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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジンと、前記エンジンに接続される自動変速機とを備えた車両の制御装置において
、
　前記エンジンの回転速度を検出する手段と、
　前記エンジンの負荷を検出する手段と、
　前記エンジンの回転速度と負荷と燃費率の関係を規定した燃費率マップと、
　前記検出されたエンジンの回転速度及び負荷から前記変速機をシフトアップさせた場合
の前記エンジンの回転速度及び負荷を演算する手段と、
　前記検出されたエンジンの回転速度及び負荷から現在のエンジンの燃費率を演算すると
ともに、前記シフトアップさせた場合の前記エンジンの回転速度及び負荷から前記変速機
をシフトアップさせた場合の燃費率を演算する手段と、
　前記演算された現在の燃費率よりも前記シフトアップさせた場合の燃費率のほうが小さ
い場合に前記変速機を自動的にシフトアップさせる手段と、
を備えたことを特徴とする車両制御装置。
【請求項２】
　エンジンと、前記エンジンに接続される自動変速機とを備えた車両の制御装置において
、
　前記エンジンの回転速度を検出する手段と、
　前記エンジンの回転速度と負荷と燃費率の関係を規定した燃費率マップと、
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　前記検出されたエンジン回転速度が前記燃費率マップにおける最小燃費率領域の最高回
転速度よりも所定率以上高い場合は前記変速機を自動的にシフトアップさせる手段と、
を備えたことを特徴とする車両制御装置。
【請求項３】
　エンジンと、前記エンジンに接続される自動変速機とを備えた車両の制御装置において
、
　前記車両の車速を検出する手段と、
　前記エンジンの負荷を検出する手段と、
　前記検出された車速で平坦路を走行する場合に最も燃費が良くなる前記変速機のギア位
置を演算する手段と、
　前記エンジンの回転速度を検出する手段と、
　前記エンジンの回転速度と負荷と燃費率の関係を規定した燃費率マップと、
　前記検出されたエンジン負荷が前記最も燃費が良くなるギア位置で走行した場合のエン
ジン負荷よりも低く、かつ、前記検出されたエンジン回転速度が前記燃費率マップにおけ
る最小燃費率領域の最高回転速度よりも所定率以上高い場合は前記変速機を自動的にシフ
トアップさせる手段と、
を備えたことを特徴とする車両制御装置。
【請求項４】
　エンジンと、前記エンジンに接続される自動変速機とを備えた車両の制御装置において
、
　前記エンジンの回転速度を検出する手段と、
　前記燃費率マップ上で、前記エンジンの最大軸トルクラインと最も高速側のギア位置で
平坦路を走行するのに必要なトルクのラインとの交点を通り、燃費率が許容値よりも小さ
くなる領域に接するシフトアップラインを設定する手段と、
　前記シフトアップラインと各ギア位置で平坦路を走行する場合に必要なトルクのライン
との交点を各ギア位置におけるシフトアップ回転速度に設定する手段と、
　前記エンジンの回転速度が前記シフトアップ回転速度よりも高い場合に前記変速機を自
動的にシフトアップさせる手段と、
を備えたことを特徴とする車両制御装置。
【請求項５】
　エンジンと、前記エンジンに接続される自動変速機とを備えた車両の制御装置において
、
　前記エンジンの回転速度と負荷と燃費率の関係を規定した燃費率マップと、
　前記燃費率マップ上で、前記エンジンの最大軸トルクラインと最も高速側のギア位置で
平坦路を走行するのに必要なトルクのラインとの交点を通り、燃費率が許容値よりも小さ
くなる領域に接するシフトアップラインを設定する手段と、
　前記エンジンの回転速度を検出する手段と、
　前記エンジンの負荷を検出する手段と、
　前記エンジンの回転速度と負荷とで規定される前記エンジンの運転点が前記シフトアッ
プラインよりも高回転速度側あるいは低負荷側にある場合に前記変速機を自動的にシフト
アップさせる手段と、
を備えたことを特徴とする車両制御装置。
【請求項６】
　エンジンと、前記エンジンに接続される自動変速機とを備えた車両の制御装置において
、
　前記エンジンの回転速度と負荷と燃費率の関係を規定した燃費率マップと、
　前記燃費率マップ上で、前記エンジンの最大軸トルクラインと最も高速側のギア位置で
平坦路を走行するのに必要なトルクのラインとの交点を通り、燃費率が許容値よりも小さ
くなる領域に接するシフトアップラインを設定する手段と、
　前記シフトアップラインと各ギア位置で平坦路を走行するのに必要なトルクのラインと
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の交点をそれぞれ各ギア位置におけるシフトアップ回転速度に設定する手段と、
　前記エンジンの回転速度を検出する手段と、
　前記検出されたエンジン回転速度が現在のギア位置におけるシフトアップ回転速度より
も高い場合は前記変速機を自動的にシフトアップさせる手段と、
を備えたことを特徴とする車両制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エンジン、変速機の運転状態を制御する車両制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、燃費を含む運転状態を運転者や管理者に具体的に示すことで、運転状態
の客観的な評価基準を提供する車両運転状態評価システムを開示している。このシステム
によれば、運転者は提供された評価基準を参考に自らの運転技術を向上させることができ
る。
【特許文献１】特開2002-89349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、たとえ有用な評価基準を提示したとしても、提示された情報が適切に活
用されなければ、運転技術の向上は望めず、燃費を向上させることもできない。燃料消費
量を確実に抑えることが要求される状況では、運転者の自発的な運転技術の改善に頼るだ
けでなく、燃費が向上するように制御装置側で車両を積極的に制御する必要がある。
【０００４】
　本発明は、かかる従来技術の技術的課題を鑑みてなされたもので、運転者の意思とは関
係なくエンジン、変速機の運転状態を制御することにより、燃費を向上させることを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　第１の発明は、エンジンと、前記エンジンに接続される自動変速機とを備えた車両の制
御装置において、前記エンジンの回転速度を検出する手段と、前記エンジンの負荷を検出
する手段と、前記エンジンの回転速度と負荷と燃費率の関係を規定した燃費率マップと、
前記検出されたエンジンの回転速度及び負荷から前記変速機をシフトアップさせた場合の
前記エンジンの回転速度及び負荷を演算する手段と、前記検出されたエンジンの回転速度
及び負荷から現在のエンジンの燃費率を演算するとともに、前記シフトアップさせた場合
の前記エンジンの回転速度及び負荷から前記変速機をシフトアップさせた場合の燃費率を
演算する手段と、前記演算された現在の燃費率よりも前記シフトアップさせた場合の燃費
率のほうが小さい場合に前記変速機を自動的にシフトアップさせる手段と、を備えたこと
を特徴とするものである。
【０００６】
　第２の発明は、エンジンと、前記エンジンに接続される自動変速機とを備えた車両の制
御装置において、前記エンジンの回転速度を検出する手段と、前記エンジンの回転速度と
負荷と燃費率の関係を規定した燃費率マップと、前記検出されたエンジン回転速度が前記
燃費率マップにおける最小燃費率領域の最高回転速度よりも所定率以上高い場合は前記変
速機を自動的にシフトアップさせる手段と、を備えたことを特徴とするものである。
【０００７】
　第３の発明は、エンジンと、前記エンジンに接続される自動変速機とを備えた車両の制
御装置において、前記車両の車速を検出する手段と、前記エンジンの負荷を検出する手段
と、前記検出された車速で平坦路を走行する場合に最も燃費が良くなる前記変速機のギア
位置を演算する手段と、前記エンジンの回転速度を検出する手段と、前記エンジンの回転
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速度と負荷と燃費率の関係を規定した燃費率マップと、前記検出されたエンジン負荷が前
記最も燃費が良くなるギア位置で走行した場合のエンジン負荷よりも低く、かつ、前記検
出されたエンジン回転速度が前記燃費率マップにおける最小燃費率領域の最高回転速度よ
りも所定率以上高い場合は前記変速機を自動的にシフトアップさせる手段と、を備えたこ
とを特徴とするものである。
【０００８】
　第４の発明は、エンジンと、前記エンジンに接続される自動変速機とを備えた車両の制
御装置において、前記エンジンの回転速度を検出する手段と、前記燃費率マップ上で、前
記エンジンの最大軸トルクラインと最も高速側のギア位置で平坦路を走行するのに必要な
トルクのラインとの交点を通り、燃費率が許容値よりも小さくなる領域に接するシフトア
ップラインを設定する手段と、前記シフトアップラインと各ギア位置で平坦路を走行する
場合に必要なトルクのラインとの交点を各ギア位置におけるシフトアップ回転速度に設定
する手段と、前記エンジンの回転速度が前記シフトアップ回転速度よりも高い場合に前記
変速機を自動的にシフトアップさせる手段と、を備えたことを特徴とするものである。
【０００９】
　第５の発明は、エンジンと、前記エンジンに接続される自動変速機とを備えた車両の制
御装置において、前記エンジンの回転速度と負荷と燃費率の関係を規定した燃費率マップ
と、前記燃費率マップ上で、前記エンジンの最大軸トルクラインと最も高速側のギア位置
で平坦路を走行するのに必要なトルクのラインとの交点を通り、燃費率が許容値よりも小
さくなる領域に接するシフトアップラインを設定する手段と、前記エンジンの回転速度を
検出する手段と、前記エンジンの負荷を検出する手段と、前記エンジンの回転速度と負荷
とで規定される前記エンジンの運転点が前記シフトアップラインよりも高回転速度側ある
いは低負荷側にある場合に前記変速機を自動的にシフトアップさせる手段と、を備えたこ
とを特徴とするものである。
【００１０】
　第６の発明は、エンジンと、前記エンジンに接続される自動変速機とを備えた車両の制
御装置において、前記エンジンの回転速度と負荷と燃費率の関係を規定した燃費率マップ
と、前記燃費率マップ上で、前記エンジンの最大軸トルクラインと最も高速側のギア位置
で平坦路を走行するのに必要なトルクのラインとの交点を通り、燃費率が許容値よりも小
さくなる領域に接するシフトアップラインを設定する手段と、前記シフトアップラインと
各ギア位置で平坦路を走行するのに必要なトルクのラインとの交点をそれぞれ各ギア位置
におけるシフトアップ回転速度に設定する手段と、前記エンジンの回転速度を検出する手
段と、前記検出されたエンジン回転速度が現在のギア位置におけるシフトアップ回転速度
よりも高い場合は前記変速機を自動的にシフトアップさせる手段と、を備えたことを特徴
とするものである。
【発明の効果】
【００１１】
　第１から第６の発明によれば、変速機をシフトアップさせることにより燃費の向上が期
待できる場合は、変速機が自動的にシフトアップされ、車両の燃費を向上させることがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、添付図面に基づき本発明の実施の形態について説明する。
【００１３】
　図１は本発明に係る車両制御装置を備えた車両の概略構成を示している。エンジン１は
コモンレール式のディーゼルエンジンである。燃料タンクから供給される燃料は高圧燃料
ポンプ２で昇圧された後、コモンレール３に蓄えられ、電子制御式インジェクタ４を駆動
することでエンジン１の各シリンダ内に噴射される。図中５はコモンレール３内の圧力を
調節するための圧力調整弁であり、コモンレール３内の燃料圧力が所定の高圧まで上昇す
ると自動的に開き、コモンレール３内で燃料圧力が過度に上昇するのを防止する。
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【００１４】
　エンジン１の出力軸は、変速機８、プロペラシャフト９、図示しない終減速装置を介し
て駆動輪に接続されている。エンジン１の出力はこれらを介して駆動輪に伝達される。変
速機８は、遊星歯車機構、ブレーキ、クラッチ、油圧回路等で構成される前進６段、後進
１段の自動変速機である。
【００１５】
　コントロールユニット１０には、エンジン１の運転状態を示す信号として、アクセルセ
ンサ２１で検出されたアクセルペダル２２の操作量、車速センサ２３で検出された車速、
エンジン回転速度センサ２４で検出されたエンジン１の回転速度等が入力される。コント
ロールユニット１０は、入力された信号に基づきエンジン１の燃料噴射時期、燃料噴射量
（燃料噴射パルス幅）等を決定し、インジェクタ４に駆動信号を出力する。インジェクタ
４からは燃料噴射パルス幅に応じた流量の燃料が噴射される。
【００１６】
　燃料噴射パルス幅は、アクセル操作量と、エンジン回転速度と、燃料噴射パル幅の関係
を規定した燃料噴射マップを参照することで演算されるのであるが、現在の車速における
余裕駆動力（＝現在のギア位置における最大駆動力－走行抵抗）に対する過剰駆動力（＝
現在の駆動力－走行抵抗）の比率が所定比率、例えば、40%となる燃料噴射パルス幅（噴
射パルス幅上限値）よりも、演算された燃料噴射パルス幅が大きいときは、燃料噴射パル
ス幅を噴射パルス幅上限値に制限した上で燃料噴射が行われる。
【００１７】
　また、コントロールユニット１０は、車速が上昇するにつれ、運転者がシフトレバーを
操作しなくても変速機８のギア位置を高速側のギア位置に自動的に変更し、エンジン１が
燃費の良くなる運転領域で運転されるようにする。シフトアップを行うか否かの判断は、
シフトアップ前後の燃費を比較することにより行われ、シフトアップすることにより燃費
が向上するときにシフトアップが行われる。
【００１８】
　以下、コントロールユニット１０が行う燃料噴射パルス幅の補正、シフトアップ制御に
ついて詳しく説明する。
【００１９】
　＜燃料噴射パルス幅の補正＞
　コントロールユニット１０のメモリには、図２に示す噴射パルス幅上限マップが格納さ
れており、燃料噴射パルス幅の補正はこの噴射パルス幅上限マップを参照して得られる噴
射パルス幅上限値に基づき行われる。
【００２０】
　噴射パルス幅上限マップには、各ギア位置における、車速とアクセル操作量最大時（最
大駆動力時）の燃料噴射パルス幅の関係、車速と、余裕駆動力に対する過剰駆動力の比率
が40%となるときの燃料噴射パルス幅（噴射パルス幅上限値）の関係、及び車速と平坦路
走行時の走行抵抗に対抗して走行するのに必要な燃料噴射パルス幅の関係が規定されてい
る。四角で囲んだ数字はギア位置を示している。図２では見やすくするために４速、６速
のデータのみが描かれているが、実際には他のギア位置のデータも格納されているものと
する。
【００２１】
　ここで余裕駆動力とは、現在の車速、ギア位置でアクセル操作量を最大にして得られる
最大駆動力から走行抵抗を減じた値であり、シフトダウンさせることなく車両がどの程度
の加速能力（駆動力）を発揮できるのかを示す値である。また、過剰駆動力とは、現在車
両が発揮している駆動力から走行抵抗を減じた値であり、現在の路面を走行するのに必要
な駆動力に対してどの程度余分な駆動力を発揮しているのかを示す値である。
【００２２】
　エンジン１の燃料噴射を制御する場合、コントロールユニット１０は、センサ２１、２
４で検出されたアクセル操作量とエンジン回転速度に基づき所定の燃料噴射マップを参照
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することで燃料噴射パルス幅を演算するとともに、図２に示す噴射パルス幅上限マップを
参照して余裕駆動力に対する過剰駆動力の比率が40%となる燃料噴射パルス幅（噴射パル
ス幅上限値）を演算する。そして、演算された燃料噴射パルス幅と噴射パルス幅上限値と
を比較し、演算された燃料噴射パルス幅が噴射パルス幅上限値よりも小さいときは演算さ
れた燃料噴射パルス幅でもってインジェクタ４を駆動し、大きいときは噴射パルス幅上限
値でもってインジェクタ４を駆動する。
【００２３】
　このような燃料噴射制御を行うことにより、過剰駆動力は40%以下に収められ、走行に
必要な駆動力からみて必要以上に大きな駆動力が発揮されることが防止される。不必要な
燃料がエンジン１に供給されることがなくなるので、燃料消費量を少なくでき、車両の燃
費を向上させることができる。
【００２４】
　ところで、コントロールユニット１０は、上述の通り、燃料噴射パルス幅を噴射パルス
幅上限以下となるように制限するのであるが、一律に燃料噴射幅の制限を行うと、坂道、
段差、加速等で駆動力が不足し、坂道を登れない、段差を乗り越えることができない、思
った通りに加速しないといった事態が生じて運転性を損なう可能性がある。
【００２５】
　このような事態が生じるのを防止するため、コントロールユニット１０は、演算された
燃料噴射パルスが噴射パルス幅上限値よりも大きくても、アクセルが踏み込まれてから第
１の所定時間ｔaが経過するまでは燃料噴射パルス幅の制限は行わないようにする。そし
て、アクセルペダルが踏み込まれてから第１の所定時間ｔ1が経過した後、第２の所定時
間ｔ2かけて燃料噴射パルス幅を漸減させ、アクセルペダルの踏み込みからｔ1＋ｔ2経過
したところで燃料噴射パルス幅が噴射パルス幅上限値となるようにする。時間ｔ1、ｔ2は
アクセル踏み込み直後に十分な駆動力が確保されるように設定され、例えば、ｔ1は２秒
、ｔ2は３秒に設定される。
【００２６】
　図３は、車両が短い坂道に差し掛かってアクセルペダル２２が踏み込まれた場合の状況
を示す。時刻ｔaでアクセルペダル２２が踏み込まれるとこれに対応して燃料噴射パルス
幅が増大し、燃料噴射パルス幅は噴射パルス幅上限値を超える。しかしながら、この時点
ではまだ燃料噴射パルス幅の制限は行われず、演算されたままの燃料噴射パルス幅でもっ
て燃料噴射が行われる。
【００２７】
　アクセルペダル２２が踏み込まれてから時間ｔ1が経過し、時刻ｔbになると、燃料噴射
パルス幅の制限が開始され、燃料噴射パルス幅は徐々に減少し始める。燃料噴射パルス幅
を漸減させるのはエンジントルクが急変することによる運転性悪化を防止するためである
。ここでは燃料噴射パルス幅を一定の割合で減少させているが、燃料噴射パルス幅の減少
率は経過時間に応じて変化するように設定してもよい。
【００２８】
　燃料噴射パルス幅が減少し始めてから時間ｔ2が経過し、時刻ｔcになると、燃焼噴射パ
ルス幅が噴射パルス幅上限値に制限される。燃料噴射パルス幅を制限することにより、車
速の上昇、加速度は図中点線で示すように若干鈍くなるが、時刻ｔ1、ｔ2が運転性を阻害
しない程度の時間に設定されているため、この加速の鈍りが運転上問題になることはない
。
【００２９】
　なお、上記制限処理によれば、短い坂道や段差を乗り越える場合には十分な駆動力が得
られるのであるが、長い坂道や牽引等、大きな駆動力が長時間に渡って継続する状況では
燃料噴射パルス幅の制限が長い坂道や牽引の途中で開始されてしまい、駆動力が不足する
可能性がある。そこで、このような場合も考慮して燃料噴射パルス幅の制限を行う場合は
、アクセルペダル２２の踏み込み開始から所定時間ｔ1後に制限を開始するのではなく、
車両が実際に加速し始めたタイミングから所定時間ｔ1経過した後に燃料噴射パルス幅の
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制限を開始するようにすればよい。車両が加速し始めたか否かの判定は、例えば、車速の
変化量、すなわち車両の加速度をモニタし、車両の加速度が所定値を越えたときに車両が
加速し始めたと判断する。
【００３０】
　図４は、長い坂に差し掛かってアクセルペダル２２が踏み込まれたときの状況を示す。
時刻ｔdでアクセルペダル２２が踏み込まれると燃料噴射パルス幅が増大するが、この時
点では燃料噴射パルス幅の制限はまだ行われない。路面の状況によってはアクセルペダル
２２が踏み込まれた直後、図中点線で示すように車速が少し上昇したり、あるいは逆に一
時的に低下する場合もあるが、これらの場合は車両加速度が小さいので、車両が加速し始
めたと判断されることはない。
【００３１】
　その後、坂が続く間は燃料噴射パルス幅の制限は行われず、車速は略一定値をとる。そ
して、時刻ｔeで坂を上りきると、車両が加速し始める。車両が加速し始めてから時間ｔ1

経過し、時刻ｔfになると、燃料噴射パルス幅の制限が開始され、燃料噴射パルス幅は徐
々に減少する。そして、燃料噴射パルス幅の制限が開始されてから時間ｔ2が経過し、時
刻ｔgになると、燃料噴射パルス幅は噴射パルス幅上限値となる。
【００３２】
　このように、アクセルペダル２２が踏み込まれ、車両が加速し始めたタイミングから所
定時間経過した後に燃料噴射パルス幅の制限を開始するようにすれば、長い坂を越えると
きや、牽引する場合であっても、その途中で燃料噴射パルス幅の制限が開始されて駆動力
が不足することはなく、良好な運転性を確保することができる。
【００３３】
　＜シフトアップ制御＞
　次に、コントロールユニット１０が行うシフトアップ制御について説明する。シフトア
ップ制御を行うにあたり、コントロールユニット１０のメモリには、エンジン回転速度、
アクセル操作量及びエンジン軸トルクの関係を規定したトルクマップ（図５）、エンジン
回転速度、エンジン軸トルク、燃費率（比燃料消費率）の関係を規定した燃費率マップ（
図６）、車速と平坦路走行抵抗の関係、各ギア位置における駆動力、エンジン回転速度、
車速の関係を示した車両走行性能線図（図７）が格納されている。マップ中の丸あるいは
四角で囲んだ数字は対応する変速機８のギア位置を示しており、図では見やすくするため
一部のギア位置の特性のみを表示してある。これらのマップはエンジン開発時に得られた
データに基づき作成するのが好適であるが、車両の走行試験を行いその試験結果に基づき
作成してもよい。
【００３４】
　シフトアップ制御においては、コントロールユニット１０は、燃費の観点からみて変速
機８の現在のギア位置が適切か否かを判断し、ギア位置の適否判断の結果、現在のギア位
置が低く、適切でないと判断した場合は変速機８を自動的にシフトアップさせる。
【００３５】
　ギア位置の適否を判断するには、現在のギア位置での燃費率とシフトアップした場合の
燃費率をそれぞれ演算する。現在のギア位置での燃費率は、エンジン回転速度とアクセル
操作量から図５に示すトルクマップを参照してエンジン軸トルクを求め、さらに、このエ
ンジン軸トルクとエンジン回転速度から図６に示す燃費率マップを参照することで求める
ことができる。
【００３６】
　一方、シフトアップ後の燃費率の演算では、図７に示す走行性能線図を参照してシフト
アップ後のエンジン回転速度を演算し、また、走行性能線図からシフトアップ後のエンジ
ン負荷の増加割合が求まるので、この増加割合とシフトアップ前の軸トルクとからシフト
アップ後のエンジン１の軸トルクを演算する。例えば、走行性能線図によれば、平坦路を
50km/hで走行しているときの走行抵抗は4kNであり、５速で走行しているときのエンジン
回転速度は1500rpm、負荷は4kN/12kN=約30%となるが、この状態から６速にシフトアップ
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した後のエンジン回転速度は1200rpmに減少し、負荷は4kN/7kN=約60%に増大することがわ
かる。
【００３７】
　シフトアップ後のエンジン１の回転速度、軸トルクを演算したら図６に示す燃費率マッ
プを参照し、シフトアップ後の燃費率を演算する。そして、演算されたシフトアップ後の
燃費率と現在のギア位置での燃費率とを比較し、シフトアップ前後で燃費率が小さくなる
場合は、シフトアップすることにより燃費の向上が期待できることから、ギア位置が不適
切と判断し、変速機８を自動的にシフトアップさせる。
【００３８】
　続いて、本発明の第２の実施形態について説明する。
【００３９】
　第２の実施形態は、コントロールユニット１０におけるギア位置の適否の判断処理が第
１の実施形態と相違する。
【００４０】
　第２の実施形態におけるギア位置の適否判断では、現在のエンジン回転速度と燃費率が
最も小さくなる運転領域の最高回転速度とを比較し、図８に示すように現在のエンジン回
転速度が最小燃費率領域の最高回転速度よりも所定率以上（例えば、１５％以上）高いと
きは、最適なギア位置よりも低速ギアが選択されているのでエンジン回転速度が高い状態
になっていると判断する。最小燃費率領域とはエンジン１の燃費率が最小となる領域、こ
こでは燃費率200g/(kW・h)を実現する領域をいう。そして、ギア位置が不適切であるとし
て変速機８を自動的にシフトアップさせる。
【００４１】
　この方法では、現在のエンジン回転速度と最小燃費率領域の最高回転速度（固定値）と
の比較を行うだけなので、複雑な演算処理が必要なく、極簡単な処理でギア位置の適否を
判断することができる。
【００４２】
　続いて、本発明の第３の実施形態について説明する。
【００４３】
　第３の実施形態では、コントロールユニット１０に格納されている燃費率マップには、
図９に示すように各ギア位置で平坦路を走行するのに必要なエンジン軸トルクが併せて記
載されている。そして、コントロールユニット１０におけるギア位置の適否の判断処理が
第１の実施形態と相違する。
【００４４】
　ギア位置の適否を判断するには、まず、現在の車速で平坦路を走行するときの最適ギア
を求める。最適ギアは、図７に示す走行性能線図を参照して各ギア位置で走行した場合の
エンジン回転速度及び負荷を求め、さらに、図９に示す燃費率マップを参照して各ギア位
置で平坦路を走行したときの燃費率をそれぞれ求める。そして、最も燃費率が小さくなる
ギア位置を最適ギアに決定し、そのときのエンジン負荷をあわせて記憶する。
【００４５】
　最適ギアを決定したら、現在のエンジン１の負荷と最適ギアで走行したときのエンジン
１の負荷とを比較する。そして、現在のエンジン１の負荷が最適ギア位置で走行したとき
のエンジン１の負荷よりも低く、かつ現在のエンジン１の回転速度が最小燃費率領域の最
高エンジン回転速度よりも所定率以上（例えば、１５％以上）高い場合は、最適ギア位置
よりも低いギアでエンジン１の回転速度を上げて走行している状態にあり、ギア位置が不
適切であると判断して変速機８を自動的にシフトアップさせる。
【００４６】
　続いて、本発明の第４の実施形態について説明する。
【００４７】
　第４の実施形態においても、コントロールユニット１０に格納されている燃費率マップ
に、図９に示すように各ギア位置で平坦路を走行するのに必要なエンジン軸トルクが記載
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されている。そして、コントロールユニット１０におけるギア位置の適否の判断処理が第
１の実施形態と相違する。
【００４８】
　ギア位置の適否を判定するには、まず、燃費率マップ上にシフトアップラインを設定す
る。シフトアップラインを設定するには、図１０に示すように、燃費率マップにおいて最
大エンジン軸トルクラインと、ギア位置を最も高速側の６速として平坦路路を走行する場
合に必要なトルクのラインとの交点Ｍを求める。交点Ｍは最高車速が実現される運転点で
ある。
【００４９】
　次に、この交点Ｍから許容燃費率領域に接する直線を引き、この直線をシフトアップラ
インとする。許容燃費率領域とは、許容できる燃費率よりも燃費率が小さくなる領域であ
る。ここでは許容燃費率を230g/(kW・h)に設定しているので許容燃費率領域は図中斜線で
示す領域となる。
【００５０】
　シフトアップラインを設定したら、このシフトアップラインと各ギア位置で平坦路を走
行する場合に必要なトルクのラインとの交点を各ギア位置におけるシフトアップ回転速度
に設定する。図１０に示す例では、４速走行時、２速走行時のシフトアップ回転速度はそ
れぞれ1850rpm、1650rpmとなる。これにより、シフトアップ回転速度はギア位置毎に設定
され、ギア位置が低速側になる程シフトアップ回転速度は低く設定される。
【００５１】
　そして、現在のエンジン１の回転速度が現在のギア位置のシフトアップ回転速度よりも
高いか判断され、シフトアップ回転速度よりも高い場合にはギア位置が不適切であると判
断し、変速機８を自動的にシフトアップさせる。
【００５２】
　なお、ここではギア位置毎にシフトアップ回転速度を設定し、現在のエンジンの回転速
度がこれよりも高いか否かによりギア位置の適否を判断しているが、エンジン１の回転速
度とエンジン負荷（軸トルク）で規定されるエンジン１の運転点がシフトアップラインよ
りも右側（高回転低負荷側）にあるか否かを判断し、シフトアップラインよりも右側にあ
る場合はギア位置が不適切であると判断してシフトアップさせるようにしてもよい。
【００５３】
　あるいは、図１１に示すように、ギア位置毎に許容燃費率領域を設定し、それぞれのギ
ア位置の許容燃費率領域の最高回転速度をシフトアップ回転速度に設定するようにしても
よい。図１１に示す例では２速の許容燃費率領域が燃費率200g/(kW・h)以下の領域、４速
の許容燃費率が燃費率220g/(kW・h)以下の領域にそれぞれ設定され、２速、４速における
シフトアップ回転速度はそれぞれ1400rpm、1750rpmとなる。
【００５４】
　また、このようにギア位置毎に許容燃費率領域を設定する場合であっても、６速での平
坦路走行トルクラインと最大軸トルクラインとの交点Ｍと、シフトアップ回転速度におけ
る各ギア位置の平坦路走行路トルクライン上の点とを結んでシフトアップラインを設定し
、エンジン１の運転点がシフトアップラインよりも右側にある場合はギア位置が不適切で
あると判断して変速機８を自動的にシフトアップさせてもよい。この場合、シフトアップ
ラインは折れ線となる。
【００５５】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、上記実施形態は本発明を適用した車両
の一例を示したに過ぎず、本発明の適用範囲を上記実施形態の構成に限定する趣旨ではな
い。
【００５６】
　また、エンジン、変速機のパラメータには同様の特性でもって変化するものや、相互に
換算可能なもの多く、上記実施形態において用いたパラメータを同様の特性でもって変化
するパラメータ等に置き換えて評価を行うものも本発明の技術的範囲に含まれる。例えば
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セル操作量、スロットル開度、燃料噴射パルス幅を用いても同様の制御を行うこともでき
、そのような改変を施した場合であってもなお本発明の技術的範囲に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明に係る車両制御装置を備えた車両の概略構成図である。
【図２】車速と噴射パルス幅上限値の関係を規定した噴射パルス幅上限マップである。
【図３】燃料噴射パルス幅の制限処理を説明するためのタイムチャートであり、短い坂で
アクセルペダルが踏み込まれたときの状況を示す。
【図４】燃料噴射パルス幅の制限処理を説明するためのタイムチャートであり、長い坂で
アクセルペダルが踏み込まれたときの状況を示す。
【図５】アクセル操作量とエンジン軸トルクの関係を規定したトルクマップである。
【図６】エンジン回転速度と、エンジン軸トルクと、燃費率（比燃料消費率）との関係を
規定した燃費率マップである。
【図７】車速と平坦路走行抵抗の関係、各ギア位置における駆動力、エンジン回転速度、
車速の関係を示した車両走行性能線図である。
【図８】第２の実施形態におけるギア位置の適否判断処理の内容を説明するための図であ
る。
【図９】第３の実施形態において用いられる燃費率マップである。
【図１０】第４の実施形態におけるシフトアップラインの設定方法を説明するための図で
ある。
【図１１】第４の実施形態の変形例を説明するための図である。
【符号の説明】
【００５８】
　１　エンジン
　３　コモンレール
　４　インジェクタ
　８　自動変速機
　１０　コントロールユニット
　２１　アクセルセンサ
　２２　アクセルペダル
　２３　車速センサ
　２４　エンジン回転速度センサ
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【図７】 【図８】
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【図１１】
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