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クラウド型自動運転を指向した
ストリーム処理型 LDM の低遅延処理手法
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高田 広章3

概要：LDM(Local Dynamic Map) は，複数の車両とその周辺環境から得られる様々なデータにアクセス
可能な，安全運転支援および自動運転のためのプラットフォームとして，ITS 分野において注目されてい
る．クラウド型自動運転の実現を考えた場合，LDM の重要な要件のひとつに，扱う車両台数が増加したと
きの低遅延維持が挙げられる．本研究では，ストリーム処理型 LDM に対して，車両台数増加時に低遅延
を維持する並列化手法を適用する．N 台の車両の位置と速度を把握し衝突危険時にブレーキを制御するア
プリケーション（N=1000）を構築して評価したところ，1 コア使用時では，アプリケーションの性能要件
を満たせないのに対して，8 コア使用時では 2.72 倍の処理性能向上により低遅延を維持でき，性能要件を
満たしえることを確認した．
キーワード：クラウド，自動運転，Local Dynamic Map(LDM)，ストリーム処理，ITS

A Low Latency Processing Method on Stream-Based LDM
Toward Cloud-Based Automated Driving
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Abstract: LDM (Local Dynamic Map) is known as an ITS safety driving support platform and an automated
driving platform that contains various data from vehicles and their surroundings. To realize cloud-based automated driving, one of the most important requirements of LDM is to keep low latency when the vehicles
increase. We apply a parallelization method that realizes low latency to stream-based LDM when the vehicles
increase. We evaluate the method by a collision avoidance application that controls brakes of N vehicles by
checking their positions and speeds (N=1000). The result shows that the method using one core cannot meet
the performance requirement of the application, while using eight cores improves 2.72 times as fast as using
one core and can meet the requirement. We confirm that the method can keep low latency and meet the
requirement by increasing processors or cores.
Keywords: cloud, automated driving, local dynamic map (LDM), stream processing, ITS

1. はじめに
Local Dynamic Map[1]（以降，LDM と略す）は，近年，
ITS 分野において，安全運転支援・自動運転のためのプラッ

自車両情報・周辺車両情報・天候状態・交通状態・詳細地
図等）を格納するデータの集合体である．4 階層のデータ
構造を具備し，Type 1 の静的データ（道路等），Type 2
の準静的データ（道路標識，建造物等），Type 3 の準動的

トフォームとして注目されている．LDM は，図 1 に示す

データ（渋滞，道路工事等）
，および Type 4 の動的データ

ように，交通の安全にかかわる静的および動的な要素（例：

（自他車両，歩行者等）を格納する．各階層は，適切な頻度
によって更新される．特に，Type4 の動的データに関して
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は，低遅延の更新が求められる．

ITS アプリケーション（以降，単にアプリケーションと
略す）は，LDM のデータを用いて，安全運転支援・自動
運転のための情報提供と車両制御を行うことができる．た
とえば，LDM を参照することにより，地理的に分散する
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で本研究では，LDM クエリの地理的なデータ非依存性を
利用し，LDM クエリの一部を並列実行することで車両台
数が増加しても低遅延を維持できる手法 [7] をストリーム
処理型 LDM に対して適用する．また，LDM リアルタイ
ムシミュレータ（LDM RealTime Simulator，以降，LRTS
と略す）[8] において，本手法を適用したストリーム処理型

LDM と N:N 衝突回避アプリケーション（N 台の車両の位
置と速度を把握し衝突危険時にブレーキを制御するアプリ
ケーション）を実装し，本手法の有効性を評価する．
本稿の構成は，以下のとおりである．第 2 章でストリー
図 1

LDM(Local Dynamic Map)[1]

Fig. 1 LDM(Local Dynamic Map)[1]

ム処理型 LDM について概略を説明し，第 3 章で低遅延処
理手法を述べる．第 4 章で評価を行い，第 5 章でまとめと
今後の展開を述べる．

複数の車両の位置・速度等をモニタリングし，それらに衝
突の危険がある場合に警告を表示する，あるいは車両に緊
急ブレーキをかけて衝突を回避するといった衝突回避アプ

2. ストリーム処理型 LDM
2.1 特徴と従来の問題点

リケーションを実現できる．さらに発展させると，本研究

ストリーム処理型 LDM は，道路等の静的データは蓄積

が目指すクラウド型自動運転が実現可能となる．クラウド

型 DB で処理する一方，車両の位置・速度等の動的データ

型自動運転とは，車載のカメラ，レーダ，LIDAR 等を用い

は蓄積せずにストリーム（非同期に到着する無限個のデー

て，車両が自律的に周囲の環境を認識し目的地まで走行す

タ列）として処理することで，LDM クエリを低遅延で実

る自律型の自動運転 [2] とは異なり，クラウド上のデータ

行することが可能な LDM の実装形態である．蓄積型 DB

管理機構に複数の車両の位置・速度等のデータを集約し，

を用いた LDM とストリーム処理型 LDM の比較を図 2 に

クラウド上のアプリケーションがそのデータ管理機構の情

示す．蓄積型 DB を用いた LDM は，図 2 の左に示すよ

報を用いて車両群を集中制御する自動運転の形態である．

うに，LDM の第 1 層から第 4 層，すなわち静的データか

LDM は，そのデータ管理機構を実現する中核的存在とな

ら動的データまでのすべてをデータベース管理システム

る．クラウド型自動運転によって，多数の車両の経路と速

（DBMS: Data Base Management System）に蓄積して，ア

度を集中制御することで，例えば，各車両が目的地までノ

プリケーションが DBMS に対して LDM クエリを発行し，

ンストップで走行できるような車両運行システムを実現で

DBMS からその返答を得るモデルである．LDM クエリと

きる．

しては，すべての車両の最近 1 秒間の最大速度を問い合わ

クラウド型自動運転のようなアプリケーションを考えた

せたり，ある車両が次に到達する交差点を問い合わせたり

場合，LDM の重要な要件のひとつとして挙げられるのが，

といった例が挙げられる．この方法の問題点は，動的デー

車両台数が増加したときに低遅延を維持できることである．

タを蓄積する際の処理時間，ならびに LDM クエリの処理

ここでいう遅延とは，LDM に車両等のデータが入力され，

のために蓄積したデータを検索する際の処理時間が大きい

それを用いてアプリケーションが処理を行い，結果が出力

ことである．特に，車両台数の増加等で蓄積すべきデータ

されるまでの処理時間のことをいう．低遅延を実現するに

が増加した場合に，これらの処理時間が顕著に増大する．

あたっては，LDM にストリーム処理を用いることが解決

実装例としては，PostgreSQL を使用した Bosch/TeleAtlas

方法のひとつとして報告されている [3][4]．すなわち，道路

の PG-LDM，ならびに SQLite を使用した NAVTEQ の

等の静的データは，PostgreSQL[5]，あるいは SQLite[6] の

NT-LDM が知られている [9]．

ような蓄積型データベースで扱い，車両等の動的データは，

一方，ストリーム処理型 LDM は，図 2 の右に示すよう

ストリーム処理で扱うことにより，LDM に対するデータ

に，データストリーム管理システム（DSMS: Data Stream

の抽出・選択の手続き（以降，LDM クエリと呼ぶ）を低遅

Management System）によるストリーム処理を基本とし，

延で処理することができ，蓄積型データベースのみを用い

動的データをデータベースに格納せずにストリームとして

た場合と比較して遅延を大幅に低減できる．本稿では，こ

処理するモデルである．DSMS を用いると，車両データ等

のような方式の LDM をストリーム処理型 LDM と呼ぶ．

の動的データを，データフローで表現された LDM クエリ

一方で，従来のストリーム処理型 LDM は，使用する実

にストリームとして入力することで，アプリケーションに

行主体（プロセッサ・コア等）が単一であるために，入力す

必要なデータを低遅延で生成し，アプリケーションに渡す

る車両台数が増加したときに，処理を他の実行主体に分散

ことができる．道路等の静的データと車両データ等の動的

できずに低遅延を維持しにくいという問題点がある．そこ

データで演算を行うことも可能である．その際には，道路
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図 2

蓄積型 DB を用いた LDM とストリーム処理型 LDM の違い

Fig. 2 The diﬀerence between store-based LDM and stream-based LDM

等の静的データは，DBMS に格納されているため，スト
リームに変換して DSMS に入力することによって動的デー
タと演算を行う [3]．これにより，たとえば，マップマッチ

3. 低遅延処理手法
本章では，クラウド上のストリーム処理型 LDM におけ

ング（地図上のどの道路を車両が走行しているかの演算）

る，並列化による低遅延処理手法に関して説明する．はじ

を低遅延で行うことができ，その結果から，ある車両が次

めに，コンセプトについて述べた後に，本手法の全体像を

に到達する交差点を求めてアプリケーションに渡すといっ

述べる．さらに具体的な適用例を示す．

たことが可能になる．ストリーム処理型 LDM を用いた場
合，道路と車両のマップマッチングの平均遅延時間が，蓄

3.1 コンセプト

積型データベースのみの場合と比較して車両台数 50 台の

一般的に並列化を行うためには，計算すべき対象から並

ときに，約 17 倍向上することが報告されている [3]．よっ

列性を抽出する必要がある．ストリーム処理型 LDM から

て，ストリーム処理型 LDM は，低遅延が要求されるアプ

並列性を抽出するあたって着目すべき点は，LDM クエリ

リケーションを LDM 上で動作させる有効な手段といえる．

が，ある地理的範囲（交差点，合流点，区域等）に対して

しかしながら，前述したように，従来のストリーム処理型

発行されることが多く，地理的なデータ非依存性を伴うこ

LDM は，使用する実行主体が単一である．よって，入力

とが多いために，並列性を容易に抽出できる点である．地

する車両台数が増加すると，処理を他の実行主体に分散で

理的なデータ非依存性とは，ある LDM クエリを実行する

きないために低遅延を維持しにくいという問題点がある．

際に必要とする入力データが地理的範囲において互いに非

本研究は，この問題点の解決に焦点を当てる．

依存であることをいう．入力データが互いに非依存という
ことは，それを処理する LDM クエリを，地理的範囲ごと

2.2 配置場所

に複数に展開して，それぞれの地理的範囲において独立し

本研究では，ストリーム処理型 LDM の配置場所をクラ

て実行できることを意味する．よって，そのように展開し

ウドにする．その理由としては，LDM の目的が，第 1 章

た LDM クエリそれぞれに実行主体を割り当てることで処

に述べたように，地理的に分散する実世界のデータにアク

理速度の向上が期待でき，車両等の処理台数が増加したと

セスするための手段をアプリケーションに対して提供する

しても実行主体を増加させることで低遅延を維持すること

ことであるため，クラウドに配置し，クラウドに車両デー

が可能となる．

タ，周辺データ等を集中させることによって，その目的の

たとえば，LDM から現在の車両の挙動を抽出し，過去

実現が容易になるからである．また，近年，クラウドとの

の事故パターンとマッチングして，もし合致すれば警告を

通信遅延を低減させるために，モバイルエッジコンピュー

車両に送信するアプリケーションを考える．過去の事故パ

ティングという概念が，欧州の標準化機構である ETSI か

ターンとして，交差点で停止している前方車両への追突を

ら提唱されている [10]．これは，IT サーバをネットワー

例に挙げるなら，LDM クエリは以下のようになる．

クエッジ（例．通信端末の基地局等）に配置し，エッジク

( 1 ) 交差点の半径 r[m] 以内において停止車両を抽出

ラウドという小規模クラウドをそこに構築することで，IP

( 2 ) (1) の車両の後方を走行する車両を抽出

バックボーンの先にある一般的なクラウドと通信する場合

( 3 ) (2) の車両のうち前車との衝突余裕時間が t[s] 以内の

と比較して，通信端末との通信時間を大幅に低減する技術
である．本研究では，ストリーム処理型 LDM とそのアプ
リケーションを，エッジクラウドのような，通信端末との
通信遅延が低いクラウドに配置することを想定する．
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車両を抽出

( 4 ) 警告を (3) の車両に対して送信
LDM 上に登録されているすべての交差点において (1)〜
(3) を実行することで，交差点で停止している前方車両への
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追突危険のあるすべての車両に対して警告が送信される．
もし，LDM に複数の交差点が存在すれば，(1)〜(3) は各
交差点において独立した LDM クエリとして実行できる．
なぜなら，(1)〜(3) の LDM クエリを各交差点において発
行する場合，入力である車両データが交差点において互い
に独立しており依存関係がないからである．これはすなわ
ち，「交差点」が N 個存在すれば，N 個の独立した LDM
クエリに展開できることを意味する．そして，このように
展開した N 個の各 LDM クエリに N 個以下の実行主体を
割り当てることで並列実行による性能向上が得られ，車両
台数が増加したとしても低遅延を維持できる．

3.2 全体像

図 3 全体像

Fig. 3 The overall perspective of our method

前述の着眼点を利用して LDM クエリを展開し実行主体
に割り当てる全体像を図 3 に示す．LDM クエリは，処理
の単位であるオペレータと発行ポイントの接続で構成され
る．発行ポイントとは，その後続のオペレータ群（以降，サ
ブクエリと呼ぶ）を実行すべき地理的範囲を示す．発行ポ
イントの例としては，交差点，合流点，道路列等が挙げら
れる．発行ポイントの後続のオペレータ群が，発行ポイン
トにおいて展開される．展開するオペレータは単独であっ
ても複数であってもよい．図 3 では，発行ポイント 1 と 2
の直後にそれぞれ A と B という単独のオペレータが配置
されている．よって，発行ポイント 1 で A を実行し，発行
図 4 適用例

ポイント 2 で B を実行する．
地図には，発行ポイントをあらかじめ明示しておく．図 3

Fig. 4 The application example of our method

では，発行ポイント 1 を交差点とし，3 個の発行ポイント
（1-1〜3）を定義している．一方，発行ポイント 2 は道路列
（地理的な順に並べた道路 ID の列）で，同様に 3 個の発行
ポイント（2-1〜3）を定義している．
割り当て表は，発行ポイントと実行主体を対応付ける．

3.3 具体的な適用例
具体的な適用例として，交差点の半径 50[m] 以内に停止
しているバスを抽出する LDM クエリとその展開を図 4 に
示す．図 4 上の LDM クエリの入力は，N 台分の車両デー

すなわち，各発行ポイントで展開したサブクエリをどの実

タである．発行ポイントは交差点であり，各交差点におい

行主体で実行するかの対応付けを行う．図 3 では，発行ポ

て発行ポイント以降のサブクエリが実行される．すなわち，

イント 1-1〜3 に対して，それぞれコア 1〜3 を対応付けて

Exist オペレータにおいて入力された交差点の半径 50[m]

いる．発行ポイント 2-1〜3 に関しても同様である．

以内の車両のうち，バスのみを出力する．次に V オペレー

LDM クエリ，地図，ならびに割り当て表が定義される

タにおいて，速度が 0 の車両のみ出力する．

と，LDM クエリを展開できる．その結果を図 3 の右に示

この LDM クエリを，発行ポイントの交差点が 2 個存在

す．フィルタ 1 において，入力データが 1-1，1-2，または

する地図で展開すると，図 4 下のようになる．すなわち，

1-3 のどこに属するかをチェックし，それぞれを担当するオ

フィルタによって，交差点 1 と 2 の 50[m] 以内に存在する

ペレータ A に送信する（N1−1 ，N1−2 ，N1−3 ）．オペレー

車両を抽出し，後続の Exist オペレータと V オペレータ

タ A は，それぞれコア 1〜3 で実行され，送信されてきた

からなるサブクエリにそれぞれ送信する．このサブクエリ

データを処理してフィルタ 2 に集約する．フィルタ 2 でも

は，異なる実行主体（この例ではコア）で並列に実行可能

フィルタ 1 と同様に，入力データが 2-1，2-2，または 2-3

である．最後に union オペレータにおいて各サブクエリで

のどこに属するかをチェックし，それぞれを担当するオペ

抽出された結果をまとめて出力する．結果として，交差点

レータ B に送信する（N2−1 ，N2−2 ，N2−3 ）
．最後に結果を

1 と 2 の半径 50[m] 以内で停止しているバス n 台が出力さ

集約して出力する．発行ポイントが多くなればなるほど，

れる．交差点の数が多ければ多いほど，多数の実行主体に

展開されるサブクエリの個数が増加するため，実行主体の

処理を割り当てることが可能である．

個数増加に対応可能となる．
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4. 評価
本章では，第 3 章で述べた低遅延処理手法を評価する．
はじめに，評価アプリケーションについて詳細を説明した
後，評価システムの構成，評価項目，評価結果，評価のま
とめの順で述べる．

4.1 評価アプリケーション
4.1.1 概要
本評価では，クラウド型自動運転に必要となる，地理的
に分散する複数車両のモニタリングと制御の一例として

N:N 衝突回避アプリケーションを用いる．本アプリケー

図 5

N:N 衝突回避アプリケーションの概要

Fig. 5 The abstract of the N:N collision avoidance application

ションの概要を図 5 に示す．本アプリケーションは，N 台
がそれぞれ自車と他車の位置関係を把握し，他車との衝突
までの時間（以降，TTC: Time To Collision と略す）が，
あるしきい値 t1 以下になれば，衝突の可能性があると判断
して自車に警告を表示し，さらに TTC が，あるしきい値

t2 以下になれば，自車にフルブレーキをかけて衝突を回避
するアプリケーションである． 前述したように，ストリー
ム処理型 LDM と本アプリケーションは，N 台の車両情報
を収集して低遅延で処理するために，エッジクラウドのよ
うな通信端末との通信遅延が低いクラウドに配置すること
を想定する．また，本評価には，LRTS[8] を用い，地図は
名古屋駅周辺を使用する．
本アプリケーションは，以下のように動作する．N 台の
車両から車両データが約 100[ms] 周期でセンシングされ，
ストリーム処理型 LDM を介して本アプリケーションへと
渡される．本アプリケーションでは，ストリーム処理型

LDM が提供する LDM オペレータを用いてマップマッチ
ング等の処理を行った後に，N 台それぞれの TTC を計算
し，t1 未満であれば警告表示を，t2 未満であればフルブ
レーキ制御をそれぞれの車両にフィードバックする．
本アプリケーションの性能要件は，以下のように設定す
る．人間の単純反応時間（ものを見て動作反応するまで
の時間）は，視覚の場合，190[ms] とされている [11]．ま
た，LTE の基地局にエッジクラウドを構築してストリー
ム処理型 LDM と本アプリケーションを配置することを想
定し，本稿では，車両からクラウドまでの片道の通信時間
は，LTE の伝送遅延である 5[ms] と，基地局におけるユー
ザデータを扱うプロトコルスタック（U-plane）の処理遅延
である 18[ms][12] を合計して 23[ms] に設定する．よって，
本アプリケーションの性能要件を，人間と同等以上となる

190 − 23 × 2 = 144[ms] 以内の遅延時間とする．
4.1.2 内部構成
本アプリケーションの内部構成を図 6 に示す．本アプリ
ケーションは，衝突警告部と衝突回避部から構成される．
衝突警告部は，N 台分の車両データが入力され，マップ
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図 6

N:N 衝突回避アプリケーションの内部構成

Fig. 6 The inner mechanism of the N:N collision avoidance
application

マッチングオペレータでマップマッチングを行った後に，

TTCLessThan オペレータで前後車両の TTC がしきい値
に達したか否かを判定し，警告する必要があれば当該車両
に警告をフィードバックする．また，求めた TTC に応じ
てイベントを発行する．TTC が t1 以下かつ t2 より上であ
ればブレーキ補助イベントを発行し，後段の衝突回避部に
対して，ブレーキ補助モード（ブレーキ量 1.5 倍）に移行
するように指示する．t2 以下であればフルブレーキイベン
トを発行し，緊急ブレーキモード（フルブレーキ）に移行
するように指示する．
後段の衝突回避部は，N 個のブレーキモード制御クエリ
で構成される．車両 1 台につき 1 個のブレーキモード制御
クエリが対応する．それぞれのブレーキモード制御クエリ
は，ブレーキスルーモード，ブレーキ補助モード，および
緊急ブレーキモードの 3 つの状態が存在し，衝突警告部か
らのイベント入力によって，実行すべき制御クエリが変化
する仕組みとなっている．N 個のブレーキモード制御クエ
リの出力は，N 台分のブレーキ量である．これらのブレー
キ量を車両が受信することでブレーキ制御が行われる．
展開されて並列に実行される部分は，発行ポイントを含
む衝突警告部であり，具体的には，マップマッチングオ
ペレータ，ならびに TTCLessThan オペレータである．ブ
レーキモード制御クエリに関しては，すべてを単一の実行
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表 1 評価システムのスペック

Table 1 The specification of the evaluation system
部名

LDM ビューア

図 7

発行ポイントによるクエリ展開

Fig. 7 The expansion of query by query running points

項目

詳細

CPU

Intel Core i5-2540M 2.6GHz

メモリ

8GB

OS

Windows7(64bit)

ストリーム

CPU

Intel Core i7-5960X 3GHz(8core)

処理型 LDM

メモリ

16GB

OS

Windows7(64bit)

運転

CPU

Intel Xeon E3-1240 v3 3.4GHz

シミュレータ

メモリ

16GB

OS

Windows7(64bit)

列のどの道路に車両が存在するかがわかり，かつ，各車両
の交差点までの距離がわかる．よって，その距離を短い順
にソートすることにより，交差点に対してどのような順序

主体に割り当てて逐次実行を行う．

で車両が並んでいるのかが求められる．そうすると，各車

4.1.3 発行ポイントの展開

両の前後にどの車両が存在するかがわかり，前後車両間の

本アプリケーションでは，図 6 に示したように，
「領域」

TTC を求めることによって，警告，あるいは回避をする

と「道路列」という発行ポイントが含まれ，それらの直後

しきい値に達したか否かを判定することができる．このよ

にそれぞれマップマッチングオペレータと TTCLessThan

うに，LDM の情報を活用して前後の車両に着目すること

オペレータが配置されている．これは，領域それぞれに対

によって衝突の可能性を判断している．

してマップマッチングオペレータを実行し，道路列それぞ
れに対して TTCLessThan オペレータを実行することを意

4.2 評価システムの構成

味する．それら発行ポイントは，図 7 の例に示すように地

評価システムの構成を図 8 に示す．また，評価システム

図において具体的に明示する．この例では，領域 a〜c，お

のスペックを表 1 に示す．評価システムは，LRTS をベー

よび道路列 1〜3 である．

スに構築している．ストリーム処理型 LDM は，プライベー

発行ポイントを含んだクエリと，発行ポイントを埋め込

トクラウド上に構築し，LDM ビューアと運転シミュレー

んだ地図をセットにすることで，図 7 に示すようにクエ

タ UC-win/Road[13] にギガビット・イーサネットで接続

リを展開できる．たとえば，発行ポイント「領域」で展開

されている．ストリーム処理型 LDM は，運転シミュレー

する場合は，地図に埋め込まれている「領域」それぞれに

タから N 台分の車両データ（位置・速度等で 54[byte] ／

対してクエリを発行することになるため，領域フィルタオ

台）を約 100[ms] 周期で受信し，N:N 衝突回避アプリケー

ペレータで車両 N 台を各領域に振り分け，その後それぞ

ションを動作させ，N 台分の衝突警告・回避の結果を得る

れでマップマッチングを実行するようにクエリを展開でき

（以降，これを 1 タイムステップと呼ぶ）
．運転シミュレー

る．道路列の場合も同様である．そのようにすると，マッ

タは，その結果を受信し，警告表示とブレーキ制御を行う．

プマッチングオペレータの部分と TTCLessThan の部分が

LDM ビューアにも，N 台分の車両データと衝突警告・回避

独立した並行なデータフローとなるため，それぞれを実行

の結果を送信し，各車両の位置・警告状態・ブレーキ制御

主体（本評価ではコア）に割り当てることによって並列処

状態を視覚化する．送受信プロトコルには UDP を用いる．

理が可能となる．本評価では，名古屋駅周辺地図に 8 個の
領域と 8 本の道路列を埋め込み，発行ポイントとすること
により，8 並列での実行に対応できるようにしている．

4.1.4 衝突警告アルゴリズム

4.3 評価項目
評価項目は以下の 3 点である．第 1 に N:N 衝突回避ア
プリケーションのリアルタイム動作である．これは，運転

本アプリケーションでは，計算量の増大に対処するため

シミュレータ上で実際に運転をした場合に，警告表示とブ

に，N 台それぞれが，自車を除いた N-1 台との衝突可能性

レーキ制御がねらい通りに実現されるかを評価する．第 2

を計算する方式ではなく，LDM の情報を活用して，自車

に遅延時間である．ここでいう遅延時間とは，N 台分の

の前後の車両のみに着目して衝突可能性を算出するように

車両データがストリーム処理型 LDM に入力されてから，

している．ストリーム処理型 LDM が車両データ（位置・

N:N 衝突回避アプリケーションがブレーキ量を出力するま

速度等）を受信する順は順不同である．それらの車両を

での時間を指す．車両台数 N を最大 1000 台まで変化させ，

マップマッチングすることにより，あらかじめ定めた道路

性能要件を満たしえるかを評価する．第 3 に台数効果であ
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図 8

評価システム LRTS の構成

Fig. 8 Evaluation system (LRTS)

図 9

通常走行

図 11

Fig. 9 Normal driving

図 10

衝突回避

Fig. 11 Collision avoidance

衝突警告

Fig. 10 Collision warning

図 12

LDM ビューア

Fig. 12 LDM viewer

る．台数効果とは，並列処理で用いられる指標のひとつで，

n 個の実行主体（プロセッサ・コア等）を用いた場合，1 個

子（以下，UC-win/Road 図と略す）を表し，右側は LDM

の実行主体のみを用いた場合に比べて何倍高速化されたか

ビューアでの全体地図の俯瞰図（以下，LDM ビューア図

を表す．ストリーム処理型 LDM と本アプリケーションに

と略す）を表す．LDM ビューア図の矢印の先は自車の位

おいて，マルチコア実行で使用するコア数を増加させた場

置を示す．

合に，遅延時間をどの程度短縮できるかを評価する．

図 9 は，通常走行時の様子である．UC-win/Road 図に
は右上にマークが表示されている．これはクラウドの N:N

4.4 評価結果

衝突回避アプリケーションから送信されている自車へのシ

4.4.1 N:N 衝突回避アプリケーションのリアルタイム

グナルの状態を表し，通常走行状態・衝突警告状態・衝突

動作
名古屋駅周辺の地図を用いて，車両台数 N=1000 台を走
行させたときの通常走行，衝突警告，および衝突回避の様
子を以下に示す．

回避状態の 3 種類を表示する．緑色のマークが表示されて
いる場合は，通常走行状態であり，警告が発生しておらず
安全に走行できることを示す．
図 10 は，衝突警告時の様子である．時速約 80 [km/h] で

図 9，図 10，および図 11 の左側は，1000 台のうちの

前方の停車車両に接近する場面を UC-win/Road でシミュ

1 台（以下，自車と呼ぶ）を UC-win/Road で運転した様

レートしている．衝突警告状態の場合は，図 10 のように
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エクスクラメーションマークに変化する．すなわち，クラ
ウドの N:N 衝突回避アプリケーションが，前車に対する自
車の TTC を計算し，4.5[s] 以下で危険と判断して警告シグ
ナルを自車にフィードバックしている状態である．
図 11 は，図 10 の続きで，さらに前車に接近して，クラ
ウドからブレーキが制御されている様子を示す．前車との

TTC が 2.5[s] 以下になると，クラウドの N:N 衝突回避ア
プリケーションがそれを検知し，フルブレーキ制御をおこ
なって，衝突を回避する．その間，運転者がアクセルを踏
んでいたとしても，クラウドからの制御が優先される．結
果として車両は停止し，前車への衝突を防ぐことができる．
図 12 は，ある時点での LDM ビューア図の拡大である．

LDM ビューア図は，地図上に車両がどのように分布して走

図 13

行しているか，およびクラウドから各車両にどのようなシ

遅延時間

Fig. 13 Latency

グナルが発信されているかを可視化する．青で表示されて
いる車両は通常走行状態に，黄は衝突警告状態に，赤は衝
突回避状態にあることを示す．このように，LDM ビュー
アによって，自車だけでなく他車もリアルタイムに制御さ
れていることがわかる．
以上のように，N=1000 台の N:N 衝突回避を，体感的に
不自然さを感じることなく実行できることが確認できた．

4.4.2 遅延時間
遅延時間の評価結果を図 13 に示す．縦軸が遅延時間を
表し，横軸が使用コア数を表す．車両台数 N を 400 台，800
台，1000 台と変化させ，使用コア数に対する遅延時間の変
化をみる．遅延時間は，300 タイムステップの平均を示し
ている．N=400 の場合は，1 コア使用時においてもアプリ
ケーション要件の 144[ms] を満たす一方で，N=800，および

N=1000 では，1 コア使用時においてそれぞれ 259.4[ms]，
336.0[ms] であり，アプリケーションの性能要件を満たさな
いことがわかる．しかしながら，使用コア数を増加させる

図 14

遅延時間の内訳

Fig. 14 The breakdown of the latency

ことで，8 コア使用時では，遅延時間を N=800 で 93.1[ms]，

N=1000 で 123.4[ms] に低減でき，アプリケーション要件
を満たしえることが確認できる．

倍となっている．本実装では，衝突警告クエリのマップ

図 14 に，N=1000 の遅延時間の内訳を示す．図 13 と同

マッチングオペレータ，および TTCLessThan オペレータ

様，縦軸が遅延時間を表し，横軸が使用コア数を表す．衝

の部分のみが並列化され，衝突回避部は並列実行されてい

突警告部と衝突回避部それぞれが占める遅延時間の割合に

ないため，衝突回避部の実行を並列化することで，さらな

着目すると，衝突回避部は，衝突警告部に対して 4.9[%]〜

る台数効果を得ることが可能と考える．また，並列実行さ

13.8[%] の遅延時間となっており，本アプリケーションに

れている部分においては，時間の経過につれて 1 コアあた

おいては，衝突回避部の遅延時間が，衝突警告部と比較し

りの処理負荷に偏りが生じる．なぜなら，地図上の LDM

て大きな割合でないことを示している．よって，衝突回避

クエリの発行ポイントは，静的に決定されるため，車両の

部が逐次実行であっても，衝突警告部を並列化することで

移動によって，それぞれの発行ポイントにおける LDM ク

遅延時間を短縮できていると考える．

エリの処理量が変動するからである．そのため，負荷のか

4.4.3 台数効果

かるコアとそうでないコアが生まれ，1 コアあたりの処理

図 15 に台数効果を示す．縦軸が台数効果を表し，横軸

負荷に偏りが生じる結果となる．この点に関しては，図 7

が使用コア数を表す．車両台数 N を 400 台，800 台，1000

における領域フィルタと道路列フィルタにおいて，動的負

台と変化させたときの，使用コア数に対する台数効果を評

荷分散の仕組みを設けることで，台数効果の一層の向上が

価する．8 コア使用時において，台数効果が 2.31 倍〜2.79

見込めると考える．
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とを確認した．
今後の展開としては，実際のエッジクラウド上にスト
リーム処理型 LDM と N:N 衝突回避アプリケーションを実
装し，エッジクラウドを用いない場合と比較して遅延時間
の違い等を評価することが挙げられる．また，一層の遅延
時間の低減と台数効果の向上を実現し，数万台から数十万
台の車両を集中制御できるようなシステムを構築すること
が挙げられる．さらに，速度制御による渋滞フリー走行等
の自動運転アプリケーションの開発を行い，実車環境に適
用することを目指す．
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いた LDM に対して本手法を適用することも可能である．

[7]
[8]

しかしながら，文献 [3] より，蓄積型 DB を用いた LDM で
は，車両台数が増加するほど，遅延時間が著しく増大する

[9]

ことがわかっている．よって，蓄積型 DB を用いた LDM
に対して，たとえ本手法を適用し，遅延時間が短縮できた

[10]

としても，車両台数が 1000 台規模にまで増加すると，要
求される性能要件を満たすことは困難と考える．

[11]

5. まとめと今後の展開

[12]

本稿では，クラウド型自動運転を実現するための LDM
の重要な要件のひとつに車両台数増加時の低遅延維持を挙

[13]

げ，ストリーム処理型 LDM に対して，LDM クエリの地
理的なデータ非依存性を利用する低遅延処理手法を適用
した．クラウド型自動運転に向けた車両制御の一例として

N:N 衝突回避アプリケーションを取り上げ，LRTS を用い
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