発電量を増大補正し、またパラメータ検出手段により検出されたパティキュレートマ
ターの吸着量が設定値以上にある状態で、パティキュレートマター吸着手段の再生制御を
実行するのに不適切な特定環境を車両が走行していることが運転状態検出手段により検出
されたときには、上記目標トルクの閾値または発電量を減少補正することでパティキュレ
ートマターの発生量が増大するのを抑制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２】
上記特定環境が静粛な走行を必要とする地域であることを特徴とする請求項１記載のハ
イブリッド車両の制御装置。
【請求項３】

10

上記特定環境が低速走行路であることを特徴とする請求項１記載のハイブリッド車両の
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、エンジンにより駆動されて発電する発電状態とエンジンの駆動トルクをアシス
トするトルクアシスト状態とに切換制御される電動機と、エンジンの排気通路に設けられ
たパティキュレートマター吸着手段とを備えたハイブリッド車両の制御装置に関するもの
である。
【０００２】
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【従来の技術】
近年、エンジンと電動機とを組み合わせ、必要に応じてエンジンにより電動機を駆動して
発電を行ったり、電動機によりエンジンを補助的に駆動するトルクアシストを行ったりす
るようなハイブリッド車両が開発されている。このハイブリッド車両では、走行負荷に相
当するエンジン出力の目標値が低い領域において、エンジン出力を目標値よりも高めに設
定し、余剰出力により電動機を駆動して発電するとともに、そのエネルギーをバッテリに
貯蔵する。一方、エンジン出力の目標値が高い領域において、エンジン出力を目標値より
も低めに設定し、不足する出力を電動機の出力で補うこと、つまりバッテリに貯蔵したエ
ネルギーで電動機を駆動してその駆動トルクを駆動輪に伝達するトルクアシストを行うよ
うになっている。
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【０００３】
近年、エンジンの排気ガスに含まれる煤等からなる粒子状物質、つまりパティキュレート
マターの削減要求が高まっており、排気ガスからパティキュレートマターを除去する装置
としてパティキュレートフィルタ等からなるパティキュレートマター吸着手段が一般的に
用いられている。このパティキュレートマター吸着手段は、エンジンの排気通路に設けら
れて排気ガス中のパティキュレートマターを吸着して捕集するように構成されているが、
その吸着量が増加すると次第に目詰まりし、充分な捕集能力を発揮しなくなる。そこで、
上記目詰まりを解消する再生処理を行うハイブリッド車両として、パティキュレートマタ
ー吸着手段に吸着されたパティキュレートマターを高温の排気ガスにより確実に燃焼させ
ることができるように、上記パティキュレートマターを燃焼させる間、バッテリに対する
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充電を行ってエンジン出力を高めるとともに、その充電時間を延長するようにした技術が
知られている（例えば特許文献１参照）。
【０００４】
【特許文献１】
特開２００２−２４２７２１号公報
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
上記特許文献１に開示されているように、パティキュレートマター吸着手段に吸着された
パティキュレートマターを燃焼させる間、バッテリに対する充電を行ってエンジン出力を
高めるとともに、その充電時間を延長するように構成した場合には、再生処理中にエンジ
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ンの出力トルクを高める方向に制御することにより、排気ガスの温度を充分に上昇させて
上記パティキュレートマターを確実に燃焼させることができるとともに、その間にバッテ
リに充電されたエネルギーを有効に利用することができる。
【０００６】
しかし、住宅用地、教育施設用地もしくは医療施設用地等の静粛な走行が必要とされる領
域の走行時に、エンジンの出力トルクを高める方向に制御して排気ガス温度を上昇させる
ことによりパティキュレートマターの再生処理を行うと、エンジン騒音が発生するため、
上記地域の静粛性が損なわれて環境が悪化するという問題がある。また、低速走行が要求
される渋滞路等の走行時に、エンジンの出力トルクを高める方向に制御して排気ガス温度
を上昇させる上記再生処理が実行されると、この再生処理に必要な温度まで排気ガス温度
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を上昇させるために多くの燃料が消費されて燃費が悪化するという問題がある。
【０００７】
本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、パティキュレートマター吸着手段の再
生制御を適正時期に実行してエンジン騒音の発生および燃費の悪化等を抑制することがで
きるハイブリッド車両の制御装置を提供するものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
請求項１に係る発明は、エンジンの運転状態を検出する運転状態検出手段と、運転状態
に応じて駆動輪に伝達される目標トルクを設定する目標トルク設定手段と、エンジンに駆
動連結される電動機と、エンジンにより駆動されて発電する発電状態とエンジンの駆動ト
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ルクをアシストするトルクアシスト状態とに電動機を上記目標トルクに応じて切換制御す
る電動機制御手段と、排気ガス中のパティキュレートマターを吸着するパティキュレート
マター吸着手段とを備えたハイブリッド車両の制御装置において、上記パティキュレート
マター吸着手段に吸着されたパティキュレートマターの吸着量に関するパラメータを検出
するパラメータ検出手段と、上記パティキュレートマター吸着手段のパティキュレート吸
着量が基準値以上である場合に排気ガス温度を上昇させるようにエンジンを制御すること
によりパティキュレートマターを燃焼させてパティキュレートマター吸着手段を再生する
再生手段と、車両の走行環境を検出する走行環境検出手段と、上記パラメータ検出手段に
より検出されたパティキュレートマターの吸着量と上記走行環境検出手段により検出され
た車両の走行環境とに応じて上記電動機を発電状態とするか否かの判定基準となる目標ト
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ルクの閾値または発電状態における発電量の少なくとも一方を変更する変更手段とを備え
、パラメータ検出手段により検出されたパティキュレートマターの吸着量が設定値以上に
ある状態で、パティキュレートマター吸着手段の再生制御を実行するのに不適切な特定環
境を車両が走行する予定であることが運転状態検出手段により検出されたときには、車両
が上記特定環境に到達する前にパティキュレートマターの吸着量が基準値となるように、
上記目標トルクの閾値または発電量を増大補正し、またパラメータ検出手段により検出さ
れたパティキュレートマターの吸着量が設定値以上にある状態で、パティキュレートマタ
ー吸着手段の再生制御を実行するのに不適切な特定環境を車両が走行していることが運転
状態検出手段により検出されたときには、上記目標トルクの閾値または発電量を減少補正
することでパティキュレートマターの発生量が増大するのを抑制するものである。
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【０００９】
上記構成によれば、パティキュレートマター吸着手段に吸着されたパティキュレートマ
ターを燃焼させる再生制御が適正時期に実行されるように、パラメータ検出手段により検
出されたパティキュレートマターの吸着量と、走行環境検出手段により検出された車両の
走行環境とに基づき、パティキュレートマターの吸着量が設定値以上にある状態で、パテ
ィキュレートマター吸着手段の再生制御を実行するのに不適切な特定環境を車両が近い将
来に走行することがわかっている場合には、上記目標トルクの閾値または発電量の増大補
正が行われることにより、車両が特定環境に到達する前にパティキュレートマターの吸着
量が基準値となってパティキュレートマターを燃焼させる再生制御が実行され、これによ
り車両が特定環境に到達した後に再生制御が実行されることに起因した特定地域における
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エンジン騒音の発生および燃費の悪化等が効果的に防止されることになる。また、パティ
キュレートマターの吸着量が設定値以上にある状態で、車両が上記特定環境を走行してい
る場合には、上記目標トルクの閾値または発電量の減少補正が行われることにより、上記
特定環境の走行中にパティキュレートマターの吸着量が基準値となることが抑制され、上
記特定環境でパティキュレートマターを燃焼させる再生制御が実行されることに起因した
特定地域におけるエンジン騒音の発生および燃費の悪化等が効果的に防止されることにな
る。
【００１４】
請求項２に係る発明は、上記請求項１に記載のハイブリッド車両の制御装置において、
静粛な走行を必要とする地域が上記特定環境として設定されたものである。
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【００１５】
上記構成によれば、静粛な走行を必要とする地域に車両が到達する前にパティキュレート
マターの吸着量が基準値となってパティキュレートマターを燃焼させる再生制御が適正に
実行され、あるいは静粛な走行を必要とする地域の走行中にパティキュレートマターの吸
着量が基準値となることが抑制されて上記再生制御の実行が防止されるため、上記静粛な
走行を必要とする特定地域におけるエンジン騒音の発生が抑制されることになる。
【００１６】
請求項３に係る発明は、上記請求項１に記載のハイブリッド車両の制御装置において、
低速走行路が上記特定環境として設定されたものである。
【００１７】
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上記構成によれば、渋滞路等の低速走行路に車両が到達する前にパティキュレートマター
の吸着量が基準値となってパティキュレートマターを燃焼させる再生制御が適正に実行さ
れ、あるいは渋滞路等の走行中にパティキュレートマターの吸着量が基準値となることが
抑制されて上記再生制御の実行が防止されるため、渋滞路等の走行中に再生制御が実行さ
れることに起因した燃費の悪化が効果的に抑制されることになる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明の実施形態に係るハイブリッド車両の制御装置を示している。このハイブ
リッド車両にはディーゼルエンジン３が搭載され、そのクランクシャフトには連結軸２を
介して電動機１が連結されている。この電動機１は、バッテリ３２から供給される電気を
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動力源として回転駆動力をエンジン３に付与することによりトルクアシストを行うととも
に、エンジン３の回転駆動力が上記連結軸を介してモータ軸に伝達されて発電を行うよう
に構成されている。また、エンジン３には、トランスミッション４、プロペラシャフト５
、ドライブシャフト６および駆動輪７が、この順に接続されており、電動機１およびエン
ジン３の出力トルクが駆動輪７に伝達されるようになっている。
【００１９】
エンジン３には、燃焼用空気を吸入する吸気通路１１と、排気ガスを排出する排気通路１
２とが接続されるとともに、吸気通路１１と排気通路１２とを連通するＥＧＲ通路１３が
設けられている。このＥＧＲ通路１３中には、ＥＧＲバルブ１４が設けられ、このＥＧＲ
バルブ１４が開弁されることにより、排気ガスの一部が吸気通路１１に還流されるように
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なっている。
【００２０】
排気通路１２のＥＧＲ通路１３との分岐点より下流側には、排気ガス中に含まれるＨＣ、
ＣＯ等を酸化して浄化する酸化触媒２１が設けられている。この酸化触媒２１の直上流側
には、酸化触媒２１に流入する排気の温度を検知する温度センサ３６が設けられている。
【００２１】
また、上記酸化触媒２１の下流側には、排気ガス中のＮＯｘ（窒素酸化物）を吸着する窒
素酸化物吸着手段が設けられるとともに、この窒素酸化物吸着手段に吸着されたＮＯｘを
適宜還元して浄化する機能を有するＮＯｘ浄化触媒２２と、ディーゼルパティキュレート
マターフィルター（以下ＤＰＦという）２３からなるパティキュレートマター吸着手段と
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が設けられている。このＤＰＦ２３は、排気ガス中に含まれるパティキュレートマター（
以下ＰＭという）を捕集して排気ガスを浄化するものであり、ＤＰＦ２３の直上流側およ
び直下流側には、排気圧力を検知する圧力センサ３７，３８がそれぞれ設けられている。
【００２２】
電動機１にはインバータ３１を介してバッテリ３２が接続されている。そして、トルクア
シスト時には、バッテリ３２からインバータ３１を介して供給される電力に応じた出力ト
ルクが電動機１からエンジン３に付与され、電動機１がエンジン３により駆動される発電
時には、得られた電力がインバータ３１を介してバッテリ３２に供給されることにより充
電されるようになっている。
【００２３】

10

また、上記車両には、地図上の現在位置を表示し、あるいは目的地までの最適経路を表示
する等により運転者をガイドするナビゲーションシステム３４（走行環境検出手段）が搭
載されている。このナビゲーションシステム３４は目的地設定手段、現在位置センサおよ
び道路地図情報の記憶装置等を有している。
【００２４】
エンジンコントロールユニット（以下ＥＣＵという）３０は、電動機１およびエンジン３
を制御する制御ユニットであり、図２に示すように、アクセル開度センサ３３により検出
されたアクセル開度等に応じてエンジン３の運転状態を検出する運転状態検出手段４１と
、運転状態に応じて駆動輪７に伝達される目標トルクを設定する目標トルク設定手段４２
と、上記目標トルクに応じてエンジンの燃焼モードを切り換えるエンジン制御手段４３と
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、上記目標トルクに応じて電動機１を発電状態とトルクアシスト状態とに切り換える電動
機制御手段４４と、ＤＰＦ２３に吸着されたＰＭを燃焼させてＤＰＦ２３を再生させる再
生手段４５と、上記ＤＰＦ２３に吸着されたＰＭの吸着量と車両の走行環境とに応じて上
記電動機１を発電状態とするか否かの判定基準となる上記目標トルクの閾値を変更する変
更手段４６とを有している。
【００２５】
上記エンジン制御手段４３は、ＥＧＲ率が大きい予混合燃焼モード（第１燃焼モード）と
ＥＧＲ率が小さい拡散燃焼モード（第２燃焼モード）とをエンジンの運転状態に応じて切
り換えるように制御するものである。そのために、第１燃焼モードを実行する運転領域で
ある予混合燃焼領域と、第２燃焼モードを実行する運転領域である拡散燃焼領域とが予め

30

マップで設定されており、例えば図３に示すように、目標トルク設定手段４２において設
定されたエンジンの目標トルクが所定値α以下でＮＯｘの発生量が少ない低負荷領域が予
混合燃焼領域Ｈとされ、上記目標トルクが所定値αより大きく、ＮＯｘの発生量が多い高
負荷領域が拡散燃焼領域Ｄとされている。
【００２６】
ここで、予混合燃焼モードとは、過早着火防止のためＥＧＲ率を所定値以上に大きくしつ
つ、圧縮上死点よりかなり前の圧縮行程途中で燃料を噴射することにより、燃料と空気と
が充分に混合してから圧縮上死点付近で自己着火による燃焼が開始されるようにする第１
燃焼モードをいい、また、拡散燃焼モードとは、ＥＧＲ率を所定値より小さくしつつ、圧
縮上死点付近で燃料を噴射することにより、噴射開始直後に燃料の一部が自己着火し、そ
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の部分が核となって周囲の燃料噴霧および空気を巻き込みながら燃焼が拡散していくよう
にする第２燃焼モードをいう。なお、上記エンジン制御手段４３は、水温が所定温度より
も低い冷間時には、予混合燃焼モードの実行を禁止して、エンジンの全運転領域で拡散燃
焼モードを実行するようになっている。
【００２７】
また、上記電動機制御手段４４は、エンジン３の駆動トルクをアシストするトルクアシス
ト状態と、エンジン３により駆動される発電状態と、モータトルクを０として発電もトル
クアシストも行わない中立状態とに、運転状態に応じて電動機１を切り換える制御を実行
するものである。具体的には、図３に示すように、目標トルク設定手段４２において設定
された駆動輪７に伝達される目標トルクが第１閾値Ａ以下である場合に発電状態となり、
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上記目標トルクが第２閾値Ｂ以上である場合にトルクアシスト状態となり、かつ上記目標
トルクが第１閾値Ａと第２閾値Ｂとの間にある場合に中立状態となるように構成されてい
る。
【００２８】
上記再生手段４５は、圧力センサ３７，３８により検出されたＤＰＦ２３の前差圧に応じ
てＤＰＦ２３に吸着されたＰＭ量を推定し、前後差圧が大きく、ＰＭの吸着量が１００％
であると推定された場合に、電動機１を発電状態とし、エンジン出力を高める方向に制御
して燃料の主噴射量を増大させるとともに、必要に応じて燃料の後噴射を行って排気ガス
温度を増大させることにより、ＤＰＦ２３に吸着されたＰＭを燃焼させてＤＰＦ２３を再
生するように構成されている。

10

【００２９】
また、上記ＤＰＦ２３に吸着されたＰＭ量に関するパラメータを検出する上記圧力センサ
３７，３８の検出信号に応じ、ＰＭの吸着量が、例えば９０％程度の設定値以上にあると
推定された状態で、上記ナビゲーションシステム３４において上記ＤＰＦ２３の再生制御
を実行するのに不適切な特定環境、例えば住宅用地、教育施設用地もしくは医療施設用地
等の静粛な走行が必要とされる特定地域に車両が極めて近いこと、または渋滞路等の低速
走行路に車両が極めて近いことが確認された場合には、排気ガス温度を増大させることに
より、ＤＰＦ２３に吸着されたＰＭを燃焼させる再生制御が実行されるようになっている
。
【００３０】
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上記変更手段４６は、ＤＰＦ２３に吸着されたＰＭ量と、車両の走行環境とに応じて図３
に示す第１〜第３制御特性から一つの制御特性を選択することにより、上記電動機を発電
状態とするか否かの判定基準となる目標トルク（アクセル開度に対応してエンジン３およ
び電動機１から駆動輪７に伝達される駆動トルクの目標値）の第１閾値Ａを変更するよう
に構成されている。
【００３１】
具体的には、上記圧力センサ３７，３８により検出されたＤＰＦ２３の前後差圧に対応し
たＰＭの吸着量が設定値（９０％）以上にあると推定された状態で、上記ナビゲーション
システム３４により上記ＤＰＦ２３の再生制御を実行するのに不適切な特定環境を車両が
走行する予定であることが確認された場合に、上記目標トルクの第１閾値Ａが通常の第２
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制御特性に比べて増大補正された第１制御特性が選択されるように構成されている。また
、上記ＰＭの吸着量が設定値（９０％）以上にあると推定された状態で、上記ＤＰＦ２３
の再生制御を実行するのに不適切な特定環境を現在、車両が走行していることが確認され
た場合には、上記目標トルクの第１閾値Ａが通常の第２制御特性に比べて減少補正された
第３制御特性が選択されるようになっている。
【００３２】
上記第１制御特性は、電動機１をトルクアシスト状態とするか否かの判定基準となる目標
トルクの第２閾値Ｂを、通常の第２制御特性に比べて減少補正することにより、エンジン
３の高負荷域で電動機１によるトルクアシストを積極的に行うように設定されたものであ
る。このトルクアシストが行われることによりエンジンの高負荷域では、エンジン３の出
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力トルクが目標トルクに比べて低い値に設定され、燃料噴射量が通常時に比べて低減され
るために、燃焼室内の温度が低い値となってＮＯｘの発生量が効果的に抑制されることに
なる。
【００３３】
また、上記第１制御特性では、電動機１のトルクアシスト領域が増大するのに対応して、
上記電動機１を発電状態とするか否かの判定基準となる目標トルクの第１閾値Ａが通常の
第２制御特性に比べて増大補正され、電動機１による発電が積極的に行われることにより
、上記トルクアシストにより消費された電力の補充が充分に行われるようになっている。
このように目標トルクの第１閾値Ａを増大補正して電動機１による発電を積極的に行うよ
うにした場合には、低負荷領域でエンジン３の出力トルクが目標トルクよりも高い値に設
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定されるため、通常の第２特性に比べてＰＭの発生量が増大することになる。
【００３４】
上記第３制御特性は、電動機１を発電状態とするか否かの判定基準となる第１閾値Ａを、
通常の第２制御特性に比べて減少補正することにより、エンジン３の低負荷域で電動機１
による発電が行われる機会を低減させるものであり、これによりエンジンのエネルギー効
率が低下することに起因したＰＭ量の増大、つまり必要以上に多くの燃料が噴射されてＰ
Ｍの発生量が増大することが抑制されるように設定されている。また、上記第３制御特性
では、電動機１の発電領域が増大するのに対応して、上記電動機１をトルクアシスト状態
とするか否かの判定基準となる目標トルクの第２閾値Ｂが通常の第２制御特性に比べて増
大補正されるようになっている。

10

【００３５】
また、上記第１〜第３制御特性の何れにおいても、駆動輪７に伝達される目標トルクが所
定値α以下の予混合燃焼領域Ｈで、電動機１による発電が行われるとともに、上記目標ト
ルクが所定値αより大きい拡散燃焼領域Ｄで、電動機１によるトルクアシストが行われる
ように、上記目標トルクの第１閾値Ａおよび第２閾値Ｂが設定されている。これは、上記
予混合燃焼が行われる領域Ｈでは、ＥＧＲ量が多いとともに混合気が均一に拡散されて燃
焼がむらなく行われることにより、ＮＯｘの発生量が比較的に少なくなる傾向があるため
、上記領域Ｈで発電が行われることによりエンジン負荷が増大してもＮＯｘの発生量が極
端に増大することがないためである。これに対して拡散燃焼が行われる領域Ｄでは、ＮＯ
ｘの発生量が比較的多い傾向があるため、上記領域Ｄでトルクアシストを行ってエンジン
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負荷を低減することにより、ＮＯｘ発生量の増大を効果的に抑制するようにしている。
【００３６】
上記のように構成された制御装置の制御動作を、図４および図５に示すフローチャートに
基づいて説明する。上記制御動作がスタートすると、ナビゲーションシステム３４から出
力された現在位置の情報を入力した後（ステップＳ１）、この位置情報に基づいて現在、
車両が住宅用地、教育施設用地もしくは医療施設用地等の静粛な走行が必要とされる特定
地域を走行しているか否かを判定する（ステップＳ２）。このステップＳ２でＹＥＳと判
定されて車両が上記特定地域を走行中であることが確認された場合には、ＤＰＦ２３に吸
着されたＰＭの吸着量が設定値、例えば９０％以上であるか否かを判定し（ステップＳ３
）、ＮＯと判定された場合には、第２制御特性を選択して通常の制御を実行する（ステッ
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プＳ４）。
【００３７】
上記ステップＳ３でＹＥＳと判定されてＰＭの吸着量が設定値以上であることが確認され
た場合には、ＰＭの吸着量が１００％に設定された基準値となったか否かを判定し（ステ
ップＳ５）、ＮＯと判定されてＰＭの吸着量が９０％以上で、かつ１００％未満であるこ
とが確認された場合には、上記第１制御特性を選択してＮＯｘ抑制優先制御を実行する（
ステップＳ６）。上記ステップＳ５でＹＥＳと判定され、ＰＭの吸着量が１００％である
ことが確認された場合には、ＤＰＦ２３の再生制御を実行する（ステップＳ７）。
【００３８】
一方、ステップＳ２でＮＯと判定され、現在、車両が静粛な走行が必要とされる特定地域
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を走行中でないことが確認された場合には、ナビゲーションシステム３４から渋滞路に関
する情報を入力した後（ステップＳ８）、現在、車両が渋滞路を走行中であるか否かを判
定し（ステップＳ９）、ＹＥＳと判定された場合には、ステップＳ３に移行して上記制御
を実行する。
【００３９】
上記ステップＳ９でＮＯと判定されて渋滞路の走行状態にないことが確認された場合には
、現在位置から上記特定地域までの距離Ｌ１を算出するとともに（ステップＳ１０）、現
在位置から渋滞路までの距離Ｌ２を算出した後（ステップＳ１１）、上記両距離Ｌ１，Ｌ
２のうち短い方の距離Ｌを、上記特定地域または渋滞路からなる特定環境までの距離とし
て選定する（ステップＳ１２）。
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【００４０】
次いで、ＤＰＦ２３に吸着されたＰＭの吸着量が所定の設定値、例えば９０％よりも多い
か否かを判定し（ステップＳ１３）、ＹＥＳと判定された場合には、上記ステップＳ１２
で選定された距離Ｌが、予め５ｋｍ程度に設定された第１基準値未満であるか否かを判定
する（ステップＳ１４）。このステップＳ１４でＮＯと判定され、現在位置から上記特定
地域または渋滞路までの距離Ｌ１，Ｌ２が充分にあることが確認された場合には、第２制
御特性を選択して通常の制御を実行する（ステップＳ１５）。
【００４１】
上記ステップＳ１４でＹＥＳと判定された場合には、上記ステップＳ１２で選定された距
離Ｌが、予め５００ｍ程度に設定された第２基準値未満であるか否かを判定する（ステッ
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プＳ１６）。このステップＳ１６でＹＥＳと判定されて車両の現在位置が上記特定地域ま
たは渋滞路に極めて近いことが確認された場合には、この特定地域または渋滞路からなる
特定環境に車両が到達する前に再生制御を終了させることを目的として、上記時点でＤＰ
Ｆ２３の再生制御を実行する（ステップＳ１７）。
【００４２】
上記ステップＳ１６でＮＯと判定され、ＤＰＦ２３に吸着されたＰＭの吸着量が所定の設
定値（例えば９０％）以上の状態で、所定距離（５００ｍ〜５ｋｍ）を走行した後に、上
記特定環境または渋滞路等からなる特定環境を走行する予定であることが確認された場合
には、第３制御特性を選択してＮＯｘ抑制優先制御を実行する（ステップＳ１８）。
【００４３】
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また、上記ステップＳ１３でＮＯと判定されてＤＰＦ２３に吸着されたＰＭの吸着量が設
定値以下であることが確認された場合には、ＮＯｘ浄化触媒２２の窒素酸化物吸着手段に
吸着されたＮＯｘの吸着量が所定値Ｑよりも多いか否かを判定し（ステップＳ１９）、Ｎ
Ｏと判定された場合にはステップＳ１５に移行して通常の制御を実行する。
【００４４】
上記ステップＳ１９でＹＥＳと判定されてＮＯｘの吸着量が所定値Ｑよりも多いことが確
認された場合には、上記距離Ｌが、予め５ｋｍ程度に設定された第１基準値未満であるか
否かを判定し（ステップＳ２０）、ＮＯと判定された場合には、上記ステップＳ１５に移
行して通常の制御を実行する。一方、上記ステップＳ２０でＹＥＳと判定されて近い将来
に車両が上記特定環境を走行する予定であることが確認された場合には、上記ステップＳ
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１８に移行して第１制御特性を選択してＮＯｘ抑制優先制御を実行する。
【００４５】
上記のようにエンジンの運転状態を検出する運転状態検出手段４１と、車両の運転状態に
応じて駆動輪に伝達される目標トルクを設定する目標トルク設定手段４２と、エンジン３
に駆動連結される電動機１と、エンジン３により駆動されて発電する発電状態とエンジン
の駆動トルクをアシストするトルクアシスト状態とに上記目標トルクに応じて電動機１を
切換制御する電動機制御手段４４と、排気ガス中のＰＭ（パティキュレートマター）を吸
着するＤＰＦ（パティキュレートマター吸着手段）２３とを備えたハイブリッド車両の制
御装置において、上記ＤＰＦ２３に吸着されたＰＭの吸着量に関するパラメータを検出す
る圧力センサ（パラメータ検出手段）３７，３８と、上記ＤＰＦ２３のＰＭ吸着量が基準
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値以上である場合に排気ガス温度を上昇させるようにエンジンを制御することによりＰＭ
を燃焼させてＤＰＦ２３を再生する再生手段４５と、車両の走行環境を検出するナビゲー
ションシステム３４（走行環境検出手段）と、上記ＰＭ吸着量と車両の走行環境とに応じ
て上記電動機１を発電状態とするか否かの判定基準となる目標トルクの第１閾値Ａを変更
する変更手段４６とを設けたため、圧力センサ３７，３８の検出値に基づいて求められた
ＰＭの吸着量と、ナビゲーションシステム３４により検出された車両の走行環境とに基づ
き、ＤＰＦ２３に吸着されたＰＭを燃焼させる再生制御が適正時期に実行し、走行環境に
悪影響が与えられたり、燃費が悪化したりするのを防止できるという利点がある。
【００４６】
すなわち、上記実施形態に示すように、圧力センサ３７，３８の検出値に基づいて求めら
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れたＰＭ吸着量が設定値（９０％）以上にある状態で、ＤＰＦ２３の再生制御を実行する
のに不適切な特定地域、つまり住宅用地、教育施設用地もしくは医療施設用地等の静粛な
走行が必要とされる特定環境を車両が走行する予定であることが検出されたときには、上
記目標トルクの第１閾値Ａが通常の第２制御特性に比べて増大補正された第１制御特性を
選択し（図３参照）、電動機１が発電状態となる機会、つまりエンジン出力が目標トルク
に比べて高い値に設定される機会を増やすことにより、車両が上記特定環境に到達する前
にＰＭ吸着量が基準値（１００％）となって上記ＤＰＦ２３の再生制御が実行されること
になる。このため、上記特定環境に車両が到達した後にＤＰＦ２３の再生制御が実行され
ることによるエンジン騒音の発生を効果的に防止することができるとともに、上記特定環
境の走行中にＤＰＦ２３の機能を充分に発揮させて排気ガスを適正に浄化することができ
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る。
【００４７】
また、上記実施形態では、ＰＭ吸着量が設定値（９０％）以上にある状態で、ＤＰＦ２３
の再生制御を実行するのに不適切な特定環境を車両が走行していることが検出されたとき
に、上記目標トルクの第１閾値Ａが通常の第２制御特性に比べて減少補正された第３制御
特性を選択し、エンジン出力が目標トルクに比べて高い値に設定される発電状態となる機
会を減らすことにより、ＰＭの発生を抑制するように構成したため、上記特定環境の走行
中にＰＭ吸着量が基準値（１００％）となるのを効果的に防止することができる。したが
って、上記特定環境の走行時に、ＤＰＦ２３の再生制御が実行されることに起因したエン
ジン騒音の発生を効果的に抑制することができる。
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【００４８】
上記実施形態では、車両の低速走行が要求される渋滞路等の低速走行路を特定環境とし、
パラメータ検出手段の検出信号に応じて求められたＰＭ吸着量が設定値（９０％）以上に
ある状態で、低速走行路を車両が将来、走行する予定であることが検出されたときに、上
記目標トルクの閾値Ａが通常の第２制御特性に比べて増大補正された第１制御特性を選択
することにより、上記低速走行路に到達する前にＰＭ吸着量を基準値としてＰＭを燃焼さ
せる再生制御を適正に実行するように構成したため、低速走行路の走行時に上記再生制御
が実行されることに起因した燃費の悪化を効果的に防止することができる。すなわち、上
記低速走行路の走行時には、燃料の主噴射量が少なく、排気ガス温度も低いため、この低
速走行路の走行時に上記再生制御が実行されると、ＰＭを燃焼させ得る温度の排気ガス温
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度を上昇させるために燃料の後噴射を極端に増大させる必要があり、燃費が悪化する傾向
があるので、これを防止することにより、燃費を効果的に改善できるという利点がある。
【００４９】
さらに、上記実施形態では、ＰＭ吸着量が設定値（９０％）以上にある状態で、渋滞路等
の低速走行路を車両が走行していることが検出されたときに、上記目標トルクの閾値Ａが
通常の第２制御特性に比べて減少補正された第３制御特性を選択することにより、ＰＭ吸
着量が基準値となるのを抑制してパティキュレートマターを燃焼させる再生制御の実行を
防止するように構成したため、低速走行路の走行時に上記再生制御が実行されることに起
因した燃費の悪化を効果的に防止することができる。
【００５０】
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また、上記実施形態では、ＮＯｘ浄化触媒２２の窒素酸化物吸着手段に吸着されたＮＯｘ
の吸着量が所定値Ｑよりも多い状態で、例えば住宅用地、教育施設用地もしくは医療施設
用地等の静粛な走行が必要とされる特定地域を車両が走行する予定であること、つまり現
在位置から上記特定地域までの距離Ｌ１が第１基準値未満であることが確認された場合に
、第３制御特性を選択してＮＯｘ抑制優先制御を実行するように構成したため、上記特定
地域の走行時に、窒素酸化物吸着手段に吸着されるＮＯｘ量が過多になるという事態の発
生を効果的に防止することができる。したがって、空燃比を一時的にリッチ化して一酸化
炭素等の還元剤を排気通路１２に導出することにより、窒素酸化物吸着手段に吸着された
ＮＯｘを放出させて浄化するリッチスパイク制御が、住宅地等の特定地域に車両が到達し
た後に実行されることに起因したエンジン騒音の発生等を効果的に防止できるという利点
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がある。
【００５１】
なお、上記ＮＯｘ浄化触媒２２の窒素酸化物吸着手段に吸着されたＮＯｘの吸着量が所定
値Ｑよりも多い状態で、現在位置から上記特定地域までの距離Ｌ１が第２基準値未満であ
って車両が特定環境に極めて近い状態にあることが確認された場合に、その時点でリッチ
スパイク制御を実行することにより、車両が上記特定地域に到達する前に上記窒素酸化物
吸着手段に吸着されたＮＯｘを強制的に放出させて浄化するようにしてもよい。また、Ｎ
Ｏｘ浄化触媒２２の窒素酸化物吸着手段に吸着されたＮＯｘの吸着量が所定値Ｑよりも多
い状態で、上記特定地域の走行状態にあることが確認された場合に、第３制御特性を選択
してＮＯｘ抑制優先制御を実行することにより、上記特定地域の走行中にリッチスパイク
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制御が行われるのを防止するように構成することが望ましい。
【００５２】
また、上記ＤＰＦ２３に吸着されたＰＭ量と、車両の走行環境とに応じて図３に示す第１
〜第３制御特性から一つの制御特性を選択することにより、上記電動機１を発電状態とす
るか否かの判定基準となる目標トルクの第１閾値Ａを変更するようにした上記実施形態に
代え、図６に示すように、モータトルクが負の値となる発電領域における発電量が通常の
第２制御特性に比べて増大補正された第１制御特性と、上記発電領域における発電量が通
常の第２制御特性に比べて減少補正された第３制御特性と、通常の第２制御特性とを設け
、ＤＰＦ２３に吸着されたＰＭ量と、車両の走行環境とに応じて図６に示す第１〜第３制
御特性から一つの制御特性を選択することにより、上記電動機１の発電量を変更するよう
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に構成してもよい。
【００５３】
すなわち、図６は、横軸に、車輪に伝達されるエンジントルクの目標値をとるとともに、
縦軸に、電動機１からエンジンに入力されるモータトルクをとったものであり、このモー
タトルクが正の場合に、電動機１からエンジン３に対するトルクアシストが行われ、逆に
モータトルクが負の場合に、エンジン３から電動機１に駆動力が付与されて発電が行われ
るようになっている。図６に示す何れの制御特性も、駆動輪７に伝達される目標トルクが
低い領域が発電領域となり、要求エンジントルクが高い領域が高開度のときにはアシスト
領域となるように設定され、かつ上記発電領域とアシスト領域の間には、モータトルクが
０となって発電もトルクアシストもなされない中立の領域が設けられている。
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【００５４】
図６に示す３種類の制御特性のうちで第１制御特性は、発電状態における発電量が小さく
抑えられるとともに、これに対応してトルクアシスト状態におけるトルクアシスト量が小
さく抑えられることにより、ＮＯｘの発生が抑制されるように設定されている。第３制御
特性は、発電状態における発電量が大きく設定されるとともに、これに対応してトルクア
シスト領域におけるトルクアシスト量が大きな値に設定されることにより、ＰＭの発生が
抑制されるようになっている。また、第２制御特性は、発電状態における発電量およびト
ルクアシスト状態におけるトルクアシスト量が、第１，第２制御特性の略中間の値に設定
されている。
【００５５】
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そして、ＰＭ吸着量が設定値以上にある状態で、ＤＰＦ２３の再生制御を実行するのに不
適切な特定環境を車両が走行する予定であることが検出されたときには、発電機１の発電
量が増大補正された上記第１制御特性を選択してＮＯｘ抑制優先制御を実行することによ
り、車両が特定環境に到達する前にＰＭ吸着量が基準値なってＰＭを燃焼させる再生制御
が行われるため、上記特定環境内でＤＰＦ２３の再生制御が実行されることに起因したエ
ンジン騒音の発生を効果的に防止することができる。
【００５６】
また、ＰＭ吸着量が設定値以上にある状態で、ＤＰＦ２３の再生制御を実行するのに不適
切な特定環境を車両が走行していることが検出されたときには、発電機１の発電量が減少
補正された上記第３制御特性を選択してＰＭ抑制優先制御を実行することにより、上記特
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定環境の走行中にＰＭ吸着量が基準値となることを防止できるため、この特定環境内でＤ
ＰＦ２３の再生制御が実行されることに起因したエンジン騒音の発生を効果的に防止でき
るという利点がある。
【００５７】
上記実施形態では、特にＰＭが問題視され易いディーゼルエンジンを対象とし、これに対
応するパティキュレートフィルタ（ＤＰＦ２３）を設けた例について説明したが、ＰＭは
ガソリンエンジンであっても発生するので、それを除去するためにガソリンエンジン用の
ＰＦを設けることも有効であるため、本発明は、このようなガソリンエンジン搭載のハイ
ブリッド車両の制御装置についても適用可能である。
【００５８】
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【発明の効果】
以上のように本発明は、エンジンの運転状態を検出する運転状態検出手段と、運転状態
に応じて駆動輪に伝達される目標トルクを設定する目標トルク設定手段と、エンジンに駆
動連結される電動機と、エンジンにより駆動されて発電する発電状態とエンジンの駆動ト
ルクをアシストするトルクアシスト状態とに電動機を上記目標トルクに応じて切換制御す
る電動機制御手段と、排気ガス中のパティキュレートマターを吸着するパティキュレート
マター吸着手段とを備えたハイブリッド車両の制御装置において、上記パティキュレート
マター吸着手段に吸着されたパティキュレートマターの吸着量に関するパラメータを検出
するパラメータ検出手段と、上記パティキュレートマター吸着手段のパティキュレート吸
着量が基準値以上である場合に排気ガス温度を上昇させるようにエンジンを制御すること
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によりパティキュレートマターを燃焼させてパティキュレートマター吸着手段を再生する
再生手段と、車両の走行環境を検出する走行環境検出手段と、上記パラメータ検出手段に
より検出されたパティキュレートマターの吸着量と上記走行環境検出手段により検出され
た車両の走行環境とに応じて上記電動機を発電状態とするか否かの判定基準となる目標ト
ルクの閾値または発電状態における発電量の少なくとも一方を変更する変更手段とを備え
、パラメータ検出手段により検出されたパティキュレートマターの吸着量が設定値以上に
ある状態で、パティキュレートマター吸着手段の再生制御を実行するのに不適切な特定環
境を車両が走行する予定であることが運転状態検出手段により検出されたときには、車両
が上記特定環境に到達する前にパティキュレートマターの吸着量が基準値となるように、
上記目標トルクの閾値または発電量を増大補正し、またパラメータ検出手段により検出さ
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れたパティキュレートマターの吸着量が設定値以上にある状態で、パティキュレートマタ
ー吸着手段の再生制御を実行するのに不適切な特定環境を車両が走行していることが運転
状態検出手段により検出されたときには、上記目標トルクの閾値または発電量を減少補正
することでパティキュレートマターの発生量が増大するのを抑制するように構成しため、
パラメータ検出手段によって検出されたパティキュレートマターの吸着量と、走行環境検
出手段によって検出された車両の走行環境とに基づき、上記電動機を発電状態とするか否
かの判定基準となる目標トルクの閾値または発電状態における発電量の少なくとも一方を
変更することにより、走行環境に悪影響が与えられる等の弊害を防止しつつ、パティキュ
レートマター吸着手段に吸着されたパティキュレートマターを燃焼させる再生制御を適正
に実行できるという利点がある。
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【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る制御装置を備えたハイブリッド車両の概略説明図である。
【図２】ＥＣＵに設けられた制御装置の具体的構成を示すブロック図である。
【図３】エンジントルクをパラメータとして設定された制御特性図である。
【図４】上記制御装置による制御動作の前半部を示すフローチャートである。
【図５】上記制御装置による制御動作の後半部を示すフローチャートである。
【図６】エンジントルクとモータトルクとをパラメータとして設定された制御特性図であ
る。
【符号の説明】
１

電動機
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３

エンジン

７

駆動輪

２３

ＤＰＦ（パティキュレートマター吸着手段）

３４

ナビゲーションシステム（運転環境検出手段）

３７，３８

圧力センサ（パラメータ検出手段）

４１

運転状態判定手段

４２

目標トルク設定手段

４４

電動機制御手段

４５

再生手段

４６

変更手段

【図１】
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【図２】

【図３】
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【図４】

【図６】

【図５】

JP 3897000 B2 2007.3.22

(14)

JP 3897000 B2 2007.3.22

フロントページの続き
(51)Int.Cl.

ＦＩ

Ｂ６０Ｌ 11/14
Ｆ０１Ｎ 3/02
Ｆ０２Ｄ 29/06

(2006.01)
(2006.01)

Ｂ６０Ｌ 11/14

ＺＨＶ

Ｆ０１Ｎ

3/02

３２１Ｂ

(2006.01)

Ｆ０２Ｄ 29/06

Ｄ

Ｆ０２Ｄ 29/06

Ｌ

(72)発明者 定平 誠二
広島県安芸郡府中町新地３番１号 マツダ株式会社内
(72)発明者 前本 敏文
広島県安芸郡府中町新地３番１号 マツダ株式会社内
審査官 所村 陽一
(56)参考文献 特開平０８−０６１１０５（ＪＰ，Ａ）
特開２００２−２４２７２１（ＪＰ，Ａ）
特開２００３−０３２８０７（ＪＰ，Ａ）
(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
F02D 29/02

ZAB

B60K 6/04
B60L 11/14
B60W 10/00
B60W 10/08
B60W 20/00
F01N 3/02
F02D 29/06

ZHV

