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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電動モーターで走行すると共にブレーキ操作手段への操作量に対応して前記電動モータ
ーの回生トルクを含む制動量で自車両を制動する制動手段を備える電動車の出力特性を制
御する出力特性制御方法であって、
　前記電動車は、前記電動モーターの駆動に用いられる電力が蓄積されるバッテリーと、
前記電動モーターの回生力によって発電する発電手段と、を備えており、
　前記電動車への負荷量の変化を検知する検知工程と、
　前記電動車の前記負荷量の変化量に基づいて、前記バッテリーの残存充電率の上限値お
よび下限値を示す所定の幅を有する数値帯である目標充電率を設定する設定工程と、
　前記設定工程で設定された前記目標充電率を達成するために必要な必要発電量を算出す
る算出工程と、
　前記検知工程で前記負荷量の変化を検知した場合、前記負荷量の変化量に基づいて前記
制動手段における前記制動量を変更する変更工程と、を含み、
　前記変更工程では、前記電動モーターの回生トルクを変更することによって前記制動量
を変更するとともに、前記必要発電量に基づいて前記回生トルクを変更することを特徴と
する出力特性制御方法。
【請求項２】
　前記設定工程では、前記負荷量が増加した場合、前記負荷量の変化前と比較して前記目
標充電率を高くし、
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　前記変更工程では、前記発電手段における発電量が前記必要発電量と比例して増加する
ように前記回生トルクを増加させることを特徴とする請求項１に記載の出力特性制御方法
。
【請求項３】
　前記変更工程では、前記負荷量が増加した場合、前記負荷量の変化前と比較して前記回
生トルクを増加させることを特徴とする請求項１または２に記載の出力特性制御方法。
【請求項４】
　前記変更工程では、前記負荷量の変化前における前記操作量と前記制動量との対応関係
を維持するように前記回生トルクを変更することを特徴とする請求項１から３のいずれか
一つに記載の出力特性制御方法。
【請求項５】
　前記検知工程では、前記負荷量として前記電動車の重量を検知し、
　前記変更工程では、前記重量が増加した場合、前記重量が増加する前と比較して前記回
生トルクを増加させることを特徴とする請求項１～４のいずれか一つに記載の出力特性制
御方法。
【請求項６】
　前記検知工程では、前記電動車への牽引車の接続の有無を検知することによって前記重
量の変化を検知し、
　前記変更工程では、前記牽引車が接続されたことを検知した場合、前記重量が増加した
ものとして、前記牽引車が接続される前と比較して前記回生トルクを増加させることを特
徴とする請求項５に記載の出力特性制御方法。
【請求項７】
　前記検知工程では、前記負荷量として前記電動車が走行する道路の傾斜を検知し、
　前記変更工程では、前記電動車が登板路を走行していることを検知した場合、平地を走
行している場合と比較して前記回生トルクを増加させることを特徴とする請求項１～５の
いずれか一つに記載の出力特性制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力によって電動モーターを駆動して走行する電動車の出力特性を制御する
出力特性制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両の重量変化（積載量の変化や牽引車の有無など）や、走行経路における登板
の有無などに応じて、車両の出力特性を変化させる技術が知られている（たとえば、下記
特許文献１および２参照）。たとえば、下記特許文献１では、ブレーキペダルやアクセル
ペダルなどの操作量と駆動系の制御量との関係を、ユーザの能力や車両の状況に合わせて
調整する運転装置の制御装置が開示されている。また、下記特許文献２では、車重の推定
値に誤差が生じやすい状況であったり、車両の駆動力または加速度にばらつきがあったり
しても、車重推定の精度を確保できる車重推定装置が開示されている。
【０００３】
　また、電気自動車においては、走行に必要な電力を確保するため、車両の重量変化や走
行経路における登板の有無などに応じて、発電機における発電量を制御する技術が知られ
ている（たとえば、下記特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－３４７５２６号公報
【特許文献２】特開２００９－１６８７１５号公報
【特許文献３】特許３４２９０６８号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　車両の重量が増加すると慣性力も増加するので、車両を停止しようとした場合、より大
きなブレーキ制動力が必要となる。また、電動車では車両の負荷量（重量や走行道路の傾
斜など）が増加すると電動モーターの駆動に必要な電力も増加するため、走行に必要な電
力を適切に確保しなくてはならない。このため、電動車において車両の負荷量が増加した
場合、車両を停止するために十分な制動力を得るとともに、より効率的に電力を確保する
必要があるという問題点がある。
【０００６】
　本発明は、上述した従来技術の問題点を鑑みてなされたものであり、電力によって電動
モーターを駆動して走行する電動車において、車両の負荷量が増加した場合でも、車両を
停止するために十分な制動力を得るとともに、より効率的に電力を確保することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、本発明にかかる出力特性制御方法は、電
動モーターで走行すると共にブレーキ操作手段への操作量に対応して前記電動モーターの
回生トルクを含む制動量で自車両を制動する制動手段を備える電動車の出力特性を制御す
る出力特性制御方法であって、前記電動車は、前記電動モーターの駆動に用いられる電力
が蓄積されるバッテリーと、前記電動モーターの回生力によって発電する発電手段と、を
備えており、前記電動車への負荷量の変化を検知する検知工程と、前記電動車の前記負荷
量の変化量に基づいて、前記バッテリーの残存充電率の上限値および下限値を示す所定の
幅を有する数値帯である目標充電率を設定する設定工程と、前記設定工程で設定された前
記目標充電率を達成するために必要な必要発電量を算出する算出工程と、前記検知工程で
前記負荷量の変化を検知した場合、前記負荷量の変化量に基づいて前記制動手段における
前記制動量を変更する変更工程と、を含み、前記変更工程では、前記電動モーターの回生
トルクを変更することによって前記制動量を変更するとともに、前記必要発電量に基づい
て前記回生トルクを変更することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、電動車への負荷量の変化を検知した場合、負荷量の変化量に基づいて
電動モーターの回生トルクを変更するので、車両への負荷量が変化しても、変化前と同様
のブレーキ操作量でブレーキを制動することができる。本発明のような構成を備えていな
い場合、たとえば車両の重量が増加すると、より大きな制動力が必要なため、ブレーキの
踏み込みを大きくする必要がある。仮に重量の増加前と同様の操作量でブレーキ操作をお
こなった場合、運転者が期待するだけの制動力が得られず、制動距離が延びてしまう可能
性がある。本発明のような構成を備えることによって、車両への負荷量の変化に伴う操作
ミスなどを防止することができ、車両走行時の安全性を向上させることができる。
【０００９】
　本発明によれば、車両への負荷量が増加した場合、電動モーターの回生トルクを増加さ
せるので、車両への負荷量増加に伴うブレーキ操作量の増大を防止することができる。
【００１０】
　本発明によれば、車両への負荷量の変化前の操作量と制動量との対応関係を維持するよ
うに回生トルクを変更するので、車両への負荷量が増加しても、増加前と同様のブレーキ
操作量でブレーキを制動することができる。
【００１１】
　本発明によれば、負荷量の変化量に基づいてバッテリーの目標充電率を設定し、目標充
電率を達成するために必要な必要発電量に基づいて回生トルクを変更する。電動車は、電
動モーターの回生力によって発電する発電手段を備えているので、必要発電量を得るため
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に必要な回生力を、回生トルクを変更することによって得ることができる。
【００１２】
　本発明によれば、発電手段における発電量が必要電力量と比例して増加するように回生
トルクを増加させるので、車両の重量が増加して必要な電力量が増加した場合でも、効率
的に増加分の電力を確保することができる。
【００１３】
　本発明によれば、負荷量として電動車の重量を検知するので、たとえば、牽引車の接続
や貨物の搭載によって車両重量が変化した場合でも、車両重量の変化前と同様の操作によ
って電動車を制動可能となる。
【００１４】
　本発明によれば、牽引車の接続の有無に基づいて車両の重量変化を検知するので、車両
の重量変化を確実に検知することができる。
【００１５】
　本発明によれば、負荷量として電動車が走行する道路の傾斜を検知するので、登板路を
走行中も平地を走行している場合と同様の操作によって電動車を制動可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】実施の形態にかかる電動車１００の構成を示す説明図である。
【図２】車両ＥＣＵ１４０と車両各部との接続を示すブロック図である。
【図３】車両ＥＣＵ１４０の機能的構成を示ブロック図である。
【図４】検知部３０１による牽引車接続の検知方法を模式的に示す説明図である。
【図５】車両重量の増大による回生トルクの変更を示すグラフである。
【図６】変更部３０２による回生トルクの変更方法の一例を示す説明図である。
【図７】変更部３０２による回生トルクの変更方法の他の例を示す説明図である。
【図８】通常時および牽引時における残存充電率の一例を示すグラフである。
【図９】算出部３０４による発電要求電力の算出方法を模式的に示す説明図である。
【図１０】電動車１００における出力特性制御処理の手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかる出力制御方法の好適な実施の形態を詳細
に説明する。以下の実施の形態では、プラグインハイブリット自動車である電動車１００
に対して本発明にかかる出力制御方法を適用する場合の例について説明する。また、本実
施の形態では、電動車１００への負荷量として、車両の重量を検知するものとする。
【００１８】
（実施の形態）
　図１は、実施の形態にかかる電動車１００の構成を示す説明図である。電動車１００は
、高圧バッテリー１２０（バッテリー）に蓄積された電力を用いて電動モーター１３３を
駆動することによって走行する。高圧バッテリー１２０には、外部電源から供給される供
給電力と、電動車１００内に搭載された発電機１３０（発電手段）で発電された発電電力
と、の２種類の電力が蓄電される。供給電力は、充電リッド１１１に接続された充電ケー
ブル１１２を介して外部電源から供給され、充電器１１３を介して高圧バッテリー１２０
に蓄電される。
【００１９】
　発電電力は、ブレーキ時に発生する回生力によって電動モーター１３３を発電機として
駆動することによって発電される。また、発電電力は、エンジン１３１を用いて発電機１
３０を駆動することによっても発電される。エンジン１３１は、燃料タンク１３７に蓄積
されたガソリンによって駆動される。発電機１３０で発電された発電電力は、ＤＣ－ＤＣ
インバータ１３２を介して高圧バッテリー１２０に蓄電される。また、発電機１３０で発
電された発電電力は、同じくＤＣ－ＤＣインバータ１３２を介して１２Ｖバッテリー１２
１にも蓄電される。１２Ｖバッテリー１２１に蓄電された電力は、後述する車両ＥＣＵ１
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４０の制御などに用いられる。
【００２０】
　高圧バッテリー１２０に蓄電された電力は、ＤＣ－ＤＣインバータ１３２を介して電動
モーター１３３に供給され、電動モーター１３３が回転する。電動モーター１３３の回転
によって駆動機構１３４が駆動され、車軸１３５を回転させることによってタイヤ１３６
が回転し、電動車１００が走行する。
【００２１】
　走行中の電動車１００にブレーキをかける際は、運転者はブレーキペダル１３８（ブレ
ーキ操作手段）を踏み込む。これにより、各タイヤ１３６に設けられたブレーキ機構１３
９が作動するとともに、電動モーター１３３（制動手段）に発生する回生力によっていわ
ゆるエンジンブレーキがかかり、電動車１００を制動する。すなわち、電動車１００は、
電動モーター１３３で走行すると共に、ブレーキ操作手段への操作量に対応し電動モータ
ー１３３の回生トルクを含む制動量で自車両を制動する制動手段を備える。このときの制
動量は、ブレーキペダル１３８への操作量に対応している。すなわち、ブレーキペダル１
３８への操作量（踏み込み量）が大きいほど、大きな制動力が発生され、たとえば、同じ
重量の車両では制動距離が短くなる。
【００２２】
　ここで、電動車１００は、車両の重量に変化があった場合、重量の変化量に基づいて制
動手段における制動量を変更する。より詳細には、電動車１００は、電動モーターの回生
トルクを制動量として、車両の重量が増加した場合、重量の変化前と比較して回生トルク
を増加させる。これにより、重量の変化前と比較してエンジンブレーキの力が大きくなり
、車両の重量増加に伴うブレーキ操作量の増大を防止することができる。また、電動車１
００は、重量の変化前のブレーキペダル踏み込み量と回転トルクとの対応関係を維持する
ように回生トルクを変更するので、車両の重量が増加しても、増加前と同様のブレーキ操
作量でブレーキを制動することができる。
【００２３】
　また、電動車１００では、高圧バッテリー１２０の残存充電率に対して目標充電率を定
め、残存充電率が目標充電率の範囲内となるように制御している。これは、走行に必要な
電力を確保するためであり、走行中に残存充電率が目標蓄電率を下回った場合は、発電機
１３０によって発電をおこない、目標充電率を維持するようにしている。ここで、車両の
重量が増加すると、走行に必要な電力量も増加する。このため、電動車１００は、車両の
重量が増加した場合、重量の変化量に基づいて高圧バッテリー１２０の目標充電率を再設
定する。これにより、車両の重量が増加した場合でも必要な電力を確保することができる
。さらに、電動車１００は、上述のように、車両の重量が増加した場合には回生トルクを
増加させるので、車両の重量が増加して必要な電力量が増加した場合でも、効率的に増加
分の電力を確保することができる。
【００２４】
　なお、本実施の形態では、電動モーター１３３における回生力に着目して説明するが、
回生力の制御と合わせて、ブレーキ機構１３９における制動力を変更するようにしてもよ
い。
【００２５】
　図１の説明に戻り、車両ＥＣＵ１４０は、ＣＰＵ、制御プログラムなどを格納・記憶す
るＲＯＭ、制御プログラムの作動領域としてのＲＡＭ、各種データを書き換え可能に保持
するＥＥＰＲＯＭ、周辺回路等とのインターフェースをとるインターフェース部などを含
んで構成される。
【００２６】
　図２は、車両ＥＣＵ１４０と車両各部との接続を示すブロック図である。図１では図示
を省略したが、車両ＥＣＵ１４０は、エンジン１３１、発電機１３０、高圧バッテリー１
２０、電動モーター１３３、ＤＣ－ＤＣインバータ１３２、ブレーキペダル１３８、ブレ
ーキ機構１３９とインターフェース部を介して接続され、それら各部との間で情報の授受
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をおこない、各部の制御を司る。
【００２７】
　さらに、車両ＥＣＵ１４０は、上記ＣＰＵが上記制御プログラムを実行することによっ
て、図３に示す検知部３０１、変更部３０２、設定部３０３、算出部３０４を実現する。
【００２８】
　図３は、車両ＥＣＵ１４０の機能的構成を示ブロック図である。検知部３０１は、電動
車１００の重量の変化を検知する。
　検知部３０１は、たとえば、電動車１００への牽引車の接続の有無を検知することによ
って重量の変化を検知する。
【００２９】
　図４は、検知部３０１による牽引車接続の検知方法を模式的に示す説明図である。電動
車１００には、牽引車接続用のコネクタ４０１が設けられている。コネクタ４０１には接
続検知機構が設けられており、接続検知機構は、コネクタ４０１に牽引車４１０側のコネ
クタ４１１が接続されると、牽引車検知信号Ｓを車両ＥＣＵ１４０の検知部３０１に出力
する。また、電動車１００の車内に牽引車４１０の接続状態を入力するスイッチ４０２を
設けておき、牽引車４１０を接続した場合は、ユーザが手動でスイッチ４０２を押しても
よい。
【００３０】
　図３の説明に戻り、変更部３０２は、検知部３０１で重量の変化を検知した場合、重量
の変化量に基づいて制動手段における制動量、すなわち、電動モーターの回生トルクを変
更する。車両の重量が増加した場合、変更部３０２は、重量の変化前と比較して回生トル
クを増加させる。これは、車両の重量が増加した場合は、車両の制動に必要な制動力が増
加するためであり、回生トルクを増加させることによって、エンジンブレーキによる制動
力を増加することができる。このとき、変更部３０２は、たとえば、重量の変化前のブレ
ーキペダル１３８の操作量（踏み込み量）と回生トルクとの対応関係を維持するように回
生トルクを変更する。
【００３１】
　図５は、車両重量の増大による回生トルクの変更を示すグラフである。図５のグラフは
、アクセル開度と走行トルクの関係を示すグラフであり、縦軸は走行トルク、横軸は車速
を示している。縦軸の走行トルクは、回生トルクを負の値、駆動トルクを正の値で示し、
その大きさはそれぞれ絶対値によって示される。また、横軸は図５では、重量変更前のト
ルクを点線で示し、重量変更後のトルクを実線で示している。
【００３２】
　回生トルクは、アクセル開度が０％の場合、または、アクセル開度が低く（たとえば１
０％）かつ車速が一定以上の場合に発生する。車両の重量が増加した場合、変更部３０２
は、図５に示すように、回生トルクを増大させる。また、変更部３０２は、車両の重量が
増加した場合、走行トルクについても、図５に示すように増大させるようにしてもよい。
図５には、アクセル開度が１０％、４０％、７０％の場合の走行トルクの変更例、および
、参考のためアクセル開度１００％の場合の走行トルクを示している。
【００３３】
　変更部３０２は、たとえば、以下のような方法で回生トルクを変更する。
　図６は、変更部３０２による回生トルクの変更方法の一例を示す説明図である。走行ト
ルク（回生トルク）はアクセル開度６０１および車速６０２から算出される。変更部３０
２は、通常時、すなわち、牽引車を牽引していない場合の通常時走行トルクマップ６０３
および牽引車を牽引している場合の牽引時走行トルクマップ６０４を保持している。変更
部３０２は、検知部３０１から牽引車の接続の有無を示す牽引車接続情報６０５を取得し
、牽引車が接続されていない場合は通常時走行トルクマップ６０３を、牽引車が接続され
ている場合は牽引時走行トルクマップ６０４を、それぞれ選択する（選択６０６）。そし
て、変更部３０２は、選択した走行トルクマップに基づいて回生トルク（６０７）を変更
する。
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【００３４】
　図７は、変更部３０２による回生トルクの変更方法の他の例を示す説明図である。変更
部３０２は、牽引車を牽引していない場合の通常時走行トルクマップ７０３を保持してい
る。この通常時走行トルクマップも、アクセル開度７０１および車速７０２から算出され
る。また、変更部３０２は、通常時走行トルクマップ７０３に対する係数を保持し、牽引
車が接続されていない場合は通常時係数７０４を、牽引車が接続されている場合は牽引時
係数７０５を、それぞれ選択する（選択７０６）。この選択は、検知部３０１から牽引車
の接続の有無を示す牽引車接続情報７０７に基づいておこなう。図７の例では、通常時係
数７０４として１、牽引時係数７０５として１．３が示されている。変更部３０２は、選
択した係数を通常時走行トルクマップ７０３に掛け合わせ（乗算７０８）、得られた結果
から回生トルク７０９を変更する。
【００３５】
　なお、図６および図７では、牽引時トルクマップをそれぞれ１つのみ示したが、たとえ
ば、車両重量の変化量や後述する必要電力量などに基づいて、複数の牽引時トルクマップ
を保持しておき、条件に適合するマップを選択してもよい。
【００３６】
　図３の説明に戻り、設定部３０３は、電動車１００の重量の変化量に基づいて高圧バッ
テリー１２０の目標充電率を設定する。設定部３０３では、電動車１００の重量が増加し
た場合、重量の変化前と比較して目標充電率を高くする。これは、車両重量が重いほど、
その駆動に多くのエネルギーが必要となり、たとえば、同じ距離を走行するにも多くの電
力を必要とするためである。
【００３７】
　図８は、通常時および牽引時における残存充電率の一例を示すグラフである。図８のグ
ラフＡは、牽引車を牽引していない通常時におけるグラフであり、グラフＢは牽引車を牽
引している牽引時のグラフである。図８のグラフにおいて、縦軸は残存充電率、横軸は時
刻をそれぞれ示しており、時刻０において走行を開始した場合の残存充電率の時間変化が
示されている。グラフＡの縦軸には通常時の目標充電率ＷＡが、グラフＢの縦軸には牽引
時の目標充電率ＷＢが示されている。目標充電率は、所定の幅を有する数値帯として設定
されている。これは、目標充電率に上限値および下限値を設定し、残存充電率が上限値以
下かつ下限値以上の範囲内にあれば目標充電率を満たすとするものである。また、使用下
限Ｃは、これ以上残存充電率が低下すると電動車１００の使用ができなくなる値である。
【００３８】
　図８に示すように、牽引時の目標充電率ＷＢは、通常時の目標充電率ＷＡより大きい値
が設定される。すなわち、グラフＢ（牽引時）には、グラフＡ（通常時）と比較して、双
方向矢印で示す余剰電力量ＷＳ（目標充電率－使用下限）が大きく設定される。これによ
り、重量が増加した電動車１００の走行に必要な電力が確保される。
【００３９】
　図８では、グラフＡ，Ｂともに、走行開始直後はＥＶ走行をおこない、残存充電率が目
標充電率の下限値となったタイミング（時刻ＴＡ１またはＴＢ１）で発電機１３０による
発電が開始され、ハイブリット走行に切り替わる。なお、電動モーター１３３による発電
は、回生力発生時（たとえばブレーキ時など）に常時おこなわれている。そして、残存充
電率が目標充電率の上限値となると、発電機１３０が停止される。電動車１００では、こ
のような処理をくり返して、残存充電率が目標充電率の範囲を保つようにしている。
【００４０】
　図３の説明に戻り、算出部３０４は、設定部３０３で設定された目標充電率を達成する
ために必要な必要発電量を算出する。算出部３０４で必要電力量が算出されると、変更部
３０２では、必要発電量基づいて回生トルクを変更する。具体的には、車両の重量が増加
した場合、重量の変化前と比較して目標充電率は高く設定される。この場合、変更部３０
２は、電動モーター１３３における発電量が必要発電量と比例して増加するように回生ト
ルクを増加させる。電動モーター１３３における発電量は、回生トルクの大きさと比例す



(8) JP 5803594 B2 2015.11.4

10

20

30

40

50

る。すなわち、回生トルクを増加させることによって電動モーター１３３における発電量
を増大させることができる。このように、変更部３０２による回生トルクの変更は、車両
重量の増加に対応する分の制動力を得るためにおこなわれるとともに、車両重量の増加に
対応する分の電力を得るためにおこなわれる。
【００４１】
　図９は、算出部３０４による発電要求電力の算出方法を模式的に示す説明図である。算
出部３０４は、通常時の目標充電率９０１および牽引時の目標充電率９０２を保持してい
る。算出部３０４は、検知部３０１からの牽引車接続情報９０３に基づいて、いずれの目
標充電率の値を使用するか選択する（選択９０４）。つぎに、算出部３０４は、高圧バッ
テリー１２０の残存充電率９０５を取得し、目標充電率と残存充電率９０５との差分を、
目標充電率９０２を達成するための必要発電量９０６として算出する。一方、電動車１０
０は走行をおこなっているため、発電中においても走行のために必要な走行用電力９０７
が消費される。算出部３０４は、この走行用電力９０７と必要電力量９０６とを足し合わ
せて（加算９０８）、電動モーター１３３および発電機１３０に対する要求電力量（９０
９）を算出する。
【００４２】
　図１０は、電動車１００における出力特性制御処理の手順を示すフローチャートである
。図９のフローチャートにおいて、電動車１００は、検知部３０１において、車両重量の
変化、すなわち牽引車の接続を検知するまで待機する（ステップＳ１００１：Ｎｏ）。牽
引車の接続を検知すると（ステップＳ１００１：Ｙｅｓ）、電動車１００は、設定部３０
３によって、重量の変化量に基づいて高圧バッテリー１２０の目標充電率を設定する（ス
テップＳ１００２）。つぎに、電動車１００は、算出部３０４によって、目標充電率を達
成するために必要な必要発電量を算出する（ステップＳ１００３）。
【００４３】
　つづいて、電動車１００は、変更部３０２によって回生トルクを変更する（ステップＳ
１００４）。回生トルクの変更は、車両の重量変化量、必要発電量、重量変化前における
操作量と回生トルクとの対応関係などに基づいておこなう。そして、電動車１００は、走
行が開始されるまで待機して（ステップＳ１００５：Ｎｏのループ）、走行が開始される
と、変更された回生トルクで走行をおこない（ステップＳ１００５：Ｙｅｓ）、本フロー
チャートによる処理を終了する。
【００４４】
　以上説明したように、実施の形態にかかる電動車１００は、電動車への負荷量の変化、
すなわち車両重量の増加を検知した場合、負荷量の変化量に基づいて電動モーターの回生
トルクを変更するので、車両への負荷量が変化しても、変化前と同様のブレーキ操作量で
ブレーキを制動することができる。本発明のような構成を備えていない場合、たとえば車
両の重量が増加すると、より大きな制動力が必要なため、ブレーキの踏み込みを大きくす
る必要がある。仮に重量の増加前と同様の操作量でブレーキ操作をおこなった場合、運転
者が期待するだけの制動力が得られず、制動距離が延びてしまう可能性がある。本発明の
ような構成を備えることによって、車両への負荷量の変化に伴う操作ミスなどを防止する
ことができ、車両走行時の安全性を向上させることができる。
【００４５】
　また、電動車１００は、車両への負荷量が増加した場合、電動モーターの回生トルクを
増加させるので、車両への負荷量増加に伴うブレーキ操作量の増大を防止することができ
る。また、電動車１００は、車両への負荷量の変化前の操作量と制動量との対応関係を維
持するように回生トルクを変更するので、車両への負荷量が増加しても、増加前と同様の
ブレーキ操作量でブレーキを制動することができる。
【００４６】
　また、電動車１００は、負荷量の変化量に基づいてバッテリーの目標充電率を設定し、
目標充電率を達成するために必要な必要発電量に基づいて回生トルクを変更する。電動車
１００は、電動モーターの回生力によって発電する電動モーター１３３を備えているので
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ができる。また、電動車１００は、電動モーター１３３における発電量が必要電力量と比
例して増加するように回生トルクを増加させるので、車両の重量が増加して必要な電力量
が増加した場合でも、効率的に増加分の電力を確保することができる。さらに、電動車１
００は、牽引車の接続の有無に基づいて車両の重量変化を検知するので、車両の重量変化
を確実に検知することができる。
【００４７】
　なお、本実施の形態では、電動車１００への負荷量として車両重量の増加を検知する場
合を説明したが、電動車１００への負荷量として電動車が走行する道路の傾斜を検知する
ようにしてもよい。登板路では、電動車１００は重力に逆らって走行するため、平地を走
行する場合よりも大きな動力を必要とする。すなわち、電動車１００が登板路を走行して
いる状態は、電動車１００の車両重量が増加している状態に置き換えられる。このような
置き換えをおこなえば、電動車１００への負荷量として電動車が走行する道路の傾斜を検
知する場合でも、本実施の形態を適用することが可能である。
【符号の説明】
【００４８】
　１００……電動車、１１１……充電リッド、１１２……充電ケーブル、１１３……充電
器、１２０……高圧バッテリー、１２１……１２Ｖバッテリー、１３０……発電機、１３
１……エンジン、１３２……ＤＣ－ＤＣインバータ、１３３……電動モーター、１３４…
…駆動機構、１３５……車軸、１３６……タイヤ、１３７……燃料タンク、１３８……ブ
レーキペダル、１３９……ブレーキ機構、３０１……検知部、３０２……変更部、３０３
……設定部、３０４……算出部。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】
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