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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　交通制御を支援するための装置であって、
　送受信機を有し、対象車両によって保護されるように構成された車両ユニットと、
　高速道路の部分の近傍に配置され、前記車両ユニットが前記高速道路の部分に位置する
ときに前記車両ユニットと通信する道路側ユニットと、
　該道路側ユニットと通信する交通制御装置と、を具備し、
　該交通制御装置が、前記道路側ユニットから車両の速度情報を受信し、且つ、前記対象
車両のための推奨速度を決定するように動作可能であり、
　該推奨速度が、前記道路側ユニットから前記車両ユニットへと送信され、
　前記車両ユニットが、前記推奨速度を前記対象車両のドライバーへと伝達するように動
作可能であり、
　前記推奨速度が、前記対象車両の速度より速く、遅く、或いは、前記対象車両の速度と
等しく、前記推奨速度は、前記対象車両が前記対象車両の前方の高速道路の部分における
交通渋滞に遭遇するのを回避することを可能とするように計算され、
　前記推奨速度が、前記対象車両の速度と掲示制限速度との比較、及び、前記対象車両の
速度と前記高速道路の部分における１又は複数の車両の平均速度との比較によって決定さ
れる装置。
【請求項２】
　前記推奨速度が、前記高速道路の部分における前記１又は複数の車両の平均速度である
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請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記推奨速度が、前記高速道路の部分の特定の車線に位置する１又は複数の車両の平均
速度である請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　当該装置が複数の道路側ユニットを具備し、前記交通制御装置が、それぞれの前記道路
側ユニットから車両の速度情報を受信する請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記推奨速度が、前記対象車両の速度より低く、前記推奨速度は、前記対象車両が前記
対象車両の前方の前記高速道路の部分における交通渋滞に遭遇するのを回避することを可
能とするように計算された請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記推奨速度が、前記対象車両の前方の前記高速道路の部分に位置する車両の平均速度
を用いて決定される請求項４に記載の装置。
【請求項７】
　前記送受信機が、専用狭域通信送受信機である請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記推奨速度が、視覚信号を用いて前記ドライバーへと伝達される請求項１に記載の装
置。
【請求項９】
　前記推奨速度が、可聴信号を用いて前記ドライバーへと伝達される請求項１に記載の装
置。
【請求項１０】
　高速道路において対象車両を含む交通流を改善する方法であって、
　前記対象車両の速度を測定することと、
　前記対象車両の速度を、前記対象車両と関連した車両ユニットと通信する道路側ユニッ
トを用いて交通制御装置に送信することと、
　前記高速道路の部分の１又は複数の車両の平均速度を決定することと、
　該平均速度の関数である、前記車両のための推奨速度を決定することと、
　該推奨速度を前記対象車両へと送信することと、
　前記推奨速度を、前記対象車両のドライバーが前記交通流を改善する前記対象車両の速
度を実現するのを支援するように、前記ドライバーへと伝達することと、を含み、
　前記推奨速度が、前記対象車両の速度より速く、遅く、或いは、前記対象車両の速度と
等しく、前記推奨速度は、前記対象車両が前記対象車両の前方の前記高速道路の部分にお
ける交通渋滞に遭遇するのを回避することを可能とするように計算され、
　前記推奨速度が、前記対象車両の速度と掲示制限速度との比較、及び、前記対象車両の
速度と前記高速道路の部分の１又は複数の車両の平均速度との比較によって決定される方
法。
【請求項１１】
　前記対象車両の速度を、前記対象車両から前記道路側ユニットへと専用狭域通信を用い
て送信することと、前記道路側ユニットから前記専用狭域通信を用いて前記推奨速度を受
信することと、を更に含む請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記高速道路の部分が前記対象車両を含み、前記推奨速度が、前記高速道路の部分の前
記１又は複数の車両の前記平均速度に等しい請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記高速道路の部分が、前記対象車両の前方の高速道路の部分である請求項１０に記載
の方法。
【請求項１４】
　前記推奨速度が、前記１又は複数の車両の前記平均速度と、前記対象車両及び前記対象
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車両の前方の前記高速道路の部分の車両間の距離と、の関数である請求項１３に記載の方
法。
【請求項１５】
　前記対象車両が車線に位置し、前記１又は複数の車両が前記車線に位置する請求項１０
に記載の方法。
【請求項１６】
　高速道路において対象車両と関連する、交通流を改善するための装置であって、
　車両電子装置から速度信号を受信し、前記対象車両の速度を測定するように動作可能な
電子回路と、
　前記対象車両が高速道路の部分に位置するとき、前記対象車両の速度を、前記高速道路
の部分近傍にある道路側ユニットを介して交通制御装置に送信するように動作可能な送受
信機であって、
　前記交通制御装置から推奨速度を受信するように更に動作可能であり、該推奨速度が、
前記対象車両の速度より速く、遅く、或いは、前記車両の速度と等しく、前記推奨速度は
、前記対象車両が前記対象車両の前方の高速道路の部分における交通渋滞に遭遇するのを
回避することを可能とするように計算され、
　前記推奨速度が、前記対象車両の速度と掲示制限速度との比較、及び、前記対象車両の
の速度と前記高速道路の部分の１又は複数の車両の平均速度との比較によって決定される
前記推奨速度、を受信する送受信機と、
　前記推奨速度を前記対象車両のドライバーへと伝達するように動作可能なユーザーイン
ターフェースと
、を具備する装置。
【請求項１７】
　前記送受信機が、専用狭域通信送受信機である請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記ユーザーインターフェースが、視覚表示器を含む請求項１６に記載の装置。
【請求項１９】
　前記ユーザーインターフェースが、前記推奨速度と関連した可聴信号を提供する請求項
１６に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２０１０年９月８日に出願された米国特許出願第１２／８７７６１７号に基
づく優先権を主張し、その内容は、参照によりここに組み込まれる。
【０００２】
　本発明は、ドライバーが交通流を改善する車両の速度を選択するのを支援することを含
む交通管理に関する。
【背景技術】
【０００３】
　安全且つ円滑に運転しようとするドライバーの努力にもかかわらず、交通渋滞は、きっ
かけとなる出来事がなくても高速道路において生じる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　車両操作者（ドライバー）は、掲示制限速度及び周囲の交通状況といった様々なファク
ターに基いて最適な車両の速度を決定する。しかしながら、更なる情報がなければ、高速
道路でドライバーが最善の努力をしたとしてもストップゴー交通（stop-go-traffic）を
生じる準最適な速度選択となる。結果として、衝突、交通渋滞、低速交通及び車両の速度
を大きく変動させることとなる。これらの問題は、渋滞があり、例えば高速道路の車両密
度が、高速道路の設計が想定した密度を超えた場合に特に広がる。
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【０００５】
　交通渋滞は、工事又は先の事故といったきっかけとなる出来事がなくても生じる。例え
ば、高密度交通において、停止又は低速移動交通の波は、外的障害がなくても高速道路に
沿って伝搬し得る。しかしながら、推奨速度を用いると、交通渋滞及び低速走行は、安全
性、高速道路のキャパシティ、燃料経済性及び低減された環境影響の大きな改善と共に低
減され又はなくなる。ドライバーに最適な運転速度を推奨することによって、ドライバー
は、高速道路に沿って円滑に、安全に且つより環境に優しい方法で走行する機会を有する
。従来、ドライバーは、こうした情報を得られなかった。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る例示は、改善された交通管理を可能とし、より効率的な車両操作を可能と
する装置及び方法を含む。例示は、車両からのインフラワイヤレス通信（vehicle-to-inf
rastructure wireless communications）を用いた推奨車両の速度指示システムを含む。
例示は、ドライバーに、高速道路のための最適走行速度として交通制御装置によって決定
されることができ、掲示制限速度より低速であってもよい推奨速度の伝達を提案する。１
又は複数のドライバーがその車両の速度を推奨速度近傍へと調整するならば、交通流は円
滑化され、車両安全性が向上される。推奨速度は、高速道路の特定の位置に沿って適した
装置を有するそれぞれの車両に割り当てられ得る。
【０００７】
　本発明に係る例示は、高速道路又はその一部において対象車両のために推奨速度を決定
し、その推奨速度をその対象速度のドライバーに通信するための装置及び方法を含む。例
示的システムは、（車両ユニットの一部としての）１又は複数の車両電子システムとの電
気通信における双方向ワイヤレス通信装置と、（道路側ユニットと呼ばれる）道路側ワイ
ヤレス通信装置と、交通制御装置と、を含む。車両内の通信装置は、車両の平均速度を記
録し且つ道路側通信装置へと送信し、次いでその情報を交通制御装置と通信する。次いで
交通制御装置は、同じ高速道路の全車両の平均速度を計算し、平均速度に基いた推奨速度
を車両に通信して戻す。推奨速度は、車両の現在の速度より速い又は遅いかもしれず、掲
示制限速度とは明らかに異なるかもしれない。
【０００８】
　例示的システムは、車両ユニットと、道路側ユニットと、交通制御装置と、を具備する
。車両ユニットは、道路側ユニットに車両の速度を送信し道路側ユニットから推奨速度を
受信する送受信機を有する。推奨速度は、複数の車両からの車両の速度を用いて交通制御
装置によって決定される。次いで車両ユニットは、推奨速度をドライバーに伝達する。
【０００９】
　道路側ユニット（道路側電子装置、ＲＳＥとも呼ばれる）は、車両と通信するために専
用狭域通信を用いてもよい。複数の道路側ユニットは、高速道路に沿って間隔をおいて車
両の速度を収集し、車両の速度情報を交通制御装置に送信する。次いで交通制御装置は、
高速道路の様々な位置でそれぞれの車両のために最適な車両の速度を決定する。推奨速度
は、例えば車両が低速で移動する車両のある高速道路の部分に近づいたとき、掲示制限速
度より顕著に低くてもよい。車両の速度情報は、ワイヤレス通信を用いて車両から直接収
集されることができ、ビデオカメラ及び速度計測装置のような道路側センサから収集され
ることもできる。
【００１０】
　車両ユニットは、任意の適した方法を用いてドライバーに推奨速度を伝達してもよい。
推奨速度は、例えば（より高い記号又はより低い記号といった）グラフィカルな記号を用
いて又は可聴信号を用いて車両のダッシュボードに数値的に表示されてもよい。推奨速度
は、絶対値として、又は、車両の現在の速度に対する相対値として示されてもよい。例え
ば、フィードバックは、推奨速度が現在の車両の速度より高い又は低いかによってドライ
バーに与えられてもよい。
【図面の簡単な説明】
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【００１１】
【図１Ａ】本発明に係る例示によるシステムの簡易化された概略図である。
【図１Ｂ】本発明に係る例示によるシステムの簡易化された概略図である。
【図１Ｃ】本発明に係る例示によるシステムの簡易化された概略図である。
【図２Ａ】車両の速度、交通速度及び掲示制限速度の比較を示す。
【図２Ｂ】車両の速度、交通速度及び掲示制限速度の比較を示す。
【図３Ａ】時間表示に対する距離を用いた図２Ａ及び図２Ｂと類似した比較を示す。
【図３Ｂ】時間表示に対する距離を用いた図２Ａ及び図２Ｂと類似した比較を示す。
【図４】車両の前方の交通渋滞の場合において推奨速度が掲示制限速度よりいかに低いか
を示す。
【図５】本発明に係る例示による方法を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明に係る例示において、交通制御装置は、高速道路に沿った様々な位置において車
両のための最適な走行速度を決定する。これらの推奨速度は、時間及び高速道路に沿った
位置に応じて連続的に変化してもよい。決定された最適な速度は、推奨速度としてドライ
バーに示される。ドライバーは推奨速度で運転することを選択しなくてもよいが、推奨速
度に従えば、ドライバーは、渋滞の領域を避けることができ、急な減速を避けることを可
能とするため、その選択を動機づけられる。従って、安全な利点は、ドライバーが推奨速
度に従うことを促す。
【００１３】
　いくつかの例示において、車両ユニット及び道路側ユニット間の双方向ワイヤレス通信
は、交通制御装置によって決定された車両の速度及び推奨速度といったデータの交換を可
能とする。推奨速度は、観察された掲示制限速度及び周囲の車両の速度と共に、ドライバ
ーへの付加的情報である。しかしながら、ドライバーへの推奨速度の提供は、円滑な、渋
滞のない交通を支援する。
【００１４】
　ある例示において、推奨速度は、高速道路において車線を変更させてもよい。例えば、
右の車線の車両は、例えば左の車線が前方で渋滞した場合において、高速道路の左の車線
の車両より高い推奨速度を受信してもよい。概して、より速い車両は左の車線を利用する
一方で、速い車両は中央の車線を利用し、より遅い車両は右の車線を利用することが予想
される。しかしながら、渋滞した高速道路において、これらの車線は、程度の差はあるが
、ランダムな方法で使用され得る。車線に応じた推奨速度の使用は、個々の車線に沿って
車両の高い交通量を可能とし、交通管理の改善を可能とする。
【００１５】
　車両操作者は、掲示制限速度のようなファクターを用いて車両の速度を制御する。しか
しながら、掲示制限速度で運転しようとする試みは、効率が悪く、運転状態を悪化させる
ストップゴー交通状態を生じさせる。本発明に係る例示は、推奨速度を車両操作者に伝達
するための方法及び装置を含む。推奨速度は、掲示制限速度で走行することが可能な状態
であっても、掲示制限速度より低くてもよい。例えば、車両の前方に渋滞がある場合であ
る。
【００１６】
　図１Ａは、道路側ユニット１４とワイヤレス通信する、車両１０内で保護された車両ユ
ニット１２を示す例示的装置の簡易化された概略図を示す。道路側ユニット１４は、交通
制御装置１６と通信する。交通制御装置１６は、こうした複数の道路側ユニットから交通
データを受信してもよい。交通制御装置は、高速道路に沿った様々な位置において最適な
走行速度を決定することができる。次いで最適な走行速度は、道路側ユニット１４（又は
他の道路側ユニット）から車両ユニット１２へと送信することによって車両１０に通信さ
れることができる。高速道路に沿って車両が移動するとき、推奨速度は、他の道路側ユニ
ットを用いて車両ユニットに送信されてもよく、車両は、後に遭遇した道路側ユニットか
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らアップデートされた推奨速度を受信してもよい。
【００１７】
　図１Ｂは、高速道路に沿って移動する車両を示し、車両は、高速道路に沿った移動に応
じて位置１０、１０’及び１０’’において示される。道路側ユニット１４及び１８は、
交通制御装置１６と通信する。交通制御装置は、車両から、車両ユニットから道路側ユニ
ットへのワイヤレス送信によって受信した走行速度データを受信する。車両が高速道路に
沿って移動するとき、１つの道路側ユニットとの通信が途絶えてから第２の道路側ユニッ
トの範囲内となってもよく、或いは、１つの道路側ユニットと同時に第２の道路側ユニッ
トの範囲内となってもよい。
【００１８】
　車両ユニットは、車両ＯＢＥ（車載電子装置）を有してもよく、車両電子システムに接
続された双方向ワイヤレス通信装置を有してもよい。ワイヤレス通信装置を有する道路側
ユニットは、ＲＳＥ（道路側電子装置）を示してもよい。交通制御装置は、無線、有線、
光ファイバー又は他の通信接続によって道路側ユニットと通信する。
【００１９】
　高速道路に沿って車両が走行するとき、所定の時間間隔に亘り平均速度が決定される。
所定の時間間隔は、例えば５分以下の時間間隔であってもよく、１分といった、５秒から
２分の範囲の時間間隔であってもよい。なお、所定の時間は、２つの道路側ユニット間の
距離のような、特定の距離を走行する時間に関連してもよい。
【００２０】
　車両ユニットが道路側ユニットの通信範囲内にあるとき、車両ユニットは、ワイヤレス
通信を用いて道路側ユニットにデータを送信する。例えば、５．９ギガヘルツの専用狭域
通信が、この形式のシステムのために使用されてもよい。道路側ユニットは、複数の車両
からデータを収集し、そのデータを、交通制御装置であって、様々な車両（及び選択的に
道路側センサ又は他の情報源）からのデータが、高速道路又はその一部の平均車両走行速
度（交通速度）を算出するために集計される交通制御装置へと送信する。平均車両走行速
度は、高速道路における位置及び時間に応じて決定されてもよい。
【００２１】
　図１Ｃは、送受信機２０、電子回路（この例示において処理回路２２）及びユーザーイ
ンターフェース２４を含む車両ユニット１２の形式における車両電子装置の簡易化された
概略図を示す。車両ユニットは、速度センサ２６から速度センサ信号を受信する。電子回
路は、例えば所定の時間に亘る平均速度として、速度信号から車両の速度を決定する。送
受信機は、道路側ユニットが範囲内にあり、同じ又は異なる道路側ユニットから推奨速度
を受信するように更に動作可能であるときに、道路側ユニットに車両の速度を送信するよ
うに動作可能である。ユーザーインターフェースは、推奨速度をドライバーに伝達するた
め用いられる任意の構成を有してもよい。
【００２２】
　動作中、交通制御装置は、現在の交通速度（例えば、高速道路におけるいくつかの又は
全ての車両の平均速度）を掲示制限速度と比較する。差が顕著ではないとき、例えば、交
通が掲示制限速度より１．６ｋｍ／ｈ遅く移動するとき、いかなる動作も必要としなくて
よい。更に、交通速度が掲示制限速度より高いとき、いかなる動作もしなくてよい。しか
しながら、現在の車両の速度が掲示制限速度より顕著に低いとき、交通制御装置は、走行
速度を上昇させるためにより好適な決定することができる。車両の速度が平均車両の速度
（交通速度）から顕著に異なる場合、推奨速度は、交通速度と等しくてもよく、又は略等
しくてもよい。顕著な速度の差は、例えば４．８ｋｍ／ｈ以上の差であってもよく、或い
は、８ｋｍ／ｈ以上の差であってもよい。推奨速度は、例えばｋｍ／ｈの小数点第一位（
nearest whole）で四捨五入されてもよく又は他の繰り上げ（increment）でもよい。
【００２３】
　図２Ａは、例示的交通制御装置によって制御され得る車両の速度情報を示す。図は、（
対象車両の）車両の速度、交通速度及び掲示制限速度を示す。この例示において、交通速
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度は、高速道路の部分内の車両の平均速度である。
【００２４】
　図２Ａにおいて、車両の速度は、掲示制限速度より低く、且つ、交通流の速度よりも低
い。交通制御装置及び車両ユニットは、現在の車両の速度よりも速い推奨速度をドライバ
ーに示す。車両の速度が推奨速度に適合するようにドライバーが速度を上げると、次いで
対象車両は、高速道路の交通流に従って走行する。
【００２５】
　図２Ａで示されたようなデータは、高速道路の個々の車線から得られ得る。この場合に
おいて、交通速度は、高速道路の部分内の特定の車線内の車両の平均である。
【００２６】
　図２Ｂは車両の速度が掲示制限速度及び交通流の速度の両方よりも高い場合を示す。こ
の場合において、推奨速度は、対象車両の現在の走行速度より低い。この推奨速度は、対
象車両が高速道路の交通流に従って走行することを可能とする。繰り返すが、図２Ｂに示
されたようなデータは、高速道路の個々の車線のために収集されてもよい。
【００２７】
　図３Ａは、時間空間領域内の車両走行特性を示す。車両が一定速度で走行する場合、時
間間隔に比例した特定の距離が得られる。この場合において、車両の速度と交通速度との
間の差は、鉛直な線（ｔ）で示された時間の後に離間間隔ｄを生じる。交通速度と類似し
た推奨車両の速度を提供することによって、間隔ｄは、低減され得る。
【００２８】
　新しい推奨速度が特定の時間においてドライバーに示されると、ドライバーは次いでそ
の速度に変え、交通流と対象車両との間の間隔は、減らすことができる。これは図３Ｂに
示される。
【００２９】
　図３Ｂは、ｄとして示す対象車両と交通流との間の距離を示し、これは、車両の速度の
変更によって図３Ａで示された距離から減らされる。交通流は、高速道路の部分内で車両
の平均速度で移動する位置によって示されてもよく、この位置は、比較の開始において車
両の位置と適合する。この例示において、車両の速度は、時刻ｔｓで推奨速度に変化し、
その時刻の後、ｄの値は、時間の関数として一定である。これは、ドライバーが車両の速
度を推奨速度に等しく変更したときに車両の速度が、交通速度に適合されることを示す。
【００３０】
　交通渋滞の存在は、高速道路における他の車両から車両走行データを観測することによ
って検出され得る。交通制御装置がこうした交通渋滞の存在を識別する場合、渋滞を避け
るため、車両のための最適な速度を決定することができる。この最適な速度は、推奨速度
としてドライバーへと伝達される。
【００３１】
　図４は、推奨速度を用いた渋滞回避を示す。図４において、実線は距離に応じた交通速
度を示す。（４０で示された）緩やかな傾き領域において、交通流速度は減速されており
、後の高速道路の部分の交通渋滞を示す。対象車両がその元の速度（破線で示す）でこの
部分へと走行すると、車両は、後の時刻ｔｓ’で交通渋滞に遭遇する。しかしながら、時
刻ｔｓで車両の速度を推奨速度へと減速することによって、対象車両は、（減速に対応し
て低められた傾きの破線４２によって示された）交通渋滞を回避する。この例示において
、現在の車両の速度及び周囲の交通速度の両方より低い推奨速度がドライバーに示される
。車両の速度を即座に推奨速度へと適合することにより、対象車両は交通渋滞を回避する
。
【００３２】
　図５は、本発明に係る例示による方法を示す。ボックス１００は、車両の速度の測定に
関する。これは所定の時間に亘る平均速度であってもよい。ボックス１０２は、道路側ユ
ニットを介した交通制御装置への速度データの送信に関する。ボックス１０４は、複数の
車両から速度データを解析する交通制御装置に関する。ボックス１０６は、推奨速度の決
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定に関する。例えば、推奨速度は、高速道路の部分内の車両の平均速度に等しくてもよく
、又はその他その平均速度の関数であってもよい。その部分は、車両が現在走行通過する
部分であってもよく、或いは、車両が向かう部分であってもよい。ボックス１０８は、例
えば同じ又は異なる道路側ユニットを介した、車両への推奨速度の送信に関する。ボック
ス１１０は、例えば可聴な及び／又は可視な構成によるドライバーへの推奨速度の伝達に
関する。
【００３３】
　いくつかの例示において、個々の車両は、周囲の交通の速度に適合する推奨速度の対象
とされ得る。例えば、他の車両が１０９．４ｋｍ／ｈで移動する一方で、制限速度１１２
．７ｋｍ／ｈの高速道路に沿って車両が９６．６ｋｍ／ｈで走行する場合、交通制御装置
は、車両からのインフラ通信を用いて低速の車両を識別し、車両に推奨速度を送信する。
この例示において、推奨速度は、１０９．４ｋｍ／ｈ（交通速度）又は類似した速度であ
ってもよい。
【００３４】
　本発明に係る例示は、高速道路の合流点及び交差点において更に改善された交通管理を
可能とする。例えば、交通制御装置は、一般道からの交差点又は合流点における低速交通
の領域を識別してもよい。この場合において、交差点又は合流点に近づく交通は、推奨速
度であって、掲示制限速度に対して減速され、車両が急な減速、或いは、ある場合におい
て渋滞を完全に回避することを可能とする推奨速度を有してもよい。
【００３５】
　従って、現在の走行速度及び最適化された走行速度の車両からのインフラ通信の結果、
交通制御装置は、交通渋滞を回避及び緩和し且つ高速道路の交通量を改善するべく交通速
度をより効果的に管理することができる。車両操作者は、比較的自由な流れの交通の利益
を享受する。
【００３６】
　従って、例示的装置は、車両の速度を道路側ユニットに送信し、推奨速度を道路側ユニ
ットから受信し、且つ、推奨速度をドライバーへと伝達する車両ユニットを有する。
【００３７】
　速度センサは、車両の速度計又は関連した構成要素であってもよい。しかしながら、直
接車両の速度センサが使用される必要はない。車両の速度センサは、車両と関連した全地
球測位システム（ＧＰＳ）電子装置を含んでもよく、ｒｐｍ及びｇｅａｒといった車両の
速度を示す別の信号の情報が使用されてもよい。
【００３８】
　ある例示において、車両の速度は、車両通信から決定される必要がない。例えば、道路
側センサ、交通カメラ及びレーダー等が、高速道路の車両の速度を測定するために使用さ
れ得る。こうした例示において、車両ユニットが推奨速度を受信して、ドライバーへと推
奨速度を伝達するために使用されてもよい。
【００３９】
　車両ユニットは、対象車両と関連し、送受信機、速度解析回路、ユーザーインターフェ
ース及び所望する機能性を提供するのに必要な任意の他の電子回路を有してもよい。動作
中、車両ユニットは、例えば間隔をおいて、エンジン制御ユニット又は他の任意の適した
速度又は速度に関連した情報のような車両電子装置からの速度信号を受信する。車両ユニ
ットは、１又は複数の車両電子システムと通信するように動作可能なインターフェース回
路を有してもよい。速度信号は、速度センサ、ＧＰＳ、又は車両と関連した他のナビゲー
ションシステムによって提供されてもよい。
【００４０】
　車両ユニットは、道路側ユニットへの送信のための車両の速度情報を計算するために動
作可能なプロセッサベースの回路のような電子回路を有してもよい。送信された車両の速
度情報は、前の６０秒又は他の時間間隔に亘る移動平均（rolling average）であっても
よい。
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【００４１】
　車両ユニットは、推奨速度を道路側ユニットから受信するために動作可能である。推奨
速度は、車両の速度を受信した同じ道路側ユニットから受信されてもよく、又は異なる道
路側ユニットから受信されてもよい。
【００４２】
　ユーザーインターフェースは、推奨速度をドライバーへと伝達するために使用されても
よい。ユーザーインターフェースは、可聴信号（スピーカと音源（tone source）又はボ
イスシンセサイザーのような可聴信号生成器とを含んでもよい）、（ランプ、数値表示器
又は他の表示のような）視覚送信器、及び、触覚送信器等の１又は複数を含んでもよい。
【００４３】
　例えば、推奨速度は、数値表示器、速度計の近傍にあるランプ（例えばアナログ形速度
計の周縁又は内部の弓形のランプを用いる）、任意の変形された速度計、ドライバーが加
速すべきか減速すべきかを指示するための音、他の指示光、ドライバーに命令を与えるた
めの合成音声、又は、他の任意の適した方法の、１又は複数を用いて表示されてもよい。
【００４４】
　推奨速度は、絶対値形式及び／又は相対値形式でドライバーに伝達されてもよい。例え
ば、推奨速度が１０４．６ｋｍ／ｈの場合、表示器又は変形された速度計は、任意の適し
た方法で１０４．６ｋｍ／ｈを表示してもよい。しかしながら、ドライバーは、例えば推
奨速度及び現在の車両の速度の相対的大きさによって、加速又は減速の指示としての相対
値データの受信を好む。例えば、ランプは、推奨速度が現在の車両の速度より速いか又は
遅いかによって赤又は緑（又は他の色の組合せ）を示してもよい。音信号（例えば様々な
音高）、ボイスシンセサイザー又は他の方法は、こうした情報を伝達するために使用され
てもよい。
【００４５】
　推奨速度を伝達するための例示的手段において、車両ユニットは、推奨速度を現在の車
両の速度と比較し、比較を、ユーザーインターフェースを用いてドライバーに伝達する。
【００４６】
　改善された適応走行制御の例示において、推奨速度は、交通制御装置から受信され、車
両ユニットと電気通信する適応走行制御器に伝達される。推奨速度は、車両のための目的
の走行速度としてドライバーの好む速度に優先されてもよい。例えば、車両は、渋滞及び
後の急な減速の必要性を回避するために渋滞に先立って減速されてもよい。この手法は、
適応走行制御の改良された動作を可能とし、前方の苦労する渋滞状態を回避することによ
りドライバーが入り込む（inputs）必要を回避するために使用されてもよい。
【００４７】
　車両ユニットは、接近する救急車両、交差点、エンジン停止した車両及び悪天候等をド
ライバーに警告するような付加的機能を有してもよい。車両ユニットは、車両によって保
護されたハウジングを有してもよい。しかしながら、「車両ユニット」という語は、１つ
の構成要素に限定されるように読まれるべきではない。車両ユニットは、例えば、平均速
度を決定する車両コンピュータ又はＧＰＳ、改良されたラジオの一部として提供された送
受信機、及び、変形された速度計及び／又はラジオによって提供されたユーザーインター
フェースといった機能性の組合せによって提供されてもよい。車両ユニットは、全体的に
又は部分的に娯楽端末、ナビゲーションシステム、ＧＰＳ及び車両制御電子装置等といっ
た既存の車両電子システムと統合されてもよい。
【００４８】
　例示的道路側ユニットは、車両の速度を車両ユニットから受信し、速度データを交通制
御装置へと送信する。更に道路側ユニットは、交通制御装置から推奨速度を受信し、それ
を車両に伝達する。
【００４９】
　道路側ユニットは、適した設備の車両と通信するように動作可能な送受信機と、交通制
御装置への通信接続と、を含んでもよい。道路側ユニットは、電子回路、送受信機、電力
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供給（又はその電源）、他の関連した構成要素を含んでもよく、アンテナを有するハウジ
ング内で保護されてもよい。
【００５０】
　道路側ユニットは、高速道路に沿って間隔をおいて設けられてもよい。「道路側」とい
う語は、高速道路の路肩に配置されたユニットに限定されることを意図するものではない
。道路側ユニットは、例えば柱に取り付けられて路肩のような道路の側部で支持されても
よいが、道路の中央部内の構台（gantry）又は道路の下に配置されて支持されてもよく、
或いは、その他の方法で高速道路近傍で支持されてもよい。道路側ユニットは、警告信号
、速度制限信号及び交通制御信号等といった付加的な機能性を有する装置と部分的又は全
体的に統合されてもよい。道路側ユニットは、ＧＰＳ又は他の測位システム、位置でプロ
グラムされたその他の方法、又は、交通制御装置によって位置を識別可能なその他の方法
を含んでもよい。
【００５１】
　道路側ユニットは、（温度、降雨のような）周囲状況センサ及び光センサ等のような他
の機能性を設けてもよく、インターネット又は（高速道路インフラネットワークのような
）他のネットワークといった他のネットワークと通信してもよい。道路側ユニットは、ビ
デオカメラ及び温度センサ等のような所望する様々なセンサと通信してもよい。更に道路
側ユニットは、例えば車両の進行を観察することを望むビジネスのため車両追跡機能を設
けてもよい。道路側ユニットは、電子回路、例えばローカルデータ分析を提供し得るプロ
セッサベースの回路を有してもよい。例えば、道路側ユニットは、ビデオ又は他の交通セ
ンサデータから交通速度及び交通密度を計算してもよい。道路側ユニットの様々な要素は
、様々な位置にあってもよく、例えば、アンテナは、道路の上の高さに上げられてもよく
、他の電子構成要素は、地面の高さ近傍に配置されてもよい。
【００５２】
　交通制御装置は、複数の車両のために１又は複数の道路側ユニットから車両の速度情報
を受信する。交通制御装置は、高速道路における車両走行のための推奨速度を決定し、そ
の推奨速度を道路側ユニットに送信する。推奨速度は、近くの交通状態によって高速道路
に沿った位置に応じて変化してもよく、それによって、それぞれの道路側ユニットは、そ
の高速道路の部分のためのローカル推奨速度を送信してもよい。
【００５３】
　交通制御装置は、道路側ユニットと通信するための通信装置を有してもよい。これらは
、無線送受信機であってもよく、或いは、有線通信も使用され得る。交通制御装置は、高
速道路又はその一部における複数の車両から速度データを受信する。
【００５４】
　交通制御装置は、プロセッサベースの回路のような演算回路を有してもよく、データベ
ース及び他のメモリ構成要素を有してもよい。推奨速度は、交通制御装置内の電子回路内
のプロセッサによって実行されるアルゴリズムによって計算され得る。推奨速度は、高速
道路又はその一部における車両の平均速度の関数であってもよい。
【００５５】
　例えば、交通制御装置は、（対象車両が現在走行する、）現在の高速道路の部分の交通
速度を測定してもよい。ある例示において、推奨速度は、現在の高速道路の部分における
車両の平均（average）（平均（mean）又は中間値）の交通速度として計算されてもよく
、平均は、対象車両の速度を含んでもよい。
【００５６】
　他の例示において、推奨速度は、対象車両が対象車両の前方の高速道路の部分（車両が
向かう高速道路の部分）における渋滞を回避するのを支援するために計算されてもよい。
推奨速度は、現在の高速道路の部分における交通速度より低く、対象車両が、渋滞がなく
なり又は前方移動した後に現在渋滞した位置に到着するように計算される。推奨速度は、
対象車両が、高速道路に沿って伝搬する渋滞の波に追いつかないように計算される。
【００５７】
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　交通制御装置は、交通制御装置で動作可能なデータベースに保存され得るあらかじめ選
択されたデータを使用してもよい。適応学習手法は、例えば、推奨速度が渋滞を低減する
ために実際に最適な速度かどうかを決定するべく、車両を監視することによって、推奨速
度を改善するために使用されることができ、新たな推奨速度のために適した修正を行う。
【００５８】
　推奨速度は、現在の交通速度、現在の交通密度、計算された新たな交通速度及び交通密
度、車両型式及び周囲状況を用いて決定されてもよい。例えば、夜間又は悪天候の状況で
は、所定の交通密度のため推奨速度を減速させてもよい。車両の加速及びブレーキ（減速
）特性は、推奨速度を決定するために使用されてもよい。例えば、トラックのための推奨
速度は、渋滞の前に、自動車と比較して更に低くされてもよい。
【００５９】
　システム動作の例示において、対象車両の前方の高速道路の部分における交通速度は、
概して現在の対象車両の速度より低い。対象車両の前方の交通密度は、ストップゴー交通
が予想される密度閾値近傍又はそれを越えるかもしれない。従って、対象車両が前方の交
通に追いつくと、交通密度は、ストップゴー交通の閾値を越え得る。そのような例示にお
いて、推奨速度は、現在の車両の速度より低く決定されることができ、道路前方において
過度の交通密度となる確率を減らす。
【００６０】
　従って、本発明に係る例示において、交通制御装置は、交通流を最適化する推奨速度を
決定すると共に交通密度を円滑化するようにプログラムされることができる。交通制御装
置は、高速道路における過度の交通密度又は車両の減速を回避するように推奨車両の速度
を提供するために動作可能であってもよい。
【００６１】
　例えば、対象車両の前方の車両が急に減速される場合において、推奨速度は、掲示制限
速度及び現在の交通速度の両方から減速されてもよい。急に減速された交通の領域に到達
する前に対象車両を減速することによって、ドライバーの運転経験はより円滑となり、且
つ悪化を低減する。本発明に係る例示は、対象車両の減速を、明らかに減らし又は略なく
す推奨速度をドライバーへ伝達することを含む。車両燃費効率は、対象車両の減速を減ら
すことによって向上されることができ、ドライバーは経費を節約することができる。
【００６２】
　交通円滑化は、最適な交通流のための推奨速度を用いて最適化されることができる。こ
うした例示において、高速道路における車両の予期せぬ加速及び減速は、低減され得る。
【００６３】
　本発明に係る例示は、可変速度制限システムのような他のシステムと共に機能すること
ができる。可変速度制限（ＶＳＬ）は、推奨速度を決定するときに検討されてもよい。本
発明に係るいくつかの態様は、ＶＳＬシステムによって実装されることができ、例えば、
推奨速度は、ＶＳＬ表示器を使用する全ての車両に与えられてもよい。しかしながら、車
両ユニットの使用は、例えばＶＳＬハードウェアが速度を表示するために用いられる必要
がないため、従来のＶＳＬシステム以上に好適となる。
【００６４】
　本発明に係る例示は、知的速度適応システム（ＩＳＡ）と共に機能することもできる。
推奨速度は、一日の時間、位置、車両形式、及びドライバーのタイプを考慮することがで
きる。例えば、推奨速度は、経験の浅いドライバーのためにより低くされてもよい。従来
のＩＳＡシステムは現在の速度制限内における最適な車両の速度を提案しない。しかしな
がら、本発明に係る例示は、高速道路の交通量の改善のため、最適化された推奨速度と共
にＩＳＡの全ての利点を提供する方法を含む。
【００６５】
　従って、本発明に係る例示は、周囲の交通速度に正確に適合されるための車両の速度を
可能とし、高速道路における車両の最適な交通量を可能とする。ある例示において、車両
の前方の、より低速の交通量の領域は、減速された推奨速度を決定するために用いられ、
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こうした渋滞が、低減され、なくされ又は対象車両のドライバーによって回避されること
を可能とする。
【００６６】
　本発明は、上述された概略的例示に限定されるものではない。説明された例示は、本発
明に係る範囲を限定しようとするものではない。その変更、要素の他の組合せ及び他の使
用は、当業者によって行われる。本発明に係る範囲は、特許請求の範囲によって定義され
る。
【００６７】
　説明された我々の発明について特許を請求する。
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