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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　(a)ボディーと、(b)少なくとも、そのボディーの幅方向に隔てて設けられた左側車輪お
よび右側車輪から成る一対の車輪とを備えた乗り物であって、
　前記一対の車輪の各々と前記ボディーとの間に設けられ、前記左側車輪、前記右側車輪
を前記ボディーに対して、上下方向に相対移動させる上下方向移動装置と、
　当該乗り物の旋回時に、それら上下方向移動装置を制御することによって、前記左側車
輪の前記ボディーに対する相対位置と前記右側車輪の前記ボディーに対する相対位置とを
異ならせて、路面に対して、前記一対の車輪と前記ボディーとを共に旋回内側に傾ける横
方向姿勢制御装置と
を含むとともに、
　前記横方向姿勢制御装置が、
　(i)当該乗り物に加わる遠心力が大きい場合は小さい場合より、前記車輪の回転面の路
面の法線に対する角度である傾斜角度の絶対値を大きくする傾斜角度決定部と、
　(ii)当該乗り物の旋回状態からその旋回方向を逆にする場合には、当該乗り物を直進状
態から旋回状態にする場合に比較して、当該乗り物の重心の高さの変化を抑制する重心高
さ変化抑制部と
を含むことを特徴とする乗り物。
【請求項２】
　前記横方向姿勢制御装置が、前記右側車輪と前記左側車輪とを、中立位置に対して対称
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に上下方向に相対移動させることにより、前記一対の車輪およびボディーを横方向に傾斜
させる相対位置制御装置を含み、前記重心高さ変化抑制部が、前記中立位置を、前記車輪
の傾斜角度の絶対値が小さい場合は大きい場合より、路面からの高さが低くなる位置とす
る中立位置変化部を含む請求項１に記載の乗り物。
【請求項３】
　(a)ボディーと、(b)少なくとも、そのボディーの幅方向に隔てて設けられた左側車輪お
よび右側車輪から成る一対の車輪と、(c)前記ボディーの、前記一対の車輪から前後方向
に隔たった部分に取り付けられた少なくとも１つの車輪とを備えた乗り物であって、
　前記一対の車輪の各々と前記ボディーとの間に設けられ、前記左側車輪、前記右側車輪
を前記ボディーに対して、上下方向に相対移動させる上下方向移動装置と、
　当該乗り物の旋回時に、それら上下方向移動装置を制御することによって、前記左側車
輪の前記ボディーに対する相対位置と前記右側車輪の前記ボディーに対する相対位置とを
異ならせて、路面に対して、前記一対の車輪と前記ボディーとを共に旋回内側に傾けると
ともに、当該乗り物に加わる遠心力が大きい場合は小さい場合より、前記車輪の回転面の
路面の法線に対する角度である傾斜角度の絶対値を大きくする傾斜角度決定部を備えた横
方向姿勢制御装置と、
　少なくとも前記上下方向移動装置を制御することにより、前記一対の車輪を前記ボディ
ーに対して同じ向きに相対移動させて、前記ボディーの路面に対する前後方向の傾斜を制
御する前後方向姿勢制御装置と
を含むとともに、
　前記前後方向姿勢制御装置が、
(i)前記上下方向移動装置を制御することにより、当該乗り物の駆動による加速時に前記
ボディーの前部を後部に対して下げ、当該乗り物の制動による減速時に前記ボディーの後
部を前部に対して下げる加減速時前後方向傾斜部と、
(ii)当該乗り物の旋回中において制動と駆動との少なくとも一方が行われる場合には、当
該乗り物の直進中において制動と駆動との少なくとも一方が行われる場合に比較して、前
記前後方向の前記ボディーの傾斜角度を小さくする傾斜角度抑制部と
を含むことを特徴とする乗り物。
【請求項４】
　当該乗り物が、(a)前記ボディーの前記一対の車輪より前方に設けられた少なくとも１
つの転舵車輪と、(b)その少なくとも１つの転舵車輪を転舵する転舵装置と、(c)その転舵
装置を制御することにより、前記少なくとも１つの転舵車輪の転舵状態を制御する転舵制
御装置とを含む請求項１ないし３のいずれか１つに記載の乗り物。
【請求項５】
　当該乗り物が、(a)運転者によって操作可能な操舵指示部材と、(b)その操舵指示部材の
操作状態を検出する操舵指示検出装置とを含み、前記転舵制御装置が、その操舵指示検出
装置によって検出された前記操舵指示部材の操作状態に基づいて、前記少なくとも１つの
転舵車輪の転舵状態を制御する操舵対応転舵制御部を含むとともに、その操舵対応転舵制
御部が、前記操舵指示部材の操作状態が変化した場合に、前記少なくとも１つの転舵車輪
を、その操作状態の変化の向きに対応する転舵方向とは逆向きに転舵する逆方向転舵部を
含む請求項４に記載の乗り物。
【請求項６】
　前記逆方向転舵部が、少なくとも前記操舵指示検出装置によって検出された前記操舵指
示部材の操作状態の変化速度に応じて、前記逆方向に転舵する場合の前記転舵車輪の転舵
角度を決定する逆転舵角度決定部を含む請求項５に記載の乗り物。
【請求項７】
　当該乗り物が、(a)運転者によって操作可能な操舵指示部材と、(b)その操舵指示部材の
操作状態を検出する操舵指示検出装置とを含み、前記転舵制御装置が、その操舵指示検出
装置によって運転者によって操舵指示部材が操作されたことが検出された場合に、前記横
方向姿勢制御装置によって、前記操舵指示部材の操作状態に応じて前記一対の車輪と前記
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ボディーとを旋回内側に傾斜させる制御が開始された後に、前記転舵装置を制御して、前
記転舵車輪を転舵する姿勢制御後転舵制御部を含む請求項４ないし６のいずれか１つに記
載の乗り物。
【請求項８】
　当該乗り物が、(a)前記ボディーの、前記一対の車輪から前後方向に隔たった部分に取
り付けられた少なくとも１つの車輪と、(b)少なくとも前記上下方向移動装置を制御する
ことにより、前記一対の車輪を前記ボディーに対して同じ向きに相対移動させて、前記ボ
ディーの路面に対する前後方向の傾斜を制御する前後方向姿勢制御装置とを含み、当該乗
り物に旋回と制動との両方が行われる場合に、前記前後方向姿勢制御装置が、当該乗り物
の減速度に応じて前記上下方向移動装置を制御することにより、前記ボディーの後部を前
部に対して相対的に下げる旋回制動時制御部を含み、前記横方向姿勢制御装置が、当該乗
り物に加わる遠心力に応じて前記上下方向移動装置における移動限度内において、その上
下方向移動装置を制御することにより、前記ボディーを旋回内側に傾斜させる制限付き横
方向姿勢制御部を含む請求項３ないし７のいずれか１つに記載の乗り物。
【請求項９】
　当該乗り物が、(a)前記少なくとも１つの転舵車輪を転舵する転舵装置と、(b)その転舵
装置を制御する転舵制御装置であって、前記制限付き横方向姿勢制御部による制御が前記
上下方向移動装置の移動限度の制限を受けた場合に、前記転舵装置を制御することにより
、前記車輪の転舵角度の絶対値を小さくする転舵戻し部を備えた転舵制御装置とを含む請
求項８に記載の乗り物。
【請求項１０】
　当該乗り物が、(a)前記ボディーの、前記一対の車輪から前後方向に隔たった部分に取
り付けられた少なくとも１つの車輪と、(b)少なくとも前記上下方向移動装置を制御する
ことにより、前記一対の車輪を前記ボディーに対して同じ向きに相対移動させて、前記ボ
ディーの路面に対する前後方向の傾斜を制御する前後方向姿勢制御装置とを含み、当該記
乗り物に、旋回と駆動との両方が行われる場合に、前記横方向姿勢制御装置が、当該乗り
物に加わる遠心力に応じて前記上下方向移動装置を制御することにより、前記ボディーを
旋回内側に傾斜させる旋回駆動時制御部を含み、前記前後方向姿勢制御装置が、当該乗り
物の加速度に応じて前記上下方向移動装置の移動限度内において、その上下方向移動装置
を制御することにより前記ボディーの前部を後部に対して相対的に下げる制限付き前後方
向姿勢制御部を含む請求項３ないし９のいずれか１つに記載の乗り物。
【請求項１１】
　当該乗り物が、(a)複数の車輪のうちの少なくとも１つである駆動輪を駆動する駆動装
置と、(b)その駆動装置を制御する駆動制御装置であって、前記制限付き前後方向姿勢制
御部による制御が前記上下方向移動装置の移動限度の制限を受けた場合に、前記駆動装置
を制御することにより、当該乗り物の加速度を小さくする加速度減少部を備えた駆動制御
装置とを含む請求項１０に記載の乗り物。
【請求項１２】
　当該乗り物が、(a)前記ボディーの、前記一対の車輪から前後方向に隔たった部分に取
り付けられた少なくとも１つの車輪と、(b)少なくとも前記上下方向移動装置を制御する
ことにより、前記一対の車輪を前記ボディーに対して同じ向きに相対移動させて、前記ボ
ディーの路面に対する前後方向の傾斜を制御する前後方向姿勢制御装置と、(c)前記ボデ
ィーの前後方向の傾斜角度と、その傾斜角速度との少なくとも一方を取得する傾斜角度等
取得装置と、(d)複数の車輪のうちの少なくとも１つである駆動輪を駆動する駆動装置と
、(e)その駆動装置を制御する駆動制御装置であって、前記前後方向姿勢制御装置によっ
て当該乗り物の前後方向の姿勢を前後加速度に応じて制御することができない場合に、前
記駆動装置を、前記ボディーの前後方向の傾斜角度と、傾斜角速度との少なくとも一方に
基づいて制御し、当該乗り物の加速度を制限する加速度制限部を備えた駆動制御装置とを
含む請求項３ないし１１のいずれか１つに記載の乗り物。
【請求項１３】
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　当該乗り物が、(a)前記ボディーの、前記一対の車輪から前後方向に隔たった部分に取
り付けられた少なくとも１つの車輪と、(b)前記複数の車輪のうちの少なくとも１つの駆
動輪を駆動する駆動装置と、(c)前記複数の車輪のうちの少なくとも１つの車輪の回転を
抑制する制動装置と、(d)運転者によって操作可能な加減速指示部材と、(e)その加減速指
示部材の操作状態に基づいて前記駆動装置と制動装置とを制御する駆動・制動制御装置と
、(f)運転者によって操作可能な操舵指示部材と、(g)前記複数の車輪のうちの少なくとも
１つである転舵車輪を転舵する転舵装置と、(h)前記操舵指示部材の操作状態に基づいて
前記転舵装置を制御する転舵制御装置とを含み、
　前記加減速指示部材と前記操舵指示部材とが兼用の部材とされ、当該乗り物が、前記兼
用部材を、前記ボディーに第１軸線回りに回動可能かつその第１軸線と交差する第２軸線
回りに回動可能に保持する兼用部材保持装置を含み、前記転舵制御装置が、前記兼用部材
の前記第１軸線回りの回動角度に応じて前記転舵装置を制御する操作対応転舵制御部を含
み、前記駆動・制動制御装置が、(i)前記兼用部材が前記第２軸線回りに中立位置から予
め定められた一方向へ回動操作された場合に、その回動角度に応じて目標前進車速を決定
する目標車速決定部と、(j)前記中立位置から前記一方向とは逆方向に回動操作された場
合に、その回動角度に応じた目標減速度を決定する目標減速度決定部と、(k)前記目標車
速決定部によって決定された目標車速が得られるように前記駆動装置を制御し、前記目標
減速度決定部によって決定された目標減速度が得られるように前記制動装置を制御する目
標値対応駆動・制動制御部とを含む請求項１ないし１２のいずれか１つに記載の乗り物。
【請求項１４】
　前記兼用部材と前記兼用部材保持装置とを含む操作装置が、当該乗り物の左右方向に互
いに隔てて設けられ、当該乗り物が、それら左側操作装置と右側操作装置とを、左側兼用
部材と右側兼用部材とが連動する状態で連結する連結装置を含む請求項１３に記載の乗り
物。
【請求項１５】
　前記連結装置が、前記左側，右側の操作装置を、それぞれ、前記ボディーに対して、第
３軸線方向に相対移動可能に保持する左側、右側の操作装置保持装置を含むとともに、そ
の左側、右側の操作装置保持装置の各々が、(a)前記ボディーに対して相対回転可能、か
つ、前記第３軸線方向に平行な軸方向に相対移動不能に設けられた２つの軸部材と、(b)
それら２つの軸部材の各々に、前記軸方向に相対移動可能、かつ、相対回転不能に係合さ
せられた２つの係合部材とを含み、前記操作装置の本体が、前記２つの係合部材に、前記
第３軸線方向に相対移動不能、かつ、前記２つの係合部材の各々の相対回転を許容する状
態で取り付けられ、前記２つの係合部材のうちの一方に、前記左側、右側のそれに対応す
る側の兼用部材の前記第１軸線回りの回動が伝達されるとともに、他方の係合部材にその
兼用部材の前記第２軸線回りの回動が伝達され、前記２つの軸部材の各々の回転が、他方
の側の操作装置保持装置の２つの軸部材の互いに対応するものに伝達される請求項１４に
記載の乗り物。
【請求項１６】
　前記軸部材が、一端部にプーリが固定的に設けられたスプライン軸であり、前記係合部
材が、前記スプライン軸に嵌合され、一端部にプーリが固定的に設けられたナットである
請求項１５に記載の乗り物。
【請求項１７】
　当該乗り物が、(a)運転者によって操作可能な姿勢指示操作部材と、(b)その姿勢指示操
作部材の操作状態を検出する姿勢指示検出装置とを含み、前記横方向姿勢制御装置が、前
記姿勢指示検出装置によって検出された前記姿勢指示操作部材の操作状態に基づいて、前
記ボディーの横方向の傾きを制御する操作対応姿勢制御部を含む請求項１ないし１６のい
ずれか１つに記載の乗り物。
【請求項１８】
　当該乗り物の重心の高さを前記左側車輪と右側車輪との間の距離であるトレッドで割っ
た値である重心高・トレッド比が１．０以上である請求項１ないし１７のいずれか１つに
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記載の乗り物。
【請求項１９】
　当該乗り物が、前記一対の車輪と前後方向を隔てて設けられた少なくとも１つの車輪を
含み、その少なくとも１つの車輪と一対の車輪との間の距離であるホイールベースで乗り
物の重心の高さを割った値である重心高・ホイールベース比が１．０以上である請求項１
ないし１８のいずれか１つに記載の乗り物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車輪の数が２輪、３輪、４輪の乗り物に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、ボディーの前部に取り付けられた転舵車輪とボディーの後部に取り付
けられた駆動車輪とを備えた１人用の乗り物が記載されている。特許文献２には、ボディ
ーの幅方向に隔てて設けられた左側車輪、右側車輪のボディーに対する上下方向の相対高
さを調整可能な乗り物が記載されている。この乗り物においては、左側車輪、右側車輪の
ボディーに対する上下方向の相対高さが、ボディーが水平に保たれるように制御される。
【特許文献１】特開２００５－１１２３００号
【特許文献２】特開２００５－８２０４４号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の課題は、乗り物の旋回性の向上を図ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　請求項１の発明に係る乗り物は、(a)ボディーと、(b)少なくとも、そのボディーの幅方
向に隔てて設けられた左側車輪および右側車輪から成る一対の車輪とを備えた乗り物であ
って、
　前記一対の車輪の各々と前記ボディーとの間に設けられ、前記左側車輪、前記右側車輪
を前記ボディーに対して、上下方向に相対移動させる上下方向移動装置と、
　当該乗り物の旋回時に、それら上下方向移動装置を制御することによって、前記左側車
輪の前記ボディーに対する相対位置と前記右側車輪の前記ボディーに対する相対位置とを
異ならせて、路面に対して、前記一対の車輪と前記ボディーとを共に旋回内側に傾ける横
方向姿勢制御装置と
を含むとともに、
　前記横方向姿勢制御装置が、
　(i)当該乗り物に加わる遠心力が大きい場合は小さい場合より、前記車輪の回転面の路
面の法線に対する角度である傾斜角度の絶対値を大きくする傾斜角度決定部と、
　(ii)当該乗り物の旋回状態からその旋回方向を逆にする場合には、当該乗り物を直進状
態から旋回状態にする場合に比較して、当該乗り物の重心の高さの変化を抑制する重心高
さ変化抑制部と
を含むものとされる。
　請求項３の発明に係る乗り物は、(a)ボディーと、(b)少なくとも、そのボディーの幅方
向に隔てて設けられた左側車輪および右側車輪から成る一対の車輪と、(c)前記ボディー
の、前記一対の車輪から前後方向に隔たった部分に取り付けられた少なくとも１つの車輪
とを備えた乗り物であって、
　前記一対の車輪の各々と前記ボディーとの間に設けられ、前記左側車輪、前記右側車輪
を前記ボディーに対して、上下方向に相対移動させる上下方向移動装置と、
　当該乗り物の旋回時に、それら上下方向移動装置を制御することによって、前記左側車
輪の前記ボディーに対する相対位置と前記右側車輪の前記ボディーに対する相対位置とを
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異ならせて、路面に対して、前記一対の車輪と前記ボディーとを共に旋回内側に傾けると
ともに、当該乗り物に加わる遠心力が大きい場合は小さい場合より、前記車輪の回転面の
路面の法線に対する角度である傾斜角度の絶対値を大きくする傾斜角度決定部を備えた横
方向姿勢制御装置と、
　少なくとも前記上下方向移動装置を制御することにより、前記一対の車輪を前記ボディ
ーに対して同じ向きに相対移動させて、前記ボディーの路面に対する前後方向の傾斜を制
御する前後方向姿勢制御装置と
を含むとともに、
　前記前後方向姿勢制御装置が、
(i)前記上下方向移動装置を制御することにより、当該乗り物の駆動による加速時に前記
ボディーの前部を後部に対して下げ、当該乗り物の制動による減速時に前記ボディーの後
部を前部に対して下げる加減速時前後方向傾斜部と、
(ii)当該乗り物の旋回中において制動と駆動との少なくとも一方が行われる場合には、当
該乗り物の直進中において制動と駆動との少なくとも一方が行われる場合に比較して、前
記前後方向の前記ボディーの傾斜角度を小さくする傾斜角度抑制部と
を含むものとされる。
【特許請求可能な発明】
【０００５】
　以下に、本願において特許請求が可能と認識されている発明（以下、「請求可能発明」
という場合がある。請求可能発明は、少なくとも、請求の範囲に記載された発明である「
本発明」ないし「本願発明」を含むが、本願発明の下位概念発明や、本願発明の上位概念
あるいは別概念の発明を含むこともある。）の態様をいくつか例示し、それらについて説
明する。各態様は請求項と同様に、項に区分し、各項に番号を付し、必要に応じて他の項
の番号を引用する形式で記載する。これは、あくまでも請求可能発明の理解を容易にする
ためであり、請求可能発明を構成する構成要素の組を、以下の各項に記載されたものに限
定する趣旨ではない。つまり、請求可能発明は、各項に付随する記載，実施例の記載等を
参酌して解釈されるべきであり、その解釈に従う限りにおいて、各項の態様にさらに他の
構成要素を付加した態様も、また、各項の態様から構成要素を削除した態様も、請求可能
発明の一態様となり得るのである。
【０００６】
(１)(a)ボディーと、(b)少なくとも、そのボディーの幅方向に隔てて設けられた左側車輪
および右側車輪から成る一対の車輪とを備えた乗り物であって、
　前記一対の車輪の各々と前記ボディーとの間に設けられ、前記左側車輪、前記右側車輪
を前記ボディーに対して、上下方向に相対移動させる上下方向移動装置と、
　当該乗り物の旋回時に、それら上下方向移動装置を制御することによって、前記左側車
輪の前記ボディーに対する相対位置と前記右側車輪の前記ボディーに対する相対位置とを
異ならせて、路面に対して、前記一対の車輪と前記ボディーとを旋回内側に傾ける横方向
姿勢制御装置と
を含むことを特徴とする乗り物。
　左側車輪のボディーに対する上下方向の相対位置と右側車輪のボディーに対する上下方
向の相対位置とが異なれば、路面に対して車輪が傾き、ボディーが傾く。本発明に係る乗
り物においては、乗り物の旋回時に、車輪およびボディーが旋回内側に傾斜させられる。
一対の車輪が、それぞれ、回転面の上部が下部より旋回内側に位置する状態で傾けられる
とともに、ボディーが、上下方向に延びた線の上部が下部より旋回内側に位置する状態で
傾けられるのである。
　車輪とボディーとを旋回内側に傾斜させることによって、乗り物（乗員を含む）の重心
が旋回内側に移動する。その結果、乗り物に加わる遠心力と重力との合力と路面との交点
が旋回軌跡の内側に位置することになる。その結果、乗り物の旋回安定性を向上させるこ
とができる。
　また、車輪のボディーに対する相対位置を、中立位置に対して上下方向に対称に変化さ
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せることによって車輪とボディーとを傾斜させた場合には、重心の路面からの高さも低く
なる。その結果、旋回安定性をさらに向上させることができる。
　さらに、車輪とボディーとを旋回内側に傾斜されれば、乗り物に加わる遠心力と重力と
の合力の作用線の向きを、乗員の上半身の上下方向（すなわち、乗員の背骨とほぼ平行な
向き）に近づけることができる。その結果、乗員に、横方向の力が作用する場合に比較し
て、乗り心地を向上させることができる。
　上下方向移動装置は、電気エネルギ等の動力の供給により作動させられるものであり、
運転者の操作部材に加えられる操作力によって作動させられるものではないのであり、操
作部材と機械的に連結されていないものである。
　上下方向移動装置は、運転者による姿勢制御指示部材の操作に起因して（操作に応じた
電気的信号に基づいて）作動させられるものとしたり、乗り物の旋回状態等の走行状態に
基づいて作動させられるものとしたりすることができる。
　「乗り物の旋回時」には、少なくとも、乗り物が実際に旋回状態にある場合および運転
者による操舵指示部材の操作により旋回が指示された場合が該当する。
　乗り物は、少なくとも幅方向に隔てて設けられた左側車輪、右側車輪を含むが、これら
一対の車輪に加えて、前後方向に隔てて設けられた１つ以上の車輪を含むものとすること
ができる。
(２)前記横方向姿勢制御装置が、前記乗り物に加わる遠心力が大きい場合は小さい場合よ
り、前記車輪の回転面の路面の法線に対する角度である傾斜角度の絶対値を大きくする傾
斜角度決定部を含む(1)項に記載の乗り物。
遠心力が大きい場合は大きな求心力が必要であるが、傾斜角度の絶対値が大きい場合は小
さい場合よりタイヤのグリップ力が大きくなる。そこで、遠心力が大きい場合は小さい場
合より傾斜角度の絶対値を大きくすれば、遠心力に釣り合う求心力（タイヤのグリップ力
）を得ることができる。
　遠心力は、横Ｇセンサ等により直接検出したり、乗り物の走行状態に基づいて間接的に
取得したりすることができる。例えば、転舵車輪の舵角および走行速度等に基づいて取得
することができる。
(３)前記横方向姿勢制御装置が、前記乗り物の旋回状態からその旋回方向を逆にする場合
には、前記乗り物を直進状態から旋回状態にする場合に比較して、前記乗り物の重心の高
さの変化を抑制する重心高さ変化抑制部を含む(1)項または(2)項に記載の乗り物（請求項
１）。
　車輪、ボディーを横方向に傾斜させる場合に、右側車輪と左側車輪とが、中立位置に対
して互いに対称に上下方向に相対移動させられる場合がある。すなわち、左側車輪と右側
車輪との一方をボディーに対して中立位置から上方へ相対移動させ（バウンド側に移動さ
せ）、他方を中立位置から下方へ相対移動させる（リバウンド側に移動させる）のである
。中立位置は、車輪およびボディーの傾斜角度を０とした場合の車輪のボディーに対する
相対位置に対応する。
　このように、左右の一対の車輪を中立位置に対して互いに対称に上下方向に相対移動さ
せた場合には、傾斜角度の変化に伴って乗り物の重心高さも変化する。重心高さの変化が
大きいと、乗員が不快感を感じる。また、乗り物の旋回方向を速やかに切り換えることが
困難となる。
　直進状態から旋回状態にする場合には、ボディーおよび車輪が旋回内側に傾斜させられ
るのであるが、その場合に、右側車輪と左側車輪との一方が中立位置から上方に相対移動
させられ、他方が中立位置から下方に同じ量相対移動させられると、乗り物の重心の路面
からの高さが低くなる。
　逆に、旋回状態から直進状態にする場合には、ボディーおよび車輪の傾きが戻される。
右側車輪と左側車輪との一方が上方から中立位置に近づけられ、他方が下方から中立位置
に近づけられると、重心高さが高くなる。
　旋回方向を逆にする場合には、ボディーおよび車輪の傾斜の向きが逆にされる。右側車
輪と左側車輪との一方を上方から中立位置に近づけ、他方を下方から中立位置に近づけ、
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両方が中立位置になった後に、一方を中立位置から下方に移動させ、他方を上方に移動さ
せると、左側車輪、右側車輪のボディーに対する上下方向の相対位置が、中立位置になっ
た時点で、重心の高さが最大となり、その前後において、重心の高さが増加、減少させら
れる。
　それら旋回方向を逆にする場合と直進状態から旋回状態にする場合とでは、旋回方向を
逆にする場合の方が、重心高さの変化に起因する乗員の不快感が強い。また、速やかに旋
回方向を逆にすること（切り返しを行うこと）の要求は大きい。そのため、本項に記載の
乗り物においては、旋回方向を逆にする場合に、直進状態から旋回状態にする場合や旋回
状態から直進状態にする場合より、ボディーおよび車輪の傾斜角度を変化させる場合の、
重心高さの変化が抑制される。それによって、切り返しを行う場合の乗員の不快感を軽減
し、切り返しを速やかに行うことが可能となる。
　なお、本項に記載の乗り物において、旋回方向を逆にする場合に、重心高さが一定に保
たれるようにすることもできるが、一定に保つ必要は必ずしもない。右側車輪と左側車輪
とを、中立位置に対して対称に上下方向に相対移動させる場合に比較して重心高さの変化
が小さくなるようにすればよい。
　また、重心高さの変化は、左側車輪、右側車輪を中立位置に対して対称に上下方向に相
対移動させる場合に限らず、対称に相対移動させない場合にも生じる。本項に記載の乗り
物は、中立位置に対して対称に上下方向に相対移動させない場合にも適用することができ
る。
(４)前記横方向姿勢制御装置が、前記右側車輪と前記左側車輪とを、中立位置に対して対
称に上下方向に相対移動させることにより、前記一対の車輪およびボディーを横方向に傾
斜させる相対位置制御装置を含み、前記重心高さ変化抑制部が、前記中立位置を、前記車
輪の傾斜角度の絶対値が小さい場合は大きい場合より、路面からの高さが低くなる位置と
する中立位置変化部を含む(3)項に記載の乗り物（請求項２）。
　上述のように、左側車輪と右側車輪とを、中立位置に対して対称に上下方向に相対移動
させる場合には、傾斜角度の絶対値が０である場合（左側車輪、右側車輪のボディーに対
する相対位置がいずれも中立位置にある場合）に、乗り物の重心の路面からの高さが最大
となる。それに対して、傾斜角度の絶対値の減少に伴って、中立位置を、それに対応する
路面からの高さが低くなる位置とすれば、重心高さの変化を抑制することができる。
(５)前記中立位置変化部が、前記中立位置を、当該乗り物の旋回方向の変化速度に応じて
決定する中立位置決定部を含む(4)項に記載の乗り物。
　例えば、乗り物の旋回方向の変化速度は、変化の開始時、終了時に小さく（旋回方向の
変化加速度の絶対値が大きく）、変化途中において大きくなるのが普通である。したがっ
て、旋回方向を逆にする場合には、旋回方向の変化速度は、旋回方向の変化の中間点にお
いて（乗り物が直進状態にある場合に）最も大きくなると考えることができる。
　そのため、中立位置を、旋回方向の変化速度が大きい場合に小さい場合より路面からの
高さが低くなる位置とすれば、中立位置は、傾斜角度の絶対値が小さい場合は大きい場合
より路面からの高さが低い位置となり、傾斜角度が０の時点において、最も路面からの高
さが低い位置となる。
　その結果、左側車輪、右側車輪を、中立位置に対して対称にボディーに対して相対移動
させることにより、ボディーおよび車輪の傾斜角度を制御する場合に、中立位置も変化さ
せれば、旋回方向を逆にする場合の重心高さの変化を抑制することができる。
　旋回方向の変化速度は、転舵車輪の転舵角の変化速度から取得したり、ヨーレイトから
取得したり、運転者によって操作可能な操舵指示部材の操舵角度（操作状態）の変化速度
から取得したりすることができる。
(６)当該乗り物が、運転者によって操作可能な操舵指示部材を含み、前記重心高さ変化抑
制部が、前記操舵指示部材の操作速度が予め定められた設定速度以上である場合に、実行
するものである(3)項ないし(5)項のいずれか１つに記載の乗り物。
　乗り物の旋回方向を逆にする場合において、ボディーおよび車輪が、操舵指示部材の操
作速度が大きい場合は小さい場合より、大きな速度で傾斜させられる場合には、操舵指示
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部材の操作速度が大きい場合は小さい場合より、重心高さの変化に起因する乗員の不快感
が強くなる。また、速やかに旋回方向を変えることが要求されている。そのため、操舵指
示部材の操作速度が設定速度以上である場合に、重心高さの変化が抑制されるようにする
ことは妥当なことである。
(７)前記横方向姿勢制御装置が、実際のロール角とロールレートとの少なくとも一方に基
づいて、前記上下方向移動装置を制御するフィードバック制御部を含む(1)項ないし(6)項
のいずれか１つに記載の乗り物。
　実際のロール角が目標ロール角となるように上下方向移動装置を制御したり、ロールレ
ートの絶対値が設定値以上になった場合に、上下方向移動装置を制御したりすれば、ボデ
ィーを適正な姿勢にすることができる。
　横方向の姿勢制御は、フィードバック制御でも、フィードフォワード制御でもよいが、
乗り物（乗員を含む）の重心位置が乗員の有無、乗員の体格等により大きく変化する場合
には、フィードバック制御の方が適している。
　また、ロール角とロールレートとの両方に基づいて制御されるようにすれば、ロール角
とロールレイトとのいずれか一方に基づいて制御される場合に比較して、きめ細かな制御
が可能となる。
(８)前記上下方向移動装置が、前記一対の車輪を、前記ボディーに対して、互いに平行に
上下方向に相対移動させる平行移動装置であり、左側の平行移動装置に含まれるガイド部
材と、右側の平行移動装置に含まれるガイド部材とが、互いに平行である(1)項ないし(7)
項のいずれか１つに記載の乗り物。
　右側車輪、左側車輪は、それぞれ、ガイド部材に沿ってボディーに対して上下方向に相
対移動させられる。左側のガイド部材と右側のガイド部材とが互いに平行に設けられてい
るため、左側の車輪と右側の車輪とが、互いにボディーに対して平行に上下方向に相対移
動させられる。
　その結果、車輪の傾斜角度とボディーの傾斜角度とが同じになり、傾斜角度の制御が容
易になるという利点がある。
(９)当該乗り物が、(a)前記ボディーの、前記一対の車輪から前後方向に隔たった部分に
取り付けられた少なくとも１つの車輪と、(b)少なくとも前記上下方向移動装置を制御す
ることにより、前記一対の車輪を前記ボディーに対して同じ向きに相対移動させて、前記
ボディーの路面に対する前後方向の傾斜を制御する前後方向姿勢制御装置とを含む(1)項
ないし(8)項のいずれか１つに記載の乗り物。
　前後方向の傾きが制御されるようにすれば、例えば、制動時、駆動時の乗り物の走行安
定性を向上させることができる。また、前後方向に傾斜させることにより、重心と慣性力
との合力の作用線の向きを、乗員の上下方向に近づけることができる。そのため、乗員の
前後方向に力が加えられる場合に比較して、乗り心地を向上させることができる。
　一対の車輪が、例えば、他の少なくとも１つの車輪より後方に設けられる場合において
、一対の車輪をボディーに対して上方に移動させれば（バウンド側に移動させれば）、ボ
ディーの後部が下がり、一対の車輪を下方に移動させれば（リバウンド側に移動させれば
）、ボディーの後部が上がる。
　なお、前述の、一対の車輪から前後方向に隔たった部分に取り付けられた少なくとも１
つの車輪にも上下方向相対移動装置が設けられる場合には、一対の車輪のボディーに対す
る上下方向の相対位置と、前後方向に隔たった少なくとも１つの車輪のボディーに対する
上下方向の相対位置との少なくとも一方の制御により、ボディーの前後方向の傾きが制御
される。一対の車輪から前後方向に隔たった部分には、車輪が１つ設けられる場合や２つ
設けられる場合がある。
(１０)前記前後方向姿勢制御装置が、前記上下方向移動装置を制御することにより、当該
乗り物の駆動による加速時に前記ボディーの前部を後部に対して相対的に下げ、当該乗り
物の制動による減速時に前記ボディーの後部を前部に対して相対的に下げる加減速時前後
方向傾斜部を含む(9)項に記載の乗り物。
　駆動による加速時には重心が後方に移動する。それに対して、ボディーの前部を後部に
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対して下げれば、加速に起因するボディーの前後方向の傾斜を抑制することができ、重心
の後方への移動量を小さくすることができる。
　制動による減速時には重心が前方に移動する。それに対して、ボディーの後部を前部に
対して下げれば、減速に起因するボディーの前後方向の傾きを小さくすることができ、重
心の前方への移動量を小さくすることができる。
　駆動による加速時、制動による減速時は、乗り物の実際の前後加速度が正の値であるか
負の値であるかで区別したり、運転者による加減速指示部材の操作状態で区別したり、駆
動装置や制動装置（駆動装置と制動装置とは共通して設けられることもある）の作動状態
で区別したりすることができる。
(１１)前記加減速時前後方向傾斜部が、当該乗り物の前後加速度の絶対値が大きい場合は
小さい場合より前後方向の傾斜角度の絶対値を大きくする傾斜角度決定部を含む(9)項ま
たは(10)項に記載の乗り物。
(１２)前記前後方向姿勢制御装置が、当該乗り物の旋回中において制動と駆動との少なく
とも一方が行われる場合には、当該乗り物の直進中において制動と駆動との少なくとも一
方が行われる場合に比較して、前記前後方向の前記ボディーの傾斜角度を小さくする傾斜
角度抑制部を含む(9)項ないし(11)項のいずれか１つに記載の乗り物（請求項３）。
　旋回中に、制動や駆動が行われた場合には、直進時に制動や駆動が行われる場合に比較
して、前後方向の傾斜角度が小さくされる。それによって、旋回中に制動、駆動が行われ
た場合の走行安定性の低下を抑制することができる。なお、制動、駆動が行われる場合に
は、実際に制動、駆動が行われる場合、制動、駆動の要求があった場合等が含まれる。
(１３)前記前後方向姿勢制御装置が、当該乗り物のピッチ角とピッチレートとの少なくと
も一方に基づいて前後方向の傾斜角度を制御するフィードバック制御部を含む(9)項ない
し(12)項のいずれか１つに記載の乗り物。
(１４)当該乗り物が、(a)前記ボディーの前記一対の車輪より前方に設けられた少なくと
も１つの転舵車輪と、(b)その少なくとも１つの転舵車輪を転舵する転舵装置と、(c)その
転舵装置を制御することにより、前記少なくとも１つの転舵車輪の転舵状態を制御する転
舵制御装置とを含む(1)項ないし(13)項のいずれか１つに記載の乗り物（請求項４）。
　転舵車輪の転舵状態は、後述するように、例えば、乗り物の旋回状態に基づいて制御さ
れる場合、運転者による操舵指示部材の操作状態に基づいて制御される場合等がある。
　転舵車輪は１つでも２つでもよく、乗り物は３輪車であっても４輪車であってもよい。
(１５)当該乗り物が、(a)運転者によって操作可能な操舵指示部材と、(b)その操舵指示部
材の操作状態を検出する操舵指示検出装置とを含み、前記転舵制御装置が、その操舵指示
検出装置によって検出された前記操舵指示部材の操作状態に基づいて前記少なくとも１つ
の転舵車輪の転舵状態を制御する操舵対応転舵制御部を含む(14)項に記載の乗り物。
(１６)前記操舵対応転舵制御部が、前記操舵指示部材の操作状態が変化した場合に、前記
少なくとも１つの転舵車輪を、その操作状態の変化の向きに対応する転舵方向とは逆向き
に転舵する逆方向転舵部を含む(15)項に記載の乗り物（請求項５）。
　転舵車輪が転舵すると、転舵により生じるタイヤの横力の反力に起因して生じるロール
モーメントにより、ボディーが旋回外側に傾斜する。この傾斜の向きは、操舵指示部材の
操作状態に対応する操舵方向の旋回内側に対応する。その結果、操舵指示部材の操作状態
が変化した場合に、その変化の向きに対応する転舵方向とは逆向きに転舵角度を変化させ
れば、ボディーを旋回内側（逆方向転舵時の旋回外側）に傾斜させることができる。
　一対の車輪のボディーに対する相対位置を変化させても、直ちにボディーを傾けること
ができない。それに対して、転舵車輪を逆方向に転舵すれば、ボディーを速やかに旋回内
側に傾けることが可能となる。それによって、スラローム走行や、急旋回を良好に行うこ
とが可能となる。
　なお、本項に記載の逆方向転舵部を備えた転舵装置は、横方向姿勢制御装置と前後方向
姿勢制御装置との少なくとも一方を備えていない乗り物に搭載することもできる。
(１７)前記逆方向転舵部が、少なくとも前記操舵指示検出装置によって検出された前記操
舵指示部材の操作状態の変化速度に応じて、逆方向に転舵する場合の前記転舵車輪の転舵
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角度を決定する逆転舵角度決定部を含む(16)項に記載の乗り物（請求項６）。
　操舵指示部材の操作速度が大きい場合は小さい場合より乗り物の旋回方向の切り換えを
速やかに行う要求がある。その場合に、逆方向への転舵角度を大きくすれば、タイヤに加
わる横力が大きくなるため、ロールモーメントが大きくなり、より確実にボディーを傾斜
させることができる。
　本項に記載の乗り物においては、転舵角度の絶対値を、操作状態の変化速度が大きくな
るのに伴って、連続的あるいは段階的に大きくすることができる。具体的には、変化速度
が設定速度より小さい場合に０とし、設定速度以上である場合に０より大きい設定角度と
したり、設定速度以上である場合に変化速度に応じて連続的に大きくなるようにしたり、
操舵指示部材の操作状態の変化に比例して連続的に大きくなるようにしたりすることがで
きる。
(１８)前記逆転舵角度決定部が、さらに、当該乗り物の走行速度が大きい場合は小さい場
合より、逆向きに転舵させる場合の転舵角度の絶対値を大きくする(17)項に記載の乗り物
。
　例えば、前進時において、車速が大きい場合は小さい場合より転舵角度の絶対値を大き
くし、後退時には逆向きに転舵しないようにすることができる。車速が大きい場合は小さ
い場合より乗り物を旋回内側に傾ける場合の抗力である遠心力が大きくなるからである。
また、後退時には、逆向きに転舵する必要性は低い。
(１９)前記逆方向転舵部が、当該乗り物がロールオーバ状態にある場合には、前記逆向き
の転舵を行わないで、ロールオーバ状態でない場合に前記逆向きの転舵を行う通常時逆向
き転舵部を含む(16)項ないし(18)項のいずれか１つに記載の乗り物。
　ロールオーバ状態において逆向きの転舵が行われることは望ましくない。そのため、ロ
ールオーバ状態でない場合に、操舵指示部材の操作状態が変化された場合に限って、逆向
きの転舵が行われるようにすることは妥当なことである。
　例えば、スピン傾向が設定傾向以上である場合、旋回外側へ向かう向きのロールレート
が生じた場合、横スリップが設定値以上である場合等には、ロールオーバ状態であるとす
ることができる。
(２０)前記転舵制御装置が、前記転舵車輪の転舵角度の絶対値を小さくすることによって
、当該乗り物のロールオーバ状態を抑制するロールオーバ抑制制御部を含む(14)項ないし
(19)項のいずれか１つに記載の乗り物。
　そのロールオーバ抑制制御部は、予め定められた開始条件が満たされた場合に開始し、
予め定められた終了条件が満たされた場合に終了する。
　例えばボディーを旋回外側に傾ける向きのロールレートが検出されたこと、一対の車輪
のボディーに対する相対位置の変化に基づいて取得されたロールレイトと、実際のロール
レイトとの差が予め定められた設定値以上であることとの少なくとも一方が満たされた場
合に、開始条件が満たされたとすることができる。
　また、ロールレートが設定値以下になったこと、運転者によって、ロールオーバを抑制
し得る修正操舵が行われたこととの少なくとも一方が満たされた場合に、終了条件が満た
されたとすることができる。
なお、ロールオーバ抑制制御部は、当該乗り物の走行速度を低減させるものとすることも
できる。
(２１)当該乗り物が、(a)運転者によって操作可能な操舵指示部材と、(b)その操舵指示部
材の操作状態を検出する操舵指示検出装置とを含み、前記転舵制御装置が、前記操舵指示
検出装置によって検出された前記操舵指示部材の操作量に応じた前記転舵車輪の戻し角度
が前記ロールオーバ抑制制御部による戻し角度より小さい場合には、前記転舵車輪の転舵
角度が前記ロールオーバ抑制制御部によって制御されるようにし、前記操舵指示検出装置
によって検出された前記操舵指示部材の操作量に応じた前記転舵車輪の戻し角度が前記ロ
ールオーバ抑制制御部による戻し角度より大きい場合には、前記ロールオーバ抑制制御部
による制御が行われないようにする選択手段を含む(20)項に記載の乗り物。
　戻し角度とは、転舵角度の絶対値の減少量である。
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　運転者の操舵指示部材の操作は、ロールオーバ抑制のための操作であるか、切り返し等
のための操作であるかを区別することは困難である。そのため、ロールオーバ状態である
場合に旋回方向を逆にするあるいは旋回半径を大きくする操作が行われた場合には、ロー
ルオーバ抑制制御部による制御の範囲内においては、ロールオーバ抑制制御部によって転
舵角度の絶対値を小さくする制御が行われるが、それを越えて、転舵角度の絶対値を小さ
くすることが要求される場合（運転者の操作に対応する戻し量が制御による戻し量より大
きい場合）には、操舵指示部材の操作に応じて転舵車輪が転舵される。
(２２)前記転舵制御装置が、さらに、当該乗り物の旋回状態に応じて、前記左側車輪と右
側車輪との回転速度差を制御する回転速度差制御部を含む(14)項ないし(21)項のいずれか
１つに記載の乗り物。
　左右車輪の回転速度差を制御すれば、旋回半径を小さくすることができ、小回りを可能
とすることができる。
　左右車輪が、それぞれ、独立の駆動源に直接接続されている場合には、旋回状態に応じ
た回転速度差を生じさせることにより、タイトコーナブレーキング現象が生じることを回
避することができる。
　なお、左右回転速度差は、転舵角度、操舵指示部材の操作状態に基づいて制御すること
もできる。
(２３)当該乗り物が、(a)運転者によって操作可能な操舵指示部材と、(b)その操舵指示部
材の操作状態を検出する操舵指示検出装置とを含み、前記転舵制御装置が、その操舵指示
検出装置によって運転者によって操舵指示部材が操作されたことが検出された場合に、前
記横方向姿勢制御装置によって、前記操舵指示部材の操作状態に応じて前記一対の車輪と
前記ボディーとを旋回内側に傾斜させる制御が開始された後に、前記転舵装置を制御して
、前記転舵車輪を転舵する姿勢制御後転舵制御部を含む(14)項ないし(22)項のいずれか１
つに記載の乗り物（請求項７）。
　本項に記載の乗り物においては、姿勢制御が開始された後に転舵制御が開始される。姿
勢制御が先に行われ、転舵制御が後に行われるのである。
　転舵制御は、姿勢制御の途中に開始されても、姿勢制御の終了後に開始されてもよいが
、姿勢制御の途中に開始される方が乗り物を良好に傾けることができ、速やかに、所望の
旋回状態に対応する姿勢にすることができる。
　なお、前項に記載のように、左右回転速度差が制御される場合には、左右回転速度差の
制御も姿勢制御の開始後に開始されることが望ましく、左右車輪の回転速度差の制御は、
転舵車輪の転舵の制御と同期して行われることが望ましい。
　また、操舵指示部材の操作に伴って乗り物が傾けられるようにすれば、運転者は操舵指
示部材を利用して、体を支えることができるため、有効である。また、操舵指示部材の操
作方向（旋回方向、すなわち、旋回内側に操作する方向に対応する）とボディーの傾斜方
向（旋回内側）とが同じ向きである場合には、運転者の操作フィーリングを向上させるこ
とができる。
(２４)当該乗り物が、(a)前記ボディーの、前記一対の車輪から前後方向に隔たった部分
に取り付けられた少なくとも１つの車輪と、(b)少なくとも前記上下方向移動装置を制御
することにより、前記一対の車輪を前記ボディーに対して同じ向きに相対移動させて、前
記ボディーの路面に対する前後方向の傾斜を制御する前後方向姿勢制御装置と、(c)前記
複数の車輪のうちの少なくとも１つの駆動輪を駆動する駆動装置と、(d)前記複数の車輪
のうちの少なくとも１つである転舵車輪を転舵する転舵装置と、(e)前記操舵指示部材の
操作状態に基づいて前記転舵装置を制御する転舵制御装置と、(f)前記横方向姿勢制御装
置と前後方向姿勢制御装置との少なくとも一方が、当該乗り物の姿勢を所望の姿勢に制御
できない場合に、当該乗り物の転舵車輪の転舵角度の絶対値と前後加速度との少なくとも
一方を小さくする姿勢制御不能時走行状態制御装置とを含む(9)項ないし(23)項のいずれ
か１つに記載の乗り物。
　乗り物の姿勢を所望の姿勢にすることができない場合には、転舵角度の絶対値を小さく
したり、駆動による加速度を小さくしたりすることにより、姿勢と走行状態とが対応する
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ように、走行状態が制御される。このようにすることによって、乗り物の走行安定性を向
上させることができる。
　所望の姿勢にできない場合には、例えば、上下方向移動装置の構造等で決まる移動限度
（ストローク）の制限による場合、横方向姿勢制御装置や前後方向姿勢制御装置が異常で
ある場合等が該当する。
(２５)当該乗り物が、(a)前記ボディーの、前記一対の車輪から前後方向に隔たった部分
に取り付けられた少なくとも１つの車輪と、(b)少なくとも前記上下方向移動装置を制御
することにより、前記一対の車輪を前記ボディーに対して同じ向きに相対移動させて、前
記ボディーの路面に対する前後方向の傾斜を制御する前後方向姿勢制御装置とを含み、当
該乗り物に旋回と制動との両方が行われる場合に、前記前後方向姿勢制御装置が、前記乗
り物の減速度に応じて前記上下方向移動装置を制御することにより、前記ボディーの後部
を前部に対して下げる旋回制動時制御部を含み、前記横方向姿勢制御装置が、当該乗り物
に加わる遠心力に応じて前記上下方向移動装置における移動限度内において、その上下方
向移動装置を制御することにより、前記ボディーを旋回内側に傾斜させる制限付き横方向
姿勢制御部を含む(9)項ないし(24)項のいずれか１つに記載の乗り物（請求項８）。
(２６)当該乗り物が、(a)前記少なくとも１つの転舵車輪を転舵する転舵装置と、(b)その
転舵装置を制御する転舵制御装置であって、前記制限付き横方向姿勢制御部による制御が
前記上下方向移動装置の移動限度の制限を受けた場合に、前記転舵装置を制御することに
より、前記車輪の転舵角度の絶対値を小さくする転舵戻し部を備えた転舵制御装置とを含
む(25)項に記載の乗り物（請求項９）。
　旋回と制動との両方が行われた場合には、制動に対応する姿勢制御が旋回に対応する姿
勢制御より優先して行われる。制動安定性を確保することがより重要である。
(２７)当該乗り物が、(a)前記ボディーの、前記一対の車輪から前後方向に隔たった部分
に取り付けられた少なくとも１つの車輪と、(b)少なくとも前記上下方向移動装置を制御
することにより、前記一対の車輪を前記ボディーに対して同じ向きに相対移動させて、前
記ボディーの路面に対する前後方向の傾斜を制御する前後方向姿勢制御装置とを含み、当
該記乗り物に、旋回と駆動との両方が行われる場合に、前記横方向姿勢制御装置が、前記
乗り物に加わる遠心力に応じて前記上下方向移動装置を制御することにより、前記ボディ
ーを旋回内側に傾斜させる旋回駆動時制御部を含み、前記前後方向姿勢制御装置が、前記
乗り物の加速度に応じて前記上下方向移動装置における移動限度内において、その上下方
向移動装置を制御することにより前記ボディーの前部を後部に対して下げる制限付き前後
方向姿勢制御部を含む(9)項ないし(26)項のいずれか１つに記載の乗り物（請求項１０）
。
(２８)当該乗り物が、(a)複数の車輪のうちの少なくとも１つである駆動輪を駆動する駆
動装置と、(b)その駆動装置を制御する駆動制御装置であって、前記制限付き前後方向姿
勢制御部による制御が前記上下方向移動装置の移動限度の制限を受けた場合に、前記駆動
装置を制御することにより、前記乗り物の加速度を小さくする加速度低減部を備えた駆動
制御装置とを含む(27)項に記載の乗り物（請求項１１）。
　駆動と旋回との両方が行われた場合には、旋回に対応する姿勢制御が駆動に対する姿勢
制御より優先して行われる。駆動による加速度は、小さくしても差し支えない場合が多い
からである。
(２９)当該乗り物が、(a)前記ボディーの前記一対の車輪より前方に設けられた少なくと
も１つの転舵車輪と、(b)その少なくとも１つの転舵車輪を転舵する転舵装置と、(c)その
転舵装置を制御することにより、前記少なくとも１つの転舵車輪の転舵状態を制御する転
舵制御装置であって、前記横方向姿勢制御装置によって、前記乗り物の遠心力に応じて前
記上下方向移動装置を制御することにより前記一対の車輪を上下方向に相対移動させるこ
とができない場合に、前記少なくとも１つの転舵車輪の転舵角度の絶対値を小さくする転
舵戻し部を備えた転舵制御装置とを含む(14)項ないし(28)項のいずれか１つに記載の乗り
物。
　ボディーの横方向の姿勢を運転者の要求する旋回状態に対応する姿勢にすることができ
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ない場合には、転舵角度の絶対値が小さくされる。それによって、乗り物の旋回状態と横
方向の姿勢とを互いに対応させることができる。
　また、転舵角度の絶対値は、ロール角、ロールレートに基づいて低減することも可能で
ある。
　さらに、転舵角度の絶対値を小さくすることには、目標転舵角度の絶対値を小さくする
こと、実際の転舵角度の絶対値を小さくすることが含まれる。
　なお、横方向の姿勢を制御できない場合には、駆動装置や制動装置の制御により、車速
を小さくしたり、加速度の制限を加えたりすることも可能である。
　また、「遠心力に応じた姿勢制御ができない場合」には、前述のように、上下方向移動
装置の移動限度により制限を受ける場合、横方向姿勢制御装置や上下方向移動装置が異常
であるため、制御を行うことが不可能な場合等が該当する。上下方向移動装置の移動限度
により制限を受ける場合には、姿勢の制御の要求は満たされないが、所望の姿勢に近づけ
ることは可能である。
(３０)当該乗り物が、(a)前記ボディーの、前記一対の車輪から前後方向に隔たった部分
に取り付けられた少なくとも１つの車輪と、(b)少なくとも前記上下方向移動装置を制御
することにより、前記一対の車輪を前記ボディーに対して同じ向きに相対移動させて、前
記ボディーの路面に対する前後方向の傾斜を制御する前後方向姿勢制御装置と、(c)前記
ボディーの前後方向の傾斜角度と、その傾斜角速度との少なくとも一方を取得する傾斜角
度等取得装置と、(d)複数の車輪のうちの少なくとも１つである駆動輪を駆動する駆動装
置と、(e)その駆動装置を制御する駆動制御装置であって、前記前後方向姿勢制御装置に
よって当該乗り物の前後方向の姿勢を前後加速度に応じて制御することができない場合に
、前記駆動装置を、前記ボディーの前後方向の傾斜角度と、傾斜角速度との少なくとも一
方に基づいて制御し、当該乗り物の加速度を制限する加速度制限部を備えた駆動制御装置
とを含む(9)項ないし(29)項のいずれか１つに記載の乗り物（請求項１２）。
　前後方向の姿勢が、走行状態に対応していない場合には、加速度の制限をすることが望
ましい。例えば、ピッチ角（前後方向の傾斜角度）の絶対値やピッチレート（前後方向の
傾斜角速度）が大きい場合は小さい場合より加速度の制限を強くすることができる。例え
ば、ピッチ角とピッチレートとの両方が小さい場合には、制限を加えないで、少なくとも
一方が第１設定値より大きくなると、加速度の上限値を設け、上限値以上の加速度が出力
されないようにし、さらに大きくなって、第２設定値より大きくなると、加速中である場
合の加速度を小さくし、さらにピッチ角とピッチレートとの両方が第３設定値より大きく
なると、制動を加えるのである。このように加速度を制限することによって、姿勢と走行
状態とが対応するようにすることができ、走行安定性を向上させることができる。
　このように、ピッチ角とピッチレートとの両方に基づけば、加速度を制限する必要があ
るか否かがわかるため、真に必要な場合に限って制限が加えられるようにすることができ
る。また、例えば、ピッチ角が大きくてもピッチレートが小さい場合には、加速度の減少
量を小さくしたり、ピッチ角が小さくてもピッチレートが大きい場合には加速度の減少量
と大きくしたりする等、ピッチ角とピッチレートとの両方に基づけば、加速度をきめ細か
に制限することができ、姿勢に対応するできる限り運転者の意図に応じた加速度が出力さ
れるようにすることができる。
(３１)当該乗り物が、(a)前記ボディーの、前記一対の車輪から前後方向に隔たった部分
に取り付けられた少なくとも１つの車輪と、(b)前記複数の車輪のうちの少なくとも１つ
の駆動輪を駆動する駆動装置と、(c)前記複数の車輪のうちの少なくとも１つの車輪の回
転を抑制する制動装置と、(d)運転者によって操作可能な加減速指示部材と、(e)その加減
速指示部材の操作状態に基づいて前記駆動装置と制動装置とを制御する駆動・制動制御装
置と、(f)運転者によって操作可能な操舵指示部材と、(g)前記複数の車輪のうちの少なく
とも１つである転舵車輪を転舵する転舵装置と、(h)前記操舵指示部材の操作状態に基づ
いて前記転舵装置を制御する転舵制御装置とを含む(1)項ないし(30)項のいずれか１つに
記載の乗り物。
　本項に記載の乗り物は、横方向姿勢制御装置、前後方向姿勢制御装置を含まないものと
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することもできる。
(３２)前記加減速指示部材と前記操舵指示部材とが兼用の部材とされ、当該乗り物が、前
記兼用部材を、前記ボディーに第１軸線回りに回動可能かつその第１軸線と交差する第２
軸線回りに回動可能に保持する兼用部材保持装置を含む(31)項に記載の乗り物。
(３３)前記転舵制御装置が、前記兼用部材の前記第１軸線回りの回動角度に応じて前記転
舵装置を制御する操作対応転舵制御部を含み、前記駆動・制動制御装置が、(i)前記兼用
部材が前記第２軸線回りに中立位置から予め定められた一方向へ回動操作された場合に、
その回動角度に応じて目標前進車速を決定する目標車速決定部と、(j)前記中立位置から
前記一方向とは逆方向に回動操作された場合に、その回動角度に応じた目標減速度を決定
する目標減速度決定部と、(k)前記目標車速決定部によって決定された目標車速が得られ
るように前記駆動装置を制御し、前記目標減速度決定部によって決定された目標減速度が
得られるように前記制動装置を制御する目標値対応駆動・制動制御部とを含む(32)項に記
載の乗り物（請求項１３）。
　加減速指示部材と操舵指示部材とは兼用（共通）の部材とされる。そのため、部品点数
を少なくすることができ、１つの操作部材で複数種類の指示を出力することができる。
　また、兼用部材は、第１軸線回りに回動可能、かつ、第１軸線と交差する第２軸線回り
に回動可能に保持される。兼用部材保持装置は、例えば、ユニバーサルジョイントを備え
たものとすることができる。第２軸線は、第１軸線と直交し、第２軸線回りの回動角度の
大きさに係わらず、第１軸線回りに回動可能に保持される。
　第２軸線回りの回動操作が加減速指示操作であり、予め定められた一方向（例えば、前
方あるいは下方）への回動操作が加速指示あるいは前進指示であり、一方向とは逆方向（
例えば、後方あるいは上方）への回動操作が減速指示である。そのため、加速指示（前進
指示）操作と減速指示操作とを区別して行うことが可能となる。前方への回動角度に応じ
た目標車速が実車速より大きい場合には、前方への回動操作は、加速指示に対応する。
(３４)前記駆動・制動制御装置が、(a)前記兼用部材が、前記第２軸線回りの中立位置に
ある場合に、弱制動加速状態となるように、前記駆動装置と制動装置との少なくとも一方
を制御するエンジンブレーキ対応制御部と、(b)前記兼用部材の前記他方への回動操作角
度が設定角度以上であり、かつ、当該乗り物の走行速度が停止状態であるとみなし得る設
定速度以下である場合に、前記駆動装置を、当該乗り物が後退するように制御する後退制
御部との少なくとも一方を含む(33)項に記載の乗り物。
　弱制動加速状態とは、エンジンを備えた車両における、いわゆるエンジンブレーキ状態
である。エンジンブレーキ状態とは、エンジンに燃料が供給されない状態であり、駆動装
置の回転速度（車輪に伝達される回転速度）に対して路面によって回転させられる車輪の
回転速度が小さい場合には、車輪は加速されるが、路面によって回転させられる車輪の回
転速度の方が大きい場合には、制動されることになる。
　本項に記載の乗り物においては、兼用部材の操作により、転舵、駆動、制動、後退、弱
制動加速を指示することができるのであり、兼用部材はシフト操作部材としての機能も果
たす。
(３５)前記兼用部材が、運転者によって把持可能なグリップを含む(32)項ないし(34)項の
いずれか１つに記載の乗り物。
　本項に記載の乗り物においては、兼用部材が運転者の手によって操作される。
　それに対して、兼用部材を足で操作されるようにすることも不可能ではないが、手で操
作されるようにした方が、きめ細かな指示が可能となる。なお、兼用部材は、レバーとし
たり、ハンドルとしたりすることもできる。
(３６)前記兼用部材と前記兼用部材保持装置とを含む操作装置が、当該乗り物の左右方向
に互いに隔ててそれぞれ設けられ、当該乗り物が、それら左側操作装置と右側操作装置と
を、左側兼用部材と右側兼用部材とが連動する状態で連結する連結装置を含む(32)項ない
し(35)項のいずれか１つに記載の乗り物（請求項１４）。
　右側の兼用部材と左側の兼用部材とが連動するように連結されるようにすれば、運転者
の操作フィーリングを向上させることができる。
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(３７)前記連結装置が、前記左側，右側の操作装置を、それぞれ、前記ボディーに対して
、第３軸線方向に相対移動可能に保持する左側、右側の操作装置保持装置を含むとともに
、その左側、右側の操作装置保持装置の各々が、(a)前記ボディーに対して相対回転可能
、かつ、前記第３軸線方向に平行な軸方向に相対移動不能に設けられた２つの軸部材と、
(b)それら２つの軸部材の各々に、前記軸方向に相対移動可能、かつ、相対回転不能に係
合させられた２つの係合部材とを含むとともに、前記操作装置の本体が、前記２つの係合
部材に、前記第３軸線方向に相対移動不能、かつ、前記２つの係合部材の各々の相対回転
を許容する状態で取り付けられた(36)項に記載の乗り物。
　操作装置は、ボディーの右側、左側にそれぞれ設けられ、操作装置保持装置も、それぞ
れ、右側、左側に設けられる。右側の操作装置の本体は右側操作装置保持装置に第３軸線
に沿って相対移動可能に保持され、左側の操作装置の本体は左側操作装置保持装置に第３
軸線に沿って相対移動可能に保持される。
　操作装置本体は、係合部材に固定されており、係合部材が軸部材に第３軸線に沿って移
動可能に係合させられているため、操作装置本体はボディーに対して第３軸線に沿って相
対移動可能とされるのである。それによって、例えば、兼用部材の操作位置を調整するこ
とが可能となる。なお、この操作装置本体のボディーに対する移動によって、別の指令が
出力されるようにすることもできる。
(３８)前記２つの係合部材のうちの一方に、前記左側、右側のそれに対応する側の兼用部
材の前記第１軸線回りの回動が伝達されるとともに、他方の係合部材にその兼用部材の前
記第２軸線回りの回動が伝達され、前記２つの軸部材の各々の回転が、他方の側の操作装
置保持装置の２つの軸部材の各々の互いに対応するものに伝達される(37)項に記載の乗り
物（請求項１５）。
　操作装置保持装置の各々には、係合部材、軸部材が、それぞれ、２つずつ設けられる。
２つの係合部材の一方には、それに対応する左側、右側の一方の側の兼用部材の第１軸線
回りの回動が伝達され、他方には、その兼用部材の第２軸線回りの回動が伝達される。ま
た、左側、右側の操作装置保持装置の軸部材同士は、互いに機械的に連結される。
　例えば、左側の兼用部材が、第１軸線回りに回動操作されると、左側の操作装置保持装
置において、係合部材の一方が回転し、一方の軸部材（一方の係合部材が係合させられた
軸部材）が回転する。それによって、右側の操作装置保持装置の対応する軸部材が回転さ
せられ、係合部材が回転させられ、右側の兼用部材が第１軸線回りに回動させられる。
　左側の兼用部材が第２軸線回りに回動操作されると、左側の操作装置保持装置において
、係合部材の他方が回転し、他方の軸部材が回転する。右側の操作装置保持装置の対応す
る軸部材が回転し、それに係合させられた係合部材が回転し、右側の兼用部材が第２軸線
回りに回動させられる。
　右側の兼用部材が回動操作された場合も同様であり、右側の兼用部材の回動が左側の兼
用部材に伝達される。
　このように、左側、右側の兼用部材の一方の第１軸線回りの回動と第２軸線回りの回動
とが、他方の兼用部材に、それぞれ、別個に伝達されるのであり、左側兼用部材と右側兼
用部材とが連動する状態で機械的に連結されることになる。
　この回転伝達は、係合部材が軸部材に対していずれの相対位置にあっても可能である。
(３９)前記軸部材が、一端部にプーリが固定的に設けられたスプライン軸であり、その係
合部材が、前記スプライン軸に嵌合され、一端部にプーリが固定的に設けられたナットで
ある(37)項または(38)項に記載の乗り物（請求項１６）。
　軸部材をスプライン軸とし、係合部材をナットとすれば、操作装置保持装置の構造を簡
単にすることができる。スプライン軸には、第３軸線と平行な方向に延びた歯部が複数設
けられる。
　また、連結装置は、複数のプーリとケーブルとを含むものであり、ケーブルを介して軸
部材の回転が伝達される。本項に記載の乗り物においては、プーリおよびケーブル等によ
り回転伝達装置が構成される。回転伝達装置は、連結装置の構成要素である。
　左右の操作装置が、乗り物の運転席の背面を通って、すなわち、曲がった経路を経て連
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結される場合には、回転伝達装置をプーリとケーブルとを備えたものとすることは有効で
ある。
(４０)当該乗り物が、(a)運転者によって操作可能な姿勢指示操作部材と、(b)その姿勢指
示操作部材の操作状態を検出する姿勢指示検出装置とを含み、前記横方向姿勢制御装置が
、前記姿勢指示検出装置によって検出された前記姿勢指示操作部材の操作状態に基づいて
、前記ボディーの横方向の傾きを制御する操作対応姿勢制御部を含む(1)項ないし(39)項
のいずれか１つに記載の乗り物（請求項１７）。
　上下方向移動装置は、横方向姿勢制御装置によって、姿勢指示部材の操作状態に基づい
て制御されるようにすることもできる。上下方向移動装置は、姿勢指示部材の操作状態の
みに基づいて制御されるようにしても、姿勢指示部材の操作状態と乗り物の状態（加減速
指示部材、操舵指示部材の操作状態と走行状態との少なくとも一方）との両方に基づいて
制御されるようにしてもよい。
　乗り物に、姿勢指示部材、操舵指示部材、加減速指示部材が設けられる場合において、
これらを、それぞれ、別の操作部材としても、２つ以上を共通の操作部材としてもよい。
また、それぞれの指示部材は、運転者の手で操作可能なものであっても、足で操作可能な
ものであってもよい。手で操作可能なものには、ハンドル、レバー、グリップ等が該当し
、足で操作可能なものとしては、ペダル等が該当する。
　なお、前後方向姿勢制御装置によっても、上下方向移動装置が、姿勢指示検出装置によ
って検出された操作状態に基づいて制御されるようにすることもできる。
(４１)前記姿勢指示部材が、左側ペダルと右側ペダルとからなる一対のペダルであり、そ
れら左側ペダルと右側ペダルとが、それぞれ、少なくとも、第４軸線回りに左右方向に回
動可能に保持されるとともに、互いに連動する状態で機械的に連結される(40)項に記載の
乗り物。
　本項に記載のペダル操作装置においては、左側ペダル、右側ペダルの各々が、第４軸線
回りに左右方向に回動可能とされる。また、一対のペダルは、各々の左右方向の回動が、
互いに連動する状態で連結される。その結果、連結されない場合に比較して、運転者の操
作フィーリングを向上させることができる。
　また、一対のペダルが機械的に連結されるため、一方のペダルの左右方向の回動を他方
のペダルに確実に伝達することができる。
　「第４軸線」は、ペダルの踏面に平行な向きで設けられる。ここにおいて、「平行な向
き」とは、踏面を規定する面と幾何学的に平行な向き、あるいは、踏面を規定する面との
傾斜角度が設定角度以下である向きをいう。設定角度は、例えば、２５度以下、２０度以
下、１５度以下、１０度以下、５度以下とすることができる。また、第４軸線が踏面に対
して傾斜する向きで設けられる場合においては、前方に進むにつれて踏面との間隔が大き
くなる向きに傾斜しても小さくなる向きに傾斜してもいずれでもよいが、踏面との間隔が
大きくなる向きに傾斜する方が運転者は操作し易い。
　「第４軸線」は、ペダルの踏面、あるいは、踏面と反対側の面である裏面から設定距離
だけ隔てて設けても、踏面あるいは裏面に接して、あるいは、ペダルの内部に設けてもよ
い。
　なお、第４軸線は、実施例において、ペダル操作装置の第１軸線に当たる。
(４２)前記左側ペダルの第４軸線と、前記右側ペダルの第４軸線とが、当該乗り物の、前
方へ進むにつれて、それらの間隔が大きくなる姿勢で配設された(41)項に記載の乗り物。
　一対の第４軸線が成す角度は、５度以上４５度以下とすることが望ましく、１０度以上
、１５度以上、２０度以上としたり、４０度以下、３５度以下、３０度以下、２５度以下
としたりすることができる。１５度以上３５度以下とすることが望ましく、特に、２０度
以上３０度以下、２３度以上２８度以下とすることが望ましい。
(４３)前記一対のペダルの各々が、さらに、左側ペダルと右側ペダルとを、それぞれ、前
記第４軸線と交差する向きに延びる第５軸線回りに回動可能に保持される(42)項に記載の
乗り物。
　なお、第５軸線は、実施例において、ペダル操作装置の第２軸線に当たる。
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(４４)前記左側ペダルと前記右側ペダルとが、いずれか一方の前記第４軸線回りの、その
ペダルの内側が下がる回動を、他方のペダルの前記第４軸線回りの、そのペダルの外側が
下がる回動に、回動角度を小さくして伝達するリンク機構によって連結される(41)項ない
し(43)項のいずれか１つに記載の乗り物。
(４５)前記リンク機構が、(a)前記左側ペダルと右側ペダルとのそれぞれにおいて、前記
第４軸線より外側へ延び出たアーム部と、(b)それら左側アーム部と右側アーム部とに、
軸方向に隔たった部分が、それぞれ、相対回転可能に連結されたロッド部とを含む(44)項
に記載の乗り物。
(４６)当該乗り物が、(a)操舵指示操作部材と、加減速指示操作部材との少なくとも一方
の操作状態と当該乗り物の走行状態とに基づいて、当該乗り物の横方向の姿勢と前後方向
の姿勢とを制御する自動制御部と、(b)前記操作対応姿勢制御部とのいずれか一方を選択
する選択手段を含む(40)項ないし(45)項のいずれか１つに記載の乗り物。
　姿勢指示部材の操作状態に基づくマニュアル姿勢制御と、走行状態と走行指示部材の操
作状態とに基づく自動姿勢制御とのいずれかが、運転者の指示によって選択可能とすれば
、乗り物の使い勝手を向上させることができる。
(４７)当該乗り物の重心の高さを前記左側車輪と右側車輪との間の距離であるトレッドで
割った値である重心高・トレッド比が１．０以上である(1)項ないし(46)項のいずれか１
つに記載の乗り物（請求項１８）。
　トレッドに対して重心高さが高い乗り物においては、旋回性を向上させるために、ボデ
ィーを傾斜させる必要性が高い。重心高・トレッド比は、１．０５以上、１．１以上、１
．１５以上の乗り物とすることができる。
(４８)当該乗り物が、前記一対の車輪と前後方向を隔てて設けられた少なくとも１つの車
輪を含み、その少なくとも１つの車輪と一対の車輪との間の距離であるホイールベースで
乗り物の重心の高さを割った値である重心高・ホイールベース比が１．０以上である(1)
項ないし(47)項のいずれか１つに記載の乗り物（請求項１９）。
　ホイールベースに対して重心高さが高い乗り物においては、制動・駆動時の走行安定性
を向上させるために、ボディーを前後方向に傾斜させる必要性が高い。重心高・ホイール
ベース比は、１．０５以上、１．１以上、１．１５以上の乗り物とすることもできる。
【実施例】
【００１０】
　本発明の一実施例である乗り物について、以下、図面に基づいて詳細に説明する。
　図１，２において、乗り物は、ボディー１０と、転舵車輪である１つの前輪１２と、駆
動輪である一対の左右後輪１４，１６とを含む。ボディー１０には、乗車部としてのシー
ト２０が１つ設けられ、シート２０の前方にはペダル操作装置２２が設けられる。
　ペダル操作装置２２は、前輪１２の左右両側にそれぞれ設けられた左側ペダル２４と右
側ペダル２５とを含む。左側、右側ペダル２４，２５は、本実施例においては、姿勢指示
操作部材である。
　また、ボディー１０のシート２０の中間部に対応する部分の左右両側には、一対のグリ
ップ操作装置（左側グリップ操作装置、右側グリップ操作装置）２６，２８（図１０参照
）が設けられる。
【００１１】
　本乗り物において、重心Ｇ（乗員を含まない場合）は、図２に示すように（平面視にお
いて）、前輪１２，左右後輪１４，１６の接地点を結ぶ三角形の重心Ｇを通る垂直線上に
位置し、トレッドＴに対する重心高さＨG（図１参照）の比率である重心高・トレッド比
率γt（ＨG／Ｔ）が１．０以上のものである。そのため、本乗り物において、横方向の姿
勢制御を行う必要性が高い。また、図１に示すように、ホイールベースＷに対する重心高
さＨＧの比率（ＨG／Ｗ）である重心高・ホイールベース比率γwも１．０以上のものであ
る。そのため、本乗り物において、前後方向の姿勢制御を行う必要性が高い。
　なお、乗り物は、重心高・トレッド比、重心高・ホイールベース比が、０．９５以上、
０．９以上、０．８５以上、０．８以上のものとすることもできる。
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　このように、当該乗り物においては、前輪１２が１つであるため、２つとする場合より
、小型化を図ることができる。
【００１２】
　転舵車輪１２には転舵装置３０が設けられ、転舵装置（ステアアクチュエータ）３０を
介してボディー１０に取り付けられる。転舵装置３０は、図１５に示すように、転舵用モ
ータ（電動モータ）３２，減速機３４等を含む。転舵装置３０は、転舵車輪１２を両側か
ら挟む状態で設けられたキングピン３８（図１参照）の上端部に設けられ、キングピン３
８を回転することにより、転舵車輪１２を転舵する。
　左右駆動輪１４，１６には、駆動・制動装置（駆動・制動アクチュエータ）４０，４２
が設けられる。駆動・制動装置４０，４２は、互いに構造が同じものであり、駆動用モー
タ４４，減速機４６、図示しない蓄電装置等を含む。左右駆動輪１４，１６には、駆動用
モータ４４が減速機４６を介してそれぞれ接続される。駆動用モータ４４の制御により、
左右駆動輪１４，１６に付与される駆動力や、回生制動力が制御される。本実施例におい
ては、左右駆動輪１４，１６に付与される駆動力、制動力が、それぞれ、別個独立に制御
され得る。
【００１３】
　左右駆動輪１４，１６は、それぞれ、サスペンションとしての上下方向移動装置（サス
ペンションアクチュエータ）５０，５２を介してボディー１０に取り付けられる。
　上下方向移動装置５０，５２は、互いに構造が同じものであり、図３，４に示すように
、ボディー１０に固定されたフレーム５８と、フレーム５８に固定され、上下方向に延び
る一対のガイド部材６０，６２と、ガイド部材６０，６２に沿って相対移動可能に取り付
けられた車輪保持部材６４と、上下動用モータ６６と、その上下動用モータ６６の駆動を
車輪保持部材６４に伝達する駆動伝達装置６８と、ボディー１０（フレーム５８）と車輪
保持部材６４との間に設けられたサスペンションスプリング７０等とを含む。
　車輪保持部材６４には、車輪１４，１６に接続された駆動・制動装置４０，４２がそれ
ぞれ保持される。車輪保持部材６４がガイド部材６０，６２に沿って上下方向に相対移動
させられると、車輪１４，１６と駆動・制動装置４０，４２とが一体的にボディー１０（
フレーム５８）に対して相対的に上下方向に相対移動させられる。車輪保持部材６４は、
一対のガイド部材６０，６２にそれぞれ係合させられた一対の係合部７１，７２を含む。
　駆動伝達装置６８は、減速機７３，ボールねじ機構７４等を含み、ボールねじ機構７４
は、ガイド部材６０，６２と平行に伸び、フレーム５８に相対回転可能かつ軸方向に相対
移動不能に取り付けられたねじ部材７６と、そのねじ部材７６に螺合させられたナット部
材７８とを含む。ナット部材７８が車輪保持部材６４に上下方向に相対移動不能に取り付
けられる。
　上下動用モータ６６の回転が減速機７３を介してボールねじ機構７４のねじ部材７６に
伝達される。そして、ボールねじ機構７４によって回転運動がナット部材７８の直線運動
に変換されて、車輪保持部材６４に伝達される。駆動伝達装置６８は運動変換装置でもあ
る。
　また、電磁クラッチ８０の作動により、上下動用モータ６６に電流が供給されなくても
、車輪１４，１６のボディー１０に対する相対位置（車輪保持部材６４のガイド部材６０
，６１に対する相対位置）が保持される。前述の上下動用モータ６６，減速機７３，電磁
クラッチ８０等を合わせてモータユニット８１と称することができる。
　さらに、サスペンションスプリング７０が車輪保持部材６４とボディー１０（フレーム
５８）との間に設けられるため、車輪保持部材６４とボディー１０との間の距離に応じた
弾性力が付与され、上下動モータ６６の出力を低減することができる。
【００１４】
　本実施例においては、上下動用モータ６６の制御により、左右駆動輪１４，１６のボデ
ィー１０に対する上下方向の相対位置が、別個独立に制御され得る。
　また、構造的には、車輪保持部材６４あるいは車輪保持部材６４に保持された駆動・４
０，４２等がフレーム５８等に当接する範囲内で、車輪保持部材６４をボディー１０に対
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して上下方向に相対移動させることができるが、本実施例においては、この構造で決まる
範囲に制限を加え、この範囲より狭い予め定められた範囲（上方、下方の移動限度で決ま
る範囲より狭い範囲である）内において、相対移動が許容される。
　上下方向移動装置５０，５２は、図２に示すように、ボディー１２の幅方向の左右両側
に設けられるが、左側上下方向移動装置５０のガイド部材６０，６２と右側上下方向移動
装置５２のガイド部材６０，６２とは、互いに平行な姿勢で設けられる。その結果、車輪
１４，１６は、互いに平行にボディー１０に対して上下方向に相対移動させられる。本実
施例においては、予め定められたゼロ点から車輪１４，１６のボディー１０に対する上方
の相対位置（バウンド側の相対位置）を正の値で表し、下方の相対位置（リバウンド側の
相対位置）を負の値で表す。バウンド側に移動すると車高が低くなり、リバウンド側に移
動すると車高が高くなる。ゼロ点は、上下方向移動装置５０，５２の上述のストローク可
能な範囲の中点としたり、サスペンションスプリング７０等によって構造的に決まる点と
したりすることができる。
【００１５】
　なお、本実施例においては、上下方向移動装置５０，５２が、電動モータ６６を含み、
電動モータ６６の作動により上下方向に車輪１４，１６をボディー１０に対して相対移動
させるものであったが、作動液あるいはエア等の流体により車輪を上下方向に相対移動さ
せるものとすることができる等、上下方向移動装置の構成は問わない。
　また、車輪１４，１６がボディー１０にリンク機構を介して保持され、車輪１４，１６
のボディー１０に対する相対位置が調整される構成とすることもできる。
　さらに、本実施例においては、車輪１４，１６のボディー１０に対する相対移動が、構
造的に決まるストロークで決まる範囲より狭い範囲で許容されるようにされていたが、構
造的に決まる範囲で許容されるようにすることもできる。
【００１６】
　ペダル操作装置２２は、図５～８に示すように、前述の一対のペダル２４，２５、本体
９８、本体９８に設けられた一対のペダル回動機構１００，１０２、連結装置（図８参照
）１０４、ロック装置１０６等を含む。
　ペダル回動機構１００，１０２は、互いに同じ構造を成したものであり、ペダル操作装
置２２の前後方向の中心線Ａに対して互いに対称とされる。左側ペダル２４，右側ペダル
２５も同様に、中心線Ａに対して互いに対称とされ、第１軸線ＢL、ＢR、第２軸線ＣL、
ＣRの回りにそれぞれ回動可能とされる。一対のペダル２４，２５は、連結装置１０４に
よって、第１軸線ＢL、ＢRの回りの回動が連動する状態で連結される。また、ペダル２４
，２５の回動操作は、ロック装置１０６の作動により、許可されたり、阻止されたりする
。
【００１７】
　以下、ペダル２４に対応するペダル回動機構１００について説明する。
　ペダル回動機構１００は、第１軸部材１１０，第２軸部材１１２，押圧板１１４，コイ
ルスプリング１１６，ダンパ１１８等を含む。
　第１軸部材１１０は、第１軸線ＢLと平行に延びたものであり、押圧板１１４に、軸方
向に隔たって設けられた一対の軸受け１２２，１２３によって、相対回転可能に取り付け
られる。第１軸部材１１０には、軸方向に隔たって相対回転不能にフランジ１２４，１２
５が取り付けられ、そのフランジ１２４，１２５にペダル２４が相対回動不能に取り付け
られる。ペダル２４は、第１軸部材１１０と一体的に第１軸線ＢLの回りに回動可能とさ
れる。第１軸部材１１０と押圧板１１４との間には、図７に示すように、第１軸部材１１
０の回転角度を検出する回転角度検出装置としてのポテンショメータ１３０が設けられ、
ペダル２４の左右方向の回動（左回りの回動、右回りの回動）に起因する第１軸部材１１
０の押圧板１１４に対する相対回動角度が検出される。
　第２軸部材１１２は、第２軸線ＣLと平行に、第１軸部材１１０と交差する向きに延び
る。第２軸部材１１２は、本体９８に、軸方向に隔たって設けられた一対の軸受け１２６
，１２７を介して相対回転可能に取り付けられる。第２軸部材１１２には、相対回転不能
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に押圧板１１４が取り付けられる。押圧板１１４は、第２軸部材１１２と一体的に回動可
能とされるが、回動可能な角度はわずかである。
　押圧板１１４と本体９８との間の第２軸部材１１２の両側（後方側、前方側）には、そ
れぞれ、図７に示すように、圧力センサ１２８、１２９が設けられる。圧力センサ１２８
，１２９は運転者によってペダル２４に加えられた踏力を検出するものであるが、押圧板
１１４が第２軸線ＣLの回りに相対回動可能に設けられるため、正確に踏力を検出し得る
。
【００１８】
　第１軸部材１１０の前端部に取り付けられたフランジ１２５と本体９８との間には、コ
イルスプリング１１６が設けられる。コイルスプリング１１６は、ペダル２４の、第１軸
線ＢLより外側の部分が下がる向きに付勢力を加えるものであり、ペダル２４の、第１軸
線ＢLより内側の部分が下がる向きの回動操作が行われると、回動角度に応じた反力を付
与する。
　本実施例においては、一対のペダル２４，２５が互いに連結され、かつ、左側のペダル
回動機構１００のコイルスプリング１１６と、右側のペダル回動機構１０２のコイルスプ
リング１１６とが、ペダル２４，２５の中立位置において、ストロークが０となるように
付勢された状態で設けられる。そのため、ペダル２４，２５に加えられた踏力が除かれる
と、これら一対のコイルスプリング１１６により正確に中立位置に戻される。
　一方、第１軸部材１１０の後端部には、相対回転不能に回動伝達部材１３２が設けられ
、回動伝達部材１３２を介して第１軸部材１１０の回動がダンパ１１８に伝達される。ダ
ンパ１１８により、ペダル２４の第１軸線ＢLの回りの回動に伴って抵抗が加えられる。
【００１９】
　第１軸部材１１０の後部に取り付けられたフランジ１２４は、外側に突出したアーム部
１３４を備え、アーム部（第１リンク部材）１３４の端部には、自在継ぎ手１４０を介し
てロッド（第２リンク部材）１４２の一端部が連結される。また、他方のペダル回動機構
１０２のフランジ１２４のアーム部１３４には、自在継ぎ手１４４を介してロッド１４２
の他端部が連結される（図８，９参照）。
　換言すれば、左右のペダル２４，２５は、アーム部１３４，ロッド１４２，継ぎ手１４
０，１４４を含むリンク機構によって連結されることになる。ロッド１４２は、本体９８
の下方を通って、延びている。
　図９に示すように、リンク機構（連結装置）１０４において、ロッド１４２の有効長さ
ＬP2は、一対の第１軸部材１１０，１１０の間隔ＬP1より長く、台形リンクとされている
。そのため、ペダル２４の第１軸線ＢLより内側の部分が下がる向きの回動は、ペダル２
５の第１軸線ＢRの外側の部分が下がる向きの回動に連動するが、外側の回動角度θｆｏ
ｏｔ′は、内側の回動角度θｆｏｏｔより小さくなる。
【００２０】
　また、このように一対のペダル２４，２５が連結されているため、例えば、ペダル２４
が、第１軸線ＢＬより外側の部分が下がる向きに回動操作されると、ペダル２５に対して
設けられたコイルスプリング１１６の反力を受ける。その結果、ペダル２４，２５が、い
ずれの向きに回動操作されても、その操作向きに抗する向きの付勢力を受けることになる
。
　このように、本項の構成によれば、一対のペダル２４，２５の各々に、内側が下がる回
動と外側が下がる回動とに、付勢力を付与するコイルスプリングをそれぞれ設けなくても
、一対のペダル２４，２５の各々が、いずれの向きに回動操作されても反力を付与するこ
とができる。ただし、第１軸線ＢＬより外側の部分が下がる向きの回動操作がされる頻度
は低いと考えられる。
【００２１】
　第１軸線ＢL、ＢRは、図６に示すように、ハの字形（Ｖの字形）、すなわち、互いにペ
ダル操作装置２２の前方に進むにつれて間隔（ＥＦ＞ＥＢ）が大きくなる姿勢で延びるも
のであり、本実施例においては、各々が、中心線Ａに対して、角度η（角度ηは、１０～
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１５度とすることが望ましく、例えば、１３度とすることができる。）傾斜した向きとさ
れる。一対の第１軸線ＢL、ＢRは互いに、角度２η（角度２ηは、２０～３０度とするこ
とが望ましく、例えば、２６度とすることができる）隔たって設けられるのである。
　そのため、運転者がペダル２４，２５に足をおいた場合に、かかと（回動中心）が第１
軸部材１１０上に位置し、ペダル２４，２５の第１軸部材１１０の内側の部分の前部に親
指の付け根が位置する。かかとが第１軸部材１１０上に位置するため、ペダル２４，２５
の回動操作を容易に行うことができる。
　また、ペダル２４，２５の回動操作に際して、膝がボディー１２の外側に飛び出すこと
を回避することができる。
　さらに、親指の付け根に大きな力が加わるのが普通であるため、第１軸部材１１０の内
回りの回動が容易とされる。
　また、第１軸線ＢL、ＢRは、それぞれ、ペダル２４，２５の横方向の中央部より外側に
配設されている。その結果、第１軸線ＢＬ、ＢＲより内側の部分の面積が外側の部分の面
積より大きくされ、内側の部分が下がる向きの回動操作が容易とされる。小さい踏力で大
きなモーメントを生じさせることができるのであり、ペダル２４，２５を確実に回動さえ
ることができる。
【００２２】
　第２軸線ＣL、ＣRは、それぞれ、第１軸線ＢL、ＢRとほぼ直角に交差する向きであるが
、わずかに、内側に進むにつれて後方にいく向きに傾いて設けられる。このように、第２
軸線ＣL、ＣRが内側に傾斜した姿勢で設けられているため、ペダル２４の踏面において、
第１軸線ＢＬの内側で、かつ、第２軸線ＣＬの前側の部分の面積が大きくなる。その結果
、ペダル２４の内側の部分が下がる向きの操作が容易とされている。
　符号１５７，１５８はストッパを示し、ストッパ１５７，１５８にペダル２４の裏面が
当接することによりペダル２４の回動限度が規定される。
【００２３】
　ロック装置１０６は、４つのロック作動部１６０～１６３を含む。これら４つのロック
作動部１６０～１６３のうち、ロック作動部１６０，１６１がペダル２４の回動を許可し
たり阻止したりするものであり、ロック作動部１６２，１６３がペダル２５の回動を許可
したり阻止したりするものである。
　ロック作動部１６０～１６３は、基本的には、互いに同じ機構を備えたものであり、本
体９８に垂直に設けられた回動軸１６４と、その回動軸１６４の回りに相対回動可能なア
ーム１６５と、そのアーム１６５に取り付けられたロック部材１６６と、アーム１６５と
相対回転不能なプーリ１６７とを含む。
　図５のロック作用位置Ｒ1において、ロック部材１６６がペダル２４の下方に位置する
ため、ペダル２４の回動が阻止される。ロック解除位置Ｒ2において、ロック部材１６６
がペダル２４から外れてカバー１６８の下方に位置するため、ペダル２４の回動が許可さ
れる。カバー１６８は、一対のペダル２４，２５の間に設けられ、フットレストとしても
機能する。
【００２４】
　ロック作動部１６０～１６３は、ロック駆動装置１６９によって作動させられる。ロッ
ク駆動装置１６９は、ロック作動部１６０および１６１、ロック作動部１６２および１６
３を、それぞれ、互いに連結する連結ロッド１７０、１７２と、前述のプーリ１６７と，
プーリ１６７に巻き掛けられたケーブル１７３とを含む。連結ロッド１７０，１７２は、
プーリ１６７あるいはプーリ１６７と一体的に回動可能な部材同士を連結する。ケーブル
１７３の一端は本体９８にスプリング１７４を介して固定され、他端は伝達部材１７５を
介して後述するグリップ操作装置２６（２８）に接続される。
　ケーブル１７３に、運転者の操作に起因してスプリング１７４の弾性力に抗して引張力
が加えられると、ロック作動部１６１において、アーム１６５が回動軸１６４の回りにロ
ック作用位置Ｒ１からロック解除位置Ｒ２まで反時計方向に回動させられる。この回転は
、連結ロッド１７０を介してロック作動部１６０に伝達され、ロック作動部１６０におい
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ても同様にアーム１６５が反時計回りに、ロック作用位置Ｒ１からロック解除位置Ｒ２ま
で回動させられる。ロック作動部１６２においては、逆に、時計方向にアーム１６５がロ
ック作用位置Ｒ１からロック解除位置Ｒ２まで回動させられる。この回転が、連結ロッド
１７２を介してロック作動部１６３に伝達され、ロック作動部１６３においても同様にア
ーム１６５が時計回りに、ロック作用位置Ｒ１からロック解除位置Ｒ２まで回動させられ
る。
　運転者の操作に起因して加えられた引張力が緩められると、ケーブル１７３は、スプリ
ング１７４の弾性力により反対向きに引っ張られる。ロック作動部１６２において、アー
ム１６５が、反時計回りにロック解除位置Ｒ２からロック作用位置Ｒ１まで回動させられ
る。ロック作動部１６３においても同様である。ロック作動部１６１においては、アーム
１６５が時計回りにロック解除位置Ｒ２からロック作用位置Ｒ１まで回動させられるが、
ロック作動部１６０においても同様である。ロック作動部１６１，１６０とロック作動部
１６２，１６３とは、左右対称に設けられるため、ロック作用位置Ｒ１とロック解除位置
Ｒ２との間の回動の向きが逆になる。
　このように、本実施例においては、４つのロック作動部１６０～１６３が、互いに連結
されているため、互いに連動して、ロック作用位置Ｒ１とロック解除位置Ｒ２とに切り換
えられる。その結果、駆動装置１６９を共有することが可能となり、それぞれに設ける必
要がない。その分、部品点数を少なくし、コストダウンを図ることができる。
【００２５】
　ロック装置１０６により、ペダル２４，２５の回動が阻止された状態においては、ペダ
ル２４，２５をフットレストとして利用することができる。ペダル２４，２５の回動が阻
止されれば、乗員の乗り降りに便利である。
　ペダル２４，２５の回動が許可された状態においては、運転者は、姿勢指示部材として
のペダル２４，２５の操作が可能となり、後述するように、ペダル２４，２５の操作状態
に応じて乗り物の姿勢を制御することができる。
【００２６】
　なお、上記実施例においては、ポテンショメータ１３０が、左右のペダル回動機構１０
０，１０２のそれぞれに設けられたが、いずれか一方に設けるだけでもよい。リンク機構
１０４により、これらの回動角度の比率は予め決まっているため、ペダル２４，２５の一
方の回動角度がわかれば他方のペダルの回動角度がわかるからである。
　また、同様に、一対のペダル２４，２５は連結されているため、ダンパ１１８もいずれ
か一方に設ければよい。
　さらに、ペダル２４，２５を第２軸線ＣL、ＣRの回りに回動可能とすることは不可欠で
はない。圧力センサを歪みゲージとすれば、ペダル２４，２５自体に設けて、踏力を検出
することができる。
　また、第１軸線ＢL、ＢR、第２軸線ＣL、ＣRは、互いに直交する向きで設けてもよい。
さらに、第１軸線ＢL、ＢRもペダル操作装置２２の中心線Ａと平行に設けても、ペダル２
４，２５の横方向の中央部に設けてもよい。
【００２７】
　左右一対のグリップ操作装置２６，２８は、図１０に示すように、連結装置１８０によ
って連結される。連結装置１８０は、複数のケーブル，プーリを含む回動伝達機構１８２
，１８４と、シート２０の背面に設けられた反力付与機構１９０，１９２、操作装置保持
装置１９４、１９６等を含む。
　左側、右側のグリップ操作装置２６，２８は、構造が互いに同じものであり、左右対称
に配置される。以下、グリップ操作装置２８について説明する。
　グリップ操作装置２８は、図１１、１２に示すように、グリップ２００と、グリップ２
００を保持するグリップ保持装置（兼用部材保持装置）２２０とを含む。
　グリップ操作装置２６，２８のグリップ２００は、互いに、左右対称な形状を成したも
のであり、それぞれの内側にスイッチ２０２、２０４が設けられる。グリップ２００は、
運転者によって、親指が内側に、人差し指から小指が外側に位置する状態で把持される。
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外側には湾曲部と窪み部とを含み、窪み部に薬指が位置するようにされ、回動操作が容易
にされている。また、スイッチ２０２、２０４は親指で操作可能な位置に設けられる。
【００２８】
　グリップ保持装置２２０は、グリップ２００を第１軸線Ｄ１の回りと、その第１軸線Ｄ
１と直交する第２軸線Ｄ２の回りとに、それぞれ、回動可能に保持するものであり、図１
２に示すように、ユニバーサルジョイント２２２を含む。
　グリップ２００を保持するグリップ基部２２３は、図１１に示すように、第２軸線Ｄ２
に平行な第２軸部材２２５の回りに、操作装置本体２２４に対して相対回転可能に保持さ
れる。
　また、グリップ基部２２３には、相対回動不能かつ第１軸線Ｄ１回りに相対回転可能に
第１軸部２２８が保持される。第１軸部２２８は、回転伝達部２３０にユニバーサルジョ
イント２２２を介して連結される。グリップ基部２２３が、第２軸線Ｄ２の回りに、操作
装置本体２２４に対して相対回動しても、その位置において、第１軸部２２８の第１軸線
Ｃ１の回りの回動が、ユニバーサルジョイント２２２を介して回転伝達部２３０に伝達さ
れる。
　グリップ２００は第１軸部２２８に第１軸線Ｄ１回りに相対回動可能に保持される。し
たがって、グリップ２００の第１軸線Ｄ１回りの回動操作により、第１軸部２２８が回転
させられ、回転伝達部２３０が回転させられることになる。
　なお、図１１に示すように、第２軸線Ｄ２は、ボディー１０の幅方向に平行に延び、第
１軸線Ｄ１は、グリップ２００の中立位置において、第２軸線Ｄ２に直交し、ボディー１
０の前後方向線に対して多少傾いた姿勢とされる。
【００２９】
　連結装置１８０について、反力等付与機構１９０，１９２は、互いに構造が同じもので
あり、それぞれ、グリップ２００の操作角度に応じた反力を付与する反力付与機構、回動
速度に応じた抵抗力を付与するダンパ機構、操作角度を検出する角度検出機構等を備えた
ものである。
　操作装置保持装置１９４，１９６は、互いに構造が同じであるが、左右対称に構成され
る。以下、右側のグリップ操作装置２８を保持する右側の操作装置保持装置１９６につい
て説明する。
　操作装置本体２４４は、操作装置保持装置１９６によってボディー１０に対して相対移
動可能に取り付けられる。
　図１３に示すように、操作装置保持装置１９６は、ボディー１０に固定されたボディー
側部材２５０と、そのボディー側部材２５０に取り付けられた２つのスプライン軸２５２
，２５４とそのスプライン軸２５２，２５４に嵌合されたナット部材２５６，２５８とを
含む。スプライン軸２５２，２５４は、第３軸線Ｄ３と平行に設けられ、第３軸線Ｄ３と
平行に延びた複数の歯部を有する。一端部には、固定的に、それぞれプーリ２６０，２６
１が設けられる。また、ナット部材２５６，２５８にも、それぞれ一端部に固定的にプー
リ２６２，２６３が設けられる。第３軸線Ｄ３は、ボディー１０に対して、前方に進むに
つれて上方にいく向きに傾斜した姿勢で設けられる。
　それに対して、操作装置本体２２４には、スプライン軸２５２，２５４に対向する溝部
２７０，２７２と、ナット部材２５６，２５８に対向する溝部２７４，２７５とが設けら
れる。溝部２７０，２７２は、スプライン軸２５２，２５４より大径のものであり、スプ
ライン軸２５２，２５４の歯部と係合するのではない。同様に、溝部２７４，２７５は、
ナット部材２５６，２５８より大径とされている。そのため、ボディー側部材２５０に操
作装置本体２２４が、スプライン軸２５２，２５４が溝部２７０，２７２に嵌合され、ナ
ット部材２５６，２５８が溝部２７４，２７５に嵌合された状態で、取り付けられた状態
において、ナット部材２５６，２５８、スプライン軸２５４，２５４の回転が許容される
。
　また、ナット部材２５６，２５８はスプライン軸２５２，２５４より大径とされ、かつ
、溝部２７４，２７５が溝部２７０，２７２より大径とされている。そのため、操作装置
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本体２２４がボディー側部材２５０に取り付けられた状態で、溝部２７４，２７５の軸方
向の端面により、ナット部材２５６，２５８の操作装置本体２２４に対する第３軸線Ｄ３
に沿った相対移動が阻止される。
【００３０】
　操作装置本体２２４のボディー側部材２５０に対する相対移動は、ナット部材２５６，
２５８のスプライン軸２５２，２５４に対する相対移動により許容される。本実施例にお
いては、操作装置本体２２４を、後退端位置と前進端位置との間で移動させることができ
る。また、操作装置本体２２４は、その位置において、ロック装置２７８によりボディー
側本体２５０に対する相対移動が阻止される。
　ロック装置２７８は、ソレノイドを含むものであり、ボディー側本体２５０に設けられ
る。ソレノイドへの供給電流の制御により、プランジャ２７８Ｐが操作装置本体２２４の
位置決め穴２７８Ｈへ挿入されることにより、操作装置本体２２４の相対移動が阻止され
（ロック作用位置）、位置決め穴２７８Ｈから後退することにより、相対移動が許容され
る（ロック解除位置）。プランジャ２７８Ｐが位置決め穴２７８Ｈ１に挿入される位置が
操作装置本体２２４の前進端位置であり、位置決め穴２７８Ｈ２に挿入される位置が後退
端位置である。ロック装置２７８は、スイッチ２０２の操作に基づいて作動させられる。
【００３１】
　また、図１１に示すように、ナット部材２５６のプーリ２６２には、回転伝達部２３０
に巻き掛けられたケーブル２８２ｓが巻き掛けられ、ナット部材２５８のプーリ２６３に
は、第２軸部２２５に巻き掛けられたケーブル２８２Bが巻き掛けられる。
  また、ナット部材２５６、２５８が嵌合するスプライン軸２５２，２５４のプーリ２６
０，２６１には、それぞれ、ケーブル２８４S，２８４Bが巻き掛けられ、前述の反力付与
装置１９０，１９２、左側の操作装置保持装置１９６を経て、左側の操作装置２６に至る
。
　右側のグリップ操作装置２８のグリップ２００が第１軸線Ｄ１回りに回動操作されると
、回転伝達部２３０が回動させられる。回転伝達部２３０の回動は、ケーブル２８２Ｓを
介してナット部材２５６のプーリ２６２に伝達され、ナット部材２５６が回転する。ナッ
ト部材２５６の回転とともにスプライン軸２５２、プーリ２６０が回転する。その回転が
ケーブル２８４Ｓを介して反力等付与機構１９０を経て左側の操作装置保持装置１９４の
スプライン軸２５２に伝達され、ケーブル２８２Ｓを介して回転伝達部２３０に伝達され
る。回転伝達部２３０の回動により、第１軸部材２２８が第１軸線Ｄ１回りに回転させら
れ、左側グリップ２００が運転者が操作しなくても第１軸線Ｄ１の回りに回動させられる
。この場合に、反力等付与機構１９０は、右側グリップ操作装置２８，左側グリップ操作
装置２６の第１軸線Ｄ１回りの回動に対して共通とされるのであり、右側、左側のいずれ
のグリップ２００が第１軸線Ｄ１回りに回動操作されても、反力等が付与されるとともに
、回動角度が検出される。
【００３２】
　右側のグリップ操作装置２８のグリップ２００が第２軸線Ｄ２回りに回動操作されると
、第２軸部２２５が回動させられる。第２軸部２２５の回動は、ケーブル２８２Ｂを介し
てナット部材２５８のプーリ２６３に伝達され、ナット部材２５８が回転する。ナット部
材２５８の回転とともにスプライン軸２５４、プーリ２６１が回転する。その回転がケー
ブル２８４Ｂを介して反力等付与機構１９２を経て左側の操作装置保持装置１９４のスプ
ライン軸２５４に伝達され、ケーブル２８２Ｂを介して第２軸部２２５に伝達される。第
２軸部２２５の回動により、グリップ基部２２３が第２軸線Ｄ２回りに回転させられ、左
側グリップ２００が運転者が操作しなくても第２軸線Ｄ２回りに回動させられる。反力等
付与機構１９２も、右側グリップ操作装置２８，左側グリップ操作装置２６の第２軸線Ｄ
２回りの回動に対して共通に設けられる。右側、左側のいずれのグリップ２００が第２軸
線Ｄ２回りに回動操作されても、反力等が付与されるとともに、回動角度が検出される。
【００３３】
　このように、本実施例においては、連結装置１８０によって、一対のグリップ２００が
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連動する状態で連結されるのであり、グリップ２００の第１軸線Ｄ１回りの回動と、第２
軸線Ｄ２回りの回動とが、それぞれ、別個に伝達され得る。
　この回転伝達は、ナット部材２５６，２５８がスプライン軸２５２，２５４上のいずれ
の相対位置にあっても可能である。
　なお、回転伝達機構１８２は、ケーブル２８４Ｓ、プーリ２６０等によって構成され、
回転伝達機構１８４は、ケーブル２８４Ｂ、プーリ２６１等によって構成される。
　また、グリップ２００は、後述するように、操舵指示操作部材、加減速指示操作部材で
あり、これらの兼用部材である。
【００３４】
　このように、操作装置本体２２４は、ボディー１０に対して後退端位置と前進端位置と
の間で移動可能とされるが、操作装置本体２２４とペダル操作装置２２のロック装置１０
６とはケーブル１７３によって連結される。
　操作装置本体２２４の後退端位置では、ロック装置１０６において、ケーブル１７３が
引っ張られ、ロック解除位置Ｒ２とされる。操作装置本体２２４の前進端位置では、スプ
リング１７４によりケーブル１７３が引っ張られ、ロック作用位置Ｒ１とされる。
【００３５】
　なお、操作装置保持装置１９４，１９６においては、操作装置本体２２４のボディー１
０に対する位置を、前進端位置と後退端位置との間の任意の位置で固定可能とすることも
できる。このようにすれば、運転者は、グリップ２００の操作位置を、好み、体格等に合
わせて、きめ細かに調整することが可能となる。
　また、本実施例においては、グリップ操作装置２６，２８が左右両側に設けられたが、
左右両側に設けることは不可欠ではなく、１つでもよい。
　さらに、グリップ２００を、加減速指示部材と操舵指示部材とに兼用な部材とする必要
は必ずしもなく、別々のものとすることができる。
【００３６】
　以上のように構成された乗り物は、図１５に示すようにコンピュータを主体とする制御
装置３００の指令に基づいて制御される。制御装置３００は、実行部３０２，記憶部３０
４，入出力部３０６等を含むコンピュータを主体とするものであり、入出力部３０６には
、グリップ２００の操作状態を検出するグリップ操作検出装置３１０，ペダル２４，２５
の操作状態を検出するペダル操作検出装置３１２、乗り物の姿勢の変化を検出する姿勢変
化検出装置３１４、スイッチ２０２，２０４、インジケータ３２０、前述のロック装置２
７８のソレノイド（図１５においては図示を省略）等が接続されるとともに、転舵装置３
０、駆動・制動装置４０，４２、上下方向移動装置５０，５２等がそれぞれモータ制御装
置（モータサーボアンプ）３２２，３２４，３２６を介して接続される。
【００３７】
　グリップ操作検出装置３１０は、グリップ２００の第１軸線Ｃ1回りの回動角度θLATを
検出する操舵指示検出部（操舵用角度センサ）３２２，グリップ２００の第２軸線Ｃ2回
りの回動角度θLONを検出する加減速指示検出部（加減速用角度センサ）３２４を含む。
加減速指示検出部３２４は、後退指示を検出する後退指示検出部３２６としての機能も備
える。
　グリップ２００は、図１４(a)に示すように、矢印Ａに示すように第１軸線Ｃ1回り、矢
印Ｂに示すように第２軸線Ｃ2回りにそれぞれ回動可能とされるが、図１４(b)に示すよう
に、グリップ２００の第１軸線Ｃ１の回りの、中立位置より運転者の右方向回動が右転舵
指示を表し、左方向回動が左転舵指示を表す。本実施例においては、内側に所定の角度（
角度は、１０～２０度とすることが望ましく、例えば、１５°とすることができる。）傾
斜した位置が中立位置とされる。また、中立位置からの回動角度θLATが転舵指示角度の
大きさに対応する。本実施例においては、便宜的に、右旋回指示方向を正の値とし、左旋
回指示方向を負の値で表す。後述するが、転舵車輪１２の転舵角度、乗り物の傾斜角度に
ついても同様に、右向きの転舵角度を正の値とし、左向きの転舵角度を負の値とし、右向
きの傾斜角度を正の値とし、左向きの傾斜角度を負の値とする。
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　また、図１４(c)に示すように、グリップ２００の第２軸線Ｃ２回りの、中立位置より
前方あるいは下方への回動（以下、前回りの回動と称する）が加速指示を表し、中立位置
より上方あるいは後方への回動（以下、後ろ回りの回動と称する）が減速指示を表す。車
速が０である場合において後ろ回りの回動角度が設定角度以上（θＲ）である場合には後
退速度指示を表す。また、前回りの回動操作は、加速指示でない場合もあるが、回動角度
θLON（θＤ）に基づいて決まる目標車速が実際の車速より大きい場合には、駆動装置４
０，４２による加速が行われることになるため、加速指示であると称することができる。
後ろ回りの回動角度θLON（θＢ）は、要求減速度に対応する。なお、中立位置は、弱制
動加速を指示する状態とされる。いわゆるエンジンを搭載した車両のエンジンブレーキ状
態であり、本乗り物において、駆動用モータ４４の回転速度より駆動車輪１４，１６が路
面から回転させられる場合の回転速度の方が大きい場合には、駆動車輪１４，１６に制動
力が加えられ、駆動車輪１４，１６の回転速度の方が小さい場合には、駆動力が加えられ
る状態である。本実施例においては、便宜的に、前回りの回動角度が正の値とされ、後ろ
回りの回動角度が負の値とされる。
【００３８】
　ペダル操作検出装置（姿勢指示検出装置）３１２は、前述のペダル２４，２５の回動角
度を検出するポテンショメータ１３０と、ペダル２４，２５に加えられる押圧力を検出す
る４つの圧力センサ１２８，１２９とを含む。ポテンショメータ１３０による回動角度θ
footは、運転者のボディー１０および車輪１４，１６を横方向に傾けることの指示であり
、その回動角度θfootが大きい場合は小さい場合より傾斜角度の絶対値を大きくする指示
である。本実施例においては、左側ペダル２４の内側部分が下がる向きの回動が、ボディ
ー１０を右側に傾斜させる指示であり、右側ペダル２５の内側部分が下がる向きの回動が
ボディー１０を左側に傾斜させる指示である。このように、ペダル操作によって運転者の
身体が傾く向きとボディー１０が傾く向きとは同じである。本実施例においては、左側ペ
ダル２４の回動角度を正の値（ボディー１０を右に傾斜させる指示が行われた場合）とし
、右側ペダル２５の回動角度を負の値（ボディー１０を左に傾斜させる指示が行われた場
合）とする。
【００３９】
　また、４つの踏力センサ１２８，１２９のうち、前方に位置するセンサ１２９による検
出値を負で表し、後方に位置するセンサ１２８による検出値を正で表し、これらの和ある
いは平均値が負である場合には、前傾指示とし、正である場合には、後傾指示とする。ま
た、４つの値の平均値あるいは和の絶対値が大きい場合は小さい場合より傾斜角度を大き
くする指示である。以下、４つの圧力センサ１２８，１２９による検出値の和あるいは平
均値の値（圧力センサ１２８，１２９による検出値を処理した値）を、単に、踏力値Ｐfo
otと称する。
　本実施例においては、乗り物が、基準姿勢（基準位置）より幅方向線に対して後部が前
部に対して下がる姿勢（後傾姿勢）である場合の傾斜角度を正の値で表し、前傾姿勢とな
る場合の傾斜角度を負の値で表す。後輪１４，１６をバウンド側に移動させて、後傾姿勢
とされるが、本実施例においては、バウンド側のストロークが正の値とされ、リバウンド
側のストロークが負の値とされるのであり、そのことに対応する。
【００４０】
　姿勢変化検出装置３１４は、３つのジャイロセンサを含む。ジャイロセンサは、センサ
の軸線回りに作用する角速度に応じた大きさのコリオリ力を検出するものであり、ジャイ
ロセンサが、その軸線が乗り物の幅方向線と平行に設けられた場合には、ピッチレートセ
ンサ３３４として機能し、前後方向線と平行に設けられた場合にはロールレートを検出す
るロールレートセンサ３３２として機能し、鉛直軸線と平行に設けられた場合にはヨーレ
ートを検出するヨーレートセンサ３３０として機能する。
　インジケータ３２０は、乗り物の図示しないメインスイッチをＯＮ・ＯＦＦの状態を表
示するものであり、例えば、ＯＮの場合に点灯し、ＯＦＦの場合に消灯するランプを含む
ものとすることができる。なお、後述するように、コンフォートモードであるかパフォー
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マンスモードであるかを区別して表示するインジケータ、リーン角が不足しているか否か
を報知するインジケータ等も設けることができる。
　また、制御装置３００からモータ制御装置３２２，３２４，３２６に、モータの回転ト
ルク指令（回転速度指令）が出力され、モータ制御装置３２２，３２４，３２６から制御
装置３００に、モータの作動状態（車輪の状態）を表す情報が供給される。
【００４１】
　スイッチ２０２は、前述のように、グリップ操作装置２６，２８をボディー１０に対し
て移動させる場合に操作するスイッチであり、スイッチ２０４は、コンフォートモードと
パフォーマンスモードとのいずれかを選択する場合に操作するスイッチである。
　コンフォートモードは、ペダル２４，２５の操作が考慮されることなくボディー１０の
姿勢が制御されるモードであり、パフォーマンスモードは、ペダル２４，２５の操作に基
づいて制御されるモードである。したがって、運転者はコンフォートモードを選択する場
合には、操作装置本体２２４を後退端位置に移動させる。この状態では、ペダル操作装置
２２において、ペダル２４，２５の操作が阻止される。また、パフォーマンスモードを選
択する場合には、操作装置本体２２４を前進端位置に移動させる。それによって、ペダル
操作装置２２において、ペダル２４，２５の回転が許可されるのである。
　記憶部には、図２３～３１のフローチャートで表される複数のプログラム等が格納され
ている。
【００４２】
　制御装置３００における作動を、以下、図１６～２２のブロック図に基づいて説明する
。
　まず、全体の作動の流れを図１６のブロック図に基づいて簡単に説明する。
　目標車速演算部３５０において、グリップ２００の前後方向の回動角度θLON、実際の
車速Ｖｓに基づいて目標車速ＶTが求められ、目標車輪速演算部３５２において、目標車
速ＶTと目標転舵角度参照値（後述するが、モータトルク演算部に出力される目標転舵角
度と区別するために参照値と称する）δTref1とに基づいて左駆動輪１４、右駆動輪１６
のそれぞれの目標車輪速度ＷTL、ＷTRが求められる。目標モータトルク演算部３５４にお
いては、左駆動輪１４、右駆動輪１６の目標車輪速度ＷTL、ＷTR、実車輪速度ＷCL、ＷCR

等に基づいて駆動用モータ４４の目標トルクＭWL、ＭWRが求められる。目標トルクＭWL、
ＭWRは、駆動トルクの場合と制動トルクの場合とがある。
　求められた目標トルクＭＷＬ、ＭＷＲを表す情報は、モータ制御装置３２４に供給され
る。モータ制御装置３２４は、駆動用モータ４４の作動状態を、実際のトルクが目標トル
クに近づくように制御する（ＰＷＭ信号が出力される）。モータ制御装置３２４から制御
装置３００にへは、実際の車輪速度ＷＣＬ、ＷＣＲ、車輪１４，１６に実際に加わる駆動
トルク、制動トルクを表す情報等が供給される。
　駆動車輪１４，１６の実際の車輪速度ＷCL、ＷCRはエンコーダによる検出値に基づいて
取得されるが、回転角速度ωに車輪１４，１６の半径Ｒを掛ければ（ω・Ｒ）車輪の周速
度を取得することができ、それに基づけば乗り物の走行速度を取得することができる。乗
り物の走行速度は、以下、単に車速ＶＳと称するが、本実施例において、車速ＶＳは、左
右駆動輪１４，１６の周速度の平均値に基づいて決まる値とされる。車輪速度は、周速度
で表しても回転角速度で表してもよく、以下、特にこれらを区別することなく、車輪速度
、車速と称する。
【００４３】
　目標フロント舵角演算部３５６において、実際の車速ＶＳ、グリップ２００の横方向の
回動角度θLAT、左右後輪１４，１６の実際の上下方向のストロークＨCL、ＨCR、ロール
レートβに基づいて目標転舵角度δTが求められ、目標モータトルク演算部３５４におい
ては、目標転舵角度δTと、実舵角δCとに基づいて転舵用モータ３２の目標駆動トルクＭ
δ等が求められる。
　目標駆動トルクＭδを表す情報は、モータ制御装置３２２に供給される。モータ制御装
置３２２は、転舵用モータ３２の作動状態を、実際のトルクが目標駆動トルクとなるよう
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に制御する。モータ制御装置３２２からは、転舵車輪１２の実際の転舵角度δＣ、転舵車
輪１２に加わる実負荷を表す情報等が供給される。
　また、目標フロント舵角演算部３５６において求められた目標転舵角度参照値δTref1

、δTref2は、目標車輪速度演算部３５２，目標上下ストローク演算部３５８に供給され
る。
【００４４】
　目標上下ストローク演算部３５８において、コンフォートモードにおいては、実際の車
速ＶＳ、目標偏差ΔＶ（目標車速から実車速を引いた値）に基づいて左側車輪１４、右側
車輪１６のボディー１０に対する上下方向の目標ストロークＨＴＲ、ＨＴＬが求められ、
パフォーマンスモードの場合には、これら車速ＶＳ、目標偏差ΔＶおよびペダル回動角度
θfoot、踏力値Ｐfootに基づいて目標ストロークＨTR、ＨTLが求められる。目標モータト
ルク演算部３５４においては、目標ストロークＨTR、ＨTLと実際のストロークＨCR、ＨCL

とに基づいて上下動用モータ６６の目標駆動トルクＭHR、ＭHLが求められる。
　目標駆動トルクＭHR、ＭHLを表す情報は、モータ制御装置３２６に供給される。モータ
制御装置３２６は、実際のトルクが目標トルクに近づくように、上下動用モータ６６の作
動状態を制御する。モータ制御装置３３６から制御装置３００へは、左右駆動輪１４，１
６のボディー１０に対するストロークＨＣＲ、ＨＣＬを表す情報等が供給される。
【００４５】
　なお、上下ストロークは、上下動用モータ６６の回転量に基づいて取得されるのではな
く、車輪保持部材６４のガイド部材６０，６２に対する相対位置に基づいて取得されるよ
うにすることもできる。例えば、車輪保持部材６４のガイド部材６０，６２に対する相対
位置を検出するポテンショメータ等を設ける。
【００４６】
　ボディー１０の横方向の姿勢や、前後方向の姿勢が、上下方向移動装置５０，５２の制
御により制御される。
　横方向の姿勢制御においては、図３２(a)に示すように、ボディー１０の上下方向を規
定する直線Ｙの路面の法線Ｚとの成す角度である傾斜角度θLが制御される。この横方向
の傾斜角度θLを以下、左右リーン角と称する。左右駆動輪１４，１６のボディー１０に
対する上下方向の相対位置を異ならせることにより、ボディー１０および車輪１４，１６
が傾く。本実施例においては、前述のように、左側上下方向移動装置５０のガイド部材６
０，６２と、右側上下方向移動装置５２のガイド部材６０，６２とが互いに平行に設けら
れているため、左右輪１４，１６の回転面の上下方向を規定する直線Ｙwと法線Ｚとの成
す角度θLと、ボディー１２の上下方向を規定する直線ＹBと法線Ｚとの成す角度である傾
斜角度θLとは、互いに同じ大きさとなる。
　また、図３２(b)に示すように、左右駆動輪１４，１６のボディー１０に対する相対位
置が同じ向きに相対移動させられると、ボディー１０の前後方向を規定する直線Ｘの前後
方向を規定する直線Ｘ0に対する傾斜角度が変化する。この直線Ｘの直線Ｘ0からの角度で
ある傾斜角度θpitを、以下、ピッチ角（前後リーン角）と称する。
　本実施例においては、乗り物のメインスイッチがＯＦＦからＯＮとされた時、乗り物の
停止状態、あるいは、定速直進状態を定常状態として、その場合の左右駆動輪１４，１６
のボディー１０に対する相対位置を基準位置（前後リーン角０の位置）とする。この定常
状態において前後方向を規定する直線が直線Ｘ0である。基準位置のゼロ点からの隔たり
は、上下ストロークの累積値に基づいて取得することができるが、ストローク限度に達し
た場合等に修正すれば、基準位置のゼロ点からの隔たりを正確に取得することができる。
【００４７】
　目標車速演算部３５０には、図１７に示すように、加速・減速指示検出部３２４による
検出値（グリップ２００の前後方向の回動角度）θLON、実際の車速Ｖsが入力される。加
速・減速指示検出部３２４による検出値は、処理部３６０によって、サチュレートされる
（上限値、下限値の制限を受けるのであり、上限値より大きい値、下限値より小さい値が
出力されないようにされる、以下、同様とする）。グリップ２００が前回りに操作された
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場合、後退指示の場合には、目標車速取得部３６２によって、回動角度θLON（θD、θR

）に基づいて目標車速ＶT1が求められる。取得された目標車速ＶT1は、ローパスフィルタ
３６４によって処理された後、出力される(ＶT)。また、目標車速ＶT1から実際の車速Ｖ
Ｓを引いた値である車速偏差ΔＶ（ＶT1－ＶＳ）も出力される。
　一方、グリップ２００が後回りに操作された場合には、目標減速度取得部３６６によっ
て、回動角度θLON（θB）に基づいて目標減速度Ｇが取得され、その後、目標減速度Ｇ（
Ｇ＜０）と実際の車Ｖsとに基づいて目標車速ＶT2が目標車速取得部３６８によって取得
され（ｔ秒後の目標車速：ＶT2＝ＶＳ＋Ｇ・ｔ）、取得された目標車速ＶT2がローパスフ
ィルタ３７０によって処理された後に、出力される（ＶT）。また、目標車速ＶT２から実
際の車速ＶＳを引いた値である車速偏差ΔＶ（ＶT2－ＶＳ）も出力される。
【００４８】
　目標車輪速演算部３５２においては、図１８に示すように、目標車速演算部３５０から
出力された目標車速ＶT、後述する目標転舵角度参照値δTref1（遅れを含むデータ）が入
力される。
　目標転舵角度参照値δTref1と目標車速ＶTとに基づいて、差動演算部３８０によって、
乗り物が旋回する場合の左右輪１４，１６の回転速度差が演算され、左車輪１４、右車輪
１６の差動対応目標速度ＶWTL、ＶWTRが求められる。
　右駆動輪目標車輪速演算部３８２においては、右駆動輪１４の差動対応目標車速ＶWTR

と、目標車速ＶTとに基づいて右駆動輪１４の目標車速ＷTRが取得され、左駆動輪目標車
輪速演算部３８４においては、左駆動輪１６の差動対応目標車速ＶWTLと、目標車速ＶTと
に基づいて左後輪輪１６の目標車速ＷTLが取得される。取得された目標車速ＷTL、ＷTRは
、図に示すように、ローパスフィルタ３９０において処理された後、処理部３９２におい
て、予め定められた設定値より絶対値が小さい値が除去されて（０とされて）、出力され
る（ＷTL、ＷTR）。
　なお、前述のように、目標車輪速演算部３８２において、右駆動輪１６の目標車輪速Ｗ

TR、左駆動輪１４の目標車輪速ＷTR、実際の右駆動輪１６、左駆動輪１４の車輪速度ＷＣ
Ｒ、ＷＣＬに基づいて、目標モータ駆動トルク演算部３５４において駆動モータ４４の目
標駆動トルクＭTR、ＭTRが求められる。
【００４９】
　目標車速演算部３５０，目標車輪速演算部３５２，目標モータトルク演算部３５４の一
部における作動について、図２３のフローチャートに従って簡単に説明する。
　ステップ１（以下、Ｓ１と略称する。他のステップについても同様とする）において、
グリップ２００の前後方向の回動角度θLONと実際の車速Ｖsとに基づいて目標車速ＶTが
求められ、Ｓ２において、目標車速ＶT、目標舵角参照値δTref1から左右駆動輪１４，１
６の目標車輪速ＷTL、ＷTRが求められ、Ｓ３において、これら目標車輪速ＷTL、ＷTRと実
際の車輪速度ＷCL、ＷCRとから駆動トルクの目標値ＭWＬ、ＭWRが求められ、出力される
。
　乗り物の直進状態においては、目標車輪速度演算部３５２から出力される目標車輪速Ｗ

TL、ＷTRは同じ大きさになるが、右旋回時には、右駆動輪１６の目標車速ＷTRが左駆動輪
１４の目標車速ＷTLより小さくなり、左旋回時には、左駆動輪１４の目標車速ＷTLが右駆
動輪１６の目標車速ＷTRより小さくなる。
【００５０】
　このように、本実施例においては、グリップ２００の操作状態に基づいて決まる目標車
速が実現されるように、駆動・制動装置４０，４２が制御される。また、グリップ２００
の前回りが加速指示、後ろ回りが減速指示とされるので、これらを区別して検出すること
が可能となり、運転者の意図に応じて、駆動・制動装置４０，４２を制御することができ
る。
　また、後述するように、本実施例においては、転舵角度の制御が、姿勢制御より遅れて
開始される。この場合において、左右駆動輪１４、１６の回転速度差の制御は、転舵に伴
って行われるようにすることが望ましい。それに対して、目標車輪速度演算部３５２に入
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力される目標転舵角度参照値δTref1は、遅れを含むデータである。その結果、転舵車輪
１２の転舵に伴って左右駆動輪１４，１６に回転速度差が生じることになり、乗り物の旋
回性を向上させることができる。また、左右輪１４，１６に回転速度差を生じさせること
により、乗り物を小回り（旋回半径が小さい旋回）が可能となる。
　本実施例においては、制御装置３００のうちの目標車速取得部３６２等により目標車速
決定部が構成され、目標減速度取得部３６６等により目標減速度決定部が構成され、目標
モータトルク演算部３５４、目標車輪速演算部３５２等により目標値対応駆動・制動制御
部が構成される。また、モータ制御装置３２４等により駆動・制動制御装置が構成される
。
【００５１】
　なお、本実施例においては、乗り物の後退時にも、グリップ２００の回動角度θLON（
θＲ）に基づいて目標車速が決定されるようにされていたが、後退時には、回動角度θLO

Nの大きさに関係なく、目標車速が予め定められた設定速度に決定されるようにすること
ができる。
【００５２】
　図１９に示すように、目標フロント転舵角演算部３８４には、実際の車速Ｖs、ステア
操作検出部３２２による検出値（グリップ２００の横方向回動角度）θLAT、車速偏差Δ
Ｖ、実際の左右駆動輪１４，１６の上下ストロークＨCL、ＨCR、ロールレートβ（センサ
値）が入力される。ステア操舵検出部３２２による検出値θLATは、ローパスフィルタ３
９０によって処理された後に、処理部３９２によってサチュレートされる。
　その後、第１目標舵角取得部３９４によって、回動角度θLATと車速Ｖsとに基づいて目
標転舵角度θＳ１が求められる。目標転舵角度θＳ１は、回動角度θＬＡＴの絶対値が大
きい場合は小さい場合より大きくされるが、車速ＶＳが大きい場合は小さい場合より、回
動角度θLATが同じであっても、目標転舵角度θＳ１が小さくされる。
　その後、処理部３９６によって、目標転舵角度θＳ１がリーン角の余裕量（上下ストロ
ークの余裕量）に基づいてサチュレートされる。左右輪１４，１６のボディー１０に対す
る相対移動可能なストロークは予め決まっているため、目標転舵角度θＳ1に対応する姿
勢を実現するために制限を越えないように、転舵角度θＳ1に予め制限が加えられるので
ある。リーン角余裕量は、リーン角余裕量取得部３９７において、実際のストロークＨCL

、ＨCRと予め定められた制限値とに基づいて取得される。
　このように、目標転舵角度は、上下方向移動装置５０，５２の移動限度内において決め
られるのであり、暫定的に決められた目標転舵角度θＳ１に対応する横方向姿勢に制御で
きない場合には、暫定的に決められた目標転舵角度θＳ１の絶対値が小さくされるのであ
る。それによって、転舵角度と横方向姿勢とがほぼ対応するようにすることができ、乗り
物の旋回安定性を向上させることができる。この意味において、この制御は、フィードフ
ォワード制御であると考えることができる。
【００５３】
　それに対して、係数演算部３９８において、偏差ΔＶに基づいて係数Ｋδが求められる
。係数Ｋδは、偏差ΔＶの絶対値が大きい場合は小さい場合より小さくなる値であり、偏
差ΔＶが０の場合に１とされる。乗算部４００において、処理部３９６から出力された目
標転舵角度θＳ２と係数Ｋδとのかけ算が行われる。
　前述のように、偏差ΔＶの絶対値が大きい場合は小さい場合より大きな駆動力や制動力
が加えられるため、それに対応して、前後方向の姿勢制御において、ピッチ角の絶対値が
大きくされる。それに対して、旋回中に、前後方向の傾斜角度の絶対値が大きくされるの
は望ましくない。そこで、入力（目標転舵角度θＳ２）が同じであっても、偏差ΔVの絶
対値が大きい場合は小さい場合より出力（目標転舵角度θＳ３）が小さくされるのであり
、それによって走行安定性が図られる。
【００５４】
　乗算部４００から出力された信号θＳ３は、ローパスフィルタ４０２を経て処理部４０
４に供給される。ローパスフィルタ４０２は遅れが大きいフィルタであるため、目標転舵
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角δTは、グリップ２００の第１軸線回りの回動操作θLATに遅れて出力される。その結果
、グリップ２００の回動操作に遅れて転舵車輪１２が転舵されることになる。
　なお、乗算部４００の出力値θＳ３は目標転舵角度参照値δTref2として出力され、ロ
ーパスフィルタ４０２の出力値δT0は目標転舵角度参照値δTref1として出力される。目
標転舵角度参照値δTref1は遅れが大きいものであり、目標転舵角度参照値δTref2は遅れ
が小さいものである。目標転舵角度参照値δTref1は、前述のように、目標車輪速度演算
部３５２に供給され、目標転舵角度参照値δTref2は目標上下ストローク演算部３６８に
供給される。
【００５５】
　一方、実際の車速ＶＳに基づいて係数取得部４１０において係数が求められる。係数は
、０～－１の範囲内の値であり、前進時には、車速Ｖsが大きいほど絶対値が大きくされ
、後退時には０とされる。これは、逆向き転舵が行われる場合の目標転舵角度を求める場
合の時定数Ｔ1として使用される。
　処理部４０４においては、入力値δT0（ローパスフィルタ４０２の出力値）が、伝達関
数Ｔ1(s)／Ｔ2(s)によって処理される。伝達関数は、（Ｔ1・ｓ＋１）／（Ｔ2・ｓ＋１）
で表され、時定数Ｔ1が可変である。
　目標転舵角度δT0の微分値ｓ（ｓ＝dδT0／dt）が０の場合には、入力値（目標転舵角
δT0）がそのまま出力されるが、微分値が０でない場合には、微分値と入力値とに基づい
て決まる値（δ0）が出力される。
【００５６】
　グリップ２００の回動操作により、処理部４０４への入力値（目標転舵角度δT0）が、
図３３(a)に示すように、時間ｔ1～ｔ2の間変化した場合には、目標転舵角度δT0の微分
値は、時間ｔ１以前、ｔ２以降においては０であるが、時間ｔ１～ｔ２の間においては、
図３３(b)に示すように、増加した後、一定に保たれ、その後減少する。その結果、処理
部４０４からの出力値は、図３３(c)に示すように変化する。微分値の増加に伴って入力
値からの隔たりが大きくなり、一定になった場合に、入力値からの隔たりも一定となる。
その後、微分値が小さくなると、徐々に入力値に近づく。処理部４０４からの出力値（目
標転舵角度δ0）の変化の一例を図３４に示す。
　このように、本実施例においては、目標転舵角度δT0が変化する過渡的な場合（グリッ
プ２００が第１軸線回りに回動操作されて、回動角度θLATが変化した場合）には、目標
転舵角度δ0は、目標転舵角度δT0の変化の向きとは逆向きに変化し、その後、定常値[変
化後の値、図３３(a)のδＴ０２｝となる。このように、転舵車輪１２を、グリップ２０
０の操作の向き（目標転舵角度δT0の変化の向き）に対応する向きとは逆向きに転舵する
ことにより、タイヤに加わる横力の反力によるロールモーメントが生じるが、それを利用
して、ボディー１０を旋回内側（変化後の旋回方向に対する旋回内側であって、逆向き転
舵時の旋回外側）に確実に、速やかに傾けることが可能となる。その結果、スラローム走
行や、急旋回等が可能となる。
【００５７】
　また、車速Ｖが大きい場合は小さい場合より遠心力が大きく、旋回内側に傾けるのに抗
する力が大きくなる。それに対して、本実施例においては、車速Ｖが大きい場合は小さい
場合より逆向きに転舵する場合の転舵角度が大きくされる。そのため、車速が大きくても
、ボディー１０を確実に旋回内側に傾けることができる。
　さらに、目標転舵角度δT0の微分値の絶対値（グリップ２００の第１軸線回りの回動角
度θLATの操作速度）が大きい場合は小さい場合より逆向きの転舵する場合の転舵角度が
大きくなる。その結果、グリップ２００の操作速度が大きい場合に、ボディー１０を速や
かに旋回内側に傾けることができるのであり、運転者の要求を速やかに満たすことができ
る。
　また、目標駆動トルクＭδの変化が小さい場合には、電動モータの慣性により、転舵用
モータ３２の回転状態は変化しない。そのため、微分値が小さく、逆方向に転舵させる場
合の転舵角度が小さくなると、それに応じて、目標駆動トルクＭδの変化も小さくなる。
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転舵用モータ３２の作動状態は変化せず、逆方向転舵が行われないことになる。すなわち
、グリップ２００の第１軸線回りの回動操作速度が設定速度より小さい場合には、転舵車
輪１２は、その操作に対応する向きとは逆向きに転舵されず、設定速度以上である場合に
、逆向きに転舵されることになる。
【００５８】
　一方、ロールオーバガード制御部（ロールオーバガード制御補正値演算部）４０６にお
いて、実際のロールレート（センサ値）β、実際の左右後輪１４，１６の上下ストローク
値ＨCL、ＨCR、ローパスフィルタ４０２によって処理された値である目標転舵角度δT0が
入力され、ロールオーバガード制御補正値δROが出力される。
　ロールオーバガード制御は、乗り物がロールオーバ状態であると判定された場合に開始
され、ロールオーバが収束した場合、ロールオーバガード制御が不要になった場合に終了
される。乗り物において、左右、前後のリーン角が制限を受けた場合等に、ロールオーバ
状態になることがある。ロールオーバガード制御においては、転舵車輪１２の転舵角度の
絶対値が小さくされる。
【００５９】
　図２４のフローチャートに基づいてロールオーバガード制御について説明する。
　Ｓ２１において、ロールオーバガード制御中フラグがセット状態にあるか否かが判定さ
れる。リセット状態にある場合には、Ｓ２２，２３において、左右駆動輪１４，１６の上
下ストロークＨCL、ＨCRの変化速度からロールレートβ′が推定され、Ｓ２３において、
Ｓ２２において推定されたロールレートβ′と実際のロールレートセンサ３３２による検
出値βとが比較され、符号が逆である場合（ロールレートの向きが逆である場合）、ある
いは、これらの差の絶対値が設定値βsより大きい場合には、ロールオーバ状態であると
される（ロールオーバガード制御開始条件が満たされたとされる）。
β′×β＜０
ｏｒ
｜β′－β｜＞βs
Ｓ２４において、ロールオーバガード制御中フラグがセットされ、ロール値がリセットさ
れ、Ｓ２５以降が実行される。
【００６０】
　Ｓ２５において、実ロール角が取得され、Ｓ２６において、ロール角に基づいてロール
オーバガード制御量δROSが求められる。ロールオーバガード制御量δROSは、例えば、ロ
ール量が大きい場合は小さい場合より絶対値が大きな値とされる。
　Ｓ２７において、目標転舵角度δT0に基づいて、すなわち、運転者よって行われた回避
操舵の状態に基づいて、ロールオーバガード制御量δROSが補正される。
  目標転舵角度δT0の変化量ΔδT0（今回の目標転舵角度δT0(n)からロールオーバ検出
時の目標転舵角度δrを引いた値に基づいて決まる）の絶対値が、ロールオーバガード制
御量δROSの絶対値より小さい場合には、運転者による回避操舵が不足し、回避操舵によ
っては、ロールオーバが抑制されないため、その回避操舵からの不足分がロールオーバガ
ード制御補正量δROとして出力される。
ΔδT0←δT0(n)－δr
｜ΔδT0｜＜｜δR0S｜
δRO←δROS－ΔδT0

　それに対して、運転者によって回避操舵が行われない場合（目標転舵角度T0がロールオ
ーバ判定時の転舵角度と同じである）には、ロールオーバガード制御量δROSがそのまま
補正制御量δROとして出力される。
ΔδT0＝０
δRO←δROS

【００６１】
　次に、ロールオーバガード制御中フラグはセット状態にあるため、Ｓ２９において、終
了条件が満たされるか否かが判定される。終了条件が満たされない場合には、Ｓ２５～２
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８が同様に実行される。終了条件が満たされた場合には、Ｓ３０において、制御中フラグ
がリセットされて、制御補正量δROが０とされる。
δRO←０
　運転者による操舵角度の変化量ΔδT0の絶対値が、ロールオーバガード制御量δROSの
絶対値以上である場合（｜ΔδT0｜≧｜δROS｜）には、ロールオーバガード制御が終了
させられる。運転者による回避操舵によってロールオーバが抑制されるからである。また
、運転者は、切り返しのためにグリップ２００を操作した場合もあり、その場合には、運
転者の意図に従って転舵されることが望ましく、ロールオーバガード制御が行われない方
が望ましいからである。また、ロールレートの絶対値が設定範囲内の値となり、ロールオ
ーバが収束したと考えられる場合にも終了させられる。
　また、ロールオーバガード制御の開始条件が満たされない場合にも、Ｓ３１において、
制御補正量δROは０とされる。
【００６２】
　図３５に示すように、実線で示す軌跡を旋回している場合において、ロールオーバ状態
に至った場合に、運転者による修正操舵が行われない場合には、ロールオーバガード制御
部４０６からロールオーバガード制御量δROSがロールオーバガード制御補正量δROとし
て出力される。
　運転者による修正操舵が行われた場合には、運転者による回避操舵によりロールオーバ
を抑制できるか否かが判定され、Ａの場合のように、ロールオーバが抑制できない場合に
は、その不足分が、ロールオーバガード制御補正量δROとして出力される。Ｂの場合のよ
うに、運転者による回避操舵によりロールオーバを抑制できる場合には、終了条件が満た
されたとされて、制御補正量δROは０とされる。
【００６３】
　このように、ロールオーバ状態であると検出された場合には、処理部４０４から出力さ
れる目標転舵角度δ０とロールオーバガード補正制御量δROとが加えられた値（すなわち
、目標転舵角度δ０よりロールオーバガード補正制御量δROだけ絶対値が小さい値）が目
標転舵角度δTとされる。
δT←δ０＋δRO

ただし、δ０、δROは、互いに符号が逆の値である。
それによって、転舵角度の絶対値が小さくされて（戻されて）、ロールオーバが抑制され
る。
【００６４】
　一方、処理部４０４からは、たとえ、ロールオーバ状態であっても、図３３に示すよう
に、グリップ２００の回動操作が行われると、その操作速度に応じた逆向きの目標転舵角
度δ０が出力される。すなわち、運転者によって回避操舵が行われても、逆向きに転舵す
るための目標転舵角度δ０が出力されるのである。しかし、ロールオーバ状態に逆向きに
転舵することは望ましくない。
　それに対して、本実施例においては、ロールオーバ状態である場合には、目標転舵角度
δT0の絶対値を小さくする向きのロールオーバガード制御補正量δROが出力される。した
がって、それにより、逆方向の転舵は行われないことになる。
　また、ロールオーバ状態において、運転者が切り返しを目的としてグリップ２００の操
舵回動操作を行っても、ロールオーバガード制御補正量δROが出力されるため、逆向きの
転舵は行われない。しかし、この場合においても、目標転舵角度δT0の変化量ΔδT0の絶
対値がロールオーバガード制御量δROSの絶対値以上になれば、ロールオーバガード制御
が終了させられるため、運転者のグリップ２００の回動操作に応じて目標転舵角度δTが
決まり、転舵車輪１２が転舵されることになる。
　なお、ロールオーバ状態でない場合には、ロールオーバガード制御部４０６から出力さ
れるロールオーバガード制御補正量δROは０であるため、逆向きの転舵が行われる。
【００６５】
　本実施例においては、制御装置３００の目標フロント舵角演算部３８４，目標モータト
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ルク演算部３５４，記憶部３０４の図２４のフローチャートで表されるロールオーバガー
ド制御プログラムを記憶する部分、実行する部分等により転舵制御装置が構成される。転
舵制御装置は操舵対応転舵制御部でもある。このうちの、処理部４０４，４１０，目標モ
ータトルク演算部３５４等によって逆方向転舵部が構成され、処理部４０４，４１０等に
よって逆転舵角度決定部が構成される。また、ローパスフィルタ４０２，目標モータトル
ク演算部３５４等により姿勢制御後転舵制御部が構成される。
【００６６】
　図２０に示すように、目標上下ストローク演算部３５８には、ペダル操作検出装置３１
２による検出値θfoot、Ｐfoot、車速偏差ΔＶ、実際の車速Ｖs、目標転舵角度参照値δT

ref2が入力され、左右駆動輪１４，１６の目標上下ストロークＨTL、ＨTRが出力される。
　踏力値Ｐfoot、実際の車速Ｖs、車速偏差ΔＶ、目標転舵角度参照値δTref2に基づいて
目標ピッチ角度（前後リーン角）演算部４１０によって目標前後リーン角θTpit1、横Ｇ
（Ｇｙ）が求められ、横Ｇ、実際の車速Ｖs、ペダル回動角度θfootに基づいて目標左右
リーン角演算部４１２によって目標左右リーン角θTL、補正角θHが求められ、目標前後
リーン角θTpit1に補正角θHを加えた値が目標前後リーン角θTpitとして要求調整部４１
４に入力される。要求調整部４１４において、目標前後リーン角θTpit、目標左右リーン
角θＴＬに基づいて左右駆動輪１４，１６の目標上下ストロークＨTL、ＨTRが求められる
。
【００６７】
　目標前後リーン角演算部４１０において、図２１に示すように、処理部４２０において
、車速偏差ΔＶと実際の車速Ｖsとに基づいて目標ピッチ角θT1が求められる。
　車速偏差ΔＶが正である場合には、駆動により加速度が加えられるため乗り物は後傾姿
勢となる。それに対して、目標ピッチ角θT1は、負の値（θT1＜０）とされ、左右後輪１
４，１６がリバウンド側に相対移動させられる。また、傾斜角度θT1の絶対値は、車速偏
差ΔＶが大きくなるにつれて大きくされる。加速度が大きい場合は、慣性力も大きくなる
からである。
　車速偏差ΔＶが負の値である場合には、制動により減速度が加えられるため乗り物は前
傾姿勢となる。目標ピッチ角θT1は、正の値（θT1＞０）とされ、左右後輪１４，１６が
ボディー１０に対してバウンド側に相対移動させられる。偏差ΔＶの絶対値が大きい場合
は小さい場合より傾斜角度θT1が大きくされる。
　また、いずれにしても、傾斜角度θT1の絶対値は、実際の車速Ｖsが大きい場合は小さ
い場合より小さくされる。車速Ｖsが大きい場合に、前後方向の傾斜角度が大きくされる
のは望ましくないからである。
　このように取得された傾斜角度θT1にゲインＫp1が掛けられる。
θT2←θT1・Ｋp1

【００６８】
　図２に示すように、本乗り物の重心Ｇは、前述のように、各車輪１２，１４，１６の接
地点を結ぶ三角形の重心を通る垂直線上にあり、三角形の内接円の内部にある場合には、
乗り物が安定していると考えられる。乗り物の走行状態によって重心が移動しても、この
円の内部にある場合には、安定しているのである。
　乗り物に加速度が加えられる場合には、平面視において、重心Ｇが後方に移動する。そ
れに対して、目標ピッチ角θTpitを負の値として、重心Ｇを前方に移動させれば、重心Ｇ
が円から外れることを回避することができるのであり、重心Ｇの後方への移動量を小さく
することができる。
【００６９】
　一方、目標転舵角度参照値δTref2、車速Ｖsに基づいて横Ｇ推定部４２２において横Ｇ
が推定される。横Ｇ推定部４２２には、目標転舵角度参照値δTref2について、絶対値が
小さい値を０とする処理が行われた後に、入力される。
Ｇｙ←ｆ（δTref2、Ｖs）
　推定された横Ｇは絶対値取得部４２４によって処理され（絶対値が取得され）、係数取
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得部４２６において、係数Ｋp2が取得される。係数Ｋp2は、０～１の間の値で、横Ｇの絶
対値が小さい場合は大きい場合より大きく、０に近いほど１に近づき、絶対値が大きくな
るほど０に近づく値である。横Ｇの絶対値が大きい場合、すなわち、旋回中であって、旋
回半径が小さい場合や走行速度が大きい場合には、前後リーン角を小さくする方が望まし
いため、０に近い値とされるのである。また、事情は、右旋回中においても左旋回中にお
いても同じであるため、横Ｇの絶対値が用いられる。
　処理部４３０において、係数Ｋp2と目標前後リーン角θT2とをかけ算した値が求められ
、目標前後リーン角θT3が取得される。
θT3←θT2・ＫP２
　目標前後リーン角θT3は、処理部４３２において勾配制限を受け（前回値と今回値との
差の絶対値が大き過ぎる場合には、設定勾配とされる）、処理部４３４においてサチュレ
ートされ、処理部４３６において車速Ｖsによって補正されて、処理部４３７において勾
配制限を受けた後に、出力される。車速Ｖsが非常に小さく、停止しているとみなしうる
場合、あるいは、後退している場合には、乗り物を前後方向に傾斜させる必要性が低いた
め、目標前後リーン角θTpitは非常に小さい値とされる。
　なお、車速Ｖsが停止していると考えられる設定値以下である場合、後退中である場合
には、目標前後リーン角を０とすることもできる。
　一方、横Ｇ推定部４２２によって推定された横Ｇは、ローパスフィルタ４３８によって
処理された後、出力され、目標左右リーン角演算部４１２に供給される。
　また、目標転舵角度参照値δTref2は遅れの小さいデータである。
【００７０】
　コンフォートモードである場合には、踏力値Ｐfootに対するゲインは０であるため、踏
力値Ｐfootが考慮されることはない。
　パフォーマンスモードにある場合には、踏力値Ｐfootにゲイン１を掛け、前後リーン角
θｘに換算された値が、上述の目標前後リーン角θT3に加えられる。この場合には、ゲイ
ンＫp1の値がコンフォートモードにおける場合より小さくされる。以下、同様に、踏力値
Ｐfootを考慮した値が処理部４３４，４３６，４３７によって処理されて出力される。
　すなわち、コンフォートモードにおいては、基本的には、車速偏差ΔＶが０である場合
には、目標前後リーン角δTpitも０とされるが、パフォーマンスモードにおいては、車速
偏差ΔＶが０であっても、ペダル２４，２５に運転者によって踏力が加えられることによ
り、目標前後リーン角δTpit1を０以外の値とすることができる。換言すれば、前後方向
の姿勢制御を早期に行うことが可能となる。
　また、パフォーマンスモードにおいても、踏力値Ｐfootのみに基づいて目標前後リーン
角δTpi1tが求められるのではなく、車速偏差ΔＶも考慮される。その結果、運転者によ
るペダル操作を補助して前後方向の姿勢を適正に制御することができる。
【００７１】
　図２２に示すように、目標左右リーン角演算部４１２において、処理部４５０において
横Ｇに基づいてアシスト角θLA1が取得され、ゲインＫp3が掛けられる（アシスト角θLA2

）。横Ｇの絶対値が大きく、遠心力が大きい場合には、それに対する求心力を大きくする
必要がある。一方、車輪１４，１６の左右リーン角（キャンバ角）の絶対値が大きい場合
は小さい場合より求心力（キャンバスラスト力）が大きくなる。したがって、横Ｇの絶対
値が大きい場合は小さい場合より、アシスト角（目標左右リーン角）θLA1の絶対値が大
きくされるのである。また、車速Ｖsが大きい場合は小さい場合より目標左右リーン角が
小さくされる。
θLA2←Ｋp3・θLA1

　コンフォートモードにおいては、ペダル回動角度θfootに掛けられるゲインが０とされ
るため、アシスト角θLA2が処理部４５６によってサチュレートされた値が目標左右リー
ン角θTLとされて、出力される。
　また、パフォーマンスモードにおいては、ポテンショメータ１３０の検出値が処理部４
５２においてサチュレートされた後、処理部４５４において、回動角度θfootに基づいて
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目標左右リーン角θyが取得される。目標左右リーン角θyの絶対値は、回動角度θfootの
絶対値が大きいほど大きくされるが、車速Ｖsが大きい場合は小さい場合より小さくされ
る。回動角度θfootが大きい場合は運転者によってボディーを大きく左右方向に傾ける意
図があるからである。回転角度θfootに基づいて決まる目標左右リーン角θyにアシスト
角θLA2が加えられて、サチュレートされた後、目標左右リーン角θTLとして出力される
。
　ゲインＫp3は、パフォーマンスモードにおいてはコンフォートモードにおける場合より
、小さい値とされる。
　図２に示すように、例えば、右旋回時には、遠心力（横Ｇ）により、平面視において、
重心Ｇが左方へ移動する。それに対して、ボディー１０を右方（旋回内側）に傾斜させれ
ば、重心Ｇを右方へ移動させることができ、それによって、重心Ｇが円から外れないよう
にすることができる。また、重心Ｇの左方への移動量を小さくすることができる。
【００７２】
　一方、入力された横Ｇは、微分値取得部４５８において、微分値が取得され、絶対値取
得部４５９によって絶対値が取得され、処理部４６０において、補正角θHが横Ｇの微分
値の絶対値に基づいて取得される。補正角θHは、横Ｇの微分値の絶対値が大きい場合は
小さい場合より大きい値とされる。
　目標左右リーン角演算部４１２からは、目標左右リーン角θTLと、補正角θHとが出力
される。
　補正角θHは、左右リーン角の制御に伴う重心高さの変化を是正するための補正値であ
る。左右リーン角の制御、すなわち、左車輪１４と右車輪１６とのボディー１０に対する
上下方向の相対位置の変化に伴ってボディー後部の平均的な高さが変化するが、この変化
は、前後リーン角の変化に対応する。そこで、補正値は前後リーン角に含まれると考える
ことができるのである。補正値θHは、横Ｇの微分値の絶対値が０より大きい場合、ある
いは、予め定められた設定値（０より大きい値）以上である場合、すなわち、操舵操作が
行われた場合（旋回の方向が変化し、横方向の姿勢を変化させる場合）に出力される。
【００７３】
　図２５のフローチャートに基づいて、コンフォートモードが設定された場合とパフォー
マンスモードが設定された場合との作動について簡単に説明する。コンフォートモード、
パフォーマンスモードは、前述のように、運転者によるスイッチ２０４の操作によって選
択されて、設定される。
　Ｓ３１において、設定されたモードがコンフォートモードであるか否かが判定される。
コンフォートモードである場合には、Ｓ３２において、ゲインＫp1、Ｋp3がコンフォート
モード用とされ、Ｓ３３において、主として車速偏差ΔＶに基づいて目標前後リーン角θ

Tpitが取得され、横Ｇに基づいて目標左右リーン角θTLが取得される。そして、Ｓ３４に
おいて、要求調整部４１４において調整されて、、目標ストロークＨTL、ＨTRが決定され
て、目標モータトルク演算部３５４に出力される。
　それに対して、パフォーマンスモードである場合には、Ｓ３５において、ゲインＫp1、
Ｋp3が決定される。パフォーマンスモード用ゲインは、コンフォートモード用ゲインより
小さい値である。その後、Ｓ３６において、車速偏差ΔＶ、踏力値Ｐfootに基づいて目標
前後リーン角θTpitが決定され、横Ｇ、回動角度θfootに基づいて目標左右リーン角θTL

が決定される。その後、Ｓ３４において、要求調整部４１４において目標ストロークＨTL

、ＨTRが決定されて、出力される。
　このように、本乗り物において、コンフォートモードとパフォーマンスモードとが、運
転者によって選択可能とされているため、乗り物の使い勝手をよくすることができる。
【００７４】
　なお、ゲインＫｐ１，Ｋｐ３も運転者によって設定可能とすることもできる。
　また、パフォーマンスモードが選択された場合には、回動角度θfoot、踏力値Ｐfootの
大きさに応じた制御を行うのではなく、ペダル２４，２５の操作をトリガとして使用し、
回動角度θfootが検出された場合には、運転者がボディー１０を左右方向に傾斜させるこ
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とを望んでいることを表す信号とし、踏力値Ｐfootが検出された場合には、前後方向に傾
斜させる意図があることを表す信号として、目標左右リーン角θｙ、目標前後リーン角θ
ｘを予め定められた設定値とすることもできる。ペダル操作（足による操作）によって、
回動角度の大きさや、踏力の大きさを調整することは困難だからである。
【００７５】
　要求調整部４１４において、図２０に示すように、目標左右リーン角θTL、目標前後リ
ーン角θTpit1に補正値θHを加えた値が目標前後リーン角θTpitとして入力される。
　要求調整部４１４においては、原則として、目標前後リーン角θTpitに基づいて目標ス
トローク（以下、ピッチ対応目標ストロークと称する）ＨTPR、ＨTPLが決定され、目標左
右リーン角θTLに基づいて目標ストローク（以下、リーン対応目標ストロークと称する）
ＨTLR、ＨTLLが決定され、これらの和が目標ストロークＨTR、ＨTLとされて、出力される
。目標モータトルク演算部３５４において、目標ストロークＨTL、ＨTRと実ストロークＨ

CL、ＨCRとに基づいて上下動用モータ６６の目標トルクＭTL、ＭTRが演算されて、出力さ
れる。
【００７６】
　図３２に示すように、左右リーン角θLとストロークＨとの間には、式
tanθL＝２ＨR／Ｔ
が成立する。ここで、Ｔはトレッドである。前述のように、右旋回時には、ストロークＨ

Rは正の値であるため、tanθLが正の値となり、左右リーン角θLも正の値となる。
　また、同様に、前後リーン角θpitとストロークＨとの間には、ホイールベースをＷと
した場合に、式
tanθpit＝Ｈ／Ｗ
が成立する。ただし、Ｈ＝ＨR＝ＨLである。前述のように、左右後輪１４，１６をバウン
ド側に相対移動させた場合（後傾姿勢）には、ストロークＨは正の値であるため、tanθp

itが正の値となり、前後リーン角θTpitも正の値となる。
　したがって、これらの式に基づけば、目標左右リーン角θTL、目標前後リーン角θTpit

から目標ストロークを取得することができるのである。
　厳密にいえば、前後リーン角は、左右リーン角の影響を受ける。車輪１４，１６、ボデ
ィー１０の横方向の傾斜により、タイヤの接地点が変化する。また、ボディー１０の横方
向の傾斜により法線方向の高さは、ストロークＨにcosθLを掛けた値（Ｈ・cosθL）とな
る。これらを考慮して、ピッチ対応目標ストロークを、左右リーン角の影響を受けて補正
することができるのである。しかし、ピッチ対応目標ストロークを補正することは不可欠
ではない。
　以下、本明細書において、「前後リーン角に基づいて取得されたストローク」は、左右
リーン角を考慮して取得された値であっても、左右リーン角を考慮しないで取得された値
であってもいずれでもよい。
【００７７】
　いずれにしても、ピッチ対応目標ストロークＨTPL、ＨTPRとリーン対応目標ストローク
ＨTLL、ＨTLRとの和ＨSTL、ＨSTRが上下方向移動装置５０，５２のストロークの制限内で
あれば、これらの和ＨSTL、ＨSTRが目標ストロークＨTL、ＨTRとして出力されるが、上下
方向移動装置５０，５２のストロークの制限を越えると、目標前後リーン角θTpitと目標
左右リーン角θTLとの要求の調整が行われ、それによって目標ストロークＨTL、ＨTRが求
められて、出力される。
  また、本実施例においては、前述のように、姿勢制御が転舵制御より先に行われる。す
なわち、グリップ２００の第１軸線Ｄ１回りの回動操作に伴ってボディー１０が旋回内側
に傾けられることになる。それに対して、グリップ２００の左回りの回動操作が乗り物の
左方向旋回の指示に対応し、ボディー１０が左側（旋回内側）に傾斜させられる。グリッ
プ２００の操作の向きとボディー１０の傾斜する向き（運転者が傾斜する向きと同じ）と
が同じになるため、運転者のグリップ２００の操作フィーリングを向上させ、乗り心地を
向上させることができる。また、姿勢制御が転舵制御より先に行われるため、乗り物の走
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行安定性を向上させ、旋回性を向上させることができる。
　さらに、グリップ２００の回動操作開始時には、転舵車輪１２が前述のように逆方向に
転舵される。通常、ボディー１０を旋回内側に傾斜させる制御の途中に、転舵車輪１２が
逆方向に転舵されることになる。その結果、転舵車輪１２の逆方向の転舵により生じるロ
ールモーメントと姿勢制御との両方により、ボディー１０を速やかに、かつ、確実に旋回
内側に傾斜させることが可能となる。
【００７８】
　また、制動と旋回とが行われている場合には、制動に対応する前後リーン角に基づくピ
ッチ対応目標ストロークが優先され、駆動と旋回とが行われている場合には、旋回に対応
するリーン対応目標ストロークが優先される。
　図２６(a)のＳ４１において、目標前後リーン角に基づいて左右駆動輪１４，１６各々
のピッチ対応目標ストローク（ＨTPL、ＨTPR）が演算され、Ｓ４２において、目標左右リ
ーン角に基づいて左右駆動輪１４，１６各々のリーン対応目標ストローク（ＨTLL、ＨTLR

）が演算される。
　Ｓ４１において、制動時には、ピッチ対応目標ストロークは正の値（バウンド側）とな
り、駆動が行われる場合には、負の値（リバウンド側）となる。
　Ｓ４２において、右旋回が行われる場合には、右駆動輪１６のリーン対応目標ストロー
クが正の値、左駆動輪１４のリーン対応目標ストロークが負の値となり、左旋回が行われ
る場合には、右駆動輪１６のリーン対応目標ストロークが負の値、左駆動輪１４のリーン
対応目標ストロークが正の値となる。
【００７９】
　Ｓ４３において、制動中であるか否かが判定され、Ｓ４４において、右旋回中であるか
否かが判定される。制動中で右旋回中である場合には、Ｓ４５において、右駆動輪１６に
ついて、ピッチ対応目標ストロークとリーン対応目標ストロークとの和（以下、総目標ス
トロークＨSTRと称する：ＨSTR←ＨTPR＋ＨTLR）が求められ、Ｓ４６において、上下方向
移動装置５０，５２のストロークの制限値Ｌ（Ｌ＞０）より小さいか否かが判定される。
右旋回中で、制動中である場合には、右駆動輪１６のストロークの方が左駆動輪１４のス
トロークより大きく制限を受け易いため、右旋回中には、右駆動輪１６の総目標ストロー
クＨTRが制限値Ｌより小さいか否かが判定されるのである。
【００８０】
　右駆動輪１６の総目標ストロークが制限値以下である場合には、Ｓ４６の判定がＹＥＳ
となり、Ｓ４７において、左駆動輪１４，右駆動輪１６のそれぞれについての総目標スト
ローク（ＨSTL、ＨSTR）が、目標ストローク（ＨTL、ＨTR）とされる。
ＨSTR←ＨTPR＋ＨTLR

ＨTR←ＨSTR

ＨSTL←ＨTPL＋ＨTLL

ＨTL←ＨSTL

　図２に示すように、制動により重心が前方に移動するのに対して、前後方向の傾斜によ
り重心を後方へ移動させ、右旋回に伴って重心が左方へ移動するのに対して、左右方向の
傾斜により重心を右方へ移動させるのである。その結果、重心位置の定常状態における位
置からの移動量を小さくすることができる。
　右駆動輪１６の総目標ストロークＨSTRが制限値Ｌを越えた場合には、Ｓ４６の判定が
ＮＯとなり、Ｓ４８において、右駆動輪１６の目標ストロークＨTRが制限値Ｌとされ、左
駆動輪１４の目標ストロークＨTLは、総目標ストロークＨSTLよりストローク不足分ＬSだ
け絶対値が大きい値とされる。
ＨSTR←ＨTPR＋ＨTLR

ＨTR←Ｌ
Ｌs←ＨSTR－Ｌ
ＨSTL←ＨTPL＋ＨTLL

ＨTL←ＨSTL＋Ｌs＝ＨTPL＋（ＨTLL＋Ｌs）
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　その結果、図３６の(a)に示すように、旋回に対応する目標左右リーン角θTLは実現す
ることができないが、制動に対応する目標前後リーン角θTpitは実現することが可能とな
る。
tanθTL＝２ＨTLR／Ｔ
tanθL＝２（ＨTLR－Ｌs）／Ｔ＝tanθTL－２Ｌs／Ｔ
tanθTpit＝ＨTPR／Ｗ
　また、上式のように、左右リーン角の不足分は、ストロークの不足分Ｌs（２Ｌs／Ｔ）
に対応する大きさとなる。
　なお、図３６(a)においては、ストロークと制限量Ｌとの関係をわかり易くするために
、ストロークを法線上に模式的に書いた。
【００８１】
　制動中で左旋回中である場合には、Ｓ５０において、左駆動輪１４のピッチ対応目標ス
トロークＨTPL、リーン対応目標ストロークＨTLLの和ＨSTLが取得され、Ｓ５１において
、総目標ストロークＨSTLが制限値Ｌ内であるか否かが判定される。制動中で左旋回中で
ある場合には、左駆動輪１４の方がストロークが大きいからである。以下、Ｓ５２，５３
において、右旋回中である場合と同様に、左駆動輪１４、右駆動輪１６の目標ストローク
ＨTL、ＨTRが取得される。
　このように、制動中で旋回中である場合には、右駆動輪１６、左駆動輪１４のうち総目
標ストロークＨSTR、ＨSTLの大きい方について、制限値Ｌ以下であるか否かが判定される
のであり、制限値Ｌ以下である場合には、総目標ストロークＨSTL、ＨSTRが目標ストロー
クＨTL、ＨTRとされて、出力されるが、制限値Ｌを越えた場合には、総目標ストロークが
大きい方については、制限値Ｌとされ、小さい方については、ストロークが不足分ＬSだ
け大きくされる。
　その結果、制動に対応する目標前後リーン角θTpitは満たされるが、旋回に対応する目
標左右リーン角θTLは満たされないことになる。このように、制動と旋回との両方が行わ
れた場合には、制動が優先されるのである。
　右旋回でも左旋回でもない場合には、Ｓ５４において、総目標ストロークＨSTL、ＨSTR

が目標ストロークＨTL、ＨTRとされて出力される。この場合には、リーン対応目標ストロ
ークＨTPL、ＨTPRは非常に小さい値であるか０であるかのいずれかであるため、目標スト
ロークＨTL、ＨTRはピッチ対応目標ストロークＨTPL、ＨTPRとほぼ同じであると考えるこ
ともできる。
【００８２】
　駆動中である場合には、図２６(b)のＳ５５以下が同様に実行される。駆動中で右旋回
中である場合には、Ｓ５５，５６の判定がＹＥＳとなるため、Ｓ５７において、左駆動輪
１４の総目標ストロークの絶対値が取得される。駆動中で右旋回中である場合においては
、右駆動輪１６の総目標ストロークの絶対値より左駆動輪１４の総目標ストロークの絶対
値の方が大きくなるからである。Ｓ５８において、左駆動輪１４の総目標ストロークの絶
対値が制限値以下であるか否かが判定される。左駆動輪１４の総目標ストロークの絶対値
が制限値Ｌ以下である場合には、Ｓ５８における判定がＹＥＳとなり、Ｓ５９において、
左駆動輪１４、右駆動輪１６の総目標ストローク（ＨSTL、ＨSTR）が目標ストローク（Ｈ

TL、ＨTR）として出力される。制限値Ｌを越えた場合には、Ｓ６０において、左駆動輪１
４の目標ストロークＨTLが制限値Ｌの符号を逆にした値（－Ｌ）とされ、右駆動輪１６の
目標ストロークＨTRは、右駆動輪１６の総目標ストロークＨSTRから不足分Ｌsだけ絶対値
が小さい値とされる。
【００８３】
　図２に示すように、駆動により重心が後方に移動するのに対して、前後リーン角の制御
により、重心を前方へ移動させ、左旋回に伴って重心が右方へ移動するのに対して、左右
リーン角の制御により重心を左方へ移動させるのである。その結果、重心位置の、定常位
置からの移動量を小さくすることができる。
ＨSTL←ＨTPL＋ＨTLL
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ＨTL←－Ｌ（Ｌ＞０）
Ｌs←｜ＨSTL｜－Ｌ
ＨSTR←ＨTPR＋ＨTLR

ＨTR←ＨSTR＋Ｌs＝ＨTLR＋（ＨTPR＋Ｌs）
　その結果、図３６の(b)に示すように、駆動に対応する目標前後リーン角θTpitは実現
することができないが、旋回に対応する目標左右リーン角θTLは実現することが可能とな
る。
tanθTpit＝ＨTPR／Ｗ（＜０）
tanθpit＝（ＨTPR＋Ｌs）／Ｗ＝tanθTpit＋Ｌs／Ｗ
tanθTL＝２ＨTLR／Ｔ
　このように、前後リーン角の不足分は、ストロークの不足分Ｌs（Ｌs／Ｗ）に対応する
大きさとなる。
【００８４】
　また、左旋回中である場合には、右駆動輪１６の総目標ストロークＨSTRに基づいて制
限値内であるか否かが判定され、上述の場合と同様に、左右輪１４，１６の目標ストロー
クＨTL、ＨTRがそれぞれ取得される（Ｓ６２～Ｓ６５）。
　右旋回中でも左旋回中でもない場合、制動中でも駆動中でもない場合には、Ｓ６６にお
いて、総目標ストロークＨSTL、ＨSTRが目標ストロークＨTL、ＨTRとされて、出力される
。
　これらの場合には、ピッチ対応目標ストロークやリーン対応目標ストロークが、非常に
小さい値であったり、０であったりする。
　このように、制動、駆動、旋回では、制動の要求が最も重要であり、駆動の要求は満足
できなくても差し支えない場合が多い。そこで、本実施例においては、制動、旋回、駆動
の順に優先順位が決定され、その優先順位に従って、姿勢制御が行われる。それによって
、運転者の要求をできる限り満たしつつ、走行安定性を向上させることができる。
【００８５】
　また、本実施例においては、横方向の姿勢制御において重心高さの変化が抑制される。
　図３７に示すように、車輪１４，１６のボディー１０に対する相対位置が中立位置に対
して対称となるように制御されると、左右リーン角θLの変化に伴って後輪１４，１６の
平均高さが変化し、それによって、重心高さＧＨが変化する。重心高さＧＨは、図３８(a
)に示すように、左右後輪１４，１６のボディー１０に対する相対位置がいずれも中立位
置になった場合（左右リーン角θLが０である場合）に最も高くなり、左右リーン角θLの
絶対値の増加に伴って低くなる。重心高さＧＨの変化は、乗員に不快感を与え、望ましく
ない。また、特に、切り返し（旋回方向を逆にする操作）が行われた場合には、重心高さ
ＧＨの変化量が大きいと、ボディー１０を速やかに傾けることができないという問題もあ
る。なお、中立位置は、その時点の前後リーン角に応じたストロークで決まる。中立位置
は基準位置である場合がある。
　そこで、本実施例においては、ボディー１０の横方向の姿勢を制御する場合に、左右後
輪１４、１６の平均車高（ボディー１０の後輪１４，１６に対応する部分の車高）が、左
右リーン角θＬに基づいて変化させられる。平均車高を変化させつつ後輪１４，１６のボ
ディー１０に対する相対位置が、左右リーン角θＬが得られるように制御されるのである
。ここで、平均車高は、左右リーン角θLが０の場合の車高であり、中立位置に対応する
。平均車高（中立位置）は、左右輪１４，１６の相対位置を同じ向きに変化させることに
よって変化させることができるのであり、このことは、前後リーン角の変化に対応する。
この中立位置の変化に対応する前後リーン角の変化が前述の補正値θＨである。
【００８６】
　前後リーン角の補正値θＨは、前述のように、横Ｇの微分値の絶対値が大きくなると大
きくなる。
　前後リーン角θpitは左右後輪１４，１６がバウンド側に変化する場合が正の値であり
、バウンド側のストロークが大きくなると大きくなるように決められている。すなわち、
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補正値θＨが大きい場合は小さい場合より平均車高の補正値（減少量）が大きくなる。
　また、グリップ２００の操作速度は、図３３(b)が示すように、操作途中（左右リーン
角θＬの絶対値が小さい場合）において大きく、操作開始、終了時（左右リーン角θＬの
絶対値が大きい場合）には小さい。
　さらに、横Ｇは、車速ＶＳと、グリップ２００の回動角度θLATとに基づいて推定され
るため、車速ＶＳが一定の場合には、回動角度θLATの変化速度（操作速度）が大きい場
合は小さい場合より、横Ｇの微分値の絶対値は大きくなる。
　したがって、補正値θＨを、図２２（処理部４６０）に示すように、横Ｇの微分値の絶
対値（操作速度）が大きい場合は小さい場合より大きくなる値とすれば、図３８(b)に示
すように、左右リーン角θＬの絶対値が小さい場合は大きい場合より大きくなる。
　すなわち、左右リーン角θＬの絶対値が小さくなるのに伴って中立位置をバウンド側へ
移動させつつ、横方向の姿勢制御が行われることになるのであるが、中立位置のバウンド
側の移動量（平均車高の減少量）が左右リーン角の絶対値が小さい場合は大きい場合より
大きくなる。
　それに対して、本実施例においては、目標前後リーン角θTpitに補正値θＨが含まれる
ため、ピッチ対応目標ストロークとリーン対応目標ストロークとの和が目標ストロークと
された場合には、この補正値が考慮されていることになる。その結果、図３８(c)に示す
ように、補正値θＨが加えられない場合（図３８(a)の場合）に比較して、平均車高の変
化を抑制することができ、重心高さＧＨの変化を抑制することができる。なお、横Ｇが変
化しない場合、すなわち、グリップ２００の操舵操作が行われず、左右リーン角（横方向
の姿勢）が制御されない場合には、補正値θＨも０である。
【００８７】
　その一例を図２７のフローチャートで表す。このフローチャートは、要求調整部４１４
において実行されるのではなく、目標前後リーン角演算部４１０、目標左右リーン角演算
部４１２、および要求調整部４１４における作動を流れ図としてまとめたものである。
　なお、ブロック図においては、平均高さの補正値が、目標前後リーン角の補正値θHと
して取得されるようにされていたが、本フローチャートでは、上下ストロークの補正値ｈ
として取得される場合について記載する。
　Ｓ８１において、目標前後リーン角θTpitに基づいてピッチ対応目標ストロークＨTPL

、ＨTPRが取得され、Ｓ８２において、目標左右リーン角θTLに基づいてリーン対応目標
ストロークＨTLL、ＨTLRが取得される。そして、Ｓ８３において、推定横Ｇの微分値の絶
対値に基づいて補正値ｈが取得される。そして、左右各輪１４，１６の総目標ストローク
ＨSTL、ＨSTRに、補正値ｈを加えた値（バウンド側の値）が目標上下ストロークＨTL、Ｈ

TRとされて、出力される。
　その結果、平均車高の変化が小さくなり、重心高さの変化を小さくすることができる。
その結果、切り返しが行われる場合の乗員の不快感を低減させることができ、速やかにボ
ディーを傾けることができる。
【００８８】
　それに対して、乗り物が直進状態から旋回状態になる場合（グリップ２００が中立位置
から右方向あるいは左方向に回動操作される場合）、旋回状態から直進状態になる場合（
グリップ２００が中立位置に戻される場合）には、重心高さＧＨは、図３９(a)に示すよ
うに変化するが、補正値θＨは、上述のように、操作開始時と終了時とに小さく、途中に
大きくなるため、図３９(b)に示すように変化する。その結果、重心高さは、図３９(c)の
ように変化することになり、変化量が抑制されることがない。
　その結果、本実施例においては、旋回状態が逆にされる場合には、直進状態から旋回状
態にされる場合や、旋回状態から直進状態にされる場合に比較して、重心高さの変化が抑
制されることになる。
【００８９】
　また、旋回中において制動・駆動が行われた場合には、前後リーン角が制限されて、目
標ストロークＨTR、ＨTLが求められるようにすることもできる。制動中であるか駆動中で
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あるかは、前後目標リーン角θTpitの符号からわかる(制動の場合には正の値となり、駆
動の場合には負の値となる）。
　その場合の一例を図２８のフローチャートで表す。
　Ｓ１０１において、制動中あるいは駆動中であるか否かが判定される。制動中でも駆動
中でもない場合には、Ｓ１０２において、旋回中であるか否かが判定される。旋回中であ
る場合には、Ｓ１０３において、ピッチ対応目標ストロークＨTPL、ＨTPRとリーン対応目
標ストロークＨTLL、ＨTLRとの和である総目標ストロークＨSTL、ＨSTRが求められて、目
標ストロークＨTL、ＨTRとして出力される。
　制動中あるいは駆動中である場合には、Ｓ１０４において、旋回中であるか否かが判定
される。旋回中である場合には、Ｓ１０５、１０６において、目標前後リーン角θTpitが
制限されて、目標前後リーン角θTpit′とされる。目標前後リーン角の制限は、例えば、
ロール角とロールレートとの少なくとも一方に基づいて行うことができる。旋回中であっ
ても、ロール角が小さく、ロールレートが小さい場合には、前後リーン角を小さくする必
要性が低い。その場合には、目標前後リーン角θTpit′は、θTpitと同じ大きさとされる
。それに対して、ロール角が大きい場合や、ロールレートが大きい場合には、目標前後リ
ーン角θTpitの絶対値が小さくされる（｜θTpit′｜＜｜θTpit｜）。そして、目標前後
リーン角θTpit′に基づいてピッチ対応目標ストロークＨTPL′、ＨTPR′が取得される。
Ｓ１０７において、制限後のピッチ対応目標ストロークＨTPL′、ＨTPR′とリーン対応目
標ストロークＨTLL、ＨTLRの和である総目標ストロークＨSTL、ＨSTRが目標ストロークＨ

TL、ＨTRとして出力される。
　このように、旋回中には、前後リーン角が制限されるため、旋回中に前後方向にボディ
ー１０が大きく傾斜させられることを回避することができ、旋回安定性を向上させること
ができる。
　また、目標前後リーン角θTpitがロール角、ロールレートとの少なくとも一方に基づい
て制限されるため、旋回性の低下を良好に抑制することができる。
【００９０】
　なお、目標前後リーン角θTpitを、ロール角とロールレートとの少なくとも一方に基づ
いて制限することは不可欠ではなく、旋回中に、制動・駆動が行われた場合には、必ず、
目標前後リーン角θTpitの絶対値が予め定められた設定角度θＴＳだけ小さくされるよう
にすることもできる（｜θTpit′｜＝｜θTpit｜－θＴＳ）。
　また、駆動が行われた場合には、目標前後リーン角θTpitを制限し、制動が行われた場
合には、制限されないようにすることもできる。制動が行われた場合には、目標左右リー
ン角が制限されるようにすることもできる。
　さらに、目標前後リーン角θTpitは、ピッチ角、ピッチレートも考慮して制限されるよ
うにすることもできる。
【００９１】
　以上のように、本実施例においては、制御装置３００のうちの目標左右リーン角演算部
４１２，要求調整部４１４、目標モータトルク演算部３５４等により横方向姿勢制御装置
が構成され、目標前後リーン角演算部４１０，要求調整部４１４、目標モータトルク演算
部３５４等により前後方向姿勢制御装置が構成される。
　横方向姿勢制御装置のうちの処理部４５０等により傾斜角度決定部が構成され、処理部
４５８～４６０，要求調整部４１４等により重心高さ変化抑制部が構成され、前後方向姿
勢制御装置のうちの目標前後リーン角演算部４１０のうちの処理部４２０～４３７等によ
り加減速時前後方向傾斜部が構成され、図２８のフローチャートで表される旋回中前後リ
ーン制限プログラムを記憶する部分、実行する部分等により傾斜角度抑制部が構成される
。
　また、図２６のフローチャートのＳ４８，５３を記憶する部分、実行する部分等により
旋回制動時制御部、制限付き横方向姿勢制御部が構成され、Ｓ６０，６５を記憶する部分
、実行する部分等により旋回駆動時制御部、制限付き前後方向姿勢制御部が構成され、処
理部４５４，目標モータトルク演算部３５４等により操作対応姿勢制御部が構成される。
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【００９２】
　なお、上記実施例においては、上下方向移動装置５０，５２の移動限度により、目標ス
トロークＨTL、ＨTRを出力できなかった場合には、優先順位に基づいて、目標前後リーン
角θTpitが実現できなかったり、目標左右リーン角θTLが実現できなかったりした。
　それに対して、本実施例においては、目標前後リーン角θTpitが実現できなかった場合
には、その分、駆動トルクＭDが抑制され、目標左右リーン角θTLが実現できなかった場
合には、その分、目標転舵角度δの絶対値が小さくされる。
　本実施例においては、要求調整部４１４からの出力信号が目標フロント転舵角度演算部
３８４と目標モータトルク演算部３５４とに供給される。
【００９３】
　その場合の一例を図２９のフローチャートで表す。
　Ｓ１２１において、ストロークの不足量Ｌsが０より大きい値であるか否か、すなわち
、姿勢制御において、上下方向移動装置５０，５２のストロークの制限を受けたか否かが
判定される。制限を受けた場合には、Ｓ１２２において、制動中であるか否かが判定され
、Ｓ１２３において駆動中であるか否かが判定される。
　制動中である場合には、Ｓ１２４～１２８において、転舵が抑制される。ストロークの
不足量ＬSに対応する横Ｇの絶対値が取得され、横Ｇの絶対値に対応する転舵角度の抑制
量Δδが取得される。不足量ＬSが大きい場合は小さい場合より横Ｇの絶対値が大きな値
とされ、横Ｇの絶対値が大きい場合は小さい場合より転舵角度の抑制量Δδが大きくされ
る。右旋回である場合には、抑制量Δδ（＞０）が目標フロント転舵角度演算部３８４に
出力され、左旋回である場合には、符号を逆にした抑制量Δδ（＜０）が出力される。
Δδ←－Δδ
　目標フロント転舵角度演算部３８４においては、目標転舵角度δTから抑制量Δδを引
いた値
δT←δT－Δδ
が最終的な目標転舵角度とされる。右旋回であっても左旋回であっても、最終的な目標転
舵角度については、絶対値が小さくされる。
【００９４】
　駆動中である場合には、Ｓ１２９～１３１において、駆動トルクが抑制される。ストロ
ーク不足量ＬＳに対応する前後加速度ＧAが取得され、前後加速度ＧAに対応する駆動トル
クの減少量ΔＭDが取得されて、目標モータトルク演算部３５４に出力される。不足量Ｌ
Ｓが大きい場合は小さい場合より前後加速度ＧAが大きい値とされ、前後加速度ＧAが大き
い場合は小さい場合より駆動トルクの減少量ΔＭDが大きくされる。目標モータトルク演
算部３５４においては、左右の駆動用モータ４４の目標駆動トルクが、目標車輪速度演算
部３５２から供給された目標駆動トルクＭWL、ＭWR（目標車速ＷTL、ＷTRと実際の目標車
速WCL、WCRとに基づいて決まる）から減少量ΔＭDを引いた値が最終的目標モータトルク
ＭWL、ＭWRとされる。
ＭWL←ＭWL－ΔＭD ／２
ＭWR←ＭWR－ΔＭD ／２
　このように、制動中に旋回が行われる場合にストロークが不足した場合には、目標左右
リーン角θTLが実現されなかったが、その分、目標転舵角度δTの絶対値が小さくされる
ため、横方向姿勢と旋回状態とを対応付けることができる。また、駆動中に旋回が行われ
る場合にストロークが不足した場合には、目標前後リーン角θTpitが実現されなかったが
、前後方向の姿勢に対応して駆動トルクが小さくされる。前後方向の姿勢と乗り物の前後
加速度とを対応付けることができ、乗り物の走行安定性を向上させることができる。
　本実施例においては、制御装置３００のＳ１２４～１２８を記憶する部分、実行する部
分等により転舵戻し部が構成され、Ｓ１２９～１３１を記憶する部分、実行する部分等に
より速度減速部が構成される。
【００９５】
　なお、上記実施例においては、駆動トルクは、ストローク不足分に応じて減少させられ
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るようにされていたが、ピッチ角、ピッチレートに基づいて制限されるようにすることが
できる。本実施例においては、駆動トルクの制限を表す情報が要求調整部４１４から目標
モータトルク演算部３５４に供給される。
　その場合の一例を図３０のフローチャートで表す。Ｓ１４１において、上下ストローク
の制御において、制限を受けたか否かが判定される（不足分Ｌsが０より大きいか否かが
判定される）。制限を受けた場合には、Ｓ１４２において、駆動中であるか否かが判定さ
れる。駆動中である場合には、Ｓ１４３において、ピッチレート、ピッチ角が検出され、
Ｓ１４４において、これらピッチレートとピッチ角とに基づいて加速度の制限量が取得さ
れる。
　ピッチ角、ピッチレートが大きい場合は小さい場合より制限が強くされる。例えば、ピ
ッチ角、ピッチレートが小さい場合には、たとえ、ストロークが不足していても加速度を
制限する必要性は低い。それに対して、ピッチ角、ピッチレートが大きくなると、上限値
以上の加速度が出力されないようにし、さらに、大きくなると、加速度が小さくされ、そ
れ以上になると、制動が加えられるようにする。Ｓ１４５において、加速度の制限に基づ
いて駆動トルクの制限が取得され、その駆動トルクの制限に関する情報が目標モータトル
ク演算部３５４に出力される。
　目標モータトルク演算部３５４においては、供給された駆動トルク制限情報に基づいて
目標モータトルクを取得する。
【００９６】
　このように、本実施例においては、上下ストロークが不足した場合に、ピッチ角、ピッ
チレートに基づいて駆動トルクが抑制される。上下ストロークが不足しても、ピッチ角や
ピッチレートが小さい場合には、駆動トルクが抑制されない場合もあるのであり、実際の
乗り物の前後方向の姿勢に基づいて、真に必要な場合に、駆動トルクが抑制されるように
することができる。その結果、運転者の意図をできる限り満たしつつ、走行安定性を向上
させることができる。
　本実施例においては、制御装置３００のＳ１４３、１４４を記憶する部分、実行する部
分等により加速度制限部が構成される。ピッチレートセンサ３２４等により傾斜角度取得
装置が構成される。
【００９７】
　また、ロールオーバガード制御においても同様に、ロールオーバ状態にある場合には、
転舵角度δTの絶対値が小さくされるのではなく、車速Ｖsが制限されるようにすることが
できる。その場合には、ロールオーバガード制御部４０６の出力信号が、目標車輪速度演
算部３５２に供給される。その場合の一例を図３１のフローチャートに基づいて説明する
。
　上記実施例における場合と同様に、Ｓ１５１、１５２において、ロールオーバガード制
御フラグがセットされていない場合に、ロールオーバガード制御開始条件が満たされた場
合には、Ｓ１５３において、ロール値がリセットされて、Ｓ１５４において、実ロール角
が取得されるのであるが、本実施例においては、Ｓ１５５において、実ロール角に基づい
て車速制限が行われる。例えば、実ロール角が大きい場合は小さい場合より車速が小さく
されたり、車速の上限値が小さくされたりするのである。そして、Ｓ１５６において、車
速の制限情報が、目標車輪速度演算部３５２に供給される。
　このように、本実施例においては、ロールオーバであることが検出された場合に、車速
が制限されるため、それによって、走行安定性の低下を抑制することができる。
【００９８】
　以上のように、種々の態様について説明したが、本発明は、前述に記載の態様の他、当
業者の知識に基づいて種々の変更、改良を施した態様で実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【００９９】
【図１】本発明の一実施例である乗り物の側面図である。
【図２】上記乗り物の平面図である。
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【図３】上記乗り物に含まれる上下方向移動装置の正面図である。
【図４】上記上下方向移動装置の側面図である。
【図５】上記乗り物に含まれるペダル操作装置の一部斜視図である。
【図６】上記ペダル操作装置の平面図である。
【図７】上記ペダル操作装置の側面図である。
【図８】上記ペダル操作装置の前面図である。
【図９】上記ペダル操作装置の作動を示す図である。
【図１０】上記乗り物に含まれるグリップ操作装置と連結装置とを模式的に表す図である
。
【図１１】上記グリップ操作装置の正面図である。
【図１２】上記グリップ操作装置に含まれるグリップ保持装置の正面図である。
【図１３】上記連結装置に含まれる操作装置保持装置の分解図である。
【図１４】上記グリップ操作装置のグリップの操作状態を示す図である。
【図１５】当該乗り物全体を制御する制御装置とその周辺を示す図である。
【図１６】上記制御装置の作動全体を示すブロック図である。
【図１７】上記制御装置のうちの目標車速演算部を示す図である。
【図１８】上記制御装置のうちの目標車輪速度演算部を示す図である。
【図１９】上記制御装置のうちの目標フロント舵角演算部を示す図である。
【図２０】上記制御装置のうちの目標上下ストローク演算部を示す図である。
【図２１】上記制御装置のうちの目標前後リーン角演算部を示す図である。
【図２２】上記制御装置のうちの目標左右リーン角演算部を示す図である。
【図２３】上記制御装置の記憶部に記憶された制動・駆動プログラムを表すフローチャー
トである。
【図２４】上記記憶部に記憶されたロールオーバガード制御補正量演算プログラムを表す
フローチャートである。
【図２５】上記記憶部に記憶されたモード対応目標値決定プログラムを表すフローチャー
トである。
【図２６（ａ）】上記記憶部に記憶された優先制御プログラムを表すフローチャートの一
部である。
【図２６（ｂ）】上記記憶部に記憶された優先制御プログラムを表すフローチャートの残
りの部分である。
【図２７】上記記憶部に記憶された重心高さ抑制制御プログラムを表すフローチャートで
ある。
【図２８】上記記憶部に記憶された旋回中前後リーン角制限プログラムを表すフローチャ
ートである。
【図２９】本発明の別の一実施例である乗り物の制御装置の記憶部に記憶された転舵・駆
動抑制プログラムを表すフローチャートである。
【図３０】本発明のさらに別の一実施例である乗り物の制御装置の記憶部に記憶された駆
動制限プログラムを表すフローチャートである。
【図３１】本発明の別の一実施例である乗り物の制御装置の記憶部に記憶されたロールオ
ーバガード制御プログラムを表すフローチャートである。
【図３２】上記乗り物が横方向、前後方向に傾斜した状態を示す図である。
【図３３】上記乗り物において、目標転舵角度の変化を示す図である。
【図３４】上記目標転舵角度の変化状態を示す図である。
【図３５】上記乗り物において行われるロールオーバガード制御が行われる場合の旋回状
態を模式的に示す図である。
【図３６】上記乗り物において、優先制御が行われる場合の目標ストロークの決定方法を
示す図である。
【図３７】上記乗り物において、横方向の姿勢制御に伴って重心高さが変化する状態を示
す図である。
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【図３８】上記乗り物において、切り返し時に重心高さ変化抑制制御が行われた場合の重
心高さの変化を示す図である。
【図３９】上記乗り物において、直進と旋回との間で変化した場合に重心高さ変化抑制制
御が行われた場合の重心高さの変化を示す図である。
【符号の説明】
【０１００】
　２２：ペダル操作装置　２４．２５：ペダル　２６，２８：グリップ操作装置　３０：
転舵装置　４０，４２：駆動・制動装置　５０，５２：上下方向移動装置　６６：上下動
用モータ　１００，１０２：ペダル回動機構　１０４：連結装置　１０６：ロック装置　
１１０：第１軸部　１１２：第２軸部　１３４：アーム　１２８，１２９：圧力センサ　
１３０：ポテンショメータ　１４０，１４４：連結部　１４２：ロッド　１８０：連結装
置　１９４、１９６：操作装置保持装置　２００：グリップ　２２０：グリップ保持装置
　２２２：ユニバーサルジョイント　２５２，２５４：スプライン軸　２５６，２５８：
ナット部材　２８２，２８４：ケーブル　３００：制御装置　３１０：グリップ操作検出
装置　３１２：ペダル操作検出装置　３１４：姿勢変化検出装置　３５０：目標車速演算
部　３５２：目標車輪速演算部　３５６：目標フロトン舵角演算部　３５８：目標上下ス
トローク演算部　３５４：目標モータトルク演算部　４０２：ローパスフィルタ　４０４
：処理部　４０６：ロールオーバガード制御補正量演算部　４１０：目標前後リーン角演
算部　４１２：目標左右リーン角演算部　４１４：要求調整部　４２０：処理部　４５０
：処理部

【図１】 【図２】



(48) JP 4534944 B2 2010.9.1

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(49) JP 4534944 B2 2010.9.1

【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】



(50) JP 4534944 B2 2010.9.1

【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】



(51) JP 4534944 B2 2010.9.1

【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】



(52) JP 4534944 B2 2010.9.1

【図２０】 【図２１】

【図２２】 【図２３】



(53) JP 4534944 B2 2010.9.1

【図２４】 【図２５】

【図２６（ａ）】 【図２６（ｂ）】



(54) JP 4534944 B2 2010.9.1

【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】



(55) JP 4534944 B2 2010.9.1

【図３１】 【図３２】

【図３３】 【図３４】



(56) JP 4534944 B2 2010.9.1

【図３５】 【図３６】

【図３７】

【図３８】

【図３９】



(57) JP 4534944 B2 2010.9.1

10

フロントページの続き

(72)発明者  本多　泰一
            愛知県豊田市トヨタ町１番地　トヨタ自動車株式会社内

    審査官  北村　亮

(56)参考文献  特開平０３－２５３４７６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１１２３００（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－０３４３５３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０８２０４４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１９７１９１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－３０８０２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６２Ｋ　　　５／０２　　　　
              Ｂ６０Ｇ　　１７／０１５　　　
              Ｂ６２Ｋ　　１７／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

