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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の走行状態に基づいてパラメータを求め、前記車両に搭載されているアクチュエー
タの制御量をそのパラメータに基づいて決定する車両の制御装置において、
　前記パラメータは、前記車両の前後方向の加速度と横方向の加速度とを合成した合成加
速度の増大によって直ちに増大しかつ前記合成加速度の低下に対して遅れて低下するパラ
メータであり、
　前記パラメータに対する前記制御量を複数のアクチュエータ毎に予め設定しておき、前
記パラメータが求められた場合、その時点にその単一のパラメータに基づいて前記複数の
アクチュエータ毎の制御量を求めるとともにその制御量に基づいて各アクチュエータを統
一的に制御するように構成されていることを特徴とする車両の制御装置。
【請求項２】
　前記パラメータは、前記車両に搭載されているセンサによって検出された実測加速度も
しくは前記車両に加速度を生じさせる操作機構の操作量から算出される推定加速度に基づ
いて求められたパラメータを含むことを特徴とする請求項１に記載の車両の制御装置。
【請求項３】
　前記複数のアクチュエータは、前記車両の駆動力源の出力を変化させる出力制御用アク
チュエータと、前記車両に搭載されている変速機の変速比を変化させる変速用アクチュエ
ータと、前記車両に搭載されている操舵機構のアクチュエータと、前記車両に搭載されて
いるサスペンション機構における懸架用アクチュエータもしくは前記車両に搭載されてい
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る演出用アクチュエータとの少なくともいずれか二つを含むことを特徴とする請求項１ま
たは２に記載の車両の制御装置。
【請求項４】
　前記制御量は、前記アクチュエータが動作するタイミングと動作量との少なくともいず
れか一方を変更するように構成されていることを特徴とする請求項１ないし３のいずれか
に記載の車両の制御装置。
【請求項５】
　前記単一のパラメータに基づいて求められる前記制御量を手動操作によって変更する調
整機構を更に備えていることを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載の車両の制
御装置。
【請求項６】
　前記車両の走行モードを、自動モードと、エコノミーモードもしくはスポーツモードあ
るいはスノーモードまたはノーマルモードとのいずれかに切り替える切替手段を更に備え
、その切替手段によって前記自動モードが選択されている場合に、前記パラメータが求め
られるとともにその単一のパラメータに基づいて前記複数のアクチュエータ毎の制御量が
求められかつその制御量に基づいて各アクチュエータが統一的に制御されるように構成さ
れていることを特徴とする請求項１ないし５のいずれかに記載の車両の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、アクセル操作量に対する駆動力源の出力や変速比などとの等の相互関係で
ある駆動力特性、あるいは操舵操作に対する車両の回頭性やコーナーでの外輪側の沈み込
みあるいはバンプ・リバウンドの程度もしくはバンプ・リバウンドの生じやすさなどの懸
架特性あるいはシャシー特性（以下、これらをまとめて走行特性と記すことがある。）を
、運転者の嗜好や車両の走行環境などに適合させるように構成された制御装置に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　車両におけるアクセル操作やブレーキ操作あるいはステアリングホイールの操作などに
基づく挙動の変化の程度は、それらの機構の構成や制御装置でのデータの設定などによっ
て決まる。このような操作量やタイヤから入力される外力などに対する車体の挙動の変化
の程度である走行特性は、多くの車両では、その用途や想定される使用者などを考慮して
、需要者が最も受け入れやすいと思われる特性に設定されている。
【０００３】
　車種に応じて設定されるこのような走行特性は、あくまでも、設計上想定した条件を満
たすように設定されるのに対して、実際の運転者の好み（指向）などは多様であり、また
車両が実際に走行する市街地や高速道路、ワインディング路、登坂路や降坂路などの走行
環境は様々である。そのため、車両に要求される特性は、運転者毎に、あるいは走行環境
毎に異なっているのが実情である。従来、このようないわゆる運転指向と車両の特性との
齟齬もしくは差異を可及的に少なくする技術が開発されており、その例が以下の特許文献
に開示されている。
【０００４】
　特許文献１には、運転指向を車両の挙動制御に反映するよう構成された装置が記載され
ている。この特許文献１に記載された装置は、ニューロコンピュータを使用する駆動力制
御装置であって、アクセルストロークおよび車速に対する加速度の関係を要求加速度モデ
ルとして学習し、そのモデルと走りの指向を反映した第２の基準加速度モデルとの偏差、
および第２の基準加速度モデルと標準的な第１の基準加速度モデルとの偏差に基づいてス
ロットル開度を演算するように構成されている。
【０００５】
　また、特許文献２には、スポーツモードスイッチと、スノーモードスイッチと、エコモ
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ードスイッチとの複数の運転モードの切替を行うスイッチを備えた車両制御装置であって
、これらのスイッチで運転モードを選択した場合にその運転モードを含む制御指令信号を
エンジンＥＣＵとサスペンションＥＣＵとに出力して、アクチュエータがその運転モード
に応じて動作するように構成された制御装置が記載されている。
【０００６】
　さらに、特許文献３には、横加速度を運転者が選択することができるように構成された
車両用走行制御装置が記載されており、この特許文献３に記載された装置によれば、自動
変速機のスポーツモードまたはノーマルモードの設定状態に応じて横加速度を切り替える
ように構成でき、あるいはサスペンション装置のスポーツモードまたはノーマルモードの
設定状態に応じて横加速度を切り替えるように構成でき、そのような切替を行うことによ
り、ゆったりとした走行やキビキビとした走行を行うことができる、とされている。
【０００７】
　そして、特許文献４に記載された装置は、車両の加速度を表すデータに基づいて運転者
の運転スタイルを評価し、その評価された運転スタイルに従ってサブシステムの動作状態
を設定するように構成されている。そのサブシステムは、特許文献４の記載によれば、エ
ンジン制御装置、変速機制御装置、ステアリング制御装置、ブレーキ制御装置、及び空気
サスペンション制御装置などである、とされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平０６－２４９００７号公報
【特許文献２】特開２００８－１３２８７６号公報
【特許文献３】特開２００８－７４２２９号公報
【特許文献４】特表２００９－５３０１６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従来、上述したように、車両の加速度や運転者によるスイッチ操作に基づいて、スロッ
トルバルブの制御量やサスペンション装置の制御量あるいは変速機の制御量などを変更も
しくは設定し、車両の加速性や懸架性能をその時点の加減速状態や運転者の好み（運転指
向）に合致させる技術が開発されている。しかしながら、車両の加速性や回頭性あるいは
乗り心地などの性能に影響を及ぼす要因は多様であり、従来では、車両の駆動力特性やシ
ャシー特性などの走行特性に影響を及ぼすいずれかの制御特性を、加速度やスイッチ操作
によって変更できるものの、所期どおりの走行特性を十分には得ることができていないの
が実情である。
【００１０】
　この発明は上記の技術的課題に着目してなされたものであり、運転者の運転指向あるい
は走行操作の癖を走行特性により良く反映してドライバビリティを向上させることのでき
る制御装置を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の目的を達成するために、請求項１の発明は、走行している車両の状態に基づいて
パラメータを求め、前記車両に搭載されているアクチュエータの制御量をそのパラメータ
に基づいて決定する車両の制御装置において、前記パラメータは、前記車両の前後方向の
加速度と横方向の加速度とを合成した合成加速度の増大によって直ちに増大しかつ前記合
成加速度の低下に対して遅れて低下するパラメータであり、前記パラメータに対する前記
制御量を複数のアクチュエータ毎に予め設定しておき、前記パラメータが求められた場合
、その時点にその単一のパラメータに基づいて前記複数のアクチュエータ毎の制御量を求
めるとともにその制御量に基づいて各アクチュエータを統一的に制御するように構成され
ていることを特徴とするものである。
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【００１２】
　請求項２の発明は、請求項１の発明において、前記パラメータは、前記車両に搭載され
ているセンサによって検出された実測加速度もしくは前記車両に加速度を生じさせる操作
機構の操作量から算出される推定加速度に基づいて求められたパラメータを含むことを特
徴とする車両の制御装置である。
【００１４】
　請求項３の発明は、請求項１または２の発明において、前記複数のアクチュエータは、
前記車両の駆動力源の出力を変化させる出力制御用アクチュエータと、前記車両に搭載さ
れている変速機の変速比を変化させる変速用アクチュエータと、前記車両に搭載されてい
る操舵機構のアクチュエータと、前記車両に搭載されているサスペンション機構における
懸架用アクチュエータと、車両に搭載されている演出用アクチュエータとの少なくともい
ずれか二つを含むことを特徴とする車両の制御装置である。
【００１６】
　請求項４の発明は、請求項１ないし３のいずれかの発明において、前記制御量は、前記
アクチュエータが動作するタイミングと動作量との少なくともいずれか一方を変更するよ
うに構成されていることを特徴とする車両の制御装置である。
【００１７】
　請求項５の発明は、請求項１ないし４のいずれかの発明において、前記単一のパラメー
タに基づいて求められる前記制御量を手動操作によって変更する調整機構を更に備えてい
ることを特徴とする車両の制御装置である。
【００１８】
　請求項６の発明は、請求項１ないし５のいずれかの発明において、前記車両の走行モー
ドを、自動モードと、エコノミーモードもしくはスポーツモードあるいはスノーモードま
たはノーマルモードとのいずれかに切り替える切替手段を更に備え、その切替手段によっ
て前記自動モードが選択されている場合に、前記パラメータが求められるとともにその単
一のパラメータに基づいて前記複数のアクチュエータ毎の制御量が求められかつその制御
量に基づいて各アクチュエータが統一的に制御されるように構成されていることを特徴と
する車両の制御装置である。
【発明の効果】
【００１９】
　この発明で対象とする車両は、動作することにより車両の挙動もしくはその挙動の変化
の傾向を変更するアクチュエータを備え、車両の合成加速度の増大によって直ちに増大し
かつその合成加速度の低下に対して遅れて低下するパラメータが求められると、その単一
のパラメータに基づいて各アクチュエータ毎の制御量が求められる。すなわち、複数のア
クチュエータが車両の走行状態に基づいて統一的に制御される。その結果、各アクチュエ
ータが統一した走行状態に適合した動作を行い、車両の挙動もしくはその特性などの走行
特性がその時点の走行状態に適したものとなり、その時点の走行状態に運転者の運転指向
などが反映されていることを考慮すれば、車両の走行特性が運転者の期待もしくは予想す
るものとなってドライバビリティを向上させることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】この発明に係る制御装置で実行される、より具体的な制御例を説明するためのフ
ローチャートである。
【図２】この発明で対象とすることのできる車両を模式的に示す図である。
【図３】前後加速度および横加速度の検出値をタイヤ摩擦円上にプロットして示す図であ
る。
【図４】瞬時スポーツ度に基づく指示スポーツ度の変化の一例を示す図である。
【図５】瞬時スポーツ度と指示スポーツ度との偏差の時間積分とその積分値のリセットの
状況を説明するための図である。
【図６】変速特性の補正の一例として、変速線図における一つのアップシフト線とこれを
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高車速側および低車速側に補正した線とを示す説明図である。
【図７】ダンパー特性の補正量の一例を示す図である。
【図８】ＥＰＳ特性の補正の一例を示す図である。
【図９】エンジンの出力特性の補正の一例として、アクセル開度とスロットル開度との関
係を示す基本特性線とこれを補正した後の特性線とを示す図である。
【図１０】走行モードを切り替えるためのシステムの一例を模式的に示すブロック図であ
る。
【図１１】サスペンション機構によるモードを切り替えるためのシステムの一例を模式的
に示すブロック図である。
【図１２】走行特性の補正量を微調整するためのシステムの一例を模式的に示すブロック
図である。
【図１３】走行特性の補正を、条件の成立を待って実行するように構成した制御例を説明
するためのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　つぎにこの発明をより具体的に説明する。この発明の制御装置が対象とする車両は、エ
ンジンやモータなどの駆動力源の出力側に、有段式もしくは無段式の変速機が連結され、
その変速機から出力されたトルクを駆動輪に伝達して走行し、また前輪を操舵機構によっ
て転舵することにより旋回走行し、さらに各車輪にブレーキが配置され、そして車体をサ
スペンション機構によって支持した一般的な構成の車両である。この発明に係る制御装置
は、エンジンや変速機による駆動力の制御内容、操舵機構による操舵の制御内容、ブレー
キによる制動制御の内容、サスペンション機構による車体の支持制御の内容を、車両の走
行状態に基づいて変更するように構成されている。これらエンジンや変速機あるいは上記
の各機構は車両の挙動を変化させるように動作するものであるから、結局、この発明に係
る制御装置は、車両の走行特性を車両の走行状態に基づいて変更するように構成されてい
る。したがって、この発明における走行特性には、駆動力源や変速機あるいはブレーキに
よる駆動力特性、操舵機構による操舵特性もしくは回頭性あるいはパワーアシスト特性、
サスペンション機構による懸架特性もしくはダンパー特性などが含まれ、以下の説明で「
走行特性」とはこれらの特性の総称を意味することがある。
【００２２】
　また、この発明に係る制御装置では、走行状態からパラメータを求める。その走行状態
とは、前後方向あるいは横方向の加速度、これらの加速度を合成した合成加速度、アクセ
ル操作量、ブレーキ操作量、ステアリングホイール操作量、ヨーイングの程度、ヨーレー
トなどを含み、また加速度には、センサで検出された実測加速度や、アクセル操作量もし
くはブレーキ操作量から算出される推定加速度が含まれる。以下に説明する具体例は、加
速度から求まるパラメータを使用する例である。
【００２３】
　先ず、この発明で対象とする車両の一例を説明すると、この発明で対象とする車両は、
運転者の操作によって加減速し、また旋回する車両であり、その典型的な例が、内燃機関
やモータを駆動力源とした自動車である。その一例を図２にブロック図で示してある。こ
こに示す車両１は、操舵輪である二つの前輪２と、駆動輪である二つの後輪３との四輪を
備えた車両であり、これらの四輪２，３のそれぞれは懸架装置４によって車体（図示せず
）に取り付けられている。この懸架装置４は、一般に知られているものと同様に、スプリ
ングとショックアブソーバー（ダンパー）とを主体として構成されており、図２にはその
ショックアブソーバー５を示してある。ここに示すショックアブソーバー５は、気体や液
体などの流体の流動抵抗を利用して緩衝作用を生じさせるように構成され、モータ６など
のアクチュエータによってその流動抵抗を大小に変更できるように構成されている。すな
わち、流動抵抗を大きくした場合には、車体が沈み込みにくく、いわゆる堅い感じとなり
、車両の挙動としては、コンフォートな感じが少なくなって、スポーティ感が増大する。
なお、これらのショックアブソーバー５に加圧気体を給排することによって車高の調整を
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行うように構成することもできる。
【００２４】
　前後輪２，３のそれぞれには、図示しないブレーキ装置が設けられており、運転席に配
置されているブレーキペダル７を踏み込むことによりブレーキ装置が動作して前後輪２，
３に制動力を与えるように構成されている。
【００２５】
　車両１の駆動力源は、内燃機関やモータあるいはこれらを組み合わせた機構など、従来
知られている構成の駆動力源であり、図２には内燃機関（エンジン）８を搭載している例
を示してあり、このエンジン８の吸気管９には、吸気量を制御するためのスロットルバル
ブ１０が配置されている。このスロットルバルブ１０は、電子スロットルバルブと称され
る構成のものであって、モータなどの電気的に制御されるアクチュエータ１１によって開
閉動作させられ、かつ開度が調整されるように構成されている。そして、このアクチュエ
ータ１１は、運転席に配置されているアクセルペダル１２の踏み込み量すなわちアクセル
開度に応じて動作してスロットルバルブ１０を所定の開度（スロットル開度）に調整する
ように構成されている。
【００２６】
　そのアクセル開度とスロットル開度との関係は適宜に設定でき、両者の関係が一対一に
近いほど、いわゆるダイレクト感が強くなって車両の走行特性は、スポーティな感じにな
る。これとは反対にアクセル開度に対してスロットル開度が相対的に小さくなるように特
性を設定すれば、車両の走行特性はいわゆるマイルドな感じになる。なお、駆動力源とし
てモータを使用した場合には、スロットルバルブ１０に替えてインバータあるいはコンバ
ータなどの電流制御器を設け、アクセル開度に応じてその電流を調整するとともに、アク
セル開度に対する電流値の関係すなわち走行特性を適宜に変更するように構成する。
【００２７】
　エンジン８の出力側に変速機１３が連結されている。この変速機１３は、入力回転数と
出力回転数との比率すなわち変速比を適宜に変更するように構成されており、例えば従来
知られている有段式の自動変速機やベルト式無段変速機あるいはトロイダル型無段変速機
などの変速機である。したがって、変速機１３は、図示しないアクチュエータを備え、そ
のアクチュエータを適宜に制御することにより変速比をステップ的（段階的）に変化させ
、あるいは連続的に変化させるように構成されている。具体的には、運転者のアクセル操
作に基づくアクセル開度や車速などの車両の状態に対応させて変速比を決めた変速マップ
を予め用意し、その変速マップに従って変速制御を実行し、あるいは車速やアクセル開度
などの車両の状態に基づいて目標出力を算出し、その目標出力と最適燃費線などから目標
エンジン回転数を求め、その目標エンジン回転数となるように変速制御を実行する。
【００２８】
　このような変速制御は燃費優先の制御や駆動力を増大させる制御を選択できるようにも
構成されている。燃費を優先する制御は、アップシフトを相対的に低車速で実行する制御
もしくは相対的に高速側変速比を低車速側で使用する制御であり、また駆動力もしくは加
速特性を向上させる制御は、アップシフトを相対的に高車速で実行する制御もしくは相対
的に低速側変速比を高車速側で使用する制御である。このような制御は、変速マップを切
り替えたり、駆動要求量を補正したり、あるいは算出された変速比を補正したりして行う
ことができる。なお、エンジン８と変速機１３との間に、ロックアップクラッチ付きのト
ルクコンバータなどの伝動機構を、必要に応じて設けることができる。そして、変速機１
３の出力軸が終減速機であるデファレンシャルギヤ１４を介して後輪（駆動輪）３に連結
されている。
【００２９】
　前輪２を転舵する操舵機構１５について説明すると、ステアリングホイール１６の回転
動作を左右の前輪２に伝達するステアリングリンケージ１７が設けられ、またステアリン
グホイール１６の操舵角度もしくは操舵力をアシストするアシスト機構１８が設けられて
いる。このアシスト機構１８は、図示しないアクチュエータを備え、そのアクチュエータ
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によるアシスト量を適宜調整できるように構成されている。
【００３０】
　なお、特には図示しないが、上記の車両１には挙動あるいは姿勢を安定化させるための
システムとして、アンチロック・ブレーキ・システム（ＡＢＳ）やトラクションコントロ
ールシステム、これらのシステムを統合して制御するビークルスタビリティコントロール
システム（ＶＳＣ）などが設けられている。これらのシステムは従来知られているもので
あって、車体速度と車輪速度との偏差に基づいて車輪２，３に掛かる制動力を低下させ、
あるいは制動力を付与し、さらにはこれらと併せてエンジントルクを制御することにより
、車輪２，３のロックやスリップを防止もしくは抑制して車両の挙動を安定させるように
構成されている。また、走行路や走行予定路に関するデータ（すなわち走行環境）を得る
ことのできるナビゲーションシステムや、スポーツモードとノーマルモードおよび低燃費
モード（エコモード）となどの走行モードを手動操作で選択するためのスイッチを設けて
あってもよく、さらには登坂性能や加速性能あるいは回頭性などの走行特性を変化させる
ことのできる四輪駆動機構（４ＷＤ）を備えていてもよい。
【００３１】
　上記のエンジン８や変速機１３あるいは懸架装置４のショックアブソーバー５、前記ア
シスト機構１８、上述した図示しない各システムなどを制御するためのデータを得る各種
のセンサが設けられている。その例を挙げると、前後輪２，３の回転速度を検出する車輪
速センサ１９、アクセル開度センサ２０、スロットル開度センサ２１、エンジン回転数セ
ンサ２２、変速機１３の出力回転数を検出する出力回転数センサ２３、操舵角センサ２４
、前後加速度（Ｇｘ）を検出する前後加速度センサ２５、横方向（左右方向）の加速度（
横加速度Ｇｙ）を検出する横加速度センサ２６、ヨーレートセンサ２７などが設けられて
いる。なお、各加速度センサ２５，２６は、上記のアンチロック・ブレーキ・システム（
ＡＢＳ）やビークルスタビリティコントロールシステム（ＶＳＣ）などの車両挙動制御で
用いられている加速度センサと共用することができ、あるいはエアバッグを搭載している
車両では、その展開制御のために設けられている加速度センサと共用することができる。
さらに、前後左右の加速度Ｇｘ，Ｇｙは、水平面上で、車両の前後方向に対して所定角度
（例えば４５°）傾斜させて配置した加速度センサで検出した検出値を、前後加速度およ
び横加速度に分解して得ることとしてもよい。またさらに、前後左右の加速度Ｇｘ，Ｇｙ
はセンサーによって検出することに替えて、アクセル開度や車速、ロードロード、操舵角
度などに基づいて演算して求めてもよい。これらのセンサ１９，～２７は、電子制御装置
（ＥＣＵ）２８に検出信号（データ）を伝送するように構成されており、また電子制御装
置２８はそれらのデータおよび予め記憶しているデータならびにプログラムに従って演算
を行い、その演算結果を制御指令信号として上述した各システムあるいはそれらのアクチ
ュエータに出力するように構成されている。なお、合成加速度は、車両の前後方向の加速
度成分と、車幅方向（横方向）の加速度成分とを含む加速度等の複数の方向の加速度成分
を含む加速度に限らず、車両前後方向のみ等、いずれか一の方向の加速度を用いてもよい
。
【００３２】
　この発明に係る制御装置は、車両の走行状態に基づいて運転者の運転指向を車両の挙動
制御（すなわち走行特性の制御）に反映させるように構成されている。ここで車両の走行
状態とは、前後加速度や横加速度あるいはヨーイングやローリングの加速度、もしくはこ
れら複数方向の加速度を合成した加速度で表される状態である。すなわち、車両を目標と
する速度で走行させたり、目標とする方向に進行させたりすることにより、あるいは路面
などの走行環境の影響を受けて車両の挙動を元の状態に戻したりする場合に、複数方向の
加速度が生じるのが通常であることを考慮すると、車両の走行状態は走行環境や運転指向
をある程度反映していると考えられる。このような背景に基づきこの発明では、車両の走
行状態に基づいて運転者の運転指向もしくは走行環境を車両の走行特性の制御に反映させ
るように構成されている。
【００３３】
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　前述したように、車両の挙動には、加速性や回頭性（旋回性）、懸架装置４による支持
剛性（すなわちバンプ・リバウンドの程度や生じやすさ）、ローリングやピッチングの程
度などが含まれ、この発明に係る制御装置では、これらの走行特性の変更の要因の一つと
して上記の走行状態を含んでいる。その場合、上記の走行状態の一例であるいずれかの方
向の加速度もしくは合成加速度の値をそのまま使用して走行特性を変更してもよいが、よ
り違和感を減らすため、それらの値を補正した指標を用いてもよい。
【００３４】
　その指標の一例としてスポーツ度（ＳＰＩ:Sports Index）について説明する。ここで
、スポーツ度とは、運転者の意図または車両の走行状態を示す指標である。この発明で採
用することのできるスポーツ度は、複数方向の加速度（特にその絶対値）を合成して得ら
れる指標であり、走行方向に対する挙動に大きく関係する加速度として前後加速度Ｇｘと
横加速度Ｇｙとを合成した加速度がその例である。例えば、
　　瞬時スポーツ度Ｉin＝（Ｇｘ２＋Ｇｙ２）１／２

で算出される。ここで、加速度はセンサで検出された加速度に限らず、アクセル開度や操
舵角、ブレーキ踏力もしくはブレーキペダルの踏み込み量などの運転者による操作に基づ
いて演算もしくは推定されたものであってもよい。また、「瞬時スポーツ度Ｉin」とは、
車両の走行中における各瞬間毎に、各方向の加速度が求められ、その加速度に基づいて算
出される指標という意味であり、いわゆる物理量である。なお、「各瞬間毎」とは、加速
度の検出およびそれに基づく瞬時スポーツ度Ｉinの算出が所定のサイクルタイムで繰り返
し実行される場合には、その繰り返しの都度を意味する。
【００３５】
　また、上記の演算式に用いられる前後加速度Ｇｘのうち、加速側の加速度もしくは減速
側（制動側）の加速度（すなわち減速度）の少なくともいずれか一方は、正規化処理され
たもの、あるいは重み付け処理したものを用いてもよい。すなわち、一般的な車両では、
加速側の加速度に対して減速側の加速度の方が大きいが、その相違は運転者にはほとんど
体感もしくは認識されず、多くの場合、加速側および減速側の加速度がほぼ同等に生じて
いると認識されている。正規化処理とは、このような実際の値と運転者が抱く感覚との相
違を是正するための処理であり、前後加速度Ｇｘについては、加速側の加速度を大きくし
、あるいは減速側の加速度（すなわち減速度）を小さくする処理である。より具体的には
、それぞれの加速度の最大値の比率を求め、その比率を加速側あるいは減速側の加速度に
掛ける処理である。もしくは横加速度に対する減速側の加速度を補正する重み付け処理で
ある。要は、タイヤで生じさせることのできる前後駆動力および横力がタイヤ摩擦円で表
されるのと同様に、各方向の最大加速度が所定半径の円周上に位置するように、前後の少
なくともいずれか一方を重み付けするなどの補正を行う処理である。したがって、このよ
うな正規化処理と重み付け処理とを行うことにより、加速側の加速度と減速側の加速度と
の走行特性に対する反映の程度が異なることになる。そこで重み付け処理の一例として、
車両の前後の減速方向の加速度と、車両の前後の加速方向の加速度とのうち、加速方向の
加速度の影響度が、減速方向の加速度の影響に対して相対的に大きくなるよう、減速方向
の加速度と、加速方向の加速度とを重み付け処理してもよい。なお、横加速度は加速側加
速度より大きく現れることがあるので、横加速度についても正規化処理を行ってもよい。
【００３６】
　このように、加速度の実際値と運転者が抱く感覚とには、加速度の方向によって相違が
ある。例えばヨーイング方向やローリング方向での加速度と前後加速度とには、そのよう
な相違があることが考えられる。そこでこの発明では、方向が異なる加速度ごとの走行特
性に対する反映の程度、言い換えれば、いずれかの方向の加速度に基づく走行特性の変化
の程度を、他の方向の加速度に基づく走行特性の変化の程度とは異ならせるように構成す
ることができる。
【００３７】
　横加速度Ｇｙのセンサ値および上記の正規化処理と重み付け処理とを行った前後加速度
Ｇｘをタイヤ摩擦円上にプロットした例を図３に示してある。これは、一般道を模擬した
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テストコースを走行した場合の例であり、大きく減速する場合に横加速度Ｇｙも大きくな
る頻度は多く、タイヤ摩擦円に沿って前後加速度Ｇｘと横加速度Ｇｙとが生じるのは一般
的な傾向であることが看て取れる。
【００３８】
　この発明では、上記の瞬時スポーツ度Ｉinから指示スポーツ度Ｉout が求められる。こ
の指示スポーツ度Ｉout は、走行特性を変更する制御に用いられる指標であり、その算出
の元になる前記瞬時スポーツ度Ｉinの増大に対しては直ちに増大し、瞬時スポーツ度Ｉin
の低下に対して遅れて低下するように構成した指標である。特に、所定の条件の成立を要
因として指示スポーツ度Ｉout を低下させるように構成されている。図４には、瞬時スポ
ーツ度Ｉinの変化に基づいて求められた指示スポーツ度Ｉout の変化を示してある。ここ
に示す例では、瞬時スポーツ度Ｉinは上記の図３にプロットしてある値で示し、これに対
して、指示スポーツ度Ｉout は、瞬時スポーツ度Ｉinの極大値に設定され、所定の条件が
成立するまで、従前の値を維持するように構成されている。すなわち、指示スポーツ度Ｉ
out は、増大側には迅速に変化し、低下側には相対的に遅く変化する指標として構成され
ている。
【００３９】
　具体的に説明すると、図４における制御の開始からＴ1 の時間帯では、例えば車両が制
動旋回した場合など、その加速度の変化によって得られる瞬時スポーツ度Ｉinが増減する
が、前回の極大値を上回る瞬時スポーツ度Ｉinが、前述した所定の条件の成立に先行して
生じるので、指示スポーツ度Ｉout が段階的に増大し、保持する。これに対してｔ2 時点
あるいはｔ3 時点では、例えば車両が旋回加速から直線加速に移行した場合など、低下の
ための条件が成立したことにより指示スポーツ度Ｉout が低下する。このように指示スポ
ーツ度Ｉout を低下させる条件は、要は、指示スポーツ度Ｉout を従前の大きい値に保持
することが運転者の意図と合わないと考えられる状態が成立することであり、この発明で
は時間の経過を要因として成立するように構成されている。
【００４０】
　すなわち、指示スポーツ度Ｉout を従前の大きい値に保持することが運転者の意図と合
わないと考えられる状態は、保持されている指示スポーツ度Ｉout とその間に生じている
瞬時スポーツ度Ｉinとの乖離が相対的に大きく、かつその状態が継続している状態である
。したがって、旋回加速コントロールした場合など、運転者によってアクセルペダル１２
を一時的に緩めるなどの操作に起因する瞬時スポーツ度Ｉinによっては指示スポーツ度Ｉ
out を低下させずに、緩やかに減速に移行した場合など、運転者によってアクセルペダル
１２を連続的に緩めるなどの操作に起因する瞬時スポーツ度Ｉinが、保持されている指示
スポーツ度Ｉout を下回っている状態が所定時間継続した場合に、指示スポーツ度Ｉout 
を低下させる条件が成立した、とするように構成されている。このように指示スポーツ度
Ｉout の低下開始条件は、瞬時スポーツ度Ｉinが指示スポーツ度Ｉout を下回っている状
態の継続時間とすることができ、また実際の走行状態をより的確に指示スポーツ度Ｉout 
に反映させるために、保持されている指示スポーツ度Ｉout と瞬時スポーツ度Ｉinとの偏
差の時間積分値（あるいは累積値）が予め定めたしきい値に達することを指示スポーツ度
Ｉout の低下開始条件とすることができる。なお、そのしきい値は、運転者の意図に合っ
た走行実験やシミュレーションあるいは実車での体験に基づくアンケートの結果などに基
づいて適宜に設定できる。後者の偏差の時間積分値を用いるとすれば、指示スポーツ度Ｉ
out と瞬時スポーツ度Ｉinとの偏差および時間を加味して指示スポーツ度Ｉout を低下さ
せることになるので、実際の走行状態あるいは挙動をより的確に反映した走行特性の変更
制御が可能になる。
【００４１】
　なお、図４に示す例では、上記のｔ2 時点に到るまでの指示スポーツ度Ｉout の保持時
間が、ｔ3 時点に到るまでの指示スポーツ度Ｉout の保持時間より長くなっているが、こ
れは以下の制御を行うように構成されているためである。すなわち、前述したＴ1 の時間
帯の終期に指示スポーツ度Ｉout が所定値に増大させられて保持され、その後、前述した
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低下開始条件が成立する前のｔ1 時点に瞬時スポーツ度Ｉinが増大して、保持されている
指示スポーツ度Ｉout との偏差積分値が予め定めた所定値以下となっている。なお、その
所定値は、運転者の意図に合った走行実験やシミュレーションを行って、あるいは瞬時ス
ポーツ度Ｉinの算出誤差を考慮して適宜に設定できる。このように瞬時スポーツ度Ｉinが
保持されている指示スポーツ度Ｉout に近くなったということは、その時点の走行状態が
、保持されている指示スポーツ度Ｉout の元になった瞬時スポーツ度Ｉinを生じさせた加
減速状態および／または旋回状態もしくはそれに近い状態になっていることを意味してい
る。すなわち指示スポーツ度Ｉout を保持されている値に増大させた時点からある程度時
間が経過しているとしても、走行状態はその時間が経過する前の時点の走行状態と近似し
ているので、瞬時スポーツ度Ｉinが保持されている指示スポーツ度Ｉout を下回る状態で
あっても、前述した低下開始条件の成立を遅延させ、指示スポーツ度Ｉout を従前の値に
保持させることとしたのである。その遅延のための制御もしくは処理は、前述した経過時
間の積算値（累積値）や偏差の積分値をリセットして、経過時間の積算や前記偏差の積分
を再開したり、あるいはその積算値もしくは積分値を所定量減じたり、さらには積算もし
くは積分を一定時間中断したりして行えばよい。
【００４２】
　図５は前述した偏差の積分とそのリセットとを説明するための模式図であり、図５にハ
ッチングを施してある部分の面積が偏差積分値に相当する。その過程で、瞬時スポーツ度
Ｉinと指示スポーツ度Ｉout との差が所定値Δｄ以下になったｔ11時点に積分値がリセッ
トされ、再度、前記偏差の積分が開始される。すなわち、求められた瞬時スポーツ度Ｉin
の値と保持されている指示スポーツ度Ｉout の値との差が、閾値以下の有無に基づいて、
前記積分値がリセットされる。その低下開始条件が成立しないので、指示スポーツ度Ｉou
t は従前の値に維持される。そして、積分を再開した後、瞬時スポーツ度Ｉinが直前の保
持されている指示スポーツ度Ｉout より大きい値になると、指示スポーツ度Ｉout が瞬時
スポーツ度Ｉinに応じた大きい値に更新され、かつ保持され、前記の積分値がリセットさ
れる。
【００４３】
　ところで、この発明に係る制御装置では、加速度に基づいて指標を求め、その指標に応
じて走行特性を設定するように構成されている。その加速度は、センサによって得られた
いわゆる実加速度であってよいが、これに替えて駆動要求量や車速あるいは制動操作量、
さらには操舵角度などから演算して求められた推定加速度（あるいは目標加速度）であっ
てもよい。また、実加速度と目標加速度とを併用することとしてもよい。実加速度と目標
加速度とを併用する場合、それぞれの加速度に応じて指標（第１の指標および第２の指標
）を求め、それらの指標を比較していわゆるスポーツ度が高くなる指標を採用してもよい
。例えば、実加速度に基づいていわゆる実瞬時スポーツ度Ｉinおよびそれに基づく実指示
スポーツ度Ｉout を求める一方、目標加速度に基づいていわゆる目標瞬時スポーツ度Ｉin
およびそれに基づく目標指示スポーツ度Ｉout を求め、これら実指示スポーツ度Ｉout と
目標指示スポーツ度Ｉout とのうち大きい値を採用し、その採用された指示スポーツ度Ｉ
out に応じて走行特性を設定してもよい。
【００４４】
　上述したいわゆる実加速度あるいは推定加速度に基づいて瞬時スポーツ度Ｉinが算出さ
れ、その瞬時スポーツ度Ｉinから決まる上記の指示スポーツ度Ｉout は、路面勾配やコー
ナの有無あるいはその曲率などの走行環境、さらに運転者の運転指向を含んだものとなっ
ている。走行路の状態によって車両の加速度が変化するとともに、走行路の状態によって
運転者による加減速操作が行われ、さらにはその加減速操作によって加速度が変化するか
らである。この発明に係る制御装置は、その指示スポーツ度Ｉout を車両の走行特性の制
御に利用するように構成されている。この発明における走行特性には、加速特性や操舵特
性、サスペンション特性、音特性などが含まれ、これらの特性は、前述したスロットルバ
ルブ１０の制御特性、変速機１３の変速特性、懸架装置４におけるショックアブソーバー
５による減衰特性、アシスト機構１８のアシスト特性などをそれぞれに設けられているア
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クチュエータによって変化させることにより適宜に設定される。その走行特性の変化の一
般的な傾向は、指示スポーツ度Ｉout が大きいほど、いわゆるスポーティな走行が可能に
なる特性の変化である。
【００４５】
　この発明に係る制御装置は、特に、走行特性を変化させる複数のアクチュエータの制御
もしくは制御量を、算出された単一の指標（パラメータ）によって統一的に設定するよう
に構成されている。その例を図１に簡略化したフローチャートによって示してある。ここ
に示す制御例では、先ず、その時点の走行状態に基づく指標が演算される（ステップＳ１
）。その指標は、一例として前述した瞬時スポーツ度Ｉin（例えば合成加速度：合成Ｇ）
であり、したがってその時点における運転者の運転指向や、道路勾配あるいは曲線路など
の道路環境などを反映したものとなっている。ついで、走行特性を変更する元データとな
る指示スポーツ度Ｉout が演算される（ステップＳ２）。なお、これら瞬時スポーツ度Ｉ
inおよび指示スポーツ度Ｉout の演算の仕方は前述したとおりである。
【００４６】
　この指示スポーツ度Ｉout に基づいて走行特性が設定される。この指示スポーツ度Ｉou
t は、スポーティな走行の要求の度合いを表しているから、その要求に沿うように先ずは
、変速特性が補正され（ステップＳ３１）、これに加えてサスペンション機構におけるダ
ンパー特性が補正され（ステップＳ３２）、さらには電動ステアリング機構（ＥＰＳ）の
特性が適時補正される（ステップＳ３３）。これらの補正の仕方もしくは内容の一例を説
明すると、自動変速機での基本変速制御は、アクセル開度などで表される駆動要求量（加
速要求）とその時点の車速とに基づいて目標変速比もしくは目標入力回転数を求め、その
目標値を達成するように所定のアクチュエータを動作させることにより実行される。これ
らの駆動要求量と車速と目標変速比もしくは目標入力回転数との関係は、車両の設計段階
に基本特性として設定されている。ステップＳ３１での補正は、その基本特性を補正する
ためのものであり、したがって上記の駆動要求量（例えばアクセル開度）と車速と目標変
速比もしくは目標入力回転数とのいずれかの値を数値処理して変更すれば、変速制御の内
容を変更することができる。例えば基本変速特性で求められる変速比を増大補正し、ある
いは車速を減少補正すれば、相対的に大きい変速比（低車速側の変速比）を使用して走行
することになり、大きい駆動力あるいは加速性を得て、いわゆるスポーティな走行を行う
特性となる。これとは反対に、基本特性で求められる変速比を減少補正し、あるいは車速
を増大補正すれば、相対的に小さい変速比（高車速側の変速比）を使用して走行すること
になり、駆動力あるいは加速性を抑えて、いわゆるマイルドなゆったりとした走行を行う
特性となる。
【００４７】
　このようにして変速特性の補正の内容もしくは補正量が求められた後、変速特性が演算
される（ステップＳ４１）。例えば自動変速機を対象とする場合には、その変速線が変更
される。図６には、このような補正を有段変速機について行った場合のアップシフト線の
変化を模式的に示してあり、実線で示す基本特性で定まるアップシフト線が、指示スポー
ツ度Ｉout が大きい場合には、図６の左側に移動させられ、これとは反対に指示スポーツ
度Ｉout が小さい場合には、図６の右側に移動させられる。なお、有段変速機を対象とす
る場合、アップシフト線に限らず、ダウンシフト線をアップシフト線と同様に変化させて
もよい。すなわち、指示スポーツ度Ｉout が大きい場合には、相対的に大きい変速比を使
用するように変速特性を補正する。
【００４８】
　また一方、ダンパーは、サスペンション機構に設けられて緩衝を行う装置であって、そ
の一例としてシリンダの内部に封入した流体（オイル）の粘性に基づく流動抵抗を利用し
て緩衝を行うように構成された装置が知られており、この種の装置では、流体が通過する
流路の断面積を変更することによりその特性を変化させるように構成されている。すなわ
ち、流路を絞ることによりいわゆる硬い特性となり、反対に流路を広くすることによりい
わゆる軟らかい特性となり、従来ではこの特性を連続的に変化させる構成のものや十段階
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程度に変化させる構成のものが知られている。そして、そのダンパーの特性は、車両の設
計段階で予め決められており、その基本特性を補正する補正量が、ステップＳ３２で求め
られる。具体的には、指示スポーツ度Ｉout の値が大きいほど、いわゆるスポーティな走
行が要求されているものと考えられるので、車体の沈み込みが生じにくくなるように、よ
り硬い特性となる補正量が設定される。反対に、指示スポーツ度Ｉout の値が小さいほど
、いわゆるマイルドな衝撃力の少ない走行が要求されていることになるので、より軟らか
い特性となる補正量が設定される。そして、その補正量に基づいてダンパー特性が演算さ
れる（ステップＳ４２）。その補正量と指示スポーツ度Ｉout との関係の一例を模式的に
示せば、図７のとおりである。
【００４９】
　さらに、ＥＰＳ特性の補正について説明すると、電動ステアリング機構（ＥＰＳ）は電
気的なアシストを行って操舵を滑らかに行うように構成された機構であり、車速や操舵量
もしくは操舵速度などに応じて操舵操作に対するアシストを行うことにより、操舵を容易
にするように構成されている。そのアシスト量あるいはアシストの内容は、車種毎に予め
決められており、ステップＳ３３ではその基本特性を変更する補正量もしくは補正の内容
が求められる。その補正量に基づいてＥＰＳ特性が演算される（ステップＳ４３）。その
補正量と指示スポーツ度Ｉout との関係の一例を模式的に示せば、図８のとおりである。
【００５０】
　なお、参考としてエンジン８の出力特性を変更する例について説明すると、図９はアク
セル開度Ａccと電子スロットルバルブ１０におけるアクチュエータ１１の動作量（すなわ
ちスロットル開度）θthとの関係を示す特性線図であり、実線の曲線が基本特性を示して
いる。アクセル開度Ａccとスロットル開度θthとが一対一の関係にあれば、図９に直線で
示すように、その場合の特性は４５°の角度に傾斜した直線で表され、これに対して基本
特性は、下側に向けて撓んだ曲線で表される。すなわち、アクセル開度に対してスロット
ル開度が相対的に小さくなる特性に設定される。こうすることによりアクセル開度が小さ
い状態では、エンジン出力トルクが相対的に小さくなり、滑らかな発進あるいは加速が可
能になる。これに対して、指示スポーツ度Ｉout が大きく、スポーティな走行が要求され
ている場合には、アクセル開度Ａccに対するスロットル開度θthの値が増大補正され、４
５°に傾斜した直線に近い曲線で示される特性が設定される。これとは反対に指示スポー
ツ度Ｉout の値が小さい場合には、アクセル開度Ａccに対するスロットル開度θthの値が
減少補正され、４５°に傾斜した直線からより大きく下側に離れた曲線で示される特性が
設定される。
【００５１】
　上述した変速特性の補正やダンパー特性の補正およびＥＰＳ特性の補正、さらには電子
スロットルバルブ１０におけるアクチュエータ１１の制御特性の補正などは、上述したよ
うにその時点で設定され、あるいは演算されている単一の指示スポーツ度Ｉout に応じて
実行され、その補正量や補正の内容は、基準となるドライバーによる走行実験やシミュレ
ーションなどに基づいて予め設定することができる。したがって、各特性の補正は、単一
の指示スポーツ度Ｉout に基づいているものの、補正の内容やタイミングあるいは補正の
程度などは各特性毎に異なる場合があるが、単一の指示スポーツ度Ｉout に統合適合した
ものとなっている。その結果、変速特性およびダンパー特性ならびにＥＰＳ特性さらには
エンジンの出力特性のいずれもが、その時点の指示スポーツ度Ｉout として表されている
運転者の運転指向や走行環境に適したものとなり、ひいては車両の全体としての走行特性
が、運転者の運転指向や走行環境に適したものとなってドライバビリティが向上する。
【００５２】
　なお、上述したように、車両の走行状態に基づくパラメータ（指標）によって走行特性
を補正すると、走行特性が変化することにより変速特性の変化が生じたり、あるいは駆動
トルク特性が変化し、または回頭性や車体の振動特性が変化したりする。このような挙動
の変化は運転者の操作によらずに自動的に生じる。一方、車両によっては走行モードをス
イッチの手動操作によって選択する機能を備えており、またサスペンション機構による振
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動の減衰特性や車高をスイッチを手動操作することによって選択する機能を備えている。
ここで、走行モードとして変速比の設定の仕方の種類であって、各走行モード毎に加速性
あるいは動力性能が異なる。その変速のモードとしては、変速比を車速およびアクセル開
度などの走行状態に基づいて自動的に設定し、かつその変速比が最も一般的なオートモー
ド（もしくはノーマルモード）、変速比を手動操作によって選択するマニュアルモード、
燃費がよくなる変速比を優先的にかつ自動的に設定するエコモード、発進時の変速比を最
大変速比より小さい変速比に制限するスノーモード、車速毎の変速比を他の走行モードに
比較して相対的に大きくするパワーモード（スポーツモード）などがある。その一例を図
１０にブロック図で示してあり、上記の各モードを選択する切替スイッチ３０が設けられ
ており、この切替スイッチ３０は、変速機用電子制御装置（ＥＣＴ－ＥＣＵ）３１に電気
的に接続され、選択された各モードに対応した信号を変速機用電子制御装置３１に入力す
るように構成されている。
【００５３】
　また、サスペンション機構でのモードとしては、減衰特性や車高を最も一般的な状態に
設定し、かつ車速や振動の状況に応じて減衰特性や車高を自動的に変化させるオートモー
ド（もしくはノーマルモード）、減衰特性を車体の沈み込みが少ない硬い特性とし、かつ
車高を低くするスポーツモード、これとは反対に減衰特性を軟らかい特性とし、かつ車高
を高くするソフトモードなどがある。このようなモードの選択もしくは切替をおこなうた
めの装置に一例を図１１にブロック図で示してあり、上記の各モードを選択する切替スイ
ッチ４０が設けられており、この切替スイッチ４０は、サスペンション用電子制御装置(
ＳＵＳ－ＥＣＵ）４１に電気的に接続され、選択された各モードに対応した信号をサスペ
ンション用電子制御装置４１に入力するように構成されている。
【００５４】
　これらの各モードは、スイッチ操作によって変更できるものの、所期どおりの走行特性
を十分に得ることができず、運転者の意図と合わないシーンがある。そこで、この発明の
制御装置は、変速特性やダンパー特性あるいはＥＰＳ特性などの走行特性に関わる特性を
スイッチ操作などの人為的操作で選択している場合には、前記オートモードが選択されて
いる場合に指示スポーツ度Ｉout などの走行状態に基づく指標により走行特性を変更する
ように構成してもよい。
【００５５】
　また、走行状態を示すパラメータ（指標）もしくは走行状態に基づいて求められたパラ
メータ（指標）によって走行特性を前述したように統一的（統合的）に補正する場合、変
速特性やダンパー特性などの各特性毎の補正量は、前述したように実験やシミュレーショ
ンなどによって予め定めることになる。その意味では、補正量あるいは走行特性の補正の
内容が固定的もしくは一律になり、個人差のある運転指向との間に僅かな齟齬が生じる可
能性がある。そこで、この発明に係る制御装置では、上記の各特性毎の補正量あるいは各
特性を人的操作によって微調整できるように構成してもよい。例えば、図１２に示すよう
に、ロータリースイッチやスライドスイッチなどのいわゆるボリューム調整機構５０を設
けるとともに、そのボリューム調整機構５０を走行特性制御用の電子制御装置（ＳＰＩ－
ＥＣＵ）５１に電気的に接続し、そのボリューム調整機構５０を運転者が操作することに
より、上記の補正量もしくは各特性を調整できるように構成してもよい。
【００５６】
　上述したように、加速度などの車両の走行状態を示す指標もしくは走行状態から求めら
れる指標に基づいて統一的（統合的）に走行状態を変更し、あるいは設定するように構成
されているこの発明に係る制御装置によれば、ジャーク（加速度の時間微分値もしくは単
位時間あたりの変化量）が予め定めた閾値より小さい場合に、自動的な走行特性の変更を
行うように構成してもよい。具体的に説明すると、図１３はその制御の一例を説明するた
めのフローチャートを示しており、ここに示すルーチンは、前述した加速度に基づいて指
示スポーツ度Ｉout が求められるとともに、その指示スポーツ度Ｉout に応じて所定の走
行特性が設定されている状態で、所定の短時間毎に繰り返し実行される。先ず、指示スポ
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ーツ度Ｉout に基づく走行特性の補正が演算される（ステップＳ１０１）。なお、この補
正には、前述した図１０ないし図１２に示す機構を手動操作することによる微調整分の補
正も含まれる。
【００５７】
　その補正の対象とされる走行特性には、いわゆるシャシー特性や駆動力特性が含まれ、
またそのシャシー特性には、サスペンション機構によるいわゆる懸架特性やパワーステア
リング装置による旋回特性などが含まれ、さらに駆動力特性には、エンジンの出力特性や
変速機の変速特性などが含まれる。また、このステップＳ１０１での補正は、各機構につ
いて予め設定されている基本特性を、車両の走行状態を示すパラメータもしくは走行状態
から求められるパラメータに応じて補正する処理であり、その例は前述したとおりである
。
【００５８】
　上記のステップＳ１０１に続けて、補正実行の条件が成立しているか否かが判断される
。ここで説明している走行特性の補正は、車両が走行している状態で、その加速性や回頭
性などを手動操作によって変化させることに伴う補正であり、車両が走行しているために
、その時点で車両に加減速や旋回が生じている場合である。ここで、運転者の操作変化中
に、走行特性の変更とが重畳すると、運転者が意図していない挙動の変化となり、違和感
を生じる場合がある。上記の補正実行の条件は、そのような違和感を生じさせることのな
い条件もしくは違和感を抑制する条件である。図１３に示す制御例では、車両が加減速域
（加速域および制動域）に入っているか否かが判断される（ステップＳ１０２）。その加
減速域とは、図３に示すタイヤ摩擦円上に設定した領域であって、合成加速度（瞬時スポ
ーツ度Ｉin）を決めている加速度のうち、前後加速度Ｇｘの成分割合が横加速度Ｇｙに比
べて相対的に大きい領域であり、例えば図３におけるＧｘの線を中心にして左右に４５°
±５°に開いた線で囲まれる領域である。なお、この領域は加速側の加速領域として設定
されるだけでなく減速側に制動領域として設定される。タイヤ摩擦円上における加減速域
以外の領域が旋回領域であり、したがってその旋回領域における横加速度Ｇｙの成分は、
加減速域における横加速度Ｇｙの成分より相対的に大きくなっている。
【００５９】
　車両の走行状態が上記の加減速域に入っていることによりステップＳ１０２で肯定的に
判断された場合には、その時点のジャーク（加速度の時間微分値もしくは単位時間当たり
の変化量）が予め定めた判断基準値α以下か否かが判断される（ステップＳ１０３）。こ
のステップＳ１０３は車両に生じている時間微分の加速度が安定しているか否かを判断す
るためのものであり、したがって上記の判断基準値は「０」に近い値であり、「０」の判
断に替わる判断として通常行われている判断と同様である。
【００６０】
　一方、ステップＳ１０２で否定的に判断された場合には、指示スポーツ度Ｉout が大き
いか否か（すなわち予め定めた基準値β以上か否か）が判断され（ステップＳ１０２－１
）、その判断の結果が否定的であれば、上記のステップＳ１０３に進み、これとは反対に
肯定的であれば、駆動力に関する特性の補正が禁止される（ステップＳ１０４）。ステッ
プＳ１０２で否定的に判断される場合は、車両の走行状態は前述した旋回領域に入ってい
ることになり、その状態でエンジン出力や変速比などの走行特性変更が大きい場合、運転
者に違和感を与えることになるので、駆動力特性の補正を禁止してもよい。つまり、走行
特性の変更が、弱いエンジン出力や変速比の場合には、補正は許可される。
【００６１】
　ステップＳ１０３で否定的に判断された場合には、上記のステップＳ１０２に戻る。す
なわち、ステップＳ１０２で肯定的に判断されたように車両が直線走行に近い走行を行っ
ているとしても、ステップＳ１０３で否定的に判断されたように、運転者の操作変化中に
伴う前後加速度が時間変化している状態では、走行特性の補正の実行に伴って生じる車両
の特性変化が、運転者の操作変化に影響した状態になって運転者が違和感を抱く場合があ
る。そのため、ステップＳ１０３で否定的に判断された場合には、ステップＳ１０２に戻
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【００６２】
　したがって、前記ジャークが判断基準値α以下であることによりステップＳ１０３で肯
定的に判断された場合には、走行特性の補正が実行される（ステップＳ１０５）。これは
、前述したステップＳ１０１で演算された補正値に基づいて、エンジンの駆動力や変速機
の変速比、サスペンション機構やパワーステアリング装置の特性を決めている基本特性を
変更する制御である。その結果、運転者の走行意図が、駆動特性や変速特性あるいは懸架
特性などの走行特性に反映される。したがって、その運転者がその車両を運転している間
は、運転者が意図し、あるいは期待している走行性能あるいは挙動が得られるので、ドラ
イバビリティが良好なものとなる。
【００６３】
　さらに、走行特性の補正が保持される（ステップＳ１０６）。その走行特性の補正保持
は、指示スポーツ度Ｉout の低下が生じた場合には、解消してもよい。その例を図１３に
示してあり、ステップＳ１０６に続けて指示スポーツ度Ｉout が低下したか否かが判断さ
れる（ステップＳ１０７）。指示スポーツ度Ｉout の低下もしくは減少について、図４を
参照して説明したとおりである。このステップＳ１０７で否定的に判断された場合にはリ
ターンして、走行特性の補正保持を継続する。これとは反対に、指示スポーツ度Ｉout が
低下もしくは減少してステップＳ１０７で肯定的に判断された場合には、走行特性の補正
保持を解消し（ステップＳ１０８）、その後にリターンする。すなわち、指示スポーツ度
Ｉout に対応する走行特性に設定される。なお、車両のメインスイッチが切られた場合に
は、その補正をリセットすることが好ましい。
【００６４】
　この発明の具体例として挙げた上記の制御装置は、車両の合成加速度の増大によって直
ちに増大しかつその合成加速度の低下に対して遅れて低下するパラメータを求め、その単
一パラメータによって、車両の挙動に関連する複数のアクチュエータの制御量を統合的も
しくは統一的に求めるので、駆動力特性やシャシー特性などで決まる走行特性が、運転者
の運転指向に、より適したものとなる。言い換えれば、走行特性を決める複数の制御要因
を統合的に求めるので、全体としての走行特性が良好なものとなる。また、そのような走
行特性の補正あるいは設定は、駆動力特性を調整するスイッチやシャシー特性を調整する
スイッチなど、個別に設けられている複数のスイッチを操作することなく、統合的もしく
は統一的におこなうことができるので、運転者が複数のスイッチを操作し、またそれぞれ
の操作量を相互に関連させて調整するなどの煩わしさを回避もしくは抑制することができ
る。
【符号の説明】
【００６５】
　１…車両、　２…前輪、　３…後輪、　４…懸架装置、　５…ショックアブソーバー、
　６…モータ、　７…ブレーキペダル、　８…内燃機関（エンジン）、　１０…スロット
ルバルブ、　１１…アクチュエータ、　１２…アクセルペダル、　１３…変速機、　１５
…操舵機構、　１６…ステアリングホイール、　１７…ステアリングリンケージ、　１８
…アシスト機構、　１９…車輪速センサ、　２０…アクセル開度センサ、　２１…スロッ
トル開度センサ、　２２…エンジン回転数センサ、　２３…出力回転数センサ、　２４…
操舵角センサ、　２５…前後加速度センサ、　２６…横加速度センサ、　２７…ヨーレー
トセンサ、　２８…電子制御装置（ＥＣＵ）、　３０…切替スイッチ、　３１…変速機用
電子制御装置（ＥＣＴ－ＥＣＵ）、　４０…切替スイッチ、　４１…サスペンション用電
子制御装置（ＳＵＳ－ＥＣＵ）、　５０…ボリューム調整機構、　５１…走行特性制御用
の電子制御装置（ＳＰＩ－ＥＣＵ）。
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