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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、
　燃料の供給を受けて発電可能な発電手段と、
　動力を入出力可能な電動機と、
　少なくとも一つの油圧駆動のクラッチの係合状態を変更することによる変速比の切り替
えを伴って前記電動機の回転軸と前記駆動軸との間で動力を変速して伝達する変速伝達手
段と、
　前記発電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、
　前記蓄電手段の端子間の電圧を検出する電圧検出手段と、
　前記駆動軸に要求される要求動力を設定する要求動力設定手段と、
　前記変速伝達手段の変速比を切り替える際、前記検出された蓄電手段の端子間の電圧が
前記蓄電手段の電圧範囲として予め設定された第１の電圧以上で第２の電圧未満である所
定電圧範囲内のときには前記設定された要求動力に基づく動力が前記駆動軸に出力される
と共に前記電動機の回転数の変化速度が第１の変化速度となるよう前記クラッチに供給さ
れる油圧の状態を変更して前記変速手段の変速比が切り替えられるよう前記発電手段と前
記電動機と前記変速伝達手段とを制御し、前記検出された蓄電手段の端子間の電圧が前記
所定電圧範囲外になったときには前記設定された要求動力に基づく動力が前記駆動軸に出
力されると共に前記電動機の回転数の変化速度が前記第１の変化速度より遅い第２の変化
速度となるよう前記クラッチに供給される油圧の状態を変更して前記変速伝達手段の変速
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比が切り替えられるよう前記発電手段と前記電動機と前記変速伝達手段とを制御する制御
手段と、
　を備える動力出力装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記検出された蓄電手段の端子間の電圧が前記所定電圧範囲外になっ
た後に該蓄電手段の端子間の電圧が該所定電圧範囲内になったときには、前記変速伝達手
段の変速比の切り替えを終了した以降に該変速伝達手段の変速比の切替状態を変更前の切
替状態に戻す手段である請求項１記載の動力出力装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記検出された蓄電手段の端子間の電圧が前記所定電圧範囲外になっ
たときには、前記変速伝達手段の変速比の切り替えを終了した後に次回に該変速伝達手段
の変速比の切り替えを開始する際に該変速伝達手段の変速比の切替状態を変更する手段で
ある請求項１または２記載の動力出力装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記検出された蓄電手段の端子間の電圧が前記所定電圧範囲外になっ
たときには、前記蓄電手段の端子間の電圧に基づいて前記変速伝達手段の変速比の切替状
態を変更する条件を設定する手段である請求項１ないし３いずれか記載の動力出力装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記電動機の回転数が小さくなるよう前記変速伝達手段の変速比を切
り替える際に制御する手段である請求項１ないし４いずれか記載の動力出力装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記電動機の回転数が大きくなるよう前記変速伝達手段の変速比を切
り替える際に制御す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であって、
　前記変速伝達手段の変速比を切り替える際における前記電動機の回転数の変化状態を学
習する学習手段を備え、
　前記制御手段は、前記学習した結果を用いて前記変速伝達手段の変速比が切り替えられ
るよう制御する手段である
　動力出力装置。
【請求項８】
　前記制御手段は、前記検出された蓄電手段の端子間の電圧が前記所定電圧範囲外になっ
たときには、前記発電手段の発電電力に基づいて前記変速伝達手段の変速比の切替状態が
変更されるよう制御する手段である請求項１ないし７いずれか記載の動力出力装置。
【請求項９】
　前記発電手段は、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
力と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可能
な電力動力入出力手段と、を備える手段である請求項１ないし８いずれか記載の動力出力
装置。
【請求項１０】
　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する発電機と、を備える手段
である請求項９記載の動力出力装置。
【請求項１１】
　前記電力動力入出力手段は、前記内燃機関の出力軸に接続された第１の回転子と前記駆
動軸に接続された第２の回転子とを有し該第１の回転子と該第２の回転子との相対的な回
転により回転する対回転子電動機である請求項９記載の動力出力装置。
【請求項１２】
　前記発電手段は、燃料電池である請求項１ないし８いずれか記載の動力出力装置。
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【請求項１３】
　請求項１ないし１２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
れてなる自動車。
【請求項１４】
　駆動軸を駆動する駆動装置であって、
　動力を入出力可能な電動機と、
　変速比の切替を伴って前記電動機の回転軸と前記駆動軸との間で動力を変速して伝達す
る変速伝達手段と、
　前記電動機と電力のやりとりが可能な蓄電手段と、
　前記駆動軸に要求される要求動力を設定する要求動力設定手段と、
　前記変速伝達手段の変速比を切り替える際、前記検出された蓄電手段の端子間の電圧が
前記蓄電手段の電圧範囲として予め設定された第１の電圧以上で第２の電圧未満である所
定電圧範囲内のときには前記設定された要求動力に基づく動力が前記駆動軸に出力される
と共に前記電動機の回転数の変化速度が第１の変化速度となるよう前記クラッチに供給さ
れる油圧の状態を変更して前記変速伝達手段の変速比が切り替えられるよう前記電動機と
前記変速伝達手段とを制御し、前記検出された蓄電手段の端子間の電圧が前記所定電圧範
囲外になったときには前記設定された要求動力に基づく動力が前記駆動軸に出力されると
共に前記電動機の回転数の変化速度が前記第１の変化速度より遅い第２の変化速度となる
よう前記クラッチに供給される油圧の状態を変更して前記変速伝達手段の変速比が切り替
えられるよう前記発電手段と前記電動機と前記変速伝達手段とを制御する制御手段と、
　を備える駆動装置。
【請求項１５】
　燃料の供給を受けて発電可能な発電手段と、動力を入出力可能な電動機と、少なくとも
一つの油圧駆動のクラッチの係合状態を変更することによる変速比の切り替えを伴って前
記電動機の回転軸と前記駆動軸との間で動力を変速して伝達する変速伝達手段と、前記発
電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）前記蓄電手段の端子間の電圧を検出し、
（ｂ）前記駆動軸に要求される要求動力を設定し、
（ｃ）前記変速伝達手段の変速比を切り替える際、前記検出した蓄電手段の端子間の電圧
が前記蓄電手段の電圧範囲として予め設定された第１の電圧以上で第２の電圧未満である
所定電圧範囲内のときには前記設定した要求動力に基づく動力が前記駆動軸に出力される
と共に前記電動機の回転数の変化速度が第１の変化速度となるよう前記クラッチに供給さ
れる油圧の状態を変更して前記変速伝達手段の変速比が切り替えられるよう前記電動機と
前記変速伝達手段とを制御し、前記検出した蓄電手段の端子間の電圧が前記所定電圧範囲
外になったときには前記設定した要求動力に基づく動力が前記駆動軸に出力されると共に
前記電動機の回転数の変化速度が前記第１の変化速度より遅い第２の変化速度となるよう
前記クラッチに供給される油圧の状態を変更して前記変速伝達手段の変速比が切り替えら
れるよう前記発電手段と前記電動機と前記変速伝達手段とを制御する
　動力出力装置の制御方法。
                                                                                
【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駆動装置、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、出力軸に遊星歯車機構を介してエンジンおよび
第１モータ・ジェネレータを接続すると共に出力軸に変速機を介して第２モータ・ジェネ
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レータを接続し、第１，第２モータ・ジェネレータと電力のやりとりが可能なバッテリを
備える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、変速機の変速
比を変更する際には、第２モータ・ジェネレータからのトルクを補正することにより、出
力軸に出力されるトルクの落ち込みを抑制している。
【特許文献１】特開２００４－２０４９６０号公報
【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、変速機の変速比を切り替える際、駆動軸に出力されるトルク
の落ち込みを抑制することはできるものの、バッテリに入出力される電力については考慮
されていない。第２モータ・ジェネレータの回転数を検出するセンサのセンシング遅れな
どによって第２モータ・ジェネレータの消費電力が変化したときには、バッテリに過大な
電力が入出力される場合が生じる。
【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駆動装置、動力出力装置の制
御方法は、蓄電装置に過大な電力が入出力されるのを抑制す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駆動装置、動力出力装置
の制御方法は、変速機の変速比を切り替える際の電動機の回転数の変化速度をクラッチに
供給される油圧により制御す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駆動装置、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、
　燃料の供給を受けて発電可能な発電手段と、
　動力を入出力可能な電動機と、
　変速比の切り替えを伴って前記電動機の回転軸と前記駆動軸との間で動力を変速して伝
達する変速伝達手段と、
　前記発電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、
　前記蓄電手段の充放電の状態を検出する蓄電手段状態検出手段と、
　前記駆動軸に要求される要求動力を設定する要求動力設定手段と、
　前記変速伝達手段の変速比を切り替える際、前記設定された要求動力に基づく動力が前
記駆動軸に出力されると共に前記検出された蓄電手段の充放電の状態が前記蓄電手段に許
容される範囲として設定される制御用許容範囲外になったときには該蓄電手段の充放電の
状態が該制御用許容範囲内となるように前記変速伝達手段の変速比の切替状態が変更され
るよう前記発電手段と前記電動機と前記変速伝達手段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、変速伝達手段の変速比を切り替える際、駆動軸に要求
される要求動力に基づく動力が駆動軸に出力されると共に蓄電手段の充放電の状態が蓄電
手段に許容される範囲として設定される制御用許容範囲外になったときには蓄電手段の充
放電の状態が制御用許容範囲内となるように変速伝達手段の変速比の切替状態が変更され
るよう発電手段と電動機と変速伝達手段とを制御する。即ち、蓄電手段の充放電の状態が
制御用許容範囲内となるようにしつつ変速伝達手段の変速比を切り替えるのである。これ
により、蓄電手段に過大な電力が入出力されるのを抑制することができる。
【０００８】
　こうした本発明の動力出力装置において、前記制御手段は、前記検出された蓄電手段の
充放電の状態が前記制御用許容範囲内のときには第１の変化速度をもって前記電動機の回
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転数を変化させることにより前記変速伝達手段の変速比が切り替えられるよう制御し、前
記検出された蓄電手段の充放電の状態が前記制御用許容範囲外になったときには前記第１
の変化速度より遅い第２の変化速度をもって前記電動機の回転数を変化させることにより
前記変速伝達手段の変速比が切り替えられ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、蓄電手段の充放電の状態が制御用許容範囲外になったときには、電動
機の回転数の変化速度を遅くすることにより蓄電手段への過大な電力の入出力を抑制する
ことができる。
【０００９】
　また、本発明の動力出力装置において、前記変速伝達手段は少なくとも一つの油圧駆動
のクラッチの係合状態を変更することにより変速比を切り替える手段であり、前記制御手
段は前記検出された蓄電手段の充放電の状態が前記制御用許容範囲外になったときには前
記クラッチに供給される油圧の状態を変更することにより前記変速伝達手段の変速比の切
替状態が変更され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、クラ
ッチに供給される油圧の状態を変更することにより変速伝達手段の切替状態を変更するこ
とができる。ここで、「クラッチ」には、２つの回転系を接続する通常のクラッチが含ま
れる他、一つの回転系をケースなどの非回転系に固定するブレーキも含まれる。この場合
、前記制御手段は、前記検出された蓄電手段の充放電の状態が前記制御用許容範囲外にな
ったときには、前記電動機の回転数の変化速度が前記第２の変化速度となるよう該電動機
の回転数に基づいて前記クラッチに供給される油圧の状態を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、電動機の回転数の変化速度をより適正に制御することがで
きる。
【００１０】
　さらに、本発明の動力出力装置において、前記制御手段は、前記検出された蓄電手段の
充放電の状態が前記制御用許容範囲外になった後に該蓄電手段の充放電の状態が該制御用
許容範囲内になったときには、前記変速伝達手段の変速比の切り替えを終了した以降に該
変速伝達手段の変速比の切替状態を変更前の切替状態に戻す手段であるものとすることも
できる。こうすれば、変速伝達手段の変速比を切り替えている最中に切替状態を戻すこと
によるショックを回避することができる。また、本発明の動力出力装置において、前記制
御手段は、前記検出された蓄電手段の充放電の状態が前記制御用許容範囲外になったとき
には、前記変速伝達手段の変速比の切り替えを終了した後に次回に該変速伝達手段の変速
比の切り替えを開始する際に該変速伝達手段の変速比の切替状態を変更する手段であるも
のとすることもできる。こうすれば、変速伝達手段の変速比を切り替えている最中に切替
状態を変更することによるショックを回避することができる。
【００１１】
　或いは、本発明の動力出力装置において、前記制御手段は、前記検出された蓄電手段の
充放電の状態が前記制御用許容範囲外になったときには、前記蓄電手段の充放電の状態に
基づいて前記変速伝達手段の変速比の切替状態を変更する条件を設定する手段であるもの
とすることもできる。こうすれば、変速比の切替状態の変更を蓄電手段の充放電の状態に
応じて行なうができる。また、本発明の動力出力装置において、前記蓄電手段状態検出手
段は、前記蓄電手段の出力端子間の電圧と前記蓄電手段の出力端子間に流れる電流とのう
ち少なくとも一方に基づいて前記蓄電手段の充放電の状態を検出する手段であるものとす
ることもできる。こうすれば、蓄電手段の充放電の状態をより適正に検出することができ
る。
【００１２】
　本発明の動力出力装置において、前記制御手段は、前記電動機の回転数が小さくなるよ
う前記変速伝達手段の変速比を切り替える際に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、蓄電手段に過大な電力が入力されるのを抑制することができる。また、
前記制御手段は、前記電動機の回転数が大きくなるよう前記変速伝達手段の変速比を切り
替える際に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、蓄電手段から過大
な電力が出力されるのを抑制することができる。
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【００１３】
　本発明の動力出力装置において、前記変速伝達手段の変速比を切り替える際における前
記電動機の回転数の変化状態を学習する学習手段を備え、前記制御手段は前記学習した結
果を用いて前記変速伝達手段の変速比が切り替えられ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、変速伝達手段の変速比の切り替えをより適正に行なうこと
ができる。ここで、学習としては、例えば、電動機の回転数の変化速度や、油圧駆動のク
ラッチを備える場合にはクラッチの係合状態やクラッチに供給される油圧の状態などがあ
る。
【００１４】
　本発明の動力出力装置において、前記制御手段は、前記検出された蓄電手段の充放電の
状態が前記制御用許容範囲外になったときには、前記発電手段の発電電力に基づいて前記
変速伝達手段の変速比の切替状態が変更され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、発電手段の発電電力に応じて変速伝達手段の変速比の切替状態を変
更することができる。
【００１５】
　本発明の動力出力装置において、前記発電手段は、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と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可能な電力動力入出力手段と、を備える手段であるものとす
ることもできる。この場合、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す
る発電機と、を備える手段であるものとすることもできるし、前記内燃機関の出力軸に接
続された第１の回転子と前記駆動軸に接続された第２の回転子とを有し該第１の回転子と
該第２の回転子との相対的な回転により回転する対回転子電動機であるものとすることも
できる。また、本発明の動力出力装置において、前記発電手段は、燃料電池であるものと
することもできる。
【００１６】
　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、燃料の供給を受けて発電可能な発電手
段と、動力を入出力可能な電動機と、変速比の切り替えを伴って前記電動機の回転軸と前
記駆動軸との間で動力を変速して伝達する変速伝達手段と、前記発電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、前記蓄電手段の充放電の状態を検出する蓄電手
段状態検出手段と、前記駆動軸に要求される要求動力を設定する要求動力設定手段と、前
記変速伝達手段の変速比を切り替える際、前記設定された要求動力に基づく動力が前記駆
動軸に出力されると共に前記検出された蓄電手段の充放電の状態が前記蓄電手段に許容さ
れる範囲として設定される制御用許容範囲外になったときには該蓄電手段の充放電の状態
が該制御用許容範囲内となるように前記変速伝達手段の変速比の切替状態が変更されるよ
う前記発電手段と前記電動機と前記変速伝達手段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。
【００１７】
　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、蓄電手段に過大な電力が入出力される
のを抑制することができる効果などと同様の効果を奏することができる。
【００１８】
　本発明の駆動装置は、
　駆動軸を駆動する駆動装置であって、
　動力を入出力可能な電動機と、
　変速比の切り替えを伴って前記電動機の回転軸と前記駆動軸との間で動力を変速して伝
達する変速伝達手段と、
　前記電動機と電力のやりとりが可能な蓄電手段と、



(7) JP 4265570 B2 2009.5.20

10

20

30

40

50

　前記蓄電手段の充放電の状態を検出する蓄電手段状態検出手段と、
　前記駆動軸に要求される要求動力を設定する要求動力設定手段と、
　前記変速伝達手段の変速比を切り替える際、前記設定された要求動力に基づく動力が前
記駆動軸に出力されると共に前記検出された蓄電手段の充放電の状態が前記蓄電手段に許
容される範囲として設定される制御用許容範囲外になったときには該蓄電手段の充放電の
状態が該制御用許容範囲内となるように前記変速伝達手段の変速比の切替状態が変更され
るよう前記電動機と前記変速伝達手段とを制御する制御手段と、
　を備えることを要旨とする。
【００１９】
　この本発明の駆動装置では、変速伝達手段の変速比を切り替える際、駆動軸に要求され
る要求動力に基づく動力が駆動軸に出力されると共に蓄電手段の充放電の状態が蓄電手段
に許容される範囲として設定される制御用許容範囲外になったときには蓄電手段の充放電
の状態が制御用許容範囲内となるように変速伝達手段の変速比の切替状態が変更されるよ
う電動機と変速伝達手段とを制御する。即ち、蓄電手段の充放電の状態が制御用許容範囲
内となるようにしつつ変速伝達手段の変速比を切り替えるのである。これにより、蓄電手
段に過大な電力が入出力されるのを抑制することができる。
【００２０】
　本発明の動力出力装置の制御方法は、
　燃料の供給を受けて発電可能な発電手段と、動力を入出力可能な電動機と、変速比の切
り替えを伴って前記電動機の回転軸と前記駆動軸との間で動力を変速して伝達する変速伝
達手段と、前記発電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）前記蓄電手段の充放電の状態を検出し、
（ｂ）前記駆動軸に要求される要求動力を設定し、
（ｃ）前記変速伝達手段の変速比を切り替える際、前記設定された要求動力に基づく動力
が前記駆動軸に出力されると共に前記検出された蓄電手段の充放電の状態が前記蓄電手段
に許容される範囲として設定される制御用許容範囲外になったときには該蓄電手段の充放
電の状態が該制御用許容範囲内となるように前記変速伝達手段の変速比の切替状態が変更
されるよう前記発電手段と前記電動機と前記変速伝達手段とを制御する
　ことを要旨とする。
【００２１】
　この本発明の動力出力装置の制御用法によれば、変速伝達手段の変速比を切り替える際
、駆動軸に要求される要求動力に基づく動力が駆動軸に出力されると共に蓄電手段の充放
電の状態が蓄電手段に許容される範囲として設定される制御用許容範囲外になったときに
は蓄電手段の充放電の状態が制御用許容範囲内となるように変速伝達手段の変速比の切替
状態が変更されるよう発電手段と電動機と変速伝達手段とを制御する。即ち、蓄電手段の
充放電の状態が制御用許容範囲内となるようにしつつ変速伝達手段の変速比を切り替える
のである。これにより、蓄電手段に過大な電力が入出力されるのを抑制することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　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】
【００２３】
　図１は、本発明の一実施例としての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
して接続された３軸式の動力分配統合機構３０と、動力分配統合機構３０に接続された発
電可能なモータＭＧ１と、変速機６０を介して動力分配統合機構３０に接続されたモータ
ＭＧ２と、車両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
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。
【００２４】
　エンジン２２は、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する内
燃機関であり、エンジン２２の運転状態を検出する各種センサから信号を入力するエンジ
ン用電子制御ユニット（以下、エンジンＥＣＵという）２４により燃料噴射制御や点火制
御，吸入空気量調節制御などの運転制御を受けている。エンジンＥＣＵ２４には、例えば
、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２３からの信号など
が入力されている。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ハイブリッド用
電子制御ユニット７０に出力する。
【００２５】
　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を介して変速機６０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２２
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３７，デファレンシャルギヤ３８を介して駆動輪３９ａ，３９ｂに出力される。
【００２６】
　モータＭＧ１およびモータＭＧ２は、共に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４１，４
２を介してバッテリ５０と電力のやりとりを行なう。インバータ４１，４２とバッテリ５
０とを接続する電力ライン５４は、各インバータ４１，４２が共用する正極母線および負
極母線として構成されており、モータＭＧ１，ＭＧ２の一方で発電される電力を他のモー
タで消費することができるようになっている。したがって、バッテリ５０は、モータＭＧ
１，ＭＧ２から生じた電力や不足する電力により充放電されることになる。なお、モータ
ＭＧ１とモータＭＧ２とにより電力収支のバランスをとるものとすれば、バッテリ５０は
充放電されない。モータＭＧ１，ＭＧ２は、共に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４３，４４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ＥＣ
Ｕ４０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、回転位置検出センサ４３，４４から入力した信号に基づいて図示しない
回転数算出ルーチンによりモータＭＧ１，ＭＧ２の回転子の回転数Ｎｍ１，Ｎｍ２を計算
している。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。
【００２７】
　変速機６０は、モータＭＧ２の回転軸４８とリングギヤ軸３２ａとの接続および接続の
解除を行なうと共に両軸の接続をモータＭＧ２の回転軸４８の回転数を２段に減速してリ
ングギヤ軸３２ａに伝達できるよう構成されている。変速機６０の構成の一例を図２に示
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す。この図２に示す変速機６０は、ダブルピニオンの遊星歯車機構６０ａとシングルピニ
オンの遊星歯車機構６０ｂと二つのブレーキＢ１，Ｂ２とにより構成されている。ダブル
ピニオンの遊星歯車機構６０ａは、外歯歯車のサンギヤ６１と、このサンギヤ６１と同心
円上に配置された内歯歯車のリングギヤ６２と、サンギヤ６１に噛合する複数の第１ピニ
オンギヤ６３ａと、この第１ピニオンギヤ６３ａに噛合すると共にリングギヤ６２に噛合
する複数の第２ピニオンギヤ６３ｂと、複数の第１ピニオンギヤ６３ａおよび複数の第２
ピニオンギヤ６３ｂを連結して自転かつ公転自在に保持するキャリア６４とを備えており
、サンギヤ６１はブレーキＢ１のオンオフによりその回転を自由にまたは停止できるよう
になっている。シングルピニオンの遊星歯車機構６０ｂは、外歯歯車のサンギヤ６５と、
このサンギヤ６５と同心円上に配置された内歯歯車のリングギヤ６６と、サンギヤ６５に
噛合すると共にリングギヤ６６に噛合する複数のピニオンギヤ６７と、複数のピニオンギ
ヤ６７を自転かつ公転自在に保持するキャリア６８とを備えており、サンギヤ６５はモー
タＭＧ２の回転軸４８に、キャリア６８はリングギヤ軸３２ａにそれぞれ連結されている
と共にリングギヤ６６はブレーキＢ２のオンオフによりその回転が自由にまたは停止でき
るようになっている。ダブルピニオンの遊星歯車機構６０ａとシングルピニオンの遊星歯
車機構６０ｂとは、リングギヤ６２とリングギヤ６６、キャリア６４とキャリア６８とに
よりそれぞれ連結されている。変速機６０は、ブレーキＢ１，Ｂ２を共にオフとすること
によりモータＭＧ２の回転軸４８をリングギヤ軸３２ａから切り離すことができ、ブレー
キＢ１をオフとすると共にブレーキＢ２をオンとしてモータＭＧ２の回転軸４８の回転を
比較的大きな減速比で減速してリングギヤ軸３２ａに伝達し（以下、この状態をＬｏギヤ
の状態という）、ブレーキＢ１をオンとすると共にブレーキＢ２をオフとしてモータＭＧ
２の回転軸４８の回転を比較的小さな減速比で減速してリングギヤ軸３２ａに伝達する（
以下、この状態をＨｉギヤの状態という）。ブレーキＢ１，Ｂ２を共にオンとする状態は
回転軸４８やリングギヤ軸３２ａの回転を禁止するものとなる。
【００２８】
　ブレーキＢ１，Ｂ２は、図３に例示する油圧回路１００からの油圧によりオンオフされ
るようになっている。油圧回路１００は、図示するように、エンジン２２の回転により駆
動する機械式ポンプ１０２と、図示しない電気モータを内蔵する電動ポンプ１０４と、機
械式ポンプ１０２または電動ポンプ１０４からのライン油圧ＰＬを調整する３ウェイソレ
ノイド１０６およびプレッシャーコントロールバルブ１０８と、ライン油圧ＰＬを用いて
ブレーキＢ１，Ｂ２の係合力を調整するリニアソレノイド１１０，１１１やコントロール
バルブ１１２，１１３，アキュムレータ１１４，１１５とから構成されている。油圧回路
１００では、ライン油圧ＰＬは、３ウェイソレノイド１０６を駆動してプレッシャーコン
トロールバルブ１０８の開閉を制御することにより調整することができ、ブレーキＢ１，
Ｂ２の係合力は、リニアソレノイド１１０，１１１に印加する電流を制御することにより
ライン油圧ＰＬをブレーキＢ１，Ｂ２に伝達させるコントロールバルブ１１２，１１３の
開閉を制御することにより調節することができる。
【００２９】
　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電圧センサ５１ａからの端子間電圧Ｖｂ
，バッテリ５０の出力端子に接続された電力ライン５４に取り付けられた電流センサ５１
ｂからの充放電電流Ｉｂ，バッテリ５０に取り付けられた温度センサ５１ｃからの電池温
度Ｔｂなどが入力されており、必要に応じてバッテリ５０の状態に関するデータを通信に
よりハイブリッド用電子制御ユニット７０に出力する。なお、バッテリＥＣＵ５２では、
バッテリ５０を管理するために電流センサ５１ｂにより検出された充放電電流Ｉｂの積算
値に基づいて残容量（ＳＯＣ）も演算している。
【００３０】
　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
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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の踏み込み量に対応したアクセル開度Ａ
ｃｃ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などが入力ポートを介して入力さ
れている。また、ハイブリッド用電子制御ユニット７０からは、電動ポンプ１０４を駆動
する電気モータへの駆動信号や３ウェイソレノイド１０６への駆動信号，リニアソレノイ
ド１１０，１１１への駆動信号などが出力ポートを介して出力されている。なお、ハイブ
リッド用電子制御ユニット７０は、前述したように、エンジンＥＣＵ２４やモータＥＣＵ
４０，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。
【００３１】
　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動力分配統合機構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
ＭＧ１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５
０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動力分配統合機構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
ＭＧ２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。
【００３２】
　次に、こうして構成されたハイブリッド自動車２０の動作について説明する。図３およ
び図４は、ハイブリッド用電子制御ユニット７０により実行される駆動制御ルーチンの一
例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）
に実行される。
【００３３】
　駆動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ＣＰＵ７２
は、まず、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や車速センサ
８８からの車速Ｖ，モータＭＧ１，ＭＧ２の回転数Ｎｍ１，Ｎｍ２，バッテリ５０の端子
間電圧Ｖｂ，バッテリ５０の入出力制限Ｗｉｎ，Ｗｏｕｔ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、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。また、バッテリ５０の端子間電圧Ｖｂは、電圧センサ５１ａにより検出され
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。さらに、バッテリ５０
の入出力制限Ｗｉｎ，Ｗｏｕｔは、温度センサ５１ｃにより検出されたバッテリ５０の電
池温度Ｔｂとバッテリ５０の残容量（ＳＯＣ）とに基づいて設定されたものをバッテリＥ
ＣＵ５２から通信により入力するものとした。
【００３４】
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　こうしてデータを入力すると、入力したアクセル開度Ａｃｃと車速Ｖとに基づいて車両
に要求されるトルクとして駆動輪３９ａ，３９ｂに連結された駆動軸としてのリングギヤ
軸３２ａに出力すべき要求トルクＴｒ＊とエンジン２２に要求される要求パワーＰｅ＊と
を設定する（ステップＳ１１０）。要求トルクＴｒ＊は、実施例では、アクセル開度Ａｃ
ｃと車速Ｖと要求トルクＴｒ＊との関係を予め定めて要求トルク設定用マップとしてＲＯ
Ｍ７４に記憶しておき、アクセル開度Ａｃｃと車速Ｖとが与えられると記憶したマップか
ら対応する要求トルクＴｒ＊を導出して設定するものとした。図５に要求トルク設定用マ
ップの一例を示す。要求パワーＰｅ＊は、設定した要求トルクＴｒ＊にリングギヤ軸３２
ａの回転数Ｎｒを乗じたものとバッテリ５０が要求する充放電要求パワーＰｂ＊とロスＬ
ｏｓｓとの和として計算することができる。なお、リングギヤ軸３２ａの回転数Ｎｒは、
車速Ｖに換算係数ｋを乗じることによって求めることができる。
【００３５】
　続いて、要求パワーＰｅ＊に基づいてエンジン２２の目標回転数Ｎｅ＊と目標トルクＴ
ｅ＊とを設定する（ステップＳ１２０）。この設定は、エンジン２２を効率よく動作させ
る動作ラインと要求パワーＰｅ＊とに基づいて目標回転数Ｎｅ＊と目標トルクＴｅ＊とを
設定する。エンジン２２の動作ラインの一例と目標回転数Ｎｅ＊と目標トルクＴｅ＊とを
設定する様子を図６に示す。図示するように、目標回転数Ｎｅ＊と目標トルクＴｅ＊は、
動作ラインと要求パワーＰｅ＊（Ｎｅ＊×Ｔｅ＊）が一定の曲線との交点により求めるこ
とができる。
【００３６】
　エンジン２２の目標回転数Ｎｅ＊と目標トルクＴｅ＊とを設定すると、設定した目標回
転数Ｎｅ＊とリングギヤ軸３２ａの回転数Ｎｒ（＝Ｖ・ｋ）と動力分配統合機構３０のギ
ヤ比ρとを用いて次式（１）によりモータＭＧ１の目標回転数Ｎｍ１＊を計算すると共に
計算した目標回転数Ｎｍ１＊と現在の回転数Ｎｍ１とに基づいて式（２）によりモータＭ
Ｇ１のトルク指令Ｔｍ１＊を計算する（ステップＳ１３０）。ここで、式（１）は、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。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を図７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３１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軸はリングギヤ３２の回転数Ｎ
ｒを示す。式（１）は、この共線図を用いれば容易に導くことができる。なお、Ｒ軸上の
２つの太線矢印は、エンジン２２を目標回転数Ｎｅ＊および目標トルクＴｅ＊の運転ポイ
ントで定常運転したときにエンジン２２から出力されるトルクＴｅ＊がリングギヤ軸３２
ａに伝達されるトルクと、モータＭＧ２から出力されるトルクＴｍ２＊が変速機６０を介
してリングギヤ軸３２ａに作用するトルクとを示す。また、式（２）は、モータＭＧ１を
目標回転数Ｎｍ１＊で回転させるためのフィードバック制御における関係式であり、式（
２）中、右辺第２項の「ｋ１」は比例項のゲインであり、右辺第３項の「ｋ２」は積分項
のゲインである。
【００３７】
　Nm1*=Ne*・(1+ρ)/ρ-V・k/ρ　　(1)
　Tm1*=前回Tm1*+k1(Nm1*-Nm1)+k2∫(Nm1*-Nm1)dt　(2)
【００３８】
　こうしてモータＭＧ１の目標回転数Ｎｍ１＊とトルク指令Ｔｍ１＊とを計算すると、バ
ッテリ５０の入出力制限Ｗｉｎ，Ｗｏｕｔと計算したモータＭＧ１のトルク指令Ｔｍ１＊
に現在のモータＭＧ１の回転数Ｎｍ１を乗じて得られるモータＭＧ１の消費電力（発電電
力）との偏差をモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２で割ることによりモータＭＧ２から出力して
もよいトルクの上下限としてのトルク制限Ｔｍｉｎ，Ｔｍａｘを次式（３）および式（４
）により計算し（ステップＳ１４０）、モータＭＧ２の回転数Ｎｍ２を駆動軸としてのリ
ングギヤ軸３２ａの回転数Ｎｒ（＝Ｖ・ｋ）で除することにより変速機６０のギヤ比Ｇｒ
を計算し（ステップＳ１５０）、要求トルクＴｒ＊とトルク指令Ｔｍ１＊と動力分配統合
機構３０のギヤ比ρと変速機６０のギヤ比Ｇｒとを用いてモータＭＧ２から出力すべきト
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ルクとしての仮モータトルクＴｍ２ｔｍｐを式（５）により計算し（ステップＳ１６０）
、計算したトルク制限Ｔｍｉｎ，Ｔｍａｘで仮モータトルクＴｍ２ｔｍｐを制限した値と
してモータＭＧ２のトルク指令Ｔｍ２＊を設定する（ステップＳ１７０）。このようにモ
ータＭＧ２のトルク指令Ｔｍ２＊を設定することにより、駆動軸としてのリングギヤ軸３
２ａに出力する要求トルクＴｒ＊を、バッテリ５０の入出力制限Ｗｉｎ，Ｗｏｕｔの範囲
内で制限したトルクとして設定することができる。なお、式（５）は、前述した図７の共
線図から容易に導き出すことができる。
【００３９】
　Tmin=(Win-Tm1*・Nm1)/Nm2　(3)
　Tmax=(Wout-Tm1*・Nm1)/Nm2　(4)
　Tm2tmp=(Tr*+Tm1*/ρ)/Gr　　(5)
【００４０】
　次に、変速機６０の変速段を切り替えるよう変速要求がなされているか否かを判定する
（ステップＳ１８０）。変速機６０の変速要求は、実施例では、要求トルクＴｒ＊と車速
Ｖとに基づいて予め定められたタイミングで行なわれるものとした。変速機６０の変速要
求がなされていないと判定されたときには、エンジン２２の目標回転数Ｎｅ＊と目標トル
クＴｅ＊についてはエンジンＥＣＵ２４に、モータＭＧ１，ＭＧ２のトルク指令Ｔｍ１＊
，Ｔｍ２＊についてはモータＥＣＵ４０にそれぞれ送信して（ステップＳ２７０）、駆動
制御ルーチンを終了する。目標回転数Ｎｅ＊と目標トルクＴｅ＊とを受信したエンジンＥ
ＣＵ２４は、エンジン２２が目標回転数Ｎｅ＊と目標トルクＴｅ＊とによって示される運
転ポイントで運転されるようにエンジン２２における燃料噴射制御や点火制御などの制御
を行なう。また、トルク指令Ｔｍ１＊，Ｔｍ２＊を受信したモータＥＣＵ４０は、トルク
指令Ｔｍ１＊でモータＭＧ１が駆動されると共にトルク指令Ｔｍ２＊でモータＭＧ２が駆
動されるようインバータ４１，４２のスイッチング素子のスイッチング制御を行なう。
【００４１】
　一方、変速機６０の変速要求がなされていると判定されたときには、変速機６０の変速
段を切り替えている変速中であるか否かを判定し（ステップＳ１９０）、変速中でないと
判定されたときには、切替状態回復フラグＦ２の値を調べ（ステップＳ２００）、切替状
態回復フラグＦ２が値１のときには切替状態変更フラグＦ１および切替状態回復フラグＦ
２に共に値０を設定すると共に変速機６０の変速段を切り替える切替処理の実行開始を指
示し（ステップＳ２１０，Ｓ２２０）、切替状態回復フラグＦ２が値０のときにはそのま
ま切替処理の実行開始を指示し（ステップＳ２２０）、前述したステップＳ２７０の処理
を実行して駆動制御ルーチンを終了する。ここで、切替状態変更フラグＦ１および切替状
態回復フラグＦ２については後述する。また、切替処理の実行開始の指示がなされると、
ハイブリッド用電子制御ユニット７０は、図４の駆動制御ルーチンと並行して図８に例示
する切替処理ルーチンを実行する。図８の切替処理ルーチンについても後述する。
【００４２】
　ステップＳ１９０で変速中であると判定されたときには、バッテリ５０の端子間電圧Ｖ
ｂを閾値Ｖｂｍｉｎ，Ｖｂｍａｘと比較する（ステップＳ２３０）。ここで、閾値Ｖｂｍ
ｉｎ，Ｖｂｍａｘは、バッテリ５０に許容される上下限電圧やその近傍の電圧が設定され
、バッテリ５０の特性などにより定められる。いま、変速機６０のギヤの状態をＬｏギヤ
の状態からＨｉギヤの状態に切り替えるアップシフトが行なわれるときを考える。このと
き、回転位置検出センサ４４によるセンシング遅れや，ハイブリッド用電子制御ユニット
７０やモータＥＣＵ４０による演算遅れ，ハイブリッド用電子制御ユニット７０とモータ
ＥＣＵ４０との間の通信遅れなどによってモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２の変化に対してモ
ータＭＧ２から出力されるトルクＴｍ２は遅れて変化する。したがって、モータＭＧ２の
消費電力が小さくなることによってバッテリ５０に過大な電力が入力される場合がある。
バッテリ５０の端子間電圧Ｖｂと閾値Ｖｂｍａｘとの比較は、バッテリ５０の充放電の状
態がバッテリ５０に許容される制御用許容範囲内にあるか否かを判定するものである。次
に、変速機６０のギヤの状態をＨｉギヤの状態からＬｏギヤの状態に切り替えるダウンシ
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フトが行なわれるときを考える。このときには、アップシフトのときとは逆にモータＭＧ
２の消費電力が大きくなることによってバッテリ５０から過大な電力が出力される場合が
あるから、バッテリ５０の端子間電圧Ｖｂと閾値Ｖｂｍｉｎとの比較によってバッテリ５
０の充放電の状態が制御用許容範囲内にあるか否かを判定するのである。バッテリ５０の
端子間電圧Ｖｂが閾値Ｖｂｍｉｎより低いときや閾値Ｖｂｍａｘより高いときには、バッ
テリ５０の充放電の状態が制御用許容範囲内にないと判断し、切替状態変更フラグＦ１に
値１を設定し（ステップ２６０）、前述したステップＳ２７０の処理を実行して駆動制御
ルーチンを終了する。一方、バッテリ５０の端子間電圧Ｖｂが閾値Ｖｂｍｉｎ以上である
と共に閾値Ｖｂｍａｘ以下であるときには、バッテリ５０の充放電の状態が制御用許容範
囲内にあると判断し、切替状態変更フラグＦ１の値を調べ（ステップＳ２４０）、切替状
態変更フラグＦ１が値１のときには切替状態回復フラグＦ２に値１を設定し（ステップＳ
２５０）、ステップＳ２７０の処理を実行して駆動制御ルーチンを終了し、切替状態変更
フラグＦ１が値０のときにはそのままステップＳ２７０の処理を実行して駆動制御ルーチ
ンを終了する。即ち、変速中にバッテリ５０の端子間電圧Ｖｂが閾値Ｖｂｍｉｎより低く
なったときや閾値Ｖｂｍａｘより高くなったときに切替状態変更フラグＦ１に値１を設定
し、その後にバッテリ５０の端子間電圧Ｖｂが閾値Ｖｂｍｉｎ以上且つ閾値Ｖｂｍａｘ以
下になったときに切替状態回復フラグＦ２に値１を設定し、切替状態回復フラグＦ２に値
１が設定されたときには次回に切替処理を開始する際に切替状態変更フラグＦ１および切
替状態回復フラグＦ２に共に値０を設定するのである。
【００４３】
　次に、図８の切替処理ルーチンについて説明する。このルーチンでは、まず、変速機６
０の変速要求がアップシフトであるか否かを判定し（ステップＳ３００）、アップシフト
であると判定されたときには、ブレーキＢ１側のファストフィルを実行すると共にブレー
キＢ２がオフされるようブレーキＢ２に作用しているオイルを抜く（ステップＳ３１０，
Ｓ３２０）。ここで、ファストフィルは、摩擦部材が当接するまでの隙間を埋めるために
パックにオイルを充填させる処理である。具体的には、ブレーキＢ１側のリニアソレノイ
ド１１０を１００％かそれに近いデューティ比で駆動する処理となる。そして、ブレーキ
Ｂ１側のファストフィルを終了すると共にブレーキＢ２をオフとすると（ステップＳ３３
０）、図４の駆動制御ルーチンで設定した切替状態変更フラグＦ１や，モータＭＧ２の回
転数Ｎｍ２，車速Ｖを入力し（ステップＳ３４０）、入力した車速Ｖに換算係数ｋを乗じ
て計算した駆動軸としてのリングギヤ軸３２ａの回転数Ｎｒ（＝Ｖ・ｋ）に変速機６０の
Ｈｉギヤの状態のギヤ比Ｇｈｉを乗じることによりモータＭＧ２の変速後の目標回転数Ｎ
ｍ２＊を計算し（ステップＳ３５０）、切替状態変更フラグＦ１の値を調べ（ステップＳ
３６０）、切替状態変更フラグＦ１が値０のときには、変速機６０の変速段を切り替える
際のモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２の目標変化速度としての目標回転数変化ΔＮｍ２＊に値
Ｎ１を設定し（ステップＳ３７０）、モータＭＧ２の今回の回転数Ｎｍ２から前回の回転
数（前回Ｎｍ２）を減じることによりモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２の変化速度としての回
転数変化ΔＮｍ２を計算し（ステップＳ３９０）、回転数変化ΔＮｍ２が目標回転数変化
ΔＮｍ２＊となるようブレーキＢ１の油圧指令Ｐｂ１＊を設定し（ステップＳ４００）、
ブレーキＢ１に供給される油圧が油圧指令Ｐｂ１＊となるようリニアソレノイド１１０の
デューティ比を調節する（ステップ４０５）。ここで、値Ｎ１は、モータＭＧ２や油圧回
路１００の性能などによって定められる。また、ブレーキＢ１の油圧指令Ｐｂ１＊は、実
施例では、回転数変化ΔＮｍ２と目標回転数変化ΔＮｍ２＊とを用いて次式（６）により
設定するものとした。ここで、式（６）は、回転数変化ΔＮｍ２と目標回転数変化ΔＮｍ
２＊との偏差に対するフィードバック制御の式であり、関数ＰＩＤはフィードバック制御
における比例項や積分項あるいは微分項によって構成されている。このようにブレーキＢ
１の油圧指令Ｐｂ１＊を設定することにより、モータＭＧ２の回転数Ｎｍ２の変化速度を
より適正に制御することができる。そして、モータＭＧ２の回転数Ｎｍ２を変速後の目標
回転数Ｎｍ２＊と比較し（ステップＳ４１０）、モータＭＧ２の回転数Ｎｍ２が変速後の
目標回転数Ｎｍ２＊近傍でないときにはステップ３４０に戻る。こうしてステップＳ３４
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０～Ｓ４１０の処理を繰り返し実行してモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２が変速後の目標回転
数Ｎｍ２＊近傍に至ったときにブレーキＢ１がオンされるようリニアソレノイド１１０の
デューティ比を調節して（ステップＳ４２０）、切替処理ルーチンを終了する。一方、ス
テップＳ３６０で切替状態変更フラグＦ１が値１のときには、値Ｎ１より絶対値が小さい
値Ｎ２を目標回転数変化ΔＮｍ２＊に設定し（ステップＳ３８０）、ステップＳ３９０以
降の処理を実行する。即ち、アップシフトの最中に切替状態変更フラグＦ１に値１が設定
されたときには、切替状態変更フラグＦ１が値０のときに比して目標回転数変化ΔＮｍ２
＊の絶対値を小さくすることによってモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２の変化速度を遅くする
のである。これにより、センシング遅れや演算遅れ，通信遅れなどによってモータＭＧ２
の消費電力が小さくなることによるバッテリ５０への過大な電力の入力を抑制することが
できる。しかも、図４の駆動制御ルーチンにおいて変速中にバッテリ５０の端子間電圧Ｖ
ｂが閾値Ｖｂｍａｘより高くなった後に端子間電圧Ｖｂが閾値Ｖｂｍａｘ以下になったと
きでも次回に変速段の切り替えを開始するまで切替状態変更フラグＦ１は値１のままであ
るから、バッテリ５０の端子間電圧Ｖｂが閾値Ｖｂｍａｘ以下になったときに切替状態変
更フラグＦ１を値０に戻すものに比して、即ちモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２の変化速度を
戻すものに比してモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２の変化速度を変更することによるショック
を抑制することができる。
【００４４】
　Pb1*=前回Pb1*+PID(ΔNm2,ΔNm2*)  (6)
【００４５】
　ステップＳ３００でアップシフトでない、即ちダウンシフトであると判定されたときに
は、ブレーキＢ２側のファストフィルを実行すると共にブレーキＢ１が半係合にされるよ
うブレーキＢ１に作用しているオイルを抜き（ステップＳ４３０，Ｓ４４０）、ブレーキ
Ｂ２側のファストフィルを終了すると共にブレーキＢ１を半係合にすると（ステップＳ４
５０）、図４の駆動制御ルーチンで設定した切替状態変更フラグＦ１や，モータＭＧ２の
回転数Ｎｍ２，車速Ｖを入力し（ステップＳ４６０）、入力した車速Ｖと換算係数ｋと変
速機６０のＬｏギヤの状態のギヤ比Ｇｌｏとを用いてモータＭＧ２の変速後の目標回転数
Ｎｍ２＊（＝Ｖ・ｋ・Ｇｌｏ）を計算し（ステップＳ４７０）、モータＭＧ２の回転数Ｎ
ｍ２や変速後の目標回転数Ｎｍ２＊などに基づいてブレーキＢ２の油圧指令Ｐｂ２＊を設
定し（ステップＳ４８０）、切替状態変更フラグＦ１の値を調べ（ステップＳ４９０）、
切替状態変更フラグＦ１が値０のときには目標回転数変化ΔＮｍ２＊に値Ｎ３を設定し（
ステップＳ５００）、切替状態変更フラグＦ１が値１のときには目標回転数変化ΔＮｍ２
＊に値Ｎ３より絶対値が小さい値Ｎ４を設定し（ステップＳ５１０）、モータＭＧ２の今
回の回転数Ｎｍ２と前回の回転数（前回Ｎｍ２）とを用いて回転数変化ΔＮｍ２を計算し
（ステップＳ５２０）、回転数変化ΔＮｍ２が目標回転数変化ΔＮｍ２＊となるよう前述
の式（６）を用いてブレーキＢ１の油圧指令Ｐｂ１＊を設定し（ステップＳ５３０）、ブ
レーキＢ１，Ｂ２に供給される油圧が油圧指令Ｐｂ１＊，Ｐｂ２＊となるようリニアソレ
ノイド１１０，１１１のデューティ比を調節し（ステップ５３５）、モータＭＧ２の回転
数Ｎｍ２を変速後の目標回転数Ｎｍ２＊と比較し（ステップＳ５４０）、モータＭＧ２の
回転数Ｎｍ２が変速後の目標回転数Ｎｍ２＊近傍でないときにはステップ４６０に戻る。
ここで、値Ｎ３は、モータＭＧ２や油圧回路１００の性能などによって定められる。こう
してステップＳ４６０～Ｓ５４０の処理を繰り返し実行してモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２
が変速後の目標回転数Ｎｍ２＊近傍に至ったときにブレーキＢ１がオフされるようブレー
キＢ１に作用しているオイルを抜くと共にブレーキＢ２がオンされるようリニアソレノイ
ド１１１のデューティ比を調節して（ステップＳ５５０）、切替処理ルーチンを終了する
。即ち、ダウンシフトの最中に切替状態変更フラグＦ１に値１が設定されたときには、ア
ップシフトの際と同様に切替状態変更フラグＦ１が値０のときに比して目標回転数変化Δ
Ｎｍ２＊の絶対値を小さくすることによってモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２の変化速度を遅
くするのである。これにより、センシング遅れや演算遅れ，通信遅れなどによってモータ
ＭＧ２の消費電力が大きくなることによるバッテリ５０からの過大な電力の出力を抑制す
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ることができる。しかも、図４の駆動制御ルーチンにおいて、変速中にバッテリ５０の端
子間電圧Ｖｂが閾値Ｖｂｍｉｎより低くなった後に端子間電圧Ｖｂが閾値Ｖｂｍｉｎ以上
になったときでも次回に変速段の切り替えが行われるまで切替状態変更フラグＦ１は値１
のままであるから、バッテリ５０の端子間電圧Ｖｂが閾値Ｖｂｍｉｎ以上になったときに
切替状態変更フラグＦ１を値０に戻すものに比して、即ちモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２の
変化速度を戻すものに比してモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２の変化速度を変更することによ
るショックを抑制することができる。
【００４６】
　アップシフトの際のモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２やトルク指令Ｔｍ２＊，消費電力（Ｔ
ｍ２＊・Ｎｍ２），ブレーキＢ１，Ｂ２の油圧指令Ｐｂ１＊，Ｐｂ２＊の時間変化の様子
を図９に示し、ダウンシフトの際のモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２やトルク指令Ｔｍ２＊，
消費電力（Ｔｍ２＊・Ｎｍ２），ブレーキＢ１，Ｂ２の油圧指令Ｐｂ１＊，Ｐｂ２＊の時
間変化の様子を図１０に示す。図９および図１０中、実線は時刻ｔ１でバッテリ５０の充
放電の状態が制御用許容範囲外になった以降にモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２の変化速度を
変更した場合を示し、点線は比較のためにバッテリ５０の充放電の状態が制御用許容範囲
外になった以降もモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２の変化速度を変更しない場合を示す。図９
の実線に示すように、アップシフトの際には、バッテリ５０の充放電の状態が制御用許容
範囲外になった以降は係合する側のブレーキＢ１の油圧指令Ｐｂ１＊を小さくしてモータ
ＭＧ２の回転数Ｎｍ２の変化速度を遅くすることにより、モータＭＧ２の消費電力（Ｔｍ
２＊・Ｎｍ２）が小さくなるのを抑制することができ、バッテリ５０に過大な電力が入力
されるのを抑制することができる。また、図１０の実線に示すように、ダウンシフトの際
には、バッテリ５０の充放電の状態が制御用許容範囲外になった以降は開放する側のブレ
ーキＢ１の油圧指令Ｐｂ１＊を大きくしてモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２の変化速度を遅く
することにより、モータＭＧ２の消費電力（Ｔｍ２＊・Ｎｍ２）が大きくなるのを抑制す
ることができ、バッテリ５０に過大な電力が入力されるのを抑制することができる。
【００４７】
　以上説明した実施例のハイブリッド自動車２０によれば、変速中にバッテリ５０の端子
間電圧Ｖｂが閾値Ｖｂｍｉｎより低くなったときや閾値Ｖｂｍａｘより高くなったときに
は、ブレーキＢ１の油圧指令Ｐｂ１＊を変更することによってモータＭＧ２の回転数Ｎｍ
２の変化速度を遅くするから、センシング遅れや演算遅れ，通信遅れなどによるモータＭ
Ｇ２の消費電力の変化によってバッテリ５０に過大な電力が入出力されるのを抑制するこ
とができる。しかも、モータＭＧ２の回転数Ｎｍ２の変化速度を遅くしたときには、その
後にバッテリ５０の端子間電圧Ｖｂが閾値Ｖｂｍｉｎ以上且つ閾値Ｖｂｍａｘ以下になっ
てもモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２の変化速度を戻すことなく保持するから、バッテリ５０
の端子間電圧Ｖｂが閾値Ｖｂｍｉｎ以上且つ閾値Ｖｂｍａｘ以下になったときにモータＭ
Ｇ２の回転数Ｎｍ２の変化速度を戻すものに比してモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２の変化速
度を変更することによるショックを回避することができる。
【００４８】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、図４の駆動制御ルーチンのステップＳ２３０で
バッテリ５０の端子間電圧Ｖｂを用いてバッテリ５０の充放電の状態が制御用許容範囲内
にあるか否かを判定するものとしたが、これに代えてまたはこれに加えてバッテリ５０の
充放電電流Ｉｂなどを用いてバッテリ５０の充放電の状態が制御用許容範囲内にあるか否
かを判定するものとしてもよい。
【００４９】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、図４の駆動制御ルーチンに示したように、切替
状態変更フラグＦ１に値１を設定した後にバッテリ５０の端子間電圧Ｖｂが閾値Ｖｂｍｉ
ｎ以上且つＶｂｍａｘ以下になったときには、変速機６０の変速段の切り替えを終了した
後に次回に変速機６０の変速段の切り替えを開始する際に切替状態変更フラグＦ１に値０
を設定するものとしたが、切替状態変更フラグＦ１に値０を設定するタイミングは、今回
の変速機６０の変速段の切り替えを終了した以降であれば、次回に変速機６０の変速段の
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切り替えを開始する際に限られない。
【００５０】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、図４の駆動制御ルーチンに示したように、切替
状態変更フラグＦ１に値１を設定したときには、その後にバッテリ５０の端子間電圧Ｖｂ
が閾値Ｖｂ以上且つ閾値Ｖｂｍａｘ以下になっても変速機６０の変速段の切り替えを終了
した後に次回に変速機６０の変速段の切り替えを開始するまで切替状態変更フラグＦ１に
値０を設定しないものとしたが、バッテリ５０の端子間電圧Ｖｂが閾値Ｖｂｍｉｎ以上且
つ閾値Ｖｂｍａｘ以下になったときに切替状態変更フラグＦ１に値０を設定するものとし
てもよい。この場合の駆動制御ルーチンの一例の一部を図１１に示す。この駆動制御ルー
チンでは、ステップＳ１８０で変速機６０の変速要求がなされたときに、変速中でないと
判定されたときには（ステップＳ１９０）、切替処理の開始を指示する（ステップＳ２２
０）。一方、ステップＳ１９０で変速中であると判定されたときには、バッテリ５０の端
子間電圧Ｖｂを閾値Ｖｂｍｉｎ，Ｖｂｍａｘと比較し（ステップＳ２３０）、バッテリ５
０の端子間電圧Ｖｂが閾値Ｖｂｍｉｎ以上且つ閾値Ｖｂｍａｘ以下のときには切替状態変
更フラグＦ１に値０を設定し（ステップＳ２５０ｂ）、端子間電圧Ｖｂが閾値Ｖｂｍｉｎ
より低いときや閾値Ｖｂｍａｘより高いときには切替状態変更フラグＦ１に値１を設定す
る（ステップＳ２６０）。したがって、この場合には、バッテリ５０の端子間電圧Ｖｂの
状態に応じてモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２の変化速度は変更されることになる。
【００５１】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、図４の駆動制御ルーチンに示したように、変速
中にバッテリ５０の端子間電圧Ｖｂが閾値Ｖｂｍｉｎより低くなったときや閾値Ｖｂｍａ
ｘより高くなったときには、直ちに切替状態変更フラグＦ１に値１を設定するものとした
が、変速機６０の変速段の切り替えを終了した後に次回に変速機６０の変速段の切り替え
を開始する際に切替状態変更フラグＦ１に値１を設定するものとしてもよい。この場合の
駆動制御ルーチンの一例の一部を図１２に示す。この駆動制御ルーチンでは、ステップＳ
１８０で変速機６０の変速要求がなされたときに、変速中でないと判定されたときには（
ステップＳ１９０）、仮切替状態変更フラグＦ３の値を調べ（ステップＳ１９２）、仮切
替状態変更フラグＦ３が値１のときには切替状態変更フラグＦ１に値１を設定し（ステッ
プＳ１９４）、ステップＳ２００に進み、仮切替状態変更フラグＦ３が値０のときにはそ
のままステップＳ２００に進む。ここで、仮切替状態変更フラグＦ３は、前回の変速中に
バッテリ５０の充放電の状態が制御用許容範囲外になったか否かを示すフラグであり、初
期値として値０が設定されると共に後述するステップＳ２６０ｃで値１が設定される。続
いて、切替状態回復フラグＦ２の値を調べ（ステップＳ２００）、切替状態回復フラグＦ
２が値１のときには、切替状態変更フラグＦ１，切替状態回復フラグＦ２，仮切替状態変
更フラグＦ３のすべてに値０を設定して（ステップＳ２１０ｃ）、切替処理の開始を指示
し（ステップＳ２２０）、切替状態回復フラグＦ２が値０のときにはそのまま切替処理の
開始を指示する（ステップＳ２２０）。ステップＳ１９０で変速中であると判定されたと
きには、バッテリ５０の端子間電圧Ｖｂを閾値Ｖｂｍｉｎ，Ｖｂｍａｘと比較し（ステッ
プＳ２３０）、端子間電圧Ｖｂが閾値Ｖｂｍｉｎより低いときや閾値Ｖｂｍａｘより高い
ときには仮切替状態変更フラグＦ３に値１を設定し（ステップＳ２６０ｃ）、端子間電圧
Ｖｂが閾値Ｖｂｍｉｎ以上且つ閾値Ｖｂｍａｘ以下のときには切替状態変更フラグＦ１の
値を調べ（ステップＳ２４０）、切替状態変更フラグＦ１が値１のときには、切替状態回
復フラグＦ２に値１を設定する（ステップＳ２５０）。即ち、変速中にバッテリ５０の端
子間電圧Ｖｂが閾値Ｖｂｍｉｎより低くなったり閾値Ｖｂｍａｘより高くなったりしたと
きには、変速機６０の変速段の切り替えを終了した後に次回に変速段の切り替えを開始す
る際に切替状態変更フラグＦ１に値１を設定するのである。これにより、変速中にモータ
ＭＧ２の回転数Ｎｍ２の変化速度を変更することによるショックを回避することができる
。
【００５２】
　また、図１３の駆動制御ルーチンの一例の一部に示すように、バッテリ５０の端子間電
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圧Ｖｂが閾値Ｖｂｍｉｎより低くなったときや閾値Ｖｂｍａｘより高くなったときにおけ
るバッテリ５０の端子間電圧Ｖｂに応じて切替状態変更フラグＦ１に値１を直ちに設定す
るか次回に変速機６０の変速段の切り替えを行なう際に設定するかを判定するものとして
もよい。この駆動制御ルーチンは、図１２の駆動制御ルーチンのステップＳ２６０ｃの処
理に代えてステップＳ６００～Ｓ６３０の処理を実行する点を除いて図１２の駆動制御ル
ーチンと同一である。以下、この点を中心に説明する。この駆動制御ルーチンでは、変速
中にバッテリ５０の端子間電圧Ｖｂが閾値Ｖｂｍｉｎより低くなったときや閾値Ｖｂｍａ
ｘより高くなったときには（ステップＳ１９０，Ｓ２３０）、バッテリ５０の端子間電圧
Ｖｂから閾値Ｖｂｍａｘを減じたものを閾値Ｖｂｒｅｆと比較すると共に（ステップＳ６
００）、閾値Ｖｂｍｉｎからバッテリ５０の端子間電圧Ｖｂを減じたものを閾値Ｖｂｒｅ
ｆと比較する（ステップＳ６１０）。ここで、閾値Ｖｂｒｅｆは、バッテリ５０の充放電
の状態が制御用許容範囲からどの程度外れているかを判定するために用いられるものであ
り、バッテリ５０の特性などにより定められる。バッテリ５０の端子間電圧Ｖｂから閾値
Ｖｂｍａｘを減じたものが閾値Ｖｂｒｅｆ以上のときや閾値Ｖｂｍｉｎからバッテリ５０
の端子間電圧Ｖｂを減じたものが閾値Ｖｂｒｅｆ以上のときには、バッテリ５０の充放電
の状態が制御用許容範囲から大きく外れていると判断し、切替状態変更フラグＦ１に値１
を設定する（ステップＳ６３０）。こうして切替処理変更フラグＦ１に値１が設定される
と、図８の切替処理ルーチンでモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２の変化速度を遅くすることに
より、バッテリ５０への過大な電力の入出力を抑制することができる。一方、バッテリ５
０の端子間電圧Ｖｂから閾値Ｖｂｍｉｎを減じたものが閾値Ｖｂｒｅｆより小さく且つ閾
値Ｖｂｍｉｎからバッテリ５０の端子間電圧Ｖｂを減じたものが閾値Ｖｂｒｅｆより小さ
いときには、仮切替状態変更フラグＦ３に値１を設定する（ステップＳ６２０）。こうし
て仮切替状態変更フラグＦ３に値１が設定されたときには、変速機６０の変速段の切り替
えを終了して次回に変速機６０の変速段の切り替えを開始する際に切替処理変更フラグＦ
１に値１を設定することにより、変速中にモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２の変化速度を変更
することによるショックを回避することができる。
【００５３】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、図４の駆動制御ルーチンのステップＳ２３０で
バッテリ５０の端子間電圧Ｖｂが閾値Ｖｂｍｉｎより低いときや閾値Ｖｂｍａｘより高い
ときには、変速機６０をアップシフトさせるかダウンシフトさせるかに拘わらず切替状態
変更フラグＦ１に値１を設定するものとしたが、変速機６０をアップシフトさせるときに
だけ切替状態変更フラグＦ１に値１を設定するものとしてもよいし、変速機６０をダウン
シフトさせるときにだけ切替状態変更フラグＦ１に値１を設定するものとしてもよい。即
ち、バッテリ５０の充放電の状態に応じて、アップシフトのときにだけモータＭＧ２の回
転数Ｎｍ２の変化速度を変更するものとしてもよいし、ダウンシフトのときにだけモータ
ＭＧ２の回転数Ｎｍ２の変化速度を変更するものとしてもよい。
【００５４】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、図８の切替処理ルーチンに示したように、切替
状態変更フラグＦ１が値１のときには、アップシフトのときには値Ｎ１より絶対値が小さ
い値Ｎ２を目標回転数変化ΔＮｍ２＊に設定し、ダウンシフトのときには値Ｎ３より絶対
値が小さい値Ｎ４を目標回転数変化ΔＮｍ２＊に設定するものとしたが、この値Ｎ２や値
Ｎ４をモータＭＧ１の発電電力などを考慮して設定するものとしてもよい。
【００５５】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、図８の切替処理ルーチンに示したように、変速
中に切替状態変更フラグＦ１に値１が設定されたときには、ブレーキＢ１の油圧指令Ｐｂ
１＊を変更することによりモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２の変化速度を遅くするものとした
が、ブレーキＢ２の油圧指令Ｐｂ２＊を変更することによりモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２
＊の変化速度を遅くするものとしてもよいし、ブレーキＢ１，Ｂ２の油圧指令Ｐｂ１，Ｐ
ｂ２＊を共に変更することによりモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２＊の変化速度を遅くするも
のとしてもよい。これらの場合、実施例のハイブリッド自動車２０では、アップシフトの
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際には、ブレーキＢ１を半係合すると共にブレーキＢ２を開放した状態で変速機６０の変
速段を切り替えるものとしたが、ブレーキＢ１，Ｂ２を共に半係合した状態で変速機６０
の変速段を切り替えるものとしてもよい。
【００５６】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、前回以前に変速機６０の変速段を切り替えたと
きのモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２の変化速度などを考慮しないでブレーキＢ１，Ｂ２の油
圧指令Ｐｂ１＊，Ｐｂ２＊を設定するものとしたが、前回以前に変速機６０の変速段を切
り替えたときのモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２の変化速度やブレーキＢ１，Ｂ２の係合状態
，ブレーキＢ１，Ｂ２に供給される油圧の状態などを学習し、学習した結果を用いてブレ
ーキＢ１，Ｂ２の油圧指令Ｐｂ１＊，Ｐｂ２＊を設定するものとしてもよい。
【００５７】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、ブレーキＢ１の油圧指令Ｐｂ１＊をＰＩＤ制御
によるフィードバック制御の関係式により計算するものとしたが、フィードバック制御は
ＰＩＤ制御に限定されるものではなく、例えば、微分項のないＰＩ制御によるフィードバ
ック制御としてもよく、さらに積分項のない比例制御によるフィードバック制御としても
よい。また、フィードバック制御を用いることなくブレーキＢ１の油圧指令Ｐｂ１＊を設
定するものとしてもよい。
【００５８】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、図８の切替処理ルーチンに示したように、回転
数変化ΔＮｍ２と目標回転数変化ΔＮｍ２＊とを用いてブレーキＢ１の油圧指令Ｐｂ１＊
を設定するものとしたが、この油圧指令Ｐｂ１＊は、他の方法により設定するものとして
もよい。この場合の切替処理ルーチンの一例を図１４に示す。この切替処理ルーチンでは
、アップシフトのときには（ステップＳ３００）、ブレーキＢ１側のファストフィルを終
了すると共にブレーキＢ２をオフとすると（ステップＳ３１０～Ｓ３３０）、切替状態変
更フラグＦ１の値やモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２，車速Ｖを入力し（ステップＳ３４０）
、モータＭＧ２の変速後の目標回転数Ｎｍ２＊を設定し（ステップＳ３５０）、モータＭ
Ｇ２の回転数Ｎｍ２や変速後の目標回転数Ｎｍ２＊などに基づいてブレーキＢ１の油圧指
令Ｐｂ１＊を設定し（ステップＳ７００）、切替状態変更フラグＦ１が値１のときには設
定したブレーキＢ１の油圧指令Ｐｂ１＊から正の値の所定値Δα１を減じることによりブ
レーキＢ１の油圧指令Ｐｂ１＊を補正し（ステップＳ７１０，Ｓ７２０）、ステップＳ４
０５以降の処理を実行する。一方、ダウンシフトのときには（ステップＳ３００）、ブレ
ーキＢ２側のファストフィルを終了すると共にブレーキＢ１を半係合にさせると（ステッ
プＳ４３０～Ｓ４５０）、切替状態変更フラグＦ１やモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２，車速
Ｖを入力し（ステップＳ４６０）、モータＭＧ２の変速後の回転数Ｎｍ２＊を計算し（ス
テップＳ４７０）、モータＭＧ２の回転数Ｎｍ２や変速後の目標回転数Ｎｍ２＊などに基
づいてブレーキＢ１，Ｂ２の油圧指令Ｐｂ１＊，Ｐｂ２＊を設定し（ステップＳ４８０，
Ｓ７３０）、切替状態変更フラグＦ１が値１のときには設定したブレーキＢ１の油圧指令
Ｐｂ１＊に正の値の所定値Δα２を加えることによりブレーキＢ１の油圧指令Ｐｂ１＊を
補正し（ステップＳ７４０，Ｓ７５０）、ステップＳ５３５以降の処理を実行する。即ち
、アップシフトのときに切替状態変更フラグＦ１が値１のときには係合する側のブレーキ
Ｂ１の油圧指令Ｐｂ１＊を小さくすることによってモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２の変化速
を遅くし、ダウンシフトのときに切替状態変更フラグＦ２が値１のときには開放する側の
ブレーキＢ１の油圧指令Ｐｂ１＊を大きくすることによってモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２
の変化速度を遅くするのである。これにより、変速機６０の変速段を切り替える際のモー
タＭＧ２の消費電力の変化を抑制することができ、この変化によるバッテリ５０への過大
な電力の入出力を抑制することができる。
【００５９】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、ブレーキＢ１，Ｂ２のアクチュエータとして油
圧回路を用いたが、油圧以外のアクチュエータ、例えばモータを用いたアクチュエータや
ソレノイドを直接的に用いたアクチュエータなどを用いるものとしてもよい。
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【００６０】
　実施例のハイブリッド自動車２０では、モータＭＧ２の動力を変速機６０により変速し
て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１５の変形例のハイブ
リッド自動車１２０に例示するように、モータＭＧ２の動力を変速機６０により変速して
リングギヤ軸３２ａが接続された車軸（駆動輪３９ａ，３９ｂが接続された車軸）とは異
なる車軸（図１５における駆動輪３９ｃ，３９ｄが接続された車軸）に出力するものとし
てもよい。
【００６１】
　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３９ａ，３９ｂ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１６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
２２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３９ａ，３９ｂ
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。
【００６２】
　実施例では、駆動軸に動力分配統合機構３０を介してエンジン２２とモータＭＧ１とを
接続すると共に駆動軸に変速機６０を介してモータＭＧ２を接続した動力出力装置を搭載
するハイブリッド自動車２０について説明したが、これに限られず、モータＭＧ２の他に
燃料の供給を受けて発電可能な発電手段を備えるものであれば、図１７の変形例の自動車
３２０に例示するように、燃料電池ＦＣを備えるものとしてもよい。また、この変形例の
燃料電池を、エンジンとエンジンからの動力を用いて発電する発電機とに置き換えてもよ
い。さらに、こうした発電手段を備えず、モータＭＧ２からの動力を変速機により変速し
て駆動軸に出力する駆動装置の形態としてもよい。
【００６３】
　実施例では、動力出力装置を搭載する自動車について説明したが、この動力出力装置を
自動車以外の車両や航空機，船舶などに搭載するものとしてもよい。また、動力出力装置
やその制御方法の形態としてもよい。
【００６４】
　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。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明の一実施例としての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】変速機６０の構成の概略を示す構成図である。
【図３】油圧回路１００の構成の概略を示す構成図である。
【図４】実施例のハイブリッド用電子制御ユニット７０により実行される駆動制御ルーチ
ンの一例を示すフローチャートである。
【図５】要求トルク設定用マップの一例を示す説明である。
【図６】エンジン２２の動作ラインの一例と目標回転数Ｎｅ＊および目標トルクＴｅ＊を
設定する様子を示す説明図である。
【図７】動力分配統合機構３０の回転要素を力学的に説明するための共線図の一例を示す
説明図である。
【図８】ハイブリッド用電子制御ユニット７０により実行される切替処理ルーチンの一例
を示すフローチャートである。
【図９】アップシフトの際のモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２とトルクＴｍ２と消費電力（Ｔ
ｍ２＊・Ｎｍ２）とブレーキＢ１，Ｂ２の油圧指令Ｐｂ１＊，Ｐｂ２＊の時間的変化の様
子の一例を示す説明図である。
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【図１０】ダウンシフトの際のモータＭＧ２の回転数Ｎｍ２とトルクＴｍ２と消費電力（
Ｔｍ２＊・Ｎｍ２）とブレーキＢ１，Ｂ２の油圧指令Ｐｂ１＊，Ｐｂ２＊の時間的変化の
様子の一例を示す説明図である。
【図１１】変形例の駆動制御ルーチンの一例の一部を示すフローチャートである。
【図１２】変形例の駆動制御ルーチンの一例の一部を示すフローチャートである。
【図１３】変形例の駆動制御ルーチンの一例の一部を示すフローチャートである。
【図１４】変形例の切替処理ルーチンの一例の一部を示すフローチャートである。
【図１５】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１６】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。
【図１７】変形例の自動車３２０の構成の概略を示す構成図である。
【符号の説明】
【００６６】
　２０，１２０，２２０　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）、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、３７　ギヤ機構、３８　デファレンシャルギヤ、３９ａ，３
９ｂ，３９ｃ，３９ｄ　駆動輪、４０　モータ用電子制御ユニット（モータＥＣＵ）、４
１，４２　インバータ、４３，４４　回転位置検出センサ、４８　回転軸、５０　バッテ
リ、５１ａ　電圧センサ、５１ｂ　電流センサ、５１ｃ　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　変速機、６０ａ　ダブ
ルピニオンの遊星歯車機構、６０ｂ　シングルピニオンの遊星歯車機構、６１，６５　サ
ンギヤ、６２，６６　リングギヤ、６３ａ　第１ピニオンギヤ、６３ｂ　第２ピニオンギ
ヤ、６４，６８　キャリア、６７　ピニオンギヤ、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、２３０　対ロータ電動機、２３２　インナーロータ　２３４　
アウターロータ、ＭＧ１，ＭＧ２　モータ、Ｂ１，Ｂ２　ブレーキ。
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