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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
プログラムされたコンピュータを含み、データベースにアクセス可能な電気自動車又はハ
イブリッド電気自動車の動作システムであって、
前記プログラムは前記コンピュータを、
車両の現在の位置を特定し（２１２）、
前記データベース内の地図にアクセスして該地図内の複数のリンクを特定し（２１０）、
前記複数のリンクから車両位置に対応するリンクである可能性のある１つ又は複数のリン
クを抽出し（２１４）、
前記可能性がある１つ又は複数のリンクが特定された場合は（２２２）、
前記現在の位置から特定された前記可能性がある１つ又は複数のリンクの１つへの距離を
計算し、
もし、計算された前記距離と以前に特定された複数の現在の位置が前記１つ又は複数のリ
ンクの前記１つへの所定の距離内である場合は、
次の現在の位置のために、所定の距離内である前記１つ又は複数のリンクの前記１つへの
距離を計算し、
前記次の現在の位置に対応する前記車両の電力データを前記データベースにアップロード
する（２６８）手段として機能させ、
アップロードされた前記電力データが所定の距離内である前記１つ又は複数のリンクの前
記１つに対応する、システム。



(2) JP 5859732 B2 2016.2.16

10

20

30

40

50

【請求項２】
前記プログラムは前記コンピュータを、前記可能性がある１つ又は複数のリンクを抽出す
る（２１４）ようにプログラムされる際に、前記データベース内の最大リンク長さを使用
してどのリンクが前記現在地の所定の境界内にあるかを特定する手段として機能させる、
請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
前記プログラムは前記コンピュータを、前記車両の前記現在地を前記特定されたリンクの
１つと照合するようにプログラムされる（２５０）際に、後続の照合アルゴリズムを用い
て前記車両の前記現在地を前記特定されたリンクの１つに照合する手段として機能させる
、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
前記プログラムは前記コンピュータを、前記可能性があるリンクが全く特定されない場合
は、前記車両の前記現在地がオフロードであると判定し（２３０）、
前記車両のエネルギ蓄積部品（ＥＳＣ）の充電状態が、前記ＥＳＣの使用可能な蓄積範囲
の中間点の近くに維持ように制御する手段として機能させる、請求項１乃至３のいずれか
に記載のシステム。
【請求項５】
前記プログラムは前記コンピュータを、
前記可能性があるリンクが全く特定されない場合は、前記車両の前記現在地がオフロード
であると判定し、
オフロードであると判定された連続的に特定された現在地の数（Ｋ）を算出し（２４４）
、
前記Ｋが閾値以上である場合は、次のＭ箇所の位置で前記可能性のある１つ又は複数のリ
ンクの抽出を行わず、前記Ｍ箇所の位置をオフロードに設定する手段として機能させ、前
記Ｋ及びＭはそれぞれ１よりも大きい整数である、請求項１乃至４のいずれかに記載のシ
ステム。
【請求項６】
前記プログラムは前記コンピュータを、前記可能性がある１つ又は複数のリンクが特定さ
れると（２６０）、
前記現在地と照合された前記リンクに対応する前記データベースから履歴電力データを取
得し（２５８）、
前記取得された履歴データに基づいて前記車両の動作を制御する（２６２）手段として機
能させる、請求項１乃至５のいずれかに記載のシステム。
【請求項７】
前記プログラムは前記コンピュータを、全地球測位システム（ＧＰＳ）センサを用いて前
記車両の前記現在地を特定し（２１２）、
今後のリンク走行に基づく電力の予測使用量の部分を、現在のリンクの終端ノードに到達
した後、最大の走行頻度がある今後のリンクに基づいて計算する手段として機能させる、
請求項６に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は概してハイブリッド車及び電気自動車に関し、特にハイブリッド車
及び電気自動車のエネルギ管理及び動作のシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ハイブリッド電気自動車は、内燃エンジンと、大抵は１つ又は複数の電気エネルギ蓄積
部品によって電力が供給される電気モータとを組み合わせている。このような組み合わせ
によって内燃エンジンと電気モータがそれぞれ効率の高い範囲で各々動作できることによ
り、全体的な燃費が向上する。例えば、電気モータは始動から加速のときの効率が高いが
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、内燃エンジンは高速道路での運転等、一定のエンジン動作が持続する間の効率が高い。
電気モータの初期加速を高めることで、ハイブリッド車の内燃エンジンをより小型で燃費
の良いものにできる。
【０００３】
　従来の多くのハイブリッド車では、電気モータは発電機として動作することによっても
制動エネルギを獲得し、このようにして獲得された制動エネルギをエネルギ蓄積部品（Ｅ
ＳＣ）に供給する。バッテリ、ウルトラキャパシタ、又はフライホイール等のＥＳＣを用
いて、制動又は発電動作中に発生するエネルギを獲得し、その後再利用する。これらの部
品は更に、システム内の主要な発電装置への過渡負荷を軽減するための負荷平準化機能も
備える。このような設備は、概して、環境又は地形に関する情報が限られているか、或い
は情報なしで動作して今後生じ得る事象を予見する予測能力に欠けている。その結果、Ｅ
ＳＣに無駄な応力がかかるのでＥＳＣの使用は最適ではないことが多く、その寿命を縮め
ることがある。ＥＳＣは、応力が確実に限度を超えないように、用途の割にサイズが大き
すぎ、そのためシステムのコストが高くなることが多い。このような車両は、大抵、環境
や地形に関する情報なしで動作するので、充電や放電事象に対応するために、ＥＳＣの充
電状態は大抵、ＥＳＣの使用可能な蓄積範囲の中間点の近くに維持される。
【０００４】
　車両が谷間や局所地形の高所に沿って走行する場合、ハイブリッド車のエネルギ回生が
最大にならないことがある。例えば、ＥＳＣの充電状態が中間点にあって車両が局所地形
の高所にある場合、バッテリがフル充電状態になり、それが下り坂の途中で起こると、差
し迫った下り坂での回生エネルギ獲得の機会はなくなる。したがって、完全な下り坂での
回生エネルギ獲得の機会はなくなってしまう。それに加えて、バッテリはおそらく１００
％の動力で充電され、応力の限界で動作し、過熱や温度上昇が生じる。地形の低所での始
動の場合については逆のことが当てはまり、最高地点に達する前にバッテリの充電を使い
果たすとハイブリッドアシストが中断する。
【０００５】
　大抵の場合、道路を走行中、車両の制御スキームは、高度、経路、地形、及びその他の
地形学的な情報等の従来のパラメータに基づいている。このような制御スキームでは、例
えば、獲得できる追加の回生エネルギがあるにもかかわらずバッテリがフル充電状態に達
することがある。この例では、バッテリがフル充電状態に達した後、通常なら獲得できる
はずの回生エネルギの一部が失われ、その結果システム全体の効率が通常の効率よりも低
くなる。従来の制御スキームの別の例では、ピーク電力需要によってバッテリバンクが完
全に欠乏し、その結果、全体の寿命が短くなることがある。こうした従来のパラメータに
基づいて同じ経路に沿って更に走行すると、同じような効率の悪さが繰り返され、過去の
又は履歴的な経験から学習できなくなる。
【０００６】
　制御スキームにこの経験的な知識を含めることで、システムの全体的な効率を最適化す
ると共に、全体的な寿命を延ばし、将来の経路に沿った走行ができるはずである。この制
御スキームには例えば、獲得できる回生電力をフルに活用するためにバッテリバンクの蓄
積電力を減らすことを含めてもよく、或いは、経路に沿って走行している間の完全なバッ
テリ枯渇を避けると共に、バッテリ全体の寿命を縮めかねないバッテリ電力の大量の引き
出しを減らすことを含めてもよい。このような制御スキームは、データベースに入力され
た、将来の使用に活用できる経験的な知識に基づくものであってもよい。これによって、
経路に沿った１回又は複数回の走行の後、過去の経験から学習し、経路全体にわたって今
後の制御スキームを継続的に改善するために、動作又は制御パラメータを調整することが
できる。したがって、経路に沿った走行の各々が、システム全体の性能を高め、経路に関
するデータが蓄積されるにつれて、現在の動作条件に適合した全体的なピーク性能を得ら
れる。
【０００７】
　経験的データに後にアクセスできるように、経験的データは大抵、経験的データベース
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にアップロードされる。しかし、全地球測位システム（ＧＰＳ）センサの精度許容差によ
って、ＧＰＳの軌跡は車両が走行中の道路とは整合しないことがある。したがって、走行
から有用な情報を得ることはできるものの、地図内のリンクと位置とが一致しないのでこ
れらの情報が失われることがあり、その結果、地図データベース内の既知の位置と適切に
関連付けがなされないことがある。更に、ＧＰＳセンサを用いて地図内の位置を確定する
従来のアルゴリズムは、計算集約的であったり計算の負担が大きかったりする。したがっ
て、ＧＰＳセンサ及び関連する電力使用及びその他の統計的情報からの位置読み取りを含
む有用なデータが走行から得られるものの、地図データベース内の車両の位置を確定し、
経験的データベースにデータをアップロードするためのアルゴリズムが対応できなくなり
、リアルタイムでのデータ取得速度について行けなくなるような場合には、有用なデータ
が失われることがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】米国特許第７３６０６１５Ｂ２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　したがって、ハイブリッド発電システムのデータベース及び動作を効率的に作成できる
システム及び方法を有することが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の実施形態は上記の欠点を克服するデータベースを作成するシステム及び方法に
関する。
【００１１】
　本発明の態様によると、電気自動車又はハイブリッド電気自動車の動作システムは、車
両の位置を特定し、地図にアクセスし、地図の複数のリンクを特定し、複数のリンクをプ
レスクリーニングして複数のリンクのいずれかが現在地の所定の境界内にあるか否かを判
定し、可能性のある１つ又は複数のリンクを特定すると、車両の現在地を特定されたリン
クの１つと照合し、照合された位置に対応する車両の電力データをデータベースにアップ
ロードするようにプログラムされたコンピュータを含む。
【００１２】
　本発明の別の態様によると、電気自動車又はハイブリッド電気自動車の動作を制御する
方法は、車両の現在地を特定するステップと、地図内のリンクと現在地とに対するプレス
クリーニングアルゴリズムを適用するステップと、１つ又は複数のリンクが所定の境界内
にあるか否かを判定し、境界内にある場合は事後照合アルゴリズムを介して車両の現在地
を地図内のリンクと照合するステップと、リンクに沿って或いは現在地で車両が使用した
電力情報を電力使用履歴データベースにアップロードするステップと、を含む。
【００１３】
　本発明の別の態様によると、コンピュータプログラムを格納し、コンピュータによって
実行されると一組の命令を表すコンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、コンピュータに
車両の現在地を測位させ、現在地から所定距離内にある地図の可能性のあるリンクを判定
するプレスクリーニングアルゴリズムを実行させ、１つ又は複数のリンクが現在地から所
定距離内にある場合は、コンピュータに地図照合アルゴリズムを実行させて、１つ又は複
数のリンクのどれが、車両が走行する実際のリンクに対応するかを判定し、現在地にある
車両に関する電力情報を履歴データベースにアップロードさせる。
【００１４】
　次の詳細な説明及び図面から、その他様々な特徴及び利点が明らかとなろう。
【００１５】
　図面では、本発明の１つ又は複数の実施形態を示す。
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【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施形態によるハイブリッドシステムの概略図である。
【図２】本発明の実施形態による車両走行中のエネルギ及び電力使用データを取得し、格
納する技術を示すフローチャートである。
【図３】時間を基準にした測定間隔を用いて経路沿いに測定されたデータの例を示すグラ
フである。
【図４】位置を基準にした測定間隔を用いて経路沿いに測定されたデータの例を示すグラ
フである。
【図５】そこから情報が測定され、リンクデータベースに格納される本発明の実施形態に
よるリンクを示す概略図である。
【図６】予測電力使用量を計算し、エネルギ蓄積部品の充電値の状態を最適化する本発明
の実施形態による技術を示すフローチャートである。
【図７】地図をスクリーニングし、データベースにデータをアップロードする本発明の実
施形態による技術を示すフローチャートである。
【図８】地図データベース中の可能性のあるリンクをプレスクリーニングする本発明の実
施形態による技術を示すフローチャートである。
【図９】本発明の実施形態による位置対リンクテストの態様を示す図である。
【図１０】本発明の実施形態による事後照合のためのＧＳＰ軌跡上のポイントを示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明は、エネルギ蓄積部品の最適化に関する実施形態を含む。本発明は、ハイブリッ
ド車の電力使用の予測を生成し、ハイブリッド車の運転中に得られる電力使用データ及び
その他のデータを履歴データベースにアップロードする方法に関する実施形態を含む。本
発明をハイブリッド車に関連して説明する。本明細書で説明される実施形態及び方法は、
ハイブリッド車、走行距離延長型電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車（ＰＨ
ＥＶ）、マルチエネルギ蓄電自動車、及びその類似物に適用可能である。本明細書で説明
する実施形態及び方法は、乗用車及び営業車向けのハイブリッド車、並びに機関車及びオ
フロード車にも適用可能である。また、車両への実装は、この技術の多くの用途の１つで
あるに過ぎないことも理解されたい。発電、電力消費、及びエネルギ蓄積部品を含むどの
ようなシステムも、本発明の実施形態を組み込む候補である。
【００１８】
　図１は、本発明の実施形態を組み込んだ例示的なハイブリッド車１０を示す。ハイブリ
ッド車１０は、ハイブリッド車１０の電気駆動又は牽引駆動機構１６を介して車輪又は車
軸１４に電力を供給するように構成されたエネルギ管理システム（ＥＭＳ）１２を含む。
エネルギ管理システム１２は更に、ハイブリッド車１０の付属部品１８に電力を供給する
ように構成されている。付属部品１８には、空調／暖房システム、ラジオ、及び車両の照
明システムを含み得るが、これらに限定されない。ハイブリッド車１０は、ＥＭＳ１２に
結合された内燃エンジン（ＩＣＥ）等の燃料転換ユニット２０を含み、ＥＭＳ１２に結合
された燃料電池２２を含み得る。エネルギ蓄積部品（ＥＳＣ）又はＥＳＣのバンク２４も
ＥＭＳ１２に結合されている。ＥＳＣは、例えばバッテリである。
【００１９】
　ハイブリッド車１０は、燃料転換ユニット２０、燃料電池２２、又はＥＳＣ２４から牽
引駆動機構１６への電力の伝達を選択的に制御するためにＥＭＳ１２に結合されたコンピ
ュータ／コントローラ２６を含む。エネルギ管理システム１２は、エネルギ源からＤＣリ
ンク３０へのＤＣ転換が必要な場合はＥＭＳ１２に入力される各エネルギ源用のＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータ２８を含む。図１は、ＥＭＳ１２内の３つのＤＣ／ＤＣコンバータ２８を示
す。しかし、３つ以上又は３つ未満のＤＣ／ＤＣコンバータ２８を含めてもよいと考えら
れる。更に、燃料転換ユニット２０からのトルクをＤＣリンク３０に適するＤＣエネルギ
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に転換するために、トルク／ＤＣコンバータ３２を介して燃料転換ユニット２０をエネル
ギ管理システム１２に結合してもよい。
【００２０】
　燃料転換ユニット２０とＥＳＣ２４の両方を制御して入力電力をＥＭＳ１２に供給する
ことによって、ＥＳＣ２４は、牽引駆動機構１６に電力を供給する際に、そこからエネル
ギを引き出すことによって燃料転換ユニット２０を補助する。このようにして、ＥＳＣ２
４と燃料転換ユニット２０とは、例えば加速又は上り坂での走行中に牽引駆動機構１６に
同時に電力を供給できる。
【００２１】
　仮想破線で示す並列構成において、燃料転換ユニット２０はクラッチ／トランスミッシ
ョンアセンブリ３４を介して車軸１４に結合され得ると考えられる。この構成では、トル
ク／ＤＣコンバータ３２を介したエネルギ管理システム１２への燃料転換ユニット２０の
結合は必要ないであろう。例えばマニホルドを含む油圧式ハイブリッド等の別のハイブリ
ッド構成もここでは考慮され、視野に含まれている。
【００２２】
　更に、牽引駆動機構１６及びＥＭＳ１２を制御して、ＥＳＣ２４を再充電する再充電電
力を供給できる。例えば、ハイブリッド車１０の制動動作中、ＥＭＳ１２を制御し、牽引
駆動機構１６を発電機モードで動作させることによって、車輪又は車軸１４で生成される
トルクを電気モータ１６に向けることで、ハイブリッド車１０を減速又は制動し、そのエ
ネルギを転換してＥＳＣ２４に蓄積することができる。こうして、回生制動中にハイブリ
ッド車１０の減速又は停止に用いられるエネルギは、その後に使用してハイブリッド車１
０又はその付属部品１８に電力を供給するために再び捕捉され、ＥＳＣ２４に蓄積される
。バッテリ２４の充電状態（ＳＯＣ）の監視は、ＥＳＣ２４からのエネルギの充電及び放
電を補助する、ＥＳＣ２４及びコンピュータ２６に結合された充電センサ３６の状態を介
して行われる。
【００２３】
　図１は更に、複数のセンサ３８からの情報を受け取り、受け取った情報をコンピュータ
読み取り可能メモリ４０に格納するように構成されたコンピュータ２６を示す。図２に関
連して後述する本発明の実施形態において、コンピュータ２６は、ハイブリッド車１０が
道路網に沿って走行中にセンサ３８からデータを受け取り、このセンサからのデータをメ
モリ４０に格納し、更にこれをデータベース４２で処理し、そこに格納するように構成さ
れる。図６に関連して後述する本発明の実施形態において、コンピュータ２６は、データ
ベース４２に格納されたデータに基づいてその経路の電力使用量の予測を生成し、これを
最適化するように構成される。
【００２４】
　図１は、例示的なハイブリッド車１０に関連して示されているが、本発明の実施形態は
これに限定されない。本発明の実施形態は、例えば燃料転換ユニットを有する、又は有さ
ない、あらゆる電気ベースの車両も含むものと考えられる。本発明の実施形態を組み込む
車両の例には、ハイブリッド車、電気自動車（ＥＶ）、走行距離延長型電気自動車、プラ
グインハイブリッド電気自動車（ＰＨＥＶ）、マルチエネルギ蓄電自動車、及びその類似
物が含まれるが、これらに限定されない。
【００２５】
　図２は、車両の走行中にエネルギ及び電力使用データを取得及び格納するための本発明
の実施形態による技術４４を示す。技術４４は、図１のコンピュータ２６等のコンピュー
タ又はコントローラにプログラムされる。ブロック４６において、車両が或る位置から別
の位置へ走行する際に、図１のセンサ３８等のセンサを介してデータセットがハイブリッ
ド車から測位又は取得される。測位されるデータの例には、牽引モータの電力使用量、付
属部品の負荷電力使用量、車両速度、車両の緯度と経度、及びデータ取得の際の日時のス
タンプが含まれるが、これらには限定されない。エネルギ最適化技術に関連するその他の
統計やデータも、本発明の実施形態により測位し、履歴データにアップロードできる。
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【００２６】
　一実施形態において、各データセットは、時間間隔（例えば毎秒１回）、又は位置間隔
（例えば５００フィート毎に一回）等の規則的な測位間隔で測位又は記録される。図３は
測位間隔として時間間隔を用いて測位されたデータのグラフの例を示す。図４は、測位間
隔として緯度及び経度等の位置間隔を用いて測位されたデータのグラフの例を示す。測位
された各データセットは、進行方向や車両の向きにも関連している。
【００２７】
　図２を再び参照すると、収集された各データセットは、ブロック４８において図１のメ
モリ４０等のメモリに格納される。ハイブリッド車が或る位置から別の位置まで走行する
と、測位間隔が示すように複数のデータセットが取得及び格納される。しかし、本発明の
実施形態によると、勾配、高度、又は地形等の、土地の凹凸又は表面の地形／構造を含む
地勢データは格納されない。このように、地形、高度、又は三次元マッピングデータは、
予測されるエネルギの最適化には必要ない。
【００２８】
　格納されたデータは、ブロック５０においてセグメント化される。セグメント化によっ
て、格納された取得データは、記録が都合よくデータベースに格納されるように複数のサ
ブレコード又はリンクに分割される。道路地図のネットワーク表現と同様に、リンクは始
端ノード及び終端ノードによって一意的に決定される。始端ノード又は終端ノードは、別
のリンクの始端又は終端ノードと重複することが多い。ノードの決定は、幾つかの方法で
可能である。第１の方法は、ハイブリッド車が走行する経路を含む当該領域のディジタル
地図上で決定されたノードによってノードを直接決定する方法である。第２の方法は、記
録された電力又は関連する波形の特徴的な変化に基づいてノードを決定する方法である。
第３の方法は、周期的軌跡の交点としてノードを設定する方法であり、これはデータベー
スに格納された測位データを解析して求められる。こうしてノードが決定した後、始端ノ
ードと終端ノードとの間のリンクが特定され、一意的に番号付けされる。
【００２９】
　ブロック５２において、技術４４は、セグメント化ブロックで特定されたリンクが図１
のデータベース４２等のデータベースに既に格納されているリンクと関連しているか否か
を判定する。格納されたデータ５４とリンクに関連がない場合は、ブロック５６において
新たなエントリとしてリンクデータがデータベースに追加される。データベース５８に以
前に格納されたデータとリンクに関連がある場合は、ブロック６０において、取得された
データが既存のリンクデータと結合される。
【００３０】
　結合ステップでは、同じサイクル及び動作レジームで取得されたデータ及び格納された
記録を単一のレコードに結合する。結合ステップでは、同じ指標の測位値を１つの処理プ
ロセスとして最良に表すために、プロセスの変動や測位誤差を考慮に入れる。取得された
データは、格納されたデータと補間されるか又は平均化される。それに加えて、収集され
るデータセットを削減するために、同じ動作レジームでの異なるサイクルを補間又は平均
化する。車列の１台又はそれ以上の異なる車両から、或いは、別の日時に取得されたデー
タをこのように結合することもできる。更に、結合ステップには、時刻又は周囲温度等の
独立した指標の枠内にあるサイクルのみに対して行われる結合を含んでもよい。結合レコ
ードの統計は、計算され、格納される。統計には、特定のリンクに沿って走行するハイブ
リッド車の時間又は頻度の合計を含めてよい。
【００３１】
　リンクに沿って規則的な間隔で測位された各リンクに関連する電力、速度、及びその他
の動作情報は、例えばキー欄としてのリンク識別子（ＩＤ）を付して、結合されるか又は
データベースに格納される。表１は、リンクＬ１１２についてデータベースに格納された
リンクデータの例を示す。
【００３２】



(8) JP 5859732 B2 2016.2.16

10

20

30

40

50

【表１】

【００３３】
　本発明の実施形態において、表１に示すリンクＬ１１２の電力及び速度に関連するデー
タは、リンクに沿って測位されたポイントに対応するマルチエレメントベクトルである。
始端ノードＮ３５等のノードに関連するデータを、データベース内の別個の表に格納して
もよい。ノードデータには、そのノードについて測位又は計算された経度や緯度の位置が
含まれてもよい。
【００３４】
　一実施形態において、データベース内のノードＩＤは、ハイブリッド車がリンクに沿っ
て走行した頻度に加えて、ノードに繋がる、又はノードから繋がる各リンクに関連付けら
れる。表２は、車両の走行データ記録の頻度と共に、ノードとリンクとの関係の例を示す
。
【００３５】
【表２】

【００３６】
　表２に示すように、ノードＩＤ　Ｎ２２は、２つの被リンク、及びこれに関連する２つ
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の発リンクを有する。ノードＩＤ　Ｎ２３は、４つの被リンク、及びこれに関連する４つ
の発リンクを有する。
【００３７】
　取得されたデータが５６で格納又は６０で結合された後、技術４４は、ブロック６２で
格納又は結合されるべきそれ以上のサブレコード又はリンクについてのデータが残ってい
るか否かを判定する。６４においてそれ以上のリンクデータが残っている場合は、プロセ
ス制御はブロック６２に戻り、前述のように続行される。６６で全てのリンクデータが格
納されると、技術４４は６８で終了する。
【００３８】
　したがって、技術４４は、１つ又は複数のリンクに沿ったハイブリッド車の電気モータ
及びその他の電気部品による電力使用量の履歴データを含むデータベースの生成及び格納
ステップを含む。リンクは車両によって繰り返し走行され、リンク毎のデータが改善され
るので、技術４４は、進行中のプロセスとして実行されると考えられる。図６に関して以
下に記載するように、技術４４を用いて生成されたデータベースに格納されたデータに基
づいて、リンク又は予測経路に沿ったエネルギの予測使用量を最適化できる。
【００３９】
　図５は、本発明の実施形態に従った、これによって情報が測位され、リンクのデータベ
ースに格納されるリンクの概略図又はネットワークを示す。リンク識別子Ｌ１１３で特定
される第１のリンク７０は、車両７２が現在走行中の現在のリンクを表している。第１の
リンク７０はノード識別子Ｎ２２で特定される始端ノード７４と、ノード識別子Ｎ２３で
特定される終端ノード７６とを有する。リンク識別子Ｌ１１０、Ｌ１１４、及びＬ１１５
で特定される複数のリンク７８、８０、８２はそれぞれ、始端ノードとしてノードＮ２３
を有する。リンク７８～８２は、ノード識別子Ｎ２１、Ｎ３５、及びＮ２５によってそれ
ぞれ特定される終端ノード８４、８６、８８をそれぞれ有する。リンク７０、７８～８２
は指向性であり、例えばノード７６からノード８４への走行が１つのリンクＬ１１０に対
応しており、ノード８４からノード７６への逆方向での走行は別のリンクＬ１０９に対応
している。
【００４０】
　図６は、電力の予測使用量、及びエネルギ蓄積部品の充電値の最適化状態を計算するた
めの、本発明の実施形態に従った技術９６を示す。技術９６は、図１のコンピュータ２６
等のコンピュータ又はコントローラにプログラムされる。技術９６は、車両の現在地をデ
ータベース内のリンクに関連付けることによってブロック９８から開始する。リンクは、
例えば、全地球測位システム（ＧＰＳ）センサを用いて車両の緯度及び経度或いは車両の
位置、並びに車両の走行方向を測位することによって見つかる。車両の位置データは、デ
ータベース内のリンクの終端ノードの位置データ、及び終端ノード間で補間される位置と
比較される。ブロック１００において、技術９６は、車両位置及び車両の走行方向に対応
するデータを有するリンクがデータベースから見つかったか否かを判定する。
【００４１】
　１０２においてデータベースからリンクが全く見つからない場合は、データベースには
履歴データが存在しないので、ブロック１０４においては既存の又は従来のＥＳＣ制御を
用いる。一実施形態によると、従来のＥＳＣ制御では、充電状態値の範囲の中間値に向け
てハイブリッド車のエネルギ蓄積部品（１つ又は複数）の充電状態を制御する。例えば、
ハイブリッド車のエネルギ蓄積部品の充電状態の既定値は、エネルギ蓄積部品の最大充電
値と最小充電値の間の中間値に設定される。１０６においてリンクが見つかると、リンク
は現在のリンクとして設定され、ブロック１０８において現在のリンクの履歴値がデータ
ベースから取得される。本発明の実施形態では、現在のリンクの地形データ、勾配、高度
、又は地勢は取得されない。
【００４２】
　ブロック１１０において、現在のリンク内の車両の位置が特定され、車両が現在のリン
クの終点に達するまでに要するであろう時間が計算される。一実施形態において、技術９
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６は、予測される電力使用量を計算し、或る時間帯又は時間間隔にわたってハイブリッド
車のエネルギ蓄積部品の充電状態の値を最適化する。例えば、充電状態設定の最適化には
、５分間隔の設定の最適化が含まれる。ここでは、別の時間間隔も考えられる。図５は、
車両７２の現在地から走行方向に延びる時間帯９０の例を示す。
【００４３】
　ブロック１１２において、技術９６は、車両が現在のリンクの終端に到達するまでの、
計算された時間が、この時間帯よりも長いか否かを判定する。１１４において、車両が現
在のリンク内で走行する計算された時間がこの時間帯よりも長い場合は、ブロック１０８
で取得した履歴値に基づいて、時間帯に基づいて、並びに車両位置に基づいて、ハイブリ
ッド車の電力の予測使用量が計算される。例えば、図５は、車両７２の位置で始まる時間
帯９０が、車両７２の位置がリンクＬ１１３に到達するまでの予測時間よりも短いことを
示している。
【００４４】
　車両が時間帯１１８の終了以前に現在のリンクの終端に到達し、別の今後のリンクを経
て走行を続けるものと予測される場合、技術９６は、電力の予測使用量を計算する際に今
後のリンクに基づくデータを含む。したがって、技術９６は、車両が現在のリンクの終端
ノードに到達した後に走行する１つ又は複数の今後のリンク１２０を特定するステップを
含む。一実施形態において、現在のリンクの終端ノードと共通の始端ノードを有する全て
のリンクを選択して、リンクを特定する。今後のリンクの特定では、必要に応じて、現在
のリンクとは反対方向に走行するリンクを無視してもよい。
【００４５】
　ブロック１２０において今後のリンクを特定した後、ブロック１２２において今後のリ
ンク（１つ又は複数）に関連するデータを検索するために、格納された履歴値のデータベ
ースにクエリーを行う。例えば、電力使用量の履歴データ、リンク走行頻度、及び特定さ
れる今後のリンクそれぞれの別の統計を検索できる。加えて、現在の時刻又は車種に関連
するデータ等の関連するリンクデータを検索する一方で、異なる時刻に関連するリンクデ
ータを無視できる。本発明の実施形態によると、検索されたデータに地形データはない。
【００４６】
　ブロック１２４において、時間帯及び車両位置、並びに、予測される車両の走行に対応
する現在と今後のリンクの部分の取得された履歴値に基づいて、電力の予測使用量が計算
される。一実施形態において、今後のリンク走行に基づく電力の予測使用量の部分が、現
在のリンクの終端ノードに到達した後、最大の走行頻度がある今後のリンクのみから特定
される。例えば、図５及び上記の表２の１０～１２行目を参照すると、車両７２の位置９
４に基づく時間帯９２（仮想破線で示す）が、リンクＬ１１３の終端ノードＮ２３を越え
て延びている。表２に示すように、車両７２がリンクＬ１１３上を走行した後でノードＮ
２３を越えて走行する場合については、リンクＬ１１０がリンクＬ１１４及びＬ１１５よ
りも高い走行頻度を有する。この実施形態においては、電力の予測使用量を計算するため
に、現在のリンクＬ１１３及び最も可能性が高い今後のリンクＬ１１０のそれぞれの部分
が用いられる。
【００４７】
　別の実施形態において、今後のリンク走行に基づく電力の予測使用量の部分が、現在の
リンクの終端ノードに到達した後の走行頻度に基づいて、可能性がある今後のリンクの幾
つか又は全部の加重平均から特定される。例えば、図５及び上記の表２の１０～１２行を
参照すると、車両７２の位置９４に基づいて、リンクＬ１１０、Ｌ１１４、及びＬ１１５
の部分は各々、今後のリンク走行に基づく電力の予測使用量の計算のその部分に関与して
いる。この実施形態において、リンクＬ１１０、Ｌ１１４、及びＬ１１５からの関連デー
タはそれらの頻度に基づいて重み０．８０、０．１５、及び０．０５をそれぞれ加重して
平均化される。
【００４８】
　車両が走行するものと予測されるリンク（１つ又は複数）に沿って以前に測位された電
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力の予測使用の需要履歴に基づいて、ブロック１１６又はブロック１２４のいずれかで計
算された電力の予測使用量から、充電状態の中間値以上又は未満であるハイブリッド車の
バッテリ又はエネルギ蓄積部品のバイアス用充電状態設定点を決定し、バッテリの電力使
用量を最適化する。バイアス用充電状態設定点は、ブロック１２６で特定のコスト関数に
基づいて最適化される。コスト関数を用いて、エンジンと共に使用されるエネルギ蓄積部
品、又は燃料電池の動作の最適化が、車両にもたらされる。バッテリ使用及びエネルギ管
理の別の態様にコストを割り当てることによって、車両システムのライフサイクルコスト
を削減できる。コスト関数の例には、アンペア時間容量、放電深度、充電及び放電率、燃
料コンバータの動作点（効率）、排出量等がある。このように、バッテリの最適化に、寿
命と効率コストとのバランスを考慮に入れることができる。
【００４９】
　充電状態設定の最適化により、電力使用量が増加する期間中における昇圧電力供給の大
量の又は持続する電力要求の直前に、バッテリがほぼフル充電状態になるように、車両走
行の予測経路に沿ったバイアス用充電状態の設定点を設定できる。充電状態設定の最適化
により、予測経路に沿ったバイアス用充電状態設定点も設定できるので、大量の又は持続
する発電の機会の直前にバッテリをほぼフル充電状態にし、牽引モータの回生制動によっ
てバッテリを次のバイアス用充電状態設定点まで再充電できる。更に、充電状態設定点の
最適化により、バッテリの充電及び放電を最適化し、バッテリの寿命を延ばすことができ
る。例えば、充電の機会が長くなるという履歴データによる知見に基づいて、充電率を下
げてもよい。このように、バッテリが例えば１０マイルの道路区間の最初の２マイルにわ
たって急速に再充電される一方、後半の８マイルの区間は再充電されないのではなく、１
０マイルの道路区間にわたってゆっくりと１００％の充電状態まで再充電される。このよ
うに、バッテリへの応力を小さくし、抵抗損を少なくし、結晶の成長を制御し、バッテリ
の温度を低くすることの全てが、充電損を考慮して効率を高めつつ、バッテリの寿命を延
ばすことに寄与する。
【００５０】
　このように、充電状態設定の最適化には、車両の予測走行経路に沿ったエンジン又は燃
料電池とエネルギ蓄積部品の使用の最適化が含まれる。例えば、最適化された充電状態の
設定により、図１のコンピュータ２６でＥＳＣ２４の現在の充電状態を低レベルに下げる
ことによって、加速期間中、コスト関数に基づいて燃料転換ユニット２０を効率的に使用
できる。最適化された充電状態の設定によって更に、図１のコンピュータ２６にＥＳＣ２
４の現在の充電状態を予測電力によって設定された高レベルに上昇させることで、負の電
動力の使用期間中、コスト関数に基づいて回生制動を効率的に利用できる。加えて、最適
化された充電状態設定によって、回生制動の機会が間近ではない場合でも、コンピュータ
２４が、牽引モータ１６を発電モードで動作させてＥＳＣ２４の現在の充電状態をより高
いレベルに上昇させることで、来たる電力需要の増加期間中に監視モード又は牽引モード
にある牽引モータ１６を用いて、その後に持続的な昇圧電力を供給できる。
【００５１】
　１２６で充電状態設定を最適化した後、ハイブリッド車が予測経路に沿って走行中、ブ
ロック１２８において、最適化された充電状態設定に従ってＥＳＣの充電状態を調整する
。図１も参照すると、現在のリンク内のハイブリッド車１０の現在地に従って最適化され
た充電状態設定から設定されたバイアス用充電状態設定点の目標が、充電状態センサ３６
によって測位又は判定されたＥＳＣの現在の充電状態よりも低い場合、最適化された充電
状態設定によって、コンピュータ２６は、ＥＳＣ２４の現在の充電状態を、最適化された
充電状態設定から設定された設定点よりも低いバイアス用充電状態設定点に下降させる。
ＥＳＣの充電状態の下降は、ＥＳＣ２４を介して牽引モータ１６を監視モード又は牽引モ
ードで動作させて行われる。現在のリンク内のハイブリッド車１０の現在地に従って最適
化された充電状態設定から設定されたバイアス用充電状態設定点が現在のＥＳＣの充電状
態よりも高い場合、最適化された充電状態設定によって、コンピュータ２６は、バッテリ
２４を最適化された充電状態設定から設定された設定点よりも高いバイアス用充電状態設
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定点まで充電する。ＥＳＣの充電状態の増加は、燃料転換ユニット２０からの電力がＥＭ
Ｓ１２に全く供給されない回生制動モード中、又は燃料転換ユニット２０からＥＭＳ１２
への電力の一部の伝達中に行われる。
【００５２】
　現在のリンク内の予測経路に沿ったハイブリッド車１０の現在地は、例えば位置センサ
３８から、又は時間間隔を用いて特定される。車両が走行している現在のリンクが、現在
の最適化された充電状態設定向けに設定されたリンクとは異なると判定された場合、新た
な最適化された充電状態設定のセットが前述のように生成される。
【００５３】
　本発明の実施形態によると、ハイブリッド電力システムのエネルギ蓄積部品を来たる事
象に向けて準備できる。即ち、未知の今後の事象に向けて電力を供給するために５０％の
充電状態を維持するように設定された大型のエネルギ蓄積部品を備えるのではなく、充電
状態制御のために既知の今後の電力需要を活用することによってより小型のエネルギ蓄積
部品を使用できる。したがって、本発明の実施形態に従ったエネルギ蓄積部品の制御によ
って、より小型のデバイスを用いて、且つ、高電流充電及び放電のような寿命に影響を及
ぼす応力が低くなることから寿命が延びることで、コストを削減できる。
【００５４】
　次に図７を参照すると、データベースへのアクセス、車両制御、及びデータベースのア
ップロードのための、本発明の実施形態に従った全体的なスキーム２００が示されている
。スキーム２００は、好ましくは電気自動車又はハイブリッド車が或る位置から別の位置
に走行するためのコントローラ又はコンピュータシステムに実装される。スキーム２００
は、ブロック２０２から始まり、ブロック２０４で地図データベースがロードされ、ブロ
ック２０６で地図リンクに転換される。大抵の場合、地図リンクは、例えば道路の交差点
等の地図上の既知の特徴、既知の住所、又は地図の座標で特定される。一実施形態におい
て、ブロック２０８で経路をロードし、別の実施形態においては、ブロック２０８で走行
中にリアルタイムで経路にアクセスする。ブロック２１０において履歴データベースにア
クセスし、一実施形態では、データベースの履歴リンクが、ステップ２０６で転換された
地図リンクと相関される。したがって、例えば地図上の交差点を、履歴データベース内の
ノード位置に対応する、地図データベース内のノードとして特定できる。履歴データベー
ス内で画定されたノードを、地図内の既知の特徴と相関させ得ることは、当業者には理解
できよう。経路に沿った車両の現在地がブロック２１２において、例えばＧＰＳユニット
によって特定され、図８及び９で後述するように、ブロック２１４において現在地が地図
のリンクに対してプレスクリーニングされる。
【００５５】
　図８を参照すると、図７のプレスクリーニングブロック２１４が本発明の実施形態に従
ったプレスクリーニングプロセス又は技術２１６として示されている。技術２１６は、ブ
ロック２１８で開始し、地図リンクと車両の現在地とを相関させるために、可能性がある
１つ又は複数のリンクを見つける初期照合又は位置－リンク距離テスト２２０を行う。テ
スト２２０には、例えば図７のブロック２１２に関して記載したＧＳＰシステムによって
ハイブリッド車の現在地が判明しているという前提が含まれている。
【００５６】
　大抵の場合、地図データベースには前述のように、始端及び終端ノード（すなわち交差
点、住所、地図の座標等）によって一意的に決定されたリンクが含まれる。本発明の実施
形態によると、位置－リンク距離テスト２２０には、車両の現在地から地図データベース
内のリンクまでの距離計算が含まれる。一実施形態において、距離計算では、現在地から
地図データベース内の各リンクの最も近い部分までの距離を計算する。距離計算に基づい
て、テスト２２０は、車両の現在地から遠く離れた地図データベース内のリンクを選別し
て除外することで、可能性がある１つ又は複数のリンクを迅速に見つけ出し、地図上の車
両位置の真の位置を特定又は推定するアルゴリズムを含む。
【００５７】
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　図９を参照すると、本発明の実施形態に従った図８の位置－リンクテスト２２０の要素
が示されている。テスト２２０には、位置「ｉ」とリンク「ｍ」の終点Ａ及びＢとの間の
距離を特定し、特定された距離を用いて地図データベース内の全てのリンクを迅速にスク
リーニングするステップが含まれる。地図データベースは、履歴データベースと相関して
いるので、地図リンクが特定されると、本発明の実施形態に従って、これに対応する履歴
データが得られ、車両の制御パラメータが決定される。更に、地図データベース上のリン
クは直線的とは限らず、関連する曲率を有する場合があることは認識されているが、位置
－リンク距離テストがリンクの距離（すなわちｌｍ）は直線的であるという前提に基づい
てもよいことは、当業者には理解できよう。
【００５８】
　変数ｈは、位置ｉからリンクｍまでの距離を表し、変数εは地図内で候補のリンクを見
つけるためにどのレベルのスクリーニングが必要であるかに基づいて選択されるパラメー
タである。一実施形態において、εは、例えば５メートルといったＧＰＳの精度に関する
パラメータに対応するように選択される。別の例において、地図データベース内の全リン
クの９９％、又はそれ以上の大きなパーセンテージを除外しつつ、可能性のある地図リン
クの大部分をスクリーニングするために、εは例えば１００メートルといったかなり長い
距離に設定される。説明の便宜上、いずれのε＞０、ｈ≧εについても、位置ｉからリン
クｍのノードＡ、Ｂのいずれかまでの距離がｌｍａｘ＋２εよりも大きく、ｌｍａｘは地
図データベースの全てのリンクの中での最大のリンク長さであり、図９の角度α及びβが
いずれも９０°よりも大きいものとする。図示の三角形によると、以下の不等式が生じる
。
【００５９】
　ｈ≧ａ－ｌｍ１；ｈ≧ｂ－ｌｍ２

したがって、
　ｈ≧（ａ＋ｂ－ｌｍ）／２≧（ａ＋ｂ－ｌｍａｘ）／２
≧（ｍａｘ（ａ，ｂ）－ｌｍａｘ）／２
　となる。そこで、ｈ≧εならば、
　（ｍａｘ（ａ，ｂ）－ｌｍａｘ）／２≧ε
となる。したがって、
　方程式１：　　ｍａｘ（ａ，ｂ）≧ｌｍａｘ＋２ε
　となる。
【００６０】
　このように、現在地に基づいて、それぞれのノードＡ、Ｂまでの距離ａ、ｂを求め、そ
の最大値を単純合計ｌｍａｘ＋２εと比較できる。前述のように、ｌｍａｘは地図データ
ベース内の最大リンク長さであり、εはプリセットされた値（一例では５メートル、別の
例では１００メートル）である。したがって、ハイブリッド車の現在地に近く、現在地か
ら距離ε内にあるリンクについて地図データベースを迅速にスクリーニングするために、
方程式１に従って単純な長さ－ノード計算を行って、単純な比較を行うことができる。基
準に合致しないリンクは破棄され、基準に合致する残りのリンクは、測位された現在地か
らの距離が計算される、可能性のあるリンクとなる。
【００６１】
　図８に戻ってこれを参照すると、方程式１に関して説明したように、ブロック２２２で
クエリーが行われる。ブロック２２２が２２４を通過すると（すなわち、地図データベー
スの１つ又は複数のリンクが方程式１の基準に合致すると）、最も近い候補のリンクを特
定し、後述するこれに続く照合ステップを行うために、ブロック２２６で例えばコンピュ
ータアルゴリズムにフラグが示される。ブロック２２２が２２８で基準を通過しない場合
、ブロック２３０でオフロードフラグが示され、方程式１で定められた境界内にリンクは
存在しないとみなされる。プレスクリーニング技術２１６は、ブロック２３２で終了する
。
【００６２】
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　図７に戻ってこれを参照すると、前述のように技術２００のプレスクリーニングブロッ
ク２１４は、車両がオフロードであるか否か、又は後続の照合ブロックが実行されるか否
かを示すフラグを設定する。決定ブロック２３４を参照すると、２３６でオフロードフラ
グが設定された場合、従来の制御スキームが実行される。一実施形態によると、ブロック
２３８で幾つかの連続位置（すなわち、「Ｋ」箇所の位置－１以上よりも大きい、例えば
１０といった整数）にオフロードのフラグが設定されているか否かの判定がなされる。２
４０で否である場合は、ブロック２４２で従来の車両制御スキームを実行し、プロセス制
御はブロック２１２に戻る。しかし、２４４でＫ箇所の連続位置にオフロードのフラグが
設定されている場合は、次のＭ箇所の位置について測位し、Ｍ箇所の位置がオフロード位
置であることを想定しつつＭ箇所の位置のプレスクリーニングを行わずに２４６で従来の
制御を実行する。その結果、本発明の実施形態に従って、計算上の負担が軽減される。車
両が実際にオフロードを走行する場合もあれば、データベースが作成された後に建設され
た新たな道路の場合のように、地図リンクデータベースに未だ入力されていない道路を車
両が走行することもあることを理解されたい。
【００６３】
　本発明の実施形態において、Ｍは１よりも大きい値の整数で、例えば１０等である。別
の実施形態において、ＭはＫに等しく設定され、Ｋは１よりも大きいどの整数に設定され
てもよい。したがって、スキーム２００は、車両がオフロードであるかを判定するループ
を含み、幾つかの連続位置がオフロードである場合は、それ以上の計算を省く方法又は手
段を含む。車両がオフロードである場合、地図上にこれに関連するリンクが存在しないの
で、履歴データは保存されない。車両の１つ又は複数の位置がオフロード位置に対応しな
くても、Ｍ位置の各々がプレスクリーニングされるべき場合は、このような履歴データの
損失があっても、技術２００によって計算需要が全体的に低減されることに鑑みると、こ
れは最小限であると考えられる。
【００６４】
　引き続き図７を参照すると、ブロック２３４において、ハイブリッド車がオフロードで
はないと判定されると（２４８、すなわち大抵は、スクリーニングされる位置の大部分で
生じることがある後続の照合のフラグの設定）、ブロック２５０で地図照合アルゴリズム
が実行され、一実施形態によると、ブロック２５０は前述のように後続の照合アルゴリズ
ムを含む。１つ又は複数の地図リンクが方程式１の基準に合致することが判明し、後続の
照合アルゴリズムにフラグが設定されると、車両位置に対応するリンクは、本発明の実施
形態によるＧＰＳ位置の軌跡に基づくものでよい。
【００６５】
　図１０を参照すると、本発明の実施形態に従って、地図の軌跡に沿った後続の照合ＧＰ
ＳポイントについてのＧＰＳ軌跡上のポイントが示されている。この実施形態によると、
軌跡２５２は、後続の照合ＧＰＳ位置２５６用の境界としての役割を果たす境界又は値２
５４σを含む。現在のＧＰＳの位置、及び現在地が概して平行であるか、又は地図リンク
を概して辿っているか否かに基づいて、ＧＰＳの位置２５６を軌跡２５２に相関させるこ
とができる。一実施形態において、σは２０メートルであるが、特定の用途に応じて値２
５４の境界は異なる値でもよいことが、当業者には理解できよう。したがって、方程式１
で特定された最も近い地図リンク（１つ又は複数）内のポイントまでの距離を計算上はや
や面倒な形態で計算する代わりに、測位された位置２５６が以前に判定された地図リンク
の軌跡を概して辿っているか否かを判定する簡単な判定を行うことができ、そうである場
合は、アルゴリズムは車両がリンクから逸れていないものと判定して現在地を特定し、最
後のリンクと再び相関させるか又は照合する。本発明の実施形態において、軌跡２５２は
図示のように直線方向でもよいが、軌跡２５２には曲線も含まれ、測位されたＧＰＳ位置
２５６をこれと相関させてもよいことを理解されたい。リンクが特定され、それが車両の
現在地に基づく場合は、現在のＧＰＳ位置に対応し、特定されたリンクに沿った位置で履
歴データベースにアクセスできる。
【００６６】
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　このように、図７に戻ってこれを参照すると、ブロック２５８において、前述のように
現在の履歴データベースの位置を特定した後、スキーム２００は現在の位置及びリンクに
関する履歴データが得られるか否かを判定する。２６０でそうであると判定されると、車
両の制御には、前述のようにブロック２６２で利用可能な履歴データを利用することが含
まれる。２６４で否と判定されると（すなわち、この位置について所定位置の以前のデー
タが履歴データベースにアップロードされていない場合）、ブロック２６６における車両
の制御は従来のものとなる。車両の制御に履歴データが含まれるか否かに関わらず、走行
は既知の地図リンクに沿って行われるので、ブロック２６８では電力と、加速、減速、停
止－始動情報等のハイブリッド車の動作に関するその他の統計的データとを履歴データベ
ースにアップロードでき、履歴データベースは（Ａ）以前に測位されたデータに基づく制
御スキームを決定するため、及び（Ｂ）リンクに沿った現在の通過に関する情報でのアッ
プデートの両方に利用される。ブロック２６８でのアップロードの後、ブロック２７０は
最後の位置（すなわち移動の終点）に到達したか否かを判定する。２７２で否と判定され
た場合、プロセス制御はブロック２１２に戻り、そこで現在地が特定され、プロセスはブ
ロック２１４でのプレスクリーニングによって繰り返される。２７４で最後の位置である
場合、スキーム２００はブロック２７６で終了する。
【００６７】
　このように、スキーム２００は、現在地の特定とプレスクリーニングを迅速に行い、後
続の照合アルゴリズムを用いて迅速に地図の照合を行うことによって、高い計算効率で動
作する。取得可能な履歴データを利用して所定のリンクでのシステム効率全体を向上させ
ることができ、リンク横断中に学習した情報をデータベースにアップロードして、今後の
横断中の電力使用量及びその他の重要な制御情報を更に改善できる。一連の位置に関して
オフロード運転であると判定された場合、スキーム２００は、後続の一連の位置もオフロ
ードであると想定することによって遅延の可能性を避けられる。
【００６８】
　開示したシステム及び方法の技術的な貢献は、ハイブリッド車及び電気自動車のエネル
ギ管理及び動作のためのデータベースを作成するコンピュータ実装システム及び方法を提
供することにある。
【００６９】
　したがって、本発明の実施形態によると、電気自動車又はハイブリッド車の動作システ
ムは、車両の位置を特定し、地図にアクセスして地図内の複数のリンクを特定し、複数の
リンクをプレスクリーニングして複数のリンクのいずれかが現在地の所定の境界内にある
か否かを判定し、可能性がある１つ又は複数のリンクが特定された場合は、車両の現在地
を特定されたリンクの１つと照合し、整合する位置に対応する車両の電力データをデータ
ベースにアップロードするようにプログラムされたコンピュータを含む。
【００７０】
　本発明の別の実施形態によると、電気自動車又はハイブリッド車の動作を制御する方法
は、車両の現在地を特定するステップと、地図内のリンクと現在地とに関するプレスクリ
ーニングアルゴリズムを適用するステップと、１つ又は複数のリンクが所定の境界にある
か否かを判定し、境界内にある場合は事後照合アルゴリズムを用いて車両の現在地を地図
内のリンクと照合するステップと、リンクに沿って車両が利用した、並びに現在地で車両
が利用した電力情報を電力使用履歴データベースにアップロードするステップと、を含む
。
【００７１】
　本発明の別の実施形態によると、コンピュータプログラムを格納し、コンピュータによ
って実行されると一組の命令を表すコンピュータ読み取り可能な媒体によって、コンピュ
ータは、車両の現在地を測位し、現在地から所定距離内にある地図の可能性のあるリンク
を判定するプレスクリーニングアルゴリズムを実行し、１つ又は複数のリンクが現在地か
ら所定距離内にある場合、コンピュータは、地図照合アルゴリズムを実行して、１つ又は
複数のリンクのどれが、車両が走行している実際のリンクに対応するかを判定し、現在地
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にある車両に関する電力情報を履歴データベースにアップロードする。
【００７２】
　限られた数の実施形態に関してのみ本発明を説明したが、本発明はこうした開示の実施
形態に限定されないことは明らかであろう。むしろ、本発明を修正して、これまで説明し
なかった変形、改変、置換、又は等価の措置を幾つでも組み込むことができ、これらも本
発明の特許請求の範囲に含まれる。本発明の様々な実施形態を説明してきたが、したがっ
て本発明の態様には、説明した実施形態の一部を含むのみでもよいことを理解されたい。
故に、本発明は、以上の説明に限定されると解釈されるべきではなく、添付の特許請求の
範囲によってのみ限定される。
【符号の説明】
【００７３】
　１０　ハイブリッド車
　１２　エネルギ管理システム（ＥＭＳ）
　１４　車輪又は車軸
　１６　牽引駆動機構
　１８　付属部品
　２０　燃料転換ユニット
　２２　燃料電池
　２４　エネルギ蓄積部品（ＥＳＣ）又はＥＳＣのバンク
　２６　コンピュータ／コントローラ
　２８　ＤＣ／ＤＣコンバータ
　３０　ＤＣリンク
　３２　トルク／ＤＣコンバータ
　３４　クラッチ／トランスミッションアセンブリ
　３６　充電センサ
　３８　複数のセンサ
　４０　コンピュータ読み取り可能メモリ
　４２　データベース
　４４　技術
　４６　データ取得する
　４８　取得したデータを格納する
　５０　取得したデータをセグメント化する
　５２　リンクは見つかったか？
　５４　ＮＯ
　５６　新たなデータを格納する
　５８　ＹＥＳ
　６０　取得したデータと既存のデータとを結合し、格納する
　６２　全てのリンクが保存されたか？
　６４　ＮＯ
　６６　ＹＥＳ
　６８　終了
　７０　第１のリンク
　７２　車両
　７４　始端ノード
　７６　終端ノード
　７８　リンク
　８０　リンク
　８２　リンク
　８４　終端ノード
　８６　終端ノード
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　８８　終端ノード
　９０　時間帯
　９２　時間帯
　９４　位置
　９６　技術
　９８　車両の現在地をデータベース内のリンクと関連付ける
　１００　リンクは見つかったか？
　１０２　ＮＯ
　１０４　従来のＥＳＣ制御を使用する
　１０６　ＹＥＳ
　１０８　現在のリンクについて履歴値を取得する
　１１０　現在のリンク内の車両の位置を特定し、現在のリンクの終端に到達するまでの
時間を計算する
　１１２　時間は時間帯よりも長いか？
　１１４　ＹＥＳ
　１１６　現在のリンクの履歴値に基づいて予測電力を計算する
　１１８　ＮＯ
　１２０　今後のリンク（１つ又は複数）を特定する
　１２２　今後のリンク（１つ又は複数）についてデータベースにクエリーを行う
　１２４　現在及び今後のリンク（１つ又は複数）の履歴値に基づいて予測電力を計算す
る
　１２６　特定されたコスト関数に基づいてＳＯＣの設定を最適化する
　１２８　ＳＯＣを調整する
　２００　スキーム
　２０２　開始
　２０４　オープンストリートマップをロードする
　２０６　リンクに転換する
　２０８　経路にアクセスする
　２１０　履歴データベースにアクセスする
　２１２　現在地を特定する
　２１４　プレスクリーニングを行う
　２１６　プレスクリーニングプロセス又は技術
　２１８　開始
　２２０　ポイント－リンク距離テスト
　２２２　リンクは見つかったか？
　２２４　ＹＥＳ
　２２６　後続の照合フラグを設定する
　２２８　ＮＯ
　２３０　オフロードのフラグを設定する
　２３２　終了
　２３４　オフロードのフラグが設定されたか？
　２３６　ＹＥＳ
　２３８　Ｋ箇所のポイントがオフロードか？
　２４０　ＮＯ
　２４２　従来の制御
　２４４　ＹＥＳ
　２４６　　次のＭ箇所のポイントについて従来の制御
　２４８　ＮＯ
　２５０　地図の照合
　２５２　軌跡
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　２５４　境界又は値
　２５６　ＧＰＳの位置
　２５８　履歴データは取得できるか？
　２６０　ＹＥＳ
　２６２　制御に履歴データを含める
　２６４　ＮＯ
　２６６　従来の制御
　２６８　データベースにアップロードする
　２７０　最後の位置か？
　２７２　ＮＯ
　２７４　ＹＥＳ
　２７６　終了
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