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LDM サービス向け無線メッシュネットワークの基礎評価
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概要：本稿では，路車間通信により周辺の車両に対して LDM サービスを提供するための方法として，即自的に構築可能で柔軟性の
ある無線メッシュネットワークを用い，安定して高速なサービスを提供するための構築手法について検討した．無線メッシュネット
ワークは Wi-Fi のインフラストラクチャーモードを利用し，路側機が二つのインターフェースを保持することにより路側機間での接
続性を保つ．二つのインターフェースは異なるチャネルを利用し，インターフェースを同時に利用することで並列的に通信を行いチ
ャネルの利用効率を向上させるとともに，路側機間での End-to-End でのスループットの向上を図る構成を検討した．さらに本シス
テムを実現するためのプラットフォームを開発し実験によりネットワークの実現性を検証するとともに，構築したシステムが理論的
な性能を満たしているかをシミュレーションにより評価した．
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1. はじめに
近年の ITS 技術の発展により，自動車の運転支援や自動
走行への関心が高まっている．これらを支える技術として，
多数の車両の走行する道路ネットワーク上において各車両
の周辺の状況をリアルタイムに収集し，的確にフィードバ
ックを行う仕組みが重要となっている．このため道路上ま
たはその周辺の時々刻々と変化する環境を車両間で共有す
ることを目的とした LDM（Local Dynamic Map）を利用し
た技術が注目されている[1]．
LDM は道路上の信号や標識，周辺建築物といった静的な
構造情報から歩行者や車両の有無，混雑状況，事故情報と
いった動的情報も含め，あるエリアに関連する局所的地理
図 1：路側機による無線メッシュネットワーク

情報を情報の特性により階層的に管理したものである ．
多様で高品質な ITS 向けのサービスを実現するにあたり，
LDM として扱われる情報は多岐に渡り，リアルタイムに変

サーバを検討する．エッジサーバは Wi-Fi インタフェース

化していくデータ総量も極めて大きくなっていくことが予

を具備し，サーバ間で無線メッシュネットワークを構築す

想される．一方でこれらの膨大な情報を，既存のインター

ることで高速・大容量の通信を実現可能とする．本稿では

ネットを介した通信だけを用いてサービス対象となる車両

このようなシステム構成が LDM を利用したサービスに対

に対して提供していくことは，トラフィック量や通信速度

して有用であることを示すと同時に，システムの基礎特性

の観点から課題が残る．LDM を活用したサービスを行うた

を明らかにする．

めには，収集した大量のデータに対して，高速に処理可能
なサーバ機器によって必要な管理を行うとともに，限られ
た無線資源で十分な量の情報をリアルタイムに共有するこ

2. LDM 向け無線メッシュネットワーク
一般的に，LDM の情報は時間的な更新頻度により階層化

とを可能とするプラットフォームが重要となる．
本研究ではこれらの要件を満たす情報処理・共有プラッ
トフォームとして車両のアクセス網に併設する路側エッジ

され，秒，分，時，月単位を目安としてそれぞれ動的情報，
準動的情報，準静的情報，静的情報に分けられる．
動的情報には車両情報，歩行者等，準動的情報には信号，

1（株）スペースタイムエンジニアリング
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渋滞情報，路面情報等，準静的情報には道路標識，ランド
マーク，静的情報には道路地図等の情報が含まれる．動的
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情報の多くは，各車両からの通信によってリアルタイムに
収集されサーバで処理されることで生成され，静的情報は
地図等の情報でインターネット等を介して定期的に更新さ
れる．動的情報は高い情報更新頻度が求められだけでなく，
ある場所の周辺車両の増加に応じて，計算量及び通信量が
指数的に増加する可能性のある情報でもある．
各所で必要となる計算をクラウド等の高性能サーバで
図 2：メッシュネットワーク構築例

集約管理することも可能だが，計算に必要な情報もサービ
スを提供すべき対象も局所に限られるため，サービスを提
供する Wi-Fi 端末自身がエッジサーバとして機能すること

4. ネットワーク構築方針

で計算資源を効率化することが可能となる．またサーバ単
体で完結して動作することで，災害等によりバックボーン
ネットワークやインフラが利用できない場合にも，環境発
電等のバッテリーの単体駆動によってサービスを継続して
利用可能な利点がある．
サービスの提供範囲としては，エッジサーバ同士で Wi-Fi
で無線メッシュネットワークを構築することにより拡大が
可能で，ネットワーク内の特定の機器が利用不可となった
場合にも，可搬型機器を即自的に配置することでネットワ
ークの維持が容易である．一方で，一般的に利用が可能な
2.4 GHz 帯の Wi-Fi 通信機器はスマートフォンを始めとし
て環境に溢れかえっており，他通信機との干渉の有無がネ
ットワーク性能に大きな影響を与える．そのため，データ
損失の少ない高品質なサービスを提供するためには，LDM
の利用環境に合わせて柔軟にネットワーク設計が可能なシ
ステムが必要となる．

LDM サービス対象となる空間が道路上またはその周辺
に限られることから，エッジサーバを路側に配置し，道路
の向きに沿った方向で指向性アンテナを配置することで通
信エリアを道路上・周辺領域に絞り通信機間での不要な通
信干渉を避け，無線資源を効率的かつ効果的に利用可能な
構成とする（図 2）．
また利用可能な複数のチャネルの中から周辺のサーバ間
での干渉を最大限に避けるよう適切にチャネルを割り当て
る．各エッジサーバは Access Point，Station として動作す
るインターフェースを少なくとも一つずつ持ち，インフラ
ストラクチャモードで他エッジサーバへ接続する．二つの
インターフェースを異なるチャネルで同時に利用可能な構
成とすることでスループットの向上を図る．
インターフェース間でのチャネル間干渉の問題を避け
る場合，2.4GHz 帯の場合には原則として 4 から 6 チャネル
は離してトポロジー設計を行うことが望ましい．

3. 路側機協調型サービス

5. エッジサーバ実装

LDM サービスには，ある路側機周辺で収集した情報をそ
の路側機内でローカルに処理し付近の車両に対してのみ直
接的にフィードバックするスタンドアロン型のサービスも
存在するが，本検討では，複数の路側機の間で情報を交換・
補間しあい情報を集約処理することで情報の精度を高める
だけでなく，ある路側機から離れた区画の車両にも移動先
の情報として事前に情報を発信し，広範囲の車両に対して
運転支援を行うことが可能な，路側機協調型のサービスを
主なターゲットとして検討する．
サービスの例としては，車両の移動先の交通状況や，道
路・路面の状況，建物情報，歩行者情報を画像や 3D ベク
トル情報として事前に配布することで，安全運転支援のた
めの物体検知情報として役立てたり，あるいは目的の車両
駐車スペースの空きまたは満車情報を事前にドライバに伝
えることで不要な運転を避けることを目的としたサービス
等が考えられる．

前章までに検討した無線メッシュネットワークが実際
に実現可能であるシステムであるか検証するために，以下
の実装要件を定義し，設置型（図 3）と可搬型（図 4）の二
種類のエッジサーバの構築を行った．


サーバとしてリアルタイムに処理可能な計算能力を持つ



情報を十分に保持可能なストレージの保持する



Wi-Fi のインフラストラクチャモードにより無線メッシュネ
ットワークを構築可能である



通信機は指向性のビームパターンを持つ



高速・大容量のデータ通信を伴うサービス提供が可能である



長期間の屋外設置が可能である(防水防塵性)





いずれにしても路側機協調型のサービスでは，路側機間
での通信頻度や伝送データ量が増加するため，この通信容
量を如何に増加させるかが鍵となる．
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一部機器が利用できなくなった場合にもネットワークを維
持可能な冗長性・柔軟性を持つ
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災害時にも単独で稼働可能な電源構成である

との通信も可能とする．無指向性のアンテナは特に交差点
のような場所で，円状に周辺端末を収容したい場合に利用
し，指向性アンテナは直線的な道路，例えば高速道路のよ
うな場所で長区間の道路に沿って周辺端末を収容したい場
合に利用する使い分けを行うことで通信の効率化が見込め
る．
被災等により一部の設置型の機器が利用できない場合
を想定し，エッジサーバには可搬型のタイプも用意する．
可搬型は主目的としては緊急的なネットワーク接続性維持
の用途での利用となるため，設置型よりも低い計算能力の
CPU としている．無線 LAN も二枚に減らし機器の消費電
力を抑え，限られた内蔵のバッテリーで長時間の稼働を目
指す構成としている．
さらに緊急時には設置型のようにアンテナの指向性を
前もって調整することは難しいため，無線メッシュネット
ワークを補完する通信機のアンテナは指向性ではなく無指
向性のアンテナとしている．可搬型エッジサーバは，固定
型のエッジサーバとの通信時，最大 600 m 程度の通信距離

図 3：設置型エッジサーバ

を想定している．

6. 基礎特性評価実験
エッジサーバの基本特性を評価するために，比較的 Wi-Fi
機器の干渉が少なく，1.5 km 程度の平坦な見通しのある徳
島県の運動広場において二パターンの通信実験を実施した．


実験 1：距離による通信特性の評価



実験 2：使用チャネルの違いによる通信特性の評価

実験 1 では設置型エッジサーバを二台使用し，一ホップ
での距離に対する伝搬特性とスループットの変化を確認す

図 4：可搬型エッジサーバ

る．エッジサーバ同士はインフラストラクチャーモードで

リアルタイム処理のため，計算能力を有する CPU として
Quadcore 1 GHz を採用しメモリは 2 GBytes とした．サービ
スによっては静的情報や時系列的に蓄積されるデータ量が
増大になることから 256 GBytes のストレージを採用した．
Wi-Fi（802.11a/g/n）の無線 LAN カードを三枚取り付け，
二枚はメッシュネットワークを構築するための Wi-Fi イン
ターフェースとし，もう一枚は周辺車両を収容するための

津属する．片側のエッジサーバを固定的に配置しもう一方
のエッジサーバとの距離を 100 m から 1.2 km で離し，
802.11g での距離毎の RSSI の変化と，物理伝送レートを 6
Mbit/s（固定）および 54 Mbit/s（固定）とした際の iPerf（TCP）
によりデータ伝送レートを確認する．指向性のアンテナの
向きは対向の向き（0 度）として，理想的にネットワーク
リンクを構築する．

アクセスポイントとして利用する．周辺車両の収容には，
メッシュネットワーク構築用に AP として動作する Wi-Fi
に対してアクセスを行ってもよい．
アンテナを外付けとして，対向に向けた際にメッシュネ
ットワークの一リンクで最大で 1.5 km 程度の距離までを
カバー可能な半値角度 60 度の指向性アンテナを利用する．
一方で，周辺端末を収容するためのインターフェースは無
指向性のアンテナとし，アンテナの向きに寄らず収容端末
図 5：徳島県吉野川運動広場
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（国土地理院地図 電子国土 Web 全国最新写真）

図 6：距離 vs. RSSI

図 6 に距離に対する RSSI の実測結果および，参考値と

図 7：距離 vs. スループット

して平面環境で二波モデルを想定する場合のシミュレーシ

図 8 にチャネル毎のスループットの変化を示す．6 Mit/s

ョン結果を示すし，図 7 に距離に対するスループットの実

および 54 Mbit/s のいずれの伝送レートを使用した場合に

測結果を示す．結果よりシミュレーションによる実測で得

も，チャネル数が 4 以上離れた所からチャネル間での干渉

られた結果が理論値と概ね一致していることを確認した．

の影響が小さくなり，同一チャネルまたはその付近のチャ

1.2 km の距離で，802.11g でおよそ通信が可能な受信電力で

ネルを利用した場合と比較してスループットが二倍近くに

ある −82 dBm を満たし 6 Mbit/s での通信が可能である．ま

向上する．本システム構成の場合には 802.11MAC のキャリ

た受信電力としては，片方の指向性アンテナを直角方向に

アセンス（CCA-ED）が働くのがおよそ 3 チャネル違いの

向けている場合にも 200 m 程度の距離までであれば −80

電波までであり，それ以降のチャネルでは二つのインター

dBm 以上の受信電力を満たしており，エッジサーバのアン

フェース間で並行してデータ通信が可能であることがいえ

テナが必ずしも対向で配置できないようなネットワーク環

る．

境においてもネットワーク設計が可能であることがうかが
える．

また，同一チャネルを利用する場合よりも，1〜3 チャネ
ル異なるチャネルで通信を行う場合，わずかではあるがス

なお，1 km を超える距離では 6 Mbit/s での通信に限られ，

ループットが低下する．これは，同一チャネルで通信を行

最大の通信速度である 54 Mbit/s での通信は 600 m 程度とな

う場合，両端の端末は隠れ端末ではあるが，中央の端末を

る．よってエッジサーバ間で高速な通信が必要な個所では，

介して 802.11MAC の CSMA 同期が可能であることによる．

500 m 前後の間隔で機器を配置することで，通信速度の低

中央端末の通信は他の通信によって阻害されず安定して通

下を避けてデータ伝送が可能である．

信が可能である一方，3 チャネル異なる場合には中央の端

実験 2 では設置型エッジサーバを三台使用し，直列にネッ

末がユニキャストで通信している際にも，通信を行ってい

トワークリンクを作成し，端から端の機器に対してマルチ

ないもう一方の端末はチャネルがアイドル認識して通信を

ホップでのデータ通信を行う．この際，二つの通信リンク

試みるため，異なるチャネル間での電波の干渉が発生しや

で利用するチャネルは，片方を固定としてもう一方を変化

すくなり通信性能が劣化していると考えられる．

させチャネル間干渉の影響による通信速度の変化を確認す

なお 54 Mbit/s の場合のスループットは 21 Mbit/s 程度と

る．両端のエッジサーバは隠れ端末となる配置としている．

なり図 7 で示される 22 Mbit/s のスループットと比較して，

データ通信には iPerf（TCP）を用い，実験 1 と同様に物理

一ホップが二ホップとなっても同程度のスループットを維

伝送レートを 6Mbps および 54Mbps で設定する．

持できていることが分かる．アドホックモード等で同一の
チャネルを利用してネットワークを構築する場合にはホッ
プ数が増加する度に End-to-End での通信スループットが半
分となっていくが，本システムでは適切にチャネル配置を
行うことで，ホップ数が複数となっても大きな通信速度の
低下なく通信が可能であるといえる．
6 Mbit/s で 4 チャネル離した場合よりも，5 または 6 チャ
ネル離した場合のスループットが低下している．54 Mbit/s
の場合には干渉レベルが低下することで緩やかにスループ
ットが上昇している点を考慮すると，6 Mbit/s の結果は無
線環境の変化による短期的な結果のぶれである可能性が高
い．
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図 8：チャネル毎のスループット（実測）

図 9：チャネル毎のスループット(シミュレーション)

7. シミュレーション

8. まとめ

実験で得られた基礎特性が理論値と整合するかどうかを
検証するために，実験 2 を模擬する環境を計算機シミュレ
ータ上に構築した．シミュレーションにはパケットレベル
での精細な無線環境を模擬可能な統合シミュレーション環
境である Scenargie を用いた．
シミュレーションの諸元を表 1 に示す．利用する周波数
帯や MAC プロトコルモデル等の基本的な諸元は実環境と
同一としているが，なるべく理想的な値との比較を行う目
的としてフェージングは設定していない．
図 9 にシミュレーション結果を示す．実測の結果と比較
し各チャネル毎のスループットが概ね同様の傾向を示して
おり，4 チャネル離れたところでスループットが 2 倍とな
っている．絶対値としても実測値と理論値はほぼ同等の結
果でありネットワークを拡張する際にシミュレーションに
よる設計が十分に可能であることが分かる．
実測では各チャネル毎のスループットの傾向に若干の
ばらつきが見られるが，これはフェージングによる影響で
あると考えられる．なるべく平坦で障害物の少ない環境で
の実験を実施しているが，周囲の人または離れた場所を走
行する車両によるマルチパスや，風によるアンテナの揺れ
の影響が少なからず存在する．

基礎的な実験評価より検討するシステムを適切に配置し
チャネル設定を行うことで理論値に近い実行性能で実環境
で運用可能であることを確認した．
今後，シミュレーションによる机上検討を拡張し，実際
にシステムを配置する環境に対して最適な機器配置とネッ
トワーク構成の検討を進め実環境への設置を行うとともに，
システムを有効的に活用するための具体的な LDM サービ
スについて検討を進める．
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