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(57)【要約】
【課題】運転者の嗜好に関する情報の記憶量および処理
負荷を抑制しつつ、初めて走行する経路において、運転
者の嗜好を考慮した走行モードで車両を走行させる。
【解決手段】ＥＣＵは、車速Ｖ、地図メッシュ番号、道
路属性、走行位置、走行曜日、走行時間帯、および道路
状況のモニタを開始するステップ（Ｓ１００）と、モニ
タされた情報に基づいて、学習シートおよびデータ区分
を特定するステップ（Ｓ１０２、Ｓ１０４）と、モニタ
された情報に基づいて、平均速度を記憶すべきデータ区
分を変更すると判断されると（Ｓ１０６にてＹＥＳ）、
特定されたデータ区分に平均速度を記憶するステップ（
Ｓ１０８）とを含むプログラムを実行する。学習シート
は、地図メッシュ、走行曜日ごとに設けられて管理され
る。データ区分は、学習シート内に設けられ、走行時間
帯、道路状況、道路属性に基づいて分類される。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の走行モードを有する車両の制御装置であって、
　運転者の嗜好に影響される前記車両の走行情報を検出するための手段と、
　少なくとも道路情報に基づいて分類されたカテゴリごとに、前記走行情報を記憶するた
めの記憶手段と、
　前記検出された走行情報を更新して前記記憶手段に記憶するための手段と、
　目的地までの走行経路を探索するための手段と、
　前記探索された走行経路における道路情報を特定するための手段と、
　前記特定された道路情報に基づいて、前記探索された走行経路に対応するカテゴリを特
定するための手段と、
　前記特定されたカテゴリにおける走行情報を前記記憶手段から読み出すための手段と、
　前記読み出された走行情報に基づいて、前記探索された走行経路におけるエネルギ収支
を予測するための予測手段と、
　前記予測されたエネルギ収支に基づいて、前記探索された走行経路における走行モード
を設定するための設定手段と、
　前記設定された走行モードで走行するように、前記車両を制御するための手段とを含む
、制御装置。
【請求項２】
　前記走行情報は、前記車両の速度情報であり、
　前記カテゴリは、前記道路が設けられる地域、前記道路の管轄先、法定速度、勾配、車
線数の少なくともいずれかに基づいて分類される、請求項１に記載の制御装置。
【請求項３】
　前記地域は、地図データがメッシュ状に予め分割されて設定された領域である、請求項
２に記載の制御装置。
【請求項４】
　前記カテゴリは、前記道路情報に加えて、前記車両が走行した曜日、時間および前記道
路の渋滞状況の少なくともいずれかに基づいて分類される、請求項２または３に記載の制
御装置。
【請求項５】
　前記予測手段は、
　前記読み出された走行情報が存在するか否かを判断するための手段と、
　前記読み出された走行情報が存在すると、前記読み出された走行情報に基づいて、前記
探索された走行経路におけるエネルギ収支を予測するための手段と、
　前記読み出された走行情報が存在しないと、前記特定されたカテゴリに類似するカテゴ
リであって、かつ前記走行情報が記憶されたカテゴリを検索するための検索手段と、
　前記類似するカテゴリに記憶された走行情報に基づいて、前記探索された走行経路にお
けるエネルギ収支を予測するための類似予測手段とを含む、請求項１～４のいずれかに記
載の制御装置。
【請求項６】
　前記類似予測手段は、
　前記特定された道路情報と、前記類似するカテゴリにおける道路情報とに基づいて、前
記類似するカテゴリに記憶された走行情報を補正するための手段と、
　前記補正された走行情報に基づいて、前記探索された走行経路におけるエネルギ収支を
予測するための手段とを含む、請求項５に記載の制御装置。
【請求項７】
　前記車両は、内燃機関およびモータの少なくともいずれかを走行源とするハイブリッド
車両であり、
　前記複数の走行モードは、前記内燃機関と前記モータとを同時に使用する第１モードと
、前記内燃機関を停止させて前記モータを用いて走行する第２モードとを含む、請求項１
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～６のいずれかに記載の制御装置。
【請求項８】
　前記ハイブリッド車両には、外部電源からの電力を充電して前記モータに供給すること
ができる蓄電機構が備えられ、
　前記予測手段は、前記探索された走行経路における前記蓄電機構の蓄電状態を予測する
ための手段を含み、
　前記設定手段は、前記目的地における蓄電状態が予め定められた蓄電量よりも少なくな
るように、前記探索された走行経路における走行モードを設定するための手段を含む、請
求項７に記載の制御装置。
【請求項９】
　複数の走行モードを有する車両の制御方法であって、
　運転者の嗜好に影響される前記車両の走行情報を検出するステップと、
　少なくとも道路情報に基づいて分類されたカテゴリごとに、前記検出された走行情報を
更新して記憶する記憶ステップと、
　目的地までの走行経路を探索するステップと、
　前記探索された走行経路における道路情報を特定するステップと、
　前記特定された道路情報に基づいて、前記探索された走行経路に対応するカテゴリを特
定するステップと、
　前記特定されたカテゴリにおける走行情報を前記記憶ステップから読み出すステップと
、
　前記読み出された走行情報に基づいて、前記探索された走行経路におけるエネルギ収支
を予測する予測ステップと、
　前記予測されたエネルギ収支に基づいて、前記探索された走行経路における走行モード
を設定する設定ステップと、
　前記設定された走行モードで走行するように、前記車両を制御するステップとを含む、
制御方法。
【請求項１０】
　前記走行情報は、前記車両の速度情報であり、
　前記カテゴリは、前記道路が設けられる地域、前記道路の管轄先、法定速度、勾配、車
線数の少なくともいずれかに基づいて分類される、請求項９に記載の制御方法。
【請求項１１】
　前記地域は、地図データがメッシュ状に予め分割されて設定された領域である、請求項
１０に記載の制御方法。
【請求項１２】
　前記カテゴリは、前記道路情報に加えて、前記車両が走行した曜日、時間および前記道
路の渋滞状況の少なくともいずれかに基づいて分類される、請求項１０または１１に記載
の制御方法。
【請求項１３】
　前記予測ステップは、
　前記読み出された走行情報が存在するか否かを判断するステップと、
　前記読み出された走行情報が存在すると、前記読み出された走行情報に基づいて、前記
探索された走行経路におけるエネルギ収支を予測するステップと、
　前記読み出された走行情報が存在しないと、前記特定されたカテゴリに類似するカテゴ
リであって、かつ前記走行情報が記憶されたカテゴリを検索する検索ステップと、
　前記類似するカテゴリに記憶された走行情報に基づいて、前記探索された走行経路にお
けるエネルギ収支を予測する類似予測ステップとを含む、請求項９～１２のいずれかに記
載の制御方法。
【請求項１４】
　前記類似予測ステップは、
　前記特定された道路情報と、前記類似するカテゴリにおける道路情報とに基づいて、前
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記類似するカテゴリに記憶された走行情報を補正するステップと、
　前記補正された走行情報に基づいて、前記探索された走行経路におけるエネルギ収支を
予測するステップとを含む、請求項１３に記載の制御方法。
【請求項１５】
　前記車両は、内燃機関およびモータの少なくともいずれかを走行源とするハイブリッド
車両であり、
　前記複数の走行モードは、前記内燃機関と前記モータとを同時に使用する第１モードと
、前記内燃機関を停止させて前記モータを用いて走行する第２モードとを含む、請求項９
～１４のいずれかに記載の制御方法。
【請求項１６】
　前記ハイブリッド車両には、外部電源からの電力を充電して前記モータに供給すること
ができる蓄電機構が備えられ、
　前記予測ステップは、前記探索された走行経路における前記蓄電機構の蓄電状態を予測
するステップを含み、
　前記設定ステップは、前記目的地における蓄電状態が予め定められた蓄電量よりも少な
くなるように、前記探索された走行経路における走行モードを設定するステップを含む、
請求項１５に記載の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の制御に関し、特に、エネルギ収支が異なる複数の走行モードを有する
車両の制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両の動力源としてエンジンとモータとを併用したハイブリッド車両が公知であ
る。ハイブリッド車両は、エンジンとモータとを同時に使用するモード（以下、ＨＶモー
ドとも記載する）や、エンジンを停止させてモータのみを用いて走行するモード（以下、
ＥＶモードとも記載する）など、複数の走行モードを有する。これらの走行モードを道路
状況に応じて切り換えて走行する車両においては、目的地までの経路を複数の区間に分割
し、ナビゲーション装置から道路データと走行履歴とを取得して各区間の負荷を推定し、
推定した負荷とエンジンの燃料消費特性とに基づいて、目的地までの燃料消費量が最少と
なるように、各区間の走行モードを設定する。このような車両において、運転者の運転嗜
好を十分に反映して走行モードを設定することができる技術が、たとえば特開２００４－
２４８４５５号公報（特許文献１）に開示されている。
【０００３】
　この公報に開示されたハイブリッド車両の駆動制御システムは、目的地までの経路を設
定するための手段と、設定された経路が定常的に走行する経路である場合に、設定された
経路の走行データおよび走行環境情報を記憶して統計的に処理するための手段と、現在の
走行環境情報と記憶された走行データとに基づいて、設定された経路の走行パターンを予
測するための手段と、予測された走行パターンに基づいてエンジンおよびモータの運転ス
ケジュールを設定し、設定された運転スケジュールに従ってエンジンおよびモータの動作
を制御するための手段とを含む。
【０００４】
　この公報に開示された駆動制御システムによると、定常的に走行する経路の走行データ
および走行環境情報が記憶されて統計的に処理され、現在の走行環境情報と統計的に処理
された走行データとに基づいて、定常的に走行する経路の走行パターンが予測される。そ
のため、定常的に走行する経路において、運転者の運転特性（運転嗜好）を十分に反映し
た走行パターンを予測して、適切な運転スケジュールを設定することができるので、エン
ジンの燃料消費量を十分に低減することができる。
【特許文献１】特開２００４－２４８４５５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】
【０００５】
　ところで、特許文献１に開示された駆動制御システムにおいて、初めて走行する経路に
おいても、運転者の運転嗜好を十分に反映した走行パターンを予測することが望ましい。
しかし、走行経路の各地点や走行時間ごとに走行パターンを記憶するのでは、走行パター
ンのデータ量が膨大となってしまう。また、膨大な走行データから最適な情報を呼び出す
処理にも大きな負荷を与えてしまう。しかしながら、特許文献１には、定常的に走行する
経路以外の経路における走行パターンの具体的な記憶方法や予測方法については何ら開示
されていない。
【０００６】
　本発明は、上述の課題を解決するためになされたものであって、その目的は、運転者の
嗜好に関する情報の記憶量および処理負荷を抑制しつつ、初めて走行する経路において、
運転者の嗜好を考慮した走行モードで車両を走行させることができる制御装置および制御
方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の発明に係る制御装置は、複数の走行モードを有する車両を制御する。この制御装
置は、運転者の嗜好に影響される車両の走行情報を検出するための手段と、少なくとも道
路情報に基づいて分類されたカテゴリごとに、走行情報を記憶するための記憶手段と、検
出された走行情報を更新して記憶手段に記憶するための記憶制御手段と、目的地までの走
行経路を探索するための手段と、探索された走行経路における道路情報を特定するための
手段と、特定された道路情報に基づいて、探索された走行経路に対応するカテゴリを特定
するための手段と、特定されたカテゴリにおける走行情報を記憶手段から読み出すための
手段と、読み出された走行情報に基づいて、探索された走行経路におけるエネルギ収支を
予測するための予測手段と、予測されたエネルギ収支に基づいて、探索された走行経路に
おける走行モードを設定するための設定手段と、設定された走行モードで走行するように
、車両を制御するための手段とを含む。第９の発明に係る制御方法は、第１の発明に係る
制御装置と同様の要件を備える。
【０００８】
　第１または９の発明によると、運転者の嗜好に影響される車両の走行情報（たとえば車
両の速度情報）が検出される。検出された走行情報は、記憶手段にカテゴリごとに更新さ
れて記憶される。このカテゴリは、少なくとも道路情報（たとえば道路の法定速度など）
に基づいて分類される。そのため、たとえば走行情報を各地点ごとに記憶する場合に比べ
て、記憶手段の記憶容量を抑制することができる。これに伴って、走行情報を記憶手段に
記憶する際の処理負荷を抑制することができる。探索された走行経路における道路情報に
基づいて、探索された走行経路に対応するカテゴリが特定され、特定されたカテゴリにお
ける走行情報が記憶手段から読み出される。そのため、たとえばカテゴリを各地点ごとに
分類する場合に比べて、カテゴリを特定する際の処理負荷および特定されたカテゴリにお
ける走行情報を読み出す際の処理負荷を抑制することができる。さらに、たとえ探索され
た走行経路を走行したことがなくても、道路情報が同一の道路を過去に走行していた場合
には、探索された走行経路に対応するカテゴリには走行情報が既に記憶されていることに
なる。そのため、初めて走行する道路であっても、走行情報が読み出され、読み出された
走行情報に基づいてエネルギ収支が予測される。これにより、初めて走行する道路であっ
ても、運転者の嗜好を考慮したエネルギ収支を予測することができる。このように予測さ
れたエネルギ収支に基づいて、探索された走行経路における走行モードが設定される。そ
の結果、運転者の嗜好に関する情報の記憶量および処理負荷を抑制しつつ、初めて走行す
る道路において、運転者の嗜好を考慮した走行モードで車両を走行させることができる制
御装置および制御方法を提供することができる。
【０００９】
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　第２の発明に係る制御装置においては、第１の発明の構成に加えて、走行情報は、車両
の速度情報である。カテゴリは、道路が設けられる地域、道路の管轄先、法定速度、勾配
、車線数の少なくともいずれかに基づいて分類される。第１０の発明に係る制御方法は、
第２の発明に係る制御装置と同様の要件を備える。
【００１０】
　第２または１０の発明によると、車両で消費されるエネルギの量（すなわち車両の走行
負荷）は、車両の速度によって異なる場合が多い。車両の速度は、たとえば同じ道路を走
行する場合であっても、運転者の嗜好によって異なる。そこで、車両の走行負荷および運
転者の嗜好を表わす走行情報として、車両の速度情報が検出される。また、車両の速度は
、たとえば、道路が設けられる地域が市街地であるか否か、道路が国道であるか否か、高
速道路であるか否か、登坂路であるか否か、片側２車線以上であるか否かなどによっても
異なる傾向にある。そこで、速度情報が記憶されるカテゴリが、道路が設けられる地域、
道路の管轄先、法定速度、勾配、車線数の少なくともいずれかに基づいて分類される。こ
のようなカテゴリで分類された速度情報に基づいて、エネルギ収支が予測される。これに
より、走行する道路の違いによって生じる速度差および運転者の嗜好の違いを考慮して、
エネルギ収支を適切に予測することができる。
【００１１】
　第３の発明に係る制御装置においては、第２の発明の構成に加えて、地域は、地図デー
タがメッシュ状に予め分割されて設定された領域である。第１１の発明に係る制御方法は
、第３の発明に係る制御装置と同様の要件を備える。
【００１２】
　第３または１１の発明によると、速度情報が、地図データがメッシュ状に予め分割され
た領域ごとに記憶される。すなわち、走行地域の違いによって生じる運転者の嗜好の違い
が、地図データに関連付けられて記憶される。これにより、エネルギ収支を予測する際、
走行位置と地図データとを比較することにより、走行地域にける運転者の嗜好を考慮する
ことができる。
【００１３】
　第４の発明に係る制御装置においては、第２または３の発明の構成に加えて、カテゴリ
は、道路情報に加えて、車両が走行した曜日、時間および道路の渋滞状況の少なくともい
ずれかに基づいて分類される。第１２の発明に係る制御方法は、第４の発明に係る制御装
置と同様の要件を備える。
【００１４】
　第４または１２の発明によると、車両の速度は、たとえば、走行日が平日か否か、走行
時間が通勤時間帯や帰宅時間帯であるか否か、道路が渋滞しているか否かなどによっても
異なる傾向にある。そこで、速度情報が記憶されるカテゴリが、道路情報に加えて、車両
が走行した曜日、時間および道路の渋滞状況の少なくともいずれかに基づいて分類される
。これにより、車両の走行日、時間および渋滞状況の違いによって生じる速度差および運
転者の嗜好の違いを考慮して、エネルギ収支を適切に予測することができる。
【００１５】
　第５の発明に係る制御装置においては、第１～４のいずれかの発明の構成に加えて、予
測手段は、読み出された走行情報が存在するか否かを判断するための手段と、読み出され
た走行情報が存在すると、読み出された走行情報に基づいて、探索された走行経路におけ
るエネルギ収支を予測するための手段と、読み出された走行情報が存在しないと、特定さ
れたカテゴリに類似するカテゴリであって、かつ走行情報が記憶されたカテゴリを検索す
るための検索手段と、類似するカテゴリに記憶された走行情報に基づいて、探索された走
行経路におけるエネルギ収支を予測するための類似予測手段とを含む。第１３の発明に係
る制御方法は、第５の発明に係る制御装置と同様の要件を備える。
【００１６】
　第５または１３の発明によると、特定されたカテゴリにおける走行情報が存在しない場
合には、特定されたカテゴリに類似するカテゴリであって、かつ走行情報が記憶されたカ
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テゴリが検索される。たとえば、特定された道路情報と類似する道路情報により分類され
るカテゴリであって、かつ走行情報が記憶されたカテゴリが、類似するカテゴリとして検
索される。類似するカテゴリに記憶された走行情報に基づいて、エネルギ収支が予測され
る。そのため、エネルギ収支を予測する際、たとえ道路情報が同一の道路を過去に走行し
ていない場合であっても、運転者の嗜好を考慮することができる。
【００１７】
　第６の発明に係る制御装置においては、第５の発明の構成に加えて、類似予測手段は、
特定された道路情報と、類似するカテゴリにおける道路情報とに基づいて、類似するカテ
ゴリに記憶された走行情報を補正するための手段と、補正された走行情報に基づいて、探
索された走行経路におけるエネルギ収支を予測するための手段とを含む。第１４の発明に
係る制御方法は、第６の発明に係る制御装置と同様の要件を備える。
【００１８】
　第６または１４の発明によると、特定されたカテゴリにおける走行情報が存在しない場
合には、特定された道路情報と、類似するカテゴリにおける道路情報とに基づいて、類似
するカテゴリに記憶された走行情報が補正され、補正された走行情報に基づいて、エネル
ギ収支が予測される。たとえば、特定された地域が市街地であって、類似するカテゴリの
地域が市街地以外であった場合には、市街地における道路の混雑状況を考慮して、類似す
るカテゴリに記憶された速度情報を小さくなるように補正する。このように補正された速
度情報に基づいて、エネルギ収支が予測される。これにより、類似するカテゴリの走行情
報を用いる場合であっても、エネルギ収支をより適切に予測することができる。
【００１９】
　第７の発明に係る制御装置においては、第１～６のいずれかの発明の構成に加えて、車
両は、内燃機関およびモータの少なくともいずれかを走行源とするハイブリッド車両であ
る。複数の走行モードは、内燃機関とモータとを同時に使用する第１モードと、内燃機関
を停止させてモータを用いて走行する第２モードとを含む。第１５の発明に係る制御方法
は、第７の発明に係る制御装置と同様の要件を備える。
【００２０】
　第７または１５の発明によると、内燃機関とモータとを同時に使用する第１モードと、
内燃機関を停止させてモータを用いて走行する第２モードとを、予測されたエネルギ収支
に基づいてバランスよく設定することにより、燃料消費効率を向上させることができる。
【００２１】
　第８の発明に係る制御装置においては、第７の発明の構成に加えて、ハイブリッド車両
には、外部電源からの電力を充電してモータに供給することができる蓄電機構が備えられ
る。予測手段は、探索された走行経路における蓄電機構の蓄電状態を予測するための手段
を含む。設定手段は、目的地における蓄電状態が予め定められた蓄電量よりも少なくなる
ように、探索された走行経路における走行モードを設定するための手段を含む。第１６の
発明に係る制御方法は、第８の発明に係る制御装置と同様の要件を備える。
【００２２】
　第８または１６の発明によると、ハイブリッド車両には、外部電源からの電力を充電し
てモータに供給することができる蓄電機構が備えられる。このようなハイブリッド車両に
おいては、目的地での外部電源からの充電が可能であるため、燃料消費効率を向上させる
ためには、走行中において蓄電機構の余剰電力を使い切るように、モータで走行すること
が望ましい。そこで、目的地における蓄電状態が予め定められた蓄電量よりも少なくなる
ように走行モードが設定される。これにより、走行中において蓄電機構の余剰電力を使い
切ることができ、不要な燃料消費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】
【００２３】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、同
一の部品には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。したがっ
て、それらについての詳細な説明は繰り返さない。
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【００２４】
　図１を参照して、本実施の形態に係る制御装置を搭載したハイブリッド車両１について
説明する。なお、本発明に係る制御装置を適用できる車両は、エネルギ収支が異なる複数
の走行モードを有する車両であれば、図１に示すハイブリッド車両に限定されず、他の態
様を有するハイブリッド車両であってもよい（いわゆるパラレル型であってもよくパラレ
ルシリーズ型であってもよい）。また、ハイブリッド車両以外の車両であってもよい。
【００２５】
　ハイブリッド車両１は、前輪２０Ｒ，２０Ｌと、後輪２２Ｒ，２２Ｌと、エンジン２と
、プラネタリギヤ１６と、デファレンシャルギヤ１８と、ギヤ４，６とを含む。
【００２６】
　ハイブリッド車両１は、さらに、車両後方に配置されるバッテリＢと、バッテリＢの出
力する直流電力を昇圧する昇圧ユニット３２と、昇圧ユニット３２との間で直流電力を授
受するインバータ３６と、プラネタリギヤ１６を経由してエンジン２と結合され主として
発電を行なうモータジェネレータＭＧ１と、回転軸がプラネタリギヤ１６に接続されるモ
ータジェネレータＭＧ２とを含む。
【００２７】
　インバータ３６は、モータジェネレータＭＧ１，ＭＧ２に接続され、交流電力と昇圧ユ
ニット３２からの直流電力との変換を行なう。
【００２８】
　プラネタリギヤ１６は、第１～第３の回転軸を有する。第１の回転軸はエンジン２に接
続され第２の回転軸はモータジェネレータＭＧ１に接続され第３の回転軸はモータジェネ
レータＭＧ２に接続される。
【００２９】
　この第３の回転軸にはギヤ４が取付けられ、このギヤ４はギヤ６を駆動することにより
デファレンシャルギヤ１８に動力を伝達する。デファレンシャルギヤ１８はギヤ６から受
ける動力を前輪２０Ｒ，２０Ｌに伝達するとともに、ギヤ６，４を経由して前輪２０Ｒ，
２０Ｌの回転力をプラネタリギヤの第３の回転軸に伝達する。
【００３０】
　プラネタリギヤ１６は、エンジン２およびモータジェネレータＭＧ１，ＭＧ２の間で動
力を分割する役割を果たす。すなわち、プラネタリギヤ１６の３つの回転軸のうち２つの
回転軸の回転が定まれば、残る１つの回転軸の回転は強制的に決定される。したがって、
エンジン２を最も効率のよい領域で動作させつつ、モータジェネレータＭＧ１の発電量を
制御してモータジェネレータＭＧ２を駆動させることにより車速の制御を行ない、全体と
してエネルギ効率のよい自動車を実現している。
【００３１】
　なお、モータジェネレータＭＧ２の回転を減速してプラネタリギヤＰＧに伝達する減速
ギヤを設けても良く、その減速ギヤの減速比を変更可能にした変速ギヤを設けてもよい。
【００３２】
　直流電源であるバッテリＢは、たとえばニッケル水素またはリチウムイオンなどの二次
電池を含み、直流電力を昇圧ユニット３２に供給するとともに、昇圧ユニット３２からの
直流電力によって充電される。なお、バッテリＢの種類は特に限定されるものではない。
また、バッテリＢの代わりにキャパシタを用いても構わない。
【００３３】
　昇圧ユニット３２は、バッテリＢから受ける直流電圧を昇圧してその昇圧された直流電
圧をインバータ３６に供給する。インバータ３６は供給された直流電圧を交流電圧に変換
してエンジン始動時にはモータジェネレータＭＧ１を駆動制御する。また、エンジン始動
後には、モータジェネレータＭＧ１が発電した交流電力はインバータ３６によって直流に
変換され、昇圧ユニット３２によってバッテリＢの充電に適切な電圧に変換されてバッテ
リＢが充電される。
【００３４】
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　また、インバータ３６はモータジェネレータＭＧ２を駆動する。モータジェネレータＭ
Ｇ２はエンジン２を補助して前輪２０Ｒ，２０Ｌを駆動する。制動時には、モータジェネ
レータは回生運転を行ない、車輪の回転エネルギを電気エネルギに変換する。得られた電
気エネルギは、インバータ３６および昇圧ユニット３２を経由してバッテリＢに戻される
。バッテリＢは組電池であり、直列に接続された複数の電池ユニットＢ０～Ｂｎを含む。
昇圧ユニット３２とバッテリＢとの間にはシステムメインリレー２８，３０が設けられ、
車両非運転時には高電圧が遮断される。
【００３５】
　ハイブリッド車両１は、さらに、ＥＣＵ（Electric Control Unit）１００を含む。Ｅ
ＣＵ１００は、運転者の指示および車両に取付けられた各種センサからの出力に応じて、
エンジン２、インバータ３６、昇圧ユニット３２およびシステムメインリレー２８，３０
の制御を行なう。
【００３６】
　図２を参照して、ＥＣＵ１００について説明する。図２は、図１のＥＣＵ１００の機能
ブロックと関連する周辺装置とを示した図である。なお、ＥＣＵ１００は、ソフトウェア
でもハードウェアでも実現が可能である。
【００３７】
　ＥＣＵ１００は、ハイブリッド制御部６２と、ナビゲーション制御部６４と、バッテリ
制御部６６と、エンジン制御部６８とを含む。
【００３８】
　バッテリ制御部６６は、バッテリＢの蓄電状態ＳＯＣをバッテリＢの充放電電流の積算
などにより求めてこれをハイブリッド制御部６２に送信する。
【００３９】
　エンジン制御部６８は、エンジン２のスロットル制御を行なうとともに、エンジン２の
エンジン回転数Ｎｅを検出してハイブリッド制御部６２に送信する。
【００４０】
　ハイブリッド制御部６２は、アクセルポジションセンサ４２の出力信号Ａｃｃと車速セ
ンサ４４で検出された車速Ｖとに基づいて、運転者の要求する出力（要求パワー）を算出
する。ハイブリッド制御部６２は、この運転者の要求パワーに加え、バッテリＢの蓄電状
態ＳＯＣを考慮して必要な駆動力（トータルパワー）を算出し、エンジンに要求する回転
数とエンジンに要求するパワーとをさらに算出する。
【００４１】
　ハイブリッド制御部６２は、エンジン制御部６８に要求回転数と要求パワーとを送信し
、エンジン制御部６８にエンジン２のスロットル制御を行なわせる。
【００４２】
　ハイブリッド制御部６２は、走行状態に応じた運転者要求トルクを算出し、インバータ
３６にモータジェネレータＭＧ２を駆動させるとともに、必要に応じてモータジェネレー
タＭＧ１に発電を行なわせる。
【００４３】
　エンジン２の駆動力は、車輪を直接駆動する分とモータジェネレータＭＧ１を駆動する
分とに分配される。モータジェネレータＭＧ２の駆動力とエンジンの直接駆動分との合計
が車両の駆動力となる。
【００４４】
　さらに、ハイブリッド車両１には、ＥＶ優先スイッチ４６が設けられている。運転者が
このＥＶ優先スイッチ４６を押すとエンジンの作動が制限される。これにより車両は、原
則としてエンジンを停止させモータジェネレータＭＧ２の駆動力のみで走行する。深夜、
早朝の住宅密集地での低騒音化や屋内駐車場、車庫内での排気ガス低減化のために、運転
者は必要に応じてＥＶ優先スイッチ４６を押すことができる。
【００４５】
　しかし、エンジンをずっと停止させておくとバッテリが充電不足になったり、必要なパ
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ワーが得られなかったりすることがあるので、１）ＥＶ優先スイッチ４６をオフにする、
２）バッテリの蓄電状態ＳＯＣが所定値よりも低下する、３）車速が所定値以上となる、
４）アクセル開度が規定値以上となる、といういずれかの条件が成立するとＥＶ優先スイ
ッチ４６のオン状態は解除される。
【００４６】
　さらに、ハイブリッド車両１は、バッテリＢに対して外部から充電を行なうための充電
ユニット２０２を含む。充電ユニット２０２は、たとえば、家庭用の商用電源ＡＣ１００
Ｖを受けて直流に変換してバッテリＢに充電電圧を与える。
【００４７】
　図３を参照して、ＥＣＵ１００としてコンピュータを用いた場合の一般的な構成につい
て説明する。コンピュータは、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１８０と、Ａ／Ｄ変
換器１８１と、ＲＯＭ１８２と、ＲＡＭ１８３と、インターフェース部１８４とを含む。
【００４８】
　Ａ／Ｄ変換器１８１は、各種センサの出力等のアナログ信号ＡＩＮをデジタル信号に変
換してＣＰＵ１８０に出力する。またＣＰＵ１８０はデータバスやアドレスバス等のバス
１８６でＲＯＭ１８２と、ＲＡＭ１８３と、インターフェース部１８４とに接続されデー
タ授受を行なう。
【００４９】
　ＲＯＭ１８２は、たとえばＣＰＵ１８０で実行されるプログラムや参照されるマップ等
のデータが格納されている。ＲＡＭ１８３は、たとえばＣＰＵ１８０がデータ処理を行な
う場合の作業領域であり、各種変数等のデータを一時的に記憶する。
【００５０】
　インターフェース部１８４は、たとえば他のＥＣＵとの通信を行なったり、ＲＯＭ１８
２として電気的に書換可能なフラッシュメモリ等を使用した場合の書換データの入力など
を行なったり、メモリカードやＣＤ－ＲＯＭ等のコンピュータ読み取り可能な記録媒体か
らのデータ信号ＳＩＧの読込みを行なったりする。
【００５１】
　なお、ＣＰＵ１８０は、入出力ポートからデータ入力信号ＤＩＮやデータ出力信号ＤＯ
ＵＴを授受する。
【００５２】
　ＥＣＵ１００は、このような構成に限られるものでなく、複数のＣＰＵを含んで実現さ
れるものであってもよい。また、図２のハイブリッド制御部６２、ナビゲーション制御部
６４、バッテリ制御部６６、エンジン制御部６８の各々が図３のような構成を有するもの
であってもよい。
【００５３】
　本実施の形態において、ハイブリッド車両１は、エネルギ収支が異なる複数の走行モー
ドを有する。複数の走行モードには、ＥＶモードと、ＨＶモードとが含まれる。
【００５４】
　ＥＶモードでは、ＥＣＵ１００は、エンジン２を停止させた状態でモータ（主としてモ
ータジェネレータＭＧ２）のみを駆動してハイブリッド車両１を走行させる。このとき、
バッテリＢの電力が消費され、バッテリＢの蓄電状態（ＳＯＣ）が減少する。
【００５５】
　ＨＶモードでは、ＥＣＵ１００は、エンジン２を運転させる。エンジン２のトルクはプ
ラネタリギヤ１６に伝達され、モータジェネレータＭＧ１に発電を行なわせるトルクと、
ギヤ４を回転させるトルクとに分配される。ギヤ４は、エンジン２からプラネタリギヤ１
６を介して伝達されたトルクとモータジェネレータＭＧ２のトルクとによって回転される
。このときモータジェネレータＭＧ１で発電された電力は、モータジェネレータＭＧ２に
供給される。したがって、ＨＶモードではＥＶモードに比べて、バッテリＢの消費電力が
抑制され、バッテリＢのＳＯＣの減少量は抑制される。なお、ハイブリッド車両１が有す
る走行モードは、これらのモードに限定されない。



(11) JP 2009-12605 A 2009.1.22

10

20

30

40

50

【００５６】
　本実施の形態において、ナビゲーション制御部６４は、乗員の操作に基づいて目的地を
設定する設定処理を行ない、起点から目的地までの走行経路を設定する探索処理を行なう
。
【００５７】
　さらに、ナビゲーション制御部６４は、タッチディスプレイを含む表示部４８から乗員
によって設定された目的地の情報を得る。また、ナビゲーション制御部６４は、ナビゲー
ション装置５０およびジャイロセンサ５２からの信号に基づいて、探索された走行経路に
おける情報を検出する。探索された走行経路における情報には、車両の走行位置、道路が
設けられる地域の地図メッシュ番号、道路属性、走行曜日、走行時間帯が含まれる。道路
属性には、走行している道路が、高速道路、国道、県道、その他のいずれの道路であるの
かを表わす情報が含まれている。なお、道路属性に含まれる情報はこれに限定されず、た
とえば、高速道路であるか否かの情報や道路の管轄先に加え、法定速度、勾配、車線数、
道路幅、道路がカーブ半径などの情報が含まれるようにしてもよい。走行時間帯には、走
行している時間帯が朝、昼、夕方、夜のいずれであるのかを表わす情報が含まれている。
なお、地図メッシュとは、道路地図データが予め定められた規則（たとえば１００メート
ル四方）で網の目状に分割されて設定された領域である。各地図メッシュには、地図メッ
シュ番号およびメッシュ内の地域が市街地なのか否かを表わす地域区分が付与されている
。
【００５８】
　さらに、ナビゲーション制御部６４は、通信用アンテナ５１または携帯電話クレドール
５３を経由して、道路状況を検出する。道路状況には、道路が混雑（渋滞）しているのか
、順調であるのかを表わす情報が含まれる。道路状況は、ＶＩＣＳ（Vehicle Informatio
n and Communication System）等のサービスで提供される。なお、道路状況はこれに限定
されず、たとえば、渋滞のレベルを表わす情報が含まれるようにしてもよい。
【００５９】
　図４を参照して、本実施の形態に係る制御装置の機能ブロック図について説明する。図
４に示すように、この制御装置は、平均速度検出部１０２と、平均速度記憶部１０４と、
走行パターン設定部１０６と、走行制御部１０８とを含む。
【００６０】
　平均速度検出部１０２は、車速センサ４４およびナビゲーション装置５０などからの信
号に基づいて、平均車速を検出する。なお、平均車速は、車両の走行負荷および運転者の
運転嗜好を表わす情報として検出される。
【００６１】
　平均速度記憶部１０４は、検出された平均車速を、地図メッシュ番号や道路属性などに
基づいて分類されたデータ区分ごとに記憶する。なお、データ区分については、後に詳述
する。
【００６２】
　走行パターン設定部１０６は、記憶された平均車速に基づいて、走行パターンを設定す
る。
【００６３】
　走行制御部１０８は、設定された走行パターンに基づいて、車両を走行させるように、
エンジン２、インバータ３６および昇圧ユニット３２に制御信号を送信する。
【００６４】
　このような機能ブロックを有する本実施の形態に係る制御装置は、デジタル回路やアナ
ログ回路の構成を主体としたハードウェアでも、ＥＣＵに含まれるＣＰＵおよびメモリと
メモリから読み出されてＣＰＵで実行されるプログラムとを主体としたソフトウェアでも
実現することが可能である。一般的に、ハードウェアで実現した場合には動作速度の点で
有利で、ソフトウェアで実現した場合には設計変更の点で有利であると言われている。以
下においては、ソフトウェアとして制御装置を実現した場合を説明する。なお、このよう
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なプログラムを記録した記録媒体についても本発明の一態様である。
【００６５】
　図５を参照して、本実施の形態に係る制御装置であるＥＣＵ１００が実行するプログラ
ムの制御構造について説明する。なお、このプログラムは、予め定められたサイクルタイ
ムで繰り返し実行される。
【００６６】
　ステップ（以下、ステップをＳと略す。）１００にて、ＥＣＵ１００は、車速センサ４
４およびナビゲーション装置５０などからの信号に基づいて、車速Ｖ、地図メッシュ番号
、道路属性、走行位置、走行曜日、走行時間帯、および道路状況のモニタを開始する。
【００６７】
　Ｓ１０２にて、ＥＣＵ１００は、モニタされた地図メッシュ番号および走行曜日に基づ
いて、学習シートを特定する。
【００６８】
　学習シートとは、平均速度を記憶するためのデータシートである。なお、学習シートに
記憶される情報は、車両の走行負荷および運転者の運転嗜好を表わす情報であれば、平均
速度に限定されない。学習シートは、地図メッシュ、曜日ごとに設けられて管理される。
各学習シートには、該当する地図メッシュ番号、曜日および地域区分が付与されている。
各学習シートには、図６に示すように、走行した時間帯、道路状況、道路属性に基づいて
分類されたデータ区分が設けられている。平均速度は、データ区分ごとに記憶される。図
６に示した学習シートは、地図メッシュ番号が「１」、曜日が「日」、地域区分が「市街
地」であり、たとえば時間帯が「朝」、道路状況が「順調」、道路属性が「高速（道路）
」のデータ区分に、平均速度「５５（ｋｍ／ｈ）」が記憶されている例を示している。デ
ータ区分に表示される「－」は、平均速度がまだ記憶されていないことを示す。なお、学
習シートの態様および分類方法は、これに限定されない。
【００６９】
　Ｓ１０４にて、ＥＣＵ１００は、モニタされた走行曜日、走行時間帯および道路状況に
基づいて、Ｓ１０２で特定された学習シートのうちの、平均速度を記憶すべきデータ区分
を特定する。
【００７０】
　Ｓ１０６にて、ＥＣＵ１００は、モニタされた走行位置、地図メッシュ番号、道路属性
、走行曜日、走行時間帯、および道路状況に基づいて、平均速度を記憶すべきデータ区分
を変更するか否かを判断する。たとえば、ＥＣＵ１００は、地図メッシュ、道路属性、走
行曜日、走行時間帯、および道路状況の少なくともいずれかの変化点を検出した場合に、
データ区分を変更すると判断する。データ区分を変更すると判断されると（Ｓ１０６にて
ＹＥＳ）、処理はＳ１０８に移される。そうでないと（Ｓ１０６にてＮＯ）、処理はＳ１
０６に戻される。
【００７１】
　Ｓ１０８にて、ＥＣＵ１００は、Ｓ１０４で特定されたデータ区分の平均速度を更新す
る。たとえば、ＥＣＵ１００は、今サイクルでモニタされた速度Ｖと既に記憶されていた
平均速度とに基づいて、今サイクルにおける平均速度を算出し、特定されたデータ区分の
平均速度を算出された平均速度に更新する。なお、ＥＣＵ１００は、特定されたデータ区
分に平均速度が記憶されていない場合には、今サイクルでモニタされた速度Ｖをそのまま
記憶する。なお、平均速度の記憶方法および算出方法は、これに限定されない。
【００７２】
　図７を参照して、本実施の形態に係る制御装置であるＥＣＵ１００が実行するプログラ
ムの制御構造について説明する。なお、このプログラムは、予め定められたサイクルタイ
ムで繰り返し実行される。
【００７３】
　Ｓ２００にて、ＥＣＵ１００は、操作者により表示部４８にあるタッチディスプレイが
操作されて、目的地が設定されたか否かを判断する。目的地が設定されると（Ｓ２００に
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てＹＥＳ）、処理はＳ２０２に移される。そうでないと（Ｓ２００にてＮＯ）、この処理
は終了する。
【００７４】
　Ｓ２０２にて、ＥＣＵ１００は、目的地までの走行経路を探索する。この際、推奨ルー
ト、別ルート等複数の走行経路を探索するようにしてもよい。なお、このようなルートの
探索については、一般的なカーナビゲーション装置でよく用いられているので、ここでは
詳細な説明は行なわない。
【００７５】
　Ｓ２０４にて、ＥＣＵ１００は、探索された走行経路が通過する地図メッシュ番号、道
路属性、走行曜日、走行時間帯、および道路状況を特定する。たとえば、ＥＣＵ１００は
、走行経路における地図メッシュの変化点、道路属性の変化点、曜日の変化点、時間帯の
変化点、および道路状況の変化点を検出し、各変化点間における各情報を順次特定してい
く。
【００７６】
　Ｓ２０６にて、ＥＣＵ１００は、Ｓ２０４で特定された情報に基づいて、探索された走
行経路に対応するデータ区分を特定する。
【００７７】
　Ｓ２０８にて、ＥＣＵ１００は、対応する各データ区分の記憶された平均速度を読み出
し、平均速度が記憶されているか否かを判断する。平均速度が記憶されていると（Ｓ２０
８にてＹＥＳ）、処理はＳ２１４に移される。そうでないと（Ｓ２０８にてＮＯ）、処理
はＳ２１０に移される。
【００７８】
　Ｓ２１０にて、ＥＣＵ１００は、平均速度が記憶されていないデータ区分に類似するデ
ータ区分を検索する。たとえば、ＥＣＵ１００は、平均速度が記憶されていないデータ区
分における地図メッシュ番号、道路属性、走行曜日、走行時間帯、道路状況と一致する情
報が多いデータ区分であって、平均速度が記憶されているデータ区分を、類似するデータ
区分として検索する。この類似の判断の際、一致する情報を、たとえば、地図メッシュ番
号、走行曜日、走行時間帯、道路状況、道路属性の順に優先させるようにしてもよい。な
お、類似するデータ区分の検索方法はこれに限定されない。たとえば、地図メッシュの地
域区分や道路の密集度が略同じであることなどを条件にして、類似するデータ区分を検索
するようにしてもよい。
【００７９】
　Ｓ２１２にて、ＥＣＵ１００は、類似するデータ区分に記憶された平均速度を補正する
。たとえば、ＥＣＵ１００は、平均速度が記憶されていないデータ区分の分類に用いられ
る情報と、類似するデータ区分の分類に用いられる情報とに基づいて、類似するデータ区
分に記憶された平均速度を補正する。たとえば、ＥＣＵ１００は、図８に示すようなマッ
プに基づいて、類似するデータ区分に記憶された平均速度を補正する。
【００８０】
　図８に示すマップにおいては、類似するデータ区分における地域区分が「村」であり、
走行経路に対応するデータ区分における地域区分が「市街地」である場合（図８のＮＯ．
２の場合）、「市街地」において停止および発進を繰り返すことが多いことを考慮して、
類似するデータ区分における平均速度を小さくなるように補正する。類似するデータ区分
の時間帯が「夜」であり、対応するデータ区分の時間帯が「夕方」である場合（図８のＮ
Ｏ．３の場合）、夕刻の方が渋滞が発生しやすいことを考慮して、類似するデータ区分に
おける平均速度を小さくなるように補正する。なお、類似するデータ区分の時間帯が「朝
」であり、対応するデータ区分の時間帯が「夕方」である場合（図８のＮＯ．４の場合）
には、双方とも渋滞が発生しやすい時間帯であることを考慮して、類似するデータ区分に
おける平均速度を補正せず、そのまま使用する。類似するデータ区分の道路属性が「高速
」であり、対応するデータ区分の道路属性が「県道」である場合（図８のＮＯ．５の場合
）、県道の方が法定速度が低い場合が多いことを考慮して、類似するデータ区分における
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平均速度を小さくなるように補正する。類似するデータ区分の道路状況が「順調」であり
、対応するデータ区分の道路状況が「混雑」である場合（図８のＮＯ．７の場合）、混雑
時の車速の低下を考慮して、類似するデータ区分における平均速度を小さくなるように補
正する。逆に、類似するデータ区分の道路状況が「混雑」であり、対応するデータ区分の
道路状況が「順調」である場合（図８のＮＯ．８の場合）、類似するデータ区分における
平均速度を大きくなるように補正する。曜日が相違する場合（図８のＮＯ．９，１０の場
合）は、類似するデータ区分における平均速度を補正せず、そのまま使用する。なお、平
均速度の補正方法はこれに限定されない。
【００８１】
　Ｓ２１４にて、ＥＣＵ１００は、走行経路全体の平均速度パターンを予測する。ＥＣＵ
１００は、図９に示すように、目的地までの平均速度をデータ区分ごとに並べたデータを
、走行経路全体の平均速度パターンとして予測する。なお、図９には、区間Ａおよび区間
Ｂにおける平均速度がＳ２１２の処理で補正された例が示されている。
【００８２】
　Ｓ２１６にて、ＥＣＵ１００は、走行経路全体の平均速度パターンに基づいて、エネル
ギ収支を考慮した走行パターンを設定する。たとえば、ＥＣＵ１００は、平均速度が最も
高い区間（図９においては区間Ａ）をＨＶ走行モードに設定し、その他の区間をＥＶモー
ドに設定して、走行経路におけるＳＯＣの収支を予想して算出する。目的地におけるＳＯ
Ｃが下限値近傍になっているか否かを判断する。目的地におけるＳＯＣが下限値近傍にな
るまでは、ＨＶモードの設定区間を平均速度が次に高い区間に順次拡大していく。そして
、目的地におけるＳＯＣが下限値近傍になると、各区間の走行モードを、走行パターンと
して設定して記憶する。図９に示す走行パターンにおいては、区間Ａ～ＣがＨＶモードに
設定され、その他の区間がＥＶモードに設定されている。
【００８３】
　Ｓ２１８にて、ＥＣＵ１００は、設定された走行パターンに基づいた走行制御を実行す
る。たとえば、ＥＣＵ１００は、現在の走行位置を検出し、検出された走行位置において
設定された走行モードで車両を走行させる。
【００８４】
　以上のような構造およびフローチャートに基づく、本実施の形態に係る制御装置である
ＥＣＵ１００により制御されるハイブリッド車両１の動作について説明する。
【００８５】
　まず、ハイブリッド車両１が、車両の走行負荷および運転者の運転嗜好を表わす情報と
しての平均速度を記憶する際の動作について説明する。図１０に示すように、ハイブリッ
ド車両１が、道路Ｒ１，Ｒ４，Ｒ６を走行する場合を想定する。なお、現在位置を含む地
図メッシュ（図１０の太線で囲んだ部分）内には、２つの交差点Ｋ１、Ｋ２で区切られた
７つの道路Ｒ１～Ｒ７が含まれる。
【００８６】
　ハイブリッド車両１が道路Ｒ１を走行する際、現在走行している道路Ｒ１が設けられる
地図メッシュの番号、道路Ｒ１の道路属性、走行曜日、走行時間帯、および道路状況がモ
ニタされ（Ｓ１００）、平均速度を記憶すべきデータ区分が特定される（Ｓ１０２、Ｓ１
０４）。その後、交差点Ｋ１を右折して道路Ｒ４を走行したり、さらに交差点Ｋ２を直進
して道路Ｒ６を走行したりしても、道路Ｒ１，Ｒ４，Ｒ６の道路属性が同一であり、かつ
その他の分類情報も同じであると、平均速度に大きな相違がないことを考慮して、特定さ
れたデータ区分は変更されない（Ｓ１０６にてＮＯ）。すなわち、道路Ｒ１，Ｒ４，Ｒ６
を走行したときの平均速度が、１つのデータ区分に更新して記憶される（Ｓ１０８）。そ
のため、道路Ｒ１，Ｒ４，Ｒ６ごとに平均速度を記憶する場合に比べて、平均速度の記憶
量および平均速度を記憶すべきデータ区分の特定処理負荷を抑制することができる。
【００８７】
　さらに、データ区分は、道路属性に加えて、走行曜日、走行時間帯および道路状況によ
って分類されている。これにより、道路属性、走行曜日、走行時間帯および道路の渋滞状
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況の違いによって生じる速度差および運転者の嗜好の違いを考慮して、平均速度を記憶す
ることができる。
【００８８】
　さらに、データ区分は、地図メッシュごとに管理されている。すなわち、走行地域の違
いによって生じる速度差や運転者の嗜好の違いが、地図データに関連付けられて記憶され
る。これにより、走行している地域にける運転者の嗜好を考慮して、平均速度を記憶する
ことができる。
【００８９】
　次に、ハイブリッド車両１が、目的地までの走行経路における走行パターンを設定する
際の動作について説明する。
【００９０】
　目的地が設定されると（Ｓ２００にてＹＥＳ）、目的地までの走行経路が設定され（Ｓ
２０２）、探索された走行経路が通過する地図メッシュ番号、道路属性、走行曜日、走行
時間帯、および道路状況が特定され（Ｓ２０４）、探索された走行経路に対応するデータ
区分が特定される（Ｓ２０６）。特定されたデータ区分の平均速度が読み出され、平均速
度が記憶されているか否かが判断される（Ｓ２０８）。
【００９１】
　上述のように、データ区分は、地図メッシュ、道路属性、走行曜日、走行時間帯および
道路状況によって分類されている。そのため、たとえばデータ区分が各道路における各地
点ごと、走行時間ごとなどに細かく分類されている場合に比べて、各データ区分に平均速
度が記憶されているか否かを判断する際の処理負荷および各データ区分から平均速度を読
み出す際の処理負荷を抑制することができる。
【００９２】
　さらに、平均速度が記憶されていないデータ区分がある場合には（Ｓ２０８にてＮＯ）
、平均速度が記憶されていないデータ区分に類似するデータ区分が検索される（Ｓ２１０
）。これにより、たとえば同じ地域の道路を過去に走行していない場合であっても、類似
する地域の平均速度の情報を得ることができる。
【００９３】
　さらに、平均速度が記憶されていないデータ区分の分類に用いられる情報と、類似する
データ区分の分類に用いられる情報とに基づいて、類似するデータ区分に記憶された平均
速度が補正される（Ｓ２１２）。これにより、類似するデータ区分に記憶された平均速度
を用いる場合であっても、両データ区分の違いによって生じる速度差および運転者の嗜好
の違いを考慮して補正することができる。そのため、より適切な平均速度の情報を得るこ
とができる。
【００９４】
　各データ区分における平均速度に基づいて、走行経路全体の平均速度パターンが予測さ
れ（Ｓ２１４）、平均速度パターンに基づいて、目的地においてＳＯＣが下限値近傍にな
るように、走行パターンが設定される（Ｓ２１６）。これにより、目的地においてバッテ
リＢの余剰電力を使い切るようにハイブリッド車両１を走行させることができるため、不
要な燃料消費を抑制することができる。
【００９５】
　なお、目的地において、外部から充電を行なうための充電ユニット２０２を用いて、バ
ッテリＢを充電することができる。そのため、バッテリＢを充電するために、エンジン２
を運転してモータジェネレータＭＧ１，ＭＧ２で発電する必要はない。
【００９６】
　以上のように、本実施の形態に係る制御装置によれば、車両の走行負荷および運転者の
運転嗜好を表わす情報として、平均速度が記憶される。平均速度は、データ区分ごとに分
類されて記憶される。データ区分は、走行道路が設けられる地域や走行道路の属性に基づ
いて分類される。そのため、たとえば各道路における各地点ごとに平均速度を記憶する場
合に比べて、平均速度の記憶量および処理負荷を抑制することができる。
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　なお、本実施の形態においては、平均速度が記憶されていないデータ区分がある場合に
おいて、類似するデータ区分の平均速度を補正する場合について説明した。これに対し、
類似するデータ区分の平均速度を補正するのではなく、たとえば、平均速度が記憶されて
いないデータ区分に対応する区間のＳＯＣの収支を補正するようにしてもよい。
【００９８】
　また、本実施の形態において、走行経路の各区間における平均速度の精度を運転者を含
むユーザに報知するために、平均速度を補正した区間あるいはＳＯＣの収支を補正した区
間を表示部４８に表示してもよい。
【００９９】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【図面の簡単な説明】
【０１００】
【図１】本発明の実施の形態に係る制御装置が搭載される車両の構造を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態に係るＥＣＵの機能ブロックと関連する周辺装置とを示した
図である。
【図３】本発明の実施の形態に係るＥＣＵとしてコンピュータを用いた場合の一般的な構
成を示した図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る制御装置の機能ブロック図である。
【図５】本発明の実施の形態に係る制御装置の制御構造を示すフローチャート（その１）
である。
【図６】本発明の実施の形態に係る学習シートを示す図である。
【図７】本発明の実施の形態に係る制御装置の制御構造を示すフローチャート（その２）
である。
【図８】本発明の実施の形態に係る平均速度の補正内容を示す図である。
【図９】本発明の実施の形態に係る目的地までの距離と、予測される平均速度パターンと
、算出されるＳＯＣと、走行パターンとの関係を示す図である。
【図１０】本発明の実施の形態に係るハイブリッド車両の走行経路を示す図である。
【符号の説明】
【０１０１】
　１　ハイブリッド車両、２　エンジン、４，６　ギヤ、１６　プラネタリギヤ、１８　
デファレンシャルギヤ、２０Ｒ，２０Ｌ　前輪、２２Ｒ，２２Ｌ　後輪、２８，３０　シ
ステムメインリレー、３２　昇圧ユニット、３６　インバータ、４２　アクセルポジショ
ンセンサ、４４　車速センサ、４６　ＥＶ優先スイッチ、４８　表示部、５０　ナビゲー
ション装置、５１　通信用アンテナ、５２　ジャイロセンサ、５３　携帯電話クレドール
、６２　ハイブリッド制御部、６４　ナビゲーション制御部、６６　バッテリ制御部、６
８　エンジン制御部、１００　ＥＣＵ、１０２　平均速度検出部、１０４　平均速度記憶
部、１０６　走行パターン設定部、１０８　走行制御部、１８１　変換器、１８４　イン
ターフェース部、１８６　バス、２０２　充電ユニット、Ｂ　バッテリ、Ｂ０，Ｂ１，Ｂ
ｎ　電池ユニット、Ｋ１，Ｋ２　交差点、Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３，Ｒ４，Ｒ５，Ｒ６，Ｒ７　
道路、ＭＧ１，ＭＧ２　モータジェネレータ。
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