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(57)【要約】
【課題】車両制御装置を有する車両の構成要素をテスト
する改善された方法及びこれに対応する試験台を提供す
ること。
【解決手段】パワートレイン２と、車両制御装置１４と
、ブレーキシステム１１とを有する車両の構成要素をテ
ストするための方法であって、負荷機械８を用いて負荷
トルクＴＤがパワートレイン２へ印加され、構成要素が
車両制御装置１４によって制御される前記方法において
、構成要素のシミュレーションモデル２１に基づき、シ
ミュレーションユニット２０において、構成要素の現時
点でのパワートレイン回転数が、パワートレイン２にお
いて作用するパワートレイントルクＴＰと、ブレーキシ
ステム１１のブレーキ作用とに基づいて演算され、演算
された現時点でのパワートレイン回転数が車両制御装置
１４によって用いられ、演算されたパワートレイン回転
数が駆動調整装置２３によって用いられる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パワートレイン（２）と、パワートレイン回転数（ｎＰ）を処理する少なくとも１つの
車両制御装置（１４）と、前記パワートレイン（２）へ作用するブレーキシステム（１１
）とを有する車両の構成要素の複合体を試験台（１）上でテストするための方法であって
、前記車両の前記パワートレイン（２）が駆動装置（７）によって駆動され、前記パワー
トレインに結合された負荷機械（８）を用いて負荷トルク（ＴＤ）が前記パワートレイン
（２）へ印加され、前記複合体の少なくとも１つの前記構成要素が、前記パワートレイン
回転数（ｎＰ）に依存して前記車両制御装置（１４）によって制御される、前記方法にお
いて、
　前記複合体の少なくとも１つの前記構成要素のためのシミュレーションモデル（２１）
に基づき、シミュレーションユニット（２０）において、前記構成要素の現時点での前記
パワートレイン回転数（ｎＰ）が、前記パワートレイン（２）において作用するパワート
レイントルク（ＴＰ）と、前記ブレーキシステム（１１）のブレーキ作用（Ｂ）とに基づ
いて演算され、少なくとも１つの前記構成要素を制御するために、演算された前記現時点
でのパワートレイン回転数（ｎＰ）が前記車両制御装置（１４）によって用いられ、前記
負荷機械（８）を制御するために、演算された前記パワートレイン回転数（ｎＰ）が駆動
調整装置（２３）によって用いられることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ブレーキシステム（１１）が、１つの車輪車両（９）の回転数（ｎＲ）に依存して
、前記車両制御装置（１４）としての走行ダイナミクスコントロールシステムによって制
御され、前記シミュレーションユニット（２０）において前記車両車輪（９）のためのシ
ミュレーションモデル（２１）に基づき前記車両車輪（９）の現時点での回転数（ｎＲ）
が演算され、前記ブレーキシステム（１１）を制御するために演算された前記車両車輪（
９）の前記現時点での回転数（ｎＲ）が前記走行ダイナミクスコントロールシステムによ
って用いられ、前記負荷機械（８）を制御するために前記車両車輪（９）の前記演算され
た回転数（ｎＲ）が前記駆動調整装置（２３）によって用いられることを特徴とする請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ブレーキ作用（Ｂ）が、前記シミュレーションユニット（２０）において、前記ブ
レーキシステム（１１）のためのブレーキシミュレーションモデル（２２）に基づいて演
算されることを特徴とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ブレーキシステム（１１）の前記ブレーキ作用（Ｂ）が、前記試験台（１）におい
て測定されることを特徴とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項５】
　前記ブレーキ作用（Ｂ）が、前記走行ダイナミクスコントロールシステム（１４）によ
って提供されることを特徴とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項６】
　前記シミュレーションモデル（２１）によって、前記車両及び／又は前記車両車輪（９
）のタイヤもシミュレーションされることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項７】
　前記負荷トルク（ＴＤ）が、１つの車両車輪（９）が上に配置されるローラ（３１）を
介して前記パワートレイン（２）へ印加されることを特徴とする請求項１～６のいずれか
１項に記載の方法。
【請求項８】
　パワートレイン（２）と、パワートレイン回転数（ｎＰ）を処理する少なくとも１つの
車両制御装置（１４）と、前記パワートレイン（２）へ作用するブレーキシステム（１１
）とを有する車両の構成要素の複合体を当該試験台（１）上でテストするための試験台で
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あって、駆動装置（７）が前記車両の１つのパワートレイン（２）を駆動し、前記パワー
トレイン（２）が、該パワートレイン（２）へ負荷トルク（ＴＤ）を印加する負荷機械（
８）に結合されており、前記車両制御装置（１４）が、パワートレイン回転数（ｎＰ）に
依存して前記複合体の少なくとも１つの構成要素を制御する、前記試験台において、
　前記少なくとも１つの構成要素のためのシミュレーションモデル（２１）を有するシミ
ュレーションユニット（２０）が設けられており、該シミュレーションユニット（２０）
が、前記パワートレイン（２）において作用するパワートレイントルク（ＴＰ）と、前記
ブレーキシステム（１１）のブレーキ作用（Ｂ）とに基づいて現時点でのパワートレイン
回転数（ｎＰ）を演算し、前記車両制御装置（１４）が、前記演算されたパワートレイン
回転数（ｎＰ）に基づき少なくとも１つの前記構成要素を制御し、前記負荷機械（８）の
駆動調整装置（２３）が、前記演算されたパワートレイン回転数（ｎＰ）に基づいて前記
負荷機械（８）を制御することを特徴とする試験台。
【請求項９】
　前記ブレーキシステム（１１）を車両車輪（９）の回転数（ｎＲ）に依存して制御する
走行ダイナミクスコントロールシステムが設けられており、前記シミュレーションユニッ
ト（２０）が前記車両車輪（９）の現時点での回転数（ｎＲ）を演算し、前記走行ダイナ
ミクスコントロールシステムが、前記車両車輪（９）の演算された回転数（ｎＲ）に基づ
いて前記ブレーキシステム（１１）を制御し、前記駆動調整装置（２３）が、前記車両車
輪（９）の演算された前記回転数（ｎＲ）に基づいて前記負荷機械（８）を制御すること
を特徴とする請求項８に記載の試験台。
【請求項１０】
　前記ブレーキシステム（１１）が、第１のブレーキ部（１３）と、該第１のブレーキ部
と協働し前記パワートレイン（２）に機械的に結合された第２のブレーキ部（１２）とを
含んでいることを特徴とする請求項８又は９に記載の試験台。
【請求項１１】
　前記ブレーキシステム（１１）が、第１のブレーキ部（１３）と、前記パワートレイン
（２）に機械的に結合された第２のブレーキ部（１２）とを含んでおり、前記第１のブレ
ーキ部（１３）がダミーブレーキ部（１５）に作用することで、前記第１のブレーキ部（
１３）が前記第２のブレーキ部（１２）から機械的に分離されていることを特徴とする請
求項８又は９に記載の試験台。
【請求項１２】
　前記ブレーキシステム（１１）のシミュレーションのためのブレーキシミュレーション
モデル（２２）が前記シミュレーションユニット（２０）において実行されていることを
特徴とする請求項８又は９に記載の試験台。
【請求項１３】
　前記ブレーキシステム（１１）のためのブレーキシミュレーションモデル（２２）が前
記シミュレーションユニット（２０）において実行されており、これに基づき前記シミュ
レーションユニット（２０）が前記ブレーキ作用（Ｂ）を演算することを特徴とする請求
項８～１２のいずれか１項に記載の試験台。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　具体的な本発明は、パワートレイン回転数を処理する車両制御装置と、パワートレイン
へ作用するブレーキシステムとを有する車両の構成要素の複合体を試験台上でテストする
ための方法及び試験台であって、車両のパワートレインが駆動装置によって駆動され、パ
ワートレインに結合された負荷機械を用いて負荷トルクがパワートレインへ印加され、複
合体の少なくとも１つの構成要素が、パワートレイン回転数に依存して車両制御装置によ
って制御される、前記方法及び試験台に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　車両においては、いくつかのみを挙げるために例えばハイブリッド制御装置、エンジン
制御装置、トランスミッション制御装置、走行ダイナミクスコントロールシステムなどの
互いに１つ又は複数の車両バスで互いにネットワーク化されることができる多数の車両制
御装置が存在する。これら車両制御装置の多くは、例えばＡＢＳ回転数センサを用いて車
両車輪又はパワートレインの構成要素、例えばトランスミッション入口、トランスミッシ
ョン出口、ディファレンシャルギヤ装置、ハイブリッドパワートレインにおける電気モー
タの出口において測定される回転数を処理する。車両におけるこのような車両制御装置に
ついての典型的な例は、車両のブレーキシステムを制御するための、車両車輪の回転数あ
るいは通常全ての車両車輪を処理する走行ダイナミクスコントロールシステムである。
【０００３】
　走行ダイナミクスコントロール（ＦＤＲ）は、一般に、車両のための電子制御される走
行支援システムと理解され、このシステムは、各車輪の目的をもった制動によって車両の
逸脱に対抗するか、あるいは非常に一般的には走行安全性及び走行快適性への貢献を提供
するものである。走行ダイナミクス制御装置は、アンチロックシステム（ＡＢＳ）、アン
チスキッド制御（ＡＳＲ）及び電子制御制動力配分を有する公知のブレーキシステムの拡
張及び結合である。ブレーキアシスト又はハンドブレーキも、これに組み合わせることが
可能である。以下では、これについて走行ダイナミクスコントロールシステム（ＦＤＲ）
という用語を用いる。これにより、走行ダイナミクスコントロールシステムは、ブレーキ
システムとして理解されるが、ブレーキシステムを含むものである。
【０００４】
　走行ダイナミクスコントロールシステム（ＦＤＲ）を開発及びテストするための異なる
手法が存在する。まず初めに、通常、走行ダイナミクスコントロールシステム（ＦＤＲ）
の一部としてのブレーキシステムの純粋なシミュレーションが存在する。ブレーキシステ
ム制御ユニットは、頻繁にいわゆるハードウェアインザループ（ＨｉＬ）試験台において
更に開発されるか、あるいはテストされる。このとき、ブレーキハードウェアがモデルを
用いてシミュレーションされるとともに、ブレーキシステム制御ユニットがシミュレーシ
ョンに基づき開発あるいは更に開発される。これにより、例えばＡＢＳ、ＡＳＲ、ヒルホ
ルダ、ハンドブレーキなどのようなブレーキシステム制御ユニットの異なる機能を開発及
びテストすることが可能である。さらに、これまでは、車両が実際に移動するテストコー
ス又はローラ試験台上で現実の車両に設けられた現実のブレーキシステムがテストされて
いた。しかし、現実の走行実験は、一方でコストがかかり、他方ではほとんど繰り返すこ
とができない。
【０００５】
　本発明を以下のように走行ダイナミクスコントロールシステムの具体的な例で説明して
も、同様のことが本質的に車両の他の制御装置についても当てはまる。
【０００６】
　特許文献１から、車両のブレーキシステムの機能をチェックする方法が知られており、
この方法では、速度－時間－プロフィルの形態で車輪速度がシミュレーションされる。速
度プロフィルがブレーキシステムにあらかじめ設定されており、その反応がチェックされ
る。しかし、これによってはブレーキシステム及びパワートレインの現実の条件の下で閉
ループテストが実現されることができず、開ループ機能検査のみが実現される。
【０００７】
　特許文献２には、自在軸と結合された、車両の車輪を再現するための負荷機械を有する
パワートレインの特性をチェックする方法が記載されている。このために、シミュレーシ
ョン装置内では車両モデル、タイヤモデル及びブレーキモデルが実行されている。シミュ
レーション装置は、これに基づき、負荷機械が制御される目標トルクを算出する。走行ダ
イナミクスコントロールシステムは、回転数センサを介して車輪の回転数（負荷機械の回
転数の一次近似に相当）を検出し、これに基づき、シミュレーション装置においてブレー
キモデルに基づき目標トルクへ入れられるブレーキトルクへ換算されるブレーキ圧を算出
する。このようにして、負荷機械によって再現される車輪のブレーキシステムの正確な機
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能をチェックすることが可能である。
【０００８】
　このとき、問題は、多くのブレーキ動作において部分的に非常に大きなブレーキ力と、
ブレーキ力あるいはブレーキトルクの非常に大きな変化率と、車両の高いダイナミクスの
タイヤ力と、これに伴う非常に大きな加速度及び加速度変動である。これにより、多くの
ブレーキ動作は、試験台において通常模倣されることができない高いダイナミクスを受け
る。「ダイナミクス」とは、ここでは一般に、回転数、回転加速度又はトルクの目標値の
変化に対してどのくらい迅速に反応できるか、したがって、どのくらい迅速に新たな目標
値が調整され得るかを意味する。所望の高いダイナミクスは、制御システム、測定システ
ム、シミュレーションシステム及びアクチュエータから成る試験台の制限された応答特性
（したがって制限された変化率）に直面するものであり、その結果、高いダイナミクスの
ブレーキ過程あるいはブレーキ圧経過により生じる回転数の高い精度の調整が、従来の試
験台構造では実現可能でないか、あるいは不十分に実現可能である。負荷機械（ダイナモ
メータ、Ｄｙｎｏ）の実際の回転数は、上述のように、走行ダイナミクスコントロールシ
ステムのための入口としての役割を果たす。回転加速度は、試験台自在軸（負荷機械と車
軸あるいは車両車輪の間の軸）と、負荷機械の性能（トルク、回転数）と、試験台の上述
のシステム構成要素の遅延時間とによってダイナミクスにおいて制限されている。したが
って、高いダイナミクスのブレーキ過程は、特許文献２に記載されているように、従来の
試験台構造によっては不十分にのみシミュレーション及びテストされ得る。
【０００９】
　一般に、特にブレーキシステムの介入を生じさせるパワートレイン又は車両における高
いダイナミクスの試験過程が、試験台の制限されたダイナミクスに基づき制限されてのみ
可能であり、したがってこのような試験過程は不十分にのみシミュレーションされ、テス
トされ得るということができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１０／０２８６８８０号明細書
【特許文献２】独国特許発明第１０２００６０３５５０２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　したがって、具体的な発明の課題は、改善されたダイナミクスにより実行され得る、少
なくとも１つの車両制御装置を有する車両の構成要素の複合体をテストする改善された方
法及びこれに対応する試験台を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題は、本発明により、複合体の少なくとも１つの構成要素のためのシミュレーシ
ョンモデルに基づき、シミュレーションユニットにおいて、構成要素の現時点でのパワー
トレイン回転数が、パワートレインにおいて作用するパワートレイントルクと、ブレーキ
システムのブレーキ作用とに基づいて演算され、少なくとも１つの構成要素を制御するた
めに、演算された現時点でのパワートレイン回転数が車両制御装置によって用いられ、負
荷機械を制御するために、演算されたパワートレイン回転数が駆動調整装置によって用い
られることによって解決される。これにより、構成要素のテストされるべき複合体の車両
制御装置は、試験台におけるパワートレインにおいて測定される回転数ではなく、シミュ
レーションにおいて演算された回転数で動作する。この手法により、車両制御装置のダイ
ナミクスが試験台のダイナミクから大きく分離される。車両制御装置は、シミュレーショ
ンされた、すなわち特に高いダイナミクスのブレーキ過程において遅延して再調整された
ダイナミクスを有する試験台において測定されたパワートレインの回転数ではなく、高い
ダイナミクスの演算された回転数を「見る」とともに、特に高いダイナミクスのブレーキ
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過程／走行ダイナミクスコントロール過程により引き起こされるパワートレインにおける
高い変化率を有する回転数変化での、対応して高いダイナミクスで、試験台において制御
することが可能である。このとき、負荷機械（及びこれに伴うパワートレイン）が試験台
における極端に高いダイナミクスの回転数変化に必ずしも十分迅速に追従することができ
るわけではなく、高いダイナミクスの制御過程における試験台において実際に実現される
回転数がシミュレーションされたものと一時的に相違することは副次的なものである。パ
ワートレインの回転数の正確な追従は、テストにとって、したがってブレーキ特性の判断
にとって副次的なものである。このようにして、車両の構成要素の複合体は、本質的に現
実的な条件の下でテストされることが可能である。
【００１３】
　特に有利には、車両制御装置が走行ダイナミクスコントロールシステムであり、シミュ
レーションユニットでは、車両車輪についてのシミュレーションモデルにより、パワート
レインにおいて作用するパワートレイントルクと、ブレーキシステムのブレーキ作用とに
基づいて車両車輪の現時点での回転数が演算され、ブレーキシステムを制御するために、
走行ダイナミクスコントロールシステムの演算された回転数が用いられ、その上、負荷機
械を制御するために、演算されたパワートレイン回転数が駆動調整装置によって用いられ
る。この構成においては、同時に走行ダイナミクスコントロールシステム、したがって車
両制御装置によってテストされるべき複合体においてブレーキシステムが得られる。
【００１４】
　当然、現実の車両のように、パワートレインに結合された全てのブレーキシステムも、
通常、各車両車輪に対して１つのブレーキシステムをこのようにして走行ダイナミクスコ
ントロールシステムとの組合せにおいてテストすることが可能である。
【００１５】
　このとき、必要なブレーキ作用を、シミュレーションユニット内において、ブレーキシ
ステムに対するブレーキシミュレーションモデルに基づき演算することができるか、又は
走行ダイナミクスコントロールシステム自体によって提供することが可能である。このた
めに、ブレーキトルクを、試験台の現実のブレーキアクチュエータによって（空圧的又は
油圧的に）によって現実に提供することが可能である。
【００１６】
　同様に、有利には、テストは、ローラ試験台上で行われることができ、タイヤ及びブレ
ーキにより生じる負荷トルクは、その上に車両車輪が配置されるローラを介してパワート
レインへ印加される。これにより、タイヤ走行路特性をより現実的に模倣することができ
、これは全体としてテストをより現実的なものとするものである。
【００１７】
　試験台では、ブレーキシステムが第１のブレーキ部と、これと協働しパワートレインと
機械的に結合された第２のブレーキ部とを含むことができる。このとき、ブレーキトルク
が、あらかじめ設定されたブレーキ作用（例えばブレーキ力あるいはブレーキ圧）に基づ
きブレーキシステムによって現実に発生し、試験台においてパワートレインへ印加される
。これは、非常に現実的なブレーキ作用の下でテストの実行を可能とするものである。
【００１８】
　試験台では、ブレーキシステムが第１のブレーキ部と、パワートレインと機械的に結合
された第２のブレーキ部とを含むことができ、第１のブレーキ部は、この第１のブレーキ
部がダミーブレーキ部に作用することで第２のブレーキ部とは機械的に分離されている。
このとき、試験台におけるブレーキ部の分離により、ブレーキトルクがブレーキシステム
によってパワートレインへ印加されない。発生するブレーキ作用（例えばブレーキトルク
）を、シミュレーションユニットにおいて演算することができる。このとき、ブレーキシ
ステムのブレーキ作用は、全てのトルクの平準化に基づき生じるように、得られた、演算
された回転数及び負荷機械を介して間接的に模倣される。ここで、パワートレインを制動
する生じたトルクのみを負荷機械によって現実に適用する必要があるため、テストの実行
は特に有利である。さらに、適切なシミュレーションモデルを前提として、異なるブレー
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キシステムのテストが非常に良好に許容される。
【００１９】
　別の構成においては、ブレーキシステムは、シミュレーションとしてのみシミュレーシ
ョンユニット内に存在し、作用するブレーキ作用は、シミュレーションに基づいて演算さ
れる。
【００２０】
　以下に、具体的な本発明を、例示的で概略的な、制限されない本発明の有利な構成を示
す、図１～図４を参照して詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】車両制御装置としての走行ダイナミクスコントロールシステムを有する車両の構
成要素の複合体のテストのための試験台の構成を概略的に示す図である。
【図２】試験台の他の有利な構成を示す図である。
【図３】試験台の他の有利な構成を示す図である。
【図４】車両の構成要素の複合体のテストを実行するためのローラ試験台を示す図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　図１には、試験台１において機能的に構成された実際の構成要素としての、ここでは側
軸３、ディファレンシャルギヤ装置４、駆動軸５及びトランスミッション装置６を含む、
車両のパワートレイン２を有する試験台１としてのパワートレイン試験台が概略的に示さ
れている。パワートレイン２は、例えば内燃機関又は電気モータのような駆動装置７によ
って駆動されるとともに、側軸トルクＴＨへ導かれる駆動トルクＴＡを生じさせる。以下
では、一般にパワートレイン２内で作用するトルクを示すパワートレイントルクＴＰにつ
いて一般的に説明する。パワートレイン２は、負荷機械８、好ましくは電気的な負荷機械
（Ｄｙｎｏ）に結合されている。このために、負荷機械８は、ここでは簡易化のためにホ
イールハブのみが図示されている車両車輪９に、場合によっては適当な負荷シャフト１０
、例えば自在軸を介して相対回転不能に結合されている。負荷機械８は、パワートレイン
２へ印加される負荷トルクＴＤを生じさせる。作用するトルクにより、パワートレインの
構成要素内に、例えば車両車輪９の回転数ｎＲ又はディファレンシャルギヤ装置４の出口
における回転数のような様々な回転数が生じる。以下では、一般にパワートレイン２内で
作用する回転数を示すパワートレイン回転数ｎＰについて一般的に説明する。
【００２３】
　実際の車両では、車両車輪９を制動するために、あるいはこれに伴い車両を制動するた
めに、第１のブレーキ部１３及び第２のブレーキ部１２を有するブレーキシステム１１も
設けられている。このようなブレーキシステム１１も試験台１において構成されている。
このために、例えばブレーキディスク、ブレーキドラム又はこれに類するもののような第
２のブレーキ部１２が、パワートレイン２、通常の場合には側軸３に機械的かつ相対回転
不能に結合されている。例えばブレーキパッドを有するブレーキキャリパ又はブレーキシ
ューのような第１のブレーキ部１３は、公知のように、散逸的なブレーキのために第２の
ブレーキ部１２と協働する。ブレーキ作用Ｂを生じさせるよう第１のブレーキ部の要素を
第２のブレーキ部１２に対して押圧するために、ブレーキシステム１１の第１のブレーキ
部１３は、公知のように、例えば油圧ユニット又は空圧ユニットのような操作ユニット１
９を含んでいる。ブレーキシステム１１により、ブレーキング時には、ブレーキシステム
１１によって生じる現時点でのブレーキ圧ｐＢあるいは現時点でのブレーキ力ＦＢによっ
て、ブレーキシステム１１によりブレーキトルクＴＢが生じ、このブレーキトルクは、実
際に存在するパワートレイン２及びこれに伴い、仮想的な場合にも車両を制動するもので
ある。以下では、一般に、ブレーキ圧ｐＢ、ブレーキ力ＦＢ及びブレーキトルクＴＢの等
価な量に対してもブレーキ作用Ｂという概念が用いられる。
【００２４】
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　このとき、パワートレイン２の各構成要素は、公知のように、パワートレイン回転数ｎ

Ｐと、場合によっては別の測定量Ｍ及び入力量Ｅとに依存して車両制御装置１４によって
制御される。車両において、及び試験台１においても、車両車輪９の回転数ｎＲに依存し
て車両ダイナミクスコントロールシステム１４によって制御されるブレーキシステムがこ
こでは例示的なブレーキシステム１１として挙げられている。このために、車両ダイナミ
クスコントロールシステム１４は、ブレーキシステム１１の操作ユニット１９の様々な測
定量Ｍ及び入力量Ｅに依存して、ブレーキシステム１１によって調整されるべき目標ブレ
ーキ作用Ｂｓｏｌｌを設定する。他の例は、パワートレイン回転数ｎＰと、場合によって
は別の測定量Ｍ及び入力量Ｅとに依存してパワートレイン２の電気モータを制御するハイ
ブリッド制御装置である。以下では、一般に車両内に存在する、車両又はパワートレイン
２の構成要素をパワートレイン回転数ｎＰに依存して制御するための制御装置と、場合に
よっては別の測定量Ｍ及び入力量Ｅによって作用する回転数とを示す車両制御装置１４を
一般的に説明する。
【００２５】
　実際の車両では、例えば車両制御装置１４は、標準的に構成された車輪回転数センサ１
８から測定量Ｍとして車両車輪９の回転数を取得し、場合によっては異なるように構成さ
れた複数のセンサから例えば長手方向加速度、横方向加速度、ヨーレート、操舵角、操舵
角速度などの車両の別の測定量Ｍを取得する。同様に、車両制御装置１４は、例えばブレ
ーキペダル信号のような別の入力量Ｅを処理する。この量に基づき、例えば車両ダイナミ
クスコントロールシステムは、ブレーキシステム１１に対する目標ブレーキ圧ｐＢ又は目
標ブレーキ力ＦＢ（目標ブレーキトルクＴＢも等価）、すなわち目標ブレーキ作用Ｂｓｏ

ｌｌを演算し、そして、ブレーキシステム１１によって第１のブレーキ部１３が操作ユニ
ット１９を介して制御される。
【００２６】
　駆動装置７を有するパワートレイン２と、パワートレイン２へ作用するブレーキシステ
ム１１と、車両制御装置１４とから成る、車両の構成要素のこの複合体は、試験台１にお
いてブレーキシステム１１の作用の下でテストされるべきであり、負荷機械（８）が負荷
トルクＴＤをパワートレイン２へ印加する。以下では、車両制御装置１４としての車両ダ
イナミクスコントロールシステムの具体的な例において詳細に説明する。
【００２７】
　例えば車両ダイナミクスコントロールシステムである車両制御装置１４を試験台１にお
いてテストするために、図１による本発明の第１の実施例では、第１のブレーキ部１３及
び第２のブレーキ部１２が機械的に分離されているとともに、第１のブレーキ部１３が例
えばダミーブレーキディスク又はダミーブレーキドラムのような受動的なダミーブレーキ
部に作用するように設定されている。これにより、試験台１におけるブレーキング時にブ
レーキシステム１１によって実際のブレーキトルクＴＢがパワートレイン２へ印加されな
い。
【００２８】
　シミュレーションユニット２０では、車両車輪９（場合によっては車両及び／又はタイ
ヤ）のシミュレーションのためのシミュレーションモデル２１が実行されており、このシ
ミュレーションモデルは、車両車輪９の挙動、場合によっては車両及び／又はタイヤの挙
動を模倣するものである。シミュレーションモデル２１は、パワートレイン２内で実際に
作用するパワートレイントルクＴＰ、すなわち例えばトルク測定センサ１６を用いて測定
された側軸ＴＨ及び／又は駆動トルクＴＡと、例えばあらかじめ設定された目標ブレーキ
圧ｐＢ又は目標ブレーキ力ＦＢに基づき生じる現時点でのブレーキトルクＴＢのような現
時点でのブレーキ作用Ｂｉｓｔとに基づいて車両車輪９の現時点での（パワートレイン回
転数ｎＰとしての）回転数ｎＲを演算する。同様に、シミュレーションモデル２１におい
ては、例えばタイヤモデルに基づくタイヤトルク又は例えば流体力学モデルに基づく抵抗
トルクのような他のトルクも考慮することが可能である。同様に、実際の車両におけるよ
うな車両ダイナミクスコントロールシステムも当然、実際のセンサによってモデルによる
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シミュレーションに基づき得るか、又は例えば試験台制御ユニット２４のような上位の制
御ユニットに基づき得る車両の測定量Ｍ又は入力量Ｅを考慮することが可能である。この
ために、現時点でのブレーキ作用Ｂｉｓｔは、例えばダミーブレーキ部１５における実際
のブレーキ力ＦＢ＿ｉｓｔの測定によって、適当なセンサにより測定されることが可能で
あるか、又は図１に示唆されているように、ブレーキシステム１１のブレーキシミュレー
ションモデル２２に基づいて演算されることも可能である。このとき、ブレーキシミュレ
ーションモデル２２は、例えば、走行ダイナミクスコントロールシステムによってあらか
じめ設定された目標ブレーキ圧ｐＢ又はあらかじめ設定された目標ブレーキ力ＦＢ、現時
点でのブレーキトルクＢｉｓｔあるいは一般的に現時点でのブレーキ作用Ｂｉｓｔに基づ
き演算する。しかし、現時点でのブレーキ作用Ｂｉｓｔは、適当なインターフェースを介
して走行ダイナミクスコントロールシステムから、この場合、例えば、走行ダイナミクス
コントロールシステムのテストのために十分正確であり得る目標ブレーキトルクＴＢとし
て提供されることができる。
【００２９】
　そして、このように演算された車両車輪９の回転数ｎＲは、走行ダイナミクスコントロ
ールシステムと、これとは無関係に、例えば試験台制御ユニット２４内で実行されている
負荷機械８のための駆動調整装置２３とに直接伝達される。駆動調整装置２３は、演算さ
れた回転数ｎＲを負荷機械８の負荷トルクＴＤを介してパワートレイン２において調整す
るために、演算された回転数ｎＲを例えば負荷機械８のための目標トルクのような制御信
号Ｓへ変換する。このために、負荷機械８の実際の回転数ｎＤが回転数測定ユニット１７
によって測定され、駆動調整装置２３へ伝達されるように設定することも可能である。
【００３０】
　走行ダイナミクスコントロールシステム又は一般的に車両制御装置１４は、このように
して、試験台１でのそのダイナミクスにおいて制限された、例えば構成された車輪回転数
センサ（ＡＢＳセンサ）１８によって測定され得る実際に存在する車両車輪９の回転数ｎ

Ｒか、あるいは一般にそのダイナミクスにおいて制限された実際に存在するパワートレイ
ン回転数ｎＰではなく、高いダイナミクスの演算された回転数ｎＲあるいは一般にｎＰを
取得する。これにより、シミュレーションされた回転数ｎＲが、特に高いダイナミクスの
ブレーキ過程において試験台１における実際の回転数と相違する。あるいは、換言すれば
、走行ダイナミクスコントロールシステムのテストにとっては些細なことであるものの、
演算された回転数ｎＲが負荷機械８を介して試験台１において十分迅速に調整されること
ができないため、パワートレイン２における実際の回転数は、試験台１の制限されたダイ
ナミクス及びシミュレーションされた高いダイナミクスの回転数ｎＲのその成分に基づき
遅延する。これにより、走行ダイナミクスコントロールシステムあるいは一般に車両制御
装置１４及びブレーキシステム１１を有する構成要素の複合体をより試験台１において現
実的な条件の下でテストすることが可能である。
【００３１】
　本発明は、上記において車両の半分のアクスルについて説明したが、全てのブレーキシ
ステム１１が車両の全てのアクスルあるいは半分のアクスルにおいてこのように同時に車
両制御装置１４の作用の下で特に車両の駆動されないアクスルについてもテストされるこ
とが可能であることも当然である。公知のように、典型的なパワートレイン試験台上では
多くのケースにおいて全ての車両車輪９又は車両における少なくとも全ての駆動される車
両車輪９がそれぞれ負荷機械８に接続されている。この場合、考慮される全ての車両車輪
９の回転数ｎＲが、シミュレーションユニット２０において車両車輪のシミュレーション
モデル２１によって演算され、車両制御装置１４と、対応する負荷機械８のそれぞれ車両
車輪９に対応する駆動調整装置２３とへ伝達される。このようにして、車両制御装置１４
としての車両ダイナミクスコントロールシステムによって、例えばＡＢＳ（アンチロック
システム）又はＡＳＲ（アンチスキッド制御）の介入のような特に車両の非常に実際的な
スタビリティケースもテストすることが可能である。
【００３２】
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　同様に、これにより、テストにおいて、車両のフットブレーキの機能が含まれ得るだけ
でなく、同様にパーキングブレーキの機能も含まれ得ることに留意すべきである。
【００３３】
　図２による本発明の第２の可能な構成においては、ブレーキシステム１１が車両におけ
るように試験台１において構成されており、すなわち、第１のブレーキ部１３が散逸的な
ブレーキングのためにここでも機械的及び相対回転不能にパワートレイン２に結合された
第２のブレーキ部１２と協働するように構成されている。ここで、ブレーキ過程において
も、実際にブレーキトルクＴＢがパワートレイン２へ印加される。したがって、ブレーキ
システム１１のブレーキ作用Ｂは、シミュレーションユニット２２においてシミュレーシ
ョンされる必要はなく、現時点でのブレーキ作用Ｂｉｓｔとして直接測定されることが可
能である。それゆえ、シミュレーションユニット２０のブレーキシミュレーションモデル
２２を削減することが可能である。しかし、それでも、例えば現時点でのブレーキ作用Ｂ

ｉｓｔを直接測定できないか、又はその測定が困難である場合に現時点でのブレーキ作用
Ｂｉｓｔを演算するために、ブレーキシミュレーションモデル２２を実行することが可能
である。そうでない場合には、このために図１と同様な事項が実行される。
【００３４】
　第３の可能な形成においては、ブレーキシステム１１は、現実的に構成されておらず、
したがって、第１のブレーキ部１３も、第２のブレーキ部も、また操作ユニット１９も現
実的に存在しない。このとき、ブレーキシステム１１は、完全に、又は部分的にシミュレ
ーションユニット２０のシミュレーションモデル２２によってシミュレーションされると
ともに、図３に示唆されるようにシミュレーションによって置き換えられる。これにより
、例示的な車両制御装置１４としての車両ダイナミクスコントロールシステムはブレーキ
システム１１のシミュレーションを制御するが、このことは、本発明による方法に基づく
車両ダイナミクスコントロールシステムのテストのためには些細なものである。
【００３５】
　同様に、ブレーキシステム１１を有する車両３０の車両制御装置１４をパワートレイン
試験台上でテストせず、図４に図示されているように試験台１としてのローラ試験台上で
試験することが考えられる。このために、車両３０は、公知のように、パワートレイン２
の端部で対応する車両ハブに配置されている少なくとも駆動される車両車輪３３と共にロ
ーラ３１上に配置される。ローラ３１は、負荷機械８に結合されているとともに、この負
荷機械によって駆動される。したがって、ここでは、パワートレイン２はローラ３１を介
して負荷機械８に結合されており、この負荷機械は、ローラ３１を介して負荷トルクＴＤ

をパワートレイン２へ印加する。ここで、車輪ハブ９の回転数ｎＲは、車両車輪３３，３
４の回転数に相当する。車両３０との協働における車両制御装置１４のテストのために、
例えば車両３０のフロントアクスルにおける駆動されていない車両車輪３４もこのように
駆動されるローラ３１上に配置されれば有利である。同様に、各車両車輪３３，３４に対
して固有のローラを設けるか（車輪個別駆動）、又は回転する車輪のみをローラ３１上に
配置する（いわゆるコーナーモジュール）ことも考えられる。そして、車両３０の車両制
御装置１４のテストは、ここでも図１～図３を参照した説明のように行われ、車両制御装
置１４は、ここでも演算された高いダイナミクスの回転数ｎＲのみを取得し、試験台にお
いて実際に存在する回転数を取得しない。
【００３６】
　この点では、走行ダイナミクスコントロールシステムはブレーキシステム１１自体の制
御のためのブレーキ作用Ｂｓｏｌｌを演算し、このブレーキ作用に基づいて走行ダイナミ
クスコントロールシステムが複合体の構成要素としてのブレーキシステム１１を制御する
ため、車両制御装置１４としての走行ダイナミクスコントロールシステムの例は特別であ
る。ブレーキシステム１１の作用の下でテストされるべき構成要素の複合体が、ブレーキ
システム１１としての他の構成要素を制御する他の制御装置１４を含む場合には、テスト
のためにブレーキシステム１１の制御が必要である。このとき、このために必要なブレー
キシステム１１の制御のためのブレーキ作用Ｂｓｏｌｌは、追加的に存在する走行ダイナ
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ミクスコントロールシステムに基づくことが可能であるが、例えば試験台制御ユニット２
４のような他の制御ユニット又は操作者によって操作される実際に存在するブレーキペダ
ルから提供されることも可能である。ただし、当然、同様にここでもブレーキシステム１
１の上述の構成が可能である。これにより、構成要素の複合体において複数の車両制御装
置１４の協働もテストすることが可能である。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】



(13) JP 2017-524937 A 2017.8.31

10

20

30

40

【国際調査報告】



(14) JP 2017-524937 A 2017.8.31

10

20

30

40



(15) JP 2017-524937 A 2017.8.31

10

20

30

40



(16) JP 2017-524937 A 2017.8.31

10

20

30

40



(17) JP 2017-524937 A 2017.8.31

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,H
N,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

(72)発明者  プフィスター・フェリックス
            オーストリア共和国、８０１０　グラーツ、ミルエッカーガッセ、３９


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

