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(57)【要約】
隊列走行へのホスト車両の参加を制御する種々のコント
ローラ、制御アーキテクチャ、システム、方法、および
アルゴリズムを開示する。種々の実施形態において、車
両隊列走行制御システムは、（ｉ）隊列走行コントロー
ラ、（ｉｉ）ゲートウェイプロセッサ、および（ｉｉｉ
）車両インタフェースコントローラのうち少なくとも２
つを備える。隊列走行コントローラは、ホスト車両を少
なくとも部分的に自動制御して隊列走行パートナーと隊
列走行させるトルク要求およびブレーキ要求を決定する
ように構成される。ゲートウェイプロセッサは、ホスト
車両と隊列走行パートナーとの間の通信を調整する。車
両インタフェースコントローラは、隊列走行コントロー
ラと１以上のホスト車両制御ユニットとの間の通信を管
理する。車両インタフェースコントローラは、また、隊
列走行が安全であることを検証する１以上の安全モニタ
リングアルゴリズムを含む安全モニタを備えてもよい。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第２車両から受信した情報の少なくとも一部に基づいてホスト車両を少なくとも部分的
に自動制御するための連続車両制御システムであって、
　前記ホスト車両を少なくとも部分的に自動制御するためにトルク要求およびブレーキ要
求を決定するように構成された連続車両コントローラと、
　ホスト車両と前記第２車両と間の通信を調整するように設けられ、さらに、前記連続車
両コントローラと通信するように構成されたゲートウェイプロセッサと、
　前記連続車両コントローラと１以上のホスト車両制御ユニットとの間の通信を管理する
ように設けられた車両インタフェースコントローラと、を備え、
　前記車両インタフェースコントローラは、前記連続車両コントローラから前記トルク要
求およびブレーキ要求を受信して対応するトルク要求およびブレーキ要求を（１以上の）
適切な前記ホスト車両制御ユニットへ伝達する（communicate）ように構成されており、
　前記車両インタフェースコントローラは、少なくとも部分的な自動駆動中に、前記連続
車両コントローラから受信した各コマンドが安全であることを検証する１以上の安全モニ
タリングアルゴリズムを含む安全モニタを備える、
　連続車両制御システム。
【請求項２】
　前記車両インタフェースコントローラは少なくともＡＳＩＬ－Ｃ準拠である、請求項１
に記載の連続車両制御システム。
【請求項３】
　前記連続車両コントローラおよび前記ゲートウェイプロセッサのＡＳＩＬ定格は、車両
インタフェースコントローラのＡＳＩＬ定格よりも低い、請求項２に記載の連続車両制御
システム。
【請求項４】
　前記連続車両コントローラおよび前記ゲートウェイプロセッサは、ＩＳＯ２６２６２を
ベースにしたＱＭ定格である、請求項３に記載の連続車両制御システム。
【請求項５】
　前記連続車両コントローラと前記車両インタフェースコントローラとの間のインタフェ
ースが、
　前記連続車両コントローラのトルク要求と、
　前記連続車両コントローラのブレーキ要求と、
　前記第２車両の速度および制動レベルを少なくとも示す検証済みの第２車両状態情報と
、を含み、
　前記安全モニタは、前記安全モニタリングアルゴリズムの少なくとも１において前記第
２車両状態情報を利用する、
　請求項１に記載の連続車両制御システム。
【請求項６】
　前記連続車両コントローラと前記車両インタフェースコントローラとの間の前記インタ
フェースは、さらに、前記ホスト車両の速度および制動レベルを少なくとも示す検証済み
のホスト車両状態情報を含み、前記ホスト車両状態情報は、前記車両インタフェースコン
トローラから前記連続車両コントローラへ送信された後、変更されることなく、前記ゲー
トウェイプロセッサを介して、第２車両へ送信される、請求項５に記載の連続車両制御シ
ステム。
【請求項７】
　前記検証済みの第２車両状態情報は、前記第２車両上の車両インタフェースコントロー
ラにより送られ検証された情報であり、
　該検証済みの第２車両状態情報は、
　　前記第２車両から前記ゲートウェイプロセッサにより受信され、
　　前記ゲートウェイプロセッサにより変更されることなく、前記ゲートウェイプロセッ



(3) JP 2019-526859 A 2019.9.19

10

20

30

40

50

サから前記連続車両コントローラに渡され、
　　前記連続車両コントローラにより変更されることなく、前記連続車両コントローラか
ら前記車両インタフェースコントローラに渡され、
　　前記トルク要求およびブレーキ要求を決定する際に前記連続車両コントローラにより
使用され、
　　前記車両インタフェースコントローラにより前記安全モニタリングアルゴリズムの少
なくとも１において使用される、
　請求項５に記載の連続車両制御システム。
【請求項８】
　前記ゲートウェイプロセッサは、さらに、前記第２車両から未検証の状態情報を受信す
るように構成されており、
　該未検証の第２車両状態情報は前記第２車両の位置を示すＧＮＳＳ位置情報を少なくと
も含み、前記未検証の第２車両状態情報は前記連続車両コントローラに渡されて、前記ト
ルク要求およびブレーキ要求を決定する際に前記連続車両コントローラにより使用され、
　前記未検証の第２車両状態情報は前記車両インタフェースコントローラには渡されない
、
　請求項７に記載の連続車両制御システム。
【請求項９】
　前記検証済みの第２車両状態情報は、第２車両状態情報データブロックにおいて渡され
、前記第２車両状態情報データブロックは、それぞれ、前記第２車両上の前記車両インタ
フェースコントローラにより適用されたチェックサムを含み、
　前記ホスト車両の前記車両インタフェースコントローラは、前記チェックサムを用いて
前記第２車両状態情報の整合性（インテグリティ）を検証するように構成されている、
　請求項５に記載の連続車両制御システム。
【請求項１０】
　請求項１に記載の連続車両制御システムであって、１以上の車両通信バスを有する車両
上で使用するための連続車両走行制御システムにおいて、
　前記連続車両コントローラは、前記車両通信バスの少なくとも１上を送信されたメッセ
ージを受信できるが、前記車両通信バスのいずれ上にもメッセージを送信不可能なリスナ
として構成されており、
　前記車両インタフェースコントローラは、前記車両通信バスの少なくとも１上でメッセ
ージを送信および受信するように構成されており、
　前記ゲートウェイプロセッサは、前記車両バスのいずれにも連結されておらず、前記車
両バスのいずれ上にもメッセージを受信することも送信することもできない、
　連続車両制御システム。
【請求項１１】
　前記１以上の車両バスはＣＡＮ（Controller Area Network）バスである、請求項１０
に記載の連続車両制御システム。
【請求項１２】
　前記連続車両コントローラは第１のシステム・オン・モジュール（ＳＯＭ）として構成
されており、
　前記ゲートウェイプロセッサは第２のシステム・オン・モジュール（ＳＯＭ）として構
成されており、
　前記車両インタフェースコントローラは、単一パッケージ集積回路として実装されてい
る、
　請求項１に記載の連続車両制御システム。
【請求項１３】
　前記連続車両コントローラは隊列走行コントローラであり、前記第２車両は隊列走行パ
ートナーであり、前記安全モニタリングアルゴリズムは隊列走行中に隊列走行が安全であ
ることを検証するように構成されている、
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　請求項１に記載の連続車両制御システム。
【請求項１４】
　前記隊列走行コントローラと前記車両インタフェースコントローラとの間のインタフェ
ースが、
　前記隊列走行コントローラのトルク要求と、
　前記隊列走行コントローラのブレーキ要求と、
　前記パートナー車両の速度および制動レベルを少なくとも示す検証済みのパートナー状
態情報と、を含み、
　前記安全モニタは、前記安全モニタリングアルゴリズムにおいて前記パートナー状態情
報を利用する、
　請求項１３に記載の連続車両制御システム。
【請求項１５】
　前記隊列走行コントローラと前記車両インタフェースコントローラとの間の前記インタ
フェースは、さらに、前記隊列走行コントローラがそのトルク要求およびブレーキ要求が
前記ホスト車両の動作に向けられるべきものであると判断したときを示す隊列走行状態イ
ンジケータを備える、請求項１４に記載の連続車両制御システム。
【請求項１６】
　前記隊列走行コントローラと前記車両インタフェースコントローラとの間の前記インタ
フェースは、さらに、リターダ系制動の所望のレベルを指定する隊列走行コントローラリ
タード要求を含む、請求項１４に記載の連続車両制御システム。
【請求項１７】
　運転手コマンドを受信して隊列走行を認可し、および隊列走行を解除するように設けら
れた運転手インタフェース装置をさらに備え、前記運転手インタフェース装置は隊列走行
認可コマンドおよび隊列走行解除コマンドを前記車両インタフェースコントローラに伝達
する、請求項１４に記載の連続車両制御システム。
【請求項１８】
　前記隊列走行コントローラと前記車両インタフェースコントローラとの間の前記インタ
フェースは、さらに、運転手が前記運転手インタフェース装置を使用して入力したコマン
ドを示す運転手インタフェース装置状態インジケータを備える、請求項１７に記載の連続
車両制御システム。
【請求項１９】
　前記隊列走行コントローラと前記車両インタフェースコントローラとの間の前記インタ
フェースは、さらに、前記隊列走行コントローラからのステアリングコマンドを前記車両
インタフェースコントローラに伝える隊列走行コントローラステアリング要求を含む、請
求項１４に記載の連続車両制御システム。
【請求項２０】
　ホスト車両を少なくとも部分的に自動制御する車両制御システムであって、
　前記ホスト車両を少なくとも部分的に自動制御するためにトルク要求およびブレーキ要
求を決定するように構成された車両コントローラと、
　前記車両コントローラと１以上のホスト車両制御ユニットとの間の通信を管理するよう
に設けられた車両インタフェースコントローラと、を備え、
　前記車両インタフェースコントローラは前記車両コントローラから前記トルク要求およ
びブレーキ要求を受信して対応するトルク要求およびブレーキ要求を（１以上の）適切な
前記ホスト車両制御ユニットへ伝達するように構成されており、
　前記車両インタフェースコントローラは、少なくとも部分的な自動駆動中に、前記車両
コントローラから受信した各コマンドが安全であることを検証する安全モニタを備える、
　車両制御システム。
【請求項２１】
　前記車両インタフェースコントローラは少なくともＡＳＩＬ準拠であり、前記車両コン
トローラはＱＭ定格であるか、または前記車両インタフェースコントローラのＡＳＩＬ定
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格よりも低いＡＳＩＬ定格を有する、請求項２０に記載の車両制御システム。
【請求項２２】
請求項２０の車両制御システムであって、１以上の車両通信バスを有する車両用の車両制
御システムにおいて、
　前記車両コントローラは、前記車両通信バスの少なくとも１上を送信されたメッセージ
を受信できるが、前記車両通信バスのいずれ上にもメッセージを送信できないリスナとし
て構成されており、
　前記車両インタフェースコントローラは、前記車両通信バスの少なくとも１上でメッセ
ージを送信および受信するように構成されている、
　車両制御システム。
【請求項２３】
　前記車両コントローラと前記車両インタフェースコントローラとの間のインタフェース
が、
　前記車両コントローラのトルク要求と、
　前記車両コントローラのブレーキ要求と、
　第２車両の速度および制動レベルを少なくとも示す検証済みの第２車両状態情報と、
　前記ホスト車両の速度および制動レベルを少なくとも示す検証済みのホスト車両状態情
報と、を含み
　前記安全モニタは、前記車両コントローラから前記検証済みの第２車両状態情報を受信
し、前記安全モニタリングアルゴリズムの少なくとも１において該第２車両状態情報を利
用し、
　前記ホスト車両状態情報は、前記車両インタフェースコントローラから前記車両コント
ローラに送信された後、変更せずに前記パートナー車両に送信される、
　請求項２０に記載の車両制御システム。
【請求項２４】
　前記検証済みの第２車両状態情報は、前記第２車両上の車両インタフェースコントロー
ラにより送信され検証された情報であり、
　前記検証済みの第２車両状態情報は、
　前記車両コントローラにより、検証済みの第２車両状態情報ブロックにおいて受信され
、
　前記車両インタフェースコントローラにより、前記安全モニタリングアルゴリズムの少
なくとも１において使用され、
　前記検証済みの第２車両状態情報ブロックは、それぞれ、前記第２車両上の車両インタ
フェースコントローラにより適用されたチェックサムを含み、
　前記車両インタフェースコントローラは、さらに、前記チェックサムを利用して前記パ
ートナー状態情報の整合性（インテグリティ）を検証する、
　請求項２３に記載の車両制御システム。
【請求項２５】
　ホスト車両および隊列走行パートナー車両を含む隊列走行における該ホスト車両の参加
を制御するための車両隊列走行制御システムであって、
　前記ホスト車両を少なくとも部分的に自動制御して前記隊列走行パートナー車両と隊列
走行するために、トルク要求およびブレーキ要求を決定するように構成された隊列走行コ
ントローラと、
　前記隊列走行コントローラと前記１以上のホスト車両制御ユニットとの間の通信を管理
するように設けられた車両インタフェースコントローラとを備え、
　前記車両インタフェースコントローラは、前記隊列走行コントローラから前記トルク要
求およびブレーキ要求を受信して対応するトルク要求およびブレーキ要求を（１以上の）
適切な前記ホスト車両制御ユニットへ伝達するように構成されており、前記車両インタフ
ェースコントローラは隊列走行中に隊列走行が安全であることを検証する１以上の安全モ
ニタリングアルゴリズムを含む安全モニタを備える、
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　車両隊列走行制御システム。
【請求項２６】
　前記車両インタフェースコントローラは少なくともＡＳＩＬ－Ｃ準拠であり、前記隊列
走行コントローラはＩＳＯ２６２６２をベースにしたＱＭ定格である、請求項２５に記載
の車両隊列走行制御システム。
【請求項２７】
　請求項２５に記載の車両隊列走行制御システムであって、１以上の車両通信バスを有す
る車両上で使用するための車両隊列走行制御システムにおいて、
　前記隊列走行コントローラは、前記車両通信バスの少なくとも１上を送信されたメッセ
ージを受信できるが、前記車両通信バスのいずれ上にもメッセージを送信できないリスナ
として構成されており、
　前記車両インタフェースコントローラは、前記車両通信バスの少なくとも１のバス上の
メッセージを送信および受信するように構成されている、
　車両隊列走行制御システム。
【請求項２８】
　前記隊列走行コントローラと前記車両インタフェースコントローラとの間のインタフェ
ースが、
　前記隊列走行コントローラのトルク要求と、
　前記隊列走行コントローラのブレーキ要求と、
　前記隊列走行パートナーの速度および制動レベルを少なくとも示す検証済みのパートナ
ー状態情報と、
　前記ホスト車両の速度および制動レベルを少なくとも示す検証済みのホスト車両状態情
報と、を含み、
　前記安全モニタは、前記検証済みのパートナー状態情報を前記隊列走行コントローラか
ら受信し、該パートナー状態情報を前記安全モニタリングアルゴリズムの少なくとも１に
おいて利用し、
　前記ホスト車両状態情報は、前記車両インタフェースコントローラから前記隊列走行コ
ントローラに送信された後、変更せずに前記パートナー車両に送信される、
　請求項２５に記載の車両隊列走行制御システム。
【請求項２９】
　前記検証済みのパートナー状態情報は、前記パートナー車両上の車両インタフェースに
より送られ検証された情報であり、
　前記検証済みのパートナー状態情報は、
　前記隊列走行コントローラにより、検証済みのパートナー状態情報データブロックにお
いて受信され、
　前記隊列走行コントローラから前記車両インタフェースコントローラへ変更せずに渡さ
れ、
　前記車両インタフェースコントローラにより、前記安全モニタリングアルゴリズムのう
ちの少なくとも１において使用され、
　前記検証済みのパートナー状態情報データブロックは、それぞれ、前記パートナー車両
上の前記車両インタフェースコントローラにより適用されたチェックサムを含み、
　前記車両インタフェースは、さらに、前記チェックサムを利用して前記パートナー状態
情報の整合性を検証する、
　請求項２８に記載の車両隊列走行制御システム。
【請求項３０】
　前記隊列走行コントローラは、さらに、未検証のパートナー状態情報であって前記パー
トナー車両の位置を示すＧＮＳＳ位置情報を少なくとも含むパートナー状態情報を前記パ
ートナー車両から受信するように構成されており、
　前記未検証のパートナー状態情報は前記隊列走行コントローラにより前記トルク要求お
よびブレーキ要求を決定する際に使用され、前記未検証のパートナー状態情報は前記車両
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インタフェースコントローラに渡されない、
　請求項２９に記載の車両隊列走行制御システム。
【請求項３１】
　前記隊列走行コントローラと前記車両インタフェースコントローラとの間の前記インタ
フェースは、さらに、前記隊列走行コントローラがそのトルク要求およびブレーキ要求が
前記ホスト車両の動作に向けられるべきものであると判断したときを示す隊列走行状態イ
ンジケータを備える、請求項２８に記載の車両隊列走行制御システム。
【請求項３２】
　前記１以上の車両バスはＣＡＮ（Controller Area Network）バスである、請求項２７
の車両隊列走行制御システム。
【請求項３３】
　前記隊列走行コントローラは、システム・オン・モジュール（ＳＯＭ）として構成され
ており、
　前記車両インタフェースコントローラは、単一パッケージ集積回路として実装されてい
る、
　請求項２５に記載の車両隊列走行制御システム。
【請求項３４】
　ＡＳＩＬ検証済みセンサデータを、２台以上の車両を含む連続運転セッション（connec
ted driving session）に参加している車両間で送信する方法であって、
　第１車両上のＡＳＩＬ認証コンポーネントを用いて、ＡＳＩＬ準拠センサデータを含む
データブロックを作成することと、
　ＡＳＩＬ準拠センサデータの前記データブロックを、前記第１車両に搭載された非ＡＳ
ＩＬ認証コンポーネントに送信することと、
　ＡＳＩＬ準拠センサデータの前記データブロックを、前記第１車両上の前記非ＡＳＩＬ
認証コンポーネントから第２車両上の非ＡＳＩＬ認証コンポーネントに送信することと、
　ＡＳＩＬ準拠センサデータの前記データブロックを、前記第２車両上の前記非ＡＳＩＬ
認証コンポーネントから前記第２車両上のＡＳＩＬ認証コンポーネントに送信することと
、を含む方法において、
　前記データブロックはデータ検証コードを含み、
　前記第２車両上の前記ＡＳＩＬ認証コンポーネントは、前記データ検証コードを用いて
前記ＡＳＩＬ準拠センサデータの整合性を検証し、前記隊列走行に関する少なくとも１の
安全モニタリングアルゴリズムにおいて前記検証済みのＡＳＩＬ準拠センサデータの少な
くとも一部を使用する、方法。
【請求項３５】
　前記データ検証コードはチェックサムである、請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　前記第１および第２車両上の前記第１および第２車両の車両インタフェースコントロー
ラ上の前記ＡＳＩＬ認証コンポーネント、および前記非ＡＳＩＬ認証コンポーネントは、
それぞれ、前記第１および第２車両両上の隊列走行コントローラである、
　請求項３４に記載の方法。
【請求項３７】
　前記ＡＳＩＬ準拠センサデータの前記データブロックは、前記第１車両上の前記隊列走
行コントローラから前記第１車両上のゲートウェイに、前記第１車両上の前記ゲートウェ
イから前記第２車両上のゲートウェイに、前記第２車両上の前記ゲートウェイから前記第
２車両上の隊列走行コントローラに、すべて変更されることなく送信される、請求項３６
に記載の方法。
【請求項３８】
　ホスト車両および隊列走行パートナー車両を含む隊列走行における該ホスト車両の参加
を制御する車両隊列走行制御システムであって、前記ホスト車両は１以上のホスト車両通
信バスを有し、
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　該車両隊列走行制御システムは、
　前記ホスト車両が前記隊列走行パートナー車両とともに隊列走行するように少なくとも
部分的に自動制御するためにトルク要求およびブレーキ要求を決定するように構成された
隊列走行コントローラと、
　ホスト車両と前記隊列走行パートナーとの間の通信を調整するように設けられたゲート
ウェイプロセッサと、
　前記隊列走行コントローラと前記ゲートウェイプロセッサとを直接接続する専用有線通
信リンクであって、それ以外の装置は接続されていない専用有線通信リンクを備え、
　前記隊列走行コントローラは、前記ホスト車両上の１以上のホストセンサからセンシン
グした情報（sensed information）を受信するように構成されており、前記センシングし
た情報の少なくとも一部は前記ホスト車両通信バスの１を介して受信され、
　前記ゲートウェイプロセッサは、（ｉ）前記隊列走行パートナーから、該隊列走行パー
トナーの速度、制動レベル、およびＧＮＳＳ位置を少なくとも示すパートナー状態情報を
受信し、該パートナー状態情報を前記トルク要求およびブレーキ要求の決定に用いるため
前記隊列走行パートナーに渡し、（ｉｉ）前記隊列走行コントローラから、該隊列走行の
ホスト車両の速度、制動レベル、およびＧＮＳＳ位置を少なくとも示すホスト車両状態情
報を受信し、該ホスト車両状態情報を前記隊列走行パートナーに渡すように構成されてお
り、前記ゲートウェイプロセッサは前記ホスト車両通信バスのいずれにも連結されておら
ず、いずれの車両通信バス上にいかなるメッセージを送信することもできず、前記ホスト
センサのいずれからもセンサ情報を直接受信することもできない、
　車両隊列走行制御システム。
【請求項３９】
　前記ゲートウェイプロセッサは、短距離車間無線通信プロトコルを用いて前記隊列走行
パートナーと無線で通信するように構成されており、
　前記ゲートウェイプロセッサは、さらに、セルラー通信プロトコルおよび衛星通信プロ
トコルからなる群から選択した第２無線通信プロトコルを用いてネットワークオペレーシ
ョンセンタと通信するように構成されており、
　前記隊列走行コントローラと前記ゲートウェイプロセッサは、イーサネットプロトコル
を用いて前記専用通信リンクを介して通信する、
　請求項３８に記載の車両隊列走行制御システム。
【請求項４０】
　前記隊列走行コントローラは、第１のシステム・オン・モジュール（ＳＯＭ）として構
成されており、
　前記ゲートウェイプロセッサは、第２のシステム・オン・モジュール（ＳＯＭ）として
構成される、
　請求項３８に記載の車両隊列走行制御システム。
【請求項４１】
　前記ホスト車両のキャビン内に搭載されたディスプレイをさらに備え、
　前記ゲートウェイプロセッサは、さらに、該パートナー車両の前方視界を映すビデオス
トリームを前記パートナー車両から受信して該ビデオストリームを前記ディスプレイに転
送するように構成されており、
　前記ビデオストリームは前記隊列走行コントローラには渡されない、
　請求項３８に記載の車両隊列走行制御システム。
【請求項４２】
　前記ゲートウェイプロセッサは、さらに、該ゲートウェイプロセッサを通過したパート
ナー状態情報およびホスト状態情報をログ（記録）するように構成されたメッセージロガ
ーを備え、
　前記隊列走行コントローラはいかなるログ機能も有さず、
　前記隊列走行コントローラは、さらに、前記トルク要求およびブレーキ要求を前記ゲー
トウェイコントローラに渡し、前記メッセージロガーは前記隊列走行コントローラが生成
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した前記トルク要求およびブレーキ要求のすべてをログする、
　請求項３８に記載の車両隊列走行制御システム。
【請求項４３】
　前記隊列走行コントローラと１以上のホスト車両制御ユニットとの間の通信を管理する
ように設けられた車両インタフェースコントローラをさらに備え、
　前記車両インタフェースコントローラは、前記隊列走行コントローラから前記トルク要
求およびブレーキ要求を受信して対応するトルク要求およびブレーキ要求を（１以上の）
適切な前記ホスト車両制御ユニットへ伝達するように構成されており、前記車両インタフ
ェースコントローラは、隊列走行中に隊列走行が安全であることを検証する１以上の安全
モニタリングアルゴリズムを含む安全モニタを備え、
　前記車両インタフェースコントローラはホスト車両通信バスの少なくとも１上でメッセ
ージを送信および受信するように構成されている、
　請求項３８に記載の車両隊列走行制御システム。
【請求項４４】
　前記車両インタフェースコントローラは少なくともＡＳＩＬ－Ｃ準拠であり、
　前記隊列走行コントローラおよび前記ゲートウェイプロセッサはＩＳＯ２６２６２をベ
ースにしたＱＭ定格である、請求項４３に記載の車両隊列走行制御システム。
【請求項４５】
　前記ゲートウェイプロセッサは、前記パートナー車両上の車両インタフェースコントロ
ーラにより検証された前記パートナー車両から、検証済みのパートナー状態情報を受信し
、該検証済みのパートナー状態情報を該ゲートウェイプロセッサにより変更することなく
前記隊列走行コントローラに渡し、
　前記車両インタフェースコントローラは、前記検証済みのパートナー状態情報を前記安
全モニタリングアルゴリズムのうちの少なくとも１において使用し、
　前記検証済みのパートナー状態情報はパートナー状態情報データブロックにおいて渡さ
れ、該パートナー状態情報データブロックは、それぞれ、前記パートナー車両上の前記車
両インタフェースコントローラにより適用されたチェックサムを含み、
　前記ホスト車両の前記車両インタフェースコントローラは、前記チェックサムを利用し
て前記パートナー状態情報の整合性を検証するように構成されている、
　請求項４４に記載の車両隊列走行制御システム。
【請求項４６】
　前記ゲートウェイプロセッサは、さらに、前記パートナー車両の位置を示すＧＮＳＳ位
置情報を少なくとも含む未検証のパートナー状態情報を該パートナー車両から受信し、前
記未検証のパートナー状態情報は隊列走行コントローラに渡され、該隊列走行コントロー
ラが前記トルク要求およびブレーキ要求を決定する際に使用され、前記未検証のパートナ
ー状態情報は、前記車両インタフェースコントローラには渡されない、
　請求項４５に記載の車両隊列走行制御システム。
【請求項４７】
　前記１以上のホスト車両バスはＣＡＮ（Controller Area Network）バスである、請求
項４３に記載の車両隊列走行制御システム。
【請求項４８】
　前記ゲートウェイプロセッサは、さらに、該ゲートウェイプロセッサを通過した状態情
報をログするように構成されたメッセージロガーを備え、
　前記ログされた状態情報は、
　前記パートナー車両から受信した、前記パートナー車両上の車両インタフェースコント
ローラにより検証された検証済みパートナー状態情報と、
　前記パートナー車両から受信した、該パートナー車両の位置を示すＧＮＳＳ情報を少な
くとも含む未検証のパートナー状態情報と、
　前記ホスト車両上の前記車両インタフェースコントローラにより検証された検証済みホ
スト車両状態情報と、
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　前記隊列走行コントローラから受信された、前記ホスト車両の位置を示すＧＮＳＳ位置
情報を少なくとも含む未検証のホスト車両状態情報と、を含む、
　請求項４３に記載の車両隊列走行制御システム。
【請求項４９】
　前記隊列走行コントローラはいかなるログ機能も有さず、前記トルク要求およびブレー
キ要求を前記ゲートウェイプロセッサに渡すように設けられ、
　前記メッセージロガーは前記隊列走行コントローラが生成した前記トルク要求およびブ
レーキ要求をすべてログする、
　請求項４８に記載の車両隊列走行制御システム。
【請求項５０】
　前記ゲートウェイプロセッサは、隊列走行する権限（authorization）を受信し、該権
限を前記隊列走行コントローラに示すように構成されており、
　前記隊列走行コントローラは、前記隊列走行する権限が示されたことを受信しない限り
隊列走行を開始しない、
　請求項３８に記載の車両隊列走行制御システム。
【請求項５１】
　第２車両から受信した第２車両の現在の運転状態情報の少なくとも一部に基づいてホス
ト車両を少なくとも部分的に自動制御する連続車両制御システムであって、
　ホスト車両と前記第２車両との間の通信を調整し、前記第２車両から前記第２車両の現
在の運転状態情報を受信するように設けられたゲートウェイプロセッサと、
　前記ゲートウェイプロセッサと通信し、前記第２車両の現在の運転状態情報の少なくと
も一部に基づいて前記ホスト車両を少なくとも部分的に自動制御するためにトルク要求お
よびブレーキ要求を決定するように構成された連続車両コントローラと、を備える連続車
両制御システム。
【請求項５２】
　前記ゲートウェイプロセッサは、前記第２車両から前記第２車両の現在の運転状態情報
を受信し、該第２車の現在の運転状態情報を前記連続車両コントローラに渡して前記トル
ク要求およびブレーキ要求を決定する際に使用されるようにし、
　前記第２車両の現在の運転状態情報は、該第２車両の速度・制動レベル・位置を少なく
とも示す、請求項５１に記載の連続車両制御システム。
【請求項５３】
　前記ゲートウェイプロセッサは、前記連続車両コントローラからホスト車両状態情報を
受信し、該ホスト車両状態情報を前記第２車両に渡し、
　前記ホスト車両状態情報は、該ホスト車両の速度・制動レベル・位置を少なくとも示す
、請求項５２に記載の連続車両制御システム。
【請求項５４】
　１以上のホスト車両通信バスを有するホスト車両上で使用される、請求項５１に記載の
連続車両制御システムにおいて、
　前記連続車両コントローラは、前記ホスト車両上の１以上のホストセンサからからセン
シングした情報を受信するように構成されており、前記センシングした情報の少なくとも
一部が前記ホスト車両通信バスの１を介して受信され、
　前記ゲートウェイプロセッサは、前記ホスト車両通信バスのいずれにも連結されておら
ず、いずれの車両通信バス上にいかなるメッセージも送信することもできず、前記ホスト
センサのいずれからもホスト車両センサ情報を直接受信することもできない、
　連続車両制御システム。
【請求項５５】
　前記ゲートウェイプロセッサは、短距離車間無線通信プロトコルを用いて前記第２車両
と無線で通信するように構成されており、
　前記ゲートウェイプロセッサは、さらに、セルラー通信プロトコルおよび衛星通信プロ
トコルからなる群から選択した第２無線通信プロトコルを用いてネットワークオペレーシ
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ョンセンタと通信するように構成されている、
　請求項５１に記載の連続車両制御システム。
【請求項５６】
　前記連続車両コントローラは、第１システム・オン・モジュール（ＳＯＭ）として構成
されており、
　前記ゲートウェイプロセッサは、第２システム・オン・モジュール（ＳＯＭ）として構
成されている、
　請求項５１に記載の連続車両制御システム。
【請求項５７】
　前記連続車両コントローラと前記ゲートウェイプロセッサを直接接続する専用有線通信
リンクであって、それ以外の装置は接続されていない専用有線通信リンクをさらに備える
、請求項５１に記載の連続車両制御システム。
【請求項５８】
　前記有線通信リンクは、同軸ケーブル、ツイストペアケーブル、およびファイバ光学リ
ンクからなる群から選択される、請求項５７に記載の連続車両制御システム。
【請求項５９】
　前記連続車両コントローラおよび前記ゲートウェイプロセッサは、イーサネットプロト
コルを用い専用通信リンクを介して通信する、請求項５７に記載の連続車両制御システム
。
【請求項６０】
　前記ホスト車両のキャビン内に搭載されたディスプレイをさらに備え、
　前記ゲートウェイプロセッサは、さらに、前記パートナー車両からビデオストリームを
受信し、該ビデオストリームを前記ディスプレイに転送するように構成されており、
　前記ビデオストリームは、前記連続車両コントローラには渡されない、
　請求項５１に記載の連続車両制御システム。
【請求項６１】
　前記ゲートウェイプロセッサは、さらに、前記ゲートウェイプロセッサを通過した前記
第２車両の現在の運転状態情報および前記ホスト状態情報をログするように構成されてい
るメッセージロガーを備え、
　前記連続車両コントローラはいかなるログ機能も有さない、
　請求項５３に記載の連続車両コントローラ。
【請求項６２】
　前記連続車両コントローラは、さらに、前記トルク要求およびブレーキ要求を前記ゲー
トウェイコントローラに渡し、前記メッセージロガーは前記連続車両コントローラが生成
したトルク要求およびブレーキ要求をすべてログする、
　請求項６１に記載の連続車両コントローラ。
【請求項６３】
　前記連続車両コントローラと前記車両インタフェースコントローラとの間のインタフェ
ースは、
　前記連続車両コントローラのトルク要求と、
　前記連続車両コントローラのブレーキ要求と、
　前記第２車両の速度および制動レベルを少なくともを示す検証済みの第２車両状態情報
と、を含み、
　前記安全モニタは、前記第２車両状態情報を前記安全モニタリングアルゴリズムの少な
くとも１において利用する、
　請求項１～４のいずれかに記載の連続車両制御システム。
【請求項６４】
　前記連続車両コントローラと前記車両インタフェースコントローラとの間の前記インタ
フェースは、さらに、ホスト車両の速度および制動レベルを少なくとも示す検証済みのホ
スト車両状態情報を含み、



(12) JP 2019-526859 A 2019.9.19

10

20

30

40

50

　前記ホスト車両状態情報は前記車両インタフェースコントローラから前記連続車両コン
トローラへ送信された後、変更せずに前記ゲートウェイプロセッサを介して前記第２車両
へ送信される、
　請求項６３に記載の連続車両制御システム。
【請求項６５】
　前記検証済みの第２車両状態情報は、前記第２車両上の車両インタフェースコントロー
ラにより送られ検証された情報であり、
　前記検証済みの第２車両状態情報は、
　前記ゲートウェイプロセッサが前記第２車両から受信し、
　前記ゲートウェイプロセッサにより変更されることなく、前記ゲートウェイプロセッサ
から前記連続車両コントローラに渡され、
　前記連続車両コントローラにより変更されることなく、前記連続車両コントローラから
前記車両インタフェースコントローラに渡され、
　前記連続車両コントローラにより、前記トルク要求およびブレーキ要求を決定する際に
使用され、
　前記車両インタフェースコントローラにより前記安全モニタリングアルゴリズムの少な
くとも１において使用される、
　請求項６３または６４に記載の連続車両制御システム。
【請求項６６】
　前記ゲートウェイプロセッサは、さらに、前記第２車両から該第２車両の位置を示すＧ
ＮＳＳ位置情報を少なくとも含む未検証の状態情報を受信するように構成されており、
　前記未検証の第２車両状態情報は前記連続車両コントローラに渡されて該連続車両コン
トローラにより前記トルク要求およびブレーキ要求を決定する際に使用され、
　前記未検証の第２車両状態情報は前記車両インタフェースコントローラには渡されない
、
　請求項６３～６５のいずれかに記載の連続車両制御システム。
【請求項６７】
　前記検証済みの第２車両状態情報は第２車両状態情報データブロックにおいて渡され、
前記第２車両状態情報データブロックは、それぞれ、前記第２車両上の前記車両インタフ
ェースコントローラにより適用されたチェックサムを含み、
　前記ホスト車両の前記車両インタフェースコントローラは、前記チェックサムを利用し
て前記第２車両状態情報の整合性を検証するように構成されている、
　請求項６３～６６のいずれかに記載の連続車両制御システム。
【請求項６８】
　１以上の車両通信バスを有する車両用の請求項１～９、１２～１９または６３～６７の
いずれかに記載の連続車両制御システムであって、
　前記連続車両コントローラは、前記車両通信バスの少なくとも１上を送信されたメッセ
ージを受信できるが、前記車両通信バスのいずれ上にもメッセージを送信できないリスナ
として構成されており、
　前記車両インタフェースコントローラは、前記車両通信バスの少なくとも１上でメッセ
ージを送信および受信するように構成されており、
　前記ゲートウェイプロセッサは、前記車両バスのいずれにも連結されておらず、前記車
両バスのいずれ上のいかなるメッセージも受信または送信することができない、
　連続車両制御システム。
【請求項６９】
　前記連続車両コントローラは、第１のシステム・オン・モジュール（ＳＯＭ）として構
成されており、
　前記ゲートウェイプロセッサは、第２のシステム・オン・モジュール（ＳＯＭ）として
構成されており、
　前記車両インタフェースコントローラは単一パッケージ集積回路として実装されている
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、
　請求項１～１１、１３～１９、または６３～６８のいずれかに記載の連続車両制御シス
テム。
【請求項７０】
　前記連続車両コントローラは隊列走行コントローラであり、前記第２車両は隊列走行パ
ートナーであり、前記安全モニタリングアルゴリズムは隊列走行中に隊列走行が安全であ
ることを検証する、
　請求項１～１２または６３～６９のいずれかに記載の連続車両制御システム。
【請求項７１】
　前記隊列走行コントローラと前記車両インタフェースコントローラとの間のインタフェ
ースが、
　前記隊列走行コントローラのトルク要求と、
　前記隊列走行コントローラのブレーキ要求と、
　前記パートナー車両の速度および制動レベルを少なくとも示す検証済みのパートナー状
態情報と、を含み、
　前記安全モニタは前記安全モニタリングアルゴリズムの少なくとも１において前記パー
トナー状態情報を利用する、
　請求項７０に記載の連続車両制御システム。
【請求項７２】
　前記隊列走行コントローラと前記車両インタフェースコントローラとの間の前記インタ
フェースは、さらに、隊列走行状態インジケータを含み、前記隊列走行コントローラがそ
のトルク要求およびブレーキ要求が前記ホスト車両の動作に向けられるべきものであると
判断したときを示す、請求項７１に記載の連続車両制御システム。
【請求項７３】
　前記隊列走行コントローラと前記車両インタフェースコントローラとの間の前記インタ
フェースは、さらに、リターダ系制動の所望のレベルを指定する隊列走行コントローラリ
タード要求を含む、請求項７１または７２に記載の連続車両制御システム。
【請求項７４】
　１以上の車両通信バスを有する車両用の請求項２０～２１または２２～２４のいずれか
に記載の車両制御システムにおいて、
　前記車両コントローラは、前記車両通信バスの少なくとも１上を送信されたメッセージ
を受信できるが、前記車両通信バスのいずれ上にもメッセージを送信できないリスナとし
て構成されており、
　前記車両インタフェースコントローラは、前記車両通信バスの少なくとも１上でメッセ
ージを送信および受信するように構成されている、
　車両制御システム。
【請求項７５】
　前記車両コントローラと前記車両インタフェースコントローラとの間のインタフェース
が、
　前記車両コントローラのトルク要求と、
　前記車両コントローラのブレーキ要求と、
　前記第２車両の速度および制動レベルを少なくとも示す検証済みの第２車両状態情報と
、
　前記ホスト車両の速度および制動レベルを少なくとも示す検証済みのホスト車両状態情
報と、を含み、
　前記安全モニタは前記車両コントローラから前記検証済みの第２車両状態情報を受信し
、該第２車両状態情報を前記安全モニタリングアルゴリズムの少なくとも１において利用
し、
　前記ホスト車両状態情報は前記車両インタフェースコントローラから前記車両コントロ
ーラへ送信された後、変更せずにパートナー車両に送信される、
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　請求項２０～２２または７４のいずれかに記載の車両制御システム。
【請求項７６】
　前記検証済みの第２車両状態情報は、前記第２車両上の車両インタフェースコントロー
ラにより送られ検証された情報であり、
　前記検証済みの第２車両状態情報は、
　前記車両コントローラにより、検証済みの第２車両状態情報データブロックにおいて受
信され、該検証済みの第２車両状態情報データブロックは、それぞれ、前記第２車両上の
車両インタフェースコントローラにより適用されたチェックサムを含み、
　前記車両インタフェースコントローラにより、前記安全モニタリングアルゴリズムの少
なくとも１において使用され、前記車両インタフェースコントローラは、さらに、前記チ
ェックサムを利用して前記パートナー状態情報の整合性を検証する、
　請求項７５に記載の車両制御システム。
【請求項７７】
　請求項２５～２６または２８～３３のいずれかに記載の車両隊列走行制御システムであ
って、車両通信バスを１以上有する車両用の車両隊列走行制御システムにおいて、
　前記隊列走行コントローラは、前記車両通信バスの少なくとも１上を送信されたメッセ
ージを受信できるが、前記車両通信バスのいずれ上にもメッセージを送信できないリスナ
として構成されており、
　前記車両インタフェースコントローラは、前記車両通信バスの少なくとも１上でメッセ
ージを送信および受信するように構成されている、
　車両隊列走行制御システム。
【請求項７８】
　前記隊列走行コントローラと前記車両インタフェースコントローラとの間のインタフェ
ースが、
　前記隊列走行コントローラのトルク要求と、
　前記隊列走行コントローラのブレーキ要求と、
　前記隊列走行パートナーの速度および制動レベルを少なくとも示す検証済みのパートナ
ー状態情報と、
　前記ホスト車両の速度および制動レベルを少なくとも示す検証済みのホスト車両状態情
報と、を含み、
　前記安全モニタは前記隊列走行コントローラから前記検証済みのパートナー状態情報を
受信し、前記安全モニタリングアルゴリズムの少なくとも１において前記パートナー状態
情報を利用し、
　前記ホスト車両状態情報は前記車両インタフェースコントローラから前記隊列走行コン
トローラに送信された後、変更せずに前記パートナー車両に送信される、
　請求項２５～２７、３２～３３または７７のいずれかに記載の車両隊列走行制御システ
ム。
【請求項７９】
　前記検証済みのパートナー状態情報は、前記パートナー車両上の車両インタフェースコ
ントローラにより送られ検証された情報であり、
　前記検証済みのパートナー状態情報は、
　前記隊列走行コントローラにより、検証済みのパートナー状態情報データブロックにお
いて受信され、該検証済みのパートナー状態情報データブロックは、それぞれ、前記パー
トナー車両上の前記車両インタフェースコントローラにより適用されたチェックサムを含
み、
　変更せずに前記隊列走行コントローラから前記車両インタフェースコントローラに渡さ
れ、
　前記車両インタフェースコントローラにより前記安全モニタリングアルゴリズムの少な
くとも１において使用され、前記車両インタフェースコントローラは、さらに、前記チェ
ックサムを利用して前記パートナー状態情報の整合性を検証する、
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　請求項７８に記載の車両隊列走行制御システム。
【請求項８０】
　前記隊列走行コントローラは、さらに、未検証のパートナー状態情報を前記パートナー
車両から受信するように構成されており、前記未検証のパートナー状態情報は該パートナ
ー車両の位置を示すＧＮＳＳ位置情報を少なくとも含み、前記未検証のパートナー状態情
報は前記隊列走行コントローラにより前記トルク要求およびブレーキ要求を決定する際に
使用され、前記未検証のパートナー状態情報は前記車両インタフェースコントローラには
渡されない、
　請求項７８または７９に記載の車両隊列走行制御システム。
【請求項８１】
　前記隊列走行コントローラは第１システム・オン・モジュール（ＳＯＭ）として構成さ
れており、
　前記ゲートウェイプロセッサは第２システム・オン・モジュール（ＳＯＭ）として構成
されている、
請求項３８～３９または４１～５０のいずれかに記載の車両隊列走行制御システム。
【請求項８２】
　前記ホスト車両のキャビン内に搭載されたディスプレイをさらに備え、
　前記ゲートウェイプロセッサは、さらに、前記パートナー車両から該パートナー車両の
前方視界を映すビデオストリームを受信して該ビデオストリームを前記ディスプレイに転
送するように構成されており、
　前記ビデオストリームは前記隊列走行コントローラには渡されない、
　請求項３８～４０、４２～５０、または８１のいずれかに記載の車両隊列走行制御シス
テム。
【請求項８３】
　前記ゲートウェイプロセッサは、さらに、該ゲートウェイプロセッサを通過したパート
ナー状態情報およびホスト状態情報をログするように構成されたメッセージロガーを備え
、
　前記隊列走行コントローラはいかなるログ機能も有さず、
　前記隊列走行コントローラは、さらに、前記トルク要求およびブレーキ要求を前記ゲー
トウェイコントローラに渡し、前記メッセージロガーは前記隊列走行コントローラが生成
した前記トルク要求およびブレーキ要求をすべてログする、
　請求項３８～４１、４３～５０、または８１～８２に記載の車両隊列走行制御システム
。
【請求項８４】
　前記隊列走行コントローラと１以上のホスト車両制御ユニットとの間の通信を管理する
ように設けられた車両インタフェースコントローラをさらに備え、
　前記車両インタフェースコントローラは、前記トルク要求およびブレーキ要求を前記隊
列走行コントローラから受信し、対応するトルク要求およびブレーキ要求を（１以上の）
適切な前記ホスト車両制御ユニットに伝達するように構成されており、前記車両インタフ
ェースコントローラは、隊列走行中に、隊列走行が安全であることを検証する１以上の安
全モニタリングアルゴリズムを備える安全モニタを備え、前記車両インタフェースコント
ローラはホスト車両通信バスのうち少なくとも１のバス上のメッセージを送信および受信
するように構成されている、
　請求項３８～４２または８１～８３のいずれかに記載の車両隊列走行制御システム。
【請求項８５】
　１以上のホスト車両通信バスを有するホスト車両上で使用するための請求項５１～５３
または５５～６２のいずれかに記載の連続車両制御システムにおいて、
　前記連続車両コントローラは前記ホスト車両上の１以上のホストセンサからセンシング
した情報（sensed information）を受信するように構成されており、前記センシングした
情報の少なくとも一部は前記ホスト車両通信バスの１を介して受信され、
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　前記ゲートウェイプロセッサは、前記ホスト車両通信バスのいずれにも連結されておら
ず、いかなる前記ホスト車両通信バス上にもいかなるメッセージも送信することができず
、いかなるホストセンサからもホスト車両センサ情報を直接受信することもできない、
　連続車両制御システム。
【請求項８６】
　前記ゲートウェイプロセッサは短距離車間無線通信プロトコルを用いて前記第２車両と
無線通信を行うように構成されており、
　前記ゲートウェイプロセッサは、さらに、セルラー通信プロトコルおよび衛星通信プロ
トコルからなる群から選択した第２無線通信プロトコルを用いてネットワークオペレーシ
ョンセンタと通信するように構成されている、
　請求項５１～５４、５５～６２、または８５のいずれかに記載の連続車両制御システム
。
【請求項８７】
　前記連続車両コントローラと前記ゲートウェイプロセッサとを直接接続する専用有線通
信リンクをさらに備え、それ以外の装置（デバイス）は該専用通信リンクに接続されてい
ない、
　請求項５１～５６、６０～６２または８５～８６のいずれかに記載の連続車両制御シス
テム。
【請求項８８】
　前記ホスト車両のキャビン内に搭載したディスプレイをさらに備え、
　前記ゲートウェイプロセッサは、さらに、前記パートナー車両から該パートナー車両の
前方視界を映すビデオストリームを受信して該ビデオストリームを前記ディスプレイに転
送するように構成されており、
　前記ビデオストリームは前記隊列走行コントローラには渡されない、
　請求項５１～６２および８５～８７のいずれかに記載の連続車両制御システム。
【請求項８９】
　前記ゲートウェイプロセッサは、さらに、該ゲートウェイプロセッサを介して渡された
前記第２車両の現在の運転状態情報と前記ホスト状態情報をログするように構成されたメ
ッセージロガーを備え、
　前記連続車両コントローラはいかなるログ機能も有さない、
　請求項５３または８５～８８のいずれかに記載の連続車両コントローラ。
【請求項９０】
　前記連続車両コントローラは、さらに、前記トルク要求およびブレーキ要求を前記ゲー
トウェイコントローラに渡し、前記メッセージロガーは、該連続車両コントローラが生成
した前記トルク要求およびブレーキ要求をすべてログする、請求項８９に記載の連続車両
コントローラ。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本出願は、２０１６年８月２２日出願の米国仮特許出願第６２／３７７，９７０号から
の優先権を主張するものであり、その全体を参照により本明細書において援用する。
【技術分野】
【０００２】
　本願は、概して、部分自律または完全自律モードおよび／または相互に接近した状態で
車両を安全に走行させることを可能とするコントローラ、アーキテクチャ、方法、および
システムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　近年、車両制御の分野は飛躍的な発展を遂げてきた。車両自動化の一部は連続車両制御
に関し、この連続車両制御の例としては、各車両が、安全、効率的、かつ簡便に、相互に
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接近して追従することを可能とする車両集団システム等がある。各車両が相互に接近して
追従することにより、大幅な燃料節約効果を潜在的に有するが、一般に、運転手が手動に
より行った場合には安全でない。車両集団システムの一種を、車両隊列走行と呼ぶ場合が
ある。車両隊列走行においては、第２車両および場合によってはそれ以上の車両を自動的
または半自動的に制御して、先頭車両に接近して安全に追従させる。
【０００４】
　隊列走行による燃費向上の利点は、ハイウェイスピードで長距離を移動する場合が多い
トラック産業の業界等において特に顕著である。車両隊列走行および集団システムにおけ
る目下の課題は、費用対効果が高く効率的であり、かつ主流の路上走行車両に統合する際
に要求される厳格な安全基準を満たす制御システムアーキテクチャを構築することである
。従来の車間距離制御システムアーキテクチャは良好に機能するが、快適なユーザ体験を
提供しつつ安全かつ省燃費運転が可能な改良型隊列走行コントローラを開発する取り組み
が今もなお続いている。
【０００５】
　隊列走行の他、一部または完全自律型の車両制御アプリケーションは多種多様であり、
当該車両制御アプリケーションにおいて、ホスト車両の一部または完全自律型制御におい
て、第２車両の挙動についての検証済みの知識が非常に有用なものとなりうる。
【０００６】
　道路車両の安全性に関しては、いくつかの業界標準または政府標準がある。道路車両に
おける電子電気システムの機能安全を分類するための国際標準のうちよく知られているも
のの一つには、ＩＳＯ２６２６２- Functional Safety for Road Vehicles standardによ
り規定されたＡＳＩＬ（Automotive Safety Integrity Level）標準がある。ＡＳＩＬ標
準では４つの安全性要求レベル（ＡＳＩＬ－Ａ、ＡＳＩＬ－Ｂ、ＡＳＩＬ－Ｃ、およびＡ
ＳＩＬ－Ｄ）を認定している。ここで、ＡＳＩＬ－Ａは最も低い順守要件であり、ＡＳＩ
Ｌ－Ｄは最も高い安全性要件に相当する。上記標準により規定されていない安全性要求を
有する項目は、ＱＭ（Quality Management）として設計される。
【０００７】
　市販の道路車両において使用されるＥＣＵ、パワートレイン制御モジュール（ＰＣＭ)
、および他のコントローラは、受信するすべてのコマンドは特定の最低限のＡＳＩＬレベ
ルに準拠するＡＳＩＬ準拠部品（コンポーネント）からのものであることを要求するよう
に設計されている。したがって、状況によっては、隊列走行コントローラから発行された
制御コマンドがＡＳＩＬ関連または他の指定信頼度基準を満たすことが望ましい。同時に
、隊列走行制御において有用なデータ（ＧＰＳ位置データ等）によっては、それ自体がＡ
ＳＩＬ定格に適した信頼度を有さない場合がある。本願は、種々の源（ソース）から入手
可能な情報を用いて隊列走行制御関連のタスクを効率的に取り扱うのに特に好適な隊列走
行制御システムアーキテクチャについて説明する。所望により、制御システムが最終的に
発行するパワートレイン制御コマンドがＡＳＩＬ定格であればよい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】米国特許出願第１５／６０５，４５６号明細書
【特許文献２】米国特許出願第１５／６０７，９０２号明細書
【特許文献３】米国特許出願第１３／５４２，６２２号明細書
【特許文献４】米国特許出願第１３／５４２，６２７号明細書
【特許文献５】米国仮特許出願第６２／３７７，９７０号明細書
【特許文献６】米国仮特許出願第６２／３４３，８１９号明細書
【特許文献７】ＰＣＴ米国出願第２０１４／０３０７７０号明細書
【特許文献８】ＰＣＴ米国出願第２０１６／０４９１４３号明細書
【特許文献９】ＰＣＴ米国出願第２０１６／０６０１６７号明細書
【特許文献１０】米国特許出願第１５／５９０，７１５号明細書
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【特許文献１１】米国特許出願第１５／５９０，８０３号明細書
【特許文献１２】米国仮特許出願第６２／４８９，６６２号明細書
【特許文献１３】米国仮特許出願第１５／６０７，９０２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　第２車両から受信した情報に少なくとも基づいてホスト車両を少なくとも部分的に自動
制御するための種々のコントローラ、制御アーキテクチャ、システム、方法、およびアル
ゴリズムについて説明する。一例として、隊列走行におけるホスト車両の参加を制御する
ものがある。種々の実施形態において、車両制御システムは、（ｉ）連続車両または隊列
走行コントローラと、（ｉｉ）ゲートウェイプロセッサと、（ｉｉｉ）車両インタフェー
スコントローラのうち少なくとも２つを備える。連続車両／隊列走行コントローラは、ホ
スト車両を少なくとも部分的に自動制御するため、第２車両から受信した現在の運転状態
情報の少なくとも一部に基づいて、トルク要求およびブレーキ要求を決定するように構成
される。ゲートウェイプロセッサは、ホスト車両と第２車両／隊列走行パートナーとの間
の通信を調整（coordiate）する。車両インタフェースコントローラは、連続車両／隊列
走行コントローラと１以上のホスト車両制御ユニットとの間の通信を管理する。車両イン
タフェースコントローラは、また、連続車両／隊列走行動作が安全であることを検証する
１以上の安全モニタリングアルゴリズムを備える安全モニタを備えてもよい。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　いくつかの実施形態において、車両インタフェースコントローラは少なくともＡＳＩＬ
－Ｃ準拠であるが、連続車両／隊列走行コントローラおよびゲートウェイプロセッサのＩ
ＳＯ２６２６２下でのＡＳＩＬ定格またはＱＭ定格はそれより低くてもよい。
【００１１】
　いくつかの実施形態において、隊列走行コントローラはリスナとして構成される。該リ
スナは、ホスト車両の通信バスの少なくとも１上を送信されたメッセージを受信できるが
、ホスト車両の制御関連通信バスのいずれ上にもメッセージを送信できない。車両インタ
フェースコントローラは、車両通信バス（例えばＣＡＮバス）の少なくとも１上でメッセ
ージを送信および受信するように構成される。ゲートウェイプロセッサは車両の制御に関
連したバスのいずれにも連結されておらず、そのような車両バス上にいかなるメッセージ
を受信または送信することもできない。
【００１２】
　いくつかの実施形態において、連続車両／隊列走行コントローラと車両インタフェース
コントローラとの間のインタフェースは、連続車両／隊列走行コントローラのトルク要求
およびブレーキ要求を含む。いくつかの実施形態において、インタフェースは、さらに、
第２車両の速度および制動レベルを少なくとも示す検証済みのパートナー状態情報を含む
。検証済みのパートナー状態情報は、好ましくは、第２車両上の車両インタフェースコン
トローラにより送られ検証された情報であり、ホスト車両の車両インタフェースコントロ
ーラにより実行される安全モニタリングアルゴリズムの少なくとも１において使用するこ
とができる。
【００１３】
　いくつかの態様において、ゲートウェイプロセッサが第２車両から受信した検証済みの
パートナー状態情報は、当該ゲートウェイプロセッサにより変更されることなく連続車両
／隊列走行コントローラに渡される。次に、連続車両／隊列走行コントローラが、検証済
みの状態情報を変更せずに車両インタフェースコントローラに渡し、一方で当該情報をト
ルク要求およびブレーキ要求を決定する際に使用する。いくつかの実施形態において、検
証済みのパートナー状態情報は、パートナー車両上の車両インタフェースコントローラに
より適用されたチェックサムを含むデータブロックにおいて渡される。そして、ホスト車
両の車両インタフェースコントローラは、当該チェックサムを利用して、パートナー状態
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情報の整合性を検証すればよい。
【００１４】
　いくつかの実施形態において、ゲートウェイプロセッサは、また、ＧＮＳＳ位置データ
等の未検証のパートナー状態情報をパートナー車両から受信する。未検証のパートナー状
態情報は、連続車両／隊列走行コントローラに渡され、連続車両／隊列走行コントローラ
は、トルク要求およびブレーキ要求を決定する際に当該情報を使用するが、当該情報は車
両インタフェースコントローラには渡されない。
【００１５】
　種々の実施形態において、隊列走行コントローラと車両インタフェースコントローラと
の間のインタフェースは、任意選択で、（ｉ）隊列走行コントローラがそのトルク要求お
よびブレーキ要求が前記ホスト車両の動作に向けられるべきものであると判断したときを
示す隊列走行状態インジケータ、（ｉｉ）運転手入力インジケータ、（ｉｉｉ）リターダ
コマンド、（ｉｖ）ステアリングコマンドのうち、１以上をさらに備えてもよい。
【００１６】
　いくつかの実施形態において、連続車両／隊列走行コントローラは第１のシステム・オ
ン・モジュール（ＳＯＭ）として構成され、ゲートウェイプロセッサは第２のシステム・
オン・モジュール（ＳＯＭ）として構成され、車両インタフェースコントローラは単一パ
ッケージ集積回路として実装される。
【００１７】
　いくつかの実施形態において、ゲートウェイプロセッサは隊列走行コントローラから、
ホスト車両の速度、制動レベル、および位置を少なくとも示すホスト車両状態情報を受信
し、当該ホスト車両状態情報を隊列走行パートナーに渡す。いくつかの好ましい実施形態
において、速度および制動レベル情報は、車両インタフェースコントローラにより検証さ
れ、変更されることなく隊列走行コントローラおよびゲートウェイプロセッサを通過する
。
【００１８】
　いくつかの実施形態において、ゲートウェイプロセッサは、例えばＤＳＲCプロトコル
等の短距離車間無線通信プロトコルを用いて隊列走行パートナーと無線で通信するように
構成される。ゲートウェイプロセッサは、また、セルラー通信プロトコルおよび衛星通信
プロトコルを用いてネットワークオペレーションセンタと通信するように構成してもよい
。
【００１９】
　いくつかの実施形態において、専用通信リンクにより隊列走行コントローラをゲートウ
ェイプロセッサに直接接続し、専用通信リンクにはそれ以外の装置は連結されない。連続
車両／隊列走行コントローラおよびゲートウェイプロセッサは、例えばイーサネット等の
標準通信プロトコルを用いて専用通信リンクを介して通信するようにすればよい。
【００２０】
　いくつかの実施形態において、ゲートウェイプロセッサは、また、パートナー車両から
ビデオストリームを受信し、当該ビデオストリームをキャビン内に搭載されたディスプレ
イに転送して、運転手が当該ビデオストリームを見ることができるようにする。ビデオス
トリームは、パートナー車両前方の道路の映像とすることができ、隊列走行コントローラ
には渡らない。
【００２１】
　いくつかの実施形態において、ゲートウェイプロセッサはメッセージロガーを備え、連
続車両／隊列走行コントローラはいかなるログ機能も有さない。メッセージロガーは、ゲ
ートウェイプロセッサを通過したパートナー状態情報およびホスト状態情報をすべてログ
するように構成してもよい。いくつかの実施形態において、隊列走行コントローラはトル
ク要求およびブレーキ要求およびシステム設計者がログしようとする任意の他の情報を、
ロギング目的でゲートウェイコントローラに渡す。
【００２２】
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　いくつかの実施形態において、車両制御システムは、上記のゲートウェイプロセッサの
有無にかかわらず、上記の連続車両／隊列走行コントローラおよび車両インタフェースコ
ントローラを備える。
【００２３】
　他の実施形態において、車両制御システムは、上記の車両インタフェースコントローラ
の有無にかかわらず、連続車両／隊列走行コントローラおよびゲートウェイプロセッサを
備える。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】隊列走行を支援する自動化された／一部自動化された車両制御システムにおける
使用に好適なコントローラアーキテクチャのブロック図である。
【図２】自動化された／一部自動化された車両制御システム用の代表的な隊列走行コント
ローラアーキテクチャのブロック図である。
【図３】一実施施形態による、車間距離コントローラのブロック図である。
【図４】図４Ａ～図４Ｃは、一実施形態による、異なる動作状態中に車間距離レギュレー
タが使用する異なる制御状態を示す一連の図である。
【図５】スライディングモード制御スキームを示す状態空間図である。
【図６】隊列走行を支援する自動化された／一部自動化された車両制御システムにおける
使用に好適な特定のＡＳＩＬ準拠コントローラハードウェアアーキテクチャである。
【図７】一実施例によるゲートウェイの各部品（コンポーネント）を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明およびその有利な点は、添付の図面とともに以下の記載を参照することにより最
もよく理解することができる。
【００２６】
　添付の図面に記載したいくつかの実施形態を参照して本発明を以下に詳述する。以下の
説明において、本発明の各実施形態を完全に理解するため、本願の異なる複数の態様につ
いての記載を含む多くの具体的な詳細を示し、場合によっては、１以上の代替案を示す。
当業者には、本明細書に開示したすべての特徴を実施することなく本発明を実施可能であ
ることが理解されよう。
【００２７】
　出願人は、第２車両を、および場合によってはさらに多くの車両を、自動的にまたは半
自動的に制御して先頭車両に接近して追従させる種々の車両隊列走行システムを提案して
きた。米国特許出願第１５／６０５，４５６号明細書、米国特許出願第１５／６０７，９
０２号明細書；米国特許出願第１３／５４２，６２２号明細書、および米国特許出願第１
３／５４２，６２７号明細書；米国仮特許出願第６２／３７７，９７０号明細書および米
国仮特許出願第６２／３４３，８１９号明細書；およびＰＣＴ出願第ＰＣＴ／ＵＳ２０１
４／０３０７７０号明細書、ＰＣＴ出願第ＰＣＴ／ＵＳ２０１６／０４９１４３号明細書
、およびＰＣＴ出願第ＰＣＴ／ＵＳ２０１６／０６０１６７号明細書には、例えば、後続
車両を少なくとも部分的に自動制御して、指定した先頭車両に接近して追従させる種々の
車両隊列走行システムが記載されている。これらの先願は、それぞれ、参照により本願明
細書に組み込まれる。
【００２８】
　隊列走行の目的の一つは、一般に、各隊列走行車両間に所望の長手方向距離を維持する
ことである。この長手方向距離は「所望の車間距離」として本明細書に頻出する。すなわ
ち、後続車両（例えば、後続トラック）は、特定車両（先頭トラック）に対して所望の車
間距離を維持することが望ましい。隊列走行に参加している各車両は、一般に、隊列走行
を開始し、多種多様な異なる駆動条件下において車間距離を維持し、当該隊列走行を適宜
解除するのに好適な高度な制御システムを有することになる。
【００２９】
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　車両隊列走行の実施に好適な制御システムのアーキテクチャおよび設計には多くの種類
がありうる。当該コントローラについて意図する自動化のレベル、および当該隊列走行に
参加しているホスト車両の性質および当該ホスト車両上で利用可能な機器に基づいて、具
体的なコントローラ設計を異なるものとすることができる。図１は、例示として、隊列走
行中のトラクタ・トレーラトラックとともに使用するのに好適な車両制御アーキテクチャ
の線図を示す。図示した特定のコントローラは、主に、両車両に実際の運転手がいる隊列
走行システムと協働して使用するように設計されている。先頭車両の運転手は、先頭車両
の制御に対して全責任を負う。後続車両の運転手は、当該後続車両の操舵（ステアリング
）に対して責任を負うが、隊列走行コントローラ１１０は、実際の隊列走行中の後続車両
のトルク要求およびブレーキ要求の制御について主に責任を負う。しかしながら、隊列走
行パートナーのうちの１車両または両車両についてさらに自動化した制御を行うことを意
図するシステムにおいても一般に同様の制御手法を用いることができることを理解された
い。
【００３０】
　図１に示す実施形態において、隊列走行コントローラ１１０は、トラクタおよび／また
は１以上のトレーラまたは他の接続ユニット上の多数のセンサ１３０から、またはトラク
タの駆動系（パワートレイン）および他の車両システムの動作を制御するよう設けられた
多数のアクチュエータおよびアクチュエータコントローラ１５０から入力を受信する。ア
クチュエータインタフェース１６０を設けて、隊列走行コントローラ１１０とアクチュエ
ータコントローラ１５０との間の通信を容易にしてもよい。隊列走行コントローラ１１０
は、また、隊列走行パートナーとの通信を指揮する車両間通信コントローラ１７０および
ネットワークオペレーションセンタ（ＮＯＣ）との通信を指揮するＮＯＣ通信コントロー
ラとも相互作用する。車両は、また、車両についての既知の情報を含む構成ファイル１９
０を予め選択していることが好ましい。
【００３１】
　隊列走行コントローラ１１０の機能部品（コンポーネント）の一部としては、車間距離
コントローラ、種々のエスティメータ１１４、１以上のパートナー車両トラッカー１１６
、および種々のモニタ１１８が挙げられる。多くの用途において、種々の他のコンポーネ
ント１１９をも含むことになる。隊列走行コントローラ１１０および車間距離コントロー
ラ１１２の実施形態の例は、図２および図３を参照して以下にさらに詳述する。
【００３２】
　隊列走行コントローラ１１０が使用するセンサの一部の例としては、ＧＮＳＳ（ＧＰＳ
）ユニット１３１、車輪速センサ１３２、慣性計測装置１３４、レーダーユニット１３７
、ＬＩＤＡＲユニット１３８、カメラ１３９、アクセルペダル位置センサ１４１、ステア
リングホイール位置センサ１４２、ブレーキペダル位置センサ１４３、および種々の加速
度計１４４を挙げることができる。もちろん、隊列走行に参加している全車両がこれらの
センサをすべて含むとは限らず、任意の特定の実施形態においてこれらのセンサのすべて
が必要とされるわけではない。他の実施形態において、隊列走行コントローラは、種々の
他のセンサ１４９（現在既存のもの、または後に開発されたもの、または商業展開された
もの）を付加的または代替的に利用してもよい。本明細書に記載の主な実施形態において
、ＧＰＳ位置データを用いる。しかしながら、ＧＰＳは、現在利用可能なグローバルナビ
ゲーション衛星システム（ＧＮＳＳ）の１つに過ぎない。したがって、ＧＰＳシステムに
代えて、またはＧＰＳシステムに加えて、任意の他のＧＮＳＳシステムまたは他の好適な
位置検知システムを用いてもよい。
【００３３】
　車輪速センサ１３２、レーダーユニット１３７、アクセルペダル位置センサ１４１、ス
テアリングホイール位置センサ１４２、ブレーキペダル位置センサ１４３、および加速度
計１４４等、本明細書に記載のセンサの多く（すべてではないが）は、セミトレーラの牽
引に用いる新しいトラック（トラクタ）においては比較的標準的な機器である。しかしな
がら、ＧＮＳＳユニット１３１、および（使用する場合には）ＬＩＤＡＲユニット１３８
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等のように、現在はそのようなトラクタに標準的に装備されていない機器であるものもあ
り、特定の車両には存在しない場合があり、適宜必要に応じてインストールして隊列走行
のサポートを支援してもよい。
【００３４】
　隊列走行コントローラが少なくとも一部を監督（direct）しうる車両アクチュエータコ
ントローラ１５０のいくつかの例としては、エンジントルクコントローラ１５２（エンジ
ン制御ユニット（ＥＣＵ）またはパワートレイン制御モジュール（ＰＣＭ）の統合された
機能の一部であることが多い）；トランスミッションコントローラ１５４；ブレーキコン
トローラ１５６；ステアリングコントローラ１５７（自動ステアリングとした場合）；お
よびクラッチコントローラ１５８が挙げられる。もちろん、任意の特定の実施形態におい
てこれらのアクチュエータのすべてが利用可能または必要となるとは限らず、管理された
車両上で利用可能な種々の他の車両アクチュエータコントローラ１５９を連携して機能で
きるように接続することが望ましい。したがって、特定の管理された車両上で隊列走行コ
ントローラが監督または利用する特定のアクチュエータコントローラ１５０には種々のも
のがあることを理解されたい。さらに、任意の特定のアクチュエータコントローラ（例え
ば、エンジントルクコントローラ１５２）およびそのインタフェース（例えば、当該イン
タフェースが取り扱いまたは生成可能なコマンド、指示、要求、およびメッセージの性質
およびフォーマット）の能力は、多くの場合、その特定のアクチュエータコントローラの
型（作り）およびモデルに応じて異なることになる。したがって、アクチュエータインタ
フェース１６０を設けて、隊列走行コントローラ１１０からの要求、コマンド、メッセー
ジ、指示を翻訳して、管理された車両上で利用される特定のアクチュエータコントローラ
ハードウェアおよびソフトウェア用に適したフォーマットにすることが好ましい。アクチ
ュエータインタフェース１６０は、また、種々のアクチュエータコントローラから受信し
たメッセージ、コマンド、指示、および要求を隊列走行コントローラ１１０に通信／翻訳
して戻すための機構を備えてもよい。一般に、適切なアクチュエータインタフェースを設
け、利用される特定の車両コントローラのそれぞれと相互作用させることが想定される。
種々の実施形態において、このインタフェースの例としては、エンジントルクインタフェ
ース１６１；ブレーキインタフェース１６２；トランスミッションインタフェース１６４
；リターダインタフェース１６５（別個のリターダコントローラを用いる場合）；ステア
リングインタフェース１６７；および／または任意の他のコントローラインタフェース１
６９を挙げることができる。
【００３５】
　大型トラックおよび他の大型車両は、当該トラックを「制動」する複数のシステムを有
していることが多い。当該複数のシステムの例としては、従来の制動システムアセンブリ
であって車両の車輪に搭載したものを挙げることができる。この制動システムアセンブリ
は、業界において「基礎ブレーキ」と呼ばれることが多い。ほとんどの大型トラック／大
型車両は、また、基礎ブレーキを増強し、車両を減速させ、下り坂で加速するのを防ぐた
めの「リターダ」と呼ばれる機構も有している。多くの場合、リターダは、エンジントル
クコントローラ１５２に制御されることになり、そのような実施形態においては、適切な
トルクコマンド（負コマンドとすればよい）をエンジントルクコントローラ１５２に送る
ことによりリターダを制御することができる。他の実施形態においては、別個のリターダ
コントローラ（図示せず）にアクセス可能とし、したがって、隊列走行コントローラ１１
０により適切なリターダインタフェースを介して監督可能とすることができる。さらに他
の実施形態において、隊列走行コントローラ１１０は、アクチュエータインタフェース１
６０に送るリタードコマンドを別個に決定してもよい。このような各実施形態において、
アクチュエータインタフェースは、リタードコマンドを解釈し、適切なリターデイション
制御コマンドをＥＣＵまたは他の適切な車両コントローラに渡す。
【００３６】
　車両間の通信は、任意の適切なチャネル上で監督すればよく、車両間通信コントローラ
１７０により調整すればよい。例示として、車両間通信用に開発された双方向の近中距離
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無線通信技術である専用狭域通信（ＤＳＲＣ）プロトコル（例えば、IEEE 802.11p プロ
トコル）が良好に機能する。もちろん、ＤＳＲＣリンクに加えて、または代案として、他
の通信プロトコルおよびチャネルを用いてもよい。例えば、車両間通信は、付加的または
代替的に、4G LTE Direct、５Ｇ、市民ラジオ（ＣＢ）無線チャネル、１以上のＧＭＲＳ
（General Mobile Radio Service）帯域、および１以上のＦＲＳ（Family Radio Service
）帯域、または任意の他の既存の通信チャネルまたは任意の好適な通信プロトコル用いて
後に開発された通信チャネル等のセルラー通信チャネルを介して送信してもよい。
【００３７】
　車両間で相互に送信される特定の情報は、コントローラのニーズに基づいて大きく異な
る。種々の実施形態において、送信される情報は、隊列走行コントローラ１１０により生
成された、要求／指令（コマンド）されたエンジントルク２８０、要求／指令された制動
減速度２８２等の現コマンドを含み得る。また、隊列走行コントローラ１１０によりステ
アリング態様、ギア態様が制御されている場合には、ステアリングコマンド、ギアコマン
ド等も含むことができる。これらのコマンドが隊列走行コントローラにより生成されたも
のか、またはパートナー車両上の他の好適なコントローラ（例えば、アダプティブ・クル
ーズ・コントロール・システム（ＡＣＣ））または衝突被害軽減ブレーキ・システム（Ｃ
ＭＳ））により生成されたか、またはその他従来のメカニズムにより、例えば運転手のイ
ンプット（例えば、アクセルペダル位置、ブレーキ位置、ステアリングホイール位置等）
に応答して生成されたかに関わらず、対応する情報をパートナー車両から受信する。
【００３８】
　多くの実施形態において、隊列走行コントローラ１１０に提供されたトラクタセンサ情
報は、隊列走行パートナーにも送信され、当該隊列走行パートナーから対応する情報を受
信して、各車両上の隊列走行コントローラが、パートナー車両が何をしているかについて
の正確なモデルを構築することができるようにする。隊列走行コントローラに関する任意
の車両構成情報１９０をはじめとする、隊列走行コントローラに提供される任意の他の関
連情報についても同様である。送信された特定の情報は、隊列走行コントローラ１１０、
各車両上で利用可能な各センサおよび各アクチュエータ、および各車両が当該車両につい
て有する具体的な知識に基づいて、大きく異なる場合があることを理解されたい。
【００３９】
　車両間で送信される情報は、意図された将来動作についての情報を含む。例えば、先頭
車両が上り坂に近付いていることがわかっているなら、その後まもなくトルク要求を増加
させる（または、下り坂の場合にはそのトルク要求を減少させる）ことが予想され、その
情報を後続車両に伝えれば隊列走行コントローラ１１０は当該情報を適宜使用することが
できる。もちろん、将来的なトルク要求またはブレーキ要求を予見するのに用いることが
できる他の情報は多種多様であり、そのような情報は種々の異なる形式で送信することが
できる。いくつかの実施形態において、そのようなイベントの発生するタイミング予想と
ともに、予想されるイベント自体の性質（例えば、上り坂、カーブ、または出口が近づい
ていること）を示すことができる。また別の実施形態においては、意図された今後の動作
を、予想されるトルクおよび／または他の制御パラメータ等の予想制御コマンドおよび当
該変化が予想されるタイミングの観点から報告することができる。もちろん、隊列走行に
関連する予想イベントには多種多様な種類がある。
【００４０】
　各車両とＮＯＣとの間の通信は、セルラーネットワーク、種々のＷｉ－Ｆｉネットワー
ク、衛星通信ネットワーク、および／または任意の種々の他のネットワーク等、適宜、種
々の異なるネットワークを介して送信すればよい。ＮＯＣと通信は、ＮＯＣ通信コントロ
ーラ１８０により調整（coordinate）してもよい。ＮＯＣに送信され、および／またはＮ
ＯＣに送信から受信される情報は全体のシステムデザインによって大きく異なりうる。状
況によっては、ＮＯＣは、目標車間距離許容差等の特定の制御パラメータを提供してもよ
い。これらの制御パラメータまたは制約は、ＮＯＣにおいてわかっている要因、例えば、
制限速度、道路／地形の性質（例えば、坂道に対して平地、曲がり道に対して直線道路等
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）、天候状況、交通状況または道路状況等に基づくものとすることができる。また別の状
況下において、ＮＯＣは、そのような情報を隊列走行コントローラに提供してもよい。Ｎ
ＯＣは、また、パートナー車両についての情報、例えば、そのコンフィグレーション情報
、およびパートナー車両の重量、トレーラ長等、現在の運転状態についてわかっている他
の関連情報があれば提供してもよい。
【００４１】
　構成ファイル１９０は、コントローラにとって重要であると考えられるホスト車両につ
いての多種多様な情報を含むことができる。例えば、その情報の一部には、エンジン性能
特性、利用可能なセンサ、その制動システムの性質、キャブ前方に対するＧＮＳＳアンテ
ナの位置、ギア比、シート比等、当該車両の諸元を含みうる。
【００４２】
　図２に、隊列走行コントローラ１１０の特定の実施形態を示す。本実施形態において、
隊列走行コントローラ１１０は、車間距離コントローラ１１２、複数のエスティメータ１
１４、１以上のトラッカー１１６、任意の所望のモニタ１１８、および場合により任意の
種々の他のコンポーネント１１９を備える。
【００４３】
　本実施形態において、車間距離コントローラ１１２は、標的および状態セッタ２００、
車間距離レギュレータ２１０、および車間距離エスティメータ２４０を備える。一般に、
標的および状態セッタ２００は、車間距離レギュレータ２１０の動作モード（状態）およ
び当該動作モードにおいて使用するのに適した任意の可変制御パラメータを決定するよう
に設けられる。
【００４４】
　車間距離レギュレータ２１０は、標的および状態セッタ２００に指定された通りに後続
の隊列走行パートナーを制御するように設けられる。車間距離制御動作モードにおいて、
車間距離レギュレータ２１０は、標的および状態セッタ２００により特定された任意の指
定制御パラメータにしたがって所望の車間距離を達成し維持するように車両を制御する。
すなわち、車間距離レギュレータ２１０は、選択された動作モードに対する適切な応答を
達成しようとする方法で車両を制御する。
【００４５】
　車間距離エスティメータ２４０は、実測値および／または隊列走行コントローラ１１０
が入手可能な他の情報に基づいて現在の車間距離を推定／決定するように設けられる。車
間距離レギュレータが正常に動作するためには、現在の車間距離を正確に把握することが
重要であることは明らかである。同時に、任意の測定システムは固有の許容差（toleranc
es）等を有しており、エラー通知対象となる場合および／または状況により利用不可能と
なる場合があることを理解されたい。よって、車間距離エスティメータ２４０は、複数の
位置または相対位置関連センサから情報を受信し、そのデータを用いて現在の車間距離を
確実に推定するように構成される。
【００４６】
　車間距離レギュレータ２１０により生成されたトルク要求およびブレーキ要求は、適切
なアクチュエータインタフェース（例えば、エンジントルクインタフェース１６１および
ブレーキインタフェース１６２のそれぞれ）に送信される。そして、エンジントルクイン
タフェース１６１は適切なトルク指令をエンジントルクコントローラ１５２に転送し、エ
ンジントルクコントローラ１５２は、フュエル・チャージ（供給燃料）、バルブタイミン
グ（弁調期）、リターダ状態等の種々のエンジン動作パラメータを適宜命じることにより
、要求されたトルクの出力を命じる。ブレーキインタフェース１６２は、ブレーキコント
ローラ１５６に送信する適切なブレーキ要求を生成する。
【００４７】
　以下、図３を参照して、車間距離コントローラ１１２の具体的な実施形態をさらに詳細
に説明する。
【００４８】
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　図２を再度参照すると、車間距離コントローラ１１２において有用な種々のエスティメ
ータ１１４がある。種々の実施形態におけるエスティメータの例としては、例えば、１以
上の質量エスティメータ２７１、ドラッグエスティメータ２７３、対地速度エスティメー
タ２７５、ジャイロバイアスエスティメータ２７７、および／または他のエスティメータ
２７９が挙げられる。
【００４９】
　質量エスティメータ２７１は、各隊列走行パートナーそれぞれの質量を推定するように
設けられる。車間距離コントローラ１１２は、これらの質量推定値を用いて、隊列走行パ
ートナーそれぞれの重量（質量）に基づき、そのトルク要求およびブレーキ要求の適切な
スケール変更を支援することができる。
【００５０】
　ドラッグエスティメータ２７３は、各隊列走行パートナーそれぞれのドラッグ抵抗を推
定するように設けられる。車間距離コントローラは、また、これらのドラッグ抵抗推定値
を用いて、そのトルク要求およびブレーキ要求の適切なスケール変更を支援することもで
きる。一般に、特定のトラックまたは他の車両のドラッグ抵抗は、以下の要因により異な
りうる。すなわち、（ａ）そのドラッグプロファイル（トラックの場合には、牽引してい
るトレーラがあればそれに応じて、またその他積み荷の特性により異なる場合がある）；
（ｂ）車両の現在の速度、（ｃ）風速および方向、（ｄ）回転速度、（ｅ）隊列走行状態
（すなわち、隊列走行がアクティブか否か、隊列走行における当該車両の位置、車間距離
）、（ｆ）軸受摩耗等、により異なりうる。
【００５１】
　対地速度エスティメータ２７５は、隊列走行パートナーのそれぞれについて実際の対地
速度を推定するように設けられている。多くのトラックおよび他の車両は、関連する車輪
の実際の回転速度を非常に正確に測定可能な車輪速センサを有する。各車両が移動する際
の実際の対地速度は、各車輪径および各タイヤの滑り状態に基づき異なることになる。各
正確な車輪径は、使用するタイヤにより異なりうる。さらに、各車輪径は、タイヤの摩耗
、周囲温度の変化、および他の要因に伴って経時的に変化することになる。さらに、車輪
径は、特定の移動の経路にわたって、タイヤが使用中に加熱する（または温度変化する）
のに伴い、変化することもある。実際には、車輪径におけるこれらの変化はすべて十分に
顕著であり、車間距離推定および車間距離制御に影響する可能性がある。したがって、対
地速度エスティメータ２７５を配置して、測定した車輪速およびＧＮＳＳ情報等の他の入
手可能な情報に基づき実際の対地速度を推定する。対地速度測定値は、例えば、車線変更
などにより隊列走行車両が横方向にオフセットしている場合等、トラッカー系車間距離測
定値（例えば、レーダー、カメラ、ＬＩＤＡＲ等）が利用できない場合に特に有用である
。
【００５２】
　車間距離コントローラ１１２が使用する測定値のいくつかは、車両が進路変更するとき
のヨー角の測定値、縦加速度測定値等を示すジャイロ系の慣性測定値である。多くの場合
、ジャイロはジャイロバイアスと呼ばれる固有の測定誤差を有し、当該誤差は測定値にも
影響しうる。ジャイロバイアスエスティメータ２７７はそのようなバイアスを推定し、車
間距離コントローラによってそのようなジャイロ系測定誤差を相殺することが可能となる
。
【００５３】
　隊列走行コントローラ１１０は任意の他のエスティメータ２７９を備えることができ、
これは任意の特定の車間距離コントローラ１１２にとっても有用である。
【００５４】
　隊列走行コントローラ１１０は、また、１以上のトラッカー１１６を備えてもよい。各
トラッカー１１６は、車間距離を測定するかまたは決定するように設けられる。多くの実
施態様（implementation）において用いられるトラッカーの１種は、追尾系のレーダート
ラッカー２８３である。近年市販されているトラックには、レーダーユニットが標準装備
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品として実装される場合が多くなっており、レーダートラッカーはそのような車両におけ
る使用に特に好適である。もちろん、レーダーユニットが予め装備されていない車両に１
以上のレーダーユニットを取り付けてレーダートラッカー２８３を利用しやすくしてもよ
い。例として、２０１７年５月９日に出願された同時係属出願である米国出願第１５／５
９０，７１５号明細書および米国出願第１５／５９０，８０３号明細書には、ある特定の
レーダートラッカーについてのより詳細な記載があり、これら２つの文献はいずれも参照
により本明細書に援用する。
【００５５】
　ＬＩＤＡＲは、車両間の距離を測定するのに非常に好適なさらに別の距離測定技術であ
る。ＬＩＤＡＲは、自動化された自律運転アプリケーションにおける使用が急速に普及し
ている。ＬＩＤＡＲトラッカー２８６は、ＬＩＤＡＲユニットを有しまたは備える車両に
おいて好適に使用される。カメラおよびステレオカメラも、種々の自動化された自律運転
アプリケーションにおける距離測定ツールとして普及してきている。
【００５６】
　もちろん、他のトラッカー２８９として示すように、他の距離測定技術を用いて、車両
間の距離を測定または推定することもできる。例えば、各車両について報告されたＧＰＳ
位置に主に基づくＧＰＳトラッカーを用いうる。
【００５７】
　多くの実施形態において使用するトラッカーは、複数のセンサからのデータを融合して
、個々のトラッカーが使用する主要センサの測定値の検証を支援する。先のレーダートラ
ッカー出願には、データを融合することにより主要センサの測定値の検証を支援する種々
の方法が記載されている。
【００５８】
　種々の実施形態において、車間距離エスティメータ２４０は、１以上のトラッカーに代
替することも代替されることもでき、または、複数のセンサからの入力に基づいて車間距
離を決定／推定するため、トラッカーそのものと考えることもできる。本実施形態におい
て、車間距離エスティメータ２４０は、車間距離コントローラ１１２の一部として、独立
して図示されている。各車両上のトラッカーおよび例えばＧＮＳＳセンサ等の任意の他の
利用可能なソースからの距離データを融合するからである。
【００５９】
　隊列走行コントローラ１１０は、また、車間距離制御に関連する特定のコンポーネント
をモニタするように構成した１以上のモニタ１１８を備えてもよい。例として、隊列走行
するトラックの制御に特に有用な具体的なモニタの一つは、ブレーキ状態モニタ２９１で
ある。ブレーキ状態モニタ２９１は、ブレーキシステムをモニタし、ブレーキが隊列走行
制御に通常要求される制動レベルを発揮できない状況を識別するように構成される。その
ような状況は、例えば、基礎ブレーキが、山中の下り坂を移動中にオーバーヒートに近く
なるまで使用されたドラムブレーキを含む場合に生じうる。ブレーキ状態モニタ２９１は
、そのような状況を認識すると、隊列走行コントローラに通知し、隊列走行コントローラ
は適切な救済措置を講じることができる。適切な救済措置は、ブレーキ状況モニタが認識
した特定の状況に基づいて異なることになるが、例えば、隊列走行を解除し、目標車間距
離を当該ブレーキ状況に適したレベルまで増加させる等の行為が含まれればよい。もちろ
ん、ブレーキ状況モニタは、ブレーキの状態が改善した状況（例えば、ブレーキが十分に
冷却された等）を認識し、これらの状況も隊列走行コントローラに通知するようにして、
隊列走行コントローラがそれに応じて作用することができるように構成することができる
。例えば、ブレーキ状況が向上すれば、目標車間距離を減少すること、隊列走行の再構築
、または他の適切な動作（actions）が可能となる。
【００６０】
　隊列走行コントローラは、隊列走行制御に関連しうる、他のコンポーネント、システム
、環境状態、または道路交通状況等の状態または状況をモニタするように構成された種々
の他のモニタ２９９のうち任意のものを備えることができる。例えば、ＤＳＲＣリンクモ
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ニタを設けて、パートナー車両間のＤＳＲＣ通信リンクの状態をモニタしてもよい。
【００６１】
　次に、図３を参照して、車間距離コントローラ１１２の他の実施形態をさらに詳細に説
明する。図２に示す実施形態と同様、車間距離コントローラ１１２は、標的および状態セ
ッタ２００と、車間距離レギュレータ２１０と、車間距離エスティメータ２４０とを備え
る。図３の実施形態において、標的および状態セッタ２００は動作状態セレクタ２０３と
、制御パラメータセレクタ２０６とを備える。制御パラメータセレクタ２０６は、選択さ
れた動作モードにおける使用に好適な任意の可変制御パラメータの値を決定し、選択し、
設定し、または、車間距離レギュレータに、当該値を示す。
【００６２】
　動作状態セレクタ２０３は、車間距離レギュレータ２１０について意図する動作モード
（状態）を決定するように設けられる。いくつかの特定の実施形態において、動作モード
は、例えば、「正常」モードまたは「車間距離制御」動作モード等とすればよい。「車間
距離制御」動作モードにおいては、車間距離レギュレータが車両間に指定車間距離を達成
し維持するような制御を行うように構成される。「車間距離制御」動作モードにおいて、
制御パラメータセレクタが規定する制御パラメータ変数は、目標車間距離自体（たとえば
、１０ｍ、１２ｍ等）を含みうるが、この距離は、運転条件（例えば、天候、地形、道路
状況、交通等）に基づいてある程度変化しうる。正常動作中の他の制御パラメータとして
は、引き込み速度（draw-in speed）、トルク制御と制動制御との間の制御、許容差、ま
たは変化のタイトネスなどに影響するパラメータが挙げられる。他の実施形態において、
「隊列走行を開始する」および／または「引き込み（draw in）」または「停止（pull in
）」とは、１以上の別個の状態であり、これらを用いて、少なくとも部分的な自動化制御
の下で、安全に隊列走行を達成し、および／または隊列走行パートナーを集合させること
ができる。
【００６３】
　別の潜在的な動作モードは、「解除」モードであり、当該モードにおいて、隊列走行コ
ントローラは後続車両を、後続車両の運転手（または自動クルーズコントロールシステム
）が安全に車両の制御を引き継ぐことができる位置へ向かって遷移させる。一般に、隊列
走行を解除することは、隊列走行を解除可能な点でありかつ車両制御を安全に運転手によ
る手動制御、またはアダプティブ・クルーズ・コントロール等の異なるシステムを用いる
ことによる制御に移行させることができる点に向かって、統制下で、各車両の車間距離を
増加させることを含む。解除モードは、任意選択で、異なる種々の状況下によりトリガす
ればよく、例えば、隊列走行の終了を決定している隊列走行パートナーまたはＮＯＣに対
する応答、隊列走行車両間に割り込んできた車の検出、長期間にわたる各車両間の通信の
欠如、先頭車両の前方において、非常に遅い物体または隊列走行に非常に近い物体が検出
されたこと等により、トリガすればよい。
【００６４】
　別の潜在的な動作モードは、速度制御モードまたは相対速度制御モードとすればよい。
速度制御または相対速度制御は、例えば、車線変更その他の状況下で隊列走行車両が横方
向にオフセットしている場合に後続車両のレーダー（または他の）トラッキングユニット
がパートナー車両を見失ったとき等、種々の特定の状況において特定の車間距離を制御維
持しようとする際に好ましい。
【００６５】
　また、種々の他の動作モードがありうることはもちろんである。
【００６６】
　車間距離レギュレータ２１０は、標的および状態セッタ２００が指定した方法で後続の
隊列走行パートナーを制御するように設けられる。図３に示す実施形態において、車間距
離レギュレータ２１０は、スケーラ２１２、および異なる動作モードにおいて異なる組み
合わせで用いられる２つの独立したコントローラを備える。本実施形態において、各コン
トローラは、（車間距離制御を行う）スライディングモードコントローラ２１５および速
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度／相対速度コントローラ２１８を備える。他の実施形態において、任意の特定の実施態
様について、適宜、単一のコントローラを備えても、付加的および／または異なるコント
ローラを備えてもよいことを理解されたい。
【００６７】
　本実施形態において、先行予測型（フィードフォワード）スケーラ２１２は、前方車両
からのトルク信号／制動信号をスケール変更してからスライディングモードコントローラ
２１５、相対速度コントローラ２１８からの出力に付加して、エンジンコントローラおよ
びブレーキコントローラに対しトルク要求およびブレーキ要求を生成するように構成され
る。このようなスケール変更は、隊列走行パートナーそれぞれの重量（質量）、各車両そ
れぞれのドラッグ、制動イベントの強度（例えば、制動レベルが高いシナリオにおいては
、ブレーキコマンドをわずかに増加させ安全裕度（安全マージン）を増加させて、制動性
能および反応時間における不確実性を説明に備える）に基づくものであればよい。他の実
施形態において、所望により、そのようなスケール変更関数を個々のコントローラ自体に
統合することもできる。
【００６８】
　スライディングモードコントローラ２１５は、目標車間距離および制御パラメータセレ
クタ２０６が特定した任意の他の制御パラメータに応じて所望の車間距離を達成し維持し
ようとする方法で後続車両を制御するように構成される。よって、その主要な機能は車間
距離の管理である。速度コントローラ２１８は、先頭車両に対する指定速度、または状況
によっては、単なる指定速度を維持する方法で後続車両を制御するように構成される。本
実施形態において、これらの２つの別個のコントローラは、車間距離レギュレータ２１０
により、異なる動作状況において適宜異なるタイプの制御が行えるように設けられる。い
くつかの特定の実施例を、図４Ａ～図４Ｃを参照して説明する。本明細書に記載の各実施
形態において、各コントローラ２１５および２１８はいずれも隊列走行中は連続的に動作
させ、選別器（セレクタ）／加算器２５０を用い、現在の動作モードに基づき適切な信号
を選択して出力する。任意選択の制動モニタ２５５は、安全性／衝突防止の観点から必要
な場合を除き、セレクタ／加算器２５０から出力されたブレーキコマンドが後続車両を過
度に急激に制動しないようにするのを支援するのに使用可能な安全機能である。これは、
後続の隊列走行パートナーの予期せぬ急激な制動により、当該後続の隊列走行パートナー
に続く交通に影響を与えるリスクを減少させようとするものである。
【００６９】
　スライディングモードコントローラ２１５は、前方車両に対する後続車両の相対速度が
各車両間の車間距離の関数として変化するような方法で後続車両を制御するように設けら
れる。この特徴を図５の状態空間図に示す。図５は、１の特定の実施態様に応じた制御手
法を示す。より詳細には、図５には、各車両間の相対速度（Ｙ軸）対各車両間の車間距離
（Ｘ軸）をプロットしている。また、図５には、トルク要求コントローラ目標制御線３２
０を示す。本実施形態において、名目上の所望車間距離は１２メートルであり、これは線
３１０により示す。よって、目標制御点３１１は、０相対速度での１２メートルであり、
これは線３１０（１２メートル車間距離）と線３１２（ゼロ相対速度）との交点により表
す。
【００７０】
　車間距離レギュレータ２１０のトルク要求コントローラコンポーネント２２１は、目標
制御線３２０に応じて車間距離を制御するのに適切なトルク要求を生成するように構成さ
れる。そして、トルク要求は、エンジントルクコントローラ１５２により実施される。図
５からわかるように、車間距離が所望の車間距離よりも大きい場合には、後方のトラック
を制御して前方のトラックの移動速度よりも少し高速で移動させ、後方のトラックの相対
速度が小正値となるようにする。後方車両が先頭車両に近付くにつれ、その相対速度をス
ムーズに減少させて車間距離が目標制御点３１１まで減少するようにし、制御が完璧に行
われればその点での相対速度はゼロになるはずである。後方のトラックが所望の車間距離
よりも近づいた場合には、減速して、先頭車両に対し負の相対速度を有するようにして、
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所望の車間距離を再度達成する。
【００７１】
　スライディングモードコントローラ２１５は、「停止（pull in）」および隊列走行の
車間距離維持の両方の段階中に統一されたスライディングモード制御スキームを利用する
。スライディングモードコントローラを目標制御線３２０にむかって制御するように構成
することにより、相対速度対車間距離の関係を隊列走行に安全な領域内にとどまらせるこ
とができる。
【００７２】
　図３に示す実施形態において、スライディングモードコントローラ２１５は、異なる車
間距離制御対象に向かって制御するように構成した別個のコントローラ（例えば、トルク
要求コントローラ２２１およびブレーキ要求生成器コンポーネントブレーキ要求生成器コ
ンポーネント２２３）を備える。特定の一実施態様による制御スキームを示す図５の状態
空間図において、異なる制御対象を示す。より具体的には、図５は、トルク要求コントロ
ーラ目標制御線３２０に加えて、ブレーキ要求コントローラ目標制御線３３０を示す。図
５には、さらに、状態空間における種々の点からトルク要求目標制御線３２０までの代表
的な遷移パスを示す。
【００７３】
　ほとんどの広い幹線道路（オープンハイウェイ）走行条件で車間距離を適切に制御する
には、トルク要求のみを変更すれば十分であり、基礎ブレーキは必要としない。その理由
の一つは、エンジンブレーキおよび／または（利用可能な場合には）リターダを使用すれ
ば、基礎ブレーキを作動しなくても、トルク要求をある程度までは負とすることができる
からである。先に述べたように、燃料が遮断されると、パワートレインにおいて一定のポ
ンプ損失および摩擦損失が生じることになるため、フュエル・チャージ（供給燃料）を適
切に減少させるだけで、通常のバルブタイミング（弁調期）を使用しつつ、負のトルクを
ある程度提供することができる。さらに大きな負のトルクが必要な場合には、エンジント
ルクコントローラ１５２は、リターダを作動させることにより、および／または他の適切
な手段をとることにより、さらに大きな負のトルクを生成することができる。
【００７４】
　別途、車間距離レギュレータ２１０のブレーキ要求コントローラコンポーネント２２３
は、通常運転中にブレーキ要求を生成するように設けられる。ブレーキ要求は、一般に、
トルク要求コントローラ２２１が目的とするのとは異なる車間距離－具体的にはより小さ
い車間距離－を維持するようにする。本明細書において、場合により、トルク要求コント
ローラおよびブレーキ要求コントローラが制御する車間距離のこの差分を車間距離許容差
３４０という。一般に、車間距離が減少して車間距離許容差がトルク要求目標制御線３２
０を下回らない限り、ブレーキ要求２１３は生成されない。ブレーキは車両を減速するた
めだけに使用されるため、この差分があることにより、車間距離レギュレータ２１０がト
ルク要求のみでは所望の車間距離を維持できない場合に、基礎ブレーキを作動させる前か
ら、後続のトラックが比較的徐々に（本例では２メートル）クリープ可能となるという効
果が生じる。目標制動制御線３３０を交差することなくトルク要求のみを変更することに
より所望の車間距離を回復できるときは、基礎ブレーキを使用する必要は全くない。これ
は、基礎ブレーキが不必要に展開されることになる蓋然性を減少しつつ車間距離を安全に
維持する効果がある。
【００７５】
　図４Ａに通常車間距離制御を示す。通常車間距離制御中は、スライディングモードコン
トローラ２１５を使用して、制御パラメータセレクタ２０６により設定された目標車間距
離を達成し維持するのに適したトルク要求およびブレーキ要求を決定する。適宜、スライ
ディングモードコントローラ２１５が生成したトルク要求およびブレーキ要求を、フィー
ドフォワードスケーラ２１２からの入力に基づいてセレクタ／加算器２５０が適切にスケ
ール変更してもよい。この通常車間距離制御モードにおいては、後続車両の制御において
相対速度コントローラ２１８の出力を使用しない。



(30) JP 2019-526859 A 2019.9.19

10

20

30

40

50

【００７６】
　いくつかの実施形態において、スライディングモードコントローラ２１５は、図３に示
すように、別個のトルク要求コントローラ２２１、ブレーキ要求コントローラ２２３を備
える。トルク要求コントローラ２２１、ブレーキ要求コントローラ２２３は、エンジンお
よびブレーキをそれぞれ異なる車間距離目標に向かって制御するように構成される。異な
る車間距離目標に向かって制御することにより、同じ車間距離目標に向かってエンジンお
よびブレーキを制御した場合と比べて、結果的に、よりスムーズかつより快適な乗り心地
を提供し、車輪ブレーキ（例えば、トラクタ・トレーラ・リグにおける基礎ブレーキ）の
使用を減少することにつながる。そのような車間距離制御アーキテクチャについては、本
明細書に参照により援用する米国仮特許出願第６２／４８９，６６２号明細書においてさ
らに詳細な記載がある。
【００７７】
　スライディングモードコントローラ２１５は車間距離を制御するのに非常に良好に機能
するが、運転状況によっては異なるタイプの制御が適切となりうることがある。例えば、
隊列走行を解除して後続車両を手動制御または他の自動制御に戻すことが必要なときは、
異なるタイプの制御が望ましい場合がある。一般に、隊列走行中の各車両間の車間距離は
、手動制御下において運転手が安全に維持することのできる車間距離よりも小さくなり、
多くの場合非常に小さくなることになる。したがって、一般に、後続車両を手動制御に戻
すべく隊列走行が解除されたら、制御を運転手に譲渡する前に、手動制御に適切な距離ま
で車間距離を増加させることが望ましいことになる。これは、相対速度コントローラ２１
８によりスムーズに達成可能である。
【００７８】
　隊列走行を解除すべきであると動作状態セレクタ２０３が判断したら、動作状態セレク
タ２０３は、車間距離レギュレータ２１０に、図４Ｂに示すような解除モードに遷移する
ように指示する。解除モードにおける主な制御は相対速度コントローラ２１８が行う。制
御パラメータセレクタ２０６により、隊列走行解除中における後続のトラックの所望の（
目標）相対速度を指定してもよい。具体的な目標相対速度は、状況の性質および／または
隊列走行に参加していた各車両に基づいて異なってもよい。一般に、後続車両を過度に減
速させる（これは後の交通を不当に妨げることとなりうる）ことなく、また、先頭車両に
その運転計画を変更させる必要なしに、各車両を徐々にではあるが迅速に分離させること
になる相対速度を選択することが望ましい。例として、隊列走行するトラックの場合には
、解除中の相対速度は約０．５メートル／秒～４メートル／秒であり、例えば、１～２ｍ
／秒であれば、良好に機能することがわかった。
【００７９】
　解除中は、先頭車両は種々の動作を行うことができる。例えば、先頭車両は加速しても
よく、またはそのトルクコマンドを急激に上昇させてもよい。そのような場合には、後続
車両を同様に加速させることは望ましくなく、それにより、相対速度制御下で生じ得る車
間距離よりも先頭車両をさらに引き離すことが可能となる。トラックの隊列走行において
このような制御を行う方法の一つは、フィードフォワードスケーラ２１２からの正のトル
クコマンドを無視するかまたは使用不可（ディスエーブル）にすることである。
【００８０】
　別の潜在的なシナリオは、速度制御下にある間に先頭トラックを急激に制動または減速
させることである。状況によっては、車間距離が比較的大きいときは、速度コントローラ
２１８により車間距離の一定量縮小させることを許可することにより、全体的な必要制動
量を減少するように構成すればよい。本実施形態においては、（妥当な）予期せぬイベン
トの発生にかかわらず、各車両間に十分な車間距離を常に確保して、先頭車両の後方に後
続車両が追突するのを防ぎつつ、応答するための時間が十分に確保されるように、スライ
ディングモードコントローラを構成する。したがって、もしスライディングモードコント
ローラが制動信号または負トルク信号を出力しているなら、より大きな制動／負トルクコ
マンドを車両のエンジンブレーキコントローラに渡さなければならない。したがって、解
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除中は、セレクタ／加算器２５０は、スライディングモードコントローラ２１５からの負
コマンド（すなわち、ブレーキコマンドおよび負トルクコマンド）のみを使用し、そのよ
うなコマンドの大きさが相対速度コントローラ２１８からのコマンドよりも大きい場合に
そのようなコマンドのみを使用するように構成される。
　また、解除以外にも、相対速度制御または単なる速度制御のみが望ましい運転状況もあ
りうる。例えば、先頭車両の後部が後続車両のトラッカー１１６の視野から外れてしまう
状況、またはトラッカー１１６が隊列走行パートナーの後部を見失ってしまう状況もあり
得る。これのような状況は、例えば、隊列走行パートナーの１つが車線変更することによ
り生じ得る。そのような状況においては、車間距離レギュレータが、車両間の長手方向の
車間距離の正確な測定値を有していないことがあり、車間距離を決定する際に精度の低い
アプローチ、例えば、車両のそれぞれのＧＮＳＳ位置等に頼らなければならなくなる場合
がある。そのような状況においては、先頭車両の後部がトラッカーの視野に入るまで後続
車両の速度を落とすように制御することが望ましいだろう。この場合も、相対速度コント
ローラ２１８はそのような状況での使用に好適である。もっとも、この好ましい相対速度
制御は、解除中に発生する制御とは若干異なってもよい。すなわち、一般的な目標は、解
除中のように急速に後退したり過度に後退したりしないことであり、よって、相対速度は
より小さい（例えば、２ｍ／秒に対して０．５ｍ／秒）ことが適切でありうる。
【００８１】
　図４Ｃに、そのような相対速度制御に対する１つのアプローチを示す。図４Ｃの速度制
御スキームにおいて、フィードフォワードスケーラ２１２からの通常のスケール変更と共
に速度コントローラ２１８を用いる。そうすれば、後続の隊列走行パートナーは、図４Ｂ
に示す解除状態中よりも、先頭車両の加速および／またはトルクの上昇をより良好に追従
することができる。同時に、安全目的で、セレクタ／加算器２５０は、図４Ｂを参照に説
明したアプローチと同様の方法で、スライディングモードコントローラ２１５からのブレ
ーキ要求及びトルク要求を適宜用いてもよい。
【００８２】
安全性配慮型アーキテクチャ
　自律型車両コントローラの開発に際しては、システムが安全（真に安全）であることが
重要である。また、当該システムの安全性が検証可能であることも重要である。すなわち
、システムが安全であることを高い信頼性をもって検証できることが望ましい。背景技術
の項において検討したように、いくつかの業界表標準または政府標準は、車両運行に関連
する安全性リスクを分類するためのガイドラインおよび／または標準を普及させてきた。
そのような取り組みの一つに、ＩＳＯ２６２６２- Functional Safety for Road Vehicle
s standardにより規定されたＡＳＩＬ（Automotive Safety Integrity Level）標準があ
る。ＡＳＩＬ標準では、現在、４つの安全性要求レベル（ＡＳＩＬ－Ａ、ＡＳＩＬ－Ｂ、
ＡＳＩＬ－Ｃ、およびＡＳＩＬ－Ｄ）を認定している。このように定義された標準のうち
、ＡＳＩＬ－Ｄは最も高い安全性要件を表し、ＡＳＩＬ－Ａは最も低い順守要件に相当す
る。上記標準により規定されていない安全性要求を有する事項は、「ＱＭ（Quality Mana
gement）」として設計されるが、それは、ＡＳＩＬの文脈からは、その要求レベルがいず
れのＡＳＩＬ標準とも完全には一致しないことを意味する。
【００８３】
　例えば、隊列走行コントローラをＡＳＩＬ準拠とすること（および／または他の安全要
求レベル標準に準拠させること）等により、隊列走行制御システムを検証可能に安全なも
のとすることには、潜在的に、顕著な利点がある。特筆すべきは、業務用道路車両におい
て用いられるＥＣＵ、パワートレイン制御モジュール（ＰＣＭ）、および他のコントロー
ラの多くが、受信するコマンドのすべてが、例えばＡＳＩＬ－Ｃレベル以上等、特定の最
小ＡＳＩＬレベルに適合する特定のＡＳＩＬ準拠コンポーネントから発信されることを見
込むように設計されていることである。したがって、隊列走行システムから発行された制
御コマンドはＡＳＩＬ定格であるか、または他の指定信頼性基準または標準に適合するこ
とが望ましい。また、システム全体が、選択された一定レベルの安全性を有することも望
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ましい。ＩＳＯ２６２６２のような各プロセスおよび標準も、安全なシステムの開発を誘
導するものとして有用である。
【００８４】
　ＡＳＩＬ準拠は、包括的なコマンド整合性のチェックおよびデータ検証を要する厳格な
標準である。一般に、ＡＳＩＬ整合性チェックにおいて使用するデータは、ＡＳＩＬから
のものでなくてはならず、または少なくとも同一の要求レベルを有するＡＳＩＬ準拠装置
により検証されたものでなくてはならない。そのコマンドまたはデータの妥当性がＡＳＩ
Ｌ装置により検証され適切な標準であると認められる限りにおいて、ＱＭ準拠装置（また
は低レベルＡＳＩＬ装置）からの入力をＡＳＩＬ準拠装置において使用してもよい。
【００８５】
　隊列走行制御において使用するデータの一部（例えば、ＧＰＳ位置データ等）は、それ
自体がＡＳＩＬの要求レベルにあると直ちに証明することはできない。そうであるから、
隊列走行制御システム全体におけるすべてのコンポーネントがＡＳＩＬ標準を満たすよう
な設計とし、よって、各コマンドは安全目標を達成するのに適したものとなることを保証
することは困難でありうる。したがって、任意の車両制御システムに指示を直接送るすべ
てのコンポーネントがＡＳＩＬ準拠（または、さらに高いＡＳＩＬレベルに準拠）である
とした上で、隊列走行制御システムをＱＭおよびＡＳＩＬコンポーネント（または異なる
ＡＳＩＬレベルコンポーネント）に明確に区別することが有用である。
【００８６】
　図６に、ＡＳＩＬ準拠の隊列走行制御に特に好適な隊列走行制御システムハードウェア
アーキテクチャを示す。本実施形態は、３つの独立したコントローラハードウェアユニッ
トを含む。これらは、隊列走行コントローラ４１０、車両インタフェースコントローラ４
６０、およびゲートウェイプロセッサ４７０を含む。代表的なゲートウェイプロセッサ４
７０の選択されたコンポーネントを図７に示す。図６において最もよく分かるように、隊
列走行コントローラ４１０は、インタフェース４２０を介して車両インタフェースコント
ローラ４６０と、ダイレクトリンク４７８を介してゲートウェイ４７０と通信する。いく
つかの実施形態において、リンク４７８は、専用のダイレクト有線接続であり、他の装置
は当該リンクに接続されていない。当該有線接続は、任意の好適なケーブル配線またはト
レース等の形で、例えば、同軸ケーブル、ツイストペア配線、光ファイバ、または任意の
他の好適な物理接続媒体等により提供すればよい。
【００８７】
　本実施形態において、隊列走行コントローラ４１０には、上記の隊列走行コントローラ
１１０が有するすべての機能を組み込む。車両インタフェースコントローラ４６０（シス
テムマネジャと呼ぶ場合もある）は、アクチュエータインタフェース１６０の機能を果た
し、さらに、多数の安全モニタを含む。いくつかの実施形態において、各安全モニタは、
ＡＳＩＬ準拠の安全モニタリングアルゴリズムを実施するように設けられ、車両インタフ
ェースコントローラ４６０はＡＳＩＬ準拠装置として設計される。
【００８８】
　一般に、車両インタフェースコントローラ４６０は、高安全性レベルプロセッサおよび
ソフトウェア（安全モニタを含む）を備える。高安全性レベルプロセッサおよびソフトウ
ェア（安全モニタを含む）は、隊列走行コントローラ１１０から送信されたコマンドが車
両アクチュエータにわたる前にそれぞれ独立して各コマンドを検証する。これらの検証に
おいては、隊列走行コントローラが使用するものとは異なる独立した検証アルゴリズムと
ともに、利用可能なセンサ入力のサブセットを使用する。
【００８９】
　ゲートウェイプロセッサ４７０は、ホスト車両と各隊列走行パートナーとの間の通信を
調整し、また、ホストとネットワークオペレーションセンタおよび／または車両外部の任
意の他の要素との間の通信を調整するように設けられる。そうであるから、図１に示すシ
ステムの特定の実施態様において、ゲートウェイプロセッサ４７０は、図７に最もよく図
示されるように、車両間通信コントローラ１７０およびＮＯＣ通信コントローラ１８０を
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備える。一般に、車両間通信コントローラは、例えばＤＳＲＣプロトコル等の狭域車両間
無線通信プロトコルを利用する。ＮＯＣ通信コントローラは、一般に、セルラー通信また
は衛星通信を使用してネットワークオペレーションセンタと通信する。
【００９０】
　いくつかの実施形態において、ゲートウェイプロセッサ４７０と隊列走行コントローラ
４１０との間の接続（リンク４７８）は、専用の直接有線接続であり、他の装置は当該リ
ンクに接続されていない。いくつかの実施態様において、イーサネットまたは同様の標準
的な通信プロトコルを用いて、ゲートウェイプロセッサと隊列走行コントローラとの間で
情報の受け渡しを行う。これにより、ゲートウェイプロセッサと隊列走行コントローラと
の間に高速かつ信頼性の高い通信を容易にする。特定の例において、１００ＢＡＳＥ以上
（例えば、１０００ＢＡＳＥ、１０ＧＢＡＳＥ等）のイーサネット物理層を使用すればよ
いが、他の実施形態において種々の他の物理層が使用できることを理解されたい。
【００９１】
　いくつかの実施形態において、ゲートウェイプロセッサ４７０は、また、車両上の前向
きカメラ４７７およびダッシュボードディスプレイ４７５と通信するように設けられる。
ホスト車両が隊列走行における先頭車両である場合、ゲートウェイプロセッサは、前向き
カメラ４７７から受信した配信動画を後続車両に送信し、先頭車両の前方に何があるか後
続車両の運転手に見えるようにする。ホスト車両が隊列走行における後続車両である場合
、ゲートウェイプロセッサ４７０は、先頭車両上のゲートウェイプロセッサから上記配信
動画を受信し、当該配信をダッシュボードディスプレイ４７５に送信し、ダッシュボード
ディスプレイ４７５において表示して先頭車両の前方に何があるかホスト車両の運転手に
見えるようにする。後続車両の運転手に安心感を与え、隊列走行の前方において発生する
状況に対して個別に反応することができるようになるため、先頭車両の前方に何があるか
後続車両の運転手に見えるようにすることが望ましい。多くの隊列走行（例えば、トラク
タ、トレーラ、トラックが参加する隊列走行においては）において後続車両は先頭車両に
非常に接近する（通常の手動運転よりもはるかに近接する）ことになり、先頭車両は後続
車両の視野を事実上遮断することになり、後続の隊列走行パートナーの運転手および／ま
たは同乗者にとっては、特に隊列走行の前方において何が起こっているのか見えない場合
には、不愉快な経験となりうるため、先頭車両の前方に何があるか後続車両の運転手に見
えるようにすることは特に重要となりうる。
【００９２】
　ゲートウェイを介して渡されたビデオストリームは、ビデオマネジャ４７４により管理
すればよい。ゲートウェイ４７０はカメラ４７７および／またはダッシュボードディスプ
レイ４７５と直接通信するため、隊列走行コントローラ４１０は、そのデータフロー管理
の必要性に迫られることはない。
【００９３】
　いくつかの実施形態において、ゲートウェイ４７０は、また、診断目的等の記録を提供
することを目的として、当該ゲートウェイ４７０を通過する種々のメッセージおよび他の
情報をログ（記録）するメッセージロガー４７３を備える。以下、メッセージロガー４７
３の機能についてさらに詳述する。
【００９４】
　隊列走行コントローラ４１０は、任意の適切な車両通信バス上の受信者（リスナ）とし
て構成され、そこで、当該車両の現在の車輪速、任意のブレーキまたはアクセルペダル入
力、（必要に応じて）ステアリングホイール位置、伝動装置等、車両の運転状態について
の情報を直接得ることができる。隊列走行コントローラ４１０は、ＧＰＳユニット１３１
等のセンサユニットにも連結され、車両の位置についての位置情報を受信し、また、前を
見ているレーダーユニット１３７にも連結されて、車両外の物体の位置についての情報（
レーダーシーン等）を受信する。同様の情報は、ＬＩＤＡＲ１３８、カメラ１３９等の他
のセンサからも受信することができる。隊列走行コントローラ４１０は車両通信バス上の
リスナとして厳格に構成されており、それ自体は当該バスを介して情報を送信しないため
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、隊列走行コントローラ４１０が車両インタフェースコントローラに出力した制御コマン
ドを車両インタフェースコントローラ４６０によりＡＳＩＬ標準について検証する限り、
ＡＳＩＬ準拠である必要はない。
【００９５】
　車両インタフェースコントローラ４６０（場合によりシステムマネジャ４６０ともいう
）はＡＳＩＬ準拠であり、車両のエンジンコントローラ（ＥＥＣＵ）、ブレーキコントロ
ーラ（ＢＥＣＵ）、および／または任意の他の適切なコントローラに対して、直接または
車両のＣＡＮバス等の１以上の通信バスを介して、コマンドを送るように、またそうでな
ければ通信するように、設けられる。
【００９６】
　ここに説明する実施形態において、隊列走行コントローラ４１０と車両インタフェース
コントローラ４６０との間のインタフェース４２０（場合により、システムマネジャ４６
０ともいう）は、かなり狭く定義されている。インタフェース４２０は、隊列走行コント
ローラが生成した相当数のコマンドを含む。本実施形態において、当該コマンドは、トル
ク要求４２２、ブレーキ要求４２４、および任意選択でリターダ要求４２６を含む。隊列
走行コントローラが、ホスト車両のステアリングまたは他の態様も制御する場合には、ス
テアリングおよび／または他の適切な制御コマンドも含むことができる。
【００９７】
　インタフェース４２０は、また、隊列走行状態インジケータ４２８も備える。隊列走行
状態インジケータ４２８は隊列走行コントローラからの信号であり、隊列走行コントロー
ラが、その出力を、車両の運転を指示すべきものとみなしているか否かを示すものである
。隊列走行状態インジケータ４２８は、様々な形をとることができ、例えば、「高」のと
きには隊列走行コントローラが、隊列走行がアクティブである／あるべきとみなし、その
トルクコマンド４２２、ブレーキコマンド４２４、リタードコマンド４２６に従わなけれ
ばならないとみなしていることを示すフラグとすることができる。そのような構成におい
て、フラグが「低」のときは、隊列走行コントローラが、車両を制御していないとみなす
場合を示す。車両インタフェースコントローラ４６０は、隊列走行状態インジケータ４２
８が隊列走行制御はアクティブではないことを示すときは、いかなる場合も、トルクコマ
ンド、ブレーキコマンド、リタードコマンド、または他の制御コマンドを転送することは
ない。（通常はありえないが）万一、隊列走行コントローラ４１０が（隊列走行状態イン
ジケータ４２８により）隊列走行が有効であるとみなしているときに、安全モニタ４６５
の一つが隊列走行は適切ではないことを示す場合には、車両インタフェースコントローラ
／システムマネジャ４６０は隊列走行の終了を開始する。
【００９８】
　また、インタフェース４２０は、ホスト車両およびパートナートラックの両方について
の、一定の状態情報、好ましくはＡＳＩＬ検証済み状態情報であって、安全モニタにとっ
て有用な情報の送信を容易にする。具体的には、ホスト車両状態情報４４１は、システム
マネジャ４６０により検証済み（例えばＡＳＩＬ－Ｃと検証済み）のホスト車両について
の状態情報であって、パートナー車両上の１以上の安全モニタにとって有用な情報を含む
。パートナー車両状態情報４４４は、パートナー車両のシステムマネジャにより検証済み
のパートナー車両についての状態情報であって、ホスト車両上の１以上の安全モニタ４６
５にとって有用な情報を含む。ホスト車両状態情報４４１は隊列走行コントローラ４１０
に送信され、隊列走行コントローラ４１０は当該情報を変更することなくゲートウェイ４
７０に転送し、今度はゲートウェイ４７０がホスト車両状態情報をパートナー車両上のゲ
ートウェイに転送する。ゲートウェイ４７０がパートナー車両のゲートウェイから受信し
たパートナー車両状態情報４４４は、変更されることなく隊列走行コントローラ４１０に
転送され、そこから（この場合も変更されることなく）システムマネジャ４６０に転送さ
れる。好ましくは、ホスト状態情報４４１は、チェックサムまたは他の好適なデータ整合
性検証メカニズムとともに送信することにより、受信するシステムマネジャにより受信し
たデータが不正なものでないことを検証することが可能となる。そして、いかなる不正な
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データも無視することができる。このアプローチによれば、ＡＳＩＬ検証済み所状態情報
は、変更されることなく、１つのＡＳＩＬ準拠装置（第１の隊列走行パートナー上のシス
テムマネジャ４６０）から別の装置（第２の隊列走行パートナー上のシステムマネジャ４
６０）に渡されるため、したがって、中間送信装置（例えば、隊列走行コントローラ４１
０、ゲートウェイ４７０等）自体がＡＳＩＬ準拠でなくても、ＡＳＩＬ準拠安全検証アル
ゴリズムにおいて好適に使用することができる。
【００９９】
　ホスト車両状態情報およびパートナー車両状態情報は、任意の安全モニタにより使用さ
れる任意のＡＳＩＬ検証済み状態情報を含んでもよい。当該情報は、例えば、車両車輪速
、ブレーキ要求、トルク要求、および／または伝達トルク、ブレーキ給気圧力、ステアリ
ング位置、加速度センサ読取値、および／または、安全モニタの一部としてのシステムマ
ネジャ４６０が使用するパートナー車両についての任意の他の情報を含んでもよい。隊列
走行コントローラ４１０が、システムマネジャ４６０の使用する状態情報のほか、ＡＳＩ
Ｌ検証済み装置が生成したパートナー状態情報を利用する限りにおいて、その情報を任意
選択で車両状態情報４４１、４４４にも含むことができるが、含むことは必ずしも必要で
はなく、そのような情報は一般にパートナー車両の隊列走行コントローラが取得して送信
することができ、それによってインタフェース４２０に割り当てなければならない帯域幅
が減少してしまうので、通常あまり望ましくない。
【０１００】
　なお、ホスト車両のセンサ情報（例えば、車輪速、ブレーキペダル位置、レーダーシー
ン等）の一部は、隊列走行コントローラ４１０およびシステムマネジャ４６０の両方によ
り用いられる。隊列走行コントローラ４１０は任意の適切な車両制御バス上の認可（auth
orized）リスナであることが好ましいため、隊列走行コントローラはシステムマネジャか
らそのような情報を受信するのを待つ必要がない。むしろ、任意の関連ホスト車両センサ
情報を、適切なＣＡＮバス等の任意の適切な接続を介して、適切なセンサから直接取得す
る。しかしながら、パートナー車両上のシステムマネジャに関連する任意のセンサ情報は
、（隊列走行コントローラも読み取ったか否かにかかわらず）当該システムマネジャが読
み取り、ホスト車両状態情報４４１に含ませて、その情報がＡＳＩＬ検証済みであること
をパートナー車両のシステムマネジャが確認できるようにする。他の実施形態において、
隊列走行コントローラが直接アクセスできない任意のホスト車両センサ情報は、仲介機関
としての機能するシステムマネジャ４６０を介して受信することができる。
【０１０１】
　使用されるセンサ情報は一部が重複することになるが、ホスト車両隊列走行コントロー
ラ４１０およびホスト車両システムマネジャ４６０が使用するホスト車両センサ情報は異
なることが多く、さらに、対象とするパートナー車両センサ情報とも異なることを理解さ
れたい。例えば、ホスト隊列走行コントローラは、トルク要求およびブレーキ要求を決定
する際にＧＮＳＳ位置データを使用するが、ＧＮＳＳ位置情報はＡＳＩＬ準拠ではないた
めシステムマネジャにより使用されない場合がある。
【０１０２】
　ホスト車両上の安全モニタが使用するセンサ情報の一部は、パートナー車両上の安全モ
ニタにとっては必要とされない場合がある。この例として、レーダーシーン、アクセルペ
ダル位置、ホスト車両運転手インタフェース装置４６９からの入力等の情報が挙げられる
。パートナー車両がそのようなセンサ情報を必要としない限り、そのような情報を車両状
態情報４４１、４４４に含ませる必要はない。
【０１０３】
　パートナー車両上の隊列走行コントローラが使用するホスト車両のセンサ情報の一部は
、ＡＳＩＬ準拠でない場合があり、したがって、パートナー車両上の安全モニタにおいて
使用されない場合がある。そのような、パートナー車両上の安全モニタにとって重要でな
いセンサ情報は車両状態情報４４１、４４４の一部に含む必要はない。むしろ、そのよう
なデータは隊列走行コントローラ４１０が取得し、パートナー車両上の対応する隊列走行
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コントローラに（通信コントローラ４７０を介して）送信する。例えば、ＧＰＳまたは他
のＧＮＳＳ位置データをＡＳＩＬ検証するのは極めて困難である。したがって、ＧＮＳＳ
位置データは車両状態情報４４１、４４４に含まないことが好ましい。むしろ、そのよう
な情報は、ホスト車両の隊列走行コントローラから、各ゲートウェイ４７０を介して、パ
ートナー車両の隊列走行コントローラに渡される。
【０１０４】
　運転手インタフェース装置４６９は、ホスト車両ダッシュボード上またはホスト車両キ
ャビンのほかの箇所の適切な場所に位置するボタンまたは他の好適なメカニズムとすれば
よい。運転手インタフェース装置４６９は、運転手が適宜押すことにより、隊列走行開始
の際には、運転手が隊列走行する準備ができたことを示し、隊列走行が不要になった場合
には、解除を開始する準備ができたことを示すメカニズムである。運転手インタフェース
装置４６９の使用については、参照により本明細書に援用する米国特許出願第１５／６０
７，９０２号明細書により詳細に記載されている。本実施形態において、運転手インタフ
ェース装置４６９のコマンド（コマンドはＡＳＩＬ準拠であることが好ましい）は車両イ
ンタフェースコントローラ４６０に送信され、そこから隊列走行コントローラ４１０に渡
される。同様に、運転手インタフェース装置への要求も隊列走行コントローラから車両イ
ンタフェースコントローラ４６０へ渡り、車両インタフェースコントローラ４６０から運
転手インタフェース装置４６９へ渡る。このアーキテクチャにより、運転手インタフェー
ス装置４６９をＡＳＩＬ準拠とするために必要な作業が簡便になる。なお、しかしながら
、他の実施形態において、隊列走行コントローラ４１０も、運転手インタフェース装置か
らのコマンドに対する直接のリスナとすることができる。図６に示す実施形態において、
インタフェース４２０は、運転手インタフェース装置４６９に送信された要求および運転
手インタフェース装置４６９から受信したコマンドを表す運転手隊列走行関連の要求およ
びコマンドを含む。
【０１０５】
　いくつかの特定の実施形態において、車両インタフェースコントローラ４６０は、単一
の専用集積回路チップとして実装され、隊列走行コントローラ４１０およびゲートウェイ
プロセッサ４７０はそれぞれ別個のシステム・オン・モジュール（ＳＯＭ）として実装さ
れる。
【０１０６】
　図６に示す隊列走行制御システムハードウェアアーキテクチャは、隊列走行制御関連タ
スクを、それ自体がＡＳＩＬ準拠ではないものも含めた種々のソースから入手可能な情報
を使用して、ＡＳＩＬに準拠した方法で効率的に処理するのに特に好適である。上記の構
成により、制御システムが最終的に発行するパワートレイン制御コマンドをＡＳＩＬ定格
とすることができる。
【０１０７】
　図６のハードウェアアーキテクチャは、また、セキュリティの観点からいくつかの利点
を有する。本実施形態において、ゲートウェイプロセッサ４７０は、車両制御関連の通信
バス（例えばＣＡＮバス）のいずれにも接続していない。したがって、３つのハードウェ
アコンポーネントのうち、ゲートウェイプロセッサ４７０は潜在的に安全性が最も低いが
、ゲートウェイプロセッサ４７０は、いかなる情報も、より安全な車両通信バス上に直接
伝送することはできず、そのようなバスからいかなる情報も直接受信することはできない
が、これはセキュリティの観点から有利である。なぜなら、不正なエンティティは、ゲー
トウェイプロセッサ４７０内に何らかの形で不正アクセス（ハッキング）する等いかなる
方法によっても車両の支配権を握ることはできないからである。さらに、この構成によれ
ば、ゲートウェイプロセッサ４７０はＡＳＩＬ準拠とする必要がなく、その認証が非常に
簡便になる。
【０１０８】
メッセージ・ロギング
　先に述べたように、ゲートウェイ４７０は、診断目的、機械学習目的、他の目的におい
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て有用な隊列走行セッションの包括的な記録を提供するため、当該ゲートウェイを通過す
る種々のメッセージおよび他の情報をログしてするように構成したメッセージロガー４７
３を含むことが好ましい。一般に、ゲートウェイを介して各車両間を通過する制御関連メ
ッセージをすべてログすることが望ましい。この情報には、検証済みのパートナー状態情
報４４４、およびゲートウェイ４７０を介して各システムマネジャ４６０間で受け渡しさ
れた検証済みのホスト車両状態情報４４１が含まれる。また、当該情報は、例えばＧＮＳ
Ｓ位置データ等、各隊列走行コントローラ４１０間で相互に送信された任意のセンサ情報
も含む（当該情報は、システムマネジャによりＡＳＩＬ検証されていないため、本明細書
において、未検証の状態情報と呼ぶ場合がある。ただし、そのような情報についてＧＰＳ
ユニット、隊列走行コントローラ、ゲートウェイ自体、または、必要に応じ、任意の他の
好適なユニットにより種々のデータ検証を行うことができることは理解されたい）。
【０１０９】
　いくつかの実施形態において、隊列走行コントローラ自体はいかなるログ機能も有さな
い。これは隊列走行コントローラのタスクを簡便化し、ロギングに関連する複雑性および
計算負荷を軽減するという利点を有する。そのような実施形態において、トルク要求４２
２、ブレーキ要求４２４、リターダ要求４２６、および隊列走行状態要求４２８等の隊列
走行コントローラが生成したコマンドは、たとえパートナー車両には伝えないとしても、
ロギング目的でゲートウェイに伝送することが望ましい。
【０１１０】
　必要があれば、隊列走行コントローラが利用したがパートナー車両へは渡していない、
アクセルペダル入力、レーダーシーンまたはＬＩＤＡＲ、カメラシステム等の他の環境セ
ンサからのシーン等の他のセンサ情報を、診断目的で、適宜記録してもよい。記録された
特定の情報は、ログシステムおよび／または診断システムの設計目標に基づいて、異なっ
てもよい。なお、ダッシュボードディスプレイ４７５に伝達され、または前向きカメラ４
７７から受信したパートナー車両の配信動画等、隊列走行制御においては直接使用されな
い高帯域幅ストリームのロギングは可能ではあるが、一般には行わない。
【０１１１】
　多くの実施形態において、システムマネジャ４６０も独立したログ機能を有さない。そ
の場合、システムマネジャは、ログをとりたい任意の情報をゲートウェイ４７０にも送る
ように構成することができる。（本実施形態において、そのようなメッセージは隊列走行
コントローラ４１０を通過する）。ログをとることが望ましい情報の例としては、異常な
状況または潜在的な問題を検出する任意の安全モニタアルゴリズムに関連するメッセージ
、運転手インタフェース装置から受信したコマンド、安全モニタ自身の動作等が挙げられ
る。
【０１１２】
　一般に、ログをとったすべてのメッセージにはタイムスタンプ処理をして、順序と相対
的なタイミングが適宜簡単に復元できるようにする。
【０１１３】
　以上、自律車両および連続車両において使用するのに好適な安全配慮型アーキテクチャ
について説明した。主に、隊列走行制御システムに基づき本発明を説明したが、本明細書
に記載のアーキテクチャは、１以上の他の車両からのセンサ入力の一部に基づいてホスト
車両の制御を行う種々の連続車両用途に非常に好適であることを理解されたい。よって、
第２車両からの入力の一部に基づいてトルクコマンド、ブレーキコマンド、および／また
は他の制御コマンドを生成する連続車両コントローラで隊列走行コントローラを代替した
システムにおいて全く同じアーキテクチャを使用することができる。
【０１１４】
　より広範には、上記のような、車両コントローラが生成した制御コマンドを別個のシス
テムにより高レベルの安全性をもって処理することを使用することは、多種多様な自律型
および自動化車両用途（一部または完全自律型／自動化車両制御の両方を含む）に用いる
ことができる。例えば、多種多様な自律型および自動化車両コントローラは、容易に、本
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【０１１５】
　図２、図３、および図６には特定の車間距離コントローラアーキテクチャを示すが、使
用した特定のアーキテクチャを種々に異ならせて任意の特定の隊列走行またはその他の自
動化車両制御スキームのニーズに適合させてもよいことを理解されたい。当業者には明ら
かなように、本明細書に記載の制御機能は、１以上のプロセッサを実施するソフトウェア
またはファームウェアアルゴリズムを用いて、プログラマブルロジックを用いて、デジタ
ルまたはアナログコンポーネントを用いて、またはこれらの任意の組み合わせを用いて、
アルゴリズム的に実施することができる。
【０１１６】
　上記の詳細な説明において、制御対象の動力装置（パワープラント）は、例えば、ディ
ーゼルエンジン等の内燃機関を想定している。しかしながら、上記の制御アプローチは、
トルクを提供してホスト車両を駆動するのに用いる動力装置の性質にかかわらず利用でき
ることを理解されたい。よって、例えば、上記の制御手法は、電気自動車、ハイブリッド
車両、タービンエンジンおよび／または任意の他のタイプの動力装置を使用する車両にも
同様に適用可能である。さらには、本発明を、主に、隊列走行および車両集団走行に関す
る特定の用途の文脈において説明したが、本発明は、アダプティブ・クルーズ・コントロ
ール、ハイウェイ限定オートメーションシステム、低速限定オートメーションシステム、
等、レベル１～５の自動制御方式のいずれかを含むその他の種々の車両制御システムに適
用可能であることを理解されたい。したがって、本実施形態は例示にすぎず、非限定的な
ものと考えるべきであり、本発明は本明細書において記載した内容に限定されず、添付の
特許請求の範囲内およびその均等物の範囲内において変更してもよい。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】

【手続補正書】
【提出日】令和1年6月6日(2019.6.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホスト車両を少なくとも部分的に自動制御する車両制御システムであって、
　該車両制御システムは、
　前記ホスト車両に常駐の車両コントローラであって、センサ情報の少なくとも一部に基
づいて前記ホスト車両を少なくとも部分的に自動制御するための自動化車両制御コマンド
を決定するように構成した車両コントローラと、
　少なくとも部分的な自動運転中に、前記車両制御コントローラから受信した車両制御コ
マンドが選択した安全基準に適合することを検証する前記車両コントローラとは別個に実
行される１以上の安全モニタリングアルゴリズムと、を備え、
　前記自動化車両制御コマンドは、それぞれ、前記ホスト車両上に常駐の１以上のホスト
車両制御ユニットにより直接または間接に利用されて、該自動化車両制御コマンドの実行
を容易にするように設けられ、
　前記１以上の安全モニタリングアルゴリズムの少なくとも一部は、前記車両コントロー
ラから受信した前記自動化車両制御コマンドの検証において、センサ情報を利用し、
　前記車両コントローラが前記自動化車両制御コマンドを決定する際には、前記安全アル
ゴリズムも前記安全アルゴリズムからの出力も使用せず、
　前記検証された車両制御コマンドは、前記１以上のホスト車両制御ユニットにより使用
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されて、前記自動化車両制御コマンドの実行を容易にする、
　車両制御システム。
【請求項２】
　前記自動化車両制御コマンドの検証おいて利用された前記センサ情報は、その少なくと
も一部に、第２車両上の各センサから受信した情報を含む、
　請求項１に記載の車両制御システム。
【請求項３】
　前記自動化車両制御コマンドの検証において利用された前記センサ情報は、その少なく
とも一部に、前記ホスト車両上の１以上の各センサから受信したデータを含む、
　請求項１に記載の車両制御システム。
【請求項４】
　前記１以上の安全モニタリングアルゴリズムの少なくとも一部は、前記車両コントロー
ラから受信した前記自動化車両制御コマンドの検証において、前記第２車両から受信した
検証済み情報を利用し、
　前記第２車両から受信した前記検証済み情報は、前記第２車両上のコンポーネントであ
って、前記安全モニタリングアルゴリズムに要求される指定安全基準と少なくとも同等の
高い指定安全基準に準拠したコンポーネントにより検証される、
　請求項２に記載の車両制御システム。
【請求項５】
　前記自動化車両制御コマンドは、トルク要求およびブレーキ要求の少なくとも１を含む
、
　請求項１に記載の車両制御システム。
【請求項６】
　前記１以上のホスト車両制御ユニットは、エンジン制御ユニット、パワートレイン制御
モジュール、および制動コントローラからなる群から選択される、
　請求項１に記載の車両制御システム。
【請求項７】
　前記車両コントローラは、前記１以上のホスト車両制御ユニットとは別個である、
　請求項１に記載の車両制御システム
【請求項８】
　前記第２車両から受信した前記センサ情報であって、前記１以上の安全モニタリングア
ルゴリズムにより利用されるセンサ情報は、
　前記第２車両上のコンポーネントであって、前記１以上の安全モニタリングアルゴリズ
ムが準拠する安全基準少なくとも同等の高い安全基準であり、前記車両コントローラが準
拠する安全基準よりも高い安全基準に準拠するコンポーネントから受信される、
　請求項２に記載の車両制御システム。
【請求項９】
　前記安全アルゴリズムの少なくとも一部は、前記ホスト車両制御ユニットの少なくとも
１上で実行される、
　請求項１に記載の車両制御システム。
【請求項１０】
　前記車両コントローラと前記１以上のホスト車両制御ユニットとの間の通信を管理する
ように設けられた車両インタフェースコントローラをさらに備え、
　前記車両インタフェースコントローラは、前記車両コントローラから前記自動化車両制
御コマンドを受信して、対応する車両制御コマンドを適切なホスト車両制御ユニットに通
信するように構成されており、
　前記安全アルゴリズムの少なくとも一部は、前記車両インタフェースコントローラによ
り実行される、
　請求項１に記載の車両制御システム。
【請求項１１】
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　前記安全アルゴリズムの少なくとも一部は、前記ホスト車両制御ユニットの少なくとも
１上で実行される、請求項１０に記載の車両制御システム。
【請求項１２】
　前記安全モニタリングアルゴリズムの少なくとも１をホストするコントローラのＡＳＩ
Ｌ定格は、前記車両コントローラについてのＡＳＩＬ定格よりも高い、
　請求項１に記載の車両制御システム。
【請求項１３】
　前記安全モニタリングアルゴリズムの少なくとも１をホストするコントローラのＡＳＩ
Ｌ定格は少なくともＡＳＩＬ－Ｃ準拠である、
　請求項１に記載の車両制御システム。
【請求項１４】
　前記車両コントローラは、ＩＳＯ２６２６２下においてＱＭ定格である、
　請求項１３に記載の車両制御システム。
【請求項１５】
　ホスト車両を少なくとも部分的に自動制御する車両制御システムであって、
　センサ情報の少なくとも一部に基づいて、前記ホスト車両を少なくとも部分的に自動制
御するための車両制御コマンドを決定するように構成した車両コントローラと、
　少なくとも部分的な自動運転中に、前記車両コントローラから受信した選択した車両制
御コマンドが選択した安全基準に適合することを検証する１以上の安全モニタリングアル
ゴリズムをホストする第２コントローラと、を備え、
　前記車両制御コマンドは、それぞれ、前記ホスト車両上に常駐の１以上のホスト車両制
御ユニットにより直接または間接に利用されて該車両制御コマンドの実行を容易にするよ
うに設けられ、前記車両コントローラはＡＳＩＬ定格であり、
　前記１以上の安全アルゴリズムの少なくとも一部は、前記車両コントローラから受信し
た前記コマンドの検証において、第２車両からの検証済みセンサ情報を利用し、前記第２
車両から受信される該検証済みセンサ情報は、指定安全基準に準拠する前記第２車両上の
コンポーネントにより検証され、
　前記第２コントローラのＡＳＩＬ定格は、前記車両コントローラのＡＳＩＬ定格よりも
高く、
　前記第２車両から受信した前記検証済みセンサ情報を検証した前記第２車両上の前記コ
ンポーネントのＡＳＩＬ定格は、前記第２コントローラのＡＳＩＬ定格と少なくとも同じ
高さである、
　車両制御システム。
【請求項１６】
　前記車両コントローラは隊列走行コントローラであり、
　前記第２車両は隊列走行パートナーであり、
　前記安全モニタリングアルゴリズムは、隊列走行中に、選択された安全基準が満たされ
ていることを検証するように構成されている、
　請求項１５に記載の車両制御システム。
【請求項１７】
　ホスト車両を少なくとも部分的に自動制御する車両制御システム用の車両インタフェー
スコントローラであって、
　該車両インタフェースコントローラは、選択された自動化車両制御コマンドを、前記自
動化車両制御コマンドを決定するように構成された車両コントローラから受信して前記ホ
スト車両の少なくとも部分的な自動制御を容易にし、該自動化車両制御コマンドを、前記
ホスト車両に常駐する１以上のホスト車両制御ユニットに、該１以上のホスト車両制御ユ
ニットによる使用に好適な形式で通信するように構成されており、
　前記車両インタフェースコントローラは、
　該車両インタフェースコントローラ上で実行される１以上の安全モニタリングアルゴリ
ズムであって、前記少なくとも部分的な自動運転中に、前記車両コントローラから受信し



(43) JP 2019-526859 A 2019.9.19

た前記選択された自動化車両制御コマンドが選択した安全基準に適合することを検証する
１以上の安全モニタリングアルゴリズムを備え、
　前記１以上の安全モニタリングアルゴリズムの少なくとも一部は、前記車両コントロー
ラから受信した前記コマンドを前記検証する際にセンサデータを利用する、
　車両インタフェースコントローラ。
【請求項１８】
　前記センサデータは、前記ホスト車両上の各センサから受信したデータを含む、
　請求項１７に記載の車両インタフェースコントローラ。
【請求項１９】
　前記１以上の安全モニタリングアルゴリズムの少なくとも一部は、前記車両コントロー
ラから受信した前記コマンドを検証する際に、第２車両から受信した検証済み情報を利用
し、
　前記第２車両から受信した前記検証済み情報は、該第２車両上のコンポーネントであっ
て、前記安全モニタリングアルゴリズムに要求される指定安全基準と少なくとも同じ高さ
の指定安全基準に準拠するコンポーネントにより検証される、
　請求項１７に記載の車両インタフェースコントローラ。
【請求項２０】
　前記１以上のホスト車両制御ユニットは、エンジン制御ユニット、パワートレイン制御
モジュール、または制動コントローラ、の少なくとも１を備える、
　請求項１７に記載の車両インタフェースコントローラ。
【請求項２１】
　前記車両制御コマンドは、トルク要求およびブレーキ要求の少なくとも１を備える、
　請求項１７に記載の車両インタフェースコントローラ。
【請求項２２】
　前記車両インタフェースコントローラのＡＳＩＬ定格は、前記車両コントローラのＡＳ
ＩＬ定格よりも高い、
　請求項１７に記載の車両インタフェースコントローラ。
【請求項２３】
　ホスト車両を少なくとも部分的に自動制御する車両制御システム用の車両インタフェー
スコントローラであって、
　該車両インタフェースコントローラは、選択された自動化車両制御コマンドを、車両コ
ントローラから受信し、該自動化車両制御コマンドを、前記ホスト車両に常駐する１以上
のホスト車両制御ユニットに、該１以上のホスト車両制御ユニットによる使用に好適な形
式で通信するように構成されており、
　前記車両インタフェースコントローラは、
　前記車両インタフェースコントローラ上で実行される１以上の安全モニタリングアルゴ
リズムであって、前記少なくとも部分的な自動運転中に、前記車両コントローラから受信
した前記選択された自動化車両制御コマンドが選択した安全基準に適合することを検証す
る１以上の安全モニタリングアルゴリズムを備え、
　前記１以上の安全アルゴリズムの少なくとも一部は、前記車両コントローラから受信し
た前記コマンドを前記検証する際にセンサデータを利用し、
　前記１以上の安全モニタリングアルゴリズムの少なくとも一部は、前記車両コントロー
ラから受信した前記コマンドの検証において、第２車両から受信した検証済み情報を利用
し、前記第２車両から受信した該検証済み情報は指定安全基準に準拠した前記第２車両上
のコンポーネントにより検証され、
　前記車両インタフェースコントローラのＡＳＩＬ定格は、前記車両コントローラのＡＳ
ＩＬ定格よりも高く、前記第２車両から受信した前記検証済みのセンサ情報を検証した前
記第２車両上の前記コンポーネントのＡＳＩＬ定格は、前記車両インタフェースコントロ
ーラのＡＳＩＬ定格と少なくとも同じ高さである、
　車両インタフェースコントローラ。
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【請求項２４】
　前記車両制御コマンドを受信した前記車両コントローラは隊列走行コントローラであり
、
　前記第２車両は隊列走行パートナーであり、
　前記安全モニタリングアルゴリズムは、隊列走行中に、前記選択された安全基準が満た
されていることを検証するように構成されている、
　請求項１９に記載の車両インタフェースコントローラ。
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【国際調査報告】
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