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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　運転支援モードの実行中に、記憶している設定車速に応じて車両の速度制御を実行する
制御部と、
　走行路に対する制限速度を取得する制限速度認識部と、
　前記車両の後方を走行する後続車両を検出する走行車両検出部と、
　を備えた車両制御装置であって、
　前記制御部は、前記制限速度認識部が取得した制限速度を前記設定車速として記憶する
ように構成されており、
　前記制御部は、前記制限速度認識部が２つ制限速度を取得した場合には、前記走行車両
検出部による後続車両の検出の有無に応じて、取得された２つの制限速度のうちいずれか
１つを選択して、前記設定車速として記憶し、
　更に、前記制御部は、後続車両が検出されている場合には、取得された２つの制限速度
のうち大きい方の制限速度を選択し、後続車両が検出されていない場合には、取得された
２つの制限速度のうち小さい方の制限速度を選択する、車両制御装置。
【請求項２】
　運転者によって操作可能な操作部を更に備え、
　前記制御部は、取得された２つの制限速度から１つの制限速度を選択して前記設定車速
として記憶した後、前記操作部の操作があると、記憶している設定車速を選択しなかった
制限速度で置き換えて記憶する、請求項１に記載の車両制御装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両制御装置に係り、特に、走行路に対して設定された制限速度を用いて車
両制御を実行する車両制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、車両に搭載された運転支援制御装置によって、運転者に対して種々の運転支援モ
ードが提供されるようになってきている。例えば、予め設定された設定車速を上限速度と
して、先行車を追従するように車両制御を行う運転支援モードが知られている（特許文献
１参照）。更に、特許文献１では、カメラにより撮像した速度標識から制限速度（標識速
度）を検出し、所定時間（３秒）後に、検出した制限速度によって設定車速を置き換える
ように構成されている。これにより、特許文献１では、速度標識が検出されると、この制
限速度（標識速度）が設定車速として用いられる。
【０００３】
　運転者は、所定時間以内にステアリングホイールに設けられているリジュームスイッチ
を操作することにより、設定速度が標識速度へ切り替わるのを無効にすることができる。
なお、一般に、リジュームスイッチは、運転支援モードをスタンバイ状態からアクティブ
状態へ切り替えるためのスイッチである。メモリに設定速度が記憶されている場合には、
リジュームスイッチの操作により、この設定速度を用いて運転支援モードが再開される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－２０６５９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、引用文献１では、速度標識が１つの制限速度を表示する場合についての
処理が記載されているだけであり、速度標識が２つ以上の制限速度を表示する場合につい
ては考慮されていない。
【０００６】
　本発明は、このような問題を解決するためになされたものであり、走行路に２つ以上の
制限速度が設定されている場合に、適切な制限速度を設定速度として取得し、安全性を確
保することができる車両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】
【０００７】
　上記の目的を達成するために、本発明は、運転支援モードの実行中に、記憶している設
定車速に応じて車両の速度制御を実行する制御部と、走行路に対する制限速度を取得する
制限速度認識部と、車両の後方を走行する後続車両を検出する走行車両検出部と、を備え
た車両制御装置であって、制御部は、制限速度認識部が取得した制限速度を設定車速とし
て記憶するように構成されており、制御部は、制限速度認識部が２つ制限速度を取得した
場合には、走行車両検出部による後続車両の検出の有無に応じて、取得された２つの制限
速度のうちいずれか１つを選択して、設定車速として記憶し、更に、制御部は、後続車両
が検出されている場合には、取得された２つの制限速度のうち大きい方の制限速度を選択
し、後続車両が検出されていない場合には、取得された２つの制限速度のうち小さい方の
制限速度を選択する。
【０００８】
　このように構成された本発明によれば、走行路に対して２つの制限速度が設定されてい
る場合には、後続車両の有無に応じて、いずれかの制限速度を設定速度に設定して、速度
制御を実行することができる。これにより、本発明では、後続車両との接近を回避しつつ



(3) JP 6604368 B2 2019.11.13

10

20

30

40

50

、２つの制限速度からいずれかの制限速度を選択することができる。
　仮に、小さい制限速度が選択され、且つこの選択が誤っている場合には、後続車両が正
しい選択である大きい制限速度で走行すると、車両が後続車両に急接近するおそれがある
。これに対して、本発明では、少なくとも選択した大きい制限速度に基づいて走行する限
りは、この選択が正しいのか誤っているのかに関わらず、後続車両との接近を回避するこ
とができる。
　また、仮に、小さい方の制限速度の選択が誤っていて、小さい方の制限速度に基づいて
走行しても、後続車両が存在しないので、車両が後続車両と接近するおそれはない。更に
、先行車両が存在する場合であっても、小さい方の制限速度に基づいて走行する限りは、
先行車両との接近を回避することができる。
【００１１】
　本発明において、好ましくは、運転者によって操作可能な操作部を更に備え、制御部は
、取得された２つの制限速度から１つの制限速度を選択して設定車速として記憶した後、
操作部の操作があると、記憶している設定車速を選択しなかった制限速度で置き換えて記
憶する。
　このように構成された本発明によれば、制限車速の選択が誤っていても、運転者が操作
部を操作することにより、簡単に正しい制限速度に切り替えることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の車両制御装置によれば、運転者による、運転支援モードで用いられる設定速度
の入力操作における操作性と安全性を向上させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態による車両制御装置の構成図である。
【図２】本発明の実施形態による操作部の説明図である。
【図３】本発明の実施形態による制限速度取得時の説明図である。
【図４】本発明の実施形態による表示部の説明図である。
【図５】本発明の実施形態による車両制御処理の処理フローである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、添付図面を参照して、本発明の実施形態による車両制御装置について説明する。
まず、図１及び図２を参照して、車両制御装置の構成について説明する。図１は車両制御
装置の構成図、図２は操作部の説明図である。
【００１５】
　本実施形態の車両制御装置１００は、車両１（図３参照）に搭載されており、運転者に
よって選択された運転支援モードに応じて、所定の運転支援制御を実行するように構成さ
れている。
【００１６】
　本実施形態では、運転支援モードには、先行車追従モード，速度制限モードが含まれる
。先行車追従モードは、先行車がない場合には設定車速を維持するように走行し、先行車
がある場合には設定車速を上限として先行車に追従するように車両制御を実行するモード
であり、車両１の速度制御及び操舵制御を実行する。この速度制御では、車両制御装置１
００は、エンジン制御システム４０を介してエンジン出力を自動制御し、ブレーキ制御シ
ステム４２を介して制動力を自動制御する。また、操舵制御では、車両制御装置１００は
、ステアリング制御システムを介してステアリングホイールによる操舵角を自動制御する
。
【００１７】
　また、速度制限モードは、車両１の速度が設定車速を超えないように車両制御（速度制
御）を実行するモードである。このモードでは、運転者がアクセルペダルを操作すること
により、アクセルペダルの踏込量に応じてエンジン出力が制御される。しかし、車両制御
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装置１００は、車両１の速度が設定速度を超える場合には、アクセルペダルの踏込量にか
かわらず、車両１の速度を設定速度に制限する。この場合、車両制御装置１００は、エン
ジン制御システム４０を介してエンジン出力を絞り、必要に応じてブレーキ制御システム
４２を介して制動力を付与する。
【００１８】
　図１に示すように、車両制御装置１００は、制御ユニット（ＥＣＵ）１０と、各種のセ
ンサ／入出力部と、所定の車両システムを含む。センサ／入出力部には、車外撮像用のカ
メラ２０，車両前方及び後方の他車両を検出するレーダ装置２２，車両１の速度を検出す
る車速センサ２３，運転支援制御に関するユーザ入力を行うための操作部２４，ナビゲー
ション装置２６，運転者に情報を提示する表示部２８，スピーカ２９，その他のセンサ等
が含まれる。車両システムには、エンジン制御システム４０，ブレーキ制御システム４２
が含まれる。
【００１９】
　ＥＣＵ１０は、ＣＰＵ，各種プログラム及びデータを記憶するメモリ１１，入出力装置
等を備えたコンピュータにより構成される。ＥＣＵ１０は、各種の機能を含み、例えば、
制御部１０ａ，制限速度認識部１０ｂとしての機能を備えている。
【００２０】
　ＥＣＵ１０（制御部１０ａ）は、運転支援モードの作動中において、外部から受け取っ
た信号に基づいて、所定の情報を表示部２８に表示すると共に、車両システム（エンジン
制御システム４０，ブレーキ制御システム４２等）に対して、それぞれ要求信号を出力し
て車両制御処理を実行する。また、メモリ１１に記憶されるデータには、運転支援モード
の実行中に速度制御のために用いられる設定速度、及び、制限速度認識部１０ｂが取得し
た制限速度が含まれる。なお、走行路の同一区間に複数の制限速度が設定される場合があ
るので、メモリ１１は複数の制限速度を記憶可能である。
【００２１】
　また、ＥＣＵ１０（制御部１０ａ）は、車速センサ２３が検出した車両１の現在車速を
モニタし、現在車速が閾値速度を超えた場合にスピーカ２９（報知部）から速度超過警報
を発生させる速度超過警報処理を実行する。また、スピーカ２９に加えて、ナビゲーショ
ン装置２６や表示部２８等が有するディスプレイに速度超過警報を表示させてもよい。
【００２２】
　また、ＥＣＵ１０（制限速度認識部１０ｂ）は、カメラ２０により撮像された画像デー
タを画像分析することにより、画像内の速度標識が示す制限速度（標識速度）を取得する
制限速度認識処理を実行する。カメラ２０は、車両１の前方を撮像し、撮像した画像デー
タをＥＣＵ１０へ送信する。なお、制限速度認識部１０ｂは、カメラ２０を構成要素とし
て含んでもよい。
【００２３】
　レーダ２２は、車両１の前方及び後方に向けて電波（送信波）を送信し、その反射波を
受信する。そして、レーダ２２は、送信波及び反射波に基づいて、車両１の前方及び後方
に存在する他車両と車両１との間の車間距離に関する測定データ、及び、他車両の相対速
度に関する測定データを含む信号を出力する。なお、レーダ２２の代わりに及び／又はレ
ーダ２２に代えて、レーザレーダ，ソナー等のセンサを用いてもよい。
【００２４】
　操作部２４は、車両１のステアリングホイールに設けられており、複数のスイッチを備
えている。図２に示すように、操作部２４は、運転支援モードの起動スイッチであるオン
スイッチ２４ａ，２４ｂ、停止スイッチであるオフスイッチ２４ｃ、キャンセルスイッチ
２４ｄ、速度設定スイッチ２４ｅ，２４ｆ、リジューム（再開）スイッチ２４ｇを備えて
いる。
【００２５】
　オンスイッチ２４ａの操作（押下）により、先行車追従モードが起動される。また、オ
ンスイッチ２４ｂの操作により、速度制限モードが起動される。各運転支援モードの作動
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状態は、アクティブ状態とスタンバイ状態を含む。アクティブ状態では、エンジン制御シ
ステム４０，ブレーキ制御システム４２を介して車両挙動を変更する制御（速度制御）が
実行される。スタンバイ状態は、車両挙動変更制御が一時的に不作動にされた状態である
。
【００２６】
　オフスイッチ２４ｃの操作により、アクティブ状態及びスタンバイ状態にかかわらず、
現在作動中の運転支援モードが作動停止となる。運転支援モードの作動中には、ＥＣＵ１
０のメモリ１１に記憶された設定速度が用いられるが、オフスイッチ２４ｃの操作により
、メモリ１１に記憶された設定速度がクリア（消去）される。
　キャンセルスイッチ２４ｄの操作により、運転支援モードは、アクティブ状態からスタ
ンバイ状態に切り替えられる。
【００２７】
　速度設定スイッチ２４ｅの操作により、設定速度を現在値から増加させることができる
。また、速度設定スイッチ２４ｆの操作により、設定速度を現在値から減少させることが
できる。運転者によって設定速度が入力されると、設定速度はＥＣＵ１０のメモリ１１に
記憶される。例えば、運転者は、オンスイッチ２４ａ，２４ｂを押下した後、速度設定ス
イッチ２４ｅ，２４ｆのいずれかを押下することにより、車両１の現在車速を設定速度と
して入力することができる。更に、設定速度がメモリ１１に記憶された状態で、速度設定
スイッチ２４ｅ，２４ｆを操作することにより、設定速度を増減させることができる。
【００２８】
　リジュームスイッチ２４ｇは、基本的な操作機能として、運転支援モードがスタンバイ
状態であるときに操作されることにより、ＥＣＵ１０のメモリ１１に記憶されている設定
速度を用いて、作動中の運転支援モードを再開（アクティブ状態）させるために用いられ
る。
【００２９】
　ナビゲーション装置２６は、ＧＰＳ等を用いて車両１の現在位置を取得し、記憶してい
るマップ情報又は外部ソースのマップ情報に基づいて、マップ上における車両１の位置を
特定することができる。また、ナビゲーション装置２６は、マップ上の現在位置から、車
両１が走行している走行路の制限速度（標識速度）を取得することもできる。よって、制
限速度認識部として、ナビゲーション装置２６を用いてもよい。
【００３０】
　表示部２８は、インスツルメンツパネル等に配置されており、作動状況表示欄２８ａ，
設定速度表示欄２８ｂ，制限速度表示欄２８ｃを含む（図４参照）。図４には、理解の容
易のため１つの作動状況表示欄２８ａのみが表示されているが、複数の運転支援モードの
それぞれに対応して作動状況表示欄を設けることができる。
【００３１】
　作動状況表示欄２８ａは、運転支援モードの作動状況を示す。作動状況表示欄２８ａに
は、運転支援モードの実行状態が「ブランク（オフ）」、「アクティブ」、「スタンバイ
」のいずれかで表示される。
　設定速度表示欄２８ｂは、ＥＣＵ１０のメモリ１１に記憶されている設定速度（例えば
、「８０」）を表示する。なお、設定速度がメモリ１１に記憶されていない場合は、設定
速度表示欄２８ｂには、「ブランク（－－－）」が表示される。
　制限速度表示欄２８ｃは、取得された制限速度（例えば、「５０」）を表示する。なお
、制限速度が取得されていない場合は、制限速度表示欄２８ｃには、「ブランク」が表示
される。
【００３２】
　次に、図３及び図４を参照して、本実施形態による車両制御について説明する。図３は
制限速度取得時の説明図、図４は表示部の説明図である。
　図３において、車両１は時速８０ｋｍ（Ｖ＝８０）で走行路３を走行している（位置Ａ
）。位置Ａでは、制限速度は時速８０ｋｍである。また、車両１の後方には後方車両２が
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走行している。
【００３３】
　また、運転支援モードとして、先行車追従モード又は速度制限モードが選択されている
。先行車追従モードによる速度制御では、車両１の自動的な増速及び減速が実行される。
一方、速度制限モードによる速度制御では、車両１の自動的な減速のみが実行され、車両
１の増速は運転者によるアクセルペダルの操作により可能である。
【００３４】
　本実施形態では、設定速度の変更に伴う速度制御よって車両１が新たな設定速度（＝制
限速度）まで増速又は減速されるが、新たな設定速度が車両１の現在車速よりも大きけれ
ば車両１は増速され（先行車追従モードのみ）、新たな設定速度が車両１の現在車速より
も小さければ車両１は減速される（先行車追従モード、速度制限モード）。
【００３５】
　位置Ａにおいて、車両１の表示部２８には図４（ａ）のように表示される。このとき、
運転支援モードはアクティブ状態（「アクティブ」）であり、設定速度は時速８０ｋｍ（
「８０ｋｍ／ｈ」）であり、制限速度は時速８０ｋｍ（「８０」）である。
【００３６】
　走行路３付近に速度標識５が設置されている。この速度標識５は、２つの標識部５ａ，
５ｂを有する。例えば、上側の標識部５ａ（制限速度「７０ｋｍ／ｈ」）は乗用車用の表
示であり、下側の標識部５ｂ（制限速度「５０ｋｍ／ｈ」）はトラック用の表示である。
【００３７】
　車両１は、速度標識５の手前の位置Ｂにおいて、速度標識５から制限速度「７０ｋｍ／
」及び「５０ｋｍ／ｈ」を検出する。検出した速度標識５から制限速度を取得すると、Ｅ
ＣＵ１０は、メモリ１１に記憶された制限速度の現在値（８０ｋｍ／ｈ）を、取得した２
つの制限速度（７０ｋｍ／ｈ，５０ｋｍ／ｈ）で更新し、これらをメモリ１１に記憶する
。これにより、速度標識５の検出に応答して、表示部２８には、図４（ｂ）のように表示
される。即ち、制限速度表示欄２８ｃには新たな２つの制限速度（「７０」，「５０」）
が表示される。
【００３８】
　また、速度標識５の検出に応答して、ＥＣＵ１０は、メモリ１１に記憶されていた設定
速度（８０ｋｍ／ｈ）を、２つの制限速度のうち選択された一方の制限速度で書き換える
。本実施形態では、２つの制限速度から、所定条件（後続車両の有無）に基づいて一方の
制限速度が選択される。例えば、後続車両が存在する場合は、複数のうち最大の制限速度
が選択され、後続車両が存在しない場合は、複数のうち最小の制限速度が選択される。
【００３９】
　図３の例では、後続車両２が検出されているので、大きい方の制限速度「７０ｋｍ／ｈ
」が選択される。これにより、位置Ｃにおいて、表示部２８には、図４（ｃ）のように表
示されている。即ち、設定速度表示欄２８ｂには新たな設定速度（「７０ｋｍ／ｈ」）が
表示される。ＥＣＵ１０は、この表示の切り替えを、位置Ｂにおいて行ってもよいし、速
度標識５の検出から所定時間後に行ってもよい。
【００４０】
　また、本実施形態では、速度標識５の検出に応答して、設定速度が大きい方の制限速度
で自動的に置き換えられるが、これに限らず、運転者の操作に応答して、置き換えを実行
してもよい。例えば、運転者が位置Ｂにおいて、リジュームスイッチ２４ｇを操作（押下
）すると、リジュームスイッチ２４ｇの操作に応じて、大きい方の制限速度が設定速度と
してメモリ１１に記憶され、これにより設定速度表示欄２８ｂに新たな設定速度が表示さ
れる。
【００４１】
　設定速度が時速８０ｋｍから時速７０ｋｍに変更されると、車両制御装置１００は、新
たな設定速度を目標速度として、エンジン制御システム４０，ブレーキ制御システム４２
を介して速度制御を実行する。この場合、車両１の速度は、時速８０ｋｍから時速７０ｋ
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ｍまで減速される。
【００４２】
　速度標識に複数の制限速度が表示されている場合、運転者は、いずれの制限速度を遵守
すべきなのかを判別可能である。しかしながら、コンピュータによるプログラム処理では
、適切な制限速度を選択することが困難な場合がある。このため、本実施形態では、仮に
最適でない制限速度が選択されたとしても、車両１及び周囲車両の安全を確保することが
できるように、１つの制限速度が選択されるように構成されている。
【００４３】
　後続車両が存在する場合に、大きい方の制限速度（「７０ｋｍ／ｈ」）を選択すべきと
ころ、仮に小さい方の制限速度（「５０ｋｍ／ｈ」）が選択されたとする。この場合、速
度制御により、車両１は、設定速度（小さい制限速度）まで大きく減速される。一方、後
続車両２は、正しい制限速度（「７０ｋｍ／ｈ」）に向けて減速しようとする。その結果
、車両１は後続車両２に急接近し、安全性が低下するおそれがある。
【００４４】
　これに対して、本実施形態では、後続車両が存在する場合、大きい方の制限速度（「７
０ｋｍ／ｈ」）が選択され、設定速度がこの制限速度に設定される。仮に、この選択が誤
っていても、運転者が設定速度を再設定するか、ブレーキペダルの操作によって車両１の
速度を低下させれば、安全性は損なわれない。このように、本実施形態では、誤った制限
速度の選択により、車両１が後続車両と接近することを防止するため、後続車両が存在す
る場合には、大きい方の制限速度が選択されるように構成されている。
【００４５】
　また、選択が誤っていた場合に、運転者による操作（例えば、リジュームスイッチ２４
ｇの操作）により、メモリ１１に記憶した設定車速を、選択されなかった制限速度で置き
換えて記憶してもよい。これにより、運転者は、複数の制限速度を順次に切り替えて設定
車速に設定することができる。
【００４６】
　次に、図５を参照して、本実施形態による車両制御処理の処理フローについて説明する
。
　ＥＣＵ１０（制御部１０ａ）は、図５の処理フローを所定時間毎に繰り返し実行する。
なお、走行車両検出部としてのＥＣＵ１０（制御部１０ａ）は、常時、レーダ２２の測定
データから他車両（先行車両及び後続車両）の有無、車間距離、相対速度を算出して、こ
れらのデータをメモリ１１に所定期間分だけ記憶している。また、ＥＣＵ１０（制限速度
認識部１０ｂ）は、別の処理により、制限速度認識処理を実行し、メモリ１１に制限速度
を記憶する。
【００４７】
　まず、処理が開始されると、ＥＣＵ１０は、運転支援モードが作動中（スタンバイ状態
含む）であるか否かを判定する（Ｓ１０）。運転支援モードが作動中でない場合（Ｓ１０
；Ｎｏ）、ＥＣＵ１０は処理を終了する。一方、運転支援モードが作動中である場合（Ｓ
１０；Ｙｅｓ）、ＥＣＵ１０は、複数の制限速度（標識速度）が取得されたか否かを判定
する（Ｓ１１）。
【００４８】
　複数の制限速度が取得されていない場合（Ｓ１１；Ｎｏ）、ＥＣＵ１０は処理を終了す
る。なお、制限速度が１つのみ取得されていた場合は、別の処理において、設定速度が取
得した制限速度で置き換えられる。一方、複数の制限速度が取得されていた場合（Ｓ１１
；Ｙｅｓ）、ＥＣＵ１０は、後続車両が所定距離以内に存在するか否かを判定する（Ｓ１
２）。
【００４９】
　後続車両が所定距離以内に存在する場合（Ｓ１２；Ｙｅｓ）、ＥＣＵ１０は、取得され
メモリ１１に記憶されている複数（又は２つ）の制限速度のうち、最も大きい制限速度を
選択し、設定速度をこの制限速度で置き換え（Ｓ１３）、処理を終了する。
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　一方、後続車両が所定距離以内に存在しない場合（Ｓ１２；Ｎｏ）、ＥＣＵ１０は、取
得されメモリ１１に記憶されている複数（又は２つ）の制限速度のうち、最も小さい制限
速度を選択し、設定速度をこの制限速度で置き換え（Ｓ１４）、処理を終了する。
　なお、上述のように、運転者による操作（例えば、リジュームスイッチ２４ｇの操作）
をステップＳ１３及びＳ１４の実行条件としてもよい。
【００５０】
　次に、本実施形態の運転支援制御装置の作用について説明する。
　本実施形態の車両制御装置１００は、運転支援モードの実行中に、記憶している設定車
速に応じて車両１の速度制御を実行する制御部（ＥＣＵ１０）と、走行路３に対する制限
速度を取得する制限速度認識部（ＥＣＵ１０，ナビゲーション装置２６）と、車両１の後
方を走行する後続車両２を検出する走行車両検出部（ＥＣＵ１０）と、を備え、制御部（
ＥＣＵ１０）は、制限速度認識部が取得した制限速度を設定車速として記憶するように構
成されており、制御部（ＥＣＵ１０）は、制限速度認識部が２つ制限速度（「７０」，「
５０」）を取得した場合には（Ｓ１１；Ｙｅｓ）、走行車両検出部による後続車両２の検
出の有無に応じて（Ｓ１２）、取得された２つの制限速度のうちいずれか１つを選択して
、設定車速として記憶する（Ｓ１３，Ｓ１４）。
【００５１】
　このように本実施形態では、走行路３に対して２つの制限速度が検出されている場合に
は、後続車両の有無に応じて、いずれかの制限速度を設定速度に設定して、速度制御を実
行することができる。これにより、本実施形態では、後続車両との接近を回避しつつ、２
つの制限速度からいずれかの制限速度を選択することができる。
【００５２】
　また、本実施形態では、制御部（ＥＣＵ１０）は、後続車両２が検出されている場合に
は（Ｓ１２；Ｙｅｓ）、取得された２つの制限速度（「７０」，「５０」）のうち大きい
方の制限速度（「７０」）を選択する（Ｓ１３）。仮に、小さい制限速度が選択され、且
つこの選択が誤っている場合には、後続車両２が正しい選択である大きい制限速度で走行
すると、車両１が後続車両２に急接近するおそれがある。これに対して、本実施形態では
、少なくとも選択した大きい制限速度に基づいて走行する限りは、この選択が正しいのか
誤っているのかに関わらず、後続車両２との接近を回避することができる。
【００５３】
　また、本実施形態では、制御部（ＥＣＵ１０）は、後続車両２が検出されていない場合
には（Ｓ１２；Ｎｏ）、取得された２つの制限速度（「７０」，「５０」）のうち小さい
方の制限速度（「５０」）を選択する（Ｓ１４）。これにより本実施形態では、仮に小さ
い方の制限速度の選択が誤っていて、小さい方の制限速度に基づいて走行しても、後続車
両が存在しないので、車両が後続車両と接近するおそれはない。更に、先行車両が存在す
る場合であっても、小さい方の制限速度に基づいて走行する限りは、先行車両との接近を
回避することができる。
【００５４】
　また、本実施形態では、運転者によって操作可能な操作部（リジュームスイッチ２４ｇ
）を更に備え、制御部（ＥＣＵ１０）は、取得された２つの制限速度から１つの制限速度
を選択して設定車速として記憶した後、操作部（リジュームスイッチ２４ｇ）の操作があ
ると、記憶している設定車速を選択しなかった制限速度で置き換えて記憶する。これによ
り本実施形態では、制限車速の選択が誤っていても、運転者が操作部を操作することによ
り、簡単に正しい制限速度に切り替えることができる。
【符号の説明】
【００５５】
　　１　　車両
　１０　　制御ユニット
１００　　車両制御装置
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