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(57)【要約】
【課題】運転者にとってより適切なブレーキ特性に切替
えることが可能な車両用ブレーキ制御装置を提供する。
【解決手段】運転者の運転状況を判定し、その判定結果
に応じてブレーキ特性を設定する。これにより、運転者
にとってより適切なブレーキ特性に切替えることが可能
となる。具体的には、運転者の運転状況として、運転者
の意思や車両への乗車積載状態、さらには車両周辺の状
況を判定することで、これらに加味した適切なブレーキ
特性にすることができる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　運転者の運転状況を表す各種情報を入力する情報入力手段（１００）と、
　前記情報入力手段が入力した各種情報に基づいて、前記運転者の運転状況を判定する運
転状況判定手段（２１０、２３０）と、
　前記運転状況判定手段での判定結果に基づいて、ブレーキ操作量に対して発生させられ
る減速度の関係となるブレーキ特性を、少なくとも同じブレーキ操作量のときに発生させ
られる減速度が比較的小さいソフトと比較的大きいハードに設定するブレーキ特性設定手
段（２２０、２４０、２５０）と、を有していることを特徴とする車両用ブレーキ制御装
置。
【請求項２】
　前記情報入力手段は、前記運転者の運転状況として、運転者の意思を表す情報を入力し
、
　前記運転状況判定手段は、前記運転者の意思を表す情報に基づいて前記運転者の運転状
況を判定することを特徴とする請求項１に記載の車両用ブレーキ制御装置。
【請求項３】
　前記情報入力手段は、前記運転者の運転状況として、前記車両の同乗者や積載状態であ
る乗車積載状態を表す情報を入力し、
　前記運転状況判定手段は、前記乗車積載状態を表す情報に基づいて前記運転者の運転状
況を判定することを特徴とする請求項１または２に記載の車両用ブレーキ制御装置。
【請求項４】
　前記情報入力手段は、前記運転者の運転状況として、車両周辺の状況を表す情報を入力
し、
　前記運転状況判定手段は、前記車両周辺の状況を表す情報に基づいて前記運転者の運転
状況を判定することを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１つに記載の車両用ブレー
キ制御装置。
【請求項５】
　前記情報入力手段は、前記運転者の意思を表す情報として、ナビゲーションシステムに
よる経路案内における優先条件を示す優先情報を入力し、
　前記運転状況判定手段は、前記優先条件として時間優先が設定されているときには、前
記ブレーキ特性をハードに設定する運転状況であると判定することを特徴とする請求項２
に記載の車両用ブレーキ制御装置。
【請求項６】
　前記情報入力手段は、前記運転者の意思を表す情報として、ブレーキ操作量もしくはア
クセル操作量を示す情報を入力し、
　前記運転状況判定手段は、前記ブレーキ操作量もしくは前記アクセル操作量に基づいて
ブレーキ操作頻度もしくはアクセル操作頻度が予め設定しておいた基準値よりも大きいと
、前記ブレーキ特性をハードに設定する運転状況であると判定することを特徴とする請求
項２に記載の車両用ブレーキ制御装置。
【請求項７】
　前記情報入力手段は、前記乗車積載状態として同乗者の有無に関する情報を入力すると
共に、前記運転者の運転状況として更にナビゲーションシステムによる経路案内における
目的地情報を入力し、
　前記運転状況判定手段は、前記同乗者があり、かつ、前記目的地情報に示される目的地
が病院であると、前記ブレーキ特性をハードに設定する運転状況であると判定し、前記同
乗者がなく、かつ、前記目的地情報に示される目的地が病院であると、前記ブレーキ特性
をソフトに設定する運転状況であると判定することを特徴とする請求項３に記載の車両用
ブレーキ制御装置。
【請求項８】
　前記情報入力手段は、前記乗車積載状態として同乗者の有無に関する情報を入力し、
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　前記運転状況判定手段は、前記同乗者があると、前記ブレーキ特性をソフトに設定する
運転状況であると判定することを特徴とする請求項３に記載の車両用ブレーキ制御装置。
【請求項９】
　前記情報入力手段は、前記乗車積載状態としてチャイルドシートの設置の有無もしくは
荷物の積載の有無に関する情報を入力し、
　前記運転状況判定手段は、前記チャイルドシートの設置もしくは前記荷物の設置がある
と、前記ブレーキ特性をソフトに設定する運転状況であると判定することを特徴とする請
求項３に記載の車両用ブレーキ制御装置。
【請求項１０】
　前記情報入力手段は、前記車両周辺の状況を表す情報として道路情報もしくは前記車両
の周辺に人や車両が存在するか否かに関する情報を入力し、
　前記運転状況判定手段は、前記道路情報より前記車両の案内経路が生活道路や狭い道で
あるとき、もしくは、前記車両の周辺に人や車両が存在するときには、前記ブレーキ特性
をハードに設定する運転状況であると判定することを特徴とする請求項４に記載の車両用
ブレーキ制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用ブレーキ制御装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、特許文献１において、車両の走行状態に応じたブレーキ特性を得るようにした車
両用ブレーキ制御装置が提案されている。一般的には、ブレーキペダルの踏み込み量とブ
レーキ力の関係が一定とされているが、低速走行中やコーナリング時といった車両の走行
状態に応じて好ましいブレーキ特性が変わる。このため、特許文献１に示される車両用ブ
レーキ制御装置では、低速走行時やコーナリング時にはソフトなブレーキ特性、それ以外
の時にはハードなブレーキ特性となるように、走行状態に応じてブレーキ特性を変化させ
るようにしている。
【０００３】
　また、特許文献２において、運転者が任意にブレーキ特性を変化させられるようにした
ブレーキ装置が開示されている。ブレーキ操作入力に対するブレーキ作動状態が固定され
ていると運転者によっては不都合を感じることから、この装置により運転者が自らブレー
キ特性を設定できるようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１－２６６０５０号公報
【特許文献２】特開平６－４８２８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の車両用ブレーキ制御装置のような車両の走行状態に応じた
ブレーキ特性切替えでは、運転者にとって適切なブレーキ特性に切替えられない場合があ
る。また、特許文献２のブレーキ装置のように運転者が任意にブレーキ特性を変化させら
れるとしても、運転者によって設定されたブレーキ特性になるだけであり、適宜ブレーキ
特性の切替えを行って適切なブレーキ特性に設定されるというものではない。
【０００６】
　本発明は上記点に鑑みて、運転者にとってより適切なブレーキ特性に切替えることが可
能な車両用ブレーキ制御装置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】
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【０００７】
　上記目的を達成するため、請求項１に記載の発明では、情報入力手段（１００）にて運
転者の運転状況を表す各種情報を入力すると共に、この各種情報に基づいて運転状況判定
手段（２１０、２３０）で運転者の運転状況を判定し、運転状況判定手段での判定結果に
基づいて、ブレーキ特性設定手段（２２０、２４０、２５０）により、ブレーキ操作量に
対して発生させられる減速度の関係となるブレーキ特性を、少なくとも同じブレーキ操作
量のときに発生させられる減速度が比較的小さくなるソフトと比較的大きくなるハードに
設定することを特徴としている。
【０００８】
　このように、運転者の運転状況を判定し、その判定結果に応じて少なくともソフトやハ
ードに切替えてブレーキ特性を設定するようにしている。このため、運転者にとってより
適切なブレーキ特性に切替えることが可能となる。具体的には、運転者の運転状況として
、請求項２に示すような運転者の意思、請求項３に示す車両への乗車積載状態、さらには
請求項４に示す車両周辺の状況を挙げることができ、これらに加味した適切なブレーキ特
性にすることができる。
【０００９】
　なお、上記各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関
係の一例を示すものである。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１実施形態にかかる車両用ブレーキ制御装置のブロック図である。
【図２】ブレーキＥＣＵ１が実行するブレーキ特性設定にかかわる処理を示したフローチ
ャートである。
【図３】図２中の運転状況判定処理の詳細を示したフローチャートである。
【図４】ハード、ソフト、ノーマルそれぞれのブレーキ特性を表したグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態について図に基づいて説明する。なお、以下の各実施形態相互
において、互いに同一もしくは均等である部分には、同一符号を付して説明を行う。
【００１２】
　（第１実施形態）
　図１のブロック図に示した本実施形態にかかる車両用ブレーキ制御装置は、ブレーキ制
御用の電子制御装置（以下、ブレーキＥＣＵという）１による制御に基づいてブレーキ特
性設定を行う。ブレーキＥＣＵ１は、ナビゲーションシステムに備えられた電子制御装置
（以下、ナビＥＣＵという）２やエンジン制御用の電子制御装置（以下、エンジンＥＣＵ
という）３などから各種情報を示した各種信号を入力し、その信号に基づいてブレーキ特
性設定を行う。
【００１３】
　具体的には、ブレーキＥＣＵ１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏなどを備えた周知
のマイクロコンピュータによって構成されている。ブレーキＥＣＵ１は、基本的にはＲＯ
Ｍなどに記憶されたプログラムに基づいてブレーキ制御を実行するものである。本実施形
態の場合、各種情報に基づいて運転者の運転状況に応じたブレーキ特性を設定し、そのブ
レーキ特性となるようにブレーキアクチュエータ４を制御することで制動装置５にて発生
させられる制動力を制御するというブレーキ制御を行っている。このブレーキＥＣＵ１で
は、ブレーキ制御を実行するための各種パラメータ、例えばブレーキペダルの踏力もしく
はストロークなどのブレーキ操作量を示す情報を扱っている。
【００１４】
　ブレーキアクチュエータ４は、制動装置５に備えられる後述するホイールシリンダ（以
下、Ｗ／Ｃという）に発生させられるＷ／Ｃ圧を調整するためのブレーキ液圧回路を構成
するものである。具体的には、ブレーキアクチュエータ４は、金属製のハウジングに対し
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てブレーキ液圧の制御を行うための複数の配管を形成し、各種電磁弁やポンプをハウジン
グ内に形成された配管に接続すると共に、ポンプ駆動用のモータをハウジングに固定する
ことで構成される。このような構成により、運転者のブレーキ操作に基づいてブレーキ液
圧を発生させる図示しないマスタシリンダ（以下、Ｍ／Ｃという）と制動装置５内のＷ／
Ｃとの間のブレーキ液圧回路を形成している。
【００１５】
　そして、ブレーキＥＣＵ１が各種電磁弁を駆動したり、モータを駆動してポンプを作動
させることで、ブレーキ液圧回路内のブレーキ液圧を制御し、Ｗ／Ｃ圧の調整を行う。具
体的には、ブレーキアクチュエータ４は、Ｍ／Ｃと各Ｗ／Ｃとの間の配管に備えられた電
磁弁によってＭ／ＣとＷ／Ｃとの間に差圧を発生させられるように構成され、電磁弁のソ
レノイドへの通電量に応じてその差圧量を調整できるようになっている。この差圧量を制
御しつつポンプを作動させてＷ／Ｃ圧がＭ／Ｃ圧よりも所定の差圧量分高くなるように制
御することで、ブレーキ操作量（ブレーキペダルの踏力もしくはストローク）に対するＷ
／Ｃ圧の関係、つまりブレーキ操作量に対する減速度の関係を調整する。これにより、ブ
レーキ特性を調整することが可能となる。
【００１６】
　なお、ここでは、ブレーキ特性の調整方法として、ブレーキＥＣＵ１がブレーキアクチ
ュエータ４を制御することによって行う場合を例に挙げて説明するが、ブレーキブースタ
の倍力量を調整するなど、他の調整方法としても構わない。
【００１７】
　制動装置５は、摩擦によって制動力を発生させる機構であり、ディスクブレーキなどで
構成される。制動装置５がディスクブレーキで構成される場合、制動装置５は、キャリパ
内に備えられたＷ／ＣにＷ／Ｃ圧が発生させられることでＷ／Ｃ内のピストンが移動させ
られ、このピストンと共にブレーキパッドが移動させられる構成とされる。そして、Ｗ／
Ｃ圧が増圧されると、ピストンと共にブレーキパッドがブレーキディスク側に移動させら
れ、ブレーキディスクに押圧させられることで摩擦による制動力を発生させる。
【００１８】
　なお、これらブレーキアクチュエータ４および制動装置５の構造については、周知であ
るため、ここでは詳細説明については省略する。
【００１９】
　ナビＥＣＵ２も、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏなどを備えた周知のマイクロコンピ
ュータによって構成され、ＲＯＭなどに記憶されたプログラムに基づいてナビゲーション
システムにかかわる各種制御を行っている。例えば、ナビＥＣＵ２は、図示しないハード
ディスクやメモリもしくはＤＶＤ－ＲＯＭなどの記憶媒体に記憶してある道路情報に基づ
いて図示しないディスプレイを通じて道路表示を行ったり、図示しないスピーカを通じて
設定された目的地への経路案内を音声にて行わせる制御を行う。
【００２０】
　このナビＥＣＵ２からは、運転者がナビゲーションシステムを操作して目的地を設定し
たときに、設定した目的地情報や経路案内の優先条件（例えば時間優先、距離優先など）
を表す優先情報などの情報がブレーキＥＣＵ１に入力されるようにしてある。
【００２１】
　エンジンＥＣＵ３も、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏなどを備えた周知のマイクロコ
ンピュータによって構成され、ＲＯＭなどに記憶されたプログラムに基づいてエンジン制
御を行っている。具体的には、エンジンＥＣＵ３は、図示しないが運転者によるアクセル
操作量を示すアクセル開度に基づいてエンジンのパワー（エンジン出力）を制御している
。このエンジンＥＣＵ２からはアクセル操作量を示す情報としてアクセル開度情報がブレ
ーキＥＣＵ１に入力されるようにしてある。
【００２２】
　また、車両用ブレーキ制御装置には、ブレーキＥＣＵ１への信号入力を行う各部として
、油圧センサ６、車輪速センサ７および情報入力部８が備えられている。
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【００２３】
　油圧センサ６は、Ｗ／Ｃ圧に応じた検出信号をブレーキＥＣＵ１に入力する。ブレーキ
ＥＣＵ１は、この油圧センサ６の検出信号に基づいて、各車輪の制動装置５に備えられた
Ｗ／Ｃに発生させられているＷ／Ｃ圧を取得している。油圧センサ６としては、Ｗ／Ｃ圧
を直接検出するＷ／Ｃ圧センサの他、Ｍ／Ｃ内に発生させられるＭ／Ｃ圧を検出するＭ／
Ｃ圧センサなどを用いることができる。油圧センサ６としてＭ／Ｃ圧センサを用いる場合
、ブレーキアクチュエータ３に備えられた電磁弁のソレノイドへの通電量に応じてＭ／Ｃ
圧とＷ／Ｃ圧との差圧量が分かるため、Ｍ／Ｃ圧に対して電磁弁による差圧量分を加算す
ることでＷ／Ｃ圧を取得できる。
【００２４】
　車輪速センサ７は、車輪速信号をブレーキＥＣＵ１に入力する。ブレーキＥＣＵ１は、
この車輪速センサ７から入力される車輪速信号に基づいて、車速を取得している。
【００２５】
　情報入力部８は、各種情報を入力するものであり、単独の装置である必要はなく、車載
ＥＣＵや車載カメラもしくは車載センサなどの各種装置により構成されていても良い。
【００２６】
　情報入力部８からは、車両の同乗者に関する情報として、車室内にチャイルドシートが
設置されているか否か、つまり乳幼児が同乗している可能性があるか否かを示すチャイル
ドシート有無情報、同乗者の有無を示す同乗者有無情報をブレーキＥＣＵ１に入力してい
る。例えばチャイルドシートの有無や同乗者の有無については、車室内カメラでの画像認
識やシート座面に設置される荷重センサなどによって検出できることから、車室内カメラ
の画像認識結果や荷重センサの検出信号をブレーキＥＣＵ１に入力するようにしている。
【００２７】
　また、情報入力部８からは、車両への積載状態を示す積載情報、車両の周辺に認識され
る障害物などの物体や道路環境に関する情報である車両周辺認識情報などもブレーキＥＣ
Ｕ１に入力している。積載状態については車室内カメラでの画像認識やサスペンションに
備えられた荷重センサなどによって検出できるため、車室内カメラの画像認識結果や荷重
センサの検出信号をブレーキＥＣＵ１に入力するようにしている。車両周辺の物体につい
ては車両周辺カメラやコーナーソナーもしくはレーザレーダなどによって認識でき、車両
周辺の道路環境については車両周辺カメラやナビゲーションシステムの道路情報などによ
って認識できる。したがって、車両周辺カメラの画像認識結果やコーナーソナーもしくは
レーザレーダの検出結果、さらにはナビＥＣＵ２からの道路情報に基づく道路環境の検出
結果をブレーキＥＣＵ１に入力するようにしている。
【００２８】
　以上のようにして本実施形態にかかる車両用ブレーキ制御装置が構成されている。続い
て、本実施形態の車両用ブレーキ制御装置の作動について、図２～図３に示す各種処理の
フローチャートおよび図４に示すブレーキ特性を参照して説明する。
【００２９】
　本実施形態の車両用ブレーキ制御装置は、ブレーキＥＣＵ１が図２～図３のフローチャ
ートに示した各種処理を所定の制御周期毎に実行することにより作動する。ブレーキＥＣ
Ｕ１は、例えばイグニッションスイッチがオンされている期間中に図２～図３の各処理を
実行する。なお、ブレーキＥＣＵ１に実行させる各種処理については、運転者がブレーキ
操作を行ったときにのみ実行させるようにしても良いが、ブレーキ操作前にも予め実行さ
せるようにしておいても良い。
【００３０】
　まず、図２のステップ１００では、各種情報入力を行う。すなわち、ブレーキＥＣＵ１
は、ナビＥＣＵ２からナビゲーションシステムにて設定された目的地情報や優先情報を入
力すると共に、エンジンＥＣＵ３からアクセル開度情報を入力する。また、ブレーキＥＣ
Ｕ１では、自分自身でブレーキ制御を実行するための各種パラメータについて取り扱って
いることから、各種パラメータのデータの中からブレーキ操作量（ブレーキペダルのスト
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ロークや踏力）に関するデータを読み出す。さらに、ブレーキＥＣＵ１は、油圧センサ６
からＷ／Ｃ圧に応じた検出信号、車輪速センサ７から車速信号を入力し、情報入力部８か
らも各種情報を入力する。具体的には、情報入力部８からは、チャイルドシート有無情報
、同乗者有無情報、積載情報、車両周辺認識情報を入力する。
【００３１】
　その後、ステップ２００に進み、運転状況判定処理を行う。運転状況判定処理では、運
転者の運転状況を判定する。運転者の運転状況は、運転者の意思や車両への乗車積載状態
、さらには車両周辺の状況に応じて変化する。この運転者の運転状況は、運転者が要求す
るブレーキ特性を顕著に表していることから、運転者の運転状況に応じてブレーキ特性を
設定するのが好ましい。
【００３２】
　例えば、運転者の意思として、運転者が急いで運転しているような状況では、よりメリ
ハリが有ってキビキビとした車両挙動となるブレーキ特性が要求されると想定される。ま
た、乗車積載状態を考慮すると、よりメリハリが有ってキビキビとした車両挙動となるブ
レーキ特性が要求される場面もある。さらに車両周辺の状況から車両の周辺に物体（例え
ば人や車両など）が存在するときには、よりメリハリが有ってキビキビとした車両挙動と
なるブレーキ特性が要求される。このような運転状況では、仮に低速走行時やコーナリン
グ時であったとしても、ハードなブレーキ特性にすることが望まれることがある。
【００３３】
　逆に、運転者の意思として、運転者がゆっくりと運転しているような状況では、メリハ
リの有るキビキビとした車両挙動となるブレーキ特性は要求されないと想定される。また
、乗車積載状態を考慮すると、メリハリの有るキビキビとした車両挙動となるブレーキ特
性は要求されない場面もある。さらに車両周辺の状況から車両の周辺に物体（例えば人や
車両など）が存在し難い場面では、メリハリの有るキビキビとした車両挙動となるブレー
キ特性は要求されない。このような運転状況では、仮に低速走行時やコーナリング時以外
であったとしても、ソフトなブレーキ特性にすることが望まれることがある。
【００３４】
　これらを考慮した判定を行うのが運転状況判定処理である。なお、本実施形態では、運
転状況に応じてブレーキ特性として“ハード”、“ソフト”、“ノーマル”の３段階の設
定が行えるようにしている。図４に示すように、ノーマルは、通常のブレーキ操作と減速
度との関係を示したブレーキ特性である。ハードは、ノーマルと比較して、同じブレーキ
操作量に基づいてより大きな減速度を得られるようにするブレーキ特性である。ハードの
場合、ブレーキペダルの遊びが少なくなってペダル剛性が高まるような特性となり、コン
トロール性よりも安全性重視の特性となる。ソフトは、ノーマルと比較して、同じブレー
キ操作量に基づいてより小さな減速度が得られるようにするブレーキ特性である。ソフト
の場合、ハードと逆にブレーキペダルの剛性が低下するような特性となり、安全性よりも
コントロール性重視の特性となる。このため、ブレーキ特性としてノーマルを設定すると
通常のブレーキ特性、ハードを設定するとよりメリハリが有ってキビキビとした車両挙動
となるブレーキ特性、ソフトを設定すると緩やかな車両挙動となるブレーキ特性となる。
【００３５】
　具体的には、運転状況判定処理として、図３に示す各処理を実行する。ステップ２１０
では、ハード設定すべき運転状況であるか否かを判定する。本実施形態の場合、ハード設
定すべき運転状況として、次の５つを例に挙げている。
【００３６】
　１つ目は、ナビゲーションシステムで設定されている経路案内の目的地が病院であり、
かつ、同乗者があるという乗車積載状態の場合である。この場合には、運転者が同乗者を
連れて病院に急いでいるような運転状況である可能性がある。２つ目は、ナビゲーション
システムの優先条件として時間優先が設定されている場合である。この場合には、より早
く目的地に到着したいという運転者の意思があると考えられる。３つ目は、ブレーキもし
くはアクセル操作頻度・操作スピードが予め設定しておいた基準値よりも高い場合である
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。この場合にも、キビキビした車両挙動となる運転を行いたいという運転者の意思がある
と言えるためハード設定が望ましい。このような場合に、操作頻度の高さから「車両の走
行状態が渋滞」との判断でソフト設定すると、キビキビした車両挙動となる運転を行いた
いという運転者の意思にあわず、運転者は効きが緩やかなブレーキに戸惑うことになる。
また、この様に急いでいるときは前車に近づいてから制動する傾向が高く、ソフト設定す
ると運転者は効きが緩やかなブレーキにあわてることになり易く望ましくない。４つ目は
、生活道路や狭い道であり。ここで生活道路とは、地域の住民らが自宅から大通りなど主
要道路に出るまでに使う道であり、道路情報から取得する。また、狭い道とは、例えば道
路の幅が５メートル未満、センターラインが無い道路等であり、道路情報、車両周辺カメ
ラの画像認識で判断する。５つ目は、車両の周辺に人や車両などの物体が存在している場
合である。これらを車両周辺カメラの画像認識、コーナーソナーもしくはレーザーレーダ
などによって認識し、例えば車両周辺２ｍ以内に前記物体の存在を判断したときである。
これらの場合には、車両周辺の環境が接触事故などが起こる可能性が高まる環境であり、
より確実に接触事故などを防げるように、「運転者の運転状態」判断によりハード設定に
するのが望ましく、また、このような「運転者の運転状況」では低速で走行することが多
く、「車両の走行状態が低速」との条件でソフト設定にすることは望ましくない。また、
６つ目は、前車追従時の前車との車間距離が短いとき、これをレーザーレーダ等での検出
により認識し、例えば速度５０ｋｍ／ｈのときで１２ｍ未満の場合も、前車への追突の可
能性が高い「運転者の運転状況」であるためハード設定が望ましい。
【００３７】
　したがって、上記６つの場合の運転状況においては、よりメリハリが有ってキビキビと
した車両挙動となるブレーキ特性となるようにするのが好ましい。このため、ステップ２
１０で上記いずれかの運転状況であると判定されると、ステップ２２０に進んでブレーキ
特性を“ハード”に設定して処理を終了する。また、ステップ２１０で上記いずれの運転
状況にも該当しないと判定されるとステップ２３０に進む。
【００３８】
　なお、ステップ２１０の判定において、ナビゲーションシステムでの経路案内の目的地
や優先条件に関してはナビＥＣＵ２から取得した目的地情報や優先情報に基づいて認識し
ており、乗車積載状態については情報入力部８からの情報に基づいて認識している。ブレ
ーキ操作頻度については、例えばブレーキＥＣＵ１が取り扱っているブレーキペダルの踏
力やストロークが０から０以外になった回数ＮＢが所定時間ＫＴＢ間に所定値ＫＮＨＢ以
上の時にブレーキ操作頻度大と判定する。ブレーキ操作スピードは、ブレーキペダルの踏
力やストロークの値が所定値ＫＢを上回るときの所定時間内の単位時間当たりの変化量に
基づいて認識している。具体的には、前記変化量が所定値ＫＤＢを超える回数が所定時間
ＫＴＢ間に連続して所定回数ＫＮＳＢ以上になったときにブレーキ操作スピード大と判定
する。また、アクセル操作頻度についてもエンジンＥＣＵ３から入力されるアクセル開度
が０から０以外になった回数ＮＡが所定時間ＫＴＡ間に所定値ＫＮＨＡ以上の時にアクセ
ル操作頻度大と判定する。
【００３９】
　また、アクセル操作スピードは、前記アクセル開度の値が所定開度ＫＡを上回る（開き
側になる）ときの所定時間内の単位時間当たりの変化量に基づいて認識している。具体的
には、前記変化量が所定値ＫＤＡを超える回数が所定時間ＫＴＡ間に連続して所定回数Ｋ
ＮＳＡ以上になったときにアクセル操作スピード大と判定している。生活道路や狭い道、
車両の周辺に人や車両などの物体が存在していることについては、ナビＥＣＵ２から取得
した道路情報もしくは情報入力部８からの情報に基づいて認識している。
【００４０】
　ステップ２３０では、ソフト設定すべき運転状況であるか否かを判定する。本実施形態
の場合、ソフト設定すべき運転状況として、次の４つの場合を例に挙げている。
【００４１】
　１つ目は、同乗者がいる場合、２つ目は、チャイルドシートを載せている場合である。
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これらの場合には、より安全運転かつ同乗者にとって優しい運転が望まれる乗車積載状態
の場合である。３つ目は、荷物を積んでいる場合である。この場合には、荷崩れ等を抑制
できるようなやさしい運転が望まれる乗車積載状態の場合である。これらの状態で高速走
行をしているとき、「車両走行状態が高速」との条件からハード設定にすると、制動が急
になり易く、同乗者への不安感・不快感や荷崩れ等が起こり易くなり望ましくなく、運転
者の運転状態によりソフト設定とするのが望ましい。また、荷物の積載状態は、車室内カ
メラでの画像認識で、例えば座席の上での高さが所定値ＫＨ以上の物体の有無で判断する
。４つ目は、ナビゲーションシステムで設定されている経路案内の目的地が病院であり、
かつ、同乗者が無いという乗車積載状態の場合である。この場合には、病院に行きたい運
転者が自分自身の運転で病院に向かっているような運転状況である可能性があり、自分自
身が体調不良であるため、優しい運転が望まれる。
【００４２】
　したがって、上記４つの場合の運転状況においては、メリハリが有るキビキビとした車
両挙動となるよりも、緩やかな車両挙動となるブレーキ特性となるようにするのが好まし
い。このため、ステップ２３０で上記いずれかの運転状況であると判定されると、ステッ
プ２４０に進んでブレーキ特性を“ソフト”に設定して処理を終了する。また、ステップ
２３０で上記いずれの運転状況にも該当しないと判定されるとステップ２５０に進み、ブ
レーキ特性を“ノーマル”に設定して処理を終了する。
【００４３】
　なお、ステップ２３０の判定において、同乗者の有無やチャイルドシートの設置の有無
もしくは荷物の積載の有無、つまり乗車積載状態については情報入力部８からの情報に基
づいて認識している。
【００４４】
　このようにして運転状況判定処理が終了すると、図２のステップ３００に進み、ブレー
キ制御を実行する。このブレーキ制御処理では、ステップ２００の運転状況判定処理によ
って設定されたブレーキ特性に応じたブレーキ制御を実行する。すなわち、ブレーキ操作
量に対する減速度の関係が設定されたブレーキ特性となるようにブレーキアクチュエータ
４を制御することで制動装置５にて発生させられる制動力を制御する。これにより、運転
状況に応じたブレーキ特性を得ることが可能となる。
【００４５】
　以上説明したように、本実施形態にかかる車両用ブレーキ制御装置では、運転者の運転
状況を判定し、その判定結果に応じてブレーキ特性を設定するようにしている。このため
、運転者にとってより適切なブレーキ特性に切替えることが可能となる。具体的には、運
転者の運転状況として、運転者の意思や車両への乗車積載状態、さらには車両周辺の状況
を判定していることから、これらに加味した適切なブレーキ特性にすることができる。
【００４６】
　なお、運転者の運転状態が「ハード」、「ソフト」の両方が成立する場合は、同乗者等
への配慮より、車両の安全、すなわち制動性を優先することが望ましいため、本実施形態
（図３参照）では、よりブレーキの効きを優先した「ハード」設定を優先したフローチャ
ートにしている（ステップ２１０参照）。
【００４７】
　（他の実施形態）
　上記実施形態では運転者の運転状況として、運転者の意思や車両への乗車積載状態、さ
らには車両周辺の状況を例に挙げたが、これらのすべてを判定しなければならない訳では
なく、少なくとも１つを判定してブレーキ特性を設定すれば良い。
【００４８】
　また、運転者の意思や車両への乗車積載状態および車両周辺の状況の一例を説明したが
、ここで示した例以外の他の運転状況について判定し、それに基づいてブレーキ特性を設
定するようにしても良い。例えば、ナビゲーションシステムにおいてガソリン優先（燃費
優先）が優先条件として設定されている場合には、キビキビした車両挙動ではなく、緩や
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かな車両挙動となるように、ブレーキ特性をソフトに設定することができる。また、積載
されている荷物の量に応じてブレーキ特性を変更しても良い。例えば、荷物の積載量が大
きくなるほど減速度が得られにくくなることから、積載量が閾値未満のときには上記実施
形態のようにブレーキ特性をソフトに設定し、積載量が閾値以上になるとブレーキ特性を
ハードに設定するようにしても良い。
【００４９】
　また、上記実施形態では、ブレーキ特性を“ノーマル”、“ハード”、“ソフト”の３
段階に設定できるようにしたが、少なくともブレーキ操作量に対して発生させられる減速
度の関係についてハードとソフトの２段階に設定できればよい。
【００５０】
　なお、各図中に示したステップは、各種処理を実行する手段に対応するものである。具
体的には、ブレーキＥＣＵ１のうちステップ１００の処理を実行する部分は情報入力手段
に相当し、ステップ２１０、２３０の処理を実行する部分は運転状況判定手段、ステップ
２２０、２４０、２５０の処理を実行する部分はブレーキ特性設定手段に相当する。
【符号の説明】
【００５１】
　１…ブレーキＥＣＵ、２…ナビＥＣＵ、３…エンジンＥＣＵ、４…ブレーキアクチュエ
ータ、５…制動装置、６…油圧センサ、７…車速信号入力部、８…情報入力部

【図１】 【図２】

【図３】
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