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はじめに
現在 ITS(Intelligent Transport Systems) では，路

車間通信と車車間通信の双方を利用した新しい通信環

車群形成方法

3.1

リーダーの決定と車群の維持

境に関する研究が盛んに行なわれている [1][2]．その

本提案で定義する車群を形成するためには，周辺車

ような状況を想定すると，車両から路側にはプローブ

両の情報を集め路側に送信するリーダー車両が必要で

情報や安全支援情報のために位置や速度などの多量の

ある．そこで各車両を 3 種類のグループ属性に分類す

データが送信される [3][4]．この路車間で扱われるデー

る．state1 は車群のリーダーである車両，state2 はいず

タの通信量を削減する手法を提案し，その特性を計算

れかの車群に属するメンバ車両，state3 はそのどちら

機シミュレーションを用いて評価した．

にも属さない孤立した 1 台の車両である．このグループ
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属性の情報に基づいて通信することによってリーダー

提案システムモデル

の決定と車群の維持を行う．

本提案では図 1 に示すようなシステムモデルを考え
る．車両は自分から 1 ホップの周辺の車両と通信する

state1 の車両は定期的にリーダー確認パケットを
周辺に送信して自分のメンバ車両の維持と確認を行う．

ことができ，通信車両の位置情報や速度情報を取得す

state2 の車両は定期的にリーダー確認パケットを受信

る．この周辺車両との集合を本提案の車群と定義する．

できているかのチェックを行う．state3 の車両は定期的

道路上にはこの車群が並んで構成されており，周辺車

にリーダー要求パケットを周辺に送信して自分をリー

両の情報を集めた 1 台が路車間通信によって車群の情

ダーとした新たな車群を形成することを要求する．こ

報を送信する．車群からの路側への送信は定期的に行

れらのパケットを受信した車両が自分のグループ属性

われ，各車群で同期が取れているものとする．また路

に基づいて処理をすることで車群形成が行われる．

車間通信に必要な路側のアンテナは連続的に設置され
ていて，道路上のどの車両とも通信可能であるとする．

state2 のメンバ車両はリーダーとの通信範囲外に
出るとその車群を離脱する．また state1 のリーダー同
士が接近し互いの通信範囲内に入った場合どちらか一

 

方にリーダー車両を選択する．その際はメンバ車両数



が多いほうを選択し，同数の場合はランダムに選択さ
れる．



3.2

各パケットの受信処理

これらリーダー確認・要求パケットを受信した車両
の処理方法は受信車両のグループ属性によって決定さ
れる．リーダー確認パケットを受信した場合 state1 の
車両はリーダーの選択を行い，state2 の車両は自分の

図 1: システムモデル

リーダーからであれば ACK を返信し，state3 の車両は
送信元の車群のメンバに加わる．リーダー要求パケッ
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トを受信した場合 state1 の車両は送信元を自分のメン
バに加え，state2 の車両は何もせず，state3 の車両は
送信元の車群のメンバに加わる．このようにすること
で複数の車両から同時期にパケットを受信した場合で
も正しく車群形成が行われる．
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シミュレーション・評価

Num of Road-Vehicle communications
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本提案において路車間通信量が削減されていること
と車群形成のための負担を，以下に示す 2 点から評価
した．そのシミュレーション条件を表 1 に示す．車車
間・路車間の通信距離には無線 LAN の 802.11b のも
のを用いるとする．

表 1: シミュレーション条件
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図 2: 平均車間距離−路車間通信台数
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• 平均車間距離と路車間通信台数
図 2 では，路側への情報の送信を各車両が個別に
行う場合と本提案で車群のリーダーがまとめて行
う場合の一定区間内での路車間通信を行う台数を
示す．横軸に平均車間距離をとる．
• パケットの周期と車群把握の平均エラー率
図 3 では，車群形成のために定期的に送信される
パケットの周期を横軸にとり，路側への情報送信
時にリーダーに誤った把握をされているメンバ車
両の割合を車群把握のエラー率として示す．
図 2 より，路側への送信を各車両が個別に行う場合
は平均車間距離が小さくなるほど路車間通信台数が増
加しているのに対して，本提案では平均車間距離によ
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図 3: パケット周期−車群把握のエラー率

一定値に削減できることが確認できた．また車群把握
のエラーを効率的に抑えるためには，車群形成のため
の負担となるパケット送信の周期を路側への情報送信
の間隔より小さくするべきであることがわかった．
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以上から本提案では車群形成の利用によって車両密
度の変化によらず路側へ送信する車両情報の通信量を
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