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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動運転機能を備えた複数の車両に隊列走行を行わせる隊列走行システム（１）であっ
て、
　前記自動運転機能を備えた車両の走行予定を取得し、隊列走行の対象となる対象車を抽
出する抽出部（３２：Ｓ１１０～Ｓ１２０）と、
　前記抽出部にて抽出された対象車の特性を表す特性情報に基づいて、隊列走行における
並び順を、線形計画法を用いて決定する順序決定部（３２：Ｓ１４０）と、
　前記抽出部にて抽出された対象車に対して、前記順序決定部にて決定された隊列の並び
順を少なくとも含んだ隊列情報を通知する予定通知部（３２：Ｓ１７０）と、
　前記隊列走行への参加によって得られる利益が反映された利得情報を用いて求めたシャ
ープレイ値によって、前記隊列走行によって得られる全体の利益に対する前記隊列走行に
参加した各対象車の貢献度を求める貢献度算出部（３２：Ｓ２２０）と、
　前記隊列情報に従った隊列走行の実施が確認されると、前記貢献度算出部にて算出され
た貢献度に応じて、前記隊列走行に参加した前記対象車が公平な利益が得られるように、
該対象車に対する課金を決定する課金部（３２：Ｓ２３０～Ｓ２４０）と、
　を備える隊列走行システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の隊列走行システムであって、
　前記順序決定部は、前記特性情報として車両の燃費を用い、前記対象車毎の燃費と、隊
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列中の並び位置毎に予め設定された燃費改善率とに基づいて、前記隊列走行に参加する全
ての対象車の燃料削減量の期待値である期待削減量の総和が最大となるように並び順を設
定する、隊列走行システム。
【請求項３】
　請求項２に記載の隊列走行システムであって、
　前記貢献度算出部は、前記利得情報として、前記隊列走行に参加することで得られる燃
料削減量を用いる、隊列走行システム。
【請求項４】
　請求項３に記載の隊列走行システムであって、
　前記課金部は、前記貢献度に応じた燃料削減量である貢献削減量と前記期待削減量との
差に従って課金額を決定する、隊列走行システム。
【請求項５】
　請求項３に記載の隊列走行システムであって、
　前記予定通知部が通知した隊列情報に従った隊列走行が終了すると、該隊列走行に参加
した前記対象車のそれぞれから、前記隊列走行中に実測された燃料削減量である実削減量
を取得する結果取得部（３２：Ｓ２１０）を、更に備え、
　前記課金部は、前記貢献度に応じた燃料削減量である貢献削減量と前記実削減量との差
に従って課金額を決定する、隊列走行システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、自動運転機能を備えた複数の車両に隊列走行を行わせる隊列走行システムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自動運転が可能な車両が車両群を形成して走行する隊列走行が知られている。特
許文献１には、隊列の先頭車をサービス提供側、追走車をサービス利用側として、サービ
ス利用側がサービス提供側に対してサービスに対する対価を支払うことで、双方にメリッ
トが分配されるようにする技術が提案されている。また、対価を、隊列走行を行った時間
や距離、気象条件や路面状況等の運転環境、道路種別や位置等の道路状況に応じて、適切
に決定することも提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－９４７８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、隊列走行に参加した車両が得られる利益は、追走車側の運転負荷の軽減だけ
ではなく、燃費の改善効果もある。この燃費の改善効果に着目した場合、先頭車も利益が
得られ、その利益は、各車両の特性や隊列の並び順によって決まる。このため、先頭車だ
けをサービス提供側とみなす手法では、隊列走行への参加者に、利益が公平に分配されて
いると感じさせることができないという問題や隊列全体の利益を最大化することができな
いという問題があった。その結果、隊列走行に参加しようとする動機づけをドライバに与
えることが困難であるという問題もあった。
【０００５】
　本開示は、隊列全体の利益を最大化し且つ隊列走行に参加した全ての車両に対して公平
に利益を分配する技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　本開示の一態様は、自動運転機能を備えた複数の車両に隊列走行を行わせる隊列走行シ
ステムであって、抽出部と、順序決定部と、予定通知部と、貢献度算出部と、課金部とを
備える。抽出部は、自動運転機能を備えた車両の走行予定を取得し、隊列走行の対象とな
る対象車を抽出する。順序決定部は、抽出部にて抽出された対象車の特性を表す特性情報
に基づいて、隊列走行における並び順を、線形計画法を用いて決定する。予定通知部は、
抽出部にて抽出された対象車に対して、順序決定部にて決定された隊列の並び順を少なく
とも含んだ隊列情報を通知する。貢献度算出部は、隊列走行への参加によって得られる利
得が反映された利得情報を用いて求めたシャープレイ値によって、隊列走行によって得ら
れる全体の利得に対する隊列走行に参加した各対象車の貢献度を求める。課金部は、隊列
情報に従った隊列走行の実施が確認されると、貢献度算出部にて算出された貢献度に応じ
て、隊列走行に参加した対象車が公平な利益が得られるように、対象車に対する課金を決
定する。
【０００７】
　このような構成によれば、隊列走行に参加する車両の並び順をどのように設定したとし
ても、各車両に公平に利得が分配することができる。その結果、隊列走行に参加しようと
する動機づけをドライバに与えることができる。また、各車両のドライバに不公平感を与
えることなく、全体の利得が最大となるような並び順を設定することができる。
【０００８】
　なお、この欄及び特許請求の範囲に記載した括弧内の符号は、一つの態様として後述す
る実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものであって、本発明の技術的範囲を
限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】隊列走行システムの構成を示すブロック図である。
【図２】隊列走行システムを構成するサポートセンター、配送センター、車両間の通信の
概要を示すシーケンス図である。
【図３】サポートセンターが実行する隊列生成処理のフローチャートである。
【図４】サポートセンターが実行する課金処理のフローチャートである。
【図５】車両の隊列走行部が実行する隊列実行処理のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照しながら、発明を実施するための形態を説明する。
　［１．構成］
　図１に示すように、隊列走行システム１は、複数の車両１０と、配送会社毎に設けられ
た配送センター２０と、各配送会社に共通のサポートセンター３０とを備える。なお、隊
列に参加する車両はすべて商業配送トラックであり、各車両は複数ある配送会社のいずれ
かに属しているものとする。
【００１１】
　［１－１．車両］
　車両１０は、自動運転機能を有するものであり、いずれも同様の構成を有する。車両１
０は、外部通信部１１、ナビゲーション装置１２、車々間通信部１３、ＨＭＩ（ヒューマ
ン・マシンインターフェース）部１４、車両制御部１５、隊列走行部１６を備える。これ
ら各部は、車載ネットワーク１７を介して相互に通信可能に接続されている。
【００１２】
　外部通信部１１は、自車両が属する配送会社の配送センター２０と無線通信を行い、配
送に関わる各種情報を送受信する。具体的には、配送センター２０からは、配送スケジュ
ールに関する情報である配送情報や、隊列走行に関する情報である隊列情報を受信する。
配送センター２０へは、隊列情報に従った隊列走行の実施状況を表す開始通知および終了
通知等を配送センターに送信する。外部通信部１１は、例えば、携帯電話器、ＤＳＲＣ通
信機、ＥＴＣ車載器等を用いることができ、複数種類のものを併用してもよい。
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【００１３】
　ナビゲーション装置１２は、ＧＰＳ等を用いて自車位置や自車の進行方向（方位）を検
出する機能や、設定された目的地までの経路探索・案内の機能等を備えた周知のものであ
る。
【００１４】
　車々間通信部１３は、他車両との間での通信を行うことにより、隊列走行に必要な各種
情報を送受信する。その詳細については後述する。
　ＨＭＩ部１６は、ＬＣＤ等の表示部やタッチパネル等の操作入力部を有して構成され、
隊列走行に関する必要なステータス表示や、隊列走行の開始，終了の報知、隊列内でのコ
ミュニケーション等を行うためのものである。なお、このＨＭＩ部１６の機能は、ナビゲ
ーション装置１２に統合しても良い。
【００１５】
　車両制御部１５は、スロットル開度、操舵角、ブレーキ操作量、ギヤ段等、自車の制御
に用いられる制御操作量や、現在位置、速度、加速度、ヨーレート、進行方向等。自車の
走行状態を表す走行状態量を検出するように構成されている。車両制御部１５は、車々間
通信部１３を介して自車の制御操作量や走行状態量を、自車の周囲に存在する他車に提供
すると共に、他車の制御操作量や走行状態量を取得する。また、車両制御部１５は、ナビ
ゲーション装置１２に設定される経路情報、隊列走行部１６等から与えられる自動運転の
目標値（例えば、車間距離，車間時間，車速等）に従い、自車および他車の制御操作量や
走行状態量に基づいて、エンジン、ブレーキ、ステアリング、トランスミッション等を自
動で制御する自動運転を実行するように構成されている。
【００１６】
　隊列走行部１６は、ＣＰＵ１６１と、ＲＡＭ、ＲＯＭ、フラッシュメモリ等の半導体メ
モリ（以下、メモリ１６２）と、を有する周知のマイクロコンピュータを中心に構成され
る。隊列走行部１６の各種機能は、ＣＰＵ１６１が非遷移的実体的記録媒体に格納された
プログラムを実行することにより実現される。この例では、メモリ１６２が、プログラム
を格納した非遷移的実体的記録媒体に該当する。また、このプログラムの実行により、プ
ログラムに対応する方法が実行される。なお、隊列走行部１６を構成するマイクロコンピ
ュータの数は１つでも複数でもよい。
【００１７】
　隊列走行部１６は、ＣＰＵ１６１がプログラムを実行することで、後述する隊列実行処
理を少なくとも実行する。なお、隊列実行処理では、隊列走行に必要な目標値を設定し、
この目標値を車両制御部１５に提供する。これにより、目標値に従った自動運転を車両制
御部１５に実行させることで隊列走行が実現される。
【００１８】
　［１－２．配送センター］
　配送センター２０は、配送会社毎に設けられ、自社に属する車両（以下、自社車両）１
０との通信を行う車両通信部２１と、サポートセンター３０との通信を行うセンター通信
部２２と、自社車両１０の配送スケジュール等、自社車両１０の管理を行う配車処理部２
３とを備える。
【００１９】
　配車処理部２３は、上述の隊列走行部１６と同様に、ＣＰＵと、メモリと、を有する周
知のマイクロコンピュータを中心に構成される。メモリには、ＣＰＵが実行する処理のプ
ログラムの他、各自社車両１０の配送スケジュール、自社車両の燃費を表す燃費情報が少
なくとも記憶されている。なお、配送スケジュールには、少なくとも目的地となる配送先
、配送先までの走行経路、配送先への到着予定時間のほか、走行経路中に高速道路を含む
場合は、インターチェンジ（以下、ＩＣ）の通過予定時間等も含む。配車処理部２３は、
センター通信部２２を介した通信によりサポートセンター３０から隊列情報の配信を受け
、車両通信部２１を介した通信により、車両１０からの要求に応じて、その要求元の車両
に関連する配送スケジュールおよび隊列情報を提供する情報提供処理を実行する。
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【００２０】
　［１－３．サポートセンター］
　サポートセンター３０は、各社の配送センター２０との通信を行う通信部３１と、通信
部３１を介して取得される情報に基づいて隊列走行の実施に関する各種情報を生成する隊
列処理部３２とを備える。隊列処理部３２は、上述の隊列走行部１６や配車処理部２３と
同様に、ＣＰＵと、メモリと、を有する周知のマイクロコンピュータを中心に構成される
。隊列処理部３２は、通信部３１を介して各配送センター２０との通信を行うことで、後
述する隊列生成処理および課金処理を少なくとも実行する。
【００２１】
　なお、隊列走行部１６、配車処理部２３、隊列処理部３２が実行する各機能を実現する
手法はソフトウェアに限るものではなく、その一部又は全部の要素を、論理回路やアナロ
グ回路等を組み合わせたハードウェアを用いて実現してもよい。
【００２２】
　［２．処理］
　［２－１．隊列情報生成処理］
　サポートセンター３０の隊列処理部３２が実行する隊列情報生成処理を、図３のフロー
チャートを用いて説明する。なお、本処理は、例えば、各配送会社にて翌日の配送スケジ
ュールが決定された後など、予め設定されたタイミングで周期的に起動される。
【００２３】
　本処理が起動すると、隊列処理部３２は、Ｓ１１０にて、通信部３１を介して各社の配
送センター２０から配送スケジュール、およびその配送スケジュールに関わる車両の燃費
情報を取得する。
【００２４】
　Ｓ１２０では、取得した配送スケジュールに基づき、同じ時間帯に同じ高速道路を走行
する複数の車両が存在する場合に、これらの車両を隊列走行の候補車両群として抽出する
。
【００２５】
　Ｓ１３０では、Ｓ１２０での抽出結果から一つの候補車両群を選択する。
　Ｓ１４０では、Ｓ１３０にて選択された候補車両群に、隊列走行をさせる時の並び順を
決定する。この並び順は、隊列全体の燃費改善効果に着目した線形計画法によって決定す
る。その決定方法の詳細については後述する。
【００２６】
　Ｓ１５０では、隊列走行の開始地点および開始予定時刻、隊列走行の終了地点および終
了予定時刻、隊列走行の参加車両、隊列走行の並び順等を示した隊列情報を生成する。
　Ｓ１６０では、Ｓ１２０にて抽出された全ての候補車両群について隊列情報を生成した
か否かを判断する。隊列情報が生成されていない候補車両群が存在すればＳ１３０に戻っ
て同様の処理を繰り返す。全ての候補車両群について隊列情報が生成されていれば、Ｓ１
７０に移行する。
【００２７】
　Ｓ１７０では、生成された隊列情報を、各配送センター２０に配信して、本処理を終了
する。
　つまり、サポートセンター３０は、図２に示すように、各配送センター２０から配送ス
ケジュールおよび燃費情報を取得し、これに基づいて生成された隊列情報を各配送センタ
ー２０に配信する。そして、隊列情報が配信された各配送センター２０は、この隊列情報
を記憶する。そして、車両１０からの要求に応じて、隊列情報を配送スケジュールと共に
提供する。
【００２８】
　［２－２．隊列実行処理］
　次に、車両１０の隊列走行部１６が実行する隊列実行処理を、図５のフローチャートを
用いて説明する。なお、本処理は、車両１０の各部に電源が投入されると起動する。
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【００２９】
　本処理が起動すると隊列走行部１６は、Ｓ３１０では、配送センター２０から配送スケ
ジュールおよび隊列情報を取得する。
　Ｓ３２０では、配送スケジュールに示された経路をナビゲーション装置１２に設定する
。
【００３０】
　Ｓ３３０では、自車に関わる隊列情報があるか否かを判断する。自車に関わる隊列情報
がなければ、本処理を終了する。自車に関わる隊列情報があればＳ３４０に進む。
　Ｓ３４０では、隊列情報に基づき、隊列走行を実施する区間等の情報をナビゲーション
装置１２に設定する。
【００３１】
　Ｓ３５０では、ナビゲーション装置１２、車々間通信部１３、車両制御部１５等から得
られる情報等に基づいて、隊列走行が開始されたか否かを判断する。隊列走行が開始され
ていなければ、開始されたと判断されるまで待機する。隊列走行が開始されると、Ｓ３６
０に進む。
【００３２】
　Ｓ３６０では、車載ネットワーク１７を介して、図示しない燃料センサから隊列走行開
始時の燃料の残存量である開始時残存量を検出して記憶する。これと共に、隊列走行を開
始したことを表す開始通知を、外部通信部１１を介して自社の配送センター２０に送信す
る。
【００３３】
　Ｓ３７０では、ナビゲーション装置１２、車々間通信部１３、車両制御部１５等から得
られる情報等に基づいて、隊列走行が終了したか否かを判断する。隊列走行が終了してい
なければ、終了したと判断されるまで待機する。隊列走行が終了すると、Ｓ３８０に進む
。
【００３４】
　Ｓ３８０では、車載ネットワーク１７を介して、上述の燃料センサから隊列走行終了時
の燃料の残存量である終了時残存量を検出し、Ｓ３６０にて記憶された開始時残存量との
差から隊列走行時の燃料消費量を求める。
【００３５】
　Ｓ３９０では、隊列走行を終了したことを表す終了通知を、Ｓ３８０にて算出された燃
料消費量と共に、外部通信部１１を介して自社の配送センター２０に送信して、本処理を
終了する。
【００３６】
　つまり、車両１０は、図２に示すように、自社の配送センター２０から配送スケジュー
ルや隊列情報を取得する。そして、取得した隊列情報に基づく隊列走行を開始した時には
開始通知を、隊列走行を終了した時には燃料消費量と共に終了通知を、配送センター２０
に送信する。なお、配送センター２０は、車両から受信した終了通知および燃料消費量を
、サポートセンター３０に転送する。
【００３７】
　［２－３．課金処理］
　サポートセンター３０の隊列処理部３２が実行する課金処理を、図４のフローチャート
を用いて説明する。なお、本処理は、通信部３１を介して終了通知を受信する毎に起動す
る。
【００３８】
　本処理が起動すると、隊列処理部３２は、Ｓ２１０にて、終了通知の送信元となった車
両と隊列走行をした全ての車両（以下、参加車両）から終了通知を受信しているか否かを
判断する。終了通知が未受信の車両があれば、そのまま本処理を一旦終了する。全ての車
両から終了通知を受信していれば、Ｓ２２０に進む。
【００３９】
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　Ｓ２２０では、参加車両に関する燃費情報と隊列走行の走行距離と隊列中の位置によっ
て決まる燃費改善係数とに従い、隊列全体の燃費改善効果に対する各参加車両の貢献度を
、シャープレイ値を求めることで算出する。この貢献度の算出方法の詳細については後述
する。
【００４０】
　Ｓ２３０では、算出された貢献度に応じて各車両に対する課金情報を生成する。この課
金情報の生成方法の詳細については後述する。
　Ｓ２４０では、算出された課金情報を、配送会社毎に集計，記憶して、本処理を終了す
る。
【００４１】
　つまり、サポートセンター３０は、図２に示すように、終了通知に従って課金情報を生
成し、集計する。そして、集計された課金情報を、所定のタイミング（例えば、月１回）
で、各配送会社や清算を行う金融機関等に送信する。
【００４２】
　［３．動作例］
　以下では、Ｓ１４０の処理で実行される隊列走行の並び順の決定方法、およびＳ２２０
の処理で実行される貢献度の算出方法、Ｓ２３０の処理で実行される課金情報の生成方法
について、具体例を用いて説明する。
【００４３】
　［３－１．並び順決定］
　ここでは、表１に示すように、以下の条件を仮定する。
　３台のトラック（Ａ，Ｂ，Ｃ）があるＩＣから同時に高速道路に乗り、目的地に最も近
いＩＣまでの予定距離（例えば５００ｋｍ）を隊列走行する。
【００４４】
　但し、隊列走行による各車両の燃費改善効果を表す燃費改善係数は、隊列走行における
車両間隔および隊列中の位置によって決まる。ここでは、燃費改善係数として、単独で走
行する場合の燃費Ｓから隊列走行した場合の燃費Ｔとした場合に（Ｓ－Ｔ）／Ｓで求めら
れる値を用いる。そして、例えば、車両間隔が４ｍの場合、燃費改善係数は、先頭車両が
０．０８、末尾車両が０．１５、それ以外の中間車両が０．２となる。これは、既知の情
報として与えられるものとする。また、燃料価格は１リットル当たり１００円とする。
【００４５】
【表１】

【００４６】
　上記条件において、全体で最も燃費改善効果の高い隊列の組み方、即ちＡ，Ｂ，Ｃの並
び順が存在する。この最適な並び順を線形計画法で求める。具体的には、車両Ａ，Ｂ，Ｃ
のそれぞれについて、各車両の燃費と、隊列中の位置に応じた燃費改善係数とに基づき、
予定距離を、隊列中の各位置で走行した場合に期待される燃料削減量である期待削減量を
算出する。その結果を、表２に示す。但し、燃費は、車両Ａが１０［ｋｍ／ｌ］、車両Ｂ
が８［ｋｍ／ｌ］、車両Ｃが４［ｋｍ／ｌ］とする。
【００４７】
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【表２】

【００４８】
　各車両Ａ，Ｂ，Ｃが１台で走行する場合、２台で隊列走行する場合、３台で隊列走行す
る場合の全ての並び順のパターンについて、隊列走行に参加した各車両の期待削減量の合
計値である合計削減量を求める。その結果を、表３に示す。
【００４９】
【表３】

【００５０】
　表３からわかるように、並び順がＡＣＢの時に合計削減量が最大となる。この並び順を
、隊列走行の並び順として決定する。
　［３－２．貢献度算出］
　貢献度の算出に当たり、まず、表３に示すように、並び順が異なるだけで、隊列を構成
する車両が同一である車両の組み合わせ毎に、その車両組み合わせにおける合計削減量の
代表値を設定する。ここでは、着目する車両組み合わせに属する全ての並び順のパターン
の合計削減量のうち最大値となるものを代表値とする。つまり、合計削減量の代表値は、
隊列を構成しなければ０［ｌ］、隊列を構成する車両がＡ，Ｂであれば１３．３７５［ｌ
］、隊列を構成する車両がＡ，Ｃであれば２２．７５［ｌ］、隊列を構成する車両がＢ，
Ｃであれば２３．７５［ｌ］、隊列を構成する車両がＡ，Ｂ，Ｃであれば３８．３７５［
ｌ］となる。
【００５１】
　次に、各車両が、先頭、中間、末尾の順に隊列に加わるものとして、３台で隊列走行す
る場合の全ての並び順のパターンについて、各車両の貢献度を求める。その結果を表４に
示す。
【００５２】
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【表４】

【００５３】
　例えば、並び順がＡＢＣの場合について説明する。最初にＡが隊列に加わる。このとき
表３の隊列Ａにおける合計削減量の代表値である０［ｌ］が、この並び順におけるＡの貢
献度となる。次にＢが隊列に加わる。このとき表３の隊列ＡＢにおける合計削減量の代表
値である１３．３７５［ｌ］から、Ｂが参加していない時の利益であるＡの貢献度０［ｌ
］を減じた値、即ち１３．３７５［ｌ］が、この並び順におけるＢの貢献度となる。更に
Ｃが隊列に加わる。このとき表３の隊列ＡＢＣにおける合計削減量の代表値である３８．
３７５［ｌ］から、Ｃが参加していない時の利益であるＢの貢献度１３．３７５［ｌ］を
減じた値、即ち２５［ｌ］が、この並び順におけるＣの貢献度となる。
【００５４】
　そして、全ての並び順について求めた貢献度に基づき、車両毎に、貢献度の期待値であ
るシャープレイ値を算出する。このシャープレイ値を、ここでは、各車両の貢献度を表す
貢献削減量という。
【００５５】
　［３－３．課金］
　表５に示すように、先に決定された隊列走行の並び順ＡＣＢに従って、その並び順での
各車両の期待削減量を表２から求め、その期待削減量から表４で求めた貢献削減量（即ち
、シャープレイ値）を減じることで、車両毎の損得量を算出する。この損得量がプラスの
場合は、自車の貢献度と比較して自車が得る利益（自車の期待削減量）が大きいことを示
し、逆に損得量がマイナスの場合は、自車の貢献度と比較して自車が得る利益が小さいこ
とを示す。この損得量に、単位当たりの燃料価格を乗じた結果を課金額とする。つまり、
プラスであれば支出、マイナスであれば収入となる。
【００５６】
【表５】

【００５７】
　［４．効果］
　以上詳述した本実施形態によれば、以下の効果が得られる。
　（４ａ）シャープレイ値に基づき、隊列全体での燃費改善効果に対する各車両の貢献度
を求め、期待される燃費改善効果との差分を、各車両または車両が属する配送会社に課金
している。このため、実際隊列走行に参加する車両の並び順をどのように設定したとして
も、隊列走行に参加したことによる利益を、各車両に対して公平に分配することができる



(10) JP 6565793 B2 2019.8.28

10

20

30

40

。その結果、不公平感を与えることなく、全体の利得が最大となるような並び順を設定す
ることができるだけでなく、配送会社やドライバに対して、隊列走行に参加しようとする
動機を与えることができる。
【００５８】
　［５．他の実施形態］
　以上、本発明を実施するための形態について説明したが、本発明は上述の実施形態に限
定されることなく、種々変形して実施することができる。
【００５９】
　（５ａ）上記実施形態では、課金情報の生成に、表２から求められる各車両の期待削減
量を用いているが、これに限定されるものではなく、終了通知に示された燃料消費量から
算出される実削減量を用いるようにしてもよい。
【００６０】
　（５ｂ）上記実施形態では、配送センター２０およびサポートセンター３０を別々に設
けているが、両センターを統合した機能を有する、各配送会社に共通の配送センターを設
けるようにしてもよい。
【００６１】
　（５ｃ）上記実施形態では、隊列走行における各車の並び順を決める際に着目する車両
特性として燃費を用い、隊列走行に対する各車の貢献度の算出に用いる利得情報として燃
料削減量を用いたが、これに限定されるものではなく、隊列走行に参加した各車両の損得
を数値化できる指標であれば何を用いてもよい。
【００６２】
　（５ｄ）上記実施形態における１つの構成要素が有する複数の機能を、複数の構成要素
によって実現したり、１つの構成要素が有する１つの機能を、複数の構成要素によって実
現したりしてもよい。また、複数の構成要素が有する複数の機能を、１つの構成要素によ
って実現したり、複数の構成要素によって実現される１つの機能を、１つの構成要素によ
って実現したりしてもよい。また、上記実施形態の構成の一部を省略してもよい。また、
上記実施形態の構成の少なくとも一部を、他の上記実施形態の構成に対して付加又は置換
してもよい。なお、特許請求の範囲に記載の文言から特定される技術思想に含まれるあら
ゆる態様が本発明の実施形態である。
【００６３】
　（５ｅ）本開示は、上述した隊列走行システムの他、当該隊列走行システムを構成する
各機能を実現する装置としてコンピュータを機能させるためのプログラム、このプログラ
ムを記録した半導体メモリ等の非遷移的実態的記録媒体、隊列走行の課金方法など、種々
の形態で本発明を実現することもできる。
【符号の説明】
【００６４】
　１…隊列走行システム、１０…車両、１１…外部通信部、１２…ナビゲーション装置、
１３…車々間通信部、１４…ＨＭＩ部、１５…車両制御部、１６…隊列走行部、１７…車
載ネットワーク、２０…配送センター、２１…車両通信部、２２…センター通信部、２３
…配車処理部、３０…サポートセンター、３１…通信部、３２…隊列処理部、１６１…Ｃ
ＰＵ、１６２…メモリ。
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