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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平行に配置された二車輪を独立に駆動する駆動手段と、前記二車輪を連結する筐体と、
前記筐体には自身の姿勢角度を検出する検出手段と、制動操作手段とが設けられ、前記検
出された姿勢角度の情報に従って前記二車輪の駆動トルクをそれぞれ設定して走行を行い
、前記制動操作手段の操作量に従って前記駆動手段で設定される前記二車輪の駆動トルク
を制御して前記二車輪に対する制動を行う走行装置であって、
　前記二車輪を直接制動する制動手段を設け、
　前記検出された姿勢角度の情報及び前記制動操作手段の操作量に従って前記駆動手段で
設定される前記二車輪の駆動トルクが前記筐体の進行方向とは逆方向に設定され、かつ、
前記二車輪の駆動トルクの絶対値が所定値より大きいときに、前記制動操作手段の操作量
と、車両速度と、に基づいて目標車両速度を設定し、目標車両角度、目標車両角速度、及
び前記設定した目標車両速度に向けて車両を安定的に追従させて、進行方向の後方に前記
筐体が傾斜し、かつ減速して後方への回転力を相殺するような慣性力が発生するように、
前記駆動手段と前記制動手段を併用して倒立二輪制御を行って姿勢安定化を行いつつ、前
記二車輪に対する制動を実施し、
　前記検出された姿勢角度の情報及び前記制動操作手段の操作量に従って前記駆動手段で
設定される前記二車輪の駆動トルクの絶対値が所定値以下のときに、倒立二輪制御を行っ
て姿勢安定化を行いつつ、前記駆動手段のみで前記二輪車に対する制動を実施する、
　ことを特徴とする走行装置。
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【請求項２】
　請求項１記載の走行装置において、
　前記駆動手段で設定される前記二車輪の駆動トルクが０のときは、前記制動手段を用い
て前記二車輪の停止状態を維持する制動を実施する
　ことを特徴とする走行装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば人を搭乗させて二輪で走行する平行２輪車に使用して好適な走行装置
及び走行装置の制動制御方法に関する。詳しくは、平行２輪車に車輪を直接制動する制動
手段を設ける場合に、良好な制動制御が行われるようにしたものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば人間を搭乗させて二輪で走行する乗り物が提案されている（例えば、特許文献１
参照。）。
【０００３】
　また、本願発明者は先に、平行２輪車にブレーキ手段を設けることを提案しているもの
である（例えば、特許文献２参照。）。
【０００４】
　しかしながら、これらの特許文献１、２では、いずれも平行２輪車に車輪を直接制動す
る制動手段を設けて制動を行う場合については記載されていないものである。
【特許文献１】米国特許第６２８８５０５号明細書
【特許文献２】特開２００６－１３１１１５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　例えば人を搭乗させて二輪で走行する乗り物としては、特許文献１に開示されているよ
うな装置が提案されている。しかしながら従来技術では、車両の位置や速度は乗員の重心
移動のみにより制御されていたものである。そのため、危険を感じて急激に速度を減じた
い、狭い場所なのでその場で停止していたい、などの際にも常に重心移動を行って車両を
制御する必要があり、急激な重心移動が間に合わずに減速しきれない、狭い場所で停止を
続けるには高度な技術を要するなどの問題が生じていた。
【０００６】
　これに対して、本願発明者は先に、特許文献２に示すように平行２輪車にブレーキ手段
を設けることを提案した。すなわち、特許文献２に開示された発明では、平行２輪車に、
ブレーキレバーとブレーキレバーの操作情報を検出するブレーキ検出装置とブレーキ検出
装置及び車両速度検出装置の出力から目標車両速度を設定する目標速度設定装置を設け、
目標速度設定装置に設定された車両速度に車両が追従するように制御を行うことによって
、ブレーキレバーの操作時に良好に制動が行われるようにしたものである。
【０００７】
　ところが、例えば人を搭乗させて二輪で走行する乗り物においては、一般的な設計仕様
として加速度よりも減速度を大きく取ることが行われている。その場合に、上述した従来
の技術では、モータのトルクのみによって加減速を行っているため、大きな減速度を発生
させるには必然的に高出力のモータが必要になり、重量増・消費電力増・コスト増につな
がっていた。すなわち従来は、走行時の駆動トルクよりも制動時のトルクを大きくするた
めに、通常の走行に必要な性能以上の性能のモータを用いる必要が生じていた。
【０００８】
　この出願はこのような点に鑑みて成されたものであって、解決しようとする問題点は、
従来の装置では、加速度よりも減速度を大きく取ろうとする場合に、通常の走行に必要な
性能以上の高性能なモータを用いる必要があり、必然的に高出力のモータが要求され、重
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量増・消費電力増・コスト増につながっていたというものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　このため本発明においては、二車輪を直接制動する制動手段を設けるようにしたもので
あって、これによれば、モータ単体が発生できるよりも大きな減速度で減速できるので、
大きな減速度を発生させるために大きなモータを使用する必要が無く、重量増・消費電力
増・コスト増を避けることができる。また、制動手段を併用する際の良好な制動制御方法
を提案するものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本願発明の請求項１によれば、二車輪を直接制動する制動手段を設け、制動手段は、駆
動手段で設定される二車輪の駆動トルクが筐体の進行方向とは逆方向に設定されていると
きに、制動操作手段の操作量に従った二車輪に対する制動を実施することによって、平行
２輪車において良好な制動を行うことができる。
【００１１】
　本願発明の請求項２によれば、駆動手段で設定される二車輪の駆動トルクが所定値以下
のとき、及び／または駆動手段で設定される二車輪の駆動トルクが筐体の進行方向と同方
向のときは、駆動手段で二車輪に対する制動を実施することによって、平行２輪車におい
て安定した制動を行うことができる。
【００１２】
　本願発明の請求項３によれば、駆動手段で設定される二車輪の駆動トルクが筐体の進行
方向とは逆方向に設定されているときに駆動手段と制動手段を併用して二車輪に対する制
動を実施することによって、平行２輪車においてより良好な制動の制御を行うことができ
る。
【００１３】
　本願発明の請求項４によれば、制動手段の制動トルクを制御可能とし、制動トルクを駆
動手段で設定される二車輪の駆動トルクと共に制御することによって、平行２輪車におい
てより安定した制動の制御を行うことができる。
【００１４】
　本願発明の請求項５によれば、駆動手段で設定される二車輪の駆動トルクが０のときは
、制動手段を用いて二車輪を停止する制動を実施することによって、平行２輪車において
パーキングブレーキを実現することができる。
【００１５】
　本願発明の請求項６によれば、二車輪に対する直接制動を可能とし、設定される二車輪
の駆動トルクが筐体の進行方向とは逆方向に設定されているときに二車輪に対する直接制
動を実施することによって、平行２輪車の制動制御において良好な処理を行うことができ
る。
【００１６】
　これによって、従来の装置では、加速度よりも減速度を大きく取ろうとする場合に、通
常の走行に必要な性能以上の高性能なモータを用いる必要があり、必然的に高出力のモー
タが要求され、重量増・消費電力増・コスト増につながっていたものを、本発明によれば
これらの問題点を容易に解消することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　すなわち本発明の走行装置においては、平行に配置された二車輪を独立に駆動する駆動
手段と、二車輪を連結する筐体と、筐体には自身の姿勢角度を検出する検出手段と、制動
操作手段とが設けられ、検出された姿勢角度の情報に従って二車輪の駆動トルクをそれぞ
れ設定して走行を行い、制動操作手段の操作量に従って駆動手段で設定される二車輪の駆
動トルクを制御して二車輪に対する制動を行う走行装置であって、二車輪を直接制動する
制動手段を設け、制動手段は、駆動手段で設定される二車輪の駆動トルクが筐体の進行方
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向とは逆方向に設定されているときに、制動操作手段の操作量に従った二車輪に対する制
動を実施してなるものである。
【００１８】
　また、本発明の走行装置の制動制御方法においては、平行に配置された二車輪を独立に
駆動し、二車輪を連結する筐体の姿勢角度を検出して検出された姿勢角度の情報に従って
二車輪の駆動トルクをそれぞれ設定して走行を行い、制動操作手段の操作量を検出して制
動操作手段の操作量に従って二車輪の駆動トルクを制御して二車輪に対する制動を実施す
る走行装置の制動制御方法であって、二車輪に対する直接制動を可能とし、設定される二
車輪の駆動トルクが筐体の進行方向とは逆方向に設定されているときに二車輪に対する直
接制動を実施してなるものである。
【００１９】
　以下、図面を参照して本発明を説明するに、図１には本発明による走行装置及び走行装
置の制動制御方法を適用した平行２輪車の一実施形態の構成を示す。なお、図１のＡは正
面図、図１のＢは側面図を示す。この図１において、本発明による平行２輪車は、本体（
乗員が立つ部分）１と、本体１に同軸上に取り付けられた１対の駆動ユニット２Ａ、２Ｂ
と、乗員がつかまるＴ字型のハンドル３と、本体１の前後（Ｙ軸周り）の傾き検出装置４
と、ブレーキレバー５とを有する。
【００２０】
　そしてブレーキレバー５の基部には、ブレーキレバー５の操作情報（操作量、操作速度
）を検出するブレーキ検出装置６が設けられる。また本体１には、駆動ユニット２Ａ、２
Ｂで検出された本体と車輪との相対角速度と前後傾き検出装置４で検出された角速度とか
ら車両速度を求める車両速度検出装置７と、ブレーキ検出装置６と車両速度検出装置７と
の出力から目標車両速度を設定する目標速度設定装置８と、車両をその目標角度・目標角
速度・目標車両速度に安定に追従するように制御する安定化制御装置９とが設けられる。
【００２１】
　さらに、駆動ユニット２Ａ、２Ｂ内には、パウダーブレーキ１０Ａ、１０Ｂがそれぞれ
組み込まれている。ここで、パウダーブレーキとは、流した制御電流に比例した摩擦トル
クを発生するような機械要素であり、回転機械のブレーキなどに多く実用化されているも
のである。
【００２２】
　次に、通常走行時（ブレーキレバーを操作しない場合）の動作について、図２を用いて
説明する。すなわち、図２に示すように、駆動ユニット２Ａ、２Ｂで検出された本体と車
輪との相対角度・角速度と、前後傾き検出装置４で検出された角度・角速度とから、制御
装置９が全体系を倒れないように安定化させるのに必要な駆動トルクを計算し、駆動ユニ
ット２Ａ、２Ｂの各モータを駆動する。これにより、乗員が重心を前後にずらすことで前
進後退加速減速を行うことができる。
【００２３】
　さらに、ブレーキレバーを操作した減速時の動作については、図３を用いて説明する。
この図３においては、ブレーキ検出装置６は、乗員が操作したブレーキレバー５の操作量
と操作速度とを検出する。車両速度検出装置７は、駆動ユニット２Ａ、２Ｂで検出された
本体と車輪との相対角速度と、前後傾き検出装置４で検出された車両角速度とから、現在
の車両速度を求める。目標速度設定装置８は、ブレーキ検出装置６と車両速度検出装置７
との出力から目標減速度を決定し、目標車両速度を決定する。
【００２４】
　この目標減速度の生成のためのフローチャートの例を、図４に示す。図４においては最
初に車速ｘを判断する（ステップＳ１）。そして、車速ｘが小さい領域（ｘ＜ｘth：ｘth
は車速閾値）では、速度調節はもちろん、停止するとしても停止距離が短いので減速度を
あまり大きくする必要が無い。そこで、減速度としては通常の減速度（＝α１）とする。
【００２５】
　また、車速が大きい領域では、ブレーキ操作量ｕbの大きさの判断（ステップＳ２）と
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ブレーキ操作速度ｖbの大きさの判断（ステップＳ３）を行う。そして、ブレーキ操作量
ｕbが小さい（ｕb＜ｕbth：ｕbthはブレーキ操作量閾値）状況で、且つブレーキ操作速度
ｖbも小さい（ｖb＜ｖbth：ｖbthはブレーキ操作速度閾値）状況では、速度調節を目的と
していると考えられるので通常の減速度（＝α１）とする。
【００２６】
　これに対して、ブレーキ操作量ｕbが小さく、ブレーキ操作速度ｖbが大きい状況では、
大き目の減速度(＝α２)とする。また、ブレーキ操作量ｕbが大きときは、さらにブレー
キ操作速度ｖbの大きさの判断（ステップＳ４）を行う。そして、ブレーキ操作速度ｖbが
小さい状況（ｖb＜ｖbth：ｖbth）では、大き目の減速度(＝α２)とする。また、ブレー
キ操作量とブレーキ操作速度が共に大きい状況では、急停止を目的としていると考えられ
るので最大減速度（＝α３）とする。
【００２７】
　なお、車速・ブレーキ操作量・ブレーキ操作速度の各閾値についてはさまざまな組み合
わせが考えられる。初心者の場合は各閾値を小さめにしておくと安全サイドになる。また
個人的な好みによって切り替えても良い。また減速度を3段階のみではなく、ブレーキ操
作量とブレーキ操作速度の関数として、減速度α＝ｆ（ｕb，ｖb）としても良い。
【００２８】
　そこで、さらに図３において、安定化制御装置９は、目標車両角度（＝０、すなわち水
平に保つ）と目標車両角速度（＝０、すなわち現在の角度に保つ）と目標車両速度とに向
けて、車両を安定的に追従させる。安定化制御装置９内ではそのために必要なトルクを、
駆動ユニット２Ａ、２Ｂ内のモータとパウダーブレーキ１０Ａ、１０Ｂでどのように分担
するかを決定する。
【００２９】
　ここで、パウダーブレーキはあくまで摩擦トルクを発生することしかできない（すなわ
ち、駆動ユニットの回転方向と逆方向のトルクしか発生できない）ことから、駆動ユニッ
トの回転方向と必要駆動トルクが逆方向のとき（以下減速トルク時）にはパウダーブレー
キを用いて、駆動ユニットの回転方向と必要駆動トルクが同方向のとき（以下加速トルク
時）にはモータを用いて、トルクを発生させることが基本となる。
【００３０】
　ただし、ここでの配分法はさまざまに考えられ、
１．減速トルク時はパウダーブレーキのみを用いて減速と姿勢安定化を行い、加速トルク
時はモータトルクのみを用いて加速と姿勢安定化を行う。
２．ある閾値以上の減速トルク時はパウダーブレーキのみを用いて減速と姿勢安定化を行
い、加速トルク時と閾値以下の減速トルク時はモータのみを用いて加減速と姿勢安定化を
行う。
３．減速トルク時は、一定割合をパウダーブレーキ、残りをモータで発生させて減速と姿
勢安定化を行い、加速トルク時はモータトルクのみを用いて加速と姿勢安定化を行う。
などがあり得る。
【００３１】
　まず、１の場合について詳細に説明する。このときのトルク配分のためのフローチャー
トは図５に示すようになる。この場合には、必要トルクの大きさの判断（ステップＳ１１
）と、モータの回転速度とトルクの符号の判断（ステップＳ１２）を行う。そして、ステ
ップＳ１１で必要トルクが小さい範囲（ここでは0.7Nmとした）では、モータの方がパウ
ダーブレーキよりも精密な制御ができるので、モータのトルクのみを用いて制動を行う。
【００３２】
　また、トルクがある程度大きく（0.7Nm以上）、かつステップＳ１２で、モータの回転
速度とトルクの符号が同じ場合（すなわち加速しているとき）には、パウダーブレーキを
用いることができないので、この場合もモータのトルクのみを用いる。これに対して、ト
ルクがある程度大きく（0.7Nm以上）、かつモータの回転速度とトルクの符号が逆の場合
（すなわち減速しているとき）には、パウダーブレーキのトルクのみを用いる。
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【００３３】
　この制御によって、例えば図６に示すように、加速時に1.8Nmのトルクによって0.77m/s
2の加速度を発生しているが、減速時には-2.2Nmという加速時よりも大きなトルクによっ
て-0.98m/s2という大きな減速度を発生できることになる。すなわち、モータの発生でき
る最大トルクを1.8Nmとすると、パウダーブレーキを併用することでそれよりも大きな2.2
Nmのトルクを用いた減速ができることになる。
【００３４】
　次に、２の場合について詳細に説明する。ここでのトルク配分のためのフローチャート
は図７に示すようになる。この場合には、必要トルクの大きさの判断（ステップＳ２１）
と、モータの回転速度とトルクの符号の判断（ステップＳ２２）と、トルクがある閾値を
越えているか否かの判断（ステップＳ２３）を行う。そして、ステップＳ２１で必要トル
クが小さい範囲と、トルクがある程度大きく（0.7Nm以上）、かつステップＳ２２でモー
タの回転速度とトルクの符号が同じ場合（すなわち加速しているとき）は、１の場合と同
様である。
【００３５】
　これに対して、ステップＳ２１でトルクがある程度大きく（0.7Nm以上）、かつステッ
プＳ２２でモータの回転速度とトルクの符号が逆の場合（すなわち減速しているとき）で
、さらにステップＳ２３でトルクがある閾値（ここでは1.8Nmとした）を超えているとき
はパウダーブレーキのトルクのみを用い、トルクがある閾値（1.8Nm）以下のときはモー
タのトルクのみを用いる。
【００３６】
　この制御によって、図８に示すように、加速時に1.8Nmのトルクによって0.77m/s2の加
速度を発生しているが、減速時には-2.2Nmという大きなトルクによって-0.98m/s2という
大きな減速度を発生できることになる。すなわち、1.8Nmをモータが発生できる限界のト
ルクとすると、パウダーブレーキとの併用によりそれ以上の大きな減速トルクを発生でき
ることになる。
【００３７】
　さらに３の場合について詳細に説明する。ここでのトルク配分のためのフローチャート
は図９に示すようになる。この場合には、必要トルクの大きさの判断（ステップＳ３１）
と、モータの回転速度とトルクの符号の判断（ステップＳ３２）を行う。そして、ステッ
プＳ２１で必要トルクが小さい範囲（ここでは0.7Nmとした）ではモータの方がパウダー
ブレーキよりも精密な制御ができるので、モータのトルクのみを用いる。
【００３８】
　また、トルクがある程度大きく（0.7Nm以上）、かつステップＳ３２で、モータの回転
速度とトルクの符号が同じ場合（すなわち加速しているとき）には、パウダーブレーキを
用いることができないので、この場合もモータのトルクにみを用いる。これに対して、ト
ルクがある程度大きく（0.7Nm以上）、かつモータの回転速度とトルクの符号が逆の場合
（すなわち減速しているとき）には、パウダーブレーキとモータを併用し、必要なトルク
のある割合分はパウダーブレーキで、残りの部分はモータで発生させる。
【００３９】
　この制御によって、図１０に示すように、加速時に1.8Nmのトルクによって0.77m/s2の
加速度を発生しているが、減速時には-2.2Nmという大きなトルクによって-0.98m/s2とい
う大きな減速度を発生できることになる。すなわち、1.8Nmをモータが発生できる限界の
トルクとすると、パウダーブレーキとの併用によりそれ以上の大きな減速トルクを発生で
きることになる。
【００４０】
　なお、ブレーキレバーを操作しない場合であっても、必要トルクの大きさに応じて、上
述の１～３の場合と同様に、駆動力と制動力とを、モータとパウダーブレーキとに振り分
けることが可能である。すなわち、上述した図２に示した駆動ユニット２Ａ、２Ｂで検出
された本体と車輪との相対角度・角速度と、前後傾き検出装置４で検出された角度・角速
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度とから、制御装置９が全体系を倒れないように安定化させるのに必要な駆動トルクを計
算し、駆動ユニット２Ａ、２Ｂの各モータを駆動する場合においても、モータとパウダー
ブレーキを併用することが可能なものである。
【００４１】
　こうしてこの実施形態においては、二車輪を直接制動する制動手段を設けることによっ
て、モータ単体が発生できるよりも大きな減速度で減速できるので、大きな減速度を発生
させるために大きなモータを使用する必要が無く、重量増・消費電力増・コスト増を避け
ることができる。また、制動手段を併用する際の良好な制動制御方法を実現することがで
きるものである。
【００４２】
　なお、上述の実施形態においては、下り坂を一定速度で下るような場合には常に減速ト
ルクを発生しているのであり、パウダーブレーキの制御のみで一定速度の保持と姿勢の安
定化ができることになる。また、停止後（駆動トルクが０）にブレーキレバーを握り続け
る、あるいはスイッチの操作により制動手段（パウダーブレーキ）を駆動して、制動手段
をパーキングブレーキとして動作させることもできる。
【００４３】
　さらに、ここまでの説明では、制動手段としてパウダーブレーキを用いる実施形態を挙
げたが、本発明は、摩擦トルク（摩擦力）を電気的に制御できるものであれば形態や方式
は問わない。また、構造的にも駆動ユニットに組み込まずに、車輪のホイールを外部から
押さえる構造（例えばディスクブレーキ）でもよい。そこで、そのようなメカブレーキを
付加した車両の実施形態について、以下に説明する。
【００４４】
　図１１には本発明による走行装置及び走行装置の制動制御方法を適用した平行２輪車の
一実施形態の構成を示す。なお、図１１のＡは正面図、図１１のＢは側面図を示す。この
図１１において、本発明による平行２輪車は、本体（乗員が立つ部分）１１と、本体１１
に同軸上に取り付けられた１対の駆動ユニット１２Ａ、１２Ｂと、乗員がつかまるＴ字型
のハンドル３と、本体１１の前後（Ｙ軸周り）の傾き検出装置１４と、ブレーキレバー１
５とを有する。
【００４５】
　そしてブレーキレバー１５の基部には、ブレーキレバー１５の操作情報（操作量、操作
速度）を検出するブレーキ検出装置１６が設けられる。また本体１１には、駆動ユニット
１２Ａ、１２Ｂで検出された本体と車輪との相対角速度と前後傾き検出装置１４で検出さ
れた角速度とから車両速度を求める車両速度検出装置１７と、ブレーキ検出装置１４と車
両速度検出装置１７との出力から目標車両速度を設定する目標速度設定装置１８と、車両
をその目標角度・目標角速度・目標車両速度に安定に追従するように制御する安定化制御
装置１９とが設けられる。
【００４６】
　さらに、駆動ユニット１２Ａ、１２Ｂには外部から、メカブレーキ２０Ａ、２０Ｂによ
って摩擦トルクを加えることができる。ここで、メカブレーキ２０Ａ、２０Ｂは、例えば
オートバイのディスクブレーキのように、ブレーキレバー１５を握ることで摩擦力を発生
するものである。
【００４７】
　そこで、まず通常走行時（ブレーキレバーを操作しない場合）の動作については、上述
の図２の場合と同様である。すなわち、図２に示すように、駆動ユニット２Ａ、２Ｂで検
出された本体と車輪との相対角度・角速度と、前後傾き検出装置４で検出された角度・角
速度とから、制御装置９が全体系を倒れないように安定化させるのに必要な駆動トルクを
計算し、駆動ユニット２Ａ、２Ｂの各モータを駆動する。これにより、乗員が重心を前後
にずらすことで前進後退加速減速を行うことができる。
【００４８】
　これに対して、ブレーキレバーを操作した減速時の動作について、図１２を用いて説明
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する。図１２において、乗員がブレーキレバー１５を操作すると、駆動ユニット１２Ａ、
１２Ｂにはメカブレーキ２０Ａ、２０Ｂからの摩擦力が加わる。そこで安定化制御装置１
９は、目標車両角度（＝０、すなわち水平に保つ）ように、車両を安定的に追従させる。
このとき駆動ユニット１２Ａ、１２Ｂに外部から加わった摩擦力は外乱とみなされ、安定
化制御装置１９はこの外乱が加わった状態で車両が安定化するように制御する。
【００４９】
　このとき安定な車両の状態とは、例えば図１３に示すように、外乱の大きさに対応して
進行方向の後方に傾き、かつ減速して後方への回転力を相殺するような慣性力を発生させ
たものとなる。すなわち、車両としては減速することになる。
【００５０】
　ただしこの場合には、駆動ユニット１２Ａ、１２Ｂのモータとしては、メカブレーキ２
０Ａ、２０Ｂが発生できる摩擦トルクよりも大きなトルクを発生する能力を持つ必要があ
る。なぜなら、メカブレーキ２０Ａ、２０Ｂは乗員が操作するので、過大な摩擦力を発生
させてしまうことが考えられ、このときにもメカブレーキ２０Ａ、２０Ｂに打ち勝って姿
勢を安定化させるのに必要なトルクを発生させることが、駆動ユニット１２Ａ、１２Ｂに
求められるからである。
【００５１】
　こうしてこの実施形態においても、減速時には、モータ単体で発生できるトルクよりも
大きな、モータの発生できるトルク＋メカブレーキの発生できるトルクによる減速が可能
となる。なお、ブレーキ検出装置１６で乗員が操作したブレーキレバー１５の操作量と操
作速度とを検出することで、予測される減速度に応じた後傾姿勢をあらかじめ取っておく
ようにしても良い。
【００５２】
　こうして本発明の走行装置によれば、平行に配置された二車輪を独立に駆動する駆動手
段と、二車輪を連結する筐体と、筐体には自身の姿勢角度を検出する検出手段と、制動操
作手段とが設けられ、検出された姿勢角度の情報に従って二車輪の駆動トルクをそれぞれ
設定して走行を行い、制動操作手段の操作量に従って駆動手段で設定される二車輪の駆動
トルクを制御して二車輪に対する制動を行う走行装置であって、二車輪を直接制動する制
動手段を設け、制動手段は、駆動手段で設定される二車輪の駆動トルクが筐体の進行方向
とは逆方向に設定されているときに、制動操作手段の操作量に従った二車輪に対する制動
を実施することにより、モータ単体が発生できるよりも大きな減速度で減速できるので、
大きな減速度を発生させるために大きなモータを使用する必要が無く、重量増・消費電力
増・コスト増を避けることができるものである。
【００５３】
　また、本発明の走行装置の制動制御方法によれば、平行に配置された二車輪を独立に駆
動し、二車輪を連結する筐体の姿勢角度を検出して検出された姿勢角度の情報に従って二
車輪の駆動トルクをそれぞれ設定して走行を行い、制動操作手段の操作量を検出して制動
操作手段の操作量に従って二車輪の駆動トルクを制御して二車輪に対する制動を実施する
走行装置の制動制御方法であって、二車輪に対する直接制動を可能とし、設定される二車
輪の駆動トルクが筐体の進行方向とは逆方向に設定されているときに二車輪に対する直接
制動を実施することにより、制動手段を併用する際の良好な制動制御方法を提案するもの
である。
【００５４】
　なお本発明は、上述の説明した実施形態に限定されるものではなく、本発明の精神を逸
脱することなく種々の変形が可能とされるものである。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明による走行装置及び走行装置の制動制御方法を適用した平行２輪車の一実
施形態を示す構成図である。
【図２】その動作の説明のための機能ブロック図である。
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【図３】その動作の説明のための機能ブロック図である。
【図４】その説明のためのフローチャート図である。
【図５】その説明のためのフローチャート図である。
【図６】その説明のための波形図である。
【図７】その説明のためのフローチャート図である。
【図８】その説明のための波形図である。
【図９】その説明のためのフローチャート図である。
【図１０】その説明のための波形図である。
【図１１】本発明による走行装置及び走行装置の制動制御方法を適用した平行２輪車の他
の実施形態を示す構成図である。
【図１２】その動作の説明のための機能ブロック図である。
【図１３】その動作の説明のための図である。
【符号の説明】
【００５６】
　１…本体、２Ａ，２Ｂ…駆動ユニット、３…ハンドル、４…傾き検出装置、５…ブレー
キレバー、６…ブレーキ検出装置、７…車両速度検出装置、８…目標速度設定装置、９…
安定化制御装置、１０Ａ，１０Ｂ…パウダーブレーキ

【図１】 【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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