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(57)【要約】
【課題】位置情報や移動速度を取得できない状況であっ
ても、的確に目的物の設置位置に関する情報の報知を行
なう。
【解決手段】トンネルや高架下でレーダー探知機がＧＰ
Ｓ衛星からの電波を受信できなくなった場合には、三軸
加速度センサの出力（検出値）を取得する（Ｓ３１）。
次いで、三軸加速度センサの出力（検出値）の振幅を一
定時間平均化する（Ｓ３２）。現在が停止状態（０ｋｍ
）で、Ｓ３２で平均化した値が、０．０１７Ｇ以上であ
れば（Ｓ３４：ＹＥＳ）、現在は移動状態であると判定
する（Ｓ３４）。また、現在が移動状態で、Ｓ３２で平
均化した値が、０．００９Ｇ以下が３秒以上継続した場
合は（Ｓ３３：ＮＯ，Ｓ３５：ＹＥＳ）、現在は停止状
態であると判定する（Ｓ３６）。
【選択図】図１３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信手段が受信した電波に基づいて、現在位置を取得するための位置取得手段と、
　目的物の位置情報を記憶する記憶手段と、
　前記位置取得手段によって取得した現在位置と前記記憶手段によって記憶された目的物
の位置情報との接近関係に基づいて当該目的物の設置位置に関する情報の報知を報知手段
から報知させる制御を行う制御手段とを備える電子機器において、
　現在の移動速度を取得するための速度取得手段と、
　当該電子機器の振動状態を検出する振動検出手段と、
　当該振動検出手段の検出結果から当該電子機器が移動しているか否かを判定する移動判
定手段とを備え、
　前記記憶手段は、前記目的物の位置情報として現在位置が取得できない箇所にある目的
物の位置情報を記憶し、
　前記移動判定手段が当該電子機器が移動していないと判定した場合は、前記制御手段は
、現在位置が取得できない箇所にある前記記憶手段に記憶された目的物の位置へ進行して
おらず、現在位置に停止しているものとして前記記憶手段に記憶された現在位置が取得で
きない箇所にある目的物の位置へ接近関係を判定することを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記振動検出手段としては、三軸加速度センサを用い、
　前記移動判定手段は、前記三軸加速度センサの各軸毎の検出値を当該電子機器が移動し
ているか否かを判定する所定の閾値と比較して判定し、
　前記三軸加速度センサの各軸毎の検出値を判定する前記所定の閾値の内の少なくとも一
つを他の二つと異ならせたことを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記振動検出手段としては、三軸加速度センサを用い、
　前記移動判定手段は、前記三軸加速度センサの各軸毎の検出値を当該電子機器が移動し
ているか否かを判定する一つの閾値と比較して判定し、
　前記三軸加速度センサの各軸毎の検出値のいずれか１つでも前記閾値を越えていたら、
当該電子機器が移動していると判定することを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記位置取得手段によって現在位置が取得できない状態であり、かつ
、前記速度取得手段によって現在の速度が取得できない状態である場合に、前記移動判定
手段が前記電子機器が移動していると判定した場合は、現在の推定速度を決定し、前記記
憶手段に記憶された現在位置が取得できない箇所にある目的物の位置へ前記推定速度で進
行しているものとして当該目的物との前記接近関係を判定することを特徴とする請求項１
～３の何れかに記載の電子機器。
【請求項５】
　前記記憶手段は、前記目的物の位置情報として現在位置が取得できない箇所と目的物の
位置との間の標準速度を少なくとも１つ記憶しておき、
　前記現在の推定速度の決定は、前記記憶手段に記憶された標準速度に基づいて行うこと
を特徴とする請求項４に記載の電子機器。
【請求項６】
　前記現在の推定速度の決定は、前記速度取得手段によって取得できていた過去の速度状
態に基づいて行うこと
　を特徴とする請求項４に記載の電子機器。
【請求項７】
　前記移動判定手段により前記電子機器が移動していないと判定されている状態で、前記
振動検出手段からの検出値が所定の閾値以上となった場合に、前記移動判定手段は、前記
電子機器が移動していると判定することを特徴とする請求項１～６の何れかに記載の電子
機器。
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【請求項８】
　前記移動判定手段により前記電子機器が移動していると判定されている状態で、前記振
動検出手段からの検出値が所定の閾値以下の状態を所定秒間継続した場合に、前記移動判
定手段は、前記電子機器が移動していないと判定することを特徴とする請求項１～７の何
れかに記載の電子機器。
【請求項９】
　前記移動判定手段により前記電子機器が移動していないと判定されている状態で、前記
振動検出手段からの検出値が所定の閾値以上に一回でもなった場合に、前記移動判定手段
は、前記電子機器が移動していると判定し、
　前記移動判定手段により前記電子機器が移動していると判定されている状態で、前記振
動検出手段からの検出値が所定の閾値以下の状態を所定秒間継続した場合に、前記移動判
定手段は、前記電子機器が移動していないと判定することを特徴とする請求項１～８の何
れかに記載の電子機器。
【請求項１０】
　前記振動検出手段からの検出値は、一定時間間隔毎に検出した値の所定時間内の平均値
であることを特徴とする請求項１～９の何れかに記載の電子機器。
【請求項１１】
　前記移動判定手段により前記電子機器が移動していないと判定されている状態から、前
記移動判定手段により前記電子機器が移動していると判定された場合には、現在の推定速
度は、第一の所定時間かけて停止速度から前記標準速度に上げることを特徴とする請求項
５に記載の電子機器。
【請求項１２】
　前記移動判定手段により前記電子機器が移動していると判定されている状態から、前記
移動判定手段により前記電子機器が移動していないと判定された場合には、現在の推定速
度は、前記第一の所定時間より短い第二の所定時間かけて前記標準速度から停止速度に下
げることを特徴とする請求項１１に記載の電子機器。
【請求項１３】
　前記第二の所定時間は、前記移動判定手段により前記電子機器が移動していると判定さ
れている状態で、前記振動検出手段からの検出値が所定の閾値以下の状態を所定秒間継続
した場合に、前記移動判定手段は、前記電子機器が移動していないと判定するために使用
する当該所定秒間より長い時間であることを特徴とする請求項１２に記載の電子機器。
【請求項１４】
　前記第二の所定時間は１秒から５秒の間であり、前記所定秒間は１秒から５秒の間であ
ることを特徴とする請求項１３に記載の電子機器。
【請求項１５】
　前記位置取得手段及び前記速度取得手段は、ＧＰＳモジュールであること
　を特徴とする請求項１～１４のいずれかに記載の電子機器。
【請求項１６】
　前記記憶手段は、現在位置が取得できない箇所にある目的物としてトンネル内の速度測
定装置の位置情報を記憶し、
　前記報知手段からの報知はトンネル内速度測定装置への接近警告とすること
　を特徴とする請求項１～１５のいずれかに記載の電子機器。
【請求項１７】
　前記制御手段は、前記目的物の位置へ前記推定速度で進行している旨を示す報知をさせ
る制御を行うこと
　を特徴とする請求項１～１６のいずれかに記載の電子機器。
【請求項１８】
　請求項１～１７のいずれかに記載の電子機器における制御手段としての機能をコンピュ
ータに実現させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、目的物の位置に関する報知を行なう電子機器及びプログラムに関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両に搭載され、その車両の運転者等に各種の警報を報知する車載用電子機器が
知られている。たとえば、自動車の速度を測定する速度測定装置のような目的物に接近し
た場合に、運転者に対してその警告を報知するレーダー探知機等の車載用電子機器が知ら
れている。
【０００３】
　この車載用電子機器の一例として、予め速度測定装置の設置位置情報を記憶させておき
、ＧＰＳ（Global Positioning System ）等によって取得した現在位置が、記憶した設置
位置に近づいた場合（所定の接近関係になった場合）に、マイクロ波の検知の有無に関係
なく警告を発するようにしたレーダー探知機がある（例えば、特許文献１参照）。この特
許文献１に記載のレーダー探知機では、現在位置が、速度測定装置の設置位置から１００
０ｍ以内に入った位置になった場合に第一の警報を行い、さらに速度測定装置の設置位置
から５００ｍ以内に入った位置になった場合に、第二の警報を行う等している。また、警
報の一例としては、本体のＬＥＤ等のランプを点滅させたり、音声やメロディー、電子音
等の所定の警告音をスピーカ等から出力させたり、液晶パネル等の所定の警告画面を表示
するなどしている。
【０００４】
　このレーダー探知機では、目的物の位置情報を記憶させておき、ＧＰＳ等によって取得
した現在位置が、記憶した目的物の位置と所定の接近関係になった場合に、警報を行う。
従って、現在位置が正しく取得できる必要がある。
【０００５】
　ところが、例えばトンネルや高架下に入った場合など、ＧＰＳで衛星電波が取得できな
いような場所では、現在位置が取得できない状況になる場合がある。また、ＧＰＳからは
自車の移動速度も取得できるが（現在位置の変化または衛星電波のドップラーシフト量等
から算出できる）、例えばトンネルや高架下に入った場合など、ＧＰＳで衛星電波が取得
できないような場所では移動速度も取得できない。
【０００６】
　そこで、特許文献１に記載のレーダー探知機では、データベースに、トンネル内速度測
定装置eと装置ｅの位置へ至るトンネル内の道路上位置に設けた誘導点ｂ，ｃ，ｄの位置
情報を記憶する。誘導点ｂはトンネル進入前のＧＰＳ受信器によって測位可能な位置から
１ｋｍ以内の位置に設定し、各誘導点間の距離も１ｋｍ以内に設定している。トンネル進
入点ａで測位不能になる直前の現在位置から誘導点ｂに向けて測位不能になる直前の速度
で進行しているものとして現在位置を更新していき、各誘導点位置に到達したら次の誘導
点に向けて同様に現在位置を更新する。次の誘導点がない場合にはトンネル内速度測定装
置へ向けて同様に現在位置を更新する。トンネル内速度測定装置ｅとの現在位置の関係が
２ｋｍ、１ｋｍ、５００ｍになった際にそれぞれ接近警報を発するようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１１－３９０３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記の電子機器では、トンネル進入点ａで測位不能になる直前の現在位
置から誘導点ｂに向けて測位不能になる直前の速度で進行しているものとして現在位置を
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更新しているので、現実の現在位置との間に誤差が生じるという問題点がある。
【０００９】
　そこで、本発明は、位置情報や移動速度を取得できない状況であっても、電子機器が移
動しているのか、停止しているのかを正確に判定でき、的確に目的物の設置位置に関する
情報の報知を行なうことのできる電子機器及びプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述した目的を達成するために、本発明に係る電子機器は、受信手段が受信した電波に
基づいて、現在位置を取得するための位置取得手段と、目的物の位置情報を記憶する記憶
手段と、前記位置取得手段によって取得した現在位置と前記記憶手段によって記憶された
目的物の位置情報との接近関係に基づいて当該目的物の設置位置に関する情報の報知を報
知手段から報知させる制御を行う制御手段とを備える電子機器において、現在の移動速度
を取得するための速度取得手段と、当該電子機器の振動状態を検出する振動検出手段と、
当該振動検出手段の検出結果から当該電子機器が移動しているか否かを判定する移動判定
手段とを備え、前記記憶手段は、前記目的物の位置情報として現在位置が取得できない箇
所にある目的物の位置情報を記憶し、前記移動判定手段が当該電子機器が移動していない
と判定した場合は、前記制御手段は、現在位置が取得できない箇所にある前記記憶手段に
記憶された目的物の位置へ進行しておらず、現在位置に停止しているものとして前記記憶
手段に記憶された現在位置が取得できない箇所にある目的物の位置へ接近関係を判定する
ことを特徴とする。
【００１１】
　このようにすることで、位置情報や移動速度を取得できない状況であっても、従来より
も的確に、電子機器（当該電子機器が設置された車両）が移動しているのか停止している
のかを判定でき、目的物の設置位置に関する情報の報知を行なうことができる。
【００１２】
　また、本発明に係る電子機器では、前記振動検出手段としては、三軸加速度センサを用
い、前記移動判定手段は、前記三軸加速度センサの各軸毎の検出値を当該電子機器が移動
しているか否かを判定する所定の閾値と比較して判定し、前記三軸加速度センサの各軸毎
の検出値を判定する前記所定の閾値の内の少なくとも一つを他の二つと異ならせるように
してもよい。
【００１３】
　このようにすることで、当該電子機器が移動しているか否かをより的確に判定すること
ができる、例えば、電子機器（当該電子機器が設置された車両）が移動している場合の三
軸の各方向における振動の差に対応して、閾値を定めると、電子機器の移動判定をより正
確に行うことができる。
【００１４】
　また、本発明に係る電子機器では、前記振動検出手段としては、三軸加速度センサを用
い、前記移動判定手段は、前記三軸加速度センサの各軸毎の検出値を当該電子機器が移動
しているか否かを判定する一つの閾値と比較して判定し、前記三軸加速度センサの各軸毎
の検出値のいずれか１つでも前記閾値を越えていたら、当該電子機器が移動していると判
定するようにしてもよい。
【００１５】
　このようにすることで、電子機器（当該電子機器が設置された車両）が移動しているか
否かを１つの閾値で、簡単に判定できる。
【００１６】
　また、本発明に係る電子機器では、前記制御手段は、前記位置取得手段によって現在位
置が取得できない状態であり、かつ、前記速度取得手段によって現在の速度が取得できな
い状態である場合に、前記移動判定手段が前記電子機器が移動していると判定した場合は
、現在の推定速度を決定し、前記記憶手段に記憶された現在位置が取得できない箇所にあ
る目的物の位置へ前記推定速度で進行しているものとして当該目的物との前記接近関係を



(6) JP 2012-251941 A 2012.12.20

10

20

30

40

50

判定するようにしてもよい。
【００１７】
　このようにすることで、位置情報や移動速度を取得できない状況であっても、移動判定
手段が前記電子機器が移動していると判定した場合は、現在の推定速度を決定し、その推
定速度で進行しているものとして目的物との接近関係を判定することができる。
【００１８】
　また、本発明に係る電子機器では、前記記憶手段は、前記目的物の位置情報として現在
位置が取得できない箇所と目的物の位置との間の標準速度を少なくとも１つ記憶しておき
、前記現在の推定速度の決定は、前記記憶手段に記憶された標準速度に基づいて行うよう
にしてもよい。
【００１９】
　このようにすることで、位置情報や移動速度を取得できない状況であっても、移動判定
手段が前記電子機器が移動していると判定した場合は、記憶手段に記憶された標準速度に
基づいて簡便に現在の推定速度の決定を行うことができる。
【００２０】
　また、本発明に係る電子機器では、前記現在の推定速度の決定は、前記速度取得手段に
よって取得できていた過去の速度状態に基づいて行うようにしてもよい。
【００２１】
　このようにすることで、位置情報や移動速度を取得できない状況であっても、移動判定
手段が前記電子機器が移動していると判定した場合は、位置情報や移動速度を取得できな
くなる直前の速度状態に基づいて簡便に現在の推定速度の決定を行うことができる。
【００２２】
　また、本発明に係る電子機器では、前記移動判定手段により前記電子機器が移動してい
ないと判定されている状態で、前記振動検出手段からの検出値が所定の閾値以上となった
場合に、前記移動判定手段は、前記電子機器が移動していると判定するようにしてもよい
。
【００２３】
　このようにすることで、簡単に電子機器が移動しているか否かを判定できるため、短時
間で判定処理ができ、車両の状態に対する追従性を高めることができる。例えば、位置情
報や移動速度を取得できない状況で、前記移動判定手段により前記電子機器が移動してい
ないと判定されている状態では、一度でも、前記振動検出手段からの検出値が所定の閾値
以上となった場合に、前記移動判定手段は、前記電子機器が移動していると判定するとよ
い。このようにすれば、停止状態から移動状態への判定をさらに迅速に行うことができる
。
【００２４】
　また、本発明に係る電子機器では、前記移動判定手段により前記電子機器が移動してい
ると判定されている状態で、前記振動検出手段からの検出値が所定の閾値以下の状態を所
定秒間継続した場合に、前記移動判定手段は、前記電子機器が移動していないと判定する
ようにしてもよい。尚、この所定秒間は、例えば、３秒等の整数に限られるものでなく、
３．２秒、３．２５秒等の判定に適した任意の時間を設定すればよい。
【００２５】
　このようにすることで、位置情報や移動速度を取得できない状況であっても、前記移動
判定手段により前記電子機器が移動していると判定されている状態では、前記振動検出手
段からの検出値が所定の閾値以下の状態を所定秒間継続しないと停止状態と判定しないの
で、移動状態から停止状態への判定を正確に行うことができる。
【００２６】
　また、本発明に係る電子機器では、前記移動判定手段により前記電子機器が移動してい
ないと判定されている状態で、前記振動検出手段からの検出値が所定の閾値以上に一回で
もなった場合に、前記移動判定手段は、前記電子機器が移動していると判定し、前記移動
判定手段により前記電子機器が移動していると判定されている状態で、前記振動検出手段
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からの検出値が所定の閾値以下の状態を所定秒間継続した場合に、前記移動判定手段は、
前記電子機器が移動していないと判定するようにしてもよい。
【００２７】
　このようにすることで、停止状態から移動状態への判定を迅速に行うことができ、また
、移動状態から停止状態への判定を正確に行うことができる。
【００２８】
　また、本発明に係る電子機器では、前記振動検出手段からの検出値は、一定時間間隔毎
に検出した値の所定時間内の平均値であるようにしてもよい。
【００２９】
　このようにすることで、振動検出手段は、検出値のノイズを平準化することができ、正
確な検出を行うことができる。
【００３０】
　また、本発明に係る電子機器では、前記移動判定手段により前記電子機器が移動してい
ないと判定されている状態から、前記移動判定手段により前記電子機器が移動していると
判定された場合には、現在の推定速度は、第一の所定時間かけて停止速度から前記標準速
度に上げるようにしてもよい。
【００３１】
　このようにすることで、停止状態から移動状態へ自然な加速を行うことができる。
【００３２】
　また、本発明に係る電子機器では、前記移動判定手段により前記電子機器が移動してい
ると判定されている状態から、前記移動判定手段により前記電子機器が移動していないと
判定された場合には、現在の推定速度は、前記第一の所定時間より短い第二の所定時間か
けて前記標準速度から停止速度に下げるようにしてもよい。
【００３３】
　自動車等の車両では、停止状態から所定速度までの加速時間より、所定速度から停止状
態までの減速時間の方が短い時間であるので、このようにすることで、移動状態から停止
状態へ自然な減速を行うことができる。
【００３４】
　また、本発明に係る電子機器では、前記第二の所定時間は、前記移動判定手段により前
記電子機器が移動していると判定されている状態で、前記振動検出手段からの検出値が所
定の閾値以下の状態を所定秒間継続した場合に、前記移動判定手段は、前記電子機器が移
動していないと判定するために使用する当該所定秒間より長い時間であるようにしてもよ
い。
【００３５】
　このように第二の所定時間を所定秒間より長い時間とすることで、所定秒間より長い時
間の間、現在の推定速度はゼロにならない。従って、第二の所定時間の間に、振動検出手
段からの検出値が所定の閾値以上となった場合には、推定速度はゼロにならないまま、増
加していくこととなる。そのため、「所定の閾値以下の状態を所定秒間」を例えば１秒間
のように比較的短時間として停止していないにもかかわらず停止したと判定された場合で
あっても、推定速度はゼロにならずに復帰できる可能性を高めることができる。
【００３６】
　また、本発明に係る電子機器では、前記第二の所定時間は１秒から５秒の間であり、前
記所定秒間は１秒から５秒の間であるようにしてもよい。
【００３７】
　このようにすることで、例えば推定速度に基づく表示（例えば数値で速度を表示したり
、地図上の位置を移動させたり）をする場合、車両を停止させてから、この表示を見たと
きに、自己の車両停止操作に追従して速度が減少しているように感じさせることができる
。
【００３８】
　また、本発明に係る電子機器では、前記位置取得手段及び前記速度取得手段は、ＧＰＳ
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モジュールを用いてもよい。
【００３９】
　また、本発明に係る電子機器では、前記記憶手段は、現在位置が取得できない箇所にあ
る目的物としてトンネル内の速度測定装置の位置情報を記憶し、前記報知手段からの報知
はトンネル内速度測定装置への接近警告としてもよい。
【００４０】
　また、本発明に係る電子機器では、前記制御手段は、前記目的物の位置へ前記推定速度
で進行している旨を示す報知をさせる制御を行うようにしてもよい。
【００４１】
　このようにすれば、当該電子機器が、目的物との接近関係の判定を、現在位置が取得で
きない箇所にある目的物の位置へ推定速度で進行しているものとして行なっている状態に
あるということを知ることが出来る。したがって、このような報知がなされているときに
、推定速度からずれた速度で走行している場合には、接近警告とのずれが生じうることを
容易に認識することができ、運転者は予め注意して走行することができる。
【００４２】
　また、本発明の第二の態様のプログラムは、上記に記載の電子機器における制御手段と
しての機能をコンピュータに実現させるためのプログラムであることを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の好適な一実施形態であるレーダー探知機の正面斜め上から見た斜視図で
ある。
【図２】レーダー探知機の左側面図である。
【図３】レーダー探知機のブロック図である。
【図４】待ち受け画面の表示例を示す図である。
【図５】レーダースコープの表示例を示す図である。
【図６】ＧＰＳ警報の表示例を示す図である。
【図７】レーダー波警報機能における警報画面の表示例を示す図である。
【図８】トンネル内速度測定装置警報画面（２ｋｍ）の表示例を示す図である。
【図９】トンネル内速度測定装置警報画面（１ｋｍ）の表示例を示す図である。
【図１０】トンネル内速度測定装置警報画面（５００ｍ）の表示例を示す図である。
【図１１】トンネル内速度測定装置への接近警告を行なう場合の誘導点等の設定状況を示
す図である。
【図１２】現在位置推定処理の流れを示すフローチャートである。
【図１３】三軸加速度センサによる判定処理のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
　以下、本発明の電子機器の一実施形態であるレーダー探知機１について図面を参照して
説明する。図１及び図２に示すレーダー探知機１は、周知のように、速度違反取締用のマ
イクロ波レーダーの電波を受信して警告を発したり、ループコイル式速度違反取締機等の
電波を出さない速度違反取締機の位置をＧＰＳ衛星からの電波を受信して警告を発する。
また、レーダー探知機１は、通常自動車のダッシュボード上に取り付けられる。
【００４５】
　レーダー探知機１は、図１に示すように、ケース本体１１の上面にソーラーパネル２並
びにスイッチ部３を配置し、ケース本体１１の前面側（車両前方へ配置される側（フロン
トガラス側））内部に速度測定装置の発する周波数帯のマイクロ波を検知するマイクロ波
受信器４を配置し、ケース本体１１の後面側（車両後方へ配置される側（ユーザ側））に
表示部５と警報ランプ６と赤外線通信機７とリモコン受信器１６を配置している。また、
ケース本体１１の上面側内部には、ＧＰＳ受信器８を配置する。さらに、ケース本体１１
の左側面には、アダプタージャック９（図２参照）を配置し、他方の側面には電源スイッ
チ１０並びに図示外のＤＣジャックを配置する。また、ケース本体１１内には、スピーカ
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２０（図３参照）も内蔵している。本実施形態では、表示部５は２．４インチの小型液晶
ディスプレイであり、表示部５を実装するケース本体１１の後方側の高さＨは、その他の
部位の高さＨ０よりも大きくしている。
【００４６】
　次に、図３を参照して、レーダー探知機１の電気的構成を説明する。レーダー探知機１
には、主制御を行う制御部１８が設けられ、制御部１８は、ＣＰＵ３１、ＥＥＰＲＯＭ３
２、ＲＡＭ３３等から構成されている。また、制御部１８には、ＧＰＳ衛星からの電波を
受信するＧＰＳ受信機（ＧＰＳモジュール）８、速度計測用のレーダーからのマイクロ波
を受信するマイクロ波受信器（マイクロ波受信モジュール）４、交通取り締まりの連絡用
のＵＨＦ帯の無線電波を受信する警察無線受信機（無線受信モジュール）１５、振動を検
出して、レーダー探知機１が取り付けられた自動車の停止・移動を検出する三軸加速度セ
ンサ２１、レーダー探知機１を操作するためのリモコン１７からの赤外線を受信するリモ
コン受信機１６、各種の情報や警告画面を表示するカラー液晶から構成された表示部５、
点滅又は点灯して報知を行うランプ６、警告の音声を発するスピーカ２０、速度違反取締
機が設置されている最新の位置情報を記憶したメモリカード１４が挿入されるメモリカー
ドリーダ１３、携帯電話と赤外線通信を行う赤外線通信機７、及びメモリカード１４から
読み込んだ速度違反取締機が設置されている最新の位置情報等の各種データ等を記憶する
データベース１９（以下、「ＤＢ１９」とも言う。）が接続されている。
【００４７】
　図３に示すように、赤外線通信機７は携帯電話機１２等の赤外線通信機を内蔵した通信
装置との間でデータの送受を行なう。アダプタージャック９は、メモリカードリーダ１３
を接続する端子である。アダプタージャック９にメモリカードリーダ１３を接続すること
で、そのメモリカードリーダ１３に装着されたメモリカード１４に格納されたデータを内
部に取り込むことができる。より具体的には、メモリカード１４に格納されたデータは、
新規な目的物の情報（経度・緯度を含む位置情報，種別情報等）などの更新情報があり、
その更新情報が制御部１８経由で装置に内蔵されるデータベース１９に格納（ダウンロー
ド）され、データ更新がされる。なお、メモリカードリーダ１３の機能は、ケース本体１
１内に内蔵するように構成してもよい。
【００４８】
　データベース１９は、制御部１８のマイコン内あるいはマイコンに外付けした不揮発性
メモリ（たとえばＥＥＰＲＯＭ）である。データベース１９には、出荷時に一定の目的物
に関する情報を登録しており、その後に追加された目的物についてのデータ等が上記のよ
うにしてデータ更新することができる。また、データ更新は、赤外線通信機７を介して行
なうこともできる。
【００４９】
　ケース本体１１には、図示外のＤＣジャックが設けられており、図示外のシガープラグ
コードが接続され、そのシガープラグコードを介して車両のシガーソケットに接続して電
源供給を受ける。無線受信器１５は、飛来する所定周波数の無線を受信する。リモコン受
信器１６は、赤外線によりリモコン（携帯機：子機）１７とデータ通信をし、装置に対す
る各種の設定を行なう。また、スイッチ部３も制御部１８に接続され（図示省略）、リモ
コン１７と同様の設定を行えるようになっている。リモコン１７には、待受切替ボタン、
詳細切替ボタン、履歴表示ボタン、キャンセルボタン、決定ボタンと、上下左右の十字ボ
タンを備えている。
【００５０】
　また、制御部１８は、上記の各種の入力機器（ＧＰＳ受信器８、マイクロ波受信器４、
無線受信器１５、リモコン受信器１６、メモリカードリーダ１３、赤外線通信機７）から
入力される情報に基づき所定の処理を実行し、出力機器（表示部５，警報ランプ６，スピ
ーカ２０）を利用して所定の警報・メッセージを出力する。なお、これらの基本構成は、
基本的に従来のものと同様のものを用いることができる。
【００５１】
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　本実施形態のレーダー探知機１における機能は、制御部１８に有するＣＰＵ（コンピュ
ータ）が実行するプログラムとして制御部１８のＥＥＰＲＯＭ３２に格納され、これを制
御部１８に有するＣＰＵ（コンピュータ）が実行することで実現される。
【００５２】
　制御部１８の有するプログラムによってコンピュータが実現する機能としては、待ち受
け画面表示機能、レーダースコープ表示機能、ＧＰＳ警報機能、レーダー波警報機能、無
線警報機能、トンネル内速度測定装置警報機能などが挙げられる。
【００５３】
　待ち受け画面表示機能は、図４に示すように、ＧＰＳ受信器８によって検出した自車両
の速度、緯度、経度、高度を表示する機能である。レーダースコープ表示機能は、図５に
示すように、ＧＰＳ受信器８によって検出した現在位置から所定の範囲内（例えば約１ｋ
ｍの範囲内）にある目的物をデータベース１９に記憶された位置情報に基づいて検索し、
自車位置と目的物の位置との相対的な位置関係を表示部５に表示させる機能である。図５
中の左側の「Ｗ」が西、右側の「Ｅ」が東、上側の「Ｎ」が北の方角を示し、「Ｗ」と「
Ｅ」を結ぶ左右方向の線と「Ｎ」から下へ伸びる上下方向の線との交点にあるアイコンが
自車位置を示している。また「Ｌ」「ＲＤ」「Ｐ」「Ｎ」等の文字を有するアイコンが目
的物の種類と位置を示す。図４に示すような待ち受け画面表示機能実行中にリモコン１７
に設けた待受切替ボタンの押下が検出された場合、図５に示すようなレーダースコープ表
示機能に切り替える。また、レーダースコープ表示機能実行中にリモコン１７に設けた待
受切替ボタンの押下が検出された場合、待ち受け画面表示機能に切り替える処理を行う。
【００５４】
　制御部１８は、待ち受け画面表示機能またはレーダースコープ表示機能の実行中に、発
生したイベントに応じて、ＧＰＳ警報機能、レーダー波警報機能、無線警報機能、トンネ
ル内速度測定装置警報機能等の各機能を実現する処理を実行する。
【００５５】
　ＧＰＳ警報機能は、待ち受け画面表示機能またはレーダースコープ表示機能の実行中に
、データベース１９に記憶された目的物の緯度経度とＧＰＳ受信器８によって検出した現
在位置の緯度経度から両者の距離を求め、求めた距離がデータベース１９に記憶された接
近警報距離になった場合に、データベース１９に記憶された写真または模式図のデータを
読み出して表示部５に表示させるとともに、データベース１９に記憶された音声データを
読み出してスピーカ２０から接近警報音声を出力する接近報知を行なう機能である。
【００５６】
　こうした目的物としては、固定式速度測定装置（レーダーのようにレーダー波（マイク
ロ波）を発する速度測定装置やループコイルのように、レーダー波を発しない速度測定装
置を含む）、制限速度切替りポイント、取締エリア、検問エリア、駐禁監視エリア、Ｎシ
ステム、交通監視システム、交差点監視ポイント、信号無視抑止システム、警察署、事故
多発エリア、車上狙い多発エリア、急／連続カーブ（高速道）、分岐／合流ポイント（高
速道）、ＥＴＣレーン事前案内（高速道）、サービスエリア（高速道）、パーキングエリ
ア（高速道）、パーキングエリア（高速道）、ハイウェイオアシス（高速道）、スマート
インターチェンジ（高速道）、ＰＡ／ＳＡ内 ガソリンスタンド（高速道）、トンネル（
高速道）、ハイウェイラジオ受信エリア（高速道）、県境告知、道の駅、ビューポイント
パーキング等があり、これらの目的物の位置を示す緯度経度情報と目的物の種別情報と表
示部５に表示する模式図または写真のデータとスピーカ２０から出力する音声の音声デー
タとを対応付けてデータベース１９に記憶している。
【００５７】
　例えば、図４の待ち受け画面表示機能または図５のレーダースコープ機能の実行中に、
目的物であるループコイルと自車との距離がデータベース１９に記憶された接近警告距離
である２ｋｍ、１ｋｍ、５００ｍのいずれかになった場合には、目的物であるループコイ
ルの模式図または写真のデータをデータベース１９から読み出して表示部５に表示させる
とともに、データベース１９に記憶された音声データを読み出してスピーカ２０から警報
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音声を出力する接近報知を行なう。例えば、５００ｍに接近した場合には、図６のように
、画面右側に図５と同様のレーダースコープ画面を表示して目的物であるループコイルと
自車位置との位置関係を表示するとともに、ループコイルを示す目的物であるループコイ
ルの模式図または写真のデータをデータベース１９から読み出して表示部５に表示させ、
「５００ｍ先ループコイルです、スピード注意」という音声データをデータベース１９か
ら読み出してスピーカ２０から出力させる。また、警報音声の出力中は、警報ランプ６を
点燈させる。
【００５８】
　レーダー波警報機能は、マイクロ波受信器４によって速度測定装置（移動式レーダー等
のレーダー波を発する速度測定装置）から発せられる周波数帯のマイクロ波に対応する信
号が検出された場合に、表示部５に対して警報画面を表示するとともに、スピーカ２０か
ら警報音を出力する警報機能である。例えば、レーダーの発するマイクロ波の周波数帯の
マイクロ波がマイクロ波受信器４によって検出された場合に、図７に示すように、データ
ベース１９に記憶されたレーダーの模式図または写真を表示部５に警報画面として表示す
るとともに、データベース１９に記憶された音声データを読み出して「レーダーです。ス
ピード注意」という音声をスピーカ２０から出力する。音声出力中は、警報ランプ６を点
燈させる。
【００５９】
　無線警報機能は、無線受信器１５によって、緊急車両等の発する無線を受信した場合に
、その走行等の妨げとならないよう、警報を発する機能である。無線警報機能においては
、取締無線、カーロケ無線、デジタル無線、特小無線、署活系無線、警察電話、警察活動
無線、レッカー無線、ヘリテレ無線、消防ヘリテレ無線、消防無線、救急無線、高速道路
無線、警備無線等の周波数をスキャンし、スキャンした周波数で、無線を受信した場合に
は、データベース１９に無線種別ごとに記憶されたその周波数に対応する無線を受信した
旨の模式図を警報画面として表示部５に表示するとともに、データベース１９に無線種別
ごとに記憶された音声データを読み出して、スピーカ２０からその無線の種別を示す警報
音声を出力する。たとえば、取締無線を受信した場合には「取締無線です。スピード注意
」のように音声を出力する。音声出力中は、警報ランプ６を点燈させる。
【００６０】
　本実施例のレーダー探知機１は、さらに、トンネル内速度測定装置警報機能を備える。
この機能は、ＧＰＳ受信器８によって、ＧＰＳ電波が受信できず、現在位置や現在速度が
取得できないトンネル内に設置された速度測定装置（ループコイルタイプなどの速度測定
装置）の位置への接近警報を発する機能である。すなわち、待ち受け画面表示機能または
レーダースコープ表示機能の実行中に、データベース１９に記憶されたトンネル内速度測
定装置の緯度経度と現在位置推定処理によって求めた現在位置の緯度経度から両者の距離
を求め、求めた距離がデータベース１９に記憶された接近警報距離になった場合に、図１
０に示すように、データベース１９に記憶された写真または模式図のデータを読み出して
表示部５に表示させるとともに、データベース１９に記憶された音声データを読み出して
スピーカ２０から接近警報音声を出力する接近報知（警報）を行なう機能である。この機
能を実現するために制御部１８は、現在位置推定処理及びトンネル内速度測定装置警報処
理を行う。
【００６１】
　トンネル内や高架下等では、ＧＰＳ受信器８によって、ＧＰＳ電波が受信できず、現在
位置や現在速度が取得できないため現在位置推定処理を行う。
【００６２】
　この現在位置推定処理及びトンネル内速度測定装置警報処理のために、データベース１
９には、トンネル内速度測定装置と、トンネル内速度測定装置の位置へ至るトンネル内の
道路上位置に設けた誘導点の位置情報を記憶している。例えば、図１１に示すように、点
ａ（現在位置が取得できない状態となることが想定される位置）から点ｆに至る破線部分
がトンネルでありこの部分の両端外側の実線部分がトンネル外である道路において、トン
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ネル内速度測定装置（例えばループコイル式速度測定装置）ｅの位置（現在位置が取得で
きない箇所にある目的物の位置）の位置情報（緯度経度情報）と、トンネル内速度測定装
置ｅの位置へ至るトンネル内の道路上位置に順に設けた誘導点ｂ，ｃ，ｄの位置情報（緯
度経度情報）と、その道路が一般道であるか高速道であるかの道路種別情報とを対応付け
てデータベース１９に記憶しておく。最初の誘導点である誘導点ｂはトンネル進入前のＧ
ＰＳ受信器８によって測位可能な位置から１ｋｍ以内の位置に設定している（誘導点ｂか
ら１ｋｍの範囲を円Ｂで図示している）。誘導点ｂと誘導点ｃ、誘導点ｃと誘導点ｄのよ
うに、ある誘導点から次の誘導点までの距離も１ｋｍ以内に設定しており、かつ、ある誘
導点から次の誘導点が１つに決定できる位置に各誘導点の位置を設定する。すなわち、す
でに誘導に利用済みの誘導点を除いて１ｋｍ以内には誘導点が１つになるように各誘導点
の位置を設定する。図１１では、誘導点ｃから１ｋｍの範囲を円Ｃで、誘導点ｄから１ｋ
ｍの範囲を円Ｄで図示している。図１１のように誘導点ｂの位置から１ｋｍ以内には次の
誘導点であるｃのみを配置し、誘導点ｃの位置から１ｋｍ以内には次の誘導点であるｄの
みを配置する（誘導点ｂの位置も誘導点ｃの位置から１ｋｍ以内の位置であるがすでに誘
導に利用済みであるので、次の誘導点の候補から除外し、結果、次の誘導点はｄに定まる
。）
【００６３】
　次に、現在位置推定処理について、図１２のフローチャートを参照して説明する。まず
、現在位置が誘導点から１ｋｍ以内か否かを判定する（Ｓ１０）。現在位置が誘導点から
１ｋｍ以内である場合（Ｓ１０：ＹＥＳ）、Ｓ１１へ移行する。一方、現在位置が誘導点
から１ｋｍ以内でない場合（Ｓ１０：ＮＯ）、この判定（Ｓ１０）を繰り返し実行する。
【００６４】
　Ｓ１１では、誘導点から１ｋｍ以内に現在位置が入る誘導点を現在の誘導点として設定
し、ＧＰＳ受信器８から取得した現在位置を制御部１８内のＲＡＭ３３上に設けたトンネ
ル内現在位置記憶領域に記憶し、ＧＰＳ受信器８から取得した現在速度を制御部１８内の
ＲＡＭ３３上に設けたトンネル内現在速度記憶領域に記憶し、制御部１８のマイコン内の
タイマＴをリスタートする。なお、ＧＰＳ受信器８から現在位置や現在速度が取得できな
い場合にはこれらの記憶処理とタイマＴのリスタートは行わない。
【００６５】
　続くＳ１２では、ＧＰＳ受信器８から現在位置と現在速度が取得できない状態（この状
態を非測位状態と称する）が５秒以上継続しているか否かを判定する。非測位状態が５秒
以上継続している場合（Ｓ１２：ＹＥＳ）、Ｓ１３へ移行し、非測位状態が５秒以上継続
していない場合には、Ｓ１０へ戻る。非測位状態が５秒以上継続している場合（Ｓ１２：
ＹＥＳ）は、一般的に、ＧＰＳ衛星からの電波をＧＰＳ受信器８で受信できない状態であ
り、トンネルの中や高架下や高層ビルの陰に入っている場合である。このような場合でも
、自動車は所定速度で移動しているので現在位置や速度が分からなくなるが、レーダー探
知機の機能を維持する必要がある。
【００６６】
　次いで、Ｓ１３では、本発明のポイントである三軸加速度センサによる判定処理を行う
（Ｓ１３）。この判定処理は、具体的には、図１３に示す三軸加速度センサによる判定処
理のサブルーチンに基づいて行われる。図１３を参照して、三軸加速度センサによる判定
処理を説明する。まず、三軸加速度センサ２１の出力（検出値）を取得する（Ｓ３１）。
ここでは、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸の３つを取得する（Ｓ３１）。次いで、三軸加速度センサ２
１の各軸毎に出力（検出値）の振幅を一定時間平均化する（Ｓ３２）。具体的には、三軸
加速度センサ２１からの各軸毎に出力（検出値）の振幅を現時点から過去所定秒間（一例
として、１秒間）において、一定時間間隔毎（一例として、４０ｍｓ毎）に検出し、所定
回数分（一例として２５回分）平均化する（Ｓ３２）。
【００６７】
　次いで、現在状態が停止状態で、Ｓ３２で平均化した値が、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸の何れか
１つでも０．０１７Ｇ以上であれば（Ｓ３３：ＹＥＳ）、現在は移動状態であると判定し
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、現在状態を移動状態に変更してＲＡＭ３３に記憶し、直前状態を停止状態に変更してＲ
ＡＭ３３に記憶する（Ｓ３４）。以降、ＲＡＭ３３に記憶された「現在状態」が「移動状
態」であることを「現在移動」ともいい、ＲＡＭ３３に記憶された「現在状態」が「停止
状態」であることを「現在停止」ともいう。また、ＲＡＭ３３に記憶された「直前状態」
が「移動状態」であることを「直前移動」ともいい、ＲＡＭ３３に記憶された「直前状態
」が「停止状態」であることを「直前停止」ともいう。なお、初めてＳ３３を実行する際
の現在状態と直前状態は移動状態に初期設定している。次いで、図１２のフローチャート
にリターンする。振動の検知をＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸の三軸で行っているのは、自動車の走り
方により振動が出やすい軸が異なるからである。また、等速運動の場合には、Ｚ軸に振動
が出やすい。さらに、振動の検知をＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸の三軸で行えば、路面が平面でＺ軸
の振幅が取りにくい場合でも、加減速はＸ軸で、方向回転はＹ軸で検知できる。従って、
最終的にどれかの軸で振幅が大きくなれば動いていると判定することができる。
【００６８】
　また、現在状態が移動状態で、Ｓ３２で平均化した値が、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸の全てが０
．００９Ｇ以下が３秒以上継続した場合は（Ｓ３３＝ＮＯ，Ｓ３５：ＹＥＳ）、現在は停
止状態であると判定し、現在状態を停止状態に変更してＲＡＭ３３に記憶し、直前状態を
移動状態に変更してＲＡＭ３３に記憶する（Ｓ３６）。次いで、図１２のフローチャート
にリターンする。また、Ｓ３３：ＮＯ，Ｓ３５：ＮＯと判断された場合には、現在は直前
の状態から変化なしと判定し、現在状態、直前状態のＲＡＭ３３の記憶内容を変更する処
理は行わず、現在状態、直前状態は変化させないままにする（Ｓ３７）。次いで、図１２
のフローチャートにリターンする。尚、Ｓ３５に規定の３秒は、必ずしもこの時間には限
られず、例えば、１秒から５秒の間であれば、一回でも０．００９Ｇ以下が検出されたこ
とにより直ちに移動状態から停止状態になったとの誤判断がされることがない。また、Ｓ
３３の閾値０．０１７Ｇ及びＳ３５の閾値０．００９Ｇは一例であり、自動車の振動特性
に合わせて適宜設定すればよい。
【００６９】
　また、Ｓ３３の判断では、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸の全てが同一の閾値０．０１７Ｇ以上であ
れば、現在は移動状態であると判定してもよい（Ｓ３４）。また、Ｓ３５の判断では、Ｘ
軸、Ｙ軸、Ｚ軸の何れか１つでも閾値０．００９Ｇ以下が３秒以上継続した場合は（Ｓ３
５：ＹＥＳ）、現在は停止状態であると判定してもよい（Ｓ３６）。Ｓ３３の閾値は、Ｘ
軸、Ｙ軸、Ｚ軸の三軸共に同じ値の０．０１７Ｇを用いているが、特定の軸のみ他の軸よ
り大きくしてもよい。また、Ｓ３５の閾値は、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸の三軸共に同じ値の０．
００９Ｇを用いているが、特定の軸のみ他の軸より大きくしてもよい。このようにするこ
とにより、自動車の振動特性に合わせた閾値を設定して、より正確に判定することが可能
になる。尚、上記の閾値は、カット＆トライで自動車の振動特性に合うように設定すれば
よい。
【００７０】
　次いで、「直前移動」であり、三軸加速度センサによる判定処理（Ｓ１３）の判定が「
現在移動」の場合（Ｓ１４：ＹＥＳ、）トンネル内現在位置記憶領域に記憶された現在位
置（推定位置）から、現在の誘導点の方向へ向けて、Ｓ１１でトンネル内現在速度記憶領
域に記憶された現在速度（推定速度）にて走行しているものとして、タイマＴの示す時間
にこの現在速度を乗じて、トンネル内現在位置記憶領域に記憶された現在位置を更新する
（Ｓ１５）。そして、タイマＴをリスタートする（Ｓ１５）。
【００７１】
　また、「直前停止」であり、「現在移動」の場合（Ｓ１４：ＮＯ，Ｓ２１：ＹＥＳ）、
０ｋｍ／ｈから所定速度に加速する発進処理を行う（Ｓ２２）。この発進処理では、一例
として、現在の誘導点の位置情報に対応付けて記憶された道路種別情報が一般道であれば
、０ｋｍ／ｈから６０ｋｍ／ｈに速度を１０秒かけてゆっくりＵＰさせる。ゆっくりＵＰ
させる処理としては、この例でいえば、例えば、０ｋｍ／ｈから６０ｋｍ／ｈに１０秒か
けてリニアにアップさせる処理と処理が簡便でよい。以下別の例でも同様である。DOWNさ
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せる場合も同様である。また、現在の誘導点の位置情報に対応付けて記憶された道路種別
情報が高速道であれば、０ｋｍ／ｈから８０ｋｍ／ｈに速度を１０秒かけてゆっくりＵＰ
させる。次いで、トンネル内現在位置記憶領域に記憶された現在位置（推定位置）から、
現在の誘導点の方向へ向けて、トンネル内現在速度記憶領域に記憶された現在速度（推定
速度）にて走行しているものとして、タイマＴの示す時間にこの一般道６０ｋｍ／ｈ、高
速道８０ｋｍ／ｈを乗じて、トンネル内現在位置記憶領域に記憶された現在位置を更新す
る（Ｓ２３）。そして、タイマＴをリスタートする（Ｓ２３）。尚、１０秒かけてゆっく
りＵＰしているのは、通常の自動車では、停止状態から６０ｋｍ／ｈや８０ｋｍ／ｈに加
速できるのは、１０秒程度であるからである。また、この１０秒は、必ずしもこの時間に
限られず、自動車の加速性能を考慮して、適宜設定すればよい。
【００７２】
　また、「直前移動」であり、「現在停止」の場合（Ｓ２１：ＮＯ，Ｓ２４：ＹＥＳ）、
停止処理を行う（Ｓ２５）。この停止処理では、一例として、現在の誘導点の位置情報に
対応付けて記憶された道路種別情報が一般道であれば、６０ｋｍ／ｈから０ｋｍ／ｈに速
度を２秒かけてＤＯＷＮさせる。また、現在の誘導点の位置情報に対応付けて記憶された
道路種別情報が高速道であれば、８０ｋｍ／ｈから０ｋｍ／ｈに速度を２秒かけてＤＯＷ
Ｎさせる。その後、Ｓ１０に戻る。尚、停止処理（Ｓ２５）の２秒は、必ずしもこの時間
に限られず、例えば、１秒から５秒程度で有れば、自然な停止感が得られる。
【００７３】
　続くＳ１６では、トンネル内現在位置記憶領域に記憶された現在位置が現在の誘導点の
位置に到達したか否かを判定する。トンネル内現在位置記憶領域に記憶された現在位置が
現在の誘導点の位置に到達した場合（Ｓ１６：ＹＥＳ）、Ｓ１７へ移行する。一方、トン
ネル内現在位置記憶領域に記憶された現在位置が現在の誘導点の位置に到達していない場
合（Ｓ１６：ＮＯ）、Ｓ１０へ戻る。
【００７４】
　Ｓ１７では、次の誘導点があるか否かを判定する。すなわち、未利用の誘導点であって
、誘導点から１ｋｍ以内に現在位置が入る誘導点があるか否かを判定する。このような誘
導点がある場合（Ｓ１７：ＹＥＳ）、Ｓ１８へ移行する。一方このような誘導点がない場
合（Ｓ１７：ＮＯ）、Ｓ１９へ移行する。
【００７５】
　Ｓ１８では、未利用の誘導点であって、誘導点から１ｋｍ以内に現在位置が入る誘導点
を次の誘導点として設定し、Ｓ１０へ移行する。
【００７６】
　Ｓ１９では、現在位置から最も近いトンネル内速度測定装置の位置へ向けてトンネル内
現在速度記憶領域に記憶された現在速度にて走行しているものとして、タイマＴの示す時
間にこの現在速度を乗じて、トンネル内現在位置記憶領域に記憶された現在位置を更新す
る。そして、タイマＴをリスタートする。
【００７７】
　続くＳ２０では、トンネル内現在位置記憶領域に記憶された現在位置が現在位置から最
も近いトンネル内速度測定装置の位置に到達したか否かを判定する。トンネル内現在位置
記憶領域に記憶された現在位置が現在位置から最も近いトンネル内速度測定装置の位置に
到達した場合（Ｓ２０：ＹＥＳ）、本処理を終了して、再度Ｓ１０から処理を開始する。
一方、トンネル内現在位置記憶領域に記憶された現在位置が現在位置から最も近いトンネ
ル内速度測定装置の位置に到達していない場合（Ｓ２０：ＮＯ）、Ｓ１９へ戻る。
【００７８】
　以上のような現在位置推定処理によって求められる現在位置及び現在速度はトンネル内
現在位置記憶領域及びトンネル内現在速度記憶領域それぞれ参照することで他の処理から
取得することができる。
【００７９】
　制御部１８は、マルチタスクにてトンネル内速度測定装置警報処理を行う。トンネル内
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速度測定装置警報処理は、トンネル内速度測定装置ｅとのこの現在位置の関係が２ｋｍ、
１ｋｍ、５００ｍになった際にそれぞれ接近警報を発する処理である。接近警報は、従来
のＧＰＳ警報の処理と同様であるが、参照する現在位置は、トンネル内現在位置記憶領域
に記憶された現在位置とする。例えば、図４の待ち受け画面表示機能または図５のレーダ
ースコープ機能の実行中に、目的物であるトンネル内速度測定装置の位置と現在位置との
距離がデータベース１９に記憶された接近警告距離である２ｋｍ、１ｋｍ、５００ｍのい
ずれかになった場合には、目的物であるトンネル内速度測定装置の模式図または写真のデ
ータをデータベース１９から読み出して表示部５に表示させるとともに、データベース１
９に記憶された音声データを読み出してスピーカ２０から警報音声を出力する接近報知を
行なう。例えば、２ｋｍに接近した場合には、図８のように、画面右側に図５と同様のレ
ーダースコープ画面を表示して目的物であるトンネル内速度測定装置と自車位置との位置
関係を表示するとともに、トンネル内速度測定装置を示す目的物であるトンネル内速度測
定装置の模式図または写真のデータをデータベース１９から読み出して表示部５に表示さ
せる。データベース１９にはトンネル内速度測定装置の位置情報に関連付けて、当該トン
ネル内速度測定装置の設置箇所の制限速度に関する情報を記憶しておき、図８の画面内に
ある制限速度標識内にその制限速度を表示する（図８では８０ｋｍ／ｈが制限速度として
記憶されている場合の表示例である）。同時に「２ｋｍ先トンネル内速度測定装置です。
制限速度は８０ｋｍ／ｈです。」という音声データをデータベース１９から読み出してス
ピーカ２０から出力させる。また、警報音声の出力中は、警報ランプ６を点燈させる。
【００８０】
　以上のような処理によれば、図１１において、点ｏから点ａへ向けて本車載機器を設置
した車両が走行する場合、トンネル進入点ａでＧＰＳ８は測位不能（非測位）になり、制
御部１８は、現在位置（緯度経度情報）と現在速度が取得不能となる。そこで、制御部１
８は、現在位置推定処理によって、測位可能であったトンネル進入点ａの直前の現在位置
から誘導点ｂに向けての直線上を、測位不能になる直前の速度（以下現在速度と称する）
で進行しているものとして現在位置を更新していき、現在位置が誘導点ｂの位置に達した
ら、次の誘導点ｃに向けて、ｂｃを結ぶ直線上で、同様に現在位置を更新していくことと
なる。そして、現在位置が誘導点ｃの位置に達したら、次の誘導点ｄに向けて、ｃｄを結
ぶ直線上で、同様に現在位置を更新していく。そして次の誘導点がないため、現在位置か
ら最も近いトンネル内速度測定装置eへ向けて、ｄｅを結ぶ直線上で、同様に現在位置を
更新する。トンネル内速度測定装置eに現在位置が到達したら、現在位置の更新を停止す
る。そのまま車両が走行しつづけ、トンネル退出点ｆに至った場合、ＧＰＳ受信器８から
現在位置と現在速度が取得可能となる。
【００８１】
　制御部１８は、マルチタスクにてトンネル内速度測定装置警報処理を行うので、トンネ
ル内速度測定装置eとのこの現在位置の関係が２ｋｍ、１ｋｍ、５００ｍになった際にそ
れぞれ接近警報が発せられる。図１１には、トンネル内速度測定装置eの位置から２ｋｍ
の箇所を円Ｅ１で、１ｋｍの箇所を円Ｅ２で、５００ｍの箇所を円Ｅ３で図示している。
地点ｏ、地点ａ、地点ｂ、地点ｃ、地点ｄ、地点ｅ、地点ｆの順に車両が走行する場合、
まず、ｂｃを結ぶ直線と円Ｅ１との交点で、図８に示すようなトンネル内速度測定装置ま
で２ｋｍであることを示す警報画面が表示部５に表示され、「２ｋｍ先トンネル内速度測
定装置です。制限速度は８０ｋｍ／ｈです。」という警報音声がスピーカ２０から報知さ
れる。次にｄｅを結ぶ直線と円Ｅ２との交点で、図９に示すようなトンネル内速度測定装
置まで１ｋｍであることを示す警報画面が表示部５に表示され、「１ｋｍ先トンネル内速
度測定装置です。制限速度は８０ｋｍ／ｈです。」という警報音声がスピーカ２０から報
知される。最後にｄｅを結ぶ直線と円Ｅ３との交点で、図１０に示すようなトンネル内速
度測定装置まで５００ｋｍであることを示す警報画面が表示部５に表示され、「５００ｍ
先トンネル内速度測定装置です。制限速度は８０ｋｍ／ｈです。」という警報音声がスピ
ーカ２０から報知される。
【００８２】



(16) JP 2012-251941 A 2012.12.20

10

20

30

40

50

　以上のように、本発明に係る電子機器によれば、位置情報や移動速度を取得できない状
況であっても、三軸加速度センサ２１を用いて振動を検出して、現在は、停止状態か移動
状態かを判定するので、従来よりも的確に、目的物の設置位置に関する情報の報知を行な
うことができる。
【００８３】
　なお、本発明の実施形態はこれに限らず各種の形態を採りうる。例えば、本実施例で説
明した速度や距離の値などは、適宜の値をとることができる。
【００８４】
　また、たとえば、最初の誘導点や次の誘導点は、予め定めたほかのルールにそって決定
するようにしてもよい。例えば、データベース１９の誘導点の位置情報と関連付けて図１
１の矢印で示すような誘導点への許容進入方向に関する情報（例えば誘導点の位置から北
方向を０度とした時計回りの角度情報など）を記憶し、現在位置推定処理の図１２のＳ１
０やＳ１８での誘導点の有無や決定の処理では、さらに、この許容進入方向に対して所定
角度（例えばプラスマイナス３０度）の範囲内にトンネル内現在位置記憶領域に記憶され
た現在位置がある場合にのみ、その誘導点を対象の誘導点として決定すると決定するとよ
い。このようにすれば、近接する場所に複数の誘導点があったとしても、許容進入方向を
満たすものを誘導点として特定することができる。
【００８５】
　また、たとえば、速度測定装置の設置箇所の制限速度に関する情報の報知を行なった場
合、制限速度を越える速度で走行している車両は、速度を落とす可能性が高い。すなわち
、例えば、図８～図１０に示して説明したようにトンネル内速度測定装置の２ｋｍ手前・
１ｋｍ手前・５００ｍ手前の３箇所で、接近警報を報知する構成の場合であって、データ
ベース１９に記憶されたトンネル内速度測定装置の設置箇所の制限速度が８０ｋｍ／ｈで
あり、トンネル内現在速度記憶領域に記憶された現在速度が１２０ｋｍ／ｈであり、実際
も１２０ｋｍ／ｈを維持して走行している際に、データベース１９に記憶されたトンネル
内速度測定装置の設置箇所の制限速度が８０ｋｍ／ｈであることの１回目の報知（２ｋｍ
手前）を行なうと、ドライバは減速するはずである。したがって、この場合、例えば、１
００ｋｍ／ｈに減速したものとしてトンネル内速度測定装置警報処理における１回目の報
知（２ｋｍ手前）後に、トンネル内現在速度記憶領域に記憶された現在速度をデータベー
ス１９に記憶された当該トンネル内速度測定装置の制限速度の２０％増しの速度（この例
では９６ｋｍ／ｈ）へ補正する処理を行う。現在速度の補正処理をしないと５００ｍ手前
での報知が、実際の５００ｍ手前よりも手前になってしまい、再度加速してしまうなどの
問題が生じる可能性があるが、このようにすれば、誤差を小さくすることができ、適切な
警報を行なうことができる。したがって、より的確に、目的物の設置位置に関する情報の
報知を行なうことができる。なお、Ｓ１１で記憶された現在速度が当該トンネル内速度測
定装置の設置箇所の制限速度を越える関係にある場合に、この補正を行うようにするとよ
く、Ｓ１１で記憶された現在速度が当該トンネル内速度測定装置の設置箇所の制限速度を
越えない場合には補正は行わなくてもよい。また例えばデータベース１９の当該制限速度
切替りポイントに、切り替る制限速度の値を関連付けて記憶しておき、トンネル内現在位
置記憶領域に記憶された現在位置が、データベース１９の制限速度切替りポイントの位置
に到達した場合にも、同様にして、この制限速度の値を用いて現在速度の補正を行うよう
にしてもよい。例えば、１００ｋｍ／ｈから８０ｋｍ／ｈへ切り替わるという情報を記録
しておき、この割合分（８０／１００）を現在速度に乗じて新たな現在速度としてトンネ
ル内現在速度記憶領域に記憶するなどして、現在速度を補正する（減速する）。
【００８６】
　また、上述した実施例では、ＧＰＳ受信器８から取得した現在速度を制御部１８内のＲ
ＡＭ３３に設けたトンネル内現在速度記憶領域に記憶してこの速度で走行しているものと
して処理を行ったが、ＧＰＳ受信器８によって速度が取得できなくなるトンネル進入直前
の速度は、最も精度が低いデータと言える。また、道路に急カーブなどの箇所が含まれる
とその点では走行速度が低くなる可能性が高い。そこで、現在位置が取得できない箇所と
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目的物の位置との間の標準速度をトンネル内現在速度記憶領域に記憶してこの速度で走行
しているものとして処理を行うようにしてもよい。このようにすれば、目的物との接近関
係の判定をより精度よく行うことができる。
【００８７】
　本実施例では、位置の取得はＧＰＳ受信器８で行うこととしたが、例えばビーコン、無
線基地局情報等から送信される情報を受信する受信機とすることもできる。また例えば車
速パルスを取得するセンサ等を用いることができる。しかし、両者を共用できるものを用
いると特によくＧＰＳ受信器（ＧＰＳモジュール）８が特によい。
【００８８】
　また、目的物の位置へ推定速度で進行している旨を示す報知とは別にさらにＧＰＳ受信
器８が測位状態にあるか非測位状態にあるかを示す報知を行うとよい。例えば、目的物の
位置へ推定速度で進行している旨を示す報知を行うアイコン等の表示や音声出力とＧＰＳ
受信器８が測位状態にあるか非測位状態にあるかを示す報知を行うアイコン等の表示や音
声出力とを行うようにするとよい。このようにすれば、ＧＰＳの受信状態を知ることがで
きるとともに、目的物の位置へ推定速度で進行しているものとして目的物との接近関係が
報知される状態にあるのか否かが容易に理解できる。
【００８９】
　また本実施例では、現在位置が取得できない箇所にある目的物の例としてトンネル内速
度測定装置の例を用いて説明したが、例えば図１１のトンネル内速度測定装置ｅとした場
所がトンネル出口直後の場所である場合ように、現在位置が取得しにくい箇所にある目的
物としてもよい。すなわち現在位置が取得できない箇所にある目的物とは、現在位置が取
得できない可能性のある箇所にある目的物を含むとよい。トンネル出口直後は、例えば、
予め定めた基準距離以内とすることができる。また、現在位置が取得できない箇所にある
目的物としては、トンネル内速度測定装置に限らず、各種の箇所にある目的物として適用
できる。目的物（オブジェクト）は具体的に実在する物体としてもよいし、具体的に実在
するものだけでなく、仮想的に存在するものを含むようにしてもよい。特に、電波によっ
て現在位置を取得する構成の場合には現在位置が取得できない箇所として例えば電波状況
の悪い箇所とし、目的物としては交通取締りや安全運転・エコ運転に関する情報を発すべ
き場所などとするとよい。
【００９０】
　また本実施例では、電子機器の一例として、レーダー探知機１を用いて説明したが、電
子機器としては、レーダー探知機１に限られず、カーナビゲーションシステム、スマート
フォン等に図１２及び図１３に示すプログラムを組み込んで、実施してもよい。
【符号の説明】
【００９１】
　　１　　レーダー探知機
　　２　　ソーラーパネル
　　４　　マイクロ波受信器
　　５　　表示部
　　６　　ランプ
　　７　　赤外線通信機
　　８　　ＧＰＳ受信器
　　９　　アダプタージャック
　１０　　電源スイッチ
　１１　　ケース本体
　１３　　メモリカードリーダ
　１４　　メモリカード
　１５　　無線受信器
　１６　　リモコン受信器
　１８　　制御部
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　１９　　データベース
　２０　　スピーカ
　２１　　三軸加速度センサ
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