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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジンと、該エンジンを車輪に対して接続遮断できる断接装置と、車輪に駆動力を伝
達可能に配設された回転機と、自動走行ポジションと手動走行ポジションとを選択可能な
走行ポジション選択装置とを備え、前記自動走行ポジションが選択された状態にて運転者
による減速度増大操作が為されたことにより選択されて車両減速度を増大させる第１手動
モードと、前記手動走行ポジションが選択された状態にて運転者による減速度増大操作が
為されたことにより選択されて車両減速度を増大させる第２手動モードとを有する車両の
制御装置であって、
　前記エンジンが前記車輪に対して遮断された状態で前記車両が走行している際に、
　前記第１手動モードが選択された場合には、前記回転機のみで車両減速度を発生させる
一方で、
　前記第２手動モードが選択された場合には、前記断接装置を接続した状態として少なく
とも前記エンジンで車両減速度を発生させることを特徴とする車両の制御装置。
【請求項２】
　前記第１手動モードが選択されたときに前記エンジンが停止している場合には、前記断
接装置を遮断した状態のまま前記エンジンを始動することを特徴とする請求項１に記載の
車両の制御装置。
【請求項３】
　前記エンジンに連結された発電機を更に備え、
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　前記断接装置を遮断した状態のまま該エンジンを始動することは、該エンジンの動力に
より該発電機を回転駆動して発電しながら前記回転機のみで車両減速度を発生させるシリ
ーズ走行に移行することであることを特徴とする請求項２に記載の車両の制御装置。
【請求項４】
　前記第１手動モードが選択されたときに前記エンジンが停止している場合には、既に該
エンジンが作動している場合と比較して、始動後の該エンジンの回転速度を低くすること
を特徴とする請求項２又は３に記載の車両の制御装置。
【請求項５】
　前記第１手動モードの継続中に前記走行ポジション選択装置にて前記手動走行ポジショ
ンが選択された場合には、前記断接装置を接続した状態として前記エンジンで車両減速度
を発生させることを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載の車両の制御装置。
【請求項６】
　運転者による変速操作に応じて変速することが可能な自動変速機を更に備え、
　前記断接装置は、前記エンジンと前記自動変速機の出力回転部材との間に設けられた第
１クラッチと、該自動変速機の出力回転部材と前記車輪との間に設けられた第２クラッチ
とを備えるものであり、
　前記断接装置を遮断した状態とは、前記第１クラッチ及び前記第２クラッチの少なくと
も一方が動力伝達不能に解放されている状態であり、
　前記断接装置を接続した状態とは、前記第１クラッチ及び前記第２クラッチの何れもが
動力伝達可能に係合されている状態であることを特徴とする請求項１乃至５の何れか１項
に記載の車両の制御装置。
【請求項７】
　前記第１手動モードが選択された場合には、前記第２クラッチを解放したまま、前記第
１クラッチを係合し、
　更に、前記第１手動モードの継続中に前記走行ポジション選択装置にて前記手動走行ポ
ジションが選択された場合には、前記第２クラッチを係合することを特徴とする請求項６
に記載の車両の制御装置。
【請求項８】
　前記走行ポジション選択装置にて前記自動走行ポジションから前記手動走行ポジション
へ切り換えられた場合には、前記第２クラッチを解放したまま、前記第１クラッチを係合
し、
　更に、前記減速度増大操作が行われた場合には、前記第２クラッチを係合することを特
徴とする請求項６又は７に記載の車両の制御装置。
【請求項９】
　前記走行ポジション選択装置とは別に、前記運転者の操作に基づいて車両減速度を増大
することが可能な減速度増大装置を更に備え、
　前記減速度増大操作は、前記減速度増大装置を用いた前記運転者の操作であることを特
徴とする請求項１乃至８の何れか１項に記載の車両の制御装置。
【請求項１０】
　エンジンと、該エンジンを車輪に対して接続遮断できる断接装置と、該断接装置を介す
ことなく車輪に駆動力を伝達可能に配設された回転機と、運転者の操作に基づいて自動走
行ポジションと手動走行ポジションとを選択可能な走行ポジション選択装置と、該走行ポ
ジション選択装置とは別に設けられると共に前記運転者の操作に基づいて車両減速度を増
大することが可能な減速度増大装置とを備える車両の制御装置であって、
　前記エンジンが前記車輪に対して遮断された状態で前記車両が走行している際に、
　前記走行ポジション選択装置において前記手動走行ポジションが選択されているときに
、前記減速度増大装置において車両減速度を増大させる減速度増大操作が為されることに
より車両減速度を増大させる場合には、
　前記走行ポジション選択装置において前記自動走行ポジションが選択されているときに
、前記減速度増大装置において車両減速度を増大させる減速度増大操作が為されることに
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より前記エンジンが車輪に対して遮断された状態のままで車両減速度を増大させる場合よ
りも、
　前記断接装置のトルク容量を大きくすることを特徴とする車両の制御装置。
【請求項１１】
　前記自動走行ポジションが選択されていると共に前記運転者により減速度増大操作が為
されたときに前記エンジンが停止している場合には、前記断接装置を遮断した状態のまま
前記エンジンを始動することを特徴とする請求項１０に記載の車両の制御装置。
【請求項１２】
　前記エンジンに連結された発電機を更に備え、
　前記断接装置を遮断した状態のまま該エンジンを始動することは、該エンジンの動力に
より該発電機を回転駆動して発電しながら前記回転機のみで車両減速度を発生させるシリ
ーズ走行に移行することであることを特徴とする請求項１１に記載の車両の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エンジンと回転機とを備え、回転機のみを走行用駆動力源として走行するこ
とが可能な車両の制御装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　エンジンと回転機とを備え、その回転機のみを走行用駆動力源として走行するモータ走
行（エンジンを作動していても走行用駆動力源として用いないようなシリーズ走行も含む
）が可能な車両が良く知られている。例えば、特許文献１に記載されたハイブリッド車両
がそれである。この特許文献１に示されたハイブリッド車両では、例えば変速機の変速制
御様式である変速モードとして、所定の変速マップに従って変速する自動変速モードとは
別に、その変速マップに依らず運転者（ユーザ）の変速操作によりアップシフト或いはダ
ウンシフトを実行することができる手動変速モードが備えられている。そして、前記モー
タ走行時に、このような手動変速モードが選択されると変速段（変速比）或いは変速レン
ジが固定される為、特にダウンシフト側が選択される程、自動変速モードと比較して、回
転機の負荷が増大し、回転機温度が上昇し易い。回転機が過度に高温になると、所望の回
転機出力を発生し難くなったり、耐久性が低下し易くなる可能性がある。その為、このよ
うな回転機の過度の温度上昇はできるだけ抑制することが望ましい。特許文献１には、手
動変速モードが選択されると、オイルクーラによる回転機の冷却油（例えば変速機の作動
油）の冷却を開始する冷却温度を低く変更して、回転機冷却性能をアップすることにより
、回転機の温度上昇を抑制する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１７２９２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、一般的に、手動変速モードというのは、例えば公知のシフトレバーの操作に
より手動変速モードとする為の手動変速ポジション（Ｍポジション）が選択され、そのＭ
ポジションにおけるシフトレバーのシフト操作により選択された変速段（変速レンジ）で
の走行を可能とするものである。一方で、公知のシフトレバーの操作により自動変速モー
ドとする為の自動変速ポジション（Ｄポジション）が選択されているときでも、上記シフ
トレバーとは別に設けられた操作スイッチ（例えばパドルスイッチ）が操作されることに
より、一時的に手動変速モードに移行して変速段が選択可能に構成されている車両も良く
知られているところである。つまり、手動変速モードには、Ｍポジションが選択されたと
きと、Ｄポジション選択時に上記操作スイッチ（パドルスイッチ）が操作されたときとが
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ある。特に、Ｄポジション選択時における上記操作スイッチの操作をＤパドル操作と称し
、Ｍポジション選択時における上記操作スイッチの操作をＭパドル操作と称する。尚、手
動変速モードは、例えば自動変速機のギヤ段を手動操作によって切り換えるものであるが
、その手動操作に応じて加速感や減速感も変化させられることから、自動変速機の変速が
拘わらないような走行時においても、このような変速操作の概念を、例えば車両減速度を
手動操作によって切り換える減速度操作の概念に適用することが可能である。従って、上
記Ｄパドル操作やＭパドル操作では、手動変速モードと同様に、手動モードにおいて、ユ
ーザによる減速度増大操作によって車両減速度を増大することが可能である。
【０００５】
　そして、上記Ｄパドル操作による手動モードでも、前記モータ走行時には回転機の温度
上昇を考慮する必要があると考えられる。ところが、このＤパドル操作での手動モードは
、例えば一時的な手動モードへの移行に過ぎず、自動モードに自動復帰する為、Ｍパドル
操作と比較して、回転機の温度上昇が抑制されると考えられる。従って、手動モードに移
行したからといって、回転機の温度上昇を見込んだ上記特許文献１に開示された技術であ
る回転機の冷却制御を一律に行うと、過剰な冷却となって燃費の悪化を招く可能性がある
。加えて、特許文献１における上記冷却制御では、冷却性能を担保する為に、オイルポン
プやオイルクーラの追加を前提としており、コストアップを招く可能性がある。尚、上述
したような課題は未公知であり、減速度増大操作での回転機の作動に備えて過剰な回転機
の冷却性能を担保することなく、回転機の発熱量を抑制することについて未だ提案されて
いない。また、このような事情は、変速機を備えず、減速度（或いは駆動力）を切り換え
る為の走行ポジションが減速度を自動的に選択する自動走行ポジション（ドライブポジシ
ョン）にあるときにユーザ操作で減速度を変化させる第１手動モードと、走行ポジション
が減速度を手動的に選択する手動走行ポジション（マニュアルポジション）にあるときに
ユーザ操作で減速度を変化させる第２手動モードとを有する車両においても同様である。
【０００６】
　本発明は、以上の事情を背景として為されたものであり、その目的とするところは、エ
ンジンが車輪に対して遮断された状態で走行している際に、車両減速度を増大させるユー
ザ操作時における回転機の発熱を適切に抑制することができる車両の制御装置を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的を達成する為の第１の発明の要旨とするところは、（ａ）エンジンと、そのエ
ンジンを車輪に対して接続遮断できる断接装置と、車輪に駆動力を伝達可能に配設された
回転機と、自動走行ポジションと手動走行ポジションとを選択可能な走行ポジション選択
装置とを備え、前記自動走行ポジションが選択された状態にて運転者による減速度増大操
作が為されたことにより選択されて車両減速度を増大させる第１手動モードと、前記手動
走行ポジションが選択された状態にて運転者による減速度増大操作が為されたことにより
選択されて車両減速度を増大させる第２手動モードとを有する車両の制御装置であって、
（ｂ）前記エンジンが前記車輪に対して遮断された状態で前記車両が走行している際に、
前記第１手動モードが選択された場合には、前記回転機のみで車両減速度を発生させる一
方で、前記第２手動モードが選択された場合には、前記断接装置を接続した状態として少
なくとも前記エンジンで車両減速度を発生させることにある。
【発明の効果】
【０００８】
　このようにすれば、前記エンジンが前記車輪に対して遮断された状態で前記車両が走行
している際に、前記第１手動モードが選択された場合には、前記回転機のみで車両減速度
が発生させられる一方で、前記第２手動モードが選択された場合には、前記断接装置を接
続した状態とされて少なくとも前記エンジンで車両減速度が発生させられるので、前記自
動走行ポジションが選択された状態での前記第１手動モードの場合には一時的な手動モー
ドとなる為に前記回転機のみで車両減速度が発生させられてもその回転機の温度が上昇し
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難い一方で、継続的な手動モードとなって前記回転機が熱的に厳しくなる可能性がある前
記第２手動モードの場合にはその回転機の負荷を減少させることが可能となりその回転機
の過度の発熱を抑制することができる。よって、エンジンが車輪に対して遮断された状態
で走行（例えばモータ走行）している際に、車両減速度を増大させるユーザ操作時におけ
る回転機の発熱を適切に抑制することができる。見方を換えれば、前記自動走行ポジショ
ン選択時の運転者による減速度増大操作での第１手動モードは自動走行ポジションにおけ
る通常の車両走行に自動復帰する一時的な手動モードであり、前記回転機の温度が上昇し
難い為にその回転機のみを用いて車両減速度を発生させる一方で、前記手動走行ポジショ
ン選択時の運転者による減速度増大操作での第２手動モードは継続的な手動モードであり
、前記回転機が熱的に厳しくなる可能性がある為に前記エンジンを用いて車両減速度を発
生させることでその回転機の過剰な冷却性能を担保する必要がなくなる。これにより、回
転機の冷却に関わる機器の簡素化が図れる。
【０００９】
　ここで、第２の発明は、前記第１の発明に記載の車両の制御装置において、前記第１手
動モードが選択されたときに前記エンジンが停止している場合には、前記断接装置を遮断
した状態のまま前記エンジンを始動することにある。このようにすれば、実際には前記回
転機のみで車両減速度を発生させているのだが、エンジンのみを走行用駆動力源とする車
両と同様に、エンジンブレーキが効いているような感覚が得られ、車両減速度の発生（増
大）との違和感が生じ難い。又は、前記自動走行ポジション選択時の運転者による減速度
増大操作後の一時的な手動モードであるときに前記手動走行ポジションが選択されて、実
質的に前記手動走行ポジション選択時の運転者による減速度増大操作に伴う第２手動モー
ドとなった場合に、速やかに前記エンジンを用いて車両減速度を発生させることができる
。
【００１０】
　また、第３の発明は、前記第２の発明に記載の車両の制御装置において、前記エンジン
に連結された発電機を更に備え、前記断接装置を遮断した状態のままそのエンジンを始動
することは、そのエンジンの動力によりその発電機を回転駆動して発電しながら前記回転
機のみで車両減速度を発生させるシリーズ走行に移行することである。このようにすれば
、エンジンのみを走行用駆動力源とする車両と同様に、エンジンブレーキが効いているよ
うな感覚が得られ、車両減速度の発生（増大）との違和感が生じ難い。又は、第１手動モ
ードから実質的に第２手動モードとなった場合に、速やかに前記エンジンを用いて車両減
速度を発生させることができる。
【００１１】
　また、第４の発明は、前記第２の発明又は第３の発明に記載の車両の制御装置において
、前記第１手動モードが選択されたときに前記エンジンが停止している場合には、既にそ
のエンジンが作動している場合と比較して、始動後のそのエンジンの回転速度を低くする
ことにある。このようにすれば、元々前記エンジンが停止している場合にてエンジンが車
輪に対して遮断された状態での車両走行中（例えばモータ走行中）でのエンジン始動によ
る違和感が抑制される。
【００１２】
　また、第５の発明は、前記第１の発明乃至第４の発明の何れか１つに記載の車両の制御
装置において、前記第１手動モードの継続中に前記走行ポジション選択装置にて前記手動
走行ポジションが選択された場合には、前記断接装置を接続した状態として前記エンジン
で車両減速度を発生させることにある。このようにすれば、前記自動走行ポジション選択
時の一時的な手動モードのときに前記手動走行ポジションが選択された場合に、実質的に
前記手動走行ポジション選択時の運転者による減速度増大操作が為されたとされる。
【００１３】
　また、第６の発明は、前記第１の発明乃至第５の発明の何れか１つに記載の車両の制御
装置において、運転者による変速操作に応じて変速することが可能な自動変速機を更に備
え、前記断接装置は、前記エンジンと前記自動変速機の出力回転部材との間に設けられた
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第１クラッチと、その自動変速機の出力回転部材と前記車輪との間に設けられた第２クラ
ッチとを備えるものであり、前記断接装置を遮断した状態とは、前記第１クラッチ及び前
記第２クラッチの少なくとも一方が動力伝達不能に解放されている状態であり、前記断接
装置を接続した状態とは、前記第１クラッチ及び前記第２クラッチの何れもが動力伝達可
能に係合されている状態である。このようにすれば、前記断接装置を遮断した状態で前記
回転機のみを走行用駆動力源として走行するモータ走行時に、その回転機のみで車両減速
度を発生させることが可能であると共に、前記断接装置を接続した状態として少なくとも
前記エンジンで車両減速度を発生させることが可能である。
【００１４】
　また、第７の発明は、前記第６の発明に記載の車両の制御装置において、前記第１手動
モードが選択された場合には、前記第２クラッチを解放したまま、前記第１クラッチを係
合し、更に、前記第１手動モードの継続中に前記走行ポジション選択装置にて前記手動走
行ポジションが選択された場合には、前記第２クラッチを係合することにある。このよう
にすれば、前記自動走行ポジションが選択されているときに前記減速度増大操作が行われ
た場合には、前記断接装置を遮断した状態を適切に維持して前記回転機のみで車両減速度
を発生させることができると共に、前記減速度増大操作による一時的な手動モードの継続
中に前記手動走行ポジションが選択された場合には、速やかに前記断接装置を接続した状
態として前記エンジンで車両減速度を発生させることができる。また、前記断接装置を遮
断した状態を維持する場合に、前記第１クラッチを解放したまま前記第２クラッチを係合
すると前記自動変速機の慣性（イナーシャ）分が車輪に掛かって減速ショックが発生する
可能性があることに対して、前記第２クラッチを解放したまま前記第１クラッチを係合す
るので、そのような減少ショックが生じない。
【００１５】
　また、第８の発明は、前記第６の発明又は第７の発明に記載の車両の制御装置において
、前記走行ポジション選択装置にて前記自動走行ポジションから前記手動走行ポジション
へ切り換えられた場合には、前記第２クラッチを解放したまま、前記第１クラッチを係合
し、更に、前記減速度増大操作が行われた場合には、前記第２クラッチを係合することに
ある。このようにすれば、前記自動走行ポジションの選択中にその自動走行ポジションに
替えて前記手動走行ポジションが選択された場合には、前記断接装置を遮断した状態を適
切に維持することができると共に、その手動走行ポジションが選択されているときに減速
度増大操作が行われた場合には、前記第２クラッチを係合するだけで前記断接装置を接続
した状態とすることができ、速やかに前記エンジンで車両減速度を発生させることができ
る。また、前記断接装置を遮断した状態を維持する場合に、前記第１クラッチを解放した
まま前記第２クラッチを係合すると前記自動変速機の慣性（イナーシャ）分が車輪に掛か
って減速ショックが発生する可能性があることに対して、前記第２クラッチを解放したま
ま前記第１クラッチを係合するので、そのような減少ショックが生じない。
【００１６】
　また、第９の発明は、前記第１の発明乃至第８の発明の何れか１つに記載の車両の制御
装置において、前記走行ポジション選択装置とは別に、前記運転者の操作に基づいて車両
減速度を増大することが可能な減速度増大装置を更に備え、前記減速度増大操作は、前記
減速度増大装置を用いた前記運転者の操作である。このようにすれば、前記自動走行ポジ
ション或いは前記手動走行ポジションが選択された状態にて運転者による減速度増大操作
が適切に為される。
【００１７】
　前記目的を達成する為の第１０の発明の要旨とするところは、(a) エンジンと、そのエ
ンジンを車輪に対して接続遮断できる断接装置と、その断接装置を介すことなく車輪に駆
動力を伝達可能に配設された回転機と、運転者の操作に基づいて自動走行ポジションと手
動走行ポジションとを選択可能な走行ポジション選択装置と、その走行ポジション選択装
置とは別に設けられると共に前記運転者の操作に基づいて車両減速度を増大することが可
能な減速度増大装置とを備える車両の制御装置であって、(b) 前記エンジンが前記車輪に
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対して遮断された状態で前記車両が走行している際に、前記走行ポジション選択装置にお
いて前記手動走行ポジションが選択されているときに、前記減速度増大装置において車両
減速度を増大させる減速度増大操作が為されることにより車両減速度を増大させる場合に
は、前記走行ポジション選択装置において前記自動走行ポジションが選択されているとき
に、前記減速度増大装置において車両減速度を増大させる減速度増大操作が為されること
により前記エンジンが車輪に対して遮断された状態のままで車両減速度を増大させる場合
よりも、前記断接装置のトルク容量を大きくすることにある。
【００１８】
　このようにすれば、前記エンジンが前記車輪に対して遮断された状態で前記車両が走行
している際に、前記走行ポジション選択装置において前記手動走行ポジションが選択され
ているときに、前記減速度増大装置において車両減速度を増大させる減速度増大操作が為
されることにより車両減速度が増大させられる場合には、前記走行ポジション選択装置に
おいて前記自動走行ポジションが選択されているときに、前記減速度増大装置において車
両減速度を増大させる減速度増大操作が為されることにより前記エンジンが車輪に対して
遮断された状態のままで車両減速度が増大させられる場合よりも、前記断接装置のトルク
容量が大きくされるので、前記自動走行ポジションが選択された状態で運転者により減速
度増大操作が為される場合には一時的な車両減速度の発生となる為に前記回転機のみで車
両減速度が発生させられてもその回転機の温度が上昇し難い一方で、継続的な車両減速度
の発生となって前記回転機が熱的に厳しくなる可能性がある前記手動走行ポジションが選
択された状態で運転者により減速度増大操作が為される場合にはその回転機の負荷を減少
させることが可能となりその回転機の過度の発熱を抑制することができる。よって、エン
ジンが車輪に対して遮断された状態で走行（例えばモータ走行）している際に、車両減速
度を増大させるユーザ操作時における回転機の発熱を適切に抑制することができる。見方
を換えれば、前記自動走行ポジション選択時の運転者による減速度増大操作での車両減速
度の発生は自動走行ポジションにおける通常の車両走行に自動復帰するまでの一時的なも
のであり、前記回転機の温度が上昇し難い為にその回転機のみを用いて車両減速度を発生
させる一方で、前記手動走行ポジション選択時の運転者による減速度増大操作での車両減
速度の発生は継続的なものであり、前記回転機が熱的に厳しくなる可能性がある為に前記
エンジンを用いて車両減速度を発生させることでその回転機の過剰な冷却性能を担保する
必要がなくなる。これにより、回転機の冷却に関わる機器の簡素化が図れる。
【００１９】
　また、第１１の発明は、前記第１０の発明に記載の車両の制御装置において、前記自動
走行ポジションが選択されていると共に前記運転者により減速度増大操作が為されたとき
に前記エンジンが停止している場合には、前記断接装置を遮断した状態のまま前記エンジ
ンを始動することにある。このようにすれば、実際には前記回転機のみで車両減速度を発
生させているのだが、エンジンのみを走行用駆動力源とする車両と同様に、エンジンブレ
ーキが効いているような感覚が得られ、車両減速度の発生（増大）との違和感が生じ難い
。又は、前記自動走行ポジション選択時の運転者による減速度増大操作に伴って一時的に
車両減速度を発生させているときに前記手動走行ポジションが選択されて、実質的に前記
手動走行ポジション選択時の運転者による減速度増大操作となった場合に、速やかに前記
エンジンを用いて車両減速度を発生させることができる。
【００２０】
　また、第１２の発明は、前記第１１の発明に記載の車両の制御装置において、前記エン
ジンに連結された発電機を更に備え、前記断接装置を遮断した状態のままそのエンジンを
始動することは、そのエンジンの動力によりその発電機を回転駆動して発電しながら前記
回転機のみで車両減速度を発生させるシリーズ走行に移行することである。このようにす
れば、エンジンのみを走行用駆動力源とする車両と同様に、エンジンブレーキが効いてい
るような感覚が得られ、車両減速度の発生（増大）との違和感が生じ難い。又は、前記自
動走行ポジション選択時の運転者による減速度増大操作から実質的に前記手動走行ポジシ
ョン選択時の運転者による減速度増大操作となった場合に、速やかに前記エンジンを用い
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て車両減速度を発生させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明が適用されるハイブリッド車両を構成する動力伝達経路の概略構成を説明
する図であると共に、車両に設けられた制御系統の要部を説明する図である。
【図２】複数種類のシフトポジションを人為的操作により切り換えるシフト操作装置の一
例を示す図である。
【図３】変速操作を行う為にシフトレバーとは別に設けられた変速操作装置の一例を示す
図である。
【図４】電子制御装置の制御機能の要部を説明する機能ブロック線図である。
【図５】ハイブリッド車両の各種の走行モードと各部の作動状態とを説明する図である。
【図６】ＥＶ走行モード、シリーズＨＥＶ走行モード、及びパラレルＨＥＶ走行モードを
切り換えるモード切換マップの一例を示す図である。
【図７】電子制御装置の制御作動の要部すなわちモータ走行している際に車両減速度を増
大させるユーザ操作時における第２モータジェネレータの発熱を適切に抑制する為の制御
作動を説明するフローチャートである。
【図８】本発明が適用される別のハイブリッド車両を構成する動力伝達経路の概略構成を
説明する図である。
【図９】本発明が適用される別のハイブリッド車両を説明する図であり、（ａ）は概略構
成図、（ｂ）は複数の走行モードと各部の作動状態を示す図である。
【図１０】本発明が適用される別のハイブリッド車両を説明する図であり、（ａ）は概略
構成図、（ｂ）は複数の走行モードと各部の作動状態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明において、好適には、前記エンジンは、燃料の燃焼によって動力を発生する内燃
機関などである。前記回転機は、回転電気機械であって、具体的には発電機、電動モータ
、或いはそれ等の機能が択一的に得られるモータジェネレータである。前記回転機は、前
記断接装置を介して前記エンジンに接続される車輪にその断接装置を介すことなく接続さ
れてその車輪を駆動するものでも良いが、そのエンジンが前輪（或いは後輪）を駆動する
場合にその回転機は後輪（或いは前輪）を駆動するなどそのエンジンとは異なる車輪を駆
動するように構成することもできる。前記断接装置は、動力伝達を接続遮断できるもので
、エンジンから車輪までの動力伝達経路に設けられた湿式或いは乾式の係合装置（例えば
摩擦係合式や噛合式のクラッチやブレーキ）、その動力伝達経路の一部を構成する自動変
速機内に設けられてその自動変速機を動力伝達が遮断された所謂ニュートラル状態とする
ことが可能な係合装置などである。
【００２３】
　また、好適には、前記自動変速機は、変速機単体、トルクコンバータ等の流体式伝動装
置を有する変速機、或いは副変速機を有する変速機などにより構成される。この変速機は
、公知の遊星歯車式自動変速機、公知の同期噛合型平行軸式自動（／手動）変速機、その
同期噛合型平行軸式自動変速機であるが入力軸を２系統備える型式の変速機である所謂Ｄ
ＣＴ（Dual Clutch Transmission）、公知のベルト式無段変速機、公知のトラクション型
無段変速機などにより構成される。
【００２４】
　また、好適には、前記車両は、前記回転機のみで車両減速度を発生させることが可能な
走行モードとして、前記エンジンを駆動力伝達経路から切り離して前記回転機のみを走行
用駆動力源として用いて走行できるＥＶ（Electric Vehicle；電気自動車）走行モードを
有している。また、前記回転機のみで車両減速度を発生させることが可能な走行モードと
して、駆動力伝達経路から切り離された前記エンジンで例えば発電機を回転駆動して発電
しながら前記回転機のみを走行用駆動力源として用いて走行できるシリーズＨＥＶ（Hybr
id Electric Vehicle；ハイブリッド式電気自動車）走行モードを含んでいても良い。こ
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れらＥＶ走行モードやシリーズＨＥＶ走行モードは、前記断接装置を遮断した状態で回転
機のみを走行用駆動力源として走行するモータ走行を実行する為の走行モードである。
【００２５】
　また、好適には、前記車両は、前記エンジンで車両減速度を発生させることが可能な走
行モードとして、前記エンジンを駆動力伝達経路に接続して少なくともそのエンジンを走
行用駆動力源として用いて走行できるパラレルＨＥＶ走行モードを有している。また、こ
のパラレルＨＥＶ走行モードは、前記エンジンを駆動力伝達経路に接続して、そのエンジ
ンと前記回転機とを走行用駆動力源として用いて走行できる狭義のパラレルＨＥＶ走行モ
ードの他に、そのエンジンのみを走行用駆動力源として用いて走行できるエンジン走行モ
ードや、そのエンジンと前記回転機とを走行用駆動力源として用いて走行すると共に例え
ばそのエンジンで発電機を回転駆動して発電するシリーズパラレルＨＥＶ走行モード等を
含んでいても良い。言い換えれば、前記エンジンが常に走行用駆動力源として用いられ、
前記回転機の少なくとも一方が常に或いはアシスト的に駆動力源として用いられるように
なっておれば良い。また、このパラレルＨＥＶ走行モードにおいては、前記エンジンが車
輪に対して接続されており、例えば減速走行時にそのエンジンで車両減速度を発生させる
ことができる。
【００２６】
　以下、本発明の実施例を図面を参照しつつ詳細に説明する。
【実施例１】
【００２７】
　図１は、本発明が適用される車両であるハイブリッド車両１０（以下、車両１０という
）を構成する駆動装置１２における動力伝達経路の概略構成を説明する図であると共に、
車両１０に設けられた制御系統の要部を説明する図である。図１において、駆動装置１２
は、走行用駆動力源（以下、駆動力源という）として機能させることが可能なエンジン１
４及び第１モータジェネレータＭＧ１を備え、左右一対のフロント側の車輪である前駆動
輪１６を駆動するフロント駆動部１２Ａと、駆動力源として機能させることが可能な第２
モータジェネレータＭＧ２を備え、左右一対のリヤ側の車輪である後駆動輪１８を駆動す
るリヤ駆動部１２Ｂとを含んでいる。
【００２８】
　フロント駆動部１２Ａは、エンジン１４と、そのエンジン１４と前駆動輪１６との間の
動力伝達経路にエンジン１４側から順に配設されて相互に直列に連結された、第１モータ
ジェネレータＭＧ１、第１クラッチＣ１、自動変速機２０、第２クラッチＣ２、第１ギヤ
対２２、及びフロント差動歯車装置２４とを備えている。このように、エンジン１４は、
それら第１モータジェネレータＭＧ１、第１クラッチＣ１、自動変速機２０、第２クラッ
チＣ２、第１ギヤ対２２、及びフロント差動歯車装置２４等を順に介して前駆動輪１６に
連結されている。
【００２９】
　エンジン１４は、燃料の燃焼で動力を発生する良く知られた内燃機関から構成されてお
り、例えば吸入空気量、燃料噴射量、及び点火時期などを制御することで出力が調節され
る。また、エンジン始動時には、例えば第１モータジェネレータＭＧ１がエンジン始動装
置（エンジンスタータ）として機能する。
【００３０】
　第１モータジェネレータＭＧ１は、電動機としても発電機としても機能する交流同期型
のモータジェネレータから構成され、インバータ２６を介して蓄電装置２８と電気的に接
続されている。第１モータジェネレータＭＧ１の作動はインバータ２６により制御される
。
【００３１】
　自動変速機２０は、第１クラッチＣ１を介して第１モータジェネレータＭＧ１に連結さ
れた入力側溝幅可変プーリ３０と、その入力側溝幅可変プーリ３０と平行に配置され、第
２クラッチＣ２を介して第１ギヤ対２２に連結された出力側溝幅可変プーリ３２と、それ
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らのプーリ３０，３２にそれぞれ巻き掛けられた伝動ベルト３４とを備える良く知られた
ベルト式無段変速機から構成されている。この自動変速機２０では、油圧制御回路３６に
よって溝幅可変プーリ３０，３２の溝幅がそれぞれ制御されることで入出力回転速度比す
なわち変速比（ギヤ比）γ及びベルト挟圧力が変化させられるようになっている。上記変
速比γは、入力側溝幅可変プーリ３０の回転速度である入力側プーリ回転速度ＮＣＦと出
力側溝幅可変プーリ３２の回転速度である出力側プーリ回転速度ＮＣＲとの比（ＮＣＦ／
ＮＣＲ）である。
【００３２】
　第１クラッチＣ１及び第２クラッチＣ２は、それぞれ良く知られた湿式多板クラッチか
ら構成されており、それぞれの係合／解放は、油圧制御回路３６により制御される。また
、第１クラッチＣ１は、エンジン１４と自動変速機２０の出力回転部材としての変速機出
力軸３５との間に設けられている。また、第２クラッチＣ２は、変速機出力軸３５と前駆
動輪１６との間に設けられている。そして、第１クラッチＣ１と第２クラッチＣ２とは、
エンジン１４及び第１モータジェネレータＭＧ１を前駆動輪１６に対して連結を接続遮断
できる断接装置である。この断接装置を遮断した状態とは、第１クラッチＣ１及び第２ク
ラッチＣ２の少なくとも一方が動力伝達不能に解放されている状態であり、この断接装置
を接続した状態とは、第１クラッチＣ１及び第２クラッチＣ２の何れもが動力伝達可能に
係合されている状態である。
【００３３】
　リヤ駆動部１２Ｂは、第２モータジェネレータＭＧ２と、その第２モータジェネレータ
ＭＧ２と後駆動輪１８との間の動力伝達経路に第２モータジェネレータＭＧ２側から順に
配設されて相互に直列に連結された、第２ギヤ対３８、及びリヤ差動歯車装置４０とを備
えている。このように、第２モータジェネレータＭＧ２は、それら第２ギヤ対３８及びリ
ヤ差動歯車装置４０等を順に介して後駆動輪１８に連結されており、第１クラッチＣ１及
び第２クラッチＣ２を介すことなく後駆動輪１８に駆動力を伝達可能に配設された回転機
である。
【００３４】
　第２モータジェネレータＭＧ２は、第１モータジェネレータＭＧ１と同様に電動機とし
ても発電機としても機能する交流同期型のモータジェネレータから構成され、インバータ
２６を介して蓄電装置２８に電気的に接続されている。第２モータジェネレータＭＧ２の
作動はインバータ２６により制御される。
【００３５】
　また、本実施例の車両１０は、所定の関係としての公知の変速マップに従って自動変速
機２０を変速する自動変速モードとユーザによる変速操作により自動変速機２０を変速す
ることが可能な手動変速モードとの間で自動変速機２０の変速モードを切り替えることが
可能である。その為、車両１０には、変速モードを自動変速モードとする為の自動変速ポ
ジションと変速モードを手動変速モードとする為の手動変速ポジションとを含む複数種類
のシフトポジションＰＳＨを人為的操作により選択操作可能なシフトポジション選択装置
としてのシフトレバー５０を備えた図２に示すようなシフト操作装置５２が例えば運転席
の横に配設されている。
【００３６】
　図２において、シフトレバー５０は、フロント駆動部１２Ａにおける動力伝達経路が遮
断され且つ第２モータジェネレータＭＧ２が無負荷状態（フリー状態）とされたニュート
ラル状態すなわち中立状態とし且つ自動変速機２０の出力軸をロックする為の駐車ポジシ
ョン（Ｐポジション）である「Ｐ（パーキング）」、後進走行の為の後進走行ポジション
（Ｒポジション）である「Ｒ（リバース）」、前記中立状態とする為の中立ポジション（
Ｎポジション）である「Ｎ（ニュートラル）」、自動変速モードを成立させて自動変速機
２０の変速可能な変速比γの変化範囲内で自動変速制御を実行させる為の自動変速ポジシ
ョンとしての前進用の自動走行ポジション（ドライブポジション、Ｄポジション）である
「Ｄ（ドライブ）」、又は手動変速モードを成立させてシフトレバー５０の変速操作に応
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じて変更された所定の変速段（ギヤ段）に対応する変速比γとなるように自動変速機２０
の変速制御を実行させる為の手動変速ポジションとしての前進用の手動走行ポジション（
マニュアルポジション、Ｍポジション）である「Ｍ（マニュアル）」へ手動操作されるよ
うに設けられている。このようにシフトレバー５０は、運転者（ユーザ）の操作に基づい
てＤポジションとＭポジションとを選択可能な走行ポジション選択装置でもある。
【００３７】
　上記Ｍポジションは、例えば車両１０の前後方向において上記Ｄポジションと同じ位置
において車両１０の幅方向に隣接して設けられており、シフトレバー５０がＭポジション
へ操作されることにより、自動変速機２０において複数の段階的な変速比に対応して予め
設定されて記憶された複数の変速段の何れかがシフトレバー５０の操作に応じて変更され
る。具体的には、このＭポジションには、車両１０の前後方向にアップシフト位置「＋」
、及びダウンシフト位置「－」が設けられており、シフトレバー５０がそれ等のアップシ
フト位置「＋」又はダウンシフト位置「－」へ操作されると、上記変速段の何れかへ切り
換えられる。これにより、シフトレバー５０のユーザ操作に基づいて、所望の変速段に切
り換えられる。また、シフトレバー５０はスプリング等の付勢手段により上記アップシフ
ト位置「＋」又はダウンシフト位置「－」から、Ｍポジションへ自動的に戻されるように
なっている。
【００３８】
　更に、車両１０には、Ｍポジションにおけるアップシフト位置「＋」又はダウンシフト
位置「－」へのシフトレバー５０による変速操作と同等の変速操作をすることが可能な変
速操作装置５４が設けられている。図３は、変速操作を行う為にシフトレバー５０とは別
に設けられた変速操作装置５４の一例を示す図である。図３において、変速操作装置５４
は、ステアリングホイール５６に搭載されたパドルスイッチ５４であり、アップシフトス
イッチ５８及びダウンシフトスイッチ６０が設けられている。アップシフトスイッチ５８
及びダウンシフトスイッチ６０は、例えばステアリングホイール５６を握ったままでドラ
イバー側に操作することでシフトレバー５０による変速操作と同等の変速操作が可能であ
る。具体的には、シフトレバー５０がＭポジションに操作されているときに、アップシフ
トスイッチ５８又はダウンシフトスイッチ６０が操作されると、自動変速機２０に予め設
定された前記変速段の何れかへ切り換えられる。これにより、手動変速モードにおいて、
パドルスイッチ５４のユーザ操作に基づいて、所望の変速段に切り換えられる。また、パ
ドルスイッチ５４はスプリング等の付勢手段により初期位置へ自動的に戻されるようにな
っている。
【００３９】
　尚、本実施例では、シフトレバー５０にてＤポジションが選択されているときであって
もパドルスイッチ５４を用いた変速操作により一時的に手動変速モードに移行することが
可能である。具体的には、シフトレバー５０がＤポジションに操作されているときに、ア
ップシフトスイッチ５８又はダウンシフトスイッチ６０が操作されると、変速モードが一
時的に手動変速モードとされ、パドルスイッチ５４のユーザ操作に応じて自動変速機２０
に予め設定された前記変速段の何れかへ切り換えられる。
【００４０】
　また、シフトレバー５０又はパドルスイッチ５４による変速操作は、基本的には、手動
変速モードにおいて自動変速機２０に設定された複数のギヤ段をユーザの操作に基づいて
切り換えるものであるが、変速機を介することなく動力を伝達する第２モータジェネレー
タＭＧ２においても、このような変速操作の概念を適用することが可能である。つまり、
シフトレバー５０又はパドルスイッチ５４によるユーザ操作は、第２モータジェネレータ
ＭＧ２の回生量を変化させることが可能である。具体的には、第２モータジェネレータＭ
Ｇ２が出力可能な駆動トルク或いは回生トルクを段階的に設定し、その段階的に設定され
たトルクをシフトレバー５０又はパドルスイッチ５４のユーザ操作に応じて出力すること
で、第２モータジェネレータＭＧ２のみを用いた走行時（すなわちモータ走行時）には、
ユーザは、あたかもギヤ段を切り換えるかの如く、自動変速機２０における変速操作に応
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じて生じる加速感や減速感と同等の感覚を得ることができる。その為、本実施例では、自
動変速機２０の変速が拘わらないような走行時例えばモータ走行時においても、便宜上、
段階的に設定するトルクをギヤ段と見立て、手動変速モード時には、自動変速機２０と同
様に複数のギヤ段を設定し、アップシフト操作やダウンシフト操作の概念を適用する。ま
た、アップシフト操作やダウンシフト操作の変速操作は、駆動時には車両加速度を増減す
ることに繋がり、減速走行時には車両減速度を増減することに繋がるものである。特に、
モータ走行中の減速走行時には、シフトレバー５０又はパドルスイッチ５４によるユーザ
操作は、車両減速度を増減する減速度増減操作（減速度減少操作や減速度増大操作）と言
うべきものである。そこで、本実施例では、この減速度増減操作（減速度変更操作）を、
シフトレバー５０又はパドルスイッチ５４による変速操作（アップシフト操作やダウンシ
フト操作）と同意に取り扱う。
【００４１】
　具体的には、本実施例では、ユーザによる減速度増減操作により車両減速度を増減する
ことが可能な手動モードとしての手動変速モードを備えており、手動変速モードにおける
変速操作は、この手動モードにおけるユーザによる減速度増減操作すなわちユーザの減速
度要求に相当する。例えば、ダウンシフト操作は、ユーザ操作により車両減速度を大きく
する減速度増大操作すなわちユーザの減速度要求を大きくする減速度増大要求に相当する
。また、アップシフト操作は、ユーザ操作により車両減速度を小さくする減速度減少操作
すなわちユーザの減速度要求を小さくする減速度減少要求に相当する。また、パドルスイ
ッチ５４は、シフトレバー５０とは別に設けられると共にユーザの操作に基づいて車両減
速度を変更することが可能な減速度変更装置である。特に、ダウンシフトスイッチ６０は
、ユーザの操作に基づいて車両減速度を増大することが可能な減速度増大装置である。
【００４２】
　図１に戻り、車両１０には、例えばハイブリッド駆動制御などに関連する制御装置を含
む電子制御装置１００が備えられている。電子制御装置１００は、例えばＣＰＵ、ＲＡＭ
、ＲＯＭ、入出力インターフェース等を備えた所謂マイクロコンピュータを含んで構成さ
れており、ＣＰＵはＲＡＭの一時記憶機能を利用しつつ予めＲＯＭに記憶されたプログラ
ムに従って信号処理を行うことにより車両１０の各種制御を実行する。例えば、電子制御
装置１００は、エンジン１４の出力制御、第１モータジェネレータＭＧ１及び第２モータ
ジェネレータＭＧ２の回生制御を含む出力制御、自動変速機２０の変速制御、第１クラッ
チＣ１及び第２クラッチＣ２の係合制御等を実行するようになっており、必要に応じてエ
ンジン制御用や回転機制御用や油圧制御用等に分けて構成される。
【００４３】
　電子制御装置１００には、例えばエンジン回転速度センサ７０により検出されたエンジ
ン１４の回転速度であるエンジン回転速度ＮＥを表す信号、入力回転速度センサ７２によ
り検出された自動変速機２０の入力回転速度である変速機入力回転速度ＮＩＮ（すなわち
入力側プーリ回転速度ＮＣＦ）を表す信号、出力回転速度センサ７４により検出された車
速Ｖに対応する自動変速機２０の出力回転速度である変速機出力回転速度ＮＯＵＴ（すな
わち出力側プーリ回転速度ＮＣＲ）を表す信号、第１回転機回転速度センサ７６により検
出された第１モータジェネレータＭＧ１の回転速度である第１回転機回転速度ＮＭＧ１を
表す信号、第２回転機回転速度センサ７８により検出された第２モータジェネレータＭＧ
２の回転速度である第２回転機回転速度ＮＭＧ２を表す信号、アクセル開度センサ８０に
より検出された運転者（ユーザ）による車両１０に対する駆動力要求量（ドライバ要求出
力）としてのアクセルペダルの操作量であるアクセル開度Ａccを表す信号、シフトポジシ
ョンセンサ８２により検出されたシフトレバー５０の操作位置（アップシフト位置「＋」
及びダウンシフト位置「－」を含む）であるシフトポジション（レバーポジション、操作
ポジション）ＰＳＨを表す信号、パドルスイッチ５４により検出されたアップシフトスイ
ッチ５８におけるスイッチ操作ＳＵＰを表す信号、パドルスイッチ５４により検出された
ダウンシフトスイッチ６０におけるスイッチ操作ＳＤＮを表す信号、バッテリセンサ８４
により検出された蓄電装置２８のバッテリ温度ＴＨＢＡＴやバッテリ入出力電流（バッテ
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リ充放電電流）ＩＢＡＴやバッテリ電圧ＶＢＡＴを表す信号などが、それぞれ供給される
。尚、電子制御装置１００は、例えば上記バッテリ温度ＴＨＢＡＴ、バッテリ充放電電流
ＩＢＡＴ、及びバッテリ電圧ＶＢＡＴなどに基づいて蓄電装置２８の充電状態（充電容量
）ＳＯＣを逐次算出する。
【００４４】
　また、電子制御装置１００からは、例えばエンジン１４の出力制御の為のエンジン出力
制御指令信号ＳＥ、第１モータジェネレータＭＧ１及び第２モータジェネレータＭＧ２の
作動を制御する為の回転機制御指令信号ＳＭ、第１クラッチＣ１及び第２クラッチＣ２や
自動変速機２０の油圧アクチュエータを制御する為に油圧制御回路３６に含まれる電磁弁
（ソレノイドバルブ）等を作動させる為の油圧指令信号ＳＰなどが、それぞれ出力される
。
【００４５】
　図４は、電子制御装置１００による制御機能の要部を説明する機能ブロック線図である
。図４において、車両状態判定部すなわち車両状態判定手段１０２は、例えばシフトレバ
ー５０のシフトポジションＰＳＨがＤポジションであるか否かを判定する。また、車両状
態判定手段１０２は、シフトレバー５０のシフトポジションＰＳＨがＭポジションである
か否かを判定する。
【００４６】
　変速制御部すなわち変速制御手段１０４は、自動変速機２０の変速制御を実行する。変
速制御手段１０４は、例えば車両状態判定手段１０２によりＤポジションであると判定さ
れた場合には、変速モードを自動変速モードとして、車速Ｖとアクセル開度Ａcc（或いは
変速機出力トルクＴＯＵＴ等）とを変数として予め記憶された所定の関係（変速線図、変
速マップ）から実際の車速Ｖ及びアクセル開度Ａccで示される車両状態に基づいて目標変
速機入力回転速度ＮＩＮ

＊を算出し、その目標変速機入力回転速度ＮＩＮ
＊に向かって変

速機入力回転速度ＮＩＮが変化するように自動変速機２０の油圧アクチュエータを制御す
る油圧指令信号ＳＰを油圧制御回路３６に出力する。これにより、Ｄポジション時の自動
変速モードにおいて変速比γが自動制御される。また、変速制御手段１０４は、例えば車
両状態判定手段１０２によりＭポジションであると判定された場合には、変速モードを手
動変速モードとして、上記変速マップに依ることなく、シフトレバー５０或いはパドルス
イッチ５４におけるユーザによる変速操作に応じて、自動変速機２０において複数の段階
的な変速比に対応して予め設定されて記憶された複数の変速段を変更する油圧指令信号Ｓ

Ｐを油圧制御回路３６に出力する。これにより、Ｍポジション時の手動変速モードにおい
てユーザ操作に応じた所望の変速段に切り換えられる。また、変速制御手段１０４は、例
えば車両状態判定手段１０２によりＤポジションであると判定されているときにパドルス
イッチ５４が操作された場合には、変速モードを自動変速モードから一時的に手動変速モ
ードとして、パドルスイッチ５４におけるユーザによる変速操作に応じて、自動変速機２
０において複数の段階的な変速比に対応して予め設定されて記憶された複数の変速段を変
更する油圧指令信号ＳＰを油圧制御回路３６に出力する。これにより、Ｄポジション時の
一時的な手動変速モードにおいてユーザ操作に応じた所望の変速段に切り換えられる。ま
た、変速制御手段１０４は、例えばＤポジション時の一時的な手動変速モードにおいて、
その一時的な手動変速モードから自動変速モードへ自動復帰させる為の自動復帰条件が成
立したか否かを判定し、その自動復帰条件が成立した場合には、変速モードをＤポジショ
ンの自動変速モードへ復帰させる。尚、上記自動復帰条件は、例えば一時的な手動変速モ
ードにおける同一変速段でアクセルオン状態が連続して一定時間以上経過したとき、アク
セル開度Ａccが大きい為に選択中の変速段では加速が不足するとき、或いは車両１０が停
止したときなどに成立する。
【００４７】
　ハイブリッド制御部すなわちハイブリッド制御手段１０６は、エンジン１４の駆動を制
御するエンジン駆動制御手段としての機能と、インバータ２６を介して第１モータジェネ
レータＭＧ１及び第２モータジェネレータＭＧ２による駆動力源又は発電機としての作動



(14) JP 5633641 B2 2014.12.3

10

20

30

40

50

を制御する回転機作動制御手段としての機能と、油圧制御回路３６を介して第１クラッチ
Ｃ１及び第２クラッチＣ２の作動を制御するクラッチ制御手段としての機能とを含んでお
り、それら制御機能によりエンジン１４及び回転機ＭＧによるハイブリッド駆動制御等を
実行する。例えば、ハイブリッド制御手段１０６は、図５に示す複数種類の走行モードを
切り換えて走行するものである。
【００４８】
　具体的には、図５において、ＥＶ走行モードは、第１クラッチＣ１及び第２クラッチＣ
２を共に解放状態として（すなわち動力伝達経路の連結を遮断状態として）エンジン１４
を駆動力伝達経路から切り離した状態で、エンジン１４を停止させると共に第１モータジ
ェネレータＭＧ１を無負荷状態（トルクが零のフリー回転状態）としながら、第２モータ
ジェネレータＭＧ２を力行制御して前進又は後進走行する。また、シリーズＨＥＶ走行モ
ードは、第１クラッチＣ１及び第２クラッチＣ２を共に解放状態としてエンジン１４を駆
動力伝達経路から切り離した状態で、エンジン１４を作動させて第１モータジェネレータ
ＭＧ１を回転駆動すると共に第１モータジェネレータＭＧ１を発電制御（すなわち回生制
御）しながら、上記ＥＶ走行モードと同様に第２モータジェネレータＭＧ２を力行制御し
て前進又は後進走行する。このとき、第１モータジェネレータＭＧ１によって得られた電
力は、第２モータジェネレータＭＧ２に供給されるか、或いは蓄電装置２８の充電に用い
られる。上記力行制御はモータジェネレータを電動モータとして用いることを意味し、発
電制御はモータジェネレータを発電機として用いることを意味する。尚、この図５の実施
例では、エンジン１４を駆動力伝達経路から切り離す為に、第１クラッチＣ１及び第２ク
ラッチＣ２を共に解放状態としたが、第１クラッチＣ１及び第２クラッチＣ２の少なくと
も一方を解放状態としても良い。このように、ＥＶ走行モード及びシリーズＨＥＶ走行モ
ードは、各々、第１クラッチＣ１及び第２クラッチＣ２の少なくとも一方を解放した状態
で第２モータジェネレータＭＧ２のみを駆動力源として走行するモータ走行が可能な走行
モードである。
【００４９】
　また、パラレルＨＥＶ走行モードは、第１クラッチＣ１及び第２クラッチＣ２を共に係
合状態として（すなわち動力伝達経路の連結を接続状態として）エンジン１４を駆動力伝
達経路に接続することにより、少なくともエンジン１４を駆動力源として走行することが
可能な走行モードであり、パラレルＨＥＶ[１]－[３]の３種類のサブモードを備えている
。１番上のサブモードであるパラレルＨＥＶ[１]（狭義のパラレルＨＥＶ走行モード）で
は、エンジン１４を作動させると共に第１モータジェネレータＭＧ１を力行制御すること
によりエンジン１４及び第１モータジェネレータＭＧ１を駆動力源として走行し、第２モ
ータジェネレータＭＧ２は無負荷状態とされる。このパラレルＨＥＶ[１]では、第１モー
タジェネレータＭＧ１の代わりに第２モータジェネレータＭＧ２を力行制御しても良いし
、第１モータジェネレータＭＧ１及び第２モータジェネレータＭＧ２を両方共に力行制御
して駆動力を発生させるようにしても良い。２番目のサブモードであるパラレルＨＥＶ[
２]（シリーズパラレルＨＥＶ走行モード）では、エンジン１４を作動させると共に第２
モータジェネレータＭＧ２を力行制御することにより、エンジン１４及び第２モータジェ
ネレータＭＧ２を駆動力源として走行する一方、第１モータジェネレータＭＧ１を発電制
御する。このとき、第１モータジェネレータＭＧ１によって得られた電力は、第２モータ
ジェネレータＭＧ２に供給されるか、或いは蓄電装置２８の充電に用いられる。このパラ
レルＨＥＶ[２]では、第１モータジェネレータＭＧ１を力行制御して駆動力源として用い
ると共に、第２モータジェネレータＭＧ２を発電制御するようにしても良い。３番目のサ
ブモードであるパラレルＨＥＶ[３]（エンジン走行モード）では、エンジン１４を作動さ
せてそのエンジン１４のみを駆動力源として走行する走行モードであり、第１モータジェ
ネレータＭＧ１及び第２モータジェネレータＭＧ２は何れも無負荷状態とされる。
【００５０】
　上記パラレルＨＥＶ[１]は、パラレルＨＥＶ[３]に比較して大きな駆動力を発生させる
ことができ、例えばアクセル開度Ａccが増大した加速要求時や高速走行時等にアシスト的
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に第１モータジェネレータＭＧ１が力行制御されることにより、パラレルＨＥＶ[３]から
パラレルＨＥＶ[１]へ速やかに切り換えられる。また、パラレルＨＥＶ[２]もパラレルＨ
ＥＶ[１]と同様に実施されるが、例えば蓄電装置２８の充電容量ＳＯＣが比較的多い場合
にパラレルＨＥＶ[１]が実行され、充電容量ＳＯＣが比較的少ない場合はパラレルＨＥＶ
[２]が実行される。
【００５１】
　ハイブリッド制御手段１０６は、予め定められたモード切換条件に従って上記ＥＶ走行
モード、シリーズＨＥＶ走行モード、パラレルＨＥＶ走行モードを切り換えて走行する。
モード切換条件は、例えば図６に示すようにアクセル開度Ａcc等の要求駆動力及び車速Ｖ
をパラメータとして２次元のモード切換マップとして予め設定されており、ＥＳ切換線（
実線）よりも低要求駆動力、低車速側がＥＶ走行モードで走行するＥＶ領域であり、その
ＥＳ切換線とＳＰ切換線（一点鎖線）との間がシリーズＨＥＶ走行モードで走行するシリ
ーズＨＥＶ領域であり、そのＳＰ切換線よりも高要求駆動力、高車速側がパラレルＨＥＶ
走行モードで走行するパラレルＨＥＶ領域である。尚、これ等の各切換線には、僅かな車
速変化や要求駆動力変化で走行モードが頻繁に切り換わることを防止する為にヒステリシ
ス（不図示）が設けられている。
【００５２】
　また、ハイブリッド制御手段１０６は、アクセル開度Ａccが零と判断されるアクセルオ
フの減速走行時には減速走行モードを実施する。例えば、ＥＶ走行モード或いはシリーズ
ＨＥＶ走行モードでのモータ走行中に減速走行となったときの減速走行モードでは、図５
に示すように、第１クラッチＣ１及び第２クラッチＣ２を共に解放状態としたままで、力
行制御していた第２モータジェネレータＭＧ２を発電制御（回生制御）することにより、
発電制御による回転抵抗で車両１０に制動力を作用させる（すなわち車両減速度を発生さ
せる）と共に発生した電気エネルギーで蓄電装置２８を充電する。また、パラレルＨＥＶ
走行モードでの走行中に減速走行となったときの減速走行モード（不図示）では、第１ク
ラッチＣ１及び第２クラッチＣ２を共に係合状態としたままで、第１モータジェネレータ
ＭＧ１及び第２モータジェネレータＭＧ２を各々無負荷状態とするか或いは発電制御して
、少なくともエンジン１２の回転抵抗で車両１０にエンジンブレーキ力を作用させる（す
なわち車両減速度を発生させる）。
【００５３】
　ところで、本実施例の車両１０では、変速モードとして、自動変速モードとは別に手動
変速モードが備えられている。従って、モータ走行（ＥＶ走行モード、シリーズＨＥＶ走
行モード）中に、手動変速モードにてシフトレバー５０或いはパドルスイッチ５４を用い
たユーザによるダウンシフト操作（減速度増大操作）に応じた車両減速度を発生させる程
、自動変速モードと比較して、第２モータジェネレータＭＧ２の負荷が増大し、第２モー
タジェネレータＭＧ２の温度が上昇し易くなる。つまり、モータ走行中は、第２モータジ
ェネレータＭＧ２でしか車両減速度を発生させられない為、第２モータジェネレータＭＧ
２が熱的に厳しくなり易い。その為、モータ走行時には手動変速モードへの移行に備えて
、第２モータジェネレータＭＧ２の温度上昇を抑制する為の冷却制御や冷却に関わる何ら
かの機器等が必要になると考えられる。一方、その手動変速モードには、シフトレバー５
０にてＭポジションが選択されたときに移行した場合と、シフトレバー５０にてＤポジシ
ョンが選択されたときにパドルスイッチ５４を用いた変速操作により一時的に移行した場
合とがある。例えば、本実施例の車両１０では、Ｄポジションが選択された状態にてユー
ザによるパドルスイッチ５４（特に、ダウンシフトスイッチ６０）を用いたダウンシフト
操作（減速度増大操作）により車両減速度を増大することが可能な第１手動モードと、Ｍ
ポジションが選択された状態にてユーザによるパドルスイッチ５４を用いたダウンシフト
操作により車両減速度を増大することが可能な第２手動モードとを選択することが可能で
ある。その為、同じ手動変速モードでも、一時的な手動変速モードへの移行であって自動
変速モードに自動復帰するＤポジション選択時の第１手動モードでは、継続的な手動変速
モードとなるＭポジション選択時の第２手動モードと比較して、第２モータジェネレータ
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ＭＧ２の温度上昇が抑制されると考えられる。そうすると、Ｍポジション選択時の第２手
動モードに対応した第２モータジェネレータＭＧ２の冷却性能を担保すると、Ｄポジショ
ン選択時の第１手動モードにおいては、過剰な冷却となって燃費の悪化を招いたり、コス
トアップを招く可能性がある。尚、Ｄポジション選択時におけるユーザによるパドルスイ
ッチ５４の操作をＤパドル操作と称し、Ｍポジション選択時におけるユーザによるパドル
スイッチ５４の操作をＭパドル操作と称する。
【００５４】
　そこで、本実施例の電子制御装置１００は、エンジン１４が前駆動輪１６に対して遮断
された状態で車両１０が走行している際に（すなわちモータ走行している際に）、手動変
速モードでの第２モータジェネレータＭＧ２の作動に備えて過剰な第２モータジェネレー
タＭＧ２の冷却性能を担保することなくその第２モータジェネレータＭＧ２の発熱量を抑
制する為に、前記第１手動モードが選択された場合には（すなわちＤパドル操作でのダウ
ンシフト操作が行われた場合には）、第２モータジェネレータＭＧ２のみで車両減速度を
発生させる一方で、前記第２手動モードが選択された場合には（すなわちＭパドル操作で
のダウンシフト操作が行われた場合には）、第１クラッチＣ１及び第２クラッチＣ２を共
に係合状態として少なくともエンジン１４で車両減速度を発生させる。つまり、Ｄパドル
操作でのダウンシフト操作による第１手動モードは自動変速モードに自動復帰する一時的
な手動変速モードであり、第２モータジェネレータＭＧ２の温度が上昇し難い為にその第
２モータジェネレータＭＧ２のみを用いて車両減速度を発生させる一方で、Ｍパドル操作
でのダウンシフト操作による第２手動モードは継続的な手動変速モードであり、第２モー
タジェネレータＭＧ２が熱的に厳しくなる可能性がある為にエンジン１４を用いて車両減
速度を発生させるのである。
【００５５】
　より具体的には、図４に戻り、車両状態判定手段１０２は、例えばハイブリッド制御手
段１０６によるモータ走行中の減速走行時であるか否かを、モータ走行中にアクセルオフ
となったか否かに基づいて判定する。
【００５６】
　パドル操作判定部すなわちパドル操作判定手段１０８は、例えばパドルスイッチ５４を
用いたダウンシフト操作が為されたか否かを、ダウンシフトスイッチ６０におけるスイッ
チ操作ＳＤＮを表す信号に基づいて判定する。
【００５７】
　ハイブリッド制御手段１０６は、車両状態判定手段１０２によりモータ走行中の減速走
行時であり且つシフトポジションＰＳＨがＭポジションであると判定された場合には、す
なわちＤポジションからＭポジションへ切り換えられた場合には、第２クラッチＣ２を解
放状態としたまま、第１クラッチＣ１を係合状態とする。これは、Ｍパドル操作でのダウ
ンシフト操作が行われた場合には第１クラッチＣ１及び第２クラッチＣ２を共に係合状態
とする必要があるので、Ｍポジションが選択されたときにＭパドル操作でのダウンシフト
操作に備えて第１クラッチＣ１のみを予め係合状態としておくのである。また、第１クラ
ッチＣ１及び第２クラッチＣ２のうちで第１クラッチＣ１を係合状態とするのは、第２ク
ラッチＣ２を係合状態とすると自動変速機２０の慣性分を引き上げることになって前駆動
輪１６側に車両減速度が発生する可能性があるからである。尚、必ずしも第１クラッチＣ
１を係合状態とする必要はない。つまり、第１クラッチＣ１及び第２クラッチＣ２の解放
状態をそのまま維持しても良いし、第２クラッチＣ２を係合状態としても良い。
【００５８】
　ハイブリッド制御手段１０６は、Ｍポジションが選択されて第１クラッチＣ１を係合状
態とした後に、車両状態判定手段１０２によりシフトポジションＰＳＨがＭポジションで
ないと判定された場合には、第１クラッチＣ１を解放状態に復帰させる。一方で、ハイブ
リッド制御手段１０６は、Ｍポジションが選択されて第１クラッチＣ１を係合状態とした
後に、更に、車両状態判定手段１０２によりシフトポジションＰＳＨがＭポジションであ
ると判定されているときにパドル操作判定手段１０８によりパドルスイッチ５４を用いた
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ダウンシフト操作が為されたと判定された場合には、第２クラッチＣ２を係合状態として
エンジン１４によるエンジンブレーキにより車両減速度を発生させる。このとき、走行モ
ードは、パラレルＨＥＶ走行モードと同等の状態とされているので、第１モータジェネレ
ータＭＧ１及び第２モータジェネレータＭＧ２の少なくとも一方を用いて、エンジン１４
と共に所望の車両減速度を発生させても良い。また、モータ走行にはエンジン１４が停止
しているＥＶ走行モードと、エンジン１４が運転しているシリーズＨＥＶ走行モードとの
２つの走行モードがある。その為、ＥＶ走行モードからパラレルＨＥＶ走行モードとする
ときには、エンジン１４を点火することなく、前駆動輪１６側からエンジン１４を連れ回
すことでエンジン回転速度ＮＥを引き上げつつエンジンブレーキを作用させる。但し、減
速ショックが大きくなる（車両減速度が出過ぎる）可能性があるので、例えば第２クラッ
チＣ２のトルク容量制御によりエンジンブレーキ力を制御しても良いし、或いは第１モー
タジェネレータＭＧ１の力行制御によりエンジン１４の同期回転速度までエンジン回転速
度ＮＥの引き上げをアシストしても良い。また、シリーズＨＥＶ走行モードからパラレル
ＨＥＶ走行モードとするときには、エンジン１４自身の回転制御（或いはエンジン１４自
身の回転制御及び第１モータジェネレータＭＧ１の制御）によりエンジン回転速度ＮＥを
同期回転速度（或いは同期回転速度＋所定マージン）とした状態でエンジン１４のフュー
エルカットを実行し、その後速やかに第２クラッチＣ２を係合状態とする。上記エンジン
１４の同期回転速度は、Ｍパドル操作によって要求された変速段におけるエンジン回転速
度ＮＥであって、変速機出力回転速度ＮＯＵＴと要求された変速段に対応する自動変速機
２０の変速比γとから一意的に算出される。
【００５９】
　ハイブリッド制御手段１０６は、車両状態判定手段１０２によりモータ走行中の減速走
行時であり且つシフトポジションＰＳＨがＤポジションであると判定されているときにパ
ドル操作判定手段１０８によりパドルスイッチ５４を用いたダウンシフト操作が為された
と判定された場合には、第２モータジェネレータＭＧ２を発電制御することにより第２モ
ータジェネレータＭＧ２のみで所望の車両減速度を発生させる。
【００６０】
　ここで、上述したように、モータ走行にはエンジン１４が停止しているＥＶ走行モード
と、エンジン１４が運転しているシリーズＨＥＶ走行モードとの２つの走行モードがある
。その為、ＥＶ走行モードではエンジン１４が回転停止しているにも拘わらず、Ｄパドル
操作でのダウンシフト操作によって車両減速度が増大して、違和感が生じる可能性がある
。そこで、ハイブリッド制御手段１０６は、ユーザにエンジンブレーキが作用しているよ
うな感覚を与えて車両減速度が増大する違和感を抑制する為に、Ｄパドル操作でのダウン
シフト操作の際にＥＶ走行モードの場合には、エンジン１４を始動する。すなわち、シリ
ーズＨＥＶ走行モードへ移行する。また、ＥＶ走行モードの場合には、元々エンジン１４
が停止しているのを敢えて始動することになるので、ユーザの違和感を抑制する為に、Ｅ
Ｖ走行モードの場合には、シリーズＨＥＶ走行モードの場合と比較して、始動後のエンジ
ン回転速度ＮＥを低くする。
【００６１】
　また、上記Ｄパドル操作でのダウンシフト操作後の第１手動モードのときにシフトレバ
ー５０がＭポジションへ操作されると、実質的にＭパドル操作でのダウンシフト操作（す
なわち第２手動モード）と同等の状態とされる。そこで、ハイブリッド制御手段１０６は
、変速制御手段１０４によりＤパドル操作でのダウンシフト操作後において自動変速モー
ドへの自動復帰条件が未だ成立していないと判定されているときに、車両状態判定手段１
０２によりシフトポジションＰＳＨがＭポジションであると判定された場合には、上記Ｍ
パドル操作でのダウンシフト操作と同様に、第１クラッチＣ１及び第２クラッチＣ２を共
に係合状態としてエンジン１４で車両減速度を発生させる。上述した、ＥＶ走行モードで
あるときのＤパドル操作でのダウンシフト操作時にエンジン１４を始動することは、第１
手動モードのときにＭポジションが選択された場合に備えるという意味もある。つまり、
上述したようにＥＶ走行モードであるときのＭパドル操作でのダウンシフト操作の場合の
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ようにエンジン１４を連れ回すことでエンジンブレーキを作用させると減速ショックが発
生し易い。そこで、ＥＶ走行モードであるときのＤパドル操作でのダウンシフト操作時に
は予めエンジン１４を始動しておき、その後の第１手動モードのときにＭポジションが選
択された場合には、シリーズＨＥＶ走行モードであるときのＭパドル操作でのダウンシフ
ト操作の場合のようにエンジン１４自身の回転制御（或いはエンジン１４自身の回転制御
及び第１モータジェネレータＭＧ１の制御）によりエンジン回転速度ＮＥを同期回転速度
とするのである。
【００６２】
　より具体的には、ハイブリッド制御手段１０６は、Ｄパドル操作でのダウンシフト操作
が行われた場合には、第２モータジェネレータＭＧ２のみで所望の車両減速度を発生させ
ることに加え、第２クラッチＣ２を解放状態としたまま、第１クラッチＣ１を係合状態と
する。これは、Ｄパドル操作でのダウンシフト操作による第１手動モードの継続中にＭポ
ジションが選択された場合には第１クラッチＣ１及び第２クラッチＣ２を共に係合状態と
する必要があるので、Ｍポジションへの操作に備えて第１クラッチＣ１のみを予め係合状
態としておくのである。また、上述したように、第１クラッチＣ１及び第２クラッチＣ２
のうちで第１クラッチＣ１を係合状態とするのは、第２クラッチＣ２を係合状態とすると
自動変速機２０の慣性分を引き上げるからである。尚、必ずしも第１クラッチＣ１を係合
状態とする必要はない。つまり、第１クラッチＣ１及び第２クラッチＣ２の解放状態をそ
のまま維持しても良いし、第２クラッチＣ２を係合状態としても良い。
【００６３】
　更に、ハイブリッド制御手段１０６は、Ｄパドル操作でのダウンシフト操作後において
第１手動モードが継続されているときにＭポジションが選択された場合には、第２クラッ
チＣ２を係合状態としてエンジン１４によるエンジンブレーキにより車両減速度を発生さ
せる。このとき、走行モードは、パラレルＨＥＶ走行モードと同等の状態とされているの
で、第１モータジェネレータＭＧ１及び第２モータジェネレータＭＧ２の少なくとも一方
を用いて、エンジン１４と共に所望の車両減速度を発生させても良い。また、ＥＶ走行モ
ードからパラレルＨＥＶ走行モードとするときには、Ｄパドル操作でのダウンシフト操作
時にエンジン１４が低回転（例えばアイドル回転速度）に維持されているので、エンジン
１４自身の回転制御（或いはエンジン１４自身の回転制御及び第１モータジェネレータＭ
Ｇ１の制御）によりエンジン回転速度ＮＥを同期回転速度とした状態でエンジン１４のフ
ューエルカットを実行し、その後速やかに第２クラッチＣ２を係合状態とする。また、シ
リーズＨＥＶ走行モードからパラレルＨＥＶ走行モードとするときには、Ｄパドル操作で
のダウンシフト操作時にエンジン１４自身の回転制御（或いはエンジン１４自身の回転制
御及び第１モータジェネレータＭＧ１の制御）によりエンジン回転速度ＮＥを同期回転速
度とした状態で待機させ、Ｍポジション選択時にエンジン１４のフューエルカットを実行
し、その後速やかに第２クラッチＣ２を係合状態とする。上記エンジン１４の同期回転速
度は、Ｄパドル操作によって要求された変速段におけるエンジン回転速度ＮＥであって、
変速機出力回転速度ＮＯＵＴと要求された変速段に対応する自動変速機２０の変速比γと
から一意的に算出される。
【００６４】
　図７は、電子制御装置１００の制御作動の要部すなわちモータ走行している際に車両減
速度を増大させるユーザ操作時における第２モータジェネレータＭＧ２の発熱を適切に抑
制する為の制御作動を説明するフローチャートであり、例えば数ｍｓｅｃ乃至数十ｍｓｅ
ｃ程度の極めて短いサイクルタイムで繰り返し実行される。
【００６５】
　図７において、先ず、車両状態判定手段１０２に対応するステップ（以下、ステップを
省略する）Ｓ１０において、例えばモータ走行（ＥＶ走行モード、シリーズＨＥＶ走行モ
ード）中の減速走行時であるか否かが判定される。このＳ１０の判断が否定される場合は
本ルーチンが終了させられるが肯定される場合は車両状態判定手段１０２に対応するＳ２
０において、例えばシフトレバー５０のシフトポジションＰＳＨがＭポジションであるか
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否かが判定される。このＳ２０の判断が肯定される場合はハイブリッド制御手段１０６に
対応するＳ３０において、例えば第１クラッチＣ１が係合状態とされる。次いで、車両状
態判定手段１０２に対応するＳ４０において、例えばシフトレバー５０のシフトポジショ
ンＰＳＨがＭポジションであるか否かが判定される。このＳ４０の判断が否定される場合
はハイブリッド制御手段１０６に対応するＳ５０において、例えば第１クラッチＣ１が解
放状態とされる。反対に、上記Ｓ４０の判断が肯定される場合はパドル操作判定手段１０
８に対応するＳ６０において、例えばパドルスイッチ５４を用いたダウンシフト操作が為
されたか否かが、ダウンシフトスイッチ６０におけるスイッチ操作ＳＤＮを表す信号に基
づいて判定される。このＳ６０の判断が否定される場合は上記Ｓ４０に戻されるが肯定さ
れる場合はハイブリッド制御手段１０６に対応するＳ７０において、例えば第２クラッチ
Ｃ２が係合状態とされて実質的にパラレルＨＥＶ走行モードへ移行され、エンジン１４に
よるエンジンブレーキにより車両減速度が発生させられる。この際、ＥＶ走行モードから
の場合には、速やかに第２クラッチＣ２が係合状態とされて、前駆動輪１６側からエンジ
ン１４が連れ回されることでエンジン回転速度ＮＥが引き上げられつつエンジンブレーキ
が作用させられる。また、シリーズＨＥＶ走行モードからの場合には、第２クラッチＣ２
が係合状態とされることに先立って、エンジン回転速度ＮＥが同期回転速度とされた状態
でエンジン１４のフューエルカットが実行される。
【００６６】
　一方で、上記Ｓ２０の判断が否定される場合は車両状態判定手段１０２に対応するＳ８
０において、例えばシフトレバー５０のシフトポジションＰＳＨがＤポジションであるか
否かが判定される。このＳ８０の判断が否定される場合は本ルーチンが終了させられるが
肯定される場合はパドル操作判定手段１０８に対応するＳ９０において、例えばパドルス
イッチ５４を用いたダウンシフト操作が為されたか否かが、ダウンシフトスイッチ６０に
おけるスイッチ操作ＳＤＮを表す信号に基づいて判定される。このＳ９０の判断が否定さ
れる場合は本ルーチンが終了させられるが肯定される場合は変速制御手段１０４及びハイ
ブリッド制御手段１０６に対応するＳ１００において、例えば変速モードが自動変速モー
ドから一時的に手動変速モードへ移行されて、第２モータジェネレータＭＧ２が発電制御
されることにより第２モータジェネレータＭＧ２のみで所望の車両減速度が発生させられ
る。この際、Ｍポジションへの操作に備えて、第１クラッチＣ１が係合状態とされる。ま
た、このときＥＶ走行モードである場合には、エンジン１４が始動させられるが、シリー
ズＨＥＶ走行モードの場合と比較して、始動後のエンジン回転速度ＮＥが低くされる。ま
た、このときシリーズＨＥＶ走行モードである場合には、エンジン回転速度ＮＥが同期回
転速度とされた状態で待機させられる。次いで、変速制御手段１０４に対応するＳ１１０
において、例えば自動変速モードへの自動復帰条件が成立したか否かが判定される。この
Ｓ１１０の判断が肯定される場合は変速制御手段１０４に対応するＳ１２０において、例
えば変速モードがＤポジションの自動変速モードへ復帰させられる。反対に、上記Ｓ１１
０の判断が否定される場合は車両状態判定手段１０２に対応するＳ１３０において、例え
ばシフトレバー５０のシフトポジションＰＳＨがＭポジションであるか否かが判定される
。このＳ１３０の判断が否定される場合は上記Ｓ１００に戻されるが肯定される場合はハ
イブリッド制御手段１０６に対応するＳ１４０において、例えば第２クラッチＣ２が係合
状態とされて実質的にパラレルＨＥＶ走行モードへ移行され、エンジン１４によるエンジ
ンブレーキにより車両減速度が発生させられる。この際、ＥＶ走行モードからの場合には
、上記Ｓ１００にてエンジン１４が既に始動させられてシリーズＨＥＶ走行モードとされ
ているので、第２クラッチＣ２が係合状態とされることに先立って、エンジン回転速度Ｎ

Ｅが同期回転速度とされた状態でエンジン１４のフューエルカットが実行される。また、
シリーズＨＥＶ走行モードからの場合には、上記Ｓ１００にてエンジン回転速度ＮＥが既
に同期回転速度とされているので、第２クラッチＣ２が係合状態とされることに先立って
、エンジン１４のフューエルカットが実行される。
【００６７】
　上述のように、本実施例によれば、モータ走行（ＥＶ走行モード、シリーズＨＥＶ走行
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モード）している際に、前記第１手動モードが選択された場合には（Ｄパドル操作でのダ
ウンシフト操作が行われた場合には）、第２モータジェネレータＭＧ２のみで車両減速度
が発生させられる一方で、前記第２手動モードが選択された場合には（Ｍパドル操作での
ダウンシフト操作が行われた場合には）、第１クラッチＣ１及び第２クラッチＣ２が共に
係合状態とされて少なくともエンジン１４で車両減速度が発生させられるので、前記第１
手動モードの場合には一時的な手動変速モードとなる為に第２モータジェネレータＭＧ２
のみで車両減速度が発生させられてもその第２モータジェネレータＭＧ２の温度が上昇し
難い一方で、継続的な手動変速モードとなって第２モータジェネレータＭＧ２が熱的に厳
しくなる可能性がある前記第２手動モードの場合には第２モータジェネレータＭＧ２の負
荷を減少させることが可能となりその第２モータジェネレータＭＧ２の過度の発熱を抑制
することができる。よって、モータ走行している際に、車両減速度を増大させるユーザ操
作時における第２モータジェネレータＭＧ２の発熱を適切に抑制することができる。見方
を換えれば、第１手動モードは自動変速モードに自動復帰する一時的な手動変速モードで
あり、第２モータジェネレータＭＧ２の温度が上昇し難い為にその第２モータジェネレー
タＭＧ２のみを用いて車両減速度を発生させる一方で、第２手動モードは継続的な手動変
速モードであり、第２モータジェネレータＭＧ２が熱的に厳しくなる可能性がある為にエ
ンジン１４を主体的に用いて車両減速度を発生させることでその第２モータジェネレータ
ＭＧ２の過剰な冷却性能を担保する必要がなくなる。これにより、第２モータジェネレー
タＭＧ２の冷却に関わる機器の簡素化が図れる。
【００６８】
　また、本実施例によれば、前記第１手動モードが選択されたときにエンジン１４が作動
していないＥＶ走行モードである場合には、第１クラッチＣ１及び第２クラッチＣ２の少
なくとも一方を解放状態としたままエンジン１４を始動してシリーズＨＥＶ走行モードへ
移行するので、実際には第２モータジェネレータＭＧ２のみで車両減速度を発生させてい
るのだが、エンジン１４のみを駆動力源とする車両と同様に、エンジンブレーキが効いて
いるような感覚が得られ、車両減速度の発生（増大）との違和感が生じ難い。又は、例え
ばＤパドル操作でのダウンシフト操作後の第１手動モードであるときにＭポジションが選
択されて、実質的にＭパドル操作でのダウンシフト操作に伴う第２手動モードとなった場
合に、速やかにエンジン１４を用いて車両減速度を発生させることができる。つまり、例
えばＤパドル操作でのダウンシフト操作後にＭポジションが選択された場合に、ＥＶ走行
モード→シリーズＨＥＶ走行モード→パラレルＨＥＶ走行モードという２段階を経るので
はなく、シリーズＨＥＶ走行モード→パラレルＨＥＶ走行モードという１段階になる為、
応答性（レスポンス）が良くなる。
【００６９】
　また、本実施例によれば、Ｄパドル操作でのダウンシフト操作の際にエンジン１４が停
止しているＥＶ走行モードである場合には、既にエンジン１４が作動しているシリーズＨ
ＥＶ走行モードである場合と比較して、始動後のエンジン回転速度ＮＥを低くするので、
元々エンジン１４が作動していないモータ走行中でのエンジン始動による違和感が抑制さ
れる。
【００７０】
　また、本実施例によれば、Ｄパドル操作でのダウンシフト操作による第１手動モードの
継続中にＭポジションが選択された場合には、第１クラッチＣ１及び第２クラッチＣ２を
共に係合状態としてエンジン１４で車両減速度を発生させるので、Ｄパドル操作による一
時的な手動変速モードのときにＭポジションが選択された場合に、実質的にＭパドル操作
でのダウンシフト操作が為されたとされる。
【００７１】
　また、本実施例によれば、Ｄパドル操作でのダウンシフト操作が行われた場合には、第
２クラッチＣ２を解放したまま、第１クラッチＣ１を係合し、更に、そのＤパドル操作で
のダウンシフト操作による第１手動モードの継続中にＭポジションが選択された場合には
、第２クラッチＣ２を係合するので、Ｄパドル操作でのダウンシフト操作が行われた場合
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には、エンジン１４と前駆動輪１６との間の動力伝達経路を遮断状態に維持して第２モー
タジェネレータＭＧ２のみで車両減速度を発生させることができると共に、第１手動モー
ドの継続中にＭポジションが選択された場合には、第２クラッチＣ２を係合するだけで上
記動力伝達経路を速やかに接続状態としてエンジン１４で車両減速度を発生させることが
できる。また、前記動力伝達経路を遮断状態に維持する場合に、第１クラッチＣ１を解放
したまま第２クラッチＣ２を係合すると自動変速機２０の慣性（イナーシャ）分が前駆動
輪１６に掛かって減速ショックが発生する可能性があることに対して、第２クラッチＣ２
を解放したまま第１クラッチＣ１を係合するので、そのような減少ショックが生じない。
【００７２】
　また、本実施例によれば、ＤポジションからＭポジションへ切り換えられた場合には、
第２クラッチＣ２を解放したまま、第１クラッチＣ１を係合し、更に、Ｍパドル操作での
ダウンシフト操作が行われた場合には、第２クラッチＣ２を係合するので、自動変速モー
ドの継続中にＭポジションが選択された場合には、エンジン１４と前駆動輪１６との間の
動力伝達経路を遮断状態に維持することができると共に、Ｍパドル操作でのダウンシフト
操作が行われた場合には、第２クラッチＣ２を係合するだけで上記動力伝達経路を速やか
に接続状態とすることができ、速やかにエンジン１４で車両減速度を発生させることがで
きる。また、前記動力伝達経路を遮断状態に維持する場合に、第１クラッチＣ１を解放し
たまま第２クラッチＣ２を係合すると自動変速機２０の慣性分が前駆動輪１６に掛かって
減速ショックが発生する可能性があることに対して、第２クラッチＣ２を解放したまま第
１クラッチＣ１を係合するので、そのような減少ショックが生じない。
【００７３】
　次に、本発明の他の実施例を説明する。なお、以下の説明において実施例相互に共通す
る部分には同一の符号を付して説明を省略する。
【実施例２】
【００７４】
　図８は、本発明が適用される別のハイブリッド車両２００を構成する駆動装置２１０に
おける動力伝達経路の概略構成を説明する図である。図８において、駆動装置２１０は、
エンジン１４及び第１モータジェネレータＭＧ１と第２モータジェネレータＭＧ２とを備
え、前駆動輪１６を駆動するフロント駆動部２１０Ａを含んでいる。つまり、この駆動装
置２１０は、前記実施例１の駆動装置１２とは、第２モータジェネレータＭＧ２が前駆動
輪１６を駆動するように配置されており、リヤ側の車輪を駆動するリヤ駆動部を備えてい
ないことが主に相違する。従って、このハイブリッド車両２００では、リヤ側の車輪は駆
動輪ではなく従動輪となる。
【００７５】
　フロント駆動部２１０Ａは、エンジン１４と、そのエンジン１４と前駆動輪１６との間
の動力伝達経路にエンジン１４側から順に配設されて相互に直列に連結された、第１モー
タジェネレータＭＧ１、第１クラッチＣ１、自動変速機２０、第２クラッチＣ２、第１ギ
ヤ対２２、及びフロント差動歯車装置２４とを備えていることに加え、第２クラッチＣ２
の出力側（前駆動輪１６側）に動力伝達可能に連結された第２モータジェネレータＭＧ２
を更に備えている。このように、エンジン１４は、それら第１モータジェネレータＭＧ１
、第１クラッチＣ１、自動変速機２０、第２クラッチＣ２、第１ギヤ対２２、及びフロン
ト差動歯車装置２４を順に介して前駆動輪１６に連結されている。また、第２モータジェ
ネレータＭＧ２は、第１ギヤ対２２及びフロント差動歯車装置２４等を順に介して前駆動
輪１６に連結されており、前駆動輪１６に駆動力を伝達可能に配設されている。
【００７６】
　このハイブリッド車両２００も、前記実施例１の車両１０と同様に電子制御装置１００
を備えており、前記図５に示す各種の走行モードを切り換えて走行すると共に、図７のフ
ローチャートに従って制御作動が行われる。従って、本実施例においても、実質的に前記
実施例１と同様の作用効果が得られる。
【実施例３】
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【００７７】
　図９は、本発明が適用される更に別のハイブリッド車両２５０を説明する図であり、（
ａ）は概略構成図、（ｂ）は各種の走行モードを説明する図である。図９（ａ）において
、このハイブリッド車両２５０は、エンジン１４、第１クラッチＣ１、第１モータジェネ
レータＭＧ１、第２クラッチＣ２、第２モータジェネレータＭＧ２が共通の軸線上に直列
に連結されており、第２クラッチＣ２と第２モータジェネレータＭＧ２との間に設けられ
た出力歯車２５２がフロント差動歯車装置２４のリングギヤ２５４と噛み合わされている
。また、このハイブリッド車両２５０は、有段変速機や無段変速機等の所謂変速機を備え
ていない。そして、このハイブリッド車両２５０においても、図９（ｂ）に示すように、
前記実施例１と同様にＥＶ走行モード、シリーズＨＥＶ走行モード、３つのサブモードを
有するパラレルＨＥＶ走行モード、減速走行モードが可能で、電子制御装置１００により
それ等の走行モードを切り換えて走行すると共に、図７のフローチャートに従って制御作
動が行われる。
【００７８】
　尚、この実施例では、ＥＶ走行モード及びシリーズＨＥＶ走行モードでエンジン１４を
駆動力伝達経路から切り離している第２クラッチＣ２が、エンジン１４及び第１モータジ
ェネレータＭＧ１を前駆動輪１６に対して接続遮断できる断接装置に相当する。従って、
断接装置の接続と遮断との切換えは、第２クラッチＣ２の係合と解放とによって制御され
ることになる。その為、例えば図７のフローチャートにおいて、第１クラッチＣ１が必ず
係合されているシリーズＨＥＶ走行モードにてモータ走行が実行されている場合には、ス
テップＳ３０やＳ１００にて、第２クラッチＣ２の解放状態を維持しつつ第１クラッチＣ
１を係合状態にするという制御作動は実行されない。従って、本実施例においては、上記
実行されない制御作動によって得られる作用効果を除いて、実質的に前記実施例１と同様
の作用効果が得られる。
【実施例４】
【００７９】
　図１０は、本発明が適用される更に別のハイブリッド車両２６０を説明する図であり、
（ａ）は概略構成図、（ｂ）は各種の走行モードを説明する図である。図１０（ａ）にお
いて、このハイブリッド車両２６０は、遊星歯車装置２６２を介してエンジン１４、第１
モータジェネレータＭＧ１、第２モータジェネレータＭＧ２、及び出力歯車２６４が接続
されており、エンジン１４と第１モータジェネレータＭＧ１との間に第１クラッチＣ１が
設けられていると共に、第１モータジェネレータＭＧ１は第２クラッチＣ２を介して遊星
歯車装置２６２のリングギヤＲに連結されるようになっている。リングギヤＲはブレーキ
２６６によって回転不能に固定されるようになっている。遊星歯車装置２６２のサンギヤ
Ｓに第２モータジェネレータＭＧ２が連結され、キャリアＣＡに出力歯車２６４が連結さ
れ、その出力歯車２６４がフロント差動歯車装置２４のリングギヤ２６８と噛み合わされ
ている。そして、このハイブリッド車両２６０においても、図１０（ｂ）に示すように、
前記実施例１と同様にＥＶ走行モード、シリーズＨＥＶ走行モード、パラレルＨＥＶ走行
モード、減速走行モードが可能で、電子制御装置１００によりそれ等の走行モードを切り
換えて走行すると共に、図７のフローチャートに従って制御作動が行われる。
【００８０】
　尚、この実施例では、ＥＶ走行モード及びシリーズＨＥＶ走行モードでエンジン１４を
駆動力伝達経路から切り離している第２クラッチＣ２が、エンジン１４及び第１モータジ
ェネレータＭＧ１を前駆動輪１６に対して接続遮断できる断接装置に相当する。従って、
断接装置の接続と遮断との切換えは、第２クラッチＣ２の係合と解放とによって制御され
ることになる。その為、例えば図７のフローチャートにおいて、第１クラッチＣ１が必ず
係合されているシリーズＨＥＶ走行モードにてモータ走行が実行されている場合には、ス
テップＳ３０やＳ１００にて、第２クラッチＣ２の解放状態を維持しつつ第１クラッチＣ
１を係合状態にするという制御作動は実行されない。従って、本実施例においては、上記
実行されない制御作動によって得られる作用効果を除いて、実質的に前記実施例１と同様
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の作用効果が得られる。
【００８１】
　また、上記図１０（ｂ）において、ＥＶ走行モードではブレーキ２６６を固定すると共
に第２モータジェネレータＭＧ２を力行制御して走行するが、ブレーキ２６６を解放する
と共に第２クラッチＣ２を接続し、第１モータジェネレータＭＧ１及び第２モータジェネ
レータＭＧ２の両方を力行制御して走行することも可能である。また、パラレルＨＥＶ走
行モードでは、パラレルＨＥＶ[１]，[２]の２種類のサブモードが可能であり、上段のサ
ブモードであるパラレルＨＥＶ[１]は狭義のパラレルＨＥＶ走行モードであり、エンジン
１４及び第２モータジェネレータＭＧ２の両方を駆動力源として用いて走行する。下段の
サブモードであるパラレルＨＥＶ[２]はシリーズパラレルＨＥＶ走行モードであり、上記
パラレルＨＥＶ[１]において第１モータジェネレータＭＧ１を発電制御するようになって
いる。
【００８２】
　以上、本発明の実施例を図面に基づいて詳細に説明したが、本発明は実施例相互を組み
合わせて実施可能であると共にその他の態様においても適用される。
【００８３】
　例えば、前述の実施例では、第１手動モードが選択された場合には、第２モータジェネ
レータＭＧ２のみで車両減速度を発生させる一方で、第２手動モードが選択された場合に
は、少なくともエンジン１４で車両減速度を発生させた。これは、見方を換えて前記断接
装置のトルク容量に着目すれば、モータ走行している際に、シフトレバー５０においてＭ
ポジションが選択されているときに、パドルスイッチ５４（ダウンシフトスイッチ６０）
において車両減速度を増大させる減速度増大操作が為されることにより（すなわちＭパド
ル操作でのダウンシフト操作が為されることにより）車両減速度を増大させる場合には、
シフトレバー５０においてＤポジションが選択されているときに、パドルスイッチ５４（
ダウンシフトスイッチ６０）において車両減速度を増大させる減速度増大操作が為される
ことにより（すなわちＤパドル操作でのダウンシフト操作が為されることにより）エンジ
ン１４が前駆動輪１６に対して遮断された状態のままで車両減速度を増大させる場合より
も、前記断接装置のトルク容量を大きくするということである。例えば、前述の実施例１
，２においては、モータ走行している際に、第２手動モードとなる場合には、第１クラッ
チＣ１及び第２クラッチＣ２の解放状態が共に維持される第１手動モードとなる場合より
も、第１クラッチＣ１を係合状態としつつ第２クラッチＣ２のトルク容量制御にてその第
２クラッチＣ２のトルク容量を大きくするのである。このようにしても、前記実施例と同
様の作用効果が得られる。
【００８４】
　また、前述の実施例では、第２手動モード（Ｍパドル操作でのダウンシフト操作）の場
合には、少なくともエンジン１４で車両減速度を発生させたが、エンジン１４を車輪に対
して接続後、更なるダウンシフト操作分は、例えば第２モータジェネレータＭＧ２の回生
量を増大させることで対応しても良い。また、自動変速機２０を備える車両においては、
その自動変速機２０をダウンシフトすることでエンジンブレーキ力を増大させても良いし
、第２モータジェネレータＭＧ２の回生量を増大させても良い。
【００８５】
　また、前述の実施例では、第２手動モード（Ｍパドル操作でのダウンシフト操作）の場
合には、少なくともエンジン１４で車両減速度を発生させたが、例えば最終的にＭパドル
操作でエンジンブレーキが併用されておれば良い。具体的には、Ｍパドル操作でのダウン
シフト操作の１回目では第２モータジェネレータＭＧ２で車両減速度を発生させ、Ｍパド
ル操作でのダウンシフト操作の２回目にエンジンブレーキを併用するようにしても良い。
また、Ｍパドル操作でのダウンシフト操作直後では第２モータジェネレータＭＧ２で車両
減速度を発生させ、そのダウンシフト操作から所定時間経過後に第２モータジェネレータ
ＭＧ２の回生量を減少させ、エンジンブレーキを併用するようにしても良い。この所定時
間は、例えば予め求められたエンジンブレーキの発生遅れを考慮した時間である。
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【００８６】
　また、前述の実施例では、Ｍパドル操作によって継続的な手動変速モードとなる第２手
動モードへ移行したが、Ｍポジションでのシフトレバー５０のアップシフト位置「＋」又
はダウンシフト位置「－」への操作でもその第２手動モードへ移行しても良い。また、例
えばモード切替スイッチにおける切替操作によりＤポジションのままＭポジションと同等
の手動変速モードへ移行することが可能である場合には、Ｄポジションにおいてモード切
替スイッチにより手動変速モードを選択した後に、パドルスイッチ５４の操作をすること
で第２手動モードへ移行しても良い。
【００８７】
　また、前述の実施例では、エンジン１４に連結された第１モータジェネレータＭＧ１と
、エンジン１４及び第１モータジェネレータＭＧ１を車輪に対して接続遮断できる断接装
置と、車輪に駆動力を伝達可能に配設された第２モータジェネレータＭＧ２とを備えるハ
イブリッド車両に、本発明を適用したが、必ずしもこれに限らない。例えば、車輪に駆動
力を伝達可能に配設された回転機を少なくとも備えておれば良く、例えば第１モータジェ
ネレータＭＧ１を備えず、第２モータジェネレータＭＧ２のみを回転機として備える車両
であっても、本発明は適用され得る。
【００８８】
　また、前述の実施例１，２では、第１モータジェネレータＭＧ１がエンジン１４と第１
クラッチＣ１との間に設けられていたが、これに限らず、例えばエンジン１４が第１モー
タジェネレータＭＧ１と第１クラッチＣ１との間に設けられても良い。
【００８９】
　また、前述の実施例１，２では、自動変速機２０は、ベルト式無段変速機であったが、
これに限らず、例えば遊星歯車式の有段式自動変速機や平行軸式自動（又は手動）変速機
など、その他の公知の変速機であっても良い。また、自動変速機２０は、必ずしも備えら
れている必要はない。
【００９０】
　また、前述の実施例１，２では、エンジン１４を車輪に対して接続遮断できる断接装置
として、第１クラッチＣ１及び第２クラッチＣ２を備えていたが、必ずしもこれに限らな
い。例えば、断接装置として、エンジン１４を車輪に対して接続遮断できる係合装置が少
なくとも１つ備えられておれば良い。また、前述の実施例１，２のように、自動変速機２
０がベルト式無段変速機である場合には、第１クラッチＣ１に替えて、クラッチＣやブレ
ーキＢの係合作動によって出力回転を入力回転に対して正側と負側とで切り換えることが
可能な公知の前後進切換装置が用いられても良い。この場合、クラッチＣやブレーキＢが
第１クラッチＣ１に相当する。また、例えば自動変速機２０が遊星歯車式自動変速機であ
る場合には、第１クラッチＣ１は、エンジン１４と変速機出力軸３５との間に設けられて
その遊星歯車式自動変速機の一部を構成し且つ解放によってその遊星歯車式自動変速機を
ニュートラル状態とすることが可能な係合装置であっても良い。
【００９１】
　また、前述の実施例では、手動変速モードは、シフトレバー５０やパドルスイッチ５４
の操作に応じて変速段（ギヤ段）が指定されるギヤ段固定のものであったが、例えば自動
変速制御における高速側（高車速側）の変速段の使用を制限する所謂マニュアルレンジが
設定されるシフトレンジ固定のものであっても構わない。
【００９２】
　また、前述の実施例では、パラレルＨＥＶ走行モードにてエンジンブレーキを作用させ
て車両減速度を発生させる場合にエンジン１４をフューエルカットしたが、例えば少なく
とも前駆動輪１６側からエンジン１４側へ入力されるトルクよりもエンジントルクが小さ
くなるような被駆動状態となれば良いので、必ずしもフューエルカットを実行する必要は
ない。
【００９３】
　また、前述の実施例３において、ハイブリッド車両２５０は、第１クラッチＣ１を必ず
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しも備える必要ない。また、ハイブリッド車両２５０は、出力歯車２５２よりもエンジン
１４側に増速ギヤ（例えば変速比が１よりも小さな高速側ギヤ比（ハイギヤ比）となるギ
ヤ対）を備え、その増速ギヤを介してエンジン１４の動力を出力歯車２５２へ伝達するよ
うな構成であっても良い。このような構成とすることで、例えば低車速走行時にはモータ
走行を実行すると共に、高車速走行時にはエンジン走行（モータジェネレータＭＧによる
アシスト走行も含むパラレルＨＥＶ走行モードでの走行）をより適切に実行することがで
きる。
【００９４】
　尚、上述したのはあくまでも一実施形態であり、本発明は当業者の知識に基づいて種々
の変更、改良を加えた態様で実施することができる。
【符号の説明】
【００９５】
１０，２００，２５０，２６０：ハイブリッド車両（車両）
１４：エンジン
１６：前駆動輪（車輪）
１８：後駆動輪（車輪）
２０：自動変速機
３５：変速機出力軸（出力回転部材）
５０：シフトレバー（走行ポジション選択装置）
６０：ダウンシフトスイッチ（減速度増大装置）
１００：電子制御装置（制御装置）
Ｃ１：第１クラッチ（断接装置）
Ｃ２：第２クラッチ（断接装置）
ＭＧ１：第１モータジェネレータ（発電機）
ＭＧ２：第２モータジェネレータ（回転機）
【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】
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