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あらまし 高度交通システム (ITS:Intelligent Transport System)では，データの可用性を向上させるため，車車間通

信を用いて情報を共有することが有効である．本稿では，ユーザのデータ要求に対して，データの取得機会を増やし

つつ，新鮮なデータを取得することを目的として，車両間のデータ共有のためのデータ配布手法を提案する．提案手

法では，限られた通信時間内に有益なデータを共有するため，各車両は，接続した車両が将来アクセスする可能性の

高いデータを優先的に配布する．また，提案手法を，接続した車両の近くにいる周辺車両を考慮するように拡張し，

周辺車両の保持するデータや，周辺車両に配布したデータの配布を抑制する．
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Abstract In an Intelligent Transport System (ITS), information sharing based on inter-vehicle communication is

effective for improving data availability. In this paper, we propose a data dissemination method for sharing data

items among vehicles, which increases the opportunity for vehicles to acquire more fresh data items that the users

request. In our proposed method, to share useful data items in a limited time, data items that are more likely to

be accessed in the near future are disseminated between connected vehicles. Moreover, we extend our proposed

method considering nearby vehicles of the connected vehicle, which decreases the opportunity to disseminate same

data items that the nearby vehicles hold and those that have been already disseminated to the nearby vehicles.
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1. は じ め に

近年，無線通信技術の発展と車両搭載機器の高性能化に伴い，

人と道路と車両を相互に結び，道路交通問題を解決する高度交

通システム (ITS: Intelligent Transport Systems) への取り組

みが盛んに行われている [8], [10]．その一環として，受信機能を

もつカーナビゲーション装置を介して，ユーザに渋滞や事故な

どの交通情報を配信するシステムが実用化されている [10]．こ

のシステムでは，道路上のセンサが周辺の情報を収集し，管理

センタが収集した情報の処理と車両への配信を行う．

ここで従来のシステムでは，管理センタが情報を一度収集し

てから配信するため，情報の遅延が発生し，ユーザが新鮮な交

通情報を取得できない．また，管理センタや道路上の端末，こ

れらを結ぶネットワーク網などのインフラの整備や維持に膨大

な費用が必要なため，ユーザに情報を提供できる範囲が限定さ

れる．この問題を改善するため，各車両が車載センサにより周

辺の状況をセンシングし，車車間通信により車両間でデータを

共有することが有効であり，これまでに車車間通信を用いた情

報交換に関する研究が盛んに行われている [1]～[7]．

ここで，車車間通信は，モバイルアドホックネットワークと

同様の通信技術を用いて実現される．そのため，通信インフラ

が整備されていない地域でも，車両間で自律的にネットワーク
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図 1 車車間通信によるデータ共有

Fig. 1 Data sharing using inter-vehicle communication.

を構築し，直接通信やマルチホップ通信によりデータを共有で

きる（図 1）．また，管理センタのように収集情報の処理と配信

を集中管理によって行わないため，ユーザが新鮮なデータを取

得できる．一方，車車間通信では，常に他の車両と接続してい

るとは限らないため，ユーザが要求したデータを保持する車両

と接続していない場合，データを取得できない．また，高速で

移動する車両同士が通信できる時間（通信可能時間）は限られ

ているため，車両は他の車両に無制限にデータを配布できない．

そこで本稿では，ユーザのデータ要求に対して，データの取

得機会を増やしつつ，より新鮮なデータを取得することを目的

として，車両間のデータ共有のためのデータ配布手法を提案す

る．提案手法では，限られた通信時間内に有益なデータを交換

するため，各車両は，対向車線や交差点ですれ違う車両（対向

車両）に接続した場合，これらの車両が将来アクセスする可能

性の高いデータを優先的に配布する．また，より多種類のデー

タを共有するため，対向車両の近くにいる同じ進行方向の車両

（周辺車両）を考慮するように，提案手法を拡張する．拡張手

法では，周辺車両が保持しているデータや周辺車両に配布した

データの配布を抑制する．さらに本稿では，提案手法の性能評

価のために，ネットワークシミュレータ QualNet [9]を用いた

シミュレーション実験を行い，その有効性を検証する．

以下では，2.で関連研究について紹介し，本研究との比較を

行う．3.で想定環境について述べる．4.で提案するデータ配布

手法について説明し，5.でシミュレーション実験の結果を示す．

最後に 6.で本稿のまとめと今後の課題について述べる．

2. 関 連 研 究

近年，様々な交通問題の解決を目指して，車車間通信を用い

た情報共有に関する研究が盛んに行われている [1]～[7]．

文献 [2], [3]では，各車両が自身のもつ道路情報と他の車両か

ら受信した道路情報を周期的に放送することで，先行経路上の

道路情報を散布，伝播させていくアプリケーション層プロトコ

ルを提案している．これらのプロトコルでは，各車両が受信し

たメッセージ数や車両の移動速度によって動的に伝播の時間間

隔を変更する．文献 [1], [4]では，各車両が先行経路の混雑情報

を把握し，ユーザに新鮮な道路情報を提供する方法を提案して

いる．特に，文献 [4] では，対向車両同士で車両の位置と移動

速度の情報を交換することで混雑状況を把握する．これらの研

究は，ユーザによるデータ要求を想定していない点で本研究と

は異なる．

文献 [7] では，車両が互いのもつデータの情報を交換し，自

身の現在位置付近で作成された新鮮なデータの複製を優先的に

配置する方法を提案している．また，データの価値を時間と距

高 低アクセス確率現在位置
図 2 ユーザのデータアクセス特性

Fig. 2 User’s data access characteristic.

離によって計算する評価式を紹介している．文献 [5], [6] では，

情報伝播の効率を向上させるため，[7]の評価式で通信データを

選択するデータ配布手法を提案している．なお本稿では，4. 1

で述べるデータの信頼度をこの評価式を拡張して定義している．

これらの研究は，評価式をデータ配布のみに用いており，デー

タアクセスにも用いる本研究とは異なる．

3. 想 定 環 境

本稿では，車両内のユーザが道路上を移動しながら，自身や

他の車両の保持するデータを要求する環境を想定する．ユーザ

は車載端末に目的地を設定しており，車両は，ユーザの目的地

と目的地までの経路を把握しているものとする．実環境におい

て，ユーザが目的地を設定していない場合，車両は何らかの経

路予測手法を用いて，目的地と目的地までの経路を予測する．

車両は車載センサを用いて，周辺の状況をセンシングし，デー

タを生成する．その際，データに作成位置，作成時刻，および

有効時間の情報を付加し，自身のデータ領域に保持する．ここ

で，データの有効時間とは，そのデータがユーザにとって意味

のあるものとみなせる時間を指し，有効時間が経過した古い

データはデータ領域から破棄される．例えば，渋滞の状況は時

間が経過すると変化するため，有効時間の経過したデータは破

棄することが好ましい．なお，簡単化のため各データのサイズ

は等しく，データ更新は発生しないものとする．

ユーザは，自身の移動経路上で作成されたデータを要求し，

現在位置付近で作成されたデータほど頻繁に要求するものとす

る．図 2に，ユーザのデータアクセス特性を示す．この図では，

破線の矢印は車両の移動経路を示し，色が濃い場所で作成され

たデータほどユーザの要求確率が高いことを示す．ユーザ（車

両）がデータを要求し他の車両からデータを取得した場合，そ

のデータを自身のデータ領域に配置する．なお，各車両のデー

タ領域は十分に大きいものとし，他の車両から取得したすべて

のデータを保持できるものとする．

4. データ共有のためのデータ配布手法

本章では，車両間のデータ共有のためのデータ配布手法を提

案する．以下ではまず，3.で述べたユーザのデータアクセス特

性に基づいた，データの信頼度の計算法とデータアクセス手順

について述べる．次に，データの信頼度と車両の移動経路の情

報を用いて，車両が接続した車両にデータを配布するデータ配

布手法について説明する．さらに，周辺車両を考慮した拡張手

法について説明する．

4. 1 データの信頼度

車両間の通信可能時間は限られており，車両は他の車両に無
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制限にデータを配布できないため，配布するデータを選択する

必要がある．そこで，文献 [7]を参考に，ユーザのデータアク

セス特性に基づいたデータの信頼度 Rを次式で定義する．

R = E −（α · te + β · d/v）. (1)

ここで E はデータの有効時間，te はデータが作成されてから

経過した時間を表す．また，dは現在位置からデータ作成位置

までの距離，v は車両の移動速度を表し，つまり，d/v は車両

の現在位置からデータが作成された位置までの移動所要時間を

表す．なお，α および β は事前に設定される正の定数である．

式 (1)より，作成されてからの時間が短く，作成位置の現在位

置からの距離が近いデータほど信頼度が高くなる．また，作成

位置の現在位置からの距離が遠いデータでも，作成されてから

の時間が短ければ信頼度が高くなる．これは，車両がデータの

作成位置に到達するまでに時間を要したとしても，十分に新し

いデータは，ユーザにとって有益となるためである．

信頼度は，E，αおよび β の値の設定により，有益なデータ

の特徴を調整できる．E を大きく設定した場合，データの信頼

度が大きくなるため，ネットワーク内の有効なデータの個数が

多くなり，ユーザがデータを取得する機会が増える．一方，E

を小さく設定した場合は，逆の特性を示す．また，αを β より

大きく設定すると，信頼度が作成されてから経過した時間 te に

大きく依存し，広い範囲で作成されたより新鮮なデータの信頼

度が高くなる．逆に αを β より小さく設定すると，作成されて

からの経過時間の長いデータも含めて，現在位置付近の狭い範

囲で作成されたデータの信頼度が高くなる．

4. 2 データアクセス

3.で述べたデータアクセス特性に従って，ユーザは関心のあ

る位置を指定し，その位置を中心とした半径 rac の円内で作成

されたデータを要求する．ユーザが指定した位置の状況をより

正確に把握できるように，データの取得個数が N 個以上，取

得したデータの信頼度の和が S 以上という条件（要求条件）を

満たす場合に，データ要求が成功するものとした．以下では，

車両 Aに乗るユーザが位置を指定し，その周辺情報を要求する

動作を示す．

（ 1） 車両 Aは自身の保持するデータで要求条件を満たすか

否かを調べる．要求条件を満たす場合，自身の保持するデータ

にアクセスして処理を終了する．そうでない場合，k(>= 1)ホッ

プ内の車両に問合せパケットを送信する．このパケットには，

要求車両 Aの識別子，指定された位置，およびパケット送信車

両の移動経路の情報が含まれる．

（ 2） 問合せパケットを受信した車両は，パケットに含まれ

る移動経路の情報からパケット送信車両との通信可能時間を求

める．次に，Aから kホップ内であれば，直接接続している車

両に問合せパケットを送信する．このとき，自身の識別子と求

めた通信可能時間を追加し，移動経路の情報を自身のそれに更

新する．また，指定位置付近で作成されたデータを保持する場

合，問合せパケットに含まれる全ての車両の識別子と通信可能

時間，自身の識別子と求めた通信可能時間，および自身の持つ

指定位置付近のデータリストを含んだ返信パケットをAに送信

現在位置

予測位置

図 3 配布データの作成範囲

Fig. 3 Area for data dissemination.

する．

（ 3） 車両 Aは，kホップ内の車両から返信パケットを受信

すると，データを保持する車両までの通信経路上にいる車両間

の通信可能時間のうち，最短のものをその車両とのマルチホッ

プ通信での通信可能時間として求める．また，要求条件を満た

すために，自身の保持するデータと受信したリストに含まれる

データの信頼度を比較し，信頼度の高いデータから順に実際に

要求するものを決定する．Aは，要求するデータの識別子，お

よびデータを保持する車両までの通信経路を含むデータ要求パ

ケットを送信し，要求した車両の通信可能時間を更新する．な

お，要求するデータを複数の車両が保持する場合，ホップ数が

少なく通信可能時間に余裕のある車両に要求する．

（ 4） 車両 Aは，取得したデータを自身のデータ領域に配置

し，ユーザに何らかの形式で呈示する．

4. 3 DR (Data Reliability)手法

自身がこれから移動する経路から移動してきた車両は，ユー

ザにとって有益なデータをもつ可能性が高い．また，車両間の

通信時間は限られているため，有益なデータを選択して配布す

る必要がある．そこで DR手法では，各車両が対向車両と接続

したとき，これらの車両が将来アクセスする可能性の高いデー

タを優先的に配布する．その際，対向車両の現在位置と，Tf

秒後の予測位置を頂点とする矩形の範囲内で作成されたデータ

を配布候補とする．例えば図 3では，網掛け矩形内で作成され

たデータが車両に配布される候補となる．対向車両には，移動

経路上で作成されたデータだけでなく，より広い範囲で作成さ

れたデータも配布することで，車両の移動経路が予測と多少異

なっていても，有益なデータを配布できる．以下では，車両 A

が，対向車両 B と接続したときの動作について説明する．

（ 1） 車両 Aは，自身の移動経路の情報から，Tf 秒後に自

身が到達している位置を予測する．また，自身の保持するデー

タの中で，現在位置と予測位置を頂点とする矩形の範囲内で作

成されたデータのリスト（保持データリスト）を作成する．A

は，自身の現在位置，予測位置，および保持データリストを含

む配布要求パケットを，接続した対向車両B に送信する．この

手順は，対向車両 B でも同様に行われる．

（ 2） 車両 Aは，対向車両 B から配布要求パケットを受信

すると，自身の保持するデータの中で，B の現在位置と予測位

置を頂点とする矩形の範囲内で作成されたデータとそのデータ

の配布需要度のリスト（配布候補リスト）を作成する．ここで，

配布需要度 Di は，対向車両がデータ iを需要する度合いを示

し，次式で計算する．
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図 4 車両の移動経路とデータの作成位置

Fig. 4 Vehicles’ route information and locations where data items

were generated.

Di =

{
Ri (i /∈ SH)

0 (i ∈ SH)
(2)

ここで，Ri は 4. 1で述べたデータ iの信頼度，SH は対向車両

の保持データリストに含まれるデータの集合を表す．式 (2)よ

り，対向車両が保持するデータは配布の必要がないため，その

配布需要度は 0とする．一方，保持していないデータは信頼度

が高いほど，有益と考えられるため，その配布需要度は信頼度

と等しくする．

（ 3） 車両 Aは，対向車両 B と切断するまで，配布候補リ

ストに含まれるデータを，配布需要度が高いデータから順に配

布する．

DR手法では，これから移動する経路から移動してきた対向

車両同士で将来アクセスする可能性の高いデータを配布し合う

ことで，データ要求が成功する機会が増加すると考えられる．

また，配布需要度の高いデータから順に配布することで，限ら

れた通信時間内で効率的にデータを配布できる．DR手法にお

いて，Tf を大きく設定すると，広い範囲で作成された多くの

データが配布候補となるため，各車両は，信頼度が高く，将来

アクセスする可能性の高いデータを多く配布できる反面，移動

経路から遠く離れた位置で作成された将来アクセスしないデー

タも配布されてしまう．一方，Tf を小さく設定すると，狭い範

囲で作成されたデータのみが配布候補となるため，移動経路上

で作成された将来アクセスする可能性の高いデータを取得でき

る反面，信頼度の低いデータも配布されてしまう．また，配布

候補となるデータ数が少ないため，車両間で多種類のデータを

共有できない．

図 4の例を用いて，車両 Aが対向車両 B, C, D の順に接続

したときの DR 手法の動作を示す．図中の実線は，車両 A の

過去とこれからの移動経路，黒丸と白丸は Aが B, C, D と接

続した時の各対向車両の現在位置とその Tf 後の予測位置を示

す．点線は各対向車両の移動経路を示すが，Aはこれらの経路

を把握していない．また，円柱はその地点で作成されたデータ

表 1 保持データリスト

Table 1 Held-data lists.

車両 データ

A D2, D5, D7, D9, D10, D11, D12, D14

B D3, D4, D6, D10

C D1, D6, D9, D12

D D8, D9, D13, D15

表 2 データ信頼度と DR 手法で求めた配布需要度

Table 2 Data reliability and demand values by DR method.

D2 D5 D7 D9 D10 D11 D12 D14

信頼度 70 85 75 80 90 65 100 60

配布 B 70 85 75 80 0 65 - -

需要度 C 70 85 - 0 90 65 0 -

D - 85 - 0 90 65 100 60

を示す．表 1は，図 4に存在する各車両が保持するデータのリ

スト，表 2は，車両 Aの保持データの信頼度と各対向車両に配

布する場合の配布需要度を表す．配布需要度が太字のデータは，

実際に配布したデータを示す．

例えば，車両 Aが B と接続した場合，B の保持していない

データ D2，D5，D7，D9，D11 の配布需要度は，それぞれの

信頼度，Bの保持するデータD10 の配布需要度は 0となる．ま

た，Aは Bと接続している間，配布需要度の高いデータから順

に配布する．ここでは，D5，D9 を配布している．なお，D12，

D14 は B に配布するデータの作成範囲に含まれないため，配

布需要度は計算されない（表 2では “-”で表す．）

4. 4 拡 張 手 法

車両とその周辺車両は，同じ進行方向で近くを移動している

ため，配布候補とするデータの作成範囲が類似している．した

がって，DR手法では，車両が対向車両に対して，その周辺車

両が保持しているデータや，周辺車両に配布したデータを重複

して配布する可能性がある．ここで実環境では，車両とその周

辺車両は，ほぼ同じ速度で移動することが多いため，長時間に

渡り通信できる可能性が高い．この場合，いずれかの周辺車両

が保持しているデータは，車両がデータを要求した時に周辺車

両から取得できる可能性が高いため，前述のようなデータの重

複配布は不要となってしまう．

例えば，図 4，表 1，および表 2 では，車両 A は，C と D

が保持している D9 を B に配布している．同様に，B が保持

する D10 を C と Dに，C が保持する D12 を Dに配布してい

る．また，D5 を B と C に，D10 を C とDに連続して配布し

ている．

そこで，不要なデータの配布を抑制するため，車両が周辺車

両の保持するデータのリストと配布したデータの履歴をそれぞ

れ考慮した 2つの拡張手法を提案する．

4. 4. 1 DR-NL (DR with Nearby List)手法

小さいホップ数で到達できる周辺車両とは接続性が高いと考

えられるため，このような周辺車両の保持するデータは，車両

がデータ要求した時に取得できる可能性が高い．一方，大きい
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表 3 データ信頼度と DR-NL 手法で求めた配布需要度

Table 3 Data reliability and demand values by DR-NL method.

D2 D5 D7 D9 D10 D11 D12 D14

信頼度 70 85 75 80 90 65 100 60

配布 B 70 85 75 40 0 65 - -

需要度 C 70 85 - 0 45 65 0 -

D - 85 - 0 60 65 50 40

ホップ数で到達できる車両とはデータ要求した時に接続してお

らず，このような車両しか保持していないデータは取得できな

い可能性がある．

そこで DR-NL手法では，車両が，対向車両の周辺車両が保

持しているデータとその車両とのホップ数を考慮して，データ

を配布する．具体的には，まず各車両は，TB 秒ごとに，自身

の保持するデータの中で，信頼度の高い n個のデータを含む保

持データパケットを周辺車両と交換することで，自身の周辺車

両が保持する信頼度の高いデータを把握する．また，これらの

データとそのデータのアクセス可能率のリスト（周辺保持デー

タリスト）を作成する．ここでアクセス可能性 pi とは，車両が

データ iを要求した際に，そのデータを周辺車両から取得でき

る可能性を表し，次式で計算する．

pi =
1

hi + 1
(3)

ここで，hi はデータ iを保持している車両とのホップ数（複数

の車両がデータ iを保持している場合，それらの最小のホップ

数）を示す．pi は，データ iを保持する車両とのホップ数が小

さいほど大きくなり，データ要求時に取得できる可能性が高い

ことを示す．

一方，データ配布では，各車両は，DR手法における保持デー

タリストに加えて，周辺保持データリストのうち保持データリ

ストに含まれないデータを送信する．対向車両からこれらのリ

ストを受信した車両は，配布需要度を次式で計算する．

Di =


Ri (i /∈ SH , i /∈ SG)

Ri × (1 − pi) (i /∈ SH , i ∈ SG)

0 (i ∈ SH)

(4)

式 (4)より，信頼度が高く，アクセス可能性が低い（対向車両

が周辺車両から取得しにくい）データほど配布需要度が大きく

なり，優先的に配布される．

DR-NL手法では，周辺車両が保持しているデータを考慮し，

周辺車両が保持しているデータを配布しないようにすること

で，不要なデータ配布を抑制し，多種類のデータを共有できる

と考えられる．また，周辺車両とのホップ数を考慮することで，

データ要求した時に取得しやすいデータの配布をより抑制する．

しかし，DR-NL手法では，周辺保持データリストの作成に定

期的な情報交換が必要なため，トラヒックが増加する．また，

新たに配布されたデータの情報がすぐに反映されないため，複

数の車両と連続して接続した車両は，これらの車両に同じデー

タを配布してしまう可能性がある．

図 4と表 1の例を用いて，DR-NL手法の動作例を示す．車

表 4 データ信頼度と DR-DH 手法で求めた配布需要度

Table 4 Data reliability and demand values by DR-DH method.

D2 D5 D7 D9 D10 D11 D12 D14

信頼度 70 85 75 80 90 65 100 60

配布 B 90 105 95 100 0 85 - -

需要度 C 110 105 - 0 110 105 0 -

D - 125 - 0 110 125 120 120

両 B と C，C と Dはそれぞれ直接通信できるものとする．表

3は，Aの保持するデータと対向車両に配布する場合の配布需

要度を表し，太字は配布したデータを示す．例えば，車両 Aが

D と接続した場合，D から 2ホップの B が保持する D10 と，

1ホップの C が保持する D12 の配布需要度はそれぞれ，

D10 = 90 × (1 − 1
1+1

) = 45

D12 = 90 × (1 − 1
2+1

) = 60

と低くなり，Aは配布需要度が高い D5，D11 を配布している．

4. 4. 2 DR-DH (DR with Dissemination History)手法

前回配布してからの経過時間が短いデータは，周辺車両に配

布されていると考えられるため，車両がデータ要求した時に周

辺車両から取得できる可能性が高い．一方，配布してからの経

過時間が長いデータは，車両がデータを保持する車両と接続し

ておらず，取得できない可能性がある．

そこで，DR-DH手法では，車両が，対向車両の周辺車両に

既に配布したデータを再配布しないように，配布したデータの

履歴を考慮してデータを配布する．DR-DH手法では，データ

配布における配布需要度を次式で計算する．

Di =

{
Ri + γ(t − τi) (i /∈ SH)

0 (i ∈ SH)
(5)

ここで，tは現在時刻，τi は参照時刻，γ は事前に設定される

正の定数を表す．参照時刻は，データ iを最後に配布した時刻

と，データを保持する車両と最後に接続した時刻の遅い方の時

刻とする．式 (5)より，DR-DH手法では，信頼度が高く，参

照時刻からの経過時間が長いデータほど配布需要度が高くなる．

また，参照時刻からの経過時間が短いデータでも，信頼度が高

ければ配布需要度が高くなる．

DR-DH手法では，各車両が周辺車両へ配布したデータの履

歴を考慮し，対向車両の周辺車両に既に配布したデータを再配

布しないようにすることで，不要なデータ配布を抑制し，より

多種類のデータを共有できると考えられる．また，データを保

持する車両と接続した時刻も考慮することで，データを保持

する車両の周辺車両にデータを配布することを防ぐ．しかし，

DR-DH手法では，配布候補リストに含まれないデータやまだ

接続していない周辺車両が保持するデータを考慮できないため，

これらのデータが配布される可能性がある．

図 4と表 1の例を用いて，DR-DH手法の動作例を示す．A

の保持する全てのデータの参照時刻は 0とし，時刻 t =1，2，3

において，それぞれ対向車両 B, C, D と接続したものとする．

また，γ = 20とする．表 4は，Aの保持するデータと対向車

両に配布する場合の配布需要度を表し，太字が配布したデータ
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を示す．例えば，車両 Aが C と接続した場合，B に配布して

いない D2 と配布した D5 の配布需要度はそれぞれ，

D2 = 70 + 20(2 − 0) = 110

D5 = 85 + 20(2 − 1) = 105

となり，Aは配布需要度が高い D2，D10 を配布している．

5. 性 能 評 価

本章では，提案手法の性能評価のために行った，ネットワー

クシミュレータ QualNet4.0 [9]を用いたシミュレーション実験

の結果を示す．

5. 1 シミュレーション環境

5,000[m]× 5,000[m]の 2次元平面上に，道幅が 20[m]の道

路を縦横 500[m]の間隔で格子状に配置し，道路上を 300台の

車両が移動する．交差点には信号機が設置され，30[秒]間隔で

赤青が切り替わり，車両は信号機に従い移動や停止を行う．

ユーザは道路上の位置を目的地としてランダムに選択し，車

両は 5～25[m/秒]の速度で，目的地まで最短経路で移動するも

のとした．また，車両が目的地に到着すると，ユーザは新しく

目的地を決定し，再び移動し続ける．各車両は，IEEE802.11b

を用いて，伝送速度 2[Mbps]でデータを送信する．また，各車

両は平均 60[秒]の指数分布に基づいた間隔で 50,000[B]のデー

タを作成し，ユーザは平均 300[秒]の指数分布に基づいた間隔

でデータを要求するものとした．その際，データの取得個数N

が 2以上，データの信頼度の和が S 以上という要求条件を満た

す場合に，データ要求が成功するものとした．本実験で用いた

パラメータを表 5に示す．

以上のシミュレーション環境において，初期位置として車両

を道路上にランダムに配置し，10,000[秒]を経過させたときの

以下の評価値を調べた．

• データ要求成功率

シミュレーション時間内に発生したデータ要求の総数に対す

る要求成功回数の割合．

• データ要求時のトラヒック

シミュレーション時間内に，データ要求によって送信された

データおよび制御パケットの総バイト数．なお，制御パケット

として，問合せパケット（146[B]），返信パケット（134[B]），

およびデータ要求パケット（12[B]）がある．

• データ配布時のトラヒック

シミュレーション時間内に，データ配布によって送信された

データおよび制御パケットの総バイト数．なお，制御パケット

として，配布要求パケット（238[B]）および，DR-NL 手法に

おける保持データパケット（212[B]）がある．

5. 2 要求信頼度 S の影響

要求する信頼度の和 S を変化させたときの提案手法の性能

を調べた．その結果を図 5，図 6，および図 7に示す．これら

の図において，横軸は要求信頼度 S を示す．縦軸は，図 5では

データ要求成功率，図 6ではデータ要求時のトラヒック，図 7

ではデータ配布時のトラヒックを示す．

図 5 の結果から，S が大きくなると，ユーザがより新鮮な

データを要求するため，いずれの方法もデータ要求成功率が

表 5 パラメータ設定

Table 5 Parameter configuration.

パラメータ 値

E 150 [秒]

α, β 1

rac 100 [m]

k 3

Tf 150 [秒]

TB 60 [秒]

n 30

γ 20

低くなることがわかる．提案手法は，各車両が将来アクセスす

る可能性の高いデータを前もって取得できるため，データ配布

を行わない場合よりデータ要求成功率が高い．また，各提案

手法を比べると，データ要求成功率は，DR 手法が最も低く，

DR-DH 手法，DR-NL 手法の順に高くなることがわかる．こ

れは，拡張手法では，不要なデータ配布を抑制することで，車

両間で多種類のデータを共有できるからである．DR-NL手法

では，周辺車両が保持しているデータを考慮することで，特に

その効果が顕著に現れている．

図 6の結果から，S が大きくなると，いずれの方法もデータ

要求時のトラヒックが大きくなることがわかる．これは S が小

さい場合，自身の保持するデータのみで要求条件を満たす可能

性が高いため，他の車両にデータを要求する機会が少ないから

である．また，S が大きくなると，他の車両に要求するデータ

数が増加する．提案手法は，データ配布を行わない場合に比べ

て，データ要求時のトラヒックが小さくなる．これは，各車両

が将来アクセスする可能性の高いデータを前もって取得してい

るため，他の車両に要求するデータ数が減少するからである．

また，各提案手法を比べると，データ要求時のトラヒックは，

DR 手法が最も大きく，DR-DH 手法，DR-NL 手法の順に小

さくなることがわかる．これは，拡張手法では，周辺車両が重

複なく多種類のデータを保持しているため，データを取得する

際のホップ数が小さいからである．DR-NL手法では，小さい

ホップ数で到達できる車両が保持するデータほど配布を抑制す

るため，特にその効果が顕著に現れている．

図 7の結果より，要求信頼度が変化しても，データ配布時の

トラヒックはほぼ一定であることがわかる．これは，車車間通

信では通信帯域に制約があるため，対向車両に通信可能時間内

に送信できるデータや制御パケットの総量が限られているから

である．なお，DR-NL手法では，車両は，保持データリスト

およびホップ数を周辺車両と交換するため，データ配布時のト

ラヒックが大きくなる．

ここで，S が 150の場合の，データ要求時（配布時）の制御

パケットによるトラヒックを表 6に示す．データ要求時の制御

パケットによるトラヒックは，データ配布を行わない場合が最

も大きく，DR 手法，DR-DH 手法，DR-NL 手法の順に小さ

くなることがわかる．これは，図 6の結果における考察と同様

で，他の車両，特に自身からのホップ数が大きい車両に要求す
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図 7 要求信頼度とデータ配布時のトラヒック

るデータの個数が増加すると，トラヒックが大きくなる．また，

データ要求時のトラヒックに対する割合は，約 3%～4%と十分

に小さいと言える．一方，データ配布時の制御パケットによる

トラヒックは，DR-NL手法が最も大きい．これは，DR-NL手

法では，各車両が保持データリストおよびホップ数を周辺車両

と交換するためである．また，データ配布時のトラヒックに対

する割合は，DR手法と DR-DH手法では 1.6%，DR-NL手法

では 6.3%となる．制御パケットによるトラヒックは，十分に小

さいと言えるが，限られた通信帯域をより効率的に利用するた

めには，制御パケットによるトラヒックを削減する必要がある．

6. ま と め

本稿では，ユーザのデータ要求に対して，データの取得機会

を増やしつつ，新鮮なデータを取得することを目的として，車

両間のデータ共有のためのデータ配布手法を提案した．提案手

法では，限られた通信時間内に有益なデータを交換するため，

表 6 制御パケットのトラヒック

Table 6 Traffic of control packets.

データ要求時の データ配布時の

トラヒック トラヒック

NO 2.9E+06 -

DR 2.8E+06 1.4E+07

DR-DH 2.7E+06 1.4E+07

DR-NL 2.7E+06 6.5E+07

各車両は，対向車両が将来アクセスする可能性の高いデータを

優先的に配布する．また，対向車両の周辺車両を考慮して提案

手法を拡張した．拡張手法では，周辺車両に配布したデータや，

周辺車両が保持しているデータの重複配布を抑制する．

シミュレーション実験の結果から，提案手法は限られた通信

帯域をより効率的に利用してデータ配布することで，ユーザに

多くの新鮮なデータを提供できることを確認した．また，拡張

手法では，周辺車両を考慮することで車両間で多種類のデータ

を共有し，より多くの新鮮なデータをユーザに提供できること

を確認した．

今後は，データを配布した対向車両や周辺車両との接続性や

通信可能時間を考慮して配布需要度を決定する方法について検

討する予定である．また，提案手法では，周辺車両との情報交

換に要するトラヒックが大きくなると考えられるため，前回の

情報からの差分のみを交換するなど，トラヒックを削減する方

法についても検討する必要がある．
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