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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジンと、
　モータと、
　前記エンジンと前記モータとの間に介装され前記エンジンと前記モータとを断接する第
１締結要素と、
　前記モータと前記駆動輪との間に介装され、前記モータと前記駆動輪とを断接する第２
締結要素及び第３締結要素を有し、前記第２締結要素を締結して動力伝達経路を確保する
第１の変速段と、前記第３締結要素を締結して動力伝達経路を確保する第２の変速段とを
達成する自動変速機と、
　前記第２締結要素の温度を検知する第２締結要素温度検知手段と、
　前記第１締結要素を解放し前記モータの駆動力を前記自動変速機を介して前記駆動輪に
伝達し前記モータの駆動力のみで走行する第１走行モードと、前記第１締結要素を締結し
前記エンジンおよび前記モータの駆動力を前記自動変速機を介して前記駆動輪に伝達し前
記エンジンと前記モータの両方の駆動力で走行する第２走行モードと、前記第１締結要素
を締結し前記エンジンおよび前記モータの駆動力を、前記自動変速機内の第２または第３
締結要素をスリップ締結しつつ前記駆動輪に伝達し前記エンジンと前記モータの両方の駆
動力で走行する第３走行モードとを走行状態に応じて切り換えると共に、車両停止状態か
らの発進時であって、前記第２締結要素の温度が所定値以上のときは、前記第１走行モー
ドに切り換える制御手段と、
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　車両の走行状態が属する領域に応じた変速段が設定され、前記第１の変速段が設定され
た第１領域と前記第２の変速段が設定された第２領域とを有する通常シフトマップと、こ
の通常シフトマップに対して前記第１領域を狭く変更した過熱時対応シフトマップとを有
し、前記第２締結要素の温度が所定値未満のときは前記通常シフトマップを選択し、前記
第２締結要素の温度が所定値以上のときは前記過熱時対応シフトマップを選択し、この選
択されたシフトマップに基づいて前記自動変速機の変速段を選択する変速制御手段と、
　を備えたことを特徴とするハイブリッド車両の制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のハイブリッド車両の制御装置において、
　前記第３締結要素の温度を検知する第３締結要素温度検知手段をさらに有し、
　前記変速制御手段は、前記第３締結要素の温度が所定値以上のときは、前記通常シフト
マップに対して前記第１領域を増やしたシフトマップに基づいて前記自動変速機の変速段
を選択することを特徴とするハイブリッド車両の制御装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のハイブリッド車両の制御装置において、
　前記第１締結要素が解放された状態から、前記モータの駆動力を増大させると共に前記
第１締結要素の締結容量を上昇させ、前記達成されている変速段に応じた第２又は第３締
結要素の締結容量を、前記エンジン始動前の伝達トルクとなる締結容量に設定するエンジ
ン始動制御手段と、
　を設け、
　前記制御手段は、前記第２締結要素の温度が所定値以上のときは、前記第２の変速段の
ときのみ前記第１走行モードから前記第３締結要素を締結した第２走行モードへの切り換
えを許可することを特徴とするハイブリッド車両の制御装置。
【請求項４】
　請求項１ないし３いずれか１つに記載のハイブリッド車両の制御装置において、
　前記制御手段は、前記第２締結要素の温度が所定値以上のときは、前記バッテリの充電
量が多くなるように制御することを特徴とするハイブリッド車両の制御装置。
【請求項５】
　請求項１ないし４いずれか１つに記載のハイブリッド車両の制御装置において、
　前記モータは、駆動と回生を可能なモータジェネレータであり、
　前記制御手段は、車両停止状態のときであって、前記第２締結要素の温度が所定値以上
のときは、前記第１締結要素を締結し前記第２および第３締結要素を解放し前記エンジン
の駆動力により前記モータを発電させる発電モードに切り換えることを特徴とするハイブ
リッド車両の制御装置。
【請求項６】
　請求項５に記載のハイブリッド車両の制御装置において、
　運転者の発進意図を検知する発進意図検知手段を設け、
　前記制御手段は、発進意図が検知されたときは、前記発電モードから前記第１走行モー
ドに切り換えることを特徴とするハイブリッド車両の制御装置。
【請求項７】
　請求項１ないし６いずれか１つに記載のハイブリッド車両の制御装置において、
　前記制御手段は、前記第２締結要素の温度が所定値以上のときは、走行中に第２走行モ
ードに切り換えられた後は、前記第３走行モードへの切り換えを禁止することを特徴とす
るハイブリッド車両の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動力源にエンジンとモータを備えたハイブリッド車両の制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　ハイブリッド車両として特許文献１の技術が開示されている。この公報には、エンジン
とモータとを断接する第１締結要素と、モータと駆動輪とを断接する第２締結要素を備え
、走行モードとして、モータのみを動力源として走行するモータ使用走行モードと、エン
ジンを動力源に含みながら走行するエンジン使用走行モードとを有し、走行状態に応じて
走行モードを切り換えることで、燃費の向上を図っている。
【特許文献１】特開平１１－８２２６０号公報。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１に記載の構成にあっては、要求駆動力が高い場合、エンジンとモータ双方の
駆動力を用いて発進要求がなされる場合がある。このとき、特許文献１に記載の構成には
、トルクコンバータのように回転数を吸収する要素が存在しないため、第１締結要素と第
２締結要素を完全締結すると、エンジンの回転数に応じて車速が決まってしまう。エンジ
ンには自立回転を維持するためのアイドル回転数による下限値が存在し、このアイドル回
転数は、エンジンの暖機運転等によりアイドルアップを行っていると、更に下限値が高く
なる。よって、このような状況でも要求駆動力に応えるべく、第２締結要素をスリップ制
御させ、車両発進時や上記下限値を下回るような極低速走行時に、エンジンを用いた走行
を可能としている。
【０００４】
　しかしながら、第２締結要素が過熱している状態で、上記スリップ制御による走行を行
うと、更に過熱することで第２締結要素の耐久性の低下を招く虞があった。
【０００５】
　本発明は、上記問題に着目してなされたもので、第２締結要素の耐久性を向上すること
が可能なハイブリッド車両の制御装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明では、エンジンと、モータと、前記エンジンと前記モ
ータとの間に介装され前記エンジンと前記モータとを断接する第１締結要素と、前記モー
タと前記駆動輪との間に介装され、前記モータと前記駆動輪とを断接する第２締結要素及
び第３締結要素を有し、前記第２締結要素を締結して動力伝達経路を確保する第１の変速
段と、前記第３締結要素を締結して動力伝達経路を確保する第２の変速段とを達成する自
動変速機と、前記第２締結要素の温度を検知する第２締結要素温度検知手段と、前記第１
締結要素を解放し前記モータの駆動力を前記自動変速機を介して前記駆動輪に伝達し前記
モータの駆動力のみで走行する第１走行モードと、前記第１締結要素を締結し前記エンジ
ンおよび前記モータの駆動力を前記自動変速機を介して前記駆動輪に伝達し前記エンジン
と前記モータの両方の駆動力で走行する第２走行モードと、前記第１締結要素を締結し前
記エンジンおよび前記モータの駆動力を、前記自動変速機内の第２または第３締結要素を
スリップ締結しつつ前記駆動輪に伝達し前記エンジンと前記モータの両方の駆動力で走行
する第３走行モードとを走行状態に応じて切り換えると共に、車両停止状態からの発進時
であって、前記第２締結要素の温度が所定値以上のときは、前記第１走行モードに切り換
える制御手段と、車両の走行状態が属する領域に応じた変速段が設定され、前記第１の変
速段が設定された第１領域と前記第２の変速段が設定された第２領域とを有する通常シフ
トマップと、この通常シフトマップに対して前記第１領域を狭く変更した過熱時対応シフ
トマップとを有し、前記第２締結要素の温度が所定値未満のときは前記通常シフトマップ
を選択し、前記第２締結要素の温度が所定値以上のときは前記過熱時対応シフトマップを
選択し、この選択されたシフトマップに基づいて前記自動変速機の変速段を選択する変速
制御手段と、を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
よって、本発明のハイブリッド車両の制御装置にあっては、第２締結要素の温度が所定値
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以上のときは、第２締結要素が完全締結状態となる第１走行モードが選択されるため、第
２締結要素が更に過熱されることがなく、また、エンジン回転数の下限値に制限を受ける
こともないため、第２締結要素の耐久性を向上しつつ走行することができる。また、第１
領域を狭く変更した過熱時対応シフトマップに基づいて自動変速機の変速段を選択するた
め、第２締結要素の耐久性を向上することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明のハイブリッド車両のエンジン始動制御装置を実現する最良の形態を、図
面に示す実施例に基づいて説明する。
【実施例１】
【０００９】
　まず、ハイブリッド車両の駆動系構成を説明する。図１は実施例１のエンジン始動制御
装置が適用された後輪駆動によるハイブリッド車両を示す全体システム図である。実施例
１におけるハイブリッド車の駆動系は、図１に示すように、エンジンＥと、フライホイー
ルFWと、第１クラッチCL1と、モータジェネレータMGと、第２クラッチCL2と、自動変速機
ATと、プロペラシャフトPSと、ディファレンシャルDFと、左ドライブシャフトDSLと、右
ドライブシャフトDSRと、左後輪RL（駆動輪）と、右後輪RR（駆動輪）と、を有する。な
お、FLは左前輪、FRは右前輪である。
【００１０】
　エンジンＥは、ガソリンエンジンやディーゼルエンジンであり、後述するエンジンコン
トローラ１からの制御指令に基づいて、スロットルバルブのバルブ開度等が制御される。
なお、エンジン出力軸にはフライホイールFWが設けられている。
【００１１】
　第１クラッチCL1は、エンジンＥとモータジェネレータMGとの間に介装されたクラッチ
であり、後述する第１クラッチコントローラ５からの制御指令に基づいて、第１クラッチ
油圧ユニット６により作り出された制御油圧により、スリップ締結とスリップ開放を含み
締結・開放が制御される。
【００１２】
　モータジェネレータMGは、ロータに永久磁石を埋設しステータにステータコイルが巻き
付けられた同期型モータジェネレータであり、後述するモータコントローラ２からの制御
指令に基づいて、インバータ３により作り出された三相交流を印加することにより制御さ
れる。このモータジェネレータMGは、バッテリ４からの電力の供給を受けて回転駆動する
電動機として動作することもできるし（以下、この状態を「力行」と呼ぶ）、ロータが外
力により回転している場合には、ステータコイルの両端に起電力を生じさせる発電機とし
て機能してバッテリ４を充電することもできる（以下、この動作状態を「回生」と呼ぶ）
。なお、このモータジェネレータMGのロータは、図外のダンパーを介して自動変速機ATの
入力軸に連結されている。
【００１３】
　第２クラッチCL2は、モータジェネレータMGと左右後輪RL,RRとの間に介装されたクラッ
チであり、後述するＡＴコントローラ７からの制御指令に基づいて、第２クラッチ油圧ユ
ニット８により作り出された制御油圧により、スリップ締結とスリップ開放を含み締結・
開放が制御される。
【００１４】
　自動変速機ATは、前進５速後退１速等の有段階の変速比を車速やアクセル開度等に応じ
て自動的に切り換える変速機であり、第２クラッチCL2は、専用クラッチとして新たに追
加したものではなく、自動変速機ATの各変速段にて締結される複数の摩擦締結要素のうち
、いくつかの摩擦締結要素を流用している。尚、詳細については後述する。
【００１５】
　そして、自動変速機ATの出力軸は、プロペラシャフトPS、ディファレンシャルDF、左ド
ライブシャフトDSL、右ドライブシャフトDSRを介して左右後輪RL,RRに連結されている。
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尚、前記第１クラッチCL1と第２クラッチCL2には、例えば、比例ソレノイドで油流量およ
び油圧を連続的に制御できる湿式多板クラッチを用いている。
【００１６】
　このハイブリッド駆動系には、第１クラッチCL1の締結・開放状態に応じて３つの走行
モードを有する。第１走行モードは、第１クラッチCL1の開放状態で、モータジェネレー
タMGの動力のみを動力源として走行するモータ使用走行モードとしての電気自動車走行モ
ード（以下、「EV走行モード」と略称する。）である。第２走行モードは、第１クラッチ
CL1の締結状態で、エンジンＥを動力源に含みながら走行するエンジン使用走行モード（
以下、「HEV走行モード」と略称する。）である。第３走行モードは、第１クラッチCL1の
締結状態で第２クラッチCL2をスリップ制御させ、エンジンＥを動力源に含みながら走行
するエンジン使用スリップ走行モード（以下、「WSC（Wet Start Clutch）走行モード」
と略称する。）である。
【００１７】
　上記「HEV走行モード」には、「エンジン走行モード」と「モータアシスト走行モード
」と「走行発電モード」との３つの走行モードを有する。
【００１８】
　「エンジン走行モード」は、エンジンＥのみを動力源として駆動輪を動かす。「モータ
アシスト走行モード」は、エンジンＥとモータジェネレータMGの２つを動力源として駆動
輪を動かす。「走行発電モード」は、エンジンＥを動力源として駆動輪RR,RLを動かすと
同時に、モータジェネレータMGを発電機として機能させる。
【００１９】
　定速運転時や加速運転時には、エンジンＥの動力を利用してモータジェネレータMGを発
電機として動作させる。また、減速運転時は、制動エネルギーを回生してモータジェネレ
ータMGにより発電し、バッテリ４の充電のために使用する。
【００２０】
　また、更なるモードとして、車両停止時には、エンジンＥの動力を利用してモータジェ
ネレータMGを発電機として動作させる発電モードを有する。
【００２１】
　次に、ハイブリッド車両の制御系を説明する。実施例１におけるハイブリッド車両の制
御系は、図１に示すように、エンジンコントローラ１と、モータコントローラ２と、イン
バータ３と、バッテリ４と、第１クラッチコントローラ５と、第１クラッチ油圧ユニット
６と、ＡＴコントローラ７と、第２クラッチ油圧ユニット８と、ブレーキコントローラ９
と、統合コントローラ１０と、を有して構成されている。なお、エンジンコントローラ１
と、モータコントローラ２と、第１クラッチコントローラ５と、ＡＴコントローラ７と、
ブレーキコントローラ９と、統合コントローラ１０とは、互いに情報交換が可能なＣＡＮ
通信線１１を介して接続されている。
【００２２】
　エンジンコントローラ１は、エンジン回転数センサ１２からのエンジン回転数情報を入
力し、統合コントローラ１０からの目標エンジントルク指令等に応じ、エンジン動作点（
Ne,Te）を制御する指令を、例えば、図外のスロットルバルブアクチュエータへ出力する
。なお、エンジン回転数Neの情報は、ＣＡＮ通信線１１を介して統合コントローラ１０へ
供給する。
【００２３】
　モータコントローラ２は、モータジェネレータMGのロータ回転位置を検出するレゾルバ
１３からの情報を入力し、統合コントローラ１０からの目標モータジェネレータトルク指
令等に応じ、モータジェネレータMGのモータ動作点（Nm,Tm）を制御する指令をインバー
タ３へ出力する。なお、このモータコントローラ２では、バッテリ４の充電状態を表すバ
ッテリSOCを監視していて、バッテリSOC情報は、モータジェネレータMGの制御情報に用い
ると共に、ＣＡＮ通信線１１を介して統合コントローラ１０へ供給する。
【００２４】
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　第１クラッチコントローラ５は、第１クラッチ油圧センサ１４と第１クラッチストロー
クセンサ１５からのセンサ情報を入力し、統合コントローラ１０からの第１クラッチ制御
指令に応じ、第１クラッチCL1の締結・開放を制御する指令を第１クラッチ油圧ユニット
６に出力する。なお、第１クラッチストロークC1Sの情報は、ＣＡＮ通信線１１を介して
統合コントローラ１０へ供給する。
【００２５】
　ATコントローラ７は、アクセル開度センサ１６と車速センサ１７と第２クラッチ油圧セ
ンサ１８と運転者の操作するシフトレバーの位置に応じた信号を出力するインヒビタスイ
ッチ７ａからのセンサ情報を入力し、統合コントローラ１０からの第２クラッチ制御指令
に応じ、第２クラッチCL2の締結・開放を制御する指令をAT油圧コントロールバルブ内の
第２クラッチ油圧ユニット８に出力する。なお、アクセルペダル開度APOと車速VSPとイン
ヒビタスイッチ７ａの情報は、ＣＡＮ通信線１１を介して統合コントローラ１０へ供給す
る。
【００２６】
　ブレーキコントローラ９は、４輪の各車輪速を検出する車輪速センサ１９とブレーキス
トロークセンサ２０からのセンサ情報を入力し、例えば、ブレーキ踏み込み制動時、ブレ
ーキストロークBSから求められる要求制動力に対し回生制動力だけでは不足する場合、そ
の不足分を機械制動力（液圧制動力やモータ制動力）で補うように、統合コントローラ１
０からの回生協調制御指令に基づいて回生協調ブレーキ制御を行う。
【００２７】
　統合コントローラ１０は、車両全体の消費エネルギを管理し、最高効率で車両を走らせ
るための機能を担うもので、モータ回転数Nmを検出するモータ回転数センサ２１と、第２
クラッチ出力回転数N2outを検出する第２クラッチ出力回転数センサ２２と、第２クラッ
チトルクTCL2を検出する第２クラッチトルクセンサ２３と、ブレーキ油圧センサ２４と、
第２クラッチCL2の温度を検知する温度センサ１０ａと、からの情報およびＣＡＮ通信線
１１を介して得られた情報を入力する。
【００２８】
　実施例１の構成では、後述するように第２クラッチCL2が自動変速機ATの変速段によっ
て２種類存在する（フォワードブレーキB4とハイ&ローリバースクラッチC2）ため、それ
ぞれの油温を検知可能なように複数設けられている。尚、温度センサ１０ａは、例えば第
２クラッチCL2のスリップ量と第２クラッチCL2の締結容量から発熱量を推定演算する構成
としてもよく、特に限定しない。
【００２９】
　また、統合コントローラ１０は、エンジンコントローラ１への制御指令によるエンジン
Ｅの動作制御と、モータコントローラ２への制御指令によるモータジェネレータMGの動作
制御と、第１クラッチコントローラ５への制御指令による第１クラッチCL1の締結・開放
制御と、ATコントローラ７への制御指令による第２クラッチCL2の締結・開放制御と、を
行う。
【００３０】
　更に、統合コントローラ１０は、温度センサ１０ａの検知した第２クラッチCL2の温度
が異常を表す所定値以上かどうかを監視し、所定値以上のときは、更に第２クラッチCL2
が過熱されることを防止すべく、過熱時対応制御が実行される。この過熱時対応制御につ
いては後述する。
【００３１】
　以下に、図２に示すブロック図を用いて、実施例１の統合コントローラ１０にて演算さ
れる制御を説明する。例えば、この演算は、制御周期10msec毎に統合コントローラ１０で
演算される。統合コントローラ１０は、目標駆動力演算部100と、モード選択部200と、目
標充放電演算部300と、動作点指令部400と、変速制御部500と、を有する。
【００３２】
　目標駆動力演算部100では、図３に示す目標駆動力マップを用いて、アクセルペダル開
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度APOと車速VSPとから、目標駆動力tFoOを演算する。
【００３３】
　モード選択部200では、図４に示すEV-HEV選択マップを用いて、アクセルペダル開度APO
と車速VSPとから、目標モードを演算する。但し、バッテリSOCが所定値以下であれば、強
制的に「HEV走行モード」を目標モードとする。また、EV-HEV選択マップには、低車速領
域においてアクセルペダル開度APOが大きいときに、大きな駆動力を出力するために、WSC
モードが設定されている。HEV→WSC切換線もしくはEV→WSC切換線は、自動変速機ATが１
速段のときに、エンジンＥのアイドル回転数よりも小さな回転数となる車速VSP1よりも低
い領域に設定されている。図４中斜線領域がHEV走行モードからWSC走行モードに切り換え
られる領域であり、図４中網掛け領域がWSC走行モードからEV走行モードに切り換えられ
る領域となる。
【００３４】
　このモード選択部200には、更に、図１０に示すように、過熱時対応EV-HEV選択マップ
を有する。この過熱時対応EV-HEV選択マップは、通常制御時におけるEV-HEV選択マップに
比べて、EV→HEV切換線に囲まれた領域、すなわちHEV走行モードに切り換えられる前のEV
走行モード領域が広く設定されている。また、HEV走行モードからEV走行モードへ切り換
えるHEV→EV切換線は、自動変速機ATが１速段のときに、エンジンＥのアイドル回転数よ
りも小さな回転数となる車速VSP1よりも低くなったときにのみモード切り換えを許可する
ように設定されている。言い換えると、EV走行モードの時は極力EV走行モードを維持する
ように制御され、一旦HEV走行モードに切り換えられたときは、極力HEV走行モードを維持
するように制御される。
【００３５】
　目標充放電演算部300では、図５に示す目標充放電量マップを用いて、バッテリSOCから
目標充放電電力tPを演算する。この目標充放電演算部300には、更に、図１１に示すよう
に、過熱時対応目標充放電量マップを有する。この過熱時対応目標充放電量マップは、通
常制御時における目標充放電量マップに比べて高いSOCにおいても積極的に充電要求を出
力するように設定されている。
【００３６】
　動作点指令部400では、アクセルペダル開度APOと、目標駆動力tFoOと、目標モードと、
車速VSPと、目標充放電電力tPとから、これらの動作点到達目標として、過渡的な目標エ
ンジントルクと目標モータジェネレータトルクと目標第２クラッチ締結容量と目標自動変
速シフトと第１クラッチソレノイド電流指令を演算する。また、動作点指令部400には、E
V走行モードからHEV走行モードに遷移するときにエンジンＥを始動するエンジン始動制御
部が設けられている。
【００３７】
　ここで、エンジン始動制御について説明する。エンジン始動要求が成されると、第２ク
ラッチCL2の締結容量を、エンジン始動前の出力軸トルクとなる締結容量に設定すると共
に、モータジェネレータMGの駆動力を増大させる。すると、モータジェネレータMGに作用
する負荷は、第２クラッチCL2の締結容量分のみであるため、過剰な駆動力によってモー
タジェネレータMGの回転数は上昇する。尚、TM出力トルクは第２クラッチCL2の締結容量
によって決定されるため、TM出力トルクの変動はない。
【００３８】
　このとき、エンジン始動要求が成され、モータジェネレータMGの駆動力が十分に上昇し
たと見込まれるタイミング（例えばモータジェネレータMGの回転数がTM回転数よりも所定
回転数以上高くなった段階等）において、第１クラッチCL1の締結容量を所定値まで上昇
させるものであり、極力エンジンが素早く始動できるように上昇させる。
【００３９】
　第１クラッチCL1の締結容量が所定値まで上昇すると、モータジェネレータMGに作用す
る負荷が増大し、モータジェネレータMGのトルクもこの第１クラッチCL1の締結容量の上
昇に伴って増大する。このとき、第１クラッチCL1の締結容量をエンジンの始動に必要な
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トルク程度の締結容量まで上昇させているため、エンジンＥのクランキングが行われ、エ
ンジンＥが自立回転を始めることで、エンジン始動が完了する。すなわち、エンジン始動
制御中は、第２クラッチCL2を継続的にスリップ状態とさせ、TM出力トルクの変動を極力
抑制した状態で行われる。
【００４０】
　変速制御部500では、図６のシフトマップに示すシフトスケジュールに沿って、目標第
２クラッチ締結容量と目標変速段を達成するように自動変速機AT内のソレノイドバルブを
駆動制御する。尚、図６に示すシフトマップは、車速VSPとアクセルペダル開度APOに基づ
いて予め目標変速段が設定されたものであり、図６中実線がアップシフト線、点線がダウ
ンシフト線を示す。また、図６中、２－３アップシフト線よりも１速側の領域が特許請求
の範囲に記載の第１領域に相当し、２－３アップシフト線よりも５速側の領域が特許請求
の範囲に記載の第２領域に相当する。
【００４１】
　この変速制御部500には、更に、図１２に示すように、過熱時対応シフトマップを有す
る。この過熱時対応シフトマップは、通常制御時におけるシフトマップに比べ、２－３ア
ップシフト線よりも１速側の領域が狭く変更され、２－３アップシフト線よりも５速側の
領域が広く設定されている。言い換えると、通常制御時に比べて、３速より高い変速段で
の走行が増加するように設定されている。
【００４２】
　［自動変速機の構成について］
  図７はハイブリッド車両の駆動系に採用された自動変速機ATのパワートレーンを示すス
ケルトン図、図８はハイブリッド車両の駆動系に採用された自動変速機ATによるクラッチ
・ブレーキの締結作動表を示す図である。
【００４３】
　自動変速機ATは、図７に示すように、回転要素としてフロントサンギアS1とフロントキ
ャリアPC1とフロントリングギアR1とを有するフロントプラネタリーギアG1と、回転要素
としてミッドサンギアS2とミッドキャリアPC2とミッドリングギアR2とを有するミッドプ
ラネタリーギアG2と、回転要素としてリアサンギアS3とリアキャリアPC3とリアリングギ
アR3とを有するリアプラネタリーギアG3と、による３組の単純遊星歯車を備えている。
【００４４】
　なお、図７中のINはモータジェネレータMGのみ、または、エンジンＥ及びモータジェネ
レータMGからダンパーを介して回転駆動トルクが入力されるインプットシャフトであり、
OUTは自動変速機ATを経過して左右後輪RL,RRに回転駆動トルクを出力するアウトプットシ
ャフトである。
【００４５】
　そして、前進５速後退１速の変速段を決める締結要素として、インプットクラッチC1と
、ハイ&ローリバースクラッチC2と、ダイレクトクラッチC3と、リバースブレーキB1と、
フロントブレーキB2と、ローコーストブレーキB3と、フォワードブレーキB4と、ファース
トワンウェイクラッチF1と、サードワンウェイクラッチF2と、フォワードワンウェイクラ
ッチF3と、を備えている。
【００４６】
　インプットクラッチC1は、開放時にフロントリングギアR1をインプットシャフトINに接
続し、締結時にフロントリングギアR1とミッドリングギアR2とをインプットシャフトINに
接続する。ハイ&ローリバースクラッチC2は、締結によりミッドサンギアS2とリアサンギ
アS3とを接続する。ダイレクトクラッチC3は、締結によりリアサンギアS3とリアキャリア
PC3を接続する。
【００４７】
　リバースブレーキB1は、締結によりリアキャリアPC3をトランスミッションケースTCに
固定する。フロントブレーキB2は、締結によりフロントサンギアS1をトランスミッション
ケースTCに固定する。ローコーストブレーキB3は、締結によりミッドサンギアS2をトラン
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スミッションケースTCに固定する。フォワードブレーキB4は、締結によりミッドサンギア
S2をトランスミッションケースTCに固定する。
【００４８】
　ファーストワンウェイクラッチF1は、ミッドサンギアS2に対してリアサンギアS3の正転
方向（＝エンジンと同一回転方向）の回転をフリー、逆転を固定する。サードワンウェイ
クラッチF2は、フロントサンギアS1の正転方向をフリー、逆転を固定する。フォワードワ
ンウェイクラッチF3は、ミッドサンギアS2の正転方向をフリー、逆転を固定する。
【００４９】
　なお、アウトプットシャフトOUTは、ミッドキャリアPC2に直結されている。フロントキ
ャリアPC1とリアリングギアR3とは第１メンバM1により直結されている。ミッドリングギ
アR2とリアキャリアPC3とは第２メンバM2により直結されている。
【００５０】
　自動変速機ATは、図８の締結作動表に示すように、ハイ&ローリバースクラッチC2とフ
ロントブレーキB2とローコーストブレーキB3とフォワードブレーキB4を締結することで第
１速を達成する。また、ダイレクトクラッチC3とフロントブレーキB2とローコーストブレ
ーキB3とフォワードブレーキB4を締結することで第２速を達成する。また、ハイ&ローリ
バースクラッチC2とダイレクトクラッチC3とフロントブレーキB2とフォワードブレーキB4
を締結することで第３速を達成する。
【００５１】
　また、インプットクラッチC1とハイ&ローリバースクラッチC2とダイレクトクラッチC3
とフォワードブレーキB4を締結することで第４速を達成する。また、インプットクラッチ
C1とハイ&ローリバースクラッチC2とフロントブレーキB2とフォワードブレーキB4を締結
することで第５速を達成する。また、ハイ&ローリバースクラッチC2とリバースブレーキB
1とフロントブレーキB2を締結することで後退速を達成する。
【００５２】
　実施例１にあっては、第２クラッチCL2として、１速及び２速のとき（特許請求の範囲
に記載の第１の変速段に相当）はフォワードブレーキB4（特許請求の範囲に記載の第２締
結要素に相当）が選択され、３速～５速のとき（特許請求の範囲に記載の第２の変速段に
相当）はハイ&ローリバースクラッチC2（特許請求の範囲に記載の第３締結要素に相当）
が選択される。
【００５３】
　〔過熱時対応制御〕
  次に、第２クラッチCL2の過熱時対応制御処理について説明する。図９は過熱時対応制
御処理を表すフローチャートである。
【００５４】
　ステップＳ１０では、第２クラッチCL2が過熱したかどうかを判定し、過熱していると
判定したときはステップＳ１５へ進み、それ以外のときは本制御フローを終了する。尚、
第２クラッチCL2の具体的な判定は、温度センサ１０ａにより検知された温度が、所定値
以上かどうかにより判定する。この所定値は、これ以上温度が過熱した状態が継続、もし
くはこれ以上の熱入力があった場合、例えば、クラッチプレートが焼き付いて締結故障を
起こす虞がある温度に設定されている。
【００５５】
　ステップＳ１５では、目標充放電量マップ（図５参照）を過熱時対応目標充放電量マッ
プ（図１１参照）に切り換えると共に、シフトマップ（図６参照）を過熱時対応シフトマ
ップ（図１０参照）に切り換える。
【００５６】
　ステップＳ２０では、車両が停車中かどうかを判定し、停車中と判定したときはステッ
プＳ２５へ進み、それ以外のときはステップＳ４５へ進む。尚、車両の停車判定は、例え
ば車輪速センサ１９からのセンサ信号が０，車速センサ１７からのセンサ信号が０，もし
くはインヒビタスイッチ７ａからの信号がパーキングレンジ位置等を示す場合に停車と判
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定すればよく、特に限定しない。
【００５７】
　（車両停車時制御）
  ステップＳ２５では、過熱時対応充放電量マップに基づいて発電要求があるかどうかを
判定し、発電要求があるときはステップＳ３０へ進み、それ以外のときはステップＳ４０
へ進む。
【００５８】
　ステップＳ３０では、発進意図があるか否かを判定し、発進意図があるときはステップ
Ｓ３５へ進み、それ以外のときはステップＳ４０へ進む。尚、発進意図とは、運転者が車
両停止状態から所定の操作を行って発進しようとしているか否かを表す信号を検知すれば
よい。具体的には、インヒビタスイッチ７ａの信号がパーキングレンジ位置からドライブ
レンジ等の走行レンジに切り換えられたか否か、もしくはブレーキストロークセンサ２０
からの信号が、ブレーキペダルを離そうとしているか否かから適宜判定することができる
。尚、アクセル開度センサ１６の信号は、上記センサの信号が出力された後に出力される
ため、発進意図の判定としては遅れることとなる。
【００５９】
　ステップＳ３５では、発電モードに切り換える。具体的には、エンジンＥの動力を利用
してモータジェネレータMGを発電機として動作させる。
【００６０】
　ステップＳ４０では、EV走行モードに切り換える。
【００６１】
　（車両走行時制御）
  ステップＳ４５では、現在の走行モードがEV走行モードか否かを判定し、EV走行モード
のときはステップＳ５０に進み、それ以外のときはステップＳ５５に進む。
【００６２】
　ステップＳ５０では、エンジンＥの始動条件を変更する。具体的には、モード選択部20
0ににおいて、EV-HEV選択マップ（図４参照）から過熱時対応EV-HEV選択マップ（図１０
参照）に切り換えられる。
【００６３】
　ステップＳ５５では、車速VSPによるエンジン停止要求がなされているかどうかを判定
し、エンジン停止要求がなされていると判定したときはステップＳ６０へ進んでEV走行モ
ードに切り換え、エンジン停止要求がなされていないと判定したときはステップＳ６５へ
進んでHEV走行モードに切り換える。尚、この車速VSPによる判定とは、上述したように、
自動変速機ATが１速段のときに、エンジンＥのアイドル回転数よりも小さな回転数となる
車速VSP1よりも低くなったか否かを判定しているものであり、過熱時対応EV-HEV選択マッ
プに設定されたものである。
【００６４】
　〔過熱時対応制御による作用〕
  次に、上記過熱時対応制御による作用について場合に分けて説明する。尚、第２クラッ
チCL2としてフォワードブレーキB4が過熱した状態であって、目標充放電量マップとシフ
トマップがそれぞれ過熱時対応目標充放電量マップと過熱時対応シフトマップに切り換え
られている点を前提とする。これにより、通常制御時よりも積極的にバッテリ４に充電す
るように設定されると共に、通常制御時よりも過熱したフォワードブレーキB4を使用しな
い変速段を積極的に使用するように設定される。
【００６５】
　（車両停止中の場合）
  車両が停止しているときは、発電モードに設定される。これにより、バッテリ４のSOC
を高くすることができる。バッテリSOCが高いと、発進した後にEV走行モードにて走行可
能な状態を長く維持することができるため、フォワードブレーキB4をスリップ制御しなけ
ればならない状態を極力回避することができる。
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【００６６】
　（車両停止中から発進する場合）
  車両停止中では発電モードが選択されているため、第１クラッチCL1が締結し、第２ク
ラッチCL2（フォワードブレーキB4）は解放された状態である。この状態から発進する場
合、第２クラッチCL2の過熱時には、第２クラッチCL2のスリップ制御を回避するために、
WSC走行モードではなく、EV走行モードにより発進を行う。尚、通常制御時にあっては、
図４のEV-HEV選択モードマップに示すようにWSC走行モードが選択される可能性があるが
、過熱時対応制御中には、図１０のEV-HEV選択モードマップに示すようにWSC走行モード
が選択される余地はない。
【００６７】
　このとき、一旦第１クラッチCL1を解放し、その後、第２クラッチCL2を完全締結してか
ら発進しなければならず、発進タイムラグが発生する虞がある。そこで、発進意図を検知
し、この発進意図をトリガとして素早くEV走行モードに切り換える。これにより、運転者
がアクセルペダルを踏み込んだと同時に駆動力を出力することが可能となり、応答性を確
保することができる。
【００６８】
　（EV走行モードによる走行中の場合）
  EV走行モードにより走行しているときは、エンジン始動条件を変更する。これにより、
図１０に示す過熱時対応EV-HEV選択マップが選択され、通常制御時におけるEV-HEV選択マ
ップに比べて、EV→HEV切換線に囲まれた領域、すなわちHEV走行モードに切り換えられる
前のEV走行モード領域が広く設定される。
【００６９】
　すなわち、EV走行モードからHEV走行モードに状態遷移する際には、エンジンＥを始動
しなければならない。エンジン始動時は、エンジン始動制御において上述したように、継
続的に第２クラッチCL2をスリップ制御させる必要がある。よって、EV走行モードを極力
維持することで、エンジン始動回数を減らすことが可能となり、第２クラッチCL2の更な
る過熱を抑制することができる。
【００７０】
　また、HEV走行モードからEV走行モードへ切り換えるHEV→EV切換線は、自動変速機ATが
１速段のときに、エンジンＥのアイドル回転数よりも小さな回転数となる車速VSP1よりも
低くなったときにのみモード切り換えを許可するように設定されている。よって、一旦EV
走行モードからHEV走行モードに遷移した後は、可能な限りHEV走行モードを維持すること
で、再度EV走行モードからHEV走行モードに遷移することがない。言い換えると、エンジ
ン始動制御を再度実行する必要が無く、第２クラッチCL2の更なる過熱を抑制することが
できる。
【００７１】
　（走行中の自動変速機の変速制御）
  EV走行モード、もしくはHEV走行モードにより走行している際、通常のシフトマップと
は異なる過熱時対応シフトマップにより変速制御が成される。よって、第２クラッチCL2
であるフォワードブレーキB4が過熱している状態のときは、フォワードブレーキB4を解放
し、過熱していないハイ&ローリバースクラッチC2を締結する変速段である３速，４速，
５速を使用して走行することとなる。よって、過熱していないハイ&ローリバースクラッ
チC2によってエンジン始動制御等を行うシーンを増やすことで、第２クラッチCL2の耐久
性の悪化を回避することができる。
【００７２】
　以上、各走行シーンに場合分けして説明したが、共通していることとして、第２クラッ
チCL2が過熱したときは、WSC走行モードを選択しないという点である。第２クラッチCL2
のスリップ制御を伴う走行状態は極力回避しなければならないため、選択の余地としては
、EV走行モードとHEV走行モードに限られる。
【００７３】
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　また、EV走行モードとHEV走行モードの状態遷移においてエンジン始動制御に伴うスリ
ップ制御が必要になるため、走行モードの状態遷移回数を減らす必要がある。
【００７４】
　これらを踏まえ、上記過熱時対応制御を実行することで、下記に列挙する作用効果を得
ることができる。
【００７５】
　(1)車両停止状態からの発進時であって、第２クラッチCL2の温度が所定値以上のときは
、EV走行モードに切り換えることとした。よって、WSC走行モードを選択しないため、第
２クラッチCL2がスリップ制御されることがなく、第２クラッチCL2を完全締結状態として
走行することが可能となり、更なる過熱を回避することができる。
【００７６】
　(2)第２クラッチCL2の温度が所定値以上のときは、バッテリ４の充電量が多くなるよう
に制御することとした。具体的には、過熱時対応目標充放電マップを設定し、通常時より
も高いSOCであったとしても充電要求を行うこととした。これにより、EV走行モードを維
持可能なシーンを増やすことが可能となり、EV走行モードからHEV走行モードに遷移する
際に必要なエンジン始動制御に伴う第２クラッチCL2のスリップ制御回数を減らすことが
できる。
【００７７】
　(3)車両停止状態のときであって、第２クラッチCL2の温度が所定値以上のときは、発電
モードに切り換えることとした。よって、効率よくバッテリSOCを高くすることができる
。
【００７８】
　(4)運転者の発進意図が検知されたときは、発電モードからEV走行モードに切り換える
ことこととした。よって、発進時の応答性を確保することができる。
【００７９】
　(5)第２クラッチCL2の温度が所定値以上のときは、走行中にHEV走行モードに切り換え
られた後は、WSC走行モードへの切り換えを禁止することとした。よって、第２クラッチC
L2のスリップ制御を行う必要が無く、更なる過熱を回避することができる。
【００８０】
　(6)フォワードブレーキB4の温度が所定値未満のときは、通常シフトマップに基づいて
自動変速機ATの変速段を選択し、第２クラッチCL2の温度が所定値以上のときは、１速及
び２速の領域（第１領域）を狭く変更した過熱時対応シフトマップに基づいて自動変速機
ATの変速段を選択することとした。
【００８１】
　よって、EV走行モードからHEV走行モードに遷移する際、３速，４速又は５速において
遷移させるシーンが増え、エンジン始動制御に伴うスリップ制御を行ったとしても、フォ
ワードブレーキB4の更なる過熱を回避することができる。
【００８２】
　尚、ハイ&ローリバースクラッチC2が過熱したときは、極力フォワードブレーキB4を使
用する領域を増やせばよいのは言うまでもない。また、フォワードブレーキB4の温度が所
定値以上のときは、３速，４速，５速のいずれかでのみEV走行モードからHEV走行モード
への遷移を許可するようにしてもよい。これにより、確実にフォワードブレーキB4の過熱
を抑制することができる。
【００８３】
　以上、本発明のハイブリッド車両の制御装置を実施例１に基づき説明してきたが、具体
的な構成については、これらの実施例に限られるものではなく、特許請求の範囲の各請求
項に係る発明の要旨を逸脱しない限り、設計の変更や追加等は許容される。実施例１では
、第２クラッチとして自動変速機に内蔵されたクラッチを利用する例を示したが、モータ
ジェネレータと変速機との間に第２クラッチを追加して介装したり、または、変速機と駆
動輪との間に第２クラッチを追加して介装（例えば、特開２００２－１４４９２１号公報
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参照）しても良い。さらには、第１クラッチ（エンジンクラッチ）のみを持つハイブリッ
ド車両にも適用できるし、第１クラッチ及び第２クラッチを持たずハイブリッド走行モー
ドと電気自動車走行モードを達成するハイブリッド車両にも適用できる。モータは、効率
等の影響はあるにせよ、回転数とトルクを独立に制御できるからである。
【００８４】
　要するに、動力源にエンジンとモータを備え、走行モードとして、モータのみを動力源
として走行するモータ使用走行モードと、エンジンを動力源に含みながら走行するエンジ
ン使用走行モードと、を有するハイブリッド車両であれば適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】実施例１の発進時エンジン始動制御装置が適用された後輪駆動のハイブリッド車
両を示す全体システム図である。
【図２】実施例１の統合コントローラにおける演算処理プログラムを示す制御ブロック図
である。
【図３】図２の目標駆動力演算部にて目標駆動力演算に用いられる目標駆動力マップの一
例を示す図である。
【図４】図２のモード選択部にて目標モードの選択に用いられるEV-HEV選択マップを示す
図である。
【図５】図２の目標充放電演算部にて目標充放電電力の演算に用いられる目標充放電量マ
ップの一例を示す図である。
【図６】実施例１の自動変速機の通常時シフトマップである。
【図７】実施例１の自動変速機のスケルトン図である。
【図８】実施例１の自動変速機の締結作動表である。
【図９】実施例１の過熱時対応制御を表すフローチャートである。
【図１０】実施例１の過熱時対応EV-HEV選択マップである。
【図１１】実施例１の過熱時対応も起票充放電量マップである。
【図１２】実施例１の自動変速機の過熱時対応シフトマップである。
【符号の説明】
【００８６】
Ｅ　エンジン
FW　フライホイール
CL1　第１クラッチ
MG　モータジェネレータ
CL2　第２クラッチ
AT　自動変速機
PS　プロペラシャフト
DF　ディファレンシャル
DSL　左ドライブシャフト
DSR　右ドライブシャフト
RL　左後輪（駆動輪）
RR　右後輪（駆動輪）
FL　左前輪
FR　右前輪
１　エンジンコントローラ
２　モータコントローラ
３　インバータ
４　バッテリ
５　第１クラッチコントローラ
６　第１クラッチ油圧ユニット
７　ＡＴコントローラ
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８　第２クラッチ油圧ユニット
９　ブレーキコントローラ
１０　統合コントローラ
２４　ブレーキ油圧センサ
100　目標駆動力演算部
200　モード選択部
300　目標充放電演算部
400　動作点指令部
500　変速制御部

【図１】 【図２】

【図３】



(15) JP 4492585 B2 2010.6.30

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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