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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の検知エリア内における車載機器からの問い合わせ信号に応じて固有のＩＤコード
を該車載機器に無線送信する携帯キーと、
　前記携帯キーからの前記ＩＤコードを予め登録されているマスターコードと照合する照
合手段と、
　ドアロックアクチュエータを駆動して車両ドアをロック又はアンロックするドアロック
制御手段と、
　前記車両ドアがアンロック状態にあるときにドア開閉アクチュエータを駆動して前記車
両ドアを開ける又は閉めるドア開閉制御手段と、
　ウインドゥ開閉モータを駆動してドア部分に隣設するウインドゥを開ける又は閉めるウ
インドゥ開閉制御手段と、
　前記車両ドアに直接触れることなく該車両ドアを開ける又は閉める若しくは前記ウイン
ドゥを開ける又は閉めるというユーザの意思を推認するユーザ意思推認手段と、
　を備え、
　前記ユーザ意思推認手段は予め定められたユーザの動作若しくは音声を認識して、前記
車両ドアの開閉と前記ウインドゥの開閉の意思の推認を行うとともに、
　前記照合手段により前記ＩＤコードの受理認証がされ、かつ、前記ユーザ意思推認手段
により前記ユーザの意思が前記車両ドアの開閉であると推認されることを条件として、前
記ドアロック制御手段が前記ドアロックアクチュエータを駆動し、前記ドア開閉制御手段
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が前記ドア開閉アクチュエータを駆動して前記車両ドアを開閉し、
　前記ユーザの意思が前記ウインドゥの開閉であると推認されることを条件として、前記
ウインドゥ開閉制御手段が前記ウインドゥを開閉することを特徴とするスマートエントリ
システム。
【請求項２】
　前記ユーザ意思推認手段は、前記車両の各部に位置する前記車両ドアのドア部分に配置
され、前記車両ドアの開閉と前記ウインドゥの開閉を推認することを特徴とする請求項１
に記載のスマートエントリシステム。
 
【請求項３】
　前記ユーザ意思推認手段は、ユーザの手の動きを検出するもの、ユーザの目の動きを検
出するもの、ユーザが発した音声を認識するもの、及びユーザの車両への接近を検出する
もののいずれかで構成され、前記照合手段により前記ＩＤコードの受理認証がされた場合
に限って起動される請求項１又は２に記載のスマートエントリシステム。
【請求項４】
　車両ドアの回動に際して接触する可能性のある障害物を検出する障害物センサが設けら
れ、前記ドア開閉制御手段は、前記障害物センサにより障害物が検出されたとき、車両ド
アが障害物と接触しないように前記ドア開閉アクチュエータを駆動する請求項１ないし３
のいずれか１項に記載のスマートエントリシステム。
【請求項５】
　車両への乗車時に前記ユーザ意思推認手段により前記ユーザの意思が推認されたとき、
ユーザが接近した車両ドア又はウインドゥのみが開くように設定されている請求項１ない
し４のいずれか１項に記載のスマートエントリシステム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両のエントリ機能を実行するスマートエントリシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のスマートエントリシステムでは、例えば下記特許文献１に記載されているように
、車両に乗車する場合、車載機器からの問い合わせ信号に応じて携帯キーから送信された
ＩＤコードが受理認証され、かつ、ユーザがドアハンドルや所定のスイッチに触れること
により、ドアロックアクチュエータが駆動されて車両ドアがロック状態からアンロック状
態に切り替えられる。その後、ユーザがドアハンドルを操作して車両ドアを開けるのが一
般的である。
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－３２５５４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このように、上記特許文献１に代表される従来のスマートエントリシステムでは、車両
ドアがロック状態とされている車両に乗車する場合において、ドアハンドル等に触れて車
両ドアをロック状態からアンロック状態へと切り替えてから、ドアハンドルを操作して車
両ドアを開ける必要がある。このため、両手に荷物を持っている等により手が使えない場
合には、持っている荷物を一旦路面等に置いてからドアハンドル等に触れ、その後にドア
ハンドルを操作して車両ドアを開ける必要があり、利便性が十分でないという問題があっ
た。
【０００５】
　本発明は、上記問題に対処するためになされたものであり、その目的は、車両ドアに触
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れることなく自動で車両ドアを開状態等に切り替え可能なスマートエントリシステムを提
供することにある。
【課題を解決するための手段及び発明の効果】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明のスマートエントリシステムは、
　所定の検知エリア内における車載機器からの問い合わせ信号に応じて固有のＩＤコード
を該車載機器に無線送信する携帯キーと、
　携帯キーからのＩＤコードを予め登録されているマスターコードと照合する照合手段と
、
　ドアロックアクチュエータを駆動して車両ドアをロック又はアンロックするドアロック
制御手段と、
　車両ドアがアンロック状態にあるときにドア開閉アクチュエータを駆動して車両ドアを
開ける又は閉めるドア開閉制御手段と、
　ウインドゥ開閉モータを駆動してドア部分に隣設するウインドゥを開ける又は閉めるウ
インドゥ開閉制御手段と、
　車両ドアに直接触れることなく該車両ドアを開ける又は閉める若しくはウインドゥを開
ける又は閉めるというユーザの意思を推認するユーザ意思推認手段と、を備え、
　ユーザ意思推認手段は予め定められたユーザの動作若しくは音声を認識して、車両ドア
の開閉とウインドゥの開閉の意思の推認を行うとともに、
　照合手段によりＩＤコードの受理認証がされ、かつ、ユーザ意思推認手段によりユーザ
の意思が車両ドアの開閉であると推認されることを条件として、ドアロック制御手段がド
アロックアクチュエータを駆動し、ドア開閉制御手段がドア開閉アクチュエータを駆動し
て車両ドアを開閉し、
　ユーザの意思がウインドゥの開閉であると推認されることを条件として、ウインドゥ開
閉制御手段がウインドゥを開閉することを特徴とする。
　ここで、車両ドアとは、運転席ドア、助手席ドア等のユーザが出入りするドアに加えて
、運転席ドア等と同様にユーザのドアハンドルの操作により開閉するバックドアあるいは
トランクをも含む意である。
 
【０００７】
　本発明のスマートエントリシステムでは、ユーザが携帯キーを携帯している場合に、照
合手段によりＩＤコードの受理認証がされるとともに、ユーザ意思推認手段により車両ド
アを開ける又は閉めるというユーザの意思が推認されることで、ドアロックアクチュエー
タ及びドア開閉アクチュエータが駆動される。例えば、車両ドアがロック状態とされてい
る車両に乗る場合において、携帯キーを携帯しているユーザが所定の検知エリア内に進入
し、さらに例えば所定の動作等を行うと、車両ドアに触れることなく車両ドアを自動で開
けることが可能である。また、車両から降りる場合には、車両ドアに触れることなく車両
ドアを自動で閉め、さらにはロック状態とすることが可能である。このため、荷物を持っ
ている場合における車両への荷物の出し入れや車両への乗り降りが容易となり、利便性の
向上を図ることができる。
【０００８】
　この場合、ユーザ意思推認手段は、例えばユーザの手の動作を検出するもの、ユーザの
目の動きを検出するもの、ユーザが発した音声を認識するもの、及びユーザの車両への接
近を検出するもののいずれかで構成され、照合手段によりＩＤコードの受理認証がされた
場合に限って起動されると好適である。
【０００９】
　ユーザの手の動きを検出するもの（例えば上下、前後、左右方向への手の動き）、ユー
ザの目の動きを検出するもの（例えば上下、左右方向への目（視線）の動き）、ユーザが
発した音声を認識するもの、ユーザの車両への接近を検出するもの等によれば、ユーザ意
思推認手段を簡易に構成することができる。また、照合手段によりＩＤコードの受理認証
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がされた場合に限ってユーザ意思推認手段が起動されるように構成することで、ユーザが
意図していない誤作動を防止することができ、またユーザ意思推認手段を設けるようにし
ても消費電力の低減化を図ることができる。
【００１０】
　また、ユーザ意思推認手段は、車両の各部に位置する車両ドアのドア部分に配置された
ことにより、荷物を持ったユーザが近づいた車両ドアのユーザ意思推認手段がユーザの意
思を推認して、当該車両ドアを開閉可能としてもよい。
 
【００１１】
　また、車両ドアのドア部分に配置されたユーザ意思推認手段がユーザの意思を推認した
結果に基づいて、当該車両ドアのウインドゥを開閉可能としてもよい。開かれたウインド
ゥが利用されることで、荷物の出し入れの利便性をより一層向上させることができる。
 
【００１２】
　また、車両ドアの回動に際して接触する可能性のある障害物を検出する障害物センサが
設けられ、ドア開閉制御手段は、障害物センサにより障害物が検出されたとき、車両ドア
が障害物と接触しないようにドア開閉アクチュエータを駆動する構成としてもよい。
【００１３】
　これによれば、車両ドアが自動で開く構成を採用しつつ、障害物との接触による車両ド
アの破損を防止することができる。
【００１４】
　また、車両への乗車時に前記ユーザ意思推認手段により前記ユーザの意思が推認された
とき、ユーザが接近した車両ドア又はウインドゥのみが開くように設定されているとよい
。
【００１５】
　ユーザが接近した車両ドア等が開けば荷物を車室内に入れることができ、要求されてい
ない車両ドアが同時に開かないようにすることで、安全性を確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明のスマートエントリシステムの構成を示すブロック図。
【図２】本発明の実施例１に係り、図１のスマート制御部により実行される乗車時制御プ
ログラムを示すフローチャート。
【図３】本発明の実施例１に係り、図１のスマート制御部により実行される降車時制御プ
ログラムを示すフローチャート。
【図４】運転席ドアに対応して設けられたモーションセンサに対してユーザがドア開の意
思表示を示している状態を示す説明図。
【図５】トランクに対応して設けられたモーションセンサに対してユーザがトランンク開
の意思表示を示している状態を示す説明図。
【図６】本発明の実施例２に係り、図２の乗車時制御プログラムに対応するフローチャー
ト。
【図７】本発明の実施例２に係り、図３の降車時制御プログラムに対応するフローチャー
ト。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態について図面を用いて説明する。
【実施例１】
【００１８】
　図１は本発明のスマートエントリシステムの構成を示すブロック図である。スマートエ
ントリシステムは、スマート制御部１０及びボデー制御部２０を有する車載機器１と、ユ
ーザが携帯する携帯キー３０とを備えてなる。
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【００１９】
　スマート制御部１０は、ＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡＭ，メモリ，入出力部（Ｉ／Ｏ）等を主
要部品としたマイクロコンピュータで構成されている。なお、ボデー制御部２０の構成も
、スマート制御部１０と同様である。スマート制御部１０は、ＲＯＭに記憶されている図
２の乗車時制御プログラム又は図３の降車時制御プログラムを繰り返し実行する。スマー
ト制御部１０のメモリには、携帯キー３０のＩＤコードと照合するためのマスターコード
（マスターＩＤ）が記憶されていて、スマート制御部１０が携帯キー３０のＩＤコードと
マスターコードとを照合する。スマート制御部１０が本発明の照合手段として機能する。
【００２０】
　スマート制御部１０には、アンテナ及び周知の変調回路部（図示省略）を含んでなる発
信機１１（室内及び室外）と、チューナ及び周知の復調回路部（図示省略）を含んでなる
受信機１２とが接続されている。
【００２１】
　発信機１１（室外）は、車両の運転席、助手席及び左右後部座席の乗降用ドア、並びに
トランクに設けられている。乗降用ドア及びトランクが本発明の車両ドアに相当する。発
信機１１（室外）は、例えば各ドアのハンドル部に内蔵されており、その周囲に定期的に
問い合わせ信号（リクエスト信号）を送信する。この問い合わせ信号は、各ドアから７０
ｃｍ～１ｍ程度の予め定められたキー応答エリア（ドアロックエリア、検知エリア）内に
のみ届くようその出力が調整されている。これにより、キー応答エリア内に存在する携帯
キー３０だけが、この問い合わせ信号を受信することができる。
【００２２】
　発信機１１（室内）は、例えば室内中央のルームランプ部に内蔵されており、車室内に
定期的に問い合わせ信号を送信する。この問い合わせ信号は、車室内にて予め定められた
キー応答エリア内にのみ届くようその出力が調整されている。これにより、キー応答エリ
ア内に存在する携帯キー３０だけが、この問い合わせ信号を受信することができる。
【００２３】
　受信機１２は、例えば運転席前方のルームミラーに組み込まれており、各キー応答エリ
ア内の携帯キー３０からの応答信号を復号し、スマート制御部１０に送る。なお、携帯キ
ー３０からの応答信号には、携帯キー３０がキー応答エリアのいずれに存在するかを識別
可能なデータが含まれている。
【００２４】
　スマート制御部１０には、ドアロックＳＷ１３及びドアアンロックＳＷ１４が接続され
るとともに、モーションセンサ１５が接続されている。一方、ボデー制御部２０には、ド
アロック／アンロックモータ２１、ドア開閉モータ２２、トランク開閉モータ２３及び障
害物センサ２４が接続されている。
【００２５】
　ドアロックＳＷ１３は、例えば各ドアのハンドル部に設けられている。ドアロックＳＷ
１３は、例えば押しボタン式のメカニカルスイッチ、静電容量式のタッチセンサなどで構
成されており、そのオン信号をスマート制御部１０に送信する。
【００２６】
　ドアアンロックＳＷ１４は、例えば運転席ドアのハンドル部に設けられている。ドアア
ンロックＳＷ１４は、例えば押しボタン式のメカニカルスイッチ、静電容量式のタッチセ
ンサなどで構成されており、そのオン信号をスマート制御部１０に送信する。なお、ドア
アンロックＳＷ１４は、各ドアに個別に設けてもよい。
【００２７】
　モーションセンサ１５は、ユーザの動作を検出するものであり、例えばＣＣＤカメラで
構成され、運転席ドア又はトランクに接近したユーザを撮影して、撮影した映像をビデオ
信号としてスマート制御部１０に入力する。モーションセンサ１５は、スマート制御部１
０から電源オン信号が発信された場合に限り、バッテリＢからの電源供給を受けて起動す
るようになっている。
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【００２８】
　スマート制御部１０には、モーションセンサ１５により取得されたユーザの画像から所
定の動作、具体的には上下、前後及び左右のいずれかの方向に手を動かした場合にその手
の動作を認識する動作認識部が設けられるとともに、ＲＯＭには動作のパターンデータが
記憶され、動作認識部がこのパターンデータとの照合を図ることによって、ユーザの手の
動作を認識する。
【００２９】
　この実施例１では、ユーザが上下、前後及び左右のいずれかの方向に手を動かすことで
、運転席ドアＤ又はトランクＴが開閉制御されるように構成されている（図４、図５参照
）。つまり、上下、前後及び左右のいずれかの方向に手を動かす動作を、ドアアンロック
（ドアロック）しようというユーザの意思と推認し、このようなユーザの意思が推認され
た場合には、ユーザがドアアンロックＳＷ１４（ドアロックＳＷ１３）をオン操作しなく
ても自動でアンロック状態（ロック状態）となり、さらに自動でドアが開く（閉まる）よ
うになっている。スマート制御部１０及びモーションセンサ１５が、本発明のユーザ意思
推認手段として機能する。
【００３０】
　ドアロック／アンロックモータ２１（ドアロックアクチュエータ）は、周知の電動モー
タ、リンク機構などを含んで構成され、各ドア及びトランクに個別に設けられている。ド
アロック／アンロックモータ２１は、スマート制御部１０からのドアロック／アンロック
制御信号に応じて、閉状態にある全ドアがアンロック状態からロック状態に、又はロック
状態からアンロック状態に切り替わるようにボデー制御部２０により駆動される。ボデー
制御部２０が、本発明のドアロック制御手段として機能する。
【００３１】
　ドア開閉モータ２２及びトランク開閉モータ２３（ドア開閉アクチュエータ）は、いず
れも周知の電動モータ、リンク機構などを含んで構成され、この実施例１では、ドア開閉
モータ２２が運転席ドアを開閉するために設けられ、トランク開閉モータ２３がトランク
を開閉するために設けられている。
【００３２】
　ドア開閉モータ２２は、スマート制御部１０からの制御信号に応じて、アンロック状態
にある運転席ドアが閉状態から開状態に、又は開状態から閉状態に切り替わるようにボデ
ー制御部２０により駆動される。同様に、トランク開閉モータ２３は、スマート制御部１
０からの制御信号に応じて、アンロック状態にあるトランクが閉状態から開状態に、又は
開状態から閉状態に切り替わるようにボデー制御部２０により駆動される。ボデー制御部
２０が、本発明のドア開閉制御手段として機能する。
【００３３】
　障害物センサ２４は、例えば車両の近傍に位置する障害物（ユーザを含む）までの距離
を検出可能な距離センサで構成され、この実施例１では、運転席ドアＤ及び車両後部にそ
れぞれ設けられている（図４、図５参照）。ボデー制御部２０は、運転席ドアＤ及びトラ
ンクＴのうち自動で開けようとする側に設けられた障害物センサ２４の検出信号を入力し
、運転席ドアＤ（トランクＴ）の動作範囲内に障害物があると判定した場合には、運転席
ドアＤ（トランクＴ）が障害物と接触しない程度にドア開閉モータ２２（トランク開閉モ
ータ２３）を駆動する。
【００３４】
　携帯キー３０（スマートキー、電子キー）は、スマート制御部１０との間でデータを送
受信可能な携帯型無線装置としての機能を果たすものであり、周知の変調回路部を有する
発信部３１、周知の復調回路部を有する受信部３２及び制御部３３を備えている。制御部
３３は、ＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡＭ，メモリ，入出力部（Ｉ／Ｏ）等を主要部品としたマイ
クロコンピュータで構成されている。制御部３３のメモリには、固有のＩＤコードが記憶
されている。制御部３３は、スマート制御部１０からの問い合わせ信号によって起動し、
メモリに記憶されたＩＤコードを含む応答信号を発信部３１及びアンテナ（図示省略）を
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介して車載機器１の受信機１２に送信する。
【００３５】
　次に、上記のように構成した実施例１の作動について説明する。最初に、ドアロックＳ
Ｗ１３又はドアアンロックＳＷ１４を利用した通常のドアロック／アンロック制御につい
て説明しておく。全ドアが閉状態かつロック状態にあるとき、車外にいる携帯キー３０を
携帯するユーザが乗車のために室外のキー応答エリア内に進入すると、スマート制御部１
０が携帯キー３０との間で自動的にＩＤコードを照合する。具体的には、携帯キー３０が
、発信機１１からの問い合わせ信号に応じてＩＤコードを含む応答信号を受信機１２に送
信する。
【００３６】
　スマート制御部１０は、受信機１２により復号されたＩＤコードをメモリに記憶された
マスターコードと照合し、照合が一致（認証受理）していると判定した場合には、ユーザ
がドアアンロックＳＷ１４を操作することによるドアアンロックＳＷ１４からのオン信号
を受信したとき、ボデー制御部２０にドアアンロック要求を出力、すなわちドアアンロッ
ク制御信号を送信する。ドアアンロック制御信号を受信したボデー制御部２０は、ドアロ
ック／アンロックモータ２１を駆動して、ロック状態にある全ドアをアンロックする。
【００３７】
　一方、ユーザが降車して全ドアが閉状態にあるとき、室外のキー応答エリア内にいるユ
ーザがドアロックＳＷ１３を操作することで、上記ドアアンロック制御の場合と同様にし
て、スマート制御部１０が携帯キー３０との間で自動的にＩＤを照合する。
【００３８】
　スマート制御部１０は、照合が一致（認証受理）していると判定した場合には、ユーザ
がドアロックＳＷ１３を操作することによるドアロックＳＷ１３からのオン信号を受信し
たとき、ボデー制御部２０にドアロック要求を出力、すなわちドアロック制御信号を送信
する。ドアロック制御信号を受信したボデー制御部２０は、ドアロック／アンロックモー
タ２１を駆動して、閉状態かつアンロック状態にある全ドアをロックする。
【００３９】
　次に、図２の乗車時制御プログラムを用いてドア開制御される場合について説明する。
図４に示すように、携帯キー３０を携帯したユーザが両手に荷物を持った状態で運転席ド
アＤの近傍に設定されたキー応答エリア内に進入したものとする。
【００４０】
　この場合、スマート制御部１０は、携帯キー３０のＩＤコードと車両のマスターコード
との照合が一致（認証受理）していると判定すると（Ｓ１）、バッテリＢの電源がモーシ
ョンセンサ１５に供給されるようにモーションセンサ１５の電源オン信号を発信する（Ｓ
２）。なお、照合が一致しなければ（Ｓ１：ＮＯ）、この乗車時制御プログラムの実行を
終了する。
【００４１】
　ユーザが上下、前後及び左右のいずれかの方向に手を動かした場合、スマート制御部１
０は、モーションセンサ１５により取得されたユーザの画像に基づいてユーザの動作を認
識し、その動作が運転席ドアＤを開けたいというユーザの意思であると推認して（Ｓ３：
ＹＥＳ）、ボデー制御部２０にドアアンロック要求を出力、すなわちドアアンロック制御
信号を送信する（Ｓ４）。ドアアンロック制御信号を受信したボデー制御部２０は、ドア
ロック／アンロックモータ２１を駆動して、ロック状態にある全ドアをアンロックする。
運転席ドアＤを開けたいというユーザの意思が推認できなければ（Ｓ３：ＮＯ）、モーシ
ョンセンサ１５の電源オフ信号を発信した後（Ｓ６）、この乗車時制御プログラムの実行
を終了する。
【００４２】
　さらに、スマート制御部１０は、ボデー制御部２０にドア開要求を出力、すなわちドア
開制御信号を送信する（Ｓ５）。ドア開制御信号を受信したボデー制御部２０は、ドア開
閉モータ２２を駆動して、アンロック状態にある運転席ドアＤを開ける。このとき、ボデ
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ー制御部２０が、障害物センサ２４からの検出信号に基づいて運転席ドアＤの動作範囲内
に障害物があると判定した場合には、ドア開閉モータ２２の回転量を制限して運転席ドア
Ｄが障害物と接触しないようにする。
【００４３】
　一方、図５に示すように、携帯キー３０を携帯したユーザが両手に荷物を持った状態で
トランクＴの近傍に設定されたキー応答エリア内に進入し、上下、前後及び左右のいずれ
かの方向に手を動かした場合、スマート制御部１０は、モーションセンサ１５により取得
されたユーザの画像に基づいてユーザの動作を認識し、その動作がトランクＴを開けたい
というユーザの意思であると推認して（Ｓ３：ＹＥＳ）、ボデー制御部２０にドアアンロ
ック要求を出力し（Ｓ４）、さらにトランク開要求を出力する（Ｓ５）。
【００４４】
　これを受けてボデー制御部２０は、ドアロック／アンロックモータ２１を駆動して、ロ
ック状態にあるトランクをアンロックし、さらにトランク開閉モータ２３を駆動して、ア
ンロック状態にあるトランクＴを開ける。このとき、ボデー制御部２０が、障害物センサ
２４からの検出信号に基づいてトランクＴの動作範囲内に障害物があると判定した場合に
は、トランク開閉モータ２３の回転量を制限してトランクＴが障害物と接触しないように
する。
【００４５】
　次に、図３の降車時制御プログラムを用いてドア閉制御される場合について説明する。
まず携帯キー３０を携帯したユーザが車両から降り、運転席ドアＤを開けたままの状態で
、両手に荷物を持って運転席ドアＤの近傍に設定されたキー応答エリア内に進出したもの
とする。この場合、スマート制御部１０は、携帯キー３０のＩＤコードと車両のマスター
コードとの照合が一致（認証受理）していると判定すると（Ｓ１１）、バッテリＢの電源
がモーションセンサ１５に供給されるようにモーションセンサ１５の電源オン信号を発信
する（Ｓ１２）。なお、照合が一致しなければ（Ｓ１１：ＮＯ）、この降車時制御プログ
ラムの実行を終了する。
【００４６】
　ユーザが上下、前後及び左右のいずれかの方向に手を動かすと、スマート制御部１０は
、モーションセンサ１５により取得されたユーザの画像に基づいてユーザの動作を認識し
、その動作が運転席ドアＤを閉めたいというユーザの意思であると推認して（Ｓ１３：Ｙ
ＥＳ）、ボデー制御部２０にドア閉要求を出力、すなわちドア閉制御信号を送信する（Ｓ
１４：ＹＥＳ、Ｓ１５）。ドア閉制御信号を受信したボデー制御部２０は、ドア開閉モー
タ２２を駆動して、開状態にある運転席ドアＤを閉める。
【００４７】
　さらに、スマート制御部１０は、ボデー制御部２０にドアロック要求を出力、すなわち
ドアロック制御信号を送信する（Ｓ１６）。ドアロック制御信号を受信したボデー制御部
２０は、ドアロック／アンロックモータ２１を駆動して、アンロック状態にある運転席ド
アＤをロックする。スマート制御部１０は、運転席ドアＤを閉めたいというユーザの意思
が推認できなければ（Ｓ１３：ＮＯ）、モーションセンサ１５の電源オフ信号を発信した
後（Ｓ１７）、この降車時制御プログラムの実行を終了する。
【００４８】
　なお、ユーザが両手に荷物を持った状態で、手あるいは身体の一部を使って運転席ドア
Ｄを閉める場合もある。この場合、スマート制御部１０は、ボデー制御部２０にドア閉要
求を出力することなく（Ｓ１４：ＮＯ）、ドアロック要求を出力する（Ｓ１６）。
【００４９】
　また、携帯キー３０を携帯したユーザがトランクＴから荷物を取り出し、トランクＴを
開けたままの状態で両手に荷物を持ってトランクＴの近傍に設定されたキー応答エリア内
に進出し、上下、前後及び左右のいずれかの方向に手を動かした場合、スマート制御部１
０は、モーションセンサ１５により取得されたユーザの画像に基づいてユーザの動作を認
識し、その動作がトランクＴを閉めたいというユーザの意思であると推認して（Ｓ１３：
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ＹＥＳ）、ボデー制御部２０にドア閉要求を出力し（Ｓ１５）、さらにトランク閉要求を
出力する（Ｓ１６）。
【００５０】
　これを受けてボデー制御部２０は、トランク開閉モータ２３を駆動して、開状態にある
トランクＴを閉め、さらにドアロック／アンロックモータ２１を駆動して、アンロック状
態にあるトランクをロックする。なお、ユーザが両手に荷物を持った状態でトランクＴを
閉めた場合、スマート制御部１０は、ボデー制御部２０にトランク閉要求を出力すること
なく（Ｓ１４：ＮＯ）、ドアロック要求を出力する（Ｓ１６）。
【００５１】
　上記実施例１によれば、ユーザが携帯キー３０を携帯している場合に、スマート制御部
１０によりＩＤコードの受理認証がされるとともに、モーションセンサ１５からのユーザ
画像に基づいて運転席ドアＤかトランクＴを開ける又は閉めるというユーザの意思が推認
されることで、ドアロック／アンロックモータ２１及びドア開閉モータ２２が駆動される
。これにより、荷物を持っている場合における車両への荷物の出し入れや車両への乗り降
りが容易となり、利便性の向上を図ることができる。
【実施例２】
【００５２】
　上記実施例１では、運転席ドアＤかトランクＴを開ける又は閉めるというユーザの意思
が推認されることで、ドアロック／アンロックモータ２１及びドア開閉モータ２２、ある
いはトランク開閉モータ２３が駆動されるように構成したが、運転席ドアＤ等に加えて、
ウインドゥが自動で開閉される構成としてもよい。
【００５３】
　この実施例２では、図１にて破線で示すように、スマート制御部１０からの制御信号に
応じてボデー制御部２０によりウインドゥ開閉モータ２５が駆動されるように構成されて
いる。また、スマート制御部１０は、図２の乗車時制御プログラム及び図３の降車時制御
プログラムに代えて、図６の乗車時制御プログラム及び図７の降車時制御プログラムをそ
れぞれ実行するように構成されている。
【００５４】
　図６の乗車時制御プログラムは、図２の乗車時制御プログラムにステップＳ２１～Ｓ２
４の処理を加えたものである。また、図７の降車時制御プログラムは、図３の降車時制御
プログラムにステップＳ３１、Ｓ３２の処理を加えたものである。その他の構成は上記実
施例１と同じである。
【００５５】
　最初に、携帯キー３０を携帯したユーザが両手に荷物を持った状態で運転席ドアＤの近
傍に設定されたキー応答エリア内に進入したものとする。この場合、スマート制御部１０
は、図６に示すように、携帯キー３０のＩＤコードと車両のマスターコードとの照合が一
致（認証受理）していると判定し（Ｓ１）、モーションセンサ１５を電源オンとした後（
Ｓ２）、ユーザが前後及び左右のいずれかの方向に手を動かせば、モーションセンサ１５
により取得されたユーザの画像に基づいてユーザの動作を認識し、その動作が運転席ドア
Ｄを開けたいというユーザの意思であると推認して（Ｓ３：ＹＥＳ）、ボデー制御部２０
にドアアンロック要求を出力し（Ｓ４）、さらにドア開要求を出力する（Ｓ５）。
【００５６】
　これに対して、ユーザが上下に手を動かすと、スマート制御部１０は、モーションセン
サ１５により取得されたユーザの画像に基づいてユーザの動作を認識し、その動作が運転
席ドアＤのウインドゥを開けたいというユーザの意思であると推認して（Ｓ３：ＮＯ、Ｓ
２１：ＹＥＳ）、ボデー制御部２０にウインドゥ開要求を出力、すなわちウインドゥ開制
御信号を送信する（Ｓ２２）。ウインドゥ開制御信号を受信したボデー制御部２０は、ウ
インドゥ開閉モータ２５を駆動して、閉状態にある運転席ドアＤのウインドゥを開ける。
【００５７】
　これにより、ユーザは開いたウインドゥを通して車室内に荷物を入れることができる。
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その後は、ユーザの手が荷物から解放されるため、スマート制御部１０は、ユーザのドア
アンロックＳＷ１４のオン操作によりドアアンロックＳＷ１４からオン信号を受信したと
き（Ｓ２３：ＹＥＳ）、ボデー制御部２０にドアアンロック要求を出力、すなわちドアア
ンロック制御信号を送信する（Ｓ２４）。
【００５８】
　ドアアンロック制御信号を受信したボデー制御部２０は、ドアロック／アンロックモー
タ２１を駆動して、ロック状態にある全ドアをアンロックする。これにより、ユーザは、
ドアハンドルの開操作により運転席ドアＤを手動で開けて車室内に乗り込むことができる
。
【００５９】
　なお、スマート制御部１０は、ユーザがドアアンロックＳＷ１４をオン操作しなければ
（Ｓ２３：ＮＯ）、この乗車時制御プログラムの実行を終了する。また、運転席ドアＤ又
は運転席ドアＤのウインドゥを開けたいというユーザの意思が推認できなければ（Ｓ３：
ＮＯ、Ｓ２１：ＮＯ）、モーションセンサ１５の電源オフ信号を発信した後（Ｓ６）、こ
の乗車時制御プログラムの実行を終了する。
【００６０】
　次に、携帯キー３０を携帯したユーザが車両から降りる前に予め運転席ドアＤのウイン
ドゥを開けておき、車両を降りてからウインドゥを通して荷物を車室外へ出し、両手に荷
物を持って運転席ドアＤの近傍に設定されたキー応答エリア内に進出したものとする。
【００６１】
　この場合、スマート制御部１０は、図７に示すように、携帯キー３０のＩＤコードと車
両のマスターコードとの照合が一致（認証受理）していると判定し（Ｓ１１）、モーショ
ンセンサ１５を電源オンとした後（Ｓ１２）、ユーザが上下に手を動かせば、モーション
センサ１５により取得されたユーザの画像に基づいてユーザの動作を認識し、その動作が
運転席ドアＤのウインドゥを閉めたいというユーザの意思であると推認して（Ｓ３１：Ｙ
ＥＳ）、ボデー制御部２０にウインドゥ閉要求を出力、すなわちウインドゥ閉制御信号を
送信する（Ｓ３２）。ウインドゥ閉制御信号を受信したボデー制御部２０は、ウインドゥ
開閉モータ２５を駆動して、開状態にある運転席ドアＤのウインドゥを閉める。
【００６２】
　その後、ユーザが前後及び左右のいずれかの方向に手を動かせば、スマート制御部１０
は、モーションセンサ１５により取得されたユーザの画像に基づいてユーザの動作を認識
し、その動作が運転席ドアＤを閉めたいというユーザの意思であると推認して（Ｓ１３：
ＹＥＳ）、ボデー制御部２０にドア閉要求を出力、すなわちドア閉制御信号を送信する（
Ｓ１４：ＹＥＳ、Ｓ１５）。ドア閉制御信号を受信したボデー制御部２０は、ドア開閉モ
ータ２２を駆動して、開状態にある運転席ドアＤを閉める。
【００６３】
　さらに、スマート制御部１０は、ボデー制御部２０にドアロック要求を出力、すなわち
ドアロック制御信号を送信する（Ｓ１６）。ドアロック制御信号を受信したボデー制御部
２０は、ドアロック／アンロックモータ２１を駆動して、アンロック状態にある運転席ド
アＤをロックする。
【００６４】
　なお、スマート制御部１０は、運転席ドアＤのウインドゥを閉めたいというユーザの意
思や、運転席ドアＤを閉めたいというユーザの意思が推認できなければ（Ｓ３１：ＮＯ、
Ｓ１３：ＮＯ）、モーションセンサ１５の電源オフ信号を発信した後（Ｓ１７）、この降
車時制御プログラムの実行を終了する。
【００６５】
　また、上記実施例１と同様、ユーザが両手に荷物を持った状態で、手あるいは身体の一
部を使って運転席ドアＤを既に閉め終わっている場合もある。この場合、スマート制御部
１０は、ボデー制御部２０にドア閉要求を出力することなく（Ｓ１４：ＮＯ）、ドアロッ
ク要求を出力する（Ｓ１６）。
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【００６６】
　この実施例２では、運転席ドアＤ等に加えて、運転席ドアＤのウインドゥが、モーショ
ンセンサ１５により取得されたユーザ画像に基づいたスマート制御部１０の推認結果に応
じて、開閉可能とされている。これにより、荷物の出し入れの利便性をより一層向上させ
ることができる。
【００６７】
　また、上記実施例１及び２では、車両への乗車時にスマート制御部１０によりユーザの
意思が推認されたとき、ユーザが接近した運転席ドアＤあるいはトランクＴ、又は運転席
ドアＤのウインドゥのみが開くように設定されている。これにより、要求されていない車
両ドアが同時に開くことはないため、安全性を確保することができる。
【００６８】
　上記実施例１等では、ユーザ意思推認手段の構成要素としてモーションセンサ１５を用
いたが、これに加えて又は代えて、例えば図１の破線で示すように、カメラ１６、マイク
１７、赤外線センサ１８などを用いることができる。
【００６９】
　カメラ１６は、例えばＣＣＤカメラで構成され、ユーザを撮影して、撮影した映像をビ
デオ信号としてスマート制御部１０に入力する。この場合、スマート制御部１０には、カ
メラ１６により取得されたユーザの目の画像からユーザの視線方向を検出する視線方向検
出部が設けられている。視線方向検出部は、例えばユーザの顔面画像から眼球領域を特定
するとともに、眼球形状の曲率から眼球中心座標を求める。その一方、眼球領域から黒目
（瞳孔）領域を特定して黒目中心座標も求める。そして、眼球中心座標から黒目中心座標
へと向かう方向を視線方向として定める。なお、視線方向の検出には、他にも赤外光を用
いる角膜反射法や強膜反射法などを用いることができる。
【００７０】
　このカメラ１６を用いる場合は、上下及び左右のいずれかの方向への視線方向の動きを
、ドアアンロック（ドアロック）しようというユーザの意思と推認することができる。ま
た、このカメラ１６を用いて運転席ドアＤ等又は運転席ドアＤのウインドゥを開閉する場
合には、例えば上下方向への視線方向の動きを、運転席ドアＤのウインドゥを開閉しよう
というユーザの意思と推認する一方で、例えば左右方向への視線方向の動きを、ドアアン
ロック（ドアロック）しようというユーザの意思と推認することができる。
【００７１】
　マイク１７は、ユーザの音声（空気の振動）を電気信号に変換する周知のマイクロホン
（集音装置）で構成され、ユーザの音声を電気信号に変換して、スマート制御部１０に入
力する。この場合、スマート制御部１０には、入力されたユーザの音声を認識する音声認
識部が設けられている。音声認識部は、入力された音声の信号パターンと認識辞書に蓄え
られている信号パターンとを照合して認識する。このようなパターン認識の方法には、隠
れマルコフモデル（Hidden Markov Model）等がある。認識辞書はスマート制御部１０の
ＲＯＭに記憶されている。
【００７２】
　このマイク１７を用いる場合は、例えば「運転席ドアを開けて（閉めて）」、「トラン
クを開けて（閉めて）」、「窓を開けて（閉めて）」という音声が入力された場合に、ユ
ーザの意思と推認することができる。
【００７３】
　赤外線センサ１８は、運転席ドアＤあるいはトランクＴにユーザが接近したとき、その
検出信号をスマート制御部１０に入力する。この赤外線センサ１８を用いる場合は、カメ
ラ１６を用いる場合の視線方向検出部や、マイク１７を用いる場合の音声認識部を設ける
必要がなく、赤外線センサ１８により運転席ドアＤあるいはトランクＴの近傍でユーザの
存在が検出されれば、スマート制御部１０がドアアンロック（ドアロック）しようという
ユーザの意思を推認するものである。上記のようなカメラ１６、マイク１７、赤外線セン
サ１８などを用いるようにしても、上記実施例１等と同様の効果を得ることができる。
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【００７４】
　また、上記実施例１では、開閉制御される車両ドアが運転席ドアＤかトランクＴに限定
され、実施例２では、開閉制御されるウインドゥが運転席ドアＤのウインドゥに限定され
ていたが、モーションセンサ１５等を車両ドアの全てに設けることで車両ドアの全て又は
ウインドゥの全てを開閉制御の対象とし、設定によって開閉制御の対象を選択できるよう
な構成としてもよい。この場合、車両ドアはオープン式に限らずスライド式であってもよ
く、またトランクに限らずバックドアであってもよい。
【００７５】
　また、上記実施例１等では、車載機器１がスマート制御部１０とボデー制御部２０の二
つの制御部を備える構成としたが、車載機器１が一つの制御部を備え、その制御部がＩＤ
コードの照合からドア開閉制御までの処理を実行するような構成としてもよいし、あるい
は車載機器１が三つ以上の制御部を備え、それらの制御部が協働してＩＤコードの照合か
らドア開閉制御までの処理を分担して実行するような構成としてもよい。
【符号の説明】
【００７６】
１　車載機器
１０　スマート制御部（照合手段、ユーザ意思推認手段）
１５　モーションセンサ（ユーザ意思推認手段）
１６　カメラ（ユーザ意思推認手段）
１７　マイク（ユーザ意思推認手段）
１８　赤外線センサ（ユーザ意思推認手段）
２０　ボデー制御部（ドアロック制御手段、ドア開閉制御手段）
２１　ドアロック／アンロックモータ（ドアロックアクチュエータ）
２２　ドア開閉モータ（ドア開閉アクチュエータ）
２３　トランク開閉モータ（ドア開閉アクチュエータ）
２４　障害物センサ
３０　携帯キー
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