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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に正負の駆動力を付与する駆動源と、
　前記駆動源とは別に設けられて、前記車両に制動力を発生させる制動機構と、
　目標速度または目標加速度に基づいて前記駆動源または／および制動機構を制御するこ
とにより、前記車両の加速度を制御する加減速度制御部と、を有し、
　前記加減速度制御部は、運転者の操作にかかわらず前記車両を自動運転する自動運転モ
ード中において、前記運転者の所定操作によって前記自動運転モードが一旦停止されて前
記運転者の操作に従って前記車両が運転される通常運転モードになった後、前記通常運転
モードから前記自動運転モードへ復帰をする際に、前記復帰後の前記自動運転モードにお
いて前記復帰前の前記通常運転モード中の前記車両の運転状態に基づいて設定される特定
制御を実施し、
　前記加減速度制御部は、前記復帰前の前記通常運転モード中の前記車両の運転状態から
、前記復帰後の前記自動運転モード中における前記車両の加速度を推定する車両加速度推
定部を有し、
　前記特定制御は、前記復帰をした復帰時点以降から、前記車両加速度推定部によって推
定された前記車両の加速度と目標加速度との偏差である差加速度が判定閾値以下となるま
での間においては、前記車両の速度または加速度に係るフィードバック制御を禁止するこ
とを特徴とする車両用制御装置。
【請求項２】
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　前記加減速度制御部は、
　目標駆動力に基づいて前記駆動源の駆動力を制御する駆動源制御部と、
　前記目標速度および前記目標加速度の少なくとも何れか一方に基づいて前記目標駆動力
の基準である基準目標駆動力を演算する基準目標駆動力演算部と、を有し、
　前記特定制御は、前記復帰時点では、前記目標駆動力をゼロとし、前記フィードバック
制御禁止中においては前記基準目標駆動力まで所定の変化速度で前記目標駆動力を変化さ
せることを特徴とする請求項１記載の車両用制御装置。
【請求項３】
　前記加減速度制御部は、目標駆動力に基づいて前記制動機構の制動力を制御する制動機
構制御部を有し、
　前記特定制御は、前記復帰の直前時点に発生させていた制動力を前記復帰の直後時点の
目標制動力として設定することを特徴とする請求項１または請求項２記載の車両用制御装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から自動運転制御の一例であるクルーズコントロール制御において、クルーズコン
トロール制御中（自動運転モード中）に、運転者のアクセル操作によって自動運転モード
（クルーズコントロール制御中）から通常運転モードに移行したのち、アクセル操作の終
了（アクセル操作の解除）により、自動運転モードに復帰をする場合がある。この際、復
帰直前の操作や車両の運転状態によっては、車両に過度の加速度変化が発生することがあ
る。これに対処するため、特許文献１では、復帰した復帰時点から所定時間の間、ブレー
キ制御を抑制するようにしていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－０１８６８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述した特許文献１に記載されている車両用制御装置においては、減速中の場合にアク
セル操作による復帰時にブレーキ制御を抑制したため、かえってブレーキ抜けによる減速
度の急変が生じる可能性があった。一方、加速中の場合にアクセル操作による復帰時には
、車両に発生する過度の加速度変化をさらに抑制する要請があった。
【０００５】
　本発明は、上述した問題を解消するためになされたもので、車両用制御装置において、
自動運転モード中において、通常運転モードから自動運転モードへの復帰をスムーズに行
うことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決するために、請求項１に係る車両用制御装置の発明は、車両に正負
の駆動力を付与する駆動源と、駆動源とは別に設けられて、車両に制動力を発生させる制
動機構と、目標速度または目標加速度に基づいて駆動源または／および制動機構を制御す
ることにより、車両の加速度を制御する加減速度制御部と、を有し、加減速度制御部は、
運転者の操作にかかわらず車両を自動運転する自動運転モード中において、運転者の所定
操作によって自動運転モードが一旦停止されて運転者の操作に従って車両が運転される通
常運転モードになった後、通常運転モードから自動運転モードへ復帰をする際に、復帰後
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の自動運転モードにおいて復帰前の通常運転モード中の車両の運転状態に基づいて設定さ
れる特定制御を実施し、加減速度制御部は、復帰前の通常運転モード中の車両の運転状態
から、復帰後の自動運転モード中における車両の加速度を推定する車両加速度推定部を有
し、特定制御は、復帰をした復帰時点以降から、車両加速度推定部によって推定された車
両加速度と目標加速度との偏差である差加速度が判定閾値以下となるまでの間においては
、車両の速度または加速度に係るフィードバック制御を禁止することである。
【発明の効果】
【０００７】
　これによれば、車両用制御装置の加減速度制御部は、自動運転モード中において、通常
運転モードから自動運転モードへ復帰をする際に、復帰後の自動運転モードにおいて復帰
前の通常運転モード中の車両の運転状態に基づいて設定される特定制御を実施する。その
結果、自動運転モード中において、通常運転モードから自動運転モードへの復帰をスムー
ズに行うことが可能となる。
　さらに、自動運転モード中において、通常運転モードから自動運転モードへの復帰する
際に、過度の加速度変化が車両に発生するのを抑制することができる。よって、通常運転
モードから自動運転モードへの復帰をよりスムーズに行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明による車両用制御装置の一実施形態を示すブロック図である。
【図２】本発明による車両用制御装置の一実施形態の詳細を示すブロック図である。
【図３】図１に示した車両用制御装置にて実行される制御プログラムのフローチャートで
ある。
【図４】図１に示した車両用制御装置にて実行される制御プログラム（復帰制御）のフロ
ーチャートである。
【図５】定常走行からＡＣＣに復帰した場合の本発明による車両用制御装置のタイムチャ
ートである。
【図６】定常走行からＡＣＣに復帰した場合の比較例による車両用制御装置のタイムチャ
ートである。
【図７】車両の減速中にアクセル操作をし、ＡＣＣに復帰した場合の本発明による車両用
制御装置のタイムチャートである。
【図８】車両の減速中にアクセル操作をし、ＡＣＣに復帰した場合の比較例（従来技術）
による車両用制御装置のタイムチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明に係る車両用制御装置を適用した一実施形態を図面を参照して説明する。
図１に示すように、自車Ｍ（車両Ｍ）は、ＡＣＣスイッチ１１、アクセル開度センサ１２
、加速度センサ１３、車速センサ１４、車間距離センサ１５、ブレーキ油圧センサ１６、
パワートレイン１７、ブレーキ機構１８および車両用制御装置２０を備えている。
【００１０】
　ＡＣＣスイッチ１１は、ＡＣＣ（アダプティブ・クルーズ・コントロール）のオン・オ
フスイッチである。ＡＣＣスイッチ１１のオン・オフ状態は、車両用制御装置２０に出力
されている。ＡＣＣスイッチ１１は、ＡＣＣを開始・停止させるためのスイッチである。
ＡＣＣは、先行車との車間距離を一定に保って、すなわち先行車に対して所定距離を保持
して追従走行するように自車の走行を制御するものである。ＡＣＣは、自車の速度を設定
した速度（設定速度）に一定に保持するように自車の走行を制御するクルーズコントロー
ルも含んでいる。なお、車間距離設定スイッチが設けられるようにしてもよい。車間距離
設定スイッチは、ＡＣＣ中の先行車と自車との車間距離を設定するためのスイッチであり
、複数の距離に応じた複数段の設定を有する。
【００１１】
　なお、ＡＣＣは、運転者の操作にかかわらず車両Ｍを自動で運転する自動運転の一例で
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ある。他の自動運転としては、車両Ｍを自動で駐車する運転もある。また、運転車の操作
に従って車両Ｍが運転（走行）されることが通常運転である。また、自動運転モードは、
車両の運転方法が自動運転方法（様式）であることであり、通常運転モードは、通常運転
方法（様式）であることである。
【００１２】
　アクセル開度センサ１２は、図示しないアクセルペダルの近くに設けられ、アクセルペ
ダルの操作量を検出し、その検出結果は車両用制御装置２０に出力されている。
【００１３】
　加速度センサ１３は、自車Ｍの加速度を検出するセンサである。加速度センサ１３は少
なくとも車両の前後方向の加速度を検出する。加速度センサ１３の検出信号は、車両用制
御装置２０に出力されている。
　車速センサ１４は、自車Ｍの車速を検出するセンサである。車速センサ１４は、例えば
、車両Ｍの車輪の速度である車輪速を検出する車輪速センサ、駆動輪に駆動を出力する出
力軸の回転速度を検出する車速センサにより構成されている。車速センサ１４の検出信号
は、車両用制御装置２０に出力されている。なお、本実施形態では、以降、特に指定しな
い限り「加速度」とは「車両の前後方向の加速度」として扱う。
【００１４】
　車間距離センサ１５は、自車から物標までの車間距離を検出して、その検出信号を車両
用制御装置２０に出力するものである。車間距離センサ１５は、例えば、ミリ波を用いた
スキャンレーダあるいは半導体レーザを用いたスキャンレーザレーダ、ＣＣＤカメラ等に
より構成されている。
【００１５】
　ブレーキ油圧センサ１６は、ブレーキ機構１８のブレーキ液圧を検出して、その検出信
号を車両用制御装置２０に出力するものである。ブレーキ機構１８のブレーキ液圧は、例
えば、マスタシリンダの液圧、ホイールシリンダの液圧である。なお、正の駆動力とは車
両を加速させる方向の駆動力であり、負の駆動力とは車両を減速させる方向の駆動力であ
る。負の駆動力としては、例えば、エンジンブレーキや回生制動力等があげられる。
【００１６】
　パワートレイン１７は、車両Ｍに正負のいずれかの駆動力を付与する駆動源である。こ
の駆動源は、例えば内燃機関であるエンジンや、モータであり、エンジンとモータとで構
成されるハイブリッドでもよい。
【００１７】
　ブレーキ機構１８は、パワートレイン１７とは別に設けられて、車両Ｍに制動力を発生
させる制動機構である。ブレーキ機構１８は、いわゆる液圧式のブレーキ機構であり、マ
スタシリンダ、ホイールシリンダ、ＡＢＳやＥＳＣが実施可能であるブレーキアクチュエ
ータなどにより構成されている。なお、ブレーキ機構１８は、運転者がブレーキペダルを
踏まなくても、車両Ｍ（または車輪）に制動力を発生させることが可能に構成されている
。ブレーキ機構１８は、ブレーキペダルの操作の有無によらず、全車輪に対して独立かつ
能動的に制動力を与える装置である。
【００１８】
　車両用制御装置２０は、車両状態取得部２１、車両加速度推定部２２、目標加速度演算
部（目標速度演算部）２３、実加速度取得部２４、差加速度演算部２５、比較部２６、フ
ィードバック制御（以下、ＦＢ制御と称する場合もある。）許否決定部２７、基準目標駆
動力演算部２８、ブレーキ残圧取得部２９、要求トルク演算部３０、および要求トルク出
力部３１を備えている。
　車両用制御装置２０は、目標速度または目標加速度に基づいてパワートレイン１７また
は／およびブレーキ機構１８を制御することにより、車両Ｍの加速度を制御する加減速度
制御部である。車両用制御装置２０は、運転者の操作にかかわらず車両Ｍを自動運転する
自動運転モード中において、運転者の所定操作によって自動運転モードが一旦停止されて
運転者の操作に従って車両Ｍが運転される通常運転モードになった後、通常運転モードか
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ら自動運転モードへ復帰をする制御を行う。なお、本実施形態では、所定操作は、アクセ
ルペダルを操作するアクセル操作である。
【００１９】
　また、車両用制御装置２０は、復帰後の自動運転モードにおいて復帰前の通常運転モー
ド中の車両Ｍの運転状態に基づいて設定される特定制御を実施する。前記特定制御は、復
帰をした復帰時点以降から、車両加速度推定部２２によって推定された車両加速度（推定
加速度）と目標加速度との偏差である差加速度が判定閾値以下となるまでの間においては
、車両Ｍの速度または加速度に係るフィードバック制御を禁止する。
　また、前記特定制御は、復帰時点では、基準目標駆動力（後述する）をゼロとし、フィ
ードバック制御禁止中においては基準目標駆動力まで所定の変化速度で目標駆動力を変化
させる。
　また、前記特定制御は、復帰の直前時点に発生させていた制動力（後述するブレーキ残
圧）を復帰の直後時点の目標制動力として設定する。
【００２０】
　車両状態取得部２１は、車両Ｍの走行状態または運転状態である車両状態を取得する。
例えば、車両状態取得部２１は、加速度センサ１３から車両Ｍの加速度を取得したり、車
速センサ１４から車両の速度を取得したりする。車両Ｍの加速度や速度は、車両状態であ
る。
【００２１】
　アクセル操作が大きく変化した後は、車両の加速度が速やかに追従せずエンジントルク
と車両加速度の関係が通常の場合と異なる状態となる。例えば、アクセルを閉じてエンジ
ントルクが素早く低下しているにも関わらず、車両の加速度の減少が追従しないことがあ
る。車両加速度推定部２２は、復帰前の通常運転モード中の車両Ｍの運転状態から、復帰
後の自動運転モード中における車両Ｍの加速度を推定する。すなわち、車両加速度推定部
２２は、車両Ｍの推定加速度を演算するものである。
【００２２】
　例えば、車両加速度推定部２２は、アクセル開度センサ１２からアクセル開度を入力し
、車両状態取得部２１から車両状態を入力して、車両応答モデルにこれら入力したパラメ
ータを使用して車両Ｍの推定加速度を演算する。なお、車両応答モデルは、自車両からそ
の直前の前方車両までの車間距離応答特性を数式化したモデルである。すなわち、この車
両応答モデルは、運転者が自車両を前方車両に追従させる際の運転操作が、前方車両との
車間距離を車間時間に応じた値にし、かつ前方車両との相対速度が０となるように、調整
すると仮定した、いわゆる運転者追従をモデル化したものである。
【００２３】
　あるいは、運転者追従モデルに代わって、トルクコンバータの特性や車両質量や走行に
伴って回転する回転部材（車輪、ドライブシャフト、プロペラシャフトなど）の回転慣性
等に基づいた駆動系の動特性モデルを用いて、推定加速度を求めてもよい。より具体的に
は、トルクコンバータのエンジン側回転数およびミッション側回転数とトルクコンバータ
の特性等に基づいて、ミッション側に入力されるトルクを推定し、推定した入力トルクと
、ブレーキによる制動力がある場合は制動力と、車両質量やあらかじめ求めた回転慣性等
に基づいて車両の加速度を演算するようにしてもよい。
【００２４】
　実加速度取得部２４は、加速度センサ１３から車両Ｍの加速度（実際の加速度である実
加速度）を取得する。なお、実加速度取得部２４は、車両状態取得部２１から車両Ｍの加
速度（実際の加速度である実加速度）を取得するようにしてもよい。
　差加速度演算部２５は、車両加速度推定部２２から入力した推定加速度と、目標加速度
演算部２３から入力した目標加速度とから、両加速度の差である差加速度を演算する。な
お、差加速度演算部２５は、車両加速度推定部２２から入力した推定加速度と、実加速度
取得部２４から入力した実加速度とから、両加速度の差である差加速度を演算するように
してもよい。
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【００２５】
　比較部２６は、差加速度演算部２５から入力した差加速度と判定閾値とを比較して、比
較結果をＦＢ制御許否決定部２７に出力する。比較部２６は、例えば差加速度と判定閾値
との大小を判断する。
　ＦＢ制御許否決定部２７は、比較部２６から入力した比較結果に基づいてＦＢ制御を禁
止するか否かを決定する。例えば、ＦＢ制御許否決定部２７は、差加速度が判定閾値より
大きい場合（すなわち目標加速度に対して推定加速度が離れている場合）、ＦＢ制御を禁
止する。一方、ＦＢ制御許否決定部２７は、差加速度が判定閾値より小さい場合（すなわ
ち目標加速度に対して推定加速度が接近している場合）、ＦＢ制御を許可するという決定
をする。ＦＢ制御は、車両Ｍの速度または加速度に係るフィードバック制御である。
【００２６】
　基準目標駆動力演算部２８は、目標加速度演算部２３から入力した目標加速度、および
目標速度演算部から入力した目標速度の少なくとも何れか一方に基づいて目標駆動力の基
準である基準目標駆動力を演算する。なお、目標駆動力は、パワートレイン機構１７およ
びブレーキ機構に対してそれぞれ要求する各要求トルクと等価である。パワートレイン機
構１７に対して要求する要求トルクが要求駆動トルクである。ブレーキ機構に対して要求
する要求トルクが要求制動トルクである。
　ブレーキ残圧取得部２９は、ブレーキ油圧センサ１６からブレーキ機構１８のブレーキ
液圧を入力している。ブレーキ残圧取得部２９は、前記復帰の直前時点に発生させていた
ブレーキ液圧（すなわち制動力に相当するブレーキ液圧）をブレーキ残圧として取得する
。
【００２７】
　要求トルク演算部３０は、目標加速度演算部２３から入力した目標加速度、および目標
速度演算部から入力した目標速度の少なくとも何れか一方と、実加速度取得部２４から入
力した実加速度と、車両状態取得部２１から入力した車速と、から目標駆動力を演算する
。このとき、要求トルク演算部３０は、ＦＢ制御用のＦＢ制御量、フィードフォワード制
御（以下、ＦＦ制御と称する場合もある。）用のＦＦ制御量を演算する。そして、要求ト
ルク演算部３０は、演算されたＦＢ制御量およびＦＦ制御用から目標駆動力を演算する。
例えば目標駆動力は、ＦＢ制御量とＦＦ制御用との和である。
【００２８】
　ＦＢ制御は、車両の速度または加速度に係るフィードバック制御であり、例えば、実加
速度を目標加速度に一致させるＦＢ制御である。ＦＢ制御量は、実加速度と目標加速度と
の差に基づいて演算される値である。ＦＦ制御は、車両の速度または加速度に係るフィー
ドフォワード制御であり、例えば、予め定められた演算ルールに従って基準となる所定の
状態で目標加速度を発生させる目標駆動力を算出する制御である。ＦＦ制御量は、例えば
、車両の速度と目標加速度とに基づいて演算される値である。
【００２９】
　要求トルク出力部３１は、要求トルク演算部３０から入力した要求トルク（目標駆動力
および／または目標制動力）を、パワートレイン機構１７および／またはブレーキ機構１
８に出力する。すなわち、要求トルク出力部３１は、要求トルク演算部３０から入力した
要求トルクに基づいて、パワートレイン機構１７を制御する駆動源制御部である。また、
要求トルク出力部３１は、要求トルク演算部３０から入力した要求トルクに基づいて、ブ
レーキ機構１８を制御する制動機構制御部である。
【００３０】
　なお、上述した特定制御のうち、復帰時点では、基準目標駆動力をゼロとし、フィード
バック制御禁止中においては基準目標駆動力まで所定の変化速度で目標駆動力を変化させ
る特定制御において演算される、要求トルクは、要求トルク演算部３０において演算され
る。
　また、上述した特定制御のうち、復帰の直前時点に発生させていた制動力（後述するブ
レーキ残圧）を復帰の直後時点の目標制動力として設定する特定制御において演算される
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、要求トルクも、要求トルク演算部３０において演算される。
【００３１】
　さらに、上述した車両用制御装置２０による作動について図３に示すフローチャートに
沿って説明する。車両用制御装置２０は、そのフローチャートに沿ったプログラムを所定
の短時間毎に実行する。
　車両用制御装置２０は、ステップＳ１０２において、ＡＣＣフラグＦ１がオンであるか
否かを判定する。ＡＣＣフラグＦ１は、車両Ｍの運転方法がＡＣＣに設定されているか否
かを示すフラグである。ＡＣＣフラグＦ１がオンである場合、車両の運転方法がＡＣＣに
設定されており、ＡＣＣフラグＦ１がオフである場合、車両の運転方法がＡＣＣに設定さ
れていない（解除されている）。ＡＣＣフラグＦ１がオフである場合、車両用制御装置２
０は、ステップＳ１０２にて「ＮＯ」と判定し、ステップＳ１０４において、通常運転を
実施する。
【００３２】
　また、ＡＣＣ中（自動運転モード中）において、運転者が所定操作（アクセル操作）を
行わない場合、車両用制御装置２０は、ＡＣＣを実施する（ステップＳ１２４）。具体的
には、アクセル操作が行われていない場合、アクセルオーバーライド解除フラグＦ２はオ
フであり、アクセルオーバーライドフラグＦ３もオフであるため、車両用制御装置２０は
、ステップＳ１０６，１０８にてそれぞれ「ＮＯ」と判定し、プログラムをステップＳ１
２４に進める。
【００３３】
　なお、アクセルオーバーライド解除フラグＦ２は、ＡＣＣ中に開始されたアクセル操作
が解除されたか否かを示すフラグである。アクセルオーバーライド解除フラグＦ２がオン
である場合、ＡＣＣ中に開始されたアクセル操作が解除されていることを示す。ＡＣＣ中
に開始されたアクセル操作が解除されると、アクセルオーバーライド解除フラグＦ２がオ
ンに設定される。アクセルオーバーライド解除フラグＦ２がオフである場合、ＡＣＣ中に
開始されたアクセル操作が解除されていないことを示す。ＡＣＣ中にアクセル操作が実施
されていない場合、アクセルオーバーライド解除フラグＦ２はオフに設定されている。
【００３４】
　また、アクセルオーバーライドフラグＦ３は、ＡＣＣ中にアクセル操作が実施されてい
るか否かを示すフラグである。アクセルオーバーライドフラグＦ３がオンである場合、Ａ
ＣＣ中にアクセル操作が実施されていることを示す。ＡＣＣ中にアクセル操作が実施され
ると、アクセルオーバーライドフラグＦ３はオンに設定される。ＡＣＣ中に実施されたア
クセル操作が解除されると、アクセルオーバーライドフラグＦ３はオフに設定される。
【００３５】
　一方、ＡＣＣ中（自動運転モード中）において、運転者が所定操作（アクセル操作）を
行うと、その操作中（所定操作が解除されるまで）、車両用制御装置２０は、その操作に
従って通常運転を実施する（ステップＳ１１０）。具体的には、アクセル操作が行われる
と、アクセルオーバーライド解除フラグＦ２はオフであり、アクセルオーバーライドフラ
グＦ３はオンであるため、車両用制御装置２０は、ステップＳ１０６，１０８にて「ＮＯ
」、「ＹＥＳ」と判定し、プログラムをステップＳ１１０に進める。
【００３６】
　運転者が所定操作（アクセル操作）を終了するまで、アクセルオーバーライドは解除さ
れないので、車両用制御装置２０は、ステップＳ１１２にて「ＮＯ」と判定する。運転者
が所定操作（アクセル操作）を終了すると、アクセルオーバーライドは解除されるので、
車両用制御装置２０は、ステップＳ１１２にて「ＹＥＳ」と判定する。そして、車両用制
御装置２０は、ステップＳ１１４において、アクセルオーバーライド解除フラグＦ２をオ
ンに設定し、ステップＳ１１６において、復帰制御を実行する。復帰制御については、図
４を参照して詳述する。
【００３７】
　アクセルオーバーライド解除フラグＦ２がオンに設定されるため、車両用制御装置２０
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は、次回の制御サイクル以降において、ステップＳ１０６にて「ＹＥＳ」と判定するので
、プログラムをステップＳ１０６からステップＳ１１６に進めることができる。
【００３８】
　復帰制御が完了（終了）し、かつ、運転者の操作によってＡＣＣが解除されるまでは、
車両用制御装置２０は、ステップＳ１１８，１２０にてそれぞれ「ＮＯ」と判定し、本フ
ローチャートを一旦終了する。
　復帰制御が完了（終了）したが、運転者の操作によってＡＣＣが解除されていない場合
は、車両用制御装置２０は、ステップＳ１１８にて「ＹＥＳ」と判定し、ステップＳ１２
４においてＡＣＣを実施する。車両用制御装置２０は、通常制御からＡＣＣに復帰をする
。
　運転者の操作によってＡＣＣが解除されると、車両用制御装置２０は、ステップＳ１２
０にてそれぞれ「ＹＥＳ」と判定し、ＡＣＣフラグＦ１をオフに設定して、本フローチャ
ートを一旦終了する。
【００３９】
　復帰制御について図４を参照して詳述する。
　車両用制御装置２０は、ステップＳ２０２において、復帰制御開始時点（復帰後）から
制御サイクルが初回であるか否かを判定する。復帰後初回である場合、車両用制御装置２
０は、ステップＳ２０２にて「ＹＥＳ」と判定し、プログラムをステップＳ２０４以降に
進めて、目標駆動力および目標制動力（各要求トルク）の初期値を設定する。
【００４０】
　具体的には、ブレーキ機構１８にブレーキ残圧がある場合すなわち車両Ｍが減速走行で
ある場合には、車両用制御装置２０は、ステップＳ２０６において、復帰直前のブレーキ
残圧を、復帰の直前時点に発生させていた制動力として取得する（上述したブレーキ残圧
取得部２９と同様に取得する）。そして、車両用制御装置２０は、その取得したブレーキ
残圧を復帰の直後時点の目標制動力の初期値として設定する。
【００４１】
　その後、車両用制御装置２０は、ステップＳ２０８において、パワートレインに対する
目標駆動力の初期値を設定する。例えば、この場合の目標駆動力の初期値は、駆動源がエ
ンジンである場合、エンジンのアイドル回転に相当する値が好ましく、またゼロでもよい
。
【００４２】
　また、ブレーキ機構１８にブレーキ残圧がない場合すなわち車両Ｍが加速走行または定
速走行である場合には、車両用制御装置２０は、制動力の発生の必要がない可能性が高い
ため、目標制動力は設定しない。しかし、車両用制御装置２０は、駆動力の発生の必要が
あるため、目標駆動力は設定する。よって、車両用制御装置２０は、ステップＳ２０４に
て「ＮＯ」と判定し、ステップＳ２０８において、パワートレインに対する目標駆動力の
初期値を設定する。
【００４３】
　車両用制御装置２０は、初期値を設定した後、復帰後の自動運転モードにおいて復帰前
の通常運転モード中の車両Ｍの運転状態に基づいて設定される特定制御を実施する。前記
特定制御は、復帰をした復帰時点以降から、車両加速度推定部２２によって推定された車
両加速度（推定加速度）と目標加速度との偏差である差加速度が判定閾値以下となるまで
の間においては、車両Ｍの速度または加速度に係るフィードバック制御を禁止する。
【００４４】
　具体的には、制御サイクルが二回目以上であるため、車両用制御装置２０は、ステップ
Ｓ２０２にて「ＮＯ」と判定し、プログラムをステップＳ２１２以降に進める。
　車両用制御装置２０は、ステップＳ２１２において、上述した車両加速度推定部２２と
同様に、復帰前の通常運転モード中の車両Ｍの運転状態から、復帰後の自動運転モード中
における車両Ｍの推定加速度を演算する。
【００４５】
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　車両用制御装置２０は、ステップＳ２１４において、上述した差加速度演算部２５と同
様に、推定加速度と目標加速度とから、両加速度の差である差加速度を演算する。
　車両用制御装置２０は、ステップＳ２１６において、上述した比較部２６と同様に、差
加速度と判定閾値とを比較する。差加速度が判定閾値より大きい場合、車両用制御装置２
０は、ステップＳ２１６にて「ＹＥＳ」と判定し、プログラムをステップＳ２１８に進め
る。車両用制御装置２０は、ステップＳ２１８において、上述したＦＢ制御許否決定部２
７と同様に、ＦＢ制御を禁止するとともにＦＢ制御量を演算しない。
【００４６】
　一方、差加速度が判定閾値より小さい場合、車両用制御装置２０は、ステップＳ２１６
にて「ＮＯ」と判定し、プログラムをステップＳ２２２に進める。車両用制御装置２０は
、ステップＳ２２２において、上述したＦＢ制御許否決定部２７と同様に、ＦＢ制御を許
可するとともに、上述した要求トルク演算部３０と同様にＦＢ制御量を演算する。
【００４７】
　また、車両用制御装置２０は、ステップＳ２２０，２２４において、上述した要求トル
ク演算部３０と同様に、ＦＦ制御量を演算する。
　そして、車両用制御装置２０は、ステップＳ２１０において、上述した要求トルク出力
部３１と同様に、ステップＳ２２０～２２４にて演算された要求トルク（目標駆動力およ
び／または目標制動力）を、パワートレイン機構１７および／またはブレーキ機構１８に
出力する。
【００４８】
　さらに、上述した車両用制御装置２０の作動を図５のタイムチャートを参照して説明す
る。図５は、定常走行からＡＣＣに復帰した場合のタイムチャートを示している。図５に
は、上から順番に車両速度、車両加速度（推定加速度および目標加速度）、アクセル操作
量、および目標駆動力（目標エンジントルク）が記載されている。
【００４９】
　時刻ｔ１までは、ＡＣＣモードである。ＡＣＣモード中に時刻ｔ１にアクセル操作が開
始されると、通常運転モードが開始される。
　時刻ｔ１から時刻ｔ２までの間は、通常運転モードである。このとき、アクセル操作量
に応じて目標エンジントルクが設定される。時刻ｔ２にアクセル操作が解除されると、上
述した復帰制御が時刻ｔ３まで実施される。すなわち、時刻ｔ２が復帰時点であり、時刻
ｔ２から時刻ｔ３までは、復帰制御中である。
【００５０】
　復帰制御中（復帰後の自動運転モード）において、車両用制御装置２０は、復帰前の通
常運転モード中の車両の運転状態に基づいて設定される特定制御を実施する。すなわち、
車両用制御装置２０は、時刻ｔ１から時刻ｔ２までの車両加速度などから推定加速度を演
算するとともに、時刻ｔ２から時刻ｔ３までの車両加速度などから推定加速度を演算する
。車両用制御装置２０は、この推定加速度と目標加速度との偏差が所定の閾値以下となる
までフィードバック制御を禁止する(特定制御)。
【００５１】
　また、特定制御は、復帰時点（時刻ｔ２）では、目標駆動力をゼロとし、フィードバッ
ク制御禁止中においては基準目標駆動力（ＦＦ制御に係る目標駆動力）まで所定の変化速
度で目標駆動力を変化させる、制御である。
　時刻ｔ３にて、差加速度が判定閾値より小さくなると、復帰制御が終了する。時刻ｔ３
以降であってＡＣＣが解除されるまでは、ＡＣＣが実施される。
【００５２】
　なお、図６は、定常走行からＡＣＣに復帰した場合の比較例に係るタイムチャートを示
す。この比較例では、本発明に係る実施形態のように、復帰後に特定制御を実施しておら
ず、エンジントルクと実加速度との関係が通常の場合と異なる移行期間にＦＢ制御を禁止
していない。図６には、上から順番に車両速度、車両加速度(実加速度および目標加速度)
、アクセル操作量、および目標駆動力(目標エンジントルク)が記載されている。
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【００５３】
　本発明に係る実施形態と異なる点のみ説明する。比較例では、時刻ｔ２に通常運転モー
ドからＡＣＣに復帰がされるが、復帰後の車両加速度と目標加速度が大きく乖離した状態
でＦＢ制御が実施される。その結果、目標駆動力は、時刻ｔ２以降大きく変動する。本発
明に係る実施形態によれば、このような駆動力の大きな変動を抑制することができる。
【００５４】
　さらに、車両Ｍの減速中にアクセル操作をし、ＡＣＣに復帰した場合について説明する
。この場合も、車両用制御装置２０は、図４のフローチャートに沿った処理を実施する。
この場合の車両用制御装置２０の作動を図７のタイムチャートを参照して説明する。図７
には、上から順番に車両速度、車両加速度（実加速度および目標加速度）、アクセル操作
量、ブレーキ油圧、および目標駆動力（目標エンジントルク）が記載されている。
【００５５】
　時刻ｔ１１までは、ＡＣＣモードである。ＡＣＣモード中に時刻ｔ１１にアクセル操作
が開始されると、通常運転モードが開始される。
　時刻ｔ１１から時刻ｔ１２までの間は、通常運転モードである。このとき、アクセル操
作量に応じて目標エンジントルクが設定される。時刻ｔ１１にてアクセル操作の開始に伴
って自動ブレーキが解除される。時刻ｔ１２にアクセル操作が解除されると、上述した復
帰制御が時刻ｔ１３まで実施される。すなわち、時刻ｔ１２が復帰時点であり、時刻ｔ１
２から時刻ｔ１３までは、復帰制御中である。
【００５６】
　復帰制御中（復帰後の自動運転モード）において、車両用制御装置２０は、復帰前の通
常運転モード中の車両の運転状態に基づいて設定される特定制御を実施する。すなわち、
車両用制御装置２０は、復帰の直前時点に発生させていた制動力(後述するブレーキ残圧)
 を復帰の直後時点の目標制動力として設定し、復帰制御中はＦＢ制御を禁止する(特定制
御)。さらに、車両用制御装置２０は、その後はブレーキ残圧を開始値(初期値) として目
標ブレーキ油圧まで所定の変化速度でブレーキ油圧を変化させる（特定制御)。車両用制
御装置２０は、目標減速度となるようにブレーキ機構１８を制御する（特定制御）。
【００５７】
　時刻ｔ１３にて、推定加速度が目標加速度との偏差が所定の閾値以下となると、復帰制
御が終了する。時期ｔ１３以降であってＡＣＣが解除されるまでは、ＡＣＣが実施される
。
【００５８】
　なお、図８は、定常走行からＡＣＣに復帰した場合の比較例に係るタイムチャートを示
す。この比較例では、本発明に係る実施形態のように、復帰後に特定制御を実施しておら
ず、所定時間の間、制動制御を禁止している。図８には、上から順番に車両速度、車両加
速度（実加速度および目標加速度）、アクセル操作量、ブレーキ油圧、および目標駆動力
（目標エンジントルク）が記載されている。
【００５９】
　本発明に係る実施形態と異なる点のみ説明する。比較例では、時刻ｔ１２に通常運転モ
ードからＡＣＣに復帰がされるが、所定時間の間、制動制御が禁止されるため、ブレーキ
油圧はゼロまで減少し、制動制御禁止が解除された時点からＦＢ制御が開始されるため、
ブレーキ抜けが発生する。その結果、ブレーキフィーリングが悪化する。本発明に係る実
施形態によれば、このようなブレーキフィーリングの悪化を抑制することができる。
【００６０】
　上述した説明から明らかなように、本実施形態の車両用制御装置２０は、車両Ｍに正負
の駆動力を付与するパワートレイン１７（駆動源）と、パワートレイン１７とは別に設け
られて、車両Ｍに制動力を発生させるブレーキ機構１８（制動機構）と、目標速度または
目標加速度に基づいてパワートレイン１７または／およびブレーキ機構１８を制御するこ
とにより、車両Ｍの加速度を制御する加減速度制御部（車両用制御装置２０）と、を有し
、車両用制御装置２０は、運転者の操作にかかわらず車両Ｍを自動運転する自動運転モー
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に従って車両Ｍが運転される通常運転モードになった後、通常運転モードから自動運転モ
ードへ復帰をする際に、復帰後の自動運転モードにおいて復帰前の通常運転モード中の車
両Ｍの運転状態に基づいて設定される特定制御を実施する。
【００６１】
　これによれば、車両用制御装置２０は、自動運転モード中において、通常運転モードか
ら自動運転モードへ復帰をする際に、復帰後の自動運転モードにおいて復帰前の通常運転
モード中の車両Ｍの運転状態に基づいて設定される特定制御を実施する。その結果、自動
運転モード中において、通常運転モードから自動運転モードへの復帰をスムーズに行うこ
とが可能となる。
【００６２】
　また、車両用制御装置２０は、復帰前の通常運転モード中の車両Ｍの運転状態から、復
帰後の自動運転モード中における車両Ｍの加速度を推定する車両加速度推定部２２を有し
、特定制御は、復帰をした復帰時点以降から、車両加速度推定部２２によって推定された
車両加速度と目標加速度との偏差である差加速度が判定閾値以下となるまでの間（時刻ｔ
２からｔ３までの間）においては、車両Ｍの速度または加速度に係るフィードバック制御
を禁止する。
　これによれば、自動運転モード中において、通常運転モードから自動運転モードへの復
帰する際に、過度の加速度変化が車両Ｍに発生するのを抑制することができる。よって、
通常運転モードから自動運転モードへの復帰をよりスムーズに行うことが可能となる。
【００６３】
　また、車両用制御装置２０は、目標駆動力に基づいてパワートレイン１７の駆動力を制
御する要求トルク出力部３１（駆動源制御部）と、目標速度と目標加速度の少なくとも何
れか一方に基づいて目標駆動力の基準である基準目標駆動力を演算する基準目標駆動力演
算部２８と、を有し、特定制御は、復帰時点では、目標駆動力をゼロとし、フィードバッ
ク制御禁止中においては基準目標駆動力まで所定の変化速度で目標駆動力を変化させる。
　これによれば、自動運転モード中において、通常運転モードから自動運転モードへの復
帰する際に、過度の加速度変化が車両Ｍに発生するのを確実に抑制することができる。よ
って、通常運転モードから自動運転モードへの復帰をより確実かつスムーズに行うことが
可能となる。
【００６４】
　また、車両用制御装置２０は、目標駆動力に基づいてブレーキ機構１８の制動力を制御
する要求トルク出力部３１（制動機構制御部）を有し、特定制御は、復帰の直前時点に発
生させていた制動力を復帰の直後時点の目標制動力として設定する。
　これによれば、自動運転モード中において、通常運転モードから自動運転モードへの復
帰する際に、減速度の急変が生じるのを抑制することが可能となる。
【符号の説明】
【００６５】
　１１…ＡＣＣスイッチ、１２…アクセル開度センサ、１３…加速度センサ、１４…車速
センサ、１５…車間距離センサ、１６…ブレーキ油圧センサ、１７…パワートレイン（駆
動源）、１８…ブレーキ機構（制動機構）、２０…車両用制御装置、２１…車両状態取得
部、２２…車両加速度推定部、２３…目標加速度演算部（目標速度演算部）、２４…実加
速度取得部、２５…差加速度演算部、２６…比較部、２７…フィードバック制御許否決定
部、２８…基準目標駆動力演算部、２９…ブレーキ残圧取得部、３０…要求トルク演算部
、３１…要求トルク出力部、Ｍ…車両。
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