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1 はじめに

進化適応型自動車運転システム「ドライバ・イン・ザ・

ループ」研究拠点形成支援事業では，人間との共存を前

提とした進化適応型自動車運転システム「ドライバ・イ

ン・ザ・ループ」（自動システム（ループ）内に人（ド

ライバ）を組み込む機構）を開発することを目的として

いる．そこでは，ヒトの運転特性と車両の走行環境を動

的に把握し，運転支援のためのソフトウェアエージェン

トとして遺伝的アルゴリズムと機械学習を利用して運転

システムをヒトの特性に適応させる数学的，情報学的な

理論を構築し，実システムの実現を通しての評価が目的

である．これにより，　ドライバそれぞれの特性，嗜好

と，リアルタイムの運転状況を考慮した安全運転の実現

が可能で，その結果，高齢者のみならず女性や若年層を

含む一般ドライバの交通事故削減が期待される．また，

自動車の運転により高齢者が安心して運転できることで

外出や遠出が活発となり，公共交通が普及していない地

方都市において社会の活性化が可能となる．加えて，若
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年層の運転者数減少にともなう自動車販売台数減少が問

題となっているが，高齢者の自動車保持数増加により，

産業にも好影響を与えることができる．

この目的を達成するための，研究構成図をFig. 1に示

す．本目的を達成するためには，ドライバもしくは，車

の乗員の生体情報を利用し，彼らの状態を把握し，シス

テムに反映する必要がある．我々の研究グループの目的

は，これを達成することであり，Fig. 1においては，最

上位に位置し，取得した生体情報を，通信・データベー

ス基盤を通じて，コアエージェントに連絡する．そこで

取り扱う生体情報の取得方法，解析方法，コアエージェ

ントにどのように伝達するかが研究のサブ目標となる．

ヒト生体情報は「化学」「脳科学」「認知科学」といっ

た様々な情報から成っており，本研究ではこれをヒト生

体情報の多次元情報と呼んでいる．これまでヒトの行動

を理解する上でこれらの情報は個別に検討されてきた．

それに対して，ヒトの行動を統合的に理解するためには，

ヒト生体情報を「化学」「脳科学」「認知科学」などの側

面から多角的に測定し，得られたデータを統合し解析す
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Fig. 1. 研究構成図.

るという新しい生体情報解析技術が必要である．本研究

では，ヒト生体情報を多次元解析する技術を構築し，そ

の技術を利用して得られる統合的な生体情報を利用し

て，高齢者の運転行動モデルを構築する．生体情報にお

ける多次元情報の中でも，本研究グループでは，

• 脈動情報

• 脳機能情報

• 唾液や汗といったメタボローム情報

• 視線情報

に絞って取得，利用を検討する．特に，脳機能情報につ

いては，同志社大学・生命医科学部に設置されている

• functional Magnetic Resonance Imaging 　（ｆ

MRI)装置

• functional Near-InfraRed Spectroscopy (fNIRS)装

置

• ElectroncephaloGram (EEG)装置

の利用を検討する．これらの生体の多次元情報は

• BMI (Brain Machine Interface)による運転補助

• 生体情報取得による運転者の注意力の把握と注意継
続補助

• 生体情報取得による運転時の満足度の向上

への利用を想定しており，プロジェクト全体の後半で実

施・検討する予定である．

本稿では，BMIによる運転補助の基礎的な検討とし

て，肘関節屈曲運動イメージにおける左右識別のための

ＥＥＧを用いた特徴量の検討について説明する．また，

多次元生体情報の検討として，急性ストレス時における

唾液内α-アミラーゼと脳活動の検討を説明する．

2 肘関節屈曲運動イメージにおける左右識別のための
ＥＥＧを用いた特徴量の検討

2.1 はじめに

脳機能のドライビングシステムへの応用の 1 つに，

BMI (Brain Machine Interface)が考えられる．BMIと

は末梢神経系，感覚器，運動器を介さず，脳と機械間で

直接相互作用させる技術の総称であり，ドライビングシ

ステム意外には，医療・福祉技術としての応用が期待さ

れている．Fig. 2に BMIの概要を示す．BMIとして左

右の運動イメージ (Motor Imagery：以下MI)を利用す

るシステムが考案されている．そこで本研究では，EEG

(Electorencephalograph) を用いて取得された MI にお

ける脳波の識別精度の向上を目的としている．本実験

では，左右の肘関節屈曲運動におけるMIの脳波を計測

し，識別に使用する特徴量を抽出するためのウィンドウ

幅について検討した．MIの識別には，運動に関係する

脳波である β帯域や µ帯域 1, 2)の信号を使用し，それ

ぞれの帯域における特徴量抽出には FFT (Fast Fourier

Transform)とウェーブレット変換を用いた．また，識

別には SVM (Support Vector Machine)を用いた．

2.2 既存手法の問題点

BMIにおける過去の研究では，左右の手のMI時にお

ける脳波を EEGで計測し，FFT3)やウェーブレット変

換 4) を用いて識別に用いる特徴量を抽出する方法が考

案されている．これらの研究ではMIを行う時間を 1秒

以上とり，MIを行っている全ての時間における脳波か

ら特徴量を抽出している．しかし，実際に運動を行って

いる場面での BMIの利用を考慮すると，MIには 1秒

以上の時間を要しないため，不必要な脳波のデータ処理

も行っている可能性がある．そのため，オーバーラップ

処理を使用しウィンドウ幅を 1秒以下にし特徴量を抽出

する．次章でオーバーラップ処理について説明する．

1. Motor imagery 2. Operation of an
external machine

Fig. 2. Overview of BMI system.
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Fig. 1. 研究構成図.
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Fig. 2. Overview of BMI system.

2.3 オーバーラップ処理を用いた特徴量抽出方法

オーバーラップ処理により，最も強くMIを行ったと

される区間を算出した．その後，その区間に周波数解析

を適用して得られる値を特徴量として左右識別に使用し

た．以下に特徴量抽出の手順を示す．

Step.1 運動野付近，且つ左右対称に位置する 4パター

ンのチャンネルの組み合わせ (C3–C4，FC1–FC2，

FC5–FC6，CP1–CP2)に着目する．

Step.2 Step.1 で着目したチャンネルの脳波に対して，

MIを開始した時間からウィンドウ幅までの脳波に

周波数解析を適用する．

Step.3 周波数解析により得られた値から特定の周波数

帯域における値の積分値を算出する．

Step.4 解析のためのウィンドウを 1サンプル移動し，

Step.3 を行う．

Step.5 Step.2 – 4 をMIが終わる時間まで繰り返す．

Step.6 左右の運動野における積分値の差の絶対値が最

大となる時間を算出する．

Step.7 Step.6 で得られた時間からウィンドウ幅までの

区間を用いて全計測チャンネルに周波数解析を適用

し識別のための特徴量を抽出する．

2.4 実験

被験者は，年齢 22–24歳，左利き 1名，右利き 19名

の成人男性計 20名である．

使用機器は，生体計測器としてティアック社の Poly-

mate AP1532を使用し，サンプリング周波数は 1kHzで

ある．電極の設置方法は国際 10-20法を参考に行い，基

準電極にA1，A2，探査電極に計 8チャンネル (C3，C4，

FC1，FC2，FC5，FC6，CP1，CP2)を使用した．

課題はレストとタスクが交互に繰り返し行われる．レ

ストでは画面中央に「＋」を 5秒間表示し，被験者はそ

れを注視する．タスクでは画面中央に左右のどちらかを

向く矢印を 1.25秒間表示し，被験者はその矢印が示す

方向の肘関節屈曲のMIを行う．矢印の表示回数は，左

右でそれぞれ 10回ずつであり，1回の課題の合計施行

時間は 130秒である．またこの課題を 5回行い，各被験

者は計 100回のMIを行った．

本実験では，β 帯域として 13–30Hz，µ 帯域として

8–12Hzの運動に関係する周波数帯域を使用した．また

周波数解析として FFTとウェーブレット変換を使用し

た．オーバーラップ処理における特徴量を抽出するため

の区間を決定する積分値を，FFTでは β 帯域における

パワースペクトル，ウェーブレット変換では β帯域にお

けるウェーブレット係数を用いて算出した．識別のため

の特徴量として，FFTでは β 帯域のパワースペクトル

積分値と µ帯域のパワースペクトル積分値を使用した．

また，ウェーブレット変換では β帯域におけるウェーブ

レット係数の平均値と標準偏差，µ帯域におけるウェー

ブレット係数の平均値と標準偏差を使用した．オーバー

ラップ処理におけるウィンドウ幅をFFTでは 256，512，

1250とした．また，ウェーブレット変換ではウィンド

ウ幅を 128，256，512，1250と設定し，各ウィンドウ幅

における識別率を算出した．

識別方法には，SVM (Support Vector Machine)を用

いた．SVMは教師あり学習を用いる識別手法の一種で

ある．今回の実験では識別に用いるチャンネルの数を

2–8とした．全ての測定チャンネルの組み合わせから，

最も高いチャンネルの組み合わせの識別率を使用した．

識別率の算出には 4–分割交差検定を用いた．

2.5 実験結果と考察

Fig. 3に FFTを用いて特徴量を抽出した時の識別率

の結果を示す．ウィンドウ幅が 256，512の時はオーバー

ラップ処理を行い，1250の時はオーバーラップ処理を

行っていない時の識別率である．Fig. 3 よりオーバー

ラップ処理を行った場合の識別率の方がオーバーラップ

処理を行わなかった場合の識別率より分散が小さいこと

から，被験者に依らず安定した識別率を得ることができ

た．またウィンドウ幅を 512にした時の結果はウィンド

ウ幅を 256や 1250にした時の結果より識別率の平均値

と中央値が高く，且つ被験者間の分散が小さかった．そ

のため，FFTを使用する時はウィンドウ幅を 512にす

るべきであると考えられる．

Fig. 4にウェーブレット変換を用いて特徴量を抽出し

た時の識別率の結果を示す．ウィンドウ幅が 128，256，

512の時はオーバーラップ処理を行い，1250の時はオー

バーラップ処理を行っていない時の識別率である．Fig.

4よりウィンドウ幅を 128とした時，識別率大幅に低下

した．この結果から，128のウィンドウ幅は左右のMIの

解析時間として不十分であることが分かる．また，ウィ

ンドウ幅が 256，512，1250における識別率に有意差が

見られなかった (一元配置分散分析，有意水準：5%)．し
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Fig. 3. Classification accuracy using feature values

extracted by FFT.
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Fig. 4. Classification accuracy using feature values

extracted by wavelet transform.

かし，ウィンドウ幅が 256，512の時の中央値はウィン

ドウ幅が 1250の時より高い結果であった．また，BMI

システムにはリアルタイムでの応答が必要であるため，

ウェーブレット変換を使用する際はウィンドウ幅を 256

にするべきであると考える．

2.6 まとめ

本研究では，EEGを用いて取得されたMIにおける脳

波の識別精度の向上を目的としている．本実験では，左

右の肘関節屈曲運動におけるMI時の脳波を計測し，解

析の際のウィンドウ幅を変化させた時の左右のMIにお

ける識別率を検討した．FFTを用いた特徴量抽出によ

る識別率の算出には，ウィンドウ幅を 512とした場合，

最も良い結果が得られた．またウェーブレット変換を用

いた特徴量抽出による識別率の算出には，ウィンドウ幅

を 256とした場合，最も良い結果が得られた．

3 急性ストレス時における唾液内α-アミラーゼと脳
活動の検討

3.1 はじめに

現在，社会には様々なストレス刺激が存在する．その

ような状況下では，常にストレス刺激に曝される可能性

がある．ドライビング中にもストレスを受け，そのスト

レス情報をドライビングシステムに還元することによ

り，より快適なドライビングを実行することが可能なシ

ステムを構築することが可能であると考えられる．この

際，ドライバーは，自分がストレス状態にあるという自

覚がなかったり，どのようにその状況に対応すればよい

のかが分からない場合がある．また，ストレスには個人

差があり，同じ状況下でも人によってストレスになる場

合とならない場合やストレスへの対処法が異なる場合が

ある．これらの状況から，個人においてストレス状態に

あるかどうかを評価し，その個人ごとのストレスへの対

処法を提案できる手法が求められている．

先行研究において，ストレスマーカーとされる唾液内

コルチゾールをストレスの指標とし，ストレス度合いが

異なるときの脳活動を調査しているものが多数存在する
5)6)7)．しかし，まだストレス状態と脳活動の関係は解

明されていない．その要因として，ストレスは上述した

ように非常に複雑であることから，唾液内コルチゾール

の変化だけでストレス状態を判断することが不十分であ

る可能性が考えられる．そこで本研究では，多様な情報

を含む脳活動に着目し，ストレス時の様々な状態を脳活

動からパターン分けすることを目的とする．また，ホル

モンの分泌や抑制のコントロールは脳を起点として行わ

れているため，これらのパターンと相関する唾液内ホル

モンが存在する可能性がある．そのようなホルモンが発

見されれば，唾液を採取することによりその被験者の脳

活動を推定することが可能になり，簡便に詳細なストレ

ス状態の診断が可能になると考える．

そこで本研究では，ストレス状態での脳活動と唾液内

ホルモンの変化の関係性の解明を目的とする．そのた

めの検討として，本稿では非侵襲生体計測装置である

fMRI（functional Magnetic Resonance Imaging）を用

いてストレス課題時の脳活動を計測し，その前後に唾液

内α-アミラーゼ（salivary alpha-amylase：sAA）濃度

を計測することによって，急性ストレス時の脳活動と唾

液内ホルモン変化について調査した．
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Fig. 3. Classification accuracy using feature values

extracted by FFT.
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Fig. 4. Classification accuracy using feature values

extracted by wavelet transform.

かし，ウィンドウ幅が 256，512の時の中央値はウィン

ドウ幅が 1250の時より高い結果であった．また，BMI

システムにはリアルタイムでの応答が必要であるため，

ウェーブレット変換を使用する際はウィンドウ幅を 256

にするべきであると考える．

2.6 まとめ

本研究では，EEGを用いて取得されたMIにおける脳

波の識別精度の向上を目的としている．本実験では，左

右の肘関節屈曲運動におけるMI時の脳波を計測し，解

析の際のウィンドウ幅を変化させた時の左右のMIにお

ける識別率を検討した．FFTを用いた特徴量抽出によ

る識別率の算出には，ウィンドウ幅を 512とした場合，

最も良い結果が得られた．またウェーブレット変換を用

いた特徴量抽出による識別率の算出には，ウィンドウ幅

を 256とした場合，最も良い結果が得られた．

3 急性ストレス時における唾液内α-アミラーゼと脳
活動の検討

3.1 はじめに

現在，社会には様々なストレス刺激が存在する．その

ような状況下では，常にストレス刺激に曝される可能性

がある．ドライビング中にもストレスを受け，そのスト

レス情報をドライビングシステムに還元することによ

り，より快適なドライビングを実行することが可能なシ

ステムを構築することが可能であると考えられる．この

際，ドライバーは，自分がストレス状態にあるという自

覚がなかったり，どのようにその状況に対応すればよい

のかが分からない場合がある．また，ストレスには個人

差があり，同じ状況下でも人によってストレスになる場

合とならない場合やストレスへの対処法が異なる場合が

ある．これらの状況から，個人においてストレス状態に

あるかどうかを評価し，その個人ごとのストレスへの対

処法を提案できる手法が求められている．

先行研究において，ストレスマーカーとされる唾液内

コルチゾールをストレスの指標とし，ストレス度合いが

異なるときの脳活動を調査しているものが多数存在する
5)6)7)．しかし，まだストレス状態と脳活動の関係は解

明されていない．その要因として，ストレスは上述した

ように非常に複雑であることから，唾液内コルチゾール

の変化だけでストレス状態を判断することが不十分であ

る可能性が考えられる．そこで本研究では，多様な情報

を含む脳活動に着目し，ストレス時の様々な状態を脳活

動からパターン分けすることを目的とする．また，ホル

モンの分泌や抑制のコントロールは脳を起点として行わ

れているため，これらのパターンと相関する唾液内ホル

モンが存在する可能性がある．そのようなホルモンが発

見されれば，唾液を採取することによりその被験者の脳

活動を推定することが可能になり，簡便に詳細なストレ

ス状態の診断が可能になると考える．

そこで本研究では，ストレス状態での脳活動と唾液内

ホルモンの変化の関係性の解明を目的とする．そのた

めの検討として，本稿では非侵襲生体計測装置である

fMRI（functional Magnetic Resonance Imaging）を用

いてストレス課題時の脳活動を計測し，その前後に唾液

内α-アミラーゼ（salivary alpha-amylase：sAA）濃度

を計測することによって，急性ストレス時の脳活動と唾

液内ホルモン変化について調査した．

3.2 実験方法

本実験の目的は，急性ストレス時の脳活動と唾液内ホ

ルモン変化について調査することである．そのために，

2種類の実験を行った．1つ目として，ストレスタスク

としてタスク時の脳機能イメージングが可能でかつ，安

定したストレス反応が得られるとされているMontreal

Imaging Stress Task（MIST）8)を採用した．MIST時

の脳活動を fMRIを用いて計測し，その前後で唾液を採

取し sAAを計測した．この実験を本稿ではMIST実験

とする．次に，脳機能イメージングは出来ないが，より

安定したストレス反応が得られるとされる Maastricht

Acute Stress Test（MAST）9)を実施し，タスク前後で

唾液を採取し sAAを計測した．この実験をMAST実験

とする．

本稿では，MIST実験時の脳活動が，個人により異なっ

たパターンを示すか調査した．また，MIST時の sAAと

MAST時の sAAを比較し，ストレス時の sAAについ

て調査した．被験者は健康な男性 3名（21～23歳，非

喫煙者）を対象とした．

実験設計は先行研究を一部参考とした 8)．MIST実験

はブロックデザインであり，ブロックはRestとTaskで

構成されている．Restは 30秒で，Taskは 90秒である．

Rest と Task を交互に 2 回行い，これを 1 セッション

とし，計 3セッション行った．Taskでは回答インター

フェースに表示される暗算課題を制限時間内に回答させ

た．制限時間は緑色のプログレスバーで表示した．回答

はインターフェースに表示されるボタンを回答用ボタン

デバイスを用いて選択することによって行わせた．制限

時間と難易度は被験者によって自動で調整され，回答に

対して正誤のフィードバックを与えた．被験者には平均

の正答率が 80%以上になるように指示し，自分の現在の

正答率も回答インターフェースの制限時間バーの上の白

色の四角の位置によってフィードバックした．平均正答

率が 80%に到達しなかった場合，セッションの間に口頭

で負のフィードバックを与えた．実験前に 10分間タス

クを練習させ，またMRIの中においてもさらに 2分間

タスクの練習をさせた．Restでは暗算課題が表示されて

いない状態のインターフェースを表示し，ボタンタッピ

ングを行わせた．MISTの回答インターフェースを Fig.

5に示す．

先行研究において，visual association cortex，sen-

sory cortices，motor cortices，angular gyrus，thala-

Fig. 5. 回答インターフェース.

mus，cingulate gyrus などがタスク時に賦活すると報

告されている．またタスクに関連して，ストレスマー

カーとして知られる唾液内コルチゾール濃度が上昇する

と報告されている 8)．しかし，同タスク時に帯状回な

ど，ストレスや情動に関連するとされる大脳辺縁系に賦

活がみられず，唾液内コルチゾール濃度についても変化

する被験者としない被験者に分かれたとする論文も報告

されている 10)．

実験設計は先行研究を一部参考にした 9)．MASTは

Hand Immersion Trials（HIT）と Mental Arithmetic

Trials（MAT）という 2つのコンディションから構成さ

れる．HITでは 2 ◦Cに保たれた氷水に一定時間手を浸

し続けさせる．時間は 60～90秒の間でランダムに決め

られる．MATでは一定時間 4桁の数字から 17を連続

して引き算させ続けた．回答は口頭で行わせ，回答が不

正解だった場合最初の数字に戻りそこから引き算を再開

させた．時間は 45～60秒の間でランダムに決められる．

この 2つのコンディションを交互に連続して行わせた．

先行研究において，唾液内コルチゾール濃度と sAA

がタスク後有意に上昇すると報告されている．

MIST実験とMAST実験における唾液サンプリング

と sAAの計測では，唾液アミラーゼモニター（NIPRO）

を使用した．唾液採取用テストストリップを口腔に挿入

し，30秒間舌下部に置き全唾液を採取する．採取した

唾液から免疫測定法（ELISA）を用いて sAAを計測す

る 11)．採取のプロトコルを以下の Fig. 6に示す．

Fig. 6. 唾液採取プロトコル.

実験 1時間前からは被験者に水以外口にしないように
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させ，過度の運動は控えさせた．安静時は過度の作業以

外で自由に過ごさせた．

MIST 実験では，日立メディコ製 ECHELON Vega

（1.5 T）のMRI装置を使用した．画像撮像のパラメー

タを Table 1に示す．データ処理は SPM8（Statistical

Parametric Mapping）12)を用いて体動の補正，標準化，

平滑化を行った．有意水準を 0.001とし，個人解析を行っ

た．刺激画像の提示に関しては，MRI室には磁性体を持

ち込めないため，隣室のプロジェクターから画像提示す

る光を取り込む．取り込んだ光をスクリーンに映し，被

験者頭部のコイルに取り付けた鏡に反射させ，被験者に

刺激画像が見える環境を構築した．また，回答には Fig.

7に示す非磁性体のボタンを用いた．

Fig. 7. 回答用ボタン.

Table 1. スキャンパラメータ.

パラメータ 値

スライス方向 Axial

TR [ms] 2500

TE [ms] 50

FOV [mm] 256

スライス厚 [mm] 5

スライス [枚] 28

Matrix Size 64×64

3.3 実験結果

MIST実験により得られたタスク時の脳活動に関して，

被験者それぞれで個人解析を行った．ストレスや情動に

関連するとされる大脳辺縁系の部位に着目すると，被験

者 Cにのみ海馬に賦活がみられ，他の 2人には賦活が

みられなかった．賦活のマップを Fig. 8に示す．

MIST時の sAA変化を Fig. 9に示す．

Fig. 8. MIST 時の賦活（個人解析，p<.001，y=-22，
HC：海馬）.

Fig. 9. MIST時の sAAレベル変化.

青色のバーはMISTを実施した時間を示しており，各

プロットはそのとき採取した唾液から測定された sAA

レベルを示している．被験者 Aにおいて，タスク後に

sAAの低下がみられ，一定時間後にタスク前の状態に

戻る結果となった．被験者 B，Cはタスク前後で安定す

ることが無かった．

MAST時の sAAレベル変化を Fig. 10に示す．

Fig. 10. MAST時の sAAレベル変化.

赤色のバーはMASTを実施した時間を示しており，各

プロットはそのとき採取した唾液から測定された sAA

レベルを示している．被験者 Aにおいて，MIST実験

の結果と同様，タスク後に sAAの低下がみられ，一定

時間後にタスク前の状態に戻る変化がみられた．また，

被験者 B，Cはタスク前後で安定することが無かった．

3.4 考察と展望

MIST実験における脳活動の計測結果は先行研究から

予想された通り，ストレスに関連するとされる大脳辺縁

系において，賦活する被験者としない被験者に分かれた．

このことから，同じストレスタスクを実施したときでも，

個人によってストレス状態が異なり，脳活動のパターン

の違いとしてあらわれる可能性が示唆された．しかし，

被験者が 3人ではこの違いがパターンの違いに起因する

ものではなく，ノイズである可能性があるため，今後被
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みられなかった．賦活のマップを Fig. 8に示す．
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青色のバーはMISTを実施した時間を示しており，各

プロットはそのとき採取した唾液から測定された sAA

レベルを示している．被験者 Aにおいて，タスク後に

sAAの低下がみられ，一定時間後にタスク前の状態に

戻る結果となった．被験者 B，Cはタスク前後で安定す

ることが無かった．

MAST時の sAAレベル変化を Fig. 10に示す．
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赤色のバーはMASTを実施した時間を示しており，各

プロットはそのとき採取した唾液から測定された sAA

レベルを示している．被験者 Aにおいて，MIST実験

の結果と同様，タスク後に sAAの低下がみられ，一定

時間後にタスク前の状態に戻る変化がみられた．また，

被験者 B，Cはタスク前後で安定することが無かった．

3.4 考察と展望

MIST実験における脳活動の計測結果は先行研究から

予想された通り，ストレスに関連するとされる大脳辺縁

系において，賦活する被験者としない被験者に分かれた．

このことから，同じストレスタスクを実施したときでも，

個人によってストレス状態が異なり，脳活動のパターン

の違いとしてあらわれる可能性が示唆された．しかし，

被験者が 3人ではこの違いがパターンの違いに起因する

ものではなく，ノイズである可能性があるため，今後被

験者を増やし，また同じ被験者に対して何度か実験を行

うことにより再現性を調査する必要があると考える．

MAST実験の結果より，被験者 Aにおいて先行研究

の結果と異なり，sAAレベルはタスク後に低下した．現

在，先行研究において，唾液内コルチゾール濃度は同じ

ストレス課題に対しても，個人によって異なると報告さ

れている 10)．今回の結果から sAAについても，唾液内

コルチゾールと同様に，個人によってストレス時の変化

が異なる可能性が考えられる．また，被験者AはMIST

時にも sAAレベルが低下している．ストレスタスクと

して確立されたMISTとMASTのどちらに対してもス

トレスを感じなかったとは考えにくいので，この被験者

Aはストレスを感じたときに sAAレベルが下がるよう

な反応をする性質があること可能性が示唆された．これ

について検討するため，ストレス刺激を与えないコント

ロールタスクなどを実施し，その結果と比較することで

sAAレベルの変化の要因を調査する必要であると考え

られる．

被験者 B，Cは sAAレベルがタスク前後を通して安

定しなかった．その要因として，まず唾液分泌流量の影

響が考えられる．sAAレベルは唾液分泌流量に比例して

その活性が増加することが知られている．つまり，sAA

レベル変化の主要因としては，ストレスに起因し，交感

神経を介する耳下腺唾液アミラーゼ産生・分泌（エキソ

サイトーシス）の増減だけでなく，耳下腺唾液の全唾液

量に対する割合の変化に起因した唾液分泌流量の変化に

よる見かけ上の増減である可能性もある．この唾液分泌

流量は唾液中に含まれる総タンパク質量（唾液総タンパ

ク）と良好な相関を示すことが知られている 13)．この

ことから，唾液総タンパクを同時にモニターすれば，唾

液分泌流量が sAAレベルに与える影響をキャンセル出

来る可能性が示唆されている 14)．sAAレベルを安定さ

せる，また変化の要因からノイズを除くために，今後こ

れらについての調査が必要だと考えられる．

また，ストレスに対する被験者の性質も sAAレベル

の変化に影響を与えると考えられる．先行研究において，

State-Trait Anxiety Inventory（STAI）という被験者の

不安に対する性質と現在の状況を評価出来るアンケート

を用いて，それによって得られた評価とストレス課題時

の唾液内ホルモン変化の関係が報告されている 15)．今

後はこの STAIについても調査することで，実験前の被

験者の状態や実験後の状況を把握し，より多角的に被験

者の状況を把握，調整する必要があると考える．

3.5 まとめ

本稿では，MIST 時の脳活動と sAA レベル変化，

MAST 時の sAA レベル変化を計測した．MIST 時の

脳活動については，賦活に違いがみられ，同じストレス

タスク実施時でもストレス状態が異なり，それを脳活動

によりパターン分け出来る可能性が示唆された．また，

sAAレベル変化については，タスク後低下する被験者

がみられ，ストレス時の sAAレベルの変化にも個人差

があることが示唆された．今後は被験者を増やし，再現

性を高めるとともに，被験者の統制をより詳細に行うこ

とにより，脳活動や唾液内ホルモン変化の要因を調査す

る必要性が示唆された．

4 まとめ

本稿では，肘関節屈曲運動イメージにおける左右識別

のためのＥＥＧを用いた特徴量の検討および急性ストレ

ス時における唾液内α-アミラーゼと脳活動の検討を説

明した．

本グループでは，生体情報計測用ドライビングシミュ

レータを導入した．生体情報計測用ドライビングシミュ

レータは，簡易的なドライビングシミュレータおよび

fNIRSおよびEEGを利用した脳機能イメージング装置，

呼気収集およびその質量分析装置，視線追跡装置，状態

記録用カメラから構成される．このシミュレータを利用

することで，複数の生体情報の基礎データ収集が可能と

なる．2014年度に，この装置を構築し，基礎データを

収集することを予定していたが，完成に至っていない．

2015年度の課題である．
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Study of Multivariate Analysis for Human Bio-Information Data

Yadohisa Hiroshi* ,
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　 In this paper, data consisting of chemical science, brain science, and cognitive science, are called multivariate

human bio-information data. Such the multivariate human bio-information data is observed as complicated data form.

Therefore, there are four problems that often occur, and it is difficult to apply the existing methods to such data. For

the first problem, both fMRI data and questionnaire data are usually observed, and these data are f time series data and

qualitative data respectively. It is difficult to use the existing method to such the both dataat the same time. . For the

second problem, fMRI data usually include various noises, and the results of existing methods are affected by noise. For

the third problem, it is difficult to interpret the each factor such as chemical, brain, and cognitive science when human

bio-information data is analyzed. For the last problem, such the complicated data sometimes usually contain missing

values. To overcome these problems, I have a plan to propose new methods for human bio-information data. In this year,

I proposed new methods for considering the problem (1), (2), and (3). Especially, dimensional reduction methods are

proposed since these methods provide us to interpret the structure of data easily.

Key words ： Dimensional Reduction, Multivariate data Analysis, Simultaneous Optimization, Clustering

キーワード ： 次元縮約，多変量データ解析，同時最適化，クラスタリング

ヒト生体情報多次元解析手法の開発

宿久　洋

1 はじめに

ヒト生体情報とは「化学」「脳科学」「認知科学」と

いった様々な情報から成っており，本研究ではこれをヒ

ト生体情報の多次元情報と呼ぶ．このような多次元情報

は非常に複雑なデータ形式であり，以下を考慮した多変

量解析手法の開発が望まれる．(1)量質混在データに対

する解析手法の開発，(2)多量のノイズが混入した系列

データの解析手法の開発，(3)多変量データ間の関連性

を考慮した解析手法の開発，(4)欠損値を考慮した解析

手法の提案．(1)については，例えば fMRIデータを観

測する際，課題等により質的変量が得られ，量的変量と

の関連性とを把握する必要がある場合がある．そのよう

* Culture and Information Science, Doshisha University, Kyoto
Telephone : +81-774-65-7657, E-mail : hyadohis@mail.doshisha.ac.jp

な場合，質的変量のデータをダミー変数化して解析が適

用される場合が多く，質的変量が結果に寄与しすぎたり，

そうでなくなるなどの問題が生じる場合がある．そのよ

うな問題を克服する方法として数量化と呼ばれる方法が

提案されており，目的に応じた数量化および解析のパラ

メータを同時に推定する方法が望まれる．(2)について

も，fMRIデータを観測した際，前処理としてノイズ除

去を行うがノイズ除去と解析手法を別箇に行うことで解

析結果にノイズ除去がどの程度寄与したのかを．そこで

解析方法とノイズ除去を同時に行うことでモデルに基づ

くノイズの解釈等を行うことが可能な解析方法が望まれ

る．(3)については，今回「化学」，「脳科学」，「認知科学」
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といった多次元情報を統合したデータを用いて解析を行

う．その際，化学，脳科学，認知科学固有の要因，各変

量群間の関連性を把握することが重要となってくる．そ

こで，変量間ではなく変量群間の関係を明らかにする解

析方法が望まれる．(4)について，化学実験や脳科学実

験等を別々の被験者に対して観測したが，それぞれの変

量間の関係を把握したい場合が存在する．そのような場

合，欠損値を補完して解析手法を適用する必要がある．

本年度の研究進捗状況では (1)(2)(3)の解析手法の開

発を主に行い，(4)について次元度以降に開発を行う予

定である．(1)(2)(3)の研究については特に次元縮約に基

づく特徴把握を目的とした多変量解析手法の開発を行っ

た．次元縮約に基づく方法の主な利点としては解析結果

の解釈が容易となることが挙げられる．以下，(1)に対

応する解析手法である量質混在データに対する次元縮

約クラスタリング法の概要，(2)に対応する解析手法で

あるノイズを考慮した独立成分分析混合モデルの概要，

(3)に対応する解析手法である多変量因子回帰分析モデ

ルの概要の順にそれぞれ述べる．

2 提案モデルについて

2.1 量質混在データに対する解析手法について

同一対象群に対して量的変量群と質的変量群が与えら

れた際，対象のグループ (クラスター)を識別するよう

な低次元空間を検知し，かつ同時に対象を分類する (ク

ラスタリングする)方法を提案した．利点としては 2つ

挙げられる．1つめは各クラスターの特徴を把握する低

次元空間を求めることによって各クラスターの解釈を容

易に行える点であり，2つめは質的変量の各カテゴリに

対してモデルとデータの当てはまりに関して最適な値を

推定し，量的変量と質的変量それぞれのバラつきが結果

に与える影響を均一にしているという点である．

モデルについて説明する．量的変量に対するデータ行

列X = (xij), xij ∈ R (i = 1, 2, · · · , n; j ∈ J1)，質的変

量に対するダミー変数データ行列Z = (Z1,Z2, · · · ,Zp)

Zj = (ziqjj) ziqjj ∈ {0, 1} (i = 1, 2, · · · , n; qj =

1, 2, · · · ,mj ; j ∈ J2) が与えられた際，モデルは以下

のようになる．

(X,ZB) = FA+E1, F = UΓ+E2

ここで n は対象数，mj は質的変量 j のカテゴリ数，

J1 は量的変量の集合，J2 は質的変量の集合，B =

diag(B1,B2, · · · ,B|J2|) は Bj = (bqjsjj) bqjsjj ∈
R (qj = 1, 2, · · · ,mj ; sj = 1, 2, · · · , dj ; j = 1, 2, · · · , p)
とし，bqjsjj は変量 j の各カテゴリ qj の値とし，F =

(fit) fit ∈ R (i = 1, 2, · · · , n ; t = 1, 2, · · · , d) は d

次元上の対象の座標行列，A = (atj) ajt ∈ R (t =

1, 2, · · · , d; j = 1, 2, · · · , p) は変量の係数行列，行列
U = (uiℓ)は対象 iがクラスター ℓに属するなら uiℓ = 1，

そうでない場合は uiℓ = 0 を表す要素を持つ行列，

Γ = (γℓt) γℓt ∈ R (ℓ = 1, 2, · · · , k; t = 1, 2, · · · , d)
は d次元上のクラスター重心行列，E1，E2はそれぞれ

誤差行列とする．このとき，E1，E2を同時に最小化す

るB，F，A，U，Γを推定する次元縮約クラスタリン

グ法を提案し，発表した (光廣 & 宿久，2014)．

2.2 多量のノイズが混入した系列データの解析手法
について

複数の元信号が入り混じって得られた観測信号から元

の原信号を分類して取り出すことをブラインド信号分離

とよび，そのためによく用いられている多変量解析の一

つとして独立成分分析が挙げられる．しかし，時間ごと

に異なる種類の原信号であるような場合，通常の独立成

分分析ではうまく原信号を抽出することができない．そ

のような問題を解決する方法として，Lee et al., (1999)

は対象の分類と独立成分分析を同時に行う独立成分分析

混合モデル (ICAMM)を提案した．しかし，ノイズの影

響を考慮していないため，ノイズが原信号に含まれてい

る場合，ICAMMのクラスタリング結果が悪くなる状況

がある．そこで，ノイズの影響を考慮した ICAMMを

提案した (高岸 et al., 2014)．

p 個の観測信号の T 時間文の無作為標本 X =

(x(1),x(2), · · · ,x(T ))，x ∈ Rp が与えられているとす

る．このときモデルは以下の通りである．

x(t) = Aks̄k (t = 1, 2, · · · , T )

ここで，s̄k ∈ Rpをクラスター kに対応するノイズ入り

原信号ベクトル，Ak ∈ Rp×p をクラスター kに対応す

る混合行列とし，θk をパラメータとした原信号が従う

ラプラス分布とガウス分布の混合分布に従う確率密度関

数 f(s̄
(t)
k |θk)を用いて推定を行う．

2.3 多変量データ間の関連性を考慮した解析手法に
ついて

目的変量群と説明変量群が与えられた際，目的変量群

と説明変量群間の関係を明らかにしたい状況がある．し
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かし，目的変数および説明変数のそれぞれ変量数が多い

場合，その関係を解釈することは困難となる．そこで，

目的変数および説明変数間の関係を明らかにするような

次元縮約を行い，かつ同時に多変量回帰を行う方法を提

案した (有重 & 宿久)．

目的変数に対応する変量群 Y = (yio) yio ∈ R (i =

1, 2, · · · , n; o = 1, 2, · · · , r)，説明変数行列X が与えら

れた際，提案モデルは以下のようになる．

X = FXAX +EX , Y = FY AY +EY ,

FY = FXB +EZ

ここで，FX = ((X)fit),
(X)fit ∈ R (i = 1, 2, · · · , n; t =

1, 2, · · · , d) はX の因子得点，AX = ((X)atj)
(X)atj ∈

R (t = 1, 2, · · · , d; j = 1, 2, · · · , p)は係数行列，FY =

((Y )fit),
(Y )fit ∈ R (i = 1, 2, · · · , n; t = 1, 2, · · · , d)

は Y の因子得点，AY = ((Y )atj)
(Y )atj ∈ R (t =

1, 2, · · · , d; j = 1, 2, · · · , p)は係数行列，B = (bto) bto ∈
R (t = 1, 2, · · · , d; o = 1, 2, · · · , d) は回帰係数行列，
EX，EY，EZ はそれぞれ誤差行列とする．

このとき，EX，EY，EZ を同時に最小化する FX，

FY，AX，AY，B を推定する方法となる．

3 おわりに

研究成果として (1)(2)(3)を考慮した解析手法を提案

し，それぞれシミュレーションに基づいて手法の利点は

示せたものの，(4)に関する手法および今回提案した解

析手法を実際のヒト生体情報多次元データに対して適

用し，手法の性質やその数理的な特徴付けを行う必要が

ある．

本研究の一部は，「文部科学省私立大学戦略的研究基

盤形成支援事業」（平成 26 年～平成 30 年，事業番号

S1411030），および，科学研究費補助金の支援を受けて

いる．
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生体から得られる微量物質分析のための GC-MS システムの確立 

大江洋平・吉仲壮真・太田哲男

1. はじめに

人は，ストレスを受けることにより状態が変化す

る．この変化は，本人が自覚する場合や外から見て

わかる場合もあるが，客観的な判断方法の確立が必

要とされる．そのため, 近年, 疾病予防などの観点

からストレスの評価法に注目が集まっており，それ

らは主に唾液中のコルチゾール, アミラーゼを指標

としている.1) コルチゾールは, ストレスとの関連

で最も研究されている物質であり，心理的・身体的

な健康状態を考える上でも重要なホルモンである.2)

アミラーゼは唾液に含まれるグリコシド結合を加

水分解する化酵素であり, 交感神経系の直接神経作

用とノルアドレナリン作用の両作用で分泌され, ス

トレスにより増加することが知られている.3) 

一方，乗用車保有台数および運転免許保有者数は

年々増加傾向にあり,ドライバのストレスもそれに

伴い増加すると考えられる．運転中のストレスは危

険運転さらには事故を誘発することになるため，運

転中のドライバのストレス計測や異常に関する警

鐘のフィードバックが事故防止につながることが

期待される. しかしながら，上述のようなストレス

測定法では，唾液サンプルの採取が車の運転中など

において困難な場合も多いため, 現実的ではない． 

そこで，本研究ではストレス計測の試料として，

呼気に焦点を当てた. 呼気は呼吸をしている以上, 

常に体外に排出されるため非侵襲を保てる．また，

唾液成分の変動に伴い，そこにも何らかの成分変化

が起こると考えている．本研究の全体像としては，

呼気やその揮発成分が呼気に含まれる唾液などの

非侵襲的に得られる試料に含まれる物質を分析し，

そこで得られた新たなストレスマーカやその特徴

量を反映した簡便な測定法の検討へと展開し，最終

的には，運転中ストレスのリアルタイム測定を実現

し，安全運転システムの構築の一助になることを目

的としている．本成果報告では，研究の第一段階で

ある呼気分析のシステムの構築と分析実験系の確

立のための基礎的検討の結果を報告する．

2. 装置および実験方法

装置およびサンプル

ガスクロマトグラフ質量分析計 GC-MS，島津製

作所社製 GC-2010/PARVUM 2 システム に，サーマ

ルディソープションシステム（島津製作所社製

TD-20）を連結し，呼気等の分析に用いた Fig.1 ．

 GC-MS システム ( 左から， PARVUM2, 

GC-2010, TD-20, PC モニタ)． 

呼気サンプル

呼気サンプルは，実験者自ら捕集バックに吹き込

み，特に保存することなく，そのまま使用した．

実験方法

呼気サンプルの分析

呼気を二つ口 PVDF サンプリングバッグ 1L に入

れ, シリコンチューブで捕集管と接続し, 一方はミ

ニポンプの IN側と接続し, 呼気を吸引し, 捕集管に

吸着させた.その後, Thermal Desorption System のサ

ンプルトレイに, 捕集管を乗せ, 加熱脱離を行い, 

分析した．

3. 結果および考察

3.1 呼気サンプルの分析

採取した呼気サンプル中の有機成分を上記
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要とされる．そのため, 近年, 疾病予防などの観点

からストレスの評価法に注目が集まっており，それ

らは主に唾液中のコルチゾール, アミラーゼを指標

としている.1) コルチゾールは, ストレスとの関連

で最も研究されている物質であり，心理的・身体的

な健康状態を考える上でも重要なホルモンである.2)
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年々増加傾向にあり,ドライバのストレスもそれに

伴い増加すると考えられる．運転中のストレスは危

険運転さらには事故を誘発することになるため，運

転中のドライバのストレス計測や異常に関する警

鐘のフィードバックが事故防止につながることが

期待される. しかしながら，上述のようなストレス

測定法では，唾液サンプルの採取が車の運転中など

において困難な場合も多いため, 現実的ではない．

そこで，本研究ではストレス計測の試料として，

呼気に焦点を当てた. 呼気は呼吸をしている以上, 

常に体外に排出されるため非侵襲を保てる．また，

唾液成分の変動に伴い，そこにも何らかの成分変化

が起こると考えている．本研究の全体像としては，

呼気やその揮発成分が呼気に含まれる唾液などの

非侵襲的に得られる試料に含まれる物質を分析し，

そこで得られた新たなストレスマーカやその特徴

量を反映した簡便な測定法の検討へと展開し，最終

的には，運転中ストレスのリアルタイム測定を実現

し，安全運転システムの構築の一助になることを目

的としている．本成果報告では，研究の第一段階で

ある呼気分析のシステムの構築と分析実験系の確

立のための基礎的検討の結果を報告する．

2. 装置および実験方法

装置およびサンプル

ガスクロマトグラフ質量分析計 GC-MS，島津製

作所社製 GC-2010/PARVUM 2 システム に，サーマ

ルディソープションシステム（島津製作所社製

TD-20）を連結し，呼気等の分析に用いた Fig.1 ．

GC-MS システム ( 左から， PARVUM2,

GC-2010, TD-20, PC モニタ)．

呼気サンプル

呼気サンプルは，実験者自ら捕集バックに吹き込

み，特に保存することなく，そのまま使用した．

実験方法

呼気サンプルの分析

呼気を二つ口 PVDF サンプリングバッグ 1L に入

れ, シリコンチューブで捕集管と接続し, 一方はミ

ニポンプの IN側と接続し, 呼気を吸引し, 捕集管に

吸着させた.その後, Thermal Desorption System のサ

ンプルトレイに, 捕集管を乗せ, 加熱脱離を行い, 

分析した．

3. 結果および考察

3.1 呼気サンプルの分析

採取した呼気サンプル中の有機成分を上記

GC-MS システムで分析するために，吸着管にサン

プル中に含まれる成分を吸着させた．装置の概略を

Fig.2 に示した． 

 吸着管への呼気成分の吸着．

吸着管としては，大気中有機成分に使用される

Tenax 管および Carbon 管を使用した．Tenax 管のみ

を使用した場合 (Fig.2 (a))，有機化合物は検出され

ず，亜酸化窒素やケイ素化合物が検出された．これ

らは，吸着管などに付着していた成分であると推定

している一方で，Tenax 管と carbon 管を直列に繋い

だ場合  (Fig.2 (b))，Tridecane (b.p. = 234°C) や

Heptadecane (b.p. = 318°C), Nonanal (b.p. = 195oC), 

2-Nonenal (b.p. = 205°C) などの複数の有機化合物が

検出された (Fig.3)．2-Nonenal は呼気中にも含まれ，

その含有量により口臭の原因になる物質である．こ

れらの結果は，呼気中のある程度以上の沸点をもつ

揮発性物質をこのシステムで測定できる一方で，呼

気中に含まれていてもよい Acetone (b.p. = 56°C) や

isoprene (b.p. = 34°C) などは観測されなかったとい

う問題点も挙げられる．これらのような，より低沸

点（または低分子量）の化合物の捕捉をするために

は，ＧＣの設定や上述のサンプル濃縮法の改善が必

要であることを示す．

４．結論

新規導入した TD-20 の利用と呼気分析の可能性

を検討した．その結果，呼気に由来する成分の分析

が可能であることが示された一方，低沸点化合物の

捕捉という今後改善すべき課題も明らかとなった．

これらを改善し，唾液中揮発成分の分析も並行して

行い，既存のストレスマーカとそれらの成分分布の

関連性を明らかにしていく．

 検出された有機化合物．
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It is known that there is a non-linearity in the response of a cochlea.  For example, the outer 
hair cells of basilar membrane amplifies weak sounds.  It is, however, still not known whether the 
amplification mechanism can be controlled by the attention. Mongolian gerbil, Meriones 
unguiculatus, communicate with others by various sounds.  About 80 percentage of those sounds 
range over 20 kHz. A threshold of hearing in this range, however, was about 20 dB higher than their 
most sensitive frequency (1 to 16 kHz). We proposed a hypothesis that the auditory sensitivity 
heightened when gerbils focus on the sound by means of cochlea non-linearity.  This study tested 
the hypothesis by recording cochlear microphonics (CM) as a measure of auditory sensitivity under 
various behavioral conditions. In paired condition, subject was set with other anesthetized 
conspecific. The power spectrum analysis of CM, evoked by pseud communication sound showed 
that CM response in paired condition was higher by 2 to 4 dB than in single condition.  Then, we 
further investigated if the CM increase was communication specific. Subject was trained to pay 
attention to sound stimuli using an electric shock as a positive punishment. After training, CM 
increased by at most 1.9 dB while animals were paying attention to the sound. Those results 
suggest that the sensitivity of auditory periphery increase while gerbils communicate with others, 
and that the increase could not be explained only by auditory attention. 

：

キーワード：注意 蝸牛の増幅機構

注意の性質および有無に依存した聴覚末梢の感度の動的な変化

宮脇 弘之 中山 綾子 小林 耕太

はじめに

スナネズミ(Meriones unguiculatis)はコミュニ

ケーション音声を用いることが分かっている．この

音声は周波数帯域によって分類されており，人間の

可聴域と重なる帯域に属する音声もあれば,超音波

領域に属する音声も存在する 1)．スナネズミは主に

他個体とのコミュニケーションでは超音波領域に

属する音声を使うが，先行研究ではスナネズミのオ

ーディオグラムにおいて超音波領域の閾値は相対

的に高いことが分かっている 2)．なぜ閾値の高い領

域の音声をコミュニケーションに使うのかは謎で

あった．考えられることとして蝸牛の増幅機構が挙

げられる．これは蝸牛の非線形性機構の一つであり，

小さな音に対して能動的に行われる．ここでスナネ

ズミが集中して音を聴くと蝸牛の増幅機構が働く

のではないかと考えた．
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はじめに

スナネズミ(Meriones unguiculatis)はコミュニ

ケーション音声を用いることが分かっている．この

音声は周波数帯域によって分類されており，人間の

可聴域と重なる帯域に属する音声もあれば,超音波

領域に属する音声も存在する 1)．スナネズミは主に

他個体とのコミュニケーションでは超音波領域に

属する音声を使うが，先行研究ではスナネズミのオ

ーディオグラムにおいて超音波領域の閾値は相対

的に高いことが分かっている 2)．なぜ閾値の高い領

域の音声をコミュニケーションに使うのかは謎で

あった．考えられることとして蝸牛の増幅機構が挙

げられる．これは蝸牛の非線形性機構の一つであり，

小さな音に対して能動的に行われる．ここでスナネ

ズミが集中して音を聴くと蝸牛の増幅機構が働く

のではないかと考えた．

本実験では，音に対して集中した際の蝸牛におけ

る増幅機構を検討することを目的とし，実験を行っ

た．まずスナネズミに音に集中させるためには音に

意味を持たせればよいと考え，音に罰を関連付ける

訓練を行うことにより，スナネズミが音に対して何

らかの行動をするようになると考えた．その時，ス

ナネズミは音に対して意味を持ったとみなすこと

ができ，音に対して集中したと定義した．また，蝸

牛の働きを検討するために蝸牛マイクロフォン電

位(Cochlear microphonics: CM)を指標として増幅

機構を調べた．蝸牛マイクロフォン電位とは内耳の

聴覚器官である蝸牛に到達した音や音声の周波数，

強さ，時間の 3 つの情報を忠実に再現している電気

的な信号である．蝸牛内にある有毛細胞の受容器電

位が統合されたものであり，蝸牛の機能を知る面で

有効な手段の一つである．

今回実験を行ったところ，後述するがスナネズミ

の頭が動くことによって耳に届く音の物理量が変

わり，CM の値を比較することが困難であった．そ

こで２つ目の実験としてスナネズミを麻酔下にお

き，覚醒下における頭の運動による耳とスピーカー

の位置関係の変化を再現して CM の変化を計測し

た．この２つ目の実験の目的はスナネズミの意識が

ない麻酔下で計測したCMの変化と覚醒下でのCM
の変化を比較して，頭の動きによる CM の変化の成

分を除去することである. 

実験手法

実験１ 覚醒下での自由行動下の集中による

の変化の計測

電極留置手術

被験体として週齢 72週間のスナネズミ 2匹を用い

た．CM を測定するために CM 測定用電極を正円窓

周辺に留置する手術を行った．記録電極と基準電極

は IC ソケットに固定し，頭蓋に接着した．その作

業の後，被験体が覚醒下でも CM が測定出来るよう

にするために IC ソケットを露出させ，その他の部

分は縫合糸により縫合した．

装置と音刺激

音刺激として 5 kHz のトーンバーストを制作した．

継続時間は 0.2 s で，立ち上がりと立ち下がりは

0.02 s である．このトーンバーストを時間間隔 0.2 s
で 10 回繰り返し，これを 1 試行とした．そして 1
日にこの試行を 20 回行った．試行と試行の時間間

隔は 56.4 s である(Fig. 1)． 
実験は防音装置の中にスピーカーが設置された実

験用ケージの中で行われた．オペラント条件付けに

電気ショックを用いるため，実験用ケージに電気シ

ョック装置を設置し，床と台の２つの領域を作った

(Fig. 2)．それぞれに電気ショックを与えられるよ

うにした．電圧は 112 V DC であった． 
(a) 

(b) 

Fig. 1 Time pattern of sound stimulus (a):Image of  tone 
burst.Duration:0.2 s, Rise/Fall time:0.02 s, Frequency:5 kHz, 70 
dB SPL.(b):Image of 20 sets of sound stimuli. 1 set is 10 tone 
bursts. Time interval to the next set is 56.4 s. Electrical shock 
was presented during the time interval. 

Fig. 2 Experimental environment. Speaker was placed 30cm 
above gerbil’s ear. 

訓練

訓練は，1 試行の音刺激を提示し．音刺激が終了
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した直後，音刺激が提示された時に被験体がいた方

の領域(床か台)に電気ショックを与えた．この時，

被験体が音刺激が提示されている間に別の領域に

移動することが出来れば訓練は成功とみなした．逆

に被験体が音刺激が提示されている間に移動する

ことが出来なかった時は罰を与えた．

計測と解析

今回被験体は音刺激に対してまず頭を動かすとい

う行動をとったため，この行動が集中に関わる行動

であろうと考えた．そこで頭を動かす直前の CM 波

形と動かした直後のCM波形の差をdBで評価した. 

実験 麻酔下での頭の動きによる の変化

の計測

被験体と音刺激

実験１で用いた被験体を用いた.また音刺激も実験

１で用いたものを用いた. 

実験環境

実験 1 で用いた機材を用いた．防音箱のなかにケ

ージの床と台の部分のみを配置した．防音箱内部を

自由に動かせるように，スピーカーを防音箱の内部

に設置した．

実験手順

まず麻酔前投薬として硫酸アトロピン(Atropine 
Sulfate)(約 0.7 mg/kg)を筋肉注射した.その後麻酔

として混合麻酔(ケタミン(Ketamine) (約35 mg/kg)
とキシラジン(Xylazine)(約 14 mg/kg))を筋肉注射

し,被験体を麻酔下にした．次に被験体を台の上に配

置した．この時被験体の体温低下を防ぐために被験

体の下に携帯カイロをしいた．CM に対する麻酔の

影響を考慮して，30 分放置した．その後被験体の

耳の位置とスピーカーの距離を 30 cm に保つよう

にしてスピーカーを移動させ，音刺激を提示して

CM の差を計測した． 

結果と考察

被験体は訓練が進むと頭を動かす行動と罰から

避ける行動の２種類の行動をとるようになった．音

刺激に対してまず頭を音源の方へ動かし その後罰

から避ける行動をとった．頭を動かす割合が上昇す

ると逃げる割合も上昇することが確認できた．

覚醒化で頭を動かした時の の波形を

に の変化を で評価したものをいくつかの例

を に示す．時折頭を動かしたにも関わらず

減少している試行もあったが基本的には上昇の傾

向が見られた．しかしこの の変化が単に頭を動

かした時の変化なのかそれとも音刺激に対して集

中したために起こった変化なのかを判別すること

は出来なかった

そこで，先ほどの で示したいくつかの例

のそれぞれの頭の動きと同じだけ頭とスピーカー

の位置関係を再現した時の の変化を計測し，覚

醒化での の電圧変化と麻酔下での の電圧変化

を比べた ．頭とスピーカーの位置関係が変

われば麻酔下でも覚醒化でも同じように変化した

が，覚醒化のほうが の電圧変化が大きくなって

いる傾向が見られた．その数値は平均で で標

準偏差は であった．

今回の実験では覚醒化では，麻酔下に比べて

の上昇が見られた その数値は ± であ

った この上昇が集中による の上昇である可能性

が示唆される しかし今回の実験系は誤差が出やす

く 標準偏差も であったので，仮説を検討す

るのには至らなかった．また今回使用した被験体は

生後１年以上たった個体であり 比較的に年老いた

個体であった よって老化から生じる聴力の低下や

学習能力の低下が影響した可能性も考えられる 今

後は若い個体を用いて検討する必要もあるだろう．

最後に，今回の実験では音刺激として，音圧が

というネズミにとって聴くことが容易であろう

ことが予想される音刺激の大きさのものを用いた
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の上昇が見られた その数値は ± であ

った この上昇が集中による の上昇である可能性
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個体であった よって老化から生じる聴力の低下や

学習能力の低下が影響した可能性も考えられる 今
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Fig. 3 Example of CM wave form in 1 set. In 7 out of 10 sounds, CMs 
could be measured.CM amplitude increased at 3rd sound by shaking 
gerbil’s head. The upper figure is wave form of the sound stimulus 

Fig. 4 Some examples of difference of CM amplitude under awake 
situation.

仮に集中による増幅機構が働くとしても，今回の音

刺激では音刺激が増幅せずとも十分に聴こえると

考えられるため増幅する必要がなかった可能性が

考えられる よって例えば と

いったより小さい音圧レベルの音刺激を用いて検

証すべきではなかったかと考えられる

結論

本実験の目的は集中による蝸牛の増幅機構につい

て調べることであった．今回実験では頭が動くこと

により，耳に届く音の物理量が変わることで が

変化することが示唆された．覚醒下において頭の動

きによって生じる の変化と， 

Fig. 5 Some examples of difference of CM between awake gerbils and 
gerbils under anesthesia. Each plots are difference in the same 
situation about the angle head to speaker. 

麻酔下において覚醒下と同じだけ頭とスピーカー

の位置関係を再現した時の の変化を比較すると

覚醒下の の変化の方が ± 高いという

こと分かった．これが集中による の増幅である

可能性がが示唆される．

本研究を行うにあたり協力して下さった知覚・脳

神経機構研究室の皆様に御礼申し上げます
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測定日の違いが唾液内コルチゾール濃度に及ぼす影響の検討

杉本 昌 弘

1 序章

コルチゾールは視床下部-下垂体-副腎（HPA）軸が活

性化したときに最終的に生成されるホルモンである．こ

のホルモンはストレス反応を制御するという役割におい

て，健康心理学の分野などから注目されている 1)．その

中で，コルチゾール濃度変化は慢性ストレスによる健康

被害と関係があるとされており，研究が進められている
2)3)．このコルチゾール濃度は唾液から分析することが

可能であるため，非侵襲的に計測が可能である．一般に

コルチゾールには日内で周期的な変動があるとされてお

り，起床後 30～45分で最大になり，その後緩やかに減

少し，深夜が最も少ないとされている 4)5)．このような

日内のコルチゾール濃度の変化の周期については多くの

研究が行われているが 6)7)，別の日の同じ時間帯におけ

るコルチゾール濃度の安定性について調査したものは少

ない．そこで本研究では，同じ被験者において同じ時間

帯で別の日に採取した唾液内のコルチゾール濃度がどの

程度変動するのかについて実験を行った．得られた結果

について，使用したコルチゾール分析キット由来の変動

* Institute for Advanced Biosciences,Keio University, Yamagata
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と個人における変動について検討した．

2 唾液内コルチゾール濃度の日毎の安定性の検証実験

2.1 実験目的

測定日による唾液内コルチゾール濃度の変動がどの程

度の範囲にあるのかを調査する．それによって，今後の

実験においての唾液内コルチゾール濃度変化が測定日が

異なることによるものなのか，それ以外による変化なの

かを推定する指標とする．

2.2 被験者

男性健常者において，実験の趣旨に同意を得た 15名

（22～24歳）を被験者とした．本実験において，唾液を

採取することから全被験者は非喫煙者に統一した．また，

唾液採取の 1時間前からは飲食は水のみとし，激しい運

動は控えさせた．

2.3 実験方法

各被験者から異なった 3日間の同じ時間帯で唾液を採

取した．唾液の採取は，唾液内コルチゾール濃度の日内
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度の範囲にあるのかを調査する．それによって，今後の

実験においての唾液内コルチゾール濃度変化が測定日が

異なることによるものなのか，それ以外による変化なの

かを推定する指標とする．

2.2 被験者

男性健常者において，実験の趣旨に同意を得た 15名

（22～24歳）を被験者とした．本実験において，唾液を

採取することから全被験者は非喫煙者に統一した．また，

唾液採取の 1時間前からは飲食は水のみとし，激しい運

動は控えさせた．

2.3 実験方法

各被験者から異なった 3日間の同じ時間帯で唾液を採

取した．唾液の採取は，唾液内コルチゾール濃度の日内

Fig. 1. 各被験者の唾液採取のタイミング.

変動を考慮し，最も変動が少ない 15時以降に行った．各

被験者の唾液を採取した時間について，Fig. 1に示す．

唾液の採取については，SARSTEDT社製のサリベッ

トを用いた．コットンロールを口内に 1分間保持させ，そ

の後 3000[rpm]で 2分間遠心分離し唾液を抽出した．コ

ルチゾール濃度の分析には SALIMETRICS社の 1-3002

- Cortisol Salivary Immunoassay Kit(ELISA/EIA)を用

いた．また，同キットにはControlとして高濃度と低濃

度のコルチゾールが同梱されており，これらの分析結果

からキット由来の変動を調査した．

2.4 実験結果と考察

各被験者から採取した 3回分の唾液，およびキットに

同梱されていた Controlの分析結果を Fig. 2に示す．

それぞれ吸光度をAbs，コルチゾール濃度の定量値を

Concの列に示し，各被験者およびコントロールの平均

と標準偏差（SD），変動係数（RSD）を計算した．被

験者 15人分の測定日による変動係数の平均は 32.9[%]，

Controlの変動係数の平均は 2.9[%]となった．このこと

から，測定日が異なることにより生じるコルチゾール

濃度の変動は 32.9[%]であり，そのうちコルチゾール分

析キット由来の変動は 2.9[%]であるという結果となっ

た．したがって，唾液内コルチゾール濃度変化において

経日変化を見るような実験をする場合は，その変化率が

32.9[%]以内であればその要因は測定日による誤差であ

る可能性があるということが示唆された．また，それぞ

れの被験者の唾液内コルチゾール濃度の定量値の分散が

大きいことから，唾液内コルチゾール濃度の定量値の多

寡は個人差が大きく影響するということが示唆された．

今後はより実験環境などを統制し，分析結果の誤差の要

因を詳細に推定する必要がある．

3 まとめ

本実験では，異なる日の同時刻に測定された唾液内コ

ルチゾール濃度がどの程度変動するのかについて調査し

た．3日間の検証実験（N=15）により，測定日が異な

ることにより生じた唾液内コルチゾール濃度の変動係数

の平均は 32.9[%]であった．したがって，今後唾液内コ

ルチゾール濃度の経日変化を調査する場合は，32.9[%]

以内の変化であればその変化の要因は測定日による誤差

である可能性が示唆された．
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Fig. 2. 吸光度と定量値.
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左右手運動想起中の脳波識別における空間フィルタの最適化

廣安　知之

1 はじめに

自動車の自動運転の技術向上においては、脳機能情

報を利用する Brain Computer Interface (BCI)の活用

が期待されている．BCIの一種である運動想起型 BCI

(Moter-Imagery based BCI:MI-BCI)は運転者の運動を

想起することで外部機器の操作を可能にする．このMI-

BCI では EEG (Electroencephalogram) 等の非侵襲計

測機器を用いて脳活動情報を取得し，運動想起に関連

する脳活動を認識・識別することで外部機器の操作を行

う．しかしながら，非定常的な脳活動から運動想起のよ

うな，ある特定の脳活動パターンを識別することは困難

とされており，実用化のために識別精度の改善が求めら

れている．そこで本研究では EEGを用いて取得された

脳波から効率的に特徴量を抽出し，左右手運動想起の識

別精度向上を目指す．

MI-BCIでは精度向上ため，前処理で行う Bandpass

Filter (BF)の通過帯域幅が重要である．この帯域は経

験的に 7-30Hzが用いられてきた．しかしながら，被験

者や実験環境によってもこの通過帯域幅は異なることか

らBFの帯域を最適化することが本研究分野での課題と

なっている．この問題に対して先行研究では 4Hz-40Hz

の帯域において 4Hzスケールの BFを 2Hz ごとにオー

バラップ処理しながら特徴量を抽出し，識別を行ってい

る 1, 2)．しかし，この 4-40Hzという帯域は個人差を全
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く考慮しておらず，不必要な特徴量を抽出することで識

別精度を低下させている可能性がある．そこで本研究で

は，この帯域を被験者に適合した帯域へと最適化する手

法を提案する．この通過帯域を最適化する対象として本

稿では Sparse filter band CSP (SFBCSP)を用いる．

2 空間フィルタ帯域を最適化したMI-BCIの提案

2.1 提案手法概要

本提案手法の概略図を Fig. 1に示す．提案手法では，

被験者に適した大局的な周波数帯域を探索するためGe-

netic Algolithm (GA)を用いて最適化を行う．次にGA

によって最適化された帯域内において 4Hzスケールの

BF をオーバラップ処理し，各フィルタから Common

Spatial pattern (CSP)を用いて特徴量抽出を行う．次

に，その中から運動想起に関連する重要な特徴量のみ

を抽出するため Lasso 回帰を用いて BF のスパース化

を行い，この BFによって得られた運動想起に関連する

重要な CSP特徴量のみを用いて非線形 Support Vector

Machine (SVM)を用いて識別率を求める．

2.2 Common Spatial Pattern

本手法では，運動想起に関連する特徴量を抽出するた

めに CSPを用いる．CSPは各電極から得られる脳波に

対応した空間重み係数を求める．この空間重み係数によ
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り抽出された信号は，クラス間の分散比が最大となる．

そのため，SN比が低い状態の脳波に対しても刺激や運

動に関連した成分を効率的に抽出することが出来る．

2.3 Lasso回帰によるスパース化

Lasso回帰は L1正則化項もった線形回帰モデルのこ

とを指し，CSPの重要な特徴量のみを抽出するフィル

タ係数を推定する．その際，運動想起に関連しないとさ

れる CSP特徴量はフィルタ係数によりスパース化され

る．本稿では，このフィルタ帯域内のスパースの度合は，

SVMの識別率が最も高くなるように調整する．Lasso回

帰を式 (1)に示す．

u = argmin ||Fu− y||22 +λ ||u||1 (1)

ここで F は CSP特徴量の空間フィルタバンク，uは推

定されるスパースなフィルタ係数，yは左右運動想起の

教師ベクトル {1, 2}，λはスパースの度合を調整するた
めのパラメータである．

2.4 GAによる帯域最適化

GAは遺伝的操作を繰り返すことで，問題に適した良

好な個体 (解候補)を生成する最適化アルゴリズムであ

る．本稿では，評価関数に SFBCSPの識別率，設計変数

に大局的な周波数帯域の下限遮断周波数とその帯域幅，

制約条件として周波数帯域が 50Hz以下になるように設

定した．本稿では，GAを用いることで SFBCSPの識

別結果が最も高くなるような大局的な周波数帯域に最適

化を行う．

3 提案手法の有効性の検証

3.1 実験データセット

本実験ではBCI Competition IVにおいて，提供され

たデータセット IIbを用いる．本データセットは 9名の

健常者を対象に，左右手運動想起時の脳波を記録したも

のである．サンプリング周波数に 250Hz，ノイズ除去に

0.5-100Hzの BF，及び，ノッチフィルタを使用してい

る．計測チャンネルは基準電極として左耳朶，設置電極

として Fz，探査電極として C3，Cz，C4を用いる．本

計測実験にて被験者は 4秒間の左右の手の運動想起をそ

れぞれ 80回ずつ行う．

3.2 実験概要

本実験では，GAにより被験者に適合した大局的な周

波数領域の最適化を行った後，この帯域を用いて既存手

法との比較実験を行った．比較手法は CSP，SFBCSP，

提案手法の 3つである．本実験には被験者 9名の運動想

起区間における 0.5-2.5秒の脳波データから特徴量抽出

を行った．

3.3 実験結果

被験者 9名における各手法の識別率の比較結果を Fig.

2に，提案手法によって最適化した周波数帯域を Fig. 3

に示す．識別結果より提案手法は既存手法に対して高い

識別結果が得られた．Fig. 3からは，最適な周波数帯域

は被験者によって異なることが確認できる．このことか

ら，各被験者に適合したフィルタ帯域の最適化により，

Lasso回帰におけるフィルタ係数 uの推定精度が向上し

たと考えられる．また，これらの大局的な周波数は既存

手法で用いられていた 4-40Hzの周波数帯域よりも狭い

周波数領域であることから，本提案手法のフィルタ帯域
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Fig. 2. Result of classification accuracy.

Fig. 3. Result of Frequency bandwidth.

最適化により，実際の BCIにおけるリアルタイム処理

では従来よりも少ない処理回数で，高い識別精度が得ら

れることが示唆された．

4 まとめ

本稿では，左右手運動想起中の脳波の識別精度を向上

させるために，GAと SFBCSPを用いた空間フィルタ

の最適化手法を提案した．実験では，異なる手法間での

識別結果の比較を行った．結果，本提案手法は既存手法

に対して高い識別結果が得られた．また，最適化された

大局的な周波数帯域においては，全ての被験者に対して

異なる帯域をもつことが確認できた．このことから本提

案手法は従来よりも実際のリアルシステム上では少ない

処理回数で高い識別精度を持った BCIアルゴリズムで

あることが示唆された．

謝辞

本研究の一部は「文部科学省私立大学戦略的研究基

盤形成支援事業」（平成 26 年～平成 30 年，事業番号

S1411030）の支援のもとに行われた．ここに記して謝

意を表する．

参考文献

1) Yu Zhang, Guoxu Zhou, Jing Jin, Xingyu Wang, and

Andrzej Cichocki. Optimizing spatial patterns with

sparse filter bands for motor-imagery based brain-

computer interface. Journal of Neuroscience Methods,

Vol. 255, pp. 85 – 91, 2015.

2) Q. Novi, Cuntai Guan, T.H. Dat, and Ping Xue.

Sub-band common spatial pattern (sbcsp) for brain-

computer interface. In Neural Engineering, 2007. CNE

’07., pp. 204–207, 2007.

363



Optimization of Spatial Filter for EEG Signal Distinction of Right and
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左右手運動想起中の脳波識別における空間フィルタの最適化

廣安　知之

1 はじめに

自動車の自動運転の技術向上においては、脳機能情

報を利用する Brain Computer Interface (BCI)の活用

が期待されている．BCIの一種である運動想起型 BCI

(Moter-Imagery based BCI:MI-BCI)は運転者の運動を

想起することで外部機器の操作を可能にする．このMI-

BCI では EEG (Electroencephalogram) 等の非侵襲計

測機器を用いて脳活動情報を取得し，運動想起に関連

する脳活動を認識・識別することで外部機器の操作を行

う．しかしながら，非定常的な脳活動から運動想起のよ

うな，ある特定の脳活動パターンを識別することは困難

とされており，実用化のために識別精度の改善が求めら

れている．そこで本研究では EEGを用いて取得された

脳波から効率的に特徴量を抽出し，左右手運動想起の識

別精度向上を目指す．

MI-BCIでは精度向上ため，前処理で行う Bandpass

Filter (BF)の通過帯域幅が重要である．この帯域は経

験的に 7-30Hzが用いられてきた．しかしながら，被験

者や実験環境によってもこの通過帯域幅は異なることか

らBFの帯域を最適化することが本研究分野での課題と

なっている．この問題に対して先行研究では 4Hz-40Hz

の帯域において 4Hzスケールの BFを 2Hz ごとにオー

バラップ処理しながら特徴量を抽出し，識別を行ってい

る 1, 2)．しかし，この 4-40Hzという帯域は個人差を全

* Faculty of Medical Information Science,Doshisha University, Kyoto
Telephone : +81-774-65-6932,E-mail : tomo@is.doshisha.ac.jp

く考慮しておらず，不必要な特徴量を抽出することで識

別精度を低下させている可能性がある．そこで本研究で

は，この帯域を被験者に適合した帯域へと最適化する手

法を提案する．この通過帯域を最適化する対象として本

稿では Sparse filter band CSP (SFBCSP)を用いる．

2 空間フィルタ帯域を最適化したMI-BCIの提案

2.1 提案手法概要

本提案手法の概略図を Fig. 1に示す．提案手法では，

被験者に適した大局的な周波数帯域を探索するためGe-

netic Algolithm (GA)を用いて最適化を行う．次にGA

によって最適化された帯域内において 4Hzスケールの

BF をオーバラップ処理し，各フィルタから Common

Spatial pattern (CSP)を用いて特徴量抽出を行う．次

に，その中から運動想起に関連する重要な特徴量のみ

を抽出するため Lasso 回帰を用いて BF のスパース化

を行い，この BFによって得られた運動想起に関連する

重要な CSP特徴量のみを用いて非線形 Support Vector

Machine (SVM)を用いて識別率を求める．

2.2 Common Spatial Pattern

本手法では，運動想起に関連する特徴量を抽出するた

めに CSPを用いる．CSPは各電極から得られる脳波に

対応した空間重み係数を求める．この空間重み係数によ
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り抽出された信号は，クラス間の分散比が最大となる．

そのため，SN比が低い状態の脳波に対しても刺激や運

動に関連した成分を効率的に抽出することが出来る．

2.3 Lasso回帰によるスパース化

Lasso回帰は L1正則化項もった線形回帰モデルのこ

とを指し，CSPの重要な特徴量のみを抽出するフィル

タ係数を推定する．その際，運動想起に関連しないとさ

れる CSP特徴量はフィルタ係数によりスパース化され

る．本稿では，このフィルタ帯域内のスパースの度合は，

SVMの識別率が最も高くなるように調整する．Lasso回

帰を式 (1)に示す．

u = argmin ||Fu− y||22 +λ ||u||1 (1)

ここで F は CSP特徴量の空間フィルタバンク，uは推

定されるスパースなフィルタ係数，yは左右運動想起の

教師ベクトル {1, 2}，λはスパースの度合を調整するた
めのパラメータである．

2.4 GAによる帯域最適化

GAは遺伝的操作を繰り返すことで，問題に適した良

好な個体 (解候補)を生成する最適化アルゴリズムであ

る．本稿では，評価関数に SFBCSPの識別率，設計変数

に大局的な周波数帯域の下限遮断周波数とその帯域幅，

制約条件として周波数帯域が 50Hz以下になるように設

定した．本稿では，GAを用いることで SFBCSPの識

別結果が最も高くなるような大局的な周波数帯域に最適

化を行う．

3 提案手法の有効性の検証

3.1 実験データセット

本実験ではBCI Competition IVにおいて，提供され

たデータセット IIbを用いる．本データセットは 9名の

健常者を対象に，左右手運動想起時の脳波を記録したも

のである．サンプリング周波数に 250Hz，ノイズ除去に

0.5-100Hzの BF，及び，ノッチフィルタを使用してい

る．計測チャンネルは基準電極として左耳朶，設置電極

として Fz，探査電極として C3，Cz，C4を用いる．本

計測実験にて被験者は 4秒間の左右の手の運動想起をそ

れぞれ 80回ずつ行う．

3.2 実験概要

本実験では，GAにより被験者に適合した大局的な周

波数領域の最適化を行った後，この帯域を用いて既存手

法との比較実験を行った．比較手法は CSP，SFBCSP，

提案手法の 3つである．本実験には被験者 9名の運動想

起区間における 0.5-2.5秒の脳波データから特徴量抽出

を行った．

3.3 実験結果

被験者 9名における各手法の識別率の比較結果を Fig.

2に，提案手法によって最適化した周波数帯域を Fig. 3

に示す．識別結果より提案手法は既存手法に対して高い

識別結果が得られた．Fig. 3からは，最適な周波数帯域

は被験者によって異なることが確認できる．このことか

ら，各被験者に適合したフィルタ帯域の最適化により，

Lasso回帰におけるフィルタ係数 uの推定精度が向上し

たと考えられる．また，これらの大局的な周波数は既存

手法で用いられていた 4-40Hzの周波数帯域よりも狭い

周波数領域であることから，本提案手法のフィルタ帯域

365



Fig. 2. Result of classification accuracy.

Fig. 3. Result of Frequency bandwidth.

最適化により，実際の BCIにおけるリアルタイム処理

では従来よりも少ない処理回数で，高い識別精度が得ら

れることが示唆された．

4 まとめ

本稿では，左右手運動想起中の脳波の識別精度を向上

させるために，GAと SFBCSPを用いた空間フィルタ

の最適化手法を提案した．実験では，異なる手法間での

識別結果の比較を行った．結果，本提案手法は既存手法

に対して高い識別結果が得られた．また，最適化された

大局的な周波数帯域においては，全ての被験者に対して

異なる帯域をもつことが確認できた．このことから本提

案手法は従来よりも実際のリアルシステム上では少ない

処理回数で高い識別精度を持った BCIアルゴリズムで

あることが示唆された．
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GC-MSによる呼気分析の基礎的研究： 

ドライバーのストレスモニタリングに向けて 

大江洋平・吉仲壮真・佐野大成・太田哲男 

1. はじめに

人は，ストレスを受けることにより状態が変化す

る．この変化は，本人が自覚する場合や外から見て

わかる場合もあるが，客観的な判断方法の確立が必

要とされる．そのため, 近年, 疾病予防などの観点

からストレスの評価法に注目が集まっており，それ

らは主に唾液中のコルチゾール, アミラーゼを指標

としている.1) コルチゾールは, ストレスとの関連

で最も研究されている物質であり，心理的・身体的

な健康状態を考える上でも重要なホルモンである.2)

アミラーゼは唾液に含まれるグリコシド結合を加

水分解する化酵素であり, 交感神経系の直接神経作

用とノルアドレナリン作用の両作用で分泌され, ス

トレスにより増加することが知られている.3) 

一方，乗用車保有台数および運転免許保有者数は

年々増加傾向にあり,ドライバーのストレスもそれ

に伴い増加すると考えられる．運転中のストレスは

危険運転さらには事故を誘発することになるため，

運転中のドライバーのストレス計測や異常に関す

る警鐘のフィードバックが事故防止につながると

期待できる. しかし，上述のストレス測定法は，唾

液サンプルの採取が車の運転中などにおいて困難

であるなど, 現実的ではない． 

そこで，本研究ではストレス計測の試料として，

呼気に焦点を当てた. 呼気は呼吸をしている以上, 

常に体外に排出されるため非侵襲を保てる．また，

唾液成分の変動に伴い，そこにも何らかの成分変化

が起こると考えている．本研究の全体像としては，

呼気やその揮発成分が呼気に含まれる唾液などの

非侵襲的に得られる試料に含まれる物質を分析し，

そこで得られた新たなストレスマーカやその特徴

量を反映した簡便な測定法の検討へと展開し，最終

的には，運転中ストレスのリアルタイム測定を実現

し，安全運転システムの構築の一助になることを目

的としている．本研究では，多数の呼気中物質情報

を得るための基礎的な研究として，採取した呼気の

GC-MS への導入段階を中心に様々な検討を行い，

ある一定の成果を得たので以下に報告する． 

2. 装置および実験方法

2.1 装置およびサンプル 

2.1.1 GC-MS 

 ガスクロマトグラフ質量分析計 (GC-MS，島津製

作所社製 GC-2010/PARVUM 2 システム)に，サーマル

ディソープションシステム（島津製作所社製 TD-20）

を連結し，呼気等の分析に用いた (Fig.1)． 

Fig.1 GC-MS システム(左から，PARVUM2, GC-2010, 

TD-20, PCモニタ)． 

2.1.2 呼気サンプル 

 呼気サンプルは，被験者の呼気を捕集バックに直

接吹き込み，特に保存することなく，そのまま使用

した． 

2.2 実験方法 

2.2.1 呼気サンプルの分析 

 呼気を二つ口 PVDF サンプリングバッグ 1L に入

れ, シリコンチューブで捕集管と接続し, 一方はミ

ニポンプの IN側と接続し,以下に示す Method A～C

によって捕集管に吸着させた .その後 , Thermal 

Desorption System のサンプルトレイに, 捕集管を乗

せ, 加熱脱離を行い, GC-MS により分析した． 
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3. 結果および考察

3.1 吸着メソッドの検討 

従来法である呼気入りのサンプリングバッグと

捕集管 (Tenax TA), ポンプをシリコンチューブで

接続し, ポンプでバッグに入っている呼気を吸い込

むことで捕集管に吸着させる方法  (Method A, 

Fig.2)により，呼気の GC-MS 分析を行ったところ，

Tridecane (b.p. = 234°C) やHeptadecane (b.p. = 302°C), 

Nonanal (b.p. = 195℃), 2-Nonenal (b.p. = 205°C)とい

った複数の有機化合物が検出された．2-Nonenal は

呼気中にも含まれ，その含有量により口臭の原因に

なる物質である．これらの結果は，呼気中のある程

度以上の沸点をもつ揮発性物質をこのシステムで

測定できる一方で，呼気中に含まれていてもよい

Acetone (b.p. = 56°C) や isoprene (b.p. = 34°C) など

は観測されなかったという問題点も挙げられる．そ

こで，これらの改善を図るため，ポンプの OUT 側

をバッグのもう片方の口に接続することでバッグ-

捕集管-ポンプ系の循環系をつくって吸着させる方

法（Method B）, ポンプの OUT 側に空のバッグを

接続し, 空のバッグの容量が気体で満たされれば

元々呼気で満たされていたバッグを入れ替える方

法（Method C）の二つの方法を検討した．その結果, 

Method A と比べて Method B では，一部の物質にお

いてサイクル時間を延ばすほどピークが強く出る

ことが分かった (Fig.3 (a) vs (b) and (c)). この結果

は，従来法のように一度だけ捕集管を通じる方法で

は十分に吸着できない成分があることを示してい

る．また， Method C (5 セット, 10 セット)で吸着さ

せたところ， Method A と比較してバッグを入れ替

える回数を増やせば増やすほどピークが強く出る

ことが分かった (Fig.3 (a) vs (d) and (e)).  

3.2. Tenax TA 管と Tenax TA/活性炭管との比較 

一般的に Tenax TA 管は幅広い有機化合物の吸着

に優れているが，低沸点領域の化合物の吸着は活性

炭の方が優れている場合がある．そこで， Tenax TA

と活性炭の混合物が入った捕集管（TenaxTA/活性炭

管）を用いて検討することにした．吸着させる方法 

Method A 

Method B 

Method C 

Fig.2 Absorption Methods. 

としては，上記の検討で好成績であった Method C 

(10 セット) を用いた. その結果，Tenax TA/活性炭

管を用いた時の物質のピークが Tenax TA 管に比べ

て強く, 特に保持時間 5～10分の区間でTenax TA管

と比較してピークが強く出る化合物の存在を確認

することができた．この結果より，本呼気分析にお

いては，Tenax TA/活性炭管の方が適しているといえ

る. 次いで, 主なピークに対応する物質を決定する

目的で, まず, それらを類似度検索で化合物を推定

し, 推定された化合物を個別に GC-MS 分析を行い, 

そのマススペクトルと比較した結果 , Hexanal 

(b.p.=131oC), Nonanal などの脂肪族アルデヒド , 

n-butyl acetate (b.p.=126oC)など報告されている呼気

由来の成分や，上述で問題点として取り上げた低沸
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点化合物の Acetone や酢酸も確認された． 

４．結論 

本実験では, ドライバーのストレスモニタリング

を目的とした GC-MS 条件, 測定方法の検討を行っ

た. 実験系に用いたポンプによる影響も考慮しなけ

ればならない可能性があるが, 捕集管を Tenax TA/

活性炭管に変更することで, Hexanal, Nonanalなどの

長鎖アルデヒド, n-butyl acetate および Acetone や酢

酸といった呼気中低沸点成分の捕集に成功し，呼気

中から多くの物質情報が得られるようになった．本

法を用いてストレスタスク下での呼気情報を蓄積，

解析し，ストレスと呼気との関連を探っていくこと

が今後の課題である． 

５．参考文献 

1) 井澤修平, 城月健太郎, 菅谷渚, 小川奈美子, 鈴

木克彦, 野村忍, 日本補完代替医療学誌, 2007, 4,

91-101.

2) BS McEwen, Neuropsychopharmacology, 2000, 22,

108-124.

3) 山口昌樹，日本薬理学雑誌，2007, 129(2), 80-84.

Fig.3 Total Ion Chromatogram of Breath Sample. (a) 

Method A. (b) Method B (5 min). (c) Method B (10 

min). (d) Method C (5 times). (e) Method C (10 times). 
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Adaptive Sensitivity Shift in Auditory Periphery Modulated by Attention 

Hiroyuki Miyawaki, Kohta I. Kobayasi 

(Received Feburary 28, 2016) 

It has been well documented that a cochlea respond to sound nonlinearly.  For example, the amplification 
mechanism takes place at a very peripheral level, cochlear hair cell, when we perceive weak sounds.  It is, 
however, still not known whether the amplification can be controlled by the attention.  The purpose of this 
experiment is to investigate the cochlear amplification in animal model.  Cochlear microphonics (CM) was 
measured to evaluate the cochlear response in Mongolian gerbils (Meriones unguiculatus).  For measuring CM, a 
silver electrode was implanted on the round window of a cochlea.  Animals were trained to associate certain 
sound stimulus to concurrent mild electrical shock, so as to attend the sound stimulus.  As training results, they 
began to move their head when the sound stimulus was presented. This action was able to be regarded as attention 
of the animals to the sound stimulus.  Comparing the CM before and after the action, significant change in CM 
amplitude was observed.  As the head movement inevitably affects physical amplitude of sound reaching the ear 
of interest, we evaluated the deviation the movement could cause by measuring CM response in anesthetic 
animals while changing position of a speaker around the animal’s head.  After deducting the deviation, effect of 
attention in CM response was still 1.9 dB.  The result suggests that the attention could modulate the auditory 
sensitivity at the peripheral level (i.e., outer hair call). 

Key words：amplification mechanism of cochlea, efferent control 

キーワード：蝸牛の増幅機構, 遠心性制御 

注意が及ぼすスナネズミの聴覚抹消の感度への影響 

宮脇 弘之, 小林 耕太 

1．はじめに 

 生物の感覚系は，外界を正しく認識するために，

同時に起きる様々な刺激を分離・解釈する必要があ

る．そのためには，意味のある刺激（信号）を意味

のない刺激（ノイズ）より分離することが不可欠で

ある．感覚情報処理のどのレベル（末梢から中枢）

で，信号とノイズの分離がなされるかについては未

だ殆ど明らかされていない．近年の様々な研究によ

り“注意”によって感覚感度が変化する可能性が示唆

さている．本研究では聴覚のモデル動物であるスナ

ネズミ(Meriones unguiculatis)を対象に，聴覚末梢

の感度が“注意”によって変化するか否かを検討した． 

スナネズミはコミュニケーションに音声を用い

ることが分かっている．この音声は周波数帯域によ

って分類可能であり，人間の可聴域と重なる帯域に

属する音声もあれば，超音波領域に属する音声も存
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在する 1)．スナネズミは主に他個体とのコミュニケ

ーションでは超音波領域に属する音声を使うが，先

行研究ではスナネズミのオーディオグラムにおい

て超音波領域の閾値は 20kHz 以下の閾値より高い

ことが分かっている 2)．なぜ閾値の高い領域の音声

をコミュニケーションに使うことが可能なのか分

かっていない．一つの仮説として蝸牛の増幅機構が

挙げられる．これは蝸牛の非線形性機構の一つであ

り，小さな音を能動的に増幅する働きのことである．

本研究では，スナネズミが集中して音を聴くと蝸牛

の増幅機構が働き，聴覚感度が上昇する可能性を検

討した． 

実験は，音に対して集中した際の蝸牛における増

幅機構を検討することを目的とした．まずスナネズ

ミに音に集中させるためには音に意味を持たせる

ため，音に罰を関連付ける訓練を行うことにより，

スナネズミが音に対して何らかの行動をするよう

になると考えた．その時スナネズミは音に対して意

味を持ったとみなすことができ，音に対して集中し

たと定義した．また，蝸牛の働きを検討するために

蝸牛マイクロフォン電位(Cochlear microphonics: 

CM)を指標として増幅機構を調べた．蝸牛マイクロ

フォン電位とは内耳の聴覚器官である蝸牛に到達

した音や音声の周波数，強さ，時間の 3 つの情報を

忠実に再現している電気的な信号である．蝸牛内に

ある有毛細胞の受容器電位が統合されたものであ

り，蝸牛の機能を知る面で有効な手段の一つである． 

今回実験を行ったところ，後述するがスナネズミ

の頭が動くことによって耳に届く音の物理量が変

わり，CM の値を比較することが困難であった．そ

こで２つ目の実験としてスナネズミを麻酔下にお

き，覚醒下における頭の運動による耳とスピーカー

の位置関係の変化を再現して CM の変化を計測し

た．この２つ目の実験の目的はスナネズミの意識が

ない麻酔下で計測したCMの変化と覚醒下でのCM

の変化を比較して，頭の動きによる CM の変化の成

分を除去することである．しかしこれらの実験結果

では誤差が大きく出てしまった．そこで３つ目の実

験としてスナネズミに装着するヘッドホンを用い

る実験を行った．この３つ目の実験の目的はヘッド

ホンを用いて提示する音圧レベルを安定させて誤

差を小さくして計測することである． 

2．実験手法 

2．1 実験１ 覚醒下での自由行動下の集中による CM

の変化の計測 

2.1.1 CM電極留置手術 

被験体として週齢 72週間のスナネズミ 2匹を用い

た．CM を測定するために CM 測定用電極を正円窓

周辺に留置する手術を行った．記録電極と基準電極

は IC ソケットに固定し，頭蓋に接着した．その作

業の後，被験体が覚醒下でも CM が測定出来るよう

にするために，IC ソケットを露出させ，その他の

部分は縫合糸により縫合した． 

2.1.2 装置と音刺激 

音刺激として 5 kHz のトーンバーストを制作した．

継続時間は 0.2 s で，立ち上がりと立ち下がりは

0.02 s である．このトーンバーストを時間間隔 0.2 s

で 10 回繰り返し，これを 1 試行とした．そして 1

日にこの試行を 20 回行った．試行と試行の時間間

隔は 56.4 s である(Fig. 1)． 

(a) 

(b) 

Fig. 1 Temporal pattern of sound stimulus (a):Tone burst. Duration:0.2 
s, Rise/Fall time:0.02 s, Frequency:5 kHz, 70 dB SPL. (b):Image of 20 
sets of sound stimuli. 1 set is 10 tone bursts. Time interval to the next 
set is 56.4 s. Electrical shock was presented during the time interval. 
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Fig. 2 Experimental environment. A speaker was placed 30cm above 
gerbil’s ear. 

実験は防音装置の中にスピーカーが設置された実

験用ケージの中で行われた．オペラント条件付けに

電気ショックを用いるため，実験用ケージに電気シ

ョック装置を設置し，床と台の２つの領域を作った

(Fig. 2)．またそれぞれに電気ショックを与えられ

るようにした．電圧は 112 V DC である． 

2.1.3 訓練 

訓練は，1 試行の音刺激を提示し，音刺激が終了

した直後，音刺激が提示された時に被験体がいた方

の領域(床か台)に電気ショックを与えた．この時，

被験体が，音刺激が提示されている間に別の領域に

移動することが出来れば訓練は成功とみなした．逆

に被験体が音刺激が提示されている間に移動する

ことが出来なかった時は罰を与えた．  

2.1.4 計測と解析 

計測する際は，測定機器を保護するために被験体

に電気ショックを与えた時はその直前に被験体と

生体アンプを切断した．また後述するが，今回被験

体は音刺激に対してまず頭を動かすという行動を

とったため，この行動が集中に関わる行動であろう

と考えた．そこで頭を動かす直前の CM 波形と動か

した直後の CM 波形の差を dB で評価した． 

2.2 実験 2 麻酔下での頭の動きによる CMの変化

の計測 

2.2.1 被験体と音刺激 

実験１で用いた被験体を用いた．また音刺激も実

験１で用いたものを用いた． 

2.2.2 実験環境 

実験 1 で用いた機材を用いた．防音箱のなかにケ

ージの床と台の部分のみを配置した．防音箱内部を

自由に動かせるように，スピーカーを防音箱の内部

に引っ掛けることのできる木の板に金網で括りつ

けた． 

2.2.4 実験手順 

まず麻酔前投薬として硫酸アトロピン(Atropine 

Sulfate)，(約 0.7 mg/kg)を筋肉注射した．その後麻

酔として混合麻酔(ケタミン(Ketamine)，(約 35 

mg/kg)とキシラジン(Xylazine)，(約 14 mg/kg))を

筋肉注射し，被験体を麻酔下にした．次に被験体を

台の上に配置した．この時被験体の体温低下を防ぐ

ために被験体の下に携帯カイロをしいた．CM に対

する麻酔の影響を考慮して，30 分放置した．その

後被験体の耳の位置とスピーカーの距離を 30 cm

に保つようにしてスピーカーを移動させて，音刺激

を提示して CM の差を計測した． 

2.3 実験 3 ヘッドホンを用いた時の他個体に対す

る集中による CMの変化の計測 

2.3.1 実験装置と音刺激 

実験 1と実験 2の結果よりこれらの実験系では誤

差が出やすいと判断したため，より誤差の少なくな

る実験系として被験体に装着したヘッドホンから

音を提示する方法を考えた．このヘッドホン

(Fig.3)は被験体に対して提示する音圧レベルの誤

差が±0.5 dBになるように作った．音刺激には 50

～65 dBのスナネズミのグリーティングコールと喧

嘩するときに発する音声を用いた． 

Fig. 3 A headphone system for gerbil. A miniature headphone 
developed for auditory prosthesis was utilized. 

2.3.2 実験手順 
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まずヘッドホンを装着した被験体を一匹の状態に

して音刺激を提示した．次に麻酔をかけて眠らせた

別の個体と一緒にして音刺激を提示した． 

3.結果と考察

3.1 実験 1と実験 2 

被験体は訓練が進むと頭を動かす行動と罰から

避ける行動の２種類の行動をとるようになった．音

刺激に対してまず頭を音源の方へ動かし，その後罰

から避ける行動をとった．頭を動かす割合が上昇す

ると逃げる割合も上昇することが確認できた． 

CM の変化が単に頭を動かした時の変化なのかそ

れとも音刺激に対して集中したために起こった変

化なのかを判別することは出来なかった． 

そこで，それぞれの頭の動きと同じだけ頭とスピ

ーカーの位置関係を再現した時の CMの変化を計測

して，覚醒化での CM の電圧変化と麻酔下での CMの

電圧変化を比べた(Fig. 5)．覚醒化では，麻酔下に

比べて CMの上昇が見られた．その数値は 1.9dB±

3.7 dBであった．この上昇が集中による CMの上昇

である可能性が示唆される．しかし今回の実験系は

誤差が出やすく，標準偏差も数値に対して大きかっ

たので実験で目指した仮説にはふさわしくなかっ

たと考えられる． 

Fig. 4  Example of CM wave form in 1 set. In 7 out of 10 sounds, 
CMs could be measured.CM amplitude increased at 3rd sound by 
shaking gerbil’s head. The upper figure is wave form of the sound 
stimulus 

Fig. 5  The average of CM amplitude under different conscious 
level.

3.2 実験 3 

 実験中被験体は刺激音に対してグリーティング

コールと思われる発声をした．これを刺激音のグリ

ーティングコールに対して返事をしたと考え刺激

音に対して集中していたと考えた． 

 CMの計測を行ったところ刺激音がグリーティン

グコールの時は一匹でいる状況より二匹でいる状

況の方が CM の上昇が見られた．その上昇の平均は

1.94 dBであった．刺激音が喧嘩の時に発声する音

声の場合 CM の上昇は確認出来なかった． 

Fig. 6 Difference of CM amplitude with the greeting call and the 
agonistic call in different social context. 

4.結論

本実験の目的は集中による蝸牛の増幅機構につい

て調べることであった．覚醒下において頭の動き

によって生じる CM の変化と，麻酔下において覚醒

下と同じだけ頭とスピーカーの位置関係を再現し

た時の CMの変化を比較すると覚醒下の CMの変化の

方が約 2 dB 高いということ分かった．またヘッド

ホンからコミュニケーション音声を提示したとき

に一匹でいるのに比べて二匹でいる方が CMが約 2 
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dB 大きくなることが分かった．これらの結果の 2  

dB の上昇が集中による CMの増幅である可能性があ

る． 
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ストレス時における脳活動状態と唾液内代謝物質の関係

杉本 昌弘

1 はじめに

自動車運転時には，様々なストレス刺激が存在し，こ

れらは運転への集中の低下や意思決定などに影響を与え

る可能性がある．また慢性的にストレス状態であること

は，精神疾患の発症の促進や症状の悪化に影響すること

が知られている．これらの状況から自分のストレス時の

状態を把握し対応することが望まれるが，ストレスは個

人差や状況など多因子が関係した複雑な状態であるため

診断が難しく，またストレスの定義自体あいまいである．

ストレスの指標としてはコルチゾール等のホルモンや

ストレスに関連する脳領域が注目されている 1)．これら

の研究はコルチゾール濃度の多寡によって被験者のスト

レス状態を分類し，その分類間の脳活動の差を調査して

いる．しかし前述した通り，ストレス状態は多様である

ためコルチゾール濃度のみからストレス状態を定義する

ことは適切でない可能性が考えられる．また近年，分析

機器や技術の発展から唾液内代謝物質の濃度を網羅的に

分析することが可能となっている．唾液は簡便に採取で

き，かつ内分泌の制御は脳を起点として行われているた

め，脳活動やストレスとの関連が期待されるがまだ解明

されておらず，それを調査する手法も確立されていない．

そこで本研究では principal component analysis

（PCA）と教師なし学習を組み合わせた提案手法を用い

て，特定の領域に限定しない全脳の脳活動情報から被験

* Institute for Advanced Biosciences,Keio University, Kyoto
E-mail : tomo@is.doshisha.ac.jp

者の状態を定義する．そして，得られた被験者のラベル

と紐づく唾液内代謝物質を調査することによって，脳活

動と関連のある唾液内代謝物質を同定するというアプ

ローチを採用する．

2 脳活動と唾液内代謝物質の関係解析手法

本提案手法は脳活動データから被験者の分類を定義

し，その分類に紐づく代謝物質を同定することで脳活動

と関連する代謝物質を推定するものである．既存の研究

ではストレスとの関係が既知である特定の物質や脳領域

のみに着目していたことに対して，本手法は全脳を対象

として前提条件を必要としない教師なし学習を適用する

ことで，より客観的かつ複合的な分類が得られるという

特徴を持つ．提案手法の流れを下記に示す．

Step.1 脳活動状態の分類

まず設定された実験タスク中の脳活動を functional

magnetic resonance imaging（fMRI）を用いて計

測し，それぞれの脳領域に含まれる賦活ボクセル数

を算出する．ここで 1つの脳活動データは 116種類

の脳領域の賦活ボクセル数という 116次元の特徴を

持つが，PCAによってそれを累積寄与率が 80[%]

以上になる次元まで削減し，得られたスコアを特徴

量として k-means法を用いて被験者を 2クラスに
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Fig. 1. Timeline of this study.

分類する．

Step.2 関連代謝物質の同定

実験前後の唾液サンプルのそれぞれの代謝物質濃度

からArea under the curve with respect to ground

（AUCG）とArea under the curve with respect to

increase（AUCI）2)を算出する．AUCGはその物

質がどの程度の濃度でどれだけの時間体内に影響を

与えたのか，AUCI はその物質の濃度変化の度合い

を表す．この 2つの値をそれぞれ特徴量として，脳

活動と同じ分類が得られる代謝物質を同定する．

3 提案手法に対する評価実験

3.1 実験概要

本実験の目的は，ストレス時の脳活動と唾液内代謝物

質データに対して提案手法を適用することによって被験

者のストレス状態の分類を定義すること，そしてその分

類と紐づく唾液内代謝物質を調査し，本手法の有効性を

検討することである．

本実験では健常男性 11名に対して，ストレス時の脳

活動を fMRIを用いて計測した．そしてその中の 8名の

被験者に対して，ストレス刺激の前後に 8 回唾液を採

取し唾液内代謝物質濃度の変化を分析した．ストレス刺

激のための実験タスクとしてMontreal Imaging Stress

Task（MIST）を採用した．MISTは成績や制限時間に

関するプレッシャーを与えつつ計算課題をさせることに

よってストレス状態を作るもので，本実験では 2Session

行ったが Session間に実験者より口頭でストレスを与え

られるため 2Session目の方が高ストレスであると考え

られる．本実験のデザインを Fig. 1に示す．

3.2 結果と考察

脳活動状態の分類の定義3.2.1 S

ession1と Session2の脳活動データに PCAを適用し，

次元を削減して得られた特徴量に対して k-means法に

より 2クラスに分類した結果を Fig. 2に示す．ここで

Fig. 2. PCA score plots.

Fig. 3. Number of activated voxels.

それぞれの軸は各主成分を示しており，軸名のカッコ内

は寄与率を示している．黒丸でプロットしたグループを

GroupA，白丸でプロットしたグループをGroupBと定

義した．ここで，四角の枠線で囲まれた被験者以外は，

Session1と Session2で同じグループに分類された．

それぞれのグループがどのような脳活動状態である

のかを調査するため，それぞれのグループで集団解析

（p < 0.001，k > 10）を行った．各グループの賦活ボク

セル数を Session間で比較したグラフを Fig. 3に示す．

グレーの部分がグループ内において Session間で同じ領

域が賦活したボクセル数，白色の部分が異なる領域のボ

クセル数，黒色の部分がグループ間で共通した賦活ボク

セル数である．Fig. 3より，GroupAはよりストレス強

度が大きい Session2において Session1での賦活領域を

維持しつつ新たに賦活領域を広げていることが分かる．

GroupBは Session1の賦活領域の半分以上を Session2

で変化させていることが分かる．これらの結果から，Fig.

2でのクラスタリングによってストレス強度が変化した

ときの対応が異なる被験者の分類が得られたと考えら

れる．

脳活動と関連する唾液内代謝物質3.2.2 各

被験者の唾液内代謝物質のAUCGとAUCIから，Fig.

2 と同じ分類が得られるものを調査した．AUCG を用

いた場合，Guanidinoacetate，3-Hydroxybutyrate，2-
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Fig. 4. Salivary Guanidinoacetate and Ethanolamine

phosphate responses.

Furoate，Adipate，Glucuronate，Gluconate，AUCIを

用いた場合 Ethanolamine phosphateが同じ分類を得ら

れるという結果となった．AUCGの 6種類の中で最もグ

ループ間の分離度が大きい Guanidinoacetateと AUCI

の Ethanolamine phosphate における各グループで平

均した濃度変化を Fig. 4に示す．Guanidinoacetateで

は実験中の全てのサンプルでの濃度に，Ethanolamine

phosphate ではストレス課題後の濃度変化においてグ

ループ間で差異がみられた．このことから，これらの唾

液内代謝物質濃度からその被験者の脳活動状態が推定で

きる可能性が示唆された．

4 まとめ

本稿では，脳活動状態と唾液内代謝物質の関係推定の

ための手法の提案を行った．本手法の有効性を検討する

ために実験を行い，MIST時の脳活動を fMRIを用いて

測定し，その前後に採取した唾液をメタボローム解析す

ることにより代謝物質濃度変化を得た．これらのデータ

に対して PCAと k-meansクラスタリングを適用した結

果，異なるストレス強度に対する脳活動の対応が異なる

グループが得られた．そしてこれらと同じ分類が得られ

る唾液内代謝物質が 7種類存在し，これらの濃度変化か

らストレス時の脳活動状態を推定できる可能性が示唆さ

れた．

謝辞

本研究の一部は「文部科学省私立大学戦略的研究基

盤形成支援事業」（平成 26 年～平成 30 年，事業番号

S1411030）の支援のもとに行われた．ここに記して謝

意を表する．

参考文献

1) Jens C Pruessner, Katarina Dedovic, Najmeh Khalili-

Mahani, Veronika Engert, Marita Pruessner, Clau-

dia Buss, Robert Renwick, Alain Dagher, Michael J

Meaney, and Sonia Lupien. Deactivation of the lim-

bic system during acute psychosocial stress: evidence

from positron emission tomography and functional mag-

netic resonance imaging studies. Biological psychiatry,

Vol. 63, No. 2, pp. 234–240, 2008.

2) Jens C Pruessner, Clemens Kirschbaum, Gunther

Meinlschmid, and Dirk H Hellhammer. Two formulas

for computation of the area under the curve represent

measures of total hormone concentration versus time-

dependent change. Psychoneuroendocrinology, Vol. 28,

No. 7, pp. 916–931, 2003.

377



Automatic driving system development using biometric information
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In this research, the goal is development of an automatic driving system incorporating biological information. In

this year, the driver’s state judgment system based on biological information (pulse) was constructed and integrated with

the main control system of the driver in the loop. When excessive tension of the driver was detected, a system was

constructed to switch from automatic operation to manual operation, and this system was confirmed to operate with a

driving simulator.

Key words ： brain fucntion information, EEG,fMRI,fNIRS

キーワード ： 脳機能情報、生体情報、EEG、fMRI、fNIRS

生体情報を用いた自動運転システムの構築

廣安　知之　・日和　悟 (同志社大学・生命医科学部)

1 はじめに

進化適応型自動車運転システム「ドライバ・イン・ザ・

ループ」研究拠点形成支援事業では，人間との共存を前

提とした進化適応型自動車運転システム「ドライバ・イ

ン・ザ・ループ」（自動システム（ループ）内に人（ド

ライバ）を組み込む機構）を開発することを目的として

いる．そこでは，ヒトの運転特性と車両の走行環境を動

的に把握し，運転支援のためのソフトウェアエージェン

トとして遺伝的アルゴリズムと機械学習を利用して運転

システムをヒトの特性に適応させる数学的，情報学的な

理論を構築し，実システムの実現を通しての評価が目的

である．これにより，　ドライバそれぞれの特性，嗜好

と，リアルタイムの運転状況を考慮した安全運転の実現

が可能で，その結果，高齢者のみならず女性や若年層を

含む一般ドライバの交通事故削減が期待される．また，

自動車の運転により高齢者が安心して運転できることで

外出や遠出が活発となり，公共交通が普及していない地

* Faculty of Life and Medical Sciences, Center for Innovative Computing, Doshisha University, Kyoto
Telephone : +81-774-65-6932, E-mail : tomo@is.doshisha.ac.jp

方都市において社会の活性化が可能となる．加えて，若

年層の運転者数減少にともなう自動車販売台数減少が問

題となっているが，高齢者の自動車保持数増加により，

産業にも好影響を与えることができる．

この目的を達成するための，研究構成図をFig. 1に示

す．本目的を達成するためには，ドライバもしくは，車

の乗員の生体情報を利用し，彼らの状態を把握し，シス

テムに反映する必要がある．我々の研究グループの目的

は，これを達成することであり，Fig. 1においては，最

上位に位置し，取得した生体情報を，通信・データベー

ス基盤を通じて，コアエージェントに連絡する．そこで

取り扱う生体情報の取得方法，解析方法，コアエージェ

ントにどのように伝達するかが研究のサブ目標となる．

ヒト生体情報は「化学」「脳科学」「認知科学」といっ

た様々な情報から成っており，本研究ではこれをヒト生

体情報の多次元情報と呼んでいる．これまでヒトの行動

を理解する上でこれらの情報は個別に検討されてきた．
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Fig. 1. 研究構成図.

それに対して，ヒトの行動を統合的に理解するためには，

ヒト生体情報を「化学」「脳科学」「認知科学」などの側

面から多角的に測定し，得られたデータを統合し解析す

るという新しい生体情報解析技術が必要である．本研究

では，ヒト生体情報を多次元解析する技術を構築し，そ

の技術を利用して得られる統合的な生体情報を利用し

て，高齢者の運転行動モデルを構築する．生体情報にお

ける多次元情報の中でも，本研究グループでは，

• 脈動情報

• 脳機能情報

• 唾液や汗といったメタボローム情報

• 視線情報

に絞って取得，利用を検討する．特に，脳機能情報につ

いては，同志社大学・生命医科学部に設置されている

• functional Magnetic Resonance Imaging 　（ｆ

MRI)装置

• functional Near-InfraRed Spectroscopy (fNIRS)装

置

• ElectroncephaloGram (EEG)装置

の利用を検討する．これらの生体の多次元情報は

• BMI (Brain Machine Interface)による運転補助

• 生体情報取得による運転者の注意力の把握と注意継
続補助

• 生体情報取得による運転時の満足度の向上

への利用を想定しており，プロジェクト全体の後半で実

施・検討する予定である．

本年度の大きな成果は，生体情報（脈拍）のデータを

ドライバインザループの制御システムに取り入れるシス

テムを構築し．検討したことである．構築したシステム

は，脈拍計測から運転者状態を判別し，UDP通信によ

りドライバインザループの制御システムに情報をフィー

ドバックするシステムである．構築されたシステムは，

ドライビングシミュレータを用いてシステム評価を行っ

た．また，今後発展していくレベル 3 の自動運転車にお

ける課題とされる自動運転と手動運転の切り替え時の評

価についても検討した．レベル 3 では自動運転に問題

が生じたときに運転者に運転を切り替える必要がある．

その時運転者が極度のリラックス状態、緊張状態にある

と切り替え時に運転に支障をもたらし事故に繋がる可能

性がある．本研究では運転者が自動運転に恐怖やストレ

スを感じたときに手動運転へと切り替える基準を評価し

た．緊張判定は，脈拍を事前に計測し，運転加速時に緊

張しているかを低周波成分/高周波成分の緊張指標を用

いて確認した．その結果，運転時に問題が生じたときに，

一定速度運転時よりも大きい緊張指標を示した．この状

態を察知したときに，自動運転から手動運転に切り替え

るシステムが構築でき，ドライビングシミュレータで動

作を確認した．

2 ドライビングシミュレータと自動運転

本研究では FORUM8社製のUC-win/Roadドライビ

ングシミュレータを用いて行った．また Fig. 2にドライ

ビングシミュレータのシステム構成を示す．Fig. 2（1）

ドライビングシミュレータの MasterPC と各モニター

に対応したClientPCが設置されている．Fig. 2（2）42

インチの平面モニターが正面，左右前方，左右の 5 か

所，小型モニターが両サイドミラー，ルームミラーの 3

か所に計 8面のモニターが設置され，運転席視点の映像

が映し出される．運転席はステアリング，アクセル，ブ

レーキ，ハンドブレーキ，ギア，ウィンカー操作が可能

になっており，実際のAT車と同様に運転操作が可能で

ある．

またディジタル地図上に車両，自転車，歩行者などの

移動する物体や道路の陥没や事故車両などの障害物を配

置し，目的とする実験内容に沿った任意の場面を作成す

ることが可能である．さらに，ドライビングシミュレー

タのMasterPCと制御データを送信するパソコンをイー
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Fig. 2. Driving Simulater.

サーネットで接続し UDP通信を用いることで，車両の

状態を受信したり，車両の動作を制御することが可能で

ある．制御機能を用いて自動運転車と同様に周囲の状況

に応じて自動運転を可能とする APIが存在する．本実

験ではこの APIを用いて自動運転と手動運転を任意の

タイミングで切り替えることが可能な GUIを作成し実

験を行った．

3 自動運転と手動運転の選択方法

本研究では自動運転と手動運転を選択する基準に生体

情報を用いる．生体情報を取得する際，運転の妨げにな

ることなく計測可能であるかを考慮する必要がある．ま

た体動により計測精度が大きく変化してしまうと正確な

データが得られない．そこで今回用いる生体情報は，比

較的拘束感が少なく，体動による影響が出にくい脈拍計

測を用いた．

今回，実験に用いた脈拍計測機は東京デバイセズのパ

ルスラボである．この指尖脈波センサは血中のヘモグロ

ビンの吸光特性を活用し赤外線を指先に照射し，その光

量変化を用いて脈拍を推定する．脈拍データは拍動の過

去 6回分における時間間隔を移動平均することで算出さ

れ，脈波を一拍打つごとに取得できる．さらに取得した

データの時間間隔から R-R間隔を算出できる．

評価実験では心的負荷を与えないコースと心的負荷

を与えるコースをそれぞれ自動運転で走行し，その時の

脈拍を計測する．そしてストレス指標として用いられる

LF/HFをR-R間隔の時系列データよりパワースペクト

ル密度を算出する．その低周波成分 (0.05-0.15[Hz]) と

高周波成分 (0.15-0.40[Hz]) の比率より求め，そのスト

レス指標の確認と脈拍の上昇傾向を解析することで自動

運転と手動運転を切り替える基準を評価した．

4 評価実験

実験では障害物を何も設置しない Low Stressコース

と 70[s]，100[s]，130[s]時に衝突すると衝突音が鳴る障

害物を設置した High Stressコースの 2コース（どちら

のコースもベースは約 80[km/h]で走行し約 3分で完走

する高速道路を模擬したコース）を用いて実験を行った．

被験者は運転免許を取得している 22歳の男性 3名を

対象とし，実験を行った．はじめにドライビングシミュ

レータでの自動運転と走行内容に慣れてもらうために

Low Stressコースの自動走行を行った．そして被験者

の利き手人差し指に指尖脈波センサを装着して，Low

Stressコース，High Stressコースの順番に走行を行い，

それぞれの脈拍数を計測した．

4.1 評価結果

全被験者の LF/HFを Fig. 3に示す．

Fig. 3. LF/HF.

また全被験者とも障害物通過後のほうがLF/HFが 1.5

以上上昇しており，ストレス指標が大幅に上昇したと確

認された．

最も大きな脈拍上昇が確認された被験者 B の Low

Stressコースと High Stressコースでの脈拍変化を Fig.

4に示す．Low Stressコースでは大きな変化をすること

なく，時間経過とともに脈拍が低下した．High Stress

コースでは Fig. 4(1)，Fig. 4(2)での障害物通過時の 5-

10秒後に急激な増加が確認された．Fig. 4(3)では増加

は見られたが他と比べると急激な上昇は見られなかった．

この増加傾向を解析することで急な緊張時を判定し手動

運転へと切り替える基準を決定した.
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Fig. 4. Palse change.

5 まとめ

自動運転車のレベル 3に対する課題である自動運転と

手動運転との切り替え時を評価するため，本論文ではそ

の足掛かりとして，自動運転に対してストレスを感じる

と手動運転へと切り替える方法を決定することを目的と

した．

ドライビングシミュレータの自動運転システムを用い

てストレスを与えるコースと走行するのみのコースを用

いて実験を行った．

結果において High Stressコースにおいて 3人の被験

者に共通して 3 つ目の障害物で急激な増加がみられな

かったのは 2つ目までの障害物で被験者が慣れてしまっ

たためと思われる．しかしいずれの障害物の時も脈拍数

の上昇がみられる．これは，身体に影響を与えるほどの

ストレスを感じたと考えられる．そこで一つ目の障害物

通過時の脈拍数増加を考慮して選択基準を決定した．
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Given fMRI data, it is important to reveal functional connectivity between distant Region of Interest (ROI)
in brain, and there are various previous studies for estimating such the connectivity via correlations or partial
correlations. However, given class of subjects and correlations between ROI for these several subjects, methods
such that common correlations and particular correlation for each class are estimated are not still established.
Therefore, in this paper, we proposed new method and algorithm based on majorizing function to achieve the
purpose. In addition to that, we apply the method to functional connectivity data for mental calculation and show
the result.

1. はじめに

近年，fMRI(functional Magnetic Resonance Imaging)の
ような非侵襲の脳機能イメージング装置が発達し，ヒトの脳機
能を解析するための様々な研究が行われている（[Filippi 09]，
[Friston et al., 07]）．さらに，fMRI データから物理的に離
れた関心領域（Region of Interest；ROI）間の機能的結合
を明らかにすることは脳活動を明らかにする上で重要となる
（[Varoquaux et al., 13]）．また，そのような目的を達成する
方法として機能的結合を推定するための様々な研究が実施さ
れている（[Varoquaux et al., 12]，[Smith et al. 11]）．しか
し，実験等によって観測された各被験者の機能的結合および被
験者の群が与えられた際に群間で機能的結合を比較することが
重要となるが，そのような目的を達成するための方法はまだ確
立されていない．
そこで本稿では，複数の被験者に関する脳機能ネット

ワークと被験者に関する二つのクラスが与えられた際，
[Pietersz et al., 04]および [Simon et al., 10]に基づく被験者
共通の脳機能ネットワークと各クラス特有の脳機能ネットワー
クを推定する方法を提案する．また，本提案手法を暗算課題に
関するデータへ適用し，暗算能力が相対的に高い群と低い群そ
れぞれ特有の相関行列を推定した結果についても提示する．

2. 相関行列の低階数近似モデル

2.1 目的関数
ここでは，被験者 n名に対する脳領域間の機能的結合行列

から n名共通の相関行列，各クラス特有の相関行列を推定す
るための目的関数を以下のように定義する．

L(Φ, {Ψℓ}2ℓ=1| {Ri}ni=1) =

n∑
i=1

���Ri − (w1Φ+ w2

2∑
ℓ=1

uiℓΨℓ)
���
2

　

(1)

連絡先: 谷岡健資，和歌山県立医科大学，和歌山県和歌山
市紀三井寺 811 番地，073-441-0867，073-441-0868 ，
ktaniok@wakayama-med.ac.jp

subject to

rjji = 1 (j = 1, 2, · · · , p; i = 1, 2, · · · , n) (2)

ϕjj = 1 (j = 1, 2, · · · , p) (3)

ψjjℓ = 1 (j = 1, 2, · · · , p; ℓ = 1, 2) (4)

ここで，Ri = (rj1j2i) rj1j2i ∈ [−1, 1] (i =

1, 2, · · · , n; j1, j2 = 1, 2, · · · , p) は被験者 i の脳の領域
j1，j2 間の対称な機能的結合とし，Φ = (ϕj1,j2) ϕj1j2 ∈
[−1, 1] (j1, j2 = 1, 2, · · · , p) を被験者の共通部分
に対応する機能的結合，Ψ1 = (ψj1,j21) ψj1j21 ∈
[−1, 1] (j1, j2 = 1, 2, · · · , p) をクラス 1 特有の機能的結合
Ψ2 = (ψj1,j22) ψj1j22 ∈ [−1, 1] (j1, j2 = 1, 2, · · · , p) をクラ
ス 2 特有の機能的結合とする．Φ，Ψℓ (ℓ = 1, 2) はそれぞれ
予め階数 r (≤ p)を定める必要があることに注意されたい．ま
た，w1 と w2 はそれぞれ共通部分とクラス固有の重みとする．
ただし，w1 + w2 = 1 (w1, w2 > 0)とし，∥ · ∥はフロベニウ
スノルムとする．
本目的関数の目的は，被験者 n名の機能的結合行列が与え

られた際に，(1)式を最小化する Φ，Ψℓ (ℓ = 1, 2)をを求める
ことである。

2.2 アルゴリズム
推定方法としては，交互最小二乗法を用いて，各パラメータ

を推定する．アルゴリズムの stepは以下の通りである．なお，
停止条件は目的関数の値の更新幅があらかじめ定めた ε > 0よ
り小さくなったときとする．

Step 1 制約条件を満たす初期値として，Ψℓ (ℓ = 1, 2) を発
生させる．

Step 2 Φを更新する．

Step 3 Ψℓ (ℓ = 1, 2)を更新する．

Step 4 停止条件を満たすまで Step2と Step3を繰り返す．

Step 2，Step 3の更新ではそれぞれMajorizing関数を導出
して，各パラメータを更新する．Φ，Ψℓ (ℓ = 1, 2, )は対称性か
つ制約条件 (2)式，(3)式，(4)式を充たすように推定を行う．
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2.3 Majorizing関数の導出および更新式
[Pietersz et al., 04] および [Simon et al., 10] と同様に不

等式を用いて Majorizing 関数を導出する．まず，任意の
Φ，Ψℓ (ℓ = 1, 2) に対して以下を充たすような X =

(x1,x2, · · · ,xp)
T = (xjs) xjs ∈ R (j = 1, 2, · · · , p; s =

1, 2, · · · , r)，Qℓ = (q1ℓ, q2ℓ, · · · , qpℓ)
T = (qjoℓ) qjoℓ ∈

R (j = 1, 2, · · · , p; o = 1, 2, · · · , r; ℓ = 1, 2)が存在する．

Φ =XXT (5)

Ψℓ =QℓQ
T
ℓ (ℓ = 1, 2) (6)

ただし，∥xi∥ = 1 (i = 1, 2, · · · , n)，∥qiℓ∥ = 1 (i =

1, 2, · · · , n; ℓ = 1, 2) とする．(5) 式および (6) 式に基づい
てMajorizing関数を導出する．まず，Φに関するMajorizing

関数を導出する．

n∑
i=1

���(Ri − w2

2∑
ℓ=1

uiℓΨℓ)− w1Φ
���
2

　

≤2η − 4

n∑
i=1

∑
j1<j2

r∗ij1j2　

+ 2

p∑
j1=1

(
2λ− 2xT

j1(λyj1 −Byj1)− yT
j1Byj1

)
= G(X,Y )

(7)

ここで，η は定数，Ri − w2

∑2
ℓ=1 uiℓΨℓ = R∗

i =

(r∗j1j2i) (j1, j2 = 1, 2, · · · , p; i = 1, 2, · · · , n)，B =∑n
i=1

∑
j2 ̸=j1

w2
1xj2x

T
j2，λ を B の最大固有値，yj1 は前ス

テップで推定した xj1 とする．また，G(X,Y )をMajorizing

関数とし，X = Y のとき，Majorizing 関数の値は (1) 式と
同じ値となる．(7)式に基づき，xj1 (j1 = 1, 2, · · · , p)の更新
式は以下のように導出することができる．

xj1 =

∑n
i=1

∑
j2 ̸=j1

r∗j1j2iw1xj2 + λyj2 +Byj2

∥
∑n

i=1

∑
j2 ̸=j1

r∗j1j2iw1xj2 + λyj2 +Byj2∥
(8)

(7)式と同様にして，Ψℓ (ℓ = 1, 2)に対してもMajorizing関
数を導出することができ，更新式は (9)式のようになる．

qj1ℓ =

∑
i∈Cℓ

∑
j2 ̸=j1

r†j1j2iw2qj2 + δsj2 +Csj2

∥
∑

i∈Cℓ

∑
j2 ̸=j1

r†j1j2iw2qj2 + δsj2 +Csj2∥
(9)

ここで，C1 は，クラス 1 の被験者の集合，C2 のとき，ク
ラス 2 の被験者の集合とする．また，Ri − w1Φ = R†

i =

(r†j1j2i) (j1, j2 = 1, 2, · · · , p; i ∈ Cℓ; ℓ = 1, 2)，C =

w2

∑
i∈Cℓ

∑
j2 ̸=j1

qj2q
T
j2，δ を C の最大固有値，sj2 は前ス

テップで推定した qj2 とする．
すなわち，アルゴリズムにおいて，Φの更新は (8)式により

更新し，Ψℓ (ℓ = 1, 2)の更新は (9)式により更新を行う．

3. 暗算課題時の機能結合性解析への適用

3.1 ワーキングメモリと暗算課題
認知機能の中でも，会話や読書など，日常的な場面において

重要となるものの一つにワーキングメモリがある．ワーキング
メモリは情報の処理をしつつ一時的に必要な情報を保持する
システムである [Baddeley and Hitch, 74][Baddeley, 00]．こ
のような認知機能を解明するため，fMRIによりワーキングメ

モリの神経基盤についての研究が行われており，前頭葉や頭頂
葉，前部帯状回がワーキングメモリに関与することが報告され
ている [苧阪, 10]．本研究では，ワーキングメモリを検査する
課題として暗算課題を用い，暗算遂行中の脳活動を fMRIによ
り計測したデータに対して，提案手法を適用することでその有
効性を検討する．

3.2 被験者と実験環境
被験者は，健常成人 32名（年齢：22.0±1.2，男性：20名，女

性：12名，右利き：31名，左利き：1名）を対象とした．被験者
には，本実験の方法，危険性などを事前に説明し，書面による
同意を得た．MRIデータの撮像には 1.5T Echelon Vega（日立
製作所）を用いた．また fMRI撮像時の画像提示ソフトとして，
Presentation（Neurobehavioral System Inc.）を用い，被験
者からボタン押下による回答を取得するためのインタフェー
スとして fORP 932 Subject Response Package（Cambrige

Research Systems）を使用した．脳機能画像はGradient-Echo

Echo-Planer Imaging（GE-EPI）シーケンスで撮像した（TR

= 3000 [ms]，TE = 40 [ms]，FA = 90 [◦], FOV = 240 × 240

[mm]，matrix = 64 × 64，thickness = 5.0 [mm]，スライス枚
数 = 20）．T1構造画像は Rf-Spoiled Steady state Gradient

echo（RSSG）シーケンスで撮像した（TR = 9.4 [mm]，TE

= 4.0 [mm]，FA = 8 [◦]，FOV = 256 × 256 [mm]，matrix =

256 × 256，Thickness = 1.0 [mm]，スライス枚数　= 194）．

3.3 実験設計
暗算課題を用いて，fMRI撮像を行った．実験設計を 1に示

す．本実験は，レストとタスクが交互に提示されるブロックデ
ザインの実験設計で行った．タスクでは，簡単な数式が提示さ
れるタスク（Low-WMタスク）3つと難しい数式が提示され
るタスク（High-WM タスク）3 つがランダムに提示される．
レストははじめが 30 s，その他が 36 s，タスクは 30 [s]となっ
ている．レストでは注視点，簡単な数式のタスクでは整数 1桁
の加算，難しい数式のタスクではワーキングメモリを使用する
小数点を含む 3 桁の四則演算が提示される．被験者は，レス
ト中は固視点注視をし，タスク中は数式の正誤を判断し，その
正誤に対応するボタンを押す．ボタンを押すと数式が切り替わ
るように設定されている．

図 1: Task design of mental calculation

3.4 データの前処理
磁場不均一の影響を除外するため，fMRIデータのはじめの 6

枚を除き，計 136枚の画像を解析に用いた．前処理には SPM8

（Wellcome Department of Cognitive Neurology，London，
UK）[Friston et al., 07] を用いた．全ての画像は計測中の頭
部の動きを補正し，個人脳の機能画像と構造画像間での位置合
わせを行い，個々の脳画像をMontreal Neurological Institute

(MNI) 標準脳に合うように調整した後に，ガウシアンフィル
タ（full width at half maximum: 8 mm）を用いて平滑化を
行った．
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3.5 機能的結合性解析：相関行列の抽出
脳領域間の協調関係を検討する場合，複数の領域間で脳活

動（BOLD信号）の時系列相関を求め，その相関の高いもの
を該当脳領域間が「機能的に」結合しているとみなして解析
する機能的結合性解析が有効である．本稿では，暗算課題中
の機能的結合を解析するため，機能的結合性解析ツールとし
て conn[Susan and Nieto-Castanon 12] を用いた．SPM8 で
の前処理に追加して band pass filter（0.008 Hz – 0.09 Hz）
をかけた後に，個々のボクセルの BOLD信号から頭部の動き
によるアーチファクト，白質と脳脊髄液の BOLD信号を回帰
子として除いた．タスク中の相関値を算出するため，各タス
ク期間中の BOLD信号を抽出し，それぞれのタスク期間中の
BOLD信号を結合した．さらにAALを用いて全脳を 116の領
域に分割し，領域ごとの BOLD信号の平均を算出した．最後
に領域間の BOLD信号の Peason相関を算出し，フィッシャー
の z変換により母相関係数を推定した．全脳領域間の相関係数
は 116× 116の対称行列として得られた．

3.6 結果・考察
ここでは，提案手法を適用した結果について考察を行う．暗

算成績が高い被験者群の方が成績が低い被験者群より相関が
高かった領域間結合に着目すると，左右の上・中後頭回と左右
の中心傍小葉の機能的結合が特に両群で差が大きい結合とし
て抽出されている．上・中後頭回は視覚連合野であり，中心傍
小葉は体性感覚野に該当することから，暗算成績の高い群は提
示された問題を視覚情報として処理し，ボタンプレスにより回
答するためにこれらの領域間の結合性を高めたことが示唆さ
れる．また，楔部や上前頭回背側部，上頭頂小葉，楔前部，中
前頭回眼窩部は，ワーキングメモリに関わる脳領域として先行
研究でも報告されている [苧阪, 08, Marvel et al., 10]．また，
左後部帯状回と左下側頭回の結合については，後部帯状回が空
間的な記憶に関わる領域であること，また下側頭回が物体認知
や色・形の認識に関係していることから，提示された数字や四
則演算の記号を認知し，記憶の引き出しを行っていることが推
察される．
一方，低成績群の方が結合度が高い領域間結合の上位は，後

部帯状回と側頭極上側頭回部の結合であった．側頭極上側頭回
部は意味記憶や社会的・情動的機能に関わる領域であることか
ら，暗算課題において問題の記憶に寄与する領域の結合が強化
されていることがわかる．特に，高成績群で見られた視覚野と
体性感覚野の結合が見られず，逆に側頭極や扁桃体のような情
動に関わる領域が抽出されている．推察ではあるが，課題に取
り組むことに不快感を覚え，成績の低下につながった可能性も
考えられる．一方で高成績群は，画像で提示される暗算課題を
視覚情報として一時的に記憶しながら計算し，回答することで
高成績をおさめたと推察される．
以上から，提案手法はワーキングメモリに関わる脳領域を

抽出することができることがわかった．さらに，結果より各群
の特徴を抽出できることが示された．

4. おわりに

本報告では，複数の脳機能ネットワークデータおよび被験者
に関する二つのクラスが与えられた際に被験者共通および各
クラス特有の脳機能ネットワークを推定する方法を提案した．
また，本提案手法を実際の fMRIデータに適用し，ワーキング
メモリに関わる脳領域を抽出することができることを示した．
課題としては，被験者共通のネットワークと各クラス固有の

脳機能ネットワークを直交するように推定する必要があること

や，スパース推定ができるよう手法を改良する必要があること
が挙げられる．
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呼気の GC-MS 分析：実験系の確立と呼気成分 

大江洋平・桂田誠也・太田哲男

1. はじめに

運転中のストレスは危険運転さらには事故を誘

発することになるため，運転中のドライバのストレ

ス計測や異常に関する警鐘のフィードバックが事

故防止につながることが期待される. しかしながら，

既知のストレス測定法では，唾液サンプルの採取が

車の運転中などにおいて困難な場合も多いため, 現

実的ではない．そこで，本研究では，呼吸をしてい

る以上, 常に体外に排出され，非侵襲性の高い呼気

からの生体情報検出を試みる．

本研究の全体像としては，呼気やその揮発成分が

呼気に含まれる唾液などの非侵襲的に得られる試

料に含まれる物質を分析し，そこで得られた新たな

ストレスマーカやその特徴量を反映した簡便な測

定法の開発へと展開し，最終的には，運転中ストレ

スのリアルタイム測定を実現し，安全運転システム

の構築の一助になることを目的としている．

本成果報告では，研究の第一段階である呼気分析

のシステムの構築と分析実験系の確立，およびそれ

に続く呼気中に含まれる物質群の同定に関する検

討結果を報告する．

2. 装置および実験方法

2.1 装置およびサンプル 

2.1.1 GC-MS 

ガスクロマトグラフ質量分析計 GC-MS，島津製

作所社製 GC-2010/PARVUM 2 システム に，サーマ

ルディソープションシステム（島津製作所社製

TD-20）を連結し，呼気等の分析に用いた Fig.1 ．

その他の器具，装置

呼気の採取するサンプリングバッグとして，ジー

エルサイエンス社製のテドラーバッグを使用した．

呼気を捕集する捕集管に充填する吸着剤は

および を使用した．呼気をサンプリ

ングバッグから捕集管へと移行には，柴田科学株式

会社製のミニポンプ Σ Ⅱ型を使用した．

Fig.1 GC-MS システム 

2.2 実験方法

2.2.1 呼気サンプル採取および処理

1 L の呼気をサンプリングバッグ（バッグ A）に

入れた．シリコンチューブを介して，捕集管，ポン

プの吸引側に接続した．ポンプの排出側にはシリコ

ンチューブを介して空のサンプリングバッグ（バッ

グ B）を接続した．ポンプを作動させ，呼気サンプ

ルを吸着させた．バッグ A が空になった後，バッ

グ A と B を入れ替え，再度吸着させた．この動作

を５回繰り返した．

Fig.2 (左) サンプリングバッグ－捕集管の接続方法，

(右) サンプリングバッグ． 

2.2.2 呼気サンプルの分析

2.2.1 で得た捕集管に，流量を調節した乾燥ヘリウ

ムガスを通じて水分を除去した後，TD-20 にセット

し，加熱脱離方式で GC-MS へと導入した．
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Fig.3 現段階で同定できている呼気中の有機物質群．

3. 実験結果

3.1 呼気サンプルの採取及び処理

呼気中の揮発性有機物質を分析する上で，呼気中

の成分を精度よく分析するために，以下に示す 1)- 

3) の三点が，特に検出能と再現性に影響することが

わかった．

1) 捕集管に充填する吸着物質としては，Tenax-TA

と carboxen を混合したものがよい．

2) 実験方法に記載したように，呼気成分の捕集管

への吸着の際，呼気を繰り返し捕集管へと通じ

る手法がよい．

3) GC-MS 分析において，水分は分解能の低下等を

招くことがある．そのため，GC への導入の前

に乾燥 He をパージすることがよい．

3.2 呼気サンプルの分析 

上述の方法により，５名の被験者から呼気を採取

し，GC-MS 分析を行った．得られた質量分析デー

タを精査したところ，Fig.3 に示したように，およそ

50 種類の有機物を同定することができた．現在，同

定を進めている物質もある．Fig.3 に示した化合物の

中には，呼気分析の先行研究中で着目されているよ

うな isoprene, acetone, erhanol およびアルカン類など

も含まれており，この実験系でも十分な呼気成分分

析が可能であることがわかる．

また，先行研究で呼気成分として含まれる物質と

して報告されており，また，我々の検討において複

数の被験者で検出された物質を抽出したところ，23

種類の化合物が浮かび上がった（Fig. 3 中，網掛け

の物質）．本研究では，まず，この 23 種類の物質

を着目すべき第一候補の化合物群として設定し，ス

トレスタスク下での呼気分析を進めることにして

いる．

4. 参考文献

1) 井澤修平, 城月健太郎, 菅谷渚, 小川奈美子, 鈴

木克彦, 野村忍, 日本補完代替医療学誌, 2007, 4,

91-101.

2) BS McEwen, Neuropsychopharmacology, 2000, 22,

108-124.

3) 山口昌樹，日本薬理学雑誌，2007, 129(2), 80-84.

進化適応型自動車運転支援システム「ドライバ・イン・ザ・ループ」

386



_________________________________ 
*Faculty of Life and Medical Science, Doshisha University,Kyoto
Telephone:0774-65-6499,E-mail:kkobayas@mail.doshisha.ac.jp

Auditory peripheral sensitivity change by attention for communication sound 

Yuta Harada, Hiroyuki Miyawaki, Kohta I. Kobayasi* 

Mongolian gerbils (Meriones unguiculatus) communicate with other individuals by using frequency moderated sound beyond 20 

kHz. Their auditory sensitivity for that frequency range, however, is relatively low.  Therefore we assume that when gerbil listen 

significant sound, their auditory periphery might amplify a received signal.  Amplitude of cochlear microphonic (CM), which is 

total sum of receptor potential of auditory periphery, was measured as an index of auditory peripheral sensitivity. 

Communication sound and the tone burst were presented to the gerbil.  The CM response were measured while the subject was 

placed with or without an anesthetized cage mate for evaluating the effect of behavioral context on CM.  We tried to minimize 

variation in stimulus amplitude caused by fluctuations in distance between ears and a sound source using a headphone system 

developed for this experiment.  As a rest, it was confirmed that CM amplitude were enhanced when cage mate present.  The 

result suggests that the cochlear amplification could increase auditory sensitivity when animal pays attention to the communication 

sound.  

Key words：Miniature headphone, Cochlear microphonic, Attention, Communication sound 

キーワード：ヘッドフォン，蝸牛マイクロフォン電位，注意, コミュニケーション音声 

音声コミュニケーションによる聴覚末梢感度の変化： 

注意と耳介の影響の検討 

原田 勇太, 宮脇 弘之, 小林 耕太* 

1. はじめに

スナネズミ(Meriones unguiculatis)は周波数変

調音を用いてコミュニケーションを行うことが分

かっている. この音声は周波数帯域によって分類

されており, 人間の可聴域と重なる帯域に属する

音声もあれば, 超音波領域に属する音声も存在す

る 1). スナネズミは主に他個体とのコミュニケー

ションでは超音波領域に属する音声を使うが, 先
行研究ではスナネズミのオーディオグラムにおい

て超音波領域の閾値は人間の可聴域の閾値より高

いことが分かっている 2). しかし, コミュニケー

ションを行う際に閾値の高い領域の音声を何故用

いるかは解明されていない. 考えられる要因とし

て, 蝸牛の増幅機構が挙げられる. これは蝸牛の

非線形性機構の一つであり, 小さな音に対して能

動的に行われる. そのため, スナネズミが集中し

て音を聴くと蝸牛の増幅機構が働くのではないか

と考えた. 本実験では, 音に対して集中した際の

蝸牛における増幅機構を検討することを目的とし, 
実験を行った. 他個体とコミュニケーションを行

う時に超音波領域の音声を集中して音を聴くと考

えたため他個体に注意を向けている状態を音に対
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して集中していると仮説を立てた. また, 蝸牛の

働きを検討するために蝸牛マイクロフォン電位

(Cochlear microphonics: CM)を指標として計測

した. 蝸牛マイクロフォン電位とは内耳の聴覚器

官である蝸牛に到達した音や音声の周波数，強さ，

時間の 3 つの情報を再現している電気的な信号で

ある. 
また, 実験を行う上でスナネズミを覚醒状態で

用いる必要があり, 加えて耳と音源を常に一定の

距離に保つことが出来る装置を作る必要があった. 
これらの必要性からスナネズミに装着するための

専用のヘッドフォンを製作した. また, 耳介によ

る増幅機構への影響も調べるために耳介を取り除

いた個体で同様に実験を行った. 

2.実験方法 

2.1.1 被験体 

実験には生後 40~50 週間のスナネズミ匹用い

た. CM を測定するために CM 測定用電極を正円

窓周辺に留置する手術を行った. 記録電極と基準

電極は IC ソケットに固定し,頭蓋に接着した. ま
た, ヘッドフォン用の IC ソケットも固定した.そ
の作業の後,被験体が覚醒下でも CM が測定出来

るようにするために, IC ソケットを露出させた. 

2.1.2 手術方法 

最初に完全麻酔下でCM計測のためのテフロン

皮膜銀線電極を蝸牛の正円窓付近の骨に留置した

(Fig.1). その後, CM 測定用の電極と基準電位用

の電極を IC ソケットの足にそれぞれはんだ付け

した.  

Fig.1 Measurement of cochlear microphonics.  A silver 
electrode was implanted to a round window of cochlea. 
自由行動下でCM波形を計測するため, このIC

ソケットとヘッドフォン固定用のソケットを頭蓋

の上にデンタルセメントで固定した. 
CM 波形が安定して計測可能であることを確認

した後に皮膚縫合を行った. この際, 頭蓋上の皮

膚はソケットの周りを覆うように縫合した. 
2.2 ヘッドフォンの製作 

2.2.1 製作方法 

スナネズミに安定した音圧の音を提示するため

にヘッドフォンを製作した. まず, Φ1 の真鍮線

を2.8 cmの長さに切り出し, その両端に3穴に切

り出した IC ソケットをはんだで接着し, さらに

接着剤で固めた. これをヘッドフォンのフレーム

部分とした(Fig.2). 
ス ピ ー カ ー 部 分 は ス ピ ー カ ー (CUI 

INC,CDM-10008)の正負それぞれの端子に IC ソ

ケットをはんだで接着したものを用いた.  
これらのスピーカー部分とフレーム部分の IC

ソケットを組み合わせてヘッドフォンを構成した. 
また, スピーカーからの電磁波ノイズを防ぐため

にスピーカーを GND に落とした銅網で覆い防磁

処理とした.   

Fig.2 Schematic image of a headphone stimulation 
system.  Distance between the headphones to the ear 
canal is c.a. 1cm. 

2.2 音刺激と実験環境 

音刺激としてスナネズミの連続した 3つのコミ

ュニケーション音声(Greeting call)を記録したも

のを用いた.この音声は周波数 25 ~32 kHz の周波
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数情報を持ち,継続時間は約 0.02 s, 3 つの音のそ

れぞれの時間間隔は約 0.1 s であった. 
また, トーンバーストも製作した.周波数は 1, 2, 

4, 8, 16, 20, 25, 32, 40 kHz で継続時間 0.02 s, 立
ち上がりと立ち下がりは 0.002 s であった. この

トーンバーストを時間間隔 0.1 s で 3 回繰り返し

て 1 単位の音とした.このトーンバーストはコミ

ュニケーション音声を模したものであった.これ

らのトーンバーストとコミュニケーション音声の

同じ音圧のものを時間間隔 0,1~1.0 s でランダム

につなぎ合わせたものを 1 セットの音刺激とした

(Fig.4). 
実験は,防磁処理された防音箱の中で行われた. 

被験体は防音箱の中にいれ, ヘッドフォンを固定

用の IC ソケットに固定した. さらに, 頭の IC ソ

ケットに電極を挿し CM を測定出来るようにし, 
そこから生体アンプで 1000 倍に増幅し,パソコン

で記録した(Fig.3). 

Fig.3 Experimental environment. 

Fig.4 A set of tone burst in the experience.  Duration : 0.1 s, 
Rise/Fall time:0.002 s, Frequency:1,2,4,8,16,20,25,32,40 kHz, 
40,50,60,70 dB SPL, time interval: 0.1~1.0 s. 

2.3 測定方法 

防音箱の中の箱にスナネズミを入れ音圧40~70 
dB SPL でランダムに設定したそれぞれの音圧の

音刺激を 10 セット提示した.この時の生体電位を

記録した. これを Single 状況とする(Fig.5 (a)). 
次に麻酔で眠らせた,被験体とは別のスナネズ

ミを用意した先程の Single 状況にこの別のスナ

ネズミを投入し,同じように音圧 40~70 dB SPL
をランダムに設定したそれぞれの音圧の音刺激を

10 セット提示し生体電位を記録した.これを

Paired 状況とする(Fig5 (b)). 
また, 耳介を取り除いたスナネズミを 4 匹用い

て同様に実験を行った. 
a 

b 

Fig.5 Experimental situations.  (a) is Single situation.  A 
gerbil was alone in the experimental environment.  (b) is 
Paired situation.  A gerbil with another sleeping gerbil in the 
experimental environment.   

3.実験結果 

3.1 コミュニケーション時での CMの上昇 

被験体に刺激音を提示したところ全体的に

Single 状況よりも Paired 状況の方が CM の大き

さが大きくなる傾向にあった(Fig.6).製作したヘ

ッドフォン(Fig.3)の誤差率は全体で約±4 dB で

あった. 
また, 周波数に注目すると高周波領域では 16 

kHz以上の高周波数領域で誤差率よりもCMが上

昇する傾向が見られ,音圧に注目すると 60 dB 
SPL の音刺激で誤差率よりも CM が上昇する傾

向が見られた(Fig.7). 
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Fig.6. CM waveform of Greeting call.  (a) In single 
situation.  (b) In paired situation 

Fig.7 Averages of CM amplitude of Greeting call in the 
experiment. 

3.2 CMの上昇の耳介による影響 

耳介を取り除いた個体で同様に実験を行ったと

ころ耳介を取り除いた個体でも全体的に Single
状況よりも Paired 状況の方が CM の大きさが大

きくなる傾向にあった. 
しかし, 耳介を取り除いていない個体と比較す

ると周波数に注目しても(Fig.8)音圧に注目して

も(Fig.9)耳介がある個体の方が, 耳介がない個体

よりも CM の上昇率が大きくなる傾向にあった.  

Fig.8. Effect of pinna on the CM amplitude. Comparison 
of the CM average responding to 40, 50, 60 and 70 dB 
SPL tone burst. 

Fig.9. The average difference of CM amplitude (1, 2, 4, 8, 
16, 20, 25, 32, 40 kHz) and Greeting call with pinna and 
the average without pinna. 

4.考察 

周波数に注目すると高周波数領域になればなる

ほど CM の上昇率が増加する傾向にあった. スナ

ネズミのオーディオグラムにおいては周波数が高

くなればなるほど閾値が上がることからコミュニ

ケーション状況においては高周波数領域の音を増

幅させて聴いている可能性がある. また, 音圧に

対して注目すると 60 dB SPL の音圧で CM 感度

が上昇する傾向にあった. 先程の場合ではコミュ

ニケーションに用いる周波数領域で増幅が見られ

たことからこの音圧もコミュニケーションに関わ

る要素だと考えられる.スナネズミが普段コミュ

ニケーション音声に用いる音声の音圧がこの音圧

に近い可能性が考えられる. 
また, 耳介の有無で CM の増幅の度合いを比べ

たところ耳介が有る方が無い方よりも度合いが大

きくなったことから増幅機構の由来は耳介にある

と考えられる. しかし. 耳介が無い場合でも全体

としては増幅の傾向が見られたことから耳介によ

る増幅のメカニズム以外にも内耳で別のメカニズ

ムが存在する可能性が示唆される. 
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Relationship between cerebral activity state and

salivary metabolite during stress

Masahiro SUGIMOTO* and Tomoyuki HIROYASU**
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In this year, we collected saliva before and after mindfulness meditation. Then, whether the feedback of the

meditation state by salivary metabolites is possible by examining the relationship between the change in the salivary

metabolite and the brain state was discussed.

Key words ： brain fucntion information, EEG,fMRI,fNIRS
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ストレス時における脳活動状態と唾液内代謝物質の関係

杉本昌弘 (同慶應義塾大学・先端生命科学研究所) ・廣安知之 (同志社大学・生命医科学部)

1 はじめに

本提案手法は脳活動データから被験者の分類を定義

し、その分類に紐づく代謝物質を同定することで脳活動

と関連する代謝物質を推定するものである。既存の研究

ではストレスとの関係が既知である特定の物質や脳領

域のみに着目していたことに対して、本手法は全脳を対

象として前提条件を必要としない教師なし学習を適用

することで、より客観的かつ複合的な分類が得られると

いう特徴を持つ。今年度は、マインドフルネス瞑想の前

後に唾液を採取し、唾液内代謝物質の変化と脳状態の関

連性を検討することで，唾液内代謝物質による瞑想状態

のフィードバックが可能かどうかについて検討した。特

にマインドフルネス瞑想がストレス低減法として用い

られることから、唾液内代謝物質の内，ストレス指標と

して用いられる唾液コルチゾールに着目し、脳状態と唾

液コルチゾール濃度の関連性を解明することによって、

* 慶應義塾大学先端生命科学研究所　特任教授
E-mail : msugi@sfc.keio.ac.jp

** Faculty of Life and Medical Sciences, Center for Innovative Computing, Doshisha University, Kyoto
Telephone : +81-774-65-6932, E-mail : tomo@is.doshisha.ac.jp

フィードバック指標としての有用性を検討した。被験者

4名の実験時における唾液コルチゾールを検討したとこ

ろ次のことがわかった。被験者のうち 2名は、実験を通

して唾液コルチゾール濃度の変化が少なく、また瞑想前

安静時から瞑想後安静時の唾液コルチゾール濃度の変化

も小さいことから、瞑想を行うことがストレスになって

いないことが考えられる。残りの 2名は唾液コルチゾー

ル濃度の変化が大きく、また瞑想前後に濃度変化の仕方

が変わっていることから、瞑想が影響を及ぼしているこ

とが考えられた。

2 ストレス計測

ストレスという言葉は，日常生活において多くの人に

使用されているが，カナダの生理学者Hans Selyeによっ

て，「生体に作用する外からの刺激に対して生じる非特異

的反応の総称である」と定義されている．また，Hans

Selyeは「生体にストレス状態を引き起こす種々の因子」
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をストレッサーと定義した 1)．ストレッサーが生体に作

用した場合，生体はストレスが起きることを防ぐために

恒常性を維持しようとする．恒常性とは，生体がさまざ

まな環境の変化に対応して、内部状態を一定に保ち生存

を維持する現象である．しかし，ストレッサーが強大で

恒常性に破綻をきたすと，種々の障害，すなわちストレ

スが発現する．本節では，恒常性を維持するために働く

ストレス応答とストレス評価の指標について述べる．

2.1 ストレス応答

ストレス応答とは，ストレッサーにより，生体内の諸

バランスが崩れた際に生じる生体の防衛反応や回復反

応である．ストレスは大脳皮質や大脳辺縁系を経由して

視床下部に情報伝達され，ストレス反応系を活性化させ

る．Fig. 1にストレス応答経路を示す．

ストレス反応系には視床下部 - 下垂体前葉 - 副腎

皮質系を介する hypothalamus-pituitary-adrenal axis

（HPA系）と視床下部 - 交感神経 - 副腎髄質系を介す

る sympathetic-adrenal-medullary axis（SAM系）があ

り，この 2つのストレス反応系に免疫系の調節機能も加

わることで，心身の恒常性を維持している．HPA系の

活性化では，視床下部から副腎皮質刺激ホルモン放出ホ

ルモン（corticotropin releasing hormone：CRT），脳

下垂体から副腎皮質刺激ホルモン（adrenocorticotropic

hormone：ACTH）が放出される．ACTHが副腎皮質に

達すると，血液中にコルチゾールなどの糖質コルチコイ

ドが放出され，血糖上昇や免疫低下など生体の機能に影

響を及ぼす．コルチゾールの分泌量が増えると，ATCH

の分泌を抑える調節機構により，過剰なストレッサーへ

の反応が制御される．一方の SAM系は交感神経がスト

レッサーに対して攻撃もしくは闘争する反応を担う経路

である．刺激に応じて外界に向けて能動的に活動すると

きに働く器官である効果器への指令を交感神経を介する

神経伝達と，副腎髄質からのホルモン分泌による液性伝

達の 2つのメカニズムが担っており，即時性のストレス

応答である急性ストレスの基盤となる．SAM系の活性

化では交感神経の活性により，血圧上昇や心拍数の上昇

などの基礎反応が導かれる．

2.2 ストレス指標

Table 1に示すように，ストレスの計測には大きく分

けて，生理学的評価方法と生化学的評価方法がある．生

理学的評価方法では，自律神経系の支配を受ける器官か

ら計測される生理信号である心拍や脈拍，血圧などの時

脳下垂体
Pituitary

視床下部
Hypothalamus

交感神経系
Sympathetic

Fig. 1. ストレス応答経路.

間変動パターンを計測してストレス度を評価している．

この評価方法は，短いサンプリング間隔で連続的な計測

評価が可能である．また，無意識な状態で自動的に計測

することが可能であるため，日常生活の中でリアルタイ

ムに支援できる可能性を持つ．非侵襲計測であることも

利点である．生化学的評価方法では，血液，唾液，尿な

どの生体サンプルに含まれる化学物質の濃度から生体情

報を読み取り，数値化・定量化して評価を行う．この数

値化・定量化した指標をバイオマーカーと呼ぶ．交感神

経系や内分泌系に直接的，または間接的に関与するバイ

オマーカーには，ストレッサーの強度に応じて濃度が顕

著に変化するものがあり，これをストレスマーカーとし

て計測する．そのため生理学的評価方法である物理計測

だけでは拾うことが不可能であったストレスを定量的に

評価することが可能である 2)．

2.3 心理的評価指標

ストレスの計測手法として，ストレス刺激に伴う心

理的変化に着目した心理的評価指標が存在する．State-

Trait Anxiety Inventory（STAI）3)4)は個人の不安に対

する特性や現在の不安の状態を評価する．他にもストレ

ス計測のアンケートには，神経症患者の症状の評価など

が可能なGeneral Health Questionnaire（GHQ）5)や，

抑うつや緊張など 6尺度の気分の状態を評価するProfile
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Table 1. 主なストレスの評価方法.

分類 検査項目 測定・評価内容

　 心拍変動 自律神経活動
生理学的評価 脳波 リラックス度

光トポグラフィ 大脳皮質の血流変化

生化学的評価
血液検査

ホルモン分泌
交感神経活動

唾液検査
ホルモン分泌
交感神経活動

of Mood States（POMS）6)7)などが挙げられる．これ

らは簡易に診断が出来る一方で，主観的評価であること

から認知のゆがみが生じてしまう可能性などが指摘され

ている．これらの診断指標は他の指標と組み合わせてス

トレスの評価に用いられることが多い．さらに，同じア

ンケート手法であるがストレスに対する評価ではなく，

ストレス刺激の種類（「配偶者の死」や「離婚」など）を

回答しその種類によって予め設定されたストレス強度を

診断できる SRRS（Social Readjustment Rating Scale）

がある 8)．この方法はストレス強度を自分で評価せず，

ストレス刺激の種類を客観的に評価することから認知の

ゆがみの影響を受けにくいとされている 9)．

3 唾液コルチゾールによるストレス計測

コルチゾールは副腎皮質ホルモンである糖質コルチコ

イドの一種であり，HPA系の活性を反映する．そのた

め，ストレスの計測に広く利用されている．コルチゾー

ルは，血中では約 90%が結合型コルチゾールとして，残

りの約 10%が遊離型コルチゾールとして存在するが，唾

液中には遊離型コルチゾールのみが現れる．これは，唾

液が唾液腺によって血液を原料に作られ，高分子のタン

パク質は唾液腺の通過が不可能なためである．ストレス

の評価には遊離型コルチゾールのみが影響することか

ら，唾液コルチゾールをストレス指標とした研究が数多

く行われている 10)11)．唾液コルチゾールはストレス刺

激後約 15 分で濃度上昇のピークが現れる 12)．そのた

め，実験においては任意の刺激に対するストレスを評価

するために，ストレスの原因となる要素に注意する必要

がある．

1．仮のクラスタの
中⼼点の決定

2．中⼼点との
距離の計算

3．クラスタの
重⼼の決定

4．重⼼との
距離の計算5．クラスタの決定

Fig. 2. k-means法の手順.

Table 2. Reduced k-means clusteringにおける表記.

表記法 意味

I オブジェクト数
J 変数の数
C 分割するクラスタの数
Q 変数の縮約数
X 観測データ（I×J行列）
U クラスタリング結果（I×C行列）
F クラスタの重心（C×Q行列）
A 主成分負荷量（J×Q行列）

3.1 Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay によ
る分析

唾液中に含まれるコルチゾール濃度を分析する方法と

して，酵素免疫測定法の一種である ELISA分析があげ

られる．また，ELISA分析には競合法とサンドイッチ法

があり，競合法は極微量のサンプルの検出，サンドイッ

チ法は高感度でサンプルを検出が可能である．本研究

では競合法の ELISA分析によって唾液コルチゾールの

測定を行った．Fig. 3に ELISA分析の原理を示す．コ

ルチゾール抗体を固相化したマイクロカップに唾液サン

プルを添加する．さらに，コルチゾールと horseradish

peroxidase（HRP）が結合した酵素標識抗原（コンジュ

ゲート）を添加し，抗原・抗体反応を引き起こす．この

時，唾液サンプル中のコルチゾールが少ない場合，コン

ジュゲートと抗体の抗原・抗体反応が多く起こり，唾液

サンプル中のコルチゾールが多く存在する場合，コン

ジュゲートと抗体の抗原・抗体反応は少なくなる．その

後，洗浄によって，未反応の残ったコンジュゲートを取
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: コルチゾール抗体          : コルチゾール          : 酵素標識抗原

コルチゾールが

少ない場合

コルチゾールが

多い場合

強く発色

弱く発色

Fig. 3. ELISA分析によるコルチゾール分析原理.

り除き，酵素基質として tetramethylbenzidine（TMB）

を添加し，反応・発色させる．発色は HRPと TMBの

反応によって起き，唾液サンプル中のコルチゾールが少

ない程，発色が強くなり，唾液サンプル中のコルチゾー

ルが多い程，発色は弱くなる．そのため，発色後に吸光

度を測定することで，唾液サンプル中のコルチゾール濃

度を算出することが可能となる．

4 瞑想中の脳状態と唾液コルチゾール濃度変化の関連
性の検討

4.1 実験概要

本実験では，息の出入りを数えることによって呼吸に

意識を集中させる「数息観」と呼ばれる集中瞑想を用い

た．この時の脳活動を fMRIで計測し，同時に唾液コル

チゾール濃度を計測することで，集中瞑想による脳活

動と唾液コルチゾール濃度の関連性を検討する．そのた

めに 2つの実験を行った．被験者は，瞑想初心者 24名

（22.88±0.48歳，右利き，瞑想訓練時間：30時間以下，

男性：18名，女性：6名），瞑想熟練者 3名（45±8歳，右

利き，瞑想訓練時間：1000時間以上，男性：3　名）であ

り，すべての被験者は書面による同意の上，実験に参加

した．また，瞑想初心者の内 4名に対しては，脳活動の

計測と同時に，唾液を採取し，唾液コルチゾール濃度の

計測も行った．MRI装置はEchelon Vega 1.5T（日立メ

ディコ）を用いた．脳機能画像は Gradient Echo-Echo

Planer Imaging（GE-EPI）シーケンスで，T1構造画像

は Rf-Spoiled Steady state Gradient echo（RSSG）に

より撮像した．Table 3に撮像パラメータを示す．

4.2 実験方法：瞑想中の脳活動の計測

実験設計を Fig. 4に示す．本実験は，瞑想前安静時，

瞑想時，瞑想後安静時（1），瞑想後安静時（2）の 4区

Fig. 4. 脳活動の計測実験設計.

間，各 5分で構成され，被験者にヘッドホンを装着した

状態でMRI装置を用いて撮像した．瞑想の開始時と終

了時に，ヘッドホンを経由して「task開始」，「rest開始」

の音声で瞑想の開始・終了の合図を行った．実験を行う

にあたって，MRI計測の前に数息観に関して以下の指

示を行った．

• 数息観を行っている間は，閉眼である．

• 呼吸は鼻呼吸で，自然な呼吸を心がけ，意図的に呼
吸の長さを変化させない．

• 息を吸い始める時から数え始め，吐き終わるまでを
1と数え，心の中で数えていき，10まで数えたら，

再び 1から数え始める．

• 数を数え忘れる，10を超えて数える，呼吸を数え

ること以外に意識が逸れるなどの事象が生じた場合

は，それに気づき，再び 1から数え始める．

安静時には，呼吸に意識を向けることがないように，

呼吸を数えることはせず，楽な状態で過ごすように指示

をした．また，マインドフルネスの心理的評価として

FFMQを採用し，MRI計測の前に調査を行った．

4.3 実験方法：瞑想中の脳活動と唾液コルチゾール
濃度変化の計測

本実験では，唾液コルチゾール濃度の日内変動 12)を

考慮し，変化が大きく現れる 10 時～12 時の間に唾液

を 8 サンプル採取した．Fig. 5 に実験設計を示す．実

験ブロックは瞑想前安静時，瞑想時，瞑想後安静時（1）

の 3ブロック，各 5分で構成される．唾液サンプルは，

Passive Drool（Fig. 6）で採取され，10時から 15分間

隔で行い，各ブロックごとに唾液を採取するために被験

者をMRI装置から移動させた．それに伴い，各ブロック

の撮像前に位置合わせを行った．数息観に関しては，4.2

と同様に指示を行った．また，コルチゾール濃度に与え

る影響を取り除くために，以下の条件で統制を行った．

• 被験者は非喫煙者であること
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Table 3. MRI撮像パラメータ.

パラメータ GE-EPI RSSG

TR [ms] 3000 9.4

TE [ms] 40 4.0

flip angle[◦] 90 8

Field of View [mm] 240×240 256×256

Matrix Size [pixel] 64×64 256×256

Thickness [mm] 5.0 1.0

Slice Number 20 194

：唾液採取タイミング

75[m]

Fig. 5. 脳活動と唾液コルチゾールの計測実験設計.

Fig. 6. Passive Droolによる唾液採取.

• 実験開始前の 12時間前以内のアルコール・カフェ

インの採取の禁止

• 実験開始の 1時間前から水以外の飲食と過度の運動

禁止

• 実験開始 10分前に水で口をゆすぐ

実験アンケートは実験前後に行い，FFMQを実験前

に，被験者の不安を評価する STAIを実験の前後に採用

した．

5 結果と考察

5.1 唾液コルチゾールとストレス

以下の Fig. 7に唾液を採取した被験者 4名の実験時

における唾液コルチゾール濃度の変化を示す．唾液コル

チゾールは刺激に対して約 15分後にピークが現れるた

め，サンプル 3からサンプル 7がMRIで撮像されるこ

とによる変動，サンプル 4からサンプル 5が瞑想を行っ

たことによる変動を表すと考えられる．Fig. 8のように，

被験者 1と被験者 2は，実験を通して唾液コルチゾール

濃度の変化が少なく，また瞑想前安静時から瞑想後安静

時の唾液コルチゾール濃度の変化も小さいことから，瞑

想を行うことがストレスになっていないことが考えられ

る．一方の被験者 3と被験者 4は実験を通して唾液コル

チゾール濃度の変化が大きく，また瞑想前後に濃度変化

の仕方が変わっていることから，瞑想が影響を及ぼして

いることが考えられる．

次に，STAIの得点結果を用いてストレスの評価を行

うため，「今まさに、どのように感じているか」という不

安のような状態特性を測定する STAIY-1の実験前と実

験後の得点を検討した．Fig. 8に各被験者における実験

前後の STAIY-1の得点結果を示す．STAIY-1の得点が

高い程，不安を感じており，ストレス状態にあると考え

られる．被験者 2と被験者 4は実験後に STAIY-1の得

点が下がっており，実験を通してストレスが低減したと

考えられる．また，Fig. 7から，被験者 2と被験者 4は

唾液コルチゾール濃度変化に関しても実験前に比べ，実

験後に唾液コルチゾール濃度が低下していることから，

実験を通してストレスが低減したと考えられ，STAIの

結果と唾液コルチゾール濃度変化の両面から，実験がス

トレス低減につながったことが示唆された．一方の被験

者１と被験者 3は実験後に STAIY-1の得点が上がって

おり，実験がストレスとなった可能性がある．Fig. 7よ

り，唾液コルチゾール濃度変化においても被験者 3は実

験後に大きく唾液コルチゾール濃度が高くなっているこ

とから，実験のストレスが考えられる．被験者 1 では

実験前後の唾液コルチゾール濃度の差は見られなかった

が，被験者 1はサンプル 7において実験前に比べ，唾液

コルチゾール濃度が高かった．よって，実験はストレス

となったが，MRI撮像が終了したことによって，ストレ

スが下がったと考えられる．これらのことから，唾液コ

ルチゾール濃度から今回の実験がストレスとなる可能性

の有無を検討することが可能であることが示唆された．
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meditation
MRI scan

Fig. 7. 実験時の唾液コルチゾール濃度変化.

Fig. 8. 実験前後の STAIY-1の変化.

5.2 唾液コルチゾールと脳状態

唾液を採取した被験者 4名は脳機能ネットワーク解析

により瞑想時の脳状態から，被験者 1は clusterAに分

類され，残りの 3名の被験者は clusterBに分類された．

clusterAでは，0.12以上の主成分負荷量を示した変数に

右視床と右被殻の Degree Centralityが抽出され，視床

は大脳基底核に情報を伝達し，被殻は大脳基底核の一部

で大脳辺縁系の制御を行う．大脳辺縁系は，自律神経活

動に関与し，ホルモン分泌などを制御することから，大

脳辺縁系の制御はホルモン分泌の制御につながることが

考えられる．このことから，瞑想状態にある場合，右視

床，右被殻の結合数を増加させることで，ホルモン分泌

の制御が行われると考えられる．Table 4に実験結果か

ら考えられる各被験者における瞑想時と実験時のストレ

ス状態を示す．被験者 1は実験がストレスとなったが，

瞑想はストレスとならなかった．このことから，被験者

1は瞑想時に瞑想状態にあったため，ストレスが低減し，

唾液コルチゾール濃度の低下が生じたと考えられる．被

験者 2 は瞑想をストレスと感じていなかったが，実験

を通してもストレスを感じていなかった．しかし，瞑想

時の脳状態から瞑想状態にない clusterBに分類された．

よって，瞑想の効果によるストレスの低下ではなく，他

Table 4. 瞑想時と実験時のストレス状態.

被験者
ストレスの有無
瞑想時 実験時

1 無 有
2 無 無
3 有 有
4 有 無

の要因によるストレスの低下が考えられる．被験者 3と

被験者 4は瞑想がストレスとなっていたことから，瞑想

状態でなかったために clusterBに分類されたと考えら

れる．
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It is said that we are in a state of mind wandering for approximately 50% of the day. Mind wandering while driving

sometimes cause traffic accidents. In order to perform mindful driving, our attention should be appropriately directed

toward the objects surrounding the driver, but should not be captured by them. For that reason, it is important to

detect mind wandering. In this study, drivers’ mind wandering was defined from their behavior during simulated driving

and their brain activity was measured and investigated using functional near-infrared spectroscopy (fNIRS). Fractional

amplitude low-frequency fluctuation(fALFF) was used as an indicator of brain activity. From the results, mind wandering

while driving can be detected by variations in the steering angle along with brain activity in the forehead.
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マインドフル・ドライビング：fNIRSを用いた自動車運転中の注意
状態の分析

廣安　知之　・日和　悟 (同志社大学・生命医科学部)

1 はじめに

Well-beingとは，身体的，精神的，社会的に良好な状

態であることを意味し，Well-being を実現するために

は，マインドフルネスの概念が必要不可欠である．マイ

ンドフルネスとは，過去や未来にとらわれず現在の瞬

間に意図的に非判断的な注意を向けることである．しか

し，マインドフルネスと対極にあるマインドワンダリン

グは，過去の失敗などに意図せず注意を向けることで私

たちの幸福感を低下させる．日常的にマインドフルな状

態が期待されているが，その中でも，自動車運転時は運

転と歩行者，道路標識などの対象物が多数存在すること

から，私たちは運転中において様々な対象に適切に意図

* Faculty of Life and Medical Sciences, Center for Innovative Computing, Doshisha University, Kyoto
Telephone : +81-774-65-6932, E-mail : tomo@is.doshisha.ac.jp

的な注意を払い，またそれらに囚われない状態でいるべ

きである．そのため，マインドフルな状態で運転する必

要があると考えられる．マインドフル・ドライビングに

より，交通事故を削減し，運転をより楽しむことに貢献

することが期待される．マインドフル・ドライビングの

ための重要な構成要素の一つは，マインドワンダリング

を検出することである．ドライバが注意状態を知覚し，

正しい対象へと注意を払うためには，ドライバの注意状

態を評価し適切な方向へと導く運転支援システムが必

要である．運転操作に必要な認知，判断，処理は脳内で

行われることから，脳活動はドライバ状態を推定するた

めの指標として広く用いられている．しかし，運転時の
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マインドワンダリング時の脳状態の変化は明らかにさ

れていない 1)．そこで，本稿では運転時のマインドワ

ンダリング状態を脳活動を用いて検出することを目的

とした．シミュレータ環境下でドライバのマインドワン

ダリング状態を行動データから定義し，その時の脳活動

を functional Near Infrared Spectroscopy（fNIRS）を

用いて計測し，運転時のマインドワンダリング状態の脳

活動を検討した．

2 実験方法

2.1 実験概要

本実験では，ドライビングシミュレータ環境下でマ

インドワンダリングを誘発するために異なる二つの課

題を同時に課す dual taskを用いた．その時の脳活動を

fNIRS で計測し，脳活動から運転時におけるマインド

ワンダリング状態を検討した．被験者は，運転免許を所

有している健常男性 10名（22.6 ± 1.4歳，右利き）で

あった．fNIRS装置はサンプリング周波数が 1.53Hzの

OEG16（Spectratech社製）を用いた．計測部位は前頭

部 16CHで国際 10-20法に従ってプローブを配置した．

また，運転課題はドライビングシミュレータを用いて

行った．

2.2 実験プロトコル

実験設計をFig. ??に示す．本実験はレスト 30s，タス

ク 480s，レスト 30sで構成される．dual taskの主課題

はドライビングシミュレータを用いた運転課題，副課題

にはランダムな刺激に対して，可能な限り速く反応する

ことで持続的注意を測定可能な Psychomotor Vigilance

Task（PVT）を用いた．レスト区間では，ハンドルを

握ったまま前方の画面を注視する．タスク区間では，運

転課題としてオーバルコースでの運転を行う．また，運

転中に PVTの音刺激がランダムな間隔で与えられ，そ

の刺激に対してハンドル横に設置されたボタンプレスに

より反応を示す．

3 解析方法

3.1 行動データによる状態定義

今回行った dual taskによって，被験者が PVTに注

意を向けている時にはドライビングシミュレータ環境下

でマインドワンダリング状態に陥っている可能性が考え

られる．そこで，本実験では PVTで得られた反応時間

（Reaction time:RT）から状態定義を行った．定義方法

Reaction time(RT)

PVT

straight straightcurve

(Auditory stimulation)

▶

（Rest:Gaze at the front screen while gripping handle）

Rest:30s Rest:30s

Fig. 1. Experimental Design.

を Fig. ??に示す．被験者毎に最も速い RT，最も遅い

RTを算出し，その反応が行われた直前の区間をステア

リング舵角変動と脳血流変化の解析対象区間として定め

た．また，ステアリング舵角変化の指標として，変動係

数を算出した．
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Fig. 2. Definition of section by behavior data.

3.2 脳活動の特徴量算出

fNIRS の計測チャンネルのすべては automatic

anatomical labeling（AAL）に基づいて脳部位とは対

応付けを行った．各チャンネルで得られた脳血流変化の

時系列データから，脳活動の指標として fractional am-

plitude low-frequency fluctuation（fALFF）を算出し

た．fALFFは以下のように算出される．

fALFF (低周波振動振幅) =
0.008− 0.09[Hz]の振幅の和
全周波数帯の振幅の和

fALFF は脳活動と考えられる周波数帯（0.008-

0.09Hz）の振幅の和を測定された正の周波数帯で除算

することで得られる 2)．周波数領域のデータに対して

各チャンネルごとに fALFFを算出し，z変換を行った

（zfALFF）．各チャンネルの zfALFFは脳領域ごとに平

均され，全被験者の脳領域ごとの zfALFFを算出した．
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4 結果・考察

最も速い RTと最も遅い RTの比較結果を Fig. ??に

示す．被験者毎に最も速いRTと最も遅いRTを算出し，

比較を行った結果，有意水準 5%で有意差が見られた．こ

のことから反応する直前の区間でドライバの状態が異な

ることが考えられる．速く反応するためには刺激呈示が

行われるまで PVTに注意を向けることが必要となる．

よって，RTが速い区間では本実験の主課題である運転

課題でなく，副課題である PVTに注意が向いていたこ

とから，マインドワンダリングしていた可能性が考えら

れる．また，RTが遅い区間では運転に注意が向いてい

ることが考えられる．
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Fig. 3. Comparison of RT.

RTで定義した最も速い RT区間と最も遅い RT区間

にあたるステアリング舵角変化と脳血流変化から算出

した zfALFFの比較を行った．最も速いRT区間と最も

遅い RT 区間にあたる zfALFF のカラーマップを Fig.

??に示す．最も速いRT区間と最も遅いRT区間で比較

をお行った結果，最も速いRT区間では，左中前頭回の

zfALFFの値が有意に高かった（p<0.05）．左中前頭回

は選択的注意に関係づけられ，注意対象を判断する時に

活性化される 3)．また，自動車を走行コース内で安定し

て操作するためには，ある程度の舵角変動が必要と考え

られるため，最も速いRT区間における小さい舵角変動

は，マインドワンダリングの傾向と推察される．一方，

最も遅いRT区間では，右上前頭回背側部の zfALFFの

値が有意に高かった（p<0.05）．右上前頭回背側部は，

注意の維持と転換時に活性化されることを報告している
3)．最も遅い RT区間において舵角変動が大きいことか

ら，この区間ではドライバは運転課題に注力していたこ

とが考えられる．この推察は，注意維持に関連する右上

前頭回背側部の高い zfALFFとも一致する．
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Fig. 4. Colormap of zfALFF in section.

5 結論

本稿では，運転時のマインドワンダリング状態を検出

するために運転課題を主課題、PVTを副課題としたdual

taskが用いられ，fNIRSによって脳血流変化が計測され

た．また，局所的自発性脳活動の指標として zfALFFが

算出された．PVTにおける最も速い RT区間では左中

前頭回の zfALFFの値に有意差が見られ，最も遅い RT

区間では右上前頭回背側部の zfALFFの値に有意差が見

られた．また．舵角の変動係数にも２区間で有意差が見

られた．これらの実験結果は，運転時のマインドワンダ

リングがステアリング舵角変動と前頭部の脳活動を用い

て検出でき得ることを示唆した．
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It is said that we are in a state of mind wandering for approximately 50% of the day. Mind wandering while driving

sometimes cause traffic accidents. In order to perform mindful driving, our attention should be appropriately directed

toward the objects surrounding the driver, but should not be captured by them. For that reason, it is important to

detect mind wandering. In this study, drivers’ mind wandering was defined from their behavior during simulated driving

and their brain activity was measured and investigated using functional near-infrared spectroscopy (fNIRS). Fractional

amplitude low-frequency fluctuation(fALFF) was used as an indicator of brain activity. From the results, mind wandering

while driving can be detected by variations in the steering angle along with brain activity in the forehead.
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マインドフル・ドライビング：fNIRSを用いた自動車運転中の注意
状態の分析

廣安　知之　・日和　悟 (同志社大学・生命医科学部)

1 はじめに

Well-beingとは，身体的，精神的，社会的に良好な状

態であることを意味し，Well-being を実現するために

は，マインドフルネスの概念が必要不可欠である．マイ

ンドフルネスとは，過去や未来にとらわれず現在の瞬

間に意図的に非判断的な注意を向けることである．しか

し，マインドフルネスと対極にあるマインドワンダリン

グは，過去の失敗などに意図せず注意を向けることで私

たちの幸福感を低下させる．日常的にマインドフルな状

態が期待されているが，その中でも，自動車運転時は運

転と歩行者，道路標識などの対象物が多数存在すること

から，私たちは運転中において様々な対象に適切に意図
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的な注意を払い，またそれらに囚われない状態でいるべ

きである．そのため，マインドフルな状態で運転する必

要があると考えられる．マインドフル・ドライビングに

より，交通事故を削減し，運転をより楽しむことに貢献

することが期待される．マインドフル・ドライビングの

ための重要な構成要素の一つは，マインドワンダリング

を検出することである．ドライバが注意状態を知覚し，

正しい対象へと注意を払うためには，ドライバの注意状

態を評価し適切な方向へと導く運転支援システムが必

要である．運転操作に必要な認知，判断，処理は脳内で

行われることから，脳活動はドライバ状態を推定するた

めの指標として広く用いられている．しかし，運転時の
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マインドワンダリング時の脳状態の変化は明らかにさ

れていない 1)．そこで，本稿では運転時のマインドワ

ンダリング状態を脳活動を用いて検出することを目的

とした．シミュレータ環境下でドライバのマインドワン

ダリング状態を行動データから定義し，その時の脳活動

を functional Near Infrared Spectroscopy（fNIRS）を

用いて計測し，運転時のマインドワンダリング状態の脳

活動を検討した．

2 実験方法

2.1 実験概要

本実験では，ドライビングシミュレータ環境下でマ

インドワンダリングを誘発するために異なる二つの課

題を同時に課す dual taskを用いた．その時の脳活動を

fNIRS で計測し，脳活動から運転時におけるマインド

ワンダリング状態を検討した．被験者は，運転免許を所

有している健常男性 10名（22.6 ± 1.4歳，右利き）で

あった．fNIRS装置はサンプリング周波数が 1.53Hzの

OEG16（Spectratech社製）を用いた．計測部位は前頭

部 16CHで国際 10-20法に従ってプローブを配置した．

また，運転課題はドライビングシミュレータを用いて

行った．

2.2 実験プロトコル

実験設計を Fig. 1に示す．本実験はレスト 30s，タス

ク 480s，レスト 30sで構成される．dual taskの主課題

はドライビングシミュレータを用いた運転課題，副課題

にはランダムな刺激に対して，可能な限り速く反応する

ことで持続的注意を測定可能な Psychomotor Vigilance

Task（PVT）を用いた．レスト区間では，ハンドルを

握ったまま前方の画面を注視する．タスク区間では，運

転課題としてオーバルコースでの運転を行う．また，運

転中に PVTの音刺激がランダムな間隔で与えられ，そ

の刺激に対してハンドル横に設置されたボタンプレスに

より反応を示す．

3 解析方法

3.1 行動データによる状態定義

今回行った dual taskによって，被験者が PVTに注

意を向けている時にはドライビングシミュレータ環境

下でマインドワンダリング状態に陥っている可能性が考

えられる．そこで，本実験では PVTで得られた反応時

間（Reaction time:RT）から状態定義を行った．定義方

Reaction time(RT)

PVT

straight straightcurve

(Auditory stimulation)

▶

（Rest:Gaze at the front screen while gripping handle）

Rest:30s Rest:30s

Fig. 1. Experimental Design.

法を Fig. 2に示す．被験者毎に最も速いRT，最も遅い

RTを算出し，その反応が行われた直前の区間をステア

リング舵角変動と脳血流変化の解析対象区間として定め

た．また，ステアリング舵角変化の指標として，変動係

数を算出した．
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Fig. 2. Definition of section by behavior data.

3.2 脳活動の特徴量算出

fNIRS の計測チャンネルのすべては automatic

anatomical labeling（AAL）に基づいて脳部位とは対

応付けを行った．各チャンネルで得られた脳血流変化の

時系列データから，脳活動の指標として fractional am-

plitude low-frequency fluctuation（fALFF）を算出し

た．fALFFは以下のように算出される．

fALFF (低周波振動振幅) =
0.008− 0.09[Hz]の振幅の和
全周波数帯の振幅の和

fALFF は脳活動と考えられる周波数帯（0.008-

0.09Hz）の振幅の和を測定された正の周波数帯で除算

することで得られる 2)．周波数領域のデータに対して

各チャンネルごとに fALFFを算出し，z変換を行った

（zfALFF）．各チャンネルの zfALFFは脳領域ごとに平

均され，全被験者の脳領域ごとの zfALFFを算出した．
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4 結果・考察

最も速いRTと最も遅いRTの比較結果を Fig. 3に示

す．被験者毎に最も速い RTと最も遅い RTを算出し，

比較を行った結果，有意水準 5%で有意差が見られた．こ

のことから反応する直前の区間でドライバの状態が異な

ることが考えられる．速く反応するためには刺激呈示が

行われるまで PVTに注意を向けることが必要となる．

よって，RTが速い区間では本実験の主課題である運転

課題でなく，副課題である PVTに注意が向いていたこ

とから，マインドワンダリングしていた可能性が考えら

れる．また，RTが遅い区間では運転に注意が向いてい

ることが考えられる．

R
T

[s
]

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0
Fastest RT Slowest RT

＊

＊p<.05

Fig. 3. Comparison of RT.

RTで定義した最も速い RT区間と最も遅い RT区間

にあたるステアリング舵角変化と脳血流変化から算出

した zfALFFの比較を行った．最も速いRT区間と最も

遅い RT 区間にあたる zfALFF のカラーマップを Fig.

4に示す．最も速い RT区間と最も遅い RT区間で比較

をお行った結果，最も速いRT区間では，左中前頭回の

zfALFFの値が有意に高かった（p<0.05）．左中前頭回

は選択的注意に関係づけられ，注意対象を判断する時に

活性化される 3)．また，自動車を走行コース内で安定し

て操作するためには，ある程度の舵角変動が必要と考え

られるため，最も速いRT区間における小さい舵角変動

は，マインドワンダリングの傾向と推察される．一方，

最も遅いRT区間では，右上前頭回背側部の zfALFFの

値が有意に高かった（p<0.05）．右上前頭回背側部は，

注意の維持と転換時に活性化されることを報告している
3)．最も遅い RT区間において舵角変動が大きいことか

ら，この区間ではドライバは運転課題に注力していたこ

とが考えられる．この推察は，注意維持に関連する右上

前頭回背側部の高い zfALFFとも一致する．

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

Frontal_Mid_L

Fastest RT section Slowest RT section

ntal_Sup_

Fig. 4. Colormap of zfALFF in section.

5 結論

本稿では，運転時のマインドワンダリング状態を検出

するために運転課題を主課題、PVTを副課題としたdual

taskが用いられ，fNIRSによって脳血流変化が計測され

た．また，局所的自発性脳活動の指標として zfALFFが

算出された．PVTにおける最も速い RT区間では左中

前頭回の zfALFFの値に有意差が見られ，最も遅い RT

区間では右上前頭回背側部の zfALFFの値に有意差が見

られた．また．舵角の変動係数にも２区間で有意差が見

られた．これらの実験結果は，運転時のマインドワンダ

リングがステアリング舵角変動と前頭部の脳活動を用い

て検出でき得ることを示唆した．
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Simultaneous analysis for both clustering of variables and low-rank

approximation of correlation matrices based on Majorization
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Given two different correlation matrices between variables, it is important to detect and interpret the relations such

that the difference is larger. For example, in fMRI data analysis, such the situation is observed. Given two correlation

matrices corresponding to classes between region of interests (ROIs), it is important to detect ROIs such that these

functions of distinctive classes are revealed. However, when these differences are interpreted, it becomes complicated

since there are many correlations and these values takes various values. Therefore, it is suitable to achieve the purpose

for detecting the sparse low rank difference matrix between classes. In this paper, we proposed simultaneous analysis of

clustering and low-rank estimation for the difference between correlation matrices based on Majorization algorithm.

Key words ： dimentional reduction，simultaneous optimization，sparse estimation

1 Introduction

In fMRI data analysis, it is important to detect

functional connectivities between regions of interests

(ROIs) for brains (e.g. Filippi, 2009; Friston et al.,

2007). In these domains, functional connectivities

are observed as correlations between signals of ROIs.

Given these correlation matrices of subjects and their

information of classes, it is important to reveal the

functional connectivities such that these differences be-

tween classes are larger. To detect such the distinctive

networks for each class, various methods have been

proposed. (Varoquaux et al., 2013)

However, it is difficult to interpret these relations

between ROIs when the differences of correlations be-

tween ROIs are small. In the situation, estimating low

rank correlation matrix is useful. See Fig. 1. While it

is difficult to interpret the relation between variables

from the original matrix, it becomes easy to interpret

the relation between variables by using low rank cor-

relation matrix since these differences of the estimated

* Wakayama Medical University, Wakayama
Telephone : +81-73-441-0867, E-mail : ktaniok@wakayama-med.ac.jp

** Doshisha University, Kyoto
Telephone : +81-774-65-6932, E-mail : hiro@is.nagoya-u.ac.jp
Telephone : +81-774-65-6381, E-mail : shiwa@mail.doshisha.ac.jp
Telephone : +81-774-65-7657, E-mail : hyadohis@mail.doshisha.ac.jp

correlations tend to become larger. Therefore, it is im-

portant to estimate low rank correlation matrix from

the perspective of interpretation.

In this paper, we proposed simultaneous analysis

of estimating low rank matrix for the difference be-

tween two correlation matrices and clustering vari-

ables., given correlation matrices for classes. Pietersz

and Groenen (2004) proposed rank reduction of cor-

relation matrices by majorization and there is good

properties. Therefore, the proposed method adopts

majorization algorithm. In addition, Simon and Abell

(2010) proposed a majorization algorithm for con-

strained correlation matrix approximation, such that

some of elements of the correlation matrix are con-

strained to 0. Our method is based on these methods

and low rank matrix can be estimated based on these

algorithm, easily.

The remains of this paper is as follows. In section 2,

we show the motivation, and the objective function of

the proposed method. In section 3 , these results of the

numerical simulation is shown. Finally, we conclude

this paper.
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Fig. 1. An original matrix and estimated low rank

correlation matrix (heat map).

2 Simultaneous analysis for both clustering of

variables and low-rank approximation of

correlation matrices

Here, we show the problem setting of the proposed

method. Given correlation matrices of classes Rℓ =

(rijℓ) rijℓ ∈ [−1, 1] (i, j = 1, 2, · · · , p; ℓ = 1, 2), where

p is the number of variables.

the proposed method estimate the distinctive cor-

relation matrices for classes Ψℓ = (ψℓso) ψℓso ∈
[−1, 1] (ℓ = 1, 2; s, o = 1, 2, · · · , p). The estimated

Ψℓ satisfy the following structure

Ψ1 =




Ψ11 O · · · O

O Ψ12 · · · O
...

...
. . .

...

O O · · · Ψ1K




and

Ψ2 =




Ψ21 O · · · O

O Ψ22 · · · O
...

...
. . .

...

O O · · · Ψ2K



.

as a result of permutations for variables. Let K be the

number of clusters for variables, O be the matrix such

that these elements are 0, and Ψℓk = (ψℓskok), ψℓskok ∈
[−1, 1] (sk, ok = 1, 2, · · · , pk; k = 1, 2, · · · ,K) be sub-

matrix of Ψℓ. Therefore, the proposed method can re-

quire clustering structure for the estimated correlation

matrices. In addition, if differences between elements

of Ψ1k and those of Ψ2k tend to be far from 0, we con-

sider them as distinctive relations for these classes. On

the other hands, if these differences are close to 0, these

relations are considered as common networks for class

1 and class 2.

2.1 Objective function of the proposed method

Here, we provide the objective function of the pro-

posed method.See Fig. 2. Fig. 2 indicates the image

of the proposed method through the heat map. The

yellow parts represent the elements with higher values,

on the other hands, red parts indicate those with lower

values.

Given correlation matrices for subjectsRℓ (ℓ = 1, 2),

and the number of clusters for variables K, the ob-

jective function of the proposed method is defined as

follows:

L({Φℓ}2ℓ=1,U | {Ri}2ℓ=1)

=∥(R1 −R2)−UUT ⊙ (Φ1 −Φ2)∥2 (1)

subject to

rank(Φℓ) = d (ℓ = 1, 2)

where U = (ujk) ujk ∈ {0, 1} (j = 1, 2, · · · , p; k =

1, 2, · · · ,K) is indicator matrix such that

ujk =

{
1 (variable j belong to cluster k)

0 (others)
,

Φℓ = (ϕℓso), ϕℓso ∈ [−1, 1] (ℓ = 1, 2; s, o = 1, 2, · · · , p)
is correlation matrices corresponding to class ℓ, ∥ · ∥
indicates Frobenius norm and ⊙ is Hadmard product

such thatA⊙B = (aijbij) forA = (aij) andB = (bij)

(i = 1, 2, · · · , n; j = 1, 2, · · · , p). In this objective

function, Ψℓ is described as follows:

Ψℓ = UUT ⊙Φℓ (ℓ = 1, 2).

In this model, Ψℓ can be decomposed into indicator

matrix and correlation matrix.

The purpose of the method is {Φℓ}2ℓ=1 and U are es-

timated such that Eq. (1) is minimized. From Eq. (1),

if differences between elements of R1 and those of R2

are close to be 0, the difference between the estimated

low rank correlations are estimated as 0. Therefore, we

can achieve the sparse estimation. In addition to that,

the differences between estimated low rank correlation

matrices tend to be simple structure. Again, see Fig.

1. Therefore, it is easy to interpret the elements such

that correlations between classes are different.
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Fig. 2. Model of the proposed method through the

heat map: the elements with yellow represent higher

values, while those with red represent lower values.

2.2 Algorithm and Updated formula

Next, we show the algorithm of the proposed

method. Here, Alternative least squares criterion

(ALS) is used (Young et al., 1980). The summary of

the algorithm is as follows:

Algorithm based on ALS

Step 0 Set initial values for Φℓ (ℓ = 1, 2), the number

of clusters for variables K and threshold ε > 0.

Step 1 Update U , given Φℓ (ℓ = 1, 2).

Step 2 Update Φℓ (ℓ = 1, 2), given U .

Step 3 If the difference between the value of the objec-

tive function of the current step and the previous

step is lower than ε, stopped the algorithm, else

back to Step 1.

Next, we explain how to update these parameters.

Update U

Given Φℓ, values of the objective function are cal-

culated for nK patterns since elements of U can be 0

or 1. The result is determined among these feasible

areas such that the value of the objective function is

minimized.

Update Φℓ

Given U , Φℓ can be updated based on Majoriza-

tion algorithm (Pietersz and Groenen, 2004; Simon

and Abell, 2010). For the detail of majorization al-

gorithm, see Borg and Groenen (2005).

For any correlation matrix Φℓ, there exists Xℓ =

(x1ℓ, x2ℓ, · · · , xpℓ)
T xjℓ ∈ Rd (j = 1, 2, · · · , p; ℓ =

1, 2) such that Φℓ = XℓX
T
ℓ constrained to ∥xjℓ∥ =

1. Therefore, the estimation problem for Φℓ becomes

those for Xℓ. We derive the majorization function of

Eq.(1), and the updated formula for Xℓ based on the

function.

Here, we set UUT = W = (wso) (s, o = 1, 2, · · · , p)
to describe Eq.(1) briefly. First, to derive the updated

formula of Φ1 with class 1, corresponding the majoriza-

tion function is shown.

L({Φℓ}2ℓ=1,U | {Rℓ}2ℓ=1)

=∥(R1 −R2)−W ⊙ (Φ1 −Φ2)∥2

=∥(R1 −R2 +W ⊙Φ2)−W ⊙Φ1∥2 (2)

Here, we set (R1−R2+W⊙Φ2) = Q = (qso) (s, o =

1, 2, · · · , p) and Q = X1X
T
1 . Therefore, Eq. (2) is

derived as follows:

∥Q−W ⊙Φ1∥2

=
∑
s̸=o

(qso − wsox
T
s1xo1)

2

=
∑
s̸=o

q2so − 2
∑
s̸=o

qsowsox
T
s1xo1 +

∑
s̸=o

wsox
T
o1xs1x

T
s1xo1

(3)

To solve Eq.(3) with the constraints such that ∥xj1∥ =
1 by using Lagrangean method, the third term of

Eq.(3) are replaced to the linear function of xo1. We

define the following equation to solve xo1;

Bo1 =
∑
s̸=o

wsoxs1x
T
s1,

In addition to that, let λo1 be the maximum eigenvalue

of Bo1. Here, for any x ∈ Rd subject to ∥x∥ = 1, the

following inequality is satisfied;

xT (Bo1 − λo1Id)x ≤ 0 (4)

In short, Bo1 − λo1Id becomes negative semidefinite.

Here, let xo1 ∈ Rd and yo1 ∈ Rd are coordinate of sub-

ject o corresponding the current step and the previous
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step, respectively. From Eq.(4), the following inequal-

ity is satisfied:

(xo1 − yo1)
T (Bo1 − λo1Id)(xo1 − yo1) ≤ 0. (5)

Therefore, the majorizing function of the third term of

Eq.(3) is derived as follows

xo1Bo1xo1 ≤ 2λo1 + xT
o1(Bo1 − λo1Id)yo1 − yo1Bo1yo1.

(6)

From (6), we get the following majorizing function of

Eq. (1) as follows:

∑
s̸=o

q2so − 2
∑
s̸=o

qsowsox
T
s1xo1 +

∑
s̸=o

wsox
T
o1xs1x

T
s1xo1

≤
∑
s̸=o

q2so − 2
∑
s̸=o

qsowsox
T
s1xo1

+
∑
s̸=o

wso(2λo1 + xT
o1(Bo1 − λo1Id)yo1 − yo1Bo1yo1)

(7)

Based on Eq.(7), the updated formula can be derived

as follows:

xo1 ←
zo1
∥zo1∥

(8)

where

zo1 =
∑
s̸=o

wsoqsoys1 − (Bo1 − λo1Id)yo1

Therefore, algorithm for estimating Φ1 = X1X
T
1 is

shown as follows:

Step (A1) Update X based on Eq. (8)

Step (A2) Update the auxiliary variables such that

yo1 ← xo1

Step (A3) Iterate Step (A) and Step (B) still the stop

condition is satisfied

Here, in this paper, the stop condition of (A3) is set as

the same way of Algorithm based on ALS.

For the estimation of Φ2 = X2X
T
2 , it can be con-

ducted as the same way of estimating Φ1.

3 Numerical simulation

Here, to evaluate the clustering results for variables,

numerical simulation is conducted through the artifi-

cial data. In this simulation, first, artificial correlation

Table 1. Factors of this simulation.
Factor name levels Description of the factor

Factor 1:methods 2 the proposal and the control

Factor 2:rank 29 2, 3, · · · , 30
Factor 3:noise 2 n =: 1000, 100

matrices for classes are generated such that these dif-

ferences include true clustering structures. Next, the

proposed method and tandem method are applied to

the data and get these clustering results, where tan-

dem method is consists of two method such as dimen-

sional reduction method and clustering method. For

the detail of the tandem method, we will explain later.

Finally, Adjusted Rand Index (ARI) (Hubert and Ara-

bie, 1985) between true clustering results and these

clustering results are calculated. Here, ARI is similar-

ity index between two clustering results. If the value

is close to 1, these clustering results are considered as

very similar. On the other hands, if the value is close

to 0, these clustering results are considered as distant.

Therefore, we compared two methods though the de-

gree of recovery for the true clustering structure.

3.1 Simulation design

We set the number of variables as p = 30 and the

number of clusters as K = 3. Table 1 represents these

factors of this simulation. There is 2 × 29 × 2 = 116

patterns and, by each pattern, artificial data are gen-

erated 100 times.

Here, we show you about the factors of this simula-

tion.

Factor 1

Here, in this simulation, clustering results of two

methods are compared though ARI. One is the pro-

posed method, and the other method is tandem

method. The tandem method consists of two steps

as follows.

Tandem method

Step 1 The low rank matrix corresponding to the

difference between two correlation matrices is es-
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timated based on the following objective function.

L({Φℓ}2ℓ=1| {Rℓ}2ℓ=1) =∥(R1 −R2)− (Φ1 −Φ2)∥2

(9)

Eq.(9) indicates the objective function for the es-

timation of difference matrix between two correla-

tion matrices without clustering. The estimation

is easy to conduced by the majorization function.

Step 2 From the estimation results Φℓ = XℓX
T
ℓ in

step1, k-means is applied to the estimated the dif-

ference X1 −X2 and get the clustering results.

The purpose of the comparison is that we would like to

show the meaning of simultaneous estimation through

the simulation. In this simulation, these method run

from 100 different initial values and adopt the result

among them such that the value of the objective func-

tion is minimized, respectively, since these results de-

pend on initial values.

Factor 2

There are 29 levels such as 2, 3, · · · , 30. Therefore,

these two methods are applied to the data by rank from

2 to 30,

Factor 3

This factor consists of two levels. In the first level,

true correlation matrices are generated from the mul-

tivariate data with the number of subject = 1000. In

the level, the situation is considered as noiseless. On

the other hands, in the second level, true correlation

matrices are generated from the multivariate data with

the number of subject = 100. In the level, the data is

considered as including noise.

Finally, we explain how to generate data with true

clustering structure. Artificial data for class 1 X1 ∈
Rn×p and class 2 X2 ∈ Rn×p are generated based on

multivariate normal distribution as follows:

X1 ∼N(µ,Σ1)

X2 ∼N(µ,Σ2)

Fig. 3. Results of ARI without noise.

where µ = (0, 0, · · · , 0)T with the length of p, Σ1 and

Σ2 are covariance matrix of variables for class 1 and

class 2 as follows:

Σ1 =




Σ11 O O

O O O

O O Σ13


 and Σ2 =




O O O

O Σ22 O

O O Σ32




whereΣ11, Σ13 andΣ23 are 12×12 matrix and these

elements are 0.2. In addition to that, Σ22 is 12 × 12

matrix and these elements are 0.1.

3.2 Simulation results

In this subsection, we show you ARI as a results.

These clustering results of ARIs without noise and

those with noise are shown as Figure 3 and FIgure

4, respectively. In both Figure 3 and FIgure 4, these

vertical axes indicate the rank for these methods and

horizontal axes indicate ARIs. For these ARIs, we plot

three different points such as 25% quantile point, me-

dian and 75%point.

From Figure 3 and FIgure 4, we can confirm that

the clustering results of the proposed method is supe-

rior to those of tandem method irrespective to includ-

ing or not including noise, when these estimated ranks

are lower cases. Therefore, in the problem setting, us-

ing the proposed method is matched our motivation.

When the rank is higher, the clustering results of the

proposed method is worse. However, in the problem

setting, we could not consider the situation. There-

fore, we concluded that the proposed method is good

recovery in the problem setting.
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Fig. 4. Results of ARI with noise.

4 Conclusion

In this paper, we proposed sparse estimation of the

differences between low-rank correlation matrices cor-

responding to classes. The advantage of this method

is that is is easy to interpret the difference parts be-

tween classes since the estimated matrix is sparse and

the contrast among elements is larger. For the evalu-

ation of clustering results, we show the superiority of

the proposed method and the necessity of optimization

for both indicator matrix U and distinctive correlation

matrices Φℓ through the numerical simulation. Our

proposed method can considered as a generalization

method of Simon and Abell (2010) since if W = UUT

is fixed beforehand in Eq.(1).

It is sure that the proposed method can detect clus-

tering structure for variables well, however, it needs to

determine the number of clusters and the number of

dimensions. One approach for determining these val-

ues is cross validation method (e.g. Wang, 2010) as a

future work. Therefore, it needs index to evaluate the

data where the assumption is satisfied or not.
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Given two different correlation matrices between variables, it is important to detect and interpret the relations such

that the difference is larger. For example, in fMRI data analysis, such the situation is observed. Given two correlation

matrices corresponding to classes between region of interests (ROIs), it is important to detect ROIs such that these

functions of distinctive classes are revealed. However, when these differences are interpreted, it becomes complicated

since there are many correlations and these values takes various values. Therefore, it is suitable to achieve the purpose

for detecting the sparse low rank difference matrix between classes. In this paper, we proposed simultaneous analysis of

clustering and low-rank estimation for the difference between correlation matrices based on Majorization algorithm.

Key words ： dimentional reduction，simultaneous optimization，sparse estimation

1 Introduction

In fMRI data analysis, it is important to detect

functional connectivities between regions of interests

(ROIs) for brains (e.g. Filippi, 2009; Friston et al.,

2007). In these domains, functional connectivities

are observed as correlations between signals of ROIs.

Given these correlation matrices of subjects and their

information of classes, it is important to reveal the

functional connectivities such that these differences be-

tween classes are larger. To detect such the distinctive

networks for each class, various methods have been

proposed. (Varoquaux et al., 2013)

However, it is difficult to interpret these relations

between ROIs when the differences of correlations be-

tween ROIs are small. In the situation, estimating low

rank correlation matrix is useful. See Fig. 1. While it

is difficult to interpret the relation between variables

from the original matrix, it becomes easy to interpret

the relation between variables by using low rank cor-

relation matrix since these differences of the estimated

* Wakayama Medical University, Wakayama
Telephone : +81-73-441-0867, E-mail : ktaniok@wakayama-med.ac.jp

** Doshisha University, Kyoto
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Telephone : +81-774-65-6381, E-mail : shiwa@mail.doshisha.ac.jp
Telephone : +81-774-65-7657, E-mail : hyadohis@mail.doshisha.ac.jp

correlations tend to become larger. Therefore, it is im-

portant to estimate low rank correlation matrix from

the perspective of interpretation.

In this paper, we proposed simultaneous analysis

of estimating low rank matrix for the difference be-

tween two correlation matrices and clustering vari-

ables., given correlation matrices for classes. Pietersz

and Groenen (2004) proposed rank reduction of cor-

relation matrices by majorization and there is good

properties. Therefore, the proposed method adopts

majorization algorithm. In addition, Simon and Abell

(2010) proposed a majorization algorithm for con-

strained correlation matrix approximation, such that

some of elements of the correlation matrix are con-

strained to 0. Our method is based on these methods

and low rank matrix can be estimated based on these

algorithm, easily.

The remains of this paper is as follows. In section 2,

we show the motivation, and the objective function of

the proposed method. In section 3 , these results of the

numerical simulation is shown. Finally, we conclude

this paper.
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Fig. 1. An original matrix and estimated low rank

correlation matrix (heat map).

2 Simultaneous analysis for both clustering of

variables and low-rank approximation of

correlation matrices

Here, we show the problem setting of the proposed

method. Given correlation matrices of classes Rℓ =

(rijℓ) rijℓ ∈ [−1, 1] (i, j = 1, 2, · · · , p; ℓ = 1, 2), where

p is the number of variables.

the proposed method estimate the distinctive cor-

relation matrices for classes Ψℓ = (ψℓso) ψℓso ∈
[−1, 1] (ℓ = 1, 2; s, o = 1, 2, · · · , p). The estimated

Ψℓ satisfy the following structure

Ψ1 =




Ψ11 O · · · O

O Ψ12 · · · O
...

...
. . .

...

O O · · · Ψ1K




and

Ψ2 =




Ψ21 O · · · O

O Ψ22 · · · O
...

...
. . .

...

O O · · · Ψ2K



.

as a result of permutations for variables. Let K be the

number of clusters for variables, O be the matrix such

that these elements are 0, and Ψℓk = (ψℓskok), ψℓskok ∈
[−1, 1] (sk, ok = 1, 2, · · · , pk; k = 1, 2, · · · ,K) be sub-

matrix of Ψℓ. Therefore, the proposed method can re-

quire clustering structure for the estimated correlation

matrices. In addition, if differences between elements

of Ψ1k and those of Ψ2k tend to be far from 0, we con-

sider them as distinctive relations for these classes. On

the other hands, if these differences are close to 0, these

relations are considered as common networks for class

1 and class 2.

2.1 Objective function of the proposed method

Here, we provide the objective function of the pro-

posed method.See Fig. 2. Fig. 2 indicates the image

of the proposed method through the heat map. The

yellow parts represent the elements with higher values,

on the other hands, red parts indicate those with lower

values.

Given correlation matrices for subjectsRℓ (ℓ = 1, 2),

and the number of clusters for variables K, the ob-

jective function of the proposed method is defined as

follows:

L({Φℓ}2ℓ=1,U | {Ri}2ℓ=1)

=∥(R1 −R2)−UUT ⊙ (Φ1 −Φ2)∥2 (1)

subject to

rank(Φℓ) = d (ℓ = 1, 2)

where U = (ujk) ujk ∈ {0, 1} (j = 1, 2, · · · , p; k =

1, 2, · · · ,K) is indicator matrix such that

ujk =

{
1 (variable j belong to cluster k)

0 (others)
,

Φℓ = (ϕℓso), ϕℓso ∈ [−1, 1] (ℓ = 1, 2; s, o = 1, 2, · · · , p)
is correlation matrices corresponding to class ℓ, ∥ · ∥
indicates Frobenius norm and ⊙ is Hadmard product

such thatA⊙B = (aijbij) forA = (aij) andB = (bij)

(i = 1, 2, · · · , n; j = 1, 2, · · · , p). In this objective

function, Ψℓ is described as follows:

Ψℓ = UUT ⊙Φℓ (ℓ = 1, 2).

In this model, Ψℓ can be decomposed into indicator

matrix and correlation matrix.

The purpose of the method is {Φℓ}2ℓ=1 and U are es-

timated such that Eq. (1) is minimized. From Eq. (1),

if differences between elements of R1 and those of R2

are close to be 0, the difference between the estimated

low rank correlations are estimated as 0. Therefore, we

can achieve the sparse estimation. In addition to that,

the differences between estimated low rank correlation

matrices tend to be simple structure. Again, see Fig.

1. Therefore, it is easy to interpret the elements such

that correlations between classes are different.
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Fig. 2. Model of the proposed method through the

heat map: the elements with yellow represent higher

values, while those with red represent lower values.

2.2 Algorithm and Updated formula

Next, we show the algorithm of the proposed

method. Here, Alternative least squares criterion

(ALS) is used (Young et al., 1980). The summary of

the algorithm is as follows:

Algorithm based on ALS

Step 0 Set initial values for Φℓ (ℓ = 1, 2), the number

of clusters for variables K and threshold ε > 0.

Step 1 Update U , given Φℓ (ℓ = 1, 2).

Step 2 Update Φℓ (ℓ = 1, 2), given U .

Step 3 If the difference between the value of the objec-

tive function of the current step and the previous

step is lower than ε, stopped the algorithm, else

back to Step 1.

Next, we explain how to update these parameters.

Update U

Given Φℓ, values of the objective function are cal-

culated for nK patterns since elements of U can be 0

or 1. The result is determined among these feasible

areas such that the value of the objective function is

minimized.

Update Φℓ

Given U , Φℓ can be updated based on Majoriza-

tion algorithm (Pietersz and Groenen, 2004; Simon

and Abell, 2010). For the detail of majorization al-

gorithm, see Borg and Groenen (2005).

For any correlation matrix Φℓ, there exists Xℓ =

(x1ℓ, x2ℓ, · · · , xpℓ)
T xjℓ ∈ Rd (j = 1, 2, · · · , p; ℓ =

1, 2) such that Φℓ = XℓX
T
ℓ constrained to ∥xjℓ∥ =

1. Therefore, the estimation problem for Φℓ becomes

those for Xℓ. We derive the majorization function of

Eq.(1), and the updated formula for Xℓ based on the

function.

Here, we set UUT = W = (wso) (s, o = 1, 2, · · · , p)
to describe Eq.(1) briefly. First, to derive the updated

formula of Φ1 with class 1, corresponding the majoriza-

tion function is shown.

L({Φℓ}2ℓ=1,U | {Rℓ}2ℓ=1)

=∥(R1 −R2)−W ⊙ (Φ1 −Φ2)∥2

=∥(R1 −R2 +W ⊙Φ2)−W ⊙Φ1∥2 (2)

Here, we set (R1−R2+W⊙Φ2) = Q = (qso) (s, o =

1, 2, · · · , p) and Q = X1X
T
1 . Therefore, Eq. (2) is

derived as follows:

∥Q−W ⊙Φ1∥2

=
∑
s̸=o

(qso − wsox
T
s1xo1)

2

=
∑
s̸=o

q2so − 2
∑
s̸=o

qsowsox
T
s1xo1 +

∑
s̸=o

wsox
T
o1xs1x

T
s1xo1

(3)

To solve Eq.(3) with the constraints such that ∥xj1∥ =
1 by using Lagrangean method, the third term of

Eq.(3) are replaced to the linear function of xo1. We

define the following equation to solve xo1;

Bo1 =
∑
s̸=o

wsoxs1x
T
s1,

In addition to that, let λo1 be the maximum eigenvalue

of Bo1. Here, for any x ∈ Rd subject to ∥x∥ = 1, the

following inequality is satisfied;

xT (Bo1 − λo1Id)x ≤ 0 (4)

In short, Bo1 − λo1Id becomes negative semidefinite.

Here, let xo1 ∈ Rd and yo1 ∈ Rd are coordinate of sub-

ject o corresponding the current step and the previous
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step, respectively. From Eq.(4), the following inequal-

ity is satisfied:

(xo1 − yo1)
T (Bo1 − λo1Id)(xo1 − yo1) ≤ 0. (5)

Therefore, the majorizing function of the third term of

Eq.(3) is derived as follows

xo1Bo1xo1 ≤ 2λo1 + xT
o1(Bo1 − λo1Id)yo1 − yo1Bo1yo1.

(6)

From (6), we get the following majorizing function of

Eq. (1) as follows:

∑
s̸=o

q2so − 2
∑
s̸=o

qsowsox
T
s1xo1 +

∑
s̸=o

wsox
T
o1xs1x

T
s1xo1

≤
∑
s̸=o

q2so − 2
∑
s̸=o

qsowsox
T
s1xo1

+
∑
s̸=o

wso(2λo1 + xT
o1(Bo1 − λo1Id)yo1 − yo1Bo1yo1)

(7)

Based on Eq.(7), the updated formula can be derived

as follows:

xo1 ←
zo1
∥zo1∥

(8)

where

zo1 =
∑
s̸=o

wsoqsoys1 − (Bo1 − λo1Id)yo1

Therefore, algorithm for estimating Φ1 = X1X
T
1 is

shown as follows:

Step (A1) Update X based on Eq. (8)

Step (A2) Update the auxiliary variables such that

yo1 ← xo1

Step (A3) Iterate Step (A) and Step (B) still the stop

condition is satisfied

Here, in this paper, the stop condition of (A3) is set as

the same way of Algorithm based on ALS.

For the estimation of Φ2 = X2X
T
2 , it can be con-

ducted as the same way of estimating Φ1.

3 Numerical simulation

Here, to evaluate the clustering results for variables,

numerical simulation is conducted through the artifi-

cial data. In this simulation, first, artificial correlation

Table 1. Factors of this simulation.
Factor name levels Description of the factor

Factor 1:methods 2 the proposal and the control

Factor 2:rank 29 2, 3, · · · , 30
Factor 3:noise 2 n =: 1000, 100

matrices for classes are generated such that these dif-

ferences include true clustering structures. Next, the

proposed method and tandem method are applied to

the data and get these clustering results, where tan-

dem method is consists of two method such as dimen-

sional reduction method and clustering method. For

the detail of the tandem method, we will explain later.

Finally, Adjusted Rand Index (ARI) (Hubert and Ara-

bie, 1985) between true clustering results and these

clustering results are calculated. Here, ARI is similar-

ity index between two clustering results. If the value

is close to 1, these clustering results are considered as

very similar. On the other hands, if the value is close

to 0, these clustering results are considered as distant.

Therefore, we compared two methods though the de-

gree of recovery for the true clustering structure.

3.1 Simulation design

We set the number of variables as p = 30 and the

number of clusters as K = 3. Table 1 represents these

factors of this simulation. There is 2 × 29 × 2 = 116

patterns and, by each pattern, artificial data are gen-

erated 100 times.

Here, we show you about the factors of this simula-

tion.

Factor 1

Here, in this simulation, clustering results of two

methods are compared though ARI. One is the pro-

posed method, and the other method is tandem

method. The tandem method consists of two steps

as follows.

Tandem method

Step 1 The low rank matrix corresponding to the

difference between two correlation matrices is es-
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timated based on the following objective function.

L({Φℓ}2ℓ=1| {Rℓ}2ℓ=1) =∥(R1 −R2)− (Φ1 −Φ2)∥2

(9)

Eq.(9) indicates the objective function for the es-

timation of difference matrix between two correla-

tion matrices without clustering. The estimation

is easy to conduced by the majorization function.

Step 2 From the estimation results Φℓ = XℓX
T
ℓ in

step1, k-means is applied to the estimated the dif-

ference X1 −X2 and get the clustering results.

The purpose of the comparison is that we would like to

show the meaning of simultaneous estimation through

the simulation. In this simulation, these method run

from 100 different initial values and adopt the result

among them such that the value of the objective func-

tion is minimized, respectively, since these results de-

pend on initial values.

Factor 2

There are 29 levels such as 2, 3, · · · , 30. Therefore,

these two methods are applied to the data by rank from

2 to 30,

Factor 3

This factor consists of two levels. In the first level,

true correlation matrices are generated from the mul-

tivariate data with the number of subject = 1000. In

the level, the situation is considered as noiseless. On

the other hands, in the second level, true correlation

matrices are generated from the multivariate data with

the number of subject = 100. In the level, the data is

considered as including noise.

Finally, we explain how to generate data with true

clustering structure. Artificial data for class 1 X1 ∈
Rn×p and class 2 X2 ∈ Rn×p are generated based on

multivariate normal distribution as follows:

X1 ∼N(µ,Σ1)

X2 ∼N(µ,Σ2)

Fig. 3. Results of ARI without noise.

where µ = (0, 0, · · · , 0)T with the length of p, Σ1 and

Σ2 are covariance matrix of variables for class 1 and

class 2 as follows:

Σ1 =




Σ11 O O

O O O

O O Σ13


 and Σ2 =




O O O

O Σ22 O

O O Σ32




whereΣ11, Σ13 andΣ23 are 12×12 matrix and these

elements are 0.2. In addition to that, Σ22 is 12 × 12

matrix and these elements are 0.1.

3.2 Simulation results

In this subsection, we show you ARI as a results.

These clustering results of ARIs without noise and

those with noise are shown as Figure 3 and FIgure

4, respectively. In both Figure 3 and FIgure 4, these

vertical axes indicate the rank for these methods and

horizontal axes indicate ARIs. For these ARIs, we plot

three different points such as 25% quantile point, me-

dian and 75%point.

From Figure 3 and FIgure 4, we can confirm that

the clustering results of the proposed method is supe-

rior to those of tandem method irrespective to includ-

ing or not including noise, when these estimated ranks

are lower cases. Therefore, in the problem setting, us-

ing the proposed method is matched our motivation.

When the rank is higher, the clustering results of the

proposed method is worse. However, in the problem

setting, we could not consider the situation. There-

fore, we concluded that the proposed method is good

recovery in the problem setting.
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Fig. 4. Results of ARI with noise.

4 Conclusion

In this paper, we proposed sparse estimation of the

differences between low-rank correlation matrices cor-

responding to classes. The advantage of this method

is that is is easy to interpret the difference parts be-

tween classes since the estimated matrix is sparse and

the contrast among elements is larger. For the evalu-

ation of clustering results, we show the superiority of

the proposed method and the necessity of optimization

for both indicator matrix U and distinctive correlation

matrices Φℓ through the numerical simulation. Our

proposed method can considered as a generalization

method of Simon and Abell (2010) since if W = UUT

is fixed beforehand in Eq.(1).

It is sure that the proposed method can detect clus-

tering structure for variables well, however, it needs to

determine the number of clusters and the number of

dimensions. One approach for determining these val-

ues is cross validation method (e.g. Wang, 2010) as a

future work. Therefore, it needs index to evaluate the

data where the assumption is satisfied or not.
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GC-MSによる呼気分析－運転中のストレスモニタリングに向けた基礎研究－ 

大江洋平・桂田誠也・栗田裕樹・久保園 侑介・太田哲男 

1. はじめに

人は，ストレスを受けることにより状態が変化す

る．この変化は，本人が自覚する場合や外から見て

わかる場合もあるが，客観的な判断方法の確立が必

要とされる．そのため, 近年, 疾病予防などの観点

からストレスの評価法に注目が集まっており，それ

らは主に唾液中のコルチゾール, アミラーゼを指標

としている.1) コルチゾールは, ストレスとの関連

で最も研究されている物質であり，心理的・身体的

な健康状態を考える上でも重要なホルモンである.2)

アミラーゼは唾液に含まれるグリコシド結合を加

水分解する化酵素であり, 交感神経系の直接神経作

用とノルアドレナリン作用の両作用で分泌され, ス

トレスにより増加することが知られている.3) 

一方，乗用車保有台数および運転免許保有者数は

年々増加傾向にあり,ドライバのストレスもそれに

伴い増加すると考えられる．運転中のストレスは危

険運転さらには事故を誘発することになるため，運

転中のドライバのストレス計測や異常に関する警

鐘のフィードバックが事故防止につながることが

期待される. しかしながら，上述のようなストレス

測定法では，唾液サンプルの採取が車の運転中など

において困難な場合も多いため, 現実的ではない． 

そこで，本研究ではストレス計測の試料として，

呼気に焦点を当てた. 呼気は呼吸をしている以上, 

常に体外に排出されるため非侵襲を保てる．また，

唾液成分の変動に伴い，そこにも何らかの成分変化

が起こると考えている．本研究の全体像としては，

呼気やその揮発成分が呼気に含まれる唾液などの

非侵襲的に得られる試料に含まれる物質を分析し，

そこで得られた新たなストレスマーカやその特徴

量を反映した簡便な測定法の検討へと展開し，最終

的には，運転中ストレスのリアルタイム測定を実現

し，安全運転システムの構築の一助になることを目

的としている．昨年度までに，呼気採取実験系，測

定系に関する検討を行い，呼気からアセトンなど通

常呼気に含まれる物質を含む多数の揮発性有機物

質（Volatile Organic Compound: VOCs）を計測でき

ることが明らかとなった．本成果報告では，ストレ

スタスク下にある被験者の呼気分析，唾液中コルチ

ゾール濃度分析，および STAI 評価を比較検討する

ことでそれら VOCs とストレスとの関係に迫った．  

2. 装置および実験方法

2.1 装置およびサンプル 

2.1.1 GC-MS 

ガスクロマトグラフ質量分析計 (GC-MS，島津製

作所社製 GC-2010/PARVUM 2 システム)に，サーマ

ルディソープションシステム（島津製作所社製

TD-20）を連結し，呼気等の分析に用いた． 

2.1.2 呼気サンプル 

呼気サンプルは，実験者自ら捕集バックに吹き込

み，特に保存することなく，そのまま使用した． 

2.1.3. 唾液サンプル 

唾液サンプルは，廣安教授の協力のもと，ストレ

スタスクの被験者から採取したものを使用した． 

2.2 実験方法 

2.2.1 呼気・唾液サンプルの分析 

ストレス時の呼気成分の調査を行うためにFig.1に

示したタイムテーブルに従って，呼気,唾液の採取を

行った．また,STAI を用いてタスク前後のストレス

度合の調査を行った.  

Fig.1 実験のタイムテーブル
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2.2.2 処理手順 

He ガスを予め 2 分間パージした捕集菅 (充填剤：

TenaxTA＋活性炭) に呼気サンプルを吸着後，内部

標準として ethyl methacrylate 0.02 μL を添加した．

この捕集管をさらに He ガスで 2 分間パージした後

に TD-GC-MS システムによる質量分析を行った．ま

た，採取した唾液サンプルは中のコルチゾール濃度

は ELISA/EIA 法により測定した． 

3. 結果および考察

3.1 STAI 得点 

 ストレスタスクを行う前後で実施した STAI の結

果は Fig.2 のようになった．数字は被験者番号，A

はストレス負荷ありの実験であり，B はストレス負

荷をかけない対照実験となる．STAI の得点が高い

ほどストレス強度が高いことから，被験者 1,2 およ

び 4はストレスタスクの影響を受けていると考えら

れる.  

Fig.2 STAI 得点 

Fig.3 コルチゾール濃度変化 

Fig.4 変化量の相関 

3.2 コルチゾール濃度 

 呼気採取時に採取した唾液中コルチゾール濃度

変化を Fig.3 に示す．コルチゾール濃度は，ストレ

スを受けた 20~30分後に上昇値のピークを迎えるこ

とが知られており,3) 被験者 1, 3および 4はこの実験

の試験によりストレスを受けていると考えられる．

この結果は STAI アンケートとは異なるが，表面化

していないストレスを反映しているためではない

かとも考えられる． 

3.3 呼気成分 

 最後に，呼気成分の GC-MS 解析を行った．その

結果，全被験者に共通した VOC とコルチゾールと

の関係性について検討した．実験中のコルチゾール

の最大変化量と VOC 成分の最大変化量の関係を調

べたところ，ある長鎖アルカンとコルチゾールとの

間に相関が確認された (Fig. 4)． 

４．結論 

 呼気サンプルの GC-MS 測定を行ったところ，ス

トレス指標のコルチゾールの濃度変化と似た変化

を示す物質を見つけることができた．今後，この物

質の量的変化とストレスとの関連性を精査するこ

とにしている． 

５．参考文献 
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Auditory attention modulated by maternal experience in 

Mongolian gerbil (Meriones unguiculatus) 

Yuta Harada, Yuta Tamai, Kohta I. Kobayasi* 

Mongolian gerbils (Meriones unguiculatus) have been studied in a field of auditory physiology for longer than 

two decades. We recently reported that the animal have at least 12 distinct types of vocalization and used them for 

communication.  The finding made the animal a variable model for uncovering the neural underpinning of vocal 

communication.  In this study, we investigate the mother-infant vocal interaction.  When pups of gerbil are 

isolated from their mothers or littermates, they often emit ultrasounds called “isolation call”.  We tested 

pup-retrieving behavior of dam and virgin gerbils.  The solation calls recorded form postnatal day 1(PD1), 

postnatal day 12(PD12), postnatal day 16(PD16), was presented to dam and virgin.  As a result, dam 

responded specifically to the voice of PD 1, while virgin female did so to PD12 as well, suggesting that virgin 

female did not discriminate the age difference of the isolation call.  The plasticity of auditory cortex related to 

auditory attention could underlie this experience-dependent behavioral modification. 

Key words： Attention, Communication sound, mother-infant interaction 

キーワード：注意，コミュニケーション音声，母子間インタラクション 

スナネズミ(Meriones unguiculatus)における母性経験が 

音声に対する注意に与える影響 

原田 勇太, 玉井 湧太, 小林 耕太* 

1. はじめに

スナネズミ(Mongolian gerbil 学名: Meriones 

unguiculatus)は周波数変調音を用いてコミュニ

ケーションを行う．ヒトをはじめ，多くの動物は

様々な場面で音声によるコミュニケーションを行

っているが，特に発達時期における母子間の音声

コミュニケーションは，子供の育成にとって極め

て重要である．本研究ではこの母子間音声インタ

ラクションに着目し，音声の発達及び音声の機能

について実験的考察をおこなった． 

スナネズミは可聴域が比較的ヒトに近く，聴覚

は未発達なまま出生し，出生後に外耳道が開き，

hearing onset があるため聴覚の発達研究に適し

ている 1,2)．スナネズミの幼獣は，出生後しばらく

は聴覚系が未発達のみならず，体温を自ら維持す

ることすらままならない．通常，スナネズミの幼
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獣は母親が掘ってつくった巣の中で過ごしている

が，巣からでて体温が下がると母親に危機を知ら

せる超音波の音声を発する３）．この音声が，彼ら

の母親に母性行動を誘発させ，幼獣を口でくわえ

て回収し巣にもどすという行動がみられるという

ことが分かっている４)．この幼獣が巣から離れ体

温が下がったときに発する音声を isolation call

という．Isolation callは，スナネズミに限らずラ

ットやマウスでもみられる．ラットやマウスにお

いての isolation callの研究は多くされており, ス

ナネズミにおいて isolation callは発達につれて，

回数，周波数，持続時間共に減少方向に移行し，

音響的に変化していく５）． 

本実験では, スナネズミの発達により isolation 

callがgreeting callに音響変化すると仮説を立て, 

母親に生後 1日目, 12日目, 16日目の音声を聞か

せ, ３種類に音声に対する母親の行動に差異が見

られるかどうかを調べた.  また, 行動実験に用

いるための音声を計測するために幼獣(pup)1 匹

を隔離し, isolation callを 26日間計測した. 

２．実験 I：音声発達の記録・解析 

2.1 実験方法 

音声計測実験で用いられる被験体はスナネズミ

の幼獣計 12匹である．離乳をするまでは母親から

の授乳を受け，離乳をした際には常時設置されて

いる餌と水を大人のスナネズミと共に摂取した．

本実験ではスナネズミの幼獣をグループ分けし，

同じ親から同じ日に生まれた幼獣を 1グループと

して，グループA, B, C, Dと名付けた．なお，各

グループの幼獣の匹数は，A=3 匹，B=5 匹，C=7

匹，D=7匹となった．  

被験体の入った飼育ケージを防音室に入れ，ケ

ージの天井付近にマイクを設置し，384 kHz のサ

ンプリング周波数でデジタル録音を行った．記録

は出生日より開始し，生後 26日目まで (4グルー

プ中 2 グループは 27日まで)行った．録音は 1個

体当たり 3分間行った．スナネズミは昼間に比べ

て晩の方がより活発的であるため，すべての録音

は午後 6時-10時の間で行った． 

録音した音声から，3 分間で鳴いた回数，平均

持続時間，音圧レベルがピーク時での平均周波数，

平均音圧レベルを調べた．解析方法としては，

Avisoft Bioacoustics 製の音声解析用のソフトウェ

ア，Avisoft-SASLab Pro を用いて，回数と持続時

間はスペクトログラムから，周波数と音圧レベル

はパワースペクトルから求めた． 

2.2. 実験結果 

発せられたそれぞれの音圧レベルがピーク時に

おける周波数を調べ, その周波数の 3 分間での平

均変化を Fig. 1および２に示す.  図に示されるよ

うに postnatal day (PD)が増加するとともに周波数

が線形的に減少していくことがわかった．isolation 

call は成長するごとに周波数が低くなることが確

認された． 

100 ms

100 ms

100 ms

A

B

C

Fig.1 Spectrograms of developmental changes in 

isolation call. (A) Isolation call (PD1) (B) Isolation 

call(PD12) (C) Isolation call(PD16) 

３．実験 II：Isolation callへの母性応答 

3.1 実験方法 

 音声計測実験で用いられる被験体はスナネズミ

の出産経験の無いメスのスナネズミ計 5匹と出産
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Fig.2 Developmental changes in frequency of 

isolation call. 

経験済のメスのスナネズミ計 5匹であった． 

行動実験には test cage (150W × 150L ×

200H[mm]) を用いた．録画は test cageと同じ素材

の筒を 2つ取り付けて行った.  Isolation call が呈

示される側を test side, 呈示されない側を dummy 

side とした．テスト音声刺激とカメラでの録画を

確認後に, 被験体を test cage に投入し, 被験体の

行動の様子を 5分間録画した. 

の実験で計測した生後 1 日目 (PD1) , 12 日目 

(PD12) , 16日目 (PD16) の isolation callを用いた．

音圧は実験を行う際に最大値が 70 dB SPLとなる

ように減衰器で補正している.   

解析は録画された動画で, 被験体が投入されて

からの 5分間を分析．それぞれの tubeのスピーカ

ー方向の網に向いている状況の時間 (duration) , 

初めて tubeの網に到達時間(latency), tubeの網に到

達した回数 (number) を調べた．また, 日齢間, 

tube間, dam-virgin間でWilcoxon signed-rank検定を

行った. 

3.2実験結果 

5分間の動画での test side, dummy sideそれぞれ

への duration, number, latencyを解析し, dam 5体の

平均値と標準偏差を集計した． 

Damの test sideへの durationの平均値は PD1の

isolation call を再生した際に最も長くなった.  し

かし, 標準偏差が PD12. PD16の isolation call再生

と比較して±27.13 sec (PD1) と長くなっており, 

個体差が大きかった .Tube 間での Wilcoxon 

signed-rank 検定の結果 p=0.0782 (PD1), p=0.6858 

(PD12), p=0.6853 (PD16) となり, p<0.05とはなら

なかったが PD1 においては p<0.1 となっており, 

isolation call (PD1) 再生時の tube間の有意性が示

唆された. 

Damの numberは PD1, 12, 16全ての場合におい

て, dummy sideと比較して test sideの場合の方が大

きな値となり, test sideにより多く入る傾向がある

ことが示唆された.  標準偏差は PD1 の dummy 

side で最もばらつきが少なかった Tube 間での

Wilcoxon signed-rank 検定の結果はp=0.0507 (PD1), 

p=0.176 (PD12), p=0.225 (PD16)となっており, PD1

のみで p<0.1となっており tube間での有意性が示

唆された. 

Damの latencyの平均値は PD1, PD12において

test sideの方が短くなっており, PD16においては

dummy sideの方が短くなっていた.  よって, PD1, 

12の isolation call再生時には最初に test sideの tube

に入ることが示唆された.  標準偏差は PD12 の

test side で最もばらつきが少なかった (Fig.6C, 

Table.1B).  Tube間でのWilcoxon signed-rank 検定

の結果は p=0.0500 (PD1), p=0.0431 (PD12), p=0.686 

(PD16)となっており, PD1,12 で p<=0.05 となって

おり tube間での有意性が確認された. 

Virgin個体についても同様に 5分間の動画での

test side, dummy sideそれぞれへのduration, number, 

latencyを求め virgin 5体の平均値と標準偏差を求

めた. 

Virgin の dummy side への duration の平均値は

PD1 の isolation call を再生した際に最も長くなっ

た.  しかし, 標準偏差が PD12. PD16 の isolation 

call 再生と比較して±97.04 sec (PD1) と長くなっ

ており, 個体差が大きかった.   

Tube 間での Wilcoxon signed-rank 検定の結果
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p=0.345 (PD1), p=0.225 (PD12), p=0.345 (PD16)とな

っており, p<0.05 とも p<0.1 も満たしておらず, 

tube間の有意性が示されなかった. 

Postnatal 間での Wilcoxon signed-rank 検定の結

果 p=0.224 (PD1-PD12, test side), p=0.238 

(PD1-PD16, test side), p=0.686 (PD12-PD16, test 

side)となり, すべての場合で p<0.1 を満たさなか

ったため有意性は示されなかった.   

また , dummy side での検定結果は p=0.500 

(PD1-PD12, dummy side), p=0.500 (PD1-PD16, 

dummy side), p=0.892 (PD12-PD16, dummy side)と

なり, PD1-12, PD1-16の場合で p<=0.5を満たして

いたため有意性が示された. 

Virginの numberの平均値は PD1, 12の場合にお

いて, dummy sideと比較して test sideの場合の方が

大きな値となっており, test sideにより多く入る傾

向があることが示唆され, PD16 の場合では test 

sideと比較してdummy sideの場合の方が大きな値

となっていた.  標準偏差は全体的にばらつきが

大きかった (Fig.7B, Table.2B).   

Tube間でのWilcoxon signed-rank 検定の結果は

p=0.297 (PD1), p=0.138 (PD12), p=0.345 (PD16)とな

っており p<0.1も満たしておらず tube間での有意

性が示されなかった. 

Postnatal 間での Wilcoxon signed-rank 検定の結

果 p=0.0796 (PD1-PD12, test side), p=0.777 

(PD1-PD16, test side), p=0.136 (PD12-PD16, test 

side) となり , PD1-PD12 間で p<0.1 となり

PD1-PD12間での有意性が示唆された.   

また , dummy side での検定結果は p=0.248 

(PD1-PD12, dummy side), p=0.225 (PD1-PD16, 

dummy side), p=0.686 (PD12-PD16, dummy side)と

なり, すべての場合で p<0.1 を満たさなかったた

め有意性は示されなかった. 

Virginの latencyの平均値は PD1, PD16において

test sideの方が長くなっており, PD12においては

dummy sideの方が長くなっていた.  よって, PD1, 

12の isolation call再生時には最初に dummy sideの

duration of searching mesh

PD1 PD12 PD16
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Fig. 3 Response to reproduced isolation call 

(test side) of virgin and dam. (A) Mean (±SE) 

duration of search of the mesh, (B) mean (±SE) 

number of times a dam entered a tube, Dam 

(n=5) approached reproduced isolation call 

more than virgin gerbils. 

 tubeに入ることが示された.  標準偏差はPD16

の dummy sideで最もばらつきが少なかった.   

Tube間でのWilcoxon signed-rank 検定の結果は

p=0.0593 (PD1), p=0.345 (PD12), p=0.225 (PD16)と

なっており, p<0.1も満たしておらず tube間での有

意性が示されなかった. 

Postnatal 間での Wilcoxon signed-rank 検定の結

果 p=1 (PD1-PD12, test side), p=0.686 (PD1-PD16, 

test side), p=0.893 (PD12-PD16, test side)となり, 

p<0.1 も満たしておらず, 有意性は示されなかっ

た．また, dummy side での検定結果は p=0.715 

(PD1-PD12, dummy side), p=0.144 (PD1-PD16, 
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dummy side), p=0.0431 (PD12-PD16, dummy side)と

なり, PD12-PD16 間で p<0.05 を満たしたため, 

PD12-16間で有意性が示された. 

 

４．考察 

 

damと virginで比較するために test sideと dummy 

sideで場合分けし比較した．dam (PD1) の平均値

が最も大きく, virgin (PD1)と比較しても大きな差

があることが示された.  PD12, PD16 においては

大きな差は確認されなかった． 

Number について，平均値は PD1, PD12におい

て virginの方が多くなり, PD16においては damの

ほうが多くなることが確認されたが大きな差はな

かった. 

Latency については平均値は PD1, PD16 において

dam のほうが大きくなっていた.  PD12 において

は virgin のほうが大きくなっていた.  PD12 で大

きな差があることが示された.   

 

５ まとめ 

本実験の目的は, isolation call の音響変化が母

子間の行動に影響を生じさせるかの解明であっ

た.  そのため, damと virginに PD1, PD12, PD16

の 3 種類の isolation call を聞かせ, dam と virgin

の行動を比較した.  その結果, dam では PD1 の

音声に対し積極的な行動が確認され, PD12 の音

声に対しても virgin よりは興味を持っているこ

とが示唆された.  逆に, virgin ではどの PD の音

声に対しても興味を持っているという結果が得

られなかったテスト刺激の周波数が線形的に減

少するのに対して, durationはPD12の時点で行動

量の減少が止まっている.  このことから PD12

の時点で isolation callと retrieve behaviorの関連性

は失われており, 関連性の転換点は PD1 から

PD12の間にある可能性が示唆された. 
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脳機能ネットワークと唾液内代謝物質における数息観の影響

杉本昌弘 (慶應義塾大学・先端生命科学研究所) ・

日和　悟 (同志社大学・生命医科学部) ・廣安知之 (同志社大学・生命医科学部)

1 はじめに

思いやりの瞑想は、ストレスを軽減し、集中力を向上

させることが示されている。近年、fMRIを用いた瞑想

中の脳活動に関する研究が盛んに行われている。加え

て、瞑想による人間の状態の変化も様々な生物学的情報

の形で現れる。ここでは、瞑想中の脳活動と唾液ホルモ

ンであるコルチゾールの変化を調査した。

2 ストレス計測

ストレスという言葉は，日常生活において多くの人に

使用されているが，カナダの生理学者Hans Selyeによっ

て，「生体に作用する外からの刺激に対して生じる非特異

的反応の総称である」と定義されている．また，Hans

Selyeは「生体にストレス状態を引き起こす種々の因子」

をストレッサーと定義した 1)．ストレッサーが生体に作

用した場合，生体はストレスが起きることを防ぐために

* 慶應義塾大学先端生命科学研究所　特任教授
E-mail : msugi@sfc.keio.ac.jp

** Faculty of Life and Medical Sciences, Center for Innovative Computing, Doshisha University, Kyoto
Telephone : +81-774-65-6932, E-mail : tomo@is.doshisha.ac.jp

恒常性を維持しようとする．恒常性とは，生体がさまざ

まな環境の変化に対応して、内部状態を一定に保ち生存

を維持する現象である．しかし，ストレッサーが強大で

恒常性に破綻をきたすと，種々の障害，すなわちストレ

スが発現する．本節では，恒常性を維持するために働く

ストレス応答とストレス評価の指標について述べる．

2.1 ストレス応答

ストレス応答とは，ストレッサーにより，生体内の諸

バランスが崩れた際に生じる生体の防衛反応や回復反

応である．ストレスは大脳皮質や大脳辺縁系を経由して

視床下部に情報伝達され，ストレス反応系を活性化させ

る．Fig. 1にストレス応答経路を示す．

ストレス反応系には視床下部 - 下垂体前葉 - 副腎

皮質系を介する hypothalamus-pituitary-adrenal axis

（HPA系）と視床下部 - 交感神経 - 副腎髄質系を介す

る sympathetic-adrenal-medullary axis（SAM系）があ

り，この 2つのストレス反応系に免疫系の調節機能も加

わることで，心身の恒常性を維持している．HPA系の
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脳下垂体

Pituitary

視床下部

Hypothalamus

交感神経系

Sympathetic

Fig. 1. ストレス応答経路.

活性化では，視床下部から副腎皮質刺激ホルモン放出ホ

ルモン（corticotropin releasing hormone：CRT），脳

下垂体から副腎皮質刺激ホルモン（adrenocorticotropic

hormone：ACTH）が放出される．ACTHが副腎皮質に

達すると，血液中にコルチゾールなどの糖質コルチコイ

ドが放出され，血糖上昇や免疫低下など生体の機能に影

響を及ぼす．コルチゾールの分泌量が増えると，ATCH

の分泌を抑える調節機構により，過剰なストレッサーへ

の反応が制御される．一方の SAM系は交感神経がスト

レッサーに対して攻撃もしくは闘争する反応を担う経路

である．刺激に応じて外界に向けて能動的に活動すると

きに働く器官である効果器への指令を交感神経を介する

神経伝達と，副腎髄質からのホルモン分泌による液性伝

達の 2つのメカニズムが担っており，即時性のストレス

応答である急性ストレスの基盤となる．SAM系の活性

化では交感神経の活性により，血圧上昇や心拍数の上昇

などの基礎反応が導かれる．

2.2 ストレス指標

Table 1に示すように，ストレスの計測には大きく分

けて，生理学的評価方法と生化学的評価方法がある．生

理学的評価方法では，自律神経系の支配を受ける器官か

ら計測される生理信号である心拍や脈拍，血圧などの時

間変動パターンを計測してストレス度を評価している．

この評価方法は，短いサンプリング間隔で連続的な計測

評価が可能である．また，無意識な状態で自動的に計測

することが可能であるため，日常生活の中でリアルタイ

ムに支援できる可能性を持つ．非侵襲計測であることも

利点である．生化学的評価方法では，血液，唾液，尿な

どの生体サンプルに含まれる化学物質の濃度から生体情

報を読み取り，数値化・定量化して評価を行う．この数

値化・定量化した指標をバイオマーカーと呼ぶ．交感神

経系や内分泌系に直接的，または間接的に関与するバイ

オマーカーには，ストレッサーの強度に応じて濃度が顕

著に変化するものがあり，これをストレスマーカーとし

て計測する．そのため生理学的評価方法である物理計測

だけでは拾うことが不可能であったストレスを定量的に

評価することが可能である 2)．

2.3 心理的評価指標

ストレスの計測手法として，ストレス刺激に伴う心

理的変化に着目した心理的評価指標が存在する．State-

Trait Anxiety Inventory（STAI）3)4)は個人の不安に対

する特性や現在の不安の状態を評価する．他にもストレ

ス計測のアンケートには，神経症患者の症状の評価など

が可能なGeneral Health Questionnaire（GHQ）5)や，

抑うつや緊張など 6尺度の気分の状態を評価するProfile

of Mood States（POMS）6)7)などが挙げられる．これ

らは簡易に診断が出来る一方で，主観的評価であること

から認知のゆがみが生じてしまう可能性などが指摘され

ている．これらの診断指標は他の指標と組み合わせてス

トレスの評価に用いられることが多い．さらに，同じア

ンケート手法であるがストレスに対する評価ではなく，

ストレス刺激の種類（「配偶者の死」や「離婚」など）を

回答しその種類によって予め設定されたストレス強度を

診断できる SRRS（Social Readjustment Rating Scale）

がある 8)．この方法はストレス強度を自分で評価せず，

ストレス刺激の種類を客観的に評価することから認知の

ゆがみの影響を受けにくいとされている 9)．

3 方法

本研究においては、24人の瞑想の初心者と 2人の瞑想

の専門家が参加した。すべての参加者は、禅呼吸法の瞑

想法（Susokukan）を使用した。我々は、すべての参加

者において fMRIを用いて瞑想中の脳活動を測定した。

4名の初心者で唾液コルチゾールも測定された。全脳を
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Table 1. 主なストレスの評価方法.

分類 検査項目 測定・評価内容

　 心拍変動 自律神経活動
生理学的評価 脳波 リラックス度

光トポグラフィ 大脳皮質の血流変化

生化学的評価
血液検査

ホルモン分泌
交感神経活動

唾液検査
ホルモン分泌
交感神経活動

AAL（Automated Anatomical Labeling）を用いて 116

の領域に分割し、各領域間で BOLD信号の相関係数を

計算した。相関行列をエッジ濃度 15％で二値化し、各

領域の度合いの中心性および中間度を計算した。その結

果得られた 232次元のデータセットは、116のエリアに

おける中心度と中心の重心から構成され、縮小された k

平均クラスタリングによって 2 つのグループに分けら

れ、各グループの特徴が分析された。

実験設計を Fig. 2に示す．本実験は，瞑想前安静時，

瞑想時，瞑想後安静時（1），瞑想後安静時（2）の 4区

間，各 5分で構成され，被験者にヘッドホンを装着した

状態でMRI装置を用いて撮像した．瞑想の開始時と終

了時に，ヘッドホンを経由して「task開始」，「rest開始」

の音声で瞑想の開始・終了の合図を行った．実験を行う

にあたって，MRI計測の前に数息観に関して以下の指

示を行った．

• 数息観を行っている間は，閉眼である．

• 呼吸は鼻呼吸で，自然な呼吸を心がけ，意図的に呼
吸の長さを変化させない．

• 息を吸い始める時から数え始め，吐き終わるまでを
1と数え，心の中で数えていき，10まで数えたら，

再び 1から数え始める．

• 数を数え忘れる，10を超えて数える，呼吸を数え

ること以外に意識が逸れるなどの事象が生じた場合

は，それに気づき，再び 1から数え始める．

安静時には，呼吸に意識を向けることがないように，

呼吸を数えることはせず，楽な状態で過ごすように指示

をした．また，マインドフルネスの心理的評価として

FFMQを採用し，MRI計測の前に調査を行った．

本実験では，唾液コルチゾール濃度の日内変動 12)を

考慮し，変化が大きく現れる 10 時～12 時の間に唾液

Table 2. MRI撮像パラメータ.

パラメータ GE-EPI RSSG

TR [ms] 3000 9.4

TE [ms] 40 4.0

flip angle[◦] 90 8

Field of View [mm] 240×240 256×256
Matrix Size [pixel] 64×64 256×256
Thickness [mm] 5.0 1.0

Slice Number 20 194

Fig. 2. 脳活動の計測実験設計.

：唾液採取タイミング

75[m]

Fig. 3. 脳活動と唾液コルチゾールの計測実験設計.

を 8 サンプル採取した．Fig. 3 に実験設計を示す．実

験ブロックは瞑想前安静時，瞑想時，瞑想後安静時（1）

の 3ブロック，各 5分で構成される．唾液サンプルは，

Passive Drool（Fig. 4）で採取され，10時から 15分間

隔で行い，各ブロックごとに唾液を採取するために被験

者をMRI装置から移動させた．それに伴い，各ブロッ

クの撮像前に位置合わせを行った．数息観に関しては，

??と同様に指示を行った．また，コルチゾール濃度に与

える影響を取り除くために，以下の条件で統制を行った．

• 被験者は非喫煙者であること

• 実験開始前の 12時間前以内のアルコール・カフェ

インの採取の禁止

• 実験開始の 1時間前から水以外の飲食と過度の運動

禁止

• 実験開始 10分前に水で口をゆすぐ

実験アンケートは実験前後に行い，FFMQを実験前

に，被験者の不安を評価する STAIを実験の前後に採用

した．
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Fig. 4. Passive Droolによる唾液採取.

4 結果

k-meansクラスタリングの縮小により、大きな 232次

元データセットが 1次元データ（第 1主成分）に分解さ

れた。全ての被験者は、2人の専門家を含むクラスター

Aと、初心者のみからなるクラスター Bに分けられた。

2人の専門家はクラスター内で互いに近くに位置してた。

Fig. 6は、主要コンポーネントの負荷を示している。有

意な正の主要成分負荷を有する変数は、右上前頭回、内

側（rSFG内側）、右海馬、右視床（rTHA）、および右被

殻（rPUT）の程度の中心であった。rSFG内側および右

側海馬はデフォルトモードネットワーク（DMN）に属し

ていた。DMNは、瞑想中に活性化される脳ネットワー

クの 1つである。rTHAは情報を基底核に伝達し、rPUT

は辺縁系を制御する。一方、最も重要な負の主要成分負

荷を有する変数は、右後頭葉および右鼠径症（rCUN）

の程度の中心であった。右後頭葉および rCUNは、視

力に関連する領域である。これは、クラスタ Aが、視

覚に関連する領域とDMN内の領域間の接続の増加との

関連性の低下を反映していることを示唆している。クラ

スタの重心の特徴は、2つの群の間に大きな違いを示さ

なかった。Fig. 5は唾液中コルチゾールの変化を示す。

被験者 1および 2はクラスターAに分類され、被験者 3

および 4はクラスター Bに分類された。クラスター A

では、rTHAおよび rPUTの重心度が高かった。ホルモ

ン分泌は辺縁系によって制御されていたので、被験者 1

および 2における唾液コルチゾールの変動は小さかった

可能性がある。

meditation

MRI scan

Fig. 5. 実験時の唾液コルチゾール濃度変化.

Fig. 6. 主要コンポーネントの負荷量.

5 まとめ

本稿では、脳の状態や唾液中のコルチゾールの変化を

fMRIを用いた初心者や専門家の瞑想者が参加して調査

した。専門家を含むクラスターでは、視力に関連する領

域と他の領域との間の接続が減少し、DMNと他の領域

との間の接続が増加した。同じ房で唾液中コルチゾー

ルの変化は観察されなかった。したがって、瞑想は視覚

と DMN に関連する領域のつながりを変化させ、さら

に唾液中コルチゾールの変動を減少させることが示唆さ

れた。
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GC-MSによる呼気分析－運転中のストレスモニタリングに向けた基礎研究－ 
 

大江洋平・桂田誠也・栗田裕樹・満岡夏生・野村優介・太田哲男 

 
1. はじめに 

人は，ストレスを受けることにより状態が変化す

る．この変化は，本人が自覚する場合や外から見て

わかる場合もあるが，客観的な判断方法の確立が必

要とされる．そのため, 近年, 疾病予防などの観点

からストレスの評価法に注目が集まっており，それ

らは主に唾液中のコルチゾール, アミラーゼを指標

としている.1) コルチゾールは, ストレスとの関連

で最も研究されている物質であり，心理的・身体的

な健康状態を考える上でも重要なホルモンである.2) 

アミラーゼは唾液に含まれるグリコシド結合を加

水分解する化酵素であり, 交感神経系の直接神経作

用とノルアドレナリン作用の両作用で分泌され, ス

トレスにより増加することが知られている.3) 

一方，乗用車保有台数および運転免許保有者数は

年々増加傾向にあり,ドライバのストレスもそれに

伴い増加すると考えられる．運転中のストレスは危

険運転さらには事故を誘発することになるため，運

転中のドライバのストレス計測や異常に関する警

鐘のフィードバックが事故防止につながることが

期待される. しかしながら，上述のようなストレス

測定法では，唾液サンプルの採取が車の運転中など

において困難な場合も多いため, 現実的ではない． 

そこで，本研究ではストレス計測の試料として，

呼気に焦点を当てた. 呼気は呼吸をしている以上, 

常に体外に排出されるため非侵襲を保てる．また，

唾液成分の変動に伴い，そこにも何らかの成分変化

が起こると考えている．本研究の全体像としては，

呼気やその揮発成分が呼気に含まれる唾液などの

非侵襲的に得られる試料に含まれる物質を分析し，

そこで得られた新たなストレスマーカやその特徴

量を反映した簡便な測定法の検討へと展開し，最終

的には，運転中ストレスのリアルタイム測定を実現

し，安全運転システムの構築の一助になることを目

的としている．昨年度までに，呼気採取実験系，測

定系に関する検討を行い，呼気からアセトンなど通

常呼気に含まれる物質を含む多数の揮発性有機物

質（Volatile Organic Compound: VOCs）を計測でき

ることが明らかとなった．本成果報告では，ストレ

スタスク下にある被験者の呼気分析，唾液中コルチ

ゾール濃度分析，および STAI 評価を比較検討する

ことでそれら VOCs とストレスとの関係に迫った．  

 

2. 装置および実験方法 

2.1 装置およびサンプル 

2.1.1 GC-MS 

ガスクロマトグラフ質量分析計 (GC-MS，島津製

作所社製 GC-2010/PARVUM 2 システム)に，サーマ

ルディソープションシステム（島津製作所社製

TD-20）を連結し，呼気等の分析に用いた． 

2.1.2 呼気サンプル 

呼気サンプルは，実験者自ら捕集バックに吹き込

み，特に保存することなく，そのまま使用した． 

2.1.3. 唾液サンプル 

唾液サンプルは，ストレスタスクの被験者から採

取したものを使用した． 

2.2 実験方法 

2.2.1 呼気・唾液サンプルの分析 

ストレス時の呼気成分の調査を行うためにFig.1に

示したタイムテーブルに従って，呼気，唾液の採取

および STAI アンケートを行った．また別日に MIST

を課さない control 実験も行った.  

 

 

Fig.1 実験のタイムテーブル 
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2.2.2 処理手順 

He ガスを予め 2 分間パージした捕集菅 (充填剤：

TenaxTA＋活性炭) に呼気サンプルを吸着後，内部

標準として ethyl methacrylate 0.02 μL を添加した．

この捕集管をさらに He ガスで 2 分間パージした後

に TD-GC-MS システムによる質量分析を行った．ま

た，採取した唾液サンプルは中のコルチゾール濃度

は ELISA/EIA 法により測定した． 

3. 結果および考察

被験者 10 名から得られたデータを用い，代謝物

質の変化の指標である AUCi (Area Under the Curve 

with respect to Increase)をコルチゾール濃度変化から

導出した 4)．Fig. 2 に示すのは各被験者の AUCi に対

して k-means を用いて 2 群に分類を行なった結果で

あるが，被験者 7 のみが他の被験者の明らかに異な

る動向を示している．この分類結果をラベルとして，

GC-MS データより算出した各 VOC の AUCi と比較

した．その結果，コルチゾールの AUCi と同様に分

類が行える７つの VOC を見出した (Table 2). これ

ら VOC の相対量の経時変化を，Fig. 3 に示す．Fig. 3

には，被験者 7 以外の VOC の平均値の推移を示し

ている．化合物 No.1，3，6 ではストレス刺激後で

ある 35 分以降の呼気サンプルにてその濃度を大き

く変化させている．一方，No.2，4，5 では control

実験でのVOCと比べストレス実験時のVOCの濃度

変化がいずれも大きい．以上より，一部の VOC は 

Fig. 2 AUCi various of cortisol. 

Table 2 Possible stress biomarkers in breath. 

Fig.3 Time course of relative amount of VOCs. 

ストレス刺激後に濃度を大きく変化させており，ス

トレス状態の変化と関連する呼気中のバイオマー

カーとして有効となる可能性が示唆された． 

４．課題 

 今回得られたバイオマーカー候補物質の量的変

化とストレスとの関連性を精査することが今後の

重要な課題である．  
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Auditory cortical activities modulated by maternal experience in 

Mongolian gerbil (Meriones unguiculatus) 

Taisei Minei, Yuta Tamai, Takafumi Furuyama, Kohta I. Kobayasi* 

Mongolian gerbils (Meriones unguiculatus) have been studied in a field of auditory physiology for longer than 

two decades. We recently reported that the animal have at least 12 distinct types of vocalization and use them for 

communication. The finding made the animal a variable model for uncovering the neural underpinning of vocal 

communication. This stud investigated effect of the mother-infant vocal interaction on neural activities of primary 

auditory cortex in mother gerbils. We measured auditory cortical activities reposing to several types of sound 

stimulus, including pup’s isolation calls by auto-fluoresce (Flavoprotein fluorescence) imaging. Gerbils having 

different baby-rearing experiences were used as subjects. We successfully located several auditory 

related regions (i.e., A1, AAF, and DP) by response strength to different tone burst. The selectivity to the 

isolation call was highest in females with birth experience, and males showed lowest selectivity while the 

sexually-inexperienced females was in the middle. These selectivity difference in auditory cortex might 

underlies the experience-dependent behavioral modification. 

Key words： cortical plasticity, attention, communication sound, mother-infant interaction, cortical plasticity 

キーワード：皮質可塑性，注意，コミュニケーション音声，母子間インタラクション 

注意や社会的経験が聴覚皮質の神経応答に与える影響： 

スナネズミをモデルとした研究 

嶺井大聖，玉井 湧太, 古山貴文，小林 耕太* 

1. はじめに

ヒトをはじめ，多くの動物は様々な場面で音に

よる情報の取得や情報交換を行っている．スナネ

ズ ミ (Mongolian gerbil 学 名 : Meriones 

unguiculatus)は周波数変調音を用いてコミュニ

ケーションを行う小型のげっ歯類である．特に発

達時期における母子間の音声コミュニケーション

は，子供の育成にとって極めて重要である．本研

究ではこの母子間音声インタラクションに着目し，

聴覚皮質の神経応答が経験（育児経験）によって

どのような調整をうけるかについて実験的考察を

おこなった． 
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スナネズミは可聴域が比較的ヒトに近く，聴覚

は未発達なまま出生し，出生後に外耳道が開き，

hearing onset があるため聴覚の発達研究に適し

ている 1,2)．スナネズミの幼獣は，出生後しばらく

は聴覚系が未発達のみならず，体温を自ら維持す

ることすらままならない．通常，スナネズミの幼

獣は母親が掘ってつくった巣の中で過ごしている

が，巣からでて体温が下がると母親に危機を知ら

せる超音波の音声を発する．この音声が，彼らの

母親に母性行動を誘発させ，幼獣を口でくわえて

回収し巣にもどすという行動がみられるというこ

とが分かっている 3)．この幼獣が巣から離れ体温

が下がったときに発する音声を isolation call と

いう．Isolation callは，スナネズミに限らずラッ

トやマウスでもみられる．ラットやマウスにおい

ての isolation callの研究は多くされており, スナ

ネズミにおいて isolation callは発達につれて，回

数，周波数，持続時間共に減少方向に移行し，音

響的に変化していく 4)． 

本研究では , スナネズミの幼獣が発する
Isolation callを用い，その音声に選択的に反応す
る脳部位の特定を目的として実験を行った．

Isolation callを出産経験のある雌，出産経験のな
い雌，雄の三種類の個体に提示し，その時の脳

活動をイメージングすることにより反応の比

較を行った．イメージングには内因性信号を利

用する方法の一つであり，外来性色素を用いず

神経活動を可視化することができるフラビン

蛋白蛍光イメージングを用いた 5)．また，スナ

ネズミの聴覚皮質の特定を行うため，トノトピ

シティの計測もイメージングを利用し同時に

行った． 

２. 実験方法

2.1. スナネズミのコミュニケーション音声 
スナネズミは様々な音声を発し，その音声に

よって他個体とのコミュニケーションをはか

っている．このコミュニケーションに用いるス

ナネズミのコミュニケーション音声は 12 種類
以上の音声に分類可能である (Nabetani, 
Riquimaroux, 2006)． 

Isolation callとは，齧歯類など（スナネズミ，
マウス，ラットなど）の幼獣が親や兄弟から隔

離され体温が下がったときに発する超音波の

鳴き声である 

2.1.1. 被験体 
音声計測実験で用いられる被験体はスナネズミの

幼獣計 30匹である． 毎日，1日 1回幼獣が生ま

れているかをチェックし，幼獣を確認した日を生

後 1日目とする．  
被験体の入った飼育ケージを防音室に入れ，

ケージの天井付近にマイクを設置し，384 kHz
のサンプリング周波数でデジタル録音を行っ

た  (Ultrasound Microphone CM 16, Avisoft 
Bioacoustics, マイクとA/D converterがセットと

A B C

Fig. 1 Development of isolation call 
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なっている)． 

2.1.2. 録音および解析 
それぞれのグループから 1匹ずつ幼獣に匂い

が移らないように配慮してシャーレに移した．

そのシャーレを母親, 父親, 兄弟と共生したケ
ージとは別のケージに移した.  記録は出生日
より開始し，生後 25日目まで行った．録音は 1
個体当たり 3分間行った． 
録音した音声から，3 分間で鳴いた回数，平

均持続時間，音圧レベルがピーク時での平均周

波数を調べた．解析方法としては，Avisoft 
Bioacoustics 製の音声解析用のソフトウェア，
Avisoft-SASLab Pro を用いて，回数と持続時間
はスペクトログラムから，周波数はパワースペ

クトルから求めた． 

2.2. フラビン蛋白蛍光イメージング 
脳機能マッピングを行う方法の 1つとして光

学イメージングがある．フラビン蛋白はミトコ

ンドリアの電子伝達系で活動するタンパク質

のうちの一つである．神経細胞が興奮すること

でフラビン蛋白は酸化型に変化する．酸化型フ

ラビン蛋白は青色励起光を照射すると緑色の

自家蛍光を発する性質があるため，この緑色蛍

光の変化を捉えることで脳活動を計測するこ

とができる． 
2.2.1. 被験体および計測方法 
生後一年半以内のスナネズミを 6 匹使用した
（雄 2匹、出産経験の無い雌２匹、出産経験の
有る雌 2匹）． 

被験体にウレタン麻酔（1.5 g/kg, i.p.）を投与
し，頭蓋骨を露出させた．その後頭部を固定し，

左聴覚野周辺の頭蓋骨を切除した．頭蓋骨を切

除した部位を明視野に置き，顕微鏡(SZX16，
OLYMPUS，JPN)を介して，青色励起光（450～
470 nm）を照射し，緑色蛍光（500～550 nm）
の変化を CCDカメラ（BU61M，BITRAN，JPN）
で計測した．撮影が開始されてから 2秒後に刺
激が提示され，撮影時間は合計で 8秒であった．
シャッター速度は 0.1 秒であった．得られた画
像はMATLAB（MathWorks, Natick, MA）を用い
て画像解析を行った．刺激提示前の画像 3枚分
の蛍光強度を平均し，基準値(F)とした．基準値
との差を∆Fとし，蛍光応答は∆F /Fとした．最
も強い蛍光応答が確認された画像を用いて蛍

光が生じた領域に ROIを立てた．撮影開始から
次の撮影までの時間は 20 秒であった．各刺激
において 20回計測を行った． 

2.3 音刺激 
トノトピー計測のため，1 kHz，4 kHz，20 kHz

のトーンバーストを提示した．音圧，時間間隔

はいずれも 60 dB SPL，25 msであった．また，
Isolation call（生後 4日目）に選択的に反応する
脳部位を特定するため，Isolation call，その時間
軸を反転させた音刺激を使用した．音圧，時間

間隔はいずれも 95 dB SPL、110 msであった． 

Fig. 2 Recoding site and original image 
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3. 実験結果

3.1. Isolation call計測 
３分間での平均発声回数，平均持続時間，音

圧レベルがピーク時での平均周波数について，

生後１日目から生後 25 日目までの変化を Fig. 
１に示す．音声の平均周波数と平均持続時間は，

被験体が発育するにつれて減少する様子が観

察された．平均発声回数は生後５日目が最大と

なり，生後 18 日目まで徐々に減少し，生後 19
日目以降は音声がほとんど計測されなかった．

また生後 8日目前後では周波数変調の大きな音
声が計測された． 

3.2. フラビン蛋白蛍光イメージング 
スナネズミの頭蓋の画像と CCD カメラで撮

影した出産経験のある雌における計測部位の

画像を Fig. 2に示す．また，出産経験のある雌，
出産経験のない雌，雄の三個体におけるトノト

ピーのイメージング結果を Fig. 3に示す．これ
らの結果から 1 kHz，4 kHz，20 kHzの音刺激に
対して反応が最大となる脳部位はそれぞれ異

なることがわかった．また，反応の最大点はそ

れぞれの刺激に対して反応開始から終了まで

一貫して同じ部位であった． 

次に同様の三個体において Isolation call と時
間軸を反転させた isolation call を提示した際に
反応が最大であった時間でのイメージング結

果を Fig. 4に示す．この結果から，出産経験の
ある雌の個体では吻側と尾側，出産経験のない

雌の個体では吻側，雄の個体では尾側に反応が

現れることが確認されたが，全ての個体におい

て，二つの刺激間での反応部位の差異はみられ

なかった． 

4. 考察

4.1. Isolation call計測 
幼獣の発達に伴い Isolation call の継続時間と

周波数が減少しており，スナネズミの成体が発

する Greeting call の継続時間と周波数に近づい
ていることがわかった．このことから成長にし

たがって，Isolation callが Greeting callに変化し
ていることが示唆される． 
また，生後 19 日目以降は発声頻度が大きく

減少していた．したがって幼獣が自ら巣へ帰る

ことができ，親の助けを必要としていないこと

が考えられる． 
 生後 8日目前後での Isolation call は周波数変
調が大きく，生後間もない頃の音声と比べて複

雑な音声を発声していることがわかった(Fig. 1)．

Female with birth exp. Female without birth exp.

/w birth exp.

Male without baby-rearing exp.

A

B

Fig. 4 Experience dependent selectivity change in auditory cortex 
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このことから生後 8日目前後にかけて幼獣の声
帯が発達していることが示唆される． 

4.2. フラビン蛋白蛍光イメージング 
計測された結果と電気生理学的手法でトノ

トピーを計測した先行研究を比較すると，本実

験で計測された部位は AAF，A1，DPであると
考えられる 6)． 
出産経験のある雌，出産経験のない雌，雄の

三個体において 1 kHz，4 kHz，20 kHz，isolation 
call の音刺激に対する応答部位の比較と，A1，
AAF 内におけるそれぞれの音刺激に対する反

応強度の比較を行った．全ての個体において 1 
kHz の音刺激に対しては A1 での反応が最も強
く，他の音刺激よりも反応が大きかった．した

がって低周波の音に対しては領域，反応強度の

選択性が高く，高周波の音声とは異なる処理が

されている可能性が考えられる．また，出産経

験のある雌の個体のみ Isolation call に対する選
択性の高さが顕著であった．このことから他個

体よりも Isolation callを聞き分けることができ，
そのため瞬時に Retrieve behavior を行うことが
できると考えられる 7)．しかし Isolation callの時
間軸反転の有無による反応の差はみられなか

ったため，周波数変調の微細な差は A1 の活動
を大きく変化させない可能性が示唆される． 
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Effective Vehicle-to-Vehicle Communication with OpenFlow

Technology

Yoshiharu INOUE* , Masanori TADA* , Hideki SHIMADA* and Kenya SATO*

(Received November 25, 2014)

In contemporary society, many people conduct the study of the inter-vehicle communication. On the inter-vehicle

communication, the automobile communication uses wireless network communication such as ad-hoc network. However,

the stability of wireless communication on the inter-vehicle communication is changeable from moment to moment. And,

when the distance between vehicle to vehicle is long, the stability will be unstable. By the way, the openflow network

is called soft-defined network. We can control the openflow network programmably and dynamically using openflow

controller and switch. The purpose of this paper intends to control the inter-vehicle communication stably by managing

the wireless ad-hoc network dynamically using openflow as considering the position of vehicles on the assumption that

the vehicles have the function of openflow switch. If the intermediate vehicle exists between sender and receiver they are

communicating each other, we construct the robust wireless communication as changing the network flow from receiver to

intermediate vehicle and establishing the communication from intermediate vehicle to receiver. In this paper, we estimate

the stability of openflow wireless communication as comparing the throughput, the packet transport factor and time cost

of establishing of conventional ad-hoc inter-vehicle communication with our proposal system that considers the position

of vehicles.

Key words ： OpenFlow,ITS,Vehicle-to-Vehicle Communication

キーワード ： OpenFlow, ITS, 車車間通信

OpenFlow による車々間通信の効率化

井上 慶春, 多田 正範, 島田 秀輝, 佐藤 健哉

1 はじめに

近年，知的交通システム (ITS)の研究において，安全
運転支援や将来の自動運転に向けた通信ネットワークに
関する検討が活発に行われている．道路交通において
は，比較的限られた範囲の道路情報に着目することが多
く，通信形態においては，車両と車両（車々間），車両
と歩行者の通信等が挙げられる．このような限られた範
囲での通信では，一般的に無線通信のアドホックネット
ワークを用いた通信を用いることが多く，様々なプロト

* Faculty of Science and Engineering, Doshisha University, Telephone : +81-774-65-7564, E-mail : hshi-
mada@mail.doshisha.ac.jp, ksato@mail.doshisha.ac.jp

コルを開発し，通信環境を改善する研究がおこなわれて
いる 1)．本稿では，ネットワークの機能を仮想的に制御
するための技術の１つであるOpenFlow2)を用いて，通
信する移動体同士の最適な通信経路を確立し，快適な通
信が行えるネットワークを構築することを目的として，
車両の位置や速度，進行方向などの動的特性を利用した
OpenFlowによるアドホックネットワーク制御方式を提
案する．
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2 OpenFlow

OpenFlowは，Soft-Defined Networking，通称 SDN

と呼ばれるものの一種であり，従来のネットワークとは
ことなり，ネットワークの動作をルータやスイッチによる
自律的な動作ではなく，それらを使用するシステム開発
者がプログラミングを行うことによって，ルーティング
の動作を設定するネットワークの形態である．Openflow

によるデータ通信は，基本的にLayer2のデータリンク層
で行われる．OpenFlowのシステム構成例を Fig.1に示
す．Fig.1に示す通り，OpenFlowのシステムは，基本的
にOpenFlowコントローラ，OpenFlowスイッチとホス
トで構成される．OpenFlowコントローラは，OpenFlow

ネットワークのトラフィック状況や，スイッチの接続状
況，ポート等，様々なことパラメータを監視し，スイッ
チからの要求によって，ネットワークのルーティング方
法や，トラフィックの流れを変更する．OpenFlowスイッ
チの役割は，主にOpenFlowスイッチ間と，ホスト間で
データを通信することであるが，OpenFlowコントロー
ラへ，パケットや，ルーティング方法等の問い合わせ
を Packet-inという情報を送信することにより問い合わ
せるのが特徴である．OpenFlowの動作例を説明する．
Fig.1において，ホスト１とホスト２がホスト３へデー
タを送信する場合を考える．図の関係上，スイッチ１と
スイッチ４がOpenflowコントローラとセキュアネット
ワークを通じて接続されているように描いているが，全
てのOpenFlowスイッチはセキュアネットワークを通じ
て，OpenFlowコントローラと接続されているものとす
る．ホスト１は OpenFlowスイッチ１と接続されてお
り，ホスト２，ホスト３はそれぞれOpenflowスイッチ
２，OpenFlowスイッチ５と接続されている．ここで，
ホスト２が先にホスト３へデータを送信すると考える．
この時の経路はホスト２⇒スイッチ２⇒スイッチ１⇒
スイッチ４⇒スイッチ５⇒ホスト３とする．その場合，
Fig.1に示す通り，スイッチ２とスイッチ１間，スイッ
チ１とスイッチ４間，スイッチ４とスイッチ５間が通信
混雑状態になるとする．この状態の時に，ホスト１がホ
スト３に対してデータの送信を開始するとする．しかし
ながら，この時，スイッチ１とスイッチ４の間が混雑し
ており，スループットが落ちている．ここで，スイッチ
１が OpenFlowコントローラに対して，経路変更を要
請する Packet-Inパケットを送信する．その時，スイッ
チ１とスイッチ５間は混雑していないので，ここにデー

Fig. 1. The Example of OpenFlow.

タを流すよう OpenFlowコントローラが命令する．こ
のことにより，通信が快適になる．これが，OpenFlow

の動作の一つである．

3 提案システム

3.1 概要

本提案システムは，移動体ノード（以下モバイルノー
ド）間で無線によるアドホックネットワークをOpenFlow

の技術により効率的に実現することを目的とする．動的
特性とは，移動体における動きの特性であり，この動的
特性を考慮しながら，データを送信するモバイルノー
ドからデータを受信するモバイルノードまで，通信を効
率的に行うことができる通信経路の構築を目的とする．
本稿で考慮する動的特性として，モバイルノードの位置
情報と，モバイルノードの速度情報，速度ベクトルを挙
げる．

3.2 システム構成

提案システムの構成の例を Fig.2に示す．本稿のシス
テム要素は，Fig.2に示す通り，OpenFlowコントロー
ラ，送信ノード，中継ノード，受信ノード（以下，総称
しモバイルノード），そしてOpenFlowコントローラと
モバイルノードを接続する 3G/セルラー回線，モバイル
ノード同士を相互に接続する IEEE802.11pに代表され
るアドホックネットワークの回線から構成される．

3.3 提案システムの構成要素の仕様

OpenFlowコントローラの仕様を以下に示す．

設置するネットワーク階層 Layer3（グローバルネット
ワーク）に設置する．
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Fig. 2. The Composition of Proposed System.

通信対象 OpenFlowスイッチ機能を持つモバイルノー
ドと通信を行う．

通信手段 セルラーネットワーク（インフラストラクチ
ャー）を用いて通信を行う．

管理対象データ・データ管理方法 モバイルノードノー
ドのグループの通信を管理．この際，モバイルノー
ドの識別子，データを送信するモバイルノードから
データを受信するモバイルノードノードと中継と
なるモバイルノードをそれぞれ接続するデータパス
IDとそのポート番号を管理する．加えて，モバイ
ルノードの IPアドレス，MACアドレスと位置情
報，速度情報を管理し，モバイルノードからの要求
にしたがって，経路の変更とその経路情報データの
更新を行う．

次に，モバイルノードの仕様を以下に示す．

クライアント機能 位置情報，速度情報をOpenFlowコ
ントローラに送信，あるいは転送する．

OpenFlowスイッチ機能 OpenFlowスイッチの機能を
果たす．OpenFlowを利用する目的としては，情報
を送信したい目的モバイルノードまでの最適なネッ
トワーク経路を確保する．

アドホック/セルラー通信機能 OpenFlow コントロー
ラに位置情報と経路変更を求めるためにセルラー
通信機能を，OpenFlow機能を持つ特定の範囲に存
在するモバイルノードとの通信を行うためにアド
ホックネットワークを利用する．

3.4 動作手順

提案システムの通信確立シーケンスを 3に示す．

Fig. 3. The Scequence of Establishment of Transmis-

sion.

Fig. 4. The Scequence of Changing Transmission

Path.

本稿の提案システムは，モバイルノード同士の通信経
路の確立と，Fig.3のように，まず，通信可能なモバイ
ルノードが存在することを確認するために，フラッディ
ングを行う．その後，相手のメッセージを受け取った場
合，自分のメッセージも相手にとってもらったこととし
て，OpenFlowコントローラへ通信可能なモバイルノー
ドに通信経路確立要請を行う．また通信確立までの同時
並行の動作として，モバイルノードがセルラー回線を通
じて OpenFlowコントローラへ，自分の位置情報と速
度情報を送ることとする．次に，他モバイルノードと通
信を確立してから，経路を変更するまでのシステムシー
ケンスを Fig.4に示す．
Fig.4のように，経路変更時の動作では，まず他モバ

438



Table 1. The Control Data of Mobile Node.

管理データ 説明
識別子 モバイルノードの識別子

データパス ID
モバイルノードが接続している

データパス ID

IPアドレス モバイルノードの IPアドレス

MACアドレス
モバイルノードの

MACアドレス（48ビット）
ポート番号 モバイルノードが接続するポート番号
位置情報 モバイルノードの位置情報（xy座標）
速度情報 モバイルノードの速度情報（xy方向）

イルノードとの距離を計測する．さらに，メッセージを
受け取った瞬間から次のメッセージを受け取った瞬間ま
での他モバイルノードとの距離差から，速度ベクトルを
計算し，他ノードがどの場所へ移動しようとしているか
を予測し，遠ざかっているならば通信を中止し，近づい
ているモバイルノードとの通信を確立する．なお，全て
の他モバイルノードとの通信が切断された場合，通信経
路確立シーケンスへ戻ることとする．

4 実装

4.1 Trema

本稿では，OpenFlow による通信を実現するため，
OpenFlow コントローラを開発するためのプログラミ
ングフレームワークであるTrema3)を利用する．Trema

では，シミュレーションにおいて，車両の位置や速度，
進行方向などの動的特性の実装がされていないため，後
の節で述べるように，動的特性の管理，演算方法の実装
を行った．

4.2 モバイルノードの情報

本稿の実装では，モバイルノードの動的特性に基づい
てシミュレータを行うため，OpenFlowコントローラが
管理するモバイルノードのデータとその演算方法を記
す．表 1にOpenFlowコントローラが管理するデータの
一覧を示す．

まず，モバイルノードの識別子は，シミュレーション
上に存在するモバイルノードを区別するためのもので，
IDとして扱う．そして，モバイルノードが接続してい
るデータパス IDは，モバイルノードが他モバイルノー
ドとどの経路で接続されているかを確認するためのもの

で，経路ごとに IDを設ける．次にモバイルノードの IP

アドレスであるが，モバイルノードと OpenFlowコン
トローラは，携帯回線を用いて接続されているため，L3

での通信である．したがって，モバイルノードごとに IP

アドレスを設ける．次にモバイルノードのMACアドレ
スであるが，モバイルノード同士は，アドホックネット
ワークを用いて接続されているため，通信にはMACア
ドレスが必要である．そして，アドホックネットワーク
がそれぞれどのモバイルノードのスイッチのどのポート
に接続されているかを把握するため，モバイルノードが
接続するポート番号を管理する．そして，モバイルノー
ドの位置情報として，ｘ座標，ｙ座標を用いて表し，モ
バイルノードがどの位置に存在しているかをコントロー
ラが把握するためのものである．また，速度ベクトルを
計算するため，移動した後の現在の位置と，移動する直
前の位置を記録し，移動後の現在の位置をｘ座標，ｙ座
標をそれぞれ，x[1]，y[1]，移動する直前の x座標，y座
標をそれぞれ x[0],y[0] としている．最後に，モバイル
ノードの速度情報として，モバイルノードの速さと向き
を表す．速度情報も，ｘ方向，ｙ方向を用いて表すので，
正の速度，負の速度をそれぞれ，ｘ，ｙの正の方向，負
の方向の速度として用いている．

4.3 モバイルノードの情報の演算

次に，モバイルノードの情報をどのように用いて，演
算するかについて述べる．

他モバイルノードとの距離 自モバイルノードの x座標
と y座標を，それぞれ x1，y1，他モバイルノード
の x座標，y座標を x2,y2として，距離 Lを式 1の
ように演算を行う．

L =
√

(x1− x2)2 + (y1− y2)2 (1)

速度ベクトル 速度ベクトルの演算は，モバイルノード
を移動させるスレッドの Sleepタイムと同じ間隔で
演算する．4.2節で述べたように，速度ベクトルの
演算は，移動直後の x,y座標と，移動直前の x,yの
差を用いて演算する．

Δ x = x[1]− x[0] (2)

Δ y = y[1]− y[0] (3)

4.4 接続優先度の設定

本節では，接続優先度の設定方法に説明する．まず，
本稿での接続優先度は，データを送信するモバイルノー
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Fig. 5. The case of Exsisting Two Intermediate

Nodes.

Table 2. The Element of Connection Priority.

接続優先要素 接続優先度
送信・中継ノードの速度ベクトル 1

送信・中継ノードの位置情報 2

ドが中継となるモバイルノードをどのように選ぶかとい
うことである．例えば，Fig.5のように，データを送信
するモバイルノードと，データを受信するモバイルノー
ドがｘの正の方向に移動しているとし，二者の間に，中
継となる車両が２台存在しているとする．一方の中継車
両は，xの正の方向に移動しており，もう一方の中継車
両は，xの負の方向に移動しており，かつ，xの正の方
向に移動しているモバイルノードよりも，データを送信
するモバイルノードと距離が近いとする．無線通信をす
る際，距離が近いモバイルノードに接続する方が，通信
が安定するが，xの正の方向に移動するモバイルノード
と，xの負の方向に移動するモバイルノード同士が接続
すると，最終的には距離が離れてしまい，通信が安定し
なくなる．送信者と受信者の二者の間に，移動方向が違
う二つの中継となるモバイルノードが存在する場合，同
方向に移動するモバイルノードに優先して接続する．接
続優先度は表 2の通りである．表 2は，速度ベクトルと
距離情報による接続優先度の順位を表しており，昇順に
優先順位が高くなる．速度ベクトルが大きく異なる場合，
送信モバイルノードと中継モバイルノードの距離が広が
り，無線通信が安定しなくなるため，速度ベクトル情報
を，接続における優先度の情報として高位としている．

5 評価

5.1 評価環境

表 3に本稿で用いた評価の環境を記載する．

また，評価するモデルとしては，今回は x方向のみを

Table 3. The Environment of Estimation.

ホスト OS Windows7

ゲスト OS Ubuntu 13.0

ホスト OS RAM 3072MB

CPU Corei7-860

仮想環境構築 RAM VMPlayer5.0

シミュレーションフレームワーク Trema0.4.7

Fig. 6. The Disposition of Mobile Nodes.

考慮し，設定した瞬間での位置特性や速度特性を持つモ
バイルノードを考える．

5.2 実装車両

Fig.6に評価用に実装した車両の情報を記載する．Fig.6
示したように，車両１，車両２，車両３はそれぞれ xの
正方向に毎秒 10m/sで等速運動をしており，車両４の
み，xの負の方向に毎秒 10m/sで等速運動をしている．

5.3 評価結果

本稿の提案システムでは，通信するモバイルノード同
士が経路の切り替えを行う．しがたって，経路の変更に
要する時間を評価する必要がある．表 4 に経路変更に
要する時間を示す．OpenFlowを用いない通信において
は，通信経路の変更という概念が存在しない．つまり，
経路変更による通信の途絶時間が存在しないということ
であるが，本提案システムでは，通信経路の変更におい
て，表 4に示す通信の途絶時間が存在する．

Table 4. The Time Cost of Changing Transmission

Path.

通信方式 変更時間 [sec]

OpenFlowを用いない通信 0

提案システム 0.4
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6 関連研究

6.1 先行経路上の道路情報取得用アドホック通信プ
ロトコルの開発

本稿の関連研究として，先行経路上の道路情報取得用
アドホック通信プロトコルの開発 4) を挙げる．本関連
研究では，車々間通信を無線 LANのアドホック通信機
能を用いて先行経路上の道路情報を伝播させていくため
のアプリケーション層のプロトコルを提案している．本
稿の研究とは，各車両が自身の道路情報と受信した他車
両の道路情報を一定の周期で通信・中継し，そのデータ
を前後車両，対向車線を走る他の車両に転送する部分が
類似する．本研究は，無線 LANのアドホックプロトコ
ルにOpenFlowを用いることによって，最適な通信経路
を確保し，通信を行う点と通信には主にブロードキャス
トを用いる点が本関連研究と異なっている．

6.2 Comparison of Broadcasting Techniques for

Mobile Ad Hoc Networks

本研究 5)では，アドホックネットワークにおける車車
間通信を研究対象としている．プロトコルとして３つの
プロトコルを開発しているが， その中でも本関連研究
と類似している点は，Area Based MethodsのDistance

Schemeというシステムである．ブロードキャストを用
いている点で，本研究とは異なるが，近隣車との距離情
報を用いて，パケットを送る前に，ブロードキャストを
して，通信確認を行う．そして，通信確認を行った後，
設定した閾値以下の距離ならば，以後ブロードキャスト
による通信確認は行わず，近隣車との通信を実行する．

7 考察

本稿の提案システムでは，通信しているモバイルノー
ド同士の距離と速度情報を考慮して，経路変更を行うこ
とによって，通信の安定を図ることを述べた．??節でも
述べたように，無線通信において，通信距離が延びるな
らば，データを受信するノードの受信電力は低くなり，
スループットやパケット到達率が低下するが，提案シス
テムでは，通信距離を中継となる車両を経由するので，
スループットとパケット到達率の低下を防ぐことができ
る．しかし，通常通信する場合は，経路変更という手続
きが存在しないが，この手続きが，提案システムにおい
ては追加される．したがって，経路変更にかかる時間を
考慮する必要がある．また，実環境下のことを考慮する

場合，無線通信においては，温度や障害物等を考慮する
必要がある．

8 おわりに

本稿では，本研究の背景として高度道路交通システム
(ITS)により，様々な交通での通信形態やアルゴリズム
が研究されていることを述べ，通信形態においては，車
両と車両（車々間），車両と歩行者の通信形態が考えら
れることを挙げ，その中でも車両と車両の通信に着目し
た．
問題点としては，データを受信するモバイルノードと
データを送信するモバイルノードの距離が離れること
により，無線での通信不安定となり，様々な問題が起こ
ることを指摘し，その中でもスループットの低下と，パ
ケット到達率の低下を問題点として挙げた．そして関連
研究として，「先行経路上の道路情報取得用アドホック通
信プロトコルの開発」と「Comparison of Broadcasting

Techniques for Mobile Ad Hoc Networks」を挙げ，本
研究との類似点と相違点を述べた．そして動的特性を利
用したOpenFlowによるアドホックネットワーク制御方
式を提案，実装を説明し，評価の方法と結果を述べ，そ
の考察によって提案システムの有効性を述べた．

本研究の一部は，科学研究費助成事業および総務省戦
略的情報通信研究開発推進制度の支援を受けている．
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Global LDM Concept : Dynamic Information Management on

Networked Distributed System
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In recent years, automotive systems require various data, including data from on-board sensors and external sources

through vehicle-to-vehicle (V2V) communication and vehicle-to-infrastructure (V2I) communication to recognize environ-

mental situation. As increasing the amount of data being used in automotive systems, processes that use these data

become more complicate, and can be duplicated over multiple applications. To manage automotive data efficiently, a

relational database management systems for automotive systems based on a data integration architecture has been devel-

oped. Meanwhile, cooperative safety driving systems using V2V and V2I communication are being developed as a means

of exchanging vehicle sensor information, road information, and other types of data. Local Dynamic Map (LDM) has

been standardized as a mechanism for managing these sensor data with geographical maps. The implementations make

use of existing database management systems for which response time is thought to deteriorate as the number of vehicles

increase. According to the experimental results, the number of vehicles increases and the response time of the application

becomes worse. In this paper, we propose the global LDM concept using NoSQL. By using NoSQL, many vehicles and the

cloud center can manage large amount of sensor data dispersedly. The vehicles make a local sensing map and the center

makes the global sensing map by consolidating the local maps in the global LDM concept.

Key words LDM (Local Dynamic Map), Distributed Systems, Information Management, Global LDM Concept
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Fig. 3. Cooperative ITS Applications.
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Cell ID Timestamp Type Attribute

105 13h48m51.3s Vehicle Vehicle ID (1354)

105 13h48m51.3s Pedestrian Pedestrian Seq Num (0)

105 13h48m51.3s Pedestrian Pedestrian Seq Num (1)

105 13h48m51.3s Misc Point (Lat, Lon), Distance

A

B

C

Cell ID
Parent

Cell ID
Timestamp Type Attribute Confidence Author ID

3382 105 13h48m51.3s Vehicle Vehicle ID (1354) 1.0 Vehicle ID (1354)

1259 105 13h48m51.3s Pedestrian Pedestrian Seq Num (0) 1.0 Vehicle ID (1354)

1259 105 13h48m51.3s Pedestrian Pedestrian Seq Num (1) 1.0 Vehicle ID (1354)

A

B

C

A

B

C

200m x 200m 0.5m x 0.5m
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Fig. 6. Example of (Large and Small) Grid Maps.
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Rate-Compatible Spatially Coupled Repeat-Accumulate Codes

Jun CHENG*

(Received March 10, 2015)

A construction of rate-compatible spatially coupled repeat-accumulate (RC-SC-RA) code is proposed. For a given

high-rate SC-RA mother code, a family of low-rate member codes can be obtained by extending the protogragh of mother

code with repeat-accumulation (RA). The rate compatibility is obtained by adjusting the parameters of RA-extension.

The continuous code rate is achieved without extra cost. Density evolution analysis shows that the iterative decoding

thresholds of all member codes of rate-compatible family are very close to the Shannon limits over the AWGN（Additive

White Gaussian Noise）channel.

Key words ： Repeat-accumulate code, spatially coupled code, RA-extension, rate-compatibility.

キーワード ： RA符号, 空間結合符号, RA拡張, 可変レート．

任意可変レート空間結合RA符号の構成および性能解析

程俊

1 はじめに

無線通信は雑音や干渉が原因となり通信品質が劣化
し，通信における信頼性を損なう可能性がある．この
ような劣化の大きな原因となる雑音を低減する方法と
して通信路符号化がある 1)2)．通信の信頼性向上を図る
通信路符号化の手法として，1998 年に Divsalar，Jin，
McEliece らにより RA(Repeat-Accumulate) 符号が考
案された 3)-5)．RA符号は, 符号化が非常に簡単になっ
ており,復号は SPA(Sum-Product Algorithm)を基にし
た復号であるため，符号化と復号の両方の複雑性を解決
することができた．
　また, RA符号に空間結合 (Spatial Coupling)技術を
応用した空間結合 RA 符号 (SC-RA 符号) も考案され
た 6). 空間結合符号は通信路に応じた最適化を必要とせ
ず, たったひとつの符号器によって多くの通信路に対し
て理論限界に近い復号性能を達成できることが報告され

* Department of Intelligent Information Eng. and Sci., Faculty of Science and Engineering, Doshisha University, Kyoto
Telephone : +81-774-65-6295, E-mail : jcheng@mail.doshisha.ac.jp

ている. 一方で, 空間結合 RA符号は, 符号を構成する
際に各種パラメータに制限がかかってしまい, 符号化率
の柔軟性が不足するという欠点がある.

　一方,可変レート符号 (Rate Compatible Code)7)8)で
は, 柔軟な符号化率が得られる反面, パリティ検査行列
の重み分布の最適化が必要である.

　本論文では,可変レート空間結合RA符号 (RC-SC-RA

符号)を提案する. 提案手法では, 空間結合 RA符号を
ベースとして, 符号に対応したプロトグラフの変数ノー
ドをリピート, インタリーブ, アキュムレートを用いて
拡張する. さらに, RA拡張後にパリティビットの一部
分をまとめてパンクチャする. これによって, 連続的か
つ柔軟な符号化率を得ることができる. 密度発展法およ
びモンテカルロシミュレーションにおいて, 提案手法は,

様々な符号化率に設定した場合でも, シャノン限界に近
い復号性能が得られることを示す.
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2 符号の構成法

本章では, 提案手法である可変レート空間結合 RA符
号の構成について説明する. 提案手法は空間結合RA符
号 6) をベースに拡張を施すことで構成できる.

2.1 任意可変レート空間結合 RA符号

提案手法である, 可変レート空間結合 RA符号につい
て説明する. 可変レート空間結合RA符号のプロトグラ
フを図 1に示す. 図 1の下部は従来の空間結合 RA符
号 6)のプロトグラフであり, 図 1の上部はRA(Repeat-

Accumulate)拡張である. また, 真ん中の変数ノードが
メッセージビットを表している. このように, 空間結合
RA符号のプロトグラフをベースにRA拡張を施すこと
で, 可変レート空間結合 RA符号のプロトグラフを構成
する.

　RA拡張は 1個のα-extensionと q個の 1-extensionか
ら構成され, (q+α)-extensionと呼ぶ. i番目 (1 ≤ i ≤ L)

の変数ノードごとに拡張を施す. qの値は正の整数であ
り, αの値は 0 ≤ α < 1の範囲の実数である. 文献 6)

と同様, 図 1のプロトグラフを拡大次数M を用いてコ
ピーし, メッセージビットにあたる変数ノードとチェッ
クノードをつないでいるエッジごとにインタリーブを施
すことでタナーグラフを構成する.

　次に, RA拡張の α-extensionについて説明する. 図 1

の右図はRA拡張の α-extensionのタナーグラフを表し
ている. M 個のメッセージビットにあたる変数ノード
にインタリーブを施し並び替えた後, アキュムレートを
施す. 生成されたパリティビットの内, (1−α)M 個をパ
ンクチャする. 1-extensionはパンクチャせずに生成さ
れたM 個のパリティビット全てを保持する.

　可変レート空間結合 RA符号の符号化率は,

R =
LK/J

LK/J + (L+ J − 1) + (q + α)LK/J
(1)

(0 < R ≤ RSC−RA)

となる. ここでの可変レート空間結合RA符号の符号化
率の最大値は, 親符号である空間結合 RA符号の符号化
率, RSC−RA = LK/J

LK/J+(L+J−1) となる.

提案手法である RC-SC-RA符号の主な特徴は以下の
三つである.

• 親符号は空間結合 RA 符号であること. 空間結合
RA符号は, 理論限界に近い復号性能を達成できる

符号である 6). ゆえに, 提案手法も理論限界に近い
復号性能が期待される.

• 可変レート符号であること. q の値は正の整数, α

の値は 0 ≤ α < 1の範囲内で, 両変数の値を任意に
設定することで符号化率を柔軟にできる.

• 同一構造の復号器で復号できること.

著者らは, LDPC符号を親符号とする可変レート空間
結合 LDPC(Low Density Parity Check)符号 9) を検討
したが, 符号化する際の計算量が膨大だった. 本稿では,

LDPC符号の代わりに RA符号を用いることで符号化
する際の計算量が低減し, 容易に符号化を行うことがで
きた.

次に, 密度発展法で解析を行うために, 図 1 下部に
示される空間結合 RA 符号のメッセージビットにあた
る変数ノードとチェックノードのエッジの接続をランダ
ム化する. 空間結合 RA 符号のプロトグラフの位置 i,

(1 ≤ i ≤ L), の変数ノードのそれぞれのエッジを位置 i

から i + ω − 1のチェックノードにランダムに接続する
10). このようにエッジの接続をランダム化することで,

密度発展法での解析が容易になる. このランダム化後の
プロトグラフと一致する符号を C(J,K,L,w, q, α)と表
す. 符号化率は,

R =
L

L+ J
K

(
L+ w + 1− 2

∑w
i=0(

i
w )K

)
+ (q + α)L

(2)

(ω ≤ L)

となる.

3 反復復号の分析

本章では, SPAに基づいた復号について説明した後,

密度発展法による解析について説明する.

3.1 SPAに基づいた復号

本節では, タナーグラフに基づいて復号を行う SPAに
ついて説明する. SPAでは周辺事後確率を近似に計算
する. 受信値 yaを使って, 初期値 λaを求める. σ2は通
信路における AWGN雑音の電力を表している.第 a受
信シンボル ya から送られたであろう xa を推測したと
きに, その xa が 0もしくは 1である場合の事後確率の
比が,

λa =
2

σ2
ya (3)
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Fig. 1. RA拡張を施した J=3, K = 3の可変レート空間結合RA符号のプロトグラフと α-extensionのタナーグラフ.
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Fig. 2. SPAの変数ノード処理 (左)とチェックノード
処理 (右).

となる 11).

変数ノード処理では，変数ノードからチェックノード
に送られるメッセージが計算され,チェックノード処理で
は，チェックノードから変数ノードに送られるメッセー
ジが計算される．ここでは変数ノードを V ,チェックノー
ドを C とする. ここで, 表記 C\Cbは Cbを除く C に含
まれる全ての要素のことである．

変数ノードにおける対数領域メッセージの第 ℓ回目の
更新式は，

ϑ
(ℓ)
Va→Cb

= λa +
∑

k∈C\Cb

φ
(ℓ)
k→Va

(4)

となり, チェックノードにおける対数領域メッセージ更
新式は,

φ
(ℓ)
Cb→Va

= 2 tanh−1


 ∏

k∈V \Va

tanh

(
1

2
ϑ
(ℓ)
k→Va

)


(5)

となる 11).

3.2 密度発展法による解析

本節では, 必要なEb/N0の最小値を密度発展法の解析
で求める. AWGN通信路において, 式 (3)の λa は平均
2
σ2 , 分散 4

σ2 の正規分布N ( 2
σ2 ,

4
σ2 )に従い, λa の確率密

度関数を Λとする 2). 同様にΘ は SPAでの変数ノード
からチェックノードへのメッセージの確率密度関数, Φ

は SPAでのチェックノードから変数ノードへのメッセー
ジの確率密度関数とする. ここでは, オールゼロの符号
語を送信することとする. 演算子 ∗は変数ノードにおい
てメッセージを交換するための畳み込み演算子であり,

演算子 ⋆はチェックノードにおいてメッセージを交換す
るための広義的な畳み込み演算子である 2).

図 3の変数ノード処理を式で表すと,

Θ (ℓ) = Λ ∗ (Φ(ℓ))∗(J−1) (6)

となり, チェックノード処理を式で表すと,

Φ(ℓ) = (Θ (ℓ))⋆(K−1) (7)

となる 2).
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Fig. 3. 密度発展法の変数ノード処理 (左) とチェック
ノード処理 (右).

図 4は図 1の中から i番目のプロトグラフのみを取り
出したものであり, 密度発展法では図 4に示される i番
目のプロトグラフのメッセージパッシングに注目する. i

番目のプロトグラフの各ノードは A,R,Aα, Rα, V, C の
6つに分類できる.

　Θ
(ℓ)
XY,iは変数ノードX からチェックノード Y に送ら

れるメッセージの確率密度関数を表す. ここで上付き文
字の ℓは第 ℓ回目のメッセージパッシング, 添え字は i

番目のプロトグラフを取り出したことを表している. 式
(6), (7)より, 図 4における各ノード間のメッセージの
値を以下のように示す.

Θ
(ℓ)
V C,i = Λ ∗ Y ∗(J−1) ∗

((
Θ

(ℓ−1)
AR,i

)⋆2
)∗q

∗
(
α ·

(
Θ

(ℓ−1)
ARα,i

)⋆2

+
(
1− α

))
(8)

Θ
(ℓ)
V R,i = Λ ∗ Y ∗J ∗

((
Θ

(ℓ−1)
AR,i

)⋆2
)∗(q−1)

∗
(
α ·

(
Θ

(ℓ−1)
ARα,i

)⋆2

+
(
1− α

))
(9)

Θ
(ℓ)
V Rα,i = Λ ∗ Y ∗J ∗

((
Θ

(ℓ−1)
AR,i

)⋆2
)∗q

(10)

Θ
(ℓ)
AC,i = Λ ∗

(
Θ

(ℓ−1)
AC,i ⋆

( 1

w

w−1∑
k=0

Θ
(ℓ−1)
V C,i−k

)⋆K
)

(11)

Θ
(ℓ)
AR,i = Λ ∗

(
Θ

(ℓ−1)
V R,i ⋆Θ

(ℓ−1)
AR,i

)
(12)

Θ
(ℓ)
ARα,i = Λ ∗

(
Θ

(ℓ−1)
V Rα,i ⋆Θ

(ℓ−1)
ARα,i

)
(13)

ここで,

Y =
1

w

w−1∑
j=0

((
Θℓ−1

AC,i+j

)⋆2

⋆
( 1

w

w−1∑
k=0

Θ
(ℓ−1)
V C,i+j−k

)⋆(K−1)
)
.

もし q ≤ 0になれば Θ∗q = δ(0)とする. ここでの δ

…

…

…

…

q

J

K

A

R

V

C

A

Aα

Rα

α
α

α

Fig. 4. i番目のプロトグラフのメッセージパッシング.

は単位インパルス関数を表す. メッセージの確率密度関
数の初期値は,

Θ
(0)
V C,i = Θ

(0)
V R,i = Θ

(0)
V Rα,i = Θ

(0)
AC,i

= Θ
(0)
AR,i = Θ

(0)
ARα,i = Θ0 (14)

Θ0 =

{
Λ, 1 ≤ i ≤ L,

δ(+∞), otherwise.
(15)

式 (8)-(13)から提案手法によって正しく復号できる雑
音の標準偏差の最大値

σBP (J,K,L,w, q, α)

≜ sup

{
σ : lim

ℓ→+∞

∫ 0

−∞
Θ(ℓ)(τ)dτ = 0

}
(16)

を求めることができる. さらに, σからしきい値 Eb/N0

を算出する. ここでは,

Θ(ℓ) = {Θ (ℓ)
V C,1, ..., Θ

(ℓ)
V C,L, Θ

(ℓ)
V R,1, ..., Θ

(ℓ)
V R,L,

Θ
(ℓ)
V Rα,1, ...,Θ

(ℓ)
V Rα,L, Θ

(ℓ)
AC,1, ..., Θ

(ℓ)
AC,L,

Θ
(ℓ)
AR,1, ..., Θ

(ℓ)
AR,L, Θ

(ℓ)
ARα,1, ...,Θ

(ℓ)
ARα,L}.

q = 0のとき Θ
(ℓ)
V R,i = 0, Θ

(ℓ)
AR,i = 0となる.

4 数値計算

本章では, 第 3章で解析された AWGN通信路上での
復号しきい値を数値計算で求める. 同一復号器で復号
できる符号化率 0.4926, 0.4, 0.35, 0.3, 0.25, 0.2の符号を
w, q, α それぞれを設定し用意する. 各符号化率のしき
い値およびシャノン限界とのギャップを表 1に示す. 最
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Table 1. C(4, 4, 100, w, q, α)のしきい値 (単位:dB).

R シャノン限界 しきい値 ギャップ
0.4926 0.187 0.383 0.196

0.40 -0.236 -0.0153 0.2207

0.35 -0.432 -0.197 0.235

0.30 -0.657 -0.3665 0.2905

0.25 -0.793 -0.441 0.352

0.20 -0.963 -0.683 0.280

Table 2. シミュレーション諸元.

データ長 100000 bits

符号化法 RC-SC-RA符号
各種パラメータ J=4, K=4, L=100, M=1000

符号化率 R=0.4926, 0.4, 0.35, 0.3, 0.25, 0.2

変調方式 BPSK変調
通信路 AWGN通信路
復号法 SPA復号

もギャップが大きい R = 0.25でさえシャノン限界まで
0.352まで迫る性能を示している. 提案手法ではどの符
号化率でもシャノン限界に近いしきい値を示した.

また, 先の密度発展法がで算出したしきい値に, 有限
長のモンテカルロシミュレーションの結果が漸近するか
確認を行う. シミュレーション諸元を表 2, シミュレー
ション結果を図 5に示す. 結果としては, どの符号化率
でも BER(Bit Error Rate)10−5 以下のとき, 密度発展
法で算出したしきい値とモンテカルロシミュレーション
で最低限必要とされる Eb/N0 は近い値を示した.
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Fig. 5. SC-RA符号と RC-SC-RA符号の BER特性.

5 むすび

本論文では, 可変レート空間結合RA符号を提案した.

提案手法では, 空間結合 RA符号をベースとして, 符号
に対応したプロトグラフの変数ノードをリピート, イン
タリーブ, アキュムレートを用いて拡張する. さらに,

RA拡張後にパリティビットの一部分をまとめてパンク
チャする. これによって,連続的かつ柔軟な符号化率を得
ることができる. 密度発展法およびモンテカルロシミュ
レーションを用いて評価した結果, 提案手法は, 様々な
符号化率に設定した場合でも, シャノン限界に近い復号
性能が得られることを示した.

提案符号は，車車間通信を用いた，自動車における車
両ネットワークのために，構成したものである．車両間
で個別に， かつ独自に通信リンクを作成することによ
り， 複数の自動車が同時に通信できる車両ネットワー
クを形成すると，レスポンスの高い車車間通信が期待さ
れる．しかし，複数の自動車が同時通信にすると，お互
いに干渉が生じる．そのため，強力な誤り訂正能力を持
つ符号（すなわち，低レート符号）の開発が必要である．
さらに，同時通信の自動車数によって，干渉の強さが異
なるため，可変レートの符号が望ましい．本提案符号を，
車両ネットワークへ適用し，高信頼・低遅延特性を持つ
レスポンスの高い車車間通信の実現が期待される．
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Road Hazard Sharing System by Using Mobile Ad Hoc Network

for Multiple Cyclists
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Studies are increasing that analyze ambient environments by sensing bicycle movements using smart phones. We

propose a system that shares road hazard information among smart phones by an ad hoc network. Our system estimates

the locations and the types of hazards by a distributed cooperation approach among smart phones. Cyclists can share all

the hazard information sensed by each bicycle without any specially-designed servers on a system that is only composed

of a single smart phone application. Our prototype evaluation shows that cyclists can identify safe roads using shared

hazard maps to enjoy comfortable outings.

Key words ： Bicycle，Hazard，Ad Hoc Network，Distributed Cooperation.

キーワード ： 自転車，危険箇所，アドホックネットワーク，分散協調

モバイルアドホックネットワークを利用した

複数自転車向け路上危険箇所共有システム

田端 佑介, 山本 光, 河内 雄太, 浅田 翔平, 金田 重郎

1 はじめに

自転車ユーザに向けた既存の危険箇所提供サービスと

して，市町村やWebなどから多く公開されている交通

事故ハザードマップがある 1)2)3) 市町村が発表している

マップ 1)2) の多くは事故が発生した場所や事故の内容

から作成され，Webで公開されているマップ 3)の多く

は付近住民や自転車ユーザへのインタビューから作成さ

れる．ところが，これらの既存の危険個所の共有手段は

以下のような問題点がある．

• 交通事故の発生現場以外にも危険箇所が存在して
おり，自転車ユーザが気づかないような危険箇所や

これから交通事故が起きる可能性のある危険箇所を

マッピングしていない．つまり，交通事故の場所や

* Graduate School of Science and Engineering, Doshisha University, Kyoto
Telephone : +81-774-65-6976, E-mail : skaneda@mail.doshisha.ac.jp

自転車ユーザへのインタビューでは未然の事故を防

ぐことができない．

• 既存の紙媒体のマップやWebの情報はリアルタイ

ムなものではなく，実際に自転車に乗っているユー

ザにとって使いづらい．実際の道路状況は時々刻々

と変わっており，自転車ユーザが知りたいリアルタ

イムでの危険箇所を推定することが難しい．

これらの問題を解消するため，携帯端末のセンサから

自動的に危険箇所を推定し，地図にマッピングするとと

もに，その地図を共有するシステムを提案する．システ

ムは，携帯端末の加速度センサと角速度センサからリ

アルタイムに波形を取得し，地図の危険箇所と推定で

きる場所にアイコンをマッピングする．また，携帯端末
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Table 1. Hazard locations for bicycle riders.

危険箇所 危険箇所が存在する場所

(1) 危険な交差点 見通しが悪い交差点

(2) 混雑した道路 道路に障害物 (交通量)が多い

(3) 路面状況が悪い ガタガタしている道路

(4) 急カーブ 鋭く曲がっている道路

(5) 坂道 (傾斜) 傾斜が大きい道路

(6) 暗い道路 高架下，橋の下，夜道

Fig. 1. Dangerous intersection.

Fig. 2. Congested road.

の Bluetooth を利用して，本システムを使用するユー

ザ同士がすれ違うと，お互いの地図情報を共有できる．

Bluetoothを用いてアドホックネットワークを形成する

ことで，システムはサーバが不要であり，ユーザは携帯

端末にアプリケーションをインストールするだけで使用

できる．

以下，第 2章では，ハザードについて紹介し，第 3章

では提案システムの概要を示す．第 4章では，評価実験

の概要と結果について示す．第 5章は結びである．

2 京都市における路上危険箇所

自転車にとっての危険箇所を推定するため，京都市で

フィールドワークを行った．フィールドワークは 4人で

10回行っており，自転車に乗って交通状況を観察した．

フィールドワークの後，危険と思われる場所の写真を共

有しあい，意見をまとめた結果，表 1の状況が危険箇所

であると判断した．

Fig. 3. Outline of proposed system.

それぞれの危険箇所について説明する．危険な交差点

(1)は見通しが悪く，信号機のない交差点である．見通

しがよい交差点 (図 1左)では，自転車は速度を少し落

とすとともにゆったりとハンドルを切って曲がる．しか

し見通しが悪い交差点 (図 1右)では，自転車は速度を

落として警戒しながら曲がる．交差点で障害物に遭遇し

た時はハンドルを急に切って回避する．

混雑した道路 (2)は路上の障害物が多く，道路上の障

害物が多い道路である．交通量の多い混雑した道路 (図

2左)では，走行している車などの移動する障害物が多

いので，細かくハンドルを切るとともに速度を落とすこ

とで位置を調整して障害物を回避している．一方，快適

に走行できる道路 (図 2右)では，自転車はハンドルを

切らずに速度を出して走行している．

路面状況が悪い (3)は路面の凹凸が多い道路である．

道路の凹凸は，路面が煉瓦や砂利になっている道路や車

道と歩道との段差等が挙げられる．また，道路工事によ

る古いアスファルトと新しいアスファルトの間にできる

段差も自転車ユーザにとっては不快である．

急カーブ (4)は鋭く曲がっている道路や右左折の間隔

がない道路である．京都市では京都駅付近の高架や二条

通などに存在する．

坂道 (5)は傾斜が大きい道路である．京都市では左京

区の観光地に多く見られる．

暗い道路 (6)は太陽光や電柱による光が少なく，見通

しが悪い，先が見えない道路である．線路などの高架下

や橋の下などが当てはまる．
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Fig. 4. Communication Overview of between bicycles.

Fig. 5. Data processing flow of proposed system.

3 危険箇所共有システム

3.1 提案システムの概要

本章では提案システムの概要を説明する．システムに

必要なハードウェアは自転車 1台につき携帯端末 1台

である．提案システムの全体像は図 3のようになってい

る．システムは観光地やサイクリングロードなどで使用

されることを想定しており，初めて観光地を自転車でサ

イクリングする人に注意を促す目的がある．

図 4のようにシステムの自転車に搭載された携帯端末

は擦れ違うと所持している危険箇所情報と GPS情報を

共有する．複数の端末間で危険個所情報が共有されれば，

実際に走行していない道路の危険箇所情報を手にするこ

とができる．また，端末を媒介すれば，すれ違っていな

い自転車がセンシングした危険個所情報も獲得できる．

携帯端末の画面には，共有した道路の危険箇所をマッピ

ングした地図が表示される．危険箇所と判断された場所

に種類別のアイコンを付加する．

システムに用いた危険箇所の認識手法は図 5のように

なっている．携帯端末の加速度センサ，角速度センサか

ら取り出した情報をリアルタイムに走行区間のみ切り出

す．その後，走行区間の情報から機械学習を用いて危険

Fig. 6. Bicycle attached mobile terminal.

Table 2. Equipped sensors.

センサ名 取得データ

加速度センサ 加速度,傾き

ジャイロセンサ 角速度

地磁気センサ 傾き

照度センサ 明るさ

GPS 位置座標

箇所の判断をし，地図上の危険個所と判定された場所に

アイコンをマッピングする．

3.2 プローブ自転車の概要

自転車の危険箇所を推定するため，携帯端末を図 6の

ように自転車に装着した．携帯端末はハンドルに対して

z軸の正の向きに装着されており，y軸の正の向きが進

行方向になるようになっている．また，携帯端末のセン

サの内，利用したセンサは表 2のようになっている．加

速度，角速度，地磁気，照度を取得して危険個所の判断

をする．加速度センサと地磁気センサからは傾きが計算

される．

3.3 走行区間の切り出し

本節では 3.2節の自転車で走行時に取得した波形の処

理手法について述べる．最初に，携帯端末のセンサ値に

は重力値や携帯端末を取り付けた角度による雑音が含ま

れているため除去しなければならない．雑音による影響

は，携帯端末のセンサを起動させた初期値が雑音である

として，その値を削除するようにする．

次に，取得した波形には走行している区間と停止して

いる区間が存在している．携帯端末から走行している期

間を切り出すため，加速度センサが 0[m/s2]であり，か

つ角速度センサが 0[deg/s]である区間は走行していな

いと見なす．加速度センサが 0[m/s2]であるのは加速も
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Table 3. Hazard and its criterion.

危険箇所 判断基準

(1) 危険な交差点 図 8の決定木

自転車が傾いている

(2) 混雑した道路 図 11の決定木

(3) 路面状況が悪い 路面方向の加速度 ≥ 3[m/s2]

(4) 急カーブ 自転車の傾き ≥ 10[度]

(5) 坂道 道路の傾斜 ≥ 10[度]

(6) 暗い道路 照度センサ ≤ 10[Lx]

減速もしていない状態であることを示し，角速度センサ

が 0[deg/s]であるのはハンドルをどちらにも切ってい

ないことを示す．最後に，取得したデータは雑音も含ま

れているため，3点移動平均をとった．データから危険

判断を判断する処理は次節で説明する．

3.4 危険個所の判断

次に，自転車の走行データから危険箇所を切り出す処

理の説明をする．危険箇所の判断としては (1)～(6)で

判断が異なる．表 3は危険箇所の判断基準をまとめたも

のである．本稿では (1)と (2)を詳しく説明する．

危険な交差点 (1)では，自転車の傾きから交差点に差

し掛かったかどうか判断する．これは，自転車のハンド

ル角速度から自転車の蛇行と右左折を判別することは難

しいが，右左折する場合は自転車を傾けて走行する特徴

があるからである．図 7は交差点で急な加減速した例で

ある．テストデータでは自転車が傾いている区間で，進

行方向の加速度センサの振幅が±2[m/s2]になっている．

実際の公道での交差点で回避行動をした自転車の加速

度，角速度センサのデータを 5回分取得した．走行区間

のデータは 500個存在する．危険箇所の可否の判断とし

て機械学習をして自動的に判断するため，本稿では決定

木 5) を用いた．本節では 2クラスを判断するために用

いている．2クラスとは危険な交差点，通常の交差点の

ことである．決定木の構築には，機械にデータを学習さ

せていく過程で交差検証法を用いており，10ホールド

の交差検証法を用いている．ツリーは J48を用いてい

る．決定木は図 8になり，精度は 82%である．この決定

木を用いて危険な交差点を判定する．

混雑した道路 (2)では，進行方向の加速度センサとハ

ンドル角速度センサの振幅から周囲の混雑度を推定す

る．図 9，図 10は混雑した道路でのテストデータであ

る．テストデータの混雑した道路は，複数台の自動車が

Fig. 7. Rapid deceleration at intersection.

Fig. 8. Decision tree for dangerous intersection.

走る道路で走行しており，最後に駐車している自動車を

回避した場面である．走行している自動車とすれ違った

場面では，自転車が警戒して速度を調整するため，加速

度が 2[m/s2]の振幅が起こる．ただし，ハンドル角速度

は大きな振幅がない．一方，駐車している自動車を回避

する自転車は，ハンドル角速度も±5[deg/sを超える大

きな振幅が起こっている．駐車している自動車を回避す

るときはハンドルを大きく切るためハンドル角速度も大

きくなるためである．

ここでも機械学習を用いて道路の混雑度を自動的に判

断するため決定木 5) を用いた．今回は通常走行，少し

混雑，混雑，かなり混雑の 4クラスに分ける．決定木の
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Fig. 9. Traveling direction acceleration in crowded

road.

Fig. 10. Wheel angular velocity in crowded road.

Fig. 11. Decsion tree for congested road.

結果は図 11のようになり，精度は 79%である．決定木

の条件は交差点 (1)と同じである．

3.5 複数端末間の処理

自転車に搭載された携帯端末のみで判断された危険箇

所は精度がさほど高くない．本稿では危険箇所検知の精

度を向上させるため，複数台の端末間で情報共有すると

ともに精度を向上させる処理をさせることにした．本稿

では，個々の携帯端末はネットワーク内で以下のような

作業を行う．

(ア) 危険箇所を一定時間で消滅させる

(イ) 障害物の種類を推測する

(ウ) 通信履歴から快適に走行可能な道路を判断する

Fig. 12. User interface of prototype hazard informa-

tion system.

Fig. 13. Snap of social experiment.

(ア)の危険箇所の一定時間での消去は，ネットワーク

内のどの端末も一定時間危険と判断しない危険箇所を消

去するという仕組みである．本稿では，一定時間を 5分

に設定した．古い危険箇所を消去することで，システム

の画面はある程度リアルタイム性が確保される．ある端

末が誤って危険だと判断した場所は，他の端末では危険

だと判断されず一定時間で消去される．

(イ)の障害物の種類の推定は，混雑した道路 (2)の推

定時に障害物の種類を判別するため用いられる．アド

ホックネットワーク内にいる複数の端末が混雑した道路

と判断した場所は，障害物が動いていないことを示す．

その場所には駐車している車や電柱・店の看板といった

固定障害物が存在すると推測し，それ以外の混雑した道

路は移動障害物が存在すると推測する．

(ウ)の通信履歴からの快適な道路の判断は，携帯端末

同士で通信をしたときに，その場所の GPS情報を記録

しておく方法で実現する．複数の自転車と交信した場所

は自転車が多い場所であり，その時間帯は快適に走行で

きる道路として携帯同士で共有する．
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Fig. 14. Summary diagram of interview.

混雑した道路 (2)では，進行方向の加速度センサとハ

ンドル角速度センサの振幅から周囲の混雑度を推定する．

4 実験と評価

4.1 システムを用いた走行実験の結果

著者らは危険箇所共有システムを評価するため，実験

を行った．本システムを使って実験するに当たり，被験

者 4名が京田辺市の通称「同志社団地」内を走行した．

同志社団地は京田辺市の南部に位置し，京田辺市三山木

七瀬川や天神山あたり一帯の地区である．昼間は閑静な

住宅街であるが，朝や夕方は北にある同志社国際中学・

高等学校や北西にある同志社大学へ通学・通勤する学生

や自転車，自動車が多数通行する．

被験者には本アプリケーションがインストールされた

携帯端末を，自転車のハンドル部分に装着した電動機付

自転車を用意した．実験は被験者 1名が被験者 3名とす

れ違うことで情報の共有を行い，被験者 1名は出発地点

から携帯端末の画面を見ながら自由に道路を選択して走

行し，目的地点まで走行する．走行の様子はビデオカメ

ラで撮影をした．実験の結果，擦れ違いにより情報をも

らった側は図 12のような画面が得られた．

図 12の結果画面はシステムのユーザが検知した危険

箇所とネットワークによって得た他人の検知した危険箇

所は色を変えることで認識できるようにしている．実験

はビデオカメラで撮影しており，図 12の実験結果画面

と危険箇所の比較を行った．比較の結果，危険箇所の推

定率は 81.8%ということが判明した．

4.2 インタビューによる評価

実験に参加した被験者にシステムを使用して走行した

感想をインタビューにより聞き出した．インタビュー結

果をまとめたところ図 14のようになった．システムの

長所としては実際に道路を走ってみた感覚とシステムの

結果画面が一致している箇所が多い点と，初めて見る道

路でも使用しやすいといったシステム自体が使いやすさ

が挙げられた．まったく走行経験のない道路でもシステ

ムを使用すれば，危険箇所を警戒しながら走行できたと

いう意見もあった．

一方，システムの短所としては，アイコンの種類が分

かりにくいといった点や，システム自体の不具合が挙げ

られた．今後は，アプリケーションの開始時にアイコン

の種類を示すダイアログを出すことやアプリケーション

の処理を軽くすることが求められる．

5 おわりに

本稿では過去の事故が発生した場所以外のユーザが気

づかないような，事故が起こる可能性のある危険箇所を

共有するシステムを提案した．システムは携帯端末を用

いており，携帯端末のセンサを用いて危険箇所をセンシ

ングするとともに，アドホックネットワークによって危

険箇所を共有する．システムを用いた実験を行った結果，

危険箇所の推定率は 81.8%であり，本システムは危険箇

所をある程度推定できることが判明した．また，インタ

ビューによりシステムは使いやすいといった感想が得ら

れた．本システムは多数の自転車がサービスを使用しな

いと成り立たないという欠点がある．今後はさらにこの

研究を深めるため，道路上にリピータを配置することで，

自転車が通るたびに危険個所情報を収集し，近くを通っ

た自転車に配信するようなシステムも考えられる．
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支配的なパスとなる．またクランク道路では回折波

の影響は小さい．したがって本稿では，支配的とな

る直接波や反射パスのみを簡易な方法で推定し，そ

れらを合成することによって伝搬損失を推定する

方法を考える．

本稿では，まず簡易な 2 次元環境を対象とし，ク

ランク道路環境の送受信点間に存在可能な複数の

パスをレイトレーシングの考え方に基づいて探索

する．その合成電力を求めることにより伝搬損失を

計算する．その後，この 2 次元の結果に，大地反射

2 波モデルの考え方を融合させることにより，3 次

元環境にも対応する伝搬損失簡易計算式を構築す

る．このようにして得られた 2 次元および 3 次元の

計算式による伝搬損失の推定結果をレイトレーシ

ングによる推定結果と比較し，その推定精度を確認

する．

2.交差点越え簡易推定式

車車間通信環境を想定した伝搬損失推定式につ

いては，これまで幾つかの検討が行われている 1)-5)．

これらの推定式の多くは，次式のように，伝搬損失

L[dB]を建物の壁による反射波の伝搬損失 LR[dB]と

建物のエッジによる回折波の伝搬損失 LD[dB]をそ

れぞれ求め，これらを電力的に合成することで与え

ている． 







 


1010

DR

1010log10
LL

L   (1) 

文献[3]では交差点越え環境を Fig. 1 のようにモ

デル化し，レイトレーシングの考え方を簡易化する

ことにより LRと LDをそれぞれ求め，それらを式(1)

により合成することによって全体の伝搬損失を推

定している．以下に，この簡易推定式の手法を示す．

なお，この手法は 2次元環境を対象とした推定法で

ある．また計算の簡略化のため送受信点の位置をそ

れぞれの道路の中央と仮定している． 

まず，反射波の伝搬損失 LR について考える．レ

イトレーシングでは反射するパスを探索する場合，

壁を鏡面とみたてた仮想送受信点を想定する．Fig. 

1に示すように，反射回数を送信点側の道路で nt回，

受信点側の道路で nr回とする場合，仮想送受信点の

位置は ntWt および nrWr 移動した位置になる．ここ

で，計算の簡易化のために，仮想送受信点を結ぶ直

線が Fig. 1 に示す点 P を通ると仮定すれば，伝搬距

離Dと壁に対する入射角t，rは次式で与えられる． 

     2
trr

2
rtt 5.05.0 dWndWnD   (2) 

   tttt 5.0arctan Wnd  , tr 2
π   (3) 

ここでレイトレーシングにおける反射波の中で

最も強いパスは全反射回数(nt+nr)が最も少ない場合

と考える．この場合には nt=nr となる場合となるた

め，片側の道路での最少反射回数 nminは次式となる． 

2
1

rt

rt
rtmin 

WW
ddnnn (4) 

式(4)を式(2)，式(3)に代入することで最も強い反

射波の伝搬距離，それぞれの壁への入射角および最

も強いパスの伝搬損失が得られる．ただし，この最

も強いパス 1 波のみでは全受信電力を表すには十

分ではないため，このパスにそれぞれの道路で反射

が 1 回増加(もう一方のパスでは 1 回減少)した 2 つ

のパスを加えた合計 3 波の電力の合成として，伝搬

損失を表す．この場合の反射波の伝搬損失 LR は以

下の式で与えられる．
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ただし，は波長，R()は壁面(この場合はコンク

リート)へ入射角で入射する平面波の反射係数の

絶対値である．

次に，回折波の伝搬損失 LD について考える．回

折波が支配的となるのは送受信点が交差点から離

れた場合であり，そのような環境では Fig. 1 に示す

点(エッジ)Q からの回折波が最も強いことが明らか

となった．これに基づき，エッジ Q を経る回折波

強度を推定することにより，LD を求める方法が考

えられた．さらに，エッジ Q での回折波は Fig. 1
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の真下方向から入射し直角右方向に回折するとい

う近似計算(送受信点位置に依存しない一定の回折

係数による近似)を行い，その回折波とそれぞれの

道路内で生じる反射を組み合わせ，次式が得られた． 
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ここで，M は送信点，受信点それぞれと Q の間

の道路壁面で反射する最大の反射回数である．この

反射については，1 回のみでは精度が十分でなく，

M=3 とすることでレイトレーシングと同程度の結

果が得られることが示されている．

式(5)および式(6)のその他の変数についての詳細

は文献[3]を参照されたい． 

Fig. 1. Cross type intersection model. 

3. クランク道路における伝搬損失簡易推定式

3.1 クランク道路モデルと簡易化手法 

本稿では Fig. 2に示すような比較的簡易なクラン

ク道路モデルにおける伝搬損失の計算式を提案す

る．見通し内道路幅を Ws [m]，見通し外道路幅を

Wc [m]，クランク道路のオフセット幅を S [m]とそ

れぞれ表す．建物の各辺の長さおよび高さは半無限

長とする．また交差点越え伝搬損失簡易推定式同様

に，送受信点位置は見通し内道路の中央に位置する

ものとする．交差点から送信点までの距離を dt [m]，

交差点から受信点の距離を dr [m]とする．本稿で用

いる基本的なパラメータは表 1 に示した値とする． 

2章で述べた交差点越え伝搬損失簡易推定式と同

様の考え方をクランク道路に適用することによっ

て伝搬損失の簡易計算式を構築する．クランク道路

環境では反射回数と道路環境パラメータにより，ク

ランク形状部分を通過することができるパスが決

定される．この考え方は，交差点越え簡易推定式同

様に，レイトレーシング計算の簡易化に相当する．

ここでは，計算式の構築を容易なものとするため，

まず 2 次元環境における簡易計算式を検討する．そ

の後，2 次元で得られた結果に大地反射 2 波モデル

の考え方を適用することにより，3次元に拡張する． 

Fig. 2. Crank type intersection model. 

Table 1 System and environmental parameters. 

Carrier frequency 760MHz 

Tx and Rx antenna height 2m 

Road width (Ws and Wc) 16m

Crank offset (S) 3.2m to 14.4m 

Tx distance (dt) 40m

Rx distance (dr) 10m to 200m 

Building material Concrete 

3.2 2 次元環境における簡易計算式 

3.2.1 計算式のモデル化前提条件 

まず，受信点に到達するパスを探索する手法を 2

次元で検討する．クランク道路環境におけるレイト

レーシングの結果，送受信点間の支配的なパスは直

接波もしくは反射波であり，回折波(1 回以上回折を

経るパス，回折前後に壁による反射を伴うパスも含

r

t

Wr

Wt

dr

dt

ntWt

nrWr

受信点

P

D
Q

送信点

仮想受信点

仮想送信点
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S

受信点

送信点

dr
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む)の影響は小さいことがわかった．そこで，本稿

における簡易推定式の検討では回折波は考慮しな

い．また Fig. 3 に示すような見通し外(NLOS: Non 

Line-of-Sight)道路の両側で反射し受信点に到達す

るパスの可能性も考えられるが，本稿で対象とする

環境ではこのようなパスが存在する確率は小さい

と考えられる．さらにこのようなパスは，受信点に

到達するためには複数回反射する必要があるため，

全体の伝搬損失に与える影響は小さいと考えられ

る．したがって本稿ではこのようなパスは計算式構

築の対象としないこととする．

Fig. 3. Reflection paths at NLOS roads. 

3.2.2 出射角と伝搬距離 

レイトレーシングにおいて，反射パスを探索する

場合，鏡面的に仮想送受信点を想定し，それらを結

んだ直線が伝搬経路となる．クランク道路環境に同

様の考え方を適用する．反射回数を送信点側の道路

で nt回，受信点側の道路で nr回とすると，Fig. 4 に

示すように，仮想送受信点の位置はそれぞれ ntWs，

nrWs移動した位置に移動することとなる．この場合，

送信点から出射されたパスの出射角ϕと伝搬距離D

は次式で与えられる．

 
    



















2
rct

2
srst

rstarccos
dWdWnSWn

WnSWn s   (7) 

   2rct
2

rst dWdWnSWnD s  (8) 

ここで ϕ+(ϕ-)は仮想送信点が左側(右側)，仮想受

信点が右側(左側)に想定する場合の出射角 ϕである．

また D+および D-はそれに対応する伝搬距離である． 

ここで nt+nr=nと表せば，式(7)および式(8)は次式

で表される．
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したがって，今回のような環境においては nt，nr

の組み合わせによらずに n が一定ならば出射角，

伝搬距離 Dは一定となる． 

Fig. 4. Conceptual view of path search method. 

3.2.3 クランク部分の通過判定 

送信点から受信点に到達可能なパスを判定する

方法を考える．Fig. 4 に示すように仮想送受信点を

結んだ直線は nt，nrの組み合わせによって水平方向

に Ws の整数倍の距離を平行移動する．このような

複数の仮想パスのうちクランク部分を通過しない

仮想的なパス(図中の経路 A および経路 C)はクラン

ク部分を通過できず，実際には存在しないパスであ

る．一方，クランク部分を通過する仮想パス(同経

路 B)が実際に存在するパスである．つまり，反射

回数が nの仮想パスのうち，受信点に到達し得るパ

スは 1 つのみ(仮想送信点を左側(右側)，仮想受信点

を右側(左側)に想定するそれぞれの場合に対して)

である．また反射回数が n の仮想パスの出射角±

は一定であるため，±についてのみ考えることによ

側
見通し外道路側で
反射するパス

見通し外道路

送信点

受信点 仮想受信点Ws Ws

Ws Ws

仮想送信点

受信点

送信点

ntWs

nrWs

経路 A 経路 C経路 B
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って受信点に到達するパスを探索することができ

る．

次に送信点から出射されたパスが受信点に到達

することが可能な出射角±の範囲について考える．

Fig. 5 に示すように交差道路部分の対角線の角度を

それぞれ l， hとする．出射角+のパスが lよりも

小さい場合，送信点側道路内のどのような反射波も

受信点側の道路に入らず，見通し外道路側に抜けて

いく．出射角-のパスも同様に hよりも大きい場合

には受信点に到達しない．したがって受信点に到達

するためには少なくともFig. 5に示す lから hの範

囲内である必要がある． l から h の範囲内のパス

のうち，Fig. 6 に示す送信点側道路で反射(その回数

を m とする)する角度の範囲内に存在するパスが受

信点に到達する．この受信点に到達可能な仮想パス

は実際には送信点から出射される．つまり受信点に

到達可能な出射角±の範囲は Fig. 7 の斜線部で示さ

れる．このように考えることにより，仮想送信点を

想定することなく，受信点に到達するパスを探索す

ることができる．

Fig. 5. Diagonal angle condition. 

Fig. 6. Angle condition reachable to receiving point. 

(a) Range of + 

(b) Range of - 

Fig. 7. Angle condition when transmitting point is fixed. 

ここで Fig. 7 に示す点 
mt,B への出射角を 

mt, ，点


ms,B への直線の出射角を 

ms, とすれば，受信点に

到達可能な角度の範囲は次式で表される．
  mm s,t,  ,   mm t,s,  (11) 

ここで 
mt, ， 

ms, はそれぞれ次式で与えられる． 
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3.2.4 2 次元レイトレーシングとの比較 

式(11)で示される範囲のパスを合成した場合の伝

搬損失 L [dB]は以下の式で与えられる． 
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上式中のは次式で与えられる． 
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=，=    (15) 

また式(14)中の N は最大反射回数である． 

式(14)によって N を 10 として計算した結果とレ

イトレーシング(2 次元)による結果とを比較したも

のを Fig. 8 に示す．なお，レイトレーシングは反射

波のみで行い，最大反射回数を 10 とし，各パスを

電力次元で合成している．この結果より，レイトレ

ーシングの伝搬損失特性と非常に良く一致するこ

とがわかる．

Fig. 8. Comparison with ray-tracing (2 dimensional). 

次に，反射回数 N について検討する．式(14)にお

いてNを変化させた場合の計算結果を Fig. 9に示す．

S は 12.8 m(Wsの 80%の値)とした．N>4 の場合には

N=10 の場合とほぼ同じの結果が得られた．したが

って，少なくともこの環境では，反射回数 N は 4

で十分である．

Fig. 9. Dependence on N. 

3.3 3 次元環境への拡張 

3.3.1 計算式の拡張方法 

前節では，2 次元でパスを探索し，レイトレーシ

ングと一致する結果を得ることが可能であること

を示した．本節では，2 次元で得られた方法を 3 次

元に拡張する．

送受信アンテナ高が小さい車車間通信のような

環境における距離に対する伝搬損失は，ある距離ま

では距離の 2 乗に比例する自由空間伝搬損失特性

により，その距離以上の領域では距離の 4 乗に比例

する特性により，それぞれ表される大地反射 2 波モ

デルによって与えられる 6)．この大地反射 2 波モデ

ルの考え方を 2 次元の簡易計算式に融合させるこ

とにより，3 次元環境にも対応する計算式を構築す

る．

大地による反射を伴うパスの伝搬損失は，その伝

搬距離は 2 次元で探索したパス(3 次元では大地反

射を伴わないパス)の伝搬距離とほぼ等しいので，2

次元パスの伝搬損失に大地による反射損を加える

ことによって得られる．それらを合成すると，大地

反射 2 波モデルになる．3 次元レイトレーシングに

おける伝搬損失計算は，このような，大地反射を伴

わないパスと大地反射波の位相関係だけではなく，

壁からの反射波それぞれの間の位相関係も含めて

計算される．しかし，大地反射を伴わないパスと大

地反射波の位相関係は逆相に近い位相でほぼ固定

されるのに対して，周囲の壁の反射波間の位相関係

は，その経路長差が波長に比べて大きいと考えられ

るため，無相関に変化すると考えられる．位相が無

相関に変化する際には，平均電力は，到来各波の電

力和で近似できる．そこで，2 次元環境において伝

搬損失推定に用いた各パスそれぞれを大地反射 2

波モデルで表し，それらを電力次元で合成すること

によって 3 次元のクランク道路における伝搬損失

を得る方法を考える．以上の考え方に基づき，式(14)

を 3 次元に拡張した式は次式で与えられる． 
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ここで Th，Rh はそれぞれ，送信アンテナ高，受

信アンテナ高である．

3.3.2 3 次元レイトレーシングとの比較 

式(16)によって求めた結果と 3 次元レイトレーシ

ングによる結果との比較を Fig. 10 に示す．  

(a) Without diffraction wave. 

(b) With diffraction wave. 

Fig. 10. Comparison with ray-tracing (3 dimensional). 

同図(a)のレイトレーシングの計算結果は反射回

数を 4 回までとし，回折波は含めていない．また同

図(b)のレイトレーシングは反射回数を 4 回まで，回

折回数を 1 回までとして計算を行った．なお，レイ

トレーシングによる計算は電界次元でパスの合成

を行っている．その場合にはフェージング変動を伴

う結果が得られるので，比較を容易とするため距離

方向の平均化による平均伝搬損失を求めた．具体的

には drについてそれぞれの地点における前後 10 m

の範囲の受信電力を平均している．Fig. 10(a)の結果

から，3 次元環境においてもレイトレーシングによ

る結果とよく一致していることが確認できる．また

Fig 10(b)の結果より，回折波を考慮した場合にはレ

イトレーシングとの差は増加するが，変化の傾向は

一致しており，約 5 dB 以下の誤差で推定が実現さ

れていることが確認できる．

送受信点位置の変化に対する計算精度の変化を

調べるために，dtおよび drを変化させ，簡易計算式

による結果と回折波を含むレイトレーシングによ

る結果(Fig. 10(b)と同様の計算)との差を Fig. 11 に

示す．Fig. 11(d)から S が大きくなるとレイトレーシ

ングと差が大きくなることがわかる．これは S が大

きい環境では，回折波の影響が大きくなるためと考

えられる．

 

 (a) S=3.2m (20%) (b) S=8m (50%) 

 

 (c) S=12.8m (80%) (d) S=14.4m (90%) 

Fig. 11. Difference of predicted propagation loss 

between ray-tracing and prediction formula. 

4.まとめ

伝搬損失の簡易計算式を提案した．提案する簡易

計算式は，まず送受信点間に存在可能なパスを 2次

元で検討し，その後 3次元に拡張することによって

構築した．構築した簡易計算式をレイトレーシング

と比較することによりその精度を評価した．提案計

算式による結果はレイトレーシングによる計算結

果と約 5 dB 以下の精度の推定であり，提案した計
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算式によって，レイトレーシングによる伝搬損失特

性を簡易に推定できることを示した．本提案方式は

レイトレーシングに比べてはるかに簡易な手法で

ある．レイトレーシングでは何らかのプログラム言

語による複雑なプログラムが必要であるが，簡易推

定式では，一般によく普及している表計算ソフトレ

ベルで計算可能である．  
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Currently, DBMSs being able to handle big data have two types of storages such as RDB and key-value storage.

Conventional query optimizing approaches in the DBMSs usually classify issued queries according to their operation type

(e.g. insert, delete, update, and so on), and select data storage to be used. In short, we have the potential to find other

approach to improve query processing time if we focus on the type of each issued query to the DBMSs. In this paper, we

propose a method for optimizing query processing in a RDBMS with key-value store function considering the type of each

query to the DBMS.

Key words ： Key-Value Store, RDBMS, Query Processing and Optimization

キーワード ： Key-Value Store, RDBMS, 問合せ処理最適化

Key-Value ストア対応 RDBMS における問合せ処理最適化の一手法

波多野 賢治，塩井 隆円

1 はじめに

近年，様々なデバイスから多種多様なデータを収集し，

それらをリアルタイム分析することで，企業の経営戦略

やコンシューマ向けに的確な情報提供を行うサービスに

役立てるビッグデータ分析が行われるようになった [1]．

しかしながらビッグデータを利活用したいと考えている

70% の企業に対して，ビッグデータの利活用ができる

企業は高等技術と大量資源を有する 1% のみと限られ

ているのが現状である．

ビッグデータ分析を効率よく行うためには，日々蓄積す

るデータを格納する機能と蓄積されたデータを分析する

ための機能が必要となるため，データを効率的に扱うた

めにデータベース管理システム (Database Management

* Mobility Research Center, Doshisha University, Kyoto, Japan
Telephone : +81-774-65-7663, E-mail : khatano@mail.doshisha.ac.jp

** Graduate School of Culture and Information Science, Doshisha University, Kyoto, Japan
Telephone : +81-774-65-7656, E-mail : shioi@ilab.doshisha.ac.jp

System: DBMS) を用いることが一般的である．これま

で DBMS は，伝統的にリレーショナルデータベース

システム (Relational Database Management System:

RDBMS) が用いられてきたが，ビッグデータ分析に必

要となる DBMS の機能には，処理分散のコストや負荷

分散のし易さ，そしてシステムのサービスが提供でき

なくなる事態の発生頻度が少ないことを示す高可用性

(High Availability: HA) が挙げられるため，最近では

キーバリューストア型データベースシステム (Key-Value

Store Database Management System: KVSDBMS) が

用いられるようになってきた [2]．

KVSDBMS は RDBMS とは異なり，データの格納

方式が行指向型ではなく列指向型を採用している．こ

の列指向型データ格納方式は，プログラミング言語に

おける連想配列や Map と同様，単に Key と Value の
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ペアからなる非常に簡単なデータモデルに基づいてい

るため，前述したビッグデータ解析に必要な機能をサ

ポートできるようになっている．その反面，単純なデー

タモデルでしかないため，RDBMS で実現できている

複雑なデータ検索や集計，またデータの一貫性保証と

いった機能に関しては，その実現が困難である．つまり，

DBMS の機能の差を決定づけるのはデータ格納方式に

依存していると言えるが，どちらかを用いているだけで

は RDBMS/KVSDBMS それぞれの問題に対応するこ

とができない．このことから，二種類の DBMS の得意

とする処理を相互補完するためにこれらを組み合わせて

運用する試みが始まっている [3–5]．

本稿では，こうした試みで未だ行われていない個々の

問合せに対してどちらの DBMS を使用して問合せ処理

を実行すべきかという点に着目し，列指向型データ格納

可能な RDBMS (KVS-RDBMS)における問合せ最適化

の一手法について検討する．

2 関連研究

1 節でも述べたように，昨今着目されているビッグ

データを DBMS で扱うためには，RDBMS が得意と

するオンライントランザクション処理 (Online Trans-

action Processing: OLTP) と KVSDBMS が得意とす

るオンライン分析処理 (Online Analytical Processing:

OLAP)の両方を一つのシステムで運用する必要がある．

このような二つの処理の一体化はオンライントランザ

クション分析処理 (Online Transactional and Analyt-

ics Processing: OLTAP) と呼ばれており，実際に多く

のデータベースベンダでもその採用が進んでいる [6–8]．

本節では，この流れの先駆けとなった DBMS の研究を

いくつか紹介する．

Fractured Mirrors は，多数列を利用する問合せの場

合は RDBMS で，少数列を利用する問合せの場合は

KVSDBMS で処理を実行することで，効率的に問合せ

処理が実行できるようになったものである [3]．当然，

RDBMS/KVSDBMS を共に利用する問合せでは，一方

の DBMS を利用する問合せに比べて高速にクエリ処理

を実行できるというメリットがある．また，データを

RDBMS/KVSDBMSそれぞれのストレージに重複格納

することによって，どちらか片方のみにデータアクセス

が集中してしまった場合でも，アクセスを分散させるこ

とでそれぞれの問合せ処理の偏りにも対応できる．

C-store は，Fractured Mirrors と同様，RDBMS と

KVSDBMS それぞれが扱うデータストレージが存在す

るが，OLTP/OLAP それぞれの処理においてもさらに

二種類のストレージを用意することで，データの更新処

理をしながら参照処理も効率的に行う仕組みを確立して

いる [4]．この仕組みは Tuple Moverと呼ばれているが，

具体的には書込用ストレージに書き込まれた更新内容

を，随時，読込指向ストレージへと更新していくという

ものである．つまり，データの挿入，削除，更新といっ

た実際にディスクにアクセスされなければならない処理

は負荷の高い書込用ストレージを，データの参照処理は

読込用ストレージを使用するよう問合せ処理をそれぞれ

の DBMS に振り分けて運用するのである．

MicroSharding は NEC のスケールアウト型 DBMS

である Infoframe Relational Store (IRS)* の中核となる

技術であり，分散配置させてある KVSDBMS のデータ

ストレージにトランザクション機能を持たせることで，

あたかも一つの RDBMS のデータストレージにデータ

が格納されているかのように振る舞わせるという機能を

持っている [5]．したがって，Fractured Mirrors や C-

store のように二種類のストレージを持っているのでは

ない点がメリットとなっているが，RDBMS の適用領域

すべてを網羅できない点が残っていることがデメリット

となっている．

3 提案手法

2節で説明した関連研究では，主に RDBMSと KVS-

DBMS が扱うデータストレージをどのように設計する

のか，また，OLTP/OLAP それぞれの処理においてど

ちらの DBMS を利用するのかといった点に着目され，

それぞれの研究が行われていた．そのため，更なる問合

せ処理最適化を図るためには，問合せ個々に対してそれ

らの細部に着目した研究が行われるべきである．本稿で

は，それぞれのデータストレージの違いに着目し，既存

の RDBMS の上で実装が進んでいる KVSDBMS 用の

ストレージと従来のストレージをハイブリッドに運用す

る，KVS-RDBMS を用いた問合せ処理最適化について

検討することにした **．

∗ NEC Infoframe Relational Store: http://jpn.nec.com/
infoframe/relationalstore/

∗∗ 本提案の詳細は，文献 [9] を参照のこと．
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KVSDBMS を用いることのメリットは，

• 分散化が容易かつ低コスト

• 高可用性

と 1 節でも述べたが，KVSDBMS 用のストレージは

データの圧縮が可能であるため，データを高速に検索す

るための索引機能が利用できないという制限が存在する．

そのため，検索されるデータ数によっては KVSDBMS

用のストレージが RDBMS 用のストレージよりも性能

が下がる可能性がある．このことを考慮し文献 [10] で

は，KVSDBMS 用ストレージを利用する条件を，

1. RDBMS 用ストレージを利用する際の結果件数が

KVSDBMS用ストレージのそれと比較して 60%以

下になった場合

2. RDBMS 用ストレージを利用する際に結合処理が

3 回以上発生する場合

の二条件とし，それ以外の場合は RDBMS 用ストレー

ジを使用するハイブリッド運用するようにしたが，相関

副問合せを含むような問合せの場合に処理速度が遅く

なってしまうことが分かった．これは，相関副問合せが

実行されると NestedLoop 結合が行われ，KVSDBMS

用のストレージ性能が下がることに起因すると推察され

る．このことから，上記条件を見直し，問合せ処理は基

本的には KVSDBMS 用データストレージで行うが，相

関副問合せ処理を実行する場合にのみ RDBMS 用デー

タストレージを用いるという，別形式のハイブリッド運

用を行うこととした．

4 評価実験

提案手法の有用性を評価するために，DBMS の性能

を評価するための組織であるトランザクション処理性能

評議会 (Transaction Processing Performance Council:

TPC) が提供する TPC-H ベンチマーク [11] のデータ

と問合せを用いた評価実験を行い，全 22 種類の各問合

せに対して問合せ実行速度を計測した．TPC-H ベンチ

マークは意思決定支援システム用のベンチマークテスト

であり，ビッグデータの分析処理の性能を評価するため

に近年頻繁に用いられるものである．

本評価実験では，RDBMS/KVSDBMS 用ストレージ

内に TPC-H ベンチマークで使用するデータをそれぞれ

格納し，RDBMS/KVSDBMS それぞれ単体で問合せ処

理した時間と，3節で提案した相関副問合せ処理を実行す

る場合のみRDBMS を，それ以外の場合は KVSDBMS

を用いる手法の問合せ処理時間の結果を計測した．Table

1 と Fig. 1 は，全 22 種類の問合せ処理を 10 セット実

行した平均実行時間である．

Table 1. Average Query Processing Times (sec.).

ストレージ KVSDBMS RDBMS KVS-RDBMS

平均実行時間 106.02 9.17 6.88

Fig. 1. Average Query Processing Times (sec.).

これらの結果から各 DBMS を単体で問合せ実行した

場合に比べて，本提案手法である RDBMS/KVSDBMS

をハイブリッド運用した KVS-RDBMS が最も高速に問

合せ処理を実行可能であり，それぞれ 94%，25% 高速

化が図れることが判明した．

5 おわりに

本稿では，KVS-RDBMS 上における問合せ処理最適

化法の提案とその評価を行い，提案手法の有効性が判明

した．

しかしながら，個々の問合せ，特に結合問合せに着目

した場合，ハッシュ結合やマージ結合，ネステッド・ルー

プ結合といった結合の種類によって，まだまだ処理の高

速化が図れる部分が残されているように見受けられる．

今後はさらに問合せの細部にまで着目し，更なる最適化

を図っていく予定である．

また，今回の評価実験はデータベースサーバ一台で
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行ったものだが，ビッグデータ分析を行う計算機環境は，

基本，計算機の分散化が必須となる．したがって，そう

した分散環境化での KVS-RDBMS運用方法を検討する

点が，今後検討すべき課題である．

本研究の一部は，文部科学省私立大学戦略的研究基

盤形成支援事業 S1411030，および，科学研究費補助金

26280115 の支援を受けたものである．
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Microsharding: A Declarative Approach to Support

Elastic OLTP Workloads. ACM SIGOPS Operating

Systems Review, Vol. 46, No. 1, pp. 4–11, January

2012.

6) Roland Seiffert. Online Transactional and Analytics

Processing using SPSS, DB2 z/OS, DB2 Analytics

Accelerator, March 2013. http://www-304.ibm.

com/connections/blogs/systemz/entry/online_

transactional_and_analytics_processing.

7) Franz Färber, Sang-Kyun Cha, Jürgen Primsch,
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A Distributed Management of Vehicle Sensor Data Using NoSQL

Hideki SHIMADA* , Akihiro YAMAGUCHI** , Shinya HONDA** , Hiroaki TAKADA** and Kenya SATO***
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Cooperative safety driving support systems using V2V and V2I communication are developed. Automotive data of

vehicles and roads are communicated in the cooperative safety driving system. We have implemented the LDM (Local

Dynamic Map) using the RDBMS by reference to the speficication of SAFESPOT. According to the experimental results,

the number of vehicles increases and the response time of the application becomes worse. In this paper, we propose the

virtual dynamic map system using NoSQL. By using NoSQL, the vehicles and the center can manage large amount of

the sensor data dispersedly. The vehicles make the local sensing map and the center makes the global sensing map by

consolidating the local maps in the virtual dynamic map.

Key words ： cooperative safety driving system, ITS, NoSQL.

キーワード ： 協調型安全運転支援システム, ITS, NoSQL．

NoSQLを利用した車載センサデータ分散管理

島田 秀輝, 山口 晃広, 本田 晋也, 高田 広章, 佐藤 健哉

1 はじめに

ネットワーク通信を利用した協調型安全運転支援シス
テムの開発が欧米および日本で進められている．米国
では VII (Vehicle Infrastructure Integration)プロジェ
クト，欧州では ETSI (European Telecommunications

Standards Institute,欧州電気通信標準化機構)によって，
協調型システムの標準化が進められている．日本では，
先進安全自動車 (ASV : Advanced Safety Vehicle) 推進
計画 1)や次世代安全運転支援システム (DSSS : Driving

Safety Support System)2) などが進められている．
ETSI が標準化を進めている Local Dynamic

Map(LDM)3) は，関係データベース管理システムを用
いた実装例が報告されており，我々も SAFESPOT プ

* Organization for Research Initiatives and Development, Doshisha University, Kyoto
Telephone : +81-774-65-7564, E-mail : hshimada@mail.doshisha.ac.jp

** Center for Embedded Computing Systems, Nagoya University, Aichi
Telephone : +81-52-789-3630, E-mail : yamagut@nces.is.nagoya-u.ac.jp, honda@ertl.jp, hiro@ertl.jp

*** Graduate School of Science and Engineering, Doshisha University, Kyoto
Telephone : +81-774-65-6297, E-mail : ksato@mail.doshisha.ac.jp

ロジェクト 4) の仕様に従い実装を進めた．実際の道路
地図上を走行するシナリオを作成し，シミュレータを
用いて生成した車両データを関係データベース管理シ
ステムに実装した LDM に登録しアプリケーションの
動作確認を行った．関係データベース管理システムは，
PostgreSQL, SQLiteを用い実装したが，両実装共，車
両台数の増加共にディスクアクセスが増加し応答性能
が悪化するという問題点が存在する．上記の問題以外
にも，関係データベース管理システムは一般的に管理
するデータ数には限界があり，分散管理が困難である
と言われている．
今後，車車間/路車間通信可能な車両が増加すると，管

理すべき車両センサデータ数は増加すると考えられる．
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そこで，LDMの概念をベースに車両センサデータを
分散管理する新しい仕組みを提案する．管理するセンサ
データの時間的特性，空間的特性を考慮し，時間的に高
頻度で更新される空間的に関連性が高いセンサデータ
を一貫性より応答時間優先で管理する．各車両で生成さ
れるセンサデータのデータベースをセンターに集約し，
ローカルなエリアのセンサデータ群をセンターでグロー
バルなエリアのセンサデータ郡を作成する．これによっ
て，空間的に関連性が低い情報をセンターから取得する
ことによって，自車の情報と同様に取得することが可能
になる．

本稿では，センサデータの時間的特性および空間的
特性を考慮したデータ管理機構の提案と設計を述べる．
データ管理機構は，関係データベース管理システムで実
装した LDMとは異なり，スケーラビリティが高く分散
管理が容易な NoSQLの使用し設計実装を行う．本論文
の構成は以下のとおりである．2章にて協調安全運転支
援システムにおけるデータ管理および，LDMの実装に
関して述べる．3章にて提案する仮想ダイナミックマッ
プの概要について説明し，4章にて仮想ダイナミックマッ
プの設計，実装について述べる．最後に 5章にて本稿の
まとめを述べる．

2 協調型安全運転支援のためのデータ管理

2.1 安全運転支援システム

安全運転支援システムは，車両に搭載されたセンサか
ら得られる情報を元に車両の制御およびアプリケーショ
ンを実行するシステムである．自車のセンサの情報のみ
を利用する車両単独型の安全運転支援システムと，自車
だけでなく他車のセンサ情報も利用する協調型安全運転
支援システムに分けられる．車両単独型の安全運転支援
システムとしては，スバルのアイサイトやトヨタ自動車
の衝突回避支援型プリクラッシュセーフティシステムと
いった装備が市販化され実運用されている．市販化され
ている装備以外にも，車両単独型の安全運転支援システ
ムは，Googleの自動運転カーに代表されるような研究
もドライバーレスな自動運転システムを目指し開発され
ている．

車両単独型の安全運転支援システムでは，自車両に搭
載されたセンサを利用し歩行者や車両，障害物を検知し
ドライバーに対して警告出力する，車両の制御を行うと

Fig. 1. Local Dynamic Map 5) .

いうといった動作を行う．しかし，見通しの悪い交差点
などからの飛び出しなどセンサ単体では検知すること
ができない情報が存在する．そこで，ネットワークを利
用した協調型安全運転支援システムが研究開発されてい
る．協調型安全運転支援システムでは，車車間，路車間，
歩車間においてネットワーク通信を利用し各端末で取得
するセンサデータを共有することによって，上記の問題
点を解決する．

2.2 車両センサデータ管理と LDM

車両には様々なセンサが搭載されている．それらのセ
ンサが出力するデータを車両センサデータとする．具体
的には，車両の速度，加速度，GPSから得られる位置情
報だけでなく，アイサイトのようなステレオカメラから
得られるカメラ画像，近隣の物体を検知するためのレー
ザーやレーダといったデバイスから得られる情報などで
ある．
LDMは欧州で標準化が進められている協調型安全運

転支援システムで利用するデータの集合体である．Fig.

1に示すように四階層モデルを採用しており，第一層が
静的なデータであり，上位層になるほど動的なデータに
なるように分類されている．具体的には，もっとも静的
データである第一層のデータとしては道路情報などの地
図データ，次に静的である第二層のデータとしては，地
図データに含まれない信号情報などがあげられる．また，
比較的動的な情報を管理する第三層のデータとしては，
道路の渋滞状況などがあげられ，もっとも動的なデータ
を扱う第四層のデータとして車両のセンサ情報などがあ
げられる．
LDMでは，静的な地図情報と動的な車両情報が別の

テーブルで管理するように設計されており，各階層の
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Fig. 2. LDM implemented by RDBMS.

データには geometryと呼ばれる位置に関する属性情報
を持つ．位置情報を管理することによって，各情報が
どの位置に存在するかを取得することは可能であるが，
LDMでは階層間を関係付ける機構を備えている．車両
情報を管理するテーブルでは各車両の絶対位置情報を取
得することが可能であるが，関係テーブルを利用するこ
とによって各車両が LDMにおけるどの道路情報を走行
しているかなどを取得することが可能となる．

LDMの実装例としては，Bosch社と Tele Atlas社に
よる PG-LDMと NAVTEQ社による NAVTEQ-LDM

が報告されている 5, 6)．それぞれの実装は関係データ
ベース管理システム (RDBMS)が用いられており，PG-

LDM では PostgreSQL，NAVTEQ-LDM では SQLite

がそれぞれ採用されている．両 RDBMS共，位置情報
を利用する空間演算が実行可能であり，地図上を検索す
るのに適している．

我々は，SAFESPOTプロジェクトでも実装が報告さ
れている PostgreSQL, SQLiteを利用し LDMの実装し
ている 7, 8)．LDMでは，地図情報の管理や地図と車両の
関係性を演算する必要があり，PostgreSQLはPostGIS，
SQLiteは SpatiaLiteという空間演算モジュールが備わっ
ている．我々の実装は，Fig. 2のような構成になって
おり，LDMデータベースにアクセスするためのAPIを
実装し，その上で車両情報を更新するプログラムならび
に，ユーザアプリケーションを実装した．

また，地図データ及び車両データを用いて実装した
LDMの評価実験を行った．Open Street Map9) の地図
データを利用し，PreScanシミュレータ 10)上でシナリ
オを作成し，その地図上を走行する車両センサデータ

を収集する．車両センサデータのログデータを実装した
LDMに登録するプログラムを作成し，衝突警告アプリ
ケーションを実装し応答時間の調査を行った．

2.3 問題点

RDBMS を用いた LDMでは，PostgreSQL, SQLite

は共にハードディスク上でデータ管理を行うため，デー
タ書き込みなどに処理時間を要するため車両の台数増
加に伴いディスクアクセスが増加しアプリケーションの
応答時間が車両センサデータの更新周期内に実行でき
ないことが分かった．中でも，LDMの特徴である第四
層の車両センサデータと第一層の地図情報を関係づける
ための空間演算処理の負荷が高いため，高遅延の結果と
なった．

3 仮想ダイナミックマップの提案

3.1 仮想ダイナミックマップの概要

車両台数が増加することによって，RDBMSを利用し
た実装ではアプリケーションが動作しない．また，既存
の LDMの実装では車両センサデータを RDBMS にお
いて集中的に管理する仕組みをとっている．このため車
両センサデータの種類によらずデータを管理するため，
RDBMSへの登録に際してディスクアクセスが増加し応
答時間が悪化している．
そこで，我々は車両センサデータをセンサデータの時

間的/空間的特性に応じて管理する方法を変更し，また
車両センサデータを分散管理する手法を提案する．この
車両センサデータ管理システムを仮想ダイナミックマッ
プと呼ぶ．仮想ダイナミックマップでは，グリッドマッ
プを用いて物体情報，車両情報を管理し，また NoSQL

を用いてオンメモリでデータ管理を行う仕組みをとる．

3.2 グリッドマップ

グリッドマップとは，二次元平面を等間隔のグリッド
に分割し各グリッドに存在する物体の存在確率を管理す
る手法である．レーザレーダによって生成される情報を
管理するために用いられている．具体的には，ロボット
を用いたマップ生成，車両による道路形状の推定や移動
体の検知といったシステムにおいて利用されている 11)．
仮想ダイナミックマップでは，車両の位置情報および，
車両に搭載されたセンサから取得することができる物体
情報を存在確率と共にグリッドマップにて管理するもの
とする．また，狭域グリッドマップ，広域グリッドマッ
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プとグリッドのサイズが異る二種類のグリッドマップを
利用し，空間的に関連性が高い自車両の近隣のエリア情
報に関しては狭域グリッドマップを利用し管理し，空間
的に関連性が低い自車両の遠方のエリア情報に関しては
広域グリッドマップを利用し管理する．

3.3 NoSQL

既存の LDMではRDBMSを用いてデータ管理を行っ
ている．RDBMS内にて位置情報を管理し，空間演算を
実行することによって，動的な車両センサデータと静的
な地図データを対応付け管理する．RDBMSでは，デー
タの一貫性や永続性が確保するためにトランザクション
制御の管理を厳密に行われる．しかし，そのために大量
のデータを管理することには不適であり，データを分散
管理するのは難しい．
そこで，大量のデータを関係モデルを用いずにシン

プルなデータモデルで分散管理することを可能とする
NoSQLという技術が開発されている．大量のデータを
関係モデルを用いずにシンプルなデータモデルで分散管
理することを可能とするNoSQLという技術が開発され
ている．NoSQLにはキーバリュー型やドキュメント指
向型など様々なアーキテクチャが存在し，オープンソー
スの実装例も多く存在し実運用されている．安全運転支
援システムでは，一般的に車両センサデータは 10Hzと
いった高頻度で更新されるデータを取り扱うため，スト
リーム型のデータであると言える．ストリーム型のデー
タは，値が時間的に連続して更新され新しいデータが生
成されると古いデータの有効性は少なくなる．RDBMS

では各データを一貫して管理することには長けている
が，このようなストリーム型のデータを取り扱う場合，
NoSQLのようなシンプルなデータモデルで大量に高速
処理する仕組みを利用しても問題ないため，仮想ダイナ
ミックマップでは NoSQLのアーキテクチャを利用して
車両センサデータを管理する．

3.4 システム構成

Fig. 3のように仮想ダイナミックマップのシステムは，
車両とクラウド上に存在するセンターで構成される．そ
れぞれの端末上でNoSQLを用いてグリッドマップ上で
車両センサデータ及び道路状態情報，物体情報を管理す
る．車両同士は車車間通信を利用し，狭域グリッドマッ
プで管理する近隣の情報をやりとりする．また，車両と
センター間は路車間通信を利用し，広域グリッドマップ
で管理する空間的に遠い情報をやりとりし，自車で生成

congestion

slip

Fig. 3. Overview of virtual dynamic map.

LDM

update

update

SQL

select

select

Fig. 4. Architecture of virtual dynamic map.

した車両センサデータを分散管理する．

センターは車両から収集したセンサデータをもとに渋
滞情報などをデータフュージョンすることによって情報
生成し広域グリッドマップにて管理し，車両に対して提
供する，また，車両同士が直接通信できない場合も想定
されるため，車両が存在する狭域グリッドマップの情報
を各車両に対して提供する．

4 仮想ダイナミックマップの設計と実装

4.1 設計概要

仮想ダイナミックマップは Fig. 4のようなモジュール
で構成される．車載のセンサからの出力されたデータを
仮想ダイナミックマップではグリッドマップを用いて管
理し，ネットワークで接続された他車両およびセンター
と通信しセンサデータの送受信を行う．衝突警告，車両
制御などのアプリケーションは仮想ダイナミックマップ
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に対して，必要な情報を指定し，出力された情報をスト
リーム処理部にてデータストリーム管理システムを用い
てデータ処理しデータ出力する．
車両およびセンターにおけるデータ管理の機構は，同

一の構成になっている．NoSQLの実装は，mongoDB12)

を用いてグリッドマップを管理している．mongoDBは，
ドキュメント指向で設計されたNoSQLの実装の一つで
あり，RDBMSとは異なりスキーマが存在せずデータ構
造が柔軟であるという特徴を持つ．また，PostgreSQLの
PostGISのような地理空間インデックスの処理もmon-

goDBでは可能であるため，今回，位置情報を取り扱う
仮想ダイナミックマップの実装に適している．各モジュー
ルは，C言語を用いて記述しmongoDBの操作はmongo

c driverを利用する．

4.2 自車情報管理モジュール

自車情報管理モジュールは，車両に搭載されたセンサ
から得られる値を変換し，仮想ダイナミックマップおよ
び車両情報管理テーブルに登録する機構である．センサ
からの値は周期的 (10Hz)で生成されグリッドマップに
登録する．センサの値としてはGPSから得られる位置
情報，カメラ画像，レーダから得られる周辺に存在する
物体情報などがあげられる．緯度，経度の位置情報をグ
リッドマップに登録するために座標系の変換を行う．グ
リッドマップの基準となる起点情報，グリッドサイズは
全車両およびセンターで共通の情報として持っており，
この情報をもとに緯度経度情報からグリッド座標系に変
換しグリッドマップに登録する．

4.3 グリッドマップ

グリッドマップは仮想ダイナミックマップでデータを
管理する機構である．本実装ではNoSQLの一つである
mongoDBを利用し実装している．グリッドマップは広
域グリッドマップ，狭域グリッドマップの 2種類に分け
て管理し，それぞれの構成は Table 1のようになる．
広域グリッドマップはグリッドのサイズが 200m四方

であり，空間的に遠く実時間性が低い情報を管理する．
具体的には，距離が離れたところに存在する車両の位
置情報，渋滞といった道路状態情報などがあげられる．
Table 1のように広域グリッドの ID情報，登録時刻，情
報のタイプ，属性情報を管理する．
狭域グリッドマップはグリッドのサイズが 0.5m四方

であり，空間的に近く実時間性が高い情報を管理する．
具体的には，自車のレーザーで検知した道路上の障害物

情報および歩行者情報，近隣に存在する車両の位置情報
などである．Table 1のように狭域グリッドの ID情報，
親となる広域グリッドの ID情報，登録時刻，生成した
車両の ID，確からしさ，情報のタイプ，属性情報を管
理する．

4.4 車両情報管理テーブル

車両情報管理テーブルは，自車および近隣に存在する
車両から取得した車両の情報を管理するテーブルであ
る．車両のセンサから得られる速度や加速度，緯度経度
情報などの数値データを管理し，ストリーム処理部に対
して出力する．

4.5 アプリケーション処理モジュール

アプリケーション処理モジュールは，アプリケーショ
ンから必要な情報を受け付ける機構である．アプリケー
ションによってストリーム処理部での処理内容は異なり，
グリッドマップで管理し出力すべき情報は異なるため，
この機構において取得する値および更新頻度を切り替
える．

4.6 データ同期モジュール

データ同期モジュールは，他車両およびセンターと通
信し生成したセンサデータを同期し分散管理する機構
である．自車両と他車両のデータ同期は，データの生成
周期ごとに実行される．対象となる車両は各車両の無線
ネットワークデバイスの 1ホップ内に存在する端末で，
各車両は同期メッセージを 1 ホップブロードキャスト
する．同期メッセージを受信した車両は，各車両内のグ
リッドマップに受信内容を登録し，グリッドマップを更
新する．同時に車両情報管理テーブルの更新も行う．
車両とセンターの同期は，車両間の同期より低頻度で

実行する．車両はセンターに対して前回の同期時との
差分データを同期メッセージに含めて，センターに対し
て送信する．これによって，各車両とセンターは車両が
生成したセンサデータの分散管理を実現する．センター
は受信した車両のログデータを管理し，センター内のグ
リッドマップを更新する．また，センターには道路状態
情報生成モジュールを設定し，各車両のログデータを元
に渋滞情報などを生成しグリッドマップを更新する．更
新したグリッドマップの情報を車両からの同期メッセー
ジの応答として各車両に対して配信する．車両はセン
ターからの同期メッセージを受信し，グリッドマップの
情報を更新する．このようにすることによって，直接通
信できない近隣の車両情報を車両は取得することが可能
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Table 1. Configration of grid map.

広域グリッドマップ
gridID X gridID Y timestamp type attribute

狭域グリッドマップ
gridID X gridID Y widegridID X widegridID Y timestamp carID confidence type attribute

になる．

5 おわりに

路車間/車車間協調による ITSにおけるセンサデータ
を管理する機構であるLDMに注目し研究開発を進めて
きた．しかし，関係データベース管理システムを用いた
LDMの実装では車両台数の増加と共にセンサデータの
管理が難しくなる．

そこで本稿では，NoSQLを利用し車両とセンターに
てセンサーデータを分散管理し，各ノードで生成され
るセンサーデータを共有する仕組みの提案を行った．本
稿では，NoSQLを利用し車両とセンターにてセンサー
データを分散管理し，各ノードで生成されるセンサー
データを共有する仕組みの提案を行った．NoSQLを利
用することによって，関係データベース管理システムで
は困難であった分散管理が可能となり，管理するセンサ
データが増加してもデータ管理可能である．提案した仮
想ダイナミックマップは，センサーデータの時間的特性
および空間的特性を考慮し分散管理し，各車両で生成さ
れるセンサデータをマップした物を集約しグローバルな
センサデータマップを作成することが可能になる．

今後，クラウド環境を構築した上で，シミュレーショ
ンによって得られた車両データを用いてアプリケーショ
ンを用いた評価実験を行う予定である．また，各車両に
て管理するグリッドマップの状態を地図上にマッピング
し可視化するツールの作成を進める予定である．

本研究の一部は戦略的情報通信研究開発推進精度
(SCOPE)および科学研究費補助金の助成を受けたもの
である．
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One of the most challenging fields in vehicular communications has been the experimental assessment of protocols

and novel technologies. Researchers usually tend to simulate vehicular scenarios and/or partially validate new contributions

in the area by using constrained testbeds and carrying out minor tests. In this line, the present work reviews the issues that

pioneers in the area of vehicular communications and, in general, in telematics, have to deal with if they want to perform a

good evaluation campaign by real testing. The key needs for a good experimental evaluation is the use of proper software

tools for gathering testing data, post-processing and generating relevant figures of merit and, finally, properly showing the

most important results. For this reason, a key contribution of this paper is the presentation of an evaluation environment

called AnaVANET, which covers the previous needs. By using this tool and presenting a reference case of study, a generic

testing methodology is described and applied. This way, the usage of the IPv6 protocol over a vehicle-to-vehicle routing

protocol, and supporting IETF-based network mobility, is tested at the same time the main features of the AnaVANET

system are presented. This work contributes in laying the foundations for a proper experimental evaluation of vehicular

networks and will be useful for many researchers in the area.

Key words F Experimental Evaluation, Vehicular Ad-hoc Networks, Wireless Multihop Communication, Network

Mobility, Cooperative ITS, Intelligent Transportation Systems

1 Introduction

Intelligent Transportation Systems (ITS) are sys-

tems deployed to optimize the road traffic and realize

safe, efficient and comfortable human mobility. There

are a number of research fields in ITS but coopera-

tive ITS and vehicular communications have received

an especial attention during the last years. Within

this area various technologies are considered, such as

wireless communications, network management, com-

munication security, navigation, etc. In cooperative

ITS, multiple entities share information and tasks to

achieve common objectives. Thus, data exchange ex-
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ists among vehicles, roadside infrastructure, traffic con-

trol centers, road users, road authorities and road op-

erators, to support drivers, pedestrians, road author-

ities and operators in different areas of safety, traffic

efficiency and infotainment. The European Commis-

sion (EC), for instance, published the action plan 1)

in Europe followed by ITS standardization mandate

2), to speed up the adoption of these systems in the

European Union, but there are a number of initiatives

worldwide to encourage the research and development

in ITS, mainly from the US Department of Transport

and the Japan Ministry of Land, Infrastructure, Trans-

port and Tourism.

There are few barriers in the global road network

among countries, and vehicles easily cross country bor-

ders, especially in Europe. Thus there is a huge neces-
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sity that cooperative ITS relies on the same architec-

ture, protocols and technologies. As such, standard-

ization organizations are developing cooperative ITS

standards. The International Organization for Stan-

dardization (ISO) Technical Committee 204 Working

Group 16 (TC204 WG16) (also known as Communi-

cations Architecture for Land Mobile (CALM)) is in

charge of standardizing a communication architecture

for cooperative ITS. TC204 WG16 is specially working

on a communication architecture supporting all types

of access media and applications. In Europe, the Euro-

pean Telecommunications Standards Institute (ETSI)

TC ITS is working on building blocks of the same ar-

chitecture in harmonization with ISO TC204 WG16.

In 2010, both ISO TC204 WG16 and ETSI TC ITS

defined the ITS Station reference architecture 3, 4).

In cooperative ITS and, in general, in vehicular net-

works, there are two main communication paradigms,

vehicle to vehicle (V2V) and vehicle to infrastructure

(V2I), depending on whether the communication is

performed directly between vehicles or using nodes lo-

cally or remotely installed on the road infrastructure.

When the V2V paradigm is considered, the research

field is commonly called Vehicular Ad-hoc Networks,

or VANET, as an especial case of Mobile Ad-hoc Net-

works (MANET) where nodes are vehicles. Although

there are a lot of works related to VANET applications

and basic research at physical, MAC and network lay-

ers, there is a significant lack of real evaluation analysis

in this field, due to cost and effort implications. Many

VANET solutions and protocols could be considered

as non-practical designs if they were tested over real

scenarios, as it has been proved in MANET 5). Perfor-

mance of VANET protocols based on a pure broadcast

approach can be more or less expected in simple con-

figurations, even if they are not experimentally tested;

but the number of issues concerning the real perfor-

mance of multi-hop designs is much more tricky. A

similar problem can be found in V2I, which has re-

ceived a great attention by the research community in

the last years, due to the idea that V2I technologies

and services will find a place in the market before V2V

approaches. Nevertheless, a number of experimenta-

tion works and supporting tools should be improved

in the short term, in order to give real evidences to

car manufacturers and road operators of the benefits

of vehicular communications.

Conventional network measurement tools (e.g. iperf,

ping or traceroute) assume fixed networks and assess

network performances in an end-to-end basis. How-

ever, under dynamic network conditions such as in the

vehicular networks case, it is difficult to analyze in de-

tail the operation of networks by using solely these

tools, because vehicles are always changing their loca-

tion and the performance of wireless channels fluctu-

ates. In order to solve these issues, we have developed

a packet analysis and visualization tool called Ana-

VANET*, which considers the peculiarities of the ve-

hicular environment for providing an exhaustive eval-

uation software for outdoor scenarios (Figure 1 in-

cludes a preliminary screenshot of the visualization).

Both V2V and V2I networks can be efficiently ana-

lyzed, thanks to the integrated features for collecting

results, post-processing data, generate graphical fig-

ures of merit and, finally, publish the results in a ded-

icated web site (if desired). All tests and results are

later available in the form of an animated webpage

where both researchers and the general public can ac-

cess the evaluations. AnaVANET has been successfully

exploited for the moment in experimental evaluation

campaigns in the GeoNet 6) and ITSSv6 7) projects.

In this paper, apart from presenting our tool for

assessing the performance of vehicular networks, we

analyze in detail the problem of real testing in V2V

and V2I, identifying the main issues, requirements,

and proposing a general methodology useful for fur-

ther works in the area. To sum up, the rest of the

paper is organized as follows. Section 2 introduces the

readers in network layer protocols for vehicular net-

works. Section 3 reviews related works in the area of

testing vehicular networks. Then, the issues and re-

quirements for evaluating vehicular networks are listed

in Section 4. The evaluation methodology desired in

∗ http://anavanet.net/
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VANET*, which considers the peculiarities of the ve-

hicular environment for providing an exhaustive eval-
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In this paper, apart from presenting our tool for
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analyze in detail the problem of real testing in V2V
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Fig. 1. Screenshot of AnaVANET viewer.

this frame is described in Section 5 and, as a result

of our analysis, the design and implementation of the

AnaVANET evaluation tool is detailed in Section 6, to-

gether with a reference evaluation of a network testbed

using the tool in Section 7. As a result of this evalu-

ation, the functionalities provided by AnaVANET are

analyzed in Section 8 according to the previously iden-

tified needs. Finally, Section 9 concludes the paper

summarizing the main results and addressing future

works.

2 Network protocols in vehicular networks

Network protocols in vehicular networks can be clas-

sified in infrastructure-less scenarios, i.e. V2V, and

infrastructure-based scenarios, i.e. V2I, as showed in

Figure 2.

The infrastructure-less scenario is well-known in the

research areas of VANET and MANET. These ap-

proaches are designed to enable wireless communica-

tions in dynamic topologies without any infrastruc-

ture. Routing protocols here are further classified

as topology-based and position-based routing protocols.

Upon the appearance of vehicular communications, a

second class of infrastructure-less protocols added to

the list: VANETs. Most of the VANET solutions

are based on geographical routing, thus based on the

node’s position.

Topology-based protocols were divided into two

main branches by the IETF MANET working group:

reactive, where nodes periodically exchange messages

to create routes, and proactive, in which control mes-

sages are exchanged on demand when it is necessary

to reach a particular node. Generally, proactive pro-

tocols have the advantage of starting communication

rapidly by making the routing table ahead, however,

this makes battery life shorter due to frequent signal-

ing. If the topology is highly dynamic and the data

traffic is frequent, a proactive protocol could be better.

Reactive protocols, on the contrary, keep the battery

life longer by reducing signaling messages when there

is no data to transmit. The hybrid protocols that take

the advantage of both proactive and reactive protocols

by maintaining routes to near neighbors regularly and

searching the destination in long distance on demand.

Some routing protocols are specified by the IETF

MANET working group 8). Both IPv4 and IPv6

are supported in the working group. Ad hoc On-

Demand Distance Vector Routing (AODV) 9) and Dy-

namic Source Routing Protocol (DSR) 10) are speci-

fied as reactive routing protocols. And Optimized Link

State Routing (OLSR) 11) and Topology Dissemination

Based on Reverse-Path Forwarding (TBRPF) 12) are

specified as proactive routing protocols. As an example

of a hybrid MANET protocol, Zone Routing Protocol

(ZRP) 13) is proposed.

VANETs are a particular case of MANETs, and are

not restricted by the battery of the communication

nodes and are also characterized by the high speed

of nodes, the availability of GPS information, and a

regular distribution and foreseeable movements. First,

vehicles have a larger battery than mobile terminals

or sensor devices, which is also charged when the en-

gine is running. Second, the speed of vehicles is also

higher than common portable terminals, and relative

speeds can reach 300 Km/h; hence, the duration of the

routing entries is extremely short. Third, a GPS de-

vice and digital map can be assumed in many cases,

whose information improves the network performance
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Fig. 2. Network protocols in vehicular networks.

in some proposals.

Unlike topology based routing, position based rout-

ing does not need to maintain part of the network

structure in order to forward packets towards the des-

tination node. When the routing is based on the posi-

tion, nodes forward the packets with the aim of reach-

ing the nodes within a geographical location. Thus,

position based routing can eliminate the problem that

appears in topology based protocols when routes be-

come quickly unavailable in high mobility scenarios. In

Greedy Perimeter Stateless Routing (GPSR) 14), for

instance, intermediate nodes make a decision based on

the destination position and neighbor positions. The

Car-to-Car Communication Consortium (C2CC) also

specified the C2CNet protocol, which was later en-

hanced by the GeoNet project to support IPv6. Within

the ITS standardization domain, GeoNetworking 15) is

being completed by ETSI at the moment, integrating

several geo-aware strategies to better route packets in

vehicular networks.

On the other side, infrastructure-based protocols

have been focused on the global connectivity of nodes

to the Internet. Mobile IPv6 16) solved the mobility

problem for mobile hosts and, later, Network Mobil-

ity Basic support (NEMO) 17) provided a solution for

the mobility of a whole network (e.g. a vehicle or

bus), which has been recommended by the ISO TC204

WG16 to achieve Internet mobility for vehicles. NEMO

maintains a bi-directional tunnel between the router in

the vehicle, known as the mobile router (MR), and a

server in the fixed infrastructure, known as the home

agent (HA), in order to provide a unchanged network

prefix called mobile network prefix (MNP) to the in-

vehicle network. All the in-vehicle nodes called mobile

network nodes (MNN) maintain a permanent address

derived from the MNP even when MR changes the

point of attachment to the Internet during the move-

ment (i.e. handover).

3 Experimental evaluation of VANET approaches

in the literature

Because of equipment cost, logistic issues and, in

general, the necessary effort, literature in experimen-

tal evaluation of vehicular network architectures is lim-

ited. However, these works are of key importance for

the ITS community. Up to now, there are several

works dealing with this issue, although most of them

are still focused on studying the operation of WiFi,

DSRC (Dedicated Short Range Communications) or

IEEE 802.11p technologies in the vehicular field.

Communication between a vehicle and a static ter-

minal is important for some ITS services. In 18) a

communication scenario considering a static terminal

and a moving vehicle is studied in detail. Among

all metrics considered in this work, the transmission

power is the more original one, determining the max-

imum communication range. The type of data traf-

fic used to test the performance of the communication

channel is also of interest. Most VANET designs use
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in some proposals.
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several geo-aware strategies to better route packets in

vehicular networks.

On the other side, infrastructure-based protocols

have been focused on the global connectivity of nodes

to the Internet. Mobile IPv6 16) solved the mobility

problem for mobile hosts and, later, Network Mobil-

ity Basic support (NEMO) 17) provided a solution for

the mobility of a whole network (e.g. a vehicle or

bus), which has been recommended by the ISO TC204

WG16 to achieve Internet mobility for vehicles. NEMO

maintains a bi-directional tunnel between the router in

the vehicle, known as the mobile router (MR), and a

server in the fixed infrastructure, known as the home

agent (HA), in order to provide a unchanged network

prefix called mobile network prefix (MNP) to the in-

vehicle network. All the in-vehicle nodes called mobile

network nodes (MNN) maintain a permanent address

derived from the MNP even when MR changes the

point of attachment to the Internet during the move-

ment (i.e. handover).

3 Experimental evaluation of VANET approaches

in the literature

Because of equipment cost, logistic issues and, in

general, the necessary effort, literature in experimen-

tal evaluation of vehicular network architectures is lim-

ited. However, these works are of key importance for

the ITS community. Up to now, there are several

works dealing with this issue, although most of them

are still focused on studying the operation of WiFi,

DSRC (Dedicated Short Range Communications) or

IEEE 802.11p technologies in the vehicular field.

Communication between a vehicle and a static ter-

minal is important for some ITS services. In 18) a

communication scenario considering a static terminal

and a moving vehicle is studied in detail. Among

all metrics considered in this work, the transmission

power is the more original one, determining the max-

imum communication range. The type of data traf-

fic used to test the performance of the communication

channel is also of interest. Most VANET designs use

UDP packets, due to poor TCP performance over wire-

less channels 19, 20). The evaluations performed in 21)

with IEEE 802.11p reveal that the packet delivery ratio

achieved by this technology is highly dependent on the

distance between sender and receiver. These results

are also confirmed in 22), where it is also concluded

that the vehicle speed does not imply a noticeable per-

formance degradation of the communication. A similar

evaluation is performed in 23), but this time carrying

out a great testing campaign in a city.

When V2V scenarios are considered, most of the

previous works only consider two terminals in per-

formance tests, what is not too representative when

multi-hop schemes are evaluated. In 24), the applica-

bility of 802.11b in V2V communications is evaluated

over urban and highway scenarios, and it is demon-

strated that a direct line of sight is one of the most

important issues in the network performance. Two

works evaluate a multi-hop VANET over real condi-

tions, using three 25) and even six vehicles 26). These

papers offer a wide study about a real VANET set-

up, and the last one includes an interesting analysis

describing the impact of the number of hops on the fi-

nal performance. Nonetheless, static routes are used in

that work, presenting a non-realistic vehicular network.

Our prior work 27), by contrast, considered a real and

standardized ad-hoc routing protocol to dynamically

modify communication paths. The hardware testbed

presented is also suited for future ITS research, with a

flexible in-vehicle and inter-vehicle IPv6 network based

on mobile routers.

To the best of our knowledge, there exists a few

works dealing with the evaluation of IPv6-based com-

munications at network level in vehicular communi-

cations, and some of them are within our research

line 28, 29). However, our prior evaluations are only fo-

cused on IPv6 network mobility. In this work, the oper-

ation of NEMO over a V2V protocol is evaluated, using

an implementation of GeoNetworking. This way, an in-

tegrated V2V and V2I approach is considered for pro-

viding an integral vehicular connectivity using IETF

and ETSI standardized protocols. The novelty of this

work is twofold, since not only this routing approach

is experimentally analyzed, but also an evaluation tool

especially designed for vehicular networks is used. As

far as the authors know, no specific tools for assess-

ing the performance of vehicular networks have been

developed or used in previous research works.

4 VANET evaluation: issues and requirements

4.1 Issues

As said above, the experimental evaluations carried

out in vehicular networks are mostly based on single-

hop studies. In the case of multi-hop experiments, a

static route configuration is often employed, but dy-

namic routing presents a more realistic view in vehic-

ular communications.

Using multi-hop and dynamic routing strategies

presents a challenge in the evaluation of vehicular net-

works. Common end-to-end evaluation tools such as

ping6 and iperf are useless to track the effect of route

change, because they are unaware of the path taken

during a communication test. An additional lack of

these tools is the possibility to measure the perfor-

mance of hop-by-hop links, since the study is carried

out end-to-end. Also, geographical and external fac-

tors such as nodes position, distance between nodes

or obstacles are not linked with network performance

figures of merit. Therefore, the performance compari-

son of various dynamic routing protocols is essentially

missing.

4.2 Requirements

With the aim of summarizing these main require-

ments when evaluating multi-hop vehicular networks,

the next needs are found essential by the software tools

used in experimental campaigns for evaluating both

V2V and V2I:

• Path detection

The topology and communication path of a ve-

hicular network changes frequently with dynamic

routing as vehicles move. Thus, the tool should

take note of the communication path used in ev-

ery moment.
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• Communication performance in links

The communication performance between ends is

the sum of the links on the way between them.

Once the communication path is tracked, the tool

should measure the performance link by link as

well as end-to-end.

• Geographical awareness

The network performance in a link depends on

various geographical factors. For example, the dis-

tance between the nodes affects the packet loss

probability of the link; the movement speed and

the direction are also important factors for the

packet loss in the link; and the existence of obsta-

cles between the nodes may screen the wireless ra-

dio propagation. Thus, the evaluation tool should

take the above geographical factors into account.

• Intuitive visualization

It is important to visualize the geographical fac-

tors such as node movement (speed, direction),

distance and signal obstacles in order to analyze

which of them affect the network performance.

For intuitive visualization, performance figures of

merit and environmental information should be

shown together in a synchronized way. Moreover,

the spatio-temporal data series should be available

in post process to play them at different speeds,

stop when desired, or replayed freely as he or she

wants.

• Independence from network protocols

As shown in Section 2, there are many network

layer protocols in the literature for vehicular sce-

narios, both infrastructure-less and infrastructure

based. The evaluation tool should be independent

from the network protocols employed in the tar-

get vehicular network. This includes that the tool

does not require changes to adapt to neither spe-

cific protocols nor special message or data trans-

ported.

• Independent from devices

Depending on the experiment, the configuration

of the used devices may differ in both vehicle and

infrastructure sides. The devices include the an-

tenna, wireless chipset, CPU, memory, GPS and

so on. The tools should not rely on any of the spe-

cific devices functionalities. Most favorably, the

same software and settings for an experimental

test should work on multiple devices.

• Adaptation to various scenarios

There are a number of possible networking sce-

narios in vehicular communications, such as us-

ing parked vehicles, slow speeds with surrounding

buildings in a urban situation, vehicles moving at

higher speeds in a highway, overtaking, vehicles

crossing in a two-way road, different topological

locations of the ends in a V2I setting, etc. The

software evaluation tool should accommodate to

all of these scenarios.

• Easiness for data collection

In order to compare the network performance ob-

tained when using different network protocols, a

lot of experiments could be needed. This may re-

quire installing data collector software on many

devices, depending on the scenario. Thus, the eas-

iness of the installation of these software modules

is very important. Of course, the most favorable

case is to employ common software in all of them,

such as tcpdump or cat.

• Flexible experimental data format

The experimental data should be stored in a well-

organized way. Therefore, the data format needs

to be flexible for future extension. For exam-

ple, the user of the system could require adding

new attributes to the data format of evaluation

results. We must consider flexible data formats

in order not to impact the process of adding new

attributes.
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• Communication performance in links

The communication performance between ends is
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attributes.

5 Evaluation methodology

As it is later described, the evaluation tool presented

in this work (AnaVANET) copes with the previous

requirements, but first it is important to identify a

generic testing methodology that allow a researcher to

success in a testing campaign with a vehicular network.

In general, the evaluation goals in computer net-

works are to analyze which testing conditions affect

which data flows or network protocols. For achieving

this end it is necessary to design a proper evaluation

methodology. Within it, we should consider the ten-

dency of results by repeating tests with the same set-

tings or varying parameters under study, such as the

network protocol, the mobility of nodes or the data vol-

ume. A proper evaluation tool, such as the later pre-

sented AnaVANET, should support the overall analy-

sis. This section considers both the testing conditions

and the possible routing protocols to consider in ve-

hicular networks, as it is summarized in Figure 3, by

introducing the concept and presenting our real use

case for testing the performance of NEMO over IPv6

GeoNetworking.

5.1 Testing conditions

• Testbed platform

The testbed used for the evaluation of network ar-

chitecture should be carefully chosen to implement

most relevant nodes in real software and hardware.

In vehicular communications, this is extremely im-

portant, since a good deployment could be needed

in case of testing V2V multi-hop networks.

In our particular case, the testbed comprises a set

of four vehicles and two roadside stations, as illus-

trated in Figure 4. Each vehicle is equipped with

a mobile router (MR), with at least two interfaces:

an Ethernet link to connect mobile network nodes

(MNNs) within the in-vehicle network, and a wire-

less adapter in ad-hoc mode used for both V2V

and V2I communications. On the roadside, access

routers (ARs) are fixed on the top of a building

or any other elevated point near the road. Each

one provides two interfaces: an Ethernet link for

a wired Internet access, and a wireless adapter in

ad-hoc mode to connect with vehicles in the sur-

roundings. At a backend point on the Internet, a

home agent (HA) is installed to support Internet

mobility of MRs by using NEMO.

Among the various testbed conditions, the hard-

ware specifications (CPU, memory, etc), antenna

and wireless settings are important factors for the

evaluation, since they will highly affect the results.

In our case, MRs are Alix3d3 embedded boxes pro-

vided with a Linux 2.6.29.6 kernel. Each MR has

a mini-pci wireless card Atheros AR5414 802.11

a/b/g Rev 0, and an antenna 2.4GHz 9dBi indoor

OMNI RP-SMA6 is used. The frequency used has

been 2.422Ghz and the data rate has been fixed

to 6 Mbits/s.













 











Fig. 4. Reference network configuration.

• Testing scenarios

Fixing the evaluation scenarios beforehand is es-

sential in the planning of a testing campaign. In

general, the main factors that determine the pos-

sible scenarios are:

Mobility Vehicle mobility is a key issue to cope

with realistic vehicular network conditions.

This way, we can consider not only static

scenarios, to test the network operation in

a controlled way, but also dynamic scenarios

under common speed situations. Of course,

field operational tests should be conducted
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Fig. 3. Evaluation methodology.

to confirm the expected results, taking into

account the proper handling of mobility, i.e.

Doppler shifting, fast fading, etc.

Location Urban and interurban environments

affect communication performance in a dif-

ferent way, because the signal propagation

can be interfered by buildings (among other

elements), and the line of sight between ve-

hicles is not always possible. Two environ-

ments are considered in our tests: a semi-

urban one located at INRIA-Rocquencourt,

which contains a set of small buildings sur-

rounded by streets, and a highway stretch,

the A-12 one, near INRIA-Rocquencourt.

Number of vehicles The number of hops be-

tween the source and the destination vehi-

cles affect the communication delay and the

higher probability of packet looses, due to

route changes or MAC transmission issues.

Up to four conventional vehicles (Citroën C3)

are considered in our case. This testing fleet

is showed in Figure 5.

A set of possible testing scenarios when evaluat-

ing multi-hop vehicular networks is summarized

in Figure 6. These have been divided into ur-

ban and highway. Mobility has been set to static,

urban-like speed and high speed. In our particu-

lar evaluation, these scenarios have been consid-

Fig. 5. Testing vehicles.

ered with our fleet of vehicles, with the aim of

covering a wide range of communication condi-

tions. The obstacles have been in our case a set

of building blocks located at the Paris - Rocquen-

court premises. The chosen highway has been the

French A13, near Versalles.

 

 

 

 

 

 
















Fig. 6. Proposal of movement scenarios.
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Fig. 6. Proposal of movement scenarios.

5.2 Data flows and performance indicators

A number or protocols and data flows can be set

for evaluations, however, only the most representative

and more used in the literature should be considered to

study concrete performance indicators. For instance,

in our case UDP, TCP and ICMPv6 are used to mea-

sure the network performance between two communi-

cation end-nodes (MNN to MNN) mounted within two

vehicles:

UDP is a connection-less unidirectional transmission

flow. The traffic is generated by iperf in our case.

It is considered that with UDP the performance

indicators under consideration can be the packet

delivery ratio, throughput and jitter.

TCP is a connection-oriented bidirectional transmis-

sion flow. This traffic is also generated by iperf in

our case. The performance indicator under consid-

eration here has been the maximum throughput.

ICMPv6 is a bi-directional transmission flow. The

traffic is generated by ping6 in our case. The per-

formance indicator under consideration can be the

road trip delay time and packet deliveries.

The set of performance indicators most used in the

literature are detailed next:

Round-Trip Time (RTT) can be measured using

ICMPv6, as in our case. A host on the source ve-

hicle, or located at an infrastructure point, sends

ICMPv6 echo request to a host on the destination

vehicle, or located at an infrastructure point. The

destination host replies with an ICMPv6 echo re-

ply. The period between the time that the request

is sent and the time that the reply is received can

be obtained by using ping6.

Throughput can be measured using UDP or TCP.

It can be measured with a traffic generator tool,

such as the iperf tool in our case. In UDP, iperf

is executed in both the sender and the receiver

nodes. The UDP packet transmission rate is set

with a fixed rate and the sender is not able to

see the result because the communication is uni-

directional from the sender to the receiver. The

throughput is shown on the receiver side. On the

other hand, when using a TCP transmission, the

sending rate is automatically adjusted with the

TCP congestion control mechanism. The sending

rate is adjusted depending on the acknowledge-

ment messages received. The throughput appears

in both the sender and receiver nodes.

Jitter is a measure of the variability over time of the

packet latency across a network. A network with

a constant latency has a null jitter. In general,

the jitter is expressed as an average of the devia-

tion from the network mean latency, and can be

calculated using the RTT, as in our case.

Packet Delivery Ratio (PDR) is the percentage of

packets received by the target node as compared

with the number of packets sent by the source.

iperf, for instance, shows this value at the receiver

side when using TCP in an end-to-end manner,

but AnaVANET is also able to calculate the PDR

on each hop between the sender and destination

nodes.

6 System design and implementation of

AnaVANET

6.1 Overview of the software

AnaVANET (initially standing for Analyzer of

VANET) is an evaluation tool implemented in Java

to assess the performance of vehicular networks. It

takes as input the logs generated by the iperf, tcpdump

and/or ping6, together with navigation information in

NMEA format, to compute the next performance met-

rics: network throughput, delay, jitter, hop count and

list of intermediate nodes in the communication path,

PDR end-to-end and hop-by-hop, speed, and instanta-

neous position.

In this part of the work AnaVANET is put in the

context of the evaluation scenario described in the pre-

vious section in Figure 7, showing also the main in-

puts and outputs of the tool. The sender MNN (left
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most vehicle) is in charge of generating data traffic,

and both the sender and the receiver (right most ve-

hicle) MNNs record a high level log, according to the

application used to generate network traffic (iperf and

ping6 for the moment). All MRs record information

about forwarded data packets by means of the tcp-

dump tool, and log the vehicle position continuously.

All this data is post-processed by the AnaVANET core

software and then analyzed. The tool traces all the

data packets transmitted from the sender node to de-

tect packet losses and calculate statistics for each link

and end-to-end, and then merge all these per-hop in-

formation with transport level statistics of the traffic

generator. As a result, AnaVANET outputs a JSON

file with statistics on a one-second basis (see Section6.2

for details), and a packet trace file with the path fol-

lowed by each data packet.

Once generated, performance metrics can be graph-

ically showed through plots generated by gnuplot and

a website where all tests are available. The screenshot

of the website is shown on the left bottom corner of

Figure 7 (which is also enlarged in the previous Fig-

ure 1). Accessing the website one can replay the tests

on a map to see momentary figures of merit. Previous

experiments can be chosen to monitor the main per-

formance metrics at any time of the tests. Users can

play and stop at any arbitrary point of the test with

the control buttons on the upper left part of the win-

dow. The player speed, one step forward and one step

backward are also implemented. On the map, the posi-

tion and movement of the vehicle are depicted with the

speed of each vehicle and the distance between them.

The transferred data size, bandwidth, packet loss rate,

RTT and jitter, for each link and end-to-end are dis-

played. The network performance is visualized by the

width of links and the colors used to draw them.

6.2 Data format of experimental results

In this part, we describe the problems of the for-

mer AnaVANET data format 30), which was based on

XML, and we detail the recent changes to improve the

flexibility of the results using the JSON format 31).

There is a fundamental trade-off between flat data

format and structured data format. Flat data format is

more flexible than structured one, because if developers

want to add a new attribute, they just put the attribute

next to the other attributes. On the other hand, in a

structured format, developers have to consider the lay-

ers and relationships to add a new attribute and they

sometimes cannot add the new attribute because of its

structure. However, when a flat data format is used,

developers have to revise and adjust their applications,

since the relationships among attributes can vary. In

this line, a normalized way of calling the attributes is

also important. If there is no rule of normalization,

developers have to handle differences of an attribute

name (e.g., temperature, Temperature, temp).

AnaVANET was initially developed to analyze the

real operation of VANETs. The initial data format

used as output of an evaluation had some problems re-

garding its flat format and the dynamic columns avail-

able per each data record. Hence it took several hours

to check the results after carrying out new experiments.

To solve these problems, we have designed a structured

and normalized format, considering the features of ve-

hicular networks. Our format is extensible and inde-

pendent from concrete experimental environments and

visualization tools. We have also adapted the initial

visualization tool with an internal converter module

within the web application, and an additional com-

mand line tool has been implemented to process the

output logs of AnaVANET in a text-based basis. The

new data format and tools enable us to check the re-

sults in several seconds after carrying out experiments,

considering that users could require a fast evaluation

to continue with new experiments.

The new structured and normalized data format of

AnaVANET considers three layers, as it is shown in

Figure 8. AnaVANET summarizes data on each time

slot following the next scheme. The top layer is the

“experiment” layer. This layer mainly manages static

attributes (e.g. ID of experiment or the name of ex-

periment). The second layer is the “data” layer. This

layer manages results of an experiment on each time

slot. This layer has time, total packet delivery ratio
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Fig. 7. Overview of AnaVANET.

(PDR), total RTT and other attributes. The third

layer is comprised by the “node” and “link” parts. The

node part manages each node’s statuses, whereas the

link part manages each link’s statuses. Link means a

relationship between two nodes and especially repre-

sents wireless link statuses. An experiment has a se-

ries of data and each data has several nodes and links.

We have also normalized the names of the attributes

considered in each layer.

This data format based on time-series for saving

node and link information is an abstracted representa-

tion that can be used to collect results from any kind

of network. Moreover, by using this three-layer repre-

sentation, the system can be easily adapted to future

requirements.

7 Evaluation of NEMO over IPv6 GeoNetworking

Early versions of AnaVANET were designed for eval-

uating infrastructure less network protocols, as used in

our previous works for analyzing OLSR in vehicular en-

vironments 32) and later tests of IPv6 over C2CNet 33)

in the FP7 GeoNet project. The current version of

AnaVANET can also analyze infrastructure-based net-































































Fig. 8. Three-layer model of the structured data for-

mat used by AnaVANET.
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work protocols such as NEMO.

In this section, we report a summary of the re-

sults collected in the evaluation of NEMO over IPv6

GeoNetworking when a vehicle connects with a node lo-

cated in the Internet using two roadside units as access

routers. The umip.org** implementation of NEMO is

used, whereas the cargeo6.org*** software is used for

IPv6 GeoNetworking. ICMPv6 and UDP evaluations

in handover scenarios were performed at INRIA Paris-

Rocquencourt campus with the two ARs previously

presented in the testbed description. The speed of the

vehicle was limited to less than 15 km/h, like in a low

speed urban scenario.

The reader can directly click in from Figure 9 to

Figure 12 to see the correspondent results in the Ana-

VANET web viewer, to further perceive the details of

the gathered results.

7.1 ICMP evaluation in a handover scenario

ICMPv6 echo requests (64 bytes) are sent from the

MNN to a common computer located in the wired net-

work twice a second, which replies with ICMPv6 echo

replies. The results collected in the ICMPv6 tests are

plotted in Figure 9. The lower part shows the itinerary

of the vehicle and the locations of AR1 and AR2 on

the map, whereas the upper part shows the RTT, the

packet loss and the result of the mobility signaling.

The X-axis and the Y-axis of the upper part are the

latitude/longitude of the vehicle, corresponding to the

road stretch indicated in the lower part of the figure.

When either the request or the reply is lost, the RTT

is marked with a zero value and, at the same time, a

packet loss is indicated. A binding registration suc-

cess is plotted when the NEMO binding update (BU)

and the corresponding binding acknowledgment (BA)

are successfully processed. On the contrary, if either

of them is lost, a binding registration fail is plotted at

the position.

Figure 10 shows the same result of the test, but re-

ferred to the test time. The upper graph shows the

RTT and the distance to the two ARs; the middle one

∗∗ http://umip.org
∗∗∗ http://www.cargeo6.org

shows the PDR obtained with the two ARs; and, fi-

nally, the lower plot shows the status of the NEMO

signaling. A NEMO success means that the binding

registration has been successfully performed, and a fail

indicates that either the BU or the BA has been lost.

As can be seen in Figure 9 and Figure 10, the RTT

is stable at the beginning of the test near AR2, with

a value of around five milliseconds. AR2 is installed

at about 100 meters away the road. It sends constant

BU messages and, consequently, the MR successfully

performs the binding registration every twelve seconds,

without any packet loss. Soon, after the vehicle turns

the first corner (north west of the square), packets start

to be dropped until the second corner. This is because

a near building screens the wireless radio. The binding

signaling is dropped as well in the period. Then it

recovers when the vehicle comes to the straight road

on the south. The mobility signaling is successfully

sent again with a regular interval.

The lower straight road of the stretch is less stable

than the one on the north, because of two reasons.

First, the location of the south straight road is 250

meters further to AR2 than the one on the north. Thus

the signal strength is weaker now. Second, the trees

at this location interfere the wireless radio, especially

at the end of this part of the circuit, as can be seen

with the three consecutive binding registration fails.

When the MR fails to receive a valid matching response

within the selected initial retransmission interval, the

MR should retransmit the message until a response

is received. The retransmission by the MR must use

an exponential back-off in which the timeout period is

doubled upon each retransmission, until either the MR

receives a response or the timeout period reaches the

value of maximum timeout period as specified in 16). In

our particular case the mobility daemon tries to deliver

the BU one second after the first failure of the binding.

Then, when it fails, it increases the retransmission time

in two, four, eight seconds, and so on.

The performance in the final part of the testing cir-

cuit is more stable, and no binding messages are lost.

In this period the vehicle approaches AR2 and then
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road stretch indicated in the lower part of the figure.

When either the request or the reply is lost, the RTT

is marked with a zero value and, at the same time, a

packet loss is indicated. A binding registration suc-

cess is plotted when the NEMO binding update (BU)

and the corresponding binding acknowledgment (BA)

are successfully processed. On the contrary, if either

of them is lost, a binding registration fail is plotted at

the position.

Figure 10 shows the same result of the test, but re-

ferred to the test time. The upper graph shows the

RTT and the distance to the two ARs; the middle one

∗∗ http://umip.org
∗∗∗ http://www.cargeo6.org

shows the PDR obtained with the two ARs; and, fi-

nally, the lower plot shows the status of the NEMO

signaling. A NEMO success means that the binding

registration has been successfully performed, and a fail

indicates that either the BU or the BA has been lost.

As can be seen in Figure 9 and Figure 10, the RTT

is stable at the beginning of the test near AR2, with

a value of around five milliseconds. AR2 is installed

at about 100 meters away the road. It sends constant

BU messages and, consequently, the MR successfully

performs the binding registration every twelve seconds,

without any packet loss. Soon, after the vehicle turns

the first corner (north west of the square), packets start

to be dropped until the second corner. This is because

a near building screens the wireless radio. The binding

signaling is dropped as well in the period. Then it

recovers when the vehicle comes to the straight road

on the south. The mobility signaling is successfully

sent again with a regular interval.

The lower straight road of the stretch is less stable

than the one on the north, because of two reasons.

First, the location of the south straight road is 250

meters further to AR2 than the one on the north. Thus

the signal strength is weaker now. Second, the trees

at this location interfere the wireless radio, especially

at the end of this part of the circuit, as can be seen

with the three consecutive binding registration fails.

When the MR fails to receive a valid matching response

within the selected initial retransmission interval, the

MR should retransmit the message until a response

is received. The retransmission by the MR must use

an exponential back-off in which the timeout period is

doubled upon each retransmission, until either the MR

receives a response or the timeout period reaches the

value of maximum timeout period as specified in 16). In

our particular case the mobility daemon tries to deliver

the BU one second after the first failure of the binding.

Then, when it fails, it increases the retransmission time

in two, four, eight seconds, and so on.

The performance in the final part of the testing cir-

cuit is more stable, and no binding messages are lost.

In this period the vehicle approaches AR2 and then




























Fig. 9. Map-based RTT, packet losses and mobility

signaling in an ICMP evaluation under a handover sce-

nario.
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Fig. 10. RTT, packet looses and mobility signaling in

an ICMP evaluation under a handover scenario.

leaves it turning right at the end of the test.

The MR starts receiving router advertisement (RA)

messages from AR1 when the distance to AR1 is 50 me-

ters, however, the RA messages from AR2 also reaches

the zone. As the result, the vehicle triggers the move-

ment detection, and sends the mobility signaling via

the AR where it receives the RA. When the MR as-

sociates with AR2 some ICMP packets and mobility

signaling messages are lost because of the distance and

a near building. When the MR later switches to AR1,

the packets are more stably transmitted.

7.2 UDP evaluation in a handover scenario

The results collected in the UDP tests are plotted

in Figure 11. UDP packets are sent from the MNN

to the wired node at a rate of 1 Mbps and a length

of 1250 bytes. The lower part of the figure shows the

itinerary of the vehicle, and the upper part corresponds

to the PDR obtained with the ARs and the binding

registration results, as in the previous case. The road

stretch is the same one used above, but the vehicle

moves on the contrary direction in this case.

Figure 12 shows the time-mapped results of the same

UDP test. The upper graph shows the UDP through-

put from the MNN to the wired node, the middle part

shows the PDR to the two ARs, and the lower plot

includes the status of the NEMO signaling.

The throughput of the UDP traffic is below 30% of

the sending rate of 1Mbps (i.e. 300Kbps), however

the PDR with the two ARs reaches 100%. This is

because the throughput is measured between end nodes

(MNN and a node in the Internet) by iperf and the

PDR in the wireless links are calculated hop-by-hop by

AnaVANET. In this case, it shows that more than 70%

of the UDP packets are dropped outside the wireless

links. In fact, the CarGeo6 software experimented a

bottleneck in the processing of so many UDP packets

at that time. This also explains the phenomenon where

the binding registration messages are lost while none

of the UDP packets are lost (this can be seen in the

straight road in the south part of the circuit). In this

case, the BUs are lost in the CarGeo6 software and

are not transmitted from the wireless interface. We
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Fig. 11. Map-based PDR of UDP evaluation using

NEMO over IPv6 GeoNetworking.
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Fig. 12. PDR of UDP evaluation using NEMO over

IPv6 GeoNetworking.

can detect where a packet is lost, especially the loss

in a wireless link, thanks to the AnaVANET system

(although the cause of the packet losses was not in

the wireless links in the present case). This is because

AnaVANET is capable of measuring both the hop-by-

hop network performance and the end-to-end one.

As can be seen in Figure 11, AR2 is available most of

the test period (especially, around the square) except

for the end of the test. When the vehicle moves in

the first straight road in the east, the PDR to AR2 is

almost 100%. During this period, no binding message

is dropped. The BUs are sent regularly at intervals of

twelve seconds.

The packets start being dropped on the west of the

square because the building on the north west corner of

the square blocks the wireless radio. When the beacons

exchanged between GeoNetworking nodes twice in a

second are dropped, the correspondent entry of the

location table expires in five seconds.

As can be seen in Figure 12, after the southwest cor-

ner, the end-to-end throughput drops to zero and the

binding registration fails, while the hop-by-hop PDR to

AR2 is still almost 100%. This shows that the mobil-

ity signaling packets are lost in CarGeo6 as explained

earlier. Since the binding life time is configured as 24

seconds, the binding entry in the HA expires 24 sec-

onds after the last successful binding registration. Af-

ter the expiration of the binding, HA discards all the

packet from the MR. During the period, the MR try to

send the BUs in exponentially increased interval from

1 second to 32 seconds (1, 2, 4, 8, 16 and 32 seconds).

Then, at time 139 seconds, when the vehicle is 20

meters away from AR1, the first binding registration

through AR1 successes. UDP packets are switched to

AR1 from this moment. Then at time 155 seconds, the

binding registration is successfully performed via AR2

again. During the handover from AR1 to AR2, from

time 155 seconds to time 158 seconds, three seconds of

disconnection are present in the iperf log. At time 166

seconds, the path to the Internet is switched to AR1

again. In this handover, UDP packets are lost during

four seconds from time 166 seconds.
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Fig. 11. Map-based PDR of UDP evaluation using

NEMO over IPv6 GeoNetworking.
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Fig. 12. PDR of UDP evaluation using NEMO over

IPv6 GeoNetworking.

can detect where a packet is lost, especially the loss

in a wireless link, thanks to the AnaVANET system

(although the cause of the packet losses was not in

the wireless links in the present case). This is because

AnaVANET is capable of measuring both the hop-by-

hop network performance and the end-to-end one.

As can be seen in Figure 11, AR2 is available most of

the test period (especially, around the square) except

for the end of the test. When the vehicle moves in

the first straight road in the east, the PDR to AR2 is

almost 100%. During this period, no binding message

is dropped. The BUs are sent regularly at intervals of

twelve seconds.

The packets start being dropped on the west of the

square because the building on the north west corner of

the square blocks the wireless radio. When the beacons

exchanged between GeoNetworking nodes twice in a

second are dropped, the correspondent entry of the

location table expires in five seconds.

As can be seen in Figure 12, after the southwest cor-

ner, the end-to-end throughput drops to zero and the

binding registration fails, while the hop-by-hop PDR to

AR2 is still almost 100%. This shows that the mobil-

ity signaling packets are lost in CarGeo6 as explained

earlier. Since the binding life time is configured as 24

seconds, the binding entry in the HA expires 24 sec-

onds after the last successful binding registration. Af-

ter the expiration of the binding, HA discards all the

packet from the MR. During the period, the MR try to

send the BUs in exponentially increased interval from

1 second to 32 seconds (1, 2, 4, 8, 16 and 32 seconds).

Then, at time 139 seconds, when the vehicle is 20

meters away from AR1, the first binding registration

through AR1 successes. UDP packets are switched to

AR1 from this moment. Then at time 155 seconds, the

binding registration is successfully performed via AR2

again. During the handover from AR1 to AR2, from

time 155 seconds to time 158 seconds, three seconds of

disconnection are present in the iperf log. At time 166

seconds, the path to the Internet is switched to AR1

again. In this handover, UDP packets are lost during

four seconds from time 166 seconds.

8 Qualitative evaluation of the system

As a result of the experience working with the re-

cent version of AnaVANET, including the results pre-

sented above, we have revisited the requirements for

an efficient testing environment in vehicular networks

detailed in Section 4, with the aim of evaluating the

advantages of the system. Table 1 summarizes the

most important features, which demonstrate that Ana-

VANET fulfills the most important requirements and

it is an efficient evaluation tool.

9 Conclusions and future work

The paper has presented the peculiarities of evalu-

ating vehicular networks experimentally, through pre-

senting the most used protocols and detailing the needs

of the software tools to be used for this task. Af-

ter that, the importance of the testing methodology

is described, and a reference design of a vehicular net-

work evaluation is used to exemplify it. The testbed

design and implementation, testing scenarios, routing

protocols and data flows, are found essential to be fixed

beforehand to avoid improvisation during the testing

campaign. The AnaVANET platform is then presented

as an efficient evaluation software to process the data

gathered by common testing tools, and then generate

lots of performance indicators of the trials. All of these

performance parameters are put in the spatio-temporal

context, through the collection and correlation of GPS

information, and most important figures of merit can

be exported in the form of graphics or showed interac-

tively in a web front-end.

The capabilities of AnaVANET are exploited in a

novel evaluation of NEMO over IPv6 GeoNetwork-

ing, using the tool to gather RTT, PDR and channel

throughput information. The results reveal that mo-

bile IPv6 connectivity can be maintained in a V2I case

using GeoNetworking over WiFi to pass NEMO IPv6

traffic between vehicles and infrastructure.

Our future work includes, first, a link layer extension

of the system to analyze the channel quality (RSSI)

and load ratio. This data will allow the development of

Requirement Proposal

Path detection AnaVANET can track the nodes of

the communication path for each

transmission

Communication

performance in

links

The system can measure the PDR

of each link as well as the

end-to-end PDR

Geographical

awareness

The system outputs the

performance indicators in a

geo-referenced way, which facilitates

the analysis of results

Intuitive

visualization

The movement of vehicles is showed

using Google Maps in a Web

application, together with the

graphs of the desired performance

metrics. It allows a step-by-step

visual analysis of the results.

Independence

from network

protocols

The system adopts the MAC

address for packet tracing.

Therefore any kind of network layer

protocol can be evaluated.

Independent

from devices

The system does not require specific

hardware.

Adaptation to

various scenarios

The system can be used in a

number of scenarios, including

distance, static, urban and highway

tests. Also it allows both V2V and

V2I tests.

Easiness for data

collection

The system does not require special

software to gather experimental

data. Packet dumps are taken with

tcpdump, and GPS NMEA data is

obtained directly from a serial

interface, to finally generate results.

Flexible

experimental

data format

We have adopted a structured and

normalized format defining a

three-layer model in order to

increase the flexibility for future

extension.

Table 1. Qualitative evaluation of the system.
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coverage maps for the communication nodes. Second,

it is considered the support for multicast data flows,

since it is essential for the dissemination of events in

vehicular networks. Third, we plan to evaluate a real

application developed for cooperative ITS.
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In recent years, improving road safety is a subject of intense interest and research. Cooperative safety driving

systems using vehicle to vehicle communication or VANET (Vehicular Ad-hoc Network) are being developed as a means of

exchanging vehicle sensor information, road information, and other types of data. By growth of VANET systems that are

enable to share information among vehicles, it can adapt to driving safety support at an area of low visibility. However,

increase of number of relays for other vehicles data cause to communication unstably in high vehicle density. In this study,

we performed reduction of number of relays by which each vehicle combines a number of packets of same destination

area into one packet. In the evaluation by simulation, we confirmed that packet delivery rate increase compared with the

exiting method in high vehicle density.

Key words ： VANET, Geocast, Piggybacking

キーワード ： 車車間通信, ジオキャスト, ピギーバック方式

車車間通信パケット多重化による効率的ジオキャスト配信手法

多田 正範, 佐藤 健哉

1 はじめに

近年，道路交通における事故や渋滞，環境問題など様々

な課題解決を目的とした高度道路交通システム（ITS :

Intelligent Transport Systems）の研究が活発化してい

る．その中で，ドライバーのための安全運転支援システ

ムを搭載した先進安全自動車（ASV：Advanced Safety

Vehicle）の開発・実用化が進められている．具体的に

は，前方の障害物を検知して自動でブレーキ制御を行う

衝突被害軽減ブレーキや，前方との車間距離を一定に保

つ機能を備えたACC（Adaptive Cruise Control）など

の技術が実用化されている．しかし，これらの技術はカ

メラやレーダーなどのセンサを用いて周辺環境状況を

* Graduate School of Computer and Information Science, Doshisha University, Kyoto
Telephone : +81-774-65-7564, E-mail : g.securefalcon0724@gmail.com

** Mobility Research Center, Doshisha University, Kyoto
Telephone : +81-774-65-6297, E-mail : ksato@mail.doshisha.ac.jp

把握するアプローチのため，車両から見えない範囲では

センサで検知することができない．そのため，見通しの

悪い交差点などで起こる出会い頭の衝突には対応でき

ないという問題がある．この問題に対応するため，無線

通信技術を利用して周辺環境状況の把握を行うVANET

（Vehicular Ad-hoc NETworks）の検討がなされている．

VANETは無線通信機器を搭載した車両同士で車車間通

信を行い，自律的にネットワークを構成することでデー

タの送受信を行う通信方式であり，他車両を経由するこ

とで電波の特性上通信が届かない車両に対してもデータ

の送受信が可能という特徴がある．これにより，見通し

の悪い交差点における安全運転支援にも対応することが

できる．また，路側機といったインフラ設備を必要とし
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ないため，そのような設備のない道路上でも利用可能で

あり，注目が集まっている．

VANETでは車両が道路上を高速に移動するという特

性から，車両間で車載情報（位置，速度など）を短い周

期で定期的に送受信する必要がある．また，電波の届か

ない車両に対しても他車両を経由してデータを配信する

必要がある．そのため，非効率なデータ中継処理がネッ

トワークトラフィックを増加させ，車車間通信の安定性

低下の原因となる．そこで，これらのトラフィック量の

増加を抑えるべく効率的なデータ配信手法の提案が必

要である．VANETでは多くの配信手法が検討されてい

るが 1)，データ配信の効率性からジオキャスト 2) と呼

ばれる配信手法が注目されている．ジオキャストは，宛

先として特定の領域を指定することでその領域内に存在

する全ての車両にデータを配信する手法であり，ネット

ワークトラフィックの削減に有効である．

本研究では，ジオキャストにおいて同じ領域宛のデー

タを一つのパケットに統合し配信するピギーバック方式

によりパケットを多重化することで，ネットワークトラ

フィックの削減と通信の安定性の向上を目指す．

2 関連研究

ジオキャストでは，ユニキャスト型とフラッディング

型に大別される．ユニキャスト型は，情報源車両から宛

先領域まで一本の経路で伝送していく方式であり，少

ない送信回数でパケットを伝送できるが，伝送途中で

パケットロスし宛先までパケットが到達しない場合があ

る．代表的なプロトコルとしてGF(Greedy Forwarding)

や GPSR(Greedy Perimeter Stateless Routing)3) があ

る．一方，フラッディング型は情報源車両から宛先領域

まで複数の経路で伝送していく方式であり，宛先領域ま

でパケットが到達しやすいが，パケットの送信回数が多

いため車両密度の高い場所では安定した通信ができな

い．代表的なプロトコルとして LBM(Location Based

Multicast)4) や CBF(Contention Based Forwarding)5)

がある．

文献 6)では，複数の宛先領域に向けて同じデータを配

信する Geometry-driven Geocasting Protocol（GGP）

を提案している．複数の宛先領域に向けてデータを配

信する場合，一般的なジオキャストではデータを宛先

領域の数だけ分割して配信するため，ネットワークトラ
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D
D

(a)

S

D

D

D

D

D
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(b)

(a) 一般的なジオキャスト (b) GGP

宛先領域1宛先領域1 宛先領域2宛先領域2

情報源車両 情報源車両

Fig. 1. Compare general Geocast with GGP.

フィックの増加が問題となる．GGPでは，複数の宛先

領域に配信する場合でも一つのパケットで同時に配信す

るため，一般的なジオキャストと比べて配信効率が良く

トラフィック量を削減することができる．図 1では，2

つの宛先領域に配信する場合における一般的なジオキャ

ストとGGPとの比較を示している．一般的なジオキャ

ストでは，宛先領域数と同じ 2回分パケットを送信して

いるのに対しGGPでは 1回のみパケットを送信してい

るため，図 1では送信回数が合計 2回削減されている．

既存のジオキャストでは，宛先領域内での中継処理の

負荷が大きいことが問題点として挙げられる．ジオキャ

ストでは，情報源車両からのパケットが宛先領域内に存

在する車両まで到達した時，その車両は同報通信を行う

仕組みとなっている．その際，宛先領域内に存在するす

べての車両が同報通信を行うため，宛先領域内に存在す

る車両台数が増加するほど同報通信を行う回数も増加

してしまう．従って，渋滞などの車両密集時においてジ

オキャストを行うことは大幅なトラフィック量の増加を

招く．

3 提案手法

3.1 概要

本研究では，既存のジオキャスト配信手法を改良し送

信回数を減少させることでネットワークトラフィックの

減少を図る．送信回数を減少させる方法として，ピギー

バック方式によるパケット多を重化することでジオキャ

スト配信手法を提案する．本稿で述べるピギーバック

方式とは，複数の情報源車両のデータを一つのパケット

に結合することを示す．本提案では，中継候補となるパ

ケットを一時的に格納する中継バッファを用い，宛先領
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Fig. 2. Compare with exiting method.

域が同じパケットをピギーバック方式により多重化する

ことでパケットの送信回数を抑制する．

提案手法では，同じ宛先領域に送信しようとする車両

が複数存在する場合に有効である．図 2では，既存手法

であるGPPと提案手法の違いを示している．情報源車

両 1及び 2が同じ宛先領域 1及び 2に向けてデータ配

信する場合，GGPでは情報源車両の数だけパケットを

中継するため，一台あたり 2回の中継が必要となる．対

して提案手法では，中継バッファを用いて情報源車両 1

及び 2から届いたパケットを一つにまとめることで一台

あたり一回の中継で済むようになる．

3.2 システム構成

各車両におけるシステムの構成を以下の図 3に示す.

システムは，安全運転アプリケーション，ネットワーク

制御層，中継バッファ，車載情報管理テーブル，下位層

から構成される．ネットワーク制御層では，3つの処理

を行う．

1. 送信処理

自車両のパケットを配信する機能である．提案手法

では，ネットワーク制御層によって定期的に配信す

るビーコンと，安全運転アプリケーションによって

通信要求が行われた場合に配信するジオキャスト 2

種類の配信手法を状況に応じて使い分ける．ビーコ

ン及びジオキャストにおけるヘッダの構成を図 4に

示す．ビーコンヘッダは共通ヘッダのみから構成さ

れ，ジオキャストヘッダは共通ヘッダに加えて拡張

ヘッダ，情報源車両ヘッダ，宛先領域ヘッダから構

成される．ジオキャストヘッダでは複数の宛先領域

に向けてデータを配信できるのに加え，複数の情報

源車両のデータを一つのパケットに乗せてデータを

安全運転支援

アプリケーション

ネットワーク制御層
（ビーコン，ジオキャスト）

下位層

車載情報管理

テーブル

ID

位置情報

速度

方向

送信時刻

中継バッファ

ID

位置情報

速度

方向

送信時刻

ID

位置情報

速度

方向

送信時刻

Fig. 3. System structure.
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32byte

共通ヘッダ
拡張

ヘッダ
情報源車両
ヘッダ1

… 宛先領域
ヘッダ1

宛先領域
ヘッダn

…
情報源車両
ヘッダn

32byte 8byte 28byte 12byte

(a) ビーコンヘッダ (b) ジオキャストヘッダ

(a)

(b)

Fig. 4. Header structure.

配信することができる．

2. 受信処理

他車両から送信されたパケットを受信する機能であ

る．受信パケットは下位層を経てネットワーク制御

層へ伝送される．パケット受信時，ヘッダから車載

情報（車両 ID，位置情報，速度，方向，送信時刻）

を取得し車載情報管理テーブルへ格納する．また，

受信パケットを他車両へ中継する必要がある場合，

そのパケットを中継バッファへ伝送する．

3. ピギーバック方式によるジオキャスト中継処理

他車両のパケットを中継車両として伝送する機能

である．ピギーバック方式は，中継候補となる他車

両のパケットを一時的に格納する中継バッファを用

いて行われる．中継バッファはネットワーク制御層

と下位層の間に位置し，ネットワーク制御層から送

信されるすべての中継候補パケットはこの中継バッ

ファを経由して下位層へ伝送される．詳細は 3.3節

に示す．

3.3 ピギーバック方式によるジオキャスト中継処理

ピギーバック方式のパケット多重化では，同じ宛先領

域の持つ複数のパケット対象に一つのパケットに結合す

ることで送信回数の削減を行う．これは，同じ宛先領域

に向けたパケットがある場合は別々に送るのではなく，
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一つにまとめて複数の情報源車両ヘッダを送信した方が

効率が良いという考えである．本方式では中継の候補と

なるパケットを一時的に格納する中継バッファを用いる．

これは，中継候補となるパケットをすぐに下位層へ伝送

してしまうとパケットを結合することができないため，

一時的に格納する中継バッファを設けることでパケット

の結合を可能にしている．中継バッファでは，予め最大

待機時間と最大結合数の 2つのパラメータを設ける．最

大待機時間は中継バッファにパケットを格納し待機でき

る最大時間を表し，最大結合数は一つのパケットに情報

源車両ヘッダを結合できる最大数を表す．

ネットワーク制御層から中継候補のパケットが中継

バッファへ届いた時，届いたパケットと中継バッファの

中で同じ宛先領域を持つパケットが存在するか探索す

る．尚，複数の宛先領域を持つパケットの場合，すべて

の宛先領域が探索対象パケットと同じである必要がある．

同じ宛先領域を持つパケットが見つかった場合，そのパ

ケットと届いたパケットを一つのパケットに結合する．

本提案のヘッダ構成では，拡張ヘッダの情報源車両数の

値を変更することで動的に情報源車両ヘッダを追加する

ことができるため，この仕組みを利用して複数の情報源

車両ヘッダを一つのパケットに結合していく．また，結

合する 2つの共通ヘッダ，拡張ヘッダ，宛先領域ヘッダ

は一つにまとめることでヘッダサイズの削減を行う．同

じ宛先領域を持つパケットが見つからなかった場合は，

届いたパケットを中継バッファに格納する．そして，中

継バッファに格納されたパケットは，格納されてから最

大待機時間の時間分経過した場合もしくは最大結合数の

数まで情報源車両ヘッダを結合した場合にバッファから

取り出され，下位層へ伝送される．

図 5では中継バッファの動作手順を示している．図 5

では，バッファ内にパケット 1～4のパケットが格納さ

れている．パケット 5が中継バッファへ伝送された時，

中継バッファの中でパケット 5と宛先領域が同じパケッ

トを探索する．この場合，宛先領域が同じパケット 1が

見つかったためパケット 5とパケット 1を一つのパケッ

トに結合する．パケットの結合は，図 6に示すようにパ

ケット 1とパケット 5の情報源車両ヘッダを追加する形

となる．パケット 1とパケット 5の共通ヘッダ，拡張ヘッ

ダ，宛先領域ヘッダは 2つある必要がないため，一つに

まとめることでそのヘッダ分サイズの削減ができる．

パケット1パケット2+3パケット4

D1

D2

S1D3

D4

S2

S3

S4

下位層

D1

パケット5

D1

D2

S5S：情報源車両ヘッダ

D：宛先領域ヘッダ

最大待機時間経過した時

または

最大結合数に達した時

パケットを取り出す

Fig. 5. Forwarding Buffer behavior.
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Fig. 6. Merge of packets.

4 評価

4.1 シミュレーション環境

本研究では，提案手法の性能評価にシミュレータとし

て Scenargie7) を用いる．本実験では平均遅延時間とパ

ケット到達率を評価項目とし，中継バッファを考慮しな

い既存ジオキャスト配信手法と中継バッファを考慮する

提案手法を比較することで提案手法の有効性を検証する．

また，中継バッファにおける最大結合数を 2～5に，最

大待機時間を 10ミリ秒，50ミリ秒，100ミリ秒に変化

させることで性能の違いを確認する．尚，遅延時間は情

報源車両がデータを配信してからそのデータを宛先領域

内の車両が受信するまでの時間を示し，パケット到達率

は，宛先領域内に存在する各車両の受信成功率を示す．

シミュレーション環境は，200mの道路から構成され

た見通しの悪い交差点とし，道路外には電波を遮断す

る障害物を設置する．各車両は，道路に沿って 30km/h

～70km/sの速度でランダムに走行するものとする．シ

ミュレーション時間は 100秒とし，車両台数が 16台，32

台，64台，128台の場合で実験を行う．

4.2 シミュレーション結果

評価モデルにおけるシミュレーション結果を図 7～図

14に示す．シミュレーション結果おける横軸のパラメー
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タは，中継バッファにおける最大結合数を示す．折れ線

グラフの 10msec，50msec，100msecは中継バッファに

おける最大待機時間を示す．

4.3 平均遅延時間

まず，既存手法と提案手法との比較について考察する．

車両台数が 16台，32台，64台の場合に既存手法の方が

提案手法よりも低遅延であることが確認できた．これは，

既存手法では提案手法のように中継バッファによって一

時的にパケットを格納する必要がないことが原因である．

一方，車両台数が 128台の場合に提案手法の方が既存

手法よりも低遅延であることが確認できた．これは，提

案手法の精度が向上したというよりはパケットの衝突に

よるものである．車車間通信では，アクセス方式として

CSMA/CA（Carrier Sense Multiple Access/Collision

Avoidance）を採用している．CSMA/CAでは，パケッ

トの衝突を検知した時にランダムな時間だけ待機して

データを送信する仕組みとなっている．128台の場合に

既存手法を用いるとパケットの衝突が発生しランダムな

時間だけ待機した分遅延が発生した．提案手法では，ピ

ギーバック方式によるパケット多重化によって既存手法

よりもパケット送信回数が減少し，パケットの衝突を抑

制することで CSMA/CAによる待機時間を減少した．
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hicles).

次に，中継バッファにおける最大結合数の変化につい

て考察する．車両台数が 16台，32台，64台の場合に

最大結合数が増加するにつれ遅延時間が高くなることが

確認できた．これは，最大結合数が増加するにつれ最大

結合数に達するまでの待機時間が長くなってしまうこと

が原因である．一方，車両台数 128台において最大結合

数が増加するにつれ遅延時間が低くなることが確認でき

た．これは，最大結合数が増加するにつれパケット送信

回数が減少していくため，上記で記述した CSMA/CA

による待機時間が減少したことが原因である．

続いて，中継バッファにおける最大待機時間の変化に

ついて考察する．車両台数が 16台の場合に最大待機時

間が増加するにつれ遅延時間が高くなることが確認でき

た．16台と車両台数が少ない場合では中継バッファへ

挿入されるパケットが少なくなる傾向があり，最大待機

時間が増加するにつれ最大結合数に達しないまま最大待

機時間分バッファに待機してしまうため，遅延増加を招

いた．しかしながら，車両台数 16台の時遅延時間は最

大 14ミリ秒程度なので，100ミリ秒間隔で送信してい

る安全運転支援アプリケーションを想定しても許容でき

る範囲である．一方，車両台数が 32台，64台，128台

の場合に最大待機時間が増加するにつれに遅延時間が低
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くなることが確認できた．車両台数が多い場合では中継

バッファへ挿入されるパケットが多くなる傾向があり，

最大待機時間が増加するにつれ結合する確率が増加し最

大結合数に達する回数が増加する．そして，最大結合数

に達する回数が増加することで，最大待機時間まで待機

せずに短い待機時間でパケットが取り出される回数が増

加し，低遅延となった．

4.4 パケット到達率

まず，既存手法と提案手法との比較について考察する．

車両台数が 16台，32台で最大待機時間が 10ミリ秒であ

る場合に提案手法は既存手法よりも低いパケット到達率

であることが確認できた．これは，最大待機時間が短い

ためにパケットが結合されないままバッファから取り出

され，既存手法よりも遅延が増加したにもかかわらずパ

ケット送信回数も削減されていないことが原因である．

一方，それ以外の場合では提案手法の方が既存手法より

も高いパケット到達率であることが確認できた．これは，

ピギーバック方式のパケット多重化によってパケット送

信回数が減少し，既存手法よりも VANETの通信帯域

に余裕ができたことでパケットが到達しやすくなったこ

とが原因である．また，車両台数が大きくなるにつれパ

ケット到達率の向上が確認できた．中でも，既存手法と
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車両台数が 128台且つ最大結合数 5である場合の提案

手法と比較すると 31％向上した．車両密度が大きい場

合は，中継バッファに多くの中継候補パケットが伝送さ

れ，パケットの結合が多く発生したことでVANETの通

信帯域に余裕ができたためである．

次に，中継バッファにおける最大結合数・最大待機時

間の変化について考察する．最大結合数が増加するにつ

れパケット到達率の向上が確認できた．これは，最大結

合数が増加するにより 1パケット当たりの結合数が増加

しより多くのパケット送信回数が減少したためである．

しかしながら，車両台数 16台で最大待機時間が 50，100

ミリ秒の場合に最大結合数が4を境にパケット到達率が

低下していることが確認できた．このことから，最大結

合数が増加するにつれパケット到達率が向上するが，あ

る値を境にパケット到達率が低下する傾向にあることが

確認できた．さらに，最大待機時間が増加するにつれパ

ケット到達率の向上が確認できた．これは，最大結合数

と同様に最大待機時間が増加することで1パケット当た

りの結合数が増加しより多くのパケット送信回数が減少

したためである．

提案手法では，ピギーバック方式による中継処理によっ

て既存手法と比較して送信回数の削減及びトラフィック
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量の削減を行った．その結果，遅延時間に関しては既存

手法の方よりも長くなる結果となったが，提案手法の遅

延時間が送信間隔である 100ミリ秒以内に収まっている

ので許容範囲である．パケット到達率に関して，提案手

法は既存手法よりも高くなる結果となり，最大結合数及

び最大結合数の値を増加するにつれより高くなる結果と

なった．よって，提案手法は既存手法よりも低遅延且つ

高パケット到達率が求められる安全運転支援アプリケー

ションで利用することに適している．

5 おわりに

本研究では既存のジオキャスト配信手法を改良し，ピ

ギーバック方式によるパケット多重化により中継回数削

減手法を提案した．ピギーバック方式は，中継候補とな

るパケットを一時的に格納する中継バッファを用いて宛

先領域が同じパケットを結合する方式である．既存のジ

オキャスト配信手法では，同じ領域宛の複数の情報源車

両のパケットが存在している場合でも別々にパケットを

送信する必要があった．提案手法では，複数の情報源車

両のパケットを一つにまとめて一度に送信することで中

継回数を削減することができる．また，パケットを結合

する際に不要な情報を削減することで1パケットあたり

のパケットサイズを削減できる．さらに，中継バッファ

においてパケットがバッファ内に待機可能な最大待機時

間を設けることで，長時間パケットがバッファに留まる

ことを防ぎ遅延時間を最小限に抑えることができる．

提案手法の評価として，Scenargieを用いたシミュレー

ションにより既存ジオキャスト配信手法との比較を行っ

た．提案手法では，既存手法よりも送信パケット数が減

少しパケット到達率が向上することを確認した．また，

中継バッファにおける最大結合数及び最大遅延時間の値

が増加するにつれ，精度が良くなる結果となった．
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Nonbinary Parallel Concatenated Code for Ergodic MIMO Channels
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Nonbinary parallel concatenated code (PCC) for ergodic MIMO channels is proposed. The nonbinary PCC is

a parallel concatenation of a rate-(1/r) q-ary repetition component code and M rate-1 q-ary accumulation component

codes. The iterative receive between LMMSE detection and nonbinary decoding is employed. The numerical result of

EXIT charts shows that the proposed code approaches the capacity of ergodic MIMO channels. The encoder of the

proposed code is easily implemented, and has, shown by some of examples, the almost same decoding performance as

conventional nonbinary LDPC codes.

Key words ： 多元並列連接符号, EXITチャート解析, エルゴード性MIMO通信路

キーワード ： nonbinary parallel concatinated code, EXIT chart analysis, ergotic MIMO channels

エルゴード性MIMO通信路のための
多元並列連接符号

程 俊

1 はじめに

近年，無線通信において大容量通信を実現するため

に MIMO (Multiple Input Multiple Output) 通信が

広く採用されている．MIMOシステムは送信機側，受

信機側両方で複数のアンテナを用いてデータを送受信

することで伝送効率を向上させる技術である．1996年

に Bell研究所の V-BLAST(Vertical Bell Laboratories

Layered Space-Time) 1)をきっかけに様々な研究が行わ

れ，MIMOシステムによって通信路容量が増加するこ

とが証明されている 2)．また，近年ではより伝送効率

を上げるために，数百のアンテナを用いて無線通信を行

うMassive MIMOシステムの研究が盛んに行われてい

る．移動体通信においても，次世代規格の技術の一つと

してMassive MIMOが検討されている．

一般的にMIMOシステムは伝送効率の向上を目的と

* Department of Intelligent Information Eng. and Sci., Faculty of Science and Engineering, Doshisha University, Kyoto
Telephone : +81-774-65-6295, E-mail : jcheng@mail.doshisha.ac.jp

しているが，伝送効率を向上させると信頼性が低減する．

そこで，MIMOシステムと通信路符号化を連接した研

究が数多くなされてきた．その一つとして二元Turbo符

号と連接したものがある 3)．二元 Turbo符号は優れた

誤り訂正能力をもつ符号と知られている．しかし，この

二元Turbo符号と連接させたMIMOシステムはシステ

ムの全体の処理が低演算量で行えるが，シャノン限界に

迫るものではなかった．シャノン限界に迫る通信路符号

化と連接したMIMOシステムとして，多元 LDPC(Low

Density Parity Check) 符号と連接したものがある 4)．

多元 LDPC符号はガロア体GF(q)上で符号化，復号を

行う LDPC符号である．二元 LDPC符号と比べ中程度

の符号長でも優れた誤り訂正能力を有する符号として知

らている．MIMOシステムとの連接においてもシャノン

限界に迫る性能を示している．しかし，多元 LDPC符
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号はMIMOシステムにおいて符号化率などのパラメー

タの設定を柔軟に変えることがやや困難であった．さら

に，パリティ検査行列で符号を示しているため，符号器

の構成が複雑である．

本論文では 多元並列連接符号化MIMOシステムを提

案する．多元並列連接符号はガロア体 GF(q)上の反復

処理と複数の累積処理を並列連接で構成する符号であ

る．復号時にQSPA(q-ary Sum Product Algorithm) を

用いて復号を行う．符号器は反復処理と累積処理によっ

て容易に実現することが可能である．また，反復処理

の反復回数と累積処理の数によって符号化率が決める

ことができるため，柔軟に符号化率のパラメータを決

めることができる．本研究ではさらに，提案システムを

EXIT(Extrinstic Information Transfer)チャート解析を

用いて，送信アンテナ数が 4本，受信アンテナ数が 1本

のときと，送信アンテナ数が 4 本，受信アンテナ数が

4本のときの，多元並列連接符号の多元反復処理の回数

と多元累積処理の数を最適化する．EXITチャート解析

を用いて最適化した結果，それぞれの場合のMIMO通

信のシャノン限界に漸近することを示す．また，従来手

法であるMRNB LDPC符号化MIMOシステム 4)と比

べ，符号化が簡易であり，復号性能とほぼ同等の復号性

能があることを示す．

2 システムモデル

本章では，多元並列連接符号を用いたMIMOシステ

ムの送信，受信側の各処理について説明する．

nonbinary PCC
encoder 

modulator

nonbinary PCC
decoder 

MIMO detector
(LMMSE)

b

b̂

c

1s tNs

1z
tNz

rNy1y

}{cL

}{sL

Fig. 1. 多元並列連接符号化MIMOシステムのシステ
ムモデル.

2.1 送信

2.1.1 符号化

Fig. 2で示す多元並列連接符号の符号器では情報ビッ

ト列 bで符号化され，ビット列 cを得る．多元並列連接

符号は，ガロア体 GF(q), q = 2m, 上の反復回数 r の多

元拡散とM 個の累積処理をインタリーブを介して並列

連接した符号である (Fig. 2)．多元拡散は GF(q)上で

の反復処理と積演算から構成されている．累積処理は遅

延素子とガロア体 GF(q)上の排他的論理和で構成され

ている 5)．多元並列連接符号の符号器に入力されたビッ
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Fig. 2. 多元並列連接符号の符号器.

ト列 b はまず，b/s でシンボル列 x = (x1, . . . , xN )T,

xi ∈GF(q), に変換される．シンボル列 xは，多元拡散

側，累積処理側それぞれに送られる．多元拡散側ではま

ず，入力されたシンボル列 xが r 回の反復により，長

さ rN のシンボル列 g = (g1, . . . , grN )T, gi ∈GF(q), に

なる．その後，あらかじめ用意されたランダムなシンボ

ル列 β0 = (β0
1 , . . . , β0

rN )T, β0
i ∈GF(q), とシンボル列 g

でガロア体 GF(q)上の積演算 γ0
i = β0

i gi,を行い，シン

ボル列 γ0 = (γ0
1 , . . . , γ0

rN )T, γi ∈GF(q), を得る．

一方，累積処理側ではまず，あらかじめ用意されたラン

ダムなシンボル列 βn = (βn
1 , . . . , βn

N )T, n = 1, . . . , M,

βn
i ∈GF(q), とガロア体 GF(q) 上の積演算 βn

i xi,

を行う．各累積処理が相関を持たないようにする

ために，異なるインタリーブで並び変え，wn =

(wn
1 , . . . , wn

N )T, wn
i ∈GF(q),となる．インタリーブで

の並び変え後，累積処理で GF(q)上の排他的論理和で

シンボル列 γn = (γn
1 , . . . , γn

N )T,

γi ∈GF(q), を得る．最後に多元拡散，累積処理でそれ

ぞれ符号化されたシンボルは s/b でビット列に変換す

る．ビット列に変換後インタリーブ πで並び変え，長さ

(r + M)mN のビット列 cとなる．

多元並列連接符号の符号化率は R = 1/(r + M)であ

り，多元拡散の反復回数 rと累積処理の数M で決まる．
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Fig. 3. 多元並列連接符号のファクターグラフ.

また，Fig. 2の符号器からFig. 3のようなファクター

グラフを示すことができる．Fig. 3中の⃝が変数ノー
ド，�がチェックノードである．多元並列連接符号では
さらにガロア体 GF(q)上の積演算に対応する復号処理

としてパーミュテーションノード �が加わる．
2.1.2 マルチアンテナ送信

符号化されたビット列 cは変調し，送信アンテナ数Nt

本に並列分割され通信路に送られる．送信信号を sj , j =

0, 1, . . . , rN
Nt

− 1, としたとき，各アンテから送信される

信号は

sj , (c′jNt+1, c
′
jNt+2, . . . , c

′
jNt+Nt

)T (1)

となる．BPSK 変調の場合，c′jNt+i = 1 − 2cjNt+i で

ある．

2.2 受信

Fig. 1で示すように，受信機は信号検出器と復号器か

ら構成され，信号検出器と復号器はそれぞれ L回のや

り取りを行っている．信号検出器では LMMSEアルゴ

リズムを用いて，受信アンテナ数Nr 本で受信した信号

y から，送信された信号sを推定する 6)7)．復号器では

シンボルMAP復号を行っている．シンボルごとの確率

値を算出するために，FFT-QSPAを用いてシンボルご

との確率値を算出している 8)9)．

3 EXITチャート解析

本稿ではEXITチャート解析を用いて送信アンテナ数

Nt = 4，受信アンテナ数Nr = 1のときと，送信アンテ

ナ数 Nt = 4，受信アンテナ数 Nr = 4のときの多元並

nonbinary PCC
decoder 

MIMO detector
(LMMSE)

DECAI ,

DECEI , DETAI ,

DETEI ,

Fig. 4. EXITチャートのモデル.

列連接符号化MIMOシステムの，多元並列連接符号の

反復処理の反復回数 rと累積処理の回数M の最適なパ

ラメータを導出する．EXITチャート解析の方法をモデ

ル化したのが Fig. 4である．EXITチャート解析は信

号検出器と復号器との間で行われている LLRの交換を，

相互情報量に置き換え，曲線と表し LLRの平均を追跡

する．そして，それぞれの曲線を一つのグラフに表し，

その二つの曲線の状態から最適なパラメータを導出する

方法である 10)11)．以下 LMMSE検出器，復号器それぞ

れの EXITチャートの生成について述べる．

3.1 LMMSEの EXITチャート生成

LMMSE検出器のEXITチャートは検出器アルゴリズ

ムによって生成される．LMMSE検出器のEXITチャー

トの生成はまず，ガウス分布に従う事前 LLR ADET を

求める．事前 LLR ADET は

ADET = µA,DET c + nA,DET (2)

となる．nA,DET は平均 0，分散 σ2
A,DET に従うガウス

変数である．µA は µA,DET = σ2
A,DET /2である．ここ

で，σA,DET は σA,DET＝ J−1(IA,DET )であり，J−1(∗)
は

J(σ) = 1 −
∫ ∞

−∞

e−((c−σA/2)2/(2σ2
A))

√
2πσA

log(1 + e−c)dc

(3)

の逆関数である 10)．

算出した事前 LLR ADET と受信信号 yを入力し事後

LLRを求める 7) の式 (4)から事後 LLR EDET を算出

する．事後 LLR EDET がガウス分布に従うと考えると，

式式 (3)と事後 LLR EDET の平均 E[∗]を用いて出力相
互情報量 IE,DET は

IE,DET = J
(√

2E[EDET ]
)

(4)

と計算ができる．
7)の式 (4)から LMMSE検出器の出力 LLRはチャネ

ル行列H と雑音電力の分散 σ2
z に依存することがわか

る．本稿ではチャネル行列H は通信路がエルゴート性
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フェージング環境下でのときの値とする．エルゴー性

フェージング環境とはシンボルごとにフェージングの値

が変化するフェージング環境である．

3.2 多元並列連接符号の EXITチャート生成

多元並列連接符号ののEXITチャート生成はLMMSE

検出器のときと同様にまず，事前 LLR ADEC を求める．

事前 LLR ADEC は

ADEC = µA,DEC c + nA,DEC (5)

となる．nA,DEC は平均 0，分散 σ2
A,DEC に従うガウス

変数であり，σA,DEC = J−1(IA,DEC)である．µA,DEC

は µA,DEC = σ2
A,DEC/2である．

復号器にこの LLR ADEC を入力し，12) の式 (8)∼
(11)までを l回行い事後 LLR EDEC を算出する．そし

て，LMMSE検出器のときと同様に，式 (3)と事後 LLR

EDEC を用いて，IE,DEC を

IE,DEC = J
(√

2E[EDEC ]
)

(6)

と計算する．

4 計算機シミュレーション

まず送信機のアンテナ数 Nt = 4，受信機のアンテナ

数 Nr = 1で符号化率 R = 1/8のときの EXITチャー

ト解析を行った．LMMSEの EXITチャートは 3.1節で

述べた方法を用いて生成した．多元並列連接はガロア

体 GF(q = 64)，復号器内部の繰り返し回数 l = 100と

して EXITチャートを 3.2節で述べた方法を用いて生成

した．復号性能の比較として，MRNB LDPC符号 13)

と多元 RA(NB RA)符号 14)を用いたMIMOシステム

を，同様の符号化率で EXIT チャートを生成し比較を

行った．MRNB LDPC符号はパリティ検査行列の構成

で PEG(progressive edge-growth)アルゴリズムにより，

4ループを発生しないようにパリティ検査行列を構成し

た 15)．

Fig. 5が各符号の EIXTチャートと各符号の閾値の

LMMSEの EXITチャートである．Fig. 5より多元並

列連接符号は多元 RA符号と比較すると約 4.35[dB]閾

値が改善し，MRNB LDPC符号の閾値に近いことがわ

かる．

Table. 1はFig. 5の結果と多元並列連接符号化MIMO

システムの各パラメータ (r,M)ごとの閾値を表にした

ものである．Table. 1より，送信アンテナ数Nt = 4，受

信アンテナ数Nr = 1のときはどのパラメータもシャノ

ン限界に近いことがわかる

次に情報ビット数を 2400 bitsとし，信号検出と復号

器の繰り返し回数 L = 10 でモンテカルロシミュレー

ションを行った．Fig. 6がビット誤り率による結果であ

る．ビット誤り率が 10−4に達するEb/N0を見ると，多

元 RA符号が約 7.2[dB]で達しているのに対し，多元並

列連接符号は約 4.0[dB]で達している．MRNB LDPC

符号は復号が行えなかったため，結果を載せていない．
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MRNB LDPC
Nonbinary RA

(6,2)-Nonbinary PCC

LMMSE
(Eb/N0=5.04)

LMMSE
(Eb/N0=0.64)

LMMSE
(Eb/N0
=0.69)

Fig. 5. Nt = 4，Nr = 1，R = 1/8 のときの EXIT
チャート.
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(6,2)-Nonbinary PCC+MIMO

(6,2)-Nonbinary PCC +MIMO
threshold

Nonbinary RA+MIMO

Nonbinary RA +MIMO
threshold

Fig. 6. Nt = 4，Nr = 1，R = 1/8のときのビット誤
り率.

次に送信機のアンテナ数Nt = 4と受信機のアンテナ

数 Nr = 4 で符号化率 R = 1/10 のときのシミュレー

ションを行った．Fig. 7がそのときの EXITチャート

である．Fig. 7より MRNB LDPC符号と比較すると

閾値に近いことがわかる．各パラメータごとの閾値を
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Table 1. Nt = 4，Nr = 1，R = 1/8のときの閾値と
MIMO通信のシャノン限界 (EbN0=-0.69[dB])との差.

r M threshold [dB] gap [dB]
NB PCC 3 5 1.84 2.53

4 4 1.43 2.12
5 3 0.95 1.64
6 2 0.69 1.38

MRNB LDPC13) / / 0.64 1.33
NB RA14) / / 5.04 5.73
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MRNB LDPC

(6,4)-Nonbinary PCC
Nonbinary RA

LMMSE
(Eb/N0=1.58)LMMSE

(Eb/N0=-0.14)

LMMSE
(Eb/N0=-0.53)

Fig. 7. Nt = 4，Nr = 4，R = 1/10のときの EXIT
チャート.

算出したのが Table 2である．Table 2より，(r,M) =

(5, 5), (6, 4), (7, 3)のとき最もシャノン限界に近くことが

わかる．

モンテカルロシミュレーションを行った結果が Fig.8

である．多元並列連接符号は (r,M) = (6, 4)のとき 10−4

に達する Eb/N0 が約 0.7 [dB]でMRNB LDPC符号よ

りも約 0.2 [dB]の改善を得られた．これらの結果から多

元並列連接符号はMRNB LDPC符号とほぼ同等の復号

性能がある．ここで強調したいのは，2章で述べたよう

に，MRNB LDPC符号と比べ符号化が容易な符号化で

ある．

5 まとめ

本論文ではエルゴード性通信路における多元並列連接

符号化MIMOシステムを提案した．多元並列連接符号

は r回の反復処理とM 個の累積処理からなる符号であ

るため，符号の構成が容易であり，rとM の数を変える

Table 2. Nt = 4，Nr = 4，R = 1/10のときの閾値と
MIMO通信のシャノン限界 (EbN0=-1.28[dB])との差.

r M threshold [dB] gap [dB]
NB PCC 3 7 -0.12 1.16

4 6 -0.14 1.16
5 5 -0.14 1.14
6 4 -0.14 1.14
7 3 -0.14 1.14
8 2 -1.6 1.52

MRNB LDPC13) / / -0.53 0.75
NB RA14) / / 1.58 2.86
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(6,4)-Nonbinary PCC +MIMO
threshold

MRNB LDPC+MIMO
threshold

Nonbinary RA +MIMO
threshold

Fig. 8. Nt = 4，Nr = 4，R = 1/10のときのビット誤
り率.

ことでパラメータを柔軟に変えることができる．EXIT

チャート解析を用いて，送信アンテナ数が 4本，受信ア

ンテナ数が 1本のときと，送信アンテナ数が 4本，受信

アンテナ数が 4本のときの，多元並列連接符号の多元反

復処理の回数と多元累積処理の数を最適化した．EXIT

チャート解析を用いて最適化を行った結果，それぞれの

場合のシャノン限界に漸近することがわかった．また，

従来法手法である多元 LDPC符号化MIMOシステムと

比べ，符号化が容易であり，復号性能が多元 LDPC符

号とほぼ同等の復号性能を有していることがわかった．
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Configuration of Quick Charging System

having EDLC Charge Buffer for Micro EV

Seiya TANAKA* , Nobuo FUKUJYU* and Shigeo KANEDA**
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Recently, electric double-layer capacitors (EDLC) have gotten a lot of attention as a rechargeable battery. This

paper focuses on the application of EDLC for the micro electric vehicles (µEVs), because a micro EV has rather small

power consumption. However, the capacity of EDLC is very small. Frequent re-charging and quick charging are required.

To resolve the problem, this paper proposes two types of quick charging systems: 1) Use of the commercial power source

with large capacity, 2) Combination of one or two EDLC charge buffers and low cost power source with limited capacity.

These models of quick charging systems were evaluated by using queuing theory and software simulation. The evaluation

shows that quick charging system having two EDLC buffers is the best solution. Even if the electric power source line has

limited capacity, the proposed system has small waiting time.

Key words ： Micro EV,Electric Double Layer Capacitor,Queuing Theory,Quick Charging System

キーワード ： マイクロ EV，電気 2重層キャパシタ，待ち行列理論，間歇充電システム

マイクロEVのためのEDLC蓄電バッファを備えた
急速充電システムの構成法

田中 聖也, 福壽 伸雄, 金田 重郎

1 まえがき

電気 2重層キャパシタ（Electric Double-Layer Capac-

itor，以下，EDLC）が，交通手段の動力源として利用

され始めている．化学反応を原理とする従来の二次電池

とは異なり，急速充電が可能であり，充放電繰り返しに

伴う性能劣化も少ない．しかし，エネルギー容量が小さ

く，動力用として用いると，頻繁な充電を必要とする．

動力源としてのEDLCの適用例としては，EU圏で実用

化されている Siemens社製 LRT1) が知られている．停

留所において架線から急速充電し，停留所間は EDLC

で走行する．停留所は近距離にあり，LRTは頻繁に充

* Faculty of Science and Engineering, Doshisha University, Kyoto
Telephone : +81-774-65-6976, E-mail : skaneda@mail.doshisha.ac.jp

電される．本稿では，この種のシステムを，「EDLC間

歇充電シテム」と呼ぶ．

EDLC間歇充電システムの充電対象として，本稿で

は，超小型 EV(以下「µEV」）である 1人乗り µEV タ

ウンカート (「タウンカート」はスズキ（株）の登録商

標です．）への適用を想定する．タウンカートは，最大

速度の 6km/h で走る場合，電力消費量が 24V 8A（≒

200W）程度である．それでも，市販されている EDLC

の容量を考えると，頻繁な充電を必要とする．従って，

利便性を損なわないためには，タウンカートへの充電時

間は短いことが望まれる（本稿では，10秒を要求条件
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として設定した）．半面，充電時のピーク電力は大きく

なる．

EDLC間歇充電システムを構成する場合，アプローチ

は 2つ考えられる．ひとつは，µEVの充電に足る大きな

ピーク負荷電力を持つ商用電源を用いるアプローチであ

る．一般に基本料金が高くなり，よほど多数の µEVが

到着しない限り，電力消費の少ない µEV には有利とは

言い難い．もうひとつは，µEVの充電に足りる容量の

EDLCによるバッファ（以下，「蓄電用 EDLC」と呼ぶ）

を準備しておき，充電が必要な際には，蓄電用EDLCか

ら急速充電するアプローチである．後者は，基本料金の

安さから商用電力コストを低く押さえられる．反面，蓄

電用 EDLCの設備コストがかかる．本稿では，EDLC

のコストについては，検討対象外とする．

本稿では，最適なシステムの設計方法を明確化するた

めに，複数の EDLC間歇充電システムのモデルを作り，

待ち行列理論による数値解析を用いて，電力コストと充

電待ち時間の観点から比較検討する．以下，第 2章では，

µEVの概要，また，EDLCと充電電力について述べる．

第 3章では，間歇充電システムの構成案と待ち行列モデ

ルを提示する．第 4章では，待ち行列理論に基づいて，

EDLC間歇充電システムの充電時間について検討する．

第 5章では，理論式をもとに待ち時間や電気料金を求め

て，合わせてシミュレーション結果と比較する．第 6章

は，まとめである．

Fig. 1. スズキ タウンカート 2).

2 µEVと EDLCの適用可能性

2.1 スズキ・タウンカート

タウンカート 2) は，一人乗りであり，道路交通法上

は歩行者である（図 1）．タウンカート（以下，µEVと

する）の電源は 24V の鉛蓄電池が 2個であるが，消費

電力は，平坦な道で最高時速 6km/hを出した時に 8A

程度，多少の傾斜道路の上りは 10A程度である．この

電力を EDLCから供給することを考える．例えば，ニ

Fig. 2. EDLCの充電時の端子間電圧の推移.

Fig. 3. EDLCの充電電力の推移.

チコン（株）の 2, 500F の EDLC3)を 10個直列接続し，

25V 250F の EDLCを作ったとする．このキャパシタが

蓄積している電力量は，0.5×容量 ×電圧 2 から，

0.5× 250 [F ]× 252 [V 2] = 78, 125 [Ws] (1)

となる．ただし，現実の回路では，回路抵抗等の変換

ロスがあり，エネルギーを 100%使えるわけではない．

しかし，本稿の議論では，そこには深入りせず，効率は

100%であり，EDLCに畜積した電力はそのまま取り出

すことができ，DC-DC，あるいは AC-DCコンバータ

の効率も 100%と仮定する．従って，µEVの到達率 λが

与えれば電力消費量は一定であり，後述する方式 1から

方式 3までの充電方式には依存しない．また，EDLCの

直列接続には，電圧バランスの問題が存在するが，本稿

では，それが達成されているものとする．

一方，µEVを，例えば，250秒間，24V 10Aで走行さ

せた場合の電力量は，

24 [V ]× 10 [A]× 250 [sec] = 60, 000 [Ws] = 16.7 [Wh]

(2)

であるので，式 (1)より EDLCに蓄えられた電力量で

賄える．

以上から，大容量EDLCである 2.5V，2, 500F，直径

51mm高さ 150mm，重さ 500g の製品を 10本束ねて，

µEVのバッテリーとして利用した際には，4∼5分間運
転できる．EDLCの重量は 5kgである．現状は 2個の鉛
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蓄電池*が搭載されており，重量は 2個で 18kgである．

次に，µEVが消費する電力量について考える．上記

の例では，1回の充電で蓄積される電力量は，16.7Wh

程度であった．通常の一般家庭の 1 日の消費電力量は

10kWh∼15kWh 程度である．つまり，µEV は 1 日あ

たり，

10 [kWh]÷ 16 [Wh] = 625 [回] (3)

充電して，やっと一般家庭用の従量電灯 A **が扱うべ

き電力量となる．

2.2 EDLCの充電制御

本節では，EDLCの充電電流について確認しておく．

EDLCはキャパシタであるので，完全に放電すると，正

負極間の電圧はゼロとなる．再充電するためには，定電

流充電が必要であり，図 2に示すような電圧経過を経て，

蓄電される．また，例えば，充電システムから µEVの

間の充電における電力の推移は図 3 のようになる．ピー

ク時には，平均電力の 2倍の電力となる．キャパシタに

は 78, 125 [Ws]の電力量が蓄積されている．これを 10

秒間に蓄積する場合，平均は，約 7.8kW となり，ピー

クは約 15.6kW である．このピークは，6kV Aを上限と

する関西電力の家庭用電力契約の 1つである従量電灯A

では，カバーできない．

2.3 EDLC間歇充電システムの要件

µEVにEDLCを適応した場合，その充電システムは，

以下の要件を持つ必要がある．

【要件 1】µEVは，電源である EDLCの容量が小さいた

め，数分に 1回というような頻繁な充電が必要となる．.

ユーザ利便性を考えると，できるだけ充電時間は短くす

る必要がある．本稿では，10秒を要求条件とする．

【要件 2】µEVの蓄積できる電力量は限られている．こ

のため，走行中に電力が切れてしまうことを防ぐために，

充電ポイントを多数設置する必要がある．一方，消費さ

れる全体の電力量は限定される．よって複数の充電ポイ

ントをまとめて，単一の商用電源（電力会社）から受電

すべきである．

これら 2つの要件より，µEVの EDLC間歇充電シス

テムは，以下の 3つの方式が想定される．

【方式 1：蓄電用 EDLC無し】

充電システム自体は，自力で電力を蓄積する機能を
∗ シールドタイプ SC24-12(12V・22Ah) を 2 個搭載．

∗∗ 関西電力における家庭用の標準的な契約の呼称 4)．他の電力会
社と同様の契約内容であるとは限らない．

Fig. 4. 電力会社からの買電のみで充電する方式（方式
1）.

Fig. 5. 単一サーバ待ち行列 (M/D/1)の概念（方式 1）.

持たない場合（図 4）である．要件 1から，短時間

で充電するためには，電力会社からは大きなピーク

負荷に耐えられる契約で電気を受電したい．関西電

力でいえば，従量電灯B4)の様な，大きなピーク負

荷を許容する契約が望ましい．従量電灯 Bのピー

ク負荷は，50kV Aである．

【方式 2：単一の蓄電用 EDLC具備】

小口の電力会社との契約でも，短時間での µEVへ

の充電を可能とするためには，図 6に示すような，

EDLC を用いた蓄電 EDLC を EDLC 間歇充電シ

ステム側に設け，充電時にはここから充電する方法

が考えられる．この場合，ピーク電力を抑えること

で，電力会社の基本料金を抑えることができる．関

西電力では，従量電灯 A4) が適用できる．ただし，

µEVへの充電が終わると，蓄電用 EDLCの再充電

が必要であり，これが終わらない限り，次の µEV

には対応できない．

【方式 3：複数台の蓄電用 EDLC具備】

後述の図 8のようなイメージであり，方式 2と同様

の条件で，2個以上の蓄電用 EDLCを持つシステ

ムである．現実には，方式 2で大き目の EDLCを

1個だけ設備するような構成も考えられるが，それ

も含めて，図 8の構成となる．

512



Fig. 6. 蓄電用 EDLCを使って，そこから充電する方
式（方式 2）.

Fig. 7. 単一サーバ待ち行列 (M/D/1)の概念（方式 2）.

3 システムの構成案と待ち行列モデル

本稿では，待ち行列理論モデルで，上述の 3方式を比

較検討する．まず，方式 1（図 4）の待ち行列モデルは，

図 5に示すものとなる．サーバは 1つしかなく，ここか

ら 10秒間で µEVを充電する．利用する契約は関西電

力の従量電灯 B4) を想定している．サーバのサイクル

タイムは，µEVの充電時間（10秒）である．この待ち

行列は，容量に制限はないM/D/1モデルとなる．

次に，方式 2のイメージ図を図 6に示す．方式 2は，

方式 1の「ピーク負荷に耐えられる大口の契約を電力会

社とする必要がある」という問題点を解決したものであ

り，電力会社からの電力は，一旦，蓄電用の EDLCに

溜めておき，必要な場合，µEVにこの蓄電用 EDLCか

ら急速充電する．蓄電用 EDLCは，µEVへの充電後，

電力会社からの電力によって充電される．

方式 2の待ち行列モデルを図 7に示す．図 7は図 5と

同じM/D/1モデルであるが、図 7では，待ち行列から

出ると，最初の 10秒間は蓄電用 EDLCから µEVに充

電し，その後 25秒かけて蓄電用 EDLCを再充電する．

ここでの 25秒とは，従量電灯 A4)の最大電力が 6kV A

であるため，力率を考慮せずに，ピーク電力を 6kW と

して，その電力量を充電するために余裕を持たせた充電

時間である．蓄電用 EDLCは 1台のため，µEVへの充

電が完了して，蓄電用 EDLCが空になると，再充電し

Fig. 8. 複数の蓄電用 EDLCを使って，そこから充電
する方式（方式 3）.

Fig. 9. 方式 3の待ち行列モデル.

ないと，次の µEVへの充電ができない．蓄電用 EDLC

から µEVへの充電時間（10秒）と電力会社からの受電

による蓄電用 EDLCの再充電にかかる時間（25秒）は，

常に連続する．なお，このモデルでは，蓄電用EDLCか

ら µEVへの充電が行われている期間は，電力会社から

の受電はないとしている***．

最後に，図 8に，方式 3のイメージ図を示す．蓄電用

EDLCを複数個準備して，方式 2の構成が持つ欠点で

ある「一度 µEVに充電を始めると，長時間，その蓄電

EDLCが使えなくなり，ボトルネックとなる点」を補っ

たものである．複数個の蓄電用EDLCがあるので，µEV

の充電のために，既に 1個目の蓄電用 EDLCが利用さ

れていても，2個目の蓄電用 EDLCによって，µEVへ

の充電が可能である．図 6の構成とは異なり，図 8では，

蓄電用EDLCは，2個以上ある．これらの蓄電用EDLC

は，単一の電力会社からの電力（従量電灯A）を取り合

う．蓄電用 EDLCの個数が十分大きくないと，電力会

社からの受電要求は，ランダム生起とはいえないが，本

稿では，蓄電用 EDLCが 2個しかないケースでも，電

∗∗∗ これは本来は，無駄があり，蓄電用 EDLC から µEV の充電を
行っている際にも，電力会社からの電力を供給するべきである．
しかし，このような細かい制御は今後の課題としたい．
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力会社への受電要求はランダム生起としてモデル化して

いる．このような少ない蓄電用 EDLC数では，後述の

待ち行列モデルによる解析において，多少の誤差が生じ

る恐れがある．この点は，シミュレーションと比較して，

確認していく．

方式 3の待ち行列モデルを図 9に示す．このモデルは

大きく 2つに分かれており，図 9の左側のモデルでは，

ランダム生起で次々と µEVが到着して，蓄電用 EDLC

の電力で，µEVが充電される．こちらでは，以下の式

が成立する．

サイクルタイム = EDLC からµEV への充電時間 (10sec)

+図 9の右側の待ち行列の待ち時間

+蓄電用 EDLC の再充電時間 (sec)

(4)

図 9の左側の待ち行列モデルにおけるサーバの数は，

蓄電用EDLCの数であり，待ち行列モデルはM/D/cで

ある．一方，右側のモデルは，電力会社の電力による蓄

電用 EDLCの充電待ち行列である．左側の待ち行列の

サーバから，充電要求が発生し，サイクルタイムは蓄電

用 EDLCへの充電時間（25秒）である．

4 待ち行列理論による解析

本稿では，各方式の EDLC間歇充電システムの待ち

時間の解析にあたり，基本的に以下の変数を前提とする．

但し，図 9の右側のサーバについてはプライム「’」を

付して区別する．

λ：単位時間あたりの µEVの充電要求（到着）率 [1/sec]

τ：サーバのサイクルタイム [sec]

τEV：µEVへの充電時間 [sec]（10秒）

τEDLC：蓄電用 EDLCの充電時間 [sec] （25秒）

ρ：商用電源利用率

Wq：充電待ち時間 [sec]

W：µEV利用者から見た充電待ち時間 [sec]

n：単位時間あたりのmuEVの平均到着台数 [台]

なお，本稿では，この µEVの平均到着台数は，複数箇

所ある充電ポイントのうち，どこか 1つの充電ポイント

に µEVが到着した時にカウントするとしている．これ

は，本システムが複数個所の充電ポイントを想定してい

るが ，1度の充電は基本的に方式 3以外 1台の µEVに

しかできないためである．したがって，上記の λは，1

時間あたりに µEVがどこかの充電ポイント到着する平

均台数 (n) から，以下のように求める．

λ = n÷ 3, 600 (5)

4.1 方式 1の解析

図 4の方式 1については，ピーク負荷が約 13.7kW で

あり，関西電力の従量電灯Bを想定して，待ち時間の理

論式を導く．タウンカートの到達は，ランダム生起（ポ

アソン分布）で，充電ポイントの数は十分に多数存在す

るとする．この場合，単位時間あたり λ [1/sec]個の到

着があり，1回で τ = τEV [sec]時間を占有するから，商

用電源利用率 ρは，次の式で与えられる．

ρ = λ× τ (6)

待ち時間は，M/D/1モデルの理論式から，定常状態で

は，以下の値となる1．

Wq = 0.5× τ × ρ

1− ρ
[sec] (7)

ただし，µEV利用者から見た充電待ち時間W は ，以

下の式となる．

W =Wq + τ [sec] (8)

なお，従量電灯 B は，原則として，50kV A 未満のた

め，EDLCの充電電力のピーク負荷 13.7kV Aから比べ

ても，十分余裕であるが，ここでは，契約上の設備容量

は 13.7kV Aとして，同時には 1台の µEVしか充電で

きないものとした2 ．

4.2 方式 2の解析

方式 2では，方式 3で蓄電 EDLCが 1個のケースの

様にも思えるが，方式 3 をそのまま表現できる待ち行

列モデルが無く，2つの待ち行列モデルを直列して計算

している．この方式 3のモデルは，方式 2を表すため

には必ずしも適切ではない．従って，本稿では，蓄電用

EDLCを 1個だけしか認めない方式 2を別途分析する．

方式 2では，蓄電用 EDLCによる µEVへの充電とその

後の電力会社からの電力による蓄電用 EDLCを再充電

するプロセスが，常に，接続して直列しているとしてい

る．この待ち行列モデル（図 7）におけるサーバのサイ

クルタイム τ は，µEVの充電時間と蓄電用 EDLCの充

電時間より，以下のように定義する．

τ = τEV + τEDLC [sec] (9)

1 M/D/1 の待ち時間は文献 6),p.213
2 正確には，関西電力では，この必要な設備容量に，ある係数を掛
けて容量圧縮するため，12kV A となる 4)）
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これにより，商用電源利用率 ρは，以下の式となる．

ρ = λ× τ (10)

待ち時間はM/D/1モデルの理論式から，定常状態では，

Wq = 0.5× τ × ρ

1− ρ
[sec] (11)

となる．ただし，µEV利用者から見た充電待ち時間W

は，以下の式となる．

W =Wq + τEV [sec] (12)

4.3 方式 3の解析

最後に，方式 3を解析する．関西電力との契約は，従

量電灯Aとするが，蓄電用EDLCの再充電には 25秒必

要となる．方式 3については，既存の待ち行列モデルを

そのまま適用することはできない．そこで，本稿では，

図 9に示す，2段の待ち行列モデルを適用した．

【図 9右側のM/D/1モデルの分析】

図 9 の右側の待ち行列は，方式 1，方式 2 と同様

の M/D/1である．この待ち行列における待ち時間は，

τEDLC とする．従量電灯 A の商用電源の占有発生は，

単位時間あたり λ [1/sec]であり，1回で τEDLC [sec]の

間占有するため，商用電源利用率 ρ′EDLC は，次の式の

通りである．

ρ′ = λ× τEDLC (13)

よって，右側の待ち行列の待ち時間は，

W ′
q = 0.5× τEDLC ×

ρ′

1− ρ′
[sec] (14)

となる．なお，この待ち時間W ′
q と，蓄電用 EDLCを

充電している時間 τEDLC の合計が，左側のM/D/cモ

デルのサーバの占有率計算に加算される．一方で，µEV

への充電時間の終了タイミングに，このW ′
q+τEDLC は

加算されない．

【図 9左側のM/D/cモデルの分析】

図 9の左側の待ち行列は，c個存在する蓄電用 EDLC

により µEVが次々と充電されるモデルである．こちら

の待ち行列はM/D/cモデルである．この c個のサーバ

は µEVへの充電が終わると，τEDLC で充電する．それ

が，図 9の右側の待ち行列となるが，充電するための関

西電力の窓口は 1つしかない．この 1つしかない従量

電灯 Aのサーバを，左側の複数のサーバである蓄電用

EDLCが取り合う．

図 9 の左側は M/D/c モデルであるが，このモデル

の待ち時間の厳密な理論式は得られていない．一般に，

M/D/cの待ち時間は，Lee-Longtonの近似式 7)により，

M/M/cの待ち時間の理論式から近似的に求められるこ

とが知られている3．そこで，まず，与えられた図 9の左

側のモデルで，M/M/cの待ち時間を計算する．蓄電用

EDLCは，はじめに，µEVを充電し，そのあとで図 9

の右側の待ち行列にリクエストを出して，蓄電用EDLC

の再充電を行う．つまり，当該サーバ（EDLC）が，再

度，次の µEVへの充電可能状態になるためのサイクル

タイムの導出には，図 9の右側の待ち行列モデルのW ′
q，

τEDLCはそのまま継承し，しかも，µEVの充電時間 τEV

も考慮する必要がある．以上を式に表すと，次のように

なる．

τ =W ′
q + τEDLC + τEV [sec] (15)

図 9の左側のサーバの占有率 ρ は，蓄電用 EDLCが c

個あることを考慮して，

ρ =
λ× τ
c

(16)

である．M/M/cの待ち時間Wq(M/M/c) は，c = 2の

時，以下の式で与えられる．

Wq(M/M/2) =
τ × ρ2

(1− ρ2)× (1+2ρ+2ρ2)
(1−ρ)

=
τ × ρ2

(1 + ρ)(1− ρ)
[sec]

(17)

これより，Wq(M/D/2) は，以下の式で近似的に求めら

れる．

Wq(M/D/2) = 0.5× τ × ρ2

(1 + ρ)(1− ρ)
[sec] (18)

方式 3では，上記の待ち時間Wq + τEV が，µEVの充

電が完了するまでユーザが待つ時間である．

ちなみに，C=3の場合には，M/D/cの待ち時間Wq

は，以下の式で与えられる．

Wq(M/D/3) = 0.5× τ × ρ3

(ρ2 + 3
4 × ρ+

2
3 )(1− ρ)

[sec]

(19)

ただし，この様に Cの値が小さい場合には，図 9右

側の待ち行列モデルをランダム到着とすることには無理
3 M/M/c の待ち時間は文献 6),p.153, p.156 による．
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Fig. 10. µEVの平均到着率と待ち時間.

Fig. 11. 平均到着率と年間電力コスト.

がある．C=2の場合に限って言えば，充電処理中の蓄

電 EDLCからの再アクセスは有り得ない．つまり，自

分自身と衝突することは皆無である．従って，M/D/2

の場合に限って言えば，図 9右側の待ち行例の待ち時間

を，更に 2分の 1にしても，大きな誤差は出ないと思わ

れる．後述の評価では，この 2分の 1とした式を利用

する．

5 評価

図 10は，µEVの平均到着率に対する（到着後，充電

開始までの）待ち時間を，方式 1∼方式 3の間で比較し

たものである．本稿で示した理論式とGPSS 9)10)を用

いたシミュレーションの結果を示している．シミュレー

ションは，80時間連続して動作させて，初期段階によ

る待ち行列の誤差の影響を排除している．

方式 1の待ち時間は非常に短く，この図では，理論式

とシミュレーションは重複してしまっている．平均待ち

時間は，2秒以下と短い．従量電灯 Bの電源供給力の高

さから，待ち時間は殆ど無いと言って良い．方式 2は待

ち時間が大きい．もともと，周知の基本的な公式を利用

しているので，シミュレーションと理論式は，一致度が

高い．ただ，数値的にみて，実用性には疑問がある．10

秒の充電のために，20秒近くも待たされてはかなわな

い．方式 3（C=2)は，待ち時間に大きな効果を生む．こ

の理論式は，図 9右側の待ち行列モデルの待ち時間に 2
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分の 1を乗じたものを使っている．一致は，すくなくと

も，この λの範囲では良好である．

方式 2，3で待ちを生じさせている最大の原因は，ボ

トルネックとなる従量電灯Aの電源利用率である．いく

ら多くの蓄電用 EDLCを設けても，µEVの台数が多く

なり，充電するチャンスが商用電源利用率で 50% を越

えると，限界がある．一方で，ほどほどの平均到着率の

場合には，蓄電 EDLCを 2個利用する方式 3の待ち時

間は短い．蓄電 EDLCを 2個利用する方式 3のメリッ

トが大きい．蓄電 EDLCを 3個以上設置すれば，更に，

待ち時間は減少するが，メモリーインタリーブと同様に，

個数を増やす効果は，個数が大きくなるにつれて効かな

くなると推定される．更に，方式 3でも，商用電源の利

用率が高くなると図 9右側の待ち行列モデルがその処理

限界となる．

また，図 11は，平均到着率 λと電力料金（年間）を

比較したものである．少なくとも，平均到着率が 0.02以

下では，従量電灯Aを用いる方式 2，方式 3が有利であ

る．しかし，その差額は（電力総額がそう大きくないこ

ともあり）4万円∼6万円である．10年利用しても，50

万円程度である．このため，方式 3(C=2)を採用しよう

とすると，EDLCを含めた電子回路のコストはそれ以下

に納める必要がある．現状では，2500Fの EDLCの定

価は 2万 3千円程度であり，これを，20本利用すると，

それだけで，50万円近くなる．しかし，EDLCは鋭意

研究野進められている技術分野であり，大量生産による

コスト低減と，新しい部品技術の登場に期待したい．

6 おわりに

本稿では，µEVのための EDLC間歇充電システムに

ついて定義し，待ち行列理論による待ち時間解析に加

え，システムの各方式のモデルから消費電力量と電気料

金の算出を行った．そして，得られたデータから，最適

な EDLC間歇充電システムの構成法について考察した．

結果としては，蓄電用 EDLCという，電力会社からの

電力を一時的に溜めておくバッファを 2個設ける構成法

が最適であるとの結論を得た．これにより，電力をあま

り使用しないと考えられる µEVに向ける間歇充電シス

テムにおいて，電気をあまり使えない従量電灯A（関西

電力）の様な電力契約でも µEVの利用者の充電待ち時

間を減らし，利便性を向上できるものと考える．

本研究の一部は，「文部科学省私立大学戦略的研究基

盤形成支援事業」（平成 26 年 ∼ 平成 30 年，事業番号

S1411030，代表者・佐藤 健哉）「科学研究費補助金」，

（平成 27年∼平成 29年，基盤C，課題番号 15K00322，

代表者・金田 重郎)の支援を受けている．
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A Path Loss Calculation Formula based on Ray-tracing Approach in Over-the-

corner Vehicle to Vehicle Communication Environment 

Ippei SUGAE*, Hisato IWAI* and Hideichi SASAOKA* 

In propagation analysis in a wireless communication environment including vehicle-to-vehicle communication, the ray-tracing 

technique based on high frequency approximation is often used. At this moment, the ray-tracing is the only realistic propagation analysis 

method which can balance the tradeoff between a reality of a calculation and the calculation accuracy at a practical level. But, for 

instance, at the purpose for a simulation of a vehicle-to-vehicle communication system, simpler calculation method is required. In this 

paper, assuming a vehicle-to-vehicle communication environment at an NLOS (Non Line-of-Sight) as a target, the ray-tracing 

calculation is simplified to realize the simpler calculation. We propose a path loss calculation formula by which calculation of the same 

propagation loss as the 3D ray-tracing is obtained. The proposed method is based on the simplified method in the two-dimensional 

environment which has already been proposed. Three dimensional calculation is simply realized by considering a ground reflection 

path. Also the simplified assumptions in the conventional proposed are removed to realize higher accuracy. By the modifications and 

additions, closer approximation of the propagation loss to that by the 3D ray-tracing is obtained. The propagation loss calculated by 

the proposed method is compared with that by the 3D ray-tracing and the accuracy is evaluated. 

Key words : ITS, Vehicle-to-Vehicle communication, Path loss, Simplified calculation formula, Ray-tracing 

キーワード :ITS，車車間通信，伝搬損失，簡易計算式，レイトレーシング 

見通し外車車間通信環境におけるレイトレーシングに基づく 

伝搬損失簡易計算式

菅江 一平，岩井 誠人，笹岡 秀一

1.まえがき

交通事故防止対策として，安全性の高い運転支援

システムの開発が求められている 1)．中でも車車間

通信や路車間通信を利用したインフラ協調システ

ムの開発が盛んである．このような目的に対して日

本では 760MHz 帯の割当が決定し，2015 年にサー

ビスが開始された 2)．北米においても 5.9GHz 帯を

利用したサービスが 2016 年に開始予定である 3)．

こ の よ う に 近 年 様 々 な 周 波 数 を 利 用 し た

ITS(Intelligent Transport System: 高度道路交通シス

テム)のサービスが検討されているが，無線通信に

基づくサービスの実現には伝搬特性の把握が必要

である．交通システムのような安全に関するアプリ

ケーションには，伝搬特性の把握・計算にも特に高

い信頼性が要求される．

ITS無線通信を含む移動通信環境の伝搬特性解析

には，レイトレーシングが多用される．近年

FDTD(Finite Difference Time Domain)のような電磁

界解析手法を伝搬特性に用いる例 4)も増えてきてい

るが，FDTD が要求する計算量及びメモリ量を考慮

すると，現時点ではまだ必ずしも現実的ではない．

それに対して，高周波近似により電波を光線(レイ)

* Graduate School of Science and Engineering, Doshisha University, Kyotanabe, Kyoto, 610-0321, Japan
Telephone: +81-774-65-6267, Fax: +81-774-65-6801, E-mail: euo1306@mail4.doshisha.ac.jp 

518



として近似して幾何学的な伝搬経路を求め，送受信

点間に存在する複数のレイを合成して伝搬特性を

求めるレイトレーシングは，その計算量及び計算精

度が，実用に十分なレベルでバランスが取れた方式

である．移動通信環境の伝搬特性解析手法として，

現状では唯一の現実的な方法であると言える．しか

しながら，レイトレーシングを用いても，多量の無

線チャネルの計算を必要とするような目的に対し

ては，その計算量は現実的とは言えない．例えば ITS

のシミュレーションでは，一つの街レベルの広がり

を持つ空間を対象として多量の車両を道路上に配

置し，すべての車両間の無線チャネルの伝送特性を，

車両位置の時間変化に対応しながら求める必要が

ある 5)．そのようなチャネル特性を計算し，有意な

シミュレーション結果を得るには，レイトレーシン

グは必要とする計算量が明らかに大きすぎる．この

ような目的に対しては，道路形状パラメータの関数

として伝搬損失が計算により求めることができる

ような，数式に基づく伝搬損失計算式が有効である． 

 レイトレーシングと同様の結果を数式で表す

手法として，経験的アプローチと理論的アプローチ

の二つが提案されている．経験的なアプローチの代

表例として，伊藤・多賀等による回帰モデル式があ

る 6-7)．これは周波数や道路幅，交差点から送受信点

までの距離，送受信アンテナ高，等をパラメータと

してレイトレーシング計算結果を重回帰分析して

回帰モデル式を求めている．ITS シミュレーション

の伝搬損失計算では多用されるモデルである．これ

に対し，理論的アプローチは，レイトレーシング結

果を解析し，理論的に式を簡易化するものである．

このアプローチは，レイトレーシングの解析等によ

り伝搬損失が，反射波が支配的な領域と回折波が支

配的な領域に分割されるということを利用し，反射

波と回折波各々をレイトレーシング計算を簡易化

することで数式化する．また数式化した波を合成す

ることで全体の伝搬損失結果を得るという方法が

良く用いられる．代表例としては，ITU-R 勧告モデ

ルに規定されているマイクロセル移動通信におけ

るストリートキャニオン環境用の伝搬損失計算式

(以後，ITU-R モデルと呼ぶ)8-9)が挙げられる．また

このモデルは ITS シミュレーションの中でも良く

用いられている 5)．この理論的アプローチは経験的

アプローチに対して物理的根拠が有り，その結果と

して伝搬メカニズムを理解するために有用である．

本稿において検討するアプローチは，この理論的ア

プローチである．

筆者らはこれまでに，対象環境を交差点越え車車

間通信環境に限定することにより，レイトレーシン

グ自体を簡易化し，理論的に伝搬損失の計算を可能

とする式を提案した(以後，簡易計算式と呼ぶ)10)．

簡易計算式は，対象を二次元環境に限定し，また送

受信点を道路の中央に固定する，反射波は必ず交差

点のある一地点を通過する，等の簡易化条件を付加

することにより，処理負荷を低減し，他の手法に比

べ，レイトレーシング計算に近い手法であり，精度

良く二次元レイトレーシングを簡易している．この

手法は交差点越え見通し外車車間通信環境の伝搬

メカニズムを上手く捉えたもので，二次元レイトレ

ーシングには精度良く一致したが，実際の環境であ

る三次元レイトレーシングに対する一致度が高く

ないという問題がある．本稿では，三次元レイトレ

ーシングによる計算結果に対する誤差を低減する

ことを目的に，三次元空間に拡張した場合や送受信

点が道路幅方向に移動した場合を想定し，簡易計算

式を基本とした以下の 2 つの修正簡易計算式を提

案する．

① 大地反射波を考慮した三次元環境を対象と

する修正簡易計算式 1

② ①に加え，送受信点位置および反射波経路に

関する条件を除外した修正簡易計算式 2 

さらに，これらの計算式による伝搬損失の計算結

果をレイトレーシングによる計算結果と比較し，そ

の計算精度を評価する．また従来見通し外伝搬損失

計算式として，理論的アプローチである ITU-R モデ

ルによる計算結果とも比較する．

なお，本論文で対象とする車車間通信環境はマイ

クロセル移動通信のストリートセル環境と同じで

あるが，送受信点は共に低アンテナ高であり，建物

上部による回り込み回折の影響は考慮しない．また，

ITS シミュレーションに用いるためには，見通し内
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伝搬モデルも必要であるが，本稿では見通し外に対

象を限定する．見通し内伝搬モデルについては，伊

藤・多賀等が提案している車車間通信環境における

見通し内伝搬損失モデル 6)や ITU-R 勧告モデルに

規定されているマイクロセル移動通信におけるス

トリートキャニオン環境用の見通し内伝搬損失計

算式 8)等がある． 

 

2. 交差点モデルと簡易計算式 

2.1. 交差点モデル 

本稿で想定する交差点モデルを Fig. 1 に示す．建

物の壁面の高さは無限大とする． 

 

 
Fig. 1 Intersection model. 

 

Table 1 Common parameters 

周波数 760MHz, 5.9GHz 

偏波 垂直 

交差点から受信点まで

の距離 dr 

10-1000m 

材質 壁面 

( コンクリー

ト) 

比誘電率 7.0 

比透磁率 1.0 

導電率 0.0023S/m 

地面 

( アスファル

ト) 

比誘電率 3.0 

比透磁率 1.0 

導電率 0.0001S/m 

 

Wt，Wrは送受信側の道路幅，dt, drは送受信点から

交差点までの距離，a, b は送・受信点の道路中央か

らの変位量である．これ以後，レイトレーシングや

伝搬損失計算式の計算に用いる共通のパラメータ

を Table 1 に示す．また，比誘電率等の電気定数は

周波数によらず定数として扱う．以後の定量的評価

において示す特性は，全て横軸を drとした伝搬損失

の距離特性である．drは 0.4m 間隔で取得し，2m 間

隔の短区間中央値処理をしている． 

2.2. 簡易計算式 

 

Fig. 2 General characteristics of propagation loss        

at an intersection. 

  

Fig. 3 Conceptual diagram of calculation method of 

simplified model. 

 

車車間通信環境における見通し外の伝搬損失は，

Fig. 2 に示すように，反射波が支配的な領域と回折

波が支配的な領域に分けることができる 11-12)．筆者

らが既に提案している車車間通信環境における伝

搬損失計算式(簡易計算式)は，レイトレーシングに

おける反射波が支配的な領域と回折波が支配的な

領域における複数のパスを簡易な計算により計算

し，その合成として受信電力を求め，伝搬損失を計

算する手法である 10)． 

この手法は，送受信点は道路の中央に配置し，Fig. 

3 に示すように反射波は必ず P1 を，回折波は必ず

P3 を通るという条件を課し，大地反射波を考慮し

ない二次元環境で伝搬損失を求めることで計算の

建物
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簡易化を図っている．レイトレーシングでは反射回

数は整数値であり，仮想送受信点を結んだ線が P1-

P2 間のどの位置を通過するのかは道路幅等のパラ

メータに依存する．このモデルでは簡易化を目的と

して，仮想送信点を結んだ線が P1 を通ると仮定す

る．この場合，反射回数は非整数となる．反射波が

P1 を必ず通るという条件により，送受信点の最短

伝搬経路は送受信点の両側の壁面までの距離を最

小反射回数分移動させた仮想送信点，仮想受信点の

各点と P1 を結ぶ経路の合計により計算される．最

小反射回数は道路幅や送・受信点と交差点までの距

離によって一意に計算することができる．計算方法

および各変数の詳細は文献 10)を参照頂きたい．  

○反射波の伝搬損失 LR[dB]：

   

           








































































22

2

0

log10
π4

log20

r

n
t

n
r

t

n
r

n
t

n
r

n
t

R

D

RR

D

RR

D

RR
L




 (1)



ただし，は波長[m]，R()は壁面に対して角度で入

射する場合の反射係数である．偏波については，二

次元環境であると仮定し，全て垂直偏波成分のみを

対象とする．

式(1)によって与えられる LR の構成は，第 1 項の

自由空間伝搬損失の距離を除いた係数部と，第 2 項

の伝搬距離損失および反射損失部である．第 2 項の

10log 内の第 1 項は，最小反射回数パスの送受信側

壁面での反射損失(n 回の多重反射)と伝搬経路長に

相当する距離損失である．また第 2 項の 10log 内の

第 2 項および第 3 項は，第 1 項の最小反射回数パス

から，送信側および受信側で反射回数を 1 回ずつ増

加させ，もう一方を 1 回ずつ減少させたパスの同損

失である．LRは，これら 3 パスを合成したものであ

る．

・最小反射回数 n[回](送・受信側の壁面への反射回

数の一方を増加，もう一方を減少させた場合の反射

回数:n+[回]，n-[回]):  

 
  2/11,2/1

/,2/1
2 


 AAnAn
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・最小反射回数パスの送受信側の壁面への入射角t，

r[rad] (送・受信側の反射回数の一方を増加，もう

一方を減少させた場合の送・受信側の壁面への入

射角:(t,r)+[rad]，(r,t)-[rad]): 
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・送・受信点間距離 D0[m](送・受信側の反射回数の

一方を増加，もう一方を減少させた場合の送受信

点間距離:D(t,r)+[m]): 
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○回折波の伝搬損失 LD[dB]：
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  (2) 

Fig. 1 に示す交差点モデルにおいて回折波が支配

的となる送受信点が交差点遠方となる環境では，交

差点の 4 つのエッジで回折するパスの内，最も強度

の大きいパスは点 P3 を通過するパスであり，この

環境では点 P3 の入射角と出射角のなす角度は 90°

に近い．この考えに基づき，式(2)ではこの角度を

90°に近似し，回折係数を固定値に近似している．式

(2)で与えられる LD の構成は，第 1 項の自由空間伝

搬損失の距離を除いた係数部，第 2 項の近似した回

折係数部と，第 3 項の回折前後に生じる道路壁での

反射を最大 4 回まで考慮し，合計 15 パスの計算を

している反射損失および伝搬経路長に相当する距

離損失である．

・送受信点から回折点までの伝搬距離 s1,nt，s2,nr[m]: 
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・送受信側それぞれの道路壁への入射角nt，nr[rad]: 
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○送受信点間の伝搬損失(反射波と回折波を合成し

た伝搬損失)L[dB]： 

 10/10/ 1010log10 DR LLL    (3) 

 Fig. 4 Comparison between 3D ray-tracing and 

simplified method when transmitting and receiving 

points move to road width direction. 

ここでは，この簡易計算式による計算結果と送受

信点が道路幅方向に変位した場合の三次元のレイ

トレーシングによる計算結果を比較する．評価環境

は，Fig. 1 の交差点モデル，Table 1 の共通パラメー

タを用い，周波数は 5.9GHz とする．送，受信側道

路幅は 6m，10m，送信点から交差点までの距離は

30m，送，受信アンテナ高は 2m，また送受信点の道

路中心から道路幅方向への変位量 a，b をそれぞれ

0m，0m と 2m，2m の 2 パターンとする．レイトレ

ーシング計算における最大反射回数は 6 回，最大回

折回数は 1 回として計算する．三次元レイトレーシ

ングによる伝搬損失計算においては，受信点に到来

する複数パスを，電界次元で合成する結果 (図

中:Ray-tracing)を示す． 

Fig. 4 は，三次元レイトレーシングおよび簡易

計算式によって得た受信点距離 dr に対する伝搬損

失特性を示している．また，簡易計算式による結果

(図中:Simplified)を併せて示している． 

Fig. 4 において簡易計算式と三次元のレイトレー

シングの比較により，比較的交差点に近い領域で近

い結果が得られ，交差点から遠方の領域において誤

差が大きいことがわかる．これは，簡易計算式では

考慮していない大地反射波が存在し，その影響によ

り誤差が生じていると考えられる．これは，直接波

と大地反射波による大地反射二波モデルと同じ現

象である．また送受信点の道路幅方向への変位有無

による，三次元のレイトレーシング結果を比較する

と，Fig. 4 の 10-20m 付近においては，計算誤差が大

きいことがわかる．これは，レイトレーシングでは

送受信点の位置が変化することで，反射波の有無や

経路が変化するため，伝搬損失が変化し，計算結果

に誤差が生じたものと考えられる．

以上の結果より，簡易計算式で三次元空間を考慮

する場合と送受信点の位置を道路中央より変更を

考慮する場合は，簡易計算式を修正する必要がある

と考えられる．

3.修正簡易計算式

本章では，まず大地反射波を考慮し，簡易計算式を

三次元空間に拡張する．次に送受信点を交差点中央の

固定，および反射波はP1を必ず通るという制約条件を

除外することで，計算精度のさらなる向上を図る． 

3.1. 修正簡易計算式 1 

大地反射波を考慮し，簡易計算式を三次元空間に

拡張するため，大地反射二波モデルの考え方を適用

する．つまり，簡易計算式の式(1)の 3 パス，(2)の

15 パスそれぞれに対して大地反射波を追加するこ

とによって，大地反射波を考慮した修正簡易計算式

を構築する．送受信アンテナ高に比べて水平距離が

十分に大きい環境では，大地反射波の伝搬距離は二

次元で探索したパス(以後:二次元パス)とおおよそ

等しく，交差点遠方になるにつれて，二次元パスと
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大地反射波の位相関係は逆相に近い位相となり，こ

れらを合成することによって，大地反射二波モデル

となる 13-14)．一方，周囲の壁面による反射波間の伝

搬距離差は波長に比べ十分に大きいと考えられ，そ

れに伴う位相差は0～2の範囲でランダムに分布す

ると考えられる．位相が無相関に変化する際には，

空間的な平均電力は，各到来波の電力和で近似でき

る．大地反射二波モデルは，送受信点間を上空から

俯瞰した二次元距離を d[m]とし，d が送受信アンテ

ナ高に対して十分大きい場合，送受信点間の直接波

と大地反射波の伝搬距離の差は 2hthr/d と近似でき

る 15)．それ故，大地反射二波モデルによる受信レベ

ルの減衰は，

d

hh

d

hhk

d

hh
jk rtrtrt

λ

π2
sin2sin2

2
exp1 0

0 







 (4)

と近似できる．k0=2/は波数である．そこで，二次

元環境でのパスそれぞれを大地反射二波モデルで

表し，それらを電力合成することで，簡易計算式を

三次元空間に拡張する．このような考え方に基づい

て拡張した修正簡易計算式 1 を以下に示す． 

○反射波の伝搬損失 LR,M1[dB]:
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(5)

○回折波の伝搬損失 LD,M1[dB]:

   












































































 






4

0

4

0 ,2,1,2,1

2

,2,1

M1,

)(

π2
sin)()(2

log10

319

π60
log20

π4
log20

t

t

r rtrt

r

r

t

t

n

n

n nnnn

nrnt

rt
n

n
n

n

D

ssss

ss

hh
RR

L




 (6) 

○送受信点間の伝搬損失 LM1[dB]:

 10/10/
M1

M1,1M, 1010log10 DR LLL   (7) 

式(5)や式(6)は，それらの水平伝搬距離から得ら

れる直接波と大地反射波の距離差および大地反射

係数(大地と水平に入射と近似し，-1)を考慮して得

られる電界次元の増減係数である sin の項を掛け合

わせた表現となっている．

3.2. 修正簡易計算式 2 

Fig. 3 に示すように，簡易計算式では反射波は P1

を通るという近似条件を課していた．この条件を除

外し，Fig. 5 に示すように P1 と P2 の間を通過する

という条件に変更する．反射波が P1 と P2 の間を通

過する直前に反射する壁面は，必ず送信側道路の

P4 側の壁面である．そのため，仮想送信点と P1，

P2，P4 を結ぶ直線の発射角をそれぞれP1，P2，P4

とした場合，P1 と P2 の間を通過する条件は，仮想

送信点からの発射角，つまり送信側の道路壁面に対

する入射角，t がP1≤t≤min(P2，P4)の条件を満た

すことである．これに加えて，道路中心からの変位

量 a，b(-Wt/2<a<Wt/2，-Wr/2<b<Wr/2)を送受信点位置

のパラメータとして修正簡易計算式 1 に追加する

ことで，修正簡易計算式 2 とする． 

なお，簡易計算式や修正簡易計算式 1 では，t，

rは道路パラメータより一意に計算できるが，修正

簡易計算式 2 では，反射回数を変化させて P1 と P2

の間を通過する条件に合う角度を求める計算が必

要となる．修正簡易計算式 2 を以下に示す． 

○反射波の伝搬損失 LR,M2[dB]:
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修正簡易計算式 2 の最大反射回数 N は，特に見

通し外環境のように，反射回数が増加する傾向にあ

る場合，反射波のパスの伝搬経路に影響を与え，伝

搬損失が変化する．そのため，N は，レイトレーシ

ングの最大反射回数と一致させることで，パスの伝

搬経路を同等のものとでき，推定精度を向上させる

ことができる．

・反射波の伝搬距離 D[m]: 
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・送受信側の壁面への入射角t，r[rad]: 
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・交差点通過条件

P1≤t≤min(P2,P4)

○回折波の伝搬損失 LD,M2[dB]:
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(9)

・送受信点から回折点までの距離 s1,nt，s2,nr[m]: 
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・送受信点と回折点の入射角nt，nr[rad]: 
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○送受信点間の伝搬損失 LM2:

 10/10/
M2

M2,2M, 1010log10 DR LLL     (10) 

Fig. 5 Conceptual diagram of calculation method of 

modified model 2. 

4.修正簡易計算式の精度評価

4.1. 伝搬損失計算式とレイトレーシングの伝搬損

失距離特性の比較 

比較する環境のパラメータを Table 2 に示す．レ

イトレーシングの最大反射回数は 6 回，最大回折回

数は 1 回とする．修正簡易計算式 2 の反射波のみで

構成されるパスの最大反射回数 N は 6 回とする．

伝搬損失距離特性比較のため，修正簡易計算式 1 

(Modified 1)および修正簡易計算式 2(Modified 2)と

三次元レイトレーシングによる結果の比較を Fig. 6

に示す．またストリートキャニオン環境の伝搬損失

計算式の中でも，本稿の手法と比較的近い理論的モ

デルであり，ITU-R によって勧告化されている ITU-

R モデル(図中: ITU-R model)8)による結果を同時に

示す．このモデルは，本稿と同様に反射波，回折波

が支配的な領域をそれぞれ計算し，それらの合成に

よって計算しているものである．

Fig. 6 より，周波数や送信アンテナ高によらず修

正簡易計算式 1 および 2 はレイトレーシング結果

と良い一致を示すことがわかる．また修正簡易計算

式 2 は修正簡易計算式 1 に比べ，レイトレーシング

の結果と良い一致が見られた．これは，修正簡易計

算式 2 は，交差点の固定点を通る，送受信点を道路

中心に固定するという簡易化条件を除外し，交差点

通過条件によってパスの有無を考慮していること

から，レイトレーシングにより近い計算となるため

であると考えられる．さらに Fig. 6(b)の 25-60m 付

近において，修正簡易計算式 1 に対し，レイトレー

シングの伝搬損失が増加しているが，これは，レイ

トレーシングの最大反射回数の影響で，反射波のみ

で構成されるパスが到達できないためであると考

えられる．修正簡易計算式 2 の最大反射回数 N が，

レイトレーシングと同じ 6 回であるため，修正簡易

計算式 2 の結果が修正簡易推定式 1 の結果に対し

て，レイトレーシングの結果により一致させること

ができている．また修正簡易計算式 1 および 2 は，

ITU-R モデルよりレイトレーシング結果により近

い値を与えることがわかる．

一方，交差点より遠い回折波領域では，修正簡易

計算式 1 および 2 の計算結果がレイトレーシング

結果に近い結果となっている．これは，大地反射二

波モデルを適用して，三次元に拡張したためである

と考えられる．
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Table 2 Parameters of comparison environments 

パラメータ 値

送信アンテナ高 ht 2m 

受信アンテナ高 hr 2m 

送信側道路幅 Wt 6m 

受信側道路幅 Wr 10m 

送信点から交差点までの距離 dt 30m 

送信点位置 a 2m 

受信点位置 b 2m 

(a) 760MHz

(b) 5.9GHz 

Fig. 6 Comparison between ray-tracing and path loss 

calculation formulae. 

4.2. 伝搬損失計算式の定量的な精度評価 

ここでは，レイトレーシング結果に対する各計算

式の計算精度を定量的に評価する．比較する環境を

Table 3 に示す．計算精度の指標としては，各計算式

により計算された伝搬損失とレイトレーシングに

よって計算された伝搬損失の dB 次元での二乗平均

平方根誤差(Root Mean Square Error: RMSE)を用いる．

これを Table 3 に示したパラメータの全ての組合せ

で求め，全体の RMSE を計算する．比較対象である

レイトレーシングの最大反射・回折回数をそれぞれ

6 回，1 回として計算する． 

Table 3 に示した全ての組合せで求め，全体の

RMSE を計算した結果を Table 4 に示す． 

Table 4 の 760MHz において，簡易計算式よりも

修正簡易計算式 1 および 2 は RMSE が 6dB 程度低

減している．これは，修正簡易計算式 1 および 2 が

大地反射波を考慮し，大地反射二波モデルを適用し

たことで，二次元環境では現れなかった直接波と大

地反射波の打消しが発生し，簡易推定式よりも，三

次元レイトレーシングの結果により近い計算結果

となったと考えられる．5.9GHz において，修正簡

易計算式 1 と簡易計算式が 1dB 以内の精度誤差で

あり，おおよそ同じ精度である．これは簡易計算式

及び修正簡易計算式 1 は修正簡易計算式 2 とは異

なり，反射波のみで構成されたパスが，必ず受信点

に到達するため，エネルギーが大きくなっていると

考えられる．それに対し，修正簡易計算式 2 は完全

なレイトレーシングに近い計算手法であり，1.93dB

の改善が見られた．

次に二つの修正簡易計算式の選択方法について

述べる．出合い頭衝突事故防止の安全用途で車車間

通信が利用される場合，求められる通信距離は， お

およそ 95m16)であり，比較的交差点から遠い領域で

あるが，二つの修正簡易計算式は共に有効である．

修正簡易計算式 2 は送受信点の変位量及び，送受信

点間のパスの到達有無，反射波のみで構成された最

大反射回数まで考慮することが可能であり，よりレ

イトレーシングに近い計算手法であるため，走行車

線等，厳密に伝搬損失を計算したい場合に選択する．

また修正簡易計算式 1 は，従来の簡易計算式に大地

反射波を考慮したモデルであり，修正簡易計算式 2

よりも簡易な計算式でありながら，修正簡易計算式
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2 との相対誤差が 2dB 程度であるため，伝搬損失を

簡易に計算したい場合に選択されたい．

Table 3 Parameters of comparison environments. 

パラメータ 値

送信アンテナ高 ht 1, 2, 5m 

受信アンテナ高 hr 1, 2m 

送信側道路幅 Wt 6, 10, 20, 50m 

受信側道路幅 Wr 6, 10, 20, 50m 

送信点から交差点までの距離 dt 10-100m(10m

間隔) 

送，受信点位置 (a，b) (0m，0m) 

(1m，1m) 

(2m，2m) 

Table 4 RMSE of ray-tracing and proposed method. 

伝搬損失計算式 760MHz 5.9GHz 

簡易計算式 15.98dB 9.29dB 

修正簡易計算式 1 9.72dB 9.57dB 

修正簡易計算式 2 9.61dB 7.36dB 

ITU-R モデル 18.40dB 16.86dB 

5.まとめ

本稿では，筆者らが提案してきた交差点越え車車

間通信環境における伝搬損失簡易計算式に，大地反

射波を考慮した大地反射二波モデルを適用し三次

元に拡張した修正簡易計算式 1 を提案した．さらに

簡易計算式において簡易化のために設けた条件で

ある，送受信点の道路中央への固定と，反射波は交

差点の固定点を通過するという条件を除外し，より

レイトレーシング計算に近い修正簡易計算式 2 を

構築した．次に，レイトレーシングに対する伝搬損

失計算式の計算精度を比較した．修正簡易計算式 1

は，送受信点の位置を固定するなどの簡易化条件に

より，より簡易化された方法である．それに対し，

修正簡易計算式 2 は完全なレイトレーシングに近

い計算方法であるため，より計算精度が高くなるこ

とがわかった．また修正簡易計算式 1，2 共に Σ や

不等式が入っており，単純な式計算ではないが，レ

イトレーシングと比較すると，格段に計算量は少な

くなっているため，ITS シミュレーションにも十分

に対応できる．さらにレイトレーシングは，計算機

のプログラミングが避けられないが，これらの手法

では表計算ソフトレベルで計算可能である．
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Considering Query Processing and Optimization

in RDBMS with Key-Value Store Function
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Currently, DBMSs being able to handle big data have two types of storages such as RDB and key-value storage.

Conventional query optimizing approaches in the DBMSs usually classify issued queries according to their operation type

(e.g. insert, delete, update, and so on), and select data storage to be used. In short, we have the potential to find other

approach to improve query processing time if we focus on the type of each issued query to the DBMSs. In this paper, we

propose a method for optimizing query processing in a RDBMS with key-value store function considering the type of each

query to the DBMS.

Key words ： Key-Value Store, RDBMS, Query Processing and Optimization

キーワード ： Key-Value Store, RDBMS, 問合せ処理最適化

Key-Value ストア対応 RDBMS における問合せ処理最適化の一手法

波多野 賢治，塩井 隆円

1 はじめに

近年，様々なデバイスから多種多様なデータを収集し，

それらをリアルタイム分析することで，企業の経営戦略

やコンシューマ向けに的確な情報提供を行うサービスに

役立てるビッグデータ分析が行われるようになった [1]．

しかしながらビッグデータを利活用したいと考えている

70% の企業に対して，ビッグデータの利活用ができる

企業は高等技術と大量資源を有する 1% のみと限られ

ているのが現状である．

ビッグデータ分析を効率よく行うためには，日々蓄積す

るデータを格納する機能と蓄積されたデータを分析する

ための機能が必要となるため，データを効率的に扱うた

めにデータベース管理システム (Database Management

* Mobility Research Center, Doshisha University, Kyoto, Japan
Telephone : +81-774-65-7663, E-mail : khatano@mail.doshisha.ac.jp

** Graduate School of Culture and Information Science, Doshisha University, Kyoto, Japan
Telephone : +81-774-65-7656, E-mail : shioi@ilab.doshisha.ac.jp

System: DBMS) を用いることが一般的である．これま

で DBMS は，伝統的にリレーショナルデータベース

システム (Relational Database Management System:

RDBMS) が用いられてきたが，ビッグデータ分析に必

要となる DBMS の機能には，処理分散のコストや負荷

分散のし易さ，そしてシステムのサービスが提供でき

なくなる事態の発生頻度が少ないことを示す高可用性

(High Availability: HA) が挙げられるため，最近では

キーバリューストア型データベースシステム (Key-Value

Store Database Management System: KVSDBMS) が

用いられるようになってきた [2]．

KVSDBMS は RDBMS とは異なり，データの格納

方式が行指向型ではなく列指向型を採用している．こ

の列指向型データ格納方式は，プログラミング言語に

おける連想配列や Map と同様，単に Key と Value の
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ペアからなる非常に簡単なデータモデルに基づいてい

るため，前述したビッグデータ解析に必要な機能をサ

ポートできるようになっている．その反面，単純なデー

タモデルでしかないため，RDBMS で実現できている

複雑なデータ検索や集計，またデータの一貫性保証と

いった機能に関しては，その実現が困難である．つまり，

DBMS の機能の差を決定づけるのはデータ格納方式に

依存していると言えるが，どちらかを用いているだけで

は RDBMS/KVSDBMS それぞれの問題に対応するこ

とができない．このことから，二種類の DBMS の得意

とする処理を相互補完するためにこれらを組み合わせて

運用する試みが始まっている [3–5]．

本稿では，こうした試みで未だ行われていない個々の

問合せに対してどちらの DBMS を使用して問合せ処理

を実行すべきかという点に着目し，列指向型データ格納

可能な RDBMS (KVS-RDBMS)における問合せ最適化

の一手法について検討する．

2 関連研究

1 節でも述べたように，昨今着目されているビッグ

データを DBMS で扱うためには，RDBMS が得意と

するオンライントランザクション処理 (Online Trans-

action Processing: OLTP) と KVSDBMS が得意とす

るオンライン分析処理 (Online Analytical Processing:

OLAP)の両方を一つのシステムで運用する必要がある．

このような二つの処理の一体化はオンライントランザ

クション分析処理 (Online Transactional and Analyt-

ics Processing: OLTAP) と呼ばれており，実際に多く

のデータベースベンダでもその採用が進んでいる [6–8]．

本節では，この流れの先駆けとなった DBMS の研究を

いくつか紹介する．

Fractured Mirrors は，多数列を利用する問合せの場

合は RDBMS で，少数列を利用する問合せの場合は

KVSDBMS で処理を実行することで，効率的に問合せ

処理が実行できるようになったものである [3]．当然，

RDBMS/KVSDBMS を共に利用する問合せでは，一方

の DBMS を利用する問合せに比べて高速にクエリ処理

を実行できるというメリットがある．また，データを

RDBMS/KVSDBMSそれぞれのストレージに重複格納

することによって，どちらか片方のみにデータアクセス

が集中してしまった場合でも，アクセスを分散させるこ

とでそれぞれの問合せ処理の偏りにも対応できる．

C-store は，Fractured Mirrors と同様，RDBMS と

KVSDBMS それぞれが扱うデータストレージが存在す

るが，OLTP/OLAP それぞれの処理においてもさらに

二種類のストレージを用意することで，データの更新処

理をしながら参照処理も効率的に行う仕組みを確立して

いる [4]．この仕組みは Tuple Moverと呼ばれているが，

具体的には書込用ストレージに書き込まれた更新内容

を，随時，読込指向ストレージへと更新していくという

ものである．つまり，データの挿入，削除，更新といっ

た実際にディスクにアクセスされなければならない処理

は負荷の高い書込用ストレージを，データの参照処理は

読込用ストレージを使用するよう問合せ処理をそれぞれ

の DBMS に振り分けて運用するのである．

MicroSharding は NEC のスケールアウト型 DBMS

である Infoframe Relational Store (IRS)* の中核となる

技術であり，分散配置させてある KVSDBMS のデータ

ストレージにトランザクション機能を持たせることで，

あたかも一つの RDBMS のデータストレージにデータ

が格納されているかのように振る舞わせるという機能を

持っている [5]．したがって，Fractured Mirrors や C-

store のように二種類のストレージを持っているのでは

ない点がメリットとなっているが，RDBMS の適用領域

すべてを網羅できない点が残っていることがデメリット

となっている．

3 提案手法

2節で説明した関連研究では，主に RDBMSと KVS-

DBMS が扱うデータストレージをどのように設計する

のか，また，OLTP/OLAP それぞれの処理においてど

ちらの DBMS を利用するのかといった点に着目され，

それぞれの研究が行われていた．そのため，更なる問合

せ処理最適化を図るためには，問合せ個々に対してそれ

らの細部に着目した研究が行われるべきである．本稿で

は，それぞれのデータストレージの違いに着目し，既存

の RDBMS の上で実装が進んでいる KVSDBMS 用の

ストレージと従来のストレージをハイブリッドに運用す

る，KVS-RDBMS を用いた問合せ処理最適化について

検討することにした **．

∗ NEC Infoframe Relational Store: http://jpn.nec.com/
infoframe/relationalstore/

∗∗ 本提案の詳細は，文献 [9] を参照のこと．
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KVSDBMS を用いることのメリットは，

• 分散化が容易かつ低コスト

• 高可用性

と 1 節でも述べたが，KVSDBMS 用のストレージは

データの圧縮が可能であるため，データを高速に検索す

るための索引機能が利用できないという制限が存在する．

そのため，検索されるデータ数によっては KVSDBMS

用のストレージが RDBMS 用のストレージよりも性能

が下がる可能性がある．このことを考慮し文献 [10] で

は，KVSDBMS 用ストレージを利用する条件を，

1. RDBMS 用ストレージを利用する際の結果件数が

KVSDBMS用ストレージのそれと比較して 60%以

下になった場合

2. RDBMS 用ストレージを利用する際に結合処理が

3 回以上発生する場合

の二条件とし，それ以外の場合は RDBMS 用ストレー

ジを使用するハイブリッド運用するようにしたが，相関

副問合せを含むような問合せの場合に処理速度が遅く

なってしまうことが分かった．これは，相関副問合せが

実行されると NestedLoop 結合が行われ，KVSDBMS

用のストレージ性能が下がることに起因すると推察され

る．このことから，上記条件を見直し，問合せ処理は基

本的には KVSDBMS 用データストレージで行うが，相

関副問合せ処理を実行する場合にのみ RDBMS 用デー

タストレージを用いるという，別形式のハイブリッド運

用を行うこととした．

4 評価実験

提案手法の有用性を評価するために，DBMS の性能

を評価するための組織であるトランザクション処理性能

評議会 (Transaction Processing Performance Council:

TPC) が提供する TPC-H ベンチマーク [11] のデータ

と問合せを用いた評価実験を行い，全 22 種類の各問合

せに対して問合せ実行速度を計測した．TPC-H ベンチ

マークは意思決定支援システム用のベンチマークテスト

であり，ビッグデータの分析処理の性能を評価するため

に近年頻繁に用いられるものである．

本評価実験では，RDBMS/KVSDBMS 用ストレージ

内に TPC-H ベンチマークで使用するデータをそれぞれ

格納し，RDBMS/KVSDBMS それぞれ単体で問合せ処

理した時間と，3節で提案した相関副問合せ処理を実行す

る場合のみRDBMS を，それ以外の場合は KVSDBMS

を用いる手法の問合せ処理時間の結果を計測した．Table

1 と Fig. 1 は，全 22 種類の問合せ処理を 10 セット実

行した平均実行時間である．

Table 1. Average Query Processing Times (sec.).

ストレージ KVSDBMS RDBMS KVS-RDBMS

平均実行時間 106.02 9.17 6.88

1 10 100 1000

KVSDBMS

RDBMS

KVS-RDBMS

Fig. 1. Average Query Processing Times (sec.).

これらの結果から各 DBMS を単体で問合せ実行した

場合に比べて，本提案手法である RDBMS/KVSDBMS

をハイブリッド運用した KVS-RDBMSが最も高速に問

合せ処理を実行可能であり，それぞれ 94%，25% 高速

化が図れることが判明した．

5 おわりに

本稿では，KVS-RDBMS 上における問合せ処理最適

化法の提案とその評価を行い，提案手法の有効性が判明

した．

しかしながら，個々の問合せ，特に結合問合せに着目

した場合，ハッシュ結合やマージ結合，ネステッド・ルー

プ結合といった結合の種類によって，まだまだ処理の高

速化が図れる部分が残されているように見受けられる．

今後はさらに問合せの細部にまで着目し，更なる最適化

を図っていく予定である．

また，今回の評価実験はデータベースサーバ一台で
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行ったものだが，ビッグデータ分析を行う計算機環境は，

基本，計算機の分散化が必須となる．したがって，そう

した分散環境化での KVS-RDBMS運用方法を検討する

点が，今後検討すべき課題である．

本研究の一部は，文部科学省私立大学戦略的研究基

盤形成支援事業 S1411030，および，科学研究費補助金

26280115 の支援を受けたものである．
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Developing an Evaluation Environment for Dynamic Maps and Cooperated 
Driving Assist Systems 

Kentaro Takaki*, Yosuke Watanabe*, Kenya Sato*,**, Shigeharu Teshima* and Hiroaki Takada*** 

Intelligent Transport Systems (ITS) and autonomous driving systems have been studied. To make these systems more advanced 

level, information platforms which gather, integrate and provide dynamic information on roads, are needed. We have been 

developing road traffic dynamic map which is a prototype system for managing dynamic information. When evaluating the 

dynamic map, obtaining sensor information using real cars is needed. However, this method is expensive. So we need an 

evaluation environment with simulators. In this paper, first, we present requirements for the evaluation environment. Next, we 

explain the evaluation environment we developed. This environment has several features: using driver models, handling car tracks, 

controlling objects in the traffic simulator with a driving simulator, putting feedback from the dynamic map. Using this 

environment, we can know how the dynamic map is useful and tune applications using the dynamic map. 

Keywords  Dynamic map, Evaluation environment, Cooperated driving assist system 

キーワード： ダイナミックマップ，評価環境，協調型運転支援 

交通社会ダイナミックマップと強調運転支援の評価環境構築

高木 建太朗*，渡辺 陽介*，佐藤 健哉*,**，手嶋 茂晴*，高田 広章***

1. はじめに

国内外のカーメーカーを問わず，大衆的車両にクルーズ

コントロール，衝突被害軽減ブレーキ，車線逸脱警報とい

った安全運転支援システムが搭載されるようになった．こ

れらの運転支援システムは，車両に搭載されたセンサから

絶えず得られる情報を利用して実現されている．センサは，

例えば，自車両位置を検出する GPS，周囲を認知するカ

メラ,ミリ波レーダ，ライダーなどが挙げられる．周囲を認

知するセンサは，種々あるが，数 m から百数十 m の検知

範囲を持つ．車両一台が認知できる周囲の状況は限定的で

はあるが，カーメーカーは競って安全運転支援の高度化を

図っている．

我々の研究グループでも高度な安全運転支援システム

を開発して，円滑な交通を実現することを目標にしている．

例えば，高速道路の合流路において，合流する車両がスム

ーズに本線に進入できるように，本線を走行する車両に対

して速度変更や車線変更の依頼を出すなどの調停を行う，

といった運転支援を考えている（図 1）．さらに，都市全

体の交通流をドライバの特性や交通状況に基づいて最適

化する，といった交通マネジメント視点でのアプリケーシ

ョンも想定している．このような運転支援，交通マネジメ

ントのアプリケーションを実現するためには，複数の車両
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から得られるセンサデータを統合し，共有，検索するため

の仕組みが必要である．データ共有の仕組みとしてローカ

ルダイナミックマップ(LDM)と呼ばれる技術が ISO など

の国際仕様で検討されている[1][2]．LDM は静的で局所的

な地図データに，車両の位置情報などのセンサデータをマ

ッピングしたものである．しかしながら，LDM では，局

所的な情報しか管理できず，都市の交通マネジメントとい

ったアプリケーションを実現することができない．このよ

うな技術課題を解決するために我々は，より広範囲のデー

タを取り扱うための交通社会ダイナミックマップを研

究・開発している[3]．  

ダイナミックマップの設計、実装方法には種々あるが、

評価は実車走行などにより、センサデータを発生させ、入

力情報とする必要がある。この評価方法は極めてコストが

高い．また、ダイナミックマップを利用した車両間の調停

を目的とした協調型運転支援は、支援の発生タイミングや

文言等を繰り返し調整する必要があり、実車走行のみで評

価を行うとコストが高く，安全面も欠ける。そのためシミ

ュレータによる案内が体験可能な環境が必要となる．

ITS のアプリケーション評価用に評価環境[5][11][12]が

種々開発されているが，ドライビングシミュレータの機能

を備え且つ他車両を検知するセンサを表現できるものは

なく，ダイナミックマップの評価に適した状況をシミュレ

ーション可能な環境は存在しない．

本論文では、まず、ダイナミックマップの評価に必要な

環境の要件を整理、提示し、その後、2 つのシミュレータ

を組み合わせることで、新規に開発した評価環境に関して

説明する。この評価環境は、ドライバモデルによる交通流

の生成、車線レベルでの道路ネットワークの表現、ドライ

ビングシミュレータによる車両の制御、各車両に対するダ

イナミックマップからの案内情報の反映、を同時に実現す

ることを特徴とする。

本稿の構成は以下のとおりである．2 節では，ダイナミ

ックマップの評価環境に求められる要求についての分析

する．3 節では，関連研究として高度運転支援システム

（ADAS）評価用の環境を紹介する．4 節では，我々の研

究グループが開発したダイナミックマップの評価環境に

関して述べる．5 節では，実際に評価環境上でサンプルア

プリケーションを動作させた使用例を提示する．最後に

6 節では，まとめと今後の課題の整理を行う． 

2. 評価環境への要求分析

この節では，まず我々の研究グループが研究・開発して

いる交通ダイナミックマップについて述べる．次にダイナ

ミックマップの評価に関して言及し，要件を提示する．

図 1．交通社会ダイナミックマップ利用例 
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2.1  交通社会ダイナミックマップ 

交通社会ダイナミックマップ[3]は，協調型運転支援シス

テムや都市全体の交通流最適化，自動運転システムなどの

実現に利用が期待される基盤システムであり，LDM より

も広域に，静的な地図データ上に紐付けて動的情報を管理

する基盤システムである．

我々はダイナミックマップを以下機能を持つ論理的な

データの集合として定義している．

１． 道路地図など，論理的な位置関連情報を管理する

機能

２． 車両や歩行者などの位置情報に代表される動的情

報を管理する機能

３． アプリケーションやノード間で，データの同期や

整合性を取る機能

４． アプリケーションから独立しており，論理的なデ

ータストアとして問い合わせを受け付ける機能

交通社会ダイナミックマップの利用者は，ダイナミック

マップにクエリ（条件）を登録すると，道路上の状態が条

件にマッチした場合に検索結果を得ることができる．例え

ば，交差点に進入する車が，「交差点進入時に衝突する可

能性のある車の検出」という条件を登録すれば，交通状況

が変化する中で衝突の可能性がある車両がダイナミック

マップの予測に基づいて検出されると，条件を登録した車

に衝突対象の車両の情報を提供することができる．詳細は

文献[3]を参照されたい． 

2.2  ダイナミックマップの評価 

ダイナミックマップの評価では，一般的に利用される指

標やベンチマークがまだ存在していない．評価指標の一つ

として，まず考えられるのは，センサデータ等の動的情報

を用いたアプリケーションを開発するためのプラットフ

ォームとして，アプリケーションの開発がどの程度楽にな

るか（開発効率）である．また先述のように，センサの普

及率をパラメータとして，ダイナミックマップを利用した

アプリケーションを評価することで，ダイナミックマップ

の有用性を評価する方法もある．我々の研究グループは，

交通を円滑にすることを目標としているため，後者の評価

方法を重視し，ダイナミックマップに登録された条件の数

に対して案内可能な割合，アプリケーションを導入した際

の事故数，旅行時間，渋滞長などの数値を指標とした評価

を目指すこととした．

現状ではセンサの普及率などが原因で，すべての車両が

動的情報をダイナミックマップに送信することはできな

い．動的情報の欠落が起こると，ダイナミックマップが十

分に機能しない可能性がある．一方で，車載・インフラセ

ンサにはカメラなどの他者の情報を取得可能なセンサが

ある．このようなセンサが普及すれば，動的情報の欠落を

補える可能性がある．ダイナミックマップの有用性はセン

サの普及率，性能に依存しているため，これらを変化させ

た時の評価を行うことが求められる．

2.3  要求分析 

ダイナミックマップから情報を取得する協調型運転支

援を利用して評価を行うには，シミュレーション環境に以

下の項目が求められる．

 一台一台の車両を表現する交通シミュレータを用い

ること

交通流を再現するシミュレータは一台一台の車両を表現

するミクロモデルと交通流を密度で再現するメソモデル

がある[4]．メソモデルの場合，交通流を密度で取り扱うた

め，車両一台一台の挙動は再現することができない．その

ため，個々の車両からのセンサデータをダイナミックマッ

プに入力するという状態を表現できない．

 車線単位のネットワークが表現可能なこと

協調型の安全運転支援は，道路状況を車線単位で管理した

情報を必要とする．例えば高速の合流路における運転支援

では，合流路に隣接する本線の車線を走行する車両に対し

て調停の案内を行う．そのため，シミュレーション環境内

の車両は，複数車線がある道路を再現する場合，各車線を

認識して走行できなければならない．

 センサを表現可能なこと

センサには測定内容，精度ともに種々あるが，協調型運

転支援のアプリケーションを実現するためのダイナミッ

クマップへの最低限の入力として，GNSS 等を再現するた

めに自車両位置を生成可能で，かつ周囲を認識するセンサ
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を表現するために有効範囲角や有効距離を設定可能で，他

車両までの距離や相対速度などを生成可能なことが求め

られる．センサの検出範囲は，物体による遮蔽などが考慮

されているものが望ましい．これは，現在のナビゲーショ

ンアプリなどは物体の位置情報を利用した案内がメイン

であるが，将来的には道路上で物体が何もないことを示す

情報（エンプティオブジェクト[3]）を利用した案内が必要

になると考えたことが理由である．例えば，何もない領域

が判明していれば，自動運転車両に対して，遮蔽物のある

交差点等で速度を落とさず進行する案内が可能となる．

 ドライビングシミュレータの機能

協調運転支援などのアプリケーションを開発する際に，メ

ッセージの発生タイミング調整や，文言などの修正を繰り

返し行うためには，運転手が評価環境内での走行を体験で

きる必要がある．そのため，ドライビングシミュレータの

機能が必要となる．

 ドライバモデルによる車両の制御

協調型運転支援のアプリケーションを導入し，ダイナミッ

クマップの評価を行う際に，シミュレータで発生させた車

両の制御は，認知・判断・操作を表現可能なドライバモデ

ルを用いて行うことが望ましい．例えば，シミュレータ内

の仮想ドライバに車線の変更を求める協調型運転支援を

行う場合に，ドライバモデルを利用すると，案内の指示が

出た後に移動先のレーンを確認するなど車両の動きに説

得力が増す．

 シミュレーション環境にアプリケーションからのフ

ィードバックが可能なこと

運転支援アプリケーションからシミュレーション環境

内の仮想ドライバへの案内情報の通知などが可能なよう

に，シミュレータ内部に干渉するための公開 API が提供

されている，もしくはソースコードを利用可能であること

が求められる．

3. 関連研究

ADAS の評価環境が，さまざまなアプリケーション評価

用に考案されている．例えば，欧州では EU における技術

開発のための計画 FP7 の中で iTETRIS(An integrated 

wireless and traffic platform for real-time road traffic 

management solutions)[5]と呼ばれるプロジェクトが

ADAS の評価環境を構築した．また，Schünemann らも

独自の評価環境を開発している[12]． これらの評価環境は，

交通流に加えて，車車間通信や路車間通信といった通信路

を再現するために，電波伝搬シミュレータを構成要素とし

ていることを特徴としている．両方とも SUMO[14]と呼ば

れる交通流シミュレータを利用し，電波伝搬のシミュレー

タとして ns-3[7]を利用している．国内においては関らが

評価の統合環境を開発している [11]．この環境に利用され

ている交通流シミュレータは MATES[13]で，電波伝搬の

シミュレータは FUPM[8]を利用している． 

ここまで紹介した評価環境に利用されている交通流シ

ミュレータはマクロモデルで，車線単位のネットワークが

設定可能である．しかしながら，車両に他車両を認識する

ためのセンサを設定することができず，「センサを表現可

能なこと」するという要件を満たすことができない． 加

えて，評価環境はドライビングシミュレータの機能を持っ

ておらず，内部の仮想ドライバに変わって操縦を行うこと

ができない．そこで，我々の研究グループは独自に評価環

境を開発した．

4. ダイナミックマップの評価環境に関して

我々の研究グループが構築した評価環境の全体像を図

2 に示す．評価環境は生成した動的情報をダイナミックマ

ップに送信が可能で，ナビゲーションアプリからの案内を

図 2．評価環境全体像 
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評価環境内部の仮想ドライバに通知して制御することが

可能である．また，評価環境内の車両の 1 台に乗り操縦す

ることが可能である．ダイナミックマップは交通流シミュ

レータから送付される動的情報の管理を行う．ナビゲーシ

ョンアプリはダイナミックマップに対して条件を登録し，

交通流シミュレータ内の交通状況が条件を満たした場合

に検索結果を受け取り，ナビゲーションを行う．この機能

を利用すればナビゲーションアプリの案内を実際に体感

することが可能である．

評価環境に利用するシミュレータの選定に際して，3 節

からわかるように，シミュレータ内に他車両を認識するた

めのセンサを設定可能なシミュレータを用意する必要が

あった．また，交通流シミュレータは単独ではドライビン

グシミュレータの機能をもたないため，交通流シミュレー

タとの通信が開発可能なドライビングシミュレータが必

要であった．

我々の研究グループでは，交通流シミュレータとして，

文献[9]にある機能を用いることにした．また，ドライビン

グシミュレータとして，3DVRの表現力が豊富であること

と，提供されているSDKの公開 APIを利用したプラグイ

ンを作成することでカスタマイズすることが可能で他シ

ミュレータとの連携が実現可能であるUC-win/Roadを選

定した．

4.1.  交通流シミュレータ 

評価環境内の交通流シミュレータは車両の制御に認

知・判断・操作が可能なドライバモデルを採用したマクロ

モデルの交通シミュレータで，車線単位で道路ネットワー

クが表現可能である．また，車両に他車両を検知するため

の測定距離，測定角度をパラメータとして持つレーダセン

サを設定することができる．  

このセンサは，移動体が検知範囲に進入すると，移動体の

絶対位置や検知車両からの相対位置，相対速度，進行方向

などを検知することが可能である．

また，我々の研究グループでは独自に，センサの検知領

域が移動体でさえぎられていない部分を抽出可能な処理

を作成し，物体が存在しない領域もセンサで検知可能とし

た．交通流シミュレータとダイナミックマップ・

UC-win/Road・UC-win/Road・ナビゲーションアプリ と

の通信I/Fのプログラムも作成した． 

4.2.  UC-win/Road(ドライビングシミュレータ) 

UC-win/Road[10]は，Forum8 社が開発したドライビン

グシミュレータである．

評価環境内では，UC-win/Road は，交通流シミュレー

タが生成した交通流を表示する．また交通流シミュレータ

内の指定された車両を現実の人間がハンドル等を用いて

操縦可能にする．

5. 提案評価環境の使用例

この節では，我々の研究グループが開発した，ダイナミ

ックマップを利用した協調型運転支援のサンプルアプリ

ケーションを評価環境で動作させた例を紹介する．本評価

環境は，アプリケーションが交通に与える変化（渋滞長や

字個数などの指標）とドライバから見たアプリケーション

図 3．T 字路における合流調停 図 4．調停後の道路状況 
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の受け入れやすさ，の 2 つが確認可能であるが，ここでは

後者を取り上げる．

紹介するアプリケーションは，交差点進入時に視野に死

角が存在し，他方向からの車両を認知しにくい場面を想定

している．合流調停アプリケーションはお互いの存在を知

らせるとともに，衝突を回避するための案内を行う．これ

にる衝突を事前交差点における衝突を事前に回避により，

交差点における衝突を事前に回避することが可能である． 
調停シーンのイメージは図 3 に示す通りである．車両 A

は細い道から太い道路に合流を行う．車両 B は何も調停が

行われないまま走行していると，車両 A がスムーズに合流

できないタイミングで交差点に到達する．合流調停アプリ

ケーションはダイナミックマップに数秒先の交通状況の

予測を依頼し，衝突の可能性がある車両（車両 B）を検知

し，車両 B に車線変更を依頼する．調停後の道路状況を図 

4 に示す． 

合流調停アプリケーションは車両A,車両Bそれぞれ別の

メッセージを提示する．車両 A には「衝突する可能性のあ

る車両がいます．車線を譲ってもらうよう交渉します」，

車両 B には「衝突する可能性のある車両がいます．車線を

譲ってあげてください」と案内を行う．我々が開発した評

価環境を利用すれば，このようなダイナミックマップを利

用した協調型運転支援のアプリケーションをシミュレー

タ上で体感し，各パラメータを調整しながら開発すること

が可能である．例えば．我々の研究グループが作成したサ

ンプルアプリケーションでは，車両 A 側に対する案内内容

として合流車線上の競合相手に調停を依頼した旨の案内

を行っている．実際に車両 A を操縦して交差点に近づくと，

調停が終了したかどうかがわからず，合流先に不安が残る．

このような状態に対処するためには，例えば，１．競合相

手が存在することを通知する ２．競合相手に調停を依頼

したことを通知する ３．競合相手が道を明けたことを通

知する という 3 段階に分けた案内が考えられる．3 段階

に分けて通知するには，案内に必要な時間も多くなり，案

内の開始タイミングなどの調整も必要になる．このような，

アプリケーションの課題抽出，発生タイミングの調整をシ

ミュレータで行うことができる．

実際にドライビングシミュレータで車両を運転しながら

合流調停支援を受けている様子を図 5 に示す． 

図 5．評価環境の使用例 
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6. まとめと今後の課題

本稿では，ダイナミックマップを評価環境に対する要求

を整理し，我々の研究グループが構築した評価環境を紹介

した．本評価環境は，協調型運転支援による道路交通の改

善具合や，アプリケーションがダイナミックマップに登録

した条件数に対して案内ができる割合，を指標としてダイ

ナミックマップの評価を行うことを目的とする．また，本

評価環境を利用すると，協調型運転支援の評価をドライビ

ングシミュレータ上で体感しながら開発ができ，実車走行

を利用した開発に比べて，安全性を確保しつつコストを低

減することができる．

今後の課題としては，本評価環境を利用してダイナミッ

クマップの有用性を評価すること，シミュレータ間での地

図共有のコストをさげるための地図データの変換ツール

の開発が挙げられる．
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Combination of Experimentation and Simulation in VANET

Manabu TSUKADA* and YeTAO2

(Received February 2, 2015)

Vehicular Ad-hoc Network (VANET) is a type of Mobile Ad-hoc Network (MANET) which is specialized for vehicle

communication. GeoNetworking is a new standardized network layer protocol for VANET which employs geolocation

based routing. However, conducting large scale experiments in GeoNetworking softwares is extremely difficult, since it

requires many extra factors such as vehicles, stuff, place, terrain, etc. In this paper, we propose a method to reproduce

realistic results in simulation with the same software implementation. The key idea of the method is to calibrate simulator

with the results of real world testbed experiments. After the simulator was calibrated, some extended experiments were

carried out. Through these experiments, the fundamental functions of the GeoNetworking implementation (BTP, Greedy

Forwarding, etc.) are verified, while an issue in algorithm was discovered and analyzed.

Key words F Experimental Evaluation, Vehicular Ad-hoc Networks, Wireless Multihop Communication, Network

Mobility, Cooperative ITS, Intelligent Transportation Systems

1 Introduction

Intelligent Transportation Systems (ITS) aim at op-

timization of the road traffic by realizing safe, efficient

and comfortable transportation. Within a number of

research fields in ITS, Cooperative ITS and vehicular

communications became essential for the cooperation

of multiple entities in the road traffic (i.e. vehicles,

roadside infrastructure, traffic control centers) in or-

der to achieve shared objectives (safety, efficiency, and

comfort).

In order to connect among vehicles and roadside

units, GeoNetworking 1) is employed as one of the net-

work protocols in the ITS Station architecture 2), as

shown in Figure 1, because the geolocation based rout-

ing features the strength in the network with dynamic

topology compared with topology based routing.

In the literature, the evaluation of GeoNetworking

can be performed in flexible and large scale simulated

network with low cost. However mere simulations can-

* The University of Tokyo, 1-1-1, Yayoi, Bunkyo-ku,
Tokyo, 113-8656 Japan
Telephone : +81-3-5841-7465
E-mail : tsukada@hongo.wide.ad.jp

** E-mail : tydus@hongo.wide.ad.jp

not provide realistic evaluation results for a specific

implementation of GeoNetworking. In contrast, the

experimental evaluation using the implementation in

a field operational testbed gives real results in the de-

ployment phase of GeoNetworking. Though in prac-

tice, it requires heavy cost to conduct the experiments

in terms of time, manpower, space and expense. In

order to take the benefits of real field test and simula-

tion, we reproduce the results of the field experimental

evaluation in the simulated network with the same im-

plementation.

The rest of the paper is organized as follows. Sec-

tion 2 highlights the related works. In Section 3, we

describe our objectives in the paper. In Section 4, the

experimental evaluation in the real testbed is shown.

Section 5 shows the work for the reproduction of the

experimentation result in the simulated networks. Sec-

tion 6 extends the reproduction to the various scenar-

ios in the simulation, and analyses an issue in the al-

gorithm. Finally, Section 7 concludes the paper by

summarizing the main results and addressing future

538



 

ETSI EN 302 636-5-1

Basic Transport 

Protocol (BTP)

ETSI EN 302 636-4-1
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Fig. 1: GeoNetworking in ITS Station Architecture

works.

2 Related works

2.1 GeoNetworking and the Implementation

Vehicular ad-hoc network (VANET) is a particu-

lar case of Mobile Ad-hoc Network (MANET), which

is not restricted by the battery consumption of the

communication nodes and are also characterized by

the high speed movement of nodes, the availability of

GPS information, and a regular distribution and pre-

dictable movements. Greedy Perimeter Stateless Rout-

ing (GPSR) 3) employs GPS information to forward

the packets in order to adapt VANET characteristic

where routes become quickly unavailable in high mobil-

ity scenarios. In GPSR, the nodes do not need to main-

tain part of the network structure in order to forward

packets towards the destination node, but make a for-

warding decision based on the destination position and

neighbor positions. Within the ITS standardization

domain, GeoNetworking is being completed by ETSI

at the moment, integrating several geo-aware strate-

gies to route packets better in vehicular networks.

GeoNetworking 1) is standardized by ETSI as a net-

work layer protocol as in Figure 1, integrating sev-

eral geo-aware strategies including Greedy Forward-

ing (GF) 3) (Also known as GPSR), which chooses an

directly reachable node which is closest to the desti-

nation based on GPS location obtained by Location

Service(LS) request action, to route packets better in

vehicular networks. Above the GeoNetworking, there

are two different layers. One is Basic Transport Pro-

tocol (BTP) 4) which provides basic functions of the

transport layer to GeoNetworking, the other isGeoNet-

working to IPv6 Adaptation Sub-Layer (GN6ASL) 5)

in order to enable standard IPv6 over GeoNetworking.

All the GeoNetworking nodes send beacons in a spe-

cific interval, and the neighbor nodes maintain its lat-

est geographical location in the location table (LocT)

from the received beacons. Other GeoNetworking

packets delivered in the network contain the location

of source (SO), sender (SE) and destination (DE); in

the case that the location information in the packet is

newer than the one in the location table, the location

table is updated. Each location table entry (LocTE)

has a lifetime counter, and the entry is removed when

it is reduced to 0. When the source node does not have

location of the designation in its location table, the

node triggers the Location Service (LS) request mes-

sage in order to obtain the location of the destination.

ETSI defines the flooding based request-reply location

service to get the destination location.

More than fifteen software implementations of

GeoNetworking join ETSI plugtest that provides in-

teroperability test opportunity every year. The Car-

Geo6 project* provides GeoNetworking implementa-

tion in open source 6). The GeoNetworking function

and the BTP function are implemented as daemons

called itsnet and btpecho, respectively in the Car-

Geo6 implementation as in the Figure 2. In source

node, btpecho (client mode) sends a BTP packet via

inter-process communication to itsnet. If the desti-

nation location is in LocT, itsnet forwards the packet

to next hop selected by GF, otherwise it triggers an

LS request. Finally, when the BTP echo request is for-

warded to the destination, itsnet send the packet to

btpecho. On the other hand, btpecho (reflector mode)

in the destination node sends a BTP echo reply back

to the source once it received a request. The echo reply

is forwarded by GF too, thus the reply packet may be

delivered via a different route from the request packet.

∗ http://www.cargeo6.org/
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itsnet
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itsnet itsnet

Intermediate node

BTP echo request 

(Client mode)
btpecho

(Reflector mode)
btpecho

Fig. 2: Overview of CarGeo6 programs

2.2 Experimentation and Simulation

The evaluation of GeoNetworking is performed a

number of times in the simulations 7, 8), because it is

costly to make the experimentation in a field testbed

with real vehicle integrations. There are a few ex-

perimental evaluations with real vehicles, however the

number of vehicles is limited. For example, 9, 10, 11)

described a field experimental evaluation performed

with up to four vehicles.

Network Simulator 3 (ns-3) is an open source pro-

grammable network simulator with many capabilities.

Direct Code Execution (NS3-DCE, or DCE) is a mod-

ule for ns-3 to provide the ability to run Linux pro-

grams directly in its simulated environment. It en-

ables users to do experiments with their programs in

the simulated network environment without doing ma-

jor source code modifications. DCE supports several

types of network software infrastructures, specifically,

network protocol stacks Linux. One of them is the

DCE-linux protocol stack, which adapts the protocol

stack of real-world Linux kernel into DCE. It has much

more Layer 3 and 4 facilities than the default ns-3 pro-

tocol stack, and allows program running on it to have

direct access to the MAC Layer, which is required by

CarGeo6. To explain in a technical way, DCE runs

several Library Linux Operating Systems 12, 13) in a

single process, and connect its networking and timing

backend to ns-3 facilities. The user programs can be

executed in the simulated library OS efficiently.

3 Objective and Approach

Experimentation in real testbed using GeoNetwork-

ing implementation can provide very precise evaluation

result in the deployment phase of the implementation,

however it requires heavy cost (i.e. vehicles, equip-

ment, drivers, time, etc.). On the other hand, the

simulation can provide the evaluation result in flexi-

ble networks with various scenarios in a low cost, how-

ever the result is based on the preconfigured model in

the simulation and often diverse from the experimental

evaluation in the real testbed.

Our objective is to investigate realistic behavior of

GeoNetworking by simulation in various scenarios. To

realize the objective, we take the benefits of both ex-

perimentation in real testbed and simulation in the fol-

lowing approach as in Figure 3. In this paper, we com-

bine experimentation in real testbed and simulation.

Firstly, we conduct experimentations in real testbed

using an open source GeoNetworking implementation

(Section 4). Secondly, we reproduce the experimental

evaluation result of GeoNetworking in the simulated

network using the same implementation (Section 5).

Finally, we extend the simulation to a large scale net-

work with various scenarios (Section 6).

The method developed in the paper has three aims.

First, the developers of the GeoNetworking implemen-

tation can understand the realistic behavior of the soft-

ware in large scale networks under various scenarios.

Second, by understanding the behavior of the imple-

mentation, it eases the debugging and the performance

improvement of the implementation. Last, it facilitates

the development of ITS applications working on the

GeoNetworking implementation.

BTP + GeoNetworking Open source implementation

Real testbed Simulated networks

Experimental Evaluation 
Result (Section 4) Reproduction (Section 5)

Extension of scenarios
(Section 6)

Running on Running in 

Fig. 3: Our approach
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4 Experimental Evaluation in Real Testbed

We performed an experimental evaluation using Car-

Geo6 version 0.9.9, on 4 ARM boxes with real hard-

ware specifications as listed in Table 1. A mac filter

was applied on each node, to limit the neighbour that

it could communicate with adjacent nodes only, achiev-

ing an up to 3 hop topology as depicted in Figure 4(a).

Table 1: System configuration

Item Specification

CPU Dual Core ARM11 600MHz SoC

Memory 128 MB RAM

Storage 16 MB Flash

Kernel Linux kernel 2.6.35.13

MAC protocol IEEE 802.11p (ETSI G5)

Wireless Interface Unex DCMA-86P2

The round-trip times (RTTs) are measured between

the source and the destination in the case from single

hop to 3 hops with various packet sizes (varying from

20 bytes to 1500 bytes by increasing the size by 20

bytes). The btpecho (client mode) sent the BTP echo

request 100 times to the btpecho (reflector mode) in

each test. There is no traffic besides the echo request,

echo reply and the beacons during the tests.

Figure 6(a) shows the result of average RTT in the

experimental evaluation (In order to save the space

of the paper, the figure also shows the uncalibrated

reproduction results which is explained in Section 5).

The RTT increases along with the packet size in all

tests (from single hop to 3 hops). When the packet

size is 20 bytes, RTT on 2 hop and RTT on 3 hop have

1.5 ms and 3.4 ms greater than the one in single hop,

respectively; when packet size is 1380 bytes, they are

5.3 ms and 10.5 ms greater. BTP GeoNetworking does

not process the packet bigger than the MTU because

the fragmentation is not defined in the specification.

Therefore all the packets bigger than 1380 bytes were

lost in the experiments.

5 Reproduction of real testbed result in simulated

networks

In the last section, we described how the experiments

are done in the real testbed. Nevertheless, the real

testbed has limitations: high cost, limited scale, inflex-

ible in configuration, etc. In order to overcome these

limitations, a realistic simulated environment called

Direct Code Execution was employed. With minor

and trivial modifications to the CarGeo6 source code

as well as some parameter calibrations, we successfully

reproduced the real testbed results in the simulated en-

vironment. In this section, we describe the successful

reproduction of the real testbed results in the simu-

lated environment.

5.1 Simulation configuration

Ns-3 and DCE has many parameters which can be

tuned to reproduce the real testbed environment. In

order to tune and calibrate the simulator, we use a sim-

ple linear topology which is shown in the Figure 4(a):

all nodes are configured with the same Wi-Fi param-

eters, and kept in a same Ad-Hoc cell; each node are

in a line with 300m distance to adjacent node. With a

negative receiver antenna gain, the wireless radio range

is adjusted to 300-400 meters. That means nearly all

packets in 300m range can be delivered, yet nearly all

packets from 400m away were lost. The configuration

ensured each node can and can only reach the adjacent

nodes. The detailed configuration in DCE is shown in

Table 2.

Table 2: DCE network configuration

Item Specification

Radio Frequency 5.9GHz

Wi-Fi Phy ERP-OFDM, 6Mbps

Wi-Fi Mac Ad-Hoc

Receiver Gain -10dBi

Propagation Delay Constant

Propagation Loss Friis

Node Mobility Model Static
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(b) Topology (ND = 100m)

Fig. 4: Topologies

5.2 Modification of GeoNetworking implementa-

tion

Since the CarGeo6 is not fully compatible with libc

and kernel used in DCE, some modifications in the

code must be done. To Avoid messing up the original

code and keeping backward compatibility, a separate

module called dce compat is employed. Most of the

compatibility code goes to the compatibility module,

and modifications in other modules are minimized and

the backward compatibility are maintained. The mod-

ifications can be divided into 4 parts:

1. Socket Incompatibilities DCE provides a lim-

ited subset of socket features. However, several

ones which used in CarGeo6 are not supported.

Sequenced packet socket, which is one of it, must

be modified to Streaming socket, with manually

framing. Another one is peeking read in socket,

which should be cared manually.

2. Timing Function Incompatibilities Another

big issue is about timing. DCE does not support

monotonic clock, which is considered rigorous in

timing. Moreover, minimum resolution of is mi-

crosecond instead of nanosecond in modern oper-

ating systems. Some workarounds are employed in

dce compat. E.g., using real time clock instead of

monotonic ones. Consequential bugs in CarGeo6

are fixed.

3. Lack of Math Functions Several math func-

tions lacked in DCE are mandatory for geoloca-

tion calculation, which includes sine, cosine, arc-

tangent, square root, absolute value, etc. These

functions are implemented by hand in dce compat

module, and will be contributed to upstream of

DCE.

4. Lack of Other Functions Besides math func-

tions, DCE lacks some other functions such as

BSD compatible functions, some of pthread fea-

tures, etc. Some of them can be skipped safely,

while the others are implemented manually in

dce compat.

5.3 Packet Size issue in DCE

During preliminary experiments, we noticed an is-

sue regarding the RTT, which leads to the steps as de-

picted in Figure 5. We inspected this issue and found

it is caused by a hack of link layer packet size, which

is located in the Linux kernel of library OS used by

DCE**. The hack is an attempt to solve an issue in

TCP, therefore it is not needed for GeoNetworking re-

production. We had modified the code to bypass the

hack, and got perfect results as shown in Figure 6.

Fig. 5: Wrong RTTs cause by Packet Size issue

5.4 Processing Delay in DCE

In networking, processing delay means the time for a

device to process a packet, which can affect the result

∗∗ https://github.com/direct-code-execution/
net-next-sim/blob/sim-ns3-3.14.0-branch/arch/sim/
sim-device.c#L130
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of experiment. In Linux kernel, the cause of process-

ing delay is rather complicated and can be affected

by many factors, including task scheduling, interrupt

handling, Wi-Fi antenna delay, etc. That means, fully

modeling processing delay in DCE is impossible.

The result of CarGeo6 reproduction was greatly im-

pacted by it. An approach must be carried out to cali-

brate it. DCE has some facilities to model the process-

ing delay of each simulated operating system through

the task scheduling. We simplified the model by ag-

gregating other factors into task schedule delay.

Detection and Analysis The processing delay

issue was first detected in preliminary experi-

ments, when we were trying to reproduce the real

testbed results in simulated environment. With

the same hardware parameters, our experiments

reproduced fairly realistic results, shown in Fig-

ure 6(a). However, a constant difference was ob-

served between real and reproduction results.

In the figure, we noted that the delay is approx-

imately in proportion to the number of nodes in-

voked. By this evidence, the possibility of propa-

gation delay can be ruled out since it is related to

number of hops. To classify, there are two types of

nodes in these experiments which should be con-

sidered separately, as in Figure 2:

Intermediate node only executes itsnet pro-

gram and in charge of packet routing and

forwarding.

Terminal node invokes itsnet and btpecho,

has evidently more work than intermediate

node.

Define Dn as the total observed delay in n-hop

case (n + 1 nodes in total), DT , DI as the pro-

portion of observed value from terminal node

and intermediate node respectively, while PT ,

PI for the parameters of internel task scheduling

delay in DCE.

In the configuration of in Figure 4(a), the relation-

ship among Dn, DT and DI should follow equa-

tion 1:

Dn = 2×DT + (n− 1)×DI (1)

Calibration Several steps are taken carefully to cal-

ibrate the processing delay in the nodes:

Pre-calibration Calculation Before calibra-

tion, we did a refined measurement and

calculation on the observed difference in

each experiment, which is shown in Fig-

ure 6(a). The result was slightly different

from proportional expectation: D1 = 1700

us, D2 = 2450 us, D3 = 3200 us. Thus

DT = 850 us, DI = 750 us. With a pre-

liminary test, we found there were no clear

relationship between PT and DT , nor PI

and DI .

Step I: Calibration of terminal node

Calibrate the PT on single-hop configu-

ration. We did a binary search for the

PT , and evaluate the difference between

simulation and testbed results. Optimal

value were found at 200 microseconds:

in Figure 6(b), the simulation line overlaps

with the testbed one.

Step II: Calibration of intermediate node

After Step I, the shift distance of the simu-

lation result of two-hop configuration is the

same as one hop, as shown in Figure 6(c).

Calibrate the PI on two-hop configuration,

with PT = 200 us. Another binary search

was carried out to find the optimal value:

540 microseconds.

Post-Calibration Verification Verify the

three-hop result with PT = 200 us and

PI = 540 us, as shown in Figure 6(d). The

simulation line is close to the testbed one,

which verifies our conjecture. The fact that

PT << PI while DT > DI is reasonable:

the terminal nodes have heavier load than

intermediate nodes, the Kernel scheduling

was done more time, thus the delay should

be lower.
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(a) Uncalibrated (b) One-hop calibration

(c) Two-hop calibration (d) Calibrated

Fig. 6: Processing Delay Calibration Steps

After proper calibration, the results practically

overlap the real ones, with maximum absolute er-

ror of 60 microseconds. The results suggest that

our reproduction with calibration is credible, thus

it can be extended to large scale network scenar-

ios.

6 Evaluation in large scale and flexible simulated

networks

In this Section, we provide preliminary evaluation

results regarding the performance of the implementa-

tion from the point of RTTs, with varied node dis-

tances,packet sizes and number of hops. We define

Node distance (ND) as the distance between adjacent

nodes, Terminal Distance (TD) as distance between

destination and source nodes.

With the calibration made in Section 5, we con-

ducted several experiments. First, experiments with

customized number of hops were conducted to eval-

uate the Greedy Forwarding algorithm, which shows

that the algorithm successfully to choose a multi-hop

route to forward packets up to 9 hops. Then, ND and

TD are modified to examine their impact on the net-

work, and we found there could be a extremely high

packet loss under certain conditions.

We successfully extended the experiments in NS3-

DCE with the topology as depicted in Figure 4(a),

with any desired number of nodes (N ), and varied NDs

which is difficult under real testbed with limited man-

power and resources. The topology with ND of 100m

is shown in Figure 4(b), when it comes to 10m or 50m,

the topologies will be slightly different. Thus we can

examine how packet size and number of hops affect the

results in reproductions, and whether the implementa-

tion can be properly functional with varied NDs and

TDs. Therefore, the prediction of realistic behavior of

the implementation is viable.

We first measured the network delay perceived by

the btpecho initiator with packet size range from 20

bytes to 1380 bytes in a single hop. Then, extend to 2,

3 and finally 9 hops, and repeat the first experiment.

Finally, compare and analyse the data obtained in re-

production to find out how packet size and number

of hops impact the network delay. For all delay mea-

surements we measured 1000 BTP echo Request RTTs

between the two terminal nodes with interval time of

0.5 seconds.
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6.1 More hops in Extended scenarios

RTTs of different hops and packet sizes were ob-

tained from reproduction, as depicted in Figure 7. The

RTT increases as the packet size increase as we have in

the previous sections. With the packet size of 20 bytes,

the RTT increases by 1.55ms each hop increase. When

the packet size comes to 1380 bytes, the increment of

RTT is 5.23ms each hop.

6.2 Different node distances in Extended scenar-

ios

We select some data with some specific NDs and

fixed packet size of 80 bytes, but with varied TDs, as

depicted in Figure 8. Figure 4(b) depicts a specific

scenario with ND = 100m. The impact of ND and

TD on realistic behavior of the implementation can be

predicted through the data.

With the 10m ND, it can be observed that RTTs

are constant regardless of TD. It indicates the GF al-

gorithm selected the terminal node directly, thus the

number of hops is 1. With the 100m ND, when TD

rises, a notable rise of RTT can be observed when TD

rises from 300m to 400m, which indicates that the GF

algorithm worked in the reproduction to forward the

packets via a multi-hop route when the destination is

out of its radio range. With the 300m ND, a tendency

can be observed that, the network delay presents a

perfect linear rise, with the growth of TD, which can

be considered as the number of hops with such large

enough ND. The result shows the tendency that how

hop of the route changes with different NDs and TDs.

MinimalRequiredHops = ⌈TD/RadioRange⌉ (2)

6.3 Packet loss issue in Greedy Forwarding algo-

rithm

During experiments, a packet loss was detected when

Node 0 try to send BTP echo request to Node 4, same

is the Node 0 try to response, with a particular scenario

that 4 nodes in a line, ND is 100m and TD is 400m.

In this Section, we discuss the cause of the packet loss,

and how to quantify it.

As described in Section 5, Friis Propagation Loss

Model is employed in the reproduction, making the

Fig. 7: Average RTT in Simulation

Fig. 8: RTT-Distance

communication channel unstable; this is the scenario

we’ve not realized in the real testbed yet. In this re-

production, the maximum stable transmitting radius

of a node is in the range from 300m to 400m. Thus

Node 4 is at the edge of the transmitting radius of

Node 0, which means the communication channel be-

tween them is unstable. With an extremely unstable

channel, beacon messages from Node 4 to Node 0 are

unexpected. An unexpected beacon makes a location

table entry that can hardly be reached as in Figure 9.

As depicted in Figure 9. Consider the following sce-

nario:

Alice (Node 0) wants to communicate with Bob

(Node 4), the channel between them is unstable due

to the distance or obstacle. But Carol (an intermedi-

ate node) has good communication channels with Alice

and Bob without message loss. The three repeatedly

broadcast beacon message to inform each other their

existence. However Alice still can receive some bea-

con messages from Bob randomly with a loss ratio of
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PLRB. When Alice gets any message (usually a bea-

con message) directly sent from Bob, she will instantly

label Bob as her Neighbour in her LocT as an entry

with a default lifetime (T(LocTE)) of 20s. And then,

Alice will directly send messages to Bob; the packet

could be lost, with a possibility of PLRP . Otherwise,

in order to reach Bob, Alice will deliver her message to

Carol, letting her to forward the message to Bob, with

no loss.

In a particular reproduction, Alice received 41 out

of 3254 unexpected beacon messages from Bob, which

is founded in the log file. 4 among the 41 total bea-

con messages from Bob is encountered during the BTP

echo operation. Remember, PLRP is the loss ratio of

BTP echo packet, which is supposed to be higher than

PLRB due to different packet length. To simplify, as-

sume that PLRP = 0, and the unexpected beacon mes-

sage effective periods(20s) on both sides do not collide

or overlap with each other. With the BTP echo interval

of 0.5s, there is supposed to be 40 packet losses every

unexpected beacon message encountered. Thus, there

is supposed to be 4 × (20/0.5) = 160 packet losses in

the experiment, and it is in accordance with the result.

With N as the total number of beacons from a sender

(SE), Nd as the number of delivered beacons from a

sender (SE). Then, do an preliminary calculation on

the beacon packet lost ratio in equation 3:

PLRB = 1− (Nd/N) (3)

With Nd = 41, N = 3254, we get a loss ratio of 98.7%.

In a statistics point of view, assume fB as the fre-

quency of beacon message, T as the lifetime of LocTE,

then we have the expectation of loss ratio in total:

total loss = PLRP × (1− PLR(T×fB)
B ) (4)

To simplify again, assume PLRP = 100% when PLRB

is close to 100%. Hence the loss ratio is only connected

with fB , PLRB and T . According to the GeoNet-

working implementation, each node broadcasts a bea-

con message every a little bit longer than 3 seconds.

With fB = 1/3 Hz, PLRB = 0.987, T = 20 s, then we

have the loss ratio of 8.35%. Recall the simplification

we made, the observed value may be slightly differ-

ent. The observed value of 7.3% in the reproduction

proved this point. According to the Equation 4, the

packet loss could be extremely high under certain con-

dition as depicted in Figure 9. Another reproduction

proved it, and it will be discussed in further research.
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unstable

with a packet loss up to 70%

about 30% deliver ratio

Fig. 9: Unexpected Beacon loss

7 Conclusions and future works

In this paper, we have successfully reproduced real

testbed experiments in simulated network environment

using NS3-DCE. With the proper wireless configura-

tion and the calibrations, the reproduction produced

realistic results, which can be used to predict the be-

havior of GeoNetworking implementation in real world.

Based on the fact, several extended experiments of the

GeoNetworking was conducted with NS3-DCE. The re-

sults indicate that, the implementation succeeded in

delivering packets up to 9 hops with any desired num-

ber of nodes; meanwhile the GF algorithm functions

properly; yet a packet loss is observed in configurations

of a critical communication distance. Finally we quan-

tified the packet loss, and found it is only related to 4

factors: beacon frequency, lifetime of LocTE and PLR

of beacon and BTP; moreover, it could be extremely

high under some certain conditions.

As a future work, we consider the followings: First,

more factors should be introduced to the reproduction

E.g., a moving mobility model, a complicated 2D dis-

tribution of nodes, other communications modes. Sec-

ond, IPv6 over GeoNetwork should be ported to NS3-

DCE for more extended experiments. Last, more ef-
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ficient routing strategy can be evaluated in the simu-

lated networks, to solve the packet loss issue discov-

ered in the extended scenarios. it is worth discussing

whether the current routing strategy is the best and

most efficient.
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Dynamic Firewall for a Vehicle based on States of Controlled Side.
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Recently, Attention has been paid to vehicles which the Internet connection function are mounted. And they will

become popular and provide various services in public place. But there are some problems which provoke low acceptability

of the society: worries about invasion of safety and privacy caused by unauthorized access or error in the operation of the

vehicle.

The purpose of this research is to develop appropriate access control function for an vehicle which considers safety

and privacy of the people being near the vehicle. We propose a firewall which can change its policy dynamically during

remote control even the vehicle already authenticates its user.

As an example, we have made a prototype of proposed firewall for a miniture vehicle type robot. We also have

evaluated the overhead of packet processing and the round trip time.

Key words ： firewall, in-vehicle system, access control.

キーワード ： ファイアーウォール, 車載システム, アクセス制御．

車両状態を考慮した
車載ダイナミックファイアウォール

鬼木 明日香, 佐藤 健哉

1 はじめに

近年，インターネットは情報システムだけでなく，組
込みシステムにおいても活用され始めている．中でも
自動車の情報化は最も注目を集めている分野の一つであ
り，通信サービスの発展よる社会変革が期待されている．
しかし，インターネットに接続することで，不正アクセ
スによるプライバシーの侵害や通信障害や操作ミスによ
る交通事故が起こることが懸念されており，社会の受容
性が低いことが問題となっている 1)．

この現状から，車両を含めた組込みシステム向けの通
信アクセス制御手法の研究 2)3) が活発に行われている

* Department of Information Engineering, Graduate School of Science and Technology, Doshisha University, Kyoto
Telephone : +81-774-65-7564, E-mail : asuka.oniki@nislab.doshisha.ac.jp

が，車両周辺の人々の安全やプライバシーを考慮した手
法は確立されていない．

そこで本研究では，車両自身が直接取得したセンサ情
報やシステム情報をアクセス制御に反映させることで，
遠隔操作中においても車両および車両周辺の状態に応じ
て動的にアクセス制御を変更するファイアーウォールを
検討し，車両所有者の被害だけでなく周囲の第三者への
被害の防止を目指す．
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2 問題点

情報端末で利用されている従来のアクセス制御は一般
的に，事前登録したユーザを認証し，その認証に基づい
てアクセス制御を行う．

この従来のアクセス制御をそのまま車両へ適用す
る場合，以下の問題が発生する．

周囲の人の安全やプライバシーを考慮していない
従来の情報システムでは被害対象はシステム所有者
自身の情報資源のみであった．一方，公共の場で動作
する車両の場合は，操作中に周囲にいる人々に及ぼす
衝突への危険性や情報取得によるプライバシーの侵
害について対策しなければならない．従って，サイ
バー攻撃などによる不正認証や正規ユーザの操作ミ
スによる被害への対策を強化する必要がある．

急な通信切断時の対策ができない
通信の障害及び妨害が発生した場合，突然操作不能の
状態に陥ってしまう．車両では機器の物理動作を制
御することが主な機能となるため，操作ユーザとの通
信が切断された場合でも操作不能となることを防止
する仕組みが必要となる．

3 提案システム

3.1 概要

被操作側である車両の状態を考慮することで，制御
ポリシーを動的に最適化するファイアーウォールを
提案する. ユーザを認証し遠隔操作開始後，車両は自
身が取得したセンサ情報やシステム情報をリアルタ
イムに参照し，遠隔操作中においても状態変化に応じ
て操作端末の権限や操作の自由度を制限する．
提案システムを導入することによって，Fig. 1のよ
うに，周辺の人と衝突しそうな時には認証ユーザで
あっても操作を制限することや，通信障害時や通信不
良時には周辺にいる非認証のユーザによる操作を許
可することが可能となる．ユーザの認証に依存しな
いアクセス制御となるため，2章で挙げた問題点への
対策を施すことができる．

3.2 対象車両の要件

本提案ファイアーウォールを導入対象の車両の要
件を以下に示す．

• 公共の場で遠隔操作サービスを提供する．






Fig. 1: 提案システムの概要

• センサが搭載されており，その制御が可能である．

• ベンダーと所有者が異なる．

• ベンダーによる悪意や設定ミスがないものとする．

3.3 提案ファイアウォールの仕様

提案ファイアーウォールを導入した車両のシステ
ム構成を Fig. 2に示す．提案ファイアーウォールは，
監視項目・ポリシー変更条件・ポリシー群の 3つのモ
ジュールで構成される．以下に各モジュールの詳細
を示す．また，提案するファイアウォールの動作フ
ローを Fig. 3に示す．

■ 監視項目
車両が常時監視する項目を設定する．接続されてい
るセンサ情報やオペレーティングシステムの情報
を一定の周期で取得するためのプログラムを記述
する．一般的にはベンダーが動作仕様設計と共に記
述しておくことを想定しており，ドライバ内に記述
する．
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Fig. 2: 提案システムの構成

設定ファイルは以下の記述ルールに従う．

　　　 ITEM ( CYCLE ) {　 RULE　 }　　　

□ ITEM

ポリシー変更条件モジュールで参照するため
の監視項目名．

□ CYCLE

ファイアーウォールがこのモジュールを参照
する周期．単位はミリ秒．

□ RULE

センサ値及びシステム情報を取得するための
プログラム．

■ ポリシー群

複数のポリシーを保持し，システム状態に応じて動
的に有効・無効を切り替える．複数ファイルで構成
され，ファイル名の昇順にポリシーの優先順位が高
い．各ファイル内にはTCP Wrapper4)によるアク
セス制御ポリシーを記述する．

各ポリシーの設定ファイルは以下の記述ルールに
従う．

DAEMON : CLIENT : OPTION : CONTROL

□ DAEMON

通信制御を行うプロセス名．

□ CLIENT

通信を許可または拒否するホスト名または IP

アドレス．

□ OPTION

ログレベルの変更や実行したいコマンド．

□ CONTROL

条件に該当する通信を許可する場合は allow，
拒否する場合は denyと記述．

■ ポリシー変更条件

監視項目の値の条件と，それに応じた対象ポリシー
の変更内容を設定する．

設定ファイルは以下の記述ルールに従う．

　 ITEM　< [ =, > ]　 VALUE : POLICY　

□ ITEM

参照する監視項目名．監視項目モジュールで
定めた名前．

□ VALUE

ポリシーを発火させる条件となる itemの値．

□ POLICY

条件に合った場合に有効にするポリシーのファ
イル名．

4 実装システム

4.1 実装環境

Fig. 4に示す車両型ロボットに提案システムファイ
アウォールを導入した．また，情報端末のWebブラ
ウザを経由し，モータを制御やセンサ値取得を行うア
プリケーションを作成した．情報端末において表示
されるアプリケーションは Fig. 5のように，ファイ
アーウォールの適用ポリシーが変更されるたびに更
新される．
実装環境を Table 1に示す．
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Fig. 3: 提案ファイアウォールの動作フロー

4.2 実装ポリシー

今回の実装システムにおいて，3 種類のポリシー
P1，P2，P3を設定した．受信電波強度・CPU使用
率・人感センサ値の変化に応じて 3種類のポリシー
を入れ替える．各ポリシーの内容を以下に示し，そ
れを実装するファイアーウォールの設定ファイルを
Fig. 6に示す．なお，監視項目の ruleに記述される
プログラムは省略している．

■ P1

遠隔操作ユーザとの通信電波強度が弱まると車両型
ロボットの半径 10m範囲以内の情報端末からのア
クセスを許可する．

■ P2

通信電波が一定値以上あり，人物を検知していない
時は認証ユーザに対する遠隔操作のみを許可する．

■ P3

人物を検知するとセンサやカメラモジュールへの操
作を制限する．

Table 1: 実装環境

フレームワーク WebIOPi

遠隔操作アプリ プログラム言語 HTML5, JavaScript

プロトコル HTTP, HTTPS

ファイアウォール プログラム言語 C言語
OS Debian / Linux

計算機 Raspberry Pi 2

CPU 900MHz quad-core

ハードウェア ネットデバイス 無線 LAN子機 11g/b

アクチュエータ DCモータ
搭載センサ 人感センサ, 電波センサ

Fig. 4: 実装システム（車両型ロボット）

5 評価

5.1 システム導入によるオーバヘッド

提案システムを導入した際の 1パケットの処理に
かかる平均オーバーヘッドを算出した結果を Fig. 7

に示す．監視項目モジュールを動作させず，ポリシー
を P2に固定した場合を従来のアクセス制御とした．
監視項目数を変化させてオーバヘッドの増加量を比
較した．

5.2 ポリシー切り替えとラウンドトリップタイム

情報端末から組込みシステムへ命令を送信して実
行結果の応答が返って来るまでの時間（ラウンドト
リップタイム）を算出した．5秒おきに平均ラウンド
トリップタイムの平均値を計算し，時系列に並べた結
果を Fig. 8に示す．

PCの操作を伴う遠隔協調作業の伝送遅延に関する
研究 5) によると，ディスプレイ情報伝送方式によら
ず操作遅延が発生する環境において 200ミリ秒以上
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Fig. 5: 実装システム（制御用インターフェース）

の遅延が作業に影響を及ぼすと報告されている．従っ
て今回は許容遅延時間を 200ミリ秒と設定した．

6 考察

6.1 実験結果に対する考察

車両は情報端末と比較するとメモリやCPUの性能
に限りがあり，リアルタイム性が重視されるという
特徴がある．提案システムを導入した際の通信オー
バーヘッドを算出した結果，3つの監視項目を動作さ
せても通信処理はリアルタイム性を損なうことなく
機能した．

ポリシー切り替えのオーバーヘッドが大きいこと
が分かった．センサ値の誤差によってポリシーが頻
繁に変更されることが問題であったため，誤差の影響
を軽減する工夫が必要となる．

提案ファイアウォールではポリシーの設定が複雑
となる可能性があるが，車両は情報システムとは異な
りシステムの利用用途が限定される上，一度ポリシー









  





















 































 







Fig. 6: 実装システムにおけるポリシー


  








 



















Fig. 7: 監視項目数とオーバヘッド

を設定すると変更する必要はほとんどない．従って，
ベンダーが設計段階で基礎的なポリシーをドライバ
と共に組み込むことでユーザの運用な煩雑さは軽減
することが可能となる．

6.2 提案システムの特長

提案システムでは，車両周辺の人々の安全とプライ
バシーを考慮するという本来の研究目的に加え，以下
に示すような特長がある．従来のファイアーウォー
ルと比較すると，車両により適したファイアウォール
であると考察する．

ポリシー設定のモジュール化

提案システムは 3層のモジュールで構成されており，
細かいアクセス制御が設定可能である．各車両の利用
用途やユーザの特性に応じて必要なポリシーを追加す
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Fig. 8: ポリシー動的変更とラウンドトリップタイム

るなどのカスタマイズが容易なため，汎用性の高い機
構を実現可能である．

新たなセンサを搭載する場合は，専用ドライバにベン
ダーが記述しておけば，ハードウェアの差異を気にす
ることなくポリシーを設定することが可能となる．

車両自身が取得したデータに基づくアクセス制御

提案システムは車両自身が直接取得したデータに基づ
いてアクセス制御ポリシーを変更する．そのため，従
来のアクセス制御において問題となっている認証情報
の偽装による不正なアクセスを防止することが可能で
ある．

6.3 今後の展望

ポリシーの内容や実装システムの種類によって動
作が大きく異なることが予想されるため，今後は様々
な種類のポリシーや実装を試していきたいと考えて
いる．

本提案システムは車両周辺の人々の安全性が向上
する代わりに，操作ユーザの利便性が低下する．両者
のバランスを最適化するためのアルゴリズムを考え
る必要がある．IoT時代に対応したシステム開発手法
の国際規格である DAF for SSCD6) に基づき，シス
テムを安心して利用可能な度合い（ディペンダビリ
ティ 7)）において評価していく．

7 おわりに

インターネット通信を活用し，車両を遠隔操作する
場合において周囲の人々の安全とプライバシーを考
慮するために，遠隔操作を行うユーザを認証後も常
時，車両自身が取得したセンサ情報やシステム情報を
リアルタイムに参照することで，状態変化に応じて
操作端末の権限や操作の自由度を制限するファイア
ウォールを提案した．
車両型ロボットに提案ファイアウォールを導入し

て遠隔操作することで，パケット処理の平均オーバー
ヘッドと通信時のラウンドトリップタイムを算出し
て従来システムと比較した．その結果，3つの監視項
目を動作させても通信処理は設定した許容遅延を下
回り，リアルタイム性を損なうことなく機能した．
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Achieving Multiple-Vehicle Message Exchange

by Spatially Coupled Coding

Wei HOU* , Shan LU** and Jun CHENG*
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In this paper, we focus on message exchange problem of multiple attachable vehicles: each vehicle want to transmit

its message to all others. By using multiple access coding and two-way physical network coding techniques, needed slot of

achieving message exchange can be a few. During message exchange, these are two communication types: no collision and

two-user collision. A spatially coupled coding, repeator-combiner-convolutional coding, is used to protect messages in no

collision case and two-user collision case. Analysis results show that the spatially coupled coding provide error-correcting

performance approaching theoretical limit.

Key words ： Multiple-vehicle, spatially coupled coding

1. Introduction

Vehicular communication network consists of

some vehicles and roadside units that exchange safety

warnings or traffic messages to avoid accidents and

traffic congestion. Although roadside units have more

powerful process ability, they are not very flexible due

to their fixed positions. A rapid and reliable multiple-

vehicle message exchange scheme is necessary some-

times.

To achieve exchange messages among multiple at-

tachable vehicles, a random access scheme such as

ALOHA can be used.1) However, communication time

of random access scheme is uncertain. And, when mul-

tiple vehicles transmit in the same slot, a collision may

take place. In practice, the probability is especially

high in case of two-user collision that is usually not

recovered.2) This could result in quite a bit of commu-

nication delay. It is interesting to design more effec-

tive transmission scheme for multiple-vehicle message

* Department of Intelligent Information Engineering and Sciences, Doshisha University, Kyoto, 610-0321, Japan
E-mail : hou.ita@outlook.com, jcheng@mail.doshisha.ac.jp

** Dept. of Electrical, Electronic, and Computer Engineering, Gifu University, 501-1193 Japan
E-mail : shan.lu.jp@ieee.org

exchange.

From multiple-access coding (MAC) standpoint,

when collision occurs, rebuilding superimposed mes-

sages is actually detection and decoding issue3)-.5) A

good multiple-access code may work out collision is-

sue. If a two-user collision can be solved, it is possible

that reducing communication time by establishing a

message exchange scheme with two-way physical layer

network coding (TWPLNC) technique6).7)

Consider a vehicle-vehicle communication system

consisting of multiple vehicles. Each vehicle can trans-

mit its message within a certain radius. If three ve-

hicles are in the same radius area, they automatically

build a two-jump link. If more than three vehicles are

in the same area, they can not build chain since there

exists collision of three or more users. On this way, N

vehicles may build a (N − 1)-jump chain that is called

N -vehicle chain. A 6-vehicle chain is illustrated in Fig.

1. In a N -vehicle chain, each vehicle want to transmit

its message to all others. Assume that each vehicle is
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Fig. 1. Virtual communication chain of 6 vehicles..

full-duplex and two transmission frequencies are avail-

able. For saving communication time, two adjacent

vehicles in a chain automatically choose different fre-

quencies to transmit messages. In Fig. 1, vehicles A,

C, and E adopt frequency f1, and vehicles B, D, and F

adopt frequency f2. Set one unit transmission time be

a slot. We can see that achieving message exchange in

N -vehicle chain need at least N − 1 slots. In fact, it

can be completed with least slots by using multiple ac-

cess coding and two-way physical layer network coding

(MAC-TWPLNC) techniques.

A message exchange scheme with N − 1 slots for

N -vehicle chain is described as follows:

• Divide N vehicles into two type: end and middle.

For example, in Fig. 1, A and F are end vehicles,

others are middle vehicles.

• In the first slot, all vehicles transmit their own

messages.

• From the second slot, each end vehicle not trans-

mit.

• From the second slot, each of middle vehicles

transmit newly received message(s). If a middle

vehicle receive one new message, transmit the mes-

sage. If a middle vehicle receive two new messages,

transmit their module-2 sum.

• For all vehicles, own or received message is allowed

only one time.

To facilitate the understanding, we show MAC-

TWPLNC transmission scheme of 6-vehicle chain in

Table 1. For all vehicles, each row of ’message’ illus-

trates currently owned messages and each row of ’slot’

illustrates currently transmitted messages. For exam-

ple, at slot 2, vehicles B, C, and D transmitted messages

a ⊕ c, b ⊕ d, and c ⊕ e to their neighbours, respec-

tively. Vehicle C receive (a ⊕ c) + (c ⊕ e) and work

out messages a ⊕ c and c ⊕ e. Then a and e can be

obtained due to known c. We see that 5 slots are used

to achieve message exchange of the 6-vehicle chain.

In this MAC-TWPLNC based message exchange

scheme, there are no-collision and two-user collision

cases. But a good two-user code usually can not per-

form well for single-user (or no-collision) case. The

design difficulty is to find out a error-correcting code

that can universally achieve capacity over single user

channel and two-user multiple-access channel.

Spatially coupled codes are research hot spot in

past few years. They are constructed by associating

multiple identical codes.8) It is proven that spatially

coupled codes can universally achieve capacity limit

for various channels9)-.12) Due to this reason, we tend

to choose spatially coupled codes in multiple-vehicle

message exchange scheme.

In this paper, we use our proposed spatially cou-

pled repeator-combiner-convolutional (SC-RCC) code

as error-correcting code on MAC-TWPLNC message

exchange scheme. The extrinsic information trans-

fer (EXIT) evolution is employed to analyze the be-

lief propagation (BP) iterative detection and decoding

on Gaussian noisey point-to-point and multiple access

channels. Numerical results show that SC-RCC code

ensemble has theoretical-limit-approaching ability to

protect messages on no collission case and two-user col-

lision case.

2. SC-RCC Coding

In above section, we present MAC-TWPLNC

based transmission scheme for message exchange of

N -vehicle chain. However, in practical communica-

tions, there exist noise and interference in transmission

channel. We assume that the interferences from non-

555



Table 1. MAC-TWPLNC transmission scheme of 6-vehicle chain.
A B C D E F

message a b c d e f

slot 1 a b c d e f

message ab abc bcd cde def ef

slot 2 a⊕c b⊕d c⊕e d⊕f

message abc abcd abcde bcdef cdef def

slot 3 d a⊕e b⊕f c

message abcd abcde abcdef abcdef bcdef cdef

slot 4 e f a b

message abcde abcdef abcdef abcdef abcdef bcdef

slot 5 f a

message abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef

Fig. 2. Channel models of (a) point-to-point channel

and (b) multiple access channel..

neighbour terminals are not dominant. For protecting

against noise, we should use a kind of error correct-

ing codes that have excellent decoding performance in

both point-to-point channel and multiple access chan-

nel. Figure 2 illustrate these two types channel models.

Here, transmitted symbols X,X1, X2 ∈ {±1}, chan-

nel coefficients h, h1, h2 ∈ [0,+∞), and Gaussian noise

Z ∼ N (0, 1).

To perform well for the two channels, spatially

coupled coding is a solution due to its universality. In

this work, we use spatially coupled repeator-combiner-

convolutional (SC-RCC) coding13) to fit the MAC-

TWPLNC based transmission scheme. The iterative

BP decoding is analysed by EXIT evolution.

2.1 Code Construction

Denote by SC-RCC code S(Q,L, C,M,N). The

vector-wise factor graph of an example S(3, 6, C,M,N)

is shown in Fig. 3. The squares with equal sign,

plus sign and C sign are equation constraint (EC),

single-parity constraint (SPC), and convolutional code

constraint (CCC), respectively. Besides, small filled

squares are interleavers.

In SC-RCC encoding, the message µt of the t-th

terminal, t = 0, 1, ..., N − 1, is divided into L mes-

sage block. We have µt = {µt,0,µt,1, ...,µt,L−1},
µt,i ∈ {0, 1}M , 0 ≤ i ≤ L − 1. Each µt,i is in-

put into an EC that is actually a repeater, and then

is repeatedly output Q times. Through interleavers,

we get αt,iq ∈ {0, 1}M , 0 ≤ q ≤ Q − 1. Note that,

for the purpose of spatial coupling, it should be that

Q ≥ 3. For an SPC that is actually a combiner, all

of input bit vectors are mapped into one output bit

vector that is bitwise modulo-2 sum of those input

vectors. Through interleavers, we get βt,j ∈ {0, 1}M ,

0 ≤ j ≤ L + q − 2. Each βt,j is input into a CCC

that is a convolutional component code C with M bits

input and N bits output. Then we obtain parity bit

vector νt = (νt,0,νt,1, ...,νt,L+Q−2), νt,j ∈ {0, 1}N .

Message vector µ and parity vector ν will be mapped

and transmitted. We get the t-th source’s codeword

ct = {µt,0,µt,1, ...,µt,L−1,νt,0,νt,1, ...,νt,L+q−2}.

Through mapper of {0, 1} → {+1,−1}, we get the t-th
source’s symbol vector

xt = {ut,0,ut,1, ...,ut,L−1,vt,0,vt,1, ...,vt,L+q−2}

where symbol blocks ut,i ∈ {±1}M and vt,i′ ∈ {±1}N .

The coding rate of the SC-RCC code
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Fig. 3. Vector-wise factor graph of S(Q = 3, L =

6, C,M,N)..

S(Q,L, C,M,N) is given by

r =
LM

LM + (L+Q− 1)N
=

LrC
L(rC + 1) +Q− 1

(1)

where rC = M/N is coding rate of convolutional com-

ponent codes. When L ≫ Q, r ≈ rC/(rC + 1).

2.2 No Collision Case

In MAC-TWPLNC based transmission, a vehicle

may only receive a message from its one-side neigh-

bour. This case is just like a point-to-point communi-

cation with channel coding. We simple called no colli-

sion case.

For single message case, vehicle decode the re-

ceived signal vector by iterative belief propagation

(BP) algorithm on vector-wise factor graph. In a it-

eration, the constraints EC, SPC, and CCC process

channel received signal information and a priori infor-

mation on adjacent edges similar to variable node of

LDPC code, check node of LDPC code, and BCJR de-

coder of convolutional code, respectively. Then, the

constrains obtain extrinsic information for their adja-

cent edges. These current extrinsic information are

used as a priori information for next iteration. Af-

ter finishing iteration, message vector is worked out by

Fig. 4. EXIT illustration of (a) EC, (b) SPC, (c)

CCC, and (d) MACC..

corresponding decision operation.

Using EXIT function analysis, we can determine

the BP thresholds of SC-RCC code ensembles. Be-

cause BP threshold is for code ensemble with infi-

nite code length, we denote SC-RCC code ensem-

ble by S(Q,L, C). Before deriving EXIT evolution of

S(Q,L, C), we first give local EXIT functions of EC,

SPC, and CCC.14)

Let f and g denote EXIT Functions of EC and

SPC, respectively. For a general local EC (or SPC)

matching the proposed scheme, its extrinsic informa-

tion IE depends on a single a priori information I1A

and d identical a priori information I2A, as shown in

Fig. 4(a) (or Fig. 4(b)). From the computation of

variable and check nodes’ EXIT function,15) the EXIT

function of the local EC and SPC are given by

IE ≜ f(I1A, I
2
A, d) (2)

= J
(√

[(J−1(I1A)]
2 + d · [(J−1(I2A)]

2
)

IE ≜ g(I1A, I
2
A, d) (3)

= 1− J
(√

[(J−1(1− I1A)]
2 + d · [(J−1(1− I2A)]

2
)

where the J-function is given in.15)

A local CCC is actually a convolutional code. It is

decoded by a BCJR decoder. As a component proces-

sor matching the proposed scheme, the BCJR decoder

can rebuild both the message part (input of CCC) and

parity part (output of CCC). Let a priori information

of the two parts are ImA and IpA, corresponding extrinsic

information are ImE and IpE . Their relation is illustrated

in Fig. 4(c). The EXIT functions of the two parts are
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Fig. 5. The message passing at the i-th coupled posi-

tion of S(q, L, C, w)..

defined by

ImE ≜ λ(ImA , IpA) (4)

IpE ≜ ρ(ImA , IpA) (5)

where the function λ and ρ can be determined by the

Monte Carlo method.15)

Fig. 5 shows the l-th round message update at

position i of the factor graph of S(Q,L, C), 0 ≤ i ≤
L−1. Let Ich be channel information. Let I

(l)
eq [i], I

(l)
sp [i],

I
(l)
A [i], and I

(l)
E [i] be extrinsic information transferred

from EC to SPC, SPC to EC, SPC to CCC, and CCC

to SPC, respectively.

In order to simply analysis, we adopt the simple

method introduced in.9) By averaging a priori infor-

mation, the EXIT update equations in S(Q,L, C) at

coupling position i are given by

I(l)eq [i] = f

(
Ich,

1

Q

Q−1∑
j=0

g
(
I
(l−1)
E [i+ j],

1

Q

Q−1∑
k=0

I(l−1)
eq [i+ j − k], Q− 1

)
, Q− 1

)

(6)

I
(l)
E [i+ j] = λ

(
g
(
1,

1

Q

Q−1∑
k=0

I(l−1)
eq [i+ j − k], Q

)
, Ich

)

(7)

By updating 式 (6) and 式 (7) with initial values

I
(0)
eq [i] = Ich, 0 ≤ i ≤ L − 1, we determine the BP

threshold of the mutual information of SC-RCC code

ensemble S(Q,L, C). The BP threshold is defined by

IBP (Q,L, C) ≜ inf{Ich ∈ [0, 1] : I(l)
eq

l→∞−−−→ 1} (8)

where I
(l)
eq = (I

(l)
eq [0], ..., I

(l)
eq [L−1]). From IBP , we can

obtain the corresponding BP threshold of h.

Fig. 6. The factor graph representation of 2-user

MAC at the i-th coupling position..

2.3 Two-User Collision Case

In MAC-PLNC based transmission, a vehicle may

receive superimposed message from its two neighbours.

This case is just like two-user multiple access commu-

nication. We called two-user collision case.

As shown in Fig. 6, we see the factor graph rep-

resentation of 2-user MAC at the i-th coupling posi-

tion. The filled squares are multiple access channel

constraints (MACC). We also use EXIT evolution to

analyse iterative detection-decoding. Before deriving

the EXIT evolution of the 2-user coding system, we

first give local EXIT function of MACC.

Let ϕ denote EXIT Function of MACC. For a gen-

eral local MACC, as shown in Fig. 4(a), extrinsic in-

formation IE depends on a priori information IA, a

priori message power hA, and extrinsic message power

h2. The EXIT function of general MACC is defined by

IE ≜ ϕ(IA, hA, hE). (9)

We employ a MAP detection at MACC. The ϕ-function

can be calculated by.15)

For ease of description, we label MACC sets con-

nected to ECs and CCCs by V1 and V5, respectively.

Besides, we label EC, SPC, and CCC sets by V2, V3,

and V4, respectively. Let It,uv[i] be the τ -th user’s ex-

trinsic information passed from a constraint in set Vu

to a constraint in set Vv at the i-th coupling position,

where uv ∈ {12, 23, 34, 45, 54, 43, 32, 21}. At l-th it-

eration, the τ -th user’s update equations of extrinsic
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information are given by

I
(l+1)
τ,12 [i] = ϕ

(
I
(l)
τ ′,21[i], hτ ′ , hτ

)
(10)

I
(l+1)
τ,23 [i] = f

(
I
(l)
τ,12[i],

1

Q

Q−1∑
j=0

I
(l)
τ,32[i+ j], Q− 1

)

(11)

I
(l+1)
τ,34 [i] = g

(
1,

1

Q

Q−1∑
k=0

I
(l)
τ,23[i− k], Q

)
(12)

I
(l+1)
τ,45 [i] = ρ

(
I
(l)
τ,34[i], I

(l)
τ,54[i]

)
(13)

I
(l+1)
τ,54 [i] = ϕ

(
I
(l)
τ ′,45[i], hτ ′ , hτ

)
(14)

I
(l+1)
τ,43 [i] = λ

(
I
(l)
τ,34[i], I

(l)
τ,54[i]

)
(15)

I
(l+1)
τ,32 [i] = g

(
I
(l)
τ,43[i],

1

Q

Q−1∑
k=0

I
(l)
τ,23[i− k], Q− 1

)

(16)

I
(l+1)
τ,21 [i] = f

(
0,

1

Q

Q−1∑
j=0

I
(l)
τ,32[i+ j], Q

)
(17)

where τ = 1, 2 and τ ′ = 3− t.

By updating 式 (10) to 式 (17) with initial value

I
(0)
τ,uv[l] = 0, we can obtained the BP achievable power

region (BP-APR). The BP-APR is defined as the set of

all power tuples (h1, h2) such that all related I
(∞)
τ,uv[l] →

1.

3. Numerical Results

In this section, we give some BP threshold per-

formance of a rate 0.4839 SC-RCC code ensemble

S(3, 30, C(1/5)), a rate 0.5 irregular LDPC code en-

semble L1 with degree distributions λ(x) = 0.267x +

0.176x2 + 0.127x3 + 0.43x9 and ρ(x) = 0.113x4 +

0.887x7, and a rate 0.5 irregular LDPC code ensem-

ble L2 with degree distributions λ(x) = 0.315434x +

0.242272x2+0.0988336x16+0.05x17+0.293462x99 and

ρ(x) = x7. Here, L1 and L2 are optimal LDPC codes

for one-user channel and two-user multiple access chan-

nel, respectively.

By using EXIT evolution analysis, we obtain the

BP threshold of S(3, 30, C(1/5)), L1, and L2 for no

collision case are h = 1.11, 1.06, and 1.17, respectively.

For rate 0.5 codes, Shannon capacity limit is h = 1.02.

We see that BP thresholds of SC-RCC code ensemble

Fig. 7. BP-APR of S(3, 30, C(1/5)), L1, and L2 for

two-user collision case..

and one-user optimal LDPC code ensemble are more

close to capacity limit. But two-user optimal code en-

semble is not very good.

On the other hand, for two-user collision case, we

illustrate BP decoding achievable power region (BP-

APR) boundary of (h1，h2) of these three code ensem-

bles in Fig. 7. The top right part of a boundary is

BP-APR. We see that the boundary of SC-RCC code

ensemble’s BP-APR is universally near to that of mul-

tiple access channel achievable power region (MAC-

APR). The boundaries of the two LDPC code ensem-

bles are just partly close to that of MAC-APR.

4. Conclusion

We have used SC-RCC code as error-correcting

code for MAC-TWPLNC based message exchange

scheme and have investigated the belief propagation it-

erative detection and decoding performance with EXIT

evolution analysis. Numerical results shown that SC-

RCC code ensemble has theoretical limit approaching

capacity to protect messages in both no collision case

and two-user collision case.
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Visualization Method of Bicycle Riding Situations

using Center of Curvature

Ryoichi TKAHASHI* , Hajime KATO* , Yuto SKAJYO* and Shigeo KANEDA*
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Bicycles are a low-cost and popular form of transportation, and the age distribution of bicycle riders ranges from

young children to senior citizens. Naturally, the age of a rider influences his/her bicycle control ability. For example,

senior citizens often ride with a slight wobble. However, no current tool visualizes the bicycle control ability of individual

riders. To resolve this problem, this paper proposes a new visualization method of bicycle riding situations that traces

the steering angle of orientation. The trajectory of the angle of orientation is generated and the center of curvature is

calculated from it. This paper clarifies that the center of curvature forms a v-formation pattern when the rider makes

a turn. Since the angle trajectory basically equals the vehicular sweep path of the front wheel, the v-formation’s angle

equals the angle of the bicycle’s turn, and the v-formation distribution on the horizontal surface describes the level of the

steering control. We developed a prototype system using smartphone sensors and generated the center of curvature from

the azimuth angle of an Android smartphone. We experimentally compared both young and senior riders on a slalom test

course and conclude that the latter make turns with angles that are too sharp.

Key words ： LATEX, Bicycle, Smart-phone, Drive, Visualization, Curvature.

キーワード ： LATEX, 自転車，スマートフォン，運転，可視化，曲率．

スマートフォンセンサを用いた自転車挙動表示法の提案

高橋 遼一, 加藤 一, 坂上 友都, 金田 重郎

1 はじめに

自転車は，身近な乗り物だけに，幅広い年齢層に利用

されている．しかし，街角を走る自転車を見ていると，

若者の運転には機敏さを感じ得ても，高齢者の運転に

は，ぎこちなさを感じることがある．では，若者の操縦

と，高齢者の操縦はどこがどう違うのであろうか．この

様に，若者と高齢者の違いにとどまらず，自転車の操縦

の態様を可視化して，安定状態を直感的に読み取ること

が出来ないか，と言うのが本稿の問題意識である．

上記課題を達成するため，本稿では，自転車のハンド

* Faculty of Science and Engineering,Doshisha University, Kyotanabe-city, 610-0321, Japan
Telephone : +81-774-65-6976,E-mail : skaneda@mail.doshisha.ac.jp

ル方位角を用いた，近似的な前輪の移動軌跡から，自転

車挙動を「見える化」する．具体的には，1) 東西南北を

示す方位角センサーを用いてハンドル方位角をサンプリ

ングし，得られたデータから，ハンドル方位角の示す方

向に，自転車 (前輪）が一定速度で進んでいるとして得

られる前輪の移動軌跡を作成するステップと，2) この

移動軌跡上の各サンプリングポイント（それぞれ方位角

を持つ）と隣のサンプリングポイントとの位置関係と方

位角の違いから，曲率中心を計算するステップと，3) 得

られた曲率中心を 2次元平面にプロットして，曲率中心
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のプロット軌跡（以下，曲率中心軌跡）を求めるステッ

プ，から構成される．

上記手順により，自転車操縦者の旋回行為が，曲率中

心軌跡上に，V字型軌跡として現れることを著者らは見

出した．上記移動軌跡は，正確には，自転車の走行軌跡*

とは一致しない．しかし，近似的に似た形となる．この

ため，V字型の広がり角（挟角）は，自転車の旋回角に

一致し，V字型の発生分布から，運転挙動が統制された

ものであるか否かを読み取ることができる．

以下，第 2章では，自転車方程式を簡単に紹介し，ス

マフォセンサーから自転車の位置を計算することのむつ

かしさを説明する．第 3章は移動軌跡を用いた可視化手

法とプロトタイプの概要を述べ，第 4章では，プロトタ

イプシステムによる，若者と高齢者のスラローム走行実

験について述べる．第 5章では既存研究に触れ，第 6章

は結論である．

2 自転車の挙動

2.1 自転車方程式

自転車の挙動に関する運動方程式の研究は，数多く知

られている．本節では，ハンドル角と旋回半径の関係を，

文献 1) を用いて紹介する．

旋回時における，後輪の移動軌跡を円弧とみなした時

の半径をR，曲率を σ，前輪の実効的な角度（進行方向

右が正，自転車の構造上，これはハンドル回転角とは一

致しない）を β，前輪・後輪間のホイールベース長を L

とする時，以下の関係が成立する．

σ =
1

R
=

tan(β)

L
(1)

また，ハンドル回転角を ϕ, 車体の傾斜角（後輪の傾

斜角であり進行方向右側が正）を θ，そしてキャスター

角 (前輪のハンドル回転軸の水平面からの傾き)を η と

する時，以下の式が成立する．

tan(β)cos(θ) = tan(ϕ)sin(η) (2)

式 (1)，式 (2)から，tan(β)を消去すると，

R =
L

tan(β)
=

L× cos(θ)

tan(ϕ)sin(η)
(3)

式 (3)で，Lと ηは自転車固有の定数なので，旋回時の

半径 Rを決めるのは，ハンドル回転角 (ϕ)と自転車自
∗ 本来の走行軌跡は，重心位置で計算され，車体の傾きやタイヤ滑
り等も考慮しなくてはならない．

体の傾き（θ)である．θと ϕがゼロの時には，曲率中心

が無限の遠方にある状態となり，上式 (3)は無限大とな

る．自転車が正確に直立・直進した状態である．

式 (3)は，我々の日ごろの実感と合致する．ハンドル

を切りつつ，すこし体を傾けて，旋回遠心力と体の傾き

がバランスしている姿勢のまま，旋回を続ける．ただし，

バランスが取れる傾き θは，車速に依存する**．同じ旋

回半径であれば，高速で走るほど，傾きを大きくしない

と釣り合わない．即ち，速度が正確に分からない限り，

ハンドル角から車体の傾きを求めることはできない．結

果的に，実効的な前輪の方向もわからない．

以上の状況から，本稿では，正確な実効ハンドル角

（β）を求めたり，ホイールベースの影響まで考慮したア

プローチは採用を見送ることとする．そして，本稿では，

スマートフォン内臓のセンシング機能の範囲で，自転車

の安定状態をモニタリングする手法を検討する．

2.2 アジマス角への着目

スマートフォンを用いる場合，本来であれば，自転車

の速度が知りたいところである．速度を求めるには，理

論的には，加速度を時間方向に 1回積分すれば良い．ス

マートフォンは，加速度 3軸，角速度 3軸，地磁気 3軸

のセンサーを持っている．しかし，この様な，安価なセ

ンサーでは，ノイズ等の影響もあり，正確な自転車の進

行方向加速度の測定は困難である．結果的に，加速度

を積分しても，正確な速度は出せない．特に，自転車に

スマートフォンを取り付けると，地面からの強烈な振動

（=加速度）を受けるだけではなく，スマートフォンが傾

くので，強大な地球の重力加速度の分力の影響を受ける．

これらを完全に除去するのは難しい．加速度センサーは

細かい運動を正確に追跡するためのトランスデューサと

は言い難い．

それに対して，地磁気センサーは直接的に地球磁場を

観測している．地球磁場の強さは，そのまま東西南北の

方位角に，微分・積分なしに変換できる．結果的に，ノ

イズやオフセットの影響を受けにくい．スマートフォン

をハンドルに水平方向に取り付けておけば，ハンドルが

水平方向でどちらを向いているかが分かる．現実には自

転車は左右に傾くが，スマートフォンの内部で，端末座

標でのセンサー出力に対して，回転マトリックスをかけ

て，世界座標での東西南北方向の絶対方位角（アジマス

∗∗ 通称「ピザ屋のバイク」や「高齢者向け 3 輪自転車」が，車体
の前部分が容易に傾くようになっているのも，体を傾けてバラン
スを取り，スムーズな旋回を実現するためと思われる．
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角）が出力されている．前輪とハンドルは一体となって，

ハンドル軸を中心に回転している．このため，ハンドル

に水平に取り付けたスマートフォンの地磁気センサーで，

前輪の方向がほぼ正確に求められることになる．

本稿では，上記の問題意識から，スマートフォンにお

いて，世界座標で出力されているアジマス角（北をゼロ

として，時計回りに 0度から 360度***）を用いる．市

販のツールで，ハンドルの上にほぼ水平方向にスマート

フォンをとりつけ1，得られたアジマス角を前輪の進む

方向と近似的に解釈する．これによって，スマートフォ

ンのセンサーのみで，近似的に，前輪の移動軌跡を導出

し，自転車の走行状態を把握する．

3 自転車走行状態可視化手法の提案

3.1 基本的な構成

提案手法の自転車走行状態可視化手法は，以下の 3ス

テップから構成される．

【STEP1】：前輪の移動軌跡作成

サンプリング周期 τ(sec)で，ハンドルが水平面上で

東西南北のどちらを向いているかの方位角 θi (i =

0, 1, 2, 3 . . . n, nは正整数 )をサンプリングする．方

位角は，真北をゼロとして，時計回りに 0 度から

360度とする．ただし，この角度の定義は，後述の

プロトタイプで利用したAndroidの仕様であり，他

の角度表現でも類似の式となる．ただし，角度の向

きによっては，後述の (4)(5)式が変更されること

がある．本稿では，この θi が自転車前輪の進む方

向であるとする．

自転車の前輪は，タイミング i と i + 1 (i =

0, 1, 2, 3 . . . n− 1)の間では，上記方位角 θiを保ち，

タイヤの滑りもなく走行しているとする．

(X,Y )2 次元座標軸上で，前輪の初期位置座標を

(0, 0)とするとき，自転車の前輪の位置 (xk, yk) (k =

0, 1, 2, . . . n− 1)は，以下の式で計算できる．ただ

し，Y座標が北向き，X座標が東向きとしている．

更に，δiは，タイミング iと i+ 1との間に自転車

が進む距離を示す．自転車の速度が分からない時に

∗∗∗ 今回実験に用いた Android 端末の場合．
1 著者らの実験では，センサーはハンドルではなく，自転車の車体
(サドル下) に取り付けても，後述の V 字型が得られることを確
認している．しかし，ハンドルに装着した時の方が詳細に描写で
きる．おそらく，運転者の意志が，直接的に，ハンドルに反映さ
れるためと思われる．

は，一定値をわりつける．本稿では一定としている．

xk =

k−1∑
i=0

δi × sin(θi) (4)

yk =

k−1∑
i=0

δi × cos(θi) (5)

Fig. 1. 隣接したサンプリング点からの曲率中心の求
め方.

【STEP2】：移動軌跡から曲率中心の計算

前輪の移動軌跡の曲率中心は，隣接した 2つの測定

点の方位角から計算できる．タイミング iと i + 1

との方位角をそれぞれ，θi と θi+1 とする時，曲率

中心は，θi に直交した直線と，θi+1 に直交した直

線の交点として求まる．図 1 には，この曲率中心

の求め方を図示している．すべてのサンプリングタ

イミングの隣接したペアに対して，曲率中心を求め

る．ただし，一定の値以上に曲率半径が大きい場合

には，つぎの STEP3のプロット生成では無視する．

つまり，完全に自転車が直進していると，後述のV

字型は，進行方向の左右には現れないことになる．

【STEP3】曲率中心軌跡の作成

次に，上記 STEP2で，前輪の移動軌跡から得られ

た曲率中心を 2次元平面上にプロットしてゆく．そ

うすると，移動軌跡の両側に V字型の曲率中心軌

跡が出現する．

図 2は，実際に V字型の曲率中心軌跡がどのよう

な順序で発生するかを示している．最上部の図で

は，旋回を始めるために，無限遠にあった曲率中心

を操縦者は引き寄せている．上から 2番目の図で

は，旋回中心となる目標点（以下「目標旋回中心」）
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Fig. 2. V字型プロット結果の生成過程.

Fig. 3. 直進時の曲率中心プロット結果.

を目指して，プロットされる曲率中心が更に接近し

ている．この直後，目標旋回中心の周囲を，自転車

は一定時間走行し，旋回することになる．意図した

角度の旋回が終わると，ふたたび，曲率中心は移動

軌跡を離れてゆき，自転車は直進走行に戻る．この

曲率中心軌跡が興味深いのは，人間が自転車の操縦

をする際に，このような目標旋回中心を無意識に設

定し，その周りを正確に回っている点である．逆に

言えば，目標旋回中心がつぎつぎと変更される様な

走行には問題がある．

次に，図 3は，自転車がまっすぐに走っている時の，

曲率中心のプロット図である．ほとんどハンドル角

は変化しないので，V字型の挟角は極めて小さい．

また，走行のメリハリがある場合には，左右に V

字型は交代して，規則的に出現する．しかし，フラ

フラした運転だと，V字型が一方にしか出なかった

り，一方の側に連続する等，規則性がなくなる．

3.2 スマートフォンによる実装

図 2，図 3は，実際の自転車にスマートフォンを装着

して得られたデータである．プロトタイプシステムの具

体的な構成を以下に説明する．

STEP1 の方位角の取得には，スマートフォン（An-

droid）を用いた．具体的には，SONY製 Xperia Z3で

ある．絶対方位角としては，アジマス角を用いる．サン

プリング周期は 20msである．アンドロイド端末は，安

価な，市販のスマートフォン用装着ツールで，できるだ

け水平にして，ハンドルに取り付けている．実際の走行

時は，ハンドルの進行方向左右への傾きの影響をうけて，

スマートフォン自体も傾くことになる．スマートフォン

では，端末の傾きの影響は補正され，世界座標でのアジ

マス角が出力される．このアジマス角を前輪の方向とし

て利用する．前輪の移動軌跡の計算は，(4)式，(5)式

を利用したが，速度が不明なので，本稿では，δは一定

値を利用している．このため，最終的な曲率中心軌跡か

ら，V字型までの物理的な実距離を計算することはでき

ない．ただし，移動軌跡は，一定速度で進行している時

の実移動軌跡とかなり似たものとなる．

STEP2は図 1の手法で計算した2 ．ただし，あらか

じめ定めた値以上に，曲率中心が移動軌跡から離れた場

合には，プロットをしない．

STEP3では，上記の曲率中心を，移動軌跡と一緒に 2

次元平面状にプロットする．結果の例は，すでに，図 2，

図 3に例示した通りである．データ処理にはMATLAB

を用いた．現在までに行った実験を見る限り，曲率中心

のプロット結果には，以下の傾向が観測される．

• V 字型の挟角は，実際に自転車が旋回した角度に

対応している．ただし，安定した旋回走行の場合に

は，V 字型は，ひとつの旋回に一個のみ出現する

が，不安定な旋回を行った場合には，V字型の形が

乱れたり，同じ場所に，何個も V字型が出現する．

• 直進運動では，左右に交代に V字型が出現するの

2 隣り合う 2 つのサンプリングポイントではなく，間に一つ置い
た 2 つのサンプリングポイントから，曲率中心を求めてもよい．
ただし，著者らの実験では，結果は大きな差ではなかった．
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が普通である．この場合，V字型の挟角は限りなく

小さく，V字型というより，I字型の曲率中心軌跡

が出現する．一方，直線的走行でも，ふらふらした

走り方になると，V字型は，不規則に出現する．

以上から，本提案の手法によれば，自転車走行の安定

状態を，レントゲン写真の様に観測可能と考える．

Fig. 4. 設定されたスラロームコース 1（実験コース 1）.

Fig. 5. 設定されたスラロームコース 2（実験コース 2）.

4 提案手法の有効性の評価

提案手法が，実際に運転者の特性判定に利用できるこ

とを確認するため，評価実験を行った．実験には，前述

したAndroid(SONY Xperia Z3)を用いたプロトタイプ

を利用した．具体的には，高齢者と若者で自転車運転時

の軌跡・挙動の違いを調査した．

実験コースは，セーフティコーン3を並べて，2通り

のスラロームコースを設置した．実験コース 1(図 4)は，

等間隔（2.5m）にセーフティコーンを並べている．実験

コース 2(図 5)は，コーンは直線的に並んでいるが，不

規則間隔（2.5m∼5m）である．図 6は実験コース 1を

3 円推型のコーン．実際の道路工事で使われるサイズより，はるか
に小型である．

Fig. 6. 若者（25歳）による実験コース 1の走行例.

Fig. 7. 高齢者（65歳）による実験コース 1の走行例.

若い学生が走行した場合，図 7は，高齢者が同じコース

を走行した例である．スラローム上の障害物の間隔が一

定で，走りやすいのか，この例を見る限り，V字型の出

現分布に，年齢による差異は観察されない．ただし，旋

回については，高齢者の方が，大きく回っている様にも

見えるが，あまり顕著ではない．

一方，図 8は，若者（学生）が実験コース 2を回った

結果であり，図 9は，高齢者が同じ実験コース 2を回っ

たケースである．この図では，明らかに，高齢者の方が

回転角が大きく，全体に，V字の分布も乱れた印象を受

ける．図 10は実験参加者 6名（若者 3名，高齢者 3名）

の実際の回転角度である．例外はあるが，高齢者のほう

が，回転角度が大きく，若者は小さい．

提案手法は，この様に，レントゲン写真の様に，運転

者の挙動を可視化して，確認することを可能とする．な

お，今回の実験では，若者も高齢者も 3名で，実験コー

ス走行も各人 1 回のみの限定された実験である．しか

し，その範囲でも，表 1に示す様に，有意水準 5%のｔ

検定で，実験コース 1では，若者と高齢者の回転角に差

は出ないものの，実験コース 2では，高齢者と若者の差

がでている．高齢者は，回り込みすぎている．この原因
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Fig. 8. 若者（25歳）による実験コース 2の走行例.

Fig. 9. 高齢者（65歳）による実験コース 2の走行例.

分析は，本稿が扱うべき主旨の範囲を超えるが，提案手

法は，高齢者と若者の自転車操縦能力のスクリーニング

に，一定の効用を期待できると考えられる．

5 関連研究

エネルギー資源保全の意識や健康志向の高まりなどに

より，移動手段として，またはスポーツ目的での自転車

の利用が増加傾向にある。これに伴い，自転車の種類や

用途も多様化してきている。自転車のフレーム形状や車

輪の大きさが異なることで，各種類の自転車についての

走行時の安定状態も異なってくる．

このため，自転車メーカーの中には，自転車の安定状

態の測定方法を検討しているところがある．例えば，ブ

リヂストンサイクル（株）による公開特許公報 2)では，

自転車の重心位置をあらかじめ測定し，その場所にマー

カーをとりつけて，画像処理によるマーカートラッキン

グで，重心位置の移動を測定している．同一出願人の公

開特許広報 3)においても，2台の撮像装置を導入し，設

置点の位置情報を取得して，重心位置の移動を把握する

という複雑なシステム構成を採用している．

更に，同一出願人の公開特許公報 4) は，本稿の手法

Fig. 10. 実験コース 2の若者 3名，高齢者 3名の回転
角度.

t

Table 1. 実験コース 2の統計的検定結果.

項目 若者の回転角　 高齢者の回転角

平均 31.4度 46.3度

サンプル個数 15 15

P (T ≦ t)片側 　 0.00777 –

t境界値片側 1.71 –

P (T ≦ t)両側 0.0155 –

t境界値両側 2.07 –

と類似した点を持つ．すなわち，測定に，9軸センサー

を想定している．しかし，センサーは，ハンドル舵角セ

ンサ，設置点センサー，重心センサーなど，多数のセン

サーを必要とし，また，あくまでも，重心移動を見て，

安定性を判断している．

また，日産自動車（株）が開示した公開特許公報 5)で

は，自転車がリスクを持つ走行をしたことを検知する方

法を提示しているが，一旦停止を無視した，急ハンドル

を切った等の，自転車の異常な走行を自動判定する方法

を開示しているのみである．

これらに対して，本稿で開示した手法は，ハンドル上

に水平方向に取り付けたセンサー（実際にはスマート

フォンのアジマス角）のみを利用しており，このアジマ

ス角を前輪の近似的な方位として，前輪の移動軌跡を可

視化している．重心の移動については，考慮していない．

しかし，重心が左右に移動すれば，当然，車体の立て直

し動作が入るため，重心の移動箇所には，V字型が出現

することが想定される．議論としては直感的すぎるかも

しれないが，本稿の手法は，重心の左右への移動状況を

直感的に把握できる手法であるとも言える．

一方，文献 6) は，スマートフォンと隠れマルコフモ

デルを用いて，自転車の走行状態（直進，左折，右折，
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停止，蛇行運転等）を判別しているが，本稿で開示した

技術の様に，運転者の特性を可視化するものではない．

また，文献 7) は，3軸の角度，角速度，加速度を測定

すことができる慣性センサを自転車に取り付けて，操縦

者の熟練度等を測定しようとしているが，基本的にセン

サー出力波形による分析にとどまっている．更に，著者

らの文献 8)，9)，10)，11) も，自転車やあるいは自転車

の走行環境をセンシングしているが，本稿の提案とは主

旨が異なっている．

6 終わりに

本稿では，自転車のハンドルの水平方向の向き（東西

南北の絶対方位角）のみを測定するだけで，自転車の

走行状態を可視化できる手法を開示した．具体的には，

1) ハンドルの水平方向の向きを方位角センサーからサ

ンプリングし，その向きに前輪が進行すると見なして，

近似的に前輪の移動軌跡を得るステップと4，2) 移動軌

跡からサンプル毎に曲率中心を求めるステップと，3)得

られた測定サンプル毎の曲率中心を 2次元上にプロット

して可視化するステップ5，から構成される．但し，移

動軌跡の作成には，自転車の速度情報は必ずしも必要な

く6，速度が不明であれば，一定の速度で進行している

としてよい．

上記移動軌跡の左右には，V字型の曲率中心軌跡が出

現する．このV字型は，1)遠方にあった曲率中心を，（こ

れから行う旋回の際の目標として操縦者に設定されてい

るものと思われる）目標旋回中心に引き寄せるフェー

ズと，2) 目標旋回中心を中心としてそのまま旋回する

フェーズと，3) 旋回を終了して，その目標旋回中心をは

なれて，直線走行に戻すために，移動軌跡の曲率中心を

遠方に追いやるフェーズ，から構成される．結果的に，

V字型の 2本の直線のなす角は，自転車が曲がった角度

である．すなわち，直線走行の際には，V字型の挟角は

ほとんど 0となる．これは，左右にわずかにハンドルを

向けながら，直線を走行する安定した走行状態である．

しかし，フラフラする運転をすると，V字型の挟角は大

きくなり，また，V 字の発生個所も非規則的な分布に

4 ハンドルではなく，車体にセンサーを取り付けても同様の可視化
は可能であるが，著者らの実験では，V 字型の出現頻度が低下
した．旋回意図が第一義的に反映されているのはハンドルと考え
たい．

5 曲率中心が，移動軌跡から見て，あらかじめ定めた一定距離を超
える場合には，プロットしない．

6 自転車の速度が求まれば適用することに問題はない．

なったり，複数の V字型が同一箇所に重複して出現す

る．この可視化結果から自転車の走行状態を判定できる．

実際にスマートフォン (Android)のアジマス角のみを

用いてプロトタイプシステムを構築し，簡単なスラロー

ムコースを設定し，若者（学生）と 60歳以上の高齢者数

名を対象として，V字型の挟角の差異を分析した．その

結果，障害物の間隔が変化しないスラロームでは有意な

差が出なかったが，障害物の間隔が変化するスラローム

においては，統計的有意に，高齢者はV字型の挟角（旋

回角度）が大きかった．つまり，高齢者のほうが，「条件

が変化する走行環境ではハンドルさばきが適切ではなく

回りすぎる」ことを示唆する．このように，V字型の挟

角や分布は，乗り手の運転能力をある程度推定してゆく

手法に発展できる可能性もある．今後の課題としたい．
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Evaluation of Required Time for Key Generation in Secret Key 

Agreement Scheme Based on Radio Wave Propagation  

Characteristics in V2V Communication Environment 
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As a security technique, a secret key agreement scheme based on radio wave propagation characteristics has been studied. In the 

scheme, the key used for encryption is shared between a transmitter and a distant receiver without communicating through a public 

channel based on the reciprocity and the locality of multipath fading. For example, a binary key is generated based on a variation of a 

signal intensity in a multipath fading environment. In the conventional studies, we supposed that radio waves arrive at a receiver from 

all direction uniformly as the multipath fading environment. However, in the case of a vehicle-to-vehicle (V2V) communication 

environment where buildings compose “street canyon” environment, it is expected that dispersion of the arriving directions of the radio 

waves becomes smaller and spatial variation of the multipath fading does slower. As a result, a required time for key generation in the 

secret key agreement scheme is expected to increase. In this paper, we calculate the propagation characteristics over non line-of-sight 

intersections in the V2V communication environment using the ray-tracing technique and evaluate the required time for key generation 

in the environment quantitatively. 

 ITS, Vehicle-to-vehicle communication, Ray-tracing, secret key agreement, radio propagation 

キーワード ITS，車車間通信，レイトレーシング，秘密鍵共有，電波伝搬 

車車間通信環境における電波伝搬特性に基づく

秘密鍵共有方式の鍵生成所要時間の評価

杉本 智哉，岩井 誠人，笹岡 秀一

 まえがき

近年，携帯電話や無線 LAN 等の，無線通信を用

いた様々な応用技術が急速に普及している．しかし，

無線通信は公開された空間の中で電波の送受信を

行うため，盗聴や不正アクセスを受けるなど，情報

セキュリティ面での危険性が問題となっている．こ

のため，無線通信の普及に伴い，盗聴対策などのセ

キュリティ対策が重要となっている．一般的な盗聴

対策として，情報を暗号鍵によって暗号化して伝送

する手法が知られており，送信局と受信局が共通の

暗号鍵を用いる秘密鍵暗号方式 1, 2)がよく用いられ

ている．秘密鍵暗号方式では暗号化と復号に要する

* Graduate School of Science and Engineering, Doshisha University, Kyotanabe, Kyoto, 610-0321, Japan
Telephone: +81-774-65-6267, Fax: +81-774-65-6801, E-mail: duq0363@mail4.doshisha.ac.jp 
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計算量が少ないという利点があるが，通信を行う前

に送信局と受信局の間で秘密鍵を共有しておく必

要がある．一般には無線通信によりこの鍵配送を行

うことが多いが，その過程で秘密鍵が盗聴される可

能性があるため，安全な秘密鍵共有法が重要となる．

また，共有された秘密鍵を長期にわたって使用する

と，暗号化情報のパターンから秘密鍵を解読される

危険性もある．

これらの危険性に対して，送受信局間の伝搬路が

マルチパスフェージングとなる場合の電波伝搬特

性を基に暗号鍵を生成する方式 3-7)が検討されてい

る．一般にマルチパスフェージング環境における電

波伝搬特性は相反性と局所性を持ち，送受信局が互

いに信号の送受信を行う場合は，それぞれの伝搬特

性は相関の高いものとなるが，送受信局から離れた

盗聴局では伝搬特性とは相関が低くなる 8)．これに

より，送受信局でそれぞれの受信信号強度などから

得られた情報から，送受信局間のみで共有可能な秘

密鍵を生成することができる．この秘密鍵を用いて

情報の暗号化を行うことで，盗聴局に秘密鍵を知ら

れることなく暗号化通信を行うことができる．また，

電波伝搬特性に基づいた秘密鍵は生成や共有が用

意であるため，秘密鍵の使い捨ても可能である．

電波伝搬特性に基づく秘密鍵共有方式では，受信

局の周囲の全方位から一様に電波が到来するよう

なマルチパスフェージング環境を想定することが

一般的である．これに対して，建物が密集するよう

な都市街環境における車車間通信環境を考える場

合 9, 10)，電波の到来方向の広がりが小さく，その結

果として，マルチパスフェージングの空間的な変動

が緩慢となると予想される，このような場合には，

電波伝搬特性に基づく秘密鍵共有方式による鍵生

成の所要時間が増大するものと予想される．

本稿では，車車間通信環境として重要となる交差

点越え見通し外環境を想定し，レイトレーシング 11)

を用いて伝搬特性を解析する．そして，この環境に

おける電波伝搬特性に基づく秘密鍵共有方式によ

る鍵生成の所要時間を定量的に評価する．

 電波伝搬特性に基づく秘密鍵共有方式

電波伝搬特性に基づく秘密鍵共有方式の基本原

理を Fig. 1 に模式的に示す．無線通信チャネルにお

いて A 局から B 局への電波の伝搬経路と B 局から

A 局への電波の伝搬経路は同じ経路となる．これに

より，2 つの経路の電波伝搬特性の相関は大きくな

る．これを電波伝搬特性の相反性と呼ぶ．一方，マ

ルチパス環境において A, B 局の一方もしくは両方

の位置が変化する前と電波の伝搬経路が変化し，両

局間の電波伝搬特性は位置が変わる前と異なるも

のとなる．したがって，A, B 局間の伝搬特性と，A

局と盗聴局の間の伝搬特性の相関は小さくなる．こ

れを電波伝搬特性の局所性と呼ぶ．この電波伝搬特

性の相反性と局所性を用いることで，A, B 局間のみ

で共有可能な秘密鍵を生成することができる. 

Fig. 1. Principle of secret key agreement scheme based 

on radio wave propagation characteristics. 

Fig. 2. Example of key generation. 

鍵生成のための共有情報として，本稿では受信局

相反性により一致

A局 B局

マルチパスフェージング
により変動

盗聴局

局所性により不一致

1 1 0 1 00 0 1 0 1

閾値
(中央値)

鍵系列

時間

信
号

強
度
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の移動による受信信号の強度変動を用いる．具体的

には Fig. 2 のように，受信信号強度に対して鍵長分

のサンプリングを行い，得られた強度変動サンプル

の中央値を閾値として二値化処理を行うことで二

値の鍵系列を生成する．

 交差点越え見通し外環境の鍵生成時間

 想定環境

本稿で想定する交差点越え見通し外環境の交差

点モデルを Fig. 3 に示す．図に示すような建物によ

って形成された直交交差点を考える．建物面は完全

平面とし，半無限の長さがあるものとする．dt, drは

送受信点から交差点入り口までの距離，Wt, Wrは送

受信点のあるそれぞれの道路の幅である．送信点の

位置は固定とし，受信点は道路に沿って移動するも

のとする．特に示さない限り，レイトレーシングに

よる計算では Table 1 に示す基本パラメータを用い

る．

Fig. 3. Intersection model. 

Table 1. Reference parameters. 

周波数 5.9GHz 

送信距離 dt 50m 

受信距離 dr 0~150m 

道路幅 Wt, Wr 16, 16m 

車(受信点)の移動速度 40km/h 

アンテナ高 1.5m 

鍵の長さ(最大) 256 ビット 

レイトレーシング

最大反射回

数

6 回 

最大回折回 1 回 

数

 空間相関特性

一般に，鍵生成時間は小さいことが望ましい．電

波伝搬特性に基づく秘密鍵共有方式の鍵生成時間

には信号強度変動のサンプリング周期が大きく影

響し，サンプリング周期が小さいほど鍵生成時間は

小さくなる．しかし，Fig. 4(b)のように，強度変動

に対するサンプリング周期が小さ過ぎる場合，生成

された鍵系列には同じ値が連続して発生し，ランダ

ム性の低いものとなる．このような鍵系列は盗聴局

において総当たりによる解読が容易になる可能性

がある 12)．ランダム性の高い鍵系列の生成のために

は，強度変動の連続するサンプル同士の相関が小さ

くなるように，ある程度の時間間隔を空けてサンプ

リングを行う必要がある. 

(a) Slow sampling  (b) Frequent sampling 

Fig. 4. Comparison of sampling period. 

サンプル同士の相関を議論するために，ここでは

フェージングの空間相関特性を用いる．まず，二組

の系列 x(n) = x(1), x(2), … と y(n) = y(1), y(2), …に対

して，下式で与えられる相関係数 ρ13)を考える． 

ρ = x(n)y(n)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

√{x(n)}2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅√{y(n)}2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
(1) 

ここで，x̅は x の期待値を示している．ある点と，

そこから Δxだけ離れた点の間の信号強度変動の相

関係数を空間相関係数と呼ぶ．ある空間変位 Δx に

対する空間相関係数が小さい場合，その Δxだけ距

離間隔を空けたサンプル同士の相関は小さく，生成

される鍵系列のランダム性が確保されていると考

えられる．

ここで，水平面内全方向から一様の確率で電波が

到来する環境(これをここでは全周一様環境と呼ぶ)

の空間相関特性について考える．このような環境は，

送受信局が見通し外にある場合に想定されること
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が多い．全周一様環境における空間変位 Δxに対す

る受信信号強度の空間相関係数は，下式で与えられ

る 13)． 

ρR(Δx) = {J0 (
2πΔx
λ
)}

2
(2) 

ここで，J0(x)は第一種零次ベッセル関数を表し，λ

は波長を表す．

本稿で想定する交差点越え見通し外環境におけ

る空間相関特性と，全周一様環境における空間変位

に対するそれぞれの空間相関係数を Fig. 5 に示す．

周波数は 5.9GHz としている．交差点越え見通し外

環境については，送信点をdt=50m に固定し，dr=50m

にある受信点の前後 0.5m の受信信号強度をレイト

レーシングにより計算し，式(1)を用いて空間相関係

数を求めた．

Fig. 5. Spatial correlation characteristics in ITS NLOS 

and whole-direction arrival environment. 

Fig. 5 から，想定する交差点越え見通し外環境は，

全周一様環境と比べて，ある空間相関係数の低下を

達成するために必要な空間変位が大きいことがわ

かる．例えば，空間相関係数が 0.5 となる距離(一般

にこれを相関距離と呼ぶ)は，全周一様環境では

0.009m 程度であるが，交差点越え見通し外環境で

は 0.024m 程度となる．これは，電波の到来方向の

広がりが原因であると考えられる．例えば，Fig. 6(a)

に示すような全周一様環境では，受信局の移動方向

に対して様々な方向から電波が到来する．各到来波

の受信位相は，受信局の移動によりそれぞれの到来

方向に応じて異なる周期の位相回転を示す．その結

果，それらが干渉し合うことにより生じるフェージ

ング変動は，小さな周期の変動を示す．それに対し，

Fig. 6(b)のような交差点越え見通し外環境では電波

の到来方向が限定される．この場合，受信局の移動

による各到来波の位相回転の差は小さく，その干渉

によるフェージング変動は全周一様環境に比べて

大きな周期となる．その結果，交差点越え見通し外

環境では，ランダム性の高い鍵系列生成のために，

比較的大きい時間間隔を空けてサンプリングを行

う必要があり，全体的な鍵生成時間が増大すると考

えられる．

(a) Whole-direction   (b) Non line-of-sight 

  arrival environment  intersection environment 

Fig. 6. Arrival directions of radio waves. 

 鍵生成所要時間

本稿では，生成される鍵系列のランダム性が確保

されるための要求条件として，隣接するサンプル間

の空間相関係数が 0.5 以下となることを前提とし，

所要長さの鍵を生成するための必要時間(鍵生成所

要時間)について検討する．受信点の前後 0.5m の空

間相関係数を計算し，空間相関係数が 0.5 以下とな

る空間変位 Δx を車が移動するのにかかる時間をサ

ンプリング周期とする．送信距離をdt=50m，受信距

離をdr=50m とし，車の移動速度を 40km/h とした場

合の相関距離とサンプリング周期をTable 2に示す． 

Table 2. Correlation distance and sampling period. 

交差点越え見通

し外環境

全周一様環境

相関距離 0.0245m 0.0093m 

サンプリング周

期

0.0022s 0.0008s 

サンプリング周期は鍵系列の中の 1 つの値を得る

全周一様環境

交差点越え見通し外環境

空間変位 Δx [m]
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係
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ための所要時間に等しい．よって所要鍵長が変化し

た場合の鍵生成所要時間は Fig. 7 に示す結果となる．  

Fig. 7. Required time for key generation. 

全周一様環境においては，256 ビットの鍵系列を

生成するための所要時間が 0.2 秒程度であるのに対

し，交差点越え見通し外環境では 0.5 秒以上となっ

ており，交差点越え見通し外環境において鍵生成所

要時間が増大することが確認できる．また，交差点

越え見通し外環境において，交差点遠方では電波の

到来方向が限定されることが考えられる．受信点が

交差点付近にある場合，Fig. 8(a)のように，少数の

反射のみで電波が受信点に到達する経路が多く存

在する．これにより，比較的強度の大きい電波が広

い範囲の方向から到来するため，信号強度変動の周

期が小さくなると考えられる．それに対して，交差

点遠方では Fig. 8(b)のように，少数の反射のみで受

信点に到達する経路は建物に遮られ，交差点を形成

する建物エッジで一度回折を経た経路が主要な経

路となる．この場合，強度の大きい電波がいずれも

受信側道路に沿う方向で到来するため，フェージン

グ変動の周期が大きくなると考えられる．受信距離

に対する相関距離の変化を Fig. 9 に示す．相関距離

は受信局が定速で移動する場合には鍵生成所要時

間に比例する値であるので，同図には，40km/h 走行

を想定した場合の鍵生成所要時間の軸も併せて表

示している．受信点が交差点から遠ざかるにつれて

相関距離が大きくなり，鍵生成所要時間が増大する

ことがわかる．受信距離 70m 付近以降は鍵生成所

要時間が 1 秒以上となっており，実際の無線通信で

用いるには鍵生成の時間が大きすぎる．そのため，

鍵生成所要時間を短縮する必要がある．

(a) Close to intersection 

(b) Distant from intersection 

Fig. 8. Arriving directions of dominant waves. 

Fig. 9 Characteristics of correlation distance and 

required time for key generation. 

 複数チャネルを用いた鍵生成

 複数チャネルの利用

鍵生成所要時間の短縮のため，複数のチャネルを

利用した鍵生成を考える．すなわち，複数のチャネ

ルで分割して鍵を生成し，その後それらを合成する

ことで一つのチャネルあたりの所要の鍵長を小さ
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くし，全体的な鍵生成所要時間を短縮する．例えば，

路車間通信や車車間通信に特化して用いられる

DSRC(Dedicated Short Range Communications)には上

り方向と下り方向でそれぞれ 35MHz が割り当てら

れている 14)．各チャネルの帯域幅は 5MHz であり，

片方向につき 7 つのチャネルが存在する．この場合，

片方向のチャネル全てを同時に利用すると，単一チ

ャネルの場合の 1/7 の時間で鍵生成が可能となる． 

ここで，複数チャネル同士のフェージング変動が

高い相関を持つ場合，各チャネルでは同様の鍵が生

成されるため，それらを合成して得られる鍵のラン

ダム性は低くなる．ランダムな鍵を生成するために

は各チャネル間が低相関となる必要がある．

 周波数相関特性

複数チャネルを用いた鍵の生成においては，鍵の

ランダム性を確保するためにフェージング環境の

周波数相関特性について考慮する必要がある．周波

数相関特性は，ある受信点でのインパルス応答から

与えられる遅延プロファイルを基に求めることが

できる 15)． 

インパルス応答 h(t)は Fig. 10(b)のように，伝搬路

の遅延特性を遅延時間 tに対する関数として表した

ものである．また，遅延プロファイル p(t)はインパ

ルス応答を用いて下式で与えられる．

p(t) = {h(t)*h(t)}̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ (3) 

(a) Propagation path      (b) Impulse response 

Fig. 10. Propagation delay. 

周波数相関特性 ρ(Δf)は Δfを周波数差として，遅

延プロファイルを用いて下式のように表される．

ρ(Δf) = 1
PR

∫ p(t)exp(j2πΔft)∞
-∞ dt (4) 

ここで，PRは受信電力をあらわす．相関距離と同様

に，この相関係数の絶対値が 0.5 以下となる周波数

差は相関帯域幅と言われる．送信点をdt=50m に固

定した場合の，各受信距離における遅延プロファイ

ルをレイトレーシングで計算し，相関帯域幅を式(4)

によって求めた結果を Fig. 11 に示す．見通し内と

なるdt=0m を除いて，相関帯域幅は 10MHz 程度と

なっている．各受信距離において相関帯域幅離れた

周波数にチャネルを設定することにより，相関の低

い独立なチャネルが確保できるものとする．

Fig. 11. Characteristics of correlation bandwidth. 

 複数チャネルを用いた場合の鍵生成所要時間

DSRC の帯域幅は上り方向下り方向でそれぞれ

35MHz であることから，片方向につき利用可能な

チャネル数を(35MHz/相関帯域幅)と考えると，鍵生

成所要時間は単一チャネルの場合に対して，(相関

帯域幅/35MHz)倍となる．Fig. 9 と Fig. 11 より，複

数チャネルを用いた場合の，受信距離ごとの鍵生成

所要時間を Fig. 12 に示す．一般に DSRC は 5MHz

ごとにチャネルが設定されるため，全周一様環境で

は片方向につき 7ch が確保できるものとする．複数

チャネルを用いることにより，交差点付近では単一

チャネルの全周一様環境よりも鍵生成所要時間が

小さくなっている．また，片方向帯域の利用，両方

向帯域の利用共に受信距離 120m程度まで鍵生成所

要時間が 1 秒以下となっており，複数チャネルの利

用による鍵生成所要時間の短縮が確認できる．

Fig. 13 に両方向帯域を利用した場合の，車の移動
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速度に対する鍵生成所要時間を示す．車の移動速度

が大きいほど鍵生成所要時間は短縮されることが

わかる．これは，車の移動速度が大きい程，相関距

離分の移動にかかる時間が小さいためである．また，

送信距離，受信距離共に交差点から離れるほど，鍵

生成所要時間が増大していることがわかる．送受信

点が共に交差点から 150m 離れた場合では，両方向

帯域を用いた場合でも，鍵生成所要時間は 3 秒以上

となっている．

Fig. 12. Characteristics of required time for key 

generation using multiple channels. 

Fig. 13. Characteristics of required time for key 

generation for receiver speed. 

 まとめ

本稿では，鍵を配送することなく共有可能とする

電波伝搬特性に基づく秘密鍵共有方式の鍵生成所

要時間の評価を行った．想定環境は車車間通信環境

として重要となる交差点越え見通し外環境とし，鍵

生成所要時間の計算にはレイトレーシングによる

計算結果を用いた．フェージングの空間相関特性か

ら，鍵系列のランダム性を確保するためのサンプリ

ング周期を求めた．その結果，交差点の遠方ではフ

ェージングの変動が緩慢になることから，相関距離

が大きくなり，鍵生成所要時間が増大することがわ

かった．これに対し，DSRC の周波数帯域において，

複数チャネルを同時利用して鍵生成を行うことで

鍵生成所要時間を短縮できることがわかった．しか

し，送受信点が共に交差点の遠方にある場合は，複

数チャネルを利用しても鍵生成所要時間が 3 秒以

上となる．今後の課題として，複数アンテナの利用

等による鍵生成所要時間の短縮が挙げられる．
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A Node Access Frequency Based
Graph Partitioning Approach for Efficient All Node Scan
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The graph structure enables representing almost data including relationship such as social networks, geography, www, etc. The edge

in graph data express the relationship, and traversing it allow us to efficiently search the entity related certain relationship and certain pattern

of entities and relationships. However, it is difficult that exisiting tequniques of graph processing deal with all elements one by one in graph

data, because almost graph processing is to search certain pattern in graph data. We give a dependency analysis as a example in software

engineering. Dependency analysis is indispensable for efficient debug supporting, and it needs history of a program execution for analyzing

a cause of bag. Program execution traces (simply “traces” for short) contain data/control dependency information, and instructions such as

method invocation, conditional branching, and so on, and values such as constant value, object. However, traces easily become large and

complicated, and its structure is graph structure because instructions, values and dependencies,. Moreover, dependency analysis using trace

cannot avoid analyzing all instructions and values one by one. We propose an approach that involves storing graphs in a database that reduces

the number of attributes in the main memory during dependency analysis. We also introduce a criterion for the application of this approach

that can maximize its effectiveness. Finally, we conduct experiments to assess its effectiveness for efficient dependency analysis.

Key words ： Graph Database, Graph Traversal, Back-In-Time debugger, Dyanamic Analysis, Java

キーワード ： グラフデータベース,グラフ走査, Back-In-Timeデバッガ,動的解析, Java

全節点走査を対象としたグラフ処理効率化のための節点属性分割法

波多野賢治・楠和馬

1. はじめに

近年の情報システムが生成するデータの構造は表構造

のものだけではなく，データ間に何らかの関係性をもつ

グラフ構造のデータとして表現できるデータが数多く存

在する．グラフデータに対する処理効率化を図る手法は

グラフの構成要素である節点と辺のパタンを検索するこ

とにより実現されている．しかし，これらの技術ではグ

ラフの要素を逐次的に処理することが避けられない問題

* Faculty of Culture and Information Science, Doshisha University, Kyoto
Telephone:+81-774-65-7656, Fax:+81-774-65-7656, E-mail:khatano@mail.doshisha.ac.jp

** Graduate School of Culture and Information Science, Doshisha University, Kyoto
Telephone:+81-774-65-7656, Fax:+81-774-65-7656, E-mail:kusu@ilab.doshisha.ac.jp

では応用することができない．

以上のような処理の事例としてソフトウェア工学にお

ける動的解析を一例として挙げる．デバッグではプログ

ラムの実行時の状態と依存関係の調査が不可欠とされて

きた [1,2]．現在普及しているデバッガはブレークポイン

トによって指定された箇所でプログラムを停止させ，そ

の時点での状態の調査を可能とする．しかし，ブレーク

ポイント以前の実行内容は参照できないため，依存関係

を逆に辿り不正な状態の原因を特定する作業を効率的に
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実施できない [3]．

10年前からこうした既存のデバッガの問題を解決する

ために，依存関係を情報として含むトレースを利用した

逆回しデバッガ（Back-In-Timeデバッガ）と呼ばれる新

しい方式のデバッガが開発されてきた [4–6]．依存関係

を含むトレースを利用することで，これらのデバッガは

変数の値を代入した命令の特定や [4]，命令が実行され

た（あるいはされなかった）理由の調査 [5]，また，既に

呼出し完了したメソッドの実行内容の調査 [6]のように，

局所的な視点での依存関係の解析を実現する．

一般に依存関係を含むトレースの処理に関しては動的

解析の解析範囲への対応の問題が指摘されている [3]．近

年のハードウェアおよびソフトウェア環境の急速な進歩

がこの問題の解決を容易にしつつある．実際，我々の先

行研究 [7] では不具合を含む実用的な Java のフレーム

ワークアプリケーションに対してその感染を示唆する兆

候を特定する動的解析を実現している．

このように我々の先行研究 [7]はトレースに含まれて

いる依存関係に関する動的解析の規模の問題解決に明る

い見通しを与えるものであるが，一方でその実行効率に

関しては大きな課題を残している．実行効率の低下の主

な原因はトレースのモデルに豊富なデータが含まれてい

るところに存在する．我々のトレースはバグの原因とな

るような兆候の特定以外の側面で解析する際の要求を満

たすために，Wang等の研究 [8]のようにトレースのデー

タ量の抑制を目指す代わりにデータの豊富さを追求して

いる．

既存のデバッガ [4–6]は特定の命令に関する局所的な

動的解析を実行しているが，我々の先行研究 [7]ではプ

ログラム実行時の全ての状態変更命令 * を解析の対象と

している．そのため，規模の対応は可能であっても実行

効率に関しては良い結果が得られていない．この問題を

解決するためには，動的解析の基本的な処理である参照

関係や依存関係のような依存関係を辿るパフォーマンス

を向上させる必要がある．

そこで本研究では，我々の提案する動的解析のような

∗ インスタンス変数，クラス変数，配列への代入

解析範囲がトレース全体におよぶ動的解析をより実用的

に実行するために，動的解析処理の効率を考慮した動的

解析環境を構築する．また，構築した動的解析環境にお

いて解析処理の効率性を損なう要因を明確化し，その要

因を解消するためのグラフの管理方法および処理方法を

提案する．さらに，本研究で提案した手法を適用後の解

析の処理パフォーマンスに関する評価を行う．

2. 関連研究

現在広く使われているデバッガはプログラムコード中

のブレークポイントで指定された箇所でプログラム実行

を停止させ，作業者が停止時の状態を調査するための機

能を提供している．この時点で既に呼出しが完了したメ

ソッドの実行内容はデバッガに記録されていない．プロ

グラムの不具合や感染 **はしばしば既に呼出しが完了し

たメソッド内に発見される [6]．既存のデバッガでこうし

たメソッド呼出しを調査するためにはブレークポイント

の設定と実行のやり直しが必要とされ，これがデバッグ

作業の効率性を阻害する大きな要因となっている [3]．

プログラムの実行履歴を利用することによってこうし

た既存のデバッガの限界を克服しようとする研究が最近

の 10年間で進められている．これらの研究の発端となっ

た全知デバッガ [4]はある実行時点の変数の値に対して

それを代入した命令文を特定する機能を実装している．

また，KoらによるWhyline [5]はある命令文が実行され

た，あるいはされなかった過程を対話的に再現すること

を可能としている．

Lienhard らによる Dynamic Object Flow 解析 [9] はオ

ブジェクトの視点から依存関係を解析，可視化する機能

を実現している．Object Flow解析はオブジェクトに対す

る参照に焦点を置いておりメソッドの依存関係解析 [10]

であると同時にデバッガの利用を念頭に置いたオブジェ

クトの流れを表現している．

全知デバッガやWhylineによる支援はある特定の命令

文に対してその関連する依存関係を辿る機能によって実

装される．こうした支援を必要とする作業者の関心は特

∗∗ 不具合はプログラムコードの誤りを，感染は不具合箇所の実行に
起因する実行時の誤りを意味する [1]．
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定の命令に限定されており，作業者の関心の範囲が反映

される形で制御やデータに関する局所的な依存関係が解

析される．一方で制御やデータに関してトレース全体を

解析する動的解析は我々の過去の研究 [7]以外のものは

我々の知る限りでは存在せず，メソッド呼出しか Object

Flow解析のようなオブジェクトの参照程度しか扱われて

いない．

局所的な解析に基づく支援は感染が疑われる変数値の

ようにデバッグの問題解決に直接寄与する状態を発見し

た場合には有効である．しかし，現実のデバッグ作業の

作業者はこうした情報を発見するためにプログラムの実

行過程全体を対象に状態を把握し実行の挙動を理解する

ことが求められる [11]．我々の過去の研究 [7]は解析範囲

がトレース全体におよぶ制御と値の依存性の解析によっ

てこの種の要求を満たすことが目的である．

文献 [7] では動的解析の一つである Outdated-State 解

析手法を提案している．この動的解析手法は同じオブジェ

クトの異なる二つ以上の状態に影響を受け実行された命

令を検出する．このような実行過程のパタンはオブジェ

クトのコレクションの状態を参照して繰返し制御を行う

時の事例がある．この実行過程のパタンは直接不具合の

要因となることや潜在的な不具合の原因となるため，こ

のパタンは検出されれば修正するべき実行パタンの一つ

となる．従来の動的解析を実行する環境で上記のような

トレースの全体を解析対象とする動的解析を行う場合，

トレースの節点をメモリ上に読み込んだ上で依存性解析

を行うため，トレースのデータ量が大きくなると実行が

できない問題があった．また，依存性解析を行うと多数

の節点同士の比較や，トレースに記録された依存関係を

もとに一つないしは多数の節点の導出が効率的に実行で

きない問題もある．これら問題を解決するためには，ト

レースのデータ構造を把握した上でより効率的な解析を

支援できる動的解析環境を構築する必要がある．

3. 動的解析環境の構築

本研究ではデバッグにはさまざまな種類の動的解析を

実行することが必要であると想定しており，実際に過去

の研究でも複数の解析手法を開発している [7]．

さまざまな動的解析手法の適用を可能にするために我々

のトレースにはあらゆる動的解析にも対応することがで

きるデータモデルが採用されている．その代償として実

用的なプログラムのトレースは膨大かつ複雑になり易く，

それが解析の効率の大きな妨げとなり易い．したがって，

効率的な動的解析の実現にはトレースに対する動的解析

を効率的に実行する動的解析環境が要求される．

図 1 に Java プログラムの実行から動的解析までを実

施する動的解析環境の概要を示す．図中のトレース生成

部は Java Bytecode instrumentation 技法を利用すること

によってトレースを生成する．トレース処理部は生成さ

れたトレースをグラフデータベース（GDB）に格納し，

関係性を用いた解析の効率的な実装を支援する．

3.1 動的解析環境に必要な機能

先行研究 [7]では，図 2のような動的解析環境を構築

している．図 2の動的解析環境ではデバッグ対象のプロ

グラムを実行し，そのプログラムの実行過程を記録した

トレースを生成する．ここで記録されているトレースに

含まれている命令や値，依存関係は POJO (Plain Old Java

Object)*** のオブジェクトとして生成しメモリ上に格納

する．また，動的解析中において，メモリに格納された

トレースを参照し，命令や値，依存関係を調査すること

により動的解析を実行している．2. で述べたように，ト

レースの局所的な範囲を解析する手法とトレース全体を

解析範囲とする手法が提案されており，当然ながら後者

の手法は解析にメモリを多く消費する．したがって，既

存の動的解析環境においてトレースのデータ量が大きく

なるほど解析に利用できるメモリ領域が不足することに

なり，膨大なトレースに対して解析範囲がトレース全体

に及ぶ動的解析手法は実行することができない．

以上より動的解析環境に要求されることとしては，あ

るデータから特定の関係性を辿り別のデータを取得する

処理（グラフ走査）を高速に行える必要が第一にある．

また，トレースのデータ量の大小にかかわらず，解析範

∗∗∗ フレームワークのような規約に縛られないように設計した Javaオ
ブジェクトのこと．
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Fig. 1: 本研究で構築する動的解析環境

囲がトレース全体に及ぶ動的解析手法を実行可能にする

ためには，トレースの管理や解析処理で消費するメモリ

を削減する必要がある．さらに，本研究で取り扱う動的

解析手法では必要ないが，異なるトレース同士を比較す

ることでプログラムの挙動を解析する手法も存在するた

め，それら手法を将来的に適用することを想定する必要

がある．

3.2 トレースのデータモデル

我々が開発した動的解析 [7]は個別のメソッド内部お

よびメソッド間に跨る依存関係を解析の対象とする．こ

の時，値を生成および参照する命令や，これらの命令が

実行されるメソッドに関する情報も解析に利用される．

我々は更にある特定の条件を満たすデータに依存する動

的解析手法も現在開発中である．

こうしたさまざまな解析の要求に答えるために我々の

トレースには以下の概念を表現する要素が含まれている．

• メソッド呼出し構造

• メソッドで実行されたバイトコード命令

• バイトコード命令による値の生成参照

• 参照される値

それぞれの要素が表現している概念から要素間にさま

ざまな関係が導かれる．メソッド呼出しに関しては呼出

し側と被呼出し側の関係が導かれる．条件分岐命令やメ

ソッド呼出しのように「制御する」命令とそれらによっ

て実行される命令の間には制御の依存関係（制御依存関

係）が形成される．また値の生成と参照の関係を通じて

命令同士にデータの依存関係（データ依存関係）が形成

される．値とその生成は一対一関係を形成し，値とその

参照の間には一対多関係が生成される．トレースはこれ

らの要素を節点，要素間に導入された関係を辺とする有

向グラフとして表現される．

まず，我々のトレース生成手法により生成されるトレー

スは各構成要素に行番号やスレッド番号のような属性を

持つため，図 3 のようなプロパティグラフモデルで表

現できる [12]． プロパティグラフモデルは Apache の

TinkerPop プロジェクトで定義されているデータモデル

である 1．また，これら属性は動的解析の際に参照され

るデータや，動的解析の結果として理解されやすいよう

に表示の際に参照されるデータが含まれている．

動的解析を行う際には，オブジェクトの状態の変遷や

プログラムのエラーを追跡など，命令や値の依存関係を

辿ることになる．したがって，動的解析では制御依存関

係やデータ依存関係などの依存関係を辿る（グラフ走査）

処理が頻繁に行われることが想定され，グラフ走査処理

の効率化が要求される．

1 Apache TinkerPop: https://tinkerpop.apache.org/（閲覧日：
2017-01-16）
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Fig. 2: 先行研究の動的解析環境

Fig. 3: プロパティグラフモデル

3.3 動的解析の処理方法

動的解析は解析範囲の広狭に関わらず解析の起点とな

る命令や値からデータ依存関係や制御依存関係などの依

存関係を辿ることによって行うことができる．したがっ

て，グラフ走査の起点となる節点（走査開始節点）を取得

後は依存関係を辿りながらトレースを調査していくため，

グラフ走査処理の効率化を図ることが動的解析の効率化

につながる．また従来の場合，解析中は全てのトレース

の要素がメモリ上に読み込まれ，その上，トレースの要

素の依存関係を解析するため組合せ爆発のような問題が

発生し，トレースの全体を解析対象とする動的解析に対

応できなかった．そのため，膨大なトレースに対する解

析を可能にするために，メモリ上に読み込まれるのは解

析に必要なデータのみにする必要がある．

そこで，本研究ではグラフ走査処理のパフォーマンス向

上やディスク上での管理といった二点の必要性を考慮し

て，トレース処理部の基盤にはオンディスクデータベー

スである GDB を用いる．GDB にはさまざまなソフト

ウェアが存在するが，本研究では Neo4j2 を採用するこ

とにした．これは，Neo4jがトレースを格納するのに適し

たプロパティグラフモデルを採用しており，同時に GDB

の中でグラフ走査処理の性能が高いことが示されていた

からである [13, 14]．また，GDBの中でも関係性を利用

したグラフ解析に最適化している GDBはグラフ走査の

対象となっている節点に直接関係がないデータを読み込

2 Neo4j HP. http://neo4j.com/（閲覧日: 2017-01-16）
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まずに解析を行うことができるため，データ量が膨大な

トレースに対しても全体的に解析範囲がおよぶ動的解析

手法の適用を可能にする．

Neo4jのデータベースに格納されたトレースに対する

動的解析の実装は Javaのグラフ走査処理を実装するライ

ブラリである Neo4j Traversal APIおよび，グラフ問合せ

用のクエリ言語 Cypherを用いることにより行う．Cypher

により解析の起点となるデータを問合せを行い，Neo4j

Traversal APIを用いることにより命令や値の種類に合わ

せて条件付けしたグラフ走査を実現することができる．

4. 属性参照の頻度を考慮した節点属性の分割

3. では，GDBの Neo4jを用いたトレースの格納方法，

処理方法について説明した．データをディスク上で管理

することにより，動的解析に必要ないデータはメモリ上

に存在しないため，メモリ消費量の削減につながってい

る．しかし，我々の動的解析環境ではグラフ走査の際に

動的解析に不要な命令や値の属性を読み込んでいること

により，無駄なディスクアクセスが増えていることがボ

トルネックになっていると考えられる．そこで，本節で

はこのボトルネックを改善するグラフの変換方法につい

て提案する．

4.1 オンディスクデータベースの挙動

Neo4jのデータベースに格納されているデータに対し

て問合せを行う際には Cypherによる問合せ，もしくは

Neo4j Traversal APIによるグラフ走査によらず，まず，走

査開始節点の問合せから開始される．次に，走査開始節

点から関係性を辿ることで次の節点を取得することを繰

り返すことでメモリ上にグラフデータを展開している．

そのため，グラフ走査がデータベースに格納されている

全データに対して行われる際には，ほとんど全ての節点

や関係辺がメモリ上に読み込まれることになる．

また，メモリ上へ節点や関係辺を読み込む際にはそれ

らデータを取得するためにディスクアクセスが発生して

いると考えられる．したがって，トレースに対して全体的

に動的解析を実行する場合，ほとんどのトレースのデー

タをディスク上から取得しようとし，グラフ走査が非効

率になる．他にも以上の問題はメモリへ読込むデータ量

が多くなることから，動的解析に要するメモリ領域を確

保するためにも無駄なトレースの要素の読込みは削減で

きるべきである．

4.2 メモリ消費量削減のための節点属性の分割

本研究で構築する動的解析環境は GDBを利用するこ

とにより，動的解析の基本的な処理である依存性の解析

を効率化するだけでなく，解析に必要な節点のみをメモ

リ上に読み込むため膨大なトレースに対しても解析範囲

が全体的な動的解析に対応することも可能になる．節点

の読込みと一緒にその節点の属性もメモリに読み込まれ

るといった，本研究で構築する動的解析環境のボトルネッ

クは，不要な属性を異なる節点に格納しておくことによ

り削減できるものと考えられる．

そこで，解析の対象となる節点（解析対象節点）とそ

の節点の属性が格納されている節点（属性用節点）の二

つに分けて管理することで上記のボトルネックを除去す

る方法を提案する．また，解析対象節点に対応する属性

用節点を取得できるようにするために，図 4のようにそ

れらの間には関係辺（属性辺）を作成する．そのため，

トレースの全要素に適用すると次のようなグラフ構造の

変更点が発生する．

1. GDBに格納されている節点数は元の倍になる．

2. 各節点に接続辺が一つ増える．

しかし，Neo4jのようなネイティブグラフデータベース

ではグラフの走査はある節点に接続している節点のみを

対象とするため，変更点 (1)のような節点の増加の影響

はほとんど受けない [15, 16]．また，変更点 (2) により，

解析に不要な節点の属性の読込みを削減できる代わりに，

属性辺が一つ読み込まれるようになる．さらに，グラフ

走査の際に辿る必要のある辺を確認する対象が全節点で

一つ増加するが，ほとんどのグラフ走査は関係性を指定

するため，関係辺の候補は実質増えずグラフ走査の効率

への影響はほとんど無い．ただ，動的解析において必ず

属性の参照が必要な節点ラベルが存在するため，全てに

対して属性の分割を適用することはグラフ走査の処理を
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Algorithm 1属性を分割する節点の自動決定アルゴリズム
Require: Nnode,Nload,Ntrav

for each l ∈ L do

f [l]← false

end for

for each l ∈ L do

be f ore← S load( f ,Nload,Nnode)

f [l]← true

a f ter ← S load( f ,Nload,Nnode)

traversal← S trav( f ,Ntrav,Nnode)

if be f ore > a f ter and traversal = 0 then

continue

else

f [l]← false

end if

end for

return f

増やすことになり非効率化につながる．したがって，各

節点ラベルに対して節点属性の分割を適用するか適用し

ないかを判断する基準を設ける必要がある．

4.3 節点属性の分割が必要な節点の導出方法

本研究の提案手法の目的は節点に付随する属性のメモ

リへの読込みを削減することで，グラフ走査の効率性を

向上させることである．一方，節点の分割を施すことに

より懸念される解析の非効率化の要因としては，解析時

に属性が必要な節点に対しても節点属性の分割を行うこ

とで属性辺を辿る処理が発生することである．属性辺の

グラフ走査は元々のトレースの構造に対する解析時には

発生しない処理であるため，属性辺を辿る処理が発生す

るほど解析の非効率化につながる．これらのことから，

動的解析中に発生する節点属性の読込み数および属性辺

のグラフ走査回数を最小にできるようにグラフ変換する

節点を決定する必要がある．

節点属性を分割する節点の自動決定には動的解析環境

に実装されている動的解析手法の解析アルゴリズムを事

前に分析しておく必要がある．すなわち動的解析手法ご

とに，節点ラベル別に依存関係を辿る処理や節点属性の

取得する処理などが定義されており，それらを事前に集

計しておく必要がある．本節で導入する節点属性を分割

する節点の自動決定では，ある節点ラベルの依存性を解

析する際に発生する属性読込みの情報を用意しておく必

要がある．ただ，依存性解析は基本的に節点属性の値に

よって場合分けされる可能性があり正確に測ることがで

きない．そのため，解析されるかどうかわからない対象

も依存性解析がなされると仮定することで最悪の場合を

想定する．事前に用意した節点ラベル別に解析時に発生

しうる属性読込みの情報をもとに，属性読込みが発生す

る可能性がない場合はその節点の属性を分割するが，属

性読込みが発生する可能性がある場合は節点の属性を分

割しないようにする．

以上の節点属性の分割を行う節点の自動決定方法を実現

したアルゴリズムを Algorithm 1に示す．Algorithm 1で

は，節点ラベルの集合を Lとしている．このとき，Nnode(l)

は GDBに格納されている節点ラベル l ∈ Lごとの個数で

あり，Nload(l)は節点ラベル l ∈ Lの節点が共通して持ち

うる属性の個数である．また Ntrav は，節点ラベル l ∈ L

に到達した際に発生する節点ラベル m ∈ Lに対する属性

の読込み回数である．ただし，節点ラベル l，m は同一

な節点ラベルの場合（l = m）も考慮する．

次に，節点の属性を分割する基準となる S load(L)，

S trav(L)はそれぞれ解析を実行後の属性の累計読込個数，

属性辺のグラフ走査累計回数である．これらは，Nnode，

Nload，Ntrav により推定することが可能である．S load(L)，

S trav(L)の算出方法は式 (1)，(2)に示す．また，式中の f

はラベルごとに節点属性を分割するかしないかを区別す

る辞書型データであり，節点ラベル名ごとに属性を分割

するのであれば true，属性を分割しない場合は f alseと

している．

S load(L) =
∑
l∈L

sload(l, f [l]) (1)

ただし

sload(l, f [l]) =


Nload(l) · Nnode(l) i f f [l] = f alse

0 otherwise
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Fig. 4: 節点属性の分割後のトレース

S trav(L) =
∑
l∈L

strav(l, f ) (2)

ただし

strav(l, f ) =



∑
m∈L Ntrav(l,m) · Nnode(m) i f f [m] = true

0 otherwise

式 (1)中の sload(l, f [l])は節点ラベル lの節点を読み込ん

だ際に同時に読み込まれる節点属性の個数を，GDBに格

納されている節点ラベル lである節点の個数で掛けた値

である．式 (2)中の strav(l, f )は節点ラベル l，mにおいて，

節点ラベル lの依存性を解析する際に節点ラベル mの節

点属性を読み込む回数を，GDBに格納されている節点ラ

ベル mである節点の個数と掛けることを全ての組合せで

行い，それらを総和した値である．ただし，sload(l, f [l])

は節点属性の分割が適用されている節点に対しては節点

属性の読込みが発生しないため 0となり，strav(l, f )は節

点属性の分割が適用されていない節点に対しては属性辺

のグラフ走査が発生しないため 0となることに注意する．

属性辺のグラフ走査回数 S trav(L)を 0回に維持しなが

ら，属性の読込み回数 S load(L)を最小にする節点属性の

分割を適用する節点ラベルの組合せ f を導出し，トレー

スのグラフ構造の変換時に利用する．

5. 評価実験

4.1で示したグラフ走査の際に不要なデータでさえもメ

モリに読み込まれるといったボトルネックを解消する方

法を 4.2で提案した．本節では本提案手法がグラフ走査

の処理パフォーマンスにどのように効果をもたらすのか

明らかにするため実験を行う．トレースの全域を対象と

する動的解析は解析時間だけでなく，メモリを効率的に

利用できているか評価する必要がある．本研究の提案手

法を適用することで解析範囲がトレース全体に及ぶ動的

解析の処理パフォーマンスが改善されているかどうかに

ついて評価を行う．この実験ではトレースの構造ごとに

処理パフォーマンスの比較を行うために，トレース全体

を解析対象とする動的解析の解析時間，動的解析実行中

のメモリ消費量を計測する．本実験は OS: Linux3，CPU:

2.26 GHz 4 core4，RAM: 64GB の Kernel-based Virtual

Machineの環境で行う．

5.1 UMLエディタ “GEFDemo”

5.2 の解析に利用するトレースには Graph Editing

Framework のデモプログラム (GEFDemo) 5 の実行に関

3 CentOS 7.2-1511
4 QEMU Virtual CPU ver. 0.9.1
5 GEFDemoUML-0.10.5beta-src.zip を 実 行 ．http://gefdemo.
stage.tigris.org/.（閲覧日: 2017-01-16）
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(a)クラスと 3項関係の作成

(b) 3項関係の削除と例外の発生

Fig. 5: GEFDemoの操作

するトレースを用いる．GEFDemoは図 5に示すような

アプリケーションフレームワークを用いた簡易な UML

エディタである．GEFDemoにはプログラムの実装に欠

陥があり，3項関係を削除する操作を行うと図 5(b)のよ

うな障害が発生することが知られている．

また，図 5(b)に示すような障害が発生する原因は手作

業により確認されているため [7]，動的解析の実装が正確

かどうかについて検証が可能である．本実験において利

用するトレースは図 5のように，以下の手順で故意に例

外を発生させたプログラムの実行過程を記録している．

1. エディタ上にクラスを三つ作成する．

2. 一つのクラスから他のクラスに対して関連を作成

する．

3. 関連を作成していないクラスから関連の線に対して

関連を作成する．

4. 3項関係を削除する．

5.2 Outdated-State解析

5.1で述べた GEFDemoの障害の原因は Javaプログラ

ムのコレクションの状態を参照した繰返し命令の途中で

コレクションの状態が変更されたため発生している．本研

究では GEFDemoの障害の原因を検出するため，命令で

同じオブジェクトの異なる状態を利用している命令を検

出することができる動的解析の一つであるOutdated-State

解析を用いる．

動的解析環境において，以下の手順で Outdated-State

解析を実行する．

1. メソッド呼出しを実行順に一つずつ調査する．

2. 一つのメソッド呼出しに対して，そのメソッドで実

行されている複数の命令の種類ごとにオブジェクト

の状態との依存関係を調査する．

3. 状態変更命令を解析した際に，その値の変更が何回

目か記録した節点を GDBに作成する．

4. 手順 (3)で作成した節点から同じオブジェクトの新

しい状態と古い状態の組合せと依存関係を持つ命令

が存在するか調査する．

Outdated-State解析は手順 (1)で示すように，プログラ

ムの実行全体を解析する必要があるため，通常の実装で

は動的解析にメモリ空間が多く必要となる．

5.3 動的解析の処理パフォーマンスの評価と考察

動的解析の処理パフォーマンスを評価するために，評

価項目として動的解析時間およびメモリ消費量の計測を

行う．動的解析時間は解析時間の開始時と終了時の時間

を記録して差分を算出する．一方，動的解析中の最大メ

モリ消費量は UNIX コマンドの vmstat で実行中の毎秒

のメモリ消費量を計測することで，その最大値と動的解

析実行前のメモリ消費量の差分を算出する．

以上の実験を 10回試行し，動的解析時間の算出結果

を図 6(a)，最大メモリ使用量の算出結果を図 6(b)に示す．

図中の p値は対応のある t検定により導出した値であり，

有意水準 5 %としたときにこの水準を下回らなければ帰

無仮説 (H0)「2群間の平均値に差はない」を採択し，下
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(a)動的解析の平均解析時間

(b)動的解析の平均メモリ消費量

Fig. 6: 動的解析パフォーマンスの評価

回る場合は帰無仮説を棄却し対立仮説 (H1)「2群間の平

均値に差がある」を採択する．

図 6(a)より，トレースの全ての節点に対して属性分割

を適用した場合 (All)，グラフの構造を変換しなかった場

合 (Non)と比べて統計的に差が見られ Allは非効率化に

つながっている．属性分割を適用する節点ラベルを 4.3

で導入した Algorithm 1 により自動決定した場合 (Opt)，

Nonと同等の解析時間で解析を実行することができてい

ることが分かる．Allでは，属性辺を辿るグラフ走査が多

数発生することにより解析時間を悪化させていたが，Opt

では Algorithm 1の効果により属性辺のグラフ走査が発

生しない Nonと同様な解析時間で実行することができて

いることが確認できた．次に図 6(b)ではトレース構造ご

とに最大メモリ使用量に大きく差が出たため，便宜上 y

軸は対数軸にしている．図 6(b)より Allはどのグラフ構

造よりもメモリ消費量を大きく削減できている．これは，

本研究で提案した手法を全ての節点に対して適用したこ

とにより，節点属性の読込みが全く発生しなくなったこ

とによる結果である．一方，Optではメモリ消費量の削

減に関して Allよりも劣るものの Nonの平均メモリ消費

量 15.77 GBから 43.1 %削減することができ，動的解析

を効率的に実行することが実現できた．以上をまとめる

と本研究で導入した Algorithm 1の効果により，属性辺

のグラフ走査を発生させずに節点属性の読込みを削減で

き，元々のトレース構造に対する動的解析の速度を維持

しつつ，大幅にメモリ消費量を削減すること可能にした．

本研究における提案により，グラフ走査により到達し

た節点に付随する属性の読み込み時に発生すると想定し

ていた，ディスクアクセスおよびメモリへの属性の読込

みのうち後者は改善することができていることが実験で

確認できた．前者のディスクアクセスの削減により処理

時間を短くできなかったのは Neo4jの実装において節点

の属性をディスクから取得する処理が最適化されている

ことにより，処理の遅延に大きく影響していなかったと

判断できる．

6. おわりに

本研究では膨大で複雑なトレースの処理の効率化のた

めに，依存関係を辿ることにより解析する動的解析の特

徴に着目し，グラフ走査の処理が最適化された GDBを

用いて動的解析環境を構築した．また，動的解析におい

て解析に不要なデータも一緒にメモリに読み込まれると

いった非効率的な処理を抑制するために，節点の属性の

読込みを削減する格納方法を提案した．さらに，本手法

は全ての節点に対して適用すると動的解析の非効率化に

つながるため，節点に対して提案手法を適用するか適用

しないか自動決定する方法を導入した．動的解析時間お

よびメモリ消費量の観点から動的解析パフォーマンスの

評価実験を行った結果，本研究で提案した非効率化を抑

制するように工夫したトレースの節点属性を分割する手

法は元々のトレース構造の場合よりも動的解析時間を維

持しつつ，メモリ消費量はトレースの構造を変化しない

場合よりも 43.1 %削減することを可能にした．

今後の課題としては，今回は Outdated-State解析のみ
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適用した場合を考えているため，他の動的解析手法を適

用した際の効果検証も行う必要がある．また，本研究で

提案した手法が動的解析の高速化には寄与できなかった

ため，動的解析中に多数発生している命令や値の比較回

数を少なくする必要がある．
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An Infrastructure-Assisted V2V Messaging

based on ITS Station Architecture
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Cooperative Intelligent Transportation Systems (CITS) are being developed to make road traffic safer and more

efficient. Vehicle to vehicle (V2V) communication plays an important role for the cooperative awareness of vehicles in

all the CITS standards in EU, US, and Japan. Essentially the CITS application relies on the exchanged data by V2V

messages (called Cooperative Awareness Message (CAM) in EU). However, the V2V communication suffers from two

significant problems: 1) mixed environment and 2) obstacle interference. First, the CITS application cannot be aware of a

non-CAM-aware vehicle because of low market penetration ratio of the V2V message transmitter in the early deployment

phase. Second, the V2V messages may not reach the receivers because of interference by the obstacle between the vehicles.

To solve these problems, the proposed system called Proxy CAM generates the necessary V2V messages in the roadside

unit on behalf of sender vehicles (or non-CAM-aware vehicle) by sensing the vehicle. We design the system based on the

ITS Station architecture standardized in ISO/ETSI, working with any vehicle sensing technology. Moreover, we implement

the prototype system with a stereo vision for the vehicle sensing. The prototype system is evaluated in an indoor test and

also validated in a field test in Tokyo with some modifications in the link layer to adapt the Japanese regulation. The

results show that Proxy CAM significantly improves the coverage of V2V messaging while the system overhead is limited.
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1 Introduction

Road transportation is one of the most important

services for human mobility since ancient times. In-

telligent Transportation Systems (ITS) aim at opti-

mization of the road traffic by realizing safe, efficient

and comfortable transportation. Within some research

fields in ITS, Cooperative ITS, and vehicular commu-

nications became essential for the cooperation of mul-

tiple entities in the road traffic to achieve shared objec-

tives (safety, efficiency, and comfort). Application of

Cooperative ITS includes driver assistance in the near

future. However, the vehicular communication also re-

mains essential in autonomous driving to support the

* The University of Tokyo, 1-1-1, Yayoi, Bunkyo-ku,
Tokyo, 113-8656 Japan
Telephone : +81-3-5841-7465
E-mail : tsukada@hongo.wide.ad.jp

** E-mail : tydus@hongo.wide.ad.jp

wider perception of the other vehicles around a vehicle

that cannot be detected by the sensors equipped in the

vehicle.

The International Organization for Standardization

(ISO) Technical Committee 204 Working Group 16

(TC204 WG16) (also known as Communications Ar-

chitecture for Land Mobile (CALM)) is developing a

standard architecture for Cooperative ITS, called ITS

Station reference architecture with coordination with

the European Telecommunications Standards Institute

(ETSI) TC ITS 1, 2). In the US, the Institute of

Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is stan-

dardizing Wireless Access in Vehicular Environments

(WAVE) architecture in IEEE 1609 family of standards

3) as well as IEEE802.11 variant for vehicular commu-
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nication as IEEE802.11p.

In these standards for Cooperative ITS, wireless one

hop Vehicle-to-Vehicle (V2V) broadcast is one of the

fundamental techniques; that is defined as Cooperative

Awareness Message (CAM) 4) in the ITS Station Ar-

chitecture. The driver or the autonomous vehicle, in

theory, can be aware of the other vehicle out of sight

thanks to the V2V messages using wireless one-hop

broadcast. However, there are potential issues of the

penetration ratio of the V2V devices. To the rem-

edy, the US National Highway Traffic Safety Adminis-

tration (NHTSA) studies the possibility of regulatory

work to require V2V devices in new light vehicles 5).

Despite the effort of the deployment, it is hard to imag-

ine deploying the V2V devices at once in all the vehicles

including old vehicles. Thus, we should consider the

mixed environment with V2V-enable vehicles and the

legacy vehicles. Besides the issue of the penetration

ratio, the reachability of the V2V message exchange

is also key issues. The messages may be lost because

of the interference of wireless radio or the blocking of

obstacles such as building and large vehicles.

The objective of the paper is to solve these issues

of the V2V message by the assistance of roadside in-

frastructure with sensors. To solve these problems, the

proposed system called Proxy CAM generates the nec-

essary V2V messages in the roadside unit on behalf of

sender vehicles (or non-CAM-aware vehicle) by sensing

the vehicle. We design the system based on the ITS

Station architecture standardized in ISO/ETSI, work-

ing with any vehicle sensing technology. Moreover, we

implement the prototype system with a stereo vision

for the vehicle sensing. The prototype system is eval-

uated in an indoor test and also validated in a field

test. The results show that Proxy CAM significantly

improves the coverage of V2V messaging while the sys-

tem overhead is limited.

The contributions of this work are:

• Analysis of problems of V2V communications,

• Proposal of platform for infrastructure assisted

CAM for the solution

• Prototype implementation of the proposed sys-

tem, and

• Experimental evaluation of prototype of infras-

tructure assisted CAM system.

The rest of the paper is organized as follows. Sec-

tion 2 highlights the related works and section 3 ana-

lyzes the issues of V2V messages and summarizes the

requirements of the solution. Section 4 presents the

system requirements and design. Section 5 demon-

strates and evaluates our implementation. Finally, Sec-

tion 6 concludes our paper.

2 Related Works

The V2V messages exchanged among vehicles using

wireless one-hop broadcast are often called “I am here”

messages, which notify the sender vehicle positions and

additional information. The “I am here” message us-

ing wireless one-hop V2V broadcast is standardized as

CAM in EU in the ITS Station architecture. A similar

concept is specified in the US as Basic Safety Message

(BSM) 6) in the WAVE architecture. Japan Ministry of

Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MILT)

also has the specification of the similar concept called

the Advanced Safety Vehicle (ASV) V2V message.

In the ITS Station architecture, CAM is standard-

ized in the facilities layer that provides a set of common

functionalities for several ITS applications. CAM is

sent to provide information of sender vehicle including

time, position, motion state, and activated systems.

On the reception of CAM, the information is stored in

Local Dynamic Map (LDM) 7, 8) that is also standard-

ized in the facilities layer. LDM supports various ITS

applications by maintaining the information on objects

of traffic entities including highly dynamic information

such as vehicles, roadside, traffic conditions and acci-

dents.

As an infrastructure assisted CITS, the Japan

Metropolitan Police Department develops Driving

Safety Support Systems (DSSS) for accident reduc-

tion 9). DSSS experimented three systems: rear-end

collision prevention system at entering to traffic jam
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which hides behind obstacles, collision prevention sys-

tem at turning right at the intersection, and collision

prevention system at the intersection in a bad view.

The infrastructure assisted CITS using beacons and

FM broadcasting are implemented on the highways in

Japan.

It is analyzed that performance of Vehicular Ad-Hoc

Network (VANET) depends on TX power, frequency

of transmission, and the lifetime of messages in V2V

communications and V2I communications 10). Fur-

thermore, it is known that performance of V2V mes-

sages and V2I messages strongly depends on the link

quality and the propagation conditions 11). 11) demon-

strates that awareness levels for V2I communications

are better than V2V communications if the roadside

units are implemented on advantageous positions. 11)

also explains that TX power is more important than

frequency of transmission for V2X communications.

There are many ways of sensing which are useful for

road traffic. Vision-based vehicle detection and track-

ing techniques are summarized in 12). In vision-based

technics, Millimeter-wave radar and a camera are im-

portant equipment for sensing vehicles. Millimeter-

wave radar can be used for measuring target range and

speed. Police use Millimeter-wave radar in traffic speed

regulation 12). Millimeter-wave radar is available with

a poor view in a bad weather. Stereo cameras are very

effective way to sensing vehicles. Stereo cameras can

detect a vehicle and, sense vehicle’s position and ve-

locity 13).

Cloud-based cooperative awareness between vehicles

and pedestrians are proposed in 14). The pedestrians

send their positions to the cloud regularly from smart-

phones, and the cloud alerts to the vehicles in the case

that the cloud finds an approach of a pedestrian to the

vehicles. Vehicle-to-Pedestrian (V2P) communication

is also investigated in 15). In the work, pedestrians

receive CAMs on their smartphones from invisible ve-

hicles behind an obstacle.

3 Problem Statement

In this section, we explain the issues of CAM in de-

tail. Then we analyze the design requirement for the

solution.

3.1 Issues

Mixed Environment3.1.1 I

n order to detect the vehicle using CAM, all vehi-

cles must be equipped with a V2V device, at least the

sender device. Thus, the penetration ratio of the V2V

device is the key factor for the cooperative ITS. Despite

the regulatory works, it is not possible to deploy the

devices to all the vehicles at once, because the legacy

vehicles are already on the road. In the current as-

sumption of CAM, these non-CAM-aware nodes are

excluded and therefore their presence information are

not notified to the vehicle. CAM needs to adapt to

the mixed environment where CAM-supported vehi-

cles and non-CAM-aware node (legacy vehicles, pedes-

trians, and bicycles) coexist.

Message Loss3.1.2 C

AM is broadcasted over an ITS-5G network within

a single hop distance. The message may be lost in the

delivery because the existence of obstacles between the

nodes may screen the wireless radio propagation. Ob-

stacles in the road include the building, bridge, tunnel,

hill, and heavy vehicles.

Also, CAM cannot be delivered beyond the range

of wireless radio propagation from the sender vehicle.

This range is often referred from around 500 meters to

1000 meters using ITS-5G. The vehicle information ex-

change using CAM is limited to the distance of wireless

radio propagation.

In the above case that CAM does not reach the re-

ceiver, the receiver is not aware of the other vehicle’s

presence or it is only aware of the old information.

CAM needs the solution to enhance the message deliv-

ery.

3.2 Requirements

We design infrastructure assisted proxy system for

the solution for the issues of the mixed environment.

The infrastructure detects a vehicle and sends the V2V
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message on behalf of the vehicle. We analyze the design

requirements for the system.

Coexistence with the CITS Standards3.2.1 F

or the interoperability among the countries, CITS is

developed based on the same architecture, protocols,

and technologies. The solution must adopt the CITS

standards techniques, for example, the Standard V2V

messages such as CAM in EU, BSM in the US and

ASV in Japan. In the ITS Station architecture, the fa-

cilities layer functionalities have particular importance

because the application developed in the architecture

access the function via the standard API. Thus, the so-

lution must not require any extension to the facilities

layer such as LDM.

Sensor independence3.2.2 T

he solution uses roadside sensors to obtain vehicles’

data such as the position and the velocity. As we

stated in section 2, there are many types of sensors for

this use. The solution should not depend on particular

types of the sensors and be designed as a platform for

infrastructure assisted V2V messages that support any

kinds of sensors.

Real-time delivery of messages3.2.3 T

he status of vehicles are always changing such as

positions, velocities, accelerations, and the frequent

transmission of V2V messages handles these changes.

For example, genuine CAMs are transmitted 1 - 10

times a second. The solution should also send infor-

mation about vehicles frequently. Moreover, delay in

sensing and message transmission must be minimized.

Multiple Distributed sensors3.2.4 T

he sensors may get a real-time data of many vehicles

in the urban scenario or traffic jam. Hence, the sensors

may be installed in multiple distributed locations in

order to obtain wider coverage. The solution must have

the capacity to handle the real-time big data from the

distributed sensors.

4 Proxy CAM

We propose the system which solves the issues and

satisfies all requirements, called Proxy CAM. We de-

sign the system compliant with CAM, however, the

proposition potentially can be adapted to other V2V

message standards listed in section 2. The system de-

sign of Proxy CAM and the current implementation of

the system are described in the section.

4.1 System Design

The overview of the system is shown in Fig. 1. First,

the roadside sensors detect vehicles and get the infor-

mation of the vehicles such as positions, velocities, and

accelerations. Second, the vehicle information from the

sensors is sent to the server in the infrastructure and

stored in a database. Third, it generates CAMs from

the data stored in the database. Finally, it broadcasts

CAMs from the roadside transmitters. The CAM-

supported vehicles receive these CAMs and store in-

formation into their own LDMs without any difference

from the reception procedure of the genuine CAM. By

this way, ITS application of the receiver vehicle can

access the data from the Proxy CAM. In the follow-

ing sections, we describe the system in detail by the

functions.

Fig. 1. System Design of Proxy CAM.

Roadside Sensor4.1.1 P

roxy CAM uses any sensors listed in section 2 on a

roadside to detect vehicles and to get vehicles’ infor-

mation. In addition to the vehicle position, speed, and

acceleration, roadside sensors may take the optional

data to fill the CAM format if available (i.e. lane po-

sition, steering wheel angle). The data taken from the

sensors are sent to the database in the infrastructure

with the vehicles’ IDs. The sensor determines the ve-

hicle’s ID from an identifiable number of the vehicle
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if available (i.e. ID in vehicle license plate). If such

identifiable number is unavailable, the sensor assigns a

random ID. At the same time, the sensor assigns the

same ID to the same vehicle when it identifies the same

vehicle by object tracking in different times.

Sensor Fusion Database4.1.2 T

he vehicle data from the sensors are stored in a

database, we name this database after Sensor Fusion

Local Dynamic Map (SFLDM). SFLDM is not only a

database but also a data integrator. SFLDM identi-

fies the same vehicles data sent from multi-sensors and

integrates the data by matching vehicle data such as

position, speed, and heading.

Proxy CAM generator4.1.3 P

roxy CAM generator composes proxy CAMs by fill-

ing up the field of CAM from integrated data in

SFLDM. The ITS PUD Header and the Generation

Delta Time fields are filled with the same way as gen-

uine CAM. In the case that the data are not available

to filling up some fields, the fields remain ’unknown’.

CAM has 32 bits of Station ID field which presents the

sender of CAM. When the CAM generator fills up the

proxy CAM field, it masks the first 24bits prefix of the

Station ID field by ’1’. We define the CAM with this

prefix is originated from the Proxy CAM system, to

distinguish from genuine CAM that does not have this

prefix by the specification. The last 8 bits of the Sta-

tion ID is filled by random numbers. When the same

vehicle is identified, the same Station ID is used for the

CAMs.

Proxy CAM transmitter4.1.4 P

roxy CAM transmitters broadcast generated proxy

CAMs using the ETSI standard protocols. Proxy CAM

transmitters use IEEE 802.11p as the physical access,

GeoNetworking as the networking layer, and Basic

Transport Protocol (BTP) as the transport layer. The

installation place should be on the place where trans-

mitters can have a good line of sight (i.e on the inter-

section). Moreover, the Proxy CAM system can install

multiple transmitters in distributed location to cover

the wider transmission range.

4.2 System Implementation

We implemented Proxy CAM using a stereo cam-

era for the roadside sensor as in Fig. 2. CAM gener-

ator and CAM transmitter are combined in the same

embedded Linux box (LGN-20-00) with radio equip-

ment in this implementation. SFLDM is implemented

as simple FIFO because the implementation does not

have multi-sensors and does not require the data inte-

gration.

Fig. 2. Implementation Overview of Proxy CAM.

Roadside Sensor4.2.1 W

e used a ZMP stereo camera (RoboVision2) as a sen-

sor. RoboVision2 can take 30 frames whose size is 1280

x 960 pixels per second. RoboVIsion2 is connected to

a Windows PC via USB, and the PC detects the target

vehicle with the image from the stereo camera. First,

the PC detects vehicles on a road. In order to detect

vehicles, we made a vehicle detector which extracts

Haar-like features by a function of OpenCV. Second,

the PC estimates the distance between the stereo cam-

era and vehicles from the stereo image. We estimate

the distance using block matching provided by Robo-

Vision2 SDK. Finally, the PC can calculate the posi-

tion of vehicle-based on the fixed position and angle

of the stereo camera and sends 64 bits of positions (32

bits of latitude and 32 bits of longitude) to the CAM

generator with the Ethernet using IPv4 + UDP.

CAM Generator4.2.2 W

e used a Linux-based radio equipment (Commsig-

nia LGN-20-00) for the CAM generator. The CAM

generator has a reception thread which waits for data
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from the roadside sensor. When it receives the data, it

encodes CAM with the format of the CAM standard.

The CAM generator fills the data into fields of the

header, the generation time, the latitude, and the lon-

gitude while it fills ’unknown’ to the other fields. We

use the current version of CAM in the protocol version

field, and the message ID that has the prefix to distin-

guish the message is from Proxy CAM as described in

section 4.1. The Generation Delta Time is filled with

the time as the CAM specification. Station Type is

filled with five which means passenger car. Latitude

and longitude are filled with the values received from

sensors. The total size of CAM is 54 byte including ex-

tensional filed. The CAM transmitter broadcasts the

generated CAMs.

CAM Transmitter4.2.3 T

he CAM transmitter is also implemented in the

same Commsignia LGN-20-00 as CAM generator. The

CAM transmitter broadcasts the generated CAMs

with IEEE 802.11p, GeoNetworking, and BTP for the

access layer, the networking layer, and the transport

layer, respectively. For the GeoNetworking and BTP,

we introduce CarGeo6 16) that is an open source soft-

ware of GeoNetworking. The CAM transmitter loads

the generated CAMs on the payloads of BTP packets.

Moreover, it transmits them by single-hop broadcast.

Proxy CAM sends the message from port 2001 of BTP

that is compliant to the CAM specification. We set

the lifetime of CAMs for 950 milliseconds.

CAM Decoder4.2.4 W

e used another Commsignia LGN-20-00 for the re-

ceiver. The receiver decodes the CAMs using the func-

tions provided by Commsignia SDK. The SDK also

stores the decoded vehicle information to the LDM.

5 Evaluation

We evaluate Proxy CAM with the implementation

described in the previous section. First, we conducted

two experimental evaluations for measuring the mes-

sage delivery ratio of Proxy CAM and message delay

of the Proxy CAMs. The above two evaluations are

done in an anechoic chamber (indoor test) to avoid

the interference of IEEE 802.11p. Also, we used the

anechoic chamber because IEEE 802.11p is prohibited

to be used in outdoor in Japan. Then, we performed

experimental validation and evaluation of Proxy CAM

in the field test. Because of the Japanese regulation,

IEEE 802.11b/g Ad-Hoc mode is used for the field test.

5.1 Indoor Test : Measuring message delivery

ratio

We prepare a Linux PC to generate fake big sensor

data in place of the roadside sensor. The Linux PC is

connected with Ethernet to the LGN-20-00 as a CAM

generator and a CAM transmitter. This Linux PC gen-

erates 1000 fake sensor data of vehicles’ positions in

various frequency and sends to the LGN-20-00. Then,

the LGN-20-00 transmitter sends the CAM using BTP

+ GeoNetworking to the LGN-20-00 receiver. The two

LGN-20-00 were connected with IEEE 802.11p. The

MCS index was 0, the bandwidth was 10MHz, the bi-

trate was 6 Mbps and the TX power was 30 dBm.

Fig. 3(a) shows the message delivery ratio that reaches

the CAM generator (via Ethernet) and to the LGN-

20-00 receiver (via IEEE 802.11p). We observe that

there was no loss in the frequency lower than 20 times

a second in IEEE 802.11p, and there was no loss in

the frequency lower than 50 times a second in Ether-

net. So we see that the bottleneck of communication

of Proxy CAM is in IEEE 802.11p. Proxy CAM can

manage 20 data a second. GPS update positions of ve-

hicles once a second. In this experiment, we measured

the performance of the situation when only one trans-

mitter is used. We consider that if multi-transmitters

are used, the performance will be improved. Then we

need to consider the strategy of CAM transmission,

for example, which channel will we use, how to decide

the order of information to broadcast, the coverages of

each transmitter.

5.2 Indoor Test : Measuring Delay

Proxy CAM must be real-time because the status of

vehicles is always changing. Thus, we evaluate messag-

ing delay of Proxy CAM. We measure the time from

vehicle detection to reception of CAMs in the receiver.
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To break down the delay, we separate the total delay

into two parts and measure them separately. One is

the delay in the roadside sensor, and the other is the

delay in the CAM generator and the CAM transmitter.

First, we explain the measurement of delay in the

roadside sensor. We use a stereo camera and a Win-

dows PC for a roadside sensor. The PC has Intel core i7

CPU and NVIDIA GTX980M GPU for image process-

ing. The PC detects vehicles with CPU and estimates

the position with the CPU and the GPU. We define

the delay in the roadside sensor as the time between

acquisition of a frame and the end of calculation of the

position of the vehicle. We test for 1000 frames. As a

result, it constantly takes about 0.12 seconds for the

image processing per a frame in the roadside sensor.

Second, we explain the measurement of delay in the

CAM generator and the CAM transmitter in the ane-

choic chamber. We prepare a Linux PC to generate

fake data in place of the roadside sensor. This time, the

Linux PC is connected to both the transmitter LGN-

20-00 and the receiver LGN-20-00 with Ethernet. Then

the Linux PC generated a same 8 bytes data to both

the transmitter and the receiver at the same time. The

receiver measures the time gap between the reception

of the data from the Linux PC and the reception of

CAM from the transmitter. The two LGN-20-00 were

connected with IEEE 802.11p as same wireless config-

uration as the previous section. We tested 1000 times,

and the results are shown in Fig. 3(b). Fig. 3(b) shows

that delay in the CAM generator and the CAM trans-

mitter varied widely. The maximum delay is about 0.1

seconds, and this means the maximum of total delay

(with the delay of image processing) in Proxy CAM is

about 0.22 seconds. This value is small enough to use

for CITS applications like collision prevention. For ex-

ample, a vehicle which driving 60 kilometers an hour

per hour will proceed about only 3 meters.

5.3 Field Test

In the field test, we validated that Proxy CAM can

send information of non-CAM-aware vehicles and that

Proxy CAM can transmit messages to dead space. And

we evaluated the performance of Proxy CAM with

((a)) Message Delivery Ra-

tio

((b)) Message Delay

Fig. 3. Indoor Test: Result.

IEEE 802.11b/g. We perform the experimental eval-

uation at Hongo campus of The University of Tokyo.

The installation of the Proxy CAM implementation is

shown in Fig. 4. We installed RoboVision2 as a road-

side sensor at the intersection; that detects the target

vehicle is approaching the intersection. Then the im-

age processing Windows PC calculates the position of

the vehicle. The LGN-20-00 transmitter also locates

at the same intersection. It receives the data of the ve-

hicle position from the Windows PC and broadcasts a

CAM. Then the LGN-20-00 receiver on the other road

receives the message from the Proxy CAM.

Fig. 4. Test Environment of Field Test.
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((a)) Various Frequency of

Transmission

((b)) Various Distances

from The Intersection

Fig. 5. Field Test: Result.

First, we measured the range of detection area of

the sensor. As a result, the sensor can detect the ve-

hicles as far as 70 meters. Then, we measured mes-

sage delivery ratio from the sensor to the receiver by

putting the LGN-20-00 transmitter and the LGN-20-

00 receiver side by side as shown the left picture in

Fig. 4. The CAM transmitter sends 1000 CAMs to the

receiver in various frequency by IEEE 802.11b/g with

TX power was 13 dBm; then we counted how many

CAMs reached the receiver. Fig. 5(a) shows the result.

About 90% of CAMs reached the receiver when the fre-

quency of transmission is less than 20 times a second.

And we see that delivery ratio largely decreased when

the frequency is more than 20 times a second.

Then, the transmitter moves at the places where the

distances from the intersection are 0, 35, or 70 me-

ters. And the receiver is installed at the places where

the distances from the intersection are 0, 20, 30, or

40 until 100 meters. We sent 1000 CAMs as frequent

as ten times a second and measured how many CAMs

reached the receiver in all the combinations. Fig. 5(b)

shows the results of this experiment. The horizontal

axis shows the distance between the receiver and the

intersection. The vertical axis shows the reception ra-

tio of CAMs from the transmitter which locates 0, 35,

70 meters away from the intersection. The lines of

CAM (35m) and CAM (70m) represent the case of

the CAM-supported vehicle approaching the intersec-

tion while the line of Proxy CAM (0m) represents the

case that the proposed system is installed in the inter-

section. The results show that delivery ratio is good

when sender locates on the intersection because of its

line of sight. However, the delivery ratio degrades,

when both the transmitter and the receiver locates far

from the intersection more than 30 meters. We can see

that Proxy CAM is useful if its CAM transmitter is at

an intersection.

We will consider the mixed environment problem de-

scribed in section 3 with the results of field tests. If

Proxy CAM does not exist in the intersection, the re-

ceiver cannot discover the approaching vehicles before

entering the intersection. The result of the experimen-

tal evaluation suggests that thanks to Proxy CAM, a

CAM-supported vehicle can be aware of the approach-

ing vehicle 100 meters away from the intersection. The

CAM-supported vehicles can stop before the intersec-

tion with the warning because the stopping distance

of a vehicle which drives 60 kilometers an hour is 44

meters. Proxy CAM makes traffic safer in a mixed

environment. Proxy CAM also solves the obstacles’

interference problem. Assume the situation where two

CAM-supported vehicles are approaching the intersec-

tion. One is on the priority road, and another is on the

non-priority road. When obstacles interfere with V2V

communication, vehicles are aware of each other 30 me-

ters away from the intersection without Proxy CAM.

Thanks to Proxy CAM, the vehicles are aware of each

other 70 meters away from the intersection. As 70 me-

ters is longer than the stopping distance of a vehicle

which drives 60 kilometers, the vehicle can be aware

of the other approaching vehicle before entering the

stopping distance from the intersection. Thus, Proxy

CAM can help road safety in a dangerous intersection.

6 Conclusion and Future Works

We proposed the system named Proxy CAM, which

generated CAMs from roadside sensors data and

broadcasted CAMs with roadside transmitters to the

problems of V2V messages. Then we implemented the

prototype of Proxy CAM with a stereo camera. We

validated the function of the prototype of Proxy CAM

and evaluated its performance. We measured the mes-

sage delivery ratio with various frequency and message
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delay of this system. As a result, the system could

send 20 CAMs a second, and the maximum delay in

this system was 0.22 seconds. These results show the

usefulness of Proxy CAM. CITS applications perform

better as the amount of information which the applica-

tion uses become bigger. CITS will make road traffic

safer and more efficient by utilizing Proxy CAM.

We have four future works. First, the evaluation is

necessary for Proxy CAM that has multiple sensors

and multiple transmitters. This requires the develop-

ment of a database for storing and processing sensor

data. Second, Proxy CAM needs the algorithm of mes-

sage dissemination strategy (frequency, message order,

and determination area) for multi-transmitter scenar-

ios. Third, the proposed system can potentially be

adapted to the other V2V standards. Thus, we need to

clarify the details. Fourth, the system must be aware

of the V2V message capability of the target vehicle for

the proxy message transmission. The system estimates

the original message delivery area and it transmits the

proxy message to the wider area that the original mes-

sage does not reach.
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Design and Evaluation of Driving Simulator Environment

Based on Data Flow Model

Asahi Aono* and Kenya SATO*

(Received January 1, 2018)

In recent years, by combining a plurality of information devices and sensor devices, it is possible to perform a pseudo

realistic experience on the simulator. As one of such feeling simulators, a driving simulator can be cited. Conventionally,

the vehicle model on the simulator was only controlled by the input device, but the system configuration has diversified

due to an increase in peripheral devices. In existing research, focus is on reducing data loss and communication delay.

Since it is a system configuration with the main process as the main axis, when incorporating new functions into the

system, it is necessary to design according to the interface. In this research, I designed a driving simulator using a data

flow model that excludes the main process and communication between modules by sending and receiving data files. It

showed superiority compared with existing driving simulator. In addition, as a result of measuring the communication

delay time of the proposed system, data loss occurred. However, I confirmed that it does not affect the average viewpoint.

Key words ： Driving Simulator, Data Flow Model, Inter-Module Communication

キーワード ： Driving Simulator, Data Flow Model, Inter-Module Communication

データフローモデルを基盤とした
ドライビングシミュレータ構築環境の設計と評価

青野 朝日, 佐藤 健哉

1 はじめに

近年，複数の情報機器やセンサデバイスを組み合わ

せることで，シミュレータ上で擬似的な現実体験を行う

ことが可能である．あらゆる機器を用いたシミュレータ

が企業フォーラムにおける製品デモやアミューズメント

に活用されている．主な利用例として，ドライビングシ

ミュレータ 1)が挙げられる．従来，自動車の展示場にお

いて，視覚的な情報と静止状態の車内を実際に触れて車

両の情報を得ていた．しかし，VR(Virtual Reality)な

どの周辺機器の多様化により，前述した情報に加えて車

* Mobility Research Center, Doshisha University, Kyoto
Telephone : +81-774-65-6297, E-mail : ksato@mail.doshisha.ac.jp

両のハンドル・アクセル・ブレーキペダルを操作し，擬

似的に動作状態の車両情報を得ることが可能になった．

ここで，複数の機器を組み合わせたシミュレータ 2) を

構築する際には，以下の問題が発生する．

◇ システム構成の複雑化

　擬似的な現実体験，あらゆる場面を想定した多様

なシミュレータを構築する際，追加するモジュール

が増加するほどシステム全体の構成が複雑化 3) す

る．例えば，モジュールを組み込むほど指数関数的

にソースコードの総量が増加する．また，システム
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構成の変更や新たに情報機器の追加を行うことは困

難である．

◇ インタフェース依存

　販売，提供されているドライビングシミュレータ

を基盤として利用する場合，使用可能な機器やソ

フトウェアが制限される．提供者があらかじめ用意

している選択肢からドライビングシミュレータを構

築する必要がある．また，システムにおけるメイン

プロセスのインタフェースに合わせて設計を行うた

め，別の環境での動作を想定して作成されたソフト

ウェアなどをシステムに組み込む際，大幅な仕様変

更を伴う．このように，インタフェースに依存した

構築環境では，システム構築における自由度が損な

われる．

◇ 処理負荷の増加

　処理負荷の原因として，新たな機器，ソフトウェ

アをシミュレータに組み込むとその分処理量が増加

する 4)．また，Google社が自動で 3Dマップを作

成するソフトウェア 5) を開発するなど，今後大き

な処理負荷が予想される．処理負荷の問題を解消す

るためには，計算機の処理能力向上及び，分散処理

環境 6) へ遷移する必要がある．

　以上から，システムの複雑性と処理負荷の増加を解

消し，急速に進歩する技術に対して柔軟に対応可能な

シミュレータ構築環境を考察する．通信方法にデータフ

ローモデルを利用し，その有用性を評価する．

本研究の目的は，自動車に関する展示会，フォーラム

で擬似的に運転を体験することを主体とし，通信遅延時

間やデータの欠損を許容可能な環境に最適な，ドライビ

ングシミュレータ構築環境の設計，評価を行うことであ

る．既存の環境は，メインプロセスが存在するため，メ

インプロセスのインタフェースに合わせたシステム設計

が必要である．提案する環境は，インタフェースに対す

る考慮を最小限に抑えるため，メインプロセスを排除し，

独立化したモジュール同士のデータファイル送受信のみ

でシステム全体を構成する．

2 問題提起

2.1 MOVIC-T4

平田らの研究 7)8) では，都市内地下道路の走行安全

性分析を様々な視点から行うために，体感加速度模擬

を行う小型 2軸Motion-base，走行画面表示にヘッドマ

ウントディスプレイを組み込んだ，新しいコンセプトの

ドライビングシミュレータの設計・開発する．さらに，

MOVIC-T4のパフォーマンスを評価する．システム構

成の特徴として，Motion-baseを主軸としたソフトウェ

ア設計である．自車の走行状態データを扱い，Motion-

base制御プログラムでハードウェアであるモーション

ベースの制御を行う．また，走行状態や道路データベー

スと視界計算プログラムを接続し，ヘッドマウントディ

スプレイへ出力している．

2.2 UC-win/Road

株式会社フォーラムエイトが開発したドライビングシ

ミュレータ 9) は，提供されたテクスチャから地形ファ

イルを作成し，道路定義を行い，道路生成と交通流を設

定した上でシミュレータとしての基盤準備が完了する．

そして，提供された天候やモデルなどの中から必要な要

素を選択し，実行することでシミュレータの動作を開始

する．動作可能 OSはWindowsのみであり，VRなど

の機器のプラグインが別途提供されている．

　運転者が様々な状況に対してどのような影響を与える

かといった検証を目的として作成されている．鉄道やバ

イクといった代表的なシチュエーションを想定した機器

は提供されているが，任意の機器をシステムに組み込む

ことはできない．また，リアルタイム性を保持し，最適

な運転シミュレーションを行うためにシステム構成にメ

インプロセスが存在し，メインプロセス内でシステムの

構造が最適化されている．

　シミュレータ使用者は，開発元より与えられたインタ

フェースの範囲でドライビングシミュレータの設計を行

うことが可能である．

2.3 既存システムの問題点

既存システムに共通する点は，運転者に違和感を与え

ないために遅延時間の削減，データの整合性を保つシス

テム設計を行なっている．構成モジュール同士が互いに

認識しているため，システム内の一部のエラーがシステ

ム全体の停止に繋がる．また，ドライビングシミュレー

タの構成を変更する場合，インタフェースに合わせた変
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更，開発元が提供するモジュールの追加のみを行うこと

が可能で，自由なシステム変更には高い技術力と時間が

要求される．

　UC-win/Roadといった製品としてのシミュレータに

関しては，メインシステムがブラックボックス化され，

シミュレータのコース作成や 3Dモデル変更といったメ

インシステムに直接触れない変更を行う．しかし，運転

のシチュエーションだけでなく，ハンドルなどの制御機

器，出力装置，ソフトウェアなどがあらゆる形状，方式

を伴って開発されている．

　これらのことから，開発元から提供されたシステム構

成に捉われず，シミュレータ利用者が使用したい機器，

ソフトウェアを任意に組み込むことが可能な環境が必要

である．

3 提案システム

3.1 概要

提案システムでは，ドライビングシミュレータを構成

するモジュールを独立化し，モジュール間のデータ受け

渡しによってシステム全体を構成する．シミュレーショ

ンにおいて最も重要な要素をデータと捉え，データ通信

に重点を置いたシステム環境をデータフローモデルとす

る．データの整合性を保ち，遅延の少ないシステム環境

を提供する既存システムが抱える，システムの複雑化，

インタフェース依存，処理負荷の増加に着目し，これら

の問題点を解決する．

　提案システムのシステム概念図を Fig.1に示す．提案

システムを説明するために，既存システムと提案システ

ムをロボットに置き換え，提案システムの特徴を明示す

る．既存システムは，ロボットの本体であるシステム基

盤に合わせて，部品を設計する必要がある．また，開発

元より提供された部品を組み込む．一方で，提案システ

ムは，部品が個々に動作することを前提とし，他の処理

の影響を受けない構造をとる．部品同士がデータを送受

信することで擬似的に一体のロボットとして扱う．図に

示した接合部は，部品同士を固定することを表す．

　様々な機器やソフトウェアを柔軟にシステムへ組み込

み，インタフェースに捉われることなく，システム構成

を自由に変更可能な柔軟性を持った環境の提案と評価を

行う．

Fig. 1. 提案システムの概念図.

Fig. 2. データフローモデル.

3.2 データフローモデル

3.2.1 データフローモデル

本研究におけるデータフローモデルは、モジュール間

のデータ送受信に重点を置いたモデルである．システム

を構成する全てのモジュールは，独立化し，プロセスの

処理タイミングや順序を考慮しない．この条件の元で，

データを送受信する動作を一定の間隔で繰り返すことに

より，入力から出力までの一連の処理を実現する．デー

タフローモデルを Fig.2に示す．また，各モジュールは，

以下の手順で動作する．

1. 実行開始

2. 処理 (初期値及び受信データファイルを利用)

3. 処理結果導出 (初期値及び受信データファイルから

処理結果データを取得)

4. データ群ファイル作成 (処理結果データのファイル

を作成)
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Fig. 3. データ通信例.

5. データ群ファイルを対象モジュールに送信

各モジュールは全て同一タイミングで実行し，上記の

手順を一定の間隔で行う．手順 2において，受信データ

が届く前は扱うデータが無く，動作しないため，初期値

を設定しておき，動作状態にする．手順 3で導出された

データを手順 4で一つのファイルに統合する．データ群

ファイルに記載されるのは，データ ID，各データ変数，

データ値である．手順 5で，作成したデータ群ファイル

を目的のモジュールへ送信する．送信したデータが正し

く受信されたか確認することなく，手順 1に戻る．受信

したモジュールは，必要なデータを読み取り，処理を開

始する．

　ここで，本システムの実現には，データを識別する

データ IDを送信データに添付するか，モジュール間の

通信経路を確保する手法が必要である．実装において，

データ IDを振り分ける仕組みを利用し，データフロー

モデルを実現する．

3.2.2 データ通信例

　データフローモデルを利用した，データ通信の例

を Fig.3に示す．ハンドル機器よりハンドル角を取得し，

データ ID を添付して，データファイルを車両モデル，

ハンドルモデルに送信する．受信データを利用してモデ

ルデータを生成し，新たなデータ IDを添付して，モデ

ル統合モジュールへ送信する．受信したモデルを同一環

境に配置し，画像生成モジュールへ送信する．生成した

画像データを別々の方法で出力するため，異なる出力処

理モジュールで処理を行い，各機器へ出力する．

　モジュール同士を直接接続せずに独立化し、送信側モ

ジュールは、送信データファイルとデータ IDを対象モ

ジュールへ送信する．送信タイミングはシステム内の他

の要素に関わらず、モジュール内のプログラムで指定し

た送信間隔で送信し続ける．モジュールを同時に実行す

ることで，各モジュールは任意のタイミングでデータを

取得し，処理結果データを送信するのみであるが，シス

テム全体の視点で見ると，入力から出力にかけてデータ

が変化し，一方通行で伝達されていく．

3.3 問題点へのアプローチ

3.3.1 システム構成の複雑化

本提案システムにおけるデータフローモデルは，シス

テムを構成するプログラムを細分化し，モジュール単位

で管理する．設計を行う際，モジュールの認識する必要

がある要素は，送受信データの形式及び変数名と型であ

る．記述言語，動作環境に捉われず必要なデータを取得

し，モジュール単体で動作する．既存シミュレータに存

在するメインプロセスを排除することで，新たなソフト

ウェアや機器をシステムに組み込む際に，変更する箇所

が減少する．提案システムの構造として，データを伝送

していくのみなので，システム実行開始から終了まで一

方通行である．

　このようにデータに重点を置き，モジュール同士の関

わりを制限することでシステム構造の複雑性を取り除く

ことが可能である．

3.3.2 インタフェース依存

システムに対して新たにモジュールを組み込む場合，

データ送信部分のコードを変更するとシステムの一部と

して扱うことが可能である．メインとなるモジュールが

なく，モジュールが独立しているため，システムのイン

タフェースがほとんど存在しない．受信データファイル

の形式を使用可能であればよい．インタフェースに依存

しない利点として，導入モジュールの記述言語，動作環

境を自由に選択できる．外部が提供しているソフトウェ

アをほとんどそのままの状態でドライビングシミュレー

タに組み込むことが可能となる．

3.3.3 処理負荷の増加

システムを構成するモジュール数を増やすと，処理す

るプロセスが増加し，負荷がかかる．負荷を減少する方

法として，計算機の処理性能を向上したり，計算機を複

数台利用して分散処理などがある．本提案手法のデータ

フローモデルにおいては，分散処理を行うことで処理負
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荷を低減する．モジュール同士が独立で存在し，データ

バスに対してデータを送受信するため，あらかじめ他の

計算機をデータバスへ接続可能状態にしておくと，分散

処理を行うことが可能である．

　しかし，処理負荷の低減は可能であるが，インター

ネット接続を行っているため，回線に依存した通信遅延

時間が発生する．

4 実装

4.1 実装環境

本研究では，表 4.1 に示す環境でシステム構築を行

う．データフローモデルにおけるデータの分類を実現す

るために，ミドルウェアである ROS(Robot Operating

System)10)を導入し，パラメータサーバを活用する．今

回実装するモジュールは全て ROS上で動作する．

　また，実装に使用した言語は表 4.2 であり，複数モ

ジュールが動作する ROS とシミュレータに関しては，

C++を基礎とし，車両モデルなどの 3Dモデルを制御

するモジュールは pythonで記述している．入出力機器

の処理モジュールに関しては，C++で実装を行った．

4.2 ROS

ROS11) は，OSRF(Open Source Robotics Founda-

tion)が開発・メンテナンスしているロボット用OSであ

る． ROS 通信には返答を待たない topicと返答を待つ

serviceの通信方法がある．この 2つの通信方法は併用

することが可能である．パラメータサーバを利用する通

信方法は topicに該当し，モジュール間をトピックと呼

ばれるデータを分類し、系統ごとに作成される論理チャ

ネルのデータバスで接続し，発信側モジュールがトピッ

ク上にメッセージを発行し，受信側モジュールが，この

メッセージを受信することにより通信を行う．

　メッセージはトピックへ情報を流すためのデータ群で

ある．標準的なメッセージはROSで定義されているが，

ユーザー固有のメッセージ形式にも対応している．パラ

メータサーバを介してメッセージの通信を行う為，1対

多の通信を実現することが可能である．ただし，送信側

ノードがメッセージを送信した後，受信側ノードからの

受信確認が無い非同期通信となる．また，モジュールは，

Linuxにおけるプロセスに相当し，モジュール毎の独立

したメモリ空間内でプログラムが動作する．

それぞれ割り当てられたメモリ空間で処理を行う為，

Table 1. 実装環境.

構成要素　 機種　 　 OS/Software　 　 Version　

サーバ ASUS X550V Ubuntu 14.04

ROS Indigo

Gazebo 6.00

入力装置 Driving Force GT - -

出力装置 Oculus Rift - Developer Kit 2

液晶ディスプレイ - -

センサデバイス Leap Motion Leap Motion SDK 2.3.1

Table 2. 実装環境.

構成要素　 プログラミング言語

サーバ (ROS) C++，python

シミュレータ C++，python

3Dモデル C++，python

入力装置，出力装置 C++

センサデバイス C++

同時に複数のモジュールを動作させることが可能である．

4.3 設計

4.3.1 パラメータサーバによるデータ分類

本提案システムでは，モジュール同士が認識すること

がなく，データバスへデータを送信及び受信する．受信

側が受信したいデータを認識する仕組みが必要であるた

め，ROSのパラメータサーバを利用する．

　あらかじめ，実装システムで扱うデータの変数名を

メッセージ名としてパラメータサーバに登録すること

で，ピアアドレスが自動割り当てされ，通信経路を確保

する．グローバル変数のような扱いをすることが可能で

ある．パラメータサーバの実装例を Fig.4に示す．

Fig. 4. パラメータサーバ.
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Fig. 5. システムの動作手順.

4.3.2 構成モジュール

本提案システムでは，以下の構成で行う．またシステ

ムの動作手順を Fig.5に示す．

◇ シミュレータ

　ハンドル，運転者の手形状，車両モデル，コース

モデルを 3Dモデルによって表現する．各モデルを

生成するモジュールから送信されているモデルデー

タを読み込み，Gazeboシミュレータ上に配置する．

◇ 手形状，身体動作認識

　VRヘッドセットをドライビングシミュレータに

利用するため，自分の手を見ることができない．現

実における運転に近い体験の実現，システムを構成

するモジュール数を増加させる目的から，小型のセ

ンサデバイスをVRヘッドセットに取り付ける．そ

して，シミュレータ上で擬似的な手を表現する 12)．

また，視点情報を利用するために，加速度センサを

導入する．形状取得センサデータと加速度センサ

データの 2種類のデータを 3Dモデルを生成するモ

ジュールが受け取る．

◇ 入力データ取得

　ハンドルとアクセル・ブレーキペダルを利用し，

シミュレータ上の車両モデルを操作する．入力機

器によって得られたデータは，車両モデルを処理

Fig. 6. ドライビングシミュレータの構成.

Fig. 7. ドライビングシミュレータの動作風景.

するプロセスが受信を行う．車両モデルは複数のモ

ジュールで構成され，車体と車輪は独立している．

◇ ディスプレイ出力

　シミュレータによって生成された画像データを

30fps13) でデータバスへ送信する．画像データを

ディスプレイ出力モジュールとVRヘッドセット出

力モジュールが受信する．VRヘッドセット出力モ

ジュールでは，視覚的な立体感を生み出すために，

同一画像を横に 2 毎並べ，一枚の画像として VR

ヘッドセットへ出力する．

4.4 プロトタイプ実装

Fig.6に，実装したドライビングシミュレータのシス

テム構成を示す．また，Fig.7に，ドライビングシミュ

レータの動作風景を示す．

5 評価

5.1 評価方法

本研究における評価は，2種類行う．1つ目の評価とし

て，実装システムの構成モジュール数及び，データ量に

おける通信遅延時間を測定し，それらがシステムに与え
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る影響について評価した．実装システムのモジュールは

全て動作状態とし，システムを構成するモジュール数を

増加させた．モジュール数を増加させると比例してデー

タ量も増加するが，データ量に着目して評価を行うため

に数値データ，画像データの 2種類で通信遅延時間の測

定を行った．

　 2 つ目の評価として，既存システムとの構造比較を

行った．機器をシステムへ組み込む際に考慮する必要が

ある要素，通信遅延時間の原因，データの整合性につい

て違いを示した．

5.2 通信遅延時間

5.2.1 数値データ

センサデバイスから数値データを取得し，取得データ

を利用するモジュールを 1-100まで 10ごとに増加させ

た．送信データの送信を開始し，受信モジュールがデータ

を取得するまでの時間を通信遅延時間とし，測定を行っ

た．増加モジュール数における通信遅延時間を Fig.8に

示す．モジュール数が増加するほど，最大遅延時間が長

くなる結果となった．送信データは全て受信データに届

き，通信遅延時間は増加したものの，欠損データは見ら

れなかった．シミュレータ使用時には，モジュール数増

加前と変わらない動作状況であった．

5.2.2 画像データ

シミュレータから生成された画像データを取得し，取

得データを利用するモジュールを 1-100まで 10ごとに

増加させた．送信データの送信を開始し，受信モジュー

ルがデータを取得するまでの時間を通信遅延時間とし，

測定を行った．増加モジュール数における通信遅延時間

を Fig.9に示す．モジュール数が増加すると，最大遅延

時間が増加する結果となった．また，モジュール数が 50

を超えると欠損データが発生し，通信遅延時間がかなり

長くなるデータが発生した．

サンプル取得数が 100である為，50モジュールを超

えてもデータの欠損が見られないパターンも存在した．

シミュレータ使用時には，モジュール数増加前と変わら

ない動作状況であった．

5.3 既存システムとの比較

システムを構成するモジュールを変更する際，設計時

に考慮する必要のある要素を比較した．既存システムは

UC-winRoad，MOVIC-T4を示しており，メインプロ

セスが存在するので，メインプロセスのインタフェース

Fig. 8. 数値データの評価結果.

Fig. 9. 画像データの評価結果.

に合わせて設計を行う必要があった．一方，提案システ

ムは，独立したモジュールを動作させ，メインプロセス

を持たない．以上の構造を基本にして着目した．既存シ

ステムは，通信遅延やデータ欠損を無くすため，膨大な

処理，実行順序を管理し，複雑な構造をとっている．仕

様書，参考文献より変更の必要な箇所の調査を行った．

また，提案システムは実装したプロトタイプを元とする

ため，ROSの動作環境下での評価結果である．

また，通信遅延の原因とデータの整合性について評

価を行った．既存システムは，メインプロセスで全ての

処理を管理し，運転が運転者に与える影響といった実験

を行うことを目的として構築されたドライビングシミュ

レータであった．一方で，提案システムは，無造作にモ

ジュールを実行して，パラメータサーバにてデータ群を

メッセージとして保持し，受信モジュールが実行タイミ

ングでメッセージを取得する．メッセージの受信結果を

送信側は得ることが出来ないため，モジュール間を非同

期通信で繋ぐ環境であった．表 5.1に既存システムと提
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Table 3. 既存システムと提案システムの比較.

　 既存システム 提案システム

モジュール変更時 動作環境　 データファイル形式
考慮要素 開発言語　

システム構成　
実行順序　
データ形式　

通信遅延の原因 処理量　 　処理量，
　 　動作モジュール数

データ整合性 ○　 　×

案システムの比較結果を示す．

6 考察

6.1 通信遅延時間に関する考察

数値データ，画像データ共に平均的に見ると，モジュー

ル数の増加は通信遅延時間に影響していなかった．さら

に，データ量が変化しても平均遅延時間に変化は見ら

れなかった．モジュール数によって通信遅延時間に差が

生まれたのが最大遅延時間である．最大遅延時間がモ

ジュール数によって増加した原因について考察する．本

実装システムは，ROSのパラメータサーバを経由してモ

ジュール間のデータ通信を実現している．送信モジュー

ルより送信されたデータはパラメータサーバに一旦保持

される．そのデータを要求する受信モジュールが複数あ

る時，順番に処理する必要があるため，長い遅延時間が

発生する場合がある．

　次に，画像データ通信に発生したデータの欠損原因に

ついて考察する．評価の結果，モジュール数が 50を超

えると受信側モジュールにデータが伝送されていない事

象が見られた．Linuxサーバを利用しているため，プロ

セスは順番に実行され，実行中のプロセス以外は待ち状

態となるが，各モジュールにはメモリ空間が割り当てら

れる．そのため，複数のモジュールを同時に実行可能で

ある．しかし，パラメータサーバから同一メッセージに

アクセスしているので，順番待ちが発生していた．既存

システムであれば，メインプロセスが存在し，実行順序

が定められ，通信遅延を抑えるために最適化された構造

をとっている．しかし，提案システムは，無造作に大量

のモジュールを動作させるため，実行中に実行時間が経

過してしまい，データを取得することなく新たに処理を

開始する場合が発生した．対策として，計算機の処理能

力を向上する方法や実行プロセスを一定量に留め，分散

環境への遷移を検討する方法がある．

6.2 既存システムとの比較

6.2.1 モジュール変更時の比較

既存システムと提案システムのモジュール変更時にお

ける考慮要素ついて考察する．既存システムの持つメイ

ンプロセスは，固有のインタフェースを持つ．全ての処

理を管理するため，新たに機器やソフトウェアを組み込

む場合は，メインプロセスの動作環境，開発言語，シス

テム全体の構成を考慮する必要がある．また，システム

全体としての処理を最適化するため，実行順序が定めら

れている．無造作に実行せず，動作手順を定めてシミュ

レーションを行うため，データの整合性を保つことが保

証される．ただし，一箇所でエラーが発生すると，全体

が動作不可となる．

　一方，提案システムは，独立で動作するモジュール間

をパラメータサーバを経由して，非同期通信を行うため，

モジュールのデータ送受信部にてデータを読み込むこと

が可能であれば良い．データファイルさえ扱うことが可

能であれば，システムに固有のインタフェースが存在し

ないため，異なる環境での使用を想定して作成された機

器，ソフトウェアを使用することができる．

6.2.2 通信遅延とデータ整合性

既存システムは，マルチスレッドであるが，メインプ

ロセスによってシステム動作を管理している．そのた

め，システム全体としての処理量が増加するほど通信遅

延時間も増加する．また，実行順序が定められ，実行モ

ジュール間でデータ通信を行う場合は同期通信を行って

いる．データの整合性が保証され，確実に入力値を出力

結果へ反映させる．

　一方，提案システムは，モジュールを無造作に一定間

隔で動作させている．複数モジュールを独立して同時に

実行させるため，メモリ空間を各モジュールへ提供して

いるが，資源には限りがあるため，一定値の処理量を越

えると，通信遅延が増加する．また，データを受信する

モジュールは，パラメータサーバに対して同時にアクセ

スするため，構成モジュール数が増加するほど待ち時間

が発生する．待ち時間が経過するとパラメータサーバへ

のアクセスは行われず，次の動作を開始する．この時，

データは伝達されないので，データの整合性は保たれな

い．そして，モジュール数の増加に伴い，通信遅延時間
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が発生する．

6.3 提案システムの特徴

通信遅延時間の評価結果より，実行プロセス数に応じ

て，データ通信遅延やデータの欠損が発生した．これよ

り，研究活動に使用するシミュレータ，教習所の訓練用

シミュレータといったデータの整合性，リアルタイム性

が必須である環境には適していない．しかし，システム

構成は既存システムと比較して単純な構造である．シス

テムに組み込む機器，ソフトウェアを任意に選択し，自

由なシミュレータを作成することが可能である．

　提案システムのデータフローモデルが適しているシ

チュエーションとして，研究展示会，企業フォーラムが

挙げられる．ユーザに研究成果や製品の体験をしても

らうことを第一の目的とし，一定量の遅延やデータの欠

損を許容できる環境に適している．乗り物を例に挙げる

と，形は一つに定まらない．今後，新たな乗り物が開発

され，一般社会に普及する可能性もある．本提案システ

ムは，シミュレーションとしての初期段階における最適

なシステム構築環境である．

7 おわりに

近年，複数の情報機器やセンサデバイスを組み合わせ

ることにより，シミュレータ上で現実に近い体験を行う

ことが可能である．このような体感シミュレータとして

ドライビングシミュレータが挙げられる．現実環境にお

ける自動車やバイクは形状が変化せず，固定化された運

転を想定したシミュレーション環境が基本的に提供され

ている．基礎の入出力の概念が変化しないため，通信遅

延の低減やデータの整合性を保持に着目し，シミュレー

タとしての品質向上に重点を置いた研究が行われている．

品質を向上させるほどシステムの構造が複雑化し，閉鎖

的になる．新たな要素をシミュレータに追加する際，シ

ステムのインタフェースに合わせた設計をしなければな

らない．しかし，乗り物の多様化，ヘッドマウントディ

スプレイといった入出力機器の増加，3Dマップを生成

するソフトウェアといった様々な機器が研究開発されて

いるため，柔軟にシミュレータの構成を変更可能な環境

が必要である．

　そこで本研究では，データフローモデルを基盤とし

たドライビングシミュレータの構築環境を提案した．シ

ミュレーションにおいて最も重要な要素をデータと捉え，

ドライビングシミュレータを構成するモジュールを独立

化し，モジュール間のデータ受け渡しによってシステム

全体を構成する．モジュールが送受信するデータを識別

する方法として，ROSのパラメータサーバを利用した．

データにデータ IDをピアアドレスとして振り分け，メッ

セージとして送信モジュールからのデータ群を保持する

役割を担う．そして，既存システムとの構築面における

評価を行い，本研究の優位性を示した．また，提案手法

を用いて実装したプロトタイプシステムの通信遅延時間

を測定し，モジュール数及びデータ量がシステムに与え

る影響に関して評価を行った．

　通信遅延やデータの整合性を考慮する場合，既存ドラ

イビングシミュレータの利用が適している．しかし，研

究フォーラムや展示会のシミュレータを体験してもらう

ことが目的で，多少の遅延やデータ漏れを許容できる環

境であれば，提案ドライビングシミュレータの利用が適

している．
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Iterative Collision Cancellation for Slotted ALOHA with Link Fading

Guanghui SONG,* Shan LU,** and Jun CHENG*

Recently, a graph-based iterative collision cancellation policy is proposed to improve the system throughput of

uncoordinated networks with potentially near-infinity number of users. The scheme leverages an irregularly repeated data

transmission with an optimized repetition profile that permits the receiver efficiently eliminate the data collisions based on

a bipartite graph. In this paper, the scheme is considered in a more practical network with an unknown Rayleigh fading

at each link, which means transmission may randomly drops due to fading. An asymptotic analysis of system throughput

as well as a transmission strategy optimization is proposed.

Key words : slotted ALOHA, random access, uncoordinated network, coding

1. Introduction

Along with the development of auto-control tech-

niques and emergences of new communication ser-

vices, such as Internet of Things (IoT) and Machine-to-

Machine (M2M) communications, random access be-

comes an appealing technique for the future wireless

communication systems. A main feature is that a sig-

nificantly large number of users coexist in a system who

have the need for information exchanging, so that it is

a great waste of resources to build a centralized control

to coordinate the user transmission. Therefore, in this

case users are permitted to transmit messages accord-

ing to its own policy without a central control. Col-

lision and mutual interference become the main prob-

lems and our objective is to develop efficient transmis-

sion strategies to deal with these problem and improve

the system throughput.

Conventional solutions for random access problem

should be back to the slotted ALOHA scheme 1), where

the total available transmission time of the K-user

communication system is split into time slots with

equal durations, and at each time slot, users attempt

to transmit a burst of message referred to as a packet

with probability p. A feedback followed by a retrans-

mission mechanism is required if a collision occurred.

However, the maximum throughput of this scheme as

* Department of Intelligent Information Engineering and Sciences
Doshisha University, gsong2017@gmail.com, jcheng@ieee.org
** Department of Electrical, Electronic, and Computer Engineering
Gifu University, slu@ieee.org

the number of users approaches infinity is 1/e ≈ 0.37.

As an improvement of slotted ALOHA, a repeated

transmission with a graph-based iterative interference

cancellation scheme is proposed in 2), where users ran-

domly and repeatedly transmit their message at sev-

eral slots and the receiver could iteratively cancellate

the interference on a bipartite graph based on the ob-

servations of M time slots. This scheme significantly

improves the throughput of slotted ALOHA and with

the assumption of ideal single-link connections, the

successful probability of multi-user decoding could ap-

proach 1 so that the ARQ feedback mechanism is not

required. The repetition coded transmission is further

extended to a general parity check coded transmission

in 3) for an energy constraint system. The authors in
4) strictly prove that using the density evolution the-

ory, the maximum achievable asymptotic throughput

as the number of users approaches infinity is 1, which

could be achieved by simple irregularly repeated trans-

mission. However, all of the above works are with the

assumption of an error-free single-link transmission.

In this paper, we consider a more practical network

with single-link errors, that is, each link may face an

unknown Rayleigh fading so that transmission may

randomly drops at each slot even without collision.

We still consider the irregularly repeated transmission

strategy, while at the receiver side, a more sophistical
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interference cancellation based on the fading gain is

proposed to improve the throughput efficiency. A con-

vex optimization method is proposed to optimize the

degree distribution of irregular repetition. We show

that even though there is a constant error probability

due to the link fading, with the proposed interference

cancellation scheme system throughput could be im-

proved.

2. System Model

2.1 Transmission

Consider a multi-user communication system with

K users transmitting messages to a central receiver.

At the beginning, we assume that each user has one

packet to be transmitted. Following the basic idea of

slotted ALOHA scheme, the total communication time

available is split into M time slots and each packet is

repeatedly transmitted in several time slots. There is

no coordination between the users, and each user in-

dependently uses its own policy to determine which

time slots to be used. The number of repetitions for

the packet of each user is determined randomly accord-

ing to the same distribution L(x) =
∑N

i=1 Lix
i, where

Li is the probability of the repetition number being i

and N is a maximum possible repetition number of the

transmission strategy. Moreover, the time slots used by

each user are selected randomly with a uniform distri-

bution. We assume that each transmission experiences

a random Rayleigh fading, which is unknown at the

transmitter but perfectly known at the receiver. We

further assume that a user identity is contained in the

packet so that the receiver knows its origin after recov-

ery of the packet.

It is convenient to think of the transmission using a

bipartite graph with two sets of nodes (V,C) and an

edge set E in Fig. 1, where V = {v1, v2, ..., vK} denotes

the set of users and C = {c1, ..., cM} denotes the set of

time slots. An edge ek,j ∈ E is placed between vk and

cj if user k transmitted its packet in the j-th slot. In

Fig. 1, variable (circle) node vk is associated to a mes-

sage packet xk that needs to be transmitted by user

k. We assume that each packet has the same power

and is protected by the same channel code with encod-

ing rate R. In this paper, we assume an ideal channel

code is employed for each packet. At the receiver, a

channel decoding with error correction is needed for
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Fig. 1. A bipartite graph representation of a K-user

random access with irregularly repeated transmission.

A circle node is referred to as a variable node and a

square node is referred to as a sum node.

the recovery of the packet. Sum (square) node cj is

associated to a received signal yj during time slot j

with yj =
∑

k:ek,j∈E hk,jxk + zj being a superposition

of the simultaneously transmitted packets in the time

slot. Here hk,j is the channel fading factor when user k

transmits at time slot j and zj is a Gaussian noise. In

this paper, we assume that the channel fading factors

of two different transmissions are mutual independent

and obey Rayleigh distribution and remains during the

transmission of each packet. Moreover, the noise power

is assumed to be constant during the whole communi-

cation process.

As K and M approach infinity, we know that the

asymptotic variable node degree distribution from the

edge perspective is λ(x) =
∑N

i=1 λix
i−1 with λ(x) =

L′(x)
L′(1) , and the asymptotic sum node degree distribution

is Poisson 4) with ρ(x) = e−ηL′(1)(1−x), where η = K
M

is the overload or efficiency of the system.

2.2 Decoding

Following works 2) and 4), an iterative message-

passing decoding on bipartite graph could be employed

to gradually cancellate the interference and recover

each user’s packet.

The decoding includes variable and sum node pro-

cessing and their message exchanging. Specifically, at

each iteration, each sum node performs a decoding

based on the incoming message from variable nodes

and sends an outgoing message to each of the variable

node who has an edge connection with it. So that each

variable node could update its output. The message is
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either an erasure or a decoded message for the associ-

ated packet.

The sum node processing could be specified respec-

tively for the following three cases.

Case 1: If there is only one erased incoming message

from the neighbouring variable nodes, we can subtract

the recovered packets from the receive signal at the sum

node and perform a single-user decoding for the resid-

ual user. The successful probability for this decoding

is Pa = Pr
(
R < C(|h|2γ)

)
, where |h| ∼ Rayleigh(σ) is

the corresponding channel gain; γ is the signal-to-noise

ratio (SNR); and C(x) = log(1+x) is the capacity limit

of the employed encoding scheme with SNR x. If the

decoding is successful the sum node will output the de-

coded packet to the associate variable node, otherwise,

it will declare an erasure.

Case 2: If there are two erased incoming message

from the neighbouring variable nodes. We can subtract

the recovered packets from the receive signal at the

sum node and perform a single-user decoding for one

of the residual users by regarding the other one as nose.

The successful probability for each of the decoding is

Pb = Pr
(
R < C( |h|2γ

|h′|2γ+1 )
)
, where h and h′ are two

independent channel gains of the two residual users. If

any of the decodings is successful the sum node will

output the decoded packet to the associate variable

node, otherwise, it will declare an erasure.

Case 3: If there are more than two erased incoming

message, the sum node will declare an erasure to each

of its neighbouring variable node.

At a variable node, the outgoing message is an era-

sure if all the incoming message are erasures, otherwise,

a packet message will be output.

3. Density Evolution and Degree Optimization

Each user randomly selects the time slots and repeat-

edly transmits its packet based on the predetermined

probability distribution L(x). The decoding perfor-

mance is determined by the actually formulated bipar-

tite graph during each communication realization. As

K and M approach infinity, this bipartite graph be-

comes tree-like in large probability. In this case, den-

sity evolution is applied to determine an average de-

coding performance of all the tree-like bipartite graph

realizations by tracking the erasure probability during

the message passing 5).

Let pℓ and qℓ be the message erasure probabilities

of the variable and sum node output at each edge at

iteration ℓ, we have

pℓ = λ(qℓ) (1)

qℓ+1 = 1− ρ(1− pℓ)Pa − pℓρ
′(1− pℓ)Pb. (2)

With the assumption of ideal channel code with link

Rayleigh fading, we have

Pa = Pr
(
R < C(|h|2γ)

)

= Pr
(
|h|2 > (eR − 1)/γ

)

= e
1−eR

2γσ2

Pb = Pr

(
R < C(

|h|2γ
|h′|2γ + 1

)

)

= Pr
(
|h|2γ/(|h′|2γ + 1) > eR − 1

)

= e
1−eR

2γσ2 −R
.

It is easy to show that qℓ > 1 − Pa always holds,

which means that there is always a decoding error rate

due to fading. For a target error rate ϵ, it requires

limℓ→∞ qℓ < ϵ, which is equivalent to

q > 1−ρ(1− λ(q))Pa − λ(q)ρ′(1− λ(q))Pb

= 1−e−ηL′(1)λ(q)e
1−eR

2γσ2 − ηL′(1)λ(q)e−ηL′(1)λ(q)e
1−eR

2γσ2 −R

= 1−e
−ηL′(1)λ(q)+ 1−eR

2γσ2
(
1 + ηL′(1)λ(q)e−R

)
, ϵ < q ≤ 1.

Therefore, given channel code rate R, the optimal de-

gree distribution that maximum the system efficiency

could be obtained by solving

max η

ηL′(1)λ(q)−ln
(
1+ηL′(1)λ(q)e−R

)
<

1− eR

2γσ2
−ln(1−q)

for ϵ < q ≤ 1

0 ≤ λi ≤ 1, i = 1, ..., N

λ(1) = 1

where L′(1) = 1∫ 1
x=0

λ(x)dx
= 1∑N

i=1 λi/i
. Let-

ting λ̃i = ηL′(1)λi, i = 1, ..., N and using η =

ηL′(1)
∑N

i=1 λi/i =
∑N

i=1 λ̃i/i, the above problem is

transformed to

max
N∑
i=1

λ̃i/i

N∑
i=1

λ̃iq
i−1−ln

(
1+

N∑
i=1

λ̃iq
i−1e−R

)
<

1− eR

2γσ2
−ln(1−q)

for ϵ < q ≤ 1

λ̃ ≥ 0, i = 1, ..., N.
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Since both the objective and constraints are con-

vex functions of λ̃i, the above is a convex optimiza-

tion problem which could be solved easily. Thus,

we have the optimal degree distribution with λ(x) =
λ̃(x)∫ 1

x=0
λ̃(x)dx

.

Note that the target error rate used in degree opti-

mization is the error rate of the message output of a

sum node in edge perspective. The real communica-

tion error should be the error rate of the decision on a

variable node given by

Pe = L′(1)

∫ ϵ

x=0

λ(x)dx

for the designed target error rate ϵ.

4. Numerical Results

In this section, we give some numerical results of

degree distributions obtained using our optimization

procedure. Moreover, since our analysis and optimiza-

tion are with the assumption of infinite large of K and

M , we simulate the proposed transmission strategy in

finite length systems.

Fixing SNR γ = 10 dB and fading parameter σ = 1,

we give the optimal variable node degree distribution

for several cases.

Example 1 (R = 1, N = 100) For R = 1, we have

Pa = 0.0823. Fixing the target error rate ϵ = 0.2,

we have the optimal variable node degree distribu-

tion λ(x) = 0.08429x + 0.31578x2 + 0.02926x10 +

0.20310x11 + 0.12944x33 + 0.23812x99, which support

the overload of η = 1.2479 and the communication er-

ror rate Pe = 1.46× 10−2. □

Let IvA and IvE be the input and output of variable

node processing in the mutual information measure.

Using the variable node update function (1), we have

the extrinsic information transfer (EXIT) function of

variable processing: IvE = 1− λ(1− IvA). Similarly, we

have the EXIT function of sum node processing IsE =

ρ(IsA)Pa+(1−IsA)ρ
′(IsA)Pb. We plot this two curves in

Fig. 2. We see that the EXIT curves of variable node

processing and sum node processing match well with

an intersection at IsE = 0.8 due to our setting of target

error of ϵ = 0.2.

Example 2 (R = 0.5, N = 100) For R = 0.5, we

have Pa = 0.0319. Fixing the target error rate ϵ =

Fig. 2. EXIT curves of variable node processing with

degree distribution λ(x) = 0.08429x + 0.31578x2 +

0.02926x10+0.20310x11+0.12944x33+0.23812x99 and

sum node processing with Poisson distribution ρ(x) =

e−7.206(1−x) under SNR γ = 10 dB and channel code

rate R = 1..

0.0319, we have the optimal variable node degree dis-

tribution λ(x) = 0.0094x2 + 0.5990x3 + 0.1620x43 +

0.0982x44 + 0.1315x99, which support the overload of

η = 0.6061 and the communication error rate Pe =

1.606× 10−6. □

In above examples, we considered large maximum

degree N to obtain the limit system throughput. Since

the proposed transmission strategy could only be used

in a system with N ≤ M , in the following, we fix

N = 10 and design degree distributions that could be

used in a system with few users.

Example 3 (R = 1, N = 10) Fixing the target error

rate ϵ = 0.2, we have the optimal variable node de-

gree distribution λ(x) = 0.1451x+0.4799x2+0.3751x9,

which support the overload of η = 1.19 and the com-

munication error rate Pe = 1.55× 10−2. □

Example 4 (R = 0.5, N = 10) Fixing the target er-

ror rate ϵ = 0.0319, we have the optimal variable

node degree distribution λ(x) = 0.0153x2 + 0.9847x3

with η = 0.5809 and the communication error rate

Pe = 1.674× 10−6. □
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Fig. 3. Error rate simulation of the degree distribu-

tion given by Example 4: λ(x) = 0.0153x2 + 0.9847x3

with finite transmission users. The channel SNR is

γ = 10 dB with Rayleigh fading σ = 1 for each link

and channel code rate is R = 0.5..

The degree distributions of Examples 1 and 3 could

be used in a systems with high throughput and low

reliability requirements. On the other hand, degree

distributions of Examples 2 and 4 could be used in a

systems with low throughput but high reliability re-

quirements. Moreover, comparing Examples 1, 2 and

Examples 3, 4, we can see that there is a very small

performance, in term of the throughput or error rate,

loss due to the use of a smaller maximum repetition

number N .

For the transmission strategies corresponding to the

degree distributions obtained in Example 4, we give

finite-length simulations in Fig. 3 with finite user num-

ber K and slot number M . We still consider ideal

channel code with code rate R = 0.5 as designated in

the design. It could be observed that as the considered

user number increases, the system error rate converges

to the target error rate that predicted based on den-

sity evolutions. For K > 400, the gap between the

simulated error rate and theoretical prediction is very

small, which verifies that density evolution is accurate

for system performance prediction and design.

5. Conclusion

We considered the graph-based iterative collision

cancellation scheme for uncoordinated networks with

link fading. We proposed a convex optimization

method to obtain the optimal transmission strategy

based on density evolution. Finite-length system sim-

ulation is provided to verify the proposed optimization.
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Development of Bicycle Simulator

having Ability to control Tilt Angle
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Bicycles are healthy and friendly vehicles. The information concerning dangerous points (hazards) on the road is

expected for the bicycle safety riding. The authors proposed a method to detect hazards on roads by sensors attached

to the bicycle in the conventional study. The conventional approach requires training data for machine learning. The

bicycle runs on the dangerous places repeatedly. This is dangerous and it is difficult to collect large amounts of data. To

resolve this problems, the bicycle simulator is one of the solutions. A Japanese company has a commercial based bicycle

simulator. However, the bicyle body is fixed. The ride feeling is unnatural. This type of the bicycle simulator is not

suitable to gather the hazard data. Thus, this paper proposes a bicycle simulator having ability of tilt angle control and

runing in the 3D virtual space. The built-in bicycle sends the speed and front wheel angle to the control unit. The new

tilt angle is calculated by the control unit and the information is sent to the AC servomoter to realize new tilt angle.

Simultaneously the 3D view of a virtual town is generated by using the calculated results. By using the rotation center

tracking method already proposed by the authors, the steering actions to the left and right can be observed by the system.

By the system, dangerous situations can be easily and repeatedly realized and the rider has no danger.

Key words ： Bicycle Simulator, Tilt Angle, AC Servo Motor, Running Trajectry, hazards, Bicycle Riding

キーワード ： 自転車シミュレータ，傾き角，ＡＣサーボ，走行軌跡，ハザード，自転車操縦

傾きを許容する自転車シミュレータの開発

山口 哲治, 山田 憲, 藤原 武, 高橋 遼一, 島田 哲哉, 石田 雄紀, 金田 重郎

1 はじめに

近年日本では，自転車の普及が進んでいる．自転車は

コストが低く，環境にも優しい便利な乗り物である．し

かし，普及する弊害として，交通事故が懸念される．事

故を減らすためには，自転車に対する危険要素などの分

析が不可欠である．

そのため従来研究でも，走行軌跡を取得するためのセ

* Faculty of Science and Engineerign, Doshisha Univ., Kyoto
E-mail : tyamaguchi@mail.doshisha.ac.jp

** Kyoto Shisaku Corp., Kyoto
*** Graduate School of Science and Engineerign, Doshisha Univ., Kyoto

E-mail : skaneda@mail.doshisha.ac.jp

ンサを取り付けた自転車 (以下プローブ自転車と呼ぶ)を

実地走行させて，自転車運転に関するハザードマップを

作成することなどに取り組んできた 1)2)．しかし，この

ような研究は，搭乗者に危険が伴う可能性があること，

危険な状況の再現が困難であることなどの問題点を抱え

ている．

これに対して，ひとつの解決法は，自転車シミュレー

タの利用である．自転車シミュレータを用いれば，危険
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な状況や，再現性が低く現実では実験しにくいような状

況でも作り出せるため，これを用いる事で社会実験では

困難な自転車運転実験を実現できる．

そこで，著者らは，理想的な環境を作成し，走行実験

を行うため，自転車シミュレータの開発を行ってきた 3)．

この従来研究では，車体を左右に傾斜させる機能を入れ

ているが，傾斜に対する反力は，バネに依存しており，

自然な走行感とは言えなかった．

自転車シミュレータの提案は既に，いくつか知られて

いる．一番商品化が進んでいるのは，小学生等への交通

法規教育目的のシミュレータである 4)．しかし，自転車

の車体は固定であり，走行感は限定されている．自転車

は操舵制御などの特徴的な技術を必要とする乗り物であ

り，自転車の傾斜は重要と思われる．

それ以外にも，自転車シミュレータに関する報告はあ

る 5)6)7)8)9)10)．しかし，自転車を傾斜させて制御しよ

うとする試みは，著者らの知る限り，韓国の研究 10)の

みである．このKAISTの研究は，大がかりなものであ

り，これを除くと，自転車の物理挙動を再現しようとい

う試みはあまり行われていない．本稿で報告する自転車

シミュレータは，簡便なものであり，しかも，著者らの

提案による走行軌跡の回転中心 11)13)12)14) を採用して

特徴としている．以下，2章では研究背景と研究目的，3

章で提案手法，4章で実験と評価，5章で考察，6章で

結言を述べる．

2 提案手法

2.1 自転車シミュレータの概要

PC上に仮想の自転車を作成し，それを搭乗者による

シミュレータ装置からの実際の操作を入力として動かす．

そして，挙動をシミュレートした結果の軌跡と傾きを搭

乗者に視覚と傾き情報としてフィードバックするシステ

ムを提案する (図 1)．このシステムを構築すれば，計算

に基づく傾きの物理挙動をシミュレーション自転車で表

現できると考えた．図 2に今回作成したシミュレータの

外観を示す．

シミュレータ装置からの操作を入力させるシステムと

しては，マイクロコントローラ (Arduino)で舵角や後輪

速度などの情報をセンシングし，その結果をコンピュー

タへシリアル通信を用いて送信する．傾きフィードバッ

クシステムにおいては，工業用の AC サーボモータを

Fig. 1. シミュレータのシステム概要.

Fig. 2. シミュレータの外観.

用いて自転車を直接傾かせることが可能である．サー

ボモータの制御装置にはインタフェースボードを導入し

た．これは PCIバスを経由して PCから直接かつ高速

に I/Oを操作できる装置である．視覚のフィードバック

はプロジェクタを用いてUnityで生成された映像を自転

車の前方と左右に配置した 3面のスクリーンに投影する

形で表現している．概要図を図 3に示す．

Fig. 3. ハードウェアの構成.

自転車の傾きを任意に設定できるようにするため，シ

ミュレーション自転車の後方部に工業用のサーボモータ
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(NXM920A-PS25)を取り付け，ホイールベースを軸の

左右 15度の任意角度に自転車を傾斜させ得る構造とし

た．取り付けられているサーボモータを図 4に，その構

造を俯瞰視点から記した様子を図 5に示す．

Fig. 4. 自転車後部に設置されたサーボモータ.

Fig. 5. サーボモータによる傾きフィードバック機構の
俯瞰図.

この機構であれば，搭乗者を乗せ自転車を傾かせるの

に十分なトルクを確保できる．しかし，サーボモータの

回転角度から自転車本体の姿勢を把握することが困難で

あるという問題を抱えていた．そのため，操作に関して

は中間デバイスとして角度制御装置を取り付けることと

した (図 6)．このデバイスは外部から入力されたアナロ

グ電圧と自転車軸部に取り付けた姿勢状態を計測する可

変抵抗からのアナログ電圧を比較し，回転方向の決定及

びモータ制御を行う装置である．

Fig. 6. 角度制御装置.

PCからアナログ電圧を送信する方法としてはインタ

フェース社の LPC-361116を使用した．このモジュール

は PCIバスを通じて高速な I/O制御を可能とする装置

であり，C#から制御することも可能なため，今回使用

している Unity上でも容易に動作させられることが出

来る．

2.2 実装

今回提案するシミュレータでは，舵角と後輪速度の 2

つのパラメータから傾きの値を予測する手法を取った．

本シミュレータにおける挙動再現システムの概要図を以

下図 7に示す．

Fig. 7. 自転車挙動再現の概要図.

従来のシミュレータでは，傾きの値に固定値を与える

ことで，方位角の導出を行っていた．しかし，自転車を

運転する時，人はハンドルだけでなく，傾きを利用して

操縦している．傾きは自転車挙動にとって重要な要素で

ある．そのため，自転車の物理挙動をより忠実に再現す

るためには，傾きの要素を固定せず，状況に応じた値を

推測する必要がある．

しかし，シミュレータ上で傾き挙動を推測するために

は，リアルタイムに取得可能な舵角や後輪速度から，そ
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Table 1. 動力学のパラメータ.
名称 記号 単位

方位角・角速度 Φ rad/s

キャスタ角 η rad

車体傾き角 θ rad

ハンドル舵角 ϕ rad

後輪接地点速度 v m/s

ホイールベース L m

曲率半径 r m

曲率 σ −−
時間 t sec

質量 m kg

重力加速度 g m/s2

れらを導出しなければならない．今回のシミュレータで

は，遠心力と重力のモーメントがつり合っていると仮定

することで傾きを推測する手法を採用した．これによ

り，自転車の挙動把握に利用できる走行軌跡や曲率中心

軌跡などをリアルタイムに推測することが可能となると

考えた．

2.3 車体傾きの推測

自転車で曲がるとき，人は無意識に車体を傾けている．

遠心力と重力を均衡させるように車体を傾けることで自

転車はバランスを保って走行できる．すなわち，重力に

よるモーメントと遠心力によるモーメントがつり合う姿

勢を導出することで，理想的な車体傾きを推測すること

が可能であると考えた．使用するパラメータを図 8，表

1に示す 10)．モーメントの関係図を図 9に示す．

Fig. 8. 動力学のパラメータを自転車図上であらわした
もの (G：重心).

自転車の質量と重力による力はmg，遠心力による力

Fig. 9. モーメントの関係図.

はm× v2

r で表される．これらの分力を回転モーメント

として考え，つり合いの状態にあるときは式 (1)が成り

立つ．式 (1)から式 (2)が求まる．

Fig. 10. 実験環境の俯瞰図.

mg sin(θ)× l = m× v2

r
× cos(θ)× l (1)

θ = arctan(
v2

gr
) (2)

上記のように，つり合いの式から傾きを求めることが

できる．ここで，必要な値 r は，文献 10)より，以下の

ように求める．

r =
1

σ
(3)

σ =
1

v
× v sin(η)

L
× tan(ϕ)

cos(θ)
(4)

ここで，σの導出に θ が必要になるため，θ は 1つ

前の取得値を利用することにする．1つ前の取得値を利

用することは，すなわち約 17[ms]のズレが生じるが，こ
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Fig. 11. ジャイロセンサから求めた傾き (青)と，式 (2)

により求めた傾き (橙)を比較したもの.

Fig. 12. 自転車モデルの走行している様子 (青：後輪軌
跡，緑：前輪軌跡，赤：曲率中心軌跡).

こでは近似できるものと考える．この近似と式 (2)の妥

当性の検証は次節で行う．

また，自転車の方位角の各速度は以下の式により導出

する．

Ψ =
v × sin(η)

L
× tan(ϕ)

cos(θ)
(5)

今回は式 (1) の角速度を台形積分して方位角を算出

する．

ψ =
sin(η)

L
× (

tan(θ2)× v2
cos(θ2)

+
tan(θ1)× v1

cos(θ1)
)× 1

2
× dt

(6)

ここで dtは 1つ前と現在取得した時間の差である．ま

た，θ1 と v1 は 1つ前の取得値を表し，θ2 と v2 は現在

の取得値を表す．そして従来は考慮していなかった車体

の傾き θは，式 (2)を用いて実装する．

3 傾きを推測する式の検証

前節で述べた傾き導出式 (式 (2))についての検証を行

う．検証は，プローブ自転車を用いてスラローム走行実

験を行い，被験者毎に下記の 2 通りの方法で傾きを求

め，それらを比較する．比較する 2つの値は，ジャイロ

センサから求めた傾きの値と，式 (2)により後輪速度と

舵角から推測した傾きの値である．実験環境の俯瞰図を

図 10，被験者 2人の実験データを利用し，それぞれ上

記の 2つの方法で求めた値を比較したものを図 11に示

す．なお，この実験環境については，文献 12)から引用

したものである．

Fig. 13. スラローム走行時のシミュレータ環境の様子.

Fig. 14. シミュレータ実験でのスラロームの走行軌跡
と曲率中心軌跡 (傾きフィードバック無し)(青：後輪軌
跡，緑：前輪軌跡，赤：曲率中心軌跡).

図 11を見ると，傾きの値が極大・極小をとるときは，

2つの値の誤差が大きい傾向がみられるが，傾きが微小

な範囲では，誤差は小さく，式 (2)により，実際の自転

車走行での傾きをほぼ近似できると考えられる．

4 3D自転車モデルの作成

物理挙動を実装するにあたり，従来では十分に考慮し

ていなかった自転車の寸法について調整を行い，3Dの
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Fig. 15. シミュレータ実験でのスラロームの走行軌跡
と曲率中心軌跡 (傾きフィードバック有り)(青：後輪軌
跡，緑：前輪軌跡，赤：曲率中心軌跡).

情報としての可視化を行うため，Unity上に自転車のモ

デルを作成した．センサデータの値と計算により求めた

自転車の挙動を，このモデルに反映しシミュレートする．

図 12は，当モデルを用いて前後輪それぞれの中心点の

軌跡と，曲率中心軌跡を描画している様子である．

シリアル通信を経由して送られてくるシミュレータ装

置からのデータは図 7の手順に従い処理を行った．まず

光電センサから後輪速度，ハンドルの回転軸に取り付け

たロータリエンコーダから舵角の情報を取得する．そし

て取得した後輪速度，舵角から，式 (2)，式 (6)を用い

ることで，車体傾き，方位角を約 17[ms]毎，リアルタ

イムに導出する．これらの値から，走行軌跡，曲率中心

軌跡の値を導出し，シミュレーション空間での自転車の

座標と装置の傾きを反映させる．

プローブ自転車を用いた社会実験のデータとの比較

も可能にするため，計測済の csv ファイルを入力とす

る機能も作成した．プローブ自転車のデータは，ジャイ

ロセンサを用いて，実際に走行した場合の傾きやそれ

らによって求まった軌跡の結果も含まれているため，両

データを比較することで今回取り入れた傾き導出式（式

(2)）の評価などに利用できると考えている．また，シ

ミュレータ自転車による走行データも同フォーマットで

csvファイルに記録しているため，走行した本人が，後

から客観的に 3Dモデルを通して自分の運転を見ること

も可能である．

5 提案シミュレータの走行実験

本研究における提案シミュレータについての評価方法

を述べる．本実験では直進や右左折など，各操作が要求

され得る局面に対し，搭乗者にサーボモータを用いた傾

きフィードバックが有る場合と無い場合による走行軌跡

と曲率中心軌跡を求め，比較することとした．軌跡の比

較は文献 12)のように，意識して旋回していることを示

すV字型の曲率中心軌跡と，舵角や傾きを微調節してい

ることを示す I字型の曲率中心軌跡の分布を見ることと

する．実験はスラロームと右折路（直進→右折→直進）

の 2つの環境で行う．

5.1 スラロームコースの実験

まず，スラローム実験コース (図 10)の縮尺や状況を

シミュレータ上で再現し，今回のシステムを用いて曲率

中心の分布図の作成を行った．仮想空間での走行してい

る様子を図 13，走行した結果の走行軌跡と曲率中心軌

跡を図 14(傾きフィードバック無し)，図 15(傾きフィー

ドバック有り)に示す．

図 14，15から，以下のことが分かった．

• 意識して曲がっていることを示す V字型の曲率中

心軌跡が 5箇所において観測でき,これはコース上

のコーンの個数と一致している

• I字型の曲率中心軌跡は走行中には発生せず，安定

した走行ができていることを示している

これらの点から，シミュレータ上でのスラロームの走

行軌跡は傾きの有無に関わらず社会実験の走行軌跡で観

測されているものと類似することがわかる．社会実験に

おいての走行軌跡の例を図 16に示す．

5.2 曲がり角（直進→右折→直進）での走行実験

次に右折時の走行をシミュレートしてみた．右折時の

シミュレートを行う理由としては，スラロームでは見ら

れなかった直進と長時間の旋回動作が含まれるためであ

る．作成した環境の様子を以下の図 17に，走行した結

果の走行軌跡と曲率中心軌跡を図 18(傾きフィードバッ

ク無し)，図 19(傾きフィードバック有り)に示す．

図 18のように傾きフィードバック無しの時には右折

直後の走行には I字型の曲率中心軌跡の発生が少なく走

行状態が安定しているのに対し，図 19のように傾きを

有効にした時の結果は右折後に I字型の曲率中心軌跡が

複数個でき，走行状態が不安定になった．以下に仮想空
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Fig. 16. 実車（プローブ自転車）でのスラロームの走
行軌跡と曲率中心軌跡の例（青色：後輪軌跡，赤色：曲
率中心）.

Fig. 17. 走行環境の様子.

間上での車体の傾きを表したグラフを示す（図 20：傾き

フィードバック無し，図 21：傾きフィードバック有り）．

図 20，21によると，傾きフィードバック有りの場合

は，右折直後の 6∼7秒の間に，より大きくハンドルを

切り返していることがわかる．図 19に見られた I字型

の曲率中心軌跡はこの過程で発生したものであることが

見てとれる．また，安定後の 8∼9秒の間も，傾きフィー

ドバック無しの場合に対し，傾きフィードバック有りの

場合は車体の傾きを 0度に戻そうと小刻みに調節してい

ることが見て取れる．

実験の結果，スラロームコースにおいては傾きの有無

にかかわらずコーンを曲がる直前の位置で曲率中心が密

集し，社会実験に類似した曲率中心軌跡が観測された．

Fig. 18. シミュレータ実験での右折時の走行軌跡と曲
率中心軌跡 (傾きフィードバック無し)(青：後輪軌跡，緑：
前輪軌跡，赤：曲率中心軌跡).

一方で，直進→右折→直進のコースを走行した際の挙
動は，傾きフィードバックの有無により，走行状態が異

なる結果となった．傾きフィードバック有りの場合は，

旋回から直進に変わった直後に曲率中心軌跡から見た走

行状態が不安定になり，傾き角度を 0度に持っていくよ

うに操作を微調節している．傾きフィードバック無しの

場合はこのような傾向はみられなかった．

このようになった理由としては，傾きフィードバック

無しの場合，走行時の転倒するリスクを自覚できないか

らだと考えられる．本来自転車は，右折後の直進では車

体を直立状態に戻さなければ転倒してしまうが，その感

覚が伝わらない傾きフィードバック無しのシミュレータ

では，意識して車体を直立状態に持っていこうとする反

射的な動作が働かないのではないかと考察した．右折直

後に小刻みな I字型曲率中心軌跡が出るという傾向は，

社会実験で同様の実験を行った際にも観測されるもので，

傾きフィードバック有りの場合の方がより忠実に走行状

態を表現できていると考えられる．社会実験においての

右折時の走行軌跡の例を図 22に示す．

また，前ページのスラロームコースでは傾きフィード

バックの有無にかかわらず，車体が安定した走行を行う

ことができた．その理由としては，直進時間が短く，各

方向への旋回が頻繁かつ交互に繰り返されるため，車体

が大きく傾かないことが原因ではないかと考察した．
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Fig. 19. シミュレータ実験での右折時の走行軌跡と曲
率中心軌跡 (傾きフィードバック有り)(青：後輪軌跡，緑：
前輪軌跡，赤：曲率中心軌跡).

Fig. 20. 仮想空間上での車体の傾き (傾きフィードバッ
ク無し).

6 終わりに

本稿では，車体傾き制御システムを導入した自転車シ

ミュレータを提案した．現実世界で困難な自転車実験も，

シミュレータを用いることで安全に走行データを収集す

ることが可能となる．本システムは前と左右の 3方向の

スクリーン，シミュレータ車体部，そして，走行環境管

理用 PCによって構成されている．シミュレータ車体部

には光電センサとロータリエンコーダ，サーボモータを

搭載している．

センサから得られたデータをArduinoで取得し，そこ

から得られた舵角と速度を用いて傾きと方位角を推測す

ることにより，走行環境プログラムに反映させている．

また，推測した傾きをサーボモータにより車体部の傾き

としてフィードバックすることで，自転車傾きを表現し

Fig. 21. 仮想空間上での車体の傾き (傾きフィードバッ
ク有り).

Fig. 22. 社会実験での右折時の走行軌跡と曲率中心軌
跡の例（青色：後輪軌跡，赤色：曲率中心）.

ている．

実験では提案したシミュレータを用いて，傾きフィー

ドバックの有効と無効を切り替え，スラロームと右折を

行うコースでの走行軌跡と曲率中心軌跡を求めた．結果，

傾きが実装されたシミュレータでは，旋回から直進に切

り替わる際の走行状態が不安定となり，社会実験での挙

動により近いものとなったことが分かった．

提案シミュレータでは，舵角と後輪速度から傾きを推

測する手法を行ったが，実際に傾きに影響を与える要素

としては，搭乗者の重力感覚という要素は無視すること

が出来ない．前節でも述べたように，傾きが極大な際，

特に搭乗者は重心を移動させ，バランスを取ろうとする

ことが考えられるため，今後仮想空間におけるさらに厳

密な自転車挙動を実現するためには，搭乗者の姿勢情報

を取得し，重心移動を考慮するシステムを開発していく

必要性がある．

また，自転車の姿勢に関係する力は，重心と遠心力の

モーメントの他にもジャイロ効果や段差なども関係して

くるため，それらを計算に入れることでどのように搭乗
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者の挙動が変わるかも調べる必要があると考えている．

　

参考文献

1) 浅田翔平，田端佑介，河内雄太，山本光，金田重郎，「自

転車の走行状態推定を加味したハザードマップの提案」，

第 9回情報システム学会全国大会・研究発表大会，2013

年 11月

2) Shigeo Kaneda, Shohei Asada, Akira Yamamoto,

Yuta Kawachi, Yusuke Tabata, “A Hazard Detection

Method for Bicycles by using Probe Bicycle”, Proc.

of CDS2014 (The 2nd IEEE International Workshop

on Consumer Devices and Systems),pp.547-551 2014,

July

3) 石田雄紀，島田哲哉，植田晃一朗，金田重郎，“車体傾き

を許容した自転車シミュレータの提案”, 情報処理学会・

第 79回全国大会，3T-05

4) Honda bicycle simulator, Websites,

http://www.honda.co.jp/safetyinfo/simulator/bicycle/

(In Japanese),

http://www.bikeradar.com/news/article/honda-

to-launch-bicycle-simulator-24117/

5) Sung Hwan Jeong, Yong Jun Piao, Woo Suk Chong,

Yong Yook Kim, Sang Min Lee, Tae Kyu Kwon, Chul

Un Hong, and Nam Gyun Kim, “The Development

of a New Training System for Improving Equilibrium

Sense Using a Virtual Bicycle Simulator,” Engineer-

ing in Medicine and Biology 27th Annual Conference

Shanghai, China, vol. 3, pp. 2567-2570, Sept., 2005

6) Greg Byrd, “Cycling Through Cyberspace,” Com-

puter, vol. 48, issue 8, pp. 72-75, Aug., 2015

7) Miguel Melo, Tania Rocha, Luis Barbosa, and Max-

imino Bessa, “Presence in Virtual Environments: Ob-

jective Metrics vs. Subjective Metrics - A Pilot Study,”

2016 23rdEncontro Portugues de Computacao Grafica

e Interacao (EPCGI), Feb., 2017

8) Dong-Soo Kwon, Gi-Hun Yang, Youngjin Park, Sun-

min Kim, Chong-Won Lee, Jae-Cheol Shin, Soonhung

Han, Jonghwan Lee, Kwangyun Wohn, Sehoon Kim,

Doo Yong Lee, Kyungno Lee, Jae-Heon Yang, and

Yun-Mook Choi, “KAIST Interactive Bicycle Racing

Simulator: The 2nd Version with Advanced Features,”

Proceedings of the 2002 IEEE International Confer-

ence on Intelligent Robots and Systems, pp. 2961-2966,

2002

9) Jingang Yi, Dezhen Song, Anthony Levandowski, and

Suhada Jaysuriya, “Trajectory Tracking and Balance

Stabilization Control of Autonomous Motorcycles,”

Proceedings of the 2006 IEEE International Confer-

ence on Robotics and Automation, pp. 2583-589, May,

2006

10) Jingang Yi, Dezhen Song, Anthony Levandowski, and

Suhadav Jaysuriya: “Trajectory Tracking and Bal-

ance Stabilization Control of Autonomous Motorcy-

cles”, Proceedings of the 2006 IEEE International

Conference on Robotics and Automation, May, 2006,

pp.2583-589

11) 高橋遼一，金田重郎，「曲率中心を用いた自転車走行状況

の数値化とスラロームコースへの適応」，電子情報通信

学会・知能ソフトウェア研究会，2018年 3月

12) Hajime Kato, Yuto Sakajyo, Shigeo Kaneda, “Visu-

alization Method for Bicycle Rider Behavior Analysis

Using a Smartphone”, 2017 IEEE 41st Annual Com-

puter Software and Applications Conference (COMP-

SAC) Year: 2017, Volume: 2, Pages: 354 - 359, DOI:

10.1109/COMPSAC.2017.262 2017年 7月

13) Ryoichi Takahashi, Kazuki Miki, Shigeo Kaneda, “Vi-

sualization Method Using Probe Bicycle to Analyze

Bicycle Rider’s Control Behavior”, 2017 IEEE 41st

Annual Computer Software and Applications Confer-

ence (COMPSAC) Year: 2017, Volume: 2, Pages: 360

- 365, DOI: 10.1109/COMPSAC.2017.263 2017年 7月

14) 高橋遼一, 坂上友都, 加藤一, 金田重郎，「スマートフォン

センサを用いた自転車挙動表示法の提案」，情報処理学

会，研究報告コンシューマ・デバイス＆システム（CDS），

Vol.2017-CDS-18, No.30, pp.1-7，2017年 1月

620



Evaluation of Estimation Accuracy for Position of Human Bodies 
in Surrounding Environment of Vehicles 

Yuki ITO *, Hisato IWAI* and Hideichi SASAOKA* 
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As a method of sensing position of a human body around a vehicle, technologies using radio wave have been considered. As an 
example of such radio sensing, we study a method to detect position of a human body using transmitting and receiving antennas 
installed on the side of a vehicle in this paper. The position is estimated based on reflected waves from the human body. We assume 
the environment where the human body exists in a surrounding environment of vehicles and obtained the propagation characteristics 
by FDTD. In addition, we estimate the human body position using the Beamformer method and the MUSIC method from the obtained 
propagation characteristics. As a result of the analysis, we obtain sufficient estimation accuracy in the angular direction by both methods. 
But it is found that the accuracy for the range direction needs improvement. 

Key words : Human body position estimation, Beamformer method, MUSIC method, FDTD 

キーワード :人体位置推定，Beamformer 法，MUSIC 法，FDTD  

車両周辺環境における人体位置推定精度の評価

伊藤 優希，岩井 誠人，笹岡 秀一

1.まえがき

近年，様々なモノ，ヒトがつながる IoT(Internet of 

Things)が注目されており，自動車技術の分野におい

ては自動ブレーキなどの先進運転支援システム

(ADAS:Advanced Diver Assistance Systems)や自動運

転，車両オーナーに対するサービス向上(位置，接近

方向検出)の実用化に向けて様々な研究が行われて

いる．車載センサは，これらの新しい技術・サービ

ス実用化のキーである．センシング技術には，一般

に画像処理を用いた光学センサ，無線通信電波を送

信し反射波を受信することによりセンシングする

電波センサ，の 2 種類がある．電波センサは，昼夜

天候に左右されないという特徴がある．例えば，光

学センサに関する研究として，車載カメラ画像に基

づいた自動運転支援 1)，別車両や歩行者の検出 2,3)，

車載カメラ性能向上 4)，などがある．一方，電波セ

ンサに関する研究として，簡易な車両モデルによる

伝搬特性解析 5)，車車間通信方式の検討 6)，レーダ

ーシステムのモデル化 7)，車載センサの最適材質の

検討 8,9)，などがある．しかし，車両を詳細にモデル

化し，周辺の伝搬特性を解析したものは少ない．実

環境を想定した車両周辺の伝搬特性を明らかにす
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ることは，人体を正確に検出する技術の開発には重

要である．

そこで，本稿では車両(詳細にモデル化)周辺に人

体が存在する環境を想定し，FDTD (Finite-Difference 

Time-Domain method) 法により伝搬特性を求め，

Beamformer 法，MUSIC (MUltiple SIgnal Classfication)

法を用いて人体位置推定を行った結果を報告する． 

2. 人体位置推定システムモデル

本稿では，車両側面のアレー配置した単一アンテ

ナから電波を送信し，人体からの反射波を複数アン

テナで受信し，その受信信号から人体位置推定を行

った．この車両周辺環境の電波伝搬解析としては

FDTD 法を用い，人体からの反射波を以下の方法で

求めた．人体位置推定法としては，2.3 節に示す近

距離 Beamformer 法，近距離 MUSIC 法を用いた． 

2.1. FDTD 法

FDTD 法は，マクスウェルの微分方程式を直接時

間･空間領域で差分化し，更新式を繰り返し計算す

ることで，電磁界を求める手法である．計算メモリ

が大きくなるが，波源を囲む解析領域を分割する微

小直方体(セル)の大きさを細かくできれば精度の高

い解が得られる 10)．本稿では，車両を詳細にモデル

化する必要があるためレイトレーシングと比較し

て解析対象を詳細にモデル化することが可能であ

る FDTD 法を用いた． 

2.2. 人体からの反射波による伝搬チャネル係数計

算手法 

はじめに，送信アンテナから一方向の電界を励振

し，FDTD 計算により得られた受信アンテナでの励

振同一方向の電界との振幅比(位相を含む)をチャネ

ル係数とした．次に，車両のみの環境(Fig. 1 (a))の

各受信点でのチャネル係数(h1)，車両および人体モ

デルを配置した環境(Fig. 1 (b))のチャネル係数(h2)，

をそれぞれ求める．そして h2-h1 を人体反射による

チャネル係数とする．Fig. 2 に人体反射による伝搬

チャネル係数計算の模式図を示す．

(a) Vehicle. 
(b) Vehicle and human 

body. 

Fig. 1. Environment model. 

Fig. 2. Calculation model of propagation channel 

coefficient by human body reflection wave. 

2.3. 波源位置推定法 

2.3.1. 近距離 Beamformer 法 
Beamformer 法とは，アレーアンテナのメインロ

ーブを走査する手法である．なお，到来角度を推定

対象とする通常の Beamformer 法に対して，本稿で

は波源が比較的近距離であり距離方向の推定も可

能である近距離 Beamformer 法 11)を用いた．Fig. 3 に

近距離にある波源とアレーアンテナによる波源位

置推定のモデル図を示す．波源による伝搬チャネル

係数，ステアリングベクトル，相関行列を用いた

Beamfomer スペクトルは以下の式で表される．本稿

では，2.2 節の方法より人体反射波の伝搬チャネル

係数を取得し Beamformer スペクトルの値がピーク
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となる点を人体の推定位置とした．

���� �� � � ���� ���������� �����
�
�� ����������

�

(1) �� � ��� � ���� �
�
� �������

�
�� � ��

� ��� � ��

� � 	 ������ � ���� � ���� (2) 

��� � ����� (3) 

����� �� � ����� ��������� ��
����� ������ ��  (4) 

ただし，アレーアンテナの中心から最も離れたアン

テナを p 番目のアンテナ，アレーアンテナの中心と

波源の距離を r，アレーアンテナの中心から k 番目

のアンテナと波源の距離を rk，アレーアンテナ中心

においてアンテナ配列に垂直な線と波源がなす角

を，アンテナ間隔を d，アンテナ数を N，波長を λ，

ステアリングベクトルを���� ��，伝搬チャネルベク

トルを h，アレーアンテナの中心から k 番目のアン

テナの伝搬チャネル係数を hk，(·)Hはエルミート転

置，相関行列を Rhh，Beamfomer スペクトルを

����� ��とする． 

Fig. 3. System model of using array antenna. 

2.3.2. 近距離 MUSIC 法

MUSIC 法とは，相関行列の固有値・固有ベクト

ルを用いて，ヌル走査する手法である．波源による

伝搬チャネル係数，ステアリングベクトル，相関行

列の固有ベクトルのうち到来波と直交するすべて

の固有値を用いた MUSIC スペクトルは以下の式で

表される．Beamformer 法と同様に人体反射波の伝

搬チャネル係数を取得し MUSIC スペクトルの値が

ピークとなる点を人体の推定位置とした．

������������ ��� � �	
を満たすウェイトベクトル��	

(5) 

����� �� � ����� ������ ��
����� ����������� ��

�� � ����� � ��� 
(6) 

ただし，ステアリングベクトル，相関行列は

Beamformer 法と同様，相関行列の到来波以外に対

応する固有ベクトルを��，MUSIC スペクトルを

����� ��とする．また，本稿では到来波数を 1 と仮

定したため，��は N - 1 個の要素を持つ． 

3.人体位置推定評価環境

本稿で想定する車両周辺に存在する人体の位置

推定を行った二種類の環境モデルを Fig. 4 に示す．

それぞれ人体の位置(r = 2.12 m, = 45°)を固定させ

た場合(Fig. 4 (a))，人体の位置を 0.1 m 間隔で y 軸上

に配置した場合(Fig. 4 (b))を示している．Fig. 4 に示

すように，詳細にモデル化した車両(Fig. 5)，車両側

面から 0.12 m 離した位置に送受信アンテナ，人体

モデル(直径 0.35 m および 0.1 m の円柱：Fig. 6)を設

置した．送信アンテナは複数アンテナのうちの 1 つ

と仮定し，その座標は(1.0, 5.01, 0.8)とした．人体位

置は，送受信アレーアンテナの中心からの距離 r と

角度とした．電波の周波数はGHz とし，受信

アンテナ間隔は 0.06 m(λ/2)とした．下面床はコン

クリート，上面および側面は吸収境界 PML(Perfectly 

Matched Layer)とした．今回は雑音は考慮していな

い．Table 1 に FDTD 計算に用いた各種諸元を示す．

なお，Beamformer 法，MUSIC 法では，距離は 0 m

から5 m，角度は-75	から75°で二次元探索を行った． 
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(a) Fixed human model. (b) Moved human model. 

Fig. 4. Evaluation environment. 

Fig. 5. Car model. 

Fig. 6. Human body model. 

Table 1. Specifications of FDTD calculation. 
解析領域 5.64 m×9.0 m×3.2 m 

励振信号周波数 2.5 GHz 
励振方向 y 方向(水平励振) 
セルサイズ 0.012 m 立方 
吸収境界 PML 

雑音 考慮なし

送信アンテナ座標 (1.0, 5.01, 0.8) 
受信アンテナ数 N 3 ~ 31 
受信アンテナ間隔 0.06 m 

中心受信アンテナ座標 (1.0, 4.5, 0.8) 

4. 人体位置推定結果

4.1. 人体位置を固定(r = 2.12 m, = 45°)した場合 
人体位置を固定した場合の Beamformer 法，

MUSIC 法による二次元探索結果を Fig. 7, 8 に示す．

横軸および縦軸は，それぞれ探索した角度および距

離を示している．Beamformer，MUSIC スペクトル

であるスペクトル(��および�� )の値は探索範囲内

の最大電力で正規化している．黒丸は実際の人体モ

デルの位置を示している．また，受信アンテナ数変

化に対する人体位置推定精度の変化を確認するた

め受信アンテナ数 N を 3, 11, 31 と変化させている．

Fig. 7，8 から両手法において角度方向については，

スペクトルの値が-5 dB 以上となる範囲は 45°を中

心として 5°未満であり，十分な推定精度が期待され

る．これに対して距離方向については，ピーク検出

の感度が鈍く，雑音の影響がある場合などには推定

精度が大きく劣化することが予想される．これに対

しては，受信アンテナ数を増加させアンテナの等価

的な開口を大きくとれば推定性能は改善されると

考えられる．

また，MUSIC 法では Fig. 8(a)から受信アンテナ数

が 3 と比較的少ない場合においても角度方向に対

してスペクトルの値が-1 dB 以上となる範囲は 45°

を中心として 5°未満である．つまり，Beamformer 法

での受信アンテナ数が 31 の場合と同等の推定精度

であることがわかる．

4.2. 人体位置を y 軸上移動させた場合 
人体を移動させた場合の Beamformer 法，MUSIC

法による二次元探索結果の例を Fig. 10，11 に示す．

中心受信アンテナからみた人体位置の角度(Fig. 3

における)を変化させた場合の推定精度の変化を

確認するため人体位置が°°°の結果

を示している．なお，受信アンテナ数 N は 11 とし

た．

両手法において，中心受信アンテナからみた人体

位置の角度が小さい Fig. 10，11(b)の場合では，角度

方向の推定誤差は 10°前後であることがわかる．そ

れに対し，中心受信アンテナからみた人体位置の角

度が小さい Fig. 10，11(a)および(c)の場合では，推定

誤差は 20°前後である．よって，中心受信アンテナ

からみた人体位置の角度が大きい場合，誤差が大き

くなる．また，距離方向に関して受信アンテナ数 11

と少ないためにピーク検出の感度が鈍く，推定精度

が低い．これは 4.1 節でも示したように受信アンテ

ナ数を増やすことで推定精度改善が期待される．
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(a) N = 3. 

(b) N = 11 

(c) N = 31 

Fig. 7. Beamformer spectrum for fixed human model. 

(a) N = 3. 

(b) N = 11 

(c) N = 31 

Fig. 8. MUSIC spectrum for fixed human model. 
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(a) r = 2.6,  = -67.4° 

(b) r = 1,  = 0° 

(c) r = 2.6,  = 67.4° 

Fig. 10. Beamformer spectrum for moved human model. 

(d) r = 2.6,  = -67.4° 

(e) r = 1,  = 0° 

(f) r = 2.6,  = 67.4° 

Fig. 11. MUSIC spectrum for moved human model. 

626



Fig. 12. Average error value for variation of number of 

receiving antennas. 

次に，Beamformer 法，MUSIC 法を用いた二次元

探索による推定位置と実際の人体の位置との平均

誤差結果を Fig. 12 に示す．横軸は受信アンテナ数，

縦軸は平均誤差を示している．平均誤差は，人体を

y 軸上 0.1 m 間隔で移動させた 49 環境それぞれにお

いて，推定位置と実際の人体の位置との距離の誤差

を求め，平均化したものである．

Fig. 12 より，Beamformer 法では受信アンテナ増

加により平均誤差を低減することが可能であるが，

MUSIC 法では推定精度の改善は見られなかった．

この原因としては，スペクトルの値の範囲について

Beamformer法では 0 dBから-20 dBに対してMUSIC

法では 0 dB から-5 dB と小さく，より感度が高い．

また，車両を除いた環境において同様の人体位置推

定を行ったところ Beamformer 法，MUSIC 法におい

て受信アンテナ増加により平均誤差を低減可能で

あった．これらの理由から，車両による複雑な反射

波の影響により感度が高い MUSIC 法では推定精度

の改善は見られなかったと考えられる．

5.まとめ

本稿では，車両周辺に人体が存在する環境におい

て，詳細に車両をモデル化し，伝搬特性を FDTD 法

により求め，その結果を用いて Beamformer 法，

MUSIC 法により人体位置推定を行った． 

人体位置を固定した場合の推定誤差は，角度に関

して両手法において±5°未満であった．また，受信

アンテナを増加させれば推定精度向上可能である

と考えられる．中心受信アンテナからみた人体位置

の角度が比較的大きい場合，角度，距離方向ともに

推定精度は低い．また，平均推定誤差は，Beamformer

法では受信アンテナ増加により小さくすることが

可能であるが，MUSIC 法では推定精度の改善は見

られなかった．今後の課題として，より現実的な車

両周囲環境(駐車場環境)，雑音の考慮，などを検討

する必要がある．
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A Graph Partitioning Approach for Efficient Dependency Analysis

using a Graph Database System

Kazuma KUSU* and Kenji HATANO**
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Program execution traces, which include data/control dependency information, are indispensable for new types

of debugging such as back-in-time techniques. In this study, we implement a dependency environment for the Java

programming language focusing on tracing the relationships in dependency analyses, using the graph database (Neo4j)

optimized for tracing graph edges. In the dependency analysis environment, we propose an efficient approach for handling

the traces on a graph database system by evaluating memory usage and analysis time. Traces of practical programs

are prone to have vast complex data, making it difficult to develop practical back-in-time debuggers. To address this

challenge, our dependency environment enables an efficient analysis of the traces. The trace in our dependency analysis

environment has a graph structure whose nodes denote executed Java bytecode instructions, and edge that represent

data/control dependencies between the nodes. By a simple implementation of our dependency analysis environment, we

confirm the existence of bottlenecks through evaluation experiments, which are then remedied in order to improve the

performance of the technique ’s memory usage and analysis time. As a result, our environment enabled efficient process

dependency analysis, reducing memory usage by 43.1% and analysis time by 4.3%. Therefore, our approach enables to

efficiently manage all kinds of data with graph structures.

Key words ： Dependency Analysis, Back-in-time Debugger, Debugging Support, Graph Database, Graph Search, Java

1 Introduction

The examination of runtime states and their depen-

dencies are indispensable to program debugging [1, 2].

Debuggers that are currently in use allow maintain-

ers to suspend program execution at specified break

points and examine the runtime states at these points.

However, such debuggers do not have a provision for

maintainers to examine states prior to the designated

points for the suspension of execution. Therefore, they

cannot trace backwards to detect causes of erroneous

states by following the dependency of statements [3].

In the last decade, so-called back-in-time debuggers

have emerged as a new kind of debugging support tools.

* Graduate School of Culture and Information Science, Doshisha University, Kyoto
Telephone : +81-774-65-7656, E-mail : kusu@ilab.doshisha.ac.jp

** Faculty of Culture and Information Science, Doshisha University, Kyoto
Telephone : +81-774-65-7663, E-mail : khatano@mail.doshisha.ac.jp

These debuggers use traces containing dependency in-

formation [4–6]. Such debuggers analyze dependen-

cies to determine the operation that assigns value to

a referenced variable [4], to examine the reasons why

a given statement is or is not executed [5], and what

happens during the execution of a method that has

already been successfully invoked [6]. This kind of de-

pendency analysis is useful for the examination of a

particular instruction.

The scalability of process traces containing depen-

dency information has been discussed in the litera-

ture [3]. We believe that the recent, rapid devel-

opments in hardware and software technologies have

made it possible to process the traces of a certain scale
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of software products. In previous work [7], we demon-

strated two kinds of dependency analysis that detect

symptoms of a malfunction caused by defects in the

application of the Java framework application [8].

Although our previous study raised the prospect of a

solution to the scalability problem, the implementation

of our dependency analysis remained inefficient. The

main cause of this was the richness of the data in the

model of our traces. The design of our trace proposed

here aims not only at the requirements of symptom

detection [7], but also at the analysis of other aspects

of program execution. Therefore, our trace design in-

corporates the richness of data to enable various kinds

of dependency analysis instead of reducing the amount

of data, such as in the approach proposed by Wang et

al. [9].

In addition to back-in-time Debuggers [4–6], which

aim at a microscopic perspective for the dependency

analysis of a specific statement, our previous study [7]

dealt with all-state updates via persistent variables and

their value dependency across the entire trace. A per-

sistent variable is either a class variable, an instance

variable, or an array component. It implements a state

that persists after the invocation of a method is com-

pleted [10]. This macroscopic nature of our depen-

dency analysis renders it inefficient, although the algo-

rithm works in practice. In order to solve this problem,

an approach is needed to support the efficient analysis

of dependency in a large trace.

In this paper, we implement an efficient dependency

analysis environment to perform out the trace studies

as done previously [7]. Moreover, we clarify the ineffi-

ciency factor in our dependency analysis environment,

and suggest an approach to address this factor. Fur-

thermore, we evaluate our approach for improving the

processing of analysis results after applying our ap-

proach. According to this, we clarify bottlenecks in

our dependency analysis environment that need to be

resolved. Previously, we identified the factors affect-

ing efficiency in our dependency analysis environment

and expanded a trace-partitioning approach for use in

our study [11]. Moreover, we proposed an extension

of a previous approach [12] for partitioning trace. We

reduced memory consumption in a dependency analy-

sis, but did not reduce the processing time. Therefore,

we propose an approach for efficiently traversing our

trace in this paper. Finally, we conduct an experiment

characterizing the effectiveness of our approach.

We introduce concepts related to dependency anal-

ysis, and describe demands for dependency analysis

environments in Section 2. Then, in Section 3, we

illustrate our implementation of a dependency anal-

ysis environment that consists of trace generation and

a trace processing parts using a graph database sys-

tem (GDB). In Section 4, we propose a näıve trace-

partitioning approach based on the characteristics of

the GDB for efficient dependency analysis. We con-

duct a preliminary experiment for evaluating depen-

dency analysis performance on our environment in Sec-

tion 5. In Section 6, we reconsider a trace-partitioning

approach guided by an analysis of the bottleneck in

our dependency analysis environment clarified during

the preliminary experiment. In Section 7, we conduct

an evaluation of the efficiency and scalability of our

expanded approach. Finally, in Section 8, we consider

our contribution for efficient dependency analysis as

indicated by the experiment.

2 Related Work

Debuggers widely used in software development

projects support a common feature to suspend pro-

gram execution at a specified break point and show the

runtime state at that point. They do not record the

execution and, thus, have the common drawback that

there is no way to examine the execution of a method

whose invocation has been already completed. This is

a serious problem because defects and infections are of-

ten found in methods that have been completed before

the program fails [6]. A defect is an error in program

code while an infection, in software engineering, is a

runtime error caused by the execution of a defect [1].

Maintainers using a debugger must repeat a task to

specify a breakpoint, as it is usually very difficult to
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find a suitable breakpoint in the program code, and

re-execute the program to examine the executions of

methods that have been completed. Such a debugging

style, forced by the common limitation in current of

existing debuggers, leads to inefficient debugging [3].

Using traces for debugging support is a natural idea

to overcome the above limitation in existing debug-

gers [4, 5, 13]. An omniscient debugger [4] examined

assignment operations with set values referenced from

variables. If a maintainer wanted to determine why a

statement has or has not been executed, Whyline [5]

analyzed related dependencies and generated the re-

sults of the analysis using sophisticated Graphical User

Interfaces (GUI).

Dynamic Object Flow Analysis [13] aims to under-

stand program execution from the aspect of object

references. Its area of application ranges from de-

pendency analysis of methods for software testing [14]

to performance engineering for a back-in-time debug-

ger [6].

To the best of our knowledge, no existing depen-

dency analysis approaches to debugging support are

aimed at macroscopic dependency analysis except for

our previous proposal [7]. An omniscient debugger

deals with only the correspondence between the value

of a variable and the assignment operation that has sets

this value. Whyline navigated a maintainer to the de-

pendencies among statements to the extent of his/her

manual examination. Dynamic object flow analysis

performs macroscopic analysis but only deals with ob-

ject references.

The above approaches to microscopic dependency

analysis provide useful debugging aids. However, un-

derstanding a program from a macroscopic viewpoint

is necessary for debugging [15]; therefore, maintainers

have to spend time and effort to obtain this perspective

through manual dependency analysis.

We studied several kinds of macroscopic dependency

analysis in this context in our last study [7]. Of these,

outdated-state analysis aims to identify symptoms to

suggest possible infections incurred by the accidental

use of an old value of a field or array component along

Fig. 1. Our dependency analysis environment.

with its updated value.

3 Dependency Analysis Environment

Debugging a program requires various analyses of

statement dependencies. Therefore, we developed two

kinds of techniques for analyzing the relevant symp-

toms in our previous study [7]. The proposed trace was

designed to execute such dependency analyses. For this

reason, our trace tended to be large and complex, and

to be usually led to inefficient processing of dependency

analysis. In order to conduct an efficient dependency

analysis, an analysis environment is needed that enable

to handle our trace efficiently.

Fig. 1 illustrates the entire process, which involves

the execution of a Java program under instrumenta-

tion and several sub-processes of symptom analysis in

our dependency analysis environment. In the trace

generation portion, our system generates a trace us-

ing Java byte-code instrumentation technologies. The

trace processing portion, on the other hand, stores the

generated trace in a GDB and supports its efficient

processing of various kinds of dependency analysis.

3.1 Trace Data Model

Dependency analysis approaches from various as-

pects of execution are necessary for practical debugging

support. In previous work, we developed two kinds of

dependency analysis algorithms to detect symptoms

that indicate infections in a failed execution [7].

Both of the proposed algorithms process control data

dependency across the entire extent of an execution.

One algorithm checks a complex condition that speci-

fies data flow to associate operations in a class instance

caused by the invocation of a certain kind of method.
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The other algorithm keeps track of side effects via fields

and array components. We propose a new kind of de-

pendency analysis that aims to abstract the effects of

methods and operations on objects based on inputs by

the debugger users.

In order to satisfy the above requirements, we de-

fined our trace model as the following basic elements

of program executions:

• Method execution

• Execution of abstracted byte code instructions to

represent statements.

• Creation and reference of values by instructions.

• Values to be created or referenced.

Some abstracted instructions represent “control state-

ments,” such as conditional statements, method in-

vocations, and throw and catch. Abstracted instruc-

tions contain assignment operations on local variables,

fields, and array components. The instruction set also

contains constants, instance creations, and array cre-

ations, as well as various calculation operations. Values

created, calculated, and assigned are referenced by the

instructions that use them.

For each instruction in an execution, its trace records

the control instruction under which it is executed. If

the instruction references a value, the trace records

from the instruction from which the value originates.

In this way, we can obtain control and data dependency

information among instructions, including a method

invocation structure.

Fig. 2. Property graph model.

A trace generated by our approach enables to first be

represented using the property graph model shown in

Fig. 2. This is a data model defined in the TinkerPop

project in Apache [16]. This data model features good

descriptive capability, and hence can represent various

kinds of data.

Our trace model allows programs to check

data/control dependency for a large number of instruc-

tions in order to examine state changes on some objects

or to find the cause of an infection. Algorithms to check

such dependencies, represented by links among graph

nodes, should be efficient.

3.2 Trace Processing

The requirements stated in Section 3.1 make it dif-

ficult to reduce trace size. Traces are needed not for a

particular dependency analysis, but for various kinds

of analysis dealing with the conditions of such program

elements as classes, fields, and methods related to the

four elements described in Section 3.1. Therefore, rich

data is required for the proposed trace model for such

additional information.

For dependency analysis purposes, the instructions

between, which the analysis is performed cannot be

predicted. Therefore, for a failed execution, the trace

of the entire extent of execution is first needed. Our

algorithms then search for instructions that are the

targets of dependency analysis.

Dependency analysis usually requires checking of

complex conditions for the above four kinds of elements

one by one along with their dependency relationships.

Furthermore, the results of past condition checks must

be stored for reference.

A situation sometimes arises where the Java virtual

machine is quite inefficient, or even runs out of mem-

ory when applying dependency analysis to the execu-

tion of a software. Hence, data engineering approaches

are needed to build a framework that enables efficient

access to and processing of massive traces.

In this study, we develop a dependency analysis envi-

ronment on the GDB to improve analysis performance.

This paper uses a GDB called Neo4j following the prop-

erty graph model [17] because it is suitable for storing

traces with complex data structures. Moreover, Neo4j

have considered the best for handling graph data for
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existing GDBs [18,19].

In order to handle our trace, our dependency analy-

sis environment was implemented using the native Java

Application Program Interface(API) of Neo4j and its

query language named Cypher.

4 A Trace-partitioning Approach

In Section 3, we described how to store and process

our trace on our dependency analysis environment us-

ing Neo4j. Our trace is expressed as graph data, which

consists of nodes and edges. Therefore, the nodes and

the edges unrelated to the graph data trace are not

loaded into main memory when the dependency anal-

ysis is conducted. In short, memory efficiency of our

dependency analysis environment is high. However,

the size of the properties of a node or an edge that

is loaded in main memory is large, this may likely to

become a bottleneck of our dependency analysis envi-

ronment. Especially, it goes double for becoming the

bottleneck if the attribute is not related to dependency

analysis. Therefore, we propose an approach for fixing

this bottleneck.

4.1 Characteristics of Graph Database System

Initially, Neo4j manages graph data on hard disk

drives until a query is issued. Once, a query is issued,

Neo4j accesses the hard disk drive to load nodes and

edges related to the query, into the main memory. Usu-

ally, nodes and edges not related to the query are not

loaded.

If the nodes and the edges are loaded into main

memory, their properties are also automatically loaded.

Therefore, loading the properties into main memory is

not efficient if the property is not related to an issued

query. Moreover, this problem becomes a factor to

produce useless disk access.

4.2 A Trace-partitioning for Memory Reduction

As we described in Section 4.1, loading properties

unrelated to an issued query leads to the potential

for memory inefficiency of GDB. Nodes and proper-

ties, which are not the target of dependency analysis,

will not be loaded in the main memory while conduct-

ing the analysis. This is the characteristic of GDB,

which is supported by the native graph engine.

We deal with this bottleneck by simply storing an

extra node in GDB. The extra node is to store prop-

erties of node, which is the target of the dependency

analysis. In this way, it is possible to load only nodes

and its properties, which are targets of dependency

analysis, and eliminate the unnecessary ones from the

dependency analysis. We believe that this is the best

way as it is more frequent to distinguish the kind of a

node than to acquire properties of nodes.

We illustrate our proposed approach in using Fig. 3.

At first, it is necessary to create a node and an edge. A

Fig. 3. Graph partitioning approach for proposed

trace..

node plays the role of storing properties of node (node

ID is 5, 6, 7, 8 in Fig. 3.), which is trace elements (node

ID is 1, 2, 3, 4 in shown Fig. 3.) An edge plays the

role of distinguishing certain node, which is an extra

node for storing properties. We describe this node as

a property-node, and this edge as a property-edge in

this paper. Therefore, a change of the following graph

structure occurs.

1. The number of nodes stored in a graph database

system doubles.

2. One edge connecting with each nodes of the trace

increases.

We assume that the time required for import pro-

cessing of our trace increases by 1. However, graph

traversal performance is influenced by the increase of

the nodes, such as 1), intended only for the node where

the graph traversal is connected to a certain node on
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the native GDB such as Neo4j [20, 21]. Then, instead

of being able to reduce the loading of the properties

of a node that is unnecessary for dependency analysis,

one property-edge comes to is loaded with change 2).

The specifications of Neo4j have a bigger fixed-length

data size of the edge than the node on the disk [20,21].

However, we assume that a data size of edges loaded

in the memory is low, because the number of edges

such as references and dependencies is less than that

of nodes. In addition, the time for confirming edges

with the need to follow in the graph traversal by 2) in-

creases once in all nodes and we predict that it makes

the performance of graph traversal inefficient. Since

our approach has a factor that can promote and not

promote efficiency of dependency analysis as described

above.

5 Preliminary Experiment

We propose a trace-partitioning approach for effi-

cient dependency analysis in Section 4. In this section,

we conduct a preliminary experiment for confirming

the change of the analysis performance for an approx-

imate application of our approach. We conduct this

preliminary experiment on a kernel-based virtual ma-

chine with 64 GB RAM and the Cent OS 7 operating

system.

5.1 UML Editor “GEFDemo”

We used our trace for the execution of the demon-

stration program on the Graph Editing Framework

(GEFDemo) [8] for dependency analysis in Section 5.2.

GEFDemo is a simple Unified Modeling Language

(UML) editor program that uses the application frame-

work as shown in Fig. 4(a). A flaw, such as in

Fig. 4(b), is known to occur during the delete oper-

ation, a ternary association, which is a defect in imple-

mentation of the GEFDemo.

Accurate inspection of the analysis program was pos-

sible because the cause of the defect shown in Fig. 4

was manually confirmed. The trace used in this ex-

periment recorded the execution process of GEFDemo

that intentionally produced an exception, as shown in

(a) Creating three Classes and a Ternary

Association.

(b) Deleting a Ternary Association.

Fig. 4. Operating the GEFDemo Program.

Fig. 4 in the following procedure:

1. Creating three classes on the editor.

2. Creating an association for other classes from one

class.

3. Creating an association for another association

from the class that does not create an association.

4. A diamond object expressing the occurrence of a

ternary connection occurs.

5. Deleting the diamond object.

The number of nodes in this trace was 510,370 and

the number of relationships 4,437,367. Moreover, the

trace into the GEFDemo contained 45 kinds of labels

for nodes and 22 kinds of relationships. Furthermore,

the amount of this trace was 292.63 MB.

5.2 Outdated-state Analysis

As described in Section 5.1, a defect of the

GEFDemo was caused by changes in the process of

execution of the program during the collection state,

which is an object of Java. We used an outdated-state

analysis, which is the approach of dependency analysis

proposed by Kume et al. [7]. It can detect instructions

that use different states of a specified object.

We executed the outdated-state analysis in a depen-
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dency analysis environment as described below:

1. Investigating method called in execution order one

by one.

2. Investigating dependencies with state of objects

with many instructions occurring in each method.

3. When analyzing an instrument concerning the

change in the state of the object, a node was cre-

ated to record the frequency of change of the ob-

ject for a GDB.

4. Investigating instructions dependence on the com-

bination of a new state and old states of the same

object from nodes that we created by Procedure

3).

In Procedure 1), the outdated-state analysis con-

sumed a large amount of memory because it was nec-

essary to analyze instruments and values in a trace.

Moreover, outdated-state analysis is a two-step pro-

cess: (1) analyzing the trace, (2) creating the nodes

and edges to record the status of objects (data gener-

ated during dependency analysis) on GDB in Proce-

dure 1). Finally, it analyzes data generated in Proce-

dure 3).

5.3 Effects on Entire Dependency Analysis

In this section, we measured the method’s time and

memory consumption in order to evaluate the effec-

tiveness of our approach for efficient dependency anal-

ysis in Section 4. Memory consumptions per second

were recorded using vmstat, which is a UNIX com-

mand that can report information related to memory,

paging, CPU activity, and so on, and can calculate the

basic statistics of memory consumption. We conducted

dependency analysis ten times as we described above.

Fig. 5 shows the results of two trace formats as the

following:

NON: a non-transformational trace

ALL: a trace partitioned properties of each node in

our trace using 4

Fig. 5(a) and Fig 8(b) show the average of mem-

ory consumption in the dependency analysis. In these

(a) Analysis time.

(b) Memory consumption.

Fig. 5. Dependency analysis performance..

figures, NON represents our previously approach pro-

posed in literature [7]. ALL refers to the näıve ap-

proach proposed in Section 4 and literature [12].

We conduct an independent t-test in order to con-

firm whether there are significant differences between

average of the time consumption and average of the

memory consumption. We calculate a t-value by For-

mula (1):

t =
x̄NON − x̄ALL

s
√

1
n1

+ 1
n2

(1)

where xNON denotes ten values of time consumption

or memory consumption in a case of NON, x̄NON de-

notes the mean of xNON , xALL denotes ten values of

time consumption or memory consumption in a case

of ALL, x̄ALL denotes the mean of xALL, nNON and

nALL are sample size of xNON and xALL, and s is

pooled variance with xNON and xALL.

The two p-values in Fig. 5 indicated that ALL could

not reduce time consumption and memory consump-

tion for dependency analysis compared with those of

NON. On the contrary, our näıve approach worsen this

performance.

5.4 Inefficient Processing in our Approach

We assume that the time required for importing a

trace increases due to the above sorting 1). However,
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graph traversal performance is not influenced by the

increase in the number of nodes; it is intended only

for the node where graph traversal is connected to a

certain node in Neo4j. On the other hand, instead

of preventing the loading of property of a node that

is unnecessary for analysis, a property-relationship is

loaded with sorting 2). The fixed-length data size of

edge on the Neo4j is larger than that of the node. How-

ever, we can assume that the data size of edges loaded

in the memory is small because the size of a property

of the edges, such as references and dependencies, is

less than that of the nodes. The time needed to con-

firm the edges needed to traverse the graph traversal

by sorting 2) increases in all nodes, and we predict that

it leads to inefficient graph traversal performance.

Moreover, if it is necessary to access a property, the

property-relationship is traversed during dependency

analysis. Since traversing property-relationship is not

necessary in the case of an original trace, as the number

of processes increases, efficiency worsens.

Furthermore, there are difference instructions re-

ferred same object, same variable, and same element

of array in runtime program. In this case, the trace

has many pair of nodes; one is different two node im-

plied instructions, other is same node implied object.

Then, it is inefficient to traverse same node many times

during dependency analysis.

6 Improving and Extending our Approach

The loading nodes, the edges, and their properties

used for dependency analysis are very important for

the efficient use of the main memory. Neo4j supported

on-disk-database, which loads the properties of node

and edge when the nodes and edges are loaded. How-

ever, not all of the loaded properties are used for all

dependency analyses. Therefore, we focused on the

selection of loading properties.

In the previous study [12], we proposed an approach

for partitioning our trace that can load properties as

needed. However, this did not help improve the depen-

dency analysis performance. Therefore, we formulate a

Require: Nnode, Nattr, Ntrav

for each l ∈ L do

{Not applying proposed approach to all

labels of the node.}
{Initializing f of the dictionary type.}
{The key of f is l ∈ L, and let the value be

false.}
f [l] ← false

end for

for each l ∈ L do

before ← Sattr(f , Nattr, Nnode)

f [l] ← true {Applying our approach to l.}
after ← Sattr(f , Nattr, Nnode)

traversal ← Strav(f , Ntrav, Nnode)

if before > after and traversal = 0 then

continue

else

f [l] ← false {Not applying our approach

to l.}
end if

end for

return f

Fig. 6. Optimization algorithm for the pro-

posed approach..

rule in this section to determine whether a given prop-

erty should be loaded for a given trace in literature [11].

Moreover, we extend our approach to enable rapid

access to a node, which is accessed once during depen-

dency analysis.

6.1 Optimization Algorithm for our Approach

The purpose of this approach is to reduce the mem-

ory consumed by the properties of the nodes to improve

the efficiency of graph traversal. However, our previ-

ous approach [12] has been unable to improve the ef-

fectiveness of traversing the proposed trace because we

had not considered the situation where the properties

of each node are loaded into the main memory. As a

result, the previous approach made additional traver-

sals to analyze property-relationships. The traversal

of property-relationships does not occur in the original

structure of the trace; hence, we propose an algorithm

to automatically determine the node needed for the ap-

proach in order to avoid creating properties over and

above those that are required. If a minimum number
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of such properties can be loaded into the main mem-

ory, the effectiveness of the proposed approach will im-

prove.

To automatically determine the node in this ap-

proach, the analytical algorithm of our dependency

analysis environment needs to be recognized. That is

to say, one needs to understand that the algorithm

traverses nodes and loads their properties in the trace

using our approach. In this case, our approach re-

quires knowing the number of properties loaded from

all nodes, with each node labeled asNtrav. At the same

time, it also requires knowing the number of properties

denoted by Nattr.

However, we cannot correctly estimate Ntrav be-

cause the dependency analysis is dynamically executed

depending on the value of the property in the trace.

Hence, we assume that all nodes of the trace can be

traversed, and the maximum number of loading prop-

erties of nodes is Ntrav. In short, we decide to partition

the properties of node into extra node when a loading

property has the potential to obtain the property of

node.

We developed an algorithm for the automatic appli-

cation of our approach, as stated above. This algo-

rithm is shown in Fig. 6. Given a set of labels of nodes

as L, every node is labelled l ∈ L as Nnode(l) in Fig. 6,

and every property is labelled as Nattr. We also rep-

resent the frequency of the properties of loading nodes

with label m ∈ L when reaching label l ∈ L of a node.

Note that we take into account the identification of

these labels (l = m).

We now introduce criteria for applying the proposed

approach. Sattr is the sum of the number of loading

properties while conducting dependency analysis, and

Strav is the sum of the number of traversing property-

relationships. We can estimate these criteria using

Nnode, Nattr and Ntrav, respectively. Sattr(L) and

Strav(L) can be calculated as Formula (2)，Formula

(3):

Sattr(L) =
∑
l∈L

sattr(l,f [l]) (2)

where :

sattr(l,f [l]) ={
Nattr(l) ·Nnode(l) if f [l] = false

0 otherwise

Strav(L) =
∑
l∈L

strav(l,f) (3)

where :

strav(l,f) ={ ∑
m∈L Ntrav(l,m) ·Nnode(m) if f [m] = true

0 otherwise

In Formula (2), sattr(l,f [l]) is calculated to multiply

the number of loading properties of nodes labeled l by

the number of nodes labeled l in GDB. In Formula (3),

we also calculate strav(l,f) to multiply the number of

traversing property-relationships connected with nodes

labeled m when reaching nodes labeled l. Note that

the value of sattr(l,f [l]) is zero if the label l is applied

because it does not obtain the traversal of a property-

relationship.

Finally, our algorithm produces f , which is a com-

bination of whether the proposed approach is applied.

This f allows for dependency analysis without travers-

ing property-relationships and minimizes the sum of

loading properties Sattr.

6.2 Reducing Frequency to Traverse Same Node

In a trace, there are many instructions, which refer

to the same variables and objects. As described above,

a trace have many-to-one relationships between in-

structions and object. For example, instructions 1 and

2 refer and use same object in Fig. 7. Our dependency

analysis environment traverses nodes and relationships

one by one as we described in Section 3.2. Thus, our

environment loads the same node many times during

dependency analysis when traversing many-to-one re-

lationships. We have to solve this inefficiency of our en-

vironment as a way to keep loading nodes, which have

many-to-one relationships when the node are loading

to main memory in the first time.
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Fig. 7. Target combinations of instruction and object

in this approach.

In this paper, therefore, we solve the problem as de-

scribed above by loading a pair of nodes, which have

many-to-one relationship if traversed in the algorithm

of dependency analysis. For example, our environ-

ment keep loading combination of instruction and ob-

ject such as instruction 1 to object a, 2 to a, 3 to d,

4 to d, and 5 to d, to main memory in the case of

Fig. 7. However, if many-to-one relationships are not

traversed in algorithm of dependency analysis, our en-

vironment does not load it to the main memory.

7 Experimental Evaluations

As described in Section 4.2, we proposed an ap-

proach for solving the bottleneck in memory consump-

tion in dependency analysis environments. In this sec-

tion, we report an experiment to verify the effective-

ness of our approach. For the assessment of macro-

scopic dependency analysis, not only is it necessary

that memory consumption be evaluated, the time con-

sumed for it is also a crucial factor to bear in mind. We

assessed the improvement in analysis performance us-

ing the proposed approach by measuring the memory

consumption and analysis time needed for dependency

analysis.

We compared the experimental results with the fol-

lowing trace conditions:

NON: a non-transformational trace

ALL: a trace partitioned properties of each node in

our trace using our previous approach as we de-

scribed in Section 4

OPT: a trace employed partitioning approach for a

few nodes selected by the rule as we described in

Section 6.1.

We conducted experimental evaluations on same ma-

chine in Section 5.

7.1 Comparing our Approaches

We conducted same experimental evaluation with

NON, ALL, and OPT in Section 7.1.

As a result, our approach employed proposed rules

in Section 6.1 labeled OPT worsen the memory effi-

ciency compared with näıve approach for partitioning

property of all nodes labeled ALL as suspected. How-

ever, OPT enables to massively reduce 43.1% of mem-

ory consumption compared with original trace format

as NON . The six p-values in Fig. 8 indicated that

OPT could reduce time consumption and memory con-

sumption of dependency analysis compared with those

of ALL; however, we could not find any difference in

traversal times for dependency analysis. In short, OPT

can conduct dependency analysis with the same effi-

ciency as NON but consumes less memory using Fig. 6.

On the other hand, ALL could not conduct depen-

dency analysis with the same efficiency and memory

consumption as NON and OPT. Therefore, it can be

concluded that Fig. 6 can help considerably improve

memory consumption for dependency analysis with the

same efficiency as NON.

7.2 Evaluation for Scalability and Analysis Speed

In this experiment, we evaluate the scalability and

analysis speed of our approach as described in Sec-

tion 6. We prepare four programs of Ashes2 [22] as the

following list:

BiSort: a program to conduct Bitonic Sort [23]

Em3d: an integrated software application designed to

facilitate the analysis and visualization of electron

microscope tomography data [24]

MST: a program to find Minimum Spanning Tree

TreeAdd: a program to recursively traverse a tree

by depth-first

These programs enable us to set a few options for ad-

justing the amount of calculation. We set up options

of each program as shown Table 1 in order to prepare

traces in various data amount. In this experiment, we
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(a) Analysis time.

(b) Memory consumption.

Fig. 8. Dependency analysis performance compared

with NON, ALL, and OPT..

conduct dependency analysis with six situations; this is

combination of three types trace format and two cases

whether or not our approach is employed. We label six

situations as “NON non-approach”, “NON approach”,

“ALL non-approach”, “ALL approach”, “OPT non-

approach”, and “OPT approach”. We conducted de-

pendency analysis 20 times with these traces in TA-

BLE 1.

We show the result of this experiment TABLE 2, TA-

BLE 3, and TABLE 4. TABLE 2 shows the averages

of time consumption in the case of a trace formatted

NON, TABLE 3 shows one in the case of a trace for-

matted ALL, and TABLE 4 shows one in the case of a

trace formatted OPT.

Moreover, we conducted a paired t-test with the re-

sult of experimental evaluation as shown TABLE 2,

TABLE 3, and TABLE 4. We calculated a t-value by

Formula (4):

t =
d̄− µ

s√
n

(4)

where d̄ denotes the mean of differences among two

samples, µ denotes the population mean value, s de-

notes variance of d, and n denotes a sample size, in

short, n = 20.

Table 1. A list of programs in Ashes2.

program options data amount [MB]

BiSort

-s 0025 2.0

-s 0100 12.0

-s 0250 31.0

-s 0400 68.0

-s 0550 141.0

-s 0700 150.0

-s 0850 163.0

Em3d

-n 0050 -d 005 23.0

-n 0100 -d 005 46.0

-n 0150 -d 005 69.0

-n 0200 -d 005 93.0

-n 0250 -d 005 117.0

-n 0300 -d 005 141.0

-n 0350 -d 005 166.0

Mst

-v 0016 7.0

-v 0024 15.0

-v 0032 28.0

-v 0040 44.0

-v 0048 63.0

-v 0064 113.0

TreeAdd

-l 05 0.3

-l 10 7.6

-l 11 16.0

-l 12 33.0

-l 13 69.0

-l 14 142.0

As a result, our approach labeled “OPT approach”

enables reduce nine seconds on average compared with

the situation labeled “NON non-approach”. The sum

of time consumptions in the situation labeled “OPT

approach” was 4.3% lower than the situation labeled

“NON non-approach”. Moreover, the result of paired

t-test shows there is significant difference of time con-

sumption between “NON non-approach” and “OPT

approach” as shown TABLE 5. Furthermore, the situa-

tion labeled “OPT approach” has the best performance

in all situations.

Then, we draw two line graphs as shown Fig. 9(a)

and Fig. 9(b). Fig. 9(a) shows the result in the situa-

tion labeled “NON non-approach”, and Fig. 9(b) shows

the result in the situation labeled “OPT approach”. As

shown Fig. 9(a) and Fig. 9(b), we can reduce the time
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Table 2. The average of analysis time with NON.

trace

NON NON

non-approach approach

mean (± SD) [msec.] mean (± SD) [msec.]

bisort-s0025 0.17 (± 0.03) 0.17 (± 0.03)

bisort-s0250 0.96 (±0.04) 0.93 (± 0.03)

bisort-s0550 3.85 (±0.12) 3.81 (± 0.09)

bisort-s0700 4.03 (±0.12) 3.93 (± 0.11)

bisort-s0850 4.15 (± 0.09) 4.02 (± 0.10)

em3d-n0050d005 0.96 (± 0.03) 0.93 (± 0.04)

em3d-n0100d005 2.17 (± 0.16) 2.05 (± 0.13)

em3d-n0150d005 3.78 (± 0.34) 3.69 (± 0.22)

em3d-n0200d005 6.39 (± 0.55) 5.99 (± 0.47)

em3d-n0250d005 9.59 (± 0.40) 9.22 (± 0.45)

em3d-n0300d005 12.46 (± 0.67) 12.44 (± 0.61)

em3d-n0350d005 16.72 (± 0.59) 16.74 (± 0.80)

mst-v0016 0.48 (± 0.02) 0.45 (± 0.05)

mst-v0024 0.86 (± 0.03) 0.85 (± 0.03)

mst-v0032 1.59 (± 0.09) 1.51 (± 0.05)

mst-v0040 2.65 (± 0.08) 2.56 (± 0.12)

mst-v0048 4.21 (± 0.09) 4.04 (± 0.09)

mst-v0064 9.80 (± 0.37) 9.89 (± 0.26)

treeadd-l05 0.12 (± 0.01) 0.11 (± 0.01)

treeadd-l10 0.47 (± 0.03) 0.39 (± 0.04)

treeadd-l11 0.70 (± 0.02) 0.68 (± 0.03)

treeadd-l12 1.14 (± 0.03) 1.14 (± 0.06)

treeadd-l13 2.14 (± 0.08) 2.15 (± 0.09)

treeadd-l14 4.33 (± 0.21) 4.27 (± 0.12)

SD: standard deviation

consumed for processing dependency analysis. How-

ever, in every situation, there is big difference of the

time consumption for processing of dependency analy-

sis even if there is a the difference in the trace.

8 Consideration

In this section, we consider the performance and

the scalability of our approach. Our approach labeled

“OPT approach” is the best performance in six sit-

uations from the aspect of the memory consumption

and the time consumption for processing dependency

analysis. Our approach in Section 6.1 avoids load-

ing properties of the accessed node, leading to reduced

memory consumption for processing dependency anal-

ysis. However, we cannot reduce time consumption

for processing dependency analysis because it is less

time-consuming to access a property of node. On the

other hand, our expanded approach as described in

Section 6.2 enables to reduce the time consumption

for processing dependency analysis. The reason is that

Table 3. The result of analysis time with ALL.

trace

ALL ALL

non-approach approach

mean (± SD) [msec.] mean (± SD) [msec.]

bisort-s0025 0.08 (± 0.01) 0.09 (± 0.01)

bisort-s0250 0.97 (± 0.03) 0.95 (± 0.05)

bisort-s0550 4.11 (± 0.17) 4.10 (± 0.10)

bisort-s0700 4.51 (± 0.17) 4.37 (± 0.15)

bisort-s0850 4.69 (± 0.14) 4.68 (± 0.23)

em3d-n0050d005 0.90 (± 0.06) 0.99 (± 0.05)

em3d-n0100d005 2.19 (± 0.13) 2.18 (± 0.15)

em3d-n0150d005 3.90 (± 0.23) 3.84 (± 0.24)

em3d-n0200d005 6.73 (± 0.63) 6.56 (± 0.47)

em3d-n0250d005 9.71 (± 0.60) 9.73 (± 0.52)

em3d-n0300d005 13.41 (± 0.63) 12.91 (± 0.68)

em3d-n0350d005 17.49 (± 0.71) 16.69 (± 0.95)

mst-v0016 0.32 (± 0.01) 0.32 (± 0.01)

mst-v0024 0.76 (± 0.04) 0.74 (± 0.04)

mst-v0032 1.59 (± 0.07) 1.56 (± 0.05)

mst-v0040 2.84 (± 0.14) 2.78 (± 0.17)

mst-v0048 4.53 (± 0.15) 4.39 (± 0.13)

mst-v0064 10.39 (± 0.22) 10.37 (± 0.22)

treeadd-l05 0.02 (± 0.00) 0.02 (± 0.00)

treeadd-l10 0.30 (± 0.01) 0.30 (± 0.02)

treeadd-l11 0.63 (± 0.04) 0.62 (± 0.04)

treeadd-l12 1.23 (± 0.06) 1.17 (± 0.05)

treeadd-l13 2.33 (± 0.09) 2.30 (± 0.08)

treeadd-l14 4.87 (± 0.09) 4.80 (± 0.13)

accessing to main memory is more efficient than ac-

cessing to GDB after all.

However, our approach was better but by no means

great. Our approach enabled to improve the efficiency

of graph traverse, but our approach did not reduce the

number of graph traversal during dependency analysis.

Moreover, our approach did not account for the differ-

ence of characteristic of program. Therefore, it led to

a major difference in time consumed even if traces are

same amount as described in Section . In order to close

the difference among different traces, we have to take

in to account the structure of programs.

9 Conclusion

In this paper, we developed a prototype dependency

analysis environment for efficient dependency analy-

sis of large traces using complex graph structures.

Our analysis environment is built on a graph database

system that can efficiently traverse large and com-

plex graph data. For efficient dependency analysis,

moreover, we proposed trace partitioning based on the

graph structure, and introduced a policy to restrict the

639



Table 4. The result of analysis time with OPT.

trace

OPT OPT

non-approach approach

mean (± SD) [msec.] mean (± SD) [msec.]

bisort-s0025 0.07 (± 0.00) 0.07 (± 0.01)

bisort-s0250 0.79 (± 0.05) 0.76 (± 0.05)

bisort-s0550 3.88 (± 0.12) 3.81 (± 0.12)

bisort-s0700 4.14 (± 0.13) 3.90 (± 0.18)

bisort-s0850 4.14 (± 0.13) 4.09 (± 0.17)

em3d-n0050d005 0.73 (± 0.06) 0.71 (± 0.06)

em3d-n0100d005 2.06 (± 0.16) 2.02 (± 0.15)

em3d-n0150d005 3.86 (± 0.25) 3.63 (± 0.33)

em3d-n0200d005 6.18 (± 0.51) 6.11 (± 0.45)

em3d-n0250d005 9.85 (± 0.53) 9.48 (± 0.54)

em3d-n0300d005 12.38 (± 0.90) 12.40 (± 0.90)

em3d-n0350d005 16.49 (± 0.81) 16.19 (± 0.64)

mst-v0016 0.29 (± 0.01) 0.28 (± 0.01)

mst-v0024 0.65 (± 0.04) 0.63 (± 0.03)

mst-v0032 1.36 (± 0.05) 1.32 (± 0.05)

mst-v0040 2.52 (± 0.07) 2.53 (± 0.09)

mst-v0048 4.09 (± 0.10) 4.09 (± 0.22)

mst-v0064 9.79 (± 0.22) 9.72 (± 0.23)

treeadd-l05 0.02 (± 0.00) 0.02 (± 0.00)

treeadd-l10 0.27 (± 0.02) 0.26 (± 0.01)

treeadd-l11 0.50 (± 0.01) 0.49 (± 0.03)

treeadd-l12 0.99 (± 0.03) 0.95 (± 0.04)

treeadd-l13 2.11 (± 0.07) 2.09 (± 0.10)

treeadd-l14 4.47 (± 0.10) 4.37 (± 0.09)

number of loading operations on a node’s properties to

the main memory in order to improve the effect of our

approach. Furthermore, we proposed an approach to

reduce loading same node to main memory during de-

pendency analysis.

In an experimental evaluation, our approach per-

formed best in all situations. Our approach reduced

time consumption 4.3% for processing dependency

analysis compared to techniques not employing our ap-

proach.

In future work, we are going to develop an original

GDB applying our approach in this paper. This is

because the GDB has a possibility of the reduction

of the memory consumption for analyzing graph data.

That is to say, our GDB may efficiently manage all

kinds of data with graph structures in the near future.
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Vehicle-to-vehicle (V2V) messaging is an indispensable tool for real-time dynamic information sharing in cooperative

Intelligent Transportation Systems (ITSs). Although V2V standards are specified in the European Union, United States,

and Japan, all such standards suffer from a set of common drawbacks. In this paper, we first analyze these issues and

derive a problem statement. We then propose a roadside-assisted V2V messaging scheme in which roadside units construct

a database of dynamic information obtained from sensors and transmit data to nearby and remote vehicles. We also design

a common solution to the problem of differing regional standards by making the system independent of any specific set of

standards. Finally, we analyze the potential requirements for designing a specification of roadside-assisted V2V messaging.

The proposed system is designed to be technically compatible with 5G mobile edge computing.

Key words F Cooperative ITS; Vehicle-to-Vehicle; Standard; VANET; Internet

1 Introduction

Road transport is an essential infrastructure for sup-

porting human activity; at the same time, it introduces

many problems, including traffic accidents and con-

gestion, air pollution, and increased energy consump-

tion. Solving the problems of road transport is there-

fore a key to making road travel safer, more efficient,

and more pleasant. Autonomous vehicles are currently

attracting the attention of researchers and engineers;

however, stand-alone autonomous vehicles simply re-

place human perception, decision-making, and maneu-

vering with computer control. Taking the concept one

step further, Intelligent Transportation Systems (ITSs)

can, for example, improve perception where there are

blind spots in vehicle sensors by connecting vehicles to

roadside units.

Road networks are interconnected among countries

and, in the many cases where there are insignificant

barriers, vehicles can easily cross country borders. To

enable interoperability among countries, cooperative

* The University of Tokyo, 1-1-1, Yayoi, Bunkyo-ku,
Tokyo, 113-8656 Japan
Telephone : +81-3-5841-7465
E-mail : tsukada@hongo.wide.ad.jp

ITS need to be developed based on universal architec-

ture, protocols, and technologies. To standardize coop-

erative ITS, the International Organization for Stan-

dardization (ISO) Technical Committee 204 Working

Group 16 (TC204 WG16) (also known as Communica-

tions Architecture for Land Mobile (CALM)), in coor-

dination with the European Telecommunications Stan-

dards Institute (ETSI) TC ITS, is developing a stan-

dard architecture for cooperative ITS called the ITS

Station reference architecture 1, 2). In the US, the In-

stitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

is standardizing a Wireless Access in Vehicular Envi-

ronments (WAVE) architecture in the IEEE 1609 fam-

ily of standards 3) as well as an IEEE802.11 variant for

vehicular communication, IEEE802.11p 4).

Vehicle-to-vehicle (V2V) messaging is indispensable

for implementing cooperative ITS involving real-time

information sharing among vehicles of, for example,

vehicle position data. As VRV message standards,

the Cooperative Awareness Message (CAM) 5), Basic

Safety Message (BSM) 6), and Advanced Safety Vehicle

(ASV) have been specified in the EU, US, and Japan,
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respectively. Messages are transmitted by single-hop

broadcasting via 5.8 ∼ 5.9Ghz ITS wireless media (i.e.

IEEE802.11p 4)) under the EU and US standards and

by 760 Mhz ITS wireless media in Japan.

In theory, connected autonomous vehicles can be

made aware via wireless single-hop V2V messaging of

other, out-of-sight vehicles. However, the three schema

described above have four potential problem areas: 1)

mixed environments in which V2V message receivers

cannot receive messages from vehicle without V2V

transmitters; 2) V2V messages may be lost because of

interference and obstacles filtering wireless communi-

cation; 3) communication ranges are limited to within

the wireless range; and 4) V2V message exchange sys-

tems are vulnerable to malfunctions in sender vehicles

and to malicious messaging.

In this paper, we first present an analysis of a prob-

lem statement on the above issues. To develop a po-

tential solution addressing all the problems, we inves-

tigate a roadside-assisted V2V messaging scheme em-

bodying a real-time cyber-physical system (CPS) com-

prising sensing technology and a V2V and Vehicle-

to-Infrastructure (V2I) network. To take advantages

of these technologies, we design a system that em-

ploys ITS dedicated media, cellular media, and IPv6.

As V2V messaging systems under the EU, US, and

Japanese share the four problems above, we investi-

gate a common solution for all standards and propose

adapting a layer of localization to the standards in each

country.

The rest of the paper is organized as follows. Sec-

tion 2 describes the problem statement on V2V mes-

sage exchange. Section 3 presents details of our po-

tential solution, called roadside-assisted V2V messag-

ing. Section 4 analyzes the requirements for the po-

tential solution. Section 5 introduces related works.

Finally, Section 6 concludes the paper by summarizing

the main discussion and addressing future work.

2 Problem Statement

In this section, we first describe a general scenario

using the V2V messaging. Then, we analyse four po-

tential issues arisen in the scenario.

2.1 Scenarios

In the ITS station reference architecture, neighbor-

ing vehicle information obtained by V2V messaging is

stored in the Local Dynamic Map (LDM) 7)8) specified

in the facilities layer, which provides a set of common

functionalities shared by several applications for vari-

ous tasks. The LDM supports various ITS applications

by maintaining information on objects influencing or

comprising the traffic, including highly dynamic data

such as vehicle, roadside, and traffic conditions and the

presence of accidents.

The LDM data, as updated by the V2V messaging,

enables a connected autonomous vehicle to be aware

of other vehicles out of the line of sight. Figure 1 il-

lustrates a case in which the LDM provides accurate

information to vehicles near an intersection. The lower

layer of Figure 1 shows the physical space in which

the road, vehicles, and a pedestrian are located, while

the upper layer represents the parallel cyber space in

which networked computers maintaining data that can

be modified, exchanged, and shared. In the ITS sta-

tion architecture, digital data received as CAMs from

neighboring vehicles are stored in the LDM. In the fol-

lowing, we describe the protocol used the EU; how-

ever, the scenario described below applies in the US

and Japan as well.

In the case shown in Figure 1, vehicle 1 is made aware

via a driver assistance alert of other vehicles behind the

building. If the LDM provides accurate information

that the other vehicles are not on a collision course,

vehicle 1 does not need to stop before the intersection.

2.2 Issues

The above scenario assumes that all cyber-physical

systems are working correctly, that V2V messages from

all of the vehicles and the pedestrian are successfully

delivered to vehicle 1, and that the LDM of the vehi-

cle is kept up-to-date with respect to the surrounding
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Fig. 1. LDM and V2V messaging.

environment.

In real situations, however, physical space informa-

tion is often not projected correctly into cyber space.

In the section, we describe the issues of cyber physical

projection using V2V messaging.

• Mixed Environment

To detect all vehicles using V2V messaging, all ve-

hicles must be equipped with at least sender-side

V2V device functionality. In this regard, the pene-

tration of V2V devices is the key factor to enabling

cooperative ITS. The US National Highway Traf-

fic Safety Administration (NHTSA) had studied

the possibility of implementing regulation to re-

quire V2V devices in new light vehicles 9). How-

ever, regardless of the level of such deployment

old vehicles will likely lack V2V devices, and thus

we should consider mixed environments in which

V2V-enabled vehicles operate among legacy vehi-

cles.

Beyond legacy vehicles, it is important for co-

operative ITS to accommodate pedestrians and

bicycles, which are also generally not equipped

with V2V sender devices. The current assump-

tion of V2V messaging excludes such non-V2V

aware nodes and therefore their presence is not

projected into cyber space. Again, this strongly

suggests that V2V messaging requires adaptation

to mixed environments in which V2V-aware vehi-

cles and non-aware nodes (legacy vehicles, pedes-

trians, and cyclists) coexist.

• Interference and Obstacle

V2V messages are broadcast over ITS-dedicated

media (ITS-5G or 760Mhz) within a single-hop

distance. Messages may be lost in delivery if there

are obstacles between the nodes that screen wire-

less radio propagation. On the road, such ob-

stacles would include buildings, bridges, tunnels,

hills, and heavy vehicles. In the above case that

the V2V message does not reach the receiver, the

physical information is not reflected accurately to

the cyber space. The V2V receiver (Vehicle 1 in

Figure 1) is not aware of the other vehicles pres-

ence or it is only aware of the old information.

V2V messaging needs the solution to ensure mes-

sage delivery.

• Limited wireless range

V2V messages cannot be delivered beyond the

range of wireless radio propagation from the

sender vehicle. This range is often described as

being from 500 m to 1 km when using ITS-5G in

an ideal environment with a clear line of sight;

however, the distance often becomes shorter in

non-line-of-sight scenarios.

• Malfunctioning and malicious message

In V2V systems, physical information is projected

into cyber space based on data obtained from re-

ceived V2V messages. In such cases, the receiver

must be able to trust the sent information. To en-

sure trust, NHTSA’s current research is based on

the assumption that V2V systems will use Pub-

lic Key Infrastructure (PKI) to authenticate mes-

sages 9). However, such V2V systems would still

be vulnerable to malfunctions of sender vehicles

in which senders broadcast incorrect information

(e.g., position, time, or speed). Such situations

can be caused by GPS signal loss or metering de-

vice hardware problems. Alternatively, senders

may broadcast V2V messages with incorrect in-
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formation generated by software bugs or even false

information generated by malicious software.

In the cases above, a receiver will generally not

have the capability of validating the information

in the V2V messages and incorrect physical data

will be projected into cyber space. This under-

scores the importance of identifying and exclud-

ing incorrect or falsified physical information in

the V2V message exchange process.

3 On the Design of Roadside-assisted V2V

messaging

To solve the issues of 1) mixed environments and 2)

interference and obstacles described in Section 2, we

previously proposed a roadside assisted V2V messag-

ing scheme called Proxy CAM. The system is compli-

ant with EU V2V message standards (CAM) and can

be adapted to the other standards (US and Japan) by

adopting their V2V message formats (BSM and ASV,

respectively). With some extension, the scheme repre-

sents a potential solution to all of the issues raised in

Section 2.

In this section, we briefly describe our previous work

(Proxy CAM 10)) and then propose some extensions to

Proxy CAM for a complete solution to all four issues

raised in the preceding section.

3.1 Proxy Cooperative Awareness Message

An overview of Proxy CAM 10) is shown in Fig. 2.

In the system, roadside sensors detect vehicles and

obtain relevant information for each vehicle including

position, velocity, and acceleration. The vehicle in-

formation obtained from the sensors is then sent to a

server located in the system infrastructure and stored

in a database. The database generates CAMs from its

stored data and broadcasts these from roadside trans-

mitters. CAM-supported vehicles receive the CAMs

and store the information in their LDMs following a

reception procedure identical to that involved in the

baseline CAM process (Proxy CAM), and receiver ve-

hicles’ ITS applications can access the data from this

Proxy CAM.

In the following sections, we describe the system in

detail by function.

To test the roadside system, it was implemented on

Linux-based systems and evaluated in indoor and field

tests.

Roadside sensor

2) Sensor data

to the database
3) Proxy V2V 

          msg transmission

Proxy V2V msg

Database Proxy V2V msg generation

1)detection

Target

Roadside 

Transmitter

Fig. 2. Overview of Proxy CAM.

3.2 Roadside Station for Proxy V2V Messaging

Although Proxy CAM solves issues 1) and 2) in sec-

tion 2, issues 3), limited wireless range, and 4), mali-

cious messaging, remain unsolved. In this section, we

propose an additional functionality for the Proxy CAM

roadside system to solve the all four issues.

• Overview of proposed system

An overview of the proposed system is shown in

Figure 3. In the system, roadside stations are in-

stalled at distributed locations, with each station

detecting objects (vehicles, pedestrians, and bicy-

cles) in the target area using sensors and wireless

message receivers. The detected objects’ infor-

mation is stored in real-time in the database (a).

Data processing includes malicious message de-

tection through comparisons between sensor data

and received V2V messages (b). The roadside sta-

tion then advertises its proxy V2V messages from

its database over ITS-dedicated media, sharing its

dynamic information on the target area (c). The

remote proxy messaging system delivers this dy-

namic information on demand using a cellular net-

work such as LTE (d). Receiver vehicles can ob-

tain this dynamic information from a combination

of genuine and proxy V2V messaging and remote
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messaging. In this manner, fresh, dynamic infor-

mation is available over a wider area.
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Fig. 3. Roadside Station for Proxy V2V Messaging.

• Malicious message detection

Each roadside station detects target objects from

both sensors and vehicle-sent V2V messages. The

station can therefore check the correctness of re-

ceived V2V messages by comparing their content

with the sensor information during database pro-

cessing (function b in Figure 3). If the loca-

tion data (position, speed, direction) of the re-

ceived message match the sensor data, the road-

side sensor can trust that the information is

correct and add the corresponding entry to the

database. Data mismatching occurrences can fol-

low two cases: 1) there are no V2V message data

but there are sensor data at the location, or; 2)

there are V2V message data but no sensor data at

the location.

In the first case, if an object is in the target posi-

tion of the sensor but no relevant V2V messages

have been received, the system must add the ob-

ject’s information to the database. This is the

normal procedure used in cases in which a vehicle

is not equipped with a V2V transmitter. In the

second case, if there is no object at the position

indicated by a V2V message, it is highly likely

that the message sender is disseminating false in-

formation. The system must therefore not include

such data in its database and it must identify the

sender as a malicious node. However, the manner

in which malicious node alerts are sent to other

nodes is outside the focus of this paper because,

as mentioned in section 4.8, the dissemination of

trusted information must be considered carefully

for security reasons.

Conceptually, the roadside station regularly

checks the consistency of physical space with cy-

ber space and eliminates incorrect physical infor-

mation projected to cyber space. To do so, the

system must preferentially trust its sensor data

over received messages data, following the princi-

ple generally used in connected autonomous vehi-

cle systems.

• Remote Proxy Messaging

A roadside station maintaining a database of dy-

namic information for its respective area can gen-

erate proxy informational V2V messages on behalf

of target vehicles. Such messages are disseminated

over the ITS media in addition to the flow of gen-

uine V2V messages at, i.e., 760 Mhz in Japan,

5.8 ∼ 5.9Ghz in the EU and United States. As il-

lustrated in Figure 4, in Japan ASV messages are

transmitted directly over ITS media. In the EU

and United States, V2V messages are transmitted

using transport and network layer technologies,

namely, CAM, which is transmitted over the Ba-

sic Transport Protocol (BTP), and GeoNetwork-

ing (GN). In addition, BSM is transmitted over

the WAVE Short Message Protocol (WSMP).

To overcome wireless range limitations, we ap-

ply remote proxy V2V messaging via roadside

stations, as described above. To assess this

scheme, we performed a preliminary evaluation us-

ing UDP/IPv6 over LTE in 11).

As shown in Figure 4, we propose remote proxy

V2V messaging as a common solution usable by

standards in Japan, EU, and the United States.

We designed this system to use IPv6 for remote

proxy V2V messaging because it fulfils coopera-

tive ITS requirements as a result of its extended
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address space, embedded security, enhanced mo-

bility support, and ease of configuration. The pro-

posed system also uses UDP because this enables

delivery of messages involving real-time data. Us-

ing UDP/IPv6, packets can be transmitted over

general wireless media such as LTE, 3G, etc., in

cases in which the delay is not too long for real-

time data transmission.

Facilities

Access

Safety app General app

BTP

GN

ITS media

(760Mhz)

ITS Media

(5.8Ghz ~ 5.9Ghz)

ASV BSM

CAM

UDP

IPv6

General media

(LTE, 3G…)

Application

Japan USEU Common

WSMP
Transport 

& Network

Fig. 4. Remote Proxy V2V messaging.

Remote proxy V2V messages are sent on-demand

from vehicles arriving in a target area, e.g., an

intersection, according to the requirements of the

ITS application, e.g., a navigation system. The

application requests dynamic information regard-

ing future vehicle positions in advance. Note that,

although IP address discovery of roadside stations

is outside the focus of this paper, possible solu-

tions for discovery include embedding IP addresses

into the digital map, downloading static lists of IP

addresses, or resolving the IPv6 address from geo-

graphical information using a DNS-like system 12),

etc.

The remote proxy V2V messaging capability is

considered to be an additional feature of the road-

side station system. As such, vehicles arriving si-

multaneously at an intersection receive both proxy

messages over the ITS media and remote messages

over general media. Depending on the freshness of

the data, the receiver side can then decide which

data to use.

4 Requirements for the solution

In this section, we analyse the design requirements

for the roadside-assisted V2V messaging.

4.1 Coexistence with the CITS Standards

To enable interoperability among countries, a coop-

erative ITS (CITS) must be developed based on uni-

versal architecture, protocols, and technologies. Such

a solution must adopt techniques for standardized V2V

messages such as CAM in the EU, BSM in the United

States, and ASV in Japan. Facilities layer functionali-

ties are of particular importance in ITS Station archi-

tecture because applications developed in the architec-

ture access functions via a standard API; correspond-

ingly, any solution for interoperability must not require

extensions such as an LDM to the facilities layer.

4.2 Sensor independence

The solution proposed in this paper uses roadside

sensors to obtain vehicle data within the target area

with regard to, e.g., position and the velocity. Many

types of sensors can be applied in this manner, includ-

ing image sensors, LiDAR, induction loops, infrared

sensors, and microwave radar. However, the implemen-

tation should not depend on a particular type of sensor

because sensor requirements will vary by environment

and purpose, e.g., urban environments or highways and

budget or policy drivers. To enable versatility, there-

fore, roadside assisted V2V platform should support

many types of sensors.

4.3 Distributed sensors

Sensors may be installed in multiple distributed lo-

cations to obtain wider coverage depending on need.

For example, sensors may be placed to obtain real-time

data from many vehicles in an urban scenario or traf-

fic jam. Any implemented solution must have the ca-

pacity to handle large real-time data from distributed

sensors.

4.4 Optimized Transmission Coverage

Depending on its configuration, a roadside system

must be able to handle installation of multiple trans-

mitters in distributed locations to cover a wider trans-

mission range. It is necessary to consider strategic
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placement of transmitters, possibly employing message

dissemination strategy algorithms for determining, for

example, frequency use, message ordering, and area

determination, to enable multi-transmitter scenarios.

Moreover, the roadside system must be aware of the

V2V messaging capabilities of target vehicles to elim-

inate duplicate message delivery via the genuine and

proxy V2V messaging systems. The system must also

estimate the original message delivery area and trans-

mit proxy messages to the wider area not reached by

the original message transmission.

4.5 Multi-path Message Delivery

Genuine V2V messaging provides the most accurate

real-time dissemination of information on target vehi-

cles; however, it is susceptible to the four problems

described in Section 2. Proxy V2V messaging is effi-

cient in cases in which the target vehicle does not have

V2V sender functionality. However, its wireless cover-

age is limited. Remote V2V messaging can deliver dy-

namic messages anywhere, although with deteriorating

latency. Correspondingly, the receiver should be able

to combine genuine V2V messaging, proxy V2V mes-

saging, and remote V2V messaging functionality into

a combined functionality.

4.6 Real-time delivery of messages

Frequent transmission of V2V messages allows for

the tracking of highly dynamic vehicle status informa-

tion such as position, velocity, and acceleration. Gen-

uine CAMs, for example, are transmitted 1∼10 times

per second. A solution should also send dynamic vehi-

cle information frequently. Overall, delays in message

sensing and transmission must be minimized.

4.7 Scalability

In typical urban scenarios or traffic jams, a few hun-

dred vehicles will occupy the target area of a road-

side station. The generation of proxy V2V messages

to and from hundreds of vehicles ten times per second

can cause serious interference, leading to the potential

dropping off of several hundred potential remote V2V

message receivers with interest in the target area dy-

namic information. To avoid communication conges-

tion, the solution must transmit dynamic information

efficiently to allow for a scalable system.

4.8 Security Consideration

There are three security considerations relating to

the proposed scheme. The first is how to maintain

information on vehicles sending incorrect information

as detected by the malicious message detection sys-

tem. A trust model for information dissemination is

necessary. Because roadside stations will be operated

by public agencies, malicious node information can be

shared with the public by such authorities. However,

more consideration would be necessary in sharing such

information with other administrative domains. Sec-

ond, the V2V system was designed to send ”I am here”

messages. However, using proxy messaging changes

the scheme to ”he is there” messaging. Any poten-

tial security concerns arising from this introduction

of proxy messaging should therefore be carefully an-

alyzed. Third, the roadside stations send dynamic in-

formation via the Internet instead of by V2V single-

hop broadcasting. Thus, messages must be encrypted

between the roadside station and the requested vehicle

to protect their data against tapping and falsification.

5 Related works

the Japanese Metropolitan Police Department de-

veloped the Driving Safety Support Systems (DSSS)

as an infrastructure assisted CITS for accident reduc-

tion 13). DSSS tested three experimental systems: a

rear-end collision prevention system for use upon enter-

ing traffic jams in which the car is positioned in front

of protective obstacles; a collision prevention system

for use when turning right at intersections; and a col-

lision prevention system for use at intersections with

poor sight lines. Infrastructure-assisted CITS using

beacons and FM broadcasting have been implemented

on highways across Japan.

It has been shown that the performance of Vehicular

Ad-Hoc Networks (VANETs) depends on the transmis-

sion power, frequency of transmission, and the V2V

and V2I message lifetimes 14). In turn, it is under-
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stood that the performance of V2V and V2I messages

depends strongly on the link quality and the propaga-

tion conditions 15). 15) demonstrated that awareness

levels for V2I communication are better than those

for V2V communication if roadside units are located

in an advantageous manner. 15) also explained that

transmission power is more important than frequency

of transmission in V2X communication.

16) demonstrated how multi-sensor data fusion can

leverage consistency and plausibility checking for per-

ception sensor data. In particular, the contents of

CAMs as delivered by connected vehicles with on-

board perceptions sensors can be independently vali-

dated.

A wide variety of sensing modes can be imple-

mented for use in road traffic. Vision-based vehi-

cle detection and tracking techniques are summarized

in 17). Millimeter-wave radar and cameras are impor-

tant equipment for sensing vehicles using vision-based

systems. Millimeter-wave radar can also be used for

measuring target range and speed, as is currently done

by police in traffic speed regulation 17). Furthermore,

millimeter-wave radar can be used under poor viewing

conditions in bad weather. Stereo cameras are another

very effective method for sensing vehicles. Such cam-

eras can sense both a vehicle position and velocity 18).

One approach to creating messages for sharing ob-

ject perceptions relayed from sensors is Cooperative

Perception Messaging (CPM), which is specified in

Ko-PER as a method for sharing perceived dynamic

objects in equipped vehicle or roadside station envi-

ronments 19)20). Environmental Perception Messaging

(EPM) uses proprietary messages that contain lists of

all perceived objects and carry unique IDs for vehicles

registered by local perception sensors 21)22) Sensory

Observation Messaging (SOM) is a proposed method

for sharing infrastructure sensor information with po-

tentially vulnerable road users 23).

Cloud-based cooperative awareness between vehi-

cles and pedestrians was proposed in 24). Under the

scheme, pedestrians repeatedly send their positions to

the cloud from their smartphones, allowing the cloud to

alert vehicles to the approach of pedestrians. Vehicle-

to-Pedestrian (V2P) communication was also investi-

gated in 25), who proposed a scheme in which pedestri-

ans receive CAMs on their smartphones from vehicles

hidden behind obstacles.

In the field of cooperative autonomous driving, 26)

introduced a method of occupancy grid map merging

dedicated to multivehicle cooperative local mapping

purposes in outdoor environments. 27)28) proposed a

multimodal cooperative perception system that pro-

vides see-through, lifted-seat, satellite, and all-around

views to drivers. The features of the system were vali-

dated in real-world experiments involving four vehicles

sharing a road.

Traffic lights have long been used to coordinate traf-

fic flows at intersections. To update traffic manage-

ment to the connected autonomous vehicle age, 29) pro-

posed autonomous intersection management in which

vehicles coming to an intersection connect to a ded-

icated intersection controller that schedules transfer

through the intersection. 30) extended the priority-

based coordination approach at an intersection to sup-

port both autonomous and legacy vehicles.

6 Conclusion and Future work

We have found that the V2V messaging standards

in the EU, US, and Japan all suffer from four gen-

eral shortcomings. To overcome these, we proposed

a roadside-assisted V2V messaging system. The pro-

posed system is a real-time cyber-physical system that

integrates sensing technology with V2V and V2I net-

works and combines ITS and cellular media with IPv6

to disseminate dynamic, fresh information to a wider

area. The proposed system also presents a common

solution for differing national and regional standards,

such as those in the EU, US, and Japan, as it is inde-

pendent of any specific standards. We further analyzed

the potential requirements for designing a specification

for roadside-assisted V2V messaging.

In future work, we will need to fully implement the

proposed system and validate it in field operational
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tests. We are also planning to evaluate the large-scale

performance of the system using simulation. In the de-

velopment of the fifth-generation mobile network (5G),

mobile edge computing will play an important role in

achieving ultra-low latency between V2V messaging.

Because edge stations must be located in positions

with good visibility such as intersections if they are

to cover wider areas, our aim is to ensure that the pro-

posed roadside system has high technical compatibility

needed to co-locate with 5G edge stations. To this end,

further study on the integration of 5G systems will be

necessary.
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Improvement of Misbehavior Detection for V2X Communication
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By faking vehicle information on cloud servers, an adversary may deliberately cause traffic congestion and/or acci-

dents. Misbehavior means sending masqueraded data to cloud servers in this paper. In our previous research, we proposed

”A Method of Detecting Camouflage Data with Mutual Position Monitoring”. Cloud servers can detect masqueraded

position data from malicious vehicles by increasing the threshold value of our detecting method. However, there are some

problems. In this paper, we clarify what kind of malicious behavior is targeted, and we propose two new measures to

address the false positives problem. First, we weight for public vehicles such as police cars, and cloud servers can trust

vehicles even if they below the threshold value. Second, we dynamically determine the threshold value with consideration

of vehicle density. Next, we evaluate the two methods. We find that the method of weighting for each vehicle was very

effective, and the method of dynamic determination also showed good results. There is not much difference between our

previous method and weighting for each vehicle at low threshold value, but this new one helps considerably suppress false

positives at high threshold. The advantage of the dynamic determination model is that false positives do not depend on

each base station, because the threshold is dynamically determined. This works more effectively in lower vehicle densities.

Our results indicated that these two countermeasures was practical against false positives.

Key words ： V2X Communication, Security, Misbehavior.

1 INTRODUCTION

In recent years, research on autonomous driving

and vehicle-to-vehicle (V2V) communication have been

conducted in the Intelligent Transport Systems (ITS)

field. In addition, vehicles have vehicle-to-cloud (V2C)

communication with cloud servers using mobile lines.

When vehicles are connected to various targets, ma-

licious acts have enormous impact. This paper rep-

resents further work on our previous publication ”A

Method of Detecting Camouflage Data with Mutual

Position Monitoring” 1). In our previous research, we

proposed how to detect malicious vehicles which sent

masqueraded data of their positions. We evaluated the

detection rates and received good results. We found

* Mobility Research Center, Doshisha University, Kyoto
E-mail : syuntaro.azuma@nislab.doshisha.ac.jp, ksato@mail.doshisha.ac.jp

** Graduate School of Information Science and Technology, Tokyo University, Tokyo
E-mail : tsukada@hongo.wide.ad.jp

that we could detect completely malicious vehicles by

increasing the threshold value of our detecting method.

However, we have some problems. We especially con-

sidered the false positives problem in our previous re-

search. We thought that vehicle densities affect false

positives, so we calculated them in high vehicle densi-

ties. We cloud find high vehicle densities help suppress

false positives, but this countermeasure is effective in

only this situation. We should address the false posi-

tives problem in low vehicle densities. In this paper, we

will reveal our research’s target at first. Next, we will

describe the operation of proposed method. Then, we

will describe improvements of previous research, which

are methods of weighting for each vehicle and dynamic

determination, and then we will describe the evalua-

tion of these methods.
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2 THREAT ANALYSIS OF TRANSMISSION

DATA

There exits previous works researching the detection

of malicious vehicles in V2X communication 2) 3), as

a matter of fact, the definition of a malicious vehicle is

ambiguous. In this section, we analyze attacks on vehi-

cle communication and clarify what kind of malicious

vehicles are

2.1 Threat Analysis of Transmission Data

Table 1 shows the threat analysis of data transmitted

to a cloud server. These threats include eavesdropping

attacks, falsifications, and spoofing. Spoofing attacks

are divided into vehicle impersonation and data mas-

querade. Vehicle impersonation means that attackers

pretend to be other vehicles. For example, even though

one vehicle does not have any trouble, an attacker pre-

tends to be another vehicle and then calls the police

lying that it had an accident. An example of data mas-

querade is when a vehicle’s own position information

or status is masked.

Security requirements regarding these threats in-

clude confidentiality, completeness, node reliability,

and data reliability. To supply confidentiality and com-

pleteness, data encryption is proposed and can be done

by a secret key or an ID base cipher. Node reliability

identifies vehicles that are pretending to be other ve-

hicles. The Public Key Infrastructure (PKI) method,

which is adapted by the vehicles, is one good resolution

because certificates guarantee vehicles. Data reliability

prevents attackers from masquerading data. However,

this is not effective for all spoofing acts.

2.2 Difference Between Node and Data Reliabil-

ity

Node reliability means that a cloud server trusts a

particular vehicle and believes that it is not pretending

to be a different vehicle. The previous section showed

that the PKI method can be adapted by vehicles to

resolve this problem. A cloud may be able to verify the

electronic certification and confirm the transmitter’s

information by the mechanism shown in Figure 1.

However, this research focuses on data masquerade,
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Fig. 1. PKI to adapt to vehicles.
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Fig. 2. Problem of settling by this research.

as described in Figure 2. Since data encryption and

PKI do not confirm whether the received data are mas-

queraded, data masquerade is inherently different from

node reliability which can be resolved by these meth-

ods. We will propose a method that can handle such

example, which guarantees the reliability of the data.

3 OUR PREVIOUS RESEARCH

In this section, we will explain our previous research

again. We use vehicle-to-everything (V2X) communi-

cation and detect masqueraded data of vehicle’s posi-

tion.

3.1 Pre-suppositions

1. A safe channel has been secured by relationships of

mutual trust among all vehicles and cloud servers.

2. Vehicles and cloud servers have been mutually cer-

tified beforehand.

653



Table 1. THREATS ANALYSIS ABOUT TRANSMISSION DATA.
THREAT REQUIREMENT COUNTERMEASURE

Eavesdropping Confidentiality Encryption

Falsification Completeness Encryption

Spoofing Vehicle impersonation Node reliability PKI

Data masquerade Date reliability Target of this research

3. Relationships between cloud servers and base sta-

tions have been built.

3.2 Definition of Terminology in Proposed

Method

• Vehicle ID

This ID is used by vehicles in V2V communication,

and this is a different public ID for each vehicle.

• V2C Vehicle ID

This ID is used for a unique key in V2C communica-

tion. This secret ID is not available to others. V2C

Vehicle ID and Vehicle ID is uniquely related.

• Via Base Station (Via BS) ID

This ID is used in V2C communication, and this is a

different ID for each base station.

• Peripheral Vehicle (PV) ID

This ID is a received vehicle ID from other vehicles in

V2V communication.

3.3 Outline

Vehicles can use V2X communication. When they

send their position information to a cloud server, they

also send other information in addition to their po-

sition. In this research, a cloud server detects mas-

queraded data from transmitted data by using the re-

lay base station information in vehicle-to-cloud (V2C)

communication and peripheral vehicles in vehicle-to-

vehicle (V2V) communication.

Figure 3 shows the picture of misbehavior detection

in our previous research, and Figure 4 shows how to

detect masqueraded data in a cloud. A cloud receives

not only position information or VehicleID but also pe-

ripheral vehicle’s and relay base station’s information.
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Fig. 3. Use example of peripheral vehicle information

in V2X communication.

3.4 How to Detect Misbehavior data

V2CVehicleID is used in the first step on Figure 4.

Cloud servers confirm whether received data is sent

from vehicles or not. Second, cloud servers compare

Via Base Station ID (ViaBSID) with received posi-

tion information to confirm whether a sending vehi-

cle exists in relay base station’s coverage area. When

the received position information exceeds this area,

we assume that it can’t be consistent and that re-

ceived information was regarded as masqueraded data.

This step helps detect data masquerade toward other

base station’s coverage area. At the third and fourth

step, cloud servers detect masqueraded data by us-

ing peripheral vehicle IDs (PVIDs). Third, cloud

servers search vehicles corresponding to sending vehi-

cle’s PVID. Firth, cloud servers compare the received

position with peripheral vehicle’s position correspond-

ing to PVID. If the distance between two vehicle’s posi-

tion exceeds V2V communication coverage, we assume

that it can’t be consistent and that received informa-

tion was regarded as masqueraded data. This oper-
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Fig. 4. Misbehavior data detection procedure.
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Fig. 5. Advantage of using base station information.

ation is performed a predetermined number of times.

In the proposed method, a predetermined number of

times means the number of PVIDs which is necessary

for cloud servers to trust. This is a so-called threshold

value. By setting this threshold, we can assure more

reliable data.

3.5 Advantage of This Proposal

Figure 5 shows a countermeasure example of position

data masquerade. We can detect masqueraded posi-

tion information toward another base station using re-

lay base station’s information in V2C communication.

In addition, Figure 6 shows a countermeasure example

of position data masquerade. We assume that a ma-

licious vehicle masquerades its own position informa-

tion. A cloud confirms PVIDs sent from a vehicle and

compares received position information with peripheral
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Fig. 6. Advantage of using peripheral vehicle infor-

mation.

vehicle’s positions which are relevant to PVIDs. When

a cloud finds that transmitted position information is

outside V2V communication coverage with peripheral

vehicles, the cloud determines that the received po-

sition information has been masqueraded. However

when this information does not exceed the coverage

area, the cloud trusts the received position informa-

tion. Vehicles acquire peripheral vehicle information

in V2V communication and mutually monitor them.

This helps cloud servers detect masqueraded data.

4 DEVELOPMENT OF OUR PROPOSED

METHOD

We have some problems, especially false positives.

Therefore, we propose here two new points to solve

them.

1. We weight the public vehicles and trust cloud

servers more even for vehicles below the thresh-

old.

2. We dynamically determine the threshold value

with consideration of vehicle density.

4.1 False Positives

We know that increasing the threshold in our

method can help detect masqueraded data. However,

when we increased threshold values, false positive rates

dramatically increased. Therefore, we considered the
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Table 2. PREVIOUS SIMULATION PARAMETER.
Simulator Scenargie2.0

Vehicle number 158 [cars] (five of the send masquerade positions.)

Area 1000 [m]× 1000 [m]

Communication mode ARIB STD T109 LTE

Use frequency band 700 [Mhz] 2.5 [GHz]

Communication interval 100 [ms] 1.0 [s]

Radio spread model ITU-R P.1411 LTE-Macro

Base station ground clearance 1.5 [m]
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Fig. 7. False positives by threshold value under

Japanese average vehicle density (158[cars/km2]) en-

vironment.

false positives problem in our previous research. Fig-

ure 7 shows false detection rates (false positives) of our

proposed method, which is based on the average vehicle

density in Japan. The method’s threshold is the num-

ber of PVIDs, which is necessary for cloud servers to

trust. In the previous simulation environment shown

in Table 2, Figure 7 shows the false positives when

all 158 cars are not misbehaving. By increasing the

threshold value, false positive rates increased. By in-

creasing the threshold value under Japanese average

vehicle density, cloud servers erroneously detect nor-

mal communication as abnormal.

Then, the false positive rates under the average ve-

hicle density environment in urban city (Osaka), which

has the highest average car density in Japan, are shown

in Figure 8. In a high vehicle density area, since ve-

hicles can acquire a lot of peripheral vehicle informa-

tion in V2V communication, even if the threshold is

increased, an increase of the false detection rate can

be suppressed. Tables 3 and 4 show precision, recall,
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Fig. 8. False positives comparison with urban area

average vehicle density (1128 [cars/km2]) environment.

and F-measure in our proposed method. Even looking

at these tables, we can make the same statement as

above.

4.2 Weighting for Each Vehicle

This good result (Figure 8) only applies in the ur-

ban area. We need to take another measure under the

environment of Japanese average car density. In ad-

dition, we must consider the lesser number of cars in

the streets at nighttime and the lower density environ-

ment. Figure 10 shows our new countermeasure to the

false positives. We give more weight to public vehicles

such as police vehicles and buses than normal vehicles.

Even if the vehicle communicating with the public ve-

hicle (that is, the vehicle including the public vehicle

in peripheral vehicle information) does not exceed the

threshold value, this one is trusted by a cloud. We con-

sider the environment shown in Figure 9. This case is

that the threshold required for the cloud to trust is 5.

Vehicle A has only three peripheral vehicles. But be-

cause there are a police vehicle in them, a cloud trusts
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Table 3. F-MEASURE UNDER 158[cars/km2] ENVIRONMENT.

Threshold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Precision 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Recall 0.99 0.93 0.81 0.66 0.47 0.32 0.19 0.11 0.056 0.029

F-measure 0.99 0.96 0.90 0.79 0.64 0.48 0.32 0.19 0.11 0.056

Table 4. F-MEASURE UNDER 1128[cars/km2] ENVIRONMENT.

Threshold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Precision 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Recall 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 0.97 0.94

F-measure 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 0.97
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Fig. 9. Examples when using a method of weighting

for each vehicle.
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Fig. 10. New flowchart of weighting for each vehicle.
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Fig. 11. Examples when using dynamically threshold

determination.

vehicle A. We think that this method will reduce the

false positives if public vehicles are running even in low

vehicle density areas.

4.3 Dynamic Determination of Threshold

Based on the results (shown in Figures 7 and 8),

we calculate vehicle density for each base station and

change the threshold value for each base station. Fig-

ure 11 shows the overall picture. We set a prescribed

percentage as the threshold value. When vehicle densi-

ties in base stations change, the threshold also changes

for each base station. We think that this method is

effective in solving the false positives problem because

we can adjust the threshold dynamically in areas where

a vehicle density is low, or during times when there are

few vehicles.
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5 EVALUATION AND CONSIDERATION

We will calculate false positive rates to evaluate our

new points. Next, we will consider the practicality of

our new points from the evaluation obtained.

5.1 Simulator

In this paper, we use Scenargie 4) as a simulator

to evaluate the performance of our proposed method.

Scenargie is a network simulator developed by Space-

Time Engineering (STE). By combining expansion

modules, such as LTE, V2V communication and multi-

agent, we can construct a realistic simulation. In addi-

tion, since communication systems and evaluation sce-

narios are becoming more complicated, this ingenious

simulation has greatly reduced the effort required to

create scenarios.

5.2 Evaluation Model

For an evaluation environment, we use one square

kilometer Manhattan model and use simulation param-

eters shown in Table 5. We set the number of vehicles

to 158 [cars] and the range to 1 [km2] because the

average car density in Japan is 158 [cars/km2]. ITU-

R P.1411 model is a radio wave propagation scheme

that considers road map information, and radio waves

are attenuated based on the shape of the road, so we

compared with a two-ray model, which includes di-

rect waves and reflected waves from the ground, this

model is close to reality. ITU-R P.1411 model is a ra-

dio wave propagation scheme that considers road map

information, and radio waves are attenuated based on

the shape of the road, so we compared with a two-ray

model, which includes direct waves and reflected waves

from the ground, this model is close to reality.

5.3 Evaluation of Weighting for Each Vehicle

Figure 12 shows false positive rates when using a

method of weighting for each vehicle, and Table 6

shows precision, recall, and F-measure. Comparing

to Figure 7, we can find that false positives are con-

siderably suppressed at high threshold values. When

the threshold is low, we do not find much difference.

Therefore, we say that public vehicles have little influ-
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Fig. 12. False positives by threshold value when using

a method of weighting for each vehicle.
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Fig. 13. False positives by prescribed percentage

when using dynamic threshold determination.

ence on false positives at low threshold values. How-

ever, when a vehicle communicates with a public ve-

hicle in this method, cloud servers can trust this one

even if its own PVID has not reached the threshold

value. Even if there are no peripheral vehicles around

vehicles which send their position data to cloud server,

but public vehicles driving around them, they can be

trusted by cloud servers. Our proposed method works

more effectively at high threshold. We focused on po-

lice cars as public vehicles in this paper, but we guess

that we further suppress false positives by weighting

buses or taxis running throughout the city.

5.4 Evaluation of Dynamically Threshold Deter-

mination

Cloud servers dynamically determine threshold val-

ues at each base station by confirming vehicle densities

in base station’s coverage area. We calculate false posi-

tive rates with this method. Figure 13 shows false pos-

itives when using dynamic determination of threshold.
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Table 5. SIMULATION PARAMETER.
Simulator Scenargie2.0

Vehicle number 158 [cars] (including two police cars.)

Area 1000 [m]× 1000 [m]

Communication mode ARIB STD T109 LTE

Use frequency band 700 [Mhz] 2.5 [GHz]

Communication interval 100 [ms] 1.0 [s]

Radio spread model ITU-R P.1411 LTE-Macro

Base station ground clearance 1.5 [m]

Table 6. F-MEASURE WITH A METHOD OF WEIGHTING FOR EACH VEHICLE.
Threshold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Precision 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Recall 0.97 0.92 0.83 0.72 0.61 0.52 0.44 0.39 0.34 0.31

F-measure 0.99 0.96 0.90 0.84 0.75 0.69 0.61 0.56 0.51 0.47

This graph’s horizontal axis is the ratio of base sta-

tion’s vehicle density as the threshold. It means that

cloud servers calculate the number of vehicles travel-

ing in the base station, and we consider the predeter-

mined percentage as the threshold value. Therefore,

we do not know the accurate threshold value because

there are different vehicle densities for each base sta-

tion. At low percentage of Figure 13, because the

threshold value is lower in each base station, we can

suppress false positive rates. For example, when there

are 30 vehicles in a base station’s coverage area and

prescribed percentage is 10%, the threshold value be-

comes 3. Therefore, cloud servers trust vehicles which

have three PVIDs. However, when we set 100% as pre-

scribed percentage in 30 driving vehicles environment,

the threshold value becomes 30, so vehicles should com-

municate with other thirty vehicles for cloud servers

trusting them. As the percentage increases, the thresh-

old increases, therefore false positives increase. The

advantage of this method is that false positives do not

depend on each base station, because the threshold

is dynamically determined. If we decide on a single

threshold, cloud servers will not respond flexibly.

6 CONCLUSION

In the Intelligent Transport Systems (ITS), using

cloud servers is inevitable. In our previous research, we

used V2X communication, obtained information from

various objects, and described measures against data

masquerade. We cloud completely detect masqueraded

data by increasing threshold values. However, we have

some problems, which are false positives especially. We

proposed two countermeasures against the false pos-

itives problem. First, we weight the public vehicles

and trust more on cloud servers even for vehicles be-

low the threshold. Second, we dynamically determine

the threshold value with consideration of vehicle den-

sity. As a result of evaluating these, we succeeded in

suppressing false positives. In particular, the method

of weighting each vehicle has proven more effective.

There is not much difference between previous results

and this paper’s results at low threshold values, but at

high threshold values, this method help suppress false

positive rates. The second measure means that could

servers calculate the number of vehicles traveling in

the base station, and we consider the predetermined

percentage as the threshold value. The advantage of

this method is that false positives do not depend on

each base station, because the threshold is dynamically

determined. In this research, we think that we have
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Table 7. F-MEASURE WITH A METHOD OF DYNAMIC THRESHOLD DETERMINATION.
Threshold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Precision 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Recall 0.92 0.73 0.67 0.58 0.47 0.45 0.42 0.40 0.39 0.29

F-measure 0.96 0.84 0.80 0.74 0.64 0.62 0.59 0.57 0.56 0.45

improved considerably the false positives problem. In

the future, we will propose a method combining both

methods or a completely new method, and we would

like to conduct a demonstration experiment that also

cooperates with Local Dynamic Map (LDM).
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Throughput Analysis of Interference Cancellation-Based Random

Access with Feedback

Guanghui SONG,* Kui Cai,* Yuhao Chi,** and Jun CHENG***

We consider interference cancellation-based random access for scenarios of multiple users communicating with a

common receiver. An instinct feedback is assumed to inform the users whether their packets were correctly recovered. Users

update their transmission packets once recovered, or a retransmission process is triggered. At the receiver, interference

cancellation decoding is employed to resolve packet collisions. By modeling the transmission and packet recovery as a

Markov process, a throughput analysis is provided, based on which the optimal transmission probability is derived.

Key words: Random access, slotted ALOHA, interference cancellation

1. Introduction

Random access is a crucial technique in Internet of

Things (IoT) and Machine-to-Machine (M2M) com-

munications. In this scenario, multiple users sponta-

neously transmit data packets to a common receiver

without central coordination. If two or more users ac-

cidentally send their packets at the same time, a colli-

sion occurs. Slotted ALOHA is a conventional solution

of transmission strategy for random access.

Since the original slotted ALOHA discards all

the conflict packets without recovery, its asymptotic

throughput is limited by 1/e ≈ 0.37. A main technique

widely used to improve system throughput is interfer-

ence cancellation (IC) 1)−8), where the conflict packets

are recovered based on IC decoding. Regular/irregular

coded slotted ALOHA was previously addressed 2)−6),

where users repeatedly transmit their packets at sev-

eral randomly selected time slots and the receiver can

iteratively recover the conflict packets with IC decod-

ing over a bipartite graph. With deliberately designed

degree distributions of the repetition profile, an asymp-

totical system’s throughput can arbitrarily approach

near 1 when the user number is large 4). Inspired by

the idea of rateless code, a frameless slotted ALOHA

* Science and Math Cluster, Singapore University of Technology
and Design, gsong2017@gmail.com, cai kui@sutd.edu.sg

** Stat Key Lab. of Integrated Services Networks,
Xidian University, chiyuhao1990@163.com
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Doshisha University, jcheng@ieee.org

was proposed 7)8). In this scheme, the contention pe-

riod duration is not predetermined but is terminated

when the fraction of resolved users reaches a certain

threshold. A primary assumption in the above schemes

is that in one contention period, each user only deals

with one packet. Since no feedback message exists

(in frameless slotted ALOHA, only one bit of feedback

is used to terminate the contention period) to inform

the users in real time about the recovered packets, a

packet will be redundantly transmitted even though it

might already have been recovered at a former time

slot. Although this transmission strategy is shown to

be asymptotically optimal when the user number and

transmission length are very large, there is no perfor-

mance guarantee for finite systems with few users. On

the other hand, there are actually cases with fewer than

100 (or even fewer than 10) concurrent users at a cer-

tain period of time in a practical IoT system.

In this paper, we propose a random access scheme

to improve the system throughput when it has few

concurrent users. At each time slot, each user de-

cides whether to transmit its packet based on a cer-

tain probability. At the receiver, real-time IC decod-

ing is performed to recover the user’ packets. For

the recovered packets, instant feedback is assumed to

inform the users in real-time to update their trans-

mission. Therefore, there is never any redundant
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transmission of these recovered packets. By model-

ing the packet recovery process as a Markov process,

we theoretically analyze the system throughput and

derive the optimal transmission/retransmission proba-

bility for few users. By theoretical analysis and com-

puter simulations, our proposed random access scheme

achieves an obvious throughput gain over such non-

feedback schemes as regular/irregular repetition slot-

ted ALOHA and frameless slotted ALOHA for fewer

than 100 users.

2. Random Access Scheme

Consider a multi-user communication system with

K users transmitting messages to a central receiver.

We assume that each user has its own packet stream

to be transmitted. Following the basic idea of slot-

ted ALOHA, the total communication time available is

split into time slots and the duration of each time slot is

adequate for only one packet transmission. We assume

no coordination among users and each user transmits

its packet randomly with a certain probability.

We assume each user has a data buffer with a packet

to be transmitted at the current time slot. Each user

transmits its packet with a certain probability. If only

one packet is received at the current time slot, the slot

is said to be decodable and a successful decoding is

assumed; if more than one packet is received, a col-

lision occurs and data cannot be recovered directly.

For simplicity, if k packets are simultaneously received

at a certain time slot, we call it a k-collision. Unlike

the conventional slotted ALOHA scheme where con-

flict signals are simply discarded, we assume infinite

buffers at the receiver that can retain all the colliding

signals so that IC decoding can be implemented based

on future receivings.

For any recovered packet, if it is a first time transmis-

sion, no further processing is needed; if it is a retrans-

mission, the interference caused by this packet will be

removed from the collision buffer so that re-decodings

can be performed for the colliding signals. For any

recovered packet, the receiver will feed back an ACK

message to the users so that they can update their

buffer with a new packet. If any signals in the collision

buffers are fully recovered by IC decoding, the receiver

will clear the buffer’s corresponding part. Note that to

implement these processings, the receiver has to know

X11User 1

User 2

User 3

X21

X31

X12

X22 X22

X32

X12

X21

Slot 1 Slot 2 Slot 3 Slot 4 Slot 7 Slot 8

X12

X22

X32

Slot 6Slot 5

Register

d1=0

Decode

d2=1

Idle

d3=0

Decode

d4=2 (IC)

Register

d5=0

Register

d6=0

Register

d7=0

Decode

d8=3 (IC)

Fig. 1. Example of signal detection in three-user ran-

dom access with 8-slot transmission. Xkt denotes the

t-th transmitted packet of user k. The slot is notated

as “Register” at the bottom if a collision occurs and if

it is decodable it is notated as “Decode”. dt denotes

the number of recovered packets at time t including

those recovered by IC decoding. Note that IC decod-

ing is performed at slots 4 and 8 when 2 and 3 packets

are recovered.

to which user a packet belongs once it is recovered and

also know its transmission history. We assume this

information is available in the packet header.

The above transmission and decoding procedures are

summarized in Algorithm 1.

Algorithm 1 Transmission and decoding procedure

1: for Slot t = 1, 2, · · · , n do
2: Each user transmits its packet with certain proba-

bility;
(p for first transmission, q for re-transmission)

3: if Slot-t is decodable then
4: Recover the packet;
5: Remove it from collision buffer (if any);
6: Feed back an ACK;
7: for New decodable signal in collision buffer do
8: Recover the packet;
9: Remove it from collision buffer;

10: Feed back an ACK;
11: end for
12: else
13: Put the slot (signal) into a collision buffer;
14: end if
15: Update the user buffers for the recovered packets;
16: end for

In Fig. 1, an example is given of transmission sig-

nal detection in three-user random access with 8-slot

transmission. The IC decoding is performed at slots

4 and 8. At slot 4, after recovery of packet X21, it

was removed from colliding signal X11 + X21 at slot

1, which is maintained in the collision buffer. X11 is

hence recovered. Therefore, two packets (X11 andX21)

are recovered at slot 4, denoted as d4 = 2. Similarly,

at slot 8, X12 is first recovered and thus IC decodings

are performed for colliding signal X12 +X22 of slot 5
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Fig. 2. State diagram of Markov process for two-user

random access with IC decoding.

and for X22 +X32 of slot 6 to further recover X22 and

X32. Therefore, three packets are recovered at slot 8.

3. Throughput Analysis of Two-User Random

Access

In this section, we model the detection of two-user

random access transmission with IC as a Markov pro-

cess and propose a throughput analysis, based on

which the optimal transmission and retransmission

probabilities are derived. This analysis can be ex-

tended to a system with an arbitrary finite number

of users.

The state of the collision buffer describes the pro-

file of all the collision types contained in the collision

buffer. Let SK be the set that includes all the possible

states in the collision buffer of a K-user random ac-

cess system. Let st ∈ SK be the state of the collision

buffer at time t, and let dt be the number of recovered

packets at time t including the packets recovered by

IC decoding. Similarly, we define DK as the set that

includes all the possible number of packet recoveries.

For the two-user case, we have S2 = {0, 2}, where 0 is

the state when the collision buffer is empty, i.e., no un-

decoded packet, and 2 is the state with a 2-collision in

the collision buffer. Note that the same 2-collision may

successively occur, while in our analysis we assume the

receiver only maintains the first and discards the oth-

ers without affecting the decoding performance. Thus,

the possible number of recovered packets at each slot

is dt ∈ D2 = {0, 1, 2}.
The receiver can be modeled as a Markov process

with the state diagram in Fig. 2. There is a directed

edge from state s′ to state s if there is a state transition.

The edge is hence labeled as

ps′,s(x)
∆
=
∑
d∈D2

Pr(st = s, dt = d|st−1 = s′)xd

where Pr(st = s, dt = d|st−1 = s′) is the probability

of the state transition from s′ to s and d packets are

recovered along with this state transition. Thus, we

have the following transition matrix

P (x)
∆
=

[
p0,0(x) p0,2(x)

p2,0(x) p2,2(x)

]

=

[
(1− p)2 + 2p(1− p)x p2

2q(1− q)x2 q2 + (1− q)2

]
.

For x = 1, using

∑
d∈D2

Pr(st = s, dt = d|st−1 = s′) = Pr(st = s|st−1 = s′)

we obtain P
∆
= P (1) as the conventional transition ma-

trix of the Markov process.

We define

Tn(x)
∆
=

∑
st∈S2
dt∈D2
t=1,...,n

Pr(s1, ..., sn, d1, ..., dn|s0 = 0)x
∑n

t=1 dt

and calculate it using the Markov property:

Tn(x) =
∑
s0=0
st∈S2
dt∈D2
t=1,...,n

n∏
t=1

Pr(st, dt|st−1)x
dt

=

n∏
t=1

∑
s0=0
st∈S2
dt∈D2
t=1,...,n

Pr(st, dt|st−1)x
dt

=
∑

sn∈S2

∑
sn−1∈S2

∑
dn∈D2

Pr(sn, dn|sn−1)x
dn · · ·

×
∑

s1∈S2

∑
d2∈D2

Pr(s2, d2|s1)xd2

×
∑

d1∈D2

Pr(s1, d1|s0)xd1

=
∑

sn∈S2

∑
sn−1∈S2

psn−1,sn(x) · · ·
∑

s1∈S2

ps1,s2(x)p0,s1(x)

= p0P (x)
nb

where p0
∆
= [1, 0] is the initial probability distribution

and b
∆
= [1, 1]T, where (·)T is the transpose of a matrix.

Thus, the expected total number of recovered packets

after n transmissions is

E[
n∑

t=1

dt] =
∂Tn(x)

∂x

∣∣∣∣
x=1

= p0

n−1∑
i=0

P (x)i
∂P (x)

∂x
P (x)n−i−1b

∣∣∣∣∣
x=1

= p0

n−1∑
i=0

P (x)i
∂P (x)

∂x

∣∣∣∣∣
x=1

Pn−i−1b
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= p0

n−1∑
i=0

P iP ′b

where we used Pn−i−1b = b since
∑
s∈S2

Pr(st = s|st−1 = s′) = 1

holds for any s′ and

P ′ ∆
=
∂P (x)

∂x

∣∣∣∣
x=1

=

[
2p(1− p) 0

4q(1− q) 0

]
.

We have asymptotic system throughput as n→∞

η
∆
= lim

n→∞

1

n
E[

n∑
t=1

dt]

= lim
n→∞

1

n
p0

n−1∑
i=0

P iP ′b

= p∞P ′b (1)

where p∞ is the stationary distribution of the Markov

process. We did the last step of the above derivation

because

1

n
p0

n−1∑
i=0

P i =
1

n

∑
i<

√
n

p0P
i +

1

n

∑
i≥

√
n

p0P
i

where the first term is

1

n

∑
i<

√
n

p0P
i → [0, 0]

and the second term is

1

n

∑
i≥

√
n

p0P
i → n−

√
n

n
p∞ → p∞.

By solving p∞P = p∞ with constraint p∞b = 1, we

obtain

p∞ =

[
2q(1− q)

p2 + 2q(1− q)
,

p2

p2 + 2q(1− q)

]

and hence

η =
4pq(1− q)

p2 + 2q(1− q)
.

When q = 0.5, p =
√

2q(1− q) = 1√
2
, the throughput

is maximized with η = 1√
2

≈ 0.707. If we consider

equiprobable transmission with q = p, the throughput

is maximized when

popt = 2−
√
2

with

ηmax = 12− 8
√
2 ≈ 0.688.

There is performance loss of about 0.02 packet/slot if

we consider equiprobable transmission.

3 23p pp x+3
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3 3
p p+

2

3 [2, 3]

23p p

2 22pp x

3 2
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p p p
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+

+
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23pp x

23p p

2 33pp x

21 3pp-
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2

pp x

22p p

3 3 2
p p p p+ +

Fig. 3. State diagram of Markov process for three-

user random access with IC decoding.

4. Throughput Analysis of Three-User Random

Access

The results of Eq. (1) can be extended to systems

with more than two users by adjusting the matrix di-

mension. However, the number of states will increase

significantly with an increase of the number of users.

In this section, we focus on equiprobable transmission

q = p and derive the asymptotic throughput of three-

user random access.

For K = 3, the collision buffer has five states,

S3 = {0, 2, 3, [2, 2], [2, 3]}, where 0 denotes empty, 3

denotes a 3-collision; [2, 2] denotes that there are two

different 2-collisions in the form Xi + Xj , Xi + Xk,

and [2, 3] denotes one 2-collision and one 3-collision

in the collision buffer. In this case, D3 = {0, 1, 2, 3}
(Fig. 1). Note that here we only consider those effective

states, even though there are actually more states that

the collision buffer can have. For example, there may

be three different 2-collisions in the collision buffer,

Xi + Xj , Xi + Xk, and Xj + Xk (the packets cannot

be recovered by equation-solving because these equa-

tions are invisible at the receiver before the packets

are recovered). However, this situation is equivalent to

Xi+Xj , Xi+Xk from the IC decoding viewpoint; that

is, all the other packets can be recovered if and only

if one of the packets is recovered in the future slots.

In this case, since Xj +Xk is just redundant, we still

consider [2, 2, 2] as state [2, 2]. Similarly, the collision

form of [2, 2, 3] is also regarded as state [2, 2].

With notation p̄ = 1−p, we have the state diagram of
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three-user random access in Fig. 3. Its state transition

matrix is hence given by

P (x)=




p̄3+3pp̄2x 3p2p̄ p3 0 0

2pp̄2x2 p̄3+p2p̄+p̄p2x 0 2p2p̄ p3

0 3pp̄2x p3+p̄3 0 3p2p̄

3pp̄2x3 0 0 1−3pp̄2 0

2pp̄2x3 pp̄2x 0 2p2p̄ p3+p̄3+p2p̄




P ′=




3pp̄2 0 0 0 0
4pp̄2 pp̄2 0 0 0
0 3pp̄2 0 0 0

9pp̄2 0 0 0 0
6pp̄2 pp̄2 0 0 0


 .

We solve the stationary distribution as

p∞ =

[
6p̄2

6− 3p− p2
,

27pp̄3

(3− 4p+ 2p2)(6− 3p− p2)
,

2p2p̄

6− 3p− p2
,

2p2(3− 2p)

6− 3p− p2
,

3p3p̄(5− 4p)

(3− 4p+ 2p2)(6− 3p− p2)

]
.

Applying (1), we have

η =
9p(1− p)2(2− p)(3− p)

(3− 4p+ 2p2)(6− 3p− p2)

which is maximized when

popt = 0.4322

with

ηmax = 0.6796.

Compared with K = 2, the optimal transmission prob-

ability decreases but the system throughput is not re-

duced very much since IC decoding was used.

5. Simulation Results of K-User Random Access

When K is large, formulating the transition matrix

is difficult. Therefore, we need to rely on computer

simulation. In this section, we consider equiprobable

transmission with p = q and give some simulation re-

sults of the optimal transmission probability and the

maximum throughput for multiple users.

Figure 4 gives the results for K = 2, 3, 5, 10, 20,

50, 70, and 100 by computer simulation with n = 500

and 10000 transmissions. The results for K = 2, 3

obtained by computer are identical to our theoretical

analysis. The numerical results show that the optimal

transition probability decreases as the user number in-

creases, while the throughput increases slowly due to

the use of IC decoding. This is opposite from the con-

ventional slotted ALOHA without IC where the system

 

Fig. 4. Maximum throughput and optimal trans-

mission probability of K-user random access with

IC decoding obtained by computer simulation for

K ∈ {2, 3, 5, 10, 20, 50, 70, 100}. Theoretical values for

K = 2, 3 are labeled by ◦. Throughput achieved by

RSA/IRSA is given with a toleration of decoding er-

ror rate of 10−2. The throughput of the frameless SA

is a theoretically maximum value achieved by opti-

mal transmission probability with packet error rates

of about 10−1 for K = 50 and 10−2 for K = 100.

throughput decreased as the number of users increased.

There is a throughput loss with shorter transmission

n = 500 for K > 10. Note that our retransmission

scheme guarantees a very low decoding error rate when

n is large.

For reference, we also provided the system through-

put of a regular/irregular repetition slotted ALOHA

(RSA/IRSA) and a frameless slotted ALOHA with

IC decodings. The considered repetition number in

RSA was 3. For the IRSA, we investigated the asymp-

totic optimal degree distribution 4) that can achieve

a maximum throughput of 1, and the degree distribu-

tion (with the maximum degree of 16) proposed by G.

Liva 2) that achieves a asymptotic throughput of 0.965

when the number of users approaches infinity. Note

that since the original proposed degree distribution 4)

has asymptotic infinite terms, it should be truncated

to be applied to finite systems. In our simulation, we

truncated the distribution to maintain a maximum rep-

etition degree of 50. Although we truncated the high

order terms, the theoretical achievable system through-

put still remains 0.97. However, practical throughput

665



in finite systems is far from this theoretical value. The

throughput of systems with 50, 70, and 100 users is

less than 0.7, even though a decoding error rate of

10−2 is permitted. The throughput of RSA is even

better than IRSA for finite-user systems. Based on

the corresponding transmission mechanisms, the frame

length of RSA and IRSA is given by K/η, where η is

the achievable system throughput with decoding error

rate of 10−2. The throughput of a frameless slotted

ALOHA for K = 50, 100 is a theoretically maximum

value achieved by the optimal transmission probability

given in previous work 9), where the packet error rate is

about 10−1 for K = 50 and 6×10−2 for K = 100. Our

proposed random access scheme achieves throughput

gains of 0.16 ∼ 0.2 packet/slot over RSA and about

0.15 packet/slot over the frameless SA for 50 ∼ 100

users since the real-time feedback with instantaneous

updating of the transmission packet list lead to more

packet recoveries.

6. Conclusion

We considered interference cancellation-based ran-

dom access with feedback. The system has high

throughput and high reliability due to instantaneous

retransmission based on feedback. We modeled the

transmission and packet recovery process as a Markov

process and theoretically analyzed the system through-

put for a finite number of users. Based on the analysis,

we derived the optimal transmission probability.

In our analysis, we assumed error-free decoding for

non-conflict packets. An interesting future work is to

relax this assumption and consider recovery failures for

non-conflict receiving.
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Community Energy Management System

to Encourage Power Saving Competition
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In Japan, solid oxide fuel cells (SOFCs) are proliferating as highly efficient domestic fuel cells. To fully utilize

SOFCs, we proposed a small CEMS (community energy management system) in a conventional study. However, in that

study, electricity generation was evenly allocated into each of three houses with no competition among the homes. In

addition, the graphic user interface (GUI) lacked an element to reduce energy consumption. We therefore propose a small-

scale CEMS that includes a mechanism for competition among the homes and through which a home can profit from low

energy consumption. Specially, this paper theoretically clarifies that the power generation of each home’s SOFC should

be equal to the average of all the other homes. This amount is a mathematical bound. We designed an experimental

prototype of the proposed CEMS using goal-oriented analysis with the goal of encouraging users to save electricity. We

implemented and evaluated the small-scale CEMS system based on this design policy in three real homes over a two month

period. Our experimental evaluation clarified the cost reduction effect of the proposed CEMS and the GUI’s ability to

engender a competitive consciousness for energy saving among the homes.

Key words ： SOFC, CEMS, Energy, Electric power, Smart grid, Goal-oriented analysis, Community

キーワード：固体酸化物燃料電池，省エネルギー，家庭，スマートグリッド，ゴール指向分析，CEMS, HEMS，コミュニティ

節電競争を促す小規模CEMSの提案

藤原 孝浩, 高島 海, 金田 重郎

1 はじめに

我が国では，家庭用燃料電池として固体酸化物燃料電

池（SOFC : Solid Oxide Fuel Cell）の普及が進んでい

る 1)．現在，市販家庭用 SOFCの最大出力は 700Wで

ある．家庭用 SOFCは，「エネファーム Type S」とし

て，アイシン精機の製品のみが各ガス会社から提供さ

れている．700Wは，アイシン精機製 SOFCの仕様で

ある．SOFCは数年に一度，改良されている様であり，

現行 Type Sは，それまでの Type Sの貯湯タンクを小

型化して，マンションへの設置を容易化している．本論

* Graduate School of Science and Engineering, Doshisha Univ., Kyoto
E-mail : skaneda@mail.doshisha.ac.jp

文では，データが入手できなかった最新の Type Sでは

なく，2016年 3月迄販売されていた，発電効率データ

が公開されている 2) 旧型エネファーム Type Sを対象

とする．現行 Type Sに関しては，詳細な旧型との差異

が公開されていないので，軽々に断ずることはできない

が，旧型の小規模改良版と思われ，本論文の結果は，現

行 Type Sに対しても，ほぼ，そのまま適用されると考

えている．

これに対して，一般家庭における 1時間あたりの平均

消費電力は 400W程度にすぎず 3)，SOFCの能力を十分
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には活用できない．この問題に対する一つの解決策は，

SOFCを最高効率となるフルパワー (700W)で常に稼働

させ，余剰分の電力をガス会社が買い取る方法であり，

すでに，制度化されている*．

上記課題に対するもう一つのアプローチは，SOFCを

設置した家同士で電力を融通しあうことによって，SOFC

の能力をより活用する地域エネルギーマネジメントシス

テム（CEMS: Community Energy Management Sys-

tem）の導入である．この種の CEMSについては，既

に，マンションを対象とする社会実験が知られている．

大阪ガスは，自社の実験住宅NEXT215)において，複数

家庭を対象とするCEMSを実装している．また，静岡ガ

スは，マンションを対象とする CEMS実験「T–グリッ

ドシステム 6)」を構築している．著者らも，複数の家庭

間で，SOFCの発電力を融通する小規模の CEMS構造

を提案している 7)．しかし，これら従来の CEMSシス

テムは，SOFCの能力を活用することに力点を置いたシ

ステムであり，節電を促すという要素は希薄であった．

そこで，本論文では，利用者に節電を促すことを狙い

として，「節約すればするほど，その家の売電量収入が

多くなる」制御構成を提案する．また，省エネルギー化

は，システムとしては非機能要求と考えられる．そこで，

「利用者に節電を促す」をゴールとするゴール指向分析

を併用した．上記の設計方針のもとに小規模 CEMSシ

ステムを，SOFCはシミュレーションで実装して，約 2

か月間，実家庭での運用を行った．その結果，非機能要

求である利用者に節電を促す役割を確認できた．

以下，第 2章では，SOFCの動特性について著者らの

分析結果を示す 8)．次に，第 3章では，「節約をすればす

るほど，その家の発電量が多くなる」本提案の CEMS

構成について概要を示す．第 4章では，実際に 3戸の家

庭にシステムを導入した評価結果を示す．第 5章はまと

めである．

2 SOFC動特性について

2.1 SOFCの特徴

我が国では，世界に先駆けて，家庭用燃料電池の普及

が進んでいる．市販家庭用燃料電池には，2種類ある．固

体高分子形燃料電池（PEFC, Polymer Electrolyte Fuel

Cell）と，本論文で扱う固体酸化物燃料電池 (SOFC)で

∗ 買取りのKWh単価は，9円程度と安く 4)，ガス原価から見て，
各家庭にとって，大きなメリットがある制度ではないと思われる．

ある．

PEFCは，SOFCに比べて発電効率が低く，消費ガス

が熱に変化する割合が高いため，お湯が多めに生成され

る．この為，従来は，貯湯タンクが満タンとなると，発

電を停止せざるを得なかった．また，急激な発電量の増

減が難しく，AI機能等で，必要電力を予測して発電さ

せる必要がある．但し，機能的に停止可能であり，発電

が不要な際には，出力を絞り込む事ができる．

これに対して，SOFCは，発電量の時間的応答が速い．

また，貯湯タンクが満タンとなっても，発電を停止する

必要はない．このため，基本的には，「電主熱従」（必要

発電量によって出力を制御し，貯湯タンクのお湯の量は

無視する）制御を採用している．但し，PEFCとは異な

り，SOFCは，停止させる事が出来ない．これは，燃料

電池セルを常に高温（摂氏 700∼900度）に保つ必要が
あるためである．最低でも，50W程度の電力消費を必

要とするが，この値は，一般の家庭では，常に消費して

いる電力量である．

2.2 ガス消費量の線形性

著者らは，SOFCに関して，発電した電力量とその発

電の際に消費するガス量の関係は，線形式で近似でき

ることを既に明らかにしている 8)9)10)．1時間当たりの

発電量を Pelectric[kWh]，消費するガスのカロリー量を

Cgass[kWh]とすると，以下の式が得られる．

Cgass = 1.52× Pelectric + 0.4282 [kWh] (1)

また，1時間当たりの発電量を Pelectric[kWh]，お湯タ

ンクの加温に回る熱量をHheat[kWh]とすると，以下の

式が得られる．

Hheat = 0.68× Pelectric + 0.161 [kWh] (2)

上記の式（1）式の線形性から，次のことが言える．

定理 1 (消費ガス量の定理). SOFCの消費ガス量は，期
間中に発電した総電力量によって決定され，発電量の時
間的経緯（発電量カーブ）には無関係である．

定理 1の証明. 式 (1)の定数項は，発電カーブに無関係
に，期間幅が決まればガス量への寄与は決まる．発電量
に応じて変動するガス量も，発電量にのみ比例するので，
発電カーブに無関係に，ガス量への寄与は決まる．した
がって，それらの和も，総発電量のみに依存する．

上記の定理 1から，次の性質が導かれる．
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Fig. 1. CEMS内部での電力共有.

定理 2 (発電量の最適分割). 複数の SOFCを連携動作
させる場合，どのように出力を個々の SOFCに配分し
ようとも，消費されるガス総量は，総発電量のみに依存
し，配分率には無関係である．

定理 2の証明. 証明略

上記定理 2から，複数家庭間の CEMS構成において

も，各 SOFCにどのように発電量を配賦しても，常に，

消費される総ガス量からすれば最適解である．このため，

CEMSの各 SOFCへの発電量配賦は，別の観点から定

めて良いことになる．

2.3 従来研究の課題

前述した様に，SOFCを共用した形式のCEMSは，す

でに，社会実験やシミュレーション評価が行われている
5)6)11)．例えば，大阪ガスの NEXT215) では，実験的

な集合住宅に SOFCを設置し，フロア内で融通してい

る．各家庭には，HEMS（Home Energy Management

System）端末を設置して「部屋・用途毎のエネルギー使

用量の詳細データの見える化」を図ったとある 12)．し

かし，目標値との比較など，「見える化」であり，積極的

に家庭間での競争の促進の視点は見られない．静岡ガス

の T–グリッドシステム 6)も，同様に，マンションの中

で，SOFCの電力を融通する．ここでも，発電量は一律

に各戸に配賦されており 13) ，積極的に，各家庭が競争

する枠組みは導入されていない．一つには，これら社会

実験やシミュレーションの多くが，ガス会社により行わ

れており，ガスの消費量を下げることへのインセンティ

ブが弱いとも理解できる．

また，著者らの既存研究 7) でも，SOFCを最大限活

用することに力点を置いていたため，省エネルギーを促

す仕組みになっていなかった．また，電力を融通する際

に，具体的な金銭のやり取りのルールが存在しなかった．

そのため，利用者に具体的な料金を示すことができず，

CEMS内の電力売買について具体的な金額で検証を行

うことができなかった．

以上から，本論文では，「省エネを行った家庭がより儲

かる」仕組みを組み込んだ，CEMSシステムの構築を

目指す．なお，CEMSでは，各家庭の消費電力が他戸に

漏れることは，防犯やプライバシー保護の観点から望ま

しくない．このため，2戸による CEMSはあり得ない．

最低でも 3戸の家庭を連携させる必要がある．その意味

で，本論文では，理論面は任意の個数 nに対して検討す

るが，実験は，3戸で行うこととしている．

3 本提案の CEMSシステム

本章では，「節電した家庭ほど儲かる CEMS」を提案

する 14)15)．

3.1 設計段階におけるゴール指向分析の採用

本論文では，各家庭に 1台ずつ SOFCを設置し，発

電量から自宅の消費電力量を差し引いた余剰電力を家

庭間で互いに融通しあう CEMSを前提とする．図 1に

CEMS内での電力共有のイメージを示す．但し，「ユー

ザが節電する」は，実装するべきシステムそのものが実

現するべき「機能」ではなく，非機能要求と思われる．

非機能要求であるなら，それに即した分析ツールが必要

である．そこで，「CEMS利用者に節電を促す」をゴー

ルとする D-Case16) を用いたゴール指向分析を行った．

図 2に D-Caseを用いたゴール指向分析の結果を示す．

「各家庭の消費電力削減意識を高める」というゴールは，

大きく分けると，「比較を行う対象が存在し，競争意識

が生まれる（ゴール G 2）」と，「消費電力の削減がコス

ト削減につながる (ゴールG 3)」というゴールに分割さ

れた．

上記ゴール指向分析の結果である「消費電力の削減が

コスト削減につながる (ゴールG 3)」については，「節電

している家庭の SOFCによる発電量が多くなり，より多

くの電力を他家庭に売却できる仕組み」とした．節電す

ればするほど，SOFCの発電量が増える仕組みを採用す

る．また，各家庭に配置される UI（User Interface）に

ついても，ゴール指向分析結果に対応した画面（複数）

から構成し，評価の中で，その有効性を検証する．

3.2 料金制度の設定

まず，従来研究 7)で不明確になっていた CEMS内に

おける電力売買の際の料金負担制度を明確に定めた．発

電した電力をまず自宅で消費し，余剰電力は他家庭に売

電する．電力が不足する家庭は，他家庭の SOFCで発電

した余剰電力を買電する．なお，すべての家庭の SOFC
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Fig. 2. ゴール指向分析の結果.

を最大限稼働させても電力が不足する場合は，不足分を

電力会社から購入する．なお，電力会社の電力が 20円

/kWh前後であるのに対し，SOFCによって 1kWh発

電するために必要なガス料金が約 10円である．本研究

では，中間を取り，家庭間で電力を売買する際の kWh

単価を 15円と定めた．合計消費電力量に合わせて発電

量を調節するため，全家庭の発電余剰電力量と不足する

電力量は等しくなる．

発電余剰電力を各家庭に分配する際は，いったん余剰

電力をすべて一ヵ所に集めてプールし，電力が不足して

いる家庭がそこから電力を購入する．この際，発電量と

消費電力量が等しいのでプールに電力量が余ることはな

い．そのため，すべての家庭の消費電力と SOFCの発電

量を記録して発電余剰と不足する電力を求めることによ

り，他家庭から購入した電力量と，他家庭に売却した電

力量を把握できる．その情報を用いて発電余剰を売却し

た家庭は金銭を受け取り，購入した家庭は金銭を支払う

制度とする．プールから電力を購入する際，購入した分

の電力量に単価 15円を乗じた金額をプールに入れ，余

剰電力をプールに入れた家庭が，プールに入れた電力量

に単価 15円を乗じた金額をプールから受け取る．

3.3 各家庭への発電量配賦

提案システムでは，n戸の家庭のそれぞれに SOFCを

設置し，n戸の間で，電力をやり取りする方式を前提と

する．ゴール指向分析の結果から，「発電余力は，その

家庭が節電するほど，大きくなる」枠組みを持ち込む

必要がある．そこで，各家庭 (i = 1, 2, . . . , n)の SOFC

発電量をGi[W ]，消費電力を Ci[W ]とし，Ciの係数を

L(> 0)，定数項を A(> 0)として，消費電力 Ci が減る

ほどそれに反比例して発電量 Gi が増加する以下の (3)

式の関係を前提とする**．

Gi = −L× Ci +A [W ] (3)

総発電量 Tpower については，以下の式が成立する．

Tpower =
n∑

i=1

Gi =
n∑

i=1

Ci [W ] (4)

上記の式 (3)(4)から，Aは以下のように求まる．

A =
(1 + L)× Tpower

n
(5)

式 (5)を式 (3)へ戻すと次式を得る．

Gi = −L× Ci +
(1 + L)×

∑n
k=1 Ck

n
[W ] (6)

上式で，Ck の係数は，k = iなる Ck を除いて，以下の

式 (7)で表される．
1 + L

n
(7)

この式は常に正である．つまり，k = iなるCkを除いて，

各戸の消費電力量は，発電量 Gi を増加させる．k = i

の発電量Giを最小化するのは，k = iを除いて，各 Ck

がゼロの時である．

∗∗ 線形関係としているのは，モデルの簡明さを狙ったものであり，
更に大きな限界値を持つ形式もあり得るかもしれないが，本論文
では，線形にとどめている．
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Table 1. UIと分割されたゴールとの対応表.

図 1の
ゴール

図 4の個
別画面

ゴール 表示内容

G 4 画面 A 過去の自家庭の消費電力との比較が
できる

自宅の 1週間前の消費電力との比較グラフ

G 5 画面 B 買電額と売電額の比較ができる 過去 1週間の CEMS内での電力売買額グラフ

G 6 画面 C 節電に力をいれている家庭との比較
ができる

1週間前同曜日に最も消費電力の少なかった家庭
との消費電力比較グラフ

G 7 画面 D 他家庭の消費電力との比較ができる 現在の 3戸の消費電力のうち自宅が占める割合を
表すグラフ

Fig. 3. プロトタイプシステム概要.

一方，Ci の係数は，以下の式となる．

1− (n− 1)L

n
(8)

この式は，Lの値によっては負となる．分子が負となる

と，k = iの Ck の値にかかわらず，k = iを除くすべ

ての Ck がゼロの時，発電量が負となり不合理である．

従って，Lの最大値は，次式で与えられる．

L =
1

n− 1
(9)

これを式（6）に戻すと，最終的に以下の値を得る．

Gi = −
−1
n− 1

× Ci +
1

n− 1
×

n∑
k=1

Ck [W ] (10)

この式は，明らかに以下のことを示している．

定理 3 (各戸に許容される最大発電量). 自戸の消費電力
が少ない程，より多くの発電量を配賦されることが，式

(3)の線形関係で表される場合，各戸への発電量配賦の
最大値は，自戸以外の各戸の消費電力の平均値である．

なお，SOFCが発電できる電力は最大 700[W ]である

ため，式 (10)の結果，Gi > 700[W ]となる家庭が存在す

る場合は，発電力に余剰のある他家庭の SOFCでカバー

する．具体的には次のような制御を行う．Gi > 700[W ]

となる家庭がm戸ある場合，それらの家庭の SOFCで

賄えない電力が合計で以下の式になる．

m∑
j=1

(Gj − 700) [W ] (11)

これを，発電力に余剰のある他家庭の SOFCに均等に

割り振る．その場合，発電力の余剰のある家庭の SOFC

の発電量は以下のようになる．

Gk =

∑n
i=1 Ci − Ck

n− 1
+

∑m
j=1(Gj − 700)

n−m
[W ] (12)
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Fig. 4. HEMSの UI(User Interface).

同様の処理を，全ての kについて Gk < 700[W ]とな

るまで繰り返し行う．以上の発電制御を行うことで，各

家庭の合計発電量と合計消費電力量は等しくなる．また，

すべての kについて Gk > 700[W ]となる場合は，すべ

ての家庭で 700[W ]を発電する．不足電力は，電力会社

からの購入となる．

3.4 システム実装

以上の CEMSの有効性を検証するため，3戸の家庭

を対象とする社会実験を行った．ただし，被験家庭は燃

料電池を導入していなかったため，各家庭の実際の消費

電力情報からシミュレーションで燃料電池の稼働状況，

売電・買電額の導出を行うこととした．

図 3に実装システムの概要を示す．消費電力量の測定

は各家庭のブレーカーからクランプオンセンサ (カレン

ト・トランス)を用いた．電流値は被験家庭側の PCに

CSVファイルで保存され，FTPを利用して，サーバに

転送した．各家庭から転送されたデータを用いて C言

語のプログラムにより，シミュレーションを行い，その

データを HTML，CSS，および JavaScriptを用いて作

成したWeb画面に反映させた．図 3のAは電流計測の

様子，図 3のBは家庭に設置したHEMS（Home Energy

Management System）である．

基本的には，分電盤から消費電力を測定し，それを

サーバへリアルタイムに送信して，SOFC の動作を C

言語でシミュレートし，結果を，後述の HEMS端末へ

フィードバックしている．サーバ内では，線形近似式 (1)，

(2)を用い，各家庭に SOFCを設置したと仮定した場合

の発電量，他家庭と売買する電力量などを算出した．

3.5 HEMS

CEMSを利用している家庭にHEMS端末として，タ

ブレット端末を設置した．節電を促すような情報を表示

しておくことで，利用者に節電を促すことを目的とする．

図 4に，タブレット端末に表示する UIを示す．4面の

画面は，それぞれ図 2のゴール指向分析によって分割さ

れたゴールと対応している．その対応を表 1に示す．各

画面について説明する．

画面 Aのグラフは 1週間前の同曜日の消費電力推移

と，当日の消費電力推移を表示し，比較することによっ

て，1週間前の自宅よりも節電しようという意識を高め

る役割がある．

画面 Bのグラフには，1日単位で，本研究で用いる発

電制御による発電量Gkに単価を乗じた額を売電額，及

び自宅の消費電力 Ck に，単価を乗じた額を買電額とし

て表示している．節電への意識を高めるため，電力量と

して表示するのではなく，具体的な金額として表示して

いる．また，下部には，売電額から買電額を減じた金額

を表示している．これらの表示によって，節電している

家庭の発電量が多くなり，多くの電力を売却できる仕組
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Table 2. 各家庭の消費電力量（/月）.

家 1 家 2 家 3

消費電力量/月 [kWh] 672 243 338

Table 3. 電力会社から電力を購入する場合 (SOFC無
し）の月額料金.

家 1 家 2 家 3

電気料金 18,264円 5,628円 8,269円

ガス料金 1,337円 1,337円 1,337円

総支払額 19,601円 6,965円 9,606円

Table 4. SOFC戸別導入時の月額料金（ガス会社への
余剰電力売電）.

家 1 家 2 家 3

ガス会社へ売電 867円 2,281円 1,887円

電気料金 5,417円 117円 1,104円

ガス料金 7,766円 7,766円 7,766円

実質支払額 12,315円 5601円 6,983円

Table 5. SOFCと CEMSを導入した場合の月額料金.

家 1 家 2 家 3

他戸へ売電 -3,367円 2,363円 1,004円

電気料金 2,300円 69円 518円

ガス料金 6,509円 6,974円 6,838円

実質支払額 12,175円 4,681円 6,352円

みになっていることを分かりやすく示し，節電を促す役

割がある．

画面Cのグラフは，1週間前の同曜日の 1日間で，最

も消費電力の少なかった家庭のグラフを「手本」として

表示し，節電を促す役割がある．

画面Dのグラフは，3戸の家庭のうち自宅の消費電力

がどの程度の割合を占めているかを表示することで，現

在の自宅の消費電力が他家庭と比べて多いか少ないかを

直感的に理解できるようにする役割がある．

4 評価実験

4.1 概要

提案システム・UIが省エネルギーにつながるのか，そ

して省エネルギーへの利用者のインセンティブが高まる

のか否かを検証するため，2017年 11月 16日から翌年

1月 19日までの約 2ヵ月間，大阪市内において評価実験

を行った．戸数は，プライバシー保護の観点から，最低

Table 6. コスト削減効果（月額）.

家 1 家 2 家 3

SOFC未導入と比較し
た，SOFC導入（ガス
会社余剰買取有）によ
るコスト削減

7,286

円
1,364

円
2,623

円

SOFC未導入と比較し
た，SOFC+CEMS(余
剰買取無) 採用による
コスト削減

7,426

円
2,284

円
3,254

円

SOFC導入（ガス会社
余剰買取有）と比較し
た，CEMS採用（余剰
買取無）によるコスト
削減

140円 920円 631円

数の 3戸とした．3戸とも一戸建てである．1戸は本論

文著者の一人の実家，他 2戸は研究室内の学生の実家で

ある．後述の様に，評価を目的にヒアリングを実施した

が，被験者数は 3戸から均等に 3名ずつ，合計 9名で

ある．

省エネルギー効果の検証で，一番重要なのは実際の各

家庭の消費電力量である．2か月間の各家庭の日毎の消

費電力量を図 5に示す．気温変化の大きな時期だったの

で，平均気温の推移とともにグラフ化している．

図 5に示した通り，評価期間中，気温がどんどん低下

した．このため，エアコン需要が増えて，期間中，消費

電力量はむしろ増加した．消費電力量データからでは，

プロトタイプシステムの UIが節電に役立つとの確証は

得られなかった．そこで，提案システムの有効性を確認

するため，以下の 3種類の評価を行うこととした．以下，

順に結果を報告する．

• エネルギーコスト評価：各家庭におけるエネルギー
コストが，CEMS導入によりいかに変化したかの

分析．

• 単独画面評価：節電を促す内容に設定した，画面A

から画面 Dを，それぞれ単独で被験者に見てもら

い，節電インセンティブをヒアリングして判定．

• 行動要因分析：，被験者の UIに対する認識が，表

面的なレベルではなく，深い理解に基づいているか

否かの検証．Ajzenにより提唱された計画的行動理

論 17)18) に着目し，画面設計時の意図が，正しく，
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Fig. 5. 消費電力と気温の推移.

被験者に認識されているか否かを確認する．

4.2 支払額による提案方式の評価

まず，基礎データとして，3戸の各家庭の 1ヵ月あた

りの消費電力量を表 2に示す．消費電力に大きな差があ

るのは，恐らくは（消費電力量の少ない家庭では）暖房

に石油ストーブを利用している点が影響していると思わ

れる．上記の消費電力量の下，1) SOFC導入前の通常

の戸別契約，2) 戸別に SOFCを入れて，ガス会社によ

る余剰電力全量買い取りを適用，3) 本提案の CEMS導

入（SOFCを各戸に設置，ガス会社の余剰買取無し），

の間でエネルギーコストを比較する．

SOFC導入前の通常の戸別ガス契約の状況を表 3に示

す．金額はすべて，2ヵ月間の支払額の平均から算出し

た 1ヵ月あたりの金額である．なお，一般的な家庭のガ

ス使用量を考慮し，ガス会社としては，大阪ガスの一般

B料金を計算に用いている．

表 4 は SOFC のみを 3 戸に戸別に導入して，常時，

SOFC で最大発電量の 700[W ] を発電するケースであ

る．余剰電力を大阪ガスが約 8.6円で買い取る制度を利

用した．大阪ガスの「ガス得プランマイホーム発電料

金」の 11月，12月，1月料金に基づき，著者らの線形近

似式（1）(2)を利用してガス量・加温量を算出した．な

お，基本料金と単価は家庭ごとに該当する料金プランを

用いている．さらに，SOFCが発電する際に発生する副

生成熱を活用できることを考慮し，ガス料金のうち，お

湯を生成するために使用したコストは差し引いている．

表 4における実質支払額とは，支払額から大阪ガスへの

売電によって受け取ることのできる金額を減じたもので

ある．

次に，SOFCに加えて本研究の CEMSを導入し，余

剰電力の共有を行った場合の支払額を以下の表 5 に示

す．計算方法は表 4と同様である．なお，表 5における

売電額とは，発電した電力を他家庭に売却することで得

られた金額から，他家庭から購入した電力の金額を減じ

た金額である．他家庭から購入した電力の方が多い場合

は，売電額を負として示している．

以上の表 3∼表 5の結果を，比較する．各家庭でどの

程度コスト削減効果があるのかをまとめて表 6に示す．

SOFC単独導入では，消費電力の多い家庭ほど導入効果

が大きい．消費電力が多いほどコスト削減効果が高いた

め，節電に対する意識を低下させることも考えられる．

一方，本研究の CEMSを導入することで，CEMSで

は，フルパワー運転していないにも関わらず，フルパ

ワー運転の SOFC戸別導入（ガス会社による余剰買取

制度有）に比較して，どの家庭も，コストメリットがあ

る．特に，電力消費の少ない家 2のメリットは大きい．も

ともと，エネルギーコストが月額 6,000円程度の家庭で，

制御方式を連携させただけで，総コストの 15%に近い

コストメリットを得ているのは注目に値する．100∼200
万円のプライスであるエネファームを導入して，余剰を
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Table 7. 単独画面ヒアリングの選択肢.

選択肢 内容

I 強く節電しようと感じた

II 少し節電しようと感じた

III あまり節電しようと感じなかった

IV まったく節電しようと感じなかった

Table 8. 単独画面時の節電意識 (画面 A∼画面 D).

節電意識 画面
A

画面
B

画面
C

画面
D

(I)強く節電を意識 0 3 0 0

(II)少し節電を意識 7 5 7 7

(III)あまり意識せず 2 1 2 2

(IV)節電意識生まれず 0 0 0 0

全量，ガス会社に買い取ってもらっても，コストメリッ

トは月額 1,400円弱であったことに留意されたい．

消費電力の最も多かった家 1についても，月額 140円

のコスト削減効果がある．ただし，こうなると，「エネル

ギー消費の大きな家庭」は，CEMSから離脱すること

も考えられ，本提案のひとつの課題であろう．本提案の

「省エネへの競争」は，同程度の消費電力の家庭間で実

施するべきことを示唆している．

4.3 単独画面評価

画面 Aから画面 Dの節電インセンティブを調査する

ため，画面 Aから画面 Dをそれぞれ一つ一つ切り出し

て，そこに，節電を促すデータ状態を作った．これを被

験者に見てもらい，節電意欲が沸いたか否かを，表 7の

選択枝で回答してもらった．回答結果を表 8に示す．画

面 Bの評価が高く，残りの 3画面のスコアは同一であ

る．強く節電を意識した被験者が居るのは，画面 Bの

みであり，他の 3画面は，「少し意識」とインパクトが

弱い．

注意しなければならないのは，今回の様に，身内に近

い被験者に PBLで構築したシステムの評価をお願いし

た場合，「学生さんが頑張っているから，そこそこの評価

をしてあげよう」との配意が働く恐れがある．その意味

で，表 8における画面A，画面C，画面Dの評価は似す

ぎていて，節電インセンティブがあると判断するのは危

険である．より深いレベルで，UI設計者の意図が，被験

者に伝わっているか否かを評価する必要があると判断し

た．それが，次の行動要因分析である．尚，自由記述の

アンケートも月毎に実施して，分析の参考としている．

4.4 行動要因分析

本評価では，UIの設計意図が，正しく，被験者に認

識されているか否かを評価する．このため，Ajzenによ

り提唱された計画的行動理論の人間が行動を引き起こす

4つの要因，（主観的規範，行動制御感，態度，道徳的規

範）に着目した 17)18)．計画的行動理論では，これら要

因は，行動意図に変化し，行動意図が行動へとつながる

事で，結果的に人間が行動するとされている．

具体的には，各画面について，「この画面ならユーザ

には，この行動要因が生成される筈」というデータ状態

を設定しておき，1) 4画面中の 1画面をターゲット画面

として，4面表示の UIにおいて，ターゲット画面が注

目されるか否かをヒアリングし，次に，2) 正しくター

ゲット画面を認識した被験者に，行動要因のいずれによ

るかを選択してもらう，というステップを踏んだ．以下

の手順を，ターゲット画面として，画面 Aから画面 D

について，9名の被験者に対して，4回実行した．

1. ターゲット画面のみが節電を促す表示になっている

UI画面を作成して***被験者に見せる．表 9の「実

際のデータ状態」には，実際に各画面に対して設定

されたデータ状態を示す．

2. 被験者が画面 A∼画面 Dのどの画面によって最も

節電を促されていると感じたかを聞きだし，もし，

それがターゲット画面なら次のステップを実施する．

ターゲット画面でない場合には，当該ターゲット画

面については，ヒアリング終了．

3. その画面を選んだのは，どのような要因かを被験者

にヒアリングする．この際，表 9の 4種類の行動要

因から，その説明を読みながら，インセンティブの

原因を回答してもらった．

表 10に，各ターゲット画面毎の回答結果を示す．ター

ゲット画面を正しく認識したのは，画面 Aが 4名，画

面 Bが 5名，画面 Cが 8名，画面Dが 6名である．表

8とは異なり，画面 Aの評価が低い．

4.5 画面 Aから画面 Dの有効性分析結果

本節では，単独画面によるヒアリング，行動要因分析，

及び自由記述のアンケート結果（付録参照）の結果から

各画面の有効性を分析する．
∗∗∗ 図 4 は，この評価のために用いたサンプルであり，画面 A のみ
が節電を促す表示となっている．
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Table 9. 人間が行動を引き起こす要因.

行動要因 本来の意味 画面 内容説明 実際のデータ状態

1⃝主観的規範 重要な人からの圧
力

画面C及び画面D 他の家庭の消費電力が
自宅と比べて多いか少
ないかを意識した

画面 C：最も節電して
いる家より消費電力量
が多い時
画面D：現在の自宅の消
費電力量が CEMS 全
体の中で多い時

2⃝行動制御感 実際に行うことが
できそうか

画面 A 与えられた情報から，
自宅はまだ節電する余
地があると感じた

画面 A：自戸の 1週間
前の電力消費量データ
より多い時

3⃝態度 経済的メリット 画面 B 電気料金の負担など経
済的要因を意識した

画面 B：当日の買電額
が売電額より多い時

4⃝道徳的規範 社会的に正しいと
認められるか否か

（該当画面無し） 二酸化炭素の削減の必
要性など，社会的責任
を意識した

（該当画面なし）

Table 10. 行動要因ヒアリング結果.

行動要
因

画面 A

回答内訳
(人)

画面 B

回答内訳
(人)

画面 C

回答内訳
(人)

画面 D

回答内訳

計 4名 計 5名 計 8名 計 6名　

1⃝主観
的規範

2 2 6 5

2⃝行動
制御感

2 0 2 1

3⃝態度 0 3 0 0

4⃝道徳
的規範

0 0 0 0

画面Aについては，行動要因として，自家庭との比較

によって節電の余地を意識すると想定していたが，表 10

の通り，「主観的規範（他との比較）」，「行動制御感（実

現可能性）」が同スコアであり，画面 Aには他家庭との

比較は何も表示されていないにも関わらず，被験者は他

家庭を意識している．画面 Aについては，利用者に対

して明確に節電を促すことができているとは言えない．

自由記述アンケート（付録参照）から見ると，先週とは

気温などの条件が異なったり，先週は留守であった，等

の外部事情もあり，画面 Aは，比較対象として適切で

はないという意見が多い．今後の検討課題である．

画面 Bについては，単独画面評価でも，「強く節電を

意識」「少し節電を意識」と回答したのは 9名中 8名に

及ぶ（表 8）．また，行動要因分析 (表 10)では，画面

Bを「節電しなければならない」と認識した被験者は，

5名と半数を超えた．この 5名の行動要因については，

「態度（経済的メリット）」のスコアが最も高く，次いで

「主観的規範（他との比較）」のスコアが高かった．こ

れは，自由記述のアンケートにもあるように，UIに具

体的な金額を表示していることと，節電している家庭の

コストメリットがより大きくなることを意識しているた

め，経済的要因と，他家庭の消費電力を意識したと考え

られる．以上より，画面 Bが被験者にコストなどの経

済的な要因と，他家庭の消費電力を意識させ，節電を促

していると判断する．

画面 Cについては，単独画面評価（表 8)で，「少し節

電を意識」の選択肢に 9名中 7名が回答した．また，行

動要因調査（表 10）では，ターゲット画面が画面 Cで

あったデータ状態で，「画面C」と回答したのは 8名に達

した．行動要因については，「主観的規範」，つまり「他

の家庭の消費電力が自宅と比べて多いか少ないかを意識

した」が最も高いスコアとなった． 自由記述アンケー

トにもあるように，具体的に他家庭の消費電力を把握で

きることから，他家庭を強く意識し，競争心を生み出す

ものと考えられる． 以上より，画面 Cは他家庭との競

争意識を生み出し節電を促していると判断する．

画面 Dについては，単独画面評価では．表 8の通り，

「少し節電を意識」の選択肢に 9 名中 7 名が回答した．

また，行動要因調査（表 10）では，ターゲット画面が
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画面 Dであったデータ状態で，画面 Dと回答したのは

6名であった．行動要因については，「主観的規範」，つ

まり「他の家庭の消費電力が自宅と比べて多いか少ない

かを意識した」という回答が最も高いスコアとなった．

画面 Cと同様，自由記述アンケートから，競争心が芽

生えていることが読み取れる．リアルタイムの消費電力

で比較を行い，円グラフという視覚的にわかりやすい表

示を行うことでそのような意識を生み出す効果があると

考えられる．以上より，自家庭と他家庭の円グラフでの

割合の表示は，節電を促している．

以上の考察により，図 1のゴール指向分析結果に基づ

く図 4 の UI のうち，画面 B，画面 C，画面 D は利用

者に節電を促すために役立っていると判断した．画面A

については気温や，在宅か留守かなどの条件の違いを全

く考慮できておらず，比較対象が適切でないことから，

節電を促すことができなかった．さらに，自由記述アン

ケートでHEMSへの「飽き」「競争への疲れ」を指摘す

る意見があった．この「飽き」に対してどのような対策

を行うかも今後の課題である．

5 まとめ

本論文では，SOFC を設置した複数の家庭が連携し

て，発電能力の余裕分を他の家庭に融通する，小規模な

CEMS構成を提案した．本 CEMSの特徴は，「節電を促

す」を狙いとしている点にある．ただし，「節電を促す」

は，ソフトウェアの機能としては，非機能要求である．

そこで，プロトタイプの設計に際しては，ゴール指向分

析を採用した．ゴール指向分析の結果から，「節電するほ

ど SOFC発電量が増加して，売電量が増える」構成が

適切と判断した．

「節電するほど SOFC発電量が増加して，売電量が

増える」制御方式としては，各家庭の SOFC発電量が，

当該家庭の電力消費量の一次関数（電力消費量に対する

係数は負）となる条件を前提として設定し，理論的に，

「CEMSの他家庭の消費電力の平均値を SOFC発電量と

する」が限界値であることを明らかにした．

提案システムのプロトタイプを構築し，3戸の協力を

得て，2か月間の社会実験を行った．ただし，SOFCはソ

フトウェアによるシミュレーションである．社会実験を

実施した時期が，冬期に向かう時期であったので，エア

コンの稼働が日々増加する時期であり，提案システムの

省エネルギー効果の確認はできなかった．しかし，ゴー

ル指向分析により得られたゴールに対応したHEMSユー

ザインタフェースは，利用者に，節電のインセンティブ

になることを，ヒアリングにより確認できた．また，家

庭の支払いコストとしては，本HEMS構成によれば，各

戸に SOFCを入れて，余剰電力をガス会社が買い取る

場合よりも，コストダウンできることを確認した．
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付録

本付録では，評価の家庭で被験者から提示された自由

記述コメントについて，まとめて示す．

【画面 Aに関する意見】

• 先週と比べ赤字で「かなり消費電力が多いです」と
あるが寒くなったから仕方ない．圧力に感じる．

• 時間毎の消費電力から何が電力を多く消費している
か考えることができて良い．

【画面 Bに関する意見】

• 具体的金額で示されると心中穏やかでいられない．
圧力に感じる．

• 電気を売電したことがないので少し実感が湧きにく
いが価格まで表示されているので数値的にはよくわ

かった．

【画面 Cに関する意見】

• 最も節電している家がどのような生活をしているか
疑問．

• 意識しなくても他家と比較しているところが気に
なってしまうから効果的だと思う．負けていたら悔

しい．

【画面 Dに関する意見】

• 円グラフは一目で勝負が判明する．勝った，負けた
の変化が面白い．暖房止めようと決心するきっかけ

が起こる．

• 一番，目が行く．訴える力が大きい．

• 一番比較しやすくわかりやすい．

【全般的意見】

• 自宅の消費電力と向き合うことができた．

• 画面 Aと画面 Cにおいて 1週間前のデータと比較

をしているが比較対象の環境（気温など）が揃って

いない．

• 三週間経て見ることに飽きた．

以上
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In V2V (Vehicle to Vehicle) communication environments, existence of the other vehicles in the surrounding area influences 

the propagation characteristics. However, most of reports on the propagation analysis did not consider the blocking vehicles. It is 

because the consideration of the influence of the surrounding vehicles greatly increases the computational cost in numerical 

analyses. For instance in the ray tracing method, which is popular as an analysis method of the propagation characteristics in 

various wireless communications, it is general to use UTD (Uniform Theory of Diffraction) for considering blocking vehicles but 

it requires explosive increase of amount of calculation load. On the other hand, in the past research on human body blocking, it is 

shown that good agreement is found between the blocking ratio of the area of the first Fresnel zone and the increase of the 

propagation loss due to the human body blocking. In this paper, based on this idea, we propose a new method to consider the effect 

of the blocking vehicles in V2V communication environments. The assumed situation is a non-line-of-sight environment over an 

intersection. 

 

Key words：V2V communication, propagation loss, ray tracing, Fresnel zone, blocking vehicles 
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車車間通信環境における遮蔽車両を考慮した 

伝搬損失の簡易推定法 

 
山根 健太郎, 岩井 誠人, 笹岡 秀一 

 

1. はじめに 

近年, 自動車の安全運転支援を目的として様々な

研究開発が進められている. その 1 つとして車車間

通信が挙げられる 1). 車車間通信とは, 自動車同士

が, 自車の速度, 位置等の情報を無線通信により共

有することによって, 追突事故の防止等が可能とな

る技術であり, 自動車の自動運転技術においても重

要な役割を果たすと考えられている. このような車

車間通信の信頼性を向上させるためには, 実際にこ

のシステムを用いる環境下における電波伝搬特性の

把握が重要である. 特に, 無線システムのサービス

エリアの把握・設計のためには, 伝搬損失特性が重

要となる. 車車間通信で想定される交差点越え見通

し外環境では, 送受信を行う車両の他に, 電波を遮

蔽する車両が存在する. したがって, 伝搬損失特性

を把握するためには, 遮蔽車両の影響の考慮が必要

である.  

一般に, 無線システムの伝搬損失特性の解析手法
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としてレイトレーシングを用いることが多い. レイ

トレーシングとは, 電波を幾何学的なレイとして取

り扱い, 壁面等による反射や回折を取り扱う手法で

ある. レイトレーシングは, 計算精度, 計算負荷の

点で, 現時点で最も現実的な方法であると考えられ

ている 2). 本研究でも, 車車間通信の伝搬損失解析

において, レイトレーシングによる計算を前提とす

る. レイトレーシングを用いて遮蔽車両の影響を考

慮する場合, 車両エッジによる回折波として遮蔽領

域に到達する電波経路を UTD (Uniform Theory of 

Diffraction: 均一光学回折理論)等の方法により計算

することが一般的である. しかし, このような計算

方法では, 考慮する遮蔽車両の数が増加すると計算

負荷が大きくなるという問題が生じる. 

一方, 人体遮蔽に関する過去の研究において, 第 1

フレネルゾーンの遮蔽割合と遮蔽による伝搬損失の

増加との間によい一致が存在することが示されてい

る 3). 本研究では, この考え方を交差点越え見通し

外環境における遮蔽車両を考慮した伝搬損失計算に

適用する. 1つのレイの振幅を周辺車両による第 1フ

レネルゾーンの遮蔽の割合に基づいて減少させる方

法を提案し, UTD を用いた場合の伝搬損失との差を

示すことで, 計算精度を評価する. さらに, この手

法を元として, 遮蔽車両が存在する交差点越え見通

し外環境における伝搬損失を, 送信点までの距離や

受信点までの距離などの環境パラメータを変数とす

る式表現で簡易に計算することができる簡易推定式

を構築する. 

2. 第 1フレネルゾーンの遮蔽割合を

用いた伝搬損失の推定 

2.1 フレネルゾーン 

Fig. 1 に示す送受信点が見通し内となる環境にお

いて, 直接波の伝搬経路以外に任意の点(たとえば同

図中の点 K)を二次波源とする伝搬経路を考える. こ

の伝搬経路の経路長を l2, 直接波の伝搬経路の経路

長を l1 とした場合, 次式を満たすような二次波源の

軌跡とその内側をフレネルゾーンという.  

𝑙2 − 𝑙1 =
𝑛𝜆

2
(1) 

ここで, λは波長, nは自然数である. フレネルゾーン

の形状は送受信点を焦点とする回転楕円体となる. 

特に直接波に対する経路長差が半波長以内(n = 1)と

なる領域を第 1 フレネルゾーンという. 第 1 フレネ

ルゾーン断面の円の半径 rFは Fig. 1における D1, D2

を用いて, 次式で表される.  

𝑟F ≈ √
𝐷1𝐷2

𝐷1+𝐷2
𝜆 (2) 

Fig. 1. The first Fresnel zone. 

この領域における伝搬経路は, 送受信点間の支配的

な伝搬経路となることから, 第 1 フレネルゾーン内

の遮蔽物の存在は伝搬損失に大きな影響を及ぼす 4). 

第 1 フレネルゾーンにおける遮蔽割合と遮蔽物に

よる伝搬損失の増加の関係を Fig. 2に示す.  

Fig. 2. Increase of propagation loss due to blocking for 

blocking ratio of the first Fresnel zone. 

ここでは, 遮蔽物は, 薄さが無視できる無限半平面

の板であり, これが送受信点間を結ぶ線に対して, 

垂直に存在すると考えている. Fig. 2において, 提案

手法A (Proposed A)は第1フレネルゾーン全体で遮蔽

物による損失の増加を考慮した場合, 提案手法 B 

680



(Proposed B)は第 1フレネルゾーンの中心から半径の

6 割の範囲に遮蔽物が存在しない場合に遮蔽物によ

る損失の増加を無視した場合である. 同図より, 提

案手法AとUTD計算の伝搬損失の変化は, 大きく遮

蔽された場合を除き, 近い傾向を示していることが

わかる. したがって, 第 1 フレネルゾーンの遮蔽割

合により, 遮蔽物による伝搬損失の増加を近似的に

表すことができる可能性がある. なお, 同図には提

案手法 B も示しているが, これについては 4.1 節に

て詳しく述べる. 

2.2 第 1 フレネルゾーンの遮蔽割合を用いた伝搬 

損失の計算方法 

以下に第 1 フレネルゾーンの遮蔽割合を用いた遮

蔽車両の影響の考慮方法を詳細に述べる. 

初めに, 交差点越え見通し外環境における, 遮蔽

車両が存在しない場合のレイをレイトレーシング計

算により求める. そして, そのレイについて第 1 フ

レネルゾーンを考える. 次に, Fig. 3 に示すように, 

その第 1 フレネルゾーンにおける非遮蔽割合 p を求

め, この割合を次式に示すように, そのレイの振幅

に乗じることで遮蔽車両の影響を受けたレイの振幅

Eを求める.  

𝑬 = 𝑝𝑬0 (3) 

ここで, E0 は遮蔽車両の影響を受ける前のレイの

振幅である. なお, 本研究では, 遮蔽車両の形状は

直方体としている. Fig. 4に交差点環境におけるレイ

のトレース例を示す.  

Fig. 3. Conceptual view of calculation method of electric 

field strength of a ray affected by a blocking vehicle. 

Fig. 4. An example of traced rays. 

以下に, 第 1 フレネルゾーンの遮蔽割合 p を求め

る方法を示す. 第 1 フレネルゾーンの遮蔽割合は, 

それぞれのレイの遮蔽車両への最近傍点における第

1 フレネルゾーンによって決定される. そこで以下

では, 遮蔽車両に対するレイの最近傍点の決定方法

を具体的に示す. なお, 本研究では, 送信点と受信

点の高さを同一としているため, 以下の説明では, 

検討を 2 次元にて行う. 実際の環境を想定すると, 

送受信点の高さが異なる環境の検討も今後必要であ

る. また, Fig. 3では, 第 1フレネルゾーンの半径が

遮蔽車両の大きさに対して小さい場合を示している. 

今回は, このケースに該当するレイが多い計算条件

のため, これを前提とする. しかし, 実際の通信環

境では送受信点間距離が大きくなり第 1 フレネルゾ

ーン半径が増大する場合もあると考えられることか

ら, 今後は, この条件に該当しない場合についても

検討が必要である. 

最近傍点の決定方法は, レイが遮蔽車両を通る場

合(Case Ⅰとする), および通らない場合(Case Ⅱとす

る)の 2 通りに分けて考える. さらにレイが遮蔽車両

を通る場合は, 直方体車両の入射点に対して出射点

が対辺を通る場合(Case I(a)とする), 出射点が対辺を

通らない場合(Case I(b)とする)の 2通りに分類する. 

Case I(a)：直方体車両の入射点に対して出射点が対辺

を通る場合には, 最近傍点は, レイが遮蔽車両と重

なる点のうち, 入射辺と出射辺の中点を結んだ線に

対する距離が最も近い点となる. Fig. 5では●が最近

傍点を表している(Fig. 6および 7でも同様).  
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Fig. 5. Case I(a). 

Case I(b)：入射点に対して出射点が対辺を通らない

場合には, 最近傍点は, レイが遮蔽車両と重なる点

のうち, 入射辺, 出射辺の双方に接する頂点(Fig. 6

では左下)に対する距離が最も近い点となる. 

Fig. 6. Case I(b). 

Case Ⅱ：レイが遮蔽車両を通らない場合には, 最近傍

点は, 遮蔽車両に対して最も近い点となる. 

Fig. 7. Case Ⅱ. 

また, Fig. 4にも示されているように, レイが反射

等により遮蔽車両の影響を 2 度以上受ける場合があ

る. この場合は 2 通りの方法で遮蔽車両の影響を考

える. 方法 1 は, 遮蔽車両の影響を受ける度個別の

第 1 フレネルゾーンを考えて, その非遮蔽割合をレ

イの振幅にそれぞれ乗算する方法, 方法 2は, 1つの

第 1 フレネルゾーンに, それぞれの第 1 フレネルゾ

ーンの遮蔽部分を投影して, その非遮蔽割合をレイ

に乗算する方法である. 

3. 提案手法の評価環境

3.1 UTD計算に対する計算精度の評価環境 

提案手法のUTD計算に対する計算精度を Fig. 8に

示す交差点十字路モデルを対象として評価する. 交

差点十字路を構成する建物壁面は無限に高いものと

し大地反射は考慮しない. また, 送受信車両は考慮

しない. 

計算精度の評価は, 遮蔽車両の影響を車両エッジ

の UTD 回折により求めた結果(UTD 計算と呼ぶ)を

真値として 5), 提案手法と UTD計算の伝搬損失を比

較することにより行う. 

Fig. 8. Intersection crossroad model. 

レイトレーシングのパラメータを Table 1 に示す. 

また, 遮蔽車両のモデルをFig. 9に示す. 建物壁面の

材質はコンクリート, 遮蔽車両の材質は金属とした. 

Table 1. Ray tracing parameters. 

Fig. 9. Blocking vehicle model. 

3.2 伝搬損失簡易推定式の構築環境 

Fig. 10に, 伝搬損失簡易推定式の構築環境を示す.

提案手法の精度の基本的な評価は, より簡易な環境

Maximum number of reflections 10 

Maximum number of diffractions 1 

Frequency 700MHz 

Height of transmission point 1m 

Height of receiving point 1m 

Material of blocking vehicle Metal 

Wall 

material 

constant 

Relative permittivity 6.76 

Conductivity 0.0023S/m 
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での評価を目的として, 道路中央に 1 台の車両が存

在する状況で行ったが, 簡易推定式の構築は, より

実際的な環境を想定して, 両方向の車両の通行を想

定した片側 1 車線の道路において行う. 遮蔽車両は

それぞれの車線の中央に存在するものとする. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Environment for estimation formula. 

この環境において, 提案手法を用いて求めた伝搬

損失 L[dB]を目的変数, d1, d2, 遮蔽車両の密度𝜌を説

明変数として重回帰分析を行うことで推定式を構築

する. 

遮蔽車両の密度𝜌は, N を受信点が存在する道路

(Fig. 10 の破線内部)における遮蔽車両の台数として

次式のように定義する. なお, 今回は受信点側の道

路のみ遮蔽車両を考慮しているが, 今後は送信点側

の道路についても車両の考慮が必要である. 

𝜌 =
𝑁

8𝑑2
                   (4) 

重回帰分析を行うにあたって, 各説明変数はそれ

ぞれ Table 2に示す範囲で値を変化させる. 

Table 2. Ranges of explanatory variables. 

 

 

 

 

 

 

4. 精度評価結果 

4.1 提案手法の計算精度の評価結果 

d1 = 10m の場合の UTD 計算, 提案手法 A(方法 1

および方法 2)の d2の変化に対する伝搬損失を Fig. 11

に示す. 同図には遮蔽車両が存在しない場合の特性

もあわせて示している. Fig. 12は, 提案手法 A(方法

1)と UTD 計算との伝搬損失の差を求めたものであ

る. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Propagation loss with respect  

to change of d2 (Proposed A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Difference of propagation loss  

with change of d1 (Proposed A). 

Explanatory 

variables 

Range 

d1 10~50m 

d2 10~100m 

𝜌 0.0005~0.005 Pieces /m2 
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Fig. 11 では, 提案手法 A(方法 1)と UTD 計算の伝

搬損失の変化は, 近い傾向が見られたものの, 遮蔽

車両がない場合からの付加損失に差が見られる. ま

た, 提案手法における方法 1 と方法 2 の差は大きく

ない.  

Fig. 12より, d1の値にかかわらず, d2が小さい場合,

つまり遮蔽車両が受信点に対して近い位置に存在す

る場合に, 差が大きくなり, d2が大きい場合には差は

5dB 以内となっている. d2 が小さい場合に差が大き

くなるのは, 第 1 フレネルゾーンの半径が小さくな

り遮蔽割合が大きいレイが増加したためと思われる. 

これは, Fig. 2において遮蔽割合が大きくなると提案

手法と UTD 計算の差が大きくなることからもその

ような影響があると推定できる. 

ここで, UTD 計算との誤差を改善するために提案

手法 B を用いる. 提案手法 B では, 第 1 フレネルゾ

ーンの中心から半径の 6 割の範囲に遮蔽車両が存在

しない場合に遮蔽車両による損失の増加を無視する. 

Fig. 2からも, 提案手法 Bを用いることにより, UTD

計算との伝搬損失差が小さくなることが予想でき

る.  

ここで, ナイフエッジ回折における, 送受信点間

を結んだ線からエッジの先端までの距離 h と遮蔽物

による伝搬損失の増加の関係を Fig. 13に示す 6).  

Fig. 13. Relation between h and increase 

of propagation loss due to blocking. 

 Fig. 13より, hが -0.6 rFの場合に伝搬損失の増加

は 0dBとなり, hがそれよりも小さくなると, 振動的

に変化するがその変化は次第に小さくなる. この結

果から, 遮蔽物による影響を無視できる条件を与え

る 1 つの目安として, 第 1 フレネルゾーンの中心か

ら半径の 6割の範囲に存在しない場合を考える.  

提案手法 Bを用いて Fig. 11, Fig. 12と同様の計算

を行った. その結果を Fig. 14および Fig. 15に示す.  

Fig. 14 を Fig. 11 と比較すると, 提案手法と UTD

計算の差が減少していることがわかる. また, Fig. 15

と Fig. 12の比較から, 特に d2が小さい領域における

伝搬損失差が低下し, d1, d2の値にかかわらず損失差

は 5dB以内となった. 

Fig. 14. Propagation loss with respect to 

change of d2 (Proposed B). 

Fig. 15. Difference of propagation loss 

with change of d1 (Proposed B). 
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4.2 伝搬損失簡易推定式の構築結果 

Fig. 10 の環境において, 伝搬損失推定式の構築の

ために重回帰分析を行った結果, 遮蔽車両が存在す

る交差点越え見通し外環境における伝搬損失推定式

として次式が得られた. なお, 次式では, d1, d2, 𝜌に

対してそれぞれ対数をとった関数形としている. そ

れぞれの変数を変化させて伝搬損失を計算した結果, 

対数関数での近似がより妥当であると判断した. 

𝐿 = 46.156 + 40.537 log10 𝑑1 + 32.333 log10 𝑑2

+29.819 log10 𝜌 (5) 

Fig. 16 の環境において, x(遮蔽車両の間隔)を 5m, 

d1 を 10m とした場合の, 計算値(提案手法)と推定式

の伝搬損失を Fig. 17に示す. 同図には, xを変化させ

た場合の, 計算値と推定式の伝搬損失差もあわせて

示している. 

Fig. 16. Evaluation environment of estimation formula. 

Fig. 17. Propagation loss and difference of propagation 

loss of calculated value and estimation formula. 

Fig. 17では, 計算値と推定式の d2の変化に対する

伝搬損失の変化の傾向は近い特性を示している. 損

失差は d2 および遮蔽車両の間隔, つまり𝜌の変化に

よらず 4dB以内であることがわかる.  

また, d1, d2, および𝜌をそれぞれ Table 2に示す範

囲で変化させて, 計算値と推定式の RMSE を求めた

結果 4.3dBであった. 

5. まとめ

本研究では, 遮蔽車両が存在する交差点越え見通

し外環境の伝搬損失を求める際, 遮蔽車両の影響を

簡易に考慮できる方法を提案した. 今回評価対象と

した環境では, 提案手法を用いた伝搬損失がUTD計

算との伝搬損失差が 5dB以内となった.  

また, 提案手法を用いて複数の遮蔽車両が存在す

る交差点越え見通し外環境における伝搬損失を簡易

に推定する推定式の構築を行った. その結果, 計算

値と推定式の RMSEが 4.3 dBとなった. 
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Combined Approach of Two Graph Database Systems

for Searching Relational Data Efficient
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Relational data, such as social networks on social networking services and transaction data on e-commerce services,

could be represented a graph. Moreover, the graph has property information for every graph element. Graph database

systems make it easy to search nodes, edges, and its properties in the graph data. However, conventional graph database

systems have a bottleneck on searching graph elements under specifying its property. This is because conventional graph

database needs to scan graph elements for evaluating whether a graph element has a specifying property in a query or

not. In this study, we propose an architecture of graph database system combined two types of a graph data model for

resolving the problem on the query performance.

Key words ： Graph Database System, Property Graph Model, Hypergraph Model

キーワード ： グラフデータベースシステム，プロパティグラフモデル，ハイパーグラフモデル

属性付き関係データの検索効率化に向けたグラフデータベースの併用

楠 和馬, 波多野 賢治

1 はじめに

近年におけるスマートフォン端末の普及により，電子
商取引（以下，EC）サイトやソーシャルネットワーキン
グサービス（以下，SNS），地図検索サービス（以下，GIS）
が多くの人々に利用されている．これらサービスを運営

* Graduate School of Culture and Information Science,
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E-mail : kusu@ilab.doshisha.ac.jp

** Faculty of Culture and Information Science,
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する企業は膨大で複雑なデータを保有しており，単に属
性情報のみを管理および分析が行えるだけでは要求を満
たせなくなっている．グラフは，データ内で実体のある
事物（エンティティ，節点）およびエンティティ間に存在
する関係（リレーション，辺）で表現することができる．
またグラフは，他のデータモデルでは直接的に表現でき
ない関係を扱えるため，EC サイトにおけるトランザク
ションデータや SNS 上の人間関係をデータ化したソー
シャルグラフなどの多様な分野でグラフが扱われている．
このような巨大で複雑なグラフデータに対して問合せや
分析を行うことで，新たなビジネス機会に繋げることが
可能になる．そのため，グラフの問合せや分析の高速化
への需要が高まっているため，多くのグラフデータベー
スシステム（以下，GDB）が開発されている．
汎用的にグラフデータを扱うことが可能な GDB は

プロパティグラフモデル（以下，PG モデル）と呼ばれ
るグラフモデルでデータを格納している．PG モデルは
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節点および辺に属性を持つグラフデータを柔軟に表現す
ることができるため，多様な分野におけるグラフデータ
に適用可能なグラフモデルである．また，PGQL 1) や
Cypher 2), GCORE 3) のような PG モデル専用の問合
せ言語が提案されており，それら問合せ言語を統合する
方策も立てられている 4)．このように，汎用的なグラフ
データ管理を行う GDB では PG モデルでグラフデータ
を管理することが一般的になっている．
しかし，既存 GDB では，節点や辺に付随している属性
を各要素に付随する形で格納されているため，特定の属
性を持つか否か判断するにはグラフ要素を読み込んだ上
で確認する必要がある．したがって，PG モデルを採用し
ている GDB は，グラフの属性に対して節点の読込みを
高速化可能な索引を構築しない限り，任意の属性を持っ
ている節点を効率的に読み込むことができない．それゆ
えに，属性を利用したグラフ問合せの性能を向上させる
ためには，問合せの中で指定された属性を持つグラフ要
素を直接的に GDB から読込み可能にする必要がある．
そこで本研究では，節点・辺情報と属性情報を分割して
管理することにより，特定の属性を保有している節点を
直接的に読込み可能な GDB アーキテクチャを提案する．

2 グラフデータベースのグラフモデル

1 節で述べたように，グラフデータを扱っているアプ
リケーションは，SNS や EC サイトなどのように数多く
存在している．多様なアプリケーションが存在する中で，
アプリケーションにおいて必要な機能に合わせて，グラ
フの種類も多数存在している 5)．

Multi-graph: 一つの節点対の間で複数の辺を持つこ
とが許されているグラフである．

Vertex-labeled graph: エンティティの種別を意味
するラベルが節点に付いているグラフである．

Edge-labeled graph: リレーションの種別を意味す
るラベルが辺に付いているグラフである．

Vertex-attributed graph: エンティティに関する属
性情報が節点に付随しているグラフである．

Edge-attributed graph: リレーションに関する属性
情報が辺に付随しているグラフである．

Directed graph: リレーションに方向性を有する辺
から成るグラフである．

Resource description framework（以下，RDF）:

World Wide Webコンソーシアム 6) により開発され
たグラフ標準であり，節点や辺を Uniform Resource

Identifiers（以下，URI）で表したグラフである．
Hypergraph: 任意数の節点間でリレーションを定義
可能なハイパエッジから成るグラフである．

このように，グラフの形状がアプリケーションに合わ
せて定義されてきており，グラフ処理だけではなく効果的
な管理方法に関する要求も徐々に高まりつつある．グラ
フデータの管理および処理に特化したデータベースであ
る GDB は，基本的に以下のモデルが採用されている 7).

Property Graph Model（以下，PG モデル）: PG モ
デル は Multi-graph，Vertex/Edge labeled graph，
Vertex/Edge attributed graph，Directed graph の
複合グラフモデルである．このモデルはデータの表
現能力が高いため，汎用的にグラフデータを格納可
能にする GDB において採用されている．

RDF: Linked Open Data のデータ記述方法として，
W3C により標準化されている．前述の通り，節点や
辺の記述方法が W3C により厳格に定められている
ため，データ定義を厳密に行える一方で，データ表
現力が低くなる．また，節点自体がエンティティで
はなく，属性値を表現することもあり，その値の数
だけ節点や辺の数が増加する．

Hyper Graph Model（以下，HG モデル）: HG モデ
ルはグラフの定義を一般化しており，構成要素の一
つであるハイパエッジは任意数の節点集合と定義さ
れている．そのため，同一の関係性を持つ任意数の
節点に対して，その関係性を一つのハイパーエッジ
で表現することができる．また，データ管理におい
て辺の数を削減することができ，ハイパーエッジ同
士の集合演算を実行することが可能である．しかし，
ハイパーエッジ内の節点間で属性情報の違いを表現
することは不可能である．そのため，節点が保有す
る属性値の違いを表現したい数だけハイパーエッジ
を作成する必要がある．
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3 提案手法

既存 GDB は，グラフ問合せの中で属性値を指定する
か否かに関係なく，問合せ対象に該当する節点を全節点
集合から読み込んでいる．そのため既存 GDB では，グ
ラフ問合せ内で指定された属性値を持つことのない節点
集合に対しても計算機の主記憶に読み込まれている．こ
れにより，グラフ問合せ結果の導出は GDB が管理され
ているグラフ要素数に依存した性能になり，データ量に
対してグラフ走査や分析の処理時間はスケールしないと
考えられる．この問題を解決するためには，GDB はグラ
フ問合せ内で指定されている属性値を持つ節点の読込み
が直接的に行える必要がある．
2 節で述べたように，PG モデルは多様なグラフデータ
を表現することができ，効率的なグラフ走査を可能にす
る．PG モデルを利用したグラフ走査は，大規模なグラフ
においても効率的に実行することができることから，そ
の性能をスケールすることが可能になる 8)．グラフデー
タの属性情報の管理については，問合せ内で指定された
属性を持つ節点を直接的に読み込めるように設計可能な
グラフモデルを選択する必要がある．また，属性を利用
したグラフ分析の性能を向上させることが可能なグラフ
の管理方法である必要がある．2 節で紹介した中から本
研究では，上記の要件を満たすグラフモデルとして，ハ
イパーエッジにより節点集合を管理可能で，集合演算を
適用可能な HG モデルを選択する．HG モデルを採用す
ることにより，問合せ内で実行される集約演算を集合演
算で効率的に実行可能にする．
したがって本研究では，PG モデルと HG モデルの

GDB を併用することで，属性を利用したグラフ問合せ性
能の効率化が可能な GDB アーキテクチャを提案する．

3.1 節点および辺情報のデータ管理

節点および辺情報のデータ管理には，グラフ走査の性
能の高い GDB を扱う．そのため本研究では，他の GDB

よりもグラフ走査の性能が高いと報告されている Neo4j

を用いる 9, 10)．Neo4j で管理するグラフ要素は，管理対
象としているグラフデータの節点，辺，及びこれらのラ
ベルと属性を格納する．基本的に全てのデータを格納す
るが，Neo4j 上での属性へのアクセスは，グラフ問合せ
の結果を表示する際に要求された節点および辺の属性を
表示するときにのみである．

また，グラフ問合せを向上させる方策として，インデッ
クスの構築を行う必要がある．Neo4j で管理するグラフ
データに対しては，属性に基づく検索処理に関しては HG

モデルの GDB により行う．そのため，Neo4j の仕様に
よって生成される，節点や辺のラベルに対するインデッ
クスのみを利用する．
したがって本手法では，グラフ問合せの際にグラフ要

素の属性を利用する場合に，グラフ走査に必要な開始節
点の読込みは HG モデルで行い，それを基に Neo4j でグ
ラフ走査処理を実行する．一方，属性を利用しないグラ
フ問合せの場合，グラフ走査に関連する全処理を Neo4j

で実行する．つまり，属性を利用しないグラフ問合せの
場合，グラフ走査処理は Neo4j の性能に近似する．

3.2 属性情報のデータ管理

本手法では，グラフ問合せで指定された属性を持つ節
点や属性を利用したグラフ分析を効率に行えるように
する．その実現には，2 節で紹介した，ハイパーエッジ
により節点集合を定義でき，集合演算の適用が可能な
HG モデルの GDB を用いる．HG モデルを採用した既
存の GDB は HypergrahDB のみであるため，本手法
では HyperGraphDB をグラフ要素の属性情報を管理す
る GDB として利用する 11) ．HyperGraphDB は Java

言語で実装された GDB であり，格納できる要素として
atomと linkを定義している．atomは HyperGraphDB

における用語で，Java 言語における基本値やクラスの
インスタンスを atom として格納することが可能であ
る．2 節で説明した多項関係性の存在を実現するために，
HyperGraphDB では link で多項関係を表現すること
が可能になる．つまり，linkの構成要素は atomであり，
任意の数を link に含めることが可能である．また，こ
の linkは一つの atomとして定義されているため，関係
の関係という高次の関係性を表現することが可能になる．
そこで，本手法では Neo4j 社が提供する Java API を

用いて，節点の Java オブジェクトを HyperGraphDB

に atom として管理する．また，link に含まれる atom

の意味合いを「ある属性の特定値を保有する節点」とな
るように，HyperGraphDB に linkを格納する．

4 評価実験

本節では，本研究で提案する手法の有用性を評価する
ための実験方法について説明する．本研究で提案する
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Fig.1. 2 種 GDB を併用した GDB アーキテクチャ.

Fig.2. LDBC SNB データのグラフモデル.

GDB のスケーラビリティを保証するために，さまざまな
データ量のデータセットを生成でき，具体的なグラフ問
合せが用意されているベンチマークを利用する．

4.1 データセット

本研究では，データ量をスケールさせることが可能で，
グラフデータに対する問合せの実例が用意されている，
非営利団体の Linked Data Benchmark Council（以下，
LDBC）が提供する Social Network Benchmark（以下，
SNB）を用いる．LDBC は，近年におけるデータの膨
大化・分散化・複雑化に伴い，要求が高まりつつあるグ
ラフ処理および分析の性能を計測可能にすることを目的
としている．LDBC が提供している SNB は，グラフ
を取り扱うサービスとして代表的な SNS サイトで管理
されるようなデータをモデル化したものである．LDBC

SNB のグラフモデルを図 2 に示す 12)．また，さまざま

Table1. Graph datasets.

dataset & SF #nodes #edges #properties

LDBCSNB-SF0.1 327,588 1,477,965 1,866,081

LDBCSNB-SF1 3,181,724 17,256,038 18,998,125

LDBCSNB-SF10 29,987,835 176,623,445 180,532,296

なデータ規模での問合せ性能の計測を可能にするため，
Scale Factor（以下，SF）の値によってデータ量を制御
することが可能になる．さらに SNB のグラフ問合せに
は，Interactive Workload 13) と Business Intelligence

Workload 14) の 2 種類が用意されている．Interactive

Workload は，サービス上でユーザが扱う情報の検索およ
び更新に関するトランザクションのテストセットであり，
その中に簡単なグラフ走査を行う Interactive Short（以
下，IS）Workloadが 7 種類，複雑なグラフ走査や分析を
行う Interactive Complex（以下，IC）Workload が 14

種類，グラフ要素の追加・削除・更新を行う命令が 8 種
類用意されている．Business Intelligence Workload は，
サービス運営者がビジネスに役立つ情報を得る目的で行
うようなデータ分析に関するトランザクションのテスト
セットであり，分析的なグラフパタン検索が 25 種用意さ
れている．このように，LDBC SNB には計 54 種類のグ
ラフ問合せが用意されている．
本研究では，LDBC SNB のデータ生成プログラム 15)

を用いて，SF 値が 0.1, 1, 10 に対応するデータセットを
生成する．次に，生成した LDBC SNB データセットは，
LDBC SNB のデータ格納および問合せパラメタ検証用
プログラム 16) を用いて，データセットを Neo4j へ格納
し，有効な問合せパラメタの生成を行う．
各 SF 値の LDBC SNB データセットを Neo4j に格納
し，節点・辺・プロパティそれぞれの数を表 1 に示す．
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4.2 ベンチマークの実行方法

本実験では，4.1 節で挙げた LDBC SNB に用意さ
れている Interactive Workload を実行することで，本
研究で提案する GDB アーキテクチャのグラフ走査お
よびグラフ分析の性能を評価する．4.1 節で述べた通り，
Interactive Workloadには IS Workloadと ICWorkload

があり，これらを Neo4jおよび HyperGraphDBの Java

API 17, 18) によって実装する．

4.3 事前実験

本実験を実施する前に，グラフ走査の性能を悪化させ
ずに，PG モデル GDB と HG モデル GDB を併用する
ことが可能か検証するために，Interactive Workload の
Interactive Short クエリを実行する．この Short クエリ
は節点 ID による読込み後，単一の節点に接続する辺を
いくつか走査するクエリであるため，純粋なグラフ走査
性能を計測することができる．
Short クエリの実行結果を図 3 に示す．この結果より，

IS1 から IS3 に関してはデータ量が指数関数的に増加し
ているが問合せ性能への影響は小さかったが，IS4 から
IS7 に関しては問合せ性能もデータ量の増加に従って指
数関数的に悪化していることが分かる．これは，IS1 か
ら IS3 は LDBC SNB データセットの Person ラベル
が付いた節点に対してグラフ走査を行う問合せであり，
IS4 から IS7 は Message ラベルが付いた節点に対して
グラフ走査を行う問合せである．Message ラベルの付
いた節点は Person ラベルの付いた節点に比例して増大
していくため，SF 値の増加に従って指数関数的に問合
せ性能が悪化したといえる．Neo4j 単体の場合と Neo4j

と HyperGraphDB 併用の場合での問合せ実行に差は生
じなかった．その理由としては，本研究の提案手法では
HyperGraphDB へのアクセスは節点の属性を利用する
場合のみであるため，節点 ID による節点読込みのみの
Short クエリでは HyperGraphDB を利用した節点読込
みは行われなかったためである．したがって，グラフ問
合せの性能を悪化させることは生じなかったといえる．

5 おわりに

本研究では，PG モデルのグラフデータを効率的に管理
するために，2 種類の GDB を併用することで節点と辺
情報およびそれらの属性情報を分割して管理する GDB

Fig.3. Interactive Workloadのクエリ性能.

アーキテクチャを提案した．また，本研究で提案する手
法の有用性を評価するため，LDBC SNB を利用したグ
ラフ問合せの性能評価に関する実験の方法についても説
明した．さらに，LDBC SNB に用意されている Short

クエリを実行し，グラフ走査性能を悪化させることなく
2 種類の GDB を併用可能か検証する簡易な実験を行っ
た．その結果としては，本研究の提案手法は Neo4j と同
等の性能でグラフ走査を行うことが可能であったが，問
合せ性能がスケールしない問合せが存在していた．
今後の課題は，LDBC SNB の IC Workload および

Business Workload を実行し，提案手法のグラフ問合せ
および分析性能に関する評価実験を行い，有用性につい
て検証していく必要がある．また，本稿では SF 値を 100
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に設定してデータセットを生成し，大規模のデータセッ
トに対する評価実験も行う必要がある．さらに，本稿で
行った予備実験により，属性を利用しない問合せの場合
には性能の向上に全く貢献することができていないため，
属性を利用しない場合に HG モデルの GDB をどのよう
に活用していくか模索する必要がある．

本研究の一部は「文部科学省私立大学戦略的研究基
盤形成支援事業」（平成 26 年～平成 30 年，事業番号
S1411030），JSPS 科研費 JP18H03242/JP18H03342 の
助成を受けて遂行された．
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Empty probability distribution considering measurement

characteristics of two-dimensional LRF for autonomous mobile robots

Shunya YAMADA* , Yousuke WATANABE** and Hiroaki TAKADA**

(Received , )

A wide range of accurate environmental information is needed in order for autonomous mobile robots to move

safely. An intelligent space, which contains multiple sensors attached to the environment, is useful for information

provision. Many optical sensors such as Laser Range Finders (LRFs) are placed to monitor fixed areas. But, LRFs

occasionally miss objects due to distance attenuation of lasers, irregular reflection of lasers, and gaps between lasers.

Thus, possibility of these detection failures of LRFs should be considered. In this paper, a novel measurement model with

properties of the two-dimensional LRFs is constructed, and the empty probability distribution created by the model are

proposed. We set two-dimensional LRFs up on a roadside, and calculated an empty probability distribution to evaluate

the utility of the proposed model. In addition, since intelligent spaces often contain multiple LRFs, data measured from

different viewpoints can be fused to improve data accuracy. We also evaluated sensor-fusion of multiple empty probability

distributions obtained from individual LRFs. The fusion result grasps a location at which a detection failure of LRF has

occurred. The usefulness of the proposed method was confirmed in our experimental evaluation.

Key words ： Intelligent space, Space detection, Laser range finder, Sensor fusion

キーワード ： 空間知能化，空間検知，レーザーレンジファインダ，センサフュージョン

自律移動ロボットのための 2次元LRFの計測特性を考慮したEmpty

確率分布

山田 峻也, 渡辺 陽介, 高田 広章

1 はじめに

近年，人が生活する空間内を自律移動するロボットの
開発が積極的に行われている 1)．ロボットが安全に自
律移動するためには，周囲環境を正確に検知する必要が
ある．さらには目的地への経路に走行が困難な場所を含
めないためにも，より広範囲の環境情報が必要となる．
しかしながら，ロボットに搭載されているセンサのみで
検知できる情報にはオクルージョンや誤検知，センサの

* Graduate School of Infomatics, Nagoya University, Nagoya
Telephone : +81-52-789-5887, E-mail : s yamada@ertl.jp

** Institutes for Inovation for Future Society, Nagoya University, Nagoya
Telephone : +81-52-789-5887, E-mail : watanabe@coi.nagoya-u.ac.jp, hiro@ertl.jp

検出範囲の上限により限界が存在する．この問題の解決
策として空間知能化が提案されている 2)．空間知能化
とは，環境側にも固定センサを設置して環境情報を取得
し，必要に応じてネットワークを介してロボットにその
情報を送信するシステムである．これにより，ロボット
は様々な視点から広範囲の環境情報を観測することがで
きる．
　このシステムの一例として，環境側にレーザーレンジ
ファインダ（以降，LRF）を設置して環境情報を取得す

692



る方法が提案されている 3)4)5)6)．LRFは，周囲へ放射
線状に指向性のあるレーザー光を発射して，オブジェク
トに当たって反射してきたレーザー光から，周囲にある
オブジェクトの位置を計測するセンサである．またオブ
ジェクトが存在しない領域はレーザー光が通過する特徴
から，空間をオブジェクトが存在しない領域 (Empty領
域)，オブジェクトが存在する領域 (Occupy領域)，未探
索領域 (Unknown領域)に区別することができる．これ
により，自律移動ロボットへ行動可能領域を伝えること
が可能となる．しかしながら，LRFによる計測では検
出可能範囲内にオブジェクトがあるにも関わらず検出漏
れが発生する危険性がある．Fig. 1は 2次元 LRFを定
点設置して環境情報を取得している様子とその時に得ら
れた点群データである．LRFから約 28m離れた場所に
4本の車両の通行を制限するためのポール (以降，ポー
ル)があるが，LRFが一番右端のポールを検出できてい
ない．このような検出漏れが発生する原因は主に 3つあ
る．1 つ目は，LRF はある決まった角度毎に指向性の
あるレーザー光を照射して計測を行っていることから，
隣合うレーザー光の間にはどうしても隙間が発生する．
その隙間にオブジェクトが入ってしまうとレーザー光が
当たらないので計測することができない．2つ目は，オ
ブジェクトの材質や表面特性により，レーザー光がオブ
ジェクトに当たった際に減衰し，LRFの受光部で受光
できないことがある．3つ目は，レーザー光がオブジェ
クトへ当たった際に別の方向へレーザー光が反射した
り，オブジェクトを透過することにより LRFの受信部
にレーザー光が返ってこないことがある．上記でまとめ
た検出漏れの原因は，レーザー光がオブジェクトを透過
する以外，いずれも LRFとオブジェクトの位置関係に
よるものである．そのため自律移動ロボットでは移動す
ることでオブジェクトの位置関係が変化するため，ある
時点では検出漏れをしているオブジェクトが発生してい
たとしても，オブジェクトとの適切な位置関係がとれた
時に検出されるため問題とされてこなかった．しかしな
がら，定点設置した LRFによる計測ではオブジェクト
が移動しない限り位置関係は変わらないため，検出漏れ
は常に発生し続ける．上記でも述べた通り，環境設置の
センサに検出漏れが発生してもロボット側のセンサが目
前で検知すれば安全な走行には影響が発生しないが，目
的地への経路選択の段階では通行が困難な場所や通行
できない場所を含めてしまう可能性がある．この場合，

目的地までの到着時間が厳格に定められているロボット
の運用には影響が発生すると考えられる．これまでは，
LRFで検知したオブジェクトの存在を確率的に扱った
研究 7) はあるが，オブジェクトが存在しない領域を確
率で表現する上で，LRFの計測特性を考慮した研究は
されていない．
　そこで本研究では，従来よりも LRFの計測特性に踏
み込んだ手法を提案する．本研究の新規性は以下の 2点
である．

(1) 2次元 LRFの計測特性を考慮した計測モデル

(2) Empty確率分布の有用性の評価

（1）では，LRF の検出可能範囲について，Empty 領
域，Occupy領域，Unknown領域の確率を算出する際に，
レーザー光の距離減衰や反射，レーザー光の間隔の広が
りなどの性質を加味する．これにより，特に Empty領
域を確率値で表現した環境地図（Empty確率分布）が，
LRFの見落としの可能性を反映したより安全なものに
できる．(2)では，路側に定点設置した 2次元 LRFセン
サから得られた Empty確率分布を評価する．また LRF

単体での計測ではオクルージョンや誤情報が発生してし
まうので，空間知能化では多くの場合，視点が異なる複
数の LRFの情報をセンサフュージョンする．そのため，
センサフュージョンをしてもEmpty確率分布の有用性が
損なわれないか評価する必要がある．そこで Dempster

結合則を用いてセンサフュージョンした Empty確率分
布が，検出範囲の拡大やそれぞれが出力した誤情報を補
正できているかを評価した．これらの評価実験により，
本研究で提案する Empty確率分布は，検出漏れが発生
している可能性がある箇所を把握できるだけでなく，セ
ンサフュージョンにより検出範囲の拡大と誤情報の補正
ができるため，ロボットの行動選択のための新たな判断
材料として利用できると考えられる．
　本稿では，第 2章で本研究で想定している情報システ
ム，第 3章で LRFの計測特性，第 4章で LRFの計測
特性に基づいた Empty領域の計測モデル，第 5章で評
価実験，第 6章で評価実験の考察を述べる．

2 本研究で想定している情報システム

本研究では，病院やショッピングモールなどの施設に
2次元LRFが分散配置されている環境内をロボットが自
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Fig. 1: LRFの検出漏れの様子

律移動する状況を想定している．空間は占有格子地図に
よって管理されており，LRFが検出した環境情報をもと
に各グリッドを，オブジェクトが存在する確率 (Occupy

確率)，オブジェクトが存在しない確率 (Empty 確率)，
オブジェクトが存在するかが不明である確率 (Unknown

確率)という 3つの確率値で表現する．ただし，Occupy

確率，Empty確率，Unknown確率の和が 1となるよう
に各確率を設定する．また空間内にはガラスなどの透明
な物体は存在せず，オブジェクトの最小サイズを既知と
する．

3 LRFの計測特性

LRFは，一定の角度分解能で指向性のあるレーザー
光を周囲へ放射線状に照射して，反射光から周囲にある
オブジェクトの位置を計測するセンサである．LRFの
計測特性として，距離計測と測域計測の 2つの点で以下
の特徴が確認されている．

3.1 距離計測の特徴

LRFの距離計測の特徴として，LRFから計測値が出
力される場合と出力されない場合に分けることができ
る．計測値が出力される場合は 2つあり，(a)正しく計
測できている場合，(b)誤情報を出力している場合であ
る．一方で，計測値が出力されない場合は 3つあり，(c)

データが欠損している場合，(d)計測可能範囲内にオブ
ジェクトが存在しない場合，(e)LRFの反射光が受光部
に届かなかった場合である．このうち (e)は，(e-1)オブ
ジェクトの材質や表面特性によって反射光が減衰する場
合と，(e-2)反射光が別の方向へ反射した場合に発生す
る 9)．また (c)は LRFから明らかな異常値が出力され
るため，データ取得の段階で除去する．

Fig. 2: 隣合うレーザーの間に発生する円弧状の隙間

3.2 測域計測の特徴

LRFは，一定の角度分解能で指向性のあるレーザー
光を周囲へ放射線状に照射していることから，Fig. 2の
斜線部のように隣合うレーザーの間には円弧状の隙間
が発生する．この隙間にオブジェクトが入ってしまうと
LRFから照射されたレーザー光が当たらないため，オ
ブジェクトを検出することができない．この隙間の大き
さは LRFの角度分解能 θとセンサからの距離 rに依存
しており，θと rが大きいほどこのレーザー間の隙間も
大きくなる．

4 LRFの計測特性を考慮した計測モデル

占有格子地図の生成アルゴリズムでは多くの場合，逆
センサアルゴリズムが利用される 9)．このアルゴリズム
では，センサ中心からレーザー光を模擬した直線をLRF

の検出可能範囲上限まで伸ばし，LRF中心からオブジェ
クトに衝突せずに通過したグリッドを Empty領域，オ
ブジェクトに衝突したグリッドとその周辺のグリッドを
Occupy領域，それ以上先のグリッドを Unknown領域
として設定する．本研究においても，事前に LRFの計
測特性を考慮した計測モデルを作成しておき，逆セン
サアルゴリズムを利用して，レーザー光が通過した各グ
リッドに計測モデルより算出した Empty確率，Occupy

確率，Unknown確率を設定する．

4.1 距離計測の特徴を考慮した計測モデル

第 3章で述べた通り，LRFの距離計測の特徴は，LRF
から計測値が出力される場合と出力されない場合に分け
ることができる．この 2つの現象は発生する原因が異な
るため，計測モデルも計測値が出力された場合と出力さ
れない場合に分けて構築する．
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4.1.1 計測値が出力される場合

Empty領域の計測モデルを構築するために，まずは
Occupy領域の計測モデルを定義する．先行研究として，
MoravecらはOccupy領域を確率値で表現する上で，以
下の計測モデルを構築している 10)．

po(r) = 1−
(
r − d
σ

)2

(1)

ただし，po(r)はLRFから r離れた位置のOccupy確率，
rは LRFからの距離であり，dは計測値，σは計測誤差
である．この計測モデルにおけるOccupy確率は d−σか
ら上昇し始める．しかしながら，LRFの計測誤差は多く
の場合は平均 d，標準偏差 σのガウス分布で表現されて
おり 9)，ガウス分布の特性として計測値の真値が σにお
さまる確率は約 68.3%である．このため上記の計測モデ
ルを用いると，約 31.7%の確率でグリッド内にオブジェ
クトが存在するにも関わらず，そのグリッドの Occupy

確率を低く設定する可能性がある．そこで本研究では，
計測値の真値が 3σにおさまる確率が約 99.7%であるこ
とを利用して，Occupy領域の計測モデルを以下の式と
した．

po(r) = 1−
(
r − d
3σ

)2

(2)

　式 (2)を考慮して，Empty領域の計測モデルを以下
のように構築した．

pe(r) =




a (0 ≤ r < d− 3σ)

a−a
{
1−

(
r−d
3σ

)2}
(d− 3σ ≤ r ≤ d)

0 (d < r ≤ dmax)

(3)

ただし，pe(r)は LRFから r離れた位置の Empty確率，
rはLRFからの距離，dは計測値，dmaxはLRFの計測範
囲の上限値である．式 (3)において，0 ≤ r < d−3σの区
間は，計測特性の (b)を考慮して，Empry確率を 1では
なく，a(0 < a < 1)とした．この aの値はLRFの信頼度
によって調整するパラメータである．次に d−3σ ≤ r ≤ d
の区間は，Empty確率は Occupy確率と対称関係にあ
ると考えた．最後に d < r ≤ dmax の区間は，検知でき
ていない領域なので Empty確率を 0としている．
　 Unknown領域の計測モデルについては，Empty確
率，Occupy確率，Unknown確率の和が 1となるよう
に以下の式と定義する．

pu(r) = 1− pe(r)− po(r) (4)

(a) 計測値が出力される場合の計測モデル

(b) 計測値が出力されない場合の計測モデル

Fig. 3: 距離計測の特徴のみを考慮した計測モデル

ただし，pu(r)は LRFから r離れた位置のUnknown確
率，rは LRFからの距離である．
　 LRF が計測値 d を出力した場合，各計測モデルは
Fig. 3aのようになる．Fig. 3aにおいて，Empty領域
の計測モデルを実線，Occupy領域の計測モデルを点線，
Unknown領域の計測モデルを１点鎖線で示している．

4.1.2 計測値が出力されない場合

計測値が出力されない原因は第 3章に記述した通りで
あり，(d)のオブジェクトが存在しない要素と (e)のオ
ブジェクトが存在する要素を Empty領域の計測モデル
に組込む必要がある．(e-2)より，計測範囲内には一様に
オブジェクトが存在する可能性があるため，Empty確
率の最大値を 1ではなくて b(0 < b < 1)とした．この b

の値は，検知範囲内に鏡面反射が発生するオブジェクト
がどの程度存在するかによって調整するパラメータであ
る．(e-1)では，LRFの検出距離が遠くなるほど，受信
部で検知する反射光の強度がロジスティック曲線を描い
て低下し，オブジェクトの明度が低いほど，反射光の強
度が低下することが確認されている 12)．そこで明度に
関わらず確実に計測できる距離を d1とすると，Empty

確率は d1 からロジスティック曲線を描いて徐々に低下
すると考えた．そこで本研究では Empty領域の計測モ
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デルを以下のように構築した．

pe(r) =





b (0 ≤ r < d1)

be
−c1

(
r−d1

dmax−d1

)2
−1

+ b (d1 ≤ r ≤ dmax)
(5)

ただし，r は LRF からの距離，d は計測値，dmax は
LRFの計測範囲の上限値である．また式 (5)において，
0 ≤ r < d1の区間は (e-2)の特徴より，Empty確率を b

としている．d1 ≤ r < dmaxの区間は (e-1)の特徴より，
ロジスティック曲線を描いて Empty確率が低下すると
しているが，c1は Empty確率の低下の程度を調整する
パラメータである．
　 Occupy領域の計測モデルは，LRFでオブジェクト
を検出できていないことから検出範囲内のOccupy確率
を 0とし，Unknown領域の計測モデルは，Empty確率，
Occupy確率，Unknown確率の和が 1となるように以
下のように構築した．

pu(r) = 1− pe(r) (6)

　 LRF が計測値を出力しない場合，各計測モデルは
Fig. 3bのようになる．Fig. 3bにおいて，Empty領域
の計測モデルを実線，Occupy領域の計測モデルを点線，
Unknown領域の計測モデルを１点鎖線で示している．

4.2 測域計測の特徴の考慮

計測領域に存在するオブジェクトの最小サイズが既知
の場合，見落としが発生する距離を事前に見積もること
ができる．このことから，オブジェクトの最小の大きさ
を lmin，LRFの角度分解能を θとすると，隣合うレー
ザー間に存在する円弧状の隙間にオブジェクトが入る可
能性がある距離 d2 は，円弧と弦の関係式より以下の式
で算出できる．

d2 =
lmin

2tan( θ2 )
(7)

距離計測の特徴を考慮した Empty領域の計測モデルに
測域計測の特徴を組込む必要があるが，LRFの様々な
計測特性が入り混じるため，単純に Empty領域の計測
モデルを構築することができない．そこで本研究では，
測域計測の特徴を考慮しなければならない区間について
は，ロジスティック曲線を描いて Empty確率が徐々に
低下すると仮定して，Empty領域の計測モデルを構築
した．

4.2.1 計測値が出力される場合

d2 < d− 3σのとき，d2 ≤ r ≤ d− 3σの区間ではオブ
ジェクトを見落としている可能性がある．そこでEmpty

領域の計測モデルを以下のように構築した．

pe(r) =




a (0 ≤ r < d2)

ae
−c2

(
r−d2

dmax−d2

)2
−1

+a (d2 ≤ r ≤ d−3σ)

k−k
{
1−

(
r−d
d2−d

)2}
(d−3σ ≤ r ≤ d)

0 (d < r ≤ dmax)

(8)

k = ae
−c2

(
d−3σ−d2
dmax−d2

)2
−1

+ a (9)

ただし，c2は Empty確率の低下の程度を調整するパラ
メータである．
　 LRF が計測値 d を出力した場合，各計測モデルは
Fig. 4aのようになる．Fig. 4aにおいて，Empty領域
の計測モデルを実線，Occupy領域の計測モデルを点線，
Unknown領域の計測モデルを１点鎖線で示している．

4.2.2 計測値が出力されない場合

d2 < d1 のとき，d2 から Empty確率が低下するとし
て，Empty確率の計測モデルを以下のように構築した．

pe(r) =




b (0 ≤ r < d2)

be
−c2

(
r−d2

dmax−d2

)2
−1

+ b (d2 ≤ r ≤ dmax)
(10)

ただし，c2は Empty確率の低下の程度を調整するパラ
メータである．
　 LRF が計測値を出力しない場合，各計測モデルは
Fig. 4bのようになる．Fig. 4bにおいて，Empty領域
の計測モデルを実線，Occupy領域の計測モデルを点線，
Unknown領域の計測モデルを１点鎖線で示している．

5 評価実験

本研究で提案した Empty確率分布の有用性を評価す
るために，路側に 2 次元 LRF センサを定点設置して
Empty確率分布を算出する．また LRF単体での計測で
はオクルージョンや誤情報が発生してしまうので，空間
知能化では多くの場合，視点が異なる複数のLRFの情報
をセンサフュージョンする．そのため，センサフュージョ
ンをしても Empty確率分布の有用性が損なわれないか
評価する必要がある．そこで，まずは設置箇所や性能が
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(a) 計測値が出力される場合の計測モデル

(b) 計測値が出力されない場合の計測モデル

Fig. 4: 距離計測と測域計測の特徴を考慮した計測モデ
ル

異なる LRFから算出したEmpty確率分布をそれぞれ評
価したのちに，それらのEmpty確率分布をDempster結
合則を用いたセンサフュージョンをして得られたEmpty

確率分布の評価を行う．

5.1 実験環境

実験時の様子は Fig. 5の通りであり，実験に使用した
LRFの諸元は Table 1である．各 LRFの位置と姿勢に
ついては，事前に複数の地点で UTM30LXで点群デー
タを取得して点群地図を作成し，MATLABのスキャン
マッチングのツールを利用して算出した．占有格子地図
の各グリッドの大きさは一辺 0.05mの正方形とし，検
知範囲内にある最小のオブジェクトは直径約 60mmの
ポールとする．計測モデルの各パラメータは試行実験に
より Table 2のように設定した．
　 Fig. 6に，スキャンマッチングの時に作成した点群地
図上に各 LRFの位置を☆で表示する．またポールの場
所を〇で囲っている．各LRFから得られた点群データを
Fig. 7 (a)～(c)に示す．ただし，Fig. 7 (c)については，使
用したLRFの検出可能距離が短いため，LRF3の周辺を
抽出して拡大表示している．またポールは 16 < x < 18，
−4 < y < 2の範囲内にある．Fig. 7 (b)と Fig. 7 (c)で
は 4本のポールを全て検出できているが，Fig. 7 (a)で
は 3本しかポールを検出できていない．

Fig. 5: 実験時の様子
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Fig. 6: LRFの配置図

5.2 LRFが出力する Empty確率分布

Empty領域の計測モデルで得られた各LRFのEmpty

確率分布をFig. 8 (a)，Fig. 9 (a)，Fig. 10 (a)に示す．ま
たOccupy領域の計測モデルで得られたOccupy確率分
布をFig. 8 (b)，Fig. 9 (b)，Fig. 10 (b)に，Unknown領
域の計測モデルで得られたOccupy確率分布をFig. 8 (c)，
Fig. 9 (c)，Fig. 10 (c)に示す．さらに LRF1のポール付
近の Empty確率分布，Occupy確率分布，Unknown確
率分布を Fig. 11に，LRF2のポール付近のEmpty確率
分布，Occupy確率分布，Unknown確率分布を Fig. 12

に示す．この図の見方であるが，Empty確率，Occupy

確率，Unknown確率が高い場所ほど明度を高く，低い場
所ほど明度を低くなるように表示している．Fig. 8 (a)，
Fig. 9 (a)，Fig. 10 (a) において，LRF 付近では明度
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Table 1: 実験に使用した LRFの諸元
LRF1　　　　　　　　 LRF2　　　　　　 　　 LRF3

　製品名 UTM30LX(北陽電機) URG-04LX-UG01(北陽電機)

検出可能距離 0.1～30m（ただし，条件によっては最大 60mまで検出可能) 0.02～5.6m

測距精度 0.1～10m：± 30mm，10～30m：± 50mm 0.06～1m：± 30mm，1～4m：距離の 3%

角度分解能 π
720 [rad]

π
512 [rad]

Fig. 7: 各 LRFから得られた点群データ

　

Table 2: 計測モデルのパラメータ
　 URG-04LX-UG01 UTM30LX

a 0.8

b 0.8

c1 2

c2 2

d1 3 15

d2 9.78 13.75

が高く，LRFから遠ざかるにつれて明度が低くなって
いく．一方で，Fig. 8 (c)，Fig. 9 (c)，Fig. 10 (c)にお
いて，LRF付近では明度が低く，LRFから遠ざかるに
つれて明度が高くなっていく．これは LRFから遠ざか
るにつれて見落としの可能性を加味されて Empty確率
が低下してUnknown確率が上昇するためである．また
Fig. 11 (a)，Fig. 11 (c)において，本来ポールが存在す
る箇所のEmpty確率は低く，Unknown確率が高い．以
上のことから，本稿の提案した LRFの計測モデルで得
られた Empty確率分布では，LRFの特性から起こる見
落としの可能性を加味することができている．

5.3 Empty確率分布のセンサフュージョン

設置箇所や性能が異なる LRFが出力した Empty確
率分布をセンサフュージョンすることで，検知範囲の拡
大とそれぞれの LRFが出力した誤情報を補正できるか
確認する．なおセンサフュージョンではDempster結合
則 11) を用いる．

5.3.1 Dempster結合則を用いたセンサフュージョン

Dempster結合則は，2つのそれぞれ独立な情報源か
ら得られた各要素の信念を統合する手法である．特徴的
なのは，各組合せに要素を定義づけて同要素の和を算出
することと，矛盾する組合わせを棄却して矛盾していな
い組合わせで正規化することである．本研究では，以下
に示した法則性で各組合せの要素をTable 3のように定
義づけた．

Empty 組合わせた要素の中に Emptyが少なくとも 1

つ以上含まれており，Occupyが含まれない要素

Occupy 組合わせた要素の中に Occupyが少なくとも
1つ以上含まれおり，Emptyが含まれない要素
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Fig. 8: LRF1の点群データより算出した確率分布

Fig. 9: LRF2の点群データより算出した確率分布

Unknown 組合わせた要素の中に Unknownしか含ま
れない要素

Contradiction 上記以外

ContradictionはEmptyとOccupyの組合せが含まれた
矛盾する組合わせである．そのため全ての環境情報のセ
ンサフュージョンが完了した後に棄却して，Empty確
率，Occupy確率，Unknown確率を正規化する必要が
ある．以上を踏まえたうえで，Dempster結合則を用い
たセンサフュージョンは以下の式の通りとなる．
　

pe(zi:j) =
pe(zi)pe(zj)+pe(zi)pu(zj)+pu(zj)pe(zj)

1−pc(zi:j)
(11)

po(zi:j) =
po(zi)po(zj)+po(zi)pu(zj)+pu(zj)po(zj)

1−pc(zi:j)
(12)

pu(zi:j) =
pu(zi)pu(zj)

1−pc(zi:j)
(13)

pc(zi:j) = pe(zi)po(zj)+po(zi)pe(zj) (14)

ただし，pe(zi)，po(zi)，pu(zi)はそれぞれ LRFiが出力
したEmpty確率，Occupy確率，Unknown確率，pe(zj)，

po(zj)，pu(zj)はそれぞれ LRFj が出力した Empty確
率，Occupy 確率，Unknown 確率，pe(zi:j)，po(zi:j)，
pu(zi:j)，pc(zi:j)は，LRFiと LRFj が検出した環境情
報をセンサフュージョンして得られたEmpty確率，Oc-

cupy確率，Unknown確率，Contradiction確率である．

5.3.2 センサフュージョンより得られた Empty確率
分布

Dempster 結合則を用いた LRF1 と LRF3 のセンサ
フュージョン結果を Fig. 13に示す．ただし，得られた
センサフュージョン結果では LRF3 の周辺以外は変化
していないため，Fig. 13では LRF3の周辺を抽出して
拡大表示している．状況としては，LRF１がポールを
検出していないため，LRF1が誤情報を出力し，LRF3

が正確な情報を出力している状態である．Fig. ??を見
ると，検出漏れしていたポールの位置のOccupy確率が
高いため，LRF3の情報が反映されて LRF1の誤情報を
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Fig. 10: LRF3の点群データより算出した確率分布

Fig. 11: LRF1のポール付近の確率分布

補正することができている．これは，LRF１ではポー
ル付近の Unknown確率が高く，LRF3ではポール付近
の Unknown確率が低いため，Dempster結合則による
センサフュージョンによって LRF3の情報が優先された
からであると考えらえる．
　次に Dempster結合則を用いた LRF1と LRF3のセ
ンサフュージョン結果を Fig. 14に示す．こちらも得ら
れたセンサフュージョン結果では LRF3 の周辺以外は
変化していないため，Fig. 14では LRF3の周辺を抽出
して拡大表示している．状況としては，両センサとも正
確に環境情報を取得できている状態である．両センサが
ともに Empty領域と検出した箇所については，センサ
フュージョンによりEmpty確率が上昇し，Unknown確
率が低下している．また視点が異なる LRFの検出結果
をセンサフュージョンすることにより，オクルージョン
などにより LRF単体では検出できない領域の情報も作
成することができている．
　以上より，本研究で提案したEmpty確率分布にはLRF

の計測特性が反映されているため，LRFの計測結果の

信頼度を考慮したセンサフュージョンが可能であること
が確認できた．これにより，検出結果が異なる領域には
より信頼度の高い方の計測結果が反映され，計測結果が
一致する領域では，その領域の検出結果の信頼度を向上
させることが可能であることが確認できた．またセンサ
フュージョンにより LRF単体では検出できない領域の
情報も作成することが出来ることを確認した．

6 考察

本研究で提案した Empty確率分布の有用性について
考察する．本研究で提案した提案した Empty確率分布
では，LRFの特性から起こる見落としの可能性が加味
されている．また LRFの計測特性が反映されているた
め，LRFの計測結果の信頼度を考慮したセンサフュー
ジョンが可能であり，検出結果が異なる領域にはより信
頼度の高い方の計測結果が反映され，計測結果が一致す
る領域では，その領域の検出結果の信頼度を向上させる
ことが可能であることが確認できた．このことから，実
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Fig. 12: LRF2のポール付近の確率分布

　

Table 3: Dempster結合則の各要素の組合わせ
LRFj から出力された要素
Empty Occupy Unknown

LRFiか Empty Empty Contradiction Empty

ら出力さ Occupy Contradiction Occupy Occupy

れた要素 Unknown Empty Occupy Unknown

際に空間知能化で本研究で提案した計測モデルを利用す
ると，出来上がった Empty確率分布には信頼度の高い
箇所と信頼度の低い箇所が発生すると考えられる．そこ
で自律移動ロボットが目的地への経路生成をする際に，
目的地の到着時間に厳格に指定されている場合は信頼度
の高い領域内で経路生成することで，スケジュール通り
の走行が可能となると考えられる．一方で，特に目的地
の到着時間に制限がない場合は信頼度の低い箇所を走行
して定点設置された LRFが検出漏れを起こしていない
か監視することで，より安全な自律移動ロボットの運用
ができるのではないかと考えられる．

7 おわりに

本稿では，2次元 LRFの計測特性を考慮した計測モ
デルを利用して作成した Empty確率分布について提案
した．LRF単体の出力結果より算出した Empty確率分
布ではオブジェクトの検出漏れが発生している可能性が
ある箇所を把握することができる．また視点が異なる 2

つの LRFが出力した Empty確率分布をセンサフュー
ジョンすることにより，Empty確率分布の範囲が拡大
するだけでなく，LRFの検出結果の信頼度を反映した
Empty確率分布を得ることができる．以上のことから，

本研究で提案する Empty確率分布はロボットの行動選
択のための新たな判断材料として利用できると考えられ
る．
　今後，自律移動ロボット等の移動体に搭載された LRF

のように，自己位置や姿勢の誤差を考慮した Empty確
率分布を算出する予定である．また Empty確率分布の
更新方法についても検討していく予定である．

本研究の一部は，JST産学共創オープンプラットフォー
ム事業 (OPERA)による．
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Roadside-Assisted V2V Messaging for Connected Autonomous Vehicle
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Vehicle-to-vehicle (V2V) messaging is an indispensable tool for real-time dynamic information sharing in cooperative

Intelligent Transportation Systems (ITSs). Although V2V standards are specified in the European Union, United States,

and Japan, all such standards suffer from a set of common drawbacks. In this paper, we first analyze these issues and

derive a problem statement. We then propose a roadside-assisted V2V messaging scheme in which roadside units construct

a database of dynamic information obtained from sensors and transmit data to nearby and remote vehicles. We also design

a common solution to the problem of differing regional standards by making the system independent of any specific set of

standards. Finally, we analyze the potential requirements for designing a specification of roadside-assisted V2V messaging.

The proposed system is designed to be technically compatible with 5G mobile edge computing.

Key words F Cooperative ITS; Vehicle-to-Vehicle; Standard; VANET; Internet

1 Introduction

Intelligent Transportation Systems (ITS) aims to

make road traffic safer, more efficient, and more com-

fortable. Today, autonomous vehicle attracts the inter-

est of many researchers and engineers in ITS. In 2018,

Waymo (Google) started the taxi business using au-

tonomous vehicles in the public road in the US, and

similar attempts follow in all over the world. However,

the standalone autonomous vehicle is a mere replace-

ment of human driver operation (perception, decision,

and manoeuvre). Thus they have the same limitation

that we humans have. For example, the blind spots of

the onboard sensors remain.

This limitation prevents autonomous vehicles from

being safer and more efficient. For example, the stan-

dalone vehicles always have to stop before the intersec-

tion without the traffic signal and enter slowly to the

intersection. On the other hand, the risk of collision at

the intersection depends on the duration in the inter-

section. Thus, in theory, they can pass the intersection

* The University of Tokyo, 1-1-1, Yayoi, Bunkyo-ku,
Tokyo, 113-8656 Japan
Telephone : +81-3-5841-7465
E-mail : tsukada@hongo.wide.ad.jp

at the maximum speed to reduce the duration in the in-

tersection to increase safety and efficiency. To achieve

the above, cooperative ITS can help the perception of

the blind spot of the vehicle sensors by connecting the

vehicles and roadside units.

For the standardization of cooperative ITS, the In-

ternational Organization for Standardization (ISO)

Technical Committee 204 Working Group 16 (TC204

WG16) (also known as Communications Architecture

for Land Mobile (CALM)) is developing a standard ar-

chitecture for Cooperative ITS, called ITS Station ref-

erence architecture with coordination with the Euro-

pean Telecommunications Standards Institute (ETSI)

TC ITS 1, 2). In the US, the Institute of Electrical and

Electronics Engineers (IEEE) is standardising Wire-

less Access in Vehicular Environments (WAVE) archi-

tecture in IEEE 1609 family of standards 3) as well

as IEEE802.11 variant for vehicular communication as

IEEE802.11p 4).

Vehicle-to-vehicle (V2V) messaging is indispensable

in cooperative ITS for the real-time information shar-

ing among the vehicles to notify the sender vehicle posi-
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tions and additional information. For this reason, Co-

operative Awareness Message (CAM) 5), Basic Safety

Message (BSM) 6) and ITS forum basic message have

been specified as V2V message standards in EU, US

and Japan, respectively.

Thanks to the V2V messages, the connected au-

tonomous vehicle can be aware of the other vehicle

out of sight. However, we cannot take all the vehicle’s

real-time information because there are many legacy

vehicles that do not have the transmitter in the de-

ployment phase. Thus we must assume the mixed en-

vironment where connected autonomous vehicles and

legacy vehicles co-exist on the road. In the previous

work, we developed a special roadside unit called Proxy

CAM agent7) (also overviewed in Section 2.2) to help

the awareness of legacy vehicles. We implemented the

agent and performed a field test at an intersection.

In this paper, we propose to inter-connect the Proxy

CAM agents with high-speed roadside networks to

wider dissemination of cooperative awareness mes-

sages. The rest of the paper is organized as follows.

Section 2 describes the problem statement of V2V mes-

saging in the mixed environment and discuss the poten-

tial solution analysis. Section 3 presents our proposal

called Grid Proxy CAM to enhance the cooperative

awareness in the mixed environment using the roadside

unit networks. Section 4 provides a numerical analysis

to evaluate the proposed system. Section 5 evaluate

the proposed system in the simulation using the two

maps in Tokyo and Paris. Then, section 6 explains

the related works. Section 7 concludes the paper and

provide future works.

2 Problem Statement and solution analysis

2.1 Issues in Mixed Environment

The penetration ratio of the V2V device is a critical

factor for the cooperative ITS because the cooperative

awareness using V2V message does not work without

the V2V device. However in the deployment process, it

is hard to imagine deploying the V2V devices at once

in all the vehicles including new and old vehicle, thus

we should consider the mixed environment with V2V-

enable vehicles and the legacy vehicles. Besides the

issues of legacy vehicles, it is essential for cooperative

ITS to accommodate pedestrians and bicycles, that

usually do not equip the V2V sender device. In the

current assumption of V2V messaging, these non-V2V

aware nodes are excluded and therefore their presence

information is not aware of the connected autonomous

vehicle using cooperative ITS.

2.2 Proxy Cooperative Awareness Message

To make the presence information of legacy vehi-

cles available for the connected autonomous vehicle, we

proposed Proxy CAM 7) in the previous work as shown

in Fig. 1. First, the roadside sensors detect target ve-

hicles and estimate the information on vehicles such as

positions, velocities, and accelerations. Second, the ve-

hicle information from the sensors is sent to the server

in the infrastructure and stored in a database. Third,

it generates V2V messages from the data stored in the

database on behalf of the target vehicles (This mes-

sages is called proxy V2V message). We used CAM for

the V2V message with the system, however potentially

the V2V message can be other messages such as BSM.

Finally, it broadcasts proxy CAMs from the roadside

transmitters. The connected autonomous vehicles re-

ceive these proxy CAMs without any difference from

the reception procedure of the specification of standard

CAM.
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Fig. 1. Overview of Proxy CAM.

2.3 Objectives and solution analysis

Thanks to the Proxy CAM system, connected au-

tonomous vehicle can be aware of all of the vehicles in
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the mixed environment. However, the message dissem-

ination range remains limited in the range of wireless

radio propagation from the roadside transmitter. This

range is often referred from around 500 meters to 1

kilometres using ITS-5G in the ideal environment with

the line of sight. The distance often becomes shorter

in the environment of non-line of sight scenarios.

The objectives of the paper are to broader the coop-

erative awareness message dissemination area by con-

necting the Proxy CAM agents using high-speed road-

side networks. To design the solution, there are three

requirements as follows.

• Coexistence with the CITS Standards: To

enable interoperability among countries, cooper-

ative ITS must be developed based on universal

architecture, protocols, and technologies. Such a

solution must adopt techniques for standardized

V2V messages such as CAM and BSM. Especially

CAM is specified in 2014 and many products are

ready to the market. The solution must not have

a big impact on the current standards.

• Real-time delivery of messages: Frequent

transmission of V2V messages allows for the track-

ing of highly dynamic vehicle status information

such as position, velocity, and acceleration. Stan-

dard CAMs, for example, are transmitted 1 ∼ 10

times per second. A solution should also send dy-

namic vehicle information frequently. Overall, de-

lays in message sensing and transmission must be

minimized. The solution should be designed to

deliver the message directly in the edge bypassing

the Internet and the cloud.

• Message priority by safety contribution:

The solution delivers frequent messages in the

broad area by connecting Proxy CAM agents by

the high-speed roadside network. The number of

message delivery increase as road traffic increases.

In the message delivery path, the roadside wired

network has enough capacity to accommodate a

large number of messages in the peak of the road

traffic condition. On the contrary, the wireless

link reaches to saturation point if all the message

goes to the link. The solution must prioritise the

message importance based on the safety contribu-

tion.

3 V2V message dissemination using roadside unit

networks

In this section, we propose the system fulfils require-

ments mentioned in the previous section. The solution

is divided into two parts. First one is the system called

Grid Proxy CAM connecting Proxy CAM agents by

roadside networks. The second one is the distance pri-

ority algorithm to prioritize the message delivery when

road traffic is increased. The two parts are described

in the following sections.

3.1 Grid Proxy CAM

Fig.2 shows the overview of the Grid Proxy CAM

system. A Proxy CAM agent is consist of sensor,

transmitter and router. The sensor and the transmit-

ter are connected to the router to inter-connect the

Proxy CAM agents by the wired network. Each agent

is installed at each intersection.
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Fig. 2. Overview of Grid Proxy CAM system.

As depicted in 1) in Fig.2, the sensors (can be a

camera, LiDAR, radar) can detect the target vehicle

and pedestrian and estimate the position (latitude and

longitude) and the movement (speed and heading). In

addition, the sensors estimate object type (pedestrian,

vehicle, bicycle, etc.) and vehicle class (public vehicle,

emergency vehicle, etc.) if available depending on the

sensor. Also, it estimates the identification number of

the object if a number plate is available. If not, it

gives a random number to the object and assigns the
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same number to the same object in the sequence of the

sensor detections.

As in 2), the estimated object information by the

sensor is sent with UDP to all the neighbouring Proxy

CAM agents within the range configured by the road

infrastructure operator. We assume that the sensors

have the IP address list of the destination agents in

advance. The IP routing (static or dynamic) deliver

the packet to the destination. The sensors send the

UDP packets in 10Hz which is the maximum frequency

of the CAM specification.

As in 3), upon reception of the UDP packet, the

transmitter composes the proxy CAM. Unavailable ob-

ject information is filled by ’unknown’. Then the trans-

mitter adds the header of Basic Transport Protocol and

GeoNetworking as in the CAM standard specification.

Before the broadcast in the wireless link, it adds to the

queue of the IEEE802.11p interface. The MAC layer of

IEEE 802.11p uses an Enhanced Distributed Channel

Access(EDCA) 8) mechanism, which is based on IEEE

802.11e with some parameters modification. CAM is

classified into the AC BE class in EDCA. The queuing

priority policy is described in the next section.

The above operation by inter-connected Proxy CAM

agent makes the real-time vehicle information at an

intersection available in all of the intersections. For

example, Fig.2 illustrates that the red vehicles receive

Proxy CAM of the blue target vehicles via transmitter

1, sent from all of the neighbouring sensors (a∼f).

3.2 Distance Priority algorithm

The transmitter cannot broadcast all the messages

when the target vehicles information increase in the

case of heavy road traffic, because of the capacity of

the wireless link. The data rate of IEEE 802.11p is

3∼27 Mbps. However, the actual sending data rate of

the proxy CAM is lower than the data rate because

the message is small and the ratio of the header be-

comes big. When the transmitter receives more proxy

CAMs than the sending rate, the message is added to

the queue. This makes the wait time and increases the

end-to-end delay. The end-to-end delay of the message

delivery makes real-time information outdated. For ex-

ample, when a vehicle at a speed of 50km/h is detected

in the sensor, and it takes 500ms in the message deliv-

ery, the difference between the position in the message

and the actual position at the moment is about 7 me-

ters. In the case that the queue is full, the messages

are discarded and this affects the end-to-end packet

delivery ratio (PDR).

There is a trade-off that wider cooperative aware-

ness supports a more safe and efficient ITS application,

but also increase the number of messages that increase

the delay and decrease the PDR. We need to balance

wider cooperative awareness, low delay and high PDR.

Our approach for the trade-off is to prioritize the mes-

sage based on the safety contribution. We assume the

receiving node needs the real-time information of the

nearest objects for the safety reason. For example to

avoid the crush at the intersection.

The proposed distance priority algorithm gives

higher priority to the proxy CAM that contains a

nearer position from the transmitter. The number of

messages (i.e. number of detected objects) varies over

time depending on the road traffic volume. If there is

enough capacity to broadcast more proxy CAMs at the

moment, it adds the proxy CAM with farther objects

information to the queue.

The transmitter has a maximum distance of dmax

pre-configured by the road infrastructure operator and

continuously monitors the queue occupancy ratio of

rqo. Upon generation of the proxy CAM, the transmit-

ter calculates the distance d between the detected ob-

ject position in the message and the transmitter posi-

tion. The transmitter determines if the packet is added

to the queue or dropped by equation 1.

rqo < 1− d

dmax
(1)

If the equation is true, the proxy CAM goes to the

queue, otherwise dropped. From the equation, the

proxy CAM that contains farther object information is

dropped when rqo is high. The transmitter begins to

drop the CAM of farther information before the queue

is full; it keeps the room for the nearer information

for the future use. Besides, this algorithm keeps rqo
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lower than without it, and it contributes to decrease

the end-to-end delay.

4 Numerical Analysis

In the section, we conduct mathematical analysis for

the underlying performance of the proposed system in

term of the message delivery delay and the packet de-

livery ratio.

First, we calculate the effective throughput of proxy

CAMs over IEEE802.11p. Table 1 summarizes the cor-

responding variables, symbols and values for the calcu-

lations. tcam is the average time duration to success-

fully transmit a CAM packet in the wireless channel

and given by equation 2, where the Distributed Inter

Frame Space (DIFS) interval, the backoff time, and

sending duration are denoted by tDIFS , b, and tsend,

respectively.

tcam = tDIFS + b+ tsend (2)

Table 1. Parameters in Physical and MAC layer.
Layer Variable type Symbol Value

AIFSN with OCB AIFSN 6
Slot length of IEEE802.11p slen11p 0.013ms

MAC SIFS interval tSIFS 0.032ms
Contention windows size CW 0∼15

Average of CW CWave 7.5
Switch time between Tx and Rx tswitch 0.001ms

PLCP preamble duration tpre 0.032ms
PHY Duration of PLCP Signal tsig 0.008ms

Symbol interval tsym 8µs
Number of data bits per symbol NDBPS 144bits

Other Payload Length of Proxy CAM Ppcam 680bits

The DIFS interval tDIFS is a waiting time after the

channel becomes an idle state in of CSMA/CA, given

by equation 3. For the AC BE class in EDCA, the ar-

bitration interframe space number (AIFSN) AIFSN is

6, when Offset Codebook Mode (OCB) is activated 9).

The slot length of IEEE801.11p slen11p = 0.013ms and

the Short Inter Frame Space (SIFS) interval tSIFS =

0.032ms. Therefore tDIFS is 0.110ms by equation 3.

tDIFS = AIFSN × slen11p + tSIFS (3)

The backoff time b is the random waiting time deter-

mined by the contention window, given by equation 4.

The contention window size CW is 0 ∼ 15 9), therefore

the average of the contention windows size CVave =

7.5. Thus, b = 0.0975ms is given by equation 4.

b = CWave × slen11p (4)

The sending duration tsend of proxy CAM is given by

equation 5, where the switch time between Tx and Rx

is denoted by tswitch, the duration of Physical Layer

Convergence Protocol (PLCP) preamble by tpre, the

duration of PLCP Signal by tsig, the number of data

bits per OFDM symbol by NDBPS , the symbol interval

by tsym. Also, ceil() is the function returns the small-

est integer greater than or equal to a given number. In

IEEE802.11p tswitch = 0.001ms, tpre = 0.032ms, tpre =

0.008ms. When the data rate is specified at 18Mbps

in IEEE802.11p, 16QAM is used for the modulation

scheme, and the code rate is fixed to 3/4. Therefore,

NDBPS = 144 bits, and tsym = 8µs. Therefore, tsend =

0.081ms by equation 5.

tsend = tswitch + tpre + tsig

+ tsym × ceil(
16 + Ppcam + 6

NDBPS
)

(5)

By equation 2, the average time duration to suc-

cessfully transmit a CAM packet tcam = 0.2885ms. A

proxy CAM (peyload length Ppcam = 680bits) is trans-

mitted in 0.2885ms in average, therefore the effective

throughput of proxy CAMs over IEEE802.11p is about

2.73Mbps.

Then we calculate at which data rate, the transmit-

ter can broadcast the CAMs without keeping in the

queue. It can broadcast 273kbits in 0.1 seconds at the

effective throughput of 2.73Mbps. It is equivalent to

401 CAMs in 0.1 seconds. In the case that each proxy

CAM agent detects ten vehicles on average, a proxy

CAM agent can broadcast the messages from about 40

neighbouring agents. Thus, it starts queuing in the

case that the agent detects more than ten vehicles or

more than 40 neighbouring agents send messages to

the agent. In other words, end-to-end delay increases

and end-to-end PDR decreases in the situation with-

out the distance priority algorithm. In the case that

the queue length is 1000 packets (which is later used
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in the simulation scenario in section 5), the queuing

delay is 0.2885ms× 1000 = 288.5 ms when it is full.

5 Evaluation

5.1 Simulation Scenarios

• Environment

To evaluate the communication performance in

term of delay and PDR in the various scenarios,

we have implemented our proposal on the Artery*

framework, an extension of the open source vehic-

ular network simulation framework Veins**. In

Veins, the commkunication network is simulated

in OMNeT++*** and vehicle traffic (i.e. move-

ment) is simulated in SUMO1.

• Maps

We conducted the experiments in the following

two maps: Tokyo (Japan) and Paris (France).

Fig 3 shows the map near the University of Tokyo

in Japan and Fig 4 shows the map Paris in France.

Both maps are taken from Open Streat Maps. The

size of the Tokyo map is about 1.9km×1.7km and

the Paris map is around 1.8km × 2.0km. Each

selected intersection has a proxy CAM agent and

they are interconnected by 10Gbps Ethernet cable

(black line). The Tokyo map has 49 agents in the

map and the Paris map has 32 agents in the map.

Each agent maintains the routes to all the agents

with the Routing Information Protocol (RIP). In

both maps, the red lines are buildings (obstacles)

that attenuates wireless radio when they block

the line between the source node and the desti-

nation node. It attenuates 9db when the edge of

the building blocks the path once, and 0.4db par

meters when the radio pass through the building.

• Scenario

We conducted the experiments with the following

two scenarios and made the comparison: 1) Grid

Proxy CAM, and 2) Grid Proxy CAM + distance

∗ https://github.com/riebl/artery
∗∗ http://veins.car2x.org

∗∗∗ https://omnetpp.org
1 http://sumo.dlr.de/

!

"

Fig. 3. Map of Tokyo. Fig. 4. Map of Paris.

priority algorithm. The parameters of the simula-

tion are listed in Table 2.

Table 2. Parameters of Simualtion.
Type Variable name Value

IEEE802.11p datarate 18Mbps
Radio Attenuation per building edge 9db

Attenuation through building 0.4db/m
Radio range 150m

Proxy Queue length 1000 packets
CAM Maximum distance (dmax) 1000m
agent Proxy CAM frequency 10Hz
Vehicle Vehicle speed 50 km/h
traffic Vehicle num per sec per intersection 2

CAM frequency 10Hz

The data rate of IEEE802.11p is 18Mbps, the ra-

dio frequency is 5.89GHz, the transmission power

is 126mW, and the reception sensitivity is -

89dBm. We limited the maximum radio range at

150 meters because the radio coverage often lim-

ited in an urban area. Each proxy CAM agent

generates the message at the frequency of 10Hz.

The maximum distance (dmax defined in section 3)

is 1000 meters. And the queue length is 1000 pack-

ets.

The vehicles at speed 50km/h pass to the intersec-

tion along with the route (A) and (B) illustrated

in Fig 3 and Fig 4. Vehicles pass the intersec-

tion without stopping because we assume the road

without signals in the study. Two vehicles par

seconds pass the intersection. The vehicle traf-

fic is average traffic of the specified intersection

of Tokyo map (Fig 3) according to official traffic

statistics of the Japanese Police department. The

vehicles also generate the standard CAM at the

frequency of 10Hz.
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All the agent detect 5, 10 or 15 vehicles per 0.1

seconds and send the UDP to all the neighbouring

agents. Assuming that the sensor detection cov-

erage is 50 meters, a sensor covers 200 meters in

four directions at the intersection. So, we express

the three scenarios as 25, 50, and 75 vehicles/km

for the vehicle traffic density because they detect

5,10 and 15 vehicles in 200 meters, respectively.

As in Fig 5, we measured the communication

performance at the intersection where the two

routes cross (at the centre of the maps). For

the measurement, we install an evaluation node

near the intersection to receive the proxy CAMs

via IEEE802.11p from all the neighbouring agents.

We evaluated the packet delivery ratio and the de-

lay from the source agent to the evaluation node.

We conduct all the simulations 100 times with ran-

dom seed and calculate the average and the stan-

dard deviations for the results. Each simulation

lasts 15 seconds and the results from 5 seconds to

10 seconds are used for the evaluation because we

measure the communication performance in the

steady-state.
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Fig. 5. Simulation Scenarios.

5.2 Packet delivery ratio evaluation

Fig 6 shows the PDR in the Tokyo map with the ve-

hicle density of 25, 50 and 75 vehicles/km. The red line

shows the Grid Proxy CAM scenario without priority

algorithm. The blue line shows the Grid Proxy CAM

scenario with the distance priority algorithm. All the

Fig. 6. PDR in scenario of Tokyo, Japan.

Fig. 7. PDR in scenario of Paris, France.

lines indicate the average PDR and the coloured zones

above and below shows the standard deviation. As

expected, two Grid Proxy CAM scheme can deliver

the message longer distance than Proxy CAM scenario

where no packet is delivered more than the wireless

range (150 meters) in all the vehicle density scenarios.

With the vehicle density of 25 vehicles/km, Grid

Proxy CAM keeps the PDR at 100% for all the dis-

tance. Grid Proxy CAM with the distance priority al-

gorithm keeps 100% PDR until 900 meters and gradu-

ally drops the ratio until 1000 meters. The drop occurs

because the algorithm discards the farther information

to keep the room for nearer information.

With the vehicle density of 50 vehicles/km, the PDR

of the Grid Proxy CAM scenario is kept around 70%

with large standard deviations. The standard devi-

ations come from the following reasons. The packet

arrives first to the agent in question successfully trans-

mitted to the receiving node, and the succeeding pack-

ets have the risk of packet drop depending on queue oc-

cupancy ratio. The simulation gives the randomness of

vehicle detection timing. Therefore, the packets from

all the distance are the target of the packet drop and

the standard deviation remains high. On the contrary,

with the distance priority algorithm, the PDR is 100%

within the distance of 740 meters. The PDR gradually
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drops from 740 meters to 990 meters. The relatively

large standard deviation comes from the randomness

of the detection timing as well.

With the vehicle density of 75 vehicles/km, the sit-

uation becomes harsher. In the Grid Proxy CAM sce-

nario, half of the messages are lost in all the distance.

The distance priority algorithm, however, saves the de-

livery for 100% of the messages within the range of 450

meters. The PDR gradually drops from 450 meters to

800 meters.

Fig.7 shows the PDR in the Paris map. In the map,

PDR is 100% in no priority scenario for all the distance

with the vehicle density of 25 and 50 vehicles/km, be-

cause there are fewer agents installed in the selected

intersection. The distance priority algorithm drops

the message from long distance (900 meters and 850

meters) for the future reserve for nearer information.

With the 75 vehicles/km density, the distance priority

algorithm keeps the PDR at 100% within the distance

of 650 meters, while no priority scenario is unstable in

all the distance.

In summary, Grid Proxy CAM widens the message

transmission range, and the distance priority algorithm

sustains 100% message delivery for the nearer informa-

tion.

5.3 Delay evaluation

Fig 8 shows the delay in the Tokyo map with the

vehicle density of 25, 50 and 75 vehicles/km. With the

vehicle density of 25 vehicles/km, the delay is around

10 ms in both Grid Proxy CAM scenarios until the

maximum distance (1000 meters). With the vehicle

density of 50 vehicles/km, the no priority scenario has

290ms in delay. The delay comes from the queuing

delay as we calculated in section 4. The distance pri-

ority algorithm reduces the delay to 40 ms within the

range of 740 meters where the PDR is 100%. The delay

decreases from 740 meters to 990 meters because the

packet occupancy ratio also decreases (i.e. packet drop

occurs). With the vehicle density of 75 vehicles/km,

the Grid Proxy CAM scenario has 290ms in delay as

well. The distance priority algorithm reduces the de-

lay to 100 ms within the range of 450 meters where the

PDR is 100%. The delay decreases from 450 meters to

800 meters with the same reason above.

Fig 9 shows the delay in the Paris map. With the

vehicle density of 25 vehicles/km, the delay is around

10 ms in both scenarios. The delay increases to about

20 ms with the vehicle density of 50 vehicles/km in

both scenarios. The delay is around 290 ms without

the proposed algorithm with the 75 vehicles/km den-

sity, while the distance priority algorithm can reduce

the delay to 65 ms.

In summary, the Grid Proxy CAM system delivered

the message widely, and the distance priority algorithm

contributed to reducing the delay for the nearer infor-

mation.

Fig. 8. Delay in scenario of Tokyo, Japan.

Fig. 9. Delay in scenario of Paris, France.

6 Related works

In our previous works, 10) provides the detailed prob-

lem statement in on the mixed environment and the re-

quirements analysis of the infrastructure-assisted mes-

saging. 11) extends Proxy CAM7) to deliver the proxy

CAM to remote place over the Internet using IPv6 and

LTE.

There is an approach to creating a message to share

the perception objects by the sensors. Cooperative

Perception Messages (CPM) is specified in Ko-PER
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to share the perceived dynamic objects in the environ-

ment of an equipped vehicle or roadside station 12, 13).

Environmental Perception Message (EPM) is a propri-

etary message including a list of all perceived objects,

that contains the unique IDs of the vehicles perceived

by the local perception sensors 14, 15). Sensory Ob-

servation Message (SOM) is proposed for sharing of

infrastructure sensor information to mainly save vul-

nerable road users 16).

Cloud-based cooperative awareness between vehicles

and pedestrians are proposed in 17). The pedestrians

send their positions to the cloud regularly from smart-

phones, and the cloud alerts to the vehicles in the case

that the cloud finds an approach of a pedestrian to the

vehicles. Vehicle-to-Pedestrian (V2P) communication

is also investigated in 18). In the work, pedestrians

receive CAMs on their smartphones from invisible ve-

hicles behind an obstacle.

19) demonstrates how multi-sensor data fusion can

leverage consistency and plausibility checking for per-

ception sensor data. In particular, it validates the con-

tents of CAMs as delivered by connected vehicles with

on-board perceptions sensors independently.

7 Conclusion and future work

We proposed the system named Grid Proxy CAM

where high-speed roadside networks inter-connect

roadside sensors to wider dissemination of proxy co-

operative awareness messages. We also proposed the

distance priority algorithm that gives higher priority

to the proxy CAM with a nearer position from the re-

ceivers. The simulation result shows that the proposed

scheme successfully delivers the messages with low la-

tency and high delivery ratio, especially in heavy road

traffic.

We have two future works. First, the proposed sys-

tem is based on IEEE802.11p dedicated to ITS, and

there are 11) based on the general Internet technol-

ogy (IPv6 and LTE). We plan to combine both sys-

tems to accommodate more use cases. Seconds, we

set a maximum distance of dmax pre-configured by the

road infrastructure operator as a constant (1000 me-

ters). However, in theory, we can introduce an adap-

tive parameter to the maximum distance to cover more

area when the road traffic is low. For the adaptive

maximum distance, the queue monitoring result must

be shared among the neighbouring agents to send the

proper amount of messages to a certain agent.
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