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(57)【要約】
【課題】　自動車の制御装置を提供する。
【解決手段】　少なくとも内燃機関（２）の運転を制御
および／または調整するための、自動車の制御装置（６
、７）であって、少なくとも１つの定義された機能の実
行前および／または少なくとも１つの定義された機能の
実行中、制御装置（６、７）が内燃機関（２）の定義さ
れた運転状態での運転を要求し、定義された各機能が実
行されていない時間の長さに応じて、および／または、
内燃機関の定義された運転状態が生じていない時間の長
さに応じて、制御装置（６、７）が、定義された特性変
数を決定し、それに基づき、制御装置が、時間的に可変
な方法で、内燃機関（２）の運転状態に影響を及ぼすた
めの異なるおよび／または可変な手段を決定する制御装
置。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも自動車の内燃機関（２）の運転を制御および／または調整するための前記自
動車の制御装置であって、少なくとも１つの定義された機能の実行前および／または少な
くとも１つの定義された機能の実行中、前記制御装置が前記内燃機関（２）の定義された
運転状態での運転を要求する制御装置において、前記定義された各機能が実行されていな
い時間の長さに応じて、および／または前記内燃機関の定義された運転状態が生じていな
い時間の長さに応じて、前記制御装置が、定義された特性変数を決定し、それに基づき、
前記制御装置が、時間的に可変な方法で、前記内燃機関（２）の運転状態に影響を及ぼす
ための異なるおよび／または可変な手段を決定することを特徴とする制御装置。
【請求項２】
　前記内燃機関（２）が作動している時および前記定義された各機能が実行されていない
時および／または前記内燃機関（２）の前記定義された運転状態が存在しない時、前記制
御装置が、前記内燃機関（２）の少なくとも１つの運転パラメータに依存する前記定義さ
れた特性変数を決定すること、および、前記内燃機関（２）の運転状態に影響を及ぼすた
めの前記異なる、従って可変な手段が、前記制御装置によって、時間的に可変な方法で、
すなわち可変時間間隔で、前記特性変数に応じて決定されることを特徴とする、請求項１
に記載の制御装置。
【請求項３】
　前記定義された特性変数に応じて、前記内燃機関（２）の停止禁止か非停止禁止のどち
らかを決定することを特徴とする、請求項１または２に記載の制御装置。
【請求項４】
　前記定義された特性変数に応じて、前記内燃機関（２）の燃焼空燃比を決定することを
特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記載の制御装置。
【請求項５】
　前記自動車がハイブリッド車両の形態にあり、前記内燃機関（２）に加えて少なくとも
１台の電気機械（３）を備える場合、前記制御装置が、前記定義された特性変数に応じて
、受動的な負荷点シフトまたは能動的な負荷点シフトを決定することを特徴とする、請求
項１～４のいずれか一項に記載の制御装置。
【請求項６】
　前記定義された特性変数が低い方の閾値未満である場合、受動的な負荷点シフトを要求
すること、および、前記定義された特性変数が前記低い方の閾値を超える場合、能動的な
負荷点シフトを要求することを特徴とする、請求項５に記載の制御装置。
【請求項７】
　前記定義された特性変数が高い方の閾値も超える場合、前記内燃機関（２）の永続的停
止禁止を要求することを特徴とする、請求項６に記載の制御装置。
【請求項８】
　前記定義された特性変数が前記高い方の閾値未満でありかつ前記低い方の閾値を超える
場合、前記制御装置は、運転者要求が積極的である場合、前記内燃機関（２）の停止禁止
を要求することを特徴とする、請求項６または７に記載の制御装置。
【請求項９】
　前記制御装置が、前記定義された各機能が実行されていない時間の長さに応じて、およ
び／または、前記内燃機関（２）の定義された運転状態が生じていない時間の長さに応じ
て、前記定義された特性変数として、前記内燃機関（２）の燃焼空気質量積算量または前
記内燃機関（２）の排気ガス質量積算量を決定することを特徴とする、請求項１～８のい
ずれか一項に記載の制御装置。
【請求項１０】
　前記制御装置が、前記定義された各機能が実行されていない時間の長さに応じて、およ
び／または、前記内燃機関（２）の定義された運転状態が生じていない時間の長さに応じ
て、定義された特性変数として、前記内燃機関（２）が作動している状態で走行した走行
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距離と前記内燃機関（２）が停止した状態で走行した走行距離との比、または、前記内燃
機関（２）が作動している状態での走行時間と前記内燃機関（２）が停止した状態での走
行時間との比を決定することを特徴とする、請求項１～８のいずれか一項に記載の制御装
置。
【請求項１１】
　前記定義された各機能が既に実行された、および／または、前記内燃機関の前記定義さ
れた運転状態が既に生じた場合に限り、前記自動車の機能停止または運転停止時に、前記
制御装置が前記定義された特性変数を初期化またはリセットすることを特徴とする、請求
項１～１０のいずれか一項に記載の制御装置。
【請求項１２】
　自動車を作動させる方法、具体的には請求項１～１０のいずれか一項に記載の制御装置
を使用して前記自動車の少なくとも１つの内燃機関を制御および／または調整する方法で
あって、定義された特性変数が、前記定義された各機能が実行されていない時間の長さに
応じて、および／または、前記内燃機関の定義された運転状態が生じていない時間の長さ
に応じて決定され、前記決定された特性変数に基づいて、前記内燃機関の運転状態に影響
を及ぼすための異なるおよび／または可変な手段が、時間的に可変な方法で決定される、
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は自動車の制御装置に関する。本発明は自動車を作動させる方法にも関する。
【背景技術】
【０００２】
　下記特許文献１は、自動車の、具体的にはハイブリッド車両の、または自動始動停止シ
ステムを備えた自動車の燃料蒸気保持装置を運転する方法を開示している。この方法では
、車両の作動中、燃料霧化に影響を持つ係数が、監視され、活性炭素フィルターの望まし
くない溢流または漏出を阻止するように使用される。活性炭素フィルターの溢流または漏
出が差し迫っている場合、内燃機関のまたは自動車の燃料エンジンの停止または非作動が
禁止される。ここで、燃料蒸気保持装置の方法は、活性炭素フィルターの溢流または漏出
が、確定された基準に基づいて制御器によって確認される場合、同一手段、具体的には内
燃機関または燃料エンジンの停止または非作動の禁止が常に実行されるようにハードコー
ド化（ｈａｒｄ－ｃｏｄｅｄ）される。
【０００３】
　下記特許文献２は、ハイブリッド車両の蒸気管をパージする方法を開示しており、この
方法では、蒸気管の最新パージから経過した時間が決定され、蒸気管の最新パージからの
前記時間がタイムステージと、すなわち確定された基準と比較され、前記比較に応じて内
燃機関が始動される。前記方法においても、ハードコード化が、具体的には、固定された
タイムステージを超えた場合、同一手段、具体的には内燃機関の始動が常に実行されるよ
うにハードコード化が提供される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】独国特許出願公開第１０　２００９　０３５　８４５　Ａ１号明細書
【特許文献２】独国特許出願公開第１０２　００　０１６　Ａ１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　以上を出発点として、自動車の新しい制御装置および自動車を作動させる新しい方法を
提供することが本発明の目的である。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　前記目的は、特許請求項１に記載される自動車の制御装置により達成される。
【０００７】
　本発明によれば、各定義された機能が実行されていない時間の長さに応じて、および／
または内燃機関の定義された運転状態が生じていない時間の長さに応じて、制御装置が、
定義された特性変数を決定（測定）し、それに基づき、制御装置は、時間的に可変な方法
で、内燃機関の運転状態に影響を及ぼすための異なるおよび／または可変な手段を決定す
る。
【０００８】
　本発明は自動車の制御装置を提案する。この制御装置は、制御装置の制御器機能が実行
されていない時間の長さに応じて、および／または内燃機関の定義された運転状態が生じ
ていない時間の長さに応じて、および時間的に可変な方法で、内燃機関の運転状態に影響
を及ぼすための異なる手段を決定する。
【０００９】
　従って本発明による制御装置において、内燃機関の運転状態に影響を及ぼすための、常
に同じであり、従ってハードコード化された手段の厳密な時間的コード化はない。実際に
、制御装置は、各機能のおよび／または内燃機関の各運転状態の緊急度を判定し、緊急度
に応じて、内燃機関の運転状態に影響を及ぼすための可変な手段を決定する。これにより
自動車の柔軟かつ有利な作動が可能になる。
【００１０】
　制御装置が、定義された特性変数に応じて内燃機関の停止禁止（ｓｔｏｐ ｐｒｏｈｉ
ｂｉｔｉｏｎ）か非停止禁止（ｎｏ ｓｔｏｐ ｐｒｏｈｉｂｉｔｉｏｎ）のどちらかを決
定する場合、および／または、制御装置が、定義された特性変数に応じて内燃機関の運転
の燃焼空燃比を決定する場合が好ましい。
【００１１】
　内燃機関の運転状態に影響を及ぼすために、制御装置が時間的に可変な方法で実行可能
な上記の手段は、内燃機関だけを備える従来式の自動車で使用する場合、および内燃機関
に加えて少なくとも１台の電気機械を備えるハイブリッド車両で使用する場合の両方に好
適である。
【００１２】
　本発明の１つの有利な改良形態によれば、自動車がハイブリッド車両の形態にあり、内
燃機関に加えて少なくとも１台の電気機械を備える場合、制御装置が、定義された特性変
数に応じて、内燃機関と電気機械との間に受動的な負荷点シフトを、または、内燃機関と
電気機械との間に能動的な負荷点シフトを要求する。
【００１３】
　受動的な負荷点シフトおよび／または能動的な負荷点シフトの利用は、ハイブリッド車
両に好適であり、自動車の駆動出力部に作用する一定の駆動トルクを維持する一方で、ハ
イブリッド駆動部の内燃機関およびハイブリッド駆動部の１つのまたは各電気機械を、異
なる負荷点で運転させることができる。
【００１４】
　好ましくは、内燃機関が作動している時および定義された機能が実行されていない時お
よび／または内燃機関の定義された運転状態が存在しない時、制御装置が、内燃機関の少
なくとも１つの運転パラメータに依存する特性変数を決定（測定）し、前記制御装置が、
時間的に可変な方法で、すなわち可変時間間隔で、定義された特性変数に応じて、内燃機
関の運転状態に影響を及ぼすための可変な手段を決定する。
【００１５】
　制御装置は、特性変数として、内燃機関の排気ガス質量積算量（ｅｘｈａｕｓｔ ｇａ
ｓ ｍａｓｓ ｉｎｔｅｇｒａｌ）または燃焼空気質量積算量（ｃｏｍｂｕｓｔｉｏｎ ａ
ｉｒ ｍａｓｓ ｉｎｔｅｇｒａｌ）を好ましくは決定（測定）する。特性変数として、内
燃機関の排気ガス質量積算量または内燃機関の燃焼空気質量積算量を使用することは、緊
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急の機能として、内燃機関の運転状態に影響を及ぼすための少なくとも１つの可変な手段
を時間的に可変な方法で決定するために、機能として、排気システムの診断機能を緊急度
に関して評価しなければならない場合に特に有利である。
【００１６】
　本発明の１つの有利な改良形態によれば、自動車がハイブリッド車両の形態にある場合
、かつ、特性変数が低い方の閾値未満である場合、制御装置は受動的な負荷点シフトを要
求し、特性変数が低い方の閾値を超える場合、制御装置は能動的な負荷点シフトを要求し
、詳細には、特性変数が高い方の閾値を超える場合、前記制御装置は、内燃機関の永続的
停止禁止とともに能動的な負荷点シフトを要求するが、特性変数が高い方の閾値未満であ
りかつ低い方の閾値を超える場合、前記制御装置は、能動的な負荷点シフトと、（積極的
な）運転者要求時の内燃機関の停止禁止を要求する。
【００１７】
　前記の、内燃機関の運転状態に影響を及ぼすための異なる手段を、３つの異なる段階に
おいて決定することにより、ハイブリッド車両において、特に好ましく、緊急度に依存し
かつ可変に、内燃機関の運転状態に影響を及ぼすことが可能になる。
【００１８】
　自動車を作動させるための本発明による方法は、特許請求項１２に定義されている。
【００１９】
　本発明の好ましい改良形態が従属項からおよび以下の記載から明らかになる。本発明の
例示的実施形態が、図面に基づきより詳しく説明されるが、本発明はこれらに限定されな
い。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】ハイブリッド駆動部を有し、かつ、ハイブリッド駆動部の制御システムを有する
ハイブリッド車両の概略図を示す。
【図２】本発明による制御装置の運転モードを示す信号フローチャートを示す。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　図１は、ハイブリッド車両として設計された自動車の極めて概略的な図面を示し、ハイ
ブリッド車両は、内燃機関２と電気機械３とを備えたハイブリッド駆動部１を備える。ハ
イブリッド車両１は、内燃機関１と駆動出力部５との間に接続された変速機４も備える。
【００２２】
　図１はハイブリッド駆動部１の制御装置６も示し、制御装置６はエンジン制御器７とハ
イブリッド制御器８とを備える。
【００２３】
　制御装置６のエンジン制御器７は、内燃機関２の運転を制御および／または調整する。
制御装置６のハイブリッド制御器８は、電気機械３の運転を制御および／または調整する
。
【００２４】
　図１において、エンジン制御器７とハイブリッド制御器８は、同一の制御装置６の中に
実装されている。
【００２５】
　これと対照的に、エンジン制御器７とハイブリッド制御器８を別個の制御装置の中に実
装することも可能である。
【００２６】
　ハイブリッド駆動の場合、駆動出力部５に作用する駆動トルクを一定に維持しながら、
内燃機関２を異なる負荷点で運転すること、および、内燃機関２の各エンジン負荷の余剰
分または不足分を、電気機械３を利用して相殺する（補う）ことができる。例えば、運転
者の要求に比して余剰な駆動トルクが内燃機関２によって供給されている場合、余剰分を
活用して、電気機械３の発電機モードにおいて、電気エネルギー蓄電装置を充電すること
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ができる。運転者の要求に比して少な過ぎる駆動トルクが内燃機関２によって供給されて
いる場合、電気エネルギー蓄電装置をより強力に放電することにより、電気機械３の原動
機モードにおいて、電気機械３によって差分を供給することができる。
【００２７】
　エンジン制御器７には、複数の機能、例えば診断機能が実装されており、それらの機能
はハイブリッド駆動部１の内燃機関２が作動している時に限り実行可能である。これらに
は、例えば、エンジン温度センサの診断機能、および、排気ガス触媒コンバータのラムダ
プローブ（ａ　ｌａｍｂｄａ　ｐｒｏｂｅ）の診断機能が含まれる。
【００２８】
　制御装置の定義された制御器機能が実行されていない時間の長さ、および／または内燃
機関２の定義された運転状態が生じていない時間の長さに応じて、本発明による制御装置
６、特にエンジン制御器７が、定義された特性変数を決定（測定）し、それに基づき、制
御装置は、時間的に可変な方法で、内燃機関２の運転状態に影響を及ぼすための異なるお
よび／または可変な手段を決定する。
【００２９】
　例えば、定義された特性変数に応じて、従って定義された各制御器機能が実行されてい
ない時間の長さに応じて、および／または、内燃機関の定義された運転状態が生じていな
い時間の長さに応じて、内燃機関２の停止禁止か非停止禁止のどちらかを第１の可変な手
段として要求することができる。
【００３０】
　停止禁止が要求される場合、これは永続的に要求されても、積極的な運転者の要求トル
クがある間のみ要求されてもよい。
【００３１】
　第２の可変な手段として、制御装置６、特にエンジン制御器７は、定義された特性変数
に応じて、従って定義された各機能が実行されていない時間の長さに応じて、および／ま
たは、内燃機関の定義された運転状態が生じていない時間の長さに応じて、内燃機関２の
運転について燃焼空燃比を予め定めることができる。
【００３２】
　例えば、内燃機関２が火花点火機関の場合、燃焼空燃比を利用して、約１の燃焼空燃比
によるいわゆる定量的負荷運転範囲、または１をかなり超える燃焼空燃比による層状負荷
運転範囲のいずれかを、内燃機関２の運転に対して予め定めてもよい。
【００３３】
　定義された各機能が実行されていない時間の長さに応じて、および／または、内燃機関
２の定義された運転状態が生じていない時間の長さに応じて、制御装置６、特にエンジン
制御器７が要求できる第３の手段として、受動的な負荷点シフトまたは能動的な負荷点シ
フトが要求または利用されてもよい。
【００３４】
　受動的な負荷点シフトとは、制御器機能が内燃機関の定義された負荷点で実行される時
、前記負荷点が各制御器機能のさらなる実行のために保持されること、という意味に理解
されるべきである。
【００３５】
　能動的な負荷点シフトとは、制御器機能を実行できるように、各制御器機能を実行でき
る内燃機関のその負荷点に対して制御装置が能動的に適応すること、という意味に理解さ
れるべきである。
【００３６】
　前記制御装置の各制御器機能が実行されていない時間の長さに応じて、および／または
、内燃機関の定義された運転状態が生じていない時間の長さに応じて、制御装置によって
実行または要求される上述の異なる手段は、制御装置、特にエンジン制御器７によって、
互いに組み合わせて実行または要求されてもよい。例えば、負荷点シフトが内燃機関の停
止禁止と一緒に要求されることは、特にハイブリッド車両の場合有利である。
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【００３７】
　内燃機関２が作動している時、かつ定義された各機能が実行されていない時および／ま
たは内燃機関２の定義された運転状態が存在していない時、制御装置は内燃機関２の少な
くとも１つのさらなる運転パラメータに依存する定義された特性変数を決定（測定）し、
内燃機関２の運転状態に影響を及ぼす１つのまたは各対策が、前記特性変数に応じて、制
御装置によって、可変な方法で決定される。
【００３８】
　第１の変形によれば、制御装置６、特にエンジン制御器７は、この関連において、特に
内燃機関２が作動している時、かつ各制御器機能が実行されていない時または内燃機関の
各運転状態が生じていない時、特性変数として内燃機関２の排気ガス質量積算量または燃
焼空気質量積算量を決定（測定）してもよい。
【００３９】
　制御装置は、代替特性変数として、内燃機関２が作動している状態で走行した走行距離
と内燃機関２が停止した状態で走行した走行距離との比、または内燃機関２が作動してい
る状態での走行時間と内燃機関２が停止した状態での走行時間との比を決定（測定）して
もよい。
【００４０】
　さらなる代替特性変数として、制御装置は、内燃機関が一度起動される走行サイクルの
数を決定（測定）してもよく、そこで、各制御器機能は実行されていないおよび／または
内燃機関の各運転状態は生じていない。
【００４１】
　すでに言及したように、制御装置は、決定（測定）された特性変数に応じて、時間的に
可変な方法で、内燃機関の運転状態に影響を及ぼす手段を決定する。ここで、同じくすで
に言及したように、決定（測定）された特性変数は、各制御器機能の緊急度または内燃機
関２の定義された各運転状態の緊急度を反映している。
【００４２】
　１つの有利な改良形態において、ハイブリッド車両の場合、制御装置６によって決定（
測定）された各特性変数が低い方の閾値未満である場合、前記制御装置は受動的な負荷点
シフトを要求するが、特性変数が低い方の閾値を超える場合、制御装置は能動的な負荷点
シフトを要求する。
【００４３】
　特性変数が低い方の閾値を超え、同時に高い方の閾値を超える場合、内燃機関２の永続
的停止禁止とともに能動的な負荷点シフトが要求される。対照的に、特性変数が低い方の
閾値を超えるが、高い方の閾値未満である場合、制御装置は、運転者要求が（積極的で）
ある場合に限り、アクティブである停止禁止とともに能動的な負荷点シフトを要求する。
【００４４】
　図２は信号フローチャートに基づき本発明をより詳しく示す。信号フローチャートのス
テップ９において、内燃機関２が作動中か停止中かが検査される。
【００４５】
　ステップ９において内燃機関が停止中であると判断された場合、ステップ９から進み、
帰線の形態にある分岐線を辿りステップ９へ戻る。
【００４６】
　対照的に、ステップ９において内燃機関２が作動中またはアクティブであると判断され
た場合、ステップ１０への分岐線を辿る。ステップ１０において、現在の走行サイクル中
、制御装置の各機能が完全におよび／または首尾よく実行されたかどうかが確認される。
【００４７】
　このような場合には、ステップ１０から進み、ステップ１１への分岐線を辿る。ステッ
プ１１において、内燃機関２が作動中でありかつ定義された各機能が実行されていない時
に、制御装置が決定（測定）した特性変数はリセットまたは初期化される。
【００４８】
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　対照的に、ステップ１０において、内燃機関の作動中、各制御器機能が実行されていな
い、または不完全に実行されていると判断された場合、ステップ１０から進み、特性変数
、特に排気ガス質量積算量を決定（測定）するためにステップ１２への分岐線を辿る。
【００４９】
　各特性変数の値は、その後に確認される。
【００５０】
　ステップ１３において、制御装置６、特にエンジン制御器７によって決定（測定）され
る特性変数、特に排気ガス質量積算量が、低い方の閾値未満かまたはそれを超えるかが確
認される。
【００５１】
　ステップ１３において、特性変数が低い方の閾値未満であると判断された場合、ステッ
プ１３から進み、ステップ１４への分岐線を辿り、制御装置６が、内燃機関２の運転状態
に影響を及ぼす手段として受動的な負荷点シフトを、特に好ましくは停止禁止のない状態
で、あるいは、（積極的な）運転者要求が存在する時は停止禁止がある状態で、予め決定
する。
【００５２】
　対照的に、ブロック１３において、特性変数が低い方の閾値を超えると判断された場合
、ステップ１５への分岐線を辿る。ステップ１５において、特性変数、特に排気ガス質量
積算量が、高い方の閾値を超えるかまたはそれ未満かが確認される。
【００５３】
　ステップ１５において、特性変数が、低い方の閾値を超えるが高い方の閾値未満である
と判断された場合、ステップ１６への分岐線を辿る。ステップ１６において、能動的な負
荷点シフト、特に、（積極的な）運転者要求が存在する間に限った内燃機関２の停止禁止
とともに能動的な負荷点シフトが、内燃機関２の作動状態に影響を及ぼす手段として、制
御装置６によって、すなわちエンジン制御器７によって予め決定される。
【００５４】
　ステップ１５において、特性変数、特に排気ガス質量積算量が、低い方の閾値を超えか
つ高い方の閾値も超えていると判断された場合、ステップ１５から進み、ステップ１７へ
の分岐線を辿り、内燃機関２の永続的停止禁止とともに能動的な負荷点シフトが、制御装
置６、すなわちエンジン制御器７によって要求される。
【００５５】
　上記の特性変数は、それに基づき制御装置６、すなわちエンジン制御器７が内燃機関２
の作動状態に影響を及ぼす異なる手段を実行または要求するものであるが、移動毎でも走
行サイクル毎でもなく、内燃機関２の動作中、各制御器機能が一回完全に実行された時お
よび／または内燃機関の定義された運転状態が生じた時だけ、リセットまたは初期化され
る。
【００５６】
　従って制御器機能の実行が中断された場合、決定（測定）される特性変数のリセットお
よび初期化は起こらない。
【００５７】
　本発明がハイブリッド車両向けに記載されかつハイブリッド車両に特に好適ではあるが
、本発明は、例えば自動始動停止システムを備えた従来式の自動車にも利用できることが
指摘される。しかし、従来式の自動車の場合、負荷点シフトを利用することはできない。
【符号の説明】
【００５８】
　２　内燃機関
　６　制御装置
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