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(57)【要約】
【課題】拘束装置によって拘束された車両をシャシダイ
ナモメータ上で試験する場合、タイヤに加わる垂直荷重
が変化する。
【解決手段】車両の前輪と後輪の前後側で、それぞれの
左右輪の中間を結んだ直線上の位置の床面と被試験車両
間にアクチュエータを設置する。試験装置にアクチュエ
ータに対し位置若しくは力を制御する制御部と、予めモ
ード運転を行う路上走行時の時間に対する路面と車軸間
の垂直方向の変化信号を記憶する記憶部を設ける。制御
部には垂直指令発生部を設け、垂直指令発生部は、記憶
部に記憶されている走行パターンに同期した垂直方向の
変化信号を読み込み、ダイナモメータの車速指令に同期
した信号を生成して各アクチュエータの指令値として出
力する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シャシダイナモメータ上で被試験車両を拘束装置によって拘束しつつ車両試験を行う車
両特性計測装置において、
　前記被試験車両の前輪前側と後輪後側で、それぞれの左右輪の中間を結んだ直線上の位
置であって、床面と被試験車両間に各々設置されたアクチュエータと、
　予め行った走行試験において前記各アクチュエータが設置される位置の被試験車両から
取得された前輪側、後輪側の信号であり、試験走行パターンでの路上走行でモード運転を
行った少なくとも走行時間に対する、路面と被試験車両の車軸間の垂直方向に変化する信
号を記憶する記憶部と、
　前記記憶部に記憶された試験走行パターンに同期した垂直方向の変化信号を読み込み、
ダイナモメータの車速指令に同期した信号を生成して前記各アクチュエータの制御指令と
して出力する垂直指令発生部を有し、前記制御指令に基づいて前記各アクチュエータを制
御する制御手段と、
　を備えたことを特徴とした車両特性計測装置。
【請求項２】
　前記記憶部に記憶される垂直方向の変化信号は、被試験車両の車軸と路面間に加わる垂
直荷重信号であることを特徴とした請求項１に記載の車両特性計測装置。
【請求項３】
　前記垂直荷重信号は、被試験車両の、前輪側における左右輪の垂直力の合計信号および
後輪側における左右輪の垂直力の合計信号を含んでいることを特徴とした請求項２に記載
の車両特性計測装置。
【請求項４】
　路面と被試験車両の車軸間の垂直力を測定する垂直力測定手段と、
　前記制御手段に設けられ、前記垂直指令発生部が出力する制御指令と前記垂直力測定手
段により測定された測定垂直力との差分が０となるように制御指令を演算する前輪位置制
御部及び後輪位置制御部とを備え、
　前記制御手段は、前記前輪位置制御部及び後輪位置制御部の演算によって生成された制
御指令に基づいて前記アクチュエータを制御することを特徴とした請求項２又は３に記載
の車両特性計測装置。
【請求項５】
　前記記憶部に記憶される垂直荷重信号は、試験走行パターンのソフトウェアを用いたコ
ンピュータシミュレーションにより算出された、試験時間に対する前輪側、後輪側の垂直
力と初期垂直力との第１の偏差垂直力の信号であり、
　前記前輪位置制御部及び後輪位置制御部は、前記垂直力測定手段により測定された測定
垂直力および初期垂直力の第２の偏差垂直力の信号と、前記垂直指令発生部が出力する前
記第１の偏差垂直力を含む信号との差分が０となるように制御指令を演算することを特徴
とした請求項４に記載の車両特性計測装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、
　前記前輪位置制御部及び後輪位置制御部により演算された制御指令に対して非干渉化演
算を行って、前記各アクチュエータの制御指令を生成する非干渉化演算部を備え、
　前記非干渉化演算部により生成された制御指令に基づいて前記各アクチュエータを制御
することを特徴とした請求項４又は５に記載の車両特性計測装置。
【請求項７】
　前記制御指令は位置指令であることを特徴とした請求項１ないし６のいずれか１項に記
載の車両特性計測装置。
【請求項８】
　前記制御指令は位置指令であり、
　前記前輪位置制御部及び後輪位置制御部は位置指令を演算し、
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　前記制御手段は、前記演算された位置指令に基づいて前記各アクチュエータに対し位置
制御を行うことを特徴とした請求項４又は５に記載の車両特性計測装置。
【請求項９】
　前記制御指令は位置指令であり、
　前記前輪位置制御部及び後輪位置制御部は位置指令を演算し、
　前記非干渉化演算部は、前記演算された位置指令に対して非干渉化演算を行って前記各
アクチュエータの位置指令を生成し、
　前記制御手段は、非干渉化演算部によって生成された位置指令に基づいて前記各アクチ
ュエータに対し位置制御を行うことを特徴とした請求項６に記載の車両特性計測装置。
【請求項１０】
　前記非干渉化演算部は、非干渉化演算を行って前記各アクチュエータの力指令を生成し
、
　前記制御手段は、非干渉化演算部によって生成された力指令に基づいて前記各アクチュ
エータに対し力制御を行うことを特徴とした請求項６に記載の車両特性計測装置。
【請求項１１】
　前記記憶部に記憶される垂直方向の変化信号は前記アクチュエータの設置高さを示す高
さ信号であり、
　前記垂直指令発生部は各アクチュエータの位置指令を出力し、
　前記制御手段は、前記位置指令に基づいて前記各アクチュエータに対し位置制御を行う
ことを特徴とした請求項１に記載の車両特性計測装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両試験を行う車両特性計測装置に係わり、特に車両の性能試験において、
タイヤに加わる垂直荷重を、加減速状態までを含めて走行状態と一致させるようにした車
両特性計測装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　図９はシャシダイナモメータを用いて車両試験を行う場合の概略構成図を示したもので
、被試験機である車両１のタイヤをローラ２上に載置し、一般にはタイヤがローラ２上に
載置された状態を維持するために車両１の前後をワイヤ３などの車両拘束装置によって拘
束している。試験にあたっては、予め実路走行によって取得したデータをシャシダイナモ
メータ４に記憶させておく。このシャシダイナモメータ４のローラ２を介して、車両１に
対して路上走行を模擬した状態の制御を行い、そのときの車両性能の計測が行われる。
【０００３】
　したがって、車両１の状態を実路走行時と同じ状態に模擬しながら試験を行うことが、
試験精度の向上には重要となる。しかし、図９で示すように車両１はワイヤ３によって拘
束されていることから、車両１のピッチングやローリングなどの姿勢変化を抑制してしま
い、実路走行時と同じ状態での試験ができない。例えば、路上を走行する車両１では、加
減速に応じて車両１の車体の前後方向が垂直方向の動きに変化する向きに重心点回りのモ
ーメントが発生してピッチング運動が起こり、車両１のタイヤに加わる垂直荷重が変化す
る。
【０００４】
　このような姿勢変化を再現して制御するために、試験装置に車体姿勢制御装置を設ける
ものが特許文献１として公知となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２７１０２５
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１は、サスペンションの制御のために、車両の前後左右に4個の拘束装置を取
り付け、4個の拘束装置はそれぞれ車両の垂直方向と左右方向に伸縮可能に構成され、こ
れらの伸縮量を姿勢制御装置によって制御するように構成したものである。このように、
特許文献１は特殊な拘束装置を必要としているものである。
【０００７】
　本発明が目的とするところは、比較的簡単な構成によって、タイヤに加わる垂直荷重を
加減速状態までを含めて走行状態と一致させることのできる車両特性計測装置を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の請求項１に記載の車両特性計測装置は、
　シャシダイナモメータ上で被試験車両を拘束装置によって拘束しつつ車両試験を行う車
両特性計測装置において、
　前記被試験車両の前輪前側と後輪後側で、それぞれの左右輪の中間を結んだ直線上の位
置であって、床面と被試験車両間に各々設置されたアクチュエータと、
　予め行った走行試験において前記各アクチュエータが設置される位置の被試験車両から
取得された前輪側、後輪側の信号であり、試験走行パターンでの路上走行でモード運転を
行った少なくとも走行時間に対する、路面と被試験車両の車軸間の垂直方向に変化する信
号を記憶する記憶部と、
　前記記憶部に記憶された試験走行パターンに同期した垂直方向の変化信号を読み込み、
ダイナモメータの車速指令に同期した信号を生成して前記各アクチュエータの制御指令と
して出力する垂直指令発生部を有し、前記制御指令に基づいて前記各アクチュエータを制
御する制御手段と、
　を備えたことを特徴としている。
【０００９】
　本発明の請求項２に記載の車両特性計測装置は、請求項１において、前記記憶部に記憶
される垂直方向の変化信号は、被試験車両の車軸と路面間に加わる垂直荷重信号であるこ
とを特徴としている。
【００１０】
　本発明の請求項３に記載の車両特性計測装置は、請求項２において、前記垂直荷重信号
は、被試験車両の、前輪側における左右輪の垂直力の合計信号および後輪側における左右
輪の垂直力の合計信号を含んでいることを特徴としている。
【００１１】
　本発明の請求項４に記載の車両特性計測装置は、請求項２又は３において、路面と被試
験車両の車軸間の垂直力を測定する垂直力測定手段と、
　前記制御手段に設けられ、前記垂直指令発生部が出力する制御指令と前記垂直力測定手
段により測定された測定垂直力との差分が０となるように制御指令を演算する前輪位置制
御部及び後輪位置制御部とを備え、
　前記制御手段は、前記前輪位置制御部及び後輪位置制御部の演算によって生成された制
御指令に基づいて前記アクチュエータを制御することを特徴としている。
【００１２】
　本発明の請求項５に記載の車両特性計測装置は、請求項４において、前記記憶部に記憶
される垂直荷重信号は、試験走行パターンのソフトウェアを用いたコンピュータシミュレ
ーションにより算出された、試験時間に対する前輪・後輪の垂直力と初期垂直力との第１
の偏差垂直力の信号であり、
　前記前輪位置制御部及び後輪位置制御部は、前記垂直力測定手段により測定された測定
垂直力および初期垂直力の第２の偏差垂直力の信号と、前記垂直指令発生部が出力する前
記第１の偏差垂直力を含む信号との差分が０となるように制御指令を演算することを特徴
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としている。
【００１３】
　本発明の請求項６に記載の車両特性計測装置は、請求項４又は５において、前記制御手
段は、
　前記前輪位置制御部及び後輪位置制御部により演算された制御指令に対して非干渉化演
算を行って、前記各アクチュエータの制御指令を生成する非干渉化演算部を備え、
　前記非干渉化演算部により生成された制御指令に基づいて前記各アクチュエータを制御
することを特徴としている。
【００１４】
　本発明の請求項７に記載の車両特性計測装置は、請求項１ないし６のいずれか１項にお
いて、前記制御指令は位置指令であることを特徴としている。
【００１５】
　本発明の請求項８に記載の車両特性計測装置は、請求項４又は５において、前記制御指
令は位置指令であり、
　前記前輪位置制御部及び後輪位置制御部は位置指令を演算し、
　前記制御手段は、前記演算された位置指令に基づいて前記各アクチュエータに対し位置
制御を行うことを特徴としている。
【００１６】
　本発明の請求項９に記載の車両特性計測装置は、請求項６において、前記制御指令は位
置指令であり、
　前記前輪位置制御部及び後輪位置制御部は位置指令を演算し、
　前記非干渉化演算部は、前記演算された位置指令に対して非干渉化演算を行って前記各
アクチュエータの位置指令を生成し、
　前記制御手段は、非干渉化演算部によって生成された位置指令に基づいて前記各アクチ
ュエータに対し位置制御を行うことを特徴としている。
【００１７】
　本発明の請求項１０に記載の車両特性計測装置は、請求項６において、前記非干渉化演
算部は、非干渉化演算を行って前記各アクチュエータの力指令を生成し、
　前記制御手段は、非干渉化演算部によって生成された力指令に基づいて前記各アクチュ
エータに対し力制御を行うことを特徴としている。
【００１８】
　本発明の請求項１１に記載の車両特性計測装置は、請求項１において、前記記憶部に記
憶される垂直方向の変化信号は前記アクチュエータの設置高さを示す高さ信号であり、
　前記垂直指令発生部は各アクチュエータの位置指令を出力し、
　前記制御手段は、前記位置指令に基づいて前記各アクチュエータに対し位置制御を行う
ことを特徴としている。
【発明の効果】
【００１９】
（１）以上のとおり、請求項１～１１に記載の発明によれば、比較的簡単な構成によって
、タイヤに加わる垂直荷重を加減速状態までを含めて走行状態と一致させることのできる
車両特性計測装置を提供することができる。また、コンピュータシミュレーションを行っ
た時のデータを用いてシャシダイナモメータ上での再現運転が可能となる。
（２）また、請求項２～１０に記載の発明によれば、加減速時に発生するピッチングを含
めて走行状態との一致が可能となってモード運転による燃費、排ガス試験の精度が向上す
る。また、その制御も単純なＰＩ制御によって可能となるものである。
（３）また、請求項６に記載の発明によれば、非干渉化演算部の非干渉化演算によって制
御指令を補正することで、アクチュエータを、前輪、後輪のそれぞれ左右輪の中間を結ん
だ直線上の任意位置での設置を可能とし、車両特性計測装置の簡略化が図れるものである
。
【図面の簡単な説明】
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【００２０】
【図１】本発明の実施形態を示す車両特性計測装置の構成図。
【図２】本発明の車両特性計測装置の位置制御部の構成図。
【図３】導入式の説明図。
【図４】本発明の他（実施例２）の位置制御部の構成図。
【図５】本発明の他（実施例３）の位置制御部の構成図。
【図６】本発明の他（実施例４）の位置制御部の構成図。
【図７】本発明の他（実施例５）の車両特性計測装置の構成図。
【図８】本発明の他（実施例５）の位置制御部の構成図。
【図９】従来の車両特性計測装置の構成図。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　従来の車両特性計測装置では、単にダイナモメータ制御装置からの制御信号に基づいて
路上走行シミュレーションによる試験が行われる。本発明の車両特性計測装置は、予め試
験走行パターンでの路上走行時に測定された垂直方向の力若しくは垂直方向の位置の測定
データか、又はコンピュータシミュレーションから得られる垂直方向の力若しくは垂直方
向の位置のデータを用いて、シャシダイナモメータ上で再現運転を行う。
【００２２】
　本発明の車両特性計測装置では、車両の前輪前側と後輪後側との前後側で、それぞれの
左右輪の中間を結んだ直線上の位置の床面と被試験車両間に、各々アクチュエータを設置
している。そして、アクチュエータに対する位置制御、若しくは力制御をする制御手段と
、予め試験走行パターンでの路上走行で、モード運転を行った少なくとも走行時間に対す
る路面と車軸間の垂直方向の変化信号を記憶する記憶部を設けている。
【００２３】
　この記憶部は、前記走行時間に代えて、モード運転を行った速度又は距離に対する路面
と車軸間の垂直方向の変化信号を記憶するものであってもよい。
【００２４】
　制御手段には垂直指令発生部を設け、垂直指令発生部は、記憶部に記憶されている試験
走行パターンに同期した垂直方向の変化信号を読み込み、ダイナモメータの車速指令に同
期した信号を生成して各アクチュエータの位置指令として出力する。以下図に基づいて詳
述する。
【実施例１】
【００２５】
　図１は、本発明の第１の実施例を示す構成図を示したもので、図９と同一部分に同一符
号を付してその説明を省略する。５（５Ｆ，５Ｒ）はアクチュエータであり、被試験車両
１の前輪前側（車体前部）と後輪後側（車体後部）で、且つ前輪，後輪のそれぞれ左右輪
の略中間を結んだ直線上の任意の設置位置において、試験装置の床面Fと車両１間に配設
される。前輪前側のアクチュエータ５Ｆおよび後輪後側のアクチュエータ５Ｒに対する各
々の垂直方向の位置は、制御手段としての制御部１０からの出力によって制御される。
【００２６】
　６は記憶部であり、実路走行時に計測された例えば走行時間（又は速度又は距離）に対
する路面と車軸間の垂直力（垂直荷重）Ｆzとして、予め走行時間における時刻毎の車速
に対応した垂直力として記憶されている。
【００２７】
　７はダイナモメータ制御装置であり、８は垂直力測定手段の一例としての計測器で、モ
ード運転を行う路上走行時の、例えば走行時間（又は速度又は距離）に対する路面と車軸
間の垂直方向の変化信号に基づいて測定垂直力を検出するものである。また、垂直力測定
手段の他の例としては、前記アクチュエータ５から検出された検出信号に基づいて測定垂
直力を求めるようにしても良い。
【００２８】
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　図２は、垂直方向の変化信号として垂直荷重を例にした制御部１０の構成図を示したも
のである。１１は垂直指令発生部で、図示省略されている車速指令発生器に同期した時間
信号で、記憶部６に記憶されている車速に対応した前輪側の垂直力ＦrzFと後輪側の垂直
力ＦrzRを読み出してそれぞれの指令値として発生し、減算部１２，１３に出力する。
【００２９】
　なお、ここで言う前輪側の垂直力ＦrzF、後輪側の垂直力ＦrzRとは、前輪、後輪のそれ
ぞれの左右輪の合計した垂直力で、路上走行時に取得した車速に対応したデータである。
【００３０】
　減算部１２では、前輪側の指令値ＦrzFと前輪側の計測器８又はアクチュエータ５Ｆで
測定した力信号ＦzFの合計値との差分を求めて前輪位置制御部１４に出力し、この前輪位
置制御部１４で両者の差が０となるような演算を行って制御信号ｕFを出力する。減算部
１３では後輪側の指令値ＦrzRと後輪側の計測器８又はアクチュエータ５Ｒで測定した力
信号ＦzRの合計値との差分を求めて後輪位置制御部１５に出力し、この後輪位置制御部１
５で両者の差が０となるような演算を行って制御信号ｕRを出力する。
【００３１】
　１６は非干渉化演算部であり、前輪側の左右輪の中心位置と配設されるアクチュエータ
５Ｆとの距離ＬF、および後輪側の左右輪の中心位置と配設されるアクチュエータ５Ｒと
の距離ＬRが、各々車軸間長Ｈと比較して無視できない長さの場合、前輪位置制御部１４
および後輪位置制御部１５による制御において干渉問題が発生する虞がある。
非干渉化演算部１６はこれを防止するための演算を行い、アクチュエータ５Ｆ，５Ｒに対
する位置指令XrF，XrRを出力してアクチュエータ５Ｆ，５Ｒに対して位置制御を行う。
【００３２】
　以上のように構成された車両特性計測装置においてその動作を説明する。
被試験車両１は、ダイナモメータ制御装置７からの制御信号に基づいて路上走行シミュレ
ーションによる試験が行われるが、その際、予め試験走行パターンでの路上走行時に測定
された垂直力の測定データから前輪側、及び後輪側の垂直力Ｆzの合計値を算出し、走行
時間における時刻毎の車速に対応した垂直力Ｆzを記憶部６に記憶しておく。
【００３３】
　シャシダイナモメータ上で試験を行うとき、垂直指令発生部１１は試験走行パターンに
同期して記憶されている前輪側および後輪側の垂直力Ｆz（ＦrzF，ＦrzR）を読み込み、
計測器８又はアクチュエータ５で測定した力信号ＦzF，ＦzRとの差分が0となるよう前輪
位置制御部１４、後輪位置制御部１５によって演算する。この演算出力はアクチュエータ
５Ｆ，５Ｒの可動部を垂直方向に位置制御し、試験走行パターンに合致した垂直力Ｆzと
なる。
【００３４】
　ここで、図１で示す寸法関係を参照して、車両における垂直方向の前輪、後輪とサスペ
ンションの合成した剛性をＫF，ＫR、停止状態でアクチュエータ５F、５Ｒから車両に力
を加えていないときのアクチュエータ５Ｆ，５Ｒの垂直方向の位置（床面と車両までの高
さ）をＸF0，ＸR0、垂直力Ｆz（ＦzF，ＦzR）の初期値（車重相当＋拘束装置によって発
生する力）をＦzF0，ＦzR0とし、試験時の床面から車軸までの高さをｘF，ｘRとすると、
（１）式の関係から（２）式となる。
【００３５】
　なお、（２）式は図１で示す距離関係から（３）式及び図３のように導きだされる。た
だし、図３は前輪の計算のみを示しており後輪も同様にして計算される。前輪側のアクチ
ュエータ５Fの位置は、後輪の中心を支点として回転した状態から算出できる。
ここで、ＸF、ＸRはアクチュエータ５F、５Ｒが設置されている設置位置の床面から車軸
までの高さ。
【００３６】



(8) JP 2015-172573 A 2015.10.1

10

20

30

40

50

【数１】

【００３７】
【数２】

【００３８】
【数３】

【００３９】
　また、（４）式となることから、アクチュエータ５Ｆ，５Ｒの設置点と車両前後の車軸
中心点までの距離ＬF，ＬRが、車軸間長Ｈと比較して無視できない大きさとなった場合、
アクチュエータ５Ｆ，５Ｒに対する前輪位置制御部１４、後輪位置制御部１５において干
渉問題が生じる可能性がある。なお、（２）～（４）式におけるＸF0，ＸR0及びＦzF0，
ＦzR0は試験開始時に予め測定する。
【００４０】
【数４】

【００４１】
　干渉発生を防止するために非干渉化演算部１６を設け、この非干渉化演算部１６におい
て前輪位置制御部１４の出力ｕFと後輪位置制御部１５の出力ｕRに対して（５）式の非干
渉化演算を行い、アクチュエータ５Ｆ，５Ｒに対する位置指令Ｘr

F，Ｘr
Rを生成する。

【００４２】
【数５】

【００４３】
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　（５）式に基づく位置指令Ｘr
F，Ｘr

Rによって、アクチュエータ５Ｆ，５Ｒの位置が位
置指令と等しいとすると（６）式となり、例えば計測器８によって測定した力信号ＦzF，
ＦzRを独立に制御することが可能となる。この制御は単純なＰＩ制御によって可能となる
。
【００４４】
【数６】

【００４５】
　なお、距離ＬF，ＬRが車軸間長Ｈと比較して小さく、無視できる範囲内の場合には非干
渉化演算は不要となり、その際は前輪位置制御部１４、後輪位置制御部１５の出力ｕF，
ｕRが位置制御指令となってアクチュエータ５Ｆ，５Ｒを制御し、非干渉化演算部１６は
不要となる。
【００４６】
　以上のように、この実施例によれば次のような効果を有するものである。
（１）試験装置において、路上走行時の走行パターンに倣って車両をアクチュエータを介
して垂直方向に制御することにより、加減速状態までを含めて走行状態との一致が可能と
なってモード運転による燃費、排ガス試験の精度が向上する。また、その制御も単純なＰ
Ｉ制御によって可能となるものである。
【００４７】
　（２）アクチュエータを用いて被試験車両に対して垂直方向に変動を加える場合、アク
チュエータは前輪及び後輪車軸の中間位置に取付けることが望ましいが、実際にはこの位
置での取り付けは困難な場合が多い。本実施例では、被試験車両の前後において、前輪、
後輪のそれぞれ左右輪の中間を結んだ直線上の任意の設置位置にアクチュエータを設置し
てタイヤに加わる垂直荷重を制御するものである。これによって、本来、正確に捉えたい
のはタイヤに加わる垂直荷重であるが、それに代えて車両の何れかの位置（アクチュエー
タの設置位置）にかかる力を測定し、非干渉化演算して補正することで、アクチュエータ
を前輪、後輪のそれぞれ左右輪の中間を結んだ直線上の任意の設置位置での設置を可能と
して試験装置の簡略化が図れるものである。
【００４８】
　（３）コンピュータシミュレーションを行った時のデータを用いてシャシダイナモメー
タ上での再現運転が可能となる。
【実施例２】
【００４９】
　図４は第２の実施例を示したもので、図２と同一部分、若しくは相当する部分に同一符
合を付してその説明を省略する。この実施例では、記憶部６ａには、予めモード運転など
の試験走行でのソフトウェアを用いたシミュレーションにより前輪左右及び後輪左右の各
々合計した垂直力Ｆzを算出し、試験時間中に計測された各々の垂直力Ｆzと前輪、後輪の
初期値ＦzF0，ＦzR0（車重相当＋拘束装置によって発生する下向きの力）との偏差垂直値
△Ｆz（△ＦrzF，△ＦrzR）が記憶される。
【００５０】
　シャシダイナモメータ上で走行試験を実施するとき、垂直指令発生部１１はモード運転
の速度指令に同期して、記憶部６ａから前輪及び後輪の偏差垂直値△ＦrzF，△ＦrzRを読
み込み、減算部１２ａ，１３ａに出力する。１２ｂ，１３ｂは減算部で、各減算部１２ｂ
，１３ｂは、例えば計測器８によって測定された垂直力ＦzF，ＦzRと予め記憶部６ａに格
納された初期値ＦzF0，ＦzR0との差分を算出し、その差分の垂直力△ＦzF，△ＦzRを各別
に減算部１２ａ，１３ａに入力して偏差垂直値△ＦrzF，△ＦrzRとの差分を算出し、前輪



(10) JP 2015-172573 A 2015.10.1

10

20

30

40

位置制御部１４と後輪位置制御部１５にそれぞれ出力する。
【００５１】
　前輪位置制御部１４と後輪位置制御部１５は、入力された差分が０となるような演算を
行って制御信号ｕF，ｕRを算出する。非干渉化演算部１６は（５）式の演算を行って位置
指令Ｘr

F，Ｘr
Rを出力してアクチュエータ５Ｆ，５Ｒに対して位置制御を行う。

【００５２】
　以上のように、この実施例は記憶部６ａに記憶された偏差垂直値△Ｆz（△ＦrzF，△Ｆ
rzR）を基準（指令値）とし、検出された△ＦzF，△ＦzRをこの指令値と一致するように
位置指令を生成するものである。したがって、この実施例によれば、実施例１と比較して
精度の点では落ちる可能性はあるが、初期状態で記憶された垂直荷重と実際の車両の垂直
荷重に差がある場合、アクチュエータ５Ｆ，５Ｒが常時力を発生することがないので、ア
クチュエータ５Ｆ，５Ｒに加わる負荷が軽くなる効果が生じる。
【実施例３】
【００５３】
　図５は第３の実施例を示した制御部１０の構成図を示したものである。
実施例１，２では、アクチュエータの可動部の長さを変化させることで垂直力Ｆzを制御
しているが、この実施例ではアクチュエータの長さは発生する力により長さが変化するこ
とを利用して、アクチュエータの力を直接制御するものである。そのため、図2と異なる
部分は、アクチュエータ５Ｆ，５Ｒに対する制御を力ＦF，ＦRとしたことである。
【００５４】
　記憶部６には、路上走行シミュレーションにより、試験を行う走行パターンでの前輪側
および後輪側の垂直力Ｆzの合計を算出し、走行時間における時刻毎の車速に対応した垂
直力Ｆz（ＦrzF，ＦrzR）が記憶されている。
また、これに伴って非干渉化演算部１６における非干渉化演算を、垂直方向のアクチュエ
ータ５Ｆ，５Ｒの力をＦF，ＦRとし、垂直力Ｆzの前輪左右及び後輪左右それぞれの合計
をＦzF，ＦzRとしたとき、（７）式，（８）式となる。他は実施例１と同様である。
【００５５】
【数７】

【００５６】
【数８】

【００５７】
　非干渉化演算部１６は、実施例１と同様に干渉問題を避けるために前輪位置制御部１４
の出力ｕFと後輪位置制御部１５の出力ｕRに対して（９）式の非干渉化演算を行い、アク
チュエータ５Ｆ，５Ｒに対する力指令Ｆr

F，Ｆr
Rを生成する。

【００５８】
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【数９】

【００５９】
　（９）式に基づく力指令Ｆr

F，Ｆr
Rの生成によって、アクチュエータ５Ｆ，５Ｒの力が

指令と等しいとすると（１０）式となり、例えば計測器８によって測定された力信号ＦzF
，ＦzRを独立に制御することが可能となる。この制御は単純なＰＩ制御によって可能とな
る。
【００６０】

【数１０】

【００６１】
　したがって、この実施例によれば、アクチュエータに対して力の制御を行うことでその
制御が直接的となり、タイヤ＋サスペンションの合成が不要となることから、非干渉演算
が簡単となって制御装置が図２よりも簡単となる。他は実施例１と同様の効果を奏するも
のである。
【実施例４】
【００６２】
　図６は第４の実施例を示したもので、図４と同一部分、若しくは相当する部分に同一符
合を付してその説明を省略する。この実施例では、記憶部６には、路上走行シミュレーシ
ョンにより、試験走行パターンでの前輪側および後輪側のそれぞれ合計した垂直力Ｆzを
算出し、計測時間毎の各々の垂直力Ｆzとその初期値ＦzF0，ＦzR0（車重相当＋拘束装置
によって発生する下向きの力）との各々の偏差垂直値△Ｆz（△ＦrzF，△ＦrzR）が記憶
されている。
【００６３】
　シャシダイナモメータ上での試験時には、垂直指令発生部１１は試験走行パターンに同
期して記憶されている前輪用、後輪用の偏差垂直値△ＦrzF，△ＦrzRを読み込み減算部１
２ａ，１３ａに出力する。１２ｂ，１３ｂは減算部であり、各減算部１２ｂ，１３ｂは例
えば計測器８によって測定された垂直力ＦzF，ＦzRと初期値ＦzF0，ＦzR0の差分を算出し
、その差分の垂直力△ＦzF，△ＦzRを各別に減算部１２ａ，１３ｂに入力して前記偏差垂
直値△ＦrzF，△ＦrzRとの差分を算出し、前輪位置制御部１４と後輪位置制御部１５にそ
れぞれ出力する。
【００６４】
　前輪位置制御部１４と後輪位置制御部１５は、入力された差分が０となるような演算を
行って制御信号ｕF，ｕRを算出する。非干渉化演算部１６は（９）式の演算を行って力指
令Ｆr

F，Ｆr
Rを出力してアクチュエータ５Ｆ，５Ｒに対し力制御を行う。

したがって、この実施例も実施例２と同様な効果を有するものである。
【実施例５】
【００６５】
　図７は第５の実施例を示したもので、図１と同一部分、若しくは相当する部分に同一符
合を付してその説明を省略する。この実施例では、記憶部６に記憶される垂直方向の変化
量信号は高さ信号となっている。この高さ信号は、試験時においてアクチュエータが取付
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測定器を用いて予め測定し、測定信号に基づいてアクチュエータ取付け高さを算出して記
憶部６に記憶されている。
【００６６】
　シャシダイナモメータ上での試験時には、図８で示すように垂直指令発生部１１は試験
走行パターンに同期して記憶部６に記憶されている前輪用、後輪用の高さ信号Ｘr

F，Ｘr
R

を読み込み、その高さ信号をアクチュエータ５Ｆ，５Ｒに対する位置指令として出力する
。したがって、アクチュエータ５Ｆ，５Ｒは路上走行シミュレーションと一致してアクチ
ュエータの垂直方向の動きを制御し、結果的に試験走行パターンに合致した垂直方向の位
置（高さ）信号を発生する。
【００６７】
　この実施例によれば、実施例１～４に比較して試験精度は劣るが、簡単な構成の試験装
置により車両の垂直方向の変動が模擬でき、従来よりもモード運転による燃費、排ガス試
験精度が向上するものである。
また、この実施例においても、コンピュータシミュレーションを行った時のデータを用い
てシャシダイナモメータ上での再現運転が可能となるものである。
【符号の説明】
【００６８】
　１…　被試験車両
　２…　ローラ
　３…　拘束装置
　４…　ダイナモメータ
　５…　アクチュエータ
　６…　記憶部
　７…　ダイナモメータの制御装置
　８…　計測器
　１０…　制御部
　１１…　垂直指令発生部
　１４…　前輪位置制御部
　１５…　後輪位置制御部
　１６…　非干渉化演算部
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