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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の衝突予知度合いに応じて作動する車両用安全装置であって、
　自車両とこの自車両前方の障害物との相対的な位置関係をもとに、自車両の衝突予知度
合いを判定する判定手段と、
　前記判定手段の判定結果をもとに、前記自車両の衝突予知度合いが所定のしきい値を越
えた時点における、ブレーキアシスト制御が開始される前の運転者のブレーキ操作状態量
を記憶する記憶手段と、
　ブレーキアシスト制御が開始される前に前記記憶手段で記憶された前記ブレーキ操作状
態量を基準レベルとし、この基準レベルからの増加量に応じて当該安全装置を動作させる
動作制御手段とを備え、
　前記動作制御手段は、前記基準レベルとこの基準レベルからの増加量とに基づいて、制
動増加量を設定し、運転者によるブレーキペダル操作及び前記自車両の衝突予知度合いに
基づいて、ブレーキアシスト制御を開始することを特徴とする車両用安全装置。
【請求項２】
　請求項１記載の車両用安全装置において、
　前記判定手段によって、所定レベル以上の前記衝突予知度合いが一定期間継続した場合
に、前記動作制御手段による制御処理を禁止する禁止手段をさらに備える車両用安全装置
。
【請求項３】
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　請求項１記載の車両用安全装置において、
　車速が停止状態を含む所定の低車速の場合、或いは、シフトレバの操作位置が非前進位
置の場合の少なくとも一方である場合に、前記動作制御手段による制御処理を禁止する禁
止手段をさらに備える車両用安全装置。
【請求項４】
　請求項１記載の車両用安全装置において、
　前記動作制御手段は、前記基準レベルからの増加量に応じて当該安全装置の動作制御を
行う際、同じ増加量であっても、前記衝突予知度合いが高い領域では低い領域に比べて、
この増加量がより多い場合の動作制御を実施する車両用安全装置。
【請求項５】
　請求項１記載の車両用安全装置において、
　前記動作制御手段は、前記ブレーキ操作状態量の基準レベルからの増加量が所定の微少
増加の範囲内である場合に、この微少増加の範囲を超える所定の増加量に応じた、当該安
全装置の動作制御を実施する最小制御手段をさらに備える車両安全装置。
【請求項６】
　請求項５記載の車両用安全装置において、
　前記ブレーキ操作状態量の基準レベルからの増加量が所定の微少増加の範囲内で、かつ
、前記ブレーキ操作状態量の基準レベルが所定の緩ブレーキの範囲内である場合には、前
記最小制御手段による動作制御を禁止する禁止手段をさらに備える車両用安全装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６記載の車両用安全装置において、
　前記安全装置は、ブレーキアシスト力を発生して、ブレーキ操作に応じたブレーキ力を
より増加させるブレーキ制御手段を備えており、
　前記動作制御手段は、前記ブレーキ制御手段の動作制御を実施して、前記ブレーキ操作
状態量の基準レベルからの増加量が多いほど、より大きなブレーキアシスト力を発生させ
ることを特徴とする車両用安全装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７記載の車両用安全装置において、
　前記運転者のブレーキ操作状態量は、運転者のブレーキ操作力を示す状態量である車両
用安全装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、車両が衝突する危険性の高い場合などに作動する車両用安全装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来から、車間距離が所定のしきい値よりも下回った場合に、運転者のブレーキ操作によ
って発生するブレーキ圧よりも高いブレーキ圧を付与するブレーキアシストシステムを搭
載した車両用安全装置が知られている。例えば下記特許文献１では、ブレーキアシストが
個々の運転者にとって好適なものとなるように、運転者の運転パターンから、運転者の特
性にあった車間距離のしきい値を設定する技術が開示されている。そして、車間距離がこ
のしきい値以下となり、かつブレーキペダルの操作が所定のストローク速度を超えた場合
に、ブレーキアシスト制御が開始される。
【０００３】
【特許文献１】
特開平１１－１２４０１９号公報（１１～１２頁、図６）
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
特許文献１に開示されているように、運転者の特性に応じて、車間距離のしきい値が好適
に設定されたとしても、ブレーキペダルの操作が所定のストローク速度を超えない限り、
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ブレーキアシスト制御は開始されず、ブレーキアシスト制御の効果が発揮されるのは、運
転者がブレーキペダルを所定のストローク速度以上で踏み込み操作をした場合に限られて
しまう。
【０００５】
この点、ブレーキアシスト制御の開始条件となるストローク速度のしきい値を低く設定し
て対応することも想定されるが、車間距離が所定のしきい値以下となった際に、例えば運
転者がゆっくりとしたブレーキ操作を行っていた場合にも、ブレーキアシスト制御の開始
にともなって規定のブレーキアシスト力が付与されて制動力が急増し、ブレーキペダルの
操作感とは大きく異なった減速度を運転者が感じることとなってしまう。
【０００６】
また、ブレーキ操作と共にステアリング操作によって回避動作を行う場合には、回避操作
中に、運転者のブレーキフィーリングとは大きく異なった車両減速度が発生され、この影
響で回避操作の操舵感が低下する場合も起こり得る。
【０００７】
本発明はこのような課題を解決すべく成されたものであり、その目的は、運転者がブレー
キ操作を行った際の実際の操作感が十分に反映された形で安全装置を動作させることで、
運転者に違和感を与えることなく安全装置の性能を好適に発揮させることができる車両用
安全装置を提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　請求項１にかかる車両用安全装置は、車両の衝突予知度合いに応じて作動する車両用安
全装置であって、自車両とこの自車両前方の障害物との相対的な位置関係をもとに、自車
両の衝突予知度合いを判定する判定手段と、判定手段の判定結果をもとに、自車両の衝突
予知度合いが所定のしきい値を越えた時点における、ブレーキアシスト制御が開始される
前の運転者のブレーキ操作状態量を記憶する記憶手段と、ブレーキアシスト制御が開始さ
れる前に記憶手段で記憶されブレーキ操作状態量を基準レベルとし、この基準レベルから
の増加量に応じて当該安全装置を動作させる動作制御手段とを備え、動作制御手段は、基
準レベルとこの基準レベルからの増加量とに基づいて、制動増加量を設定し、運転者によ
るブレーキペダル操作及び前記自車両の衝突予知度合いに基づいて、ブレーキアシスト制
御を開始することを特徴とする。
【０００９】
動作制御手段は、記憶手段で記憶された基準レベルからの増加量に応じて安全装置の動作
制御を行うので、運転者のブレーキ操作状態量の増加傾向が小の場合には安全装置の動作
が過剰とならず、また、ブレーキ操作状態量の増加傾向が大の場合には安全装置の性能が
十分に発揮されるように動作制御が実施される。なお、衝突予知度合いが所定のしきい値
を越えた時点とは、しきい値を越える直前の時点も含むものとする。
【００１０】
請求項２にかかる車両用安全装置は、請求項１記載の車両用安全装置において、判定手段
によって、所定レベル以上の衝突予知度合いが一定期間継続した場合に、動作制御手段に
よる制御処理を禁止する禁止手段をさらに備えて構成する。
【００１１】
このような禁止手段を備えることにより、例えばセンサ故障などにより誤判定が継続して
行われた場合に、車両用安全装置の不要な動作が防止される。
【００１２】
請求項３にかかる車両用安全装置は、請求項１記載の車両用安全装置において、車速が停
止状態を含む所定の低車速の場合、或いは、シフトレバの操作位置が非前進位置の場合の
少なくとも一方である場合に、動作制御手段による制御処理を禁止する禁止手段をさらに
備えて構成する。
【００１３】
車速が低車速或いは停止中の場合には、このような安全装置の動作制御が不要な場合が多
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いが、相手車両と比較的近い位置関係となり得ることなどから、安全装置が作動し得る状
況となる場合も多い。また、シフトレバの操作位置がＮ（ニュートラル）やＰ（パーキン
グ）などの非前進位置の場合にも、安全装置の必要性は低い。そこで、このように車速が
低車速の場合、シフトレバの操作位置が非前進位置の場合には、安全装置の動作制御が不
要であるとみなすこととして、禁止手段によって動作制御手段による制御処理を禁止して
、車両用安全装置の不要な作動を防止する。
【００１４】
なお、判定手段による判定処理自体が禁止されことで、この判定結果が動作制御手段に与
えられない状態となって、結果的に動作制御手段の制御処理が禁止される。従って、禁止
手段は、判定手段による判定処理を禁止する場合も含むものとする。
【００１５】
請求項４にかかる車両用安全装置は、請求項１記載の車両用安全装置において、動作制御
手段は、基準レベルからの増加量に応じて当該安全装置の動作制御を行う際、同じ増加量
であっても、衝突予知度合いが高い領域では低い領域に比べて、この増加量がより多い場
合の動作制御を実施する。
【００１６】
衝突予知度合いが高い領域では、基準レベルからの増加量がより多い場合の動作制御を動
作制御手段において実施させることで、安全装置の性能がより多く発揮される。また、衝
突予知度合いが低い領域では、安全装置の動作が過剰となることを防止する。
【００１７】
請求項５にかかる車両用安全装置は、請求項１記載の車両用安全装置において、動作制御
手段は、ブレーキ操作状態量の基準レベルからの増加量が所定の微少増加の範囲内である
場合に、この微少増加の範囲を超える所定の増加量に応じた、当該安全装置の動作制御を
実施する最小制御手段をさらに備えて構成する。
【００１８】
動作制御手段によって、基準レベルからの増加量に応じて安全装置を動作させるため、例
えばブレーキ操作状態量の基準レベルからの増加量が小さい場合には、安全装置の動作も
僅かなものになってしまい、その性能が十分に発揮されない事態も生じ得る。そこで、衝
突予知度合いが所定のしきい値を越えている状況であることも考慮し、ブレーキ操作状態
量の基準レベルからの増加量が所定の微少増加の範囲内である場合であっても、最小制御
手段によって、この微少増加の範囲を超える所定の増加量に応じた動作制御を実施して、
最低限必要となる安全装置の性能を確実に発揮させる。
【００１９】
請求項６にかかる車両用安全装置は、請求項５記載の車両用安全装置において、ブレーキ
操作状態量の基準レベルからの増加量が所定の微少増加の範囲内で、かつ、ブレーキ操作
状態量の基準レベルが所定の緩ブレーキの範囲内である場合には、最小制御手段による動
作制御を禁止する禁止手段をさらに備えて構成する。
【００２０】
判定手段の判定結果を受けて、自車両の衝突予知度合いが所定のしきい値を越えた時点の
ブレーキ操作状態量を基準レベルとするが、この基準レベルが緩ブレーキの範囲内の場合
には、安全装置を動作させる必要性は低く、判定手段が誤って衝突予知度合いが大である
と判定している可能性が大である。このような場合に最小制御手段が働くと、安全装置が
作動してしまい、運転者に違和感を与えてしまう。そこで、ブレーキ操作状態量の基準レ
ベルが緩ブレーキの範囲内の場合には、禁止手段によって、最小制御手段による安全装置
の動作制御を禁止することで、緩ブレーキ時に安全装置が誤作動した場合の違和感が低減
される。
【００２１】
請求項７にかかる車両用安全装置は、請求項１乃至６記載の車両用安全装置において、安
全装置は、ブレーキアシスト力を発生して、ブレーキ操作に応じたブレーキ力をより増加
させるブレーキ制御手段を備えており、動作制御手段は、ブレーキ制御手段の動作制御を
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実施して、ブレーキ操作状態量の基準レベルからの増加量が多いほど、より大きなブレー
キアシスト力を発生させることを特徴とする。
【００２２】
安全装置に備えられたブレーキ制御手段を動作制御手段によって動作制御する。これによ
り、ブレーキ操作状態量の基準レベルからの増加量に応じたブレーキアシスト力が発生さ
れることとなり、運転者のブレーキ操作状態量の増加傾向が小の場合には過剰なブレーキ
アシスト力が発生されず、また、ブレーキ操作状態量の増加傾向が大の場合にはより大き
なブレーキアシスト力が発生される。
【００２３】
請求項８にかかる車両用安全装置は、請求項１乃至７記載の車両用安全装置において、運
転者のブレーキ操作状態量は、運転者のブレーキ操作力を示す状態量である。
【００２４】
ブレーキペダルを踏む力となる踏力、この踏力によって昇圧されるマスターシリンダ圧な
どは、運転者のブレーキ操作力を示す状態量となり、急制動が必要な状況ほど、換言すれ
ば安全装置を作動させる必要性が高いほど、より大きなブレーキ操作力が作用する。この
ように運転者のブレーキ操作力をもとに安全装置の動作制御を実施することで、運転者に
違和感を与えることなく安全装置の性能を好適に発揮させることができる。
【００２５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明にかかる車両用安全装置の実施形態について添付図面を参照して説明する。
【００２６】
図１に車両用安全装置の全体的な構成を示す。この車両用安全装置は、衝突の危険性が高
い場合にブレーキアシスト力を付与する安全装置であって、自車両と自車前方の障害物と
の相対的な位置関係をもとに自車両の衝突予知レベルを判定する衝突予知判定部１００、
衝突予知判定部１００の判定結果を受けてブレーキアシスト量を設定するブレーキ制御量
演算部２００、ブレーキ制御量演算部２００で演算されたブレーキ制御量に応じたブレー
キアシスト力を発生するブレーキアクチュエータ３００等を備えて構成している。
【００２７】
衝突予知レベルを判定する衝突予知判定部１００には、自車両と自車両前方の物体との距
離及び相対速度をレーダデータとして検知する距離レーダを備えた障害物センサ１０、車
両に作用する前後方向の加速度を検知する加速度センサ１２、車輪の回転速度を検出する
車輪速度センサ１４の各検出結果が与えられる。衝突予知判定部１００では、障害物セン
サ１０の検出結果から得られる自車両前方の物体との距離情報及び相対速度情報や、加速
度センサ１２の検出結果から得られる自車両の加減速度情報、車輪速度センサ１４の検出
結果から得られる車速情報をもとに、自車両前方の物体との距離（車間距離）及び相対速
度を求めると共に、Ｔ＝（距離）／（相対速度）を演算する。そして、この演算結果Ｔを
、図２に示した変換図に従って危険予知レベルαに変換することで、危険予知度合いを判
定する。この演算結果Ｔは「衝突までの時間」に相当する値であって、演算結果Ｔの値が
小さいほど、危険予知レベルαが大となる傾向となっている。なお、Ｔの演算処理の際に
、車速が高いほどＴの値がより小さくなるような係数を車速に応じて設定しても良い。ま
た、同一の演算結果Ｔであっても、高車速ほど危険予知指数αの値が大きくなるような補
正処理を実施してもよい。
【００２８】
ブレーキ制御量演算部２００は、このような衝突予知判定部１００の判定結果の他、マス
タシリンダ内の液圧を検出するマスタ圧センサ１６，ブレーキペダルのストローク量を検
出するペダルストロークセンサ１８、ブレーキペダルを踏み込む力としての踏力を検出す
るペダル踏力センサ２０の各センサの検出結果や、シフトレバの操作レンジを示すシフト
位置センサ、各車輪の回転速度を示す車輪速度センサ１４の検出結果が与えられ、これら
の入力情報をもとにブレーキアクチュエータ３００の動作制御を実行する。
【００２９】
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図３にブレーキアクチュエータ３００の構成を示す。
【００３０】
マスタシリンダ２内には、直列に接続された２個の独立した圧力室２Ｆ、２Ｒを備えてお
り、各圧力室２Ｆ、２Ｒにはそれぞれ作動液が充填されている。ブレーキペダル１が踏み
込まれると、マスタシリンダ２内の圧力室２Ｆ、２Ｒの容積が変化して充填された作動液
の液圧が上昇する機構となっており、圧力室２Ｆにおいて、左右の前輪ＦＬ、ＦＲ側のホ
イールシリンダ６ＦＬ，６ＦＲに作用する液圧が形成され、圧力室２Ｒにおいて、後輪Ｒ
Ｌ、ＲＲ側のホイールシリンダ６ＲＬ，６ＲＲに作用する液圧が形成される。
【００３１】
圧力室２Ｆに接続された液圧通路３０２Ｆの他端側にはマスターカット弁３４０Ｆに接続
されている。マスターカット弁３４０Ｆは、リニア弁と逆止弁と並列に接続して構成して
おり、逆止弁は圧力室２Ｆがホイールシリンダ６ＦＬ，６ＦＲに対して高圧の場合、すな
わち圧力室２Ｆからホイールシリンダ６ＦＬ，６ＦＲ側へ向かう作動液の流通を許容し、
その逆方向への作動液の流通を阻止する機能を有している。また、リニア弁は圧力室２Ｆ
からホイールシリンダ６ＦＬ，６ＦＲ側への作動液の流通を阻止すると共に、ホイールシ
リンダ６ＦＬ，６ＦＲ側から圧力室２Ｆ（又は吸入弁３４２Ｆ）側へ向かう作動液に対し
ては、この間の流通抵抗となるシール力を、与えられる制御信号（電流信号）に応じてリ
ニアに変化させ得る機能を有している。
【００３２】
また、マスターカット弁３４０Ｆとホイールシリンダ６ＦＬ，６ＦＲとを接続する液圧通
路３０４Ｆの途中には、オン・オフ信号によって開弁状態と閉弁状態とが切り換わる常時
開型の開閉弁（ＮＯ弁）３２０Ｆを備えており、この開閉弁３２０Ｆに対して並列に、ホ
イールシリンダ６ＦＬ，６ＦＲ側へ向かう作動液の流通を阻止する逆止弁３２２Ｆを設け
ている。
【００３３】
また、モータＭによって回転駆動される液圧ポンプ３５０Ｆは、ブレーキアシスト力を制
御する際の液圧源として機能し、この液圧ポンプ３５０Ｆの吐出口は、液圧通路３０６Ｆ
によって、吐出口への逆流を阻止する逆止弁３５２Ｆ、ダンパ室３５４Ｆを経由して、マ
スターカット弁３４０Ｆの下流側に接続されている。これにより、液圧ポンプ３５０Ｆか
ら吐出された作動液は、液圧通路３０６Ｆ及び３０４Ｆを経由してホイールシリンダ６Ｆ
Ｌ，６ＦＲに供給可能となっている。
【００３４】
この液圧ポンプ３５０Ｆの吸込口側は、液圧通路３０８Ｆを介してリザーバ３６０Ｆに接
続されており、この液圧通路３０８Ｆには、吸込方向とは逆方向の作動液の流れを阻止す
る逆止弁３５６Ｆ、３５８Ｆを設けている。
【００３５】
また、開閉弁３２０Ｆとホイールシリンダ６ＦＬ，６ＦＲとの間の液圧通路３０４Ｆは、
液圧通路３１０Ｆを介してリザーバ３６０Ｆに接続されており、液圧通路３１０Ｆの途中
には、オン・オフ信号によって開弁状態と閉弁状態とが切り換わる常時閉型の開閉弁（Ｎ
Ｃ弁）３３０Ｆを備えている。
【００３６】
さらに、逆止弁３５６Ｆ、３５８Ｆの間の液圧通路３０８Ｆと、液圧通路３０２Ｆとは、
液圧通路３１２Ｆによって接続されており、液圧通路３１２Ｆの途中には、オン・オフ信
号によって開弁状態と閉弁状態とが切り換わる吸入弁３４２Ｆを備えており、吸入弁３４
２Ｆの開閉を切り換え制御或いはＤｕｔｙ制御することで、液圧ポンプ３５０Ｆへの吸い
込み量が制御でき、これによって液圧ポンプ３５０Ｆからの作動液の吐出量が調整可能で
ある。
【００３７】
これに対し、後輪ＲＬ、ＲＲ側の液圧伝達系となる、圧力室２Ｒとホイールシリンダ６Ｒ
Ｌ，６ＲＲとの間も、前述した前輪ＦＲ、ＦＬ側と同様な構成となっている。図３中、前
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輪ＦＲ、ＦＬ側の各構成要素に付された参照符号の「Ｆ」を「Ｒ」に置き換えて、対応す
る後輪ＲＬ、ＲＲ側の液圧伝達系の各構成要素を示すこととし、説明は省略する。
【００３８】
なお、ブレーキペダル１には、ブレーキベダル１が踏み込まれたストロークを検出するペ
ダルストロークセンサ１８と、ブレーキペダル１を踏み込む力となる踏力を検出するペダ
ル踏力センサ２０とを備えており、また、マスタリシンダ２で発生される油圧を検出する
マスタ圧センサ１６を、液圧通路３０２Ｒに対して設けている。
【００３９】
このように、ポンプや各種の弁装置などによって構成されるブレーキアクチュエータ３０
０は、ブレーキ制御量演算部２００によって動作制御が実施される。ブレーキ制御量演算
部２００は、緊急制動時により大きな制動力を発生させるブレーキアシスト制御、前方車
両との間に所定の車間距離を確保する車間距離制御などの各制御を実行し、各種の制御処
理に応じて、ブレーキアクチュエータ１００の動作制御を行う。
【００４０】
次に、ブレーキ制御量演算部２００で実施するブレーキアクチュエータ３００の制御処理
のうち、ブレーキアシスト制御処理について、図４のフローチャートに沿って説明する。
【００４１】
イグニションスイッチのＯＮ操作によって起動した後、まず、ステップ（以下、「ステッ
プ」を「Ｓ」と記す）１０２に進み、各車輪ＦＬ，ＦＲ，ＲＬ，ＲＲの車輪速度ＷＶ、シ
フトレバのシフト位置情報、マスタ圧Ｐ、衝突予知判定部１００で判定された衝突予知レ
ベルαを読み込み、続くＳ１０４では、各車輪のＦＬ，ＦＲ，ＲＬ，ＲＲの車輪速度ＷＶ
をもとに、自車両の車両速度Ｖを演算する。
【００４２】
続くＳ１０６では、Ｓ１０４で演算した車両速度Ｖが所定の低車速を示すしきい値Ｖｔｈ
よりも小であるかを判断し、続くＳ１０８では、シフトレバの操作位置が、Ｐ（パーキン
グ）レンジ、Ｎ（ニュートラル）レンジ、Ｒ（リバース）レンジのいずれかであるか、す
なわちシフトレバが非前進位置にあるかを判断する。
【００４３】
ここでＳ１０６及びＳ１０８の判断処理について説明する。車両速度Ｖが極く低車速で走
行する状況下では、ブレーキアシスト制御の必要性は低い。さらに、衝突予知判定がレー
ダ装置を用いた障害物センサによって他車両（自車両前方の障害物）との相対的な位置関
係をもとに判断するため、特に、自車両が交差点などで停止中（車両速度Ｖ＝０）の場合
であっても、右折する他車両が接近した場合に衝突予知度レベルが増加して、ブレーキア
クチュエータ３００が不必要に動作する場合も起こり得る。また、自車両がけん引される
場合には、通常、シフトレバの操作位置がＮ（ニュートラル）位置に操作されるが、けん
引する前車との車間距離が比較的近い状況となって衝突予知度レベルが増加する場合が生
じ得る。また、シフトレバをＰ（パーキング）位置に操作して、坂路（特に上り勾配）手
前で駐車した際などには、坂路を自車両前方の障害物として認識する場合がある。また、
シフトレバをＲ（リバース）位置に操作して車両を後退させる場合には、通常、極く低車
速で走行するため、ブレーキアシスト制御の必要性は低い。
【００４４】
このようにＳ１０６及びＳ１０８の判断処理は、実質的に、ブレーキアシスト制御が実行
されることを禁止する禁止条件を判断しており、これらＳ１０６及びＳ１０８で、いずれ
かが「Ｙｅｓ」と判断された場合には、Ｓ１２２に進んで、液圧ポンプ３５０Ｆ、３５０
Ｒを駆動するモータＭをＯＦＦ状態とし、Ｓ１２４に進み、Ｓ１０２で読み込んだマスタ
圧Ｐの値を、ブレーキアシスト力を設定する際の基準となる加圧量基準値Ｐｓとして記憶
させた後、今回のルーチンを終了する。
【００４５】
なお、この状況では、各弁装置に対して動作制御が実行されていないため、各弁装置は初
期状態を維持しており、吸入弁３４２Ｆ、３４２Ｒが閉弁状態、開閉弁３２０Ｆ、３２０
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Ｒは開弁状態、開閉弁３３０Ｆ、３３０Ｒは閉弁状態であり、ブレーキペダル１の踏み込
み操作によって発生した、マスタシリンダ２の各圧力室２Ｆ、２Ｒの液圧が、ホイールシ
リンダ６ＦＬ，６ＦＲ、６ＲＬ、６ＲＲに与えられる。
【００４６】
一方、Ｓ１０６及びＳ１０８の判断処理で、ともに「Ｎｏ」と判断された場合には、Ｓ１
１０に進み、Ｓ１０２で読み込んだ衝突予知レベルαの値が比較的に低い予知レベルα１
より大であるかをさらに判断する。そして、衝突予知レベルαの値が比較的に低い予知レ
ベルα１以下の場合には（Ｓ１１０で「Ｎｏ」）、前述したＳ１２２以降の処理に移るが
、衝突予知レベルαがα１より大である場合には（Ｓ１１０で「Ｙｅｓ」）、Ｓ１１２に
進んで、液圧ポンプ３５０Ｆ、３５０Ｒを駆動するモータＭをＯＮ状態に制御して、ブレ
ーキアシスト制御の開始に備える。実際に制御が開始されるタイミングでモータＭをＯＮ
させると、制御上予定されたモータＭの回転数に到達するまでに所定の時間が費やされる
が、このように衝突予知レベルαが比較的低いα１以上となった時点で、予めモータＭを
ＯＮ状態に制御しておくことで、制御開始時点で所定のモータ回転数が得られるため、液
圧制御の応答性が向上する。
【００４７】
Ｓ１１２でモータＭをＯＮさせた後、Ｓ１１４に進み、Ｓ１０２で読み込まれたマスタ圧
Ｐの値が、所定の大きな液圧Ｐｍａｘより小であるかを判断し、「Ｎｏ」の場合には、ブ
レーキアシスト制御を開始する以前に、運転者がブレーキペダル１を十分に踏み込んで大
きな液圧を発生させている状況であり、このような場合には、ブレーキアシスト制御は不
要であり、Ｓ１２４以降の処理に進み、ブレーキアシスト制御を実行せず今回のルーチン
を終了する。
【００４８】
Ｓ１１４で「Ｙｅｓ」、すなわち、Ｓ１０２で読み込まれたマスタ圧Ｐの値が液圧Ｐｍａ
ｘより小である場合には、Ｓ１１６に進んで、衝突予知レベルαの値が、α１よりも大き
なα２を越えているかを判断し、衝突予知レベルαがα２以下の場合には（Ｓ１１６で「
Ｎｏ」）、ブレーキアシスト制御の開始条件を満たしていないものとみなしてＳ１２４に
進み、ブレーキアシスト制御を実行することなく今回のルーチンを終了する。
【００４９】
そして衝突予知レベルαがα２を越えている場合には（Ｓ１１６で「Ｙｅｓ」）、Ｓ１１
８に進んで、ブレーキアシスト力に対応する制動増加量ΔＰをΔＰ＝（Ｐ－Ｐｓ）＊Ｋと
して設定する。ここで「Ｋ」は所定の増加量係数（Ｋ＞０）、「Ｐ」はＳ１０２で読み込
んだマスタ圧、「Ｐｓ」は前回以前のルーチンにおけるＳ１２４で設定した加圧量基準値
である。
【００５０】
この後、Ｓ１２０に進み、Ｓ１１８で設定した制動増加量ΔＰをもとに、運転者のブレー
キ操作によって発生する液圧よりもΔＰだけ高い液圧が、ホイールシリンダ６ＦＬ，６Ｆ
Ｒ、６ＲＬ、６ＲＲに作用するように、ブレーキアクチュエータ３００の動作制御を実施
する。この際、吸入弁３４２Ｆ、３４２Ｒを開弁状態に或いは開閉状態をｄｕｔｙ駆動す
ると共にモータＭをｄｕｔｙ駆動し、またマスターカット弁３４０Ｆに備えられたリニア
弁の開弁状態の動作制御を実施する。
【００５１】
このような処理を繰り返し実行することで、ブレーキアシスト制御が開始される直前のマ
スタ圧Ｐ（加圧量基準値Ｐｓ）を基準として、この加圧量基準値Ｐｓからのマスタ圧Ｐの
増加量偏差に応じたブレーキアシスト力が付与されることとなる。このため、運転者のブ
レーキ操作量の増加傾向が小の場合には過剰なブレーキアシスト力が発生されず、また、
ブレーキ操作量の増加傾向が大の場合にはより大きなブレーキアシスト力を発生させるこ
とができる。
【００５２】
なお、図４のブローチャートでは省略したが、Ｓ１２０においてブレーキアシスト制御が
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開始された後は、マスタ圧Ｐが加圧量基準値Ｐｓ以上の場合にブレーキアシスト制御が継
続され、マスタ圧Ｐが加圧量基準値Ｐｓより低下した場合には、ブレーキアシスト制御は
終了する。
【００５３】
また、図４のブローチャートでは省略したが、Ｓ１２０においてブレーキアシスト制御が
開始された後に、衝突予知レベルαがα２以下に低下した場合、すなわちブレーキアシス
ト制御中にＳ１１６で「Ｎｏ」と判断された場合には、ブレーキアシスト制御を終了させ
るべく、ホイールシリンダ６ＦＬ，６ＦＲ、６ＲＬ、６ＲＲに作用する液圧が、運転者の
ブレーキ操作に応じた液圧まで、所定の減圧勾配で低下するように、ホイールシリンダ６
ＦＬ，６ＦＲ、６ＲＬ、６ＲＲに作用する液圧を低下させる減圧制御処理を実行すること
が望ましい。この場合の制御例としては、吸入弁３４２Ｆ、３４２Ｒを閉弁状態に制御す
ると共に、マスターカット弁３４０Ｆに備えられたリニア弁の弁開度を所定の勾配で徐々
に開弁させることで、ホイールシリンダ６ＦＬ，６ＦＲ、６ＲＬ、６ＲＲに作用する液圧
が運転者のブレーキ操作に応じた液圧まで徐々に低下する。
【００５４】
また、このように図４のブローチャートでは、Ｓ１２０においてブレーキアシスト制御が
開始された後に、衝突予知レベルαがα２以下に低下した場合には、ブレーキアシスト制
御が終了する場合について例示した。これは、前方車両との間に所定の車間距離を確保す
る車間制御の場合に好適な実施形態であり、この例に限定するものではない。衝突回避な
どの、より緊急性の高いプリクラッシュブレーキ制御などでは、Ｓ１２０においてブレー
キアシスト制御が開始された後は、自車両が停止（車両速度Ｖ＝０）するまで、ブレーキ
アシスト制御を継続する手法を採用することも可能である。
【００５５】
この制御例を図５のフローチャートに示す。
【００５６】
図５のフローチャートでは、図４のフローチャートにおける処理ステップを全て採用して
おり、新たに加わった処理ステップをＳ２００番台のステップ数を付して示している。
【００５７】
追加ステップについて説明すると、Ｓ１０４で車両速度Ｖを演算した後、Ｓ２００に進み
、フラグＦの値がＦ＝０、すなわちブレーキアシスト制御の開始前であるかを判断する。
このフラグＦは、Ｓ１１８に続くＳ２０２において、フラグＦをＦ＝１に設定して、ブレ
ーキアシスト制御が実施中であることを示すフラグである。
【００５８】
Ｓ２００の判断において、ブレーキアシスト制御の開始前では（Ｓ２００で「Ｙｅｓ」）
、Ｓ１０６以降の処理に進むが、ブレーキアシスト制御が開始された後は（Ｓ２００で「
Ｎｏ」）、Ｓ２０４に進んで、Ｓ１０４で演算された車両速度ＶがＶ＝０であるかを判断
し、車両が停止前の場合には（Ｓ２０４で「Ｎｏ」）、Ｓ１１８以降の処理に移る。この
ようなルーチンを繰り返すうち、車両が停止するとＳ２０４で「Ｙｅｓ」と判断されてＳ
２０６に進み、フラグＦをＦ＝０にリセットしてこのルーチンを終了する。
【００５９】
このような制御処理を実行することにより、Ｓ１２０においてブレーキアシスト制御が開
始された後は、自車両が停止（車両速度Ｖ＝０）するまでブレーキアシスト制御を継続す
ることが可能となる。なお、図５のフローチャートでは省略したが、終了処理となるＳ２
０６では、前述したようにホイールシリンダ６ＦＬ，６ＦＲ、６ＲＬ、６ＲＲに作用する
液圧を徐々に低下させる減圧制御処理を実行することが望ましい。
【００６０】
ここで、他の実施形態につき、図６に示すフローチャートに沿って説明する。図６のフロ
ーチャートでは、衝突予知レベルαが所定時間継続して出力された場合には、センサ故障
などによって危険予知判定が誤作動しているものとして、ブレーキアシスト制御を禁止す
る場合の処理を示す。
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【００６１】
このフローチャートはイグニションスイッチのＯＮ操作によって起動する。起動後Ｓ３０
２に進み、衝突予知判定部１００の判定結果となる衝突予知レベルαを読み込み、続くＳ
３０４で、Ｓ３０２で読み込んだ衝突予知レベルαの値がα＞０であるかを判断する。そ
の結果、衝突予知レベルαがα＝０の場合には（Ｓ３０４で「Ｎｏ」）、Ｓ３０６に進み
、衝突予知レベルα＞０となる時間を計時するタイマのカウント値Ｔの値をＴ＝０にリセ
ットして、再びＳ３０２以降の処理を開始する。
【００６２】
一方、Ｓ３０４で衝突予知レベルαがα＞０の場合には（Ｓ３０４で「Ｙｅｓ」）、Ｓ３
０８に進み、タイマのカウント値Ｔの値をＴ＋１にカウントアップした後、Ｓ３１０に進
む。Ｓ３１０では、タイマのカウント値Ｔが所定のしきい値Ｔｔｈを越えたかを判断し、
「Ｎｏ」の場合には今回のルーチンを終了するが、Ｓ３１０で「Ｙｅｓ」、すなわちタイ
マのカウント値Ｔが所定のしきい値Ｔｔｈを越えると、衝突予知レベルαがα＞０である
時間がしきい値Ｔｔｈを越えて長大した状況である。このような状況では、障害物センサ
１０がノイズを検出し続ける誤検出、検出信号にノイズが含まれるなどの通信障害、セン
サ自体或いは衝突予知判定部１００自体が故障して誤った衝突判断が出力されている場合
であるとみなし、ブレーキアシスト制御自体を禁止すべく、Ｓ３１２に進む。
【００６３】
　Ｓ３１２では、先の図５で説明したようにフラグＦの値がＦ＝１に設定されているか等
によって、ブレーキアシスト制御が実施中、すなわち制動増加量ΔＰが設定中であるかを
判断し、設定中である場合には（Ｓ３１２で「Ｙｅｓ」）、ブレーキアシスト制御が終了
するまで、この判断を繰り返し実行する。そして、ブレーキアシスト制御が一旦終了する
と、Ｓ３１２で「Ｎｏ」と判断されてＳ３１４に進み、警告灯を点灯させてブレーキアシ
スト制御システムに故障が発生したことを運転者に知らせる。そしてＳ３１６に進んで、
図４或いは図５で示したブレーキアシスト制御処理を禁止して、この図６の判定ルーチン
を終了する。
【００６４】
図６のフローチャートでは、衝突予知レベルαがα＞０である時間を計時したが、このほ
かにも例えばα＞α１である時間を計時してもよく、計時対象となるαのしきい値は適宜
設定することができる。
【００６５】
また、図６のフローチャートでは、タイマのカウント値Ｔがしきい値Ｔｔｈを越えた場合
に、ブレーキアシスト制御を禁止する場合を例示したが、このほかにも、先の図５でも示
したように、車両速度Ｖが所定の低車速Ｖｔｈより小の場合や、シフトレバの操作レンジ
がＰ、Ｎ、Ｒレンジのいずれかとなる非前進位置の場合にも、ブレーキアシスト制御を禁
止するように判定しても良い。
【００６６】
また、図６のフローチャートではブレーキアシスト制御処理を禁止する場合を例示したが
、衝突予知判定部１００による判定処理自体を禁止することで、ブレーキ制御量演算部２
００には衝突予知レベルα＝０が強制的に与えられる状況となって、結果的にブレーキア
シスト制御が禁止される。従って、Ｓ３１６では、衝突予知判定部１００による判定処理
を禁止する手法を採用することも可能である。
【００６７】
ここで、図４のフローチャートに示すブレーキアシスト制御の作動状況として、代表的な
作動状況を図７～図１０に模式的に示す。
【００６８】
まず図７では、時間ｔ１において衝突予知レベルαがα＝α１となると、モータＭがＯＮ
状態となる。そして時間ｔ２で衝突予知レベルαがα＝α２となると、ブレーキアシスト
制御の実行条件が整うこととなるが、未だ、実際にブレーキペダル１が踏み込まれていな
い状況であるため、ホイールシリンダの作動液圧に変化はない。そして、時刻ｔ３でブレ
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ーキ操作が行われるとブレーキアシスト制御が開始され、時刻ｔ３における作動液圧を加
圧量基準値Ｐｓ（この場合Ｐｓ＝０）とし、この加圧量基準値Ｐｓからの増加偏差分に応
じたブレーキアシスト力が付与され、矢印ａで示すように作動液圧が上昇する。なお、矢
印ｂはブレーキアシスト制御が実施されない場合の作動液圧の推移を示し、また、矢印ａ
’、ｂ’はそれぞれ、矢印ａ，ｂに示すように作動液圧が推移した場合における、車両速
度の変化状況を示している。
【００６９】
また、図８に示すように、時刻ｔ１以降で時刻ｔ２前となる時刻ｔ４においてブレーキ操
作が開始された場合には、時刻ｔ４～ｔ２の間では衝突予知レベルαがα１＜α＜α２で
あるため、ブレーキアシスト制御が実施されずに矢印ｃで示すように、ブレーキ操作に応
じた作動液圧がホイールシリンダ内に作用する。そして、時刻ｔ２で衝突予知レベルαが
α＝α２となると、ブレーキアシスト制御が開始されるが、この状況では時刻ｔ２におけ
る作動液圧を加圧量基準値Ｐｓとし、この加圧量基準値Ｐｓからの増加偏差分に応じたブ
レーキアシスト力が付与され、矢印ｄで示すように作動液圧が上昇する。なお、矢印ｅは
ブレーキアシスト制御が実施されない場合の作動液圧の推移を示し、また、矢印ｄ’、ｅ
’はそれぞれ、矢印ｄ，ｅに示すように作動液圧が推移した場合における、車両速度の変
化状況を示している。
【００７０】
また、図９に示すように、時刻ｔ２以降となる時刻ｔ５でブレーキペダル１を踏み込むと
ブレーキアシスト制御が開始され、この場合時刻ｔ５における作動液圧を加圧量基準値Ｐ
ｓとし、この加圧量基準値Ｐｓからの増加偏差分に応じたブレーキアシスト力が付与され
、矢印ｆで示すように作動液圧が上昇する。そして時刻ｔ６で運転者がブレーキペダル１
の踏み込みを緩めると、時刻ｔ６～ｔ７の間は、加圧量基準値Ｐｓからの偏差分が徐々に
減少するため、これに応じてブレーキアシスト力も徐々に低下し、時刻ｔ７で運転者がブ
レーキペダル１から足を離した時点で、ブレーキアシスト制御は終了する。なお、矢印ｇ
はブレーキアシスト制御が実施されない場合の作動液圧の推移を示し、また、矢印ｆ’、
ｇ’はそれぞれ、矢印ｆ，ｇに示すように作動液圧が推移した場合における、車両速度の
変化状況を示している。
【００７１】
また、図１０に示すように、時刻ｔ８でブレーキ操作が開始され、衝突予知レベルαがα
＝α２となる時刻ｔ２以前に、十分なブレーキ操作量があって作動液圧（ここではマスタ
圧Ｐ）が十分に高い場合には、ブレーキアシスト制御は実施されず、ブレーキ操作によっ
て発生する作動液圧が各車輪のホイールシリンダに供給され、矢印ｈで示すように作動液
圧が推移する。なお、矢印ｈ’は、矢印ｈに示すように作動液圧が推移した場合における
、車両速度の変化状況を示している。
【００７２】
次に、さらに他の実施形態について説明する。
【００７３】
図４などでＳ１１８として示した処理ステップでは、制動増加量ΔＰをΔＰ＝（Ｐ－Ｐｓ
）＊Ｋとして設定する場合について説明したが、この増加量係数Ｋ（Ｋ＞０）の値を、衝
突予知レベルαの値に応じて可変設定することも可能である。
【００７４】
この場合の制御処理を図１１に示す。図１１に示すフローチャートは、図４のフローチャ
ートで示した全処理ステップを採用すると共に、Ｓ１３０を新たに追加している。
【００７５】
前述したようにＳ１１６において、衝突予知レベルαの値が、ブレーキアシスト制御の開
始条件となるα２を越えているかを判断する。越えている場合には（Ｓ１１６で「Ｙｅｓ
」）Ｓ１３０に進み、図１２に示すグラフをもとに、Ｓ１０２で読み込んだ衝突予知レベ
ルαの値に応じて増加量係数Ｋの値を設定する。図１２では、衝突予知レベルαがα＝α
２から増加するに連れて増加量係数Ｋの値が次第に増加する傾向となっている。従って、
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衝突予知レベルαがα＝α２よりも十分に高い領域では、低い領域に比べてより大きな増
加量係数Ｋの値が設定される。このようにＳ１３０で衝突予知レベルαに応じた増加量係
数Ｋの値を設定した後、Ｓ１１８に進んで、制動増加量ΔＰをΔＰ＝（Ｐ－Ｐｓ）＊Ｋと
して設定する。
【００７６】
従って、衝突予知レベルαがα＝α２に比べて大きい状況では、制動増加量ΔＰの値がよ
り大きな値に設定されることとなり、衝突予知レベルαの値が大である場合には、より大
きなブレーキアシスト力を発生させることが可能となる。
【００７７】
また他の実施形態について説明する。
【００７８】
図４などに示したブレーキアシスト制御では、マスタ圧Ｐが基準レベルＰｓから増加した
分に応じたブレーキアシスト力を発生させており、この点、例えば衝突予知レベルαがα
＝α２を越えた時点からのマスタ圧Ｐの増加分が小さい場合には、発生するブレーキアシ
スト力も小さな力となってしまう。そこで、衝突予知度レベルαの値が、制御開始のしき
い値となるα＝α２を越えている状況であることも考慮し、運転者のブレーキ操作に対応
するマスタ圧Ｐの上昇が、基準レベルＰｓから微少増加の範囲内である場合であっても、
この微少増加に対応するブレーキアシスト力を越えるような、所定のブレーキアシスト力
（標準ブレーキアシスト力）を最低限発生させことも可能である。
【００７９】
このようなブレーキアシスト制御の制御処理例を図１３に示す。図１３に示すフローチャ
ートは、図４のフローチャートで示した全処理ステップを採用すると共に、Ｓ１４０、Ｓ
１４２を新たに追加している。
【００８０】
前述したようにＳ１１８において、制動増加量ΔＰをΔＰ＝（Ｐ－Ｐｓ）＊Ｋとして設定
した後、Ｓ１４０に進み、Ｓ１１８で設定した制動増加量ΔＰが、予め規定した制動増加
量ΔＰの下限値となる、最低制動増加量ΔＰｍｉｎ以上であるかを判断する。この最低制
動増加量ΔＰｍｉｎは、ブレーキアシスト制御を開始する際に、最低限付与すべき「標準
ブレーキアシスト力」を発生させるための制動増加量として予め規定した値である。
【００８１】
そこで、Ｓ１１８で設定した制動増加量ΔＰが、この最低制動増加量ΔＰｍｉｎ以上であ
る場合には（Ｓ１４０で「Ｙｅｓ」）、Ｓ１２０に進んで、前述したようにＳ１１８で設
定した制動増加量ΔＰをもとに、ブレーキアクチュエータ３００の動作制御を実施する。
【００８２】
これに対し、Ｓ１１８で設定した制動増加量ΔＰが、この最低制動増加量ΔＰｍｉｎより
も小の場合には（Ｓ１４０で「Ｎｏ」）、Ｓ１４２に進み、Ｓ１１８で設定した制動増加
量ΔＰを、このΔＰよりも大となる最低制動増加量ΔＰｍｉｎに更新して、Ｓ１２０に進
む。
【００８３】
従って、Ｓ１１８で設定した制動増加量ΔＰが、この最低制動増加量ΔＰｍｉｎよりも小
である期間では、最低制動増加量ΔＰｍｉｎに対応した一定のブレーキアシスト力が常に
発生され、Ｓ１１８で設定した制動増加量ΔＰが最低制動増加量ΔＰｍｉｎ以上となると
、Ｓ１１８で設定した制動増加量ΔＰ、すなわち運転者のブレーキ操作に対応した、より
大きなブレーキアシスト力が発生されることとなる。
【００８４】
このような制御処理を実施した場合の液圧の推移状況を図１４に示す。時間ｔ９で衝突予
知レベルαがα＝α２となった場合、このときのマスタ圧Ｐが加圧量基準値Ｐｓである。
そして、一点鎖線Ｌ１で示すように、その後のマスタ圧Ｐの増加傾向が低いような微少増
加の範囲内の場合には、Ｓ１１８で設定した制動増加量ΔＰをそのまま適用してブレーキ
アシスト力を発生させると、時間ｔ９～ｔ１０の間に点線Ｌ２で示すように、ホイールシ
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リンダ圧の増加傾向も緩慢となり、この間も、ブレーキアシストの効果をより多く発揮さ
せることが望ましい。
【００８５】
そこで、Ｓ１１８で設定した制動増加量ΔＰがこの最低制動増加量ΔＰｍｉｎよりも小で
ある期間では、Ｓ１１８で設定した制動増加量ΔＰを、より大きな値に規定された最低制
動増加量ΔＰｍｉｎに更新することで（Ｓ１４２）、実際には時間ｔ９～ｔ１０の間にも
、マスタ圧Ｐに対し、最低制動増加量ΔＰｍｉｎに対応したブレーキアシスト力が付与さ
れることとなる（線分Ｌ３）。そして時間ｔ１０で、Ｓ１１８で設定した制動増加量ΔＰ
が最低制動増加量ΔＰｍｉｎ以上となると、時間ｔ１０以降では、Ｓ１１８で設定した制
動増加量ΔＰをもとに、運転者のブレーキ操作に応じた、より大きなブレーキアシスト力
が発生されることとなる（線分Ｌ４）。
【００８６】
なお、図１３のフローチャートでは、Ｓ１１６、Ｓ１１８の処理を経た後にＳ１４０に進
む場合を例示したが、このＳ１１６とＳ１１８との間に、Ｓ１３０（図１１）を実行する
ことにより、増加量係数Ｋの値を衝突予知レベルαに応じて設定しても良い。
【００８７】
さらに他の実施形態を図１５に示す。
【００８８】
図１５のフローチャートでは、図１３のフローチャートにおける、Ｓ１４０とＳ１４２と
の間にＳ１５０を追加している。このＳ１５０に進む状況としては、Ｓ１１８で設定した
制動増加量ΔＰが低制動増加量ΔＰｍｉｎよりも小である状況であり（Ｓ１４０で「Ｎｏ
」）、先に説明した図１３では、Ｓ１４２に進んで、制動増加量ΔＰを最低制動増加量Δ
Ｐｍｉｎに更新し、Ｓ１２０に進んでブレーキアクチュエータ３００の動作制御を実施す
る。
【００８９】
しかし、ブレーキアシスト制御を開始する直前のマスタ圧Ｐを示す加圧量基準値Ｐｓが、
所定の低液圧以下の、いわゆる緩ブレーキの場合には、運転者がさほど大きな急制動を必
要としていない状況であるみなすことができ、誤検出などの何らかの原因によって、衝突
予知判定部１００が誤って衝突予知度合いαが大であると判定している可能性が大きい。
このような場合に、前述したような標準ブレーキアシスト力が発生されると、制動力が急
増して運転者に違和感を与えてしまう。
【００９０】
そこで、Ｓ１４０で「Ｎｏ」、すなわちＳ１１８で設定した制動増加量ΔＰが低制動増加
量ΔＰｍｉｎよりも小である状況では、まずＳ１５０に進んで、ブレーキアシスト制御を
開始する直前のマスタ圧Ｐを示す加圧量基準値Ｐｓが、所定の低液圧しきい値Ｐｓｍｉｎ
よりも大であるかを判断する。そして、加圧量基準値Ｐｓが低液圧しきい値Ｐｓｍｉｎよ
り大である場合には（Ｓ１５０で「Ｙｅｓ」）、前述したようにＳ１４２に進んで、制動
増加量ΔＰを最低制動増加量ΔＰｍｉｎに更新するが、加圧量基準値Ｐｓが低液圧しきい
値Ｐｓｍｉｎ以下の緩ブレーキの範囲である場合には（Ｓ１５０で「Ｎｏ」）、そのまま
Ｓ１２０に進むこととし、これによりＳ１１８で設定した制動増加量ΔＰに基づいたブレ
ーキアシスト力を発生させる。この際に発生するブレーキアシスト力は、最低限付与すべ
き「標準ブレーキアシスト力」よりも小さなアシスト力であって、運転者のブレーキ操作
に応じた、小さなブレーキアシスト力が付与されることとなる。従って、Ｓ１５０は、緩
ブレーキの際に、標準ブレーキアシスト力の発生処理を禁止させる禁止処理として機能し
ており、これにより、緩ブレーキ時に標準ブレーキアシスト力が付与される場合に、運転
者が感じる違和感を十分に低減させることができる。
【００９１】
以上説明した各実施形態では、車両用安全装置として、衝突の危険度合いが高い場合、所
定の車間距離を確保する場合などにブレーキアシスト力を発生するタイプの安全装置を例
に説明したが、このようにブレーキアシスト力を発生する安全装置に限定するものではな
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い。例えば、衝突予測時にシートベルトをモータなどによって巻き取って、所定の強い張
力を予めシートベルトに与えて人員を保護するプリテンショナーベルトに対しても適用す
ることができる。この場合、シートベルトに与える張力を、加圧量基準値Ｐｓからのマス
タ圧Ｐの増加量偏差に応じて増加させる等、前述した各実施形態で制御処理を、シートベ
ルトを巻き取るモータの動作制御として実施すればよい。
【００９２】
【発明の効果】
以上説明したように、請求項１にかかる車両用安全装置によれば、衝突予知度合いがしき
い値を越えた時点における、運転者のブレーキ操作状態量を記憶する記憶手段と、このブ
レーキ操作状態量からの増加量に応じて当該安全装置を作動させる作動制御手段とを備え
る構成を採用した。これにより、運転者のブレーキ操作状態量の増加傾向が小の場合には
、安全装置の動作が過剰とならず、また、ブレーキ操作状態量の増加傾向が大の場合には
安全装置の性能が十分に発揮されるように動作制御が実施することができる。従って、運
転者がブレーキ操作を行った際の実際の操作感を十分に反映させた形で安全装置の動作制
御を行うことが可能となり、運転者に違和感を与えることなく安全装置の性能を好適に発
揮させることが可能となる。
【００９３】
請求項２にかかる車両用安全装置は、所定レベル以上の衝突予知度合いが一定期間継続し
た場合に、動作制御手段による制御処理を禁止する禁止手段をさらに備えるので、例えば
センサ故障などにより誤判定が継続して行われた場合に、車両用安全装置の不要な動作を
防止することが可能となる。
【００９４】
請求項３にかかる車両用安全装置は、車速が低車速の場合や、シフトレバの操作位置が非
前進位置の場合に、動作制御手段による制御処理を禁止する禁止手段をさらに備えるので
、安全装置の作動が実質的に不要である場合に、安全装置が誤作動することを防止するこ
とができる。
【００９５】
請求項４にかかる車両用安全装置は、動作制御手段によって、基準レベルからの増加量が
同じ増加量であっても、衝突予知度合いが高い領域では低い領域に比べて、この増加量が
より多い場合の動作制御を実施させることとした。これにより、衝突予知度合いが高い領
域では安全装置の性能がより多く発揮させ、衝突予知度合いが低い領域では安全装置の動
作が過剰となることを防止することが可能となる。
【００９６】
請求項５にかかる車両用安全装置は、ブレーキ操作状態量の基準レベルからの増加量が所
定の微少増加の範囲内である場合であっても、この微少増加の範囲を超える所定の増加量
に応じた動作制御を実施する最小制御手段を備える構成を採用した。これにより、衝突予
知度合いがしきい値を越えた時点からの、ブレーキ操作状態量の増加分が小さい場合にも
、最低限必要となる安全装置の性能を確実に発揮させることが可能となる。
【００９７】
請求項６にかかる車両用安全装置は、基準レベルからの増加量が微少増加の範囲内で、か
つ、この基準レベルが所定の緩ブレーキの範囲内である場合には、最小制御手段による動
作制御を禁止する禁止手段を備える構成を採用した。このため、緩ブレーキ時に安全装置
が誤作動した場合に運転者が受ける違和感を低減させることが可能となる。
【００９８】
請求項７にかかる車両用安全装置は、この安全装置はブレーキアシスト力を発生するブレ
ーキ制御手段を備え、動作制御手段はこのブレーキ制御手段の動作制御を実施して、ブレ
ーキ操作状態量の基準レベルからの増加量が多いほど、より大きなブレーキアシスト力を
発生させることとした。これにより、運転者のブレーキ操作状態量の増加傾向が小の場合
には過剰なブレーキアシスト力を発生することがなく、また、ブレーキ操作状態量の増加
傾向が大の場合にはより大きなブレーキアシスト力を発生させることができるため、ブレ
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ーキ操作を行った際の実際の操作感が十分に反映された形で、ブレーキアシスト力を発生
させることが可能となる。
【００９９】
請求項８にかかる車両用安全装置は、運転者のブレーキ操作状態量を、運転者のブレーキ
操作力を示す状態量としたので、運転者のブレーキ操作力の大小を、安全装置の性能を発
揮させる程度の大小として把握し、これをもとに安全装置の動作制御を実施するため、運
転者の実際の操作感を十分に反映させ、運転者に違和感を与えることなく安全装置の性能
を好適に発揮させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施形態にかかる車両用安全装置の構成を示すブロック図である。
【図２】演算結果Ｔと衝突予知レベルαとの関係を規定した変換図である。
【図３】ブレーキアクチュエータの構成を示す液圧系統図である。
【図４】ブレーキアシスト制御処理を示すフローチャートである。
【図５】他の実施形態にかかるブレーキアシスト制御処理を示すフローチャートである。
【図６】ブレーキアシスト制御の禁止処理を示すフローチャートである。
【図７】ブレーキアシスト制御の作動状況を模式的に示す説明図である。
【図８】ブレーキアシスト制御の作動状況を模式的に示す説明図である。
【図９】ブレーキアシスト制御の作動状況を模式的に示す説明図である。
【図１０】ブレーキアシスト制御の作動状況を模式的に示す説明図である。
【図１１】他の実施形態にかかるブレーキアシスト制御処理を示すフローチャートである
。
【図１２】衝突予知レベルと増加量係数Ｋとの関係を規定したグラフである。
【図１３】他の実施形態にかかるブレーキアシスト制御処理を示すフローチャートである
。
【図１４】図１４に示す制御処理を実施した場合における、液圧の推移状況を示すチャー
トである。
【図１５】他の実施形態にかかるブレーキアシスト制御処理を示すフローチャートである
。
【符号の説明】
１…ブレーキペダル、２…マスタシリンダ、２Ｆ、２Ｒ…圧力室、
６ＦＬ、６ＦＲ、６ＲＬ、６ＲＲ…ホイールシリンダ、
３４０Ｆ、３４０Ｒ…マスターカット弁、
３４２Ｆ、３４２Ｒ…吸入弁



(16) JP 4082177 B2 2008.4.30

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(17) JP 4082177 B2 2008.4.30

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(18) JP 4082177 B2 2008.4.30

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(19) JP 4082177 B2 2008.4.30

【図１３】 【図１４】

【図１５】



(20) JP 4082177 B2 2008.4.30

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特表２００４－５２４２１４（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－０２０６３７（ＪＰ，Ａ）
              特表２００３－５０７２５５（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－０８１２１２（ＪＰ，Ａ）
              特開平０９－３１５２７５（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－２４４９２１（ＪＰ，Ａ）
              特開２００３－０６３４３０（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－３２９６９７（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－２４４９２２（ＪＰ，Ａ）
              特表２００２－５１７３５２（ＪＰ，Ａ）
              実開平１０－２１７９２６（ＪＰ，Ｕ）
              特開２００２－１９６０２８（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              B60T 7/12-8/1769,8/32-8/96


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

