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Abstract: Highway ramps often cause accidents and traffic jams. In a previous study, Martin Treiber proposed a continuous microscopic single-

lane model, the 'smart driving model'. In this study we will use it as a basis for combining it with vehicle-to-vehicle communication technology 

and proposing suitable lane change rules. By using this rule the traffic flow at a motorway merge ramp is simulated and the efficiency of congestion 

mitigation is analysed. 

１． はじめに 

渋滞はトンネルなどのボトルネックの他に合流，分

流ランプ部で発生しやすい．Adaptive Cruise Control(以

降，ACC)という車間制御機能付き定速走行装置の普

及が進んできている． ACC を搭載した車両によって，

適切な車間距離を維持した車両が増えることで，渋滞

緩和の効果が期待されている． 

本研究では，文献[1]で提案された合意形成アルゴ

リズムを踏まえ，車車間通信を用いた ACC 車両の挙

動モデルと本線への合流方式を提案する．対象とする

交通流は，片側一車線の側線が片側一車線の本線に合

流する合流ランプ部とする．提案する合流方式が合流

ランプ部における渋滞に及ぼす影響について検証する．  

２． 交通流モデル 

＜2・1＞各車両の役割 

文献[1]に従い各車両は以下の「要求車」，「協調車」，

「境界車」の３つに分類される． 

要求車：車線変更を希望する車両． 

協調車：要求車に協調行動を要求された車両．協調車

の具体的な協調内容は，要求車が安全な車線変更でき

る車間距離を確保するための加減速のみとする． 

境界車：複数の要求車から協調要請を受けた場合，異

なる協調動作を同時に行うことができず，協調内容に

不整合が起こる．このような不整合による干渉を避け

るため，要求車の通信範囲内にいる車両を境界車とし，

境界車は他の要求車や協調車になることはできないと

する． 

＜2・2＞ACC車両の挙動モデル 

ACC 車両はIDM +[2]に従い以下の式により加速度を

決定する． 

�̇� =min[𝑘𝑐𝑐(𝑣𝑜 − 𝑣), 𝑘2 ∆𝑣 + 𝑘1(∆𝑥 − 𝑇𝑣)] (1) 

括弧内の左側の式は，定速走行状態を表しており，

自車の速度𝑣と希望速度𝑣𝑜を比較して，速度調整をす

る．括弧の右側の式は，前方車両に対する追従走行の

挙動を表しており，前方車両との速度差∆𝑣と車間距

離∆𝑥を比べて速度調整をする．Tは車頭時間を表す． 

＜2・3＞合流希望確率 

(2)式は文献[1]で示された(2)式の車線変更誘発確

率を用いて合流処理を行う車両を決定する．車両ごと

に，(2)式を計算し，一様乱数が(2)式より小さいなら，

2.4節以降の合流処理を開始する． 

𝑝 =
１

𝑒𝑘(𝑥𝑜−𝑥)2 (2) 

ただし，𝑥oを側線の長さ，xを自車の位置，kを一定

数とする． 

＜2・4＞合意形成アルゴリズム 

Fig.2のフローに従い車線変更するための合意メッセ

ージを確認する．まず，要求車は要求メッセージを送

信する．次は受信車両が他の複数の要求車の境界車ま

たは協調車ではないことを判断する．否定の場合は受

信車両が棄却メッセージを返信する．要求取り消しメ

ッセージを送信して通常走行に切り替える．逆に，受

信車両が合意メッセージを返信する．協調行動を開始

し，車線変更の条件を満たす時，車線変更開始メッセ

ージを送信し，車線変更を実行する． 

＜2・5＞合流条件１ 

安全に合流するためには、十分な車間距離を確保す

る必要がある．以下の合流条件１を設ける． 

𝐺𝑓  +(𝑣𝑓  -𝑣𝑥) 𝑡 ≥ 0 かつ𝐺𝑏 +(𝑣𝑥 -𝑣𝑏) 𝑡 ≥ 0  (3) 

１：日本理工・院[前]・電気 ２：日本理工・教員・電気 

Fig.1 Role of each vehicle 

Fig.2 consensus-building algorithm 

令和 4年度　日本大学理工学部　学術講演会予稿集

 710

L-42



ただし，t は１とする．𝐺𝑓は要求車と前の協調車の車

間距離とし，𝐺𝑏は要求車と後ろの協調車の車間距離と

する．𝑣𝑥，𝑣𝑓，𝑣𝑏は要求車と前後協調車の速度とする． 

＜2・6＞合流条件２ 

合流条件 1 では，合流が安全に行えるかは考慮され

ておらず，合流後に要求車または後続車が急ブレーキ

することで，車両の接触事故，もしくは渋滞を引き起

こすこともある．そこで，以下の合流条件 2 を設ける．  

𝑎𝑓 > −𝑏 かつ 𝑎𝑏 > −𝑏    (4) 

𝑎𝑓は合流後に要求車と前方車両との衝突回避のための

減速度とし，𝑎𝑏は合流した要求車によって生じた後続

の協調車の減速度とする．𝑎𝑓と𝑎𝑏 は式(1)から算出す

る．𝑎𝑓と𝑎𝑏は安全条件として設定し最大減速度-bより

も大きければ合流が可能とする．以上の二つの合流条

件を満たせば，＜2・7＞の①に進む．満たさなければ，

②及び③に進む． 

＜2・7＞車線変更のための協調行動 

①合流条件を満たす場合，全車両の加速度は式(1)の

IDM+に従う．合流は可能とする． 

②要求車が合流条件を満たし，後ろの協調車が合流条

件を満たさない場合，後ろの協調車の加速度は式(1)で

算出する加速度�̇� と最大減速度-b を比較して最小値を

適用する．他の車両が式(1)の IDM+に従う． 

③後ろの協調車が合流条件を満たし，要求車が合流条

件を満たさない場合もしくは両方車両が条件を満たさ

ない場合，両方車両の加速度が式(1)で算出する加速

度�̇� と最大減速度-bを比較して最小値を適用する． 

＜2・8＞合流制限時間 

合流に時間がかかりすぎて渋滞が発生することを防

ぐため，制限時間を設ける．一定時間𝑇𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡経過して

も，合流条件を満さない場合は，次の合流機会を待つ． 

３． シミュレーション 

＜3・1＞シミュレーション条件 

側線の長さは 3000m，本線は 5000mとする．車両生

成エリアは 0m~1000m とする．車両の初期位置は生成

エリアに均等間隔に配置する．車線変更エリアは

1000m~3000mとする．車両は車線変更エリアでしか車

線変更できないとする．車線変更制限時間𝑇𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡は 5s

とする．シミュレーション時間は 300sとする．  

＜3・2＞シミュレーション結果 

Fig.3 は 1000m の地点から 3000m の地点の平均旅行

時間を表す．縦軸は平均旅行時間，横軸は本線上と側

線上の車両総数とする．ただし，本線上の車両数と側

線上の車両数は 4：1 の割合で車両数を増加させた．

赤色は本研究で提案した車車間通信を利用した ACC

車両の合流方式を用いた場合，緑色は車車間通信を利

用しない ACC 車両の合流方式を用いた場合とする．

Fig.3を見ると，提案した車車間通信装置を利用してい

る ACC 車両の平均旅行時間は少ないことをわかった． 

Fig.4は時間ごとの各車線の車両数を表す．左縦軸は

本線上の車両数，右縦軸は側線上の車両数を表す．総

車数は 60 台で、そのうち本線上が 48 台，側線上が 12

台とする．破線は本線上の車両数，実線は側線上の車

両数を表す．緑色は車車間通信を利用した，赤色は車

車間通信を利用しない場合の結果を表す．図を見ると，

提案した車車間通信装置を利用している ACC 車両の

車線変更にかかった時間は 70s 程度短縮されたことを

わかる． 

４． まとめ 

本研究では合流ランプ部における車車間通信装置を

利用した ACC 車両の車線変更ルールを提案した．ACC

車両の車間制御に加えて車車間通信装置を利用した合

流時の協調行動によって渋滞緩和の効果を確認するこ

とができた．  
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Fig.4 Comparison of the Number of Cars Each Lane

Mainlane上の車車間通信を利

用しているACC車両数

Mainlane上の車車間通信を利

用していないACC車両数

Offlane上の車車間通信を利

用しているACC車両数

Offlane上の車車間通信を利

用していないACC車両数
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