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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走行用の動力を出力可能で排気浄化用の浄化触媒を有する浄化装置が排気系に取り付け
られた内燃機関と、走行用の動力を入出力可能な電動機と、前記電動機と電力のやりとり
が可能な蓄電手段と、を備え、前記電動機から入出力される動力だけを用いて走行する電
動走行と前記内燃機関から出力される動力と前記電動機から入出力される動力とを用いて
走行するハイブリッド走行とが可能なハイブリッド車であって、
　走行に要求される走行用パワーを設定する走行用パワー設定手段と、
　前記浄化触媒の暖機を行なう際の前記内燃機関の回転数を大きくするための所定アップ
条件が成立しているときに回転数アップ要求を設定する回転数アップ要求設定手段と、
　前記浄化触媒の暖機を行なう際、前記回転数アップ要求が設定されていないときには前
記内燃機関を第１の回転数で運転したときに前記浄化触媒の暖機に適した第１の触媒暖機
条件により前記浄化触媒の暖機が完了するまで該第１の触媒暖機条件を継続して前記内燃
機関が前記第１の回転数の暖機運転状態で運転されると共に前記設定された走行用パワー
により走行するよう前記内燃機関と前記電動機とを制御し、前記回転数アップ要求が設定
されているときには前記内燃機関を前記第１の回転数より大きな第２の回転数で運転した
ときに前記浄化触媒の暖機に適した第２の触媒暖機条件により前記浄化触媒の暖機が完了
するまで該第２の触媒暖機条件を継続して前記内燃機関が前記第２の回転数の暖機運転状
態で運転されると共に前記設定された走行用パワーにより走行するよう前記内燃機関と前
記電動機とを制御する制御手段と、
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　を備えるハイブリッド車。
【請求項２】
　請求項１記載のハイブリッド車であって、
　前記第１の触媒暖機条件は、前記内燃機関を始動した直後の燃料増量補正を第１の燃料
増量補正とする条件，前記燃料増量補正における燃料増量を減衰するタイミングを第１の
タイミングとする条件，前記内燃機関を始動する際のクランキング時におけるスロットル
開度の締め込み量を第１の締め込み量とする条件，前記内燃機関が始動された後に前記浄
化触媒を暖機する際におけるスロットル開度を第１の開度とする条件，スロットル開度を
変更する際の反映タイミングを第１のタイミングとする条件，前記浄化触媒を暖機する際
の前記内燃機関を始動した直後に前記内燃機関の回転数を安定させるための空燃比制御の
ために空燃比をリーンとしたときおよびリッチとしたときのフィードバック終了の判定に
要する時間を第１の時間とする条件，前記浄化触媒を暖機する際の点火時期を第１の点火
時期とする条件のうちの少なくとも１つの条件を含む条件であり、
　前記第２の触媒暖機条件は、前記第１の触媒暖機条件が前記内燃機関を始動した直後の
燃料増量補正を第１の燃料増量補正とする条件を含むときには前記内燃機関を始動した直
後の燃料増量補正を前記第１の燃料増量補正より燃料増量が多い第２の燃料増量補正とす
る条件を含む条件であり、前記第１の触媒暖機条件が前記燃料増量補正における燃料増量
を減衰するタイミングを第１のタイミングとする条件を含むときには前記燃料増量補正に
おける燃料増量を減衰するタイミングを前記第１のタイミングより早い第２のタイミング
とする条件を含む条件であり、前記第１の触媒暖機条件が前記内燃機関を始動する際のク
ランキング時におけるスロットル開度の締め込み量を第１の締め込み量とする条件を含む
ときには前記内燃機関を始動する際のクランキング時におけるスロットル開度の締め込み
量を前記第１の締め込み量より大きい第２の締め込み量とする条件を含む条件であり、前
記第１の触媒暖機条件が前記内燃機関が始動された後に前記浄化触媒を暖機する際におけ
るスロットル開度を第１の開度とする条件を含むときには前記内燃機関が始動された後に
前記浄化触媒を暖機する際におけるスロットル開度を前記第１の開度より大きい第２の開
度とする条件を含む条件であり、前記第１の触媒暖機条件がスロットル開度を変更する際
の反映タイミングを第１のタイミングとする条件を含むときにはスロットル開度を変更す
る際の反映タイミングを前記第１のタイミングより早い第２のタイミングとする条件を含
む条件であり、前記第１の触媒暖機条件が前記浄化触媒を暖機する際の前記内燃機関を始
動した直後に前記内燃機関の回転数を安定させるための空燃比制御のために空燃比をリー
ンとしたときおよびリッチとしたときのフィードバック終了の判定に要する時間を第１の
時間とする条件を含むときには前記浄化触媒を暖機する際の前記内燃機関を始動した直後
に前記内燃機関の回転数を安定させるための空燃比制御のために空燃比をリーンとしたと
きおよびリッチとしたときのフィードバック終了の判定に要する時間を前記第１の時間よ
り短い第２の時間とする条件を含む条件であり、前記第１の触媒暖機条件が前記浄化触媒
を暖機する際の点火時期を第１の点火時期とする条件を含むときには前記浄化触媒を暖機
する際の点火時期を前記第１の点火時期より遅い第２の点火時期とする条件を含む条件で
ある、
　ハイブリッド車。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のハイブリッド車であって、
　前記電動走行を優先する電動走行優先モードと前記ハイブリッド走行を優先するハイブ
リッド走行優先モードとを選択的に設定するモード設定手段を備え、
　前記制御手段は、前記浄化触媒の暖機を行なう際、前記電動走行優先モードが設定され
ているときには前記浄化触媒の温度が第１の触媒温度に至ったときに前記浄化触媒の暖機
を終了し、前記ハイブリッド走行優先モードが設定されているときには前記浄化触媒の温
度が前記第１の触媒温度より高い第２の触媒温度に至ったときに前記浄化触媒の暖機を終
了する手段である、
　ハイブリッド車。
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【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれか１つの請求項に記載のハイブリッド車であって、
　前記回転数アップ要求設定手段は、前記所定アップ条件としての前記内燃機関の冷却媒
体の温度が常温近傍の範囲としての所定温度範囲内となる条件および車速が所定車速以上
となる条件のうちの少なくとも一方の条件が成立したときに前記回転数アップ要求を設定
する手段である、
　ハイブリッド車。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれか１つの請求項に記載のハイブリッド車であって、
　前記蓄電手段と電力のやりとりが可能で動力を入出力可能な発電機と、
　前記内燃機関の出力軸と前記発電機の回転軸と車軸に連結された駆動軸との３軸に３つ
の回転要素が接続された遊星歯車機構と、
　を備え、
　前記制御手段は、前記内燃機関の運転制御に際して前記発電機を制御する手段である、
　ハイブリッド車。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれか１つの請求項に記載のハイブリッド車であって、
　外部電源に接続されて前記蓄電手段を充電可能な充電手段、
　を備えるハイブリッド車。
【請求項７】
　走行用の動力を出力可能で排気浄化用の浄化触媒を有する浄化装置が排気系に取り付け
られた内燃機関と、走行用の動力を入出力可能な電動機と、前記電動機と電力のやりとり
が可能な蓄電手段と、を備え、前記電動機から入出力される動力だけを用いて走行する電
動走行と前記内燃機関から出力される動力と前記電動機から入出力される動力とを用いて
走行するハイブリッド走行とが可能なハイブリッド車の制御方法であって、
　前記浄化触媒の暖機を行なう際の前記内燃機関の回転数を大きくするための所定アップ
条件が成立しているときに回転数アップ要求を設定し、
　前記浄化触媒の暖機を行なう際、前記回転数アップ要求が設定されていないときには前
記内燃機関を第１の回転数で運転したときに前記浄化触媒の暖機に適した第１の触媒暖機
条件により前記浄化触媒の暖機が完了するまで該第１の触媒暖機条件を継続して前記内燃
機関が前記第１の回転数の暖機運転状態で運転されると共に前記設定された走行用パワー
により走行するよう前記内燃機関と前記電動機とを制御し、前記回転数アップ要求が設定
されているときには前記内燃機関を前記第１の回転数より大きな第２の回転数で運転した
ときに前記浄化触媒の暖機に適した第２の触媒暖機条件により前記浄化触媒の暖機が完了
するまで該第２の触媒暖機条件を継続して前記内燃機関が前記第２の回転数の暖機運転状
態で運転されると共に前記設定された走行用パワーにより走行するよう前記内燃機関と前
記電動機とを制御する、
　ことを特徴とするハイブリッド車の制御方法。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハイブリッド車およびその制御方法に関し、詳しくは、走行用の動力を出力
可能で排気浄化用の浄化触媒を有する浄化装置が排気系に取り付けられた内燃機関と、走
行用の動力を入出力可能な電動機と、電動機と電力のやりとりが可能な蓄電手段と、を備
え、電動機から入出力される動力だけを用いて走行する電動走行と内燃機関から出力され
る動力と電動機から入出力される動力とを用いて走行するハイブリッド走行とが可能なハ
イブリッド車およびこうしたハイブリッド車の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来、この種のハイブリッド車としては、エンジンのクランクシャフトに動力分配統合
機構を介して接続された発電機の駆動制限がなされていないときには、排ガスを浄化する
浄化装置の触媒を暖機するための触媒暖機運転でエンジンを運転しながら走行するものが
提案されている（例えば、特許文献１参照）。このハイブリッド車は、これにより、エミ
ッションの悪化を抑制している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２４９９８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述のハイブリッド車では、システム起動時にバッテリの蓄電量が大きいときにはエン
ジンを始動せずにモータからの動力だけで走行する電動走行を優先して走行し、バッテリ
の蓄電量が減少するとエンジンを始動しバッテリの充放電を伴ってエンジンからの動力に
より走行するハイブリッド走行を優先して走行する。電動走行を優先して走行していると
きでも走行に要求されるパワーが大きくなると、エンジンを始動してエンジンからのパワ
ーを用いて走行し、その後、アクセルペダルが戻されると、エンジンの運転を停止して、
再び電動走行に移行する。このとき、エンジンの排気を浄化する触媒の暖機が完了してい
ないときには、触媒を暖機するのに適した運転状態でエンジンの運転することによって触
媒を暖機してからエンジンの運転を停止することが好ましい。ハイブリッド走行を優先し
て走行するときでも、走行に要求されるパワーが小さいときに触媒の暖機が完了していな
いときには、触媒を暖機してからエンジンの運転を停止することが好ましい。こうした触
媒暖機は、車両の走行状態やエンジンの温度あるいは走行モードなどによっては迅速に暖
機を終了するのが好ましいときもあり、その場合、エンジンの回転数を大きくすることも
考えられるが、車両の走行状態やエンジンの温度あるいは走行モードなどによって触媒暖
機のための運転状態が頻繁に変更されると、エンジンの運転状態が変化することに伴って
適正に触媒暖機が行なわれなかったり、運転者や乗員に違和感を与えることがある。
【０００５】
　本発明のハイブリッド車およびその制御方法は、触媒暖機を行なっている最中に車両の
走行状態や内燃機関の温度あるいは走行モードなどが変化してもより適正に触媒の暖機を
行なうと共に運転者や乗員に違和感を与えないようにすることを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のハイブリッド車およびその制御方法は、上述の主目的を達成するために以下の
手段を採った。
【０００７】
　本発明のハイブリッド車は、
　走行用の動力を出力可能で排気浄化用の浄化触媒を有する浄化装置が排気系に取り付け
られた内燃機関と、走行用の動力を入出力可能な電動機と、前記電動機と電力のやりとり
が可能な蓄電手段と、を備え、前記電動機から入出力される動力だけを用いて走行する電
動走行と前記内燃機関から出力される動力と前記電動機から入出力される動力とを用いて
走行するハイブリッド走行とが可能なハイブリッド車であって、
　走行に要求される走行用パワーを設定する走行用パワー設定手段と、
　前記浄化触媒の暖機を行なう際の前記内燃機関の回転数を大きくするための所定アップ
条件が成立しているときに回転数アップ要求を設定する回転数アップ要求設定手段と、
　前記浄化触媒の暖機を行なう際、前記回転数アップ要求が設定されていないときには前
記内燃機関を第１の回転数で運転したときに前記浄化触媒の暖機に適した第１の触媒暖機
条件により前記浄化触媒の暖機が完了するまで該第１の触媒暖機条件を継続して前記内燃
機関が前記第１の回転数の暖機運転状態で運転されると共に前記設定された走行用パワー
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により走行するよう前記内燃機関と前記電動機とを制御し、前記回転数アップ要求が設定
されているときには前記内燃機関を前記第１の回転数より大きな第２の回転数で運転した
ときに前記浄化触媒の暖機に適した第２の触媒暖機条件により前記浄化触媒の暖機が完了
するまで該第２の触媒暖機条件を継続して前記内燃機関が前記第２の回転数の暖機運転状
態で運転されると共に前記設定された走行用パワーにより走行するよう前記内燃機関と前
記電動機とを制御する制御手段と、
　を備えることを要旨とする。
【０００８】
　この本発明のハイブリッド車では、浄化触媒の暖機を行なう際、回転数アップ要求が設
定されていないときには内燃機関を第１の回転数で運転したときに浄化触媒の暖機に適し
た第１の触媒暖機条件により浄化触媒の暖機が完了するまで第１の触媒暖機条件を継続し
て内燃機関が第１の回転数の暖機運転状態で運転されると共に走行に要求される走行用パ
ワーにより走行するよう内燃機関と電動機とを制御し、回転数アップ要求が設定されてい
るときには内燃機関を第１の回転数より大きな第２の回転数で運転したときに浄化触媒の
暖機に適した第２の触媒暖機条件により浄化触媒の暖機が完了するまで第２の触媒暖機条
件を継続して内燃機関が第２の回転数の暖機運転状態で運転されると共に走行用パワーに
より走行するよう内燃機関と電動機とを制御する。触媒暖機が完了するまで触媒暖機条件
が継続されるから、触媒暖機の最中に触媒暖機条件が変更されることによって適正に触媒
暖機が行なわれなくなることを抑制すると共に触媒暖機の最中に触媒暖機条件が変更され
ることによって内燃機関の運転状態が変化することによる違和感を運転者や乗員に与える
のを抑制することができる。もとより、触媒暖機を行なう際の内燃機関の回転数に応じて
より適正に浄化触媒を暖機することができる。
【０００９】
　こうした本発明のハイブリッド車において、前記第１の触媒暖機条件は、前記内燃機関
を始動した直後の燃料増量補正を第１の燃料増量補正とする条件，前記燃料増量補正にお
ける燃料増量を減衰するタイミングを第１のタイミングとする条件，前記内燃機関を始動
する際のクランキング時におけるスロットル開度の締め込み量を第１の締め込み量とする
条件，前記内燃機関が始動された後に前記浄化触媒を暖機する際におけるスロットル開度
を第１の開度とする条件，スロットル開度を変更する際の反映タイミングを第１のタイミ
ングとする条件，前記浄化触媒を暖機する際の前記内燃機関を始動した直後に前記内燃機
関の回転数を安定させるための空燃比制御のために空燃比をリーンとしたときおよびリッ
チとしたときのフィードバック終了の判定に要する時間を第１の時間とする条件，前記浄
化触媒を暖機する際の点火時期を第１の点火時期とする条件のうちの少なくとも１つの条
件を含む条件であり、前記第２の触媒暖機条件は、前記内燃機関を始動した直後の燃料増
量補正を前記第１の燃料増量補正より燃料増量が多い第２の燃料増量補正とする条件，前
記燃料増量補正における燃料増量を減衰するタイミングを前記第１のタイミングより早い
第２のタイミングとする条件，前記内燃機関を始動する際のクランキング時におけるスロ
ットル開度の締め込み量を前記第１の締め込み量より大きい第２の締め込み量とする条件
，前記内燃機関が始動された後に前記浄化触媒を暖機する際におけるスロットル開度を前
記第１の開度より大きい第２の開度とする条件，スロットル開度を変更する際の反映タイ
ミングを前記第１のタイミングより早い第２のタイミングとする条件，前記浄化触媒を暖
機する際の前記内燃機関を始動した直後に前記内燃機関の回転数を安定させるための空燃
比制御のために空燃比をリーンとしたときおよびリッチとしたときのフィードバック終了
の判定に要する時間を前記第１の時間より短い第２の時間とする条件，前記浄化触媒を暖
機する際の点火時期を前記第１の点火時期より遅い第２の点火時期とする条件のうち前記
第１の触媒暖機条件が含む条件である、ものとすることもできる。ここで、内燃機関の回
転数を第１の回転数より大きい第２の回転数として触媒暖機を行なうときに内燃機関を始
動した直後の燃料増量補正を第１の回転数としたときの第１の燃料増量補正より燃料増量
が多い第２の燃料増量補正とするのは、内燃機関の回転数が大きくてもより確実に内燃機
関の爆発燃焼を生じさせることに基づくものと考えられる。内燃機関の回転数を第１の回
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転数より大きい第２の回転数として触媒暖機を行なうときに燃料増量補正における燃料増
量を減衰するタイミングを第１の回転数としたときの第１のタイミングより早い第２のタ
イミングとするのは、浄化触媒の暖機だけでなく内燃機関の暖機も迅速に行なわれること
に基づくものと考えられる。内燃機関の回転数を第１の回転数より大きい第２の回転数と
して触媒暖機を行なうときに内燃機関を始動する際のクランキング時におけるスロットル
開度の締め込み量を第１の回転数としたときの第１の締め込み量より大きい第２の締め込
み量とするのは、内燃機関の回転数が大きい方がスロットル開度が大きくなり、吸気管負
圧の形成が困難になることに基づくものと考えられる。内燃機関の回転数を第１の回転数
より大きい第２の回転数として触媒暖機を行なうときに内燃機関が始動された後に浄化触
媒を暖機する際におけるスロットル開度を第１の開度より大きい第２の開度とするのは、
内燃機関の回転数を大きくすると共にスロットル開度を大きくした方が浄化触媒の暖機が
迅速に行なうことができることに基づくものと考えられる。内燃機関の回転数を第１の回
転数より大きい第２の回転数として触媒暖機を行なうときにスロットル開度を変更する際
の反映タイミングを第１の回転数としたときの第１のタイミングより早い第２のタイミン
グとするのは、内燃機関の回転数を大きくしたときの方が吸入空気量の変化などが大きく
なることに基づくものと考えられる。内燃機関の回転数を第１の回転数より大きい第２の
回転数として触媒暖機を行なうときに浄化触媒を暖機する際の内燃機関を始動した直後に
内燃機関の回転数を安定させるための空燃比制御のために空燃比をリーンとしたときおよ
びリッチとしたときのフィードバック終了の判定に要する時間を第１の回転数としたとき
の第１の時間より短い第２の時間とするのは、内燃機関の回転数を大きくすると吸入空気
量の積算値の増加の程度も大きくなることに基づくものと考えられる。内燃機関の回転数
を第１の回転数より大きい第２の回転数として触媒暖機を行なうときに浄化触媒を暖機す
る際の点火時期を第１の回転数のときの第１の点火時期より遅い第２の点火時期とするの
は、内燃機関の回転数を大きくしたときの方が点火時期を遅くしても内燃機関を安定して
運転することができることや点火時期を遅くする方が浄化触媒を迅速に暖機することがで
きることに基づくものと考えられる。
【００１０】
　また、本発明のハイブリッド車において、前記電動走行を優先する電動走行優先モード
と前記ハイブリッド走行を優先するハイブリッド走行優先モードとを選択的に設定するモ
ード設定手段を備え、前記制御手段は、前記浄化触媒の暖機を行なう際、前記電動走行優
先モードが設定されているときには前記浄化触媒の温度が第１の触媒温度に至ったときに
前記浄化触媒の暖機を終了し、前記ハイブリッド走行優先モードが設定されているときに
は前記浄化触媒の温度が前記第１の触媒温度より高い第２の触媒温度に至ったときに前記
浄化触媒の暖機を終了する手段である、ものとすることもできる。これは、ハイブリッド
走行優先モードでは、ハイブリッド走行を優先することから内燃機関の始動が頻繁に行な
われ、次の内燃機関の始動までの時間が短いために次に内燃機関を始動するまでの浄化触
媒の温度低下は小さいが、電動走行優先モードでは、電動走行を優先することから内燃機
関の始動は頻繁には行なわれず、次の内燃機関の始動までの時間が長くなるために次に内
燃機関を始動するまでの浄化触媒の温度低下が大きくなることに基づくものと考えられる
。
【００１１】
　さらに、本発明のハイブリッド車において、前記回転数アップ要求設定手段は、前記所
定アップ条件としての前記内燃機関の冷却媒体の温度が常温近傍の範囲としての所定温度
範囲内となる条件および車速が所定車速以上となる条件のうちの少なくとも一方の条件が
成立したときに前記回転数アップ要求を設定する手段である、ものとすることもできる。
内燃機関の冷却媒体の温度が所定温度範囲内となるときに回転数アップ要求を設定するも
のとすれば、所定温度範囲内のときに迅速に浄化触媒の暖機を終了することができる。こ
こで、所定温度範囲としては、常温を含む範囲、例えば、下限温度として０℃や５℃，１
０℃などを用い、上限温度として３０℃や４０℃，５０℃などを用いることができる。車
速が所定車速以上となるときに回転数アップ要求を設定するものとすれば、車速が小さい
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ときに内燃機関の回転数が高いことによる違和感を運転者や乗員に与えるのを抑制するこ
とができる。ここで、所定車速としては、例えば、３ｋｍ／ｈや５ｋｍ／ｈ，７ｋｍ／ｈ
などを用いることができる。
【００１２】
　本発明のハイブリッド車において、前記蓄電手段と電力のやりとりが可能で動力を入出
力可能な発電機と、前記内燃機関の出力軸と前記発電機の回転軸と車軸に連結された駆動
軸との３軸に３つの回転要素が接続された遊星歯車機構と、を備え、前記制御手段は、前
記内燃機関の運転制御に際して前記発電機を制御する手段ある、ものとすることもできる
。また、外部電源に接続されて前記蓄電手段を充電可能な充電手段を備えるものとするこ
ともできる。
【００１３】
　本発明のハイブリッド車の制御方法は、
　走行用の動力を出力可能で排気浄化用の浄化触媒を有する浄化装置が排気系に取り付け
られた内燃機関と、走行用の動力を入出力可能な電動機と、前記電動機と電力のやりとり
が可能な蓄電手段と、を備え、前記電動機から入出力される動力だけを用いて走行する電
動走行と前記内燃機関から出力される動力と前記電動機から入出力される動力とを用いて
走行するハイブリッド走行とが可能なハイブリッド車の制御方法であって、
　前記浄化触媒の暖機を行なう際の前記内燃機関の回転数を大きくするための所定アップ
条件が成立しているときに回転数アップ要求を設定し、
　前記浄化触媒の暖機を行なう際、前記回転数アップ要求が設定されていないときには前
記内燃機関を第１の回転数で運転したときに前記浄化触媒の暖機に適した第１の触媒暖機
条件により前記浄化触媒の暖機が完了するまで該第１の触媒暖機条件を継続して前記内燃
機関が前記第１の回転数の暖機運転状態で運転されると共に前記設定された走行用パワー
により走行するよう前記内燃機関と前記電動機とを制御し、前記回転数アップ要求が設定
されているときには前記内燃機関を前記第１の回転数より大きな第２の回転数で運転した
ときに前記浄化触媒の暖機に適した第２の触媒暖機条件により前記浄化触媒の暖機が完了
するまで該第２の触媒暖機条件を継続して前記内燃機関が前記第２の回転数の暖機運転状
態で運転されると共に前記設定された走行用パワーにより走行するよう前記内燃機関と前
記電動機とを制御する、
　ことを特徴とする。
【００１４】
　この本発明のハイブリッド車の制御方法では、浄化触媒の暖機を行なう際、回転数アッ
プ要求が設定されていないときには内燃機関を第１の回転数で運転したときに浄化触媒の
暖機に適した第１の触媒暖機条件により浄化触媒の暖機が完了するまで第１の触媒暖機条
件を継続して内燃機関が第１の回転数の暖機運転状態で運転されると共に走行に要求され
る走行用パワーにより走行するよう内燃機関と電動機とを制御し、回転数アップ要求が設
定されているときには内燃機関を第１の回転数より大きな第２の回転数で運転したときに
浄化触媒の暖機に適した第２の触媒暖機条件により浄化触媒の暖機が完了するまで第２の
触媒暖機条件を継続して内燃機関が第２の回転数の暖機運転状態で運転されると共に走行
用パワーにより走行するよう内燃機関と電動機とを制御する。触媒暖機が完了するまで触
媒暖機条件が継続されるから、触媒暖機の最中に触媒暖機条件が変更されることによって
適正に触媒暖機が行なわれなくなることを抑制すると共に触媒暖機の最中に触媒暖機条件
が変更されることによって内燃機関の運転状態が変化することによる違和感を運転者や乗
員に与えるのを抑制することができる。もとより、触媒暖機を行なう際の内燃機関の回転
数に応じてより適正に浄化触媒を暖機することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施例であるハイブリッド自動車２０の構成の概略を示す構成図であ
る。
【図２】エンジン２２の構成の概略を示す構成図である。
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【図３】ハイブリッド用電子制御ユニット７０により実行される走行モード設定ルーチン
の一例を示すフローチャートである。
【図４】ハイブリッド用電子制御ユニット７０により実行される駆動制御ルーチンの一例
を示すフローチャートである。
【図５】エンジンＥＣＵ２４により実行される触媒暖機要請ルーチンの一例を示すフロー
チャートである。
【図６】エンジンＥＣＵ２４により実行される触媒暖機条件設定ルーチンの一例を示すフ
ローチャートである。
【図７】要求トルク設定用マップの一例を示す説明図である。
【図８】充放電要求パワー設定用マップの一例を示す説明図である。
【図９】電動走行しているときの動力分配統合機構３０の回転要素を力学的に説明するた
めの共線図の一例を示す説明図である。
【図１０】エンジン２２の動作ラインの一例と目標回転数Ｎｅ＊および目標トルクＴｅ＊
を設定する様子を示す説明図である。
【図１１】ハイブリッド走行しているときの動力分配統合機構３０の回転要素を力学的に
説明するための共線図の一例を示す説明図である。
【図１２】変形例のハイブリッド自動車１２０の構成の概略を示す構成図である。
【図１３】変形例のハイブリッド自動車２２０の構成の概略を示す構成図である。
【図１４】変形例のハイブリッド自動車３２０の構成の概略を示す構成図である。
【図１５】変形例のハイブリッド自動車４２０の構成の概略を示す構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　次に、本発明を実施するための形態を実施例を用いて説明する。
【実施例】
【００１７】
　図１は、本発明の一実施例であるハイブリッド自動車２０の構成の概略を示す構成図で
あり、図２は、エンジン２２の構成の概略を示す構成図である。実施例のハイブリッド自
動車２０は、図示するように、エンジン２２と、エンジン２２の出力軸としてのクランク
シャフト２６にダンパ２８を介して接続された３軸式の動力分配統合機構３０と、動力分
配統合機構３０に接続された発電可能なモータＭＧ１と、動力分配統合機構３０に接続さ
れた駆動軸としてのリングギヤ軸３２ａに取り付けられた減速ギヤ３５と、この減速ギヤ
３５に接続されたモータＭＧ２と、車両全体をコントロールするハイブリッド用電子制御
ユニット７０とを備える。
【００１８】
　エンジン２２は、例えばガソリンまたは軽油などの炭化水素系の燃料により動力を出力
可能な内燃機関として構成されており、図２に示すように、エアクリーナ１２２により清
浄された空気をスロットルバルブ１２４を介して吸入すると共に燃料噴射弁１２６からガ
ソリンを噴射して吸入された空気とガソリンとを混合し、この混合気を吸気バルブ１２８
を介して燃料室に吸入し、点火プラグ１３０による電気火花によって爆発燃焼させて、そ
のエネルギにより押し下げられるピストン１３２の往復運動をクランクシャフト２６の回
転運動に変換する。エンジン２２からの排気は、一酸化炭素（ＣＯ）や炭化水素（ＨＣ）
，窒素酸化物（ＮＯｘ）の有害成分を浄化する浄化装置（三元触媒）１３４を介して外気
へ排出される。
【００１９】
　エンジン２２は、エンジン用電子制御ユニット（以下、エンジンＥＣＵという）２４に
より制御されている。エンジンＥＣＵ２４は、ＣＰＵ２４ａを中心とするマイクロプロセ
ッサとして構成されており、ＣＰＵ２４ａの他に処理プログラムを記憶するＲＯＭ２４ｂ
と、データを一時的に記憶するＲＡＭ２４ｃと、図示しない入出力ポートおよび通信ポー
トとを備える。エンジンＥＣＵ２４には、エンジン２２の状態を検出する種々のセンサか
らの信号、クランクシャフト２６の回転位置を検出するクランクポジションセンサ１４０
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からのクランクポジションやエンジン２２の冷却水の温度を検出する水温センサ１４２か
らの冷却水温Ｔｗ，燃焼室内に取り付けられた圧力センサ１４３からの筒内圧力Ｐｉｎ，
燃焼室へ吸排気を行なう吸気バルブ１２８や排気バルブを開閉するカムシャフトの回転位
置を検出するカムポジションセンサ１４４からのカムポジション，スロットルバルブ１２
４のポジションを検出するスロットルバルブポジションセンサ１４６からのスロットルポ
ジション，吸気管に取り付けられたエアフローメータ１４８からの吸入空気量Ｑａ，同じ
く吸気管に取り付けられた温度センサ１４９からの吸気温Ｔａ，空燃比センサ１３５ａか
らの空燃比ＡＦ，酸素センサ１３５ｂからの酸素信号Ｏ２，浄化装置１３４に取り付けら
れた温度センサ１３５ｃからの触媒温度Ｔｃなどが入力ポートを介して入力されている。
また、エンジンＥＣＵ２４からは、エンジン２２を駆動するための種々の制御信号、例え
ば、燃料噴射弁１２６への駆動信号や、スロットルバルブ１２４のポジションを調節する
スロットルモータ１３６への駆動信号、イグナイタと一体化されたイグニッションコイル
１３８への制御信号、吸気バルブ１２８の開閉タイミングの変更可能な可変バルブタイミ
ング機構１５０への制御信号などが出力ポートを介して出力されている。なお、エンジン
ＥＣＵ２４は、ハイブリッド用電子制御ユニット７０と通信しており、ハイブリッド用電
子制御ユニット７０からの制御信号によりエンジン２２を運転制御すると共に必要に応じ
てエンジン２２の運転状態に関するデータを出力する。なお、エンジンＥＣＵ２４は、ク
ランクポジションセンサ１４０からのクランクポジションに基づいてクランクシャフト２
６の回転数即ちエンジン２２の回転数Ｎｅを演算したり、エアフローメータ１４８からの
吸入空気量Ｑａとエンジン２２の回転数Ｎｅとに基づいて体積効率（エンジン２２の１サ
イクルあたりの行程容積に対する１サイクルで実際に吸入される空気の容積の比）ＫＬを
演算したりしている。
【００２０】
　動力分配統合機構３０は、外歯歯車のサンギヤ３１と、このサンギヤ３１と同心円上に
配置された内歯歯車のリングギヤ３２と、サンギヤ３１に噛合すると共にリングギヤ３２
に噛合する複数のピニオンギヤ３３と、複数のピニオンギヤ３３を自転かつ公転自在に保
持するキャリア３４とを備え、サンギヤ３１とリングギヤ３２とキャリア３４とを回転要
素として差動作用を行なう遊星歯車機構として構成されている。動力分配統合機構３０は
、キャリア３４にはエンジン２２のクランクシャフト２６が、サンギヤ３１にはモータＭ
Ｇ１が、リングギヤ３２にはリングギヤ軸３２ａを介して減速ギヤ３５がそれぞれ連結さ
れており、モータＭＧ１が発電機として機能するときにはキャリア３４から入力されるエ
ンジン２２からの動力をサンギヤ３１側とリングギヤ３２側にそのギヤ比に応じて分配し
、モータＭＧ１が電動機として機能するときにはキャリア３４から入力されるエンジン２
２からの動力とサンギヤ３１から入力されるモータＭＧ１からの動力を統合してリングギ
ヤ３２側に出力する。リングギヤ３２に出力された動力は、リングギヤ軸３２ａからギヤ
機構６０およびデファレンシャルギヤ６２を介して、最終的には車両の駆動輪６３ａ，６
３ｂに出力される。
【００２１】
　モータＭＧ１およびモータＭＧ２は、いずれも発電機として駆動することができると共
に電動機として駆動できる周知の同期発電電動機として構成されており、インバータ４１
，４２を介してバッテリ５０と電力のやりとりを行なう。インバータ４１，４２とバッテ
リ５０とを接続する電力ライン５４は、各インバータ４１，４２が共用する正極母線およ
び負極母線として構成されており、モータＭＧ１，ＭＧ２のいずれかで発電される電力を
他のモータで消費することができるようになっている。したがって、バッテリ５０は、モ
ータＭＧ１，ＭＧ２のいずれかから生じた電力や不足する電力により充放電されることに
なる。なお、モータＭＧ１，ＭＧ２により電力収支のバランスをとるものとすれば、バッ
テリ５０は充放電されない。モータＭＧ１，ＭＧ２は、いずれもモータ用電子制御ユニッ
ト（以下、モータＥＣＵという）４０により駆動制御されている。モータＥＣＵ４０には
、モータＭＧ１，ＭＧ２を駆動制御するために必要な信号、例えばモータＭＧ１，ＭＧ２
の回転子の回転位置を検出する回転位置検出センサ４３，４４からの信号や図示しない電
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流センサにより検出されるモータＭＧ１，ＭＧ２に印加される相電流などが入力されてお
り、モータＥＣＵ４０からは、インバータ４１，４２へのスイッチング制御信号が出力さ
れている。モータＥＣＵ４０は、ハイブリッド用電子制御ユニット７０と通信しており、
ハイブリッド用電子制御ユニット７０からの制御信号によってモータＭＧ１，ＭＧ２を駆
動制御すると共に必要に応じてモータＭＧ１，ＭＧ２の運転状態に関するデータをハイブ
リッド用電子制御ユニット７０に出力する。なお、モータＥＣＵ４０は、回転位置検出セ
ンサ４３，４４からの信号に基づいてモータＭＧ１，ＭＧ２の回転数Ｎｍ１，Ｎｍ２も演
算している。
【００２２】
　バッテリ５０は、バッテリ用電子制御ユニット（以下、バッテリＥＣＵという）５２に
よって管理されている。バッテリＥＣＵ５２には、バッテリ５０を管理するのに必要な信
号、例えば、バッテリ５０の端子間に設置された図示しない電圧センサからの端子間電圧
，バッテリ５０の出力端子に接続された電力ライン５４に取り付けられた図示しない電流
センサからの充放電電流，バッテリ５０に取り付けられた温度センサ５１からの電池温度
Ｔｂなどが入力されており、必要に応じてバッテリ５０の状態に関するデータを通信によ
りハイブリッド用電子制御ユニット７０に出力する。また、バッテリＥＣＵ５２は、バッ
テリ５０を管理するために電流センサにより検出された充放電電流の積算値に基づいて残
容量（ＳＯＣ）を演算したり、演算した残容量（ＳＯＣ）と電池温度Ｔｂとに基づいてバ
ッテリ５０を充放電してもよい最大許容電力である入出力制限Ｗｉｎ，Ｗｏｕｔを演算し
ている。なお、バッテリ５０の入出力制限Ｗｉｎ，Ｗｏｕｔは、電池温度Ｔｂに基づいて
入出力制限Ｗｉｎ，Ｗｏｕｔの基本値を設定し、バッテリ５０の残容量（ＳＯＣ）に基づ
いて出力制限用補正係数と入力制限用補正係数とを設定し、設定した入出力制限Ｗｉｎ，
Ｗｏｕｔの基本値に補正係数を乗じることにより設定することができる。
【００２３】
　バッテリ５０の出力端子に接続された電力ライン５４には、直流電力の電圧を変換して
バッテリ５０に供給するＤＣ／ＤＣコンバータ５６が接続されており、このＤＣ／ＤＣコ
ンバータ５６には電源コード５９を介して供給される商用電源からの交流電力を直流電力
に変換するＡＣ／ＤＣコンバータ５８が接続されている。したがって、電源コード５９を
商用電源に接続すると共にＡＣ／ＤＣコンバータ５８とＤＣ／ＤＣコンバータ５６とを制
御することにより、商用電源からの電力によりバッテリ５０を充電することができる。な
お、ＡＣ／ＤＣコンバータ５８とＤＣ／ＤＣコンバータ５６は、ハイブリッド用電子制御
ユニット７０により制御される。
【００２４】
　ハイブリッド用電子制御ユニット７０は、ＣＰＵ７２を中心とするマイクロプロセッサ
として構成されており、ＣＰＵ７２の他に処理プログラムを記憶するＲＯＭ７４と、デー
タを一時的に記憶するＲＡＭ７６と、図示しない入出力ポートおよび通信ポートとを備え
る。ハイブリッド用電子制御ユニット７０には、イグニッションスイッチ８０からのイグ
ニッション信号，シフトレバー８１の操作位置を検出するシフトポジションセンサ８２か
らのシフトポジションＳＰ，アクセルペダル８３の踏み込み量を検出するアクセルペダル
ポジションセンサ８４からのアクセル開度Ａｃｃ，ブレーキペダル８５の踏み込み量を検
出するブレーキペダルポジションセンサ８６からのブレーキペダルポジションＢＰ，車速
センサ８８からの車速Ｖ，外気の温度を検出する外気温センサ８９からの外気温Ｔｏｕｔ
などが入力ポートを介して入力されている。また、ハイブリッド用電子制御ユニット７０
からは、ＡＣ／ＤＣコンバータ５８へのスイッチング制御信号やＤＣ／ＤＣコンバータ５
６のスイッチング制御信号などが出力ポートを介して出力されている。ハイブリッド用電
子制御ユニット７０は、前述したように、エンジンＥＣＵ２４やモータＥＣＵ４０，バッ
テリＥＣＵ５２と通信ポートを介して接続されており、エンジンＥＣＵ２４やモータＥＣ
Ｕ４０，バッテリＥＣＵ５２と各種制御信号やデータのやりとりを行なっている。
【００２５】
　こうして構成された実施例のハイブリッド自動車２０は、運転者によるアクセルペダル
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８３の踏み込み量に対応するアクセル開度Ａｃｃと車速Ｖとに基づいて駆動軸としてのリ
ングギヤ軸３２ａに出力すべき要求トルクを計算し、この要求トルクに対応する要求動力
がリングギヤ軸３２ａに出力されるように、エンジン２２とモータＭＧ１とモータＭＧ２
とが運転制御される。エンジン２２とモータＭＧ１とモータＭＧ２の運転制御としては、
要求動力に見合う動力がエンジン２２から出力されるようにエンジン２２を運転制御する
と共にエンジン２２から出力される動力のすべてが動力分配統合機構３０とモータＭＧ１
とモータＭＧ２とによってトルク変換されてリングギヤ軸３２ａに出力されるようモータ
ＭＧ１およびモータＭＧ２を駆動制御するトルク変換運転モードや要求動力とバッテリ５
０の充放電に必要な電力との和に見合う動力がエンジン２２から出力されるようにエンジ
ン２２を運転制御すると共にバッテリ５０の充放電を伴ってエンジン２２から出力される
動力の全部またはその一部が動力分配統合機構３０とモータＭＧ１とモータＭＧ２とによ
るトルク変換を伴って要求動力がリングギヤ軸３２ａに出力されるようモータＭＧ１およ
びモータＭＧ２を駆動制御する充放電運転モード、エンジン２２の運転を停止してモータ
ＭＧ２からの要求動力に見合う動力をリングギヤ軸３２ａに出力するよう運転制御するモ
ータ運転モードなどがある。なお、トルク変換運転モードと充放電運転モードは、いずれ
もエンジン２２の運転を伴って要求動力がリングギヤ軸３２ａに出力されるようエンジン
２２とモータＭＧ１，ＭＧ２とを制御するモードであるから、以下、両者を合わせてエン
ジン運転モードとして考えることができる。
【００２６】
　また、実施例のハイブリッド自動車２０では、自宅や予め設定した充電ポイントに到達
するときにエンジン２２の始動については十分に行なうことができる程度にバッテリ５０
の残容量（ＳＯＣ）が低くなるように走行中にバッテリ５０の充放電の制御を行ない、自
宅や予め設定した充電ポイントで車両をシステム停止した後に電源コード５９を商用電源
に接続し、ＤＣ／ＤＣコンバータ５６とＡＣ／ＤＣコンバータ５８とを制御することによ
って商用電源から電力によりバッテリ５０を満充電や満充電より低い所定の充電状態とす
る。そして、バッテリ５０の充電後にシステム起動したときには、図３に例示する走行モ
ード設定ルーチンに示すように、バッテリ５０の残容量（ＳＯＣ）がエンジン２２の始動
を行なうことができる程度に設定された閾値Ｓｈｖに至るまでモータ運転モードによる走
行（電動走行）を優先して走行する電動走行優先モードを設定して走行し（ステップＳ１
００～Ｓ１２０）、バッテリ５０の残容量（ＳＯＣ）が閾値Ｓｈｖに至った以降はエンジ
ン運転モードによる走行（ハイブリッド走行）を優先して走行するハイブリッド走行優先
モードを設定して走行する（ステップＳ１３０）。
【００２７】
　次に、こうして構成された実施例のハイブリッド自動車２０の動作、特に浄化装置１３
４の三元触媒を暖機する触媒暖機を実行しながら走行する際の動作について説明する。図
４はハイブリッド用電子制御ユニット７０により実行される駆動制御ルーチンの一例を示
すフローチャートであり、図５はエンジンＥＣＵ２４により実行される触媒暖機要請ルー
チンの一例を示すフローチャートであり、図６はエンジンＥＣＵ２４により実行される触
媒暖機条件設定ルーチンの一例を示すフローチャートである。説明の都合上、まず、図４
の駆動制御ルーチンを用いて駆動制御について説明し、次に図５の触媒暖機要請ルーチン
を用いて触媒暖機を要請する際の処理について説明し、その後、図６の触媒暖機条件設定
ルーチンを用いて触媒暖機時の条件について説明する。
【００２８】
　図４の駆動制御ルーチンが実行されると、ハイブリッド用電子制御ユニット７０のＣＰ
Ｕ７２は、まず、アクセルペダルポジションセンサ８４からのアクセル開度Ａｃｃや車速
センサ８８からの車速Ｖ，モータＭＧ１，ＭＧ２の回転数Ｎｍ１，Ｎｍ２，バッテリ５０
の残容量（ＳＯＣ），バッテリ５０の入出力制限Ｗｉｎ，Ｗｏｕｔ，触媒暖機要請フラグ
Ｆｃ，回転数アップ要請フラグＦｕｐ，走行モードなど制御に必要なデータを入力する処
理を実行する（ステップＳ２００）。ここで、モータＭＧ１，ＭＧ２の回転数Ｎｍ１，Ｎ
ｍ２は、回転位置検出センサ４３，４４により検出されたモータＭＧ１，ＭＧ２の回転子
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の回転位置に基づいて演算されたものをモータＥＣＵ４０から通信により入力するものと
した。また、バッテリ５０残容量（ＳＯＣ）は、電流センサにより検出されたバッテリ５
０の充放電電流の積算値に基づいて演算されたものをバッテリＥＣＵ５２から通信により
入力するものとした。さらに、バッテリ５０の入出力制限Ｗｉｎ，Ｗｏｕｔは、バッテリ
５０の電池温度Ｔｂとバッテリ５０の残容量（ＳＯＣ）とに基づいて設定されたものをバ
ッテリＥＣＵ５２から通信により入力するものとした。触媒暖機要請フラグＦｃ，回転数
アップ要請フラグＦｕｐは、図５の触媒暖機要請ルーチンにより設定されたものをエンジ
ンＥＣＵ２４から通信により入力するものとした。走行モードは、図３に例示する走行モ
ード設定ルーチンにより設定されてＲＡＭ７６の所定領域に格納されたものを読み込むこ
とにより入力するものとした。
【００２９】
　こうしてデータを入力すると、入力したアクセル開度Ａｃｃと車速Ｖとに基づいて車両
に要求されるトルクとして駆動輪６３ａ，６３ｂに連結された駆動軸としてのリングギヤ
軸３２ａに出力すべき要求トルクＴｒ＊と走行のために車両に要求される走行用パワーＰ
ｄｒｖ＊とを設定する（ステップＳ２１０）。要求トルクＴｒ＊は、実施例では、アクセ
ル開度Ａｃｃと車速Ｖと要求トルクＴｒ＊との関係を予め定めて要求トルク設定用マップ
としてＲＯＭ７４に記憶しておき、アクセル開度Ａｃｃと車速Ｖとが与えられると記憶し
たマップから対応する要求トルクＴｒ＊を導出して設定するものとした。図７に要求トル
ク設定用マップの一例を示す。走行用パワーＰｄｒｖ＊は、設定した要求トルクＴｒ＊に
リングギヤ軸３２ａの回転数Ｎｒを乗じたものと損失としてのロスＬｏｓｓとの和として
計算することができる。なお、リングギヤ軸３２ａの回転数Ｎｒは、車速Ｖに換算係数ｋ
を乗じること（Ｎｒ＝ｋ・Ｖ）によって求めたり、モータＭＧ２の回転数Ｎｍ２を減速ギ
ヤ３５のギヤ比Ｇｒで割ること（Ｎｒ＝Ｎｍ２／Ｇｒ）によって求めることができる。
【００３０】
　続いて、走行モードが電動走行優先モードであるかハイブリッド走行優先モードである
かを判定し（ステップＳ２２０）、走行モードが電動走行優先モードであるときにはバッ
テリ５０を充放電すべき電力に相当するパワー、即ち、バッテリ５０を充放電するために
エンジン２２から出力すべきパワーである充放電要求パワーＰｂ＊として値０を設定し（
ステップＳ２３０）、走行モードがハイブリッド走行優先モードであるときには充放電要
求パワーＰｂ＊としてバッテリ５０の残容量ＳＯＣに応じた値を設定し（ステップＳ２４
０）、設定した充放電要求パワーＰｂ＊と走行用パワーＰｄｒｖ＊との和としてエンジン
２２から出力すべき要求パワーＰｅ＊を設定する（ステップＳ２５０）。走行モードがハ
イブリッド走行優先モードであるときの充放電要求パワーＰｂ＊は、実施例では、バッテ
リ５０の残容量ＳＯＣと充放電要求パワーＰｂ＊との関係を予め定めて充放電要求パワー
設定用マップとして記憶しておき、バッテリ５０の残容量ＳＯＣが与えられるとマップか
ら対応する充放電要求パワーＰｂ＊を導出して設定するものとした。充放電要求パワー設
定用マップの一例を図８に示す。実施例では、図示するように、制御中心残容量Ｓｃｎｔ
を中心とした若干の不感帯を設け、残容量ＳＯＣが制御中心残容量Ｓｃｎｔから不感帯を
超えて大きくなるとバッテリ５０から放電するための充放電要求パワーＰｂ＊が設定され
、残容量ＳＯＣが制御中心残容量Ｓｃｎｔから不感帯を超えて小さくなるとバッテリ５０
を充電するための充放電要求パワーＰｂ＊が設定される。なお、制御中心残容量Ｓｃｎｔ
は、走行モードを設定する際の閾値Ｓｈｖ以上の値として任意に定めることができる。
【００３１】
　次に、エンジン２２を運転中であるか或いは運転停止中であるかを判定し（ステップＳ
２６０）、エジン２２が運転停止中であるときには、設定した要求パワーＰｅ＊が閾値Ｐ
ｓｔａｒｔ以上であるか否かを判定する（ステップＳ２７０）。ここで、閾値Ｐｓｔａｒ
ｔは、エンジン２２を始動して電動走行からエンジン２２からの動力を用いて走行するハ
イブリッド走行に切り替える必要が生じるパワーとして設定されており、モータＭＧ２か
ら出力可能な最大パワーより若干小さなパワーを用いることができる。
【００３２】
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　要求パワーＰｅ＊が閾値Ｐｓｔａｒｔ未満であると判定されると、電動走行を継続すべ
きと判断し、モータＭＧ１のトルク指令Ｔｍ１＊に値０を設定すると共に（ステップＳ２
８０）、要求トルクＴｒ＊を減速ギヤ３５のギヤ比Ｇｒで除したものをモータＭＧ２から
出力すべきトルクの仮の値である仮トルクＴｍ２ｔｍｐとして設定し（ステップＳ２９０
）、バッテリ５０の入出力制限Ｗｉｎ，ＷｏｕｔをモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２で除して
モータＭＧ２のトルク制限Ｔｍ２ｍｉｎ，Ｔｍ２ｍａｘを計算すると共に（ステップＳ３
００）、仮トルクＴｍ２ｔｍｐを次式（１）によりトルク制限Ｔｍ２ｍｉｎ，Ｔｍ２ｍａ
ｘで制限してモータＭＧ２のトルク指令Ｔｍ２＊を設定し（ステップＳ３１０）、設定し
たトルク指令Ｔｍ１＊，Ｔｍ２＊をモータＥＣＵ４０に送信して（ステップＳ３２０）、
本ルーチンを終了する。こうした制御により、モータＭＧ２からバッテリ５０の入出力制
限Ｗｉｎ，Ｗｏｕｔの範囲内で駆動軸としてのリングギヤ軸３２ａに要求トルクＴｒ＊を
出力して走行することができる。
【００３３】
　Tm2*=max(min(Tm2tmp,Tm2max),Tm2min)   (1)
【００３４】
　ステップＳ２７０で要求パワーＰｅ＊が閾値Ｐｓｔａｒｔ以上と判定されると、エンジ
ン２２を始動する（ステップＳ３３０）。ここで、エンジン２２の始動は、モータＭＧ１
からトルクを出力すると共にこのトルクの出力に伴って駆動軸としてのリングギヤ軸３２
ａに出力されるトルクをモータＭＧ２によりキャンセルするトルクを出力することにより
エンジン２２をクランキングし、エンジン２２の回転数Ｎｅが所定回転数（例えば１００
０ｒｐｍ）に至ったときに燃料噴射制御や点火制御などを開始することにより行なわれる
。なお、このエンジン２２の始動の最中も要求トルクＴｒ＊がリングギヤ軸３２ａに出力
されるようモータＭＧ２の駆動制御が行なわれる。即ち、モータＭＧ２から出力すべきト
ルクは、要求トルクＴｒ＊をリングギヤ軸３２ａに出力するためのトルクとエンジン２２
をクランキングする際にリングギヤ軸３２ａに作用するトルクをキャンセルするためのト
ルクとの和のトルクとなる。電動走行しているときの動力分配統合機構３０の回転要素に
おける回転数とトルクとの力学的な関係を示す共線図を図９に示す。図中、左のＳ軸はモ
ータＭＧ１の回転数Ｎｍ１であるサンギヤ３１の回転数を示し、Ｃ軸はエンジン２２の回
転数Ｎｅであるキャリア３４の回転数を示し、Ｒ軸はモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２を減速
ギヤ３５のギヤ比Ｇｒで除したリングギヤ３２の回転数Ｎｒを示す。
【００３５】
　エンジン２２を始動すると、設定した要求パワーＰｅ＊とエンジン２２を効率よく動作
させる動作ラインとに基づいてエンジン２２を運転すべき運転ポイントとしての目標回転
数Ｎｅ＊と目標トルクＴｅ＊とを設定する（ステップＳ３５０）。エンジン２２の動作ラ
インの一例と目標回転数Ｎｅ＊と目標トルクＴｅ＊とを設定する様子を図１０に示す。図
示するように、目標回転数Ｎｅ＊と目標トルクＴｅ＊は、動作ラインと要求パワーＰｅ＊
（Ｎｅ＊×Ｔｅ＊）が一定の曲線との交点により求めることができる。
【００３６】
　続いて、エンジン２２の目標回転数Ｎｅ＊とモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２と動力分配統
合機構３０のギヤ比ρとを用いて次式（２）によりモータＭＧ１の目標回転数Ｎｍ１＊を
計算すると共に計算した目標回転数Ｎｍ１＊と入力したモータＭＧ１の回転数Ｎｍ１とに
基づいて式（３）によりモータＭＧ１から出力すべきトルク指令Ｔｍ１＊を計算する（ス
テップＳ３６０）。ここで、式（２）は、動力分配統合機構３０の回転要素に対する力学
的な関係式である。エンジン２２からパワーを出力している状態で走行しているときの動
力分配統合機構３０の回転要素における回転数とトルクとの力学的な関係を示す共線図を
図１１に示す。図中、Ｒ軸上の２つの太線矢印は、モータＭＧ１から出力されたトルクＴ
ｍ１がリングギヤ軸３２ａに作用するトルクと、モータＭＧ２から出力されるトルクＴｍ
２が減速ギヤ３５を介してリングギヤ軸３２ａに作用するトルクとを示す。式（２）は、
この共線図を用いれば容易に導くことができる。ここで、式（３）は、モータＭＧ１を目
標回転数Ｎｍ１＊で回転させるためのフィードバック制御における関係式であり、式（３
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）中、右辺第２項の「ｋ１」は比例項のゲインであり、右辺第３項の「ｋ２」は積分項の
ゲインである。
【００３７】
　Nm1*=Ne*・(1+ρ)/ρ-Nm2/ρ　　(2)
　Tm1*=ρ・Te*/(1+ρ)+k1(Nm1*-Nm1)+k2∫(Nm1*-Nm1)dt　(3)
【００３８】
　そして、要求トルクＴｒ＊にトルク指令Ｔｍ１＊を動力分配統合機構３０のギヤ比ρで
除したものを加えてモータＭＧ２から出力すべきトルクの仮の値である仮トルクＴｍ２ｔ
ｍｐを次式（４）により計算し（ステップＳ３７０）、バッテリ５０の入出力制限Ｗｉｎ
，Ｗｏｕｔと設定したトルク指令Ｔｍ１＊に現在のモータＭＧ１の回転数Ｎｍ１を乗じて
得られるモータＭＧ１の消費電力（発電電力）との偏差をモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２で
割ることによりモータＭＧ２から出力してもよいトルクの上下限としてのトルク制限Ｔｍ
２ｍｉｎ，Ｔｍ２ｍａｘを次式（５）および式（６）により計算すると共に（ステップＳ
３８０）、設定した仮トルクＴｍ２ｔｍｐを式（７）によりトルク制限Ｔｍ２ｍｉｎ，Ｔ
ｍ２ｍａｘで制限してモータＭＧ２のトルク指令Ｔｍ２＊を設定する（ステップＳ３９０
）。ここで、式（４）は、図１１の共線図から容易に導くことができる。
【００３９】
　Tm2tmp=(Tr*+Tm1*/ρ)/Gr　　　　　　(4)
　Tm2min=(Win-Tm1*・Nm1)/Nm2　    (5)
　Tm2max=(Wout-Tm1*・Nm1)/Nm2　   (6)
　Tm2*=max(min(Tm2tmp,Tm2max),Tm2min) (7)
【００４０】
　こうしてエンジン２２の目標回転数Ｎｅ＊や目標トルクＴｅ＊，モータＭＧ１，ＭＧ２
のトルク指令Ｔｍ１＊，Ｔｍ２＊を設定すると、エンジン２２の目標回転数Ｎｅ＊と目標
トルクＴｅ＊についてはエンジンＥＣＵ２４に、モータＭＧ１，ＭＧ２のトルク指令Ｔｍ
１＊，Ｔｍ２＊についてはモータＥＣＵ４０にそれぞれ送信し（ステップＳ４００）、駆
動制御ルーチンを終了する。目標回転数Ｎｅ＊と目標トルクＴｅ＊とを受信したエンジン
ＥＣＵ２４は、エンジン２２が目標回転数Ｎｅ＊と目標トルクＴｅ＊とによって示される
運転ポイントで運転されるようにエンジン２２における吸入空気量制御や燃料噴射制御，
点火制御などの制御を行なう。また、トルク指令Ｔｍ１＊，Ｔｍ２＊を受信したモータＥ
ＣＵ４０は、トルク指令Ｔｍ１＊でモータＭＧ１が駆動されると共にトルク指令Ｔｍ２＊
でモータＭＧ２が駆動されるようインバータ４１，４２のスイッチング素子のスイッチン
グ制御を行なう。こうした制御により、バッテリ５０の入出力制限Ｗｉｎ，Ｗｏｕｔの範
囲内でエンジン２２を効率よく運転して駆動軸としてのリングギヤ軸３２ａに要求トルク
Ｔｒ＊を出力して走行することができる。
【００４１】
　こうしてエンジン２２からの動力を用いての走行を開始すると、次回このルーチンが実
行されたときにはステップＳ２２０でエンジン２２は運転中であると判定されるから、要
求パワーＰｅ＊をエンジン２２の運転を停止するための閾値Ｐｓｔｏｐと比較する（ステ
ップＳ３４０）。ここで、閾値Ｐｓｔｏｐは、エンジン２２の始動と運転停止とにヒステ
リシスを持たせるためにエンジン２２を始動するための閾値Ｐｓｔａｒｔより若干小さな
値を用いることができる。要求パワーＰｅ＊が閾値Ｐｓｔｏｐ以上のときには、エンジン
２２の運転を継続すべきと判断し、バッテリ５０の入出力制限Ｗｉｎ，Ｗｏｕｔの範囲内
でエンジン２２から要求パワーＰｅ＊を出力しながら駆動軸としてのリングギヤ軸３２ａ
に要求トルクＴｒ＊を出力して走行するようエンジン２２の目標回転数Ｎｅ＊，目標トル
クＴｅ＊，モータＭＧ１，ＭＧ２のトルク指令Ｔｍ１＊，Ｔｍ２＊を設定してエンジンＥ
ＣＵ２４やモータＥＣＵ４０に送信する処理を実行して（ステップＳ３５０～Ｓ４００）
、本ルーチンを終了する。
【００４２】
　要求パワーＰｅ＊が閾値Ｐｓｔｏｐ未満となると、触媒暖機要請フラグＦｃが値１であ
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るか否かを判定し（ステップＳ４１０）、触媒暖機要請フラグＦｃが値１のときには、浄
化装置１３４の三元触媒の暖機が要請されていると判断し、回転数アップ要請フラグＦｕ
ｐを調べる（ステップＳ４２０）。触媒暖機要請フラグＦｃは、浄化装置１３４の三元触
媒の暖機が要請されているか否かを示すものであり、図５の触媒暖機要請ルーチンにより
設定される。回転数アップ要請フラグＦｕｐは、触媒暖機を行なう際のエンジン２２の回
転数Ｎｅを大きくするか否かを示すものであり、図５の触媒暖機要請ルーチンにより設定
される。触媒暖機要請フラグＦｃおよび回転数アップ要請フラグＦｕｐについては図５の
触媒暖機要請ルーチンを用いて触媒暖機要請を行なう際の動作を説明する際に詳述する。
【００４３】
　回転数アップ要請フラグＦｕｐが値０のときには、触媒暖機を行なう際のエンジン２２
の回転数Ｎｅを大きくする必要はないと判断し、通常の触媒暖機に用いる回転数Ｎｅ１を
エンジン２２の目標回転数Ｎｅ＊に設定し（ステップＳ４３０）、回転数アップ要請フラ
グＦｕｐが値１のときには、触媒暖機を行なう際のエンジン２２の回転数Ｎｅを大きくす
る必要があると判断し、回転数Ｎｅ１より大きな回転数Ｎｅ２をエンジン２２の目標回転
数Ｎｅ＊に設定する（ステップＳ４４０）。そして、エンジン２２の目標トルクＴｅ＊に
触媒暖機時のトルクＴｓｅｔを設定し（ステップＳ４５０）、バッテリ５０の入出力制限
Ｗｉｎ，Ｗｏｕｔの範囲内でエンジン２２を目標回転数Ｎｅ＊，目標トルクＴｅ＊による
触媒暖機運転状態で運転しながら駆動軸としてのリングギヤ軸３２ａに要求トルクＴｒ＊
を出力して走行するようモータＭＧ１，ＭＧ２のトルク指令Ｔｍ１＊，Ｔｍ２＊を設定し
てエンジンＥＣＵ２４やモータＥＣＵ４０に送信する処理を実行し（ステップＳ３６０～
Ｓ４００）、本ルーチンを終了する。ここで、トルクＴｓｅｔとしては、値０としてエン
ジン２２を自立運転させるものとしてもよいし、若干の正の値を設定してエンジン２２を
若干の負荷運転させるものとしてもよい。トルクＴｓｅｔとして値０を用いたときには、
モータＭＧ１のトルク指令Ｔｍ１＊には値０が設定され、モータＭＧ２のトルク指令Ｔｍ
２＊には基本的には要求トルクＴｒ＊を減速ギヤ３５のギヤ比Ｇｒで除した値が設定され
、トルクＴｓｅｔとして若干の正の値を用いたときには、モータＭＧ１のトルク指令Ｔｍ
１＊には式（３）により計算される値が設定され、モータＭＧ２のトルク指令Ｔｍ２＊に
は基本的には式（４）により計算される仮モータトルクＴｍ２ｔｍｐが設定される。ハイ
ブリッド用電子制御ユニット７０は、エンジン２２の目標回転数Ｎｅ＊，目標トルクＴｅ
＊をエンジンＥＣＵ２４に送信する際には、触媒暖機運転を実行する旨の制御信号も送信
する。このため、エンジンＥＣＵ２４は、目標回転数Ｎｅ＊，目標トルクＴｅ＊の運転ポ
イントで触媒暖機に適した運転状態となるようエンジン２２を制御する。触媒暖機運転に
適した運転状態とする制御には、例えば、浄化装置１３４に爆発燃焼の熱量を多く送るた
めに点火時期を遅くする制御などを挙げることができる。こうした制御により、エンジン
２２を触媒暖機に適した運転状態で運転しながら駆動軸としてのリングギヤ軸３２ａに要
求トルクＴｒ＊を出力して走行することができる。
【００４４】
　ステップＳ４１０で触媒暖機要請フラグＦｃが値０であると判定されると、触媒暖機の
必要はないと判断し、エンジン２２の運転を停止する（ステップＳ４６０）。エンジン２
２の運転の停止は、エンジン２２の運転を停止する制御信号をエンジンＥＣＵ２４に送信
し、エンジンＥＣＵ２４がエンジン２２への燃料噴射制御や点火制御を停止することによ
り行なわれる。こうしてエンジン２２の運転を停止すると、バッテリ５０の入出力制限Ｗ
ｉｎ，Ｗｏｕｔの範囲内でモータＭＧ２から駆動軸としてのリングギヤ軸３２ａに要求ト
ルクＴｒ＊を出力して走行するようモータＭＧ１，ＭＧ２のトルク指令Ｔｍ１＊，Ｔｍ２
＊を設定してモータＥＣＵ４０に送信する処理を実行して（ステップＳ２８０～Ｓ３２０
）、本ルーチンを終了する。
【００４５】
　次に、図５の触媒暖機要請ルーチンを用いて触媒暖機を要請する際の処理について説明
する。触媒暖機要請ルーチンが実行されると、エンジンＥＣＵ２４のＣＰＵ２４ａは、ま
ず、温度センサ１３５ｃからの触媒温度Ｔｃや温度センサ１４２からの冷却水温Ｔｗ，車
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速Ｖ，走行モードなど触媒暖機要請を設定するのに必要なデータを入力する処理を実行す
る（ステップＳ５００）。ここで、車速Ｖは、車速センサ８８により検出されたものをハ
イブリッド用電子制御ユニット７０から通信により入力するものとした。また、走行モー
ドは、図３の走行モード設定ルーチンを実行することにより設定されたものをハイブリッ
ド用電子制御ユニット７０から通信により入力するものとした。
【００４６】
　データを入力すると、現在設定されている走行モードを調べ（ステップＳ５１０）、走
行モードとして電動走行優先モードが設定されているときには、触媒暖機を開始する開始
温度Ｔｓｔａｒｔに温度Ｔ１１を設定すると共に触媒暖機を完了する完了温度Ｔｓｔｏｐ
に温度Ｔ１２を設定し（ステップＳ５２０）、走行モードとしてハイブリッド走行優先モ
ードが設定されているときには、開始温度Ｔｓｔａｒｔに温度Ｔ１１と同一か或いは低い
温度Ｔ２１を設定すると共に完了温度Ｔｓｔｏｐに温度Ｔ１２より低い温度Ｔ２２を設定
する（ステップＳ５３０）。ここで、温度Ｔ１１，Ｔ２１は、温度Ｔ１２，Ｔ２２より低
い温度であり、温度Ｔ１２，Ｔ２２として例えば５００℃，４００℃などの温度を用いた
場合には、３００℃や２００℃などの温度を用いることができる。電動走行優先モードが
設定されているときに触媒暖機を完了する完了温度Ｔｓｔｏｐとしてハイブリッド走行優
先モードが設定されているときの温度Ｔ２２より高い温度Ｔ１２を設定するのは、電動走
行が優先されるため、次にエンジン２２が始動されるまでに要する時間がハイブリッド走
行優先モードのときより長くなると考えられ、その間に浄化装置１３４の三元触媒の温度
が低下することを考慮するためである。また、ハイブリッド走行優先モードが設定されて
いるときの完了温度Ｔｓｔｏｐとしては、ハイブリッド走行が優先されるために次にエン
ジン２２が始動されるまでに要する時間は短いため、その間に浄化装置１３４の三元触媒
の温度が低下することを考慮する必要がないことから、三元触媒が活性化する下限温度よ
り若干高い温度とするのが好ましい。このため、電動走行優先モードが設定されていると
きの完了温度Ｔｓｔｏｐである温度Ｔ１２は、電動走行による触媒温度Ｔｃの低下を見込
んで、ハイブリッド走行優先モードが設定されているときの完了温度Ｔｓｔｏｐである温
度Ｔ２２より５０℃や１００℃或いは１５０℃程度高い温度を用いるのが好ましい。なお
、温度Ｔ１１，Ｔ１２，Ｔ２１，Ｔ２２については、温度Ｔ１１，Ｔ２１が温度Ｔ１２，
Ｔ２２より低く、温度Ｔ１２が温度Ｔ２２より高い条件を満たすよう浄化装置１３４の触
媒の特性やバッテリ５０の性能などにより決定すればよい。
【００４７】
　こうして開始温度Ｔｓｔａｒｔと完了温度Ｔｓｔｏｐとを設定すると、触媒暖機要請フ
ラグＦｃを調べ（ステップＳ５４０）、触媒暖機要請フラグＦｃが値０のときには、触媒
温度Ｔｃが開始温度Ｔｓｔａｒｔ未満であるか否かを判定し（ステップＳ５５０）、触媒
温度Ｔｃが開始温度Ｔｓｔａｒｔ以上のときには、触媒暖機は不要と判断して本ルーチン
を終了する。一方、触媒温度Ｔｃが開始温度Ｔｓｔａｒｔ未満のときには、触媒暖機が必
要と判断し、触媒暖機要請フラグＦｃに値１をセットし（ステップＳ５６０）、走行モー
ドが電動走行優先モードであるか否か（ステップＳ５７０）、車速Ｖが閾値Ｖｒｅｆ以上
であるか否か（ステップＳ５８０）、冷却水温Ｔｗが常温近傍の範囲としての閾値Ｔ１以
上で閾値Ｔ２未満の範囲内であるか否か（ステップＳ５９０）、を判定し、走行モードが
電動走行優先モードであり、車速Ｖが閾値Ｖｒｅｆ以上であり、冷却水温Ｔｗが閾値Ｔ１
以上で閾値Ｔ２未満の範囲内であるときには触媒暖機に適したエンジン２２の運転状態と
してのエンジン２２の回転数Ｎｅを大きくすることを示すよう回転数アップ要請フラグＦ
ｕｐに値１をセットして（ステップＳ６００）、本ルーチンを終了し、走行モードがハイ
ブリッド走行優先モードであったり、走行モードが電動走行優先モードであっても車速Ｖ
が閾値Ｖｒｅｆ未満であったり、冷却水温Ｔｗが閾値Ｔ１以上で閾値Ｔ２未満の範囲外で
あるときには回転数アップ要請フラグＦｕｐに値０をセットして（ステップＳ６３０）、
本ルーチンを終了する。回転数アップ要請フラグＦｕｐに値１をセットして触媒暖機に適
したエンジン２２の運転状態としてのエンジン２２の回転数Ｎｅを大きくするのは、エン
ジン２２における爆発燃焼の回数を多くして迅速に触媒暖機を完了させるためである。回
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転数アップ要請フラグＦｕｐに値１をセットする条件として走行モードが電動走行優先モ
ードである条件としているのは、電動走行優先モードでは触媒暖機を完了する完了温度Ｔ
ｓｔｏｐがハイブリッド走行優先モードのときより高く設定されているために、触媒暖機
の完了にハイブリッド走行優先モードのときに比して時間を要することや、迅速に触媒暖
機を完了して電動走行を優先することなどに基づく。また、車速Ｖが閾値Ｖｒｅｆ以上で
ある条件としているのは、低車速や停車中は走行による騒音が小さいため、エンジン２２
の回転数Ｎｅを大きくするとその騒音が目立ち、運転者や乗員に違和感を与える恐れが生
じることに基づく。従って、閾値Ｖｒｅｆは、走行による騒音が非常に小さくなる車速と
して設定されるものであり、例えば、５ｋｍ／ｈや７ｋｍ／ｈなどを用いることができる
。さらに、冷却水温Ｔｗが常温近傍の範囲としての閾値Ｔ１以上で閾値Ｔ２未満の範囲内
である条件としているのは、冷却水温Ｔｗが常温近傍の範囲より低い低温のときにはエン
ジン２２の運転に対して低温時の制御を行なう必要があるため、この低温時の制御時にエ
ンジン２２の回転数Ｎｅを大きくすると、制御が複雑になったりエンジン２２を安定して
触媒暖機に適した状態とすることができない場合が生じることに基づき、冷却水温Ｔｗが
常温近傍の範囲より高い低温のときにはエンジン２２の回転数Ｎｅを大きくしなくても短
時間のうちに触媒暖機が完了すると考えられることに基づく。閾値Ｔ１は、常温近傍の範
囲の下限値であるから、例えば、０℃や５℃，１０℃などを用いることができ、閾値Ｔ２
は、常温近傍の範囲の上限値であるから、例えば、３５℃や４０℃，４５℃などを用いる
ことができる。
【００４８】
　ステップＳ５４０で触媒暖機要請フラグＦｃが値１であると判定すると、触媒温度Ｔｃ
が触媒暖機を完了する完了温度Ｔｓｔｏｐ以上であるか否かを判定し（ステップＳ６１０
）、触媒温度Ｔｃが完了温度Ｔｓｔｏｐ未満のときには、触媒暖機が完了していないと判
断して、本ルーチンを終了し、触媒温度Ｔｃが完了温度Ｔｓｔｏｐ以上のときには、触媒
暖機が完了したと判断して、触媒暖機要請フラグＦｃと回転数アップ要請フラグＦｕｐに
値０をセットして（ステップＳ６２０，Ｓ６３０）、本ルーチンを終了する。ここで、触
媒温度Ｔｃが完了温度Ｔｓｔｏｐ未満のときにステップＳ５７０～Ｓ６００の処理を行な
わないのは、触媒暖機が完了するまでエンジン２２の回転数Ｎｅを変更しない方が制御が
容易になると共に運転者や乗員に違和感を与えないと考えられることに基づく。
【００４９】
　次に、図６の触媒暖機条件設定ルーチンを用いて触媒暖機を行なう際の条件設定を説明
する。触媒暖機条件設定ルーチンが実行されると、エンジンＥＣＵ２４のＣＰＵ２４ａは
、まず、回転数アップ要請フラグＦｕｐと走行モードとを入力すると共に（ステップＳ８
００）、入力した回転数アップ要請フラグＦｕｐを調べる処理を実行する（ステップＳ８
１０）。回転数アップ要請フラグＦｕｐが値０のとき、即ち、触媒暖機を行なう際にエン
ジン２２を通常の回転数Ｎｅ１で運転するときには、エンジン２２を始動した直後の燃料
増量補正時の補正量τｕｐに対してはエンジン２２が回転数Ｎｅ１で運転されるときに適
正な補正量τｕｐ１（ステップＳ８２０）、エンジン２２を始動した直後に開始した燃料
増量補正を減衰させる燃料増量減衰タイミングＴｅｎｄに対しては燃料増量補正を開始し
てからの経過時間としてエンジン２２が回転数Ｎｅ１で運転されるときに適正なタイミン
グＴｅｎｄ１（ステップＳ８２２）、エンジン２２のクランキング時に吸気管負圧を形成
するためにスロットルバルブ１２４を締め込む際の締め込み量θｓに対してはエンジン２
２が回転数Ｎｅ１で運転されるときに適正な締め込み量θｓ１（ステップＳ８２４）、触
媒暖機を行なう際のスロットル開度θに対してはエンジン２２が回転数Ｎｅ１で運転され
るときに適正なスロットル開度θ１（ステップＳ８２６）、触媒暖機を行なう際のスロッ
トル開度θに反映させるためのタイミングとしてのスロットル反映タイミングＴｉｍに対
してはエンジン２２が回転数Ｎｅ１で運転されるときに適正なタイミングＴｉｍ１（ステ
ップＳ８２８）、触媒暖機を行なう際のエンジン２２を始動した直後にエンジン２２の回
転数Ｎｅを安定させるための空燃比制御のために空燃比ＡＦをリーンとしたときおよびリ
ッチとしたときのフィードバック終了の判定に要する時間としての空燃比制御判定時間Ｔ
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ａｆに対してはリーンおよびリッチのいずれに対してもエンジン２２が回転数Ｎｅ１で運
転されるときに適正な判定時間Ｔａｆ１（ステップＳ８３０）、触媒暖機を行なう際の点
火時期の遅角量としての点火遅角θｄに対してはエンジン２２が回転数Ｎｅ１で運転され
るときに適正な点火遅角θｄ１（ステップＳ８３２）、を触媒暖機条件として設定して本
ルーチンを終了する。
【００５０】
　一方、ステップＳ８１０で回転数アップ要請フラグＦｕｐが値１のときには、即ち、触
媒暖機を行なう際にエンジン２２を通常の回転数Ｎｅ１より大きな回転数Ｎｅ２で運転す
るときには、エンジン２２を始動した直後の燃料増量補正時の補正量τｕｐに対してはエ
ンジン２２が回転数Ｎｅ２で運転されているときに適正な値としてエンジン２２が回転数
Ｎｅ１で運転されるときの補正量τｕｐ１より大きな補正量τｕｐ２（ステップＳ８４０
）、エンジン２２を始動した直後に開始した燃料増量補正を減衰させる燃料増量減衰タイ
ミングＴｅｎｄに対しては燃料増量補正を開始してからの経過時間としてエンジン２２が
回転数Ｎｅ２で運転されているときに適正な値としてエンジン２２が回転数Ｎｅ１で運転
されるときのタイミングＴｅｎｄ１より早いタイミングＴｅｎｄ２（ステップＳ８４２）
、エンジン２２のクランキング時に吸気管負圧を形成するためにスロットルバルブ１２４
を締め込む際の締め込み量θｓに対してはエンジン２２が回転数Ｎｅ２で運転されている
ときに適正な値としてエンジン２２が回転数Ｎｅ１で運転されるときの締め込み量θｓ１
より大きな締め込み量θｓ２（ステップＳ８４４）、触媒暖機を行なう際のスロットル開
度θに対してはエンジン２２が回転数Ｎｅ２で運転されているときに適正な値としてエン
ジン２２が回転数Ｎｅ１で運転されるときのスロットル開度θ１より大きなスロットル開
度θ２（ステップＳ８４６）、触媒暖機を行なう際のスロットル開度θに反映させるため
のタイミングとしてのスロットル反映タイミングＴｉｍに対してはエンジン２２が回転数
Ｎｅ２で運転されているときに適正な値としてエンジン２２が回転数Ｎｅ１で運転される
ときのタイミングＴｉｍ１より早いタイミングＴｉｍ２（ステップＳ８４８）、触媒暖機
を行なう際のエンジン２２を始動した直後にエンジン２２の回転数Ｎｅを安定させるため
の空燃比制御のために空燃比ＡＦをリーンとしたときおよびリッチとしたときのフィード
バック終了の判定に要する時間としての空燃比制御判定時間Ｔａｆに対してはリーンおよ
びリッチのいずれに対してもエンジン２２が回転数Ｎｅ２で運転されているときに適正な
値としてエンジン２２が回転数Ｎｅ１で運転されるときの判定時間Ｔａｆ１より短い判定
時間Ｔａｆ２（ステップＳ８５０）、触媒暖機を行なう際の点火時期の遅角量としての点
火遅角θｄに対してはエンジン２２が回転数Ｎｅ２で運転されているときに適正な値とし
てエンジン２２が回転数Ｎｅ１で運転されるときの点火遅角θｄ１より大きな点火遅角θ
ｄ２（ステップＳ８５２）、を触媒暖機条件として設定して本ルーチンを終了する。
【００５１】
　ここで、エンジン２２を回転数Ｎｅ２として触媒暖機を行なうときにエンジン２２を始
動した直後の燃料増量補正時の補正量τｕｐに対してはエンジン２２が回転数Ｎｅ１で運
転されるときの補正量τｕｐ１より大きな補正量τｕｐ２を設定するのは、エンジン２２
の回転数が大きくてもより確実にエンジン２２の爆発燃焼を生じさせることに基づくもの
と考えられる。また、エンジン２２を回転数Ｎｅ２として触媒暖機を行なうときにエンジ
ン２２を始動した直後に開始した燃料増量補正を減衰させる燃料増量減衰タイミングＴｅ
ｎｄに対しては燃料増量補正を開始してからの経過時間としてエンジン２２が回転数Ｎｅ
１で運転されるときのタイミングＴｅｎｄ１より早いタイミングＴｅｎｄ２とするのは、
三元触媒の暖機だけでなくエンジン２２の暖機も迅速に行なわれることに基づくものと考
えられる。エンジン２２を回転数Ｎｅ２として触媒暖機を行なうときにエンジン２２のク
ランキング時に吸気管負圧を形成するためにスロットルバルブ１２４を締め込む際の締め
込み量θｓに対してはエンジン２２が回転数Ｎｅ１で運転されるときの締め込み量θｓ１
より大きな締め込み量θｓ２とするのは、エンジン２２の回転数Ｎｅが大きい方がスロッ
トル開度θが大きくなり、吸気管負圧の形成が困難になることに基づくものと考えられる
。エンジン２２を回転数Ｎｅ２として触媒暖機を行なうときに触媒暖機を行なう際のスロ
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ットル開度θに対してはエンジン２２が回転数Ｎｅ１で運転されるときのスロットル開度
θ１より大きなスロットル開度θ２とするのは、エンジン２２の回転数Ｎｅを大きくする
と共にスロットル開度θを大きくした方が三元触媒の暖機が迅速に行なうことができるこ
とに基づくものと考えられる。エンジン２２を回転数Ｎｅ２として触媒暖機を行なうとき
に触媒暖機を行なう際のスロットル開度θに反映させるためのタイミングとしてのスロッ
トル反映タイミングＴｉｍに対してはエンジン２２が回転数Ｎｅ１で運転されるときのタ
イミングＴｉｍ１より早いタイミングＴｉｍ２とするのは、エンジン２２の回転数Ｎｅを
大きくしたときの方が吸入空気量Ｑａの変化などが大きくなることに基づくものと考えら
れる。エンジン２２を回転数Ｎｅ２として触媒暖機を行なうときに触媒暖機を行なう際の
エンジン２２を始動した直後にエンジン２２の回転数Ｎｅを安定させるための空燃比制御
のために空燃比ＡＦをリーンとしたときおよびリッチとしたときのフィードバック終了の
判定に要する時間としての空燃比制御判定時間Ｔａｆに対してはリーンおよびリッチのい
ずれに対してもエンジン２２が回転数Ｎｅ１で運転されるときの判定時間Ｔａｆ１より短
い判定時間Ｔａｆ２とするのは、エンジン２２の回転数Ｎｅを大きくすると吸入空気量Ｑ
ａの積算値の増加の程度も大きくなることに基づくものと考えられる。エンジン２２を回
転数Ｎｅ２として触媒暖機を行なうときに触媒暖機を行なう際の点火時期の遅角量として
の点火遅角θｄに対してはエンジン２２が回転数Ｎｅ１で運転されるときの点火遅角θｄ
１より大きな点火遅角θｄ２とするのは、エンジン２２の回転数Ｎｅを大きくしたときの
方が点火時期を遅くしてもエンジン２２を安定して運転することができることや点火時期
を遅くする方が三元触媒を迅速に暖機することができることに基づくものと考えられる。
【００５２】
　上述したように、図５の触媒暖機要請ルーチンでは、触媒温度Ｔｃが完了温度Ｔｓｔｏ
ｐ未満のときにステップＳ５７０～Ｓ６００の処理を行なわないため、触媒暖機が完了す
るまで回転数アップ要請フラグＦｕｐは変更されず、エンジン２２の回転数Ｎｅも変更さ
れない。このため、触媒暖機条件は触媒暖機が完了するまで変更されることはない。
【００５３】
　以上説明した実施例のハイブリッド自動車２０によれば、エンジン２２を通常の回転数
Ｎｅ１で運転して触媒暖機を行なうときには、エンジン２２を通常の回転数Ｎｅ１で運転
したときに触媒暖機に適したエンジン２２の運転条件（触媒暖機条件）、即ち、エンジン
２２を始動した直後の燃料増量補正時の補正量τｕｐに対しては補正量τｕｐ１、エンジ
ン２２を始動した直後に開始した燃料増量補正を減衰させる燃料増量減衰タイミングＴｅ
ｎｄに対してはタイミングＴｅｎｄ１、エンジン２２のクランキング時に吸気管負圧を形
成するためにスロットルバルブ１２４を締め込む際の締め込み量θｓに対しては締め込み
量θｓ１、触媒暖機を行なう際のスロットル開度θに対してはスロットル開度θ１、触媒
暖機を行なう際のスロットル開度θに反映させるためのタイミングとしてのスロットル反
映タイミングＴｉｍに対してはタイミングＴｉｍ１、触媒暖機を行なう際のエンジン２２
を始動した直後にエンジン２２の回転数Ｎｅを安定させるための空燃比制御のために空燃
比ＡＦをリーンとしたときおよびリッチとしたときのフィードバック終了の判定に要する
時間としての空燃比制御判定時間Ｔａｆに対しては判定時間Ｔａｆ１、触媒暖機を行なう
際の点火時期の遅角量としての点火遅角θｄに対しては点火遅角θｄ１、の運転条件（触
媒暖機条件）を用いて触媒暖機が完了するまで変更されることなく触媒暖機を行ない、エ
ンジン２２を通常の回転数Ｎｅ１より大きな回転数Ｎｅ２で運転して触媒暖機を行なうと
きには、エンジン２２を回転数Ｎｅ２で運転したときに触媒暖機に適したエンジン２２の
運転条件（触媒暖機条件）、即ち、エンジン２２を始動した直後の燃料増量補正時の補正
量τｕｐに対してはエンジン２２が回転数Ｎｅ１で運転されるときの補正量τｕｐ１より
大きな補正量τｕｐ２、エンジン２２を始動した直後に開始した燃料増量補正を減衰させ
る燃料増量減衰タイミングＴｅｎｄに対してはエンジン２２が回転数Ｎｅ１で運転される
ときのタイミングＴｅｎｄ１より早いタイミングＴｅｎｄ２、エンジン２２のクランキン
グ時に吸気管負圧を形成するためにスロットルバルブ１２４を締め込む際の締め込み量θ
ｓに対してはエンジン２２が回転数Ｎｅ１で運転されるときの締め込み量θｓ１より大き
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な締め込み量θｓ２、触媒暖機を行なう際のスロットル開度θに対してはエンジン２２が
回転数Ｎｅ１で運転されるときのスロットル開度θ１より大きなスロットル開度θ２、触
媒暖機を行なう際のスロットル開度θに反映させるためのタイミングとしてのスロットル
反映タイミングＴｉｍに対してはエンジン２２が回転数Ｎｅ１で運転されるときのタイミ
ングＴｉｍ１より早いタイミングＴｉｍ２、触媒暖機を行なう際のエンジン２２を始動し
た直後にエンジン２２の回転数Ｎｅを安定させるための空燃比制御のために空燃比ＡＦを
リーンとしたときおよびリッチとしたときのフィードバック終了の判定に要する時間とし
ての空燃比制御判定時間Ｔａｆに対してはエンジン２２が回転数Ｎｅ１で運転されるとき
の判定時間Ｔａｆ１より短い判定時間Ｔａｆ２、触媒暖機を行なう際の点火時期の遅角量
としての点火遅角θｄに対してはエンジン２２が回転数Ｎｅ１で運転されるときの点火遅
角θｄ１より大きな点火遅角θｄ２、の運転条件（触媒暖機条件）を用いて触媒暖機が完
了するまで変更されることなく触媒暖機を行なうことにより、触媒暖機の最中に触媒暖機
条件が変更されることによって適正に触媒暖機が行なわれなくなることを抑制することが
できると共に触媒暖機の最中に触媒暖機条件が変更されることによってエンジン２２の運
転状態が変化することによる違和感を運転者や乗員に与えるのを抑制することができる。
もとより、触媒暖機を行なう際のエンジン２２の回転数Ｎｅに応じてより適正に浄化触媒
を暖機することができる。
【００５４】
　また、実施例のハイブリッド自動車２０によれば、走行モードとしてハイブリッド走行
優先モードが設定されているときには、触媒暖機を完了する完了温度Ｔｓｔｏｐとして三
元触媒が活性化する下限温度より若干高い温度である温度Ｔ２２を設定して触媒暖機に適
した運転状態でエンジン２２を運転しながら要求トルクＴｒ＊を駆動軸としてのリングギ
ヤ軸３２ａに出力して走行し、走行モードとして電動走行優先モードが設定されていると
きには、触媒暖機を完了する完了温度Ｔｓｔｏｐとしてハイブリッド走行優先モードが設
定されているときの温度Ｔ２２より高い温度Ｔ１２を設定して触媒暖機に適した運転状態
でエンジン２２を運転しながら要求トルクＴｒ＊を駆動軸としてのリングギヤ軸３２ａに
出力して走行することにより、走行モードに応じた触媒暖機を行ないながら走行すること
ができる。即ち、走行モードとしてハイブリッド走行優先モードが設定されているときに
完了温度Ｔｓｔｏｐとして三元触媒が活性化する下限温度より若干高い温度である温度Ｔ
２２を設定して触媒暖機を行なうことにより、過剰な触媒暖機を抑制することができると
共にエミッションの悪化を抑制することができる。また、走行モードとして電動走行優先
モードが設定されているときに完了温度Ｔｓｔｏｐとしてハイブリッド走行優先モードが
設定されているときの温度Ｔ２２より高い温度Ｔ１２を設定して触媒暖機を行なうことに
より、電動走行による触媒温度Ｔｃが低下しても、次にエンジン２２が始動されたときの
触媒温度Ｔｃを触媒が活性化する温度以上とすることができ、エミッションの悪化を抑制
することができる。もとより、走行に要求されるトルク、即ち、駆動軸としてのリングギ
ヤ軸３２ａに要求される要求トルクＴｒ＊を出力して走行することができる。
【００５５】
　さらに、実施例のハイブリッド自動車２０によれば、走行モードが電動走行優先モード
であり、車速Ｖが閾値Ｖｒｅｆ以上であり、冷却水温Ｔｗが閾値Ｔ１以上で閾値Ｔ２未満
の範囲内であるときには、回転数アップ要請フラグＦｕｐに値１をセットしてエンジン２
２の回転数Ｎｅを大きくした触媒暖機に適したエンジン２２の運転状態でエンジン２２を
運転しながら要求トルクＴｒ＊を駆動軸としてのリングギヤ軸３２ａに出力して走行する
から、走行時の騒音や低温時の制御などを加味しながら走行モードが電動走行優先モード
のときの触媒暖機を迅速に完了させることができる。しかも、触媒暖機要請フラグＦｃを
値１に設定したときに回転数アップ要請フラグＦｕｐを設定すると、触媒暖機が完了する
までは回転数アップ要請フラグＦｕｐの値を変更しないので、触媒暖機が完了するまでエ
ンジン２２の回転数Ｎｅが変化することによる違和感を運転者や乗員に与えるのを防止す
ることができる。
【００５６】
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　実施例のハイブリッド自動車２０では、触媒暖機を行なうときのエンジン２２の運転条
件（触媒暖機条件）として、エンジン２２を始動した直後の燃料増量補正時の補正量τｕ
ｐ，エンジン２２を始動した直後に開始した燃料増量補正を減衰させる燃料増量減衰タイ
ミングＴｅｎｄ，エンジン２２のクランキング時に吸気管負圧を形成するためにスロット
ルバルブ１２４を締め込む際の締め込み量θｓ，触媒暖機を行なう際のスロットル開度θ
，触媒暖機を行なう際のスロットル開度θに反映させるためのタイミングとしてのスロッ
トル反映タイミングＴｉｍ，触媒暖機を行なう際のエンジン２２を始動した直後にエンジ
ン２２の回転数Ｎｅを安定させるための空燃比制御のために空燃比ＡＦをリーンとしたと
きおよびリッチとしたときのフィードバック終了の判定に要する時間としての空燃比制御
判定時間Ｔａｆ，触媒暖機を行なう際の点火時期の遅角量としての点火遅角θｄをエンジ
ン２２の回転数Ｎｅに応じて変更するものとしたが、これらの条件の一部だけをエンジン
２２の回転数Ｎｅに応じて変更するものとしてもよいし、これらの条件以外の条件、例え
ば、吸気バルブ１２８の開閉タイミングなどをエンジン２２の回転数Ｎｅに応じて変更す
るものとしてもよい。
【００５７】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、触媒暖機を行なうときには、走行モードとして
ハイブリッド走行優先モードが設定されているときには、触媒暖機を完了する完了温度Ｔ
ｓｔｏｐとして三元触媒が活性化する下限温度より若干高い温度である温度Ｔ２２を設定
するものとしたが、走行モードとしてハイブリッド走行優先モードが設定されているとき
には、触媒暖機を完了する完了温度Ｔｓｔｏｐとして三元触媒が活性化する下限温度を設
定するものとしてもよく、触媒暖機を完了する完了温度Ｔｓｔｏｐとして三元触媒が活性
化する下限温度より高い温度を設定するものとしてもよい。また、走行モードによっては
触媒暖機を完了する完了温度Ｔｓｔｏｐを変更しないものとしてもよい。
【００５８】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、触媒暖機を行なうときには、走行モードが電動
走行優先モードであり、車速Ｖが閾値Ｖｒｅｆ以上であり、冷却水温Ｔｗが閾値Ｔ１以上
で閾値Ｔ２未満の範囲内であるときに、回転数アップ要請フラグＦｕｐに値１をセットし
てエンジン２２の回転数Ｎｅを大きくした触媒暖機に適したエンジン２２の運転状態でエ
ンジン２２を運転するものとしたが、走行モードがハイブリッド走行優先モードのときに
も回転数アップ要請フラグＦｕｐに値１をセットしてエンジン２２の回転数Ｎｅを大きく
した触媒暖機に適したエンジン２２の運転状態でエンジン２２を運転するものとしてもよ
く、車速Ｖが閾値Ｖｒｅｆ未満のときにも回転数アップ要請フラグＦｕｐに値１をセット
してエンジン２２の回転数Ｎｅを大きくした触媒暖機に適したエンジン２２の運転状態で
エンジン２２を運転するものとしてもよく、冷却水温Ｔｗが閾値Ｔ１以上で閾値Ｔ２未満
の範囲外であるときにも回転数アップ要請フラグＦｕｐに値１をセットしてエンジン２２
の回転数Ｎｅを大きくした触媒暖機に適したエンジン２２の運転状態でエンジン２２を運
転するものとしてもよい。
【００５９】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、浄化装置１３４に温度センサ１３５ｃが取り付
けられて触媒温度Ｔｃを検出し、この検出した触媒温度Ｔｃを用いて触媒暖機の開始の判
定や完了の判定を行なうものとしたが、温度センサ１３５ｃを備えず、吸気温Ｔａや冷却
水温Ｔｗ，吸入空気量Ｑａの積算値に基づいて三元触媒の温度を推定し、この推定した温
度を用いて触媒暖機の開始の判定や完了の判定を行なうものとしてもよい。
【００６０】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、モータＭＧ２の動力を減速ギヤ３５により変速
してリングギヤ軸３２ａに出力するものとしたが、図１２の変形例のハイブリッド自動車
１２０に例示するように、モータＭＧ２の動力をリングギヤ軸３２ａが接続された車軸（
駆動輪６３ａ，６３ｂが接続された車軸）とは異なる車軸（図１２における車輪６４ａ，
６４ｂに接続された車軸）に接続するものとしてもよい。
【００６１】
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　実施例のハイブリッド自動車２０では、エンジン２２の動力を動力分配統合機構３０を
介して駆動輪６３ａ，６３ｂに接続された駆動軸としてのリングギヤ軸３２ａに出力する
ものとしたが、図１３の変形例のハイブリッド自動車２２０に例示するように、エンジン
２２のクランクシャフト２６に接続されたインナーロータ２３２と駆動輪６３ａ，６３ｂ
に動力を出力する駆動軸に接続されたアウターロータ２３４とを有し、エンジン２２の動
力の一部を駆動軸に伝達すると共に残余の動力を電力に変換する対ロータ電動機２３０を
備えるものとしてもよい。
【００６２】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、エンジン２２からの動力を動力分配統合機構３
０を介して駆動輪６３ａ，６３ｂに接続された駆動軸としてのリングギヤ軸３２ａに出力
すると共にモータＭＧ２からの動力を減速ギヤ３５を介してリングギヤ軸３２ａに出力す
るものとしたが、図１４の変形例のハイブリッド自動車３２０に例示するように、駆動輪
６３ａ，６３ｂに接続された駆動軸に変速機３３０を介してモータＭＧを取り付け、モー
タＭＧの回転軸にクラッチ３２９を介してエンジン２２を接続する構成とし、エンジン２
２からの動力をモータＭＧの回転軸と変速機３３０とを介して駆動軸に出力すると共にモ
ータＭＧからの動力を変速機３３０を介して駆動軸に出力するものとしてもよい。あるい
は、図１５の変形例のハイブリッド自動車４２０に例示するように、エンジン２２からの
動力を変速機４３０を介して駆動輪６３ａ，６３ｂに接続された車軸に出力すると共にモ
ータＭＧからの動力を駆動輪６３ａ，６３ｂが接続された車軸とは異なる車軸（図１５に
おける車輪６４ａ，６４ｂに接続された車軸）に出力するものとしてもよい。即ち、走行
用の動力を出力するエンジンと走行用の動力を出力する電動機とを備えるものであれば如
何なるタイプのハイブリッド自動車としてもよいのである。
【００６３】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、商用電源からの交流電力を直流電力に変換して
バッテリ５０を充電するためのＤＣ／ＤＣコンバータ５６やＡＣ／ＤＣコンバータ５８を
備える、いわゆるプラグインハイブリッド車として構成したが、商用電源からの交流電力
を直流電力に変換してバッテリ５０を充電するためのＤＣ／ＤＣコンバータ５６やＡＣ／
ＤＣコンバータ５８を備えないハイブリッド車に適用するものとしてもよい。この場合、
走行モードを残容量ＳＯＣにより設定するものだけでなく、電動走行優先モードとハイブ
リッド走行優先モードとを切り替えるスイッチを運転席近傍に設け、運転者によるスイッ
チの操作状態に応じて走行モードを設定するものとしてもよい。
【００６４】
　また、こうしたハイブリッド自動車に適用するものに限定されるものではなく、自動車
以外の車両の形態としてもよい。また、ハイブリッド車の制御方法の形態としてもよい。
【００６５】
　実施例の主要な要素と課題を解決するための手段の欄に記載した発明の主要な要素との
対応関係について説明する。実施例では、三元触媒を有する浄化装置１３４が排気系に取
り付けられたエンジン２２が「内燃機関」に相当し、モータＭＧ２が「電動機に相当し、
バッテリ５０が「蓄電手段」に相当し、アクセル開度Ａｃｃと車速Ｖとに基づいて車両に
要求されるトルクとして駆動輪６３ａ，６３ｂに連結された駆動軸としてのリングギヤ軸
３２ａに出力すべき要求トルクＴｒ＊を設定すると共に設定した要求トルクＴｒ＊にリン
グギヤ軸３２ａの回転数Ｎｒを乗じたものと損失としてのロスＬｏｓｓとの和として走行
のために車両に要求される走行用パワーＰｄｒｖ＊とを設定する図４の駆動制御ルーチン
のステップＳ１１０の処理を実行するハイブリッド用電子制御ユニット７０が「走行用パ
ワー設定手段」に相当し、走行モードが電動走行優先モードであり、車速Ｖが閾値Ｖｒｅ
ｆ以上であり、冷却水温Ｔｗが閾値Ｔ１以上で閾値Ｔ２未満の範囲内であるときに、回転
数アップ要請フラグＦｕｐに値１をセットする図５の触媒暖機要請ルーチンのＳ５７０～
Ｓ６００の処理を実行するエンジンＥＣＵ２４が「回転数アップ要求設定手段」に相当し
、回転数アップ要請フラグＦｕｐに値０が設定されたときには触媒暖機が完了するまでエ
ンジン２２を通常の回転数Ｎｅ１で運転して触媒暖機を行ないながら要求トルクＴｒ＊を



(23) JP 5206475 B2 2013.6.12

10

20

30

40

50

駆動軸としてのリングギヤ軸３２ａに出力して走行するようエンジン２２の目標回転数Ｎ
ｅ＊，目標トルクＴｅ＊，モータＭＧ１，ＭＧ２のトルク指令Ｔｍ１＊，Ｔｍ２＊を設定
し、回転数アップ要請フラグＦｕｐに値１が設定されたときには触媒暖機が完了するまで
エンジン２２を回転数Ｎｅ１より大きな回転数Ｎｅ２で運転して触媒暖機を行ないながら
要求トルクＴｒ＊を駆動軸としてのリングギヤ軸３２ａに出力して走行するようエンジン
２２の目標回転数Ｎｅ＊，目標トルクＴｅ＊，モータＭＧ１，ＭＧ２のトルク指令Ｔｍ１
＊，Ｔｍ２＊を設定する図４の駆動制御ルーチンを実行するハイブリッド用電子制御ユニ
ット７０と、回転数アップ要請フラグＦｕｐに値０が設定されてエンジン２２を通常の回
転数Ｎｅ１で運転して触媒暖機を行なうときにはエンジン２２を通常の回転数Ｎｅ１で運
転したときに触媒暖機に適したエンジン２２の運転条件（触媒暖機条件）を設定し、回転
数アップ要請フラグＦｕｐに値０が設定されてエンジン２２を回転数Ｎｅ１より大きな回
転数Ｎｅ２で運転して触媒暖機を行なうときにはエンジン２２を回転数Ｎｅ２で運転した
ときに触媒暖機に適したエンジン２２の運転条件（触媒暖機条件）を設定する図６の触媒
暖機条件設定ルーチンを実行すると共に目標回転数Ｎｅ＊と目標トルクＴｅ＊とに基づい
てエンジン２２を制御したり触媒暖機に適した設定した運転条件でエンジン２２が運転さ
れるようスロットル制御や燃料噴射制御，点火制御などを実行するエンジンＥＣＵ２４と
、トルク指令Ｔｍ１＊，Ｔｍ２＊に基づいてモータＭＧ１，ＭＧ２を制御するモータＥＣ
Ｕ４０とが「制御手段」に相当する。
【００６６】
　ここで、「内燃機関」としては、ガソリンまたは軽油などの炭化水素系の燃料により動
力を出力する内燃機関に限定されるものではなく、浄化触媒を有する浄化装置が排気に取
り付けられたものであれば、水素エンジンなど如何なるタイプの内燃機関であっても構わ
ない。「電動機」としては、同期発電電動機として構成されたモータＭＧ２に限定される
ものではなく、誘導電動機など、駆動軸に動力を入出力可能なものであれば如何なるタイ
プの電動機であっても構わない。「蓄電手段」としては、二次電池としてのバッテリ５０
に限定されるものではなく、キャパシタなど、電力動力入出力手段とや電動機と電力のや
りとりが可能であれば如何なるものとしても構わない。「走行用パワー設定手段」として
は、アクセル開度Ａｃｃと車速Ｖとに基づいて車両に要求されるトルクとして駆動輪６３
ａ，６３ｂに連結された駆動軸としてのリングギヤ軸３２ａに出力すべき要求トルクＴｒ
＊を設定すると共に設定した要求トルクＴｒ＊にリングギヤ軸３２ａの回転数Ｎｒを乗じ
たものと損失としてのロスＬｏｓｓとの和として走行のために車両に要求される走行用パ
ワーＰｄｒｖ＊とを設定するものに限定されるものではなく、アクセル開度Ａｃｃだけに
基づいて要求トルクを設定すると共にこの設定した要求トルクに基づいて走行用パワーを
設定するものとしたり、走行経路が予め設定されているものにあっては走行経路における
走行位置に基づいて要求トルクを設定すると共にこの設定した要求トルクに基づいて走行
用パワーを設定するものとしたり、要求トルクを設定することなしに直接に走行用パワー
を設定するものとしたりするなど、走行に要求される走行用パワーを設定するものであれ
ば如何なるものとしても構わない。「回転数アップ要求設定手段」としては、走行モード
が電動走行優先モードであり、車速Ｖが閾値Ｖｒｅｆ以上であり、冷却水温Ｔｗが閾値Ｔ
１以上で閾値Ｔ２未満の範囲内であるときに、回転数アップ要請フラグＦｕｐに値１をセ
ットするものに限定されるものではなく、走行モードがハイブリッド走行優先モードのと
きにも回転数アップ要請フラグＦｕｐに値１をセットするものとしたり、車速Ｖが閾値Ｖ
ｒｅｆ未満のときにも回転数アップ要請フラグＦｕｐに値１をセットするものとしたり、
冷却水温Ｔｗが閾値Ｔ１以上で閾値Ｔ２未満の範囲外であるときにも回転数アップ要請フ
ラグＦｕｐに値１をセットするものとしたりするなど、浄化触媒の暖機を行なう際の内燃
機関の回転数を大きくするための所定アップ条件が成立しているときに回転数アップ要求
を設定するものであれば如何なるものとしても構わない。「制御手段」としては、ハイブ
リッド用電子制御ユニット７０とエンジンＥＣＵ２４とモータＥＣＵ４０とからなる組み
合わせに限定されるものではなく単一の電子制御ユニットにより構成されるなどとしても
よい。また、「制御手段」としては、回転数アップ要請フラグＦｕｐに値０が設定された
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ときにはエンジン２２を通常の回転数Ｎｅ１で運転したときに触媒暖機に適したエンジン
２２の運転条件（触媒暖機条件）を設定すると共に触媒暖機が完了するまで触媒暖機条件
を変更することなくエンジン２２を通常の回転数Ｎｅ１で運転して触媒暖機を行ないなが
ら要求トルクＴｒ＊を駆動軸としてのリングギヤ軸３２ａに出力して走行するようエンジ
ン２２とモータＭＧ１，ＭＧ２とを制御し、回転数アップ要請フラグＦｕｐに値１が設定
されたときにはエンジン２２を回転数Ｎｅ２で運転したときに触媒暖機に適したエンジン
２２の運転条件（触媒暖機条件）を設定すると共に触媒暖機が完了するまで触媒暖機条件
を変更することなくエンジン２２を回転数Ｎｅ１より大きな回転数Ｎｅ２で運転して触媒
暖機を行ないながら要求トルクＴｒ＊を駆動軸としてのリングギヤ軸３２ａに出力して走
行するようエンジン２２とモータＭＧ１，ＭＧ２とを制御するものに限定されるものでは
なく、浄化触媒の暖機を行なう際、回転数アップ要求が設定されていないときには内燃機
関を第１の回転数で運転したときに浄化触媒の暖機に適した第１の触媒暖機条件により浄
化触媒の暖機が完了するまで第１の触媒暖機条件を継続して内燃機関が第１の回転数の暖
機運転状態で運転されると共に走行用パワーにより走行するよう内燃機関と電動機とを制
御し、回転数アップ要求が設定されているときには内燃機関を第１の回転数より大きな第
２の回転数で運転したときに浄化触媒の暖機に適した第２の触媒暖機条件により浄化触媒
の暖機が完了するまで第２の触媒暖機条件を継続して内燃機関が第２の回転数の暖機運転
状態で運転されると共に走行用パワーにより走行するよう内燃機関と電動機とを制御する
ものであれば如何なるものとしても構わない。
【００６７】
　なお、実施例の主要な要素と課題を解決するための手段の欄に記載した発明の主要な要
素との対応関係は、実施例が課題を解決するための手段の欄に記載した発明を実施するた
めの形態を具体的に説明するための一例であることから、課題を解決するための手段の欄
に記載した発明の要素を限定するものではない。即ち、課題を解決するための手段の欄に
記載した発明についての解釈はその欄の記載に基づいて行なわれるべきものであり、実施
例は課題を解決するための手段の欄に記載した発明の具体的な一例に過ぎないものである
。
【産業上の利用可能性】
【００６８】
　本発明は、ハイブリッド車の製造産業などに利用可能である。
【符号の説明】
【００６９】
　２０，１２０，２２０，３２０，４２０　ハイブリッド自動車、２２　エンジン、２４
　エンジン用電子制御ユニット（エンジンＥＣＵ）、２４ａ　ＣＰＵ、２４ｂ　ＲＯＭ、
２４ｃ　ＲＡＭ、２６　クランクシャフト、２８　ダンパ、３０　動力分配統合機構、３
１　サンギヤ、３２　リングギヤ、３２ａ　リングギヤ軸、３３　ピニオンギヤ、３４　
キャリア、３５　減速ギヤ、４０　モータ用電子制御ユニット（モータＥＣＵ）、４１，
４２　インバータ、４３，４４　回転位置検出センサ、５０　バッテリ、５１　温度セン
サ、５２　バッテリ用電子制御ユニット（バッテリＥＣＵ）、５４　電力ライン、５６　
ＤＣ／ＤＣコンバータ、５８　ＡＣ／ＤＣコンバータ、５９　電源コード、６０　ギヤ機
構、６２　デファレンシャルギヤ、６３ａ，６３ｂ　駆動輪、６４ａ，６４ｂ　車輪、７
０　ハイブリッド用電子制御ユニット、７２　ＣＰＵ、７４　ＲＯＭ、７６　ＲＡＭ、８
０　イグニッションスイッチ、８１　シフトレバー、８２　シフトポジションセンサ、８
３　アクセルペダル、８４　アクセルペダルポジションセンサ、８５　ブレーキペダル、
８６　ブレーキペダルポジションセンサ、８８　車速センサ、１２２　エアクリーナ、１
２４　スロットルバルブ、１２６　燃料噴射弁、１２８　吸気バルブ、１３０　点火プラ
グ、１３２　ピストン、１３４　浄化装置、１３５ａ　空燃比センサ、１３５ｂ　酸素セ
ンサ、１３５ｃ　温度センサ、１３６，スロットルモータ、１３８　イグニッションコイ
ル、１４０　クランクポジションセンサ、１４２　水温センサ、１４３　圧力センサ、１
４４　カムポジションセンサ、１４６　スロットルバルブポジションセンサ、１４８　エ
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アフローメータ、１４９　温度センサ、１５０　可変バルブタイミング機構、２３０　対
ロータ電動機、２３２　インナーロータ、２３４　アウターロータ、３２９　クラッチ、
３３０，４３０　変速機、ＭＧ，ＭＧ１，ＭＧ２　モータ。
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