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電動サーボブレーキシステムの開発
Development of Electric Servo Brake System

（株）本田技術研究所

人間による入力と作動を切り離すバイ・ワイヤは様々な可能性を持つ．
しかしブレーキやハンドルなど，人間が反力として感じながら制御をコントロールする場面では実用化が難しかった．
エネルギー回生向上，運動性能の向上を信じ，困難な開発が始まった．
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ブレーキ・バイ・ワイヤによる高性能化を信じて
―（株）
本田技術研究所 ―

電気がなくなったら
止まれないじゃないか

「その数パーセントの効果をどう捉えるか

そして，アクチュエータを直接ブレーキ

という考え方はいろいろあるかもしれませ

キャリパに取り付ける試作を行った．とこ

んが，それを超えられる技術として，たと

ろが，

えばバッテリや電子デバイスなどで達成し

「使うモータが大きすぎて，FF車でハン

バイ・ワイヤ技術は，航空機で始まり，

ようとすればコストがだいぶかかるでしょ

ドルを切ると干渉してしまったんです．小

今日ではクルマにもアクセル操作を筆頭に

う．ですから，そこをソフトウェアで対応

型化が必要でした．しかし，クルマを減速

適用が進んでいる．しかし，タイヤと路面

できる電動サーボブレーキを搭載する利点

させるのに3〜4tの力を出せなければなら

の接地状況からドライバが運転操作を調整

はあると思います」と語るのは，本田技術

ず，30kNという推力の応力に耐えられる

する操舵や制動は，操作部と可動部が機械

研究所 四輪R&Dセンターで，統合制御開

減速機が非常に大きくなり，また効率も悪

的に切り離されるバイ・ワイヤ導入におい

発室 第1ブロックの主任研究員である波多

く，全くよいことがありませんでした．お

て，路面からの挙動の感触を伝えにくいこ

野 邦道である．現在は，別の開発に携わ

まけに，電気がなくなったら止まれない

とから採用が遅れている．

るが，この電動サーボブレーキの開発では，

じゃないかと上司に怒られました」．

そうしたなか,減速時のエネルギー回生

最初の構想から基礎研究，そして量産へ至

は，地球環境保護の観点から燃費を向上し，

るまで，10数年間携わった開発責任者だ．

「万一に備え，電力を確保するためバッテ

二酸化炭素（CO2）排出量を低減する上で

「そもそもの始まりは，2000年にブレーキ

リを2個，3個追加してはどうかと言った

今や不可欠の要素となっていながら，回生

を電動化して，圧倒的に高性能にしようと

のですが，全く受け付けられません．悩ん

による減速と，摩擦ブレーキによる減速を

いう志から始まりました．当時は，42V化

で悩んで，ある日，従来からの油圧ブレー

両立させ，しかも違和感なく，エネルギー

による高電圧のパワーシステムが時代の先

キのキャリパと，モータ付きキャリパと，

の回収を最大にすることは技術的な難しさ

端を行くのではないかと言われていたころ

サプライヤさんに作ってもらったキャリパ

がある．

で，一部で油圧経路を持たないブレーキシ

とを並べてみたら，どれも同じ制動力を生

今 回 の 開 発 に よ り 完 成 し た， 回 生 を

ステムに対する不安は出ていましたが，電

み出すシステムなのに，従来の油圧ブレー

2km/h まで拡大することのできるバイ・

動化することによって制御性が高くなるこ

キがいかに簡素な機構で性能を実現してい

ワイヤブレーキの電動サーボブレーキシス

とは，ホンダのシャシコントロールの基礎

るのか，逆に，自分は電動化でこんなに複

テムは，電気自動車やハイブリッド車の燃

になると私は考え，なんとか電動化しよう

雑にしてしまっているということに気づか

費を，数パーセントレベルの水準で改善し

と立案したのです」と，波多野は当時の思

されたのです．

た（図 1）
．

いを語る．

出だしから，大きな壁が立ちはだかった．

実はホンダでは，先輩方がすでにブレー
キ・バイ・ワイヤを研究していました．そ
の研究結果を見ると，キャリパを稼働させ
るところは油圧で行う方式が検討されてお
り，ならばモータはバネ上に配置し，そこ
に液圧シリンダを持って行って，配管を
キャリパにつないではどうかと思ったので
す．それならば，電圧は42Vではなく12V
でできるのではないかとも思いました．計
算してみると，12Vでやったほうが効率も
良いことが分かりました．
また，ペダル側のマスタシリンダと配管
をつなげておけば，万一の際のフェール
セーフも実現できます．
発想の原点となった先輩方の構想は研究
段階で止まっていましたが，これを実用化
へつなげようと私は考えました．この方式
であればホンダ独創であり，電動による制
御性も実現し，しかも12Vでやることがで
き，電気がなくなっても止まれる．これだ
と思いましたね．電動化に反対だった上司

図1

電動サーボシステム概要

も，これならいいと認めてくれました」．

9

Chapter

2

波多野は，

モータを任されたのは
新入社員だった

がジレンマでした．ドライバが思い通りに

「途中で，DCブラシレスに変えていくわ

コントロールできる制動にすることが，こ

けですが，このモータは磁束を制御するこ

こから最大の課題となったのです」．

とで回転中の発電効果を低減できるので，

波多野は，さらに長い道のりが始まった

早く回転でき，応答が良い．電力は消費し

ことを悟った．ドライバの足にどういうブ

だし，12Vを使うことで課題も出た．

ますが，短い時間なら電気を使って早く応

レーキ感覚を返すのか．バネでブレーキ反

「電圧を下げながら同じパワーを出そうと

答し，力を出すときは高い減速比で保持の

力を実現するのだが，

すると減速比が増えるのです．たとえばテ

エネルギーを少なくし，省エネかつ小型に

「いい感触を出すのが難しかったですね．

コの原理でレバー比が大きくなるのと一緒

する，そういう考えでした（図2，3）．

人が操作しやすくするためには，これほど

ここまで来るのに3年が経っていた．た

で，たくさん動かさなくてはならないため，

それにしても，入社したての松下に，無

いろいろなことをやらなければならないの

応答が遅れます．そこで，ここまではDC

茶振りでしたね（笑）．しかし，当時はま

かというくらい，細かな作業が続きました．

モータで考えてきたのですが，DCブラシ

だ数人でやっていた開発で，ようやく人員

開発途中の評価会で役員に試乗してもらう

レスモータで弱め磁束制御を採り入れ，応

を増やせてもらえるという時期で、その人

と，
『クルマをなんと心得ているのか！』

答速度を上げられるようにしろと，ここを

員が新人だったというだけで，彼にやって

とえらく怒られ，
『そもそもブレーキとは

松下にやらせました」．

もらうしかなかったのです．

……』と説教されました．それもブレーキ

統合制御開発室 第2ブロックの研究員で

指示した通り，12月22日にクルマが出

ある松下 悟史は，当時４月に入社したて

来上がりました．クルマに電動サーボブ

で，面食らった．

レーキが載ったのは，自分にとっても初め

「学生のころに電気の勉強をしていたとは

てのことなのでよく覚えています」と話す

その機構の構築には紆余曲折があった．ド

いえ，その年の12月までに試作車を完成

のである．

ライバに反力をもたらすストロークシミュ

せよという指示で，困ったなと．手掛かり
を探すため，初めてのモータというような
本から読み返し，文献などを調べ，また諸

に」と，波多野は苦笑する．
基本的にバネを使う手法は変わらないが，

レータの開発を任されたのは，統合制御開

制動コントロールへの道のりは
始まったばかりだった

発室 第2ブロックの大久保 直人だった．
「先行開発での，感覚の部分で苦労したの

先輩に助言してもらいながら，DCモータ
で液圧制御をするところから始めました．

担当ではなく，ハイブリッド担当の役員

は，踏力が重いと言われ，対策すると今度
試作車第1号は，どうであったのだろう

は軽すぎてバネの反力みたいと言われてし

制御ロジックも専門ではありませんでした

か．波多野は振り返る．

まうことでした．構造で4〜5種類，部品

が，これも教えてもらいながらSimulinkを

「もちろんまだ理想の姿ではなく，これが

としては，バネの違いや，マスタシリンダ

使って制御モデルを作り，机上でシミュ

ブレーキかと思う代物でした．それでも台

の樹脂シールの構造と種類，ペダルの動か

レーションし，台上試験で動くかどうか確

上試験で単品の部品性能は出来上がってお

し方もいろいろ変えて試しました．また，

認しました．台上で現物が動いたときは嬉

り，アクチュエータの動きはOKで，原理

感触の作り込みだけでなく，ペダルスト

しかったですね．まだクルマで動くかどう

は正しいと確認できました．一方で，クル

ロークに対して，どれだけ液圧を出すかと

かは分かりませんでしたが……．そこから，

マのブレーキとしてちゃんと機能させよう

いった兼ね合いも図っていきました」．

一つひとつ積み重ねていきました」．

とすると，まったく使い物にならず，そこ

波多野は大久保の言葉を補足し，
Resolver

Brushless motor

Reduction gear

Ball screw

Slave cylinder
図2
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ブレーキ圧を作るタンデムモータシリンダ外観

図3

タンデムモータシリンダの構成

ブレーキ・バイ・ワイヤによる高性能化を信じて
―（株）
本田技術研究所 ―

波多野 邦道 Kunimichi HATANO

岡田 周一 Shuichi OKADA

大久保 直人 Naoto OHKUBO

松下 悟史 Satoshi MATSUSHITA

株式会社本田技術研究所
四輪R&Dセンター
統合制御開発室 第1ブロック
主任研究員

株式会社本田技術研究所
四輪R&Dセンター
統合制御開発室 第1ブロック

株式会社本田技術研究所
四輪R&Dセンター
統合制御開発室 第２ブロック
研究員

株式会社本田技術研究所
四輪R&Dセンター
統合制御開発室 第2ブロック 研究員

「10 数年間褒められたことがなく，初め
て褒められてとっても嬉しいです（笑）
．
賞を頂けたというのは，結果が伴ってい
るということですが，我々だけで結果が
手に入ったわけではなく，ハードウェアも，
サプライヤさんも，多くの協力を得てでき
たことなので，一緒に喜んでもらえたの
が何より嬉しいですね．ハイブリッドシス
テムの人たちとも多くかかわってきたの
で一緒に喜んでもらえ，
嫌われていなかっ
たんだなと有り難かったです．秘密に関
する仕事が多いので，家族に話すこと
はありませんでしたが，この受賞で自慢
できます」

「私はまだ入社 5 年目で，先輩がた
の苦労に比べ，まだ苦労は少ないと 「外部からの賞を頂いたのは初めて
思いますが，自分なりに頑張って賞
なので，素直に嬉しかったですね．
が頂けて光栄ですし，嬉しいです． 長い間携わってきた開発を評価して
社内の知らない人からも『凄いね』 いただけたと．表彰式の会場で，学
と褒められ，自分に対する周りの期
生時代にお世話になった先生（神奈
待値が高まりすぎて，少しビビッて
川工科大・狩野先生）も受賞されて
います（笑）．まだ若いので，もう
いて偶然お会いでき，いろいろな話
一度賞を獲れるように頑張りたいと
ができました．仕事に関する秘密が
思います」
多く，家族に話す機会はありません
でしたが，楯も頂き，父親が何をし
ているのか，家で自慢することがで
きました」

「大久保のやったことを分かりやすく言う

バネでも重い軽いという印象が違ってくる

と，ブレーキを操作することで，クルマが

のです（図4）．

減速する様子を人は感じとるので，ペダル

また，回生トルクと，摩擦ブレーキとの

ストロークとバネの反力，それに伴うクル

調和を図るすり合わせが並大抵ではありま

マの挙動を綿密に合わせていかないと，減

せんでした．ブレーキの入力をどれだけ把

速Gが変わることによって，同じペダルと

握しているかが重要で，レバー比，バネ，

「自動車技術会には，名のある数々の
メーカの方が参加しており，裾野が広い
会の中で賞に選ばれ，素直に嬉しかっ
たです．入社の際，自動車技術会に論
文などを提出する機会は限られるとの思
いがあったので，10 年間まじめに，諦
めずに，世の中のために貢献できればと
やってきたことが，賞につながって本当
によかったです．学生時代，同じ研究
室だった先輩や後輩に，メールで自慢し
ちゃいました（笑）
」

西岡 崇 Takashi NISHIOKA
株式会社本田技術研究所
四輪R&Dセンター
ARD 第4ブロック 研究員
「波多野が，苦節 10 年の開発が一段
落したら，大の字になって倒れてやると
言っていましたが，それどころか量産へ
向けた開発作業が忙しくて実現できて
いません．その量産が一息ついたとこ
ろで受賞したので，純粋に喜ぶことがで
き，嬉しかったです．実は開発中に子供
が熱を出し，1 週間ほど休ませてもらっ
たことがあるのですが，そのような忙しい
ときに休んで窓際になったのではないか
と，義理の両親が心配してくれていまし
て，賞を頂け，ちゃんと仕事をしているこ
とを分かってもらえてよかったです」
図4

ペダル操作部に設けられたストロークシミュレータ部

11

Chapter

マスタシリンダ径など，相当の数を試しま
した」と，説明する．

従来のブレーキの感覚を
思い切って捨てる
先行開発から，量産車へ搭載するための
開発へ移行していく中で，「量産側の感覚
に対する要求は相当に厳しかったですが，
その言葉は的確で，彼らのノウハウと助言
を得て，量産向けのフィットEV用が形に

2

回生効率を上げるブレーキ・バイ・ワイヤ
ドライバのペダル操作と，実際のブレーキ作動を，信号で結び，操作と機能を直接結び付けないバイ・
ワイヤのブレーキシステムである．電気モータでブレーキを掛けるシステム開発の紆余曲折とともに，
ド
ライバのペダル操作とブレーキの作動が別々に行われることによる，違和感のない制動性能を作りこむ
という二つの苦労があった．しかし，それを実現したことで，電気自動車やハイブリッド車での回生効率
を高めることができた．なかでも，従来，モータとエンジンを併用するハイブリッド車で，回生ブレーキと
摩擦ブレーキを併用する違和感や，回生を停車寸前まで実行できる制御が難しかった状況に対し，違
和感の解消や，回生の停車直前までの活用など，大きな利点を獲得した．同時にまた，油圧系統を
残すホンダ独創のシステムとして構築されたことにより，万一電力を喪失した際のフェールセーフも備え
た，安心のブレーキシステムに仕上げられたのであった．

なっていきました．この間，ペダルストロー
ク，バネ荷重，液圧出力の相関の調節をか
なりやりました」と，大久保は語るのである．
感覚の作り込みで決め手となったのは，
実は従来の摩擦ブレーキの感覚に合わせよ
うとしないことだったと，波多野は打ち明
ける．
「理由はうまく説明できないのですが……．
大久保がいろいろ仕様を作り込んでいくな
かで，これならいいのではないかという仕
様が，必ずしも従来積み上げられてきた
データや，感覚の評価と一致しないことが
あったのです．それで，過去の経験を無視
するという開き直りをしたら，思いのほか
良い結果が得られるようになりました．機
構が違うのだから，新たな特性があってい
いというわけです．もちろん，クルマとし
て受け入れられるものでなければなりませ
ん．そのためにかなりの走り込みはしまし

Target
braking
pressure

Feed forward
Target
motor
angle
limiter

たが」と，波多野は付け加える．
感覚の作り込みとともに，大久保が期待
する感覚を実現するためのブレーキ液圧
をどう制御するか，ここを担当したのは

Pressure
sensor
output

Pressure
feed back

Target motor angle

ARD 第4ブロックの研究員である西岡 崇
だった．
「0.1とか0.2MPaのちょっとした違いでし
かない液圧を大久保から要求され，そのよ
うなわずかな違いをモータでどう再現する
のか，その制御を担当しました．しかも，

Resolver
output

Motor angle
feed back

図5

Motor
control
voltage
（q-Axis）

Flux
weakening
control

Motor
control
voltage
（dq-Axis）

ブレーキ圧制御のブロック線図

通常の走行だけでなく，ヒルスタートアシ

さらに，寒い北海道でも，
熱いデスバレー

チュエータでできるというのがこの開発の

ストや，ブレーキホールド，アダプティブ・

でも，同じように性能を出さなければなら

コンセプトなので，特性の違うクルマに対

クルーズ・コントロール（ACC），回生と

なかったり，ディスクブレーキとドラムブ

しても一元化する苦労が西岡にはあったと

摩擦ブレーキの切り替えなど，いろいろな

レーキの違いがあっても，同じ性能を出さ

思います」と労う．

場面でブレーキ液圧の制御がかかわるため，

なければならなかったりもします」
．

それぞれの装置からの要求を調和させるの
に苦労しました（図5）
．
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そうした西岡の様子を波多野は，
「フィットからレジェンドまで，同じアク

そうした苦労も，フィットEVで量産化
が始まり，その評価が高かったことから他
の車種への採用が広がることで報われて

ブレーキ・バイ・ワイヤによる高性能化を信じて
―（株）
本田技術研究所 ―

いった．
統合制御開発室第1ブロックの岡田 周一

今日では，1モータ，2モータ，3モータ

賞も頂けて嬉しかったので，これからは量

それぞれのホンダのハイブリッドシステム

産開発にも力を入れていきたいと思いま

は，

に対応した電動サーボブレーキシステムと

す」と，手放しで喜びを語る．

「西岡さんの作った制御の土台を基に，パ

なり，次はいよいよスポーツカーのNSX

ラメータの調整を担当しました．はじめの

に搭載される．

うちは車種がそれほど多くなかったのです
が，車種が増えるにつて，ブレーキ液圧に
対する減速度のバラツキが大きくなって，こ

この点を波多野は，

ほとんどのハイブリッド車で採用され，こ
れまでやってきた課題解決の成果が世の中

全く新しいシステムが
NSXの性能を高める

のクルマには合うけれども，あのクルマには
合わないといったことが起こりました」．

松下は，「先行開発段階から10年携わり，

に貢献でき，素直に嬉しいです．システム
に広がりがあり，また量産につなげること
もでき，これからのシステム開発にも役立

波多野は，

つ経験をしたので，今回の開発を通じて技

「この開発は，ブレーキを電動化すること

術者として成長させてもらったと実感して

「アコードハイブリッドに搭載したあたり

で圧倒的な性能に引き上げる仕組みを手に

います」と，手応えを語る．

から，従来のハイブリッド車のブレーキよ

入れたことと，開発メンバーが粘り強く解

岡田は，「多くの車種へ適合させるため

り感触がいいという実績を残せるようにな

決に取り組んだ意欲，モチベーションの成

の要求に応えていくのは大変でしたが，入

り，次に要求される内容がより高度になっ

果といえます．電動ブレーキが今なお他社

社してすぐ携わった仕事で賞をいただくこ

ていきました．

から出てこないのは，相当に難しい開発に

とができ，なかなかない経験をさせてもら

また，1モータでDCTと組み合わせるハ

なるからだと思っているからだろうと思い

いました．ブレーキ液圧制御のほかに，協

イブリッドシステムでは，シフトダウンの

ます．その点は幸運だと感じています」そ

調制御にもかかわり，いろいろな人と関係

途中で一瞬ニュートラルになるときの減速

して，「市場でお客様からいい評価をいた

を持つことができ，いい勉強になりました．

を，どう違和感なくするかという課題もあ

だけたのが，
もっとも嬉しい点です」
と語る．

また，ブレーキの感触のアプリケーション

大久保は，「今までになかったシステム

の改良にも携わり，それが市場でいい評価

「デュアルクラッチの回生協調には本当に

を一から起こし，量産へつなげることがで

を得て，嬉しいです」と，社会人初の仕事

苦労しました」とは，大久保．「ニュート

きたことを素直に喜びたいです．出来上

での大きな成果を喜ぶ．

ラルに入ると回生が途切れるので，摩擦ブ

がって一安心しました」と胸をなでおろす．

レーキのほうで違和感が出ないようにする

それほど困難な開発であったと，大久保の

者としてけん引してきた波多野は，

わけですが，その切り替えのときにブレー

表情から想像させられる．

「研究開発に10年弱，実用化に3年くらい

りました」と説明する．

構想から開発のすべてにかかわり，責任

キ液圧を上げ，帳尻を合わせていきます．

西岡は，
「これまで，自分は研究が好き

かかった」と，しみじみ振り返りながら，

スポーツハイブリッドのi-DCDでは，開発

なタイプで，量産となるといろいろな人間

最後に，
「NSXがどう評価されるかだと思う」

当初からハイブリッドの担当と綿密に打ち

関係が生まれ，苦手意識がありました．と

と，高性能スポーツカーにおけるバイ・ワイ

合わせていきました」．

ころが，製品が世に出て，不具合もなく，

ヤブレーキの評価に期待を寄せるのである．
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