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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車載通信機が送信した無線信号を受信する路側通信機であって、
　交差点に流入する流入路の方向に対応する指向性を有する複数のアンテナと、
　複数の前記アンテナのうちのいずれか１つを受信アンテナとして選択可能な選択部と、
　前記受信アンテナが受信した前記無線信号を復調して受信データを取り出す復調部と、
　前記流入路の状況に応じて時分割で割り当てられた受信時間を記憶する記憶部と、を備
えており、
　前記選択部は、記憶された前記受信時間に基づいて、前記アンテナを選択するタイミン
グを決定し、
　記憶された前記受信時間は、前記流入路における車両感知器の設置状況に応じて時分割
で割り当てられたものであることを特徴とする路側通信機。
【請求項２】
　複数の前記流入路は、前記設置状況が次の（ｘ）の第１設置状況である第１流入路と、
前記設置状況が次の（ｙ）の第２設置状況である第２流入路とを含み、
　前記第１流入路に対応する前記受信時間が、前記第２流入路に対応する前記受信時間よ
りも長めに設定されている請求項１に記載の路側通信機。
　（ｘ）　交通情報の推定精度が第２設置状況よりも低い第１設置状況
　（ｙ）　交通情報の推定精度が第１設置状況よりも高い第２設置状況
【請求項３】
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　前記第１設置状況が次の（ａ）の状況であり、前記第２設置状況が次の（ｂ）の状況で
ある請求項２に記載の路側通信機。
　（ａ）　車両感知器が未設置である状況
　（ｂ）　車両感知器が既設置である状況
【請求項４】
　前記第１設置状況が次の（ｃ）の状況であり、前記第２設置状況が次の（ｄ）の状況で
ある請求項２に記載の路側通信機。
　（ｃ）　特定種別の車両感知器の設置間隔がより大である状況
　（ｄ）　同種の特定種別の車両感知器の設置間隔がより小である状況
【請求項５】
　前記第１設置状況が次の（ｅ）の状況であり、前記第２設置状況が次の（ｆ）の状況で
ある請求項２に記載の路側通信機。
　（ｅ）　得られる情報の種類がより少ない車両感知器が設置されている状況
　（ｆ）　得られる情報の種類がより多い車両感知器が設置されている状況
【請求項６】
　前記第１設置状況が次の（ｇ）の状況であり、前記第２設置状況が次の（ｈ）の状況で
ある請求項２に記載の路側通信機。
　（ｇ）　路車間通信が不能な車両感知器が設置されている状況
　（ｈ）　路車間通信が可能な車両感知器が設置されている状況
【請求項７】
　前記選択部は、前記交差点に流入する前記流入路の交通量に応じて、すべての前記アン
テナを前記受信アンテナとして選択する全選択モードを実行可能である請求項１～６のい
ずれか１項に記載の路側通信機。
【請求項８】
　ＣＳＭＡ方式による車車間通信を無線で行う車載通信機と、
　前記車載通信機が送信した前記無線信号を受信する請求項１～７のいずれか１項に記載
の路側通信機と、
　を備えていることを特徴とする無線通信システム。
【請求項９】
　車載通信機が送信した無線信号を路側通信機が受信する方法であって、
　交差点に流入する流入路の状況に応じて時分割で割り当てられた受信時間に基づいて、
前記流入路の方向に対応する指向性を有する複数のアンテナのうちのいずれか１つを、受
信アンテナとして選択するタイミングを決定するステップと、
　前記受信アンテナが受信した前記無線信号を復調して受信データを取り出すステップと
、を含み、
　前記受信時間は、前記流入路における車両感知器の設置状況に応じて時分割で割り当て
られたものであることを特徴とする無線信号の受信方法。
【請求項１０】
　交差点に流入する流入路の方向に対応する指向性を有する複数のアンテナのうちのいず
れか１つを、受信アンテナとして選択する選択部として、コンピュータを機能させるため
のコンピュータプログラムであって、
　前記流入路の状況に応じて時分割で割り当てられた受信時間を記憶部から読み出すステ
ップと、
　読み出された前記受信時間に基づいて、前記アンテナを選択するタイミングを決定する
ステップと、を含み、
　前記受信時間は、前記流入路における車両感知器の設置状況に応じて時分割で割り当て
られたものであることを特徴とするコンピュータプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、例えば、高度道路交通システム（ＩＴＳ：Intelligent Transport System）
の構成要素として好適である路側通信機、この路側通信機を備えた無線通信システム、そ
の路側通信機による無線信号の受信方法、及び、その路側通信機のためのコンピュータプ
ログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＩＴＳの一環として、交差点ごとに設置された複数の路側通信機により、車両か
ら無線送信された各種の情報を取得する無線通信システムが検討されている。
　この無線通信システムでは、限られた周波数帯域を有効に利用するため、路側通信機が
送信するタイムスロットをＴＤＭＡ（Time Division Multiple Access ）方式で割り当て
、残ったタイムスロットをＣＳＭＡ（Carrier Sense Multiple Access ）方式による車車
間通信に割り当てることが提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－８７２７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の無線通信システムにおいて、交差点に流入するすべての流入路をカバーする受信
エリアとなる無指向性の受信アンテナを採用すると、いわゆる「隠れ端末」の位置関係に
ある複数の車載通信機からの無線信号が互いに干渉し、路側通信機が車載通信機の無線信
号を適切に受信できないことがある。
　そこで、交差点に流入する流入路の方向に対応する指向性を有する複数のアンテナを１
つの路側通信機に設けることにより、隠れ端末による干渉を防止することが提案されてい
る（例えば、特願２０１０－８７９１７号の段落０００５～０００６参照）。
【０００５】
　一方、複数のアンテナを有する無線通信機による無線信号の処理方法としては、例えば
次の方式が考えられる。
　１）　各々のアンテナが受信した無線信号をすべて復調し、それぞれの復調信号から受
信データを取り出す方式（以下、「全受信方式」という。）
　２）　複数のアンテナのうちのいずれか１つを受信アンテナとして選択し、選択された
受信アンテナが受信した無線信号だけを復調し、その復調信号から受信データを取り出す
方式（以下、「選択受信方式」という。）
【０００６】
　上記両方式のうち、全受信方式では、車載通信機の無線信号をすべて無駄なく受信処理
できる利点があるが、無線信号の増幅や復調を行う受信回路がアンテナごとに必要となり
、また、取り出された受信データのバッファ容量も大きくなるので、路側通信機の製作コ
ストが高くなるという欠点がある。
　これに対して、選択受信方式では、増幅や復調を行う受信回路が１つで足りるので、路
側通信機の製作コストの高騰化を抑えることができる。
【０００７】
　しかし、選択受信方式では、受信アンテナとして選択されたアンテナのみで無線信号を
受信するので、各アンテナに対する受信時間の割り当て方によっては、実際の流入路の実
情に即しない非効率的な情報収集となる場合がある。
　例えば、ある交差点に流入する複数の流入路に、車両感知器がない第１流入路と車両感
知器がある第２流入路が含まれている場合には、第１流入路にある車載通信機からの情報
の方が、第２流入路にある車載通信機からの情報よりも有用である。
【０００８】
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　このように、各流入路での車両感知器の設置状況が異なる場合においても、仮に単純に
、各流入路に対応する複数のアンテナの受信時間を均等に割り当てるとすると、有用な第
１流入路にある車載通信機からの無線信号がそれほど多く得られない反面、余り有用でな
い第２流入路にある車載通信機からの無線信号が無駄に多く得られる可能性があり、交差
点に向かう車両の車載通信機からの情報収集を効率的に行うことができない。
【０００９】
　本発明は、かかる従来の問題点に鑑み、複数のアンテナを有する路側通信機に選択受信
方式を採用する場合において、車載通信機からの情報収集を効率的に行えるようにするこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　（１）　本発明の路側通信機は、車載通信機が送信した無線信号を受信する路側通信機
であって、交差点に流入する流入路の方向に対応する指向性を有する複数のアンテナと、
複数の前記アンテナのうちのいずれか１つを受信アンテナとして選択可能な選択部と、前
記受信アンテナが受信した前記無線信号を復調して受信データを取り出す復調部と、前記
流入路の状況に応じて時分割で割り当てられた受信時間を記憶する記憶部と、を備えてお
り、前記選択部は、記憶された前記受信時間に基づいて、前記アンテナを選択するタイミ
ングを決定することを特徴とする。
【００１１】
　本発明の路側通信機によれば、選択部が、流入路の状況に応じて時分割で割り当てられ
た受信時間に基づいて、交差点に流入する流入路の方向に対応する指向性を有する複数の
アンテナのいずれか１つを受信アンテナとして選択するタイミングを決定するので、各ア
ンテナの受信時間を単純に均等に割り当てる場合に比べて、実情に即した適切なタイミン
グでアンテナを選択することができる。
　このため、流入路を走行する車両の車載通信機からの情報収集を、より効率的に行うこ
とができる。
【００１２】
　（２）　本発明の路側通信機において、記憶された前記受信時間としては、例えば、前
記流入路における車両感知器の設置状況に応じて時分割で割り当てられたものを採用する
ことが好ましい。
　その理由は、上述した車両感知器の有無のように、流入路における車両感知器の設置状
況は、特定の交通情報（例えば、渋滞長や旅行時間など）の推定精度に影響を与え、当該
流入路にある車載通信機から取得する情報の有用性（価値）を左右するからである。
【００１３】
　（３）　従って、複数の前記流入路が、前記設置状況が次の（ｘ）の第１設置状況であ
る第１流入路と、前記設置状況が次の（ｙ）の第２設置状況である第２流入路とを含む場
合には、前記第１流入路に対応する前記受信時間を、前記第２流入路に対応する前記受信
時間よりも長めに設定することが好ましい。
　（ｘ）　交通情報の推定精度が第２設置状況よりも低い第１設置状況
　（ｙ）　交通情報の推定精度が第１設置状況よりも高い第２設置状況
【００１４】
　その理由は、交通情報の推定精度が低い第１設置状況の第１流入路の場合には、車載通
信機からの情報によってその推定精度が高まることから、当該情報の有用性が高いからで
ある。
　逆に、交通情報の推定精度が高い第２設置状況の第２流入路の場合には、車載通信機か
らの情報によってその推定精度がさほど高まらないことから、当該情報の有用性が低いか
らである。
【００１５】
　（４）　本発明の路側通信機において、第１及び第２設置状況の具体例としては、例え
ば、前記第１設置状況が次の（ａ）の状況であり、前記第２設置状況が次の（ｂ）の状況
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である場合が考えられる。
　（ａ）　車両感知器が未設置である状況
　（ｂ）　車両感知器が既設置である状況
【００１６】
　その理由は、車両感知器が未設置である第１流入路の場合には、車両感知器からの情報
がないために交通情報を推定できないことから、第１流入路にある車載通信機からの情報
の有用性が高いからである。
　逆に、車載通信機が既設置である第２流入路の場合には、車両感知器からの情報によっ
て交通情報の推定が可能であることから、第２流入路にある車載通信機からの情報の有用
性が低いからである。
【００１７】
　（５）　また、本発明の路側通信機において、第１及び第２設置状況の別の具体例とし
ては、例えば、前記第１設置状況が次の（ｃ）の状況であり、前記第２設置状況が次の（
ｄ）の状況である場合もある。
　（ｃ）　特定種別の車両感知器の設置間隔がより大である状況
　（ｄ）　同種の特定種別の車両感知器の設置間隔がより小である状況
【００１８】
　その理由は、特定種別の車両感知器（例えば、車両の存在を検出する超音波式車両感知
器）の設置間隔がより大である第１流入路の場合には、渋滞長等の交通情報の推定精度が
低いことから、第１流入路にある車載通信機からの情報の有用性が高いからである。
　逆に、上記と同種の特定種別の車両感知器の設置間隔がより小である第２流入路の場合
には、渋滞長等の交通情報の推定精度が高いことから、第２流入路にある車載通信機から
の情報の有用性が低いからである。
【００１９】
　（６）　更に、本発明の路側通信機において、第１及び第２設置状況の別の具体例とし
ては、例えば、前記第１設置状況が次の（ｅ）の状況であり、前記第２設置状況が次の（
ｆ）の状況である場合であってもよい。
　（ｅ）　得られる情報の種類がより少ない車両感知器が設置されている状況
　（ｆ）　得られる情報の種類がより多い車両感知器が設置されている状況
【００２０】
　その理由は、得られる情報の種類がより少ない車両感知器（例えば、車両の存在を検出
する超音波式車両感知器）が設置されている第１流入路の場合には、その車両感知器の感
知情報による交通情報の推定精度が低く、第１流入路にある車載通信機からの情報の有用
性が高いからである。
　逆に、得られる情報の種類がより多い車両感知器（例えば、車両の存在だけでなく渋滞
長を画像データから直接検出できる画像式車両感知器）が設置されている第２流入路の場
合には、その車両感知器の感知情報による交通情報の推定精度が高く、第２流入路にある
車載通信機からの情報の有用性が低いからである。
【００２１】
　（７）　また、本発明の路側通信機において、第１及第２設置状況の別の具体例として
は、例えば、前記第１設置状況が次の（ｇ）の状況であり、前記第２設置状況が次の（ｈ
）の状況である場合も考えられる。
　（ｇ）　路車間通信が不能な車両感知器が設置されている状況
　（ｈ）　路車間通信が可能な車両感知器が設置されている状況
【００２２】
　その理由は、路車間通信が不能な車両感知器（例えば、車両の存在のみを検出する超音
波式車両感知器）が設置されている第１流入路の場合には、その車両感知器の感知情報に
よる交通情報の推定精度が低く、第１流入路にある車載通信機からの情報の有用性が高い
からである。
　逆に、路車間通信が可能な車両感知器（例えば、光学式車両感知器（光ビーコン））が
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設置されている第２流入路の場合には、光通信対応の車載機から得たプローブ情報などに
よって精度の高い交通情報の推定が行え、第２流入路にある車載通信機からの情報の有用
性が低いからである。
【００２３】
　（８）　本発明の路側通信機において、記憶された前記受信時間は、例えば、前記流入
路における混雑状況に応じて時分割で割り当てられたものであってもよい。
　なお、上記混雑状況を表す指標としては、例えば、当該流入路における混雑度（交通量
を交通容量で除した値）、渋滞長、平均速度又は旅行時間などが含まれる。
【００２４】
　（９）　そして、複数の前記流入路が、混雑している或いは混雑が予想される第１流入
路と、混雑していない或いは混雑が予想されない第２流入路とを含む場合には、前記第１
流入路に対応する前記受信時間を、前記第２流入路に対応する前記受信時間よりも長めに
設定すればよい。
　このようにすれば、実際に混雑中或いは混雑が予想される第１流入路にある車載通信機
からの情報をより多く取得することができ、第１流入路における混雑度合いを正確に推定
することができる。
【００２５】
　（１０）　ところで、流入路の方向に対応する指向性を有する複数のアンテナのうちの
いずれか１つを受信アンテナとして選択すると、選択されない時間帯にアンテナに達した
車載通信機の無線信号は復調されない。
　このため、複数のアンテナの指向性と対応する方向の各流入路にそれぞれ車載通信機が
存在する場合には、路側通信機が自身の受信エリアに含まれる複数の車載通信機から取得
できる、単位時間当たりの情報量は減少する。
【００２６】
　一方、路側通信機が取得する単位時間当たりの情報量を多くするには、出来るだけ、す
べてのアンテナを受信アンテナとして選択する「全選択モード」を実行すればよいが、各
流入路に存在する車載通信機が、お互いの存在を知らずに同時に無線信号を送信すると、
その無線信号が各アンテナに同時に到達して混信し、無線信号を復調できなくなる。
　そこで、本発明の路側通信機において、前記選択部は、前記交差点に流入する前記流入
路の交通量に応じて、すべての前記アンテナを前記受信アンテナとして選択する全選択モ
ードを実行可能であることが好ましい。
【００２７】
　この場合、例えば、すべての流入路の交通量が所定値以下で閑散状態である場合に、全
選択モードを実行すれば、各流入路に存在する車載通信機からの無線信号が対応するアン
テナに同時に到達して混信する可能性が低い。
　このため、混信の可能性が低い状態で、各流入路に存在する車載通信機からの無線信号
を受信でき、路側通信機が取得する単位時間当たりの情報量を増やすことができる。
【００２８】
　（１１）　本発明の無線通信システムは、ＣＳＭＡ方式による車車間通信を無線で行う
車載通信機と、前記車載通信機が送信した前記無線信号を受信する上述の（１）～（９）
のいずれかに記載した本発明の路側通信機と、を備えていることを特徴とする。
　従って、本発明の無線通信システムは、上述の（１）～（９）のいずれかに記載した本
発明の路側通信機と同様の作用効果を奏する。
【００２９】
　（１２）　本発明の受信方法は、車載通信機が送信した無線信号を路側通信機が受信す
る方法であって、交差点に流入する流入路の状況に応じて時分割で割り当てられた受信時
間に基づいて、前記流入路の方向に対応する指向性を有する複数のアンテナのうちのいず
れか１つを、受信アンテナとして選択するタイミングを決定するステップと、前記受信ア
ンテナが受信した前記無線信号を復調して受信データを取り出すステップと、を含むこと
を特徴とする。
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【００３０】
　本発明の受信方法によれば、交差点に流入する流入路の状況に応じて時分割で割り当て
られた受信時間に基づいて、流入路の方向に対応する指向性を有する複数のアンテナのう
ちのいずれか１つを、受信アンテナとして選択するタイミングを決定するので、各アンテ
ナの受信時間を単純に均等に割り当てる場合に比べて、実情に即した適切なタイミングで
アンテナを選択することができる。
　このため、流入路を走行する車両の車載通信機からの情報収集を、効率的に行うことが
できる。
【００３１】
　（１３）　本発明のコンピュータプログラムは、交差点に流入する流入路の方向に対応
する指向性を有する複数のアンテナのうちのいずれか１つを、受信アンテナとして選択す
る選択部として、コンピュータを機能させるためのコンピュータプログラムであって、前
記流入路の状況に応じて時分割で割り当てられた受信時間を記憶部から読み出すステップ
と、読み出された前記受信時間に基づいて、前記アンテナを選択するタイミングを決定す
るステップと、を含むことを特徴とする。
【００３２】
　本発明のコンピュータプログラムによれば、流入路の状況に応じて時分割で割り当てら
れた受信時間を記憶部から読み出し、読み出された受信時間に基づいて、流入路の方向に
対応する指向性を有する複数のアンテナのうちのいずれか１つを受信アンテナとして選択
するタイミングを決定するので、各アンテナの受信時間を単純に均等に割り当てる場合に
比べて、実情に即した適切なタイミングでアンテナを選択することができる。
　このため、流入路を走行する車両の車載通信機からの情報収集を、効率的に行うことが
できる。
【発明の効果】
【００３３】
　以上の通り、本発明によれば、複数のアンテナを有する路側通信機に選択受信方式を採
用する場合において、実情に即した適切なタイミングでアンテナを選択できるので、流入
路を走行する車両の車載通信機からの情報収集を効率的に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の実施形態に係る路側通信機を含む高度道路交通システムの全体構成を示
す概略斜視図である。
【図２】上記高度道路交通システムの管轄エリアの一部を示す道路平面図である。
【図３】路側通信機と車載通信機の内部構成を示すブロック図である。
【図４】タイムスロットの一例を示す概念図である。
【図５】車載通信機の送信信号のフレームフォーマットの一例を示す図である。
【図６】無線通信部の構成例を示すブロック図である。
【図７】路側通信機のアンテナと受信エリアとの関係を示す道路平面図である。
【図８】無線通信部の別の構成例を示すブロック図である。
【図９】路側通信機のアンテナと受信エリア及び送信エリアとの関係を示す道路平面図で
ある。
【図１０】無線通信部の別の構成例を示すスイッチ部分の回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　〔システムの全体構成〕
　図１は、本発明の実施形態に係る高度道路交通システム（ＩＴＳ）の全体構成を示す概
略斜視図である。なお、本実施形態では、道路構造の一例として、南北方向と東西方向の
複数の道路が互いに交差した碁盤目構造を想定している。
　図１に示すように、本実施形態の高度道路交通システムは、交通信号機１、路側通信機
２、車載通信機３（図２及び図３参照）、中央装置４、車載通信機３を搭載した車両５、
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及び、各種の車両感知器よりなる路側センサ６などを含む。
【００３６】
　交通信号機１と路側通信機２は、複数の交差点Ｊｉ（図例では、ｉ＝１～１２）のそれ
ぞれに設置されており、電話回線等の通信回線７を介してルータ８に接続されている。こ
のルータ８は交通管制センター内の中央装置４に接続されている。
　中央装置４は、自身が管轄するエリアに含まれる各交差点Ｊｉの交通信号機１及び路側
通信機２とＬＡＮ（Local Area Network）を構成している。従って、中央装置４は、各交
通信号機１及び各路側通信機２との間で双方向通信が可能である。なお、中央装置４は、
交通管制センターではなく道路上に設置してもよい。
【００３７】
　図１及び図２では、図示を簡略化するために、十字路交差点である各交差点Ｊｉに信号
灯器が１つだけ描写されているが、実際の各交差点Ｊｉには、互いに交差する道路の上り
下り用として少なくとも４つの信号灯器が設置されている。
【００３８】
　路側センサ６は、各交差点Ｊｉに流入する車両台数をカウントしたり、渋滞末尾を検出
したりする目的で、管轄エリア内の適所に設置された各種の車両感知器よりなる。
　本実施形態では、車両感知器として例えば以下に述べる種別のものが採用されており、
各種別の車両感知器の機能に応じて生成された感知情報Ｓ４が、通信回線７を通じて中央
装置４に送られる。
【００３９】
　ａ）　超音波式車両感知器
　超音波式車両感知器は、ヘッドと呼ばれる超音波送受器から超音波を地上に向けて発射
し、超音波が反射して戻るまでの時間を計測することにより、車両５の有無を感知する車
両感知器である。ヘッドは、通常、道路の真上約５ｍの高さで路面に垂直に取り付けられ
ている。
【００４０】
　ｂ）　マイクロ波式車両感知器
　マイクロ波式車両感知器は、マイクロ波送受器から送出されたマイクロ波の反射波の強
弱により、車両５の存在を感知する車両感知器である。また、マイクロ波式車両感知器は
、ドップラー効果を利用した車両速度の計測が可能であるとともに、車両５の存在時間か
ら車種を判別することもできる。
【００４１】
　ｃ）　光学式車両感知器（以下、「光ビーコン」ともいう。）
　光ビーコンは、道路の比較的狭い通信エリアで近赤外線光を投光又は受光するビーコン
ヘッドを備えており、車両５がその通信エリアを通過する間に光通信可能な車載機との間
で双方向通信（路車間通信）を行う機能を有する車両感知器である。また、光ビーコンは
、道路を走行する車両５の存在を感知する機能を併有していることが多い。
【００４２】
　ｄ）　画像式車両感知器
　画像式車両感知器は、テレビカメラで複数の車線を走行する車両を撮像し、画像処理す
ることによって車両５の速度や車種の計測、車両５の存在などを感知する車両感知器であ
る。
【００４３】
　ｅ）旅行時間計測用感知器
　この感知器は、道路の上部に配置したＣＣＤカメラによって車両を撮影し、撮影された
車両５の画像をリアルタイムに読み取って、同一車両の通過時刻の差から特定区間の旅行
時間を計測するものである。
【００４４】
　〔中央装置〕
　中央装置４は、ワークステーション（ＷＳ）やパーソナルコンピュータ（ＰＣ）等より
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なる制御部を有している。この制御部は、路側通信機２や路側センサ６からの各種の交通
情報の収集・処理（演算）・記録、信号制御及び情報提供を統括的に行う。
　具体的には、中央装置４の制御部は、自身のネットワークに属する交差点Ｊｉの交通信
号機１に対して、同一道路上の交通信号機１群を調整する系統制御や、この系統制御を道
路網に拡張した広域制御（面制御）を行うことができる。
【００４５】
　また、中央装置４は、通信回線７を介してＬＡＮ側と接続された通信インタフェースで
ある通信部を有している。この通信部は、信号灯器の灯色切り替えタイミングに関する信
号制御指令Ｓ１や、渋滞情報等を含む交通情報Ｓ２を所定時間ごとに交通信号機１及び路
側通信機２に送信している（図１参照）。
　信号制御指令Ｓ１は、前記系統制御や広域制御を行う場合の信号制御パラメータの演算
周期（例えば、１．０～２．５分）ごとに送信され、交通情報Ｓ２は、例えば５分ごとに
送信される。
【００４６】
　また、中央装置４の通信部は、各交差点Ｊｉに対応する路側通信機２から、当該路側通
信機２が車載通信機３から受信した車両５の位置や速度等を含む車両情報Ｓ３を受信し、
各道路に設置された路側センサ６から前記感知情報Ｓ４を受信する。
　中央装置４の制御部は、管轄エリア内の路側通信機２や路側センサ６などから通信部が
取得した車両情報Ｓ３及び感知情報Ｓ４に基づいて、前記系統制御や広域制御を実行する
ことができる。
【００４７】
　〔無線通信の方式等〕
　図２は、上記高度道路交通システムの管轄エリアの一部を示す道路平面図である。
　図２では、互いに交差する２つの道路の各々が上りと下りで片側１車線のものとして例
示されているが、道路構造はこれに限られるものではない。
　図２にも示すように、本実施形態の高度道路交通システムは、車載通信機３との間で無
線通信が可能な複数の路側通信機２と、ＣＳＭＡ方式で無線通信を行う移動無線送受信機
の一種である複数の車載通信機３とを有する、無線通信システムを含んでいる。
【００４８】
　路側通信機２は、それぞれ路側の交差点Ｊｉごとに設置されていて、図１及び図２に例
示するように、例えば交通信号機１の支柱に取り付けられている。車載通信機３は、道路
を走行する車両５に搭載されている。
　路側通信機２は、自身の受信エリアＡｒ内にある車載通信機３からの無線信号を受信可
能であり、その受信エリアＡｒが他の路側通信機２のアンテナに到達している場合には、
当該他の路側通信機２からの無線信号も受信可能である。
【００４９】
　本実施形態の路側通信機２では、道路の延長方向に沿った指向性を有する複数のアンテ
ナ２０ａ，２０ｂ（図３及び図６参照）を採用しているため、受信エリアＡｒが交差点Ｊ
２から道路の延長方向に沿って延びた形状になっている。
　なお、図２では、交差点Ｊ２に設置された路側通信機２の受信エリアＡｒのみが描かれ
ているが、その他の交差点Ｊｉに設置された路側通信機２の受信エリアＡｒも同様に、交
差点Ｊｉから道路の延長方向に沿って延びた形状になっている。
【００５０】
　本実施形態の高度道路交通システムでは、路側通信機２同士（路路間通信）については
無線通信が用いられ、また、路側通信機２と車載通信機３との間（「路」から「車」への
路車間通信と「車」から「路」への車路間通信との双方を含む。）と車載通信機３同士（
車車間通信）についても、無線通信が用いられている。
　なお、前記した通り、交通管制センターに設けられた中央装置４は、各路側通信機２と
有線での双方向通信が可能となっているが、これらの間も無線通信であってもよい。
【００５１】
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　路側通信機２は、自身が無線送信するための専用のタイムスロット（図４の第１スロッ
トＴ１）をＴＤＭＡ方式で割り当てており、このタイムスロット以外の時間帯（図４の第
２スロットＴ２）には無線送信を行わない。従って、路側専用のタイムスロット以外の時
間帯は、車載通信機３のためのＣＳＭＡ方式による送信時間として開放されている。
　また、路側通信機２は、自身の送信タイミングを制御するために、他の路側通信機２と
の時刻同期機能を有している。この路側通信機２の時刻同期は、例えば、自身の時計をＧ
ＰＳ時刻に合わせるＧＰＳ同期や、自身の時計を他の路側通信機２からの送信信号に合わ
せるエア同期等によって行われる。
【００５２】
　〔路側通信機〕
　図３は、路側通信機２と車載通信機３の内部構成を示すブロック図である。
　路側通信機２は、無線通信のためのアンテナ２０ａ，２０ｂを有する無線通信部（送受
信部）２１と、中央装置４と双方向通信する有線通信部２２と、それらの通信制御を行う
プロセッサ（ＣＰＵ：Central Processing Unit）等よりなる制御部２３と、制御部２３
に接続されたＲＯＭやＲＡＭ等の記憶装置よりなる記憶部２４とを備えている。
【００５３】
　記憶部２４は、制御部２３が実行する通信制御のためのコンピュータプログラムや、各
通信機２，３の通信機ＩＤなどを記憶している。
　無線通信部２１は、交差点Ｊｉの道路方向に沿った指向性を有する２つのアンテナ２０
ａ，２０ｂを備えており、この２つのアンテナ２０ａ，２０ｂのうちのいずれか１つを受
信アンテナとして選択する選択受信方式を採用している。なお、選択受信方式を採用する
無線通信部２１の具体的構成（図６）については後述する。
【００５４】
　制御部２３は、無線通信部２１や有線通信部２２が送受信するデータを総括的に制御す
る通信制御機能を有する。
　具体的には、制御部２３は、無線通信部２１が車載通信機３から受信した車両情報Ｓ３
を記憶部２４に一時的に記憶させ、有線通信部２２を通じて中央装置４に転送する。また
、制御部２３は、有線通信部２２が中央装置４から受信した交通情報Ｓ２等を、記憶部２
４に一時的に記憶させ、無線通信部２１からブロードキャスト送信する。
【００５５】
　また、制御部２３は、記憶部２４に記憶されたタイムスロットの割当情報Ｓ５を、無線
通信部２１を介してブロードキャスト送信する。この割当情報Ｓ５は、路側通信機２の送
信時間（図４の第１スロットＴ１）を車載通信機３に通知するための情報である。
　路側通信機２から割当情報Ｓ５を取得した車両５の車載通信機３は、その割当情報Ｓ５
を送信した路側通信機２が送信を行わない時間帯（図４の第２スロットＴ２）に、キャリ
アセンス方式による無線送信を行う。
【００５６】
　〔タイムスロットの割当情報〕
　図４は、上記割当情報Ｓ５に含まれるタイムスロットの一例を示す概念図である。
　図４に示すように、タイムスロットには第１スロットＴ１と第２スロットＴ２とが含ま
れており、これらのスロットＴ１，Ｔ２は所定長のサイクルＣ（例えば、１００ｍ秒）内
で所定回数だけ繰り返すようになっている。
　第１スロットＴ１は、路側通信機２用のタイムスロットであり、この時間帯においては
路側通信機２による無線送信が許容される。第１スロットＴ１にはスロット番号ｉが付さ
れており、このスロット番号ｉは周期的にインクリメント又はデクリメントされる。
【００５７】
　また、第２スロットＴ２は、車載通信機３用のタイムスロットである。この時間帯は車
載通信機３による無線送信用として開放するため、路側通信機２は第２スロットＴ２では
無線送信を行わない。
　図４に示すタイムスロットにおいて、各スロット番号ｉ＝１～３の第１スロットＴ１に
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記したドット●は、当該第１スロットＴ１に複数の路側通信機２の送信時間が割り当てら
れていることを示している。
【００５８】
　すなわち、図４に示す例では、スロット番号（１）の第１スロットＴ１には、交差点Ｊ
１とＪ５（図１参照）にある２つの路側通信機２の送信時間が割り当てられ、スロット番
号（２）の第１スロットＴ１には、交差点Ｊ２，Ｊ６及びＪ８にある３つの路側通信機２
の送信時間が割り当てられ、スロット番号（３）の第１スロットＴ１には、交差点Ｊ３に
ある１つの路側通信機２の送信時間が割り当てられている。
【００５９】
　このように、各路側通信機２の送信時間は、第１スロットＴ１に対して１対１対応で割
り当てられるのではなく、互いに電波干渉が生じない交差点Ｊｉに設置された路側通信機
２同士について、同じスロット番号ｉに重複して割り当て可能となっている。
　かかるスロット割当は、中央装置４が総括的に行うこともできるし、他装置から取得し
た設置位置やスロット情報を利用して各路側通信機２が自律的に行うこともできる。
　また、複数の路側通信機２，２…の中から１つの親機を予め選定しておき、この親機が
、他の路側通信機２である子機同士で電波干渉が生じない送信タイミングとなるように、
スロット割当を行うようにすることもできる。
【００６０】
　〔車載通信機〕
　図３に戻り、車載通信機３は、無線通信のためのアンテナ３０を有する通信部（送受信
部）３１と、この通信部３１に対する通信制御を行うプロセッサ等よりなる制御部３２と
、この制御部３２に接続されたＲＯＭやＲＡＭ等の記憶装置よりなる記憶部３３とを備え
ている。
　記憶部３３は、制御部３２が実行する通信制御のためのコンピュータプログラムや、各
通信機２，３の通信機ＩＤ等を記憶している。
【００６１】
　車載通信機３の制御部３２は、車車間通信のためのキャリアセンス方式による無線通信
を通信部３１に行わせるものであり、路側通信機２との間の時分割多重方式での通信制御
機能は有していない。
　従って、車載通信機３の通信部３１は、所定の搬送波周波数の受信レベルを常時感知し
ており、その値がある閾値以上である場合は無線送信を行わず、当該閾値未満になった場
合にのみ無線送信を行うようになっている。
【００６２】
　なお、車載通信機３の制御部３２は、車両５（車載通信機３）の現時の位置、方向及び
速度等を含む車両情報Ｓ３を、通信部３１を介して外部にブロードキャストで無線送信さ
せている。
　また、車載通信機３の制御部３２は、他の車両５から直接受信した車両情報Ｓ３や、路
側通信機２から受信した他の車両５の車両情報Ｓ３に含まれる、位置、速度及び方向に基
づいて、右直衝突や出合い頭衝突等を回避するための安全運転支援制御を行うことができ
る。
【００６３】
　図５は、車載通信機３の送信信号のフレームフォーマットの一例を示す図である。
　図５に示すように、車載通信機３の送信信号には、プリアンブル、ヘッダ、データ、Ｃ
ＲＣ（Cyclic Redundancy Check）が含まれている。
　このうち、データには、車両５の位置、方向（進行方向）及び速度が含まれるが、路側
通信機２からの送信信号を受信した場合の受信レベルを含めることもできる。
　車両５の位置や方向は、通常は、ＧＰＳ等の車両５側のセンサ類が自律的に測定した情
報であるが、光ビーコン等のインフラ側から取得可能な場合もある。速度は、車両５の速
度センサに基づいた情報である。
【００６４】
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　〔路側通信機の無線通信部〕
　図６は、無線通信部２１の構成例を示すブロック図である。
　図６に示すように、路側通信機２の無線通信部２１は、２つのアンテナ２０ａ，２０ｂ
と、いずれか一方のアンテナ２０ａ，２０ｂで受信された無線信号を受信処理して受信デ
ータを生成する受信部４０と、制御部２３からの受信データを無線信号に変換して送信す
る送信部４１とを備えている。
【００６５】
　また、無線通信部２１は、アンテナ２０ａ，２０ｂと送受信部４０，４１との間に切替
スイッチ４２及びサーキュレータ４３を備えている。
　このうち、切替スイッチ４２はａ接点とｂ接点とｃ接点を有する３ポートスイッチより
なり、ａ接点とｂ接点にそれぞれアンテナ２０ａ，２０ｂが接続されている。また、ｃ接
点には、後段のサーキュレータ４３の一つのポートに接続されている。サーキュレータ４
３は３ポートを有しており、この各ポートには、切替スイッチ４２のｃ接点、受信部４０
及び送信部４１がそれぞれ接続されている。
【００６６】
　図７は、路側通信機２のアンテナ２０ａ，２０ｂと受信エリアＡｒ１，Ａｒ２との関係
を示す道路平面図である。
　図７に示すように、路側通信機２の２つのアンテナ２０ａ，２０ｂは、交差点Ｊの近傍
に設置されている。各アンテナ２０ａ，２０ｂは、所定方向に対する感度が大きい指向性
アンテナよりなり、本実施形態では、交差点Ｊに流入する流入路Ｌ１～Ｌ４の延長方向を
指向するように設置されている。
【００６７】
　すなわち、２つのアンテナ２０ａ，２０ｂのうち、第１アンテナ２０ａは、東西の流入
路Ｌ１，Ｌ２の延長方向に強い感度を示す指向性を有しており、第２アンテナ２０ｂは、
南北の流入路Ｌ３，Ｌ４の延長方向に強い感度を示す指向性を有している。
　従って、第１アンテナ２０ａに対応する第１受信エリアＡｒ１は、交差点Ｊを中心とし
て東西方向に長いほぼ楕円形状になっており、第２アンテナ２０ｂに対応する第２受信エ
リアＡｒ２は、交差点Ｊを中心として南北方向に長いほぼ楕円形状になっている。
【００６８】
　なお、各アンテナ２０ａ，２０ｂの送信エリア（送信電波の届くエリア）は、送信電力
の強弱に応じて大きさが変化することから、必ずしもアンテナ２０ａ，２０ｂの受信エリ
アＡｒ１，Ａｒ２と合同にはならないが、受信エリアＡｒ１，Ａｒ２と相似のほぼ楕円形
状となる。
【００６９】
　図６に戻り、切替スイッチ４２は、制御部２３が生成する制御信号Ｓに従って接点ａ，
ｂの切り替え動作を行う。すなわち、制御部２３は、第１アンテナ２０ａを送受信アンテ
ナとして選択する場合には、接点ａへ切り替える制御信号Ｓを切替スイッチ４２に出力し
、第２アンテナ２０ｂを送受信アンテナとして選択する場合には、接点ｂへ切り替える制
御信号Ｓを切替スイッチ４２に出力する。
　従って、制御部２３は、２つのアンテナ２０ａ，２０ｂのうちのいずれか１つを送受信
アンテナとして選択する選択部としての機能を有する。
【００７０】
　受信部（復調部）４０は、選択されたアンテナ２０ａ，２０ｂが受信した無線信号を増
幅してからＯＦＤＭ復調などの所定の復調処理を行い、その復調信号にＡ／Ｄ変換などの
処理を行って無線信号から受信データを取り出し、受信データを制御部２３に入力する。
　また、送信部（変調部）４１は、制御部２３から送出された送信データにＯＦＤＭ変調
などの所定の変調処理を行い、その変調信号をＤ／Ａ変換及び増幅して無線信号を生成し
、その無線信号を制御部２３から指定する送信タイミングでアンテナ２０ａ，２０ｂに送
出する。
【００７１】
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　〔アンテナの選択タイミング〕
　図６に示すように、路側通信機２の記憶部２４には、流入路Ｌ１～Ｌ４の状況に応じて
時分割で割り当てられた受信時間が記録されたタイムテーブルＴが格納されている。
　このタイムテーブルＴは、路側通信機２が有する第１及び第２アンテナ２０ａ，２０ｂ
をエントリに含んでおり、そのアンテナ２０ａ，２０ｂを使用する時間（受信時間）を予
め定義した参照テーブルよりなる。
【００７２】
　制御部２３は、上記タイムテーブルＴを記憶部２４から読み出し、そのテーブルＴにて
定義された使用時間に従って、２つのアンテナ２０ａ，２０ｂのうちのいずれかを選択す
るタイミングを決定する。
　例えば、図６の例では、第１アンテナ２０ａの使用時間が８秒で、第２アンテナ２０ｂ
の使用時間が２秒と定義されている。そこで、制御部２３は、１０秒間の制御周期におい
て、８秒間はスイッチ４２の接点ａを選択する制御信号Ｓを生成し、２秒間はスイッチ４
２の接点ｂを選択する制御信号Ｓを生成する。
【００７３】
　〔アンテナの使用時間の設定方法〕
　ここで、図７に示すように、ある交差点Ｊに流入する流入路Ｌ１～Ｌ４のうち、東西方
向の流入路Ｌ１，Ｌ２が比較的交通量の少ない「従道路」（以下、「第１流入路」ともい
う。）であり、南北方向の流入路Ｌ３，Ｌ４が比較的交通量の多い「主道路」（以下、「
第２流入路」ともいう。）であるとする。
【００７４】
　また、第１流入路Ｌ１，Ｌ２は従道路であるため、車両感知器（路側センサ６）が設置
されておらず、第２流入路Ｌ３，Ｌ４は主道路であるため、前記したいずれかの種別の車
両感知器（路側センサ６）が設置されているものとする。
　この場合、第１流入路Ｌ１，Ｌ２については、感知情報Ｓ４がないので交通情報を推定
できず、車載通信機３からの車両情報Ｓ３を取得する必要性が高いが、第２流入路Ｌ３，
Ｌ４については、感知情報Ｓ４が得られるので交通情報の推定が可能であり、車載通信機
３からの車両情報Ｓ３を取得する必要性が、第１流入路Ｌ１，Ｌ２よりは低い。
【００７５】
　そこで、図７に示す交差点Ｊの場合には、車両感知器が未設置である第１流入路Ｌ１，
Ｌ２に対応する第１アンテナ２０ａの使用時間を、車両感知器が既設置である第２流入路
Ｌ３，Ｌ４に対応する第２アンテナ２０ｂの使用時間をよりも長めに設定する。
　このため、本実施形態では、前述の図６に示すタイムテーブルＴにおいて、第１アンテ
ナ２０ａの使用時間が「８秒」に設定され、第２アンテナ２０ｂの使用時間が「２秒」に
設定されている。
【００７６】
　なお、タイムテーブルＴで定義するアンテナ２０ａ，２０ｂの使用時間は、路側通信機
２を交差点Ｊに設置する際に事業者が予め手動で記憶部２４に設定すればよい。
　もっとも、中央装置４が路側通信機２にアンテナ２０ａ，２０ｂの使用時間を通知し、
通知された使用時間に基づいて、路側通信機２の制御部２３がタイムテーブルＴを作成す
ることにしてもよい。また、中央装置４からは車両感知器の設置状況のみを通知し、通知
された設置状況に基づいて、路側通信機２の制御部２３がアンテナ２０ａ，２０ｂの使用
時間を自身で特定して、タイムテーブルＴを作成することにしてもよい。
【００７７】
　〔路側通信機の効果〕
　以上の通り、本実施形態の路側通信機２によれば、記憶部２４が、交差点Ｊに流入する
流入路Ｌ１～Ｌ４における車両感知器（路側センサ６）の設置状況に応じて時分割で割り
当てられた、アンテナ２０ａ，２０ｂの使用時間を定義したタイムテーブルＴを記憶して
おり、制御部２３が、そのタイムテーブルＴに記録された使用時間に基づいて、流入路Ｌ
１～Ｌ４の方向に対応する指向性を有するアンテナ２０ａ，２０ｂのいずれか１つを受信
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アンテナとして選択するタイミングを決定する。
【００７８】
　従って、例えば図６及び図７に示すように、車載通信機３からの車両情報Ｓ３の有用性
（価値）が高い第１流入路Ｌ１，Ｌ２に対応する、第１アンテナ２０ａの使用時間を長く
設定し、車載通信機３からの車両情報Ｓ３の有用性が低い第２流入路Ｌ３，Ｌ４に対応す
る、第２アンテナ２０ｂの使用時間を長く設定することができる。
　このため、アンテナ２０ａ，２０ｂの使用時間を単純に均等に割り当てる場合に比べて
、実情に即した適切なタイミングでアンテナ２０ａ，２０ｂを選択することができ、流入
路Ｌ１～Ｌ４を走行する車両５の車載通信機３からの情報収集を、より効率的に行うこと
ができる。
【００７９】
　〔車両感知器の設置状況のバリエーション〕
　図７の例では、第１流入路Ｌ１，Ｌ２に車両感知器が未設置であり、第２流入路Ｌ３，
Ｌ４に車両感知器が既設置である場合を例示したが、アンテナ２０ａ，２０ｂの使用時間
に格差を付ける第１及び第２流入路Ｌ１～Ｌ４における車両感知器の設置状況としては、
図７の例以外にも種々のバリエーションがある。
【００８０】
　例えば、実際の交差点Ｊにおいて、第１流入路Ｌ１，Ｌ２と第２流入路Ｌ３，Ｌ４のい
ずれにも車両５の存在を検出する「超音波式車両感知器」が設置されているが、流入路の
規模に応じてその設置間隔が異なる場合がある。
　一例として、第１流入路Ｌ１，Ｌ２では、渋滞長や旅行時間などを推定するために、交
差点Ｊの停止線から２５０ｍ間隔で超音波式車両感知器が設置されているが、第２流入路
Ｌ３，Ｌ４では、それらの交通情報をより正確に推定するため、１５０ｍ、３００ｍ及び
５００ｍの位置に同感知器が設置されているとする。
【００８１】
　この場合は、設置間隔がより大である第１流入路Ｌ１，Ｌ２に対応する第１アンテナ２
０ａの受信時間を、設置間隔がより小である第２流入路Ｌ３，Ｌ４に対応する第２アンテ
ナ２０ｂの受信時間よりも長めに設定すればよい。
　これにより、交通情報の推定精度がより低い設置状況である、第１流入路Ｌ１，Ｌ２を
走行中の車両５の車載通信機３からの車両情報Ｓ３をより多く取得でき、第１流入路Ｌ１
，Ｌ２における交通情報の推定精度を高めることができる。
【００８２】
　また、第１流入路Ｌ１，Ｌ２と第２流入路Ｌ３，Ｌ４のいずれにも車両感知器が設置さ
れているが、設置されている車両感知器の種別が異なるために、各流入路Ｌ１～Ｌ４から
得られる情報の種類が異なる場合もある。
　一例として、第１流入路Ｌ１，Ｌ２では、「超音波式車両感知器」が設置されているが
、第２流入路Ｌ３，Ｌ４では、「画像式車両感知器」が設置されているとする。
【００８３】
　ここで、超音波式車両感知器は、取得した超音波のパルス信号から車両５の存在を検出
するから、所定の推定式を用いて渋滞長や旅行時間を算出する必要がある。
　これに対して、画像式車両感知器は、テレビカメラで撮影した画像を処理することで、
車両５の存在や速度を特定できるので、画像式車両感知器を設けた路線では、超音波式車
両感知器を設けた路線に比べて、渋滞長や旅行時間などの交通情報をより正確に推定する
ことができる。
【００８４】
　従って、この場合は、得られる情報の種類が少ない超音波式車両感知器が設置されてい
る第１流入路Ｌ１，Ｌ２に対応する第１アンテナ２０ａの受信時間を、得られる情報の種
類が多い画像式車両感知器が設置されている第２流入路Ｌ３，Ｌ４に対応する第２アンテ
ナ２０ｂの受信時間よりも長めに設定すればよい。
　これにより、交通情報の推定精度がより低い設置状況である第１流入路Ｌ１，Ｌ２を走
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行中の車両５の車載通信機３からの車両情報Ｓ３をより多く取得でき、第１流入路Ｌ１，
Ｌ２における交通情報の推定精度を高めることができる。
【００８５】
　更に、第１流入路Ｌ１，Ｌ２と第２流入路Ｌ３，Ｌ４のいずれにも車両感知器が設置さ
れているが、設置されている車両感知器の通信機能の有無により、各流入路Ｌ１～Ｌ４か
ら得られる情報量が異なる場合もある。
　一例として、第１流入路Ｌ１，Ｌ２では、路車間通信が不能な「超音波式車両感知器」
が設置されているが、第２流入路Ｌ３，Ｌ４では、路車間通信が可能な「光学式車両感知
器」（光ビーコン）が設置されているとする。
【００８６】
　ここで、超音波式車両感知器は、上述の通り、取得した超音波のパルス信号から車両５
の存在を検出するだけであるが、光学式車両感知器（光ビーコン）では、光通信対応の車
載機からのアップリンク情報から、車両５の走行履歴を含むプローブ情報を取得すること
もできる。
　このため、光ビーコンが設けられた路線では、超音波式車両感知器が設けられた路線に
比べて、渋滞長や旅行時間などの交通情報をより正確に推定することができる。
【００８７】
　従って、この場合も、超音波式車両感知器が設置されている第１流入路Ｌ１，Ｌ２に対
応する第１アンテナ２０ａの受信時間を、光ビーコンが設置されている第２流入路Ｌ３，
Ｌ４に対応する第２アンテナ２０ｂの受信時間よりも長めに設定すればよい。
　これにより、交通情報の推定精度がより低い設置状況である第１流入路Ｌ１，Ｌ２を走
行中の車両５の車載通信機３からの車両情報Ｓ３をより多く取得でき、第１流入路Ｌ１，
Ｌ２における交通情報の推定精度を高めることができる。
【００８８】
　このように、交通情報の推定精度がより低い「第１設置状況」となっている第１流入路
Ｌ１，Ｌ２と、交通情報の推定精度がより高い「第２設置状況」となっている第２流入路
Ｌ３，Ｌ４とを含む交差点Ｊの場合には、第１流入路Ｌ１，Ｌ２に対応する第１アンテナ
２０ａの受信時間を、第２流入路Ｌ３，Ｌ４に対応する第１アンテナ２０ｂの受信時間よ
りも、長めに設定すればよい。
【００８９】
　〔第１の変形例〕
　図８は、無線通信部２１の別の構成例を示すブロック図である。
　上述の実施形態に係る無線通信部（図６）と図８の変形例に係る無線通信部２１との相
違は、前者では、サーキュレータ４３によってアンテナ２０ａ，２０ｂが送受信兼用とな
っているのに対して、後者では、送信部４１に送信専用の無指向性のアンテナ２０ｔを設
けることにより、２つのアンテナ２０ａ，２０ｂを受信専用とした点にある。
【００９０】
　図９は、路側通信機２のアンテナ２０ａ，２０ｂ，２０ｔと受信エリアＡｒ１，Ａｒ２
及び送信エリアＡｔとの関係を示す道路平面図である。
　図９に示すように、この変形例では、送信専用のアンテナ２０ｔが無指向性アンテナよ
りなるので、アンテナ２０ｔからの電波が届く範囲である送信エリアＡｔは、交差点Ｊを
中心としたほぼ円形となっている。
【００９１】
　〔第２の変形例〕
　上述の実施形態では、各流入路Ｌ１～Ｌ４における「車両感知器の設置状況」に応じて
、２つのアンテナ２０ａ，２０ｂの受信時間を設定しているが、その設置状況に代えて、
流入路Ｌ１～Ｌ４における「混雑状況」に応じて、アンテナ２０ａ，２０ｂの受信時間を
時分割で割り当てるようにしてもよい。
【００９２】
　かかる混雑状況を表す指標としては、例えば、流入路Ｌ１～Ｌ４における混雑度（交通
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量を交通容量で除した値）、渋滞長、平均速度又は旅行時間などがある。
　これらの指標は、中央装置４によって所定時間ごとに算出されているので、中央装置４
から混雑状況を表す指標を路側通信機２に通知し、通知された指標を用いて路側通信機２
の制御部２３がアンテナ２０ａ，２０ｂの受信時間を求めることにより、タイムテーブル
Ｔを更新すればよい。
【００９３】
　例えば、混雑度を例に取ると、第１流入路Ｌ１，Ｌ２の混雑度が第２流入路Ｌ３，Ｌ４
の混雑度よりも高い場合には、その混雑度の差に応じた所定の割合で、第１流入路Ｌ１，
Ｌ２に対応する第１アンテナ２０ａの受信時間を、第２流入路Ｌ３，Ｌ４に対応する第２
アンテナ２０ｂの受信時間よりも長めに設定し、設定した受信時間を記憶部２４のタイム
テーブルＴに記録して同テーブルＴを更新する。
　その後、制御部２３は、更新されたテーブルＴの受信時間に従って、切替スイッチ４２
に対する切替タイミングを制御する。
【００９４】
　第２の変形例によれば、路側通信機２の制御部２３が、混雑している第１流入路Ｌ１，
Ｌ２に対応する第１アンテナ２０ａの受信時間を、混雑していない第２流入路Ｌ３，Ｌ４
に対応する第２アンテナ２０ｂの受信時間よりも長く設定するので、実際に混雑中である
第１流入路Ｌ１，Ｌ２にある車載通信機３からの車両情報Ｓ３をより多く取得することが
でき、第１流入路Ｌ１，Ｌ２における混雑度合いを正確に推定することができる。
　なお、第２の変形例において、流入路Ｌ１～Ｌ４の混雑状況を表す指標は、必ずしも現
時点の推定値に限らず、近い将来の予測値であってもよい。
【００９５】
　〔第３の変形例〕
　上述の実施形態では、指向する方向が異なる２つのアンテナ２０ａ，２０ｂのうち、一
方のアンテナ２０ａを東西方向の流入路Ｌ１，Ｌ２に対応させ、他方のアンテナ２０ｂを
南北方向の流入路Ｌ３，Ｌ４に対応させているが、交差点Ｊに流入する流入路Ｌ１～Ｌ４
と同数（十字路交差点の場合には４つ）のアンテナを設け、それらのアンテナを各流入路
Ｌ１～Ｌ４にそれぞれ一対一で対応させることにしてもよい。
【００９６】
　もっとも、この場合には、３つ以上のアンテナの受信時間をそれぞれ個別に設定する必
要がある。
　また、路側通信機２を設置する交差点Ｊは、必ずしも十字路交差点である必要はなく、
流入路が３つであるＴ字路や三又路、或いは、五又路以上の交差点であってもよい。
【００９７】
　〔第４の変形例〕
　図１０は、無線通信部２１の別の構成例を示すスイッチ部分の回路図である。
　この変形例に係る無線通信部２１では、切替スイッチ４２が、いずれか一方のアンテナ
２０ａ，２０ｂと高周波的に接続された接点ａ，ｂに加えて、双方のアンテナ２０ａ，２
０ｂと高周波的に接続された接点ｄが設けられた４ポートスイッチよりなり、制御部２３
は、接点ａ，ｂだけでなく接点ｄを選択する制御信号Ｓを生成することができる。
【００９８】
　このため、制御部２３は、予め割り当てたれた受信時間（図６及び図８のタイムテーブ
ルＴ参照）に基づいていずれか一方のアンテナ２０ａ，２０ｂを選択するモード（以下、
「選択受信モード」という。）の他に、双方のアンテナ２０ａ，２０ｂを受信アンテナと
して選択する「全選択モード」を実行することができる。
　なお、図１０に示す切替スイッチ４２は、図６及び図８に示すいずれの無線通信部２１
にも採用可能である。
【００９９】
　そして、本実施形態の制御部２３は、交差点Ｊに流入する各々の流入路Ｌ１～Ｌ４にお
ける交通量（例えば、単位時間当たりの車両台数）が所定値以下の閑散状態である時間帯
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に、上記全選択モードを実行し、それ以外の時間帯に、選択受信モードを実行する。
　その理由は、複数の車両５が各流入路Ｌ１～Ｌ４をそれぞれ通行しており、各流入路Ｌ
１～Ｌ４に車載通信機３が存在する場合には、各車載通信機からの無線信号が対応するア
ンテナ２０ａ，２０ｂに同時に到達して混信する恐れがあるが、各流入路Ｌ１～Ｌ４が閑
散状態であれば、そのような混信が生じる可能性が低いからである。
【０１００】
　このため、この変形例に係る路側通信機２によれば、混信の可能性が低い状態で、各流
入路Ｌ１～Ｌ４に存在する車載通信機３からの無線信号を概ね受信できる全選択モードを
実行することができ、時分割で割り当てられた受信時間（図６及び図８のタイムテーブル
Ｔ参照）に従ってアンテナ２０ａ，２０ｂを選択する選択受信モードのみを行う場合に比
べて、閑散時において路側通信機２が取得する単位時間当たりの情報量を増やすことがで
きる。
【０１０１】
　なお、全選択モードを実行するか否かの判定基準とする「交通量」は、有線通信部２２
を介して中央装置４から取得してもよいし、各流入路Ｌ１～Ｌ４に設けられた路側センサ
６（車両感知器）からの感知情報Ｓ４に基づいて、制御部２３自身が算出してもよい。
　また、制御部２３は、現時点の交通量に基づいて全受信モードの実行可否を判定するこ
とにしてもよいし、近い将来に予想される予測交通量（例えば、中央装置４から取得）に
基づいて全受信モードの実行可否を判定することにしてもよい。
【０１０２】
　また、制御部２３は、算出された現時交通量或いは予測交通量の多寡に基づいて全受信
モードの実行可否を判定するだけでなく、例えば、夜中や早朝などの交通量が少ない時間
帯は全選択モードを実行し、それ以外の時間帯は選択受信モードを実行するというように
、流入路Ｌ１～Ｌ４の交通量が明らかに少なくなる時間帯であるか否かにより、全選択モ
ードの実行可否を判定することにしてもよい。
【０１０３】
　〔その他の変形例〕
　今回開示した実施形態は本発明の例示であって制限的なものではない。本発明の権利範
囲は、上述の実施形態ではなく特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲及びその
構成と均等な範囲内のすべての変更が含まれる。
【０１０４】
　例えば、上述の実施形態では、路路間通信が無線で行われることを前提としたが、路側
通信機２と車載通信機３との無線通信帯域を十分に確保するため、路路間通信には無線通
信の帯域が割り当てられない場合もあり得る。
　そこで、路側通信機２同士が有線通信部２２による通信が可能である場合には、その間
の割当情報Ｓ５や位置情報の交換を有線通信で行うようにしてもよい。
【０１０５】
　更に、上述の実施形態の高度道路交通システムおいて、車載通信機３は、普段は歩行者
用の移動通信端末（例えば、携帯電話機、スマートフォン、携帯型ナビゲーション装置な
ど）として利用されているが、一時的に車両５に搭載されて路側通信機２と通信するもの
も含まれる。
　すなわち、本明細書における車載通信機３の「車載」とは、車両５に固定的に搭載され
るものだけでなく、車両５の運転時に一時的に搭載される場合も含まれる意味である。
【０１０６】
　また、上述の実施形態では、無線通信部２１、有線通信部２２、制御部２３及び記憶部
２４が１つの筐体に収納された一体型の路側通信機２を想定しているが、本発明の機能を
有する制御部２３を、有線通信部２２と通信可能に接続された別筐体の「情報中継装置」
に設けることにしてもよい。
　すなわち、本発明にいう「路側通信機」は、各構成要素が必ずしも１つの筐体に収納さ
れている必要はなく、通信部２１，２２と制御部２３とが別筐体で構成される場合を含む
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【符号の説明】
【０１０７】
　　１　　　交通信号機
　　２　　　路側通信機
　　３　　　車載通信機
　　４　　　中央装置
　　５　　　車両
　　６　　　路側センサ（車両感知器）
　２０ａ　　アンテナ
　２０ｂ　　アンテナ
　２１　　　無線通信部
　２２　　　有線通信部
　２３　　　制御部（選択部）
　２４　　　記憶部
　４０　　　受信部（復調部）
　４１　　　送信部
　４２　　　切替スイッチ
　４３　　　サーキュレータ
　　Ｊ　　　交差点
Ｌ１，Ｌ２　第１流入路（東西方向）
Ｌ３，Ｌ４　第２流入路（南北方向）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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