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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両通行経路に沿って配置された複数の認識装置と伝送路を介して接続したセンタ装置
を有し、目的車両の通行経路を予測する車両通行経路予測システムに於いて、
　前記認識装置は、
　通過車両のナンバープレートの撮像画像を文字認識処理して車両ナンバーを認識するナ
ンバー認識手段と、
　前記通過車両の通過速度を測定する速度測定手段と、
　前記センタ装置から通知された目的車両の車両ナンバーと前記ナンバー認識手段により
認識した車両ナンバーとを照合する照合手段と、
　照合一致の車両ナンバーと該車両の通過速度の情報と認識装置の識別情報とを前記セン
タ装置に通知する通知手段とを含む構成を有し、
　前記センタ装置は、
　前記認識装置毎に、当該認識装置と隣接する認識装置との対応関係の情報と該対応する
認識装置間の距離情報とを格納した認識装置データベースと、
　前記認識装置からの前記照合一致の車両ナンバーと該車両の通過速度と前記認識装置の
識別情報の情報とを受信する受信手段と、
　該受信手段により受信した前記認識装置の識別情報に基づいて、前記認識装置データベ
ースから該識別情報の認識装置に隣接する認識装置を次回通過予測認識装置として抽出す
ると共に、該受信手段により受信した前記認識装置からの目的車両の通過速度の情報と前
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記認識装置データベースに格納された認識装置間の距離情報とに基づいて前記抽出された
次回通過予測認識装置を通過する通過予測時刻を予測する予測手段と、
　該予測手段により予測した結果を表示する表示手段とを含む構成を有する
　ことを特徴とする車両通行経路予測システム。
【請求項２】
　前記センタ装置の予測手段は、前記認識装置データベースに格納された隣接する認識装
置との対応関係の情報に基づいて、次回通過予測認識装置の更に次に通過する次々回通過
予測認識装置を予測すると共に、前記受信手段により受信した前記認識装置からの目的車
両の通過速度の情報と、前記認識装置データベースに格納された認識装置間の距離情報と
に基づいて、次々回通過予測認識装置を通過する通過予測時刻を予測することを特徴とす
る請求項１記載の車両通行経路予測システム。
【請求項３】
　前記センタ装置の予測手段は、前記次回通過予測認識装置を通過する通過予測時刻と前
記次回予測認識装置から受信した目的車両の実際の通過時刻との差に対応した通過時刻補
正値を求め、該通過時刻補正値により前記次々回通過予測認識装置を通過する通過予測時
刻を補正することを特徴とする請求項２記載の車両通行経路予測システム。
【請求項４】
　前記センタ装置は、前記目的車両の現在通過認識装置と、予測経路に沿った認識装置と
を前記表示手段に強調表示し、且つ通過予測時刻を表示する機能を有することを特徴とす
る請求項１又２又は３記載の車両通行経路予測システム。
【請求項５】
　前記センタ装置は、複数の前記目的車両の現在通過認識装置と、各目的車両対応の通行
予測経路の認識装置と、通過予測時刻とを、前記表示手段に表示する機能を有することを
特徴とする請求項１乃至４の何れか１項記載の車両通行経路予測システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、車両の通行経路に沿って配置した複数の認識装置を伝送路を介して接続したセ
ンタ装置を有し、目的車両の通行経路と次の認識装置位置の通過時刻とを予測する車両通
行経路予測システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
車両に取付けられたナンバープレートを撮像した画像情報を処理し、ナンバープレート画
像について文字認識を行うことにより、車両ナンバーを識別する手段が実用化され、この
ような手段を有する認識装置を道路に沿って配置した車両ナンバー自動検知システムが知
られている。例えば、図１４に示すように、複数の認識装置００１，００２，００３，・
・・を道路に沿って所定間隔で配置し、センタ装置と伝送路を介して接続する。
【０００３】
認識装置とセンタ装置とは、例えば、図１５に示す概略構成を有するもので、１００はセ
ンタ装置、１０１は認識装置、１０２はナンバープレートを撮像する赤外線カメラ等のカ
メラ、１０３は車両検知処理部、１０４は通過速度測定部、１０５はナンバープレート文
字識別部、１０６は手配車両データベース、１０７は検知通知受信部、１０８は画面表示
部、１０９は手配車両データベース、１１０はオペレータを示す。
【０００４】
認識装置１０１は、図１４に示すように、道路に沿って所定の間隔で配置し、センタ装置
１００との間を専用線や公衆網等の伝送路を介して接続するもので、カメラ１０２により
撮像した画像情報を車両検知処理部１０３に転送し、車両を撮像した画像情報であること
を検知すると、その画像情報を通過速度測定部１０４に転送する。通過速度測定部１０４
は、例えば、フレーム毎の車両画像の動きから、車両の通過速度を測定するものである。
【０００５】
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又センタ装置１００のオペレータ１１０の操作で入力した手配車両データを手配車両デー
タベース１０９に一旦格納し、各認識装置に伝送路を介して手配車両データを送出する。
認識装置１０１に於いては、その手配車両データを手配車両データベース１０６に格納す
る。
【０００６】
又認識装置１０１のナンバープレート文字識別部１０５は、車両検知処理部１０３から転
送された画像情報からナンバープレート部分を切り出し、文字認識処理によりナンバープ
レート部分の文字を認識するもので、この認識処理により車両ナンバーを識別し、手配車
両データベース１０６に格納した手配車両ナンバーと照合する。照合一致の場合、通過速
度測定部１０４に於いて測定した速度情報と共に照合一致した車両ナンバーをセンタ装置
１００へ通知する。
【０００７】
センタ装置１００は、検知通知受信部１０７により、伝送路を介した認識装置１０１から
の情報を受信し、この認識装置１０１の位置情報を基に、手配車両の通過位置を画面表示
部１０８に表示する。オペレータ１１０は、この画面表示部１０８の表示内容により、手
配車両の現在の通過位置を認識し、次の通過地点を経験に基づいて予測する。
【０００８】
図１６は従来のセンタ装置と認識装置との処理フローチャートを示し、センタ装置１００
は、オペレータ１１０の操作により手配車両データベース１０９に手配車両登録を行い、
各認識装置Ｎに対して車両データを配信する。認識装置Ｎは、手配車両データベース１０
６に手配車両登録を行う。
【０００９】
認識装置Ｎに於いて通過車両のナンバーを自動認識して、手配車両データと照合し、照合
一致（ヒット）すると、それをセンタ装置１００に通知する。センタ装置１００に於いて
は、画面表示部１０８に表示し、その表示内容をオペレータ１１０が認識すると、次に通
過しそうな場所をオペレータ１１０が予測する。
【００１０】
又ナンバープレートの撮像情報から車両ナンバーを自動認識し、且つ撮像したナンバープ
レートの画像を表示して、自動認識結果と画像表示されたナンバープレートの文字とによ
り、オペレータの介在の下、車両ナンバーの認識精度を向上する手段が知られている（例
えば、特許文献１参照）。又データ送受信機能を有する車載装置を利用し、目的の車両ナ
ンバーを自動ナンバー認識手段により検出した時、その車両の車載装置にＩＤを送信して
登録し、その車両の車載装置から送信するＩＤを用いて追跡するシステムも知られている
（例えば、特許文献２参照）。
【００１１】
又車載カメラにより他の車両のナンバープレートを撮像して車両ナンバーを自動認識し、
データベースに登録された車両ナンバーと照合し、その結果を表示装置に表示し、又速度
データと共に記録して、不審車両の追跡等を行う車両ナンバー認識システムが知られてい
る（例えば、特許文献３参照）。又正規の車両ナンバーを無線で送信できる車載装置を利
用し、ナンバープレートの撮像画像を用いて、車両ナンバーの自動認識手段により認識し
た車両ナンバーと、車載装置から送信した車両ナンバーとを照合し、照合一致の場合は正
常であり、照合不一致の場合は、ナンバープレートの付け替え等の不審車と判定するシス
テムが知られている（例えば、特許文献４参照）。
【００１２】
【特許文献１】
特開平９－２８２５９０号公報
【特許文献２】
特開平１０－１８８１９２号公報
【特許文献３】
特開平１１－２９６７８５号公報
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【特許文献４】
特開２００３－０５８９８０号公報
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
車両ナンバーの自動認識手段を有する認識装置を道路に沿って複数配置した従来のシステ
ムに於いては、センタ装置から目的車両ナンバーを各認識装置に通知することにより、目
的の車両の通過を検出することができるが、その目的の車両の次の通過地点の予測は、オ
ペレータの経験則に基づく判断によって行われていた。従って、オペレータの経験不足に
よる誤判断が生じる問題があった。特に、複数車両について検出する場合には、オペレー
タの負担が大きく、且つ、道路が分岐していることも併せて、次の通過地点の予測は困難
であった。
【００１４】
又データ送受信機能を有する車載装置は、総ての車両が搭載しているものではないから、
通行経路を予測すべき目的車両に対するＩＤの付与して、そのＩＤを送信させること、或
いは、車両ナンバーの送信を行わせることはできない場合が殆どである。従って、このよ
うな手段を利用して、通常の構成の目的車両の経路予測を行うこと不可能に近いものであ
る。
【００１５】
本発明は、比較的簡単な機能の追加により、オペレータの負担を軽減して、目的車両の通
行経路予測を行うことを目的とする。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
　本発明の車両通行経路予測システムは、図１を参照して説明すると、車両通行経路に沿
って配置された複数の認識装置２０と伝送路を介して接続したセンタ装置１０を有し、目
的車両の通行経路を予測する車両通行経路予測システムに於いて、認識装置２０は、通過
車両のナンバープレートの撮像画像を文字認識処理して車両ナンバーを認識するナンバー
プレート文字識別部２４等のナンバー認識手段と、通過車両の通過速度を測定する通過速
度測定部２３等の速度測定手段と、センタ装置１０から通知された目的車両の車両ナンバ
ーとナンバー認識手段により認識した車両ナンバーとを照合する照合処理部２５等の照合
手段と、照合一致の車両ナンバーとこの車両の通過速度の情報と認識装置の識別情報とを
センタ装置１０に通知する送受信処理部２７等の通知手段とを含む構成を有し、センタ装
置１０は、認識装置毎に、当該認識装置と隣接する認識装置との対応関係の情報と該対応
する認識装置間の距離情報とを格納した認識装置データベース１１と、認識装置からの照
合一致の車両ナンバーと、車両の通過速度と、認識装置の識別情報の情報とを受信する送
受信処理部１５等の受信手段と、この受信手段により受信した認識装置の識別情報に基づ
いて、前記認識装置データベースから該識別情報の認識装置に隣接する認識装置を次回通
過予測認識装置として抽出すると共に、該受信手段により受信した前記認識装置からの目
的車両の通過速度の情報と前記認識装置データベースに格納された認識装置間の距離情報
とに基づいて抽出された次回通過予測認識装置を通過する通過予測時刻を予測する予測処
理部１４等の予測手段と、この予測手段により予測した結果を表示する表示部１３等の表
示手段とを含む構成を有するものである。
【００１７】
又センタ装置１０は、認識装置とこの認識装置に隣接する認識装置との間の距離を含む情
報を格納した認識装置データベース１１と、認識装置からの目的車両の通過時刻と通過速
度との情報を基に、次に目的車両が通過する認識装置及び通過時刻とを予測する予測処理
部１４等の予測手段と、この予測手段により予測した結果を表示する表示部１３等の表示
手段とを含む構成を有するものである。
【００１８】
又センタ装置１０は、認識装置とこの認識装置に隣接する認識装置との間の距離を含む情
報を格納した認識装置データベース１１と、認識装置からの目的車両の通過時刻と通過速
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度との情報を基に、次に目的車両が通過する認識装置及び通過時刻とを予測し、この通過
予測時刻と実際の通過時刻との差に対応した通過時刻補正値を求め、この通過時刻補正値
により補正した通過予測時刻を求める予測処理部１４等の予測手段とを含む構成を有する
ものである。
【００１９】
又センタ装置１０の予測処理部１４等の予測処理手段は、目的車両の現在通過認識装置と
、予測経路に沿った認識装置とを、表示部１３等の表示手段に強調表示し、且つ通過予測
時刻を表示する機能を有するものである。又センタ装置１０の予測処理部１４等の予測処
理手段は、複数の目的車両の現在通過認識装置と、各目的車両対応の通行予測経路の認識
装置と、通過予測時刻とを、それぞれ表示手段に表示する機能を有するものである。
【００２０】
【発明の実施の形態】
図１は本発明の実施の形態の説明図であり、１０はセンタ装置、２０は図示を省略した道
路に沿って配置した認識装置、３０はオペレータ、１１は認識装置データベース、１２は
手配車両データベース、１３は表示手段としての表示部、１４は予測手段としての予測処
理部、１５は受信手段としての機能を含む送受信処理部、２１は車両を撮像する赤外線カ
メラ等のカメラ、２２は車両検知処理部、２３は速度測定手段としての通過速度測定部、
２４はナンバープレート文字識別部、２５は照合処理部、２６は手配車両データベース、
２７は通知手段の機能を含む送受信処理部を示す。以下、盗難車両，犯罪者搭乗車両，現
金等の重要物搭載車両等を手配車両又は目的車両として説明する。
【００２１】
認識処理部２０は、従来の構成と殆ど同一であるが、ナンバープレート文字識別部２４に
於いて識別した車両ナンバーと、手配車両データベース２６に格納した車両ナンバーとを
照合する手段として照合処理部２５を備えた構成を示している。又センタ装置１０は、従
来の構成に、認識装置データベース１１と経路予測機能を有する構成としての予測処理部
１４を設けた構成に相当するものである。この予測処理部１４の機能は、各部を制御する
為のコンピュータの演算処理機能によって実現することもできる。
【００２２】
又センタ装置１０の認識装置データベース１１は、道路に沿って配置された複数の認識装
置の配置関係の情報を格納したものである。予測処理部１４は、この認識装置データベー
ス１１を参照して、認識装置２０からの受信情報を基に、手配車両の通過地点の認識装置
を識別し、認識装置間の距離と通過速度とにより、次の通過地点の予測を行い、その予測
結果を表示部１３に表示する処理を行うものである。
【００２３】
認識装置２０に於いては、赤外線カメラ等のカメラ２１により通過車両を撮像し、その撮
像画像情報を車両検知処理部２２に入力し、撮像画像の中に車両が含まれていることを検
知すると、その画像情報を通過速度測定部２３とナンバープレート文字識別部２４とに転
送する。通過速度測定部２３は、複数フレームについての車両画像の動きから通過速度を
求め、又ナンバープレート文字識別部２４は、車両画像からナンバープレート部分を切り
出して、文字認識処理により車両ナンバーを識別する。
【００２４】
照合処理部２５は、ナンバープレート文字識別部２４に於いて車両ナンバーを識別すると
、手配車両データベース２６から手配車両ナンバーを読出して照合する。照合一致すると
、送受信処理部２７に通知し、照合一致した車両ナンバーと通過速度測定部２３による通
過速度情報とを、送受信処理部２７から、センタ装置１０に送信する。この場合、カメラ
２１による撮像画像情報を含めてセンタ装置１０へ送信する構成とすることもできる。又
センタ装置１０は、送受信処理部１５により受信し、予測処理部１４に転送する。
【００２５】
又センタ装置１０のオペレータ３０は、手配車両ナンバーを含む手配車両データを手配車
両データベース１２に入力するもので、送受信処理部１５は、各認識装置２０に手配車両
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データを送信する。各認識装置２０は、送受信処理部２７により受信処理し、手配車両デ
ータベース２６に手配車両データを格納する。
【００２６】
センタ装置１０の認識装置データベース１１は、図２に示すように、システム内の全認識
装置００１，００２，・・・対応のＩＤと、詳細データベースポインタとを含む一覧情報
を含み、又詳細データベースポインタに対応して、例えば、図１４に示す認識装置の配置
関係の場合、図３に示すように、認識装置ＩＤと、設置位置コードと、次ノード数（道路
に沿って配置された隣接認識装置数）と、隣接認識装置のＩＤと距離とを含む内容の情報
を格納する。
【００２７】
例えば、認識装置００１に於いて手配車両の車両ナンバーを検出した場合、その認識装置
００１からの通知に従ってセンタ装置１０の予測処理部１４は、認識装置データベース１
１を参照し、図３に示す認識装置の配置関係から、隣接認識装置は、００２，００５で、
それぞれ１０ｋｍの距離であることが判る。そして、認識装置００１からの通過速度情報
を基に、次の認識装置００２，００５の通過予測時刻を求めることができる。
【００２８】
従って、予測処理部１４による予測結果を表示部１３に表示すると、例えば、図４に示す
ものとなる。即ち、手配車両が認識装置００１を通過した時の認識装置００１のＩＤと、
通過速度の情報とを基に、認識装置データベース１１を参照する。それにより、手配車両
が現在通過した認識装置００１の次は、これに隣接した認識装置００２又は認識装置００
５であり、又認識装置００２の次は、認識装置００３又は認識装置００４であることが判
る。又認識装置００５の次は、認識装置００６であることが判る。従って、現在通過位置
の認識装置００１と、次回通過予測位置の認識装置００２，００５と、次次回通過予測位
置の認識装置００３，００４，００６について識別し易いように拡大表示や色別表示等に
よって表示部１３に表示することができる。更には、認識装置間の距離と通過速度とによ
り、次回通過予測時刻を求めて表示することもできる。
【００２９】
図５はセンタ装置と認識装置との処理フローチャートを示し、センタ装置１０の手配車両
データベース１２に、手配車両データを登録すると、各認識装置２０へ車両データとして
配信する。認識装置２０では手配車両データベース２６に登録する。そして、ナンバープ
レート文字識別部２４に於いて識別した車両ナンバーが、手配車両データベース２６に登
録された車両ナンバーと照合処理部２５に於いて照合一致すると、手配車両にヒットした
としてセンタ装置１０に対してヒット通知を送信する。
【００３０】
センタ装置１０に於いては、手配車両が通過した認識装置に対して、次に通過する認識装
置を予測し、その通過予測認識装置を表示色や拡大等による強調表示を行う。従って、セ
ンタ装置１０のオペレータ３０は、表示部１３の表示画面を観察するだけで、手配車両の
通行経路予測が可能となる。
【００３１】
図６はセンタ装置の処理フローチャートを示し、センタ装置１０は、認識装置からのヒッ
ト通知により、認識装置データベース１１の認識装置一覧データ、例えば、図２に示す認
識装置一覧データを検索して、現在通過認識装置情報を取得する。即ち、認識装置ＩＤと
、詳細データベースポインタとを取得する。そして、詳細データベースポインタにより、
詳細データベースをオープンする。
【００３２】
この詳細データベースは、例えば、図３に示すように、認識装置ＩＤ対応に、次の認識装
置の情報を含むものである。そこで、次の認識装置ＩＤを取り出して、認識装置間の距離
と、手配車両の通過速度とにより、通過予測時刻を求め、次回認識装置データとして登録
し、この処理を次ノード数分繰り返す。なお、手配車両の進行方向の次ノード数分とする
。
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【００３３】
次に、次回通過予測認識装置ＩＤを基に、隣接する次次回通過予測認識装置を求め、認識
装置間の距離と、通過速度とにより、通過予測時刻を求め、次次回認識装置データを登録
する。この処理を次ノード数分繰り返す。このような処理により、分岐道路についても、
通過予測認識装置を求めて、画面上に表示することができる。
【００３４】
図７は通過予測時刻を含む表示画面の一例を示すもので、認識装置００１に於いて時刻１
０：００に手配車両を検出すると、センタ装置１０の予測処理部１４は、認識装置００１
の情報と、通過速度の情報とを基に、認識装置データベース１１を検索し、次回通過予測
認識装置００２，００５と、通過速度と距離とにより、次回通過予測時刻の１０：１０と
を求める。なお、この場合、認識装置間の距離は、それぞれ１０ｋｍ、通過速度は６０ｋ
ｍ／ｈとする。
【００３５】
又次次回通過予測も行うものであり、認識装置００２に対しては、認識装置００３，００
４、認識装置００５に対しては、認識装置００６が、次次回通過予測認識装置となり、図
３に示す詳細データから、それぞれの距離を取り出して、通過速度で除算することにより
、認識装置００３の通過予測時刻は１０：１５、認識装置００４の通過予測時刻は１０：
１８、認識装置００６の通過予測時刻は１０：１５となる場合を示す。又次次次回通過予
測も行うことができる。そして、現在と通過予測順序に従って強調表示することにより、
図７に示す表示内容となる。
【００３６】
又図７に於いて、認識装置００１を時刻１４：００に手配車両が通過速度５０ｋｍ／ｈで
通過した場合は、次回通過予測認識装置と通過時刻及び次次回通過予測認識装置と通過時
刻とは、図８に示すものとなる。即ち、認識装置００１，００２間及び認識装置００１，
００５間の距離は、それぞれ１０ｋｍであり、従って、通過時間は１２分間であるから通
過予測時刻は、１４：１２となる。
【００３７】
前述のように、手配車両が、認識装置００１を通過し、次に、認識装置００５を通過した
ことを検出すると、次回通過予測認識装置００６を通過する時刻と、次次回通過予測認識
装置００７，００８を求めて、図９に示す表示内容とすることができる。この場合に於い
て、認識装置００５の通過予測時刻は１４：１２であったが、実際の通過時刻が１４：１
８であり、認識装置００１，００５間の道路が混雑した状態であることが判る。又その時
の通過速度が３３ｋｍ／ｈであると、次の認識装置００６の通過予測時刻は１４、２７と
なる。そして、手配車両が認識装置００５を通過すると、認識装置００２方向への予測を
解除し、手配車両が既に通過した認識装置００１と共に認識装置００２方向の強調表示を
中止する。
【００３８】
手配車両が複数の場合、例えば、図１０に示すように、認識装置００３と認識装置００５
とに於いてそれぞれ矢印方向に通過する手配車両を検出すると、現在通過位置の認識装置
００３の次回通過予測認識装置は００２，００３であり、又現在通過位置の認識装置００
５の次回通過予測認識装置は００７，００８となる。このように、複数の車両についての
通行経路予測を行う場合、センタ装置１０の手配車両データベース１２に登録した複数の
手配車両データに、それぞれＩＤ等を付与し、予測処理部１４は、その手配車両データベ
ース１２に登録したＩＤを利用し、認識装置２０から通知された手配車両のＩＤと照合す
ることにより、複数手配車両対応に色別等で、それぞれの通過位置と通過予測位置とを表
示することができる。従って、複雑な道路の場合の複数車両に対する通行経路予測も容易
となる。
【００３９】
又図９に示すように、通過予測時刻に対して実際の通過時刻が大きく相違する場合は、次
回通過予測時刻を補正することによって、精度の高い予測を行うことができる。次回通過



(8) JP 4092643 B2 2008.5.28

10

20

30

40

50

予測時刻は、
次回通過予測時刻＝（現在通過時刻）＋（認識装置間距離）／（通過速度）
により求めることができる。そこで、通過時刻補正値を、
通過時刻補正値＝（通過予測時間）／（実際の通過時間）
とし、
次回通過予測時刻＝（現在通過時刻）＋（認識装置間距離）／〔（通過速度）×（通過時
刻補正値）〕
として、次回通過予測認識装置を通過する時刻を予測する。
【００４０】
図１２及び図１３は、図３に示す認識装置データベースの詳細データに、通過時刻補正値
を付加し、その通過時刻補正値を前述のように求めて更新する場合を示し、通常は、通過
時刻補正値の初期値は１とする。そして、道路渋滞等による速度の低下に対応して、小さ
い値に更新する。例えば、認識装置００２，００３間と、認識装置００２，００４間との
通過時刻補正値を、１から０．７に更新した場合を示している。又反対に手配車両の速度
がどんどん上がる場合は、１より大きい値に更新することになる。
【００４１】
例えば、図１３の（Ａ）に示すように、手配車両が認識装置Ａを１２：００に通過し、次
回通過予測認識装置Ｂの通過予測時刻１２：１０と、次次回通過予測認識装置Ｃの通過予
測時刻１２：２０とを、認識装置データベース１１を参照して、認識装置間距離と通過速
度とを基に、予測処理部１４に於いて求めた場合に、この手配車両が、次回通過予測認識
装置Ｂを通過した時刻が、図１３の（Ｂ）に示すように、１２：１５であったとすると、
通過時刻補正値＝（通過予測時間）／（実際の通過時間）＝１０／１５＝０．６７となる
。
【００４２】
この通過時刻補正値を用いて、次の認識装置Ｃの通過予測時刻を予測する。即ち、認識装
置Ｂから認識装置Ｃまでに要する時間が最初は１０分であったが、通過時間補正値を基に
、１５分の時間を要すると予測し、認識装置Ｃの通過予測時刻を１２：３０分とする。そ
れによって、予測精度を高くして、図１３の（Ｃ）に示すように、手配車両に遭遇するよ
うに準備することができる。
【００４３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明は、通行経路予測を行う必要のある目的車両の車両ナンバー
を含む車両データを、オペレータが入力してセンタ装置から各認識装置に伝送路を介して
通知し、各認識装置に於いては、検出識別した車両ナンバーと、通知された目的車両ナン
バーとを照合処理部２５等の照合手段により照合し、照合一致の場合にセンタ装置に通知
し、センタ装置は、認識装置データベース１１を参照して、目的車両の現在の通過位置と
通行経路予測結果とを表示部１３等の表示手段に表示するから、オペレータの負担を増加
することなく、表示内容により、目的車両の通行予測経路を容易に識別することができる
利点がある。又複数の目的車両に対する通行予測も可能であり、各種の目的車両に対する
それぞれの通行経路予測も容易である利点がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態の説明図である。
【図２】認識装置データベースの説明図である。
【図３】認識装置データベースの詳細データの説明図である。
【図４】表示画面の説明図である。
【図５】センタ装置と認識装置との処理フローチャートである。
【図６】センタ装置の処理フローチャートである。
【図７】通過予測時刻を含む表示画面の説明図である。
【図８】表示画面の説明図である。
【図９】表示画面の説明図である。
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【図１０】表示画面の説明図である。
【図１１】通過時刻補正値を含む認識装置データベースの詳細データの説明図である。
【図１２】通過時刻補正値を含む認識装置データベースの詳細データの説明図である。
【図１３】通行経路予測の説明図である。
【図１４】従来の認識装置とセンタ装置との配置説明図である。
【図１５】従来の認識装置とセンタ装置との概略構成説明図である。
【図１６】従来のセンタ装置と認識装置との処理フローチャートである。
【符号の説明】
１０　センタ装置
１１　認識装置データベース
１２　手配車両データベース
１３　表示部
１４　予測処理部
１５　送受信処理部
２０　認識装置
２１　カメラ
２２　車両検知装置
２３　通過速度測定部
２４　ナンバープレート文字識別部
２５　照合処理部
２６　手配車両データベース
２７　送受信処理部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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