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走行中のタイヤすべりによる 
消散エネルギーのオンライン推定 

神奈川工科大学 

創造工学部 自動車システム開発工学科 

      助教 狩野 芳郎 

簡易かつ短時間で 
タイヤの消散エネルギーの推定が可能。 
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従来技術とその問題点 

既に実用化されているものには、有限要素法等の
数値解析手法等があるが、 
  膨大な計算に起因する推定時間遅れが発生 
  実験との照合が必要でオンライン推定不可能 
等の問題があり、広く利用されるまでには至って
いない。 
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新技術の特徴・従来技術との比較 

• 従来技術の問題点であった、計算量・計算時
間を削減することに成功した。 

• 本技術の適用により、従来はできなかった走
行中のタイヤすべりによる散逸エネルギーを、
オンライン推定できる。 

• 簡単な計算なので組み込み制御に応用でき
る。オンラインで運転者に運転法の改善を提
案し、「エコ」運転を実現することができる。 
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力学モデル（タ
イヤの接地面） 

新技術の特徴 

簡易かつ短時間でタ
イヤの消散エネル
ギーを推定すること
ができる装置、方法、
及びプログラムを 
提供する。 

粘着域 

タイヤ消散エネルギー
推定装置 
 
ベクトル算出手段 
（発生力、すべり
速度） 

消散エネルギー
時間率算出手段 

すべり域 

車両のヨー角速度 
タイヤの回転角速度 
車両重心点の横方向
加速度 
前後方向の加速度 
前輪の舵角 

タイヤ消散エネル
ギー推定装置は、ベ
クトル算出手段と、消
散エネルギー時間率
算出手段と、を備え
る。 
 



5 

（１）タイヤ消散エネルギー推定システムの概略構成 

Fig.1は本実施形態に係るタイヤ消

散エネルギー推定システムの概略
構成。 
 推定システムは、タイヤの消散エ
ネルギーを推定するタイヤ消散エネ
ルギー推定装置１２、ヨー角速度セ
ンサ１４、タイヤ回転角速度センサ１
６、車両重心点の横加速度センサ１
８、車両重心点の前後加速度センサ
２０、前輪の舵角センサ２２、及びタ
イヤ消散エネルギー推定装置１２で
計算したタイヤの消散エネルギー等
の各種情報を表示する表示部２４を
含んで構成されている。 

Fig.1 
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（２）タイヤ消散エネルギー推定装置の処理のイメージ 

Fig.2 

Fig.2は、本実施形態に係るタイヤ消散エネルギー推定装置によるタイヤ消散エネルギー推

定処理の内容をイメージ的に表した図。推定装置は、上記の各センサから信号を入力し、
各タイヤに発生する前後力、横力、及び消散エネルギーの時間率を算出（推定）する。 
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（３）タイヤ消散エネルギー推定処理のフローチャート 

Fig.3 

Fig.3に示すタイヤの消散エネルギー推定処理は、
予め定めた時間毎に実行される。 
 
 ステップＳ１００では、車両のヨー角速度をヨー角速
度センサから入力し、車両重心点の前後方向の速
及び車両重心点の横方向の速度を計算する。 
・・・ 
 ステップＳ１１４では、計算した縦すべり率、タイヤ
の横すべり角、タイヤの回転面内方向の進行速度、
タイヤの垂直荷重を入力として、ブラッシュモデルに
基づく各タイヤの消散エネルギーの時間率を計算す
る。 
・・・ 
ステップＳ１１６では、タイヤの消散エネルギーの時
間率を逐次時間積分することにより、その積分の時
間内における運動中のタイヤの消散エネルギーを
計算する。 
・・・ 
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（４）ブラッシュモデルについて 
Fig.4（非特許文献1の図2.34）はブラッシュモデル。タイヤの接地面中心線の前端を原

点Ｏとし、前後方向をｘ軸、横方向をｙ軸にとる。また、Ｏ点の真上のトレッドベース状
の点をＯ’とする。そして、Δｔの時間の間にＯ点から入った接地点はＰ点まで進み、Ｏ’

点から入った接地点はＰ’点まで進むものとし、Ｐ’点をｘ軸上に投影した点をＰ”とする。
そして、Ｐ点に働くｘ方向及びｙ方向の力等を算出する。  

Fig.4 

【非特許文献１】“自動車の運動と制御  第２版－車両運動力学の理論形成と応用”、安部正人著、東京電機大学出
版局、２０１２年１月 
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（５）接地面内の各部分に発生する最大摩擦力の分布 

接地面内の各部分に接
地圧によって働く最大摩
擦力の分布はFig.5（非特
許文献1の図2.35）に示す

ような分布Ａになり、接地
面のｘ方向（前後方向）の
中央部分で最大となる。 
このすべり域においてタ
イヤがすべることによりエ
ネルギーが消散されるこ
とから、タイヤのすべり域
における力のベクトル及
びすべり速度のベクトル
を算出する。そして、これ
らの内積を求めることに
より、タイヤの消散エネ
ルギーを算出する。 

Fig.5 
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（６）タイヤの消散エネルギーの表示例 

各タイヤの消散エネルギーＥｉを表示部に表示す
る。例えば、Fi.6(A)に示すように、左前輪から右

後輪までの４つのタイヤの消散エネルギーを棒
グラフで表示する。 
 また、同図(B)に示すように、各タイヤの消散エ

ネルギーの大きさに比例して、タイヤをイメージ
した円の大きさを変えることにより各タイヤの消
散エネルギーを表示する。また、タイヤの消散エ
ネルギーの時間率をFi.6(A)、(B)のように表示す
るようにしてもよい。  

Fig.7 
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（７）タイヤ消散エネルギー推定装置をコンピュータで構成した
場合のブロック図 

タイヤ消散エネルギー推定装置
は、Fig.7に示すようなコンピュー

タ７０を含む構成として実現される。
Fig.7に示すコンピュータ７０は、
CPU（Central Processing Unit）７０
Ａ、ROM７０Ｂ、RAM７０Ｃ、不揮

発性メモリ７０Ｄ、及び入出力イン
ターフェース（I/O）７０Ｅがバス７０

Ｆを介して各々接続された構成と
なっている。 

Fig.7 
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（８）舵角の時刻歴の一例を示す線図 

タイヤの消散エネルギー
推定システムを乗用車に
搭載し、スラローム走行
をした場合の各タイヤの
消散エネルギーを算出し
た。Fig.8は、その結果の

舵角センサにより検出し
た前輪の舵角を表してい
る。 

Fig.8 
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（９）舵角の時刻歴の一例を示す線図 

タイヤの消散エネルギー
推定システムを乗用車に
搭載し、スラローム走行
をした場合の各タイヤの
消散エネルギーを算出し
た。その結果のFig.9は、

横加速度センサにより検
出した横加速度を表して
いる。 

Fig.9 
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（１０）接地面内の各部分に発生する最大摩擦力の分布 

Fig.10 

Fig.10は、各タイヤの消

散エネルギーの時間率
Ｗｉを表している。なお、
Ｗ１、Ｗ２が左右の前輪、
Ｗ３、Ｗ４が左右の後輪
のタイヤの消散エネル
ギーの時間率を表してい
る。 
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（１１）各タイヤの消散エネルギーの時刻歴の一例 

Fig.11は各タイヤの消散

エネルギーの時間率を時
間積分したものを表して
いる。なお、Ｅ１、Ｅ２が左
右の前輪、Ｅ３、Ｅ４が左
右の後輪のタイヤの消散
エネルギーを表している。 
 
 Fi.8～Fig.11に示すよう

に、前輪の舵角が大きく
変化するスラローム走行
をした場合、特に前輪の
タイヤの消散エネルギー
が大きくなることが判った。 

Fig.11 
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想定される用途 

• 本技術の特徴を生かすためには、オンライン
で運転者に運転法の改善を提案し、「エコ」運
転を実現できるメリットが大きい。 

• 上記以外に、オフライン推定での確度向上の
効果が得られることも期待される。 

• また、達成された力学モデルに着目すると、タ
イヤ開発や自動運転といった分野や用途に展
開することも可能と思われる。 
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実用化に向けた課題 

• 現在、タイヤの消散エネルギーについてオン
ライン推定機能まで開発済み。しかし、実車の
電子制御ユニットへの適用が未了である。 

• 今後、実車について実験データを大量に取得
し、本提案の力学モデルの規模と、計算量、
計算速度とのトレードオフを検証する。 

• 実用化に向けて、力学モデルを電子制御ユ
ニットに適用する場合の有用性を検証する。 
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企業への期待 

• 未了の電子制御ユニットＥＣＵへの適用につ
いては、力学モデルの組み込みにより革新的
な次世代ＥＣＵを提案できると考えている。 

• 自動車用電子制御ユニットの開発技術を持つ
企業、自動運転分野への展開を考えている企
業との共同研究を希望。 

• また、タイヤメーカー企業には、タイヤ開発に
本技術の導入が有効と思われる。 
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本技術に関する知的財産権 

• 発明の名称 ：タイヤ消散エネルギー推定
装置、方法、及びプログラム 

• 出願番号 ：特願2012-101596 
• 出願人  ：学校法人幾徳学園 
• 発明者  ：安部正人、狩野芳郎 
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お問い合わせ先 
神奈川工科大学 リエゾンオフィス 
 コーディネーター  田近 淳 
 ＴＥＬ 046-291-3277 
 ＦＡＸ 046-291-3221 
 e-mail tajika@ccy.kanagawa-it.ac.jp 

タマティーエルオー株式会社 
 研究成果移転事業部  松永 義則 
 ＴＥＬ 042-649-8461 
 ＦＡＸ 042-649-8462 
 e-mail matsunaga@tama-tlo.com 
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