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ダイナミックルートプランニングのための
再散布による情報伝搬手法の改善
原 紘一郎1,a)

鈴木 理基1,b)

徳田 大誠

1,c)

重野 寛2,d)

概要：ITS アプリケーションの１つであるダイナミックルートプランニング (DRP) では，各車両が通信を
用いて交通情報を伝搬する必要がある．情報伝搬手法の中に交通情報を散布する手法があり，既存の情報散
布手法では交差点で交通情報をメッセージとして生成して散布する．しかし，通過する車両の少ない交差
点ではメッセージを生成し散布する機会が少ないため，車両が得られない交通情報が存在する．本稿では，
散布される機会の少ないメッセージも受信できるように一定時間以上散布されていないメッセージを少な
い通信量で繰り返し散布する CTRD(Conditional Transmissions with Re-Dissemination) を提案する．シ
ミュレーションにより評価し，提案手法が既存手法より多くの交通情報を車両が得られることを示す．
キーワード：ダイナミックルートプランニング，交通情報，情報伝播手法，再散布

Improvement of Information Propagation Method
with Re-dissemination for Dynamic Route Planning
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Abstract: Dynamic Route Planning(DRP) is one of the ITS applications. Each vehicles need to propagate
traﬃc information to use communication. There is the method to disseminate traﬃc information in the
information propagation method. In the existing information dissemination method, vehicles generate and
disseminate the traﬃc information as a message from intersections. But, in the intersection few vehicles go
through, it is long interval vehicles generate and disseminate a message. There are the traﬃc information
vehicles can’t get.
In this paper, we propose Conditional Transmissions with Re-Dissemination(CTRD) vehicles can receive the
message disseminated at long intervals. Vehicles disseminate the message in the low communication traﬃc
when deﬁnite time has passed since it was disseminated. Simulation results show the proposal method can
make vehicles get more traﬃc information than the existing method.
Keywords: Dynamic Route Planning, traﬃc information, method of propagation information, Redissemination
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プランニング (DRP) は，交通情報を得ることにより動的
に走行経路を決定するアプリケーションである [1]．各車
両が交通情報を生成し，それを通信により伝搬することに
よって交通情報を持たない車両が交通情報を得られる．こ
のシステムは現在路車間通信で行われているため，路側機
などのインフラが存在しない地域では交通情報が収集でき
ない．収集できない交通情報は生成されてないことと同様
であり，インフラの存在しない地域の交通情報は伝搬でき
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CT の具体的な動作例

ない．そのため DRP の精度が落ちてしまう．よって，イ
ンフラの存在しない地域でも交通情報が伝搬できる車車間

図 2

条件の設定

通信を用いたシステムが必要である．
情報伝搬手法では交通情報を散布する手法が用いられて

車車間通信を用いた情報伝搬手法に交通情報を散布する

いる [2]．既存の情報散布手法に，車両がメッセージに受

手法がある [2]．この手法を用いた DRP は交通情報の収

信，中継条件をつけて散布し，メッセージを受け取った車

集，交通情報の伝搬，交通情報を用いた経路算出の３つの

両が条件から判断して受信，中継を行う手法 [3] がある．

要素からなる [8]．

DRP では，分岐点は必ず交差点であることから交差点間

交通情報の収集とは，ある車両が他車両のために自身の

の道路 (道路リンク) を１つのリンクとして走行経路案内を

位置から交通情報を生成する．交通情報は交差点間を移動

するため，交差点ごとの交通情報が有効である [4]．よって

するのにかかった時間 (通過時間) を扱っている．交通情報

既存の情報散布手法では交差点を通過したときメッセージ

の伝搬とは、ある車両が持っている交通情報を車車間通信

を生成し散布しているが，車両が通過する頻度の低い交差

を使って周辺の車両に伝搬することである．各車両が行う

点からはメッセージが散布される機会が少なく，車両が得

ことにより周辺の走行状況を把握することができる．交通

ることができない交通情報が存在する．

情報を用いた経路算出とは，ある車両が周辺の走行状況か

そこで本稿では車両が通過する頻度の低い交差点から

らその時点での最短経路を決定することである．

のメッセージを各車両が受信できる CTRD (Conditional

交通情報を用いた経路算出の研究に交通情報の鮮度を

Transmissions with Re-Dissemination) を提案する．同じ

利用して最短経路を決定する手法がある [1][8][9][10]．しか

道路リンクの交通情報を含むメッセージが一定時間以上散

し，この研究は交通情報の伝搬について考えられていない

布されていなかったら少ない通信量で繰り返し散布を行う．

ため，交通情報の伝搬に特化した手法が必要である．DRP

既存の情報散布手法と提案手法 CTRD を交通流シミュ

では広範囲に交通情報を伝搬する必要があるためマルチ

レータと通信シミュレータを組み合わせたシミュレーショ

ホップブロードキャストを扱う．マルチホップブロード

ンで車両が必要とする交通情報のうち，実際に得られた交

キャストに関する研究に通信量を削減しながら到着率を上

通情報の割合を評価し，提案手法 CTRD は既存の情報散

げることを目的とした Conditional Transmissions という

布手法より多くの交通情報を車両が得られることを示す．

手法がある [3]．

2. 関連研究
2.1 ダイナミックルートプランニング
DRP とは交通情報を得ることによって周辺の走行状況

2.2 Conditional Transmissions
Conditional Transmissions(CT) とは，VANET のような
モビリティの高いネットワークでもメッセージが届くよ

を把握し，交通情報を用いて走行経路を決定するアプリ

うに，経路を構築せずメッセージを散布する手法である．

ケーションである．DRP によって車両はその時点での最

メッセージに受信条件 (CUP)，中継条件 (CFW) を含めて

短時間の経路を知ることができる．また，DRP を用いる

散布し，メッセージを受け取った車両が条件により受信，

ユーザが増えると交通渋滞を緩和することができる [5]．

中継を行う．この動作例を図 1 を用いて説明する．

DRP の シ ス テ ム に は 現 在 全 力 案 内 [6]，CAR NAV-

CUP を「メッセージを生成した車両と同じ進行方向の

ITIME[7] などがある．これらは全て VICS の情報提供

車両」CFW を「メッセージを散布した車両から 100m 以

システムを使っており，路側機などのインフラから交通

上離れた車両」とする．まず，車両 A が CUP と CFW を

情報が発信されている．よって，路側機の設置が必要であ

含んだメッセージを散布する．CUP を満たす車両 C,D は

る [5]．しかし，路側機などのインフラが存在しない道路

メッセージを受信する．また，CFW を満たす車両 D は

もあり，その道路の交通情報は収集できない．よってイン

メッセージを中継する．そして CUP を満たす車両 F,G が

フラだけでは地域の交通情報を伝搬できない地域が存在す

メッセージを受信する．

る．よってインフラの存在しない地域でも交通情報が伝搬
できる車車間通信を用いたシステムが必要である [2]．
ⓒ 2012 Information Processing Society of Japan

DRP では交差点しか分岐がないことから道路リンク単位
で走行経路案内をするため，交差点ごとの交通情報が必要
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図 3

図 4

問題点

範囲の拡大

である．よって各車両は交差点を通過したときにメッセー

両 D から 1000m 以内に存在しない．車両 B は車両 D から

ジを生成し散布する．DRP での CT のメッセージ内容は

1000m 以内に存在するが，車両 D の後方ではない．よっ

交差点 ID，車両の進行方向，位置，CUP，CFW，生成時

て車両 A,B は受け取ったメッセージを受信せずに破棄する

刻，通過時間である．交差点 ID と車両の進行方向でどの

2.2.3 DRP の中継条件

道路の通過時間であるか判断する．CUP，CFW は DRP

CFW はどのようにメッセージを散布するかで設定する．

に合わせて設定する必要がある．

少ないホップ数で CUP を満たす車両に確実にメッセージ

2.2.1 前提

を散布することが必要である．少ないホップ数でメッセー

自車両が交差点にいるかどうかの判断や，周辺の車両の
位置を把握するのに必要となる前提条件を以下に示す．

• 各車両は交差点 ID，交差点の位置，交差点をつなぐ道
路を知っている

• 各車両は GPS を所持しており，自車両の位置と進行
方向を知っている

• 各車両には一意な ID が割り振られている
2.2.2 DRP の受信条件

ジを散布するには，メッセージを生成する車両から見て遠
くにいる車両がメッセージを中継するべきだと考えられ
る．遠くにいる車両を判断するためには HELLO メッセー
ジによって 1 ホップ圏内にいる車両の ID, 位置情報を知る
必要がある．メッセージの散布に偏りが出ないよう各道路
に中継する車両が必要である．

2.2.4 問題点
Conditional Transmissions では，メッセージは車両が交

CUP はどこにいる車両にメッセージを散布したいかで

差点を通過した時のみ生成される．よって交差点を通過す

設定する．交差点を通過する車両にメッセージを散布した

る車両の頻度が低いと，メッセージが生成し散布される頻

いため，車両の進行方向に対して後方にいる車両にメッ

度が低くなり，車両が得られない交通情報が存在する．こ

セージが必要である．しかし，後方という条件だけでは際

の問題点は車両密度が低い時ほど生じる可能性が高い．図

限がなくなってしまい不十分である．よってメッセージを

3 に問題点の具体例を示す．

生成する車両からの距離で CUP を設定する．この具体例
を図 2 に示す．

t=0 秒のとき車両 E が交差点 I8 を通過してメッセージ
を生成し散布する．車両 B,C,D がメッセージを受信する．

CUP は「メッセージを生成する車両の後方かつ 1000m

そして t=n 秒のとき車両 A は交差点 I8 に車両 E 以降通

以内の車両」とする．車両 D が交差点を通過したためメッ

過する車両がないため CUP を満たしているにも関わらず

セージを生成し散布する時の図である．緑色の半円は CUP

メッセージを受信できない．

を表している．車両 D からメッセージが散布され，車両

C,E,F がメッセージを受信する．CUP を満たさないのは車
両 A,B である．車両 A は車両 D の後方に存在するが，車

ⓒ 2012 Information Processing Society of Japan

3. 提案
本稿では，交差点を通過する車両の頻度が低い時でも交
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図 5

再散布アルゴリズム

通情報を得られるように，同じ道路リンクの交通情報のあ

条件の例を示す．(a1) の緑色の半円の範囲を拡大すること

るメッセージが一定時間以上散布されていなかったら繰り

によって車両 A も受信できる．この手法の懸念要素は，車

返し散布 (再散布) を行うことと，再散布を車両の位置情報

両密度に依らず一定量のトラフィックが増えてしまうこと

により制御することによって増加したトラフィック量を抑

や，ホップ数が増えることによりメッセージの到着率が落

える CTRD(CT with Re-Dissemination) を提案する．

ちてしまうことなどが挙げられる．これによって CUP を
満たす全車両にメッセージを散布することが難しくなる．

3.1 概要

既存手法の問題点は車両密度が低い時に生じやすい．車

交差点を通過してメッセージを生成し散布する車両が一

両密度が低い時に受信条件を拡大した場合，ホップ数によ

定時間以上いなかった場合でも前に通過した車両が生成し

るメッセージの到着率が著しく低下すると考えられる．そ

散布したメッセージを，CUP を満たした車両が受信してい

れに対しメッセージの散布の繰り返しは車両が接近してか

る．その時メッセージを受信した車両が再散布を行う．こ

ら行うため，車両密度に関係なくメッセージ到着率が向上

れにより，交差点を通過する車両がいなくてもメッセージ

すると考えられる．よって本稿ではメッセージの散布の繰

が散布され，既存手法ではメッセージを受信できなかった

り返しをベースに情報散布手法を改善する．

車両も受信できるようになる．更に，CUP を満たしていな
いメッセージを車両が所持していた場合，メッセージを破
棄して再散布を行わないことで冗長な再散布を抑制する．

3.3 メッセージを受信した車両による再散布
同じ道路リンクの交通情報を含むメッセージが一定時間
以上散布されていないとメッセージを所持する車両が判

3.2 既存手法の問題に対するアプローチ

断したら再散布を行う．同じ道路リンクの交通情報を含む

問題点を解決する手法としてメッセージが生成され散布

メッセージを受信した時，その生成時刻を比較し新しいも

されるタイミングで遠くにいる車両もメッセージを受信で

のをバッファに格納する．再散布は繰り返し行われ，現在

きる「受信条件の拡大」再び散布することにより遠くにい

時刻と生成時刻の差が n 秒，2n 秒，3n 秒‥のときに再散

る車両が接近した際にメッセージを受信できる「メッセー

布が行われる．図 5 は再散布の具体例を示している．

ジの散布の繰り返し」のアプローチが考えられる．
前者の方式は CUP の条件を変えるものである．たとえ

t=0 秒のとき車両 E が交差点 I8 を通過しメッセージを
生成し散布する．車両 B,C,D が CUP を満たしているた

ば「メッセージを生成した車両から 1000m 以内の車両」か

め，散布されたメッセージを受信する．t=n 秒のとき車両

ら「メッセージを生成した車両からで 2000m 以内の車両」

B,C,D の持つメッセージの生成時刻と現在時刻の差が n 秒

にすることで 1000m 以上 2000m 以内の車両もメッセージ

となったため再散布を行う．再散布によって車両 A がメッ

を受信できるようになり，問題を解決する．図 4 にその具

セージを受信できる．t=2n 秒のとき車両 A,B,C,D の持つ

体例を示す．(a1) に既存手法の受信条件の例を示す．車両

メッセージの生成時刻と現在時刻の差が 2n 秒となったた

E が交差点 I8 を通過してメッセージを生成し散布する．緑

め再散布を行う．再散布によって車両 G がメッセージを受

色の半円の範囲が CUP であり，車両 E からのメッセージ

信できる．このように繰り返されていく．

を受信できるのは車両 B,C,D である．(a2) に拡大した受信

ⓒ 2012 Information Processing Society of Japan
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図 6

位置情報による再散布制御

3.4 位置による再散布制御
3.3 節で述べたような再散布の手法では CUP を満たさ
ない車両も再散布を行ってしまうため，トラフィックが増
加する．具体例を 3.3 節で用いた図 5 に示す．t=n 秒の時
に車両 D が CUP を満たさない位置にもかかわらず不必要
な再散布をしている．また，t=2n 秒の時にも同様に車両

B,D が不必要な再散布をしている．
不必要な再散布を回避するために，車両の位置による再
散布制御を行う．自車両が持つメッセージの CUP と自車
両の位置を定期的に比較し，CUP を満たさない位置にい
ると判断されたら，メッセージを破棄する．図 6 に再散布
制御の具体例を示す．
図 5 の説明と同様に t=0 秒の時に車両 E からメッセー
ジが散布され，車両 B,C,D がメッセージ受信する．そして

t=n 秒のときに再散布によって車両 A がメッセージを受

図 7 シミュレーションエリア

信する．この時，車両 D は CUP を満たしていないため，
メッセージを破棄し再散布を行わない．t=2n 秒のときに
再散布によって車両 G がメッセージを受信する．この時，

4.2 シミュレーション条件
表 1 にシミュレーション条件を示す．シミュレータは交

車両 B は CUP を満たしていないため，メッセージを破棄

通流シミュレータ VANETMobiSim[12] と通信シミュレー

し再散布を行わない．よって車両 B,D からの冗長な再散

タ QualNet[13] を用い，交通流シミュレータにより得られ

布を抑制できる．

た各車両の推移を位置情報でトレースファイルにしたも

4. シミュレーション評価
計算機シミュレーションにより提案手法 CTRD の有効
性を評価する．

のを用いて通信シミュレータのモビリティに使用する．通
信規格は 802.11g を 802.11p に近づけるため，通信帯域を

5.9GHz に，通信帯域幅を 6Mbps にする [14]．信号周期は
青信号，赤信号共に 60 秒であり，黄信号は存在しないもの
とする．再散布周期は交差点間の道路長を元に決定する．

4.1 シミュレーションモデル

再散布は車両が交差点から交差点まで走行している間に１

シミュレーションを行う上で基本的な，格子状の道路モ

度は行われることが必要である．車両の速度を 60km/h と

デルを採用する．片側一車線双方向である．交差点間の道

すると 300m を走行するのに 18 秒かかるため，18 秒より

路長は 300m であり，シミュレーションサイズは 3000m ×

少し短い 15 秒に設定する．CUP は後方へ扇状に散布する

3000m である．図 7 にシミュレーションエリアを示す．

ように条件を設定する [2]．今回は扇の中心角を 180°とし
た．これは半円である．また，交通情報は１分先までを得
られれば良く，車両を時速 30km と想定して１分かかる距
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表 1 シミュレーション条件
交通流シミュレータ
VANETMobiSim
通信シミュレータ

QualNet

シミュレーション時間

300 秒

シミュレーションエリア

3000m × 3000m

交差点間道路長

300m

交差点数

121 個

道路数

220 個

最高速度

37m/s

信号周期

60 秒

車両密度

11-88 台/km2

通信規格

802.11p

通信帯域

5.9GHz

通信帯域幅

6Mbps

CT(1000m) を比較対象とする．それぞれの評価項目で再

伝播強度

20dbm

散布周期を変えたものを比較対象とする．

伝播モデル

二波モデル

メッセージサイズ

512byte

HELLO メッセージ周期

1秒

図 9

車両密度に対する情報取得率

4.5 シミュレーション結果
4.5.1 情報取得率
図 9 に CTRD の情報取得率を評価した結果を示す．ど
の手法も車両密度が高くなるにつれて情報取得率が高く
なっている．これは，交差点を通過する車両が増えたため
生成される情報数が増えたからだと考えられる．車両密度
が低い時ほど，CT と CTRD の情報取得率の差は大きく
なった．これは，車両が交差点を通過する頻度が低く，再
散布が頻繁に行われたためだと考えられる．CT と比較し
て CTRD の情報取得率が 11 台/km2 のとき最大で 20% 改
善した．CT(1500m)，CT(2000m) と比較すると車両密度

図 8

車両が必要とする交通情報

が高い時は CTRD と近い情報取得率であったが，車両密
度が低い時は CTRD の方が情報取得率が向上した．これ

離は 1000m である．よって CUP は「車両の進行方向に対

は，車両密度が低いときメッセージの到着率が落ち，ホッ

して後方かつ 1000m 以内の車両」となる．

プ数が大きくなるほどメッセージの到着率が落ちやすいた

4.3 評価項目

張したものと比較しても車両密度が低いときに有効である

めだと考えられる．よって，CTRD は CT の受信条件を拡
情報取得率とトラフィック量という２つの項目を評価し
た．情報取得率とは，車両の進行方向から見て前方かつ遠
ざかる方向である道路リンクの交通情報の数に対する，実

ことが分かった．

4.5.2 トラフィック量
図 10 に CTRD のトラフィック量を評価した結果を示

際に得られた交通情報の数である．図 8 に具体例を示す．

す．CTRD は CT に再散布を加えたものであるため，トラ

車両 A から遠ざかる方向である道路リンクの交通情報を矢

フィック量が増加した．また，CTRD の再散布制御のある

印で示している．I1 から I4 の道路リンクの交通情報は車

ものとないものを比較すると，再散布制御を行った方がト

両 A に向かう方向である道路リンクの交通情報であるた

ラフィック量を抑えられ，90 台/km2 のとき最大 0.6Mbps

め，情報取得率の対象にならない．トラフィック量とは，

改善した．これから無駄な再散布が行われなかったことが

1 秒あたりに通信範囲である 400m 半径あたりの散布され

分かる．トラフィック量は増加したが，帯域の 6Mbps を

た総メッセージのバイト数を示している．

超えるほとのトラフィックは発生しなかったため問題は生
じないと考えられる．

4.4 比較対象
情報取得率の評価では 3.2 節で説明した２つのアプロー

4.5.3 再散布周期の変化による影響
図 11 に再散布周期が情報取得率に与える影響を示し，

チを比較するため，CT(1000m)，CT(1500m)，CT(2000m)

図 12 に再散布周期がトラフィック量に与える影響を示し

を比較対象とする．ここで括弧内に表す数字は CUP の範

た．CTRD(110 秒) は CT と情報取得率にあまり差がない

囲を示している．トラフィック量の評価では再散布制御の

ため，CTRD では再散布周期の有効範囲は 110 秒未満であ

有効性の確認のために CTRD，CTRD(再散布制御なし)，

ることが分かった．これは再散布周期の間隔が長すぎると

ⓒ 2012 Information Processing Society of Japan

6

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

Vol.2012-ITS-49 No.1
2012/6/15

そこで本稿では車両が通過する頻度の低い交差点からの
メッセージを各車両が受信できるように CTRD(CT with

Re-Dissemination) を提案した．CTRD では同じ道路リン
クの交通情報を含むメッセージが一定時間以上散布されて
いなかったら少ない通信量で再散布を行う．
シミュレーションの結果から車両密度が低い時ほど，情
報取得率が改善し，CTRD では CT と比較して情報取得率
が最大 20% 改善したことを確認した．また，トラフィッ
ク量が CTRD の再散布制御を行っていない手法と比較し
図 10 車両密度に対するトラフィック量

て最大 0.6Mbps 改善できたことを確認した．また，通信帯
域幅 6Mbps を超えないことも確認した．情報取得率とト
ラフィック量の観点から，CTRD の再散布周期の有効範囲
は 10 秒以上 110 秒未満であることが分かった．
以上の事から，CTRD は CT より交通情報を得られるこ
とが分かり，DRP の精度を上げられることが期待される．
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