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(57)【要約】
　車両１のアクチュエータ装置３Ａ，３Ｂ，３Ｃの動作を制御する制御手段１０は、車両
モデル４１を用いて車両１の将来挙動の時系列を作成する。このとき、車両モデル４１の
状態量は、実際の車両１の状態量に基づいて初期化され、その初期状態量を起点として将
来挙動が作成される。その将来挙動は、現在時刻での車両モデル４１におけるアクチュエ
ータ装置の動作指令を、車両１のステアリングホイールなどの操作器５の操作に応じた基
本値に一致させ、もしくは近づけるようにして作成される。作成した将来挙動における車
両の運動、路面反力および車輪の滑りなどの評価対象が所定の制約条件を満たしているか
否かを評価し、その評価結果に基づいてアクチュエータ装置３Ａ，３Ｂ，３Ｃの動作指令
を逐次決定する。これにより、車両の将来の挙動を適切に予測しながら、車両の好適な走
行を行なうことを可能とする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の車輪を有する車両の操縦者が該車両を操縦すべく操作する操作器と、
　該操縦者による該操作器の操作状態を表す運転操作量を検出する運転操作量検出手段と
、
　所定の動作指令に応じて前記車両の所定の運動を操作可能に該車両に設けられたアクチ
ュエータ装置と、
　少なくとも前記運転操作量に応じて、前記アクチュエータ装置に対する前記動作指令を
逐次決定しつつ、その決定した動作指令により該アクチュエータ装置の動作を制御するア
クチュエータ装置制御手段と、
　前記車両の実際の運動に係わる所定の第１の状態量である実状態量を検出または推定す
る実状態量把握手段とを備えた車両の制御装置において、
　前記アクチュエータ装置制御手段は、
　前記車輪の滑りと該車輪に作用する路面反力との関係を表す摩擦モデル、前記車両の運
動と前記路面反力との関係を表す動力学モデル、並びに前記アクチュエータ装置の動作特
性を表すモデルを少なくとも含む車両モデルと、
　少なくとも前記車両モデル上での車両の運動に係わる前記第１の状態量を初期化対象状
態量とし、現在時刻またはその近傍の所定時刻における前記初期化対象状態量の値を少な
くとも現在時刻以前の前記実状態量に基づいて決定した値に初期化する車両モデル初期化
手段と、
　少なくとも現在時刻以前の前記運転操作量を基に、現在時刻以後の将来の運転操作量の
時系列を決定する将来運転操作量決定手段と、
　前記車両モデルのアクチュエータ装置に対する前記動作指令と該動作指令を与えた前記
車両モデル上で発生する車両の運動と路面反力と車輪の滑りとの組の現在時刻以後の将来
の時系列である将来車両挙動を、所定の第１の制御則に従って、少なくとも前記決定され
た将来の運転操作量の時系列と前記初期化対象状態量の値を初期化した前記車両モデルで
ある初期化済車両モデルとを用いて決定する第１の将来車両挙動決定手段と、
　前記将来車両挙動のうちの車両の運動と路面反力と車輪の滑りとのうちの少なくともい
ずれか一つを評価対象とし、その評価対象が所定の制約条件を満たしているか否かを評価
する評価手段とを備え、
　前記動作指令を新たに決定するとき、前記車両モデル初期化手段、将来運転操作量決定
手段、および第１の将来車両挙動決定手段の処理を実行して前記将来車両挙動を決定する
と共にその決定した将来車両挙動の前記評価対象に対して前記評価手段の処理を実行し、
少なくとも該評価手段の評価結果に基づいて前記アクチュエータ装置の新たな動作指令を
決定することを特徴とする車両の制御装置。
【請求項２】
　前記アクチュエータ装置制御手段は、前記動作指令を新たに決定するとき、前記第１の
将来車両挙動決定手段により決定した前記将来車両挙動の評価対象が前記所定の制約条件
を満たしている場合には、該将来車両挙動のうちの現在時刻における動作指令を前記新た
な動作指令として決定し、該将来車両挙動の評価対象が前記所定の制約条件を満たしてい
ない場合には、該将来車両挙動のうちの現在時刻における動作指令を所定の修正規則に従
って修正してなる動作指令を前記新たな動作指令として決定することを特徴とする請求項
１記載の車両の制御装置。
【請求項３】
　前記アクチュエータ装置制御手段は、前記第１の将来車両挙動決定手段により決定した
前記将来車両挙動を第１の将来車両挙動とし、該第１の将来車両挙動の評価対象が前記所
定の制約条件を満たしていない場合に、該第１の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列
と異なるパターンの動作指令の時系列を有する第２の将来車両挙動を、所定の第２の制御
則に従って、少なくとも前記初期化済車両モデルを用いて決定する第２の将来車両挙動決
定手段を備え、前記動作指令を新たに決定するとき、前記第１の将来車両挙動の評価対象
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が前記所定の制約条件を満たしている場合には、該第１の将来車両挙動のうちの現在時刻
における動作指令を前記新たな動作指令として決定し、該第１の将来車両挙動の評価対象
が前記所定の制約条件を満たしていない場合には、前記第２の将来車両挙動決定手段によ
り決定した第２の将来車両挙動の前記評価対象に対して前記評価手段の処理を実行し、少
なくとも該第２の将来車両挙動の評価対象の評価結果に基づいて前記新たな動作指令を決
定することを特徴とする請求項１記載の車両の制御装置。
【請求項４】
　前記アクチュエータ装置制御手段は、前記第１の将来車両挙動決定手段により決定した
前記将来車両挙動を第１の将来車両挙動とし、該第１の将来車両挙動の評価対象が前記所
定の制約条件を満たしていない場合に、該第１の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列
と異なるパターンの動作指令の時系列を有する第２の将来車両挙動を決定するための第２
の制御則を、あらかじめ定められた複数種類の制御則の中から前記第１の将来車両挙動の
評価対象の前記制約条件からの逸脱状態に応じて選択する制御則選択手段と、その選択さ
れた第２の制御則に従って、少なくとも前記初期化済車両モデルを用いて前記第２の将来
車両挙動を決定する第２の将来車両挙動決定手段とを備え、前記動作指令を新たに決定す
るとき、前記第１の将来車両挙動の評価対象が前記所定の制約条件を満たしている場合に
は、該第１の将来車両挙動のうちの現在時刻における動作指令を前記新たな動作指令とし
て決定し、該第１の将来車両挙動の評価対象が前記所定の制約条件を満たしていない場合
には、前記第２の将来車両挙動決定手段により決定した第２の将来車両挙動の評価対象に
対して前記評価手段の処理を実行し、少なくとも前記決定した該第２の将来車両挙動の評
価対象の評価結果に基づいて前記新たな動作指令を決定することを特徴とする請求項１記
載の車両の制御装置。
【請求項５】
　前記アクチュエータ装置制御手段は、前記第１の将来車両挙動決定手段により決定した
前記将来車両挙動を第１の将来車両挙動とし、Ｍをあらかじめ定めた２以上の整数値とし
たとき、第ｍ－１（ｍ：２≦ｍ≦Ｍとなる任意の整数）の将来車両挙動の前記評価対象が
前記所定の制約条件を満たしていない場合に、第１～第ｍ－１の将来車両挙動のそれぞれ
の動作指令の時系列と異なるパターンの動作指令の時系列を有する第ｍの将来車両挙動を
、所定の第ｍの制御則に従って、少なくとも前記初期化済車両モデルを用いて決定する第
ｍの将来車両挙動決定手段を備え、前記動作指令を新たに決定するとき、前記第ｍ－１の
将来車両挙動の評価対象が前記所定の制約条件を満たしている場合には、該第ｍ－１の将
来車両挙動のうちの現在時刻における動作指令を前記新たな動作指令として決定し、該第
ｍ－１の将来車両挙動の評価対象が前記所定の制約条件を満たしていない場合には、前記
第ｍの将来車両挙動決定手段により前記第ｍの将来車両挙動を決定するという処理をｍ＝
２から順番に実行し、第Ｍの将来車両挙動を決定したときには、少なくとも第Ｍの将来車
両挙動の前記評価対象に対する前記評価手段の評価結果に基づいて前記新たな動作指令を
決定することを特徴とする請求項１記載の車両の制御装置。
【請求項６】
　前記第２～第Ｍの制御則の組があらかじめ複数組用意されており、前記第２～第Ｍの将
来車両挙動決定手段は、前記決定した第１の将来車両挙動の評価対象の前記所定の制約条
件からの逸脱状態に応じて前記第２～第Ｍの制御則の組を前記複数組の中から選択し、該
第２～第Ｍの将来車両挙動決定手段のうちの任意の第ｍの将来車両挙動決定手段は、前記
選択した組の第２～第Ｍの制御則のうちの第ｍの制御則に従って、前記第ｍの将来車両挙
動を決定することを特徴とする請求項５記載の車両の制御装置。
【請求項７】
　前記第１の将来車両挙動決定手段は、少なくとも前記決定された将来の運転操作量の時
系列を基に、現在時刻以後の将来の前記動作指令の基本値の時系列である将来基本動作指
令を決定する手段を備え、該第１の将来車両挙動決定手段が前記将来車両挙動を決定する
ための前記第１の制御則は、少なくとも前記将来車両挙動のうちの現在時刻における動作
指令と、前記決定した将来基本動作指令のうちの現在時刻における前記基本値との差が０
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に近づき、又は０に一致するように前記将来車両挙動を決定する制御則であることを特徴
とする請求項１記載の車両の制御装置。
【請求項８】
　前記第１の将来車両挙動決定手段は、少なくとも前記決定された将来の運転操作量の時
系列を基に、現在時刻以後の将来の前記動作指令の基本値の時系列である将来基本動作指
令を決定する手段を備え、該第１の将来車両挙動決定手段が前記将来車両挙動を決定する
ための前記第１の制御則は、少なくとも前記将来車両挙動のうちの現在時刻における動作
指令と、前記決定した将来基本動作指令のうちの現在時刻における前記基本値との差が０
に近づき、又は０に一致するように前記将来車両挙動を決定する制御則であり、
　その決定した将来車両挙動の前記評価対象が前記所定の制約条件を満たしていない場合
に、該将来車両挙動のうちの現在時刻における動作指令を修正するための前記修正規則は
、該将来車両挙動のうちの現在時刻における動作指令を修正してなる動作指令と、前記決
定した将来基本動作指令のうちの現在時刻における前記基本値との差が、該将来車両挙動
のうちの現在時刻における修正前の動作指令と前記決定した将来基本動作指令のうちの現
在時刻における前記基本値との差よりも０から遠ざかるように該将来車両挙動のうちの現
在時刻における動作指令の値を修正する規則であることを特徴とする請求項２記載の車両
の制御装置。
【請求項９】
　前記第１の将来車両挙動決定手段は、少なくとも前記決定された将来の運転操作量の時
系列を基に、現在時刻以後の将来の前記動作指令の基本値の時系列である将来基本動作指
令を決定する手段を備え、該第１の将来車両挙動決定手段が前記第１の将来車両挙動を決
定するための前記第１の制御則は、少なくとも前記第１の将来車両挙動のうちの現在時刻
における動作指令と、前記決定した将来基本動作指令のうちの現在時刻における前記基本
値との差が０に近づき、又は０に一致するように前記第１の将来車両挙動を決定する制御
則であり、
　前記第２の将来車両挙動決定手段が前記第２の将来車両挙動を決定するための前記第２
の制御則は、前記第２の将来車両挙動のうちの現在時刻における動作指令と前記決定した
将来基本動作指令のうちの現在時刻における前記基本値との差をΔ2(1)とし、前記第２の
将来車両挙動のうちの現在時刻の次の時刻における動作指令と前記決定した将来基本動作
指令のうちの現在時刻の次の時刻における前記基本値との差をΔ2(2)とし、前記第１の将
来車両挙動のうちの現在時刻における動作指令と前記決定した将来基本動作指令のうちの
現在時刻における前記基本値との差をΔ1(1)とし、前記第１の将来車両挙動のうちの現在
時刻の次の時刻における動作指令と前記決定した将来基本動作指令のうちの現在時刻の次
の時刻における前記基本値との差をΔ1(2)としたとき、少なくともΔ2(1)がΔ1(1)よりも
０から遠ざかり、または、Δ2(2)がΔ1(2)よりも０から遠ざかるように前記第２の将来車
両挙動を決定する制御則であることを特徴とする請求項３記載の車両の制御装置。
【請求項１０】
　前記第２の将来車両挙動決定手段が前記第２の将来車両挙動を決定するための前記第２
の制御則は、該第２の将来車両挙動の任意の時刻ｋにおける動作指令と、前記決定した将
来基本動作指令のうちの該時刻ｋにおける前記基本値との差を、該時刻ｋの進行に伴い徐
々に０から遠ざけるように前記第２の将来車両挙動を決定する制御則であることを特徴と
する請求項９記載の車両の制御装置。
【請求項１１】
　前記第１の将来車両挙動決定手段は、少なくとも前記決定された将来の運転操作量の時
系列を基に、現在時刻以後の将来の前記動作指令の基本値の時系列である将来基本動作指
令を決定する手段を備え、該第１の将来車両挙動決定手段が前記第１の将来車両挙動を決
定するための前記第１の制御則は、少なくとも前記第１の将来車両挙動のうちの現在時刻
における動作指令と、前記決定した将来基本動作指令のうちの現在時刻における前記基本
値との差が０に近づき、又は０に一致するように前記第１の将来車両挙動を決定する制御
則であり、
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　前記第ｍの将来車両挙動決定手段が前記第ｍの将来車両挙動を決定するための前記第ｍ
の制御則は、前記第ｍの将来車両挙動のうちの現在時刻における動作指令と前記決定した
将来基本動作指令のうちの現在時刻における前記基本値との差をΔm(1)とし、前記第ｍの
将来車両挙動のうちの現在時刻の次の時刻における動作指令と前記決定した将来基本動作
指令のうちの現在時刻の次の時刻における前記基本値との差をΔm(2)とし、前記第ｍ－１
の将来車両挙動のうちの現在時刻における動作指令と前記決定した将来基本動作指令のう
ちの現在時刻における前記基本値との差をΔm-1(1)とし、前記第ｍ－１の将来車両挙動の
うちの現在時刻の次の時刻における動作指令と前記決定した将来基本動作指令のうちの現
在時刻の次の時刻における前記基本値との差をΔm-1(2)としたとき、少なくともΔm(1)が
Δm-1(1)よりも０から遠ざかり、または、Δm(2)がΔm-1(2)よりも０から遠ざかるように
前記第ｍの将来車両挙動を決定する制御則であることを特徴とする請求項５記載の車両の
制御装置。
【請求項１２】
　前記第ｍの将来車両挙動決定手段が前記第ｍの将来車両挙動を決定するための前記第ｍ
の制御則は、該第ｍの将来車両挙動の任意の時刻ｋにおける動作指令と、前記決定した将
来基本動作指令のうちの該時刻ｋにおける前記基本値との差を、該時刻ｋの進行に伴い徐
々に０から遠ざけるように前記第ｍの将来車両挙動を決定する制御則であることを特徴と
する請求項１１記載の車両の制御装置。
【請求項１３】
　前記第１の将来車両挙動決定手段が前記将来車両挙動を決定するための前記第１の制御
則は、該将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各値を現在時刻側から時系列的に前記
初期化済車両モデルに入力して該初期化済車両モデルの演算処理を実行した場合に該演算
処理により決定される前記路面反力および車輪の滑りのうちの少なくともいずれか一方が
所定の許容範囲に収まるように、該将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各値を制限
する処理を含むことを特徴とする請求項１記載の車両の制御装置。
【請求項１４】
　前記第１の将来車両挙動決定手段が前記将来車両挙動を決定するための前記第１の制御
則は、少なくとも前記決定された将来の運転操作量の時系列を基に、所定の第１ａ規則に
より前記将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各仮値を決定する処理と、少なくとも
前記決定した動作指令の各仮値を現在時刻側から時系列的に前記初期化済車両モデルに入
力して該初期化済車両モデルの演算処理を実行することにより、該動作指令の時系列の各
仮値と組になる前記路面反力および車輪の滑りのうちの少なくともいずれか一方を制限対
象として求める処理と、その求めた制限対象が所定の許容範囲を逸脱しているか否かを判
断する処理と、前記各仮値に対して、該仮値と組になる前記制限対象が前記所定の許容範
囲を逸脱していない場合には、該仮値を前記将来車両挙動のうちの動作指令の時系列を構
成する値として決定し、該仮値と組になる前記制限対象が前記所定の許容範囲を逸脱して
いる場合には、所定の第１ｂ規則により、その逸脱した制限対象が前記所定の許容範囲に
収まるように、もしくは収まる状態に近づくように該仮値を修正してなる値を、前記将来
車両挙動のうちの動作指令の時系列を構成する値として決定する処理とを含むことを特徴
とする請求項１記載の車両の制御装置。
【請求項１５】
　前記第１の将来車両挙動決定手段が前記第１の将来車両挙動を決定するための前記第１
の制御則は、該第１の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各値を現在時刻側から時
系列的に前記初期化済車両モデルに入力して該初期化済車両モデルの演算処理を実行した
場合に、該演算処理により決定される前記路面反力および車輪の滑りのうちの少なくとも
いずれか一方が所定の許容範囲に収まるように、該第１の将来車両挙動のうちの動作指令
の時系列の各値を制限する処理を含み、
　前記第２の将来車両挙動決定手段が前記第２の将来車両挙動を決定するための前記第２
の制御則は、該第２の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各値を現在時刻側から時
系列的に前記初期化済車両モデルに入力して該初期化済車両モデルの演算処理を実行した
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場合に、該演算処理により決定される前記路面反力および車輪の滑りのうちの少なくとも
いずれか一方が前記所定の許容範囲に収まるように、該第２の将来車両挙動のうちの動作
指令の時系列の各値を制限する処理を含むことを特徴とする請求項３記載の車両の制御装
置。
【請求項１６】
　前記第１の将来車両挙動決定手段が前記第１の将来車両挙動を決定するための第１の制
御則は、少なくとも前記決定された将来の運転操作量の時系列を基に、所定の第１ａ規則
により前記第１の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各仮値を決定する処理と、該
第１の将来車両挙動のうちの前記決定した動作指令の各仮値を現在時刻側から時系列的に
前記初期化済車両モデルに入力して該初期化済車両モデルの演算処理を実行することによ
り、該動作指令の時系列の各仮値と組になる前記路面反力および車輪の滑りのうちの少な
くともいずれか一方を制限対象として求める処理と、その求めた制限対象が所定の許容範
囲を逸脱しているか否かを判断する処理と、前記第１の将来車両挙動のうちの動作指令の
時系列の各仮値に対して、該仮値と組になる前記制限対象が前記所定の許容範囲を逸脱し
ていない場合には、該仮値を前記第１の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列を構成す
る値として決定し、該仮値と組になる前記制限対象が前記所定の許容範囲を逸脱している
場合には、所定の第１ｂ規則により、その逸脱した制限対象が前記所定の許容範囲に収ま
るように、もしくは収まる状態に近づくように該仮値を修正してなる値を、前記第１の将
来車両挙動のうちの動作指令の時系列を構成する値として決定する処理とを含み、
　前記第２の将来車両挙動決定手段が前記第２の将来車両挙動を決定するための前記第２
の制御則は、所定の第２ａ規則により、前記第２の将来車両挙動のうちの動作指令の時系
列の各仮値を決定する処理と、少なくとも該第２の将来車両挙動のうちの前記決定した動
作指令の各仮値を現在時刻側から時系列的に前記初期化済車両モデルに入力して該初期化
済車両モデルの演算処理を実行することにより、該第２の将来車両挙動のうちの動作指令
の時系列の各仮値と組になる前記路面反力および車輪の滑りのうちの少なくともいずれか
一方を制限対象として求める処理と、その求めた制限対象が所定の許容範囲を逸脱してい
るか否かを判断する処理と、前記第２の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各仮値
に対して、該仮値と組になる前記制限対象が前記所定の許容範囲を逸脱していない場合に
は、該仮値を前記第２の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列を構成する値として決定
し、該仮値と組になる前記制限対象が前記所定の許容範囲を逸脱している場合には、所定
の第２ｂ規則により、その逸脱した制限対象が前記所定の許容範囲に収まるように、もし
くは収まる状態に近づくように該仮値を修正してなる値を、前記第２の将来車両挙動のう
ちの動作指令の時系列を構成する値として決定する手段とを備えることを特徴とする請求
項３記載の車両の制御装置。
【請求項１７】
　前記第１の将来車両挙動決定手段が前記第１の将来車両挙動を決定するための前記第１
の制御則は、該第１の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各値を現在時刻側から時
系列的に前記初期化済車両モデルに入力して該初期化済車両モデルの演算処理を実行した
場合に、該演算処理により決定される前記路面反力および車輪の滑りのうちの少なくとも
いずれか一方が所定の許容範囲に収まるように、該第１の将来車両挙動のうちの動作指令
の時系列の各値を制限する処理を含み、
　前記第ｍの将来車両挙動決定手段が前記第ｍの将来車両挙動を決定するための前記第ｍ
の制御則は、該第ｍの将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各値を現在時刻側から時
系列的に前記初期化済車両モデルに入力して該初期化済車両モデルの演算処理を実行した
場合に、該演算処理により決定される前記路面反力および車輪の滑りのうちの少なくとも
いずれか一方が前記所定の許容範囲に収まるように、該第ｍの将来車両挙動のうちの動作
指令の時系列の各値を制限する処理を含むことを特徴とする請求項５記載の車両の制御装
置。
【請求項１８】
　前記第１の将来車両挙動決定手段が前記第１の将来車両挙動を決定するための第１の制
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御則は、少なくとも前記決定された将来の運転操作量の時系列を基に、所定の第１ａ規則
により前記第１の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各仮値を決定する処理と、該
第１の将来車両挙動のうちの前記決定した動作指令の各仮値を現在時刻側から時系列的に
前記初期化済車両モデルに入力して該初期化済車両モデルの演算処理を実行することによ
り、該動作指令の時系列の各仮値と組になる前記路面反力および車輪の滑りのうちの少な
くともいずれか一方を制限対象として求める処理と、その求めた制限対象が所定の許容範
囲を逸脱しているか否かを判断する処理と、前記第１の将来車両挙動のうちの動作指令の
時系列の各仮値に対して、該仮値と組になる前記制限対象が前記所定の許容範囲を逸脱し
ていない場合には、該仮値を前記第１の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列を構成す
る値として決定し、該仮値と組になる前記制限対象が前記所定の許容範囲を逸脱している
場合には、所定の第１ｂ規則により、その逸脱した制限対象が前記所定の許容範囲に収ま
るように、もしくは収まる状態に近づくように該仮値を修正してなる値を、前記第１の将
来車両挙動のうちの動作指令の時系列を構成する値として決定する処理とを含み、
　前記第ｍの将来車両挙動決定手段が前記第ｍの将来車両挙動を決定するための前記第ｍ
の制御則は、所定の第ｍａ規則により、前記第ｍの将来車両挙動のうちの動作指令の時系
列の各仮値を決定する処理と、少なくとも該第ｍの将来車両挙動のうちの前記決定した動
作指令の各仮値を現在時刻側から時系列的に前記初期化済車両モデルに入力して該初期化
済車両モデルの演算処理を実行することにより、該第ｍの将来車両挙動のうちの動作指令
の時系列の各仮値と組になる前記路面反力および車輪の滑りのうちの少なくともいずれか
一方を制限対象として求める処理と、その求めた制限対象が所定の許容範囲を逸脱してい
るか否かを判断する処理と、前記第ｍの将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各仮値
に対して、該仮値と組になる前記制限対象が前記所定の許容範囲を逸脱していない場合に
は、該仮値を前記第ｍの将来車両挙動のうちの動作指令の時系列を構成する値として決定
し、該仮値と組になる前記制限対象が前記所定の許容範囲を逸脱している場合には、所定
の第ｍｂ規則により、その逸脱した制限対象が前記所定の許容範囲に収まるように、もし
くは収まる状態に近づくように該仮値を修正してなる値を、前記第２の将来車両挙動のう
ちの動作指令の時系列を構成する値として決定する手段とを備えることを特徴とする請求
項５記載の車両の制御装置。
【請求項１９】
　前記第１の将来車両挙動決定手段は、少なくとも前記決定された将来の運転操作量の時
系列を基に、現在時刻以後の将来の前記動作指令の基本値の時系列である将来基本動作指
令を決定する手段を備え、該第１の将来車両挙動決定手段が前記将来車両挙動のうちの動
作指令の各仮値を決定するための前記第１ａ規則は、少なくとも前記将来車両挙動のうち
の現在時刻における動作指令と、前記決定した将来基本動作指令のうちの現在時刻におけ
る前記基本値との差が０に近づき、又は０に一致するように前記将来車両挙動を決定する
規則であることを特徴とする請求項１４記載の車両の制御装置。
【請求項２０】
　前記第１の将来車両挙動決定手段は、少なくとも前記決定された将来の運転操作量の時
系列を基に、現在時刻以後の将来の前記動作指令の基本値の時系列である将来基本動作指
令を決定する手段を備え、
　該第１の将来車両挙動決定手段が前記第１の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の
各仮値を決定するための前記第１ａ規則は、少なくとも前記第１の将来車両挙動のうちの
現在時刻における動作指令と、前記決定した将来基本動作指令のうちの現在時刻における
前記基本値との差が０に近づき、又は０に一致するように前記第１の将来車両挙動のうち
の動作指令の時系列の各仮値を決定する規則であり、
　前記第２の将来車両挙動決定手段が前記第２の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列
の各仮値を決定するための前記第２ａ規則は、前記第２の将来車両挙動のうちの現在時刻
における動作指令と前記決定した将来基本動作指令のうちの現在時刻における前記基本値
との差をΔ2(1)とし、前記第２の将来車両挙動のうちの現在時刻の次の時刻における動作
指令と前記決定した将来基本動作指令のうちの現在時刻の次の時刻における前記基本値と
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の差をΔ2(2)とし、前記第１の将来車両挙動のうちの現在時刻における動作指令と前記決
定した将来基本動作指令のうちの現在時刻における前記基本値との差をΔ1(1)とし、前記
第１の将来車両挙動のうちの現在時刻の次の時刻における動作指令と前記決定した将来基
本動作指令のうちの現在時刻の次の時刻における前記基本値との差をΔ1(2)としたとき、
少なくともΔ2(1)がΔ1(1)よりも０から遠ざかり、または、Δ2(2)がΔ1(2)よりも０から
遠ざかるように前記第２の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各仮値を決定する規
則であることを特徴とする請求項１６記載の車両の制御装置。
【請求項２１】
　前記第２の将来車両挙動決定手段が前記第２の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列
の各仮値を決定するための前記第２ａ規則は、該第２の将来車両挙動の任意の時刻ｋにお
ける動作指令と、前記決定した将来基本動作指令のうちの該時刻ｋにおける前記基本値と
の差を、該時刻ｋの進行に伴い徐々に０から遠ざけるように前記第２の将来車両挙動のう
ちの動作指令の時系列の各仮値を決定する規則であることを特徴とする請求項２０記載の
車両の制御装置。
【請求項２２】
　前記第１の将来車両挙動決定手段は、少なくとも前記決定された将来の運転操作量の時
系列を基に、現在時刻以後の将来の前記動作指令の基本値の時系列である将来基本動作指
令を決定する手段を備え、
　該第１の将来車両挙動決定手段が前記第１の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の
各仮値を決定するための前記第１ａ規則は、少なくとも前記第１の将来車両挙動のうちの
現在時刻における動作指令と、前記決定した将来基本動作指令のうちの現在時刻における
前記基本値との差が０に近づき、又は０に一致するように前記第１の将来車両挙動のうち
の動作指令の時系列の各仮値を決定する規則であり、
　前記第ｍの将来車両挙動決定手段が前記第ｍの将来車両挙動のうちの動作指令の時系列
の各仮値を決定するための前記第ｍａ規則は、前記第ｍの将来車両挙動のうちの現在時刻
における動作指令と前記決定した将来基本動作指令のうちの現在時刻における前記基本値
との差をΔm(1)とし、前記第ｍの将来車両挙動のうちの現在時刻の次の時刻における動作
指令と前記決定した将来基本動作指令のうちの現在時刻の次の時刻における前記基本値と
の差をΔm(2)とし、前記第ｍ－１の将来車両挙動のうちの現在時刻における動作指令と前
記決定した将来基本動作指令のうちの現在時刻における前記基本値との差をΔm-1(1)とし
、前記第ｍ－１の将来車両挙動のうちの現在時刻の次の時刻における動作指令と前記決定
した将来基本動作指令のうちの現在時刻の次の時刻における前記基本値との差をΔm-1(2)
としたとき、少なくともΔm(1)がΔm-1(1)よりも０から遠ざかり、または、Δm(2)がΔm-
1(2)よりも０から遠ざかるように前記第ｍの将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各
仮値を決定する規則であることを特徴とする請求項１８記載の車両の制御装置。
【請求項２３】
　前記第ｍの将来車両挙動決定手段が前記第ｍの将来車両挙動のうちの動作指令の時系列
の各仮値を決定するための前記第ｍａ規則は、該第ｍの将来車両挙動の任意の時刻ｋにお
ける動作指令と、前記決定した将来基本動作指令のうちの該時刻ｋにおける前記基本値と
の差を、該時刻ｋの進行に伴い徐々に０から遠ざけるように前記第ｍの将来車両挙動のう
ちの動作指令の時系列の各仮値を決定する規則であることを特徴とする請求項２２記載の
車両の制御装置。
【請求項２４】
　前記アクチュエータ装置制御手段は、現在時刻以後の将来の車両の運動に係わる所定の
第２の状態量に対する規範状態である将来規範状態を少なくとも前記決定された将来の運
転操作量の時系列に基づき決定する規範状態決定手段と、その決定された規範状態に応じ
て前記将来の車両の運動に係わる第２の状態量の許容範囲を設定する許容範囲設定手段と
を備え、前記評価手段の処理における前記評価対象は、前記第２の状態量を含み、前記制
約条件は、該第２の状態量が前記決定された許容範囲内に収まるという条件を含むことを
特徴とする請求項１記載の車両の制御装置。
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【請求項２５】
　前記アクチュエータ装置制御手段は、少なくとも現在時刻以前に前記運転操作量検出手
段が検出した前記運転操作量に基づいて、前記車両の運動に係わる所定の第２の状態量に
対する現在時刻までの規範状態である現在時刻以前規範状態を逐次決定する第１規範状態
決定手段と、少なくとも前記決定された将来の運転操作量の時系列と前記決定された現在
時刻以前規範状態とに基づき、前記第２の状態量に対する現在時刻以後の将来の規範状態
である将来規範状態を決定する第２規範状態決定手段とを備え、
　前記第１の将来車両挙動決定手段が前記将来車両挙動を決定するための前記第１の制御
則は、該将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各値を現在時刻側から時系列的に前記
初期化済車両モデルに入力して該初期化済車両モデルの演算処理を実行した場合に該演算
処理により決定される前記車両の運動に係わる前記第２の状態量が前記決定された将来規
範状態に近づくように、前記将来車両挙動を決定する制御則であることを特徴とする請求
項１記載の車両の制御装置。
【請求項２６】
　前記第１の将来車両挙動決定手段が決定する前記将来車両挙動のうちの任意の時刻ｋに
おける動作指令は、フィードフォワード成分とフィードバック成分との合成値であり、前
記第１の将来車両挙動決定手段が前記将来車両挙動の決定するための前記第１の制御則は
、該将来車両挙動のうちの時刻ｋにおける動作指令の前記フィードフォワード成分を、少
なくとも前記決定された将来の運転操作量の時系列のうちの時刻ｋまたは時刻ｋ－１にお
ける運転操作量の値に基づき所定の第１フィードフォワード制御側により決定する処理と
、該将来車両挙動のうちの時刻ｋにおける動作指令の前記フィードバック成分を、前記初
期化済車両モデル上の車両の運動に係わる第２の状態量のうちの時刻ｋ－１における値と
前記決定された将来規範状態の時刻ｋまたは時刻ｋ－１の値との差に応じて該差を０に近
づけるように所定の第１フィードバック制御則により決定する処理と、該将来車両挙動の
うちの時刻ｋにおける前記フィードフォワード成分と前記フィードバック成分とを合成し
て該時刻ｋにおける動作指令を決定する処理とを含む制御則であることを特徴とする請求
項２５記載の車両の制御装置。
【請求項２７】
　前記アクチュエータ装置制御手段は、少なくとも現在時刻以前に前記運転操作量検出手
段が検出した前記運転操作量に基づいて、前記車両の運動に係わる所定の第２の状態量に
対する現在時刻までの規範状態である現在時刻以前規範状態を逐次決定する第１規範状態
決定手段と、少なくとも前記決定された将来の運転操作量の時系列と前記決定された現在
時刻以前規範状態とに基づき、前記第２の状態量に対する現在時刻以後の将来の規範状態
である将来規範状態を決定する第２規範状態決定手段とを備え、
　前記第１の将来車両挙動決定手段が前記第１の将来車両挙動を決定するための前記第１
の制御則は、該第１の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各値を現在時刻側から時
系列的に前記初期化済車両モデルに入力して該初期化済車両モデルの演算処理を実行した
場合に該演算処理により決定される前記車両の運動に係わる前記第２の状態量が前記決定
された将来規範状態に近づくように、前記第１の将来車両挙動を決定する制御則であり、
　前記第２の将来車両挙動決定手段が前記第２の将来車両挙動を決定するための前記第２
の制御則は、該第２の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各値を現在時刻側から時
系列的に前記初期化済車両モデルに入力して該初期化済車両モデルの演算処理を実行した
場合に該演算処理により決定される前記車両の運動に係わる前記第２の状態量が前記決定
された将来規範状態に近づくように、前記第２の将来車両挙動を決定する制御則であるこ
とを特徴とする請求項３記載の車両の制御装置。
【請求項２８】
　前記第１の将来車両挙動決定手段が決定する前記第１の将来車両挙動のうちの任意の時
刻ｋにおける動作指令は、第１フィードフォワード成分と第１フィードバック成分との合
成値であり、前記第１の将来車両挙動決定手段が前記第１の将来車両挙動の決定するため
の前記第１の制御則は、該第１の将来車両挙動のうちの時刻ｋにおける動作指令の第１フ
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ィードフォワード成分を、少なくとも前記決定された将来の運転操作量の時系列のうちの
時刻ｋまたは時刻ｋ－１における運転操作量の値に基づき所定の第１フィードフォワード
制御則により決定する処理と、該第１の将来車両挙動のうちの時刻ｋにおける動作指令の
第１フィードバック成分を、前記初期化済車両モデル上の車両の運動に係わる第２の状態
量のうちの時刻ｋ－１における値と前記決定された将来規範状態の時刻ｋまたは時刻ｋ－
１の値との差に応じて該差を０に近づけるように所定の第１フィードバック制御則により
決定する処理と、該第１の将来車両挙動のうちの時刻ｋにおける前記第１フィードフォワ
ード成分と前記第１フィードバック成分とを合成して該時刻ｋにおける動作指令を決定す
る処理とを含む制御則であり、
　前記第２の将来車両挙動決定手段が決定する前記第２の将来車両挙動のうちの任意の時
刻ｋにおける動作指令は、第２フィードフォワード成分と第２フィードバック成分との合
成値であり、前記第２の将来車両挙動決定手段が前記第２の将来車両挙動の決定するため
の前記第２の制御則は、該第２の将来車両挙動のうちの時刻ｋにおける動作指令の第２フ
ィードフォワード成分を所定の第２フィードフォワード制御則により決定する処理と、該
第２の将来車両挙動のうちの時刻ｋにおける動作指令の第２フィードバック成分を、前記
初期化済車両モデル上の車両の運動に係わる第２の状態量のうちの時刻ｋ－１における値
と前記決定された将来規範状態の時刻ｋまたは時刻ｋ－１の値との差に応じて該差を０に
近づけるように所定の第２フィードバック制御則により決定する処理と、該第２の将来車
両挙動のうちの時刻ｋにおける前記第２フィードフォワード成分と前記第２フィードバッ
ク成分とを合成して該時刻ｋにおける動作指令を決定する処理とを含む制御則であること
を特徴とする請求項２７記載の車両の制御装置。
【請求項２９】
　前記アクチュエータ装置制御手段は、少なくとも現在時刻以前に前記運転操作量検出手
段が検出した前記運転操作量に基づいて、前記車両の運動に係わる所定の第２の状態量に
対する現在時刻までの規範状態である現在時刻以前規範状態を逐次決定する第１規範状態
決定手段と、少なくとも前記決定された将来の運転操作量の時系列と前記決定された現在
時刻以前規範状態とに基づき、前記第２の状態量に対する現在時刻以後の将来の規範状態
である将来規範状態を決定する第２規範状態決定手段とを備え、
　前記第１の将来車両挙動決定手段が前記第１の将来車両挙動を決定するための前記第１
の制御則は、該第１の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各値を現在時刻側から時
系列的に前記初期化済車両モデルに入力して該初期化済車両モデルの演算処理を実行した
場合に該演算処理により決定される前記車両の運動に係わる前記第２の状態量が前記決定
された将来規範状態に近づくように、前記第１の将来車両挙動を決定する制御則であり、
　前記第ｍの将来車両挙動決定手段が前記第ｍの将来車両挙動を決定するための前記第ｍ
の制御則は、該第ｍの将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各値を現在時刻側から時
系列的に前記初期化済車両モデルに入力して該初期化済車両モデルの演算処理を実行した
場合に該演算処理により決定される前記車両の運動に係わる前記第２の状態量が前記決定
された将来規範状態に近づくように、前記第ｍの将来車両挙動を決定する制御則であるこ
とを特徴とする請求項５記載の車両の制御装置。
【請求項３０】
　前記第１の将来車両挙動決定手段が決定する前記第１の将来車両挙動のうちの任意の時
刻ｋにおける動作指令は、第１フィードフォワード成分と第１フィードバック成分との合
成値であり、前記第１の将来車両挙動決定手段が前記第１の将来車両挙動の決定するため
の前記第１の制御則は、該第１の将来車両挙動のうちの時刻ｋにおける動作指令の第１フ
ィードフォワード成分を、少なくとも前記決定された将来の運転操作量の時系列のうちの
時刻ｋまたは時刻ｋ－１における運転操作量の値に基づき所定の第１フィードフォワード
制御則により決定する処理と、該第１の将来車両挙動のうちの時刻ｋにおける動作指令の
第１フィードバック成分を、前記初期化済車両モデル上の車両の運動に係わる第２の状態
量のうちの時刻ｋ－１における値と前記決定された将来規範状態の時刻ｋまたは時刻ｋ－
１の値との差に応じて該差を０に近づけるように所定の第１フィードバック制御則により
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決定する処理と、該第１の将来車両挙動のうちの時刻ｋにおける前記第１フィードフォワ
ード成分と前記第１フィードバック成分とを合成して該時刻ｋにおける動作指令を決定す
る処理とを含む制御則であり、
　前記第ｍの将来車両挙動決定手段が決定する前記第ｍの将来車両挙動のうちの任意の時
刻ｋにおける動作指令は、第ｍフィードフォワード成分と第ｍフィードバック成分との合
成値であり、前記第ｍの将来車両挙動決定手段が前記第ｍの将来車両挙動の決定するため
の前記第ｍの制御則は、該第ｍの将来車両挙動のうちの時刻ｋにおける動作指令の第ｍフ
ィードフォワード成分を所定の第ｍフィードフォワード制御則により決定する処理と、該
第ｍの将来車両挙動のうちの時刻ｋにおける動作指令の第ｍフィードバック成分を、前記
初期化済車両モデル上の車両の運動に係わる第２の状態量のうちの時刻ｋ－１における値
と前記決定された将来規範状態の時刻ｋまたは時刻ｋ－１の値との差に応じて該差を０に
近づけるように所定の第ｍフィードバック制御則により決定する処理と、該第ｍの将来車
両挙動のうちの時刻ｋにおける前記第ｍフィードフォワード成分と前記第ｍフィードバッ
ク成分とを合成して該時刻ｋにおける動作指令を決定する処理とを含む制御則であること
を特徴とする請求項２９記載の車両の制御装置。
【請求項３１】
　前記第１の将来車両挙動決定手段が決定する前記将来車両挙動のうちの任意の時刻ｋに
おける動作指令の前記フィードフォワード成分は、基本フィードフォワード成分と第１補
助フィードフォワード成分とから構成され、該第１の将来車両挙動決定手段の前記第１フ
ィードフォワード制御則は、前記将来車両挙動のうちの任意の時刻ｋにおける動作指令の
前記基本フィードフォワード成分を、少なくとも前記決定された将来の運転操作量の時系
列のうちの時刻ｋまたは時刻ｋ－１における運転操作量の値に基づき決定する処理と、少
なくとも前記将来車両挙動のうちの現在時刻における前記第１補助フィードフォワード成
分が、前記アクチュエータ装置制御手段が新たな動作指令を決定しようとする現在時刻の
１つ前の時刻における第１補助フィードフォワード成分の値よりも０に近づき、または０
に一致するような所定のパターンで前記将来車両挙動の各時刻における動作指令の前記第
１補助フィードフォワード成分を決定する処理とを含む制御則であることを特徴とする請
求項２６記載の車両の制御装置。
【請求項３２】
　前記第１の将来車両挙動決定手段が決定する前記第１の将来車両挙動のうちの任意の時
刻ｋにおける動作指令の前記第１フィードフォワード成分は、基本フィードフォワード成
分と第１補助フィードフォワード成分とから構成され、該第１の将来車両挙動決定手段の
前記第１フィードフォワード制御則は、前記第１の将来車両挙動のうちの任意の時刻ｋに
おける動作指令の前記基本フィードフォワード成分を、少なくとも前記決定された将来の
運転操作量の時系列のうちの時刻ｋまたは時刻ｋ－１における運転操作量の値に基づき決
定する処理と、少なくとも前記第１の将来車両挙動のうちの現在時刻における前記第１補
助フィードフォワード成分が、前記アクチュエータ装置制御手段が新たな動作指令を決定
しようとする現在時刻の１つ前の時刻における第１補助フィードフォワード成分の値より
も０に近づき、または０に一致するような所定のパターンで前記第１の将来車両挙動の各
時刻における動作指令の前記第１補助フィードフォワード成分を決定する処理とを含む制
御則であり、
　前記第２の将来車両挙動決定手段が決定する前記第２の将来車両挙動のうちの任意の時
刻ｋにおける動作指令の前記第２フィードフォワード成分は、前記基本フィードフォワー
ド成分と第２補助フィードフォワード成分とから構成され、該第２の将来車両挙動決定手
段の前記第２フィードフォワード制御則は、前記第２の将来車両挙動のうちの現在時刻お
よびその次の時刻における前記第２補助フィードフォワード成分をそれぞれFF2_2(1)、FF
2_2(2)とし、前記第１の将来車両挙動のうちの現在時刻およびその次の時刻における前記
第１補助フィードフォワード成分をそれぞれFF2_1(1)、FF2_1(2)としたとき、少なくとも
FF2_2(1)がFF2_1(1)よりも０から遠ざかり、または、FF2_2(2)がFF2_1(2)よりも０から遠
ざかるような所定のパターンで前記第２の将来車両挙動の各時刻における動作指令の第２
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補助フィードフォワード成分を決定する処理を含む制御則であることを特徴とする請求項
２８記載の車両の制御装置。
【請求項３３】
　前記第２の将来車両挙動決定手段の前記第２フィードフォワード制御則は、前記第２の
将来車両挙動の任意の時刻ｋにおける動作指令の前記第２補助フィードフォワード成分を
、該時刻ｋの進行に伴い徐々に０から遠ざけるように決定する制御則であることを特徴と
する請求項３２記載の車両の制御装置。
【請求項３４】
　前記第１の将来車両挙動決定手段が決定する前記第１の将来車両挙動のうちの任意の時
刻ｋにおける動作指令の前記第１フィードフォワード成分は、基本フィードフォワード成
分と第１補助フィードフォワード成分とから構成され、該第１の将来車両挙動決定手段の
前記第１フィードフォワード制御則は、前記第１の将来車両挙動のうちの任意の時刻ｋに
おける動作指令の前記基本フィードフォワード成分を、少なくとも前記決定された将来の
運転操作量の時系列のうちの時刻ｋまたは時刻ｋ－１における運転操作量の値に基づき決
定する処理と、少なくとも前記第１の将来車両挙動のうちの現在時刻における前記第１補
助フィードフォワード成分が、前記アクチュエータ装置制御手段が新たな動作指令を決定
しようとする現在時刻の１つ前の時刻における第１補助フィードフォワード成分の値より
も０に近づき、または０に一致するような所定のパターンで前記第１の将来車両挙動の各
時刻における動作指令の前記第１補助フィードフォワード成分を決定する処理とを含む制
御則であり、
　前記第ｍの将来車両挙動決定手段が決定する前記第ｍの将来車両挙動のうちの任意の時
刻ｋにおける動作指令の前記第ｍフィードフォワード成分は、前記基本フィードフォワー
ド成分と第ｍ補助フィードフォワード成分とから構成され、該第ｍの将来車両挙動決定手
段の前記第ｍフィードフォワード制御則は、前記第ｍの将来車両挙動のうちの現在時刻お
よびその次の時刻における前記第ｍ補助フィードフォワード成分をそれぞれFF2m(1)、FF2
m(2)とし、前記第ｍ－１の将来車両挙動のうちの現在時刻およびその次の時刻における前
記第ｍ－１補助フィードフォワード成分をそれぞれFF2m-1(1)、FF2m-1(2)としたとき、少
なくともFF2m(1)がFF2m-1(1)よりも０から遠ざかり、または、FF2m(2)がFF2m-1(2)よりも
０から遠ざかるような所定のパターンで前記第ｍの将来車両挙動の各時刻における動作指
令の第ｍ補助フィードフォワード成分を決定する処理を含む制御則であることを特徴とす
る請求項３０記載の車両の制御装置。
【請求項３５】
　前記第ｍの将来車両挙動決定手段の前記第ｍフィードフォワード制御則は、前記第ｍの
将来車両挙動の任意の時刻ｋにおける動作指令の前記第ｍ補助フィードフォワード成分を
、該時刻ｋの進行に伴い徐々に０から遠ざけるように決定する制御則であることを特徴と
する請求項３４記載の車両の制御装置。
【請求項３６】
　前記第１の将来車両挙動決定手段は、少なくとも前記将来車両挙動のうちの現在時刻に
おける前記第１フィードバック制御則のフィードバックゲインが、前記アクチュエータ装
置制御手段が新たな動作指令を決定しようとする現在時刻の１つ前の時刻におけるフィー
ドバックゲインの値よりも所定の基準ゲインに近づき、または該基準ゲインに一致するよ
うな所定のパターンで前記将来車両挙動の各時刻における前記第１フィードバック制御則
のフィードバックゲインを設定する手段を備えることを特徴とする請求項２６記載の車両
の制御装置。
【請求項３７】
　前記第１の将来車両挙動決定手段は、少なくとも前記将来車両挙動のうちの現在時刻に
おける前記第１フィードバック制御則のフィードバックゲインが、前記アクチュエータ装
置制御手段が新たな動作指令を決定しようとする現在時刻の１つ前の時刻におけるフィー
ドバックゲインの値よりも所定の基準ゲインに近づき、または該基準ゲインに一致するよ
うな所定のパターンで前記将来車両挙動の各時刻における前記第１フィードバック制御則
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のフィードバックゲインを設定する手段を備え、
　前記第２の将来車両挙動決定手段は、前記第２の将来車両挙動における現在時刻および
その次の時刻での前記第２フィードバック制御則のフィードバックゲインをそれぞれKfb_
2(1)、Kfb_2(2)とし、前記第１の将来車両挙動における現在時刻およびその次の時刻での
前記第１フィードバック制御則のフィードバックゲインをそれぞれKfb_1(1)、Kfb_1(2)と
したとき、少なくともKfb_2(1)がKfb_1(1)よりも前記基準ゲインから遠ざかり、または、
Kfb_2(2)がKfb_1(2)よりも前記基準ゲインから遠ざかるような所定のパターンで前記第２
の将来車両挙動の各時刻における前記第２フィードバック制御則のフィードバックゲイン
を設定する手段を備えることを特徴とする請求項２８記載の車両の制御装置。
【請求項３８】
　前記第２フィードバック制御則のフォードバックゲインを設定する手段は、前記第２の
将来車両挙動の任意の時刻ｋにおける第２フィードバック制御則のフィードバックゲイン
を、該時刻ｋの進行に伴い徐々に前記基準ゲインから遠ざけるように設定することを特徴
とする請求項３７記載の車両の制御装置。
【請求項３９】
　前記第１の将来車両挙動決定手段は、少なくとも前記将来車両挙動のうちの現在時刻に
おける前記第１フィードバック制御則のフィードバックゲインが、前記アクチュエータ装
置制御手段が新たな動作指令を決定しようとする現在時刻の１つ前の時刻におけるフィー
ドバックゲインの値よりも所定の基準ゲインに近づき、または該基準ゲインに一致するよ
うな所定のパターンで前記将来車両挙動の各時刻における前記第１フィードバック制御則
のフィードバックゲインを設定する手段を備え、
　前記第ｍの将来車両挙動決定手段は、前記第ｍの将来車両挙動における現在時刻および
その次の時刻での前記第ｍフィードバック制御則のフィードバックゲインをそれぞれKfbm
(1)、Kfbm(2)とし、前記第ｍ－１の将来車両挙動における現在時刻およびその次の時刻で
の前記第ｍ－１フィードバック制御則のフィードバックゲインをそれぞれKfbm-1(1)、Kfb
m-1(2)としたとき、少なくともKfbm(1)がKfbm-1(1)よりも前記基準ゲインから遠ざかり、
または、Kfbm(2)がKfbm-1(2)よりも前記基準ゲインから遠ざかるような所定のパターンで
前記第ｍの将来車両挙動の各時刻における前記第ｍフィードバック制御則のフィードバッ
クゲインを設定する手段を備えることを特徴とする請求項３０記載の車両の制御装置。
【請求項４０】
　前記第ｍフィードバック制御則のフォードバックゲインを設定する手段は、前記第ｍの
将来車両挙動の任意の時刻ｋにおける第ｍフィードバック制御則のフィードバックゲイン
を、該時刻ｋの進行に伴い徐々に前記基準ゲインから遠ざけるように設定することを特徴
とする請求項３９記載の車両の制御装置。
【請求項４１】
　前記第２規範状態決定手段は、少なくとも前記決定された将来の運転操作量の時系列と
前記決定された現在時刻以前規範状態とに基づき、前記第２の状態量に対する現在時刻以
後の将来の基本規範状態を決定する手段と、該基本規範状態を修正するための規範修正量
を決定する手段と、前記決定された基本規範状態を該規範修正量により修正することによ
り前記将来規範状態を決定する手段とから構成され、
　前記規範修正量を決定する手段は、前記第１の将来車両挙動手段により前記将来車両挙
動の時系列を決定するとき、少なくとも該将来車両挙動のうちの現在時刻における前記規
範修正量が、前記アクチュエータ装置制御手段が新たな動作指令を決定しようとする現在
時刻の１つ前の時刻における規範修正量の値よりも０に近づき、または０に一致するよう
な所定のパターンで前記将来車両挙動の各時刻における前記規範修正量を決定することを
特徴とする請求項２６記載の車両の制御装置。
【請求項４２】
　前記第２規範状態決定手段は、少なくとも前記決定された将来の運転操作量の時系列と
前記決定された現在時刻以前規範状態とに基づき、前記第２の状態量に対する現在時刻以
後の将来の基本規範状態を決定する手段と、該基本規範状態を修正するための規範修正量
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を決定する手段と、前記決定された基本規範状態を該規範修正量により修正することによ
り前記将来規範状態を決定する手段とから構成され、
　前記規範修正を決定する手段は、前記第１の将来車両挙動決定手段により前記第１の将
来車両挙動を決定するとき、少なくとも該第１の将来車両挙動のうちの現在時刻における
前記規範修正量が、前記アクチュエータ装置制御手段が新たな動作指令を決定しようとす
る現在時刻の１つ前の時刻における規範修正量の値よりも０に近づき、または０に一致す
るような所定のパターンで前記将来車両挙動の各時刻における前記規範修正量を決定する
と共に、前記第２の将来車両挙動決定手段により前記第２の将来車両挙動を決定するとき
、該第２の将来車両挙動における現在時刻およびその次の時刻での前記規範修正量をそれ
ぞれＣ2(1)、Ｃ2(2)とし、前記第１の将来車両挙動における現在時刻およびその次の時刻
での前記規範修正量をそれぞれＣ1(1)、Ｃ1(2)としたとき、少なくともC2(1)がC_1(1)よ
りも０から遠ざかり、または、Ｃ_2(2)がＣ_1(2)よりも０から遠ざかるような所定のパタ
ーンで前記第２の将来車両挙動の各時刻における前記規範修正量を決定することを特徴と
する請求項２８記載の車両の制御装置。
【請求項４３】
　前記規範修正量を決定する手段は、前記第２の将来車両挙動の任意の時刻ｋにおける規
範修正量を、該時刻ｋの進行に伴い徐々に０から遠ざけるように決定することを特徴とす
る請求項４２記載の車両の制御装置。
【請求項４４】
　前記第２規範状態決定手段は、少なくとも前記決定された将来の運転操作量の時系列と
前記決定された現在時刻以前規範状態とに基づき、前記第２の状態量に対する現在時刻以
後の将来の基本規範状態を決定する手段と、該基本規範状態を修正するための規範修正量
を決定する手段と、前記決定された基本規範状態を該規範修正量により修正することによ
り前記将来規範状態を決定する手段とから構成され、
　前記規範修正を決定する手段は、前記第１の将来車両挙動決定手段により前記第１の将
来車両挙動を決定するとき、少なくとも該第１の将来車両挙動のうちの現在時刻における
前記規範修正量が、前記アクチュエータ装置制御手段が新たな動作指令を決定しようとす
る現在時刻の１つ前の時刻における規範修正量の値よりも０に近づき、または０に一致す
るような所定のパターンで前記将来車両挙動の各時刻における前記規範修正量を決定する
と共に、前記第ｍの将来車両挙動決定手段により前記第ｍの将来車両挙動を決定するとき
、該第ｍの将来車両挙動における現在時刻およびその次の時刻での前記規範修正量をそれ
ぞれＣm(1)、Ｃm(2)とし、前記第ｍ－１の将来車両挙動における現在時刻およびその次の
時刻での前記規範修正量をそれぞれＣm-1(1)、Ｃm-1(2)としたとき、少なくともCm(1)がC
m-1(1)よりも０から遠ざかり、または、Ｃ_m(2)がＣm-1(2)よりも０から遠ざかるような
所定のパターンで前記第ｍの将来車両挙動の各時刻における前記規範修正量を決定するこ
とを特徴とする請求項３０記載の車両の制御装置。
【請求項４５】
　前記規範修正量を決定する手段は、前記第ｍの将来車両挙動の任意の時刻ｋにおける規
範修正量を、該時刻ｋの進行に伴い徐々に０から遠ざけるように決定することを特徴とす
る請求項４４記載の車両の制御装置。
【請求項４６】
　前記第１将来車両挙動決定手段の前記第１の制御則は、前記将来車両挙動のうちの時刻
ｋにおける前記フィードフォワード成分と前記フィードバック成分とを合成してなる動作
指令の時系列の各値を仮値として、該仮値を現在時刻側から時系列的に前記初期化済車両
モデルに入力して該初期化済車両モデルの演算処理を実行することにより、該動作指令の
時系列の各値と組になる前記路面反力および車輪の滑りのうちの少なくともいずれか一方
を制限対象として求める処理と、その求めた制限対象が所定の許容範囲を逸脱しているか
否かを判断する処理と、前記各仮値に対して、該仮値と組になる前記制限対象が前記所定
の許容範囲を逸脱していない場合には、該仮値を前記将来車両挙動のうちの動作指令の時
系列を構成する値として決定し、該仮値と組になる前記制限対象が前記所定の許容範囲を
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逸脱している場合には、所定の規則により、その逸脱した制限対象が前記所定の許容範囲
に収まるように、もしくは収まる状態に近づくように該仮値のうちの前記第１補助フィー
ドフォワード成分を修正することにより前記将来車両挙動のうちの動作指令の各値を決定
する処理とをさらに含むことを特徴とする請求項３１記載の車両の制御装置。
【請求項４７】
　前記第１将来車両挙動決定手段の前記第１の制御則は、前記第１の将来車両挙動のうち
の時刻ｋにおける前記第１フィードフォワード成分と前記第１フィードバック成分とを合
成してなる動作指令の時系列の各値を仮値として、該仮値を現在時刻側から時系列的に前
記初期化済車両モデルに入力して該初期化済車両モデルの演算処理を実行することにより
、該動作指令の時系列の各値と組になる前記路面反力および車輪の滑りのうちの少なくと
もいずれか一方を制限対象として求める処理と、その求めた制限対象が所定の許容範囲を
逸脱しているか否かを判断する処理と、前記第１の将来車両挙動のうちの動作指令の時系
列の各仮値に対して、該仮値と組になる前記制限対象が前記所定の許容範囲を逸脱してい
ない場合には、該仮値を前記将来車両挙動のうちの動作指令の時系列を構成する値として
決定し、該仮値と組になる前記制限対象が前記所定の許容範囲を逸脱している場合には、
所定の規則により、その逸脱した制限対象が前記所定の許容範囲に収まるように、もしく
は収まる状態に近づくように該仮値のうちの前記第１補助フィードフォワード成分を修正
することにより前記将来車両挙動のうちの動作指令の各値を決定する処理とをさらに含み
、
　前記第２将来車両挙動決定手段の前記第２の制御則は、前記第２の将来車両挙動のうち
の時刻ｋにおける前記第２フィードフォワード成分と前記第２フィードバック成分とを合
成してなる動作指令の時系列の各値を仮値として、該仮値を現在時刻側から時系列的に前
記初期化済車両モデルに入力して該初期化済車両モデルの演算処理を実行することにより
、該動作指令の時系列の各値と組になる前記路面反力および車輪の滑りのうちの少なくと
もいずれか一方を制限対象として求める処理と、その求めた制限対象が所定の許容範囲を
逸脱しているか否かを判断する処理と、前記第２の将来車両挙動の動作指令の時系列の各
仮値に対して、該仮値と組になる前記制限対象が前記所定の許容範囲を逸脱していない場
合には、該仮値を前記将来車両挙動のうちの動作指令の時系列を構成する値として決定し
、該仮値と組になる前記制限対象が前記所定の許容範囲を逸脱している場合には、所定の
規則により、その逸脱した制限対象が前記所定の許容範囲に収まるように、もしくは収ま
る状態に近づくように該仮値のうちの前記第２補助フィードフォワード成分を修正するこ
とにより前記将来車両挙動のうちの動作指令の各値を決定する処理とをさらに含むことを
特徴とする請求項３２記載の車両の制御装置。
【請求項４８】
　前記第１将来車両挙動決定手段の前記第１の制御則は、前記第１の将来車両挙動のうち
の時刻ｋにおける前記第１フィードフォワード成分と前記第１フィードバック成分とを合
成してなる動作指令の時系列の各値を仮値として、該仮値を現在時刻側から時系列的に前
記初期化済車両モデルに入力して該初期化済車両モデルの演算処理を実行することにより
、該動作指令の時系列の各値と組になる前記路面反力および車輪の滑りのうちの少なくと
もいずれか一方を制限対象として求める処理と、その求めた制限対象が所定の許容範囲を
逸脱しているか否かを判断する処理と、前記第１の将来車両挙動のうちの動作指令の時系
列の各仮値に対して、該仮値と組になる前記制限対象が前記所定の許容範囲を逸脱してい
ない場合には、該仮値を前記将来車両挙動のうちの動作指令の時系列を構成する値として
決定し、該仮値と組になる前記制限対象が前記所定の許容範囲を逸脱している場合には、
所定の規則により、その逸脱した制限対象が前記所定の許容範囲に収まるように、もしく
は収まる状態に近づくように該仮値のうちの前記第１補助フィードフォワード成分を修正
することにより前記将来車両挙動のうちの動作指令の各値を決定する処理とをさらに含み
、
　前記第ｍ将来車両挙動決定手段の前記第ｍの制御則は、前記第ｍの将来車両挙動のうち
の時刻ｋにおける前記第ｍフィードフォワード成分と前記第ｍフィードバック成分とを合
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成してなる動作指令の時系列の各値を仮値として、該仮値を現在時刻側から時系列的に前
記初期化済車両モデルに入力して該初期化済車両モデルの演算処理を実行することにより
、該動作指令の時系列の各値と組になる前記路面反力および車輪の滑りのうちの少なくと
もいずれか一方を制限対象として求める処理と、その求めた制限対象が所定の許容範囲を
逸脱しているか否かを判断する処理と、前記第ｍの将来車両挙動の動作指令の時系列の各
仮値に対して、該仮値と組になる前記制限対象が前記所定の許容範囲を逸脱していない場
合には、該仮値を前記将来車両挙動のうちの動作指令の時系列を構成する値として決定し
、該仮値と組になる前記制限対象が前記所定の許容範囲を逸脱している場合には、所定の
規則により、その逸脱した制限対象が前記所定の許容範囲に収まるように、もしくは収ま
る状態に近づくように該仮値のうちの前記第ｍ補助フィードフォワード成分を修正するこ
とにより前記将来車両挙動のうちの動作指令の各値を決定する処理とをさらに含むことを
特徴とする請求項３４記載の車両の制御装置。
【請求項４９】
　前記実状態量把握手段は、前記車両の実際の運動に係わる前記第２の状態量を検出また
は推定する手段を含み、
　前記第１規範状態決定手段は、前記現在時刻以前規範状態を新たに決定するとき、少な
くとも前記運転操作量検出手段が検出した前記運転操作量と、該現在時刻以前規範状態の
過去値と前記検出または推定された前記第２の状態量と差に応じて該差を０に近づけるよ
うに決定した仮想外力とに基づき新たな現在時刻以前規範状態を決定することを特徴とす
る請求項２５記載の車両の制御装置。
【請求項５０】
　前記実状態量把握手段は、前記車両の実際の運動に係わる前記第２の状態量を検出また
は推定する手段を含み、
　前記第１規範状態決定手段は、前記現在時刻以前規範状態を新たに決定するとき、少な
くとも前記運転操作量検出手段が検出した前記運転操作量と、該現在時刻以前規範状態の
過去値と前記検出または推定された前記第２の状態量と差に応じて該差を０に近づけるよ
うに決定した仮想外力とに基づき新たな現在時刻以前規範状態を決定することを特徴とす
る請求項２７記載の車両の制御装置。
【請求項５１】
　前記実状態量把握手段は、前記車両の実際の運動に係わる前記第２の状態量を検出また
は推定する手段を含み、
　前記第１規範状態決定手段は、前記現在時刻以前規範状態を新たに決定するとき、少な
くとも前記運転操作量検出手段が検出した前記運転操作量と、該現在時刻以前規範状態の
過去値と前記検出または推定された前記第２の状態量と差に応じて該差を０に近づけるよ
うに決定した仮想外力とに基づき新たな現在時刻以前規範状態を決定することを特徴とす
る請求項２９記載の車両の制御装置。
【請求項５２】
　前記第１将来車両挙動決定手段が決定した前記将来車両挙動の現在時刻における動作指
令を前記新たな動作指令として決定した場合における該動作指令の現在時刻における前記
仮値と、新たな動作指令との差を仮想外力決定用偏差としたとき、前記第１規範状態決定
手段は、前記現在時刻以前規範状態を新たに決定するとき、少なくとも前記運転操作量検
出手段が検出した前記運転操作量と、前記仮想外力決定用偏差に応じて該偏差を０に近づ
けるように決定した仮想外力とに基づき新たな現在時刻以前規範状態を決定することを特
徴とする請求項４６記載の車両の制御装置。
【請求項５３】
　前記第１の将来車両挙動決定手段が決定した前記第１の将来車両挙動の現在時刻におけ
る動作指令を前記新たな動作指令として決定した場合における該第１の将来車両挙動の動
作指令の現在時刻における前記仮値と、前記第２の将来車両挙動決定手段が決定した前記
第２の将来車両挙動の現在時刻における動作指令を前記新たな動作指令として決定した場
合における該第２の将来車両挙動の動作指令の現在時刻における前記仮値とのいずれかと
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、新たな動作指令との差を仮想外力決定用偏差としたとき、前記第１規範状態決定手段は
、前記現在時刻以前規範状態を新たに決定するとき、少なくとも前記運転操作量検出手段
が検出した前記運転操作量と、前記仮想外力決定用偏差に応じて該偏差を０に近づけるよ
うに決定した仮想外力とに基づき新たな現在時刻以前規範状態を決定することを特徴とす
る請求項４７記載の車両の制御装置。
【請求項５４】
　前記第１の将来車両挙動決定手段が決定した前記第１の将来車両挙動の現在時刻におけ
る動作指令を前記新たな動作指令として決定した場合における該第１の将来車両挙動の動
作指令の現在時刻における前記仮値と、前記第ｍの将来車両挙動決定手段が決定した前記
第ｍの将来車両挙動の現在時刻における動作指令を前記新たな動作指令として決定した場
合における該第ｍの将来車両挙動の動作指令の現在時刻における前記仮値とのいずれかと
、新たな動作指令との差を仮想外力決定用偏差としたとき、前記第１規範状態決定手段は
、前記現在時刻以前規範状態を新たに決定するとき、少なくとも前記運転操作量検出手段
が検出した前記運転操作量と、前記仮想外力決定用偏差に応じて該偏差を０に近づけるよ
うに決定した仮想外力とに基づき新たな現在時刻以前規範状態を決定することを特徴とす
る請求項４８記載の車両の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は自動車（エンジン自動車）、ハイブリッド車、電気自動車、自動二輪車など、
複数の車輪を有する車両の制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車などの車両では、種々のアクチュエータを搭載し、ステアリングホイール、アク
セルペダル、ブレーキペダル、シフトレバーなどの人為的な操作器の操作に応じて受動的
に（運転者による操作器の操作通りに）車両の挙動を制御するだけでなく、車両の種々様
々の状態量や外部環境の状態に応じて、種々のアクチュエータを介して能動的に車両の挙
動を制御するようにしたものが知られている。
【０００３】
　例えば特開２０００－３０２０５５号公報（以下、特許文献１という）には、アクチュ
エータにより操舵可能な車両を目標コースに追従させるように車両の操舵制御を行なう技
術が本願出願人により提案されている。この技術では、ＣＣＤカメラなどにより得た情報
を基に決定した目標コースに対する車両の将来の横方向変位が予測される。さらに、その
横方向変位と操舵角の時間的変化量とをできるだけ小さくするように車両の操舵制御用の
制御入力が決定される。そして、その制御入力により車両の操舵をアクチュエータを介し
て行なうようにしている。
【０００４】
　また、例えば「自動車技術ハンドブック　基礎・理論編（第１分冊）／社団法人自動車
技術会発行（１９９２年６月１５日発行）」（以下、非特許文献１という）の第２２５頁
の図６－９９（ａ）には、モデルフォローイング方式という制御手法が開示されている。
この制御手法は、運転者による操舵輪の操舵角を、操舵応答特性をあらかじめ設定した規
範モデルに入力して、この規範モデルの出力に車両モデルの出力を追従させるように車両
モデルの制御入力を決定する。そして、この車両モデルの制御入力を実際の車両に入力す
ることによって、実際の車両を規範モデルに追従させるようにしている。
【発明の開示】
【０００５】
　しかしながら、前記特許文献１に見られる技術は、車輪の摩擦特性の非線形性（摩擦力
の飽和特性）が考慮されておらず、線形的な予測処理によって、車両の操舵制御を行なう
ようにしている。このため、路面状態によっては（摩擦力が飽和してきた場合には）、制
御系の発散が発生し、実際には、車両を目標コースに追従させることが困難となる場合が
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ある。
【０００６】
　また、前記非特許文献１に見られる技術では、車両モデルの制御入力、ひいては実際の
車両に対する入力を決定する時、その瞬間における車両モデルの出力と規範モデルの出力
との差に応じて該車両モデルの制御入力を決定するものに過ぎない。このため、将来にお
ける車両の挙動が考慮されておらず、車両の好適な走行を継続的に行なうことが困難とな
る場合が多々ある。さらに、規範モデルあるいは車両モデル上で想定されていない外乱（
例えば路面の摩擦係数の予期しない変化）などが生じたときに、該モデルの挙動が実際の
車両の挙動に対して乖離してしまう事態が発生する。そして、このような場合には、車両
の挙動を適切に制御することが困難となる。
【０００７】
　本発明は、かかる背景に鑑みてなされたものであり、車両の将来の挙動を適切に予測し
ながら、車両の好適な走行を行なうことを可能とし、また、制御系の発散を適切に防止し
て車両の制御のロバスト性を高めることができる車両の制御装置を提供することを目的と
する。
【０００８】
　かかる目的を達成するために、本発明（第１発明）は、複数の車輪を有する車両の操縦
者が該車両を操縦すべく操作する操作器と、
　該操縦者による該操作器の操作状態を表す運転操作量を検出する運転操作量検出手段と
、
　所定の動作指令に応じて前記車両の所定の運動を操作可能に該車両に設けられたアクチ
ュエータ装置と、
　少なくとも前記運転操作量に応じて、前記アクチュエータ装置に対する前記動作指令を
逐次決定しつつ、その決定した動作指令により該アクチュエータ装置の動作を制御するア
クチュエータ装置制御手段と、
　前記車両の実際の運動に係わる所定の第１の状態量である実状態量を検出または推定す
る実状態量把握手段とを備えた車両の制御装置において、
　前記アクチュエータ装置制御手段は、
　前記車輪の滑りと該車輪に作用する路面反力との関係を表す摩擦モデル、前記車両の運
動と前記路面反力との関係を表す動力学モデル、並びに前記アクチュエータ装置の動作特
性を表すモデルを少なくとも含む車両モデルと、
　少なくとも前記車両モデル上での車両の運動に係わる前記第１の状態量を初期化対象状
態量とし、現在時刻またはその近傍の所定時刻（例えば現在時刻の１制御処理周期前の時
刻）における前記初期化対象状態量の値を少なくとも現在時刻以前の前記実状態量に基づ
いて決定した値に初期化する車両モデル初期化手段と、
　少なくとも現在時刻以前の前記運転操作量を基に、現在時刻以後の将来の運転操作量の
時系列を決定する将来運転操作量決定手段と、
　前記車両モデルのアクチュエータ装置に対する前記動作指令と該動作指令を与えた前記
車両モデル上で発生する車両の運動と路面反力と車輪の滑りとの組の現在時刻以後の将来
の時系列である将来車両挙動を、所定の第１の制御則に従って、少なくとも前記決定され
た将来の運転操作量の時系列と前記初期化対象状態量の値を初期化した前記車両モデルで
ある初期化済車両モデルとを用いて決定する第１の将来車両挙動決定手段と、
　前記将来車両挙動のうちの車両の運動と路面反力と車輪の滑りとのうちの少なくともい
ずれか一つを評価対象とし、その評価対象が所定の制約条件を満たしているか否かを評価
する評価手段とを備え、
　前記動作指令を新たに決定するとき、前記車両モデル初期化手段、将来運転操作量決定
手段、および第１の将来車両挙動決定手段の処理を実行して前記将来車両挙動を決定する
と共にその決定した将来車両挙動の前記評価対象に対して前記評価手段の処理を実行し、
少なくとも該評価手段の評価結果に基づいて前記アクチュエータ装置の新たな動作指令を
決定することを特徴とする。
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【０００９】
　なお、本発明において、現在時刻以後の時刻は、現在時刻を含む未来の時刻を意味する
。また、現在時刻以前の時刻は、現在時刻を含む過去の時刻または現在時刻を含まない過
去の時刻を意味する。
【００１０】
　かかる第１発明によれば、前記第１の将来車両挙動決定手段により前記将来車両挙動が
決定される。このとき、該将来車両挙動を決定するために用いられる車両モデルは前記初
期化済車両モデルである。このため、現在時刻までの実際の車両の挙動に則した将来車両
挙動を決定できる。また、車両モデルには、前記摩擦モデルと動力学モデルとが含まれる
ので、車両の車輪の路面との間の摩擦特性などの非線形性を考慮した信頼性の高い将来車
両挙動を決定できる。そして、第１発明では、この将来車両挙動のうちの車両の運動と路
面反力と車輪の滑りとのうちの少なくともいずれか一つを評価対象とし、その評価対象が
所定の制約条件を満たしているか否かを前記評価手段により評価する。さらに、この評価
結果に基づいて、前記アクチュエータ装置に対する新たな動作指令が逐次決定される。
【００１１】
　これにより、実際の車両の前記評価対象が、できるだけ前記所定の制約条件を満たすよ
うにしつつ、前記アクチュエータ装置を介して車両の挙動を制御することが可能となる。
【００１２】
　従って、第１発明によれば、車両の将来の挙動を適切に予測しながら、車両の好適な走
行を行なうことを可能とし、また、制御系の発散を適切に防止して車両の制御のロバスト
性を高めることができる。
【００１３】
　なお、前記第１の状態量としては、車両の位置、走行速度、車両の向き（方位角）、該
方位角（ヨー軸、ピッチ軸、ロール軸などの軸まわりの角度）の変化速度（角速度）など
が挙げられる。また、前記評価対象としては、車両の運動に関しては、車両のヨーレート
や位置、その位置の空間的な軌跡（走行経路）などが挙げられる。また、車両の路面反力
に関する評価対象としては、該路面反力のうちの水平方向の路面反力（駆動・制動力や横
力）などが挙げられる。この場合、路面反力の任意の１軸方向、または２軸方向の成分で
あってもよい。また、車輪の滑りに関する評価対象としては、横すべり角、スリップ比な
どが挙げられる。
【００１４】
　前記第１発明では、前記アクチュエータ装置制御手段は、例えば、前記動作指令を新た
に決定するとき、前記第１の将来車両挙動決定手段により決定した前記将来車両挙動の評
価対象が前記所定の制約条件を満たしている場合には、該将来車両挙動のうちの現在時刻
における動作指令を前記新たな動作指令として決定し、該将来車両挙動の評価対象が前記
所定の制約条件を満たしていない場合には、該将来車両挙動のうちの現在時刻における動
作指令を所定の修正規則に従って修正してなる動作指令を前記新たな動作指令として決定
する（第２発明）。
【００１５】
　この第２発明によれば、前記将来車両挙動の評価対象が、前記所定の制約条件を満たす
場合はもちろん、満たさない場合でも、前記所定の修正規則を適切に定めておくことで、
実際の車両の瞬時瞬時の前記評価対象ができるだけ前記所定の制約条件を満たすように適
切な動作指令を逐次決定することが可能となる。
【００１６】
　また、第１発明では、前記アクチュエータ装置制御手段は、例えば、前記第１の将来車
両挙動決定手段により決定した前記将来車両挙動を第１の将来車両挙動とし、該第１の将
来車両挙動の評価対象が前記所定の制約条件を満たしていない場合に、該第１の将来車両
挙動のうちの動作指令の時系列と異なるパターンの動作指令の時系列を有する第２の将来
車両挙動を、所定の第２の制御則に従って、少なくとも前記初期化済車両モデルを用いて
決定する第２の将来車両挙動決定手段を備え、前記動作指令を新たに決定するとき、前記
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第１の将来車両挙動の評価対象が前記所定の制約条件を満たしている場合には、該第１の
将来車両挙動のうちの現在時刻における動作指令を前記新たな動作指令として決定し、該
第１の将来車両挙動の評価対象が前記所定の制約条件を満たしていない場合には、前記第
２の将来車両挙動決定手段により決定した第２の将来車両挙動の前記評価対象に対して前
記評価手段の処理を実行し、少なくとも該第２の将来車両挙動の評価対象の評価結果に基
づいて前記新たな動作指令を決定するようにしてもよい（第３発明）。
【００１７】
　この第３発明によれば、第１の将来車両挙動の評価対象が前記所定の制約条件を満たし
ていない場合に、該第１の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列と異なるパターンの動
作指令の時系列を有する第２の将来車両挙動が第２の将来車両挙動決定手段により決定さ
れる。そして、この第２の将来車両挙動の評価対象に対する前記評価手段による評価結果
に基づいて新たな動作指令が決定される。このため、前記第２の制御則を適切に設定して
おくことで、将来的な車両の挙動を見通しつつ、実際の車両の評価対象が、前記所定の制
約条件をできるだけ満たすようにする上で、好適な動作指令を逐次決定することができる
。
【００１８】
　あるいは、より好ましくは、前記第１発明では、前記アクチュエータ装置制御手段は、
前記第１の将来車両挙動決定手段により決定した前記将来車両挙動を第１の将来車両挙動
とし、該第１の将来車両挙動の評価対象が前記所定の制約条件を満たしていない場合に、
該第１の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列と異なるパターンの動作指令の時系列を
有する第２の将来車両挙動を決定するための第２の制御則を、あらかじめ定められた複数
種類の制御則の中から前記第１の将来車両挙動の評価対象の前記制約条件からの逸脱状態
に応じて選択する制御則選択手段と、その選択された第２の制御則に従って、少なくとも
前記初期化済車両モデルを用いて前記第２の将来車両挙動を決定する第２の将来車両挙動
決定手段とを備え、前記動作指令を新たに決定するとき、前記第１の将来車両挙動の評価
対象が前記所定の制約条件を満たしている場合には、該第１の将来車両挙動のうちの現在
時刻における動作指令を前記新たな動作指令として決定し、該第１の将来車両挙動の評価
対象が前記所定の制約条件を満たしていない場合には、前記第２の将来車両挙動決定手段
により決定した第２の将来車両挙動の評価対象に対して前記評価手段の処理を実行し、少
なくとも前記決定した該第２の将来車両挙動の評価対象の評価結果に基づいて前記新たな
動作指令を決定するようにしてもよい（第４発明）。
【００１９】
　この第４発明によれば、前記第１の将来車両挙動の評価対象が前記所定の制約条件を満
たしていない場合に、該評価対象の制約条件からの逸脱状態に応じて前記第２の将来車両
挙動を決定するための前記第２の制御則が決定される。従って、第１の将来車両挙動の評
価対象の前記所定の制約条件からの逸脱状態の解消に適した第２の将来車両挙動を決定で
きる。この結果、第４発明によれば、将来的な車両の挙動を見通しつつ、実際の車両の評
価対象が、前記所定の制約条件をできるだけ満たすようにする上で、より好適な動作指令
を逐次決定することができる。
【００２０】
　前記第１発明では、より一般的には、前記アクチュエータ装置制御手段は、前記第１の
将来車両挙動決定手段により決定した前記将来車両挙動を第１の将来車両挙動とし、Ｍを
あらかじめ定めた２以上の整数値としたとき、第ｍ－１（ｍ：２≦ｍ≦Ｍとなる任意の整
数）の将来車両挙動の前記評価対象が前記所定の制約条件を満たしていない場合に、第１
～第ｍ－１の将来車両挙動のそれぞれの動作指令の時系列と異なるパターンの動作指令の
時系列を有する第ｍの将来車両挙動を、所定の第ｍの制御則に従って、少なくとも前記初
期化済車両モデルを用いて決定する第ｍの将来車両挙動決定手段を備え、前記動作指令を
新たに決定するとき、前記第ｍ－１の将来車両挙動の評価対象が前記所定の制約条件を満
たしている場合には、該第ｍ－１の将来車両挙動のうちの現在時刻における動作指令を前
記新たな動作指令として決定し、該第ｍ－１の将来車両挙動の評価対象が前記所定の制約
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条件を満たしていない場合には、前記第ｍの将来車両挙動決定手段により前記第ｍの将来
車両挙動を決定するという処理をｍ＝２から順番に実行し、第Ｍの将来車両挙動を決定し
たときには、少なくとも第Ｍの将来車両挙動の前記評価対象に対する前記評価手段の評価
結果に基づいて前記新たな動作指令を決定するようにしてもよい（第５発明）。
【００２１】
　この第５発明によれば、第１から第ｍ－１の将来車両挙動の評価対象が前記所定の制約
条件を満たしていない場合に、該第１～第ｍ－１の将来車両挙動のうちの動作指令の時系
列と異なるパターンの動作指令の時系列を有する第ｍの将来車両挙動が第ｍの将来車両挙
動決定手段により決定される。また、第ｍ－１の将来車両挙動の評価対象が前記所定の制
約条件を満たしている場合には、第ｍ－１の将来車両挙動のうちの現在時刻における動作
指令が新たな動作指令として決定される。そして、このような処理によって、第Ｍの将来
車両挙動を決定したときには、この第Ｍの将来車両挙動の評価対象に対する前記評価手段
による評価結果に基づいて新たな動作指令が決定される。
【００２２】
　これにより、前記評価対象が所定の制約条件を満たし得る将来車両挙動を見出す可能性
を高めることが可能となる。このため、将来的な車両の挙動を見通しつつ、実際の車両の
評価対象が、前記所定の制約条件をできるだけ満たすようにする上で、より好適な動作指
令を逐次決定することができる。
【００２３】
　この第５発明では、前記第２～第Ｍの制御則の組があらかじめ複数組用意されており、
前記第２～第Ｍの将来車両挙動決定手段は、前記決定した第１の将来車両挙動の評価対象
の前記所定の制約条件からの逸脱状態に応じて前記第２～第Ｍの制御則の組を前記複数組
の中から選択し、該第２～第Ｍの将来車両挙動決定手段のうちの任意の第ｍの将来車両挙
動決定手段は、前記選択した組の第２～第Ｍの制御則のうちの第ｍの制御則に従って、前
記第ｍの将来車両挙動を決定することが好ましい（第６発明）。
【００２４】
　この第６発明によれば、前記第１の将来車両挙動の評価対象が前記所定の制約条件を満
たしていない場合に、該評価対象の制約条件からの逸脱状態に応じて前記第２～第Ｍの制
御則の組が選択される。従って、第１の将来車両挙動の評価対象の前記所定の制約条件か
らの逸脱状態の解消に適した第ｍの将来車両挙動（ｍ＝２，３，……，Ｍ）を決定できる
。この結果、第６発明によれば、実際の車両の評価対象が、前記所定の制約条件をできる
だけ満たすようにする上で、より好適な動作指令を逐次決定することができる。
【００２５】
　前記第１発明または第２発明では、前記第１の将来車両挙動決定手段は、少なくとも前
記決定された将来の運転操作量の時系列を基に、現在時刻以後の将来の前記動作指令の基
本値の時系列である将来基本動作指令を決定する手段を備え、該第１の将来車両挙動決定
手段が前記将来車両挙動を決定するための前記第１の制御則は、少なくとも前記将来車両
挙動のうちの現在時刻における動作指令と、前記決定した将来基本動作指令のうちの現在
時刻における前記基本値との差が０に近づき、又は０に一致するように前記将来車両挙動
を決定する制御則であることが好ましい（第７発明）。
【００２６】
　この第７発明では、前記動作指令の基本値は、前記運転操作量が表す車両の運転者の要
求に則した車両の挙動を示すアクチュエータ装置の動作指令を意味する。そして、第１の
将来車両挙動決定手段が決定した将来車両挙動の評価対象が前記所定の制約条件を満たす
場合には、前記将来基本動作指令に近いか、もしくは一致するような動作指令が逐次決定
されることとなる。このため、実際の車両の評価対象が、将来的に前記所定の制約条件を
満たすことが予測される状況では、運転者の要求に則した車両の運転を行なうことができ
る。
【００２７】
　前記第２発明では、前記第１の将来車両挙動決定手段は、少なくとも前記決定された将
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来の運転操作量の時系列を基に、現在時刻以後の将来の前記動作指令の基本値の時系列で
ある将来基本動作指令を決定する手段を備え、該第１の将来車両挙動決定手段が前記将来
車両挙動を決定するための前記第１の制御則は、少なくとも前記将来車両挙動のうちの現
在時刻における動作指令と、前記決定した将来基本動作指令のうちの現在時刻における前
記基本値との差が０に近づき、又は０に一致するように前記将来車両挙動を決定する制御
則であり、その決定した将来車両挙動の前記評価対象が前記所定の制約条件を満たしてい
ない場合に、該将来車両挙動のうちの現在時刻における動作指令を修正するための前記修
正規則は、該将来車両挙動のうちの現在時刻における動作指令を修正してなる動作指令と
、前記決定した将来基本動作指令のうちの現在時刻における前記基本値との差が、該将来
車両挙動のうちの現在時刻における修正前の動作指令と前記決定した将来基本動作指令の
うちの現在時刻における前記基本値との差よりも０から遠ざかるように該将来車両挙動の
うちの現在時刻における動作指令の値を修正する規則であることが好ましい（第８発明）
。
【００２８】
　この第８発明によれば、前記第１の将来車両挙動決定手段が決定した将来車両挙動の評
価対象が前記所定の制約条件を満たす場合には、前記第７発明と同様の作用効果を奏する
ことができる。一方、第１の将来車両挙動決定手段が決定した将来車両挙動の評価対象が
前記所定の制約条件を満たしていない場合には、該将来車両挙動のうちの現在時刻におけ
る動作指令を修正してなる動作指令と、前記将来基本動作指令のうちの現在時刻における
前記基本値との差が、該将来車両挙動のうちの現在時刻における修正前の動作指令と前記
将来基本動作指令のうちの現在時刻における前記基本値との差よりも０から遠ざかるよう
に該将来車両挙動のうちの現在時刻における動作指令の値が修正される。このため、運転
者の要求に則してアクチュエータ装置を動作させた場合に、将来的に車両の評価対象が前
記所定の制約条件を満たさなくなることが予測される状況では、その状況の発生を防止す
るために適切なアクチュエータ装置の動作指令を決定できる。
【００２９】
　また、前記第３発明または第４発明では、前記第１の将来車両挙動決定手段は、少なく
とも前記決定された将来の運転操作量の時系列を基に、現在時刻以後の将来の前記動作指
令の基本値の時系列である将来基本動作指令を決定する手段を備え、該第１の将来車両挙
動決定手段が前記第１の将来車両挙動を決定するための前記第１の制御則は、少なくとも
前記第１の将来車両挙動のうちの現在時刻における動作指令と、前記決定した将来基本動
作指令のうちの現在時刻における前記基本値との差が０に近づき、又は０に一致するよう
に前記第１の将来車両挙動を決定する制御則であり、前記第２の将来車両挙動決定手段が
前記第２の将来車両挙動を決定するための前記第２の制御則は、前記第２の将来車両挙動
のうちの現在時刻における動作指令と前記決定した将来基本動作指令のうちの現在時刻に
おける前記基本値との差をΔ2(1)とし、前記第２の将来車両挙動のうちの現在時刻の次の
時刻における動作指令と前記決定した将来基本動作指令のうちの現在時刻の次の時刻にお
ける前記基本値との差をΔ2(2)とし、前記第１の将来車両挙動のうちの現在時刻における
動作指令と前記決定した将来基本動作指令のうちの現在時刻における前記基本値との差を
Δ1(1)とし、前記第１の将来車両挙動のうちの現在時刻の次の時刻における動作指令と前
記決定した将来基本動作指令のうちの現在時刻の次の時刻における前記基本値との差をΔ
1(2)としたとき、少なくともΔ2(1)がΔ1(1)よりも０から遠ざかり、または、Δ2(2)がΔ
1(2)よりも０から遠ざかるように前記第２の将来車両挙動を決定する制御則であることが
好ましい（第９発明）。
【００３０】
　この第９発明によれば、前記第１の将来車両挙動の評価対象が前記所定の制約条件を満
たす場合には、前記第７発明または第８発明と同様の作用効果を奏することができる。一
方、第１の将来車両挙動の評価対象が前記所定の制約条件を満たしていない場合には、少
なくとも前記Δ2(1)がΔ1(1)よりも０から遠ざかり、または、前記Δ2(2)がΔ1(2)よりも
０から遠ざかるように前記第２の将来車両挙動が決定される。このため、運転者の要求に
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則してアクチュエータ装置を動作させた場合に、将来的に車両の評価対象が前記所定の制
約条件を満たさなくなることが予測される状況では、その状況の発生を現在時刻から、ま
たはその次の時刻から防止し得るように前記第２の将来車両挙動を決定できる。従って、
この第２の将来車両挙動の評価対象に対する前記評価手段の評価に基づいて、アクチュエ
ータ装置の現在時刻の動作指令を決定することで、上記の状況の発生を防止するために適
切なアクチュエータ装置の動作指令を決定できる。
【００３１】
　この第９発明では、前記第２の将来車両挙動決定手段が前記第２の将来車両挙動を決定
するための前記第２の制御則は、該第２の将来車両挙動の任意の時刻ｋにおける動作指令
と、前記決定した将来基本動作指令のうちの該時刻ｋにおける前記基本値との差を、該時
刻ｋの進行に伴い徐々に０から遠ざけるように前記第２の将来車両挙動を決定する制御則
であることが好ましい（第１０発明）。
【００３２】
　この第１０発明によれば、運転者の要求に則してアクチュエータ装置を動作させた場合
に、将来的に車両の評価対象が前記所定の制約条件を満たさなくなることが予測される状
況で、アクチュエータの動作指令を、運転者の要求に則した動作指令（前記基本値）から
徐々に遠ざけるように決定することが可能となる。すなわち、アクチュエータ装置の動作
指令が急激に変化することを防止することができる。
【００３３】
　前記第９発明と同様に、前記第５発明または第６発明では、前記第１の将来車両挙動決
定手段は、少なくとも前記決定された将来の運転操作量の時系列を基に、現在時刻以後の
将来の前記動作指令の基本値の時系列である将来基本動作指令を決定する手段を備え、該
第１の将来車両挙動決定手段が前記第１の将来車両挙動を決定するための前記第１の制御
則は、少なくとも前記第１の将来車両挙動のうちの現在時刻における動作指令と、前記決
定した将来基本動作指令のうちの現在時刻における前記基本値との差が０に近づき、又は
０に一致するように前記第１の将来車両挙動を決定する制御則であり、前記第ｍの将来車
両挙動決定手段が前記第ｍの将来車両挙動を決定するための前記第ｍの制御則は、前記第
ｍの将来車両挙動のうちの現在時刻における動作指令と前記決定した将来基本動作指令の
うちの現在時刻における前記基本値との差をΔm(1)とし、前記第ｍの将来車両挙動のうち
の現在時刻の次の時刻における動作指令と前記決定した将来基本動作指令のうちの現在時
刻の次の時刻における前記基本値との差をΔm(2)とし、前記第ｍ－１の将来車両挙動のう
ちの現在時刻における動作指令と前記決定した将来基本動作指令のうちの現在時刻におけ
る前記基本値との差をΔm-1(1)とし、前記第ｍ－１の将来車両挙動のうちの現在時刻の次
の時刻における動作指令と前記決定した将来基本動作指令のうちの現在時刻の次の時刻に
おける前記基本値との差をΔm-1(2)としたとき、少なくともΔm(1)がΔm-1(1)よりも０か
ら遠ざかり、または、Δm(2)がΔm-1(2)よりも０から遠ざかるように前記第ｍの将来車両
挙動を決定する制御則であることが好ましい（第１１発明）。
【００３４】
　この第１１発明によれば、前記第１の将来車両挙動の評価対象が前記所定の制約条件を
満たす場合には、前記第７発明または第８発明と同様の作用効果を奏することができる。
一方、第１から第ｍ－１の将来車両挙動の評価対象が前記所定の制約条件を満たしていな
い場合には、少なくとも前記Δm(1)がΔm-1(1)よりも０から遠ざかり、または、前記Δm(
2)がΔm-1(2)よりも０から遠ざかるように前記第ｍの将来車両挙動が決定される。このた
め、第ｍ－１の将来車両挙動の動作指令でアクチュエータ装置を動作させた場合に、将来
的に評価対象が前記所定の制約条件を満たさなくなることが予測される状況では、その状
況の発生を現在時刻から、またはその次の時刻から防止し得るように前記第ｍの将来車両
挙動を決定できる。従って、実際の車両の評価対象が前記所定の制約条件を満たさなくな
る状況の発生を防止するために適切なアクチュエータ装置の動作指令を決定できる。
【００３５】
　この第１１発明では、前記第１０発明と同様に、前記第ｍの将来車両挙動決定手段が前
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記第ｍの将来車両挙動を決定するための前記第ｍの制御則は、該第ｍの将来車両挙動の任
意の時刻ｋにおける動作指令と、前記決定した将来基本動作指令のうちの該時刻ｋにおけ
る前記基本値との差を、該時刻ｋの進行に伴い徐々に０から遠ざけるように前記第ｍの将
来車両挙動を決定する制御則であることが好ましい（第１２発明）。
【００３６】
　この第１２発明によれば、運転者の要求に則してアクチュエータ装置を動作させた場合
に、将来的に車両の評価対象が前記所定の制約条件を満たさなくなることが予測される状
況で、アクチュエータの動作指令を、運転者の要求に則した動作指令（前記基本値）から
徐々に遠ざけるように決定することが可能となる。
【００３７】
　前記第１発明または第２発明では、前記第１の将来車両挙動決定手段が前記将来車両挙
動を決定するための前記第１の制御則は、該将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各
値を現在時刻側から時系列的に前記初期化済車両モデルに入力して該初期化済車両モデル
の演算処理を実行した場合に該演算処理により決定される前記路面反力および車輪の滑り
のうちの少なくともいずれか一方が所定の許容範囲に収まるように、該将来車両挙動のう
ちの動作指令の時系列の各値を制限する処理を含むことが好ましい（第１３発明）。
【００３８】
　より具体的には、前記第１発明または第２発明では、前記第１の将来車両挙動決定手段
が前記将来車両挙動を決定するための前記第１の制御則は、少なくとも前記決定された将
来の運転操作量の時系列を基に、所定の第１ａ規則により前記将来車両挙動のうちの動作
指令の時系列の各仮値を決定する処理と、少なくとも前記決定した動作指令の各仮値を現
在時刻側から時系列的に前記初期化済車両モデルに入力して該初期化済車両モデルの演算
処理を実行することにより、該動作指令の時系列の各仮値と組になる前記路面反力および
車輪の滑りのうちの少なくともいずれか一方を制限対象として求める処理と、その求めた
制限対象が所定の許容範囲を逸脱しているか否かを判断する処理と、前記各仮値に対して
、該仮値と組になる前記制限対象が前記所定の許容範囲を逸脱していない場合には、該仮
値を前記将来車両挙動のうちの動作指令の時系列を構成する値として決定し、該仮値と組
になる前記制限対象が前記所定の許容範囲を逸脱している場合には、所定の第１ｂ規則に
より、その逸脱した制限対象が前記所定の許容範囲に収まるように、もしくは収まる状態
に近づくように該仮値を修正してなる値を、前記将来車両挙動のうちの動作指令の時系列
を構成する値として決定する処理とを含むことが好ましい（第１４発明）。
【００３９】
　これらの第１３発明および第１４発明によれば、将来車両挙動において、前記制限対象
（路面反力および車輪の滑りのうちの少なくともいずれか一方）が過大になるなど、不適
切なものとならないように該将来車両挙動を決定できる。ひいては、実際の車両の評価対
象が前記制約条件をできるだけ満たすような動作指令を適切に決定できる。特に、第１４
発明では、前記動作指令の仮値を基に、前記車両モデルを用いて路面反力や車輪の滑り（
制限対象）を求めるので、その制限対象が許容範囲から逸脱するのを極力防止し得るよう
な将来車両挙動の動作指令を決定できる。
【００４０】
　また、前記第１３発明または第１４発明と同様の考え方によって、前記第３発明または
第４発明では、前記第１の将来車両挙動決定手段が前記第１の将来車両挙動を決定するた
めの前記第１の制御則は、該第１の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各値を現在
時刻側から時系列的に前記初期化済車両モデルに入力して該初期化済車両モデルの演算処
理を実行した場合に、該演算処理により決定される前記路面反力および車輪の滑りのうち
の少なくともいずれか一方が所定の許容範囲に収まるように、該第１の将来車両挙動のう
ちの動作指令の時系列の各値を制限する処理を含み、前記第２の将来車両挙動決定手段が
前記第２の将来車両挙動を決定するための前記第２の制御則は、該第２の将来車両挙動の
うちの動作指令の時系列の各値を現在時刻側から時系列的に前記初期化済車両モデルに入
力して該初期化済車両モデルの演算処理を実行した場合に、該演算処理により決定される
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前記路面反力および車輪の滑りのうちの少なくともいずれか一方が前記所定の許容範囲に
収まるように、該第２の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各値を制限する処理を
含むことが好ましい（第１５発明）。
【００４１】
　より具体的には、前記第３発明または第４発明では、前記第１の将来車両挙動決定手段
が前記第１の将来車両挙動を決定するための第１の制御則は、少なくとも前記決定された
将来の運転操作量の時系列を基に、所定の第１ａ規則により前記第１の将来車両挙動のう
ちの動作指令の時系列の各仮値を決定する処理と、該第１の将来車両挙動のうちの前記決
定した動作指令の各仮値を現在時刻側から時系列的に前記初期化済車両モデルに入力して
該初期化済車両モデルの演算処理を実行することにより、該動作指令の時系列の各仮値と
組になる前記路面反力および車輪の滑りのうちの少なくともいずれか一方を制限対象とし
て求める処理と、その求めた制限対象が所定の許容範囲を逸脱しているか否かを判断する
処理と、前記第１の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各仮値に対して、該仮値と
組になる前記制限対象が前記所定の許容範囲を逸脱していない場合には、該仮値を前記第
１の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列を構成する値として決定し、該仮値と組にな
る前記制限対象が前記所定の許容範囲を逸脱している場合には、所定の第１ｂ規則により
、その逸脱した制限対象が前記所定の許容範囲に収まるように、もしくは収まる状態に近
づくように該仮値を修正してなる値を、前記第１の将来車両挙動のうちの動作指令の時系
列を構成する値として決定する処理とを含み、前記第２の将来車両挙動決定手段が前記第
２の将来車両挙動を決定するための前記第２の制御則は、所定の第２ａ規則により、前記
第２の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各仮値を決定する処理と、少なくとも該
第２の将来車両挙動のうちの前記決定した動作指令の各仮値を現在時刻側から時系列的に
前記初期化済車両モデルに入力して該初期化済車両モデルの演算処理を実行することによ
り、該第２の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各仮値と組になる前記路面反力お
よび車輪の滑りのうちの少なくともいずれか一方を制限対象として求める処理と、その求
めた制限対象が所定の許容範囲を逸脱しているか否かを判断する処理と、前記第２の将来
車両挙動のうちの動作指令の時系列の各仮値に対して、該仮値と組になる前記制限対象が
前記所定の許容範囲を逸脱していない場合には、該仮値を前記第２の将来車両挙動のうち
の動作指令の時系列を構成する値として決定し、該仮値と組になる前記制限対象が前記所
定の許容範囲を逸脱している場合には、所定の第２ｂ規則により、その逸脱した制限対象
が前記所定の許容範囲に収まるように、もしくは収まる状態に近づくように該仮値を修正
してなる値を、前記第２の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列を構成する値として決
定する手段とを備えることが好ましい（第１６発明）。
【００４２】
　これらの第１５発明および第１６発明によれば、第１の将来車両挙動だけでなく、第２
の将来車両挙動も、その制限対象（路面反力および車輪の滑りのうちの少なくともいずれ
か一方）が過大になるなど、不適切なものとならないように該第２の将来車両挙動を決定
できる。ひいては、実際の車両の評価対象が前記制約条件をできるだけ満たすような動作
指令を適切に決定できる。特に、第１６発明では、前記動作指令の仮値を基に、前記車両
モデルを用いて路面反力や車輪の滑り（制限対象）を求めるので、その制限対象が許容範
囲から逸脱するのを極力防止し得るような第１および第２の将来車両挙動の動作指令を決
定できる。
【００４３】
　同様に、前記第５発明または第６発明では、前記第１の将来車両挙動決定手段が前記第
１の将来車両挙動を決定するための前記第１の制御則は、該第１の将来車両挙動のうちの
動作指令の時系列の各値を現在時刻側から時系列的に前記初期化済車両モデルに入力して
該初期化済車両モデルの演算処理を実行した場合に、該演算処理により決定される前記路
面反力および車輪の滑りのうちの少なくともいずれか一方が所定の許容範囲に収まるよう
に、該第１の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各値を制限する処理を含み、前記
第ｍの将来車両挙動決定手段が前記第ｍの将来車両挙動を決定するための前記第ｍの制御
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則は、該第ｍの将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各値を現在時刻側から時系列的
に前記初期化済車両モデルに入力して該初期化済車両モデルの演算処理を実行した場合に
、該演算処理により決定される前記路面反力および車輪の滑りのうちの少なくともいずれ
か一方が前記所定の許容範囲に収まるように、該第ｍの将来車両挙動のうちの動作指令の
時系列の各値を制限する処理を含むことが好ましい（第１７発明）。
【００４４】
　より具体的には、前記前記第５発明または第６発明では、前記第１の将来車両挙動決定
手段が前記第１の将来車両挙動を決定するための第１の制御則は、少なくとも前記決定さ
れた将来の運転操作量の時系列を基に、所定の第１ａ規則により前記第１の将来車両挙動
のうちの動作指令の時系列の各仮値を決定する処理と、該第１の将来車両挙動のうちの前
記決定した動作指令の各仮値を現在時刻側から時系列的に前記初期化済車両モデルに入力
して該初期化済車両モデルの演算処理を実行することにより、該動作指令の時系列の各仮
値と組になる前記路面反力および車輪の滑りのうちの少なくともいずれか一方を制限対象
として求める処理と、その求めた制限対象が所定の許容範囲を逸脱しているか否かを判断
する処理と、前記第１の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各仮値に対して、該仮
値と組になる前記制限対象が前記所定の許容範囲を逸脱していない場合には、該仮値を前
記第１の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列を構成する値として決定し、該仮値と組
になる前記制限対象が前記所定の許容範囲を逸脱している場合には、所定の第１ｂ規則に
より、その逸脱した制限対象が前記所定の許容範囲に収まるように、もしくは収まる状態
に近づくように該仮値を修正してなる値を、前記第１の将来車両挙動のうちの動作指令の
時系列を構成する値として決定する処理とを含み、前記第ｍの将来車両挙動決定手段が前
記第ｍの将来車両挙動を決定するための前記第ｍの制御則は、所定の第ｍａ規則により、
前記第ｍの将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各仮値を決定する処理と、少なくと
も該第ｍの将来車両挙動のうちの前記決定した動作指令の各仮値を現在時刻側から時系列
的に前記初期化済車両モデルに入力して該初期化済車両モデルの演算処理を実行すること
により、該第ｍの将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各仮値と組になる前記路面反
力および車輪の滑りのうちの少なくともいずれか一方を制限対象として求める処理と、そ
の求めた制限対象が所定の許容範囲を逸脱しているか否かを判断する処理と、前記第ｍの
将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各仮値に対して、該仮値と組になる前記制限対
象が前記所定の許容範囲を逸脱していない場合には、該仮値を前記第ｍの将来車両挙動の
うちの動作指令の時系列を構成する値として決定し、該仮値と組になる前記制限対象が前
記所定の許容範囲を逸脱している場合には、所定の第ｍｂ規則により、その逸脱した制限
対象が前記所定の許容範囲に収まるように、もしくは収まる状態に近づくように該仮値を
修正してなる値を、前記第２の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列を構成する値とし
て決定する手段とを備えることが好ましい（第１８発明）。
【００４５】
　これらの第１７発明および第１８発明によれば、第１の将来車両挙動だけでなく、第ｍ
の将来車両挙動も、その制限対象（路面反力および車輪の滑りのうちの少なくともいずれ
か一方）が過大になるなど、不適切なものとならないように該第ｍの将来車両挙動を決定
できる。ひいては、実際の車両の評価対象が前記制約条件をできるだけ満たすような動作
指令を適切に決定できる。特に、第１８発明では、前記動作指令の仮値を基に、前記車両
モデルを用いて路面反力や車輪の滑り（制限対象）を求めるので、その制限対象が許容範
囲から逸脱するのを極力防止し得るような第１および第ｍの将来車両挙動の動作指令を決
定できる。
【００４６】
　前記第１４発明では、前記第７発明と同様に、前記第１の将来車両挙動決定手段は、少
なくとも前記決定された将来の運転操作量の時系列を基に、現在時刻以後の将来の前記動
作指令の基本値の時系列である将来基本動作指令を決定する手段を備え、該第１の将来車
両挙動決定手段が前記将来車両挙動のうちの動作指令の各仮値を決定するための前記第１
ａ規則は、少なくとも前記将来車両挙動のうちの現在時刻における動作指令と、前記決定
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した将来基本動作指令のうちの現在時刻における前記基本値との差が０に近づき、又は０
に一致するように前記将来車両挙動を決定する規則であることが好ましい（第１９発明）
。
【００４７】
　また、前記第１６発明では、前記第９発明と同様に、前記第１の将来車両挙動決定手段
は、少なくとも前記決定された将来の運転操作量の時系列を基に、現在時刻以後の将来の
前記動作指令の基本値の時系列である将来基本動作指令を決定する手段を備え、
　該第１の将来車両挙動決定手段が前記第１の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の
各仮値を決定するための前記第１ａ規則は、少なくとも前記第１の将来車両挙動のうちの
現在時刻における動作指令と、前記決定した将来基本動作指令のうちの現在時刻における
前記基本値との差が０に近づき、又は０に一致するように前記第１の将来車両挙動のうち
の動作指令の時系列の各仮値を決定する規則であり、
　前記第２の将来車両挙動決定手段が前記第２の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列
の各仮値を決定するための前記第２ａ規則は、前記第２の将来車両挙動のうちの現在時刻
における動作指令と前記決定した将来基本動作指令のうちの現在時刻における前記基本値
との差をΔ2(1)とし、前記第２の将来車両挙動のうちの現在時刻の次の時刻における動作
指令と前記決定した将来基本動作指令のうちの現在時刻の次の時刻における前記基本値と
の差をΔ2(2)とし、前記第１の将来車両挙動のうちの現在時刻における動作指令と前記決
定した将来基本動作指令のうちの現在時刻における前記基本値との差をΔ1(1)とし、前記
第１の将来車両挙動のうちの現在時刻の次の時刻における動作指令と前記決定した将来基
本動作指令のうちの現在時刻の次の時刻における前記基本値との差をΔ1(2)としたとき、
少なくともΔ2(1)がΔ1(1)よりも０から遠ざかり、または、Δ2(2)がΔ1(2)よりも０から
遠ざかるように前記第２の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各仮値を決定する規
則であることが好ましい（第２０発明）。
【００４８】
　そして、この第２０発明では、前記第１０発明と同様に、前記第２の将来車両挙動決定
手段が前記第２の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各仮値を決定するための前記
第２ａ規則は、該第２の将来車両挙動の任意の時刻ｋにおける動作指令と、前記決定した
将来基本動作指令のうちの該時刻ｋにおける前記基本値との差を、該時刻ｋの進行に伴い
徐々に０から遠ざけるように前記第２の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各仮値
を決定する規則であることが好ましい（第２１発明）。
【００４９】
　また、前記第１８発明では、前記第１１発明と同様に、前記第１の将来車両挙動決定手
段は、少なくとも前記決定された将来の運転操作量の時系列を基に、現在時刻以後の将来
の前記動作指令の基本値の時系列である将来基本動作指令を決定する手段を備え、
　該第１の将来車両挙動決定手段が前記第１の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の
各仮値を決定するための前記第１ａ規則は、少なくとも前記第１の将来車両挙動のうちの
現在時刻における動作指令と、前記決定した将来基本動作指令のうちの現在時刻における
前記基本値との差が０に近づき、又は０に一致するように前記第１の将来車両挙動のうち
の動作指令の時系列の各仮値を決定する規則であり、
　前記第ｍの将来車両挙動決定手段が前記第ｍの将来車両挙動のうちの動作指令の時系列
の各仮値を決定するための前記第ｍａ規則は、前記第ｍの将来車両挙動のうちの現在時刻
における動作指令と前記決定した将来基本動作指令のうちの現在時刻における前記基本値
との差をΔm(1)とし、前記第ｍの将来車両挙動のうちの現在時刻の次の時刻における動作
指令と前記決定した将来基本動作指令のうちの現在時刻の次の時刻における前記基本値と
の差をΔm(2)とし、前記第ｍ－１の将来車両挙動のうちの現在時刻における動作指令と前
記決定した将来基本動作指令のうちの現在時刻における前記基本値との差をΔm-1(1)とし
、前記第ｍ－１の将来車両挙動のうちの現在時刻の次の時刻における動作指令と前記決定
した将来基本動作指令のうちの現在時刻の次の時刻における前記基本値との差をΔm-1(2)
としたとき、少なくともΔm(1)がΔm-1(1)よりも０から遠ざかり、または、Δm(2)がΔm-
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1(2)よりも０から遠ざかるように前記第ｍの将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各
仮値を決定する規則であることが好ましい（第２２発明）。
【００５０】
　そして、この第２２発明では、前記第１２発明と同様に、前記第ｍの将来車両挙動決定
手段が前記第ｍの将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各仮値を決定するための前記
第ｍａ規則は、該第ｍの将来車両挙動の任意の時刻ｋにおける動作指令と、前記決定した
将来基本動作指令のうちの該時刻ｋにおける前記基本値との差を、該時刻ｋの進行に伴い
徐々に０から遠ざけるように前記第ｍの将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各仮値
を決定する規則であることが好ましい（第２３発明）。
【００５１】
　これらの第１９発明～第２３発明によれば、それぞれ、前記第７発明、第９発明、第１
０発明、第１１発明、第１２発明と同様の作用効果を奏することができる。
【００５２】
　また、前記第１発明では、前記アクチュエータ装置制御手段は、現在時刻以後の将来の
車両の運動に係わる所定の第２の状態量に対する規範状態である将来規範状態を少なくと
も前記決定された将来の運転操作量の時系列に基づき決定する規範状態決定手段と、その
決定された規範状態に応じて前記将来の車両の運動に係わる第２の状態量の許容範囲を設
定する許容範囲設定手段とを備え、前記評価手段の処理における前記評価対象は、前記第
２の状態量を含み、前記制約条件は、該第２の状態量が前記決定された許容範囲内に収ま
るという条件を含むようにしてもよい（第２４発明）。
【００５３】
　この第２４発明によれば、車両の運動に係わる第２の状態量が前記将来規範状態（これ
は第２の状態量に関する将来の理想的な状態を意味する）から過大にずれない（第２の状
態量が前記許容範囲に収まる）ようにアクチュエータ装置の動作指令を決定することが可
能となる。
【００５４】
　なお、第２の状態量は、前記第１の状態量と異なる状態量でよいことはもちろんである
が、該第１の状態量と同じか、もしくは、該第１の状態量の一部の状態量であってもよい
。
【００５５】
　また、前記第１発明または第２発明では、前記アクチュエータ装置制御手段は、少なく
とも現在時刻以前に前記運転操作量検出手段が検出した前記運転操作量に基づいて、前記
車両の運動に係わる所定の第２の状態量に対する現在時刻までの規範状態である現在時刻
以前規範状態を逐次決定する第１規範状態決定手段と、少なくとも前記決定された将来の
運転操作量の時系列と前記決定された現在時刻以前規範状態とに基づき、前記第２の状態
量に対する現在時刻以後の将来の規範状態である将来規範状態を決定する第２規範状態決
定手段とを備え、
　前記第１の将来車両挙動決定手段が前記将来車両挙動を決定するための前記第１の制御
則は、該将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各値を現在時刻側から時系列的に前記
初期化済車両モデルに入力して該初期化済車両モデルの演算処理を実行した場合に該演算
処理により決定される前記車両の運動に係わる前記第２の状態量が前記決定された将来規
範状態に近づくように、前記将来車両挙動を決定する制御則であってもよい（第２５発明
）。
【００５６】
　この第２５発明によれば、第２の状態量に関する将来の理想的な状態を意味する前記将
来規範状態は、前記将来の運転操作量と前記現在時刻以前規範状態量に基づいて決定され
るので、現在時刻以前規範状態に繋がる将来規範状態を適切に決定できる。そして、前記
将来車両挙動は、それにおける第２の状態量が前記将来規範状態に近づくように前記初期
化済車両モデルを使用して決定されるので、少なくとも前記将来車両挙動の評価対象が前
記所定の制約条件を満たす限り、実際の車両の運動に係わる第２の状態量が、理想的な状



(29) JP WO2007/018188 A1 2007.2.15

10

20

30

40

50

態に近づくようにアクチュエータ装置の動作指令を逐次決定できる。
【００５７】
　この第２５発明では、より具体的には、例えば、前記第１の将来車両挙動決定手段が決
定する前記将来車両挙動のうちの任意の時刻ｋにおける動作指令は、フィードフォワード
成分とフィードバック成分との合成値であり、前記第１の将来車両挙動決定手段が前記将
来車両挙動の決定するための前記第１の制御則は、該将来車両挙動のうちの時刻ｋにおけ
る動作指令の前記フィードフォワード成分を、少なくとも前記決定された将来の運転操作
量の時系列のうちの時刻ｋまたは時刻ｋ－１における運転操作量の値に基づき所定の第１
フィードフォワード制御側により決定する処理と、該将来車両挙動のうちの時刻ｋにおけ
る動作指令の前記フィードバック成分を、前記初期化済車両モデル上の車両の運動に係わ
る第２の状態量のうちの時刻ｋ－１における値と前記決定された将来規範状態の時刻ｋま
たは時刻ｋ－１の値との差に応じて該差を０に近づけるように所定の第１フィードバック
制御則により決定する処理と、該将来車両挙動のうちの時刻ｋにおける前記フィードフォ
ワード成分と前記フィードバック成分とを合成して該時刻ｋにおける動作指令を決定する
処理とを含む制御則である（第２６発明）。
【００５８】
　この第２６発明によれば、前記将来の運転操作量に基づくフィードフォワード成分を基
本としつつ、前記フィードバック成分によって、前記将来車両挙動の第２の状態量を前記
将来規範状態に近づけるように該将来車両挙動の動作指令を決定できる。
【００５９】
　また、前記第３発明または第４発明では、前記アクチュエータ装置制御手段は、少なく
とも現在時刻以前に前記運転操作量検出手段が検出した前記運転操作量に基づいて、前記
車両の運動に係わる所定の第２の状態量に対する現在時刻までの規範状態である現在時刻
以前規範状態を逐次決定する第１規範状態決定手段と、少なくとも前記決定された将来の
運転操作量の時系列と前記決定された現在時刻以前規範状態とに基づき、前記第２の状態
量に対する現在時刻以後の将来の規範状態である将来規範状態を決定する第２規範状態決
定手段とを備え、
　前記第１の将来車両挙動決定手段が前記第１の将来車両挙動を決定するための前記第１
の制御則は、該第１の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各値を現在時刻側から時
系列的に前記初期化済車両モデルに入力して該初期化済車両モデルの演算処理を実行した
場合に該演算処理により決定される前記車両の運動に係わる前記第２の状態量が前記決定
された将来規範状態に近づくように、前記第１の将来車両挙動を決定する制御則であり、
　前記第２の将来車両挙動決定手段が前記第２の将来車両挙動を決定するための前記第２
の制御則は、該第２の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各値を現在時刻側から時
系列的に前記初期化済車両モデルに入力して該初期化済車両モデルの演算処理を実行した
場合に該演算処理により決定される前記車両の運動に係わる前記第２の状態量が前記決定
された将来規範状態に近づくように、前記第２の将来車両挙動を決定する制御則であるよ
うにしてもよい（第２７発明）。
【００６０】
　この第２７発明によれば、第２の状態量に関する将来の理想的な状態を意味する前記将
来規範状態は、前記第２５発明と同様に、前記将来の運転操作量と前記現在時刻以前規範
状態量に基づいて決定されるので、現在時刻以前規範状態に繋がる将来規範状態を適切に
決定できる。そして、前記第１の将来車両挙動および第２の将来車両挙動は、それぞれに
おける第２の状態量が前記将来規範状態に近づくように前記初期化済車両モデルを使用し
て決定されるので、少なくとも前記第１の将来車両挙動または第２の将来車両挙動の評価
対象が前記所定の制約条件を満たす限り、実際の車両の運動に係わる第２の状態量が、理
想的な状態にできるだけ近づくようにアクチュエータ装置の動作指令を逐次決定できる。
【００６１】
　この第２７発明では、より具体的には、例えば、前記第１の将来車両挙動決定手段が決
定する前記第１の将来車両挙動のうちの任意の時刻ｋにおける動作指令は、第１フィード
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フォワード成分と第１フィードバック成分との合成値であり、前記第１の将来車両挙動決
定手段が前記第１の将来車両挙動の決定するための前記第１の制御則は、該第１の将来車
両挙動のうちの時刻ｋにおける動作指令の第１フィードフォワード成分を、少なくとも前
記決定された将来の運転操作量の時系列のうちの時刻ｋまたは時刻ｋ－１における運転操
作量の値に基づき所定の第１フィードフォワード制御則により決定する処理と、該第１の
将来車両挙動のうちの時刻ｋにおける動作指令の第１フィードバック成分を、前記初期化
済車両モデル上の車両の運動に係わる第２の状態量のうちの時刻ｋ－１における値と前記
決定された将来規範状態の時刻ｋまたは時刻ｋ－１の値との差に応じて該差を０に近づけ
るように所定の第１フィードバック制御則により決定する処理と、該第１の将来車両挙動
のうちの時刻ｋにおける前記第１フィードフォワード成分と前記第１フィードバック成分
とを合成して該時刻ｋにおける動作指令を決定する処理とを含む制御則であり、
　前記第２の将来車両挙動決定手段が決定する前記第２の将来車両挙動のうちの任意の時
刻ｋにおける動作指令は、第２フィードフォワード成分と第２フィードバック成分との合
成値であり、前記第２の将来車両挙動決定手段が前記第２の将来車両挙動の決定するため
の前記第２の制御則は、該第２の将来車両挙動のうちの時刻ｋにおける動作指令の第２フ
ィードフォワード成分を所定の第２フィードフォワード制御則により決定する処理と、該
第２の将来車両挙動のうちの時刻ｋにおける動作指令の第２フィードバック成分を、前記
初期化済車両モデル上の車両の運動に係わる第２の状態量のうちの時刻ｋ－１における値
と前記決定された将来規範状態の時刻ｋまたは時刻ｋ－１の値との差に応じて該差を０に
近づけるように所定の第２フィードバック制御則により決定する処理と、該第２の将来車
両挙動のうちの時刻ｋにおける前記第２フィードフォワード成分と前記第２フィードバッ
ク成分とを合成して該時刻ｋにおける動作指令を決定する処理とを含む制御則である（第
２８発明）。
【００６２】
　この第２８発明によれば、前記将来の運転操作量に基づく第１フィードフォワード成分
を基本としつつ、前記第１フィードバック成分によって、前記第１の将来車両挙動の第２
の状態量を前記将来規範状態に近づけるように該第１の将来車両挙動の動作指令を決定で
きる。同様に、第２フィードフォワード成分を基本としつつ、前記第２フィードバック成
分によって、前記第２の将来車両挙動の第２の状態量を前記将来規範状態に近づけるよう
に該第２の将来車両挙動の動作指令を決定できる。
【００６３】
　なお、第２８発明では、前記第１のフィードバック制御則と第２のフィードバック制御
則とは、互いに異なるフィードバック制御則でもよいが、同じフィードバック制御則でも
よい。
【００６４】
　また、前記第５発明または第６発明では、前記アクチュエータ装置制御手段は、少なく
とも現在時刻以前に前記運転操作量検出手段が検出した前記運転操作量に基づいて、前記
車両の運動に係わる所定の第２の状態量に対する現在時刻までの規範状態である現在時刻
以前規範状態を逐次決定する第１規範状態決定手段と、少なくとも前記決定された将来の
運転操作量の時系列と前記決定された現在時刻以前規範状態とに基づき、前記第２の状態
量に対する現在時刻以後の将来の規範状態である将来規範状態を決定する第２規範状態決
定手段とを備え、
　前記第１の将来車両挙動決定手段が前記第１の将来車両挙動を決定するための前記第１
の制御則は、該第１の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各値を現在時刻側から時
系列的に前記初期化済車両モデルに入力して該初期化済車両モデルの演算処理を実行した
場合に該演算処理により決定される前記車両の運動に係わる前記第２の状態量が前記決定
された将来規範状態に近づくように、前記第１の将来車両挙動を決定する制御則であり、
　前記第ｍの将来車両挙動決定手段が前記第ｍの将来車両挙動を決定するための前記第ｍ
の制御則は、該第ｍの将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各値を現在時刻側から時
系列的に前記初期化済車両モデルに入力して該初期化済車両モデルの演算処理を実行した
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場合に該演算処理により決定される前記車両の運動に係わる前記第２の状態量が前記決定
された将来規範状態に近づくように、前記第ｍの将来車両挙動を決定する制御則であるよ
うにしてもよい（第２９発明）。
【００６５】
　この第２９発明によれば、第２の状態量に関する将来の理想的な状態を意味する前記将
来規範状態は、前記第２５発明と同様に、前記将来の運転操作量と前記現在時刻以前規範
状態量に基づいて決定されるので、現在時刻以前規範状態に繋がる将来規範状態を適切に
決定できる。そして、前記第１の将来車両挙動および第ｍの将来車両挙動は、それぞれに
おける第２の状態量が前記将来規範状態に近づくように前記初期化済車両モデルを使用し
て決定されるので、少なくとも前記第１の将来車両挙動または第ｍの将来車両挙動の評価
対象が前記所定の制約条件を満たす限り、実際の車両の運動に係わる第２の状態量が、理
想的な状態にできるだけ近づくようにアクチュエータ装置の動作指令を逐次決定できる。
【００６６】
　そして、この第２９発明では、より具体的には、例えば、前記第１の将来車両挙動決定
手段が決定する前記第１の将来車両挙動のうちの任意の時刻ｋにおける動作指令は、第１
フィードフォワード成分と第１フィードバック成分との合成値であり、前記第１の将来車
両挙動決定手段が前記第１の将来車両挙動の決定するための前記第１の制御則は、該第１
の将来車両挙動のうちの時刻ｋにおける動作指令の第１フィードフォワード成分を、少な
くとも前記決定された将来の運転操作量の時系列のうちの時刻ｋまたは時刻ｋ－１におけ
る運転操作量の値に基づき所定の第１フィードフォワード制御則により決定する処理と、
該第１の将来車両挙動のうちの時刻ｋにおける動作指令の第１フィードバック成分を、前
記初期化済車両モデル上の車両の運動に係わる第２の状態量のうちの時刻ｋ－１における
値と前記決定された将来規範状態の時刻ｋまたは時刻ｋ－１の値との差に応じて該差を０
に近づけるように所定の第１フィードバック制御則により決定する処理と、該第１の将来
車両挙動のうちの時刻ｋにおける前記第１フィードフォワード成分と前記第１フィードバ
ック成分とを合成して該時刻ｋにおける動作指令を決定する処理とを含む制御則であり、
　前記第ｍの将来車両挙動決定手段が決定する前記第ｍの将来車両挙動のうちの任意の時
刻ｋにおける動作指令は、第ｍフィードフォワード成分と第ｍフィードバック成分との合
成値であり、前記第ｍの将来車両挙動決定手段が前記第ｍの将来車両挙動の決定するため
の前記第ｍの制御則は、該第ｍの将来車両挙動のうちの時刻ｋにおける動作指令の第ｍフ
ィードフォワード成分を所定の第ｍフィードフォワード制御則により決定する処理と、該
第ｍの将来車両挙動のうちの時刻ｋにおける動作指令の第ｍフィードバック成分を、前記
初期化済車両モデル上の車両の運動に係わる第２の状態量のうちの時刻ｋ－１における値
と前記決定された将来規範状態の時刻ｋまたは時刻ｋ－１の値との差に応じて該差を０に
近づけるように所定の第ｍフィードバック制御則により決定する処理と、該第ｍの将来車
両挙動のうちの時刻ｋにおける前記第ｍフィードフォワード成分と前記第ｍフィードバッ
ク成分とを合成して該時刻ｋにおける動作指令を決定する処理とを含む制御則である（第
３０発明）。
【００６７】
　この第３０発明によれば、前記将来の運転操作量に基づく第１フィードフォワード成分
を基本としつつ、前記第１フィードバック成分によって、前記第１の将来車両挙動の第２
の状態量を前記将来規範状態に近づけるように該第１の将来車両挙動の動作指令を決定で
きる。同様に、第ｍフィードフォワード成分を基本としつつ、前記第ｍフィードバック成
分によって、前記第ｍの将来車両挙動の第２の状態量を前記将来規範状態に近づけるよう
に該第ｍの将来車両挙動の動作指令を決定できる。
【００６８】
　なお、第３０発明では、前記第１のフィードバック制御則と第ｍ（ｍ＝２，３，…，Ｍ
）のフィードバック制御則とは、互いに異なるフィードバック制御則でもよいが、同じフ
ィードバック制御則でもよい。
【００６９】
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　前記第２６発明では、さらに具体的には、前記第１の将来車両挙動決定手段が決定する
前記将来車両挙動のうちの任意の時刻ｋにおける動作指令の前記フィードフォワード成分
は、基本フィードフォワード成分と第１補助フィードフォワード成分とから構成され、該
第１の将来車両挙動決定手段の前記第１フィードフォワード制御則は、前記将来車両挙動
のうちの任意の時刻ｋにおける動作指令の前記基本フィードフォワード成分を、少なくと
も前記決定された将来の運転操作量の時系列のうちの時刻ｋまたは時刻ｋ－１における運
転操作量の値に基づき決定する処理と、少なくとも前記将来車両挙動のうちの現在時刻に
おける前記第１補助フィードフォワード成分が、前記アクチュエータ装置制御手段が新た
な動作指令を決定しようとする現在時刻の１つ前の時刻における第１補助フィードフォワ
ード成分の値よりも０に近づき、または０に一致するような所定のパターンで前記将来車
両挙動の各時刻における動作指令の前記第１補助フィードフォワード成分を決定する処理
とを含む制御則であることが好ましい（第３１発明）。
【００７０】
　この第３１発明によれば、前記基本フィードフォワード成分は、前記運転操作量が表す
車両の運転者の要求に則した車両の挙動を示すアクチュエータ装置の動作指令を意味する
。そして、第１の将来車両挙動決定手段が決定した将来車両挙動の評価対象が前記所定の
制約条件を満たす場合には、前記基本フィードフォワード成分に近いか、もしくは一致す
るようなフィードフォワード成分を有する動作指令が逐次決定されることとなる。このた
め、実際の車両の評価対象が、将来的に前記所定の制約条件を満たすことが予測される状
況では、実際の車両の運動に係わる第２の状態量を規範状態（理想的な状態）に近づけつ
つ、できるだけ運転者の要求に則した車両の運転を行なうことができる。
【００７１】
　なお、この第３１発明における基本フィードフォワード成分は、前記第７発明における
基本値に相当する。
【００７２】
　また、前記第２８発明では、前記第１の将来車両挙動決定手段が決定する前記第１の将
来車両挙動のうちの任意の時刻ｋにおける動作指令の前記第１フィードフォワード成分は
、基本フィードフォワード成分と第１補助フィードフォワード成分とから構成され、該第
１の将来車両挙動決定手段の前記第１フィードフォワード制御則は、前記第１の将来車両
挙動のうちの任意の時刻ｋにおける動作指令の前記基本フィードフォワード成分を、少な
くとも前記決定された将来の運転操作量の時系列のうちの時刻ｋまたは時刻ｋ－１におけ
る運転操作量の値に基づき決定する処理と、少なくとも前記第１の将来車両挙動のうちの
現在時刻における前記第１補助フィードフォワード成分が、前記アクチュエータ装置制御
手段が新たな動作指令を決定しようとする現在時刻の１つ前の時刻における第１補助フィ
ードフォワード成分の値よりも０に近づき、または０に一致するような所定のパターンで
前記第１の将来車両挙動の各時刻における動作指令の前記第１補助フィードフォワード成
分を決定する処理とを含む制御則であり、
　前記第２の将来車両挙動決定手段が決定する前記第２の将来車両挙動のうちの任意の時
刻ｋにおける動作指令の前記第２フィードフォワード成分は、前記基本フィードフォワー
ド成分と第２補助フィードフォワード成分とから構成され、該第２の将来車両挙動決定手
段の前記第２フィードフォワード制御則は、前記第２の将来車両挙動のうちの現在時刻お
よびその次の時刻における前記第２補助フィードフォワード成分をそれぞれFF2_2(1)、FF
2_2(2)とし、前記第１の将来車両挙動のうちの現在時刻およびその次の時刻における前記
第１補助フィードフォワード成分をそれぞれFF2_1(1)、FF2_1(2)としたとき、少なくとも
FF2_2(1)がFF2_1(1)よりも０から遠ざかり、または、FF2_2(2)がFF2_1(2)よりも０から遠
ざかるような所定のパターンで前記第２の将来車両挙動の各時刻における動作指令の第２
補助フィードフォワード成分を決定する処理を含む制御則であることが好ましい（第３２
発明）。
【００７３】
　この第３２発明によれば、前記第１の将来車両挙動の評価対象が前記所定の制約条件を
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満たす場合には、前記第３１発明と同様の作用効果を奏することができる。一方、第１の
将来車両挙動の評価対象が前記所定の制約条件を満たしていない場合には、少なくとも前
記FF2_2(1)がFF2_1(1)よりも０から遠ざかり、または、前記FF2_2(2)がFF2_1(2)よりも０
から遠ざかるような所定のパターンで前記第２の将来車両挙動の各時刻における動作指令
の第２補助フィードフォワード成分が決定される。このため、実際の車両の運動に係わる
第２の状態量を規範状態（理想的な状態）に近づけつつ、運転者の要求に則してアクチュ
エータ装置を動作させた場合に、将来的に車両の評価対象が前記所定の制約条件を満たさ
なくなることが予測される状況では、その状況の発生を現在時刻から、またはその次の時
刻から防止し得るように前記第２の将来車両挙動を決定できる。従って、この第２の将来
車両挙動の評価対象に対する前記評価手段の評価に基づいて、アクチュエータ装置の現在
時刻の動作指令を決定することで、上記の状況の発生を防止するために適切なアクチュエ
ータ装置の動作指令を決定できる。
【００７４】
　なお、この第３２発明における基本フィードフォワード成分は、前記第９発明における
基本値に相当する。
【００７５】
　そして、この第３２発明では、前記第２の将来車両挙動決定手段の前記第２フィードフ
ォワード制御則は、前記第２の将来車両挙動の任意の時刻ｋにおける動作指令の前記第２
補助フィードフォワード成分を、該時刻ｋの進行に伴い徐々に０から遠ざけるように決定
する制御則であることが好ましい（第３３発明）。
【００７６】
　この第３３発明によれば、実際の車両の第２の状態量を規範状態（理想的な状態）に近
づけつつ、運転者の要求に則してアクチュエータ装置を動作させた場合に、将来的に車両
の評価対象が前記所定の制約条件を満たさなくなることが予測される状況で、アクチュエ
ータの動作指令のフィードフォワード成分を、運転者の要求に則した動作指令の成分とし
ての基本フィードフォワード成分から徐々に遠ざけるように決定することが可能となる。
【００７７】
　前記第３２発明と同様に、前記第３０発明では、前記第１の将来車両挙動決定手段が決
定する前記第１の将来車両挙動のうちの任意の時刻ｋにおける動作指令の前記第１フィー
ドフォワード成分は、基本フィードフォワード成分と第１補助フィードフォワード成分と
から構成され、該第１の将来車両挙動決定手段の前記第１フィードフォワード制御則は、
前記第１の将来車両挙動のうちの任意の時刻ｋにおける動作指令の前記基本フィードフォ
ワード成分を、少なくとも前記決定された将来の運転操作量の時系列のうちの時刻ｋまた
は時刻ｋ－１における運転操作量の値に基づき決定する処理と、少なくとも前記第１の将
来車両挙動のうちの現在時刻における前記第１補助フィードフォワード成分が、前記アク
チュエータ装置制御手段が新たな動作指令を決定しようとする現在時刻の１つ前の時刻に
おける第１補助フィードフォワード成分の値よりも０に近づき、または０に一致するよう
な所定のパターンで前記第１の将来車両挙動の各時刻における動作指令の前記第１補助フ
ィードフォワード成分を決定する処理とを含む制御則であり、
　前記第ｍの将来車両挙動決定手段が決定する前記第ｍの将来車両挙動のうちの任意の時
刻ｋにおける動作指令の前記第ｍフィードフォワード成分は、前記基本フィードフォワー
ド成分と第ｍ補助フィードフォワード成分とから構成され、該第ｍの将来車両挙動決定手
段の前記第ｍフィードフォワード制御則は、前記第ｍの将来車両挙動のうちの現在時刻お
よびその次の時刻における前記第ｍ補助フィードフォワード成分をそれぞれFF2m(1)、FF2
m(2)とし、前記第ｍ－１の将来車両挙動のうちの現在時刻およびその次の時刻における前
記第ｍ－１補助フィードフォワード成分をそれぞれFF2m-1(1)、FF2m-1(2)としたとき、少
なくともFF2m(1)がFF2m-1(1)よりも０から遠ざかり、または、FF2m(2)がFF2m-1(2)よりも
０から遠ざかるような所定のパターンで前記第ｍの将来車両挙動の各時刻における動作指
令の第ｍ補助フィードフォワード成分を決定する処理を含む制御則であることが好ましい
（第３４発明）。
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【００７８】
　この第３４発明によれば、前記第１の将来車両挙動の評価対象が前記所定の制約条件を
満たす場合には、前記第３１発明と同様の作用効果を奏することができる。一方、第１か
ら第ｍ－１の将来車両挙動の評価対象が前記所定の制約条件を満たしていない場合には、
少なくとも前記FF2m(1)がFF2m-1(1)よりも０から遠ざかり、または、前記FF2m(2)がFF2m-
1(2)よりも０から遠ざかるような所定のパターンで前記第ｍの将来車両挙動の各時刻にお
ける動作指令の第ｍ補助フィードフォワード成分が決定される。このため、第ｍ－１の将
来車両挙動の動作指令でアクチュエータ装置を動作させた場合に、将来的に評価対象が前
記所定の制約条件を満たさなくなることが予測される状況では、その状況の発生を現在時
刻から、またはその次の時刻から防止し得るように前記第ｍの将来車両挙動を決定できる
。従って、実際の車両の評価対象が前記所定の制約条件を満たさなくなる状況の発生を防
止するために適切なアクチュエータ装置の動作指令を決定できる。
【００７９】
　なお、この第３４発明における基本フィードフォワード成分は、前記第１１発明におけ
る基本値に相当する。
【００８０】
　そして、この第３４発明では、前記第ｍの将来車両挙動決定手段の前記第ｍフィードフ
ォワード制御則は、前記第ｍの将来車両挙動の任意の時刻ｋにおける動作指令の前記第ｍ
補助フィードフォワード成分を、該時刻ｋの進行に伴い徐々に０から遠ざけるように決定
する制御則であることが好ましい（第３５発明）。
【００８１】
　この第３５発明によれば、実際の車両の第２の状態量を規範状態（理想的な状態）に近
づけつつ、運転者の要求に則してアクチュエータ装置を動作させた場合に、将来的に車両
の評価対象が前記所定の制約条件を満たさなくなることが予測される状況で、アクチュエ
ータの動作指令のフィードフォワード成分を、運転者の要求に則した動作指令の成分とし
ての基本フィードフォワード成分から徐々に遠ざけるように決定することが可能となる。
【００８２】
　前記第２６発明では、さらに具体的には、前記第１の将来車両挙動決定手段は、少なく
とも前記将来車両挙動のうちの現在時刻における前記第１フィードバック制御則のフィー
ドバックゲインが、前記アクチュエータ装置制御手段が新たな動作指令を決定しようとす
る現在時刻の１つ前の時刻におけるフィードバックゲインの値よりも所定の基準ゲインに
近づき、または該基準ゲインに一致するような所定のパターンで前記将来車両挙動の各時
刻における前記第１フィードバック制御則のフィードバックゲインを設定する手段を備え
るようにしてもよい（第３６発明）。
【００８３】
　この第３６発明によれば、第１の将来車両挙動決定手段が決定した将来車両挙動の評価
対象が前記所定の制約条件を満たす場合には、前記第１フィードバック制御則のフィード
バックゲインが、基準ゲインに近いか、もしくは一致するような所定のパターンで逐次決
定される。このため、実際の車両の評価対象が、将来的に前記所定の制約条件を満たすこ
とが予測される状況では、実際の車両の運動に係わる第２の状態量を規範状態（理想的な
状態）に適切に近づけることができる。
【００８４】
　また、前記第２８発明では、前記第１の将来車両挙動決定手段は、少なくとも前記将来
車両挙動のうちの現在時刻における前記第１フィードバック制御則のフィードバックゲイ
ンが、前記アクチュエータ装置制御手段が新たな動作指令を決定しようとする現在時刻の
１つ前の時刻におけるフィードバックゲインの値よりも所定の基準ゲインに近づき、また
は該基準ゲインに一致するような所定のパターンで前記将来車両挙動の各時刻における前
記第１フィードバック制御則のフィードバックゲインを設定する手段を備え、
　前記第２の将来車両挙動決定手段は、前記第２の将来車両挙動における現在時刻および
その次の時刻での前記第２フィードバック制御則のフィードバックゲインをそれぞれKfb_
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2(1)、Kfb_2(2)とし、前記第１の将来車両挙動における現在時刻およびその次の時刻での
前記第１フィードバック制御則のフィードバックゲインをそれぞれKfb_1(1)、Kfb_1(2)と
したとき、少なくともKfb_2(1)がKfb_1(1)よりも前記基準ゲインから遠ざかり、または、
Kfb_2(2)がKfb_1(2)よりも前記基準ゲインから遠ざかるような所定のパターンで前記第２
の将来車両挙動の各時刻における前記第２フィードバック制御則のフィードバックゲイン
を設定する手段を備えるようにしてもよい（第３７発明）。
【００８５】
　この第３７発明によれば、前記第１の将来車両挙動の評価対象が前記所定の制約条件を
満たす場合には、前記第３６発明と同様の作用効果を奏することができる。一方、第１の
将来車両挙動の評価対象が前記所定の制約条件を満たしていない場合には、少なくとも前
記Kfb_2(1)がKfb_1(1)よりも前記基準ゲインから遠ざかり、または、Kfb_2(2)がKfb_1(2)
よりも前記基準ゲインから遠ざかるような所定のパターンで前記第２の将来車両挙動の各
時刻における前記第２フィードバック制御則のフィードバックゲインが設定される。この
ため、実際の車両の運動に係わる第２の状態量を規範状態（理想的な状態）に近づけつつ
、運転者の要求に則してアクチュエータ装置を動作させた場合に、将来的に車両の評価対
象が前記所定の制約条件を満たさなくなることが予測される状況では、その状況の発生を
現在時刻から、またはその次の時刻から防止し得るように前記第２の将来車両挙動のフィ
ードバック成分を決定できる。従って、この第２の将来車両挙動の評価対象に対する前記
評価手段の評価に基づいて、アクチュエータ装置の現在時刻の動作指令を決定することで
、上記の状況の発生を防止するために適切なアクチュエータ装置の動作指令を決定できる
。
【００８６】
　そして、この第３７発明では、前記第２フィードバック制御則のフォードバックゲイン
を設定する手段は、前記第２の将来車両挙動の任意の時刻ｋにおける第２フィードバック
制御則のフィードバックゲインを、該時刻ｋの進行に伴い徐々に前記基準ゲインから遠ざ
けるように設定することが好ましい（第３８発明）。
【００８７】
　この第３８発明によれば、実際の車両の第２の状態量を規範状態（理想的な状態）に近
づけつつ、運転者の要求に則してアクチュエータ装置を動作させた場合に、将来的に車両
の評価対象が前記所定の制約条件を満たさなくなることが予測される状況で、前記第２フ
ィードバック制御則のフィードバックゲインを基準ゲインから徐々に遠ざけるように決定
することが可能となる。
【００８８】
　前記第３７発明と同様に、前記第３０発明では、前記第１の将来車両挙動決定手段は、
少なくとも前記将来車両挙動のうちの現在時刻における前記第１フィードバック制御則の
フィードバックゲインが、前記アクチュエータ装置制御手段が新たな動作指令を決定しよ
うとする現在時刻の１つ前の時刻におけるフィードバックゲインの値よりも所定の基準ゲ
インに近づき、または該基準ゲインに一致するような所定のパターンで前記将来車両挙動
の各時刻における前記第１フィードバック制御則のフィードバックゲインを設定する手段
を備え、
　前記第ｍの将来車両挙動決定手段は、前記第ｍの将来車両挙動における現在時刻および
その次の時刻での前記第ｍフィードバック制御則のフィードバックゲインをそれぞれKfbm
(1)、Kfbm(2)とし、前記第ｍ－１の将来車両挙動における現在時刻およびその次の時刻で
の前記第ｍ－１フィードバック制御則のフィードバックゲインをそれぞれKfbm-1(1)、Kfb
m-1(2)としたとき、少なくともKfbm(1)がKfbm-1(1)よりも前記基準ゲインから遠ざかり、
または、Kfbm(2)がKfbm-1(2)よりも前記基準ゲインから遠ざかるような所定のパターンで
前記第ｍの将来車両挙動の各時刻における前記第ｍフィードバック制御則のフィードバッ
クゲインを設定する手段を備えるようにしてもよい（第３９発明）。
【００８９】
　この第３９発明によれば、前記第１の将来車両挙動の評価対象が前記所定の制約条件を
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満たす場合には、前記第３６発明と同様の作用効果を奏することができる。一方、第１か
ら第ｍ－１の将来車両挙動の評価対象が前記所定の制約条件を満たしていない場合には、
少なくともKfbm(1)がKfbm-1(1)よりも前記基準ゲインから遠ざかり、または、Kfbm(2)がK
fbm-1(2)よりも前記基準ゲインから遠ざかるような所定のパターンで前記第ｍの将来車両
挙動の各時刻における前記第ｍフィードバック制御則のフィードバックゲインが設定され
る。このため、第ｍ－１の将来車両挙動の動作指令でアクチュエータ装置を動作させた場
合に、将来的に評価対象が前記所定の制約条件を満たさなくなることが予測される状況で
は、その状況の発生を現在時刻から、またはその次の時刻から防止し得るように前記第ｍ
の将来車両挙動のフィードバック成分を決定できる。従って、実際の車両の評価対象が前
記所定の制約条件を満たさなくなる状況の発生を防止するために適切なアクチュエータ装
置の動作指令を決定できる。
【００９０】
　そして、この第３９発明では、前記第ｍフィードバック制御則のフォードバックゲイン
を設定する手段は、前記第ｍの将来車両挙動の任意の時刻ｋにおける第ｍフィードバック
制御則のフィードバックゲインを、該時刻ｋの進行に伴い徐々に前記基準ゲインから遠ざ
けるように設定することが好ましい（第４０発明）。
【００９１】
　この第４０発明によれば、実際の車両の第２の状態量を規範状態（理想的な状態）に近
づけつつ、運転者の要求に則してアクチュエータ装置を動作させた場合に、将来的に車両
の評価対象が前記所定の制約条件を満たさなくなることが予測される状況で、前記第ｍフ
ィードバック制御則のフィードバックゲインを基準ゲインから徐々に遠ざけるように決定
することが可能となる。
【００９２】
　また、前記第２６発明では、前記第２規範状態決定手段は、少なくとも前記決定された
将来の運転操作量の時系列と前記決定された現在時刻以前規範状態とに基づき、前記第２
の状態量に対する現在時刻以後の将来の基本規範状態を決定する手段と、該基本規範状態
を修正するための規範修正量を決定する手段と、前記決定された基本規範状態を該規範修
正量により修正することにより前記将来規範状態を決定する手段とから構成され、
　前記規範修正量を決定する手段は、前記第１の将来車両挙動手段により前記将来車両挙
動の時系列を決定するとき、少なくとも該将来車両挙動のうちの現在時刻における前記規
範修正量が、前記アクチュエータ装置制御手段が新たな動作指令を決定しようとする現在
時刻の１つ前の時刻における規範修正量の値よりも０に近づき、または０に一致するよう
な所定のパターンで前記将来車両挙動の各時刻における前記規範修正量を決定するように
してもよい（第４１発明）。
【００９３】
　この第４１発明によれば、第１の将来車両挙動決定手段が決定した将来車両挙動の評価
対象が前記所定の制約条件を満たす場合には、前記規範修正量が、０に近いか、もしくは
一致するような所定のパターンで逐次決定される。このため、実際の車両の評価対象が、
将来的に前記所定の制約条件を満たすことが予測される状況では、実際の車両の運動に係
わる第２の状態量を規範状態（理想的な状態）に適切に近づけることができる。
【００９４】
　また、前記第２８発明では、前記第２規範状態決定手段は、少なくとも前記決定された
将来の運転操作量の時系列と前記決定された現在時刻以前規範状態とに基づき、前記第２
の状態量に対する現在時刻以後の将来の基本規範状態を決定する手段と、該基本規範状態
を修正するための規範修正量を決定する手段と、前記決定された基本規範状態を該規範修
正量により修正することにより前記将来規範状態を決定する手段とから構成され、
　前記規範修正を決定する手段は、前記第１の将来車両挙動決定手段により前記第１の将
来車両挙動を決定するとき、少なくとも該第１の将来車両挙動のうちの現在時刻における
前記規範修正量が、前記アクチュエータ装置制御手段が新たな動作指令を決定しようとす
る現在時刻の１つ前の時刻における規範修正量の値よりも０に近づき、または０に一致す



(37) JP WO2007/018188 A1 2007.2.15

10

20

30

40

50

るような所定のパターンで前記将来車両挙動の各時刻における前記規範修正量を決定する
と共に、前記第２の将来車両挙動決定手段により前記第２の将来車両挙動を決定するとき
、該第２の将来車両挙動における現在時刻およびその次の時刻での前記規範修正量をそれ
ぞれＣ2(1)、Ｃ2(2)とし、前記第１の将来車両挙動における現在時刻およびその次の時刻
での前記規範修正量をそれぞれＣ1(1)、Ｃ1(2)としたとき、少なくともＣ2(1)がＣ1(1)よ
りも０から遠ざかり、または、Ｃ2(2)がＣ1(2)よりも０から遠ざかるような所定のパター
ンで前記第２の将来車両挙動の各時刻における前記規範修正量を決定するようにしてもよ
い（第４２発明）。
【００９５】
　この第４２発明によれば、前記第１の将来車両挙動の評価対象が前記所定の制約条件を
満たす場合には、前記第４１発明と同様の作用効果を奏することができる。一方、第１の
将来車両挙動の評価対象が前記所定の制約条件を満たしていない場合には、少なくとも前
記C2(1)がＣ1(1)よりも０から遠ざかり、または、Ｃ2(2)がＣ1(2)よりも０から遠ざかる
ような所定のパターンで前記第２の将来車両挙動の各時刻における前記規範修正量が決定
される。このため、実際の車両の運動に係わる第２の状態量を規範状態（理想的な状態）
に近づけつつ、運転者の要求に則してアクチュエータ装置を動作させた場合に、将来的に
車両の評価対象が前記所定の制約条件を満たさなくなることが予測される状況では、その
状況の発生を現在時刻から、またはその次の時刻から防止し得るように前記第２の将来車
両挙動のフィードバック成分を決定できる。従って、この第２の将来車両挙動の評価対象
に対する前記評価手段の評価に基づいて、アクチュエータ装置の現在時刻の動作指令を決
定することで、上記の状況の発生を防止するために適切なアクチュエータ装置の動作指令
を決定できる。
【００９６】
　そして、この第４２発明では、前記規範修正量を決定する手段は、前記第２の将来車両
挙動の任意の時刻ｋにおける規範修正量を、該時刻ｋの進行に伴い徐々に０から遠ざける
ように決定することが好ましい（第４３発明）。
【００９７】
　この第４３発明によれば、実際の車両の第２の状態量を規範状態（理想的な状態）に近
づけつつ、運転者の要求に則してアクチュエータ装置を動作させた場合に、将来的に車両
の評価対象が前記所定の制約条件を満たさなくなることが予測される状況で、前記将来規
範状態を基本規範状態から徐々に遠ざけるように決定することが可能となる。
【００９８】
　前記第４２発明と同様に、前記第３０発明では、前記第２規範状態決定手段は、少なく
とも前記決定された将来の運転操作量の時系列と前記決定された現在時刻以前規範状態と
に基づき、前記第２の状態量に対する現在時刻以後の将来の基本規範状態を決定する手段
と、該基本規範状態を修正するための規範修正量を決定する手段と、前記決定された基本
規範状態を該規範修正量により修正することにより前記将来規範状態を決定する手段とか
ら構成され、
　前記規範修正を決定する手段は、前記第１の将来車両挙動決定手段により前記第１の将
来車両挙動を決定するとき、少なくとも該第１の将来車両挙動のうちの現在時刻における
前記規範修正量が、前記アクチュエータ装置制御手段が新たな動作指令を決定しようとす
る現在時刻の１つ前の時刻における規範修正量の値よりも０に近づき、または０に一致す
るような所定のパターンで前記将来車両挙動の各時刻における前記規範修正量を決定する
と共に、前記第ｍの将来車両挙動決定手段により前記第ｍの将来車両挙動を決定するとき
、該第ｍの将来車両挙動における現在時刻およびその次の時刻での前記規範修正量をそれ
ぞれＣm(1)、Ｃm(2)とし、前記第ｍ－１の将来車両挙動における現在時刻およびその次の
時刻での前記規範修正量をそれぞれＣm-1(1)、Ｃm-1(2)としたとき、少なくともCm(1)がC
m-1(1)よりも０から遠ざかり、または、Ｃm(2)がＣm-1(2)よりも０から遠ざかるような所
定のパターンで前記第ｍの将来車両挙動の各時刻における前記規範修正量を決定するよう
にしてもよい（第４４発明）。



(38) JP WO2007/018188 A1 2007.2.15

10

20

30

40

50

【００９９】
　この第４４発明によれば、前記第１の将来車両挙動の評価対象が前記所定の制約条件を
満たす場合には、前記第４１発明と同様の作用効果を奏することができる。一方、第１か
ら第ｍ－１の将来車両挙動の評価対象が前記所定の制約条件を満たしていない場合には、
少なくともCm(1)がCm-1(1)よりも０から遠ざかり、または、Ｃm(2)がＣm-1(2)よりも０か
ら遠ざかるような所定のパターンで前記第ｍの将来車両挙動の各時刻における前記規範修
正量が決定される。このため、第ｍ－１の将来車両挙動の動作指令でアクチュエータ装置
を動作させた場合に、将来的に評価対象が前記所定の制約条件を満たさなくなることが予
測される状況では、その状況の発生を現在時刻から、またはその次の時刻から防止し得る
ように前記第ｍの将来車両挙動のフィードバック成分を決定できる。従って、実際の車両
の評価対象が前記所定の制約条件を満たさなくなる状況の発生を防止するために適切なア
クチュエータ装置の動作指令を決定できる。
【０１００】
　そして、この第４４発明では、前記規範修正量を決定する手段は、前記第ｍの将来車両
挙動の任意の時刻ｋにおける規範修正量を、該時刻ｋの進行に伴い徐々に０から遠ざける
ように決定することが好ましい（第４５発明）。
【０１０１】
　この第４５発明によれば、実際の車両の第２の状態量を規範状態（理想的な状態）に近
づけつつ、運転者の要求に則してアクチュエータ装置を動作させた場合に、将来的に車両
の評価対象が前記所定の制約条件を満たさなくなることが予測される状況で、第ｍの将来
車両挙動に関する前記将来規範状態を基本規範状態から徐々に遠ざけるように決定するこ
とが可能となる。
【０１０２】
　補足すると、前記第３１発明、第３６発明、第４１発明のうちの２つ以上の発明を互い
に併用してもよい。また、前記第３２発明、第３７発明、第４２発明のうちの２つ以上の
発明を互いに併用してもよい。また、第３４発明、第３９発明、第４４発明のうちの２つ
以上の発明を互いに併用してもよい。
【０１０３】
　また、前記第３１発明では、前記第１将来車両挙動決定手段の前記第１の制御則は、前
記将来車両挙動のうちの時刻ｋにおける前記フィードフォワード成分と前記フィードバッ
ク成分とを合成してなる動作指令の時系列の各値を仮値として、該仮値を現在時刻側から
時系列的に前記初期化済車両モデルに入力して該初期化済車両モデルの演算処理を実行す
ることにより、該動作指令の時系列の各値と組になる前記路面反力および車輪の滑りのう
ちの少なくともいずれか一方を制限対象として求める処理と、その求めた制限対象が所定
の許容範囲を逸脱しているか否かを判断する処理と、前記各仮値に対して、該仮値と組に
なる前記制限対象が前記所定の許容範囲を逸脱していない場合には、該仮値を前記将来車
両挙動のうちの動作指令の時系列を構成する値として決定し、該仮値と組になる前記制限
対象が前記所定の許容範囲を逸脱している場合には、所定の規則により、その逸脱した制
限対象が前記所定の許容範囲に収まるように、もしくは収まる状態に近づくように該仮値
のうちの前記第１補助フィードフォワード成分を修正することにより前記将来車両挙動の
うちの動作指令の各値を決定する処理とをさらに含むことが好ましい（第４６発明）。
【０１０４】
　この第４６発明によれば、将来車両挙動において、前記制限対象（路面反力および車輪
の滑りのうちの少なくともいずれか一方）が過大になるなど、不適切なものとならないよ
うに第１補助フィードフォワード成分を調整して、該将来車両挙動を決定できる。ひいて
は、実際の車両の評価対象が前記制約条件をできるだけ満たすような動作指令を適切に決
定できる。また、前記動作指令の仮値を基に、前記車両モデルを用いて路面反力や車輪の
滑り（制限対象）を求めるので、その制限対象が許容範囲から逸脱するのを極力防止し得
るような将来車両挙動の動作指令を決定できる。
【０１０５】
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　なお、この第４６発明における前記所定の規則は、前記第１４発明における所定の第１
ｂ規則に相当する。
【０１０６】
　また、上記第４６発明と同様の考え方によって、前記第３２発明または第３３発明では
、前記第１将来車両挙動決定手段の前記第１の制御則は、前記第１の将来車両挙動のうち
の時刻ｋにおける前記第１フィードフォワード成分と前記第１フィードバック成分とを合
成してなる動作指令の時系列の各値を仮値として、該仮値を現在時刻側から時系列的に前
記初期化済車両モデルに入力して該初期化済車両モデルの演算処理を実行することにより
、該動作指令の時系列の各値と組になる前記路面反力および車輪の滑りのうちの少なくと
もいずれか一方を制限対象として求める処理と、その求めた制限対象が所定の許容範囲を
逸脱しているか否かを判断する処理と、前記第１の将来車両挙動のうちの動作指令の時系
列の各仮値に対して、該仮値と組になる前記制限対象が前記所定の許容範囲を逸脱してい
ない場合には、該仮値を前記将来車両挙動のうちの動作指令の時系列を構成する値として
決定し、該仮値と組になる前記制限対象が前記所定の許容範囲を逸脱している場合には、
所定の規則により、その逸脱した制限対象が前記所定の許容範囲に収まるように、もしく
は収まる状態に近づくように該仮値のうちの前記第１補助フィードフォワード成分を修正
することにより前記将来車両挙動のうちの動作指令の各値を決定する処理とをさらに含み
、
　前記第２将来車両挙動決定手段の前記第２の制御則は、前記第２の将来車両挙動のうち
の時刻ｋにおける前記第２フィードフォワード成分と前記第２フィードバック成分とを合
成してなる動作指令の時系列の各値を仮値として、該仮値を現在時刻側から時系列的に前
記初期化済車両モデルに入力して該初期化済車両モデルの演算処理を実行することにより
、該動作指令の時系列の各値と組になる前記路面反力および車輪の滑りのうちの少なくと
もいずれか一方を制限対象として求める処理と、その求めた制限対象が所定の許容範囲を
逸脱しているか否かを判断する処理と、前記第２の将来車両挙動の動作指令の時系列の各
仮値に対して、該仮値と組になる前記制限対象が前記所定の許容範囲を逸脱していない場
合には、該仮値を前記将来車両挙動のうちの動作指令の時系列を構成する値として決定し
、該仮値と組になる前記制限対象が前記所定の許容範囲を逸脱している場合には、所定の
規則により、その逸脱した制限対象が前記所定の許容範囲に収まるように、もしくは収ま
る状態に近づくように該仮値のうちの前記第２補助フィードフォワード成分を修正するこ
とにより前記将来車両挙動のうちの動作指令の各値を決定する処理とをさらに含むことが
好ましい（第４７発明）。
【０１０７】
　この第４７発明によれば、第１の将来車両挙動だけでなく、第２の将来車両挙動も、そ
の制限対象（路面反力および車輪の滑りのうちの少なくともいずれか一方）が過大になる
など、不適切なものとならないように第２補助フィードフォワード成分を調整して、該第
２の将来車両挙動を決定できる。ひいては、実際の車両の評価対象が前記制約条件をでき
るだけ満たすような動作指令を適切に決定できる。また、前記動作指令の仮値を基に、前
記車両モデルを用いて路面反力や車輪の滑り（制限対象）を求めるので、その制限対象が
許容範囲から逸脱するのを極力防止し得るような第１および第２の将来車両挙動の動作指
令を決定できる。
【０１０８】
　同様に、前記第３４発明または第３５発明では、前記第１将来車両挙動決定手段の前記
第１の制御則は、前記第１の将来車両挙動のうちの時刻ｋにおける前記第１フィードフォ
ワード成分と前記第１フィードバック成分とを合成してなる動作指令の時系列の各値を仮
値として、該仮値を現在時刻側から時系列的に前記初期化済車両モデルに入力して該初期
化済車両モデルの演算処理を実行することにより、該動作指令の時系列の各値と組になる
前記路面反力および車輪の滑りのうちの少なくともいずれか一方を制限対象として求める
処理と、その求めた制限対象が所定の許容範囲を逸脱しているか否かを判断する処理と、
前記第１の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各仮値に対して、該仮値と組になる
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前記制限対象が前記所定の許容範囲を逸脱していない場合には、該仮値を前記将来車両挙
動のうちの動作指令の時系列を構成する値として決定し、該仮値と組になる前記制限対象
が前記所定の許容範囲を逸脱している場合には、所定の規則により、その逸脱した制限対
象が前記所定の許容範囲に収まるように、もしくは収まる状態に近づくように該仮値のう
ちの前記第１補助フィードフォワード成分を修正することにより前記将来車両挙動のうち
の動作指令の各値を決定する処理とをさらに含み、
　前記第ｍ将来車両挙動決定手段の前記第ｍの制御則は、前記第ｍの将来車両挙動のうち
の時刻ｋにおける前記第ｍフィードフォワード成分と前記第ｍフィードバック成分とを合
成してなる動作指令の時系列の各値を仮値として、該仮値を現在時刻側から時系列的に前
記初期化済車両モデルに入力して該初期化済車両モデルの演算処理を実行することにより
、該動作指令の時系列の各値と組になる前記路面反力および車輪の滑りのうちの少なくと
もいずれか一方を制限対象として求める処理と、その求めた制限対象が所定の許容範囲を
逸脱しているか否かを判断する処理と、前記第ｍの将来車両挙動の動作指令の時系列の各
仮値に対して、該仮値と組になる前記制限対象が前記所定の許容範囲を逸脱していない場
合には、該仮値を前記将来車両挙動のうちの動作指令の時系列を構成する値として決定し
、該仮値と組になる前記制限対象が前記所定の許容範囲を逸脱している場合には、所定の
規則により、その逸脱した制限対象が前記所定の許容範囲に収まるように、もしくは収ま
る状態に近づくように該仮値のうちの前記第ｍ補助フィードフォワード成分を修正するこ
とにより前記将来車両挙動のうちの動作指令の各値を決定する処理とをさらに含むことが
好ましい（第４８発明）。
【０１０９】
　この第４８発明によれば、第１の将来車両挙動だけでなく、第ｍの将来車両挙動も、そ
の制限対象（路面反力および車輪の滑りのうちの少なくともいずれか一方）が過大になる
など、不適切なものとならないように第ｍ補助フィードフォワード成分を調整して、該第
ｍの将来車両挙動を決定できる。ひいては、実際の車両の評価対象が前記制約条件をでき
るだけ満たすような動作指令を適切に決定できる。また、前記動作指令の仮値を基に、前
記車両モデルを用いて路面反力や車輪の滑り（制限対象）を求めるので、その制限対象が
許容範囲から逸脱するのを極力防止し得るような第１および第ｍの将来車両挙動の動作指
令を決定できる。
【０１１０】
　前記第１規範状態決定手段を備えた前記第２５～第４８発明では、前記実状態量把握手
段は、前記車両の実際の運動に係わる前記第２の状態量を検出または推定する手段を含み
、
　前記第１規範状態決定手段は、前記現在時刻以前規範状態を新たに決定するとき、少な
くとも前記運転操作量検出手段が検出した前記運転操作量と、該現在時刻以前規範状態の
過去値と前記検出または推定された前記第２の状態量と差に応じて該差を０に近づけるよ
うに決定した仮想外力とに基づき新たな現在時刻以前規範状態を決定することが好ましい
（第４９発明）。
【０１１１】
　この第４９発明によれば、前記現在時刻以前規範状態が、その過去値と前記検出または
推定された第２の状態量との差を０に近づけるように決定した仮想外力を使用して決定さ
れるので、現在時刻以前規範状態が、実際の車両の第２の状態量の状態から大きく乖離す
るのを防止できる。ひいては、前記将来規範状態量も、現在時刻までの車両の第２の状態
量と乖離の少ないものに決定できる。その結果、各将来車両挙動において、第２の状態量
が将来規範状態量に近づくように決定される動作指令が過大になるのを防止して、実際の
車両の挙動を適切に制御し得る動作指令を逐次決定することが可能となる。
【０１１２】
　上記第４９発明と別の形態として、例えば前記第４６発明では、前記第１将来車両挙動
決定手段が決定した前記将来車両挙動の現在時刻における動作指令を前記新たな動作指令
として決定した場合における該動作指令の現在時刻における前記仮値と、新たな動作指令
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との差を仮想外力決定用偏差としたとき、前記第１規範状態決定手段は、前記現在時刻以
前規範状態を新たに決定するとき、少なくとも前記運転操作量検出手段が検出した前記運
転操作量と、前記仮想外力決定用偏差に応じて該偏差を０に近づけるように決定した仮想
外力とに基づき新たな現在時刻以前規範状態を決定するようにしてもよい（第５２発明）
。
【０１１３】
　同様に、前記第４７発明では、前記第１の将来車両挙動決定手段が決定した前記第１の
将来車両挙動の現在時刻における動作指令を前記新たな動作指令として決定した場合にお
ける該第１の将来車両挙動の動作指令の現在時刻における前記仮値と、前記第２の将来車
両挙動決定手段が決定した前記第２の将来車両挙動の現在時刻における動作指令を前記新
たな動作指令として決定した場合における該第２の将来車両挙動の動作指令の現在時刻に
おける前記仮値とのいずれかと、新たな動作指令との差を仮想外力決定用偏差としたとき
、前記第１規範状態決定手段は、前記現在時刻以前規範状態を新たに決定するとき、少な
くとも前記運転操作量検出手段が検出した前記運転操作量と、前記仮想外力決定用偏差に
応じて該偏差を０に近づけるように決定した仮想外力とに基づき新たな現在時刻以前規範
状態を決定するようにしてもよい（第５３発明）。
【０１１４】
　同様に、前記第４８発明では、前記第１の将来車両挙動決定手段が決定した前記第１の
将来車両挙動の現在時刻における動作指令を前記新たな動作指令として決定した場合にお
ける該第１の将来車両挙動の動作指令の現在時刻における前記仮値と、前記第ｍの将来車
両挙動決定手段が決定した前記第ｍの将来車両挙動の現在時刻における動作指令を前記新
たな動作指令として決定した場合における該第ｍの将来車両挙動の動作指令の現在時刻に
おける前記仮値とのいずれかと、新たな動作指令との差を仮想外力決定用偏差としたとき
、前記第１規範状態決定手段は、前記現在時刻以前規範状態を新たに決定するとき、少な
くとも前記運転操作量検出手段が検出した前記運転操作量と、前記仮想外力決定用偏差に
応じて該偏差を０に近づけるように決定した仮想外力とに基づき新たな現在時刻以前規範
状態を決定するようにしてもよい（第５４発明）。
【０１１５】
　これらの第５２発明～第５４発明によれば、現在時刻以前規範状態が、前記仮想外力決
定用偏差にじて該偏差を０に近づけるように決定した仮想外力を使用して決定されるので
、前記第３９発明と同様に、現在時刻以前規範状態が、実際の車両の第２の状態量の状態
から大きく乖離するのを防止できる。ひいては、各将来車両挙動において、第２の状態量
が将来規範状態量に近づくように決定される動作指令が過大になるのを防止して、実際の
車両の挙動を適切に制御し得る動作指令を逐次決定することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０１１６】
　本発明の車両の制御装置の実施形態を以下に説明する。
【０１１７】
　まず、本明細書の実施形態における車両の概要を説明する。本明細書の実施形態で例示
する車両は、４個の車輪（車両の前後に２個ずつの車輪）を備える自動車である。その自
動車の構造自体は、公知のものでよいので本明細書での詳細な図示および説明は省略する
が、その概要は次の通りである。図１は、その車両の概略構成を示すブロック図である。
【０１１８】
　図１に示す如く、車両１（自動車）は、公知の通常の自動車と同様、４個の車輪Ｗ１，
Ｗ２，Ｗ３，Ｗ４のうちの駆動輪に回転駆動力（車両の推進力となる回転力）を付与し、
あるいは各車輪Ｗ１～Ｗ４に制動力を付与する駆動・制動装置３Ａ（駆動・制動系）と、
４個の車輪Ｗ１～Ｗ４のうちの操舵輪（通常は前輪Ｗ１，Ｗ２）を操舵するステアリング
装置３Ｂ（ステアリング系）と、４個の車輪Ｗ１～Ｗ４に車体１Ｂを弾力的に支持するサ
スペンション装置３Ｃ（サスペンション系）とを備えている。
【０１１９】
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　これらの装置３Ａ，３Ｂ，３Ｃは、車両１の運動を操作する機能を持つ。例えば駆動・
制動装置３Ａは、主に、車両１の進行方向の位置、速度、加速度を操作する機能を持ち、
ステアリング装置３Ｂは、主に、車両１のヨー方向の姿勢を操作する機能を持ち、サスペ
ンション装置３Ｃは、主に、車両１の車体１Ｂのピッチ方向およびロール方向の姿勢、あ
るいは車体１Ｂの路面からの高さ（車輪Ｗ１～Ｗ４に対する車体１Ｂの上下方向の位置）
を操作する機能を持つ。なお、本明細書では、「姿勢」は空間的な向きを意味する。
【０１２０】
　駆動・制動装置３Ａは、図示は省略するが、より詳しくは車両１の動力発生源（車両１
の推進力発生源）としてのエンジン（内燃機関）と、このエンジンの出力（回転駆動力）
を車輪Ｗ１～Ｗ４のうちの駆動輪に伝達する動力伝達系と、各車輪Ｗ１～Ｗ４に制動力を
付与するブレーキ装置とを備えている。動力伝達系には、変速装置、差動歯車装置などが
含まれる。駆動輪は、２つの前輪Ｗ１，Ｗ２、あるいは、２つの後輪Ｗ３，Ｗ４、あるい
は、前輪Ｗ１，Ｗ２および後輪Ｗ３，Ｗ４の両者（４個の車輪Ｗ１～Ｗ４）のいずれでも
よい。
【０１２１】
　なお、実施形態で説明する車両１は、動力発生源としてエンジンを備えるものであるが
、エンジンと電動モータとを動力発生源として備えた車両（いわゆるパラレル型のハイブ
リッド車両）や電動モータを動力発生源として備えた車両（いわゆる電気自動車、あるい
はシリーズ型のハイブリッド車両）であってもよい。
【０１２２】
　また、車両１（自動車）を運転者が操縦するために操作する操作器５（人為的操作器）
として、ステアリングホイール（ハンドル）、アクセルペダル、ブレーキペダル、シフト
レバーなどが車両１の車室内に備えられている。
【０１２３】
　操作器５のうちのステアリングホイールは、前記ステアリング装置３Ｂの動作に関連し
ており、該ステアリングホイールを回転操作することで、これに応じてステアリング装置
３Ｂにより車輪Ｗ１～Ｗ４のうちの操舵輪（通常は２個の前輪Ｗ１，Ｗ２）が操舵される
。
【０１２４】
　操作器５のうちのアクセルペダル、ブレーキペダルおよびシフトレバーは、前記駆動・
制動装置３Ａの動作に関連するものである。すなわち、アクセルペダルの操作量（踏み込
み量）に応じてエンジンに備えられたスロットル弁の開度が変化し、エンジンの吸入空気
量および燃料噴射量（ひいてはエンジンの出力）が調整される。また、ブレーキペダルの
操作量（踏み込み量）に応じてブレーキ装置が作動し、ブレーキペダルの操作量に応じた
制動力が各車輪Ｗ１～Ｗ４に付与される。また、シフトレバーを操作することで、変速装
置の変速比等、該変速装置の動作状態が変化し、エンジンから駆動輪に伝達されるトルク
の調整などが行なわれる。
【０１２５】
　なお、運転者（車両１の操縦者）によるステアリングホイールなどの各操作器５の運転
操作状態は、図示を省略する適宜のセンサにより検出される。以降、この運転操作状態の
検出値（センサの検出出力）を運転操作入力と呼ぶ。この運転操作入力には、具体的には
、ステアリングホイールの回転角であるステアリング角、アクセルペダルの操作量である
アクセルペダル操作量、ブレーキペダルの操作量であるブレーキペダル操作量、シフトレ
バーの操作位置であるシフトレバー位置が含まれる。該運転操作入力は本発明における運
転操作量に相当するものであり、この運転操作入力を検出するセンサが本発明における運
転操作量検出手段に相当する。
【０１２６】
　本明細書の実施形態では、前記駆動・制動装置３Ａ、ステアリング装置３Ｂおよびサス
ペンション装置３Ｃは、その動作（ひいては車両１の運動）を前記運転操作入力以外の車
両１の状態量（車速、ヨーレート等）に応じて能動的に制御可能なものとされている。



(43) JP WO2007/018188 A1 2007.2.15

10

20

30

40

50

【０１２７】
　すなわち、駆動・制動装置３Ａは、例えば車両１の走行時にエンジンから各駆動輪に伝
達する回転駆動力の配分や、車両１の減速時に各車輪Ｗ１～Ｗ４に付与する制動力の配分
を油圧アクチュエータ、電動モータ、電磁制御弁などのアクチュエータを介して所望の動
力配分に制御可能なものとされている。以下、このような動力配分の制御機能を有する駆
動・制動装置３Ａを、動力配分制御機能付き駆動・制動装置３Ａという。なお、この動力
配分制御機能付き駆動・制動装置３Ａには、動力配分を制御するためのアクチューエータ
のほか、エンジンのスロットル弁を駆動するアクチュエータ、燃料噴射弁を駆動するアク
チュエータ、変速装置の変速駆動を行なうアクチュエータ、ブレーキ装置のアクチュエー
タなども含まれる。
【０１２８】
　また、ステアリング装置３Ｂは、前輪Ｗ１，Ｗ２だけでなく、後輪Ｗ３，Ｗ４の操舵機
構も備えており、ステアリングホイールの回転操作に応じて、前輪Ｗ１，Ｗ２を操舵する
と共に、必要に応じて適宜、油圧ポンプ、電動モータ、電磁制御弁などのアクチュエータ
を介して後輪Ｗ３，Ｗ４の操舵を行なうもの（いわゆる４ＷＳ）とされている。この場合
、ステアリング装置３Ｂは、前輪Ｗ１，Ｗ２の操舵角も後輪Ｗ３，Ｗ４と同様に電動モー
タなどのアクチュエータにより所望の操舵角に制御可能なものとされている。
【０１２９】
　但し、ステアリング装置３Ｂは、前輪Ｗ１，Ｗ２をステアリングホイールの回転操作に
応じてラック・アンド・ピニオンなどの操舵機構を介して機械的に操舵するもの（前輪操
舵用のアクチュエータを備えないもの）、あるいは、その機械的な操舵に加えて必要に応
じて電動モータなどのアクチュエータにより前輪Ｗ１，Ｗ２の操舵を補助するようにした
ものであってもよい。あるいは、ステアリング装置３Ｂは、後輪Ｗ３，Ｗ４の操舵機能を
持たずに、前輪Ｗ１，Ｗ２の操舵角だけを電動モータなどのアクチュエータにより所望の
操舵角に制御可能なものでもよい。以下、このように前輪Ｗ１，Ｗ２の操舵角、あるいは
後輪Ｗ１，Ｗ２の操舵角、あるいは、前輪Ｗ１，Ｗ２および後輪Ｗ１，Ｗ２の両者の操舵
角をアクチュエータにより制御可能なステアリング装置３Ｂをアクティブステアリング装
置３Ｂという。
【０１３０】
　なお、前輪Ｗ１，Ｗ２などの操舵輪をステアリングホイールの回転操作に応じて機械的
に操舵することに加えて、補助的にアクチュエータにより操舵輪を操舵するようにしたア
クティブステアリング装置では、ステアリングホイールの回転操作により機械的に決定さ
れる操舵輪の操舵角と、アクチュエータの動作による操舵角（操舵角の補正量）との合成
角度が操舵輪の操舵角になる。また、操舵輪の操舵をアクチュエータの駆動力だけで行な
うようしたアクティブステアリング装置では、少なくともステアリング角の検出値に応じ
て操舵輪の操舵角の目標値が決定され、操舵輪の実際の操舵角がその目標値になるように
アクチュエータが制御される。
【０１３１】
　また、サスペンション装置３Ｃは、例えば車体１Ｂと車輪Ｗ１～Ｗ４との間に介在する
ダンパーの減衰力や硬さ等を電磁制御弁や電動モータなどのアクチュエータを介して可変
的に制御可能なもの、あるいは油圧シリンダまたは空圧シリンダによってサスペンション
（サスペンション装置３Ｃのばね等の機構部分）のストローク（車体１Ｂと各車輪Ｗ１～
Ｗ４との間の上下方向の変位量）、または車体１Ｂと車輪Ｗ１～Ｗ４との間で発生するサ
スペンションの上下方向の伸縮力を直接的に制御可能なもの（いわゆる電子制御サスペン
ション）とされている。以下、これらの制御機能を有するサスペンション装置３Ｃをアク
ティブサスペンション装置３Ｃという。このアクティブサスペンション装置３Ｃでは、ダ
ンパーの減衰力等をアクチュエータを介して制御することで、各車輪Ｗ１～Ｗ４と車体１
Ｂとの間の作用力が操作され、それによって各車輪Ｗ１～Ｗ４の接地荷重（各車輪Ｗ１～
Ｗ４に作用する路面反力のうちの並進力の、鉛直成分もしくは路面に垂直な成分）が操作
される。あるいは、サスペンションのストローク（ひいては車輪Ｗ１～Ｗ４に対する車体
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１Ｂの上下方向の位置）がアクチュエータを介して操作される。
【０１３２】
　以降、これらの動力配分制御機能付き駆動・制動装置３Ａ、アクティブステアリング装
置３Ｂおよびアクティブサスペンション装置３Ｃを、その動作を適宜のアクチュエータを
介して能動的に制御し得るものという意味で、しばしば総称的にアクチュエータ装置３と
いう。本明細書の実施形態における車両１では、アクチュエータ装置３として、上記動力
配分制御機能付き駆動・制動装置３Ａ、アクティブステアリング装置３Ｂ、およびアクテ
ィブサスペンション装置３Ｃが備えられている。
【０１３３】
　なお、これらのアクチュエータ装置３の全てを備える必要はなく、これらのアクチュエ
ータ装置３のいずれか１つまたは２つだけが備えられていてもよい。また、これら以外の
アクチュエータ装置が備えられていてもよい。アクチュエータ装置３は、その動作を運転
操作入力または車両１の状態量（車速、ヨーレート等）などに応じて能動的に制御可能で
あって、その制御により車両１のある運動を能動的に操作可能なものであればよい。
【０１３４】
　また、車両１には、前記各アクチュエータ装置３に備えるアクチュエータの操作量（ア
クチュエータに対する制御入力。以下、アクチュエータ操作量という）を前記運転操作入
力などに応じて決定し、そのアクチュエータ操作量によって各アクチュエータ装置３の動
作を制御する制御装置１０が備えられている。この制御装置１０は、マイクロコンピュー
タなどを含む電子回路ユニットから構成され、その演算処理機能によって本発明における
各手段を実現している。なお、制御装置１０には、操作器５のセンサから前記運転操作入
力が入力される他、図示しない種々のセンサから車両１の車速、ヨーレートなどの車両１
の状態量の検出値が入力される。
【０１３５】
　以上が、本明細書の実施形態における車両１（自動車）の概要である。以上説明した車
両１の概要を前提として、実施形態における車両１の制御装置１０を以下に詳細に説明す
る。なお、以降、実際の車両１をしばしば実車１という。
【０１３６】
　図２は前記制御装置１０の全体的な制御処理機能の概略を示すブロック図である。図２
中の実車１を除く部分（より正確には、実車１と、後述のセンサ・オブザーバ２０に含ま
れるセンサとを除く部分）が制御装置１０の主な制御処理機能である。図２中の実車１は
、前記したアクチュエータ装置３（動力配分制御機能付き駆動・制動装置３Ａ、アクティ
ブステアリング装置３Ｂ、アクティブサスペンション装置３Ｃ）を備えている。
【０１３７】
　制御装置１０は、規範動特性モデル１２、シナリオ作成部１４、アクチュエータ駆動制
御装置１６、μ推定器１８、センサ・オブザーバ２０、および感覚フィードバック則２２
を備えている。以下、この制御装置１０の処理の概要を図２の各部の処理機能と併せて説
明する。制御装置１０の処理は、所定の制御処理周期（その値を以下、ΔＴとする）で逐
次実行される。なお、以降、制御装置１０の各制御処理周期で決定される変数の値に関し
、現在の（最新の）制御処理周期の処理で最終的に得られる値を今回値、前回の制御処理
周期の処理で最終的に得られた値を前回値、過去の制御処理周期の処理で最終的に得られ
た値を過去値（前回値を含む）という。
【０１３８】
　制御装置１０の各制御処理周期において、まず、センサ・オブザーバ２０により、実車
１の実際の状態量である実状態量の今回値が検出または推定される。センサ・オブザーバ
２０は、実車１の加速度を検出する加速度センサ、実車１の角速度（ヨーレート）を検出
するレートセンサ、実車１の車速（対地速度）を検出する車速センサ、各車輪Ｗ１～Ｗ４
の回転速度を検出する回転速度センサ、サスペンションのストローク（上下方向の変位量
）を検出するサスペンションストロークセンサ、車体１Ｂの高さ（路面に対する上下方向
の位置）を検出する車高センサ、各車輪Ｗ１～Ｗ４の接地荷重（路面反力）もしくは路面
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との間の摩擦力を検出する力センサ、各車輪Ｗ１～Ｗ４の駆動トルクを検出するトルクセ
ンサ、実車１の周囲（前方など）の存在物を検出する視覚センサもしくはレーダー、実車
１の位置を検出するＧＰＳもしくは慣性航法装置などの種々のセンサを備えており、これ
らのセンサの出力により、実車１の実状態量および障害物などの実車１の周囲状況を検出
する。
【０１３９】
　また、センサ・オブザーバ２０は、センサによって直接的に検出できない実車１の実状
態量（例えば横滑り角）に関しては、例えば前記運転操作入力とアクチュエータ装置３の
アクチュエータ操作量とセンサの検出値とを基に、オブザーバによって実車１の実状態量
を推定する。このようにセンサによって直接的に検出され、あるいは、オブザーバによっ
て推定される実車１の実際の状態量が実状態量である。本明細書の実施形態では、検出ま
たは推定する実状態量（車両１の実際の運動に係わる第１の状態量）には、実車１の位置
（空間的な位置）、その位置の変化速度、実車１の車体１Ｂの姿勢（ヨー方向、ピッチ方
向、ロール方向の方位角）、その姿勢の変化速度（ヨー方向、ピッチ方向、ロール方向の
角速度）、車速、各車輪Ｗ１～Ｗ４の回転速度、横滑り角、エンジンの回転速度等が含ま
れる。なお、図２のセンサ・オブザーバ２０には、前記操作器５のセンサは含まれていな
い。以降、個々の実状態量の検出値または推定値にしばしば「実」を付する。例えば実際
の車速の検出値または推定値を実車速、実際のヨーレート（ヨー方向の角速度）の検出値
または推定値を実ヨーレートという。
【０１４０】
　補足すると、センサ・オブザーバ２０は、本発明における実状態量把握手段に相当する
。
【０１４１】
　次いで、μ推定器１８によって、車輪Ｗ１～Ｗ４と路面との間の摩擦係数の推定値であ
る推定摩擦係数μestm（今回値）が算出される。このμ推定器１８には、例えばセンサ・
オブザーバ２０で検出または推定された実車１の実状態量（例えば、実車１の前後、左右
方向の加速度、各車輪Ｗ１～Ｗ４の回転速度、実車１のヨーレートなど）と、詳細を後述
するアクチュエータ駆動制御装置１６が決定したアクチュエータ操作量のうちの操舵輪Ｗ
１～Ｗ４の操舵角を規定するアクチュエータ操作量（前回値などの過去値）および駆動・
制動力を規定するアクチュエータ操作量（前回値などの過去値）とが入力され、これらの
入力から推定摩擦係数μestmが算出される。この場合、摩擦係数を推定する手法は、種々
様々な手法が公知となっており、その公知の手法によってμestmを決定するようにすれば
よい。例えば車体１Ｂの加速度のピーク値を基に摩擦係数を推定することが可能である。
【０１４２】
　なお、推定摩擦係数μestmは、各車輪Ｗ１～Ｗ４毎に各別に求めることが望ましいが、
例えば全ての車輪Ｗ１～Ｗ４の組についての代表的な推定値、あるいは、前輪Ｗ１，Ｗ２
の組と後輪Ｗ３，Ｗ４の組とのそれぞれの組の代表的な推定値、あるいは、左側の車輪Ｗ
１，Ｗ３の組と右側の車輪Ｗ２，Ｗ４の組とのそれぞれの組の代表的な推定値であっても
よい。また、推定摩擦係数μestmは、その値が頻繁に変動するのを避けるために、制御装
置１０の制御処理周期よりも長い一定の時間間隔で更新するようにしたり、あるいは、各
制御処理周期での摩擦係数の瞬時推定値からローパスフィルタなどのフィルタを介して推
定摩擦係数μestmを得るようにしてもよい。
【０１４３】
　次いで、前記操作器５のステアリング角、アクセルペダル操作量、ブレーキペダル操作
量、シフトレバー位置を含む運転操作入力のうちのステアリング角（今回値）と、前記セ
ンサ・オブザーバ２０によって検出または推定された実状態量のうちの車速（今回値）と
、現状容認操作量とが規範動特性モデル１２に入力される。この規範動特性モデル１２は
、実車１の運転開始時（より正確には制御装置１０の起動時）から、車両１の運動に係わ
る状態量（第２の状態量）の規範値としての規範状態量を制御処理周期毎に逐次作成する
手段である。この規範状態量の時系列は、現在の制御処理周期までの（現在時刻までの）
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運転操作入力に応じた理想的な車両１の状態量（例えば理想的な乾燥路面上で操作器５の
操作によって運転者が望んだ実車１の運動に係わる状態量）の時系列を意味する。本明細
書の実施形態では、この規範状態量の時系列は、例えば車両１のヨーレートの時系列と車
両１の位置の時系列の空間的な軌跡としての車両１の走行経路とから構成される。以下、
規範動特性モデル１２が作成するヨーレートを規範ヨーレート、車両１の走行経路を規範
コースという。なお、規範状態量は、規範ヨーレートおよび規範コースのいずれか一方の
みなど、単一の種類の状態量だけであってもよく、あるいは、その他の種類の状態量が含
まれていてもよい。すなわち、実車１の運動に係わる種々様々の状態量のうち、アクチュ
エータ装置３によって操作可能であって、且つ制御したい種類の状態量を適宜、選択し、
その選択した種類の状態量の規範値を規範状態量として求めるようにすればよい。本明細
書の実施形態では、車両１のヨー軸まわりの運動と走行経路とを適切に制御するために、
規範ヨーレートと規範コースとを規範状態量として求めるようにした。
【０１４４】
　また、規範動特性モデル１２に入力される現状容認操作量は、規範動特性モデル１２が
作成する規範状態量を実車１の実状態量に近づける（規範状態量が実車１の実状態量から
かけ離れるのを抑制する）ために規範動特性モデル１２に入力する仮想的な外力に相当す
るものである。この現状容認操作量は、詳細を後述するシナリオ作成部１４において制御
処理周期毎に逐次決定される。そして、規範動特性モデル１２が、各制御処理周期で、規
範状態量の今回値を算出するときには、現状容認操作量の前回値が入力される。
【０１４５】
　前記規範動特性モデル１２の具体的な処理を説明する。本実施形態では、規範状態量と
しての規範ヨーレートおよび規範コースは、例えば前記非特許文献１の図６－６３、ある
いは、「自動車の運動と制御（第二版）」（著者：安部正人、発行所：株式会社山海堂、
平成１６年７月２３日発行）の図３．５に示される２自由度モデル（二輪車モデル）に基
づき、規範ヨーレートおよび規範コースを決定する。２自由度モデルは、図３に示す如く
、実車１の挙動を単一の前輪Ｗｆと単一の後輪Ｗｒとを有する車両（すなわち二輪車）の
挙動で近似表現するモデルである。
【０１４６】
　この場合、本実施形態の規範動特性モデル１２は、次式０１ａ，０１ｂの動力学方程式
で記述される。
【０１４７】
【数１】

 
【０１４８】
　ここで、ｍ、Ｉ、Ｖ、β、γ、δｆは、それぞれ車両１の質量、車両１のヨー軸まわり
の慣性モーメント、走行速度（車速）、車両１の重心点の横滑り角、車両１のヨーレート
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、前輪Ｗ１，Ｗ２（図３の前輪Ｗｆ）の操舵角である。また、Ｌｆは、車両１の重心点と
前車軸との間の距離、Ｌｒは、車両１の重心点と後車軸との間の距離、Ｋｆは、車両１の
前輪Ｗ１，Ｗ２の１輪あたりのコーナリングパワー（図３の前輪Ｗｆのコーナリングパワ
ー）、Ｋｒは、車両１の後輪Ｗ３，Ｗ４の１輪あたりのコーナリングパワー（図３の後輪
Ｗｒのコーナリングパワー）である。また、Fvirt，Mvirtは、それぞれ前記現状容認操作
量の並進力成分、モーメント成分である。但し、本実施形態では、Fvirt＝０とする。
【０１４９】
　規範動特性モデル１２には、制御処理周期毎に、車両１の実状態量のうちの車速Ｖ（今
回値）と、運転操作入力のうちのステアリング角（今回値）と、前記現状容認操作量（本
実施形態ではMvirt）とが入力される。そして、入力されたステアリング角を基に、操舵
角δｆ（今回値）が求められ、この操舵角δｆと入力された車速Ｖとを用いて、上記式０
１ａ，０１ｂを満たす横滑り角βおよびヨーレートγの今回値が算出される。この場合、
式０１ａ，０１ｂにおけるｍ，Ｌｆ，Ｌｒ，Ｋｆ，Ｋｒの値としては、あらかじめ設定さ
れた値が用いられる。このようにして算出された横滑り角βおよびヨーレートγのうちの
ヨーレートγが、規範ヨーレートとして得られる。
【０１５０】
　そして、上記の如く算出されたヨーレートγ（規範ヨーレート）を制御処理周期毎に積
分することで、車両１の方位角（ヨー軸まわりの角度）が求められる。さらに、この方位
角と、上記の如く算出した車両１の重心点の横滑り角βと、実車速Ｖとを基に、車両１の
位置（より詳しくは車両１の重心点の平面内位置）が時系列的に算出される。このように
して得られる車両１の重心点の位置の時系列の空間的な軌跡（平面上での軌跡）が規範コ
ースとして得られる。
【０１５１】
　上記の如く、規範動特性モデル１２では、各制御処理周期において、その時刻までの（
現在時刻までの）規範状態量が逐次決定される。このように決定される規範状態量の今回
値は、後述するシナリオ規範状態量の時系列の初期値として使用されるものである。つま
り、規範動特性モデル１２は、換言すれば、後述するシナリオ規範状態量の初期値を逐次
決定するものである。
【０１５２】
　なお、本実施形態では、規範ヨーレートと規範コースとを規範状態量としたが、規範ヨ
ーレートだけを規範状態量として決定する場合には、例えば次のように規範ヨーレートを
決定するようにしてもよい。この例を図４を参照して以下に説明する。図４は、規範ヨー
レートを算出する処理機能を示すブロック図である。図示の如く、規範動特性モデル１２
は、規範ヨーレートの時系列を作成するための処理機能として、整定目標値決定部１２ａ
、フライホイール追従制御則１２ｂ、加算処理部１２ｃ、およびフライホイールモデル１
２ｄとを備える。
【０１５３】
　各制御処理周期において、運転操作入力のうちのステアリング角と実車１の実状態量の
うちの車速とが整定目標値決定部１２ａに入力される。入力されるステアリング角および
車速は今回値である。この整定目標値決定部１２ａは入力されたステアリング角と車速と
から、あらかじめ走行実験に基づき作成されたマップあるいは演算式等により、定常状態
（ステアリング角と車速とがそれぞれ今回値に一定に維持された状態）での車両１のヨー
レートの目標値である整定目標ヨーレート（今回値）を決定する。
【０１５４】
　そして、整定目標値決定部１２ａで決定された整定目標ヨーレート（今回値）と、規範
動特性モデル１２が前回の制御処理周期で算出した規範ヨーレート（規範ヨーレートの前
回値）とがフライホイール追従制御則１２ｂに入力される。該フライホイール追従制御則
１２ｂは、入力された整定目標ヨーレートと規範ヨーレートとの偏差に応じて、該偏差を
０に近づける（収束させる）ための操作量（この例ではモーメントの次元の操作量）とし
てのフライホイール用ＦＢモーメントをＰＤ制御則などのフィードバック制御則により算
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出する。このフライホイール用ＦＢモーメントは、規範ヨーレートを整定目標ヨーレート
に近づける角加速度（ヨー軸回りの角加速度）を発生させるための、車両１の重心まわり
のモーメント（ヨー軸まわりモーメント）の要求値に相当する。
【０１５５】
　次いで、このフライホイール用ＦＢモーメント（今回値）に現状容認操作量の前回値が
加算処理部１２ｃで加えられ、この加算結果がフライホイールモデル１２ｃに入力される
。フライホイールモデル１２ｃは、車両１のヨー軸まわりの運動を、慣性モーメントが車
両１のヨー軸まわりの実際の慣性モーメントにほぼ等しいフライホイールの運動によって
近似表現するモデルである。なお、フライホイール用ＦＢモーメントに加えられる現状容
認操作量は、車両１に作用させる仮想的な外力モーメント（ヨー軸まわりの外力モーメン
ト）に相当するものである、前記式０１ｂに示したMvirtと同じでよい。
【０１５６】
　該フライホイールモデル１２ｃでは、フライホイール用ＦＢモーメント（今回値）に現
状容認操作量（前回値）を加えたものを、あらかじめ定められたフライホイールの慣性モ
ーメントＩ（車両１のヨー軸まわりの慣性モーメント）で除算し、この除算結果の値を制
御処理周期毎に積分することで、規範ヨーレートを算出する。具体的には、フライホイー
ル用ＦＢモーメントの今回値に現状容認操作量の前回値を加えたものをフライホイールの
慣性モーメントＩで除算してなる値（これはフライホイールの角加速度を意味する）に制
御処理周期ΔＴを乗じ、その乗算結果の値を規範ヨーレートの前回値に加算することによ
って、規範ヨーレートの今回値が算出される。
【０１５７】
　補足すると、以上説明した規範動特性モデル１２の処理では、路面の摩擦係数が理想的
な乾燥路面の摩擦係数（一定値）に維持されているとしている。但し、路面の摩擦係数を
一定値としなくてもよく、実際の摩擦係数の変化を考慮して、規範状態量を決定するよう
にしてもよい。この場合、前記式０１ａ，０１ｂを用いて規範状態量を決定するときには
、前記μ推定器１８で決定した推定摩擦係数μestm（今回値）に応じて、同式中のＫｆ，
Ｋｒを可変的に設定する。また、図４の処理で規範状態量（規範ヨーレート）を決定する
ときには、例えば図４に破線で示す如く、前記μ推定器１８で決定した推定摩擦係数μes
tm（今回値）を整定目標値決定部１２ａとフライホイール追従制御則１２ｂとに入力する
。そして、整定目標値決定部１２ａでは、入力された推定摩擦係数μestmと運転操作入力
と車速（実車速）とからマップ等により整定目標ヨーレートを求める。また、フライホイ
ール追従制御則１２ｂでは、入力された推定摩擦係数μestmに応じてフィードバック制御
則のゲイン（比例ゲインなど）を可変的に調整する。なお、規範動特性モデル１２で使用
する摩擦係数の値は、頻繁な変動を生じないものが好ましい。また、各車輪Ｗ１～Ｗ４毎
に路面の摩擦係数を推定もしくは設定するような場合には、左側の車輪Ｗ１，Ｗ３と右側
の車輪Ｗ２，Ｗ４とで路面の摩擦係数の値が互いに同一、もしくはほぼ同一であることが
望ましい。さらに、前輪Ｗ１，Ｗ２の路面の摩擦係数と後輪Ｗ３，Ｗ４の路面の摩擦係数
との差が急激に変化しないことが望ましい。
【０１５８】
　また、規範状態量のうちの規範ヨーレートは、例えば前記整定目標値決定部１２ａで決
定した整定目標ヨーレートを例えば１次遅れのフィルタに通すことによって決定するよう
にしてもよい。この場合の規範ヨーレートの時系列は、整定目標ヨーレートに１次遅れを
伴って追従するようなヨーレートの時系列となる。
【０１５９】
　また、規範状態量のうちの規範コースの代わりに、車両１の旋回曲率もしくは曲率半径
の規範値（規範コースの各部の曲率もしくは曲率半径）を求めるようにしてもよい。
【０１６０】
　補足すると、規範動特性モデル１２の処理は、本発明における第１規範状態決定手段に
相当する。この処理により決定される規範ヨーレートあるいは、該規範ヨーレートおよび
規範コースは、現在時刻以前規範状態に相当する。
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【０１６１】
　図２に戻って、上記の如く規範動特性モデル１２により規範状態量（今回値）を求めた
後、ステアリング角、アクセルペダル操作量、ブレーキペダル操作量およびシフトレバー
位置を含む運転操作入力（今回値）と、センサ・オブザーバ２０によって検出または推定
された実車１の実状態量（実車１の位置、その位置の変化速度、姿勢（方位角）、その姿
勢の変化速度（角速度）、車速やエンジンの回転速度等の今回値）と、規範動特性モデル
１２が決定した規範状態量（規範ヨーレートおよび規範コースの今回値）と、μ推定器１
８が決定した推定摩擦係数μestm（前回値）とがシナリオ作成部１４に入力される。該シ
ナリオ作成部１４は、詳細は後述するが、これらの入力を基に、各アクチュエータ装置３
の動作を規定する動作指令としてのアクチュエータ動作目標値（アクチュエータ駆動制御
装置１６に対する入力値）の今回値を決定する。
【０１６２】
　ここで、シナリオ作成部１４で決定するアクチュエータ動作目標値は、本発明における
動作指令に相当するものである。このアクチュエータ動作目標値は、本明細書の実施形態
では、例えば、動力配分制御機能付き駆動・制動装置３Ａに対する各車輪Ｗ１～Ｗ４の動
力配分の目標値（より詳しくは各車輪Ｗ１～Ｗ４の駆動トルクの目標値と制動トルクの目
標値との組）としての目標駆動・制動力と、アクティブステアリング装置３Ｂに対する各
操舵輪の操舵角の目標値としての目標操舵角と、アクティブサスペンション装置３Ｃに対
する各車輪Ｗ１～Ｗ４の接地荷重（各車輪Ｗ１～Ｗ４に作用する路面反力のうち、鉛直方
向または路面に垂直な方向な並進力成分）の目標値としての目標接地荷重と、該アクティ
ブサスペンション装置３Ｃに対するサスペンションのストロークの目標値しての目標サス
ペンションストロークとを構成要素とするベクトル量である。
【０１６３】
　次いで、アクチュエータ動作目標値（今回値）と実車１の実状態量（車速やエンジンの
回転速度等の今回値）とがアクチュエータ駆動制御装置１６に入力される。このアクチュ
エータ駆動制御装置１６は、入力されたアクチュエータ動作目標値および実状態量を基に
、実車１の各アクチュエータ装置３（動力配分制御機能付き駆動・制動装置３Ａ、アクテ
ィブステアリング装置３Ｂ、アクティブサスペンション装置３Ｃ）のアクチュエータ操作
量を決定し、そのアクチュエータ操作量によって各アクチュエータ装置３を制御する。
【０１６４】
　すなわち、アクチュエータ駆動制御装置１６は、実際の動力配分制御機能付き駆動・制
動装置３Ａ（エンジン、変速装置、ブレーキ装置等）が発生する各車輪Ｗ１～Ｗ４の駆動
・制動力がそれぞれの目標駆動・制動力に一致または収束するように、実際の動力配分制
御機能付き駆動・制動装置３Ａにアクチュエータ操作量を出力する。また、アクチュエー
タ駆動制御装置１６は、実際のアクティブステアリング装置３Ｂによる各操舵輪の操舵角
がそれぞれの目標操舵角に一致または収束または追従するように実際のアクティブステア
リング装置３Ｂにアクチュエータ操作量を出力する。また、アクチュエータ駆動制御装置
１６は、実際のアクティブサスペンション装置３Ｃにより各車輪Ｗ１～Ｗ４に発生する接
地荷重と該アクティブサスペンション装置３Ｃのサスペンションストロークとがそれぞれ
目標接地荷重、目標サスペンションストロークに一致または収束するようにアクチュエー
タ操作量を出力する。
【０１６５】
　なお、各車輪Ｗ１～Ｗ４の目標接地荷重と目標サスペンションストロークとを厳密に同
時に成立させることは不可能なので、目標接地荷重と目標サスペンションストロークとを
妥協的に満足するように、アクティブサスペンション装置３Ｃの制御には、コンプライア
ンス特性を持たせる。
【０１６６】
　また、アクチュエータ動作目標値に関し、各車輪Ｗ１～Ｗ４の目標駆動・制動力の代わ
りに、動力配分制御機能付き駆動・制動装置３Ｂを構成する各要素に対する目標値、すな
わち、エンジンのスロットル弁の目標開度および目標燃料噴射率、変速装置の目標変速比
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、ブレーキ装置の目標ブレーキ圧を用いても良い。または、目標駆動・制動力の代わりに
、各車輪Ｗ１～Ｗ４の目標駆動力と目標ブレーキ圧とを用いても良い。また、目標接地荷
重の代わりに各車輪Ｗ１～Ｗ４のスリップ比の目標値としての目標スリップ比と横滑り角
の目標値としての目標横滑り角とを用いるようにしてもよい。
【０１６７】
　補足すると、前記シナリオ作成部１４およびアクチュエータ駆動制御装置１６の処理は
、本発明におけるアクチュエータ制御手段に相当する。
【０１６８】
　また、感覚フィードバック制御則２２には、シナリオ作成部１４で後述するように実行
される判断処理の結果が入力される。そして、感覚フィードバック制御則２２は、詳細は
後述するが、入力された判断結果に応じて、適宜、車両１の運転者に所要の報知を行なう
。
【０１６９】
　以上が、制御装置１０の全体的処理の概要である。この概要は、本明細書のいずれの実
施形態においても同じである。
【０１７０】
　次に本発明の第１実施形態におけるシナリオ作成部１４の処理を具体的に説明する。
【０１７１】
　シナリオ作成部１４は、それを概略的に説明すれば、制御装置１０の各制御処理周期に
おいて、前記運転操作入力などに応じて、現在時刻から所定時間Ｔe後の時刻（現在時刻
＋Ｔeの時刻）までの車両１の将来の規範状態量の時系列（以下、シナリオ規範状態量の
時系列という）を作成すると共に、現在時刻から所定時間Ｔe後の時刻までの、アクチュ
エータ動作目標値と、車両１の運動に係わる状態量と、各車輪Ｗ１～Ｗ４に作用する路面
反力と、各車輪Ｗ１～Ｗ４の滑り（横滑り角およびスリップ比）との組（以下、この組を
シナリオ車両挙動という）の時系列を作成する。このとき、基本的には、シナリオ車両挙
動における各車輪Ｗ１～Ｗ４の滑り（横滑り角およびスリップ比）もしくは各車輪Ｗ１～
Ｗ４の路面反力が所定の許容範囲に収まり、且つ、シナリオ車両挙動の運動に係わる状態
量とシナリオ規範状態量との差が所定の許容範囲に収まるようにシナリオ車両挙動の時系
列が作成される。そして、このように作成したシナリオ車両挙動の時系列のうちの、現在
時刻（該時系列の初期時刻）におけるアクチュエータ動作目標値が、現在の（今回の）制
御処理周期で実際のアクチュエータ駆動制御装置１６に出力すべきアクチュエータ動作目
標値、すなわち、アクチュエータ動作目標値の今回値として出力される。
【０１７２】
　なお、シナリオ車両挙動の時系列は所定の刻み時間Δｔの時間間隔の時系列である。そ
の刻み時間Δｔは、例えば前記制御装置１０の制御処理周期ΔＴと同一とされる。但し、
必ずしもΔｔ＝ΔＴである必要はなく、シナリオ車両挙動の時系列の作成時間を短縮する
ために、Δｔ＞ΔＴとしてもよい。あるいは、シナリオ車両挙動の時系列の精度を高める
ために、Δｔ＜ΔＴとしてもよい。
【０１７３】
　以降、シナリオ作成部１４が作成する状態量などの変数名の先頭にしばしば「シナリオ
」という名称を付する。例えばシナリオ車両挙動のうちの、車両１の運動に係わる状態量
をシナリオ運動状態量、路面反力をシナリオ路面反力という。また、シナリオ車両挙動の
うちのアクチュエータ動作目標値をシナリオアクチュエータ動作目標値という。
【０１７４】
　また、シナリオ車両挙動の時系列における任意の時刻を整数値「ｋ」で表し、その次の
時刻をｋ＋１、１つ前の時刻をｋ－１で表す。時刻ｋと時刻ｋ＋１または時刻ｋ－１との
時間差は、前記刻み時間Δｔである。また、時刻ｋ＝１は、シナリオ車両挙動の初期時刻
を意味し、その初期時刻は、シナリオ車両挙動の時系列を新たに作成しようとしている制
御処理周期の時刻（すなわち現在時刻）に一致するものとする。
【０１７５】
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　補足すると、前記シナリオ車両挙動は、本発明における将来車両挙動（第１の将来車両
挙動、第２の将来車両挙動、第ｍの将来車両挙動）に相当する。また、前記シナリオ規範
状態量は、本発明における将来規範状態に相当する。
【０１７６】
　ここで、シナリオ作成部１４の処理で用いるシナリオ車両モデル４１（図７を参照）に
ついて説明しておく。
【０１７７】
　このシナリオ車両モデル４１は、車両１の挙動を表現するモデルであり、車輪Ｗ１～Ｗ
４の滑りと該車輪Ｗ１～Ｗ４に作用する路面反力との関係を表す摩擦モデルと、車両１の
運動と車輪Ｗ１～Ｗ４の滑りとの関係を表す運動学モデルと、車両１の運動と路面反力（
より一般的には車両１に作用する外力（路面反力を含む））との関係を表す動力学モデル
と、前記各アクチュエータ装置３の動作特性（運転操作入力やアクチュエータ操作量、あ
るいは外力に対する各アクチュエータ装置３の動作特性）を表すモデルとを含むものであ
る。このシナリオ車両モデル４１は本発明における車両モデルに相当するものである。
【０１７８】
　図５は、このシナリオ車両モデル４１の機能的構成を示すブロック図である。なお、以
降の説明において、車輪Ｗ１～Ｗ４のそれぞれに対応する変数を明示的に区別する必要が
ある場合に、該変数に該車輪Ｗ１～Ｗ４と同じ番数の添え字ｉ（ｉ＝１，２，３，４）を
付する。車輪Ｗ１～Ｗ４は、それぞれ前記図１に示した通り車両１の左前側の車輪、右前
側の車輪、左後側の車輪、右後側の車輪である。また、以降のシナリオ車両モデル４１の
説明では、各車輪Ｗ１～Ｗ４がその外周部（路面と直接に接触して摩擦力を受ける部分）
に備えるタイヤを車輪と同一視し、車輪Ｗ１～Ｗ４をしばしばタイヤＷ１～Ｗ４と称する
。また、車体１Ｂの前後方向または進行方向をＸ軸、鉛直方向をＺ軸、Ｘ軸およびＺ軸と
直交する軸をＹ軸とし、ベクトル量の各座標軸成分には、それぞれ添え字x，y，zを付す
る。
【０１７９】
　図５に示したシナリオ車両モデル４１は、タイヤ摩擦モデル５０、駆動・制動系モデル
５２、サスペンション動特性モデル５４、車体運動モデル５６、タイヤ回転運動モデル５
８、操舵系モデル６０、横滑り角算出部６２、スリップ比算出部６４、およびタイヤ進行
速度ベクトル算出部６６を備えている。なお、このシナリオ車両モデル４１の説明におい
ては、「今回値」は、シナリオ車両挙動の時系列における時刻ｋでの値の意味で使用し、
「前回値」は時刻ｋ－１での値の意味で使用する。
【０１８０】
　タイヤ摩擦モデル５０は、車輪Ｗ１～Ｗ４の滑りと該車輪Ｗ１～Ｗ４に作用する路面反
力との関係を表す摩擦モデルに相当するものであり、シナリオ車両モデル４１上での各タ
イヤＷｉ（ｉ＝１，２，３，４）と路面との間の相対運動に応じて各タイヤＷｉに発生す
る（路面から各タイヤＷｉに作用する）路面反力のうちの駆動・制動力Fmdl_x_iと横力Fm
dl_y_iとセルフアライニングトルクMmdl_z_iとを算出して出力するものである。これらの
Fmdl_x_i、Fmdl_y_iおよびMmdl_z_iは、例えば前記非特許文献１に記載されている如く公
知の演算処理によって算出される。
【０１８１】
　具体的には、各タイヤＷｉの駆動・制動力Fmdl_x_iは、例えば前記非特許文献１の第１
８３頁の式（２６）、（２７）に見られる如く、各タイヤＷ１～Ｗ４のスリップ比Ｓmdl_
iに応じて次式０２ａ，０２ｂにより決定される。なお、式０２ａ，０２ｂはいずれのタ
イヤＷ１～Ｗ４についても同じ形の式であるので、添え字ｉ(ｉ＝1，2，3，4）は省略し
ている。
【０１８２】
 
Ｓmdl≦３・μs・Ｆmdl_z／Kxのとき
　Ｆmdl_x＝Kx・(Lh／L)2・Ｓmdl＋μd・(1＋２・Lh／L)・(1－Lh／L)2・Fmdl_z
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　　　　　＋６・Fmdl_z・(μs－μd)・[{(L・ε・Ｓmdl)-2＋2・(L・ε・Ｓmdl)-3}
　　　　　exp{－ε・(L－Lh)・Ｓmdl}＋(L・ε・Ｓmdl)-1・(1－Lh／L)・(Lh／L)
　　　　　－(L・ε・Ｓmdl)-2・(1－２・Lh／L)－2・(L・ε・Ｓmdl)-3]
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……式０２ａ
 
１≧｜Ｓmdl｜≧３・μs・Ｆmdl_z／Kxのとき
　Fmdl_x＝μd・Fmdl_z＋6・Fmdl_z・(μs－μd)・[{(L・ε・Ｓmdl)-2

　　　　＋2・(L・ε・Ｓmdl)-3}・exp(－L・ε・Ｓmdl)
　　　　　＋(L・ε・Ｓmdl)-2－2・(L・ε・Ｓmdl)-3]
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……式０２ｂ
 
　これらの式０２ａ，０２ｂおいて、Kxはドライビングスチフネス（タイヤＷｉの駆動時
）またはブレーキングスチフネス（タイヤＷｉの制動時）といわれる比例定数、Lは各タ
イヤＷｉの接地長さ、μsは最大摩擦係数、μdはすべり摩擦係数、Lhは各タイヤＷｉのす
べり始めの接地長さ、εは摩擦係数がμsからμdに変化するときの変化度合い、exp(　)
は自然対数の底ｅの指数関数、Ｓmdlはシナリオ車両モデル４１上での各タイヤＷｉのス
リップ比、Fmdl_zはシナリオ車両モデル４１上での各タイヤＷｉの接地荷重（鉛直方向の
路面反力）である。各タイヤＷｉのスリップ比Ｓmdlは後述するスリップ比算出部６４で
求められ、接地荷重Fmdl_zは後述するサスペンション動特性モデル５４で求められ、μs
、μdは前記μ推定部１８で求められる推定摩擦係数μestmなどを基に決定される。Kx、L
、Lh、εは例えばあらかじめ定めた所定値に設定される。あるいは、εなども摩擦係数と
同様に公知の方法により推定してもよい。なお、前記非特許文献１の第１８３頁の図６－
１７に見られるように、各タイヤＷｉのスリップ比とFmdl_xとの関係をあらかじめマップ
やデータテーブルで設定しておき、それを用いてFmdl_xを決定するようにしてもよい。
【０１８３】
　各タイヤＷｉのセルフアライニングトルクMmdl_z_iは、例えば前記非特許文献１の第１
８０頁の式（４）、（５）に見られる如く、各タイヤＷｉの横滑り角αmdl_iに応じて次
式０３ａ，０３ｂにより決定される。なお、式０３ａ，０３ｂはいずれのタイヤＷ１～Ｗ
４についても同じ形の式であるので、添え字ｉ(ｉ＝1，2，3，4）は省略している。
【０１８４】
 
M_z*＝Mmdl_z／(L・μ・Fmdl_z)
　　＝(1/6)・φ－(1/6)φ2＋(1/18)・φ3－(1/162)・φ4　　　……式０３ａ
 
φ＝(Ky／(μ・Fmdl_z))・tanαmdl　　　　　　　　　　　　……式０３ｂ
 
　これらの式０３ａ，０３ｂにおいて、Kyはコーナリングスチフネスと言われる比例定数
、Lは各タイヤＷ１～Ｗ４の接地長さ、μは摩擦係数である。各タイヤの接地荷重Fmdl_z
は後述するサスペンション動特性モデル５４で求められ、μは前記μ推定部１８で求めら
れる推定摩擦係数μestmを基に決定される。Ky、Lは例えばあらかじめ定めた所定値に設
定され、あるいは公知の方法によって推定される。また、横滑り角αmdlは後述する横滑
り角算出部６２で求められる。
【０１８５】
　なお、前記非特許文献１の第１８０頁の図６－１０に見られるように、各タイヤＷｉの
φとM_z*との関係をあらかじめマップやデータテーブルで設定しておき、それを用いてMm
dl_z_iを決定するようにしてもよい。
【０１８６】
　各タイヤＷｉの横力Fmdl_y_iは、前記非特許文献１の第１８０頁の式（３）に見られる
如く、横滑り角αmdl_iに応じて次式０４により決定される。なお、式０４はいずれのタ
イヤＷ１～Ｗ４についても同じ形の式であるので、添え字ｉ(ｉ＝1，2，3，4）は省略し
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ている。
【０１８７】
 
　F_y*＝Fmdl_y／(μ・Fmdl_z)
　　　＝φ－(1/3)φ2＋(1/27)・φ3　　　　　……式０４
 
　この式のφは前記式０３ｂにより横滑り角αmdl_iに応じて定義される値である。各タ
イヤＷｉの接地荷重Fmdl_zは後述するサスペンション動特性モデル５４で求められ、μは
前記μ推定部１８で求められる推定摩擦係数μestmを基に決定される。
【０１８８】
　なお、前記非特許文献１の第１８０頁の図６－１０に見られるように、φとF_y*との関
係をあらかじめマップやデータテーブルで設定しておき、それを用いてFmdl_y_iを決定す
るようにしてもよい。また、各タイヤＷｉの横力Fmdl_y_iはスリップ比Smdl_iに応じて補
正してもよい。すなわち、前記非特許文献１の第１８４頁の図６－２０に見られるような
横力とスリップ比との関係をあらかじめマップやデータテーブルで設定しておき、それを
用いて式０４により決定した横力Fmdl_y_iを補正するようにしてもよい。あるいは、横滑
り角αmdl_iとスリップ比Smdl_iとからマップを用いて横力Fmdl_y_iを直接的に決定する
ようにしてもよい。さらには、タイヤＷｉのイナーシャ（慣性モーメント）を無視できる
ような場合には、前記非特許文献１の第１８４頁の図６－２１に見られる関係を利用し、
スリップ比Smdl_iに応じて横力Fmdl_y_iを補正する代わりに、各タイヤＷｉに作用する駆
動・制動力Fmdl_x_iに応じて横力Fmdl_y_iを補正するようにしてもよい。
【０１８９】
　以上のように駆動・制動力Fmdl_x_iと横力Fmdl_y_iとセルフアライニングトルクMmdl_z
_iとを算出するために、図５のシナリオ車両モデル４１では、各タイヤのスリップ比Ｓmd
l_i、横滑り角αmdl_i、接地荷重Fmdl_z_i、および推定摩擦係数μestmをタイヤ摩擦モデ
ル５０に入力し、これらの入力値を基に、Fmdl_x_i、Fmdl_y_iおよびMmdl_z_iを決定して
出力するようにした。
【０１９０】
　補足すると、前記式０２ａ、式０２ｂで求められる駆動・制動力Fmdl_x_iは、車輪Ｗｉ
の中心面（車輪Ｗｉの回転軸と直交する面）と路面との交線方向の力であり、式０４を基
に求められる横力Fmdl_y_iは、車輪Ｗｉの回転軸を含んで路面に垂直な面と路面との交線
方向の力である。従って、それらの交線方向がＸ軸（車体の前後方向）、Ｙ軸（車体の車
幅方向）の方向に一致していない場合（車両１の旋回時など）には、後述する各車輪Ｗｉ
の操舵角δmdl_iなどを基に、座標変換を行なうことで、Fmdl_x_iとFmdl_y_iとが求めら
れる。なお、上記交線方向がＸ軸、Ｙ軸と一致していない場合には、Ｘ軸方向の力Fmdl_x
_iはコーナリングドラッグ、Ｙ軸方向の力Fmdl_y_iはコーナリングフォースといわれる。
【０１９１】
　駆動・制動系モデル５２は、前記したようにエンジン、動力伝達系およびブレーキ装置
から構成される前記動力配分制御機能付き駆動・制動装置３Ａのモデル（該駆動・制動装
置３Ａの動作特性を表すモデル）であり、少なくとも該駆動・制動装置３Ａに備えるアク
チュエータの操作量である駆動・制動系アクチュエータ操作量（エンジンのスロットル弁
の駆動、燃料噴射装置の駆動、変速装置の変速動作、ブレーキ装置の駆動を行なうアクチ
ェータの操作量）を基に、各タイヤＷｉに付与する駆動・制動トルクＴqmdl_i（各タイヤ
Ｗｉに付与する駆動トルクと制動トルクとの組）を算出するものである。駆動・制動系ア
クチュエータ操作量は、前記アクチュエータ駆動制御装置１６のモデルである後述のシナ
リオアクチュエータ駆動制御装置モデル３９から入力される。以降、この駆動・制動系ア
クチュエータ操作量を駆動・制動系モデルアクチュエータ操作量ということがある。この
場合、動力配分制御機能付き駆動・制動装置３Ａが各タイヤＷｉに付与する駆動・制動ト
ルクＴqmdl_iは、各タイヤＷｉの回転速度ωwmdl_iに応じて変化するので、各タイヤＷｉ
の回転速度ωwmdl_iも駆動・制動系モデル５２に入力される。また、本明細書の実施形態
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での実際のアクチュエータ駆動制御装置１６に入力される前記アクチュエータ動作目標値
には、前記した通り、動力配分制御機能付き駆動・制動装置３Ａに対する各車輪Ｗｉの目
標駆動・制動力（各車輪Ｗｉの駆動トルクの目標値と制動トルクの目標値との組）が含ま
れる。そして、実際のアクチュエータ駆動制御装置１６が動力配分制御機能付き駆動・制
動装置３Ａに出力するアクチュエータ操作量は、実際の動力配分制御機能付き駆動・制動
装置３Ａが発生する各車輪Ｗ１～Ｗ４の駆動力または制動力がそれぞれの目標値に一致ま
たは収束または追従するように生成される。このため、前記アクチュエータ駆動制御装置
１６のモデルである後述のシナリオアクチュエータ駆動制御装置モデル３９への入力にも
、各タイヤＷｉに作用する駆動・制動力の目標値が含まれる。そして、前記駆動・制動系
モデル５２では、その目標値に従うように各タイヤＷｉに付与する駆動・制動トルクＴqm
dl_iが算出される。
【０１９２】
　サスペンション動特性モデル５４は、前記アクティブサスペンション装置３Ｃの動作特
性を表すモデルである。このサスペンション動特性モデル５４には、詳細を後述する車体
運動モデル５６から、車両モデル上での車体１Ｂの運動に係わる状態量（車体１Ｂの姿勢
の方位角およびその角速度、車体１Ｂの位置および速度）の前回値が入力されると共に、
後述するシナリオアクチュエータ駆動制御装置モデル３９からアクティブサスペンション
装置３Ｃに備えるアクチュエータの操作量であるサスペンション系アクチュエータ操作量
（以降、これをサスペンション系モデルアクチェータ操作量ということがある）が入力さ
れる。
【０１９３】
　そして、サスペンション動特性モデル５４は、入力されたサスペンション系モデルアク
チュエータ操作量とシナリオ車両モデル４１上での車体１Ｂの運動に係わる状態量の前回
値と想定あるいは推定される路面形状とを基に、シナリオ車両モデル４１上で各タイヤＷ
ｉに作用する接地荷重Fmdl_z_iを算出する。
【０１９４】
　なお、サスペンション装置３Ｃが、能動的なアクチュエータを備えない受動的なサスペ
ンション装置である場合には、サスペンション動特性モデル５４は、サスペンションや各
タイヤＷｉのバネ・マス・ダンパー特性を表すものでよい。この場合には、サスペンショ
ン動特性モデル５４は、シナリオ車両モデル４１上での車体１Ｂの運動に係わる状態量（
車体１Ｂの姿勢の方位角およびその角速度、車体１Ｂの位置および速度）の前回値と想定
あるいは推定される路面形状とを基に各タイヤＷ１～Ｗ４に作用する接地荷重Fmdl_z_iを
算出すればよい。
【０１９５】
　車体運動モデル５６は、車両１に作用する力（路面反力など）と車体１Ｂの運動との関
係を表す動力学モデルであり、上記の如くタイヤ摩擦モデル５０およびサスペンション動
特性モデル５４により求められた各タイヤＷｉの路面反力（横力Fmdl_y_i、駆動・制動力
Fmdl_x_i、接地荷重Fmdl_z_i、セルフアライニングトルクMmdl_z_iなど）が入力される。
そして、車体運動モデル５６は、これらの入力と、車体１Ｂの運動に係わる状態量（車体
１Ｂの姿勢の方位角およびその角速度、車体１Ｂの位置および速度）の前回値とを基に、
車体１Ｂの運動に係わる状態量の今回値を算出する。なお、車体運動モデル５６上での車
体１Ｂの運動の状態量を、以降、シナリオ運動状態量という。
【０１９６】
　この車体運動モデル５６は、具体的には、例えば前記非特許文献１の第２１１頁の式（
１２２）～（１２７）により記述される。すなわち、車体１Ｂの並進運動（Ｘ，Ｙ，Ｚ軸
の各座標軸方向の並進運動）に関する動力学は、次式０５ａ～０５ｃで記述され、車体１
Ｂの回転運動（ロール方向（Ｘ軸回り）、ピッチ方向（Ｙ軸回り）、ヨー方向（Ｚ軸回り
）の回転運動）に関する動力学は、次式０５ａ～０５ｃで記述される。なお、ここでは、
車両１に作用する空気力の影響は無視する。
【０１９７】
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【数２】

【０１９８】
【数３】

 
【０１９９】
　ここで、これらの式の変数の意味は非特許文献１の第２１０頁の表６－７で定義されて
いる通りである。すなわち、ｕ，ｖ，ｗはそれぞれ車両１のばね上部分（車体１Ｂ）の前
後、左右、上下方向の速度成分、ｐ，ｑ，ｒはそれぞればね上部分のロール方向、ピッチ
方向、ヨー方向の角速度、Ｉx，Ｉyはそれぞればね上部分のＸ軸、Ｙ軸まわりの慣性モー
メント、Ｉzは車両１のＺ軸まわりの慣性モーメント、Ｉxzはばね上部分のＸ軸およびＺ
軸に関する慣性相乗モーメント、ｈf，ｈrはそれぞれ車両１の前軸、後軸のロールセンタ
高さ、ｈsはばね上部分の重心からロール軸に降ろした垂線の長さ（ロールアーム）、ｈR
Cはばね上部分の重心位置でのロール軸の高さ、Ｌf，Ｌrはそれぞれ前軸、後軸とばね上
部分の重心との間の距離、ｂf，ｂrはそれぞれ前輪トレッド、後輪トレッド、ｍ，ｍsは
それぞれ車両の質量、ばね上部分の質量、ｇは重力加速度、ａx，ａyはそれぞれ車両１の
前後方向、横方向（車幅方向）の加速度である。
【０２００】
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　車体運動モデル５６の具体的な演算手順では、上記式０５ａ～０５ｃおよび０６ａ～０
６ｃのモデル式によって、車体１ＢのＸ、Ｙ、Ｚ軸方向の速度（式０５ａ～０５ｃにおけ
るｕ，ｖ，ｗ）と、ロール方向、ピッチ方向、ヨー方向の角速度（式０６ａ～０６ｃにお
けるｐ，ｑ，ｒ）が求められ、次いで、その求めた車体１Ｂの速度、角速度を積分するこ
とによって、車体１Ｂの位置と、姿勢角（ロール方向、ピッチ方向、ヨー方向の角度）が
求められる。
【０２０１】
　なお、上記した車体運動モデル５６の式では、タイヤＷｉの上下変位は一定（あるいは
路面からの高さ一定）であると仮定されるが、一定でなくてもよい。
【０２０２】
　また、以上のモデルにおいては、各タイヤＷｉに作用する水平軸まわりのモーメントMm
dl_x_i、Mmdl_y_iは無視しているが、これらを考慮しても良い。また、ロールセンターを
用いない表現でモデルを記述してもよい。
【０２０３】
　前記タイヤ回転運動モデル５８は、各タイヤＷｉの駆動・制動力Fmdl_x_iと各タイヤＷ
ｉの駆動・制動トルクTqmdl_iとを入力として、各タイヤＷｉの回転速度ωwmdl_iを出力
するモデルである。Fmdl_x_i、Tqmdl_iはそれぞれ前記タイヤ摩擦モデル５０、駆動・制
動系モデル５２から入力される。
【０２０４】
　具体的には、タイヤ回転運動モデル５８では、まず、各タイヤＷｉの駆動・制動力Fmd_
x_iにタイヤの有効半径rwを乗じた値を、各タイヤＷｉの駆動・制動トルクTqmdl_iから減
じることにより、各タイヤＷｉの回転加速トルクが求められる。そして、この回転加速ト
ルクを各タイヤＷｉの回転イナーシャ（慣性モーメント）Ｉwで割った値を積分すること
により、各タイヤＷｉの回転速度ωwmdl_iが求められる。
【０２０５】
　なお、刻み時間がΔｔである離散系においては、積分によって各タイヤＷｉの回転速度
ωwmdl_iを求めるためには、各タイヤＷｉの回転加速トルクを該タイヤＷｉの回転イナー
シャＩwで割ってΔｔを乗じた値をタイヤＷｉの回転速度の前回値に加えることにより、
タイヤＷｉの回転速度ωwmdl_iの今回値を求めればよい。
【０２０６】
　操舵系モデル６０は、前記運転操作入力の要素であるステアリング角θsなどを入力し
て、各タイヤＷｉの操舵角δmdl_iを算出するモデル（ステアリング装置３Ｂの動作特性
を表すモデル）である。実施形態におけるステアリング装置３Ｂであるアクティブステア
リング装置３Ｂでは、操舵系モデル６０には、ステアリング角θsに加えて、アクティブ
ステアリング装置３Ｂが備えるアクチュエータの操作量であるステアリングアクチュエー
タ操作量δa_i（以降、操舵系モデルアクチュエータ操作量ということがある）が入力さ
れる。アクティブステアリング装置３Ｂが、後輪Ｗ３，Ｗ４の操舵角だけをアクチュエー
タにより制御可能な装置である場合には、操舵系モデルアクチュエータ操作量δa_iは、
各操舵輪のアクチュエータによる操舵角を規定する操作量である。そして、操舵系モデル
６０は、これらの入力を基に、各タイヤＷ１～Ｗ４の操舵角δmdl_iを算出する。
【０２０７】
　なお、アクティブステアリング装置３Ｂが全ての車輪Ｗ１～Ｗ４の操舵をアクチュエー
タにより行なう装置である場合には、各車輪Ｗｉの操舵系モデルアクチュエータ操作量δ
a_iによって、各車輪Ｗｉの操舵角が定まるので、操舵系モデル６０へのステアリング角
θｓの入力を省略してもよい。
【０２０８】
　また、アクティブステアリング装置３Ｂが後輪Ｗ３，Ｗ４を操舵しないものである場合
には、後輪Ｗ３，Ｗ４の操舵角は、ステアリング角θsにかかわらず常に０（車体１Ｂの
前後方向に対する角度が０）とされる。また、ステアリング装置３Ｂが能動的なアクチュ
エータを備えない場合には、操舵系モデル６０は、ステアリング装置３Ｂの機構的な特性
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を基に、ステアリング角θsから各操舵輪（各前輪Ｗ１，Ｗ２）の操舵角δmdl_iを算出す
るようにすればよい。さらに、サスペンションのストローク変化や荷重変化によるジオメ
トリー変化を考慮してもよい。
【０２０９】
　前記スリップ比算出部６４は、各タイヤＷｉの進行速度ベクトルVmdl_iと各タイヤＷｉ
の操舵角δmdl_iと各タイヤＷｉの回転速度ωwmdl_iとが入力され、これらの入力から、
例えば前記非特許文献１の第１８２頁の式（１７）および（１８）に従って、各タイヤＷ
ｉのスリップ比Smdl_iを算出するものである。進行速度ベクトルVmdl_iは、詳細を後述す
るタイヤ進行速度ベクトル算出部６６から入力され、操舵角δmdl_iは前記操舵系モデル
６０から入力され、回転速度ωwmdl_iは前記タイヤ回転運動モデル５８から入力される。
【０２１０】
　具体的には、各タイヤＷｉのスリップ比Smdl_iは、そのタイヤＷｉの駆動時には、次式
０７ａにより算出され、該タイヤＷｉの制動時には、次式０７ｂにより算出される。ただ
し、これらの式０７ａ，０７ｂにおけるＶは車体１Ｂの向きを基準とした進行速度ベクト
ルＶmdl_iのうちの、タイヤＷｉの中心面と路面との交線方向の成分である。この成分は
、操舵角δmdl_iを用いて求められる。また、式０７ａ，０７ｂにおいて、ｒwは各タイヤ
Ｗｉの有効半径である。なお、式０７ａ、０７ｂは、いずれのタイヤＷ１～Ｗ４について
も同じ形の式であるので、添え字ｉ(ｉ＝1，2，3，4）は省略している。
【０２１１】
 
　駆動時：
　　　Ｓmdl＝（Ｖ－ｒw・ωwmdl）／（ｒw・ωwmdl）　　……式０７ａ
　制動時：
　　　Ｓmdl＝（Ｖ－ｒw・ωwmdl）／Ｖ　　　　　　　　　……式０７ｂ
 
　前記横滑り角算出部６２は、各タイヤＷｉの進行速度ベクトルVmdl_iと各タイヤＷｉの
操舵角δmdl_iとが入力され、これらの入力を基に、例えば前記非特許文献１の第１８１
頁の図６－１３に見られる如く、各タイヤＷｉの操舵角（Ｘ軸方向に対する角度）と各タ
イヤＷｉの進行速度ベクトルVmdl_iの向き（Ｘ軸方向に対する角度）との差を求めること
によって横滑り角αmdl_iを求めるものである。進行速度ベクトルVmdl_iと操舵角δmdl_i
とは、詳細を後述するタイヤ進行速度ベクトル算出部６６、前記操舵系モデル６０からそ
れぞれ入力される。
【０２１２】
　タイヤ進行速度ベクトル算出部６６は、前記車体運動モデル５６から入力される車体１
Ｂの運動に係わる状態量を基に、キネマティクス演算によって各タイヤＷｉの進行速度ベ
クトル（各タイヤＷｉの進行向きと速度）Vmdl_iを算出するものである。
【０２１３】
　以上説明したシナリオ車両モデル４１の演算処理を図６のフローチャートを参照して以
下に説明する。この演算処理は、前記シナリオ車両挙動の時系列の各時刻ｋで実行される
処理である。なお、以降の説明では、添え字[k]は、時刻ｋでの値であることを意味し、
添え字[k-1]は、時刻ｋ－１での値であることを意味するものとする。
【０２１４】
　まず、Ｓ０１０において、駆動・制動系モデルアクチュエータ操作量[k]を駆動・制動
系モデル５２に入力することによって、各タイヤＷｉの駆動・制動トルクTqmdl_i[k]（各
タイヤＷｉの駆動トルクおよび制動トルクの組）を算出する。
【０２１５】
　次いで、Ｓ０１２に進んで、各タイヤＷｉの駆動・制動トルクTqmdl_i[k]と、時刻ｋ－
１での各タイヤＷｉの駆動・制動力Fmdl_x_i[k-1]とをタイヤ回転運動モデル５８に入力
することによって、前述のごとく各タイヤＷｉの回転速度ωwmdl_i[k]を算出する。
【０２１６】
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　次いでＳ０１４に進んで、運転操作入力のうちのステアリング角θs[k]と操舵系モデル
アクチュエータ操作量δa_i[k]とを操舵系モデル６０に入力することによって、各タイヤ
Ｗｉの操舵角δmdl_i[k]を求める。
【０２１７】
　次いでＳ０１６に進んで、サスペンション系モデルアクチュエータ操作量[k]と時刻ｋ
－１でのシナリオ運動状態量[k-1]（車体１Ｂの姿勢角[k-1]およびその角速度[k-1]、車
体１Ｂの位置[k-1]および速度[k-1]）とをサスペンション動特性モデル５４に入力するこ
とによって、各タイヤＷｉに作用する接地荷重Fmdl_z_i[k]を算出する。この場合、想定
または推定される路面形状をサスペンション動特性モデル５４に入力してもよいが、本実
施形態では、その路面形状は、平坦とする。
【０２１８】
　次いでＳ０１８に進んで、時刻ｋ－１のシナリオ運動状態量（車体１Ｂの速度[k-1]と
姿勢角[k-1]および角速度[k-1]）をタイヤ進行速度ベクトル算出部６６に入力することに
よって、各タイヤＷｉの進行速度ベクトルVmdl_i[k]（進行向きと速度）を算出する。
【０２１９】
　次いでＳ０２０に進んで、各タイヤＷｉの操舵角δmdl_i[k]と各タイヤＷｉの回転速度
ωwmdl_i[k]と各タイヤＷｉの進行速度ベクトルVmdl_i[k]とをスリップ比算出部６４に入
力することによって、前述のごとく各タイヤＷｉのスリップ比Smdl_i[k]を算出する。
【０２２０】
　次いでＳ０２２に進んで、各タイヤＷｉの操舵角δmdl_i[k]と各タイヤＷｉの進行速度
ベクトルVmdl_i[k]とを横滑り角算出部６２に入力することによって、横滑り角αmdl_i[k
]を求める。
【０２２１】
　次いでＳ０２４に進んで、各タイヤＷｉの横滑り角αmdl_i[k]とスリップ比Smdl_i[k]
と接地荷重Fmdl_z_i[k]とをタイヤ摩擦モデル５０に入力することによって、各タイヤＷ
ｉの駆動・制動力Fmdl_x_i[k]と横力Fmdl_y_i[k]とセルフアライニングトルクMmdl_z_i[k
]とを決定する。
【０２２２】
　最後にＳ１２６に進んで、上記のごとく求めた路面反力（横力Fmdl_y_i[k]、駆動・制
動力Fmdl_x_i[k]、接地荷重Fmdl_z_i[k]、セルフアライニングトルクMmdl_z_i[k]）を前
述の車体運動モデル５６に入力することによって、シナリオ運動状態量[k]を算出する。
このとき、車体運動モデル５６では、上記の入力と、時刻ｋ－１におけるシナリオ運動状
態量（車体１Ｂの姿勢角[k-1]およびその角速度[k-1]、車体１Ｂの位置[k-1]および速度[
k-1]）とを基に、シナリオ運動状態量[k]を算出する。
【０２２３】
　以上がシナリオ車両モデル４１の演算処理の詳細である。以降、以上の如くシナリオ車
両モデル４１の演算処理により算出されるシナリオ運動状態量と、各車輪Ｗｉの路面反力
（シナリオ路面反力）、横滑り角（シナリオ横滑り角）およびスリップ比（シナリオスリ
ップ比）を総称的にシナリオ車両状態量ということがある。なお、シナリオ車両モデル４
１の演算処理は、その順番を適宜変更しても良い。例えばＳ０１２とＳ０１４の演算処理
の順番を逆にしてもよい。補足すると、以上説明したシナリオ車両モデル４１およびその
演算処理は、本明細書の各実施形態において共通である。
【０２２４】
 
［第１実施形態］
　次に、第１実施形態におけるシナリオ作成部１４の処理の詳細を説明する。
【０２２５】
　図７は第１実施形態におけるシナリオ作成部１４の処理機能の概略を示すブロック図で
ある。同図に示す如く、シナリオ作成部１４は、主な処理機能として、将来運転操作入力
時系列決定部３１、シナリオ規範動特性モデル３３、シナリオアクチュエータ動作目標仮
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値決定部３５、横滑り角・スリップ比リミッタ３７、シナリオアクチュエータ駆動制御装
置モデル３９、前記シナリオ車両モデル４１、および現状容認操作量決定部４３とを備え
る。
【０２２６】
　前記操作器５のセンサからシナリオ作成部１６に入力される運転操作入力は将来運転操
作入力時系列決定部３１に与えられる。この将来運転操作入力時系列決定部３１は、入力
された運転操作入力の時系列（今回値および過去値）を基に、時刻ｋ＝１（現在時刻）か
ら所定時間Ｔe後の時刻ｋ＝Ｔe／Δｔ（以降、Ｔe／Δｔ≡Ｋeとする）までの将来の運転
操作入力である将来運転操作入力ｏｐの時系列ｏｐ[k]（ｋ＝１，２，……，Ｋe）を作成
する。
【０２２７】
　なお、将来運転操作入力時系列決定部３１の処理は、本発明における将来運転操作量決
定手段に相当する。
【０２２８】
　各時刻ｋの将来運転操作入力ｏｐ[k]は、シナリオ規範動特性モデル３３と、シナリオ
アクチュエータ動作目標仮値決定部３５とに入力される。シナリオ規範動特性モデル３３
は、将来運転操作入力ｏｐ[k]とシナリオ現状容認操作量[k-1]とシナリオ運動状態量[k-1
]とを基に、シナリオ車両挙動の各時刻ｋにおける車両１の運動に係わる規範状態量であ
るシナリオ規範状態量[k]を作成する。このシナリオ規範状態量[k]は、前記規範動特性モ
デル１２により作成する規範状態量と同様に、規範ヨーレートと規範コースとから構成さ
れる。以降、シナリオ規範状態量のうちの規範ヨーレートをシナリオ規範ヨーレート、規
範コースをシナリオ規範コースという。作成されたシナリオ規範状態量[k]は、シナリオ
アクチュエータ動作目標仮値決定部３５に入力される。なお、シナリオ規範状態量を作成
するために、シナリオ規範動特性モデル３３に入力される前記シナリオ現状容認操作量[k
-1]とシナリオ運動状態量[k-1]とは、それぞれ、時刻ｋ－１において現状容認操作量決定
部４３、シナリオ車両モデル４１により求められるものである。
【０２２９】
　補足すると、前記シナリオ規範状態量は、本発明における将来規範状態に相当するので
、シナリオ規範動特性モデル３３の処理は、本発明における規範状態決定手段（より詳し
くは前記第２４発明における規範状態決定手段、あるいは、前記第２５発明、第２７発明
、第２９発明における第２規範状態決定手段）に相当する。
【０２３０】
　シナリオアクチュエータ動作目標仮値決定部３５は、各時刻ｋにおけるアクチュエータ
動作目標値の仮値としてのシナリオアクチュエータ動作目標仮値[k]を決定する。ここで
、シナリオアクチュエータ動作目標仮値[k]は、第１フィードフォワード量FF1[k]と、第
２フィードフォワード量FF2[k]と、フィードバック量FB[k]とから構成され、それぞれ通
常フィードフォワード則３５ａ、予約型フィードフォワード量決定部３５ｂ、フィードバ
ック則３５ｃにより決定される。そして、これらのFF1[k]、FF2[k]、FB[k]を加算処理部
３５ｄで加算することにより、シナリオアクチュエータ動作目標仮値[k]（＝FF1[k]＋FF2
[k]＋FB[k]）が決定される。決定されたシナリオアクチュエータ動作目標仮値[k]は、横
滑り角・スリップ比リミッタ３７に入力される。
【０２３１】
　ここで、第１フィードフォワード量FF1は、運転操作入力および車両１の運動の状態量
とから通常的なフィードフォワード則（あらかじめ設定されたマップ、演算式等）によっ
て決定されるフィードフォワード操作量（アクチュエータ動作目標値の基本値）である。
例えば、従来から知られているエンジンの運転制御のように、スロットル弁の開度もしく
はアクセルペダル操作量もしくは吸気管内圧とエンジンの回転速度とからマップ等により
決定される燃料噴射量（基本燃料噴射量）は、第１フィードフォワード量FF1に相当する
ものである。本明細書の実施形態では、アクチュエータ動作目標値は、前記したように、
各車輪Ｗｉの目標駆動・制動力、目標操舵角、目標接地荷重、および目標サスペンション
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ストロークを構成要素とするベクトル量であるので、これらの目標値の基本値（標準値）
を構成要素とするベクトル量が第１フィードフォワード量FF1として決定される。この場
合、FF1は、通常フィードフォワード則３５ａにより、運転操作入力ｏｐ[k]とシナリオ運
動状態量[k-1]とを基に決定される。すなわち、FF1は未来情報を用いずに決定される。具
体的には、FF1[k]を決定するとき、ｏｐ[k']（ｋ’＞ｋ）とシナリオ運動状態量[k'']（k
''＞ｋ－１）とは使用されない。
【０２３２】
　また、第２フィードフォワード量FF2は、シナリオ車両挙動における車両１のスピンや
コースアウトを防止するための予約型のフィードフォワード操作量である。このFF2は、
車両１のスピンやコースアウトを防止するために、第１フィードフォワード量FF1の構成
要素（各車輪Ｗｉの目標駆動・制動力、目標操舵角、目標接地荷重、および目標サスペン
ションストロークの基本値）を修正する補正量としての機能を持ち、FF1の各構成要素の
補正量から構成されるベクトル量である。このFF2は、予約型フィードフォワード量決定
部３５ｃによって、後述するシナリオタイプＳＣに応じて決定されるものであり、基本的
には、シナリオ車両挙動における車両１のスピンやコースアウトが生じる恐れがある場合
に、FF2の大きさ（より詳しくは、FF2の特定の構成要素の大きさ（絶対値））が徐々に増
加される。そして、シナリオ車両挙動における車両１のスピンやコースアウトが生じない
ような状況では、FF2の各構成要素は０に維持されるか、もしくは０に徐々に戻される。
【０２３３】
　また、フィードバック量FBは、シナリオ車両挙動における車両１の運動の状態量（シナ
リオ運動状態量）をシナリオ規範状態量に近づける（収束または追従させる）ように決定
されるフィードバック操作量である。このFBは、シナリオ運動状態量をシナリオ規範状態
量に近づけるために、第１フィードフォワー操作量FF1の各構成要素（各車輪Ｗｉの目標
駆動・制動力、目標操舵角、目標接地荷重、および目標サスペンションストロークの基本
値）を修正する補正量としての機能を持ち、FF1の各構成要素の補正量から構成されるベ
クトル量であり、フィードバック制御則３５ｂにより、シナリオ規範状態量kとシナリオ
運動状態量[k-1]との差を基に決定される。
【０２３４】
　横滑り角・スリップ比リミッタ３７は、シナリオ車両モデル４１上での横滑り角[k]（
シナリオ横滑り角[k]）とスリップ比[k]（シナリオスリップ比[k]）とが所定の許容範囲
に収まるように、前記シナリオアクチュエータ動作目標仮値[k]を適宜、修正して、時刻
Ｋeまでのシナリオアクチュエータ動作目標値[k]の時系列を決定する。
【０２３５】
　シナリオアクチュエータ駆動制御装置モデル３９は、シナリオアクチュエータ動作目標
値[k]とシナリオ車両状態量[k-1]とを基に、実車１のアクチュエータ駆動制御装置１６と
同じ処理によってシナリオ車両挙動に係わるアクチュエータ操作量であるシナリオアクチ
ュエータ操作量[k]の時系列を決定する。
【０２３６】
　シナリオ車両モデル４１は、前記した如く、シナリオアクチュエータ操作量[k]等を基
に、シナリオ車両挙動のうちのシナリオ車両状態量[k]（シナリオ路面反力[k]、シナリオ
スリップ比[k]、シナリオ横滑り角[k]およびシナリオ運動状態量[k]）を算出する。
【０２３７】
　現状容認操作量決定部４３は、前記シナリオアクチュエータ動作目標仮値とシナリオア
クチュエータ動作目標値とを基に、シナリオ現状容認操作量を決定する。このシナリオ現
状容認操作量は、シナリオ規範状態量をシナリオ車両モデル４１で作成されるシナリオ運
動状態量に近づけるための操作量であり、本実施形態では、前記規範動特性モデル１２に
入力する現状容認操作量と同様に、モーメントの次元の操作量である。
【０２３８】
　なお、制御装置１０の各制御処理周期において、横滑り角・スリップ比リミッタ３７で
最終的に決定されるシナリオアクチュエータ動作目標値[k]の時系列のうちの時刻ｋ＝１
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における値が、現在の（今回の）制御処理周期におけるアクチュエータ動作目標値として
、シナリオ作成部１４から前記アクチュエータ駆動制御装置１６に出力される。また、現
状容認操作量決定部４３で決定されるシナリオ現状容認操作量[k]の時系列のうちの時刻
ｋ＝１における値が、現在の制御処理周期の次の制御処理周期で前記規範動特性モデル１
２の演算に使用する現状容認操作量としてシナリオ作成部１４から出力される。
【０２３９】
　図８～図１１のフロチャート等を参照して、以下にシナリオ作成部１４の処理の詳細を
説明する。
【０２４０】
　図８は、シナリオ作成部１４のメインルーチン処理を示すフローチャートである。なお
、このフローチャートは、説明の便宜上、前記規範動特性モデル１２の処理も含んでいる
。
【０２４１】
　まずＳ１１０の処理が実行される。このＳ１１０の処理は、前記将来運転操作入力時系
列決定部３１の処理である。このＳ１１０では、現在時刻までの運転操作入力の時系列（
運転操作入力の今回値および過去値からなる時系列）を基に、現在時刻ｋ＝１から将来の
時刻ｋ＝Ｋeまでの各時刻ｋにおける運転操作入力である将来運転操作入力ｏｐ[k]（ｋ＝
１，２，……，Ｋe）の時系列が決定される。決定された将来運転操作入力ｏｐ[k]の時系
列は図示しないメモリに記憶保持される。
【０２４２】
　この将来運転操作入力ｏｐ[k]の時系列は具体的には次のように作成される。すなわち
、運転操作入力のうちのステアリング角θsを例に採って説明すると、例えば図１２に示
すように、現在時刻までのステアリング角θsの時系列が同図の破線のグラフで示すよう
なものであるとき、将来運転操作入力ｏｐ[k]の時系列のうちのステアリング角θs[k]の
時系列は、同図の実線のグラフで示される如く決定される。この場合、環境（実車１の走
行環境）を認識できない場合には、現在時刻ｋ＝１から少しの時間が経過した時刻からス
テアリング角θs[k]が一定になるように、ステアリング角θs[k]の時系列を決定すればよ
い。より具体的には、θs[k]は、現在時刻のステアリング角θsの値（今回値）と、該ス
テアリング角θsの角速度の値（今回値）とから、例えば１次遅れ系の挙動を示すように
決定される。すなわち、現在時刻ｋ＝１でのステアリング角θs[1]の値をθs1、角速度の
値をｄθs1／dtとしたとき、θs[k]は、所定の時定数Ｔsで、θs1＋Ｔs・ｄθs1／dtに整
定する１次遅れ波形にとなるように決定される。この場合、θs1は、現在時刻でのステア
リング角θsの検出値、すなわち、θsの今回値に一致させる。なお、角速度ｄθs1／dtは
、ステアリング角θsの検出値の今回値と前回値との差を制御処理周期ΔＴで除算するこ
とにより求めてもよいが、ノイズを除去するために、ステアリング角θｓの検出値の今回
値および複数の過去値の時系列を基に、ＦＩＲフィルタもしくはＩＩＲフィルタによって
求めるようにしてもよい。
【０２４３】
　将来運動操作入力ｏｐ[k]のうち、ステアリング角θs以外の他の運転操作入力（アクセ
ルペダル操作量、ブレーキペダル操作量）の時系列もステアリング角θsの時系列θs[k]
と同様に決定される。なお、将来運動操作入力ｏｐ[k]のうち、シフトレバー位置の時系
列は、例えば現在時刻でのシフトレバー位置（今回値）に維持するように決定される。
【０２４４】
　補足すると、視覚センサ、レーダー、ＧＰＳ、慣性航法装置、地図データなどにより、
実車１の走行環境を認識できる場合には、環境情報に応じて将来運転操作入力ｏｐ[k]の
時系列を作成することが望ましい。例えば、実車１が高速道路を走行している場合におい
て、運転者が急激にステアリングホイールを操作したときには、障害物等を回避するため
に車線変更を行なおうとしていると解釈して、将来運転操作入力ｏｐ[k]の時系列を作成
すればよい。将来運転操作入力ｏｐ[k]の時系列は、基本的には運転者が意図する将来の
実車１の挙動に近い車両１の挙動が得られるような運転操作入力であることが望ましい。
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【０２４５】
　以上説明したＳ１１０の処理（将来運転操作入力時系列決定部３１の処理）が、本発明
における将来運転操作量決定手段に相当する。
【０２４６】
　次いで、Ｓ１１２に進んで、現状容認操作量の前回値（最新値）と、運転操作入力の今
回値（＝ｏｐ[1]。運転操作入力の最新値）と、実車１の実状態量（詳しくは車速）の今
回値（最新値）とを前記規範動特性モデル１２に入力することによって、前記した如く、
規範状態量（規範ヨーレートおよび規範コース）の今回値が求められる。この場合、前記
式０１ｂのＭvirtとして現状容認操作量の前回値が用いられる。このＳ１１２の処理（規
範動特性モデル１２の処理）により、本発明における第１規範状態決定手段が構成される
。
【０２４７】
　次いでＳ１１４に進んで、シナリオタイプＳＣとして、復帰シナリオが設定される。こ
こで、シナリオタイプＳＣは、シナリオ車両挙動における前記第２フィードフォワード量
FF2[k]（ｋ＝１，２，……，Ｋe）の変化パターンの種別を規定するものである。本実施
形態では、シナリオ車両挙動の時系列を作成するとき、各時刻ｋ毎に、FF2[k]、FF1[k]、
FB[k]を仮決定して、それらの総和をアクチュエータ動作目標仮値[k]として決定する。こ
のアクチュエータ動作目標仮値[k]のうちの第２フィードフォワード量FF2[k]の変化パタ
ーン（FF2[k]の時系列の設定の規則）を規定するものがシナリオタイプＳＣである。なお
、本実施形態では、シナリオタイプＳＣは、大別すると、復帰シナリオを含めて４種類の
シナリオタイプが用意されている。
【０２４８】
　次いで、Ｓ１１６に進んで、現在設定されているシナリオタイプＳＣ（＝復帰シナリオ
）に応じてシナリオ車両挙動が作成される。このＳ１１６の処理が、本発明における第１
の将来車両挙動決定手段に相当するものである。従って、この処理により作成されるシナ
リオ車両挙動が、前記第１発明における将来車両挙動、あるいは、第３発明、第５発明に
おける第１の将来車両挙動に相当する。このＳ１１６の処理は、図９のフローチャートで
示すサブルーチン処理により実行される。なお、以降の説明では、今回の（現在の）制御
処理周期で求めた値と、前回の制御処理周期で求めた値とを区別するために、それぞれの
値に、適宜、添え字ｎ、ｎ－１を付することがある。
【０２４９】
　以下、説明すると、まず、Ｓ２１０において、第２フィードフォワード量FF2の時刻０
（現在時刻－Δｔの時刻）の値FF[0]nに、前回の制御処理周期で最終的に決定した第２フ
ィードフォワード量FF2[k]n-1（ｋ＝１，２，……，Ｋe）の時系列のうちの時刻ｋ＝１に
おける値FF2[1]n-1が代入される。すなわちFF2[0]n＝FF2[1]n-1とする。
【０２５０】
　次いでＳ２１２に進んで、シナリオ車両モデル４１の初期状態（時刻ｋ＝０でのシナリ
オ運動状態）を実車１の実状態の今回値（実車１の最新の状態）に一致させる。すなわち
、シナリオ車両モデル４１上の車両の位置、その位置の変化速度、姿勢角（方位角）、そ
の姿勢角の変化速度などの状態量（初期化対象状態量）の時刻＝０での値が、それぞれ実
車１の実状態量の今回値に一致させられる。このＳ２１２の処理によって、本発明におけ
る車両モデル初期化手段が構成される。なお、例えば実状態量にフィルタリング処理を施
してなる値で、シナリオ車両モデル４１の初期化対象状態量を初期化してもよい。また、
例えば実車１の実状態量の前回値（１制御処理周期前の時刻（これは現在時刻の近傍時刻
を意味する）での値）によって、シナリオ車両モデル４１の状態量を初期化してもよい。
【０２５１】
　次いで、Ｓ２１４に進んで、時刻ｋの値をシナリオ車両挙動の初期時刻「１」にした後
、Ｓ２１６～Ｓ２４２のループ処理が各時刻ｋ（ｋ＝１，２，……，Ｋe）に対して実行
される。Ｓ２１６の処理は、前記シナリオ規範動特性モデル３３で実行される処理である
。このＳ２１６では、シナリオ現状容認操作量[k-1]と、将来運転操作入力ｏｐ[k]と、シ
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ナリオ運動状態量[k-1]（詳しくはシナリオ運動状態量[k-1]のうちの車速）とをシナリオ
規範動特性モデル３３に入力することによって、シナリオ規範状態量[k]（シナリオ規範
ヨーレート[k]およびシナリオ規範コース[k]）を求める。ただし、ｋ＝１の場合には、前
記規範動特性モデル１２により求めた規範状態量の今回値（図８のＳ１１２で求めた規範
状態量の最新値）をそのままシナリオ規範状態量[1]に代入する。ｋ≠１であるときのシ
ナリオ規範状態量[k]は、前記規範動特性モデル１２と同様の処理によって求められる。
この場合、時刻ｋ（≧２）のシナリオ規範状態量を算出するときには、シナリオ規範動特
性モデル３３には、将来運転操作入力ｏｐ[k]のうちのステアリング角θs[k]と、シナリ
オ運動状態量[k-1]のうちの車速[k-1]と、時刻ｋ－１に対応して後述のＳ２３８の処理で
先に求められたシナリオ現状容認操作量[k-1]が入力される。そして、これらの入力値か
ら前記規範動特性モデル１２と同じ処理（前記式０１ａ，０１ｂに基づく演算処理）によ
って、シナリオ規範状態量が算出される。
【０２５２】
　なお、シナリ規範状態量として、シナリオ規範ヨーレートだけを決定するようにする場
合には、前記図４に示したものと同様の処理によって、シナリオ規範ヨーレートを決定す
るようにしてもよい。
【０２５３】
　次いで、Ｓ２１８に進んで、現在設定されているシナリオタイプＳＣに応じて、第２フ
ィードフォワード量FF2[k]が決定される。この処理は、前記アクチュエータ動作目標仮値
決定部３５の予約型フィードフォワード量決定部３５ｃにより実行される処理である。
【０２５４】
　ここで、FF2[k]（ｋ＝１，２，……，Ｋe）の変化パターンを規定するシナリオタイプ
ＳＣの種類は、本実施形態では、大別すると、前記復帰シナリオを含めて４種類ある。但
し、復帰シナリオ以外の３種類のシナリオタイプＳＣは、シナリオ車両挙動のうちのシナ
リオ横滑り角およびシナリオスリップ比（もしくはシナリオ路面反力）がそれぞれ所定の
許容範囲を逸脱した場合、あるいは、シナリオ運動状態量とシナリオ規範状態量との差が
所定の許容範囲を逸脱した場合に、その逸脱の結果として発生することが予想される車両
１の挙動の種類に応じてさらに分けられる。例えば、車両１の前方に向かって左側にコー
スアウトしそうな状況、左に（反時計まわりに）車両１がスピンしそうな状況、右側にコ
ースアウトしそうな状況、右に（時計まわりに）車両１がスピンしそうな状況などに応じ
て、復帰シナリオ以外の３種類のシナリオタイプＳＣはさらに分けられる。以降、これら
の状況を総称的に予防対象状況という。従って、復帰シナリオ以外の３種類のシナリオタ
イプは、予防対象状況の種類毎に定めれている。
【０２５５】
　以降、各種類の予防対象状況の種類を英語の小文字（ａ，ｂ，……）で区別し、各種類
の予防対象状況毎の３種類のシナリオタイプＳＣを１～３の整数値で区別して表現する。
例えば、予防対象状況の種類が、車両１の左側へのコースアウトである場合における３種
類のシナリオタイプＳＣをａ１，ａ２，ａ３というように表記し、予防対象状況の種類が
車両１の左への（反時計まわりの）スピンである場合には、シナリオタイプＳＣをｂ１，
ｂ２，ｂ３というように表記する。これらのシナリオタイプＳＣにおいて、シナリオタイ
プＳＣの表記の整数値の部分が同じ値であるシナリオタイプは、それにより規定される第
２フィードフォワード量FF2の変化パターンが同じ種類のシナリオタイプである（FF2の時
系列の決定規則が同種である）ことを意味する。例えば、ａ１，ｂ１，……は、それぞれ
FF2の変化パターンが同じ種類のシナリオタイプである。シナリオタイプＳＣの表記の整
数値の部分が同じ値で、英語の小文字部分が異なる（予防対象状況の種類が異なる）任意
の２つのシナリオタイプは、一般に、第２フィードフォワード量FF2のうちの、変化させ
る構成要素が相違する一方、その変化させる構成要素の経時的な変化パターンが同じ種類
の変化パターンとなる。つまり、予防対象状況の種類毎に、第２フィードフォワード量FF
2のうちの変化させる構成要素が定められており、その構成要素の変化パターンが３種類
ある。そして、復帰シナリオは、各種類の予防対象状況に対応して変化させたFF2の構成
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要素を徐々に０に戻すシナリオタイプである。なお、復帰シナリオでは、FF2の全ての構
成要素が０になっている状態では、その状態が維持される。
【０２５６】
　Ｓ２１８の処理は、図１０のフローチャートで示すサブルーチン処理により実行される
。なお、図１０では、予防対象状況で変化させるFF2（ベクトル量）の構成要素（シナリ
オタイプ毎の特定の構成要素）のうちの１つの構成要素を代表的にFF2xとして記載してい
る。実際には、図１０の処理は、FF2（ベクトル量）のうちの、予防対象状況の種類に対
応して（シナリオタイプに対応して）変化させる構成要素のそれぞれに対して実行される
。後述する図１１、図１３、図２７においても、これらの図中における「FF2x」は、上記
と同様に、代表的な１つの構成要素を意味している。
【０２５７】
　図１０を参照して、まず、Ｓ３１０において、現在設定されているシナリオタイプＳＣ
が判断される。ＳＣ＝復帰シナリオである場合には、Ｓ３１２において、第２フィードフ
ォワード量FF2の各構成要素を徐々に０に戻すか、もしくは０に維持する処理である復帰
処理が行なわれる。この復帰処理は、図１１のフローチャートで示すサブルーチン処理に
より実行される。
【０２５８】
　まず、Ｓ４１０において、FF2x[k-1]の値が判断される。FF2x[k-1]が０である場合には
、Ｓ４１２に進んで、FF2x[k]が０とされ、図１１のサブルーチン処理が終了される。す
なわち、FF2xの値を０に維持して、図１１のサブルーチン処理が終了される。
【０２５９】
　また、Ｓ４１０の判断において、FF2x[k-1]が０よりも大きい場合には、Ｓ４１４に進
んで、FF2x[k-1]から所定量ΔFF2x_rec（＞０）を減じたものをFF2x[k]とする。ここで、
ΔFF2x_recは、FF2xを徐々に０に近づけていく際における、刻み時間Δｔ当たりのFF2xの
変化量（時間的変化量）を規定するものである。なお、ΔFF2x_recは、第２フィードフォ
ワード量FF2の構成要素毎にあらかじめ定められている。
【０２６０】
　次いで、Ｓ４１６に進んで、FF2x[k]の値が判断される。このとき、FF2x[k]が０よりも
小さい場合には、Ｓ４１８に進んで、前記Ｓ４１２と同様にFF2x[k]を０とし、図１１の
サブルーチン処理が終了される。Ｓ４１６の判断で、FF2[k]が０よりも小さくない場合に
は、そのまま、図１１のサブルーチン処理が終了される。
【０２６１】
　また、Ｓ４１０の判断においてFF2x[k-1]＜０であるときには、Ｓ４２０に進んで、FF2
x[k-1]に所定量ΔFF2x_recを加算したものをFF2x[k]とする。次いで、Ｓ４２２に進んで
、FF2x[k]の値が判断される。このとき、FF2x[k]が０よりも大きい場合には、Ｓ４２４に
進んで、FF2x[k]を０とし、図１１のサブルーチン処理が終了される。Ｓ４２２の判断で
、FF2x[k]が０よりも大きくない場合には、そのまま、図１１のサブルーチン処理が終了
される。
【０２６２】
　補足すると、第２フィードフォワード量FF2の構成要素には、シナリオタイプに応じて
０以上の値で変化する構成要素FF2x[k]と、０以下の値で変化する構成要素FF2x[k]とがあ
り、０以上の値で変化するFF2x[k]に関しては、実際には、Ｓ４２０～Ｓ４２４の処理は
実行されることはない。Ｓ４２０～Ｓ４２４の処理は、０以下の値で変化するFF2x[k]に
関して実行される処理である。そして、０以下の値で変化するFF2x[k]に関しては、Ｓ４
１４～Ｓ４１８の処理は実行されない。
【０２６３】
　以上が図１０のＳ３１２の処理である。
【０２６４】
　以降の図１０の説明では、０以上の値で変化する構成要素FF2x[k]に関して、代表的に
説明する。
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【０２６５】
　図１０の説明に戻って、Ｓ３１０の判断で、シナリオタイプＳＣがａ１である場合には
、Ｓ３１４に進んで、ｋ＝１であるか否かが判断される。ｋ＝１である場合には、Ｓ３１
６に進んで、前記Ｓ３１２と同じ処理（FF2xの復帰処理）が実行される。また、Ｓ３１４
でｋ≠１である場合には、Ｓ３１８に進んで、FF2x[k-1]に所定量ΔFF2x_emg_a（＞０）
を加えたものをFF2x[k]とする。ΔFF2x_emg_aは、予防対象状況の種類ａに応じたFF2xの
、刻み時間Δｔ当たりの変化量（時間的変化量）を規定するものである（ここでは、FF2x
≧０であるので、ΔFF2x_emg_aは、刻み時間Δｔ当たりのFF2増加量（時間的増加率）を
規定するものである）。
【０２６６】
　次いで、Ｓ３２０に進んで、FF2x[k]があらかじめ定めた上限値FF2xmax（＞０）よりも
大きいか否かが判断される。このＳ３２０の判断結果がＹＥＳである場合には、Ｓ３２２
に進んで、FF2x[k]の値を強制的にFF2xmaxに制限し、図１０のサブルーチン処理が終了さ
れる。また、Ｓ３２０の判断結果がＮＯである場合には、そのまま図１０のサブルーチン
処理が終了される。
【０２６７】
　Ｓ３１０の判断で、シナリオタイプＳＣがａ２である場合には、Ｓ３２４に進んで、ｋ
＝１であるか否かが判断される。ｋ＝１である場合には、Ｓ３２６に進んで、FF2x[k]にF
F2x[k-1]が代入され、図１０のサブルーチン処理が終了される。また、Ｓ３２４でｋ≠１
である場合には、Ｓ３２８に進んで、前記Ｓ３１８と同じ処理が実行される。次いで、Ｓ
３３０、Ｓ３３２において、それぞれ前記Ｓ３２０、Ｓ３２２と同じ処理が実行される。
【０２６８】
　Ｓ３１０の判断で、シナリオタイプＳＣがａ３である場合には、Ｓ３３４に進んで、前
記Ｓ３１８と同じ処理が実行される。次いで、Ｓ３３６、Ｓ３３８において、それぞれ前
記Ｓ３２０、Ｓ３２２と同じ処理が実行される。
【０２６９】
　さらに、シナリオタイプＳＣがｂ１、ｂ２、ｂ３などである場合にもシナリオタイプＳ
Ｃがａ１，ａ２，ａ３である場合と同様の処理によって、FF2x[k]が決定される。例えば
ＳＣ＝ｂ１であるときには、Ｓ３１４～Ｓ３２２と同様の処理によって、FF2x[k]が設定
され、ＳＣ＝ｂ２であるときには、Ｓ３２４～Ｓ３３２と同様の処理によって、FF2x[k]
が設定され、ＳＣ＝ｂ３であるときには、Ｓ３３４～Ｓ３３８と同様の処理によって、FF
2x[k]が設定される。ただし、ΔFF2x_emgは、予防対象状況の種類およびその種類に対応
するFF2の特定の構成要素毎に設定されている。
【０２７０】
　なお、０以下の値で変化するFF2xに関しては、Ｓ３１８、Ｓ３２８、Ｓ３３４の処理の
代わりに、FF2x[k-1]から、ΔFF2x_emgを減じたものがFF2x[k]に代入される。そして、Ｓ
３２０、Ｓ３３０、Ｓ３３６の判断処理の代わりに、FF2x[k]が所定の下限値FF2xmin（＜
０）と比較され、FF2x[k]＜FF2xminであるときに、Ｓ３２２、Ｓ３３２、Ｓ３３８の代わ
りに、FF2x[k]の値が、強制的にFF2xminに設定される。これ以外は、０以上の値で変化す
るFF2xに関する図１０の処理と同じである。
【０２７１】
　補足すると、予防対象状況の種類がａである場合にΔFF2_emg_aにより変化させるFF2の
構成要素は、例えば各車輪Ｗｉの目標制動力の補正量、あるいは、目標操舵角の補正量、
あるいは、その両者である。
【０２７２】
　以上が、図９のＳ２１８の処理である。この処理によって、各時刻ｋのFF2の所定の構
成要素（予防対象状況の種類毎に定められた構成要素）は、設定されているシナリオタイ
プＳＣに応じて、図１３（ａ）～（ｄ）に示す如く変化することとなる。なお、ここでは
、予防対象状況の種類がａである場合について代表的に説明する。
【０２７３】
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　図１３（ａ）～（ｄ）は、それぞれシナリオタイプＳＣとして復帰シナリオ、ａ１シナ
リオ、ａ２シナリオ、ａ３シナリオが設定されている場合のFF2[k]のうちの特定の構成要
素FF2x[k]の変化パターンの例を示している。この場合、図１３（ａ）～（ｄ）では、０
以上の値で変化するFF2xに関しては、縦軸の上向きを正の向きとすると共に、０以下の値
で変化するFF2xに関しては、縦軸の上向きを負の向きとする。また、図１３の説明では、
０以上の値で変化するFF2xに関する説明と、０以下の値で変化するFF2xに関する説明とを
区別する必要があるときは、後者に関する説明に中括弧｛　｝を付する。
【０２７４】
　いずれのシナリオタイプにおいても、時刻ｋ＝０におけるFF2[k]（＝FF2[0]）は、前回
の制御処理周期における時刻ｋ＝１でのFF2xの値であるFF2[1]n-1の値と同一に設定され
る。
【０２７５】
　そして、復帰シナリオでは、図１３（ａ）に示す如く、FF2x[k]は、時刻ｋ＝１から、
刻み時間Δｔ毎に、所定量ΔFF2x_recづつ、０に向かって変化され、最終的に０に維持さ
れる。
【０２７６】
　また、ａ１シナリオでは、図１３（ｂ）に示す如く、FF2x[k]は、時刻ｋ＝１において
、FF2x[0]から０に向かって所定量ΔFF2x_recだけ変化され（但し、FF2x[0]＝０であると
きは、FF2x[k]＝０とされる）、時刻ｋ＝２以後は、刻み時間Δｔ毎に、上限値FF2xmax｛
下限値FF2xmin｝に達するまで、所定量ΔFF2x_emg_aづつ変化される。そして、FF2[k]は
、上限値FF2max｛下限値FF2xmin｝に達した後は、その上限値｛下限値｝に維持される。
このように、ａ１シナリオ（より一般的には、シナリオタイプＳＣの種別を表す整数値が
「１」であるシナリオタイプ）は、時刻ｋ＝１のときだけ、FF2[k]の所定の構成要素FF2x
[k]をFF2x[0]から０に近づけるか（FF2x[0]≠０の場合）、もしくは、FF2x[k]をFF2x[0]
（FF2x[0]＝０の場合）に維持し、その後、FF2x[k]を上限値FF2xmax｛下限値FF2xmin｝ま
で変化（単調変化）させていくようにFF2x[k]を変化させるシナリオタイプである。
【０２７７】
　また、ａ２シナリオでは、図１３（ｃ）に示す如く、FF2x[k]は、時刻ｋ＝１において
、FF2x[0]と同じ値に維持され、時刻ｋ＝２以後は、刻み時間Δｔ毎に、上限値FF2xmax｛
下限値FF2xmin｝に達するまで、所定量ΔFF2x_emg_aづつ変化される。そして、FF2[k]は
、上限値FF2xmax｛下限値FF2xmin｝に達した後は、その上限値｛下限値｝に維持される。
このようにａ２シナリオ（より一般的には、シナリオタイプＳＣの種別を表す整数値が「
２」であるシナリオタイプ）は、時刻ｋ＝１のときだけ、FF2x[k]をFF2x[0]と同じに維持
し、その後、FF2x[k]を上限値FF2xmax｛下限値FF2xmin｝まで変化（単調変化）させてい
くようにFF2x[k]を変化させるシナリオタイプである。
【０２７８】
　また、ａ３シナリオでは、図１３（ｄ）に示す如くFF2x[k]は、時刻ｋ＝１から、刻み
時間Δｔ毎に、上限値FF2xmax｛下限値FF2xmin｝に達するまで、所定量ΔFF2x_emg_aづつ
変化される。そして、FF2x[k]は、上限値FF2xmax｛下限値FF2xmin｝に達した後は、その
上限値｛下限値｝に維持される。このようにａ３シナリオ（より一般的には、シナリオタ
イプＳＣの種別を表す整数値が「３」であるシナリオタイプ）は、時刻ｋ＝１から、FF2x
[k]を上限値FF2xmax｛下限値FF2xmin｝まで変化（単調変化）させていくようにFF2x[k]を
変化させるシナリオタイプである。
【０２７９】
　図９の説明に戻って、Ｓ２１８の処理の後、Ｓ２２０に進んで、将来運転操作入力ｏｐ
[k]と車両モデル４１のシナリオ運動状態量[k-1]とに基づいて、前記通常フィードフォワ
ード則３５ａにより第１フィードフォワード量FF1[k]を求めると共に、シナリオ運動状態
量[k-1]とシナリオ規範状態量[k]との差に基づいて、前記フィードバック則３５ｂにより
フィードバック量FB[k]を求める。
【０２８０】
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　この場合、第１フィードフォワード量FF1[k]の各構成要素（目標駆動・制動力の基本値
等）は、将来運転操作入力ｏｐ[k]のうちの該構成要素に対応する運転操作入力（アクセ
ルペダル操作量など）と、シナリオ運動状態量[k-1]のうちの該構成要素に対応する状態
量（車速など）とから、所定のマップや演算式により求められる。なお、FF1[k]を求める
ときに、シナリオタイプＳＣを考慮してもよい。例えば、シナリオタイプＳＣに応じてあ
らかじめ用意したマップまたは演算式により、FF1[k]を適宜決定してもよい。
【０２８１】
　また、フィードバック量FB[k]は、シナリオ運動状態量[k-1]のうちの車両１の位置（以
下、シナリオ車両位置ということがある）と、シナリオ規範状態量[k]のうちのシナリオ
規範コースとの差（シナリオ車両位置[k-1]と規範コースとの距離。以下、コースずれと
いうことがある）、並びに、シナリオ運動状態量[k-1]のうちのヨーレートと、シナリオ
規範状態量[k]のうちのシナリオ規範ヨーレートとの差（以下、ヨーレート偏差というこ
とがある）から、フィードバック則により求められる。
【０２８２】
　例えば、次式０８によりFB[k]が算出される。
【０２８３】
 
　FB[k]＝Kfby・ヨーレート偏差 ＋ Kfbc・コースずれ　　　……式０８
 
　この式０８のKfby、Kfbcは所定のフィードバックゲインである。なお、コースずれの代
わりに、時刻ｋ－１までのシナリオ車両位置の軌跡により定まる、シナリオ車両モデル４
１上での車両１の走行経路の曲率[k-1]と、時刻ｋでのシナリオ規範コースの曲率[k]との
差を用いてFB[k]を求めるようにしてもよい。
【０２８４】
　また、式０８の代わりに、次式０８’を用いても良い。
【０２８５】
 
　FB[k]＝Kfby・ヨーレート偏差 ＋ Kfbc・コースずれ
　　　　　　　　　　　　　　　　＋ Kfbc'・コースずれ変化率　……式０８’
 
　この式０８’を用いることによって、より一層、規範コースへの追従性を向上させるこ
とができる。
【０２８６】
　次いで、Ｓ２２２に進んで、上記の如く求めたFF1[k]、FF2[k]、FB[k]を前記加算処理
部３５ｄで加え合わせることで、シナリオアクチュエータ動作目標仮値[k]が求められる
。
【０２８７】
　次いで、Ｓ２２４に進んで、将来運転操作入力ｏｐ[k]と、シナリオアクチュエータ動
作目標仮値[k]と、シナリオ車両状態量[k-1]（シナリオ運動状態量[k-1]、シナリオ路面
反力[k-1]、シナリオ横滑り角[k-1]、シナリオスリップ比[k-1]）と、推定摩擦係数μest
mとを基に、シナリオ車両モデル４１を用いてシナリオ横滑り角[k]およびスリップ比[k]
を算出する。このＳ２２４の処理は、前記横滑り角・スリップ比リミッタ３７、シナリオ
アクチュエータ駆動制御装置モデル３９およびシナリオ車両モデル４１により実行される
処理である。
【０２８８】
　具体的には、横滑り角・スリップ比リミッタ３７は、シナリオアクチュエータ動作目標
仮値[k]をそのまま、シナリオアクチュエータ駆動制御装置モデル３９に出力する。この
とき、シナリオアクチュエータ駆動制御装置モデル３９は、シナリオアクチュエータ動作
目標仮値[k]の各目標値を満足するように各アクチュエータ装置３に対するシナリオアク
チュエータ操作量[k]を決定し、それをシナリオ車両モデル４１に入力する。そして、シ
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ナリオ車両モデル４１は、入力されたシナリオアクチュエータ操作量[k]と将来運転操作
入力ｏｐ[k]と前記μ推定器１８により得られた推定摩擦係数μestm（今回値）とを基に
、前記した如く演算処理を行なって、シナリオ横滑り角[k]およびシナリオスリップ比[k]
を算出する。これらのシナリオ横滑り角[k]およびシナリオスリップ比[k]は、それぞれ図
５の横滑り角算出部６２、スリップ算出部６４から得られる。
【０２８９】
　次いで、Ｓ２２６に進んで、シナリオ横滑り角[k]およびシナリオスリップ比[k]がそれ
ぞれ所定の許容範囲を満足しているか否か（許容範囲内に収まっているか否か）が判断さ
れる。このＳ２２６の判断処理と、後述のＳ２２８、Ｓ２３０、Ｓ２３２の処理とは、横
滑り角・スリップ比リミッタ３７で行なわれる処理である。
【０２９０】
　ここで、シナリオ横滑り角[k]およびシナリオスリップ比[k]の両者がそれぞれに対応す
る所定の許容範囲を満足している場合には、シナリオ車両モデル４１上で、車両１のスピ
ンやコースアウト等の前記予防対象状況が発生しないことを意味する。そこで、この場合
には、Ｓ２３２に進んで、シナリオアクチュエータ動作目標仮値[k]（Ｓ２２２で決定し
たもの）を、シナリオアクチュエータ動作目標値[k]として決定する。
【０２９１】
　一方、シナリオ横滑り角[k]およびシナリオスリップ比[k]のいずれかが許容範囲を満足
していない場合（許容範囲から逸脱している場合）には、シナリオ車両モデル４１上で、
車両１のスピンやコースアウト等の前記予防対象状況が発生する恐れがある。そこで、こ
の場合には、Ｓ２２８に進んで、シナリオ横滑り角[k]およびシナリオスリップ比[k]の両
者がそれぞれに対応する前記許容範囲を満足する方向に、第２フィードフォワード量FF2[
k]を修正する。例えば、シナリオ車両モデル４１上で車両１のスピンやコースアウトが生
じる恐れがある状況では、FF2[k]の構成要素のうちの目標制動力に係わる構成要素、ある
いは、目標操舵角に係わる構成要素を修正する。より具体的には、例えば、シナリオスリ
ップ比[k]がそれに対する許容範囲から逸脱している場合には、FF2[k]の構成要素のうち
の目標制動力を仮値から所定量もしくは所定割合だけ弱める。また、例えばシナリオ横滑
り角[k]がそれに対する許容範囲から逸脱している場合には、FF2[k]の構成要素のうちの
目標操舵角を、横すべり角が減少する方向に、仮値から所定量もしくは所定割合だけ変化
させる。
【０２９２】
　次いでＳ２３０に進んで、修正後のFF2[k]とＳ２２０で求めたFF1[k]、FB[k]とを加え
合わせることにより、シナリオアクチュエータ動作目標値[k]を決定する。
【０２９３】
　Ｓ２３０またはＳ２３２の処理の後、Ｓ２３４に進んで、将来運転操作入力ｏｐ[k]と
、Ｓ２３０またはＳ２３２で決定したシナリオアクチュエータ動作目標値[k]と、シナリ
オ車両状態量[k-1]（シナリオ運動状態量[k-1]、シナリオ路面反力[k-1]、シナリオ横滑
り角[k-1]、シナリオスリップ比[k-1]）と、推定摩擦係数μestm（今回値）とを基に、シ
ナリオ車両モデル４１を用いて、シナリオ車両状態量[k]（シナリオ横滑り角[k]、シナリ
オスリップ比[k]、シナリオ路面反力[k]、およびシナリオ運動状態量[k]）を算出する。
このＳ２３４の処理は、前記シナリオアクチュエータ駆動制御装置モデル３９およびシナ
リオ車両モデル４１により実行される処理である。
【０２９４】
　具体的には、シナリオアクチュエータ駆動制御装置モデル３９は、Ｓ２３０またはＳ２
３２で決定したシナリオアクチュエータ動作目標値[k]の各目標値を満足するように各ア
クチュエータ装置３に対するシナリオアクチュエータ操作量[k]を決定し、それをシナリ
オ車両モデル４１に入力する。そして、シナリオ車両モデル４１は、入力されたシナリオ
アクチュエータ操作量[k]と将来運転操作入力ｏｐ[k]と前記μ推定器１８により得られた
推定摩擦係数μestm（今回値）とを基に、前記した如く演算処理を行なって、シナリオ車
両状態量[k]（シナリオ路面反力[k]、シナリオ横滑り角[k]、シナリオスリップ比[k]、お
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よびシナリオ運動状態量[k]）を算出する。
【０２９５】
　次いで、Ｓ２３６に進んで、シナリオアクチュエータ動作目標値[k]と、シナリオアク
チュエータ動作目標仮値[k]との差に対応する路面反力（詳しくは、当該差に対応する路
面反力による車両１の重心まわりのモーメントのヨー軸まわり成分）に所定の係数Kmdl[k
]を乗じたものをシナリオ現状容認操作量[k]として求める。この処理は、前記現状容認操
作量決定部４３で実行される処理である。このＳ２３６の処理を図１４を参照して説明す
る。図１４はＳ２３６の処理の流れを示すデータフロー図である。
【０２９６】
　Ｓ２３６ａにおいて、シナリオアクチュエータ動作目標仮値[k]（図９のＳ２２２で求
めたもの）と、将来運転操作入力ｏｐ[k]と、シナリオ車両状態量[k-1]と、あらかじめ定
められた理想摩擦係数μidealとを基に、シナリオ路面反力の仮値としてのシナリオ仮路
面反力を算出する。より具体的には、シナリオアクチュエータ動作目標仮値[k]とシナリ
オ車両状態量[k-1]とを基に、前記シナリオアクチュエータ駆動制御装置モデル３９と同
じ処理を実行することで、各アクチュエータ装置３に対するアクチュエータ操作量が求め
られる。そして、このアクチュエータ操作量と、シナリオ車両状態量[k-1]と、理想摩擦
係数μidealとを基に、前記シナリオ車両モデル４１の演算（具体的には、図５のタイヤ
摩擦モデル５０およびサスペンション動特性モデル５４の演算）を行なうことで、シナリ
オ仮路面反力[k]が求められる。この場合、図５のタイヤ摩擦モデル５０では、推定摩擦
係数μestmの代わりに、理想摩擦係数μidealが用いられる。この理想摩擦係数μidealは
、理想的な乾燥路面の摩擦係数の設定値である。なお、シナリオ仮路面反力[k]を求める
ときに必要な変数値は、アクチュエータ装置３の構成によっては、アクチュエータ操作量
、シナリオ車両状態量[k-1]、および理想摩擦係数μidealに加えて将来運転操作入力ｏｐ
[k]のうちの一部の構成要素が必要となる場合もある。例えばステアリング装置３Ｂが、
操舵輪の操舵をステアリングホイールの操作に応じて機構的に行なうものである場合（ス
テアリング・バイ・ワイヤでない場合）には、運転操作入力ｏｐのうちのステアリング角
θsも必要となる。
【０２９７】
　このようにして求められるシナリオ仮路面反力[k]は、仮に、シナリオアクチュエータ
動作目標仮値[k]に従って、各アクチュエータ装置３を制御したときに、各車輪Ｗｉが滑
らずに車両１の運動が行なわれたとした場合に発生する路面反力を意味する。
【０２９８】
　次いで、Ｓ２３６ｂにおいて、各車輪Ｗｉのシナリオ仮路面反力[k]の合力（より詳し
くは、各車輪Ｗｉのシナリオ仮路面反力が車両１の重心まわりに発生するモーメントのヨ
ー軸まわりの成分。以下、これをシナリオ仮合力という）を計算する。
【０２９９】
　また、Ｓ２３６ｃにおいて、シナリオアクチュエータ動作目標値[k]（図９のＳ２３０
またはＳ２３２で求めたもの）と、将来運転操作入力ｏｐ[k]と、シナリオ車両状態量[k-
1]と、推定摩擦係数μestm（今回値）とを基に、Ｓ２３６ａと同様の演算処理によって、
シナリオ路面反力[k]が求められる。なお、このＳ２３６ｃで求められるシナリオ路面反
力[k]は、前記Ｓ２３４で求められるシナリオ車両状態量[k]のうちのシナリオ路面反力[k
]と同じになるので、Ｓ２３６ｂの処理は省略してもよい。
【０３００】
　そして、Ｓ２３６ｄにおいて、Ｓ２３６ｂと同様に、Ｓ２３６ｃ（あるいはＳ２３４）
で求められた各車輪Ｗｉのシナリオ路面反力[k]の合力（より詳しくは、各車輪Ｗｉのシ
ナリオ路面反力[k]が車両１の重心まわりに発生するモーメントのヨー軸まわりの成分。
以下、これをシナリオ合力という）を計算する。
【０３０１】
　次いで、Ｓ２３６ｅにおいて、前記シナリオ合力（ヨー軸まわりのモーメント）から、
前記シナリオ仮合力（ヨー軸まわりのモーメント）が減算される（両合力の差が算出され
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る）。そして、このＳ２３６ｅの演算結果（シナリオ合力－シナリオ仮合力）に、Ｓ２３
６ｆで所定の係数Ｋmdl[k]を乗じることによって、シナリオ現状容認操作量[k]が算出さ
れる。
【０３０２】
　以上が、図９のＳ２３６の処理である。この場合、本実施形態では、時刻ｋ＝１におけ
るシナリオ現状容認操作量[1]を前記規範動特性モデル１２の演算で現状容認操作量とし
て使用するので、前記係数Ｋmdl[k]は、少なくともｋ＝１のときは、Ｋmdl[1]＞０（例え
ばKmdl[1]＝１）であることが望ましい。そして、ｋ≧２であるときは、例えばKmdl[k]＝
Kmdl[1]とすればよいが、必ずしもＫmdl[k]＞０とする必要はなく、Ｋmdl[k]＝０として
もよい。本実施形態では、Ｋmdl[1]＝１、Ｋmdl[k]＝０（ｋ＝２，３，……，Ｋe）とし
ている。
【０３０３】
　図９の説明に戻って、上記のようにＳ２３６の処理を実行した後、Ｓ２３８に進んで、
シナリオ規範状態量[k]と、シナリオ車両挙動[k]（シナリオアクチュエータ動作目標値[k
]、シナリオ横滑り角[k]、シナリオスリップ比[k]、シナリオ路面反力[k]、シナリオ運動
状態量[k]）と、シナリオ現状容認操作量[k]とが図示しないメモリに記憶保持される。
【０３０４】
　次いで、Ｓ２４０に進んで時刻ｋの値を１だけ増加させた後、Ｓ２４２において、ｋ＞
Ｋeであるか否かが判断される。そして、この判断結果がＮＯであるときには、Ｓ２１６
からの処理が繰り返され、ＹＥＳであるときには、図９の処理が終了される。
【０３０５】
　以上により、時刻ｋ＝１からｋ＝Ｋeまでのシナリオ車両挙動[k]、シナリオ規範状態量
[k]、シナリオ現状容認操作量[k]の時系列が作成される。この場合、各制御処理周期にお
いて、シナリオ車両モデル４１の初期状態（時刻ｋ＝０のシナリオ運動状態量）は、実車
１の実状態に一致させるので、各制御処理周期で新たに作成されるシナリオ車両挙動[k]
（詳しくはシナリオ運動状態量[k]）は、図１５に示す如く、過去の制御処理周期で作成
されたシナリオ車両挙動に依存せず、時刻ｋ＝０での実車１の実状態を初期値として作成
される。従って、実車１の実状態に則したシナリオ車両挙動[k]の時系列、すなわち、実
車１の将来の挙動を示すものとして確度の高いシナリオ車両挙動[k]の時系列を作成する
ことができる。
【０３０６】
　また、Ｓ２１６では、時刻ｋ＝１であるときに、シナリオ規範状態量[1]を、現状容認
操作量（前回値）を考慮して前記規範動特性モデル１２により算出した規範状態量に一致
させるので、シナリオ規範状態量が、実車１の状態量からかけ離れるのを防止できる。そ
の結果、シナリオアクチュエータ動作目標値のうちのフィードバック量FBが過大になり、
ひいては、シナリオアクチュエータ動作目標値（もしくはシナリオアクチュエータ動作目
標仮値）が、調整余裕の無い過大な値になるのを防止できる。
【０３０７】
　なお、Ｓ２２６では、シナリオ横滑り角[k]とシナリオスリップ比[k]とがそれぞれ所定
の許容範囲を満足しているか否かを判断したが、Ｓ２２４でシナリオ路面反力[k]を求め
るようにして、Ｓ２２６において、そのシナリオ路面反力[k]が所定の許容範囲を満足す
るか否かを判断するようにしてもよい。
【０３０８】
　また、Ｓ２１６では、シナリオ現状容認操作量を常に０として、シナリオ規範状態量[k
]を算出するようにしてもよい。
【０３０９】
　以上が、図８のＳ１１６の処理の詳細である。
【０３１０】
　補足すると、以上説明したＳ１１６の処理は、前記したように本発明における第１の将
来車両挙動決定手段に相当する。この場合、ＳＣ＝復帰シナリオであることに依存して定
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まる規則（シナリオ車両挙動を決定するための規則）が、本発明における第１の制御則に
相当する。また、Ｓ１１６の処理の中で実行される前記Ｓ２１８～Ｓ２２２の繰り返し処
理が、本発明における第１ａ規則によって、将来車両挙動（第１の将来車両挙動）のうち
の動作指令の時系列の各仮値を決定する処理に相当する。また、Ｓ１１６の処理の中で実
行される前記Ｓ２２８の繰り返し処理が、本発明における第１ｂ規則による、動作指令の
仮値の修正処理に相当する。また、Ｓ１１６の処理の中で実行されるＳ２２０の繰り返し
処理（通常フィードフォワード則３５ａの処理の繰り返し）によって決定される第１フィ
ードフォワード量FF1[k]は、本発明における動作指令の基本値、あるいは、基本フィード
フォワード成分に相当する。さらに、Ｓ１１６の処理の中のＳ２２０の繰り返し処理（予
約形フィードフォワード量決定部３５ｃの処理の繰り返し）によって決定される第２フィ
ードフォワード量FF2[k]は、本発明における第１補助フィードフォワード成分に相当する
。また、Ｓ１１６の処理の中のＳ２２０の処理は、FF1，FF2の両者を決定するので、本発
明における第１フィードフォワード制御則（通常フィードフォワード則３５ａの制御則と
予約型フィードフォワード量決定部３５ｃの制御則とからなる制御則）により、FF1，FF2
からなる第１フィードフォワード成分を決定する処理であると言える。
【０３１１】
　また、Ｓ２２４の処理で求められるシナリオ横滑り角およびシナリオスリップ比（ある
いはシナリオ路面反力）は、本発明における制限対象に相当する。また、前記Ｓ２３６の
処理における図１４のＳ２３６ｅで求められる、シナリオ合力とシナリオ仮合力との差が
本発明における仮想外力決定用偏差に相当する。これらの制限対象、仮想外力決定用偏差
については、後述するＳ１２６、Ｓ１３２、Ｓ１３８の処理においても同様である。
【０３１２】
　なお、第１フィードフォワード量FF1[k]をＳ２２０で決定するとき、時刻ｋにおける将
来運転操作入力ｏｐ[k]の代わりに、時刻ｋ－１における将来運転操作入力ｏｐ[k-1]を使
用してもよい。このことは、後述するＳ１２６、Ｓ１３２、Ｓ１３８の処理でも同じであ
る。
【０３１３】
　図８の説明に戻って、Ｓ１１６の処理の実行後、Ｓ１１８に進んで、Ｓ１１６の処理で
作成したシナリオ車両挙動の所定の構成要素の時系列が所定の許容範囲を満足しているか
否かが判断される。具体的には、シナリオ車両挙動のうちのシナリオ横滑り角およびシナ
リオスリップ比が各時刻ｋ（ｋ＝１，２，……，Ｋe）においてそれぞれ許容範囲を満足
しているか否かが判断される。あるいは、シナリオ車両挙動のシナリオ運動状態量（シナ
リオヨーレートおよびシナリオ車両位置）が、各時刻ｋにおいてシナリオ規範状態量に応
じて設定される所定の許容範囲を満足しているか否か（あるいは、シナリオ運動状態量と
シナリオ規範状態量との差（前記ヨーレート偏差、および、コースずれ）が所定の許容範
囲を満足しているか否か）が判断される。なお、シナリオ車両位置（コースずれ）に関す
る許容範囲は、例えば図１６に例示する如く、シナリオ規範コースを中心とする空間的な
範囲として、シナリオ規範コースに応じて設定される。また、シナリオヨーレートに関す
る許容範囲は、例えば各時刻ｋにおけるシナリオ規範ヨーレートを中心とする所定幅の範
囲として、該シナリオ規範ヨーレートに応じて設定される。
【０３１４】
　ここで、シナリオ横滑り角もしくはシナリオスリップ比が所定の許容範囲を逸脱し、あ
るいは、シナリオ運動状態量とシナリオ規範状態量との差が所定の許容範囲を逸脱すると
いう状況は、前記予防対象状況（コースアウト、スピンなど）が発生する恐れがある状況
を意味する。なお、シナリオ横滑り角およびシナリオスリップ比がそれぞれ所定の許容範
囲を満足するか否かを判断する代わりに、シナリオ路面反力が所定の許容範囲を満足する
か否かを判断するようにしてもよい。
【０３１５】
　補足すると、Ｓ１１８の判断処理と後述するＳ１２８、Ｓ１３４、Ｓ１４０の判断処理
とが、本発明における評価手段に相当する。上記の如く、本実施形態では、評価対象とし



(72) JP WO2007/018188 A1 2007.2.15

10

20

30

40

50

て、シナリオ横滑り角およびシナリオスリップ比（またはシナリオ路面反力）や、シナリ
オ車両位置、シナリオヨーレートが用いられる。また、Ｓ１１８において、上記の如くシ
ナリオ規範状態量に応じてシナリオ運動状態量の許容範囲を設定する処理が、本発明にお
ける許容範囲設定手段に相当する。該許容範囲の設定は、Ｓ１１６の処理の中で行なうよ
うにしてもよい。
【０３１６】
　Ｓ１１８の判断結果が肯定的である場合（シナリオ車両挙動の所定の構成要素の時系列
が所定の許容範囲を満足している場合）には、Ｓ１２０に進んで、時刻ｋ＝１でのシナリ
オアクチュエータ動作目標値[1]をアクチュエータ動作目標値の今回値として、実際のア
クチュエータ駆動制御装置１６に出力する。
【０３１７】
　補足すると、Ｓ１１８の判断結果が肯定的であるということは、本発明における第１の
将来車両挙動（第１の将来車両挙動決定手段により決定される将来車両挙動）の評価対象
が、所定の制約条件（評価対象が許容範囲を満足するという条件）を満たすことを意味す
る。
【０３１８】
　次いで、Ｓ１２２に進んで、時刻ｋ＝１でのシナリオ現状容認操作量[1]を、現状容認
操作量の今回値として規範動特性モデル１２に出力する。この現状容認操作量の今回値は
、次回の制御処理周期において規範動特性モデル１２での処理に使用される。
【０３１９】
　一方、Ｓ１１８の判断結果が否定的である場合には、発生する恐れがある予防対象状況
の種類毎の処理が実行される。換言すれば、Ｓ１１８で許容範囲を満足するか否かを判断
する評価対象の、該許容範囲からの逸脱状況に応じて、シナリオタイプの組（（ａ１，ａ
２，ａ３）の組、（ｂ１，ｂ２，ｂ３）の組など）が選択され、その選択された組に対応
する処理が実行される。なお、ここでの選択処理は、本発明における制御則選択手段に相
当する。
【０３２０】
　ここでは、例えば発生する恐れがある予防対象状況が車両１の左側へのコースアウトで
ある場合（（ａ１，ａ２，ａ３）に組が選択される場合）を例に採って代表的に説明する
。
【０３２１】
　この場合には、まず、Ｓ１２４において、シナリオタイプＳＣがａ１シナリオに設定さ
れる。これは、ａ１シナリオの制御則に従って、シナリオ車両挙動の時系列を決定しよう
とすることを意味する。
【０３２２】
　次いで、Ｓ１２６に進んで、前記Ｓ１１６と同じ処理によって、シナリオ車両挙動の時
系列が作成される。なお、この場合は、ＳＣ＝ａ１であるので、図９のＳ２１８のサブル
ーチン処理において、図１０のＳ３１４～Ｓ３２２の処理により、第２フィードフォワー
ド量FF2[k]が決定されることとなる。このため、例えばFF2[k]の構成要素のうちの目標制
動力（もしくはブレーキ圧）の補正量が図１３（ｂ）に示す変化パターンで設定される。
但し、FF2[k]の時間的変化率は、車両１の左側の車輪Ｗ１，Ｗ３の制動力と、右側の車輪
Ｗ２，Ｗ４の制動力とで相違し、車両１の左側へのコースアウトを防止するようにFF2[k]
の各車輪Ｗｉの目標制動力の補正量が決定される。
【０３２３】
　このとき、FF2[k]は、Ｓ１１６と異なるパターンで決定されるので、Ｓ１１６で決定さ
れるシナリオ車両挙動のアクチュエータ動作目標値の時系列と異なるパターンのアクチュ
エータ動作目標値の時系列を有するシナリオ車両挙動がＳ１２６で決定されることとなる
。
【０３２４】
　補足すると、Ｓ１２６の処理は、本発明における第２の将来車両挙動決定手段に相当す
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る。従って、Ｓ１２６の処理で決定されるシナリオ車両挙動が本発明における第２の将来
車両挙動に相当する。この場合、ＳＣ＝ａ１（あるいは、ｂ１、ｃ１など）であることに
依存して定まる規則（シナリオ車両挙動を決定するための規則）が、本発明における第２
の制御則に相当する。また、Ｓ１２６の処理の中で実行される前記Ｓ２１８～Ｓ２２２の
繰り返し処理が、本発明における第２ａ規則によって、第２の将来車両挙動のうちの動作
指令の時系列の各仮値を決定する処理に相当する。また、Ｓ１２６の処理の中で実行され
る前記Ｓ２２８の繰り返し処理が、本発明における第２ｂ規則による、動作指令の仮値の
修正処理に相当する。また、Ｓ１２６の処理の中で実行されるＳ２２０の繰り返し処理に
よって決定される第１フィードフォワード量FF1[k]は、本発明における動作指令の基本値
、あるいは、基本フィードフォワード成分に相当する。さらに、Ｓ１２６の処理の中のＳ
２１８の繰り返し処理によって決定される第２フィードフォワード量FF2[k]は、本発明に
おける第２補助フィードフォワード成分に相当する。また、Ｓ１２６の処理の中のＳ２１
８およびＳ２２０を合わせた処理は、FF1，FF2の両者を決定するので、本発明における第
２フィードフォワード制御則により、FF1，FF2からなる第２フィードフォワード成分を決
定する処理であると言える。
【０３２５】
　次いで、Ｓ１２８に進んで、前記Ｓ１１８と同じ判断処理が実行される。このとき、Ｓ
１２８の判断結果が肯定的である場合（Ｓ１２６で作成したシナリオ車両挙動の所定の構
成要素の時系列が所定の許容範囲を満足している場合）には、前記Ｓ１２０およびＳ１２
２の処理が実行され、アクチュエータ動作目標値の今回値と、現状容認操作量の今回値と
が決定・出力される。なお、Ｓ１２８の判断処理における許容範囲は、Ｓ１１８の判断処
理における許容範囲と異ならせてもよい。
【０３２６】
　また、Ｓ１２８の判断結果が否定的である場合には、Ｓ１３０に進んで、シナリオタイ
プＳＣがａ２シナリオに設定される。これは、ａ２シナリオの制御則に従って、シナリオ
車両挙動の時系列を決定しようとすることを意味する。次いで、Ｓ１３２に進んで、前記
Ｓ１１６と同じ処理によって、シナリオ車両挙動の時系列が作成される。なお、この場合
は、ＳＣ＝ａ２であるので、図９のＳ２１８のサブルーチン処理において、図１０のＳ３
２４～Ｓ３３２の処理により、第２フィードフォワード量FF2[k]が決定されることとなる
。このため、例えばFF2[k]の構成要素のうちの目標制動力の補正量が図１３（ｃ）に示す
変化パターンで設定される。但し、FF2[k]の時間的変化率は、車両１の左側の車輪Ｗ１，
Ｗ３の制動力と、右側の車輪Ｗ２，Ｗ４の制動力とで相違し、車両１の左側へのコースア
ウトを防止するようにFF2[k]の各車輪Ｗｉの目標制動力の補正量が決定される。
【０３２７】
　このとき、FF2[k]は、Ｓ１１６およびＳ１２６と異なるパターンで決定されるので、Ｓ
１１６およびＳ１２６でそれぞれ決定されるシナリオ車両挙動のアクチュエータ動作目標
値の時系列と異なるパターンのアクチュエータ動作目標値の時系列を有するシナリオ車両
挙動がＳ１３２で決定されることとなる。
【０３２８】
　補足すると、Ｓ１３２の処理は、本発明における第３の将来車両挙動決定手段に相当す
る。従って、Ｓ１３２の処理で決定されるシナリオ車両挙動が本発明における第３の将来
車両挙動（ｍ＝３であるときの第ｍ将来車両挙動）に相当する。この場合、ＳＣ＝ａ２（
あるいは、ｂ２、ｃ２など）であることに依存して定まる規則（シナリオ車両挙動を決定
するための規則）が、本発明における第３の制御則に相当する。また、Ｓ１３２の処理の
中で実行される前記Ｓ２１８～Ｓ２２２の繰り返し処理が、本発明における第３ａ規則に
よって、第３の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各仮値を決定する処理に相当す
る。また、Ｓ１３２の処理の中で実行される前記Ｓ２２８の繰り返し処理が、本発明にお
ける第３ｂ規則による、動作指令の仮値の修正処理に相当する。また、Ｓ１３２の処理の
中で実行されるＳ２２０の繰り返し処理によって決定される第１フィードフォワード量FF
1[k]は、本発明における動作指令の基本値、あるいは、基本フィードフォワード成分に相
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当する。さらに、Ｓ１３２の処理の中のＳ２１８の繰り返し処理によって決定される第２
フィードフォワード量FF2[k]は、本発明における第３補助フィードフォワード成分に相当
する。また、Ｓ１３２の処理の中のＳ２１８およびＳ２２０を合わせた処理は、FF1，FF2
の両者を決定するので、本発明における第３フィードフォワード制御則により、FF1，FF2
からなる第３フィードフォワード成分を決定する処理であると言える。
【０３２９】
　次いで、Ｓ１３４に進んで、前記Ｓ１１８と同じ判断処理が実行される。このとき、Ｓ
１３４の判断結果が肯定的である場合（Ｓ１３２で作成したシナリオ車両挙動の所定の構
成要素の時系列が所定の許容範囲を満足している場合）には、前記Ｓ１２０およびＳ１２
２の処理が実行され、アクチュエータ動作目標値の今回値と、現状容認操作量の今回値と
が決定・出力される。なお、Ｓ１３４の判断処理における許容範囲は、Ｓ１１８の判断処
理あるいはＳ１２８の判断処理における許容範囲と異ならせてもよい。
【０３３０】
　また、Ｓ１３４の判断結果が否定的である場合（車両１の左側にコースアウトが生じる
恐れがある場合）には、Ｓ１３６に進んで、シナリオタイプＳＣがａ３シナリオに設定さ
れる。これは、ａ３シナリオの制御則に従って、シナリオ車両挙動の時系列を決定しよう
とすることを意味する。次いで、Ｓ１３８に進んで、前記Ｓ１１６と同じ処理によって、
シナリオ車両挙動の時系列が作成される。なお、この場合は、ＳＣ＝ａ３であるので、図
９のＳ２１８のサブルーチン処理において、図１０のＳ３３４～Ｓ３３８の処理により、
第２フィードフォワード量FF2[k]が決定されることとなる。このため、例えばFF2[k]の構
成要素のうちの目標制動力の補正量が図１３（ｄ）に示す変化パターンで設定される。但
し、FF2[k]の時間的変化率は、車両１の左側の車輪Ｗ１，Ｗ３の制動力と、右側の車輪Ｗ
２，Ｗ４の制動力とで相違し、車両１の左側へのコースアウトを防止するようにFF2[k]の
各車輪Ｗｉの目標制動力の補正量が決定される。
【０３３１】
　このとき、FF2[k]は、Ｓ１１６、Ｓ１２６、およびＳ１３２と異なるパターンで決定さ
れるので、Ｓ１１６、Ｓ１２６およびＳ１３２でそれぞれ決定されるシナリオ車両挙動の
アクチュエータ動作目標値の時系列と異なるパターンのアクチュエータ動作目標値の時系
列を有するシナリオ車両挙動がＳ１３８で決定されることとなる。
【０３３２】
　補足すると、Ｓ１３８の処理は、本発明における第４の将来車両挙動決定手段に相当す
る。従って、Ｓ１３８の処理で決定されるシナリオ車両挙動が本発明における第４の将来
車両挙動（ｍ＝４であるときの第ｍ将来車両挙動）に相当する。この場合、ＳＣ＝ａ３（
あるいは、ｂ３、ｃ３など）であることに依存して定まる規則（シナリオ車両挙動を決定
するための規則）が、本発明における第４の制御則に相当する。また、Ｓ１３８の処理の
中で実行される前記Ｓ２１８～Ｓ２２２の繰り返し処理が、本発明における第４ａ規則に
よって、第４の将来車両挙動のうちの動作指令の時系列の各仮値を決定する処理に相当す
る。また、Ｓ１３８の処理の中で実行される前記Ｓ２２８の繰り返し処理が、本発明にお
ける第４ｂ規則による、動作指令の仮値の修正処理に相当する。また、Ｓ１３８の処理の
中で実行されるＳ２２０の繰り返し処理によって決定される第１フィードフォワード量FF
1[k]は、本発明における動作指令の基本値、あるいは、基本フィードフォワード成分に相
当する。さらに、Ｓ１３８の処理の中のＳ２１８の繰り返し処理によって決定される第２
フィードフォワード量FF2[k]は、本発明における第４補助フィードフォワード成分に相当
する。また、Ｓ１３８の処理の中のＳ２１８およびＳ２２０を合わせた処理は、FF1，FF2
の両者を決定するので、本発明における第４フィードフォワード制御則により、FF1，FF2
からなる第４フィードフォワード成分を決定する処理であると言える。
【０３３３】
　次いで、Ｓ１４０に進んで、前記Ｓ１１８と同じ判断処理が実行される。このとき、Ｓ
１４０の判断結果が肯定的である場合（Ｓ１３８で作成したシナリオ車両挙動の所定の構
成要素の時系列が所定の許容範囲を満足している場合）には、前記Ｓ１２０およびＳ１２
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２の処理が実行され、アクチュエータ動作目標値の今回値と、現状容認操作量の今回値と
が決定・出力される。なお、Ｓ１４０の判断処理における許容範囲は、Ｓ１１８の判断処
理、Ｓ１２８の判断処理あるいはＳ１３４の判断処理における許容範囲と異ならせてもよ
い。
【０３３４】
　また、Ｓ１４０の判断結果が否定的である場合、すなわち、ａ１～ａ３のいずれのシナ
リオでも、車両１の左側にコースアウトが生じる恐れがある場合には、Ｓ１４２に進んで
、非常停止制御則によりアクチュエータ動作目標値（今回値）が決定される。具体的には
、図９と同様の処理によって、シナリオ車両挙動の時系列が作成され、その作成したシナ
リオ車両挙動の時系列のうちの時刻ｋ＝１にシナリオアクチュエータ動作目標値[1]がア
クチュエータ動作目標値として決定される。但し、この場合には、図９のＳ２１８におい
ては、第２フィードフォワード量FF2[k]は、全ての車輪Ｗ１～Ｗ４の目標制動力を所定の
変化率で上限値（理想的な乾燥路面での最大制動力）まで増加させるように決定される。
また、Ｓ２２６の判断処理では、シナリオ横滑り角の許容範囲は、シナリオタイプＳＣが
復帰シナリオ、ａ１シナリオ、ａ２シナリオ、ａ３シナリオである場合よりも大きめの範
囲に設定され、シナリオスリップ比の許容範囲は、シナリオタイプＳＣが復帰シナリオａ
１シナリオ、ａ２シナリオ、ａ３シナリオである場合よりも大きめの範囲に設定される。
このようにシナリオ横滑り角およびシナリオスリップ比の許容範囲を設定するのは、各車
輪Ｗｉの横滑りを防止するよりも、車両１の制動力を優先的に確保するためである。
【０３３５】
　なお、Ｓ１４２では、現在時刻のアクチュエータ動作目標値だけを、復帰シナリオ、ａ
１シナリオ、ａ２シナリオ、ａ３シナリオの各シナリオタイプにおけるシナリオ車両挙動
の現在時刻におけるアクチュエータ動作目標値と異なるアクチュエータ動作目標値に決定
するようにしてもよい。
【０３３６】
　次いで、Ｓ１４４に進んで、現状容認操作量（今回値）を０にする。従って、非常停止
制御則によりアクチュエータ動作目標値の今回値を決定するような状況では、現状容認操
作量の今回値は０とされ、規範状態量を実車１の状態量に近づけることを中止する。
【０３３７】
　Ｓ１１８の判断結果において、車両１の左側へのコースアウト以外の予防対象状況（車
両１のスピンなど）が発生する恐れがある場合においても、各種類の予防対象状況毎に、
上記と同様にアクチュエータ動作目標値（今回値）と現状容認操作量（今回値）とが決定
される。
【０３３８】
　以上が、第１実施形態におけるシナリオ作成部１４の処理の詳細である。
【０３３９】
　なお、シナリオ作成部１４は、図８のＳ１１８、Ｓ１２８、Ｓ１３４、Ｓ１４０の判断
結果を、前記感覚フィードバック則２２に出力する。そして、該感覚フィードバック則２
２では、その判断結果に応じて、適宜、視覚的あるいは聴覚的な報知手段などによって、
車両１の状態がどのような状態にあるかを運転者に報知する。例えば、予防対象状況が発
生する恐れのある状況では、どのような種類の予防対象状況が発生する恐れがあるかが適
宜の報知手段によって運転者に報知される。
【０３４０】
　補足すると、本実施形態では、Ｓ１１８の判断結果（評価結果）が否定的である場合に
は、別の言い方をすれば、ａ１シナリオ、ａ２シナリオ、ａ３シナリオ、および非常停止
制御則を含む修正規則によって、復帰シナリオにおけるシナリオ車両挙動の現在時刻（ｋ
＝１）におけるシナリオアクチュエータ動作目標値[1]を修正してなるシナリオアクチュ
エータ動作目標値[1]を実際のアクチュエータ動作目標値の今回値として決定するように
していると言える。
【０３４１】
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　また、本実施形態では、各予防対象状況毎に、３種類のシナリオタイプＳＣを設定した
が、例えば、ａ２シナリオ（より一般的には、数値部分が「２」であるシナリオタイプ）
を省略してもよい。この場合には、図８のＳ１３０～Ｓ１３４の処理を省略すればよい。
【０３４２】
　また、復帰シナリオを省略し、ａ１シナリオ（もしくはこれと同種の（数値部分が「１
」である）シナリオタイプ）とａ３シナリオ（もしくはこれと同種の（数値部分が「３」
である）シナリオタイプ）だけを用いるようにしてもよい。すなわち、ａ１シナリオは、
時刻ｋ＝１において、第２フィードフォワード量FF2[k]を０に近づけ、もしくは０に維持
するパターンであるので、予防対象状況が発生する恐れのない状況でａ１シナリオを設定
することで、各制御処理周期でアクチュエータ駆動制御装置１６に出力するアクチュエー
タ動作目標値[1]のうちのFF2[1]を０に近づけ、もしくは０に維持することができる。ａ
１シナリオ（もしくはこれと同種のシナリオタイプ）とａ３シナリオ（もしくはこれと同
種のシナリオタイプ）だけを用いる場合には、例えば図８のＳ１１４でＳＣ＝ａ１として
、Ｓ１１６でシナリオ車両挙動の時系列を作成する。そして、Ｓ１１８の判断結果が否定
的である場合における各予防対象状況毎の、Ｓ１２４～Ｓ１３４の処理を省略すればよい
。このようにした場合には、ａ１シナリオで最初に作成されるシナリオ車両挙動が、本発
明における第１の将来車両挙動に相当するものととなる。また、ａ１シナリオで作成され
たシナリオ車両挙動の時系列が前記Ｓ１１８の判断処理における許容範囲を満たさない場
合に、ａ３シナリオ（もしくはこれと同種のシナリオタイプ）で作成されるシナリオ車両
挙動が、本発明における第２の将来車両挙動に相当するものとなる。
【０３４３】
　また、非常停止制御則を省略し、Ｓ１３４の判断処理が否定的である場合に、ａ３シナ
リオで作成したシナリオ車両挙動（Ｓ１３８で作成したシナリオ車両挙動）の現在時刻（
ｋ＝１）におけるシナリオアクチュエータ動作目標値を実際のアクチュエータ動作目標値
の今回値として決定するようにしてもよい。そして、この場合においても、上記のように
復帰シナリオを省略し、ａ１シナリオで、第１の将来車両挙動（第１の将来車両挙動決定
手段により決定される将来車両挙動）に相当するシナリオ車両挙動の時系列を決定するよ
うにしてもよい。そして、このａ１シナリオによるシナリオ車両挙動の時系列に対して前
記Ｓ１１８と同様の判断処理における許容範囲を満たさない場合に、前記ａ３シナリオ（
もしくはこれと同種のシナリオタイプ）によるシナリオ車両挙動の現在時刻におけるシナ
リオアクチュエータ動作目標値を実際のアクチュエータ動作目標値の今回値として決定す
る。このようにした場合には、ａ３シナリオによるシナリオ車両挙動の現在時刻における
シナリオアクチュエータ動作目標値（実際のアクチュエータ動作目標値）は、アクチュエ
ータ動作目標値の基本値としての第１フィードフォワード量FF1[1]との差が、ａ１シナリ
オによるシナリオ車両挙動の現在時刻におけるシナリオアクチェータ動作目標値とFF[1]
との差よりも０から遠ざかるように、ａ１シナリオによるシナリオ車両挙動の現在時刻に
おけるシナリオアクチェータ動作目標値を修正したものであると言える。
【０３４４】
 
［第２実施形態］
　次に本発明の第２実施形態を図１７～図２３を参照して説明する。なお、本実施形態は
、シナリオ作成部の処理の一部のみが第１実施形態と相違するものであるので、第１実施
形態と同一構成部分もしくは同一機能部分については、第１実施形態と同じ参照符号およ
び図面を用い、説明を省略する。
【０３４５】
　前記第１実施形態では、シナリオ車両挙動において、予防対象状況が発生する恐れがあ
る場合に、その予防対象状況の種類に応じて（シナリオタイプＳＣに応じて）第２フィー
ドフォワード量FF2を操作することによって、予防対象状況の発生を防止するようにアク
チュエータ動作目標値を調整するようにした。これに対して、第２実施形態では、それを
概略的に説明すると、第２フィードフォワード量FF2だけでなく、フィードバック則３５
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ｂに入力するシナリオ規範状態量と該フィードバック則３５ｂの前記フィードバックゲイ
ンKfby、Kfbc（前記式０８を参照）とを操作することによって、フィードバック量FBを調
整し、それによって、予防対象状況の発生を防止するようにアクチュエータ動作目標値を
調整する。
【０３４６】
　図１７は、本実施形態のシナリオ作成部１４の処理機能を示すブロック図である。図示
の如く、シナリオアクチュエータ動作目標仮値決定部３５には、前記第１実施形態のシナ
リオ作成部の機能的構成に加えて、さらに、シナリオ規範状態量を修正するための規範修
正量を決定する規範修正量決定部３５ｅと、フィードバック則３５ｂのフィードバックゲ
インKfby，Kfbcを決定するＦＢゲイン決定部３５ｆと、規範修正量をシナリオ規範状態量
に加えることで、該シナリオ規範状態量を修正する加算処理部３５ｇとが備えられている
。そして、加算処理部３５ｇの出力（修正後のシナリオ規範状態量）がフィードバック制
御則３５ｂに入力されると共に、シナリオタイプＳＣが規範修正量決定部３５ｅとＦＢゲ
イン決定部３５ｆに入力されるようになっている。これ以外のシナリオ作成部１４の処理
機能は、第１実施形態のものと同じである。
【０３４７】
　ＦＢゲイン決定部３５ｅは、シナリオタイプＳＣに応じた所定のパターンで各時刻ｋの
フィードバックゲインKfby[k]，Kfbc[k]を変化させる。具体的には、まず、前回の制御処
理周期で最終的に決定した時刻ｋ＝１でのアクチュエータ動作目標値[1]n-1のフィードバ
ック量FB[1]n-1を求めた時に使用したKfby[1]n-1，Kfbc[1]n-1を、それぞれ今回の制御処
理周期における時刻ｋ＝０でのKfbyの初期値Kfby[0]n、Kfbcの初期値Kfbc[0]nとする。そ
して、シナリオタイプＳＣが復帰シナリオであるときには、今回の制御処理周期でのKfby
[k]（ｋ＝１，２，……，Ｋe）を、Kfby[0]から徐々に（所定の時間的変化率で）、所定
の基準値（標準値）に近づけていき、最終的に該基準値に維持する。この場合、Kfby[0]
が既に基準値になっているときには、Kfby[k]（ｋ＝１，２，……，Ｋe）は該基準値に維
持される。フィードバックゲインKfbc[k]についても同様に、所定の基準値（標準値）に
徐々に近づけられ、あるいは、該基準値に維持される。なお、基準値は、KfbyとKfbcとで
一般には異なる。
【０３４８】
　シナリオタイプＳＣが復帰シナリオ以外のシナリオであるときには、発生する恐れのあ
る予防対象状況に応じたパターンで、フィードバックゲインKfby[k]，Kfbc[k]をそれぞれ
Kfby[0]、Kfbc[0]から変化させる。この変化パターンの例を図１８～図２１に示す。
【０３４９】
　図１８（ａ）～（ｃ）はそれぞれ、予防対象状況がコースアウトである場合において、
シナリオタイプＳＣがａ１シナリオ、ａ２シナリオ、ａ３シナリオである場合でのフィー
ドバックゲインKfbyの変化パターンを例示している。また、図１９（ａ）～（ｃ）はそれ
ぞれ、予防対象状況がコースアウトである場合において、シナリオタイプＳＣがａ１シナ
リオ、ａ２シナリオ、ａ３シナリオである場合でのフィードバックゲインKfbcの変化パタ
ーンを例示している。また、図２０（ａ）～（ｃ）はそれぞれ、予防対象状況が車両１の
スピンである場合において、シナリオタイプＳＣがｂ１シナリオ、ｂ２シナリオ、ｂ３シ
ナリオである場合でのフィードバックゲインKfbyの変化パターンを例示している。また、
図２１（ａ）～（ｃ）はそれぞれ、予防対象状況が車両１のスピンである場合において、
シナリオタイプＳＣがｂ１シナリオ、ｂ２シナリオ、ｂ３シナリオである場合でのフィー
ドバックゲインKfbcの変化パターンを例示している。
【０３５０】
　予防対象状況がコースアウトである場合において、シナリオタイプＳＣがａ１シナリオ
であるときには、図１８（ａ）に示す如く、ヨーレートに関するフィードバックゲインKf
by[k]（ｋ＝１，２，……，Ｋe）は、時刻ｋ＝１では、Kfby[0]（＝Kfby[1]n-1）から所
定量だけ所定の標準値Kfby_sに近づけられ、時刻ｋ＝２以後は、Kfby[1]から所定の下限
値Kfby_aまで、徐々に（所定の時間的変化率で）、標準値から遠ざかるようなパターンで
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決定される。なお、Kfby[k]は、下限値Kfby_aに達した後は、該下限値Kfby_aに維持され
る。また、Kfby[0]＝Kfby_sであるときには、Kfby[1]はKfby_sに維持される。
【０３５１】
　同時に、図１９（ａ）に示す如く、走行コースに関するフィードバックゲインKfbc[k]
（ｋ＝１，２，……，Ｋe）は、時刻ｋ＝１では、Kfbc[0]（＝Kfbc[1]n-1）から所定量だ
け所定の標準値Kfbc_sに近づけられ、時刻ｋ＝２以後は、Kfbc[1]から所定の上限値Kfbc_
aまで、徐々に（所定の時間的変化率で）、標準値から遠ざかるようなパターンで決定さ
れる。なお、Kfbc[k]は、上限値Kfbc_aに達した後は、該上限値Kfbc_aに維持される。ま
た、Kfbc[0]＝Kfbc_sであるときには、Kfbc[1]はKfbc_sに維持される。
【０３５２】
　また、予防対象状況がコースアウトである場合において、シナリオタイプＳＣがａ２シ
ナリオであるときには、図１８（ｂ）に示す如く、ヨーレートに関するフィードバックゲ
インKfby[k]（ｋ＝１，２，……，Ｋe）は、時刻ｋ＝１では、Kfby[0]（＝Kfby[1]n-1）
と同じ値に維持され、時刻ｋ＝２以後は、Kfby[1]（＝Kfby[0]）から前記下限値Kfby_a（
この場合は下限値）まで、徐々に（所定の時間的変化率で）、前記標準値Kfby_sから遠ざ
かるようなパターンで決定される。なお、Kfby[k]は、下限値Kfby_aに達した後は、該下
限値Kfby_aに維持される。また、Kfby[0]＝Kfby_aであるときには、Kfby[k]は、時刻ｋ＝
１からKfby_aに維持される。
【０３５３】
　同時に、図１９（ｂ）に示す如く、走行コースに関するフィードバックゲインKfbc[k]
（ｋ＝１，２，……，Ｋe）は、時刻ｋ＝１では、Kfbc[0]（＝Kfbc[1]n-1）と同じ値に維
持され、時刻ｋ＝２以後は、Kfbc[1]（＝Kfbc[0]）から前記上限値Kfbc_aまで、徐々に（
所定の時間的変化率で）、前記標準値Kfbc_sから遠ざかるようなパターンで決定される。
なお、Kfbc[k]は、上限値Kfbc_aに達した後は、該上限値Kfbc_aに維持される。また、Kfb
c[0]＝Kfbc_aであるときには、Kfbc[k]は、時刻ｋ＝１からKfbc_aに維持される。
【０３５４】
　また、予防対象状況がコースアウトである場合において、シナリオタイプＳＣがａ３シ
ナリオであるときには、図１８（ｃ）に示す如く、ヨーレートに関するフィードバックゲ
インKfby[k]（ｋ＝１，２，……，Ｋe）は、Kfby[0]（＝Kfby[1]n-1）から前記下限値Kfb
y_aまで、徐々に（所定の時間的変化率で）、前記標準値Kfby_sから遠ざかるようなパタ
ーンで決定される。なお、Kfby[k]は、下限値Kfby_aに達した後は、該下限値Kfby_aに維
持される。また、Kfby[0]＝Kfby_aであるときには、Kfby[k]は、時刻ｋ＝１からKfby_aに
維持される。
【０３５５】
　同時に、図１９（ｃ）に示す如く、走行コースに関するフィードバックゲインKfbc[k]
（ｋ＝１，２，……，Ｋe）は、Kfbc[0]（＝Kfbc[1]n-1）から前記上限値Kfbc_aまで、徐
々に（所定の時間的変化率で）、前記標準値Kfbc_sから遠ざかるようなパターンで決定さ
れる。なお、Kfbc[k]は、上限値Kfbc_aに達した後は、該上限値Kfbc_aに維持される。ま
た、Kfbc[0]＝Kfbc_aであるときには、Kfbc[k]は、時刻ｋ＝１からKfbc_aに維持される。
【０３５６】
　また、予防対象状況がスピンである場合において、シナリオタイプＳＣがｂ１シナリオ
であるときには、図２０（ａ）に示す如く、ヨーレートに関するフィードバックゲインKf
by[k]（ｋ＝１，２，……，Ｋe）は、時刻ｋ＝１では、Kfby[0]（＝Kfby[1]n-1）から所
定量だけ、前記標準値Kfby_sに近づけられ、時刻ｋ＝２以後は、Kfby[1]から所定の上限
値Kfby_bまで、徐々に（所定の時間的変化率で）、標準値Kfby_sから遠ざかるようなパタ
ーンで決定される。なお、Kfby[k]は、上限値Kfby_bに達した後は、該上限値Kfby_bに維
持される。また、Kfby[0]＝Kfby_sであるときには、Kfby[1]はKfby_sに維持される。
【０３５７】
　同時に、図２１（ａ）に示す如く、走行コースに関するフィードバックゲインKfbc[k]
（ｋ＝１，２，……，Ｋe）は、時刻ｋ＝１では、Kfbc[0]（＝Kfbc[1]n-1）から所定量だ
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け、前記標準値Kfbc_sに近づけられ、時刻ｋ＝２以後は、Kfbc[1]から所定の下限値Kfbc_
bまで、徐々に（所定の時間的変化率で）、標準値Kfbc_sから遠ざかるようなパターンで
決定される。なお、Kfbc[k]は、下限値Kfbc_bに達した後は、該下限値Kfbc_bに維持され
る。また、Kfbc[0]＝Kfbc_sであるときには、Kfbc[1]はKfbc_sに維持される。
【０３５８】
　また、予防対象状況がスピンである場合において、シナリオタイプＳＣがｂ２シナリオ
であるときには、図２０（ｂ）に示す如く、ヨーレートに関するフィードバックゲインKf
by[k]（ｋ＝１，２，……，Ｋe）は、時刻ｋ＝１では、Kfby[0]（＝Kfby[1]n-1）と同じ
値に維持され、時刻ｋ＝２以後は、Kfby[1]（＝Kfby[0]）から前記上限値Kfby_bまで、徐
々に（所定の時間的変化率で）、前記標準値Kfby_sから遠ざかるようなパターンで決定さ
れる。なお、Kfby[k]は、上限値Kfby_bに達した後は、該上限値Kfby_bに維持される。ま
た、Kfby[0]＝Kfby_bであるときには、Kfby[k]は、時刻ｋ＝１からKfby_bに維持される。
【０３５９】
　同時に、図２１（ｂ）に示す如く、走行コースに関するフィードバックゲインKfbc[k]
（ｋ＝１，２，……，Ｋe）は、時刻ｋ＝１では、Kfbc[0]（＝Kfbc[1]n-1）と同じ値に維
持され、時刻ｋ＝２以後は、Kfbc[1]（＝Kfbc[0]）から前記下限値Kfbc_bまで、徐々に（
所定の時間的変化率で）、前記標準値Kfbc_sから遠ざかるようなパターンで決定される。
なお、Kfbc[k]は、下限値Kfbc_bに達した後は、該下限値Kfbc_bに維持される。また、Kfb
c[0]＝Kfbc_bであるときには、Kfbc[k]は、時刻ｋ＝１からKfbc_bに維持される。
【０３６０】
　また、予防対象状況がスピンである場合において、シナリオタイプＳＣがｂ３シナリオ
であるときには、図２０（ｃ）に示す如く、ヨーレートに関するフィードバックゲインKf
by[k]（ｋ＝１，２，……，Ｋe）は、Kfby[0]（＝Kfby[1]n-1）から前記上限値Kfby_bま
で、徐々に（所定の時間的変化率で）、前記標準値Kfby_sから遠ざかるようなパターンで
決定される。なお、Kfby[k]は、上限値Kfby_bに達した後は、該上限値Kfby_bに維持され
る。また、Kfby[0]＝Kfby_bであるときには、Kfby[k]は、時刻ｋ＝１からKfby_bに維持さ
れる。
【０３６１】
　同時に、図２１（ｃ）に示す如く、走行コースに関するフィードバックゲインKfbc[k]
（ｋ＝１，２，……，Ｋe）は、Kfbc[0]（＝Kfbc[1]n-1）から前記下限値Kfbc_bまで、徐
々に（所定の時間的変化率で）、前記標準値Kfby_sから遠ざかるようなパターンで決定さ
れる。なお、Kfbc[k]は、下限値Kfbc_bに達した後は、該下限値Kfbc_bに維持される。ま
た、Kfbc[0]＝Kfbc_bであるときには、Kfbc[k]は、時刻ｋ＝１からKfbc_bに維持される。
【０３６２】
　以上のように、フィードバックゲインKfby[k]，Kfbc[k]がシナリオタイプＳＣに応じて
決定される。なお、Kfby[k]、Kfbc[k]（ｋ＞１）をそれぞれ標準値Kfby_s，Kfbc_sから上
限側、下限側のいずれ側に遠ざけるかは、予防対象状況の種類（シナリオタイプＳＣの英
字部分に対応する種類）に応じて定められる。
【０３６３】
　以上のようにして設定されたフィードバックゲインKfby，Kfbcが、前記図９のＳ２２０
でFB[k]を前記式０８により算出するときに使用される。
【０３６４】
　補足すると、上記の如く設定したフィードバックゲインKfby，Kfbcを、次式０９ａ，０
９ｂで示す如く、シナリオ運動状態量のうちの車速（シナリオ車速）Ｖに応じて補正し、
その補正後のフィードバックゲインKfby'、Kfbc'を用いて、式０８の演算によりフィード
バック量FBを決定するようにすることが望ましい。
【０３６５】
 
　Kfby'＝ｆ(V)・Kfby　　……式０９ａ
　Kfbc'＝ｆ(V)・Kfbc　　……式０９ｂ
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　なお、ｆ(V)はシナリオ車速Ｖの関数である。
【０３６６】
　規範修正量決定部３５ｅは、シナリオタイプＳＣに応じた所定のパターンで各時刻ｋの
規範修正量を変化させる。具体的には、例えば、予防対象状況がコースアウトである場合
において、規範コース修正量（より詳しくは、規範コースの曲率の修正量）をシナリオタ
イプＳＣに応じた変化パターンで決定する。
【０３６７】
　図２２（ａ）は、シナリオ規範動特性モデル３３で作成される規範コースの曲率の例を
示しており、図２２（ｂ）は、予防対象状況がコースアウト（車両１の左側へのコースア
ウト）で、シナリオタイプＳＣがａ１シナリオである場合における規範コース修正量（規
範コースの曲率の修正量）の変化パターンを例示している。また、図２２（ｃ）は、図２
２（ｂ）の規範コース修正量による修正後の規範コースの曲率を例示している。なお、図
２２（ｂ）に示す例では、前回の制御処理周期で最終的にアクチュエータ動作目標値を決
定したときに規範修正量決定部３５ｅが決定した、時刻ｋ＝１での規範コース修正量[k]n
-1（曲率の修正量[k]n-1）は０であるとしている。
【０３６８】
　この場合、図２２（ｂ）に示す如く、今回の制御処理周期において、時刻ｋ＝１での規
範コース修正量[1]は０に維持される。なお、時刻ｋ＝０での規範コース修正量[0]n（＝
規範コース修正量[1]n-1）が０でないときには、規範コース修正量[1]は、規範コース修
正量[0]から所定量だけ０に近づけられる。そして、時刻ｋ＝２以後は、規範コース修正
量[k]は、規範コースの曲率を徐々に（所定の時間的変化率で）小さくするために、所定
値（＜０）まで、徐々に変化（単調変化）され、該所定値に達した後は、該所定値に維持
される。
【０３６９】
　補足すると、シナリオタイプＳＣが復帰シナリオであるときには、規範コース修正量[k
]は、時刻ｋ＝０での値（＝規範コース修正量[1]n-1）から、所定の時間的変化率で０に
戻され（規範コース修正量[0]≠０である場合）、あるいは、０に維持される（規範コー
ス修正量[0]＝０である場合）。また、シナリオタイプＳＣがａ２シナリオであるときに
は、規範コース修正量[k]は、時刻ｋ＝１では、規範コース修正量[0]に維持され、時刻ｋ
＝２以後は、上記所定値まで、所定の時間的変化率で変化（単調変化）される。また、シ
ナリオタイプＳＣがａ３シナリオであるときには、規範コース修正量[k]は、規範コース
修正量[0]から上記所定値まで、所定の時間的変化率で変化（単調変化）される。なお、
規範コース修正量[k]（ｋ＞１）が増加側、減少側のいずれ側に変化するかは、予防対象
状況の種類に応じて定められる。
【０３７０】
　このように規範修正量決定部３５ｅで決定された規範コース修正量[k]（ｋ＝１，２，
……，Ｋe）が、前記加算処理部３５ｇでシナリオ規範状態量の規範コースの曲率[k]に加
えられて該シナリオ規範状態量が修正され、その修正後のシナリオ規範状態量がフィード
バック則３５ｂに入力される。
【０３７１】
　図２２の例では、修正後のシナリオ規範状態量の規範コースの曲率[k]は、図２２（ｃ
）に実線で示すようになる。なお、図２２（ｃ）の破線は、修正前の規範コースの曲率[k
]を示している。また、この場合の修正後のシナリオ規範状態量の規範コースと、修正前
の規範コースとの関係は、図２３に示すようになる。
【０３７２】
　そして、フィードバック制御則３５ｂでは、次式１０により、フィードバック量FB[k]
を算出する。
【０３７３】
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　FB[k]＝Kfby[k]・Δヨーレート’＋Kfbc[k]・Δコース曲率　　……式１０
 
　ここで、Δヨーレート’は、シナリオ運動状態量[k-1]のうちのシナリオヨーレート[k-
1]と、修正後のシナリオ規範状態量[k]の規範ヨーレート[k]（本実施形態では、これはシ
ナリオ規範状態量[k]の規範ヨーレート[k]に等しい）との差であり、Δコース曲率は、時
刻ｋ－１までのシナリオ車両位置の時系列により定まる車両１の走行経路の曲率[k-1]と
修正後のシナリオ規範状態量の規範コースの曲率[k]との差である。なお、フィードバッ
クゲインKfby[k]，Kfbc[k]は、前記式０９ａ，０９ｂに示した如く、シナリオ運動状態量
のうちの車速Ｖに応じて補正してもよい。
【０３７４】
　以上説明した以外の制御装置１０の処理は、前記第１実施形態と同一である。
【０３７５】
　以上説明した第２実施形態では、シナリオタイプＳＣに応じて、第２フィードフォワー
ド量FF2だけでなく、フィードバック則３５ｂのフィードバックゲインKfby，Kfbcと、シ
ナリオ規範状態量とをFF2と同様の時間変化パターンで調整するので、予防対象状況の発
生を防止し得るシナリオアクチュエータ動作目標値をより適切に生成することができる。
【０３７６】
　補足すると、本実施形態では、シナリオ規範動特性モデル３３、規範修正量決定部３５
ｅ、および加算処理部３５ｇの処理が、本発明における第２規範状態量決定手段に相当す
る。この場合、規範動特性モデル３３で決定されるシナリオ規範状態量は、本発明におけ
る基本規範状態に相当する。また、フィードバックゲインに関する前記標準値は、本発明
における基準ゲインに相当する。
【０３７７】
 
 
　なお、第２実施形態では、シナリオタイプＳＣに応じて、第２フィードフォワード量FF
2と、フィードバック則３５ｂのフィードバックゲインKfby，Kfbcと、シナリオ規範状態
量とを調整するようにしたが、これらのいずれか一つ、あるいは、２つを調整するように
してもよい。
【０３７８】
 
［第３実施形態］
　次に、本発明の第３実施形態を図２４を参照して説明する。なお、本実施形態は、シナ
リオ作成部の処理の一部のみが第１実施形態と相違するものであるので、第１実施形態と
同一構成部分もしくは同一機能部分については、第１実施形態と同じ参照符号および図面
を用い、説明を省略する。
【０３７９】
　第３実施形態では、前記図８のＳ１２２の処理の代わりに、図２４のフローチャートで
示すサブルーチン処理を実行することによって、現状容認操作量（前記規範動特性モデル
１２で使用する現状容認操作量）を決定する。これ以外は、第１実施形態と同じである。
【０３８０】
　以下、図２４の処理を説明すると、まず、Ｓ４３０において、規範動特性モデル１２の
状態と前記センサ・オブザーバ２０により検出または推定される実車１の実状態との差に
応じて、その差を縮めるために車両１（シナリオ車両モデル４１上の車両１）に作用させ
るべき仮想外力の要求値Mdmdを算出する。具体的には、規範動特性モデル１２の状態と実
車１の実状態との差は、規範ヨーレートの今回値と実車１の実ヨーレートの今回値との差
と、規範コースの今回値と実車１の位置（実位置）の今回値との距離（実車１の規範コー
スからのコースずれ）とから構成される。そして、これらの差および距離（コースずれ）
にそれぞれ所定のゲインを乗じて加え合わせることで、要求値Mdmdが算出される。すなわ
ち、ヨーレートの差とコースずれとを０に近づけるように要求値Mdmdが算出される。なお
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、要求値Mdmdはモーメント（詳しくはヨー軸まわりのモーメント）の次元の仮想外力であ
る。
【０３８１】
　次いで、Ｓ４３２に進んで、Mdmdが所定の不感帯の上限値Mdmd_maxよりも大きいか否か
が判断され、Mdmd＞Mdmd_maxであるときには、Ｓ４４０に進んで、現状容認操作量（今回
値）をMdmd_max－Mdmdとする。また、Ｓ４３２に判断で、Mdmd≦Mdmd_maxであるときには
、Ｓ４３４に進んで、Mdmdが上記不感帯の下限値Mdmd_minよりも小さいか否かが判断され
る。このとき、Mdmd＜Mdmd_minであるときには、Ｓ４３６に進んで、現状容認操作量（今
回値）をMdmd_min－Mdmdとする。また、Mdmd≧Mdmd_minであるときには、現状容認操作量
（今回値）を０とする。
【０３８２】
　以上により、現状容認操作量の今回値が決定される。従って、この第３実施形態では、
規範状態量と実車１の実状態との差が比較的大きくなった場合（Mdmdが上記不感帯を逸脱
した場合）にのみ、規範状態量を実車１の実状態に近づけるように規範動特性モデル１１
２で規範状態量が決定されることとなる。この場合、規範動特性モデル１２では、前記式
０１ｂのMvirtとして、上記の如く決定された現状容認操作量が使用される。なお、式０
１ａのＦvirtは、本実施形態では、前記第１実施形態と同様に、０とされる。
【０３８３】
　なお、以上説明した第３実施形態では、前記第２実施形態と同様に、シナリオタイプＳ
Ｃに応じてフィードバック則３５ｂのフィードバックゲインを可変化したり、あるいは、
シナリオ規範状態量を修正するようにしてもよい。
【０３８４】
 
［第４実施形態］
　次に、本発明の第４実施形態を図２５～図２８を参照して説明する。なお、本実施形態
は、シナリオ作成部の処理のみが第１実施形態と相違するものであるので、第１実施形態
と同一構成部分もしくは同一機能部分については、第１実施形態と同じ参照符号および図
面を用い、説明を省略する。
【０３８５】
　第４実施形態では、シナリオ作成部１４は、シナリオ車両挙動において、予防対象状況
が発生する恐れがある場合に、その予防対象状況をできるだけ防止し得るシナリオ車両挙
動を探索的に決定する。
【０３８６】
　図２５は、シナリオ作成部１４のメインルーチン処理を示すフローチャートである。以
下、説明すると、まず、Ｓ５１０からＳ５１８まで、前記図８のＳ１１０からＳ１１８ま
でと同じ処理を実行する。すなわち、Ｓ５１０で将来運転操作入力ｏｐ[k]の時系列を作
成すると共に、Ｓ５１２で規範動特性モデル１２により規範状態量の今回値（＝シナリオ
規範状態量[1]）を求めた後、Ｓ５１４でシナリオタイプを復帰シナリオに設定して、Ｓ
５１６でシナリオ車両挙動の時系列を作成する。そして、Ｓ５１８でシナリオ車両挙動の
うちの所定の構成要素の時系列が各時刻ｋ（ｋ＝１，２，……，Ｋe）において、所定の
許容範囲を満足しているか否かを判断する（予防対象状況が発生する恐れがあるか否かを
判断する）。
【０３８７】
　補足すると、Ｓ５１０の処理は、本発明における将来運転操作量決定手段に相当し、Ｓ
５１２の処理は、本発明における第１規範状態決定手段に相当する。また、Ｓ５１６の処
理が、本発明における第１将来車両挙動決定手段に相当する。さらに、Ｓ５１８の判断処
理と後述するＳ５２６の判断処理とによって、本発明における評価手段が構成される。こ
れらのことは、前記第１実施形態と同様である。
【０３８８】
　Ｓ５１８の判断結果が肯定的であるとき（予防対象状況が発生する恐れがないとき）に
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は、Ｓ５２０に進んで、前記図８のＳ１２０と同じ処理を実行し、アクチュエータ動作目
標値の今回値を決定して出力する。
【０３８９】
　さらにＳ５２２において、前記図８のＳ１２２と同じ処理を実行し、現状容認操作量の
今回値を決定して出力する。
【０３９０】
　一方、Ｓ５１８の判断結果が否定的であるとき（予防対象状況が発生する恐れがあると
き）には、発生する恐れのある予防対象状況に応じて、その予防対象状況を防止し得るシ
ナリオ車両挙動を探索的に決定する（Ｓ５２４、Ｓ５３２、……）。図示の例では、発生
する恐れのある予防対象状況が車両１の左側へのコースアウトである場合には、Ｓ５２４
に進み、車両１の左側へのスピン（反時計まわりのスピン）である場合には、Ｓ５３２に
進むようになっている。この分岐処理が、本発明における制御則選択手段に相当する。
【０３９１】
　以下、発生する恐れのある予防対象状況が左側へのコースアウトである場合を代表例と
して説明する。
【０３９２】
　図２６はＳ５２４のサブルーチン処理を示すフローチャートである。以下、説明すると
、まず、Ｓ６１０において、シナリオタイプＳＣにａを設定する。「ａ」は、シナリオタ
イプＳＣが左側へのコースアウトを防止するためのシナリオタイプであることを意味する
。本実施形態では、このシナリオタイプＳＣによって、予防対象状況を防止するために調
整すべき第２フィードフォワード量FF2[k]の構成要素およびその時間的変化パターンと、
シナリオ車両挙動の探索処理のアルゴリズムとが定まる。
【０３９３】
　次いで、Ｓ６１２に進んで、シナリオスリップ比の許容範囲の上限値の小側候補値SL0
と、大側候補値SL2（＜SL0）とにそれぞれ、あらかじめ定められた所定値SLmin、SLmaxを
代入する。
【０３９４】
　次いで、Ｓ６１４に進んで、シナリオスリップ比の許容範囲の上限値の設定値であるス
リップ比上限設定値SLに小側候補値SL0を代入する。なお、シナリオスリップ比の許容範
囲の下限値は０である。また、このＳ６１４では、SL0＝SLminであるので、SLは、SLmin
に設定されることとなる。
【０３９５】
　次いで、Ｓ６１６に進んで、今現在設定されているのシナリオタイプＳＣ（ここではａ
シナリオ）と、スリップ比上限設定値SL（ここではSLmin）とに応じてシナリオ車両挙動
の時系列（時刻ｋ＝１から時刻ｋ＝Ｋeまでの時系列）を作成する。この処理は、第１実
施形態で説明した図９の処理と同様に行なわれる。但し、図９のＳ２１８の処理では、第
２フィードフォワード量FF2[k]の所定の構成要素FF2x[k]（目標制動力など、シナリオタ
イプ毎の特定の構成要素）は、例えば図２７に示す如く、前記図１３（ｄ）のａ３シナリ
オと同様の変化パターンで決定される。すなわち、FF2x[k]は、その所定の構成要素が時
刻ｋ＝０の値（＝FF2x[1]n-1）から、所定の時間的変化率で、所定の上限値FF2xmaxまで
（FF2xを０以上で変化させる場合）、または、所定の下限値FF2xminまで（FF2xを０以下
で変化させる場合）、徐々に単調変化していくように決定される。そして、Ｓ２２６の判
断処理は、スリップ比[k]の許容範囲の上限値をスリップ比上限設定値SLとして（下限値
は０とする）実行される。なお、このとき、Ｓ２２６の判断結果がＮＯである場合には、
FF2[k]は、図２７に破線FF2x'で示す如く修正される。これ以外は、図９の処理と同じで
ある。
【０３９６】
　次いで、Ｓ６１８に進んで、Ｓ６１６で作成したシナリオ車両挙動の時系列から、最大
コースずれを求め、それをE0に代入する。E0は、スリップ比上限設定値SLの小側候補値SL
0に対応して得られた最大コースずれである。ここで、最大コースずれは、シナリオ車両
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挙動における各時刻ｋのシナリオ車両位置[k]とシナリオ規範コースとの距離（シナリオ
車両位置[k]のシナリオ規範コースからのずれ量）のうちの最大値である。つまり、シナ
リオ車両挙動の時系列において、シナリオ車両位置がシナリオ規範コースから最もずれて
いる時刻におけるそのずれ量が最大コースずれである。
【０３９７】
　次いで、Ｓ６２０に進んで、スリップ比上限設定値SLに大側候補値SL2（ここではSLmax
）を代入した後、Ｓ６２２に進んで、前記Ｓ６１６と同じ処理を実行し、シナリオ車両挙
動の時系列を作成する。但し、この場合は、スリップ比上限設定値SLは、Ｓ６１６の処理
の場合と相違し、SL＝SL2である。
【０３９８】
　次いで、Ｓ６２４に進んで、Ｓ６２２で作成したシナリオ車両挙動における最大コース
ずれを前記Ｓ６１８と同様に求め、それをE2に代入する。E2は、スリップ比上限設定値SL
の大側候補値SL2に対応して得られた最大コースずれである。
【０３９９】
　次いで、Ｓ６２６に進んで、スリップ比上限設定値SLの中間候補値SL2を、今現在の小
側候補値SL0（ここではSLmin）と大側候補値SL2（ここではSLmax）との平均値として求め
、それをスリップ比上限設定値SLに代入する。
【０４００】
　次いで、Ｓ６２８に進んで、前記Ｓ６１６と同じ処理を実行し、シナリオ車両挙動の時
系列を作成する。但し、この場合は、スリップ比上限設定値SLは、Ｓ６１６の処理の場合
と相違し、SL＝SL1である。
【０４０１】
　次いで、Ｓ６３０に進んで、Ｓ６２８で作成したシナリオ車両挙動における最大コース
ずれを前記Ｓ６１８と同様に求め、それをE1に代入する。E1は、スリップ比上限設定値SL
の中間候補値SL1に対応して得られた最大コースずれである。
【０４０２】
　以上のＳ６１０～Ｓ６３０の処理により、スリップ比上限設定値SLの３種類の値SL0，S
L1，SL2（SL0＜SL1＜SL2）のそれぞれに対応する最大コースずれE0、E1、E2の値が求めら
れる。
【０４０３】
　ここで、前記Ｓ６１６、Ｓ６２２、Ｓ６２８は、前記した如く図９の処理と同様の処理
によって、シナリオ車両挙動の時系列を作成するため、その時系列は、スリップ比上限設
定値SLの値に応じたものとなる。従って、作成されるシナリオ車両挙動における最大コー
スずれは、スリップ比上限設定値SLの関数となる。この関数のパターンの例を図２８（ａ
）～（ｅ）に示す。これらの図２８（ａ）～（ｅ）にそれぞれ実線の曲線で例示する如く
、スリップ比上限設定値SLに対する最大コースずれの関数は、スリップ比上限設定値SLが
ある値であるときに、最大コースずれが極小値となるような下に凸のパターンになる。な
お、図２８（ａ）～（ｅ）では、以下に説明するＳ６３２またはＳ６３６の判断処理の時
点でのE0，E1，E2，SL0，SL1，SL2の値を、それぞれ添え字mを付して、E0_m，E1_m，E2_m
，SL0_m，SL1_m，SL2_mにより表している。
【０４０４】
　上記のようなスリップ比上限設定値SLと最大コースずれとの関係を考慮して、図２６の
処理（図２５のＳ５２４のサブルーチン処理）では、コースアウトをできるだけ防止し得
るシナリオ車両挙動の時系列を作成するために、以下に説明する処理によって、最大コー
スずれが極小値もしくはそれに近い値となるようなシナリオ車両挙動の時系列を探索的に
作成するようにした。なお、前記SLminおよびSLmaxの値は、最大コースずれの極小値が必
ずSLminとSLmaxとの間に存在するように設定されている。
【０４０５】
　すなわち、Ｓ６３０の処理の後、Ｓ６３２に進んで、今現在の最大コースずれE0の値が
今現在の最大コースずれE1の値よりも小さいか否か（E0＜E1であるか否か）を判断する。
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この判断結果がＹＥＳであるとき（E0＜E1である場合）には、SL＝SL0であるときの最大
コースずれE0と、SL＝SL1であるときの最大コースずれE1と、SL＝SL2であるときの最大コ
ースずれE2との関係は、図２８（ａ）に示すような関係になっている（E0_m，E1_m，E2_m
のうち、E0_mが最も極小値に近い）。このような状況では、最大コースずれが極小値とな
るスリップ比上限設定値SLの値は、SL0（SL0_m）とSL1（SL1_m）との間の範囲（図示の解
存在領域）に存在するはずである。そこで、この場合には、Ｓ６３４に進んで、スリップ
比上限設定値SLの大側候補値SL2に今現在の中間候補値SL1を新たに代入し（SL2を更新す
る）、また、E2に今現在のE1の値を新たに代入する（E2を更新する）。なお、この場合に
は、小側候補値SL0は今現在の値に維持される。つまり、Ｓ６３２の判断結果がＹＥＳで
あるときには、その時のSL0の値SL0_mと、SL1の値SL1_mとが、それぞれ新たに小側候補値
SL0、大側候補値SL2として設定される。
【０４０６】
　また、Ｓ６３２の判断結果がＮＯであるとき（E0≧E1である場合）には、Ｓ６３６に進
んで、今現在の最大コースずれE2の値が今現在の最大コースずれE1の値よりも小さいか否
か（E1＞E2であるか否か）を判断する。この判断結果がＹＥＳであるとき（E1＞E2である
場合）には、SL＝SL0であるときの最大コースずれE0と、SL＝SL1であるときの最大コース
ずれE1と、SL＝SL2であるときの最大コースずれE2との関係は、図２８（ｂ）に示すよう
な関係になっている（E0_m，E1_m，E2_mのうち、E2_mが最も極小値に近い）。このような
状況では、最大コースずれが極小値となるスリップ比上限設定値SLの値は、SL1（SL1_m）
とSL2（SL2_m）との間の範囲（図示の解存在領域）に存在するはずである。そこで、この
場合には、Ｓ６３８に進んで、スリップ比上限設定値SLの小側候補値SL0に今現在の中間
候補値SL1を新たに代入し（SL0を更新する）、また、E0に今現在のE1の値を新たに代入す
る（E0を更新する）。なお、この場合には、大側候補値SL2は今現在の値に維持される。
つまり、Ｓ６３６の判断結果がＹＥＳであるときには、その時のSL1の値SL1_mと、SL2の
値SL2_mとが、それぞれ新たに、小側候補値SL0、大側候補値SL2として設定される。
【０４０７】
　上記の如くＳ６３４またはＳ６３８の処理が実行された後、Ｓ６４０に進んで、今現在
の小側候補値SL0（SL0_mまたはSL1_m）と今現在の大側候補値SL2（SL1_mまたはSL2_m）と
の平均値を新たに中間候補値SL1とし、それをスリップ比上限設定値SLに新たに代入する
。例えば図２８（ａ）の場合には、SL0_mとSL1_mとの平均値が新たな中間候補値SL1_m+1
とされ、それがスリップ比上限設定値SLに代入される。また、図２８（ｂ）の場合には、
SL1_mとSL2_mとの平均値が新たな中間候補値SL1_m+1とされ、それがスリップ比上限設定
値SLに代入される。
【０４０８】
　次いで、Ｓ６４２に進んで、前記Ｓ６１６と同じ処理を実行し、シナリオ車両挙動の時
系列を作成する。但し、この場合は、スリップ比上限設定値SLは、Ｓ６４０で決定された
中間候補値SL1である。
【０４０９】
　次いで、Ｓ６４４に進んで、Ｓ６４２で作成したシナリオ車両挙動における最大コース
ずれを前記Ｓ６１８と同様に求め、それをE1に代入する。E1は、Ｓ６４０で設定したスリ
ップ比上限設定値SL（＝Ｓ６４０で求めた中間候補値SL1）に対応して得られた最大コー
スずれである。このようにしてＳ６４４で求められる最大コースずれE1の例を図２８（ａ
），（ｂ）にそれぞれE1_m+1により示す。
【０４１０】
　次いで、Ｓ６４６に進んで、回数カウンタcntの値を１だけ増加させる。該回数カウン
タcntは、Ｓ６３０の処理の後、最大コースずれが極小値もしくはそれに近い値となるよ
うなシナリオ車両挙動の作成を実行した回数（シナリオ車両挙動の探索実行回数）を計数
するカウンタであり、図２６の処理の開始時に０に初期化されている。
【０４１１】
　次いでＳ６４８に進んで、回数カウンタcntの値が所定の上限値cnt_maxに達したか否か
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が判断される。この判断処理は、求められた最大コースずれE1が、極小値に十分に収束し
たか否かを判断する処理である。このとき、Ｓ６４８の判断結果がＮＯであるとき（cnt
＜cnt_maxである場合）には、Ｓ６３２の判断処理に戻る。また、Ｓ６４８の判断結果が
ＹＥＳであるときには、今現在の最大コースずれE1が十分に極小値に近い値になっている
として、Ｓ６７８に進んで、今現在の最大コースずれE1を、最終的に作成したシナリオ車
両挙動におけるシナリオ車両位置の、規範コースからのずれ量（コースずれ）として決定
する。
【０４１２】
　一方、前記Ｓ６３６の判断結果がＮＯである場合（E0≧E1且つE2≧E1である場合）には
、SL＝SL0であるときの最大コースずれE0と、SL＝SL1であるときの最大コースずれE1と、
SL＝SL2であるときの最大コースずれE2との関係は、図２８（ｃ）または図２８（ｄ）ま
たは図２８（ｅ）に示すような関係になっている（E0_m，E1_m，E2_mのうち、E1_mが最も
極小値に近い）。このような場合には、最大コースずれが極小値となるスリップ比上限設
定値SLの値は、SL0（SL0_m）とSL1（SL1_m）との間の範囲、および、SL1（SL1_m）とSL2
（SL2_m）との間の範囲のいずれかの範囲に存在するはずであり、この時点では、いずれ
の範囲に存在するかは不明である。
【０４１３】
　このため、本実施形態では、Ｓ６３６の判断結果がＮＯである場合には、Ｓ６５０に進
んで、今現在の大側候補値SL2の値SL2_mとこれに対応する最大コースずれE2の値E2_mとを
それぞれバックアップパラメータSL2bk、E2bkの値として記憶保持すると共に、今現在の
中間候補値SL1の値SL1_mとこれに対応する最大コースずれE1の値E1_mとをそれぞれバック
アップパラメータSL1bk、E1bkの値として記憶保持する。
【０４１４】
　次いで、Ｓ６５２に進んで、大側候補値SL2に今現在の中間候補値SL1の値SL1_mを新た
に代入し（SL2を更新する）、また、E2に今現在のE1の値E1_mを新たに代入する（E2を更
新する）。なお、この場合には、小側候補値SL0は今現在の値SL0_mに維持される。つまり
、Ｓ６３６の判断結果がＮＯであるときには、その時のSL0の値SL0_mと、SL1の値SL1_mと
が、それぞれ新たに小側候補値SL0、大側候補値SL2として設定される。
【０４１５】
　次いで、Ｓ６５４に進んで、今現在の小側候補値SL0（＝SL0_m）と今現在の大側候補値
SL2（＝SL1_m）との平均値を新たに中間候補値SL1とし、それをスリップ比上限設定値SL
に新たに代入する。図２８（ｃ）～（ｅ）の例では、図中のSL1_m+1が新たな中間候補値S
L1とされ、それがスリップ比上限設定値SLに新たに代入される。
【０４１６】
　次いで、Ｓ６５６に進んで、前記Ｓ６１６と同じ処理を実行し、シナリオ車両挙動の時
系列を作成する。但し、この場合は、スリップ比上限設定値SLは、Ｓ６５４で決定された
中間候補値SL1である。
【０４１７】
　次いで、Ｓ６５８に進んで、Ｓ６５６で作成したシナリオ車両挙動における最大コース
ずれを前記Ｓ６１８と同様に求め、それをE1に代入する。E1は、Ｓ６５４で設定したスリ
ップ比上限設定値SL（＝図２８（ｃ）～図２８（ｅ）のSL1_m+1）に対応して得られた最
大コースずれである。このようにしてＳ６５８で求められるE1の例を図２８（ｃ）～図２
８（ｅ）にE1_m+1により示す。
【０４１８】
　次いで、Ｓ６６０に進んで、今現在のE1の値（＝E1_m+1）が今現在のE2の値（＝E1_m）
よりも小さいか否か（E1＜E2であるか否か）を判断する。この判断結果がＹＥＳとなる場
合は、図２８（ｃ）に例示するような状況であり、最大コースずれの極小値となるような
スリップ比上限設定値SLは、今現在の小側候補値SL0（＝SL0_m）と、今現在の大側候補値
SL2（＝SL1_m）との間の範囲（図２８（ｃ）の解存在領域）に存在する。そこで、この場
合には、小側候補値SL0と、大側候補値SL2とをそれぞれ今現在の値に維持したまま前記Ｓ
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６４６に進む。
【０４１９】
　また、Ｓ６６０の判断結果がＮＯである場合は、図２８（ｄ）または図２８（ｅ）に例
示するような状況である。この場合には、Ｓ６６２に進んで、Ｓ６５０で記憶保持したSL
1bkの値（＝SL1_m）、E1bkの値（＝E1_m）、SL2bkの値（＝SL2_m）、E2bkの値（＝E2_m）
をそれぞれSL0、E0、SL2、E2に代入し、さらに今現在のSL1の値（＝SL1_m+1)、今現在のE
1の値（＝E1_m+1）をそれぞれ、バックアップパラメータSL1bk、E1bkの値として記憶保持
する。
【０４２０】
　次いで、Ｓ６６４に進んで、今現在の小側候補値SL0（＝SL1_m）と今現在の大側候補値
SL2（＝SL2_m）との平均値を新たに中間候補値SL1とし、それをスリップ比上限設定値SL
に新たに代入する。図２８（ｄ），（ｅ）の例では、図中のSL1_m+2が新たな中間候補値S
L1とされ、それがスリップ比上限設定値SLに新たに代入される。
【０４２１】
　次いで、Ｓ６６６に進んで、前記Ｓ６１６と同じ処理を実行し、シナリオ車両挙動の時
系列を作成する。但し、この場合は、スリップ比上限設定値SLは、Ｓ６６４で決定された
中間候補値SL1である。
【０４２２】
　次いで、Ｓ６６８に進んで、Ｓ６６６で作成したシナリオ車両挙動における最大コース
ずれを前記Ｓ６１８と同様に求め、それをE1に代入する。E1は、Ｓ６６４で設定したスリ
ップ比上限設定値SL（＝図２８（ｄ），（ｅ）のSL1_m+2）に対応して得られた最大コー
スずれである。このようにしてＳ６６８で求められるE1の例を図２８（ｄ），（ｅ）にE1
_m+2により示す。
【０４２３】
　次いで、Ｓ６７０に進んで、今現在のE1（＝E1_m+2）が今現在のE0（＝E1_m）よりも小
さいか否か（E1＜E0であるか否か）が判断される。この判断結果がＹＥＳとなる場合は、
図２８（ｄ）に例示するような状況であり、最大コースずれの極小値となるようなスリッ
プ比上限設定値SLは、今現在の小側候補値SL0（＝SL1_m）と、今現在の大側候補値SL2（
＝SL2_m）との間の範囲（図２８（ｄ）の解存在領域）に存在する。そこで、この場合に
は、小側候補値SL0と、大側候補値SL2とをそれぞれ今現在の値に維持したまま前記Ｓ６４
６に進む。
【０４２４】
　また、Ｓ６７０の判断結果がＮＯである場合は、図２８（ｅ）に例示するような状況で
あり、最大コースずれの極小値となるようなスリップ比上限設定値SLは、Ｓ６６０の判断
処理の時点での中間候補値SL1（＝SL1_m+1）と、今現在の中間候補値SL1（＝SL1_m+2）と
の間の範囲（図２８（ｅ）の解存在領域）に存在する。そこで、この場合には、Ｓ６７２
に進んで、今現在のSL0の値（＝SL1_m）、E0の値（＝E1_m）、SL1の値（＝SL1_m+2）、E2
の値（＝E1_m+2）をそれぞれSL1、E1、SL2、E2に新たに代入し、さらにＳ６６２で記憶保
持したバックアップパラメータSL1bkの値（＝SL1_m+1）、E1bkの値（＝E1_m+1）をそれぞ
れSL0、E0に新たに代入する。つまり、小側候補値SL0、中間候補値SL1、大側候補値SL2に
それぞれSL1_m+1、SL1_m、SL1_m+2を代入する。
【０４２５】
　次いで、Ｓ６７４に進んで、前記Ｓ６４６と同じ処理を実行して、回数カウンタcntの
値を１だけ増加させた後、Ｓ６７６に進んで、前記Ｓ６４８と同じ判断処理を実行する。
そして、このＳ６７６の判断結果がＮＯであるときには、前記Ｓ６５０からの処理に戻り
、ＹＥＳであるときには、前記Ｓ６７８の処理を実行して、図２６の処理を終了する。
【０４２６】
　以上の処理により、最終的に作成されたシナリオ車両挙動がコースアウトをできるだけ
防止し得る最適なシナリオ車両挙動として得られる。そして、そのシナリオ車両挙動にお
ける最大コースずれがシナリオ車両位置の、規範コースからのずれ量（コースずれ）とし
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て決定される。
【０４２７】
　以上が、図２５のＳ５２４のサブルーチン処理の詳細である。予防対象状況が右側への
コースアウトである場合にも、Ｓ５２４と同様の処理によって、最大コースずれが極小値
もしくはそれに近い値となるようなシナリオ車両挙動の時系列を探索するようにすればよ
い。また、詳細な説明は省略するが、予防対象挙動がスピンである場合には、例えばシナ
リオ車両挙動の時系列における横滑り角の絶対値の最大値が極小値もしくはそれに近い値
となるようなシナリオ車両挙動の時系列を探索するようにすればよい。なお、図２６の処
理でのシナリオ車両挙動の時系列の作成処理（Ｓ６１６、Ｓ６２２、Ｓ６２８、Ｓ６４２
、Ｓ６５６、Ｓ６６６の処理）は、前記図９の処理と同様であるので、シナリオ車両挙動
の時系列と共に、シナリオ規範状態量およびシナリオ現状容認操作量の時系列も作成され
る。
【０４２８】
　補足すると、Ｓ５２４の処理は、本発明における第２の将来車両挙動決定手段に相当す
る。この場合、Ｓ５２４の処理の中で実行されるＳ６１６、Ｓ６２２、Ｓ６２８、Ｓ６４
２、Ｓ６５６、Ｓ６６６の処理における図９のＳ２１２の処理が、本発明における車両モ
デル初期化手段に相当する。また、図９のＳ２１６の繰り返し処理が、本発明における第
２規範状態決定手段に相当する。
【０４２９】
　図２５の説明に戻って、Ｓ５２４の処理の後、Ｓ５２６に進んで、Ｓ５２４の処理で作
成したシナリオ車両挙動の所定の構成要素の時系列が所定の許容範囲を満足しているか否
かが前記図８のＳ１１８と同様に判断される。なお、この場合、シナリオ車両位置とシナ
リオ規範コースとの差（距離）が所定の許容範囲を満足しているか否かの判断は、Ｓ５２
４の処理で最終的に求めた最大コースずれE1が所定の許容範囲を満足しているか否かを判
断することで行なわれる。このとき、最大コースずれE1の判断に加えて、横滑り角（シナ
リオ横滑り角）が所定の許容範囲を満足しているか否かを判断するようにしてもよい。
【０４３０】
　このＳ５２６の判断結果がＹＥＳであるときには、Ｓ５２０とＳ５２２とにおいて、そ
れぞれ前記図８のＳ１２０、Ｓ１２２と同じ処理が実行され、アクチュエータ動作目標値
の今回値と、現状容認操作量の今回値とが決定・出力される。
【０４３１】
　また、Ｓ５２６の判断結果がＮＯである場合には、Ｓ５２８とＳ５３０とにおいて、そ
れぞれ前記図８のＳ１４２、Ｓ１４４と同じ処理が実行され、非常停止制御則によってア
クチュエータ動作目標値の今回値が決定されると共に、現状容認操作量の今回値が０とさ
れる。
【０４３２】
　なお、予防対象状況が、左側へのコースアウト以外の場合（左へのスピン、右側へのコ
ースアウト、左へのスピンなど）においても、Ｓ５２６と同様の判断処理が実行され、そ
の判断結果に応じて、アクチュエータ動作目標値の今回値と現状容認操作量の今回値とが
決定される。
【０４３３】
　以上が、第４実施形態である。なお、第４実施形態では、第２実施形態と同様に、フィ
ードバック則３５ｂのフィードバックゲインをシナリオタイプＳＣに応じて変化させたり
、あるいはシナリオ規範状態量をシナリオタイプＳＣに応じて修正するようにしてもよい
。また、現状容認操作量は、前記第３実施形態と同様に決定してもよい。
【０４３４】
 
　なお、以上説明した第１～第４実施形態では、現状容認操作量を外力モーメントにより
表したが、規範状態量を実車１の状態量に近づけるために、外力モーメントと並進外力と
を併用してもよく、あるいは、外力モーメントの代わりの並進外力を用いるようにしても
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よい。
【０４３５】
　また、タイヤ摩擦モデルは、サスペンション系および操舵系の特性に起因するジオメト
リ変化による影響を含めた等価的な特性に設定しておくことが望ましい。
【０４３６】
　また、シナリオ車両モデル４１などの演算処理では、処理の手順を適宜変更するように
してもよい。
【０４３７】
　また、前記実施形態では、シナリオ車両挙動の時系列を作成するとき、シナリオ規範動
特性モデル３３で決定したシナリオ規範状態量に、シナリオ運動状態量をフィードバック
制御則により近づけるようにしたが、それを省略してもよい。この場合には、前記第１実
施形態あるいは第２実施形態あるいは第４実施形態において、FB[k]＝０（ｋ＝１，２，
……，Ｋe）として、シナリオ車両挙動の時系列を作成するようにすればよい。そして、
この場合には、規範動特性モデル１２、シナリオ規範動特性モデル３３、フィードバック
則、現状容認操作量決定部４３の処理は不要である。
【産業上の利用可能性】
【０４３８】
　以上の如く、本発明は、自動車、ハイブリッド車、電動車両などの車両の挙動を、高い
ロバスト性を確保しつつ適切に制御し得るものとして有用である。
【図面の簡単な説明】
【０４３９】
【図１】本発明の実施形態における車両の概略構成を示すブロック図。
【図２】本発明の第１実施形態における制御装置の全体の機能的構成を示すブロック図。
【図３】第１実施形態における規範動特性モデルを説明するための図。
【図４】第１実施形態における規範動特性モデルの他の例を説明するための図。
【図５】第１実施形態におけるシナリオ車両モデルの機能的構成を示すブロック図。
【図６】図５のシナリオ車両モデルの処理を示すフローチャート。
【図７】第１実施形態におけるシナリオ作成部の機能的構成を示すブロック図。
【図８】第１実施形態におけるシナリオ作成部および規範動特性モデルの処理を示すフロ
ーチャート。
【図９】図８のＳ１１６、Ｓ１２６およびＳ１３８のサブルーチン処理を示すフローチャ
ート。
【図１０】図９のＳ２１８のサブルーチン処理を示すフローチャート。
【図１１】図１０のＳ３１２およびＳ３１６のサブルーチン処理を示すフローチャート。
【図１２】第１実施形態における将来運転操作入力（ステアリング角θs）の作成例を示
すグラフ。
【図１３】図１３（ａ）～（ｄ）は第１実施形態における第２フィードフォワード量FF2
の決定の仕方を説明するためのグラフ。
【図１４】第１実施形態におけるシナリオ現状容認操作量を決定するための処理を示すブ
ロック図。
【図１５】第１実施形態におけるシナリオ運動状態量の作成例を示すグラフ。
【図１６】第１実施形態におけるコースずれを説明するための図。
【図１７】本発明の第２実施形態におけるシナリオ作成部の機能的構成を示すブロック図
。
【図１８】図１８（ａ）～（ｃ）は車両のコースアウトの発生の場合に、第２実施形態に
おけるフィードバック則のゲインKfbyの設定の仕方を説明するためのグラフ。
【図１９】図１９（ａ）～（ｃ）は車両のコースアウトの発生の場合に、第２実施形態に
おけるフィードバック則のゲインKfbcの設定の仕方を説明するためのグラフ。
【図２０】図２０（ａ）～（ｃ）は車両のスピンの発生の場合に、第２実施形態における
フィードバック則のゲインKfbyの設定の仕方を説明するためのグラフ。
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【図２１】図２１（ａ）～（ｃ）は車両のスピンの発生の場合に、第２実施形態における
フィードバック則のゲインKfbcの設定の仕方を説明するためのグラフ。
【図２２】図２２（ａ）～（ｃ）は第２実施形態における規範コースの修正の仕方を説明
するためのグラフ。
【図２３】第２実施形態における規範コースの修正例を示す図。
【図２４】本発明の第３実施形態における現状容認操作量の決定処理を示すフローチャー
ト。
【図２５】本発明の第４実施形態におけるシナリオ作成部および規範動特性モデルの処理
を示すフローチャート。
【図２６】図２５のＳ５２４のサブルーチン処理を示すフローチャート。
【図２７】図２６のＳ６１６の処理を説明するためのグラフ。
【図２８】図２８（ａ）～（ｅ）は図２６のＳ６３２～Ｓ６７８の処理を説明するための
グラフ。
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