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(57)【要約】
【課題】自車両の走行中の道路の速度規制値を推定して
通知する場合に、誤った速度規制値の通知による乗員の
速度規制値に対する誤認識をより抑えることを可能にす
る。
【解決手段】位置情報取得部１３で取得した位置方向情
報と地図データ取得部１４で取得した地図データとをも
とに、速度規制標識を検出した位置から所定距離内に分
岐点が存在するか否かを判定し、この判定結果に応じて
、速度規制値推定部１２で推定した速度規制値が自車両
の走行中の道路の速度規制値であるか否かを判断し、推
定速度規制値が自車両の走行中の道路の速度規制値であ
ると判断しなかった場合に、通知部１８での推定速度規
制値の通知の保留や通知内容の変更を行う。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に搭載される撮像装置で前記車両の前方を撮像した撮像画像から画像認識によって
制限速度の道路標識を検出する画像認識手段と、
　前記画像認識手段での検出結果をもとにして前記車両の走行中の道路の速度規制値を推
定する速度規制値推定手段と、
　前記速度規制値推定手段で推定した速度規制値を通知する通知手段とを備える速度規制
値通知装置であって、
　前記道路標識を検出した位置の情報である検出位置情報を取得する検出位置情報取得手
段と、
　少なくとも道路の敷設状況のデータを含む地図データを取得する地図データ取得手段と
、
　前記検出位置情報取得手段で取得した検出位置情報と前記地図データ取得手段で取得し
た地図データとをもとに、前記道路標識を検出した位置周辺の道路の敷設状況に応じて、
前記速度規制値推定手段で推定した速度規制値が前記車両の走行中の道路の速度規制値で
あるか否かを判断する対象速度規制値判断手段とを備え、
　前記通知手段は、前記速度規制値推定手段で推定した速度規制値が前記車両の走行中の
道路の速度規制値でないと前記対象速度規制値判断手段で判断した場合に、当該速度規制
値の通知を保留または通知内容を変更することを特徴とする速度規制値通知装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記対象速度規制値判断手段は、前記道路標識を検出した位置から所定距離内に道路の
分岐点が存在することをもとに、前記速度規制値推定手段で推定した速度規制値が前記車
両の走行中の道路の速度規制値でないと判断することを特徴とする速度規制値通知装置。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記地図データ取得手段は、道路のデータとして道路の速度規制値を含む地図データを
取得するものであって、前記道路標識を検出した位置から前記所定距離内に道路の分岐点
が存在する場合に、その分岐点からの分岐路の速度規制値を取得し、
　前記対象速度規制値判断手段は、
　前記地図データ取得手段で取得した分岐路の速度規制値と前記速度規制値推定手段で推
定した速度規制値との差が所定値以内であったことをもとに、前記速度規制値推定手段で
推定した速度規制値が前記車両の走行中の道路の速度規制値でないと判断する一方、
　それら２つの速度規制値の差が所定値以内でなかった場合には、前記速度規制値推定手
段で推定した速度規制値が前記車両の走行中の道路の速度規制値であると判断することを
特徴とする速度規制値通知装置。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記検出位置情報取得手段で取得した検出位置情報と前記地図データ取得手段で取得し
た地図データとをもとに、前記分岐点を通過後に直進路と分岐路とのうちのいずれに進ん
だかを判断する進路判断手段をさらに備え、
　前記通知手段は、
　前記進路判断手段で直進路に進んだと判断した場合には、前記対象速度規制値判断手段
で前記車両の走行中の道路の速度規制値であると判断された直近の過去の速度規制値を通
知する一方、
　前記進路判断手段で分岐路に進んだと判断した場合には、前記対象速度規制値判断手段
で前記走行中の道路の速度規制値でないと判断されていた場合には前記速度規制値推定手
段で推定した規制速度値を通知し、前記対象速度規制値判断手段で前記走行中の道路の速
度規制値であると判断されていた場合には前記地図データ取得手段で取得した分岐路の速
度規制値を通知することを特徴とする速度規制値通知装置。
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【請求項５】
　請求項２～４のいずれか１項において、
　前記対象速度規制値判断手段は、
　前記検出位置情報取得手段で取得した検出位置情報と前記地図データ取得手段で取得し
た地図データとをもとに、前記車両の走行中の道路の左右いずれに前記分岐路が存在する
かを判定するとともに、
　前記画像認識手段での検出結果をもとに、前記画像認識手段で検出した制限速度の道路
標識が撮像画像中の左右いずれに検出されたかを判定することによって、
　前記画像認識手段で検出した制限速度の道路標識が分岐路の存在する側に検出されたか
分岐路の存在しない側に検出されたかを判定し、
　前記画像認識手段で検出した制限速度の道路標識が分岐路の存在しない側に検出された
と判定した場合に、前記速度規制値推定手段で推定した速度規制値が前記車両の走行中の
道路の速度規制値であると判断することを特徴とする速度規制値通知装置。
【請求項６】
　請求項１において、
　前記対象速度規制値判断手段は、前記道路標識を検出した位置から所定距離内に前記車
両の走行中の道路に並行する道路である並行道路が存在することをもとに、前記速度規制
値推定手段で推定した速度規制値が前記車両の走行中の道路の速度規制値でないと判断す
ることを特徴とする速度規制値通知装置。
【請求項７】
　請求項６において、
　前記対象速度規制値判断手段は、
　前記検出位置情報取得手段で取得した検出位置情報と前記地図データ取得手段で取得し
た地図データとをもとに、前記車両の走行中の道路の左右いずれに前記並行道路が存在す
るかを判定するとともに、
　前記画像認識手段での検出結果をもとに、前記画像認識手段で検出した制限速度の道路
標識が撮像画像中の左右いずれに検出されたかを判定することによって、
　前記画像認識手段で検出した制限速度の道路標識が並行道路の存在する側に検出された
か並行道路の存在しない側に検出されたかを判定し、
　前記画像認識手段で検出した制限速度の道路標識が並行道路の存在しない側に検出され
たと判定した場合に、前記速度規制値推定手段で推定した速度規制値が前記車両の走行中
の道路の速度規制値であると判断することを特徴とする速度規制値通知装置。
【請求項８】
　請求項６または７において、
　前記地図データ取得手段は、道路のデータとして道路の速度規制値を含む地図データを
取得するものであって、
　前記道路標識を検出した位置から前記所定距離内に前記並行道路が存在する場合に、そ
の並行道路の速度規制値を取得し、
　前記地図データ取得手段で取得した並行道路の速度規制値と前記速度規制値推定手段で
推定した速度規制値との差が所定値以内であった場合には、前記速度規制値推定手段で推
定した速度規制値が前記車両の走行中の道路の速度規制値でないと判断することを特徴と
する速度規制値通知装置。
【請求項９】
　車両に搭載される撮像装置で前記車両の前方を逐次撮像した撮像画像から画像認識によ
って制限速度の道路標識を逐次検出する画像認識手段と、
　前記画像認識手段での検出結果をもとにして前記車両の走行中の道路の速度規制値を推
定する速度規制値推定手段と、
　前記速度規制値推定手段で推定した速度規制値を通知する通知手段とを備える速度規制
値通知装置であって、
　前記画像認識手段で逐次検出した制限速度の道路標識の撮像画像中でのサイズの情報を
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取得するサイズ取得手段と、
　前記サイズ取得手段で取得したサイズの情報をもとに、前記画像認識手段で逐次検出し
た同一の道路標識の撮像画像中でのサイズの経時的な変化の度合いを求め、求めた当該変
化の度合いに応じて、前記速度規制値推定手段で推定した速度規制値が前記車両の走行中
の道路の速度規制値であるか否かを判断する対象速度規制値判断手段とを備え、
　前記通知手段は、前記速度規制値推定手段で推定した速度規制値が前記車両の走行中の
道路の速度規制値であると前記対象速度規制値判断手段で判断しなかった場合に、当該速
度規制値の通知を保留または通知内容を変更することを特徴とする速度規制値通知装置。
【請求項１０】
　請求項９において、
　前記対象速度規制値判断手段は、
　前記画像認識手段で逐次検出した同一の道路標識の撮像画像中でのサイズの経時的な変
化の度合いが、当該道路標識が静止しているとした場合の変化の度合いに相当しているか
否かを判定し、
　当該道路標識が静止しているとした場合の変化の度合いに相当していると判定しなかっ
たことをもとに、前記速度規制値推定手段で推定した速度規制値が前記車両の走行中の道
路の速度規制値でないと判断することを特徴とする速度規制値通知装置。
【請求項１１】
　請求項２～１０のいずれか１項において、
　前記対象速度規制値判断手段は、
　前記対象速度規制値判断手段で前記車両の走行中の道路の速度規制値であると判断され
た直近の過去の速度規制値に対して、前記速度規制値推定手段で新たに推定した速度規制
値の速度差が所定量以上であったことをもとに、前記速度規制値推定手段で新たに推定し
た速度規制値が前記車両の走行中の道路の速度規制値でないと判断することを特徴とする
速度規制値通知装置。
【請求項１２】
　請求項２～１１のいずれか１項において、
　前記対象速度規制値判断手段は、
　前記車両の前方及び後方の少なくともいずれかの車両の走行速度である他車両速度の情
報を取得する他車両速度情報取得手段を備え、
　前記速度規制値推定手段で推定した速度規制値と前記他車両速度情報取得手段で取得し
た他車両速度の情報とをもとに、前記速度規制値推定手段で推定した速度規制値が前記車
両の走行中の道路の速度規制値であるか否かを判断することを特徴とする速度規制値通知
装置。
【請求項１３】
　請求項１２において、
　前記対象速度規制値判断手段は、
　前記対象速度規制値判断手段で前記車両の走行中の道路の速度規制値であると判断され
た直近の過去の速度規制値と、前記速度規制値推定手段で新たに推定した速度規制値と、
前記他車両速度情報取得手段で取得した他車両速度の情報とに基づいて、
　前記他車両速度が前記速度規制値推定手段で新たに推定した速度規制値よりも前記直近
の過去の速度規制値に近かったことをもとに、前記速度規制値推定手段で新たに推定した
速度規制値が前記車両の走行中の道路の速度規制値でないと判断する一方、
　前記他車両速度が前記直近の過去の速度規制値よりも前記速度規制値推定手段で新たに
推定した速度規制値に近かったことをもとに、前記速度規制値推定手段で新たに推定した
速度規制値が前記車両の走行中の道路の速度規制値であると判断することを特徴とする速
度規制値通知装置。
【請求項１４】
　車両に搭載される撮像装置で前記車両の前方を逐次撮像した撮像画像から画像認識によ
って制限速度の道路標識を逐次検出する画像認識手段と、
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　前記画像認識手段での検出結果をもとにして前記車両の走行中の道路の速度規制値を推
定する速度規制値推定手段と、
　前記速度規制値推定手段で推定した速度規制値を通知する通知手段とを備える速度規制
値通知装置であって、
　前記速度規制値推定手段で推定した速度規制値が前記車両の走行中の道路の速度規制値
であるか否かを判断する対象速度規制値判断手段を備え、
　前記対象速度規制値判断手段は、
　前記対象速度規制値判断手段で前記車両の走行中の道路の速度規制値であると判断され
た直近の過去の速度規制値が存在しない場合には、仮に設定した速度規制値に対して、前
記速度規制値推定手段で新たに推定した速度規制値の速度差が所定量以上であったことを
もとに、前記速度規制値推定手段で新たに推定した速度規制値が前記車両の走行中の道路
の速度規制値でないと判断する一方、
　前記直近の過去の速度規制値が存在する場合には、直近の過去の速度規制値に対して、
前記速度規制値推定手段で新たに推定した速度規制値の速度差が所定量以上であったこと
をもとに、前記速度規制値推定手段で新たに推定した速度規制値が前記車両の走行中の道
路の速度規制値でないと判断することを特徴とする速度規制値通知装置。
【請求項１５】
　車両に搭載される撮像装置で前記車両の前方を逐次撮像した撮像画像から画像認識によ
って制限速度の道路標識を逐次検出する画像認識手段と、
　前記画像認識手段での検出結果をもとにして前記車両の走行中の道路の速度規制値を推
定する速度規制値推定手段と、
　前記速度規制値推定手段で推定した速度規制値を通知する通知手段とを備える速度規制
値通知装置であって、
　前記速度規制値推定手段で推定した速度規制値が前記車両の走行中の道路の速度規制値
であるか否かを判断する対象速度規制値判断手段を備え、
　前記対象速度規制値判断手段は、
　前記車両の前方及び後方の少なくともいずれかの車両の走行速度である他車両速度の情
報を取得する他車両速度情報取得手段を備え、
　前記速度規制値推定手段で推定した速度規制値と前記他車両速度情報取得手段で取得し
た他車両速度の情報とをもとに、前記速度規制値推定手段で推定した速度規制値が前記車
両の走行中の道路の速度規制値であるか否かを判断することを特徴とする速度規制値通知
装置。
【請求項１６】
　請求項１５において、
　前記対象速度規制値判断手段は、
　前記対象速度規制値判断手段で前記車両の走行中の道路の速度規制値であると判断され
た直近の過去の速度規制値が存在しない場合には、仮に設定した速度規制値を直近の過去
の速度規制値として用いる一方、前記直近の過去の速度規制値が存在する場合には、当該
直近の過去の速度規制値を用いるものであって、
　前記直近の過去の速度規制値と、前記速度規制値推定手段で新たに推定した速度規制値
と、前記他車両速度情報取得手段で取得した他車両速度の情報とに基づいて、
　前記他車両速度が前記速度規制値推定手段で新たに推定した速度規制値よりも前記直近
の過去の速度規制値に近かったことをもとに、前記速度規制値推定手段で新たに推定した
速度規制値が前記車両の走行中の道路の速度規制値でないと判断する一方、
　前記他車両速度が前記直近の過去の速度規制値よりも前記速度規制値推定手段で新たに
推定した速度規制値に近かったことをもとに、前記速度規制値推定手段で新たに推定した
速度規制値が前記車両の走行中の道路の速度規制値であると判断することを特徴とする速
度規制値通知装置。
【請求項１７】
　車両に搭載されて前記車両の前方を撮像する撮像装置と、
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　請求項１～１６のいずれかに記載の速度規制値通知装置とを含むことを特徴とする速度
規制値通知システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、速度規制値通知装置及び速度規制値通知システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、車両が走行している道路の速度規制値を推定し、推定した速度規制値を当該
車両のドライバに通知する技術が知られている。例えば、ＧＰＳ（Global Positioning S
ystem）を利用して検出した車両の現在位置と、速度規制値を道路のデータとして含む地
図データとをもとに、車両の走行中の道路の速度規制値を推定する方法が知られている。
【０００３】
　しかしながら、この方法では、車両の現在位置の検出誤差によっては、実際に走行中の
道路以外の道路を走行中と判断され、実際に走行中の道路以外の速度規制値が誤って推定
される問題点があった。また、地図データ中の道路のデータに誤りがあった場合に走行中
の道路の速度規制値が誤って推定されたり、地図データ中の道路のデータに不足があった
場合に、走行中の道路の速度規制値の推定を行うことができなかったりする問題点もあっ
た。
【０００４】
　そこで、この問題を解決する手段として、車載カメラによって撮像された画像から制限
速度の道路標識や道路標示を画像認識によって検出することで、車両の走行中の道路の速
度規制値を推定する技術が知られている。
【０００５】
　例えば、特許文献１には、自車線から隣接車線までを含む路面の画像を路面カメラによ
って撮像して、撮像した画像から路面に設けられた制限速度の道路標示を画像認識するこ
とで複数車線道路中の自車線の速度規制値を推定する技術が開示されている。また、推定
した自車線の速度規制値の表示を行うことが開示されている。さらに、特許文献１には、
自車線の速度規制値と隣接車線の速度規制値との推定結果が異なっている場合に、その旨
の注意表示及び隣接車線の速度規制値の表示を行う技術も開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－１８７１６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、路面に制限速度の道路標示が存在する場合は限られている。よって、特
許文献１に開示の技術では、路面に制限速度の道路標示が存在しない場合には、車両が走
行中の道路の速度規制値を推定して通知することができない。
【０００８】
　これに対して、道路の傍らに立てられた制限速度の道路標識を車両前方の画像から画像
認識して検出することで、自車両の走行中の道路の速度規制値を推定して通知することが
考えられるが、この場合には、走行中の道路の速度規制値を乗員に誤認識させてしまう問
題があった。詳しくは、上述の道路標識を画像認識する場合、分岐先の道路の道路標識（
図１（ａ）及び図１（ｂ）の破線で囲った領域を参照）や並行する道路の道路標識や先行
車両の道路標識マークのステッカーといった自車両にとって対象外の道路標識や道路標識
類似物を画像認識することで、走行中の道路の速度規制値を誤って推定してしまう。そし
て、誤って推定した速度規制値を通知することによって、乗員に速度規制値を誤認識させ
てしまう。なお、先行車両の道路標識マークのステッカーとしては、例えばトラックの背
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面に貼られているものが知られている。
【０００９】
　本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされたものであって、その目的は、自車両の走行
中の道路の速度規制値を推定して通知する場合に、誤った速度規制値の通知による乗員の
速度規制値に対する誤認識をより抑えることを可能にする速度規制値通知装置及び速度規
制値通知システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　請求項１の速度規制値通知装置によれば、制限速度の道路標識を検出した位置周辺に分
岐路や並行道路があり、その分岐路や並行道路の制限速度の道路標識を誤って検出してし
まうことで走行中の道路の速度規制値を誤って推定してしまう場合といった、速度規制値
の道路標識を誤って推定しやすい道路の敷設状況の場合に、速度規制値推定手段で推定し
た速度規制値の通知を保留したり、通知内容を変更したりできる。例えば保留する場合に
は、誤って推定した速度規制値を通知しないので、乗員に速度規制値を誤認識させずに済
む。また、通知内容を変更する場合には、通知内容を変更することで、誤って推定した速
度規制値であることを乗員に認識させることが可能になるので、乗員に速度規制値を誤認
識させずに済む。従って、自車両の走行中の道路の速度規制値を推定して通知する場合に
、誤った速度規制値の通知による乗員の速度規制値に対する誤認識をより抑えることが可
能になる。
【００１１】
　請求項２の構成においては、制限速度の道路標識を検出した位置から所定距離内に分岐
点が存在することをもとに、速度規制値推定手段で推定した速度規制値が車両の走行中の
道路の速度規制値でないと判断することになる。よって、制限速度の道路標識を検出した
位置周辺に分岐路があり、その分岐路の制限速度の道路標識を誤って検出してしまうこと
で走行中の道路の速度規制値を誤って推定してしまう可能性がある場合に、速度規制値推
定手段で推定した速度規制値の通知の保留や通知内容の変更によって、乗員の速度規制値
に対する誤認識を抑えることができる。
【００１２】
　請求項３の構成においては、地図データ取得手段で取得した分岐路の速度規制値と速度
規制値推定手段で推定した速度規制値との差が所定値以内であったことをもとに、速度規
制値推定手段で推定した速度規制値が車両の走行中の道路の速度規制値でないと判断する
ことになる。地図データ取得手段で取得した分岐路の速度規制値と速度規制値推定手段で
推定した速度規制値との差が小さいほど、推定した速度規制値が分岐路の速度規制値であ
る可能性が高い。よって、以上の構成によれば、推定した速度規制値が分岐路の速度規制
値である可能性が高い場合に、推定した速度規制値が車両の走行中の道路の速度規制値で
あると判断せず、速度規制値の誤った推定をさらに防ぐことが可能になる。
【００１３】
　分岐点を通過後は、通過後の進路に応じて、車両の走行中の道路の速度規制値をより適
切に判断することが可能になる。よって、請求項４のように、直進路に進んだと判断した
場合には、対象速度規制値判断手段で車両の走行中の道路の速度規制値であると判断され
た直近の速度規制値を通知する一方、分岐路に進んだと判断した場合には、対象速度規制
値判断手段で走行中の道路の速度規制値でないと判断されていた場合は速度規制値推定手
段で推定した速度規制値を分岐路の速度として通知し、対象速度規制値判断手段で走行中
の道路の速度規制値であると判断されていた場合は地図データ取得手段で取得した分岐路
速度値を通知することで、走行中の道路の速度規制値をより適切に通知することが可能に
なる。
【００１４】
　なお、地図データに誤りがあったり不足があったりするため、地図データに含まれる速
度規制値をただ用いただけでは、走行中の道路の適切な速度規制値を判断して通知するこ
とはできない。しかしながら、請求項４の構成においては、地図データ取得手段で取得し
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た分岐路の速度規制値と速度規制値推定手段で推定した速度規制値との差が所定値以内で
あったことをもとに、推定した速度規制値が車両の走行中の道路の速度規制値でないと判
断した上で処理を行っているので、より信頼性の高い速度規制値を通知することが可能と
なっている。
【００１５】
　詳しくは、地図データ取得手段で取得した分岐路の速度規制値と速度規制値推定手段で
推定した速度規制値との差が所定値以内であったことをもとに、推定した速度規制値が車
両の走行中の道路の速度規制値でない（つまり、分岐路の速度規制値である）と判断する
ので、推定した速度規制値に値が近いことによって、上述の分岐路についての地図データ
から得られる速度規制値の信頼性が高いことも確認されていることになる。従って、分岐
路に進んだと判断した場合には、地図データ取得手段で取得した分岐路の速度規制値を通
知しても、より信頼性の高い速度規制値を通知することができる。
【００１６】
　請求項５の構成においては、画像認識手段で検出した制限速度の道路標識が分岐路の存
在する側に検出されたか分岐路の存在しない側に検出されたかを判定し、画像認識手段で
検出した制限速度の道路標識が分岐路の存在しない側に検出されたと判定した場合に、速
度規制値推定手段で推定した速度規制値が車両の走行中の道路の速度規制値であると判断
することになる。画像認識手段で検出した制限速度の道路標識が分岐路の存在しない側に
検出された場合には、走行中の道路の制限速度の道路標識を検出した可能性が高い。よっ
て、以上の構成によれば、速度規制値推定手段で推定した速度規制値が車両の走行中の道
路の速度規制値であることを、より精度良く判断することが可能になる。
【００１７】
　請求項６の構成においては、制限速度の道路標識を検出した位置から所定距離内に並行
道路が存在することをもとに、速度規制値推定手段で推定した速度規制値が車両の走行中
の道路の速度規制値でないと判断することになる。よって、制限速度の道路標識を検出し
た位置周辺に並行道路があり、その並行道路の制限速度の道路標識を誤って検出してしま
うことで走行中の道路の速度規制値を誤って推定してしまう可能性がある場合に、速度規
制値推定手段で推定した速度規制値の通知の保留や通知内容の変更によって、乗員の速度
規制値に対する誤認識を抑えることができる。
【００１８】
　請求項７の構成においては、画像認識手段で検出した制限速度の道路標識が並行道路の
存在する側に検出されたか並行道路の存在しない側に検出されたかを判定し、画像認識手
段で検出した制限速度の道路標識が並行道路の存在しない側に検出されたと判定した場合
に、速度規制値推定手段で推定した速度規制値が車両の走行中の道路の速度規制値である
と判断することになる。画像認識手段で検出した制限速度の道路標識が並行道路の存在し
ない側に検出された場合には、走行中の道路の制限速度の道路標識を検出した可能性が高
い。よって、以上の構成によれば、速度規制値推定手段で推定した速度規制値が車両の走
行中の道路の速度規制値であることを、より精度良く判断することが可能になる。
【００１９】
　請求項８の構成においては、地図データ取得手段で取得した並行道路の速度規制値と速
度規制値推定手段で推定した速度規制値との差が所定値以内であった場合には、速度規制
値推定手段で推定した速度規制値が車両の走行中の道路の速度規制値でないと判断するこ
とになる。地図データ取得手段で取得した並行道路の速度規制値と速度規制値推定手段で
推定した速度規制値との差が小さいほど、推定した速度規制値が並行道路の速度規制値で
ある可能性が高い。よって、以上の構成によれば、推定した速度規制値が並行道路の速度
規制値である可能性が高い場合に、推定した速度規制値が車両の走行中の道路の速度規制
値であると判断せず、速度規制値の誤った推定をさらに防ぐことが可能になる。
【００２０】
　請求項９の速度規制値通知装置においては、画像認識手段で逐次検出した制限速度の道
路標識の撮像画像中でのサイズの経時的な変化の度合いに応じて、速度規制値推定手段で
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推定した速度規制値が前記車両の走行中の道路の速度規制値であるか否かを判断し、速度
規制値推定手段で推定した速度規制値が車両の走行中の道路の速度規制値であると対象速
度規制値判断手段で判断しなかった場合に、当該速度規制値の通知を保留または通知内容
を変更することになる。
【００２１】
　路上に設けられた道路標識は静止しているのに対して、先行車両の道路標識マークのス
テッカーは移動している可能性が高い。よって、画像認識手段で逐次検出した制限速度の
道路標識の撮像画像中でのサイズの経時的な変化の度合いによって、道路標識なのか先行
車両の道路標識マークのステッカーなのかを精度良く判別することが可能である。よって
、自車両の走行中の道路の速度規制値を精度良く推定することが可能になる。
【００２２】
　そして、速度規制値推定手段で推定した速度規制値が車両の走行中の道路の速度規制値
であると対象速度規制値判断手段で判断しなかった場合に、当該速度規制値の通知を保留
または通知内容を変更するので、誤った速度規制値の通知による乗員の速度規制値に対す
る誤認識をより抑えることが可能になる。例えば保留する場合には、誤って推定した速度
規制値を通知しないので、乗員に速度規制値を誤認識させずに済む。また、通知内容を変
更する場合には、通知内容を変更することで、誤って推定した速度規制値であることを乗
員に認識させることが可能になるので、乗員に速度規制値を誤認識させずに済む。
【００２３】
　請求項１０の構成においては、画像認識手段で逐次検出した同一の道路標識の撮像画像
中でのサイズの経時的な変化の度合いが、当該道路標識が静止しているとした場合の変化
の度合いに相当しているか否かを判断する静止判断手段を備え、静止判断手段で当該道路
標識が静止しているとした場合の変化の度合いに相当していると判断しなかったことをも
とに、速度規制値推定手段で推定した速度規制値が車両の走行中の道路の速度規制値でな
いと判断することになる。
【００２４】
　路上に設けられた道路標識は静止しているのに対して、先行車両の道路標識マークのス
テッカーは移動している可能性が高いので、請求項１０の構成によれば、先行車両の道路
標識マークのステッカーを画像認識手段で検出していた場合には、速度規制値推定手段で
推定した速度規制値が車両の走行中の道路の速度規制値でないと判断することになる。よ
って、先行車両の道路標識マークのステッカーの速度規制値を、車両の走行中の道路の速
度規制値であると誤って推定することを防ぐことが可能になる。
【００２５】
　請求項１１の構成においては、対象速度規制値判断手段で車両の走行中の道路の速度規
制値であると判断された直近の過去の速度規制値に対して、速度規制値推定手段で新たに
推定した速度規制値の速度差が所定量以上であったことをもとに、速度規制値推定手段で
新たに推定した速度規制値が車両の走行中の道路の速度規制値でないと判断することにな
る。本線を走行中において速度規制値が急激に切り替わることは一般的にはない。よって
、走行中の道路の速度規制値であると判断していたそれまでの速度規制値から速度規制値
推定手段で新たに推定した速度規制値が急激に変化していた場合には、新たに推定した速
度規制値が走行中の道路のものでない可能性が高い。
【００２６】
　請求項１１の構成によれば、上述の直近の過去の速度規制値に対して、新たに推定した
速度規制値の速度差が所定量以上であったことをもとに、速度規制値推定手段で推定した
速度規制値が車両の走行中の道路の速度規制値であるか否かを判断するので、上述の速度
規制値の急激な切り替わりの有無に応じて当該判断を行うことが可能になる。従って、速
度規制値推定手段で推定した速度規制値が車両の走行中の道路の速度規制値であると誤っ
て判断することをより防ぐことが可能になる。
【００２７】
　請求項１２の構成においては、速度規制値推定手段で推定した速度規制値と他車両速度



(10) JP 2012-185076 A 2012.9.27

10

20

30

40

50

検出手段で検出した他車両速度（車両の前方及び後方の少なくともいずれかの車両の走行
速度）とをもとに、速度規制値推定手段で推定した速度規制値が車両の走行中の道路の速
度規制値であるか否かを判断することになる。自車両の前方や後方の車両は、自車両の走
行中の道路の速度規制値に従って走行している可能性が高いので、他車両速度が自車両の
走行中の道路の速度規制値に近い可能性が高い。よって、他車両速度と速度規制値推定手
段で推定した速度規制値との乖離が小さい場合には、推定した速度規制値が走行中の道路
のものである可能性が高い一方、乖離が大きい場合には、推定した速度規制値が走行中の
道路のものでない可能性が高い。
【００２８】
　請求項１２の構成によれば、速度規制値推定手段で推定した速度規制値と他車両速度と
をもとに、速度規制値推定手段で推定した速度規制値が車両の走行中の道路の速度規制値
であるか否かを判断するので、上述の乖離に応じて当該判断を行うことが可能になる。従
って、速度規制値推定手段で推定した速度規制値が車両の走行中の道路の速度規制値であ
ると誤って判断することをより防ぐことが可能になる。
【００２９】
　請求項１２のようにする場合は、請求項１３のように、他車両速度検出手段で検出した
他車両速度が速度規制値推定手段で新たに推定した速度規制値よりも対象速度規制値判断
手段で車両の走行中の道路の速度規制値であると判断された直近の過去の速度規制値に近
かった場合に、速度規制値推定手段で新たに推定した速度規制値が車両の走行中の道路の
速度規制値でないと判断する一方、他車両速度が直近の過去の速度規制値よりも速度規制
値推定手段で新たに推定した速度規制値に近かったことをもとに、速度規制値推定手段で
新たに推定した速度規制値が前記車両の走行中の道路の速度規制値であると判断すること
が好ましい。
【００３０】
　前述したように、自車両の前方や後方の車両は、自車両の走行中の道路の速度規制値に
従って走行している可能性が高いので、他車両速度が自車両の走行中の道路の速度規制値
に近い可能性が高い。よって、他車両速度が上述の新たに推定した速度規制値よりも上述
の直近の過去の速度規制値に近かった場合には、新たに推定した速度規制値が車両の走行
中の道路の速度規制値でない可能性が高い。また、他車両速度が上述の直近の過去の速度
規制値よりも上述の新たに推定した速度規制値に近かった場合には、新たに推定した速度
規制値が車両の走行中の道路の速度規制値である可能性が高い。従って、請求項１３の構
成によれば、速度規制値推定手段で推定した速度規制値が車両の走行中の道路の速度規制
値であるか否かをより精度良く判断することが可能になる。
【００３１】
　請求項１４の速度規制値通知装置においては、対象速度規制値判断手段で車両の走行中
の道路の速度規制値であると判断された直近の過去の速度規制値に対して、速度規制値推
定手段で新たに推定した速度規制値の速度差が所定量以上であったことをもとに、速度規
制値推定手段で新たに推定した速度規制値が車両の走行中の道路の速度規制値でないと判
断する。よって、請求項１１と同様に、速度規制値推定手段で推定した速度規制値が車両
の走行中の道路の速度規制値であると誤って判断することをより防ぐことが可能になる。
【００３２】
　また、速度規制値推定手段で推定した速度規制値が車両の走行中の道路の速度規制値で
あると誤って判断することをより防ぐことが可能になるので、自車両の走行中の道路の速
度規制値を推定して通知する場合に、誤った速度規制値の通知による乗員の速度規制値に
対する誤認識をより抑えることが可能になる。
【００３３】
　請求項１５の速度規制値通知装置においては、速度規制値推定手段で推定した速度規制
値と他車両速度検出手段で検出した他車両速度（車両の前方及び後方の少なくともいずれ
かの車両の走行速度）とをもとに、速度規制値推定手段で推定した速度規制値が車両の走
行中の道路の速度規制値であるか否かを判断することになる。よって、請求項１２と同様
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に、速度規制値推定手段で推定した速度規制値が車両の走行中の道路の速度規制値である
と誤って判断することをより防ぐことが可能になる。
【００３４】
　また、速度規制値推定手段で推定した速度規制値が車両の走行中の道路の速度規制値で
あると誤って判断することをより防ぐことが可能になるので、自車両の走行中の道路の速
度規制値を推定して通知する場合に、誤った速度規制値の通知による乗員の速度規制値に
対する誤認識をより抑えることが可能になる。
【００３５】
　請求項１６の構成によれば、請求項１３のように、速度規制値推定手段で推定した速度
規制値が車両の走行中の道路の速度規制値であるか否かをより精度良く判断することが可
能になる。
【００３６】
　請求項１７の速度規制値通知システムによれば、車両に搭載されて当該車両の前方を撮
像する撮像装置と、前記のいずれかの速度規制値通知装置とを含むので、自車両の走行中
の道路の速度規制値を推定して通知する場合に、誤った速度規制値の通知による乗員の速
度規制値に対する誤認識をより抑えることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】（ａ）及び（ｂ）は本線側から見た分岐路の速度規制標識の一例を示す図である
。
【図２】速度規制値通知システム１００の概略的な構成を示すブロック図である。
【図３】（ａ）は自車両を左方向から見た模式図であって、（ｂ）は自車両を上から見た
模式図である。
【図４】速度規制値通知装置１の動作フローの一例を示すフローチャートである。
【図５】対象速度規制値判断処理のフローの一例を示すフローチャートである。
【図６】（ａ）は分岐路が存在する道路上を走行中の自車両の一例を示す模式図であって
、（ｂ）はＴ１～Ｔ３ｂの各タイミングにおける推定速度規制値、地図データから得られ
る自車線や分岐路の速度規制値、乗員に通知する速度規制値の一例を示す表である。
【図７】ＧＰＳの誤差によって自車両の現在位置が精度良く検出できない場合の例を示す
模式図である。
【図８】（ａ）は過去速度規制値に対して推定速度規制値の速度差が所定量以上であった
か否かに応じた速度規制値の通知の例を示す表であって、（ｂ）は他車両の車速が推定速
度規制値と過去速度規制値とのどちらにより近いかに応じて行われる速度規制値の通知の
例を示す表である。
【図９】速度規制値通知システム２００の概略的な構成を示すブロック図である。
【図１０】速度規制値通知装置１ａの動作フローの一例を示すフローチャートである。
【図１１】速度規制値通知装置１ａでの対象速度規制値判断処理のフローの一例を示すフ
ローチャートである。
【図１２】並行道路が存在する道路上を走行中の自車両の一例を示す模式図である。
【図１３】並行道路が存在する場合の速度規制標識の配置の例を示す模式図である。
【図１４】速度規制値通知システム３００の概略的な構成を示すブロック図である。
【図１５】速度規制値通知装置１ｂの動作フローの一例を示すフローチャートである。
【図１６】速度規制値通知装置１ｂでの対象速度規制値判断処理のフローの一例を示すフ
ローチャートである。
【図１７】先行車両の道路標識マークのステッカーが存在する場合の例を示す模式図であ
る。
【図１８】速度規制値通知システム４００の概略的な構成を示すブロック図である。
【図１９】速度規制値通知装置１ｃの動作フローの一例を示すフローチャートである。
【図２０】速度規制値通知装置１ｃでの対象速度規制値判断処理のフローの一例を示すフ
ローチャートである。
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【発明を実施するための形態】
【００３８】
　以下、本発明の実施形態について図面を用いて説明する。図２は、本発明が適用された
速度規制値通知システム１００の概略的な構成を示すブロック図である。図２に示す速度
規制値通知システム１００は、車両に搭載されるものであり、速度規制値通知装置１、車
載カメラ２、位置検出器３、地図データ記憶部４、ディスプレイ５、スピーカ６、インジ
ケータ７、エンジンＥＣＵ８、及びブレーキＥＣＵ９を含んでいる。なお、速度規制値通
知システム１００を搭載している車両を以降では自車両と呼ぶ。
【００３９】
　速度規制値通知装置１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＥＥＰＲＯＭ等よりなるマイクロ
コンピュータを主体として構成され、車載カメラ２、位置検出器３、地図データ記憶部４
から入力される情報をもとに、ＲＯＭに記憶された各種の制御プログラムを実行すること
で自車両の走行中の道路の速度規制値を推定して通知する処理を実行する。速度規制値通
知装置１は、図１に示すように、機能ブロックとして、画像処理部１１、速度規制値推定
部１２、位置情報取得部１３、地図データ取得部１４、他車両速度情報取得部１５、対象
速度規制値判断部１６、進路判断部１７、及び通知部１８を備えている。
【００４０】
　車載カメラ２は、図３（ａ）及び図３（ｂ）に示すように、自車両において例えばルー
ムミラー近傍に取り付けられ、自車両の前方の所定範囲を逐次撮影する。図３（ａ）は自
車両を左方向から見た模式図であって、図３（ｂ）は自車両を上から見た模式図である。
他にも車載カメラ２を車両のフロント等に設ける構成としてもよい。例えば車載カメラ２
としては、ＣＣＤカメラを用いる構成とすればよい。なお、車載カメラ２が請求項の撮像
装置に相当する。
【００４１】
　位置検出器３は、自車両の鉛直方向周りの角速度を検出するジャイロスコープ、自車両
の加速度を検出する加速度センサ、車輪速センサ、及び人工衛星からの電波に基づいて車
両の現在位置を検出するＧＰＳ（Global Positioning System）のためのＧＰＳ受信機と
いった各センサから得られる情報をもとに、定期的に自車両の現在位置及び進行方向の検
出を行う。これらの各センサは、各々が性質の異なる誤差を持っているため、複数のセン
サにより各々補完しながら使用するように構成されている。なお、位置検出器３は上述し
た内の一部で構成してもよく、さらに、図示しない地磁気センサやステアリングの回転セ
ンサ等を用いてもよい。
【００４２】
　地図データ記憶部４は、例えばＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＨＤＤ、フラッシュメ
モリ等によって構成されており、地図データが記憶されている。地図データには、道路を
示すリンクデータとノードデータとが含まれる。リンクデータは、リンクを特定する固有
番号（リンクＩＤ）、リンクの長さを示すリンク長、リンク方向、リンク方位、リンクの
始端及び終端ノード座標（緯度・経度）、道路名称、道路種別、一方通行属性、道路幅員
、車線数、右折・左折専用車線の有無とその専用車線の数、及び速度規制値等の各データ
から構成される。
【００４３】
　一方、ノードデータは、地図上の各道路が交差、合流、分岐するノード毎に固有の番号
を付したノードＩＤ、ノード座標、ノード名称、ノードに接続するリンクのリンクＩＤが
記述される接続リンクＩＤ、及び交差点種類等の各データから構成される。
【００４４】
　ディスプレイ５は、車載用の小型ディスプレイであり、速度規制値通知装置１から出力
された画像データを取得し、当該画像データの示す画像を表示する。画像の表示に関して
は、例えば車載ナビゲーション装置で利用するディスプレイを用いる構成としてもよいし
、車載用のヘッドアップディスプレイを用いることとしてもよい。
【００４５】
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　スピーカ６は、車載用の小型スピーカであり、速度規制値通知装置１から出力された音
声信号を取得し、当該音声信号の示す音声を出力する。音声の出力に関しては、例えば車
載ナビゲーション装置で利用するスピーカを用いる構成としてもよいし、車載オーディオ
のスピーカを用いる構成としてもよい。インジケータ７は、例えばＬＥＤであり、速度規
制値通知装置１から出力される信号を取得すると点灯する。なお、ＬＥＤの点灯の代わり
に、ＬＥＤを点滅させる構成としてもよい。
【００４６】
　エンジンＥＣＵ８は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＥＥＰＲＯＭ等よりなるマイクロコン
ピュータを主体として構成され、入力される情報をもとに、ＲＯＭに記憶された各種の制
御プログラムを実行することでエンジン出力の制御に関する各種の処理を実行する。ブレ
ーキＥＣＵ９は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＥＥＰＲＯＭ等よりなるマイクロコンピュー
タを主体として構成され、入力される情報をもとに、ＲＯＭに記憶された各種の制御プロ
グラムを実行することで自車両の制動に関する各種の処理を実行する。
【００４７】
　続いて、図４を用いて、速度規制値通知装置１の動作フローについての説明を行う。図
４は、速度規制値通知装置１の動作フローの一例を示すフローチャートである。例えば本
フローは車載カメラ２から撮像画像が入力されたときに開始され、このフローは撮像画像
が入力されるごとに逐次繰り返される。
【００４８】
　まず、ステップＳ１では、画像処理部１１が車載カメラ２から入力される撮像画像を取
得して画像認識処理を行い、ステップＳ２に移る。画像認識処理では、エッジ検出などの
公知の画像処理を撮像画像に対して行い、画像処理後の撮像画像から画像認識によって制
限速度の道路標識（以下、速度規制標識）を検出する。よって、画像処理部１１が請求項
の画像認識手段に相当する。画像認識処理では、速度規制標識を検出する際に速度規制標
識の撮像画像中でのサイズの情報も得られるものとする。速度規制標識の撮像画像中での
サイズの情報とは、例えば速度規制標識の撮像画像中での縦横のピクセル数などがある。
【００４９】
　画像認識は、パターンマッチングやハフ変換等の公知の方法を用いて行う構成とすれば
よい。例えば、ハフ変換で規制標識の外形を検出し、パターンマッチングによって数字を
検出することで速度規制標識の速度規制値まで検出する等の構成とすればよい。また、画
像処理としては、エッジ検出の他にも、例えば鏡像に変換する鏡像変換やレンズの特性で
画像周辺部に生じる歪みを補正する歪み補正等も行う構成としてもよい。
【００５０】
　ステップＳ２では、画像認識処理で検出された速度規制標識の速度規制値を、自車両が
走行中の道路の速度規制値であると速度規制値推定部１２が推定し、ステップＳ３に移る
。よって、速度規制値推定部１２が請求項の速度規制値推定手段に相当する。ステップＳ
３では、速度規制標識を検出したときの自車両の現在位置及び進行方向の情報（位置方向
情報）を位置検出器３から位置情報取得部１３が取得するとともに、地図データ取得部１
４が地図データ記憶部４から地図データを取得し、ステップＳ４に移る。よって、位置情
報取得部１３が請求項の検出位置情報取得手段に相当し、速度規制標識を検出したときの
自車両の現在位置の情報が請求項の検出位置情報に相当する。また、地図データ取得部１
４が請求項の地図データ取得手段に相当する。
【００５１】
　速度規制標識を検出したときの自車両の現在位置とは、速度規制標識の検出時点に位置
検出器３で検出された自車両の現在位置に限るものではなく、速度規制標識の検出時点に
前後する時点において位置検出器３で検出された自車両の現在位置まで含むものとする。
また、地図データ取得部１４は、位置情報取得部１３が取得した自車両の現在位置の情報
をもとに、地図データ記憶部４に記憶されている地図データのうち、自車両の現在位置周
辺の地図のみを取得する構成とすればよい。
【００５２】
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　ステップＳ４では、対象速度規制値判断部１６が対象速度規制値判断処理を行って、画
像認識処理で検出された速度規制標識の速度規制値が自車両の走行中の道路の速度規制値
であるか否かを判断し、ステップＳ５に移る。なお、対象速度規制値判断部１６が請求項
の対象速度規制値判断手段に相当する。ここで、図５のフローチャートを用いて、速度規
制値通知装置１での対象速度規制値判断処理の概略について説明を行う。図５は、速度規
制値通知装置１での対象速度規制値判断処理のフローの一例を示すフローチャートである
。
【００５３】
　まず、ステップＳ４１では、ステップＳ２で速度規制値推定部１２が推定した速度規制
値（以下、推定速度規制値）を取得し、ステップＳ４２に移る。ステップＳ４２では、ス
テップＳ３で位置情報取得部１３が取得した位置方向情報と地図データ取得部１４が取得
した地図データとを取得し、この位置方向情報と地図データのうちのノードデータとをも
とに、自車両の現在位置と自車両手前の直近の分岐点との距離が所定値以下か否かを判定
する。
【００５４】
　そして、現在位置と分岐点との距離が所定値以下と判定した場合（ステップＳ４２でＹ
ＥＳ）には、ステップＳ４３に移る。また、現在位置と分岐点との距離が所定値以下と判
定しなかった場合（ステップＳ４２でＮＯ）には、ステップＳ５３に移る。ここで言うと
ころの所定値は、例えば分岐路の速度規制標識が分岐点の手前から離れて設けられている
距離に相当する程度の値であって、任意に設定可能な値である。
【００５５】
　ステップＳ４３では、地図データのうちの上記分岐点からの分岐路（以下、対象分岐路
）の速度規制値とステップＳ４１で取得した推定速度規制値とを比較し、両者が一致する
か否かを判定する。例えば、両者の差の絶対値が所定値以下であった場合に両者が一致す
ると判定する構成とすればよい。ここで言うところの所定値とは、例えば０ｋｍ／ｈであ
ってもよいし、１０ｋｍ／ｈなどの比較的小さな値であってもよい。本実施形態では、例
えば０ｋｍ／ｈであるものとする。
【００５６】
　そして、両者が一致すると判定した場合（ステップＳ４３でＹＥＳ）には、ステップＳ
４４に移る。また、両者が一致すると判定しなかった場合（ステップＳ４３でＮＯ）には
、ステップＳ５３に移る。
【００５７】
　ステップＳ４４では、前述の画像認識処理によって検出された速度規制標識が自車線の
左右どちら側に存在するかを判定し、ステップＳ４５に移る。例えば、画像認識処理によ
って検出された速度規制標識が撮像画像の中央を境にして左右のどちら側に検出されたか
によって、速度規制標識が自車線の左右どちら側に存在するかを判定する。
【００５８】
　ステップＳ４５では、地図データをもとに対象分岐路が自車線の左右どちら側に存在す
るかを判定し、ステップＳ４６に移る。例えば、自車両が走行中の道路のリンク方向やリ
ンク方位と対象分岐路のリンク方向やリンク方位とから、対象分岐路が自車線の左右どち
ら側に存在するかを判定する。
【００５９】
　ステップＳ４６では、ステップＳ４４での判定結果とステップＳ４５での判定結果とを
もとに、画像認識処理によって検出された速度規制標識（標識）と対象分岐路（分岐路）
とが自車線から見て同じ側に存在するか否かを判定する。そして、標識と分岐路とが同じ
側に存在すると判定した場合（ステップＳ４６でＹＥＳ）には、ステップＳ４７に移る。
また、標識と分岐路とが同じ側に存在すると判定しなかった場合（ステップＳ４６でＮＯ
）には、ステップＳ５３に移る。
【００６０】
　ステップＳ４７では、過去の対象速度規制値判断処理において自車両の走行中の道路の
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速度規制値であると判断された直近の過去の速度規制値（以下、過去速度規制値）を取得
し、ステップＳ４８に移る。ステップＳ４８では、ステップＳ４１で取得した推定速度規
制値とステップＳ４７で取得した過去速度規制値とをもとに、推定速度規制値と過去速度
規制値との差（詳しくは差の絶対値）が所定値以上か否かを判定する。ここで言うところ
の所定値とは、本線を走行中において速度規制値が切り替わる場合の一般的な速度規制値
の差よりも大きい値であって、任意に設定可能な値である。本実施形態では例えば５０ｋ
ｍ／ｈとする。
【００６１】
　そして、推定速度規制値と過去速度規制値との差が所定値以上と判定した場合（ステッ
プＳ４８でＹＥＳ）には、ステップＳ４９に移る。また、推定速度規制値と過去速度規制
値との差が所定値以上と判定しなかった場合（ステップＳ４８でＮＯ）には、ステップＳ
５３に移る。
【００６２】
　ステップＳ４９では、他車両速度情報取得部１５で取得した他車両の車速（つまり、走
行速度）の情報を取得し、ステップＳ５０に移る。よって、他車両速度情報取得部１５が
請求項の他車両速度情報取得手段に相当する。ここで言うところの他車両とは、自車両の
走行中の道路の前方や後方を走行中の車両を示している。他車両速度情報取得部１５は、
図示しない通信端末による他車両との公知の車車間通信によって他車両の車速の情報を取
得する構成としてもよいし、図示しない通信端末による路側機との公知の路車間通信によ
って他車両の車速の情報を取得する構成としてもよい。また、図示しないミリ波レーダや
超音波ソナー等の障害物センサで検出した他車両の距離の経時的な変化から求めた他車両
の車速の情報を取得する構成としてもよい。
【００６３】
　ステップＳ５０では、ステップＳ４１で取得した推定速度規制値とステップＳ４９で取
得した他車両の車速とをもとに、推定速度規制値と他車両の車速との差（詳しくは差の絶
対値）が所定値以上か否かを判定する。ここで言うところの所定値とは、制限速度が設定
された道路を走行する場合における一般的な車両の車速とその道路の速度規制値との差を
考慮して設定されるものであって、任意に設定可能な値である。
【００６４】
　そして、推定速度規制値と他車両の車速との差が所定値以上と判定した場合（ステップ
Ｓ５０でＹＥＳ）には、ステップＳ５１に移る。また、推定速度規制値と他車両の車速と
の差が所定値以上と判定しなかった場合（ステップＳ５０でＮＯ）には、ステップＳ５２
に移る。なお、ステップＳ４１で取得した推定速度規制値が請求項の新たに推定した速度
規制値に相当する。
【００６５】
　ステップＳ５１では、ステップＳ４１で取得した推定速度規制値が自車両の走行中の道
路の速度規制値でないと判断（つまり、分岐路の推定速度規制値と判断）し、ステップＳ
５２に移る。
【００６６】
　ステップＳ５２では、非自車線用通知を行うための情報を通知部１８に出力し、ステッ
プＳ５に移る。ここで言うところの非自車線用通知を行うための情報には、例えば前述の
過去速度規制値を表示させる画像データや過去速度規制値と前述の推定速度規制値との両
方を表示させない画像データといった推定速度規制値の表示の保留を行うための情報があ
る。他にも、非自車線用通知を行うための情報として、過去速度規制値と推定速度規制値
との両方を表示させるための画像データといった表示の内容の変更を行うための情報を出
力する構成としてもよい。過去速度規制値と推定速度規制値との両方を表示させる場合、
過去速度規制値と推定速度規制値とのうちの一方について、表示の色や大きさや濃さを変
えるといった強調表示も行わせる構成としてもよい。
【００６７】
　ステップＳ５３では、ステップＳ４１で取得した推定速度規制値が自車両の走行中の道
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路の速度規制値であると判断（つまり、直進路の推定速度規制値と判断）し、ステップＳ
５４に移る。また、自車両の走行中の道路の速度規制値であると判断された推定速度規制
値は、ＲＡＭ等の揮発性のメモリに記憶するものとする。揮発性のメモリに記憶された推
定速度規制値（過去速度規制値に該当する）は、例えばＡＣＣ電源がオフになった場合に
消去される構成とすればよい。
【００６８】
　ステップＳ５４では、自車線用通知を行うための情報を通知部１８に出力し、ステップ
Ｓ５に移る。ここで言うところの自車線用通知を行うための情報とは、例えばステップＳ
４１で取得した推定速度規制値を表示させる画像データである。
【００６９】
　図３に戻って、ステップＳ５では、対象速度規制値判断処理の結果として出力された情
報に従って、通知部１８が通知を行い、ステップＳ６に移る。なお、通知部１８が請求項
の通知手段に相当する。非自車線用通知を行う構成としては、以下のパターンがある。例
えば、過去速度規制値を表示させる画像データが出力された場合に、自車両の走行中の道
路の速度規制値（以下、走行中道路速度規制値）として、過去速度規制値をディスプレイ
５に表示させる。また、過去速度規制値と推定速度規制値との両方を表示させない画像デ
ータが出力された場合には、ディスプレイ５に走行中道路速度規制値を表示させない。さ
らに、過去速度規制値と推定速度規制値との両方を表示させるための画像データが出力さ
れた場合には、走行中道路速度規制値として、過去速度規制値と推定速度規制値との両方
をディスプレイ５に表示させる。
【００７０】
　また、自車線用通知を行う構成としては、対象速度規制値判断部１６から出力された推
定速度規制値を表示させる画像データに従って、走行中道路速度規制値として推定速度規
制値をディスプレイ５に表示させることになる。
【００７１】
　なお、非自車線用通知及び自車線用通知は、速度規制標識の速度規制値を示すアイコン
画像やテキストをディスプレイ５に表示させることによって行ってもよいが、他の方法に
よって行ったり、他の方法を併用して行ったりする構成としてもよい。例えば、速度規制
標識の速度規制値を示す音声案内をスピーカ６から出力させてもよいし、速度規制標識の
速度規制値に応じたインジケータ７を点灯や点滅させたりしてもよい。
【００７２】
　ステップＳ６では、ステップＳ５で非自車線用通知を行った場合（ステップＳ６でＹＥ
Ｓ）には、ステップＳ７に移る。また、ステップＳ５で自車線用通知を行った場合（ステ
ップＳ６でＮＯ）には、フローを終了する。
【００７３】
　ステップＳ７では、ステップＳ４２で対象とした分岐点を自車両が越えたか否かを、位
置情報取得部１３を介して取得した位置方向情報と、地図データ取得部１４を介して取得
したノードデータとをもとに、進路判断部１７が判断する。詳しくは、分岐点のノード座
標を自車両の現在位置が越えた場合に、分岐点を自車両が越えたと判断する構成とすれば
よい。そして、分岐点を自車両が越えたと判断した場合（ステップＳ７でＹＥＳ）には、
ステップＳ８に移る。また、分岐点を自車両が越えたと判断しなかった場合（ステップＳ
７でＮＯ）には、ステップＳ７のフローを繰り返す。
【００７４】
　ステップＳ８では、位置情報取得部１３を介して取得した位置方向情報と地図データ取
得部１４を介して取得した道路データとをもとに、自車両が直進路に進んだか否かを進路
判断部１７が判断する。よって、進路判断部１７が請求項の進路判断手段に相当する。詳
しくは、分岐点の接続リンクＩＤに対応するリンクのうち、直進路に該当するリンクに自
車両の現在位置がある場合に、自車両が直進路に進んだと判断し、分岐路に該当するリン
クに自車両の現在位置がある場合に、自車両が直進路に進まなかった（つまり、分岐路に
進んだ）と判断する。そして、自車両が直進路に進んだと判断した場合（ステップＳ８で



(17) JP 2012-185076 A 2012.9.27

10

20

30

40

50

ＹＥＳ）には、ステップＳ９に移る。また、自車両が直進路に進んだと判断しなかった場
合（ステップＳ８でＮＯ）には、ステップＳ１０に移る。
【００７５】
　なお、ここで言うところの「直進路」とは、自車両がそれまで走行していた道路からの
道路変更のない「道なり」の道路を示している。
【００７６】
　ステップＳ９では、直進路用通知処理を行って、フローを終了する。直進路用通知処理
では、前述の過去速度規制値を表示させる画像データを進路判断部１７が通知部１８に出
力する。そして、通知部１８が走行中道路速度規制値として過去速度規制値をディスプレ
イ５に表示させる。
【００７７】
　ステップＳ１０では、分岐路用通知処理を行って、フローを終了する。分岐路用通知処
理では、ステップＳ４の対象速度規制値判断処理で自車両の走行中の道路の速度規制値で
あると判断されていた場合には、地図データ取得部１４で取得した対象分岐路の速度規制
値を表示させる画像データを進路判断部１７が通知部１８に出力する。そして、通知部１
８が走行中道路速度規制値として、地図データ取得部１４で取得した対象分岐路の速度規
制値をディスプレイ５に表示させる。
【００７８】
　一方、ステップＳ４の対象速度規制値判断処理で自車両の走行中の道路の速度規制値で
ないと判断（つまり、分岐路の推定速度規制値と判断）されていた場合には、推定速度規
制値を表示させる画像データを進路判断部１７が通知部１８に出力する。そして、通知部
１８が走行中道路速度規制値として、推定速度規制値をディスプレイ５に表示させる。
【００７９】
　なお、直進路用通知処理及び分岐路用通知処理は、速度規制標識の速度規制値を示すア
イコン画像やテキストをディスプレイ５に表示させることによって行ってもよいが、他の
方法によって行ったり、他の方法を併用して行ったりする構成としてもよい。例えば、速
度規制標識の速度規制値を示す音声案内をスピーカ６から出力させてもよいし、速度規制
標識の速度規制値に応じたインジケータ７を点灯や点滅させたりしてもよい。
【００８０】
　また、自車線用通知を行う場合、直進路用通知処理や分岐路用通知処理において速度規
制値の通知を行う場合のように、確定した速度規制値を通知する場合には、図示しない速
度センサからのセンサ信号をもとに、確定した速度規制値に対して自車両の車速が所定値
以上となった場合に、エンジンＥＣＵ８に駆動力を低減させたり、ブレーキＥＣＵ９に制
動力を増加させたりして、自車両を減速させる構成としてもよい。
【００８１】
　以上の構成によれば、画像認識処理によって速度規制標識を検出した位置周辺に分岐路
があり、その分岐路の速度規制標識を誤って検出してしまうことで走行中の道路の速度規
制値を誤って推定してしまう可能性がある場合に、推定速度規制値の通知の保留や通知内
容の変更によって、乗員の速度規制値に対する誤認識を抑えることができる。
【００８２】
　地図データから得られる分岐路の速度規制値と推定速度規制値とが一致すると判定され
るほど両者の値が近い場合には、推定速度規制値が分岐路の速度規制値である可能性が高
い。以上の構成では、地図データから得られる分岐路の速度規制値と推定速度規制値との
差の絶対値が所定値以内であったことをもとに、推定速度規制値が自車両の走行中の道路
の速度規制値でないと判断する。よって、推定速度規制値が分岐路の速度規制値である可
能性が高い場合に、推定速度規制値が自車両の走行中の道路の速度規制値であると判断せ
ず、速度規制値の誤った推定を防ぐことができる。
【００８３】
　また、分岐点を通過後は、通過後の進路に応じて、自車両の走行中の道路の速度規制値
をより適切に判断することが可能になる。以上の構成によれば、直進路に進んだと判断し



(18) JP 2012-185076 A 2012.9.27

10

20

30

40

50

た場合には、過去の対象速度規制値判断処理で自車両の走行中の道路の速度規制値である
と判断された過去速度規制値を通知する一方、分岐路に進んだと判断した場合には、対象
速度規制値判断処理で自車両の走行中の道路の速度規制値でないと判断されていた場合は
推定速度規制値を分岐路の速度として通知し、自車両の走行中の道路の速度規制値である
と判断されていた場合は地図データから得た分岐路の速度規制値を通知することで、走行
中の道路の速度規制値をより適切に通知することが可能になる。
【００８４】
　ここで、以上の例を具体的に図６（ａ）及び図６（ｂ）を用いて説明する。図６（ａ）
は分岐路が存在する道路上を走行中の自車両の一例を示す模式図である。図６（ａ）のＴ
１、Ｔ２、Ｔ３ａ、Ｔ３ｂはＴ１～Ｔ３ｂの各タイミングにおける自車両を示している。
Ｔ１のタイミングでは、自車両は分岐点から前述の所定値よりも距離が離れており、Ｔ２
のタイミングでは、自車両は分岐点から前述の所定値以下の距離にあるものとする。また
、Ｔ２のタイミングでは、非自車線用通知が行われるものとする。さらに、Ｔ３ａのタイ
ミングでは、分岐点を通過後に自車両が直進路に進んでいるものとし、Ｔ３ｂのタイミン
グでは、分岐点を通過後に自車両が分岐路に進んでいるものとする。
【００８５】
　図６（ｂ）は、Ｔ１～Ｔ３ｂの各タイミングにおける推定速度規制値、地図データから
得られる自車線や分岐路の速度規制値、乗員に通知する速度規制値の一例を示す表である
。本例では、自車線の速度規制値は１００ｋｍ／ｈであって、分岐路の速度規制値は４０
ｋｍ／ｈであり、地図データの速度規制値も同様であるものとする。
【００８６】
　まず、Ｔ１のタイミングにおいては、画像認識処理によって自車線の速度規制標識が検
出され、１００ｋｍ／ｈが推定速度規制値となる。Ｔ１のタイミングにおいては、分岐点
から前述の所定値よりも距離が離れているため、自車両の走行中の道路の速度規制値と判
断され、速度規制値１００ｋｍ／ｈが乗員に通知されることになる。
【００８７】
　続いて、Ｔ２のタイミングでは、画像認識処理によって分岐路の速度規制標識が検出さ
れ、４０ｋｍ／ｈが推定速度規制値となる。そして、Ｔ２のタイミングでは、非自車線用
通知が行われる。非自車線用通知の一例としては、図６（ｂ）に示すように、Ｔ１のタイ
ミングにおいて自車両の走行中の道路の速度規制値と判断された速度規制値１００ｋｍ／
ｈを過去速度規制値として乗員に通知したり、推定速度規制値４０ｋｍ／ｈと過去速度規
制値１００ｋｍ／ｈとの両方を乗員に通知したりする。
【００８８】
　Ｔ３ａのタイミングでは、自車両が分岐点を通過後に直進路に進んだので、過去速度規
制値１００ｋｍ／ｈが乗員に通知されることになる。一方、Ｔ３ｂのタイミングでは、自
車両が分岐点を通過後に分岐路に進んだので、地図データから得られる分岐路の速度規制
値４０ｋｍ／ｈが乗員に通知されることになる。
【００８９】
　しかしながら、ＧＰＳの誤差が数十メートルあるなど位置検出器３の検出誤差が大きい
場合には、図７の模式図に示すように、速度規制標識を検出したときの自車両の現在位置
が精度良く検出できない。このような場合には、自車両の現在位置と自車両手前の直近の
分岐点との距離が所定値以下か否かの判定結果だけでは、推定速度規制値が自車両の走行
中の道路の速度規制値か否かを精度良く判断することができなくなる。
【００９０】
　この問題に対して、本実施形態では、速度規制標識と対象分岐路とが自車線から見て同
じ側に存在するか否かの判定をさらに行うことで、推定速度規制値が自車両の走行中の道
路の速度規制値か否かをより精度良く判断することを可能にしている。
【００９１】
　詳しくは、以下の通りである。画像認識処理で検出した速度規制標識が分岐路の存在し
ない側に検出された場合には、自車両の走行中の道路の制限規制標識を検出した可能性が
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高い。本実施形態の構成によれば、画像認識処理で検出した速度規制標識が分岐路の存在
しない側に検出されたと判定した場合に、推定速度規制値が自車両の走行中の道路の速度
規制値であると判断するので、推定速度規制値が自車両の走行中の道路の速度規制値であ
ることを、より精度良く判断することが可能になる。
【００９２】
　しかしながら、速度規制標識と対象分岐路とが自車線から見て同じ側に存在するか否か
の判定をさらに行った場合でも、画像認識処理で検出した速度規制標識が対象分岐路と同
じ側に存在する自車線用の速度規制標識であった場合には、推定速度規制値が自車両の走
行中の道路の速度規制値か否かを精度良く判断することができなくなる。
【００９３】
　そこで、この問題に対しては、本実施形態では、推定速度規制値と過去速度規制値との
差が所定値以上か否かの判定をさらに行うことで、推定速度規制値が自車両の走行中の道
路の速度規制値か否かをより精度良く判断することを可能にしている。
【００９４】
　詳しくは、以下の通りである。本線を走行中において速度規制値が急激に切り替わるこ
とは一般的にはない。よって、過去速度規制値から推定速度規制値が急激に変化していた
場合には、推定速度規制値が走行中の道路のものでない可能性が高い。本実施形態の構成
によれば、過去速度規制値に対して推定速度規制値の速度差が所定量以上であったことを
もとに、推定速度規制値が自車両の走行中の道路の速度規制値であるか否かを判断するの
で、上述の速度規制値の急激な切り替わりの有無に応じて当該判断を行うことが可能にな
る。従って、推定速度規制値が自車両の走行中の道路の速度規制値であると誤って判断す
ることをより防ぐことが可能になる。
【００９５】
　ここで、以上の例を、具体的に図８（ａ）を用いて説明する。図８（ａ）は、過去速度
規制値に対して推定速度規制値の速度差が所定量以上であったか否かに応じた速度規制値
の通知の例を示す表である。本例では、過去速度規制値は１００ｋｍ／ｈであったものと
する。
【００９６】
　例えば、推定速度規制値が９０ｋｍ／ｈであった場合には、過去速度規制値と推定速度
規制値との速度差は１０ｋｍ／ｈとなる。本実施形態の例では所定量は５０ｋｍ／ｈであ
るので、推定速度規制値が自車両の走行中の道路の速度規制値であると判断する。そして
、直進路を進んだ場合に推定速度規制値９０ｋｍ／ｈが通知され、分岐路を進んだ場合に
は例えば地図データから得られる分岐路の速度規制値が通知される。
【００９７】
　一方、推定速度規制値が４０ｋｍ／ｈであった場合には、過去速度規制値と推定速度規
制値との速度差は６０ｋｍ／ｈとなる。本実施形態の例では所定量は５０ｋｍ／ｈである
ので、推定速度規制値が自車両の走行中の道路の速度規制値でない（つまり、分岐路の速
度規制値）と判断する。そして、直進路を進んだ場合に過去速度規制値１００ｋｍ／ｈが
通知され、分岐路を進んだ場合には例えば分岐路の速度規制値と判断した推定速度規制値
４０ｋｎ／ｈが通知される。
【００９８】
　しかしながら、定速度規制値と過去速度規制値との差が所定値以上か否かの判定をさら
に行った場合でも、分岐路の速度規制値と過去速度規制値との速度差が小さい場合や工事
等で自車線に臨時の速度規制標識が設けられていた場合には、推定速度規制値が自車両の
走行中の道路の速度規制値か否かを精度良く判断することができなくなる。
【００９９】
　そこで、この問題に対しては、本実施形態では、推定速度規制値と他車両の車速との差
が所定値以上か否かの判定をさらに行うことで、推定速度規制値が自車両の走行中の道路
の速度規制値か否かをより精度良く判断することを可能にしている。
【０１００】
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　詳しくは、以下の通りである。自車両の前方や後方の車両は、自車両の走行中の道路の
速度規制値に従って走行している可能性が高いので、他車両の車速が自車両の走行中の道
路の速度規制値に近い可能性が高い。よって、他車両の車速と推定速度規制値との乖離が
小さい場合には、推定速度規制値が走行中の道路のものである可能性が高い一方、乖離が
大きい場合には、推定速度規制値が走行中の道路のものでない可能性が高い。本実施形態
の構成によれば、推定速度規制値と他車両の車速とをもとに、推定速度規制値が自車両の
走行中の道路の速度規制値であるか否かを判断するので、上述の乖離に応じて当該判断を
行うことが可能になる。従って、推定速度規制値が自車両の走行中の道路の速度規制値で
あると誤って判断することをより防ぐことが可能になる。
【０１０１】
　なお、本実施形態では、推定速度規制値と他車両の車速との差が所定値以上か否かの判
定を行うことで、推定速度規制値が自車両の走行中の道路の速度規制値か否かをより精度
良く判断する構成を示したが、必ずしもこれに限らない。例えば、他車両の車速が推定速
度規制値と過去速度規制値とのどちらにより近いかの判定を行うことで、推定速度規制値
が自車両の走行中の道路の速度規制値か否かをより精度良く判断する構成としてもよい。
【０１０２】
　例えば、ステップＳ５０において、他車両の車速が推定速度規制値よりも過去速度規制
値に近かった場合には、ステップＳ５１に移り、推定速度規制値が自車両の走行中の道路
の速度規制値でないと判断する構成とすればよい。一方、ステップＳ５０において、他車
両の車速が過去速度規制値よりも推定速度規制値に近かった場合には、ステップＳ５３に
移り、推定速度規制値が自車両の走行中の道路の速度規制値であると判断する構成とすれ
ばよい。また、他車両の車速が過去速度規制値と推定速度規制値との中間であった場合に
は、より低い値の方に近かったものとする構成としてもよい。
【０１０３】
　前述したように、自車両の前方や後方の車両は、自車両の走行中の道路の速度規制値に
従って走行している可能性が高いので、他車両の車速が自車両の走行中の道路の速度規制
値に近い可能性が高い。よって、他車両の車速が推定速度規制値よりも過去速度規制値に
近かった場合には、推定速度規制値が自車両の走行中の道路の速度規制値でない可能性が
高い。また、他車両の車速が過去速度規制値よりも推定速度規制値に近かった場合には、
推定速度規制値が自車両の走行中の道路の速度規制値である可能性が高い。従って、以上
の構成によっても、推定速度規制値が自車両の走行中の道路の速度規制値であるか否かを
より精度良く判断することが可能になる。
【０１０４】
　ここで、以上の例を、具体的に図８（ｂ）を用いて説明する。図８（ｂ）は、他車両の
車速が推定速度規制値と過去速度規制値とのどちらにより近いかに応じて行われる速度規
制値の通知の例を示す表である。本例では、過去速度規制値は１００ｋｍ／ｈであったも
のとする。また、他車両の車速が過去速度規制値と推定速度規制値との中間であった場合
には、より低い値の方に近かったものとする。
【０１０５】
　例えば、推定速度規制値が９０ｋｍ／ｈであり、他車両の車速が８０ｋｍ／ｈであった
場合には、他車両の車速は推定速度規制値９０ｋｍ／ｈに近いものと判定され、推定速度
規制値が自車両の走行中の道路の速度規制値であると判断される。そして、推定速度規制
値９０ｋｍ／ｈが通知される。また、推定速度規制値が４０ｋｍ／ｈであり、他車両の車
速が５０ｋｍ／ｈであった場合には、他車両の車速は推定速度規制値４０ｋｍ／ｈに近い
ものと判定され、推定速度規制値が自車両の走行中の道路の速度規制値であると判断され
る。そして、推定速度規制値４０ｋｍ／ｈが通知される。
【０１０６】
　一方、推定速度規制値が４０ｋｍ／ｈであり、他車両の車速が１００ｋｍ／ｈであった
場合には、他車両の車速は過去速度規制値１００ｋｍ／ｈに近いものと判定され、推定速
度規制値が自車両の走行中の道路の速度規制値であると判断されない。そして、過去速度
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規制値１００ｋｍ／ｈが通知される。
【０１０７】
　以上、本発明の実施形態を説明したが、本発明は上述の実施形態に限定されるものでは
なく、次の実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。以下では、この次の実施形態につ
いて図面を用いて説明を行う。図９は、本発明が適用された速度規制値通知システム２０
０の概略的な構成を示すブロック図である。なお、説明の便宜上、前述の実施形態の説明
に用いた図に示した部材と同一の機能を有する部材については、同一の符号を付し、その
説明を省略する。
【０１０８】
　速度規制値通知システム２００は、速度規制標識を検出した位置周辺の道路の敷設状況
に応じて、推定速度規制値が自車両の走行中の道路の速度規制値であるか否かを判断する
という点においては速度規制値通知システム１００と同様である。しかしながら、速度規
制標識を検出したときの自車両の現在位置周辺の分岐路でなく並行道路の存在の有無に応
じて、推定速度規制値が自車両の走行中の道路の速度規制値であるか否かを判断する構成
である点が、速度規制値通知システム１００とは異なっている。速度規制値通知システム
２００は、速度規制値通知装置１の代わりに速度規制値通知装置１ａを含んでいる点を除
けば速度規制値通知システム１００と同様の構成である。
【０１０９】
　速度規制値通知装置１ａは、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＥＥＰＲＯＭ等よりなるマイク
ロコンピュータを主体として構成され、車載カメラ２、位置検出器３、地図データ記憶部
４から入力される情報をもとに、ＲＯＭに記憶された各種の制御プログラムを実行するこ
とで自車両の走行中の道路の速度規制値を推定して通知する処理を実行する。速度規制値
通知装置１ａは、図９に示すように、機能ブロックとして、画像処理部１１、速度規制値
推定部１２、位置情報取得部１３、地図データ取得部１４、他車両速度情報取得部１５、
対象速度規制値判断部１６、及び通知部１８を備えている。
【０１１０】
　続いて、図１０を用いて、速度規制値通知装置１ａの動作フローについての説明を行う
。図１０は、速度規制値通知装置１ａの動作フローの一例を示すフローチャートである。
例えば本フローは車載カメラ２から撮像画像が入力されたときに開始され、このフローは
撮像画像が入力されるごとに逐次繰り返される。
【０１１１】
　ステップＳ１０１では、ステップＳ１と同様にして画像認識処理を行い、ステップＳ１
０２に移る。ステップＳ１０２では、画像認識処理で検出された速度規制標識の速度規制
値を、自車両が走行中の道路の速度規制値であると速度規制値推定部１２が推定し、ステ
ップＳ１０３に移る。ステップＳ１０３では、ステップＳ３と同様にして位置方向情報を
取得するとともに地図データを取得し、ステップＳ１０４に移る。
【０１１２】
　ステップＳ１０４では、対象速度規制値判断部１６が対象速度規制値判断処理を行って
、画像認識処理で検出された速度規制標識の速度規制値が自車両の走行中の道路の速度規
制値であるか否かを判断し、ステップＳ１０５に移る。ここで、図１１のフローチャート
を用いて、速度規制値通知装置１ａでの対象速度規制値判断処理の概略について説明を行
う。図１１は、速度規制値通知装置１ａでの対象速度規制値判断処理のフローの一例を示
すフローチャートである。
【０１１３】
　まず、ステップＳ１４１では、ステップＳ１０２で速度規制値推定部１２が推定した速
度規制値（以下、推定速度規制値）を取得し、ステップＳ１４２に移る。ステップＳ１４
２では、ステップＳ１０３で取得した位置方向情報と地図データとを取得し、この位置方
向情報と地図データのうちのリンクデータとをもとに、自車両の現在位置と自車両が走行
中の道路に並行する道路である並行道路との距離が所定値以下か否かを判定する。自車両
の現在位置と並行道路との距離は、並行道路のリンクのうちの自車両の現在位置の座標か



(22) JP 2012-185076 A 2012.9.27

10

20

30

40

50

ら最も近いリンクのリンク座標と自車両の現在位置の座標との距離とすればよい。
【０１１４】
　そして、現在位置と並行道路との距離が所定値以下と判定した場合（ステップＳ１４２
でＹＥＳ）には、ステップＳ１４３に移る。また、現在位置と並行道路との距離が所定値
以下と判定しなかった場合（ステップＳ１４２でＮＯ）には、ステップＳ１５３に移る。
ここで言うところの所定値は、例えば並行道路の速度規制標識が自車両の走行中の道路か
らも見える範囲に設けられる程度に並行道路が接近している場合を想定して設定される値
であって、任意に設定可能な値である。
【０１１５】
　ステップＳ１４３では、地図データのうちの並行道路の速度規制値とステップＳ１４１
で取得した推定速度規制値とを比較し、両者が一致するか否かを判定する。例えば、両者
の差の絶対値が所定値以下であった場合に両者が一致すると判定する構成とすればよい。
ここで言うところの所定値とは、例えば０ｋｍ／ｈであってもよいし、１０ｋｍ／ｈなど
の比較的小さな値であってもよい。本実施形態では、例えば０ｋｍ／ｈであるものとする
。
【０１１６】
　そして、両者が一致すると判定した場合（ステップＳ１４３でＹＥＳ）には、ステップ
Ｓ１４４に移る。また、両者が一致すると判定しなかった場合（ステップＳ１４３でＮＯ
）には、ステップＳ１５３に移る。
【０１１７】
　ステップＳ１４４では、ステップＳ４４と同様にして、画像認識処理によって検出され
た速度規制標識が自車線の左右どちら側に存在するかを判定し、ステップＳ１４５に移る
。ステップＳ１４５では、地図データをもとに並行道路が自車線の左右どちら側に存在す
るかを判定し、ステップＳ１４６に移る。例えば、自車両の現在位置の座標及び進行方向
と並行道路のリンク座標とから、並行道路が自車線の左右どちら側に存在するかを判定す
る。
【０１１８】
　ステップＳ１４６では、ステップＳ１４４での判定結果とステップＳ１４５での判定結
果とをもとに、画像認識処理によって検出された速度規制標識（標識）と並行道路とが自
車線から見て同じ側に存在するか否かを判定する。そして、標識と並行道路とが同じ側に
存在すると判定した場合（ステップＳ１４６でＹＥＳ）には、ステップＳ１４７に移る。
また、標識と並行道路とが同じ側に存在すると判定しなかった場合（ステップＳ１４６で
ＮＯ）には、ステップＳ１５３に移る。
【０１１９】
　ステップＳ１４７では、過去の対象速度規制値判断処理において自車両の走行中の道路
の速度規制値であると判断された直近の過去の速度規制値（以下、過去速度規制値）を取
得し、ステップＳ１４８に移る。ステップＳ１４８では、ステップＳ１４１で取得した推
定速度規制値とステップＳ１４７で取得した過去速度規制値とをもとに、ステップＳ４８
と同様にして推定速度規制値と過去速度規制値との差（詳しくは差の絶対値）が所定値以
上か否かを判定する。
【０１２０】
　そして、推定速度規制値と過去速度規制値との差が所定値以上と判定した場合（ステッ
プＳ１４８でＹＥＳ）には、ステップＳ１４９に移る。また、推定速度規制値と過去速度
規制値との差が所定値以上と判定しなかった場合（ステップＳ１４８でＮＯ）には、ステ
ップＳ１５３に移る。
【０１２１】
　ステップＳ１４９では、ステップＳ４９と同様にして、他車両速度情報取得部１５で取
得した他車両の車速（つまり、走行速度）の情報を取得し、ステップＳ１５０に移る。ス
テップＳ１５０では、ステップＳ１４１で取得した推定速度規制値とステップＳ１４９で
取得した他車両の車速とをもとに、ステップＳ５０と同様にして、推定速度規制値と他車
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両の車速との差（詳しくは差の絶対値）が所定値以上か否かを判定する。
【０１２２】
　そして、推定速度規制値と他車両の車速との差が所定値以上と判定した場合（ステップ
Ｓ１５０でＹＥＳ）には、ステップＳ１５１に移る。また、推定速度規制値と他車両の車
速との差が所定値以上と判定しなかった場合（ステップＳ１５０でＮＯ）には、ステップ
Ｓ１５２に移る。
【０１２３】
　ステップＳ１５１では、ステップＳ１４１で取得した推定速度規制値が自車両の走行中
の道路の速度規制値でないと判断（つまり、並行道路の推定速度規制値と判断）し、ステ
ップＳ１５２に移る。ステップＳ１５２では、ステップＳ５２と同様にして、非自車線用
通知を行うための情報を通知部１８に出力し、ステップＳ１０５に移る。
【０１２４】
　ステップＳ１５３では、ステップＳ１４１で取得した推定速度規制値が自車両の走行中
の道路の速度規制値であると判断（つまり、直進路の推定速度規制値と判断）し、ステッ
プＳ１５４に移る。また、自車両の走行中の道路の速度規制値であると判断された推定速
度規制値は、ＲＡＭ等の揮発性のメモリに記憶するものとする。揮発性のメモリに記憶さ
れた推定速度規制値（過去速度規制値に該当する）は、例えばＡＣＣ電源がオフになった
場合に消去される構成とすればよい。
【０１２５】
　ステップＳ１５４では、ステップＳ５４と同様にして、自車線用通知を行うための情報
を通知部１８に出力し、ステップＳ１０５に移る。
【０１２６】
　図１０に戻って、ステップＳ１０５では、対象速度規制値判断処理の結果として出力さ
れた情報に従い、ステップＳ５と同様にして通知部１８が通知を行い、フローを終了する
。
【０１２７】
　以上の構成によれば、画像認識処理によって速度規制標識を検出した位置周辺に並行道
路があり、その並行道路の速度規制標識を誤って検出してしまうことで走行中の道路の速
度規制値を誤って推定してしまう可能性がある場合に、推定速度規制値の通知の保留や通
知内容の変更によって、乗員の速度規制値に対する誤認識を抑えることができる。
【０１２８】
　ここで、以上の例を、具体的に図１２を用いて説明する。図１２は並行道路が存在する
道路上を走行中の自車両の一例を示す模式図である。図１２のＡは自車両の走行中の道路
の速度規制標識であって速度規制値は１００ｋｍ／ｈであり、Ｂは並行道路の速度規制標
識であって速度規制値は４０ｋｍ／ｈである。
【０１２９】
　例えば、並行道路が自車両の走行中の道路に近く、並行道路の速度規制標識Ｂを画像認
識処理で検出してしまう場合には、並行道路の速度規制標識Ｂの速度規制値４０ｋｍ／ｈ
を自車両の走行中の道路の速度規制値と誤って判断してしまう。これに対して、本実施形
態の構成によれば、画像認識処理によって速度規制標識を検出した位置周辺に並行道路が
あった場合には、推定速度規制値の通知の保留や通知内容の変更によって、乗員の速度規
制値に対する誤認識を抑えることができる。
【０１３０】
　地図データから得られる並行道路の速度規制値と推定速度規制値とが一致すると判定さ
れるほど両者の値が近い場合には、推定速度規制値が並行道路の速度規制値である可能性
が高い。以上の構成では、地図データから得られる並行道路の速度規制値と推定速度規制
値との差の絶対値が所定値以内であったことをもとに、推定速度規制値が自車両の走行中
の道路の速度規制値でないと判断する。よって、推定速度規制値が並行道路の速度規制値
である可能性が高い場合に、推定速度規制値が自車両の走行中の道路の速度規制値である
と判断せず、速度規制値の誤った推定を防ぐことができる。
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【０１３１】
　また、本実施形態では、速度規制標識を検出したときの自車両の現在位置と自車両手前
の直近の分岐点との距離が所定値以下か否かをもとに、推定速度規制値が自車両の走行中
の道路の速度規制値か否かを判断する構成となっている。
【０１３２】
　しかしながら、速度規制標識を検出したときの自車両の現在位置と並行道路との距離が
所定値以下であるが、検出した速度規制標識が自車線用のもの（図１３のＣ参照）であっ
た場合には、推定速度規制値を自車両の走行中の道路の速度規制値でないと誤って判断し
てしまうことになる。
【０１３３】
　この問題に対して、本実施形態では、速度規制標識と並行道路とが自車線から見て同じ
側に存在するか否かの判定をさらに行うことで、推定速度規制値が自車両の走行中の道路
の速度規制値か否かをより精度良く判断することを可能にしている。
【０１３４】
　詳しくは、以下の通りである。画像認識処理で検出した速度規制標識が並行道路の存在
しない側に検出された場合には、自車両の走行中の道路の制限規制標識を検出した可能性
が高い。本実施形態の構成によれば、画像認識処理で検出した速度規制標識が並行道路の
存在しない側に検出されたと判定した場合に、推定速度規制値が自車両の走行中の道路の
速度規制値であると判断するので、推定速度規制値が自車両の走行中の道路の速度規制値
であることを、より精度良く判断することが可能になる。
【０１３５】
　しかしながら、速度規制標識と並行道路とが自車線から見て同じ側に存在するか否かの
判定をさらに行った場合でも、画像認識処理で検出した速度規制標識が並行道路と同じ側
に存在する自車線用の速度規制標識（図１３のＤ参照）であった場合には、推定速度規制
値が自車両の走行中の道路の速度規制値か否かを精度良く判断することができなくなる。
【０１３６】
　そこで、この問題に対して、本実施形態では、推定速度規制値と過去速度規制値との差
が所定値以上か否か、推定速度規制値と他車両の車速との差が所定値以上か否かといった
判定をさらに行うことで、推定速度規制値が自車両の走行中の道路の速度規制値か否かを
より精度良く判断することを可能にしている。なお、本実施形態においても、他車両の車
速が推定速度規制値と過去速度規制値とのどちらにより近いかの判定を行うことで、推定
速度規制値が自車両の走行中の道路の速度規制値か否かをより精度良く判断する構成とし
てもよい。
【０１３７】
　例えば、ステップＳ１５０において、他車両の車速が推定速度規制値よりも過去速度規
制値に近かった場合には、ステップＳ１５１に移り、推定速度規制値が自車両の走行中の
道路の速度規制値でないと判断する構成とすればよい。一方、ステップＳ１５０において
、他車両の車速が過去速度規制値よりも推定速度規制値に近かった場合には、ステップＳ
１５３に移り、推定速度規制値が自車両の走行中の道路の速度規制値であると判断する構
成とすればよい。また、他車両の車速が過去速度規制値と推定速度規制値との中間であっ
た場合には、より低い値の方に近かったものとする構成としてもよい。
【０１３８】
　これらの判定をさらに行うことによる効果については、速度規制値通知システム１００
の説明において示したのと同様であるので、ここでの記載は省略する。
【０１３９】
　以上、本発明の他の実施形態を説明したが、本発明は上述の実施形態に限定されるもの
ではなく、さらに次の実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。以下では、この次の実
施形態について図面を用いて説明を行う。図１４は、本発明が適用された速度規制値通知
システム３００の概略的な構成を示すブロック図である。なお、説明の便宜上、前述の実
施形態の説明に用いた図に示した部材と同一の機能を有する部材については、同一の符号
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を付し、その説明を省略する。
【０１４０】
　速度規制値通知システム３００は、画像認識処理で逐次検出した同一の速度規制標識の
撮像画像中でのサイズの経時的な変化の度合いに応じて、推定速度規制値が自車両の走行
中の道路の速度規制値であるか否かを判断する構成である点が、速度規制値通知システム
１００とは異なっている。速度規制値通知システム３００は、速度規制値通知装置１の代
わりに速度規制値通知装置１ｂを含んでいる点と位置検出器３及び地図データ記憶部４の
代わりに車速センサ１０を含んでいる点を除けば速度規制値通知システム１００と同様の
構成である。
【０１４１】
　速度規制値通知装置１ｂは、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＥＥＰＲＯＭ等よりなるマイク
ロコンピュータを主体として構成され、車載カメラ２、車速センサ１０から入力される情
報をもとに、ＲＯＭに記憶された各種の制御プログラムを実行することで自車両の走行中
の道路の速度規制値を推定して通知する処理を実行する。速度規制値通知装置１ｂは、図
１４に示すように、機能ブロックとして、画像処理部１１、速度規制値推定部１２、他車
両速度情報取得部１５、対象速度規制値判断部１６、通知部１８、サイズ情報取得部１９
、及び自車両速度情報取得部２０を備えている。車速センサ１０は、自車両の車速（走行
速度）を検出する公知のセンサである。
【０１４２】
　続いて、図１５を用いて、速度規制値通知装置１ｂの動作フローについての説明を行う
。図１５は、速度規制値通知装置１ｂの動作フローの一例を示すフローチャートである。
例えば本フローは車載カメラ２から撮像画像が入力されたときに開始され、このフローは
撮像画像が入力されるごとに逐次繰り返される。
【０１４３】
　ステップＳ２０１では、ステップＳ１と同様にして画像認識処理を行い、ステップＳ２
０２に移る。ステップＳ２０２では、画像認識処理で検出された速度規制標識の速度規制
値を、自車両が走行中の道路の速度規制値であると速度規制値推定部１２が推定し、ステ
ップＳ２０３に移る。
【０１４４】
　ステップＳ２０３では、画像認識処理で速度規制標識を検出する際に得られた速度規制
標識の撮像画像中でのサイズの情報をサイズ情報取得部１９が取得し、ステップＳ２０４
に移る。よって、サイズ情報取得部１９が請求項のサイズ取得手段に相当する。ステップ
Ｓ２０４では、車速センサ１０で検出された自車両の車速の情報を自車両速度情報取得部
２０が取得し、ステップＳ２０５に移る。
【０１４５】
　ステップＳ２０５では、対象速度規制値判断部１６が対象速度規制値判断処理を行って
、画像認識処理で検出された速度規制標識の速度規制値が自車両の走行中の道路の速度規
制値であるか否かを判断し、ステップＳ２０６に移る。ここで、図１６のフローチャート
を用いて、速度規制値通知装置１ｂでの対象速度規制値判断処理の概略について説明を行
う。図１６は、速度規制値通知装置１ｂでの対象速度規制値判断処理のフローの一例を示
すフローチャートである。
【０１４６】
　まず、ステップＳ２５１では、ステップＳ２０２で速度規制値推定部１２が推定した速
度規制値（以下、推定速度規制値）を取得し、ステップＳ２５２に移る。ステップＳ２５
２では、ステップＳ２０３でサイズ情報取得部１９が取得した速度規制標識の撮像画像中
でのサイズの情報（以下、現在サイズ情報）を取得し、ステップＳ２５３に移る。
【０１４７】
　ステップＳ２５３では、直近の過去の対象速度規制値判断処理においてサイズ情報取得
部１９が取得した当該速度規制標識の撮像画像中でのサイズの情報（以下、過去サイズ情
報）を取得し、ステップＳ２５４に移る。現在サイズ情報と過去サイズ情報との対象とな
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る速度規制標識は同一のものであるものとする。ステップＳ２５４では、ステップＳ２０
４で自車両速度情報取得部２０が取得した自車両の車速の情報を取得し、ステップＳ２５
５に移る。
【０１４８】
　ステップＳ２５５では、速度規制標識静止判定処理を行って、ステップＳ２５６に移る
。速度規制標識静止判定処理では、ステップＳ２５２で取得した現在サイズ情報、ステッ
プＳ２５３で取得した過去サイズ情報、及びステップＳ２５４で取得した自車両の車速の
情報をもとに、当該速度規制標識の撮像画像中でのサイズの経時的な変化の度合い（例え
ば単位時間あたりの変化率とする）が、当該速度規制標識が静止しているとした場合の変
化の度合いに相当しているか否かを判定する。詳しくは、以下の通りである。
【０１４９】
　路上等に設置された速度規制標識は静止しているため、撮像画像中の速度規制標識のサ
イズは時間を追うごとに大きくなる。また、撮像画像中の速度規制標識の単位時間あたり
の変化率（以下、静止物サイズ変化率）は、自車両の車速が大きくなるほど大きくなる関
係にある。本実施形態では、自車両の車速に応じた静止物サイズ変化率を求めることがで
きる関数やテーブルを対象速度規制値判断部１６が予め保持しているものとする。
【０１５０】
　速度規制標識静止判定処理では、この予め保持していた関数やテーブルを用いて、自車
両の車速に応じた静止物サイズ変化率を求める。また、過去サイズ情報と現在サイズ情報
と車載カメラ２の撮像間隔の情報とをもとに、過去サイズ情報が示すサイズに対する現在
サイズ情報が示すサイズの単位時間あたりの変化率（以下、検出物サイズ変化率）を求め
る。車載カメラ２の撮像間隔の情報は、対象速度規制値判断部１６が予め保持している構
成としてもよいし、車載カメラ２から取得する構成としてもよい。
【０１５１】
　また、速度規制標識静止判定処理では、例えば静止物サイズ変化率と検出物サイズ変化
率との差の絶対値が所定値以下であった場合に、当該速度規制標識が静止しているとした
場合の変化の度合いに相当していると判定する。ここで言うところに所定値とは、任意に
設定可能な値であって、０としてもよいが、静止物サイズ変化率や検出物サイズ変化率の
算出誤差を考慮した値とすることが好ましい。
【０１５２】
　そして、静止しているとした場合の変化の度合いに相当していると判定した場合（ステ
ップＳ２５６でＹＥＳ）には、ステップＳ２５７に移る。また、静止しているとした場合
の変化の度合いに相当していると判定しなかった場合（ステップＳ２５６でＮＯ）には、
Ｓ２６１に移る。
【０１５３】
　ステップＳ２５７では、過去の対象速度規制値判断処理において自車両の走行中の道路
の速度規制値であると判断された直近の過去の速度規制値（以下、過去速度規制値）を取
得し、ステップＳ２５８に移る。ステップＳ２５８では、ステップＳ２５１で取得した推
定速度規制値とステップＳ２５７で取得した過去速度規制値とをもとに、ステップＳ４８
と同様にして推定速度規制値と過去速度規制値との差（詳しくは差の絶対値）が所定値以
上か否かを判定する。
【０１５４】
　そして、推定速度規制値と過去速度規制値との差が所定値以上と判定した場合（ステッ
プＳ２５８でＹＥＳ）には、ステップＳ２５９に移る。また、推定速度規制値と過去速度
規制値との差が所定値以上と判定しなかった場合（ステップＳ２５８でＮＯ）には、ステ
ップＳ２６３に移る。
【０１５５】
　ステップＳ２５９では、ステップＳ４９と同様にして、他車両速度情報取得部１５で取
得した他車両の車速（つまり、走行速度）の情報を取得し、ステップＳ２６０に移る。ス
テップＳ２６０では、ステップＳ２５１で取得した推定速度規制値とステップＳ２５９で
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取得した他車両の車速とをもとに、ステップＳ５０と同様にして、推定速度規制値と他車
両の車速との差（詳しくは差の絶対値）が所定値以上か否かを判定する。
【０１５６】
　そして、推定速度規制値と他車両の車速との差が所定値以上と判定した場合（ステップ
Ｓ２６０でＹＥＳ）には、ステップＳ２６１に移る。また、推定速度規制値と他車両の車
速との差が所定値以上と判定しなかった場合（ステップＳ２６０でＮＯ）には、ステップ
Ｓ２６２に移る。
【０１５７】
　ステップＳ２６１では、ステップＳ２５１で取得した推定速度規制値が自車両の走行中
の道路の速度規制値でないと判断（つまり、先行車両の道路標識マークのステッカーにお
ける速度規制値と判断）し、ステップＳ２６２に移る。ステップＳ２６２では、ステップ
Ｓ５２と同様にして、非自車線用通知を行うための情報を通知部１８に出力し、ステップ
Ｓ２０６に移る。
【０１５８】
　ステップＳ２６３では、ステップＳ２５１で取得した推定速度規制値が自車両の走行中
の道路の速度規制値であると判断（つまり、直進路の推定速度規制値と判断）し、ステッ
プＳ２６４に移る。また、自車両の走行中の道路の速度規制値であると判断された推定速
度規制値は、ＲＡＭ等の揮発性のメモリに記憶するものとする。揮発性のメモリに記憶さ
れた推定速度規制値（過去速度規制値に該当する）は、例えばＡＣＣ電源がオフになった
場合に消去される構成とすればよい。
【０１５９】
　ステップＳ２６４では、ステップＳ５４と同様にして、自車線用通知を行うための情報
を通知部１８に出力し、ステップＳ２０６に移る。
【０１６０】
　図１５に戻って、ステップＳ２０６では、対象速度規制値判断処理の結果として出力さ
れた情報に従い、ステップＳ５と同様にして通知部１８が通知を行い、フローを終了する
。
【０１６１】
　路上に設けられた速度規制標識は静止しているのに対して、先行車両の道路標識マーク
のステッカーは移動している可能性が高い。以上の構成によれば、先行車両の道路標識マ
ークのステッカー（図１７のＥ参照）を画像認識処理で検出していた場合には、推定速度
規制値が自車両の走行中の道路の速度規制値でないと判断するので、先行車両の道路標識
マークのステッカーの速度規制値を、自車両の走行中の道路の速度規制値であると誤って
推定することを防ぐことが可能になる。
【０１６２】
　しかしながら、道路標識マークのステッカーが付された先行車両が停車中であった場合
には、その先行車両の道路標識マークのステッカーの速度規制値を自車両の走行中の道路
の速度規制値と誤って判断してしまうことになる。
【０１６３】
　そこで、この問題に対して、本実施形態では、推定速度規制値と過去速度規制値との差
が所定値以上か否か、推定速度規制値と他車両の車速との差が所定値以上か否かといった
判定をさらに行うことで、推定速度規制値が自車両の走行中の道路の速度規制値か否かを
より精度良く判断することを可能にしている。なお、本実施形態においても、他車両の車
速が推定速度規制値と過去速度規制値とのどちらにより近いかの判定を行うことで、推定
速度規制値が自車両の走行中の道路の速度規制値か否かをより精度良く判断する構成とし
てもよい。
【０１６４】
　例えば、ステップＳ２６０において、他車両の車速が推定速度規制値よりも過去速度規
制値に近かった場合には、ステップＳ２６１に移り、推定速度規制値が自車両の走行中の
道路の速度規制値でないと判断する構成とすればよい。一方、ステップＳ２６０において
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、他車両の車速が過去速度規制値よりも推定速度規制値に近かった場合には、ステップＳ
２６３に移り、推定速度規制値が自車両の走行中の道路の速度規制値であると判断する構
成とすればよい。また、他車両の車速が過去速度規制値と推定速度規制値との中間であっ
た場合には、より低い値の方に近かったものとする構成としてもよい。
【０１６５】
　これらの判定をさらに行うことによる効果については、速度規制値通知システム１００
の説明において示したのと同様であるので、ここでの記載は省略する。
【０１６６】
　前述の実施形態では、速度規制値通知システム１００、速度規制値通知システム２００
、及び速度規制値通知システム３００を示したが、お互い共通する構成については併用す
ることでこれらを組み合わせる構成としてもよい。
【０１６７】
　また、本発明は前述の実施形態に限定されるものではなく、さらに次の実施形態も本発
明の技術的範囲に含まれる。以下では、この次の実施形態について図面を用いて説明を行
う。図１８は、本発明が適用された速度規制値通知システム４００の概略的な構成を示す
ブロック図である。なお、説明の便宜上、前述の実施形態の説明に用いた図に示した部材
と同一の機能を有する部材については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
【０１６８】
　速度規制値通知システム４００は、速度規制値通知装置１の代わりに速度規制値通知装
置１ｃを含んでいる点と位置検出器３及び地図データ記憶部４を含んでいない点を除けば
速度規制値通知システム１００と同様の構成である。
【０１６９】
　速度規制値通知装置１ｃは、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＥＥＰＲＯＭ等よりなるマイク
ロコンピュータを主体として構成され、車載カメラ２から入力される情報をもとに、ＲＯ
Ｍに記憶された各種の制御プログラムを実行することで自車両の走行中の道路の速度規制
値を推定して通知する処理を実行する。速度規制値通知装置１ｃは、図１８に示すように
、機能ブロックとして、画像処理部１１、速度規制値推定部１２、対象速度規制値判断部
１６、及び通知部１８を備えている。
【０１７０】
　続いて、図１９を用いて、速度規制値通知装置１ｃの動作フローについての説明を行う
。図１９は、速度規制値通知装置１ｃの動作フローの一例を示すフローチャートである。
例えば本フローは車載カメラ２から撮像画像が入力されたときに開始され、このフローは
撮像画像が入力されるごとに逐次繰り返される。
【０１７１】
　ステップＳ３０１では、ステップＳ１と同様にして画像認識処理を行い、ステップＳ３
０２に移る。ステップＳ３０２では、画像認識処理で検出された速度規制標識の速度規制
値を、自車両が走行中の道路の速度規制値であると速度規制値推定部１２が推定し、ステ
ップＳ３０３に移る。
【０１７２】
　ステップＳ３０３では、対象速度規制値判断部１６が対象速度規制値判断処理を行って
、画像認識処理で検出された速度規制標識の速度規制値が自車両の走行中の道路の速度規
制値であるか否かを判断し、ステップＳ３０４に移る。ここで、図２０のフローチャート
を用いて、速度規制値通知装置１ｃでの対象速度規制値判断処理の概略について説明を行
う。図２０は、速度規制値通知装置１ｃでの対象速度規制値判断処理のフローの一例を示
すフローチャートである。
【０１７３】
　まず、ステップＳ３３１では、ステップＳ３０２で速度規制値推定部１２が推定した速
度規制値（以下、推定速度規制値）を取得し、ステップＳ３３２に移る。ステップＳ３３
２では、過去の対象速度規制値判断処理において自車両の走行中の道路の速度規制値であ
ると判断された直近の過去の速度規制値（以下、過去速度規制値）を取得し、ステップＳ
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３３３に移る。
【０１７４】
　なお、過去速度規制値が対象速度規制値判断部１６に未だ保持されていない状態にある
場合には、仮の過去速度規制値として、例えば地図データから得られた自車両が走行中の
道路の速度規制値や図示しない通信手段を用いて車車間通信や路車間通信で得られた自車
両が走行中の道路の速度規制値等を取得してステップＳ３３３に移る構成としてもよい。
【０１７５】
　ステップＳ３３３では、ステップＳ３３１で取得した推定速度規制値とステップＳ３３
２で取得した過去速度規制値とをもとに、ステップＳ４８と同様にして推定速度規制値と
過去速度規制値との差（詳しくは差の絶対値）が所定値以上か否かを判定する。
【０１７６】
　そして、推定速度規制値と過去速度規制値との差が所定値以上と判定した場合（ステッ
プＳ３３３でＹＥＳ）には、ステップＳ３３４に移る。また、推定速度規制値と過去速度
規制値との差が所定値以上と判定しなかった場合（ステップＳ３３３でＮＯ）には、ステ
ップＳ３３６に移る。
【０１７７】
　ステップＳ３３４では、ステップＳ３３１で取得した推定速度規制値が自車両の走行中
の道路の速度規制値でないと判断し、ステップＳ３３５に移る。ステップＳ３３５では、
ステップＳ５２と同様にして、非自車線用通知を行うための情報を通知部１８に出力し、
ステップＳ３０４に移る。
【０１７８】
　ステップＳ３３６では、ステップＳ３３１で取得した推定速度規制値が自車両の走行中
の道路の速度規制値であると判断（つまり、直進路の推定速度規制値と判断）し、ステッ
プＳ３３７に移る。また、自車両の走行中の道路の速度規制値であると判断された推定速
度規制値は、ＲＡＭ等の揮発性のメモリに記憶するものとする。揮発性のメモリに記憶さ
れた推定速度規制値（過去速度規制値に該当する）は、例えばＡＣＣ電源がオフになった
場合に消去される構成とすればよい。
【０１７９】
　ステップＳ３３７では、ステップＳ５４と同様にして、自車線用通知を行うための情報
を通知部１８に出力し、ステップＳ３０４に移る。
【０１８０】
　図１９に戻って、ステップＳ３０４では、対象速度規制値判断処理の結果として出力さ
れた情報に従い、ステップＳ５と同様にして通知部１８が通知を行い、フローを終了する
。
【０１８１】
　以上の構成によれば、過去速度規制値に対して推定速度規制値の速度差が所定量以上で
あったことをもとに、推定速度規制値が自車両の走行中の道路の速度規制値であるか否か
を判断するので、速度規制値通知システム１００の説明中にも述べたように、推定速度規
制値が自車両の走行中の道路の速度規制値であると誤って判断することをより防ぐことが
可能になる。
【０１８２】
　また、速度規制値通知システム４００において、推定速度規制値と過去速度規制値との
差が所定値以上か否かの代わりに、推定速度規制値と他車両の車速との差が所定値以上か
否かに応じて、推定速度規制値が自車両の走行中の道路の速度規制値か否かを判断する構
成としてもよい。この場合には、速度規制値通知装置１ｃに他車両速度情報取得部１５を
さらに備える構成とすればよい。また、ステップＳ３３２の代わりにステップＳ４９と同
様の処理を行い、ステップＳ３３３の代わりにステップＳ５０と同様の処理を行う構成と
すればよい。
【０１８３】
　これによれば、推定速度規制値と他車両の車速とをもとに、推定速度規制値が自車両の
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走行中の道路の速度規制値であるか否かを判断するので、速度規制値通知システム１００
の説明中にも述べたように、推定速度規制値が自車両の走行中の道路の速度規制値である
と誤って判断することをより防ぐことが可能になる。
【０１８４】
　また、速度規制値通知システム４００において、推定速度規制値と過去速度規制値との
差が所定値以上か否かに加え、推定速度規制値と他車両の車速との差が所定値以上か否か
に応じて、推定速度規制値が自車両の走行中の道路の速度規制値か否かを判断する構成と
してもよい。この場合には、速度規制値通知装置１ｃに他車両速度情報取得部１５をさら
に備え、ステップＳ３３３の後にステップＳ４９およびステップＳ５０と同様の処理を追
加する構成とすればよい。
【０１８５】
　さらに、推定速度規制値と他車両の車速との差が所定値以上か否かの判定の代わりに、
他車両の車速が推定速度規制値と過去速度規制値とのどちらにより近いかの判定を行う構
成としてもよい。例えば、ステップＳ５０と同様の処理の代わりに、他車両の車速が推定
速度規制値よりも過去速度規制値に近かった場合には、ステップＳ３３４に移る一方、他
車両の車速が過去速度規制値よりも推定速度規制値に近かった場合には、ステップＳ３３
６に移る構成とすればよい。
【０１８６】
　この場合において、過去速度規制値が対象速度規制値判断部１６に未だ保持されていな
い状態にある場合には、仮の過去速度規制値として、例えば地図データから得られた自車
両が走行中の道路の速度規制値や図示しない通信手段を用いて車車間通信や路車間通信で
得られた自車両が走行中の道路の速度規制値等を取得して用いる構成としてもよい。
【０１８７】
　なお、本発明は、上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲
で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み
合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【符号の説明】
【０１８８】
１・１ａ・１ｂ・１ｃ　速度規制値通知装置、２　車載カメラ（撮像装置）、３　位置検
出器、４　地図データ記憶部、５　ディスプレイ、６　スピーカ、７　インジケータ、８
　エンジンＥＣＵ、９　ブレーキＥＣＵ、１１　画像処理部（画像認識手段）、１２　速
度規制値推定部（速度規制値推定手段）、１３　位置情報取得部（検出位置情報取得手段
）、１４　地図データ取得部（地図データ取得手段）、１５　他車両速度情報取得部（他
車両速度情報取得手段）、１６　対象速度規制値判断部（対象速度規制値判断手段）、１
７　進路判断部（進路判断手段）、１８　通知部（通知手段）、１９　サイズ情報取得部
（サイズ取得手段）、２０　自車両速度情報取得部、１００・２００・３００・４００　
速度規制値通知システム
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