
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　４輪以上の車輪を有する電気自動車において、
　全ての車輪に駆動及び回生制動可能な駆動用モーターを装着し、走行状態に応じて、前
記車輪の内の複数の車輪を駆動輪あるいは回生制動輪として選択する

ことを特徴とする電気自動車の駆動装置。
【請求項２】
　請求項１記載の電気自動車の駆動装置において、旋回時には半径方向外側の車輪を駆動
輪として選択することを特徴とする電気自動車の駆動装置。
【請求項３】
　請求項 載の電気自動車の駆動装置において、制動時には全ての車輪を回生制動輪と
して選択することを特徴とする電気自動車の駆動装置。
【請求項４】
　 電気自動車の駆動装置において、

半径方向内側の車輪を回生制動輪として選択することを特徴とする電気自
動車の駆動装置。
【請求項５】
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とともに、平坦路及
び登坂路走行時には後輪又は後輪群を駆動輪として選択し、降坂時には前輪又は前輪群を
駆動輪として選択する

１記

４輪以上の車輪を有する 全ての車輪に駆動及び回生制
動可能な駆動用モーターを装着し、走行状態に応じて、前記車輪の内の複数の車輪を駆動
輪あるいは回生制動輪として選択し、旋回時には半径方向外側の車輪を駆動輪として選択
するとともに、



　 電気自動車の駆動装置において、

駆動輪を選択する走行状態の判断情報としてサスペンションのストローク
量を用いることを特徴とする電気自動車の駆動装置。
【請求項６】
　請求項 記載の電気自動車の駆動装置において、平坦路及び登坂路走行時には後輪又は
後輪群を駆動輪として選択し、降坂時には前輪又は前輪群を駆動輪として選択することを
特徴とする電気自動車の駆動装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、駆動用モーターを装備した電気自動車に係り、特に電気自動車の走行状況に
応じて駆動輪・回生制動輪を選択できるようにした駆動装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　自動車の駆動装置としては、全ての車輪に駆動装置を備え、それぞれの車輪にかかる荷
重に応じて駆動力を制御することが最も好ましい。すなわち、各車輪に加わる荷重に比例
した駆動を行うことにより、タイヤと路面との摩擦力を最大に利用することができ、加速
時のスピンを最小に抑えることができる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、電気自動車の全輪駆動の場合、必要とされる駆動力は全ての車輪で分担
するため各モーターの出力は比較的小さく、特に走行の大半を占める一般走行時にはモー
ターの出力は最大出力の数分の一となり、モーターを効率の悪い領域で使用することにな
らざるを得ないといった問題があった。
【０００４】
　本発明は、上記状況に鑑みて、道路の状況に応じて、電気自動車の駆動輪を的確に選択
できる電気自動車の駆動装置を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、上記目的を達成するために、
　〔１〕４輪以上の車輪を有する電気自動車において、全ての車輪に駆動及び回生制動可
能な駆動用モーターを装着し、走行状態に応じて、前記車輪の内の複数の車輪を駆動輪あ
るいは回生制動輪として選択する

ことを特徴と
する。
【０００６】
　〔 〕上記〔１〕記載の電気自動車の駆動装置において、旋回時には半径方向外側の車
輪を駆動輪として選択することを特徴とする。
【０００７】
　〔 〕上記〔１ 載の電気自動車の駆動装置において、制動時には全ての車輪を回生
制動輪として選択することを特徴とする。
【０００８】
　〔 〕 電気自動車の駆動装置において、

半径方向内側の車輪を回生制動輪として選択することを特徴とする
。
【０００９】
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４輪以上の車輪を有する 全ての車輪に駆動及び回生制
動可能な駆動用モーターを装着し、走行状態に応じて、前記車輪の内の複数の車輪を駆動
輪あるいは回生制動輪として選択し、旋回時には半径方向外側の車輪を駆動輪として選択
するとともに、

５

とともに、平坦路及び登坂路走行時には後輪又は後輪群
を駆動輪として選択し、降坂時には前輪又は前輪群を駆動輪として選択する

２

３ 〕記

４ ４輪以上の車輪を有する 全ての車輪に駆動及び
回生制動可能な駆動用モーターを装着し、走行状態に応じて、前記車輪の内の複数の車輪
を駆動輪あるいは回生制動輪として選択し、旋回時には半径方向外側の車輪を駆動輪とし
て選択するとともに、



　〔 〕 電気自動車の駆動装置において、

駆動輪を選択する走行状態の判断情報としてサスペンションのスト
ローク量を用いることを特徴とする。
【００１０】
　〔 〕請求項 記載の電気自動車の駆動装置において、平坦路及び登坂路走行時には後
輪又は後輪群を駆動輪として選択し、降坂時には前輪又は前輪群を駆動輪として選択する
ことを特徴とする。
【００１１】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００１２】
　図１は本発明の実施例を示す電気自動車の駆動システムの構成図、図２はその駆動機構
の模式図である。
【００１３】
　図１において、１は右前輪、２は左前輪、３は右後輪、４は左後輪、５は右前輪駆動用
モーター、６は左前輪駆動用モーター、７は右後輪駆動用モーター、８は左後輪駆動用モ
ーター、９は右前輪駆動用モーター５に接続されるインバータ、１０は左前輪駆動用モー
ター６に接続されるインバータ、１１は右後輪駆動用モーター７に接続されるインバータ
、１２は左後輪駆動用モーター８に接続されるインバータ、１３はインバータ９～１２に
それぞれ接続される電池、１４は右前輪ストロークセンサー、１５は左前輪ストロークセ
ンサー、１６は右後輪ストロークセンサー、１７は左後輪ストロークセンサー、１８は操
舵角センサー、１９は前後減速度センサー、２０は各センサー１４～１９からの情報を収
集して各インバータ９～１２を制御するコントローラである。
【００１４】
　図２において、２１は各車輪、２２は各車輪２１に配置されるブレーキ機構、２３はブ
レーキ機構２２に連結されるモーター、２４はアッパーアーム、２５はローアーアーム、
２６は車体の一部（車体側）、２７はローアーアーム２５と車体の一部（車体側）２６間
に配置されるストロークセンサーである。
【００１５】
　次に、電気自動車の駆動用モーターの効率特性について説明する。
【００１６】
　図３は電気自動車の駆動用モーターの効率特性図である。
【００１７】
　図３から明らかなように、モーター、減速ギア、インバータを含めた電気自動車の総合
効率は最大トルクの３０～４０％の領域で最も高く、トルクが低くなるほど効率は低下し
、特に、低トルク域では急激に低下する。
【００１８】
　従って、モーターを効率の良い領域で使用するためには、極低トルク域での使用を避け
る必要がある。
【００１９】
　そこで、本発明では、駆動用モーターを効率のよい領域で使用するために、車輪に加わ
る荷重状態に応じて、前輪駆動又は後輪駆動を選択し、駆動輪の数を１／２にする。すな
わち、モーターの駆動トルクを２倍にすることにより、走行の大半を占める一般走行時に
おいてもモータートルクを比較的高い値に保ち、モーターをより高い効率領域で使用する
ことができるようにする。
【００２０】
　また、同時に２輪（あるいは半数輪）駆動の欠点である路面摩擦力の利用率低下を防止
するため、前輪と後輪のうち車輪荷重の大きい側の車輪（又は車輪群）を駆動輪として選
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５ ４輪以上の車輪を有する 全ての車輪に駆動及び
回生制動可能な駆動用モーターを装着し、走行状態に応じて、前記車輪の内の複数の車輪
を駆動輪あるいは回生制動輪として選択し、旋回時には半径方向外側の車輪を駆動輪とし
て選択するとともに、

６ ５



択するようにする。
【００２１】
　以下、その実施例を詳細に説明する。
【００２２】
　図４は電気自動車に印加される荷重を示す模式図である。
【００２３】
　図４に示すように、車両総重量をＷｔ、前輪荷重をＷｆ、後輪荷重をＷｒ、タイヤと路
面の摩擦係数をμとして後輪駆動の場合を考えると、最大駆動力はＷｒ×μによって制限
される。また、路面摩擦力の利用率はＷｒ／Ｗｔとなる。したがって、路面の摩擦力を有
効に利用するためには、全車輪のうち車輪荷重の大きい車輪を選択することが望ましい。
【００２４】
　そこで、電気自動車の車輪荷重の検出について説明する。
【００２５】
　前・後輪荷重は常に一定ではなく、路面勾配、加速、減速によって変化する。その変化
傾向を示すと表１のようになる。
【００２６】
【表１】
　
　
　
　
　
　
【００２７】
　上記車輪荷重変動の要因となる路面勾配あるいは加・減速を検知する手段としては、速
度センサーなど種々のセンサーを用いる手段があるが、各車輪に加わる荷重および荷重変
化を正確に検知するには、図２に示すように、各車輪のサスペンションの上下変化量を、
ローアーアーム２５と車体の一部（車体側）２６間に配置されるストロークセンサー２７
で検出することが最も好ましい。サスペンションスプリングの撓み量は車輪荷重に比例し
て変化することから、ストロークセンサー２７でサスペンションの上下変化を測定するこ
とにより、車輪荷重を正確に検出することができる。具体的には、図１に示されている、
右前輪ストロークセンサー１４、左前輪ストロークセンサー１５、右後輪ストロークセン
サー１６、左後輪ストロークセンサー１７によって各サスペンションの上下変化を測定す
ることにより、各車輪荷重を正確に検出し、その検出値をコントローラ２０に送り、コン
トローラ２０からの出力信号により、インバータ９～１２の制御を行い、各車輪１～４に
装着されている駆動用モーター５～８の適切な駆動を行わせることができる。
【００２８】
　したがって、その各車輪荷重に応じたモーターの効率の高い駆動を行わせることができ
る。
【００２９】
　次に、電気自動車の回生ブレーキについて説明する。
【００３０】
　回生ブレーキは、駆動用モーター５～８を発電機として作用させ、発電した電気を電池
１３に送り込むことによって電池１３を負荷とすることによりブレーキをかけるものであ
る。
【００３１】
　従って、回生ブレーキが十分に働くか否かは、電池１３の放電量によって異なり、電池
１３が満充電状態に近い時には、電池１３はそれ以上の電気を蓄えることが難しいため、
十分な回生ブレーキを働かすことができない。
【００３２】
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　電池１３が２系統に分割されている場合、それぞれの系統によって電池１３の放電状態
が異なるため、全ての駆動輪に回生ブレーキを作用させ、それぞれの充電状態に応じてエ
ネルギーを回収することが、エネルギー回収上最も好ましい。
【００３３】
　そこで、本発明によれば、路面勾配に応じて前輪又は後輪の何れかを駆動輪として選択
できるようにしているので、路面摩擦を有効に利用することができ、かつモーターを効率
の良い中トルク領域で使用することができる。
【００３４】
　回生制動力の大きさは電源電池の放電深度によって大幅に制限されるという問題がある
が、本発明では、全ての車輪を回生制動輪とすることにより、より効率的にエネルギーを
回収することができる。
【００３５】
　また、本発明は、操舵角センサー１８からの出力に基づいて、旋回時に半径方向外側の
車輪を駆動輪とし、内側の車輪を回生制動輪として選択することにより、旋回をスムーズ
に行うことができる。
【００３６】
　さらに、旋回時に半径方向内側の車輪に回生制動を加えることで、より急激な旋回も可
能になる。
【００３７】
　このように、４輪以上の車輪を有する電気自動車において、その全ての車輪に駆動及び
回生制動可能な駆動用モーターを設けると共に、走行状態に応じて、それらの車輪の内か
ら駆動輪及び回生制動輪を選択できるようにした。すなわち、
（１）路面勾配に応じて駆動輪を前輪又は後輪のいずれかに選択する。
（２）旋回時、外側車輪を駆動輪に、内側車輪を回生制動輪に選択する。つまり、路面勾
配あるいは旋回方向に応じて駆動輪又は回生制動輪を選択するシステムであり、路面摩擦
の利用効率及び走行安定性の点で利点を有する。
【００３８】
　なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づいて種々の
変形が可能であり、これらを本発明の範囲から排除するものではない。
【００３９】
【発明の効果】
　以上、詳細に説明したように、本発明によれば、以下のような効果を奏することができ
る。
【００４０】
　（Ａ）登坂路又は平坦路走行時には、路面勾配又は加速度により荷重の大きくなる後輪
を駆動輪として選択することにより、また、降坂時には路面勾配により荷重の大きくなる
前輪を選択することにより、効率のよい領域でモーターを使用でき、十分な駆動力を得る
ことができる。
【００４１】
　（Ｂ）また、全ての車輪を回生制動輪として利用することにより、エネルギーを効率的
に回収することができる。
【００４２】
　（Ｃ）また、旋回時半径方向外側の車輪を駆動輪とすることにより、旋回をスムーズに
行うことができ、更に内側車輪に回生制動を加えれば、より小さい回転半径で旋回が可能
になる。
【００４３】
　（Ｄ）更に、サスペンションのストローク量を用いれば、路面勾配を容易に検出するこ
とができる。また、旋回の方向・大きさ等の旋回情報は、ステアリングの操舵角量を用い
れば容易に検出することができる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】　本発明の実施例を示す電気自動車の駆動システムの構成図である。
【図２】　本発明の実施例を示す電気自動車の駆動機構の模式図である。
【図３】　電気自動車の駆動用モーターの効率特性図である。
【図４】　電気自動車に印加される荷重を示す模式図である。
【符号の説明】
　１　　右前輪
　２　　左前輪
　３　　右後輪
　４　　左後輪
　５　　右前輪駆動用モーター
　６　　左前輪駆動用モーター
　７　　右後輪駆動用モーター
　８　　左後輪駆動用モーター
　９　　右前輪駆動用モーターに接続されるインバータ
　１０　　左前輪駆動用モーターに接続されるインバータ
　１１　　右後輪駆動用モーターに接続されるインバータ
　１２　　左後輪駆動用モーターに接続されるインバータ
　１３　　インバータにそれぞれ接続される電池
　１４　　右前輪ストロークセンサー
　１５　　左前輪ストロークセンサー
　１６　　右後輪ストロークセンサー
　１７　　左後輪ストロークセンサー
　１８　　操舵角センサー
　１９　　前後減速度センサー
　２０　　コントローラ
　２１　　各車輪
　２２　　各車輪に配置されるブレーキ機構
　２３　　ブレーキ機構に連結されるモーター
　２４　　アッパーアーム
　２５　　ローアーアーム
　２６　　車体の一部（車体側）
　２７　　ストロークセンサー
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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