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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前方障害物との衝突の可能性があると判断された場合には制動力を発生させる制動力制
御手段を有する車輌用制動制御装置に於いて、操舵中であって操舵による衝突回避が可能
であると判断されたときには、制動による衝突回避が可能であるか否かを判断し、制動に
よる衝突回避が不可能であると判断される場合に、操舵による衝突回避が不可能と判断さ
れる場合に比して操舵角の絶対値の増大に連れてより大きく低減された制動力を発生させ
るよう前記制動力制御手段を制御するになっていることを特徴とする車輌用制動制御装置
。
【請求項２】
　前記制動力制御手段は、操舵による衝突回避が不可能と判断される場合には前記制動力
制御手段による前記の操舵角の絶対値に応じた制動力の低減を禁止することを特徴とする
請求項１に記載の車輌用制動制御装置。
【請求項３】
　前記制動力制御手段は前記の操舵角の絶対値に応じた制動力の低減を非操舵輪について
は操舵輪に於けるより小さくすることを特徴とする請求項１または２に記載の車輌用制動
制御装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、車輌用の制動制御装置に係り、更に詳細には前方障害物との衝突の可能性があ
ると判断された場合には制動力を増加させる車輌用制動制御装置に係る。
【０００２】
【従来の技術】
前方障害物との衝突の可能性があると判断された場合には制動力を増加させる自動車等の
車輌の制動制御装置の一つとして、例えば下記の特許文献１に記載されている如く、操舵
により前方障害物との衝突を回避できる場合には制動力を発生させず、操舵により前方障
害物との衝突を回避できない場合に制動力を発生させるよう構成された制動制御装置が従
来より知られている。
【０００３】
かかる制動制御装置によれば、操舵により前方障害物との衝突を回避しようとする状況に
於いて、車輪の制動力により操舵輪の横力（コーナリングフォース）が低下されることに
起因して操舵による衝突回避が効果的に行われなくなることを防止することができる。
【特許文献１】
特開平１１－２０３５９８号公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかし上述の如き従来の制動制御装置に於いては、操舵により前方障害物との衝突を回避
できない状況になった段階で制動力が発生されるので、車輌を十分に減速させることがで
きない場合があり、また操舵による前方障害物との衝突回避効果を向上させることができ
ないという問題がある。
【０００５】
本発明は、操舵により前方障害物との衝突を回避できる場合には制動力を発生させず、操
舵により前方障害物との衝突を回避できない場合に制動力を発生させるよう構成された従
来の制動制御装置に於ける上述の如き問題に鑑みてなされたものであり、本発明の主要な
課題は、前方障害物との衝突の可能性があると判断された場合には制動力を増加させるが
、制動力の増加により衝突回避効果が低下する状況に於いては発生する制動力を低下させ
ることにより、従来に比して衝突回避効果を向上させることである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上述の主要な課題は、本発明によれば、前方障害物との衝突の可能性があると判断され
た場合には制動力を発生させる制動力制御手段を有する車輌用制動制御装置に於いて、操
舵中であって操舵による衝突回避が可能であると判断されたときには、制動による衝突回
避が可能であるか否かを判断し、制動による衝突回避が不可能であると判断される場合に
、操舵による衝突回避が不可能と判断される場合に比して操舵角の絶対値の増大に連れて
より大きく低減された制動力を発生させるよう前記制動力制御手段を制御するになってい
ることを特徴とする車輌用制動制御装置（請求項１の構成）によって達成される。
【０００７】
　また本発明によれば、上述の主要な課題を効果的に達成すべく、上記請求項１の構成に
於いて、前記制動力制御手段は、操舵による衝突回避が不可能と判断される場合には前記
制動力制御手段による前記の操舵角の絶対値に応じた制動力の低減を禁止するよう構成さ
れる（請求項２の構成）。
【００１０】
　また本発明によれば、上述の主要な課題を効果的に達成すべく、上記請求項１または２
の構成に於いて、前記制動力制御手段は前記の操舵角の絶対値に応じた制動力の低減を非
操舵輪については操舵輪に於けるより小さくするよう構成される（請求項３の構成）。
【００１２】
【発明の作用及び効果】
　上記請求項１の構成によれば、操舵中であって操舵による衝突回避が可能であると判断
されたときには、制動によっても衝突を回避できるか否かを監視しつつ、制動によっても
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衝突が回避できる状態である限り、いざというとき制動により衝突を回避できる状態を確
認しつつ、操舵を妨げる制動は行なわず、操舵性能を高く保って操舵による衝突回避を図
ることができ、制動による衝突回避は不可能であると判断されたとき、その時点で操舵に
よる衝突回避が不可能と判断されて当初から衝突回避のために実行される制動力に比して
操舵角の絶対値の増大に連れてより大きく低減された制動力を作用させ、操舵による衝突
回避から操舵と制動の併用による衝突回避へ移行させることができる。
【００１３】
　また上記請求項２の構成によれば、前記制動力制御手段は、操舵による衝突回避が不可
能と判断される場合には、制動力を操舵角の絶対値に応じて低減すること禁止するので、
操舵による衝突回避が不可能な状況に於いては制動力を低下させない制御とすることがで
きる。
【００１６】
　また上記請求項３の構成によれば、前記の操舵角の絶対値に応じた制動力の低減は、非
操舵輪については操舵輪に於けるより小さくされるので、非操舵輪の制動力も操舵輪の制
動力と同量低下される場合に比して、操舵による衝突回避性能を確保しつつ、制動力をよ
り大きくすることができる。
【００１７】
【課題解決手段の好ましい態様】
本発明の一つの好ましい態様によれば、上記請求項１の構成に於いて、操舵による衝突回
避が可能と判断される場合に於いて運転者により操舵が行われているときには、運転者に
より操舵が行われていないときに比して、発生される制動力が低くなるよう制動力増加手
段を制御するよう構成される（好ましい態様１）。
【００１８】
本発明の他の一つの好ましい態様によれば、上記請求項２の構成に於いて、操舵による衝
突回避が可能と判断される場合に於いて運転者により操舵が行われているときには、操舵
による衝突回避が不可能と判断される場合に比して、発生される制動力が低くなるよう制
動力増加手段を制御するよう構成される（好ましい態様２）。
【００１９】
本発明の他の一つの好ましい態様によれば、上記請求項２の構成に於いて、操舵による衝
突回避が可能であり且つ制動による衝突回避が不可能であると判断される場合に、操舵に
よる衝突回避が不可能と判断される場合に比して、発生される制動力が低くなるよう制動
力増加手段を制御するよう構成される（好ましい態様３）。
【００２０】
本発明の他の一つの好ましい態様によれば、上記請求項３の構成に於いて、制限手段は運
転者により操舵が行われており且つ操舵による衝突回避が可能と判断される場合には発生
される制動力を制限するが、運転者により操舵が行われていない場合又は操舵による衝突
回避が不可能と判断される場合には発生される制動力を制限しないよう構成される（好ま
しい態様４）。
【００２１】
本発明の他の一つの好ましい態様によれば、上記好ましい態様４の構成に於いて、制限手
段は運転者により操舵が行われており且つ操舵による衝突回避が可能であり且つ制動によ
る衝突回避が不可能であると判断される場合に発生される制動力を制限するよう構成され
る（好ましい態様５）。
【００２２】
本発明の他の一つの好ましい態様によれば、上記請求項４の構成に於いて、運転者の操舵
操作若しくは車輌の運動状態量より推定される操舵輪の横力の指標値は操舵角の絶対値、
車輌のヨーレートの絶対値、車輌の横加速度の絶対値の何れか又はそれらの任意の組合せ
であるよう構成される（好ましい態様６）。
【００２３】
本発明の他の一つの好ましい態様によれば、上記請求項６の構成に於いて、操舵輪に比し
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て非操舵輪の制動力の低下量を小さくすることにより、非操舵輪の制動力に比して操舵輪
の制動力が小さくなるようにするよう構成される（好ましい態様７）。
【００２４】
本発明の他の一つの好ましい態様によれば、上記請求項１乃至６の構成に於いて、制御手
段は発生される制動力を通常時の制動力以上の範囲内にて低くなるよう制動力増加手段を
制御するよう構成される（好ましい態様８）。
【００２５】
【発明の実施の形態】
以下に添付の図を参照しつつ、本発明を好ましい実施形態（以下単に実施形態という）に
ついて詳細に説明する。
【００２６】
図１は本発明による車輌用制動制御装置の一つの好ましい実施形態を示す概略構成図であ
る。
【００２７】
図１に於て、１０FL及び１０FRはそれぞれ車輌１２の左右の前輪を示し、１０RL及び１０
RRはそれぞれ車輌の駆動輪である左右の後輪を示している。従動輪であり操舵輪でもある
左右の前輪１０FL及び１０FRは運転者によるステアリングホイール１４の転舵に応答して
駆動されるラック・アンド・ピニオン式のパワーステアリング装置１６によりタイロッド
１８L 及び１８R を介して操舵される。
【００２８】
各車輪の制動力は制動装置２０の油圧回路２２によりホイールシリンダ２４FR、２４FL、
２４RR、２４RLの制動圧が制御されることによって制御されるようになっている。図には
示されていないが、油圧回路２２はリザーバ、オイルポンプ、種々の弁装置等を含み、各
ホイールシリンダの制動圧は通常時には運転者によるブレーキペダル２６の踏み込み操作
に応じて駆動されるマスタシリンダ２８により制御され、また必要に応じて後に詳細に説
明する如く電子制御装置３０により制御される。
【００２９】
マスタシリンダ２８にはマスタシリンダ圧力Ｐmを検出する圧力センサ３２が設けられ、
ステアリングコラムにはステアリングシャフト３４の回転角を操舵角θとして検出する操
舵角センサ３６が設けられている。また車輌１２には例えばレーザ光や電波を利用して前
方障害物までの距離Ｌ及び前方障害物に対する自車の相対速度Ｖreを検出するレーダーセ
ンサ３８が設けられている。尚操舵角センサ３６は車輌の右旋回方向を正として操舵角を
検出する。
【００３０】
図示の如く、圧力センサ３２により検出されたマスタシリンダ圧力Ｐmを示す信号、操舵
角センサ３６により検出された操舵角θを示す信号、レーダーセンサ３８により検出され
た前方障害物までの距離Ｌ及び前方障害物に対する相対速度Ｖreを示す信号は電子制御装
置３０に入力される。尚図には詳細に示されていないが、電子制御装置３０は例えばＣＰ
ＵとＲＯＭとＲＡＭと入出力ポート装置とを有し、これらが双方向性のコモンバスにより
互いに接続された一般的な構成のマイクロコンピュータを含んでいる。
【００３１】
電子制御装置３０は、図２に示されたフローチャートに従い、レーダーセンサ３８により
検出された前方障害物までの距離Ｌ及び前方障害物に対する自車の相対速度Ｖreに基づき
前方障害物との衝突の虞れを判定し、前方障害物との衝突の虞れがあるときには原則とし
て通常時に比してマスタシリンダ圧力Ｐmに対するホイールシリンダ２４FR、２４FL、２
４RR、２４RLの制動圧Ｐbi（ｉ＝fl、fr、rl、rr）の比を高くするが、前方障害物との衝
突の虞れがある場合であっても、運転者により操舵が行なわれているときには、運転者に
より操舵が行なわれていないときに比して、マスタシリンダ圧力Ｐmに対する各車輪の制
動圧Ｐbiの比を低くする。
【００３２】
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電子制御装置３０は、図２に示されたフローチャートに従い、前方障害物との衝突の虞れ
があるときには前方障害物までの距離Ｌ及び相対速度Ｖreに基づき操舵による衝突回避可
能性及び制動による衝突回避可能性を判定し、その判定結果に応じてマスタシリンダ圧力
Ｐmに対する各車輪の制動圧Ｐbiの比を可変制御する。
【００３３】
次に図２に示されたフローチャートを参照して図示の実施形態に於ける制動圧制御ルーチ
ンについて説明する。尚図２に示されたフローチャートによる制御は図には示されていな
いイグニッションスイッチの閉成により開始され、所定の時間毎に繰返し実行される。ま
た後述のステップ７０～１３０は例えば左右前輪について実行された後左右後輪について
実行されることにより、左右前輪及び左右後輪について個別に実行される。
【００３４】
まずステップ１０に於いては圧力センサ３２により検出されたマスタシリンダ圧力Ｐmを
示す信号等の読み込みが行われ、ステップ２０に於いては前方障害物との衝突の虞れがあ
るか否かの判別が行われ、否定判別が行われたときにはマスタシリンダ２８とホイールシ
リンダ２４FR、２４FL、２４RR、２４RLとの連通を維持したまま図２に示されたルーチン
による制御を一旦終了し、肯定判別が行われたときにはステップ３０へ進む。
【００３５】
この場合、前方障害物との衝突の虞れがあるか否かの判別は当技術分野に於いて公知の任
意の態様にて行われてよく、例えば図５に示されている如く、レーダーセンサ３８により
自車１００の走行路１０２の前方に障害物１０４が検出された場合に於いて、前方障害物
１０４に対する自車１００の相対速度Ｖreが大きいほど小さい基準値Ｌoが演算され、前
方障害物１０４までの距離Ｌが基準値Ｌo以下であるときに衝突の虞れがあると判定され
てよい。
【００３６】
尚図５の実線の矢印は操舵による衝突の回避を示し、破線の矢印は制動による衝突の回避
を示している。また基準値Ｌoは例えば後述の図６に於ける操舵による衝突回避可能限界
及び制動による衝突回避可能限界の距離のうち大きい方の値であってよい。
【００３７】
ステップ３０に於いてはマスタシリンダ圧力Ｐmに基づき図３に示されたグラフに対応す
るマップより衝突防止用目標制動圧Ｐbctが演算され、ステップ４０に於いては例えば操
舵角θの微分値θdが演算されると共に、操舵角θの大きさ及び微分値θdの大きさがそれ
ぞれ基準値以上であるか否かの判別により運転者により操舵が行われているか否かの判別
が行われ、否定判別が行われたときにはステップ１２０へ進み、肯定判別が行われたとき
にはステップ５０へ進む。尚運転者により操舵が行われているか否かの判別は車輌のヨー
レート若しくは横加速度又はこれらの何れかと操舵角θ若しくは微分値θdとの組合せに
基づいて行われてもよい。
【００３８】
　ステップ５０に於いてはレーダーセンサ３８により検出された前方障害物との距離Ｌ及
び相対速度Ｖreに基づき、操舵による衝突回避が可能であるか否かの判別が行われ、否定
判別が行われたときにはそのままステップ１２０へ進み、肯定判別が行われたときにはス
テップ６０へ進む。例えば図６の破線は操舵による衝突回避可能限界を示しており、距離
Ｌが操舵による衝突回避可能限界よりも大きい場合に操舵による衝突回避が可能であると
判定される。
【００３９】
　ステップ６０に於いてはレーダーセンサ３８により検出された前方障害物までの距離Ｌ
及び相対速度Ｖreに基づき、制動による衝突回避が可能であるか否かの判別が行われ、肯
定判別が行われたときにはマスタシリンダ２８とホイールシリンダ２４FR、２４FL、２４
RR、２４RLとの連通を維持したまま図２に示されたルーチンによる制御を一旦終了し、否
定判別が行われたときにはステップ７０へ進む。例えば図６の実線は制動による衝突回避
可能限界を示しており、距離Ｌが制動による衝突回避可能限界よりも大きい場合に制動に
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よる衝突回避が可能であると判定される。
【００４０】
ステップ７０に於いては操舵角θの絶対値に基づき図４に示されたグラフに対応するマッ
プより操舵角θに基づく制限制動圧Ｐbsが演算され、ステップ８０に於いてはステップ３
０に於いて演算された目標制動圧Ｐbctが制限制動圧Ｐbsよりも大きいか否かの判別が行
われ、否定判別が行われたときにはそのままステップ１２０へ進み、肯定判別が行われた
ときにはステップ９０へ進む。
【００４１】
ステップ９０に於いては制限制動圧Ｐbsがマスタシリンダ圧力Ｐmよりも小さいか否かの
判別が行われ、肯定判別が行われたときにはステップ１００に於いて目標制動圧Ｐbtがマ
スタシリンダ圧力Ｐmに設定され、否定判別が行われたときにはステップ１１０に於いて
目標制動圧Ｐbtが制限制動圧Ｐbsに設定され、しかる後ステップ１３０へ進む。
【００４２】
ステップ１２０に於いては目標制動圧Ｐbtがステップ３０に於いて演算された衝突防止用
目標制動圧Ｐbctに設定された後ステップ１３０へ進み、ステップ１３０に於いては各車
輪の制動圧が目標制動圧Ｐbtになるよう制御され、しかる後ステップ１０へ戻る。尚この
場合、各車輪の制動圧は増減圧制御弁の開閉履歴より各車輪の制動圧が推定されることに
より目標制動圧Ｐbtになるよう制御されてもよく、また図には示されていないが各車輪の
ホイールシリンダ２４FR、２４FL、２４RR、２４RL内の圧力を制動圧として検出する圧力
センサが設けられ、それらの圧力センサの検出値が目標制動圧Ｐbtになるよう制御されて
もよい。
【００４３】
かくして図示の実施形態によれば、ステップ２０に於いて前方障害物との衝突の虞れがあ
ると判定されると、ステップ３０に於いてマスタシリンダ圧力Ｐmに基づき衝突防止用目
標制動圧Ｐbctが演算され、ステップ４０に於いて運転者により操舵が行われているか否
かの判別が行われ、運転者により操舵が行われているときにはステップ５０及び６０に於
いてそれぞれ操舵による衝突回避が可能であるか否かの判別及び制動による衝突回避が可
能であるか否かの判別が行われる。
【００４４】
運転者により操舵が行われていない場合や運転者により操舵が行われているが操舵による
衝突回避が不可能である場合には、ステップ１２０に於いて目標制動圧Ｐbtが衝突防止用
目標制動圧Ｐbctに設定されるが、運転者により操舵が行われており操舵による衝突回避
が可能であるが制動による衝突回避が不可能である場合には、ステップ１１０に於いて目
標制動圧Ｐbtが原則として衝突防止用目標制動圧Ｐbctよりも低い制限制動圧Ｐbsに設定
される。
【００４５】
従って運転者により操舵が行われており操舵による衝突回避が可能であるが制動による衝
突回避が不可能である場合（図６の領域Ａ）には、制動力が衝突防止用目標制動圧Ｐbct
よりも低い制限制動圧Ｐbsに対応する低い値になるよう制御されるので、運転者により操
舵が行われているときにも制動力が低くされない従来の制動制御装置の場合に比して、制
動力により車輪横力が低下されることに起因して操舵による車輌の転向性の低下を抑制す
ることができ、これにより従来に比して操舵による衝突回避効果を向上させることができ
る。
【００４６】
特に図示の実施形態によれば、運転者により操舵が行われているが操舵による衝突回避が
不可能である場合（図６の領域Ｂ）には、目標制動圧Ｐbtが衝突防止用目標制動圧Ｐbct
に設定されることにより制動力は低下されないので、車輌を効果的に減速させて制動によ
る衝突回避効果を確実に確保し、衝突の影響を最小限に抑えることができる。
【００４７】
また図示の実施形態によれば、運転者により操舵が行われており操舵による衝突回避及び
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制動による衝突回避の何れも可能である場合（図６の領域Ｃ）には、衝突の虞れがない場
合と同様、各車輪の制動力がマスタシリンダ圧力Ｐmにより制御され制動力は増加も低下
もされないので、車輌の減速度が変化することに起因して運転者が違和感を覚えることを
確実に防止することができる。
【００４８】
また図示の実施形態によれば、運転者により操舵が行われており操舵による衝突回避が可
能であるが制動による衝突回避が不可能である場合（図６の領域Ａ）に制動力が低下され
るので、運転者により操舵が行われている場合又は操舵による衝突回避が可能である場合
に制動力が低下される構成の場合に比して、制動力が不必要に低下されること及びこれに
起因して制動による衝突回避効果が低下することを確実に防止することができる。
【００４９】
また図示の実施形態によれば、非操舵輪である左右後輪の制動力の低下量は操舵輪である
左右前輪の制動力の低下量よりも小さいので、非操舵輪及び操舵輪の制動力の低下量が同
一である場合に比して、車輌全体の制動力をできるだけ確保しつつ操舵による衝突回避効
果を向上させることができる。
【００５０】
更に図示の実施形態によれば、運転者により操舵が行われており操舵による衝突回避が可
能であるが制動による衝突回避が不可能である場合（図６の領域Ａ）に於いて、制限制動
圧Ｐbsがマスタシリンダ圧力Ｐmよりも低いときには制限制動圧Ｐbsがマスタシリンダ圧
力Ｐmに設定されるので、車輌の減速度が運転者が希望する減速度よりも小さくなること
を確実に防止することができる。
【００５１】
以上に於いては本発明を特定の実施形態について詳細に説明したが、本発明は上述の実施
形態に限定されるものではなく、本発明の範囲内にて他の種々の実施形態が可能であるこ
とは当業者にとって明らかであろう。
【００５２】
例えば上述の実施形態に於いては、運転者の操舵操作若しくは車輌の運動状態量より推定
される操舵輪の横力の指標値は操舵角θの絶対値であるが、この指標値は車輌のヨーレー
トの絶対値又は車輌の横加速度の絶対値であってもよく、また操舵角θの絶対値、車輌の
ヨーレートの絶対値、車輌の横加速度の絶対値の任意の組合せであってもよい。
【００５３】
また上述の実施形態に於いては、運転者により操舵が行われており操舵による衝突回避が
可能であるが制動による衝突回避が不可能である場合に制動力が低下されるようになって
いるが、例えばステップ６０が省略され、運転者により操舵が行われており操舵による衝
突回避が可能である場合に制動力が低下されるよう修正されてもよく、運転者により操舵
が行われている場合又は操舵による衝突回避が可能である場合に制動力が低下されるよう
修正されてもよい。
【００５４】
また上述の実施形態に於いては、運転者により操舵が行われており操舵による衝突回避が
可能であるが制動による衝突回避が不可能である場合に制動力が低下されるようになって
いるが、制動力が低下される領域は図７に於いて領域Ａ′として示された領域に拡張され
、操舵による衝突回避効果が早めに向上されるよう修正されてもよい。
【００５５】
また上述の実施形態に於いては、非操舵輪である左右後輪の制動力の低下量は操舵輪であ
る左右前輪の制動力の低下量よりも小さくなるよう構成されているが、非操舵輪及び操舵
輪の制動力の低下量は同一であってもよく、また例えば運転者により操舵が行われており
操舵による衝突回避が可能であるが制動による衝突回避が不可能である場合に、操舵輪で
ある左右前輪の衝突防止用目標制動圧Ｐbctが非操舵輪である左右後輪の衝突防止用目標
制動圧Ｐbctよりも低い値に演算されてもよい。
【００５６】
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また上述の実施形態に於いては、目標制動圧Ｐbctが制限制動圧Ｐbsに低下され、制限制
動圧Ｐbsがマスタシリンダ圧力Ｐmよりも小さいときには目標制動圧Ｐbctがマスタシリン
ダ圧力Ｐmに設定されるようになっているが、目標制動圧Ｐbctは必要に応じてマスタシリ
ンダ圧力Ｐmよりも低い値に低下されてもよい。
【００５７】
更に上述の実施形態に於いては、前方障害物との衝突の虞れがない場合には、マスタシリ
ンダ２８とホイールシリンダ２４FR、２４FL、２４RR、２４RLとの連通が維持されるよう
になっているが、イグニッションスイッチが閉成されるとマスタシリンダ２８とホイール
シリンダ２４FR、２４FL、２４RR、２４RLとの連通が遮断され、前方障害物との衝突の虞
れがない場合には、ホイールシリンダ２４FR、２４FL、２４RR、２４RL内の圧力がマスタ
シリンダ圧力Ｐmに制御されるよう修正されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明による車輌用制動制御装置の一つの好ましい実施形態を示す概略構成図
である。
【図２】　図示の実施形態に於ける制動圧制御ルーチンを示すフローチャートである。
【図３】　マスタシリンダ圧力Ｐmと通常時の制動圧及び衝突防止用目標制動圧Ｐbctとの
間の関係を示すグラフである。
【図４】　操舵角θの絶対値と前輪及び後輪の制限制動圧Ｐbsとの間の関係を示すグラフ
である。
【図５】　車輌が前方障害物に衝突する虞れがある状況と共に、操舵による衝突回避及び
制動による衝突回避を示す説明図である。
【図６】　前方障害物に対する相対速度Ｖreと前方障害物までの距離Ｌとの間の関係とし
て操舵による衝突回避可能限界、制動による衝突回避可能限界及び図示の実施形態に於け
る各制御領域を示すグラフである。
【図７】　前方障害物に対する相対速度Ｖreと前方障害物までの距離Ｌとの間の関係とし
て操舵による衝突回避可能限界、制動による衝突回避可能限界及び修正例に於ける各制御
領域を示すグラフである。
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