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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動走行可能な車両に搭載されその自動走行制御を行う走行制御装置において、
　前記車両が自動走行モードとなったか否かを判定する自動走行判定手段と、
　前記自動走行判定手段により前記車両が自動走行モードとなったと判定されたときに、
前記車両を停車させた状態においてエンジンの回転数をアイドリング時より大きい所定の
回転数まで増加させる回転数増加手段と、
　前記車両を走行させる際に、前記エンジンの回転数をアイドリング時より大きい所定の
回転数に維持しつつ、前記車両の実車速が予め設定された目標車速となるように前記車両
の制動力を制御する制動制御手段と、
を備えたことを特徴とする走行制御装置。
【請求項２】
　前記所定の回転数にて前記車両を走行させようとしたときに、前記所定の回転数におけ
る駆動力では前記車両が走行できない場合、前記自動走行モードを解除する解除手段を備
えたこと、を特徴とする請求項１に記載の走行制御装置。
【請求項３】
　前記解除手段により前記自動走行モードが解除されたときに、その解除情報を前記車両
の運転者に報知する報知手段を備えたこと、を特徴とする請求項２に記載の走行制御装置
。
【請求項４】
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　前記車両の実車速を検出する車速検出手段を備え、前記制動制御手段は、前記車速検出
手段により検出される前記実車速と前記目標車速との偏差を積分しその積分結果に基づい
て、前記車両の実車速が前記目標車速となるように前記車両の制動力を制御すること、を
特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の走行制御装置。
【請求項５】
　前記所定の回転数にて前記車両を走行させる前に、前記車両に制動力を与えて前記車両
を停止させる車両停止手段を備えたこと、を特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の
走行制御装置。
【請求項６】
　前記車両の運転者の加減速操作に応じて前記目標車速を変更する目標車速変更手段を備
えたことを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の走行制御装置。
【請求項７】
　前記目標車速変更手段は、前記運転者のブレーキペダルの操作により前記目標車速を下
げることを特徴とする請求項６に記載の走行制御装置。
【請求項８】
　前記目標車速変更手段は、前記運転者が前記ブレーキペダルを所定量以上踏み込んだと
きに前記目標車速をゼロとすることを特徴とする請求項６又は７に記載の走行制御装置。
【請求項９】
　前記目標車速変更手段は、前記運転者のアクセル操作により前記目標車速を上げること
を特徴とする請求項６に記載の走行制御装置。
【請求項１０】
　前記車両が前記自動走行モードとなっているときに、前記車両の運転者が前記ブレーキ
ペダルを所定量以上踏み込んだときに前記自動走行モードを解除することを特徴とする請
求項１～７のいずれかに記載の走行制御装置。
【請求項１１】
　前記車両が前記自動走行モードとなったときに、前記車両の運転者がブレーキペダルを
放した後、前記車両を走行させること、を特徴とする請求項１～１０のいずれかに記載の
走行制御装置。
【請求項１２】
　前記制動制御手段は、前記所定の回転数にて前記車両を走行させる際、前記車両の前記
制動力を徐々に減じて前記車両を走行させることを特徴とする請求項１～１１のいずれか
に記載の走行制御装置。
【請求項１３】
　前記車両の走行時には油圧式制動機構を通じて前記車両に制動力を付与し、前記車両の
走行停止時には機械式制動機構を通じて前記車両に制動力を付与することを特徴とする請
求項１～１２のいずれかに記載の走行制御装置。
【請求項１４】
　前記エンジンを前記所定の回転数として前記車両を走行させたときの前記車両の加速状
態に基づいて前記車両の走行路が坂路であるか否かを判定する坂路判定手段を備えたこと
を特徴とする請求項１～１３のいずれかに記載の走行制御装置。
【請求項１５】
　前記制動制御手段は、前記坂路判定手段により前記車両の走行路が前記坂路であると判
定されたときに、前記車両の加速度から前記車両の駆動力による加速度分を減じたものを
制動力として制御量に付加することを特徴とする請求項１４に記載の走行制御装置。
【請求項１６】
　前記エンジンを前記所定の回転数として前記車両を走行させたときに、その走行開始か
ら最初に前記目標車速を超えたときの前記車両の実車速のオーバーシュートに基づいて前
記車両の走行路が坂路であるか否かを判定する坂路判定手段を備えたことを特徴とする請
求項１～１３のいずれかに記載の走行制御装置。
【請求項１７】
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　前記制動制御手段は、前記坂路判定手段により前記車両の走行路が前記坂路であると判
定されたときに、前記オーバーシュートに応じた所定の制御量にて制動力の制御を行うこ
とを特徴とする請求項１６に記載の走行制御装置。
【請求項１８】
　前記車両の前記実車速に対応した周期で出力される車輪速と制動制御量に基づいて前記
車両の前記実車速を検出する車速検出手段を備えたことを特徴とする請求項１～１７のい
ずれかに記載の走行制御装置。
【請求項１９】
　前記車両が自動走行する走行路の路面状態を検出する路面状態検出手段と、前記走行路
が低μ路であるときに前記目標車速を下げる目標車速変更手段を備えたことを特徴とする
請求項１～１８のいずれかに記載の走行制御装置。
【請求項２０】
　前記車両のスリップ率が設定値より大きいときにアンチロック制御を行うことを特徴と
する請求項１９に記載の走行制御装置。
【請求項２１】
　前記車両が前記自動走行モードとなったときに、前記車両に搭載される所定の電気機器
の出力を抑制する出力抑制手段を備えたことを特徴とする請求項１～２０のいずれかに記
載の走行制御装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、車両の走行を制御する走行制御装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、車両の走行を制御する走行制御装置として、特開平２－７０５３５号公報に記載さ
れるように、緩速走行モードが設定されているときにブレーキの踏み込み量を検出し、そ
の踏み込み量に基づいてスロットル開度を変化させて車速を制御する緩速走行制御装置が
知られている。この緩速走行制御装置は、予め設定された緩車速で車両を走行させるもの
であり、ブレーキ操作のみによって車速を制御され、しかも所定車速以上としないので、
渋滞走行や車庫入れに適するものである。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、この緩速走行制御装置にあっては、車両を目標車速で走行させるためにフ
ォードバック制御によりスロットル開度を操作すると、適切な走行が行えない場合がある
。例えば、目標車速で走行させるために、車両が駐車場の縁石を乗り越えるなどの不具合
がある。これを避けるためには、高度な周辺監視システムとの連携が必要となる。
【０００４】
そこで本発明は、このような問題点を解決するためになされたものであって、車両を所定
の速度で走行可能としつつ、車両の不適切な走行を防止できる走行制御装置を提供するこ
とを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　すなわち、本発明に係る走行制御装置は、自動走行可能な車両に搭載されその自動走行
制御を行う走行制御装置において、車両が自動走行モードとなったか否かを判定する自動
走行判定手段と、自動走行判定手段により前記車両が自動走行モードとなったと判定され
たときに、車両を停車させた状態においてエンジンの回転数をアイドリング時より大きい
所定の回転数まで増加させる回転数増加手段と、車両を走行させる際に、エンジンの回転
数をアイドリング時より大きい所定の回転数に維持しつつ、車両の実車速が予め設定され
た目標車速となるように前記車両の制動力を制御する制動制御手段とを備えたことを特徴
とする。
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【０００６】
また本発明に係る走行制御装置は、所定の回転数にて車両を走行させようとしたときに、
所定の回転数における駆動力では車両が走行できない場合、自動走行モードを解除する解
除手段を備えたことを特徴とする。
【０００７】
また本発明に係る走行制御装置は、前述の解除手段により自動走行モードが解除されたと
きにその解除情報を車両の運転者に報知する報知手段を備えたことを特徴とする。
【０００８】
これらの発明によれば、エンジン回転数を所定の回転数とした状態において、車両の制動
力を制御して車両の走行速度が調整され自動走行が行われる。このため、車両の走行路に
障害物がある場合に車両が障害物を無理に乗り越えて走行するなどの不適切な走行を未然
防止できる。
【０００９】
また本発明に係る走行制御装置は、車両の実車速に比例して回転する歯車の回転に基づい
て車両の実車速を検出する車速検出手段を備え、制動制御手段が車速検出手段により検出
される実車速と目標車速との偏差を積分しその積分結果に基づいて車両の実車速が目標車
速となるように車両の制動力を制御することを特徴とする。また、この場合、積分処理と
しては忘却積分を用いることが望ましい。
【００１０】
この発明によれば、実車速と目標車速との偏差を積分処理しその積分結果に基づいて車両
の制動力を制御することにより、車両が低速にて自動走行し車速検出の時間間隔が長くな
り車速の更新周期が長くなる場合でも、偏差を比例処理する場合に比べ、車両のハンチン
グを抑制できる。
【００１１】
また本発明に係る走行制御装置は、所定の回転数にて車両を走行させる前に、車両に制動
力を与えて車両を停止させる車両停止手段を備えたことを特徴とする。
【００１２】
この発明によれば、車両を走行させる前に制動力付与により車両を停止させるため、車両
を自動走行させる際に予め設定した走行経路に精度よく追従させることができる。特に、
自動駐車装置などに採用した場合に有用である。
【００１３】
また本発明に係る走行制御装置は、車両の運転者の加減速操作に応じて目標車速を変更す
る目標車速変更手段を備えたことを特徴とする。
【００１４】
また本発明に係る走行制御装置は、前述の目標車速変更手段が運転者のブレーキペダルの
操作により目標車速を下げることを特徴とする。
【００１５】
また本発明に係る走行制御装置は、前述の目標車速変更手段が運転者がブレーキペダルを
所定量以上踏み込んだときに目標車速をゼロとすることを特徴とする。
【００１６】
また本発明に係る走行制御装置は、前述の目標車速変更手段が運転者のアクセル操作によ
り目標車速を上げることを特徴とする。
【００１７】
これらの発明によれば、自動走行中に車両の運転者がブレーキ操作又はアクセル操作をす
ることにより目標車速を変更することができる。このため、運転者の意志を反映した車速
にて自動走行が可能となる。
【００１８】
また本発明に係る走行制御装置は、車両が自動走行モードとなっているときに車両の運転
者がブレーキペダルを所定量以上踏み込んだときに自動走行モードを解除することを特徴
とする。
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【００１９】
この発明によれば、自動走行中に車両の運転者が所定量以上のブレーキ操作をすることに
より自動走行を強制的に終了させることができる。
【００２０】
また本発明に係る走行制御装置は、車両が自動走行モードとなったときに、車両の運転者
がブレーキペダルを放した後、車両を走行させることを特徴とする。
【００２１】
この発明によれば、車両の運転者のブレーキ操作を通じて自動走行を開始させることがで
きる。
【００２２】
また本発明に係る走行制御装置は、前述の制動制御手段が所定の回転数にて車両を走行さ
せる際、車両の制動力を徐々に減じて車両を走行させることを特徴とする。
【００２３】
この発明によれば、自動走行を開始する際に制動力が徐々に減じられるため、車両が急発
進することを防止できる。
【００２４】
また本発明に係る走行制御装置は、車両の走行時には油圧式制動機構を通じて車両に制動
力を付与し、車両の走行停止時には機械式制動機構を通じて車両に制動力を付与すること
を特徴とする。
【００２５】
この発明によれば、車両の走行停止時に制動力付与のために油圧を発生させる必要がない
。このため、制動力付与のためのエネルギ消費の低減が図れる。
【００２６】
また本発明に係る走行制御装置は、エンジンを所定の回転数として車両を走行させたとき
の車両の加速状態に基づいて車両の走行路が坂路であるか否かを判定する坂路判定手段を
備えたことを特徴とする。
【００２７】
また本発明に係る走行制御装置は、前述の制動制御手段が坂路判定手段により車両の走行
路が坂路であると判定されたときに、車両の加速度から車両の駆動力による加速度分を減
じたものを制動力として制御量に付加することを特徴とする。
【００２８】
また本発明に係る走行制御装置は、エンジンを所定の回転数として車両を走行させたとき
に、その走行開始から最初に目標車速を超えたときの車両の実車速のオーバーシュートに
基づいて車両の走行路が坂路であるか否かを判定する坂路判定手段を備えたことを特徴と
する。
【００２９】
また本発明に係る走行制御装置は、前述の制動制御手段が坂路判定手段により車両の走行
路が坂路であると判定されたときに、オーバーシュートに応じた所定の制御量にて制動力
の制御を行うことを特徴とする。
【００３０】
これらの発明によれば、車両が自動走行する走行路が坂路であるか否かが判定可能であり
、走行路が坂路の場合でも、適切な車両走行が可能となる。
【００３１】
また本発明に係る走行制御装置は、車両の実車速に対応した周期で出力される車輪速と制
動制御量に基づいて車両の実車速を検出する車速検出手段を備えたことを特徴とする。
【００３２】
この発明によれば、車両が低速走行しており実車速に対応したパルス信号周期が長くなる
場合でも、制動による加減速度に基づいて実速度の演算を補完することにより、実車速の
検出精度向上を図ることができる。
【００３３】
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また本発明に係る走行制御装置は、車両が自動走行する走行路の路面状態を検出する路面
状態検出手段と、走行路が低μ路であるときに目標車速を下げる目標車速変更手段を備え
たことを特徴とする。
【００３４】
また本発明に係る走行制御装置は、車両のスリップ率が設定値より大きいときにアンチロ
ック制御を行うことを特徴とする。
【００３５】
これらの発明によれば、自動走行中にスリップが防止され、走行安全性が向上する。
【００３６】
また本発明に係る走行制御装置は、車両が自動走行モードとなったときに、車両に搭載さ
れる所定の電気機器の出力を抑制する出力抑制手段を備えたことを特徴とする。
【００３７】
この発明によれば、自動走行時における電力収支の悪化を抑制することができる。
【００４４】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面に基づき、本発明の種々の実施形態について説明する。尚、各図において
同一要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。また、図面の寸法比率は、説
明のものと必ずしも一致していない。
【００４５】
（第一実施形態）
図１に本実施形態に係る走行制御装置の構成図を示す。
【００４６】
図１に示すように、本実施形態に係る走行制御装置１は、自動走行可能な車両に搭載され
その自動走行制御を行うものであり、車両の駐車を支援する自動駐車装置に適用したもの
である。ここで、「自動走行可能」とは、車両の運転者の加減速操作なしに所定の速度で
車両走行が行えることを意味する。この走行制御装置１は、電子制御装置であるＥＣＵ２
を備えている。ＥＣＵ２は、装置全体の制御を行うものであり、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ
、入力信号回路、出力信号回路、電源回路などにより構成され、自動走行制御ルーチンを
含む各種の制御ルーチンが記憶されている。
【００４７】
ＥＣＵ２には、車輪速センサ３が接続されている。車輪速センサ３は、車両の車輪の回転
に応じた信号を出力するセンサであり、車速検出手段として機能する。ＥＣＵ２は、車輪
速センサ３の出力信号を入力し、その出力信号に基づいて車両の速度、即ち車速を算出す
る。
【００４８】
なお、図１では、一つの車輪速センサ３のみを図示しているが、車両の各車輪に設置され
る複数の車輪速センサを備えるものであってもよい。この車輪速センサ３としては、例え
ば、車輪と共に回転する歯車状のロータの近傍に設置される電磁ピックアップ式のものが
用いられる。この電磁ピックアップ式のセンサは、歯車部材の歯の移動に伴う電磁界変化
を検出するものである。
【００４９】
ＥＣＵ２には、ブレーキ油圧アクチュエータ４が接続されている。ブレーキ油圧アクチュ
エータ４は、目標油圧であるＥＣＵ２の制御信号に基づいて、ブレーキ５に加わるブレー
キ油圧を増減させるものであり、制動駆動手段として機能する。また、ＥＣＵ２には、ス
トップランプスイッチ１５が接続されている。
【００５０】
ＥＣＵ２には、エンジン６が接続されている。エンジン６は、アイドルアップ指令である
ＥＣＵ２の制御信号に基づいて、アイドリング時の回転数より大きい所定の回転数にて駆
動する。
【００５１】
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ＥＣＵ２には、画像処理部７が接続されている。また、画像処理部７には、後方カメラ８
、左側方カメラ９、右側方カメラ１０、表示部１１がそれぞれ接続されている。後方カメ
ラ８は、車両の後方を撮影する後方撮影手段である。左側方カメラ９は、車両の左側方を
撮影する左側方撮影手段である。右側方カメラ１０は、車両の右側方を撮影する右側方撮
影手段である。これらの後方カメラ８、左側方カメラ９及び右側方カメラ１０としては、
例えば、ＣＣＤカメラなどが用いられる。
【００５２】
画像処理部７は、後方カメラ８、左側方カメラ９及び右側方カメラ１０から出力される撮
影信号に基づき撮影画像を処理する画像処理装置である。表示部１１は、画像処理部７に
て、画像処理された画像などを表示する表示手段であり、後方カメラ８、左側方カメラ９
又は右側方カメラ１０により撮影された画像などが表示される。
【００５３】
ＥＣＵ２には、自動走行スイッチ１２が接続されている。自動走行スイッチ１２は、自動
走行を開始するためのスイッチである。この自動走行スイッチ１２がオンされることによ
り、車両が自動走行モードとなり、自動走行が可能な状態となる。
【００５４】
また、ＥＣＵ２には、駐車位置入力部１３が接続されている。駐車位置入力部１３は、駐
車位置を入力するものであり、車両の運転者が駐車位置を選択して入力を行い、その入力
により自動走行の目標位置が決定され、ＥＣＵ２により走行経路の演算が行われる。更に
、ＥＣＵ２には、操舵駆動部１４が接続されている。操舵駆動部１４は、ＥＣＵ２の制御
信号を受けて操舵輪を操舵するものである。
【００５５】
次に、本実施形態に係る走行制御装置の動作について説明する。
【００５６】
図２に走行制御装置１の動作についてのフローチャートを示す。図２のＳ１０に示すよう
に、自動走行モードとなったか否かが判定される。ここで、「自動走行モード」とは、自
動走行可能な状態を意味し、自動走行モードとなることにより車両の自動走行が可能とな
る。自動走行モードは、自動走行スイッチ１２がオンされることにより開始される。また
、自動走行モードの開始条件として、自動走行スイッチ１２のオン以外の操作などを設定
してもよい。
【００５７】
Ｓ１０にて、自動走行モードとなっていないと判定されたときには、制御処理を終了する
。一方、Ｓ１０にて、自動走行モードとなっていると判定されたときには、Ｓ１２に移行
し、駐車位置である目標位置の決定が行われる。目標位置の決定は、例えば、車両の運転
者が表示部１１の撮影画像を確認しながら駐車位置入力部１３を操作することにより行わ
れる。
【００５８】
そして、Ｓ１４に移行し、走行経路演算が行われる。走行経路演算は、目標位置までの車
両の走行経路を演算する処理である。そして、Ｓ１６に移行し、車両停止処理が行われる
。車両停止処理は、ＥＣＵ２からブレーキ油圧アクチュエータ４に駆動信号が出力され、
ブレーキ油圧を増加させる処理である。このブレーキ油圧の増加により、車両を確実に停
止させることができる。
【００５９】
そして、Ｓ１８に移行し、アイドルアップ処理が行われる。アイドルアップ処理は、ＥＣ
Ｕ２からエンジン６に制御信号を出力し、エンジン６の回転数をアイドリング時の回転数
より大きい回転数まで増加させる処理である。そして、Ｓ２０に移行し、走行開始処理が
行われる。走行開始処理は、所定の条件下で車両を自動走行開始させる処理である。走行
開始処理の内容の詳細については、後述する。
【００６０】
そして、Ｓ３０に移行し、制動制御処理が行われる。制動制御処理は、所定の回転数でエ
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ンジン６を駆動し車両に駆動力を与えつつ、車両の実車速が予め設定された目標車速とな
るように車両の制動力を制御する処理である。制動制御処理の内容の詳細については、後
述する。
【００６１】
そして、Ｓ４０に移行し、車両が走行可能であるか否かが判定される。この判定処理は、
車両が走行路の障害物を乗り越えて不適切な走行を防止するための処理であり、車両が走
行可能であるか否かは、例えば車両の実車速がゼロでないか否かに基づいて判断される。
【００６２】
Ｓ４０にて、車両が走行可能でないと判定されたときには、Ｓ４８に移行し、報知処理が
行われる。報知処理は、運転者に車両が走行不可能である旨を知らせる処理であり、例え
ば、所定のランプを点灯させて車両が走行不可能である旨が報知される。
【００６３】
一方、Ｓ４０にて、車両が走行可能であると判定されたときには、Ｓ４４に移行し、自動
走行モードの終了条件が成立したか否かが判定される。自動走行モードの終了条件として
は、例えば、車両が目標位置に到達したことが設定される。また、自動走行モードの終了
条件としては、運転者がブレーキペダルを所定量以上踏み込んだことが設定される。これ
により、運転者のブレーキ操作により自動走行を強制的に終了させることができる。
【００６４】
Ｓ４４にて、自動走行モードの終了条件が成立してないと判定されたときには、Ｓ３０に
戻る。一方、自動走行モードの終了条件が成立したと判定されたときには、自動走行モー
ドが解除され、自動走行制御が終了する。
【００６５】
図３に走行開始処理の一例を示す。
【００６６】
図４に自動走行制御におけるブレーキ油圧及びブレーキングのタイミングチャートを示す
。図３に示すように、走行開始処理は、走行開始条件として、車両の運転者がブレーキペ
ダルを放したことが設定される。Ｓ５０にて、車両の運転者がブレーキペダルを踏んでい
るか否かが判定される。そして、車両の運転者がブレーキペダルを踏んでいると判定され
たときには、Ｓ５０に戻る。一方、車両の運転者がブレーキペダルを踏んでおらずブレー
キペダルを放したと判定されたときには、Ｓ５２に移行する。
【００６７】
Ｓ５２では、ＥＣＵ２からブレーキ油圧アクチュエータ４に制御信号が出力され、ブレー
キ油圧が減圧される（図４の時間ｔ２）。ブレーキ油圧が一定値ｐ１まで減ぜられると、
車両が走行し始める（図４の時間ｔ３）。
【００６８】
その際、ブレーキ油圧の減圧は、図４の時間ｔ２以降のブレーキ油圧変化に示すように、
急激にならないように徐々に行われる。例えば、ＥＣＵ２からブレーキ油圧アクチュエー
タ４に出力される制御信号として、ステップ入力にローパスフィルタをかけた信号を用い
る。Ｓ５２のブレーキ油圧の減圧後、走行開始処理を終了する。
【００６９】
図５に制動制御処理の一例を示す。
【００７０】
図５のＳ６０に示すように、制動制御処理は、まず、車輪速の読み込みが行われる。この
車輪速の読み込みは、車輪速センサ３の出力信号に基づいて行われる。そして、Ｓ６２に
移行し、車輪速に基づいて車両の実車速が演算される。そして、Ｓ６４に移行し、実車速
と予め設定される目標車速との偏差が演算される。ここで、目標車速は、例えば、０．２
５～３．０ｋｍの速度に設定される。
【００７１】
そして、Ｓ６６に移行し、演算された偏差が予め設定された設定値Ａより大きいか否かが
判定される。偏差が設定値Ａより大きくないと判定されたときには、制動制御処理を終了
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する。一方、偏差が設定値Ａより大きいと判定されたときには、Ｓ６８に移行し、偏差の
積分処理が行われる。
【００７２】
この積分処理に用いる積分器としては、例えば、Ｚ／（Ｚ－１）が用いられる。ここで、
Ｚは遅れ演算子である。この積分器Ｚ／（Ｚ－１）によれば、図６に示すように、高周波
成分に対しゲインが小さい特性が得られる。また、積分器として、忘却積分器Ｚ／（Ｚ－
ａ）を用いてもよい。但し、０＜ａ＜１である。忘却積分器によれば、図７に示すように
、低周波成分のゲインも小さく抑えた特性が得られる。また、図８に走行制御装置１にお
ける制御系のブロック線図を示す。
【００７３】
そして、図５のＳ７０に移行し、積分された偏差に基づく制御信号がＥＣＵ２からブレー
キ油圧アクチュエータ４に出力され、ブレーキ油圧アクチュエータ４の作動により車両に
制動力が付与される。そして、制動制御処理を終了する。
【００７４】
以上のように、本実施形態に係る走行制御装置１によれば、エンジン６の回転数をアイド
リング時より大きい所定の回転数とし車両に所定の駆動力を与えた状態において、車両の
制動力を制御して車両の走行速度が調整され自動走行が行われる。このため、車両の走行
路に障害物がある場合に車両が障害物を無理に乗り越えて走行するなどの不適切な走行を
未然防止できる。
【００７５】
また、所定の回転数における駆動力では車両が走行できないときに自動走行モードを解除
する場合、その解除情報を車両の運転者に報知することにより、運転者は自動走行する走
行路に障害物などがあることを容易に認識できる。
【００７６】
また、実車速と目標車速との偏差を積分処理しその積分結果に基づいて車両の制動力を制
御することにより、車両が低速にて自動走行し車速検出の時間間隔が長くなり車速の更新
周期が長くなる場合でも、偏差を比例処理する場合に比べ、車両のハンチングを抑制でき
る。例えば、実車速の検出手段が実車速に比例して回転する歯車の回転に基づき実車速を
検出する電磁ピックアップ式の車輪速センサ３である場合、車両が低速（例えば、０．２
５～３．０ｋｍ／ｈ）にて自動走行するとＥＣＵ２に入力される車輪速センサ３の出力信
号の更新周期が長くなる。歯車の歯数が５０程度の場合、更新周期が１００ｍｓ以上とな
る。このような長周期で車両に制動力が与えられると、車両がハンチングを起こすおそれ
がある。その対策として、実車速と目標車速との偏差を積分処理しその積分結果に基づい
て車両の制動力を与えることにより、偏差を比例処理しその結果に基づいて車両の制動力
を与えた場合に比べ、その制動量の急激な変化が抑制される。このため、車両のハンチン
グを抑制できる。
【００７７】
また、積分処理としては忘却積分を用いることにより、図７に示すように低周波成分のゲ
インが０ｄＢに近くなるため、低周波成分における位相遅れが改善され、運転者に違和感
を与えない走行が可能となる。
【００７８】
また、所定の回転数にて車両を自動走行させる前に車両に制動力を与えて車両を停止させ
ることにより、車両を自動走行させる際に予め設定した走行経路に精度よく追従させるこ
とができる。特に、自動駐車装置などに採用した場合に有用である。
【００７９】
また、車両が自動走行モードとなっているときに、車両の運転者がブレーキペダルを所定
量以上踏み込んだときに自動走行モードを解除することにより、自動走行中に車両の運転
者が所定量以上のブレーキ操作をすることにより自動走行を強制的に終了させることがで
きる。
【００８０】
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また、車両が自動走行モードとなったときに車両の運転者がブレーキペダルを放した後に
車両を走行させることにより、車両の運転者のブレーキ操作を通じて自動走行を開始させ
ることができる。
【００８１】
また、所定のエンジン回転数にて車両を自動走行させる際、車両の制動力を徐々に減じて
車両を走行させることにより、車両が急発進することを防止できる。
【００８２】
（第二実施形態）
次に第二実施形態に係る走行制御装置について説明する。
【００８３】
本実施形態に係る走行制御装置は、図１に示す第一実施形態に係る走行制御装置１と同様
な構造を有するものであるが、自動走行における目標車速を変更する目標車速変更手段を
備えている点で異なるものである。
【００８４】
図９に本実施形態に係る走行制御装置の動作についてのフローチャートを示す。
【００８５】
図９に示すように、Ｓ１０にて自動走行モードか否かが判定され、Ｓ１２にて目標位置の
決定が行われ、Ｓ１４にて走行経路演算が行われ、Ｓ１６にて車両停止処理が行われ、Ｓ
１８にてアイドルアップ処理が行われ、Ｓ２０にて走行開始処理が行われ、Ｓ３０にて制
動制御処理が行われる。これらＳ１０～Ｓ３０の各処理は、第一実施形態にて説明したも
のと同様に行われる。
【００８６】
そして、Ｓ３０にて制動制御処理の終了後、Ｓ３２に移行し、目標車速変更処理が行われ
る。目標車速変更処理は、運転者の意志により目標車速を変更を行う処理である。この目
標車速変更処理の詳細については、後述する。
【００８７】
そして、目標車速変更処理の終了後、Ｓ４０にて走行可能か否かが判定され、走行可能で
あると判定されたときには自動走行モードの終了条件が成立したか否かが判定される（Ｓ
４４）。一方、Ｓ４０にて走行可能でないと判定されたときには報知処理が行われる（Ｓ
４８）。これらＳ４０、４４、４８の各処理も、第一実施形態にて説明したものと同様に
行われる。そして、Ｓ４４にて自動走行モードの終了条件が成立したとき又はＳ４８にて
報知処理を終了したとき、自動走行制御を終了する。
【００８８】
図１０に目標車速変更処理のフローチャートを示す。
【００８９】
図１０のＳ８０に示すように、ストップランプスイッチ１５がオンとなったか否かが判定
される。ここで、ストップランプスイッチ１５がオンとは、緩ブレーキ操作がなされたこ
とを意味する。また、緩ブレーキ操作とは、図２のＳ４４にて自動走行モードの終了条件
として設定される所定の踏み込み量を超えないようなブレーキ操作を意味する。
【００９０】
Ｓ８０にて、ストップランプスイッチ１５がオンとなっていないと判定されたときには、
処理を終了する。一方、ストップランプスイッチ１５がオンとなったと判定されたときに
は、Ｓ８２に移行し、目標車速が低減される。例えば、ブレーキペダルが踏まれている間
、一定時間間隔で段階的に目標車速が低下する。そして、目標車速を低減した後、Ｓ８０
に戻る。
【００９１】
このような目標車速変更処理によれば、自動走行中に運転者が車両の速度が速いと感じた
とき、運転者の意志により車速を遅くすることができ、運転者の違和感を低減できる。
【００９２】
また、この目標車速変更処理において、低減した目標車速を設定値としてメモリに記憶さ
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せてもよい。
【００９３】
例えば、図１１に示すように、目標車速を低減した後（Ｓ８２）、Ｓ８４に移行し、最新
の目標車速をメモリに記憶する。このような記憶処理を行うことにより、運転者の運転感
覚に適合した自動走行が可能となる。
【００９４】
更に、この目標車速変更処理において、ブレーキングにより低下した速度を目標車速とし
てもよい。
【００９５】
例えば、図１２に示すように、ストップランプスイッチ１５がオンとなったときに、Ｓ８
６に移行し、運転者のブレーキ操作により低下したその時の速度が目標車速とされる。
【００９６】
このような目標車速変更処理によれば、運転者が現実の車速に応じて目標車速を設定する
ことができるため、自己の運転感覚に適合した目標車速の選択が容易に行える。
【００９７】
ところで、目標車速変更処理として目標車速を低減する場合について説明したが、目標車
速を増加させるものであってもよい。
【００９８】
図１３に目標車速を増加させる場合の目標車速変更処理のフローチャートを示す。
【００９９】
図１３のＳ９０に示すように、アクセル操作があったか否かが判定される。アクセル操作
とは、例えば、運転者によるアクセルペダルの踏み込みなどである。Ｓ９０にて、アクセ
ル操作がないと判定されたときには、処理を終了する。一方、Ｓ９０にて、アクセル操作
があったと判定されたときには、Ｓ９２に移行し、目標車速が増加される。例えば、アク
セルペダルが踏まれている間、一定時間間隔で段階的に目標車速が増加する。そして、目
標車速を増加した後、Ｓ９０に戻る。
【０１００】
このような目標車速変更処理によれば、自動走行中に運転者が車両の速度が遅いと感じた
とき、運転者の意志により車速を速くすることができ、運転者の違感を低減できる。
【０１０１】
また、この目標車速変更処理において、増加した目標車速を設定値としてメモリに記憶さ
せてもよい。
【０１０２】
例えば、図１４に示すように、目標車速を増加した後（Ｓ９２）、Ｓ９４に移行し、最新
の目標車速をメモリに記憶する。このような記憶処理を行うことにより、運転者の運転感
覚に適合した自動走行が可能となる。
【０１０３】
更に、この目標車速変更処理において、アクセル操作により速まった速度を目標車速とし
てもよい。
【０１０４】
例えば、図１５に示すように、アクセル操作があったときに、Ｓ９６に移行し、運転者の
アクセル操作により増加したその時の速度が目標車速とされる。
【０１０５】
このような目標車速変更処理によれば、運転者が現実の車速に応じて目標車速を設定する
ことができるため、自己の運転感覚に適合した目標車速の選択が容易に行える。
【０１０６】
以上のように、本実施形態に係る走行制御装置によれば、自動走行中に車両の運転者がブ
レーキ操作又はアクセル操作をすることにより目標車速を変更することができる。このた
め、運転者の意志を反映した車速にて自動走行が可能となる。
【０１０７】
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（第三実施形態）
次に第三実施形態に係る走行制御装置について説明する。
【０１０８】
本実施形態に係る走行制御装置は、図１に示す第一実施形態に係る走行制御装置１と同様
な構造を有するものであるが、自動走行する走行路の坂路判定を行い、坂路である場合に
制動処理において坂路に応じた制動を行う点で異なるものである。
【０１０９】
図１６に本実施形態に係る走行制御装置の動作についてのフローチャートを示す。
【０１１０】
図１６に示すように、Ｓ１０にて自動走行モードか否かが判定され、Ｓ１２にて目標位置
の決定が行われ、Ｓ１４にて走行経路演算が行われ、Ｓ１６にて車両停止処理が行われ、
Ｓ１８にてアイドルアップ処理が行われ、Ｓ２０にて走行開始処理が行われる。これらＳ
１０～Ｓ２０の各処理は、第一実施形態にて説明したものと同様に行われる。
【０１１１】
そして、Ｓ２０にて走行開始処理の終了後、Ｓ２２に移行し、坂路判定処理が行われる。
坂路判定処理は、車両が走行する走行路が坂路であるか判定する処理である。坂路判定処
理の詳細については、後述する。
【０１１２】
Ｓ２２にて坂路判定処理が行われた後、Ｓ３０に移行し、制動制御処理が行われる。この
制動制御処理は、図５に示す第一実施形態の制動制御処理とほぼ同様に行われるが、Ｓ７
０の制動処理にて、車両の走行路が坂路である場合にそれを考慮して制動が行われる。こ
の制動処理の詳細については、後述する。
【０１１３】
そして、Ｓ３０にて制動制御処理の終了後、Ｓ３２にて目標車速変更処理が行われ、Ｓ４
０にて走行可能か否かが判定され、走行可能であると判定されたときには自動走行モード
の終了条件が成立したか否かが判定される（Ｓ４４）。一方、Ｓ４０にて走行可能でない
と判定されたときには報知処理が行われる（Ｓ４８）。Ｓ３２の目標車速変更処理は、第
二実施形態にて説明したものと同様に行われる。また、Ｓ４０、Ｓ４４、Ｓ４８の各処理
は、第一実施形態にて説明したものと同様に行われる。そして、Ｓ４４にて自動走行モー
ドの終了条件が成立したとき又はＳ４８にて報知処理が終了したときに、自動走行制御を
終了する。
【０１１４】
図１７に坂路判定処理のフローチャートを示す。
【０１１５】
図１７のＳ１００に示すように、坂路判定処理は、まず、車両の加速度検出が行われる。
この加速度は、車輪速センサ３の出力信号に基づいて得られた車速を微分して算出すれば
よい。また、車両に加速度センサを取り付け、その加速度センサの出力から検出してもよ
い。
【０１１６】
そして、Ｓ１０２に移行し、車両の加速度が予め設定される設定値Ｂより大きいか否かが
判定される。車両の加速度が設定値Ｂより大きくないと判定されたときには、坂路判定処
理を終了する。一方、車両の加速度が設定値Ｂより大きいと判定されたときには、Ｓ１０
４に移行し、車両の走行路が下り坂の坂路であると判断し、坂路フラグをセットする。そ
して、坂路判定処理を終了する。
【０１１７】
このような坂路判定処理によれば、車両の加速状態に基づいて走行路が下り坂の坂路であ
るか否かを判定することができる。
【０１１８】
なお、本実施形態に係る走行制御装置において、坂路判定処理は、図１７に示す処理のほ
か、以下の図１８、１９に示すような処理であってもよい。
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【０１１９】
図１８、１９に他の坂路判定処理のフローチャートを示す。
【０１２０】
図１８のＳ１１０に示すように、坂路判定処理は、まず、車速偏差の演算が行われる。車
速偏差は、予め設定される目標車速から車両の実車速を減じることにより算出される。
【０１２１】
そして、Ｓ１１２に移行し、実車速が目標車速より大きいか否かが判定される。実車速が
目標車速より大きくないと判定されたときには、坂路判定処理を終了する。一方、実車速
が目標車速より大きいと判定されたときには、Ｓ１１４に移行し、その時の車速偏差が設
定値Ｃより大きいか否かが判定される。
【０１２２】
Ｓ１１４にて、車速偏差が設定値Ｃより大きくないと判定されたときには、坂路判定処理
を終了する。一方、車速偏差が設定値Ｃより大きいと判定されたときには、走行開始から
最初に目標車速を超えたときの実車速のオーバーシュートが大きいことから、下り坂の坂
路であると判断し、Ｓ１１６に移行して坂路フラグをセットする。そして、坂路判定処理
を終了する。
【０１２３】
このような図１８に示す坂路判定処理によれば、車速が低速（例えば、０．２５～３．０
ｋｍ／ｈ）である場合でも確実に坂路判定が行えるため、低速走行時の坂路判定に有効で
ある。
【０１２４】
ところで、図１９の坂路判定処理では、まず、タイマが起動される（Ｓ１２０）。そして
、Ｓ１２２に移行し、実車速が予め設定された設定値Ｄより小さいか否かが判定される。
実車速が設定値Ｄに対し小さいと判定されたときには、Ｓ１２４に移行し、タイマにおけ
る時間計測が行われる。そして、Ｓ１２２に戻る。
【０１２５】
一方、Ｓ１２２にて、実車速が設定値Ｄに対し小さくないと判定されたときには、Ｓ１２
６に移行し、タイマの経過時間が予め設定される設定時間Ｔより短いか否かが判定される
。タイマの経過時間が設定時間Ｔに対し短くないと判定されたときには、坂路判定処理を
終了する。
【０１２６】
一方、Ｓ１２６にて、タイマの経過時間が設定時間Ｔより短いと判定されたときには、急
激に速度が増したことから下り坂の坂路であると判断し、Ｓ１２８に移行して坂路フラグ
をセットする。そして、坂路判定処理を終了する。
【０１２７】
このような図１９に示す坂路判定処理によれば、図１８に示す坂路判定処理と同様に、車
速が低速（例えば、０．２５～３．０ｋｍ／ｈ）である場合でも確実に坂路判定が行える
ため、低速走行時の坂路判定に有効である。
【０１２８】
なお、図１７～図１９における坂路判定処理では、下り坂の坂路であるか否かを判定する
処理について説明したが、これらの処理は、上り坂の坂路であるか否かを判定するものに
も適用できる。例えば、図１７～図１９における坂路判定処理において加速度を減速度と
して処理を行うことにより、車両の走行路が上り坂であるか否かを判定が可能となる。
【０１２９】
図２０に制動処理のフローチャートを示す。
【０１３０】
制動処理は、図２０のＳ１５０に示すように、自動制御用ブレーキ油圧の演算を行われる
。この自動制御用ブレーキ油圧は、実車速と目標車速との偏差を積分したもの（図５のＳ
６８参照）に基づいて演算される。
【０１３１】
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そして、Ｓ１５２に移行し、車両の走行路が下り坂の坂路であるか否かが判定される。こ
の判定は、坂路フラグがセットされているか否かにより行われる。そして、Ｓ１５２にて
、車両の走行路が下り坂の坂路でないと判定されたときには、目標ブレーキ油圧として自
動制御用ブレーキ油圧がセットされる。そして、Ｓ１６０に移行する。
【０１３２】
一方、Ｓ１５２にて車両の走行路が下り坂の坂路であると判定されたときには、Ｓ１５６
に移行し、補正ブレーキ油圧が演算される。この補正ブレーキ油圧は、車両の加速度から
既定値であるデフォルト加速度を減じ、所定の係数を乗じることにより、演算される。こ
こで、所定の係数とは、加速度を油圧に変換するための係数である。
【０１３３】
そして、Ｓ１５８に移行し、目標ブレーキ油圧として、自動制御用ブレーキ油圧と補正ブ
レーキ油圧とを加算したものがセットされる。そして、Ｓ１６０に移行し、目標ブレーキ
油圧に応じた制御信号がブレーキ油圧アクチュエータ４に出力される。これにより、その
制御信号に従ってブレーキ油圧アクチュエータ４が作動し、車両に制動力が付与される。
そして、制動処理を終了する。
【０１３４】
図２１に本実施形態に係る走行制御装置における自動走行制御系のブロック線図を示す。
【０１３５】
図２１に示すように、本実施形態に係る走行制御装置では、実車速を微分して加速度を検
出し坂路補正した目標ブレーキ油圧をブレーキ油圧アクチュエータ４に加えて制動制御し
ている。このため、坂路補正をしない場合に比べ、坂路でない走行路の制動制御性に優れ
ている。例えば、坂路が下り勾配である場合、車両に坂路でない場合の通常の制動力が与
えられると、車両が大きく加速し十分な制動力が確保できず、目標車速を一時的に大きく
超えるおそれがある。これに対し、坂路補正を行うことにより、坂路による目標車速を大
きく超えることなく目標車速に近いところで制御可能となり、安定した自動走行が可能と
なる。
【０１３６】
また、本実施形態に係る走行制御装置として、図２２に示すように、実車速を微分して加
速度を検出し、その加速度に基づいて坂路判定し、坂路であるか否かにより非線形的に一
定の補正値を自動制御用ブレーキ油圧に加算し、目標車速に追従させるものであってもよ
い。
【０１３７】
更に、本実施形態に係る走行制御装置として、図２３に示すように、車速偏差に基づいて
坂路であるか否かを判定し、その判定結果に応じて積分器とゲインを有するコントローラ
の出力に補正を加えて目標車速とするものであってもよい。
【０１３８】
これら図２２、２３に示す制御系を有する走行制御装置であっても、図２１に示す制御系
を有する走行制御装置と同様な作用効果が得られる。
【０１３９】
以上のように、本実施形態に係る走行制御装置によれば、車両が自動走行する走行路が坂
路であるか否かが判定可能であり、走行路が坂路の場合でも、適切な車両走行が可能とな
る。
【０１４０】
（第四実施形態）
次に第四実施形態に係る走行制御装置について説明する。
【０１４１】
本実施形態に係る走行制御装置は、第一実施形態に係る走行制御装置とほぼ同様な構成を
有するものであるが、電磁ピックアップ式の車輪速センサ３により車輪速を検出しつつ、
低速においても車速を精度良く検出可能である点で異なっている。
【０１４２】
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図２４に本実施形態に係る走行制御装置における制動制御処理のフローチャートを示す。
なお、本実施形態に係る走行制御装置における自動走行制御は、図２に示す第一実施形態
に係る走行制御装置と同様に行われる。
【０１４３】
図２４に示すように、本実施形態に係る走行制御装置における制動制御処理は、まず、Ｓ
６０にて車輪速の読み込みが行われる。車輪速の読み込みは、電磁ピックアップ式の車輪
速センサ３の出力に基づいて行われる。そして、Ｓ６１に移行し、ブレーキ油圧の読み込
みが行われる。ブレーキ油圧の読み込みは、例えば、油圧センサの出力に基づいて行われ
る。
【０１４４】
そして、Ｓ６３に移行し、車輪速及びブレーキ油圧に基づいて車両の実車速が演算される
。例えば、実車速をＶとすると、その実車速Ｖは、次の式（１）により演算される。
Ｖ＝Ｖｗ＋ａ・ｔ　‥‥（１）
【０１４５】
ここで、Ｖｗは車輪速の読み込みデータであり、ａはブレーキ油圧の読み込みデータに基
づく加速度（減速する場合も含む）であり、ｔは車輪速Ｖｗの読み込み時からの時間であ
る。
【０１４６】
そして、Ｓ６４に移行し、実車速と予め設定される目標車速との偏差が演算される。そし
て、Ｓ６６に移行し、演算された偏差が予め設定された設定値Ａより大きいか否かが判定
される。偏差が設定値Ａより大きくないと判定されたときには、制動制御処理を終了する
。一方、偏差が設定値Ａより大きいと判定されたときには、Ｓ６８に移行し、偏差の積分
処理が行われる。
【０１４７】
そして、Ｓ７０に移行し、積分された偏差に基づく制御信号がＥＣＵ２からブレーキ油圧
アクチュエータ４に出力され、ブレーキ油圧アクチュエータ４の作動により車両に制動力
が付与される。そして、制動制御処理を終了する。
【０１４８】
このような制動制御処理によれば、Ｓ６３にて一定の演算周期ｔで実車速を演算できるた
め、電磁ピックアップ式の車輪速センサ３を用いて車輪速を検出する場合であっても、低
速走行時に精度良く実車速を演算することができる。
【０１４９】
例えば、図２５に示すように、横軸を時間、縦軸を車速とした場合に、電磁ピックアップ
式の車輪速センサ３を用いて車輪速を検出する場合、車速が遅くなるに連れて、歯車状の
ロータの回転も遅くなり、車輪速Ｖｗの読み込み間隔ｔｗが長くなる。このため、車輪速
Ｖｗにのみ基づき実車速を演算すると、微低速時には更新周期が長くなり実車速の精度が
低下する。
【０１５０】
そこで、本実施形態に係る走行制御装置では、車輪速Ｖｗの読み込み時からの経過時間ｔ
にブレーキ油圧の読み込みデータに基づく加速度ａを乗じたもの（ａ・ｔ）を車輪速Ｖｗ
に加算することにより、車輪速Ｖｗの読み込み間隔ｔｗより短い間隔で実車速を算出する
こと可能である。従って、車両の実車速を精度良く演算することができる。
【０１５１】
以上のように、本実施形態に係る走行制御装置によれば、車両の実車速に対応して出力さ
れる車輪速センサ３の車輪速Ｖｗと制動制御量であるブレーキ油圧に基づいて実車速を検
出することにより、実車速の検出精度向上を図ることができる。
【０１５２】
（第五実施形態）
次に第五実施形態に係る走行制御装置について説明する。
【０１５３】
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本実施形態に係る走行制御装置は、第一実施形態に係る走行制御装置とほぼ同様な構成を
有するものであるが、車両の走行路が低μ路であるか否かを判定し、その判定結果に応じ
て目標車速を変更し又はアンチロック制御を行う点で異なっている。
【０１５４】
図２６に本実施形態に係る走行制御装置における自動走行制御のフローチャートを示す。
図２６に示すように、Ｓ１０にて自動走行モードか否かが判定され、Ｓ１２にて目標位置
の決定が行われ、Ｓ１４にて走行経路演算が行われ、Ｓ１６にて車両停止処理が行われ、
Ｓ１８にてアイドルアップ処理が行われ、Ｓ２０にて走行開始処理が行われる。これらＳ
１０～Ｓ２０の各処理は、第一実施形態にて説明したものと同様に行われる。
【０１５５】
そして、Ｓ２０にて走行開始処理の終了後、Ｓ２４に移行し、低μ路処理が行われる。低
μ路処理は、車両の走行路が低μ路であるか否かを判定し、その判定結果に応じて目標車
速を変更する処理である。低μ路処理の詳細については、後述する。
【０１５６】
Ｓ２４にて低μ路処理が行われた後、Ｓ３０に移行し、制動制御処理が行われる。この制
動制御処理は、図５に示す第一実施形態の制動制御処理と同様に行われる。そして、Ｓ３
２にて目標車速変更処理が行われ、Ｓ４０にて走行可能か否かが判定され、走行可能であ
ると判定されたときには自動走行モードの終了条件が成立したか否かが判定される（Ｓ４
４）。一方、Ｓ４０にて走行可能でないと判定されたときには報知処理が行われる（Ｓ４
８）。Ｓ３２の目標車速変更処理は、第二実施形態にて説明したものと同様に行われる。
また、Ｓ４０、Ｓ４４、Ｓ４８の各処理は、第一実施形態にて説明したものと同様に行わ
れる。そして、Ｓ４４にて自動走行モードの終了条件が成立したとき又はＳ４８にて報知
処理が終了したときに、自動走行制御を終了する。
【０１５７】
図２７に低μ路処理のフローチャートを示す。
【０１５８】
低μ路処理は、図２７に示すように、まず、Ｓ１８０にて車両の走行路が低μ路か否かが
判定される。低μ路か否かの判断は、車輪速センサ３による車輪速などに基づいて行われ
る。Ｓ１８０にて、車両の走行路が低μ路でないと判定されたときには、処理を終了する
。
【０１５９】
一方、Ｓ１８０にて車両の走行路が低μ路であると判定されたときには、Ｓ１８２に移行
し、目標車速が低く変更される。例えば、現在の目標車速にゼロより大きく１より小さい
係数αを乗じたものが目標車速として設定される。そして、処理を終了する。
【０１６０】
このような低μ路処理によれば、車両の走行路が低μ路であり、車両の制動性能が低下し
た場合であっても、目標車速が低く設定されるため、安全な走行が確保できる。
【０１６１】
また、本実施形態に係る走行制御装置において、走行路が低μ路である場合に一定条件下
でアンチロック制御を行うことが望ましい。
【０１６２】
図２８に制動処理のフローチャートを示す。
【０１６３】
図２８のＳ２００に示すように、制動処理は、まず、車輪速の演算が行われる。そして、
Ｓ２０２に移行し、車体速の演算が行われる。この車体速は、車輪速に基づいて推定する
ことにより算出される。
【０１６４】
そして、Ｓ２０４に移行し、車両の走行路が低μ路でないかどうかが判定される。車両の
走行路が低μ路であると判定されたときには、Ｓ２０６に移行し、スリップ率が演算され
る。そして、スリップ率が設定値であるβより小さいか否かが判定される（Ｓ２０８）。



(17) JP 4742451 B2 2011.8.10

10

20

30

40

50

設定値βは、０＜β＜１に設定される。
【０１６５】
Ｓ２０８にてスリップ率が設定値βより小さくないと判定されたときには、Ｓ２１４に移
行し、アンチロック制御が行われる。一方、Ｓ２０８にてスリップ率が設定値βより小さ
いと判定されたときには、ヨーレートの検出が行われる（Ｓ２１０）。そして、Ｓ２１２
に移行し、車輪速がゼロであり、かつ、ヨーレートが設定値γより小さいか否かが判定さ
れる。
【０１６６】
Ｓ２１２にて車輪速がゼロであり、かつ、ヨーレートが設定値γより小さいと判定された
ときには、Ｓ２１６に移行する。一方、Ｓ２１２にて車輪速がゼロでなく又はヨーレート
が設定値γより小さくないと判定されたときには、Ｓ２１４に移行する。
【０１６７】
ところで、Ｓ２０４にて、車両の走行路が低μ路でないと判定されたときには、Ｓ２１６
、２１８に移行し、通常の制動処理が行われる。すなわち、自動制御用ブレーキ油圧演算
が行われ、その演算された自動制御用ブレーキ油圧に応じた制御信号がブレーキ油圧アク
チュエータ４に出力される。これにより、その制御信号に従ってブレーキ油圧アクチュエ
ータ４が作動し、車両に制動力が付与される。そして、制動処理を終了する。
【０１６８】
以上のように、本実施形態に係る走行制御装置によれば、走行路の路面状態を検出しその
走行路が低μ路であるときに目標車速を下げることにより、自動走行中のスリップが防止
され、自動走行の安全性を確保できる。
【０１６９】
また、車両のスリップ率が設定値より大きくなったときにアンチロック制御を行うことに
より、自動走行中のスリップが防止され、自動走行の安全性を確保できる。
【０１７０】
（第六実施形態）
次に第六実施形態に係る走行制御装置について説明する。
【０１７１】
本実施形態に係る走行制御装置は、第一実施形態に係る走行制御装置とほぼ同様な構成を
有するものであるが、車両停止時にパーキングブレーキを用いて車両に制動力を与える点
で異なっている。
【０１７２】
図２９に本実施形態に係る走行制御装置における車両停止処理のフローチャートを示す。
図２９に示すように、車両停止処理は、Ｓ３００にて、ブレーキモータ（図示なし）が駆
動されブレーキ系統のポンプ（図示なし）が作動し、ブレーキ油圧が増加される。
【０１７３】
そして、Ｓ３０２に移行し、電動パーキングブレーキ（電動ＰＫＢ）が作動し、車両に制
動力が付与される。そして、Ｓ３０４に移行し、ブレーキモータが停止される。そして、
車両停止処理を終了する。
【０１７４】
この車両停止処理によれば、ブレーキ油圧の確保のためにブレーキモータの駆動を継続す
る必要がない。従って、長時間にわたりモータ電流が消費されることが防止され、モータ
の耐久性の向上及びバッテリの電流消費の低減が図れる。
【０１７５】
なお、車両の電動パーキングブレーキが装備されおらず、手動のパーキングブレーキが装
備されている場合には、車両停止処理において、ブレーキ油圧が増加されたときに、パー
キングブレーキが引かれたときにモータを停止させることにより、前述と同様にして、長
時間にわたりモータ電流が消費されることを防止でき、モータの耐久性の向上及びバッテ
リの電流消費の低減が図れる。
【０１７６】
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（第七実施形態）
次に第七実施形態に係る走行制御装置について説明する。
【０１７７】
本実施形態に係る走行制御装置は、第一実施形態に係る走行制御装置とほぼ同様な構成を
有するものであるが、自動走行モード中に車両に搭載される所定の電気機器の出力を抑制
する出力抑制手段を備えた点で異なっている。
【０１７８】
図３０に本実施形態に係る走行制御装置の動作についてのフローチャートを示す。図３０
に示すように、本実施形態に係る走行制御装置では、制動制御処理（Ｓ３０）の前に出力
抑制処理が行われる（Ｓ２６）。
【０１７９】
出力抑制処理は、車両の走行駆動力が変動しないように、高負荷の電気部品であるエアコ
ンやオーディオのアンプなどの出力を抑制する処理である。例えば、自動走行中では、エ
アコンやオーディオのアンプなどの電気部品の出力を低減させる。これにより、一定の車
両の走行駆動力を確保することができる。
【０１８０】
以上のように、本実施形態に係る走行制御装置によれば、自動走行時における電力収支の
悪化を抑制することができる。
【０１８１】
（第八実施形態）
次に第八実施形態に係る走行制御装置について説明する。
【０１８２】
本実施形態に係る走行制御装置は、第一実施形態に係る走行制御装置とほぼ同様な構成を
有するものであるが、自動走行モード中に車両に搭載される所定の電気機器の出力に応じ
てエンジン回転数を増加させるエンジン回転制御手段を備えた点で異なっている。
【０１８３】
図３１に本実施形態に係る走行制御装置の動作についてのフローチャートを示す。図３１
に示すように、本実施形態に係る走行制御装置では、制動制御処理（Ｓ３０）の前にエン
ジン回転制御処理が行われる（Ｓ２８）。
【０１８４】
エンジン回転制御処理は、車両の走行駆動力が変動しないように、電気負荷の増加に合わ
せてエンジン回転数を増加させる処理である。例えば、エアコン、ギヤ駆動用の発電機の
作動などにより電気負荷が増加したとき、その電気負荷の増加分に合わせてエンジン回転
数を増加させる。これにより、電気機器の出力が増加しても、一定の車両の走行駆動力を
確保することができる。
【０１８５】
以上のように、本実施形態に係る走行制御装置によれば、自動走行時における電力収支の
悪化を抑制することができる。
【０１８６】
なお、上述した第一実施形態から第八実施形態においては、自動駐車装置を例にとって説
明したが、本発明に係る走行制御装置はこれらの実施形態に限られるものではなく、例え
ば画面や音声で目標軌跡や舵角などのガイドを受けながら運転者が駐車操作を行う駐車ア
シストシステムや渋滞走行のような低速走行に適用してもよい。このようにすれば、頻繁
な加減速を伴う低速走行時であっても、ブレーキペダルのみの操作で目標車速以下の低速
走行を容易に行うことができる。
【０１８７】
（第九実施形態）
次に第九実施形態に係る走行制御装置について説明する。
【０１８８】
本実施形態に係る走行制御装置は、車両の車速を運転者のブレーキ操作により調整するも
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のであり、その点で目標車速となるように車速を自動的に加減速制御する第一実施形態か
ら第八実施形態までに係る走行制御装置と異なっている。
【０１８９】
図３２は、本実施形態に係る走行制御装置の構成概要図である。本図に示すように、走行
制御装置１には、緩速走行モードスイッチ１２ａが設けられている。緩速走行モードスイ
ッチ１２ａは、車両を緩速で走行させる緩速走行モードとするためのスイッチである。
【０１９０】
ここで、「緩速走行モード」とは、アイドリング時の駆動トルク（クリープトルク）より
もある程度高い所定の駆動力により、アクセル操作なしでも緩速で走行可能なモードを意
味する。また、ここでいう緩速とは、この所定の駆動力の下でアクセルペダルを操作する
ことなくブレーキペダルを操作して平坦路を走行する場合の車速を意味し、例えば所定の
駆動力の下でブレーキを踏み込まずに平坦路を走行すると２０ｋｍ／ｈの車速になる場合
には、約２０ｋｍ／ｈ以下の車速領域を意味することになる。
【０１９１】
この緩速走行モードスイッチ１２ａがオンされることにより、車両が緩速走行モードとな
り、緩速走行が行われる。
【０１９２】
次に、本実施形態に係る走行制御装置の動作を説明する。
【０１９３】
図３３は、本実施形態に係る走行制御装置の動作を示すフローチャートである。本図のＳ
４００に示すように、緩速走行モードとなったか否かが判定される。
【０１９４】
緩速走行モードは、緩速走行スイッチ１２ａがオンされ、かつ、車両の実車速Ｖが所定の
速度Ｖ１以下であることにより、開始される。所定の速度Ｖ１は、ＥＣＵ２に予め設定さ
れる設定速度であり、上述した所定の駆動力の下でアクセルもブレーキも操作せずに平坦
路を走行する場合の車速以下の速度、すなわち緩速走行モードで平坦路を走行する場合の
速度範囲内の値に設定される。
【０１９５】
本実施形態においては、前進方向に比べて後進方向の所定の駆動力を小さく設定しており
、ブレーキを踏んでいない状態では、前進方向の所定の駆動力の下で平坦路を走行すると
約２０ｋｍ／ｈの車速となり、後進方向の所定の駆動力の下で平坦路を走行すると約１０
ｋｍ／ｈの車速となる。このため、前進方向の所定の速度Ｖ１は、２０ｋｍ／ｈ以下の値
として１０ｋｍ／ｈ、後進方向の所定の速度Ｖ１は、１０ｋｍ／ｈ以下の値として５ｋｍ
／ｈに設定される。
【０１９６】
このとき、緩速走行スイッチ１２ａのオンに代えて、その他の操作などを緩速走行モード
の開始条件の一つとしてもよい。例えば、ブレーキペダルが踏み込まれ、車速が実質的に
ゼロであり、変速機が前進状態から後進状態又は後進状態から前進状態に切換操作された
ことを緩速走行モードの開始条件とすることも可能である。
【０１９７】
Ｓ４００にて、緩速走行モードとなっていないと判定されたときには、制御処理を終了す
る。一方、Ｓ４００にて、緩速走行モードとなっていると判定されたときには、Ｓ４０２
に移行し、アイドルアップ処理が行われる。アイドルアップ処理は、ＥＣＵ２からエンジ
ン６に制御信号を出力し、クリープトルクよりもある程度高い所定の駆動力を発生するよ
うにエンジン６の回転数をアイドリング時の回転数より大きい回転数まで増加させる処理
である。
【０１９８】
このアイドルアップが行われることより、エンジン６の回転数がアイドリング時より高ま
り、車両に所定の走行駆動力が継続して与えられ、緩速にて走行可能となる。緩速にて車
両が走行しているときに、運転者がブレーキ操作することにより、車両の走行速度を所定
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の駆動力の範囲内で調整することができる。なお、アイドルアップ時において、運転者が
ブレーキペダルを踏ん込んでおり車両が停止しているときには、ブレーキペダルが放され
ることにより、車両が緩速走行し始める。
【０１９９】
そして、Ｓ４０４に移行し、実車速Ｖが設定速度Ｖ２以上であるか否かが判定される。設
定速度Ｖ２は、ＥＣＵ２に予め設定される速度であり、緩速走行モードにおける上限速度
として緩速走行モードでブレーキを踏み込まず平坦路を走行する場合の車速に所定のヒス
テリシスを加えた値が設定される。本実施形態においては、前進方向の所定の駆動力の下
でブレーキをオフとして平坦路を走行すると約２０ｋｍ／ｈの車速となり、後進方向の所
定の駆動力の下で平坦路を走行する約１０ｋｍ／ｈの車速となる。このため、前進方向の
設定速度Ｖ２は、２０ｋｍ／ｈに対し所定のヒステリシスとして１０％を加えた２２ｋｍ
／ｈに設定され、後進方向の設定速度Ｖ２は、１０ｋｍ／ｈに対し所定のヒステリシスと
して１０％を加えた１１ｋｍ／ｈに設定される。
【０２００】
実車速Ｖが設定速度Ｖ２以上でないと判定されたときには、Ｓ４１０に移行する。一方、
実車速Ｖが設定速度Ｖ２以上であると判定されたときには、Ｓ４０６に移行し、制動制御
処理が行われる。
【０２０１】
制動制御処理は、車両の車速を設定速度Ｖ２より遅くなるように強制的にブレーキをかけ
る処理である。すなわち、ＥＣＵ２からブレーキ油圧アクチュエータ４に制御信号が出力
され、ブレーキ油圧アクチュエータ４が作動し、車両の実車速Ｖが設定速度Ｖ２より遅く
なるように車両が制動される。
【０２０２】
そして、Ｓ４０８に移行し、警告処理が行われる。警告処理は、運転者に強制的制動が行
われていることを知らせる処理であり、例えば、インストルメントパネルの表示、信号音
や音声の発生などを通じて行われる。そして、Ｓ４１０に移行し、緩速走行モードの解除
条件が成立しているか否かが判定される。緩速走行モードの解除条件としては、例えば、
緩速走行モードスイッチ１２ａのオフが該当する。
【０２０３】
Ｓ４１０にて、緩速走行モードの解除条件が成立していないと判定されたときには、Ｓ４
０４に戻る。一方、緩速走行モードの解除条件が成立していると判定されたときには、制
御処理を終了する。
【０２０４】
図３４は、本実施形態に係る走行制御装置の動作におけるタイミングチャートである。
【０２０５】
アイドルアップした状態が継続することにより、車両に所定の走行駆動力が継続して与え
られる。この状態で、図３４に示すように、運転者がブレーキペダルを徐々に緩めると、
ブレーキ油圧が徐々に低下し、それに伴って車速Ｖが徐々に上昇する。
【０２０６】
その際、車両の走行路面が下り坂である場合など、車両の実車速Ｖが所定の速度Ｖ２より
速くなる。この時に、運転者のブレーキ操作しなくても、強制的に制動制御が行われ、車
両の実車速Ｖが所定の速度Ｖ２より遅くなるように車速が調整される。また、制動制御中
には、その旨が運転者に警告される。従って、車両に所定の駆動力を与え続けても、走行
路面状態などによって車速が速くなり過ぎることが防止される。
【０２０７】
以上のように、本実施形態に係る走行制御装置によれば、緩速走行モードとなったときに
エンジン６の回転数をアイドリング時より増加させ車両の駆動力を所定の駆動力に維持さ
せることにより、車両が走行する際、走行路の状況により走行抵抗が増加しても車両の駆
動力が増加しない。このため、走行経路に縁石等の障害物がある場合、車両が障害物を無
理に乗り越えて走行するなど不適切な走行を防止することができる。また、走行経路に障
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害物がある場合には車速が低下するため、それにより車両の運転者が走行異常を感知する
ことができ、ブレーキ操作により不適切な走行を未然に防止することができる。
【０２０８】
また、車両の実車速Ｖが所定の設定速度Ｖ２以上とならないように制動制御を行うことに
より、走行路が下り坂の場合など走行路面の状態により車速が高くなり過ぎることを防止
することができる。
【０２０９】
また、制動制御において、車両の制動をブレーキ５を用いて行うことにより、エンジン出
力を低下させて車両の駆動力を制御する場合と異なり、車速調整を精度良く行うことがで
きる。特に、緩速走行時における車速調整が精度良く行える。
【０２１０】
なお、本実施形態に係る走行制御装置では、図３２に示すように、画像処理部７、後方カ
メラ８、側方カメラ９、１０、表示部１１、駐車位置入力部１３、操舵駆動部１４が設け
られていないが、図１に示す走行制御装置のようにこれら設けて目標位置決定、走行経路
演算など（図２参照）を行うものであってもよい。
【０２１１】
また、本実施形態おいて、図３３のＳ４０６における制動制御処理では、実車速Ｖが設定
速度Ｖ２以上となったときに強制的にブレーキをかけて実車速Ｖが設定速度Ｖ２より遅く
なるように制動しているが、設定速度Ｖ２により低い設定速度Ｖ３を設定し、実車速Ｖが
設定速度Ｖ３を下回ることを制動制御の終了条件とすることが望ましい。
【０２１２】
例えば、図３５に示すように、設定速度Ｖ２により低い設定速度Ｖ３を予め設定しておき
、実車速Ｖが設定速度Ｖ２を上回ることを制動制御の開始条件とし、実車速Ｖが設定速度
Ｖ３を下回ることを制動制御の終了条件とする。このように条件設定することにより、制
動制御のオンオフ感を低減し、緩速走行時における乗り心地性を向上させることができる
。
【０２１３】
本実施形態では、緩速走行モードでブレーキを踏み込まずに平坦路を走行する場合の車速
、すなわち前進方向については２０ｋｍ／ｈ、後進方向については１０ｋｍ／ｈを設定速
度Ｖ３としている。このように設定することにより、下り坂での制動制御状態と平坦路で
の緩速モード走行とをスムーズにつなぐことができる。
【０２１４】
このほか、ドライバが意図的にアクセルを踏み込んだ場合に加速可能なように、アクセル
の踏み込みがある場合には設定速度Ｖ２を上回ることに基づく制動制御を禁止してもよい
。この場合も、アクセルの踏み込みが解除されると、車速が設定速度Ｖ３に低下するまで
制動制御が実行されるので、緩速走行モードでの走行が可能である。しかし、ドライバが
設定速度Ｖ２を相当上回る車速まで加速するような場合は、既に緩速走行の必要性が低下
していると考えられるため、設定速度Ｖ２よりも高い設定速度Ｖ４を予め設定しておき、
ドライバのアクセル踏み込みによって実車速が設定速度Ｖ４を上回った場合には、自動的
に緩速走行モードを解除し、その旨をドライバに報知するようにしてもよい。例えば、前
進方向にのみ設定速度Ｖ４として４０ｋｍ／ｈを設定し、渋滞が解消した場合などに自動
的に通常走行に移行できるようにすることが望ましい。
【０２１５】
本実施形態における制動制御処理（図３３のＳ４０６）おいて、実車速Ｖの変化に基づい
て将来の実車速を予想し、実車速が設定速度Ｖ２以上となったときに強制的に制動しても
よい。例えば、現在の車速Ｖに現在の加速度をτで乗じた値を加えることにより、τ秒後
の車速Ｖτを演算し、その車速Ｖτが設定速度Ｖ２となるときに、予め強制的に制動を行
う。このようにすることにより、未然に車速を落とすことができるため、制動制御による
車両の急激な挙動変化を防止することができる。
【０２１６】
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【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、エンジン回転数を所定の回転数とした状態において
車両の制動力を制御して車両の走行速度を調整し自動走行を行うことにより、走行路に障
害物がある場合に車両がその障害物を無理に乗り越えて走行するなどの不適切な走行を未
然防止できる。
【０２１７】
また、実車速と目標車速との偏差を積分処理しその積分結果に基づいて車両の制動力を制
御することにより、車両が低速にて自動走行し車速検出の時間間隔が長くなり車速の更新
周期が長くなる場合でも、偏差を比例処理する場合に比べ、車両のハンチングを抑制でき
る。
【０２１８】
また、車両を走行させる前に制動力付与により車両を停止させることにより、車両を自動
走行させる際に予め設定した走行経路に精度よく追従させることができる。特に、自動駐
車装置などに採用した場合に有用である。
【０２１９】
また、車両の運転者の加減速操作に応じて目標車速を変更することにより、運転者の意志
を反映した車速にて自動走行が可能となる。
【０２２０】
また、自動走行中に運転者がブレーキペダルを所定量以上踏み込んだときに自動走行モー
ドを解除することにより、運転者の所定量以上のブレーキ操作を通じて自動走行を強制的
に終了させることができる。
【０２２１】
また、車両が自動走行モードとなったときに運転者がブレーキペダルを放した後、車両を
走行させることにより、運転者のブレーキ操作を通じて自動走行を開始させることができ
る。
【０２２２】
また、車両を自動走行させる際、制動力を徐々に減じて車両を走行させることにより、車
両の急発進を防止することができる。
【０２２３】
また、車両の走行時には油圧式制動機構を通じて車両に制動力を付与し、車両の走行停止
時には機械式制動機構を通じて車両に制動力を付与することにより、車両の走行停止時に
制動力付与のために油圧を発生させる必要がない。このため、制動力付与のためのエネル
ギ消費の低減が図れる。
【０２２４】
また、車両の走行路が坂路であるか否かを判定する坂路判定手段を備え、また、車両の走
行路が坂路であるときにそれを加味して制動制御することにより、車両が自動走行する走
行路が坂路であるか否かが判定可能であり、走行路が坂路の場合でも、それに応じた制動
制御によって適切な車両走行が可能となる。
【０２２５】
また、車両の実車速に対応した周期により出力される車輪速と制動制御量に基づいて車両
の実車速を検出する車速検出手段を備えることにより、車両が低速走行しており実車速に
対応したパルス信号周期が長くなる場合でも、制動による加減速度に基づいて実速度の演
算を補完して、実車速の検出精度向上を図ることができる。
【０２２６】
また、走行路が低μ路であるときに目標車速を下げる目標車速変更手段を備え、また車両
のスリップ率が設定値より大きいときにアンチロック制御を行うことにより、自動走行中
にスリップが防止され、自動走行の安全性を確保できる。
【０２２７】
また、車両が自動走行モードとなったときに車両に搭載される所定の電気機器の出力を抑
制する出力抑制手段を備えることにより、自動走行時における電力収支の悪化を抑制する



(23) JP 4742451 B2 2011.8.10

10

20

30

40

50

ことができる。
【０２２８】
また、緩速走行モードとなったときに車両の駆動力を所定の駆動力に維持させて走行制御
を行うことにより、車両が走行する際、走行路の状況により走行抵抗が増加しても車両の
駆動力が増加しない。このため、走行路に障害物がある場合でも車両が障害物を無理に乗
り越えて走行するなど不適切な走行を防止することができる。また、車両が走行路の障害
物に乗り上がろうとするときには車速が低下するため、車両の運転者が走行異常を感知で
きブレーキ操作により不適切な走行を未然に防止することができる。
【０２２９】
また、車両の実車速が所定の設定速度以上とならないように制動制御を行うことにより、
走行路が下り坂の場合など走行路の状態により車速が高くなり過ぎることを防止すること
ができる。
【０２３０】
更に、車両の実車速の変化に基づいて将来の実車速を予測し、将来の実車速が所定の設定
速度以上とならないように車両の制動制御を行うことにより、未然に車速を落とすことが
でき、制動制御により車両の挙動が急激に変化することを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第一実施形態に係る走行制御装置の説明図である。
【図２】図１の走行制御装置の動作を示すフローチャートである。
【図３】図１の走行制御装置における走行開始処理の一例を示すフローチャートである。
【図４】図１の走行制御装置におけるブレーキ油圧及びブレーキングのタイミングチャー
トを示す。
【図５】図１の走行制御装置における制動制御処理の一例を示すフローチャートである。
【図６】図１の走行制御装置における積分器の説明図である。
【図７】図１の走行制御装置における積分器の説明図である。
【図８】図１の走行制御装置における制御系のブロック線図である。
【図９】第二実施形態に係る走行制御装置の動作を示すフローチャートである。
【図１０】図９の走行制御装置における目標車速変更処理の一例を示すフローチャートで
ある。
【図１１】図９の走行制御装置における目標車速変更処理の一例を示すフローチャートで
ある。
【図１２】図９の走行制御装置における目標車速変更処理の一例を示すフローチャートで
ある。
【図１３】図９の走行制御装置における目標車速変更処理の一例を示すフローチャートで
ある。
【図１４】図９の走行制御装置における目標車速変更処理の一例を示すフローチャートで
ある。
【図１５】図９の走行制御装置における目標車速変更処理の一例を示すフローチャートで
ある。
【図１６】第三実施形態に係る走行制御装置の動作を示すフローチャートである。
【図１７】図１６の走行制御装置における坂路判定処理の一例を示すフローチャートであ
る。
【図１８】図１６の走行制御装置における坂路判定処理の一例を示すフローチャートであ
る。
【図１９】図１６の走行制御装置における坂路判定処理の一例を示すフローチャートであ
る。
【図２０】図１６の走行制御装置における制動処理の一例を示すフローチャートである。
【図２１】図１６の走行制御装置における制御系のブロック線図である。
【図２２】図１６の走行制御装置における制御系のブロック線図である。
【図２３】図１６の走行制御装置における制御系のブロック線図である。
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【図２４】第四実施形態に係る走行制御装置における制動制御処理のフローチャートであ
る。
【図２５】図２４の走行制御装置における実車速検出の説明図である。
【図２６】第五実施形態に係る走行制御装置における制動制御処理のフローチャートであ
る。
【図２７】図２６の走行制御装置における低μ路処理のフローチャートである。
【図２８】図２６の走行制御装置における制動処理のフローチャートである。
【図２９】第六実施形態に係る走行制御装置における車両停止処理のフローチャートであ
る。
【図３０】第七実施形態に係る走行制御装置の動作を示すフローチャートである。
【図３１】第八実施形態に係る走行制御装置の動作を示すフローチャートである。
【図３２】第九実施形態に係る走行制御装置の説明図である。
【図３３】第九実施形態に係る走行制御装置の動作を示すフローチャートである。
【図３４】第九実施形態に係る走行制御装置の動作におけるタイミングチャートである。
【図３５】第九実施形態に係る走行制御装置の変形例の説明図である。
【符号の説明】
１…走行制御装置、２…ＥＣＵ、３…車輪速センサ、４…ブレーキ油圧アクチュエータ、
６…エンジン。

【図１】 【図２】
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