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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　運転者の搭乗部を有し、路面に対してロール方向に傾動自在な車体と、
　該車体の前部側及び後部側の少なくともいずれか一方側に左右方向に間隔を存して配置
された２つの車輪と、
　アクチュエータを含み、該アクチュエータが出力する駆動力に応じて、ロール方向の路
面反力モーメントであるロール駆動モーメントを前記車体に作用させるロール駆動機構と
を備え、
　走行中に、前記搭乗部に搭乗した運転者の左右方向への体重移動に応じて旋回挙動が変
化する特性を有すると共に、停車中に、前記ロール駆動機構により前記車体に作用させる
前記ロール駆動モーメントがゼロとなる状態では、前記車体をロール方向に傾斜させた場
合に、重力に起因して前記車体に作用するロール方向のモーメントである重力モーメント
によって該車体の傾斜がさらに増大する特性を有する移動車両であって、
　少なくとも前記車体のロール方向の傾斜角である車体ロール角の観測値に応じて、前記
ロール駆動モーメントを変化させるように前記ロール駆動機構のアクチュエータを制御す
る制御装置を備えており、
　前記制御装置は、少なくとも当該移動車両の実際の車速が第１所定車速よりも大きい車
速である場合に、前記制御装置による前記ロール駆動機構のアクチュエータの制御によっ
て実現される前記ロール駆動モーメントの前記車体ロール角に対する関数特性が次の性質
Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤ‘を有するように前記ロール駆動機構のアクチュエータを制御するよう
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に構成されていることを特徴とする移動車両。
　性質Ａ：前記関数特性により規定されるロール駆動モーメント感度の大きさを大小に区
分可能であり、前記車体ロール角の１つの範囲である第１車体ロール角領域におけるロー
ル駆動モーメント感度の大きさが小となり、該第１車体ロール角領域の上限値よりも大き
い前記車体ロール角の範囲である第２車体ロール角領域と該第１車体ロール角領域の下限
値よりも小さい前記車体ロール角の範囲である第３車体ロール角領域とにおけるロール駆
動モーメント感度の大きさが大となる。
　性質Ｂ：前記第２車体ロール角領域及び第３車体ロール角領域における前記ロール駆動
モーメントは、前記車体ロール角の観測値を前記第１車体ロール角領域内に近づける向き
のモーメントである。
　性質Ｃ：前記第１車体ロール角領域におけるロール駆動モーメント感度の大きさは、重
力モーメント感度の大きさよりも小さく、且つ、前記第２車体ロール角領域及び第３車体
ロール角領域におけるロール駆動モーメント感度の大きさは、重力モーメント感度の大き
さよりも大きい。
　性質Ｄ‘：前記第２車体ロール角領域及び第３車体ロール角領域における前記ロール駆
動モーメントは、車体ロール角に対して単調に変化する。
【請求項２】
　請求項１記載の移動車両において、
　前記制御装置は、少なくとも当該移動車両の実際の車速が第１所定車速よりも大きい車
速である場合に、前記関数特性がさらに次の性質Ｄを有するように前記ロール駆動機構の
アクチュエータを制御するように構成されていることを特徴とする移動車両。
　性質Ｄ：前記第１車体ロール角領域、第２車体ロール角領域及び第３車体ロール角領域
の全体領域において、前記ロール駆動モーメントは、車体ロール角に対して単調に変化す
る。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の移動車両において、
　前記制御装置は、当該移動車両の車速が小さいほど、前記関数特性における第１車体ロ
ール角領域の幅が狭くなるように、前記車体ロール角の観測値と前記車速の観測値とに応
じて前記ロール駆動機構のアクチュエータを制御するように構成されていることを特徴と
する移動車両。
【請求項４】
　請求項３記載の移動車両において、
　前記制御装置は、当該移動車両の車速の観測値が前記第１所定車速以下となる状態にお
いて、前記第１車体ロール角領域の上限値及び下限値が互いに同一の値になり、且つ、当
該同一の値よりも大きい車体ロール角の範囲と当該同一の値よりも小さい車体ロール角の
範囲とをそれぞれ前記第２車体ロール角領域、第３車体ロール角領域となり、且つ、該第
２車体ロール角領域及び第３車体ロール角領域に関する前記性質Ｂ及びＣを前記関数特性
が有するように、前記ロール駆動機構のアクチュエータを制御するように構成されている
ことを特徴とする移動車両。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の移動車両において、
　前記制御装置は、少なくとも当該移動車両の実際の車速が前記第１所定車速よりも大き
い車速である場合に、当該移動車両の直進走行時には、前記第１車体ロール角領域の中心
値がゼロとなり、当該移動車両の旋回走行時には、前記第１車体ロール角領域の中心値が
当該移動車両の旋回方向と同じ側に前記車体が傾斜した状態での車体ロール角の値となる
と共に当該移動車両に備えられた操舵輪の中立状態からの操舵角の大きさが大きいほど、
前記第１車体ロール角領域の中心値の大きさが大きくなるように、前記車体ロール角の観
測値と前記操舵角の観測値とに応じて前記ロール駆動機構のアクチュエータを制御するよ
うに構成されていることを特徴とする移動車両。
【請求項６】
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　請求項１～４のいずれか１項に記載の移動車両において、
　前記制御装置は、少なくとも当該移動車両の実際の車速が前記第１所定車速よりも大き
い車速である場合に、当該移動車両の直進走行時には、前記第１車体ロール角領域の中心
値がゼロとなり、当該移動車両の旋回走行時には、前記第１車体ロール角領域の中心値が
当該移動車両の旋回方向と同じ側に前記車体が傾斜した状態での車体ロール角の値となる
と共に当該移動車両のヨーレートの大きさが大きいほど、前記第１車体ロール角領域の中
心値の大きさが大きくなるように、前記車体ロール角の観測値と前記ヨーレートの観測値
とに応じて前記ロール駆動機構のアクチュエータを制御するように構成されていることを
特徴とする移動車両。
【請求項７】
　請求項５又は６記載の移動車両において、
　前記制御装置は、少なくとも当該移動車両の実際の車速が前記第１所定車速よりも大き
い車速である場合における当該移動車両の旋回走行時に、前記第１車体ロール角領域の上
限値及び下限値のうち、当該移動車両の旋回方向と同じ側の限界値が、該旋回方向と反対
側の限界値よりも基準車体ロール角により近い値となるように、前記ロール駆動機構のア
クチュエータを制御するように構成されていることを特徴とする移動車両。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の移動車両において、
　前記制御装置は、少なくとも当該移動車両の実際の車速が第２所定車速よりも大きい車
速である場合に、前記車体ロール角の観測値が前記第１車体ロール角領域内の値となる状
況で、前記車体ロール角の観測値を基準車体ロール角に近づけるように、前記車体ロール
角の観測値と基準車体ロール角との偏差に応じて前記ロール駆動機構のアクチュエータを
制御するように構成されていることを特徴とする移動車両。
【請求項９】
　請求項８記載の移動車両において、
　前記制御装置は、当該移動車両の実際の車速が前記第２所定車速以下の車速である場合
に、前記基準車体ロール角が当該移動車両に備えられた操舵輪の中立状態からの操舵角と
同じ側への車体ロール角の値となるように、該操舵角の観測値に応じて前記基準車体ロー
ル角を設定し、該基準車体ロール角に前記車体ロール角の観測値を近づけるように該基準
車体ロール角と前記車体ロール角の観測値との偏差に応じて前記ロール駆動機構のアクチ
ュエータを制御するように構成されていることを特徴とする移動車両。
【請求項１０】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の移動車両において、
　前記制御装置は、前記第１車体ロール角領域を設定する車体ロール角領域設定手段と、
前記設定された第１車体ロール角領域からの前記車体ロール角の観測値の逸脱状態を示す
逸脱状態量を算出する車体ロール角逸脱状態量算出手段と、前記車体ロール角の観測値の
逸脱を低減する前記ロール駆動モーメントを発生させるように前記ロール駆動機構のアク
チュエータを制御するための操作量である第１操作量を、前記算出された逸脱状態量に応
じて、又は前記算出された逸脱状態量と前記車体ロール角の時間的変化率である車体ロー
ル角速度の観測値とに応じて決定する第１操作量決定手段とを備えており、少なくとも前
記決定された第１操作量に応じて前記ロール駆動機構のアクチュエータを制御するように
構成されていることを特徴とする移動車両。
【請求項１１】
　請求項８又は９記載の移動車両において、
　前記制御装置は、前記第１車体ロール角領域を設定する車体ロール角領域設定手段と、
前記設定された第１車体ロール角領域からの前記車体ロール角の観測値の逸脱状態を示す
逸脱状態量を算出する車体ロール角逸脱状態量算出手段と、前記車体ロール角の観測値の
逸脱を低減する前記ロール駆動モーメントを発生させるように前記ロール駆動機構のアク
チュエータを制御するための操作量である第１操作量を、前記算出された逸脱状態量に応
じて、又は前記算出された逸脱状態量と前記車体ロール角の時間的変化率である車体ロー
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ル角速度の観測値とに応じて決定する第１操作量決定手段と、前記基準車体ロール角を設
定する基準車体ロール角設定手段と、前記設定された基準車体ロール角と前記車体ロール
角の観測値との偏差をゼロに近づける前記ロール駆動モーメントを発生させるように前記
ロール駆動機構のアクチュエータを制御するための操作量である第２操作量を、少なくと
も前記偏差に応じて決定する第２操作量決定手段とを備えており、少なくとも前記決定さ
れた第１操作量及び第２操作量の合成値に応じて前記ロール駆動機構のアクチュエータを
制御するように構成されていることを特徴とする移動車両。
【請求項１２】
　請求項１０又は１１記載の移動車両において、
　前記第１操作量決定手段は、前記第１操作量を、前記算出された逸脱状態量と前記車体
ロール角速度の観測値とに応じて決定するように構成されていると共に、前記車体ロール
角の観測値が前記設定された第１車体ロール角領域内で該第１車体ロール角領域の上限値
寄りの値又は下限値寄り値となっている場合に、前記車体ロール角速度をゼロに近づける
ように該車体ロール角速度の観測値に応じて前記第１操作量を決定するように構成されて
いることを特徴とする移動車両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車体を傾動させることで旋回挙動を変化させることが可能な移動車両に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　運転者の搭乗部を有する車体を、運転者の体重移動またはアクチュエータにより左右に
（ロール方向に）傾動させることが可能であると共に、前輪及び後輪の少なくとも一方側
の車輪として、左右に間隔を存して配置された２つの車輪を備える移動車両が従来より知
られている。
【０００３】
　例えば、特許文献１，２には、前輪として１つの車輪を有すると共に後輪として２つの
車輪（左右一対の車輪）を有し、車体が前輪と共に左右に傾動し得るように構成された３
輪の移動車両が記載されている。
【０００４】
　そして、特許文献１には、車両の停車時、あるいは、低車速走行時に、操舵輪である前
輪の操舵角に応じたトルク（ロール方向のトルク）をアクチューエータにより車体に作用
させる技術が提案されている。
【０００５】
　また、特許文献２には、０～５ｋｍ／ｈ（停車時又は低車速走行時）の車速状態におい
て、重力と遠心力との合力の傾斜角度（傾動する車体フレーム側の中心面に対する傾斜角
度）を傾斜センサで検出し、この傾斜角度の検出値に応じて、該傾斜角度をゼロにする（
重心移動による倒れ方向モーメントと遠心力による起き方向モーメントとをバランスさせ
る）ように、アクチュエータを有するトルク付加機構により、車体フレーム側にロール方
向のトルクを付与する技術が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開昭５９－１４９８７８号公報
【特許文献２】特開２００５－８８７４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、前記特許文献１に見られる技術では、前輪（操舵輪）を操舵することで
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、傾動可能な車体に、ロール方向のトルクをアクチェータから作用させるようにしている
ため、車両の停車時等において車体が傾いた場合には、重力に起因して該車体に作用する
モーメントに抗して該車体のさらなる傾きを防止し、あるいは、該車体の傾きを解消する
ためには、運転者が意図的に操舵輪を操舵しない限り、運転者自身が、該車体を支持しな
ければならない。
【０００８】
　さらに、車体が傾いた場合に、運転者が誤って、車体の傾き側（右側又は左側）と逆向
きに操舵輪を操舵してしまうと、車体の傾きをさらに増大させるトルクがアクチュエータ
から車体に作用するおそれがある。
【０００９】
　また、前記特許文献２に見られる技術では、停車時又は低車速走行時に、車体の傾きが
、常に、重心移動による倒れ方向モーメントと遠心力による起き方向モーメントとがバラ
ンスする傾きになるように、トルク付加機構による車体にトルクを付与するようにしてい
るため、運転者が意識的に自身の体重移動により車体の傾きを変化させることを行い難く
なる。
【００１０】
　本発明はかかる背景に鑑みてなされたものであり、運転者の搭乗部を有する車体が左右
いずれかの一方側に傾く角度を適切に制御しつつ、運転者が自身の体重移動により車体の
傾きを変化させることを容易に行うことができる移動車両を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の移動車両は、かかる目的を達成するために、運転者の搭乗部を有し、路面に対
してロール方向に傾動自在な車体と、
　該車体の前部側及び後部側の少なくともいずれか一方側に左右方向に間隔を存して配置
された２つの車輪と、
　アクチュエータを含み、該アクチュエータが出力する駆動力に応じて、ロール方向の路
面反力モーメントであるロール駆動モーメントを前記車体に作用させるロール駆動機構と
を備え、
　走行中に、前記搭乗部に搭乗した運転者の左右方向への体重移動に応じて旋回挙動が変
化する特性を有すると共に、停車中に、前記ロール駆動機構により前記車体に作用させる
前記ロール駆動モーメントがゼロとなる状態では、前記車体をロール方向に傾斜させた場
合に、重力に起因して前記車体に作用するロール方向のモーメントである重力モーメント
によって該車体の傾斜がさらに増大する特性を有する移動車両であって、
　少なくとも前記車体のロール方向の傾斜角である車体ロール角の観測値に応じて、前記
ロール駆動モーメントを変化させるように前記ロール駆動機構のアクチュエータを制御す
る制御装置を備えており、
　前記制御装置は、少なくとも当該移動車両の実際の車速が第１所定車速よりも大きい車
速である場合に、前記制御装置による前記ロール駆動機構のアクチュエータの制御によっ
て実現される前記ロール駆動モーメントの前記車体ロール角に対する関数特性が次の性質
Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤ‘を有するように前記ロール駆動機構のアクチュエータを制御するよう
に構成されていることを特徴とする（第１発明）。
【００１２】
　性質Ａ：前記関数特性により規定されるロール駆動モーメント感度の大きさを大小に区
分可能であり、前記車体ロール角の１つの範囲である第１車体ロール角領域におけるロー
ル駆動モーメント感度の大きさが小となり、該第１車体ロール角領域の上限値よりも大き
い前記車体ロール角の範囲である第２車体ロール角領域と該第１車体ロール角領域の下限
値よりも小さい前記車体ロール角の範囲である第３車体ロール角領域とにおけるロール駆
動モーメント感度の大きさが大となる。
【００１３】
　性質Ｂ：前記第２車体ロール角領域及び第３車体ロール角領域における前記ロール駆動
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モーメントは、前記車体ロール角の観測値を前記第１車体ロール角領域内に近づける向き
のモーメントである。
【００１４】
　性質Ｃ：前記第１車体ロール角領域におけるロール駆動モーメント感度の大きさは、重
力モーメント感度の大きさよりも小さく、且つ、前記第２車体ロール角領域及び第３車体
ロール角領域におけるロール駆動モーメント感度の大きさは、重力モーメント感度の大き
さよりも大きい。
　性質Ｄ‘：前記第２車体ロール角領域及び第３車体ロール角領域における前記ロール駆
動モーメントは、車体ロール角に対して単調に変化する。
【００１５】
　ここで、本発明においては、前記車体ロール角の極性については、例えば、当該移動車
両の直進走行状態での前記車体ロール角をゼロ、前記車体が右側及び左側の一方側に傾斜
した状態での前記車体ロール角を正の角度、前記車体が右側及び左側の他方側に傾斜した
状態での前記車体ロール角を負の角度と定義することができる。
【００１６】
　また、本発明における「ロール駆動モーメント感度」は、前記車体ロール角の変化に対
 する前記ロール駆動モーメントの変化の感度を意味し、「重力モーメント感度」は、前
記車体ロール角の変化に対する前記重力モーメントの変化の感度を意味する。
【００１７】
　また、本明細書においては、移動車両に関する任意の状態量（前記車体ロール角等）の
「観測値」は、該状態量の実際の値の検出値又は推定値を意味する。この場合、「検出値
」は、当該状態量の実際の値を適宜のセンサにより検出してなる値を意味する。また、「
推定値」は、当該状態量と相関性を有する他の１つ以上の状態量の検出値を用いて該相関
性に基づいて推定した値、あるいは、当該状態量の実際の値に一致もしくはほぼ一致する
とみなすことができる擬似的な推定値（例えば目標値）を意味する。
　また、前記性質Ｄ‘に関して、前記ロール駆動モーメントが車体ロール角に対して「単
調に変化する」というのは、前記ロール駆動モーメントが車体ロール角に対して、単調増
加、又は単調減少することを意味する。
　より詳しくは、例えば前記ロール駆動モーメントの正方向を車体ロール角の正方向と定
義したとき、前記ロール駆動モーメントが車体ロール角に対して「単調に変化する」とい
うのは、ロール駆動モーメントが車体ロール角に対して単調減少することを意味する。ま
た、前記ロール駆動モーメントの正方向を車体ロール角の負方向と定義したとき、前記ロ
ール駆動モーメントが車体ロール角に対して「単調に変化する」というのは、ロール駆動
モーメントが車体ロール角に対して単調増加することを意味する。
【００１８】
　上記第１発明によれば、前記ロール駆動機構のアクチュエータの制御によって実現され
る前記ロール駆動モーメントの前記車体ロール角に対する関数特性が前記性質Ａ、Ｂ、Ｃ
及びＤ‘を有する。このため、前記車体ロール角の観測値が前記第１車体ロール角領域内
に収まっている状態では、前記搭乗部に搭乗している運転者は、左右方向への体重移動に
より、実際の車体ロール角を容易に所望の向きに変化させることができる。
【００１９】
　一方、前記車体ロール角の観測値が前記第１車体ロール角領域から逸脱している状態（
換言すれば、前記車体ロール角の観測値が第２車体ロール角領域又は第３車体ロール角領
域に存在する状態）では、車体ロール角の観測値が第１車体ロール角領域から遠ざかるに
伴い、実際の車体ロール角を、前記第１車体ロール角領域内に戻すように機能するロール
駆動モーメントが速やかに発生する。
【００２０】
　このため、実際の車体ロール角が、第１車体ロール角領域内の傾斜角度からさらに乖離
していく（車体が右側又は左側にさらに傾いていく）のが比較的強固に防止される。
【００２１】
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　従って、第１発明によれば、車体が左右いずれかの一方側に傾く角度を適切に制御しつ
つ、運転者が自身の体重移動により車体の傾きを変化させることを容易に行うことができ
る。
【００２２】
　補足すると、第１発明では、当該移動車両の実際の車速が前記第１所定車速よりも大き
いか否かによらずに、前記制御装置による前記ロール駆動機構のアクチュエータの制御に
よって実現される前記ロール駆動モーメントの前記車体ロール角に対する関数特性が前記
性質Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤ‘を有するように前記ロール駆動機構のアクチュエータを制御する
ように構成されていてもよい。
【００２３】
　前記第１発明では、前記制御装置は、少なくとも当該移動車両の実際の車速が第１所定
車速よりも大きい車速である場合に、前記関数特性がさらに次の性質Ｄを有するように前
記ロール駆動機構のアクチュエータを制御するように構成されていることが好ましい（第
２発明）。
【００２４】
　性質Ｄ：前記第１車体ロール角領域、第２車体ロール角領域及び第３車体ロール角領域
の全体領域において、前記前記ロール駆動モーメントは、車体ロール角に対して単調に変
化する。
【００２７】
　なお、第２発明において、前記関数特性は、車体ロール角の一部の範囲（例えば前記第
１車体ロール角領域）でのロール駆動モーメントが一定に維持されるような特性であって
もよい。
【００２８】
　かかる第２発明によれば、ロール駆動機構のアクチュエータの制御によって実現される
ロール駆動モーメントを、車体ロール角の変化に対して連続的に変化させることができる
。
【００２９】
　前記第１発明又は第２発明では、前記制御装置は、当該移動車両の車速が小さいほど、
前記関数特性における第１車体ロール角領域の幅が狭くなるように、前記車体ロール角の
観測値と前記車速の観測値とに応じて前記ロール駆動機構のアクチュエータを制御するよ
うに構成されていることが好ましい（第３発明）。
【００３０】
　この第３発明によれば、移動車両の車速が小さいほど、第１車体ロール角領域の幅が狭
くなるので、移動車両の車速が小さいほど、運転者自身が意識的に車体のロール方向の姿
勢のバランスをとることを必要とすることなく、車体ロール角が一定もしくはほぼ一定に
維持されやすくなるように、ロール駆動モーメントをロール駆動機構により発生させるこ
とができる。
【００３１】
　そして、移動車両の車速が大きいほど、第１車体ロール角領域の幅が広くなるので、運
転者は、自身の意識的な体重移動により車体ロール角を変化させ易くなって、移動車両の
走行中の操縦性を高めることができる。
【００３２】
　なお、第３発明では、前記制御装置は、当該移動車両の車速の変化に対して前記第１車
体ロール角領域の幅が連続的に変化するように、前記車体ロール角の観測値と前記車速の
観測値とに応じて前記ロール駆動機構のアクチュエータを制御するように構成されている
ことが好ましい。
【００３３】
　上記第３発明では、移動車両の車速が前記第１所定車速よりも大きい場合だけでなく、
移動車両の車速が前記第１所定車速以下である状況でも、前記第１車体ロール角領域がゼ
ロでない幅を有していてもよい。
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【００３４】
　ただし、第３発明では、前記制御装置は、当該移動車両の車速の観測値が前記第１所定
車速以下となる状態において、前記第１車体ロール角領域の上限値及び下限値が互いに同
一の値になり、且つ、当該同一の値よりも大きい車体ロール角の範囲と当該同一の値より
も小さい車体ロール角の範囲とをそれぞれ前記第２車体ロール角領域、第３車体ロール角
領域となり、且つ、該第２車体ロール角領域及び第３車体ロール角領域に関する前記性質
Ｂ及びＣを前記関数特性が有するように、前記ロール駆動機構のアクチュエータを制御す
るように構成されていることが好ましい（第４発明）。
【００３５】
　この第４発明によれば、移動車両の車速の観測値が前記第１所定車速以下となる状態、
すなわち、移動車両の停車状態、もしくは、微小車速の状態において、車体ロール角を強
固に一定に保つように、ロール駆動モーメントをロール駆動機構により発生させることが
できる。
【００３６】
　また、前記第１～第４発明では、前記制御装置は、少なくとも当該移動車両の実際の車
速が前記第１所定車速よりも大きい車速である場合に、当該移動車両の直進走行時には、
前記第１車体ロール角領域の中心値がゼロとなり、当該移動車両の旋回走行時には、前記
第１車体ロール角領域の中心値が当該移動車両の旋回方向と同じ側に前記車体が傾斜した
状態での車体ロール角の値となると共に当該移動車両に備えられた操舵輪の中立状態から
の操舵角の大きさが大きいほど、前記第１車体ロール角領域の中心値の大きさが大きくな
るように、前記車体ロール角の観測値と前記操舵角の観測値とに応じて前記ロール駆動機
構のアクチュエータを制御するように構成されていることが好ましい（第５発明）。
【００３７】
　あるいは、前記制御装置は、少なくとも当該移動車両の実際の車速が前記第１所定車速
よりも大きい車速である場合に、当該移動車両の直進走行時には、前記第１車体ロール角
領域の中心値がゼロとなり、当該移動車両の旋回走行時には、前記第１車体ロール角領域
の中心値が当該移動車両の旋回方向と同じ側に前記車体が傾斜した状態での車体ロール角
の値となると共に当該移動車両のヨーレートの大きさが大きいほど、前記第１車体ロール
角領域の中心値の大きさが大きくなるように、前記車体ロール角の観測値と前記ヨーレー
トの観測値とに応じて前記ロール駆動機構のアクチュエータを制御するように構成されて
いることが好ましい（第６発明）。
【００３８】
　ここで、移動車両の旋回走行状態では、車体及び運転者に作用する遠心力に抗するため
に、車体を旋回方向と同じ側（右側又は左側）に傾ける必要がある。
【００３９】
　なお、第５発明又は第６発明において、移動車両の旋回方向と同じ側というのは、移動
車両の右側への旋回走行時（上方から見て時計周り方向の旋回走行時）には、右側を意味
し、移動車両の左側への旋回走行時（上方から見て反時計周り方向の旋回走行時）には、
左側を意味する。
【００４０】
　そして、第５発明又は第６発明によれば、移動車両の旋回方向と逆側に車体が傾き難く
なると共に、車体が旋回方向と同じ側に傾く角度を適切に制限できる。また、実際の車体
ロール角が前記第１車体ロール角領域内にある状態では、運転者は意識的な体重移動によ
り車体ロール角を所望の角度に容易に操作することができる。ひいては、移動車両の旋回
挙動を運転者が意識的に変化させることができる。
【００４１】
　上記第５発明又は第６発明では、前記制御装置は、少なくとも当該移動車両の実際の車
速が前記第１所定車速よりも大きい車速である場合における当該移動車両の旋回走行時に
、前記第１車体ロール角領域の上限値及び下限値のうち、当該移動車両の旋回方向と同じ
側の限界値が、該旋回方向と反対側の限界値よりも基準車体ロール角により近い値となる
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ように、前記ロール駆動機構のアクチュエータを制御するように構成されていることが好
ましい（第７発明）。
【００４２】
　ここで、上記「基準車体ロール角」は、当該移動車両の旋回走行時における遠心力に起
因して前記車体に作用するロール方向のモーメントである遠心力モーメントと前記重力モ
ーメントとが釣り合う前記車体ロール角の値を意味する。
【００４３】
　かかる第７発明によれば、移動車両の旋回走行時に、旋回方向と同じ側への車体の傾き
が、前記基準車体ロール角よりもさらに増大しようとすると、該車体のさらなる傾きを防
止するように機能するロール駆動モーメントを速やかに発生させることができる。
【００４４】
　このため、移動車両の旋回走行時に、車体が旋回方向と同じ側に傾く角度を好適に制限
できる。
【００４５】
　また、前記第１～第７発明では、前記制御装置は、前記車体ロール角の観測値が、前記
第１車体ロール角領域内にある状態で、例えば、前記ロール駆動モーメントをゼロとする
ように前記ロール駆動機構のアクチュエータを制御するように構成されていてもよい。
【００４６】
　ただし、前記制御装置は、少なくとも当該移動車両の実際の車速が第２所定車速よりも
大きい車速である場合に、前記車体ロール角の観測値が前記第１車体ロール角領域内の値
となる状況で、前記車体ロール角の観測値を前記基準車体ロール角に近づけるように、前
記車体ロール角の観測値と前記基準車体ロール角との偏差に応じて前記ロール駆動機構の
アクチュエータを制御するように構成されていることが好ましい（第８発明）。
【００４７】
　ここで、第８発明における「基準車体ロール角」の意味は、前記第７発明における「基
準車体ロール角」と同じである。また、第８発明では、当該移動車両の直進走行時の前記
基準車体ロール角がゼロと定義される。
【００４８】
　この第８発明によれば、実際の車体ロール角が前記第１車体ロール角領域内に収まって
いる状況で、実際の車体ロール角が基準車体ロール角からずれていると、実際の車体ロー
ル角を基準車体ロール角に近づけるように機能するロール駆動モーメントを、運転者の体
重移動による車体の傾動を行い得る状態で、弱めに発生させることができる。
【００４９】
　このため、この場合、実際の車体ロール角が前記第１車体ロール角領域内に収まってい
る状況で、実際の車体のロール角が、基準車体ロール角付近の傾斜角度に保たれやすくな
る。
【００５０】
　上記第８発明では、当該移動車両の実際の車速が第２所定車速よりも大きい車速である
場合だけでなく、該実際の車速が第２所定車速以下である場合でも、前記車体ロール角の
観測値が前記第１車体ロール角領域内の値となる状況で、前記車体ロール角の観測値を前
記基準車体ロール角に近づけるように、前記車体ロール角の観測値と前記基準車体ロール
角との偏差に応じて前記ロール駆動機構のアクチュエータを制御するように前記制御装置
を構成することもできる。
【００５１】
　ただし、前記制御装置は、当該移動車両の実際の車速が前記第２所定車速以下の車速で
ある場合に、前記基準車体ロール角が当該移動車両に備えられた操舵輪の中立状態からの
操舵角と同じ側への車体ロール角の値となるように、該操舵角の観測値に応じて前記基準
車体ロール角を設定し、該基準車体ロール角に前記車体ロール角の観測値を近づけるよう
に該基準車体ロール角と前記車体ロール角の観測値との偏差に応じて前記ロール駆動機構
のアクチュエータを制御するように構成されていることが好ましい（第９発明）。
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【００５２】
　なお、第９発明において、操舵輪の中立状態からの操舵角と同じ側への車体ロール角と
いうのは、操舵輪が中立状態から右側又は左側に操舵されることに応じた当該移動車両の
旋回方向と同じ側に車体が傾いた状態の車体ロール角を意味する。
【００５３】
　この第９発明によれば、例えば、移動車両の発進直後に該移動車両の旋回走行を行うた
めに、該移動車両の発進前から前記操舵輪を中立状態から操舵した状況で、該移動車両の
発進を行った場合に、車体が旋回方向と同じ側に傾き易くなる。従って、移動車両の発進
直後に車体が旋回方向と逆側に傾くの予防することができる。
【００５４】
　前記第１～第７発明では、前記制御装置は、より具体的には、例えば次のような構成を
採用することができる。
【００５５】
　すなわち、前記制御装置は、例えば、前記第１車体ロール角領域を設定する車体ロール
角領域設定手段と、前記設定された第１車体ロール角領域からの前記車体ロール角の観測
値の逸脱状態を示す逸脱状態量を算出する車体ロール角逸脱状態量算出手段と、前記車体
ロール角の観測値の逸脱を低減する前記ロール駆動モーメントを発生させるように前記ロ
ール駆動機構のアクチュエータを制御するための操作量である第１操作量を、前記算出さ
れた逸脱状態量に応じて、又は前記算出された逸脱状態量と前記車体ロール角の時間的変
化率である車体ロール角速度の観測値とに応じて決定する第１操作量決定手段とを備えて
おり、少なくとも前記決定された第１操作量に応じて前記ロール駆動機構のアクチュエー
タを制御するように構成される（第１０発明）。
【００５６】
　なお、上記逸脱状態は、第１車体ロール角領域からの前記車体ロール角の観測値の逸脱
の有無、該逸脱の度合、該逸脱の方向等の状態である。
【００５７】
　この第１０発明によれば、前記制御装置は、前記算出された逸脱状態量に応じて、又は
前記算出された逸脱状態量と車体ロール角速度の観測値とに応じて前記第１操作量を決定
して、該第１操作量に応じて前記ロール駆動機構のアクチュエータを制御する。
【００５８】
　これにより、少なくとも車体ロール角の観測値が前記第１車体ロール角領域から逸脱し
た場合に、該車体ロール角の観測値を第１車体ロール角領域内に戻すように機能するロー
ル駆動モーメントを、フィードバック制御手法により適切に発生させることができる。
【００５９】
　また、前記算出された逸脱状態量と車体ロール角速度の観測値とに応じて前記第１操作
量を決定する場合には、車体ロール角の観測値が前記第１車体ロール角領域から逸脱した
場合等に、実際の車体ロール角の変化を素早く制動することが可能となる。
【００６０】
　また、前記第８発明又は第９発明では、前記制御装置は、より具体的には、例えば次の
ような構成を採用することができる。
【００６１】
　すなわち、前記制御装置は、例えば、前記第１車体ロール角領域を設定する車体ロール
角領域設定手段と、前記設定された第１車体ロール角領域からの前記車体ロール角の観測
値の逸脱状態を示す逸脱状態量を算出する車体ロール角逸脱状態量算出手段と、前記車体
ロール角の観測値の逸脱を低減する前記ロール駆動モーメントを発生させるように前記ロ
ール駆動機構のアクチュエータを制御するための操作量である第１操作量を、前記算出さ
れた逸脱状態量に応じて、又は前記算出された逸脱状態量と前記車体ロール角の時間的変
化率である車体ロール角速度の観測値とに応じて決定する第１操作量決定手段と、前記基
準車体ロール角を設定する基準車体ロール角設定手段と、前記設定された基準車体ロール
角と前記車体ロール角の観測値との偏差をゼロに近づける前記ロール駆動モーメントを発
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生させるように前記ロール駆動機構のアクチュエータを制御するための操作量である第２
操作量を、少なくとも前記偏差に応じて決定する第２操作量決定手段とを備えており、少
なくとも前記決定された第１操作量及び第２操作量の合成値に応じて前記ロール駆動機構
のアクチュエータを制御するように構成される（第１１発明）。
【００６２】
　なお、上記逸脱状態は、第１０発明における「逸脱状態」と同様に、第１車体ロール角
領域からの前記車体ロール角の観測値の逸脱の有無、該逸脱の度合、該逸脱の方向等の状
態である。
【００６３】
　この第１１発明によれば、前記制御装置は、前記算出された逸脱状態量に応じて、又は
前記算出された逸脱状態量と車体ロール角速度の観測値とに応じて前記第１操作量を決定
すると共に、前記設定された基準車体ロール角と前記車体ロール角の観測値との偏差に応
じて前記第２操作量を決定し、これらの第１操作量及び第２操作量の合成値に応じて前記
ロール駆動機構のアクチュエータを制御する。
【００６４】
　これにより、少なくとも車体ロール角の観測値が前記第１車体ロール角領域から逸脱し
た場合に、該車体ロール角の観測値を第１車体ロール角領域内に戻すように機能するロー
ル駆動モーメントを、フィードバック制御手法により適切に発生させることができる。
【００６５】
　さらに、車体ロール角の観測値が前記第１車体ロール角領域内に収まっている場合に、
該車体ロール角の観測値を基準車体ロール角に近づける（前記偏差をゼロに近づける）よ
うに機能するロール駆動モーメントを、フィードバック制御手法により適切に発生させる
ことができる。
【００６６】
　また、前記第１０発明又は第１１発明では、前記第１操作量決定手段は、前記第１操作
量を、前記算出された逸脱状態量と前記車体ロール角速度の観測値とに応じて決定するよ
うに構成されていると共に、前記車体ロール角の観測値が前記設定された第１車体ロール
角領域内で該第１車体ロール角領域の上限値寄りの値又は下限値寄り値となっている場合
に、前記車体ロール角速度をゼロに近づけるように該車体ロール角速度の観測値に応じて
前記第１操作量を決定するように構成されていることが好ましい（第１２発明）。
【００６７】
　この第１２発明によれば、前記車体ロール角の観測値が第１車体ロール角領域内から上
限値側又は下限値側に逸脱しそうな状況で、車体ロール角の変化を制動するロール駆動モ
ーメントを発生させることができる。
【００６８】
　このため、実際の車体ロール角が第１車体ロール角領域から逸脱しそうな場合に、その
逸脱を予防することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本発明の実施形態の移動車両の構造を示す図。
【図２】図１の移動車両に備えたロール駆動機構の構成を示す斜視図。
【図３】図１の移動車両の制御に関する構成を示すブロック図。
【図４】図３に示す目標ロール駆動モーメント決定部の処理を説明するためのブロック線
図。
【図５】（ａ）～（ｃ）は第１実施形態において、図４に示す許容車体ロール角領域決定
部及び基準車体ロール角決定部の処理を説明するためのグラフ。
【図６】（ａ），（ｂ）は車体ロール角に対するロール駆動モーメントの関数特性の例を
示すグラフ。
【図７】図３に示すモータ指令決定部の処理を説明するためのブロック線図。
【図８】（ａ）～（ｃ）は第２実施形態において、図４に示す許容車体ロール角領域決定
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部及び基準車体ロール角決定部の処理を説明するためのグラフ。
【図９】（ａ），（ｂ）は第３実施形態を説明するためのグラフ。
【図１０】（ａ）～（ｃ）は変形態様を説明するためのグラフ。
【発明を実施するための形態】
【００７０】
　［第１実施形態］
　本発明の第１実施形態を図１～図７を参照して以下に説明する。
【００７１】
　まず、本実施形態の移動車両の構造を図１及び図２を参照して説明する。
【００７２】
　本実施形態の移動車両１は、図１に示すように、運転者の搭乗部２を有するフレーム構
造の車体３と、車体３の前部側に前輪として配置された１つの車輪４（以降、前輪４とい
う）と、車体３の後部側に後輪として配置された２つの車輪５，５（以降、後輪５，５と
いう）とを備える３輪の車両である。
【００７３】
　２つの後輪５，５は、車体３の左右方向（図１の紙面に垂直な方向）に間隔を存して配
置されている。
【００７４】
　本実施形態の移動車両１では、前輪４が操舵輪である。さらに、後輪５，５が駆動輪で
ある。
【００７５】
　なお、図１は、前輪４の車軸中心線（回転軸心）と、後輪５，５の車軸中心線（回転軸
心）とが互いに平行となり、且つ、前輪４及び後輪５，５が直立姿勢で路面上に起立して
いる状態の移動車両１（換言すれば、直進走行時の姿勢状態の移動車両１。以降、この姿
勢状態を基本姿勢状態という）を側面視で示す図である。このため、図１では、２つの後
輪５，５のうちの左側の車輪５は、右側の車輪５の背後に隠れている。
【００７６】
　搭乗部２は、運転者が着座するシートとして構成され、車体３の前端部と後端部との間
の中間部に組付けられている。そして、搭乗部２に着座した運転者は、その左右の足平部
を搭乗部２と車体３の前端部との間の箇所で、車体３（又は車体３に組付けられたステッ
プ）に載せることが可能となっている。
【００７７】
　また、車体３の後端部には、各種運搬物等を搭載するボックス状の荷物搭載部６が装着
されている。なお、荷物搭載部６は、露出した荷台であってもよい。
【００７８】
　車体３の前端部には、前輪４の操舵軸線としての斜め上下方向の軸心を有するヘッドパ
イプ１１が形成されている。該ヘッドパイプ１１は、前輪４の後側上方に配置されている
。そして、前輪４をその車軸中心線周りに回転自在に支持する前輪支持機構１２がヘッド
パイプ１１に組付けられている。
【００７９】
　前輪支持機構１２は、例えばダンパー等のサスペンション機構を含むフロントフォーク
機構により構成され、前輪４と共にヘッドパイプ１１の軸心周り（操舵軸線周り）に回転
し得るようにヘッドパイプ１１に組付けられている。前輪支持機構１２が前輪４と共にヘ
ッドパイプ１１の軸心周り（操舵軸線周り）に回転することで、前輪４の操舵がなされる
。従って、前輪４は、前輪支持機構１２を介して操舵可能に車体３に取り付けられている
。
【００８０】
　なお、前輪支持機構１２の具体的な構造としては、例えば通常の自動二輪車の一般的な
前輪支持機構と同様の構造を採用できる。
【００８１】
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　また、ヘッドパイプ１１の上側には、運転者が把持するバー状のハンドル１３が配置さ
れている。そして、ハンドル１３が、前輪支持機構１２と一体に操舵軸線周りに回転し得
るようにヘッドパイプ１１に組み付けられている。
【００８２】
　詳細な図示は省略するが、ハンドル１３には、アクセルグリップ、ブレーキレバー、方
向指示器スイッチ等が組み付けられている。
【００８３】
　なお、前輪支持機構１２の回転角とハンドル１３の回転角との比率が１以外の比率とな
るように、前輪支持機構１２とハンドル１３との間に減速機等の回転伝達機構が介在され
ていてもよい。
【００８４】
　車体３の後端部の下方に、左右の後輪５，５が配置されている。そして、該後輪５，５
の間の箇所に、移動車両１の動力源たる原動機ユニット２１が配置されている。この原動
機ユニット２１には、該原動機ユニット２１の上側を覆うようにカバー部材２２が装着さ
れている。
【００８５】
　詳細な図示は省略するが、原動機ユニット２１は、エンジンあるいは電動モータ等によ
り構成される原動機から、駆動輪としての後輪５，５に、その車軸中心線周りの回転駆動
力が伝達されるように該後輪５，５に接続されている。
【００８６】
　かかる原動機ユニット２１及び後輪５，５の具体的な接続構造としては、例えば前記特
許文献２等に記載された構造のものを採用することができる。
【００８７】
　原動機ユニット２１は、ロール駆動機構２３を介して車体３に連結されている。従って
、後輪５，５は、これを回転自在に支持する後輪支持機構として機能する原動機ユニット
２１と、ロール駆動機構２３とを介して車体３に取り付けられている。
【００８８】
　ロール駆動機構２３は、路面に対して車体３がロール方向（車体３の前後方向の軸であ
るロール軸周りの方向）に傾動自在となるように原動機ユニット２１を車体３に連結する
と共に、アクチュエータの駆動力によって、該車体３にロール方向の路面反力モーメント
を作用させる機構である。
【００８９】
　このロール駆動機構２３は、本実施形態では次のように構成されている。図２を参照し
て、ロール駆動機構２３は、原動機ユニット２１に固定される後輪側固定ユニット３１と
、後輪側固定ユニット３１に対してロール方向に回転可能に組付けられた回転ユニット３
２と、アクチュエータとしての電動モータ３３と、電動モータ３３が出力する駆動力（回
転駆動力）を回転ユニット３２に伝達する動力伝達機構３４とを主要構成として備える。
【００９０】
　後輪側固定ユニット３１は、左右方向に間隔を存して原動機ユニット２１にネジ等によ
り固定される一対の板部材３５，３５と、該板部材３５，３５の間に、軸心Ｃ１を前後方
向に向けた状態で配置された軸部材３６とを備える。軸部材３６は、その外周部が板部材
３５，３５に固定されている。
【００９１】
　そして、軸部材３６の前端側に配置された回転ユニット３２が、軸部材３６の軸心Ｃ１
周りに回転し得るように、ベアリング等を介して軸部材３６に連結されている。
【００９２】
　回転ユニット３２は、軸部材３６側から前方に向かって延在し、その先端側の部分が、
左右方向に間隔を有する二股状に形成されている。さらに、その二股状の部分の先端には
、回転ユニット３２を車体３に連結するための取付穴３７，３７が左右方向の軸心を有す
るように形成されている。そして、回転ユニット３２は、車体３に対して取付穴３７，３
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７の軸心周りにピッチ方向に揺動し得るように、取付穴３７，３７を介して車体３（詳し
くは、車体３の前後方向の中間部分）に取り付けられている（図１を参照）。
【００９３】
　このため、車体３は、後輪５，５に対して（ひいては後輪５，５が接地する路面に対し
て）、前記軸部材３６の軸心Ｃ１周りにロール方向に傾動可能となっていると共に、前記
取付穴３７，３７の軸心周りにピッチ方向に揺動可能となっている。
【００９４】
　さらに、回転ユニット３２の上面部には、図１に示すダンパー３８を連結するための取
付穴３９が左右方向の軸心を有するように形成されている。ダンパー３８は、図１に示す
ように、その下端部が取付穴３９を介して回転ユニット３２に軸支されると共に、上端部
が車体３に軸支されている。これにより、後輪５，５に対する車体３のピッチ方向の揺動
がダンパー３８により制動されるようになっている。
【００９５】
　電動モータ３３は、その軸心（ロータの回転軸心）を前記軸部材３６の軸心Ｃ１と同方
向に向けた状態で、前記板部材３５，３５の一方側、例えば右側の板部材３５の側方に配
置されている。そして、電動モータ３３のハウジングは、該電動モータ３３の出力側の端
部に装着された減速機４１のハウジングを介して右側の板部材３５に固定されている。
【００９６】
　動力伝達機構３４は、上記減速機４１を有する共に、カップリング４４、駆動側クラン
クアーム４５、連結ロッド４６、及び被動側クランクアーム４７を有し、該減速機４１に
電動モータ３３から入力される回転駆動力を、カップリング４４、駆動側クランクアーム
４５、連結ロッド４６、及び被動側クランクアーム４７を介して回転ユニット３２に伝達
するように構成されている。
【００９７】
　さらに詳細には、減速機４１から前方側に突出された出力軸４２の先端側の部分に、カ
ップリング４４の入力部となる環状プレート４３が固定されている。さらに環状プレート
４３の後方側に、該環状プレート４３と出力軸４２の軸心方向に間隔を存して、カップリ
ング４４の出力部となる板状の駆動側クランクアーム４５が配置されている。この駆動側
クランクアーム４５は、出力軸４２に対して相対回転し得るように、ベアリング等を介し
て該出力軸４２の外周に支承されている。
【００９８】
　そして、環状プレート４３と駆動側クランクアーム４５との間にカップリング４４が介
装されている。このカップリング４４は、駆動側クランクアーム４５と環状プレート４３
とのそれぞれの対向面に形成した凹凸をゴム等の複数の弾性部材４３ａを介して噛み合わ
せた構造のものである。従って、カップリング４４は、環状プレート４３と駆動側クラン
クアーム４５との間の回転駆動力の伝達を、弾性部材４３ａの弾性力を介して行うように
構成されている。
【００９９】
　被動側クランクアーム４７は、駆動側クランクアーム４５と左右方向に間隔を存して並
ぶようにして前記回転ユニット３２の上面部に突設されている。そして、被動側クランク
アーム４７は、連結ロッド４６を介して駆動側クランクアーム４５に連結されている。
【０１００】
　この場合、連結ロッド４６の駆動側クランクアーム４５側の端部は、出力軸４２の軸心
と偏心した軸心周りに回転可能に駆動側クランクアーム４５に軸支され、連結ロッド４６
の被動側クランクアーム４７側の端部は、前記軸部材３６の軸心Ｃ１と偏心した軸心周り
に回転可能に被動側クランクアーム４７に軸支されている。
【０１０１】
　動力伝達機構３４は、以上の如く構成されているので、電動モータ３３から減速機４１
を介して出力軸４２に出力する回転駆動力を、環状プレート４３、カップリング４４、駆
動側クランクアーム４５、連結ロッド４６、及び被動側クランクアーム４７を介して回転
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ユニット３２に伝達し、さらに該回転ユニット３２を介して車体３に伝達するように構成
されている。
【０１０２】
　この場合、電動モータ３３のハウジング（該ハウジングには電動モータ３３のステータ
が固定されている）が、後輪５，５が接続されている原動機ユニット２１に、後輪側固定
ユニット３１を介して固定されているので、電動モータ３３から車体３への回転駆動力の
伝達によって、車体３にロール方向の路面反力モーメントが作用することとなる。
【０１０３】
　補足すると、ロール駆動機構２３のアクチュエータとして、回転駆動力を出力する電動
モータ３３の代わりに、油圧式のロータリアクチュエータを使用したり、あるいは、電動
式もしくは油圧式の直動型のアクチュエータを使用してもよい。
【０１０４】
　また、ロール駆動機構２３は、上記と異なる構成で、車体３にロール方向の回転駆動力
を付与し得るように構成されていてもよい。例えば、動力伝達機構３４として、複数のギ
ヤを備える機構、あるいは、回転伝達をベルトもしくはチェーンを介して行う機構等を採
用してもよい。
【０１０５】
　移動車両１は、以上説明した機構的な構成の他、車体３のロール方向の姿勢（傾斜）の
制御及び電動モータ３３の動作制御のための構成として次のような構成を備えている。
【０１０６】
　すなわち、移動車両１は、該移動車両１の運動状態を観測（検出又は推定）するための
センサとして、図３に示す如く、前輪４の操舵角を観測するための操舵角センサ６１と、
移動車両１の車速を観測するための車速センサ６２と、車体３のロール方向の傾斜角（重
力方向に対する傾斜角）である車体ロール角を観測するための車体ロール角センサ６３と
、車体３のヨーレートを観測するためのヨーレートセンサ６４とを備える。
【０１０７】
　さらに移動車両１は、前記カップリング４４の入力側の環状プレート４３と出力側の駆
動側クランクアーム４５との間の相対回転角度（以降、カップリング捩れ角という）を観
測するためのカップリング捩れ角センサ６５と、電動モータ３３のロータの回転速度（又
は前記出力軸４２の回転速度）を観測するためのモータ側回転速度センサ６６とを備える
。
【０１０８】
　また、移動車両１は、電動モータ３３を制御することで、車体３のロール方向の姿勢制
御を行う制御装置７０を備え、この制御装置７０に上記の各センサ６１～６６の出力信号
が入力される。該制御装置７０は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ等を含む電子回路ユニットに
より構成されており、各センサ６１～６６の出力信号から、それぞれに対応する状態量（
操舵角、車速等）の観測値を認識して取得する機能を有する。
【０１０９】
　操舵角センサ６１は、例えばロータリエンコーダ、ポテンショメータ等により構成され
、図１に示す如く、前輪４の操舵角（前輪支持機構１２又はハンドル１３の回転角）に応
じた信号を出力するように、車体３の前端部のヘッドパイプ１１に組み付けられている。
【０１１０】
　なお、以降の説明では、操舵角センサ６１の出力信号から認識される操舵角の値及びそ
の極性については、移動車両１の前記基本姿勢状態（直進走行時の姿勢状態）での前輪４
の操舵角（中立操舵角）をゼロ、前輪４を中立操舵角から右向き（上方から見て時計周り
の向き）に操舵した場合の操舵角を正の操舵角、前輪４を中立操舵角から左向き（上方か
ら見て反時計周りの向き）に操舵した場合の操舵角を負の操舵角と定義する。
【０１１１】
　車速センサ６２は、例えばロータリエンコーダにより構成され、図１に示す如く前輪４
の回転速度に応じた信号を出力するように移動車両１に搭載されている。本実施形態の例
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では、前輪４の回転に連動して回転するように該前輪４の上面に接触されたローラ５１が
前輪支持機構１２に取り付けられている。そして、車速センサ６２は、該ローラ５１の回
転速度（これは前輪４の回転速度に比例する）に応じた信号を出力するように、該ローラ
５１の回転軸部に装着されている。
【０１１２】
　この場合、制御装置７０は、車速センサ６２の信号により示されるローラ５１の回転速
度をあらかじめ定められた演算式又はマップにより車速に換算することで、該車速の観測
値を取得する。
【０１１３】
　なお、車速センサ６２を構成するロータリエンコーダは、例えば前輪４の車軸に装着さ
れていてよい。あるいは、該ロータリエンコーダは、例えば後輪５の回転速度に応じた検
出信号を出力するように移動車両１に搭載されていてもよい。さらには、車速センサ６２
は、ロータリエンコーダ以外のセンサにより構成されていてもよい。
【０１１４】
　車体ロール角センサ６３は、例えば加速度センサとジャイロセンサ（角速度センサ）と
から構成されており、図１に示すように、前輪４と後輪５，５との間で車体３の下部に組
み付けられている。この場合、制御装置７０は、これらの加速度センサ及びジャイロセン
サの出力から所定の演算処理を行うことで、車体ロール角の観測値を取得する。この場合
の具体的な演算処理の手法としては、例えば特許４１８１１１３号にて本願出願人が提案
した手法を採用することができる。
【０１１５】
　なお、以降の説明では、車体ロール角センサ６３の出力信号から認識される車体ロール
角の値及びその極性については、移動車両１の前記基本姿勢状態（直進走行時の姿勢状態
）での車体ロール角をゼロ、車体３が基本姿勢状態から右側（移動車両１を後方から見て
右側）に傾斜した場合した車体ロール角を正の車体ロール角、車体３が基本姿勢状態から
左側（移動車両１を後方から見て左側）に傾斜した場合した車体ロール角を負の車体ロー
ル角と定義する。
【０１１６】
　補足すると、本実施形態では、車体ロール角センサ６３は、車体ロール角の時間的変化
率である車体ロール角速度を検出するためのセンサとしても利用される。車体ロール角速
度の観測値は、車体ロール角センサ６３の出力から車体ロール角速度の観測値を算出する
演算処理により、あるいは、車体ロール角の観測値の時間的変化率を算出する処理（微分
演算処理）により取得することができる。
【０１１７】
　ヨーレートセンサ６４は、ジャイロセンサ等により構成されており、図１に示すように
、前輪４と後輪５，５との間で車体３の下部に組み付けられている。なお、車体ロール角
センサ６３がその構成要素としてヨー方向の角速度に応じた信号を出力を発生するジャイ
ロセンサを備える場合には、ヨーレートセンサ６４を省略し、車体ロール角センサ６３の
出力信号から、ヨーレートの観測値を制御装置７０で取得するようにしてもよい。
【０１１８】
　なお、以降の説明では、ヨーレートセンサ６４の出力信号から認識されるヨーレートの
の極性については、移動車両１の右側への旋回走行時（上方から見て時計周り方向の旋回
走行時）に発生するヨーレートを正のヨーレート、移動車両１の左側への旋回走行時（上
方から見て反時計周り方向の旋回走行時）に発生するヨーレートを負のヨーレートと定義
する。
【０１１９】
　カップリング捩れ角センサ６５は、例えばロータリーエンコーダ、ポテンショメータ等
により構成され、図２に示すように、カップリング捩れ角に応じた信号を出力するように
、ロール駆動機構２３の動力伝達機構３４の環状プレート４３にカップリング４４と反対
側で装着されている。
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【０１２０】
　なお、カップリング捩れ角センサ６５は、例えば、出力軸４２又は環状プレート４３の
回転角度に応じた信号を出力するセンサと、駆動側クランクアーム４５の回転角度に応じ
た信号を出力するセンサとで構成されていてもよい。
【０１２１】
　モータ側回転速度センサ６６は、例えばロータリーエンコーダ等により構成され、図２
に示すように、電動モータ３３のロータの回転速度（これは出力軸４２の回転速度に比例
する）に応じた信号を出力するように、電動モータ３３に装着されている。
【０１２２】
　制御装置７０は、移動車両１の適所に搭載されている。例えば、図１に示すように、制
御装置７０は、前記荷物搭載部６に搭載されている。この制御装置７０は、実装されるプ
ログラムにより実現される機能、又はハードウェア構成により実現される機能として、操
舵角等の状態量の観測値を取得する機能の他、車体３に作用させるロール方向の路面反力
モーメントの目標値である目標ロール駆動モーメントを逐次決定する目標ロール駆動モー
メント決定部７１と、目標ロール駆動モーメントに応じて電動モータ３３の制御指令であ
るモータ指令を逐次決定するモータ指令決定部７２とを備える。該モータ指令は、例えば
電動モータ３３のトルク指令値（出力トルクの目標値）である。
【０１２３】
　なお、図示は省略するが、移動車両１には、制御装置７０及び電動モータ３３等の電源
となるバッテリも搭載されている。
【０１２４】
　次に、制御装置７０の制御処理を中心に本実施形態の移動車両１の作動を説明する。
【０１２５】
　なお、以降の説明では、車体ロール角等の状態量を示す参照符号のうち、“_act”とい
う添え字を付したものは、該状態量の実際の値又はその観測値（検出値又は推定値）を意
味する参照符号として使用する。また、“_cmd”という添え字を付した参照符号は、目標
値を示す参照符号として使用する。
【０１２６】
　移動車両１の図示しない起動スイッチを投入することで、原動機ユニット２１と制御装
置７０とが起動する。
【０１２７】
　この起動状態で、搭乗部２に着座した運転者がハンドル１３のアクセルグリップを操作
することで、原動機ユニット２１により後輪５，５が回転駆動される。これにより移動車
両１の走行が行われる。
【０１２８】
　また、起動した制御装置７０は、前記各センサ６１～６６の出力を取得しつつ、目標ロ
ール駆動モーメント決定部７１の処理を実行することで、目標ロール駆動モーメントを所
定の制御処理周期で逐次決定する。さらに、制御装置７０は、目標ロール駆動モーメント
に応じてモータ指令決定部７２の処理を実行することで、モータ指令を所定の制御処理周
期で逐次決定する。
【０１２９】
　そして、制御装置７０は、モータ指令に応じて、電動モータ３３の通電電流を図示しな
いモータ駆動回路を介してフィードバック制御することで、電動モータ３３の出力トルク
を、モータ指令により示されるトルク指令値に追従させるように制御する。これにより、
車体３に実際に作用するロール方向の路面反力モーメントが目標ロール駆動モーメントに
追従するように制御される。
【０１３０】
　制御装置７０の目標ロール駆動モーメント決定部７１及びモータ指令決定部７２の処理
は、以下に説明するように実行される。
【０１３１】



(18) JP 5955306 B2 2016.7.20

10

20

30

40

50

　まず、目標ロール駆動モーメント決定部７１の処理を説明する。目標ロール駆動モーメ
ント決定部７１の処理を概略的に説明すると、目標ロール駆動モーメント決定部７１は、
実際の車体ロール角が適切な範囲から逸脱した状況、もしくはその逸脱が発生する虞があ
る状況で、当該逸脱を防止する（詳しくは、実際の車体ロール角を適切な範囲内に復元さ
せ、もしくは、該車体ロール角を適切な範囲内に留まらせる）ように目標ロール駆動モー
メントＭd_cmdを決定する。
【０１３２】
　上記適切な範囲は、移動車両１の理想的（最適）と考えられる挙動特性もしくは設計的
な目標とする挙動特性を実現し得る車体ロール角（以降、基準車体ロール角という）の近
辺の角度範囲（基準車体ロール角から乖離し過ぎない角度範囲）である。該基準車体ロー
ル角は、本実施形態では、例えば重力モーメントと遠心力モーメントとが釣り合って、そ
れらの合成モーメントがゼロとなるような車体ロール角もしくはそれに近い車体ロール角
である。
【０１３３】
　ここで、上記重力モーメントは、より詳しくは、移動車両１及びこれに搭乗している運
転者の全体の重心に作用する重力に起因して車体３に作用するロール方向のモーメントで
ある。また、上記遠心力モーンメントは、より詳しくは、移動車両１の旋回走行時に移動
車両１及びこれに搭乗している運転者の全体の重心に作用する遠心力に起因して車体３に
作用するロール方向のモーメントである。
【０１３４】
　補足すると、移動車両１の直進走行時の遠心力モーメントはゼロであるので、上記合成
モーメントは重力モーメントに一致する。
【０１３５】
　また、目標ロール駆動モーメント決定部７１は、実際の車体ロール角が上記適切な範囲
に収まっている状況では、運転者の体重移動（移動車両１及び運転者の全体の重心の左右
方向への移動）による車体３のロール方向の傾動を抑制しないか、もしくはその抑制力が
十分に小さなものとなるように、目標ロール駆動モーメントを決定する。
【０１３６】
　かかる目標ロール駆動モーメント決定部７１は、図４のブロック線図で示す処理によっ
て、目標ロール駆動モーメントＭd_cmdを逐次決定する。
【０１３７】
　この場合、目標ロール駆動モーメント決定部７１には、図４に示すように、車体ロール
角センサ６３の出力から制御装置７０が認識する車体ロール角θbの値θb_act（観測値）
及び車体ロール角速度θb_dotの値θb_dot_act（観測値）と、車速センサ６２の出力から
制御装置７０が認識する移動車両１の車速Ｖの値Ｖ_act（観測値）と、操舵角センサ６１
の出力から制御装置７０が認識する前輪４の操舵角δの値δ_act（観測値）とが逐次入力
される。
【０１３８】
　なお、図４において、目標ロール駆動モーメント決定部７１への入力値として括弧付き
で記載されているヨーレートωzの値ωz_act（観測値）は、後述の実施形態に関するもの
である。本実施形態では、ヨーレートωz_actは目標ロール駆動モーメント決定部７１の
処理で使用されないので、前記ヨーレートセンサ６４は省略されていてもよい。
【０１３９】
　そして、目標ロール駆動モーメント決定部７１は、車体ロール角の適切な範囲としての
許容車体ロール角領域を決定する許容車体ロール角領域決定部８１の処理と、前記基準車
体ロール角を決定する基準車体ロール角決定部８２の処理と、目標ロール駆動モーメント
Ｍd_cmdの主成分Ｍd1として、車体ロール角θb_actの許容車体ロール角領域からの逸脱を
防止するように機能するロール駆動モーメントＭd1（以降、ロール駆動主成分モーメント
Ｍd1という）を決定する第１ロール駆動モーメント算出部８３の処理と、目標ロール駆動
モーメントＭd_cmdの付加的な副成分として、車体ロール角θb_actを基準車体ロール角に
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近づけるように機能するロール駆動モーメントＭd2（以降、ロール駆動副成分モーメント
Ｍd2という）を決定する第２ロール駆動モーメント算出部８４の処理と、ロール駆動主成
分モーメントＭd1とロール駆動副成分モーメントＭd2とを合成する（加え合わせる）モー
メント合成部８５の処理とを所定の制御処理周期で逐次実行することで、目標ロール駆動
モーメントＭd_cmdを逐次決定する。
【０１４０】
　さらに詳細には、目標ロール駆動モーメント決定部７１は、各制御処理周期において、
まず、許容車体ロール角領域決定部８１及び基準車体ロール角決定部８２の処理を実行す
る。
【０１４１】
　基準車体ロール角決定部８２は、入力される車速Ｖ_act及び操舵角δ_actの現在値（最
新値）の応じて、あらかじめ作成されたマップ（又は演算式）により基準車体ロール角θ
b_baseを決定する。
【０１４２】
　基準車体ロール角θb_baseの決定用の上記マップ（又は演算式）は、車速Ｖ及び操舵角
δの任意の値と、基準車体ロール角θb_baseの値との間の関係を規定するものである。
【０１４３】
　該マップ（又は演算式）により規定される上記関係の例を、図５（ａ）～（ｃ）に示す
。図５（ａ）～（ｃ）は、それぞれ、操舵角δを互いに異なる一定値とした場合の車速Ｖ
と、基準車体ロール角θb_baseとの間の関係を破線のグラフで例示している。そして、図
５（ａ）は、δがゼロである場合の例、図５（ｂ）は、δが正の値δx（δxは１つの代表
値）である場合の例、図５（ｃ）はδが負の値－δxである場合の例である。
【０１４４】
　なお、図５（ａ）～（ｃ）の実線のグラフは、許容車体ロール角領域決定部８１で後述
する如く決定される許容車体ロール角領域を示すグラフである。
【０１４５】
　基準車体ロール角θb_baseの決定用のマップ（又は演算式）は、これにより決定される
基準車体ロール角θb_baseが、車速Ｖ及び操舵角δの値の組に応じて規定される遠心力モ
ーメントと、重力モーメントとが釣り合う（該遠心力モーメントと重力モーメントとの合
成モーメントがゼロになる）こととなる車体ロール角θbの値に概ね一致するように作成
されている。
【０１４６】
　ここで、車速Ｖ及び操舵角δの値の組に応じて規定される遠心力モーメントというのは
、車速Ｖと操舵角δとをそれぞれ任意の値で一定に維持して移動車両１の走行を行ったと
仮定した場合に、該移動車両１と運転者との全体の重心に作用する遠心力に起因して車体
３に作用するロール方向のモーメントを意味する。
【０１４７】
　そして、基準車体ロール角θb_baseの決定用のマップ（又は演算式）は、移動車両１の
モデル（動力学モデル又は運動学モデル）、あるいは、実験等に基づいてあらかじめ作成
される。
【０１４８】
　補足すると、基準車体ロール角θb_baseの決定用のマップ（又は演算式）は、一例とし
て、基準車体ロール角θb_baseを、遠心力モーメントと重力モーメントとが釣り合うこと
となる車体ロール角θbの値に高精度に一致させるように作成しておくことができる。た
だし、移動車両１の挙動特性の設計的な指針等に応じて、基準車体ロール角θb_baseを、
当該釣り合う値から乖離し過ぎない程度で、当該釣り合う値から意図的に若干ずらした値
にするように、上記マップ（又は演算式）を作成しておくようにしてもよい。
【０１４９】
　かかるマップ（又は演算式）を用いて、基準車体ロール角決定部８２が車速Ｖ_act及び
操舵角δ_actに応じて決定する基準車体ロール角θb_baseは、移動車両１の停車状態（Ｖ
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_act＝０）、あるいは、直進走行状態（δ_act＝０）では、図５（ａ）に示す如くゼロと
なる。
【０１５０】
　また、δ_act≠０となる移動車両１の旋回走行状態では、図５（ｂ）又は図５（ｃ）に
示す如く、Ｖ_actが大きいほど、あるいは、δ_actの大きさ（絶対値）が大きいほど、基
準車体ロール角θb_baseの大きさ（絶対値）が大きくなるように基準車体ロール角θb_ba
seが決定される。
【０１５１】
　この場合、δ_act＞０である場合（前輪４が右向きに操舵された場合）には、基準車体
ロール角θb_baseは、図５（ｂ）に示す如く正の傾斜角度（車体３が右側に傾いた状態で
の傾斜角度）となり、δ_act＜０である場合（前輪４が左向きに操舵された場合）には、
基準車体ロール角θb_baseは、図５（ｃ）に示す如く負の傾斜角度（車体３が左側に傾い
た状態での傾斜角度）となる。
【０１５２】
　補足すると、基準車体ロール角決定部８２は、本発明における基準車体ロール角設定手
段としての機能を有する。
【０１５３】
　前記許容車体ロール角領域決定部８１は、車速Ｖ_act及び操舵角δ_actの現在値（最新
値）に応じて、あらかじめ作成されたマップ（又は演算式）により許容車体ロール角領域
を決定する。なお、許容車体ロール角領域を決定する場合、該許容車体ロール角領域の上
限値lim_R及び下限値lim_Lを直接的に決定すること、あるいは、上限値lim_R及び下限値l
im_Lを規定するパラメータ（例えば、許容車体ロール角領域の幅とその中央値との組等）
を決定することのいずれを行うようにしてもよい。
【０１５４】
　許容車体ロール角領域の決定用の上記マップ（又は演算式）は、車速Ｖ及び操舵角δの
任意の値と、許容車体ロール角領域の上限値lim_R及び下限値lim_Lのそれぞれとの間の関
係を規定するものである。
【０１５５】
　該マップ（又は演算式）により規定される上記関係の例を、図５（ａ）～（ｃ）に実線
のグラフで示した。図５（ａ）～（ｃ）は、それぞれ、操舵角δを互いに異なる一定値と
した場合の車速Ｖと、許容車体ロール角領域の上限値lim_R及び下限値lim_Lのそれぞれと
の間の関係を実線のグラフで例示している。なお、前記したように、図５（ａ）～（ｃ）
はそれぞれ、δがゼロ、正の値δx、負の値－δxである場合の例である。
【０１５６】
　許容車体ロール角領域の決定用のマップ（又は演算式）は、車速Ｖ及び操舵角δの値に
対して、次のような傾向で許容車体ロール角領域が許容車体ロール角領域決定部８１によ
り決定されるように作成されている。
【０１５７】
　すなわち、許容車体ロール角領域は、図５（ａ）～（ｃ）に例示する如く、車速Ｖの値
Ｖ_actが小さいほど（ゼロに近いほど）、該許容車体ロール角領域の上限値lim_Rと下限
値lim_Lとの差（＝lim_R－lim_L）である該許容車体ロール角領域の幅が小さくなるよう
に決定される。
【０１５８】
　より詳しくは、本実施形態では、車速Ｖ_actがあらかじめ定められた第１所定車速Ｖ１
よりも小さい状態（移動車両１の停車状態もしくは微小車速の状態）である場合には、許
容車体ロール角領域は、その幅がゼロの領域として決定される。換言すれば、該許容車体
ロール角領域は、その上限値lim_Rと下限値lim_Lとが互いに同一の値となる領域として決
定される。
【０１５９】
　そして、この場合の許容車体ロール角領域の上限値lim_R及び下限値lim_Lは、本実施形
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態では、基準車体ロール角θb_baseに一致する値として決定される。
【０１６０】
　そして、許容車体ロール角領域は、車速Ｖの値Ｖ_actが上記第１所定車速Ｖ１以上であ
る場合に、該車速Ｖ_actの上昇に伴い、許容車体ロール角領域の幅がゼロから大きくなっ
ていくように（換言すれば、車速Ｖ_actの低下に伴い、許容車体ロール角領域の幅がゼロ
でない大きさからゼロに近づいていくように）決定される。
【０１６１】
　さらに、車速Ｖ_actが上記第１所定車速Ｖ１よりも大きい場合において、移動車両１の
直進走行状態（δ_act＝０となる状態）では、図５（ａ）に示す如く、lim_R＞０、且つ
、lim_L＜０、且つ、｜lim_R｜＝｜lim_L｜となるように、換言すれば、許容車体ロール
角領域の中心値（＝(lim_R＋lim_L)／２）が、ゼロ（＝基準車体ロール角θb_base）とな
るように、許容車体ロール角領域が決定される。
【０１６２】
　また、車速Ｖ_actが上記第１所定車速Ｖ１よりも大きい場合において、δ_act＞０又は
δ_act＜０となる移動車両１の旋回走行状態では、図５（ｂ）又は（ｃ）に示す如く、許
容車体ロール角領域の中心値が、移動車両１の旋回方向と同じ側に車体３が傾く車体ロー
ル角（δ_actと同じ極性の車体ロール角）となり、且つ、操舵角δ_actの大きさ（絶対値
）が大きいほど、許容車体ロール角領域の中心値の大きさ（絶対値）も大きくなるように
、許容車体ロール角領域が決定される。
【０１６３】
　また、車速Ｖ_actが上記第１所定車速Ｖ１よりも大きい場合において、δ_act＞０とな
る移動車両１の旋回走行状態（右側への旋回走行状態）では、図５（ｂ）に示す如く、許
容車体ロール角領域の上限値lim_R及び下限値lim_Lのうち、右側の限界値（旋回方向と同
じ側の限界値）である上限値lim_Rが左側の限界値である下限値lim_Lよりも基準車体ロー
ル角θb_baseにより近づくように（換言すれば、許容車体ロール角領域の中心値の大きさ
（絶対値）が、基準車体ロール角θb_baseの大きさ（絶対値）よりも小さくなるように）
、許容車体ロール角領域が決定される。
【０１６４】
　また、車速Ｖ_actが上記第１所定車速Ｖ１よりも大きい場合において、δ_act＜０とな
る移動車両１の旋回走行状態（左側への旋回走行状態）では、図５（ｃ）に示す如く、許
容車体ロール角領域の上限値lim_R及び下限値lim_Lのうち、左側の限界値（旋回方向と同
じ側の限界値）である下限値lim_Lが右側の限界値である上限値lim_Rよりも基準車体ロー
ル角θb_baseにより近づくように（換言すれば、許容車体ロール角領域の中心値の大きさ
（絶対値）が、基準車体ロール角θb_baseの大きさ（絶対値）よりも小さくなるように）
、許容車体ロール角領域が決定される。
【０１６５】
　なお、本実施形態では、前輪４を最大限（機構的な最大限）に左側に操舵した状態で移
動車両１の左側への旋回走行を行った場合に遠心力モーメンと重力モーメントとが釣り合
うこととなる車体ロール角θbの値（＜０）と、前輪４を最大限（機構的な最大限）に右
側に操舵した状態で移動車両１の右側への旋回走行を行った場合に遠心力モーメンと重力
モーメントとが釣り合うこととなる車体ロール角θbの値（＞０）との間に許容車体ロー
ル角領域が収まるように、該許容車体ロール角領域の決定用のマップ（又は演算式）が作
成されている。
【０１６６】
　これは、車体３が不必要に右側又は左側に傾くのを防止するためである。
【０１６７】
　補足すると、許容車体ロール角領域決定部８１は、本発明における車体ロール角領域設
定手段としての機能を有する。この場合、許容車体ロール角領域決定部８１が決定する許
容車体ロール角領域が本発明における第１車体ロール角領域に相当する。
【０１６８】
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　なお、許容車体ロール角領域は、基準車体ロール角θb_baseが部分的に（車速Ｖ又は操
舵角δの部分的な範囲内で）、許容車体ロール角領域から若干逸脱するような形態で設定
されていてもよい。例えば、図５（ｂ）あるいは図５（ｃ）に示す許容車体ロール角領域
は、車速Ｖ_actが大きなものとなる範囲で、基準車体ロール角θb_baseが許容車体ロール
角領域から若干逸脱するように該許容車体ロール角領域が設定されている。
【０１６９】
　ただし、基準車体ロール角θb_baseが常に許容車体ロール角領域内に収まるように許容
車体ロール角領域を設定してもよい。
【０１７０】
　目標ロール駆動モーメント決定部７１は、次に、第１ロール駆動モーメント算出部８３
及び第２ロール駆動モーメント算出部８４の処理を実行する。
【０１７１】
　第１ロール駆動モーメント算出部８３には、現在の（最新）の車体ロール角θb_act（
観測値）と車体ロール角速度θb_dot_act（観測値）とが入力されると共に、許容車体ロ
ール角領域決定部８１で決定された最新の許容車体ロール角領域の上限値lim_R及び下限
値lim_Lが入力される。
【０１７２】
　そして、第１ロール駆動モーメント算出部８３は、ロール駆動主成分モーメントＭd1の
組成成分として、許容車体ロール角領域からの車体ロール角θb_actの逸脱状態に応じた
第１成分Ｍd1_1と、車体ロール角速度θb_dot_actに応じた第２成分Ｍd1_2とをそれぞれ
処理部８３ａ，８３ｂにより決定する。さらに、第１ロール駆動モーメント算出部８３は
、算出した第１成分Ｍd1_1及び第２成分Ｍd1_2を演算部８３ｃで合成する（加え合わせる
）ことにより、ロール駆動主成分モーメントＭd1（＝Ｍd1_1＋Ｍd1_2）を算出する。
【０１７３】
　上記第１成分Ｍd1_1は次のように処理部８３ａにより決定される。まず、処理部８３ａ
の図中のグラフで示す如く、許容車体ロール角領域からの車体ロール角θb_actの逸脱状
態（逸脱の有無、逸脱の度合、及び逸脱の方向）を示す逸脱状態量ｆ１が決定される。具
体的には、θb_actと、許容車体ロール角領域との比較に応じて、次式（１ａ）～（１ｃ
）のいずれかにより逸脱状態量ｆ１が決定される。
【０１７４】
 
　lim_Ｌ≦θb_act≦lim_Rである場合
　　ｆ１＝０　　……（１ａ）
　θb_act＜lim_Lである場合
　　ｆ１＝θb_act－lim_L　　……（１ｂ）
　θb_act＞lim_Rである場合
　　ｆ１＝θb_act－lim_R　　……（１ｃ）
 
　このように本実施形態では、車体ロール角θb_actが許容車体ロール角領域に収まって
いる場合には、逸脱状態量ｆ１がゼロとされる一方、車体ロール角θb_actが許容車体ロ
ール角領域から逸脱している場合には、その逸脱量（逸脱の度合）が逸脱状態量ｆ１とし
て決定される。この場合、車体ロール角θb_actが上限値lim_R側及び下限値lim_L側のい
ずれの側に逸脱しているか（逸脱の方向）が、ｆ１の極性によって示されることとなる。
【０１７５】
　なお、逸脱状態量ｆ１は、マップを用いて算出するようにしてもよい。
【０１７６】
　そして、処理部８３ａは、上記の如く決定した逸脱状態量ｆ１に、あらかじめ定められ
た負の所定値のゲイン（－Ｋ１）を乗じることにより第１成分Ｍd1_1を算出する。
【０１７７】
　すなわち、次式（２）により第１成分Ｍd1_1が算出される。
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【０１７８】
 
　Ｍd1_1＝－Ｋ１×ｆ１　　……（２）
 
　このように算出される第１成分Ｍd1_1は、lim_Ｌ≦θb_act≦lim_Rである場合（すなわ
ち、θb_actが許容車体ロール角領域内に収まっている場合）にはゼロとなる。
【０１７９】
　一方、θb_act＜lim_L又はθb_act＞lim_Rである場合（すなわち、θb_actが許容車体
ロール角領域から逸脱した場合）には、算出される第１成分Ｍd1_1は、逸脱状態量ｆ１と
逆極性のロール方向のモーメント、すなわち、車体ロール角θb_actを許容車体ロール角
領域内に戻す向きのロール方向のモーメントとなる。また、この場合の第１成分Ｍd1_1の
大きさは、逸脱状態量ｆ１の大きさ（絶対値）が大きいほど、大きくなる。
【０１８０】
　ここで、本実施形態では、前記ゲインＫ１の大きさは、車体ロール角θb_actが許容車
体ロール角領域から逸脱した状況において、車体ロール角θb_actの変化に対する第１成
分Ｍd1_1の変化の感度（θb_actの単位変化量当たりのＭd1_1の変化量）に相当するもの
である。そして、本実施形態では、ゲインＫ１の大きさは、車体ロール角θb_actの変化
に対する前記重力モーメントの変化の感度よりも十分に大きなものとなるようにあらかじ
め設定されている。
【０１８１】
　このため、車体ロール角θb_actが許容車体ロール角領域から逸脱した場合には、その
逸脱量の大きさがある程度増加すると、第１成分Ｍd1_1が、重力モーメントに抗して車体
ロール角θb_actを許容車体ロール角領域に戻し得るモーメントとなる。
【０１８２】
　また、前記第２成分Ｍd1_2は次のように処理部８３ｂにより決定される。まず、処理部
８３ｂの図中のグラフで示す如く、車体ロール角速度θb_dot_actに乗じる調整係数Ｃ１(
≦１)が車体ロール角θb_actに応じて決定される。具体的には、θb_actと、許容車体ロ
ール角領域との比較に応じて、次式（３ａ）～（３ｄ）のいずれかにより調整係数Ｃ１が
決定される。なお、ｄthは、あらかじめ定められた正の所定値である。
【０１８３】
 
　θb_act＞lim_Rである場合、又はθb_act＜lim_Lである場合
　　Ｃ１＝１　　……（３ａ）
　lim_R－lim_L＞２×ｄth、且つ、lim_Ｌ＋ｄth≦θb_act≦lim_R－ｄthである場合
　　Ｃ１＝０　　……（３ｂ）
　lim_R－lim_L＞２×ｄth、且つ、lim_Ｌ≦θb_act＜lim_L＋ｄthである場合、又は、li
m_R－lim_L≦２×ｄth、且つ、lim_L≦θb_act＜(lim_L＋lim_R)／２である場合
　　Ｃ１＝１－(θb_act－lim_L)／ｄth　　……（３ｃ）
　lim_R－lim_L＞２×ｄth、且つ、lim_R－ｄth＜θb_act≦lim_Rである場合、又は、lim
_R－lim_L≦２×ｄth、且つ、(lim_L＋lim_R)／２≦θb_act≦lim_Rである場合
　　Ｃ１＝１－(lim_R－θb_act)／ｄth　　……（３ｄ）
 
　このように調整係数Ｃ１を決定することで、車体ロール角θb_actが許容車体ロール角
領域から逸脱している場合には、調整係数Ｃ１は、“１”に決定される。車体ロール角θ
b_actが許容車体ロール角領域内に収まっており、且つ、上限値lim_R又は下限値lim_Lに
比較的近い値となっている場合（lim_R又はlim_Lとの差の絶対値が所定値ｄth以下である
場合）には、調整係数Ｃ１は、車体ロール角θb_actが上限値lim_R又は下限値lim_Lにさ
らに近づくに伴い、ゼロ又はゼロ寄りの値から“１”に近づいていくように決定される。
【０１８４】
　なお、調整係数Ｃ１は、マップを用いて決定するようにしてもよい。
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【０１８５】
　そして、処理部８３ｂは、上記の如く決定した調整係数Ｃ１を車体ロール角速度θb_do
t_actに乗じてなる値に、さらに、あらかじめ定められた負の所定値のゲイン（－Ｄ１）
を乗じることによって、第２成分Ｍd1_2を算出する。
【０１８６】
　すなわち、次式（４）により第２成分Ｍd1_2が算出される。
【０１８７】
 
　Ｍd1_2＝－Ｄ１×Ｃ１×θb_dot_act　　……（４）
 
　このように算出される第２成分Ｍd1_2は、車体ロール角θb_actが許容車体ロール角領
域から逸脱している場合、あるいは、車体ロール角θb_actが許容車体ロール角領域内に
収まっていると共に、上限値lim_R又は下限値lim_Lに比較的近い値となっている（より詳
しくはlim_R又はlim_Lとの差の絶対値が所定値ｄth以下となっている）場合には、車体ロ
ール角速度θb_dot_actをゼロに近づける（減速する）ように機能するロール方向の制動
モーメントとなる。
【０１８８】
　また、車体ロール角θb_actが許容車体ロール角領域内で、上限値lim_R及び下限値lim_
Lにさほど近づいていない状況では、第２成分Ｍd1_2はゼロとなる。
【０１８９】
　第１ロール駆動モーメント算出部８３は、以上の如く算出した第１成分Ｍd1_1及び第２
成分Ｍd1_2を、次式（５）で示す如く加え合わせることにより、ロール駆動主成分モーメ
ントＭd1を算出する。
【０１９０】
 
　Ｍd1＝Ｍd1_1＋Ｍd1_2　　……（５）
 
　補足すると、第１ロール駆動モーメント算出部８３は、本発明における第１操作量決定
手段及び車体ロール角逸脱状態量算出手段としての機能を有する。この場合、第１ロール
駆動モーメント算出部８３の処理のうち、逸脱状態量ｆ１を算出する処理が、車体ロール
角逸脱状態量算出手段としての機能に相当する。また、第１ロール駆動モーメント算出部
８３が決定するロール駆動主成分モーメントＭd1が、本発明における第１操作量に相当す
る。
【０１９１】
　次に、第２ロール駆動モーメント算出部８４の処理を説明する。第２ロール駆動モーメ
ント算出部８４には、現在の（最新）の車体ロール角θb_act（観測値）が入力されると
共に、基準車体ロール角決定部８２で決定された最新の基準車体ロール角θb_baseが入力
される。
【０１９２】
　そして、第２ロール駆動モーメント算出部８４は、図４に示す如く、基準車体ロール角
θb_baseと車体ロール角θb_actとの偏差に、あらかじめ定められた正の所定値のゲイン
Ｋ２を乗じることによりロール駆動副成分モーメントＭd2を算出する。
【０１９３】
　すなわち、次式（６）によりロール駆動副成分モーメントＭd2が算出される。
【０１９４】
 
　Ｍd2＝Ｋ２×（θb_base－θb_act）　　……（６）
 
　このようにロール駆動副成分モーメントＭd2を算出することで、該Ｍd2は、車体ロール
角θb_actを基準車体ロール角θb_baseに近づけるように機能するロール方向のモーメン
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トとなる。
【０１９５】
　ここで、本実施形態では、式（６）におけるゲインＫ２の大きさは、車体ロール角θb_
actの変化に対するロール駆動副成分モーメントＭd2の変化の感度（θb_actの単位変化量
当たりのＭd2の変化量）に相当するものである。そして、本実施形態では、ゲインＫ２の
大きさは、車体ロール角θb_actの変化に対する前記重力モーメントの変化の感度よりも
小さなものとなるようにあらかじめ設定されている。
【０１９６】
　補足すると、第２ロール駆動モーメント算出部８４は、本発明における第２操作量決定
手段としての機能を有する。この場合、第２ロール駆動モーメント算出部８４が決定する
ロール駆動副成分モーメントＭd2が、本発明における第２操作量に相当する。
【０１９７】
　目標ロール駆動モーメント決定部７１は、以上の如く、ロール駆動主成分モーメントＭ
d1とロール駆動副成分モーメントＭd2とを算出した後、モーメント合成部８５の処理を実
行する。
【０１９８】
　該モーメント合成部８５は、次式（７）で示す如く、算出されたＭd1とＭd2とを加え合
わせることにより目標ロール駆動モーメントＭd_cmdを決定する。
【０１９９】
 
　Ｍd_cmd＝Ｍd1＋Ｍd2　　……（７）
 
　以上が目標ロール駆動モーメント決定部７１の処理の詳細である。
【０２００】
　かかる処理により決定される目標ロール駆動モーメントＭd_cmdと車体ロール角θbとの
間の関係（θbに対するＭd_cmdの関数特性）は、概ね図６（ａ）又は図６（ｂ）に実線の
グラフで示す如き特性を有するものとなる。
【０２０１】
　なお、図６（ａ）は、移動車両１の直進走行状態での特性の一例を示し、図６（ｂ）は
移動車両１の旋回走行状態（右側への旋回走行状態）での特性の一例を示している。また
、これらの図６（ａ），（ｂ）では、説明の便宜上、車体ロール角速度θb_dot_actは、
ゼロもしくはほぼゼロ（ひいては、Ｍd1_2≒０）であるとしている。
【０２０２】
　また、図６（ａ），（ｂ）中の二点鎖線のグラフは重力モーメントと車体ロール角θb
との関係を例示している。該重力モーメントは、概ね車体ロール角θbの正弦値sin(θb)
に比例する。従って、θbの大きさが十分に小さい場合には、重力モーメントは近似的に
θbに比例するものとなる。
【０２０３】
　図６（ａ），（ｂ）に例示されるように、目標ロール駆動モーメントＭd_cmdは、車体
ロール角θbに対して単調変化（本実施形態では単調減少）する関数となるように決定さ
れる。
【０２０４】
　また、車体ロール角θbの変化に対するＭd_cmdの変化の感度（ロール駆動モーメント感
度という）は、前記ゲインＫ１，Ｋ２が前述した如く設定されていることによって、車体
ロール角θbの値θb_actが許容車体ロール角領域内に収まっている場合には、車体ロール
角θbの変化に対する重力モーメントの変化の感度（重力モーメント感度）に比して小さ
い大きさの感度となり、車体ロール角θbの値θb_actが許容車体ロール角領域から逸脱し
ている場合には、重力モーメント感度に比して大きい大きさの感度となる。
【０２０５】
　従って、車体ロール角θbに対する目標ロール駆動モーメントＭd_cmdの関数特性は、本
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発明における前記性質Ａ～Ｄを有するものとなっている。
【０２０６】
　なお、この場合、許容車体ロール角領域と、該許容車体ロール角領域の上限値lim_Rよ
りも大きい車体ロール角θbの範囲と、該許容車体ロール角領域の下限値lim_Lよりも小さ
い車体ロール角θbの範囲とがそれぞれ本発明における第１車体ロール角領域、第２車体
ロール角領域、第３車体ロール角領域に相当する。
【０２０７】
　次に、前記モータ指令決定部７２の処理を説明する。モータ指令決定部７２は、図７の
ブロック線図で示す処理によって、電動モータ３３のトルク指令値Ｔm_cmdを逐次決定す
る。
【０２０８】
　この場合、モータ指令決定部７２には、図７に示すように、目標ロール駆動モーメント
決定部７１により決定された目標ロール駆動モーメントＭd_cmdと、前記カップリング捩
れ角センサ６５の出力から制御装置７０が認識するカップリング捩れ角ｄφ_actの値（観
測値）と、前記モータ側回転速度センサ６６の出力から制御装置７０が認識する電動モー
タ３３のロータの回転速度ωm__actの値（観測値）とが逐次入力される。
【０２０９】
　そして、モータ指令決定部７２は、各制御処理周期において、図７に示す如く、目標ロ
ール駆動モーメントＭd_cmdに所定値Ｋeの逆数値を乗じることにより、カップリング捩れ
角ｄφの目標値ｄφ_cmdを算出する。すなわち、モータ指令決定部７２は、次式（８ａ）
により、目標ロール駆動モーメントＭd_cmdを、カップリング捩れ角ｄφの目標値ｄφ_cm
dに変換する。
【０２１０】
 
ｄφ_cmd＝（１／Ｋe）×Ｍd_cmd　　……（８ａ）
 
　上記Ｋeは、カップリング４４の入力側と出力側との間の弾性変形係数（所謂、ばね定
数）の値としてあらかじめ設定された所定値である。
【０２１１】
　そして、モータ指令決定部７２は、図７に示す如く、目標値ｄφ_cmdとカップリング捩
れ角ｄφの観測値ｄφ_actとの偏差に、あらかじめ定められた所定値のゲインＫpを乗じ
ることにより、電動モータ３３のロータの回転速度の目標値ωm_cmdを算出する。すなわ
ち、モータ指令決定部７２は、次式（８ｂ）により電動モータ３３のロータの回転速度の
目標値ωm_cmdを算出する。
【０２１２】
 
　ωm_cmd＝Ｋp×（ｄφ_cmd－ｄφ_act）　　……（８ｂ）
 
　さらに、モータ指令決定部７２は、図７に示す如く、目標値ωm_cmdと、電動モータ３
３のロータの回転速度ωmの観測値ωm_actとの偏差に、あらかじめ定められた所定値のゲ
インＫvと、電動モータ３３のロータのあらかじめ定められた慣性モーメントＪmとを乗じ
ることにより、電動モータ３３のトルク指令値Ｔm_cmdを算出する。すなわち、モータ指
令決定部７２は、次式（８ｃ）により、トルク指令値Ｔm_cmdを算出する。
【０２１３】
 
　Ｔm_cmd＝Ｊm×Ｋv×（ωm_cmd－ωm_act）　　……（８ｃ）
 
　以上がモータ指令決定部７２の処理の詳細である。
【０２１４】
　以上説明した本実施形態によれば、移動車両１の走行中（直進走行時又は旋回走行時）
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に、車体ロール角θb_actが許容車体ロール角領域内に収まっている状態では、ロール駆
動主成分モーメントＭd1の第２成分Ｍd1_2（車体ロール角速度θb_dot_actに応じた成分
）がゼロもしくはそれに近い値に維持されている限り、目標ロール駆動モーメントＭd_cm
dが、ロール駆動副成分モーメントＭd2に一致もしくはほぼ一致する。
【０２１５】
　この場合、ロール駆動副成分モーメントＭd2は、ゼロもしくは弱いモーメントとなるの
で、運転者は自身の体重移動により比較的容易に車体ロール角θb_actを所望の傾斜角度
に変化させることができる。
【０２１６】
　そして、運転者が意図的に体重移動を行っていない状況では、車体ロール角θb_actが
基準車体ロール角θb_baseからずれていれば、ロール駆動機構２３の電動モータ３３の制
御によって、車体ロール角θb_actを基準車体ロール角θb_baseに近づけるようにロール
駆動モーメント（≒Ｍd2）が車体３に作用するので、車体ロール角θb_actが移動車両１
の走行状態に適した基準車体ロール角θb_baseの近辺の傾斜角度に保たれやすくなる。
【０２１７】
　一方、車体ロール角θb_actが許容車体ロール角領域から逸脱した場合には、車体ロー
ル角θb_actを許容車体ロール角領域内に戻そうとするロール駆動主成分モーメントＭd1
の大きさが素早く増大して、目標ロール駆動モーメントＭd_cmdが、ロール駆動主成分モ
ーメントＭd1に近い値となる。
【０２１８】
　この場合、ロール駆動主成分モーメントＭd1は、強めのモーメントとなるので、車体ロ
ール角θb_actの許容車体ロール角領域からの逸脱がさらに進行するのが強固に防止され
る。
【０２１９】
　また、許容車体ロール角領域の幅は、車速Ｖ_actが小さいほど小さくなるので、車速Ｖ
_actが小さいほど、車体ロール角θb_actが、基準車体ロール角θb_base付近の傾斜角度
に強固に保たれるようにすることができる。
【０２２０】
　また、車体ロール角θb_actが許容車体ロール角領域内から逸脱しそうな状況（詳しく
は、車体ロール角θb_actが、許容車体ロール角領域内の上限値lim_R又は下限値lim_Lの
近くで、該上限値lim_R又は下限値lim_Lに向かって変化している状況）では、ロール駆動
主成分モーメントＭd1の第２成分Ｍd1_2（車体ロール角速度θb_dot_actに応じた成分）
によって、車体ロール角θb_actの変化を制動するロール駆動モーメントが車体３に作用
する。このため、車体ロール角θb_actが許容車体ロール角領域から逸脱する直前から、
その逸脱を予防することができる。
【０２２１】
　また、移動車両１の右側への旋回走行時は、許容車体ロール角領域の右側の限界値たる
上限値lim_Rが下限値lim_Lよりも基準車体ロール角θb_baseに近いものとなり、移動車両
１の左側への旋回走行時は、許容車体ロール角領域の左側の限界値たる下限値lim_Lが上
限値lim_Rよりも基準車体ロール角θb_baseに近いものとなる。
【０２２２】
　このため、移動車両１の旋回走行時に、車体３が旋回方向を同じ側に必要以上に傾くの
を防止することができる。
【０２２３】
　［第２実施形態］
　次に、本発明の第２実施形態を説明する。なお、本実施形態は、許容車体ロール角領域
及び基準車体ロール角の決定処理だけが第１実施形態と相違するものである。このため、
本実施形態の説明は、その相違点を中心に行い、第１実施形態と同一の事項については説
明を省略する。
【０２２４】
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　本実施形態では、目標ロール駆動モーメント決定部７１の許容車体ロール角領域決定部
８１及び基準車体ロール角決定部８２には、前輪４の操舵角δ_actの代わりに、ヨーレー
トセンサ６４の出力から制御装置７０が認識するヨーレートωz_actの値（観測値）が逐
次入力される（図４の括弧付きのωz_actを参照）。
【０２２５】
　そして、基準車体ロール角決定部８２は、各制御処理周期において、入力される車速Ｖ
_act及びヨーレートωz_actの現在値（最新値）に応じて、あらかじめ作成されたマップ
（又は演算式）により基準車体ロール角θb_baseを決定する。
【０２２６】
　このマップ（又は演算式）は、車速Ｖ及びヨーレートωzの任意の値と、基準車体ロー
ル角θb_baseの値との間の関係を規定するものである。
【０２２７】
　該マップ（又は演算式）により規定される上記関係の例を、図８（ａ）～（ｃ）に示す
。図８（ａ）～（ｃ）は、ヨーレートωzがゼロに維持される場合、ωzが正の値ωza（ω
zaは１つの代表値）に維持される場合、ωzが負の値－ωzaに維持される場合のそれぞれ
の場合における車速Ｖと、基準車体ロール角θb_baseとの間の関係を破線のグラフで例示
している。
【０２２８】
　基準車体ロール角θb_baseの決定用の当該マップ（又は演算式）は、これにより決定さ
れる基準車体ロール角θb_baseが、車速Ｖ及びヨーレートωzの値の組に応じて規定され
る遠心力モーメントと、重力モーメントとが釣り合う（該遠心力モーメントと重力モーメ
ントとの合成モーメントがゼロもしくはほぼゼロになる）こととなる車体ロール角θbの
値に一致するように作成されている。
【０２２９】
　かかるマップ（又は演算式）を用いて、基準車体ロール角決定部８２が車速Ｖ_act及び
ヨーレートωz_actに応じて決定する基準車体ロール角θb_baseは、第１実形態と同様に
、移動車両１の停車状態（Ｖ_act＝０）、あるいは、直進走行状態（ωz_act＝０）では
、図８（ａ）に示す如くゼロとなる。
【０２３０】
　また、ωz_act≠０となる移動車両１の旋回走行状態では、図８（ｂ）又は図８（ｃ）
に示す如く、Ｖ_actが大きいほど、あるいは、ωz_actの大きさ（絶対値）が大きいほど
、基準車体ロール角θb_baseの大きさ（絶対値）が大きくなるように基準車体ロール角θ
b_baseが決定される。この場合、ωz_act＞０である場合（右側への旋回走行が行われて
いる場合）には、基準車体ロール角θb_baseは、図８（ｂ）に示す如く正の傾斜角度（車
体３が右側に傾いた状態での傾斜角度）となり、ωz_act＜０である場合（左側への旋回
走行が行われている場合）には、基準車体ロール角θb_baseは、図８（ｃ）に示す如く負
の傾斜角度（車体３が左側に傾いた状態での傾斜角度）となる。
【０２３１】
　また、本実施形態では、前記許容車体ロール角領域決定部８１は、車速Ｖ_act及びヨー
レートωz_actの現在値（最新値）に応じて、あらかじめ作成されたマップ（又は演算式
）により許容車体ロール角領域を決定する。
【０２３２】
　このマップ（又は演算式）は、車速Ｖ及びヨーレートωzの任意の値と、許容車体ロー
ル角領域の上限値lim_R及び下限値lim_Lのそれぞれとの間の関係を規定するものである。
【０２３３】
　該マップ（又は演算式）により規定される上記関係の例（ヨーレートωzがゼロ、正の
値ωza、負の値－ωzaにそれぞれ維持される場合における例）を、図８（ａ）～（ｃ）に
実線のグラフで示した。
【０２３４】
　かかるマップ（又は演算式）により決定される許容車体ロール角領域の上限値lim_R及
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び下限値lim_Lの、車速Ｖに対する変化の特性は、第１実施形態と同じである。
【０２３５】
　また、許容車体ロール角領域の上限値lim_R及び下限値lim_Lの、ヨーレートωzに対す
る変化の特性については、車速Ｖ_actが上記第１所定車速Ｖ１よりも大きい場合において
、ωz_act＞０又はωz_act＜０となる移動車両１の旋回走行状態では、図８（ｂ）又は（
ｃ）に示す如く、許容車体ロール角領域の中心値が、移動車両１の旋回方向と同じ側に車
体３が傾く車体ロール角（ωz_actと同じ極性の車体ロール角）となり、且つ、ヨーレー
トωz_actの大きさ（絶対値）が大きいほど、許容車体ロール角領域の中心値の大きさ（
絶対値）も大きくなるように、許容車体ロール角領域が決定される。
【０２３６】
　また、車速Ｖ_actが上記第１所定車速Ｖ１よりも大きい場合において、ωz_act＞０と
なる移動車両１の旋回走行状態（右側への旋回走行状態）では、図８（ｂ）に示す如く、
許容車体ロール角領域の上限値lim_R及び下限値lim_Lのうち、右側の限界値（旋回方向と
同じ側の限界値）である上限値lim_Rが左側の限界値である下限値lim_Lよりも基準車体ロ
ール角θb_baseにより近づくように（換言すれば、許容車体ロール角領域の中心値の大き
さ（絶対値）が、基準車体ロール角θb_baseの大きさ（絶対値）よりも小さくなるように
）、許容車体ロール角領域が決定される。
【０２３７】
　また、車速Ｖ_actが上記第１所定車速Ｖ１よりも大きい場合において、ωz_act＜０と
なる移動車両１の旋回走行状態（左側への旋回走行状態）では、図８（ｃ）に示す如く、
許容車体ロール角領域の上限値lim_R及び下限値lim_Lのうち、左側の限界値（旋回方向と
同じ側の限界値）である下限値lim_Lが右側の限界値である上限値lim_Rよりも基準車体ロ
ール角θb_baseにより近づくように、（換言すれば、許容車体ロール角領域の中心値の大
きさ（絶対値）が、基準車体ロール角θb_baseの大きさ（絶対値）よりも小さくなるよう
に）、許容車体ロール角領域が決定される。
【０２３８】
　本実施形態は、以上説明した事項以外は、第１実施形態と同じである。
【０２３９】
　かかる本実施形態においても、第１実施形態と同様の効果を奏することができる。
【０２４０】
　なお、本実施形態では、図８（ａ）～（ｃ）に例示した如く、基準車体ロール角θb_ba
seが常に許容車体ロール角領域内に収まるように許容車体ロール角領域が設定される。た
だし、許容車体ロール角領域は、基準車体ロール角θb_baseが部分的に（車速Ｖ又はヨー
レートωzの部分的な範囲内で）、許容車体ロール角領域から若干逸脱するような形態で
設定されていてもよい。
【０２４１】
　［第３実施形態］
　次に、本発明の第３実施形態を説明する。なお、本実施形態は、基準車体ロール角θb_
baseの決定処理だけが第１実施形態と相違するものである。このため、本実施形態の説明
は、その相違点を中心に行い、第１実施形態と同一の事項については説明を省略する。
【０２４２】
　前記第１実施形態では、基準車体ロール角θb_baseは、前輪４の操舵角δ_actがゼロで
ある場合には、車速Ｖ_actによらずに、基準車体ロール角θb_baseがゼロに決定される。
【０２４３】
　これに対して、本実施形態では、図９（ａ）又は（ｂ）に例示する如く、車速Ｖ_actが
第２所定車速Ｖ２よりも小さい状態としての、移動車両１の停車状態もしくは微小車速の
状態において、前輪４の操舵角δ_actに応じて基準車体ロール角θb_baseが可変的に決定
される。
【０２４４】
　図９（ａ）は、前輪４の操舵角δが、ある１つの正の値δxである場合の基準車体ロー



(30) JP 5955306 B2 2016.7.20

10

20

30

40

50

ル角θb_baseを破線のグラフで示し、図９（ｂ）は、前輪４の操舵角δが、ある１つの負
の値－δxである場合の基準車体ロール角θb_baseを破線のグラフで示している。
【０２４５】
　なお、上記第２所定車速Ｖ２は、図５に示した前記第１所定車速Ｖ１と同一の値、ある
いは、異なる値のいずれでもよい。
【０２４６】
　図示の如く、本実施形態では、車速Ｖ_actが第２所定車速Ｖ２よりも小さい状態（Ｖ_a
ct＝０となる停車状態を含む）で、前輪４の操舵角δ_actが正の値である場合（前輪４が
右側に操舵されている場合）には、基準車体ロール角θb_baseが正の値θb(δx)、すなわ
ち、車体３が前輪４の操舵方向と同じ側（ここでは右側）に傾く傾斜角度に決定される。
【０２４７】
　また、車速Ｖ_actが第２所定車速Ｖ２よりも小さい状態で、前輪４の操舵角δ_actが負
の値である場合（前輪４が左側に操舵されている場合）には、基準車体ロール角θb_base
が負の値θb(－δx)、すなわち、車体３が前輪４の操舵方向と同じ側（ここでは左側）に
傾く傾斜角度に決定される。
【０２４８】
　そして、車速Ｖ_actが第２所定車速Ｖ２よりも小さい状態での基準車体ロール角θb_ba
seの大きさは、前輪４の操舵角δ_actの大きさが大きいほど、大きくなるように決定され
る。
【０２４９】
　なお、車速Ｖ_actが、第２所定車速Ｖ２以上の車速となる状態では、基準車体ロール角
θb_baseは、遠心力モーメントと重力モーメントとが釣り合う（遠心力モーメントと重力
モーメントとの合成モーメントがゼロもしくはほぼゼロなる）ような車体ロール角θbの
値に決定される。
【０２５０】
　本実施形態は、以上説明した事項以外は、第１実施形態と同じである。
【０２５１】
　かかる本実施形態によれば、次のような効果が得られる。すなわち、移動車両１を発進
させるときに、その発進直後から右側又は左側に移動車両１を旋回させようとする場合に
は、移動車両１の運転者は、移動車両１の発進前から、該移動車両１を旋回させようとす
る方向と同じ側に前輪４を操舵しておくことが多々ある。
【０２５２】
　この場合、車速Ｖ_actが第２所定車速Ｖ２よりも小さい状態での基準車体ロール角θb_
baseを上記の如く決定することで、移動車両１の発進直後の旋回時に、車体３を旋回方向
と同じ側に傾けることを円滑に行うことができる。
【０２５３】
　なお、車速Ｖ_actが第２所定車速Ｖ２よりも小さい状態で、上記の如く基準車体ロール
角θb_baseを前輪４の操舵角δ_actに応じて決定することを、前記第２実施形態に適用し
てもよい。
【０２５４】
　［変形態様］
　次に、以上説明した実施形態に係る変形態様をいくつか説明する。
【０２５５】
　前記各実施形態では、図６（ａ），（ｂ）に例示したように、車体ロール角θbの変化
に対する目標ロール駆動モーメントＭd_cmdの変化の感度（換言すれば、Ｍd_cmdをθbに
より偏微分してなる値）が、許容車体ロール角領域内とその外側の領域とで不連続的に変
化するよう、目標ロール駆動モーメントＭd_cmdが決定される。
【０２５６】
　ただし、上記感度が、許容車体ロール角領域の上限値lim_R及び下限値lim_Lの前後で、
例えば、連続的に変化するように、目標ロール駆動モーメントＭd_cmdを決定する構成を
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採用してもよい。
【０２５７】
　例えば、前記ロール駆動主成分モーメントＭd1の第１成分Ｍd1_1を求める処理（処理部
８３ａの処理）において、図１０（ａ）又は図１０（ｂ）又は図１０（ｃ）のグラフで例
示する如く、車体ロール角θbに応じて前記逸脱状態量ｆ１を決定する。
【０２５８】
　この場合、図１０（ａ）又は図１０（ｂ）又は図１０（ｃ）に示す例では、θbの変化
に対するｆ１の変化の感度が、許容車体ロール角領域の上限値lim_R及び下限値lim_Lのそ
れぞれの前後で、連続的に変化するように、逸脱状態量ｆ１が決定される。
【０２５９】
　なお、図１０（ａ）では、許容車体ロール角領域の上限値lim_R及び下限値lim_Lは、そ
れぞれ、θbの変化に対するｆ１の変化の感度が変化しているθbの範囲の中間の値に設定
されている。また、図１０（ｂ）では、許容車体ロール角領域の上限値lim_R及び下限値l
im_Lは、該領域内で、θbの変化に対するｆ１の変化の感度が一定値（ここではゼロ）と
なるように設定されている。また、図１０（ｃ）では、許容車体ロール角領域の上限値li
m_R及び下限値lim_Lは、該領域の外側で、θbの変化に対するｆ１の変化の感度が一定値
となるように設定されている。
【０２６０】
　上記の如く逸脱状態量ｆ１を車体ロール角θｂに応じて決定することで、車体ロール角
θbの変化に対する目標ロール駆動モーメントＭd_cmdの変化の感度を連続的に変化させる
ようにすることができる。
【０２６１】
　また、前記各実施形態では、ロール駆動主成分モーメントＭd1とロール駆動副成分モー
メントＭd2とを合成することで、目標ロール駆動モーメントＭd_cmdを決定するようにし
た。ただし、例えば、ロール駆動主成分モーメントＭd1をそのまま目標ロール駆動モーメ
ントＭd_cmdとして決定するようにしてもよい。
【０２６２】
　この場合には、基準車体ロール角決定部８２の処理、第２ロール駆動モーメント算出部
８４の処理、及びモーメント合成部８５の処理は不要である。
【０２６３】
　また、前記各実施形態では、車体ロール角θb_actが許容車体ロール角領域内に収まっ
ている場合に、ロール駆動主成分モーメントＭd1の第１成分Ｍd1_1だけでなく、第２成分
Ｍd1_2もゼロするように、該第２成分Ｍd1_2を決定するようにしてもよい。換言すれば、
車体ロール角θb_actが許容車体ロール角領域内に収まっている場合に、ロール駆動主成
分モーメントＭd1を常にゼロとするように、該ロール駆動主成分モーメントＭd1を決定す
るようにしてもよい。
【０２６４】
　また、前記各実施形態では、本発明における第１操作量、第２操作量に相当するものと
して、ロール駆動主成分モーメントＭd1、ロール駆動副成分モーメントＭd2を決定するよ
うにしたが、ロール駆動機構２３の電動モータ３３等のアクチュエータの駆動力の目標値
等の他の種類の制御用操作量を第１操作量、第２操作量として決定するようにすることも
可能である。
【０２６５】
　また、以上説明した各実施形態では、前輪４が１輪、後輪５，５が２輪の移動車両を例
にとって説明したが、本発明の移動車両は、例えば、前輪及び後輪の両方が左右方向に間
隔を存する２つの車輪により構成されている移動車両、あるいは、前輪が２輪、後輪が１
輪の移動車両であってもよい。
【符号の説明】
【０２６６】
　１…移動車両、２…搭乗部、３…車体、５…後輪（車輪）、２３…ロール駆動機構、３
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３…電動モータ（アクチュエータ）、７０…制御装置、第１ロール駆動、８１…許容車体
ロール角領域決定部（車体ロール角領域設定手段）、８２…基準車体ロール角決定部（基
準車体ロール角設定手段）、８３…第１ロール駆動モーメント算出部（第１操作量決定手
段、車体ロール角逸脱状態量算出手段）、８４…第２ロール駆動モーメント算出部（第２
操作量決定手段）。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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