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車間距離変化に対応した
位置把握プロトコルの提案∗
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• 各車両は GPS を用いて定期的に自身の位置を認知
することが出来る

はじめに

1

現在考えられている多くの ITS アプリケーションでは
周囲車両の位置を認知する必要がある [1] ．各車両は現

• 各車両は自身の ID は既知とする

在の車両自身の走行位置を GPS により定期的に特定で

• 各車両は車線を既知とする

き，他の車両に通知できる．しかし，一定周期で車両情
報を伝達することは，トラフィック量の増加が問題とな

3.2

想定環境

本稿では，同一車線の車両を考える．車間距離が広い

るそこで本稿では，トラフィック量の低減を実現し，あ

る範囲内の車両全ての情報を把握する手法を提案する． 場合には追突する危険性が低いため，位置を頻繁に把握
本提案では，車両の走行位置から車間距離を計算し，そ させる必要性は低いと考え，パケット送信周期を長くす
の距離と速度から追突する危険性を考慮しながら動的に

る．なお，パケットには車両情報と定義する，車両 ID，

通信頻度を変化させる．シミュレーションにより，提案

位置，速度，加速度を含む．また，車間距離が狭い場合

プロトコルの性能を評価し，既存方式と比べトラフィッ には追突する危険性が高いため，パケット送信周期を短
くする．ただし，トラフィック量の増加を考慮し，パケッ
ク量が低下することを示す．
ト送信周期が 100msec 以下になった場合には，その周期

既存方式とその問題点

2

では車両情報をフラッディングするのではなく，1 ホッ

車両は車線に沿って自由に移動できるため，ネットワー

プのブロードキャストに変更する (図 1)．

ク上の位置とアドレスには関連性がない. そこでフラッ

Packet(B)

ディングを用いて，車両情報を伝播させる手法がある [2]．
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Packet(B)
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しかし，フラッディングは 1 ホップのブロードキャスト
をベースに，ネットワーク内の到達可能な全てのノード
図 1: 車間距離が近い時の通信

に位置情報を伝播させる．また，そのフラッディングを
一定周期で行う．よって，トラフィック量が増加すると

ただし，これでは 1 ホップで届かない車両には車両情

いう問題がある．これでは，リアルタイムに送りたい車

報が届かない状況になる．そこで，1 ホップで届かない

両情報を送ることが難しい．

車両に位置を認識させるため，パケット送信周期とは別
に 100msec 毎にはフラッディングさせるよう制御する．

提案方式

3

よって，トラフィックを低く保ちながら，周囲の車両に
本稿では，車間距離，速度，加速度の変化を考慮し， 位置を認識させることができる．
パケット送信周期を動的に変化させるフラッディングを
用いて周囲に各車両位置を把握させる手法を提案する.
位置を伝播し，利用することは様々なアプリケーション
で利用されるが，本稿では追突事故防止を想定して，プ
ロトコルを検討する．

3.1

フラッディング周期の動的変化

車間距離，速度，加速度の変化を考慮し，周期を動的
に変化させる方法について説明する．1 ホップ前を走行
中の車両から車両情報を受信し，前車両との車間距離 S
を計算する．また，その後に以下の式を用いて現在の周
期の間に走行できる距離 D を計算する.
1
D = (v + vmax )∆t + a∆t2
2

前提条件

提案方式を用いる前提として，以下に示す．
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(1)

ここで，v は車両の速度，∆t は周期，a は車両の加速
度を示す. vmax は，1 ホップ前の車両との最大相対速度
である．後のシミュレーションでは対向車とすれ違いを
考え，200(km/h) とした．(1) 式から，車両は 1 周期に
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D だけ進むので，S > D であれば，後続車の位置を認

により，動的にフラッディング周期を変化させ，危険性

識できない時間に追突する危険性はなくなる．よって， が低いものについては，フラッディングを抑制している
以下の式より，追突防止のパケット送信の最小周期 ∆t

からである．また，図 3 において，パケット生成量が多

を求めることが出来る．

い 30〜40 秒に増加量は多くない．これは，周期が短く

√
−(v + vmax ) + (v + vmax )2 + 2aS)
∆t =
a

なった際にフラッディングを中止にしたためである．
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シミュレーション評価

4

提案方式の有効性を計算機シミュレーションにより評
価した．シミュレーションモデルを図 2 に，シミュレー
ション条件を表 1 に示す．シミュレーションでは，車両
台数が全て道路に出現してからフラッディングを開始し，

0

後に発進するものとした．
提案方式の比較対照として，100msec の一定周期のフ
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図 2: シミュレーションモデル
表 1: シミュレーション条件
評価時間
80sec

4.1

道路

片側 1 車線

車両台数

10 台

ブレーキ開始時間

20sec

発進時間

40sec

最大速度

100km/h

初期周期

100msec

無線通信方式

IEEE802.11 IBSS [3]

通信可能距離

100m [3]
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図 4: シミュレーション経過時間とトラフィック量

5

おわりに
本提案では，車間距離，速度，加速度を用いて動的に

フラッディング周期を変化させ，安全性を考慮しながら
周囲の車両に自身の位置を把握させる手法を提案した.
シミュレーションの評価から，トラフィック量を低く保

フラッディング経過時間とパケット生成量 つことを確認できた.

図 3 は，5 秒毎に車両が生成するパケット量を示す．
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