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(57)【要約】
【課題】走行可能な状況を確保するための情報を報知し
て、ユーザの誤操作によって起動不能となる状況を回避
する。
【解決手段】ハイブリッド車両１０は、複数の走行モー
ドで走行が可能である。ハイブリッド車両１０は、駆動
システムの異常に対応して退避走行がなされる場合に、
退避走行により制限される状態をユーザに適切に報知す
る報知制御を行なう。表示部２１１を用いた報知の際、
エンジン１００を含む駆動システムが再起動できなくな
るような操作をユーザが誤って行なわないように、走行
モードごとに異なる禁止されている操作をユーザに報知
する。この報知でエンジン１００が再起動できない状態
に陥ることがないように予防することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の走行駆動のための動力を発生する駆動源と、
　前記駆動源の状態に応じて、車両の状態をユーザに報知する報知部と、
　前記駆動源および前記報知部を制御する制御部とを備え、
　前記制御部は、車両の状態に異常があると、車両の走行モードを通常走行モードから前
記異常に対応する退避走行モードに切換えて、走行駆動を継続させる退避走行制御を行な
うと共に、前記報知部に前記退避走行制御で選択された前記走行モードに応じて、前記駆
動源が再起動できなくなる状態に陥る可能性のある操作について報知させる、車両。
【請求項２】
　前記制御部は、前記駆動源が再起動できなくなる状態に陥るまでの時間を更新して、前
記報知部から報知させるタイマ部を含む、請求項１に記載の車両。
【請求項３】
　前記制御部は、前記駆動源が再起動できなくなる状態に陥るまでの起動回数を経過状況
で更新して、前記報知部から報知させるカウンタ部を含む、請求項１または２に記載の車
両。
【請求項４】
　車両の状態に異常が発生したことを検出するステップと、
　車両の状態をユーザに報知するステップと、
　車両の状態が異常であると、走行モードを通常走行モードから前記異常に対応する退避
走行モードに切換えて、走行駆動を継続させるステップと、
　切換えにより選択された走行モードの種類に応じて、駆動源が再起動できなくなる状態
に陥る可能性のある操作について報知するステップとを備える、車両の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フェールセーフ走行制御中に駆動源を停止すると再起動が不可能になる場合
に警告を行なう車両および車両の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、内燃機関などのエンジンおよびモータを駆動源として搭載したハイブリッド車が
知られている。ハイブリッド車には、モータに供給する電力を蓄えるバッテリなどの蓄電
装置（たとえば二次電池やキャパシタ）が搭載されている。バッテリには、エンジンによ
って駆動される発電機が発電した電力および車両の減速時にモータを用いて回生された電
力などが充電される。ハイブリッド車の一種であるプラグインハイブリッド車は、ハイブ
リッド車の外部から供給された電力によりバッテリを充電することも可能である。
【０００３】
　このようなハイブリッド車は、エンジンおよびモータのいずれか一方もしくは両方を、
車両の運転状態などに応じて駆動源として用いることによって走行可能である。したがっ
て、エンジンが停止し、モータのみを駆動源として用いて走行するモータ走行モード（以
下、ＥＶ走行と記す）が可能である。
【０００４】
　特開２００２－０５５７１５号公報（特許文献１）は、車両位置情報と異常検出値から
異常の状態を検知し、異常検出値に応じた車両の異常状態を示すメッセージを表示してい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－０５５７１５号公報
【特許文献２】特開２００７－０６９７８８号公報
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【特許文献３】特開２００６－０３６１９４号公報
【特許文献４】特開２０１０－１１１２９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、このように構成された従来の車両では、フェールセーフ制御中にシフト
ポジションをＮレンジに入れたままにするなどの禁止操作を行なうと、駆動システムの電
力が切断（Ｒｅａｄｙ－ＯＦＦ）されて、駆動システムが再起動されない可能性があり、
走行が不可能となってしまうおそれがあった。
【０００７】
　この発明の目的は、走行可能な状況を確保するための情報を報知して、ユーザの誤操作
によって起動不能となる状況を回避することができる車両および車両の制御方法を提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明による車両は、車両の走行駆動のための動力を発生する駆動源と、駆動源の状態
に応じて、車両の状態をユーザに報知する報知部と、駆動源および報知部を制御する制御
部とを備える。
【０００９】
　制御部は、車両の状態に異常があると、車両の走行モードを通常走行モードから異常に
対応する退避走行モードに切換えて、走行駆動を継続させる退避走行制御を行なうと共に
、報知部に退避走行制御で選択された走行モードに応じて、駆動源が再起動できなくなる
状態に陥る可能性のある操作について報知部に報知させる。
【００１０】
　さらに好ましくは、制御部は、駆動源が再起動できなくなる状態に陥るまでの時間を更
新して、報知部から報知させるタイマ部を含む。
【００１１】
　さらに好ましくは、制御部は、駆動源が再起動できなくなる状態に陥るまでの起動回数
を経過状況で更新して、報知部から報知させるカウンタ部を含む。
【００１２】
　この発明は他の局面では、車両の状態に異常が発生したことを検出するステップと、車
両の状態をユーザに報知するステップと、車両の状態が異常であると、走行モードを通常
走行モードから異常に対応する退避走行モードに切換えて、走行駆動を継続させるステッ
プと、切換えにより選択された走行モードの種類に応じて、駆動源が再起動できなくなる
状態に陥る可能性のある操作について報知するステップとを備える。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、制御部は、退避走行制御により、車両の状態に異常があると、走行モ
ードを通常走行モードから異常に対応する退避走行モードに切換えて、車両の走行性能を
制限しつつ、走行駆動を継続させる。
【００１４】
　退避走行制御では、制御部が選択された走行モードの種類に応じて、駆動源が再起動で
きなくなる状態に陥る可能性のある操作について、報知部に報知させる。
【００１５】
　このため、ユーザは誤操作などによって起動不能となる状況を回避することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本実施の形態に従う車両の全体ブロック図である。
【図２】第１モータジェネレータ，第２モータジェネレータの駆動回路の詳細を説明する
ための図である。
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【図３】退避走行モードのうち、モータからの駆動力のみで走行するモータ走行モードの
例を説明するための図である。
【図４】退避走行モードのうち、エンジンからの駆動力のみで走行するエンジン直行走行
モードの例を説明するための図である。
【図５】退避走行モードのうち、蓄電装置の電力を用いずにジェネレータで発電された電
力のみでモータを駆動するバッテリレス走行モードの例を説明するための図である。
【図６】各退避走行モードについての車速と駆動輪に伝達される駆動トルクとの関係を説
明する図である。
【図７】各退避走行モードについての異常部位および走行制限内容の例をまとめて記載し
た図である。
【図８】この実施の形態の車両の走行制御で、通常走行モード、モータ走行モード、バッ
テリレス走行モードなどのフェールセーフ走行制御について、制限事項、表示、警報音を
まとめた図である。
【図９】正常走行制御またはフェールセーフ走行制御など、いずれの走行モードで異常に
応じた報知を行なうかを説明するフローチャートである。
【図１０】表示Ａの出力処理を説明するフローチャートである。
【図１１】表示Ｂの出力処理を説明するフローチャートである。
【図１２】表示Ｃの出力処理を説明するフローチャートである。
【図１３】表示部で行なわれる警報の出力態様で、表示Ａの一例を示す図である。
【図１４】表示部で行なわれる警報の出力態様で、表示Ｂの一例を示す図である。
【図１５】表示部で行なわれる警報の出力態様で、表示Ｃの一例を示す図である。
【図１６】表示部で行なわれる警報の出力態様で、表示Ｄの一例を示す図である。
【図１７】表示部で行なわれる警報の出力態様で、表示Ｅの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　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一である。したがっ
て、それらについての詳細な説明は繰返さない。
【００１８】
　図１は、実施の形態における車両としてのハイブリッド車両１０の制御装置で、全体の
構成を示す模式的な平面図である。
【００１９】
　ハイブリッド車両１０は、エンジン１００と、第１モータジェネレータ１１０と、第２
モータジェネレータ１２０と、動力分割機構１３０と、減速機１４０と、蓄電装置１５０
とを含む。
【００２０】
　ＥＣＵ（Electronic　Control　Unit）１７０を備える駆動システムは、第２モータジ
ェネレータ１２０により、モータ走行が行なわれる場合の駆動力を制御する。ＥＣＵ１７
０は、主に車両情報および報知内容を読み書き可能なメモリ部１７１、エンジン１００を
制御するＥＣＵ－Ｅ１７２、蓄電装置１５０を監視または制御するＥＣＵ－Ｂ１７３、カ
ウンタ部１７４、タイマ部１７５などを含み、さらに複数のＥＣＵに分割するようにして
もよい。
【００２１】
　ハイブリッド車両１０は、エンジン１００および第２モータジェネレータ１２０のうち
の少なくともいずれか一方からの駆動力により走行する。すなわち、エンジン１００およ
び第２モータジェネレータ１２０のうちのいずれか一方もしくは両方が、運転状態に応じ
て駆動源として自動的に選択される。
【００２２】
　たとえばアクセル開度が小さい場合および車速が低い場合などには、第２モータジェネ
レータ１２０のみを駆動源としてハイブリッド車両１０が走行する。この場合、エンジン
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１００が停止される。
【００２３】
　また、アクセル開度が大きい場合、車速が高い場合、蓄電装置１５０の電圧センサ１５
１による検出値から求められた残存容量（ＳＯＣ：State　Of　Charge）が低下した場合
などには、エンジン１００が駆動される。
【００２４】
　この場合、エンジン１００のみを駆動源として、このハイブリッド車両１０を走行させ
る場合と、エンジン１００および第２モータジェネレータ１２０の両方を駆動源として、
このハイブリッド車両１０を走行させる場合とがある。
【００２５】
　また、このハイブリッド車両１０では、エンジン１００の回転駆動力を用いて、第１モ
ータジェネレータ１１０を回転させて、発電機として用いる。そして発電された電力を、
第２モータジェネレータ１２０に供給することにより、第２モータジェネレータ１２０を
回転駆動させて、ハイブリッド車両１０を走行させる場合がある。
【００２６】
　さらに、このハイブリッド車両１０は、通常走行中、ＨＶ走行モードとＥＶ走行モード
とをたとえば自動で切換えて走行する。なお、ＨＶ走行モードとＥＶ走行モードとを手動
で切換えるようにしてもよい。
【００２７】
　ＨＶ走行モードでは、ＥＣＵ１７０が、蓄電装置１５０の残存容量を所定の目標値に維
持しつつ、ハイブリッド車両１０を走行させる。
【００２８】
　ＥＶ走行モードでは、ＥＣＵ１７０が、走行用として蓄電装置１５０の残存容量を所定
の目標値に維持することなく、主に第２モータジェネレータ１２０の駆動力のみでハイブ
リッド車両１０を走行させる。ただし、ＥＶ走行モードでは、アクセル開度が高い場合お
よび車速が高い場合などには、駆動力を補うためにエンジン１００が駆動される。
【００２９】
　ＨＶ走行モードは、ＨＶモードと記載される場合もある。同様に、ＥＶ走行モードは、
ＥＶモードと記載される場合もある。
【００３０】
　エンジン１００は、内燃機関である。エンジン１００には、燃料を供給する燃料パイプ
１９０を介して、燃料タンク１８０が接続されている。この燃料タンク１８０内の燃料は
、燃料ポンプ１８２によって吐出されて燃料パイプ１９０内をエンジン１００へ向けて供
給される。燃料ポンプ１８２は、ＥＣＵ１７０からの駆動信号ｆｓに応じて吐出量を変更
可能としている。
【００３１】
　ＥＣＵ１７０からは、ユーザ出力要求Ｐｕｓに基づいて演算されるエンジン出力要求Ｐ
ｅが出力される。エンジン１００にエンジン出力要求Ｐｅが入力されると、エンジン１０
０は、エンジン出力要求Ｐｅに応じて走行駆動力を出力する。エンジン１００の走行駆動
力は、クランク軸から回転駆動軸を介して連結された動力分割機構１３０に伝達されて、
ハイブリッド車両１０のＨＶ走行状態での走行駆動力の一部として用いられる。
【００３２】
　エンジン１００に導入された空気と、燃料タンク１８０から送られてくる燃料との混合
気は、エンジン１００の筒内の燃焼室で燃焼されて、出力軸であるクランクシャフトの回
転駆動力となる。
【００３３】
　また、ＥＣＵ１７０のＥＣＵ－Ｅ１７３では、ユーザ出力要求Ｐｕｓに基づいてエンジ
ン出力要求Ｐｅと共に、モータ駆動信号ＰＷＩ１，ＰＷＩ２を演算する。ＥＣＵ１７０か
らは、このモータ駆動信号ＰＷＩ１，ＰＷＩ２が、駆動システムの要部を構成する駆動制
御回路（Ｐower　Ｃontrol　Ｕnit：以下ＰＣＵとも記す。）２３０に出力される。
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【００３４】
　このＰＣＵ２３０は、システムメインリレー２５０（以下、ＳＭＲ２５０とも記す。）
および昇圧コンバータ回路２４０を介在させて、蓄電装置１５０に接続されている。
【００３５】
　この蓄電装置１５０には、電圧センサ１５１，電流センサ１５２によって検出された検
出値をＥＣＵ－Ｂ１７２に出力して演算処理を行なわせる電力監視ユニット３０１が設け
られている。
【００３６】
　ＥＣＵ－Ｂ１７２では、残存容量ＳＯＣ、出力許可放電電力上限値Ｗｏｕｔ（単位はワ
ット）が求められて、ＥＣＵ－Ｅ１７３に送られる。
【００３７】
　ＥＣＵ－Ｅ１７３で求められたモータ駆動信号ＰＷＩ１，ＰＷＩ２は、ＰＣＵ２３０の
第１インバータ回路２３１，第２インバータ回路２３２で、回転駆動力を出力させる電力
の調整に用いられて、第１モータジェネレータ１１０、第２モータジェネレータ１２０を
回転駆動させる際、各退避走行モードでの走行駆動力を制限する。
【００３８】
　第１モータジェネレータ１１０、第２モータジェネレータ１２０は交流回転電機であり
、たとえば、永久磁石が埋設されたロータを備える永久磁石型同期電動機である。
【００３９】
　これらの第１モータジェネレータ１１０、第２モータジェネレータ１２０は、それぞれ
の第１インバータ回路２３１，第２インバータ回路２３２によって調整された電力を用い
て、回転駆動力を発生させて、主にモータ走行を行なう際、およびＨＶ走行を行なう際に
間欠または連続走行駆動力とする。
【００４０】
　また、エンジン１００、第１モータジェネレータ１１０および第２モータジェネレータ
１２０は、動力分割機構１３０を介して接続されている。エンジン１００が発生する回転
駆動力は、動力分割機構１３０により、２経路に分割される。一方は減速機１４０を介し
て車軸に支持された前輪１６０を駆動する経路である。もう一方は、第１モータジェネレ
ータ１１０に伝達されて回転駆動により発電を行なう経路である。
【００４１】
　動力分割機構１３０で分割されたエンジン１００の回転駆動力は、第１モータジェネレ
ータ１１０を回転駆動させて発電を行なわせる。このとき、ハイブリッド車両１０が停車
中である場合には、第２モータジェネレータ１２０の反トルクにより、車軸は回転しない
。
【００４２】
　また、第１モータジェネレータ１１０の回転駆動軸は、エンジン１００のクランク軸に
連結されていて、第１モータジェネレータ１１０の回転駆動力が、エンジン１００を起動
させる際に、クランキングを行なう回転駆動力として用いられる。
【００４３】
　さらに、第１モータジェネレータ１１０は、Ｕ相コイル、Ｖ相コイルおよびＷ相コイル
を備える、三相交流回転電機である。第１モータジェネレータ１１０により発電された電
力は、ハイブリッド車両１０の走行状態や、蓄電装置１５０の残存容量ＳＯＣの状態に応
じて使い分けられる。
【００４４】
　たとえば、通常走行モードでは、第１モータジェネレータ１１０により発電された電力
は、そのまま第２モータジェネレータ１２０を駆動させる電力となる。一方、蓄電装置１
５０の残存容量ＳＯＣが予め定められた値よりも低い場合、第１モータジェネレータ１１
０により発電された電力は、ＰＣＵ２３０のインバータにより交流から直流に変換され、
その後、昇圧コンバータ回路２４０などにより電圧変換され、蓄電装置１５０に蓄えられ
る。
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【００４５】
　第２モータジェネレータ１２０は、Ｕ相コイル、Ｖ相コイルおよびＷ相コイルを備える
、三相交流回転電機である。第２モータジェネレータ１２０は、蓄電装置１５０に蓄えら
れた電力および第１モータジェネレータ１１０により発電された電力のうちの少なくとも
いずれかの電力により回転駆動力を発生させる。第２モータジェネレータ１２０の回転駆
動力は、減速機１４０を介して前輪１６０に伝えられる。
【００４６】
　これにより、第２モータジェネレータ１２０はエンジン１００と共に、または、第２モ
ータジェネレータ１２０が単独で発生させる回転駆動力によりハイブリッド車両１０を走
行させることができる。すなわち、ハイブリッド車両１０は、蓄電装置１５０に蓄えられ
た電力を用いて走行可能である。なお、前輪１６０の代わりにもしくは加えて後輪を駆動
するようにしてもよい。
【００４７】
　動力分割機構１３０は、サンギヤと、ピニオンギヤと、キャリアと、リングギヤとを含
む遊星歯車から構成される。ピニオンギヤは、サンギヤおよびリングギヤと係合する。キ
ャリアは、自転可能であるようにピニオンギヤを支持する。サンギヤは第１モータジェネ
レータ１１０の回転軸に連結される。キャリアはエンジン１００のクランクシャフト１０
１に連結される。リングギヤは第２モータジェネレータ１２０の回転軸および減速機１４
０に連結される。
【００４８】
　蓄電装置１５０は、複数のバッテリセルを一体化したバッテリモジュールを、さらに複
数直列に接続して構成された組電池である。蓄電装置１５０の電圧は、たとえば２００Ｖ
程度である。蓄電装置１５０には、システムメインリレー２５０、昇圧コンバータ回路２
４０および駆動システムとしてのＰＣＵ２３０を介在させて、第１モータジェネレータ１
１０および第２モータジェネレータ１２０が接続されている。
【００４９】
　このＰＣＵ２３０は、第１モータジェネレータ１１０と接続されて駆動電力を出力する
第１インバータ回路２３１および第２モータジェネレータ１２０と接続されて駆動電力を
出力する第２インバータ回路２３２を備える。第１モータジェネレータ１１０、および第
２モータジェネレータ１２０への出力は、ＥＣＵ１７０から入力されるモータ駆動信号Ｐ
ＷＩ１，ＰＷＩ２によって調整されている。
【００５０】
　そして、この実施の形態のハイブリッド車両１０では、通常のＨＶ走行モードおよび、
ＥＶ走行モードによる通常走行モードの他に、複数の退避走行モードがＥＣＵ１７０のＥ
ＣＵ－Ｅ１７３によって選択可能となるように構成されている。
【００５１】
　この退避走行モードは、ＥＣＵ１７０が実行するフェールセーフ制御の一つである。こ
のフェールセーフ制御では、故障部位に応じて駆動源で消費される燃料または電力が制限
されて走行駆動力が抑制される。これにより、走行可能な航続距離が延ばされる。
【００５２】
　たとえば、故障部位が、燃料ポンプ１８２などの燃料供給関係の部品、エンジン１００
関係の部品または発電機関係の部品である場合は、退避走行モードとしてモータ走行モー
ドが選択される。モータ走行モードでは、エンジン１００が停止された状態で、第１モー
タジェネレータ１１０，第２モータジェネレータ１２０の回転駆動力によってハイブリッ
ド車両１０を走行させる。
【００５３】
　また、故障部位が、第２モータジェネレータ１２０などのモータ関係の部品である場合
は、退避走行モードとしてエンジン直行モードが選択される。エンジン直行モードでは、
第２モータジェネレータ１２０が故障などによって停止されている状態で、主にエンジン
１００の回転駆動力によってハイブリッド車両１０を走行させる。
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【００５４】
　さらに、故障部位が、蓄電装置１５０関係の部品である場合は、退避走行モードとして
バッテリレス走行モードが選択される。バッテリレス走行モードでは、蓄電装置１５０が
、ＳＭＲ２５０によって電気システムから遮断された状態で、エンジン１００の回転駆動
力または、第１モータジェネレータ１１０の起電力で直接、第２モータジェネレータ１２
０を回転駆動させて、ハイブリッド車両１０を走行させる。
【００５５】
　なお、図１においては、第１モータジェネレータ１１０および第１インバータ回路２３
１と、第２モータジェネレータ１２０および第２インバータ回路２３２とが２組、設けら
れる構成が例として示される。
【００５６】
　これに限らず本発明は、少なくとも１組のモータジェネレータおよびインバータが備え
られる車両であれば適用可能であり、モータジェネレータが１つの場合、あるいは２つよ
り多くのモータジェネレータが設けられる構成であってもよい。
【００５７】
　また、図１ではエンジン１００と第１モータジェネレータ１１０，第２モータジェネレ
ータ１２０とを備えるハイブリッド車両を例として説明するが、エンジン１００のみの車
両でもよく、また、他の構成ではエンジン１００は必須ではなく、エンジン１００を有さ
ない電気自動車および燃料電池車などにも本発明は適用可能である。
【００５８】
　第１モータジェネレータ１１０，第２モータジェネレータ１２０には、内部のコイルの
温度を検出するための温度センサ１４１，１４２がそれぞれ設けられる。温度センサ１４
１，１４２は、検出した温度ＴＭ１，ＴＭ２をＥＣＵ１７０へそれぞれ出力する。なお、
温度センサ１４１，１４２についても必須な構成ではなく、第１モータジェネレータ１１
０，第２モータジェネレータ１２０への通電電流の積算値等から第１モータジェネレータ
１１０，第２モータジェネレータ１２０の温度を算出するようにしてもよい。
【００５９】
　報知部２００は、ユーザに対してさまざまな情報を通知するための装置である。報知部
２００は、マルチディスプレイ装置２１０および警報出力部２９０を含む。マルチディス
プレイ装置２１０は、ユーザへ視覚的に情報を提供するための装置である。
【００６０】
　たとえば、マルチディスプレイ装置２１０は、運転席のフロントパネルに設けられた表
示部２１１や、ナビゲーション装置のナビ表示パネル２１２などに対応する。
【００６１】
　マルチディスプレイ装置２１０は、ＥＣＵ１７０から出力された報知信号ＡＶ，ＡＶ１
を受信し、その報知信号ＡＶ，ＡＶ１にしたがって表示を行なう。
【００６２】
　また、警報出力部２９０は、ユーザへ聴覚的に情報を提供するための装置であり、たと
えば、ブザー、チャイムまたはボイスアラームなどを採用することができる。警報出力部
２９０は、ＥＣＵ１７０から報知信号ＡＬＭを受信し、その報知信号ＡＬＭに従った警報
を出力する。
【００６３】
　ＥＣＵ１７０は、いずれも図１には図示しないがＣＰＵ（Central　Processing　Unit
）、記憶装置および入出力バッファを含み、各センサ等からの信号の入力や各機器への制
御信号および報知信号の出力を行なうとともに、ハイブリッド車両１０および各機器の制
御を行なう。なお、これらの制御については、ソフトウェアによる処理に限られず、専用
のハードウェア（電子回路）で処理することも可能である。
【００６４】
　ＥＣＵ１７０は、電力監視ユニット３０１に設けられたＥＣＵ－Ｂ１７２に接続されて
いる。ＥＣＵ－Ｂ１７２では、蓄電装置１５０に備えられる電圧センサ１５１，電流セン
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サ１５２からの電圧Ｖｂおよび電流Ｉｂの検出値を受け、蓄電装置１５０の残存容量ＳＯ
Ｃを演算する。
【００６５】
　また、ＥＣＵ１７０には、ＥＣＵ－Ｅ１７３が設けられている。ＥＣＵ－Ｅ１７３は、
温度センサ１４１，１４２からの第１モータジェネレータ１１０の温度ＴＭ１，ＴＭ２、
蓄電装置１５０の電力量や検出されている温度の異常信号、第１インバータ回路２３１，
第２インバータ回路２３２についての故障信号ＦＬＴ１，ＦＬＴ２などの車両情報が、送
られてくる。
【００６６】
　また、ＥＣＵ－Ｅ１７３には、ＥＣＵ－Ｂ１７２から送られてくる電圧Ｖｂおよび電流
Ｉｂの検出値、蓄電装置１５０の残存容量ＳＯＣ、Ｗｏｕｔなどの車両情報が入力される
。
【００６７】
　ＥＣＵ１７０には走行モード判定部が設けられていて、これらの情報に基づいて走行モ
ードがこの走行モード判定部で選択される。そして、選択されたモードに基づき、ハイブ
リッド車両１０の走行制御が行なわれる。
【００６８】
　なお、図１においては、ＥＣＵ１７０として１つの制御装置を設ける構成としているが
、機能ごとまたは制御対象機器ごとに個別の制御装置を設ける構成としてもよい。
【００６９】
　図２は、第１モータジェネレータ１１０，第２モータジェネレータ１２０の駆動回路の
詳細を説明するための図である。
【００７０】
　図１および図２を参照して、蓄電装置１５０は電力線ＰＬ１，ＮＬによって昇圧コンバ
ータ回路２４０に接続される。
【００７１】
　ＳＭＲ２５０は、蓄電装置１５０の正極端と電力線ＰＬ１とに接続されるリレー、およ
び蓄電装置１５０の負極端と電力線ＮＬ１とに接続されるリレーを含む。そして、ＳＭＲ
２５０は、ＥＣＵ１７０からの制御信号ＳＥ１に基づいて、蓄電装置１５０と昇圧コンバ
ータ回路２４０との間での電力の供給と遮断とを切換える。
【００７２】
　昇圧コンバータ回路２４０は、リアクトルＬ１と、スイッチング素子Ｑ１，Ｑ２と、ダ
イオードＤ１，Ｄ２とを含む。スイッチング素子Ｑ１，Ｑ２は、電力線ＰＬ２と電力線Ｎ
Ｌ１との間に直列に接続される。スイッチング素子Ｑ１，Ｑ２は、ＥＣＵ１７０からのス
イッチング制御信号ＰＷＣによって制御される。
【００７３】
　本実施の形態においては、スイッチング素子として、たとえば、ＩＧＢＴ（Insulated
　Gate　Bipolar　Transistor）、電力用ＭＯＳ（Metal　Oxide　Semiconductor）トラン
ジスタあるいは、電力用バイポーラトランジスタ等を用いることができる。スイッチング
素子Ｑ１，Ｑ２に対しては、逆並列接続されるダイオードＤ１，Ｄ２が配置される。リア
クトルＬ１は、スイッチング素子Ｑ１，Ｑ２の接続ノードと電力線ＰＬ１との間に接続さ
れる。すなわち、昇圧コンバータ回路２４０は、いわゆるチョッパ回路を形成する。
【００７４】
　昇圧コンバータ回路２４０は、基本的には、各スイッチング周期内でスイッチング素子
Ｑ１，Ｑ２が相補的かつ交互にオン・オフするように制御される。昇圧コンバータ回路２
４０は、昇圧動作時には、蓄電装置１５０から供給された直流電圧ＶＬを直流電圧ＶＨ（
第１インバータ回路２３１，第２インバータ回路２３２への入力電圧に相当するこの直流
電圧を、以下「システム電圧」とも称する）に昇圧する。この昇圧動作は、スイッチング
素子Ｑ２のオン期間にリアクトルＬ１に蓄積された電磁エネルギを、スイッチング素子Ｑ
１および逆並列接続されるダイオードＤ１を介して、電力線ＰＬ２へ供給することにより
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行なわれる。
【００７５】
　また、昇圧コンバータ回路２４０は、降圧動作時には、直流電圧ＶＨを直流電圧ＶＬに
降圧する。この降圧動作は、スイッチング素子Ｑ１のオン期間にリアクトルＬ１に蓄積さ
れた電磁エネルギを、スイッチング素子Ｑ２および逆並列接続されるダイオードＤ２を介
して、電力線ＮＬ１へ供給することにより行なわれる。これらの昇圧動作および降圧動作
における電圧変換比（ＶＨおよびＶＬの比）は、上記スイッチング周期におけるスイッチ
ング素子Ｑ１，Ｑ２のオン期間比（デューティ比）により制御される。なお、スイッチン
グ素子Ｑ１をオンに、スイッチング素子Ｑ２をオフにそれぞれ固定すれば、ＶＨ＝ＶＬ（
電圧変換比＝１．０）とすることもできる。
【００７６】
　コンデンサＣ１は、電力線ＰＬ１，ＮＬ１の間に設けられ、電力線ＰＬ１，ＮＬ１間の
電圧変動を減少させる。コンデンサＣ２は、電力線ＰＬ２，ＮＬ１の間に設けられ、電力
線ＰＬ２，ＮＬ１間の電圧変動を減少させる。
【００７７】
　第１インバータ回路２３１は、電力線ＰＬ２，ＮＬ１との間に並列に設けられる、Ｕ相
上下アーム１３２と、Ｖ相上下アーム１３３と、Ｗ相上下アーム１３４とを含んで構成さ
れる。各相上下アームは、電力線ＰＬ２およびＮＬ１との間に直列接続されたスイッチン
グ素子を含む。
【００７８】
　たとえば、Ｕ相上下アーム１３２はスイッチング素子Ｑ３，Ｑ４を含み、Ｖ相上下アー
ム１３３はスイッチング素子Ｑ５，Ｑ６を含み、Ｗ相上下アーム１３４はスイッチング素
子Ｑ７，Ｑ８を含む。また、スイッチング素子Ｑ３～Ｑ８に対して、逆並列接続されるダ
イオードＤ３～Ｄ８がそれぞれ接続される。スイッチング素子Ｑ３～Ｑ８は、ＥＣＵ１７
０からの制御信号ＰＷＩ１によって制御される。
【００７９】
　第１モータジェネレータ１１０は、上述のように代表的には３相の永久磁石型同期電動
機であり、Ｕ，Ｖ，Ｗ相における３つのコイルの一方端が中性点に共通に接続される。さ
らに、各相コイルの他方端は、各相上下アーム１３２～１３４における２つのスイッチン
グ素子の接続ノードに接続される。
【００８０】
　第２モータジェネレータ１２０を駆動するための第２インバータ回路２３２は、第１イ
ンバータ回路２３１と並列に、電力線ＰＬ２，ＮＬ１に接続される。
【００８１】
　第２インバータ回路２３２の詳細構成は、第１インバータ回路２３１の構成を同様であ
るので、図２には詳細な構成は記載されておらず、またその説明は繰返さない。
【００８２】
　ハイブリッド車両１０において、エンジン１００などの駆動システムに異常が生じて直
ちに停車させると、再起動が不能となることがある。
【００８３】
　このような駆動システムの異常で道路上で立ち往生してしまうと、他の車両の走行を妨
害してしまい、交通渋滞を引き起こすなどの交通環境への影響を生じる可能性がある。
【００８４】
　よって駆動システムに故障が生じた場合にシステムに追加的な異常を発生させない範囲
で、走行性能を制限しつつ走行を継続させるようなフェールセーフモードによる走行（以
下、フェールセーフ走行モードともいう）が実施される。
【００８５】
　このフェールセーフ走行モードでは、異常が生じた際には走行不能となる前に、ハイブ
リッド車両１０を安全な場所に退避走行させることができる。さらに、ハイブリッド車両
１０の走行可能距離範囲内であれば、ディーラや修理工場まで自力走行させることができ
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る。
【００８６】
　しかしながら、このフェールセーフ走行モードにおいて、ユーザが制限された走行性能
の程度や走行可能距離などを適切に把握できないと、ユーザは正しい判断を行なえない。
このため、不適切な運転操作により、退避走行途中で車両が停止してしまうおそれがある
。
【００８７】
　そこで、本実施の形態においては、ハイブリッド車両１０等の車両において、駆動シス
テムの異常に対応して退避走行がなされる場合に、退避走行により制限されるハイブリッ
ド車両１０の状態をユーザに適切に報知する報知制御を行なう。
【００８８】
　そしてこの報知制御により、駆動源を含む駆動システムが再起動できなくなるような操
作をユーザが誤って行なわないように、走行モードごとに異なる禁止されている操作をユ
ーザに報知して、駆動源が再起動禁止に陥ることがないように予防しようというものであ
る。
【００８９】
　以下、車両の状態で異常がない場合、正常な走行制御である正常走行モードに対して、
異常がある場合に行なわれるフェールセーフモードとして複数種類の退避走行モードにつ
いて説明する。
【００９０】
　この退避走行モードは、通常走行中に異常の報知を行なう通常走行モードと、各退避走
行モードとに大別されている。これらの各走行モードでは、検出されたハイブリッド車両
１０の状態の異常に応じて報知が行なわれる。
【００９１】
　退避走行モードとしてのモータ走行モード、エンジン直行モード、バッテリレス走行モ
ードについては、退避走行モードあるいは退避走行状態とも記して詳述する。
【００９２】
　これらの各退避走行モードにおいては、ユーザの対処もそれぞれ異なる。ユーザが、制
限された走行性能の程度や走行可能距離などを適切に把握できないと、ユーザによる正し
い判断ができずに、不適切な運転操作が行なわれたり、退避走行途中でハイブリッド車両
１０が停止してしまう可能性がある。
【００９３】
　図３～図５を用いて、異常部位に対応した各退避走行モードの例について個別に説明す
る。
【００９４】
　この実施の形態のハイブリッド車両１０は、蓄電装置１５０の電力を電力線ＰＬ１，Ｎ
Ｌ１によって送受するＰＣＵ２３０をさらに備えている。このＰＣＵ２３０は、昇圧コン
バータ回路２４０と、第１モータジェネレータ１１０に接続されて、回転駆動させる第１
インバータ回路２３１と、第２モータジェネレータ１２０に接続されて、回転駆動させる
第２インバータ回路２３２とを有している。
【００９５】
　そして、ＥＣＵ１７０のＥＣＵ－Ｅ１７３から、このＰＣＵ２３０へモータ駆動信号Ｐ
ＷＩ１，ＰＷＩ２が入力されると、第１モータジェネレータ１１０および第２モータジェ
ネレータ１２０の回転駆動力が調整されて、各退避走行モードに切換えられることにより
、走行駆動を継続させる。
【００９６】
　また、ユーザ出力要求Ｐｕｓに基づいてエンジン出力要求Ｐｅが調整される。さらに、
第２モータジェネレータ１２０の回転駆動力と共にエンジン１００から出力される回転駆
動力は、各退避走行モードで異常の種類に応じた出力となるように動力分割機構１３０か
ら前輪１６０へ伝達される回転駆動力が調整される。



(12) JP 2013-169917 A 2013.9.2

10

20

30

40

50

【００９７】
　図３は第２モータジェネレータ１２０からの駆動力のみで走行する「モータ走行モード
」を示し、図４はエンジン１００からの駆動力のみで走行する「エンジン直行走行モード
」を示し、図５は蓄電装置１５０の電力を用いずに第１モータジェネレータ１１０で発電
された電力のみで第２モータジェネレータ１２０を駆動する「バッテリレス走行モード」
を示す。
【００９８】
　図３を参照して、「モータ走行モード」は、エンジン１００、第１モータジェネレータ
１１０および第１インバータ回路２３１のような、発電機システムに関連する機器の異常
が生じた場合に採用される退避走行モードである。このような異常においては、第１モー
タジェネレータ１１０またはエンジン１００のいずれか一方の駆動ができなくなると、動
力分割機構１３０における力の釣り合いから、一般的に他方の駆動ができなくなる。そう
すると、エンジン１００からの回転駆動力を走行駆動力として利用することができず、さ
らに、第１モータジェネレータ１１０における発電もできなくなる。
【００９９】
　この場合には、図３の矢印ＡＲ１で示されるように、蓄電装置１５０に蓄えられた電力
のみを用いて、第２モータジェネレータ１２０から出力される駆動力のみで走行する。ま
た、下り坂走行時や減速時など、回生制動が実行される場合には、第２モータジェネレー
タ１２０で発電された電力が蓄電装置１５０に蓄えられる。
【０１００】
　この「モータ走行モード」では、エンジン１００および第１モータジェネレータ１１０
が使用できないため、エンジン１００による駆動力のアシストができず、さらに第１モー
タジェネレータ１１０の発電電力を第２モータジェネレータ１２０の駆動力として使用す
ることができない。そのため、加速時や高出力時におけるトルクが十分に確保できなくな
る場合が生じる。
【０１０１】
　また、蓄電装置１５０の充電は第２モータジェネレータ１２０の回生動作時のみ可能と
なる。このため、蓄電装置１５０の残存容量ＳＯＣが低下した場合であっても十分な充電
が行なえない状態となる可能性がある。よって、走行可能距離は蓄電装置１５０に蓄えら
れている電気量により制限される。
【０１０２】
　図４はエンジン１００からの駆動力のみで走行する「エンジン直行走行モード」を示す
図である。
【０１０３】
　図４を参照して、「エンジン直行走行モード」は、第２モータジェネレータ１２０およ
びそれを駆動する第２インバータ回路２３２に関連した異常が発生した場合に採用される
退避走行モードである。この「エンジン直行走行モード」では、第２モータジェネレータ
１２０からの駆動力が出力できなくなるので、ハイブリッド車両１０は、エンジン１００
からの駆動力のみを用いて走行する（図４中の矢印ＡＲ２－１）。
【０１０４】
　このため、エンジン１００の反力を受けるために第１モータジェネレータ１１０により
負のトルクが加えられ、これによって、ハイブリッド車両１０の走行状態によっては第１
モータジェネレータ１１０により発電が行なわれる（図４中の矢印ＡＲ２－２）。
【０１０５】
　「エンジン直行走行モード」においては、上述のように、第２モータジェネレータ１２
０による駆動力が得られずエンジン１００からの駆動力のみを用いて走行が行なわれるた
め、出力可能なトルクはエンジン１００の出力可能トルクに制限される。また、蓄電装置
１５０が満充電状態となった場合には、過充電を防止するために第１モータジェネレータ
１１０による発電ができなくなる。そのため、走行可能距離は、蓄電装置１５０の残余の
充電可能容量に制限される。
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【０１０６】
　図５は蓄電装置１５０の電力を用いずに第１モータジェネレータ１１０で発電された電
力のみで第２モータジェネレータ１２０を駆動する「バッテリレス走行モード」を示す図
である。
【０１０７】
　図５を参照して、「バッテリレス走行モード」は、蓄電装置１５０に関連した異常が発
生した場合に採用される退避走行モードである。この「バッテリレス走行モード」では、
蓄電装置１５０からの電力を用いて第２モータジェネレータ１２０を駆動することができ
ず、さらに第１モータジェネレータ１１０で発電した電力を蓄電装置１５０に蓄えること
ができない。
【０１０８】
　このため、ハイブリッド車両１０は、第１モータジェネレータ１１０で発電した電力を
用いて第２モータジェネレータ１２０で発生される駆動力（図５中の矢印ＡＲ３－１）と
、エンジン１００により発生される駆動力（図５中の矢印ＡＲ３－２）とを用いて走行す
る。
【０１０９】
　「バッテリレス走行モード」においては、第１モータジェネレータ１１０により発電さ
れる電力と第２モータジェネレータ１２０で消費される電力の収支をバランスさせること
が必要である。
【０１１０】
　すなわち、第２モータジェネレータ１２０では、第１モータジェネレータ１１０の発電
電力を超えた電力を使用することができず、出力可能な駆動力が制限される。一方で、第
１モータジェネレータ１１０は十分な電力を発電可能であっても、蓄電装置１５０への充
電ができない。このため、第２モータジェネレータ１２０の消費電力を超える電力を発電
できない。さらに、回生動作時の電力を蓄電装置１５０に蓄えることができないので、回
生制動力が十分に得られない場合が生じる。
【０１１１】
　「バッテリレス走行モード」では、エンジン１００が駆動可能であれば走行を継続する
ことが可能であるので、走行可能距離は燃料残量に制限される。
【０１１２】
　なお、駆動システムにおける上記以外の他の機器に異常が生じた場合には、上記のいず
れかの退避走行モードあるいは上記以外の退避走行モードを採用することも可能である。
　
【０１１３】
　たとえば、駆動システムにおける昇圧コンバータ回路２４０が異常となった場合には、
昇圧コンバータ回路２４０の異常の状態に応じて選択する退避走行モードが異なる。
【０１１４】
　具体的には、図２におけるスイッチング素子Ｑ１に逆並列接続されるダイオードＤ１が
正しく機能している状態では、昇圧コンバータ回路２４０のスイッチング動作を停止して
も蓄電装置１５０からの電力をインバータへ供給することが可能である。したがって、こ
の場合には、昇圧コンバータ回路２４０による昇圧動作ができないことによる出力制限、
および蓄電装置への充電の禁止を伴うものの、蓄電装置１５０からの電力およびエンジン
１００の駆動力を用いて走行することができる。
【０１１５】
　一方、ダイオードＤ１が非導通状態となる異常となった場合には、結果的に蓄電装置１
５０からの電力が遮断されるので、上記の「バッテリレス走行モード」が採用される。
【０１１６】
　また、ＳＭＲ２５０に異常が生じた場合には、「バッテリレス走行モード」とするか、
あるいは安全を重視してシステム停止とされる場合がある。
【０１１７】
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　上記の説明においては、各機器の機能が完全に失われた状態を例として説明したが、異
常の状態が、機能が完全に失われる状態ではないが機能低下を伴う故障の場合には、出力
制限を行ないつつ通常と同様の走行モードとしてもよいし、走行状態において上記の退避
走行モードを切換えながら走行してもよい。
【０１１８】
　このように、各退避走行モードにおいては、異常が生じた場合でも一定期間は車両の走
行を継続することが可能であるが、上記のように走行性能が制限される場合がある。
【０１１９】
　図６および図７は、各退避走行モードにおける走行制限を説明するための図である。
　図６は、各退避走行モードについての車速と駆動輪に伝達される駆動トルクとの関係を
示したものである。
【０１２０】
　図６のグラフを参照すると、異常の発生していない場合がラインＷ１０で示され、退避
走行モードである「モータ走行モード」、「エンジン直行走行モード」および「バッテリ
レス走行モード」がそれぞれラインＷ１１，Ｗ１２，Ｗ１３で示される。
【０１２１】
　「モータ走行モード」においては、低車速域では、第２モータジェネレータ１２０のみ
の駆動力で比較的に大きな駆動トルクを出力できる。しかしながら、この「モータ走行モ
ード」では、車速が高くなると、第１モータジェネレータ１１０から供給される電力が得
られないため、駆動トルクは急激に低下する。
【０１２２】
　本実施の形態のハイブリッド車両１０では、走行用の駆動力は主に第２モータジェネレ
ータ１２０からの駆動力が利用され、エンジン１００からの駆動力は主に第１モータジェ
ネレータ１１０の発電のために利用される構成としている。そのため、「エンジン直行走
行モード」においては、前輪１６０の駆動に直接用いる駆動力は全体的に小さくなる。
【０１２３】
　逆に、主にエンジン１００からの駆動力を走行駆動力として利用し、第２モータジェネ
レータ１２０からの駆動力を補助的に利用するようなハイブリッド車両１０の場合には、
「エンジン直行走行モード」においては比較的大きな駆動力が出力でき、「モータ走行モ
ード」においては全体的に出力可能な駆動力が小さくなる。
【０１２４】
　「バッテリレス走行モード」においては、基本的には、駆動力を生成するエンジン１０
０および第１モータジェネレータ１１０は正常に動作する。このため、発電電力と消費電
力との収支のバランスによる出力制限はあるものの、車速全域を通して比較的安定した駆
動力を出力することができる。
【０１２５】
　図７は、上述した、各退避走行モードについての異常部位および走行制限内容の例をま
とめて記載したものである。図７において、走行制限として、加速性能、最高車速、走行
可能距離が示される。たとえば、出力可能パワーとして「少し出力制限中」、「大幅に出
力制限中」など、大，中，小などの程度表示でもよい。
【０１２６】
　なお、図７の各項目の説明は行なわないが、図７中の走行制限を表わす数値はほんの一
例であって、この数値はエンジンやモータジェネレータなどの機器の仕様、設計条件、お
よび蓄電装置１５０の残存容量ＳＯＣや、出力許可放電電力上限値Ｗｏｕｔなどの状態の
変化等に応じて異なる数値となる。
【０１２７】
　図１に戻って、ＥＣＵ１７０は、報知部２００の一部としてのマルチディスプレイ装置
２１０と接続されている。ＥＣＵ１７０は、報知情報を含む各種車両情報を、車両状態表
示部としての表示部２１１に報知信号ＡＶ１として出力する。
【０１２８】
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　この表示部２１１には、ＥＣＵ１７０から送られてきた車両の情報を含むデータが、報
知信号ＡＶ１として入力される。また、このマルチディスプレイ装置２１０には、車室内
のユーザから視認可能となる位置に報知部としての表示部２１１が設けられている。
【０１２９】
　この表示部２１１は、平板パネル状を呈して、報知信号ＡＶ１の入力により所望の文字
、図形を表示可能な液晶パネル表示装置を含む。
【０１３０】
　そして、ＥＣＵ１７０から出力された車両情報のデータは、報知信号ＡＶ１からユーザ
に視認可能な文字情報に変換されて、表示部２１１から出力される。
【０１３１】
　さらに、この報知部２００のメータクラスタと近接配置されるセンタコンソール付近に
は、ナビゲーションシステムのナビ表示パネル２１２が設けられている。
【０１３２】
　このナビ表示パネル２１２は、車室内のユーザから視認しやすいセンタコンソール上部
で、マルチディスプレイ装置２１０の下側縁近傍に装着されている。
【０１３３】
　そして、マルチディスプレイ装置２１０へ報知信号ＡＶ２が入力すると、表示部２１１
と同様に所望の文字、図形を表示可能とする。また表示部２１１では、文字数制限などに
より表示しきれない所望の文字、図形などを、このナビ表示パネル２１２によって表示可
能としている。
【０１３４】
　そして、ＥＣＵ１７０から出力された車両情報のデータは、報知信号ＡＶ２からユーザ
に視認可能な文字情報に変換されて、マルチディスプレイ装置２１０の表示部２１１また
はナビ表示パネル２１２から出力される。
【０１３５】
　この実施の形態の報知部２００のメータクラスタ内では、マルチディスプレイ装置２１
０に、スピードメータ２１３、燃料残量計２１４などが組合わせられていて各種車両情報
を報知可能としている。
【０１３６】
　ＥＣＵ１７０は、車速センサで検出された車速信号に基づいて、スピードメータ２１３
に車速情報を含む報知信号ＡＶを出力する。スピードメータ２１３は、報知信号ＡＶに応
じてハイブリッド車両１０の走行速度をユーザに視認可能な形式で表示させる。
【０１３７】
　また、ＥＣＵ１７０は、燃料タンク１８０内に設けられた燃料ゲージ１８１により検出
された残存燃料検出信号ｆｅに基づいて、報知部２００に報知信号ＡＶを送信する。マル
チディスプレイ装置２１０に入力した報知信号ＡＶに応じて、検出された燃料タンク１８
０内の燃料量が燃料残量計２１４に表示される。これによりユーザは燃料タンク１８０内
の燃料残量を知ることができる。
【０１３８】
　さらに、マルチディスプレイ装置２１０の表示部２１１には、報知情報として退避走行
情報を表示可能である。すなわち、ＥＣＵ１７０によって、ハイブリッド車両１０の走行
駆動を制御する駆動システムの状態が検出されると共に、エンジン１００または電気シス
テムの再起動可否が判定される。
【０１３９】
　たとえば、通常走行モードから退避走行モードに移行する場合に、ＥＣＵ１７０からの
出力で、いずれかの退避走行モードを実行中であることを表示部２１１に表示してもよい
。さらに、いずれの退避走行モードを実行中であるかの表示と共に、または単独でユーザ
にエンジン１００を停止させた場合には、再起動不能となる旨が報知されるようにしても
よい。
【０１４０】



(16) JP 2013-169917 A 2013.9.2

10

20

30

40

50

　また、このマルチディスプレイ装置２１０が設けられている近傍には、起動操作部とし
てのＩＧ操作部２１５が備えられている。このＩＧ操作部２１５は、ＥＣＵ１７０に接続
されていて、エンジン１００を起動する操作および停止する操作が行なわれると、起動信
号ＩＧ－ＯＮまたは停止信号ＩＧ－ＯＦＦが、ＥＣＵ１７０へ出力される。
【０１４１】
　すなわち、このＩＧ操作部２１５によるエンジン１００を起動する操作が行なわれると
、起動信号ＩＧ－ＯＮがＥＣＵ１７０に入力して、駆動システムをＲｅａｄｙ－ＯＦＦ状
態からＲｅａｄｙ－ＯＮ状態とすることができる。
【０１４２】
　また、ＥＣＵ１７０からは、エンジン出力要求Ｐｅがエンジン１００に出力されてエン
ジン１００が起動される。エンジン１００の起動により、第１モータジェネレータ１１０
が回転駆動されて発電が行なわれる。そして第１モータジェネレータ１１０で発電された
電力は、動力として駆動システムに供給される。
【０１４３】
　そして「モータ走行モード」では、起動時の電力消費によって、蓄電装置１５０内の電
力が消耗する。このため、この「モータ走行モード」では、ＩＧ操作部２１５によるエン
ジン１００を起動する操作（起動信号ＩＧ－ＯＮ）が数回（ここでは、たとえば５回、も
しくは約１回～１０回などの所定の回数）に制限されて、最低限の備蓄電力を温存するよ
うにしている。
【０１４４】
　さらに、ＥＣＵ１７０には、図２に示すように、カウンタ部１７４と、タイマ部１７５
とが設けられている。
【０１４５】
　カウンタ部１７４は、ＩＧ操作部２１５によるエンジン１００を起動する操作（起動信
号ＩＧ－ＯＮ）があと数回可能であるか、カウントするように構成されている。
【０１４６】
　タイマ部１７５は、通常走行中に異常が検出された場合にいずれの場所のどのような故
障か特定しきれないと、ＳＭＲ２５０がＯＮ動作後、所定時間（ここでは、約１０秒）経
過したかを計測する。
【０１４７】
　そして、シフトレンジが、パーキングレンジ（以下、Ｐレンジとも記す）に放置されて
いる場合に、駆動システムの電源を、Ｒｅａｄｙ－ＯＦＦする制御が行なわれる。
【０１４８】
　また、この実施の形態のハイブリッド車両１０では、通常走行モードで漏電が検出され
ている場合は、Ｒｅａｄｙ－ＯＮ制御が行なわれてから、タイマ部１７５で計測を開始し
て一定時間が経過した場合、ＥＣＵ１７０が駆動システムの電源をＲｅａｄｙ－ＯＦＦ制
御する。
【０１４９】
　この実施の形態では、たとえば一定時間として１０時間後に、Ｒｅａｄｙ－ＯＦＦ制御
が行なえるように、残り時間Ｘ（ここでは、たとえば、初期値Ｘ０＝１０時間）が、予め
メモリ部１７１に登録されている。
【０１５０】
　この実施の形態では、ＥＣＵ１７０のＥＣＵ－Ｅ１７３から、出力される報知信号ＡＬ
Ｍにより、報知部２００の警報出力部２９０から発生する警報音を変更する。
【０１５１】
　すなわち、カウンタ部１７４によるカウントダウンで残り回数が減少するのにしたがっ
て、警報音を変更する。
【０１５２】
　この実施の形態では、警報出力部２９０から発生させる報知信号ＡＬＭにより、警報音
を連続音から断続音へ変更する。また、断続音の発音間隔を短くまたは長くなるように周
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期を変更する。この警報音の変更で、ユーザへの異常の認識性をさらに向上させることが
できる。
【０１５３】
　また、タイマ部１７５で残り時間Ｘが減少するのにしたがって、警報出力部２９０から
発生させる報知信号ＡＬＭの断続音の発音間隔を、短くまたは長く変更することにより、
ユーザへの異常の認識性を向上させる。
【０１５４】
　メモリ部１７１には、カウンタ部１７４によるカウントダウンで、駆動システムのＲｅ
ａｄｙ－ＯＮ制御を行なう度に残り回数を減少させる残り起動回数Ｐ（ここでは、たとえ
ば、初期値Ｐ０＝５回）が登録されている。
【０１５５】
　図８は、この実施の形態のハイブリッド車両１０で、通常走行モード、モータ走行モー
ド、バッテリレス走行モードなどのフェールセーフ走行制御について、制限事項、表示、
警報音をまとめた図である。
【０１５６】
　図９は、走行制御中、正常走行制御またはフェールセーフ走行制御など、いずれの走行
モードで異常に応じた報知を行なうかメインルーチンの処理を説明するフローチャートで
ある。
【０１５７】
　これに対して、図１０は、表示Ａの出力処理を行なうサブルーチンを説明するフローチ
ャートである。また、図１１は、後述する表示Ｂの出力処理を行なうサブルーチンを説明
するフローチャートである。更に、図１２は、表示Ｃの出力処理を行なうサブルーチンを
説明するフローチャートである。
【０１５８】
　図９中、ステップＳ１で、車両の状態をユーザに報知する制御がスタートすると、ステ
ップＳ２では、ハイブリッド車両１０が退避走行制御中か、退避走行制御中でないかが判
定される。
【０１５９】
　ステップＳ２で、ハイブリッド車両１０が退避走行制御中であるとＥＣＵ－Ｅ１７３が
判定すると、次のステップＳ４にＥＣＵ－Ｅ１７３は処理を進める。また、ＥＣＵ－Ｅ１
７３が退避走行制御中でないと判定すると、ステップＳ３に処理を進めて正常走行制御を
継続して、ステップＳ１４でＥＣＵ－Ｅ１７３により、制御フローはリターンされる。
【０１６０】
　ステップＳ４では、通常走行モードで走行中であるか否かが判定される。
　ステップＳ４で、走行駆動力の制限を行なわない通常走行モードであると判定されると
、ＥＣＵ－Ｅ１７３はステップＳ５に処理を進める。また、通常走行モードではないと判
定されると、ＥＣＵ－Ｅ１７３はステップＳ８に処理を進める。
【０１６１】
　ステップＳ５では、通常走行可能な範囲の漏電が発生しているか否かが検出される。す
なわち、電気システムのいずれかの部分で漏電が発生し、この漏電を検出したか否かがＥ
ＣＵ－Ｅ１７３によって判定される。
【０１６２】
　ステップＳ５で、漏電が検出された場合は、ＥＣＵ－Ｅ１７３がステップＳ６に処理を
進めて、図１０に示す表示Ａの出力処理を開始する。
【０１６３】
　図１０は、図１３に示す表示Ａを出力処理するフローチャートである。
　ステップＳ２１で表示Ａの出力処理が開始されると、ステップＳ２２でＥＣＵ－Ｅ１７
３によって、メモリ部１７１に登録されている残り時間Ｘの初期値Ｘ０＝１０が読込まれ
る。
【０１６４】
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　ＥＣＵ－Ｅ１７３は、漏電検出時、駆動システムがＲｅａｄｙ－ＯＮされてからＲｅａ
ｄｙ－ＯＦＦ処理されるまでの残り所定時間として、初期値Ｘ０＝１０時間を設定する。
【０１６５】
　ステップＳ２３の処理に進むと、ＥＣＵ１７０のタイマ部１７５により、経過時間Ｙの
カウントが開始される。次のステップＳ２４の処理では、ＥＣＵ－Ｅ１７３により残り時
間Ｘの演算がＥＣＵ－Ｅ１７３により行なわれる。
【０１６６】
　この残り時間Ｘは、前回の残り時間Ｘ－経過時間Ｙで演算処理されて、演算結果はメモ
リ部１７１に登録される。
【０１６７】
　ステップＳ２５に処理が進むと、ＥＣＵ－Ｅ１７３によって、表示Ａとしてこの残り時
間Ｘのメモリ部１７１に登録されている値を、文字列データに合成して、表示Ａとして出
力する文章が作成される。
【０１６８】
　次のステップＳ２６の処理では、この作成された残り時間Ｘを含む文章がＥＣＵ－Ｅ１
７３から、報知部２００に向けて、報知信号ＡＬ１として出力される。
【０１６９】
　報知部２００のマルチディスプレイ装置２１０では、報知信号ＡＬ１が入力されると、
表示部２１１で、報知情報として表示Ａが文章「ハイブリッドシステム故障Ｘ時間後に電
源ＯＦＦ」として合成表示されて、ハイブリッド車両１０に異常があることがユーザに知
らされる。
【０１７０】
　図１３は、表示部２１１で行なわれる表示Ａの一例を示す図である。
　ここでは、車両の状態を報知する「ハイブリッドシステム故障」と、残り時間Ｘとして
、１０時間が記載された「１０時間後に電源ＯＦＦ」といった内容の文章が組み合わされ
て、二列併記で同時に表示される。
【０１７１】
　この残り時間Ｘは、タイマ部１７５で計測されている経過時間が長くなれば、減少する
。たとえば、「１０時間後に～」→「９時間後に～」→「８時間後に～」というように報
知信号ＡＬ１の時間条件の更新に伴って、表示Ａが変更される。
【０１７２】
　次のステップＳ２７に処理が進むと、ＥＣＵ－Ｅ１７３は、連続警報音を出力させる報
知信号ＡＬＭを報知部２００の警報出力部２９０に出力する。
【０１７３】
　報知信号ＡＬＭが入力すると、警報出力部２９０からは、連続警報音が出力される。ま
た、ＥＣＵ－Ｅ１７３では、予めメモリ部１７１に登録されていた連続警報音を断続警報
音に変更する設定時間Ｚが読込まれる。
【０１７４】
　この実施の形態では、設定時間Ｚの設定をＺ＝３時間としている。
　ステップＳ２８では、読込まれた設定時間Ｚが、残り時間Ｘと比較される演算が、ＥＣ
Ｕ－Ｅ１７３によって行なわれる。この演算では、設定時間Ｚを残り時間Ｘが切った場合
は、ＥＣＵ－Ｅ１７３は、ステップＳ２９へ処理を進め、まだ到達していない場合は、ス
テップＳ２３へ戻り、処理ルーチンを繰返す。
【０１７５】
　ステップＳ２９では、ＥＣＵ－Ｅ１７３の処理で、報知信号ＡＬＭの連続警報音出力が
断続警報音出力に切換えられて、報知部２００の警報出力部２９０に出力される。警報出
力部２９０からは、今までの連続警報音と異なる所定の間隔の周期を有する断続警報音が
出力される。この断続警報音への切換えで、駆動システムのＲｅａｄｙ－ＯＦＦまでの時
間が迫っていることをユーザは認識できる。
【０１７６】
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　また、表示部２１１で出力されている残り時間Ｘの報知情報の表示と共に、警報出力部
２９０から、警報音が出力されて報知が行なわれる。
【０１７７】
　さらに残り時間Ｘの切換えと、警報音の切換えとを同時に行なうことにより、効果的に
ユーザに、Ｒｅａｄｙ－ＯＦＦ制御が行なわれる時刻が近づいてきていることを知らせる
ことができる。
【０１７８】
　特に警報音の変更だけでは伝わりにくい残り時間Ｘの減少が、表示部２１１に残り時間
Ｘの文字情報更新で表現されている。このため、このまま長時間運転操作を続ければ起動
不能となる状況であり、起動不能となる前に運転走行を終えなければならないことが注意
喚起される。
【０１７９】
　ステップＳ３０では、ＥＣＵ－Ｅ１７３による処理で、Ｒｅａｄｙ－ＯＦＦ制御までの
残り時間Ｘが、Ｘ＝０となったか否かが判定される。残り時間Ｘ＝０となると、ＥＣＵ－
Ｅ１７３による判定で、次のステップＳ３１に処理が進められる。また、残り時間Ｘが、
Ｘ＝０となっていないと判定された場合には、まだ、ハイブリッド車両１０は走行可能で
あり、ＥＣＵ－Ｅ１７３は処理をステップＳ２３へ戻し、処理ルーチンを繰返す。
【０１８０】
　ステップＳ３１では、すでに走行可能な残り時間Ｘがなくなっているので、ＥＣＵ－Ｅ
１７３が、表示部２１１に出力している報知信号ＡＶ１を停止することにより、表示Ａを
消す。
【０１８１】
　また、ＥＣＵ－Ｅ１７３は、報知信号ＡＬＭの断続警報音出力を停止して、警報出力部
２９０からの音声による報知を停止する。
【０１８２】
　ステップＳ３２では、処理ルーチンを再び、図９のフローチャートに戻して処理を繰返
す。
【０１８３】
　また、図９のフローチャート中、ステップＳ５によるＥＣＵ－Ｅ１７３の処理で、漏電
が検出されない場合は、ステップＳ７に処理を進め、ＥＣＵ－Ｅ１７３は表示Ｂの出力処
理を開始する。
【０１８４】
　図１１は、図１４に示す表示Ｂを出力処理するフローチャートである。
　ステップＳ４０で表示Ｂの出力処理が開始されると、次のステップＳ４１でＥＣＵ－Ｅ
１７３によってメモリ部１７１から、表示Ｂの文字データが読込まれる。読込まれた表示
Ｂの文字データは、ＥＣＵ１７０から報知部２００のマルチディスプレイ装置２１０に報
知信号として出力される。
【０１８５】
　マルチディスプレイ装置２１０の表示部２１１では、この報知信号を受信して図１４に
示す表示Ｂが出力される。
【０１８６】
　図１４は、表示部２１１で行なわれる表示Ｂの一例を示す図である。
　ここで、表示部２１１には、「ハイブリッドシステム故障／１０秒以上のＰレンジ放置
はさけてください」と文章で、表示Ｂが表示される。
【０１８７】
　このうち、文章の前半の「ハイブリッドシステム故障」の部分は、車両の状態をユーザ
に報知する内容である。
【０１８８】
　また、文章の後半の「１０秒以上のＰレンジ放置はさけてください」の部分は、走行可
能な状況を確保するための情報を報知して、ユーザの誤操作によって起動不能となる状況
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を回避するために必要な情報を加えた報知内容である。
【０１８９】
　ユーザは、この報知内容を見て、Ｐレンジにシフトポジションを変更して放置してはい
けないことを知り、このような禁止操作を行なわないように注意が喚起される。
【０１９０】
　ステップＳ４２では、予めメモリ部１７１に登録されている所定の時間Ｚ（初期値Ｚ０
＝１０秒）が読込まれる。そして、ステップＳ４３では、ＥＣＵ－Ｅ１７３の処理で、タ
イマカウントダウン処理によりＳＭＲ２５０がＯＮに切換えられた後、Ｐレンジにシフト
ポジションが入れられた時間が、初期値Ｚ０＝１０秒からカウントダウンされる。
【０１９１】
　Ｐレンジにシフトポジションが入れられていない場合は、ＥＣＵ－Ｅ１７３により、処
理がスキップされてステップＳ４６でリターンされる。
【０１９２】
　ステップＳ４４に処理を進めるとＰレンジに入っている時間Ｚが１０秒経過した場合は
、Ｚ＝０となるのでＥＣＵ－Ｅ１７３は、次のステップＳ４５に処理を進める。また、Ｚ
＝０に至っていない場合には、ステップＳ４１に戻って、ＥＣＵ－Ｅ１７３は処理ルーチ
ンを繰返す。
【０１９３】
　ステップＳ４５では、報知部２００の表示部２１１に出力されていた報知信号が停止さ
れることにより表示部２１１で表示されていた表示Ｂを消す。
【０１９４】
　ステップＳ４６では、ＥＣＵ－Ｅ１７３により処理が戻されて図９のフローチャートで
の処理ルーチンが繰返される。
【０１９５】
　図９のフローチャート中、ステップＳ４によるＥＣＵ－Ｅ１７３の処理で、通常走行モ
ードではないと判定されると、ステップＳ８に処理を進める。
【０１９６】
　ステップＳ８では、ＥＣＵ－Ｅ１７３による走行モードの判定が行なわれる。
　ＥＣＵ－Ｅ１７３は、ハイブリッド車両１０の走行モードが、退避走行モードのうち、
モータ走行モードであるか否かを判定する。
【０１９７】
　このステップＳ８で、モータ走行モードであると判定されると、ＥＣＵ－Ｅ１７３はス
テップＳ９に処理を進め、この報知信号を受信して図１５に示す表示Ｃが出力される。
【０１９８】
　また、ステップＳ８でＥＣＵ－Ｅ１７３が、モータ走行モードではないと判定すると、
次のステップＳ１０に処理を進める。
【０１９９】
　図１２は、図１５に示す表示Ｃを出力処理するフローチャートである。
　ステップＳ５０で表示Ｃの出力処理が開始されると、次のステップＳ５１でＥＣＵ－Ｅ
１７３によってメモリ部１７１から、表示Ｃの文字データが読込まれる。
【０２００】
　読込まれた表示Ｃの文字データは、ＥＣＵ１７０から報知部２００のマルチディスプレ
イ装置２１０に報知信号として出力される。
【０２０１】
　ステップＳ５１では、ＥＣＵ－Ｅ１７３が、電源ＯＮが可能な残り起動回数Ｐ（初期値
Ｐ０＝５）をメモリ部１７１から読込む。
【０２０２】
　次のステップＳ５２では、表示Ｃの文字データに、この残り起動回数Ｐを合成して、Ｅ
ＣＵ１７０が報知部２００に報知情報として出力する。
【０２０３】
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　ここでステップＳ５３では、ＥＣＵ１７０のカウンタ部１７４で、Ｒｅａｄｙ－ＯＮ操
作が一回行なわれる度に、残り起動回数ＰをＰ－１とするカウントダウン制御処理が行な
われる。
【０２０４】
　そして、図１に示す報知部２００のマルチディスプレイ装置２１０に報知信号として出
力された回数を合成された文字データは、図１５に示すように表示部２１１で、表示Ｃと
して出力される。
【０２０５】
　図１５は、表示部２１１で行なわれる表示Ｃの一例を示す図である。
　ＥＣＵ１７０では、カウンタ部１７４によりカウントダウン制御処理が行なわれている
ので、Ｒｅａｄｙ－ＯＮ操作が行なわれる度に、残り起動回数が減少する文字データに更
新される、そして、報知部２００では「～残り５回です」→「～残り４回です」→「～残
り３回です」と、残り起動回数Ｐを減算した文章が表示部２１１に表示される。
【０２０６】
　次のステップＳ５４で、ＥＣＵ－Ｅ１７３は、報知部２００から警報音を出力させる。
　ここでは、予め比較的間隔を長く設定した警報音が、警報出力部２９０から出力されて
ユーザの注意が喚起される。
【０２０７】
　ステップＳ５５に処理が進むと、ＥＣＵ－Ｅ１７３はメモリ部１７１から予め設定され
た断続音変更回数Ｑを読込む。ここでは、断続音変更回数ＱがＱ＝３回に設定されていて
、設定されたＱがＱ＝４回からＱ＝３回に減少するタイミングで、断続音を変更する。
【０２０８】
　ステップＳ５６にＥＣＵ－Ｅ１７３の処理が進むと、電源ＯＮ可能な残り起動回数Ｐが
断続音変更回数Ｑとなったか否かが判定される。残り起動回数Ｐが、予めメモリ部１７１
に登録されていた断続音変更回数Ｑ＝３と同じＰ＝３となった場合には、次のステップＳ
５７に進み、予め比較的間隔を短く設定した警報音が、比較的間隔が長い警報音に代えて
、警報出力部２９０から出力される。
【０２０９】
　これにより、残り起動回数Ｐの変更が表示部２１１で行なわれるタイミングで、音声に
よる警報も同時に変更されて、さらなる注意喚起がおこなわれる。
【０２１０】
　ステップＳ５８に処理が進むと、蓄電装置１５０の電力容量は、すでに起動不能なレベ
ルまで低下していることを報知するため、ＥＣＵ－Ｅ１７３は、残り起動回数Ｐが０とな
ったか否かを判定する。残り起動回数Ｐが０回であるとＥＣＵ－Ｅ１７３が判定すると次
のステップＳ５９に処理が進む。
【０２１１】
　また、残り起動回数Ｐが０回になっていないとＥＣＵ－Ｅ１７３が判定すると、ステッ
プＳ５２に処理を戻す。
【０２１２】
　ステップＳ５９では、報知部２００で行なわれている表示Ｃの出力と、断続警報音の出
力とを停止する。この停止により、蓄電装置１５０の電力容量は、すでに起動不能なレベ
ルまで低下していることがユーザに報知される。
【０２１３】
　そして、ＥＣＵ－Ｅ１７３は、処理をステップＳ６０に進めて、図９のフローチャート
の処理ルーチンに戻される。
【０２１４】
　図９のフローチャート中、ステップＳ８によるＥＣＵ－Ｅ１７３の処理で、モータ走行
モードではないと判定されると、ステップＳ１０に処理を進める。
【０２１５】
　ステップＳ１０では、ＥＣＵ－Ｅ１７３による走行モードの判定のうち、ハイブリッド



(22) JP 2013-169917 A 2013.9.2

10

20

30

40

50

車両１０の走行モードが、退避走行モードの一つであるバッテリレス走行モードであるか
否かが判定される。
【０２１６】
　ステップＳ１０で、バッテリレス走行モードであると判定されると、ＥＣＵ－Ｅ１７３
はステップＳ１１に処理を進め、この報知信号を受信して図１６に示す表示Ｄが出力され
る。
【０２１７】
　図１６は、表示部２１１で行なわれる表示Ｄの一例を示す図である。この表示Ｄでは、
シフトポジション操作でＮレンジポジションをユーザが選択すると、Ｒｅａｄｙ－ＯＦＦ
になる可能性があるため、このシフトポジション操作を控えるように報知が行なわれる。
【０２１８】
　図１６に示す「バッテリ系故障Ｎレンジの使用は控えてください」のうち、「バッテリ
系故障」は車両の状態を、また「Ｎレンジの使用は控えてください」は、エンジン１００
が再起動禁止に陥る操作について報知している。
【０２１９】
　そして、ＥＣＵ－Ｅ１７３は、処理を図９のフローチャートの処理ルーチンに戻す。フ
ローチャート中のステップＳ１０によるＥＣＵ－Ｅ１７３の処理で、バッテリレス走行モ
ードではないと判定すると、ステップＳ１２に処理を進める。
【０２２０】
　ステップＳ１２では、ＥＣＵ－Ｅ１７３による走行モードの判定が行なわれ、ハイブリ
ッド車両１０の走行モードが、退避走行モードの一つであるエンジン直行走行モードであ
るか否かが判定される。
【０２２１】
　ステップＳ１２で、バッテリレス走行モードであると判定されると、ＥＣＵ－Ｅ１７３
はステップＳ１３に処理を進め、この報知信号を受信して図１７に示す表示Ｅが出力され
る。
【０２２２】
　また、ステップＳ１２でＥＣＵ－Ｅ１７３が、バッテリレス走行モードではないと判定
すると、次のステップＳ１４に処理を進めて、リターン処理が繰返される。
【０２２３】
　図１７は、表示部２１１で行なわれる表示Ｅの一例を示す図である。この図１７の表示
Ｅでは、報知部２００にＥＣＵ－Ｅ１７３から出力された文章の文字データが多い場合を
示す。
【０２２４】
　この場合、表示Ｅは、表示部２１１に出力される報知信号ＡＶ１と、ナビ表示パネル２
１２に出力される報知信号ＡＶ２とに分けられて、同時に出力される。
【０２２５】
　このため、表示部２１１には、「ハイブリッドシステム故障安全な場所に停車して下さ
い。」と表示される。また、ナビ表示パネル２１２には、「販売店に連絡してください。
」と禁止操作に陥る前にユーザが行なえる行動を注意喚起する表示を複数の画面から出力
させることができる。
【０２２６】
　よって、表示部２１１のみでは、表示可能な字数の制限により、報知する情報量に不足
が生じる場合に、ナビ表示パネル２１２を用いて、起動禁止状態に陥らないためにはどう
しらたよいのか、的確な情報を提供できる。
【０２２７】
　このように、表示Ｅの報知情報が多くても、マルチディスプレイ装置２１０の表示部２
１１およびナビゲーションシステムのナビ表示パネル２１２などの複数の画面を用いて、
正確な車両の状態の情報の提供と、起動禁止操作を防止し、適切な操作が行なえるように
注意喚起することができる。
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【０２２８】
　たとえば、表示Ｅの文字情報量が多い場合は、表示部２１１だけですべての報知情報を
表示しようとすると、文字の大きさが小さくなり、間隔も狭く読みづらくなるおそれがあ
る。
【０２２９】
　これに対して、この実施の形態のハイブリッド車両１０は、マルチディスプレイ装置２
１０の表示部２１１と、ナビゲーションシステムのナビ表示パネル２１２とに分けて、文
字情報を表示できる。
【０２３０】
　このため、起動禁止状態に陥らないためにはどうしらたよいのか、的確な情報を提供し
ても視認しやすい文字の大きさの表示とすることができ、さらに注意喚起力を向上させる
ことができる。
【０２３１】
　よって、この実施の形態では、ユーザは、音声により異常が生じていることを知り、各
表示Ａ～Ｅを見て、車両状態および再起動禁止につながる禁止操作を認識でき、誤操作な
どによって起動不能となる状況を回避することができる。
【０２３２】
　以上説明した実施の形態について、最後に再び図面を参照しながら総括する。
　図１に示すように、ハイブリッド車両１０は、走行駆動のための動力を発生するエンジ
ン１００および第２モータジェネレータ１２０と、エンジン１００および第２モータジェ
ネレータ１２０の状態に応じて、ハイブリッド車両１０の状態をユーザに報知する報知部
２００と、エンジン１００または第２モータジェネレータ１２０，報知部２００とを制御
するＥＣＵ１７０を備えている。
【０２３３】
　ＥＣＵ１７０は、ハイブリッド車両１０の状態に異常があると、ハイブリッド車両１０
の走行モードを通常走行モードから異常に対応する退避走行モードに切換えて、走行駆動
を継続させる退避走行制御を行なう。
【０２３４】
　ＥＣＵ１７０は、退避走行制御で選択された走行モードに応じて、エンジン１００また
は第２モータジェネレータ１２０が再起動できなくなる状態に陥る可能性のある操作につ
いて報知部２００に報知させる。
【０２３５】
　さらに好ましくは、ＥＣＵ１７０は、エンジン１００または第２モータジェネレータ１
２０が再起動できなくなる状態に陥るまでの時間を更新して、報知部２００から報知させ
るタイマ部１７５を含む。
【０２３６】
　この実施の形態では、タイマ部１７５によって、ＳＭＲ２５０がＯＮ動作後の経過時間
が計測されている。そして一定時間が経過した場合、駆動システムの電源がＲｅａｄｙ－
ＯＦＦされる制御が行なわれる。
【０２３７】
　また、タイマ部１７５で、計測された一定時間を経過すると、警報音が断続警報音など
他の警報音へ切換える。この警報音の出力または切換えで、駆動システムのＲｅａｄｙ－
ＯＦＦまでの時間が迫っていることをユーザは認識できる。
【０２３８】
　さらに好ましくは、ＥＣＵ１７０は、エンジン１００または第２モータジェネレータ１
２０が再起動できなくなる状態に陥るまでの起動回数を、ＩＧ操作部２１５による起動操
作毎にカウントダウンで更新して、報知部２００から報知させるカウンタ部１７４を含む
。
【０２３９】
　この実施の形態では、カウンタ部１７４によるカウントダウンで、駆動システムのＲｅ
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【０２４０】
　このため、蓄電装置１５０の電力が枯渇する前に、駆動システムをＲｅａｄｙ－ＯＦＦ
させる操作を控えさせて、繰返しＲｅａｄｙ－ＯＮ操作を行なうことが禁止操作とされて
いることをユーザに報知できる。
【０２４１】
　本発明によれば、ＥＣＵ１７０は、退避走行制御により、ハイブリッド車両１０の車両
状態に異常があると、走行モードを通常走行モードから異常に対応する退避走行モードに
切換える。退避走行モードでは、ハイブリッド車両１０の走行性能を制限しつつ、走行駆
動を継続させる。
【０２４２】
　退避走行制御では、ＥＣＵ１７０が選択された走行モードの種類に応じて、エンジン１
００および第２モータジェネレータ１２０が再起動できなくなる状態に陥る可能性のある
操作について、報知部２００に報知させる。
【０２４３】
　このため、禁止されている再起動不能となる可能性のある操作について知ることができ
、ユーザは誤操作などで自力走行不能となる状況を回避することができる。
【０２４４】
　この実施の形態では、設定時間Ｚの設定をＺ＝３時間としているが、特にこれに限らず
、たとえば、１～９時間の間等、好ましくは、２～５時間など、警報音が出力されている
残り時間Ｘ以内で、駆動システムがＲｅａｄｙ－ＯＦＦになるまでの時間であれば、何時
間に設定されていてもよく、多種類の警報音に変更するタイミングとして、複数回、異な
る残り時間、たとえば残り時間Ｘ１，Ｘ２，Ｘ３などに設定してもよい。
【０２４５】
　また、残り起動回数Ｐ（初期値Ｐ０＝５）は、たとえば１～１０回など、Ｒｅａｄｙ－
ＯＮ制御が行なわれて、エンジン１００が起動しなくても、蓄電装置１５０の容量が枯渇
しない回数であれば、何回であってもよい。
【０２４６】
　さらに、断続音変更回数ＱがＱ＝３回に設定されているが、特にこれに限らず、たとえ
ば、１～４回など、表示Ｃに表示される残り回数以内であれば、何回に設定されていても
よく、多種類の警報音に変更するタイミングとして、複数回、断続音変更回数を設定して
もよい。
【０２４７】
　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、請求の範囲によって示され、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。
【符号の説明】
【０２４８】
　１０　ハイブリッド車両、１００　エンジン、１０１　クランクシャフト、１１０　第
１モータジェネレータ、１２０　第２モータジェネレータ、１３０　動力分割機構、１３
２，１３３，１３４　上下アーム、１３２～１３４　各相上下アーム、１４０　減速機、
１４１，１４２　温度センサ、１５０　蓄電装置、１５１　電圧センサ、１５２　電流セ
ンサ、１６０　前輪、１７０　ＥＣＵ、１７１　メモリ部、１７４　カウンタ部、１７５
　タイマ部、１８０　燃料タンク、１８１　燃料ゲージ、１８２　燃料ポンプ、１９０　
燃料パイプ、２００　報知部、２１０　マルチディスプレイ装置、２１１　表示部、２１
２　ナビ表示パネル、２１３　スピードメータ、２１４　燃料残量計、２１５　操作部、
２３１　第１インバータ回路、２３２　第２インバータ回路、２４０　昇圧コンバータ回
路、２５０　システムメインリレー（ＳＭＲ）、２９０　警報出力部、３０１　電力監視
ユニット、Ｃ１，Ｃ２　コンデンサ、Ｄ１～Ｄ８　ダイオード。
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