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(57)【要約】
【課題】電動機等の過熱を抑制すると共に、登坂走行性
能を向上させることが可能な車両の駆動制御装置を提供
することである。
【解決手段】駆動制御装置１０は、第１負荷率制限マッ
プ１７に基いて負荷率を制限する制限手段２１と、ナビ
ゲーションシステム１６に基いて、現在地点から目的地
点までの残存距離と道路勾配とを取得する取得手段２２
と、電動モータ１１の温度が所定温度に達した場合に、
残存距離と道路勾配、及び閾値マップ１９に基いて、目
的地点に到達する前に電動モータ１１の温度が短期保証
温度に達するか否かを推定する推定手段２３と、短期保
証温度に達しないと推定されたときには、制限手段２１
による負荷率制限を解除して、第２負荷率制限マップ１
８に基いて負荷率を制限する制限解除手段２４と、を有
する。さらに、駆動制御装置１０は、温度上昇率算出手
段２５と、閾値変更手段２６と、を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両を駆動する電動機と、
　電動機を含む電気駆動系の温度を検出する温度検出手段と、
　車両の位置情報を取得するナビゲーション装置と、
　を備えた車両に搭載される駆動制御装置であって、
　電気駆動系の温度が所定温度以上のときに電動機の負荷率を制限する制限手段と、
　ナビゲーション装置の情報に基いて、少なくとも現在地点から目的地点までの残存距離
と道路勾配とを取得する取得手段と、
　電気駆動系の温度が所定温度に達した場合に、取得された残存距離と道路勾配、及び予
め定められた所定の解除基準に基いて、目的地点に到達する前に電気駆動系の温度が所定
温度よりも高温の短期保証温度に達するか否かを推定する推定手段と、
　電気駆動系の温度が短期保証温度に達しないと推定されたときには、制限手段による負
荷率制限を解除する制限解除手段と、
　を有することを特徴とする車両の駆動制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の車両の駆動制御装置において、
　推定手段は、
　車両の走行が想定される各道路勾配について、電気駆動系の所定温度から短期保証温度
に至る温度上昇を引き起こす残存距離の各閾値を規定した閾値マップを含み、
　閾値マップから得られる取得手段により取得された道路勾配における残存距離の閾値を
所定の解除基準として推定を実行することを特徴とする車両の駆動制御装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の車両の駆動制御装置において、
　電気駆動系の温度が所定温度に達したときに、電気駆動系の温度の上昇率を算出する温
度上昇率算出手段と、
　算出された温度上昇率に基いて、閾値マップの閾値を変動させる変動手段と、
　を有することを特徴とする車両の駆動制御装置。
【請求項４】
　請求項２又は３に記載の車両の駆動制御装置において、
　制限手段は、
　電機駆動系の温度に関して、所定温度以上で短期保証温度未満における負荷率制限値を
規定した第１制限マップと、短期保証温度以上における負荷率制限値を規定する第２制限
マップと、を含み、
　制限解除手段は、
　電気駆動系の温度が短期保証温度に達しないと推定されたときには、制限手段による負
荷率制限を解除すると共に、第２制限マップに基いて負荷率制限を実行することを特徴と
する車両の駆動制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の駆動制御装置に係り、特に車両駆動用の電動モータを備えたハイブリ
ッド車両や電気自動車等の駆動制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ハイブリッド車両等には、車両を駆動する電動モータが搭載されている。電動モータは
、銅損や鉄損等により駆動時に発熱し、モータの出力が大きくなると、その発熱量も大き
くなり、例えば、車両が急勾配の坂道を走行している場合など、モータの温度が大幅に上
昇することがある。モータの過熱状態が継続されると、モータに不具合が生じるおそれが
あるため、部品保護の観点からモータトルクの負荷率を制限することが考えられる。ここ
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で、負荷率とは、モータトルクの制限率であり、最大トルクに負荷率を乗じたトルクが出
力トルクとなる。電動車両には、例えば、モータ温度に応じたモータトルクの最大負荷率
を規定する負荷率制限マップを含み、負荷率制限マップに基いてモータトルクを制限する
駆動制御装置が搭載されている。なお、負荷率制限マップには、通常、負荷率制限が開始
される所定温度と、所定温度以上における負荷率制限値とが規定される。
【０００３】
　電動モータの温度が上昇して上記負荷率制限マップに規定された所定温度に達した場合
、部品保護のために電動モータの負荷率が制限されるが、こうした制限を常時行なうこと
が好ましくない場合がある。電動モータの負荷率制限が開始される上記所定温度は、ある
程度の累積時間を考慮して決定されるものであるため、電動モータの温度がその所定温度
を超えた場合であっても直ちに部品の耐久性に悪影響を与えるというものではない。特に
、登坂走行時において、あと少しで登坂走行を終了する場合などに、負荷率を一律に制限
することは好ましくはなく、従って、車両の走行状態によってはモータトルクを制限する
よりも車両の走行性能を優先した方が好ましい場合がある。一方、モータの温度上昇に対
してモータトルクの制限を全く実行しなければ、過熱状態が続いてモータに不具合が生じ
る可能性がある。このような走行性能の向上と電動モータの保護との両立は、特に、登坂
走行時において強く要求される。
【０００４】
　このような状況に鑑みて、幾つか制御装置等が提案されている。例えば、特許文献１に
は、ナビゲーション情報に基いて電動モータの温度を推定し、事前に負荷率制限を実行す
る装置、具体的には、道路の標高情報を含む道路情報に基いて、車両が目的地に至るまで
に走行する走行経路を演算し、この走行経路に含まれる標高情報に基いて、走行経路を走
行した際の電動モータの温度を所定の区間毎に予測すると共に、電動モータの温度が所定
温度を超過すると予測された区間より前の区間を走行する際に、電動モータの出力制限又
は電動モータの冷却を実行する装置が開示されている。
【０００５】
　また、特許文献２には、車両が所定の走行状態（例えば、急勾配路面の走行状態、スリ
ップ状態など）に至ったとき、駆動力制限手段による電動モータの駆動力制限を解除又は
緩和する制限解除緩和制御を実行する電動車両が開示されている。また、制限緩和条件に
ついて、例えば、モータのトルクの制限を緩和する処理の実行を開始するたびに値を１ず
つカウントする累積実行回数が所定数未満である条件としたり、前回モータのトルクの制
限を緩和してから今回モータのトルクの制限を緩和するまでの時間間隔が所定時間以上で
ある条件としたり、前回モータのトルクの制限を緩和してから今回モータのトルクの制限
を緩和するまでの車両の走行距離が所定距離以上である条件としたりすることができる、
と述べられている。
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－３２４６１３号公報
【特許文献２】特開２００５－３１２１８７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１の装置は、モータ温度を全経路で推定する必要があるため、
計算負荷が大きく、モータ温度が上昇するよりも前に電動モータの出力制限や冷却を実行
するので、経路が変更になった場合や車両速度など演算条件が変化した場合には、不要な
トルク制限となる可能性が高く、登坂走行性能の向上と電動モータの保護との両立の観点
から改良の余地がある。
【０００８】
　また、特許文献２の電動車両によっても、場合によっては、登坂走行性能を十分に満足
することができないと考えられる。上記のように、緩和の実行回数や実行間隔等に基いて
緩和条件を判定する方法では、例えば、登坂走行時において、あと少しで登坂走行を終了
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する場合など、登坂走行時において望ましい駆動制御を実行することができない可能性が
ある。
【０００９】
　本発明の目的は、電動機を含む電気駆動系の過熱を抑制すると共に、登坂走行性能を向
上させることが可能な車両の駆動制御装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係る車両の駆動制御装置は、車両を駆動する電動機と、電動機を含む電気駆動
系の温度を検出する温度検出手段と、車両の位置情報を取得するナビゲーション装置と、
を備えた車両に搭載される駆動制御装置であって、電気駆動系の温度が所定温度以上のと
きに電動機の負荷率を制限する制限手段と、ナビゲーション装置の情報に基いて、少なく
とも現在地点から目的地点までの残存距離と道路勾配とを取得する取得手段と、電気駆動
系の温度が所定温度に達した場合に、取得された残存距離と道路勾配、及び予め定められ
た所定の解除基準に基いて、目的地点に到達する前に電気駆動系の温度が所定温度よりも
高温の短期保証温度に達するか否かを推定する推定手段と、電気駆動系の温度が短期保証
温度に達しないと推定されたときには、制限手段による負荷率制限を解除する制限解除手
段と、を有することを特徴とする。
【００１１】
　上記構成によれば、登坂走行時において、電動機を含む電気駆動系の温度が負荷率制限
の開始される所定温度に到達した場合でも一律に負荷率制限を実行することなく、ナビゲ
ーション情報から取得した残りの登坂走行距離や道路勾配に基いて、目的地点に到達する
前に電動機等の温度が所定温度よりも高温の短期保証温度に達するか否かを推定すること
により、電動機等の保護と登坂走行性能の向上とを両立することができる。即ち、推定手
段により電動機等の温度が短期保証温度に達すると推定されたときには、通常通りの負荷
率制限を実行して電動機等の過熱を抑制することが可能である一方、電動機等の温度が短
期保証温度に達しないと推定され、電動機等の耐久性の観点から問題が生じない短時間の
みの温度上昇である場合には、負荷率限を解除して登坂走行性能を優先させることができ
る。
【００１２】
　また、推定手段は、車両の走行が想定される各道路勾配について、電気駆動系の所定温
度から短期保証温度に至る温度上昇を引き起こす残存距離の各閾値を規定した閾値マップ
を含み、閾値マップから得られる取得手段により取得された道路勾配における残存距離の
閾値を所定の解除基準として推定を実行することが好ましい。
【００１３】
　上記構成によれば、道路勾配及び残存距離を考慮した精度の高い回転電機温度の推定を
実行でき、電動機等の保護と登坂走行性能の向上とをさらに高度なレベルで両立すること
が可能となる。
【００１４】
　また、電気駆動系の温度が所定温度に達したときに、電気駆動系の温度の上昇率を算出
する温度上昇率算出手段と、算出された温度上昇率に基いて、閾値マップの閾値を変動さ
せる変動手段と、を有することが好ましい。
【００１５】
　上記構成によれば、推定手段の推定精度がさらに向上する。即ち、電動機等の温度上昇
率は、現在地点に至るまでの道路状況や運転状況によって異なり、残存走行における温度
上昇にも影響を与える。従って、温度上昇率に基いて閾値を変動させれば、推定の判断基
準がより的確なものとなる。
【００１６】
　また、制限手段は、電機駆動系の温度に関して、所定温度以上で短期保証温度未満にお
ける負荷率制限値を規定した第１制限マップと、短期保証温度以上における負荷率制限値
を規定する第２制限マップと、を含み、制限解除手段は、電気駆動系の温度が短期保証温
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度に達しないと推定されたときには、制限手段による負荷率制限を解除すると共に、第２
制限マップに基いて負荷率制限を実行することが好ましい。
【００１７】
　上記構成によれば、制限手段による第１制限マップに基いた負荷率制限が解除された場
合であっても、車速の上昇等により運転状態の変化が起こり、電動機等の温度が短期保証
温度に達する場合には、第２制限マップに基いて負荷率制限を実行することが可能になる
。従って、想定する運転状態が大幅に変化する等不測の事態が生じた場合にも、より有効
に電動機等の保護を実行することができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明に係る車両の駆動制御装置によれば、電動機等の過熱を抑制すると共に、登坂走
行性能を向上させることが可能である。即ち、電動機等の温度が上昇して負荷率制限が開
始される温度に達したときであっても、車両があと少しで登坂走行を終了する状況など、
電動機等の耐久性の観点から問題が生じない短時間のみの温度上昇であると推定される場
合には、負荷率制限を解除して登坂走行性能を優先させることができる。一方、短時間の
みの温度上昇であると推定されない場合には、通常通りの負荷率制限を実行して電動機等
の過熱を確実に抑制することが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　図面を用いて本発明に係る実施の形態につき、以下詳細に説明する。図１は、本発明の
実施形態に係る駆動制御装置の構成を示すブロック図である。図２は、第１及び第２負荷
率制限マップ、図３は、閾値マップを示す図である。
【００２０】
　図１に示すように、駆動力制御装置１０が搭載される車両は、図示しない駆動軸に動力
を出力して車両を駆動させる電動モータ１１と、電動モータ１１に電力を供給するバッテ
リ１２と、バッテリ１２からの直流電力を三相交流電力に変換して電動モータ１１に供給
するインバータ１３と、を備える。駆動制御装置１０が搭載される車両としては、電動モ
ータ１１のみで駆動する電気自動車や電動モータ１１及び図示しないエンジンの少なくと
も一方を駆動源として駆動するハイブリッド車両などが挙げられる。
【００２１】
　駆動力制御装置１０は、入力されるトルク指令等に応じて電動モータ１１のトルクを制
御する機能を有する。電動モータ１１のトルク制御は、インバータ１３のスイッチング素
子をＯＮ／ＯＦＦして電動モータ１１への供給電力を調整することにより行われている。
なお、駆動制御装置１０は、電動モータ１１が通常の状態、即ち過熱状態でないときには
、運転者のアクセル操作等に従って要求されたトルクを出力するが、過熱状態では、詳し
くは後述するように、負荷率制限によって出力トルクを制限する。一般的に、電動モータ
１１が通常の状態であれば、負荷率は１００％に設定され、モータ温度が過熱状態となれ
ば、負荷率が制限される。なお、負荷率とは、モータトルクの制限率であり、電動モータ
１１の定格トルクに負荷率を乗じたトルクが出力トルクとなる。
【００２２】
　また、駆動制御装置１０が適用される車両は、電動モータ１１の温度を検出するモータ
温度センサ１４、車両の速度を検出する車速センサ１５、また、車両の位置情報を取得す
るナビゲーションシステム１６を備える。その他にも、図示しない電流センサや回転速度
センサ、温度センサなど、各種センサを搭載することができる。これらのセンサとしては
、公知のセンサを使用することができる。
【００２３】
　駆動制御装置１０には、上記各種センサが接続されており、それらのセンサからの情報
が入力される。また、駆動制御装置１０は、ナビゲーションシステム１６とも接続され、
後述する取得手段２２によって、現在地点から目的地点までの残存距離、道路勾配等の車
両情報が取得される。具体的には、これらの情報が図示しない入力ポートを介して入力さ
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れ、駆動制御装置１０からは、インバータ１３に対する制御指令信号などが図示しない出
力ポートを介して出力されている。
【００２４】
　図１に示すように、駆動制御装置１０は、所定温度以上で短期保証温度未満における制
限負荷率を規定した第１負荷率制限マップ１７、短期保証温度以上における制限負荷率を
規定する第２負荷率制限マップ１８、及び閾値マップ１９を記憶する記憶手段２０を備え
る。さらに、記憶手段２０は、制御パラメータ、制御プログラム、各センサからの情報な
どを一時的又は恒久的に記憶する。記憶手段２０は、例えば、メモリ等であり、後述する
各手段と接続され、駆動制御装置１０は、記憶されたマップ等の情報に基いて負荷率制御
を実行する。
【００２５】
　また、駆動制御装置１０は、電動モータ１１の温度が所定温度以上のときに電動モータ
１１の負荷率を制限する制限手段２１を備える。制限手段２１は、図２に示す第１負荷率
制限マップ１７に基いて負荷率制限を実行する。第１負荷率制限マップ１７は、各モータ
温度における最大負荷率を規定したマップであり、モータ温度が所定温度（Ｔｌｉｍ１）
に達するまでは最大負荷率が一定の値（以下、１００％として説明する）であり、所定温
度（Ｔｌｉｍ１）以上において、最大負荷率がモータ温度の上昇と共に減少している。こ
こで、所定温度（Ｔｌｉｍ１）とは、負荷率制限が開始される温度であって、電動モータ
１１の保護の観点から決定され、ある程度の時間その温度で維持された場合に電動モータ
１１の耐久性に影響を及ぼす温度（以下、長期保証温度とする）である。従って、電動モ
ータ１１の温度が短時間だけ長期保証温度（Ｔｌｉｍ１）を超過したとしても、電動モー
タ１１の耐久性に影響を与えることはない。
【００２６】
　一方、第２負荷率制限マップ１８は、短期保証温度（Ｔｌｉｍ２）を負荷率制限開始温
度として、短期保証温度以上における負荷率制限値を規定するマップである。ここで、短
期保証温度（Ｔｌｉｍ２）とは、短時間であれば電動モータ１１の使用を継続できる温度
を意味し、長期保証温度（Ｔｌｉｍ１）や後述する閾値と同様に、電動モータ１１のサイ
ズや放熱特性によって異なるため、電動モータ１１毎に種々のシミュレーションや実験等
を実施して求められる。この第２負荷率制限マップは、後述する制限解除手段２４によっ
て使用される。従って、制限手段２１による第１負荷率制限マップ１７に基いた負荷率制
限が解除された場合であっても、車速の上昇等により運転状態の変化が起こり、電動モー
タ１１の温度が短期保証温度（Ｔｌｉｍ２）に達する場合には、第２制限マップ１８に基
いて負荷率制限を実行することが可能になる。
【００２７】
　さらに、駆動制御装置１０は、取得手段２２と、推定手段２３と、制限解除手段２４と
、を備える。これらの手段によって、登坂走行時において、電動モータ１１の温度が負荷
率制限の開始される長期保証温度（Ｔｌｉｍ１）に到達した場合でも一律に負荷率制限を
実行することなく、ナビゲーションシステム１６から取得した残りの登坂走行距離や道路
勾配に基いて電動モータ１１の温度上昇を推定し、車両の走行状態によっては登坂走行性
能を優先させることができる。なお、電動モータ１１の温度が長期保証温度（Ｔｌｉｍ１
）に達したときには、負荷率制限の制御手順として、まず推定手段２３（或いは取得手段
２２）による処理がなされた後に、制限手段２１による負荷率制限が実行され、推定手段
２３による推定結果によっては、その負荷率制限が解除される。
【００２８】
　取得手段２２は、ナビゲーションシステム１６の情報に基いて、現在地点から目的地点
までの残存距離と道路勾配とを取得する機能を有する。残存距離及び道路勾配は、後述す
る推定手段２３によるモータ温度の推定の判断材料であり、ナビゲーションシステム１６
から取得される距離は、通常、走行ルートに沿った距離である。道路勾配は、現在地点か
ら目的地点までの平均勾配であることが好ましく、ナビゲーションシステム１６から両地
点の標高を取得して標高と残存距離から平均勾配を求めることができる。また、残存距離
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、道路勾配の他にも、車速センサ１５から車両速度を取得して、車両速度及び残存距離に
基いて現在地点から目的地点までの所要時間を取得することもできる。なお、取得手段２
２がこれらの情報を取得するタイミングは、電動モータ１１の温度が長期保証温度（Ｔｌ
ｉｍ１）に達した時点とすることもできるが、常時これらの情報を取得する設定とするこ
ともできる。
【００２９】
　上記目的地点とは、例えば、ナビゲーションシステム１６のルート設定がなされている
場合には、そのルートに沿った最高到達地点を意味する。ナビゲーションシステム１６の
ルート設定がなされていない場合は、例えば、走行中の道路に沿った最高到達地点とする
ことができ、後述する推定後に想定した走行ルートが変更された場合には、再度推定を実
行するために目的地点が特定される。目的地点とは、最高到達地点であるから、上り坂、
下り坂が連続する道路を走行している場合、取得手段２２は、原則、各上り坂において、
その最高到達地点を目的地点として標高情報を取得して、後述する推定が実行される。但
し、上り坂において多少のアップダウンが存在する場合には、その都度推定を実行するこ
とは好ましくはなく、そのアップダウンが推定を実行する上り坂か否かを判断するための
道路勾配の閾値を設定することが好ましい。そして、その閾値を超えた場合、推定を実行
するべき上り坂であると認定し、その最高到達地点を目的地点として平均勾配等の取得及
び後述の推定を実行する。なお、道路勾配は、加速度センサからも求めることも可能であ
り、また、推定の判断要素として、平均勾配の代わりに、現在地点から目的地点までの最
大勾配を用いることもできる。
【００３０】
　推定手段２３は、電動モータ１１の温度が長期保証温度（Ｔｌｉｍ１）に達したときに
、取得された残存距離と道路勾配及び予め定められた所定の解除基準に基いて、目的地点
に到達する前に電動モータ１１の温度が短期保証温度（Ｔｌｉｍ２）に達するか否かを推
定する機能を有する。具体的には、推定手段２３は、所定の解除基準として、図３に示す
閾値マップ１９を用いる。図３に示す閾値マップ１９は、車両走行が想定される各道路勾
配について、電動モータ１１の温度が長期保証温度（Ｔｌｉｍ１）から短期保証温度（Ｔ
ｌｉｍ２）に至る上昇を引き起こす残存距離の各閾値（閾値線）を規定したマップである
。
【００３１】
　推定手段２３は、取得手段２２により取得された残存距離と、取得された道路勾配にお
ける閾値マップ１９の閾値である残存距離とを比較して、取得された残存距離の方が小さ
ければ、即ち閾値線を超えない原点側のＢ領域に取得されたデータに基く残存距離の点が
存在する場合には、電動モータ１１の温度は短期保証温度（Ｔｌｉｍ２）に達しないと推
定する。一方、取得された残存距離の方が大きければ、即ち閾値線を超えたＡ領域に取得
されたデータに基く残存距離の点が存在する場合には、電動モータ１１の温度は短期保証
温度（Ｔｌｉｍ２）に達すると推定する。このような推定がなされた場合には、通常通り
、制限手段２１による第１負荷率制限マップ１７に基いた負荷率制限が実行される。なお
、閾値線は、電動モータ１１のサイズや放熱特性によって異なるため、電動モータ１１毎
に種々のシミュレーションや実験等を実施して求められる。なお、閾値線は、モータトル
クの出力条件を定格トルクとして求めることができるが、各モータトルクに応じた複数の
閾値線（例えば、定格トルクの７０％、８０％、９０％など）を規定して、推定手段２３
による推定が開始されるときのモータトルクによって適用する閾値線を変更することもで
きる。また、推定手段２３を利用者が任意のタイミングで起動でき、ＯＦＦの設定を設け
ることもできる。
【００３２】
　制限解除手段２４は、電動モータ１１の温度が短期保証温度（Ｔｌｉｍ２）に達しない
と推定されたときには、制限手段２１による負荷率制限を解除する機能を有する。従って
、推定手段２３が設定される場合には、電動モータ１１の温度が長期保証温度（Ｔｌｉｍ
１）に達したときに制限手段２１による負荷率制限に先立って、推定手段２３による推定
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が実行される。制限解除手段２４は、制限手段２１による負荷率制限を解除して、負荷率
制限を実行しない設定とすることもできるが、電動モータ１１の保護の観点から、第１負
荷率制限マップ１７に代えて第２制限マップ１８に基いて負荷率制限を実行することが好
ましい。一方、上記のように、電動モータ１１の温度が短期保証温度（Ｔｌｉｍ２）を超
過するとの推定がなされた場合には、通常通り、制限手段２１による第１負荷率制限マッ
プ１７に基いた負荷率制限が実行される。
【００３３】
　駆動制御装置１０は、温度上昇率算出手段２５と、閾値変更手段２６と、を備えること
が好ましい。温度上昇率算出手段２５は、電動モータ１１の温度が長期保証温度（Ｔｌｉ
ｍ１）に達したときに、電動モータ１１の温度上昇率を算出する機能を有する。また、閾
値変更手段２６は、算出された温度上昇率に基いて、閾値マップ１９の閾値を変更する機
能を有する。電動モータ１１の温度上昇率は、現在地点に至るまでの道路状況や運転状況
によって異なり、残存走行における温度上昇にも影響を与えるので、これらの手段を備え
ることにより、推定手段２３による推定精度がさらに向上する。
【００３４】
　なお、温度上昇率を算出するためには、現時点よりも前の時点からモータ温度を取得し
ておくことが必要であり、取得手段２２によりモータ温度を経時的に取得して、後述する
図４（ｂ）に示すような温度データを記憶手段２０に保存しておく。温度上昇率算出手段
２５は、電動モータ１１の温度が長期保証温度（Ｔｌｉｍ１）に達したときに、記憶手段
２０から温度データを読み出し、温度上昇率を算出する。温度上昇率は、経時的な温度上
昇の傾きの平均値とすることができ、例えば、現時点から所定時間前の温度データに基い
て算出される。ここで、所定時間としては、推定手段２３による推定精度向上を実現する
ために適切な時間とされ、具体的には、現時点より数分（１～１０分）程度前である。
【００３５】
　上記のように、閾値変更手段２６は、温度上昇率に基いて閾値マップ１９の閾値を変更
する。例えば、温度上昇率が高い場合には、走行を継続して長期保証温度（Ｔｌｉｍ１）
から短期保証温度（Ｔｌｉｍ２）に至る温度上昇率も高いことが予想されるので、図３に
示すように、閾値線を原点側であるＢ領域側にシフトさせることができる。一方、温度上
昇率が低い場合には、温度が上昇し難いので、閾値線を逆に原点から遠ざかるＡ領域側に
シフトさせることができる。
【００３６】
　駆動制御装置１０は、ＣＰＵと、上記記憶手段２０と、入出力ポートなどを備える装置
であって、マイクロプロセッサ等によって構成されている。各手段２１～２６の機能は、
ソフトウェアを実行することで実現でき、具体的には、記憶手段２０に記憶された制御プ
ログラムを実行することにより実現できる。従って、上述の各手段２１～２６は、ＣＰＵ
が記憶手段２０にアクセスすることにより実現することができる。なお、駆動制御装置１
０を構成するマイクロプロセッサ等は、電動モータ１１の制御を行うパワーコントロール
ユニットや車両の制御を統括する車両制御ユニットの一部に組み込むことができる。
【００３７】
　上記構成の駆動制御装置１０の作用について、図４、図５を加えて以下詳細に説明する
。図４は、最高到達地点である目的地点に近い位置を登坂走行している状態（ａ）におい
て、時間軸に対するモータ温度（ｂ）、モータトルク（ｃ）を示す図であり、図５は、図
４における駆動制御装置１０の制御手順を示すフローチャートである。
【００３８】
　まず初めに、現在地点（Ｐ）を走行中の車両（図４（ａ））について、電動モータ１１
の温度（Ｔ）が長期保証温度（Ｔｌｉｍ１）以上であるか否かが判定される（Ｓ１０）。
図４（ｂ）に示すように、電動モータ１１の温度（Ｔ）が長期保証温度（Ｔｌｉｍ１）に
達したときには、図４（ｃ）に点線で示すように、制限手段２１による負荷率制限が開始
されモータトルクが制限されるが、登坂走行性能を向上させるべく、その制限に先立って
以下の推定手段２３による推定処理等が実行される。この手順は、例えば、推定手段２３
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の機能によって実行することができ、推定手段２３が判定した情報を他の手段に送信して
共有することができる。
【００３９】
　電動モータ１１の温度（Ｔ）が長期保証温度（Ｔｌｉｍ１）以上であると判定された場
合には、ナビゲーションシステム１６から現在地点（Ｐ）及び目的地点（ｆ）の標高（Ｈ
ｐ、Ｈｆ）、及び現在地点（Ｐ）から目的地点（ｆ）までの残存距離（Ｄ）を取得して（
Ｓ１１）、取得した標高情報から平均勾配（θ）を算出する（Ｓ１２）。
【００４０】
　さらに、電動モータ１１の温度上昇率を算出して（Ｓ１３）、算出した温度上昇率に基
いて閾値マップ１９の閾値を変更する（Ｓ１４）。温度上昇率は、記憶手段２０に保存さ
れた図４（ｂ）に示す温度データに基いて、モータ温度の上昇が開始した時点から現時点
までの傾きの平均値として算出される。上記のように、閾値マップ１９の閾値の変更は、
閾値変更手段２６によって実行され、温度上昇率が高い場合には、閾値を減少させ、温度
上昇率が低い場合には、閾値を上昇させる。Ｓ１１～Ｓ１４の手順は、取得手段２２、温
度上昇率算出手段２５、閾値変更手段２６の機能によって実行され、取得された情報等は
、推定手段２３によるモータ温度推定の判断要素となる。
【００４１】
　Ｓ１１、Ｓ１２で取得された残存距離（Ｄ）、平均勾配（θ）、及びＳ１４で変更され
た閾値マップ１９に基いて、車両走行を継続した場合に、電動モータ１１の温度（Ｔ）が
短期保証温度（Ｔｌｉｍ２）に達するか否かが推定手段２３により推定される（Ｓ１５）
。具体的には、上記のように、閾値マップ１９に取得された残存距離（Ｄ）及び平均勾配
（θ）を入力した点が、閾値線を超えるか否かを判定し、閾値線を超える（Ａ領域）と判
定した場合には、電動モータ１１の温度（Ｔ）が短期保証温度（Ｔｌｉｍ２）に達すると
推定し、閾値線を超えない（Ｂ領域）と判定した場合には、電動モータ１１の温度（Ｔ）
が短期保証温度（Ｔｌｉｍ２）に達しないと推定する。
【００４２】
　Ｓ１５において、電動モータ１１の温度（Ｔ）が短期保証温度（Ｔｌｉｍ２）に達しな
いと推定された場合には、制限手段２１による負荷率制限を実行せず、第２負荷率制限マ
ップ１８に基く負荷率制限を実行する（Ｓ１６）。一方、短期保証温度（Ｔｌｉｍ２）に
達すると推定された場合には、第１負荷率制限マップ１７に基く負荷率制限を実行する（
Ｓ１７）。Ｓ１６の手順は、制限解除手段２４の機能により実行され、Ｓ１７の手順は、
制限手段２１の機能により実行される。
【００４３】
　以上のように、登坂走行時において、図４（ｂ）に示すように、電動モータ１１の温度
（Ｔ）が負荷率制限の開始される長期保証温度（Ｔｌｉｍ1）に到達した場合でも、同図
に太線で示すように、短期保証温度（Ｔｌｉｍ２）に達しないレベルの短時間の温度上昇
である場合には、図４（ｃ）に点線で示すように、一律に負荷率制限を実行してモータト
ルクを制限することなく、同図に実線で示すように、登坂走行性能を優先させることによ
り、電動モータ１１の保護と登坂走行性能の向上とを両立することができる。
【００４４】
　モータ温度が短期保証温度（Ｔｌｉｍ２）に達しないと推定されて、第１負荷率制限マ
ップ１７による負荷率制限を解除した場合であっても、走行条件が大幅に変化する等して
、モータ温度が短期保証温度（Ｔｌｉｍ２）に達したときには、第２負荷率制限マップ１
８に基く負荷率制限が実行される。また、走行条件が大幅に変化した場合には、再度の推
定を実行することもでき、推定手段２３には、実行された推定を無効化して再度推定を実
行するための閾値を設定しておくことができ、例えば、車両速度の上昇率やモータトルク
の上昇率などのある値をその閾値として規定することもできる。例えば、各モータトルク
に応じた複数の閾値線を含む閾値マップ１９を推定の判断基準として使用する場合には、
モータトルクが上記閾値を超えて変動したときに、別の閾値線により再度推定を実行する
こともできる。
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【００４５】
　なお、閾値マップ１９の残存距離に代えて、所要時間（現在地点から目的地点までの）
を適用することもできる。所要時間を閾値とする閾値マップ１９を使用する場合には、取
得手段２２によって、ナビゲーションシステム１６から残存距離と車速センサ１５から車
両速度とを取得して、所要時間が算出される。
【００４６】
　なお、駆動制御装置１０は、電動モータ１１の温度に基いて電動モータ１１の負荷率を
制限するものとして説明したが、電動モータ１１の温度に代えて、或いは電動モータ１１
の温度に加えて、インバータ１３の温度に基いて電動モータ１１の負荷率を制限すること
も可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の実施形態に係る駆動制御装置の構成を示すブロック図である。
【図２】第１及び第２負荷率制限マップを示す図である。
【図３】車両走行が想定される各道路勾配について残存距離の各閾値を規定する閾値マッ
プを示す図である。
【図４】車両が最高到達地点に近い位置を登坂走行している状態において、モータ温度及
びモータトルクの時間変化を示す図である。
【図５】図４に示す状況において、本発明の実施形態に係る駆動制御装置の制御手順を示
すフローチャートである。
【符号の説明】
【００４８】
　１０　駆動制御装置、１１　電動モータ、１２　バッテリ、１３　インバータ、１４　
温度センサ、１５　車速センサ、１６　ナビゲーションシステム、１７　第１負荷率制限
マップ、１８　第２負荷率制限マップ、１９　閾値マップ、２０　記憶手段、２１　制限
手段、２２　取得手段、２３　推定手段、２４　制限解除手段、２５　温度上昇率算出手
段、２６　閾値変更手段。
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