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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブレーキ操作に応じたマスターシリンダ圧を発生するマスターシリンダと、
　前後輪の各輪に設けられ、ホイールシリンダ圧に応じて各輪に液圧制動力を与えるホイ
ールシリンダと、
　前記マスターシリンダと前記ホイールシリンダとの間に介装され、ポンプ用モータによ
り駆動する液圧ポンプと、前記ポンプ用モータの作動時、ホイールシリンダ圧とマスター
シリンダ圧の差圧を制御する差圧弁と、を有するブレーキ液圧アクチュエータと、
　駆動輪に連結された走行用電動モータに接続され、前記走行用電動モータにより発生す
る回生制動力を制御する回生制動力制御手段と、
　ブレーキ操作時、ブレーキペダルストローク検出値と制動目標値特性マップを用いて算
出した制動目標値を、前記マスターシリンダ圧による基本液圧分と、前記回生制動力によ
る回生分と前記ブレーキ液圧アクチュエータによる加圧分のうち少なくとも一方による上
乗せ制動分と、の総和で達成する制御を行う回生協調ブレーキ制御手段と、
　ブレーキ操作によりマスターシリンダ圧の発生が開始されるブレーキペダルストローク
位置を検出し、検出された実マスターシリンダ圧発生開始ポイントでの制動目標値が、前
記上乗せ制動分の最大値になるように、または、前記上乗せ制動分の最大値とのずれが許
容範囲内に収まる値になるように、ストローク変化に対して滑らかに変化する制動目標値
特性を設定する制動目標値特性マップ設定手段と、
　ブレーキペダルストローク量が設計値ロスストロークに達するストローク位置を設計値
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マスターシリンダ圧発生開始ポイントとし、該設計値マスターシリンダ圧発生開始ポイン
トでの制動目標値を前記上乗せ制動分の最大値とし、ストローク変化に対して滑らかに変
化する基準制動目標値特性を予め設定しておく基準制動目標値特性マップ設定手段と、を
備え、
　前記制動目標値特性マップ設定手段は、ブレーキペダルストローク量が実ロスストロー
クに達するストローク位置を実マスターシリンダ圧発生開始ポイントとし、前記実マスタ
ーシリンダ圧発生開始ポイントと前記設計値マスターシリンダ圧発生開始ポイントに位置
ずれがあるとき、前記基準制動目標値特性の設計値マスターシリンダ圧発生開始ポイント
をストローク方向にずらして実マスターシリンダ圧発生開始ポイントに一致させるオフセ
ット補正により、ストローク変化に対して滑らかに変化する制動目標値特性を設定する
　ことを特徴とする電動車両のブレーキ制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載された電動車両のブレーキ制御装置において、
　前記制動目標値特性マップ設定手段は、ブレーキ操作によりマスターシリンダ圧の発生
が開始されるブレーキペダルストローク位置を検出する際、そのときのブレーキペダル踏
み込み速度を算出し、踏み込み速度に応じた制動目標値特性マップの補正を行う
　ことを特徴とする電動車両のブレーキ制御装置。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハイブリッド車等に適用され、マップを用いて算出された制動目標値を、基
本液圧分と上乗せ制動分（回生分と加圧分）の総和で達成する回生協調ブレーキ制御を行
う電動車両のブレーキ制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の車両用ブレーキ装置としては、ブレーキペダルストロークやマスターシリンダ圧
等によりドライバー入力量を検知し、ドライバー入力量とドライバー要求減速度特性マッ
プを用いてドライバー要求減速度を算出する。そして、算出したドライバー要求減速度を
達成すべく、マスターシリンダからの負圧ブースタ出力（基本液圧分）に対し、フィード
フォワード制御にて上乗せ制動分を発生させるものが知られている（例えば、特許文献１
参照）。
【０００３】
　この従来装置での上乗せ制動分とは、ドライバー要求減速度に対し、基本液圧分により
確保される基本減速度で不足する分を上乗せ分担する減速度のことをいい、回生分と加圧
分のうち少なくとも一方により得る。そして、上乗せ制動分の最大値を、最大回生量であ
る回生ギャップにより決め、可能な限り基本液圧分と回生分の総和によりドライバー要求
減速度を達成するようにし、基本液圧分と回生分の総和で不足が発生するとき、不足分を
加圧分にて補償する制御が回生協調ブレーキ制御である。なお、加圧分は、マスターシリ
ンダとホイールシリンダの間に介装したブレーキ液圧アクチュエータにおいて、差圧弁コ
ントロールとポンプアップ昇圧により、マスターシリンダ圧（基本液圧）より高いホイー
ルシリンダ圧を発生し、両者の差圧（基本液圧からの上乗せ液圧）により得る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－９６２１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の車両用ブレーキ装置にあっては、マスターシリンダ圧発生開始ポ
イントの設計値に基づいて、ドライバー入力量に対するドライバー要求減速度特性による
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マップを予め設定しておき、このマップを用いてドライバー要求減速度を決めている。こ
のため、車載状態におけるマスターシリンダ圧発生開始ポイントの実際値が、マスターシ
リンダ圧発生開始ポイントの設計値に対してメカバラツキが発生した場合、予め設定され
ているドライバー要求減速度特性に違和感が出てしまう。
【０００６】
　例えば、マスターシリンダ圧発生開始ポイントの実際値が設計値より遅れた場合、ブレ
ーキペダルストロークが進み、制動目標値であるドライバー要求減速度が上昇しなければ
いけないにもかかわらず、ドライバー要求減速度が上昇しないシーンが生じる。逆に、マ
スターシリンダ圧発生開始ポイントの実際値が設計値より早過ぎた場合、制動目標値であ
るドライバー要求減速度が低く抑えられることで、回生トルクが制限されてしまい、燃費
や電費が悪化する、という問題があった。
【０００７】
　本発明は、上記問題に着目してなされたもので、回生協調ブレーキ制御時、マスターシ
リンダ圧発生開始ポイントのメカバラツキ影響を排除した制動目標値を設定することによ
り、良好なブレーキフィーリングと回生エネルギーの確保を達成することができる電動車
両のブレーキ制御装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明の電動車両のブレーキ制御装置は、マスターシリンダ
と、ホイールシリンダと、ブレーキ液圧アクチュエータと、回生制動力制御手段と、回生
協調ブレーキ制御手段と、制動目標値特性マップ設定手段と、基準制動目標値特性マップ
設定手段と、を備える手段とした。
前記マスターシリンダは、ブレーキ操作に応じたマスターシリンダ圧を発生する。
前記ホイールシリンダは、前後輪の各輪に設けられ、ホイールシリンダ圧に応じて各輪に
液圧制動力を与える。
前記ブレーキ液圧アクチュエータは、前記マスターシリンダと前記ホイールシリンダとの
間に介装され、ポンプ用モータにより駆動する液圧ポンプと、前記ポンプ用モータの作動
時、ホイールシリンダ圧とマスターシリンダ圧の差圧を制御する差圧弁と、を有する。
前記回生制動力制御手段は、駆動輪に連結された走行用電動モータに接続され、前記走行
用電動モータにより発生する回生制動力を制御する。
前記回生協調ブレーキ制御手段は、ブレーキ操作時、ブレーキペダルストローク検出値と
制動目標値特性マップを用いて算出した制動目標値を、前記マスターシリンダ圧による基
本液圧分と、前記回生制動力による回生分と前記ブレーキ液圧アクチュエータによる加圧
分のうち少なくとも一方による上乗せ制動分と、の総和で達成する制御を行う。
前記制動目標値特性マップ設定手段は、ブレーキ操作によりマスターシリンダ圧の発生が
開始されるブレーキペダルストローク位置を検出し、検出された実マスターシリンダ圧発
生開始ポイントでの制動目標値が、前記上乗せ制動分の最大値になるように、または、前
記上乗せ制動分の最大値とのずれが許容範囲内に収まる値になるように、ストローク変化
に対して滑らかに変化する制動目標値特性を設定する。
前記基準制動目標値特性マップ設定手段は、ブレーキペダルストローク量が設計値ロスス
トロークに達するストローク位置を設計値マスターシリンダ圧発生開始ポイントとし、該
設計値マスターシリンダ圧発生開始ポイントでの制動目標値を前記上乗せ制動分の最大値
とし、ストローク変化に対して滑らかに変化する基準制動目標値特性を予め設定しておく
。
そして、前記制動目標値特性マップ設定手段は、ブレーキペダルストローク量が実ロスス
トロークに達するストローク位置を実マスターシリンダ圧発生開始ポイントとし、前記実
マスターシリンダ圧発生開始ポイントと前記設計値マスターシリンダ圧発生開始ポイント
に位置ずれがあるとき、前記基準制動目標値特性の設計値マスターシリンダ圧発生開始ポ
イントをストローク方向にずらして実マスターシリンダ圧発生開始ポイントに一致させる
オフセット補正により、ストローク変化に対して滑らかに変化する制動目標値特性を設定
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する。 
【発明の効果】
【０００９】
　よって、制動目標値特性マップを設定するに際し、検出された実マスターシリンダ圧発
生開始ポイントでの制動目標値が、基本液圧分に上乗せする上乗せ制動分の最大値域（最
大値と最大値前後の許容範囲内の値を含む）の適切な値に設定されることになる。
すなわち、制動系構成要素の製造バラツキや組み付けバラツキ等のメカバラツキを原因と
して、実マスターシリンダ圧発生開始ポイントが設計値より遅れたり早過ぎたりすること
がある。しかし、設計値からのズレがどちらの方向に生じていても、検出された実マスタ
ーシリンダ圧発生開始ポイントでの特性値を、上乗せ制動分の最大値域の値とし、ブレー
キペダルストローク変化に対して滑らかに変化する制動目標値特性に設定される。
このため、実マスターシリンダ圧発生開始ポイントが設計値より遅れているとき、ブレー
キペダルストロークが進むにもかかわらず、制動目標値の上昇が抑えられることがなく、
良好なブレーキフィーリングが達成される。
一方、実マスターシリンダ圧発生開始ポイントが設計値より早過ぎるとき、制動目標値が
低く抑えられることがなく、燃費性能や電費性能の向上に有効である回生エネルギーの確
保が達成される。
この結果、回生協調ブレーキ制御時、マスターシリンダ圧発生開始ポイントのメカバラツ
キ影響を排除した制動目標値を設定することにより、良好なブレーキフィーリングと回生
エネルギーの確保を達成することができる。
加えて、基準制動目標値特性マップ設定手段を備え、基準制動目標値特性の設計値マスタ
ーシリンダ圧発生開始ポイントをストローク方向にずらすオフセット補正により制動目標
値特性を設定する。このため、マスターシリンダ圧発生開始ポイントのメカバラツキ影響
を排除する制動目標値特性の設定を、基準制動目標値特性のオフセット補正という簡単な
処理により行える。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施例１のブレーキ制御装置を適用した前輪駆動によるハイブリッド車の構成を
示すブレーキシステム図である。
【図２】実施例１のブレーキ制御装置におけるVDCブレーキ液圧ユニットを示すブレーキ
液圧回路図である。
【図３】実施例１のブレーキ制御装置における回生協調ブレーキ制御系を示す制御ブロッ
ク図である。
【図４】実施例１のブレーキ制御装置における統合コントローラの目標減速度特性マップ
設定部で実行される目標減速度特性マップ設定処理の構成および流れを示すフローチャー
トである。
【図５】実施例１のブレーキ制御装置における統合コントローラの目標減速度算出部およ
び回生協調ブレーキ制御部で実行される回生協調ブレーキ制御処理の構成および流れを示
すフローチャートである。
【図６】実施例１の回生協調ブレーキ制御処理で加圧分指令値を決めるときに用いる目標
差圧に対する差圧弁への作動電流値の関係特性の一例を示す図である。
【図７】ＶＤＣを利用した回生協調ブレーキシステムにより目標減速度（＝ドライバー要
求減速度）を基本液圧分と回生分と加圧分の総和により達成する回生協調ブレーキ制御で
のドライバー入力に対する減速度分担関係の一例を示す制御概念説明図である。
【図８】比較例のブレーキ制御装置を搭載したハイブリッド車で実ロスストロークが設計
値ロスストロークより大きい場合の基準目標減速度特性マップを用いた回生協調ブレーキ
制御作用を示す課題説明図である。
【図９】比較例のブレーキ制御装置を搭載したハイブリッド車で実ロスストロークが設計
値ロスストロークより小さい場合の基準目標減速度特性マップを用いた回生協調ブレーキ
制御作用を示す課題説明図である。
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【図１０】実施例１のブレーキ制御装置を搭載したハイブリッド車がブレーキ操作により
一定減速度を保って停車するときの回生協調ブレーキ制御作用の一例を示すタイムチャー
トである。
【図１１】実施例１のブレーキ制御装置において実ロスストロークが設計値ロスストロー
クより大きいメカバラツキでの目標減速度特性マップの設定効果を示すマップ設定効果説
明図である。
【図１２】実施例１のブレーキ制御装置において実ロスストロークが設計値ロスストロー
クより小さいメカバラツキでの目標減速度特性マップの設定効果を示すマップ設定効果説
明図である。
【図１３】実施例１の目標減速度特性マップ設定時における(a)基準目標減速度特性と、(
b)実ロスストローク＞設計値ロスストローク時のオフセット補正による目標減速度特性と
、(c)実ロスストローク＜設計値ロスストローク時のオフセット補正による目標減速度特
性を示すマップ設定作用説明図である。
【図１４】実施例１のブレーキ制御装置において実ロスストロークが設計値ロスストロー
クより大きいメカバラツキでのブレーキペダル踏み込み速度に応じた目標減速度特性マッ
プの補正作用を示すマップ補正作用説明図である。
【図１５】実施例１のブレーキ制御装置において実ロスストロークが設計値ロスストロー
クより小さいメカバラツキでのブレーキペダル踏み込み速度に応じた目標減速度特性マッ
プの補正作用を示すマップ補正作用説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の電動車両のブレーキ制御装置を実現する最良の形態を、図面に示す実施
例１に基づいて説明する。
【実施例１】
【００１２】
　まず、構成を説明する。
図１は、実施例１のブレーキ制御装置を適用した前輪駆動による電動車両の一例であるハ
イブリッド車の構成を示し、図２は、ブレーキ液圧アクチュエータの一例であるVDCブレ
ーキ液圧ユニットを示す。以下、図１および図２に基づき、ＶＤＣを利用した回生協調ブ
レーキシステムの構成を説明する。
【００１３】
　実施例１のブレーキ制御装置のブレーキ減速度発生系は、図１に示すように、ブレーキ
液圧発生装置１と、VDCブレーキ液圧ユニット２（ブレーキ液圧アクチュエータ）と、ス
トロークセンサ３と、左前輪ホイールシリンダ４FLと、右前輪ホイールシリンダ４FRと、
左後輪ホイールシリンダ４RLと、右後輪ホイールシリンダ４RRと、走行用電動モータ５と
、を備えている。
【００１４】
　すなわち、既存のＶＤＣシステム（ＶＤＣは、「Vehicle Dynamics Control」の略）を
利用した回生協調ブレーキシステムによる構成としている。ＶＤＣシステムとは、高速で
のコーナー進入や急激なハンドル操作などによって車両姿勢が乱れた際、横滑りを防ぎ、
優れた走行安定性を発揮する車両挙動制御（＝ＶＤＣ制御）を行うシステムである。ＶＤ
Ｃ制御では、例えば、旋回挙動がオーバーステア側であると感知すると、コーナー外側の
前輪にブレーキをかけ、逆に、旋回挙動がアンダーステア側であると感知すると、駆動パ
ワーを落とすとともに後輪のコーナー内側のタイヤにブレーキをかける。
【００１５】
　前記ブレーキ液圧発生装置１は、ドライバーによるブレーキ操作に応じた基本液圧分を
発生する基本液圧発生手段である。このブレーキ液圧発生装置１は、図１および図２に示
すように、ブレーキペダル１１と、負圧ブースタ１２と、マスターシリンダ１３と、リザ
ーブタンク１４と、を有する。つまり、ブレーキペダル１１に加えられたドライバーのブ
レーキ踏力を、負圧ブースタ１２により倍力し、マスターシリンダ１３でマスターシリン
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ダ圧によるプライマリ液圧とセカンダリ液圧を作り出す。このとき、マスターシリンダ圧
で発生する減速度が、目標減速度（＝ドライバー要求減速度）より小さくなるように予め
設計する。
【００１６】
　前記VDCブレーキ液圧ユニット２は、ブレーキ液圧発生装置１と各輪のホイールシリン
ダ４FL，４FR，４RL，４RRとの間に介装される。VDCブレーキ液圧ユニット２は、VDCモー
タ２１（ポンプ用モータ）により駆動する液圧ポンプ２２，２２を有し、マスターシリン
ダ圧の増圧・保持・減圧を制御するブレーキ液圧アクチュエータである。そして、VDCブ
レーキ液圧ユニット２とブレーキ液圧発生装置１とは、プライマリ液圧管６１とセカンダ
リ液圧管６２により接続されている。VDCブレーキ液圧ユニット２と各輪のホイールシリ
ンダ４FL，４FR，４RL，４RRとは、左前輪液圧管６３と右前輪液圧管６４と左後輪液圧管
６５と右後輪液圧管６６により接続されている。つまり、ブレーキ操作時には、ブレーキ
液圧発生装置１により発生したマスターシリンダ圧を、VDCブレーキ液圧ユニット２によ
り加圧し、各輪のホイールシリンダ４FL，４FR，４RL，４RRに加えることで液圧制動力を
得るようにしている。
【００１７】
　前記VDCブレーキ液圧ユニット２の具体的構成は、図２に示すように、VDCモータ２１と
、VDCモータ２１により駆動する液圧ポンプ２２，２２と、リザーバー２３，２３と、マ
スターシリンダ圧センサ２４と、を有する。ソレノイドバルブ類として、第１M/Cカット
ソレノイドバルブ２５（差圧弁）と、第２M/Cカットソレノイドバルブ２６（差圧弁）と
、保持ソレノイドバルブ２７，２７，２７，２７と、減圧ソレノイドバルブ２８，２８，
２８，２８と、を有する。第１M/Cカットソレノイドバルブ２５と第２M/Cカットソレノイ
ドバルブ２６は、VDCモータ２１の作動時、ホイールシリンダ圧（下流圧）とマスターシ
リンダ圧（上流圧）の差圧を制御する。
【００１８】
　前記ストロークセンサ３は、ドライバーによるブレーキペダル操作量をポテンショメー
タ等により検出する手段である。このストロークセンサ３は、回生協調ブレーキ制御での
必要情報である目標減速度（＝ドライバー要求減速度）を検出する構成として、既存のＶ
ＤＣシステムに対して追加された部品である。
【００１９】
　前記各ホイールシリンダ４FL，４FR，４RL，４RRは、前後各輪のブレーキディスクに設
定され、VDCブレーキ液圧ユニット２からの液圧が印加される。そして、各ホイールシリ
ンダ４FL，４FR，４RL，４RRへの液圧印加時、ブレーキパットによりブレーキディスクを
挟圧することにより、前後輪に液圧制動力を付与する。
【００２０】
　前記走行用電動モータ５は、左右前輪（駆動輪）の走行用駆動源として設けられ、駆動
モータ機能と発電ジェネレータ機能を持つ。この走行用電動モータ５は、力行時、バッテ
リ電力を消費しながらのモータ駆動により、左右前輪へ駆動力を伝達する。そして、回生
時、左右前輪の回転駆動に負荷を与えることで電気エネルギーに変換し、発電分をバッテ
リへ充電する。つまり、左右前輪の回転駆動に与える負荷が、回生制動力となる。この走
行用電動モータ５が設けられる左右前輪（駆動輪）の駆動系には、走行用電動モータ５以
外に、走行用駆動源としてエンジン１０が設けられ、変速機１１を介して左右前輪へ駆動
力を伝達する。
【００２１】
　実施例１のブレーキ制御装置のブレーキ減速度制御系は、図１に示すように、ブレーキ
コントローラ７と、モータコントローラ８（回生制動力制御手段）と、統合コントローラ
９と、エンジンコントローラ１２と、を備えている。
【００２２】
　前記ブレーキコントローラ７は、統合コントローラ９からの指令とVDCブレーキ液圧ユ
ニット２のマスターシリンダ圧センサ２４からの圧力情報を入力する。そして、所定の制
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御則にしたがって、VDCブレーキ液圧ユニット２のVDCモータ２１とソレノイドバルブ類２
５，２６，２７，２８に対し駆動指令を出力する。このブレーキコントローラ７では、回
生協調ブレーキ制御時、統合コントローラ９から加圧分指令を入力すると、ホイールシリ
ンダ圧（下流圧）とマスターシリンダ圧（上流圧）の差圧を制御する。差圧制御は、第１
M/Cカットソレノイドバルブ２５と第２M/Cカットソレノイドバルブ２６への作動電流値に
よる差圧コントロールと、VDCモータ２１によるポンプアップ昇圧と、により行われる。
なお、ブレーキコントローラ７では、回生協調ブレーキ制御以外に、上記ＶＤＣ制御やＴ
ＣＳ制御やＡＢＳ制御、等を行う。
【００２３】
　前記モータコントローラ８は、駆動輪である左右前輪に連結された走行用電動モータ５
にインバータ１３を介して接続される。そして、回生協調ブレーキ制御時、統合コントロ
ーラ９から回生分指令を入力すると、走行用電動モータ５により発生する回生制動力を入
力された回生分指令に応じて制御する回生制動力制御手段である。このモータコントロー
ラ８は、走行時、走行状態や車両状態に応じて走行用電動モータ５により発生するモータ
トルクやモータ回転数を制御する機能も併せ持つ。
【００２４】
　前記統合コントローラ９は、ブレーキ操作時、目標減速度を、マスターシリンダ圧によ
る基本液圧分と上乗せ制動分（回生制動力による回生分と、VDCブレーキ液圧ユニット２
による加圧分と、の少なくとも一方）の総和で達成する回生協調ブレーキ制御を行う。こ
のとき、目標減速度は、ストロークセンサ３からのペダルストロークセンサ値と、設定さ
れている目標減速度特性マップと、に基づいて決める。この統合コントローラ９には、バ
ッテリコントローラ９１からのバッテリ充電容量情報、車速センサ９２からの車速情報、
ブレーキスイッチ９３からのブレーキ操作情報、ストロークセンサ３からのブレーキペダ
ルストローク情報、マスターシリンダ圧センサ２４からのマスターシリンダ圧情報、等が
入力される。なお、車速センサ９２としては、極低車速域までの車速検出が可能な車輪速
回転数検出手段が用いられる。
【００２５】
　図３は、実施例１のブレーキ制御装置における回生協調ブレーキ制御系を示す。以下、
図３に基づいて回生協調ブレーキ制御の基本構成を説明する。
実施例１の回生協調ブレーキ制御系は、図３に示すように、ブレーキコントローラ７と、
モータコントローラ８と、統合コントローラ９と、を備えている。統合コントローラ９に
は、基準マップ設定部９ａ（基準制動目標値特性マップ設定手段）と、目標減速度特性マ
ップ設定部９ｂ（制動目標値特性マップ設定手段）と、目標減速度算出部９ｃ（回生協調
ブレーキ制御手段）と、回生協調ブレーキ制御部９ｄ（回生協調ブレーキ制御手段）と、
を有する。
【００２６】
　前記基準マップ設定部９ａは、設計値ロスストロークに基づき、ブレーキペダルストロ
ーク位置の設計値マスターシリンダ圧発生開始ポイントを決める。そして、設計値に基づ
く基準目標減速度特性によるマップ（基準制動目標値特性マップ）を、予め設定しておく
マップ記憶設定部である。
【００２７】
　前記目標減速度特性マップ設定部９ｂは、ペダルストロークセンサ値とMC圧センサ値に
基づき、ブレーキ操作時、ブレーキペダルストローク位置の実マスターシリンダ圧発生開
始ポイントを検出する。そして、実マスターシリンダ圧発生開始ポイントで上乗せ制動分
が最大値になるように、基準マップ設定部９ａから読み込んだ基準目標減速度特性をスト
ローク方向にずらすオフセット補正することにより作成された目標減速度特性を有する目
標減速度特性マップを設定する。
【００２８】
　前記目標減速度算出部９ｃは、目標減速度特性マップ設定部９ｂにて設定された目標減
速度特性マップによる目標減速度特性と、ストロークセンサ３からのペダルストロークセ
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ンサ値と、に基づき、目標減速度（＝ドライバー要求減速度）を算出する。
【００２９】
　前記回生協調ブレーキ制御部９ｄは、目標減速度算出部９ａにて算出された目標減速度
と、マスターシリンダ圧センサ２４からのMC圧センサ値と、車速センサ９２からの車速セ
ンサ値を入力する。そして、MC圧センサ値に基づいて基本液圧分を決め、車速センサ値に
基づいて回生分を決め、可能な限り目標減速度を基本液圧分＋回生分の総和で達成するよ
うにし、不足が生じたときその不足分を加圧分により補償する回生協調ブレーキ制御演算
を行う。この演算結果にしたがって、回生分に対応する回生分指令をモータコントローラ
８に出力し、加圧分に対応する加圧分指令をブレーキコントローラ７に出力する。
【００３０】
　図４は、実施例１のブレーキ制御装置における統合コントローラ８の目標減速度特性マ
ップ設定部９ｂで実行される目標減速度特性マップ設定処理の構成および流れを示す（目
標制動目標値特性マップ設定手段）。以下、図４の各ステップについて説明する。
【００３１】
　ステップＳ１では、マスターシリンダ圧センサ２４からのマスターシリンダ圧情報とス
トロークセンサ３からのペダルストローク量情報を読み込み、ステップＳ２へ進む。
【００３２】
　ステップＳ２では、ステップＳ１での必要情報の読み込みに続き、ブレーキスイッチ９
３からのスイッチ信号に基づき、ブレーキペダル操作の有無を判断する。YES（ブレーキ
ペダル操作有り）の場合はステップＳ３へ進み、NO（ブレーキペダル操作無し）の場合は
リターンへ進む。
【００３３】
　ステップＳ３では、ステップＳ２でのブレーキペダル操作有りとの判断に続き、ブレー
キペダル操作に基づきマスターシリンダ圧が発生しているか否かを判断する。YES（マス
ターシリンダ圧発生有り）の場合はステップＳ４へ進み、NO（マスターシリンダ圧発生無
し）の場合はリターンへ進む。
【００３４】
　ステップＳ４では、ステップＳ３でのマスターシリンダ圧発生有りとの判断に続き、マ
スターシリンダ圧の発生開始時のペダルストローク位置を実マスターシリンダ圧発生開始
ポイントとして記憶し、ステップＳ５へ進む。
【００３５】
　ステップＳ５では、ステップＳ４でのペダルストローク記憶に続き、記憶ストローク時
（＝実マスターシリンダ圧発生開始ポイント）で上乗せ目標制動力（＝上乗せ制動分）が
最大値になるように、ストローク変化に対して滑らかに変化する目標減速度特性を目標減
速度特性マップとして設定し、リターンへ進む。
このストロークに対する目標減速度特性マップを設定するとき、ブレーキペダル踏み込み
速度を算出し、踏み込み速度情報を有する目標減速度特性マップとして設定する。なお、
ブレーキペダル踏み込み速度は、ストロークセンサ３からのペダルストロークセンサ値の
前回値と今回値の制御周期による単位時間当たりの差分をとる微分演算処理により算出さ
れる。
【００３６】
　図５は、実施例１のブレーキ制御装置における統合コントローラ８の目標減速度算出部
９ｃおよび回生協調ブレーキ制御部９ｄで実行される回生協調ブレーキ制御処理の構成お
よび流れを示す（回生協調ブレーキ制御手段）。以下、図６の各ステップについて説明す
る。この回生協調ブレーキ制御処理は、ブレーキ操作開始が判断された時点からスタート
する。
【００３７】
　ステップＳ２１では、ブレーキ操作開始前に停止状態のVDCモータ２１をモータ駆動状
態にし、ステップＳ２２へ進む。
【００３８】
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　ステップＳ２２では、ステップＳ２１でのモータ駆動、あるいは、ステップＳ２７での
車両非停止状態であるとの判断に続き、マスターシリンダ圧センサ２４からのマスターシ
リンダ圧情報と、ストロークセンサ３からのペダルストローク量情報と、車速センサ９２
からの車速情報と、図４のステップＳ５にて設定された目標減速度特性マップと、を読み
込み、ステップＳ２３へ進む。
【００３９】
　ステップＳ２３では、ステップＳ２２での必要情報と目標減速度特性マップを読み込み
に続き、ブレーキペダル踏み込み速度を算出し、ペダル踏み込み速度による目標減速度特
性マップの補正を行い、ステップＳ２４へ進む。
ここで、目標減速度特性マップの補正は、設定されている目標減速度特性マップが有する
ペダル踏み込み速度情報と、ステップＳ２３で算出されたペダル踏み込み速度と、が異な
るときに行う。つまり、算出されたブレーキペダル踏み込み速度が、ペダル踏み込み速度
情報より速くなっているほど、実マスターシリンダ圧発生開始ポイントまでのロスストロ
ークを短くするようにストローク方向にずらすオフセット補正を施す。なお、目標減速度
特性マップが有するペダル踏み込み速度情報と算出されたペダル踏み込み速度が一致する
とき、または、両速度差が許容範囲内であるときは、設定されている目標減速度特性マッ
プの補正を要さない。
【００４０】
　ステップＳ２４では、ステップＳ２３でのペダル踏み込み速度による目標減速度特性マ
ップの補正に続き、ブレーキペダルストロークセンサ値と、補正後の目標減速度特性マッ
プに基づき、ドライバー入力によるブレーキペダルストローク位置に対応する目標減速度
を算出し、ステップＳ２５へ進む。
【００４１】
　ステップＳ２５では、ステップＳ２４での目標減速度の算出に続き、そのときのMC圧セ
ンサ値に基づいて基本液圧分を決め、そのときの車速センサ値やバッテリSOCに基づいて
可能な限り最大となる回生分を決める。そして、目標減速度から基本液圧分と回生分を差
し引いた残りの減速度分を加圧分により分担するように決める。つまり、目標減速度を基
本液圧分＋回生分＋加圧分の総和で達成する回生協調ブレーキ制御演算を行い、ステップ
Ｓ２６へ進む。
【００４２】
　ステップＳ２６では、ステップＳ２５での回生協調ブレーキ制御演算に続き、基本液圧
分に対する上乗せ目標制動力のうち、回生分に対応する回生分指令値を決定し、回生分指
令（ゼロ指令を含む）をモータコントローラ８に出力する。同時に、基本液圧分に対する
上乗せ目標制動力のうち、加圧分に対応する加圧分指令値を決定し、加圧分指令（ゼロ指
令を含む）をブレーキコントローラ７に出力し、ステップＳ２７へ進む。
ここで、モータコントローラ８は、回生分指令を入力すると、回生分を目標回生制動力と
し、走行用電動モータ５への回生電流値を決めるフィードフォワード制御により、回生ト
ルク制御を行う。ブレーキコントローラ７は、加圧分指令を入力すると、加圧分を目標差
圧とし、図６に示すような関係特性に基づき、両M/Cカットソレノイドバルブ２５，２６
への作動電流値を決めるフィードフォワード制御により、差圧コントロールを行う。
【００４３】
　ステップＳ２７では、ステップＳ２６での回生分指令と加圧分指令の出力に続き、車速
センサ９２からの車速センサ値に基づき、車両が停止したか否かを判断する。YES（車両
停止状態）の場合はステップＳ２８へ進み、NO（車両非停止状態）の場合はステップＳ２
２へ戻る。
【００４４】
　ステップＳ２８では、ステップＳ２７での車両停止状態であるとの判断に続き、VDCモ
ータ２１のモータ駆動を停止し、エンドへ進む。
【００４５】
　次に、作用を説明する。
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まず、「比較例の回生協調ブレーキ制御における課題」の説明を行う。続いて、実施例１
のハイブリッド車のブレーキ制御装置における作用を、「回生協調ブレーキ制御作用」、
「目標減速度特性マップ設定作用」、「目標減速度特性マップ補正作用」に分けて説明す
る。
【００４６】
　［比較例の回生協調ブレーキ制御における課題］
まず、ＶＤＣを利用した回生協調ブレーキ制御は、目標減速度に対し、基本液圧分と回生
分だけでは補償しきれないシーンが発生すると、VDCブレーキ液圧ユニットによって補償
しきれない分の液圧を加圧し、ドライバーの要求減速度を達成する制御である。この回生
協調ブレーキ制御を行うためのＶＤＣを利用した回生協調ブレーキシステムを、図７に基
づいて説明する。
【００４７】
　既存のコンベンショナルＶＤＣの場合、ブレーキ操作時に負圧ブースタによる基本液圧
分でドライバー要求の目標減速度を得るようにしている。これに対し、ブレーキ操作時に
負圧ブースタによる基本液圧分を、目標減速度に達しないように、ドライバー要求の目標
減速度からオフセットし、目標減速度の回生ギャップを設定する。このように、最大回生
トルクによる回生ギャップを設定することによって、目標減速度の回生ギャップ分が、ド
ライバー要求の目標減速度に対して不足することになる。よって、最大回生トルク発生時
には、ドライバー要求の目標減速度を、負圧ブースタ（基本液圧分）と回生ブレーキ（回
生分）により達成し、回生機能を最大限に発揮するようにしている。
【００４８】
　しかし、例えば、車速条件やバッテリ充電容量条件等により、ドライバー要求の目標減
速度に対し、基本液圧分で不足する目標減速度を回生分だけで補償しようとしても、補償
することができない場合がある。そこで、ドライバー要求の目標減速度を、図９に示すよ
うに、負圧ブースタ（基本液圧分）と回生ブレーキ（回生分）の総和により達成するよう
にし、不足分をVDCブレーキ液圧ユニット（加圧分）により補償するようにしたのがＶＤ
Ｃを利用した回生協調ブレーキシステムである。
【００４９】
　したがって、既存のコンベンショナルＶＤＣに対し、負圧ブースタの特性変更と、VDC
ブレーキ液圧ユニットの特性変更と、ストロークセンサの追加を行うだけで、ＶＤＣを利
用した廉価な回生協調ブレーキシステムを構成することができる。つまり、コンベンショ
ナルＶＤＣの安全機能を拡張（安全機能＋回生協調機能）することになる。
【００５０】
　上記回生協調ブレーキシステムにおいて、図８および図９の実線特性に示すように、設
計値ロスストロークに達するストローク位置で目標減速度が回生ギャップの値に一致する
ように、ストローク変化に対して滑らかに変化する目標減速度特性を設定したものを比較
例とする。
【００５１】
　ここで、「設計値ロスストロークに達するストローク位置」とは、図８および図９の点
線によるMC圧による減速度特性に示すように、設計上のノミナルモデルにてマスターシリ
ンダ圧の発生が開始する設計値マスターシリンダ圧発生開始ポイントの意味である。
また、「回生ギャップ」とは、目標減速度を達成するに際し、MC圧による減速度特性によ
り示される基本液圧分に対して上乗せする上乗せ制動分の乖離量であり、基本液圧分から
の乖離量を、回生トルクの最大値により与えているために回生ギャップと呼んでいる。
【００５２】
　この比較例の場合、車載状態の装置で実ロスストロークに達する実マスターシリンダ圧
発生開始ポイントが、設計値マスターシリンダ圧発生開始ポイントに対しずれるメカバラ
ツキが発生した場合、下記に述べるように、目標減速度特性に違和感が出てしまう。
【００５３】
　(a) マスターシリンダ圧発生開始ポイントが遅れた場合（図８）
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実マスターシリンダ圧発生開始ポイントＢ（以下、「ポイントＢ」）が、図７に示すよう
に、設計値マスターシリンダ圧発生開始ポイントＡ（以下、「ポイントＡ」）より遅れた
場合について説明する。
ポイントＢに先行するポイントＡでの特性値は、基本液圧分（ゼロ）に回生ギャップを加
えた値とされ、回生ギャップに応じた目標減速度が得られる。これに対し、ポイントＡよ
り遅れて到達するポイントＢでの特性値は、ポイントＡでの値に基本液圧分の上昇予定分
を加えた値とされる。しかし、ポイントＡでは、マスターシリンダ圧の発生開始遅れによ
り、ポイントＡと同様に基本液圧分がゼロであるため、ポイントＡと同様に、回生ギャッ
プに応じた目標減速度が得られる。すなわち、ブレーキペダルストロークがポイントＡか
らポイントＢまで進むときの目標減速度特性は、図８の矢印Ｄの枠領域内に示すように、
回生ギャップに応じた目標減速度を維持する特性となる。言い換えると、ブレーキペダル
ストロークの進みに応じて目標減速度が上昇しなければいけないにもかかわらず、目標減
速度が上昇しないシーンが生じる。
したがって、ポイントＢがポイントＡより遅い場合、基本液圧分の発生が遅れることで、
ポイントＡ以降のブレーキペダルストローク域で目標減速度を達成することができない。
加えて、ブレーキペダルストロークがポイントＡとポイントＢの間の領域を含んで進んだ
り戻ったりすると、ブレーキ操作に対し車両減速度が一定になる段付き感が発生し、ペダ
ルフィーリングを損なう。
【００５４】
　(b) マスターシリンダ圧発生開始ポイントが早過ぎる場合（図９）
実マスターシリンダ圧発生開始ポイントＣ（以下、「ポイントＣ」）が、図８に示すよう
に、設計値マスターシリンダ圧発生開始ポイントであるポイントＡより早過ぎた場合につ
いて説明する。
ポイントＡに先行するポイントＣでの特性値は、基本液圧分（ゼロ）に回生ギャップより
小さい値を加えた値とされ、回生ギャップより小さい値に応じた目標減速度が得られる。
これに対し、ポイントＣから遅れて到達するポイントＡでの特性値は、ポイントＣでの値
から徐々に上昇し、基本液圧分に回生ギャップを加えた値とされ、回生ギャップに応じた
目標減速度が得られる。しかし、マスターシリンダ圧の発生開始が早過ぎることにより、
ポイントＣでは上乗せ制動分が回生ギャップより小さい値となり、ポイントＡでは既に基
本液圧分の減速度発生があるため、上乗せ制動分が回生ギャップより小さい値となる。す
なわち、目標減速度特性は、基本液圧分の早期発生に応じて上乗せ制動分が回生ギャップ
より小さい値のままで推移する特性となる。言い換えると、基本液圧分の早期発生により
上乗せ制動分が低く抑えられることで、図９の矢印Ｅのハッチング領域が、回生トルクの
制限領域になってしまう。
したがって、ポイントＣがポイントＡより早過ぎる場合、滑らかな変化による目標減速度
を達成する制御にはなるものの、全ブレーキペダルストローク域で回生トルクが制限され
ることで、ハイブリッド車の場合には、燃費が悪化する。なお、電気自動車の場合には、
電費が悪化する。
【００５５】
　［回生協調ブレーキ制御作用］
ハイブリッド車の場合、制動時において、エンジン車のように制動エネルギーを熱エネル
ギーとして全て消費するのではなく、制動エネルギーのうちできる限り多くのエネルギー
を回生エネルギーとしてバッテリ回収することが燃費向上を図る上で重要である。以下、
これを反映する回生協調ブレーキ制御作用を説明する。
【００５６】
　ブレーキ操作すると、図５のフローチャートにおいて、ステップＳ２１→ステップＳ２
２→ステップＳ２３→ステップＳ２４→ステップＳ２５→ステップＳ２６→ステップＳ２
７へと進む。そして、ステップＳ２７にて車両非停止状態であると判断されている間は、
ステップＳ２２→ステップＳ２３→ステップＳ２４→ステップＳ２５→ステップＳ２６→
ステップＳ２７へと進む流れが繰り返され、回生協調ブレーキ制御を実行する。そして、
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ステップＳ２７にて車両停止状態であると判断されると、ステップＳ２７からステップＳ
２８→エンドへ進み、回生協調ブレーキ制御を終了する。
【００５７】
　すなわち、ステップＳ２４では、ブレーキペダルストロークセンサ値と、設定あるいは
補正された目標減速度特性マップに基づき、ドライバー入力によるブレーキペダルストロ
ーク位置に対応する目標減速度が算出される。ステップＳ２５では、そのときのMC圧セン
サ値に基づいて基本液圧分が決められ、そのときの車速センサ値やバッテリSOCに基づい
て可能な限り最大となる回生分が決められる。そして、目標減速度から基本液圧分と回生
分を差し引いた残りの減速度分を加圧分により分担するように決められる。ステップＳ２
６では、基本液圧分に対する上乗せ目標制動力のうち、回生分に対応する回生分指令値が
決定され、回生分指令（ゼロ指令を含む）がモータコントローラ８に出力される。同時に
、基本液圧分に対する上乗せ目標制動力のうち、加圧分に対応する加圧分指令値が決定さ
れ、加圧分指令（ゼロ指令を含む）がブレーキコントローラ７に出力される。
【００５８】
　したがって、回生協調ブレーキ制御時には、回生分指令を入力するモータコントローラ
８において、回生分を目標回生制動力とし、走行用電動モータ５への回生電流値を決める
フィードフォワード制御により、回生トルク制御が行われる。そして、加圧分指令を入力
するブレーキコントローラ７において、加圧分を目標差圧とし、VDCモータ２１への回転
上昇指令と、両M/Cカットソレノイドバルブ２５，２６への作動電流値を決めるフィード
フォワード制御により、差圧コントロールを行う（図６）。
【００５９】
　実施例１のブレーキ制御装置を搭載したハイブリッド車がブレーキ操作により一定減速
度を保って停車するときの回生協調ブレーキ制御作用の一例を、図１０のタイムチャート
に基づいて説明する。
【００６０】
　時刻t0から時刻t1までは一定の車速を保ち、ブレーキ操作が開始される時刻t1からマス
ターシリンダ圧の発生が開始される時刻t2までは、目標減速度が0GからaGまで上昇する。
これに対し、目標減速度を、上昇する回生分と、ホイールシリンダ圧の上昇特性による加
圧分（VDC_P/U）と、により達成する。なお、マスターシリンダ圧が発生しないロススト
ローク（ロッドストローク0mm～bmm）の領域であるため、基本液圧分の発生は無い。
【００６１】
　そして、時刻t2にてロスストロークが終了し、マスターシリンダ圧の発生が開始される
と、この時刻t2から目標減速度が一定値cGになる時刻t3までは、目標減速度がaGからcGま
で上昇する。これに対し、目標減速度を、マスターシリンダ圧の上昇特性による基本液圧
分と、上昇する回生分と、ホイールシリンダ圧の低下特性による加圧分（VDC_P/U）と、
により達成する。
【００６２】
　そして、時刻t3にてロッドストロークがdmmに固定されると、この時刻t3から回生分の
制限が開始される車速になる時刻t4までは、目標減速度がcGのまま維持される。これに対
し、目標減速度を、マスターシリンダ圧の一定特性による基本液圧分と、そのときの条件
で許される最大限の回生分と、ホイールシリンダ圧の一定特性による加圧分（VDC_P/U）
と、により達成する。
【００６３】
　そして、時刻t4にて回生分の制限が開始されると、この時刻t4から回生分をゼロとする
車速になる時刻t5までは、目標減速度がcGのまま維持される。これに対し、目標減速度を
、マスターシリンダ圧の一定特性による基本液圧分と、低下特性による回生分と、ホイー
ルシリンダ圧の上昇特性による加圧分（VDC_P/U）と、により達成する。
【００６４】
　そして、時刻t5にて回生分がゼロになると、この時刻t5から車両が停止する時刻t6まで
は、目標減速度がcGのまま維持される。これに対し、目標減速度を、マスターシリンダ圧
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の一定特性による基本液圧分と、ホイールシリンダ圧の一定特性による加圧分（VDC_P/U
）と、により達成する。なお、この時刻t5～時刻t6の領域は、回生分がゼロになるため、
加圧分（VDC_P/U）による減速度依存が大きくなる。
【００６５】
　したがって、ブレーキ操作時に実行される回生協調ブレーキ制御では、図１０の最上部
に目標減速度特性に示すように、全体領域であらわされる制動エネルギーのうち、回生分
としての占有領域を回生エネルギー分とし、車載バッテリに回収することができる。
【００６６】
　［目標減速度特性マップ設定作用］
上記比較例の課題で述べたように、マスターシリンダ圧発生開始ポイントの実際値は、メ
カバラツキを原因として設計値からずれてしまうことが避けられない。このため、マスタ
ーシリンダ圧発生開始ポイントの実際値を確認し、目標減速度特性を適切に設定すること
が必要である。以下、これを反映する目標減速度特性マップ設定作用を説明する。
【００６７】
　ブレーキペダル１１への操作が無いときは、図４のフローチャートにおいて、ステップ
Ｓ１→ステップＳ２→リターンへと進む流れが繰り返される。そして、ブレーキペダル１
１への操作が開始されるがマスターシリンダ圧の発生が無いロスストローク域の間は、図
４のフローチャートにおいて、ステップＳ１→ステップＳ２→ステップＳ３→リターンへ
と進む流れが繰り返される。そして、ロスストローク域を脱してマスターシリンダ圧の発
生が開始されると、図４のフローチャートにおいて、ステップＳ１→ステップＳ２→ステ
ップＳ３→ステップＳ４→ステップＳ５へと進む。ステップＳ４では、マスターシリンダ
圧の発生開始時のペダルストローク位置が実マスターシリンダ圧発生開始ポイントとして
記憶される。次のステップＳ５では、実マスターシリンダ圧発生開始ポイントで上乗せ目
標制動力が最大値になるように、ストローク変化に対して滑らかに変化する目標減速度特
性が目標減速度特性マップとして設定される。
よって、目標減速度特性マップを設定するに際し、マスターシリンダ圧の発生開始時のペ
ダルストローク位置を検出することで実マスターシリンダ圧発生開始ポイントが確認され
る。そして、確認された実マスターシリンダ圧発生開始ポイントでの目標減速度が、基本
液圧分に上乗せする上乗せ目標制動力の最大値（＝回生ギャップ）による適切な値に設定
されることになる。
【００６８】
　上記比較例の課題で説明したように、制動系構成要素の製造バラツキや組み付けバラツ
キ等のメカバラツキを原因として、実マスターシリンダ圧発生開始ポイントが設計値より
遅れたり早過ぎたりすることがある。しかし、設計値からのズレがどちらの方向に生じて
いても、検出された実マスターシリンダ圧発生開始ポイントでの特性値が、上乗せ目標制
動力の最大値（＝回生ギャップ）とされる。そして、図１１および図１２に示すように、
実マスターシリンダ圧発生開始ポイントＢ，Ｃで上乗せ目標制動力の最大値である回生ギ
ャップだけオフセットした値を特性線上の値とし、ブレーキペダルストローク変化に対し
て滑らかに変化する目標減速度特性に設定される。
【００６９】
　例えば、実マスターシリンダ圧発生開始ポイントＢが設計値マスターシリンダ圧発生開
始ポイントＡより遅れているときには、図１１の対策後目標減速度特性に示すように、ブ
レーキペダルストロークの全域変化に対して滑らかに変化する制動目標値特性に設定され
ることになる。つまり、ゼロストロークからポイントＢまでは、回生ギャップまで徐々に
立ち上がる曲線を描く特性とされ、ポイントＢ以降のストローク域は、MC圧による減速度
特性に沿って回生ギャップ分の間隔を保ちながら曲線を描く特性とされる。
したがって、図１１の対策前目標減速度特性に示すように、ポイントＡからポイントＢま
でのストローク域にてブレーキペダルストロークが進むにもかかわらず、制動目標値の上
昇が抑えられることがない。つまり、図１１の対策後目標減速度特性に示すように、ポイ
ントＡからポイントＢまでのストローク域にてブレーキペダルストロークの進みに対し目
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標減速度が滑らかに上昇し、良好なブレーキフィーリングが達成される。
【００７０】
　一方、実マスターシリンダ圧発生開始ポイントＣが設計値マスターシリンダ圧発生開始
ポイントＡより早過ぎるときには、図１２の対策後目標減速度特性に示すように、ブレー
キペダルストロークの全域変化に対して滑らかに変化する制動目標値特性に設定されるこ
とになる。つまり、ゼロストロークからポイントＣまでは、回生ギャップまで徐々に立ち
上がる曲線を描く特性とされ、ポイントＣ以降のストローク域は、MC圧による減速度特性
に沿って回生ギャップ分の間隔を保ちながら曲線を描く特性とされる。
したがって、図１２の対策前目標減速度特性に示すように、全ストローク域において目標
減速度が低く抑えられることがない。つまり、図１２の対策後目標減速度特性に示すよう
に、ポイントＣ以前のストローク域において上乗せ制動力を拡大し、ポイントＣ以降のス
トローク域において上乗せ制動力として回生ギャップによる制動力分を残した高い目標減
速度とされる。これにより、燃費性能の向上に有効である回生エネルギーの確保が達成さ
れる。
【００７１】
　上記のように、実施例１では、ブレーキ操作時に検出した実マスターシリンダ圧発生開
始ポイントＢ，Ｃにおいて回生ギャップによる値を特性線上の値とし、ブレーキペダルス
トローク変化に対して滑らかに変化する目標減速度特性に設定する構成を採用した。
この構成により、マスターシリンダ圧発生開始ポイントの実際値がメカバラツキにより設
計値からずれることによる目標減速度の誤差影響が排除される。
したがって、回生協調ブレーキ制御時、マスターシリンダ圧発生開始ポイントのメカバラ
ツキ影響を排除した目標減速度を設定することにより、良好なブレーキフィーリングと回
生エネルギーの確保が達成される。
【００７２】
　次に、実施例１でのオフセット補正による目標減速度特性の設定手法を説明する。
まず、基準マップ設定部９ａにおいて、図１３(a)に示すように、設計値ロスストローク
に基づき、ブレーキペダルストローク位置の設計値マスターシリンダ圧発生開始ポイント
Ａを決める。そして、設計値ポイントＡにて上乗せ目標制動力の最大値（＝回生ギャップ
）になるように設定した基準目標減速度特性Gaによる基準マップを、予め設定しておく。
そして、目標減速度特性マップ設定部９ｂにおいて、ペダルストロークセンサ値とMC圧セ
ンサ値に基づき、ブレーキ操作時、ブレーキペダルストローク位置の実マスターシリンダ
圧発生開始ポイントＢ，Ｃを検出する。
【００７３】
　この検出した実マスターシリンダ圧発生開始ポイントＢが、設計値マスターシリンダ圧
発生開始ポイントＡより遅いときには、図１３(b)に示すように、実マスターシリンダ圧
発生開始ポイントＢにて上乗せ制動分が最大値の回生ギャップになるように、基準マップ
設定部９ａから読み込んだ基準目標減速度特性Gaをストローク増大方向にずらすオフセッ
ト補正により目標減速度特性Gbを設定する。
【００７４】
　一方、検出した実マスターシリンダ圧発生開始ポイントＣが、設計値マスターシリンダ
圧発生開始ポイントＡより早過ぎるときには、図１３(c)に示すように、実マスターシリ
ンダ圧発生開始ポイントＣにて上乗せ制動分が最大値の回生ギャップになるように、基準
マップ設定部９ａから読み込んだ基準目標減速度特性Gaをストローク減少方向にずらすオ
フセット補正により目標減速度特性Gcを設定する。
【００７５】
　上記のように、実施例１では、基準目標減速度特性Gaを予め記憶設定しておき、基準目
標減速度特性Gaをストローク方向にずらすオフセット補正により目標減速度特性Gbや目標
減速度特性Gcを設定する構成を採用した。
この構成により、実マスターシリンダ圧発生開始ポイントにて上乗せ制動分が最大値とな
るように決めた後、この決めた点を通る特性曲線を実マスターシリンダ圧発生開始ポイン
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ト毎に作成したり、実マスターシリンダ圧発生開始ポイントが変化する毎に作成したりと
いうような面倒な処理を要しない。
したがって、マスターシリンダ圧発生開始ポイントのメカバラツキ影響を排除する目標減
速度特性の設定を、基準目標減速度特性Gaのオフセット補正という簡単な処理により行え
る。
【００７６】
　［目標減速度特性マップ補正作用］
マスターシリンダ圧発生開始ポイントの実際値が設計値からずれてしまう原因としては、
上記目標減速度特性マップ設定作用で述べたメカバラツキ以外にブレーキ踏み速度の違い
がある。このため、目標減速度特性の適切な設定を追求する場合、ブレーキ踏み速度の違
いによる影響を排除することが必要である。以下、これを反映する目標減速度特性マップ
補正作用を説明する。
【００７７】
　ブレーキ操作すると、図５のフローチャートにおいて、ステップＳ２１→ステップＳ２
２→ステップＳ２３へと進み、ステップＳ２３では、ブレーキペダル踏み込み速度が算出
され、ペダル踏み込み速度による目標減速度特性マップの補正が行われる。この目標減速
度特性マップの補正は、設定された目標減速度特性マップが有するペダル踏み込み速度情
報と、ステップＳ２３で算出されたペダル踏み込み速度と、が異なるときに行われる。
ここで、ペダル踏み込み速度による補正の考え方は、ペダル踏み込み速度が速いほどマス
ターシリンダ圧の発生開始タイミングが早期となり、マスターシリンダ圧発生開始ポイン
トがペダルストロークの低い側に移行する。このため、ペダル踏み込み速度によるストロ
ークの移行量を補正量とする。
【００７８】
　例えば、実マスターシリンダ圧発生開始ポイントＢにて上乗せ制動分が最大値の回生ギ
ャップになるように目標減速度特性Gbが設定されたときには、下記のようにペダル踏み込
み速度による目標減速度特性マップの補正が行われる。
設定された目標減速度特性Gbが有するペダル踏み込み速度情報よりブレーキペダル踏み込
み速度が大であるとき、実マスターシリンダ圧発生開始ポイントＢまでのロスストローク
を短くするようにストローク方向（図１４の左方向）にずらすオフセット補正をし、目標
減速度特性Gb'とされる。逆に、設定された目標減速度特性Gbが有するペダル踏み込み速
度情報よりブレーキペダル踏み込み速度が小であるとき、実マスターシリンダ圧発生開始
ポイントＢまでのロスストロークを長くするようにストローク方向（図１４の右方向）に
ずらすオフセット補正をし、目標減速度特性Gb"とされる。
【００７９】
　例えば、実マスターシリンダ圧発生開始ポイントＣにて上乗せ制動分が最大値の回生ギ
ャップになるように目標減速度特性Gcが設定されたときには、下記のようにペダル踏み込
み速度による目標減速度特性マップの補正が行われる。
設定された目標減速度特性Gcが有するペダル踏み込み速度情報よりブレーキペダル踏み込
み速度が大であるとき、実マスターシリンダ圧発生開始ポイントＣまでのロスストローク
を短くするようにストローク方向（図１５の左方向）にずらすオフセット補正をし、目標
減速度特性Gc'とされる。逆に、設定された目標減速度特性Gcが有するペダル踏み込み速
度情報よりブレーキペダル踏み込み速度が小であるとき、実マスターシリンダ圧発生開始
ポイントＣまでのロスストロークを長くするようにストローク方向（図１５の右方向）に
ずらすオフセット補正をし、目標減速度特性Gc"とされる。
【００８０】
　なお、設定された目標減速度特性マップGb,Gcが有するペダル踏み込み速度情報と、ス
テップＳ２３で算出されたペダル踏み込み速度が一致する、または、両速度差が許容範囲
内であるときは、設定された目標減速度特性マップGb,Gcの補正を要さない。
【００８１】
　上記のように、実施例１では、ブレーキ操作による実マスターシリンダ圧発生開始ポイ
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ントを検出する際、そのときのブレーキペダル踏み込み速度を算出し、踏み込み速度情報
を有する目標減速度特性マップとして設定する。そして、回生協調ブレーキ制御時、踏み
込み速度情報とブレーキペダル踏み込み速度の検出値が異なるとき、目標減速度特性に対
し、踏み速度が大であるほど、ロスストロークを短くするようにストローク方向にずらす
オフセット補正を行う構成を採用した。
この構成により、メカバラツキの影響を除外した目標減速度特性マップに有する踏み込み
速度情報が、ペダル踏み込み速度による影響を除外する目標減速度特性マップの補正に利
用されることになる。
したがって、回生協調ブレーキ制御時、メカバラツキの影響を除外した目標減速度特性マ
ップに対する簡単なオフセット補正処理により、メカバラツキの影響とペダル踏み込み速
度による影響を共に除外した精度の高い目標減速度特性マップに補正される。
【００８２】
　次に、効果を説明する。
実施例１のハイブリッド車のブレーキ制御装置にあっては、下記に列挙する効果を得るこ
とができる。
【００８３】
　(1) ブレーキ操作に応じたマスターシリンダ圧を発生するマスターシリンダ１３と、
　前後輪の各輪に設けられ、ホイールシリンダ圧に応じて各輪に液圧制動力を与えるホイ
ールシリンダ４FL，４FR，４RL，４RRと、
　前記マスターシリンダ１３と前記ホイールシリンダ４FL，４FR，４RL，４RRとの間に介
装され、ポンプ用モータ（VDCモータ２１）により駆動する液圧ポンプ２２，２２と、前
記ポンプ用モータ（VDCモータ２１）の作動時、ホイールシリンダ圧とマスターシリンダ
圧の差圧を制御する差圧弁（第１M/Cカットソレノイドバルブ２５、第２M/Cカットソレノ
イドバルブ２６）と、を有するブレーキ液圧アクチュエータ（VDCブレーキ液圧ユニット
２）と、
　駆動輪に連結された走行用電動モータ５に接続され、前記走行用電動モータ５により発
生する回生制動力を制御する回生制動力制御手段（モータコントローラ８）と、
　ブレーキ操作時、ブレーキペダルストローク検出値と制動目標値特性マップを用いて算
出した制動目標値（目標減速度）を、前記マスターシリンダ圧による基本液圧分と、前記
回生制動力による回生分と前記ブレーキ液圧アクチュエータ（VDCブレーキ液圧ユニット
２）による加圧分のうち少なくとも一方による上乗せ制動分と、の総和で達成する制御を
行う回生協調ブレーキ制御手段（回生協調ブレーキ制御部９ｄ、図５）と、
　ブレーキ操作によりマスターシリンダ圧の発生が開始されるブレーキペダルストローク
位置を検出し、検出された実マスターシリンダ圧発生開始ポイントでの制動目標値（目標
減速度）が、前記上乗せ制動分の最大値（回生ギャップ）になるように、ストローク変化
に対して滑らかに変化する制動目標値特性（目標減速度特性）を設定する制動目標値特性
マップ設定手段（目標減速度特性マップ設定部９ｂ、図４）と、
　を備える。
このため、回生協調ブレーキ制御時、マスターシリンダ圧発生開始ポイントのメカバラツ
キ影響を排除した制動目標値（目標減速度）を設定することにより、良好なブレーキフィ
ーリングと回生エネルギーの確保を達成することができる。
【００８４】
　(2) ブレーキペダルストローク量が設計値ロスストロークに達するストローク位置を設
計値マスターシリンダ圧発生開始ポイントＡとし、該設計値マスターシリンダ圧発生開始
ポイントＡでの制動目標値（目標減速度）を前記上乗せ制動分の最大値（回生ギャップ）
とし、ストローク変化に対して滑らかに変化する基準制動目標値特性（基準目標減速度特
性）を予め設定しておく基準制動目標値特性マップ設定手段（基準マップ設定部９ａ）と
、を備え、
　前記制動目標値特性マップ設定手段（目標減速度特性マップ設定部９ｂ、図４）は、ブ
レーキペダルストローク量が実ロスストロークに達するストローク位置を実マスターシリ
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ンダ圧発生開始ポイントＢ，Ｃとし、前記実マスターシリンダ圧発生開始ポイントＢ，Ｃ
と前記設計値マスターシリンダ圧発生開始ポイントＡに位置ずれがあるとき、前記基準制
動目標値特性（基準目標減速度特性Ga）の設計値マスターシリンダ圧発生開始ポイントＡ
をストローク方向にずらして実マスターシリンダ圧発生開始ポイントＢ，Ｃに一致させる
オフセット補正により、ストローク変化に対して滑らかに変化する制動目標値特性（目標
減速度特性Gb,Gc）を設定する（図４のステップＳ５）。
このため、上記(1)の効果に加え、マスターシリンダ圧発生開始ポイントのメカバラツキ
影響を排除する制動目標値特性（目標減速度特性Gb,Gc）の設定を、基準制動目標値特性
（基準目標減速度特性Ga）のオフセット補正という簡単な処理により行えることができる
。
【００８５】
　(3) 前記制動目標値特性マップ設定手段（目標減速度特性マップ設定部９ｂ、図４）は
、ブレーキ操作によりマスターシリンダ圧の発生が開始されるブレーキペダルストローク
位置を検出する際、そのときのブレーキペダル踏み込み速度を算出し（図４のステップＳ
５）、踏み込み速度に応じた制動目標値特性マップの補正を行う（図５のステップＳ２３
）。
このため、上記(1)または(2)の効果に加え、回生協調ブレーキ制御時、メカバラツキの影
響とペダル踏み込み速度による影響を共に除外した精度の高い目標制動値特性マップ（目
標減速度特性マップ）に補正することができる。
【００８６】
　以上、本発明の電動車両のブレーキ制御装置を実施例１に基づき説明してきたが、具体
的な構成については、この実施例１に限られるものではなく、特許請求の範囲の各請求項
に係る発明の要旨を逸脱しない限り、設計の変更や追加等は許容される。
【００８７】
　実施例１では、制動目標値特性マップ設定手段として、ストロークに対する目標減速度
マップを用いる例を示した。しかし、ストロークに対する目標制動力マップ、ストローク
に対するドライバー要求減速度マップ、ストロークに対するドライバー要求制動力マップ
、等を用いるようにしても良い。さらに、ストロークに対する目標減速度特性を演算式に
より設定し、逐次、演算値により目標減速度を求めるようにする例としても良い。つまり
、ブレーキ操作時、ブレーキペダルストロークにあらわれるドライバー要求の制動性能を
反映する制動目標値特性を設定する手段であれば、特性線によるマップを使う例に限らず
、制動目標値特性演算式によるマップを用いた特性設定や特性演算式の補正方法を適用す
る例としても良い。
【００８８】
　実施例１では、制動目標値特性マップ設定手段として、検出された実マスターシリンダ
圧発生開始ポイントでの目標減速度が、上乗せ制動分の最大値（回生ギャップ）になるよ
うに、ストローク変化に対して滑らかに変化する目標減速度特性を設定する例を示した。
しかし、検出された実マスターシリンダ圧発生開始ポイントでの目標減速度が、上乗せ制
動分の最大値（回生ギャップ）とのずれが許容範囲内に収まる値になるように、ストロー
ク変化に対して滑らかに変化する目標減速度特性を設定するようにしても良い。
【００８９】
　実施例１では、目標減速度特性マップを設定する際、ストロークに対する基準目標減速
度特性マップをオフセット補正により設定する例を示した。しかし、ストロークに対する
基準目標減速度特性マップの勾配のみを変更して目標減速度特性マップを設定する例とし
てもよい。また、基準目標減速度特性マップを設定することなく、検出された実マスター
シリンダ圧発生開始ポイントでの目標減速度を、上乗せ制動分の最大値域として目標減速
度特性を作成するような例としても良い。さらに、実マスターシリンダ圧発生開始ポイン
トをブレーキ制動経験により得られた複数のデータに基づき学習補正し、経年変化やブレ
ーキ液温度によるバラツキに対応するようにしても良い。なお、目標減速度特性マップの
設定タイミングは、製造オフラインチェック時でも良いし、また、イグニッションキース
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イッチがオンとなった直後のブレーキ操作時でも良い。
【００９０】
　実施例１では、ブレーキペダル踏み込み速度に対するマップ補正手法として、実マスタ
ーシリンダ圧発生開始ポイントの検出時における踏み込み速度情報を有する目標減速度特
性マップを設定しておく。そして、回生協調ブレーキ制御側での踏み込み速度比較に基づ
き、設定されている目標減速度特性マップをオフセット補正する例を示した。しかし、目
標減速度特性マップ設定部にメモリ容量に余裕がある場合には、複数に分けた踏み込み速
度領域毎にそれぞれ目標減速度特性マップを設定しておく例としても良い。この場合、回
生協調ブレーキ制御側において、そのときのブレーキ踏み込み速度に応じ、設定されてい
る複数の目標減速度特性マップの中から最適なマップを選択して読み込む。
【００９１】
　実施例１では、ブレーキ液圧アクチュエータとして、図２に示すVDCブレーキ液圧ユニ
ット２を利用する例を示した。しかし、ブレーキ液圧アクチュエータとしては、VDCモー
タにより駆動する液圧ポンプと、ポンプ用モータの作動時、ホイールシリンダ圧とマスタ
ーシリンダ圧の差圧を制御する差圧弁と、を有するものであれば良い。
【００９２】
　実施例１では、本発明のブレーキ制御装置を、前輪駆動のハイブリッド車へ適用した例
を示した。しかし、後輪駆動のハイブリッド車、電気自動車、燃料電池車、等の電動車両
であり、液圧制動力と回生制動力による回生協調ブレーキ制御を行うものであれば、本発
明のブレーキ制御装置を適用することができる。
【符号の説明】
【００９３】
１　ブレーキ液圧発生装置
２　VDCブレーキ液圧ユニット（ブレーキ液圧アクチュエータ）
２１　VDCモータ（ポンプ用モータ）
２２　液圧ポンプ
２５　第１M/Cカットソレノイドバルブ（差圧弁）
２６　第２M/Cカットソレノイドバルブ（差圧弁）
３　ストロークセンサ
４FL　左前輪ホイールシリンダ
４FR　右前輪ホイールシリンダ
４RL　左後輪ホイールシリンダ
４RR　右後輪ホイールシリンダ
５　走行用電動モータ
６１　プライマリ液圧管
６２　セカンダリ液圧管
６３　左前輪液圧管
６４　右前輪液圧管
６５　左後輪液圧管
６６　右後輪液圧管
７　ブレーキコントローラ
８　モータコントローラ（回生制動力制御手段）
９　統合コントローラ
９ａ　基準マップ設定部（基準制動目標値特性マップ設定手段）
９ｂ　目標減速度特性マップ設定部（制動目標値特性マップ設定手段）
９ｃ　目標減速度算出部（回生協調ブレーキ制御手段）
９ｄ　回生協調ブレーキ制御部（回生協調ブレーキ制御手段）
９１　バッテリコントローラ
９２　車速センサ
９３　ブレーキスイッチ
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