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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パワーユニット、エネルギー貯蔵装置及び、複数の状態を持つ状態機械を含む制御器、
を持つハイブリッド電気自動車を制御する方法であって、
　上記貯蔵装置のパラメーターの値を判定する工程、
　上記機械が、上記パワーユニットを停止させるように要求するＯＦＦ状態にあり、そし
て上記パラメーターがＯＮレベル未満であるとき、上記機械を上記ＯＦＦ状態から、上記
パワーユニットが既に運転中であれば動作を継続させるように要求する一方、該パワーユ
ニットが既に停止中であれば何もしないように要求するOPPORTUNISTIC状態へ移行させる
工程、
　上記機械が、上記パワーユニットを運転することを要求するＯＮ状態にあり、上記パラ
メーターが上記ＯＮレベルよりも大きいとき、上記機械を上記ＯＮ状態から上記OPPORTUN
ISTIC状態へ移行させる工程、
　上記機械が上記OPPORTUNISTIC状態にあり、上記パラメーターがＭＩＮレベル未満のと
き、上記機械を上記OPPORTUNISTIC状態から上記ＯＮ状態へ移行させる工程、及び
　上記機械が上記OPPORTUNISTIC状態にあり、上記パラメーターが、上記ＯＮレベルより
も大きいＯＦＦレベルよりも大きいとき、上記機械を上記OPPORTUNISTIC状態から上記Ｏ
ＦＦ状態へ移行させる工程、を有する方法。
【請求項２】
　上記貯蔵装置がバッテリーである、請求項１の方法。
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【請求項３】
　上記パワーユニットが内燃機関である、請求項１又は２の方法。
【請求項４】
　上記パラメーターが上記バッテリーの充電状態（ＳＯＣ）である、請求項２の方法。
【請求項５】
　上記パラメーターが、リアルタイムに計算される上記バッテリーの放電出力限界（ＤＰ
Ｌ）である、請求項２の方法。
【請求項６】
　上記レベルが、車両変速機の位置に応じて変化する、請求項３の方法。
【請求項７】
　パワーユニット、エネルギー貯蔵装置、変速機及び、上記パワーユニットが運転状態に
あることを要求するＯＮ状態、上記パワーユニットが停止状態にあることを要求するＯＦ
Ｆ状態、そして、上記パワーユニットが既に運転中のときに運転を継続することを要求す
る一方、該パワーユニットが既に停止中であれば何もしないように要求するOPPORTUNISTI
C状態を含む、複数の状態を持つ状態機械を含む制御器、を持つハイブリッド電気自動車
を制御する方法であって、
　上記貯蔵装置のパラメーターの値を判定する工程、
　上記機械が上記ＯＮ状態にあり、上記パラメーターがＯＮレベルよりも大きいとき、上
記機械を上記ＯＮ状態から上記OPPRTUNISTIC状態へ移行させる工程、
　上記機械が上記ＯＦＦ状態にあり、上記パラメーターがＯＮレベル未満のとき、上記機
械を上記ＯＦＦ状態から上記OPPORTUNISTIC状態へ移行させる工程、
　上記機械が上記OPPORTUNISTIC状態にあり、上記パラメーターが上記ＯＮレベル未満の
ＭＩＮレベル未満のとき、上記機械を上記OPPORTUNISTIC状態から上記ＯＮ状態へ移行さ
せる工程、及び
　上記機械が上記OPPORTUNISTIC状態にあり、上記パラメーターが上記ＯＮレベルよりも
大きいＯＦＦレベルよりも大きいとき、上記機械を上記OPPORTUNISTIC状態から上記ＯＦ
Ｆ状態へ移行させる工程、を有する方法。
【請求項８】
　パワーユニット及びエネルギー貯蔵装置を持つハイブリッド電気自動車のための制御器
であって、
　上記パワーユニットを運転することを要求するＯＮ状態、上記パワーユニットが停止す
ることを要求するＯＦＦ状態及び、上記パワーユニットが既に運転中のときに運転を継続
することを要求する一方、該パワーユニットが既に停止中であれば何もしないように要求
するOPPORTUNISTIC状態を含む、複数の状態を持つ状態機械、
　上記貯蔵装置のパラメーターの値を判定する手段、
　上記パラメーターがＯＮレベルを下回るとき、上記機械の上記ＯＦＦ状態から上記OPPO
RTUNISTIC状態への移行を要求する手段、
　上記パラメーターが上記ＯＮレベルを上回るとき、上記機械の上記ＯＮ状態から上記OP
PORTUNISTIC状態への移行を要求する手段、
　上記パラメーターが上記ＯＮレベル未満のＭＩＮレベルを下回るとき、上記機械の上記
OPPORTUNISTIC状態から上記ＯＮ状態への移行を要求する手段、
　上記パラメーターが上記ＯＮレベルより大きいＯＦＦレベルを上回るとき、上記機械の
上記OPPORTUNISTIC状態から上記ＯＦＦ状態への移行を要求する手段、を有する制御器。
【請求項９】
　上記車両が変速機を含み、上記ＭＩＮレベル、ＯＮレベル及びＯＦＦレベルが、上記変
速機がドライブ位置にあるとき一組の値であり、上記変速機が後進位置にあるときそれぞ
れがより高い別の組の値である、請求項８の制御器。
【請求項１０】
　上記ＯＮレベルが、上記ＭＩＮレベルと上記ＯＦＦレベルとの間の値を持つ、請求項９
の制御器。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハイブリッド電気自動車に関し、より具体的には、車両バッテリーの状態に
基づきエンジンの運転停止状態を要求する制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内燃機関（internal combustion engine：ＩＣＥ）により駆動される自動車などの車両
による化石燃料の消費量と排出物を削減する必要性は、広く知られている。電気自動車に
より駆動される車両は、これらの必要性に対処するものであった。しかしながら、電気自
動車は、バッテリーを充電するのに要する時間が長いということに加えて、走行距離と出
力に限界がある。代替の解決策として、ＩＣＥと電気推進モーターの両方を一つの車両に
組合わせる、というものがある。そのような車両が、一般的にハイブリッド電気自動車（
hybrid electric vehicle：ＨＥＶ）と呼ばれる。
【０００３】
　ＨＥＶには、種々の形態が考えられてきた。ＨＥＶシステムのいくつかは、電気動作と
内燃機関動作との間でドライバーが選択することを必要とする。他の構成においては、電
気モーターが一組の車輪を駆動し、ＩＣＥが別の組を駆動する。他のより有用な構成も、
開発されてきた。シリーズ・ハイブリッド電気自動車（series hybrid electric vehicle
：ＳＨＥＶ）は、発電機を駆動するエンジン（最も一般的にはＩＣＥ）を持つ車両である
。発電機はそして、電力をバッテリーと、車輪を駆動するように接続されたモーターとに
供給する。エンジンと駆動輪との間に機械的な結合はない。パラレル・ハイブリッド電気
自動車（parallel hybrid electric vehicle：ＰＨＥＶ）は、エンジン（最も一般的には
ＩＣＥ）、バッテリー及び、車輪を駆動するためのトルクを供給するように組合わせられ
たモーター、を持つ車両である。パラレル・シリーズ・ハイブリッド電気自動車（parall
el series hybrid electric vehicle：ＰＳＨＥＶ）は、ＰＨＥＶとＳＨＥＶの両方の特
徴をもつ。ＰＳＨＥＶはまた、トルク（又はパワー）スプリット・パワートレイン構成と
しても知られる。ここで、エンジンのトルク出力が、一部駆動輪に、一部発電機に、与え
られる。発電機は、バッテリーと、トルク出力を発生するモーターとへ、電力を供給する
。この構成においては、トルク出力が、トルク源のいずれから又は両方から同時に、来る
ことができる。車両制動システムもまた、バッテリーを充電するために発電機を駆動する
トルクを供給することができる（回生制動）。
【０００４】
　ＩＣＥを電気モーターと組合わせることにより、ＩＣＥの燃料消費量と排出量が削減さ
れ、車両性能や走行距離が損なわれることがない、というのが望ましい。パラレルＨＥＶ
構成の利点の一つが、ドライバーからの出力要求が低いか無いときに（例えば、信号待ち
で）、エンジンを停止することができる、ということである。これは、アイドル状態で浪
費される燃料を無くすことにより燃料経済性を向上する。そして、低要求出力状態のもと
で、車両を推進するのに、モーターを主に用いることができる。所定の構成において、エ
ンジンが動作していないときに、切断クラッチを開くことにより、エンジンをモーターと
パワートレインから切離すことができる。動力要求が増大するにつれ、要求トルクを供給
するために、エンジンを再始動して、再結合することができる。
【０００５】
　ＰＳＨＥＶの二つの動力源は、共通の歯車システムと途切れることなしに協働し、バッ
テリー・サブシステムの限界を含むパワートレインの動力限界を超えることなしに、ドラ
イバーの動力要求を満たす。車両システム制御器が、このスプリット・パワートレインに
おける調整機能を実行する。通常動作状態のもと、車両システム制御器は、ドライバーの
動力要求を、加速又は減速要求の関数として解釈する。そして、それは、ドライバーの動
力要求を満たし、かつ指定された車両性能（つまり、エンジン燃料経済性、排出性能、運
転性能など）を達成するために、各動力源が、何時、どれだけのトルクを供給する必要が
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あるかを、判断する。車両制御システム制御器は、エンジン・トルクと速度との関係にお
ける動作点を決定する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　エンジンを始動停止することのできるハイブリッド電気自動車において、バッテリーは
、種々の理由により、最大放電出力を制限する場合がある。例えば、バッテリー放電限界
が低過ぎる場合、エンジンを始動するのに充分なバッテリー電力を利用できない場合があ
る。また、車両が後退中のとき、発電機は高速で動作する。そのような状況下では、エン
ジンを始動させるために、より大きなバッテリー電力が必要とされる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明によれば、バッテリーを監視し、エンジンの現在の状態とバッテリーのパラメー
ターに基づき、特定のエンジン状態を要求する。本発明の一実施形態において、上記パラ
メーターは、バッテリー放電出力限界（discharge power limit：ＤＰＬ）であり、バッ
テリー充電状態（state of charge：ＳＯＣ）、バッテリー抵抗、バッテリー温度、バッ
テリー電圧、バッテリーＯＣＶ及びバッテリー寿命の関数として、リアルタイムに計算さ
れる。バッテリー放電出力限界は、バッテリーから利用することのできる電力量である。
それで、バッテリー放電出力限界が１０キロワットの場合、車両は１０キロワット使用す
ることが許容される。別の実施形態において、バッテリー放電出力限界は、バッテリーＳ
ＯＣの減少と共に減少するという仮定のもと、バッテリーＳＯＣがバッテリー放電限界の
代わりに監視される。両実施形態において、バッテリーのパラメーターが、ＭＩＮレベル
、ＯＮレベル及びＯＦＦレベルを含む一組の閾値レベルと比較され、その比較結果が、状
態機械へ入力される。後退中にエンジンを始動するのに必要なバッテリー電力は高いとい
うことを考慮して、ＨＥＶ変速機がドライブ位置にあるか、後退位置にあるかに応じて、
異なる組の閾値レベルが提供されるのが好ましい。
【０００８】
　バッテリー放電出力限界が、一定のレベルを下回るとき、バッテリーを充電するために
、エンジンを始動することが必要となり得る。というのは、そうしなければ、エンジンを
始動することが全く不可能となってしまうからである。しかしながら、多くの状況のもと
で、バッテリーを充電することが望ましい場合があるが、上述の例ほどに重要ではない。
これらの状況のもとでは、バッテリーが供給できる以上のドライバー要求といった他の理
由によりエンジンが始動されているか否かを見るために待つのが望ましい。エンジンが動
作中の場合、バッテリーが高ＳＯＣ又は高放電出力限界に戻るように、エンジンの停止を
抑制するのが望ましい。この「待機して見る」制御法つまり日和見的（opportunistic）
動作モードが本発明には組み込まれており、これは、エンジンのサイクリングを減らし、
それにより、燃料経済性を高めながら、エンジンが正トルクを発生していないときにエン
ジンをその目標速度まで高めるのに充分なエネルギーをバッテリーが常に持つことになる
のを確実なものとする、という効果を持つ。
【０００９】
　本発明のものなどの目的及び構成は、添付の図面及び請求項と関連させて好ましい実施
形態の以下の詳細な説明を読むことにより、明らかとなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　ここで図面、最初に図１を参照すると、ハイブリッド電気自動車が、全体として符号１
０で示され、ＨＥＶ構成の周知のいずれかのものとすることができるパワートレインを含
む。一例としては、米国特許出願公開２００４－０１６８８４０号に記載の構成がある。
パワートレインは、動力発生源として機能する内燃機関１４及び高電圧バッテリー１６に
接続される。動力源１４は、内燃機関として示されているが、この分野で知られている通
り燃料電池など他のものを用いても良い。同様に、動力源１６は、バッテリーとして示さ
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れているが、この分野で知られているとおりウルトラ・キャパシターのような他の動力源
を用いても良い。変速機１２のトルク出力軸１８は、デファレンシャルとアクスル機構２
２を介して車両駆動輪２０に結合されて駆動する。勿論、本発明はまた、車輪２２の全て
が駆動される四輪駆動システムにも適用可能である。
【００１１】
　前述の米国特許出願に記載されているように符号２４で示された車両システム制御器は
、ドライバーの出力要求を解釈し、ドライバーの動力要求を満たし指定の車両性能を得る
ために変速機へ伝達される必要のある動力がいつどの程度なのかを判定する。本発明によ
れば、制御器２４はさらにバッテリー・センサー入力に応答し、バッテリーＳＯＣ及びバ
ッテリーＤＰＬのような出力を、より詳細を後述する符号２８で示されたエンジンＯＮ／
ＯＦＦ要求アルゴリズムを実行する状態機械へ出力する、バッテリー制御器２６を含む。
エンジンＯＮ／ＯＦＦアービトレーター（arbitrator）３０が、他の各種入力と共に状態
機械からの要求を受け、各種要求を評価する優先度体系に基づき、エンジンＯＮ／ＯＦＦ
命令を発する。
【００１２】
　ここで図２を参照すると、バッテリーＤＰＬの関数としてのエンジンＯＮ／ＯＦＦ要求
アルゴリズムの動作のフローチャートが示されている。状態機械は３つの状態を持つ。つ
まり、それぞれ符号３２, ３４及び３６により示されるように、ＯＮ, ＯＦＦ及びOPPORT
UNISTIC（日和見）である。ＯＮ状態３２において、状態機械は、エンジンが運転される
ようにアービトレーター３０へ要求をする。ＯＦＦ状態３４において、状態機械は、エン
ジンが停止されるようにアービトレーター３０へ要求をするが、この要求は、エンジンを
停止することが可能である、というものとすることもできる。OPPORTUNISTIC状態３６に
おいて、状態機械は、エンジンが既に運転中のとき、エンジンが運転を継続するようにア
ービトレーター３０へ要求する。エンジンが停止中で、状態機械がOPPORTUNISTIC状態３
６にあるとき、アービトレーター３０へは、DON'T CARE要求（何もしない）がなされる。
状態機械の各種状態の間の移行は、３つの閾値レベルに対するバッテリーのＤＰＬの値と
、状態機械の現在の状態に依存する。
【００１３】
　３つの閾値レベルとそれらの相対位置が図３に示されている。３つの閾値レベルが、Ｍ
ＩＮ, ＯＮ及びＯＦＦとして示されている。ＭＩＮレベルはＯＮレベルより低く、ＯＦＦ
レベルはＯＮレベルより高い。
【００１４】
　図３に実線で示された一組の閾値レベルは、車両の変速機がドライブ位置にあるときの
ＤＰＬの値を表し、そして、点線で示された一組の閾値レベルは、車両変速機が後退位置
にあるときの値を表す。変速機の後退位置での閾値のレベルは、後退位置で必要とされる
高いＤＰＬ又はＳＯＣに対応するために、変速機のドライブ位置での対応する値よりも大
きい。３つの閾値レベルは用いられるエネルギー貯蔵装置及び車両構成に応じて校正する
ことができる。例えば、１０ｋＷのバッテリーが、ＭＩＮ, ＯＮ及びＯＦＦレベルに対し
てそれぞれ２, ４, ６の設定点を必要とし得るのに対し、５０ｋＷのバッテリーは、それ
ぞれ３０, ３５, ４０を必要とし得る。バッテリーＳＯＣについて、数字はパーセンテー
ジで表されることになる。バッテリーＤＰＬについては電力で表されることになる。
【００１５】
　図２に戻り、状態機械がＯＦＦ状態３４にあるとすると、ＤＰＬがＯＮ閾値よりも大き
いならば、機械の状態は、判断ブロック３８からのＮＯパスにより示されるように、ＯＦ
Ｆ状態３４に留まる。ＯＦＦ状態において、状態機械は、エンジンが停止されるようにア
ービトレーター３０へ要求を発する。他方で、状態機械がＯＦＦ状態にあり、ＤＰＬがＯ
Ｎ閾値を下回るならば、判断ブロック３８からのＹＥＳパスにより表されるように、ＯＦ
Ｆ状態からOPPORTUNISTIC状態へ機械が移行する。
【００１６】
　状態機械がＯＮ状態３２にあり、ＤＰＬがＯＮ閾値レベルを下回るならば、判断ブロッ
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ク４０からのＮＯパスにより示されるように、機械はＯＮ状態へ留まる。他方で、ＤＰＬ
がＯＮ閾値レベルよりも大きいならば、判断ブロック４０からのＹＥＳパスにより示され
るように、ＯＮ状態３２からOPPORTUNISTIC状態３６へと状態機械は移行する。
【００１７】
　機械がOPPORTUNISTIC状態にあるときにＤＰＬがＭＩＮレベルを下回るならば、判断ブ
ロック４２のＹＥＳパスにより示されるように、状態機械が、OPPORTUNISTIC状態３６か
らＯＮ状態３２へと移行し、エンジンが運転されるようにアービトレーター３０へ要求が
なされる。反対に判断ブロック４２からのＮＯパスにより表されるように、ＤＰＬがＭＩ
Ｎレベルよりも大きく、かつ、ＤＰＦがＯＦＦレベルよりも大きいとき、判断ブロック４
４からのＹＥＳパスにより表されるように、状態機械がＯＦＦ状態へ移行し、エンジンが
停止されるようにアービトレーター３０へ要求がなされる。判断ブロック４４からのＮＯ
パスにより表されるように、ＤＰＬがＭＩＮ閾値レベルよりも大きいがＯＦＦ閾値レベル
よりも小さいとき、機械は、OPPORTUNISTIC状態３６に留まる。
【００１８】
　図４には、バッテリーＳＯＣの変化に応じた状態機械の動作が示されており、これは、
図２におけるのと同じデータ・フローに沿う。図２のものに対応する図４のフローチャー
トのブロックは、同じ符号にダッシュを付けて表されている。従って、ＳＯＣがＯＮレベ
ル未満である限り、機械はＯＮ状態に留まり、そしてエンジンが運転されるように要求す
る。ＳＯＣがＯＮレベルを越えると、機械はＯＮ状態からOPPORTUNISTIC状態へ移行する
。同様に、ＳＯＣがＯＮレベルよりも大きい限り、機械はＯＦＦ状態に留まり、そしてエ
ンジンが停止されるように要求する。ＳＯＣがＯＮレベルを下回るならば、機械はＯＦＦ
状態からOPPORTUNISTIC状態へ移行する。ＳＯＣがＭＩＮレベルより大きいがＯＦＦレベ
ル未満である限り、機械はOPPORTUNISTIC状態に留まることとなり、ＳＯＣがＯＦＦレベ
ルを越えるならば、OPPORTUNISTIC状態からＯＮ状態へ移行することになる。
【００１９】
　本発明の実施形態に対し、本発明の範囲から逸脱することなしに改良がなされ得ること
は当業者には明らかであろう。そのような改良及びそれらの均等物も請求項により含まれ
ることが意図される。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の特徴を組み込むパラレル・シリーズ・パワートレインのシステム構成の
概略図である。
【図２】本発明の状態機械の状態変化を実行するために、一組の閾値レベルに対するバッ
テリー放電電力レベルを用いる状態図である。
【図３】ドライブ及び後退の変速機位置について、本発明で用いられる閾値レベルの相対
位置を示す図である。
【図４】本発明の状態機械の状態変化を実行するために、一組の閾値レベルに対するバッ
テリーＳＯＣを用いる状態図である。
【符号の説明】
【００２１】
１０　　ハイブリッド電気自動車
１２　　変速機
１４　　パワーユニット（内燃機関、主動力源）
１６　　エネルギー貯蔵装置（バッテリー）
２４　　制御器
３０　　アービトレーター
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