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(57)【要約】
【課題】
　運転性悪化を抑制した惰性走行制御を提供可能な車両
の制御装置を提供する。
【解決手段】
　車両を駆動させる駆動力源と、前記駆動力源の動力を
駆動輪に伝達及び切り離し可能な駆動力伝達手段と、運
転者の要求減速度を検出する要求減速度検出手段と、を
具備した車両制御装置であって運転者の要求減速度を複
数のタイミングで検出し、要求減速度の大小関係に基づ
いて、駆動力伝達手段の切り離しを行うことを特徴とす
る車両の制御装置。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両を駆動させる駆動力源と、
　前記駆動力源と車輪との間で動力を伝達する経路の締結状態と非締結状態とを切り替え
る駆動力伝達機構と、
　運転者の要求減速度を検出する要求減速度検出部と、を具備した車両を制御する車両用
制御装置であって、
　前記車両の減速期間中複数のタイミングで前記要求減速度検出部によって検出した複数
の要求減速度に基づいて、前記駆動力伝達機構を制御することを特徴とする車両用制御装
置。
【請求項２】
　請求項１に記載の車両用制御装置であって、前記車両の減速期間中複数のタイミングで
前記要求減速度検出部によって検出した複数の要求減速度が所定の大小関係を満たすとき
に前記駆動力伝達機構の締結状態と非締結状態とを切り替えることを特徴とする車両用制
御装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の車両用制御装置であって、前記駆動力伝達機構が非締結状態のときに
、前記車両の減速期間中複数のタイミングで前記要求減速度検出部によって検出した複数
の要求減速度に基づいて前記駆動力源の自動停止と再始動を行うことを特徴とする車両用
制御装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の車両用制御装置であって、前記要求減速度検出部はマスタシリンダ圧
力、ホイルシリンダ圧力、ブレーキペダルストロークの少なくとも一つに基づいて運転者
の要求減速度を検出し、前記車両の減速操作期間中の第一のタイミングで検出した第一の
要求減速度と、前記減速操作期間中かつ前記第一のタイミングより後の第二のタイミング
で検出した第二の要求減速度と、の大小関係が、前記第一の要求減速度に対して前記第二
の要求減速度が小さい場合に前記駆動力伝達機構を締結状態から非締結状態へ切り替える
ことを特徴とする車両用制御装置。
【請求項５】
　請求項４記載の車両用制御装置であって、前記第二の要求減速度がゼロの場合には前記
駆動力伝達機構を締結状態から非締結状態へ切り替えないことを特徴とする車両用制御装
置。
【請求項６】
　請求項１に記載の車両用制御装置であって、前記要求減速度検出部はマスタシリンダ圧
力、ホイルシリンダ圧力、ブレーキペダルストロークの少なくとも一つに基づいて運転者
の要求減速度を検出し、前記複数のタイミングは前記要求減速度検出部による検出値の微
分値に基づいて設定されることを特徴とする車両用制御装置。
【請求項７】
　請求項６記載の車両用制御装置であって、前記複数のタイミングは、前記微分値と所定
の閾値との比較に基づいて設定され、前記所定の閾値は前記車両または前記動力源の運転
状態に基づいて可変することを特徴とする車両用制御装置。
【請求項８】
　請求項６記載の車両用制御装置であって、前記複数のタイミングはブレーキ操作オン信
号に基づいて設定されることを特徴とする車両用制御装置。
【請求項９】
　請求項３に記載の車両用制御装置であって、前記要求減速度検出部はアクセルペダルの
操作量に基づいて運転者の要求減速度を検出し、前記車両の減速期間に所定間隔で検出し
た要求減速度の検出結果の分布に基づいて前記駆動力伝達機構を締結状態から非締結状態
へ切り替えることを特徴とする車両用制御装置。
【請求項１０】
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　請求項９に記載の車両用制御装置であって、アクセルペダル操作量を操作量に対して複
数に分割し、各領域に対する検出点の出現検出数を求め、検出数の大小関係に基づいて前
記駆動力伝達機構を締結状態から非締結状態へ切り替えることを特徴とする車両用制御装
置。
【請求項１１】
請求項１０に記載の車両用制御装置であって、アクセルペダル操作量を操作量に対して複
数に分割し、各領域に対する検出点の線密度を求め、分割された複数の領域は少なくとも
加速領域、減速領域の２つであり、減速領域における検出数又は線密度が大の場合に前記
駆動力伝達機構を締結状態から非締結状態へ切り替え、最新の検出結果が加速領域にある
場合には前記駆動力伝達機構を締結状態から非締結状態へ切り替えを行わないことを特徴
とする車両用制御装置。
【請求項１２】
　請求項３に記載の車両用制御装置であって、舵角情報の検出結果に基づき舵角量が所定
位置以上の場合に前記駆動力源の自動停止を抑制することを特徴とする車両用制御装置。
【請求項１３】
請求項３に記載の車両用制御装置であって、シフトポジション情報に基づいて前記駆動力
源の自動停止を行うことを抑制することを特徴とする車両用制御装置。
【請求項１４】
請求項３に記載の車両用制御装置であって、車輪速度の検出結果に基づきある車輪の車輪
速度が他の車輪の車輪速度に対して所定位置以上異なる場合に前記駆動力源の自動停止を
行うことを抑制することを特徴とする車両用制御装置。
【請求項１５】
請求項３に記載の車両用制御装置であって、車両の外界認識情報に基づいて前記駆動力源
の自動停止を行うことを抑制することを特徴とする車両用制御装置。
【請求項１６】
　車両を駆動させる駆動力源と、
　前記駆動力源と車輪との間で動力を伝達する経路の締結状態と非締結状態とを切り替え
る駆動力伝達機構と、
　運転者の要求減速度を検出する要求減速度検出部と、を具備した車両を制御する車両用
制御装置であって、
　前記車両の減速期間中少なくとも二つのタイミングで前記要求減速度検出部によって検
出した少なくとも二つの要求減速度から求めた微分値、傾き、または時間軸と要求減速度
軸との縦横比のいずれかに基づいて、前記駆動力伝達機構を制御することを特徴とする車
両用制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両走行中に駆動力源と車輪との動力伝達を切り離して惰性走行を行う車両
の制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車の燃費向上を図ることを目的とし、走行中にエンジンから車輪への動力伝達を切
り離してエンジンを自動停止し、惰性走行を行う車両の制御装置が特許文献１に開示され
ている。この制御装置は、車両走行中にブレーキ操作量がエンジン停止判定閾値以上とな
った場合にはエンジンから車輪への動力伝達を切り離してエンジンを自動停止し、ブレー
キ操作量が再始動判定閾値以下となった場合にエンジンを再始動する。これにより、ブレ
ーキ操作による運転者の意図に基づいて惰性走行を行って走行中の車速低下と燃料消費を
抑制し、燃費の向上を図ることが出来る。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】特開2013-119776号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　車両走行中に惰性走行を行うと、エンジンと車軸との動力伝達を再締結するまで、また
はエンジン再始動までに時間を要することから、車両の再加速には遅れが生じる。ここで
、特許文献１の制御装置は、ブレーキ操作量が一度所定範囲内になったか否かで惰性走行
開始判定を行うため、惰性走行開始直後に運転者の加速要求が発生する可能性が高い場合
でも惰性走行を行ってしまうおそれがある。したがって、惰性走行開始直後に発生した運
転者の加速要求に応答出来ないなど、車両の運転性が悪化してしまうという課題があった
。また、特許文献１の制御装置は、ブレーキ操作量が一度所定範囲外となったか否かで惰
性走行中止判定を行う為、ポンピングブレーキ中などの惰性走行を継続することで燃料消
費を抑制出来る期間にも関わらず、惰性走行を中止してしまう課題があった。
【０００５】
　このように、ブレーキ操作量が一度所定範囲内に入った時点ではその後に続く要求減速
度の変化の見通しを立てることが難しく、精度良く惰性走行の判定を行うことが出来ない
という課題があった。
【０００６】
　本発明はこのような課題に鑑みてなされたものであって、その目的は車両走行中に駆動
力源と車輪との動力伝達を切り離して惰性走行を行うか否かの判定を精度良く実施し、車
両の運転性を損なうことなく燃費を向上することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述の課題に鑑み本発明の車両制御装置は、車両を駆動させる駆動力源と、前記駆動力
源と車輪との間で動力を伝達する経路の締結状態と非締結状態とを切り替える駆動力伝達
機構と、運転者の要求減速度を検出する要求減速度検出部と、を具備した車両を制御する
車両用制御装置であって、前記車両の減速期間中複数のタイミングで前記要求減速度検出
部によって検出した複数の要求減速度に基づいて、前記駆動力伝達機構を制御することを
特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、車両の減速期間中複数のタイミングで検出した複数の要求減速度に基
づいて惰性走行を行うか否かの判定を行うことで運転者の要求減速度変化の見通しを立て
て精度良く惰性走行の可否判定を実施出来るので、車両の運転性を損なうことなく燃費を
向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態における車両制御装置の構成を示すシステム図である。
【図２】本発明の実施形態における惰性走行の判定フローを示す図である。
【図３】本発明の第一の実施形態における要求減速度の検出タイミングの説明図である。
【図４】本発明の第一の実施形態における惰性走行を提供しない場合の要求減速度変化と
検出例を示す図である。
【図５】本発明の第一の実施形態における要求減速度の検出タイミングの抽出方法の一例
を示す図である。
【図６】本発明の第一の実施形態における要求減速度の検出パターン別の惰性走行提供可
否判定結果である。
【図７】本発明の第一の実施形態と比較例との比較の説明図である。
【図８】本発明の第二の実施形態におけるアクセルストロークとエンジンの発生トルクの
一例を示した図である。
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【図９】本発明の第二の実施形態における要求減速度の検出結果の一例を示す図である。
【図１０】本発明の第二の実施形態における要求減速度の検出方法の別例を示す図である
。
【図１１】本発明の第二の実施形態と比較例との比較の説明に関する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
〔システム構成〕
　図１は本発明の実施形態における車両制御装置の構成を示すシステム構成を示す図であ
る。
【００１１】
　車両１００は駆動力源としてエンジン１０１を有しており、エンジン１０１の出力側に
はトルクコンバータ１０２が設けられる。トルクコンバータ１０２の出力側には変速機１
０３が接続されている。
【００１２】
　エンジン１０１は車両１００を走行させる駆動力源であれば良く、ガソリンエンジン、
ディーゼルエンジン等が挙げられる。また、エンジンの構造もレシプロエンジンの他、ヴ
ァンケル式ロータリーエンジンであってもよい。
【００１３】
　エンジン１０１では回転駆動力を発生させる。エンジン１０１で発生させた駆動力はト
ルクコンバータ１０２を介して変速機１０３に入力され、適当な変速比で車輪１０４へ伝
達される。変速機１０３と車輪１０４との間には、図示しない適当な差動機構が設けられ
ており、車輪１０４が回転することにより車両１００は走行駆動力を得る。
【００１４】
　車両１００には、エンジン１０１の始動を行う始動装置１０５並びに車両１００に搭載
された各種機器へ電力を供給する発電装置１０６とが備えられる。始動装置１０５は、例
えば直流電動機と、歯車機構と、歯車の押し出し機構からなるスタータモータである。発
電装置１０６は、例えば誘導発電機と、整流器と、電圧調整機構からなるオルタネータで
ある。
【００１５】
　始動装置１０５は電源１０７から供給される電力によって駆動され、始動要求に基づき
エンジン１０１を始動する。電源１０７は例えば電池であり、鉛バッテリを好適に用いる
ことができる他、リチウムイオン二次電池を始め各種の二次電池、キャパシタなどの蓄電
器を用いてもよい。電源１０７は発電装置１０６によって発電された電力を蓄え、始動装
置１０５や図示しない前照灯や各種コントローラなどの車両電装品へ電力を供給している
。
【００１６】
　図示はしないが、電源１０７は電池を複数備えていてもよく、また、異なった特性の電
池を組み合わせて二系統の電源を構成してあってもよい。例えば始動装置１０５を駆動す
る電源としてキャパシタを採用し、車両電装品へは二次電池からの電力を供給するなどの
運用が想定される。エンジン１０１を始動する為に始動装置１０５の駆動電力が提供され
ており、また発電装置１０６の電力を充電できる構成であれば良い。
【００１７】
　始動装置１０５と発電装置１０６は個別の機能を達成する装置を各々搭載していてもよ
く、これらの機能を一つにまとめた電動発電機が用いられていてもよい。具体的にはベル
トの巻き掛け機構によってエンジン１０１と接続されるＩＳＧ（Integrated Starter Gen
erator）、ＩＳＡ（Integrated Starter Alternator）が挙げられる。
【００１８】
　エンジン１０１には油圧ポンプ１０８が組みつけられており、トルクコンバータ１０２
や変速機１０３へ作動油圧を供給している。トルクコンバータ１０２はトルク増幅を行う
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と共にクラッチ機構を有しており、所定車速以上（例えばロックアップ車速として１０ｋ
ｍ／ｈ～１５ｋｍ／ｈ程度の車速を設定することができる）で走行する場合などにこれを
ロックアップすることでエンジン１０１の出力軸と変速機１０３の入力側とを直結し、こ
れらが相対回転することを規制して動力伝達ロスを低減する。
【００１９】
　一方クラッチ機構がロックアップしていない場合には、エンジン１０１の出力軸と変速
機１０３の入力側とが相対回転可能であり、車輪１０４の回転が停止してもエンジン１０
１の出力軸は回転することができ、車両１００が停車してもエンジンストールを起こすこ
と無く回転を継続することが可能となる。
【００２０】
　変速機１０３は例えばベルトとプーリとで構成された巻き掛け伝達機構による無段階変
速機である。変速機１０３は発進クラッチと油圧制御によって溝幅を可変としたプライマ
リ及びセカンダリプーリとこれらに巻き掛けされるベルトにより構成される。プライマリ
及びセカンダリプーリは略円錐状のコーンが向かい合った形状を有しており、向かい合っ
たコーンの間隔を変更することでベルトを巻き掛けするプーリ部の円周が変化して所望す
る変速比を達成することができる。
【００２１】
　なお、変速機１０３は上述の構造に限定されるものでは無く有段変速機であってもよく
、上述の無段階変速機に有段の副変速機が組み合わせて用いられる構成であってもよい。
【００２２】
　変速機１０３は油圧ポンプ１０８からの供給油圧の他、エンジン１０１の駆動に因らず
油圧を供給可能な電動式油圧ポンプ１０９からも油圧供給を受けており、油圧ポンプ１０
８が駆動を停止して油圧を提供できない場合であっても、作動油のリークを補償し、クラ
ッチの締結圧やプーリの変速比を維持することができる。
【００２３】
　構成としては油圧ポンプ１０８を省略してすべての油圧供給を電動式油圧ポンプ１０９
から行う構成も考えられる。このような場合であっても本発明を適用することができる。
【００２４】
　エンジン１０１はコントロールユニット１１０によって種々の制御が提供される。コン
トロールユニット１１０には、処理を実行する為のＣＰＵや処理中の情報を記憶するＲＡ
Ｍ等の一次記憶装置、処理に必要なプログラムなどを記憶したＲＯＭ等の二次記憶装置を
備えており、エンジン１０１等へ制御信号を送信する為の出力ポート、並びにアクセルペ
ダルストロークセンサ１１２等からの検出信号を受信する為の入力ポートを備えている。
ドライバの運転操作並びにエンジン１０１の動作状態、車両１００の走行状態に基づきエ
ンジン１０１を制御する。
【００２５】
　即ち、コントロールユニット１１０には、アクセルペダル１１１に備えられたアクセル
ペダルストロークセンサ１１２（または開度センサ）から出力されるアクセルペダル１１
１の操作量信号、ブレーキペダル１１３に備えられたブレーキペダルの操作有無を検出す
るブレーキスイッチ１１４からのブレーキオン信号や、ブレーキペダル操作量に基づいて
発生するブレーキ装置１１５に設けられたマスタシリンダ圧センサ１１６によって検出さ
れるブレーキ操作量信号、かじ取り装置１１７に設けられた舵角センサ１１８からの舵角
情報、ギアシフト１１９に設けられるシフトポジションセンサ１２０からの選択シフト（
又は選択ギア)情報、各車輪に備えられた車輪速度センサ１２１に基づく車輪速度信号（
並びにこれらから生成した車速情報であってもよい、従動輪の平均速度などが利用可能で
ある。）、トルクコンバータ１０２からのトルクコンバータ状態信号、変速機１０３から
の変速機状態信号並びに、図示はしていないが、エンジン１０１に供給される冷却水温度
、潤滑油温度、エンジン１０１のクランク角度情報、エンジン１０１の運転回転数情報、
外界認識手段１２２からの外界認識情報などの信号を入力する。
【００２６】
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　なお、コントロールユニット１１０と各種検出手段との接続方法はこれに限るものでは
無く、例えば変速機１０３に図示しない専用の変速機コントローラを接続し、コントロー
ルユニット１１０とはこの変速機コントローラを介して接続されているような運用も想定
されるが、このような接続方法によって間接的に接続されていてもよい。
【００２７】
　ブレーキペダル操作量信号はマスタシリンダ圧センサ１１６に限られるものでは無く、
アクセルペダル１１１と同様にストロークセンサや開度センサなどのペダル操作を直接検
出するものを利用してもよく、ホイルシリンダ圧を検出する圧力センサを利用してもよく
、運転者のブレーキ操作量を検出することが出来ればこれに限られるものでは無い。
【００２８】
　外界認識手段１２２は例えばレーダーであり、自車の前方や後方を走行する車両の情報
を検出する機能を有するものや、例えば撮像装置であり自車の前方や周辺の車両や障害物
を光学的に検出する機能を有している。その他例えば加速度センサであり車両１００の走
行路の勾配情報などを検出することができる。
【００２９】
　運転者は上述のアクセルペダル１１１並びにブレーキペダル１１３、かじ取り装置１１
７、ギアシフト１１９を操作することで車両１００を所望する状態に運転操作する。
【００３０】
　本発明では、アクセル操作量信号またはブレーキ操作量信号より運転者の要求減速度を
抽出し、車両の減速期間中の複数回に亘る要求減速度の検出結果の大小関係に基づき、ト
ルクコンバータ１０２のロックアップクラッチのロックアップ解除等、エンジン１０１と
車輪１０４との間で動力を伝達する経路の切り離しと締結とを制御する。
【００３１】
　また、同検出結果の大小関係に基づきエンジン１０１の自動停止を併せて行ってよい。
。前記に加え、舵角情報、シフトポジション情報並びに外界認識情報との協調によって提
供されるトルクコンバータ１０２のロックアップクラッチのロックアップ解除並びにエン
ジン１０１の自動停止も包含する。
【００３２】
　なお、本発明を詳述するにあたっては、少なくともロックアップクラッチのロックアッ
プ解除等、エンジン１０１と車軸との間で動力を伝達する経路が切り離されており、車両
速度がゼロでない状態を惰性走行と定義する。
〔惰性走行処理〕
　本発明における惰性走行はトルクコンバータ１０２に設けられたロックアップクラッチ
のロックアップを解除し、エンジン１０１の出力軸と変速機１０３の入力側とが相対回転
可能な状態とすることにより達成される。
【００３３】
　ロックアップを解除した状態にあれば、エンジン１０１を停止しても車両１００は走行
によって生じた慣性力で走行を継続することが可能となる。また、エンジン１０１を停止
していなくても、エンジン１０１の回転数を例えばアイドリング回転数程度に抑えて低速
で運転することで燃料消費量を低減することができる。
【００３４】
　惰性走行状態にあって、エンジン１０１を停止するか、アイドリング等で低速運転する
のかについては発明を実施するにあたって適当な方法で選択する。
【００３５】
　例えば要求減速度の検出をブレーキペダル１１３から得られる情報によって行う場合に
、ロックアップ車速をエンジン１０１の自動停止判定に用いることができる。
【００３６】
　車輪速度センサ１２１の検出結果を元に車両１００の走行速度を検出し、これとロック
アップ車速を比較する。車両１００がロックアップ車速以上で走行している場合には、ブ
レーキ操作後にアクセル操作を行って加速を行う可能性も高く、エンジン１０１は惰性走
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行中にアイドリング程度の低速運転を行って待機し、ロックアップ車速を下回っている場
合には、運転者が車両１００を停止させようとしている可能性が高いと考えられる。この
ような場合にはエンジン１０１の自動停止を実施し、車両１００が停止した後もエンジン
１０１を停止させ続けることで、アイドリングストップ車両として運用することができる
。
【００３７】
　ロックアップ車速よりも高車速であればトルクコンバータ１０２のロックアップクラッ
チをロックアップした状態でエンジン１０１への燃料供給を停止するフューエルカットを
実施するとエンジン１０１は車両１００の慣性力によって車輪１０４側から変速機１０３
並びにトルクコンバータ１０２を通じて連れ回され、エンジン１０１は燃料供給なしに回
転を継続できる。
【００３８】
　ロックアップ車速程度になるとエンジンを燃料供給なしでアイドリング回転数程度に維
持することが難しくなる為、燃料を供給して回転を継続させる必要がある。このようなフ
ューエルカット限界車速をエンジン１０１の自動停止判定に用いてもよい。
【００３９】
　このようにすることで、惰性走行を供給する以前は車速によってフューエルカットを実
施することで燃料消費を低減し、惰性走行中にこのような限界車速を下回った際にエンジ
ン１０１の自動停止を実施し、停車後も継続してアイドリングストップに移行することで
燃料消費量を低減することができる。
【実施例１】
【００４０】
　実施例１は、マスタシリンダ圧センサ１１６によって検出されるマスタシリンダ圧を要
求減速度として異なるタイミングで複数回検出し、利用する実施例について詳述する。な
お、以下実施例で説明する処理は、コントロールユニット１１０において実施されてもよ
いし、変速機１０３を制御するための図示しない専用の変速機コントローラにおいて実施
されてもよい。
【００４１】
　ブレーキスイッチ１１４はブレーキ操作がなされたことを検出しブレーキオン信号を出
力する。ブレーキオン信号の出力期間中は、ブレーキ操作に基づく車両の減速期間を意味
している。また、マスタシリンダ圧は運転者のブレーキペダル操作に基づきブレーキ装置
１１５によって発生させるブレーキ力に伴って変化する。したがってブレーキオン信号の
出力期間中のマスタシリンダ圧を運転者の要求減速度として利用することが可能であり、
マスタシリンダ圧が大きなほど運転者の要求減速度は大きく、逆に小さくなると要求減速
度も小さくなると判断できる。
【００４２】
　具体的にはブレーキペダルを踏み込むとマスタシリンダ圧が増加する。したがってその
微分値は正の値となる。一方、ブレーキペダルを戻せばマスタシリンダ圧が減少する。し
たがってその微分値は負の値となる。
【００４３】
　このように微分値の符号を調べることでブレーキ操作がなされたことを検出できる。ま
た、微分値が零であるような場合は一定のマスタシリンダ圧となっていることが分かる。
【００４４】
　実施例1について判定フローを図２に示す。
【００４５】
　本実施例１では，制御開始（Ｓ２００）後は，ブレーキペダル操作の検出を待機する（
Ｓ２０１）。ブレーキ操作を検出すると次のステップ（Ｓ２０２）へ進み，マスタシリン
ダ圧ＢＰ１並びにＢＰ２を取得する。具体的には後述する検出タイミングＴ１で第一のマ
スタシリンダ圧ＢＰ１を取得し（Ｓ２０４），続くタイミングＴ２でマスタシリンダ圧Ｂ
Ｐ２を取得する。
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【００４６】
　その後Ｓ２０７至るＳ２０８にて惰性走行の可否を判定し，判定結果に基づき惰性走行
禁止処理（Ｓ２０９）または惰性走行許可（Ｓ２１０）を実行する。
【００４７】
　図３を用いてマスタシリンダ圧を利用した要求減速度検出の方法について詳述する。
図３はタイムチャートであり、（ａ）はブレーキスイッチ１１４、（ｂ）はマスタシリン
ダ圧センサ１１６によって検出したマスタシリンダ圧力、（ｃ）は（ｂ）の微分値、（ｄ
）は車両１００の車速変化を示している。
【００４８】
　運転者がブレーキを踏みこむタイミングであり、その後続いてブレーキを緩める弱め制
動を行うような場合には、ブレーキの踏みこみ時にマスタシリンダ圧の微分値が図３(ｃ)
に示したように、増加したのちに減少する。すなわち、上に凸の波形となる。弱め制動に
遷移するタイミングでは逆に、減少したのちに増加する。すなわち、下に凸の波形となる
。
【００４９】
　ここでは、マスタシリンダ圧の微分値が正であり増加したのちに減少に転ずるタイミン
グを第一のタイミングＴ１とし、マスタシリンダ圧の微分値が負であり、減少したのちに
増加に転ずるタイミングを第二のタイミングとする。
【００５０】
　本実施例では、惰性走行可否判定条件の一例として、第一のタイミングＴ１で検出した
マスタシリンダ圧ＢＰ１と第二のタイミングＴ２で検出したマスタシリンダ圧ＢＰ２とを
比較し、ＢＰ１＞ＢＰ２である場合には惰性走行を行うようにした。これにより、マスタ
シリンダ圧が減少している弱め制動時に惰性走行を行うことになるので、運転者のブレー
キ操作量の減少に基づいてロックアップ解除によるエンジンブレーキ低下が発生し、運転
性の悪化が抑制出来る。
【００５１】
　また、例えば、走行中の車両が減速して、クリープ車速程度で走行する場合に、エンジ
ンで発生させたクリープトルクをブレーキで抑制しながら走行するようなシーンでは早期
に惰性走行を提供し、燃料消費を抑制できる。
【００５２】
　さらに惰性走行を行う条件を限定してＢＰ１＞ＢＰ２であり、かつＢＰ２が零でない場
合に惰性走行を行うようにしてもよい。、図４（ｂ）のように第二のタイミングＴ２で検
出したマスタシリンダ圧が零である場合にはブレーキペダルを完全に離してしまい、弱め
制動が行われていないことになる。したがって、図４（ｅ）のようにｔＡの時刻でアクセ
ルペダルへの踏み変え（再加速要求）が発生する可能性がある。このような場合、トルク
コンバータ１０２のロックアップクラッチのロックアップが解除されている場合、運転者
のアクセルペダル操作に追従して加速することが出来なくなるため、惰性走行を提供すべ
きでは無いと考えられる。
【００５３】
　また、上述のようにマスタシリンダ圧とブレーキスイッチの組み合わせによって車両１
００が惰性走行可能か否かを識別し、惰性走行可能な場合には運転者に違和感なく惰性走
行を提供することが可能である。上述した弱め制動のシーンでは、運転者がブレーキ操作
量を減少させる方向の操作を行ったときに（すなわち運転者の運転操作の結果として）惰
性走行が提供される為、運転者に違和感を与える虞が無く好的に惰性走行を提供できる。
【００５４】
　なお、運転者がブレーキを踏みこんだ後、続いてブレーキ操作量を少しずつ増加させる
増し制動を行うような場合は、運転者が車両の制動力を重視している運転シーンと考えら
れ、惰性走行を許可してしまうと意図せぬ減速感の変化が生じる。また、このような運転
シーンではブレーキ倍力装置の負圧確保やＡＢＳ等の作動に備えて惰性走行及びエンジン
停止をしないことが望ましい。したがって、運転者が上述の増し制動を行っている場合に
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は、惰性走行を許可しないように判定するとよい。
【００５５】
　続いて、マスタシリンダ圧力に基づく要求減速度検出タイミングについて図５を使って
詳述する。運転者がブレーキを操作している間はマスタシリンダ圧も変動し、運転者がブ
レーキペダルを大きく操作するほどマスタシリンダ圧の変動も大きくなる。
【００５６】
　車両１００の走行に伴う振動により運転者が常に同じ力でブレーキペダルを操作するこ
とは難しくマスタシリンダ圧力は脈動している場合もある。このような場合には脈動によ
るノイズによってマスタシリンダ圧力の微分値も脈動し、図３並びに図４にて説明したタ
イミングを設定すると誤判定となる場合も想定される。
【００５７】
　したがってノイズのような微分値の変動による誤検出を回避する為に、ある量以上でブ
レーキペダル１１３が操作された場合にのみ判定を行えるように、例えば図５の（ｂ）の
ようにタイミング検出用の閾値を設けてもよい。ブレーキの踏みこみ方向並びに、戻し方
向に操作した場合に検出されるマスタシリンダ圧の微分値に対して閾値を設けることで、
一定のブレーキペダル操作がなされたことを検出して第一並びに第二のタイミングとする
ことができる。また、タイミング検出用の閾値とは別にブレーキペダルの踏み込み／戻し
速さの検出用閾値を設けることもできる。
【００５８】
　また、ブレーキスイッチ１１４によるブレーキオン信号を複数回に亘る要求減速度変化
の第一のタイミング検出に利用することができる。例えば、ブレーキオン信号が途切れる
ことを契機に続く操作から新たに第一のタイミングとして判定をやり直すことなどが想定
される。
【００５９】
　また、いわゆるポンピングブレーキのように、ブレーキオン信号が短時間の間に断続し
て出力される場合も想定される。このような場合にはブレーキオン信号が途切れたのちに
判定をやり直すようにするまでの待ち時間を設けてもよく、このような待ち時間は３秒以
内が適当であり０．５秒至る２秒の間に設定されることがより適当である。
【００６０】
　なお、惰性走行を中止する条件として、例えば惰性走行が提供された後にブレーキスイ
ッチ１１４によるブレーキオン状態の検出がなされなくなった場合や第一のタイミングで
検出したマスタシリンダ圧力を上回るマスタシリンダ圧力を検出した場合には惰性走行を
終了する。惰性走行終了時には、ロックアップクラッチの締結、併せてエンジン１０１を
自動停止している場合にはエンジン１０１の再始動を行う。
【００６１】
　ブレーキオンでは無くなった場合には運転者は加速の為にアクセルペダルを踏む可能性
があり、加速に備える必要がある。また、マスタシリンダ圧力の上昇は要求減速度の増加
を意味しており、ブレーキ倍力装置の負圧確保やＡＢＳ等の作動に備えてやはりエンジン
再始動やトラクションの維持の為のクラッチ締結が必要となる。
【００６２】
　なお、ブレーキスイッチ１１４によるブレーキオン判定以外に、ブレーキオン判定に係
わらず惰性走行提供中はアクセルペダル１１１やかじ取り装置１１７、並びにギアシフト
１１９が操作されるまで惰性走行を継続するようにしてもよく、ブレーキスイッチ１１４
がオフになった場合に惰性走行の提供を終了するか、アクセルペダル１１１が操作されて
から惰性走行の提供を終了するのかを運転者が選択できるようにしてもよい。
【００６３】
　その他、惰性走行可否条件の例について詳述する。発明者らはブレーキスイッチ１１４
によるブレーキオン出力期間中異なるタイミングで取得した、複数のマスタシリンダ圧お
よびその微分値の組み合わせによって整理することで、より好的に惰性走行可否を判定で
きることを見出した。組み合わせ例を図６に示す。
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【００６４】
　図６の表中の踏み増し側閾値は図５で説明したブレーキペダルの踏み込み速さの指標で
あり、これを上回る場合には素早くブレーキペダルが踏み込まれたことを意味している。
同様に表中の戻し側閾値は、図５で説明したブレーキペダルの戻し速さの指標である。こ
れを下回るとブレーキペダルが素早く戻されたことを意味する。
【００６５】
　ブレーキペダルの踏み増し速さ・踏み戻し速さの指標としては、図５で説明した微分値
に限られず、例えば、所定時間間隔を置いて検出した二点のマスタシリンダ圧の傾きや、
時間軸とマスタシリンダ圧軸との縦横比等であってもよい。微分値や傾き等を求めるには
少なくとも二つのタイミングで検出したマスタシリンダ圧を用いるとよい。
【００６６】
　表中では何れかの指標に該当する場合には丸印（○）を記しており、非該当の場合には
バツ印（×）を記している。また、そのパターンにおいて惰性走行が可能である場合には
丸印（○）を記しており、惰性走行を提供できない場合にはバツ印（×）を記している。
【００６７】
　Ｎｏ．１のパターンでは惰性走行を提供しない。Ｔ１並びにＴ２で検出されるブレーキ
ペダルの操作量の変化量（速度）が所定値を上回っており、大きくペダル操作がなされた
ことを示している。また、第二のタイミングＴ２における要求減速度が零であることから
、上述したブレーキペダルを完全に（且つ素早く）戻したことになり、ペダルの踏み変え
が起こる可能性が高いと考えられる為、惰性走行を提供すべきでは無い。
【００６８】
　Ｎｏ．２のパターンでは惰性走行を提供できる。これは上述したように弱め制動が行わ
れているシーンであり先行車に続いて車速を緩やかに減少させているケースや停車直前で
クリープトルクを打ち消しながら走行しているシーンが想定される。
【００６９】
　Ｎｏ．３のパターンでは惰性走行を提供しない。これは初期の減速度よりもより大きな
減速度を運転者が要求する情況である。したがって、ＡＢＳやトラクションコントロール
等の作動に備えて惰性走行を提供すべきでは無い。
【００７０】
　Ｎｏ．４並びにＮｏ．５では惰性走行を提供できる。車両１００の走行速度が十分に減
速されており、Ｎｏ．４ではゆっくりとブレーキペダルが戻されたシーンが想定される。
またＮｏ．５ではブレーキペダルがゆっくりと戻されて弱め制動に遷移したことが想定さ
れ、Ｎｏ．２と同様である。
【００７１】
　Ｎｏ．６のパターンでは惰性走行を提供しない。これはＮｏ．３と同様なシーンが想定
される。したがって、マスタシリンダ圧の関係がＰＢ１＜ＰＢ２となる場合には惰性走行
を提供することは適当では無い。Ｎｏ．９並びにＮｏ．１２のパターンも同様に惰性走行
を提供しない。
【００７２】
　Ｎｏ．７のパターンはＮｏ．１と同様に惰性走行を提供しない。
【００７３】
　Ｎｏ．８、Ｎｏ．１０並びにＮｏ．１１のパターンは惰性走行を提供できる。 
　実施例１では、１２パターンに分別したが、本発明はこれに限られたものでは無く、よ
り細分化がなされていても一部の分別結果が省略されていてもよい。
【００７４】
　また、図６の表中ではブレーキペダルの踏み増し速さと、踏み戻し速さと、Ｔ１とＴ２
におけるマスタシリンダ圧の大小関係の組み合わせと、で惰性走行可否を判定する例を示
したが、ブレーキペダルの踏み増し速さや踏み戻し速さのみを用いて惰性走行可否を判定
してもよい。ブレーキペダルの踏み増し速さや踏み戻し速さのみを用いてもペダルの踏み
変えが起こる可能性や弱め制動の可能性を判定することが出来る。
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【００７５】
　以上を鑑みて比較例を挙げて本実施例の効果を説明する。図７は比較例と実施例1の惰
性走行制御を示したタイムチャートである。比較例は図７（ｂ）に示すように、マスタシ
リンダ圧力を検出し、マスタシリンダ圧力が所定値の範囲（ＬＬＢＰ至るＵＬＢＰの間）
にある場合に惰性走行を許可する方式としている。
【００７６】
　図７（ａ）に示されるように時刻Ｐ１からＰ２の間で運転者がポンピングブレーキを行
っている。本実施例では、時刻Ｐ１からＰ２の間はブレーキスイッチ１１４のオン信号の
途切れを検出して判定をやり直すことで、誤判定による惰性走行の提供を回避している。
【００７７】
　一方、比較例では時刻Ｐ１からＰ２のポンピングブレーキの途中であってもマスタシリ
ンダ圧力が一度所定値の範囲に入ると惰性走行を許可しており、誤判定によって不要な惰
性走行が提供され、乗員の官能が悪化することも考えられる。
【００７８】
　また、図７（ｅ）に示すように、比較例では閾値の範囲外になった場合に惰性走行が中
止されている。一方で、本実施例では惰性走行を開始した後に、ブレーキスイッチがオフ
となるか、第一のタイミングで検出した要求減速度であるマスタシリンダ圧力以上のマス
タシリンダ圧に停車（車速がゼロの状態）まで到達することは無く、惰性走行開始直後に
惰性走行を中止することを抑制できる。
【００７９】
　このように、本実施例では、マスタシリンダ圧力が一度所定値の範囲に入っただけでは
惰性走行を許可せず、複数の異なるタイミングで検出したマスタシリンダ圧力が所定の条
件を満たすときに惰性走行を許可する。したがって、弱め制動などの運転者の減速意図が
比較的に長く続く可能性が高い運転シーンを抽出、言い換えれば減速意図の時間変化の見
通しを加味して惰性走行を判定出来るので、誤判定や極めて短い期間の惰性走行を抑制で
きる。
【００８０】
　実施例１では主に２回に亘ってマスタシリンダ圧を検出する例を示したが、本発明の思
想は複数回に亘って運転者の要求減速度を検出し、その大小関係にしたがって惰性走行が
提供されれば良く、したがって２回以上の検出がなされていても問題無い。
【００８１】
　例えば、第二の検出タイミングに続く第三の検出タイミングでの検出したマスタシリン
ダ圧ＢＰ３が第一のタイミングで検出したマスタシリンダ圧ＢＰ１より大きく、ＢＰ３＞
ＢＰ１となる場合には惰性走行を中止すると言った制御を提供することが可能である。
【００８２】
　第三のタイミングはこれまでの説明したマスタシリンダ圧力の微分値を用いる他、マス
タシリンダ圧力がＰＢ１より大きくなる時点としてもよく、タイミングの検出方法がすべ
ての検出機会で同じ方法でなくてもよい。
【００８３】
　第一並びに第二のタイミングは便宜的なものであり複数回に亘る検出のうちより過去の
ものを第一、より現在に近いものを第二とした。したがって、例えば全部で１０回に亘る
検出を行い、そのうちの２回目の検出を第一のタイミング、７回目の検出を第二のタイミ
ングとしてもよく、前半５回の平均値を第一のタイミングとして代表させるような運用も
想定される。上述は一例であり、測定の回数や採用する測定回数はこれに限られたもので
は無い。
【００８４】
　また、マスタシリンダ圧を例に挙げて詳述したが、ブレーキ操作量を検出できればこれ
に限られたものでは無く、ホイルシリンダ圧やブレーキペダルストロークをブレーキ操作
量検出手段にとして用いてもよく上述をホイルシリンダ圧やブレーキペダルストロークと
読み替えてもよい。また、マスタシリンダ圧等の計測結果に対して適当なフィルタリング
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処理を施して判定に用いてもよい。
【００８５】
　実施例１では、要求減速度の検出タイミングにマスタシリンダ圧の微分値と閾値との比
較結果を用いた。閾値はそれぞれ一定の値を固定値として設定しているが、この閾値は踏
み込み方向と戻し方向とで同じ値を設定してもよく異なっていてもよい。また、実施例１
のように所定値をあらかじめ設定しておくことも可能であり、車輪速度センサ１２１に基
づく車両１００の走行速度や変速１０３の変速比、エンジン回転数情報に基づき可変する
ようにしても良い。
【００８６】
　例えば車輪速度センサ１２１に基づく車両１００の走行速度を基準とする場合には、走
行速度が低速である場合にはブレーキペダルの操作量や操作速度は、高速走行する場合と
比較して小さくなる為、相対的に正及び負の閾値の絶対値を小さく設定した方が頻出する
ブレーキペダルの操作量に対応した判定を提供できる。
【００８７】
　この他、マスタシリンダ圧を連続して計測し、コントローラ等の計算周期毎に得られた
計測結果が前回値と同じ若しくは増加している場合は第一のタイミングとしてマスタシリ
ンダ圧を検出し、これが減少に転じた時点を契機に計測値が前回値と同じ若しくは減少を
続けて増加に転じるまで又は０になるまでの間を第二のタイミングとしてマスタシリンダ
圧を検出するようにしてもよい。このようにすることで微分値を計算する必要が無くなる
為、コントローラの計算負荷を低減できる。
【００８８】
　なお、コントローラ等に時計を設置し、ブレーキオン信号を検出して所定時間が経過す
るまでを第一、並びに続く所定時間を第二のタイミングとして設定しても構わない。この
ような場合は第一及び第二のタイミングとして設定する所定時間が同じ時間であっても異
なっていてもよい。車輪速度センサ１２１の検出結果に基づく車両１００の走行速度やエ
ンジン回転数情報に基づいて可変する値であってもよい。
【実施例２】
【００８９】
　実施例２は要求減速度の検出にアクセルペダル操作量を利用する実施例について詳述す
る。アクセルペダル１１１は車両１００加速させる場合に最も操作されるが、ペダルを戻
す操作量を検出することでこれを要求減速度として利用することができる。
【００９０】
　図８にはアクセルペダルストロークとエンジン１０１の発生トルクとの関係について概
略を示している。エンジン回転数に対してペダルストロークが変化することで、マイナス
のトルク、即ち減速感を発生させる領域が存在する。運転者がアクセルペダル１１１を踏
み込んで車両１００を所望する車速に加速したのちにはアクセルペダル１１１を戻して行
くと、エンジン１０１の発生トルクが車速を維持するトルク以下となりエンジンブレーキ
的に作用するようになり、車両１００の慣性力によってエンジン１００を連れ回す状態に
なる。
【００９１】
　図８に示すような関係はコントロールユニット１１０内のＲＯＭに車両１００のエンジ
ン１０１の特性としてあらかじめ、ペダルストロークやスロットル開度に対するエンジン
１０１の回転数と発生トルクとの関係をまとめたマップや関数式、モデルなどで与えられ
ているようにすると良い。
【００９２】
　図８に示すようにアクセルペダルストロークとエンジン回転数に基づき、発生トルクが
プラス側（加速領域）でのペダルストロークの変位量と発生トルクがマイナス（減速領域
）でのペダルストロークの変位量とを検出し、これを比較することで惰性走行可否を判定
することとした。
【００９３】
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　運転者が車両１００を所望する車速まで低下させるように制御している場合には、図８
における加速領域にペダルストロークがあると直ちに減速領域へペダルストロークを減少
させる為、減少方向の変位量が大きく又は早くペダルストロークが変化する。
【００９４】
　一方、所望する車速に近づくと減速領域ではペダルストロークを増加、又は一定に維持
する。
【００９５】
　この関係に基づき、図９に示すようにある時間間隔で複数回ペダルストロークを検出し
、例えば過去１０ステップ分のペダルストロークの検出結果を用いてペダルストロークに
おける検出結果の線密度を計算する。
【００９６】
　図９を例にすれば、加速領域にあるペダルストロークの検出結果、すなわち車両の加速
期間中の要求加速度を複数回検出した結果は、図中の７から１０の点であり、Ｌ１の距離
の間に４点分布しており、密度は４／Ｌ１である。　一方、減速領域にあるペダルストロ
ークの検出結果、すなわち車両の減速期間中の要求減速度を複数回検出した結果は図中の
１から６の点でＬ２の距離に６点分布しており、密度は６／Ｌ２である。図の例では、分
布の距離はＬ１＞Ｌ２の関係であり、点の数は６＞４である為、減速領域にあるペダルス
トロークの検出結果の密度が高い、少なくとも最近の検出点が減速領域又は発生トルクの
ゼロ点付近にあり、且つ減速側の線密度が加速側と等しいか、大きな場合に惰性走行を提
供する。上記発生トルクのゼロ点とは車両１００を加速も減速もさせないエンジン１０１
の発生トルクであって、ゼロ点付近はこのトルクから絶対値で５Ｎｍ至る１０Ｎｍ発生ト
ルクが変化する領域内を言う。
【００９７】
　惰性走行が提供されたのちにペダルストロークが加速領域に入った場合には加速の為に
惰性走行を中止する。一方、惰性走行が提供されたのちにペダルストロークがゼロになっ
た場合には惰性走行を継続し、その後再びペダルストロークが増加した場合にはストロー
クが減速領域にあっても惰性走行を中止するようにする。
【００９８】
　図９では線密度を求める方法を説明したが、図１０に示すように、加速領域、並びに減
速領域として検出する領域を変更して、その領域にある検出結果の数を比較することでも
惰性走行の判定に用いることができる。図１０の場合には、図中２及び３、並びに１０の
計測点は判定から除外され、残る１及び４から６の点、と７から９の点の数を比較する。
この場合には減速側領域にある点の数が多く、惰性走行を提供する。
【００９９】
　また、図中の点に付した番号は、数字が若いほどより最近計測結果を示しており、１と
して計測される点が減速領域の外側ある場合には計測点の密度や数が惰性走行の条件を満
たしていても惰性走行の提供を抑制する。これは判定のタイミングまでに運転者の要求減
速度が変化し、１の検出点が加速領域にあれば、減速要求が無くなり加速操作を行ってい
ることと判断され、また、大幅にマイナストルクが発生する点に検出されれば、エンジン
ブレーキによる減速を要求していると判断される為である。
【０１００】
　この判定を行う点は１の検出点のみでは無く、最近の数点を用いてもよく、全計測点未
満の点数の何れかの点数でも構わない。
【０１０１】
　アクセルストロークの検出間隔は、任意の値を設定できるが、例えばコントロールユニ
ット１１０の制御周期の整数倍を設定するとよい。このような間隔として１０ミリ秒至る
１０００ミリ秒が適当であり、５０ミリ秒至る５００ミリ秒がさらに適当であり１００ミ
リ秒程度に設定されるのが良い。
【０１０２】
　また、図９及び図１０では１０点の検出結果を例として挙げたが、検出点の数もこれに
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限られるものでは無く、任意の値を設定できる。すべての計測点が１００ミリ秒至る５０
００ミリ秒間に分布する数を設定するのが良く、５点から５００点程度の検出結果を用い
るのがより適当である。これよりも少ない点であれば判定精度に問題があり、これよりも
多くの点を設定するとコントロールユニット１１０の計算リソースに影響が出る虞がある
。
【０１０３】
　また図１０に示したようにペダルストロークのある領域に分布する検出点のみを対象と
する場合には、全計測点に対して個数を数える計測点の数が一定数以上含まれていること
を条件とするなどの限定を加える運用も想定される。
【０１０４】
　実施例２ではエンジン回転数を用いたが、これに限らず、車輪速度１２１と変速機１０
３の変速比から求めた変速機１０３の入力軸回転数を用いてもよい。変速機１０３の入力
軸回転数を用いることで、エンジン１０１を停止してもペダルストロークが加速領域にあ
るのか減速領域にあるのかを判定することができ、ペダルストロークが加速領域にあれば
直ちに加速の為に惰性走行を終了できる。
【０１０５】
　実施例２ではアクセルストロークに対する加速領域と減速領域の範囲を固定としたが、
これを可変としてもよく、例えば車速に基づいて領域を可変にしてもよい。車速が高速化
するとアクセルオフによるエンジンブレーキを期待するシーンが多くなると考えられる為
減速領域を小さくすることで、運転者がエンジンブレーキを期待する情況でより好的にエ
ンジンブレーキを提供できるようにすることができる。
【０１０６】
　実施例２では、アクセルストロークを元に惰性走行を提供する方法を示した。図１１を
用いてアクセルペダルが操作されていない状態が１秒程度継続する場合に惰性走行を提供
する比較例を挙げ、本願の効果を説明する。比較例では、アクセルペダルの操作が行われ
ていない状態が１秒程度継続することで惰性走行を提供する。したがってその間にはエン
ジンブレーキが作用し、車速が低下して燃費が悪化するばかりか、運転者のアクセル操作
に反して、エンジンブレーキ中に惰性走行が提供される、乗員に違和感を与える虞がある
。
【０１０７】
　対して実施例では、エンジンブレーキが発生する前に、アクセルペダルが緩やかに戻さ
れたことを検出して惰性走行を提供することで、乗員への違和感が無く、車速の低下の少
ない惰性走行を提供できる。
【実施例３】
【０１０８】
　シフトポジションセンサ１２０を協調する実施例について詳述する。
【０１０９】
　実施例１や実施例２に示した構成に加えて、例えば、無段変速機や自動式の有段変速機
を備えた車両であれば、惰性走行を提供したのちにドライブレンジからＬ２やＬ１といっ
た強めにエンジンブレーキを要求するレンジにシフトが操作される場合には惰性走行を停
止してエンジンブレーキが発生するようにする。このようなシーンは惰性走行状態で下り
坂などに侵入するようなシーンが想定される。
【０１１０】
　逆に、アクセルペダルやブレーキペダル並びにかじ取り装置が操作されていない状態で
、いわゆるＬ１やＬ２といったエンジンブレーキが要求されるレンジからドライブレンジ
へ切り替えがなされた場合には運転者の要求減速度が減少したと判断される為停止してい
た惰性走行を再開することができる。
【０１１１】
　その他の構成は実施例１並びに２と同じである。
【実施例４】
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【０１１２】
　車輪速度センサ１２１を協調する実施例について詳述する。
車両１００は前進後退のみならず、かじ取り装置１１７によって運転者の要求する方向へ
旋回が可能である。旋回中に車両１００が横滑りを生じるような場合には図示しない横滑
り防止装置によって横滑り防止制御が発生する。このとき横滑り防止装置は図示しないＡ
ＢＳ装置やトラクションコントロールシステムを協調操作し車両１００の走行安定性を維
持する。したがってこのような場合に惰性走行を提供することは適当では無く、これらの
制御に備えて惰性走行を終了する必要がある。舵角センサ１１８によるかじ取り装置１１
７の操作量が所定値を上回るような場合には惰性走行を終了する。操作量は例えば舵角セ
ンサ１１８によって検出されるステアリング操作角度である。
【０１１３】
　その他の構成は実施例１至る実施例３と同じである。
【実施例５】
【０１１４】
　舵角センサ１１８による舵角情報を協調する実施例について詳述する。
【０１１５】
　車輪速度センサ１２１によって車両１００が低μ路を走行していることを検出すること
ができる。例えば左右や前後の車輪１０４の速度差を検出し、速度差が所定位置以上存在
する場合に、車輪が空転していることを検出できる。低μ路を走行する場合には、上述の
横滑り防止装置やＡＢＳが作動する機会が多くなることが予想される為あらかじめこのよ
うな低μ路を走行していることを検出した場合には惰性走行を禁止するなどの制御の変更
がなされることが望ましい。
【０１１６】
　この他の構成は実施例１至る実施例４と同様である。
【実施例６】
【０１１７】
　外界認識情報を協調する実施例について詳述する。
【０１１８】
　外界認識手段１２２は自車の前方にある先行車両や障害物を検出する。自車の前方に先
行車両が認められる場合は、自車は先行車両に追従して走行していると考えられる為、先
行車両と自車の関係に基づき惰性走行を提供する。
【０１１９】
　先行車両や障害物に対して自車が接近を続けている場合には運転者が急制動や急ハンド
ルによってこれらを回避しなければならない事態に陥る可能性がある。このような場合に
惰性走行を提供するとＡＢＳやトラクションコントロールシステムなどの作動に問題を生
ずる可能性があり好ましく無い。
【０１２０】
　また渋滞路などを走行している場合には先行車両との間隔が接近し、緩やかなブレーキ
やアクセルの操作によって車両を低速走行させている場合なども想定される。このような
場合に惰性走行が提供されるとエンジン停止再始動の繰り返しやクラッチ切り離しによる
クリープトルクの喪失など運転者に違和感を生ずる可能性があるばかりか、燃料消費量を
増大させる虞もあり好ましく無い。
【０１２１】
　したがって、外界認識手段１２２によって例えば前方の２０ｍ以内に障害物や先行車両
が検出される場合には惰性走行の提供を抑制する。なお、前方２０ｍは一例であり、車両
１００の走行速度によって可変としてもよく、例えば時速３０ｋｍ以上で走行する場合に
は惰性走行の提供を抑制する距離を１０ｍに設定すると言った運用が想定される。
【０１２２】
　なお、既に惰性走行が提供されている状態で先行車への接近が認められる場合がある。
このような場合には、既存の衝突回避システムやプリクラッシュセーフティシステムによ
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い。このようにすることで惰性走行機会を増やし燃料消費量を抑制することができる。
【０１２３】
　この他の構成は実施例１至る実施例５と同様である。
【０１２４】
　なお、衝突回避システムやプリクラッシュセーフティシステムは既存の技術をそのまま
適用できる為ここでは説明を省略する。
【実施例７】
【０１２５】
　外界認識手段１２２に加速度センサを用いてこれを協調する実施例を詳述する。
【０１２６】
　加速度センサによって車両１００の走行路の勾配を検出することができる。車両１００
が例えば８％以上の急勾配を登坂又は下る際には惰性走行の提供を抑制する。急勾配を登
坂する際に惰性走行を提供すると急速に車速が低下する場合があり、頻繁な惰性走行の切
り替えによって燃料消費量が増大する可能性がある。また、下る場合にも惰性走行を提供
するとエンジンブレーキを作用させる機会が減少して、フットブレーキを多用することに
なる為、ベーパーロック等の危険な状態に陥る可能性がある為好ましく無い。
【０１２７】
　加速度センサによって勾配を検出する方法は特に限定されず、従来公知のものを利用で
きる。この他の構成は実施例１至る実施例６と同様である。
【０１２８】
　上述した実施例は本発明の最良な実施形態を示したものであり、必ずしも説明したすべ
ての構成が含まれることによって特徴づけられるものでは無く、説明した実施形態の構成
に限定されるものでは無い。ある実施例の一部を別の実施例に置き換えることが可能であ
り、その特徴を著しく変更しない限り各実施例の構成の一部について、他の構成の追加・
削除・置換が可能である。
【符号の説明】
【０１２９】
１００・・・車両、１０１・・・エンジン、１０２・・・トルクコンバータ、１０３・・
・変速機、１０４・・・車輪、１０５・・・スタータモータ、１０６・・・オルタネータ
、１０７・・・電池、１０８・・・油圧ポンプ、１０９・・・電動式油圧ポンプ、１１０
・・・コントロールユニット、１１１・・・アクセルペダル、１１２・・・アクセルペダ
ルストロークセンサ、１１３・・・ブレーキペダル、１１４・・・ブレーキスイッチ、１
１５・・・ブレーキ装置、１１６・・・マスタシリンダ圧センサ、１１７・・・かじ取り
装置、１１８・・・舵角センサ、１１９・・・シフトレバー、１２０・・・シフトポジシ
ョンセンサ、１２１・・・車輪速度センサ、１２２・・・外界認識手段
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