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1.

はじめに

近年，車車間通信により狭域の交通情報をマルチ
ホップブロードキャストして周辺車両と共有させ，
ドライバに利便性や安全性を提供するための無線ネ
ットワーク制御技術が注目されている．特に，1)周
辺車両に効率的に情報配信させるための適切な中継
車両の選択，ならびに 2)通信混雑時でも，緊急性の
高い情報を優先して配信させる優先送信，の制御は
重要であり多々研究されてきている．本稿では，こ
れまで別々に研究されてきた中継車両選択と優先送
信の制御を統合する 4 つの方式を検討し，シミュレ
ーションにより比較評価する．

1)

図 1 MAC 層での中継車両選択制御
2)

2. 先行研究と課題
2.1. 中継車両選択制御[1][2][3]
マルチホップブロードキャストの中継車両選択で
は，効率的な中継ができるように，送信車両から遠
いほど，また交差点にいる車両ほど，ひとつ前の通
信が終了した後の待ち時間を短く設定して中継する
よう制御する．
2.2. 優先送信制御[4][5]
車両が密集して通信が混雑する場合でも，急ブレ
ーキ等の高緊急度情報のロスや配信の遅れが生じな
いように，情報の特性(緊急度)に応じた待ち時間を
設定(高緊急度ほど待ち時間を短く設定)し，高緊急
度な情報を優先的に送信する．
2.3. 課題
車車間通信では両制御とも重要であるが，それ
ぞれは互いの制御を考慮していない．また，両制御
を統合した実現方法は，これまで議論されていない．

3.

中継車両選択制御の実装方法
MAC 層での実装
MAC 層における送信までのランダムな待ち時間
であるバックオフ時間を送信車両から遠いほど短く
設定する(図 1)[3]．

3.1.

APP 層での実装
受信情報を MAC 層に渡す前に APP 層で待ち時間
を設ける．待ち時間を送信車両から遠いほど短く設
定する[2]．
3.2. 優先送信制御の実装
1)
MAC 層での実装

無線 LAN の QoS 制御に用いる EDCA(Enhanced
Distributed Channel Access)により，MAC 層の待ち
時間である AIFS(Arbitration Inter Frame Space)と
CW(Contention Window)の長さを緊急度ごとに設
定(緊急度高のものほど AIFS を短く設定)する(図
2)[4]．

図 2 MAC 層での優先送信制御

検討方式

中継車両選択制御と優先送信制御を統合した制
御を実現する際，それぞれの制御機能の実装場所
(MAC 層／アプリ(APP))の組み合わせから表 1 に
示す４通りが考えられる．以下 3.1 および 3.2 では，
それぞれの制御の MAC 層，APP 層での実装方法を
述べ，3.3 で４通りの組み合わせによる実装，3.4 で
想定される効果について述べる．
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APP 層での実装
受信情報を MAC 層に渡す前に緊急度に応じた待
ち時間を設ける．緊急度高のものほど待ち時間を短
く設定する．
3.3. 組み合わせ方法
組み合わせ(中継車両選択制御-優先送信制御)ごと
の追加実装・制御を表 1 に示す．
3.4. 想定される効果
1)
異なる層での実装
異なる層で実装される場合，必ず APP 層での待
ち時間(大)制御から MAC 層での待ち時間(小)制御と
処理が行われる．この待ち時間の大小関係から，
APP 層制御の効果が優先されると考えられる．
2)
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表 1 中継車両選択と優先送信の組み合わせ
組み合わせ

追加実装・制御
緊急度毎に中継車両選択用の CW が重なら
MAC-MAC
ないように AIFS と CW を設定．
APP 層に優先送信制御用のキューを作成．
MAC 層での中継車両選択の待ち時間と重
MAC-APP
ならないように，APP 層での待ち時間を設
定．
MAC 層の優先送信で設けられる待ち時間
APP-MAC と重ならないように，APP 層での待ち時間
を設定．
APP 層に優先送信用のキューを作成．緊急
APP-APP 度高の中継が他緊急度の中継と重ならない
ように，待ち時間を設定．

図 3 MAC-MAC 方式の緊急度別拡散率の変化

同じ層での実装
同じ層で実装される場合，同環境下での待ち時間
制御が行われるため，待ち時間の大小関係による影
響が無く，両制御の効果が得られると考えられる．
2)

4. シミュレーション評価と考察
4.1. 評価項目
評価項目は，情報生成間隔を変化させた時の緊
急度ごとの拡散率(情報受信車両数/全車両数)とした．
4.2. シミュレーション条件
シミュレーションでは 1.6km 四方で縦横ともに道
路間隔 400m の格子状の道路環境を模したシナリオ
をネットワークシミュレータ Scenargie[6]上に作成
した．その他のシミュレーション設定値を表 2 に示
す．
表 2 シミュレーション条件
項目
通信方式
伝送速度
パケットサイズ
電波伝搬モデル
情報生成頻度
車線数
車両位置
実行時間
車両数
緊急度別情報発生率
(緊急度 1:緊急度 2:緊急度 3)

値
IEEE802.11p
3Mbps
256byte
ITU-RP.1411
0.5s~8s/台
2(片側 1 車線)
ランダム(固定)
15s
500 台

最も高い結果となった．
これは，中継車両選択と優先送信の両制御とも，
パケットを受信してから中継送信するまでの待ち時
間を制御することで実現しており，いずれも CW や
EDCA といった MAC 層の機能を使ってパケットの
信号伝送レベルで制御する MAC-MAC 方式が一番
効果が大きかったためと考えられる．

5.

おわりに

本稿では，中継車両選択制御と優先送信制御を
両立させる制御方式の 4 つの実現方法を検討，評価
した．評価の結果，トラフィックが混雑している場
合，両制御とも MAC 層で実装する方式が，拡散率
の視点で最も優れていることを示した．今後は，中
継回数や遅延時間の視点からも評価を行う．
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