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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動軸に動力を出力する動力出力装置であって、
　内燃機関と、
　該内燃機関の出力軸と前記駆動軸とに接続され、電力と動力の入出力を伴って前記内燃
機関からの動力の少なくとも一部を前記駆動軸に出力する電力動力入出力手段と、
　前記駆動軸に動力を入出力可能な電動機と、
　前記電力動力入出力手段および前記電動機と電力のやりとりが可能な蓄電手段と、
　前記駆動軸に出力すべき要求駆動力を設定する要求駆動力設定手段と、
　前記内燃機関の爆発燃焼を継続する爆発燃焼継続条件が成立していないときには前記設
定された要求駆動力に基づいて前記内燃機関の間欠運転を含めて該内燃機関の目標運転状
態を設定し、前記爆発燃焼継続条件が成立しているときには前記設定された要求駆動力に
基づいて前記内燃機関の運転継続をもって該内燃機関の目標運転状態を設定する目標運転
状態設定手段と、
　前記駆動軸に制動力または軽負荷を出力するよう要求されたとき、前記爆発燃焼継続条
件が成立していないときには前記内燃機関が前記設定された目標運転状態で運転されると
共に前記設定された要求駆動力に基づく駆動力が前記駆動軸に出力されるよう前記内燃機
関と前記電力動力入出力手段と前記電動機とを制御し、前記爆発燃焼継続条件が成立して
いるときには前記内燃機関の爆発燃焼の継続を伴って前記内燃機関が効率よく運転される
制約を満たしながら前記内燃機関の回転数が低下して該内燃機関の運転状態が前記設定さ
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れた目標運転状態に至ると共に前記設定された要求駆動力に基づく駆動力が前記駆動軸に
出力されるよう前記内燃機関と前記電力動力入出力手段と前記電動機とを制御する制御手
段と、
　を備える動力出力装置。
【請求項２】
　請求項１記載の動力出力装置であって、
　前記蓄電手段の充電可能範囲を検出する充電可能範囲検出手段を備え、
　前記制御手段は、前記検出された充電可能範囲内で前記内燃機関の爆発燃焼を伴って前
記内燃機関が効率よく運転される制約を満たしながら前記内燃機関の回転数が低下して該
内燃機関の運転状態が前記設定された目標運転状態に至るよう制御する手段である
　動力出力装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記内燃機関の回転数が単位時間あたり所定の回転数だけ低下して前
記設定された目標運転状態に至るよう制御する手段である請求項１または２記載の動力出
力装置。
【請求項４】
　前記所定の回転数は、前記内燃機関から動力を出力しながら該内燃機関の回転数を低下
させる際の単位時間あたりの回転数より小さな回転数である請求項３記載の動力出力装置
。
【請求項５】
　請求項１ないし４いずれか記載の動力出力装置であって、
　前記内燃機関は、触媒を用いて排ガスを浄化する排ガス浄化装置が取り付けられてなり
、
　前記爆発燃焼継続条件は、前記排ガス浄化装置の触媒の劣化を抑制する触媒劣化抑制制
御が実行されている条件である
　動力出力装置。
【請求項６】
　前記電力動力入出力手段は、前記内燃機関の出力軸と前記駆動軸と回転軸との３軸に接
続され該３軸のうちのいずれか２軸に入出力される動力に基づいて残余の軸に動力を入出
力する３軸式動力入出力手段と、前記回転軸に動力を入出力可能な発電機と、を備える手
段である請求項１ないし５いずれか記載の動力出力装置。
【請求項７】
　請求項１ないし６いずれか記載の動力出力装置を搭載し、車軸が前記駆動軸に連結され
てなる車両。   
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動力出力装置およびこれを搭載する自動車並びに動力出力装置の制御方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の動力出力装置としては、内燃機関と、内燃機関の出力軸と車軸とにキャ
リアとリングギヤが連結されたプラネタリギヤと、プラネタリギヤのサンギヤに動力を出
力する第１電動機と、リングギヤに動力を出力する第２電動機とを備える車載されたもの
が提案されている（例えば、特許文献１参照）。この装置では、内燃機関の排ガスを浄化
する触媒装置が設定温度以上のときに減速するときには、触媒の劣化を抑制するために内
燃機関におけるフューエルカットを禁止し、失火しない最小限を僅かに上回る量の燃料を
内燃機関に供給して内燃機関の爆発燃焼を継続すると共に第１電動機で発電して内燃機関
の回転数を低下する。
【特許文献１】特開２００４－３２４４２４号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上述の動力出力装置では、内燃機関におけるフューエルカットを禁止しながらその回転
数を減少している最中では、失火しない最小限を僅かに上回る量の燃料を内燃機関に供給
して内燃機関の爆発燃焼を継続するから、内燃機関の状態や第１電動機の駆動状態が僅か
に異なるものとなっても内燃機関が失火してしまう場合が生じ、内燃機関の失火を抑制す
るには精度の高い制御が要求される。
【０００４】
　本発明の動力出力装置およびこれを搭載する自動車並びに動力出力装置の制御方法は、
内燃機関の爆発燃焼の継続が要求されている最中に制動力や軽負荷が要求されたときには
、内燃機関の爆発燃焼を継続した状態で安定して内燃機関の回転数を低下させることを目
的の一つとする。また、本発明の動力出力装置およびこれを搭載する自動車並びに動力出
力装置の制御方法は、内燃機関の爆発燃焼の継続が要求されている最中に制動力や軽負荷
が要求されて内燃機関の回転数を低下させる際における燃費の向上を図ることを目的の一
つとする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の動力出力装置およびこれを搭載する自動車並びに動力出力装置の制御方法は、
上述の目的の少なくとも一部を達成するために以下の手段を採った。
【０００６】
　本発明の動力出力装置は、
　駆動軸に動力を出力する動力出力装置であって、
　内燃機関と、
　該内燃機関の出力軸と前記駆動軸とに接続され、電力と動力の入出力を伴って前記内燃
機関からの動力の少なくとも一部を前記駆動軸に出力する電力動力入出力手段と、
　前記駆動軸に動力を入出力可能な電動機と、
　前記電力動力入出力手段および前記電動機と電力のやりとりが可能な蓄電手段と、
　前記駆動軸に出力すべき要求駆動力を設定する要求駆動力設定手段と、
　前記内燃機関の爆発燃焼を継続する爆発燃焼継続条件が成立していないときには前記設
定された要求駆動力に基づいて前記内燃機関の間欠運転を含めて該内燃機関の目標運転状
態を設定し、前記爆発燃焼継続条件が成立しているときには前記設定された要求駆動力に
基づいて前記内燃機関の運転継続をもって該内燃機関の目標運転状態を設定する目標運転
状態設定手段と、
　前記爆発燃焼継続条件が成立している最中に前記駆動軸に制動力または軽負荷を出力す
る所定の駆動状態ではないときには前記内燃機関が前記設定された目標運転状態で運転さ
れると共に前記設定された要求駆動力に基づく駆動力が前記駆動軸に出力されるよう前記
内燃機関と前記電力動力入出力手段と前記電動機とを制御し、前記所定の駆動状態のとき
には前記内燃機関の爆発燃焼の継続を伴って所定の制約を満たす経路をもって該内燃機関
の運転状態が前記設定された目標運転状態に至ると共に前記設定された要求駆動力に基づ
く駆動力が前記駆動軸に出力されるよう前記内燃機関と前記電力動力入出力手段と前記電
動機とを制御する制御手段と、
　を備えることを要旨とする。
【０００７】
　この本発明の動力出力装置では、内燃機関の爆発燃焼を継続する爆発燃焼継続条件が成
立していないときには駆動軸に要求される要求駆動力に基づいて内燃機関の間欠運転を含
めて内燃機関の目標運転状態を設定し、爆発燃焼継続条件が成立しているときには要求駆
動力に基づいて内燃機関の運転継続をもって内燃機関の目標運転状態を設定する。そして
、爆発燃焼継続条件が成立している最中に駆動軸に制動力または軽負荷を出力する所定の
駆動状態ではないときには内燃機関が設定した目標運転状態で運転されると共に要求駆動
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力に基づく駆動力が駆動軸に出力されるよう内燃機関と電力動力入出力手段と電動機とを
制御し、所定の駆動状態のときには内燃機関の爆発燃焼の継続を伴って所定の制約を満た
す経路をもって内燃機関の運転状態が設定した目標運転状態に至ると共に要求駆動力に基
づく駆動力が駆動軸に出力されるよう内燃機関と電力動力入出力手段と電動機とを制御す
る。これにより、所定の駆動状態のときには内燃機関を所定の制約を満たす経路をもって
目標運転状態に至らせることができる。この結果、失火しない最小限を僅かに上回る量の
燃料を内燃機関に供給するものに比して安定して内燃機関を目標運転状態に至らせること
ができる。なお、制動力や軽負荷が要求されるときには目標運転状態として比較的小さな
回転数が設定されるから、所定の駆動状態のときには、内燃機関の爆発燃焼の継続を伴っ
て安定して内燃機関の回転数を低下させることができるものとなる。ここで、所定の制約
を内燃機関が効率よく運転される制約であるものとすれば、内燃機関の運転状態を目標運
転状態に至らせる際における燃費の向上を図ることができる。
【０００８】
　こうした本発明の動力出力装置において、前記蓄電手段の充電可能範囲を検出する充電
可能範囲検出手段を備え、前記制御手段は、前記検出された充電可能範囲内で前記内燃機
関の爆発燃焼を伴って前記所定の制約を満たす経路で該内燃機関の運転状態が前記設定さ
れた目標運転状態に至るよう制御する手段であるものとすることもできる。こうすれば、
蓄電手段の過充電を抑制することができる。
【０００９】
　また、本発明の動力出力装置において、前記制御手段は、前記内燃機関の回転数が単位
時間あたり所定の回転数だけ変化して前記設定された目標運転状態に至るよう制御する手
段であるものとすることもできる。こうすれば、内燃機関の運転状態の変化を単位時間あ
たり所定の回転数にすることができる。これにより、急に内燃機関の回転数を低下させる
ことにより生じ得る失火などの不都合を回避することができる。この場合、前記所定の回
転数は、前記所定の駆動状態ではないときに前記内燃機関の運転状態を前記設定された目
標運転状態に至るように制御する際の単位時間あたりの回転数より小さな回転数であるも
のとすることもできる。こうすれば、内燃機関の失火を抑制することができる。
【００１０】
　さらに、本発明の動力出力装置において、前記内燃機関は触媒を用いて排ガスを浄化す
る排ガス浄化装置が取り付けられてなり、前記爆発燃焼継続条件は前記排ガス浄化装置の
触媒の劣化を抑制する触媒劣化抑制制御が実行されている条件であるものとすることもで
きる。こうすれば、排ガス浄化装置の触媒の劣化を抑制することができる。
【００１１】
　あるいは、本発明の動力出力装置において、前記電力動力入出力手段は、前記内燃機関
の出力軸と前記駆動軸と回転軸との３軸に接続され該３軸のうちのいずれか２軸に入出力
される動力に基づいて残余の軸に動力を入出力する３軸式動力入出力手段と、前記回転軸
に動力を入出力可能な発電機と、を備える手段であるものとすることもできる。
【００１２】
　本発明の自動車は、上述のいずれかの態様の本発明の動力出力装置、即ち、基本的には
、駆動軸に動力を出力する動力出力装置であって、内燃機関と、該内燃機関の出力軸と前
記駆動軸とに接続され電力と動力の入出力を伴って前記内燃機関からの動力の少なくとも
一部を前記駆動軸に出力する電力動力入出力手段と、前記駆動軸に動力を入出力可能な電
動機と、前記電力動力入出力手段および前記電動機と電力のやりとりが可能な蓄電手段と
、前記駆動軸に出力すべき要求駆動力を設定する要求駆動力設定手段と、前記内燃機関の
爆発燃焼を継続する爆発燃焼継続条件が成立していないときには前記設定された要求駆動
力に基づいて前記内燃機関の間欠運転を含めて該内燃機関の目標運転状態を設定し、前記
爆発燃焼継続条件が成立しているときには前記設定された要求駆動力に基づいて前記内燃
機関の運転継続をもって該内燃機関の目標運転状態を設定する目標運転状態設定手段と、
前記爆発燃焼継続条件が成立している最中に前記駆動軸に制動力または軽負荷を出力する
所定の駆動状態ではないときには前記内燃機関が前記設定された目標運転状態で運転され
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ると共に前記設定された要求駆動力に基づく駆動力が前記駆動軸に出力されるよう前記内
燃機関と前記電力動力入出力手段と前記電動機とを制御し、前記所定の駆動状態のときに
は前記内燃機関の爆発燃焼の継続を伴って所定の制約を満たす経路をもって該内燃機関の
運転状態が前記設定された目標運転状態に至ると共に前記設定された要求駆動力に基づく
駆動力が前記駆動軸に出力されるよう前記内燃機関と前記電力動力入出力手段と前記電動
機とを制御する制御手段と、を備える動力出力装置を搭載し、車軸が前記駆動軸に連結さ
れてなることを要旨とする。
【００１３】
　この本発明の自動車では、上述のいずれかの態様の本発明の動力出力装置を搭載するか
ら、本発明の動力出力装置が奏する効果、例えば、所定の駆動状態のときには内燃機関を
所定の制約を満たす経路をもって目標運転状態に至らせることができる効果や、失火しな
い最小限を僅かに上回る量の燃料を内燃機関に供給するものに比して安定して内燃機関を
目標運転状態に至らせることができる効果、所定の駆動状態のときには内燃機関の爆発燃
焼の継続を伴って安定して内燃機関の回転数を低下させることができる効果などと同様な
効果を奏することができる。
【００１４】
　本発明の動力出力装置の制御方法は、内燃機関と、該内燃機関の出力軸と駆動軸とに接
続され電力と動力の入出力を伴って前記内燃機関からの動力の少なくとも一部を前記駆動
軸に出力する電力動力入出力手段と、前記駆動軸に動力を入出力可能な電動機と、前記電
力動力入出力手段および前記電動機と電力のやりとりが可能な蓄電手段と、を備える動力
出力装置の制御方法であって、
（ａ）前記内燃機関の爆発燃焼を継続する爆発燃焼継続条件が成立していないときには駆
動軸に出力すべき要求駆動力に基づいて前記内燃機関の間欠運転を含めて該内燃機関の目
標運転状態を設定し、前記爆発燃焼継続条件が成立しているときには前記要求駆動力に基
づいて前記内燃機関の運転継続をもって該内燃機関の目標運転状態を設定し、
（ｂ）前記爆発燃焼継続条件が成立している最中に前記駆動軸に制動力または軽負荷を出
力する所定の駆動状態ではないときには前記内燃機関が前記設定した目標運転状態で運転
されると共に前記要求駆動力に基づく駆動力が前記駆動軸に出力されるよう前記内燃機関
と前記電力動力入出力手段と前記電動機とを制御し、前記所定の駆動状態のときには前記
内燃機関の爆発燃焼の継続を伴って所定の制約を満たす経路をもって該内燃機関の運転状
態が前記設定した目標運転状態に至ると共に前記要求駆動力に基づく駆動力が前記駆動軸
に出力されるよう前記内燃機関と前記電力動力入出力手段と前記電動機とを制御する、
　ことを要旨とする。
【００１５】
　この本発明の動力出力装置の制御方法では、内燃機関の爆発燃焼を継続する爆発燃焼継
続条件が成立していないときには駆動軸に要求される要求駆動力に基づいて内燃機関の間
欠運転を含めて内燃機関の目標運転状態を設定し、爆発燃焼継続条件が成立しているとき
には要求駆動力に基づいて内燃機関の運転継続をもって内燃機関の目標運転状態を設定す
る。そして、爆発燃焼継続条件が成立している最中に駆動軸に制動力または軽負荷を出力
する所定の駆動状態ではないときには内燃機関が設定した目標運転状態で運転されると共
に要求駆動力に基づく駆動力が駆動軸に出力されるよう内燃機関と電力動力入出力手段と
電動機とを制御し、所定の駆動状態のときには内燃機関の爆発燃焼の継続を伴って所定の
制約を満たす経路をもって内燃機関の運転状態が設定した目標運転状態に至ると共に要求
駆動力に基づく駆動力が駆動軸に出力されるよう内燃機関と電力動力入出力手段と電動機
とを制御する。これにより、所定の駆動状態のときには内燃機関を所定の制約を満たす経
路をもって目標運転状態に至らせることができる。この結果、失火しない最小限を僅かに
上回る量の燃料を内燃機関に供給するものに比して安定して内燃機関を目標運転状態に至
らせることができる。なお、制動力や軽負荷が要求されるときには目標運転状態として比
較的小さな回転数が設定されるから、所定の駆動状態のときには、内燃機関の爆発燃焼の
継続を伴って安定して内燃機関の回転数を低下させることができるものとなる。ここで、
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所定の制約を内燃機関が効率よく運転される制約であるものとすれば、内燃機関の運転状
態を目標運転状態に至らせる際における燃費の向上を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　次に、本発明を実施するための最良の形態を実施例を用いて説明する。
【実施例】
【００１７】
　図１は、本発明の一実施例である動力出力装置を搭載したハイブリッド自動車２０の構
成の概略を示す構成図である。実施例のハイブリッド自動車２０は、図示するように、エ
ンジン２２と、エンジン２２の出力軸としてのクランクシャフト２６にダンパ２８を介し
てピニオンギヤ３３を回転させるキャリア３４が接続されたプラネタリギヤ３０と、プラ
ネタリギヤ３０のサンギヤ３１に接続された発電可能なモータＭＧ１と、プラネタリギヤ
３０のリングギヤ３２に接続された駆動軸としてのリングギヤ軸３２ａに減速ギヤ３５を
介して接続されたモータＭＧ２と、ハイブリッド自動車２０全体をコントロールするハイ
ブリッド用電子制御ユニット７０とを備える。なお、駆動軸としてのリングギヤ軸３２ａ
はギヤ機構６０とデファレンシャルギヤ６２とを介して駆動輪６３ａ，６３ｂに接続され
ており、リングギヤ軸３２ａに出力された動力は走行用の動力として用いられる。
【００１８】
　エンジン２２は、例えばガソリンまたは軽油などの炭化水素系の燃料により動力を出力
可能な内燃機関として構成されており、図２に示すように、エアクリーナ１２２により清
浄された空気をスロットルバルブ１２４を介して吸入する共に燃料噴射弁１２６からガソ
リンを噴射して吸入された空気とガソリンとを混合し、この混合気を吸気バルブ１２８を
介して燃料室に吸入し、点火プラグ１３０による電気火花によって爆発燃焼させて、その
エネルギにより押し下げられるピストン１３２の往復運動をクランクシャフト２６の回転
運動に変換する。エンジン２２からの排気は、一酸化炭素（ＣＯ）や炭化水素（ＨＣ），
窒素酸化物（ＮＯｘ）の有害成分を浄化する浄化装置（三元触媒）１３４を介して外気へ
排出される。
【００１９】
　エンジン２２は、エンジン用電子制御ユニット（以下、エンジンＥＣＵという）２４に
より制御されている。エンジンＥＣＵ２４は、ＣＰＵ２４ａを中心とするマイクロプロセ
ッサとして構成されており、ＣＰＵ２４ａの他に処理プログラムを記憶するＲＯＭ２４ｂ
と、データを一時的に記憶するＲＡＭ２４ｃと、図示しない入出力ポートおよび通信ポー
トとを備える。エンジンＥＣＵ２４には、エンジン２２の状態を検出する種々のセンサか
らの信号、例えば、クランクシャフト２６の回転位置を検出するクランクポジションセン
サ１４０からのクランクポジションやエンジン２２の冷却水の温度を検出する水温センサ
１４２からの冷却水温，浄化装置１３４に取り付けられた温度センサ１３５からの触媒床
温度、燃焼室内に取り付けられた圧力センサ１４３からの筒内圧力，燃焼室へ吸排気を行
なう吸気バルブ１２８や排気バルブを開閉するカムシャフトの回転位置を検出するカムポ
ジションセンサ１４４からのカムポジション，スロットルバルブ１２４のポジションを検
出するスロットルバルブポジションセンサ１４６からのスロットルポジション，吸気管に
取り付けられたエアフローメータ１４８からのエアフローメータ信号，同じく吸気管に取
り付けられた温度センサ１４９からの吸気温などが入力ポートを介して入力されている。
また、エンジンＥＣＵ２４からは、エンジン２２を駆動するための種々の制御信号、例え
ば、燃料噴射弁１２６への駆動信号や、スロットルバルブ１２４のポジションを調節する
スロットルモータ１３６への駆動信号、イグナイタと一体化されたイグニッションコイル
１３８への制御信号、吸気バルブ１２８の開閉タイミングを変更可能な可変バルブタイミ
ング機構１５０への制御信号などが出力ポートを介して出力されている。なお、エンジン
ＥＣＵ２４は、ハイブリッド用電子制御ユニット７０と通信しており、ハイブリッド用電
子制御ユニット７０からの制御信号によりエンジン２２を運転制御すると共に必要に応じ
てエンジン２２の運転状態に関するデータを出力する。
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【００２０】
　動力分配統合機構３０は、外歯歯車のサンギヤ３１と、このサンギヤ３１と同心円上に
配置された内歯歯車のリングギヤ３２と、サンギヤ３１に噛合すると共にリングギヤ３２
に噛合する複数のピニオンギヤ３３と、複数のピニオンギヤ３３を自転かつ公転自在に保
持するキャリア３４とを備え、サンギヤ３１とリングギヤ３２とキャリア３４とを回転要
素として差動作用を行なう遊星歯車機構として構成されている。動力分配統合機構３０は
、キャリア３４にはエンジン２２のクランクシャフト２６が、サンギヤ３１にはモータＭ
Ｇ１が、リングギヤ３２にはリングギヤ軸３２ａを介して減速ギヤ３５がそれぞれ連結さ
れており、モータＭＧ１が発電機として機能するときにはキャリア３４から入力されるエ
ンジン２２からの動力をサンギヤ３１側とリングギヤ３２側にそのギヤ比に応じて分配し
、モータＭＧ１が電動機として機能するときにはキャリア３４から入力されるエンジン２
２からの動力とサンギヤ３１から入力されるモータＭＧ１からの動力を統合してリングギ
ヤ３２側に出力する。リングギヤ３２に出力された動力は、リングギヤ軸３２ａからギヤ
機構６０およびデファレンシャルギヤ６２を介して、最終的には車両の駆動輪６３ａ，６
３ｂに出力される。
【００２１】
　モータＭＧ１およびモータＭＧ２は、いずれも発電機として駆動することができると共
に電動機として駆動できる周知の同期発電電動機として構成されており、インバータ４１
，４２を介してバッテリ５０と電力のやりとりを行なう。モータＭＧ１，ＭＧ２は、いず
れもモータ用電子制御ユニット（以下、モータＥＣＵという）４０により駆動制御されて
いる。モータＥＣＵ４０には、モータＭＧ１，ＭＧ２を駆動制御するために必要な信号、
例えばモータＭＧ１，ＭＧ２の回転子の回転位置を検出する回転位置検出センサ４３，４
４からの信号や図示しない電流センサにより検出されるモータＭＧ１，ＭＧ２に印加され
る相電流などが入力されており、モータＥＣＵ４０からは、インバータ４１，４２へのス
イッチング制御信号が出力されている。モータＥＣＵ４０は、ハイブリッド用電子制御ユ
ニット７０と通信しており、ハイブリッド用電子制御ユニット７０からの制御信号によっ
てモータＭＧ１，ＭＧ２を駆動制御すると共に必要に応じてモータＭＧ１，ＭＧ２の運転
状態に関するデータをハイブリッド用電子制御ユニット７０に出力する。
【００２２】
　バッテリ５０は、バッテリ用電子制御ユニット（以下、バッテリＥＣＵという）５２に
よって管理されている。バッテリＥＣＵ５２には、バッテリ５０を管理するのに必要な信
号、例えば、バッテリ５０の端子間に設置された図示しない電圧センサからの端子間電圧
，バッテリ５０の出力端子に接続された電力ライン５４に取り付けられた図示しない電流
センサからの充放電電流，バッテリ５０に取り付けられた温度センサ５１からの電池温度
Ｔｂなどが入力されており、バッテリ５０を管理するための残容量（ＳＯＣ）を計算する
と共に計算した残容量（ＳＯＣ）と電池温度Ｔｂやその入出力制限Ｗｉｎ，Ｗｏｕｔ，バ
ッテリ５０を充放電するための要求値である充放電要求パワーＰｂ＊などを計算し、必要
に応じてデータを通信によりハイブリッド用電子制御ユニット７０に出力する。
【００２３】
　ハイブリッド用電子制御ユニット７０は、ＣＰＵ７２を中心とするマイクロプロセッサ
として構成されており、ＣＰＵ７２の他に処理プログラムを記憶するＲＯＭ７４と、デー
タを一時的に記憶するＲＡＭ７６と、図示しない入出力ポートおよび通信ポートとを備え
る。ハイブリッド用電子制御ユニット７０には、イグニッションスイッチ８０からのイグ
ニッション信号，シフトレバー８１の操作位置を検出するシフトポジションセンサ８２か
らのシフトポジションＳＰ，アクセルペダル８３の踏み込み量を検出するアクセルペダル
ポジションセンサ８４からのアクセル開度Ａｃｃ，ブレーキペダル８５の踏み込み量を検
出するブレーキペダルポジションセンサ８６からのブレーキペダルポジションＢＰ，車速
センサ８８からの車速Ｖ、駆動輪６３ａ，６３ｂおよび図示しない従動輪６３ｃ，６３ｄ
に取り付けられた車輪速センサ６５ａ～６５ｄからの車輪速Ｖｗａ～Ｖｗｄなどが入力ポ
ートを介して入力されている。ハイブリッド用電子制御ユニット７０は、前述したように
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、エンジンＥＣＵ２４やモータＥＣＵ４０，バッテリＥＣＵ５２と通信ポートを介して接
続されており、エンジンＥＣＵ２４やモータＥＣＵ４０，バッテリＥＣＵ５２と各種制御
信号やデータのやりとりを行なっている。
【００２４】
　こうして構成された実施例のハイブリッド自動車２０は、運転者によるアクセルペダル
８３の踏み込み量に対応するアクセル開度Ａｃｃと車速Ｖとに基づいて駆動軸としてのリ
ングギヤ軸３２ａに出力すべき要求トルクを計算し、この要求トルクに対応する要求動力
がリングギヤ軸３２ａに出力されるように、エンジン２２とモータＭＧ１とモータＭＧ２
とが運転制御される。エンジン２２とモータＭＧ１とモータＭＧ２の運転制御としては、
要求動力に見合う動力がエンジン２２から出力されるようにエンジン２２を運転制御する
と共にエンジン２２から出力される動力のすべてがプラネタリギヤ３０とモータＭＧ１と
モータＭＧ２とによってトルク変換されてリングギヤ軸３２ａに出力されるようモータＭ
Ｇ１およびモータＭＧ２を駆動制御するトルク変換運転モードや要求動力とバッテリ５０
の充放電に必要な電力との和に見合う動力がエンジン２２から出力されるようにエンジン
２２を運転制御すると共にバッテリ５０の充放電を伴ってエンジン２２から出力される動
力の全部またはその一部がプラネタリギヤ３０とモータＭＧ１とモータＭＧ２とによるト
ルク変換を伴って要求動力がリングギヤ軸３２ａに出力されるようモータＭＧ１およびモ
ータＭＧ２を駆動制御する充放電運転モード、エンジン２２の運転を停止してモータＭＧ
２からの要求動力に見合う動力をリングギヤ軸３２ａに出力するよう運転制御するモータ
運転モードなどがある。
【００２５】
　次に、実施例のハイブリッド自動車２０の動作、特に、浄化装置１３４の触媒床温度が
高くなり、触媒劣化抑制制御を行なっている最中に運転者がアクセルペダル８３を戻した
りブレーキペダル８５を踏み込んだりして制動力を作用させたり軽負荷となる際の動作に
ついて説明する。ここで、触媒劣化抑制制御としては、実施例では、エンジン２２のフュ
ーエルカットを禁止することにより、大量の空気が浄化装置１３４に供給されて触媒床が
更に昇温するのを抑制する制御を実行する。即ち、車両が制動中であったり車両に小さな
動力が要求されているためにエンジン２２からの動力が必要ないときであっても、エンジ
ン２２への燃料供給を行なって点火（ファイアリング）を行なう制御を実行するのである
。この触媒劣化抑制制御は、エンジンＥＣＵにより図示しない触媒劣化抑制フラグ設定ル
ーチンを実行することにより、浄化装置１３４に取り付けられた温度センサ１３５からの
触媒床温度が所定温度以上に至ったときに触媒劣化抑制フラグＦｃに値１をセットするこ
とにより、この触媒劣化抑制フラグＦｃに基づいてハイブリッド用電子制御ユニット７０
により実行される。図３は、こうした触媒劣化抑制制御を含む車両の制動中の駆動制御の
一例としてハイブリッド用電子制御ユニット７０により実行される制動時制御ルーチンを
示すフローチャートである。このルーチンは、所定時間毎（例えば、数ｍｓｅｃ毎）に繰
り返し実行される。
【００２６】
　制動時制御ルーチンが実行されると、ハイブリッド用電子制御ユニット７０のＣＰＵ７
２は、まず、ブレーキペダルポジションセンサ８６からのブレーキペダルポジションＢＰ
や車速センサ８８からの車速Ｖ，エンジン２２の回転数Ｎｅ，モータＭＧ１，ＭＧ２の回
転数Ｎｍ１，Ｎｍ２，触媒劣化抑制フラグＦｃ，バッテリ５０の残容量（ＳＯＣ），バッ
テリ５０の入力制限Ｗｉｎなど制御に必要なデータを入力する処理を実行する（ステップ
Ｓ１００）。ここで、エンジン２２の回転数Ｎｅは、クランクシャフト２６に取り付けら
れたクランクポジションセンサ１４０からの信号に基づいて計算されたものをエンジンＥ
ＣＵ２４から通信により入力するものとした。また、モータＭＧ１，ＭＧ２の回転数Ｎｍ
１，Ｎｍ２は、回転位置検出センサ４３，４４により検出されるモータＭＧ１，ＭＧ２の
回転子の回転位置に基づいて計算されたものをモータＥＣＵ４０から通信により入力する
ものとした。さらに、触媒劣化抑制フラグＦｃは、エンジンＥＣＵ２４により設定された
ものを入力するものとした。バッテリ５０の残容量（ＳＯＣ）は、バッテリＥＣＵ５２に
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より計算されたものを通信により入力するものとした。バッテリ５０の入力制限Ｗｉｎは
、バッテリ５０の残容量（ＳＯＣ）に基づいて設定されたものをバッテリＥＣＵ５２から
通信により入力するものとした。
【００２７】
　こうしてデータを入力すると、入力したブレーキペダルポジションＢＰと車速Ｖとに基
づいて車両に要求される制動トルクとして駆動輪６３ａ，６３ｂに連結された駆動軸とし
てのリングギヤ軸３２ａに出力すべき要求制動トルクＴｒ＊を設定する（ステップＳ１１
０）。要求制動トルクＴｒ＊は、実施例では、ブレーキペダルポジションＢＰと車速Ｖと
要求制動トルクＴｒ＊との関係を予め定めて要求制動トルク設定用マップとしてＲＯＭ７
４に記憶しておき、ブレーキペダルポジションＢＰと車速Ｖとが与えられると記憶したマ
ップから対応する要求制動トルクＴｒ＊を導出して設定するものとした。図４に要求制動
トルク設定用マップの一例を示す。
【００２８】
　続いて、触媒劣化抑制フラグＦｃと車速Ｖとに基づいてエンジン２２の目標回転数Ｎｅ
＊を設定する（ステップＳ１２０）。目標回転数Ｎｅ＊は、実施例では、制動中であるか
らエンジン２２からの動力は不要であるが、次にアクセルペダル８３が踏み込まれたとき
に迅速に動力を出力するために車速Ｖに応じて定められている。例えば、目標回転数Ｎｅ
＊には、触媒劣化抑制フラグＦｃが値０（触媒劣化抑制制御は不要）のときには所定車速
（１０ｋｍ／ｈや２０ｋｍ／ｈ）未満ではエンジン２２を停止するために値０が設定され
、所定車速以上のときには所定回転数（例えば、８００ｒｐｍや１０００ｒｐｍなど）が
設定され、触媒劣化抑制フラグＦｃが値１（触媒劣化抑制制御が必要）のときには所定回
転数（例えば、８００ｒｐｍや１０００ｒｐｍなど）が設定されるものを用いることがで
きる。
【００２９】
　そして、入力したエンジン２２の回転数Ｎｅと設定したエンジン２２の目標回転数Ｎｅ
＊との回転数差ΔＮを計算し（ステップＳ１３０）、計算した回転数差ΔＮを閾値Ｎｒｅ
ｆと比較する（ステップＳ１４０）。ここで、閾値Ｎｒｅｆは、モータＭＧ１により回転
数の積極的な制御を行なわなくてもエンジン２２を容易に目標回転数Ｎｅ＊で自立運転す
ることができる程度の目標回転数Ｎｅ＊との回転数差であり、比較的小さな値として設定
されいる。
【００３０】
　いま、運転者がアクセルペダル８３を踏み込んでエンジン２２を比較的高回転で運転し
、車速Ｖが比較的大きくなった状態で、踏み込んでいたアクセルペダル８３を戻して軽く
ブレーキペダル８５を踏み込んだときを考える。この場合、目標回転数Ｎｅ＊には比較的
小さな所定回転数が設定されるから、回転数差ΔＮは閾値Ｎｒｅｆより大きくなる。この
場合、次に、触媒劣化抑制フラグＦｃが値１であるか否かを判定する（ステップＳ１５０
）。触媒劣化抑制フラグＦｃが値０のとき、即ち、触媒劣化抑制制御は不要なときには、
エンジン２２に対する燃料供給を一時的に停止するフューエルカットを実行し（ステップ
Ｓ１６０）、モータＭＧ１のトルク指令Ｔｍ１＊に値０を設定すると共に（ステップＳ１
７０）、設定した要求制動トルクＴｒ＊を減速ギヤ３５のギヤ比Ｇｒで除してモータＭＧ
２のトルク指令Ｔｍ２＊を設定し（ステップＳ１８０）、設定したトルク指令Ｔｍ１＊，
Ｔｍ２＊をモータＥＣＵ４０に送信して（ステップＳ３６０）、本ルーチンを終了する。
トルク指令Ｔｍ１＊，Ｔｍ２＊を受信したモータＥＣＵ４０は、トルク指令Ｔｍ１＊，Ｔ
ｍ２＊でモータＭＧ１，ＭＧ２が駆動するようにインバータ４１，４２のスイッチング素
子をスイッチング制御する。エンジン２２のフューエルカットを伴って制動している最中
の動力分配統合機構３０の回転要素における回転数とトルクとの力学的な関係を示す共線
図の一例を図５に示す。図中、左のＳ軸はモータＭＧ１の回転数Ｎｍ１であるサンギヤ３
１の回転数を示し、Ｃ軸はエンジン２２の回転数Ｎｅであるキャリア３４の回転数を示し
、Ｒ軸はモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２を減速ギヤ３５のギヤ比Ｇｒで除したリングギヤ３
２の回転数Ｎｒを示す。Ｒ軸上の太線矢印は、後述するトルク指令Ｔｍ２＊を用いてモー
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タＭＧ２を駆動したときにリングギヤ軸３２ａに作用するトルクを示す。また、図中、実
線はブレーキペダル８５を踏み込んだときの共線であり、破線は共線の時間変化を示す。
図示するように、フューエルカットにより、エンジン２２の回転数Ｎｅは小さくなってい
く。
【００３１】
　ステップＳ１５０で触媒劣化抑制フラグＦｃが値１と判定されたとき、即ち、触媒劣化
抑制制御が必要なときには、バッテリ５０の残容量（ＳＯＣ）が閾値Ｓｒｅｆ未満である
か否かを判定する（ステップＳ１９０）。ここで、閾値Ｓｒｅｆは、実施例では、平坦路
を比較的高速で走行している状態から制動力を作用させて車両を停止するまでの間にエン
ジン２２を効率よく運転する状態を維持しながらエンジン２２の回転数Ｎｅを目標回転数
Ｎｅ＊に至らせる際に生じる発電電力量をバッテリ５０に受け入れることができる十分な
残容量として設定されている。
【００３２】
　バッテリ５０の残容量（ＳＯＣ）が閾値Ｓｒｅｆ未満のときには、バッテリ５０には十
分な余裕があると判断し、エンジン２２の回転数Ｎｅから回転数変化量Ｎｒｔ１を減じて
エンジン２２の制御回転数Ｎｅｃを設定すると共に（ステップＳ２００）、エンジン２２
を制御回転数Ｎｅｃで効率よく運転するための制御トルクＴｅｃを設定する（ステップＳ
２１０）。ここで、回転数変化量Ｎｒｔ１は、初期値としては次にこのルーチンが実行さ
れるまでにエンジン２２の回転数Ｎｅを変化させてもエンジン２２が失火しない範囲内の
回転数として設定されており、実施例では、エンジン２２から動力を出力しながらその回
転数Ｎｅを変更する際の回転数変化量より小さな値を用いた。また、制御トルクＴｅｃは
、エンジン２２を効率よく運転する回転数とトルクとの関係である最適燃費動作ラインを
求めて制御トルク設定用マップとして予めＲＯＭ７４に記憶しておき、制御回転数Ｎｅｃ
が与えられるとマップから対応するトルクを導出して制御トルクＴｅｃとして設定するも
のとした。制御トルク設定用マップの一例を図６に示す。続いて、エンジン２２の運転ポ
イントを最適燃費動作ライン上で回転数変化量Ｎｒｔ１だけ変化させるように次式（１）
によりモータＭＧ１のトルク指令Ｔｍ１＊を設定すると共に（ステップＳ２２０）、リン
グギヤ軸３２ａに要求制動トルクＴｒ＊が出力されるよう式（２）によりモータＭＧ２の
トルク指令Ｔｍ２＊を設定する（ステップＳ２３０）。ここで、式（１）は、フィードバ
ック制御における関係式であり、右辺第１項の「ｋ１」は比例項のゲインであり、右辺第
２項の「ｋ２」は積分項のゲインである。式（２）は、要求制動トルクＴｒ＊をリングギ
ヤ３２に作用させる際の動力分配統合機構３０の回転要素に対する力学的な関係式である
。このときの動力分配統合機構３０の回転要素における回転数とトルクとの力学的な関係
を示す共線図の一例を図７に示す。式（２）はこの共線図から容易に導くことができる。
【００３３】
　Tm1*=k1・Nrt1+k2∫Nrt1・dt　(1)
　Tm2*=(Tr*+Tm1*/ρ)/Gr　(2)
【００３４】
　こうしてモータＭＧ１，ＭＧ２のトルク指令Ｔｍ１＊，Ｔｍ２＊を設定すると、それぞ
れのトルク指令Ｔｍ１＊，Ｔｍ２＊に現在の回転数Ｎｍ１，Ｎｍ２を乗じたものの和をと
ってモータＭＧ１，ＭＧ２により発電される電力（回生電力）Ｗｍを計算し（ステップＳ
２４０）、計算した回生電力Ｗｍがバッテリ５０の入力制限Ｗｉｎ以上であるか否かを判
定する（ステップＳ２５０）。回生電力Ｗｍがバッテリ５０の入力制限Ｗｉｎ未満のとき
には、回転数変化量Ｎｒｔ１を微小量Ｎｓｅｔだけ小さくした値を値０を下限値として新
たな回転数変化量Ｎｒｔ１として設定し（ステップＳ２６０）、設定した回転数変化量Ｎ
ｒｔ１が値０であるか否かを判定し（ステップＳ２７０）、回転数変化量Ｎｒｔ１が値０
でないときにはステップＳ２００の処理に戻って設定した新たな回転数変化量Ｎｒｔ１を
用いて制御回転数Ｎｅｃや制御トルクＴｅｃ，モータＭＧ１，ＭＧ２のトルク指令Ｔｍ１
＊，Ｔｍ２＊を設定して回生電力Ｗｍし、バッテリ５０の入力制限Ｗｉｎと比較する。回
生電力Ｗｍがバッテリ５０の入力制限Ｗｉｎ以上のときや回転数変化量Ｎｒｔ１が値０の
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ときには、設定したモータＭＧ１，ＭＧ２のトルク指令Ｔｍ１＊，Ｔｍ２＊をモータＥＣ
Ｕ４０に送信して（ステップＳ３６０）、本ルーチンを終了する。これにより、バッテリ
５０の入力制限Ｗｉｎの範囲内でエンジン２２の運転ポイントを最適燃費動作ライン上で
変化させてエンジン２２の回転数Ｎｅを目標回転数Ｎｅ＊に近づけることができる。
【００３５】
　ステップＳ１９０でバッテリ５０の残容量（ＳＯＣ）が閾値Ｓｒｅｆ以上と判定された
ときには、バッテリ５０には十分な余裕がないと判断し、エンジン２２から僅かにトルク
が出力される程度の燃料噴射量による運転を指示し（ステップＳ２８０）、エンジン２２
から僅かにトルクが出力された状態でエンジン２２の回転数Ｎｅを回転数変化量Ｎｒｔ２
だけ変化させるのに必要なトルクを式（３）により計算してモータＭＧ１のトルク指令Ｔ
ｍ１＊として設定し（ステップＳ２９０）、上述した式（２）を用いてモータＭＧ２のト
ルク指令Ｔｍ２＊を設定し（ステップＳ３００）、設定したモータＭＧ１，ＭＧ２のトル
ク指令Ｔｍ１＊，Ｔｍ２＊をモータＥＣＵ４０に送信して（ステップＳ３６０）、本ルー
チンを終了する。ここで、回転数変化量Ｎｒｔ２は、次にこのルーチンが実行されるまで
にエンジン２２の回転数Ｎｅを変化させてもエンジン２２が失火しない範囲内の回転数と
して設定されており、実施例では、エンジン２２から僅かにトルクを出力しながらその回
転数Ｎｅを変更する際の回転数変化量より小さな値を用いた。式（３）は、フィードバッ
ク制御における関係式であり、右辺第１項の「ｋ３」は比例項のゲインであり、右辺第２
項の「ｋ４」は積分項のゲインである。なお、式（３）はエンジン２２から僅かにトルク
を出力しながらその回転数を変更する際のフィードバックの関係式であるから、式（３）
の比例項のゲイン「ｋ３」は、エンジン２２の運転ポイントを最適燃費動作ライン上を変
化させる際のフィードバックの関係式である式（１）の比例項のゲイン「ｋ１」より小さ
な値となる。このように制御することにより、バッテリ５０の残容量（ＳＯＣ）に十分な
余裕がないときでも、エンジン２２の爆発燃焼を継続しながらエンジン２２の回転数Ｎｅ
を目標回転数Ｎｅ＊に近づけることができる。
【００３６】
　Tm1*=k3・Nrt2+k4∫Nrt2・dt　(3)
【００３７】
　ステップＳ１４０で、触媒劣化抑制制御を行なうか否かに拘わらず、エンジン２２の回
転数Ｎｅが閾値Ｎｒｅｆ以下であると判定されると、目標回転数Ｎｅ＊を調べて（ステッ
プＳ３１０）、目標回転数Ｎｅ＊が値０ではないときにはエンジン２２が目標回転数Ｎｅ
＊でトルクの出力を行なうことなく運転する自立運転の状態となるようエンジンＥＣＵ２
４に指示し（ステップＳ３２０）、目標回転数Ｎｅ＊が値０のときにはエンジン２２の運
転停止をエンジンＥＣＵ２４に指示する（ステップＳ３３０）。そして、モータＭＧ１の
トルク指令Ｔｍ１＊に値０を設定すると共に（ステップＳ３４０）、設定した要求制動ト
ルクＴｒ＊を減速ギヤ３５のギヤ比Ｇｒで除してモータＭＧ２のトルク指令Ｔｍ２＊を設
定し（ステップＳ３５０）、設定したトルク指令Ｔｍ１＊，Ｔｍ２＊をモータＥＣＵ４０
に送信して（ステップＳ３６０）、本ルーチンを終了する。
【００３８】
　以上説明した実施例のハイブリッド自動車２０によれば、触媒劣化抑制フラグＦｃに値
１がセットされて触媒劣化抑制制御が要請されているときには、エンジン２２を失火しな
い範囲内の回転数変化量Ｎｒｔ１でエンジン２２の運転ポイントが最適燃費動作ライン上
で変化すると共に要求制動力Ｔｒ＊がリングギヤ軸３２ａに出力されるようエンジン２２
と二つのモータＭＧ１，ＭＧ２を制御するから、単にファイアリングを継続するものに比
して、安定してエンジン２２の回転数Ｎｅを変化させて目標回転数Ｎｅ＊にすることがで
きると共に触媒劣化抑制制御を行なっている最中の燃費を向上させることができる。しか
も、バッテリ５０の入力制限Ｗｉｎの範囲内となるよう回転数変化量Ｎｒｔ１を調整する
から、バッテリ５０を過大な電力で充電するのを回避することができる。
【００３９】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、モータＭＧ１，ＭＧ２のトルク指令Ｔｍ１＊，
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Ｔｍ２＊にそのときの回転数Ｎｍ１，Ｎｍ２を乗じたものの和をとって回生電力Ｗｍを計
算するものとしたが、エンジン２２とモータＭＧ１とを含む回転系の慣性モーメントの時
間変化とモータＭＧ２の消費電力とに基づいて回生電力Ｗｍを計算するものとしてもよい
。この場合、電気的な損失や機械的な損失を考慮するのが好ましい。
【００４０】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、エンジン２２を失火しない範囲内の回転数変化
量Ｎｒｔ１でエンジン２２の運転ポイントが最適燃費動作ライン上で変化するよう制御す
るものとしたが、エンジン２２を失火しない範囲内の回転数変化量Ｎｒｔ１であればエン
ジン２２の運転ポイントが最適燃費動作ラインとは異なる動作ライン上で変化するよう制
御するものとしてもかまわない。
【００４１】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、回転数変化量Ｎｒｔ１として、エンジン２２の
回転数Ｎｅを変化させてもエンジン２２が失火しない範囲内の回転数であり、エンジン２
２から動力を出力しながらその回転数Ｎｅを変更する際の回転数変化量より小さな値を用
いたが、エンジン２２の回転数Ｎｅを変化させてもエンジン２２が失火しない範囲内であ
ればエンジン２２から動力を出力しながらその回転数Ｎｅを変更する際の回転数変化量や
これより大きな値を回転数変化量Ｎｒｔ１として用いるものとしてもかまわない。
【００４２】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、回転数変化量Ｎｒｔ１や回転数変化量Ｎｒｔ２
を用いてエンジン２２の回転数Ｎｅを変化させるものとしたが、このように一定の回転数
ずつ変化させるものではないものとしてもかまわない。
【００４３】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、バッテリ５０の残容量（ＳＯＣ）や入力制限Ｗ
ｉｎを考慮して触媒劣化抑制制御を実行するものとしたが、バッテリ５０の容量が大きい
ときには、バッテリ５０の残容量（ＳＯＣ）や入力制限Ｗｉｎを考慮せずに触媒劣化抑制
制御を実行するものとしてもかまわない。
【００４４】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、モータＭＧ２の動力を減速ギヤ３５により変速
してリングギヤ軸３２ａに出力するものとしたが、図８の変形例のハイブリッド自動車１
２０に例示するように、モータＭＧ２の動力をリングギヤ軸３２ａが接続された車軸（駆
動輪６３ａ，６３ｂが接続された車軸）とは異なる車軸（図８における車輪６４ａ，６４
ｂに接続された車軸）に接続するものとしてもよい。
【００４５】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、エンジン２２の動力を動力分配統合機構３０を
介して駆動輪６３ａ，６３ｂに接続された駆動軸としてのリングギヤ軸３２ａに出力する
ものとしたが、図９の変形例のハイブリッド自動車２２０に例示するように、エンジン２
２のクランクシャフト２６に接続されたインナーロータ２３２と駆動輪６３ａ，６３ｂに
動力を出力する駆動軸に接続されたアウターロータ２３４とを有し、エンジン２２の動力
の一部を駆動軸に伝達すると共に残余の動力を電力に変換する対ロータ電動機２３０を備
えるものとしてもよい。
【００４６】
　実施例では、ハイブリッド自動車２０として説明したが、こうした触媒劣化抑制制御を
実行する動力出力装置であれば、自動車以外の車両や船舶，航空機などの移動体に搭載す
るものとしてもよく、建設設備などの移動しない設備に組み込むものとしてもよい。また
、こうした動力出力装置の制御方法の形態としてもかまわない。
【００４７】
　以上、本発明を実施するための最良の形態について実施例を用いて説明したが、本発明
はこうした実施例に何等限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内にお
いて、種々なる形態で実施し得ることは勿論である。
【産業上の利用可能性】
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【００４８】
　本発明は、動力出力装置や自動車の製造産業などに利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の一実施例である動力出力装置を搭載したハイブリッド自動車２０の構成
の概略を示す構成図である。
【図２】エンジン２２の構成の概略を示す構成図である。
【図３】ハイブリッド用電子制御ユニット７０により実行される制動時制御ルーチンの一
例を示すフローチャートである。
【図４】要求制動トルク設定用マップの一例を示す説明図である。
【図５】エンジン２２のフューエルカットを伴って制動している最中の動力分配統合機構
３０の回転要素における回転数とトルクとの力学的な関係を示す共線図の一例を示す説明
図である。
【図６】制御トルク設定用マップの一例を示す説明図である。
【図７】エンジン２２の運転ポイントを最適燃費動作ライン上で変化させている最中の動
力分配統合機構３０の回転要素における回転数とトルクとの力学的な関係を示す共線図の
一例を示す説明図である。
【図８】変形例のハイブリッド自動車１２０の構成の概略を示す構成図である。
【図９】変形例のハイブリッド自動車２２０の構成の概略を示す構成図である。
【符号の説明】
【００５０】
　２０　ハイブリッド自動車、２２　エンジン、２４　エンジン用電子制御ユニット（エ
ンジンＥＣＵ）、２４ａ　ＣＰＵ、２４ｂ　ＲＯＭ、２４ｃ　ＲＡＭ、２６　クランクシ
ャフト、２８　ダンパ、３０　動力分配統合機構、３１　サンギヤ、３２　リングギヤ、
３２ａ　リングギヤ軸、３３　ピニオンギヤ、３４　キャリア、３５，減速ギヤ、４０　
モータ用電子制御ユニット（モータＥＣＵ）、４１，４２　インバータ、４３，４４　回
転位置検出センサ、５０　バッテリ、５１　温度センサ、５２　バッテリ用電子制御ユニ
ット（バッテリＥＣＵ）、５４　電力ライン、６０　ギヤ機構、６２　デファレンシャル
ギヤ、６３ａ，６３ｂ　駆動輪、６４ａ，６４ｂ　車輪、６５ａ～６５ｄ　車輪速センサ
、７０　ハイブリッド用電子制御ユニット、７２　ＣＰＵ、７４　ＲＯＭ、７６　ＲＡＭ
、８０　イグニッションスイッチ、８１　シフトレバー、８２　シフトポジションセンサ
、８３　アクセルペダル、８４　アクセルペダルポジションセンサ、８５　ブレーキペダ
ル、８６　ブレーキペダルポジションセンサ、８８　車速センサ、１２２　エアクリーナ
、１２４　スロットルバルブ、１２６　燃料噴射弁、１２８　吸気バルブ、１３０　点火
プラグ、１３２　ピストン、１３４　浄化装置、１３５　温度センサ、１３６
スロットルモータ、１３８　イグニッションコイル、１４０　クランクポジションセンサ
、１４２　水温センサ、１４３　圧力センサ、１４４　カムポジションセンサ、１４６　
スロットルバルブポジションセンサ、１４８　エアフローメータ、１４９　温度センサ、
１５０　可変バルブタイミング機構、ＭＧ１，ＭＧ２　モータ。
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