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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動力源としてエンジンおよびモータ/ジェネレータを具え、これらエンジンおよびモー
タ/ジェネレータ間に伝達トルク容量を変更可能な第1クラッチを介在させ、モータ/ジェ
ネレータおよび駆動車輪間に伝達トルク容量を変更可能な第2クラッチを介在させ、
　エンジンを停止させ、第1クラッチを解放すると共に第2クラッチを締結することにより
モータ/ジェネレータからの動力のみによる電気走行モードを選択可能で、第1クラッチお
よび第2クラッチを共に締結することによりエンジンおよびモータ/ジェネレータの双方か
らの動力によるハイブリッド走行モードを選択可能なハイブリッド車両において、
　前記電気走行モードからハイブリッド走行モードへの移行時に、前記第2クラッチの伝
達トルク容量をエンジン始動用モータ/ジェネレータトルク以下に制御して前記エンジン
を始動するに際し、
　前記第2クラッチの差回転が設定回転数以上の場合に、前記第2クラッチのスリップ量に
対する摩擦係数の変化が比較的緩やかな摩擦係数安定域であると判断し、前記第2クラッ
チの差回転が前記設定回転数よりも小さい場合に、前記第2クラッチのスリップ量に対す
る摩擦係数の変化が比較的急な摩擦係数不安定域であると判断し、
　前記モータ/ジェネレータトルクを、前記第2クラッチの前記摩擦係数不安定域では、目
標駆動力相当分と、第1クラッチの伝達トルク容量との和値とし、前記第2クラッチの前記
摩擦係数安定域では、目標駆動力相当分と、第1クラッチの伝達トルク容量と、第2クラッ
チのスリップ制御分トルクとの和値とするよう構成したことを特徴とする、ハイブリッド
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車両のエンジン始動制御装置。
【請求項２】
　請求項1に記載のエンジン始動制御装置において、
　前記第2クラッチの伝達トルク容量を制御して該第2クラッチの伝達トルク容量をエンジ
ン始動用モータ/ジェネレータトルク以下にするよう構成したことを特徴とする、ハイブ
リッド車両のエンジン始動制御装置。
【請求項３】
　請求項1に記載のエンジン始動制御装置において、
　前記モータ/ジェネレータのトルクを制御して前記第2クラッチの伝達トルク容量をエン
ジン始動用モータ/ジェネレータトルク以下にするよう構成したことを特徴とする、ハイ
ブリッド車両のエンジン始動制御装置。
【請求項４】
　請求項1に記載のエンジン始動制御装置において、
　前記第2クラッチの伝達トルク容量を制御するか、前記モータ/ジェネレータのトルクを
制御するかの一方または双方により、第2クラッチの伝達トルク容量をエンジン始動用モ
ータ/ジェネレータトルク以下にするよう構成したことを特徴とする、ハイブリッド車両
のエンジン始動制御装置。
【請求項５】
　請求項1～4のいずれか1項に記載のエンジン始動制御装置において、
　第2クラッチの伝達トルク容量をエンジン始動用モータ/ジェネレータトルク以下にして
該第2クラッチをスリップさせている状態でのエンジン始動時は、モータ/ジェネレータの
回転状態に関係なく前記第1クラッチを締結進行させるよう構成したことを特徴とする、
ハイブリッド車両のエンジン始動制御装置。
【請求項６】
　請求項1～5のいずれか1項に記載のエンジン始動制御装置において、
　前記エンジンの始動後にハイブリッド走行モードへの移行を完了するに際しては、第2
クラッチの締結に先んじて第1クラッチの締結を行わせるよう構成したことを特徴とする
、ハイブリッド車両のエンジン始動制御装置。
【請求項７】
　請求項1～6のいずれか1項に記載のエンジン始動制御装置において、
　前記第2クラッチの前記摩擦係数不安定域では、前記モータ/ジェネレータのトルク制御
をハイブリッド走行モード用の制御に切り替えるよう構成したことを特徴とする、ハイブ
リッド車両のエンジン始動制御装置。
【請求項８】
　請求項1～7のいずれか1項に記載のエンジン始動制御装置において、
　前記第2クラッチの前記摩擦係数不安定域では、前記第2クラッチの伝達トルク容量制御
をハイブリッド走行モード用の制御に切り替えるよう構成したことを特徴とする、ハイブ
リッド車両のエンジン始動制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エンジン以外にモータ/ジェネレータからの動力によっても走行することが
でき、モータ/ジェネレータからの動力のみにより走行する電気走行(EV)モードと、エン
ジンおよびモータ/ジェネレータの双方からの動力により走行するハイブリッド走行(HEV)
モードとを有するハイブリッド車両に関し、特に、前者のEVモードでの走行中にエンジン
出力も必要になって後者のHEVモードへ切り換えるに際し、エンジン始動を適切に行うた
めの装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　上記のようなハイブリッド車両に用いるハイブリッド駆動装置としては従来、様々な型
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式のものが提案されているが、そのうちの1つとして、特許文献1に記載のごときものが知
られている。
　このハイブリッド駆動装置は、エンジン回転を変速機に向かわせる軸に結合して、これ
らエンジンおよび変速機間にモータ/ジェネレータを具え、エンジンおよびモータ/ジェネ
レータ間を切り離し可能に結合する第1クラッチを有すると共に、モータ/ジェネレータお
よび変速機出力軸間を切り離し可能に結合する第2クラッチをトルクコンバータの代わり
に有した構成になるものである。
【０００３】
　かかるハイブリッド駆動装置を具えたハイブリッド車両は、第1クラッチを解放すると
共に第2クラッチを締結する場合、モータ/ジェネレータからの動力のみにより走行する電
気走行(EV)モードとなり、第1クラッチおよび第2クラッチをともに締結する場合、エンジ
ンおよびモータ/ジェネレータの双方からの動力により走行するハイブリッド走行(HEV)モ
ードとなり得る。
　EVモードでは勿論、エンジン動力が不要であるからエンジンを停止させておく。
【０００４】
　かかるハイブリッド車両において、前者のEVモードでの走行中エンジン出力が必要にな
り、EVモードから後者のHEVモードへ切り換えるに際しては、エンジンを始動させながら
当該モード切り替えを行う必要がある。
【０００５】
　かかるモードの切り替えおよびエンジンの始動に際しては従来、特許文献1にも記載さ
れている通り、エンジンおよびモータ/ジェネレータ間にあって解放状態の第1クラッチを
締結進行させ、該第1クラッチの引き摺りトルクにより停止状態のエンジンをクランキン
グさせてエンジンを始動させることでEVモードからHEVモードへのモード切り換えを行う
。
　そして特許文献1には更に、上記エンジン始動時におけるエンジントルクのオーバーシ
ュートおよび極性反転を含むトルク変動や、第1クラッチを締結する時のトルク変動が駆
動車輪に伝達されてショックとなるのを防止するため、モータ/ジェネレータおよび変速
機間にあって締結状態の第2クラッチを一旦解放し、この状態で上記第1クラッチの締結進
行によるエンジンの始動を行わせる技術も提案されている。
【特許文献１】特開平１１－０８２２６０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし従来のように、エンジンおよびモータ/ジェネレータ間の第1クラッチを締結進行
させてエンジンをクランキングさせている間、モータ/ジェネレータおよび変速機間の第2
クラッチを解放状態にしておくのでは、かかるエンジンのクランキング中に第2クラッチ
が動力源および駆動車輪間を切り離して駆動車輪へのトルク伝達を行わなくすることから
、駆動車輪への出力トルクがゼロになってエンジンのクランキング中に出力トルクの抜け
を感じさせ、特に車両の加速時において運転者に違和感を与える虞がある。
【０００７】
　本発明は、第2クラッチを従来のように完全解放する代わりに、スリップ締結させれば
、第1クラッチの締結進行によるエンジン始動時の変動が駆動車輪に伝達されるのを防止
しつつ、エンジンのクランキング中に駆動車輪への出力トルクがゼロになって出力トルク
の抜け感が発生するという上記の問題を解消し得るとの事実認識にもとづき、この着想を
具体化して上記の問題解決を実現したハイブリッド車両のエンジン始動制御装置を提案す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この目的のため、本発明によるハイブリッド車両のエンジン始動制御装置は、請求項１
に記載した以下の構成とする。
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　先ず、前提となるハイブリッド車両を説明するに、これは、
　動力源としてエンジンおよびモータ/ジェネレータを具え、これらエンジンおよびモー
タ/ジェネレータ間に伝達トルク容量を変更可能な第1クラッチを介在させ、モータ/ジェ
ネレータおよび駆動車輪間に伝達トルク容量を変更可能な第2クラッチを介在させたもの
である。
【０００９】
　そしてこのハイブリッド車両は、エンジンを停止させ、第1クラッチを解放すると共に
第2クラッチを締結することによりモータ/ジェネレータからの動力のみによる電気走行モ
ードを選択可能で、第1クラッチおよび第2クラッチを共に締結することによりエンジンお
よびモータ/ジェネレータの双方からの動力によるハイブリッド走行モードを選択可能な
ものである。
【００１０】
本発明は、かかるハイブリッド車両において、
　電気走行モードからハイブリッド走行モードへの移行時に、前記第2クラッチの伝達ト
ルク容量をエンジン始動用モータ/ジェネレータトルク以下に制御して前記エンジンを始
動するに際し、
　前記第2クラッチの差回転が設定回転数以上の場合に、前記第2クラッチのスリップ量に
対する摩擦係数の変化が比較的緩やかな摩擦係数安定域であると判断し、前記第2クラッ
チの差回転が前記設定回転数よりも小さい場合に、前記第2クラッチのスリップ量に対す
る摩擦係数の変化が比較的急な摩擦係数不安定域であると判断し、
　前記モータ/ジェネレータトルクを、第2クラッチの摩擦係数不安定域では、目標駆動力
相当分と、第1クラッチの伝達トルク容量との和値とし、第2クラッチの摩擦係数安定域で
は、目標駆動力相当分と、第1クラッチの伝達トルク容量と、第2クラッチのスリップ制御
分トルクとの和値とするようにした構成に特徴づけられる。
【発明の効果】
【００１１】
　上記した本発明によるハイブリッド車両のエンジン始動制御装置によれば、
　電気走行モードでの走行中ハイブリッド走行モードに切り替えるときのエンジン始動に
際し、第2クラッチの伝達トルク容量をエンジン始動用モータ/ジェネレータトルク以下に
するため、
　上記モード切り替え時のエンジン始動中におけるエンジントルクのオーバーシュートお
よび極性反転を含むトルク変動や、第1クラッチの締結時におけるトルク変動が第2クラッ
チを経て駆動車輪に向かおうとしても、これらトルク変動が第2クラッチのスリップによ
り吸収されて駆動車輪に伝わることがなく、これらトルク変動に伴うショックを防止する
ことができる。
【００１２】
　その反面、第2クラッチがエンジン始動用モータ/ジェネレータトルク以下の伝達トルク
容量を持ち続けて対応したトルクを継続的に駆動車輪へ向かわせることができるため、エ
ンジン始動中に第2クラッチを解放状態にしておく従来の対策による前記した問題、つま
り、駆動力の抜け感が発生するという問題を回避して、これに伴う違和感をなくすことが
できる。また、前記モータ/ジェネレータトルクを、第2クラッチの摩擦係数不安定域では
、目標駆動力相当分と、第1クラッチの伝達トルク容量との和値とし、第2クラッチの摩擦
係数安定域では、目標駆動力相当分と、第1クラッチの伝達トルク容量と、第2クラッチの
スリップ制御分トルクとの和値とするため、不安定域では第2クラッチの伝達トルク容量
をスリップ制御（フィードバック制御）しないでフィードフォワード制御により決定し、
安定域では第2クラッチの伝達トルク容量をスリップ制御が含まれたフィードバック制御
により決定することとなり、不安定域でフィードバック制御が行われてクラッチジャダー
や制御不安定が発生するのを防止しつつ、安定域ではフィードバック制御により第2クラ
ッチのスリップ量を目標値にして前記の作用効果を更に確実なものにすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１３】
　以下、本発明の実施の形態を、図面に示す実施例に基づき詳細に説明する。
　図1は、本発明のエンジン始動制御装置を適用可能なハイブリッド駆動装置を具えたフ
ロントエンジン・リヤホイールドライブ式ハイブリッド車両のパワートレーンを示し、1
はエンジン、2は駆動車輪（後輪）である。
　図1に示すハイブリッド車両のパワートレーンにおいては、通常の後輪駆動車と同様に
エンジン1の車両前後方向後方に自動変速機3をタンデムに配置し、エンジン1（クランク
シャフト1a）からの回転を自動変速機3の入力軸3aへ伝達する軸4に結合してモータ/ジェ
ネレータ5を設ける。
【００１４】
　モータ/ジェネレータ5は、モータとして作用したり、ジェネレータ（発電機）として作
用するもので、エンジン1および自動変速機3間に配置する。
　このモータ/ジェネレータ5およびエンジン1間に、より詳しくは、軸4とエンジンクラン
クシャフト1aとの間に第1クラッチ6を介挿し、この第1クラッチ6によりエンジン1および
モータ/ジェネレータ5間を切り離し可能に結合する。
　ここで第1クラッチ6は、伝達トルク容量を連続的または段階的に変更可能なものとし、
例えば、比例ソレノイドでクラッチ作動油流量およびクラッチ作動油圧を連続的に制御し
て伝達トルク容量を変更可能な湿式多板クラッチで構成する。
【００１５】
　モータ/ジェネレータ5および自動変速機3間に、より詳しくは、軸4と変速機入力軸3aと
の間に第2クラッチ7を介挿し、この第2クラッチ7によりモータ/ジェネレータ5および自動
変速機3間を切り離し可能に結合する。
　第2クラッチ7も第1クラッチ6と同様、伝達トルク容量を連続的または段階的に変更可能
なものとし、例えば、比例ソレノイドでクラッチ作動油流量およびクラッチ作動油圧を連
続的に制御して伝達トルク容量を変更可能な湿式多板クラッチで構成する。
【００１６】
　自動変速機3は、2003年1月、日産自動車（株）発行「スカイライン新型車（CV35型車）
解説書」第C－9頁～第C－22頁に記載されたと同じものとし、複数の摩擦要素（クラッチ
やブレーキ等）を選択的に締結したり解放することで、これら摩擦要素の締結・解放組み
合わせにより伝動系路（変速段）を決定するものとする。
　従って自動変速機3は、入力軸3aからの回転を選択変速段に応じたギヤ比で変速して出
力軸3bに出力する。
　この出力回転は、ディファレンシャルギヤ装置8により左右後輪2へ分配して伝達され、
車両の走行に供される。
　但し自動変速機3は、上記したような有段式のものに限られず、無段変速機であっても
よいのは言うまでもない。
【００１７】
　上記した図1のパワートレーンにおいては、停車状態からの発進時などを含む低負荷・
低車速時に用いられる電気走行(EV)モードが要求される場合、エンジン1からの動力が不
要であるからこれを停止させておくと共に第1クラッチ6を解放し、他方で第2クラッチ7を
締結させておくと共に自動変速機3を動力伝達状態にする。
【００１８】
　この状態でモータ/ジェネレータ5を駆動すると、当該モータ/ジェネレータ5からの出力
回転のみが変速機入力軸3aに達することとなり、自動変速機3が当該入力軸3aへの回転を
、選択中の変速段に応じ変速して変速機出力軸3bより出力する。
　変速機出力軸3bからの回転はその後、ディファレンシャルギヤ装置8を経て後輪2に至り
、車両をモータ/ジェネレータ5のみによって電気走行（EVモード走行）させることができ
る。
【００１９】
　高速走行時や大負荷走行時などで用いられるハイブリッド走行(HEV)モードが要求され



(6) JP 4462170 B2 2010.5.12

10

20

30

40

50

る場合、第1クラッチ6および第2クラッチ7をともに締結し、自動変速機3を動力伝達状態
にする。
　この状態では、エンジン1からの出力回転、または、エンジン1からの出力回転およびモ
ータ/ジェネレータ5からの出力回転の双方が変速機入力軸3aに達することとなり、自動変
速機3が当該入力軸3aへの回転を、選択中の変速段に応じ変速して、変速機出力軸3bより
出力する。
　変速機出力軸3bからの回転はその後、ディファレンシャルギヤ装置8を経て後輪2に至り
、車両をエンジン1およびモータ/ジェネレータ5の双方によってハイブリッド走行（HEVモ
ード走行）させることができる。
【００２０】
　かかるHEV走行中において、エンジン1を最適燃費で運転させるとエネルギーが余剰とな
る場合、この余剰エネルギーによりモータ/ジェネレータ5を発電機として作動させること
で余剰エネルギーを電力に変換し、この発電電力をモータ/ジェネレータ5のモータ駆動に
用いるよう蓄電しておくことでエンジン1の燃費を向上させることができる。
【００２１】
　なお図1では、モータ/ジェネレータ5および駆動車輪2を切り離し可能に結合する第1ク
ラッチ7を、モータ/ジェネレータ5および自動変速機3間に介在させたが、
　図2に示すように、第2クラッチ7を自動変速機3およびディファレンシャルギヤ装置8間
に介在させても、同様に機能させることができる。
【００２２】
　また、図1および図2では第2クラッチ7として専用のものを自動変速機3の前、若しくは
、後に追加することとしたが、
　この代わりに第2クラッチ7として、図3に示すごとく自動変速機3内に既存する前進変速
段選択用の摩擦要素または後退変速段選択用の摩擦要素を流用するようにしてもよい。
　この場合、第2クラッチ7が前記したモード選択機能を果たすのに加えて、この機能を果
たすよう締結される時に自動変速機を動力伝達状態にすることとなり、専用の第2クラッ
チが不要でコスト上大いに有利である。
【００２３】
　図1～3に示すハイブリッド車両のパワートレーンを成すエンジン1、モータ/ジェネレー
タ5、第1クラッチ6、および第2クラッチ7は、図4に示すようなシステムにより制御する。
【００２４】
　図4の制御システムは、パワートレーンの動作点を統合制御する統合コントローラ20を
具え、パワートレーンの動作点を、目標エンジントルクtTeと、目標モータ/ジェネレータ
トルクtTm（目標モータ/ジェネレータ回転数tNmでもよい）と、第1クラッチ6の目標伝達
トルク容量tTc1と、第2クラッチ7の目標伝達トルク容量tTc2とで規定する。
【００２５】
　統合コントローラ20には、上記パワートレーンの動作点を決定するために、
　エンジン回転数Neを検出するエンジン回転センサ11からの信号と、
　モータ/ジェネレータ回転数Nmを検出するモータ/ジェネレータ回転センサ12からの信号
と、
　変速機入力回転数Niを検出する入力回転センサ13からの信号と、
　変速機出力回転数Noを検出する出力回転センサ14からの信号と、
　エンジン1の要求負荷状態を表すアクセルペダル踏み込み量（アクセル開度APO）を検出
するアクセル開度センサ15からの信号と、
　モータ/ジェネレータ5用の電力を蓄電しておくバッテリ9の蓄電状態SOC（持ち出し可能
電力）を検出する蓄電状態センサ16からの信号とを入力する。
【００２６】
　なお、上記したセンサのうち、エンジン回転センサ11、モータ/ジェネレータ回転セン
サ12、入力回転センサ13、および出力回転センサ14はそれぞれ、図1～3に示すように配置
することができる。
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【００２７】
　統合コントローラ20は、上記入力情報のうちアクセル開度APO、バッテリ蓄電状態SOC、
および変速機出力回転数No（車速VSP）から、運転者が希望している車両の駆動力を実現
可能な運転モード（EVモード、HEVモード）を選択すると共に、目標エンジントルクtTe、
目標モータ/ジェネレータトルクtTm（目標モータ/ジェネレータ回転数tNmでもよい）、目
標第1クラッチ伝達トルク容量tTc1、および目標第2クラッチ伝達トルク容量tTc2をそれぞ
れ演算する。
　目標エンジントルクtTeはエンジンコントローラ21に供給され、目標モータ/ジェネレー
タトルクtTm（目標モータ/ジェネレータ回転数tNmでもよい）はモータ/ジェネレータコン
トローラ22に供給される。
【００２８】
　エンジンコントローラ21は、エンジントルクTeが目標エンジントルクtTeとなるようエ
ンジン1を制御し、
　モータ/ジェネレータコントローラ22はモータ/ジェネレータ5のトルクTm（または回転
数Nm）が目標モータ/ジェネレータトルクtTm（または目標モータ/ジェネレータ回転数tNm
）となるよう、バッテリ9およびインバータ10を介してモータ/ジェネレータ5を制御する
。
　統合コントローラ20は、目標第1クラッチ伝達トルク容量tTc1および目標第2クラッチ伝
達トルク容量tTc2に対応したソレノイド電流を第1クラッチ6および第2クラッチ7の締結制
御ソレノイド（図示せず）に供給し、第1クラッチ6の伝達トルク容量Tc1が目標伝達トル
ク容量tTc1に一致するよう、また、第2クラッチ7の伝達トルク容量Tc2が目標第2クラッチ
伝達トルク容量tTc2に一致するよう、第1クラッチ6および第2クラッチ7を個々に締結力制
御する。
【００２９】
　統合コントローラ20は、上記した運転モード（EVモード、HEVモード）の選択、そして
目標エンジントルクtTe、目標モータ/ジェネレータトルクtTm（目標モータ/ジェネレータ
回転数tNmでもよい）、目標第1クラッチ伝達トルク容量tTc1、および目標第2クラッチ伝
達トルク容量tTc2の演算を、図5に示すメインルーチンにより実行する。
【００３０】
　先ずステップＳ1において、予定の到達目標駆動力マップを用いて、アクセル開度APOお
よび車速VSPから、定常的な到達目標駆動力tFo0を演算する。
　次のステップＳ2においては、予定の変速マップをもとにアクセル開度APOおよび車速VS
Pから目標変速段SHIFTを決定し、これをステップＳ9で自動変速機3の変速制御部（図示せ
ず）へ指令して自動変速機3を目標変速段SHIFTへと変速させる。
【００３１】
　ステップＳ3においては、予定の目標運転モード（EVモード、HEVモード）領域マップを
用いて、アクセル開度APOおよび車速VSPから目標とする運転モードを決定する。
　目標運転モードとして通常、高負荷（大アクセル開度）・高車速時はHEVモードをあて
がい、低負荷・低車速時はEVモードをあてがうように上記の目標運転モード領域マップを
定めるのが普通である。
【００３２】
　次のステップＳ4においては、現在の運転モードと上記目標運転モードとの対比により
、運転モード遷移演算を以下のごとくに行う。
　現在の運転モードと目標運転モードとが一致していれば、現在の運転モードEVモードま
たはHEVモードを保持するよう指令し、
　現在の運転モードがEVモードで、目標運転モードがHEVモードであれば、EVモードからH
EVモードへのモード切り換えを指令し、
　現在の運転モードがHEVモードで、目標運転モードがEVモードであれば、HEVモードから
EVモードへのモード切り換えを指令する。
　そして、これらの指令をステップＳ9で出力することにより、指令通りにモード保持や
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、モード切り換えを行わせる。
【００３３】
　ステップS5においては、現在の駆動力からステップＳ1で求めた到達目標駆動力tFo0へ
所定の味付けをもった応答で移行するのに必要な時々刻々の過渡目標駆動力tFoを演算す
る。
　この演算に当たっては例えば、到達目標駆動力tFo0を所定時定数のローパスフィルタに
通過させて得られる出力を過渡目標駆動力tFoとすることができる。
【００３４】
　ステップS6においては目標エンジントルクtTeを以下のようにして求める。
　HEVモードであれば、先ず、過渡目標駆動力tFoを得るのに必要な自動変速機3の目標入
力トルクtTiを次式の演算により求める。
　　　　　tTi=tFo×Rt／if／iG　・・・（1）
　ここで、Rtは駆動車輪2のタイヤ有効半径、ifはファイナルギヤ比、iGは現在の選択変
速段により決まる自動変速機3のギヤ比である。
　次いで、この目標入力トルクtTiと、自動変速機3の入力回転数Niと、エンジン回転数Ne
と、バッテリ蓄電状態SOC（持ち出し可能電力）に応じた目標充放電電力tPとから、次式
を用いて目標エンジントルクtTeを演算する。
　　　　　　　　tTe＝（tTi× Ni－tP）／Ne　・・・（2）
　なお、EVモードであればエンジントルクが不要であるから、目標エンジントルクtTeは
ゼロにする。
　上記のように決定した目標エンジントルクtTeはステップＳ9において、図4のエンジン
コントローラ21に指令し、エンジンコントローラ21はエンジン1を目標エンジントルクtTe
が実現されるよう制御する。
【００３５】
　ステップＳ7においては、第1クラッチ6および第2クラッチ7の目標伝達トルク容量tTc1,
tTc2を、図6～13の制御プログラムにより以下のごとくに求める。
　先ず、図6のステップＳ11において、図5のステップＳ3で求めた目標運転モードがHEVモ
ードか否（EVモード）かを判定し、その後、この判定結果がいずれであっても、ステップ
Ｓ12およびステップＳ13で現在の運転モードがHEVモードか否（EVモード）かをチェック
する。
【００３６】
　ステップＳ11で目標運転モードがHEVモードと判定し、ステップＳ12で現在の運転モー
ドもHEVモードと判定する場合、つまり、HEVモードを保つべきである場合は、ステップＳ
14において、第1クラッチ6および第2クラッチ7の目標伝達トルク容量tTc1,tTc2をHEVモー
ド用の目標値に設定し、
　これらを図5のステップＳ9において、図4に示すごとく第1クラッチ6および第2クラッチ
7に指令することで、これらクラッチ6，7をそれぞれ、目標第1クラッチ伝達トルク容量tT
c1および目標第2クラッチ伝達トルク容量tTc2が実現されるよう締結制御する。
【００３７】
　HEVモード用の目標第2クラッチ伝達トルク容量tTc2の求め方を、図7に基づき以下に詳
述する。
　先ずステップＳ21において、車両過渡応答分伝達トルク容量を、前記（1）式で求めた
目標入力軸トルクtTiと、車両過渡応答用安全率との乗算により求める。
　次のステップＳ22においては、エンジントルク分担分の伝達トルク容量を、前記（2）
式で求めた目標エンジントルクtTeと、エンジン用の安全率（例えば1．3）との乗算によ
り求める。
【００３８】
　更にステップＳ23において、モータ/ジェネレータトルク分担分の伝達トルク容量を、
図12につき後述するように求める目標モータ/ジェネレータトルクtTmと、モータ/ジェネ
レータ用の安全率（例えば1．0）との乗算により求める。
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　次いでステップＳ24において、クラッチ応答分伝達トルク容量を、前記（1）式で求め
た目標入力軸トルクtTiと、クラッチ応答用安全率との乗算により求める。
【００３９】
　更にステップＳ25において、イナーシャトルク分伝達トルク容量を以下の演算により求
める。つまり、先ずモータ/ジェネレータ回転数Nmの今回値から前回値を差し引いて、1演
算周期中におけるモータ/ジェネレータ回転数変化量を求める。次いで、エンジンの回転
イナーシャと、第1クラッチ6の回転イナーシャと、モータ/ジェネレータ5の回転イナーシ
ャとを合算して合計イナーシャを求める。最後に、モータ/ジェネレータ回転数変化量と
、合計イナーシャとの乗算値を、演算周期により除算してイナーシャトルク分伝達トルク
容量を算出する。
【００４０】
　ステップＳ26においては、ステップＳ21で求めた車両過渡応答分伝達トルク容量と、ス
テップＳ22で求めたエンジントルク分担分の伝達トルク容量と、ステップＳ23で求めたモ
ータ/ジェネレータトルク分担分の伝達トルク容量と、ステップＳ24で求めたクラッチ応
答分伝達トルク容量と、ステップＳ25で求めたイナーシャトルク分伝達トルク容量とを合
算してHEVモードでの目標第2クラッチ伝達トルク容量tTc2とする。
【００４１】
　図6のステップＳ11で目標運転モードがHEVモードと判定し、ステップＳ12で現在の運転
モードがEVモードと判定する場合、つまり、EVモードからHEVモードへエンジン始動させ
ながらモード切り換えする場合は、ステップＳ15においてバッテリ蓄電状態SOC（持ち出
し可能電力）がEV可能駆動力とエンジン始動電力との和値よりも小さいか否かを、つまり
、バッテリ蓄電状態SOC（持ち出し可能電力）が不足するような大駆動力要求中か否かを
判定する。
　バッテリ蓄電状態SOC（持ち出し可能電力）が不足するような大駆動力要求中である場
合は、ステップＳ16において、第1および第2クラッチ6，7の目標クラッチ伝達トルク容量
tTc1,tTc2をそれぞれ大駆動力中エンジン始動時目標クラッチ伝達トルク容量となす。
【００４２】
　これら大駆動力中エンジン始動時目標クラッチ伝達トルク容量tTc1,tTc2はそれぞれ、
図8および図9に示す制御プログラムを実行して以下のようにこれらを求める。
　先ず本発明の要旨に係わる、大駆動力中エンジン始動時目標第1クラッチ伝達トルク容
量tTc1の演算処理を図8に基づき以下に詳述するに、これは、第2クラッチ7よりも先に第1
クラッチ6を締結させることを旨とする。
【００４３】
　これがため先ずステップＳ31において、基本的な目標第1クラッチ伝達トルク容量tTc1
（基本値）に、エンジンの始動に必要なエンジン始動トルクを代入する。
　次のステップＳ32においては、第1クラッチ6のスリップ回転＝（Nm－Ne）が発生してい
るか否かにより、第1クラッチ6が前後差回転を持つ締結前か否（締結）かをチェックし、
第1クラッチ6のスリップ回転が発生している場合は、ステップＳ33において今度は第2ク
ラッチ7の差回転＝（Nm－Ni）が締結判定回転数以下であるか否かにより、第2クラッチ7
が非スリップ状態かスリップ状態かをチェックする。
【００４４】
　ステップＳ32で第1クラッチ6が前後差回転を持つ締結前と判定し、且つ、ステップＳ33
で第2クラッチ7が非スリップ状態であると判定する場合は、ステップＳ34において、目標
第1クラッチ伝達トルク容量tTc1の制限値tTc1（制限値）に、目標第1クラッチ伝達トルク
容量tTc1の前回値tTc1（前回値）と、変化制限幅との和値をセットする。
　ステップＳ35においてはこのtTc1（制限値）が、ステップＳ31で求めたtTc1（基本値）
未満か否かをチェックし、tTc1（制限値）<tTc1（基本値）である間ステップＳ36におい
て、目標第1クラッチ伝達トルク容量tTc1に、その前回値tTc1（前回値）と変化制限幅と
の和値をセットすることにより、目標第1クラッチ伝達トルク容量tTc1を変化制限幅ずつ
増大させ、最後のステップＳ37において次回の演算のため、目標第1クラッチ伝達トルク
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容量tTc1をtTc1（前回値）にセットする。
【００４５】
　ステップＳ36での目標第1クラッチ伝達トルク容量tTc1の増大により、ステップＳ33で
第2クラッチ7がスリップ状態になったと判定するに至ったとき、ステップＳ38において目
標第1クラッチ伝達トルク容量tTc1に、ステップＳ31で求めたtTc1（基本値）を代入して
、第1クラッチ6の伝達トルク容量をエンジン始動トルク相当値にした後、ステップＳ37で
目標第1クラッチ伝達トルク容量tTc1をtTc1（前回値）にセットする処理を行う。
　そして、ステップＳ32で第1クラッチ6が締結したと判定するに至るとき、ステップＳ39
において、目標第1クラッチ伝達トルク容量tTc1を最大値にし、第1クラッチ6を完全締結
させる。
【００４６】
　次に、前記したとおり図6のステップＳ16で行うべき、本発明の要旨に係わる、大駆動
力中エンジン始動時目標第2クラッチ伝達トルク容量tTc2の演算処理を図9に基づき以下に
詳述するに、これも、第2クラッチ7よりも先に第1クラッチ6を締結させることを旨とする
。
　これがため、ステップＳ41において第1クラッチ6の差回転（Nm-Ne）が0か否かにより、
第1クラッチ6が締結しているか否かをチェックし、第1クラッチ6が締結していれば更に、
ステップＳ42においてエンジンの始動が完了したか否かをチェックする。
【００４７】
　ステップＳ41で第1クラッチ6が締結していないと判定する時や、第1クラッチ6が締結し
ていても、ステップＳ42でエンジンの始動が未だ完了していないと判定する時は、制御を
ステップＳ43以後に進めて第2クラッチ7を以下のようにスリップ制御する。
　つまり先ずステップＳ43において、バッテリ9（図4）が出力可能な電力（バッテリ出力
可能電力）をモータ/ジェネレータ5の回転数Nmで除算し、この除算値にモータ/ジェネレ
ータ5のモータ効率を掛けて、バッテリ出力可能電力を受けた時にモータ/ジェネレータ5
が出力可能なバッテリ出力可能分モータトルクを演算する。
【００４８】
　次いでステップＳ44において、このバッテリ出力可能分モータトルクと、モータ/ジェ
ネレータ5が出力し得るモータ/ジェネレータ出力可能トルクとを比較し、前者のバッテリ
出力可能分モータトルクが後者のモータ/ジェネレータ出力可能トルクよりも小さいか否
かをチェックする。
　バッテリ出力可能分モータトルクがモータ/ジェネレータ出力可能トルクよりも小さけ
れば、ステップＳ45において、小さい方のバッテリ出力可能分モータトルクからエンジン
始動トルクを差し引いた差値を最大EVトルクにセットし、
　逆にバッテリ出力可能分モータトルクがモータ/ジェネレータ出力可能トルクよりも大
きければ、ステップＳ46において、小さい方のモータ/ジェネレータ出力可能トルクから
エンジン始動トルクを差し引いた差値を最大EVトルクにセットする。
【００４９】
　次のステップＳ47では、上記のように設定した最大EVトルクと、図5のステップＳ5で求
めた目標駆動力tFoとを比較し、最大EVトルクが目標駆動力tFo以上であればステップＳ48
において、小さい方の目標駆動力tFoを、基本となるエンジン始動中目標第2クラッチ伝達
トルク容量tTc2（基本値）にセットし、最大EVトルクが目標駆動力tFo未満であればステ
ップＳ49において、小さい方の最大EVトルクを、基本となるエンジン始動中目標第2クラ
ッチ伝達トルク容量tTc2（基本値）にセットする。
【００５０】
　次のステップＳ50においては、第2クラッチ7の差回転（Nm-Ni）がスリップ判定回転数
以上か否かにより、第2クラッチ7がスリップしているか否（締結）かを判定する。
　第2クラッチ7がスリップしていればステップＳ51において、そのスリップ量（実差回転
）を目標スリップ量（目標差回転）に一致させるための第2クラッチスリップ補正トルク
（今回値）を、第2クラッチスリップ補正トルク（前回値）＋（目標差回転－実差回転）



(11) JP 4462170 B2 2010.5.12

10

20

30

40

50

×スリップ補正係数（ゲイン）の演算により求め、
　次のステップＳ52において、エンジン始動中目標第2クラッチ伝達トルク容量tTc2を、
上記した第2クラッチスリップ補正トルク（今回値）とエンジン始動中目標第2クラッチ伝
達トルク容量tTc2（基本値）との和値とすることにより、エンジン始動中は第2クラッチ7
をその伝達トルク容量制御により目標スリップ状態に保つと共に、エンジン始動中目標第
2クラッチ伝達トルク容量tTc2をエンジン始動用モータ/ジェネレータトルク以下にする。
【００５１】
　なおステップＳ50で第2クラッチが締結状態と判定する場合は、ステップＳ57において
、第2クラッチスリップ補正トルク（今回値）を、第2クラッチスリップ補正トルク（前回
値）－スリップ上昇トルクの演算により求め、この第2クラッチスリップ補正トルク（今
回値）を次のステップＳ52でのエンジン始動中目標第2クラッチ伝達トルク容量tTc2の演
算に用いることにより、第2クラッチ7の伝達トルク容量を低下させて第2クラッチ7をスリ
ップ状態となし、上記の目標スリップが達成されるようなスリップ制御を行わせることで
、エンジン始動中は第2クラッチ7をその伝達トルク容量制御により目標スリップ状態に保
つと共に、エンジン始動中目標第2クラッチ伝達トルク容量tTc2をエンジン始動用モータ/
ジェネレータトルク以下にする。
【００５２】
　ところで図9においては上記の通り、エンジン始動中に第2クラッチ7を目標スリップ状
態にするに際し、第2クラッチ7の伝達トルク容量制御によりこれを達成することとしたが
、図16につき後述するモータ/ジェネレータ5のトルク制御によっても第2クラッチ7を目標
スリップ状態にすることができ、第2クラッチ7の伝達トルク容量制御およびモータ/ジェ
ネレータ5のトルク制御の併用によっても第2クラッチ7を目標スリップ状態にすることが
できる。
　なお、第2クラッチ7を目標スリップ状態にするに際し、第2クラッチ7の伝達トルク容量
制御およびモータ/ジェネレータ5のトルク制御の何れを用いるのか、両者を併用するのか
は、車両の加速要求や、運転状態や、EV→HEVモード切り替え要求が発生した原因に基づ
いて、ショック対策およびエンジン始動応答の何れを優先させるべきかに応じて決定する
。
【００５３】
　ステップＳ41で第1クラッチ6が締結したと判定し、且つ、ステップＳ42でエンジンの始
動が完了したと判定する時は、制御をステップＳ53以後に進めて第2クラッチ7を以下のよ
うに締結させる。
　ステップＳ53においては、第2クラッチスリップ補正トルク（前回値）にスリップ低下
トルクを加算し、
　次のステップＳ54においては、この第2クラッチスリップ補正トルク（前回値）と目標
駆動トルク伝達分との和値を目標第2クラッチ伝達トルク容量tTc2とすることにより、第2
クラッチ7を締結進行させる。
【００５４】
　これにより第2クラッチ7が差回転（Nm-Ni）＝ΔNcを低下されるが、ステップＳ55にお
いては、第2クラッチ7の差回転ΔNcが設定回転数ΔNc1以上か否かをチェックする。
　ここで設定スリップ回転ΔNc1について説明するに、全てのクラッチがそうであるよう
に第2クラッチ7のスリップ回転ΔNc＝Nm－Niに対するクラッチ摩擦係数μの変化特性も、
摩擦係数μが最大となるスリップ回転を挟んで前後の或るスリップ回転範囲は、スリップ
回転に対するクラッチ摩擦係数μの変化割合が比較的大きい摩擦係数不安定域であり、こ
れを越えた、上記設定スリップ回転ΔNc1以上の大スリップ回転範囲は、スリップ回転に
対するクラッチ摩擦係数μの変化割合が比較的小さな摩擦係数安定域である。
【００５５】
　ΔNc<ΔNc1の摩擦係数不安定域で第2クラッチ7のスリップ回転が目標値になるよう、そ
の伝達トルク容量tTc2をステップＳ53およびステップＳ54におけるように制御したり、モ
ータ/ジェネレータトルクtTm（図16につき後述する）をフィードバック制御すると、トル
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クの僅かな変化で第2クラッチ7の摩擦係数が大きく変化して第2クラッチ7の伝達トルク容
量も大きく変化し、クラッチジャダーを生ずることから、上記のフィードバック制御はΔ
Nc≧ΔNc1の摩擦係数安定域で行うのがよく、ΔNc<ΔNc1の摩擦係数不安定域ではフィー
ドフォワード制御が好ましい。
【００５６】
　本実施例ではこの観点から、図9のステップＳ55において第2クラッチ7の差回転ΔNcが
設定回転数ΔNc1以上か否かによりμ安定域か否（μ不安定域）かをチェックし、
　μ安定域では前記ステップＳ53およびステップＳ54によるフィードバック制御下に第2
クラッチ7の締結を進行させ、この締結進行によりμ不安定域になったら制御をステップ
Ｓ56に進めてHEVモードに移行し、当該モードでのフィードフォワード制御により第2クラ
ッチ7の伝達トルク容量tTc2およびモータ/ジェネレータトルクtTmを決定する。
【００５７】
　図6のステップＳ12で現在のモードがEVモードと判定するEV→HEVモード切り替え時であ
っても、ステップＳ15でバッテリ蓄電状態SOC（持ち出し可能電力）が足りるような小駆
動力要求中であると判定する場合は、ステップＳ17において、第1および第2クラッチ6，7
の目標クラッチ伝達トルク容量tTc1,tTc2を小駆動力中エンジン始動時目標クラッチ伝達
トルク容量となす。
【００５８】
　これら小駆動力中エンジン始動時目標クラッチ伝達トルク容量tTc1,tTc2はそれぞれ、
図10および図11に示す制御プログラムを実行して以下のようにこれらを求める。
　先ず本発明の要旨に係わる、小駆動力中エンジン始動時目標第1クラッチ伝達トルク容
量tTc1の演算処理を図10に基づき以下に詳述するに、これは、第2クラッチ7よりも先に第
1クラッチ6を締結させることを旨とする。
【００５９】
　これがため先ずステップＳ33において、第2クラッチ7の差回転＝（Nm－Ni）が締結判定
回転数以下であるか否かにより、第2クラッチ7が締結しているかスリップしているのかを
チェックする。
　第2クラッチ7がスリップしている場合ステップＳ62において、基本的な目標第1クラッ
チ伝達トルク容量tTc1（基本値）に、エンジンの始動に必要なエンジン始動トルクを代入
する。
【００６０】
　次のステップＳ32で今度は、第1クラッチ6のスリップ回転＝（Nm－Ne）が発生している
か否かにより、第1クラッチ6が前後差回転を持つ締結前か否（締結）かをチェックし、第
1クラッチ6のスリップ回転が発生している場合は、ステップＳ64において、目標第1クラ
ッチ伝達トルク容量tTc1の制限値tTc1（制限値）に、目標第1クラッチ伝達トルク容量tTc
1の前回値tTc1（前回値）と、変化制限幅との和値をセットする。
　次のステップＳ65においては、このtTc1（制限値）が、ステップＳ62で求めたtTc1（基
本値）未満か否かをチェックし、tTc1（制限値）<tTc1（基本値）である間ステップＳ66
において、目標第1クラッチ伝達トルク容量tTc1に、その前回値tTc1（前回値）と変化制
限幅との和値をセットすることにより、目標第1クラッチ伝達トルク容量tTc1を変化制限
幅ずつ増大させ、最後のステップＳ67において次回の演算のため、目標第1クラッチ伝達
トルク容量tTc1をtTc1（前回値）にセットする。
【００６１】
　ステップＳ66での目標第1クラッチ伝達トルク容量tTc1の増大により、ステップＳ65でt
Tc1（制限値）がtTc1（基本値）以上になったと判定するとき、ステップＳ68において目
標第1クラッチ伝達トルク容量tTc1に、ステップＳ62で求めたtTc1（基本値）を代入して
、第1クラッチ6の伝達トルク容量をエンジン始動トルク相当値にした後、ステップＳ67で
目標第1クラッチ伝達トルク容量tTc1をtTc1（前回値）にセットする処理を行う。
　そして、ステップＳ63で第1クラッチ6が締結したと判定するに至るとき、ステップＳ69
において、目標第1クラッチ伝達トルク容量tTc1を最大値にし、第1クラッチ6を完全締結
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させる。
【００６２】
　ステップＳ61で第2クラッチ7がスリップ状態であると判定する限り上記のループを繰り
返して第1クラッチ6の完全締結を進行させ、ステップＳ61で第2クラッチ7が締結したと判
定するとき、制御をステップＳ70に進めて、第1クラッチ6のスリップ回転＝（Nm－Ne）が
発生しているか否かにより、第1クラッチ6が前後差回転を持つ締結前か否（締結）かをチ
ェックする。
　第1クラッチ6のスリップ回転が発生している場合は、ステップＳ71において、目標第1
クラッチ伝達トルク容量tTc1に0をセットし、第1クラッチ6が締結している場合は、ステ
ップＳ72において、目標第1クラッチ伝達トルク容量tTc1に最大値をセットし、その後に
ステップＳ67で目標第1クラッチ伝達トルク容量tTc1をtTc1（前回値）にセットする処理
を行う。
【００６３】
　次に、前記したとおり図6のステップＳ17で行うべき、本発明の要旨に係わる、小駆動
力中エンジン始動時目標第2クラッチ伝達トルク容量tTc2の演算処理を図11に基づき以下
に詳述するに、これも、第2クラッチ7よりも先に第1クラッチ6を締結させることを旨とす
る。
　これがため、ステップＳ81において第1クラッチ6の差回転（Nm-Ne）が0か否かにより、
第1クラッチ6が締結しているか否かをチェックし、第1クラッチ6が締結していれば更に、
ステップＳ82においてエンジンの始動が完了したか否かをチェックする。
【００６４】
　ステップＳ81で第1クラッチ6が締結していないと判定する時や、第1クラッチ6が締結し
ていても、ステップＳ82でエンジンの始動が未だ完了していないと判定する時は、制御を
ステップＳ83以後に進めて第2クラッチ7を以下のようにスリップ制御する。
　つまり先ずステップＳ83において、バッテリ9（図4）が出力可能な電力（バッテリ出力
可能電力）をモータ/ジェネレータ5の回転数Nmで除算し、この除算値にモータ/ジェネレ
ータ5のモータ効率を掛けて、バッテリ出力可能電力を受けた時にモータ/ジェネレータ5
が出力可能なバッテリ出力可能分モータトルクを演算する。
【００６５】
　次いでステップＳ84において、このバッテリ出力可能分モータトルクと、モータ/ジェ
ネレータ5が出力し得るモータ/ジェネレータ出力可能トルクとを比較し、前者のバッテリ
出力可能分モータトルクが後者のモータ/ジェネレータ出力可能トルクよりも小さいか否
かをチェックする。
　バッテリ出力可能分モータトルクがモータ/ジェネレータ出力可能トルクよりも小さけ
れば、ステップＳ85において、小さい方のバッテリ出力可能分モータトルクからエンジン
始動トルクを差し引いた差値を最大EVトルクにセットし、
　逆にバッテリ出力可能分モータトルクがモータ/ジェネレータ出力可能トルクよりも大
きければ、ステップＳ86において、小さい方のモータ/ジェネレータ出力可能トルクから
エンジン始動トルクを差し引いた差値を最大EVトルクにセットする。
【００６６】
　次のステップＳ87では、上記のように設定した最大EVトルクと、図5のステップＳ5で求
めた目標駆動力tFoとを比較し、最大EVトルクが目標駆動力tFo以上であればステップＳ88
において、小さい方の目標駆動力tFoを、基本となるエンジン始動中目標第2クラッチ伝達
トルク容量tTc2（基本値）にセットし、最大EVトルクが目標駆動力tFo未満であればステ
ップＳ89において、小さい方の最大EVトルクを、基本となるエンジン始動中目標第2クラ
ッチ伝達トルク容量tTc2（基本値）にセットする。
【００６７】
　次のステップＳ90においては、第2クラッチ7の差回転（Nm-Ni）がスリップ判定回転数
以上か否かにより、第2クラッチ7がスリップしているか否（締結）かを判定する。
　第2クラッチ7がスリップしていればステップＳ91において、そのスリップ量（実差回転
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）を目標スリップ量（目標差回転）に一致させるための第2クラッチスリップ補正トルク
（今回値）を、第2クラッチスリップ補正トルク（前回値）＋（目標差回転－実差回転）
×スリップ補正係数（ゲイン）の演算により求め、
　次のステップＳ92において、エンジン始動中目標第2クラッチ伝達トルク容量tTc2を、
上記した第2クラッチスリップ補正トルク（今回値）とエンジン始動中目標第2クラッチ伝
達トルク容量tTc2（基本値）との和値とすることにより、エンジン始動中は第2クラッチ7
をその伝達トルク容量制御により目標スリップ状態に保つと共に、エンジン始動中目標第
2クラッチ伝達トルク容量tTc2をエンジン始動用モータ/ジェネレータトルク以下にする。
【００６８】
　なおステップＳ90で第2クラッチが締結状態と判定する場合は、ステップＳ97において
、第2クラッチスリップ補正トルク（今回値）を、第2クラッチスリップ補正トルク（前回
値）－スリップ上昇トルクの演算により求め、この第2クラッチスリップ補正トルク（今
回値）を次のステップＳ52でのエンジン始動中目標第2クラッチ伝達トルク容量tTc2の演
算に用いることにより、第2クラッチ7の伝達トルク容量を低下させて第2クラッチ7をスリ
ップ状態となし、上記の目標スリップが達成されるようなスリップ制御を行わせることで
、エンジン始動中は第2クラッチ7をその伝達トルク容量制御により目標スリップ状態に保
つと共に、エンジン始動中目標第2クラッチ伝達トルク容量tTc2をエンジン始動用モータ/
ジェネレータトルク以下にする。
【００６９】
　ところで図11においては上記の通り、エンジン始動中に第2クラッチ7を目標スリップ状
態にするに際し、第2クラッチ7の伝達トルク容量制御によりこれを達成することとしたが
、図16につき後述するモータ/ジェネレータ5のトルク制御によっても第2クラッチ7を目標
スリップ状態にすることができ、第2クラッチ7の伝達トルク容量制御およびモータ/ジェ
ネレータ5のトルク制御の併用によっても第2クラッチ7を目標スリップ状態にすることが
できる。
　なお、第2クラッチ7を目標スリップ状態にするに際し、第2クラッチ7の伝達トルク容量
制御およびモータ/ジェネレータ5のトルク制御の何れを用いるのか、両者を併用するのか
は、車両の加速要求や、運転状態や、EV→HEVモード切り替え要求が発生した原因に基づ
いて、ショック対策およびエンジン始動応答の何れを優先させるべきかに応じて決定する
。
【００７０】
　ステップＳ81で第1クラッチ6が締結したと判定し、且つ、ステップＳ82でエンジンの始
動が完了したと判定する時は、制御をステップＳ93以後に進めて第2クラッチ7を以下のよ
うに締結させる。
　ステップＳ93においては、第2クラッチスリップ補正トルク（前回値）にスリップ低下
トルクを加算し、
　次のステップＳ94においては、この第2クラッチスリップ補正トルク（前回値）と目標
駆動トルク伝達分との和値を目標第2クラッチ伝達トルク容量tTc2とすることにより、第2
クラッチ7を締結進行させる。
【００７１】
　これにより第2クラッチ7が差回転（Nm-Ni）＝ΔNcを低下されるが、ステップＳ95にお
いては、第2クラッチ7の差回転ΔNcが設定回転数ΔNc1以上か否かによりμ安定域か否（
μ不安定域）かをチェックする。
　μ安定域であれば前記ステップＳ93およびステップＳ94によるフィードバック制御下に
第2クラッチ7の締結を進行させ、この締結進行によりμ不安定域になったら制御をステッ
プＳ96に進めてHEVモードに移行し、当該モードでのフィードフォワード制御により第2ク
ラッチ7の伝達トルク容量tTc2およびモータ/ジェネレータトルクtTmを決定する。
【００７２】
　以上のように図6のステップＳ16（詳しくは図8および図9）およびステップＳ17（詳し
くは図10および図11）で決定したエンジン始動時の目標第1クラッチ伝達トルク容量tTc1
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および目標第2クラッチ伝達トルク容量tTc1を図5のステップＳ9において、図4に示すごと
く第1クラッチ6および第2クラッチ7に指令することで、これらクラッチ6，7をそれぞれ、
目標第1クラッチ伝達トルク容量tTc1および目標第2クラッチ伝達トルク容量tTc2が実現さ
れるよう締結制御する。
【００７３】
　図6のステップＳ11で目標運転モードがEVモードと判定し、ステップＳ13で現在の運転
モードがHEVモードと判定する場合、つまり、HEVモードからEVモードへ運転モードを切り
換える場合は、ステップＳ18において、第1クラッチ6および第2クラッチ7の目標伝達トル
ク容量tTc1,tTc2をEVモードへの移行時用の目標値に設定する。
【００７４】
　ここで特に、HEV→EVモード切り替え時の目標第2クラッチ伝達トルク容量tTc2の求め方
を図12に基づき詳述する。
　ステップＳ111においては、第1クラッチ6の実伝達トルク容量Tc1が、HEV→EVモード切
り替えの未完を判定するための設定値以上か否かにより、このモード切り替えが未だか否
かをチェックする。
　ステップＳ111で第1クラッチ6の実伝達トルク容量Tc1が設定値以上である間は、HEV→E
Vモード切り替えが未だ完了していないから制御をステップＳ112に進め、ここで、目標第
2クラッチ伝達トルク容量tTc2に、図7につき前述したようにして求めるHEVモード用の伝
達トルク容量をセットする。
　ステップＳ111で第1クラッチ6の実伝達トルク容量Tc1が設定値未満になったら、HEV→E
Vモード切り替えが完了しているとして制御をステップＳ113に進め、ここで、目標第2ク
ラッチ伝達トルク容量tTc2に、図13に基づき後述するようにして求めるEVモード用の伝達
トルク容量をセットする。
【００７５】
　図6のステップＳ11で目標運転モードがEVモードと判定し、ステップＳ13で現在の運転
モードもEVモードと判定する場合、つまり、EVモードを保つべきである場合は、ステップ
Ｓ19において、第2クラッチ7の目標伝達トルク容量tTc2をEVモード用の目標値に設定し、
第1クラッチ6の目標伝達トルク容量tTc1をEVモード用に0に設定する。
　かかるEVモード用の目標第1クラッチ伝達トルク容量tTc1および目標第2クラッチ伝達ト
ルク容量tTc2は、図13に示す制御プログラムにより以下のように求める。
【００７６】
　先ずステップＳ121において、第2クラッチ7のスリップ回転＝（Nm－Ni）がスリップ判
定回転数以下か否かにより、第2クラッチ7が今は締結状態かスリップ状態かを判定する。
　この判定結果がいずれであっても、ステップＳ122およびステップＳ123において、前回
の第2クラッチ7のスリップ判定がスリップ状態であったか否かをチェックする。
【００７７】
　ステップＳ121で今回第2クラッチ7が締結状態と判定し、ステップＳ122で前回第2クラ
ッチ7がスリップ状態と判定する場合は、つまり第2クラッチ7がスリップ状態から締結状
態に変化した場合は、
　第2クラッチ7がスリップしないぎりぎりの伝達トルク容量、つまり、伝達すべき駆動力
に対応するトルク容量になった直後であることから、
　ステップＳ124において第2クラッチのトルク容量補正量基本値を前回補正量の半分とし
、ステップＳ125において伝達トルク容量補正量ΔtTc2を前回補正量－上記トルク容量補
正量基本値により求め、次のステップＳ126において第2クラッチ7の目標伝達トルク容量t
Tc2を駆動力tFoに対応した伝達トルク容量と上記伝達トルク容量補正量ΔtTc2との和値と
し、最後にステップＳ131において第1クラッチ6の目標伝達トルク容量tTc1に0をセットす
る。
【００７８】
　ステップＳ121で今回第2クラッチ7が締結状態と判定し、ステップＳ122で前回第2クラ
ッチ7がスリップ状態でないと判定する場合は、つまり第2クラッチ7が前回も今回も締結
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状態を保つ場合は、ステップＳ127において、更に一回前の前々回に第2クラッチ7がスリ
ップ状態だったか否かをチェックする。
　ステップＳ127で前々回に第2クラッチ7がスリップ状態でなかったと判定する場合、つ
まり、第2クラッチ7が前々回、前回、今回と続けて締結状態であった場合は、第2クラッ
チ7の伝達トルク容量が、伝達すべき駆動力に対して容量過大であることから、
　ステップＳ128において第2クラッチのトルク容量補正量基本値を前回補正量の2倍とし
、ステップＳ125において伝達トルク容量補正量ΔtTc2を前回補正量－上記トルク容量補
正量基本値により求め、次のステップＳ126において第2クラッチ7の目標伝達トルク容量t
Tc2を駆動力tFoに対応した伝達トルク容量と上記伝達トルク容量補正量ΔtTc2との和値と
し、最後にステップＳ131において第1クラッチ6の目標伝達トルク容量tTc1に0をセットす
る。
【００７９】
　しかし、ステップＳ127で前々回第2クラッチ7がスリップ状態であったと判定する場合
、つまり、第2クラッチ7が前々回スリップ状態であったが、前回、今回と2回続けて締結
状態であった場合は、第2クラッチ7の伝達トルク容量が、伝達すべき駆動力に対して若干
大きめであることから、
　ステップＳ124やステップＳ128におけるような第2クラッチのトルク容量補正量基本値
の修正を行わずに制御をステップＳ125に進め、ここで、伝達トルク容量補正量ΔtTc2を
前回補正量－上記トルク容量補正量基本値により求め、次のステップＳ126において第2ク
ラッチ7の目標伝達トルク容量tTc2を駆動力tFoに対応した伝達トルク容量と上記伝達トル
ク容量補正量ΔtTc2との和値とし、最後のステップＳ131において第1クラッチ6の目標伝
達トルク容量tTc1に0をセットする。
【００８０】
　ステップＳ121で今回第2クラッチ7がスリップ状態と判定し、ステップＳ123で前回第2
クラッチ7がスリップ状態と判定する場合は、つまり第2クラッチ7が2回続けてスリップ状
態を維持する場合は、
　第2クラッチ7が、伝達すべき駆動力に対して大きく不足していることから、
　ステップＳ129において第2クラッチのトルク容量補正量基本値を前回補正量の2倍とし
、ステップＳ130において伝達トルク容量補正量ΔtTc2を前回補正量＋上記トルク容量補
正量基本値により求め、次のステップＳ126において第2クラッチ7の目標伝達トルク容量t
Tc2を駆動力tFoに対応した伝達トルク容量と上記伝達トルク容量補正量ΔtTc2との和値と
し、最後のステップＳ131において第1クラッチ6の目標伝達トルク容量tTc1に0をセットす
る。
【００８１】
　しかし、ステップＳ121で今回第2クラッチ7がスリップ状態と判定し、ステップＳ123で
前回第2クラッチ7がスリップ状態でないと判定する場合は、つまり第2クラッチ7が締結状
態からスリップ状態になった場合は、
　第2クラッチ7が、伝達すべき駆動力に対して若干不足している程度であることから、
　ステップＳ129におけるようなトルク容量補正量基本値の修正を行わずにステップＳ130
において伝達トルク容量補正量ΔtTc2を前回補正量＋トルク容量補正量基本値により求め
、次のステップＳ126において第2クラッチ7の目標伝達トルク容量tTc2を駆動力tFoに対応
した伝達トルク容量と上記伝達トルク容量補正量ΔtTc2との和値とし、最後のステップＳ
131において第1クラッチ6の目標伝達トルク容量tTc1に0をセットする。
【００８２】
　図6のステップＳ19で、図13におけるようにして求めた第1クラッチ6の目標伝達トルク
容量tTc1および第2クラッチ7の目標伝達トルク容量tTc2を図5のステップＳ9において、図
4に示すごとく第2クラッチ7に指令することで、これらクラッチ6，7を目標クラッチ伝達
トルク容量tTc1,tTc2が実現されるよう締結制御する。
【００８３】
　図5のステップＳ7で前記したごとくに目標第1および第2クラッチ伝達トルク容量tTc1,t
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Tc2を定めた後のステップＳ8においては、目標モータ/ジェネレータトルクtTmを図14～図
17に示す制御プログラムにより求める。
　先ず、図14のステップＳ141において、図5のステップＳ3で求めた目標運転モードがHEV
モードか否（EVモード）かを判定し、その後、この判定結果がいずれであっても、ステッ
プＳ142およびステップＳ143で現在の運転モードがHEVモードか否（EVモード）かをチェ
ックする。
【００８４】
　ステップＳ141で目標運転モードがHEVモードと判定し、ステップＳ142で現在の運転モ
ードもHEVモードと判定する場合、つまり、HEVモードを保つべきである場合は、ステップ
Ｓ144において、モータ/ジェネレータ5の目標トルクtTmをHEVモード用の目標値に設定す
る。
　このHEVモード用目標モータ/ジェネレータトルクtTmは、図15に示すようにして定める
もので、ステップＳ151において第2クラッチ7のスリップ回転ΔNcが設定回転数ΔNc1以上
か否かをチェックする。
【００８５】
　ここで設定スリップ回転ΔNc1は前記したとおり、第2クラッチ7のスリップ回転に対す
るクラッチ摩擦係数μの変化割合が比較的大きくてクラッチ制御中にクラッチジャダーを
生じ易い（従ってフィードフォワード制御が好ましい）摩擦係数不安定域か、スリップ回
転に対するクラッチ摩擦係数μの変化割合が比較的小さくてフィードバック制御が可能な
摩擦係数安定域かを判断するためのものであり、第2クラッチ7のスリップ回転ΔNcが設定
回転数ΔNc1以上であるときμ安定域と見なすことができ、ΔNc<ΔNc1をμ不安定域と見
なすことができる。
【００８６】
　本実施例ではこの観点から、図15のステップＳ151でΔNc<ΔNc1の摩擦係数不安定域と
判定する場合は、ステップＳ152において、目標モータ/ジェネレータトルクtTmを駆動力t
Fo分と、第1クラッチ6の伝達トルク分との和値とするフィードフォワード制御を行い、
　ステップＳ151でΔNc≧ΔNc1の摩擦係数安定域と判定する場合は、ステップＳ153にお
いて、目標モータ/ジェネレータトルクtTmを駆動力tFo分と、第1クラッチ6の伝達トルク
分と、第2クラッチスリップ制御分トルクとの和値とするフィードバック制御を行い、
　かようにして求めた目標モータ/ジェネレータトルクtTmを、図5のステップＳ9で図4に
示すごとくモータ/ジェネレータコントローラ22へ指令する。
【００８７】
　図14のステップＳ141で目標運転モードがHEVモードと判定し、ステップＳ142で現在の
運転モードがEVモードと判定する場合、つまり、EVモードからHEVモードへモード切り換
えする場合は、ステップＳ145において、モータ/ジェネレータ5の目標トルクtTmを、当該
モード切り換えに際して必要なエンジン始動のための目標値に設定する。
　このエンジン始動制御用目標モータ/ジェネレータトルクtTmは、図16に示すようにして
定めるもので、先ずステップＳ154において、第2クラッチ7のスリップ回転ΔNcが設定回
転数ΔNc1以上か否かにより、摩擦係数安定域であるのか、摩擦係数不安定域であるのか
を判定する。
【００８８】
　ステップＳ154でΔNc<ΔNc1の摩擦係数不安定域と判定する場合はステップＳ155におい
て、目標モータ/ジェネレータトルクtTmを駆動力tFo分と、第1クラッチ6の伝達トルク分
との和値とするフィードフォワード制御を行う。
　かようにして求めた目標モータ/ジェネレータトルクtTmを、図5のステップＳ9で図4に
示すごとくモータ/ジェネレータコントローラ22へ指令する。
【００８９】
　かかる摩擦係数不安定域でモータ/ジェネレータトルク制御による第2クラッチ7のスリ
ップ回転フィードバック制御を行うと、フィードバック制御中のスリップ回転変化に対す
るクラッチ摩擦係数（トルク容量）変化が大きくて、駆動力が目標値tFoからずれたり、



(18) JP 4462170 B2 2010.5.12

10

20

30

40

50

ショックやクラッチジャダーを発生する懸念があるが、
　本実施例では、摩擦係数不安定域でモータ/ジェネレータトルク制御による第2クラッチ
7のスリップ回転フィードバック制御を行わないことにより、これらの問題を回避するこ
とができる。
　そして、目標モータ/ジェネレータトルクtTmを駆動力tFo分と、第1クラッチ6の伝達ト
ルク分との和値とすることで、目標駆動力tFoを確実に達成し得ると共に、第1クラッチ6
の締結進行によるエンジンのクランキングを所定とおりに行わせることができる。
【００９０】
　ステップＳ154でΔNc≧ΔNc1の摩擦係数安定域と判定する場合は、ステップＳ156にお
いて、エンジン回転数Neが始動完了回転数以上か否かにより、エンジンが始動したか始動
前かを判定する。
　エンジン始動前であればステップＳ157において、目標モータ/ジェネレータトルクtTm
を駆動力tFo分と、第1クラッチ6の伝達トルク分と、第2クラッチスリップ制御分トルクと
の和値からエンジントルク推定値を差し引いた値とし、
　この目標モータ/ジェネレータトルクtTmを、図5のステップＳ9で図4に示すごとくモー
タ/ジェネレータコントローラ22へ指令する。
【００９１】
　よって、第2クラッチ7のスリップ回転をモータ/ジェネレータトルク制御により目標値
に保つスリップ回転フィードバック制御が行われる共に、エンジントルク分が車輪2へ余
分に伝達されて駆動力が目標駆動力tFoを越えることのないようにし得る。
　ここで第2クラッチ7のスリップ回転目標値は、前記の設定値ΔNc1以上であるが、車輪2
への駆動力変動を許容範囲内のものにするのに必要な下限値とし、エンジン始動中におけ
るトルク変動や第1クラッチ6の締結ショックが車輪2へ伝達されるのを緩和し得るように
なす。
　なお図16では、第2クラッチ7のスリップ回転を目標値に保つのにモータ/ジェネレータ
トルク制御によりこれを実現することとしたが、この代わりに、図9及び図11につき前述
した第2クラッチの伝達トルク容量制御により、或いは、これら両者の共働により目標ス
リップ回転を維持するようにしてもよいことは前述した通りである。
【００９２】
　ステップＳ156でエンジン始動が完了したと判定する場合、ステップＳ158において、目
標モータ/ジェネレータトルクtTmを駆動力tFo分と、第1クラッチ6の伝達トルク分と、第2
クラッチスリップ制御分トルクとの和値とし、
　この目標モータ/ジェネレータトルクtTmを、図5のステップＳ9で図4に示すごとくモー
タ/ジェネレータコントローラ22へ指令する。
【００９３】
　図14のステップＳ141で目標運転モードがEVモードと判定し、ステップＳ143で現在の運
転モードがHEVモードと判定する場合、つまり、HEVモードからEVモードへ運転モードを切
り換える場合は、ステップＳ146において、モータ/ジェネレータ5の目標トルクtTmをEVモ
ードへの移行時用の目標値に設定し、
　この目標モータ/ジェネレータトルクtTmを、図5のステップＳ9で図4に示すごとくモー
タ/ジェネレータコントローラ22へ指令する。
【００９４】
　ステップＳ141で目標運転モードがEVモードと判定し、ステップＳ143で現在の運転モー
ドもEVモードと判定する場合、つまり、EVモードを保つべきである場合は、ステップＳ14
7において、目標モータ/ジェネレータトルクtTmをEVモード用の目標値に設定する。
　かかるEVモード用の目標モータ/ジェネレータトルクtTmは、図17に示す制御プログラム
により求める。
　つまりステップＳ159において、目標モータ/ジェネレータトルクtTmを駆動力tFoに相当
する値とし、
　この目標モータ/ジェネレータトルクtTmを、図5のステップＳ9で図4に示すごとくモー
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タ/ジェネレータコントローラ22へ指令する。
【００９５】
　上記した実施例になるエンジン始動制御の作用効果を、EVモードでの走行中にアクセル
開度APOが図18に示すごとく瞬時t1に増大された結果、図示のような要求駆動力tFo（実駆
動力をFoで示した）の変化により、図示のような車速VSPの変化を伴いつつ、瞬時t1にEV
モードからHEVモードへの切り替え要求（エンジン始動要求）が発生した場合のタイムチ
ャートにより以下に説明する。
【００９６】
　EVモードでの走行中HEVモードに切り替えるときのエンジン始動に際し、第2クラッチの
伝達トルク容量tTc2を図9および図11につき前述したごとくエンジン始動用モータ/ジェネ
レータトルク以下にするため、
　上記モード切り替え時のエンジン始動中におけるエンジントルクのオーバーシュートお
よび極性反転を含むトルク変動や、第1クラッチの締結時におけるトルク変動が第2クラッ
チ7を経て駆動車輪2に向かおうとしても、これらトルク変動が第2クラッチ7のスリップに
より吸収されて駆動車輪2に伝わることがなく、これらトルク変動に伴うショックを防止
することができる。
【００９７】
　その反面、第2クラッチ7がエンジン始動用モータ/ジェネレータトルク以下の伝達トル
ク容量を持ち続けて対応したトルクを継続的に駆動車輪2へ向かわせることができるため
、エンジン始動中に第2クラッチを解放状態にしておく従来の対策による問題、つまり、
駆動力の抜け感が発生するという問題を回避して、これに伴う違和感をなくすことができ
る。
【００９８】
　また、上記の通りエンジン始動時に第2クラッチの伝達トルク容量tTc2をエンジン始動
用モータ/ジェネレータトルク以下にするに際しては、図9および図11につき前述したごと
く、第2クラッチ7の伝達トルク容量tTc2を制御する方法の代わりに、図16につき前述した
ごとくモータ/ジェネレータ5のトルクtTmを制御しても目的を達成することができるし、
勿論これらを併用して目的を達成するようにしてもよい。
　図9および図11につき前述したように第2クラッチ7の伝達トルク容量tTc2を制御する方
法を用いる場合、第2クラッチ7を速やかにスリップ状態にし得て上記の作用効果を応答良
く達成することができ、
　図16につき前述したようにモータ/ジェネレータ5のトルクtTmを制御する方法を用いる
場合、目標駆動力tFoを実現しつつ第2クラッチ7をスリップ状態にして上記の作用効果を
達成することができる。
【００９９】
　更に、上記のごとく第2クラッチ7の伝達トルク容量tTc2をエンジン始動用モータ/ジェ
ネレータトルク以下にした状態での（第2クラッチ7をスリップさせている状態での）エン
ジン始動時は、図8および図9につき前述したごとくモータ/ジェネレータ5の回転状態に関
係なく第1クラッチ6を締結進行させるため、
　第2クラッチ7のスリップによりトルク変動に伴うショックを防止するという上記の作用
効果を奏しつつ、エンジンを確実にクランキングさせて始動させることができる。
【０１００】
　なお、EV→HEVモード切り替え（エンジン始動）に際し、第1クラッチ6の締結進行制御
および第2クラッチ7の伝達トルク容量制御のうち何れの方を早く開始させるか、同時に開
始させるかは、車両の加速要求や、運転状態や、電気走行モードからハイブリッド走行モ
ードへの移行要因に基づき、ショック対策およびエンジン始動応答の何れを優先させるべ
きかに応じ決定することができ、これによりショック対策およびエンジン始動応答のうち
優先順位の高い方を先に実現しつつ前記の作用効果を達成することができる。
【０１０１】
　上記したごとくエンジン始動時に第2クラッチ7の伝達トルク容量tTc2をエンジン始動用
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モータ/ジェネレータトルク以下にするための第2クラッチ7の伝達トルク容量またはモー
タ/ジェネレータ5のトルクを、図9および11または図16につき前述したようにして、第2ク
ラッチ7のスリップ量に対する摩擦係数の変化が比較的急なμ不安定域では、目標駆動力
相当分tFoと、第1クラッチ6の伝達トルク容量tTc1との和値とし、第2クラッチ7のスリッ
プ量に対する摩擦係数の変化が比較的緩やかなμ安定域では、目標駆動力相当分tFoと、
第1クラッチ6の伝達トルク容量tTc1と、第2クラッチ7のスリップ制御分トルクとの和値と
するため、
　μ不安定域では第2クラッチ7の伝達トルク容量をスリップ制御（フィードバック制御）
しないでフィードフォワード制御により決定し、μ安定域では第2クラッチ7の伝達トルク
容量をスリップ制御が含まれたフィードバック制御により決定することとなり、
　μ不安定域でフィードバック制御が行われてクラッチジャダーや制御不安定が発生する
のを防止しつつ、μ安定域ではフィードバック制御により第2クラッチ7のスリップ量を目
標値にして前記の作用効果を更に確実なものにすることができる。
【０１０２】
　なおμ安定域で第2クラッチ7のスリップ制御分トルクを実現するのに第2クラッチ7の伝
達トルク容量制御を用いるか、モータ/ジェネレータ5のトルク制御を用いるか、これら双
方を用いるかは、車両の加速要求や、運転状態や、電気走行モードからハイブリッド走行
モードへの移行要因に基づき、ショック対策およびエンジン始動応答の何れを優先させる
べきかに応じ決定することができ、これによりショック対策およびエンジン始動応答のう
ち優先順位の高い方を先に実現しつつ前記の作用効果を達成することができる。
【０１０３】
　エンジンの始動後にEVモードからHEVモードへの移行を完了するに際しては、図8および
図10につき前述したように、第2クラッチ7の締結に先んじて第1クラッチ6の締結を行わせ
るようにする。
　この場合、第1クラッチ6の締結時に第2クラッチ7が未だスリップ可能な状態にあり、第
1クラッチ6の締結ショックを第2クラッチのスリップにより吸収して緩和することができ
る。
【０１０４】
　なおEVモードからHEVモードへの移行時に第1クラッチ6の締結およびエンジン1の始動の
うち、何れの方を早く行わせるか、同時に行わせるかは、第2クラッチ7のスリップ状態や
、要求されるエンジン始動応答に応じ決定することとし、
　第1クラッチ6の締結をエンジン1の始動に先んじて行わせる場合、エンジンの始動時に
おける回転のオーバーシュートを抑制することが可能となり、
　エンジン1の始動を第1クラッチ6の締結に先んじて行わせる場合、エンジンの始動応答
を速めることが可能となり、
　第1クラッチ6の締結およびエンジン1の始動を同時に行わせる場合、エンジン始動時の
回転オーバーシュートを抑制する効果と、エンジンの始動応答とをバランスさせることが
可能になる。
【０１０５】
　第2クラッチ7のスリップ量に対する摩擦係数μの変化が比較的急なμ不安定域で、図9
および図11につき前述したごとく、モータ/ジェネレータ5の前記したトルク制御および／
または第2クラッチ7の前記した伝達トルク容量制御をハイブリッド走行モード用の制御に
切り替えるため、
　μ不安定域でフィードバック制御が継続されることがなくてクラッチジャダーや制御不
安定が発生するのを防止することができる。
【０１０６】
　また、μ不安定域で第2クラッチ7の前記した伝達トルク容量制御をハイブリッド走行モ
ード用の制御に切り替える場合、
　μ不安定域で、エンジン1およびモータ/ジェネレータ5が発生したトルクを車輪2のへ駆
動力として伝達可能になるため、動力性能の向上を図ることができる。
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【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】本発明の着想を適用可能なハイブリッド車両のパワートレーンを示す概略平面図
である。
【図２】本発明の着想を適用可能な他のハイブリッド車両のパワートレーンを示す概略平
面図である。
【図３】本発明の着想を適用可能な更に他のハイブリッド車両のパワートレーンを示す概
略平面図である。
【図４】図3に示したパワートレーンの制御システムを示すブロック線図である。
【図５】同制御システムにおける統合コントローラが実行する駆動力制御プログラムのメ
インルーチンを示すフローチャートである。
【図６】同制御プログラムにおける第1、第2クラッチ伝達トルク容量の演算処理に関した
サブルーチンを示すフローチャートである。
【図７】図6の制御プログラムにおけるHEVモード用目標第1および第2クラッチ伝達トルク
容量の演算処理に関したサブルーチンを示すフローチャートである。
【図８】図6の制御プログラムにおける大駆動力中エンジン始動時目標第1クラッチ伝達ト
ルク容量の演算処理に関したサブルーチンを示すフローチャートである。
【図９】図6の制御プログラムにおける大駆動力中エンジン始動時目標第2クラッチ伝達ト
ルク容量の演算処理に関したサブルーチンを示すフローチャートである。
【図１０】図6の制御プログラムにおける小駆動力中エンジン始動時目標第1クラッチ伝達
トルク容量の演算処理に関したサブルーチンを示すフローチャートである。
【図１１】図6の制御プログラムにおける小駆動力中エンジン始動時目標第2クラッチ伝達
トルク容量の演算処理に関したサブルーチンを示すフローチャートである。
【図１２】図6の制御プログラムにおけるHEV→EVモード切り替え時目標第2クラッチ伝達
トルク容量の演算処理に関したサブルーチンを示すフローチャートである。
【図１３】図6の制御プログラムにおけるEVモード用目標第1および第2クラッチ伝達トル
ク容量の演算処理に関したサブルーチンを示すフローチャートである。
【図１４】図5の制御プログラムにおける目標モータ/ジェネレータトルクの演算処理に関
したサブルーチンを示すフローチャートである。
【図１５】図14の制御プログラムにおけるHEVモード用目標モータ/ジェネレータトルクの
演算処理に関したサブルーチンを示すフローチャートである。
【図１６】図14の制御プログラムにおけるエンジン始動時用目標モータ/ジェネレータト
ルクの演算処理に関したサブルーチンを示すフローチャートである。
【図１７】図14の制御プログラムにおけるEVモード用目標モータ/ジェネレータトルクの
演算処理に関したサブルーチンを示すフローチャートである。
【図１８】図5～17の制御プログラムによる動作タイムチャートである。
【符号の説明】
【０１０８】
　１　エンジン
　２　駆動車輪（後輪）
　３　自動変速機
　４　伝動軸
　５　モータ/ジェネレータ
　６　第1クラッチ
　７　第2クラッチ
　８　ディファレンシャルギヤ装置
　９　バッテリ
　10　インバータ
　11　エンジン回転センサ
　12　モータ/ジェネレータ回転センサ
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　13　変速機入力回転センサ
　14　変速機出力回転センサ
　15　アクセル開度センサ
　16　バッテリ蓄電状態センサ
　20　統合コントローラ
　21　エンジンコントローラ
　22　モータ/ジェネレータコントローラ

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】
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