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通信エリア内でのスループット向上を目的とした
車車間通信プロトコルの設計と評価
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近年，無線による車車間通信を利用したアプリケーションやサービスの開発がさか
んであり，車車間通信におけるスループット向上のニーズが高まっている．無線通信
デバイスの伝送速度の向上には限界があるため，高速移動をともなう車両どうしがす
れ違うわずかな時間でできるだけ多くのデータを交換するには，まず受信成功率を高
めることが不可欠である．車両密度が高い環境において受信成功率を高めるために
は，各車両のパケット送信タイミングをいかに分散させるかが鍵となる．筆者らは，
CSMA/CA を前提としながら，MAC プロトコルの改変をともなうことなく，アプ
リケーション層において TDMA に近い送信スロットの割当てを可能とする手法を開
発した．スロット割当てに必要となる車両数の集計には独自の自律型推測アルゴリズ
ムを用いており，ビーコンや Hello パケットの交換などのような事前制御をいっさい
必要としないため，制御データによる帯域の逼迫を招くことがない．シミュレーショ
ンによる結果，本提案手法は市街地のように車両密度の変化に富む場所や，幹線道路
などのように車両どうしが高速ですれ違う場所においても，安定した高いスループッ
トを実現できることを実証した．

Design and Evaluation of V2V Communication Protocol
for Throughput Enhancement
Takaaki Ishida,†1 Keijiro Ehara,†2 Seiichiro Toda,†2
Masayoshi Imaike,†2 Keisuke Uehara†3
and Jun Murai†3
There is a growing need for throughput enhancement on intervehicle wireless
communication. To exchange as much data as possible in short intervals for
connecting vehicles passing each other, it is essential to improve the success
rate of reception. In this paper, we propose a method to realize high-level
throughput which can be implemented on application layer without upgrading
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the existing MAC layer protocol. Although this method works on CSMA/CA,
it can realize an eﬃcient slot allocation mechanism similar to that of TDMA.
This method was evaluated by simulation using actual traﬃc data. The results
of the simulation show that our method realizes eﬀective throughput stably in
spite of rapid change in vehicle density.

1. は じ め に
ITS 分野における車車間通信の活用は，国内外において実用化に向けた研究開発が活発
に行われている1)–6) ．車車間通信を用いた情報伝達モデルとしては，自動運転や衝突防止な
どを目的とし，車両単位での情報伝達の即時性・確実性が厳密に求められる情報伝達モデ
ル7)–9) と，渋滞情報や旅行時間の集計などを目的とし，車両単位での情報伝達の確実性は
さほど厳密に求められないが，通信可能時間内においてできるだけ多くのデータを複数車両
間で交換する必要のある情報伝達モデル5),6),10),11) がある．本稿では前者をミクロ型，後者
をマクロ型の情報伝達モデルと呼ぶこととし，以降，マクロ型の情報伝達モデルを対象とし
た議論を進める．
マクロ型の情報伝達モデルとしては，各車両が走行中に取得したデータを，対向車も含め
た周辺の車両群との間で交換・共有することによって，より即時性の高い道路交通情報を生
成・伝播するシステムが検討されている．これまでの研究では，無線通信機能を有する車載
機の搭載普及率が低い段階において，いかにシステムの有効性を高めるかという点に注目し
た研究3)–6),10) が多く，またその上でやりとりされる情報も位置情報や速度情報などサイズ
の小さいデータを前提としているケースが多いため，通信時における受信成功率やスルー
プットの向上について厳密に議論されてきた事例が少ない．しかし，車車間通信を行うため
の機器は専用機だけにとどまらず，カーナビや携帯電話などの拡張において実現することも
可能であり，一気に普及率が上がる可能性も否定できない．また，取り扱うデータの種類も
静止画・動画・音声など多岐にわたる可能性があること12),13) ，道路交通情報ではリアルタ
イムに変化する情報だけでなく，燃費情報のように走行中の蓄積が必要となるデータや，路
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面凍結や落下物情報のように一定期間にわたって共有されることが求められるデータなども
流通の対象となること5),6) ，などから通信時に交換するデータ量を低く見積もるのは問題が
ある．
そこで本研究では，車車間通信の対象となる車両の普及率が高く，またその上でやりとり
されるデータ量も十分多いことを前提としたうえで，対向車とのすれ違いを含む車車間通信
において，できるだけ多くのデータを交換・共有するための通信プロトコルを設計すること
を目的とした．また，時々刻々と変化する交通状況に適応し，車両密度の変化や移動速度の
高低に富む環境においても高いスループットを実現できることを目標としている．
本稿では，続く 2 章において，本研究が対象とする車車間通信環境を定め，現状の課題を
まとめる．3 章では，本提案手法の基本となる送信アルゴリズムについて，事前検証の結果
をもとに考察する．4 章では，設計した送信アルゴリズムに不可欠な車両密度推測アルゴリ
ズムの基本原理を解説する．5 章では，提案手法である WISH プロトコルの設計を解説す
る．6 章で，シミュレーションを通じて WISH プロトコルの有効性を検証し，7 章で結論を
まとめる．

2. 想定する利用環境と現状の課題
図 1 通信エリアのイメージ
Fig. 1 Image of communication area.

2.1 想定する利用環境
マクロ型の情報伝達モデルの事例として，道路リンクの連結点において旅行時間を交換し
合うサービスや道路をセルと呼ばれる区間に分割してセル内におけるプローブデータ（渋
滞情報や燃費情報など）を交換し合うサービス5),6),11) ，交差点付近において複数車両のカ
12)

信を行うものとする．通信エリアは，無線通信半径内に収まる区間とし，各車両はシングル

，などが検

ホップで通信エリア内の全車両にパケットを同報できるものとする．また，通信エリアが互

討されている．これらの中には，走行中継続してデータを送信し合うことを想定している

いに重ならないものと想定しているため，通信エリア内においては隠れ端末の問題は発生し

ものもあるが，ここではデータを送信する場所（以降「通信エリア」と記す）があらかじ

ない．

メラ画像を合成して死角のない交差点の俯瞰画像を生成・共有するサービス

め定められ，各車両はその通信エリア内においてのみ通信を行うものとして議論を進める．
図 1 に通信エリアのイメージを表す．図が示すように，通信エリアは互いに重ならず，想

2.2 本研究の目的
2.1 節で想定した通信環境を前提とし，限定された通信エリア内において車両どうしが

定する無線通信デバイスの通信距離に比べて十分に離れるように設定する．通信エリアは，

データ交換を行うにあたり，スループットを高めるためのアプリケーションプロトコルを設

緯度経度で指定された地理情報として指定され，広域ネットワークなどを用いて各車両にあ

計する．

らかじめ伝達されていることを前提とする．各車両は GPS などから得られる自車位置情報

2.3 現状の課題

から通信エリアへの進入・退出を検知し，自動的に通信を開始・終了する．

2.3.1 車両速度・密度と通信時間の関係

各車両には，IEEE802.11 DCF が機能する無線 LAN デバイスが搭載されているものと

想定する環境においては，車両が通信エリアに進入してから退出するまでの時間が実質的

し，同一の周波数チャネルを占有的に使用して，UDP/IP 層においてブロードキャスト送

な通信時間となる．このため，高速な車両ほど通信時間は短くなる．逆に車両が低速なほど
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されるデータ量を制御する手法なども提案されている．SODAD 1) では，車速と受信した
情報の鮮度に応じて送信間隔を変更している．ここで提案されている方式では，道路をあら
かじめ区間に分割したうえで，道路 1 区間の距離と走行速度，通信距離によって送信する
データを決めているため，基本的に高速道路などの線的広がりしか持たない場合にしか適用
することができず，本研究が想定するような街中などの面的広がりを持つ環境では利用でき
ない．SDRP 3) の改良である RMDP 4) は，受信メッセージ数に応じて情報送信量を変化
させることによって輻輳回避を実現している．しかし，本手法は送信レートの制御に限定さ
れており，送信スロットの割当てなどは行わないため，パケット衝突が起きる可能性は避け
られない．本研究では，前述のように車両密度が高く，車車間通信で交わされるデータ量も
十分多い状況を想定しているため，スループットの向上にはより細かい送信タイミングの制

Fig. 2

図 2 車速から見た通信時間と通信データ量の関係（通信エリア 150 m）
The relation between connection time and data traﬃc by vehicle speed (communication
area: 150 m).

御が必要となる．
また，文献 14) では，MAC プロトコルとして CSMA を前提とし，そのうえで予約型の
スロット割当てを行う手法である「タイミング同期式 CSMA」が提案されている．タイミン
グ同期式 CSMA とは，一定のフレーム長を確保したうえで，その中のスロットを各ノード

通信時間は長くなるが，渋滞流においては車速と車両密度に高い相関があり，低速車両の周

に競合的に割り当てる手法である．無線通信方式としては DSRC（Dedicated Short Range

辺は車両台数が多くなることが予測されるため，1 台あたりの使用可能帯域は低速車の方が

Communication）を前提とし，スロットの割当てには CSMA のキャリアセンスによる重複

少なくなる．

送信の回避に加え，パケットのプリアンブル長を可変にすることで，スロットの順次的な割

通信エリアを 150 m としたときの，車両がエリアに進入してから退出するまでの時間，す

当てを行っている．

なわち通信時間と車両 1 台あたりの使用可能帯域をグラフ化したものを図 2 に示す．ここ

タイミング同期式 CSMA は MAC プロトコルの改良であり，また，スループットの向上

では，車長を一律 5 m，各速度の車間時間を 1 秒間として，通信エリア内における車両数を

を主目的としたものではないため，直接比較することはできないが，CSMA を前提として

速度別に算出した．また，通信メディアのデータ伝送速度を 1 Mbps とした場合の，車両 1

いる点，また受信成功率を高める効果があるという点で本研究のテーマと近いといえる．た

台あたりの使用可能帯域を算出している．

だし，タイミング同期式 CSMA に限らず，予約型のスロット割当てを用いる手法の多くは，

2.3.2 CSMA/CA による衝突回避の限界

固定のフレーム長を確保しなければならず，割当てスロットの枯渇を防ぐためには，フレー

シングルホップブロードキャストを用いたデータ散布方式において最も単純な設計は，各

ム長を長めに確保しておかなければならない．このため，車両密度の変化が大きい環境にお

ノードが帯域上限までデータを送信し続けることである．ここでは，パケット衝突回避の

いては，受信成功率の向上と引き換えにスループットを犠牲にせざるをえないというトレー

メカニズムは CSMA/CA に依存することになる．CSMA/CA では，各ノードにコンテン

ドオフがつねに付きまとうことになる．

ションウィンドウ（CW）と呼ばれる乱数値から算出するランダム待ち時間を持たせること
でキャリアセンス後の同時送信を抑制しているが，ブロードキャスト通信では CW は最小
値に固定されるため，次回送信待ち端末数が CW の値を超えると必然的にパケット衝突が

3.1 送信アルゴリズムの候補
本提案手法の基礎となる送信アルゴリズムの候補として，以下の 4 パターンの送信アル

発生する．
これを回避する手法として，車速や受信エラー率などに応じてアプリケーションから送出
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3.1.1 数式内の略字の説明

DIFS と CW の最小値をもとに算出したランダム待ち時間を加えた時間を送信間隔
（Tinterval4 ）とし，Tinterval4 内において確率 P で選出された車両のみがパケットを送

以降の数式で用いる略字を以下に解説する．

Bwidth

無線伝送速度の理論値

Tpacket

1 パケット分のデータフレーム長

DIF S

IEEE802.11 規格における分散制御用フレーム間隔

CWmin

IEEE802.11 規格で規定されたコンテンションウィンドウの最小値

Slottime

IEEE802.11 規格で規定されたスロット時間

mreal

通信エリア内の車両総数（実際）

3.2 送信アルゴリズムに関する事前検証

mest

通信エリア内の車両総数（推測）

3.2.1 概

信する．

Tinterval4 = min(n, mest ) ∗ (Tpacket + DIF S) + CWmin × Slottime

(2)

確率 P は各ノードが自律的に以下を計算して算出する．

Tinterval∗

送信アルゴリズム * で定める送信間隔

P

Tinterval4 内において自車両が 1 パケットを送信する確率

P =

min(n, mest )
mest

(3)

要

上下線各 3 車線の直線対向道路に，150 m 四方の通信エリアを設置したことを想定し，ネッ
トワークシミュレーター QualNet 15) を使った検証を行った．

3.1.2 各送信アルゴリズムの説明

車長は一律 5 m とし，車両数は通信エリアに物理的に配置できる最大台数となる 180 台
（150/5 × 6）とした．無線 LAN は IEEE802.11b の DCF モードを用い，伝送速度は 1 Mbps

以下に，各送信アルゴリズムについて解説する．
送信アルゴリズム 1

に固定した．2.1 節の前提に基づき，車両は互いに 1 ホップとなるよう，各車両の無線通信

各車両が伝送速度の 1/2 を上限として，限界までパケットを送出するアルゴリズム．パ

半径を設定した（約 180 m 程度）．
上記の環境において，各車両はシミュレーション時間中にそれぞれ 100 個の UDP/IP パ

ケット衝突回避は CSMA/CA に完全に依存する．
送信アルゴリズム 2

ケット（一律 1500 bytes）を，3.1 節で用意した各送信アルゴリズムによって送信する．な

各車両は，車両総数に応じた送信間隔（Tinterval2 ）を周期として，定期的にパケット

お，ここでは車両は移動せずに固定とし，各車両は通信エリア内の正確な車両数を既知のも

を送信する．ここで，CWmin × Slottime の値が 2 分の 1 になっているのは，CW か

の（mest = mreal ）としたうえで静的な検証を行う．

3.2.2 シミュレーション諸元

ら乱数で待ちスロット数が算出されることを考慮した期待値とするためである．



Tinterval2 = mest ∗ Tpacket + DIF S +

CWmin × Slottime
2



(1)

送信アルゴリズム 3

本検証で設定したシミュレーション諸元を表 1 に示す．

3.2.3 結果と考察
シミュレーションの結果をもとに，各送信アルゴリズムの特性を以下の観点から検証した．

送信アルゴリズム 2 にスロット割当てを取り入れたアルゴリズム．Tinterval2 をアプリ

受信成功率：

ケーション層において，Tpacket + DIF S + CWmin × Slottime/2 を単位とした仮想的

平均送信時間（100）：

なスロットに分割する．各車両は，Tinterval2 内において 1 つのスロットをランダムに

車両が全パケット（100 パケット）を送信するのにかか
った時間の平均

平均送信時間（1）：

選択し，パケットを送出する．

受信成功パケット数 / 全送信パケット数

送信アルゴリズム 4

平均送信時間（100）を 1 パケットあたりの平均送信
時間として算出したもの

一定の送信間隔を空け，その時間内で確率的に選出された複数の送信ノードが競合的
にパケットを送信するアルゴリズム．n 個分（n は CW 最小値以下）のパケット長に，

期待時間（90%受信）：

送信された 1 パケットを 90%の確率で受信するまでに
かかる時間の期待値

表 2 に各検証項目の結果を表す．
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表 1 シミュレーション諸元
Table 1 Simulation parameters.

Network setting
Radio type
PROPAGATION-CHANNEL-FREQUENCY
PROPAGATION-LIMIT
PHY802.11-DATA-RATE
ANTENNA-HEIGHT
Transmission power
Receive Sensitivity
Radio range
MAC Protocol
Network Protocol
Enable ICMP
Transport Protocol
Application setting
Application type
Size of Content

802.11b Radio
2.4 GHz
−111 dBm
1 Mbps
1.5 m
5 dBm
−93 dBm
183.969 m
802.11DCF
IPv6
No
UDP

図 3 送信アルゴリズム 1，2 のイメージ
Fig. 3 Image of Transmission Algorithm 1 & 2.

User Original (WISH)
1500 Bytes（including UDP/IP header）

表 2 受信成功率，平均送信時間，期待時間のまとめ
Table 2 Results of success rate of reception, average time of sending, and expected time to receive
90% of the packets.
送信アルゴリズム

1
2
3
4 （n
4 （n
4 （n
4 （n
4 （n
4 （n

=
=
=
=
=
=

3.3 考

受信成功率

平均送信時間（100）

20%
30%
92%
92%
90%
88%
81%
73%
68%

1）
11）
21）
31）
41）
51）

平均送信時間（1）

85 s
240 s
240 s
235 s
226 s
226 s
225 s
225 s
225 s

0.9 s
2.4 s
2.4 s
2.4 s
2.4 s
2.3 s
2.3 s
2.3 s
2.3 s

期待時間（90%受信）

8.8 s
15.5 s
2.2 s
2.1 s
2.3 s
2.5 s
3.1 s
4.0 s
4.5 s

察

送信アルゴリズム 3 では，コンテンションウィンドウによるランダム待ち時間も含めたス

送信アルゴリズム 1，2 は受信成功率がそれぞれ 20%，30%と低いため，期待時間が長く
なる．特に送信アルゴリズム 2 では，パケット受信の成否にかかわらず間隔を空けて送信
を行うため，期待時間が最も長くなっている．送信アルゴリズム 3 は 92%という高い受信
成功率に達しているが，平均送信時間は送信アルゴリズム 4 に比べてやや長くなっている．

情報処理学会論文誌

図 4 送信アルゴリズム 3，4 のイメージ
Fig. 4 Image of Transmission Algorithm 3 & 4.
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ロット長を各スロットごとに確保しているため，このオーバヘッドが平均送信時間の遅れを
発生させることになる．
以上の考察を図解したものを図 3，図 4 に示す．なお，図 3，図 4 では簡単のため，車両
を 3 台，コンテンションウィンドウの最小値を 2 として図解している．
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送信アルゴリズム 1 では，それぞれの車両が独自に送信タイミングを決定してパケット
を送出するため，コリジョンが多く発生する．送信アルゴリズム 2 では，周囲に存在する車
両総数に応じて送信間隔を広げるため，多くの空きスロットが発生してしまう．送信アルゴ
リズム 3 では，各車両に確率的にスロットを割り当てるため，コリジョンの発生を抑えるこ
とができる．ただし，1 スロットに 1 つのパケットしか送ることができないため，コンテン
ションウインドウによる待機時間をスロットごとに確保しておかなければならず，この分が
オーバヘッドとなる．送信アルゴリズム 4 では，選出された車両どうしが，確保されたス
ロットの中で CSMA/CA の原理に従って競合するため，送信アルゴリズム 3 よりもコンテ
ンションウインドウによる待機時間を短くすることができる．
以上の考察から，本研究で設計する車車間通信プロトコルのベースを送信アルゴリズム 4
に決定した．ただし，送信アルゴリズム 4 においても n の値がコンテンションウィンドウ
の最小値を超えると，パケット衝突が確実に発生するため，受信成功率が落ち込んでいく．
また，最小値以下でも n の値が大きくなるほど競合が起きやすくなるため，受信成功率は
降下傾向を持つ．よって，n の値は小さいほど受信成功率は高くなる．逆に平均送信時間は

n の値が大きくなるほど短くなる傾向を持つが，コンテンションウィンドウ期間で用いる最

図 5 車両数の推測誤りによる受信成功率とスループットの変化（mreal = 50）
Fig. 5 A series of changes in eﬀective throughput and success rate of receiving, by a margin of
error on infering vehicle numbers (mreal = 50).

小スロット長はデータフレーム長に比べるときわめて短いため，この差は微小である．送信

一方，スループットを見ると，mest = mreal の周辺を頂点とした山型になっていることが

アルゴリズム 4 が送信アルゴリズム 3 よりも平均送信時間において優位になるのは，理論

分かる．前述のように，mest < mreal のときは，無線 LAN の伝送速度を超える送信が行わ

上 n ≥ 2 を満たすときなので，送信アルゴリズム 4 では以降 n = 2 として検証を進める．

れてしまうため，パケットロスが多発し，スループットが急速に低下していく．mest > mreal

4. 車両数の推測と補正アルゴリズムについて

のときは受信成功率は高くなるものの，確率 P の低下により各車両が送信を控えてしまう
ため，帯域に無駄を生じることになり，結果としてスループットが低下する．

4.1 車両数の推測誤差がスループットに与える影響

4.2 既存手法の課題と提案手法のアプローチ

3 章では，車両は固定とし，また各車両が通信エリア内の車両総数を把握しているものと

4.1 節の結果より，設計した送信アルゴリズムにおいてスループットを向上させるために

して検証を行った．しかし当然ながら，実世界では通信エリア内の車両数は刻々と変化する．
車両総数を 50 台に設定し，各車両が送信アルゴリズム 4（n = 2）を用いて継続的に送

は，mreal の値に近づくよう，mest の値を適宜補正していく必要がある．
周囲の車両密度を測定する一般的な手法としては，ビーコンや Hello パケットを定期的に

信するシミュレーションを行った．このとき，各車両が Tinterval4 内において送信を行う確

送り合うことで，周辺車両の総数を絶えず確認していくという手法14) が考えられる．また，

率 P の分母となる mest の値が，実際の車両総数 mreal との間に前後 100%の推測誤差が

そのとき交換される車両の現在位置情報や方角・速度情報などから，移動後の位置を推測し

あったときの受信成功率とスループットの変化を測定した．その結果をグラフ化したものを

ていく手法16) も提案されている．これらの手法は，周囲の車両間におけるトポロジがある

図 5 に示す．

程度の期間安定している状況においては有効だが，本稿で想定する環境は特定の通信エリ

受信成功率は，mest の値が mreal より小さくなると低下していくことが分かる．これは，

ア内の車両に限定しているため，車両間のトポロジは変化の激しいものであり，通信時間が

mest < mreal のときは確率 P が高くなり，全体として無線 LAN の伝送速度限界を超える

限定された状況では制御データの送受信に消費する帯域が割合的に大きくなって効率的で

送信が行われているからである．

ない．
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ミクロ型の情報伝達モデルにおいては，自律分散制御を前提とした TDMA 7),8) ，あるい

際の車両数（mreal ）より多くても少なくても，ともにスループットは低下する．このため，

は Slotted-CSMA のような手法9),14) も提案されているが，MAC プロトコルの改変が前提

スループットのみの評価では，推測結果を下方修正するか，上方修正するかを判断すること

となることや，中央制御機能を代替するマスターノードの選出が必要になるなど，プロトコ

が難しい．また，判断ミスにより補正方法を誤れば，さらなるスループットの低下を招くと

ルが複雑化してしまうという課題がある．また，フレーム長を固定とした場合，車両数の過

いった悪循環を引き起こす恐れがある．そこで WISH プロトコルでは，パケット連続無受

少見積りによるスロット不足や，過大見積りによる空きスロットの発生を引き起こす可能性

信続時間，パケット送達遅延時間，およびスループットを定期的に測定し，これらの測定

があり，車両密度の変化が激しい環境には適さない．

結果から補正の要/不要判定，および各結果に基づく補正方法の選択を段階的に行うことに

以上のように，本稿で想定する車車間通信環境においては，既存の提案手法では本研究の

よって上記の課題を克服している．

目的であるスループットの向上を望むことが難しい．そこで，設計した送信アルゴリズムの

5.2 WISH プロトコルの動作フロー

特性を活かし，周囲の車両と制御データをやりとりすることなく，各車両が自律的に周囲の

WISH プロトコルでは，暫定した mest をもとに送信車両を自律的に決定し，各車両は直
近の通信状況を判断して，適宜 mest の推測・補正処理を行う．補正方法の選択は，パケッ

車両数を推測する手法を，以下のようなシンプルな手順で検討した．

(1)
(2)

mest = mreal のとき（つまり，最も理想的な状態のとき）に，過去の一定期間 T で
受信できるはずのパケット数を α とする．

よって，次の判定もしくは補正方式のいずれかが実行される．補正の処理フローを図 6 に

自身が T の間に実際に受信したパケット数を β とする．もし，mest と mreal に乖

示し，判定方法と選択判断時の補正方法の詳細について解説する．

離のない状況であれば，以下の式が成立する．

パケット連続無受信時間による状況判定

α
β
=
mest
mreal
(3)

ト連続無受信時間・パケット送信遅延時間およびスループットから判定する．判定結果に

(4)

前回のデータ受信からの経過時間が閾値を超えているか確認する．閾値超過の場合は，

mest < mreal の可能性が高いと判断して，mest を前回推測値の 2 倍の値に補正する．

もし実際の受信パケット数が理想とするパケット数に達しなかったときは，各車両は

閾値に満たない場合は，パケット送達遅延時間判定に遷移する．

次式を満たすように，前回までの mest （mest0 とする）を次回の mest （mest1 とす

現行の設定においては，パケット連続無受信時間判定の閾値を 400 msec とした．閾値

る）に補正する．

の決定にあたっては，300 msec から 600 msec の 100 msec 刻みの 4 種類を実施し，補

α
β
=
mest0
mest1

(5)

正結果が最も優れていたとしてこれを定めた．
パケット送達遅延時間による状況判定

5. WISH プロトコルの設計

データの受信時刻と送信者がデータに付加した送信時刻を比較し，パケット送達の平均

5.1 概

信するのにかかる理論値としての遅延時間を 13 msec とし，理論値との実測値の誤差

遅延時間が閾値を超えているか確認する．1 Mbps の伝送速度において 1500 bytes を送

要

前章で述べた車両数の推測手法を送信アルゴリズム 4 に適用することによって推測誤差

を考慮して，閾値をこの 2 倍の 26 msec に設定した．パケット送達遅延時間が閾値を

によるスループット低下の課題を克服し，車両密度の変化の激しい環境においても安定した

超えていた場合は，mest < mreal の可能性が大きいと推測して，パケット連続無受信

高いスループットを実現する車車間通信プロトコルを開発した．これを WISH（WIthout

続時間判定と同様，mest を前回推測値の 2 倍の値に補正する．
スループットによる状況判定

Saying Hello）プロトコルと呼ぶ．
WISH プロトコルでは，送信アルゴリズム 4 が車両数に応じて送信車両の選出確率を決

パケット連続無受信時間，パケット送達遅延時間の判定をクリアし，かつ，スループッ

定することを利用して，過去のパケット受信実績より通信エリア内の車両数を逆算する．た

トが理想値を下回っているということは，mest > mreal となり，空きスロットの発生

だし，4.1 節で考察したように，送信アルゴリズム 4 では推測した車両数（mest ）が，実

による帯域ロスが生じている可能性が高い．そこで，前章であげた式 (5) に基づき，直
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例外推測値補正
補正処理の効率性を高めるため，mest のとりうる値の範囲を，最小車両数（mest(min) ）
と最大車両数（mest(max) ）で指定できる．再計算の結果，算出された mest がこの範
囲外であった場合，範囲内に収まるよう再補正する．

6. シミュレーションによる検証
6.1 概

要

5 章で設計した WISH プロトコルを，車両走行時を想定したシミュレーション環境にお
いて検証する．

6.1.1 通信環境の設定
シミュレーターには，ネットワークシミュレーターの QualNet を使用した．通信エリア
は 150 m とし，2.1 節の前提に基づき，車両は互いに 1 ホップとなるよう，各車両の無線通
信半径を設定した．通信部分の設定は，事前検証と同様に表 1 のとおり設定した．

6.1.2 交通モデルの設定
通信エリア内の車両数の遷移は道路種別によっても異なるものと想定し，シミュレーショ
ンに用いる道路環境は，a) 高速道路などの幹線道と，b) 市街地道路の 2 パターンを用意
した．
幹線道については，日本自動車工業会の ASV 資料17) を参考に，車速の高低を「高速
（105 km/h）」「中速（55 km/h）」「低速（5 km/h）」の 3 段階に分け，各速度の車間時間を
Fig. 6

図 6 補正処理フロー
Processing ﬂow of adjustment.

1 秒とした人為的な移動モデルを生成した．車線数は上下線各 3 車線ずつの合計 6 車線とし
て計算している．また，片側車線のみの渋滞などにより対向車線との車両速度・密度が大き

前の一定期間（T ）に受信すべき理想的な受信パケット数（α）を閾値とし，実際に受

く異なる場合があることを考慮して，上下線で速度を変えた「高速 × 高速」「中速 × 中

信したパケット数（β ）との比率から最適な mest を逆算し，補正を行う．

速」「低速 × 低速」「高速 × 低速」の 4 つの組合せを用意した1 ．

現行の設定では，1 Mbps の伝送速度において 1500 bytes のパケットを 30 個送信する

市街地道路については，実際の交通量調査に基づき，交通量シミュレータ AVENUE 18)

のにかかる伝送遅延時間の理論値を T と定めた．4.1 節の図 5 より，mest = mreal と

を用いて，神保町近辺の交差点，および交差点中間の直線道路における実際の交通量をもと

なるときの最大スループットは伝送速度の 80%前後と推測される．よって，T 内で受

に移動モデルを生成した．交差点モデルでは神保町交差点を中心に 150 m 四方を，直線道

信できるパケットの最大数は 24 個程度となる．ただし，これはあくまで最大値である

路モデルでは神保町交差点から西側への直線部分を 150 m 四方を，それぞれ抽出した．東

ため，スループット判定のための閾値（α）はこれ以下とならなくてはならない．そこ

西方向・南北方向ともに 2 車線で，交差点では，すべて右折レーンがある．両モデルのレイ

で，80%を上限として 10%刻みでシミュレーションを行い，一番良い補正結果が得ら
れた値である 60%を選定した．この場合，α は，30 × 0.6 = 18 となる．なお，β ≥ α
のときは，良好なスループットが得られているとして，mest の補正は行わない．
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1 本来の組合せは 3 × 3 の 9 つとなるが，上下線の違いはないものとして重複を含んでいない．また「中速 × 低
速」「中速 × 高速」の組合せは，
「高速 × 低速」に比べて差が小さいため省略した．
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図 7 神保町交差点
Fig. 7 Crossing (Jinbo-cho).

図 8 神保町交差点西側直線道路
Fig. 8 Straight road (Jinbo-cho).

表 3 検証ケース
Table 3 Case of Examination.
ケース

1
2
3
4
5

道路種別

交通モデル
高速
中速
低速
高速

幹線道（人為的モデル）

市街地道路（実際の交通流
を模したモデル）

6

×
×
×
×

高速
中速
低速
低速

交差点
直線道路

特徴
車両密度低
車両密度中
車両密度高
車線ごとに車両密度の差が大きい
車両密度が断続的に変化．通信エリア内の車両
空白状況ほぼなし
密度が断続的に変化．通信エリア内の車両空白
状況あり

図 9 ケース 1（mest = 26 固定）
Fig. 9 Case1 (mest = 26 ﬁxed).

図 10 ケース 1（mest = 140 固定）
Fig. 10 Case1 (mest = 140 ﬁxed).

両台数を表す．受信回数にパケットサイズである 1500 bytes を乗じたものが単位時間あた
りのスループットとなる．グラフ内の赤線が経過時間ごとのスループットの遷移（左軸に
対応）を表す．また，グラフ内の青破線が経過時間ごとの mreal の遷移，WISH プロトコ
ルについては緑破線が算出された mest の遷移を表し，これらは右軸の車両数に対応してい
る．また，通信エリア内の流入/流出量の参考として，経過時間ごとに通信範囲に進入/退出
した車両数をそれぞれ in/out として棒グラフで表している（右軸に対応）．

アウトを図 7，図 8 に示す．

6.4 補正アルゴリズムの必要性とスループット理想値について

表 3 に人為的モデル 4 ケース，実際の交通流を模したモデル 2 ケースの合計 6 ケースの
検証ケースをリスト化する．なお，以降は表中にあるケース番号を用いて指示する．

6.2 検証の目的

検証の前に，まず WISH プロトコルにおける補正アルゴリズムの重要性について，ケー
ス 1 のシミュレーション結果をもとに解説する．
図 9 および 図 10 は，mest を固定値としたときのケース 1 の結果を表している．幹線道

上記の環境において得られた結果をもとに，設計した WISH プロトコルの有効性を以下

のケースでは，上下線の車両群が通信エリアに入りきった後，車両密度は安定するため，車
両総数（mreal ）は静止した状態とほぼ変わらなくなる．この密度安定状態における mreal

の観点から検証する．

• 車両密度の大幅な変化に対する適応性

の最適値を mest に固定したものが 図 9 である．また，mest の値を mreal の最適値から外

• 車両密度の断続的な変化に対する適応性

して固定した結果が 図 10 である．

• スループットにおける相対的優位性

グラフから，同じ交通状況においても図 9 のスループットは，図 10 のスループットに比

6.3 検証項目とグラフの表記

べて大きく上回っていることが分かる．図 10 では mreal よりも mest を大きく見積もりす

検証項目としては，主に以下の 2 点に注目する．

ぎたため，空きスロットが多くなり，スループットが大幅に低下する．また，mest を小さ

• 実測車両数（mreal ）の変化にともなう推測車両数（mest ）の遷移

く見積もりすぎた場合は，スロットの競合が多くなりスループットが同様に低下する．当然

• 無線リンク上のスループットの遷移

ながら交通状況は一定ではなく，mreal は時々刻々と変化するため，mest の最適値を固定

次節以降に掲載するグラフは，X 軸が経過時間（秒），Y 軸の左軸が受信回数で右軸は車

値として定めるのは不可能である．よって，スループットの向上を目指すには，mest の値
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を mreal の変化に応じて適応的に推測・補正していく必要がある．
なお，3 章の事前検証より，mest = mreal に近づくほど受信成功率が上昇し，スループッ
トが向上することが分かっている．このため，密度安定状態の最適値を mest に固定した図 9
のスループット（受信パケット数として 1 秒あたり約 60〜75 パケット．ビットレート換算
で約 720〜900 kbps 程度）が，車両移動状況において WISH プロトコルを使用した場合の
スループット目標値といえる．

6.5 車両密度の大幅な変化に対する適応性
車両密度が大きく変化する場合の適応性を評価するために，エリア内に多くの車両が短時
間で進入もしくは退出するようなケース 3 で評価する．
図 11 は，進入時の様子である．進入開始から 100 秒間程度で mreal が 0 台から 130 台く

図 11 ケース 3（車両進入時）
Fig. 11 Case3 (vehicle entry).

図 12 ケース 3（車両退出時）
Fig. 12 Case3 (vehicle exit).

らいまで急増していくが，この mreal の変化に応じて mest がしっかりと追従していること
が分かる．mreal が上昇すると，それまでに見積もっていた mest との乖離が生じてスロッ

このため，下方修正については上方修正に比べてより迅速な補正を行うことができる．車両

ト内の重複送信が起こるため，一時的にスループットが急激に落ち込む．このときに発生す

退出時においては，mreal が純減するという点で下方修正のみの補正で済むため，結果とし

る伝送遅延をもとに，mest の再計算をして数百ミリ秒のオーダで補正処理を行うため，ほ

て進入時のような mreal が純増するケースに比べて，mreal の変化に対する補正をより迅速

とんどの場合においてスループット降下から数秒後にはスループットが最適値のラインまで

に行うことができる．

持ち直していることが分かる．WISH プロトコルでは mest の乱昇降によるスループットの

なお，ケース 1，2，4 についても同様の検証を行ったが，前掲の結果と異なる特徴は特

低下を防ぐため，5 章の設計において述べたように，mest の補正には一定の冗長性を持た

に見られなかった．mest の補正については，mreal の変化が大きいほど困難であり，この

せている．30 秒後から 50 秒後，50 秒後から 80 秒後くらいにかけて，mest が平行に推移

変化は車両密度の高い低速車両どうしがすれ違うケース 3 が最も大きい．本稿では，WISH

している箇所があるのはこのためである．ここでは，mreal との乖離はあるものの，スルー

プロトコルのベンチマークテストも兼ねてこのようなケースを人為的に設定して検証した

プット自体の低下は緩慢なため，スループットが一定ラインを超えて落ち込むまでは補正処

が，現実的な環境を想定すると，低速，かつ，高密度で走行する車両群どうしが車間を空け
てすれ違うという状況が発生することは考え難いため，実際の交通環境における mreal の

理を見合わせる仕様となっている．
図 12 は，退出時の様子である．こちらも退出開始から 100 秒間に mreal が 130 台くら

変化量はケース 3 よりもはるかに小さいと考えられる．

いから 0 台まで急減していくが，mest はこの変化にしっかり追従している．mreal への追

6.6 車両密度の断続的な変化に対する適応性

従に際し，mest の補正の段階的な大きさが図 11 と比べて小さく収まっているのは，WISH

前節の検証結果から，通信エリア内の車両密度が大幅に変化する状況においても WISH

プロトコルでは mest の上方補正と下方補正に対してそれぞれ異なる方式をとるからである．

プロトコルが想定どおり機能し，高いスループットを得られることが確認できた．本節で

mest は，見積りを上方に誤ると空きスロットが増加してスループットが低下する．また，見

は，車両が断続的に変化する状況でも WISH プロトコルが機能し，スループットの向上が

積りを下方に誤るとスロットの競合が発生するため，パケットロスが頻発し，同じくスルー

認められるか，を検証するために，一般的な市街地における交通流を再現したケース 5，お

プットが低下することになる．スループットの低下という点ではどちらも同じ現象であり，

よびケース 6 の環境で同様の実験を行う．

アプリケーション層からはこの低下がどちらの理由によるものかをすぐに判断することが難

市街地では，幹線道などに比べて信号が多く，通信エリア内の車両数（mreal ）が短期間

しい．このため，mest の上方修正の場合は前述のように送達遅延とスループットの低下の

で断続的に変化することが想定される．交差点（ケース 5）におけるシミュレーション結果

両方から総合的に判断し，下方修正に対しては純粋にスループットの低下のみで判断する．

を図 13 に，その交差点と連結する直線道路（ケース 6）における結果を図 14 に示す．
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コルを適用した場合におけるスループットの違いを定量的に比較して検証する．

6.7.1 タイミング同期式 CSMA モデルとの比較
2.3.2 項で述べたように，タイミング同期式 CSMA では無線通信方式に DSRC を用いて
いることや MAC プロトコル自体に手を加えていることなどもあり，我々のシミュレーショ
ン環境において文献 14) の設計をそのまま実装することはできない．このため，タイミン
グ同期式 CSMA については文献 14) に書かれた設計を参考に，検証用モデルとして，以下
のルールに基づき実装した．

• 無線通信方式は WISH プロトコルに合わせ，IEEE802.11 DCF とした．また，伝送速
図 13 ケース 5（交差点）
Fig. 13 Case5 (crossing).

図 14 ケース 6（直線道路）
Fig. 14 Case6 (straight road).

度や通信半径なども WISH プロトコルと同様，表 1 の諸元に合わせた．

• タイミング同期式 CSMA では，通信範囲に新たに参入した車両は，最初の 1 フレーム
分を待ったうえで次回フレームにて空いているスロットを確保するが，今回のモデルで

グラフから，ケース 5，6 ともに，mreal の変化に応じて mest は順調に追従しているこ

はこの待機時間を省略し，参入車両は初回フレームから空きスロットを見つけてこのス

とが分かる．時系列で見ると，ケース 6 では 60〜70 秒ごとに，定期的にスループットが大

ロットを確保できることとした．これにより，タイミング同期式 CSMA に本来あるは

きく落ち込む箇所があるが，直線道路では，信号の影響で通信エリア内に車両が一時的に存

ずの初回送信時のオーバヘッドはなくなるため，WISH プロトコル側の条件が厳しく

在しない（または，通信エリア内において通信相手となる車両が断続的にしか存在しない）

なる．

空白時間があり，それがスループットの結果に影響している．これを除けば，スループット
についてはケース 5，6 ともに，ところにより落差があるものの短時間で復旧し，6.4 節で
述べた理想値のおおむね 80%前後で推移していることが分かる．

• パケットサイズはイーサネットの最大 MTU である 1500 bytes とし，タイミング同期
式 CSMA のスロット長もこれに合わせた．
以上の条件の下に，最大車両数（mest(max) ）を前節までと同様 180 台に設定したものと，

以上の考察より，市街地のように信号の影響で通信エリア内の車両数が短期間で断続的に

これまでの実験結果で得られた実測に基づく最大車両数（ケース 5 では 65 台，ケース 6

変化する環境においても，WISH プロトコルが想定どおり機能し，高いスループットを維

では 28 台）に設定した 2 つのパターンを用意した．タイミング同期式 CSMA モデルのフ
レームあたりのスロット数，および WISH プロトコルで設定する最大車両数は上記をもと

持できることが確認された．

6.7 スループットにおける相対的優位性

に設定し，ともに同条件で比較した．実測に基づく最大車両数を設定した場合の検証結果を

前節までの検証で，WISH プロトコルが，幹線道路，市街地などの違いを問わず，車両

図 15〜図 18 に表す．

の移動や密度の変化に機敏に対応しながら，理想値周辺で高いスループット維持できてい

図 15，図 16 を見ると，タイミング同期式 CSMA モデルでは，車両数（mreal ）の遷移

ることが確認できた．本節では，2.3.2 項で触れた「タイミング同期式 CSMA」を模したモ

とスループットの遷移がほぼ同じ傾向をとっていることが分かる．タイミング同期式 CSMA

デルと，通信エリア内に固定の無線基地局を設置することを前提とし，IEEE802.11 PCF

モデルでは，車両数の多寡にかかわらず固定のフレーム長を確保する．このため，車両数が

（Point Coordination Function）モードによる基地局集中型アクセス制御手法を用いたモ

最大車両数に近い状況であればスロットが余分なく割り当てられるのでスループットが向上

デルを設定し，これらのモデルとの比較において WISH プロトコルの効果を客観的に評価

するが，車両数が最大車両数を下回る状況においては空きスロットを発生させてしまうため

する．

スループットが低下する．この傾向は，特に車両数の変動が激しい直線道路（図 16）にお

より現実に近い環境を想定し，検証ケースについては表 3 のケース 5，およびケース 6 を
採用した．これらの環境下において，上記 2 つのモデルを適用した場合と，WISH プロト
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図 15

タイミング同期式 CSMA モデル（ケース 5 最
大車両数 65 台）
Fig. 15 Timing-Synchronized CSMA model
(Case5 Max: 65).

図 16

タイミング同期式 CSMA モデル（ケース 6 最
大車両数 28 台）
Fig. 16 Timing-Synchronized CSMA model
(Case6 Max: 28).

図 19 タイミング同期式 CSMA モデル（ケース 5 最
大車両数 180 台）
Fig. 19 Timing-Synchronized CSMA model
(Case5 Max: 180).

図 20

タイミング同期式 CSMA モデル（ケース 6 最
大車両数 180 台）
Fig. 20 Timing-Synchronized CSMA model
(Case6 Max: 180).

した場合とを比較しても，スループットの結果にはほとんど差が見られない．5 章の設計で
述べたように，WISH プロトコルでは mest の類推結果が例外値をとった場合に，最大車両
数を限度として例外類推値を補正する．しかし，このような例外補正をする必要がない場合
においては，最大車両数がプロトコルに影響することはなく，また例外補正をする場合にお
いても mest の補正は数百ミリ秒のオーダで繰り返し行われるため，その影響は微々たるも
のである．現状の試行の限りにおいては，例外補正が頻発するケースはほとんど見られない
ため，WISH プロトコルでは最大車両数の設定に対して比較的広い許容範囲を有している
と考えられる．
図 17 WISH プロトコル（ケース 5 最大車両数 65 台） 図 18 WISH プロトコル（ケース 6 最大車両数 28 台）
Fig. 17 WISH Protocol (Case5 Max: 65).
Fig. 18 WISH Protocol (Case6 Max: 28).

一方，タイミング同期式 CSMA モデルでは，最大車両数を大きくとった場合（図 19，
図 20）は，適正値に調整した場合（図 15，図 16）と比較して，スループットは全体的に大
幅に下落している．これは，前述のようにタイミング同期式 CSMA モデルでは最初に最大

んど左右されることなく高いスループットを維持していることが分かる（図 17，図 18）．

車両数分のスロットを確保するため，実際の車両数とのずれ幅が大きい場合は空きスロット

今回の検証においては，交差点（ケース 5），直線道路（ケース 6）の双方において，タイ

が増加し，スループットが大幅に低下してしまうためである．今回はシミュレーションのた

ミング同期式 CSMA モデルよりも高いスループットを実現していることが確認できた．

め，適正値を確実に把握することができたが，実際の利用環境においては対象地域の最大

なお，上記の傾向は，設定した最大車両数と実際の車両数の乖離が広がるほど顕著とな

車両数を適切に推測することは困難である．最大車両数に依存しないという点においても，

る．図 19，図 20 に，最大車両数を 180 台とした場合における，タイミング同期式 CSMA

WISH プロトコルの有効性を評価することができる．

モデルの検証結果を表し，同条件の場合の WISH プロトコルの結果（前掲の図 13（ケース

6.7.2 基地局集中型アクセス制御モデルとの比較

5）と図 14（ケース 6））と比較する．

IEEE802.11 規格には，無線基地局による PCF（Point Coordination Function）を用い

WISH プロトコルでは，最大車両数を大きくとった場合と実測値に基づき適正値に調整

情報処理学会論文誌

Vol. 51

No. 1

116–130 (Jan. 2010)

た基地局集中型のアクセス制御手法がある．PCF によるアクセス制御では，基地局のポー

c 2010 Information Processing Society of Japan


128

通信エリア内でのスループット向上を目的とした車車間通信プロトコルの設計と評価
表 4 通信データ量の比較
Table 4 Total amount of data reception for comparison.

ケース 5
ケース 6

タイミング同期式
CSMA（最大車両
数=65,28）

タイミング同期式
CSMA（最大車
両数=180）

基地局集中型アク
セス制御

WISH（ 最 大 車
両数=65,28）

WISH（ 最 大 車
両数=180）

16067
10897

3377
1475

5896
1754

18422
16594

18458
16414
（パケット数）

を模したモデルと，固定基地局による基地局集中型アクセス制御モデルと比較して，著しい
図 21 基地局集中型アクセス制御モデル（ケース 5）
Fig. 21 IEEE802.11 PCF mode (Case5).

図 22 基地局集中型アクセス制御モデル（ケース 6）
Fig. 22 IEEE802.11 PCF mode (Case6).

スループット向上を実現できた．表 4 に，シミュレーション時間内に発生した通信データ
量（送受信が成功したパケット数）を検証ケースごとにまとめる．
表が示すように，WISH プロトコルはすべてのケースにおいて他のモデルを上回ってい

リングによって各端末の送信順序を指定するため，隠れ端末が発生しない限り同一スロット

る．特に最大車両数を 180 台と設定したケースにおいて，WISH プロトコルは，タイミン

での重複送信が起こることはない．本項では，通信エリア内に 1 台の固定基地局が設置され

グ同期式 CSMA モデルと比較して約 550〜1100%程度，基地局集中型アクセス制御モデル

ていることを前提に，PCF による基地局集中型アクセス制御を行った場合のスループット

と比較して 310〜910%程度の通信データ量を発生しており，対象地域の交通量が予測し得

を測定する．

ない状況においても安定して高いスループットを実現できることを証明した．

前述のように，検証ケースはケース 5，およびケース 6 とし，同条件で WISH プロトコ

また，WISH プロトコルは，他の比較モデルに対し，以下の点で定性的な優位性がある．

トルを用いた場合の結果と比較して検証する．基地局集中型アクセス制御モデルのシミュ

• MAC プロトコルの改変が必要ないこと＜タイミング同期式 CSMA モデルとの比較＞

レーション結果を図 21，図 22 に表す．

• 最大車両数の適正値を考慮しなくてもよいこと＜タイミング同期式 CSMA モデルとの

図 21，図 22 においては，基地局集中型アクセス制御モデルでも，タイミング同期式 CSMA

比較＞

モデルと同様に，車両数（mreal ）の遷移とスループットの遷移が同じ傾向をとっているも

• 固定設備を必要としないこと＜基地局集中型アクセス制御モデルとの比較＞

のの，車両数が増えた場合のスループットの伸びは緩やかになっていることが分かる．PCF

• （2.1 節で指定した前提条件を満たす限りにおいて）通信エリアを動的に指定できるこ

では各車両に順番にポーリングを行うため，車両数が多い場合には送信待ち時間が増大す

と＜基地局集中型アクセス制御モデルとの比較＞

る．特に車両が頻繁に通信エリアに入退出する本環境においては，ポーリングする車両が随

以上の評価から，WISH プロトコルの定量/定性的な優位性を確認した．

時変更されるため，送信待ち時間の分散も大きくなる．

7. ま と め

車両数の変動が小刻みな交差点（図 22）においては，計測時間中の通信総量は，同条件の

WISH プロトコルの結果（図 13）に比べて 34%程度の落ち込みにとどまったが，車両数の

本研究では，地理的に限定された通信エリア内において，車両どうしのデータ交換におけ

変動が激しい直線道路（図 21）においては，同条件の WISH プロトコルの結果（図 14）に

るスループット向上を実現する車車間通信プロトコルである「WISH プロトコル」を設計

比べて 10%近くまで落ち込んでいる．以上の結果から，基地局集中型アクセス制御モデル

した．WISH プロトコルは，アプリケーション層のプログラムとして機能するよう設計さ

と比較しても，WISH プロトコルの方が高いスループットを実現できることが確認された．

れており，すでに広く普及している無線 LAN デバイスの入れ替えや MAC プロトコルの改

6.7.3 比較評価のまとめ

変を必要としない．そのうえで，競合型のメディアアクセス制御である CSMA/CA の特長

本節の比較評価において，提案手法である WISH プロトコルは，タイミング同期式 CSMA

を活かした送信アルゴリズムに，通信状況のフィードバックから周辺車両数を推測・補正す
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るアルゴリズムを連動させることによって，交通量の急激な変化にも迅速に適応した効率的
なスロット割当てを実現する．また，スロット割当てに際し，制御データの交換による周辺
車両数の集計や，フレーム長の確保などを必要としないため，制御データによる帯域の逼迫
や，フレーム長の見積り誤りによるスロット枯渇・空きスロットの発生を生じることもない．
通信シミュレータ上に WISH プロトコルを実装し，幹線道路を模した人為的な交通流と，
実在する都心部の直線道路・交差点の交通流をもとにした検証実験を行ったところ，車両数
の急激，あるいは断続的な変化にも推測・補正アルゴリズムが機能し，高い精度で周辺車両
数の推測が行われていること，また，どのケースにおいても，理想値の 70%前後の高いス
ループットを安定して実現していることを確認した．さらに，タイミング同期式 CSMA を
模したモデルと固定基地局による基地局集中型アクセス制御モデルと同条件で比較評価を
した結果，WISH プロトコルはすべてのケースにおいて他のモデルよりも高いスループッ
トを実現できることが確認できた．この傾向は，交通量の事前予測値と実測値の隔たりが大
きいほど顕著であり，最大車両数を実測値の約 3〜6 倍に見積もった場合，300 秒のシミュ
レーション時間内において WISH プロトコルは，タイミング同期式 CSMA モデルと比較
して約 550〜1100%程度，基地局集中型アクセス制御モデルと比較して 310〜910%程度の
通信データ量を発生している．以上の結果から，対象地域の交通量が予測しえない状況や，
交通量の変化に富む場所においても，WISH プロトコルが安定して高いスループットを実
現できることを実証した．
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