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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車の前方を走行する先行車の中から選択された追従対象車に自車を追従して走行させ
る追従制御を実行する車両走行制御システムに適用される車両走行制御装置であって、
　自車に対する前記追従対象車の実相対速度を取得する相対速度取得手段（Ｓ４０２、Ｓ
４０８）と、
　前記実相対速度が不連続に変化する事象の発生を検出する検出手段（Ｓ４００）と、
　相対速度ゲインと自車が前記追従対象車を追従するときの追従相対速度との積に基づい
て、自車が前記追従対象車を追従するときの目標加速度を設定する加速度設定手段（Ｓ４
２０）と、
　前記検出手段が前記事象の発生を検出すると、前記加速度設定手段が前記目標加速度を
設定するときの前記追従相対速度として前記実相対速度を設定する代わりに、前記追従相
対速度の絶対値を前記事象が発生したときの前記実相対速度の絶対値よりも小さい値から
徐々に大きくする相対速度補正手段（Ｓ４０６、Ｓ４１２、Ｓ４１８）と、
　を備えることを特徴とする車両走行制御装置（５０）。
【請求項２】
　前記相対速度補正手段は、前記追従相対速度の絶対値を０から徐々に大きくすることを
特徴とする請求項１に記載の車両走行制御装置。
【請求項３】
　前記相対速度補正手段は、前記追従相対速度の絶対値を徐々に大きくして前記実相対速
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度の絶対値に近づけることを特徴とする請求項１または２に記載の車両走行制御装置。
【請求項４】
　前記事象の発生は、新規の前記追従対象車が選択されたとき、前記追従対象車が切り替
わったとき、前記追従制御中の自車のドライバによる加速操作または減速操作が終了した
とき、および前記追従制御を開始するとき、のいずれかであることを特徴とする請求項１
から３のいずれか一項に記載の車両走行制御装置。
【請求項５】
　前記追従対象車と自車との車間距離を取得する車間距離取得手段（Ｓ４０２、Ｓ４０８
）をさらに備え、
　前記相対速度補正手段は、前記事象の発生が検出されると、前記車間距離取得手段が取
得する前記車間距離が第１所定距離以下であり前記実相対速度が正、あるいは前記車間距
離が第２所定距離以上であり前記実相対速度が負である待機条件が成立している間、前記
追従相対速度を０にし、前記待機条件が成立してから不成立になると、前記追従相対速度
の絶対値を徐々に大きくする、
ことを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の車両走行制御装置。
【請求項６】
　前記加速度設定手段は、前記相対速度ゲインと前記追従相対速度との積の値に関わらず
前記目標加速度の上限値と下限値とを設定していることを特徴とする請求項１から５のい
ずれか一項に記載の車両走行制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自車の前方を走行する先行車に追従する追従制御を実行する車両走行制御装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車を運転するドライバの操作負担を軽減する技術の一つとして、自車の前方を走行する
先行車から追従対象車を選択し、自車と追従対象車との車間距離を一定に保持するように
車速等を制御して自動的に追従させる車両走行制御装置が知られている（例えば、特許文
献１参照。）。
【０００３】
　特許文献１に開示されている技術では、追従制御中にドライバが加速操作または減速操
作を実行すると追従制御を中止し、ドライバによる加速操作または減速操作が終了して自
車と追従対象車との相対速度が０になったときの実車間距離に基づいて目標車間距離を変
更して追従制御に復帰する。これにより、追従制御に復帰したときに、目標車間距離を保
持するための追従制御による加速および減速を低減しようとしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１４３３２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　追従制御中にドライバによる加速操作または減速操作が終了するとき以外にも、追従対
象車と自車との間に他車が進入して進入車が追従対象車となるとき、あるいはドライバが
スイッチなどを操作して追従制御を開始するときなど、追従対象車と自車との相対速度が
徐々に変化するのではなく不連続に変化することがある。相対速度が正の場合は追従対象
車の方が自車より速度が速く離れる状態であり、相対速度が負の場合は追従対象車の方が
自車より速度が遅く近づく状態である。
【０００６】
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　通常の追従制御では、追従対象車と自車との相対速度が不連続に変化すると、自車を急
激に加速または減速して追従対象車に自車を追従させようとするので、加速または減速に
よるショックが発生し、ドライバビリティが低下する。
【０００７】
　特許文献１の技術は、追従制御中にドライバによる加速操作または減速操作が終了して
追従制御に復帰したときに、追従制御による加速および減速を低減することを制御対象と
しているが、それ以外に相対速度が不連続に変化する場合の追従制御による加速ショック
または減速ショックを低減することは制御対象としていない。
【０００８】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、追従対象車と自車との実相
対速度が不連続に変化するときに、追従制御による加速ショックまたは減速ショックを低
減する車両走行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】
【０００９】
　本発明の車両走行制御装置は、自車の前方を走行する先行車の中から選択された追従対
象車に自車を追従して走行させる追従制御を実行する車両走行制御システムに適用され、
相対速度取得手段と、検出手段と、加速度設定手段と、相対速度補正手段とを備えている
。
【００１０】
　相対速度取得手段は、自車に対する追従対象車の実相対速度を取得し、検出手段は、実
相対速度が不連続に変化する事象の発生を検出し、加速度設定手段は、相対速度ゲインと
自車が追従対象車を追従するときの追従相対速度との積に基づいて、自車が追従対象車を
追従するときの目標加速度を設定する。
【００１１】
　相対速度補正手段は、検出手段が事象の発生を検出すると、加速度設定手段が目標加速
度を設定するときの追従相対速度として実相対速度を設定する代わりに、追従相対速度の
絶対値を事象が発生したときの実相対速度の絶対値よりも小さい値から徐々に大きくする
。
【００１２】
　この構成によれば、目標加速度を設定するための追従相対速度として事象が発生したと
きの実相対速度を設定する場合に比べ、事象が発生して追従制御を開始するときの加速シ
ョックまたは減速ショックを低減できる。そして、事象が発生したときの実相対速度の絶
対値よりも小さい値から追従相対速度の絶対値を徐々に大きくして自車の目標加速度を設
定するので、自車は滑らかに加速または減速して追従対象車を追従できる。
【００１３】
　追従相対速度を徐々に大きくする場合、０から徐々に大きくすれば、事象が発生して追
従制御を開始するときの加速ショックまたは減速ショックをさらに低減できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】車両走行制御システムの構成を示すブロック図。
【図２】加速追従時の車間距離と加速開始距離との関係を示す模式図。
【図３】加速追従時の補正後追従相対速度を示すタイムチャート。
【図４】加速追従時の補正後追従相対速度と目標加速度を示すタイムチャート。
【図５】減速追従時の車間距離と減速開始距離との関係を示す模式図。
【図６】減速追従時の補正後追従相対速度を示すタイムチャート。
【図７】減速追従時の補正後追従相対速度と目標加速度を示すタイムチャート。
【図８】追従制御処理を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に本発明の実施形態を図に基づいて説明する。図１に示す車両走行制御システム２
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は、自動車に搭載され、自車の前方を走行する先行車の中から自車が追従する追従対象車
を選択し、追従対象車との車間距離を一定に保持するように自車の走行を制御するもので
ある。
【００１６】
　車両走行制御システム２は、自車周辺の状況および自車の走行状態を検出するための各
種センサおよび各種スイッチと、エンジンＥＣＵ３０と、ブレーキＥＣＵ４０と、車両走
行制御装置５０とから主に構成されている。
【００１７】
　車両走行制御システム２は、各種センサとして、レーダセンサ１０、カメラ１２、車速
センサ１４、アクセルセンサ１６、ブレーキセンサ１８を備え、各種スイッチとして、追
従スイッチ２０、追従モードスイッチ２２等を備えている。
【００１８】
　レーダセンサ１０は、自車前方へレーザ光を所定角度の範囲でスキャンして出力してそ
の反射光を検出し、レーザ光を反射した物体との間をレーザ光が往復するのに要した時間
から物体までの距離と、反射光を検出した時にレーザ光を照射した方向から物体が存在す
る方位とを求める。尚、レーダセンサ１０は、レーザ光を利用するものに限らず、ミリ波
帯またはマイクロ波帯の電波を利用するものや、超音波を利用するものを使用してもよい
。
【００１９】
　カメラ１２は自車の前方を撮像するものである。カメラ１２が撮像した画像データは、
図示しない画像解析装置で解析され、自車の前方の物体が車両であるか障害物であるかな
どが検出される。
【００２０】
　車速センサ１４は自車の現在車速を検出し、アクセルセンサ１６はアクセルペダルの踏
み込み量を検出し、ブレーキセンサ１８はブレーキペダルの踏み込み量を検出する。図１
では、各種センサとして車速センサ１４、アクセルセンサ１６およびブレーキセンサ１８
の検出信号が車両走行制御装置５０に入力されているが、エンジンＥＣＵ３０およびブレ
ーキＥＣＵ４０にも各種センサの検出信号が入力されている。
【００２１】
　追従スイッチ２０は、アダプティブクルーズコントロール（ＡＣＣ）を実行するか否か
を入力するためのスイッチである。ＡＣＣは、先行車が存在しない場合に、所定の設定速
度で走行し、先行車が存在する場合に、所定の速範囲内で所定の車間距離を保った追従走
行を実行する周知の制御である。
【００２２】
　追従モードスイッチ２２は、追従モードとして、ＡＣＣを実行するときに保持する追従
対象車との車間距離を短くするか長くするかの距離モードと、追従走行する場合の速度範
囲とを選択するためのスイッチである。追従対象車との車間距離は、所定距離の範囲内で
連続して設定するものでもよい。
【００２３】
　エンジンＥＣＵ３０とブレーキＥＣＵ４０と車両走行制御装置５０とは、それぞれＣＰ
Ｕ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、フラッシュメモリなどを備えるマイクロコンピュータ、Ａ／Ｄ変換
回路、入出力インターフェース（Ｉ／Ｏ）、および車内ＬＡＮ１００を介して他のＥＣＵ
との通信を行う通信回路などを備えている。
【００２４】
　エンジンＥＣＵ３０は、例えばガソリンエンジンを搭載している車両であれば、エンジ
ンの始動／停止、燃料噴射量、点火時期等を制御する。具体的には、エンジンＥＣＵ３０
は、吸気管に設けられたスロットルを開閉するスロットルアクチュエータを、アクセルセ
ンサ１６の検出値、あるいは車両走行制御装置５０からの指令にしたがい、エンジンの駆
動力を増減させるように制御する。
【００２５】
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　ブレーキＥＣＵ４０は、ブレーキセンサ１８の検出値、あるいは車両走行制御装置５０
からの指令にしたがい、自車に制動力を加えるブレーキアクチュエータを制御し、自車の
制動力を増減させる。
【００２６】
　車両走行制御装置５０は、追従スイッチ２０がオンになりＡＣＣの実行が指示されると
、追従対象車を選択する処理を周期的に実行し、先行車の中から選択した追従対象車に対
する追従制御を実行する。車両走行制御装置５０は、追従モードスイッチ２２によって選
択された距離モードと自車の車速とに基づいて、追従対象車を追従するときの目標車間距
離を設定する。
【００２７】
　追従制御処理では、通常はエンジンＥＣＵ３０がスロットルアクチュエータを制御して
車速を上昇または低下させ、スロットルアクチュエータで対応することができない場合、
ブレーキＥＣＵ４０がブレーキアクチュエータを制御することにより、エンジンＥＣＵ３
０と協働して車速を上昇または低下させる。
【００２８】
　　（追従制御処理）
　追従対象車と自車との車間距離を目標車間距離に保持して車両走行制御装置５０が追従
制御を実行している場合、自車に対する追従対象車の相対速度は０である。この状態で追
従対象車が加速または減速して相対速度が０から正または負になると、追従対象車と自車
との車間距離が目標車間距離からずれる。
【００２９】
　車両走行制御装置５０は、相対速度が正になり追従対象車が目標車間距離よりも離れる
とエンジンＥＣＵ３０に指令して自車を加速させて目標車間距離を保持する。また、車両
走行制御装置５０は、相対速度が負になり追従対象車が目標車間距離よりも近づくとエン
ジンＥＣＵ３０およびブレーキＥＣＵ４０に指令して自車を減速させ目標車間距離を保持
する。
【００３０】
　車両走行制御装置５０は、自車を加速または減速させるときの自車の目標加速度を、次
式（１）から求める。式（１）において、Ａｔｇｔ（Ｖｒ）は目標加速度、αは相対速度
ゲイン、Ｖｒは追従制御において自車が追従対象車を追従するときの追従相対速度である
。
【００３１】
　Ａｔｇｔ（Ｖｒ）＝α×Ｖｒ　　・・・（１）
　車間距離を目標車間距離に保持して追従制御を実行しているときに、追従対象車が加速
または減速して相対速度が０から正または負に変化する通常の追従制御では、車両走行制
御装置５０は、追従相対速度を実相対速度に設定する。この場合、追従相対速度は０から
徐々に変化するので、自車の目標加速度も徐々に変化する。したがって、加速ショックま
たは減速ショックは小さい。
【００３２】
　これに対し、以下のような事象（１）～（４）のいずれかが発生すると、追従対象車と
自車との相対速度は不連続に変化する可能性がある。
（１）一定速度で走行時に新規に追従対象車が選択される。
（２）追従対象車と自車との間に他車が進入し、追従対象車が進入車に切り替る。
（３）追従制御中に自車のドライバがアクセル操作またはブレーキ操作等により自車を加
速または減速させるオーバーライド操作の終了時。
（４）追従スイッチ２０が操作され、追従制御が開始されるとき。
【００３３】
　事象（１）～（４）のいずれかが発生し、実相対速度が不連続に変化するときに、式（
１）の追従相対速度（Ｖｒ）として実相対速度を設定すると、目標加速度が急激に変化す
る可能性がある。
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【００３４】
　そこで、車両走行制御装置５０は、事象（１）～（４）のいずれかが発生すると、式（
１）の追従相対速度に実相対速度を設定するのではなく、追従制御による加速ショックま
たは減速ショックを低減するために追従相対速度を補正する補正処理を開始する。
【００３５】
　尚、追従制御において設定する目標加速度は、式（１）の追従相対速度に基づいて設定
されるだけではなく、目標車間距離と実車間距離との距離差によっても設定される。しか
し、追従相対速度に比べ距離差が目標加速度を変化させる割合は小さいので、本実施形態
では、追従相対速度を用いた目標加速度の算出について説明する。
【００３６】
　　（加速補正）
　事象（１）～（４）のいずれかが発生したときの実相対速度が正、つまり追従対象車が
自車から離れていく場合、図２に示すように、自車２００と追従対象車２０２との車間距
離が、追従対象車２０２に対して自車２００を加速させる第１所定距離として加速開始距
離以下であれば、図３に示すように、式（１）の追従相対速度（Ｖｒ）として０を設定す
る。
【００３７】
　実相対速度が不連続に正になったときに追従相対速度（Ｖｒ）を０に設定すると、目標
加速度は式（１）から０になる。この場合、自車は加速しないので追従対象車との車間距
離は長くなっていく。したがって、実相対速度が正になる場合に車間距離と比較する加速
開始距離は、追従対象車が自車から離れ過ぎないように、自車速と追従モードスイッチ２
２で選択された距離モードとに基づいて設定される。
【００３８】
　車両走行制御装置５０は、車間距離が加速開始距離よりも長くなると式（１）の追従相
対速度（Ｖｒ）を０から実相対速度まで所定時間で徐々に上昇させる。追従相対速度を０
から徐々に上昇させるので、追従制御による加速ショックは小さい。
【００３９】
　式（１）から算出される目標加速度にはドライバビリティを考慮して上限値および下限
値が設定されている。追従相対速度を０から徐々に上昇させると、図４に示すように、追
従相対速度が実相対速度に設定される前に、式（１）から算出される目標加速度が上限値
に達することがある。
【００４０】
　この場合、車両走行制御装置５０は、追従相対速度として実相対速度を設定する。しか
し、目標加速度は上限値を越えて設定されないので、目標加速度は上限値のままである。
　　（減速補正）
　車両走行制御装置５０は、事象（１）～（４）のいずれかが発生したときの実相対速度
が負、つまり追従対象車が自車に近づいてくる場合、図５に示すように、自車２００と追
従対象車２０２との車間距離が、追従対象車２０２に対して自車２００を減速させる第２
所定距離として減速開始距離以上であれば、図６に示すように、式（１）の追従相対速度
（Ｖｒ）として０を設定する。
【００４１】
　実相対速度が不連続に負になったときに追従相対速度（Ｖｒ）を０に設定すると、目標
加速度は式（１）から０になる。この場合、自車は減速しないので追従対象車との車間距
離は短くなっていく。したがって、実相対速度が負になる場合に車間距離と比較する減速
開始距離は、追従対象車が自車に近づき過ぎないように、自車速と追従モードスイッチ２
２で選択された距離モードとに基づいて設定される。
【００４２】
　車両走行制御装置５０は、車間距離が減速開始距離よりも短くなると式（１）の追従相
対速度（Ｖｒ）を０から実相対速度まで所定時間で徐々に低下させる。追従相対速度を０
から徐々に低下させるので、追従制御による減速ショックは小さい。
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【００４３】
　追従相対速度を０から徐々に低下させると、図７に示すように、追従相対速度が実相対
速度に設定される前に、式（１）から算出される目標加速度が下限値に達することがある
。
【００４４】
　この場合、車両走行制御装置５０は、追従相対速度として実相対速度を設定する。しか
し、目標加速度は下限値を越えて設定されないので、目標加速度は下限値のままである。
　次に、車両走行制御装置５０のＣＰＵがＲＯＭまたはフラッシュメモリに記憶された制
御プログラムにより実行する追従制御処理について、図８のフローチャートに基づいて説
明する。図８のフローチャートは追従スイッチ２０がオンの間、常時実行される。図８に
おいて「Ｓ」はステップを表わしている。
【００４５】
　Ｓ４００において車両走行制御装置５０は、前述した事象（１）～（４）のいずれかの
発生を検出したか否かを判定する。事象（１）～（４）のいずれも発生していない場合（
Ｓ４００：Ｎｏ）、車両走行制御装置５０はＳ４２０に処理を移行する。
【００４６】
　この場合、車両走行制御装置５０は、追従対象車が既に存在する場合には、Ｓ４２０に
おいて式（１）の追従相対速度として実相対速度を設定し、目標加速度を算出する。これ
に対し、追従対象車が存在しない場合には、Ｓ４２０において目標車速と自車速との差に
基づいて式（１）の追従相対速度を設定し、目標車速に自車速を保持する追従制御を実行
する。
【００４７】
　事象（１）～（４）のいずれかの発生を検出した場合（Ｓ４００：Ｙｅｓ）、車両走行
制御装置５０は、実相対速度が正であり、かつ追従対象車との車間距離が加速開始距離以
下である待機条件が成立しているか否かを判定する（Ｓ４０２）。
【００４８】
　Ｓ４０２の待機条件が成立している場合（Ｓ４０２：Ｙｅｓ）、車両走行制御装置５０
は、補正中フラグを１に設定し（Ｓ４０４）、相対速度補正１として式（１）の追従相対
速度を０に設定し（Ｓ４０６）、Ｓ４２０に処理を移行する。
【００４９】
　Ｓ４０２の待機条件が成立していない場合（Ｓ４０２：Ｎｏ）、車両走行制御装置５０
は、実相対速度が負であり、かつ追従対象車との車間距離が減速開始距離以上である待機
条件が成立しているか否かを判定する（Ｓ４０８）。
【００５０】
　Ｓ４０８の待機条件が成立している場合（Ｓ４０８：Ｙｅｓ）、車両走行制御装置５０
は、補正中フラグを１に設定し（Ｓ４１０）、相対速度補正２として式（１）の追従相対
速度を０に設定し（Ｓ４１２）、Ｓ４２０に処理を移行する。
【００５１】
　Ｓ４０８の待機条件が成立していない場合（Ｓ４０８：Ｎｏ）車両走行制御装置５０は
、補正中フラグを０に設定し（Ｓ４１４）、補正中フラグが１から０に設定されたか否か
を判定する（Ｓ４１６）。
【００５２】
　Ｓ４００の判定が「Ｙｅｓ」になってからＳ４０２およびＳ４０８の待機条件がまだ成
立しておらず、Ｓ４０４またはＳ４１０で補正中フラグが１に設定されていない場合、Ｓ
４１６の判定結果は「Ｎｏ」になり、Ｓ４２０に処理が移行する。この場合、Ｓ４２０で
は、式（１）の追従相対速度として実相対速度を設定し、目標加速度を算出する。
【００５３】
　Ｓ４００の判定が「Ｙｅｓ」になってからＳ４０２またはＳ４０８のいずれかの待機条
件が成立し、Ｓ４０４またはＳ４１０で補正中フラグが１に設定されてから０に設定され
た場合、Ｓ４１６の判定結果は「Ｙｅｓ」になる。この場合、車両走行制御装置５０は、
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相対速度補正３として式（１）の追従相対速度の絶対値を０から徐々に増加させ（Ｓ４１
８）、Ｓ４２０に処理を移行する。
【００５４】
　Ｓ４２０において車両走行制御装置５０は、式（１）から、追従制御を実行するときの
自車の目標加速度を算出し、算出した目標加速度が上限値または下限値になると（Ｓ４２
２：Ｙｅｓ）、Ｓ４００に処理を移行する。Ｓ４００に処理が移行すると、Ｓ４００で判
定する事象の発生結果はクリアされる。
【００５５】
　式（１）から算出した目標加速度が上限値または下限値に達していない場合（Ｓ４２２
：Ｎｏ）、Ｓ４２４において車両走行制御装置５０は、Ｓ４０６またはＳ４１２のいずれ
の相対速度補正１、２も実行されずに補正中フラグが０に設定されているか否かを判定す
る（Ｓ４２４）。
【００５６】
　車両走行制御装置５０は、Ｓ４２４の判定結果が「Ｙｅｓ」であればＳ４００に処理を
移行し、Ｓ４２４の判定結果が「Ｎｏ」であればＳ４０２に処理を移行する。Ｓ４００に
処理が移行すると、Ｓ４００で判定する事象の発生結果はクリアされる。
【００５７】
　尚、例えば新規に追従対象車が選択される事象の発生を検出し（Ｓ４００：Ｙｅｓ）、
そのときの実相対速度が正であり、かつ車間距離が加速開始距離よりも遠い場合（Ｓ４０
２：Ｎｏ）、Ｓ４０８およびＳ４１６の判定結果は「Ｎｏ」になるので、Ｓ４０６、Ｓ４
１２およびＳ４１８の相対速度補正１～３が実行されずにＳ４２０に処理が移行される。
【００５８】
　この場合、車両走行制御装置５０は、式（１）の追従相対速度として実相対速度を設定
して算出した目標加速度と目標車速に基づいて算出した目標加速度とを比較し、小さい方
の目標加速度で追従制御を実行する。
【００５９】
　また、新規に追従対象車が選択される事象の発生を検出し（Ｓ４００：Ｙｅｓ）、その
ときの実相対速度が負であり、かつ車間距離が減速開始距離よりも近い場合、Ｓ４０２、
Ｓ４０８およびＳ４１６の判定結果は「Ｎｏ」になるので、Ｓ４０６、Ｓ４１２およびＳ
４１８の相対速度補正１～３が実行されずにＳ４２０に処理が移行される。
【００６０】
　この場合、車両走行制御装置５０は、式（１）の追従相対速度として負の実相対速度を
設定して目標加速度を算出する。これにより、実相対速度が負である追従対象車が減速開
始距離よりも近くに新規に選択されると、自車は直ちに減速し追従対象車との接近を回避
しようとする。
【００６１】
　以上説明した上記実施形態では、事象（１）～（４）のいずれかが発生し、Ｓ４０２ま
たはＳ４０８の待機条件が成立している間、式（１）の追従相対速度を０に設定し、Ｓ４
０２またはＳ４０８の待機条件が不成立になると、追従相対速度が正または負の場合も含
め追従相対速度の絶対値を０から徐々に大きくして実相対速度に近づけている。
【００６２】
　このように追従相対速度を補正することにより、実相対速度が不連続に正または負にな
る追従対象車が選択されても、追従走行を実行するときに、自車の目標加速度の絶対値が
目標加速度の正負に関わらず０から徐々に大きくなるので、追従制御による加速ショック
または減速ショックを低減できる。
【００６３】
　　［他の実施形態｝
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は、上記実施形態に限定されるこ
となく、種々の形態を採り得ることは言うまでもない。
【００６４】
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　例えば、式（１）の追従相対速度の絶対値を徐々に大きくして目標加速度を算出する場
合、加速ショックまたは減速ショックが許容できる範囲内であれば、追従相対速度の絶対
値の初期値を、０でなく実相対速度の絶対値よりも小さい値に設定してもよい。
【００６５】
　また、追従相対速度の絶対値を徐々に大きくして目標加速度を算出する場合、Ｓ４０２
またはＳ４０８の待機条件が成立している間、追従相対速度を０にするのではなく、事象
（１）～（４）のいずれかが発生すると、直ちに追従相対速度の絶対値を０から徐々に大
きくしてもよい。
【符号の説明】
【００６６】
２：車両走行制御システム、５０：車両走行制御装置（相対速度取得手段、検出手段、加
速度設定手段、相対速度補正手段、車間距離取得手段）

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図８】
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