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1. は じ め に

隊列走行のための車両接近方法及び
隊列形成可否を考慮した速度決定アルゴリズムの提案
徳
神

田
田

大
翔

誠†1
平†1

ITS を利用した研究の１つとして，複数台トラックによる高速道路上での隊列走行が検討
されている．隊列走行は，複数台の車両を近距離で縦列走行させるもので，燃費削減に効果
があると期待されている．隊列走行の効果は車両が大型で，高速で走行する場合顕著となる
ため，隊列走行の一般的な想定の１つとして，トラックによる高速道路上での隊列走行が考
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えられる1) ．SE-2000 の調査研究によると，車間距離が車両 1 台分以下になると空気抵抗が

30%以上減少し，東名高速を 150km 以上走行するトラック (東名高速を走行するトラック
の約 65%) が，5 台ずつの車群を形成し車間距離 3m で 100km/h の隊列走行を行った場合，

近年 ITS を利用したアプリケーションとして，複数台トラックによる高速道路上で
の隊列走行が検討されている．隊列走行の実現のためには，広域からの車両の接近・
合流が必要となるが，走行速度や接近相手の選択など，接近の仕方はドライバに依存
しており，走行速度も一意ではなく，効率的な隊列形成が行えない可能性がある．
本稿では，隊列形成順序を一意に決定し，さらに接近の可否を判別することで，各隊
列参加車両の速度を決定するアルゴリズムを提案する．この提案を実装しシミュレー
ションすることで，提案アルゴリズムを用いた場合と提案アルゴリズムを用いずに走
行した場合とを比較し，隊列参加車両の燃費に関して評価を行う．評価により，本稿
で提案するアルゴリズムが燃費の観点で有効であることを示す．

トラックの消費する燃料の 8.7%が節減できる2) ．
実際に隊列を形成する際は，走行しながら相手を選択する方法と，事前に相手を決める方
法が考えられるが，本稿では後者について検討する．また合流の状況として，広域に点在し
ている対象車両が一定の地点で合流するという状況と，高速道路上で相互に接近し隊列を形
成するという状況が考えられるが，本稿では高速道路上での接近について考え，隊列走行時
間を長くするために，各隊列参加車両ごとに，最も近い相手との接近を目指すものとする．
隊列参加車両は，隊列を形成するために広域からの接近・合流が必要となるが，接近予定
相手車両との距離が極端に離れている場合や，渋滞が発生した場合など，車間距離や道路状

Sequence of Approximation and Considering Possibility
Based Velocity Decision Algorithm for Platooning

況によっては接近が不可能となる可能性がある．
また複数台の車両が接近する際，接近の仕方により各車両の速度が大きく異なる．しかし，
車両の接近の仕方が明確に指示されていない状況では，各隊列参加車両が独自の速度で走行
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してしまう場合や，接近が不可能な車両との接近を目指して走行するケースが考えられる．
上記の問題を解決するために，本稿では車間距離を基に接近方法を決定し，その上で接近
の可否を判断し，車両の速度を決定する手法を提案する．

Recently, the platooning of some trucks on the expressway is discussed as an
important part of ITS application It is required to approach to each other. However, due to the sequence of approach from wide area depends on the driver’s
decision and there is no basis velocity for approach, it is potentially diﬃcult
to achieve eﬃcient approach for platooning. In this paper, we propose velocity
decision algorithm for relevant trucks. That decide the sequence of approach
and make a decision whether a platoon relevant truck can approach others. We
evaluated our proposition in comparison to simple approach method by computer simulation. As the result, we show that the algorithm is eﬀective for
platooning.

この提案手法をシミュレータに用い，提案アルゴリズムを用いて隊列走行を行った場合
と，用いない場合とを比較し，主に隊列参加車両の燃費に関して評価する．評価により，提
案アルゴリズムを用いることで，燃費に関してより効果的に隊列形成を行うことを示す．
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図2

隊列形成前の様子

図 1 隊列走行の様子

2. 関 連 研 究
2.1 隊 列 走 行
図 1 に隊列走行の様子を示す．隊列走行は，複数台の車両を近距離，高密度で縦列走行さ
せるものである．隊列に参加している各車両はセンサを搭載しており，後方の車両は前方の
車両の位置をセンサにより認識することで，一定の距離を保ちながら自動で追従することを
想定する3) ．
隊列走行では，前方の車両を近距離で追従することで空気抵抗を減少させ，燃費を低減す

図 3 部分隊列の形成

る．また車両を高密度で走行させることで，他の車両が走行可能な道路を増やし渋滞の抑制
が可能である．さらに，自動で追従することによりドライバの負担を軽減することが期待さ
として，全隊列参加車両が接近し，一斉に隊列を形成する方法と，個別に部分的な隊列を組

れる．

2.2 隊列走行時の車両の接近

み，部分隊列同士が更に合流することで，最終的目標である全車両での隊列を形成する方法

図 2 に隊列形成前の，各隊列参加車両が広域に点在している様子を示す．各隊列参加車

が考えられる．全隊列参加車両で一斉に隊列を形成する場合には，隊列を形成する時間や

両はそれぞれ独自に高速道路上，もしくは一般道路を走行し，他の隊列参加車両と接近・合

場所などを指定し，全隊列参加車両がそれに従って走行する必要がある．しかし実際の走行

流することで隊列を形成する．複数台の車両が接近するためには，まず集合地点を決定し，

では道路渋滞などの交通状況あるいはドライバの休憩などにより，指定された時間に指定さ

そこに全隊列参加車両が集まる方法と，走行しながら他車両との接近を試みる方法が考えら

れた場所に行くことは不可能な場合があり，走行しながら接近相手車両を判断し，そのまま

れるが，本稿では後者について検討する．

全体で合流するのは困難であると言えるため，本稿ではこちらについては検討しない．図 3

複数台の車両が走行しながら接近するためには，隊列参加車両のうち，先頭車両は低速で

は一部の隊列参加車両で部分的な隊列（以下，部分隊列）を組み，その部分隊列が更に隊列

走行し，最後尾の車両は高速で走行する必要があり，その中間に位置する車両はどの車両と

を形成することで全体での隊列形成を行う場合の接近の様子を示す．図 2 では，車両 B と

の接近を優先するかにより異なった速度での走行が必要となる．走行しながら接近する方法

車両 C が部分隊列を形成したのち，その部分隊列は分離しない限り同じ速度で走行し，部
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図4

図 5 最後尾車両との接近

先頭車両との接近

分隊列全体を 1 台の車両として考え，車両 A との接近を試みることで，全体での隊列形成

めには，どの車両との接近が最も早く行えるかを考慮した上で，各ドライバに速度指示を出

が行われる．

す必要があり，ドライバに対し接近のための速度を通知しない状態では，各車両の速度はド

そして，この部分隊列の形成において，その形成順序は様々なパターンが考えられる．図

ライバに依存してしまうので，効率的な接近が行えないと言える．

4 に，全隊列参加車両が先頭車両との接近を目的に走行する場合（以降，先頭基準接近）の

２点目の問題は，接近相手車両が決定しても，場合によってはその車両と上手く接近でき

様子を示す．既に述べたとおり，先頭車両である車両 A は低速で走行する必要があり，最

ない点である．この問題により隊列参加車両は，合流するための不必要な加減速を行ってし

後尾車両である車両 D は高速で走行する．また隊列内の先頭車両に追いつくために，中間

まい，燃費が悪化する恐れがある．例えば前述の図 3 において，車両 B と車両 C が接近す

車両である車両 B や，車両 C は高速で走行する高速で走行する．これにより，前方の車両

る前に車両 C が出口に到達してしまうことで，実際には接近が不可能であった場合，車両

から順に車両 A に接近し，部分隊列を形成していく．

B は接近不可能な車両との接近を目指すのではなく，車両 C との接近を早い段階で接近を

一方で，全隊列参加車両が最後尾車両との接近を優先的に考える場合（以降，最後尾車両

止め，接近・合流が可能な車両 A を接近相手として選択し，接近及び隊列形成を行った方

基準接近）の様子を図 5 に示す．先頭車両基準時とは反対に，中間車両である車両 B と車

が燃費が良くなる可能性がある．

両 C は低速で走行することで，後方の車両から順に車両 D に接近し，部分隊列を形成して

このケースのように，実環境では道路が混雑している場合や元々の車間距離が離れすぎて

いく．

いる場合など，隊列参加車両同士の接近が不可能となる様々なケースが考えられる．しか

2.3 問 題 点

し，この接近の可否をドライバ自身が判断することは不可能といえ，何らかの方法でドライ

前述の接近の際，以下の２つが問題点として挙げられる．

バに接近の可否を通知する必要がある．

１点目の問題は，接近する際の相手車両の特定ができない点である．実際に隊列形成を目

3. 提

指すに当たって，複数台存在する隊列参加車両のうち，どの車両との接近を目指し，どのく

案

らいの速度で走行すればよいか，ということを決定する明確な基準がない．先程述べたとお

上記の問題を解決するためには，接近相手車両を明確に特定した上で，その相手との接近

り，隊列参加車両は極力早く隊列を形成する方が理想的であると考えられる．しかしそのた

が可能かどうかを判断し，それに基づいて速度を決定してドライバに通知する必要がある．
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そこで本稿では，各隊列参加車両が接近する相手を決定し，その車両と接近できるかどう
かをアルゴリズムによって判断し，その結果に応じて車両の速度を制御する手法を提案す
る．隊列参加車両は高速道路に接近後，以下のいずれかの終了状態になるまで接近のための
走行を継続するものとし，そこに至るまでの車両の走行速度を以下のアルゴリズムによって
決定する．

• 他車両と接近し，追従走行モードに入る
• 他車両と接近し，全車両での接近が完了する
• 接近不可能と判断し，単独走行モードに入る
3.1 概

要

本稿では，隊列走行のための広域からの接近時に，車間距離や道路状況に応じた走行可能
速度を考慮して，各車両が優先的に接近すべき相手を決定し，その車両との接近の可否を
判断するアルゴリズムを提案する．このアルゴリズムでは，対象車両との接近の可否を判
断する際に，接近相手となる車両との車間距離，その車両及び自車両が出口に到達するま
での時間，そして実際に走行が可能な速度を考慮して判断する．これらを考慮することで，

図6

実際の接近のイメージ

車両が接近を目指すに際に，まず複数存在する隊列参加車両のうち，どの車両と接近するか
を特定し，その車両との接近可否を判断した上で，各車両の速度を決定する必要がある．

いと判断されたとし，車両Ｅと接近するために，車両Ｄは Vmin で走行する．その後，図 6

3.2 接近車両の決定

の step2 のように車両 D と車両 E が接近し，隊列を形成すると，提案アルゴリズムでは車

本稿では，全隊列参加車両の接近順序をアルゴリズムによって計算し，接近相手車両を決

両 D と車両 E による隊列を 1 つの車両と見なすため，車両 E はアルゴリズム上除外され，

定する．

車両 D は改めてアルゴリズムにより接近相手車両を決定し，接近の可否の判断を行い，走

図 6 に，５台の隊列参加車両が存在する場合の例を示す．提案アルゴリズムでは早く隊列

行速度を決定する．

を形成することを第一に考えるので，隊列内先頭車両である車両Ａは可能な限り速度を落と

以上の手順を，全隊列参加車両が前述の終了状態になるまで繰り返すことで，図 6 の step5

し，最後尾車両である車両Ｅに関しては可能な限り速度を上げるものとする．以後車両Ａの

のように，提案手法による広域からの接近及び隊列形成が行われる．

3.3 接近の可否の判定

速度を Vmin ，車両 E の速度を Vmax とする．
次に，その他の車両の速度を決定する．車両 I と車両 J との距離を Distanceijin ，接近

次に接近可否の判断の方法について説明する．本稿で提案するアルゴリズムでは，接近可

するまでにかかる時間を T imeij として，各車両が接近するまでの時間をそれぞれ計算し，

否の判断として各隊列参加車両が出口に到達するまでの時間を利用する．つまり，出口に到

比較する．この例では計算した結果，車両 B と車両 C が最も早く接近可能だ判断されたと

達するまでに，指定された接近順序で他の隊列参加車両と接近が可能であれば，接近のため

仮定し，車両Ｂと車両Ｃを接近させるものと考える．これにより，車両Ｂは速度 Vmin ，車

の速度で走行し，不可能であれば，単独走行モードに入る．本稿で提案するアルゴリズムで

両Ｃは速度 Vmax にて，それぞれ走行する．そして車両Ｄの速度は，車両Ｃと車両Ｅそれぞ

は接近が不可能と判断された車両を接近順序の計算から除外し，改めて接近順序の決定を

れの速度を考慮したうえで，より早く接近できる車両との接近を優先する．つまり車両 D

行う．

は，車両 C は車両 B と接近するまで速度 Vmax にて走行する，ということを考慮したうえ

また，道路状況によっては指定速度である Vmin や Vmax での走行が不可能となり，それ

で，どちらとより早く接近することが可能かを計算する．図では，車両Ｅとの接近の方が早

によって接近が不可能となるケースが考えられる．そこで，本稿で提案するアルゴリズムで
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表1

は随時車両の速度情報を交換し合い，接近を予定している車両の組み合わせのうち，後続

シミュレーション条件

隊列参加車両

車両の速度が Vmin を下回った場合，接近順序の再計算を行う．ここで，Vmin を基準値と

隊列参加車両の長さ

して設けたのは，この速度を下回ってしまうと逆に車間距離が開いてしまうためであり，ま

一般車両台密度

た Vmin で走行が可能であれば極端な道路の混雑ではなく，再び Vmax まで加速ができる可

一般車両台の長さ
一般車両速度

能性が高いためである．また，前方車両が指定速度で走行できない場合を考慮しないのは，

走行可能レーン数

前方車両が低速で走行することにより，一層接近までの時間が短縮可能であると考えられる

道路長

からである．

Vmax
Vmin

4. 評

5台
12m
10 台/km〜50 台/km
5m
60〜120km
2
50〜250km
時速 80km
時速 60km

価
• 隊列参加車両の平均燃費

4.1 評 価 環 境
本稿では，提案したアルゴリズムをコンピュータシミュレーションを用いて評価する．本

シミュレーション開始から終了までの全隊列参加車両の総燃費の平均．
ここで，シミュレーションにおいて燃費を計算する際には，文献5) で使われている以下の

稿における提案では，高速道路における複数台の隊列参加車両の接近を想定しているため，
交差点等のない直線道路にてシミュレーションを行った．図 7 はシミュレーションにおいて

式をもとに行った．

想定した環境を示している．

dF = αdt + β1Rtdx + β2aRt

(1)

表 1 はシミュレーションの条件をそれぞれ示す．この表における Vmin は高速道路の最低

この式上の dt は計算時の単位時間を示し，本稿では 100ms とした．また，dF は単位時

基準速度を基に，Vmax はトラックの構造上走行可能な最高速度を基に設定する．また，隊

間当たりの燃費であり，本稿ではこれを累積していくことで隊列参加車両の燃費を算出し

列参加車両の長さは一般的なトラックの基準を基に決定した．一般車両の速度は指定した範

た．そして，隊列走行時における後続車両の燃費は，この式で算出した値と NEDO の研究

囲内でランダムに設定し，一般車両密度は空いている状態から混雑状態まで変化させた．シ

結果をもとに，部分隊列を形成する隊列の台数に応じて変化させた6) ．

ミュレーションを行う道路長は，短距離，長距離，及びその間においてそれぞれ評価する．

4.2.2 評 価 対 象

シミュレーションは，5 台の隊列参加車両から構成されており全ての隊列参加車両が終了状

上記の評価項目を，車両密度を変化させた場合と，走行距離を変化させた場合において，

態へ移行するまで実行する．シミュレーションでは，全車両が高速道路に接近した時点をス

以下の 3 つを評価対象とし，比較した．

• 提案手法

タートとし，全車両が一斉にアルゴリズムによって指定された速度での走行を開始するも
4)

のとする．また衝突回避を含めた車両の動作制御は，2 車線高速道路における走行モデル

本稿の提案手法で，接近順序の決定と，接近可否の判断を行うことで接近・隊列形成を

を基にした．

試みる．

• 先頭車両を基準とした接近

4.2 評価項目と評価対象
本稿の提案では，隊列参加車両の接近時に障害となる一般車両の台数及び走行距離を変化

前述した接近パターンの 1 つで，先頭車両が Vmin ，他の車両は Vmax で走行すること

させ，様々な状況下における提案手法を評価する．

で接近・隊列形成を試みる．

• 最後尾車両を基準とした接近

4.2.1 評 価 項 目
本稿では以下を評価項目とした．

前述した接近パターンの 1 つで，最後尾車両が Vmax ，他の車両は Vmin で走行するこ

• 単独走行時間

とで接近・隊列形成を試みる．

各隊列参加車両が終了状態になるまでの時間の平均．
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図7

5. 結

シミュレーション環境

図 8 走行距離が短い場合の車両密度と燃費の関係

果
くなったと考えられる．

以下にそれぞれの結果を示し，考察を行う．

5.1 車両密度と燃費

5.1.2 走行距離が長い場合

5.1.1 走行距離が短い場合の車両密度と単独走行時間の関係

次に，図 10 に走行距離が長い場合の隊列参加車両の平均燃費を示す．この図より，提案

図 8 に走行距離が短い場合における，一般車両の密度を変化させた時の隊列参加車両の

手法は車両密度に関わらず，先頭車両基準の接近手法よりも燃費を改善できていることが分

平均燃費を示す．提案手法では，車両密度が高い場合を除き，燃費を削減していることが分

かる．さらに，車両密度が高い場合を除き，最後尾車両基準の接近手法よりも燃費を削減し

かり，特に車両密度が 10 台/ｋｍの時，先頭車両基準の接近手法と比べ約 10% 削減されて

ている．また走行距離が長くなっていることで，前述の走行距離が短い場合と比較して，全

いることが分かる．一方で車両密度が高い場合に提案手法が最後尾車両基準の接近手法より

体的に提案手法による接近の効果が大きくなっており，特に車両密度が 10 台/ｋｍの時に

も燃費が悪化している．提案手法では合流が不可能と判断した場合，速度を上げ出口に向か

は，先頭車両基準の時と比べ 20% 以上削減している．このことから，走行距離が長い場合

う．しかし実際は低速で走行した方が燃費を低く抑えることが可能であり，最後尾車両や先

において，特に提案手法が有効であると言える．これは，走行距離が長くなることで，隊列

頭車両を基準とした接近手法では，合流が不可能な場合でも低速走行を続けるため，この

を組んで走行する時間が長くなるため，早期に部分隊列の形成を試みる提案手法の効果が，

ような結果になった．先頭車両基準に比べ，最後尾車両基準の方が燃費を低く抑えられてい

より強調されるためである．一方で，距離が短い場合と同様に車両密度が高い場合に提案手

るのも同様の理由が考えられる．最後尾車両基準の接近手法では隊列参加車両全体が低速

法の方が燃費が悪化しているが，走行距離が長くなったことで，先頭車両基準接近よりも提

で走行するため，多くの車両が高速で走行する必要のある先頭車両基準よりも大きく燃費

案手法の方が燃費を低く抑えられるとともに，最後尾基準接近との差も 8% 未満に抑えら

を節減できていると言える．そのため一方で，隊列参加車両の単独走行時間を比較すると，

れている．

上記の理由により，最後尾車両基準の場合に最も長くなっていることが図 9 より分かる．ま

5.2 走行距離と燃費

たここでは走行距離が 50km と比較的短距離であるため，各手法に燃費のよる違いが小さ

最後に，車両密度が 10 台/km の時における隊列参加車両の走行距離と燃費の関係を図 11
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図9

図 11

単独走行時間

走行距離と燃費の関係

に示す．
この図より，提案手法が他の手法に比べ，走行距離が長くなった際に特に燃費を低く抑え
られている．いずれの手法でも，走行距離が長くなるにつれ隊列参加車両の平均燃費も線形
に増加するが，提案手法ではその増加率を低く抑え，先頭車両基準の接近手法より，最大で
約 20% の燃費を削減している．これは，提案手法が部分隊列の早期形成を行えるだけでな
く，提案手法では接近に向けて加減速を行っているのに対し，それ以外の手法では不必要な
加減速を行うため，燃費が悪化していることが原因と考えられる．NPO によると，ガソリ
ン 1 リットルあたり約 2.3kg の二酸化炭素が排出されるため7) ，一台の隊列参加車両当たり
約 10kg の二酸化炭素の排出が抑えられていると言え，隊列全体では約 50kg の削減が可能
であると言える．

6. 結

論

現在研究されている ITS アプリケーションの一つに隊列走行がある．隊列走行では広域
図 10

から接近した複数台のトラックが高速道路にて近距離縦列走行を行うことを想定している

走行距離が長い場合の車両密度と燃費の関係

が，広域からの接近を実現するためには，接近の可否を踏まえたうえで，速度を決定する必
要がある．
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本稿では，効率的な接近の実現を目的とし，接近順序を決定するシステムと，接近の可否
を判断するアルゴリズムを提案した．接近順序を決定することで隊列参加車両の動き制御
し，ドライバに明確な速度の基準と接近相手車両の情報を提供できると考えられる．接近可
否の判断アルゴリズムにより接近の可否を明確にすることで，不必要な加減速を減らすとと
もに，効率的な隊列の形成が実現可能である．
上記提案をシミュレーションに実装し，提案アルゴリズムを用いない場合と用いた場合に
ついて，隊列参加車両の燃費を比較した．その結果，提案手法による燃費の削減及び，隊列
参加車両の単独走行時間の短縮が確認でき，特に車両密度が低い場合や，走行距離が長くな
る場合において，提案手法が有用であり，燃費を低減可能であることを示した．
このことから，隊列走行における広域からの車両の接近では，提案手法によって接近順序
の決定を行うことで，燃費の面でより効果的な隊列形成を行うことが可能と言え，また隊列
形成可否の判断を行うことで，隊列参加車両の走行の短縮が可能であると言える．
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