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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の駆動力源としての内燃機関及び回転電機の少なくとも一方に駆動連結される入力
部材と、車輪に駆動連結される出力部材と、前記入力部材の回転を変速入力部材へ伝達す
る直結クラッチ付きの流体継手と、選択的に形成される変速段の変速比で前記変速入力部
材の回転を変速して前記出力部材に伝達する変速機構と、を備えたハイブリッド車両用駆
動装置の制御を行なう制御装置であって、
　前記直結クラッチが滑りを生じ始める係合圧を直結限界係合圧として、前記直結クラッ
チの係合圧が前記直結限界係合圧以上とされている状態から、前記変速機構において変速
比が大きい変速段に移行させるダウンシフト又は変速比が小さい変速段に移行させるアッ
プシフトを行う際に、
　前記入力部材に伝達することが要求されるトルクである入力要求トルクが正トルクに設
定されている状態で前記ダウンシフトを行なう場合は、当該ダウンシフト中に、前記直結
クラッチの係合圧が前記直結限界係合圧未満となるように制御し、
　前記入力要求トルクが負トルクに設定されている状態で前記ダウンシフトを行なう場合
、又は前記入力要求トルクに関係なく前記アップシフトを行なう場合は、当該ダウンシフ
ト中又はアップシフト中に、前記直結クラッチの係合圧が前記直結限界係合圧以上となる
ように制御する制御装置。
【請求項２】
　前記入力要求トルクが正トルクに設定されている状態で前記ダウンシフトを行なう場合
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は、当該ダウンシフト中に、前記直結クラッチの係合圧が滑りを生じる滑り係合圧となる
ように制御し、
　前記滑り係合圧は、前記入力要求トルクの絶対値が大きくなるに従って大きい圧に設定
される請求項１に記載の制御装置。
【請求項３】
　前記入力要求トルクが負トルクに設定されている状態で前記ダウンシフトを行なう場合
は、当該ダウンシフト中に、前記直結クラッチの係合圧が前記直結限界係合圧以上の直結
係合圧となるように制御し、
　前記直結係合圧は、前記入力要求トルクの絶対値が大きくなるに従って大きい圧に設定
される請求項１又は２に記載の制御装置。
【請求項４】
　前記入力要求トルクに関係なく前記アップシフトを行なう場合は、当該アップシフト中
に、前記直結クラッチの係合圧が前記直結限界係合圧以上のアップシフト時直結係合圧と
なるように制御し、
　前記アップシフト時直結係合圧は、前記入力要求トルクの大きさに関係なく、前記入力
要求トルクが最大となっても前記直結クラッチが滑りを生じない完全係合圧に設定される
請求項１から３の何れか一項に記載の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の駆動力源としての内燃機関及び回転電機の少なくとも一方に駆動連結
される入力部材と、車輪に駆動連結される出力部材と、入力部材の回転を変速入力部材へ
伝達する直結クラッチ付きの流体継手と、選択的に形成される変速段の変速比で変速入力
部材の回転を変速して出力部材に伝達する変速機構と、を備えたハイブリッド車両用駆動
装置の制御を行なう制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内燃機関と回転電機とを駆動力源として備えるハイブリッド車両用の変速装置として、
例えば、下記の特許文献１に記載された装置が既に知られている。この変速装置では、車
両の減速時に、回転電機に回生トルクを出力させ、所望の減速度で車両を減速させて車両
の制動を行ないつつ、運動エネルギを電気エネルギとして回収し、燃費の向上を図ってい
る。またこの際、特許文献１の技術は、直結クラッチを係合させた状態で回生動作を行う
ことにより、流体継手を備えることによる回生トルクの制限を解消しており、運動エネル
ギを効率よく回生エネルギに変換できるようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２７８９１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１の技術では、減速時の回生発電中に、変速マップに従ってダウンシ
フトを行う際に、ダウンシフトに伴うトルクショック発生の防止のため、直結クラッチを
係合状態から非係合状態に制御している。このため、特許文献１の技術では、ダウンシフ
トを行っている期間において、回生トルクが制限されてしまい、回生発電の効率が悪化す
るという問題があった。
【０００５】
　そこで、直結クラッチの係合状態において変速機構の変速を行なう際に、直結クラッチ
の係合及び解放を適切に制御することにより、回生発電の効率が悪化することを防止する
共に、変速に伴うトルクショックの発生を抑制できる制御装置の実現が望まれる。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る、車両の駆動力源としての内燃機関及び回転電機の少なくとも一方に駆動
連結される入力部材と、車輪に駆動連結される出力部材と、前記入力部材の回転を変速入
力部材へ伝達する直結クラッチ付きの流体継手と、選択的に形成される変速段の変速比で
前記変速入力部材の回転を変速して前記出力部材に伝達する変速機構と、を備えたハイブ
リッド車両用駆動装置の制御を行なう制御装置の特徴構成は、前記制御装置が、前記直結
クラッチが滑りを生じ始める係合圧を直結限界係合圧として、前記直結クラッチの係合圧
が前記直結限界係合圧以上とされている状態から、前記変速機構において変速比が大きい
変速段に移行させるダウンシフト又は変速比が小さい変速段に移行させるアップシフトを
行う際に、前記入力部材に伝達することが要求されるトルクである入力要求トルクが正ト
ルクに設定されている状態で前記ダウンシフトを行なう場合は、当該ダウンシフト中に、
前記直結クラッチの係合圧が前記直結限界係合圧未満となるように制御し、前記入力要求
トルクが負トルクに設定されている状態で前記ダウンシフトを行なう場合、又は前記入力
要求トルクに関係なく前記アップシフトを行なう場合は、当該ダウンシフト中又はアップ
シフト中に、前記直結クラッチの係合圧が前記直結限界係合圧以上となるように制御する
点にある。
【０００７】
　なお、本願において「変速比」とは、変速機構に各変速段が形成された場合の、各変速
段を形成する各歯車の歯数等により規定される、入力部材の回転速度と出力部材の回転速
度との比であり、本願では入力部材の回転速度を出力部材の回転速度で除算した値である
。
　また、本願において「駆動連結」とは、２つの回転要素が駆動力を伝達可能に連結され
た状態を指し、当該２つの回転要素が一体的に回転するように連結された状態、或いは当
該２つの回転要素が一又は二以上の伝動部材を介して駆動力を伝達可能に連結された状態
を含む概念として用いている。このような伝動部材としては、回転を同速で又は変速して
伝達する各種の部材が含まれ、例えば、軸、歯車機構、係合要素、ベルト、チェーン等が
含まれる。
　また、本願において「回転電機」とは、モータ（電動機）、ジェネレータ（発電機）、
及び必要に応じてモータ及びジェネレータの双方の機能を果たすモータ・ジェネレータの
いずれをも含む概念として用いている。
【０００８】
　入力要求トルクが正トルクに設定されている状態でダウンシフトを行なう場合（パワー
オンダウンシフト）は、一般的に、アクセル開度の増加によりダウンシフトを行う場合で
あり、回転電機は車輪から伝達される回転駆動力により回生発電を行っておらず、またダ
ウンシフト中にアクセル開度が減少され、回生発電に移行する確率も低い。よって、パワ
ーオンダウンシフトにおいて、回生発電の効率を向上するため、直結クラッチを滑りなく
係合した状態に維持させておく必要性は低い。また、パワーオンダウンシフトを行う場合
は、入力要求トルクが急増する場合が多く、また、短時間での変速が要求されるため、直
結クラッチの係合状態では、トルクショックなく短時間で変速を行うことが困難である。
上記の特徴構成によれば、直結クラッチの係合状態で、パワーオンダウンシフトを行う場
合は、変速中に一時的に直結クラッチを滑らせて、トルクショックの低減及び変速時間の
短縮を行うことができる。
【０００９】
　また、入力要求トルクが負トルクに設定されている状態でダウンシフトを行なう場合（
パワーオフダウンシフト）は、一般的に、車速の減少によりダウンシフトを行う場合であ
り、回転電機の出力トルクは回生トルクに設定される。従って、上記の特徴構成によれば
、直結クラッチの係合状態で、パワーオフダウンシフトを行う場合は、直結クラッチの係
合圧を直結限界係合圧以上に制御し、直結クラッチの係合状態に維持することにより、変
速中に回生発電効率が悪化することを抑制できる。
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【００１０】
　入力要求トルクが負トルクに設定されている状態でアップシフトを行なう場合（パワー
オフアップシフト）は、一般的に、アクセル開度の減少によりアップシフトを行う場合で
あり、回転電機の出力トルクは回生トルクに設定される。従って、上記の特徴構成によれ
ば、直結クラッチの係合状態で、パワーオフアップシフトを行う場合は、直結クラッチの
係合圧を直結限界係合圧以上に制御し、直結クラッチを係合状態に維持することにより、
変速中に回生発電の効率が悪化することを抑制できる。また、パワーオフアップシフトは
、減速時に行われるため、パワーオンダウンシフトのように変速期間を短縮する必要性は
低く、負トルクとなる入力要求トルクの絶対値も比較的小さい。よって、変速によるトル
クショックは大きくなりにくく、直結クラッチを滑らせてまで、トルクショックを低減す
る必要性は低い。
【００１１】
　入力要求トルクが正トルクに設定されている状態でアップシフトを行なう場合（パワー
オンアップシフト）は、車速の増加によりアップシフトを行う場合であり、回転電機は車
輪から伝達される回転駆動力により回生発電を行っていないが、アップシフト中にアクセ
ル開度が減少され、回生発電に移行する確率が比較的高い。また、変速中の入力要求トル
クの増加は比較的小さく、短時間での変速は要求されないため、直結クラッチの係合状態
で、トルクショックの発生を抑制して変速を行うことができる。従って、上記の特徴構成
によれば、直結クラッチの係合状態で、パワーオンアップシフトを行う場合は、直結クラ
ッチの係合圧を直結限界係合圧以上に制御し、直結クラッチを係合状態に維持することに
より、アップシフト中に回生発電に移行した場合の回生発電の効率の悪化を抑制できる。
　以上のように、上記の特徴構成によれば、直結クラッチの係合状態において、入力要求
トルクの正負及び変速方向に応じて、変速中の直結クラッチの係合圧を適切に制御するの
で、変速中の回生発電の効率の悪化を抑制できるとともに、変速中のトルクショックの発
生を抑制できる。
【００１２】
　ここで、前記制御装置は、前記入力要求トルクが正トルクに設定されている状態で前記
ダウンシフトを行なう場合は、当該ダウンシフト中に、前記直結クラッチの係合圧が滑り
を生じる滑り係合圧となるように制御し、前記滑り係合圧は、前記入力要求トルクの絶対
値が大きくなるに従って大きい圧に設定される構成とすると好適である。
【００１３】
　この構成によれば、パワーオンダウンシフト中に、直結クラッチを、その係合圧を低下
させて滑らせると、直結クラッチの入力部材側のイナーシャと出力部材側のイナーシャと
が分離され、変速入力部材に作用するイナーシャが、回転電機及び内燃機関等の入力部材
側のイナーシャ分だけ低減する。従って、直結クラッチを滑らせると、変速入力部材に作
用するイナーシャが低減し、変速入力部材の回転速度の制御精度及び応答性を向上させる
ことができる。よって、トルクショックを低減できると共に、変速期間を短縮できる。
　また、この構成によれば、入力要求トルクの大きさに応じて、直結クラッチを介して入
力部材から変速入力部材及び変速機構に伝達されるトルクを適度に増加させることができ
、ダウンシフト中に車輪側に伝達されるトルクが入力要求トルクに対して大幅に低下する
ことを抑制できる。また、入力要求トルクの大きさに応じて、変速入力部材に伝達される
トルクを増加させることができ、変速後の直結クラッチ再係合時間を短縮することができ
る。
【００１４】
　ここで、前記制御装置は、前記入力要求トルクが負トルクに設定されている状態で前記
ダウンシフトを行なう場合は、当該ダウンシフト中に、前記直結クラッチの係合圧が前記
直結限界係合圧以上の直結係合圧となるように制御し、前記直結係合圧は、前記入力要求
トルクの絶対値が大きくなるに従って大きい圧に設定される構成とすると好適である。
【００１５】
　直結限界係合圧は、直結係合圧と同様に、入力要求トルクの絶対値が大きくなるに従っ
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て大きい係合圧となる。この構成によれば、直結係合圧を、直結限界係合圧に近接して設
定することが可能になる。よって、パワーオフダウンシフト中に、入力要求トルクが負ト
ルクから正トルクに変化した場合においても、ダウンシフト中に、遅れなく、直結クラッ
チの係合圧を滑り係合圧に変化させることができる。従って、ダウンシフト中にトルクシ
ョックが発生することを防止できる。
【００１６】
　また、前記制御装置は、前記入力要求トルクに関係なく前記アップシフトを行なう場合
は、当該アップシフト中に、前記直結クラッチの係合圧が前記直結限界係合圧以上のアッ
プシフト時直結係合圧となるように制御し、前記アップシフト時直結係合圧は、前記入力
要求トルクの大きさに関係なく、前記入力要求トルクが最大となっても前記直結クラッチ
が滑りを生じない完全係合圧に設定される構成とすると好適である。
【００１７】
　この構成によれば、アップシフト前後において、直結クラッチの係合圧が完全係合圧に
設定される場合において、アップシフト中も、完全係合圧に維持することができる。よっ
て、直結クラッチの係合圧がアップシフト中に不要に変動することを防止でき、安定的に
、直結クラッチを係合状態に維持できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施形態に係るハイブリッド車両用駆動装置の構成を示す模式図である
。
【図２】本発明の実施形態に係る制御装置の構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の本実施形態に係る変速パターンを説明する図である。
【図４】本発明の本実施形態に係る制御装置の処理を示すタイミングチャートである。
【図５】本発明の本実施形態に係る制御装置の処理を示すタイミングチャートである。
【図６】本発明の本実施形態に係る制御装置の処理を示すタイミングチャートである。
【図７】本発明の本実施形態に係る制御装置の処理を示すタイミングチャートである。
【図８】本発明の本実施形態に係る直結クラッチの係合圧の設定を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明に係る制御装置３１の実施形態について、図面を参照して説明する。図１は、本
実施形態に係るハイブリッド車両用駆動装置１の概略構成を示す模式図である。この図に
示すように、本発明に係る車両は、駆動力源として、内燃機関であるエンジンＥ及び回転
電機ＭＧの双方を備えたハイブリッド車両とされている。ハイブリッド車両用駆動装置１
は、エンジンＥ及び回転電機ＭＧの少なくとも一方に駆動連結される入力軸Ｉと、車輪Ｗ
に駆動連結される出力軸Ｏと、入力軸Ｉの回転を中間軸Ｍへ伝達するロックアップクラッ
チＬＣ付きのトルクコンバータＴＣと、選択的に形成される変速段の変速比で中間軸Ｍの
回転を変速して出力軸Ｏに伝達する変速機構ＴＭと、を備えている。以下では、ハイブリ
ッド車両用駆動装置１を単に「駆動装置１」と称する。制御装置３１は、駆動装置１の制
御を行う。また、この駆動装置１は、ロックアップクラッチＬＣや変速装置ＴＭの各クラ
ッチ及びブレーキ等に所定油圧の作動油を供給するための油圧制御装置ＰＣを備えている
。駆動装置１は、入力軸Ｉ、中間軸Ｍ、出力軸Ｏのそれぞれの回転速度を検出する入力軸
回転速度センサＳｅ１、中間軸回転速度センサＳｅ２、出力軸回転速度センサＳｅ３を備
えている。なお、図１において、実線は駆動力（トルク）の伝達経路を示し、破線は油圧
の供給経路を示し、一点鎖線は電気信号の伝達経路を示している。ここで、入力軸Ｉが本
発明における「入力部材」であり、中間軸Ｍが本発明における「変速入力部材」であり、
出力軸Ｏが本発明における「出力部材」であり、ロックアップクラッチＬＣが本発明にお
ける「直結クラッチ」であり、トルクコンバータＴＣが本発明における「流体継手」であ
る。
【００２０】
　このような構成において、本実施形態に係る制御装置３１は、ロックアップクラッチＬ
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Ｃが滑りを生じ始める係合圧を直結限界係合圧として、ロックアップクラッチＬＣの係合
圧が直結限界係合圧以上とされている状態から、変速機構ＴＭにおいて変速比が大きい変
速段に移行させるダウンシフト又は変速比が小さい変速段に移行させるアップシフトを行
う際の制御に特徴を有している。
　すなわち、制御装置３１は、入力軸Ｉに伝達することが要求されるトルクである入力要
求トルクが正トルクに設定されている状態でダウンシフトを行う場合は、当該ダウンシフ
ト中に、ロックアップクラッチＬＣの係合圧が直結限界係合圧未満となるように制御する
。そして、制御装置３１は、入力要求トルクが負トルクに設定されている状態でダウンシ
フトを行う場合、又は入力要求トルクに関係なくアップシフトを行う場合は、当該ダウン
シフト中又はアップシフト中に、ロックアップクラッチＬＣの係合圧が直結限界係合圧以
上となるように制御する。以下、本実施形態に係る駆動装置１及び制御装置３１について
、詳細に説明する。
【００２１】
１．ハイブリッド車両用駆動装置の駆動伝達系の構成
　まず、本実施形態に係る駆動装置１の駆動伝達系の構成について説明する。図１に示す
ように、駆動装置１は、車両の駆動力源としてエンジンＥ及び回転電機ＭＧを備え、これ
らのエンジンＥと回転電機ＭＧとが直列に駆動連結されるパラレル方式のハイブリッド車
両用の駆動装置となっている。また、駆動装置１は、トルクコンバータＴＣと変速機構Ｔ
Ｍとを備えており、当該トルクコンバータＴＣ及び変速機構ＴＭにより、駆動力源として
のエンジンＥ及び回転電機ＭＧの回転速度を変速すると共にトルクを変換して出力軸Ｏに
伝達する。
【００２２】
　エンジンＥは、燃料の燃焼により駆動される内燃機関であり、例えば、ガソリンエンジ
ンやディーゼルエンジンなどの公知の各種エンジンを用いることができる。本例では、エ
ンジンＥのクランクシャフト等の出力回転軸が、伝達クラッチＥＣを介して入力軸Ｉに駆
動連結されている。これにより、入力軸Ｉは伝達クラッチＥＣを介してエンジンＥと選択
的に駆動連結される。この伝達クラッチＥＣは、油圧制御装置ＰＣにより調圧された作動
油の供給を受けて、図示しない油圧制御弁により制御されて、係合又は解放する摩擦係合
要素である。なお、エンジンＥの出力回転軸が、入力軸Ｉと一体的に駆動連結され、或い
はダンパ等の他の部材を介して駆動連結された構成としても好適である。
【００２３】
　回転電機ＭＧは、図示しないケースに固定されたステータ１２ａと、このステータ１２
ａの径方向内側に回転自在に支持されたロータ１２ｂと、を有している。この回転電機Ｍ
Ｇのロータ１２ｂは、入力軸Ｉと一体回転するように駆動連結されている。すなわち、本
実施形態においては、入力軸ＩにエンジンＥ及び回転電機ＭＧの双方が駆動連結される構
成となっている。回転電機ＭＧは、蓄電装置としてのバッテリ（不図示）に電気的に接続
されている。そして、回転電機ＭＧは、電力の供給を受けて動力を発生するモータ（電動
機）としての機能と、動力の供給を受けて電力を発生するジェネレータ（発電機）として
の機能と、を果たすことが可能とされている。すなわち、回転電機ＭＧは、バッテリから
の電力供給を受けて力行し、或いはエンジンＥや車輪Ｗから伝達される回転駆動力により
発電した電力をバッテリに蓄電する。なお、バッテリは蓄電装置の一例であり、キャパシ
タなどの他の蓄電装置を用い、或いは複数種類の蓄電装置を併用することも可能である。
なお、以下では回転電機ＭＧによる発電を回生と称し、発電中に回転電機ＭＧが出力する
負トルクを回生トルクと称する。
　この駆動装置１では、入力要求トルクが負トルクの場合には、回転電機ＭＧは、車輪Ｗ
から伝達される回転駆動力により発電しつつ回生トルクを出力する状態となる。
【００２４】
　入力軸Ｉには、トルクコンバータＴＣが駆動連結されている。トルクコンバータＴＣは
、駆動力源としてのエンジンＥ及び回転電機ＭＧに駆動連結された入力軸Ｉの回転駆動力
を、中間軸Ｍを介して変速機構ＴＭに伝達する装置である。このトルクコンバータＴＣは
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、入力軸Ｉに駆動連結された入力側回転部材としてのポンプインペラＴＣａと、中間軸Ｍ
に駆動連結された出力側回転部材としてのタービンランナＴＣｂと、これらの間に設けら
れ、ワンウェイクラッチを備えたステータＴＣｃと、を備えている。そして、トルクコン
バータＴＣは、内部に充填された作動油を介して、駆動側のポンプインペラＴＣａと従動
側のタービンランナＴＣｂとの間で駆動力の伝達を行う。
【００２５】
　ここで、トルクコンバータＴＣは、ロックアップ用の摩擦係合要素として、ロックアッ
プクラッチＬＣを備えている。このロックアップクラッチＬＣは、ポンプインペラＴＣａ
とタービンランナＴＣｂとの間の回転速度差（滑り）を無くして伝達効率を高めるために
、ポンプインペラＴＣａとタービンランナＴＣｂとを一体回転させるように連結するクラ
ッチである。従って、トルクコンバータＴＣは、ロックアップクラッチＬＣの係合状態で
は、作動油を介さずに、駆動力源（入力軸Ｉ）の駆動力を直接変速機構ＴＭ（中間軸Ｍ）
に伝達する。この係合状態では、入力軸Ｉと中間軸Ｍとが一体回転し、入力軸Ｉと中間軸
Ｍとは互いに等しい回転速度で回転する。ロックアップクラッチＬＣを含むトルクコンバ
ータＴＣには、油圧制御装置ＰＣにより調圧された作動油が供給される。
【００２６】
　トルクコンバータＴＣの出力軸としての中間軸Ｍには、変速機構ＴＭが駆動連結されて
いる。すなわち、中間軸Ｍは変速機構ＴＭの入力軸として機能する。変速機構ＴＭは、変
速比の異なる複数の変速段を有する有段の自動変速装置である。変速機構ＴＭは、これら
複数の変速段を形成するため、遊星歯車機構等の歯車機構と複数の摩擦係合要素Ｂ１、Ｃ
１、・・・とを備えている。本例では、複数の摩擦係合要素Ｂ１、Ｃ１、・・・は、それ
ぞれ摩擦材を有して構成されるクラッチやブレーキ等の係合要素である。これらの摩擦係
合要素Ｂ１、Ｃ１、・・・は、供給される油圧を制御することによりその伝達トルク容量
の増減を連続的に制御することが可能なクラッチ（ブレーキを含む、以下同様）とされて
いる。このようなクラッチとしては、例えば湿式多板クラッチ等が好適に用いられる。
【００２７】
　図１には、複数の摩擦係合要素の一例として、第一クラッチＣ１及び第一ブレーキＢ１
が模式的に示されている。複数の摩擦係合要素の係合又は解放を切り替えることにより、
歯車機構が有する複数の回転要素の回転状態が切り替えられて、変速段の切り替えが行わ
れる。
　変速段の切り替えに際しては、変速前において係合している摩擦係合要素のうちの一つ
（以下、解放側要素と称す）を解放させると共に、変速前において解放されている摩擦係
合要素のうちの一つ（以下、係合側要素と称す）を係合させる、いわゆる架け替え変速が
行われる。以下では、変速機構ＴＭに形成されている変速段を、変速比が小さい高速段（
例えば、第五速段）から変速比が大きい低速段（例えば、第四速段）へ移行させるダンウ
ンシフトが行われる場合、及び変速比が大きい低速段（例えば、第四速段）から変速比が
小さい高速段（例えば、第五速段）へ移行させるアップシフトが行われる場合を説明する
。
【００２８】
　変速機構ＴＭは、各変速段について設定された所定の変速比で、中間軸Ｍの回転速度を
変速すると共にトルクを変換して、出力軸Ｏへ伝達する。変速機構ＴＭから出力軸Ｏへ伝
達されたトルクは、ディファレンシャル装置ＤＦを介して左右二つの車輪Ｗに分配されて
伝達される。なお本例では、駆動装置１は、中間軸Ｍ及び出力軸Ｏが同軸上に配置された
一軸構成とされている。なお本例では、入力軸Ｉ、中間軸Ｍ、及び出力軸Ｏの全てが同軸
上に配置された一軸構成とされている。
【００２９】
　本実施形態では、ロックアップクラッチＬＣ、変速機構ＴＭの各クラッチ、及び伝達ク
ラッチＥＣは摩擦係合要素であり、その入出力部材間の摩擦により、入出力部材間でトル
クを伝達する。伝達トルク容量とは、摩擦係合要素が摩擦により伝達することができる最
大のトルクの大きさである。摩擦係合要素の入出力部材間に回転速度差（滑り）がある場
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合は、回転速度の大きい方の部材から小さい方の部材に伝達トルク容量の大きさのトルク
が伝達される。摩擦係合要素の入出力部材間に回転速度差（滑り）がない場合は、摩擦係
合要素は、伝達トルク容量の大きさを上限として、摩擦係合要素の入出力部材に作用する
トルクを伝達する。伝達トルク容量の大きさは、摩擦係合要素の係合圧に比例して変化す
る。係合圧とは、入力側摩擦板と出力側摩擦板とを相互に押し付け合う圧力である。本実
施形態では、係合圧は、供給されている油圧の大きさに比例して変化する。すなわち、本
実施形態では、伝達トルク容量の大きさは、摩擦係合要素に供給されている油圧の大きさ
に比例して変化する。
【００３０】
　各摩擦係合要素は、リターンばねを備えており、ばねの反力により解放側に付勢されて
いる。そして、各摩擦係合要素に供給される油圧により生じる力がばねの反力を上回ると
、各摩擦係合要素に伝達トルク容量が生じ始め、各摩擦係合要素は、解放状態から係合状
態に変化する。この伝達トルク容量が生じ始めるときの油圧を、ストロークエンド圧と称
す。各摩擦係合要素は、供給される油圧がストロークエンド圧を上回った後、油圧の増加
に比例して、その伝達トルク容量が増加するように構成されている。
【００３１】
２．油圧制御系の構成
　次に、上述した駆動装置１の油圧制御系について説明する。油圧制御系は、図示しない
オイルパンに蓄えられた作動油を吸引し、駆動装置１の各部に作動油を供給するための油
圧源として、図１に示すように、機械式ポンプ２３及び電動ポンプ２４の二種類のポンプ
を備えている。機械式ポンプ２３は、トルクコンバータＴＣのポンプインペラＴＣａを介
して入力軸Ｉに駆動連結され、エンジンＥ及び回転電機ＭＧの一方又は双方の回転駆動力
により駆動される。電動ポンプ２４は、ポンプ駆動用の電動モータ２５の駆動力により動
作するオイルポンプである。電動ポンプ２４を駆動する電動モータ２５は、バッテリと電
気的に接続され、バッテリからの電力の供給を受けて駆動力を発生する。この電動ポンプ
２４は、機械式ポンプ２３を補助するためのポンプであって、車両の停止中や低速走行中
など、機械式ポンプ２３から必要な油量が供給されない状態で動作する。
【００３２】
　また、油圧制御系は、機械式ポンプ２３及び電動ポンプ２４から供給される作動油の油
圧を所定圧に調整するための油圧制御装置ＰＣを備えている。ここでは詳しい説明を省略
するが、油圧制御装置ＰＣは、油圧調整用のリニアソレノイド弁からの信号圧に基づき一
又は二以上の調整弁の開度を調整することにより、当該調整弁からドレインする作動油の
量を調整して作動油の油圧を一又は二以上の所定圧に調整する。所定圧に調整された作動
油は、それぞれ必要とされるレベルの油圧で、伝達クラッチＥＣ、ロックアップクラッチ
ＬＣ、トルクコンバータＴＣ、及び変速機構ＴＭの複数の摩擦係合要素Ｃ１、Ｂ１、・・
・に供給される。
【００３３】
３．制御装置の構成
　次に、本実施形態に係る制御装置３１の構成について説明する。制御装置３１は、図２
に示すように、駆動装置１の各部の動作制御を行う中核部材としての機能を果たしている
。この制御装置３１は、ＣＰＵ等の演算処理装置を中核部材として備えると共に、当該演
算処理装置からデータを読み出し及び書き込みが可能に構成されたＲＡＭ（ランダム・ア
クセス・メモリ）や、演算処理装置からデータを読み出し可能に構成されたＲＯＭ（リー
ド・オンリ・メモリ）等の記憶装置等を有して構成されている（不図示）。そして、ＲＯ
Ｍ等に記憶されたソフトウェア（プログラム）又は別途設けられた演算回路等のハードウ
ェア、或いはそれらの両方により、制御装置３１の各機能部４１～４６が構成される。こ
れらの各機能部４１～４６は、互いに情報の受け渡しを行うことができるように構成され
ている。
【００３４】
　また、駆動装置１は、センサＳｅ１～Ｓｅ５を備えており、各センサから出力される電
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気信号は制御装置３１に入力される。制御装置３１は、入力された電気信号に基づき各セ
ンサの検出情報を算出する。
　入力軸回転速度センサＳｅ１は、入力軸Ｉの回転速度を検出するセンサである。入力軸
Ｉには回転電機ＭＧのロータ１２ｂが一体的に駆動連結されているので、制御装置３１は
、入力軸回転速度センサＳｅ１の入力信号から、入力軸Ｉ及び回転電機ＭＧの回転速度を
算出する。中間軸回転速度センサＳｅ２は、中間軸Ｍの回転速度を検出するセンサである
。制御装置３１は、中間軸回転速度センサＳｅ２の入力信号から、中間軸Ｍの回転速度を
算出する。出力軸回転速度センサＳｅ３は、出力軸Ｏの回転速度を検出するセンサである
。制御装置３１は、出力軸回転速度センサＳｅ３の入力信号から、変速機構ＴＭの出力側
の回転速度を算出する。また、出力軸Ｏの回転速度は車速に比例するため、制御装置３１
は、出力軸回転速度センサＳｅ３の入力信号から、車速を算出する。
　また、アクセル開度センサＳｅ４は、運転者により操作されるアクセルペダルの操作量
を検出することによりアクセル開度を検出するセンサである。制御装置３１は、アクセル
開度センサＳｅ４の入力信号から、アクセル開度を算出する。
　シフト位置センサＳｅ５は、シフトレバーの選択位置（シフト位置）を検出するための
センサである。制御装置３１は、シフト位置センサＳｅ５からの入力情報に基づいて、「
ドライブレンジ」、「セカンドレンジ」、「ローレンジ」等のいずれの走行レンジが運転
者により指定されたかを検出する。
【００３５】
　図２に示すように、制御装置３１は、エンジン制御部４２、回転電機制御部４３、ロッ
クアップクラッチ制御部４４、伝達クラッチ制御部４５、変速機構制御部４６を備えてい
る。また、変速機構制御部４６は、その下位の機能部としてロックアップ協調変速制御部
４１を備えている。以下では、制御装置３１の各機能部４１～４６について詳細に説明す
る。
【００３６】
３－１．エンジン制御部
　エンジン制御部４２は、エンジンＥの動作制御を行う機能部である。エンジン制御部４
２は、エンジン動作点を決定し、当該エンジン動作点でエンジンＥを動作させるように制
御する処理を行う。ここで、エンジン動作点は、エンジンＥの制御目標点を表す制御指令
値であって、回転速度及びトルクにより定まる。そして、エンジン制御部４２は、エンジ
ン動作点に示されるトルク及び回転速度で動作するようにエンジンＥを制御する。本実施
形態では、入力要求トルクが負トルクである場合は、エンジン制御部４２は、エンジンＥ
への燃料供給を停止して、エンジンＥを停止状態に制御している。
【００３７】
３－２．回転電機制御部
　回転電機制御部４３は、回転電機ＭＧの動作制御を行う機能部である。回転電機制御部
４３は、回転電機動作点を決定し、当該回転電機動作点で回転電機ＭＧを動作させるよう
に制御する処理を行う。ここで、回転電機動作点は、回転電機ＭＧの制御目標点を表す制
御指令値であって、回転速度及びトルクにより定まる。より詳細には、回転電機動作点は
、車両要求出力とエンジン動作点とを考慮して決定される回転電機ＭＧの制御目標点を表
す指令値であって、回転速度指令値とトルク指令値により定まる。そして、回転電機制御
部４３は、回転電機動作点に示されるトルク及び回転速度で動作するように回転電機ＭＧ
を制御する。本実施形態では、回転電機制御部４３は、入力要求トルクが負トルクである
場合は、トルク指令値を負トルクの回生トルクに設定し、回生発電を行うように構成され
ている。これにより、回転電機ＭＧは正方向に回転しつつ負方向の回生トルクを出力して
発電する。
【００３８】
３－３．ロックアップクラッチ制御部
　ロックアップクラッチ制御部４４、ロックアップクラッチＬＣを制御する機能部である
。ロックアップクラッチ制御部４４は、車速、アクセル開度、及びシフト位置などに基づ
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いて、ロックアップクラッチＬＣの解放又は係合を決定する。そして、ロックアップクラ
ッチ制御部４４は、油圧制御装置ＰＣを介してロックアップクラッチＬＣに供給される油
圧を制御することにより、ロックアップクラッチＬＣの係合又は解放を制御する。本実施
形態では、ロックアップクラッチ制御部４４は、入力要求トルクが負トルクである場合な
どの回生発電中には、トルク伝達の効率を向上させ、発電効率を向上させるために、ロッ
クアップクラッチＬＣを、できるだけ係合状態に制御する。一方、入力要求トルクが正ト
ルクの場合は、トルクショックの低減等のため、ダウンシフトを行う際にはロックアップ
クラッチＬＣを滑っている状態に制御し、アップシフトを行う際にはロックアップクラッ
チＬＣを係合状態に制御する。この変速中のロックアップクラッチＬＣの係合圧の制御に
ついて、後で詳しく説明する。
【００３９】
３－４．伝達クラッチ制御部
　伝達クラッチ制御部４５は、伝達クラッチＥＣを制御する機能部である。ここで、伝達
クラッチ制御部４５は、油圧制御装置ＰＣを介して伝達クラッチＥＣに供給される油圧を
制御することにより、伝達クラッチＥＣの係合又は解放を制御する。本実施形態では、伝
達クラッチ制御部４５は、入力要求トルクが負トルクの場合など、入力要求トルクが小さ
い場合には、伝達クラッチＥＣを解放状態に制御する。
【００４０】
３－５．変速機構制御部
　変速機構制御部４６は、変速機構ＴＭを制御する機能部である。変速機構制御部４６は
、車速、アクセル開度、及びシフト位置などのセンサ検出情報に基づいて変速機構ＴＭに
おける目標変速段を決定する。そして、変速機構制御部４６は、油圧制御装置ＰＣを介し
て変速機構ＴＭに備えられた各摩擦係合要素に供給される油圧を制御することにより、各
摩擦係合要素を係合又は解放して変速機構ＴＭにおいて目標変速段を形成する。
　変速機構制御部４６は、メモリに格納された変速マップを参照し、目標変速段を決定す
る。変速マップは、アクセル開度及び車速と、変速機構ＴＭにおける目標変速段との関係
を規定したマップである。変速マップには複数のアップシフト線と複数のダウンシフト線
とが設定されており、車速及びアクセル開度が変化して変速マップ上でアップシフト線又
はダウンシフト線を跨ぐと、変速機構制御部４６は、変速機構ＴＭにおける新たな目標変
速段を決定する。また、シフト位置の変更があった場合も、目標変速段が変更される場合
がある。例えば、セカンドレンジ、又はローレンジに変更されたと検出した場合にも、目
標変速段が変更される場合がある。
【００４１】
　変速機構制御部４６は、新たな目標変速段に応じて複数の係合要素Ｃ１、Ｂ１、・・・
への供給油圧を制御することにより、変速機構ＴＭにおける変速段を切り替える。この際
、変速機構制御部４６は、解放側要素を解放させると共に、係合側要素を係合させる。例
えば、ダウンシフトが行われる場合には、変速機構制御部４６は、高速段を形成する摩擦
係合要素の１つである解放側要素を解放させるとともに、低速段を形成する摩擦係合要素
の１つである係合側要素を係合させるダウンシフト制御を行う。一方、アップシフトが行
われる場合には、変速機構制御部４６は、低速段を形成する摩擦係合要素の１つである解
放側要素を解放させるとともに、高速段を形成する摩擦係合要素の１つである係合側要素
を係合させるアップシフト制御を行う。
【００４２】
　図３に、アップシフト線及びダウンシフト線の一例として、第四速段と第五速段との間
のアップシフト線（実線）及びダウンシフト線（破線）の例を示す。変速機構制御部４６
は、車速及びアクセル開度が変化して、図３に示すような変速マップ上でアップシフト線
又はダウンシフト線を跨ぐと、目標変速段を変更する。例えば、図３の矢印５１、５２に
示すように、車速の減少又はアクセル開度の増加により、右下から左上に第五速段から第
四速段のダウンシフト線を跨いだ場合は、変速機構制御部４６は、目標変速段を第五速段
から第四速段に変更する。なお、車速の増加又はアクセル開度の減少により、図３の左上
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から右下にダウンシフト線を跨いだ場合は、変速機構制御部４６は、目標変速段を変更し
ない。一方、図３の矢印５３、５４に示すように、車速の増加又はアクセル開度の減少に
より、左上から右下に第四速段から第五速段のアップシフト線を跨いだ場合は、変速機構
制御部４６は、目標変速段を第四速段から第五速段に変更する。なお、車速の減少又はア
クセル開度の増加により、図３の右下から左上にアップシフト線を跨いだ場合は、変速機
構制御部４６は、目標変速段を変更しない。
【００４３】
　図３に、入力要求トルクが、アクセル開度及び車速に基づき算出されるように構成され
た場合の例として、入力要求トルクがゼロになる線５５（ゼロ入力要求トルク線）を重ね
て示している。ゼロ入力要求トルク線５５より、アクセル開度の増加側（図３の上側）で
は、入力要求トルクが正トルクになり、アクセル開度の減少側（図３の下側）では、入力
要求トルクが負トルクになる。
　矢印５１のパターンは、入力要求トルクが正トルクに設定されている状態でダウンシフ
トを行う場合（パワーオンダウンシフト）の一例である。矢印５２のパターンは、入力要
求トルクが負トルクに設定されている状態でダウンシフトを行う場合（パワーオフダウン
シフト）の一例である。矢印５３のパターンは、入力要求トルクが正トルクに設定されて
いる状態でアップシフトを行う場合（パワーオンアップシフト）の一例である。矢印５４
のパターンは、入力要求トルクが負トルクに設定されている状態でアップシフトを行う場
合（パワーオフアップシフト）の一例である。以下の実施形態で、ロックアップクラッチ
ＬＣが係合されている状態から、これらの変速パターンが行われる場合を説明する。
【００４４】
３－６．ロックアップ協調変速制御部
　ロックアップクラッチＬＣの係合圧が直結限界係合圧以上とされている状態であるロッ
クアップクラッチ係合状態から、変速機構ＴＭにおいてダウンシフト又はアップシフトを
行う際に、変速機構制御部４６の下位機能部であるロックアップ協調変速制御部４１が、
ロックアップクラッチＬＣの係合及び解放を行う制御と協調して、ダウンシフト又はアッ
プシフトを行うロックアップ協調変速制御を行うように構成されている。ここで、入力要
求トルクは、車両の駆動力源としてのエンジンＥ及び回転電機ＭＧから入力軸Ｉに伝達す
ることが要求されるトルクである。ここでは、入力要求トルクは、伝達クラッチＥＣの係
合状態では、エンジンＥ及び回転電機ＭＧの双方、伝達クラッチＥＣの解放状態では回転
電機ＭＧのみから入力軸Ｉに伝達されるトルクの指令値に相当する。そして、この指令値
に応じて、実際に入力軸Ｉに伝達されているトルクを入力トルクと称する。本実施形態で
は、入力要求トルクに負トルクが設定されている場合は、回転電機ＭＧは、回生トルクを
出力するように制御される。また、直結限界係合圧は、ロックアップクラッチＬＣが滑り
を生じ始める係合圧である。また、直結限界係合圧は、ロックアップクラッチＬＣが全て
の入力トルクを中間軸Ｍに伝達できる最小限の係合圧とも言い換えられる。
　ロックアップ協調変速制御部４１は、ロックアップクラッチ係合状態であって入力要求
トルクが正トルクに設定されている状態で、ダウンシフトを行う場合（パワーオンダウン
シフト）は、ダウンシフト中に、ロックアップクラッチＬＣの係合圧が直結限界係合圧未
満となるように制御するロックアップ協調変速制御を行う。
　また、ロックアップ協調変速制御部４１は、ロックアップクラッチ係合状態であって、
入力要求トルクが負トルクに設定されている状態でダウンシフトを行なう場合（パワーオ
フダウンシフト）、又は入力要求トルクに関係なくアップシフトを行なう場合（パワーオ
ンアップシフト又はパワーオフアップシフト）は、ダウンシフト中又はアップシフト中に
、ロックアップクラッチの係合圧が直結限界係合圧以上となるように制御するロックアッ
プ協調変速制御を行う。
【００４５】
　ここで、ロックアップクラッチＬＣが滑りを生じ始める係合圧である直結限界係合圧に
ついて説明する。図８に示すように、直結限界係合圧は、入力要求トルクが正の場合も負
の場合も、入力要求トルクの絶対値が大きくなるに従って大きい圧になる。
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　直結限界係合圧は、ロックアップクラッチＬＣの伝達トルク容量の大きさが、入力要求
トルクの大きさと等しくなる場合の係合圧である。よって、ロックアップクラッチＬＣの
係合圧が直結限界係合圧未満になると、ロックアップクラッチＬＣの最大トルク容量の大
きさが入力要求トルクの大きさ未満になり、ロックアップクラッチＬＣが、全ての入力ト
ルクを車輪側に伝達できなくなる。この状態になると、車輪側に伝達されない入力トルク
が余剰トルクになり、この余剰トルクが入力軸Ｉ側のみに作用し、入力軸Ｉの回転速度が
、車輪側の中間軸Ｍの回転速度に対して、回転速度差（滑り）を生じ始める。
　そして、直結限界係合圧は、入力要求トルクの絶対値に比例する。なお、図８の縦軸に
ロックアップクラッチＬＣの係合圧と、ロックアップクラッチＬＣに供給されている油圧
との２つの軸を示しているが、２つの縦軸のゼロ点は、概ね上記のストロークエンド圧の
分だけオフセットしている。すなわち、供給油圧は、係合圧に対して、ストロークエンド
圧の分だけ大きくなる。
【００４６】
　変速機構制御部４６は、入力要求トルクが正トルクに設定されている状態でダウンシフ
トを行う場合（パワーオンダウンシフト）は、ダウンシフト中に、ロックアップクラッチ
ＬＣの係合圧が滑りを生じる滑り係合圧となるように制御する。この滑り係合圧は、入力
要求トルクの絶対値が大きくなるに従って大きい圧に設定される。
　本実施形態では、滑り係合圧は、図８の例に示すように、入力要求トルクが正トルクに
設定されている側で、直結限界係合圧未満に設定される共に、入力要求トルクの絶対値が
大きくなるに従って大きい圧に設定される。これにより、ロックアップクラッチＬＣは、
滑りが生じる状態に制御されるとともに、ロックアップクラッチＬＣの伝達トルクは、入
力要求トルクの大きさに比例して大きくなるように制御される。
【００４７】
　変速機構制御部４６は、入力要求トルクが負トルクに設定されている状態でダウンシフ
トを行う場合（パワーオフダウンシフト）は、当該ダウンシフト中に、ロックアップクラ
ッチＬＣの係合圧が直結限界係合圧以上の直結係合圧となるように制御する。そして、直
結係合圧は、入力要求トルクの絶対値が大きくなるに従って大きい圧に設定される。
　本実施形態では、直結係合圧は、図８の例に示すように、入力要求トルクが負トルクに
設定されている側で、直結限界係合圧より大きく設定される共に、入力要求トルクの絶対
値が大きくなるに従って大きい圧に設定される。
　これにより、ロックアップクラッチＬＣは、滑りが生じない状態に制御され、全ての入
力要求トルクを伝達可能な状態に制御される。そして、直結係合圧は、後述する完全係合
圧を下回り、直結限界係合圧に近接して設定されている。このように直結係合圧と直結限
界係合圧とを近接して設定することより、ダウンシフト中に、入力要求トルクが負トルク
から正トルクに変化した場合においても、ダウンシフト中に、遅れなく、ロックアップク
ラッチＬＣの係合圧を滑り係合圧に変化させることが可能になる。
【００４８】
　変速機構制御部４６は、アップシフトを行う場合（パワーオンアップシフト又はパワー
オフアップシフト）は、入力要求トルクに関係なく、当該アップシフト中に、ロックアッ
プクラッチＬＣの係合圧が直結限界係合圧以上のアップシフト時直結係合圧となるように
制御する。そして、アップシフト時直結係合圧は、入力要求トルクの大きさに関係なく、
入力要求トルクが最大となっても直結クラッチが滑りを生じない完全係合圧に設定される
。本実施形態では、アップシフト時直結係合圧は、図８の例に示すように、入力要求トル
クの絶対値が変化してもほぼ一定値に設定されており、入力要求トルクの最大値より大き
い最大トルク容量に対応する係合圧に設定される。
【００４９】
　以下で、ロックアップ協調変速制御部４１によって行われるロックアップ協調変速制御
について、変速パターン毎に、図４から図７を参照して、詳細に説明する。
【００５０】
３－６－１．パワーオンダウンシフト
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　まず、図４を参照して、ロックアップ協調変速制御部４１が、ロックアップクラッチ係
合状態から、パワーオンダウンシフトを行う場合に、ダウンシフト中に、ロックアップク
ラッチＬＣの係合圧が直結限界係合圧未満となるように制御するロックアップ協調変速制
御について説明する。ここで、パワーオンダウンシフトは、入力要求トルクが正トルクに
設定されている状態でダウンシフトを行なう制御である。
【００５１】
３－６－１－１．プレ制御相
　ロックアップ協調変速制御部４１は、ロックアップクラッチＬＣの係合圧が直結限界係
合圧以上とされているロックアップクラッチ係合状態（図４の時刻ｔ１１まで）において
、図３の矢印５１の例で示したように、アクセル開度が増加してダウンシフト線を跨ぐ等
してダウンシフト要求があった場合（図４の時刻ｔ１１）に、パワーオンダウンシフトに
おけるロックアップ協調変速制御を開始する（図４の時刻ｔ１１以降）。また、ロックア
ップ協調変速制御を開始するまで（図４の時刻ｔ１１まで）、ロックアップクラッチＬＣ
の係合圧は、完全係合圧に制御されている。
　本実施形態では、ロックアップ協調変速制御部４１は、この場合に、制御フェーズを通
常制御相からプレ制御相に移行させる（図４の時刻ｔ１１）。プレ制御相は、変速機構Ｔ
Ｍの解放側要素及び係合側要素の係合圧、又はロックアップクラッチＬＣの係合圧を、予
め変化させておくフェーズである。
【００５２】
　本実施形態では、ロックアップ協調変速制御部４１は、プレ制御相に移行した後（時刻
ｔ１１）に、ロックアップクラッチＬＣの係合圧を、完全係合圧から直結限界係合圧より
大きい所定圧まで次第に減少させる。また、ロックアップ協調変速制御部４１は、変速機
構ＴＭの係合側要素に、伝達トルク容量を生じ始めさせるために、係合側要素に供給され
る油圧を、所定の係合側予備圧にする制御を開始する。本例では、この係合側予備圧は、
ストロークエンド圧より所定圧だけ小さい圧に設定される。ロックアップ協調変速制御部
４１は、図３の例に示すように、係合側予備圧の制御の開始後、瞬間的に係合側予備圧よ
り高い指令圧を設定し、実圧の立ち上がりを早める制御を行っている。
　ロックアップ協調変速制御部４１は、プレ制御相に移行した後に、変速機構ＴＭの解放
側要素に供給されている油圧を、完全係合圧から、中間軸Ｍに伝達される入力トルクに応
じて設定される解放側予備圧まで減少させる。ここで、解放側予備圧は、解放側要素が中
間軸Ｍに伝達される入力トルクの全てを車輪側に伝達できる最小限の油圧である直結限界
圧より所定圧だけ大きくなるように設定される。完全係合圧は、入力要求トルクが駆動力
源としてのエンジンＥ及び回転電機ＭＧの出力トルクの合計の最大値となっても摩擦係合
要素に滑りを生じない油圧である。ロックアップ協調変速制御部４１は、指令圧を解放側
予備圧まで減少させてから所定時間経過後、指令圧を更にステップ的に所定油圧だけ減少
させた後、次第に減少させて、直結限界圧に近づけていく。ここで、中間軸Ｍに伝達され
る入力トルクは、入力要求トルクに応じて中間軸Ｍに伝達される入力トルクである。
【００５３】
　ロックアップ協調変速制御部４１は、ロックアップクラッチＬＣの係合圧を供給油圧の
指令圧に変換する。ロックアップ協調変速制御部４１は、ロックアップクラッチＬＣ、係
合側要素、及び解放側要素に対する指令圧を油圧制御装置ＰＣに指令し、油圧制御装置Ｐ
Ｃは、ロックアップクラッチＬＣ、係合側要素、及び解放側要素に指令圧の作動油を供給
する。以下、特に断らない場合であっても、ロックアップ協調変速制御部４１は、油圧制
御装置ＰＣを介して、各摩擦係合要素に指令圧の作動油を供給するものとする。なお、ロ
ックアップ協調変速制御部４１は、ロックアップクラッチＬＣに対して係合圧を設定する
ように構成しているが、供給油圧を設定するようにしてもよい。また、ロックアップ協調
変速制御部４１は、係合側要素及び解放側要素に対して供給油圧を設定するように構成し
ているが、係合圧を設定するようにしてもよい。
【００５４】
３－６－１－２．イナーシャ制御相
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　ロックアップ協調変速制御部４１は、中間軸Ｍの回転速度が、高速段の目標回転速度か
ら変動し始めた場合（図４の時刻ｔ１２）に、制御フェーズをプレ制御相からイナーシャ
制御相に移行させる。ここで、各変速段における中間軸Ｍの目標回転速度は、出力軸Ｏの
回転速度に各変速段の変速比を乗算した回転速度に設定される。
　イナーシャ制御相では、回転速度の関係は、高速段から低速段の状態に移行されるが、
トルクの関係は、変化せず高速段の状態のままに維持される。解放側要素は滑りながらト
ルクを伝達している状態にされ、係合要素は解放状態にされる。つまり、イナーシャ制御
相では、トルク伝達の関係は、高速段の関係のままで変化がなく、回転速度の関係だけが
高速段から低速段の関係に移行される。
【００５５】
　解放側要素の供給油圧が次第に減少していき、直結限界圧を下回ると、解放側要素は中
間軸Ｍに伝達される入力トルクの全てを車輪側に伝達できなくなる。この状態になると、
車輪側に伝達されない入力トルクが余剰トルクになり、この余剰トルクが解放側要素の入
力部材側のみに作用し、解放側要素の入出力部材間に回転速度差（滑り）が生じ始める。
パワーオンダウンシフトのように入力要求トルクが正トルクの場合は、余剰トルクは正ト
ルクになり、解放側要素の入力部材側の回転速度が、出力部材側の回転速度を上回り滑り
始める。これにより、中間軸Ｍの回転速度が、高速段の目標回転速度を上回り始める。ロ
ックアップ協調変速制御部４１は、この中間軸Ｍの回転速度における高速段の目標回転速
度からの変動を検出して、制御フェーズをプレ制御相からイナーシャ制御相に移行させる
。もしくは、プレ制御相の開始後、所定時間経過した時に、プレ制御相からイナーシャ制
御相に移行させるようにしてもよい。
【００５６】
　イナーシャ制御相では、解放側要素の供給油圧を直結限界圧より小さい圧に制御するこ
とにより、中間軸Ｍに伝達される入力トルクの内、車輪側に伝達されないトルクである余
剰トルクを制御し、この余剰トルクにより、中間軸Ｍの回転速度を低速段の目標回転速度
まで上昇させる。この中間軸Ｍの回転速度の増加速度は、余剰トルクの大きさに比例し、
入力部材側のイナーシャ（慣性モーメント）に反比例する。
【００５７】
　パワーオンダウンシフトでは、入力要求トルクが大きく設定される場合が多く、また、
短時間での変速が要求される。このようなパワーダウンシフトでは、トルクショックを少
なくしつつ短時間で変速を行うことが重要である。そこで、本実施形態では、変速中に一
時的にロックアップクラッチＬＣを滑らせて、トルクショックの低減及び変速時間の短縮
を図るように構成している。また、パワーオンダウンシフトでは、回転電機ＭＧは車輪Ｗ
から伝達される回転駆動力により回生発電を行っておらず、本例では、回転電機ＭＧの出
力トルクは回生トルクに設定されていない。よって、回生発電の効率を向上させるために
、ロックアップクラッチＬＣを滑りなく係合した状態に維持させておく必要もない。
【００５８】
　そこで、イナーシャ制御相に入ると（図４の時刻ｔ１２）、ロックアップ協調変速制御
部４１は、ロックアップクラッチＬＣの係合圧を直結限界係合圧より低い圧に低下させる
。
　ロックアップクラッチＬＣの係合圧が直結限界係合圧を下回ると（図４の時刻ｔ１２）
、中間軸Ｍに伝達されない入力トルクは余剰トルクとなり、図４に示すように、入力軸Ｉ
の回転速度が中間軸Ｍの回転速度を上回り始める。
【００５９】
　そして、ロックアップクラッチＬＣを、その伝達トルク容量を低下させて滑らせると、
ロックアップクラッチＬＣの入力部材側のイナーシャと出力部材側のイナーシャとが分離
され、中間軸Ｍに作用するイナーシャが、回転電機ＭＧ及びエンジンＥ等の入力部材側の
イナーシャ分だけ低減する。
　従って、ロックアップクラッチＬＣを滑らせると、中間軸Ｍに作用するイナーシャを低
減することができ、中間軸Ｍの回転速度の増加速度を高めることができる。また、中間軸
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Ｍに作用するイナーシャを低減することにより、解放側要素の油圧制御により余剰トルク
を大きく変化させなくても、中間軸Ｍの回転速度を応答性良く制御することが可能になる
。これにより、解放側要素の油圧制御の応答遅れにより中間軸Ｍの回転速度の制御精度が
悪化することを防止でき、制御精度を向上させることができる。油圧制御の応答遅れは比
較的大きいので、制御精度の向上効果は大きくなる。
【００６０】
　ロックアップ協調変速制御部４１は、この滑りが生じる滑り係合圧を、図８に示したよ
うに、入力要求トルクの絶対値が大きくなるに従って大きい圧に設定する。従って、ダウ
ンシフト中であっても、入力要求トルクの増加に応じて、ロックアップクラッチＬＣを介
して中間軸Ｍ及び変速機構ＴＭに伝達されるトルクを適度に増加させることができ、ダウ
ンシフト中に車輪側に伝達されるトルクが入力要求トルクから大幅に低下することを抑制
できる。また、入力要求トルクの増加に応じて、余剰トルクを適度に増加させることがで
き、変速後のロックアップクラッチ再係合時間を短縮することができる。
【００６１】
　ロックアップ協調変速制御部４１は、中間軸Ｍの回転速度が、低速段の目標回転速度に
近づいてくると、解放側要素の供給油圧を増加させ、解放側要素の伝達トルク容量を増加
させて伝達トルクを増加させる。これにより、余剰トルクを減少させ、中間軸Ｍの回転速
度の増加速度を減少させていく。そして、中間軸Ｍの回転速度を低速段の目標回転速度に
同期させる。本実施形態では、中間軸Ｍの回転速度が低速段の目標回転速度に到達した時
の、中間軸Ｍの回転速度の増加速度が、低速段の目標回転速度の増加速度に一致するよう
に、中間軸Ｍの回転速度が低速段の目標回転速度に近づくにつれ、解放側要素の供給油圧
を増加させる。この解放側要素の供給油圧の変化は、中間軸Ｍの回転速度と低速段の目標
回転速度とに基づくフィードバック制御及びフィードフォワード制御の一方又は双方によ
り行われる。
【００６２】
３－６－１－３．トルク制御相
　ロックアップ協調変速制御部４１は、中間軸Ｍの回転速度が、低速段の目標回転速度に
同期したと判定した場合（図４の時刻ｔ１３）に、制御フェーズをイナーシャ制御相から
トルク制御相に移行させる。
　トルク制御相では、トルクの関係も高速段から低速段の状態に移行され、トルク分担は
解放状態にから係合側要素に完全に移行される。つまり、トルク制御相では、回転速度の
関係だけでなく、トルク伝達の関係も、高速段から低速段の状態に移行させる。
【００６３】
　ロックアップ協調変速制御部４１は、トルク制御相への移行後、係合側要素の供給油圧
を、係合側予備圧から次第に増加させ、トルク制御相へ移行してから所定期間経過した後
（図４の時刻ｔ１４）に、係合側要素の供給油圧を完全係合圧まで増加させる。一方、ロ
ックアップ協調変速制御部４１は、トルク制御相への移行後、解放側要素の供給油圧を、
ゼロまで次第に減少させる。
【００６４】
　ロックアップ協調変速制御部４１は、トルク制御相への移行後、ロックアップクラッチ
ＬＣの係合圧を、滑り係合圧から完全係合圧まで次第に増加させ、ロックアップクラッチ
ＬＣの滑りを減少させる。
　本実施形態では、ロックアップ協調変速制御部４１は、トルク制御相への移行後（図４
の時刻ｔ１３）に、ロックアップクラッチＬＣの係合圧を、直結限界係合圧より所定圧だ
け大きい圧まで増加させる。その後、ロックアップ協調変速制御部４１は、ロックアップ
クラッチＬＣの係合圧を、完全係合圧まで次第に増加させる。
【００６５】
　ロックアップクラッチＬＣの係合圧が、直結限界係合圧を上回ると、ロックアップクラ
ッチＬＣの入力部材（入力軸Ｉ側）から出力部材（中間軸Ｍ側）へ伝達する伝達トルクは
入力要求トルクを上回り、その伝達トルクの反力としてロックアップクラッチＬＣから入
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力軸Ｉに作用する負トルクの大きさは、入力要求トルクの大きさを上回る。よって、トル
ク制御相に移行後、入力軸Ｉの回転速度は減少を開始し、ロックアップクラッチＬＣの滑
りが減少し始める。滑りの減少開始後、ロックアップクラッチＬＣの滑りが無くなるまで
には、イナーシャによる応答遅れが生じる。これは、入力軸Ｉの回転速度の減少速度は、
入力軸Ｉ側のイナーシャに反比例し、入力軸Ｉの回転速度は、すぐには中間軸Ｍまで減少
しないためである。
　ロックアップ協調変速制御部４１は、トルク制御相への移行後、所定期間経過した後（
図４の時刻ｔ１５）に、ロックアップ係合圧を完全係合圧まで増加させる。これにより、
ロックアップクラッチＬＣは、パワーオンダウンシフトの開始前の係合状態に復帰する。
そして、ロックアップ協調変速制御部４１は、パワーオンダウンシフトにおけるロックア
ップ協調変速制御を終了する。もしくは、ロックアップ協調変速制御部４１は、入力軸Ｉ
の回転速度が中間軸Ｍの回転速度に一致したと判定した場合に、ロックアップ係合圧を完
全係合圧まで増加させるようにしてもよい。
【００６６】
３－６－２．パワーオフダウンシフト
　次に、図５を参照して、ロックアップ協調変速制御部４１が、ロックアップクラッチ係
合状態から、パワーオフダウンシフトを行う場合に、ダウンシフト中に、ロックアップク
ラッチＬＣの係合圧を直結限界係合圧以上の直結係合圧となるように制御するロックアッ
プ協調変速制御について説明する。ここで、パワーオフダウンシフトは、入力要求トルク
が負トルクに設定されている状態でダウンシフトを行なう制御である。
【００６７】
３－６－２－１．プレ制御相
　ロックアップ協調変速制御部４１は、ロックアップクラッチＬＣの係合圧が直結限界係
合圧以上とされているロックアップクラッチ係合状態（図５の時刻ｔ２１まで）において
、図３の矢印５２の例で示したように、車速が減少してダウンシフト線を跨ぐ等してダウ
ンシフト要求があった場合（図５の時刻ｔ２１）に、パワーオフダウンシフトにおけるロ
ックアップ協調変速制御を開始する（図５の時刻ｔ２１以降）。ロックアップ協調変速制
御中は、入力要求トルクは負トルクなので、回転電機ＭＧは、回生トルクを出力している
。また、ロックアップ協調変速制御を開始するまで（図５の時刻ｔ２１まで）、ロックア
ップクラッチＬＣの係合圧は、完全係合圧に制御されている。
　本実施形態では、ロックアップ協調変速制御部４１は、この場合に、制御フェーズを通
常制御相からプレ制御相に移行させる（図５の時刻ｔ２１）。
【００６８】
　本実施形態では、ロックアップ協調変速制御部４１は、プレ制御相に移行した後（時刻
ｔ２１）に、ロックアップクラッチＬＣの係合圧を、完全係合圧から直結係合圧まで次第
に減少させる。また、ロックアップ協調変速制御部４１は、変速機構ＴＭの係合側要素に
、伝達トルク容量を生じ始めさせるために、係合側要素に供給される油圧を、所定の係合
側予備圧にする制御を開始する。本例では、この係合側予備圧は、ストロークエンド圧よ
り所定圧だけ小さい圧に設定される。ロックアップ協調変速制御部４１は、図４の例に示
すように、係合側予備圧の制御の開始後、瞬間的に係合側予備圧より高い指令圧を設定し
、実圧の立ち上がりを早める制御を行っている。
　ロックアップ協調変速制御部４１は、プレ制御相に移行した後に、変速機構ＴＭの解放
側要素に供給されている油圧を、完全係合圧から入力要求トルクに応じて設定される解放
側予備圧まで減少させる。解放側予備圧は、解放側要素が全ての入力要求トルクを車輪側
に伝達できる最小限の油圧である直結限界圧より所定圧だけ大きくなるように設定される
。
【００６９】
３－６－２－２．トルク制御相
　ロックアップ協調変速制御部４１は、プレ制御相の開始後所定期間が経過後、制御フェ
ーズをプレ制御相からトルク制御相に移行させる。
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　トルク制御相では、トルクの関係は、高速段から低速段の状態に移行されるが、回転速
度の関係は、変化せず高速段の状態の回転速度のままに維持され、係合側要素はトルクを
摩擦により伝達しながら滑っている状態にされ、解放側要素は解放状態にされる。つまり
、トルク制御相では、回転速度の関係は、高速段の関係のままで変化がなく、トルク分担
だけが高速段から低速段の関係に移行される。
【００７０】
　ロックアップ協調変速制御部４１は、トルク制御相への移行後（図５の時刻ｔ２２）に
、係合側要素の供給油圧を係合側予備圧から直結限界圧まで次第に増加させる。一方、ロ
ックアップ協調変速制御部４１は、トルク制御相への移行後、解放側要素の供給油圧を、
解放側予備圧からステップ的に所定圧だけ減少させた後、ゼロまで次第に減少させる。本
例では、解放側要素の供給油圧がストロークエンド圧に到達する時点が、係合側要素の供
給油圧が直結限界圧に到達する時点と一致するように設定されている。
　また、ロックアップ協調変速制御部４１は、ロックアップクラッチＬＣの係合圧を、ト
ルク制御相への移行後も、引き続きプレ制御相と同様に、直結係合圧まで次第に減少させ
る。
【００７１】
３－６－２－３．イナーシャ制御相
　ロックアップ協調変速制御部４１は、係合側要素の供給油圧が直結限界圧に到達した後
（図５の時刻ｔ２３）に、制御フェーズをトルク制御相からイナーシャ制御相に移行させ
る。
　イナーシャ制御相では、係合側要素の供給油圧を直結限界圧より大きくすることにより
、係合側要素の入出力部材間の摩擦により車輪側から中間軸Ｍに伝達されるトルクを、入
力要求トルクの大きさより上回らせる。そして、上回ったトルクである余剰トルクにより
、係合側要素の入力部材側の回転速度を出力部材側の回転速度まで増加させ、係合側要素
の入出力部材間の回転速度差（滑り）がない状態に移行させる。この入力部材側の回転速
度の増加速度は、余剰トルクに比例し、入力部材側のイナーシャ（慣性モーメント）に反
比例する。
【００７２】
　ロックアップ協調変速制御部４１は、イナーシャ制御相への移行後（図５の時刻ｔ２３
）に、係合側要素の供給油圧を直結限界圧から次第に増加させる。これにより、中間軸Ｍ
に作用している余剰トルクが増加し、中間軸Ｍの回転速度が増加する。ロックアップ協調
変速制御部４１は、中間軸Ｍの回転速度が、低速段の目標回転速度に近づいてくると、係
合側要素の供給油圧を減少させて、係合側要素の伝達トルク容量を減少させて伝達トルク
を減少せることにより、余剰トルクを減少させ、中間軸Ｍの回転速度の増加速度を減少さ
せていく。本実施形態では、中間軸Ｍの回転速度が低速段の目標回転速度に到達した時の
、中間軸Ｍの回転速度の増加速度が、低速段の目標回転速度の増加速度に一致するように
、中間軸Ｍの回転速度が低速段の目標回転速度に近づくにつれ、係合側要素の供給油圧を
減少させる。この係合側要素の供給油圧の変化は、中間軸Ｍの回転速度と低速段の目標回
転速度とに基づくフィードバック制御及びフィードフォワード制御の一方又は双方により
行われる。
【００７３】
　ロックアップ協調変速制御部４１は、イナーシャ制御相への移行後（図５の時刻ｔ２３
）に、ロックアップクラッチＬＣの係合圧を、直結係合圧に設定する。直結係合圧は、図
８で示したように、入力要求トルクの絶対値が大きくなるに従って大きい圧に設定される
。これにより、パワーオフダウンシフト中に、入力要求トルクが負トルクから正トルクに
変化してパワーオンダウンシフト制御に移行する場合においても、ダウンシフト中に、遅
れなく、ロックアップクラッチＬＣの係合圧を滑り係合圧に変化させることが可能になる
。そして、パワーオンダウンシフト中にトルクショックが発生することを防止できる。
【００７４】
　ロックアップ協調変速制御部４１は、中間軸Ｍの回転速度が、低速段の目標回転速度に
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同期したと判定し場合（図５の時刻ｔ２４）に、係合側要素の供給油圧を完全係合圧まで
次第に増加させる。これと同時に、ロックアップ協調変速制御部４１は、ロックアップク
ラッチＬＣの係合圧を完全係合圧まで次第に増加させる。
　同期したと判定してから所定期間経過した後（図５の時刻ｔ２５）に、係合側要素の供
給油圧を完全係合圧までステップ的に増加させるとともに、ロックアップクラッチＬＣの
係合圧を完全係合圧までステップ的に増加させる。そして、ロックアップ協調変速制御部
４１は、パワーオフダウンシフトにおけるロックアップ協調変速制御を終了する。
【００７５】
３－６－３．パワーオンアップシフト
　次に、図６を参照して、ロックアップ協調変速制御部４１が、ロックアップクラッチ係
合状態で、パワーオンアップシフトを行う場合に、アップシフト中に、ロックアップクラ
ッチＬＣの係合圧を直結限界係合圧以上のアップシフト時直結係合圧となるように制御す
るロックアップ協調変速制御について説明する。ここで、パワーオンアップシフトは、入
力要求トルクが正トルクに設定されている状態でアップシフトを行なう制御である。
　なお、アップシフト時直結係合圧は、図８で示したように、入力要求トルクの大きさに
関係なく、入力要求トルクが最大となっても前記直結クラッチが滑りを生じない完全係合
圧に設定される。
【００７６】
３－６－３－１．プレ制御相
　ロックアップ協調変速制御部４１は、ロックアップクラッチＬＣの係合圧が直結限界係
合圧以上とされているロックアップクラッチ係合状態（図６の時刻ｔ３１まで）において
、図３の矢印５３の例で示したように、車速が増加してアップシフト線を跨ぐ等してアッ
プシフト要求があった場合（図６の時刻ｔ３１）に、パワーオンアップシフトにおけるロ
ックアップ協調変速制御を開始する（図６の時刻ｔ３１以降）。なお、ロックアップ協調
変速制御を開始するまで（図６の時刻ｔ３１まで）、ロックアップクラッチＬＣの係合圧
は、完全係合圧に制御されている。
　本実施形態では、ロックアップ協調変速制御部４１は、この場合に、制御フェーズを通
常制御相からプレ制御相に移行させる（図６の時刻ｔ３１）。
【００７７】
　本実施形態では、ロックアップ協調変速制御部４１は、プレ制御相に移行した後（時刻
ｔ３１）も、ロックアップクラッチＬＣの係合圧を、完全係合圧に維持する。ロックアッ
プ協調変速制御部４１は、変速機構ＴＭの係合側要素に、伝達トルク容量を生じ始めさせ
るために、係合側要素に供給される油圧を、所定の係合側予備圧にする制御を開始する。
本例では、この係合側予備圧は、ストロークエンド圧より所定圧だけ小さい圧に設定され
る。ロックアップ協調変速制御部４１は、図６の例に示すように、係合側予備圧の制御の
開始後、瞬間的に係合側予備圧より高い指令圧を設定し、実圧の立ち上がりを早める制御
を行っている。
　ロックアップ協調変速制御部４１は、プレ制御相に移行した後に、変速機構ＴＭの解放
側要素に供給されている油圧を、完全係合圧から入力要求トルクに応じて設定される解放
側予備圧まで減少させる。解放側予備圧は、解放側要素が全ての入力要求トルクを車輪側
に伝達できる最小限の油圧である直結限界圧より所定圧だけ大きくなるように設定される
。
【００７８】
３－６－３－２．トルク制御相
　ロックアップ協調変速制御部４１は、プレ制御相の開始後所定期間が経過後、制御フェ
ーズをプレ制御相からトルク制御相に移行させる。
　トルク制御相では、トルクの関係は、低速段から高速段の状態に移行されるが、回転速
度の関係は、変化せず低速段の状態の回転速度のままに維持され、係合側要素はトルクを
摩擦により伝達しながら滑っている状態にされ、解放側要素は解放状態にされる。つまり
、トルク制御相では、回転速度の関係は、低速段の関係のままで変化がなく、トルク分担
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だけが低速段から高速段の関係に移行される。
【００７９】
　ロックアップ協調変速制御部４１は、トルク制御相への移行後（図６の時刻ｔ３２）に
、係合側要素の供給油圧を係合側予備圧から直結限界圧まで次第に増加させる。一方、ロ
ックアップ協調変速制御部４１は、トルク制御相への移行後、解放側要素の供給油圧を、
解放側予備圧からステップ的に所定圧だけ減少させた後、ゼロまで次第に減少させる。本
例では、解放側要素の供給油圧がストロークエンド圧に到達する時点が、係合側要素の供
給油圧が直結限界圧に到達する時点と一致するように設定されている。
　本実施形態では、ロックアップ協調変速制御部４１は、トルク制御相に移行した後（時
刻ｔ３２）も、ロックアップクラッチＬＣの係合圧を、完全係合圧に維持する。
【００８０】
３－６－３－３．イナーシャ制御相
　ロックアップ協調変速制御部４１は、係合側要素の供給油圧が直結限界圧に到達した後
（図６の時刻ｔ３３）に、制御フェーズをトルク制御相からイナーシャ制御相に移行させ
る。
　イナーシャ制御相では、係合側要素の供給油圧を直結限界圧より大きくすることにより
、係合側要素の入出力部材間の摩擦により中間軸Ｍから車輪側に伝達されるトルクを、入
力要求トルクの大きさより上回らせる。車輪側に入力要求トルク以上のトルクが伝達され
るので、入力部材側に作用する余剰トルクは負トルクになり、係合側要素の入力部材側の
回転速度を出力部材側の回転速度まで減少させ、係合側要素の入出力部材間の回転速度差
（滑り）がない状態に移行させる。この入力部材側の回転速度の減少速度は、余剰トルク
の大きさに比例し、入力部材側のイナーシャ（慣性モーメント）に反比例する。
【００８１】
　ロックアップ協調変速制御部４１は、イナーシャ制御相への移行後（図６の時刻ｔ３３
）に、係合側要素の供給油圧を直結限界圧から次第に増加させる。これにより、中間軸Ｍ
に作用している負トルクである余剰トルクの大きさが増加し、中間軸Ｍの回転速度の減少
速度が増加する。ロックアップ協調変速制御部４１は、中間軸Ｍの回転速度が、高速段の
目標回転速度に近づいてくると、係合側要素の供給油圧を減少させ、係合側要素の伝達ト
ルク容量を減少させて伝達トルクを減少せる。これにより、余剰トルクの大きさを減少さ
せ、中間軸Ｍの回転速度の減少速度を減少させていく。本実施形態では、中間軸Ｍの回転
速度が高速段の目標回転速度に到達した時の、中間軸Ｍの回転速度の減少速度が、高速段
の目標回転速度の減少速度に一致するように、中間軸Ｍの回転速度が高速段の目標回転速
度に近づくにつれ、係合側要素の供給油圧を減少させる。この係合側要素の供給油圧の変
化は、中間軸Ｍの回転速度と高速段の目標回転速度とに基づくフィードバック制御及びフ
ィードフォワード制御の一方又は双方により行われる。
【００８２】
　本実施形態では、ロックアップ協調変速制御部４１は、イナーシャ制御相に移行した後
（時刻ｔ３３）も、ロックアップクラッチＬＣの係合圧を、完全係合圧に維持する。これ
により、変速中であっても、回生トルクを車輪側に伝達することができ、回生発電の効率
が悪化することを防止できる。また、図３の矢印５３の例で示したように、パワーオンア
ップシフトは、パワーオンダウンシフトのように、入力要求トルクが大幅に増加された場
合に行われる変速ではないため、変速期間を短縮する必要性は比較的低い。よって、変速
によるトルクショックは大きくなりにくく、ロックアップクラッチＬＣを滑らせてまで、
トルクショックを低減する必要性は低い。
【００８３】
　ロックアップ協調変速制御部４１は、中間軸Ｍの回転速度が、高速段の目標回転速度に
同期したと判定した場合（図６の時刻ｔ３４）に、係合側要素の供給油圧を完全係合圧ま
で次第に増加させる。同期したと判定してから所定期間経過した後（図６の時刻ｔ３５）
に、係合側要素の供給油圧を完全係合圧までステップ的に増加させる。そして、ロックア
ップ協調変速制御部４１は、パワーオンアップシフトにおけるロックアップ協調変速制御
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を終了する。
【００８４】
３－６－４．パワーオフアップシフト
　次に、図７を参照して、ロックアップ協調変速制御部４１が、ロックアップクラッチ係
合状態で、パワーオフアップシフトを行う場合に、アップシフト中に、ロックアップクラ
ッチＬＣの係合圧を直結限界係合圧以上のアップシフト時直結係合圧となるように制御す
るロックアップ協調変速制御について説明する。ここで、パワーオフアップシフトは、入
力要求トルクが負トルクに設定されている状態でアップシフトを行なう制御である。
　なお、アップシフト時直結係合圧は、図８で示したように、入力要求トルクの大きさに
関係なく、入力要求トルクが最大となっても前記直結クラッチが滑りを生じない完全係合
圧に設定される。
【００８５】
３－６－４－１．プレ制御相
　ロックアップ協調変速制御部４１は、ロックアップクラッチＬＣの係合圧が直結限界係
合圧以上とされているロックアップクラッチ係合状態（図７の時刻ｔ４１まで）において
、図３の矢印５４の例で示したように、アクセル開度が減少してアップシフト線を跨ぐ等
してアップシフト要求があった場合（図７の時刻ｔ４１）に、パワーオフアップシフトに
おけるロックアップ協調変速制御を開始する（図７の時刻ｔ４１以降）。ロックアップ協
調変速制御中は、入力要求トルクは負トルクなので、回転電機ＭＧは、回生トルクを出力
している。なお、ロックアップ協調変速制御を開始するまで（図７の時刻ｔ４１まで）、
ロックアップクラッチＬＣの係合圧は、完全係合圧に制御されている。
　本実施形態では、ロックアップ協調変速制御部４１は、この場合に、制御フェーズを通
常制御相からプレ制御相に移行させる（図７の時刻ｔ４１）。プレ制御相は、変速機構Ｔ
Ｍの解放側要素及び係合側要素の係合圧を、予め変化させておくフェーズである。
【００８６】
　本実施形態では、ロックアップ協調変速制御部４１は、変速機構ＴＭの係合側要素に、
伝達トルク容量を生じ始めさせるために、係合側要素に供給される油圧を、所定の係合側
予備圧にする制御を開始する。本例では、この係合側予備圧は、ストロークエンド圧より
所定圧だけ小さい圧に設定される。ロックアップ協調変速制御部４１は、図７の例に示す
ように、係合側予備圧の制御の開始後、瞬間的に係合側予備圧より高い指令圧を設定し、
実圧の立ち上がりを早める制御を行っている。
　ロックアップ協調変速制御部４１は、プレ制御相に移行した後に、変速機構ＴＭの解放
側要素に供給されている油圧を、完全係合圧から、中間軸Ｍに伝達される入力トルクに応
じて設定される解放側予備圧まで減少させる。解放側予備圧は、解放側要素が全ての入力
要求トルクを車輪側に伝達できる最小限の油圧である直結限界圧より所定圧だけ大きくな
るように設定される。
　本実施形態では、ロックアップ協調変速制御部４１は、プレ制御相に移行した後（時刻
ｔ４１）も、ロックアップクラッチＬＣの係合圧を、完全係合圧に維持する。
【００８７】
　ロックアップ協調変速制御部４１は、指令圧を解放側予備圧まで減少させてから所定時
間経過後（図７の時刻ｔ４２）、指令圧を更にステップ的に所定油圧だけ減少させた後、
次第に減少させて、直結限界圧に近づけていく。なお、完全係合圧は、入力要求トルクが
駆動力源としてのエンジンＥ及び回転電機ＭＧの出力トルクの合計の最大値となっても摩
擦係合要素に滑りを生じ始めない油圧である。また、本例では、ロックアップ協調変速制
御部４１は、当該所定時間経過後（図７の時刻ｔ４２）に、係合側要素の供給油圧を、係
合側予備圧から次第に増加させる。この増加により係合側要素にも伝達トルク容量が生じ
、入力要求トルクの負トルクの大きさが小さい場合でも、中間軸Ｍの回転速度を、迅速に
高速段の目標回転速度まで減少させることができる。
【００８８】
３－６－４－２．イナーシャ制御相
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　ロックアップ協調変速制御部４１は、中間軸Ｍの回転速度が、低速段の目標回転速度か
ら変動し始めた場合（図７の時刻ｔ４３）に、制御フェーズをプレ制御相からイナーシャ
制御相に移行させる。
　イナーシャ制御相では、回転速度の関係は、低速段から高速段の状態に移行されるが、
トルクの関係は、大きく変化せず低速段の状態に維持される。解放側要素は滑りながらト
ルクを伝達している状態にされ、係合要素は若干のトルクを伝達している状態にされる。
つまり、イナーシャ制御相では、トルク伝達の関係は、概ね低速段の関係に維持され、回
転速度の関係が低速段から高速段の関係に移行される。
【００８９】
　解放側要素の供給油圧が次第に減少していき、直結限界圧を下回ると、解放側要素は中
間軸Ｍに伝達される入力トルクの全てを車輪側に伝達できなくなる。この状態になると、
車輪側に伝達されない入力トルクが余剰トルクになり、この余剰トルクが解放側要素の入
力部材側のみに作用し、解放側要素の入出力部材間に回転速度差（滑り）が生じ始める。
パワーオフアップシフトのように入力要求トルクが負トルクの場合は、余剰トルクは負ト
ルクになり、解放側要素の入力部材側の回転速度が、出力部材側の回転速度を下回り滑り
始める。これにより、中間軸Ｍの回転速度が、低速段の目標回転速度を下回り始める。ロ
ックアップ協調変速制御部４１は、この中間軸Ｍの回転速度における低速段の目標回転速
度からの変動を検出して、制御フェーズをプレ制御相からイナーシャ制御相に移行させる
。もしくは、プレ制御相の開始後、所定時間経過した時に、プレ制御相からイナーシャ制
御相に移行させるようにしてもよい。
【００９０】
　イナーシャ制御相では、解放側要素の供給油圧を直結限界圧より小さい圧に制御するこ
とにより、中間軸Ｍに伝達される入力トルクの内、車輪側に伝達されないトルクである余
剰トルクを制御し、この余剰トルクにより、中間軸Ｍの回転速度を高速段の目標回転速度
まで減少させる。また、係合側要素の伝達トルク容量を生じさせているので、中間軸Ｍの
回転速度を高速段の目標回転速度に減少させるトルクが生じる。この係合側要素のトルク
により、入力要求トルクの負トルクの大きさが小さく、余剰トルクの大きさが小さい場合
でも、中間軸Ｍの回転速度の減少速度を増加させて、アップシフト期間を短縮することが
できる。
　本実施形態では、ロックアップ協調変速制御部４１は、イナーシャ制御相に移行した後
（時刻ｔ４３）も、ロックアップクラッチＬＣの係合圧を、完全係合圧に維持する。
【００９１】
　ロックアップ協調変速制御部４１は、中間軸Ｍの回転速度が、高速段の目標回転速度に
近づいてくると、解放側要素の供給油圧を増加させて、解放側要素の伝達トルク容量を増
加させて伝達トルクを増加させることにより、余剰トルクの大きさを減少させ、中間軸Ｍ
の回転速度の減少速度を低下させる。また、ロックアップ協調変速制御部４１は、中間軸
Ｍの回転速度が、高速段の目標回転速度に近づいてくると、係合側要素の伝達トルク容量
を減少させて伝達トルクを減少させることにより、中間軸Ｍの回転速度の減少速度を低下
させる。そして、中間軸Ｍの回転速度を高速段の目標回転速度に同期させる。本実施形態
では、中間軸Ｍの回転速度が高速段の目標回転速度に到達した時の、中間軸Ｍの回転速度
の減少速度が、高速段の目標回転速度の減少速度に一致するように、中間軸Ｍの回転速度
が高速段の目標回転速度に近づくにつれ、解放側要素の供給油圧を増加させると共に、係
合側要素の供給油圧を係合側予備圧付近まで減少させる。この解放側要素及び係合側要素
の供給油圧の変化は、中間軸Ｍの回転速度と高速段の目標回転速度とに基づくフィードバ
ック制御及びフィードフォワード制御の一方又は双方により行われる。
【００９２】
　本実施形態では、ロックアップ協調変速制御部４１は、イナーシャ制御相に移行した後
（時刻ｔ４３）も、ロックアップクラッチＬＣの係合圧を、完全係合圧に維持する。これ
により、変速中であっても、回生トルクを車輪側に伝達することができ、回生発電の効率
が悪化することを防止できる。また、図３の矢印５４の例で示したように、パワーオフア
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ップシフトは、入力要求トルクは大幅に減少されているが、パワーオンダウンシフトのよ
うな加速時でないため変速期間を短縮する必要性は低く、入力要求トルクの大きさも比較
的大きくならない。よって、変速によるトルクショックは大きくなりにくく、ロックアッ
プクラッチＬＣを滑らせてまで、トルクショックを低減する必要性は低い。
【００９３】
３－６－４－３．トルク制御御相
　ロックアップ協調変速制御部４１は、中間軸Ｍの回転速度が、高速段の目標回転速度に
同期したと判定し場合（図７の時刻ｔ４４）に、制御フェーズをイナーシャ制御相からト
ルク制御相に移行させる。
　トルク制御相では、トルクの関係も低速段から高速段の状態に移行され、トルク分担は
解放側要素から係合側要素に完全に移行される。つまり、トルク制御相では、回転速度の
関係だけでなく、トルク伝達の関係も、低速段から高速段の状態に移行させる。
【００９４】
　ロックアップ協調変速制御部４１は、トルク制御相への移行後、係合側要素の供給油圧
を、次第に増加させ、トルク制御相への移行後、所定時間経過した後（図７の時刻ｔ４５
）に、係合側要素の供給油圧を完全係合圧まで増加させる。一方、ロックアップ協調変速
制御部４１は、トルク制御相への移行後、解放側要素の供給油圧を、ゼロまで次第に減少
させる。そして、ロックアップ協調変速制御部４１は、パワーオフアップシフトにおける
ロックアップ協調変速制御を終了する。
【００９５】
〔その他の実施形態〕
（１）上記の実施形態においては、ロックアップ協調変速制御部４１は、パワーオンダウ
ンシフトにおけるイナーシャ制御相において、ロックアップクラッチＬＣの係合圧を滑り
係合圧に設定する場合を例として説明した。しかし、本発明の実施形態はこれに限定され
ない。すなわち、ロックアップ協調変速制御部４１は、中間軸Ｍの回転速度を低速段の目
標回転速度に変化させている期間（本実施形態では、イナーシャ制御相の期間）を少なく
とも含むパワーオンダウンシフト中の期間において、ロックアップクラッチＬＣの係合圧
を滑り係合圧に設定すればよく、例えば、イナーシャ制御相に加えて、プレ制御相の期間
（図４の時刻ｔ１１からｔ１２）、及びトルク制御相の開始時点から係合側要素の供給油
圧を完全係合圧に増加させるまでの期間（図４の時刻ｔ１３からｔ１４）の一方又は双方
の期間においても、ロックアップクラッチＬＣの係合圧を滑り係合圧に設定するようにす
ることも本発明の好適な実施形態の一つである。
【００９６】
（２）上記の実施形態においては、ロックアップ協調変速制御部４１は、パワーオンダウ
ンシフトにおいて、ロックアップクラッチＬＣの係合圧を滑り係合圧に設定する場合を例
として説明した。しかし、本発明の実施形態はこれに限定されない。すなわち、ロックア
ップ協調変速制御部４１は、パワーオンダウンシフトにおいて、ロックアップクラッチの
係合圧を直結限界係合圧未満の係合圧に設定すればよく、例えば、ゼロに設定することも
本発明の好適な実施形態の一つである。
【００９７】
（３）上記の実施形態においては、ロックアップ協調変速制御部４１は、パワーオフダウ
ンシフトにおけるイナーシャ制御相において、ロックアップクラッチＬＣの係合圧を直結
係合圧に設定する場合を例として説明した。しかし、本発明の実施形態はこれに限定され
ない。すなわち、ロックアップ協調変速制御部４１は、中間軸Ｍの回転速度を低速段の目
標回転速度に変化させている期間（本実施形態では、イナーシャ制御相の期間）を少なく
とも含むパワーオフダウンシフト中の期間において、ロックアップクラッチＬＣの係合圧
を直結係合圧に設定すればよく、例えば、イナーシャ制御相に加えて、プレ制御相の期間
（図５の時刻ｔ２１からｔ２２）、及びトルク制御相の期間（図５の時刻ｔ２２からｔ２
３）の一方又は双方の期間においても、ロックアップクラッチＬＣの係合圧を直結係合圧
に設定することも本発明の好適な実施形態の一つである。
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（４）上記の実施形態においては、ロックアップ協調変速制御部４１は、パワーオフダウ
ンシフトにおいて、ロックアップクラッチＬＣの係合圧を直結係合圧に設定する場合を例
として説明した。しかし、本発明の実施形態はこれに限定されない。すなわち、ロックア
ップ協調変速制御部４１は、パワーオフダウンシフトにおいて、ロックアップクラッチの
係合圧を直結限界係合圧以上の係合圧に設定すればよく、例えば、完全係合圧に設定する
ことも本発明の好適な実施形態の一つである。
【００９９】
（５）上記の実施形態においては、ロックアップ協調変速制御部４１は、パワーオンアッ
プシフト及びパワーオフアップシフトにおいて、ロックアップクラッチＬＣの係合圧を完
全係合圧に設定する場合を例として説明した。しかし、本発明の実施形態はこれに限定さ
れない。すなわち、ロックアップ協調変速制御部４１は、パワーオンアップシフト又はパ
ワーオフアップシフトにおいて、ロックアップクラッチの係合圧を直結限界係合圧以上の
係合圧に設定すればよく、例えば、パワーオフダウンシフトの直結係合圧と同等の圧のよ
うに完全係合圧より低い圧に設定することも本発明の好適な実施形態の一つである。
【産業上の利用可能性】
【０１００】
　本発明は、車両の駆動力源としての内燃機関及び回転電機の少なくとも一方に駆動連結
される入力部材と、車輪に駆動連結される出力部材と、入力部材の回転を変速入力部材へ
伝達する直結クラッチ付きの流体継手と、選択的に形成される変速段の変速比で変速入力
部材の回転を変速して出力部材に伝達する変速機構と、を備えたハイブリッド車両用駆動
装置の制御を行なう制御装置に好適に利用することができる。
【符号の説明】
【０１０１】
Ｅ：エンジン（内燃機関）
ＭＧ：回転電機
Ｉ：入力軸（入力部材）
Ｍ：中間軸（変速入力部材）
Ｏ：出力軸（出力部材）
Ｗ：車輪
ＬＣ：ロックアップクラッチ（直結クラッチ）
ＴＣ：トルクコンバータ（流体継手）
ＴＭ：変速機構
ＰＣ：油圧制御装置
ＥＣ：伝達クラッチ
Ｓｅ１：入力軸回転速度センサ
Ｓｅ２：中間軸回転速度センサ
Ｓｅ３：出力軸回転速度センサ
１：ハイブリッド車両用駆動装置
３１：制御装置
４１：ロックアップ協調変速制御部
４２：エンジン制御部
４３：回転電機制御部
４４：ロックアップクラッチ制御部
４５：伝達クラッチ制御部
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