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自動車アドホックネットワークにおける道路網構造および
コネクティビティに基づくジオルーティング手法
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概要：自動車アドホックネットワークにおけるジオルーティング手法は，特定の地理的宛先への情報伝搬
を実現する．自動車アドホックネットワークを実用化する際には，都市での通信環境に適応させる必要が
ある．都市環境では，複雑な道路網構造，建物による電波遮断，車両分布の偏りへの対処が必要となる．
従来の手法では，到達性の低下や中継によるオーバヘッドの増加等の通信性能の低下が生じると考えられ
る．本論文では道路ベースの中継アプローチを用いたジオルーティング手法 RO-CBR を提案する．道路
網構造とコネクティビティに基づいた道路単位での中継の限定を行うことで，都市環境に適応したロバス
トなルーティングを実現する．実道路地図を利用したシミュレーションでは，到達性，効率性の観点から
提案手法 RO-CBR の有用性を示す．
キーワード：自動車アドホックネットワーク，車車間通信，ジオルーティング，道路網構造，コネクティ
ビティ
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Abstract: A geo-routing in VANETs achieves the data delivery to the nodes with a speciﬁed geographical
region. In order to put it to practical use, It is necessary to consider communication environments in urban
areas. In urban environments, It is necessary to consider complex road topologies, blocking radio waves
by buildings, and inhomogeneous distribution of vehicles. Existing routings degrade communication performance in terms of reachability, eﬃciency, and so on. In this paper, we propose a road-based geo-rouitng
(RO-CBR). RO-CBR controls forwardings by the road segment with road topology and connectivity. Thus,
RO-CBR achieves the robust routing against urban environments. Simulation evaluations show expected
results in terms of reachability and eﬃciency in real road maps.
Keywords: VANETs, V2V, geo-routing, road topology, connectivity

1. はじめに
自動車アドホックネットワーク（Vehicular Ad hoc Net-

works: VANETs）は車車間および路車間のアドホック通信
1

a)
b)
c)
d)

で構築されるネットワークである．VANET を用いた情報
伝搬はリアルタイム性および柔軟性の面から注目されてお
り，車社会の安全性や快適性の向上を目指す高度交通シス
テム（Intelligent Transportaion Systems: ITS）を実現す
る手段として期待されている．そのため，車両間の効率的
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なマルチホップ通信を実現するルーティング手法はさかん
に研究が行われている [1]．ジオルーティング（Geographic

Routing）手法は特定のアドレスを持つ車両ではなく，地
理的な宛先地点にいる車両や基地局に対して情報伝搬を実

34

情報処理学会論文誌

Vol.57 No.1 34–42 (Jan. 2016)

現するルーティング手法である．その特性から，ジオルー

2.1 送信車両ベース手法

ティング手法は位置依存性のアプリケーションをサポート

送信車両ベース手法では，送信車両や中継車両が次ホッ

する手段として期待されている．位置依存性のアプリケー

プの中継車両を選択することで中継制御を行う．各車両は

ションの例として，走行車両によるセンシング情報を基地

一定時間ごとにビーコンメッセージを送信し，周辺車両の位

局へ送信するアプリケーションがあげられる．

置情報を把握していることが前提となっている．GPSR [2]

VANET におけるルーティング手法では，どの通信ノー

は送信車両ベース手法の代表的な手法として知られてい

ドがパケット中継を行うか決定するための中継アプロー

る．GPSR では，周辺車両の中で最も宛先に近い車両を中

チが焦点となっている．現在の VANET の研究段階では，

継車両とする．GPSR は自由空間において有効であるが，

実際の都市環境を想定したルーティング手法の開発が重要

電波を遮断する建物が存在する環境では，到達性が低下す

である．都市環境では，複雑な道路網構造，建物による電

ることが指摘されている [3]．GPCR [3] は交差点にいる周

波遮断，車両分布の偏り等から，時間とともに周囲の通信

辺車両を中継車両とすることで，建物による電波遮断の影

環境が大きく変化する．したがって，従来のルーティング

響を低減している．CAR [4] はマルチホップビーコンを利

手法を都市環境に適用した場合，複雑なネットワークトポ

用することでコネクティビティの高い通信経路を選択し，

ロジの変動や偏りによるパケット到達性の低下が課題とな

到達性を向上させている．

る．到達性を確保するために単純に中継パケットを増加さ
せると，通信トラフィックの増大により帯域圧迫やパケッ

2.2 受信車両ベース手法

ト衝突を招くおそれがある．したがって，オーバヘッドの

受信車両ベース手法では，受信車両が自律的に中継を

増加を抑制しつつパケット到達性を改善するアプローチが

判断することで中継制御を行う．Counter-Based Flooding

必要である．さらに，地域により道路網構造は異なるため，

（CB-Flooding）[5] は受信車両ベースの代表的な手法とし

道路網構造の変動に対してロバスト性の高いアプローチが

て知られている．CB-Flooding では，受信車両はランダム

必要である．

な中継待ち時間を設定し，中継待ち時間後に中継を行う．

本論文では，道路網構造およびコネクティビティを利

このとき，他車両からの中継パケットを一定回数以上受信

用した中継アプローチに基づく，ジオルーティング手法

した場合，受信車両は中継を中止する．このような中継待

RO-CBR（Road-Oriented Contention-Based Routing）を

ち時間による競合を利用した中継制御は Contention-Based

提案する．RO-CBR は，一般的なノード中心の中継アプ

Forwarding（CBF）と呼ばれ，多くの受信車両ベース手法

ローチとは異なり，道路中心の中継アプローチを行う．中

で利用されている．IVG [6] は中継車両との距離に応じた

継車両による道路網構造とコネクティビティに基づいた道

中継待ち時間の設定を行うことでホップ数や伝搬遅延の低

路セグメント単位の中継候補車両の指定と，受信車両にお

減を図っている．UGAD [7] は交差点にいる車両に対して

ける自律的中継判断を統合した中継アルゴリズムを導入し，

短い中継待ち時間を設定することで，建物が存在する都市

道路セグメント単位での中継を実現する．道路セグメント

環境に適応させている．

単位での中継を行うことで，ネットワークトポロジの変動
を低減させるとともに，広範囲の拡散によるオーバヘッド
の増加を抑制する．このとき，車両密度から算出されるコ

2.3 道路網構造に基づく中継アプローチ
道路網構造に基づく中継アプローチでは，ノード中心で

ネクティビティを道路セグメントの指定に用いることで，

はなく，道路中心の中継アプローチを行う．道路網構造は

車両分布の偏りによる到達性の低下を抑制する．

地図情報から取得する．SRS [8] は道路単位のソースルー

以下，2 章で VANET におけるルーティング手法につい

ティングを利用している．送信車両は道路網構造に基づい

て述べるとともに，都市環境における課題について検討す

て宛先までの道路ベースの最短経路を算出し，中継を行う

る．次いで，3 章で道路網構造とコネクティビティに基づ

道路を指定している．指定した道路上にいる受信車両が中

くジオルーティング手法 RO-CBR を提案する．4 章では，

継候補車両となり，距離に応じた中継待ち時間を設定して

シミュレーション評価により提案手法の特性および有効性

いる．RNABR [9] は道路網構造に基づいて道路を分類し，

を確認する．最後に，5 章で結論を述べる．

送信車両や中継車両は道路に応じて次ホップの中継車両

2. 関連研究

の選択方法を変化させる．TrafRoute [10] は，道路上にパ
ケット中継の目印となる Forwarding Point（FP）を設定

本章ではまず，一般的なノード中心の中継アプローチで

することで中継制御を行う．送信車両があらかじめ FP を

ある送信車両ベース手法，受信車両ベース手法について述

選択し，受信車両は各 FP との位置関係を考慮して自律的

べる．その上で道路中心の道路網構造に基づく中継アプ

に中継判断を行う．

ローチについて述べ，問題点を説明する．

c 2016 Information Processing Society of Japan
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2.4 都市環境における問題点
都市環境でジオキャスト手法を利用する場合，複雑な道
路網構造，建物による電波遮断，車両分布の偏りの 3 つの
課題に対処する必要がある．複雑な道路網構造や建物の電
波遮断により，ネットワークトポロジが時間とともに大き
く変動する．また，車両分布の偏りにより，宛先まで到達

図 1

RO-CBR の概要

Fig. 1 Outline of RO-CBR.

できない通信経路が生じる可能性がある．
送信車両ベース手法では，送信車両や中継車両が一意に

表 1

次ホップの中継車両を指定するため，オーバヘッドは小さ

提案手法における記号一覧

Table 1 Proposal notations.

い．しかし，ネットワークトポロジの変動により，選択し
た中継車両がパケットを受信できず，中継できない可能性
がある．したがって，都市環境においてパケット到達性が

記号

意味

LRi

車両 i が算出した中継道路セグメントリスト

Pi

道路セグメント i の優先度

di

道路セグメント i の車両密度

各受信車両が自律的に中継を判断するため，トポロジの変

dc

最大車両密度（定数）

動に対するロバスト性は高い．しかし，パケットが広範囲

w

低下するという問題点がある．受信車両ベース手法では，

に拡散しやすく，冗長な中継によるオーバヘッドが増加す

Di

るという問題点がある．道路網構造に基づいた中継アプ
ローチでは，道路単位で中継車両を選択することで，ネッ
トワークトポロジの変動の影響を低減し，パケットの広範
囲の拡散によるオーバヘッドの増加を抑制する．しかし，

重み付け係数（定数）
道路セグメント i の 2 つの交差点のうち
宛先方向に向かう交差点と宛先地点間の距離

Di,p

車両 i と中間目標地点 p 間の距離

τi

車両 i が算出した中継待ち時間

τmin

最小中継待ち時間（定数）

τmax

最大中継待ち時間（定数）

車両分布の偏りにより，送信車両の指定した道路ベースの
通信経路に車両が存在せず，到達性が低下するという問題

はパケット送信時に道路網構造とコネクティビティに基づ

点がある．また，現実の都市環境では多様な道路網構造が

いて中継道路セグメントの選択を行う．これにより，道路

存在し，道路地図によってプロトコルの通信性能が変動す

セグメント単位で次ホップの中継候補の絞り込みを行う．

ることが指摘されている [11]．

中継候補となった各車両はパケット受信時に CBF による

以上から，都市環境においては，ネットワークトポロジ

中継制御を行う．これにより，次ホップの中継車両が 1 台

の変動の影響の低減とオーバヘッドの増加の抑制を行う，

に特定される．これら 2 つの処理を各ホップで繰り返し行

道路網構造に基づいた中継アプローチが有効であることが

い，宛先への情報伝搬を実現する．道路セグメント単位で

分かる．このとき，送信車両ではなく，各ホップの中継車

中継を限定することで，広範囲の拡散によるオーバヘッド

両が道路ベースの通信経路を指定し，車両分布の偏りを対

の増加を抑制する．また，コネクティビティを考慮するこ

処する必要がある．

とで車両分布の偏りによる到達性の低下を抑制する．

3. 提案
本章では道路網構造とコネクティビティに基づいたジオ
ルーティング手法 RO-CBR を提案する．

3.2 前提条件
RO-CBR では各車両が GPS デバイスを保持しており，
必要に応じて自車両の位置座標を取得できるものとする．
さらに，すべての車両が共通の道路網情報を保持しており，

3.1 提案概要

位置座標からの道路セグメントの特定や各道路セグメント

RO-CBR は道路網構造とコネクティビティに基づいた道

長の把握ができるものとする．また，各車両は周囲の車両

路中心の中継アプローチを行う．道路網構造は各道路セグ

に対して，一定時間ごとにビーコンメッセージを送信して

メントがどのようにつながっているかを表す．コネクティ

いることを前提とする．このとき，ビーコンメッセージに

ビティは各道路セグメント内での通信の安定性を表し，各

は自車両の ID と位置座標が含まれているものとする．ま

道路セグメントの車両密度から判断する．道路セグメント

た，表 1 に提案手法 RO-CBR で用いる記号の一覧を示す．

は隣接する 2 つの交差点で定義される道路区間であり，提
案では道路セグメント単位での中継を行う．
図 1 に RO-CBR の流れを示す．RO-CBR は中継車両に

3.3 中継車両による中継道路セグメント選択
中継車両は次ホップの中継道路セグメントを算出し，道

よる中継道路セグメント選択（図 1（A））と受信車両にお

路セグメントのリストとしてデータパケットに格納する．

ける CBF を利用した自律的中継制御（図 1（B））の大き

中継道路セグメントを決定するために，中継車両は次ホッ

く 2 つの処理から構成される．中継車両（送信車両を含む）

プで到達できる道路セグメントのそれぞれについて優先度
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を評価する．このとき，周辺車両からのビーコンの受信に
より，次ホップで到達できる道路セグメントを検出する．
パケットの到達性を高めるために，宛先に対して近づく方
向に中継するとともに，よりコネクティビティの高い道路
セグメントを選択する．そのため，距離的評価と接続的評
価の 2 つの評価要素を考慮して各セグメントの優先度を算
出する．距離的評価は，道路セグメントから宛先までの距

図 2 中継道路セグメント選択の例

離に基づいて算出され，宛先へどれだけ近づくかを表す．

Fig. 2 Example of selecting forwarding road segments.

接続的評価は，道路セグメントの車両密度をもとに算出さ
れ，次ホップの通信における接続の強さを表す．したがっ
て，宛先に対する距離が小さく，より多くの車両が存在す
る道路セグメントに対して高い優先度を与える．
中継車両は式 (1) を用いて，次ホップで到達する道路セ
グメント集合 R に属する道路セグメント i に対する優先度

Pi を算出する．
Pi = w

maxj∈R (Dj ) − Di
di
+ (1 − w)
dc
maxj∈R (Dj )

(1)

di は道路セグメント i の車両密度である．di はビーコン
で検出された，道路セグメント i にいる周辺車両数を道路
セグメント i の長さで割ることで算出される．dc は車両密
度の最大値を表しており，すべての道路セグメントにおい
て共通の定数とする．Di は道路セグメント i の 2 つの交差
点のうち宛先方向に向かう交差点から，宛先地点までの距
離である．2 点間の距離は道路網構造に基づき，ダイクス
トラアルゴリズムを用いて算出する．したがって，Di は
道路に沿った距離，すなわち 2 点間の最短経路長を表す．
また，maxj∈R (Dj ) は，道路セグメント集合 R に属する各
道路セグメント j の Dj の最大値である．このように，di

Algorithm 1 Packet forwarding processing at receivers
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:

Vi receives packet P from Vj with list of road segments LRj .
if Vi receives P ﬁrst and on road segment in LRj then
if Vi is in intersection then
calculate list of road segments LRi .
if LRi = LRj then
calculate forwarding waiting time τi in Eq. (3)
else
calculate forwarding waiting time τi in Eq. (2)
end if
else
calculate forwarding waiting time τi in Eq. (2)
end if
while τi is not expired do
if Vi receives P again then
cancel forwarding P
return
end if
end while
calculate list of road segments LRi .
forward P with LRi
else
drop P
end if

と Di を最大値によって正規化し，それぞれを距離的評価
および接続的評価とする．w は重み付け係数であり，道路
セグメントの距離的評価と接続的評価の重み付けを行う．
中継車両は最も優先度の高い道路セグメントを選択する．
選択した道路セグメントの 2 つの交差点のうち，宛先に近
い方の交差点を中間目標地点（Anchor Point）とする．中
継車両が走行する道路セグメントから中間目標地点までの
最短経路上の道路セグメントを中継道路セグメントリスト
とする．中継車両は中継道路セグメントリストをデータパ
ケットに格納し，送信する．
図 2 に中継道路セグメントの選択例を示す．道路セグ
メント r1 上を走行している中継車両が優先度算出を行い，

r7 を選択したとする．r7 の 2 つの交差点のうち，宛先方
向に向かう交差点 I3 が中間目標地点（図中 Anchor Point）
に設定される．中継車両は現在いる道路セグメントから I3
までの最短経路上の道路セグメント {r4 , r7 } を中継道路セ
グメントリストとする，中継車両は中継道路セグメントリ
スト {r4 , r7 } をデータパケットに格納し，送信する．

3.4 受信車両における自律的中継制御
中継車両は次ホップを道路セグメント単位で指定するた
め，この段階では，次ホップの中継車両は一意に決定され
ていない．したがって，受信車両側で中継意思決定を行う
必要がある．RO-CBR では，CBF アプローチによる中継
判断を利用する．Algorithm 1 に車両 Vi が中継車両 Vj か
らパケット P を受信したときの中継判断のアルゴリズムを
示す．パケット P には中継車両 Vj が算出した中継道路セ
グメントリスト LRj が格納されている．車両 Vi にとって
パケット P は初受信であり，なおかつ自身が中継道路セグ
メントリスト LRj のいずれかの道路セグメントにいる場
合，車両 Vi は中継候補車両となり，CBF アプローチを利
用した中継制御のフェーズに移行する（4 行目）
．そうでな
い場合，車両 Vi はパケット P を破棄する（23 行目）．車
両 Vi が中継候補車両であり，かつ交差点上にいる場合，他
の候補車両と異なる動作を行う．これは次節で説明する．
中継車両の候補となった車両 Vi は，中継待ち時間 τi を
設定し，中継候補車両間で中継の権利を争う（12 行目）．
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図 3 受信車両における中継プロセスの例

図 4

Fig. 3 Example of forwarding at receivers.

交差点内の受信車両における中継プロセスの例

Fig. 4 Example of forwarding at receivers in intersections.

従来の CBF スキーマと同様に，中継待ちの間に他車両か

この問題に対処するために，RO-CBR では交差点にいる

ら同じパケット P を受信した場合，中継を中止し，アルゴ

中継候補車両に対して中継道路セグメントの更新機会を与

リズムを終了する（16，17 行目）．そうでない場合は中継

える．すなわち，より優先度の高い中継道路セグメントが

道路セグメントリスト LRi を算出し，パケット P に格納

見つかったときに更新を行う．受信車両 Vi が交差点にい

して中継を行う（20，21 行目）．

た場合，パケット受信時に中継道路セグメントリスト LRi

待ち時間による競合では，設定する中継待ち時間 τi が短

を算出する（5 行目）．これが，パケット P 内の中継道路

いほど競合に勝利する可能性が高くなる．したがって，中

セグメントリスト LRj と異なる場合，他の中継候補車両よ

継待ち時間 τi の大小により，中継候補車両に対する優先

りも中継待ち時間 τi を短く設定し，中継の優先度を上げる

付けが可能となる．RO-CBR では，より宛先に近い車両が

（7 行目）．このとき，中継車両 Vj から受信した車両 Vi は

優先的に中継することで，ホップ数を削減し効率的なルー
ティングを実現する．車両 Vi は，式 (2) を用いて中継待ち
時間 τi を計算する．

τi = τmin +

Di,p
(τmax − τmin )
Dj,p

(2)

式 (3) に基づいて中継待ち時間 τi を設定する．

τi = τmin

Di,p
Dj,p

(3)

τmin は最小待ち時間を表す定数とする．Da,p は車両 a
と中間目標地点 p 間の距離を表す．式 (2) および式 (3) か

τmin , τmax はそれぞれ最小待ち時間，最大待ち時間を表

ら，他の中継車両よりも待ち時間を短くし，中継を優先さ

す定数とする．Da,p は車両 a と中間目標地点 p 間の距離を

せていることが分かる．一方，算出した中継道路セグメン

表す．式 (2) により，p に近い中継候補車両には短い中継

トリスト LRi がパケット P 内の中継道路セグメントリス

待ち時間が割り当てられる．結果として，中継車両 Vj が

ト LRj と等しい場合，他の中継候補車両と同様に式 (2) に

算出した中継道路セグメントリスト LRj のいずれかに位置

基づいて中継待ち時間 τi を算出する（9 行目）．

する中継候補車両のうち，最も宛先に近い車両が優先的に
中継を行う．
図 3 に受信車両における中継プロセスの一例を示す．

図 4 に交差点内の中継候補車両の中継プロセスの例を示
す．中継車両は r5 にいる車両からのビーコンを受信でき
ず，{r4 , r7 } を中継道路セグメントとして算出したとする．

図 3 は，中継車両が中継道路セグメントとして {r4 , r7 } を

中継道路セグメント上の交差点 I2 にいる車両 A は I2 から

指定し，宛先方向に向けてパケットを中継した場合を表し

中継道路セグメントを算出する．受信パケットに含まれて

ている．この例では，中継車両からのパケットを受信した

いる中継道路セグメントと異なる場合，式 (3) から中継待

車両 A − G のうち，{r4 , r7 } 上に位置する受信車両 A − D

ち時間を算出し，他の中継候補車両よりも優先して中継を

が中継候補車両となる．中継候補車両 A − D はそれぞれ

行う．一方，更新の必要がない場合，車両 A は式 (2) から

自身の中継待ち時間を算出し，CBF アプローチを利用した

中継待ち時間を算出する．このとき，中間目標地点に近い

中継判断を行う．このとき，p との距離が最も小さい車両

車両 B が先に中継を行い，車両 A は中継を中止する．

D が最も短い中継待ち時間を設定するため，車両 D が競
合に勝利して中継を実行する．車両 D からの中継パケッ
トを受信した車両 A − C は中継をキャンセルする．

4. シミュレーション評価
本章では，シミュレーションを用いて提案手法 RO-CBR
の評価および考察を行う．

3.5 交差点内の中継候補車両の動作
中継車両は次ホップで到達しうる道路セグメントに対し

4.1 シミュレーション環境

て優先度算出を行う．しかし，この手法で最適な中継道路

通信シミュレーションにより提案プロトコルの通信性能

セグメントを決定できるとは限らない．建物の電波遮断に

および特性を評価する．本論文では，より現実的な環境を

よりビーコンを受信できなかった道路セグメントについて

反映した評価を行うために，実在する都市部のデジタル地

は優先度算出を行っていないためである．

図を用いたシミュレーション環境を用意した．デジタル地
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図 5

デジタル道路地図を用いた統合シミュレーション環境

Fig. 5 Simulation platform with digital road map.

図には，日本デジタル道路地図協会が提供する日本デジタル

表 2 シミュレーションパラメータ

道路地図 [12] を利用し，基本道路モデルとして東京都浅草

Table 2 Simulation parameters.

地区の 800 m × 1,000 m のデジタル地図を用いる．図 5 (a)

Network Simulation

に基本道路モデルを示す，この地図上で，交通流シミュレー

Network simulator

Scenargie 1.7 [14]

タ SUMO [13] と通信シミュレータ Scenargie [14] を統合し

MAC and PHY

IEEE 802.11p

Transmission power

10 dBm

たシミュレーション環境を構築した．デジタル道路地図を
インポートした SUMO を利用してモビリティトレースを

Band frequency

5.9 GHz

Bandwidth

10 MHz

生成し，得られたトレースデータを変換して Scenargie に

Modulation scheme

OFDM (BPSK 1/2)

入力した．図 5 (b) に基本道路モデル上で SUMO を実行し

Data rate

6.0 Mbps

たときの様子を示す．また，道路上に沿った電波伝搬を再

Propagation model

ITU-R P.1411 [15]

現可能な ITU-R P.1411 [15] を電波伝搬モデルに用いるこ

Beacon packet interval

1s

Beacon packet size

128 Bytes

とで，都市部における伝搬特性を考慮したシミュレーショ
ンを行った．図 5 (c) に基本道路モデルで Scenargie を実
行したときの電波伝搬の様子を示す．

4.2 シミュレーション条件
主なシミュレーション条件を表 2 に示す．通信規格は車
車間通信向け 5.9 GHz 帯の IEEE802.11p を利用する．通信
パラメータの値は，ITS シミュレーション評価シナリオ [16]

Data packet interval

10 s

Data packet size

500 Bytes

Buﬀer size

1,000 Packets

τmin

100 ms

τmax

500 ms

dc

0.1 veh/m
0.5

w

Mobility Simulation
Mobility simulator

SUMO 0.21.0 [13]

Number of lanes

2 lanes (Bi-directional)

た．シミュレーションにおける最大通信可能距離はおよそ

Speed limit

50 km/h

200 m である．また，各車両は中継待ちパケットを 1,000

Road Width

16.5 m

における標準的な値を採用する．送信出力は 10 dBm とし

個格納できるバッファを保持しているとした．このバッ
ファは優先度付きキューであり，中継開始時刻が早いパ
ケットから中継を行う．また，待ち時間中に同じパケット
を受信した場合，そのパケットをバッファから削除する．
各車両はシミュレーションエリア内に流入後，ランダムに
設定された目的地に向かって片側 2 車線の双方向道路を走
行し，目的地到着後に流出する．図 6 に，車両流入量が

200 veh/min の場合での車両台数の時間推移を示す．この
ように，流入流出モデルではシミュレーション内の車両台
数が時間とともに変化する．車両が十分に流れるまでの時
間を考慮し，車両を 60 秒間流入させた後，60 秒間の通信

図 6

エリア内の車両数の時間推移（Rin = 200 veh/min）

Fig. 6 Transition of the number of vehicles in simulation area
(Rin = 200 veh/min).

シミュレーションを行う．シナリオとして，各車両が周期

基地局の位置を把握できるものとする．以上の条件で 20

的に送信するビーコンパケットに加え，基地局（BS）に向

回のシミュレーションを試行し，その平均値を評価する．

けてデータパケットを送信することを想定した．各車両は
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図 7 パケット到達率と車両流入量の関係

Fig. 7 Packet delivery ratio versus vehicle inﬂow ratio.

図 8

冗長度と車両流入量の関係

Fig. 8 Redundancy versus vehicle inﬂow ratio.

• RO-CBR：本論文の提案手法
• GPSR [2]：送信車両ベース手法のプロトコル
• CB-Flooding [5]：受信車両ベース手法のプロトコル
• Shortest-Path Flooding（SP-Flooding）
：最短通
信経路と CBF アプローチを利用したプロトコル

SP-Flooding は CB-Flooding において中継を行う領域を
特定の道路上に制限したものである．送信車両が宛先まで
の道路ベースの最短経路を算出し，中継道路セグメントを
指定するが，コネクティビティを考慮していないルーティ

図 9 道路モデル 2：東京都両国地方

ングである．評価指標はパケット到達率，冗長度とした．

Fig. 9 Road map 2: ryogoku area in Tokyo.

パケット到達率（Packet Delivery Ratio: PDR）は送信車
両が送信したソースパケットの総数に対する，基地局にお
けるパケット受信数の割合を表す．冗長度（Redundancy）
は送信車両が送信したソースパケット 1 つあたりの中継回
数を表す．パケット到達率，冗長度はそれぞれプロトコル
の到達性，効率性を表す指標となる．

4.3 シミュレーション結果
4.3.1 パケット到達率
図 7 に車両流入量に対するパケット到達率を示す．RO-

CBR は GPSR や SP-Flooding よりも高い到達率を示して

図 10 道路モデル 3：マンハッタンモデル

Fig. 10 Road map 3: manhattan model.

いる．GPSR は送信車両ベース手法であるため，車両のモ
ビリティや建物の電波遮断によるトポロジ変動の影響を受

範囲に拡散され，オーバヘッドが増大したと考えられる．

け，到達率が低下したと考えられる．一方，RO-CBR では

一方，RO-CBR では道路セグメント単位で中継候補車両

交差点にいる車両を考慮した CBF アプローチを利用する

を絞り込むことでオーバヘッドの増加を抑制している．ま

ことでトポロジ変動の影響を低減している．SP-Flooding

た，RO-CBR は GPSR や SP-Flooding と比べると高い冗

ではコネクティビティを考慮せずに通信経路を決定するた

長度を示している．しかし，パケット到達率の結果から，

め，通信経路に車両がいないケースが発生し，到達率が低

GPSR と SP-Flooding は冗長でない中継も削減している

下したと考えられる．一方，RO-CBR では各ホップの中

と考えられる．図 7 と図 8 の結果から，提案手法である

継車両がコネクティビティを考慮して動的に中継道路セグ

RO-CBR は他の手法と比べて高い到達性と効率性を実現

メントを算出することで到達率の低下を抑制している．ま

していることが分かる．

た，CB-Flooding と比較しても，RO-CBR は同等の到達率
を達成している．

4.3.2 冗長度

4.4 異なる道路モデルにおける特性評価
道路網構造の変動による影響を評価するために，図 5 (a)

図 8 に車両流入量に対する冗長度を示す．RO-CBR

を含めた，計 3 つの道路モデルでプロトコルの評価を行っ

は CB-Flooding と比べて低い冗長度を示している．CB-

た．図 9 は東京都両国地方の道路地図であり，格子状道路

Flooding は受信車両ベース手法であるため，パケットが広

に近い道路網構造となっている．図 10 はマンハッタンモ
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デルにおいては約 70 となった．マンハッタンモデルのよ
うな格子状の道路網構造では，見通し距離が長くなり，周
辺車両数が増加する．そのため，パケットが広範囲に拡散
されやすくなり，冗長度が増大したと考えられる．GPSR，

SP-Flooding は各道路ともに RO-CBR より低い冗長度を
示しているが，図 11 の結果から，冗長でない中継も削減
していることが分かる．
図 11 道路モデルとパケット到達率の比較

Fig. 11 Packet delivery ratio for the diﬀerent road models.

5. おわりに
本論文では，都市環境に適用可能なルーティングプロト
コルの実現を目的として，道路網構造とコネクティビティ
に基づいたジオルーティング手法 RO-CBR を提案した．
道路網構造は各道路セグメントのつながりを表す．コネク
ティビティは各道路セグメント内の通信の安定性を表す．

RO-CBR は中継車両による道路網構造とコネクティビティ
を考慮した中継道路セグメント選択と，受信車両におけ
る CBF を用いた自律的な中継判断を統合することで，パ
ケット到達性を維持しつつ，オーバヘッドの増加を抑制す
図 12 道路モデルと冗長度の比較

Fig. 12 Redundancy for the diﬀerent road models.

る．実道路地図を用いたシミュレーション評価において，

RO-CBR は GPSR，SP-Flooding と比べて高い到達性を達
成し，CB-Flooding と比べて同等の到達性を達成した．一

デルと呼ばれる人工的な格子状道路モデルである．

方，RO-CBR は CB-Flooding と比べて低い冗長度を示し

4.4.1 パケット到達率

た．これらの結果から，RO-CBR は高い到達性と効率性を

図 11 に各道路モデルごとのパケット到達率を示す．車

持つ情報伝搬を実現できることを確認した．また，3 つの

両流入量は 250 veh/min とした．RO-CBR は道路モデル

道路モデルにおける評価から，RO-CBR は道路網構造の変

間の到着率の差が小さく，各道路モデルにおいて約 80%の

動のロバスト性が高いことを確認した．

到着率を示した．コネクティビティに基づいた中継道路セ
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ました．

に変化がみられた．CB-Flooding と GPSR は単純な道路
網構造であるマンハッタンモデルで高い到着率を示し，複
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