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(57)【要約】
【課題】高負荷状態が継続する場合であっても、燃料電
池温度の過剰な上昇を抑える。
【解決手段】燃料電池車両２０は、冷却系４０と冷却系
制御部５２とを備える。冷却系制御部は、燃料電池の温
度、発電量、および負荷要求のうちの少なくともいずれ
か一つを用いて燃料電池の温度が基準温度範囲から外れ
ると判断される場合には、基準温度範囲となるように冷
却系の冷却能を変更する通常制御モードを有する。制御
方法は、推定経路に加えて現在の交通流情報等を用いて
、推定経路を走行する際に自車にかかる負荷を推定する
第１のステップと、推定した負荷を用いて推定経路上に
過負荷領域が存在するか否かを判定する第２のステップ
と、過負荷領域が存在すると判定された場合には、自車
が過負荷領域に到達するのに先立って、通常制御モード
で設定されるべき冷却能よりも冷却能を増大させる第３
のステップと、を備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
燃料電池を駆動エネルギ源の少なくとも一つとして搭載する燃料電池車両の制御方法で
あって、
前記燃料電池車両は、前記燃料電池を冷却する冷却系と、前記冷却系の冷却能を制御す
る冷却系制御部と、を備え、
前記冷却系制御部は、前記冷却系の冷却能を制御する制御モードとして、前記燃料電池
の温度、前記燃料電池における発電量、および、前記燃料電池車両における負荷要求、の
うちの少なくともいずれか一つを用いて前記燃料電池の温度が予め定めた基準温度範囲か
ら外れると判断される場合には、前記燃料電池の温度が前記基準温度範囲となるように前
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記冷却系の冷却能を変更する通常制御モードを有し、
前記制御方法は、
前記燃料電池車両である自車が走行すると推定される推定経路に加えて、前記推定経
路における現在の交通流を示す交通流情報、前記推定経路における過去の交通流情報、前
記自車の走行履歴、および、前記自車の過去における運転時の癖を表わすパラメータであ
って、他車とは異なる運転時の傾向である運転傾向を表わすパラメータのうちの少なくと
も一つを用いて、前記推定経路を走行する際に前記自車にかかる負荷を推定する第１のス
テップと、
推定した前記負荷を用いて、前記推定経路上に、前記燃料電池が適正温度範囲を超え
得る領域である過負荷領域が存在するか否かを判定する第２のステップと、
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前記過負荷領域が存在すると判定された場合には、前記自車が前記過負荷領域に到達
するのに先立って、前記冷却系の冷却能を増大させる増大処理を実行する第３のステップ
と、
を備え、
前記増大処理は、該増大処理を実行する時点において前記通常制御モードで設定される
べき冷却能よりも前記冷却系の冷却能を増大させる処理である
燃料電池車両の制御方法。
【請求項２】
請求項１に記載の燃料電池車両の制御方法であって、
前記第１のステップは、
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前記推定経路における現在の交通流情報、前記推定経路における過去の交通流情報、
前記自車の走行履歴、および、前記自車の運転傾向を表わすパラメータのうちの少なくと
も一つを用いて、前記推定経路を走行する際に前記自車にかかる負荷を推定するステップ
と、
前記自車の運転傾向を表わす前記パラメータを用いて、前記負荷を推定した結果を補
正するステップと、
を備える燃料電池車両の制御方法。
【請求項３】
請求項１または２に記載の燃料電池車両の制御方法であって、
前記推定経路は、現在および過去の少なくともいずれか一方の交通流を示す交通流情報
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を用いて、前記自車の走行先で分岐する分岐点において選択される可能性が最も高い分岐
先を、前記自車が走行する分岐先と判断することによって推定される
燃料電池車両の制御方法。
【請求項４】
請求項１から３までのいずれか一項に記載の燃料電池車両の制御方法であって、
前記第３のステップは、前記通常制御モードにおいて前記冷却系による冷却能が最大と
なる前に、前記冷却系による冷却能を最大にする
燃料電池車両の制御方法。
【請求項５】
請求項１から４までのいずれか一項に記載の燃料電池車両の制御方法であって、
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前記冷却系は、前記燃料電池を冷却する冷媒と、前記冷媒を冷却するラジエータとを含
み、
前記第３のステップは、
前記燃料電池の発電に起因して前記冷媒の温度が上昇する第１の温度上昇量と、前記
燃料電池の発電以外の要因により前記冷媒の温度が上昇する第２の温度上昇量と、前記ラ
ジエータにおける放熱能力と、を導出するステップと、
前記第１の温度上昇量、前記第２の温度上昇量、および前記放熱能力を用いて、前記
通常制御モードにて前記自車が前記推定経路を走行する際に前記燃料電池が到達する最高
温度である最高到達温度を導出するステップと、
を備え、
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前記最高到達温度と、前記燃料電池の上限温度として予め設定されたＦＣ上限温度と
、を比較して、前記最高到達温度が前記ＦＣ上限温度以下の場合には、前記第２のステッ
プにおいて前記過負荷領域が存在すると判定された場合であっても前記増大処理を行なわ
ない
燃料電池車両の制御方法。
【請求項６】
燃料電池を駆動エネルギ源の少なくとも一つとして搭載する燃料電池車両であって、
前記燃料電池を冷却する冷却系と、
前記冷却系の冷却能を制御する冷却系制御部であって、前記冷却能を制御する制御モー
ドとして、前記燃料電池の温度、前記燃料電池における発電量、および、前記燃料電池車
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両における負荷要求、のうちの少なくともいずれか一つを用いて前記燃料電池の温度が予
め定めた基準温度範囲から外れると判断される場合には、前記燃料電池の温度が前記基準
温度範囲となるように前記冷却系による冷却能を変更する通常制御モードを有する冷却系
制御部と、
前記燃料電池車両である自車が走行すると推定される推定経路を走行する際の、前記自
車の推定走行負荷の推移を含む運転状態を示す信号を取得する取得部と、
を備え、
前記冷却系制御部は、前記信号を用いて、前記推定経路上に、前記燃料電池が適正温度
範囲を超え得る領域である過負荷領域が存在すると判定される場合には、前記自車が前記
過負荷領域に到達するのに先立って、前記冷却系の冷却能を増大させる増大処理を実行し
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、
前記増大処理は、該増大処理を実行する時点において前記通常制御モードで設定される
べき冷却能よりも前記冷却系の冷却能を増大させる処理である
燃料電池車両。
【請求項７】
請求項６に記載の燃料電池車両であって、
前記冷却系制御部は、前記推定経路上に前記過負荷領域が存在すると判定される場合に
は、前記通常制御モードにおいて前記冷却系による冷却能が最大となる前に、前記冷却系
による冷却能を最大にする
燃料電池車両。
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【請求項８】
請求項６または７に記載の燃料電池車両であって、
前記冷却系は、前記燃料電池を冷却する冷媒と、前記冷媒を冷却するラジエータとを含
み、
前記冷却系制御部は、
前記燃料電池の発電に起因して前記冷媒の温度が上昇する第１の温度上昇量と、前記
燃料電池の発電以外の要因により前記冷媒の温度が上昇する第２の温度上昇量と、前記ラ
ジエータにおける放熱能力と、を導出する機能と、
前記第１の温度上昇量、前記第２の温度上昇量、および前記放熱能力を用いて、前記
通常制御モードにて前記自車が前記推定経路を走行する際に前記燃料電池が到達する最高
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温度である最高到達温度を導出する機能と、
を備え、
前記最高到達温度と、前記燃料電池の上限温度として予め設定されたＦＣ上限温度と
、を比較して、前記最高到達温度が前記ＦＣ上限温度以下の場合には、前記推定経路上に
前記過負荷領域が存在すると判定される場合であっても前記増大処理を行なわない
燃料電池車両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、燃料電池車両およびその制御方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
燃料電池は、電解質層の性質等により定まる特定の温度範囲において十分な発電性能を
発揮するものであり、また、発電に伴って発熱する性質を有する。そのため、通常は、燃
料電池内部に冷媒を循環させるための冷却装置を備えることにより、燃料電池の発電時の
温度が上記特定の温度範囲となるように制御している。
【０００３】
このような燃料電池を駆動エネルギ源として備える車両において高負荷状態が続く場合
には、燃料電池における発熱量が特に増大する。そのため、高負荷状態が続いて、燃料電
池の温度が過剰に上昇する場合には、一般に、冷却装置の冷却能力を増大させる制御が行
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なわれる。このような構成の一例として、燃料電池が高温高負荷継続状態であるか否かを
判断し、高温高負荷継続状態であると判断した場合には、冷却手段（ラジエタファンや冷
却水ポンプ）の駆動量を増大させて冷却能力を増大させる構成が提案されている（例えば
、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２−２０９１０９号公報
【特許文献２】特開２０１２−２４４７１３号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
このような特許文献１に記載の燃料電池車両では、燃料電池の温度や、負荷の計測状態
を検知して、高温高負荷継続状態であるか否かを判断している。そして、高温高負荷継続
状態であると判断された後に、ラジエタファンの増速や冷却水ポンプの増速等により、燃
料電池の冷却能力を増大させている。しかしながら、車両に搭載される冷却手段の性能に
は限りがあるため、高温高負荷状態がより長く継続された場合には、冷却手段による冷却
が不十分となり、燃料電池の温度が過剰に上昇する可能性がある。そのため、高負荷状態
が継続する場合であっても、燃料電池温度の過剰な上昇を抑制可能となる技術が望まれて
いた。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
形態として実現することが可能である。
【０００７】
（１）本発明の一形態によれば、燃料電池を駆動エネルギ源の少なくとも一つとして搭載
する燃料電池車両の制御方法が提供される。前記燃料電池車両は、前記燃料電池を冷却す
る冷却系と、前記冷却系の冷却能を制御する冷却系制御部と、を備え；前記冷却系制御部
は、前記冷却系の冷却能を制御する制御モードとして、前記燃料電池の温度、前記燃料電
池における発電量、および、前記燃料電池車両における負荷要求、のうちの少なくともい
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ずれか一つを用いて前記燃料電池の温度が予め定めた基準温度範囲から外れると判断され
る場合には、前記燃料電池の温度が前記基準温度範囲となるように前記冷却系の冷却能を
変更する通常制御モードを有する。このような燃料電池車両の制御方法は、前記燃料電池
車両である自車が走行すると推定される推定経路に加えて、前記推定経路における現在の
交通流を示す交通流情報、前記推定経路における過去の交通流情報、前記自車の走行履歴
、および、前記自車の過去における運転時の癖を表わすパラメータであって、他車とは異
なる運転時の傾向である運転傾向を表わすパラメータのうちの少なくとも一つを用いて、
前記推定経路を走行する際に前記自車にかかる負荷を推定する第１のステップと；推定し
た前記負荷を用いて、前記推定経路上に、前記燃料電池が適正温度範囲を超え得る領域で
ある過負荷領域が存在するか否かを判定する第２のステップと；前記過負荷領域が存在す
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ると判定された場合には、前記自車が前記過負荷領域に到達するのに先立って、前記冷却
系の冷却能を増大させる増大処理を実行する第３のステップと；を備える。前記増大処理
は、該増大処理を実行する時点において前記通常制御モードで設定されるべき冷却能より
も前記冷却系の冷却能を増大させる処理である。
この形態の燃料電池車両の制御方法によれば、推定経路上に過負荷領域が存在する場合
には、自車が過負荷領域に到達するのに先立って、通常制御モードで設定されるべき冷却
能よりも冷却能を増大させる増大処理を実行する。そのため、燃料電池の温度が過剰に上
昇することを抑えることができる。
【０００８】
（２）上記形態の燃料電池車両の制御方法において、前記第１のステップは、前記推定経
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路における現在の交通流情報、前記推定経路における過去の交通流情報、前記自車の走行
履歴、および、前記自車の運転傾向を表わすパラメータのうちの少なくとも一つを用いて
、前記推定経路を走行する際に前記自車にかかる負荷を推定するステップと、前記自車の
運転傾向を表わす前記パラメータを用いて、前記負荷を推定した結果を補正するステップ
と、を備えることとしてもよい。この形態の燃料電池車両の制御方法によれば、燃料電池
にかかる負荷を推定する精度を高めることができ、増大処理を、より適切に行なうことが
できる。
【０００９】
（３）上記形態の燃料電池車両の制御方法において、前記推定経路は、現在および過去の
少なくともいずれか一方の交通流を示す交通流情報を用いて、前記自車の走行先で分岐す
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る分岐点において選択される可能性が最も高い分岐先を、前記自車が走行する分岐先と判
断することによって推定されることとしてもよい。この形態の燃料電池車両の制御方法に
よれば、自車の目的地に関する入力がない場合であっても、自車が過負荷領域に到達する
のに先立って増大処理を実行して、燃料電池の過剰な温度上昇を抑える制御を適切に行な
うことができる可能性を高めることができる。
【００１０】
（４）上記形態の燃料電池車両の制御方法において、前記第３のステップは、前記通常制
御モードにおいて前記冷却系による冷却能が最大となる前に、前記冷却系による冷却能を
最大にすることとしてもよい。この形態の燃料電池車両の制御方法によれば、燃料電池の
温度が過剰に上昇することを抑える効果を高めることができる。
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【００１１】
（５）上記形態の燃料電池車両の制御方法において、前記冷却系は、前記燃料電池を冷却
する冷媒と、前記冷媒を冷却するラジエータとを含み；前記第３のステップは；前記燃料
電池の発電に起因して前記冷媒の温度が上昇する第１の温度上昇量と、前記燃料電池の発
電以外の要因により前記冷媒の温度が上昇する第２の温度上昇量と、前記ラジエータにお
ける放熱能力と、を導出するステップと；前記第１の温度上昇量、前記第２の温度上昇量
、および前記放熱能力を用いて、前記通常制御モードにて前記自車が前記推定経路を走行
する際に前記燃料電池が到達する最高温度である最高到達温度を導出するステップと；を
備え、前記最高到達温度と、前記燃料電池の上限温度として予め設定されたＦＣ上限温度
と、を比較して、前記最高到達温度が前記ＦＣ上限温度以下の場合には、前記第２のステ
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ップにおいて前記過負荷領域が存在すると判定された場合であっても前記増大処理を行な
わないこととしてもよい。このような構成とすれば、燃料電池の温度をＦＣ上限温度以下
に抑える動作を精度良く行なうことができる。
【００１２】
本発明は、上記以外の種々の形態で実現することも可能である。例えば、燃料電池車両
、外部サーバ、燃料電池車両の制御方法を実現するコンピュータプログラム、そのコンピ
ュータプログラムを記録した一時的でない記録媒体等の形態で実現することができる。あ
るいは、燃料電池車両と、燃料電池車両以外の他車と、外部サーバとを備える制御システ
ムとして実現することもできる。
【図面の簡単な説明】
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【００１３】
【図１】制御システムの概略構成を表わす説明図である。
【図２】自車の概略構成を表わす説明図である。
【図３】プレ冷却制御処理の概要を表わす説明図である。
【図４】制御システムの機能ブロックを表わす説明図である。
【図５】自車制御処理ルーチンを表わすフローチャートである。
【図６】外部サーバ制御処理ルーチンを表わすフローチャートである。
【図７】過負荷走行判定処理ルーチンを表わすフローチャートである。
【図８】過負荷走行判定部における動作を概念的に表わす説明図である。
【図９】運転状態算出処理ルーチンを表わすフローチャートである。
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【図１０】過負荷走行時水温算出処理ルーチンを表わすフローチャートである。
【図１１】プレ冷却期間算出処理ルーチンを表わすフローチャートである。
【図１２】最大冷却開始時間と冷媒の上昇温度の最大値との関係を示す説明図である。
【図１３】プレ冷却の効果を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
Ａ．第１の実施形態：
（Ａ−１）制御システムの全体構成：
図１は、本発明の第１の実施形態である制御システム１０の概略構成を表わす説明図で
ある。本実施形態の制御システム１０は、燃料電池を駆動エネルギ源の一つとして搭載す
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る車両における燃料電池の冷却系に係る制御システムである。本実施形態の制御システム
１０は、個々の走行車両と自動的に通信することにより、個々の車両の走行状態に係る情
報（例えば、個々の車両の位置、車速、加速度、ナビ情報を含む情報）を収集し、収集し
た情報を用いて、特定の車両が推定経路を走行する際に当該特定の車両にかかる負荷を導
出し、当該特定の車両における燃料電池の冷却系の制御を変更するシステムである。制御
システム１０では、社会全体、あるいは、少なくとも特定の地域内において、自動的に、
走行車両の走行状態に係る情報が収集される。
【００１５】
制御システム１０は、車両２０、車両２１、および、これらの車両２０，２１と通信を
行なうネットワーク２５を含む。ネットワーク２５には、車両２０や車両２１との通信を
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行なうための無線通信網も含まれる。本実施形態のネットワーク２５は、外部サーバ２６
を含むクラウドコンピューティングの形態を有する。ただし、外部サーバ２６は、ネット
ワークを介して通信可能であればよく、クラウドコンピューティングの形態とは異なる形
態の外部サーバを用いることも可能である。
【００１６】
車両２０は、燃料電池を駆動エネルギ源の一つとして搭載する燃料電池車両である。以
下では、車両２０を自車２０とも呼ぶ。車両２１は、ネットワーク２５との間で通信可能
な地域内を走行する自車２０以外の車両である。以下では、車両２１を他車２１とも呼ぶ
。他車２１は、燃料電池車両の他、駆動エネルギ源としてバッテリのみを搭載する電気自
動車、バッテリと内燃機関の両方を搭載するハイブリッド車、駆動エネルギ源として内燃
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機関のみを搭載する車両等、いずれであってもよい。他車２１は、ネットワーク２５と通
信可能であって、他車２１自身の走行状態に係る情報を自動的にネットワーク２５に送信
可能であればよい。他車２１は、ネットワーク２５との間で通信可能な地域内を走行する
自車２０以外の走行車両の全てである必要はないが、走行車両において、ネットワーク２
５との間で通信する他車２１の割合が高いほど、後述する自車２０の推定経路の導出や、
自車２０が推定経路を走行する際にかかる負荷の導出の精度が向上する。なお、各々の他
車２１は、自車２０と同様の構成を有することにより、後述する機能を有する自車２０と
もなり得る。上記自車２０および他車２１は、自家用車両の他、例えば、バス等の大型車
両や二輪車とすることもできる。
【００１７】
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（Ａ−２）自車の概略構成：
図２は、自車２０の概略構成を表わす説明図である。自車２０は、燃料電池３１を備え
る燃料電池システム３０を搭載している。自車２０は、燃料電池３１、および、図示しな
い二次電池が出力する電力（電気エネルギー）を駆動エネルギ源として、図示しない駆動
モータを駆動して走行する。
【００１８】
燃料電池３１は、発電体としての単セルを複数積層したスタック構造を有している。本
実施形態では、燃料電池３１は固体高分子形燃料電池としているが、他種の燃料電池を用
いてもよい。各単セルは、電解質膜と、電解質膜の各々の面に形成された電極であるアノ
ードおよびカソードと、を備える。各単セルにおいて、アノード上には、水素を含有する
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燃料ガスの流路であるセル内燃料ガス流路が形成されており、カソード上には、酸素を含
有する酸化ガスの流路であるセル内酸化ガス流路が形成されている。また、隣り合う各単
セル間には、冷媒としての冷却水が流れるセル間冷媒流路が形成されている。
【００１９】
燃料電池システム３０は、燃料電池３１に対して燃料ガスを供給するために、水素タン
クを含む燃料ガス供給部を備える。燃料ガス供給部については、図示および詳しい説明を
省略する。
【００２０】
燃料電池システム３０は、燃料電池３１に対して酸化ガスを供給するために、エアコン
プレッサ３２を備える。エアコンプレッサ３２と燃料電池３１との間は、酸化ガス流路３
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４によって接続されている。酸化ガス流路３４を介して燃料電池３１に供給された酸化ガ
スは、各単セルのセル内酸化ガス流路に分配されて発電に供された後、燃料電池３１の外
部に排出される。酸化ガス流路３４には、熱交換器３３が設けられている。熱交換器３３
は、エアコンプレッサ３２で圧縮されることによって温度上昇した酸化ガス（空気）を、
冷媒と熱交換することによって、燃料電池３１への供給に先立って冷却している。熱交換
器３３は、インタークーラ（Ｉ／Ｃ）とも呼ぶ。
【００２１】
燃料電池システム３０は、燃料電池３１を冷却するために、冷却系４０を備える。冷却
系４０は、ＦＣラジエータ４１、冷媒流路４４、冷媒流路４４内を流れる冷媒、冷却ファ
ン４５、ファンコントローラ４６、およびバルブ４７を含む。冷却系４０においては、冷
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媒流路４４を介して、燃料電池３１とＦＣラジエータ４１との間で冷媒を循環させること
によって、燃料電池３１を冷却する。ＦＣラジエータ４１では、自車２０の走行時に車外
から流入する走行風と、冷却ファン４５とを利用して、冷媒の冷却が行なわれる。ファン
コントローラ４６は、冷却ファン４５を駆動制御する。冷却系４０においては、冷媒流路
４４から分岐して、既述した熱交換器３３を経由する分岐流路４８が設けられている。す
なわち、冷却系４０では、燃料電池３１の冷却と共に、燃料電池３１に供給する酸化ガス
の冷却を行なっている。冷媒流路４４には、電磁弁である既述したバルブ４７が設けられ
ている。バルブ４７によって、ＦＣラジエータ４１で冷却された冷媒のうち、燃料電池３
１および熱交換器３３を経由する冷媒の量と、燃料電池３１および熱交換器３３を経由す
ることなくバイパスする冷媒の量とが調節可能となっている。
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【００２２】
自車２０が走行する際には、燃料電池３１の温度が、燃料電池３１の温度の制御目標と
して予め設定された温度範囲である基準温度範囲となるように、燃料電池３１の温度に基
づいて冷却系４０の各部が駆動制御される。本実施形態では、冷媒流路４４において、燃
料電池３１との接続部の近傍であって、燃料電池３１から冷媒が排出される部位に、温度
センサ３５が設けられている。自車２０では、この温度センサ３５における検出温度（冷
媒温度）を燃料電池３１の温度として、冷却系４０の各部が駆動制御される。すなわち、
温度センサ３５の検出温度が上記基準温度範囲を超える場合には、冷却系４０における冷
却能を向上させる。具体的には、冷却ファン４５の駆動量の増加、および、バルブ４７を
切り替えることによる燃料電池３１を経由する冷媒流量の増加、のうちの少なくとも一方
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が行なわれる。また、温度センサ３５の検出温度が上記基準温度範囲を下回る場合には、
冷却系４０における冷却能を低下させる。具体的には、冷却ファン４５の駆動量の減少、
および、バルブ４７を切り替えることによる燃料電池３１を経由する冷媒流量の減少、の
うちの少なくとも一方が行なわれる。
【００２３】
このような冷却系４０における冷却能の変更は、燃料電池３１の温度以外の情報を用い
て行なってもよい。具体的には、燃料電池３１の温度、燃料電池３１における発電量、お
よび、自車２０における負荷要求、のうちの少なくともいずれか一つを用いた場合に、燃
料電池３１の温度が基準温度範囲から外れると判断される場合には、上記のように冷却系
４０の冷却能を変更すればよい。
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【００２４】
このように、現在入力されている負荷要求、現在の燃料電池３１の発電量、および、燃
料電池３１の温度のうちの少なくともいずれか一つを用いて、燃料電池３１の温度が基準
温度範囲となるように冷却系４０による冷却能を変更する制御モードを、以下では、通常
制御モードとも呼ぶ。通常制御モードにおける冷却能の変更の動作は、段階的にすること
ができる。本実施形態では、冷却能を向上させる基準となる温度として、基準温度範囲の
上限値（以下、制御上限値とも呼ぶ）よりも低い高温基準値を複数段階で設定し、より高
い高温基準値に達したときほど、冷媒能の向上効果が高まるように、冷却ファン４５の駆
動量やバルブ４７の開度を変更している。また、冷却能を低下させる基準となる温度とし
て、基準温度範囲の下限値よりも高い低温基準値を複数段階で設定し、より低い低温基準
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値に達したときほど、冷媒能の低下効果が高まるように、冷却ファン４５の駆動量やバル
ブ４７の開度を変更している。自車２０において通常制御モードを採用する際に、高負荷
が継続して燃料電池３１の温度が制御上限値に達したときには、冷却能が最大となるよう
に冷却系４０の冷却能が変更される。
【００２５】
本実施形態の自車２０は、さらに、ＦＣラジエータ４１に近接した位置に、ＥＶラジエ
ータ４２、およびエアコンコンデンサ４３を備える。自車２０が走行する際には、自車２
０内に流入する走行風は、エアコンコンデンサ４３、ＥＶラジエータ４２、ＦＣラジエー
タ４１の順に通過する。すなわち、冷媒流路４４を流れる冷媒がＦＣラジエータ４１で冷
却される際には、エアコンコンデンサ４３およびＥＶラジエータ４２を通過することによ
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って昇温した走行風が利用される。ＦＣラジエータ４１、ＥＶラジエータ４２、およびエ
アコンコンデンサ４３をまとめて、熱交換部４９とも呼ぶ。熱交換部４９は、走行風と冷
却ファン４５の働きで熱交換部４９内に生じる通過風によって冷却される。
【００２６】
エアコンコンデンサ４３は、自車２０の空調に用いられる冷媒を冷却するための装置で
ある。ＥＶラジエータ４２は、自車２０の燃料電池システム３０に含まれる発熱部材を冷
却するための冷媒を冷却する装置である。燃料電池システム３０に含まれる発熱部材は、
例えば、燃料電池３１の出力電圧を昇圧するためのＤＣ／ＤＣコンバータを構成する各種
デバイス、エアコンプレッサ３２を駆動するためのインバータ、および、燃料電池３１に
燃料ガスとしての水素を供給する水素ポンプを駆動するためのインバータ、のうちの少な
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くとも一つを含むことができる。燃料電池システム３０に含まれて、ＥＶラジエータ４２
によって冷却される発熱部材をまとめて、以下ではＥＶユニットとも呼ぶ。ＥＶラジエー
タ４２を用いて冷却されるＥＶユニットの発熱量は、燃料電池３１の発熱量が増大するほ
ど増加する。
【００２７】
自車２０は、さらに、制御部５０を備える。制御部５０は、ＣＰＵと、ＲＯＭと、ＲＡ
Ｍと、入出力ポートと、を有している。この制御部５０は、燃料電池システム３０の発電
制御を行なうと共に、燃料電池システム３０および二次電池を含む電源装置全体の制御や
、自車２０の各部の制御を行なう。制御部５０は、自車２０の各部に設けられたセンサか
らの出力信号を取得し、さらに、アクセル開度や車速等の車両の運転に関する情報を取得
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する。そして、制御部５０は、自車２０における発電や走行に係る各部に駆動信号を出力
する。具体的には、例えば、図２に示すように、エアコンプレッサ３２、バルブ４７、お
よびファンコントローラ４６に駆動信号を出力する。なお、上記した機能を果たす制御部
５０は、単一の制御部として構成される必要はない。例えば、燃料電池システム３０の動
作に係る制御部や、自車２０の走行に係る制御部や、走行に関わらない車両補機の制御を
行なう制御部など、複数の制御部によって構成し、これら複数の制御部間で、必要な情報
をやり取りすることとしても良い。なお、制御部５０は、冷却系４０の冷却能を制御する
制御モードとして、既述した通常制御モードを実現するための制御を実行する冷却系制御
部５２（後述する図４参照）としても機能する。
【００２８】
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自車２０は、さらに、送受信部５１を備える。送受信部５１は、制御部５０との間で種
々の情報をやり取り可能に接続されると共に、ネットワーク２５と通信可能となっている
。送受信部５１は、後述する自車２０の運転状態を示す信号を含む信号を外部サーバ２６
から取得する取得部ともいえる。
【００２９】
（Ａ−３）プレ冷却制御処理の概要：
図３は、本実施形態の制御システム１０で実行されるプレ冷却制御処理の概要を表わす
説明図である。図３に示す各ステップのうちの一部は、自車２０の制御部５０において実
行され、他の一部は、ネットワーク２５上の外部サーバ２６（クラウドサーバ）が備える
後述する処理部６０において実行される。そして、自車２０の制御部５０および外部サー
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バ２６の処理部６０における処理の結果は、ネットワーク２５および送受信部５１を介し
て、互いにやり取りされる。まず、図３に基づいて、制御部５０および処理部６０で実行
されるプレ冷却制御処理全体の概要を説明する。以下の図３に基づく説明では、自車２０
の制御部５０および外部サーバ２６の処理部６０を合わせてシステム処理部と呼び、各処
理の主体が自車２０側であるのか外部サーバ２６側であるのかを区別せずに説明する。
【００３０】
プレ冷却制御処理において、システム処理部は、まず、自車２０が走行すると考えられ
る推定経路を導出する（ステップＳ１００）。その後、システム処理部は、推定した推定
経路に加えて、推定経路における現在の交通流を示す交通流情報を用いて、推定経路を走
行する際に自車２０にかかる負荷を推定する（ステップＳ１１０）。交通流情報は、推定
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経路を走行しており外部サーバ２６と通信可能な他車２１の平均車速および車速分布を含
む。ステップＳ１１０では、システム処理部は、上記交通流情報を用いて、推定経路を走
行する際の自車２０の少なくとも車速を含む走行状態を推定し、推定した走行状態を用い
て、推定経路を走行する際に自車２０にかかる負荷を推定する。ステップＳ１１０は、第
１のステップとも呼ぶ。そして、システム処理部は、自車２０にかかる推定負荷を用いて
、推定経路上に、燃料電池３１が適正温度範囲を超え得る領域である過負荷領域（以下、
単に過負荷領域とも呼ぶ）が存在するか否かを判定する（以下、過負荷走行判定とも呼ぶ
）（ステップＳ１２０）。ステップＳ１２０は、第２のステップとも呼ぶ。
【００３１】
本実施形態では、過負荷領域とは、具体的には、推定経路上の領域であって、燃料電池
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３１にかかる負荷が増大することによって、通常制御モードを採用する場合には燃料電池
３１の温度が予め定めた上限値（以下、ＦＣ上限温度Ｔｌｉｍとも呼ぶ）を超えることに
なる領域を指す。ＦＣ上限温度Ｔｌｉｍとは、燃料電池３１の耐久性等の観点から、燃料
電池３１の温度をそれ以上に上昇させない温度として予め設定された値である。本実施形
態では、通常制御モードで冷却系４０を制御する際に用いる既述した基準温度範囲の上限
値（制御上限値）は、このＦＣ上限温度Ｔｌｉｍよりも低く設定されている。自車２０に
おいて、通常制御モードにて冷却系４０の制御が行なわれるときに、高負荷状態が継続し
て燃料電池３１の温度が基準温度範囲の上限値（制御上限値）に達すると、既述したよう
に、冷却系４０の冷却能が最大にされる。その際に、さらに高負荷状態が継続すると、燃
料電池３１の温度は制御上限値を超えて上昇し、ＦＣ上限温度Ｔｌｉｍに達する可能性が
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ある。ステップＳ１２０では、自車２０にかかる推定負荷を用いて、上記のように燃料電
池３１の温度がＦＣ上限温度Ｔｌｉｍを超える過負荷領域が存在するか否かを判定する。
【００３２】
ステップＳ１２０の過負荷走行判定で、推定経路上に過負荷領域が存在すると判定した
場合には、システム処理部は、自車２０が過負荷領域に到達するのに先立って、冷却系４
０の冷却能を増大させる増大処理を実行して（ステップＳ１３０）、プレ冷却制御処理を
終了する。具体的には、増大処理とは、当該増大処理を実行する時点において通常制御モ
ードで設定されるべき冷却能よりも冷却系の冷却能を増大させる処理である。このように
、自車２０が過負荷領域に到達するのに先立って、通常制御モードにおいて設定されるべ
き冷却能よりも冷却系４０の冷却能を増大させる増大処理を実行することを、プレ冷却と
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も呼ぶ。増大処理は、冷却系４０において、冷却ファン４５の駆動電圧を上昇させること
による冷却ファン４５の駆動力の増大、および、バルブ４７の開度を変更することによる
燃料電池３１内を流れる冷媒流量の増加、のうちの少なくともいずれか一方を伴う。ステ
ップＳ１３０は、第３のステップとも呼ぶ。
【００３３】
なお、ステップＳ１２０において推定経路上に過負荷領域が存在しないと判定した場合に
は、プレ冷却を行なうことなくプレ冷却制御処理を終了する。ステップＳ１３０で増大処
理を実行した後、あるいは、ステップＳ１２０で推定経路上に過負荷領域が存在しないと
判定した後には、システム処理部は、再びステップＳ１００に戻ってプレ冷却制御処理を
実行する。
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【００３４】
（Ａ−４）プレ冷却制御処理の具体的な動作：
図４は、制御システム１０の機能ブロックを表わす説明図である。図５は、自車２０の
制御部５０で実行される自車制御処理ルーチンを表わすフローチャートである。図６は、
外部サーバ２６の処理部６０で実行される外部サーバ制御処理ルーチンを表わすフローチ
ャートである。図３に基づく既述した説明では、制御システム１０で実行されるプレ冷却
制御処理を実行する主体として、自車２０側の制御部５０と外部サーバ２６側の処理部６
０とを区別せずに説明した。以下では、図３のプレ冷却制御処理の詳細の一例について、
制御部５０側で実行される処理と処理部６０側で実行される処理とを区別して、具体的に
説明する。
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【００３５】
まず、図４に基づいて、制御システム１０の機能的な構成を説明する。図４および既述
した図１に示すように、制御システム１０は、自車２０、他車２１、および外部サーバ２
６を備える。また、自車２０は、既述したように、制御部５０、送受信部５１、および冷
却系４０を備える。自車２０の制御部５０は、自車情報導出部５７および冷却系制御部５
２を備える。自車情報導出部５７は、自車２０の状態に関する情報（自車情報）を導出し
ている。自車情報とは、自車２０におけるナビ情報（ナビゲーション装置を介して入力さ
れた目的地情報およびナビゲーション装置で設定された誘導経路を含む）、自車２０の現
在位置、現在の自車２０の車速、現在の自車２０の加速度、および、自車２０の現在位置
における外気温を含むことができる。冷却系制御部５２は、水温算出部５３、プレ冷却要
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否判定部５４、プレ冷却期間算出部５５、および冷却系駆動部５６を含む。自車情報導出
部５７および冷却系制御部５２を構成する各部は、制御部５０のＣＰＵがＲＯＭからプロ
グラムを読み出し、ＲＡＭに展開して実行することで、実現される。
【００３６】
他車２１は、自車２０の制御部５０と同様の制御部を有し、この制御部は、他車情報導
出部７１を含む。他車情報導出部７１は、他車２１の状態に関する情報（他車情報）を導
出している。他車情報とは、他車２１の現在位置、現在の他車２１の車速、現在の他車２
１の加速度、および、他車２１の現在位置における外気温を含むことができる。他車２１
は、さらに、外部サーバ２６と通信可能な送受信部７０を含む。なお、自車２０および他
車２１は、ＧＰＳ（Global Positioning System）による測位結果である現在位置に関す
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る情報を常に取得している。また、自車２０および他車２１は、外気温センサを備え、外
気温を常に検出している。
【００３７】
外部サーバ２６（クラウドサーバ）は、プロセッサ、メモリ、およびネットワーク通信
能力を含むハードウェアサーバとして構成されている。外部サーバ２６のメモリは、記憶
・学習部６４を備え、外部サーバ２６のプロセッサは、情報取得部６５および処理部６０
を備える。処理部６０は、走行経路推定部６１、過負荷走行判定部６２、および運転状態
算出部６３を含む。
【００３８】
図５に示す自車制御処理ルーチンは、本実施形態では、自車２０のスタートスイッチが
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オンとなったときに制御部５０で起動されて実行される。自車制御処理ルーチンが起動さ
れると、制御部５０は、送受信部５１から外部サーバ２６へと、図５に矢印（Ａ）で示す
ように、過負荷走行判定依頼信号を送信する（ステップＳ２００）。この過負荷走行判定
依頼信号は、図３のステップＳ１２０として示した過負荷走行判定のための処理の実行を
、外部サーバ２６に対して依頼するためのものである。
【００３９】
図６に示す外部サーバ制御処理ルーチンは、ネットワーク２５を介して上記過負荷走行
判定依頼信号を外部サーバ２６が受信することにより（ステップＳ３００）、外部サーバ
２６において起動される。過負荷走行判定依頼信号を受信すると、外部サーバ２６は、過
負荷走行判定処理を実行する（ステップＳ３１０）。
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【００４０】
図７は、ステップＳ３１０の過負荷走行判定処理ルーチンを表わすフローチャートであ
る。本ルーチンでは、まず、外部サーバ２６の情報取得部６５が、自車情報および交通流
情報を含む情報の取得を行なう（ステップＳ４００）。
【００４１】
ステップＳ４００で取得する自車情報は、自車２０の自車情報導出部５７が導出した既
述した自車情報であり、送受信部５１を介して外部サーバ２６に送信されたものである。
自車情報は、ステップＳ２００の過負荷走行判定依頼信号と一緒に送信してもよく、別個
に送信してもよい。
【００４２】
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ステップＳ４００で取得する交通流情報は、現在および過去の交通流情報を含む。交通
流情報は、既述したように、外部サーバ２６と通信可能な他車２１の平均車速および車速
分布を含む。このような交通流情報は、外部サーバ２６と通信可能な各々の他車２１の他
車情報導出部７１で導出された既述した他車情報から導出される。各々の他車２１の他車
情報は、各々の他車２１の走行中に、常に、他車２１の送受信部７０から外部サーバ２６
に送信されている。外部サーバ２６では、このように取得した他車情報を用いて、常に、
現在の交通流情報を導出している。また、外部サーバ２６は、導出した交通流情報を、過
去の交通流情報として、記憶・学習部６４のメモリ内において、常に更新しつつ一定期間
蓄積して記憶している。
【００４３】
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さらに、ステップＳ４００で取得する情報は、過去の自車２０の走行履歴を含むことと
してもよい。自車２０は、走行中において、常に現在位置および車速を含む自車情報を外
部サーバ２６に送信している。外部サーバ２６では、このように取得した自車情報を、記
憶・学習部６４のメモリ内において、常に更新しつつ一定期間蓄積して記憶している。そ
して、記憶・学習部６４ではさらに、蓄積した上記自車情報を用いて自車２０の走行履歴
を学習して記憶している。自車２０の走行履歴は、例えば、自車２０が過去に走行した走
行時刻と目的地とを関連づけた情報を含むことができる。具体的には、記憶・学習部６４
において、自車２０の走行時刻と目的地との関係を抽出し、走行時刻と頻度の高い目的地
とを関連づけて、走行履歴として記憶すればよい。また、自車２０の走行履歴は、自車２
０が過去に特定の目的地に向かって走行したときの、上記特定の目的地までの平均車速の
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推移を含むことができる。ステップＳ４００では、記憶・学習部６４から、このような自
車２０の走行履歴を導出してもよい。
【００４４】
また、ステップＳ４００で取得する情報は、現在の道路状況に係る情報を、さらに含む
こととしてもよい。現在の道路状況に係る情報とは、例えば、工事による通行止め区間に
係る情報を含むことができる。
【００４５】
ステップＳ４００の後、外部サーバ２６の走行経路推定部６１が、ステップＳ４００で
取得した情報内に、自車２０のナビ情報が存在するか否かを判断する（ステップＳ４１０
）。ナビ情報有りと判断した場合には、走行経路推定部６１は、自車２０のナビゲーショ
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ン装置に入力された目的地への誘導経路としてナビゲーション装置で設定された誘導経路
を、自車２０の推定経路として導出する（ステップＳ４７０）。
【００４６】
ステップＳ４１０でナビ情報無しと判断した場合には、走行経路推定部６１は、ナビ情
報以外の情報に基づいて自車２０の推定経路を導出する（ステップＳ４２０）。具体的に
は、例えば、自車２０が走行する走行先で分岐する各分岐点において、ステップＳ４００
で取得した現在の交通流情報および過去の交通流情報のうちの少なくとも一方を用いて、
選択される可能性が最も高い分岐先を自車２０が走行する分岐先と判断して、自車２０の
推定経路を導出することができる。最も可能性の高いルートは、例えば、当該ルートを選
択する他車２１の割合が最も高いルートとすることができる。あるいは、記憶・学習部６
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４において、現在の時刻等に関連づけて頻度が高い特定の目的地および当該目的地までの
経路が学習されている場合には、学習された当該経路を、自車２０の推定経路を導出する
ことができる。上記のように推定経路を導出する際には、既述した分岐点での選択の可能
性の高さや、時間と関連づけられた目的地などに適宜優先順位を設定し、最も可能性の高
い推定経路を選択すればよい。また、ステップＳ４００で取得された現在の道路状況に係
る情報によれば、現在は通行不可である経路が導出された場合には、そのような経路は除
外して、推定経路を選択すればよい。
【００４７】
なお、ステップＳ４１０では、自車２０が走行を開始するまでは、ナビ情報が入力され
るまで待機することとしてもよい。そして、ナビ情報の入力がないまま自車２０が走行を
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開始して予め定めた特定時間が経過したとき、あるいは、ナビ情報の入力がないまま自車
２０が走行を開始して予め定めた特定距離を走行したときには、ナビ情報が無いと判断し
て、ステップＳ４２０に移行すればよい。
【００４８】
交通流情報を利用して導出される分岐点での選択の可能性の高さに基づいて経路を推定
する場合には、ナビ情報を用いる場合のように目的地を特定することは困難である。この
ような場合には、自車２０の現在地から特定の距離（以下では、推定距離とも呼ぶ）まで
の経路を、推定経路として導出する。推定距離は、例えば、現在の車速に応じて定めるこ
とができる。本実施形態の制御では、既述したように、自車２０が過負荷領域に到達する
のに先立ってプレ冷却を行なう。そして、現在の車速が速いほど、より速く燃料電池３１
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の温度が上昇するとともに、走行先に過負荷領域が存在する場合には、より早く過負荷領
域に到達する。そのため、本実施形態では、現在の自車２０の車速が速いほど、推定経路
の推定距離を長くしている。
【００４９】
なお、交通流情報を利用して推定経路を導出する場合の他、ナビゲーション装置に目的
地が入力されている場合、あるいは、学習された目的地を用いる場合にも、ステップＳ４
７０で導出する推定経路は、上記した推定距離の範囲としてもよい。
【００５０】
上記したステップＳ４２０およびステップＳ４７０は、図３のステップＳ１００に対応
する。
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【００５１】
推定経路の導出の後には、外部サーバ２６の過負荷走行判定部６２が、導出した推定経
路における自車２０の車速を推定する（ステップＳ４３０）。本実施形態では、推定経路
における現在の他車２１の平均車速を、自車２０の推定車速としている。推定経路におけ
る現在の他車２１の平均車速は、既述したように、ステップＳ４００で取得した現在の交
通流情報に含まれている。
【００５２】
ステップＳ４３０の後、外部サーバ２６の過負荷走行判定部６２は、推定経路の地理情
報を取得する（ステップＳ４４０）。本実施形態では、外部サーバ２６内のメモリに、地
理情報として各地の道路勾配を含む情報を記憶している。ステップＳ４４０において、過
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負荷走行判定部６２は、上記メモリから、道路勾配を含む地理情報を取得する。なお、道
路勾配に係る情報は、外部サーバとは異なるサーバ内に記憶しておき、ネットワーク２５
を介して取得してもよい。
【００５３】
ステップＳ４４０の後、外部サーバ２６の過負荷走行判定部６２は、推定経路を走行す
る際に自車２０にかかる負荷（以下、走行負荷とも呼ぶ）を推定する（ステップＳ４５０
）。走行負荷は、車速と道路勾配の各々にほぼ比例すると考えることができる。そのため
、ステップＳ４５０では、ステップＳ４３０で推定した車速と、ステップＳ４４０で取得
した道路勾配とを乗算することにより、走行負荷を推定している。なお、ステップＳ４５
０で負荷を推定する際には、車速および道路勾配以外に、さらに、負荷に影響する情報を
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利用してもよい。例えば、ステップＳ４４０で取得する地理情報が、路面情報（例えば、
負荷が大きくなり得る未舗装の悪路であるか否か）を含む場合には、上記路面情報を用い
て負荷の推定値を補正してもよい。ステップＳ４５０は、図３のステップＳ１１０に相当
する。
【００５４】
ステップＳ４５０の後、外部サーバ２６の過負荷走行判定部６２は、過負荷領域の有無
、および、過負荷領域が存在する場合には、過負荷領域の位置を判定し（ステップＳ４６
０）、本ルーチンを終了する。本実施形態では、ステップＳ４５０で推定した走行負荷を
積算した積算走行負荷に基づいて、過負荷領域に係る判定を行なっている。ステップＳ４
６０は、図３のステップＳ１２０の過負荷走行判定に対応する。
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【００５５】
図８は、ステップＳ４３０からＳ４６０までの過負荷走行判定部６２における動作を概
念的に表わす説明図である。図８の上段では、ステップＳ４３０で推定される車速、およ
び、ステップＳ４４０で取得する道路勾配を示している。図８の中段では、ステップＳ４
５０で推定される走行負荷を示している。図８の下段では、ステップＳ４５０で推定した
走行負荷の積算値である積算走行負荷を示している。図８の上段、中段、下段は、自車２
０の現在地からの距離を横軸とする点で共通している。
【００５６】
図８に示す例では、自車２０が推定経路を走行すると、現在位置から距離Ｄｈの地点で
、道路勾配が急激に大きくなる。本実施形態では、上記距離Ｄｈの地点では、負荷が大き
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くなって燃料電池３１の温度が上昇し、制御上限値に達することにより、冷却系４０にお
ける冷却能が最大となる。そして、勾配の大きな領域を走行し続けることにより、その後
も燃料電池３１の温度は上昇を続ける。本実施形態のステップＳ４６０では、図８の下段
に示す積算走行負荷に基づいて、過負荷領域の有無および位置を判定している。具体的に
は、積算走行負荷の判定値として、燃料電池３１の温度がＦＣ上限温度Ｔｌｉｍに達する
可能性が高まるときの積算走行負荷の値を予め設定しており、推定経路を走行中に積算走
行負荷が判定値に達すると判断される場合には、過負荷領域有りと判定する。また、積算
走行負荷が判定値に達するときの距離Ｄｏを、過負荷領域の位置と判定する。
【００５７】
ステップＳ３１０の過負荷走行判定処理を終了すると、外部サーバ２６は、自車２０へ

10

と、図６に矢印（Ｂ）で示すように、ステップＳ３１０で得られた過負荷走行判定結果を
送信する（ステップＳ３２０）。
【００５８】
図５に示すように、自車２０の送受信部５１が上記過負荷走行判定結果を受信すると（
ステップＳ２１０）、自車２０の制御部５０は、受信した過負荷走行判定結果に基づいて
、推定経路における過負荷領域の有無を判定する（ステップＳ２２０）。推定経路に過負
荷領域が存在しないと判定する場合には、制御部５０は、自車制御処理ルーチンを終了す
る。
【００５９】
推定経路に過負荷領域が存在すると判定する場合には、自車２０の制御部５０は、送受
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信部５１から外部サーバ２６へと、図５に矢印（Ｃ）で示すように、運転状態算出依頼信
号を送信する（ステップＳ２３０）。
【００６０】
図６に示すように、運転状態算出依頼信号を受信すると（ステップＳ３３０）、外部サ
ーバ２６の運転状態算出部６３は、運転状態算出処理を実行する（ステップＳ３４０）。
【００６１】
図９は、ステップＳ３４０の運転状態算出処理ルーチンを表わすフローチャートである
。本ルーチンでは、まず、外部サーバ２６の運転状態算出部６３が、記憶・学習部６４か
ら、他車２１に対する自車２０の過去における運転傾向（運転する際の癖）を取得する（
ステップＳ５００）。
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【００６２】
自車２０の過去における運転傾向とは、自車２０が走行する際に、他車２１とは異なる
傾向を示すことを表わすパラメータである。外部サーバ２６は、既述したように自車２０
から送信される自車情報や、各々の他車２１から送信される他車情報を、常に受信してい
る。そして、外部サーバ２６の記憶・学習部６４には、これらの情報が、常に更新されつ
つ一定期間蓄積され記憶される。また、記憶・学習部６４には、上記自車情報や他車情報
から導出される自車２０の運転傾向が常に抽出されて、学習結果が記憶されている。自車
２０の運転傾向は、例えば、同じ区域を走行する他車２１の平均車速に対する自車２０の
車速の割合の平均値や、同じ区域を走行する他車２１の平均加速度に対する自車の加速度
の割合の平均値を含むことができる。また、自車２０の運転傾向は、特定区間（例えば一
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般道あるいは高速道路）を走行する際の自車２０の最高速度を含むことができる。
【００６３】
また、外部サーバ２６の運転状態算出部６３は、推定経路における現在の交通流情報を
導出する（ステップＳ５１０）。推定経路における現在の交通流情報は、推定経路を走行
中の各々の他車２１から受信した他車情報を用いて導出される。そして、導出した交通流
情報を用いて、推定経路における自車２０の運転状態を導出する（ステップＳ５２０）。
ステップＳ５２０で導出される自車２０の運転状態は、少なくとも、推定経路を走行する
際の自車２０の推定走行負荷の推移（自車２０が推定経路を走行する際の予測される負荷
の変動パターン）を含む。本実施形態では、上記自車２０の運転状態は、さらに、推定経
路を走行する際の自車２０の推定車速の推移（自車２０が推定経路を走行する際の予測さ
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れる車速の変動パターン）と、推定経路における外気温と、を含む。
【００６４】
ステップＳ５２０で導出される自車２０の推定車速は、推定経路上を走行する現在の他
車２１の平均車速（現在の交通流情報に含まれる）であり、自車２０が、周囲を走行する
他車２１の平均速度で走行するものとして導出している。また、ステップＳ５２０で導出
される自車２０の推定走行負荷は、上記した推定車速と、外部サーバ２６内のメモリに記
憶した地理情報に含まれる推定経路における道路勾配と、乗算することにより導出される
。ステップＳ５２０で導出される推定経路における外気温は、推定経路を走行している他
車２１から外部サーバ２６が取得した他車情報から抽出される。
【００６５】

10

その後、運転状態算出部６３は、ステップＳ５００で取得した自車２０の運転傾向を用
いて、ステップＳ５２０で導出した自車２０の運転状態を補正して（ステップＳ５３０）
、運転状態算出処理ルーチンを終了する。具体的には、例えば、同じ区域を走行する他車
２１の平均車速に対する自車２０の車速の割合の平均値を乗算することにより、ステップ
Ｓ５２０で導出した自車２０の推定車速を補正する、あるいは、ステップＳ５２０で導出
した自車２０の推定車速について、既述した特定区間を走行する際の自車２０の最高速度
を上限とする補正を行なってもよい。
【００６６】
なお、図９の運転状態算出処理において求められる自車２０の運転状態は、例えば、推
定経路を走行する際に自車２０にかかる負荷に影響を与える種々の要因に係る情報（以下
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、負荷変動情報とも呼ぶ）を含むことができる。例えば、外部サーバ２６の記憶・学習部
６４に蓄積する自車情報として、自車２０における外気温に対するエアコンの使用状態（
外気温がどれくらいのときにどれくらいの冷暖房を行なうか）に関する情報（以下、自車
のエアコン情報とも呼ぶ）を含めることができる。そして、ステップＳ５２０で自車２０
の運転状態を導出する際には、上記自車のエアコン情報と推定経路における外気温とを用
いて、推定経路を走行する際の自車２０のエアコン使用状態を推定し、推定結果を上記自
車２０の運転状態に含めることとすればよい。
【００６７】
ステップＳ３４０の運転状態算出処理ルーチンを終了すると、外部サーバ２６は、自車
２０へと、図６に矢印（Ｄ）で示すように、ステップＳ３４０で得られた運転状態算出結
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果（自車２０の運転状態を示す信号とも呼ぶ）を送信し（ステップＳ３５０）、外部サー
バ制御処理ルーチンを終了する。
【００６８】
図５に示すように、自車２０の送受信部５１が上記運転状態算出結果を受信すると（ス
テップＳ２４０）、自車２０の制御部５０は、受信した運転状態算出結果を用いて、過負
荷走行時水温算出処理ルーチンを実行する（ステップＳ２５０）。
【００６９】
図１０は、ステップＳ２５０の過負荷走行時水温算出処理ルーチンを表わすフローチャ
ートである。本ルーチンは、自車２０の制御部５０の水温算出部５３（図４参照）におい
て実行される。過負荷走行時水温算出処理ルーチンにおいて、水温算出部５３は、まず、
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ステップＳ２４０で受信した運転状態算出結果を取得する（ステップＳ６００）。そして
、取得した運転状態算出結果を用いて、燃料電池３１の出力の推移の抽出（ステップＳ６
１０）、自車２０のエアコンプレッサ３２の回転数の推移の抽出（ステップＳ６２０）、
推定経路における外気温の推移の抽出（ステップＳ６５０）、推定経路を走行する際の自
車２０のエアコン負荷の推移の抽出（ステップＳ６６０）、推定経路を走行する際の自車
２０の推定車速の推移の抽出（ステップＳ６９０）、推定経路を走行する際の冷却ファン
４５の駆動電圧の推移の抽出（ステップＳ７００）、および、推定経路を走行する際のバ
ルブ４７の開度の推移の抽出（ステップＳ７２０）を行なう。
【００７０】
自車２０では、負荷要求と燃料電池３１の出力との関係、および、燃料電池３１の出力
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とエアコンプレッサ３２の回転数との関係が、予め定められている。 ステップＳ６１０
で抽出する燃料電池３１の出力推移、および、ステップＳ６２０で抽出するエアコンプレ
ッサ３２の回転数の推移は、運転状態算出結果に含まれる、推定経路における自車２０の
推定走行負荷を用いて、自車２０が推定経路を走行する際の予測される変動パターンとし
て求められる。ステップＳ６５０の外気温の推移、および、ステップＳ６９０の車速の推
移は、ステップＳ２４０で受信した運転状態算出結果に含まれている。ステップＳ６６０
のエアコン負荷の推移は、運転状態算出結果に含まれる、推定経路を走行する際の自車２
０のエアコン使用状態の推定結果を用いて導出される。また、自車２０では、冷却ファン
４５の駆動電圧、および、冷却系４０のバルブ４７の開度は、燃料電池３１の発電量（出
力）、自車２０の車速、および外気温に応じて設定される。そのため、ステップＳ７００
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の冷却ファン４５の駆動電圧の推移、および、ステップＳ７２０のバルブ４７の開度の推
移は、運転状態算出結果に含まれる、推定経路における自車２０の推定走行負荷、自車２
０の車速、および外気温を用いて導出される。
【００７１】
その後、水温算出部５３は、ステップＳ６１０の燃料電池３１の出力推移を用いて燃料
電池３１における発熱量の推移を導出すると共に、ステップＳ６２０のエアコンプレッサ
３２の回転数の推移を用いて熱交換器３３における発熱量の推移を導出する（ステップＳ
６３０）。上記した燃料電池３１における発熱量および熱交換器３３における発熱量は、
燃料電池３１の発電に起因して冷媒温度が上昇する第１の温度上昇量に含まれる。
【００７２】
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また、水温算出部５３は、ステップＳ６１０の燃料電池３１の出力推移と、ステップＳ
６２０のエアコンプレッサ３２の回転数の推移とを用いて、ＥＶユニットにおける発熱量
の推移を導出する（ステップＳ６４０）。ＥＶユニットは、既述したように、燃料電池シ
ステム３０に含まれてＥＶラジエータ４２によって冷却される発熱部材であり、燃料電池
３１の発熱量が増大するほど発熱量が増大する。そして、本実施形態のＥＶユニットは、
エアコンプレッサ３２を駆動するためのインバータを含んでいる。そのため、ＥＶユニッ
トにおける発熱量の推移は上記のように導出することができる。ＥＶユニットにおける発
熱量は、燃料電池３１の発電に起因して冷媒温度が上昇する第１の温度上昇量に含まれる
。
【００７３】
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また、水温算出部５３は、ステップＳ６９０の車速の推移と、ステップＳ７００の冷却
ファン４５の駆動電圧の推移と、を用いて、熱交換部４９を通過する通過風の風速の推移
を算出する（ステップＳ７１０）。自車２０の車速から、熱交換部４９に向かって流れる
走行風の大きさを算出することができる。また、冷却ファン４５の駆動電圧から、冷却フ
ァン４５によって熱交換部４９内で生じる空気の流れの大きさを算出することができる。
そのため、上記した走行風の大きさと空気の流れの大きさを加算することにより、既述し
た通過風速を導出することができる。
【００７４】
また、水温算出部５３は、外気温の推移（ステップＳ６５０）と、エアコン負荷の推移
（ステップＳ６６０）と、熱交換部４９の通過風速の推移（ステップＳ７１０）と、を用
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いて、エアコンコンデンサ４３を通過する通過風の上昇温度の推移を算出する（ステップ
Ｓ６７０）。エアコンコンデンサ４３に流入するエアコン冷却用の冷媒の温度の推移は、
エアコン負荷の推移（ステップＳ６６０）から導出することができる。また、エアコンコ
ンデンサ４３における熱交換効率（放熱能力）は、エアコンコンデンサ４３を通過する通
過風の風速（ステップＳ７１０）と外気温（ステップＳ６５０）とによって変動する。本
実施形態の制御部５０は、外気温と、エアコン負荷と、熱交換部４９の通過風速とをパラ
メータとして、エアコンコンデンサ４３を通過する通過風の温度上昇の程度を導出するた
めのマップを予め記憶している。ステップＳ６７０では、このマップを参照することによ
り、エアコンコンデンサ４３を通過することによる通過風の上昇温度の推移が導出される
。なお、ステップＳ６７０では、エアコンコンデンサ４３を通過するエアコン冷却用の冷
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媒の流量は一定としている。エアコンコンデンサ４３を通過する通過風の上昇温度は、燃
料電池３１の発電以外の要因により冷媒温度が上昇する第２の温度上昇量に含まれる。
【００７５】
その後、水温算出部５３は、ＥＶユニット発熱量の推移（ステップＳ６４０）と、エア
コンコンデンサ４３を通過する通過風の上昇温度の推移（ステップＳ６７０）と、熱交換
部４９の通過風速の推移（ステップＳ７１０）と、を用いて、エアコンコンデンサ４３よ
りも通過風の流れ方向の下流に配置されたＥＶラジエータ４２を通過する通過風の上昇温
度の推移を算出する（ステップＳ６８０）。ＥＶラジエータ４２に流入するＥＶユニット
冷却用の冷媒の温度の推移は、ＥＶユニット発熱量の推移（ステップＳ６４０）から導出
することができる。また、ＥＶラジエータ４２における熱交換効率（放熱能力）は、ＥＶ

10

ラジエータ４２を通過する通過風の風速（熱交換部４９の通過風速）と、ＥＶラジエータ
４２を通過する通過風の温度と、によって変動する。ＥＶラジエータ４２を通過する通過
風の温度は、外気温と、ステップＳ６７０で算出したエアコンコンデンサ４３を通過する
通過風の上昇温度と、を用いて算出することができる。本実施形態の制御部５０は、ＥＶ
ラジエータ４２を通過する通過風の温度と、ＥＶユニット発熱量と、ＥＶラジエータ４２
を通過する通過風の風速とをパラメータとして、ＥＶラジエータ４２を通過する通過風の
温度上昇の程度を導出するためのマップを予め記憶している。ステップＳ６８０では、こ
のマップを参照することにより、ＥＶラジエータ４２を通過する通過風の上昇温度の推移
が導出される。なお、ステップＳ６８０では、ＥＶラジエータ４２を通過するＥＶユニッ
ト冷却用の冷媒の流量は一定としている。

20

【００７６】
また、水温算出部５３は、熱交換部４９の通過風速の推移（ステップＳ７１０）と、バ
ルブ４７の開度の推移（ステップＳ７２０）とを用いて、ＥＶラジエータ４２よりも通過
風の流れ方向の下流に配置されたＦＣラジエータ４１における放熱能力の推移を算出する
（ステップＳ７３０）。バルブ４７の開度により、ＦＣラジエータ４１を通過する冷媒流
量が定まる。そして、ＦＣラジエータ４１における放熱能力は、ＦＣラジエータ４１を通
過する通過風の風速と、ＦＣラジエータ４１を流れる冷媒流量と、によって変動する。本
実施形態の制御部５０は、ＦＣラジエータ４１を通過する通過風の風速と、バルブ４７の
開度とをパラメータとして、ＦＣラジエータ４１における放熱能力を導出するためのマッ
プを予め記憶している。ステップＳ７３０では、このマップを参照することにより、ＦＣ
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ラジエータ４１における放熱能力の推移が導出される。
【００７７】
その後、水温算出部５３は、ＦＣラジエータ４１を通過する冷媒の上昇温度の推移を導
出する（ステップＳ７５０）。ステップＳ７５０における上記上昇温度の導出は、燃料電
池３１および熱交換器３３における発熱量の推移（ステップＳ６３０）と、ＥＶラジエー
タ４２を通過する通過風の上昇温度の推移（ステップＳ６８０）と、ＦＣラジエータ４１
における放熱能力の推移（ステップＳ７３０）と、冷却系の容量と、を用いて実行される
。ここで、冷却系の容量とは、制御部５０内のメモリに記憶した冷却系４０内を流れる冷
媒の総量であり、水温算出部５３は、ステップＳ７４０において上記メモリからこれを取
得する。

40

【００７８】
燃料電池３１および熱交換器３３における発熱量の推移（ステップＳ６３０）から、Ｆ
Ｃラジエータ４１に流入する冷媒の上昇温度の推移を導出することができる。ＦＣラジエ
ータ４１における熱交換能は、冷却される冷媒の温度と冷却に用いる通過風の温度との温
度差、および、通過風の風速と冷媒流路を用いて導かれるＦＣラジエータ４１における放
熱能力と、を用いて求めることができる。本実施形態の制御部５０は、燃料電池３１およ
び熱交換器３３における発熱量（ステップＳ６３０）と、ＥＶラジエータ４２を通過する
通過風の上昇温度（ステップＳ６８０）と、ＦＣラジエータ４１における放熱能力（ステ
ップＳ７３０）と、をパラメータとして、ＦＣラジエータ４１を通過する冷媒の温度上昇
の程度を導出するためのマップを予め記憶している。ステップＳ７５０では、このマップ
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を参照することにより、ＦＣラジエータ４１を通過する冷媒の上昇温度の推移が導出され
る。ステップＳ７５０で導出される冷媒の上昇温度の推移は、燃料電池３１の上昇温度の
推移ということができる。
【００７９】
ステップＳ７５０の処理と共に、水温算出部５３は、冷却系４０における現在の冷媒温
度Ｔ０（ステップＳ７６０）を取得する。 現在の冷媒温度Ｔ０は、冷却系４０に設けた
温度センサ３５（図２参照）の検出信号から取得することができる。
【００８０】
ステップＳ７５０の後、水温算出部５３は、ＦＣラジエータ４１を通過する冷媒の上昇
温度の推移（ステップＳ７５０）と、現在の冷媒温度Ｔ０（ステップＳ７６０）とを用い

10

て、冷却系４０の冷媒温度の推移、および冷媒の最高到達温度Ｔｍａｘを算出し（ステッ
プＳ７７０）、過負荷走行時水温算出処理ルーチンを終了する。ステップＳ７７０では、
ＦＣラジエータ４１を通過する冷媒の上昇温度の推移（ステップＳ７５０）に、冷却系４
０における現在の冷媒温度Ｔ０を加算することで、冷却系４０の冷媒温度の現時点からの
推移を求めることができる。冷却系４０の冷媒温度の推移から、冷媒温度が到達する最高
温度（最高到達温度Ｔｍａｘ）が求められる。上記のようにして求めた冷却系４０の冷媒
温度は、燃料電池３１の温度に相当するため、最高到達温度Ｔｍａｘは、通常制御を行な
って推定経路を走行したときに燃料電池３１が到達する最高温度ということができる。な
お、ステップＳ７７０では、最高到達温度Ｔｍａｘと共に、通常制御を行なって推定経路
を走行したときに冷媒温度が最高到達温度Ｔｍａｘに達するまでの現在からの所要時間で
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ある最高温度到達時間ｔｍａｘも導出される。
【００８１】
図５に戻り、過負荷走行時水温算出処理（ステップＳ２５０）が終了すると、制御部５
０のプレ冷却要否判定部５４（図４参照）が、プレ冷却の要否を判定する（ステップＳ２
６０）。プレ冷却要否判定部５４は、図１０のステップＳ７７０で算出された最高到達温
度Ｔｍａｘが、既述したＦＣ上限温度Ｔｌｉｍを超える場合には、プレ冷却が必要と判断
する。また、上記最高到達温度ＴｍａｘがＦＣ上限温度Ｔｌｉｍ以下である場合には、プ
レ冷却が不要と判断する。
【００８２】
ステップＳ２６０でプレ冷却が不要と判断された場合には、制御部５０は、自車制御処
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理ルーチンを終了する。ステップＳ２６０でプレ冷却が必要と判断された後は、制御部５
０は、プレ冷却期間算出処理を実行する（ステップＳ２７０）。
【００８３】
図１１は、ステップＳ２７０のプレ冷却期間算出処理ルーチンを表わすフローチャート
である。本ルーチンは、自車２０の制御部５０のプレ冷却期間算出部５５（図４参照）に
おいて実行される。図１１のプレ冷却期間算出処理ルーチンにおいて、図１０の過負荷走
行時水温算出処理ルーチンと共通するステップには、同じステップ番号を付して、詳しい
説明を省略する。
【００８４】
プレ冷却期間算出処理ルーチンでは、プレ冷却期間算出部５５は、まず、ステップＳ２

40

４０で受信した運転状態算出結果を取得する（ステップＳ６０５）。このステップＳ６０
５は、図１０のステップＳ６００と同様のステップであるが、通常制御を行なって推定経
路を走行した場合に、冷媒温度が最高到達温度Ｔｍａｘに達する時間である最高温度到達
時間ｔｍａｘまでの運転状態算出結果を取得すればよい点で異なっている。最高温度到達
時間ｔｍａｘは、既述したようにステップＳ７７０で導出されている。また、図１１に示
す以下のステップでは、図１０と同様の処理を行なう場合であっても、最高温度到達時間
ｔｍａｘに達するまでに期間について行なっている。
【００８５】
その後、プレ冷却期間算出部５５は、ステップＳ６０５で取得した運転状態算出結果を
用いて、図１０と同様に、燃料電池３１の出力の推移の抽出（ステップＳ６１０）、自車
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２０のエアコンプレッサ３２の回転数の推移の抽出（ステップＳ６２０）、推定経路にお
ける外気温の推移の抽出（ステップＳ６５０）、推定経路を走行する際の自車２０のエア
コン負荷の推移の抽出（ステップＳ６６０）、推定経路を走行する際の自車２０の推定車
速の推移の抽出（ステップＳ６９０）を行なう。そして、図１０の過負荷走行時水温算出
処理ルーチンと同様に、燃料電池３１における発熱量の推移、および、熱交換器３３にお
ける発熱量の推移を導出する（ステップＳ６３０）と共に、ＥＶラジエータ４２によって
冷却されるＥＶユニットにおける発熱量の推移を導出する（ステップＳ６４０）。
【００８６】
また、プレ冷却期間算出部５５は、ステップＳ６０５で取得した運転状態算出結果を用
いて、冷却ファン４５の駆動電圧の推移の抽出（ステップＳ７０５）、および、バルブ４
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７の開度の推移の抽出（ステップＳ７２５）を行なう。ステップＳ７０５では、図１０の
ステップＳ７００と同様に、ステップＳ６０５で取得した運転状態算出結果を用いて、通
常制御モードにて推定経路を走行する際の冷却ファン４５の駆動電圧の推移を抽出すると
共に、さらに、冷却系４０の冷却能が最大になるときの冷却ファン４５の電圧（冷却ファ
ン４５の電圧の最大値）を取得する。ステップＳ７２５では、図１０のステップＳ７２０
と同様に、ステップＳ６０５で取得した運転状態算出結果を用いて、通常制御モードにて
推定経路を走行する際のバルブ４７の開度の推移を抽出すると共に、さらに、冷却系４０
の冷却能が最大になるときのバルブ４７の開度（バルブ４７の開度の最大値）を取得する
。
【００８７】
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その後、プレ冷却期間算出部５５は、ステップＳ６９０の車速の推移と、ステップＳ７
０５の冷却ファン４５の駆動電圧の推移と、を用いて、図１０のステップＳ７１０と同様
にして、熱交換部４９を通過する通過風速の推移を算出する（ステップＳ７１５）。ここ
で、ステップ７０５では、推定経路を通常制御モードにて走行するときの冷却ファン４５
の駆動電圧の推移と共に、冷却ファン４５の電圧の最大値を取得している。通常制御モー
ドにて走行する際には、最高温度到達時間ｔｍａｘに達する前の時点（図８の距離Ｄｈに
達する時点）で、冷却系４０の冷却能が最大になる。通常制御モードにて走行するときに
冷却系４０の冷却能が最大になる領域を、以下、最大冷却領域とも呼ぶ。通常制御モード
にて走行する際の最大冷却開始時間（最大冷却領域に到達するまでの現在からの所要時間
）を、以後、時間ｔｈとも呼ぶ。ステップＳ７１５では、時間ｔｈの経過以前に、冷却系
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４０の冷却能を最大にした場合（冷却ファン４５の電圧およびバルブ４７の開度を最大に
した場合）、すなわちプレ冷却を行なった場合の、熱交換部４９を通過する通過風速の推
移を求めている。
【００８８】
具体的には、本実施形態では、冷却系４０の冷却能を最大に変更することによって、Ｆ
Ｃラジエータ４１を通過する冷媒温度（燃料電池３１の温度）を低下させることができる
実効性のある変更時間の最小単位を、ｔｉとして設定している。そして、ステップＳ７１
５では、時間ｔｈ経過時よりも、時間ｔｉ早く冷却能を最大に変更した場合、時間２ｔｉ
早く冷却能を最大にした場合、時間３ｔｉ早く冷却能を最大にした場合・・・のように、
冷却能を最大にするタイミングをより早めた複数のパターンについて、熱交換部４９を通
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過する通過風速の推移を算出する。冷却能を最大にするタイミングを早めたパターンの数
は、プレ冷却を行なうべきタイミングを求めることができるように予め特定の値を設定し
てもよく、現在の車速等に応じて適宜設定してもよい。上記のように、時間ｔｈから時間
ｔｉごとに時間をさかのぼって、冷却系４０の冷却能を最大にする（プレ冷却を開始する
）タイミングを早めた複数のパターンをまとめて、以後、逆引きパターン群とも呼ぶ。
【００８９】
また、プレ冷却期間算出部５５は、外気温の推移（ステップＳ６５０）と、エアコン負
荷の推移（ステップＳ６６０）と、熱交換部４９の通過風速の推移（ステップＳ７１５）
と、を用いて、図１０のステップＳ６７０と同様にして、エアコンコンデンサ４３を通過
する通過風の上昇温度の推移を算出する（ステップＳ６７５）。ステップＳ７１５で求め
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た熱交換部４９の通過風速の推移は、逆引きパターン群であるため、ステップＳ６７５で
算出するエアコンコンデンサ４３の通過風の上昇温度の推移も、逆引きパターン群である
。
【００９０】
そして、プレ冷却期間算出部５５は、ＥＶユニット発熱量の推移（ステップＳ６４０）
と、エアコンコンデンサ４３の通過風の上昇温度の推移（ステップＳ６７５）と、熱交換
部４９の通過風速の推移（ステップＳ７１５）と、を用いて、図１０のステップＳ６８０
と同様にして、エアコンコンデンサ４３よりも通過風の流れ方向の下流に配置されたＥＶ
ラジエータ４２を通過する通過風の上昇温度の推移を算出する（ステップＳ６８５）。エ
アコンコンデンサ４３の通過風の上昇温度の推移（ステップＳ６７５）と、熱交換部４９
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の通過風速の推移（ステップＳ７１５）とは、逆引きパターン群であるため、ステップＳ
６８５で算出するＥＶラジエータ４２の通過風の上昇温度の推移も、逆引きパターン群で
ある。
【００９１】
また、プレ冷却期間算出部５５は、熱交換部４９の通過風速の推移（ステップＳ７１５
）と、バルブ４７の開度の推移（ステップＳ７２５）とを用いて、図１０のステップＳ７
３０と同様にして、ＥＶラジエータ４２よりも通過風の流れ方向の下流に配置されたＦＣ
ラジエータ４１における放熱能力の推移を算出する（ステップＳ７３５）。熱交換部４９
の通過風速の推移（ステップＳ７１５）は逆引きパターン群である。また、ステップ７２
５では、推定経路を通常制御モードにて走行するときのバルブ４７の開度の駆動電圧の推
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移と共に、バルブ４７の開度の最大値を取得している。そのため、ステップＳ７３５では
、ＦＣラジエータ４１における放熱能力の推移を逆引きパターン群として算出している。
【００９２】
その後、プレ冷却期間算出部５５は、ＦＣラジエータ４１を通過する冷媒の上昇温度の
推移を導出する（ステップＳ７５５）。ステップＳ７５５における上記上昇温度の導出は
、燃料電池３１および熱交換器３３における発熱量の推移（ステップＳ６３０）と、ＥＶ
ラジエータ４２を通過する通過風の上昇温度の推移（ステップＳ６８５）と、ＦＣラジエ
ータ４１における放熱能力の推移（ステップＳ７３５）と、冷却系の容量（ステップＳ７
４０）と、を用いて、ステップＳ７５０と同様にして実行される。ＥＶラジエータ４２の
通過風の上昇温度の推移（ステップＳ６８５）、およびＦＣラジエータ４１における放熱

30

能力の推移（ステップＳ７３５）は逆引きパターン群である。そのため、ステップＳ７５
５で導出するＦＣラジエータ４１を通過する冷媒の上昇温度の推移も逆引きパターン群で
ある。
【００９３】
ステップＳ７５５では、ＦＣラジエータ４１を通過する冷媒の上昇温度の推移を逆引き
パターン群として導出することにより、さらに、冷却系４０の冷却能を最大にする（プレ
冷却を開始する）タイミング毎に、冷媒の上昇温度の最大値を導出する。
【００９４】
図１２は、冷却系４０における冷却能を最大にするまでの現在からの経過時間（以下、
最大冷却開始時間とも呼ぶ）と、冷媒の上昇温度の最大値と、の関係を概念的に示す説明

40

図である。図１２では、横軸が最大冷却開始時間を表わし、縦軸が冷媒の上昇温度の最大
値を表わす。最大冷却開始時間が時間ｔｈである場合とは、既述したように、プレ冷却を
行なうことなく通常制御モードでの制御のみを行なう場合を示す。最大冷却を開始するタ
イミングをより早める、すなわち、プレ冷却をより早く開始することにより、冷媒の上昇
温度の最大値はより低くなる。図１２では、プレ冷却を行なわない場合の冷媒の上昇温度
の最大値を、上昇温度Ｔｈとして示している。
【００９５】
ステップＳ７５５の処理と共に、プレ冷却期間算出部５５は、予め設定されている既述
したＦＣ上限温度Ｔｌｉｍを取得すると共に（ステップＳ７６５）、図１０のステップＳ
７７０で算出した、通常制御モードの採用時における冷媒の最高到達温度Ｔｍａｘを取得
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する（ステップＳ７７５）。
【００９６】
ステップＳ７５５の後、プレ冷却期間算出部５５は、図１２に示す最大冷却開始時間と
冷媒の上昇温度の最大値との関係（ステップＳ７５５）と、ＦＣ上限温度Ｔｌｉｍ（ステ
ップＳ７６５）と、通常制御モードの採用時における冷媒の最高到達温度Ｔｍａｘ（ステ
ップＳ７７５）と、を用いて、プレ冷却の開始時間を設定し（ステップＳ７８０）、本ル
ーチンを終了する。
【００９７】
具体的には、ステップＳ７８０では、以下の処理を行なう。最高到達温度ＴｍａｘとＦ
Ｃ上限温度Ｔｌｉｍとの差を算出することにより、プレ冷却によって、冷媒の上昇温度の

10

最大値を、どれだけ低下させるべきかが求まる。最高到達温度ＴｍａｘとＦＣ上限温度Ｔ
ｌｉｍとの差を、以下では、低下温度Δｔとも呼ぶ（図１２参照）。そして、図１２に示
す最大冷却開始時間と冷媒の上昇温度の最大値との関係を参照し、冷媒の上昇温度の最大
値が、プレ冷却を行なわない場合の上昇温度の最大値である温度ＴｈよりもΔｔ低い温度
Ｔｓｔとなる最大冷却開始時間（時間ｔｓｔ）を求める。この時間ｔｓｔが、ステップＳ
７８０において設定すべきプレ冷却の開始時間である。
【００９８】
図５に戻り、プレ冷却期間算出処理ルーチンが終了すると（ステップＳ２７０）、制御
部５０の冷却系駆動部５６が、冷却系４０に駆動信号を出力して（ステップＳ２８０）、
自車制御処理ルーチンを終了する。ステップＳ２８０では、ステップＳ２７０で設定した

20

プレ冷却の開始時間ｔｓｔにプレ冷却が開始されるように、冷却系４０の各部に駆動信号
を出力する。このステップＳ２８０の処理は、図３のステップＳ１３０に相当する。
【００９９】
なお、制御システム１０において、図５〜７および図９〜１１に示すプレ冷却のための
処理を実行する際には、図７のステップＳ４２０において推定経路を導出した後、上記プ
レ冷却のための処理とは別に、自車２０の制御部５０において、自車２０の現在位置と推
定経路との比較を行なう。そして、自車２０の現在位置が推定経路から外れたときには、
上記プレ冷却のための制御をキャンセルする。具体的には、自車２０の現在位置と推定経
路との間の距離が、予め定めた基準距離以上となったとき、あるいは、自車２０の現在位
置が推定経路から外れてからの時間が、予め定めた基準時間以上となったときには、割り
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込み処理によって、上記プレ冷却のための処理を停止する。自車２０において、自車２０
が推定経路から外れたと判断して、上記プレ冷却のための処理における自車２０側の処理
を停止する際には、外部サーバ２６に対してキャンセル信号を送信し、外部サーバ２６側
における処理も停止する。上記のようにプレ冷却のための処理を途中でキャンセルしたと
きには、改めて上記プレ冷却のための処理を開始し、推定経路を導出し直す。
【０１００】
以上のように構成された本実施形態の制御システム１０によれば、自車２０の推定経路
において過負荷領域が存在すると判定された場合には、自車２０が過負荷領域に到達する
のに先立って、通常制御モードにおいて設定されるべき冷却能よりも冷却系４０の冷却能
を増大させる増大処理を実行する。そのため、燃料電池３１の温度が過剰に上昇すること

40

を抑えることができる。具体的には、燃料電池３１の温度がＦＣ上限温度Ｔｌｉｍに達す
ることを抑えることができる。
【０１０１】
本実施形態において、燃料電池３１の温度の制御目標である基準温度範囲の上限値（制
御上限値）は、通常想定される走行状態であれば到達する頻度が十分に少ないように設定
されている。また、冷却系４０における最大冷却能は、燃料電池３１の温度が制御上限値
に達する場合であっても、冷却系４０の冷却能を最大にすることによって、燃料電池３１
の温度がＦＣ上限温度Ｔｌｉｍに達する頻度がさらに十分に少なくなるように設定されて
いる。しかしながら、長い上り坂が続く場合のように、高負荷走行が特に長く継続する場
合に通常制御モードにて走行していると、燃料電池３１の温度が制御上限値に達して、冷
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却系４０の冷却能が最大に達した後にも、燃料電池３１の温度が上昇を続ける場合がある
。このような場合には、 燃料電池３１が過剰に高温になって適切な温度範囲を超えるこ
とにより、燃料電池３１の温度を低下させる制御が行なえなくなる場合がある。また、燃
料電池３１が過剰に高温になって適切な温度範囲を超えて、燃料電池３１の出力が低下す
る場合がある。あるいは、冷却系４０の冷却能が最大に達した後にはそれ以上冷却能を増
大させることができないため、例えば、燃料電池３１の過剰な温度上昇に起因する耐久性
の低下を抑制するために、燃料電池３１の発電量（自車２０の出力）を制限する必要が生
じる場合がある。
【０１０２】
本実施形態によれば、推定経路において過負荷領域が存在するか否かを、過負荷領域お

10

よび最大冷却領域に自車２０が到達するのに先立って予め判定して、プレ冷却を行なって
いる。そのため、冷却系４０の冷却能の不足に起因する燃料電池３１の過剰な温度上昇を
抑えることができる。また、燃料電池３１の温度が過剰に上昇して出力制限の必要性が生
じことを抑制できるため、自車２０のドライバビリティを向上させることができる。また
、ドライバビリティの確保のために、自車２０の冷却系４０において、最大限の過大な負
荷に対応可能な過剰な冷却能を備える必要がないため、冷却系４０の構成を簡素化できる
。
【０１０３】
特に、本実施形態では、通常制御モードに比べて冷却系４０の冷却能を向上させるプレ
冷却を行なう際に、冷却系４０の冷却能を最大にしている。このように、プレ冷却時の冷

20

却能を最大にすることで、より大きい負荷、あるいは、より長く続く高負荷にも対応可能
になり、燃料電池３１の温度を抑制する制御の信頼性を高めることができる。ただし、プ
レ冷却は、通常制御モードにおいて冷却系４０の冷却能が最大となる前に、冷却能を通常
制御モードよりも増大させればよく、冷却系の冷却能の最大よりも小さい冷却能に増大さ
せることとしてもよい。
【０１０４】
また、本実施形態では、上記した冷却系４０の冷却能を向上させる制御を行なう際に、
最高到達温度Ｔｍａｘ（通常制御を行なって推定経路を走行したときに燃料電池３１が到
達する最高温度）とＦＣ上限温度Ｔｌｉｍとの差であるΔｔを導出している。そして、プ
レ冷却を行なわない場合の冷媒の上昇温度の最大値（上昇温度Ｔｈ）と、プレ冷却を行な

30

った時の冷媒の上昇温度の最大値との差がΔｔとなるように、プレ冷却を開始するタイミ
ングである最大冷却開始時間ｔｓｔ（最大冷却領域に到達するまでの現在からの所要時間
）を定めている（図１２参照）。そのため、自車２０が過負荷領域を走行する場合であっ
ても、冷媒温度（燃料電池３１の温度）をＦＣ上限温度Ｔｌｉｍ以下にする動作を精度良
く行なうことができる。
【０１０５】
図１３は、プレ冷却を行なうことにより燃料電池３１の温度をＦＣ上限温度Ｔｌｉｍ以
下にできる効果を模式的に示す説明図である。図１３では、現在からの経過時間を横軸に
して、自車２０の駆動力（燃料電池３１の発電量に相当する）の推移と共に、冷却系４０
の冷媒温度（燃料電池３１の温度）の推移を示している。図１３では、推定経路を通常制

40

御モードにて走行したときの様子（推定駆動力および推定冷媒温度）を破線で表わし、推
定経路走行中にプレ冷却を行なうときの様子（プレ冷却後駆動力およびプレ冷却後冷媒温
度）を実線で表わしている。
【０１０６】
図１３では、時間ｔｈが経過したときに、坂道登坂を開始する等により自車２０の駆動
力が急激に増大している。そして、通常制御モードで走行する場合には、時間ｔｈ以後、
冷却系４０の冷却能が最大になる。また、通常制御モードで走行する場合には、時間ｔｈ
以後、冷媒温度が上昇し、最高温度到達時間ｔｍａｘにおいて最高到達温度Ｔｍａｘに達
する。冷媒温度が最高到達温度Ｔｍａｘに達した後は、既述した過負荷領域に対応する。
【０１０７】
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これに対して、プレ冷却期間算出処理ルーチンにおいて設定されたプレ冷却の開始時間
ｔｓｔにプレ冷却を開始した場合には、時間ｔｓｔ以後の冷媒温度の上昇の程度が抑えら
れる。そして、時間ｔｍａｘに到達する冷媒の最高温度は、ＦＣ上限温度Ｔｌｉｍに抑え
られる。
【０１０８】
なお、本実施形態では、冷媒の上昇温度の最大値が、プレ冷却を行なわない場合の値で
ある上昇温度ＴｈよりもΔｔ低い値となるようにプレ冷却期間を定めているため（図１２
参照）、プレ冷却後の冷媒温度はＦＣ上限温度Ｔｌｉｍとなる。これに対して、例えば制
御の応答性等を考慮して、プレ冷却後の冷媒温度の到達温度がより低くなるように、プレ
冷却期間をより長く（プレ冷却開始がより早くなるように）設定してもよい。

10

【０１０９】
また、本実施形態によれば、自車２０の推定経路を導出する際に、現在および過去の少
なくともいずれか一方の交通流情報を含む情報を用いて、自車２０の走行先で分岐する分
岐点において選択される可能性が最も高い分岐先を、自車２０が走行する分岐先と判断し
ている。また、自車２０の走行履歴の学習結果を用いて推定経路を導出している。そのた
め、自車２０において、ナビゲーション装置に対する目的地の入力がない場合であっても
、精度良く自車２０の推定経路を導出することができる。
【０１１０】
また、本実施形態では、プレ冷却に係る制御を行なう際に、推定した自車２０の車速を
含む運転状態を用いて、燃料電池３１の出力を推定しており（ステップＳ６１０）、自車
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２０の車速の推定は、推定経路における現在の交通流情報（ステップＳ５１０）を用いて
行なっている。そして、上記自車２０の車速は、周囲の他車２１に対する自車２０の運転
傾向に関する学習結果（ステップＳ５００）を用いて補正している（ステップＳ５３０）
。そのため、燃料電池３１の出力を推定する精度を高めることができ、その結果、プレ冷
却を行なうことにより燃料電池３１の過剰な温度上昇を抑える動作の信頼性を高めること
ができる。なお、周囲の他車２１に対する自車２０の運転傾向に関する学習結果を用いた
補正は、行なわないこととしてもよい。
【０１１１】
また、本実施形態では、推定経路を走行する際に自車２０にかかる負荷を推定すると共
に（ステップＳ４５０）推定した負荷を用いて高負荷領域の有無を判定する（ステップＳ
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４６０）。そして、高負荷領域が存在すると判定されたときには、第１の温度上昇量（ス
テップＳ６３０、Ｓ６４０）、第２の温度上昇量（ステップＳ６７０）、およびＦＣラジ
エータ４１の放熱能力（ステップＳ７３０）を用いて、通常制御モードにおいて冷媒温度
が到達する最高温度である最高到達温度Ｔｍａｘを導出する（ステップＳ７７０）。また
、最高到達温度ＴｍａｘとＦＣ上限温度Ｔｌｉｍとを比較して、最高到達温度Ｔｍａｘが
ＦＣ上限温度Ｔｌｉｍを超える場合には、通常制御モードにおいて設定されるべき冷却能
よりも冷却能を増大させる増大処理（プレ冷却）が必要であると判定する（ステップＳ２
６０）。そして、その後、詳細な運転状態算出結果を用いて（ステップＳ６０５）、プレ
冷却期間を算出する（ステップＳ２７０）。このように、まず、自車２０に係る負荷の推
定という比較的軽い処理の結果を用いて、高負荷領域の有無を判定して絞り込みを行ない

40

、高負荷領域が存在すると判定した場合には、その後に、上記負荷の推定よりも重い処理
を行なって、プレ冷却期間を算出している。そのため、推定経路上に高負荷領域が存在し
ない場合には、運転状態算出結果を用いた重い処理を実行する必要がなく、プレ冷却を行
なうための処理全体を、より軽くすることができる。
【０１１２】
なお、プレ冷却期間の算出に係る動作は、図１１とは異なっていてもよい。本実施形態
では、自車２０において、ＦＣラジエータ４１に対して、熱交換部４９を通過する通過風
速の流れ方向の上流側に、エアコンコンデンサ４３およびＥＶラジエータ４２を配置して
いる。そのため、冷却系４０の冷媒の最高到達温度Ｔｍａｘを導出する際に、燃料電池３
１の発電に起因して冷媒温度が上昇する第１の温度上昇量として、燃料電池３１における
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発熱量、熱交換器３３における発熱量、およびＥＶユニットにおける発熱量を用いている
（ステップＳ６３０、Ｓ６４０）。また、燃料電池３１の発電以外の要因により冷媒温度
が上昇する第２の温度上昇量として、エアコンコンデンサ４３に流入するエアコン冷却用
の冷媒の温度（ステップＳ６７０）を用いている。しかしながら、例えば、ＦＣラジエー
タ４１の上流側に、エアコンコンデンサ４３およびＥＶラジエータ４２のうちの少なくと
も一方を配置しない場合には、対応する上記第１の温度上昇量あるいは第２の温度上昇量
を用いることなく、冷媒の最高到達温度Ｔｍａｘを導出すればよい。また、ＦＣラジエー
タ４１の上流側に配置する熱交換器において、さらに他の機器の冷却を行なう場合には、
当該他の機器の発熱量をさらに用いて、冷媒の最高到達温度Ｔｍａｘを導出すればよい。
【０１１３】

10

Ｂ．第２の実施形態：
第１の実施形態では、図３のステップＳ１１０において、推定経路の走行時に自車２０
にかかる負荷を推定する際に、推定経路に加えて、推定経路における現在の交通流情報を
用いたが、異なる構成としてもよい。第１の実施形態で用いた現在の交通流情報に代えて
、過去の交通流情報を用いる構成を、第２の実施形態として以下に説明する。なお、第２
の実施形態では、推定経路を走行する際に自車２０にかかる負荷を推定する動作（ステッ
プＳ１１０）以外は、第１の実施形態と同様の構成であるため、共通する部分の説明は省
略する。
【０１１４】
第２の実施形態では、図７の過負荷走行判定処理のステップＳ４３０において、推定経
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路における自車２０の車速を推定する際に、ステップＳ４００で取得した過去の交通流情
報に含まれる、推定経路における過去の他車２１の平均車速を、上記自車２０の車速とす
る。そして、ステップＳ４５０では、ステップＳ４３０で推定した上記自車２０の車速と
、ステップＳ４４０で取得した道路勾配とを用いて、推定経路を走行する際に自車２０に
かかる負荷を推定する。このような構成としても、第１の実施形態と同様の効果が得られ
る。
【０１１５】
Ｃ．第３の実施形態：
図３のステップＳ１１０において、第１の実施形態で用いた現在の交通流情報に代えて
、自車の走行履歴を用いる構成を、第３の実施形態として以下に説明する。なお、第３の
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実施形態では、推定経路を走行する際に自車２０にかかる負荷を推定する動作（ステップ
Ｓ１１０）以外は、第１の実施形態と同様の構成であるため、共通する部分の説明は省略
する。
【０１１６】
第３の実施形態では、図７の過負荷走行判定処理のステップＳ４３０において、現在の
交通流情報を用いた自車２０の車速の推定に代えて、自車２０の走行履歴から、過去に自
車２０が推定経路を走行したときの平均車速の推移を抽出する動作を行なう。そして、ス
テップＳ４５０では、ステップＳ４３０で得られた上記自車２０の車速の推移と、ステッ
プＳ４４０で取得した道路勾配とを用いて、推定経路を走行する際に自車２０にかかる負
荷を推定する。この場合には、自車２０の制御部５０内のメモリ、あるいは、外部サーバ
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２６の記憶・学習部６４内に、過去に自車２０が推定経路を走行したときの平均車速の推
移を含む情報を、記憶・学習しておき、この情報を、上記ステップＳ４３０で用いればよ
い。このような構成としても、第１の実施形態と同様の効果が得られる。
【０１１７】
また、自車２０の走行履歴として、過去に自車２０が推定経路を走行したときに自車２
０にかかった負荷を示す情報を記憶する場合には、ステップＳ４３０およびステップＳ４
５０を実行することなく、走行履歴から直接的に、推定経路の走行時に自車２０にかかる
負荷を推定してもよい。
【０１１８】
Ｄ．第４の実施形態：
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図３のステップＳ１１０において、第１の実施形態で用いた現在の交通流情報に代えて
、自車２０の過去における運転傾向、すなわち、他車２１とは異なる自車２０の運転時の
傾向を表わすパラメータを用いる構成を、第４の実施形態として以下に説明する。なお、
第４実施形態では、推定経路を走行する際に自車２０にかかる負荷を推定する動作（ステ
ップＳ１１０）以外は、第１の実施形態と同様の構成であるため、共通する部分の説明は
省略する。
【０１１９】
第４の実施形態では、図７の過負荷走行判定処理のステップＳ４３０において、現在の
交通流情報を用いた自車２０の車速の推定に代えて、自車２０の運転傾向を表わすパラメ
ータを用いて、推定経路を走行する際の自車２０の車速を推定する動作を行なう。自車２
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０の運転傾向を表わすパラメータとは、自車２０の過去における運転時の癖を表わすパラ
メータであり、他車２１とは異なる運転時の傾向を表わすパラメータである。このような
自車２０の運転傾向を表わすパラメータ（以下、単に運転傾向とも呼ぶ）は、既述したよ
うに、外部サーバ２６の記憶・学習部６４内に記憶しておけばよい。
【０１２０】
ステップＳ４３０における、自車２０の運転傾向を用いた自車２０の車速の推定は、例
えば以下のように行なうことができる。外部サーバ２６内のメモリにおいて、地図上に表
われる各道路について、予め、複数の段階の走行条件（車速を含む条件）を設定しておく
。複数の段階の走行条件の設定は、例えば、標準的な走行条件をレベル５として、車速が
最も遅いレペル１から最も速いレベル１０までを設定する、等とすればよい。そして、自
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車２０の走行時には、外部サーバ２６の処理部６０は、自車２０の運転傾向を学習する。
自車２０の運転傾向は、例えば、同じ区域を走行する他車２１の平均車速に対する自車２
０の車速の割合の平均値に基づいて、他車２１と比較した自車２０の車速のレベルを、車
速が最も遅いレベル１から最も速いレベル１０までに分類して記憶すればよい。そして、
ステップＳ４３０では、推定経路において予め設定された複数の段階の走行条件のうち、
自車２０の運転傾向として学習したレベルの走行条件を、自車２０が推定経路を走行する
際の車速であると推定すればよい。そして、ステップＳ４５０では、ステップＳ４３０で
推定した上記自車２０の車速と、ステップＳ４４０で取得した道路勾配とを用いて、推定
経路を走行する際に自車２０にかかる負荷を推定する。このような構成としても、第１の
実施形態と同様の効果が得られる。
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【０１２１】
Ｅ．変形例：
・変形例１：
上記した各実施形態では、図３のステップＳ１１０において、推定経路の走行時に自車
２０にかかる負荷を推定する際に、推定経路に加えて、推定経路における現在の交通流情
報、推定経路における過去の交通流情報、自車２０の走行履歴、および、自車２０の運転
傾向のうちのいずれか一つを用いたが、異なる構成としてもよい。推定経路に加えて、推
定経路における現在の交通流情報、推定経路における過去の交通流情報、自車２０の走行
履歴、および、自車２０の運転傾向のうちの少なくとも一つを用いることとすればよい。
【０１２２】

40

例えば、第１〜第４の実施形態のステップＳ４３０において、推定経路を走行する際の
自車２０の車速を推定する際に、第１〜第４の実施形態で説明したようにして得られた推
定車速を、さらに、自車２０の運転傾向を用いて補正してもよい。具体的には、例えば、
同じ区域を走行する他車２１の平均車速に対する自車２０の車速の割合の平均値を自車２
０の運転傾向として用い、上記推定車速に上記平均値を乗算することにより、自車２０の
推定車速を補正することができる。あるいは、上記推定車速について、既述した特定区間
を走行する際の自車２０の最高速度を上限とする補正を行なってもよい。これにより、燃
料電池３１にかかる負荷を推定する精度を高めることができ、増大処理を、より適切に行
なうことができる。
【０１２３】
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あるいは、図７のステップＳ４３０で得られる自車２０の車速の推定値として、推定経
路における現在の交通流情報から導出される自車２０の推定車速（第１の実施形態）、推
定経路における過去の交通流情報から導出される自車２０の推定車速（第２の実施形態）
、自車２０の走行履歴から導出される自車２０の推定車速（第３の実施形態）、および、
自車２０の運転傾向から導出される自車２０の推定車速（第４の実施形態）から選択され
る複数の推定車速の平均値を用いてもよい。
【０１２４】
・変形例２：
上記した各実施形態では、図１１のプレ冷却開始期間算出処理において、プレ冷却を開
始すべき現在からの経過時間であるプレ冷却開始時間を設定しているが（ステップＳ７８
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０）、異なる構成としてもよい。例えば、プレ冷却開始時間に代えて、プレ冷却を開始す
べき現在の位置からの走行距離であるプレ冷却開始距離を設定してもよい。この場合には
、第１の温度上昇量（ステップＳ６３０、Ｓ６４０）、第２の温度上昇量（ステップＳ６
７５）、およびＦＣラジエータ４１の放熱能力（ステップＳ７３５）を導出する際に、現
在からの経過時間に対応した推移を導出する代わりに、自車２０の現在位置からの走行距
離に対応した推移を導出すればよい。
【０１２５】
・変形例３：
上記した各実施形態では、図９の運転状態算出処理で算出した運転状態を用いて、自車
２０が通常制御モードにて推定経路を走行する際に冷却系４０の冷媒温度が到達する温度
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が、ＦＣ上限温度Ｔｌｉｍ以下となるように、プレ冷却開始時間を設定している（図１１
参照）。これに対して、冷却系４０の冷媒の上昇温度の推定を行なうことなく、プレ冷却
開始時間を設定してもよい。例えば、自車２０が推定経路を走行する際の自車２０の推定
走行負荷の推移を用いて、プレ冷却の要否を判定し、プレ冷却が必要と判定する場合には
、上記推定走行負荷の推移を用いて、プレ冷却開始時間を設定すればよい。この場合には
、図５のステップＳ２４０において受信する自車２０の運転状態を示す信号が、少なくと
も、推定経路を走行する際の自車２０の推定走行負荷の推移を含んでいればよい。そして
、例えば推定走行負荷の推移から求められる負荷の積算値が大きいほど、プレ冷却開始の
タイミングをより早く設定すればよい。推定経路上に過負荷領域が存在すると判定される
場合に、自車２０が過負荷領域に到達するのに先立って、通常制御モードにおいて設定さ
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れるべき冷却能よりも冷却系４０の冷却能を増大させる増大処理を実行するならば、燃料
電池温度の過剰な上昇を抑える同様の効果が得られる。
【０１２６】
・変形例４：
上記した各実施形態では、自車２０の冷却系４０は、冷媒流路４４内を流れる冷媒を含
むこととしたが、異なる構成としてもよい。例えば、燃料電池を冷却する冷却系が冷媒を
含まず、冷却ファンを用いた空冷のみによって燃料電池を冷却してもよい。この場合であ
っても、推定経路上に過負荷領域が存在すると判定したときに、自車が過負荷領域に到達
するのに先立って、冷却系の冷却能を、通常モードにおいて設定されるべき冷却能よりも
増大させる増大処理を実行するならば、実施形態と同様の効果が得られる。
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【０１２７】
・変形例５：
上記した各実施形態では、図７のステップ４２０において、単一の推定経路を導出して
いるが、異なる構成としてもよい。例えば、交通流情報を用いて、分岐点において選択さ
れる可能性が最も高い分岐先を選択して推定経路を導出する際に、可能性が最も高い分岐
先として、可能性が高い上位の複数の推定経路を導出してもよい。この場合には、導出し
た複数の推定経路の各々について、既述したプレ冷却期間算出処理を実行すればよい。そ
して、上記複数の推定経路のうち、自車２０の走行に伴って自車２０の位置が外れた推定
経路については、当該推定経路に係るプレ冷却のための処理を中止すればよい。また、導
出した複数の推定経路の全てが、自車２０の位置から外れた場合には、改めて上記プレ冷
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却のための処理を開始し、推定経路を導出し直せばよい。
【０１２８】
このような構成とすれば、プレ冷却期間を算出する推定経路を外れて自車２０が走行す
る可能性を低減することができる。そのため、自車２０の位置が推定経路から外れてプレ
冷却のための処理をやり直すことに起因して、必要なタイミングよりもプレ冷却の開始が
遅れることを抑えることができる。
【０１２９】
・変形例６：
上記した各実施形態では、推定経路の導出および高負荷領域の特定に係る高負荷走行判
定処理（ステップＳ３１０、図７）、および、推定経路における自車２０の運転状態の算
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出を伴う運転状態算出処理（ステップＳ３４０、図９）は、外部サーバ２６側の処理部６
０で実行している。また、通常モードにて推定経路を走行する際の冷媒の最高到達温度Ｔ
ｍａｘを導出する高負荷走行時水温算出処理（ステップＳ２５０、図１０）および、プレ
冷却開始時間を設定するプレ冷却期間算出処理（ステップＳ２７０、図１１）は、自車２
０側の制御部５０で実行している。しかしながら、上記各処理は、外部サーバ２６側の処
理部６０と自車２０側の制御部５０とのうちのいずれで実行してもよい。例えば、図３に
示すプレ冷却制御処理の全てを外部サーバ２６側の処理部６０で実行し、自車２０側の制
御部５０は、外部サーバ２６から処理結果のみを受け取ることとしてもよい。あるいは、
外部サーバ２６は、処理に必要な情報を自車２０へと送信し、自車２０の制御部５０が全
ての処理を実行してもよい。
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【０１３０】
ただし、膨大な他車２１からの他車情報の取得、他車情報からの膨大な交通流情報の導
出、膨大な交通流情報の記憶は、外部サーバ２６において行なわれる。そのため、実施形
態のように、高負荷走行判定処理および運転状態算出処理を外部サーバ２６側で実行する
場合には、処理に必要な膨大な交通流情報を外部サーバ２６から自車２０に送信する必要
がないため、通信負荷を軽減することができて望ましい。高負荷走行時水温算出処理のた
めに外部サーバ２６側から自車２０に送信する運転状態算出結果は、具体的に特定した推
定経路を走行する自車２０に関する情報であるため、自車２０の現在位置の周辺にわたる
膨大な交通流情報を通信する場合に比べて、通信負荷は遙かに軽い。
【０１３１】
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本発明は、上述の実施形態や変形例に限られるものではなく、その趣旨を逸脱しない範
囲において種々の構成で実現することができる。例えば、発明の概要の欄に記載した各形
態中の技術的特徴に対応する実施形態、実施例、変形例中の技術的特徴は、上述の課題の
一部又は全部を解決するために、あるいは、上述の効果の一部又は全部を達成するために
、適宜、差し替えや、組み合わせを行うことが可能である。また、その技術的特徴が本明
細書中に必須なものとして説明されていなければ、適宜、削除することが可能である。
【符号の説明】
【０１３２】
１０…制御システム
２０…車両（自車）
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２１…車両（他車）
２５…ネットワーク
２６…外部サーバ
３０…燃料電池システム
３１…燃料電池
３２…エアコンプレッサ
３３…熱交換器
３４…酸化ガス流路
３５…温度センサ
４０…冷却系
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４１…ＦＣラジエータ
４２…ＥＶラジエータ
４３…エアコンコンデンサ
４４…冷媒流路
４５…冷却ファン
４６…ファンコントローラ
４７…バルブ
４８…分岐流路
４９…熱交換部
10

５０…制御部
５１…送受信部
５２…冷却系制御部
５３…水温算出部
５４…プレ冷却要否判定部
５５…プレ冷却期間算出部
５６…冷却系駆動部
５７…自車情報導出部
６０…処理部
６１…走行経路推定部
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６２…過負荷走行判定部
６３…運転状態算出部
６４…記憶・学習部
６５…情報取得部
７０…送受信部
７１…他車情報導出部
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