
JP 4325615 B2 2009.9.2

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジンとモータジェネレータと変速機を有し、前記エンジンとモータジェネレータの
間にトルク容量を連続的に変更可能な第１クラッチを介装してハイブリッド駆動系を構成
し、
　前記第１クラッチを締結し、エンジンとモータジェネレータとを動力源として走行する
ハイブリッド車走行モードでの走行中、前記モータジェネレータのみを動力源として走行
する電気自動車走行モードへのモード遷移要求があった場合、前記第１クラッチを開放す
るモード切り替えを行いながら前記エンジンを停止するエンジン停止制御手段を備えたハ
イブリッド車両のエンジン停止制御装置において、
　前記ハイブリッド車走行モードでの走行中に電気自動車走行モードへモード遷移すると
き、ドライバー操作による要求駆動力の変化を検出する要求駆動力変化検出手段を設け、
　前記エンジン停止制御手段は、前記ハイブリッド車走行モードから電気自動車走行モー
ドへモード遷移する際、第１クラッチの開放後にエンジンのフューエルカットを行う第１
パターンと、エンジンのフューエルカット後に第１クラッチを開放する第２パターンと、
エンジンのフューエルカットと第１クラッチの開放を同時に行う第３パターンの中から、
ドライバー操作による要求駆動力の変化に応じて何れか１つのモード遷移パターンを選択
することを特徴とするハイブリッド車両のエンジン停止制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載されたハイブリッド車両のエンジン停止制御装置において、
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　前記エンジン停止制御手段は、前記ハイブリッド車走行モードから電気自動車走行モー
ドへモード遷移する際、ドライバー操作による要求駆動力の変化が小さい場合、第１クラ
ッチの開放後にエンジンのフューエルカットを行う第１パターンを選択することを特徴と
するハイブリッド車両のエンジン停止制御装置。
【請求項３】
　請求項２に記載されたハイブリッド車両のエンジン停止制御装置において、
　前記エンジン停止制御手段は、前記ハイブリッド車走行モードから電気自動車走行モー
ドへモード遷移する際、前記第１クラッチの開放に伴うトルク変化を、前記モータジェネ
レータのトルクにより補償することを特徴とするハイブリッド車両のエンジン停止制御装
置。
【請求項４】
　請求項２または３に記載されたハイブリッド車両のエンジン停止制御装置において、
　前記エンジン停止制御手段は、第１クラッチを開放する際、第１クラッチのトルク容量
を締結容量まで即座に引き下げることを特徴とするハイブリッド車両のエンジン停止制御
装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４の何れか１項に記載されたハイブリッド車両のエンジン停止制御装置に
おいて、
　前記エンジン停止制御手段は、前記ハイブリッド車走行モードから電気自動車走行モー
ドへモード遷移する際、ドライバー操作による要求駆動力が減少している場合、エンジン
のフューエルカット後に第１クラッチを開放する第２パターンを選択することを特徴とす
るハイブリッド車両のエンジン停止制御装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５の何れか１項に記載されたハイブリッド車両のエンジン停止制御装置に
おいて、
　前記エンジン停止制御手段は、前記ハイブリッド車走行モードから電気自動車走行モー
ドへモード遷移する際、ドライバー操作による要求駆動力が急に減少している場合、エン
ジンのフューエルカットと第１クラッチの開放を同時に行う第３パターンを選択すること
を特徴とするハイブリッド車両のエンジン停止制御装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６の何れか１項に記載されたハイブリッド車両のエンジン停止制御装置に
おいて、
　前記エンジン停止制御手段は、前記ハイブリッド車走行モードから電気自動車走行モー
ドへモード遷移する際、ドライバー操作による要求駆動力が増加している場合、エンジン
のフューエルカット後に第１クラッチを開放する第２パターンを選択することを特徴とす
るハイブリッド車両のエンジン停止制御装置。
【請求項８】
　エンジンとモータジェネレータと変速機を有し、前記エンジンとモータジェネレータの
間にトルク容量を連続的に変更可能な第１クラッチを介装してハイブリッド駆動系を構成
し、
　前記第１クラッチを締結し、エンジンとモータジェネレータとを動力源として走行する
ハイブリッド車走行モードでの走行中、前記モータジェネレータのみを動力源として走行
する電気自動車走行モードへのモード遷移要求があった場合、前記第１クラッチを開放す
るモード切り替えを行いながら前記エンジンを停止するハイブリッド車両のエンジン停止
制御装置において、
　前記ハイブリッド車走行モードでの走行中に電気自動車走行モードへモード遷移すると
き、ドライバー操作による要求駆動力の変化を検出し、
　前記ハイブリッド車走行モードから電気自動車走行モードへモード遷移する際、第１ク
ラッチの開放後にエンジンのフューエルカットを行う第１パターンと、エンジンのフュー
エルカット後に第１クラッチを開放する第２パターンと、エンジンのフューエルカットと
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第１クラッチの開放を同時に行う第３パターンの中から、ドライバー操作による要求駆動
力の変化に応じて何れか１つのモード遷移パターンを選択することを特徴とするハイブリ
ッド車両のエンジン停止制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エンジンとモータジェネレータと変速機を有し、前記エンジンとモータジェ
ネレータの間にトルク容量を連続的に変更可能な第１クラッチを介装してハイブリッド駆
動系を構成したハイブリッド車両のエンジン停止制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、エンジンとモータとの間に第１クラッチを介在し、モータと駆動輪との間に第２
クラッチを介在するハイブリッド車両では、第１クラッチと第２クラッチを共に締結して
エンジンおよびモータの双方、または、いずれかにトルクを発生させて走行を行うハイブ
リッド車走行モードと、第１クラッチを遮断し、モータの発生するトルクにより走行を行
う電気自動車走行モードとを有する（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平１１－８２２６０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、従来のハイブリッド車両では、ハイブリッド車走行モードから電気自動
車走行モードへとモード遷移する際、エンジンのフューエルカットと第１クラッチの開放
との順序設定により、例えば、第１クラッチ開放→エンジンフューエルカット、エンジン
フューエルカット→第１クラッチ開放、エンジンフューエルカットと第１クラッチ開放と
を同時というように、少なくとも３つのモード遷移パターンがあるが、ドライバー操作に
よる要求駆動力の変化に対応してモード遷移パターンを選択しないと、ドライバーにとっ
て違和感となる、という問題があった。
【０００４】
　本発明は、上記問題に着目してなされたもので、ハイブリッド車走行モードから電気自
動車走行モードへモード遷移する際、ドライバーにとって違和感の無い制駆動力を実現す
ることができるハイブリッド車両のエンジン停止制御装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するため、本発明では、エンジンとモータジェネレータと変速機を有し
、前記エンジンとモータジェネレータの間にトルク容量を連続的に変更可能な第１クラッ
チを介装してハイブリッド駆動系を構成し、前記第１クラッチを締結し、エンジンとモー
タジェネレータとを動力源として走行するハイブリッド車走行モードでの走行中、前記モ
ータジェネレータのみを動力源として走行する電気自動車走行モードへのモード遷移要求
があった場合、前記第１クラッチを開放するモード切り替えを行いながら前記エンジンを
停止するエンジン停止制御手段を備えたハイブリッド車両のエンジン停止制御装置におい
て、
前記ハイブリッド車走行モードでの走行中に電気自動車走行モードへモード遷移するとき
、ドライバー操作による要求駆動力の変化を検出する要求駆動力変化検出手段を設け、
前記エンジン停止制御手段は、前記ハイブリッド車走行モードから電気自動車走行モード
へモード遷移する際、第１クラッチの開放後にエンジンのフューエルカットを行う第１パ
ターンと、エンジンのフューエルカット後に第１クラッチを開放する第２パターンと、エ
ンジンのフューエルカットと第１クラッチの開放を同時に行う第３パターンの中から、ド
ライバー操作による要求駆動力の変化に応じて何れか１つのモード遷移パターンを選択す
ることを特徴とする。
【発明の効果】
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【０００６】
　よって、本発明のハイブリッド車両のエンジン停止制御装置にあっては、ハイブリッド
車走行モードから電気自動車走行モードへモード遷移する際、エンジン停止制御手段にお
いて、第１クラッチの開放後にエンジンのフューエルカットを行う第１パターンと、エン
ジンのフューエルカット後に第１クラッチを開放する第２パターンと、エンジンのフュー
エルカットと第１クラッチの開放を同時に行う第３パターンの中から、ドライバー操作に
よる要求駆動力の変化に応じて何れか１つのモード遷移パターンが選択される。
例えば、ドライバー操作による要求駆動力の変化が小さいとき、フューエルカットに伴う
ショックの発生がドライバーに違和感を与えるので、フューエルカットに伴うショックの
発生が無い第１クラッチ開放→エンジンフューエルカットというモード遷移パターンを選
択する。また、ドライバー操作により要求駆動力が減少するとき、フューエルカットが遅
れるパターンを用いると、エンジンの回転を維持するために燃料を消費するため、燃料消
費量を抑えることができるエンジンフューエルカット→第１クラッチ開放というモード遷
移パターンを選択する。
この結果、ハイブリッド車走行モードから電気自動車走行モードへモード遷移する際、ド
ライバーにとって違和感の無い制駆動力を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、本発明のハイブリッド車両のエンジン停止制御装置を実現する最良の形態を、図
面に示す実施例１に基づいて説明する。
【実施例１】
【０００８】
　まず、ハイブリッド車両の駆動系構成を説明する。
図１は実施例１のエンジン停止制御装置が適用された後輪駆動によるハイブリッド車両を
示す全体システム図である。
実施例１におけるハイブリッド車の駆動系は、図１に示すように、エンジンＥと、フライ
ホイールFWと、第１クラッチCL1と、モータジェネレータMGと、第２クラッチCL2と、自動
変速機AT（変速機）と、プロペラシャフトPSと、ディファレンシャルDFと、左ドライブシ
ャフトDSLと、右ドライブシャフトDSRと、左後輪RL（駆動輪）と、右後輪RR（駆動輪）と
、を有する。なお、FLは左前輪、FRは右前輪である。
【０００９】
　前記エンジンＥは、ガソリンエンジンやディーゼルエンジンであり、後述するエンジン
コントローラ１からの制御指令に基づいて、スロットルバルブのバルブ開度等が制御され
る。なお、エンジン出力軸にはフライホイールFWが設けられている。
【００１０】
　前記第１クラッチCL1は、前記エンジンＥとモータジェネレータMGとの間に介装された
クラッチであり、後述する第１クラッチコントローラ５からの制御指令に基づいて、第１
クラッチ油圧ユニット６により作り出された制御油圧により、スリップ締結とスリップ開
放を含み締結・開放が制御される。
【００１１】
　前記モータジェネレータMGは、ロータに永久磁石を埋設しステータにステータコイルが
巻き付けられた同期型モータジェネレータであり、後述するモータコントローラ２からの
制御指令に基づいて、インバータ３により作り出された三相交流を印加することにより制
御される。このモータジェネレータMGは、バッテリ４からの電力の供給を受けて回転駆動
する電動機として動作することもできるし（以下、この状態を「力行」と呼ぶ）、ロータ
が外力により回転している場合には、ステータコイルの両端に起電力を生じさせる発電機
として機能してバッテリ４を充電することもできる（以下、この動作状態を「回生」と呼
ぶ）。なお、このモータジェネレータMGのロータは、図外のダンパーを介して自動変速機
ATの入力軸に連結されている。
【００１２】
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　前記第２クラッチCL2は、前記モータジェネレータMGと左右後輪RL,RRとの間に介装され
たクラッチであり、後述するＡＴコントローラ７からの制御指令に基づいて、第２クラッ
チ油圧ユニット８により作り出された制御油圧により、スリップ締結とスリップ開放を含
み締結・開放が制御される。
【００１３】
　前記自動変速機ATは、例えば、前進５速後退１速や前進６速後退１速等の有段階の変速
比を車速やアクセル開度等に応じて自動的に切り換える変速機であり、前記第２クラッチ
CL2は、専用クラッチとして新たに追加したものではなく、自動変速機ATの各変速段にて
締結される複数の摩擦締結要素のうち、いくつかの摩擦締結要素を流用している。そして
、前記自動変速機ATの出力軸は、プロペラシャフトPS、ディファレンシャルDF、左ドライ
ブシャフトDSL、右ドライブシャフトDSRを介して左右後輪RL,RRに連結されている。
【００１４】
　前記第１クラッチCL1と第２クラッチCL2には、例えば、比例ソレノイドで油流量および
油圧を連続的に制御できる湿式多板クラッチを用いればよい。このハイブリッド駆動系に
は、第１クラッチCL1の締結・開放状態に応じて２つの運転モードがあり、第１クラッチC
L1の開放状態では、モータジェネレータMGの動力のみで走行する電気自動車走行モード（
以下、「EVモード」と略称する。）であり、第１クラッチCL1の締結状態では、エンジン
ＥとモータジェネレータMGの動力で走行するハイブリッド車走行モード（以下、「HEVモ
ード」と略称する。）である。
【００１５】
　次に、ハイブリッド車両の制御系を説明する。
実施例１におけるハイブリッド車両の制御系は、図１に示すように、エンジンコントロー
ラ１と、モータコントローラ２と、インバータ３と、バッテリ４と、第１クラッチコント
ローラ５と、第１クラッチ油圧ユニット６と、ＡＴコントローラ７と、第２クラッチ油圧
ユニット８と、ブレーキコントローラ９と、統合コントローラ１０と、を有して構成され
ている。なお、エンジンコントローラ１と、モータコントローラ２と、第１クラッチコン
トローラ５と、ＡＴコントローラ７と、ブレーキコントローラ９と、統合コントローラ１
０とは、互いに情報交換が可能なＣＡＮ通信線１１を介して接続されている。
【００１６】
　前記エンジンコントローラ１は、エンジン回転数センサ１２からのエンジン回転数情報
を入力し、統合コントローラ１０からの目標エンジントルク指令等に応じ、エンジン動作
点（Ne,Te）を制御する指令を、例えば、図外のスロットルバルブアクチュエータへ出力
する。なお、エンジン回転数Neの情報は、ＣＡＮ通信線１１を介して統合コントローラ１
０へ供給する。
【００１７】
　前記モータコントローラ２は、モータジェネレータMGのロータ回転位置を検出するレゾ
ルバ１３からの情報を入力し、統合コントローラ１０からの目標モータジェネレータトル
ク指令等に応じ、モータジェネレータMGのモータ動作点（Nm,Tm）を制御する指令をイン
バータ３へ出力する。なお、このモータコントローラ２では、バッテリ４の充電状態をあ
らわすバッテリSOCを監視していて、バッテリSOC情報は、モータジェネレータMGの制御情
報に用いると共に、ＣＡＮ通信線１１を介して統合コントローラ１０へ供給する。
【００１８】
　前記第１クラッチコントローラ５は、第１クラッチ油圧センサ１４と第１クラッチスト
ロークセンサ１５からのセンサ情報を入力し、統合コントローラ１０からの第１クラッチ
制御指令に応じ、第１クラッチCL1の締結・開放を制御する指令を第１クラッチ油圧ユニ
ット６に出力する。なお、第１クラッチストロークC1Sの情報は、ＣＡＮ通信線１１を介
して統合コントローラ１０へ供給する。
【００１９】
　前記ATコントローラ７は、アクセル開度センサ１６と車速センサ１７と第２クラッチ油
圧センサ１８からのセンサ情報を入力し、統合コントローラ１０からの第２クラッチ制御
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指令に応じ、第２クラッチCL2の締結・開放を制御する指令をAT油圧コントロールバルブ
内の第２クラッチ油圧ユニット８に出力する。なお、アクセル開度APと車速VSPの情報は
、ＣＡＮ通信線１１を介して統合コントローラ１０へ供給する。
【００２０】
　前記ブレーキコントローラ９は、４輪の各車輪速を検出する車輪速センサ１９とブレー
キストロークセンサ２０からのセンサ情報を入力し、例えば、ブレーキ踏み込み制動時、
ブレーキストロークBSから求められる要求制動力に対し回生制動力だけでは不足する場合
、その不足分を機械制動力（液圧制動力やモータ制動力）で補うように、統合コントロー
ラ１０からの回生協調制御指令に基づいて回生協調ブレーキ制御を行う。
【００２１】
　前記統合コントローラ１０は、車両全体の消費エネルギを管理し、最高効率で車両を走
らせるための機能を担うもので、モータ回転数Nmを検出するモータ回転数センサ２１と、
第２クラッチ出力回転数N2outを検出する第２クラッチ出力回転数センサ２２と、第２ク
ラッチトルクTCL2を検出する第２クラッチトルクセンサ２３からの情報およびＣＡＮ通信
線１１を介して得られた情報を入力する。
そして、統合コントローラ１０は、前記エンジンコントローラ１への制御指令によるエン
ジンＥの動作制御と、前記モータコントローラ２への制御指令によるモータジェネレータ
MGの動作制御と、前記第１クラッチコントローラ５への制御指令による第１クラッチCL1
の締結・開放制御と、前記ＡＴコントローラ７への制御指令による第２クラッチCL2の締
結・開放制御と、を行う。
【００２２】
　以下に、図２に示すブロック図を用いて、実施例１の統合コントローラ１０にて演算さ
れる制御を説明する。例えば、この演算は、制御周期10msec毎に統合コントローラ１０で
演算される。
前記統合コントローラ１０は、目標駆動力演算部100と、モード選択部200と、目標充放電
演算部300と、動作点指令部400と、変速制御部500と、を有する。
【００２３】
　前記目標駆動力演算部100では、図３に示す目標駆動力マップを用いて、アクセル開度A
POと車速VSPとから、目標駆動力tFoOを演算する。
【００２４】
　前記モード選択部200では、図４に示すEV-HEV選択マップを用いて、アクセル開度APOと
車速VSPとから、目標モードを演算する。但し、バッテリSOCが所定値以下であれば、強制
的にHEVモードを目標モードとする。
【００２５】
　前記目標充放電演算部300では、図５に示す目標充放電量マップを用いて、バッテリSOC
から目標充放電電力tPを演算する。
【００２６】
　前記動作点指令部400では、アクセル開度APOと、目標駆動力tFoOと、目標モードと、車
速VSPと、目標充放電電力tPとから、これらの動作点到達目標として、過渡的な目標エン
ジントルクと目標モータジェネレータトルクと目標第２クラッチトルク容量と目標自動変
速シフトと第１クラッチソレノイド電流指令を演算する。
【００２７】
　前記変速制御部500では、目標第２クラッチトルク容量と目標自動変速シフトとから、
これらを達成するように自動変速機AT内のソレノイドバルブを駆動制御する。
【００２８】
　図６は統合コントローラ１０の動作点指令部400にて演算される動作点指令演算処理の
流れを示すフローチャートであり、以下、各ステップについて説明する。
【００２９】
　ステップＳ401では、目標駆動力tFoOに所定の味付けを行った過渡目標駆動力tFoを演算
し、ステップＳ402へ移行する。
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例えば、目標駆動力tFoOを入力とする所定の時定数のローパスフィルタ出力を過渡目標駆
動力tFoとする。
【００３０】
　ステップＳ402では、ステップＳ401での過渡目標駆動力演算に続き、次式を用いて自動
変速機ATの目標入力トルクtTinを演算し、ステップＳ403へ移行する。
tTin＝tFo×rt/if/iG　　　　　　　…(1)
ここで、rtはタイヤ半径、ifはファイナルギア比、iGは現時刻における実際の自動変速シ
フトのギア比である。
【００３１】
　ステップＳ403では、ステップＳ402での目標入力トルク演算に続き、図７に示すシフト
マップを用いて、アクセル開度APOと車速VSPとから目標自動変速シフトを演算し、ステッ
プＳ404へ移行する。
図７において、実線がアップシフト線であり、破線がダウンシフト線である。
【００３２】
　ステップＳ404では、ステップＳ403での目標自動変速シフト演算に続き、目標モードに
したがい、モードの選択を行い、ステップＳ405へ移行する。
定常的には、EVモードもしくはHEVモードで走行する。しかし、図８に示すように、HEV⇒
EV切替線を跨ぐ点Ａから点Ａ'へのアクセル足離し操作時（ドライバー操作による要求駆
動力が減少している場合）、HEV⇒EV切替線を跨ぐ点Ｂから点Ｂ'への車速低下時、または
、点Ｃで定常にHEVモード走行中にバッテリSOCの上昇でエンジン停止が要求される時（ド
ライバー操作による要求駆動力の変化が小さい場合）、さらに、HEV⇒EV切替線を跨ぐ点
Ｄから点Ｄ'へのアクセル足離し操作と共にブレーキ踏み込み操作を行う時（ドライバー
操作による要求駆動力が急に減少している場合）、HEVモードからEVモードへのモード遷
移要求と、ドライバー操作による要求駆動力の変化に応じて、３つのモード遷移パターン
の中から、最適なモード遷移パターンが選択される。
【００３３】
　ステップＳ405では、ステップＳ404でのモード設定に続き、目標入力トルクtTinと自動
変速機入力回転数Ninとエンジン回転数Neとから、HEVモードであれば次式を用いて理想エ
ンジントルクtTeOを演算する。
tTeO＝(tTin×Nin－tP)/Ne　　　　　　　　…(2)
そして、図９に示す最大エンジントルクマップを用いて、エンジン回転数Neに応じた最大
エンジントルクで理想エンジントルクtTeOを制限したものを目標エンジントルクtTeとす
る。また、EVモードであれば、目標エンジントルクtTeをゼロとする。
【００３４】
　ステップＳ406では、ステップＳ405での目標エンジントルク演算に続き、EVモードもし
くはHEVモードのいずれかであれば、次式を用いて目標モータジェネレータトルクtTmを演
算する。モード切替中であれば、後述するモード切替中の操作にしたがって目標モータジ
ェネレータトルクを決める。
tTm＝tTin－tTe　　　　　　　　　　　　…(3)
【００３５】
　ステップＳ407では、ステップＳ406での目標モータジェネレータトルク演算に続き、EV
モードであれば目標第１クラッチトルク容量をゼロとし、HEVモードであれば目標第１ク
ラッチトルク容量を最大値とする。モード切替中であれば、後述するモード切替中の操作
にしたがって目標第１クラッチトルク容量を決める。
【００３６】
　ステップＳ408では、ステップＳ407での目標第１クラッチトルク容量演算に続き、EVモ
ードであれば目標第２クラッチトルク容量tcTcl2をEVモードでの最大駆動力相当evTmaxと
し、HEVモードであれば目標第２クラッチトルク容量tcTcl2を最大値とする。モード切替
中であれば、後述するモード切替中の操作にしたがって目標第２クラッチトルク容量tcTc
l2を決め、エンドへ移行する。
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【００３７】
　図１０は実施例１の統合コントローラ１０にて実行されるエンジン停止制御処理の流れ
を示すフローチャートであり、以下、各ステップについて説明する（エンジン停止制御手
段）。
【００３８】
　ステップＳ１では、ドライバーによるアクセル操作およびブレーキ操作から要求駆動力
を演算し、ステップＳ２へ移行する。
【００３９】
　ステップＳ２では、ステップＳ１でのドライバー操作からの要求駆動力演算に続き、HE
VモードからEVモードへのモード遷移要求があるか否かを判断し、Yesの場合はステップＳ
３へ移行し、Noの場合は終わりへ移行する。
【００４０】
　ステップＳ３では、ステップＳ２でのHEVモードからEVモードへのモード遷移要求有り
との判断に続き、ドライバー操作による要求駆動力の変化が小さいか否かを判断し、Yes
の場合はステップＳ６へ移行し、Noの場合はステップＳ４へ移行する（要求駆動力変化検
出手段）。
【００４１】
　ステップＳ４では、ステップＳ３でのドライバー操作による要求駆動力の変化が小さく
ないとの判断に続き、ドライバー操作による要求駆動力が減少か否かを判断し、Yesの場
合はステップＳ７へ移行し、Noの場合はステップＳ５へ移行する（要求駆動力変化検出手
段）。
【００４２】
　ステップＳ５では、ステップＳ４でのドライバー操作による要求駆動力が減少ではない
との判断に続き、ドライバー操作による要求駆動力が急に減少か否かを判断し、Yesの場
合はステップＳ８へ移行し、Noの場合はステップＳ９へ移行する（要求駆動力変化検出手
段）。
【００４３】
　ステップＳ６では、ステップＳ３でのドライバー操作による要求駆動力の変化が小さい
との判断に続き、第１クラッチCL1の開放後にエンジンＥのフューエルカットを行うモー
ド遷移パターン（図１１：第１パターン）を選択し、終わりへ移行する。
【００４４】
　ステップＳ７では、ステップＳ４でのドライバー操作による要求駆動力が減少であると
の判断に続き、エンジンＥのフューエルカット後に第１クラッチCL1の開放するモード遷
移パターン（図１２：第２パターン）を選択し、終わりへ移行する。
【００４５】
　ステップＳ８では、ステップＳ５でのドライバー操作による要求駆動力が急に減少であ
るとの判断に続き、エンジンＥのフューエルカットと第１クラッチCL1の開放とを同時に
行うモード遷移パターン（図１３：第３パターン）を選択し、終わりへ移行する。
【００４６】
　ステップＳ９では、ステップＳ５でのドライバー操作による要求駆動力が急に減少では
ない、つまり、要求駆動力が増加しているとの判断に続き、エンジンＥのフューエルカッ
ト後に第１クラッチCL1の開放するモード遷移パターン（図１２：第２パターン）を選択
し、終わりへ移行する。
【００４７】
　次に、作用を説明する。
  ［エンジン停止制御作用］
従来、エンジンとモータとの間に第１クラッチを介在し、モータと駆動輪との間に第２ク
ラッチを介在するハイブリッド車両では、第１クラッチと第２クラッチを共に締結してエ
ンジンおよびモータの双方、または、いずれかにトルクを発生させて走行を行うHEVモー
ドと、第１クラッチを遮断し、モータの発生するトルクにより走行を行うEVモードとを有
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する。
【００４８】
　しかし、従来のハイブリッド車両では、HEVモードからEVモードへとモード遷移する際
、エンジンのフューエルカットと第１クラッチの開放との順序設定により、例えば、第１
クラッチ開放→エンジンフューエルカット、エンジンフューエルカット→第１クラッチ開
放、エンジンフューエルカットと第１クラッチ開放とを同時というように、少なくとも３
つのモード遷移パターンがあるが、ドライバー操作による要求駆動力の変化に対応してモ
ード遷移パターンを選択しないと、ドライバーにとって違和感となる。
【００４９】
　これに対し、実施例１のエンジン停止制御装置では、HEVモードからEVモードへモード
遷移する際、複数あるモード遷移パターンの中から、ドライバー操作による要求駆動力の
変化に応じて最適なモード遷移パターンを選択することで、HEVモードからEVモードへモ
ード遷移する際、ドライバーにとって違和感の無い制駆動力を実現することができるよう
にした。
【００５０】
　すなわち、実施例１のエンジン停止制御装置にあっては、HEVモードからEVモードへモ
ード遷移する際、エンジン停止制御手段において、複数あるモード遷移パターンの中から
、ドライバー操作による要求駆動力の変化に応じて最適なモード遷移パターンが選択され
る。
例えば、ドライバー操作による要求駆動力の変化が小さいとき、フューエルカットに伴う
ショックの発生がドライバーに違和感を与えるので、フューエルカットに伴うショックの
発生が無い第１クラッチ開放→エンジンフューエルカットというモード遷移パターンを選
択する。また、ドライバー操作により要求駆動力が減少するとき、フューエルカットが遅
れるパターンを用いると、エンジンＥの回転を維持するために燃料を消費するため、燃料
消費量を抑えることができるエンジンフューエルカット→第１クラッチ開放というモード
遷移パターンを選択する。
この結果、HEVモードからEVモードへモード遷移する際、ドライバーにとって違和感の無
い制駆動力を実現することができる。
【００５１】
　実施例１のエンジン停止制御装置において、エンジン停止制御手段は、モード遷移パタ
ーンとして、第１クラッチCL1の開放後にエンジンＥのフューエルカットを行う第１パタ
ーンと、エンジンＥのフューエルカット後に第１クラッチCL1を開放する第２パターンと
、エンジンＥのフューエルカットと第１クラッチCL1の開放を同時に行う第３パターンと
、を有する。
このため、選択自由度が高い３つのモード遷移パターンの中から、ドライバー操作による
要求駆動力の変化に応じて最適なモード遷移パターンを選択することができる。
【００５２】
　［要求駆動力変化が小さい時のモード遷移作用］
HEVモードからEVモードへの遷移要求があり、かつ、ドライバー操作による要求駆動力変
化が小さい時には、図１０のフローチャートにおいて、ステップＳ１→ステップＳ２→ス
テップＳ３→ステップＳ６へと進む流れとなり、ステップＳ６では、第１クラッチCL1の
開放後にエンジンＥのフューエルカットを行う図１１に示すモード遷移パターン（第１パ
ターン）が選択される。
【００５３】
　この第１クラッチCL1を開放した後にエンジンＥのフューエルカットを行うモード遷移
作用を、図１１に示すタイムチャートにより説明する。
時刻k1以前は、HEVモードである。時刻k1から時刻k3の間は、HEVモードからEVモードへの
モード切替中であり、モード切替フェーズと呼ぶこととする。エンジンＥ、モータジェネ
レータMG、第１クラッチCL1を協調制御して、第１クラッチCL1の開放作業、エンジンＥの
フューエルカットを行う。時刻k3以降はEVモードである。
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【００５４】
　まず、HEVモードを説明する。
次式を用いて自動変速機ATの目標入力トルクtTinを演算する。
tTin＝tFo×rt/if/iG　　　　　　　…(1)
ここで、rtはタイヤ半径、ifはファイナルギア比、iGは現時刻における実際の自動変速シ
フトのギア比である。
次に、次式を用いて目標モータジェネレータトルクtTmを演算する。モード切替中であれ
ば、後述するモード切替中の操作にしたがって目標モータジェネレータトルクを決める。
tTm＝tTin－Te　　　　　　　　　　　　…(3')
ここで、Teはエンジントルクである。このエンジントルクは、エンジントルク指令値に対
して、例えば、時定数10msecの１次遅れというようにして推定する。
【００５５】
　次に、モード切替フェーズを説明する。
時刻k1はEVモードへのモード遷移指令が出された時刻であり、第１クラッチCL1の開放を
開始する時刻である。したがって、第１クラッチCL1のトルク容量を減少させる。ここで
は、第１クラッチCL1のトルク容量を即座に締結容量ａの近傍まで引き下げた。
時刻k2は、第１クラッチCL1のトルク容量が第１クラッチCL1の締結容量ａを下回ったため
、第１クラッチCL1がスリップを開始した時刻であり、第１クラッチCL1とモータジェネレ
ータMGの協調制御を開始する。式(3")を用いて、第１クラッチCL1の引き摺りトルク分を
補償する目標モータジェネレータトルクtTmを算出する。
tTm＝tTin－Tcl1　　　　　　　　　　　　…(3")
ここで、Tcl1は第１クラッチトルクである。スリップしているときの第１クラッチトルク
はトルク容量に等しく、トルク容量は油圧に比例するので、予め実験等で求めた指令値に
対する実油圧の応答に基づくフィルタ等を用いることで、指令値に対して油圧の応答遅れ
があっても、精度良く第１クラッチトルクTcl1を推定できる。この目標モータジェネレー
タトルクtTmを使用することにより、駆動力の変動は生じない。
【００５６】
　次に、EVモードについて説明する。
時刻k3は、第１クラッチCL1のトルク容量がゼロとなり、第１クラッチCL1が完全に開放さ
れてEVモードとなった状態であり、エンジンＥのフューエルカットを行う。第１クラッチ
CL1が完全に開放された状態でエンジンＥのフューエルカットを行うので、駆動力への影
響は全くない。また、EVモードでの目標モータジェネレータトルクtTmは、HEVモードと同
じく式(2)を用いて算出するが、第１クラッチCL1が開放されているので、エンジントルク
Teはゼロとする。
【００５７】
　上記のように、実施例１のエンジン停止制御装置において、エンジン停止制御は、HEV
モードからEVモードへモード遷移する際、ドライバー操作による要求駆動力の変化が小さ
い場合、第１クラッチCL1の開放後にエンジンＥのフューエルカットを行う第１パターン
を選択する。
例えば、第１クラッチCL1に締結容量がある状態でエンジンＥのフューエルカットを行う
と、フューエルカットに伴うショック（駆動力変動）が発生してドライバーに違和感を与
えることになる。
これに対し、実施例１では、第１クラッチCL1の開放後にエンジンＥのフューエルカット
を行う第１パターンを選択することで、ドライバー操作による要求駆動力の変化が小さい
場合、フューエルカットに伴うショックを発生させないで、HEVモードからEVモードへモ
ード遷移することができる。
【００５８】
　実施例１のエンジン停止制御装置において、エンジン停止制御手段は、HEVモードからE
Vモードへモード遷移する際、第１クラッチCL1の開放に伴なうトルク変化を、モータジェ
ネレータMGのトルクにより補償する。
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例えば、モータジェネレータMGによりトルク補償することなく、第１クラッチCL1の開放
を行うと、駆動力特性はモード切替フェーズにおいて低下し、ドライバー操作による要求
駆動力の変化が小さいにもかかわらず、駆動力が低下傾向を示し、ドライバーに対し違和
感を与えることになる。
これに対し、実施例１では、第１クラッチCL1の開放に伴なうトルク変化を、モータジェ
ネレータMGのトルクにより補償することで、図１１の駆動力特性に示すように、ドライバ
ーの意図する駆動力を維持するように駆動力の平滑化が達成され、ドライバーに対する違
和感を解消することができる。
【００５９】
　実施例１のエンジン停止制御装置において、エンジン停止制御手段は、第１クラッチCL
1を開放する際、第１クラッチCL1のトルク容量を締結容量ａまで即座に引き下げる。
このように、実施例１では、第１クラッチCL1を開放する際、第１クラッチCL1のトルク容
量をモータジェネレータMGによるトルク補償を要さない締結容量ａまでは即座に引き下げ
ることで、第１クラッチCL1の開放に要する時間を短縮することができる。
【００６０】
　［要求駆動力が減少時におけるモード遷移作用］
HEVモードからEVモードへの遷移要求があり、かつ、ドライバー操作による要求駆動力変
化が減少している時には、図１０のフローチャートにおいて、ステップＳ１→ステップＳ
２→ステップＳ３→ステップＳ４→ステップＳ７へと進む流れとなり、ステップＳ７では
、エンジンＥのフューエルカット後に第１クラッチCL1の開放する図１２に示すモード遷
移パターン（第２パターン）が選択される。
【００６１】
　このエンジンＥのフューエルカット後に第１クラッチCL1を開放することで、HEVモード
からEVモードへモード遷移する場合のモード遷移作用を、図１２に示すタイムチャートに
より説明する。
時刻k1以前は、HEVモードである。時刻k1から時刻k4の間は、HEVモードからEVモードへの
モード切替中であり、モード切替フェーズと呼ぶこととする。エンジンＥ、モータジェネ
レータMG、第１クラッチCL1を協調制御して、第１クラッチCL1の開放作業（開放作業）、
エンジンＥのフューエルカットを行う。時刻k4以降はEVモードである。HEVモードについ
ては図１１の場合と同様であるので、モード切替フェーズとEVモードの作用を説明する。
【００６２】
　まず、モード切替フェーズを説明する。
時刻k1は、EVモードへのモード遷移指令が出された時刻であり、エンジンＥのフューエル
カットを開始する。また、上記式(3')に基づき、エンジンＥとモータジェネレータMGの協
調制御を開始する。時刻k1以降、フューエルカットによりエンジントルクTeが減少するが
、これを補償するようにモータジェネレータトルクは増加する。これにより駆動力に変動
は生じない。
時刻k2は、エンジンＥのフューエルカットおよびモータジェネレータMGによる駆動力の補
償が終わったので、第１クラッチCL1の開放を開始する時刻である。したがって、第１ク
ラッチCL1のトルク容量を急激な低下勾配により減少させる。
時刻k3は、第１クラッチCL1のトルク容量が第１クラッチCL1の締結容量ａを下回ったため
に第１クラッチCL1がスリップを開始した時刻であり、時刻k3から第１クラッチCL1とモー
タジェネレータMGの協調制御を開始する。
次式を用いて、第１クラッチCL1の引き摺りトルク分を補償する目標モータジェネレータ
トルクtTmを算出する。
tTm＝tTin－Tcl1　　　　　　　　　　　　…(3")
この目標モータジェネレータトルクtTmを使用することで、第１クラッチトルクによる駆
動力の変動を補償することが可能である。
【００６３】
　次に、EVモードを説明する。
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時刻k4は、第１クラッチCL1のトルク容量がゼロとなり、第１クラッチCL1が完全に開放さ
れてEVモードとなった状態である。EVモードでの目標モータジェネレータトルクtTmは、H
EVモードと同じく式(2)を用いて算出するが、第１クラッチCL1が開放されているので、エ
ンジントルクTeはゼロとする。つまり目標入力トルクをモータジェネレータトルクのみで
賄う。
【００６４】
　上記のように、実施例１のエンジン停止制御装置において、エンジン停止制御は、HEV
モードからEVモードへモード遷移する際、ドライバー操作による要求駆動力が減少してい
る場合、エンジンＥのフューエルカット後に第１クラッチCL1を開放する第２パターンを
選択する。
例えば、アクセル足離し操作等で要求駆動力が減少している場合、第１パターンのように
エンジンＥのフューエルカットが遅れるモード遷移パターンを用いると、エンジンＥの回
転を維持するために燃料を消費するため、燃料消費量が多くなる問題がある。
これに対し、実施例１では、ドライバー操作による要求駆動力が減少している場合、エン
ジンＥのフューエルカット後に第１クラッチCL1を開放する第２パターンを選択すること
で、エンジンＥのフューエルカットを早期に行えるため、燃料消費量を少なくすることが
できる。
【００６５】
　［要求駆動力が急減少時におけるモード遷移作用］
HEVモードからEVモードへの遷移要求があり、かつ、ドライバー操作による要求駆動力変
化が急に減少している時には、図１０のフローチャートにおいて、ステップＳ１→ステッ
プＳ２→ステップＳ３→ステップＳ４→ステップＳ５→ステップＳ８へと進む流れとなり
、ステップＳ８では、エンジンＥのフューエルカットと第１クラッチCL1の開放を同時に
行う図１３に示すモード遷移パターン（第３パターン）が選択される。
【００６６】
　このエンジンＥのフューエルカットと第１クラッチCL1を開放を同時に行うことで、HEV
モードからEVモードへモード遷移する場合のモード遷移作用を、図１３に示すタイムチャ
ートにより説明する。
時刻k1以前は、HEVモードである。時刻k1から時刻k3の間は、HEVモードからEVモードへの
モード切替中であり、モード切替フェーズと呼ぶこととする。エンジンＥ、モータジェネ
レータMG、第１クラッチCL1を協調制御して、第１クラッチCL1の開放作業（開放作業）、
エンジンＥのフューエルカットを行う。時刻k3以降はEVモードである。HEVモードとEVモ
ードに関しては図１２と同じ制御を行うので説明を省略し、モード切替フェーズの時刻k1
から時刻k3の間を説明する。

【００６７】
　モード切替フェーズを説明する。
時刻k1はEVモードへのモード遷移指令が出された時刻であり、エンジンＥのフューエルカ
ットを開始すると共に、第１クラッチCL1の開放を開始して、エンジンＥと第１クラッチC
L1とモータジェネレータMGの協調制御を開始する。第１クラッチCL1のトルク容量は、時
刻k1で締結容量ａの近傍まで即座に引き下げる。目標モータジェネレータトルクtTmは、
下記の式(3')を用いて算出する。
tTm＝tTin－Te　　　　　　　　　　　　…(3')
時刻k2では第１クラッチCL1のトルク容量が第１クラッチCL1の締結容量ａを下回ったため
、第１クラッチCL1がスリップを開始した時刻である。よって、式(3")を用いて、第１ク
ラッチCL1の引き摺りトルク分を補償する目標モータジェネレータトルクtTmを算出する。
tTm＝tTin－Tcl1　　　　　　　　　　　　…(3")
【００６８】
　上記のように、実施例１のエンジン停止制御装置において、エンジン停止制御手段は、
HEVモードからEVモードへモード遷移する際、ドライバー操作による要求駆動力が急に減
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少している場合、エンジンＥのフューエルカットと第１クラッチCL1の開放とを同時に行
う。
例えば、急ブレーキなどで、ドライバーの操作による要求駆動力が急に減少した場合に、
第１クラッチCL1を締結したままにするモード遷移パターンである第２パターンを用いる
と、エンジンＥの回転数も引き下げる必要が生じるため、制動力の発生が遅くなる問題が
ある。
これに対し、実施例１では、ドライバー操作による要求駆動力が急に減少している場合、
エンジンＥのフューエルカットと第１クラッチCL1の開放とを同時に行うことで、急ブレ
ーキなどで、ドライバーの操作による要求駆動力が急に減少した場合に、第１クラッチCL
1を直ちに開放することで、制動力の発生を早くすることができる。
【００６９】
　［要求駆動力が増加時におけるモード遷移作用］
HEVモードからEVモードへの遷移要求があり、かつ、ドライバー操作による要求駆動力変
化が増加している時には、図１０のフローチャートにおいて、ステップＳ１→ステップＳ
２→ステップＳ３→ステップＳ４→ステップＳ５→ステップＳ９へと進む流れとなり、ス
テップＳ９では、エンジンＥのフューエルカット後に第１クラッチCL1の開放する図１２
に示すモード遷移パターン（第２パターン）が選択される。
【００７０】
　このエンジンＥのフューエルカット後に第１クラッチCL1を開放することで、HEVモード
からEVモードへモード遷移する場合のモード遷移作用は、図１２に示すタイムチャートに
示す通りであり、説明を省略する。
【００７１】
　したがって、実施例１のエンジン停止制御装置において、エンジン停止制御手段は、HE
VモードからEVモードへモード遷移する際、ドライバー操作による要求駆動力が増加して
いる場合、エンジンＥのフューエルカット後に第１クラッチCL1を開放する第２パターン
を選択する。
例えば、HEVモードでのアクセル踏み込み操作により要求駆動力が増加しているが、バッ
テリSOCの上昇によりEVモードへのモード遷移要求が出た場合、第１パターンのようにエ
ンジンＥのフューエルカットが遅れるモード遷移パターンを用いると、エンジンＥの回転
を維持するために燃料を消費するため、燃料消費量が多くなる問題がある。
これに対し、実施例１では、ドライバー操作による要求駆動力が増加している場合、エン
ジンＥのフューエルカット後に第１クラッチCL1を開放する第２パターンを選択すること
で、エンジンＥのフューエルカットを早期に行えるため、燃料消費量を少なくすることが
できる。
【００７２】
　次に、効果を説明する。
実施例１のハイブリッド車両のエンジン停止制御装置にあっては、下記に列挙する効果を
得ることができる。
【００７３】
　(1) エンジンＥとモータジェネレータMGと変速機を有し、前記エンジンＥとモータジェ
ネレータMGの間にトルク容量を連続的に変更可能な第１クラッチCL1を介装してハイブリ
ッド駆動系を構成し、前記第１クラッチCL1を締結し、エンジンＥとモータジェネレータM
Gとを動力源として走行するHEVモードでの走行中、前記モータジェネレータMGのみを動力
源として走行するEVモードへのモード遷移要求があった場合、前記第１クラッチCL1を開
放するモード切り替えを行いながら前記エンジンＥを停止するエンジン停止制御手段を備
えたハイブリッド車両のエンジン停止制御装置において、前記HEVモードでの走行中にEV
モードへモード遷移するとき、ドライバー操作による要求駆動力の変化を検出する要求駆
動力変化検出手段（ステップＳ３，Ｓ４，Ｓ５）を設け、前記エンジン停止制御手段は、
前記HEVモードからEVモードへモード遷移する際、複数あるモード遷移パターンの中から
、ドライバー操作による要求駆動力の変化に応じて最適なモード遷移パターンを選択する
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ため、HEVモードからEVモードへモード遷移する際、ドライバーにとって違和感の無い制
駆動力を実現することができる。
【００７４】
　(2) 前記エンジン停止制御手段は、モード遷移パターンとして、第１クラッチCL1の開
放後にエンジンＥのフューエルカットを行う第１パターンと、エンジンＥのフューエルカ
ット後に第１クラッチCL1を開放する第２パターンと、エンジンＥのフューエルカットと
第１クラッチCL1の開放を同時に行う第３パターンと、を有するため、選択自由度が高い
３つのモード遷移パターンの中から、ドライバー操作による要求駆動力の変化に応じて最
適なモード遷移パターンを選択することができる。
【００７５】
　(3) 前記エンジン停止制御手段は、HEVモードからEVモードへモード遷移する際、ドラ
イバー操作による要求駆動力の変化が小さい場合、第１クラッチCL1の開放後にエンジン
Ｅのフューエルカットを行う第１パターンを選択するため、ドライバー操作による要求駆
動力の変化が小さい場合、フューエルカットに伴うショックを発生させないで、HEVモー
ドからEVモードへモード遷移することができる。
【００７６】
　(4) 前記エンジン停止制御手段は、HEVモードからEVモードへモード遷移する際、第１
クラッチCL1の開放に伴なうトルク変化を、モータジェネレータMGのトルクにより補償す
るため、ドライバーの意図する駆動力を維持するように駆動力の平滑化が達成され、ドラ
イバーに対する違和感を解消することができる。
【００７７】
　(5) 前記エンジン停止制御手段は、第１クラッチCL1を開放する際、第１クラッチCL1の
トルク容量を締結容量ａまで即座に引き下げるため、第１クラッチCL1の開放に要する時
間を短縮することができる。
【００７８】
　(6) 前記エンジン制御手段は、HEVモードからEVモードへモード遷移する際、ドライバ
ー操作による要求駆動力が減少している場合、エンジンＥのフューエルカット後に第１ク
ラッチCL1を開放する第２パターンを選択するため、エンジンＥのフューエルカットを早
期に行えることで、燃料消費量を少なくすることができる。
【００７９】
　(7) 前記エンジン停止制御手段は、HEVモードからEVモードへモード遷移する際、ドラ
イバー操作による要求駆動力が急に減少している場合、エンジンＥのフューエルカットと
第１クラッチCL1の開放とを同時に行う第３パターンを選択するため、急ブレーキなどで
、ドライバーの操作による要求駆動力が急に減少した場合に、第１クラッチCL1を直ちに
開放することで、制動力の発生を早くすることができる。
【００８０】
　(8) 前記エンジン停止制御手段は、HEVモードからEVモードへモード遷移する際、ドラ
イバー操作による要求駆動力が増加している場合、エンジンＥのフューエルカット後に第
１クラッチCL1を開放する第２パターンを選択するため、エンジンＥのフューエルカット
を早期に行えることで、燃料消費量を少なくすることができる。
【００８１】
　以上、本発明のハイブリッド車両のエンジン停止制御装置を実施例１に基づき説明して
きたが、具体的な構成については、この実施例１に限られるものではなく、特許請求の範
囲の各請求項に係る発明の要旨を逸脱しない限り、設計の変更や追加等は許容される。
【００８２】
　実施例１では、HEVモードからEVモードへのモード遷移時、３つのモード遷移パターン
の中から、ドライバー操作による要求駆動力の変化に応じて最適なモード遷移パターンを
選択する例を示した。しかし、例えば、フューエルカットと第１クラッチ開放との間、ま
たは、第１クラッチ開放とフューエルカットとの間にオーバーラップ区間を持たせたよう
なモード遷移パターンを追加し、４以上のモード遷移パターンの中から、ドライバー操作
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による要求駆動力の変化に応じて最適なモード遷移パターンを選択するようにしても良い
。要するに、エンジン停止制御手段は、HEVモードからEVモードへのモード遷移時、複数
のモード遷移パターンの中から、ドライバー操作による要求駆動力の変化に応じて最適な
モード遷移パターンを選択するものであれば、実施例１には限られることはない。
【００８３】
　実施例１では、要求駆動力の減少時や急な減少時や増加時においても、モード切替フェ
ーズではエンジンＥのフューエルカットおよび第１クラッチCL1の開放に伴うトルク変化
を、モータジェネレータトルクにて補償し、モード切替フェーズにおいて駆動力特性を平
滑化するようにしている。しかし、要求駆動力が減少している場合、アクセル足離し操作
やブレーキ操作等が行われ、ドライバーは駆動力の低減を要求しているため、モータジェ
ネレータトルクによる補償量を要求駆動力の減少度合いにより低く補正したり、モータジ
ェネレータトルクによる補償を無くすようにしても良い。この場合、要求駆動力の減少や
急減少に対応してEVモードに入る前にエンジンブレーキを効かせることも可能である。ま
た、要求駆動力が増加している場合、アクセル踏み込み操作等が行われ、ドライバーは駆
動力の増加を要求しているため、モータジェネレータトルクによる補償量を要求駆動力の
増加度合いにより高く補正しても良い。この場合、要求駆動力の増加に対応してEVモード
に入る前に応答良く駆動力を増加させることも可能である。
【産業上の利用可能性】
【００８４】
　実施例１では、後輪駆動のハイブリッド車両への適用例を示したが、前輪駆動のハイブ
リッド車両や四輪駆動のハイブリッド車両へも適用できる。実施例１では、第２クラッチ
として自動変速機に内蔵されたクラッチを利用する例を示したが、モータジェネレータと
変速機との間に第２クラッチを追加して介装したり、または、変速機と駆動輪との間に第
２クラッチを追加して介装（例えば、特開２００２－１４４９２１号公報参照）しても良
い。要するに、エンジンとモータジェネレータと変速機（自動変速機以外に、駆動力合成
変速機等を含む）を有し、エンジンとモータジェネレータの間にトルク容量を連続的に変
更可能な第１クラッチを介装してハイブリッド駆動系を構成したハイブリッド車両であれ
ば適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】実施例１のエンジン停止制御装置が適用された後輪駆動のハイブリッド車両を示
す全体システム図である。
【図２】実施例１の統合コントローラにおける演算処理プログラムを示す制御ブロック図
である。
【図３】図２の目標駆動力演算部にて目標駆動力演算に用いられる目標駆動力マップの一
例を示す図である。
【図４】図２のモード選択部にて目標モードの選択に用いられる目標モードマップの一例
を示す図である。
【図５】図２の目標充放電演算部にて目標充放電電力の演算に用いられる目標充放電量マ
ップの一例を示す図である。
【図６】図２の動作点指令部にて各動作点を決める演算処理を示すフローチャートである
。
【図７】図６の目標自動変速シフト演算ステップにて用いられるシフトマップの一例を示
す図である。
【図８】図６のモード設定ステップにて設定される目標モードがEVモードからHEVモード
に遷移する場合を示す動作点マップの一例を示す図である。
【図９】図６の目標エンジントルク演算ステップにて用いられるエンジン回転数に対する
最大エンジントルクマップの一例を示す図である。
【図１０】実施例１の統合コントローラにて実行されるエンジン停止制御処理の流れを示
すフローチャートである。
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【図１１】実施例１のエンジン停止制御においてHEVモードからEVモードへ遷移する際に
第１クラッチを開放した後にエンジンのフューエルカットを行うモード遷移パターン（第
１パターン）でのタイムチャートである。
【図１２】実施例１のエンジン停止制御においてHEVモードからEVモードへ遷移する際に
エンジンのフューエルカットの後に第１クラッチを開放するモード遷移パターン（第２パ
ターン）でのタイムチャートである。
【図１３】実施例１のエンジン停止制御においてHEVモードからEVモードへ遷移する際に
エンジンのフューエルカットと第１クラッチの開放を同時に行うモード遷移パターン（第
３パターン）でのタイムチャートである。
【符号の説明】
【００８６】
Ｅ　エンジン
FW　フライホイール
CL1　第１クラッチ
MG　モータジェネレータ
CL2　第２クラッチ
AT　自動変速機
PS　プロペラシャフト
DF　ディファレンシャル
DSL　左ドライブシャフト
DSR　右ドライブシャフト
RL　左後輪（駆動輪）
RR　右後輪（駆動輪）
FL　左前輪
FR　右前輪
１　エンジンコントローラ
２　モータコントローラ
３　インバータ
４　バッテリ
５　第１クラッチコントローラ
６　第１クラッチ油圧ユニット
７　ＡＴコントローラ
８　第２クラッチ油圧ユニット
９　ブレーキコントローラ
１０　統合コントローラ
100　目標駆動力演算部
200　モード選択部
300　目標充放電演算部
400　動作点指令部
500　変速制御部
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