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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の監視場所及び監視時刻の少なくとも一方を示す監視実施条件情報と、当該監視場
所または監視時刻にて監視対象となった車両の情報とを含み、車両の監視結果を示す車両
監視情報を取得する車両監視情報取得部と、
　複数の車両について、各車両の移動に関する車両移動情報を取得する移動情報取得部と
、
　車両を監視する場所及び時刻の少なくとも一方からなる監視実施条件候補の示す条件に
おける、監視を実施すべき車両の通行の程度を示す通行程度情報を、前記車両移動情報と
前記車両監視情報とに基づいて生成する通行程度情報生成部と、
　を備える、監視計画の評価システム。
【請求項２】
　前記通行程度情報に基づいて、複数の監視実施条件候補から１つ以上の監視実施条件候
補を選択する候補選択部を備える、請求項１に記載の、監視計画の評価システム。
【請求項３】
　前記通行程度情報生成部は、前記通行程度情報として、監視を実施すべき車両の通行の
程度を示す情報を含む地図情報を生成する、請求項１または請求項２に記載の、監視計画
の評価システム。
【請求項４】
　前記通行程度情報生成部は、前記車両監視情報に基づいて車両が最後に監視された監視
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場所及び監視時刻の少なくとも一方を抽出するとともに、前記車両移動情報にて示される
走行履歴に基づいて前記最後に監視された監視場所または監視時刻よりも後に通過した前
記監視実施条件候補を抽出し、前記車両が最後に監視されてから、抽出された前記監視実
施条件候補において車両が通過するまでの時間間隔、走行距離及び課金額の少なくとも一
つに基づいて前記通行程度情報を生成する、請求項１から３のいずれか一項に記載の、監
視計画の評価システム。
【請求項５】
　前記通行程度情報生成部は、前記車両が最後に監視されてから、抽出された前記監視実
施条件候補において車両が通過するまでの課金額を少なくとも求め、当該監視実施条件候
補において通過する車両の前記課金額が大きいほど、前記監視を実施すべき車両の通行の
程度が高くなるように、通行程度情報を生成する請求項４に記載の監視計画の評価システ
ム。
【請求項６】
　車両の監視場所及び監視時刻の少なくとも一方を示す監視実施条件情報と、当該監視場
所または監視時刻にて監視対象となった車両の情報とを含み、車両の監視結果を示す車両
監視情報を取得する車両監視情報取得ステップと、
　複数の車両について、各車両の移動に関する車両移動情報を取得する移動情報取得ステ
ップと、
　車両を監視する場所及び時刻の少なくとも一方からなる監視実施条件候補の示す条件に
おける、監視を実施すべき車両の通行の程度を示す通行程度情報を、前記車両移動情報と
前記車両監視情報とに基づいて生成する通行程度情報生成ステップと、
　を備える、監視計画の評価方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、監視計画の評価システムおよび監視計画の評価方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有料道路の通行料金などの課金処理を行う方法の１つに、車載器が課金処理を行う方法
があり、当該方法に関連して幾つかの技術が提案されている。
　例えば、特許文献１には、ＧＰＳ（Global Positioning System、全地球測位システム
）によって通行車両の位置標定を行ない、課金条件と車両の位置情報とに基づいて課金処
理を行う料金徴収用車載器が記載されている。
　このような、車載器が車両の位置情報に基づいて課金処理を行う方式では、路側設備が
ない場所でも車載器が自律的に課金処理を行うことが可能である。従って、この方式では
、路側設備を削減することができ、また、課金条件の設定や変更を柔軟に行うことができ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平９－３１９９０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、車載器を利用する課金方式では、車両と対応した適正な車載器が搭載されて
いる必要がある。このため、車載器を車両から取り外す不正や車両に対応していない車載
器を搭載する不正など、上記車載器の不正が行われている場合は、適正な課金が行われな
くなってしまう可能性がある。課金を円滑に、また、公平に行う観点から、車両を監視し
て不正車両を検出し取り締まることが重要である。
　特に、車載器が自身の位置に基づいて自律的に課金処理を行う場合、外部で課金処理を
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行わないので、車載器を車両から取り外す不正が行われると、課金処理時に外部から不正
を検出することができない。従って、車載器を搭載すべき状況（例えば、全車に搭載が義
務付けられている状況）にもかかわらず、車載器を取り外す不正が行われてしまうと、当
該不正を行われた車両では、必要な課金処理が行われないこととなってしまう。このため
、車載器が自律的に課金処理を行う場合には、車両を監視して不正車両を検出し取り締ま
ることの必要性がさらに高まっている。
　しかしながら、上記車載器の不正など、取り締まるべき不正が行われている車両の通行
状況は場所や時刻によって異なると考えられ、取り締まりを行うための監視を行う場所や
時刻によって不正が行われている車両の検出状況は異なると考えられる。そこで、不正が
行われている車両を効率よく検出できる場所及び時刻の少なくとも一方を予測できること
が望まれる。
【０００５】
　本発明は、不正が行われている車両を効率よく検出できる場所及び時刻の少なくとも一
方を予測するための情報を提供することができる、監視計画の評価システムおよび監視計
画の評価方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の態様によれば、監視計画の評価システム（１００）は、車両の監視場所
及び監視時刻の少なくとも一方を示す監視実施条件情報と、当該監視場所または監視時刻
にて監視対象となった車両の情報とを含み、車両の監視結果を示す車両監視情報を取得す
る車両監視情報取得部（１１０）と、複数の車両について、各車両の移動に関する車両移
動情報を取得する移動情報取得部（１１０）と、車両を監視する場所及び時刻の少なくと
も一方からなる監視実施条件候補の示す条件における、監視を実施すべき車両の通行の程
度を示す通行程度情報を、前記車両移動情報と前記車両監視情報とに基づいて生成する通
行程度情報生成部（１９１）と、を備える。
　ここで、監視を実施すべき車両とは、車両に関する不正が行われた蓋然性が高かまって
いるため、監視の必要性が高まっている車両のことである。
【０００７】
　第１の態様に係る監視計画の評価システムによれば、車両監視情報から得られる各車両
の監視結果を考慮して、各監視実施条件候補の示す条件において監視を実施すべき車両の
通行の程度を示す通行程度情報を生成することができる。このような通行程度情報により
、監視を実施すべき、すなわち車両に関する不正が行われた蓋然性の高い車両を効率よく
検出可能な監視場所及び監視時刻の少なくとも一方を予測するための情報を提供すること
ができる。
【０００８】
　前記監視計画の評価システムが、前記通行程度情報に基づいて、複数の監視実施条件候
補から１つ以上の監視実施条件候補を選択する候補選択部（１９２）を備えるようにして
もよい。
　これにより、候補選択部が選択した場所または時刻に従って監視用のシステムを設置す
ることで、不正が行われた車両の検出を効率よく行うことができる。
【０００９】
　前記通行程度情報生成部は、前記通行程度情報として、監視を実施すべき車両の通行の
程度を示す情報を含む地図情報を生成するようにしてもよい。
　これにより、車載器を搭載していない車両の検出を効率よく行うことができると予想さ
れる地点を、通行程度情報を構成する地図情報で確認しながら、監視を行う場所や時間を
決定することができる。
【００１０】
　前記通行程度情報生成部は、前記車両監視情報に基づいて車両が最後に監視された監視
場所及び監視時刻の少なくとも一方を抽出するとともに、前記車両移動情報にて示される
走行履歴に基づいて前記最後に監視された監視場所または監視時刻よりも後に通過した前
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記監視実施条件候補を抽出し、前記車両が最後に監視されてから、抽出された前記監視実
施条件候補において車両が通過するまでの時間間隔、走行距離及び課金額の少なくとも一
つに基づいて前記通行程度情報を生成するようにしてもよい。
【００１１】
　これにより、通行程度情報生成部は、車両が最後に監視されてから、抽出された監視実
施条件候補において車両が通過するまでの時間間隔、走行距離及び課金額の少なくとも一
つに応じて異なる程度を示す通行程度情報を生成することができる。このため、例えば、
監視が行われてからの時間が経過し、長い距離を走行し、または、高額の課金が行われて
いる車両が多く通行しているほど、該当する監視実施条件候補が示す条件を、監視を実施
すべき車両が通行している条件（すなわち、不正車両の監視により適した条件）であると
評価することができる。
【００１２】
　前記通行程度情報生成部は、前記車両が最後に監視されてから、抽出された前記監視実
施条件候補において車両が通過するまでの課金額を少なくとも求め、当該監視実施条件候
補において通過する車両の前記課金額が大きいほど、前記監視を実施すべき車両の通行の
程度が高くなるように、通行程度情報を生成するようにしてもよい。
　これにより、通行程度情報生成部は、高額の課金逃れを防止または検出するための監視
に適した場所または時刻を提示することができる。このため、例えば自動課金システムの
運用者は、当該場所または時刻にて監視を行うことで、高額の課金逃れを防止または検出
するための監視を効率よく行うことができる。
【００１３】
　本発明の第２の態様によれば、監視計画の評価方法は、車両の監視場所及び監視時刻の
少なくとも一方を示す監視実施条件情報と、当該監視場所または監視時刻にて監視対象と
なった車両の情報とを含み、車両の監視結果を示す車両監視情報を取得する車両監視情報
取得ステップと、複数の車両について、各車両の移動に関する車両移動情報を取得する移
動情報取得ステップと、車両を監視する場所及び時刻の少なくとも一方からなる監視実施
条件候補の示す条件における、監視を実施すべき車両の通行の程度を示す通行程度情報を
、前記車両移動情報と前記車両監視情報とに基づいて生成する通行程度情報生成ステップ
と、を備える。
【００１４】
　第２の態様に係る監視計画の評価方法によれば、車両監視情報から得られる各車両の監
視結果を考慮して、各監視実施条件候補の示す条件において監視を実施すべき車両の通行
の程度を示す通行程度情報を生成することができる。このような通行程度情報により、監
視を実施すべき、すなわち車両に関する不正が行われた蓋然性の高い車両を効率よく検出
可能な監視場所または監視時刻の少なくとも一方を予測するための情報を得ることができ
る。
【発明の効果】
【００１５】
　上記した監視計画の評価システムおよび監視計画の評価方法によれば、不正が行われて
いる車両を効率よく検出できる場所及び時刻の少なくとも一方を予測するための情報を提
供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態における自動課金システムの機能構成を示す概略ブロック図
である。
【図２】同実施形態における課金情報のデータ構造の例を示す説明図である。
【図３】同実施形態におけるトリップデータのデータ構造の例を示す説明図である。
【図４】同実施形態における、監視ポイントから監視ポイントまでの車両の走行経路の例
を示す説明図である。
【図５】同実施形態における、同一の監視ポイントを通過する複数の車両の走行経路の例
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を示す説明図である。
【図６】同実施形態において、監視計画評価用サーバ装置が監視ポイントの組み合わせの
複数の候補からいずれかを選択する処理手順の例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
（監視計画評価用サーバ装置の構成および作用）
　以下、本発明の実施形態を説明するが、以下の実施形態は請求の範囲にかかる発明を限
定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発
明の解決手段に必須であるとは限らない。
　図１は、本発明の一実施形態における自動課金システムの機能構成を示す概略ブロック
図である。同図において、自動課金システム１は、監視計画評価用サーバ装置１００と、
課金用サーバ装置２００と、監視用サブシステム４００とを備える。監視計画評価用サー
バ装置１００は、通信部１１０と、表示部１２０と、記憶部１８０と、制御部１９０とを
備える。制御部１９０は、通行程度情報生成部１９１と、候補選択部１９２とを備える。
本実施形態で、監視用サブシステム４００は、課金用サーバ通信装置４１０と、カメラ４
２０と、ＤＳＲＣ（Dedicated Short Range Communication）通信装置４３０と、制御装
置４９０とを備える。
【００１８】
　自動課金システム１が備える監視用サブシステム４００は、監視対象となる車両が通行
するエリアにおいて、通行する車両を監視可能な位置に設置される。このような監視用サ
ブシステム４００の個数は任意である。また、監視用サブシステム４００の幾つかまたは
全部が、設置予定であるなど未だ設置されていなくてもよい。
　また、課金用サーバ装置２００は、車載器３１０が搭載された車両３００のユーザに対
して、車載器を利用して課金処理をするために、車載器３１０との間で通信を行う通信手
段を有する。当該通信手段としては例えば携帯電話通信網などを利用した広域通信が可能
な手段が挙げられるが、これに限らない。また、監視用サブシステム４００におけるＤＳ
ＲＣ通信装置４３０は、狭域通信が可能な手段であり、監視用サブシステム４００が設置
された位置近傍の監視ポイントを通行する複数の車両３００の各々が備える車載器３１０
と通信を行う。なお、監視用サブシステム４００が車載器３１０と通信を行う手段として
、ＤＳＲＣ通信装置４３０は一例であり、例えば広域通信が可能な手段としても良い。
【００１９】
　自動課金システム１は、有料道路を通行する車両に対して課金を行うシステムである。
　自動課金システム１による課金では、車載器３１０が、課金条件が成立したことを検出
すると課金処理を行う。課金条件の例として、車両が特定の場所を走行したことを挙げる
ことができるが、これに限らない。例えば、課金条件が、車両が特定の時間帯に特定の場
所を走行したことであるなど、時刻に関する条件を含んでいてもよい。また、特定のエリ
ア内で、所定の距離ごとに課金するなど、距離に関する条件を含んでいてもよい。
　ここでいう車両とは、自動車や二輪車など、道路を走行する乗り物である。また、ここ
でいう場所は、道路、または、道路の区間であってもよいし、複数の道路の少なくとも一
部を含む区域であってもよいし、地点であってもよい。ここでいう地点は、点であっても
よいし、道路の幅方向の線であってもよい。
【００２０】
　また、車載器３１０は、車載器３１０自らが行った課金処理の内容を示す課金情報を課
金用サーバ装置２００へ送信する。
　図２は、課金情報のデータ構造の例を示す説明図である。同図において、課金情報は表
形式のデータとして構成されており、各行において、車載器ＩＤと、課金位置と、課金時
刻と、課金内容とが対応付けられている。ここでいう車載器ＩＤとは、車載器を識別する
ための情報である。
　かかるデータ構造により、課金情報において、どの車載器が搭載された車両に対してど
この課金ポイントでいつ、幾らの課金が行われたかが示されている。
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【００２１】
　さらに、車載器３１０は、トリップデータを課金用サーバ装置２００へ送信する。ここ
でいうトリップデータとは、車両の走行経路を示すデータである。
　図３は、トリップデータのデータ構造の例を示す説明図である。同図において、トリッ
プデータは表形式のデータとして構成されており、各行において、車載器ＩＤと、走行位
置と、走行時刻とが対応付けられている。かかるデータ構造により、トリップデータにお
いて、どの車載器が搭載された車両がどこをいつ走行したかが示されている。
【００２２】
　なお、走行位置の表現形式として様々な形式を用いることができる。例えば、車両が走
行した道路または道路区間の履歴が、当該道路の識別情報または当該道路区間の識別情報
で示されていてもよい。このような道路区間の履歴は、検出された位置と、予め取得した
道路または道路区間の識別情報を含む地図情報とでマップマッチング処理を行うことで得
られる。あるいは、車両の位置の履歴が、サンプリング時刻と、当該サンプリング時刻に
おける車両の位置を示す緯度および経度との対応付けにて示されていてもよい。
【００２３】
　車載器３１０は、例えば、ＧＮＳＳ（Global Navigation Satellite System；全地球航
法衛星システム）受信機を備えて車両の位置に基づいて課金処理を行う車載器である。車
載器３１０は、当該ＧＮＳＳ受信機が取得する位置情報に基づいてトリップデータを生成
する。あるいは、車載器３１０が、カーナビゲーションシステム（Car Navigation Syste
m）など他の装置から車両の位置情報またはトリップデータを取得するようにしてもよい
。
　また、車載器３１０は、監視用サブシステム４００からの問い合わせに対して、車載器
３１０自らが車両に搭載されていることを示す情報を監視用サブシステム４００へ送信す
る。車載器３１０自らが車両に搭載されていることを示す情報として、車載器ＩＤを用い
ることができるがこれに限らない。
【００２４】
　課金用サーバ装置２００は、各車両の車両ナンバーと車載器ＩＤとの対応関係を示す情
報を備えている。これにより、車両と車載器とは一対一に紐付けられている。本実施形態
では、車両ナンバーは、例えば車両に取り付けられたナンバープレート（自動車登録番号
標）に記載された番号など、外部から視認可能に表示された番号である。また、課金用サ
ーバ装置２００は、車載器３１０の各々が送信する課金情報やトリップデータを記憶する
。また、課金用サーバ装置２００は、トリップデータと課金情報とを監視計画評価用サー
バ装置１００へ送信する。
　監視用サブシステム４００は、本実施形態では、車載器３１０を搭載していない車両を
検出する。以下では、全ての車両に車載器３１０を搭載することが義務付けられている場
合を例に説明するが、本実施形態の適用範囲はこれに限らない。例えば、課金ポイントを
通過する全車両に車載器３１０を搭載することが義務付けられている場合、監視用サブシ
ステム４００が、課金ポイントを通過した直後の車を対象に、車載器３１０を搭載してい
ない車両を検出するようにしてもよい。ここでいう課金ポイントとは、課金が行われる場
所である。
【００２５】
　課金用サーバ通信装置４１０は、課金用サーバ装置２００と通信を行う。特に、課金用
サーバ通信装置４１０は、車両ナンバーと車載器ＩＤとの対応関係を示す情報を課金用サ
ーバ装置２００から受信する。また、課金用サーバ通信装置４１０は、車載器３１０を搭
載していない車両の検出結果を示す情報を課金用サーバ装置２００へ送信する。
【００２６】
　カメラ４２０は、監視ポイントを撮影する。本実施形態では、カメラ４２０は、道路上
を走行する車両が少なくとも１つの画像に含まれるような周期として、連続して撮影する
ものであるが、これに限らない。例えば、監視用サブシステム４００が車両検知器を備え
、車両検知器で車両が検知された場合にカメラ４２０が撮影するものとしても良い。また
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、ここでいう監視ポイントとは、監視場所として指定された場所において、車載器３１０
を搭載していない車両を検出するために、車両が走行する道路上に設定されたポイントで
ある。このため、監視場所として位置が指定された場合には、監視場所と監視ポイントと
は一致する。また、監視場所として範囲や道路ＩＤで指定された場合には、監視ポイント
は監視場所に含まれる位置を示す。本実施形態では、監視場所として位置が指定されてお
り、監視場所と監視ポイントとは一致しているものとする。
【００２７】
　ＤＳＲＣ通信装置４３０は、車載器３１０と通信を行う。特に、ＤＳＲＣ通信装置４３
０は、車両に対して、車載器３１０を搭載しているか否かの問い合わせを送信する。また
、ＤＳＲＣ通信装置４３０は、当該問い合わせに対する回答として、車載器３１０から、
車載器３１０自らが車両に搭載されていることを示す情報を受信する。
【００２８】
　制御装置４９０は、監視用サブシステム４００の各部を制御して、車両の監視を実行す
る。
　具体的には、制御装置４９０は、カメラ４２０の画像に車両の像が含まれるか否かを判
定することで、監視ポイントに位置する車両の有無を判定する。そして、制御装置４９０
は、画像に車両の像が含まれている場合には、当該画像に含まれている車両のナンバープ
レートをパターン認識し、認識したナンバープレートに表示された車両ナンバーをＯＣＲ
処理などによって抽出する。また、監視ポイントに位置する車両が存在すると判定した場
合、制御装置４９０は、ＤＳＲＣ通信装置４３０によって車載器３１０と通信が確立した
か否かによって、当該車両が車載器３１０を搭載しているか否かを判定する。そして、制
御装置４９０は、ＤＳＲＣ通信装置４３０と車載器３１０との通信が所定時間確立しなか
った場合には、車載器３１０を搭載していない不正を行っている車両を検出したことを示
す情報と当該車両の車両ナンバーとによって、監視対象となった車両の情報を構成する。
そして、制御装置４９０は、該監視用サブシステム４００で監視を行った車両３００の監
視場所及び監視時刻に関する監視実施条件情報と、当該監視対象となった車両の情報とを
含む車両監視情報を、課金用サーバ通信装置４１０を介して課金用サーバ装置２００へ送
信する。
【００２９】
　また、制御装置４９０は、ＤＳＲＣ通信装置４３０と車載器３１０との通信が確立した
場合には、当該車両に適正な車載器３１０が搭載されているかを判定する。例えば、制御
装置４９０は、当該車両への問い合わせにて得られる車載器ＩＤと、当該車両の画像から
得られる車両ナンバーとが、課金用サーバ装置２００の記憶している対応関係情報にて対
応付けられているか否かにより、当該車両が不適正な車載器３１０を搭載しているか否か
を判定する。制御装置４９０は、当該車両が不適正な車載器３１０を搭載していると判定
した場合、不適正な車載器３１０を搭載している車両を検出したことを示す情報と当該車
両の車両ナンバーとによって監視対象となった車両の情報を構成する。そして、制御装置
４９０は、該監視用サブシステム４００で監視を行った車両３００の監視場所及び監視時
刻に関する監視実施条件情報と、当該監視対象となった車両の情報とを含む車両監視情報
を、課金用サーバ通信装置４１０を介して課金用サーバ装置２００へ送信する。
【００３０】
　また、制御装置４９０は、当該車両が適正な車載器３１０を搭載していると判定した場
合、適正な車載器３１０を搭載している車両を検出したことを示す情報と当該車両の車両
ナンバーとによって監視対象となった車両の情報を構成する。そして、制御装置４９０は
、該監視用サブシステム４００で監視を行った車両３００の監視場所及び監視時刻に関す
る監視実施条件情報と、当該監視対象となった車両の情報とを含む車両監視情報を、課金
用サーバ通信装置４１０を介して課金用サーバ装置２００へ送信する。
　このように、監視用サブシステム４００は、監視場所に設置して、カメラ４２０やＤＳ
ＲＣ通信装置４２０により車両の情報を収集することで、走行する車両の客観的な走行の
事実を収集することが可能となり、不正が行われている車両を監視するに際しての証拠性
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を高めることが可能となる。また、監視用サブシステム４００は、課金用サーバ通信装置
４１０により課金用サーバ装置２００へ収集した車両の情報を送信することができること
で、収集した車両の情報の蓄積、分析を効率良く行うことが可能となる。
【００３１】
　なお、上記においては、車両ＩＤと車両ナンバーとの対応関係を監視用サブシステム４
００の制御装置４９０が照合するものとしたがこれに限らず、課金用サーバ装置２００で
照合しても良い。この場合には、制御装置４９０からは、単に車載器ＩＤとカメラ４２０
による撮影画像から得られた車両ナンバーとが対応付けられて課金用サーバ通信装置４０
０を介して課金用サーバ装置２００へ送信される。そして、課金用サーバ装置２００は、
自身で記憶している対応関係情報にて対応付けられた車載器ＩＤと車両ナンバーとが一致
している否かにより、車両が不適正な車載器３１０を搭載しているか否かを判定して、そ
の結果に基づいて当該車両の車両ナンバーとともに監視対象となった車両の情報を構成す
る。
【００３２】
　ここで、１つの監視用サブシステム４００が１つの装置として構成されていてもよいし
、２つ以上の装置の組み合わせとして構成されていてもよい。また、１つの課金用サーバ
通信装置４１０や１つの制御装置４９０が、複数の監視用サブシステム４００に共通して
用いられていてもよい。
　また、監視用サブシステム４００が、特定の監視ポイント専用に、当該監視ポイント近
傍の特定の位置に設置されていてもよい。あるいは、監視用サブシステム４００が車両に
設置されているなど、移動可能に設置されていてもよい。
【００３３】
　監視計画評価用サーバ装置１００は、監視用サブシステム４００によって不正を行って
いる車両を監視するための監視実施条件を決定するための情報を提供する。本実施形態で
は、車両の不正の対象として、車載器を搭載しない行為、及び対応していない不適正な車
載器を搭載する行為が含まれる。なお、車両の不正の対象として、車載器を搭載しない行
為、及び対応していない不適正な車載器を搭載する行為の少なくとも一方としても良いし
、車載器を搭載しない行為、及び対応していない不適正な車載器を搭載する行為以外の不
正を対象としても良い。
【００３４】
　また、本実施形態では、監視実施条件は、車両の監視場所である。なお、監視実施条件
としては、これに限らず、車両の監視場所及び監視時刻としても良く、この場合には、ど
の監視場所においてどの監視時間で監視すべきかが条件として示される。また、監視実施
条件としては監視時刻のみとしても良い。この場合には、監視場所としては固定された場
所または任意の場所として監視時刻のみが条件として示される。
【００３５】
　このような監視計画評価用サーバ装置１００は、例えばコンピュータを含んで構成され
る。
　監視計画評価用サーバ装置１００は、監視計画の評価システムの例に該当する。但し、
監視計画の評価システムは、１台の装置として構成されていてもよいし、複数の装置を組
み合わせて構成されていてもよい。
【００３６】
　通信部１１０は、課金用サーバ装置２００と通信を行う。特に通信部１１０は、移動情
報取得部として機能し、課金用サーバ装置２００から、車両の移動に関する車両移動情報
として、トリップデータを受信する。
　表示部１２０は、例えば液晶パネルなどの表示画面を有し、静止画像や動画像やテキス
ト（文字）など各種画像を表示する。特に、表示部１２０は、車両が車載器を搭載してい
るか否かの監視を行う場所を決定するための情報を表示する。
【００３７】
　記憶部１８０は、監視計画評価用サーバ装置１００の備える記憶デバイスを含んで構成
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され、各種情報を記憶する。特に、記憶部１８０は、監視用サブシステムで監視するため
の監視実施条件の候補である監視実施条件候補が記憶されている。本実施形態の監視計画
評価用サーバ装置１００では、上記のとおり監視実施条件として車両の監視場所を示すこ
とから、記憶部１８０は、監視実施条件候補としては複数の監視場所を候補として記憶し
ている。なお、監視実施条件が監視時刻である場合には、監視実施条件候補としては複数
の監視時刻が候補として記憶されている。また、監視実施条件が監視場所及び監視時刻で
ある場合には、監視場所と監視時刻とからなる複数の組が候補として記憶されている。当
該監視実施条件候補は、例えば、自動課金システム１の運用者が予め監視計画評価用サー
バ装置１００に入力しておく。
【００３８】
　制御部１９０は、監視計画評価用サーバ装置１００の各部を制御して各種処理を実行す
る。制御部１９０は、例えば、監視計画評価用サーバ装置１００の備えるコンピュータが
記憶部１８０からプログラムを読み出して実行することで実現される。
　通行程度情報生成部１９１は、監視実施条件候補の示す条件における、監視を実施すべ
き車両の通行の程度を示す通行程度情報を、車両監視情報及びトリップデータに基づいて
生成する。監視実施条件候補が監視場所である場合には、監視実施条件候補を示す各監視
場所を監視実施条件として、通行程度情報は、当該監視場所を、監視を実施すべき車両が
どの程度通行しているかの程度を示すものとなる。また、監視実施条件候補が監視時間で
ある場合には、監視実施条件候補を示す監視時間を監視実施条件として、通行程度情報は
、当該監視時間に、監視を実施すべき車両がどの程度通行しているかの程度を示すものと
なる。監視実施条件候補が監視場所及び監視時間である場合には、監視実施条件候補を示
す監視場所及び監視時間の各組み合わせを監視実施条件として、通行程度情報は、当該監
視場所及び監視時間の組み合わせにおいて、監視を実施すべき車両がどの程度通行してい
るかの程度を示すものとなる。
　より具体的には、通行程度情報生成部１９１は、通信部１１０が取得する車両監視情報
及びトリップデータに基づいて、監視実施条件候補を通過した車両によって当該監視実施
条件候補に与えられるスコアを算出する。本実施形態では、このスコアが高いほど、ある
監視実施条件候補、すなわち、ある監視場所や監視時間が、不正車両の監視に適している
ことを示す。
【００３９】
　通行程度情報生成部１９１が行うスコアの算出について、図４および図５を参照して説
明する。
　図４は、車両の走行経路の例を示す説明図である。同図において、線Ｌ１１は、ある車
両の走行経路を示す。この走行経路は、トリップデータにて示される。また、点Ｐ１１、
Ｐ１３は、それぞれ監視実施条件候補として記憶されている監視場所を示す。ここで、点
Ｐ１１は、実際に監視用サブシステム４００により車両の監視が行われたポイントとする
。点Ｐ１１が車両の監視が行われたポイントであるとの情報は、点Ｐ１１で監視を行った
監視用サブシステム４００における監視結果に基づいて課金用サーバ２００から通信部１
１０に送信された車両監視情報に基づいて取得される。また、点Ｐ１３は、監視実施条件
候補であるものの、線Ｌ１１を車両が走行した時点で車両の監視が行われておらず今後監
視場所の候補となるポイントとする。また、点Ｐ１２は、課金が行われる課金ポイントを
示す。点Ｐ１２で行われた課金に関する情報は、車載器３１０との通信により生成されて
課金用サーバ２００から通信部１１０に送信された課金情報に基づいて取得される。
【００４０】
　線Ｌ１１に示される走行経路では、実際に監視が行われた点Ｐ１１、課金ポイントＰ１
２、監視場所の候補となる点Ｐ１３を、この順に通過している。すなわち、車両は、上記
のとおり点Ｐ１１で監視用サブシステム４００により監視が行われ、課金ポイントＰ１２
を通過することで課金処理が行われ、監視場所の候補となる点Ｐ１３を通過している。な
お、上記においては、監視場所の候補となる点は、説明を容易にするためにいずれも監視
が行われていないものとしたが、これに限ることはない。過去に監視が行われていても改
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めて監視場所の候補として検討を要する場合には、過去に監視が行われた場所を、監視場
所の候補として選択されるものとし良い。後述する図５の例においても同様である。
【００４１】
　ここで、監視の効率は、監視実施条件によって定められる監視用サブシステム４００の
配置や時間配分によって異なると考えられる。例えば、監視用サブシステム４００を設置
した監視場所の直後の別の監視場所にさらに監視用サブシステム４００を設置して監視を
行って、前の監視実施条件と同じ車両が通過するのみでは有効な監視を行えない。そこで
、通行程度情報生成部１９１は、単に監視場所別に車両の通行台数を数えるのではなく、
監視場所を通過する際の車両の状況に応じたスコアを割り当て、当該スコアを監視場所別
に合計して、通行程度情報を生成する。
【００４２】
　特に、本実施形態では、高額の課金逃れを検出または防止する観点から、通行程度情報
生成部１９１は、車両が前回の監視を受けてからの課金額の合計が大きいほど、大きいス
コアを割り当てる。図４の例の場合、通行程度情報生成部１９１は、例えば、監視場所Ｐ
１３におけるスコアとして、前回の監視となる監視場所Ｐ１１での監視を受けてから通過
した課金ポイントＰ１２での課金額の大きさに応じた大きさのスコアとする。
【００４３】
　なお、通行程度情報生成部１９１が、前回の監視を受けてからの車両の走行距離、また
は、前回の監視を受けてからの経過時間に基づいてスコアを割り当てるなど、前回の監視
を受けてからの課金額以外の基準に基づいてスコアを割り当てるようにしてもよい。また
、課金額、走行距離及び経過時間などから選択される複数のパラメータに基づいてスコア
を割り当てても良い。この場合、複数のパラメータは、それぞれスコア化した後に加算し
ても良いし、互いに乗じて乗算した結果をスコア化しても良く、スコアを求める手法は適
宜設定される。
【００４４】
　図５は、同一の監視場所を通過する複数の車両の走行経路の例を示す説明図である。同
図において、線Ｌ２１は、ある車両の走行経路を示し、線Ｌ２２は、別のある車両の走行
経路を示す。また、点Ｐ２１、Ｐ２２は、それぞれ課金ポイントを示す。点Ｐ２３は、監
視用サブシステム４００による監視が行われておらず今後候補となる監視場所を示す。
　図５の例において、通行程度情報生成部１９１は、線Ｌ２１を走行する車両によるスコ
アと、線Ｌ２２を走行する車両によるスコアとを演算する。すなわち、通行程度情報生成
部１９１は、まず、線Ｌ２１を走行する車両について、課金ポイントＰ２１における課金
額からスコアを演算する。さらに、通行程度情報生成部１９１は、線Ｌ２２を走行する車
両について、課金ポイントＰ２２における課金額からスコアを演算する。そして、通行程
度情報生成部１９１は、監視場所Ｐ２３のスコアとして、当該監視場所Ｐ２３を通過する
線Ｌ１１及線Ｌ１２のそれぞれを走行する車両のスコアを合計したものを算出する。この
ように、通行程度情報生成部１９１は、監視場所別に、当該監視場所を通過する車両ごと
にスコアを算出し、これらスコアを合計して通行程度情報を生成する。
　なお、通行程度情報生成部１９１が、通行程度情報として、監視を実施すべき車両の通
行の程度を示すことになる監視実施条件となる監視場所ごとのスコアを、監視場所と対応
付けて記憶させるようにして地図情報を生成するようにしてもよい。
【００４５】
　候補選択部１９２は、通行程度情報に基づいて、車両を監視する場所及び車両を監視す
る時刻の少なくとも一方からなる複数の候補から１つ以上の候補を選択する。例えば、候
補選択部１９２は、記憶部１８０が記憶している監視実施条件候補の組み合わせの各々に
ついて、監視実施条件候補に対して通行程度情報生成部１９１が算出したスコアを合計し
、スコアの最も高い組み合わせを選択する。
【００４６】
（監視計画評価用サーバ装置の動作）
　次に、図６を参照して監視計画評価用サーバ装置１００の動作について説明する。
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　図６は、監視計画評価用サーバ装置１００が監視実施条件候補である監視場所の複数の
候補から少なくとも一つを選択する処理手順の例を示すフローチャートである。監視計画
評価用サーバ装置１００は、例えば、監視実施条件候補情報の選択を指示するユーザ操作
が行われると、同図の処理を行う。
　図６の処理において、通信部１１０は、トリップデータと課金情報とを課金用サーバ装
置２００から取得する（ステップＳ１０１）。
【００４７】
　なお、通行程度情報生成部１９１が、トリップデータから課金額を算出するようにして
もよい。例えば、記憶部１８０が、課金ポイントの位置と車種別の課金額とを予め記憶し
ておき、通行程度情報生成部１９１は、トリップデータにて示される車両の位置および車
種に基づいて課金額を算出する。これにより、通行程度情報生成部１９１は、課金ポイン
トの追加、削除または配置の変更や、課金額の変更などに容易に対応することができる。
【００４８】
　次に、通行程度情報生成部１９１は、ステップＳ１０１で得られた課金情報と、ステッ
プＳ１０１で得られたトリップデータとを、車載器ＩＤと課金の日時とに基づいて対応付
ける（ステップＳ１０２）。これにより、トリップデータに示される走行において、課金
が行われた場所やタイミングや金額を把握可能になる。
　次に、通行程度情報生成部１９１は、監視実施条件候補情報に示される監視場所と、ト
リップデータとを、監視場所の位置に基づいて対応付ける（ステップＳ１０３）。これに
より、トリップデータに示される走行において、監視場所を通過した場所やタイミングを
把握可能になる。
【００４９】
　次に、通行程度情報生成部１９１は、監視場所を通過する際のスコアを算出する（ステ
ップＳ１０４）。具体的には、通行程度情報生成部１９１は、ステップＳ１０３の対応付
けによりトリップデータにて示される監視場所通過の各々について、その前回の監視場所
通過からの課金額の合計に基づいて、監視場所に割り当てるスコアとして算出する。
　次に通行程度情報生成部１９１は、ステップＳ１０４で算出したスコアを監視場所別に
合計して、各監視場所のスコアを通行程度情報として算出する（ステップＳ１０５）。
【００５０】
　次に、候補選択部１９２は、ステップＳ１０５で得られた通行程度情報を示すスコアに
基づいて、監視場所を選択する（ステップＳ１０６）。ここで、選択する監視場所として
は、１つでも良いし、複数でも良い。複数の場合には、指定された数だけ、通行程度情報
を示すスコアの上位から選択する。また、監視実施条件候補が複数の監視場所の組み合わ
せで構成され、このような組み合わせが複数組記憶されていて、一または複数の組を選択
するようにしても良い。この場合、通行程度情報生成部１９１は、監視場所の組み合わせ
に含まれる全ての監視場所のスコアの合計を当該組み合わせのスコアとして算出し、スコ
アの高い監視場所の組み合わせを選択する。
　そして、表示部１２０が、ステップＳ１０６での選択結果を表示する（ステップＳ１０
７）。
　その後、図６の処理を終了する。
【００５１】
　なお、通行程度情報生成部１９１が、トリップデータから得られるスコアに加えて、他
の情報も参照して通行程度情報を生成するようにしてもよい。例えば、通行程度情報生成
部１９１が、上述したスコアに、監視場所で実際に行われた監視の結果に対する評価値を
考慮して通行程度情報を生成するようにしてもよい。例えば、不正が行われた履歴を有す
る車両については、評価値を与えて上述したスコアに加算しても良いし、評価値を与えて
上述したスコアに乗算しても良い。また、不正が行われた履歴を有する車両でも不正が行
われてからの時間や走行距離に基づいて評価値を変えても良い。さらに、監視が行われて
からの経過時間、走行距離及び課金額の少なくとも一つによってスコアを求めるのではな
く、不正が行われた履歴のみから得られる上記評価値自体をスコアとしても良い。
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【００５２】
　以上のように、通信部１１０は、複数の車両について、各車両のトリップデータ及び車
両監視情報を取得する。そして、通行程度情報生成部１９１は、車両監視情報から得られ
る各車両の監視結果を考慮して、各監視実施条件候補の示す条件となる監視場所において
監視を実施すべき車両の通行の程度を示す通行程度情報を生成することができる。このよ
うな通行程度情報により、監視を実施すべき、すなわち車両に関する不正が行われた蓋然
性の高い車両を効率よく検出可能な監視場所を予測するための情報を提供することができ
る。なお、監視実施条件候補の示す条件として監視時刻が含まれる場合には、いずれの監
視時刻で車用に関する不正が行われた蓋然性が高い車両を効率良く検出可能な監視時刻を
予測するための情報を提供することができる。
【００５３】
　また、候補選択部１９２は、通行程度情報生成部１９１が生成した通行程度情報に基づ
いて、複数の監視実施条件候補から１つ以上の監視実施条件候補を選択する。
　これにより、自動課金システム１の運用者は、候補選択部１９２が選択した監視実施条
件候補となる監視場所及び監視時刻の少なくとも一方からなる候補を監視するよう監視用
サブシステム４００を設置して、車載器３１０を搭載していない車両や不適正な車載器３
１０を搭載している車両などの不正が行われた車両の検出を効率よく行うことができる。
【００５４】
　ここで、上記のとおり、通行程度情報生成部１９１は、通行程度情報として、監視を実
施すべき車両の通行の程度を示す情報を含む地図情報を生成してもよい。
　これにより、自動課金システム１の運用者は、車載器３１０を搭載していない車両の検
出を効率よく行うことができると予想される地点を地図で確認しながら、監視を行う場所
や時間を決定することができる。
【００５５】
　また、本実施形態では、通行程度情報生成部１９１は、車両監視情報に基づいて車両が
最後に監視された監視場所及び監視時刻の少なくとも一方を抽出するとともに、トリップ
データにて示される走行履歴に基づいて最後に監視された監視場所または監視時刻よりも
後に通過した監視実施条件候補を抽出し、車両が最後に監視されてから、抽出された前記
監視実施条件候補において車両が通過するまでの時間間隔、走行距離及び課金額の少なく
とも一つに基づいて通行程度情報を生成するようにした。
　これにより、通行程度情報生成部１９１は、車両が最後に監視されてから、抽出された
監視実施条件候補を車両が通過するまでの時間間隔、走行距離及び課金額の少なくとも一
つに応じて異なる程度を示す通行程度情報を生成することができる。このため、監視が行
われてからの時間が経過し、長い距離を走行し、または、高額の課金が行われている車両
が多く通行しているほど、該当する監視実施条件候補が示す条件を、監視を実施すべき車
両が通行している条件であると評価することができ、監視実施条件を決定する際に上記時
間間隔、走行距離、課金額を考慮することができる。
【００５６】
　そして、本実施形態では、通行程度情報生成部１９１は、車両が最後に監視されてから
、抽出された監視実施条件候補において車両が通過するまでの課金額を少なくとも求め、
当該監視実施条件候補において通過する車両の課金額が大きいほど、当該監視実施条件候
補が示す条件による監視の効率が高いことを示す通行程度情報を生成するようにしてもよ
い。
　これにより、通行程度情報生成部１９１は、高額の課金逃れを防止または検出するため
の監視に適した場所または時刻を提示することができる。このため、例えば自動課金シス
テムの運用者は、当該場所または時刻にて監視を行うことで、高額の課金逃れを防止また
は検出するための監視を効率よく行うことができる。
【００５７】
　なお、通行程度情報生成部１９１が使用するトリップデータや車両監視情報は、本実施
形態では実際に走行する車両に搭載された車載器から取得される実測データであるが、実
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測データに限らない。通行程度情報生成部１９１が、車載器から取得されたトリップデー
タや、監視用サブシステム４００から得られるデータから生成される車両監視情報に加え
て、あるいは代えて、シミュレーションにより仮想の車両が走行し、監視されたとして得
られたトリップデータ及び車両監視情報を用いて通行程度情報を生成するようにしてもよ
い。シミュレーションで得られたトリップデータ及び車両監視情報を用いることで、通行
程度情報生成部１９１は、実測データの蓄積が少ない場合にも対応し得る。
【００５８】
　また、制御部１９０の全部または一部の機能を実現するためのプログラムをコンピュー
タ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュ
ータシステムに読み込ませ、実行することにより各部の処理を行ってもよい。なお、ここ
でいう「コンピュータシステム」とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものとす
る。
　また、「コンピュータシステム」は、ＷＷＷシステムを利用している場合であれば、ホ
ームページ提供環境（あるいは表示環境）も含むものとする。
　また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気
ディスク、コンパクトディスク等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハード
ディスク等の記憶装置に代表される非一時的記憶媒体を含む。さらに「コンピュータ読み
取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を
介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保
持する一時的記憶媒体、及びサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮
発性メモリのように、一定時間プログラムを保持している非一時的記憶媒体を含むものと
する。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く
、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組
み合わせで実現できるものであってもよい。
【００５９】
　以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの
実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含ま
れる。
【産業上の利用可能性】
【００６０】
　本発明は、車両の監視場所及び監視時刻の少なくとも一方を示す監視実施条件情報と、
当該監視場所または監視時刻にて監視対象となった車両の情報とを含み、車両の監視結果
を示す車両監視情報を取得する車両監視情報取得部と、複数の車両について、各車両の移
動に関する車両移動情報を取得する移動情報取得部と、車両を監視する場所及び時刻の少
なくとも一方からなる監視実施条件候補の示す条件おける、監視を実施すべき車両の通行
の程度を示す通行程度情報を、前記車両移動情報と前記車両監視情報とに基づいて生成す
る通行程度情報生成部と、を備える、監視計画の評価システムに関する。
　また、本発明は、車両の監視場所及び監視時刻の少なくとも一方を示す監視実施条件情
報と、当該監視場所または監視時刻にて監視対象となった車両の情報とを含み、車両の監
視結果を示す車両監視情報を取得する車両監視情報取得ステップと、複数の車両について
、各車両の移動に関する車両移動情報を取得する移動情報取得ステップと、車両を監視す
る場所及び時刻の少なくとも一方からなる監視実施条件候補の示す条件における、監視を
実施すべき車両の通行の程度を示す通行程度情報を、前記車両移動情報と前記車両監視情
報とに基づいて生成する通行程度情報生成ステップと、を備える、監視計画の評価方法に
関する。
　上記した監視計画の評価システム及び評価方法によれば、車載器を搭載していない車両
を効率よく検出できる場所及び時刻の少なくとも一方を予測するための情報を提供するこ
とができる。
【符号の説明】
【００６１】
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　１　自動課金システム
　１００　監視計画評価用サーバ装置
　１１０　通信部
　１２０　表示部
　１８０　記憶部
　１９０　制御部
　１９１　通行程度情報生成部
　１９２　候補選択部
　２００　課金用サーバ装置

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】
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