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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動力を用いて走行する車両の動力源（４）を制御する車両制御システムにおいて、
　走行情報より、所定期間の走行状態を予測する走行状態予測手段（７５）と、
　前記動力を用いて駆動される補機（１、１５０）が必要な動力量を算出する補機動力量
算出手段（７７、７７０）と、
　前記補機（１、１５０）の制御を行う補機制御手段（８２、８２０）と、
　前記動力源（４）における前記動力と燃料消費量の関係を示す動力源特性データ（ＥＳ
Ｄ）と、
　前記走行状態予測手段（７５）の情報と、前記補機動力量算出手段（７７、７７０）の
情報と、前記動力源特性データ（ＥＳＤ）とを用いて、前記所定期間内における前記動力
源（４）の燃料消費量が最小となるよう前記補機（１、１５０）の制御パターンを算出し
、前記制御パターンに従って前記補機制御手段（８２、８２０）を制御する制御パターン
演算手段（７９、８０、８１、７９０、８００、８１０、７９１、８０１、８１１）とを
備え、
　更に、前記補機（１、１５０）または補機システム（１５、４００）の状態情報を検出
する補機状態検出手段（７８、７８０）を備え、
　前記補機動力量算出手段（７７、７７０）は、前記走行状態予測手段（７５）からの情
報と前記動力源（４）の状態とから前記動力源の効率またはエネルギ消費量を予測する効
率またはエネルギ消費量予測手段（７７、７７０）から成り、
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　前記制御パターン演算手段（７９、８０、８１、７９０、８００、８１０、７９１、８
０１、８１１）は、前記効率または前記エネルギ消費量予測手段（７７、７７０）からの
予測された前記動力源の前記効率または前記エネルギ消費量と、前記補機状態検出手段（
７８、７８０）からの前記補機（１、１５０）または前記補機システム（１５、４００）
の前記状態情報とから、今後前記動力源（４）のエネルギの消費が最小となる前記所定期
間における前記補機（１、１５０）の前記制御パターンを演算することを特徴とする車両
制御システム。
【請求項２】
　前記効率またはエネルギ消費量予測手段（７７、７７０）は、予測された前記走行状態
を用いて、前記補機を駆動するための補機駆動用燃料消費量を推定する補機駆動用燃料消
費量推定手段（Ｓ８０２、Ｓ１５０２）から成り、更に、推定された前記補機駆動用燃料
消費量を用いて前記補機の駆動効率を算出する補機駆動効率算出手段（Ｓ８０５、Ｓ１５
０５、Ｓ８０５ｂ）を備え、前記制御パターン演算手段（７９、８０、８１、７９０、８
００、８１０）は算出された前記補機の前記駆動効率を用いて、前記動力源（４）の燃料
消費量が最小となるよう前記制御パターンを算出することを特徴とする請求項１に記載の
車両制御システム。
【請求項３】
　前記制御パターン演算手段（７９、８０、８１、７９０、８００、８１０）は、
　前記制御パターンの候補を推定する制御パターン推定手段（７９、７９０）と、
　前記補機状態検出手段（７８、７８０）からの前記補機（１、１５０）または前記補機
システム（１５、４００）の前記状態情報から前記補機（１、１５０）または前記補機シ
ステム（１５、４００）の基準と成る効率に係わる判定閾値を算出する手段（８０、８０
０）と、
　前記判定閾値を用いて前記制御パターンの候補の中から前記補機（１、１５０）の前記
制御パターンを選択する制御パターン評価選択手段（８１、８１０）と、から成ることを
特徴とする請求項１に記載の車両制御システム。
【請求項４】
　前記制御パターン評価選択手段（８１、８１０）は、前記制御パターンの候補に関する
駆動効率に関する値を、前記判定閾値と比較する比較手段（Ｓ８０５、Ｓ８０５ａ、Ｓ１
５０５）を備え、
　前記駆動効率に関する値が前記判定閾値と比較して良好な場合に、前記補機（１、１５
０）の出力を増加させることを特徴とする請求項３に記載の車両制御システム。
【請求項５】
　前記比較手段（Ｓ８０５、Ｓ８０５ａ、Ｓ１５０５）は、前記駆動効率に関する値と前
記判定閾値との差分に応じて、前記制御パターンを選択することを特徴とする請求項４に
記載の車両制御システム。
【請求項６】
　前記比較手段（Ｓ８０５、Ｓ８０５ａ、Ｓ１５０５）は、
　前記判定閾値に係わる効率で前記補機（１、１５０）を駆動する場合に前記補機（１、
１５０）が出力するための判定閾値対応エネルギ消費量を算出し、
　前記制御パターンの候補毎の前記駆動効率に関する値と前記補機（１、１５０）の前記
出力とを用いて、前記制御パターンの候補毎のエネルギ消費量を算出し、
　前記判定閾値対応エネルギ消費量と前記制御パターンの候補毎の前記エネルギ消費量と
から、節約できるエネルギ消費量を算出し、かつ
　算出された前記節約できるエネルギ消費量が最大値となる前記制御パターンを選択する
ことを特徴とする請求項５に記載の車両制御システム。
【請求項７】
　前記判定閾値は、前記補機（１、１５０）が出力するエネルギの蓄積量、前記補機（１
、１５０）が出力するエネルギの使用に係わる車両状態、および前記補機（１、１５０）
が出力するエネルギの使用に係わる環境条件のうちのいずれかに応じて求められることを
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特徴とする請求項３ないし６のいずれか一項に記載の車両制御システム。
【請求項８】
　前記補機（１、１５０）が出力するエネルギに係わる履歴を学習して、前記判定閾値を
設定することを特徴とする請求項３ないし７のいずれか一項に記載の車両制御システム。
【請求項９】
　前記制御パターン演算手段（７９１、８０１、８１１）は、
　前記補機状態検出手段（７８、７８０）からの前記補機（１、１５０）または前記補機
システム（１５、４００）の前記状態情報と、前記効率またはエネルギ消費量予測手段（
７７０）からの予測された前記動力源（４）の効率または前記エネルギ消費量とから、予
測される仮の補機の仕事量を算出する仮仕事量算出手段（７９１）と、
　前記仮の前記補機の仕事量を行うための前記動力源（４）の動力量と、前記仮の前記補
機の仕事量に係わる前記補機の効率（δ）を算出する補機動力量算出手段（８０１）と、
　前記仮の前記補機の仕事量を前記補機の効率（δ）を用いて補正して、補正された仕事
量である前記補機（１、１５０）の前記制御パターンを算出する補正仕事量算出手段（８
１１）と、
から成ることを特徴とする請求項１に記載の車両制御システム。
【請求項１０】
　予測された前記車両の走行情報、および前記動力源（４）の状態に基づき、将来の所定
期間内の前記動力源（４）の効率を動力源効率予測手段（７７０）で予測すると共に、動
力源効率平均値算出手段（７７１）にて、前記将来の所定期間の動力源効率の平均値を算
出し、前記将来の所定期間内の動力源効率と、その期間の動力源効率の平均値と、前記補
機システム（１５、４００）の状態とから、前記将来の所定期間内の前記補機（１、１５
０）の仮の仕事量を前記仮仕事量算出手段（７９１）にて求め、
　前記仮の仕事量を前記補機（１、１５０）が行うための前記動力源（４）の動力量、お
よび、前記補機の効率（δ）を前記補機動力量算出手段（８０１）にて求め、
　前記仮の仕事量を、前記補機の効率（δ）を用いて補正して、前記補正された仕事量で
ある前記補機（１、１５０）の前記制御パターンを前記補正仕事量算出手段（８１１）に
て求めることを特徴とする請求項９記載の車両制御システム。
【請求項１１】
　前記制御パターン演算手段（７９、８１）は、
　前記制御パターンの候補を推定する制御パターン推定手段（７９）と、
　前記補機状態検出手段（７８）からの前記補機（１）または前記補機システム（１５）
の前記状態情報と前記補機（１）または前記補機システム（１５）の効率に係わる効率情
報とを用いて前記制御パターンの候補の中から前記制御パターンを選択する制御パターン
評価選択手段（８１）と、から成ることを特徴とする請求項１に記載の車両制御システム
。
【請求項１２】
　前記制御パターン評価選択手段（８１）は、前記効率情報と前記状態情報を成す前記補
機システム（１５）の要求エネルギ量に関する値と補機出力とから、前記制御パターンを
選択することを特徴とする請求項１１に記載の車両制御システム。
【請求項１３】
　前記補機（１）は前記補機システム（１５）となる車両用空調装置（１５）の圧縮機（
１）から成り、
　前記制御パターン評価選択手段（８１）は、前記効率情報となる予測熱費の逆数、前記
要求エネルギ量に関する値を成す前記車両用空調装置（１５）の設定温度および吹出温度
、ならびに前記補機出力を成す冷熱量から、前記制御パターンを選択することを特徴とす
る請求項１２に記載の車両制御システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、車両走行用の動力源の走行状態を予測し、動力源で駆動される発電機や車両
用空調装置の圧縮機から成る補機の運転時に消費する燃料消費量を好適化する車両制御シ
ステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、特許文献１に記載の車両制御システムが知られている。この特許文献１は、減速
時にコーストロックアップおよび燃料カット状態の時間を増大させて、燃料消費率の向上
を図るとともに、加速時に、車両用空調装置の作動を停止させるものである。
【０００３】
　また、特許文献２に記載の車両制御システムが知られている。この特許文献２は、蓄冷
器を備えた車両用空調システムにおいて、充分な燃料消費率向上効果が得られるように、
圧縮機の作動・停止を制御するものである。
【０００４】
　そのために、冷凍サイクルで単位吸熱量（単位冷熱量）を生成するのに必要なエンジン
の燃料消費量を吸熱費として算出し、この吸熱費（単位はｇ／ｋｗｈ）を判定用の閾値と
比較して吸熱費が判定用の閾値以下の領域では、圧縮機を作動させて圧縮機から吐出した
冷媒を蒸発器と蓄冷器に流している。これにより、蒸発器を冷熱源として車室内を空調す
ると共に、蒸発器から蓄冷器に流入する冷媒の冷熱エネルギを蓄冷器に蓄えている。
【０００５】
　一方、吸熱費が判定閾値よりも大きい領域では、圧縮機を停止して、コンデンサおよび
蓄冷器内の圧力が均一になるまで、バイパス流路を通じて冷媒を蒸発器側に流すことで、
蒸発器を冷却して、蒸発器に沿って流れる風を冷却している。
【０００６】
　次に、特許文献３には、車両減速中における空調装置の蓄冷器への蓄冷中に、圧縮機に
よる冷媒供給が停止することにより発生する「圧縮機減速トルク消失」による制動距離の
増加や、乗員の不快感を抑制する制動制御装置が開示されている。
【０００７】
　これは、蓄冷器に蓄冷中に、それ以上の蓄冷が不可能になり、圧縮機の作動を停止させ
たときに、空調用制御装置から、変速機制御装置に信号を送信し、無段変速機の減速比を
増加させて、圧縮機減速トルク消失にともなう最終減速トルクの不足を補うものである。
　　　
【０００８】
　また、特許文献４には、蓄冷器による蓄冷を効率的に活用することのできる内燃機関の
制御装置が開示されている。この内燃機関の制御装置は、車両に搭載された内燃機関を車
両用空調装置と協調制御させるものである。
【０００９】
　この、特許文献４では、車両用空調装置で生成した冷熱の少なくとも一部を蓄える蓄冷
器と、蓄冷器に蓄えられている冷熱量（吸熱量）を検出する蓄積冷熱量検出手段と、車両
環境条件（車内温度、車内湿度、外気温度、日射量、エアコン設定温度など）を検出する
環境条件検出手段と、環境条件検出手段の検出結果に基づいて、空調に必要な冷熱量を算
出する必要冷熱量算出手段と、上述した蓄積冷熱量及び必要冷熱量に基づいて内燃機関の
運転状態を制御する制御手段とを備えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００９－２９３４４号公報
【特許文献２】特開２００９－１２７２１号公報
【特許文献３】特開２０１０－３０４９７号公報
【特許文献４】特開２００５－２０７３２１号公
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上記特許文献１の技術によると、減速状態と予測された時に、圧縮機の冷媒吐出量を増
大させることで、冷房の燃料消費量を改善しようとしている。しかし、冷房効率（熱費の
逆数）は、加減速の走行状態だけではなく、エンジンの回転数、出力トルク、圧縮機容量
、冷媒流量、および冷媒圧力等にも関わっているので、減速が予測された時、冷媒吐出量
を増やしても、その時は冷房効率が悪く、結果として車両の燃料消費率を悪化させる可能
性がある。
【００１２】
　また、減速が予想された時に、冷媒吐出量を増加させる制御の燃料消費率低減効果は、
その減速が予想された時の冷房効率だけではなく、車両用空調装置が動作する時の平均冷
房効率等にも係わる。つまり、減速が予測された時の冷房効率が平均冷房効率より低い場
合に冷媒吐出量を増やすと、燃料消費率が悪化する可能性が高い。
【００１３】
　更に、補助的な冷熱源として蓄冷器を設ける場合、車両用空調装置全体として蓄冷可能
な蓄冷量が大きくなり、冷房効率が高い時に蓄冷を行い、冷房効率が低い時に放熱をすれ
ば大きな燃料消費率低減効果が発揮できるので、燃料カットの時だけ、および減速が予測
された時だけ蓄冷を行う制御では、燃料消費率低減効果を充分に引き出せない。また、こ
の問題に対して、特許文献２から４も特に解決方法を示唆していない。
【００１４】
　また、補機が、動力源で駆動されるオルタネータ等の発電機である場合も、同様の理由
で、結果として車両の燃料消費率を悪化させる可能性があり、燃料消費率低減効果を充分
に引き出せない可能性がある。
【００１５】
　本発明は、特殊な条件に限らず、普通の走行状態の時でも、加減速、走行速度などの走
行状態を予測し、それによって、将来の一定の時間にわたって、動力源の燃料消費率また
は補機の駆動効率を推定し、補機を効率的に駆動する最適な制御パターンを算出すること
で、高い精度で補機の燃料消費量を低減することができる車両制御システムを提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明は上記目的を達成するために、下記の技術的手段を採用する。すなわち、請求項
１に記載の発明では、動力を用いて走行する車両の動力源（４）を制御する車両制御シス
テムにおいて、走行情報より、所定期間の走行状態を予測する走行状態予測手段（７５）
と、動力を用いて駆動される補機（１、１５０）が必要な動力量を算出する補機動力量算
出手段（７７、７７０）と、補機（１、１５０）の制御を行う補機制御手段（８２、８２
０）と、動力源（４）における動力と燃料消費量の関係を示す動力源特性データ（ＥＳＤ
）と、走行状態予測手段（７５）の情報と、補機動力量算出手段（７７、７７０）の情報
と、動力源特性データ（ＥＳＤ）と用いて、所定期間内における動力源（４）の燃料消費
量が最小となるよう補機（１、１５０）の制御パターンを算出し、制御パターンに従って
補機制御手段（８２、８２０）を制御する制御パターン演算手段（７９、８０、８１、７
９０、８００、８１０、７９１、８０１、８１１）とを備え、
　更に、補機（１、１５０）または補機システム（１５、４００）の状態情報を検出する
補機状態検出手段（７８、７８０）を備え、補機動力量算出手段（７７、７７０）は、走
行状態予測手段（７５）からの情報と動力源（４）の状態とから動力源の効率またはエネ
ルギ消費量を予測する効率またはエネルギ消費量予測手段（７７、７７０）から成り、制
御パターン演算手段（７９、８０、８１、７９０、８００、８１０、７９１、８０１、８
１１）は、効率またはエネルギ消費量予測手段（７７、７７０）からの予測された動力源
の効率またはエネルギ消費量と、補機状態検出手段（７８、７８０）からの補機（１、１
５０）または補機システム（１５、４００）の状態情報とから、今後動力源（４）のエネ
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ルギの消費が最小となる所定期間における補機（１、１５０）の制御パターンを演算する
ことを特徴としている。
　この発明によれば、車両の減速直前など特殊な条件だけではなく、一般走行状態でも所
定期間の走行状態を予測し、走行状態に合わせて補機の駆動効率の高い制御パターンを演
算し、この制御パターンに従って補機を駆動または制御することで、補機の実質的な全作
動時間内において、補機のためのエネルギ消費量を最小化することができるため、動力源
のエネルギ消費率削減効果が大きい。
　更に、今後動力源（４）のエネルギの消費が最小となる所定期間における補機（１、１
５０）の制御パターンを演算することができる。
　請求項２に記載の発明では、効率またはエネルギ消費量予測手段（７７、７７０）は、
予測された走行状態を用いて、補機を駆動するための補機駆動用燃料消費量を推定する補
機駆動用燃料消費量推定手段（Ｓ８０２、Ｓ１５０２）から成り、更に、推定された補機
駆動用燃料消費量を用いて補機の駆動効率を算出する補機駆動効率算出手段（Ｓ８０５、
Ｓ１５０５、Ｓ８０５ｂ）を備え、制御パターン演算手段（７９、８０、８１、７９０、
８００、８１０）は算出された補機の駆動効率を用いて、動力源（４）の燃料消費量が最
小となるよう制御パターンを算出することを特徴としている。
【００１９】
　この発明によれば、推定された補機駆動用燃料消費量を用いて補機の駆動効率を算出し
定量化することで、燃費最小化の精度を高めることができる。
　請求項３に記載の発明では、制御パターン演算手段（７９、８０、８１、７９０、８０
０、８１０）は、制御パターンの候補を推定する制御パターン推定手段（７９、７９０）
と、補機状態検出手段（７８、７８０）からの補機（１、１５０）または補機システム（
１５、４００）の状態情報から補機（１、１５０）または補機システム（１５、４００）
の基準と成る効率に係わる判定閾値を算出する手段（８０、８００）と、判定閾値を用い
て制御パターンの候補の中から補機（１、１５０）の制御パターンを選択する制御パター
ン評価選択手段（８１、８１０）と、から成ることを特徴としている。
【００２０】
　この発明によれば、制御パターンの候補を推定し、補機または補機システムの状態情報
から補機または補機システムの基準と成る効率に係わる判定閾値を算出し、判定閾値を用
いて制御パターンの候補の中から、エネルギ消費量を最小化する補機の制御パターンを選
択することができる。
【００２１】
　請求項４に記載の発明では、制御パターン評価選択手段（８１、８１０）は、制御パタ
ーンの候補に関する駆動効率に関する値を、判定閾値と比較する比較手段（Ｓ８０５、Ｓ
８０５ａ、Ｓ１５０５）を備え、駆動効率に関する値が判定閾値と比較して良好な場合に
、補機（１、１５０）の出力を増加させることを特徴としている。
【００２２】
　この発明によれば、駆動効率に関する値（例えば、予測熱費）が判定閾値より高い時に
出力を増やすから、少ない演算量で、エネルギ消費量の少ない補機制御パターンを演算で
きる。
【００２３】
　請求項５に記載の発明では、比較手段（Ｓ８０５、Ｓ８０５ａ、Ｓ１５０５）は、駆動
効率に関する値と判定閾値との差分に応じて、補機制御パターンを選択することを特徴と
している。
【００２４】
　この発明によれば、駆動効率に関する値と判定閾値との差分に応じて、制御パターンを
選択するから、上記差分が大きく、補機の駆動効率が良くなると予測される時は、補機の
所定期間あたりの仕事量を増加させるように制御パターンを選択でき、効率の高い補機の
運転状況下において、補機出力を活用できるから、エネルギ消費量の少ない制御が実現で
きる。
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【００２５】
　請求項６に記載の発明では、比較手段（Ｓ８０５、Ｓ８０５ａ、Ｓ１５０５）は、判定
閾値に係わる効率で補機（１、１５０）を駆動する場合に補機（１、１５０）が出力する
ための判定閾値対応エネルギ消費量を算出し、制御パターンの候補毎の駆動効率に関する
値と補機（１、１５０）の出力とを用いて、制御パターン毎のエネルギ消費量を算出し、
判定閾値対応エネルギ消費量と制御パターン毎のエネルギ消費量とから、節約できるエネ
ルギ消費量を算出し、かつ算出された節約できるエネルギ消費量が最大値となる制御パタ
ーンを選択することを特徴としている。
【００２６】
　この発明によれば、今後の予測された補機の駆動効率に関係するエネルギ消費量と、判
定閾値に関係するエネルギ消費量とから、節約できるエネルギ消費量を演算することがで
きるので、より高い精度で制御パターンを評価し選択して、エネルギ消費量を最小化する
ことができる。
【００２７】
　請求項７に記載の発明では、判定閾値は、補機（１、１５０）が出力するエネルギの蓄
積量、補機（１、１５０）が出力するエネルギの使用に係わる車両状態、および補機（１
、１５０）が出力するエネルギの使用に係わる環境条件のうちのいずれかに応じて求めら
れることを特徴としている。
【００２８】
　この発明によれば、エネルギの蓄積量（例えば、蓄冷量または電池ＳＯＣ）、補機が出
力するエネルギの使用に係わる車両状態（例えば設定温度や電力消費量）、および補機が
出力するエネルギの使用に係わる環境条件（例えば外気温や降雨）のうちのいずれかを、
制御パターンの演算に反映することで、エネルギ消費量の最小化と運転の快適性の両立が
できる。
【００２９】
　請求項８に記載の発明では、補機（１、１５０）が出力するエネルギに係わる履歴を学
習して、判定閾値を設定することを特徴としている。
【００３０】
　この発明によれば、過去の履歴に応じて判定閾値を設定し、例えば、過去のエネルギ消
費量が低いほど、判定閾値を低めに設定できるから、より実態に即した判定閾値の設定が
可能となり、更なるエネルギ消費量の低減効果の向上につなげることができる。また、車
両の運転条件や車両の仕向け先（地域）が異なっても、履歴を重ねるにつれ、判定閾値を
より正しく設定できるようになるから、エネルギ消費量低減の効果が大きい。
【００３１】
　請求項９に記載の発明では、制御パターン演算手段（７９１、８０１、８１１）は、補
機状態検出手段（７８、７８０）からの補機（１、１５０）または補機システム（１５、
４００）の状態情報と、効率またはエネルギ消費量予測手段（７７０）からの予測された
動力源（４）の効率またはエネルギ消費量とから、予測される補機の仮仕事量を算出する
仮仕事量算出手段（７９１）と、仮の補機の仕事量を行うための動力源（４）の動力量と
仮の補機の仕事量に係わる補機の効率（δ）を算出する補機動力量算出手段（８０１）と
、仮の補機の仕事量を補機の効率（δ）を用いて補正して、補正された仕事量である補機
（１５０）の制御パターンを算出する補正仕事量算出手段（８１１）とから成ることを特
徴としている。
【００３２】
　この発明によれば、補機または補機システムの状態情報と、予測された動力源の効率ま
たはエネルギ消費量とから、予測される仮の補機の仕事量を算出し、補機の仮の仕事量を
行うための動力源の動力量と仮の補機の仕事量に係わる補機の効率とを算出し、補機の効
率により仮の補機の仕事量を補正して、補正された仕事量である制御パターンを算出する
ことができ、この補正された制御パターンを用いてエネルギ消費量を最小化して補機を駆
動することができる。
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【００３３】
　請求項１０に記載の発明では、予測された車両の走行情報、および動力源（４）の状態
に基づき、将来の所定期間内の動力源（４）の効率を動力源効率予測手段（７７０）で予
測すると共に、動力源効率平均値算出手段（７７１）にて、上記所定期間の動力源効率の
平均値を算出し、将来の所定期間内の動力源効率と、その期間の動力源効率の平均値と、
補機システム（１５、４００）の状態とから、将来の所定期間内の補機（１、１５０）の
仮の仕事量を仮仕事量算出手段（７９１）にて求め、仮の仕事量を補機（１、１５０）が
行うための動力源（４）における動力量および補機（１、１５０）の効率（δ）を補機動
力量算出手段（８０１）にて求め、仮の仕事量を、補機（１、１５０）の効率（δ）を用
いて補正して、補正された仕事量である補機（１、１５０）の制御パターンを補正仕事量
算出手段（８１１）にて求めることを特徴としている。
【００３４】
　この発明によれば、将来の所定期間内の動力源（４）の効率を動力源効率予測手段（７
７０）で予測すると共に、所定期間の動力源効率の平均値を算出し、将来の所定期間内の
動力源効率と、その期間の動力源効率の平均値と、補機システム（１５、４００）の状態
とから、仮の仕事量を仮仕事量算出手段（７９１）にて求め、仮の仕事量を補機（１、１
５０）が行うための動力源（４）における動力量と補機（１、１５０）の効率（δ）とを
求め、仮の仕事量を、効率（δ）を用いて補正して、補正された仕事量である補機（１、
１５０）の制御パターンを求めたから、予め制御パターンの候補を設定することなく、簡
単に補機制御量となる制御パターンを得ることができる。
【００３５】
　請求項１１に記載の発明では、制御パターン演算手段（７９、８１）は、制御パターン
の候補を推定する制御パターン推定手段（７９）と、補機状態検出手段（７８）からの補
機（１）または補機システム（１５）の状態情報と補機（１）または補機システム（１５
）の効率に係わる効率情報とを用いて制御パターンの候補の中から制御パターンを選択す
る制御パターン評価選択手段（８１）とから成ることを特徴としている。
【００３６】
　この発明によれば、予め制御パターンの候補を設定するものの、判定閾値を用いること
なく、簡略化された構成で制御パターンの候補の中から制御パターンを選択することがで
きる。
【００３７】
　請求項１２に記載の発明では、制御パターン評価選択手段（８１）は、効率情報と補機
システム（１５）の要求エネルギ量に関する値と補機出力とから制御パターンを選択する
ことを特徴としている。
【００３８】
　この発明によれば、予め制御パターンの候補を設定するものの、判定閾値を用いること
なく、補機の効率情報と補機システムの要求エネルギ量に関する値と補機出力とを考慮し
て、効率の高い制御パターンを選択することができる。
【００３９】
　請求項１３に記載の発明では、補機（１）は補機システム（１５）となる車両用空調装
置（１５）の圧縮機（１）から成り、制御パターン評価選択手段（８１）は、効率情報と
なる予測熱費の逆数、要求エネルギ量に関する値を成す車両用空調装置（１５）の設定温
度および吹出温度、ならびに補機出力を成す冷熱量から制御パターンを選択することを特
徴としている。
【００４０】
　この発明によれば、判定閾値を用いることなく、車両用空調装置の設定温度、吹出温度
および冷熱量を考慮して、効率の高い制御パターンを選択することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の第１実施形態における車両の空調および制動制御装置を含む車両制御シ
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ステムの全体構成図である。
【図２】上記実施形態に用いる蓄冷器の構造を示す一部断面図である。
【図３】上記実施形態のシステム構成を示すブロック図である。
【図４】上記実施形態に用いるエンジンの等燃費曲線の一例を示す特性図である。
【図５】上記実施形態における圧縮機制御パターンの推定例を示す特性図である。
【図６】上記実施形態における判定閾値の算出に使用する特性図である。
【図７】上記実施形態において、予測熱費、および判定閾値の変化予想に対して、選択さ
れた圧縮機制御パターンに従って圧縮機容量制御を行った結果を模式的に示す特性図であ
る。
【図８】上記実施形態の制御の流れを説明するフローチャートである
【図９】本発明の第２実施形態に用いる車両用空調装置の構成図である。
【図１０】本発明の第３実施形態を示す圧縮機制御パターンの説明図である。
【図１１】本発明の第４実施形態の制御の流れを説明する一部フローチャートである。
【図１２】本発明の第５実施形態のシステム構成を示すブロック図である。
【図１３】上記第５実施形態における判定閾値の算出に使用する特性図である。
【図１４】上記第５実施形態において、予測電費、および判定閾値の変化予想に対して、
選択された制御パターンに従って発電制御を行った結果を模式的に示す特性図である。
【図１５】上記第５実施形態の制御の流れを説明するフローチャートである。
【図１６】本発明の第６実施形態のシステム構成を示すブロック図である。
【図１７】上記第６実施形態の制御の流れを説明するフローチャートである。
【図１８】本発明の第７実施形態のシステム構成を示すブロック図である。
【図１９】上記第７実施形態の制御の流れを説明するフローチャートである
【発明を実施するための形態】
【００４４】
　以下に、図面を参照しながら本発明を実施するための複数の形態を説明する。各形態に
おいて先行する形態で説明した事項に対応する部分には同一の参照符号を付して重複する
説明を省略する場合がある。各形態において構成の一部のみを説明している場合は、構成
の他の部分については先行して説明した他の形態を適用することができる。
【００４５】
　各実施形態で具体的に組合せが可能であることを明示している部分同士の組合せばかり
ではなく、特に組合せに支障が生じなければ、明示していなくても実施形態同士を部分的
に組合せることも可能である。
【００４６】
　（第１実施形態）
　以下、本発明の第１実施形態について図１ないし図８を用いて詳細に説明する。図１は
、本発明の第１実施形態における、車両の空調および制動制御装置を含む車両制御システ
ムの全体構成図である。この実施形態においては、車両用空調装置（エアコン）１５に蓄
冷器４０が備えられ、可変容量型の圧縮機１により、冷凍サイクルＲが運転される。車両
の変速機５０として無段変速機が使用されている。
（システムの構成）
　先ず車両用空調装置１５について説明する。車両用空調装置１５の冷凍サイクルＲには
、冷媒を吸入、圧縮、吐出する圧縮機１が備えられている。この圧縮機１は、可変容量型
のものであり、車両用空調装置１５を制御する空調制御装置（エアコンＥＣＵともいう）
５からの吐出容量制御電流に基づいて、連続的に冷媒流量が制御されている。
【００４７】
　なお、圧縮機１には、プーリ２とベルト３を介して、車両エンジン４の動力が伝達され
る。圧縮機１から吐出された高温、高圧の過熱ガス冷媒は、凝縮器６に流入し、図示しな
い冷却ファンより送風される外気と熱交換して冷却されて凝縮する。この凝縮器６で凝縮
した冷媒は、受液器７に流入し、受液器７の内部で、冷媒の気液が分離され、冷凍サイク
ルＲ内の余剰冷媒（液冷媒）が、受液器７内に蓄えられる。
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【００４８】
　受液器７からの液冷媒は、膨張弁８により低圧に減圧され、低圧の気液２相状態となる
。膨張弁８は、冷房用の熱交換器をなす蒸発器９の出口冷媒の温度を感知する感温部８ａ
を有する温度式膨張弁である。この膨張弁８からの低圧冷媒は、蒸発器９に流入する。
【００４９】
　蒸発器９は、車両用空調装置１５の空調ケース１０内に設置され、蒸発器９に流入した
低圧冷媒は、空調ケース１０内の空気から吸熱して蒸発する。蒸発器９の出口は、圧縮機
１の吸入側に結合され、上記した冷凍サイクル構成部品によって閉回路を構成している。
【００５０】
　空調ケース１０の内部であって、蒸発器９の上流側には送風機１１が配置されている。
この送風機１１は、遠心式送風ファン１２と駆動用モータ１３を有している。送風ファン
１２の吸入側には、内外気切替箱１４が配置され、この内外気切替箱１４内の内外気切替
ドア１４ａは、外気導入口１４ｂと内気導入口１４ｃを選択的に開閉する。
【００５１】
　これにより、内外気切替箱１４内に、外気（車室外空気）、または内気（車室内空気）
が切替導入される。内外気切替ドア１４ａは、サーボモータからなる電気駆動装置１４ｅ
により駆動される。
【００５２】
　空調ケース１０内で、蒸発器９の下流側には、後述の蓄冷器４０、エアミックスドア１
９が順次配置されている。このエアミックスドア１９の下流側には、車両エンジン４の温
水（冷却水）を熱源として空気を加熱する暖房用熱交換器（温水式ヒータコア）２０が設
置されている。
【００５３】
　そして、この温水式ヒータコア２０の側方（上方部）には、温水式ヒータコア２０をバ
イパスして空気（冷風）を流すバイパス通路２１が形成されている。エアミックスドア１
９は回動可能な板状ドアであり、サーボモータからなる電気駆動装置２２により駆動され
る。
【００５４】
　エアミックスドア１９は、温水式ヒータコア２０を通過する温風と、バイパス通路２１
を通過する冷風との風量割合を調整するものであって、この冷温風の風量割合の調整によ
り、車室内への吹出温度を調整する。従って、この実施形態においては、エアミックスド
ア１９により、車室内への吹出空気の温度調整手段が構成される。
【００５５】
　温水式ヒータコア２０の下流側には、下側から上方へ延びる温風通路２３が形成され、
この温風通路２３からの温風と、バイパス通路２１からの冷風が、空気混合部２４で混合
されて、所望温度の空気が作り出される。
【００５６】
　さらに、空調ケース１０内で、空気混合部２４の下流側に吹出モード切替部が構成され
ている。すなわち、空調ケース１０の上面部には、デフロスタ開口部２５が形成され、こ
のデフロスタ開口部２５は、図示しないデフロスタダクトを介して、車両フロントガラス
内面に空気を吹き出すものである。デフロスタ開口部２５は、回動自在な板状のデフロス
タドア２６により開閉される。
【００５７】
　また、空調ケース１０の上面部で、デフロスタ開口部２５より車両後方側の部位に、フ
ェイス開口部２７が形成され、このフェイス開口部２７は、図示しないフェイスダクトを
介して、車室内乗員の上半身に向けて空気を吹き出すものである。フェイス開口部２７は
、回動自在な板状のフェイスドア２８により開閉される。
【００５８】
　また、空調ケース１０において、フェイス開口部２７の下側部位に、フット開口部２９
が形成され、このフット開口部２９は、車室内乗員の足元に向けて空気を吹き出すもので
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ある。フット開口部２９は、回動自在な板状のフットドア３０により開閉される。
【００５９】
　また、蒸発器９の温度センサ３２は、空調ケース１０内で、蒸発器９の空気吹出直後の
部位に配置され、蒸発器吹出温度Ｔｅを検出する。また、蓄冷器４０の温度センサ３３は
、蓄冷器４０の空気吹出直後の部位に配置され、蓄冷器吹出温度Ｔｃを検出する。
【００６０】
　通常の空調装置と同様に、蒸発器９の吹出温度は、温度センサ３２の検出信号（蒸発器
吹出温度Ｔｅ）が、可変容量型の圧縮機１の吐出容量を調整することにより、目標蒸発器
温度ＴＥＯとなるように制御されている。
【００６１】
　蓄冷器４０の温度センサ３３の検出信号（蓄冷器吹出温度Ｔｃ）は、蓄冷完了の判定の
ため、エアミックスドア１９の開度制御のために用いられる。蓄冷器吹出温度Ｔｃの値に
よって、エアミックスドア１９の開度補正が行われる。
【００６２】
　空調用制御装置（エアコンＥＣＵともいう）５には、上記の蒸発器９の温度センサ３２
、蓄冷器４０の温度センサ３３の他に、空調制御のために、内気温Ｔｒ、外気温Ｔａｍ、
日射量Ｔｓ、温水温度Ｔｗ等を検出する周知のセンサ群３５から、検出信号が入力される
。また、車室内計器盤近傍に設置される空調制御パネル３６には、乗員により操作される
操作スイッチ群３７が備えられ、この操作スイッチ群３７の操作信号も、エアコンＥＣＵ
５に入力される。
【００６３】
　この操作スイッチ群３７としては、温度設定信号Ｔｓｅｔを発生する空調温度設定スイ
ッチ３７ａ、風量切替信号を発生する風量スイッチ３７ｂ、吹出モード信号を発生する吹
出モードスイッチ３７ｃ、内外気切替信号を発生する内外気切替スイッチ３７ｄ、圧縮機
１のオンオフ信号を発生するエアコンスイッチ３７ｅ等が設けられている。
【００６４】
　ここで、フルエアコンスイッチ３７ｆの投入時は、圧縮機１のオン信号を出すとともに
、常に車両エンジン４の稼働要求信号を出して、停車時にも、車両エンジン４の運転状態
を継続させる。これに反し、エアコンスイッチ３７ｅの投入時は、圧縮機１のオン信号を
出すのみで、車両エンジン４の稼働要求信号は出さない。
【００６５】
　さらに、エアコンＥＣＵ５は、エンジン用制御装置（エンジンＥＣＵともいう）３８に
接続されており、エンジンＥＣＵ３８からエアコンＥＣＵ５には、車両エンジン４の回転
数信号、車速信号、アクセルペダル踏み込み量信号等ＳＧ１が入力される。
【００６６】
　エンジンＥＣＵ３８は、周知のごとく車両エンジン４の運転状況等を検出するセンサ群
（図示せず）からの信号に基づいて、車両エンジン４への燃料噴射量、点火時期等を総合
的に制御するものであり、変速機５０も制御する。さらに、エコラン車、ハイブリッド車
においては、フルエアコンスイッチ３７ｆの非投入時に、車両エンジン４の回転数信号、
車速信号、ブレーキ信号等に基づいて停車状態を判定すると、エンジンＥＣＵ３８は、点
火装置の電源遮断、燃料噴射の停止等により、車両エンジン４を自動的に停止させる。
【００６７】
　また、エンジン４停止後、運転者がアクセルペダルを踏み込む等の発進操作を行うと、
エンジンＥＣＵ３８は、車両の発進操作状態をアクセルペダルセンサ６２からのアクセル
信号等に基づいて判定して、車両エンジン４を自動的に始動させる。なお、エアコンＥＣ
Ｕ５は、フルエアコンスイッチ３７ｆがＯＮの場合、車両エンジン４停止後の蓄冷器吹出
温度Ｔｃの上昇等に基づいて、エンジン再稼働要求の信号を出力する。
【００６８】
　また、エアコンＥＣＵ５から圧縮機１への動力増加信号が出されたとき、または出され
るときが予測されるときは、エアコンＥＣＵ５からエンジンＥＣＵ３８に出力アップ要請
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がなされ、エンジンＥＣＵ３８が出力を増大させる強調制御を行うことができる。なお、
エアコンＥＣＵ５からエンジンＥＣＵ３８には、ＣＡＮ通信を利用して出力アップ要請を
行うことができる。
【００６９】
　エアコンＥＣＵ５およびエンジンＥＣＵ３８は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等からなる周
知のマイクロコンピュータと、その周辺回路にて構成されるものである。エアコンＥＣＵ
５は、車両エンジン４の停止許可、停止禁止の信号や、エンジン４停止後の再稼働要求の
信号を出力するエンジン制御信号出力部、圧縮機１の吐出容量制御部、内外気切替ドア１
４ａによる内外気吸込制御部、送風機１１の風量制御部、エアミックスドア１９による温
度制御部、開口部２５、２７、２９の切替による吹出モード制御部等を有している。
【００７０】
　次に、図１において、エンジン４は、無段変速機５０と差動装置６０とを介して、車軸
５１に動力を伝達する。無段変速機５０はエンジンＥＣＵ３８からの信号により減速比（
変速比）を切り替える。乗員が加速するときに踏み込む図示しないアクセルペダルには、
アクセルペダルセンサ６２が備えられ、このセンサ６２の信号がエンジンＥＣＵ３８に入
力されている。
【００７１】
　また、減速するときに乗員が踏み込む図示しないブレーキペダルには、ブレーキペダル
センサ６５が設けられ、このセンサ６５の信号は、ブレーキＥＣＵ５２に入力されている
。そしてブレーキＥＣＵ５２は、油圧を制御して車軸５１近くのブレーキ６１を作動させ
る。次に、エンジン４の動力を変速して車両の車軸５１に伝える無段変速機５０は、エン
ジンＥＣＵ３８内の、マイクロプロセッサ等で構成された変速機制御部５４から制御され
る。そして、変速機５０の出力が、差動装置６０内の差動ギアを通して、車軸５１に伝え
られる。
【００７２】
　図２は、第１実施形態に用いる、蓄冷器４０の構造を示す一部断面図である。図２にお
いて、蓄冷器４０の具体的な構成について説明する。蓄冷器４０は、図１に示すように、
蒸発器９と同一の前面面積となる形状を有し、蒸発器９通過後の冷風の全量（空調ケース
１０内風量の全量）が通過する熱交換器構成となっている。これにより、蓄冷器４０は、
空調ケース１０内の空気流れ方向Ａに対して、厚さ寸法の小さい薄型構造とすることがで
きる。
【００７３】
　図２は、蓄冷器４０の具体的な熱交換器構成を例示するものである。２枚の伝熱プレー
 ト４１、４２には、それぞれ空気（冷風）流れ方向Ａに沿って交互に、凸面部４１ａ、
４２ａが形成されている。この凸面部４１ａ、４２ａが形成されていない伝熱プレート４
１、４２の面（平面部）が互いに相手側の伝熱プレート４１、４２の平面部に当接されて
、ろう付け等により接合されている。これにより、凸面部４１ａ、４２ａの内側に密閉空
間４３を有するチューブ４５が形成され、密閉空間４３内に蓄冷剤４４を収納するように
なっている。
【００７４】
　また、図２には、チューブ４５を２組しか図示していないが、実際には、蓄冷器４０が
蒸発器９と同一の前面面積を持っているので、チューブ４５が図２の矢印Ｂ方向（空気流
れ方向Ａと直交方向）に多数組積層されている。
【００７５】
　この多数組のチューブ４５の上下両端部に、チューブ相互間の当接部を設けて、チュー
ブ４５相互間に所定間隔の空気通路４６を保持するようになっている。そして、各チュー
ブ４５の伝熱プレート４１、４２相互間、および、チューブ４５相互間の当接部等を、一
体に接合（ろう付け）することにより、蓄冷器４０全体を、１つの熱交換器構造として一
体化している。
【００７６】
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　次に、上記構成において、第１実施形態の車両用空調装置１５部分を主とした作動を説
明する。図１において、エンジン４により圧縮機１を駆動することにより、冷凍サイクル
Ｒが運転され、膨張弁８にて減圧された低温低圧の気液２相冷媒が蒸発器９に流入する。
ここで、送風機１１の送風空気から吸熱して、低圧冷媒が蒸発することにより送風空気が
冷却、除湿されて、冷風となる。
【００７７】
　蒸発器９の温度は、可変容量型の圧縮機１の制御により、目標蒸発器温度ＴＥＯに維持
される。ここで、ＴＥＯは、後述のように、空調モードの選択に応じて決定されるもので
あって、ＴＥＯを０℃より高い温度とすることにより、蒸発器９のフロストを防止するこ
とができる。
【００７８】
　そして、蒸発器９通過後の冷風が、次には、蓄冷器４０の多数組のチューブ４５相互間
に形成される所定間隔の空気通路４６を通過する。ここで、空気通路４６の蛇行状の形態
により冷風流れを乱して、空気側の熱伝達率を向上できるので、空気通路４６を冷風が通
過する間に伝熱プレート４１、４２を介して蓄冷剤４４が効果的に冷却される。
【００７９】
　車両用空調装置１５においては、送風機１１からの送風空気を、先ず最初に、蒸発器９
にて冷却、除湿し、その後、エアミックスドア１９の開度を調整して、冷風と温風を混合
することにより、車室内への吹出温度を目標吹出温度ＴＡＯに制御している。その場合に
、例えば、ＴＡＯ＝１２℃という比較的高い温度であっても、蓄冷剤４４の蓄冷を短時間
で完了するためには、目標蒸発器温度ＴＥＯをできる限り低い温度に設定する必要がある
。
（エアコンＥＣＵの制御）
　次に、この実施形態による具体的なエアコンＥＣＵ５での制御を説明する。エンジン４
のイグニッションスイッチがオンされて、エアコンＥＣＵ５に電源が供給された状態にお
いて、図１に示す空調制御パネル３６における操作スイッチ群３７のエアコンスイッチ３
７ｅが投入されると制御がスタートする。まず、フラグ、タイマー等の初期化がなされ、
センサ群からの検出信号、操作スイッチ群の操作信号、エンジンＥＣＵ３８からの車両運
転信号（アクセルペダル踏み込み量）等をエアコンＥＣＵ５が読み込む。
【００８０】
　続いて、車室内へ吹き出される空調風の目標吹出温度ＴＡＯを算出する。この目標吹出
温度ＴＡＯは、車両の空調熱負荷条件が変動しても、車室内を温度設定スイッチの設定温
度Ｔｓｅｔに維持するために必要な吹出温度であり、下記数式１に基づいて算出される。
（数式１）ＴＡＯ＝Ｋｓｅｔ×Ｔｓｅｔ－Ｋｒ×Ｔｒ－Ｋａｍ×Ｔａｍ－Ｋｓ×Ｔｓ＋Ｃ
　但し、Ｔｒ：内気センサにより検出される内気温、Ｔａｍ：外気センサにより検出され
る外気温、Ｔｓ：日射センサにより検出される日射量、Ｋｓｅｔ、Ｋｒ、Ｋａｍ、Ｋｓ：
制御ゲイン、Ｃ：補正用の定数である。なお、この目標吹出温度ＴＡＯは、周知のように
、各吹出口ドアの切替制御、エアミックスドア１９の開度制御等に活用される。
（システムのブロック構成）
　図３は上記第１実施形態のシステム構成を示すブロック図である。この第１実施形態法
を実現するシステムは、図３に示すように、エンジンＥＣＵ３８、エアコンＥＣＵ５等に
て構成される。エンジンＥＣＵ３８は、運転者操作情報７０、補機作動情報７１、車両走
行情報７２、ナビゲータ情報７３、走行履歴情報７４等の情報に基づいて、将来のある決
められた時間（予測された複数時点）のエンジンの回転数およびトルクに関係する走行状
態を走行状態予測部７５にて予測する。
【００８１】
　このうち、運転者操作情報７０は、例えば、アクセルペダルやブレーキペダルの踏み込
み量等に関する情報である。また、補機作動情報７１は、例えばオルタネータの出力電流
の大きさを示す情報等である。
【００８２】
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　更に、車両走行情報７２は、例えば，自車の現在の車速情報等である。ナビゲーション
情報７３は、自車が走行する道路の制限速度、渋滞状況、坂道の長さ勾配等の道路情報で
ある。走行履歴情報７４は、例えば、会社に向かう自車が１０００メートル先の会社の駐
車場において駐車する確率が８０％等の走行予定情報である。
（走行状態の予測）
　以下、図３に従って説明する。上述のように、走行予測情報に基づいて、予め定めた将
来の所定時間（予測された複数時点）のエンジンの回転数およびエンジンのトルクに関係
する走行状態を走行状態予測部７５で予測する。この予測走行状態には、エンジンの燃料
消費率に大きく係わる自車の車速、加減速、坂道や雪道等による走行負荷、自動変速機（
オートトランスミッション）のシフトポジション位置情報（Ｔ／Ｍ情報ともいう）等があ
る。
なお、このＴ／Ｍ情報によっては、車速、加減速が同じでもエンジン４のトルクが変わる
ため、予測走行情報として重要である。
（燃料消費量の演算およびエアコンＥＣＵへの送信）
　予測走行状態およびエンジン４の状態を検出するエンジン状態検出部７６からのエンジ
ン状態に基づき、エンジン効率特性に従って、選択され得る各圧縮機制御パターンで圧縮
機１を駆動するための燃料消費量（エンジン４の燃料消費量予測情報）を燃料消費量予測
部７７で演算し、演算結果をエアコンＥＣＵ５へ送信する。
【００８３】
　ここで、エンジン状態とは、例えば、エンジン４の冷却水の温度が低い場合にウォーム
アップする暖気状態等に関する情報である。また、エンジン効率特性は、例えばエンジン
４の等燃費曲線マップで知ることができる。図４は、第１実施形態に用いるエンジン４の
等燃費曲線の一例を示す特性図である。この特性に係わるデータは走行状態予測部７７内
に格納されている。また、この図４の特性は、動力源（エンジンまたは駆動源とも言う）
４における動力と燃料消費量の関係を示す動力源特性データ（ＥＳＤと称することにする
）である。
【００８４】
　図４において、エンジン４の出力トルクとエンジン４の回転数（回転速度）をパラメー
タとする燃料消費率（燃費）に係わるマップの一例を概略的に示している。この図４によ
れば、あるエンジン状態から、別のエンジン状態に移行するときの燃料消費率（燃費）の
変化を知ることができる。
【００８５】
　次に、図３において、エアコンＥＣＵ５は、空調環境状態等（必要であれば、エンジン
の燃料消費量予測情報を含むエンジンに関する情報）をエアコン状態検出部７８で検出す
る。ここで検出されたエアコン状態は選択され得る圧縮機制御パターン推定部７９と判定
閾値算出部８０に送られる。
【００８６】
　選択され得る圧縮機制御パターン推定部７９では、空調環境状態等（必要であれば、エ
ンジンの燃料消費量予測情報を含むエンジンに関する情報）から選択され得る複数の圧縮
機制御パターンの候補を推定する。図５は、第１実施形態における圧縮機制御パターンの
推定例を示す特性図である。この図５において、将来の所定時間内の選択され得る圧縮機
制御パターンをとして、例えば図５のような４つのパターンが推定される。
【００８７】
　推定されたパターンのうち図５のパターン１は、圧縮機容量（または仕事量、以下同じ
）を最大限増やすものである。パターン２は、現在の圧縮機容量を維持するものである。
パターン３は、圧縮機容量を最大限減らすものである。また、パターン４は、圧縮機容量
を０にする（圧縮機をＯＦＦする）ものである。また、ＭＡＸは圧縮機の最大吐出容量を
示している。圧縮機の吐出容量が、このＭＡＸを超えないように制御される。
【００８８】
　推定された複数の圧縮機制御パターンは、図３のエンジンＥＣＵ３８内の燃料消費量予
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測部７７に送信される。そして、この燃料消費量予測部７７にて、推定された各圧縮機制
御パターンでの圧縮機を駆動するために必要と予測される燃料消費量（エンジンの燃料消
費量予測情報）が演算される。
【００８９】
　演算された圧縮機１を駆動するために必要と予測される燃料消費量は、エアコンＥＣＵ
５内の各圧縮機制御パターンの評価選択部８１に送信される。送信された燃料消費量は、
選択されうる各圧縮機制御パターンに従って、圧縮機１を駆動し車室内を所望の冷熱量分
だけ冷房するために必要と予測される燃料消費量であり、単位時間、または単位トルクあ
たりの燃料の消費量で表される。
【００９０】
　また、空調環境状態等（必要であれば、エンジン４の燃料消費量予測情報を含むエンジ
ン４に関する情報）からエアコン状態検出部７８は、冷凍サイクル効率情報を演算し、演
算された冷凍サイクル効率情報を各圧縮機制御パターンの評価選択部８１（単に評価選択
部８１ともいう）に送る。また、この評価選択部８１には、圧縮機制御パターン推定部７
９から選択され得る複数の圧縮機制御パターンが送信され、判定閾値算出部８０からは以
下に述べる判定閾値が送信される。
【００９１】
　（判定閾値の演算）
　エアコンＥＣＵ５内の判定閾値算出部８０は、蓄冷量、過去の冷房効率、および空調環
境状態（外気温、設定温度等）に基づいて、判定閾値を決定する。判定閾値は、エンジン
の走行状態を予測しないで車両用空調装置１５を制御（従来制御）したときの冷房効率に
関係する。判定閾値の単位またはディメンションは、後述する予測熱費と同じリットル／
カロリーである。
【００９２】
　図６は、第１実施形態における判定閾値の算出に使用する特性図である。図６において
基本的に判定閾値は、蓄冷量が多くなれば小さくなるように決定される。なお、蓄冷量の
演算は、蓄冷器４０を通過した空調風量および温度の履歴からマップを用いて演算するこ
とができる。また、公知の演算方法を使用しても良い。
【００９３】
　また、要求される熱費に相当する判定閾値は、外気温の高低、設定温度等に応じて変化
するから、判定閾値は、蓄冷量をベースにして求めてから、外気温の高低、設定温度等に
応じて補正を行うことができる。この場合、外気温が高い、あるいは、設定温度が低い時
に、判定閾値が高くなるよう補正される。
【００９４】
　更に、判定閾値は、過去の判定閾値により補正することもできる。このため、過去の車
両用空調装置１５における冷房効率に係わる履歴を学習して、判定閾値を設定することも
できる。これによれば、過去の履歴に応じて判定閾値が設定される。例えば、過去の判定
閾値が低いほど判定閾値を低めに設定されるから、より実態に即した判定閾値の設定が可
能となる。
【００９５】
　次に、図３の判定閾値算出部８０からの判定閾値、エアコン状態検出部７８からの冷凍
サイクル効率情報、選択され得る圧縮機制御パターン推定部７９からの選択され得る複数
の圧縮機制御パターンの候補、および燃料消費量予測部７７からの予測された燃料消費量
に基づいて、各圧縮機制御パターンの評価選択部８１では、予め決められた将来の時間内
において選択され得る複数の圧縮機制御パターンのそれぞれを評価し、最適な圧縮機制御
パターンを選択する。
【００９６】
　具体的には、各圧縮機制御パターンの評価選択部８１では、燃料消費量予測部７７から
の各圧縮機制御パターンの圧縮機１を駆動するために必要と予測される燃料消費量を受信
した後に、車両用空調装置１５における目標吹出温度ＴＡＯ、および冷凍サイクル効率情
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報等を用いて、各圧縮機制御パターンで生成される冷熱量（吸熱量）を予測する。
【００９７】
　また、各圧縮機制御パターンの評価選択部８１では、下記の数式２に基づいて予測され
る冷房効率を演算している。冷房効率（つまり１／予測熱費）は、圧縮機１を駆動するた
めの燃料消費量に対する生成される冷熱量の比で示される。
（数式２）冷房効率＝（１／予測熱費）＝生成される冷熱量／圧縮機を駆動するための必
要と推定される燃料消費量
（評価式の演算）
　次に、各圧縮機制御パターンの評価選択部８１では、判定閾値算出部８０で演算された
判定閾値を用いて、評価式演算値の演算を行う。以下の数式３に示した評価式は、複数の
圧縮機制御パターン毎に演算されるものであり、判定閾値から予測熱費を差し引いた値に
冷熱量を乗じたものである。
（数式３）評価式演算値＝Σ（判定閾値－予測熱費）×冷熱量
　ここで判定閾値と予測熱費とは、共にディメンションまたは単位がリットル／カロリー
である。また、冷熱量のディメンションはカロリーである。よって、評価式演算値のディ
メンションはリットルとなり、各圧縮機制御パターンで制御されたときに、従来制御に対
して節約できる燃料消費量を表している。なお、この評価式の演算は、複数の圧縮機制御
パターン毎に、所定の将来の時間帯を対象として、所定の時間間隔で演算する。
（圧縮機制御パターンの選択）
　以上のようにして、各圧縮機制御パターン毎に評価式を演算し終わった後に、評価式演
算値つまり節約できる燃料消費量が最大となる圧縮機制御パターンが選択される。
（圧縮機の仕事量の制御）
　選択された圧縮機制御パターンに従って圧縮機駆動部８２にて車両用空調装置（エアコ
ン）１５内の圧縮機１に制御信号を供給する。図７は、第１実施形態において、予測熱費
、および判定閾値の変化予想に対して、選択された圧縮機制御パターン（この場合は圧縮
機容量増加パターン）に従って圧縮機容量制御を行った結果を模式的に示す特性図である
。なお、図７において、例えば、予測熱費は、直角に低下するものでなく、しだいに減少
していくが、簡略化のため、直角的に減少するように図示している。
【００９８】
　図７に示した時刻Ｔ、時刻Ｔ+Δｔ、時刻Ｔ＋２Δｔの各時刻において、上記の評価式
を用いて、予測終点まで、評価式演算値が最大値となる圧縮機制御パターンを選んで、次
のΔｔ内の圧縮機駆動制御を実行する。
【００９９】
　図７の（ａ）部分に図示された時刻Ｔ（現在時点Ｔ）での制御では、予測熱費が判定閾
値より下回る前に、予め可変容量型の圧縮機の吐出容量を上げていく。また、図７の（ｂ
）部分に図示された時刻Ｔ＋Δtでは、前の時刻に想定した圧縮機制御パターンを維持す
る。但し、圧縮機１の吐出容量が最大吐出容量（ＭＡＸ）を超えないように規制される。
【０１００】
　図７の（ｃ）部分に図示された時刻Ｔ＋２Δでの制御では、評価式の演算値が最大とな
るよう、時刻Ｔ＋Δtにおいて想定したパターンより評価式演算値が高い圧縮機制御パタ
ーンを選択し、予測熱費が判定閾値より上回る前に、予め圧縮機１の吐出容量を下げてい
く。
【０１０１】
　図８は、上記第１実施形態の制御の流れを説明するフローチャートである。図８におい
て、ステップＳ８０１では、エンジンＥＣＵ３８内で、予め定めた将来の所定時間内のエ
ンジンの回転数およびエンジンのトルクに関係する走行状態およびエンジン状態を予測す
る。次にステップＳ８０２では、エンジンＥＣＵ３８内で、予測走行状態および予測エン
ジン状態に基づき、エンジン効率特性に従って、選択され得る各圧縮機制御パターンで圧
縮機を駆動し、冷媒に蓄冷するための燃料消費量を演算する。
【０１０２】
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　ステップＳ８０３では、エンジンＥＣＵ３８内で演算された、選択され得る各圧縮機制
御パターンで圧縮機を駆動するために必要な燃料消費量が、エアコンＥＣＵ５に送信され
る。ステップＳ８０４では、エアコンＥＣＵ５内で、蓄冷量、過去の冷房効率、および空
調環境状態（外気温、設定温度等）に基づいて、判定閾値が演算される。
【０１０３】
　次に、ステップＳ８０５において、予測熱費を演算する。また、判定閾値を用いて、評
価式の演算を行う。評価式は、複数の圧縮機制御パターン毎に演算されものであり、判定
閾値から予測熱費を差し引いた値に冷熱量を乗じたものである。
【０１０４】
　次に、ステップＳ８０６で、評価式演算値つまり節約できる燃料消費量が最大となる圧
縮機制御パターンを選択する。更に、ステップＳ８０７で、選択された圧縮機制御パター
ンに従って圧縮機１に制御信号を供給し、圧縮機を駆動する。
【０１０５】
　（第１実施形態の作用効果）
　次に第１実施形態の作用効果をまとめて説明する。上記第１実施形態においては、推定
されたエンジン状態（例えば、回転数やトルク）に基づき、圧縮機１を複数の圧縮機制御
パターン（例えば回転数をしだいに上げていくとか、回転数をしだいに下げていくパター
ン）で駆動したときの冷房効率関係値である予測熱費を演算することができる。そして、
この演算された冷房効率関係値に基づき、燃料消費率を削減する効果の高い好適な圧縮機
制御パターンを選択することができる。これにより、車両の減速直前だけではなく、より
長い時間帯での最適化が達成でき、車両用空調装置１５の全作動時間内において、燃料消
費率を削減する効果の高い圧縮機制御パターンを選択しながら車両用空調装置１５を運転
することができるため、燃料消費率削減効果が大きい。
【０１０６】
　また、車両用空調装置１５は、熱交換器９、４０の蓄冷（冷媒回路の蓄冷を含む）を活
用して車両の室内を冷房することができる。この蓄冷量が多いほど冷房効率の高い運転が
可能となる。また蓄冷量が多いときは圧縮機１の仕事量を減らしても良い。そして、推定
されたエンジン状態（例えば、回転数やトルク）に基づき、圧縮機１を複数の圧縮機制御
パターン（例えば回転数をしだいに上げていくとか、回転数をしだいに下げていくパター
ン）で駆動したときの冷房効率関係値も演算することができる。
【０１０７】
　そして、この演算された冷房効率関係値と、そのときの蓄冷量に関係する判定閾値とに
基づき、複数の圧縮機制御パターンの中から、燃料消費率を削減する効果の高い好適な圧
縮機制御パターンを選択することができる。そして、車両の減速直前だけではなく、車両
用空調装置１５の全作動時間内において、燃料消費率を削減する効果の高い圧縮機制御パ
ターンを選択しながら車両用空調装置１５を運転することができるため、燃料消費率削減
効果が大きい。
【０１０８】
　更に、冷房効率関係値となる予測熱費と判定閾値との大小関係に応じて、具体的には（
判定閾値－予測熱費）を演算して圧縮機制御パターンを選択するから、例えば、冷房効率
が良くなると予測される判定閾値よりも予測熱費が小さくなると予測される時は、圧縮機
１の所定期間あたりの仕事量を増加させる圧縮機制御パターンを選択することにより、効
率の高い冷凍サイクルの運転状況下において、圧縮機動力を積極的に活用できるから、燃
料消費率削減効果の高い制御が実現できる。
【０１０９】
　加えて、冷房効率関係値と判定閾値との差分に応じて、圧縮機制御パターンを選択する
から、例えば、冷房効率関係値と判定閾値との差分が大きく、冷房効率が良くなると予測
される時は、圧縮機１の所定期間あたりの仕事量を増加させる圧縮機制御パターンを選択
することにより、効率の高い冷凍サイクルの運転状況下において、圧縮機動力を活用でき
る。
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【０１１０】
　次に、推定されたエンジン状態（例えば、回転数やトルク）に基づき、圧縮機１を複数
の圧縮機制御パターンで駆動するために必要な燃料消費量（単位は例えば、リットル）、
およびその燃料消費量の燃料消費で生成できる冷熱量（単位は例えば、カロリー）を演算
することができる。そして、この演算された燃料消費量の、該燃料消費量で生成できる冷
熱量に対する比である予測熱費（単位は、例えば、リットル／カロリー）は、冷房効率を
表す冷房効率関係値となる。この予測熱費に基づき、燃料消費率を削減する効果の高い好
適な圧縮機制御パターンを選択することができる。
【０１１１】
　また、判定閾値は、蓄冷量の増加につれて小さくなり、予測熱費と同じディメンション
を有し、選択手段を成す評価選択部８１は、判定閾値と予測熱費との比較に基づき、好適
な圧縮機制御パターンを選択することができる。これによれば、好適な圧縮機制御パター
ンを選択する選択手段は、蓄冷量の増加につれて小さくなり、例えば、冷房効率の逆数を
表す判定閾値（単位は、例えば、リットル／カロリー）と、同じく冷房効率の逆数を表す
予測熱費（単位は、例えば、リットル／カロリー）とを比較する。これにより、予測熱費
が判定閾値より小さくなることが予測される（冷房効率が良くなると予測される）ときに
、所定時間内の圧縮機１の冷媒吐出量を増加させるように制御して、圧縮機１の仕事量を
増やすことができる。
【０１１２】
　更に、判定閾値は、蓄冷量と車両の空調状態に影響する車両環境条件を表す数値とに応
じて求められる値（単位は、例えば、リットル／カロリー）である。よって、判定閾値は
、蓄冷量のみでなく車両用空調装置の空調状態に影響する車両環境条件を表す数値である
設定温度、外気温等に応じて変化するから、判定閾値をより厳密に設定でき、より正確な
圧縮機制御パターンを選択することができる。例えば、外気温が高いほど圧縮機の仕事量
を増やすように判定閾値（要求熱費とも呼ばれる）を大きくすることができる。
【０１１３】
　加えて、判定閾値は、設定温度または外気温に応じて求められるから、判定閾値をなる
べく高く設定することができ、圧縮機１の容量を増大させやすくして、例えば、外気温が
高く設定温度が低いほど圧縮機１の仕事量を増やすように判定閾値を大きくすることがで
きる。
【０１１４】
　次に、図６のように、過去の履歴に応じて判定閾値を設定する。例えば、過去の判定閾
値（単位は、例えば、リットル／カロリー）が低いほど、判定閾値を低めに設定するから
、より実態に即した判定閾値の設定が可能となり、更なる燃料消費率低減効果の向上につ
なげることができる。また、車両の運転条件や車両の仕向け先（地域）が異なっても、判
定閾値をより正しく設定できるから、燃料消費率向上効果が大きい。
【０１１５】
　また、車両用空調装置１５は、熱交換器９部分（熱交換器を成す蒸発器と一体部分また
は隣接した部分）に、蓄冷剤が設けられた蓄冷器４０を有し、該蓄冷器４０を通過させた
空調風または該蓄冷器４０を通過させた冷媒で車両の室内を冷房し、主として蓄冷器４０
の蓄冷量に基づき、判定閾値を設定している。
【０１１６】
　これによれば、蓄冷剤が設けられた蓄冷器４０の使用によって、熱交換器９または冷媒
回路に蓄積できる蓄冷量は大幅に増え、圧縮機１を使用しないでも冷房ができる期間が一
層増加するので、蓄冷器４０の蓄冷量を考慮した判定閾値を設定することにより、より好
適化された圧縮機の制御を行うことができる。
【０１１７】
　更に、冷房効率関係値を、判定閾値と比較して、車両用空調装置の冷房効率が高いとき
に圧縮機の仕事量を増加させて蓄冷器４０に蓄冷できるから、より好適化された圧縮機１
の制御を行うことができ、燃料消費率向上効果を大きくすることができる。
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【０１１８】
　加えて、推定されたエンジン状態（例えば、回転数やトルク）に基づき、圧縮機１を複
数の圧縮機制御パターンで駆動するために必要な燃料消費量（単位は例えば、リットル）
、およびその燃料消費量の燃料消費で生成できる冷熱量（例えば、カロリー）を演算する
ことができる。そして、この演算された燃料消費量の、該燃料消費量で生成できる冷熱量
に対する比である予測熱費（単位は、例えば、リットル／カロリー）は、冷房効率関係値
となる。この予測熱費に基づき、燃料消費率を削減する効果の高い好適な圧縮機制御パタ
ーンを選択することができる。
【０１１９】
　次に、選択される圧縮機制御パターンの候補毎に演算式から節約できる燃料消費量を表
す評価式演算値を求めている。この演算式は、（判定閾値－冷房効率関係値）に冷熱量 
を乗じたものである。そして、この評価式演算値が、最大値となる圧縮機制御パターンを
選択している。
【０１２０】
　これによれば、判定閾値の単位が（リットル／カロリー）、冷房効率関係値の単位が（
リットル／カロリー）、冷熱量の単位が（カロリー）であるから、評価式演算値のディメ
ンションは、容積（リットル）となり、簡単な数式を演算することにより、今後の予測さ
れた冷房効率に関係する冷房効率関係値と、判定閾値とを考慮して、本件制御が従来制御
に比較して節約できる燃料消費量を評価式演算値として表すことができる。
【０１２１】
　よって、この評価式演算値を用いて、効率の高い冷凍サイクルの運転状況下において、
圧縮機動力を活用でき、燃料消費率削減効果の高い制御が実現できる。また、演算量も多
くないので、コスト対効果が良好である。なお、節約できる燃料消費量を表す評価式演算
値の全てがマイナスになるときは、圧縮機を駆動しない。
【０１２２】
　また、選択された圧縮機制御パターンをエアコンＥＣＵ５からエンジンＥＣＵ３８へ、
例えばＣＡＮ通信を利用して送信し、圧縮機１回転時の圧縮機トルクと、エンジン４回転
時のエンジントルクとの協調を行っている。これによれば、エンジン４が、圧縮機トルク
を考慮したエンジントルクを出力でき、圧縮機１の所定時間内の仕事量を大きく変えたい
時の、車両のドライバビリティ（エンジン負荷の増減に対する操縦性能）の向上を図るこ
とができる。
【０１２３】
　更に、上記第１実施形態は下記の構成とそれに伴う作用効果を有する。補機１を動力源
４（駆動源４）で作動させる車両制御システムにおいて、駆動源４の状態に影響する車両
の走行状態を今後の所定の予測期間にわたり予測し、予測された時点の走行状態に基づき
、今後の補機１の運転効率に関係する駆動源状態を推定する駆動源状態推定手段Ｓ８０１
と、駆動源状態推定手段Ｓ８０１により推定された駆動源状態を基に、複数の補機制御パ
ターンの候補の各々で補機１、１５０を制御して補機１、１５０を運転するときの運転効
率に関係する運転効率関係値を演算する手段Ｓ８０５と、少なくとも、運転効率関係値に
基づき、複数の補機制御パターンの候補の中から、好適な補機制御パターンを選択する選
択手段Ｓ８０６と、好適な補機制御パターンに基づいて補機を運転する運転手段Ｓ８０７
とを備える。
【０１２４】
　これによれば、推定された駆動源状態に基づき、補機を複数の補機制御パターンで運転
したときの運転効率関係値を演算することができる。そして、この演算された運転効率関
係値に基づき、燃料消費率を削減する効果の高い好適な補機制御パターンを選択すること
ができる。そして、車両の減速直前だけではなく、より長い時間帯での最適化が達成でき
、補機の実質的な全作動時間内において、燃料消費率を削減する効果の高い補機制御パタ
ーンを選択しながら補機を運転することができるため、燃料消費率削減効果が大きい。
【０１２５】
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　また、補機は、冷媒が流れる熱交換器９にて車両の室内を冷房する車両用空調装置１５
の冷媒を圧縮する圧縮機１から成り、車両用空調装置１５は、駆動源４の動力で冷凍サイ
クル内の圧縮機１を作動させることで、冷凍サイクルで生成した冷熱で室内を空調し、且
つその冷熱の一部を車両用空調装置１５内に蓄冷し、圧縮機１の停止中に蓄冷した冷熱を
放出して室内を空調し、駆動源状態推定手段Ｓ８０１は、駆動源４の状態に影響する車両
の走行状態を今後の所定の予測期間にわたり予測し、予測された時点の走行状態に基づき
、今後の車両用空調装置１５の冷房効率に関係する駆動源状態を推定し、運転効率関係値
を演算する手段Ｓ８０５は、駆動源状態推定手段Ｓ８０１により推定された駆動源状態を
基に、複数の圧縮機制御パターンの候補の各々で圧縮機を駆動して冷房するときの冷房効
率に関係する冷房効率関係値を演算し、選択手段Ｓ８０６は、少なくとも、冷房効率関係
値に基づき、複数の圧縮機制御パターンの候補の中から、好適な圧縮機制御パターンを選
択し、運転手段Ｓ８０７は、好適な圧縮機制御パターンに基づいて圧縮機を駆動する駆動
手段Ｓ８０７から成る。
【０１２６】
　これによれば、推定された駆動源状態に基づき、圧縮機を複数の圧縮機制御パターンで
駆動したときの冷房効率関係値を演算することができる。そして、この演算された冷房効
率関係値に基づき、燃料消費率を削減する効果の高い好適な圧縮機制御パターンを選択す
ることができる。そして、車両の減速直前だけではなく、より長い時間帯での最適化が達
成でき、車両用空調装置の実質的な全作動時間内において、燃料消費率を削減する効果の
高い圧縮機制御パターンを選択しながら車両用空調装置を運転することができるため、燃
料消費率削減効果が大きい。
【０１２７】
　更に、選択手段Ｓ８０６は、予測された時点の車両用空調装置１５の要求基準となる冷
房効率に関係する判定閾値、および予測された時点の演算された冷房効率関係値に基づき
、複数の圧縮機制御パターンの候補の中から、好適な圧縮機制御パターンを選択する。
【０１２８】
　これによれば、推定された駆動源状態に基づき、圧縮機を複数の圧縮機制御パターンで
駆動したときの冷房効率関係値を演算することができる。そして、この演算された冷房効
率関係値と、そのときの判定閾値とに基づき、複数の圧縮機制御パターンの中から、燃料
消費率を削減する効果の高い好適な圧縮機制御パターンを選択することができる。そして
、車両の減速直前だけではなく、車両用空調装置の実質的な全作動時間内において、燃料
消費率を削減する効果の高い圧縮機制御パターンを選択しながら車両用空調装置を運転す
ることができるため、燃料消費率削減効果が大きい。
【０１２９】
　加えて、車両用空調装置１５は、熱交換器９部分、または、該熱交換器９を流れる冷凍
サイクル中に、蓄冷剤４４が設けられた蓄冷器４０を有し、蓄冷器４０を通過させた空調
風または蓄冷器４０を通過させた冷媒で室内を冷房する。
【０１３０】
　これによれば、蓄冷剤が設けられた蓄冷器の使用によって、熱交換器または冷媒回路に
蓄積できる蓄冷量は大幅に増え、圧縮機を使用しないでも冷房ができる期間が増加するの
で、より燃料消費率を削減する効果の高い圧縮機の制御を行うことができる。
【０１３１】
　次に、冷房効率関係値を、蓄冷器の蓄冷量に係わる判定閾値と比較して、車両用空調装
置１５の冷房効率が高いときに、圧縮機１の仕事量を増加させる。これによれば、蓄冷剤
が設けられた蓄冷器の使用によって、熱交換器または冷媒回路に蓄積できる蓄冷量は大幅
に増え、圧縮機を使用しないでも冷房ができる期間が増加し、かつ冷房効率関係値を、判
定閾値と比較して、車両用空調装置の冷房効率が高いときに圧縮機の仕事量を増加させて
蓄冷器に蓄冷できるから、より好適化された圧縮機の制御を行うことができ、燃料消費率
向上効果を大きくすることができる。
【０１３２】
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　また、冷房効率関係値は、駆動源状態推定手段Ｓ８０１で推定された駆動源状態に基づ
き、圧縮機１を複数の圧縮機制御パターンの各々で駆動するために必要な燃料消費量の、
該燃料消費量で生成できる冷熱量に対する比である予測熱費からなる。
【０１３３】
　これによれば、推定された駆動源状態に基づき、圧縮機を複数の圧縮機制御パターンで
駆動するために必要な燃料消費量、およびその燃料消費量で生成できる冷熱量を演算する
ことができる。そして、この演算された燃料消費量の、該燃料消費量で生成できる冷熱量
に対する比である予測熱費は、冷房効率を表す冷房効率関係値となる。この予測熱費に基
づき、燃料消費率を削減する効果の高い好適な圧縮機制御パターンを選択することができ
る。
【０１３４】
　更に、判定閾値は、車両用空調装置１５内に蓄冷された量である蓄冷量の増加につれて
小さくなり、予測熱費と同じディメンションを有し、選択手段Ｓ８０６は、判定閾値と予
測熱費との比較に基づき、好適な圧縮機制御パターンを選択する。
【０１３５】
　これによれば、好適な圧縮機制御パターンを選択する選択手段は、蓄冷量の増加につれ
て小さくなり、判定閾値と、予測熱費とを比較する。これにより、冷房効率が良くなると
予測されるときに、所定時間内の圧縮機の冷媒吐出量を増加させるように制御して、圧縮
機の仕事量を増やすことができる。
【０１３６】
　加えて、冷房効率関係値と判定閾値との大小関係に応じて、圧縮機制御パターンを選択
する。これによれば、冷房効率関係値と判定閾値との大小関係に応じて、圧縮機制御パタ
ーンを選択する。冷房効率が良くなると予測される大小関係のときは、圧縮機の所定期間
あたりの仕事量を増加させる圧縮機制御パターンを選択する。それにより、効率の高い冷
凍サイクルの運転状況下において、圧縮機動力を積極的に活用できるから、燃料消費率削
減効果の高い制御が実現できる。
【０１３７】
　次に、冷房効率関係値と判定閾値との差分に応じて、圧縮機制御パターンを選択する。
これによれば、冷房効率関係値と判定閾値との差分に応じて、圧縮機制御パターンを選択
するから、冷房効率関係値と判定閾値との差分が大きく、冷房効率が良くなると予測され
る時は、圧縮機の所定期間あたりの仕事量を増加させる圧縮機制御パターンを選択するこ
とにより、効率の高い冷凍サイクルの運転状況下において、圧縮機動力を活用できるから
、燃料消費率削減効果の高い制御が実現できる。
【０１３８】
　また、判定閾値は、蓄冷量と予測された時点における車両の空調状態に影響する車両環
境条件を表す数値とに応じて求められる。これによれば、判定閾値は、蓄冷量と車両の空
調状態に影響する車両環境条件を表す数値とに応じて求められる値である。よって、判定
閾値は、蓄冷量のみでなく車両用空調装置の空調状態に影響する車両環境条件を表す数値
である設定温度、外気温等に応じて変化するから、判定閾値をより厳密に設定でき、より
正確に圧縮機制御パターンを選択することができる。
【０１３９】
　更に、車両環境条件を表す数値は、車両用空調装置の設定温度または車両外部の外気温
である。これによれば、判定閾値は、設定温度または外気温に応じて求められるから、判
定閾値をなるべく高く設定することができ、圧縮機容量を増大させ易くして、外気温が高
く、設定温度が低いほど、圧縮機の仕事量を増やすことができる。
【０１４０】
　加えて、過去の車両用空調装置１５における判定閾値にかかわる履歴を学習して、今後
の判定閾値を設定する。これによれば、過去の履歴に応じて判定閾値を設定し、例えば、
過去の判定閾値が低いほど、判定閾値を低めに設定できるから、より実態に即した判定閾
値の設定が可能となり、更なる燃料消費率低減効果の向上につなげることができる。また
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、車両の運転条件や車両の仕向け先地域が異なっても、判定閾値をより正しく設定できる
ようになるから、燃料消費率向上効果が大きい。
【０１４１】
　次に、複数の圧縮機制御パターンの候補毎に、判定閾値と、冷房効率関係値と、車室内
を所望の冷房状態にするための熱量である冷熱量とを用いて、節約できる燃料消費量を演
算し、この演算された値が、最大値となる圧縮機制御パターンを選択する。
【０１４２】
　これによれば、今後の予測された冷房効率に関係する冷房効率関係値と、判定閾値とを
考慮して、節約できる燃料消費量を演算することができる。よって、この評価式演算値を
用いて、効率の高い冷凍サイクルの運転状況下において、圧縮機動力を活用でき、燃料消
費率削減効果の高い制御が実現できる。また、演算量も多くないので、コスト対効果が良
好である。
【０１４３】
　更に、選択された好適な圧縮機制御パターンを、車両用空調装置１５を制御する空調制
御装置５から駆動源４を制御する駆動源制御装置３８へ送信し、圧縮機１回転時の圧縮機
トルクと、駆動源４回転時の駆動源トルクとの協調を行う。
【０１４４】
　これによれば、駆動源が、圧縮機トルクを考慮した駆動源トルクを出力でき、圧縮機の
所定時間内の仕事量を大きく変えたい時の、車両のドライバビリティの向上を図ることが
できる。
【０１４５】
　加えて、選択手段Ｓ８０６は、予測された時点の車両用空調装置の設定温度と吹出温度
との偏差に関係する値、および冷房効率関係値に基づき、複数の圧縮機制御パターンの候
補の中から、好適な圧縮機制御パターンを選択する。
【０１４６】
　これによれば、演算された冷房効率関係値と、設定温度と吹出温度の偏差に関係する値
に基づき、複数の圧縮機制御パターンの中から、燃料消費率を削減する効果の高い好適な
圧縮機制御パターンを選択することができる。そして、車両の減速直前だけではなく、車
両用空調装置の実質的な全作動時間内において、燃料消費率を削減する効果の高い圧縮機
制御パターンを選択しながら車両用空調装置を運転することができるため、燃料消費率削
減効果が大きい。
【０１４７】
　次に、駆動源状態推定手段Ｓ８０１により推定された駆動源状態を基に、複数の圧縮機
制御パターンの候補の各々で駆動して冷熱量を生成して冷房するときに車両用空調装置１
５が消費する冷熱量あたりの燃料消費量を表す予測熱費と、車両用空調装置１５の設定温
度と、車両用空調装置１５が室内に吹出す吹出温度と、冷熱量と、補正係数とを用いて、
複数の圧縮機制御パターンの候補毎に、予測熱費の逆数の値と、設定温度と吹出温度との
差に補正係数と冷熱量とを乗じた値との和を求め、この和の値が、最大値となる圧縮機制
御パターンを選択する。
【０１４８】
　これによれば、基本的には、冷房効率関係値となる１／予測熱費が大きい圧縮機制御パ
ターンを選択することができる。そして、上記評価式演算値では、吹出温度が設定温度よ
り低くなると予測され、設定温度－吹出温度が大きくなるときは、要求されている冷房度
合いがクールダウンの時のように大きい傾向にある。従って、この場合は、冷熱量が大き
い圧縮機制御パターンが選択されるようにしている。これにより、効率の高い冷凍サイク
ルの運転状況下において、圧縮機動力を活用できる圧縮機制御パターンの選択が可能にな
り、かつ要求されている冷房度合いが大きい場合に適切に対応できる。また、演算量も多
くないので、コスト対効果が良好である。
【０１４９】
　（第２実施形態）
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　次に、本発明の第２実施形態について説明する。なお、以降の各実施形態においては、
上述した第１実施形態と同一の構成要素には同一の符号を付して説明を省略し、異なる構
成および特徴について説明する。
【０１５０】
　上述の第１実施形態では、蓄冷器４０を空調風で冷却したが、蓄冷器４０を特許文献２
のように、冷媒回路内に設けても良い。以下、これについて説明する。図９は、本発明の
第２実施形態に用いる車両用空調装置１５の構成図である。
【０１５１】
　図９において、冷凍サイクルＲは、圧縮機１の吐出口→凝縮器６→受液器７→膨張弁８
→車室内の熱交換器をなす蒸発器９→蓄冷器４０→圧縮機１の吸入口の経路で冷媒が循環
するように冷媒配管で接続して構成されている。
【０１５２】
　この第２実施形態のように、熱交換器（蒸発器）９を流れる冷媒回路中に蓄冷剤４４が
設けられた蓄冷器４０を設け、該蓄冷器４０を通過させた冷媒で熱交換器９を介して室内
を冷房し、主として蓄冷器４０の蓄冷量に基づき、判定閾値を設定しても良い。
【０１５３】
　蓄冷器４０内には蓄冷剤４４が設けられ、圧縮機１の作動中に蒸発器９から流出した冷
媒が蓄冷器４０内に流入して蓄冷剤４４と熱交換することで、冷媒の冷熱が蓄冷剤４４に
蓄えられる。そして、蓄冷器４０内で蓄冷剤４４と熱交換して温度上昇した冷媒が蓄冷器
４０から流出して圧縮機１に吸入される。
【０１５４】
　なお、３８はエンジンＥＣＵ、３５１は外気温センサ、３５２は車室内温度センサ、３
３１は蓄冷器４０の蓄冷剤４４の温度を検出する蓄冷剤温度センサである。また、３７ａ
は空調温度設定スイッチ、３７ｅはエアコンスイッチである。
【０１５５】
　（第３実施形態）
　次に、本発明の第３実施形態について説明する。上述した実施形態と異なる特徴部分を
説明する。上記第１実施形態においては、演算量が少なくなるように、選択される可能性
のある圧縮機制御パターンの数を少なくしたが、高速演算が可能であれば、選択される可
能性のある圧縮機制御パターンの候補数を多くしても良い。
【０１５６】
　図１０は、本発明の第３実施形態を示す圧縮機制御パターンの説明図である。図１０に
おいて、パターン３１から３３を実行するために遅延時間ＴＬを設定しても良い。この遅
延時間ＴＬは圧縮機１つまりエンジン４の回転数等に応じて変数としても良い。また、パ
ターン３５のように圧縮機容量の増加する勾配をパターン３１よりも大きく設定しても良
い。パターン３４は圧縮機を停止させるパターンである。
【０１５７】
　（第４実施形態）
　次に、本発明の第４実施形態について説明する。上述した実施形態と異なる特徴部分を
説明する。任意に選択できる数値である仕事量変化率Ｐを、車両の操縦性または車両用空
調装置１５の寿命に影響する値として設定し、仕事量変化率Ｐが大きいほど圧縮機１の所
定期間あたりの仕事量を低下させるようにしてもよい。
【０１５８】
　これによれば、車両の操縦性（ドライバビリティ）または車両用空調装置１５の寿命を
重視した車両制御システムにするか、燃料消費率向上を重視した車両制御システムにする
かの選択を仕事量変化率Ｐの設定により任意に行うことができ、操縦性（ドライバビリテ
ィ）と燃料消費率のトレードオフも好適化できる。例えば、仕事量変化率Ｐが大きいほど
、選択された圧縮機制御パターンの傾斜を下げる方向に補正し、圧縮機１の所定期間内の
仕事量を低減させるようにすれば良い。
【０１５９】
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　なお、圧縮機容量の急激な変化を抑制するために、任意に選択できる数値である仕事量
変化率Ｐを使用して圧縮機容量の変化率に制限を付するようにして補正をおこなうことも
できる。
【０１６０】
　更に、第４実施形態を示す一部フローチャートである図１１および下記に示した数式４
によって評価式演算値を演算し、仕事量変化率Ｐが大きいほど、圧縮機１が停止する機会
を増加させて、圧縮機１の所定期間あたりの仕事量を低下させてもよい。
（数式４）評価式演算値＝Σ（判定閾値－冷房効率）×冷熱量－仕事量変化率Ｐ
　これによれば、仕事量変化率Ｐの設定により、評価式演算値の全てがマイナスになり、
圧縮機１が停止する機会が増えるため、操縦性（ドライバビリティ）または車両用空調装
置１５の寿命と燃料消費率の向上とのトレードオフを任意に好適化できる。なお、図１１
のステップＳ８０５ａは、図８のステップＳ８０５と置き換えられる。
【０１６１】
　このように、この第４実施形態においては、任意に選択できる数値である仕事量変化率
Ｐを、車両の操縦性または車両用空調装置１５の寿命に影響する値として設定し、仕事量
変化率Ｐが大きいほど、評価式演算値がマイナスになる確率を増加させる等の方法により
、選択された圧縮機制御パターンに基づく圧縮機１の所定期間あたりの仕事量を低下させ
ている。
【０１６２】
　この実施形態によれば、任意に選択できる数値である仕事量変化率Ｐを、車両の操縦性
または車両用空調装置の寿命に影響する値として設定し、仕事量変化率Ｐが大きいほど選
択された圧縮機制御パターンに基づく圧縮機の所定時間あたりの仕事量を低下させる。
【０１６３】
　これによれば、車両のドライバビリティ操縦性能または車両用空調装置の寿命を重視し
た車両制御システムにするか、燃料消費率向上を重視した車両制御システムにするかの選
択を仕事量変化率の設定により任意に行うことができ、ドライバビリティと燃料消費率の
トレードオフを好適化することができる。
【０１６４】
　（第５実施形態）
　次に、本発明の第５実施形態について説明する。上述した実施形態と異なる特徴部分を
説明する。上記各実施形態においては、エンジンによって駆動される補機が車両用空調装
置の圧縮機である例について説明したが、補機はオルタネータ等の発電機であっても良い
。
【０１６５】
　以下において第５実施形態を図１２に基づいて説明する。車両制御システムは、エンジ
ン制御装置（エンジンＥＣＵ）３８およびオルタネータ制御装置５００を伴って構成され
る。エンジン制御装置３８は、運転者操作情報７０（例：アクセルペダル操作情報）、補
機作動情報７１（例：補機の一つが空調用の圧縮機であって冷房作動中）、車両走行情報
７２（例：現在車速）、ナビゲーション情報７３（例：制限速度、渋滞状況、坂道）、お
よび、走行履歴７４（例：１０００メートル先駐車の確率は８０％）などの情報に基づい
て、将来一定時間内の走行状態を予測する。将来一定時間内の走行状態とは、主にはエン
ジン燃費に大きく係わる車速、加減速、およびエンジン４の負荷の状態である。
【０１６６】
　予測された走行状態、およびエンジン状態検出部７６からのエンジン状態（例：暖機状
態）に基づき、エンジン効率特性に従って、所定のオルタネータ制御パターンでオルタネ
ータを駆動するための燃料消費量を燃料消費量予測部７７で計算し、計算結果をオルタネ
ータ制御装置５００へ送信する。
【０１６７】
　ここで、燃料消費量の予測は、エンジンの等燃費曲線マップに基づいて決定できる。ま
た、オルタネータを駆動するための燃料消費量の代わりにオルタネータを駆動するための
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燃費（単位時間、単位トルクあたりの燃費消費量）を計算しても良い。
【０１６８】
　オルタネータ制御装置５００は、電池ＳＯＣ（ステート・オブ・チャージ）、車載され
た電気負荷、電気負荷に係わる車両状態（ワイパ、ヒータ、ブロワ等の作動状態、ナビゲ
ーション装置の作動状態等）情報を電力負荷状態検出記憶部５０２および電池状態検出記
憶部５０１内に保持している。これらの保持された情報に基づいて、評価式評価用の判定
閾値を判定閾値算出部８００で設定する。
【０１６９】
　なお、電池ＳＯＣとは、電池４００の充電状態を示す単位で、満充電時における電池４
００の容量に対して充電残量がどのくらいかを比率（パーセント）で表している。すなわ
ち、ＳＯＣ１００％は満充電状態を、５０％は充電残量が半分、０％は完全放電状態を示
している。
【０１７０】
　具体的には、図１２のオルタネータ制御装置５００は、オルタネータ状態検出部７８０
ａにて検出したオルタネータ１５０の状態など（必要であればエンジンの燃費予測情報を
含むエンジン４に関する情報）に基づいて、いくつか可能な制御パターンを制御パターン
推定部７９０で推定する。
【０１７１】
　推定された制御パターンは、エンジン制御装置３８に送信される。そして、このエンジ
ン制御装置３８において、各制御パターンの燃料消費量（または燃費）を予測してもらう
。オルタネータ制御装置５００は、各制御パターンの予測燃料消費量等を受信した後に、
オルタネータ１５０の発電効率（オルタネータ１５０の出力／入力）を用いて、各制御パ
ターンの駆動効率を制御パターン評価選択部８１０内で計算する。
【０１７２】
　その後、各制御パターンの駆動効率および発電量に基づき、上記評価式および判定閾値
を用いて、各制御パターンを評価し、最適な制御パターンを選択する。例えば、下記の評
価式を用いて、評価式が最大値となる制御パターンを制御パターン評価選択部８１０内で
選ぶ。
【０１７３】
　（数式５）評価式＝Σ（判定閾値－予測電費）×発電量 ）
　この数式５の評価式は、所定の時間帯に所定の間隔で計算する。ここで、予測される駆
動効率＝１／予測電費＝（予測される発電量）／（オルタネータを駆動するための予測さ
れる燃料量）という関係が成り立つ。つまり、駆動効率は電費の逆数であり、この駆動効
率は、またオルタネータを駆動するための燃料量に対するオルタネータの発電量の割合で
ある。
【０１７４】
　（第５実施形態の作用効果）
　このオルタネータ駆動においては以下のような構成と作用を伴う。オルタネータ１５０
を作動させることで発電する車両制御システムにおいて、オルタネータ１５０は、エンジ
ン４の動力で発電して発電した電力を電池４００（車載バッテリ）に蓄電する。オルタネ
ータ１５０の発電力が弱い場合には、電池４００が電力を放出して車載電気負荷に供給す
る。
【０１７５】
　エンジン４の状態に影響する車両の走行状態を今後の所定の予測期間にわたり予測し、
予測された時点の走行状態に基づき、今後のオルタネータの発電効率に関係するエンジン
状態をエンジン状態推定手段７５、７６、７７により推定する。
【０１７６】
　エンジン状態推定手段７５、７６、７７により推定されたエンジン状態を基に、複数の
オルタネータ制御パターンの候補の各々でオルタネータをエンジンで駆動して発電すると
きの発電効率に関係する発電効率関係値を演算する。
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【０１７７】
　少なくとも、発電効率関係値に基づき、複数のオルタネータ制御パターンの候補の中か
ら、好適なオルタネータ制御パターンを選択する。そして、好適なオルタネータ制御パタ
ーンに基づいてオルタネータ１５０を制御する。具体的には界磁電流を制御する。
【０１７８】
　これによれば、推定されたエンジン状態に基づき、オルタネータ１５０を複数の制御パ
ターンで駆動したときの発電効率関係値を演算することができる。そして、この演算され
た発電効率関係値に基づき、燃料消費率を削減する効果の高い好適なオルタネータ制御パ
ターンを選択することができる。そして、車両の減速直前だけではなく、より長い時間帯
での最適化が達成でき、オルタネータ１５０の実質的な全作動時間内において、燃料消費
率を削減する効果の高いオルタネータ制御パターンを選択しながらオルタネータ１５０を
運転することができるため、燃料消費率削減効果が大きい。
【０１７９】
　また、選択手段Ｓ１５０６は、予測された時点のオルタネータ１５０の要求基準となる
発電効率に関係する判定閾値、および予測された時点の演算された発電効率関係値に基づ
き、複数のオルタネータ制御パターンの候補の中から、好適なオルタネータ制御パターン
を選択する。
【０１８０】
　図１４は、予測電費、および判定閾値の変化予想に対して、選択されたオルタネータ制
御パターン（この場合は発電電力増加パターン）に従ってオルタネータ発電制御を行った
結果を模式的に示す特性図である。なお、図１４において、例えば、予測電費は、直角に
低下するものでなく、しだいに減少していくが、簡略化のため、直角的に減少するように
図示している。
【０１８１】
　図１４に示した時刻Ｔ、時刻Ｔ+Δｔ、時刻Ｔ＋２Δｔの各時刻において、上記の評価
式を用いて、予測終点まで、評価式演算値が最大値となるオルタネータ制御パターンを選
んで、次のΔｔ内のオルタネータ制御を実行する。
【０１８２】
　図１４の（ａ）部分に図示された時刻Ｔ（現在時点Ｔ）での制御では、予測電費が判定
閾値より下回る前に、予めオルタネータ１５０の発電量を上げていく。また、図１４の（
ｂ）部分に図示された時刻Ｔ＋Δtでは、前の時刻に想定したオルタネータ制御パターン
を維持する。但し、オルタネータ１５０の発電量が最大発電量（ＭＡＸ）を超えないよう
に規制される。
【０１８３】
　図１４の（ｃ）部分に図示された時刻Ｔ＋２Δｔでの制御では、評価式の演算値が最大
となるよう、時刻Ｔ＋Δtにおいて想定したパターンに引き続いて評価式演算値が高いオ
ルタネータ制御パターンを選択し、予測電費が判定閾値より上回る前に、予めオルタネー
タの発電量を下げている。
【０１８４】
　この第５実施形態のフローチャートを図１５に示して説明する。先ず、ステップＳ１５
０１において、エンジンＥＣＵ３８内で、予め定めた将来の所定時間内のエンジンの回転
数およびエンジンのトルクに関係する走行状態およびエンジン状態を予測する。
【０１８５】
　次に、ステップＳ１５０２において、エンジンＥＣＵ３８内で、予測走行状態および予
測エンジン状態に基づき、エンジン効率特性に従って、選択され得る各オルタネータ制御
パターンでオルタネータを駆動し、電池４００に充電等を行うための燃料消費量を演算す
る。
【０１８６】
　そして、ステップＳ１５０３において、エンジンＥＣＵ３８内で演算された、各制御パ
ターンでオルタネータ１５０を制御するために必要な燃料消費量が、オルタネータ制御装
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置５００に送信される。
【０１８７】
　次に、ステップＳ１５０４において、オルタネータ制御装置５００内で、判定閾値が演
算される。この判定閾値は、図１３のマップを用いて、電池４００のＳＯＣ、そのときの
車載電気負荷の電力消費の大きさ、過去の平均電費の大小から求められる。
【０１８８】
　次に、図１５のステップＳ１５０５において、先ず、予測電費を演算する。上述のよう
に、駆動効率＝１／電費＝発電量／オルタネータを駆動するための燃料量という関係が成
り立つ。つまり、駆動効率は電費の逆数であり、この駆動効率は、またオルタネータを駆
動するための燃料量に対するオルタネータの発電量である。従って、電費を予測するには
、駆動効率、つまり、オルタネータを駆動するための燃料量に対するオルタネータの発電
量を求め、その逆数を演算する。
【０１８９】
　また、判定閾値を用いて、評価式の演算を行う。評価式は、複数のオルタネータ制御パ
ターン毎に演算されものであり、判定閾値から予測電費を差し引いた値に発電量を乗じた
ものである。よって、評価式演算値はこの制御によって節約できる燃料量に関係する値で
ある。
【０１９０】
　次に、ステップＳ１５０６において、評価式演算値つまり節約できる燃料消費量が最大
となるオルタネータ制御パターンを選択する。更に、ステップＳ１５０７において、選択
されたオルタネータ制御パターンに従って界磁電流を制御するオルタネータ１５０内のレ
ギュレータに制御信号を供給し、オルタネータ１５０の発電を制御する。
【０１９１】
　更に、上述の第５実施形態は下記の構成に伴う作用効果を奏する。補機（オルタネータ
）１５０をエンジン４で作動させる車両制御システムにおいて、エンジン４の状態に影響
する車両の走行状態を今後の所定の予測期間にわたり予測し、予測された時点の走行状態
に基づき、今後の補機となるオルタネータ１５０の運転効率に関係するエンジン状態を推
定するエンジン状態推定手段Ｓ１５０１（図１５）と、エンジン状態推定手段Ｓ１５０１
により推定されたエンジン状態を基に、複数の補機制御パターンの候補の各々で補機１５
０を制御して補機１５０を運転するときの運転効率に関係する運転効率関係値を演算する
手段Ｓ１５０５と、少なくとも、運転効率関係値に基づき、複数の補機制御パターンの候
補の中から、好適な補機制御パターンを選択する選択手段Ｓ１５０６と、好適な補機制御
パターンに基づいて補機を運転する運転手段Ｓ１５０７とを備える。
【０１９２】
　これによれば、推定されたエンジン状態に基づき、補機を複数の補機制御パターンで運
転したときの運転効率関係値を演算することができる。そして、この演算された運転効率
関係値に基づき、燃料消費率を削減する効果の高い好適な補機制御パターンを選択するこ
とができる。そして、車両の減速直前だけではなく、より長い時間帯での最適化が達成で
き、補機の実質的な全作動時間内において、燃料消費率を削減する効果の高い補機制御パ
ターンを選択しながら補機を運転することができるため、燃料消費率削減効果が大きい。
【０１９３】
　また、補機１５０は、エンジン４によって駆動され、車両の電気負荷と電池４００とに
電力を供給する発電機から成り、エンジン状態推定手段Ｓ１５０１は、エンジン４の状態
に影響する車両の走行状態を今後の所定の予測期間にわたり予測し、予測された時点の走
行状態に基づき、今後の発電機１５０の発電効率に関係するエンジン状態を推定する。
【０１９４】
　運転効率関係値を演算する手段Ｓ１５０５は、エンジン状態推定手段Ｓ１５０１により
推定されたエンジン状態を基に、複数の発電機制御パターンの候補の各々で発電機１５０
を駆動して発電するときの発電効率に関係する発電効率関係値を演算する。
【０１９５】
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　選択手段Ｓ１５０６は、少なくとも、発電効率関係値に基づき、複数の発電機制御パタ
ーンの候補の中から、好適な発電機制御パターンを選択し、運転手段Ｓ１５０７は、好適
な発電機制御パターンに基づいて発電機１５０を運転する手段から成る。
【０１９６】
　これによれば、推定されたエンジン状態に基づき、発電機１５０を複数の発電機制御パ
ターンで駆動したときの発電効率関係値を演算することができる。そして、この演算され
た発電効率関係値に基づき、燃料消費率を削減する効果の高い好適な発電機制御パターン
を選択することができる。そして、車両の減速直前だけではなく、より長い時間帯での最
適化が達成でき、発電機１５０の実質的な全作動時間内において、燃料消費率を削減する
効果の高い発電機制御パターンを選択しながら発電機１５０を運転することができるため
、燃料消費率削減効果が大きい。
【０１９７】
　更に、選択手段Ｓ１５０６は、予測された時点の発電機１５０の要求基準となる発電効
率に関係する判定閾値、および予測された時点の演算された発電効率関係値に基づき、複
数の発電機制御パターンの候補の中から、好適な発電機制御パターンを選択する。
【０１９８】
　これによれば、推定されたエンジン状態に基づき、発電機１５０を複数の発電機制御パ
ターンで駆動したときの発電効率関係値を演算することができる。そして、この演算され
た発電効率関係値と、そのときの判定閾値とに基づき、複数の発電機制御パターンの中か
ら、燃料消費率を削減する効果の高い好適な発電機制御パターンを選択することができる
。そして、車両の減速直前だけではなく、発電機１５０の実質的な全作動時間内において
、燃料消費率を削減する効果の高い発電機制御パターンを選択しながら発電機１５０を運
転することができるため、燃料消費率削減効果が大きい。
【０１９９】
　加えて、発電機１５０は、発電した電力を電池４００に供給し、電池４００に充電され
た電力を電気負荷に供給する。これによれば、エンジン４の効率が良いときに電池の充電
によって電力を蓄積でき、発電機１５０を使用しないでも電気負荷に電力を供給できる期
間が増加するので、燃料消費率を削減する効果の高い発電機１５０の制御を行うことがで
きる。
【０２００】
　次に、図１５のステップＳ１５０５のように、発電効率関係値（予測電費）と、電池４
００の充電状態を示す値であって、満充電時における電池４００の容量に対して充電残量
がどのくらいかを表した値に係わる判定閾値とを比較（差分をとる）して、発電機１５０
の発電効率が高いときに、発電機１５０の仕事量を増加させる。
【０２０１】
　これによれば、電池４００の使用によって、発電機１５０を使用しないでも電気負荷に
電力を供給できる期間が増加し、かつ発電効率関係値（予測電費）を、判定閾値と比較し
て、発電機１５０の発電効率が高いときに発電機１５０の仕事量を増加させて電池４００
に充電できるから、より好適化された発電機１５０の制御を行うことができ、燃料消費率
向上効果を大きくすることができる。
【０２０２】
　また、発電効率関係値（予測電費）は、エンジン状態推定手段Ｓ１５０１で推定された
エンジン状態に基づき、発電機１５０を複数の発電機制御パターンの各々で駆動するため
に必要な燃料消費量の、該燃料消費量で生成できる発電量に対する比である予測電費から
なる。
【０２０３】
　これによれば、推定されたエンジン状態に基づき、発電機１５０を複数の発電機制御パ
ターンで駆動するために必要な燃料消費量、およびその燃料消費量で生成できる発電量を
演算することができる。そして、この演算された燃料消費量の、該燃料消費量で生成でき
る発電量に対する比である予測電費は、発電効率の逆数を表す発電効率関係値となる。こ
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の予測電費に基づき、燃料消費率を削減する効果の高い好適な発電機制御パターンを選択
することができる。
【０２０４】
　更に、判定閾値は、発電機１５０で充電された電池４００の充電量の増加につれて小さ
くなり、予測電費と同じディメンションを有し、選択手段Ｓ１５０６は、判定閾値と予測
電費との比較に基づき、好適な発電機制御パターンを選択する。
【０２０５】
　これによれば、好適な発電機制御パターンを選択する選択手段Ｓ１５０６（図１５）は
、充電量の増加につれて小さくなる判定閾値と、予測熱費とを比較する。これにより、発
電効率が良くなると予測されるときに、所定時間内の発電機１５０の発電電力量を増加さ
せるように制御して、発電機１５０の仕事量を増やすことができる。
【０２０６】
　加えて、発電効率関係値（予測電費）と判定閾値との大小関係に応じて、発電機制御パ
ターンを選択する。これによれば、発電効率が良くなると予測される大小関係のときは、
発電機１５０の所定期間あたりの発電電力量を増加させる発電機制御パターンを選択でき
る。それにより、効率の高い発電機１５０の運転状況下における発電電力を活用できるか
ら、燃料消費率削減効果の高い制御が実現できる。
【０２０７】
　次に、発電効率関係値と判定閾値との差分に応じて、発電機制御パターンを選択する。
これによれば、発電効率関係値と判定閾値との差分が大きく、発電効率が良くなると予測
される時は、発電機１５０の所定期間あたりの発電電力量を増加させる発電機制御パター
ンを選択することにより、効率の高い発電機１５０の運転状況下において、発電電力を活
用できる。
【０２０８】
　また、判定閾値は、図１３のように、少なくとも、電池４００の充電状態（電池ＳＯＣ
）と、予測された時点における車両の電気負荷の電力消費を表す数値とに応じて求められ
る。よって、判定閾値は、電池４００の充電状態のみでなく発電機が電力を供給する電気
負荷の電力消費に関係する値であるから、判定閾値をより厳密に設定でき、電力消費を考
慮した発電機制御パターンを選択することができる。
【０２０９】
　更に、過去の発電機１５における判定閾値にかかわる履歴を学習して、今後の判定閾値
を設定する。これによれば、過去の履歴に応じて判定閾値を設定し、例えば、過去の平均
電費が低いほど、判定閾値を低めに設定できるから、より実態に即した判定閾値の設定が
可能となり、更なる燃料消費率低減効果の向上につなげることができる。また、車両の運
転条件や車両の仕向け先地域が異なっても、履歴を重ねることにより、判定閾値をより正
しく設定できるようになるから、燃料消費率向上効果が大きい。
【０２１０】
　加えて、図１５のステップＳ１５０５において、複数の発電機制御パターンの候補毎に
、判定閾値と、発電効率関係値と、電気負荷および電池に対して所望の給電状態にするた
めの発電量とを用いて、節約できる燃料消費量を演算し、ステップＳ１５０６において、
この演算された値が、最大値となる発電機制御パターンを選択する。
【０２１１】
　これによれば、今後の予測された発電効率に関係する発電効率関係値と、判定閾値とを
考慮して、節約できる燃料消費量を演算することができる。よって、この評価式演算値を
用いて、効率の高い発電機１５０の運転状況下において発電でき、燃料消費率削減効果の
高い制御が実現できる。また、演算量も多くないので、コスト対効果が良好である。
【０２１２】
　なお、選択された好適な発電機制御パターンを、発電機制御装置５００からエンジン制
御装置３８へ送信し、発電機回転時の発電機トルクと、エンジン４回転時のエンジントル
クとの協調を行っても良い。これによれば、エンジンが、発電機トルクを考慮したエンジ
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ントルクを出力でき、発電機の所定時間内の仕事量を大きく変えたい時の、車両のドライ
バビリティの向上を図ることができる。
【０２１３】
　（第６実施形態）
　次に、本発明の第６実施形態について説明する。上述した実施形態と異なる特徴部分を
説明する。上記各実施形態においては、先ず複数の制御パターンを設定し、次に、理想的
な制御パターンを選択したが、この第６実施形態においては、初めから理想的な制御パタ
ーンを算出するものである。図１６は、本発明の第６実施形態を示す
　以下の第６実施形態においては、特殊な条件に限らず、普通の走行状態の時でも、運転
者の操作、ナビゲーション情報、過去の走行履歴などの情報に基づいて、加減速および坂
道、走行速度を予測し、それによって、将来の一定の時間にわたって、動力源の燃料消費
率または補機（オルタネータ）の駆動効率を推定し、補機を効率的に駆動する最適な制御
パターンを算出することで、高い精度で補機の燃料消費量を低減するものである。
【０２１４】
　図１６において、第６実施形態の車両制御システムは、エンジン制御装置（エンジンＥ
ＣＵ）３８、およびオルタネータ制御装置５００を伴って構成される。エンジン制御装置
３８は、運転者操作情報７０（例：アクセルペダル操作情報）、補機作動情報７１（例：
補機の一つが空調用の圧縮機であって冷房作動中）、車両走行情報７２（例：現在車速）
、ナビゲーション情報７３（例：制限速度、渋滞状況、坂道）、および、走行履歴７４（
例：１０００メートル先駐車の確率は８０％）などの情報に基づいて、将来一定時間内の
走行状態を走行状態予測部７５で予測する。
【０２１５】
　将来一定時間内の走行状態とは、主にはエンジン燃費に大きく係わる車速、加減速、お
よびエンジン負荷の状態である。予測した走行状態、およびエンジン状態検出部７６で検
出したエンジン状態（例：暖機状態等）に基づき、将来の所定期間内のエンジン効率をエ
ンジン効率予測部７７０で予測すると共に、エンジン効率平均値算出部７７１にて、上記
所定期間のエンジン効率の平均値を算出する。
【０２１６】
　将来の所定期間内のエンジン効率と、その期間のエンジン効率の平均値と、電池状態検
出記憶部７８０内の電池の状態とから、将来の所定期間（例えば一分間）内のｔ時刻（複
数）のオルタネータ１５０の仮の発電量（ＫＷ）を仮発電量算出部７９１にて求める。
【０２１７】
　ここで、オルタネータ制御装置５００は、電池４００の状態を電池状態検出記憶部７８
０で検出して記憶している。例えば、電池状態検出記憶部７８０には、実電池ＳＯＣ（ス
テート・オブ・チャージ）および目標電池ＳＯＣを記憶している。
【０２１８】
　なお、電池ＳＯＣとは、電池４００の充電状態を示す単位で、満充電時における電池４
００の容量に対して充電残量がどのくらいかを比率（パーセント）で表している。すなわ
ち、ＳＯＣ１００％は満充電状態を、５０％は充電残量が半分、０％は完全放電状態を示
している。
【０２１９】
　さらに、オルタネータ制御装置５００は、所定期間内のエンジン効率の平均値を計算す
るエンジン効率平均値算出部７７１と、電池４００の目標電池ＳＯＣと、実際の電池ＳＯ
Ｃである実ＳＯＣとを算出および検出して記憶する電池状態検出記憶部７８０と、所定期
間内のｔ時刻でのオルタネータ１５０の仮の発電量ＰＷ（単位は例えばＫＷ）を算出する
仮発電量算出部７９１とを備える。
【０２２０】
　更に、オルタネータ制御装置５００は、仮の発電量を発電するための動力源４の動力量
を計算し、発電の効率δを算出する発電動力量算出部８０１と、ｔ時刻での仮の発電量を
補正して、補正された所定期間内の発電量、つまりオルタネータ制御パターンを算出する
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補正発電量算出部８１１と、補正されたオルタネータ制御パターンによってオルタネータ
１５０を制御するオルタネータ駆動部（ドライバ）８２０とを備える。オルタネータ駆動
部８２０は、そのときのエンジン回転数やオルタネータの効率に応じてオルタネータ制御
パターンにて指示される発電量が得られるように界磁電流を制御する。
【０２２１】
　次に、上記第６実施形態の作動について図１７のフローチャートに基づいて説明する。
先ずステップＳ１７０１において、所定期間（将来の予め定めた一定時間）の走行状態を
予測する。この予測は、第１実施形態と同様である。次にステップＳ１７０２において、
予測した走行状態およびエンジンの効率マップに基づき、エンジンの効率を予測する。
【０２２２】
　そして、ステップＳ１７０３において、所定期間内のエンジン効率の平均値を計算する
。更に、ステップＳ１７０４で、電池の目標電池ＳＯＣと、実際の電池ＳＯＣである実Ｓ
ＯＣとを算出および検出する。
【０２２３】
　更に、ステップＳ１７０５において、所定期間内のｔ時刻（複数）でのオルタネータ１
５０の仮の発電量ＰＷを計算する。この場合、目標電池ＳＯＣ＞実電池ＳＯＣ、かつ、所
定期間内のｔ時刻でのエンジン効率＞エンジン効率平均値の場合は、次の数式６のように
して、所定期間内のｔ時刻でのオルタネータ１５０の仮の発電量ＰＷを計算する。
【０２２４】
　（数式６）ＰＷ＝ｋ１×（目標電池ＳＯＣ－実電池ＳＯＣ）×（ｔ時刻でのエンジン効
率―エンジン効率平均値）
　上記の「目標電池ＳＯＣ＞実電池ＳＯＣ、かつ、ｔ時刻でのエンジン効率＞エンジン効
率平均値の場合」以外の場合においては、ｔ時刻での仮の発電量ＰＷ＝０とする。
【０２２５】
　また、ステップＳ１７０６において、ｔ時刻での仮の発電量を補正して、補正された所
定期間内の発電量、つまりオルタネータ制御パターンを算出する。このために、発電する
ために必要な動力量を計算し、発電の効率δを算出する。発電の効率δ、定数ｃを用いて
、次の数式７を用いて、仮の発電量ＰＷを補正する。
【０２２６】
　この場合、この実施形態を適合させた実車を用いた実例で、実際に測定した平均の発電
効率が得られるように、定数ｃ、および適合値ｋ１、ｋ２を設定してマップ化しておき、
数式７に使用する。
【０２２７】
　（数式７）ｔ時刻の発電量＝ＰＷ×（１＋ｋ２（δ－ｃ）／ｃ）
　このあと、ステップＳ１７０７において、オルタネータ制御パターンに基づいてオルタ
ネータを駆動する。
【０２２８】
　（第６実施形態の作用効果）
上記第６実施形態においては下記の構成に伴う作用効果を発揮する。動力を用いて走行す
る車両の動力源４と、該動力源４にて駆動される補機１５０とを備えた車両制御システム
において、車両の走行情報より、所定期間の走行状態を予測する走行状態予測部７５（図
１６）と、走行状態予測部７５からの情報と動力源４の状態とから動力源の効率または燃
料消費量を予測する効率または燃料消費量予測部７７０と、補機１５０または補機システ
ムを成す電池４００の状態情報を検出する補機状態検出部７８０と、効率または燃料消費
量予測部７７０からの予測された動力源の効率または燃料消費量と補機状態検出部７８０
からの補機１５０または補機システム４００の状態情報とから今後の動力源４の燃料の消
費が最小となる所定期間における補機１５０の制御パターンを演算する制御パターン演算
部７９１、８０１、８１１と、演算された制御パターンに従って補機１５０を制御する補
機制御部８２０とを備える。
【０２２９】
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　これによれば、車両の減速直前など特殊な条件だけではなく、一般走行状態でも所定期
間の走行状態を予測し、走行状態に合わせて補機１５０の駆動効率の高い制御パターンを
演算し、この制御パターンに従って補機１５０を制御することで、補機１５０の実質的な
全作動時間内において、補機１５０のための燃料消費量を最小化することができるため、
動力源４の燃料消費率削減効果が大きい。
【０２３０】
　また、制御パターン演算部７９１、８０１、８１１は、補機状態検出部７８０からの補
機１５０または補機システム（電池）４００の状態情報と、効率または燃料消費量予測部
７７０からの予測された動力源の効率または燃料消費量とから、補機１５０の予測される
仮の仕事量を算出する仮仕事量算出部７９１を有する。また、制御パターン演算部７９１
、８０１、８１１は、仮の仕事量を行うための動力源４の動力量と、仮の仕事量に係わる
補機の効率δを算出する補機動力量算出部８０１と、補機の仮の仕事量を補正して、補正
された仕事量である補機１５０の制御パターンを算出する補正仕事量算出部８１１とを有
する。
【０２３１】
　これによれば、補機１５０または補機システム４００の状態情報と、予測された動力源
の効率または燃料消費量とから、予測される仮の補機仕事量を算出し、仮の補機仕事量を
行うための動力源の動力量と仮の補機仕事量に係わる補機効率とを算出し、仮の補機仕事
量を補正して、補正された仕事量である制御パターンを算出することができ、この算出さ
れた制御パターンを用いて燃料消費量を最小化して補機１５０を駆動することができる。
【０２３２】
　更に、予測された車両の走行情報、および動力源４の状態に基づき、将来の所定期間内
の動力源４の効率を動力源効率予測部７７０で予測すると共に、動力源効率平均値算出部
７７１にて、上記所定期間の動力源効率の平均値を算出し、将来の所定期間内の動力源効
率と、その期間の動力源効率の平均値と、補機システム４００の状態とから、将来の所定
期間内の補機１５０の仮の仕事量を仮仕事量算出部（仮発電量算出部）７９１にて求め、
仮の仕事量を補機１５０が行うための動力源４の動力量を計算し、補機１５０の効率δを
補機動力量算出部８０１にて求める。そして、仮の仕事量を効率δを用いて補正して、補
正された仕事量である制御パターンを、補正仕事量算出部（補正発電量算出部）８１１に
て求める。
【０２３３】
　これによれば、予測された車両の走行情報、および動力源４の状態に基づき、将来の所
定期間内の動力源４の効率を予測すると共に、上記所定期間の動力源効率の平均値を算出
できる。そして、将来の所定期間内の動力源効率と、その期間の動力源効率の平均値と、
補機システム４００の状態とから、将来の所定期間内の補機１５０の仮の仕事量を求める
ことができる。そして、仮の仕事量を補機１５０が行うための動力源４の動力量を計算し
、補機１５０の効率δを求め、仮の仕事量を、補機１５０の効率δを用いて補正して、補
正された仕事量である補機１５０の制御パターンを求めることができる。
【０２３４】
　（第７実施形態）
　次に、本発明の第７実施形態について説明する。上述した実施形態と異なる特徴部分を
説明する。上記第１実施形態では、複数の圧縮機制御パターン毎に、判定閾値と、冷房効
率関係値と、車室内を所望の冷房状態にするための熱量である冷熱量とを用いて、演算式
から節約できる燃料消費量を表す評価式演算値を求め、評価式演算値が、最大値となる圧
縮機制御パターンを選択するようにしたが、図１８のように判定閾値算出部を設けないこ
ともできる。この場合の第７実施形態においては、図１９のステップＳ８０５ｂのように
評価式演算値を下記の数式８によって求める。
（数式８）評価式演算値＝（１／予測熱費）＋Ｋ×（設定温度－吹出温度）×冷熱量
　但し、Ｋは補正係数、なおこの場合、判定閾値は不要である。また、予測熱費とは、前
述したように、冷房効率の逆数であり、生成される冷熱量に対する圧縮機１を駆動するた
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めの燃料消費量の比で示される。
【０２３５】
　これにより、基本的には、予測熱費の小さい圧縮機制御パターンを選択するが、吹出温
度が設定温度より低い、例えばクールダウンのときに、冷熱量が不足する傾向と判断し、
冷熱量の多い圧縮機制御パターンを選択するようにしている。この第７実施形態の場合は
、評価式の演算に判定閾値を使用する必要が無い。また、簡単な数式を演算することによ
り、今後の予測された冷房効率に関係する冷房効率関係値である予測熱費を考慮して、効
率の高い冷凍サイクルの運転状況下において、圧縮機動力を活用でき、燃料消費率削減効
果の高い制御が実現できる。また、演算量も多くないので、コスト対効果が良好である。
【０２３６】
　このように、上記数式８を使用する選択手段Ｓ８０５ｂは、その時の設定温度と吹出温
度の偏差に関係する値、および冷房効率関係値（予測熱費、冷熱量）に基づき、複数の圧
縮機制御パターンの候補の中から、好適な圧縮機制御パターンを選択できる。
【０２３７】
　これによれば、冷房効率関係値と、その時の設定温度と吹出温度の偏差に関係する値と
に基づき、複数の圧縮機制御パターンの中から、燃料消費率を削減する効果の高い好適な
圧縮機制御パターンを選択することができる。そして、車両の減速直前だけではなく、車
両用空調装置の全作動時間内において、燃料消費率を削減する効果の高い圧縮機制御パタ
ーンを選択しながら車両用空調装置１５を運転することができるため、燃料消費率削減効
果が大きい。
【０２３８】
　具体的には、図１９のエンジン状態推定手段Ｓ８０１により推定されたエンジン状態を
基に、複数の圧縮機制御パターンの候補の各々で駆動して冷房するとき車両用空調装置１
５が消費する単位冷熱量あたりの燃料消費量を表す予測熱費と、車両用空調装置１５の設
定温度と、車両用空調装置１５が車室内に吹出す吹出温度と、車室内を所望の冷房状態に
するための熱量である冷熱量とを用いて、複数の圧縮機制御パターンの候補毎に、評価式
演算値を求めている。この演算式は、冷房効率関係値となる（１／予測熱費）に、（設定
温度から吹出温度を減算した値に冷熱量と係数を乗じた値）を加算したものである。
【０２３９】
　これによれば、基本的には、今後の予測される冷房効率関係値となる（１／予測熱費）
（単位は例えば、カロリー／リットル）に基づいて、この値（１／予測熱費）が大きい圧
縮機制御パターンを選択することができる。
【０２４０】
　また、生成される冷熱量が大きく、予測される吹出温度が低いほど大きくなる値（Ｋ×
（設定温度－吹出温度）×冷熱量）を考慮して、効率の高い冷凍サイクルの運転状況下に
おいて、圧縮機動力を活用できる圧縮機制御パターンの選択が可能になる。これによって
、燃料消費率削減効果の高い制御が実現できる。また、演算量も多くないので、コスト対
効果が良好である。なお、評価式演算値の全てが所定量以下になるときは、圧縮機１を駆
動しないようにする。
【０２４１】
　なお、上記評価式演算値では、吹出温度が設定温度より低くなると予測され、（設定温
度－吹出温度）が大きくなるときは、要求されている冷房度合いが大きい状態（例えば、
乗員が乗り込んだ後のクールダウン等の状態）にあるため、この場合は、冷熱量が大きい
圧縮機制御パターンが選ばれるようにしている。
【０２４２】
　（第７実施形態の作用効果）
　上記第７実施形態では、図１８の制御パターン演算手段７９、８１は、制御パターンの
候補を推定する制御パターン推定手段７９と、制御パターン評価選択手段８１とから成る
。このうち、制御パターン評価選択手段８１は、補機状態検出手段７８からの状態情報（
設定温度、吹出温度、冷熱量）、および、補機１または補機システム１５の効率に係わる
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効率情報（予測熱費）を用いて制御パターンの候補の中から効率の高い制御パターンを選
択する。これによれば、判定閾値を用いることなく、より簡略化された構成で制御パター
ンの候補の中から効率の高い制御パターンを選択することができる。
【０２４３】
　具体的には、制御パターン評価選択手段８１は、効率情報（予測熱費）と補機システム
１５の要求エネルギ量に関する値（設定温度－吹出温度）と補機出力（冷熱量）とから効
率の高い制御パターンを選択することを特徴としている。これによれば、判定閾値を用い
ることなく、補機の効率情報と補機システムの要求エネルギ量に関する値、および補機出
力を考慮して、効率の高い制御パターンを選択することができる。
【０２４４】
　さらに具体的には、補機１は補機システム１５となる車両用空調装置１５の圧縮機１か
ら成り、制御パターン評価選択手段８１は、効率情報となる予測熱費の逆数と、補機シス
テムの要求エネルギ量に関する値となる車両用空調装置１５の設定温度および吹出温度の
偏差、ならびに補機出力となる冷熱量から効率の高い圧縮機制御パターンを選択する。こ
れによれば、判定閾値を用いることなく、車両用空調装置の設定温度、吹出温度および冷
熱量を考慮して、効率の高い制御パターンを選択することができる。
【０２４５】
　（その他の実施形態）
　本発明は上述した実施形態にのみ限定されるものではなく、次のように変形または拡張
することができる。上記第１実施形態では、エンジンＥＣＵにおいて、運転者操作情報、
補機作動情報、車両走行情報、ナビゲータ情報、走行履歴情報等の情報に基づいて、将来
のある決められた時間内のエンジンの回転数およびトルクに関係する走行状態を予測した
。例えば、アクセルペダルやブレーキペダルの踏み込み量、オルタネータの出力電流の大
きさ、現在の車速、自車が走行する道路の制限速度、渋滞状況、坂道の長さ勾配を数値と
して予測した。しかし、予測する走行状態が、確率で表現され得る場合、走行状態にかか
わる情報を確率で把握し制御に反映してもよい。また、ファジー制御を利用することもで
きる。
【０２４６】
　また、判定閾値を求めるにあたって、過去の判定閾値から大きくかけ離れた判定閾値を
排除することにより、過去の履歴を反映した制御が可能となる。更に、上述の第１実施形
態では、可変容量型の圧縮機１を使用したが、エンジン４に圧縮機がクラッチを介して接
続され、このクラッチを介して、エンジン４の回転を断続的に圧縮機に伝達するタイプの
圧縮機駆動制御にも本発明を適用できることは、勿論である。この場合、クラッチをオン
している時間が、オンオフ全体の時間に対して多くなると可変容量型の圧縮機１の容量を
増加した場合と同じく仕事量を増加させたことになる。
【０２４７】
　次に、上記第１実施形態においては、選択され得る圧縮機制御パターン推定部で、図５
に示すような各圧縮機制御パターンを推定したが、この各圧縮機制御パターンは、予め記
憶手段内に記憶されたものを読み出すだけでも良いし、予測されたエンジン状態に応じて
推定された圧縮機制御パターンを演算しても良い。あるいは記憶された圧縮機制御パター
ンと推定された圧縮機制御パターンの両方を選択され得る圧縮機制御パターンの候補とし
ても良い。
【０２４８】
　これによれば、選択手段は、記憶された複数の圧縮機制御パターン、推定された複数の
圧縮機制御パターン、および記憶された複数の圧縮機制御パターンと推定された複数の圧
縮機制御パターンが混在する圧縮機制御パターンのいずれかの複数の圧縮機制御パターン
の候補の中から好適な圧縮機制御パターンを選択することができる。
【０２４９】
　また、蓄冷器４０の蓄冷熱量は、蓄冷剤温度センサ３３で検出した蓄冷剤温度に基づい
てマップまたは数式により算出するようにすれば良い。また特許文献４に記載されている
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ように、蓄冷器前の冷媒温度、蓄冷器後の冷媒温度等によって求めることもできる。ある
いは圧縮機１停止後の熱交換器前温度と熱交換器後ろ温度の変化等からマップを用いて熱
交換器の蓄冷熱量を推定しても良い。
【０２５０】
　更に、上記実施形態では蓄冷剤が設けられた蓄冷器４０を備えたが、蓄冷器４０がなく
ても熱交換器９および熱交換器９を含む冷媒回路に蓄冷がなされるので、蓄冷器４０を設
けない車両用空調装置１５に本発明を適用することもできる。
【０２５１】
　また、エンジン４からプーリ２とベルト３を介して直接機械的に駆動される圧縮機１を
備える車両用空調装置１５を上記実施形態に示したが、動力源となるエンジン４等の動力
または電力で圧縮機１が作動するものであれば良く、例えば、エンジン４の動力で発電機
またはＭＧ（電動発電機）を介して発電し、その発電電力で電動圧縮機１が回転する車両
用空調装置に本発明を適用することもできる。
【０２５２】
　次に、冷房効率関係値は、実施形態では、予測熱費（圧縮機１を駆動するための燃料消
費量に対する生成する冷熱量の比である冷房効率の逆数）とした。従って、冷房効率関係
値は生成する冷熱量に対する圧縮機を駆動するための燃料消費量となる。よって、冷房効
率関係値として圧縮機１を駆動するために必要となる単位時間当たりまたは単位エンジン
トルクあたりの燃料消費量を採用することも可能である。
【０２５３】
　また、オルタネータを例にとって、制御パターンを選択しないで算出する例を第６実施
形態に示したが、制御パターンを選択しないで算出する同様の思想を、車両用空調装置の
圧縮機に適用しても良い。
【０２５４】
　また、制御パターンを複数の中から選択するが、判定閾値を用いない考え方をオルタネ
ータ等の発電機の制御に適用しても良い。更に、動力源は、エンジンだけでなく、例えば
、燃料電池の電力により駆動される走行用電動機であっても良い。加えて、動力源は、走
行用バッテリの電力で駆動される走行用電動機であっても良い。この場合、動力源が消費
する燃料量は、バッテリの電力量と成り、駆動源の消費するエネルギ（燃料または電力）
を削減することになる。また、発電機は、オルタネータに限らず直流発電機等であっても
良い。
【符号の説明】
【０２５５】
　４　エンジン（駆動源または動力源ともいう）
　４０　蓄冷器
　７５　走行状態予測手段
　７７、７７０　効率またはエネルギ消費量予測手段（補機動力量算出手段とも言う）
　７８、７８０　補機状態検出手段
　７９、８０、８１、７９０、８００、８１０、７９１、８０１、８１１　制御パターン
演算手段
　８２、８２０　補機制御手段
　Ｓ８０５、Ｓ８０５ａ、Ｓ１５０５　冷房効率関係値を演算する手段（比較手段）
　Ｓ８０６、Ｓ１５０６　好適な圧縮機制御パターンを選択する選択手段
　ＥＳＤ　動力源特性データ
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