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(57)【要約】
【課題】携帯機の向きを意識することなくモーション操
作を通じて制御対象を遠隔制御することができる携帯機
を提供する。
【解決手段】特定の検出軸を基準としてユーザによる振
り操作を検出する加速度センサと、同加速度センサの検
出結果が予め設定された複数のモーションパターンのう
ちのいずれかと合致すると判断した場合には、そのモー
ションパターンに応じた制御信号を生成し、同制御信号
を車両に送信することで、同車両の遠隔操作を行うキー
側制御装置とを備える携帯機において、第１及び第２の
操作位置へスライド変位するスライドスイッチ２６を備
え、キー側制御装置は、スライドスイッチ２６が操作さ
れた位置に基づいて検出軸及びその正負の方向を設定す
る携帯機。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特定の検出軸を基準としてユーザによる振り操作を検出するモーションセンサと、前記
モーションセンサの検出結果が予め設定された複数のモーションパターンのうちのいずれ
かと合致すると判断した場合には、そのモーションパターンに応じた制御信号を生成し、
同制御信号を制御対象に送信することで、同制御対象の遠隔操作を行う制御装置とを備え
る携帯機において、
　複数の操作位置が設定され、前記振り操作を許可状態とする際に操作されるスイッチを
備え、
　前記制御装置は、前記スイッチが前記複数の操作位置のうちいずれに操作されたかに基
づきユーザを基準とした携帯機の向きを認識し、この認識される携帯機の向きに合わせて
前記検出軸及びその正負の方向を設定する携帯機。
【請求項２】
　請求項１に記載の携帯機において、
　前記スイッチは前記振り操作が無効とされる基準位置を有する携帯機。
【請求項３】
　請求項２に記載の携帯機において、
　前記スイッチは、前記基準位置を挟んで設定される前記複数の操作位置へスライドする
ことによって変位するスライドスイッチである携帯機。
【請求項４】
　請求項３に記載の携帯機において、
　前記制御装置は、前記スライドスイッチのスライド方向を正方向として検出軸方向の設
定を行う携帯機。
【請求項５】
　請求項３に記載の携帯機において、
　前記スライドスイッチは、ユーザの操作から開放された場合には、常時前記基準位置に
復帰する携帯機。
【請求項６】
　請求項３～５のうちいずれか一項に記載の携帯機において、
　前記携帯機は直方体状をなし、前記スライドスイッチのスライド方向は、前記携帯機の
長手方向と一致する携帯機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、制御対象を遠隔制御する携帯機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両及び住宅等の制御対象との間での無線通信を通じて、ドアの施解錠をはじめ
とする各種制御を行う電子キー（携帯機）が知られている。車両用の電子キーには、ドア
の施錠及び解錠を行うロックスイッチ及びアンロックスイッチの他、ドアウインドやスラ
イドドアを開閉させるドア開閉スイッチ等の各種スイッチが設けられる。ユーザは、制御
対象から離れた位置においても、電子キーの各スイッチを操作することで、上記したよう
な制御対象の各種制御が可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平９－３０３０２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　電子キーの多機能化に伴い、電子キーに搭載されるスイッチの数が増大傾向にある。こ
のため、電子キーの大型化が懸念されている。そこで、特許文献１のようなものが従来提
案されている。すなわち、特許文献１に記載の電子キーは、加速度センサを内蔵している
。この加速度センサは、予め設定された検出軸方向（Ｘ軸、Ｙ軸等）の加速度を検出する
。この検出軸方向は、電子キーが振り操作（モーション操作）された際の振り方向を検出
する際の基準となる。同加速度センサは、同じく電子キーに設けられる許可スイッチが押
下された状態のときのみ、加速度の検出を行う。この電子キーは、許可スイッチを押下さ
れた状態で、例えばＳ字状等の所定の形状を描くように振り操作されると、これに伴う加
速度の変化を加速度センサが検出する。そして、電子キーは、加速度の変化態様から電子
キーの動きのパターンを認識し、そのパターンに応じた制御信号を制御対象に送信するこ
とによって、同制御対象の各種制御を行う。これにより、電子キーに複数のスイッチ等を
設けなくとも、制御対象の各種制御が可能とされる。ひいては、電子キーの大型化を抑制
することができる。
【０００５】
　しかし、この電子キーでは、加速度センサの検出軸があらかじめ設定されている。この
ため、ユーザが把持する携帯機の向きによって、電子キーを振り操作したときの加速度セ
ンサが検出する加速度の向きが異なる。図８（ａ）に示されるように電子キーを把持した
場合と、図８（ｂ）に示されるように電子キーを把持した場合とでは、Ｘ軸及びＹ軸の正
負が逆転する。このため、ユーザは、同じように電子キーを振り操作した場合であっても
、図８（ａ）に示す状態と、図８（ｂ）に示す状態とでは、加速度センサが検出する方向
が異なる。すなわち、図８（ａ）に示す状態と、図８（ｂ）に示す状態とでは、ユーザが
同じ振り操作した場合であっても、異なる制御信号が送信される。このため、ユーザは、
振り操作を行う場合、常に把持したときの電子キーの向きを意識する必要があった。
【０００６】
　この発明は、こうした実情に鑑みてなされたものであり、その目的は、携帯機の向きを
意識することなくモーション操作を通じて制御対象を遠隔制御することができる携帯機を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、特定の検出軸を基準としてユー
ザによる振り操作を検出するモーションセンサと、前記モーションセンサの検出結果が予
め設定された複数のモーションパターンのうちのいずれかと合致すると判断した場合には
、そのモーションパターンに応じた制御信号を生成し、同制御信号を制御対象に送信する
ことで、同制御対象の遠隔操作を行う制御装置とを備える携帯機において、複数の操作位
置が設定され、前記振り操作を許可状態とする際に操作されるスイッチを備え、前記制御
装置は、前記スイッチが前記複数の操作位置のうちいずれに操作されたかに基づきユーザ
を基準とした携帯機の向きを認識し、この認識される携帯機の向きに合わせて前記検出軸
及びその正負の方向を設定することを要旨とする。
【０００８】
　同構成によれば、スイッチの操作を通じて、検出軸及びその正負の方向を設定すること
ができる。従って、ユーザは、ユーザを基準とした振り方向と、携帯機を基準とした振り
操作方向とが一致する。これにより、ユーザは、携帯機の向きを意識することなく携帯機
の振り操作を通じて、自身が意図する制御信号を制御対象に向けて送信することができる
。ひいては、制御対象において、ユーザの意図する制御が行われる。
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の携帯機において、前記スイッチは前記振り
操作が無効とされる基準位置を有することを要旨とする。
　同構成によれば、ユーザは、振り操作を望まない場合に、スイッチを基準位置に位置さ
せることによって、自身の意図しないところで、制御対象における制御が行われることを
抑制することができる。
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【００１０】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の携帯機において、前記スイッチは、前記基
準位置を挟んで設定される前記複数の操作位置へスライドすることによって変位するスラ
イドスイッチであることを要旨とする。
【００１１】
　同構成によれば、ユーザは、スライドスイッチをスライドさせるのみで、容易に複数の
モーションオン位置に対応した軸方向を設定することができる。
　請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の携帯機において、前記制御装置は、前記ス
ライドスイッチのスライド方向を正方向として検出軸方向の設定を行うことを要旨とする
。
【００１２】
　同構成によれば、制御装置には、ユーザが操作するスライドスイッチのスライド方向が
正方向とされる軸方向が設定される。これにより、ユーザは、携帯機に設定される軸方向
を容易に認識できる。
【００１３】
　請求項５に記載の発明は、請求項３に記載の携帯機において、前記スライドスイッチは
、ユーザの操作から開放された場合には、常時前記基準位置に復帰することを要旨とする
。
【００１４】
　同構成によれば、ユーザは、モーション操作を望まない場合に、スイッチを基準位置に
位置させることによって、意図しないモーション操作を抑制することができる。
　請求項６に記載の発明は、請求項３～５のうちいずれか一項に記載の携帯機において、
前記携帯機は直方体状をなし、前記スライドスイッチのスライド方向は、前記携帯機の長
手方向と一致することを要旨とする。
【００１５】
　同構成によれば、ユーザにとって把持しやすく且つ操作性のよい携帯機を提供すること
ができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明では、携帯機の向きを意識することなくモーション操作を通じて制御対象を遠隔
制御することができる携帯機を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本実施形態の電子キーシステムの概略構成を示すブロック図。
【図２】本実施形態の電子キーの斜視図。
【図３】（ａ）は、スライドスイッチが基準位置に位置する場合、（ｂ）は、第１の操作
位置に位置する場合、（ｃ）は、第２の操作位置に位置する場合における電子キーのスラ
イドスイッチ部分の平面図。
【図４】図２のＡ－Ａ線における断面図。
【図５】ユーザが電子キーを把持した状態のスライドスイッチの操作態様を示す斜視図。
【図６】（ａ）は、他の実施形態を示す電子キーの側面図、（ｂ）は、（ａ）に示すシー
ソースイッチが操作された場合の電子キーの側面図。
【図７】他の実施形態を示す電子キーの平面図。
【図８】（ａ）は、従来形態の携帯機の加速度の検出軸を（ｂ）は、（ａ）に示す携帯機
の向きを上下逆転させたときの携帯機の加速度の検出軸を示す模式図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明を車両の電子キーシステムに具体化した実施形態について説明する。
　図１に示すように、車両には、電子キーシステム１が搭載されている。電子キーシステ
ム１では、車両のユーザが所持する電子キー２０（送信側）と、車両１０（受信側）との
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間での無線信号による単方向通信が可能である。
【００１９】
　（電子キー２０）
　図１に示すように、電子キー２０は、キー側制御装置２１と、加速度センサ２３と、送
信回路２４と、送信アンテナ２５と、スライドスイッチ２６と、ロックスイッチ２７ａと
アンロックスイッチ２７ｂとを備えている。ロックスイッチ２７ａ及びアンロックスイッ
チ２７ｂはプッシュ式スイッチであって、スライドスイッチ２６はスライド式のスイッチ
である。スライドスイッチ２６は、第１の操作位置と第２の操作位置との間でスライドす
る。なお、第１の操作位置と第２の操作位置との間には、基準位置が設けられている。
【００２０】
　加速度センサ２３は、ユーザによる電子キー２０の振り動作を検出するモーションセン
サとして機能する。すなわち、加速度センサ２３は、電子キー２０が振られたときに生じ
る加速度に応じた電圧を検出結果として、キー側制御装置２１に出力する。本実施形態に
おける加速度センサ２３は３軸方向（ＸＹＺ座標系におけるＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸）の加速度
を検知可能である。加速度センサ２３には機械式、光学式、半導体式等あるが電子キー２
０に内蔵可能であって振り操作に基づく加速度を検出できるものであれば何れであっても
よい。
【００２１】
　キー側制御装置２１は、不揮発性のメモリ２１ａを備え、同メモリ２１ａには電子キー
２０に固有のＩＤコードが記憶されている。キー側制御装置２１は、加速度センサ２３の
検出結果に基づき振り操作の有無及び振り操作の方向を判別する。
【００２２】
　ロックスイッチ２７ａが操作されるとその旨を示す操作信号がキー側制御装置２１に出
力される。キー側制御装置２１は、操作信号を通じてロックスイッチ２７ａが操作された
ことを認識すると、ＩＤコード及びドアの施錠を要求する旨のコードを含む施錠要求信号
を生成して、送信回路２４に出力する。送信回路２４は、キー側制御装置２１から入力さ
れた施錠要求信号を所定周波数帯に変調して、それを電波として送信アンテナ２５から送
信する。なお、本実施形態において所定周波数帯とはＵＨＦ（Ｕｌｔｒａ　Ｈｉｇｈ　Ｆ
ｒｅｑｕｅｎｃｙ）帯である。
【００２３】
　同様に、アンロックスイッチ２７ｂが操作されるとその旨を示す操作信号がキー側制御
装置２１に出力される。キー側制御装置２１は、上記アンロックスイッチ２７ｂが操作さ
れた場合とことを認識すると、ＩＤコード及びドアの施錠を要求する旨のコードを含む解
錠要求信号を生成して、送信回路２４に出力する。
【００２４】
　図１に示すように、スライドスイッチ２６は、スライド操作されることで基準位置、第
１の操作位置及び第２の操作位置に対応してその接点状態が切り替わる。キー側制御装置
２１は、スライドスイッチ２６が基準位置に対応する接点状態から第１の操作位置に対応
する接点状態に移行した旨認識したとき、第１の検出軸方向を設定する。反対に、スライ
ドスイッチ２６が基準位置に対応する接点状態から第２の操作位置に対応する接点状態に
移行した旨認識したとき、第２の検出軸方向を設定する。この第１及び第２の検出軸方向
とは、Ｘ軸、Ｙ軸、及びＺ軸で表される座標系全体を指す。第１又は第２の検出軸方向が
設定されたキー側制御装置２１は、モーション操作が許可されたモーション操作有効状態
となる。この状態となったキー側制御装置２１は、加速度センサ２３からの電圧をもとに
、ユーザによる電子キー２０の振り操作の有無及び方向を判別する。そして、その振り操
作が所定の操作であった場合には、その所定の操作に対応する制御信号を生成して、送信
回路２４に出力する。送信回路２４は、キー側制御装置２１から入力された制御信号をＵ
ＨＦ帯に変調して、それを電波として送信アンテナ２５から送信する。なお、キー側制御
装置２１は、スライドスイッチ２６が基準位置に対応する接点状態である旨認識している
とき、又は第１及び第２の操作位置に対応する接点状態である旨認識していないとき、加
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速度センサ２３の検出結果に関わらず振り操作の有無等の判別を行わない。
【００２５】
　本例では、モーション操作有効状態において、キー側制御装置２１は、図２に示される
ように、電子キー２０が右回りに回転させられる態様で振り操作された旨認識したとき、
ＩＤコード及び右側スライドドアの開放を要求する旨のコードを含むドア開要求信号を生
成する。また、キー側制御装置２１は、電子キー２０が左回りに回転させられる態様で振
り操作された旨認識したとき、ＩＤコード及び左側スライドドアの開放を要求する旨のコ
ードを含むドア開要求信号を生成する。生成されたドア開要求信号は送信回路２４に出力
される。送信回路２４は、入力されたドア開要求信号をＵＨＦ帯に変調して、それを電波
として送信アンテナ２５から送信する。
【００２６】
　なお、キー側制御装置２１は、スライドスイッチ２６が第１及び第２の操作位置に対応
する接点状態から基準位置に対応する接点状態に移行した旨認識したときには解錠要求信
号を生成しない。
【００２７】
　（車両１０）
　図１に示すように、車両１０は、車載制御装置１１と、受信回路１４と、受信アンテナ
１５と、ドアロック装置１６と、パワースライドドア装置１７とを備えている。受信アン
テナ１５は、電子キー２０から送信された各種要求信号（施錠要求信号、解錠要求信号、
ドア開要求信号）を受信する。ここでは、施錠要求信号を受信した場合について説明する
。受信回路１４は、受信アンテナ１５により受信された施錠要求信号を復調し、それを車
載制御装置１１に出力する。
【００２８】
　車載制御装置１１は、不揮発性のメモリ１１ａを備え、同メモリ１１ａには、電子キー
２０のＩＤコードと同一のＩＤコードが記憶されている。車載制御装置１１は、施錠要求
信号に含まれるＩＤコードとメモリ１１ａに記憶されたＩＤコードとの照合が成立した場
合、ドアロック装置１６を介して車両ドアを施錠する。解錠要求信号が受信された場合に
も同様にして、ＩＤコードの照合成立をもって、ドアロック装置１６を介して車両ドアが
解錠される。また、ドア開要求信号が受信された場合にも、ＩＤコードの照合成立をもっ
て、パワースライドドア装置１７を介して同ドア開要求信号に含まれる開放を要求する側
（右側又は左側）のスライドドアが開放される。
【００２９】
　次に、スライドスイッチ２６の構成について説明する。
　図２に示すように、電子キー２０は、その外周を樹脂からなる直方体状のケース３２に
覆われてなる。スライドスイッチ２６は、ロックスイッチ２７ａ及びアンロックスイッチ
２７ｂとともにケース３２の同一の表面に設けられている。
【００３０】
　図４に示されるように、ケース３２の表面には、その長手方向に延びる操作穴２８が形
成されている。操作穴２８には、その上壁及び下壁との間に弾性ばね３１ａ，３１ｂを介
して直方体状のスライドスイッチ２６が挿入されている。弾性ばね３１ａは下側に向けて
、弾性ばね３１ｂは上側に向けて、それぞれスライドスイッチ２６を常時付勢する。この
弾性ばね３１ａ，３１ｂは、同等の弾性力を有している。操作穴２８の上端は第１の操作
位置、下端は第２の操作位置、この両位置の中間は、基準位置とされている。スライドス
イッチ２６は、弾性ばね３１ａ，３１ｂによって基準位置に維持されている。スライドス
イッチ２６の中央部には、表側に突出する操作部２６ａが設けられている。ユーザは、弾
性ばね３１ａ，３１ｂの弾性力に抗して、指などで操作部２６ａを操作して、スライドス
イッチ２６を第１又は第２の操作位置に変位させることが可能とされている。スライドス
イッチ２６が第１又は第２の操作位置に操作されると、キー側制御装置２１は、第１又は
第２の操作位置に応じた第１又は第２の検出軸方向が設定される。こうして、キー側制御
装置２１は、加速度センサ２３からの加速度情報を処理することが可能となる。なお、ス
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ライドスイッチ２６を第１又は第２の操作位置に変位させた状態で、操作部２６ａの操作
を解除すると、スライドスイッチ２６は、弾性ばね３１ａ，３１ｂの弾性力によって、基
準位置にまで弾性復帰する。このとき、キー側制御装置２１に設定された検出軸方向も解
除される。すなわち、スライドスイッチ２６が第１又は第２の操作位置に操作されている
間だけ、検出軸方向が設定され、電子キー２０の振り操作が可能とされている。
【００３１】
　また、図４に示されるように、電子キー２０は、各位置へのスライド操作時にユーザに
節度感覚を与える節度機構を備える。節度機構は、図４に示すように、節度ばね３３及び
金属製のボール３４からなる。操作部２６ａの背面（図４の右側の面）には、収納穴３５
が形成されている。この収納穴３５の底面にはコイル状の節度ばね３３が設けられる。こ
の節度ばね３３の弾性力により収納穴３５におけるボール３４は操作部２６ａの背面と対
面するケース３２の接触面３２ａに付勢される。操作部２６ａのスライドに伴ってボール
３４は接触面３２ａを摺動する。接触面３２ａにはボール３４の一部（図４の右部）が進
入する節度穴３６ａ～３６ｃが設けられている。節度穴３６ａ～３６ｃは、それぞれ基準
位置、第１及び第２操作位置に対応して設けられている。例えば、操作部２６ａが基準位
置から第１の操作位置にスライド操作されたとき、ボール３４は接触面３２ａを摺動して
節度穴３６ｂに進入する。この状態から操作部２６ａをスライド操作するには、ボール３
４が節度穴３６ｂから脱出可能となる操作力にて操作する必要がある。これにより、操作
部２６ａが各位置に操作されたときユーザに一定の節度感覚が与えられる。
【００３２】
　この節度機構は、スライドスイッチ２６の位置検出機構も兼ねる。詳述すると、節度穴
３６ｂ，３６ｃの底部には、同図における図示は省略したキー側制御装置２１と接続され
た固定接点３７ｂ，３７ｃが設けられている。これに対する可動接点は、金属製のボール
３４であって、例えば、スライドスイッチ２６が第１の操作位置にスライド操作されたと
き、ボール３４は、節度穴３６ｂに進入するとともに、固定接点３７ｂと接触する。この
ように、キー側制御装置２１は、各固定接点のいずれかの回路が通電状態となることによ
り、スライドスイッチ２６第１又は第２の操作位置にあることを認識する。
【００３３】
　キー側制御装置２１は、スライドスイッチ２６の第１又は第２の検出位置への移動を検
出すると、加速度センサ２３からの加速度情報を処理するために検出位置に応じた第１又
は第２の検出軸方向を設定する。キー側制御装置２１は、図３（ａ）に示される基準位置
からスライドスイッチ２６が上側に向かって操作され、第１の操作位置に操作されたこと
を検出すると、図３（ｂ）に示すように、上側に向かって正のＹ軸方向を、右側に向かっ
て正のＸ軸方向を設定する。反対に、スライドスイッチ２６が下側に向かって操作され、
第２の操作位置に操作されたことを検出すると、図３（ｂ）に示すように、下側に向かっ
て正のＹ軸方向を、左側に向かって正のＸ軸方向を設定する。なお、Ｚ軸方向は、スライ
ドスイッチ２６の操作位置にかかわらず紙面の鉛直上向きに設定される。
【００３４】
　図５に示されるように、この検出軸の方向は、ユーザが電子キー２０を把持した状態で
スライドスイッチ２６を親指で操作することを想定して設定されている。通常、正負を含
む軸方向設定する場合、基準が必要となる。例えば、右とは自身が南の方向を向いたとき
の西側にあたる方向である。すなわち、自身の向いている方向、つまり前方を正として軸
方向設定がなされる場合が多い。本例のキー側制御装置２１は、スライドスイッチ２６を
操作した方向をＹ軸の正方向として設定する。電子キー２０の右方向をＸ軸の正方向とし
て設定する。これにより、ユーザがスライドスイッチ２６のスライド操作を通じて想定す
る前方及び左右方向が、電子キー２０のＹ軸の正方向及びＸ軸の正負方向と一致する。こ
れにより、ユーザは、把持した電子キー２０の向きを意識することなく電子キー２０をモ
ーション操作することができる。
【００３５】
　スライドスイッチ２６が操作されると、キー側制御装置２１は、操作位置に応じて設定
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する検出軸方向を基準にして加速度センサ２３からの情報を処理する。これにより、キー
側制御装置２１は、ユーザのモーション操作による加速度の変化を検出した際に、電子キ
ー２０の振り方向を検出することができる。これにより、キー側制御装置２１は、振り方
向に応じた制御信号を生成するとともに、送信回路２４及び送信アンテナ２５を介して同
制御信号を車両１０に向けて送信する。例えば、操作部２６ａを基準位置から第１の操作
位置まで一気に操作したうえで右回りの振り操作を行うことにより車両右側のスライドド
アを開放させることができる。
【００３６】
　以上の構成によれば、ユーザは、電子キー２０をモーション操作する場合に、ユーザの
想定する左右方向（軸方向）と、キー側制御装置２１が検出する左右方向（検出軸方向）
とが一致する。このため、車両においては、ユーザの振り操作によって、ユーザの意図す
る制御が実行される。
【００３７】
　以上詳述したように、本実施形態によれば、以下に示す効果が得られる。
　（１）電子キー２０は、スライドスイッチ２６が第１又は第２の操作位置にスライド操
作されることによって、ユーザを基準とした携帯機の向きを認識する。そして、電子キー
２０（キー側制御装置２１）は、認識した携帯機の向きに合わせ加速度センサ２３の検出
軸方向を設定するようにした。これにより、ユーザは電子キー２０の把持する方向を意識
することなく、ユーザを基準とした方向と、加速度センサ２３の検出軸方向とを一致させ
ることができる。このため、電子キー２０をモーション操作した際には、同電子キー２０
は、ユーザの意図と合致する制御信号を制御対象に向けて送信することができる。ひいて
は、制御対象の車両において、ユーザの意図する制御が行われる。
【００３８】
　（２）第１の操作位置と第２の操作位置との間に電子キー２０の検出軸方向を設定しな
い基準位置を設けた。これにより、スライドスイッチ２６が基準位置とされた場合、キー
側制御装置２１には、加速度センサ２３の検出軸方向が設定されない。このため、キー側
制御装置２１は、加速度センサ２３からの情報を処理しない。すなわち、スライドスイッ
チ２６を基準位置とすることにより、ユーザは、意図しないモーション操作を抑制するこ
とができる。
【００３９】
　（３）電子キー２０の検出軸方向を設定するスイッチとしてスライドスイッチ２６を設
けた。これにより、ユーザは、スライドスイッチ２６をスライドさせるのみで、容易に第
１及び第２の操作位置に対応した検出軸方向を設定することができる。
【００４０】
　（４）電子キー２０の検出軸方向は、スライドスイッチ２６のスライド方向を前方とし
て設定されるようにした。これにより、ユーザは、左右方向について容易に認識できる。
　（５）スライドスイッチ２６を同等の弾性力を有する弾性ばね３１ａ，３１ｂに挟まれ
る態様で設けた。これにより、スライドスイッチ２６は、ユーザの操作から開放されると
、第１の操作位置と第２の操作位置との中間に設定される基準位置に復帰する。これによ
り、より確実にユーザの意図しないモーション操作を抑制することができる。
【００４１】
　（６）電子キー２０は直方体状に形成した。また、スライドスイッチ２６のスライド方
向を前記電子キー２０の長手方向とした。これにより、ユーザは、把持しやすく且つスラ
イドスイッチ２６の操作性のよい電子キー２０を所持することができる。
【００４２】
　なお、上記実施形態は以下のように変更してもよい。
　・上記実施形態では、スライドスイッチ２６を採用し、これが操作される方向によって
、電子キー２０の検出軸方向を決定するようにした。しかし、検出軸方向を決定するため
に採用するスイッチはスライドスイッチに限らず、例えば、図６（ａ）に示されるような
、シーソースイッチ４０であってもよい。この場合、図６（ｂ）に示されるように、ユー
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ザが操作している方向を前方、すなわち正のＹ軸方向として設定する。この場合、紙面鉛
直上向きが正のＸ軸方向、すなわち右方向となる。このようにしても、ユーザは、シーソ
ースイッチを操作するのみで、電子キー２０を持つ向きを意識することなく使用すること
ができる。
【００４３】
　・上記実施形態において、操作穴２８は、必ずしも電子キー２０の長手方向に沿って形
成される必要はない。例えば、短手方向に沿って形成されてもよい。こうしても、ユーザ
は、スライドスイッチ２６を操作するのみで、電子キー２０を持つ向きを意識することな
く使用することができる。また、この両者を組み合わせてもよい。すなわち、図７に示さ
れるように、ケース３２の表面にその長手方向と短手方向に沿って十字に延びる操作穴４
１を設ける。操作穴４１には、これに沿って摺動可能なスライドスイッチ４２を設ける。
このようにすることで、一方向に延びる操作穴を採用した場合に比べて、スライドスイッ
チの操作位置を多数設けることが可能となる。従って、ユーザが電子キー２０を把持する
方向の自由度が向上する。
【００４４】
　・上記実施形態では、電子キー２０の検出軸方向は、スライドスイッチ２６のスライド
方向を前方として設定されるようにしたが、スライド方向を後方として設定してもよい。
このようにしても、ユーザは、左右方向について容易に認識できる。また、スライド方向
にかかわらず、独自の方向を設定してもよい。例えば、スライドスイッチ２６のスライド
方向に対して、電子キー２０の検出軸方向は１０°ずれて設定させる。このようにしても
、ユーザは、電子キー２０に意図する検出軸方向を設定することができる。
【００４５】
　・上記実施形態において、電子キー２０のケース３２の形状は、直方体状に限らない。
例えば、角がとれた卵状の形状であってもよい。
　・上記実施形態においては、ロックスイッチ２７ａ及びアンロックスイッチ２７ｂはプ
ッシュ式スイッチであった。しかし、ロックスイッチ２７ａ又はアンロックスイッチ２７
ｂ、若しくはその両スイッチの機能をスライドスイッチ２６に組み込んでもよい。具体的
には、第１及び第２の操作位置に加えて、第３及び第４の操作位置を設けて、例えば、第
３の操作位置をロック位置、第４の操作位置をアンロック位置とする。そして、スライド
スイッチ２６が基準位置からスライド操作されてロック位置とされたとき、施錠要求信号
が、アンロック位置に操作されたときに解錠要求信号が、それぞれ送信される。このよう
にロック位置及びアンロック位置を設けることで、ユーザは車両ドアの施解錠及びスライ
ドドアの開放に係る全ての操作をスライドスイッチ２６にて行うことができる。よって、
より利便性が向上する。
【００４６】
　・上記実施形態において、必ずしも弾性ばね３１ａ，３１ｂを設ける必要はない。すな
わち、ユーザからの操作が解放されたスライドスイッチ２６が基準位置に自動復帰する必
要はない。この場合、スライドスイッチ２６は第１又は第２の操作位置に保持されるため
、ユーザはスライドスイッチ２６が第１又は第２の操作位置に達したことを認識しやすい
。また、この構成の場合、ユーザはスライドスイッチ２６から手指を離した状態で電子キ
ー２０を振り操作することができる。
【００４７】
　・上記実施形態においては、モーションセンサとして加速度センサ２３が設けられてい
た。しかし、モーションセンサであれば加速度センサ２３に限定されず、例えば速度セン
サであってもよい。
【００４８】
　・上記実施形態においては、スライドスイッチ２６が第１又は第２の操作位置に保持さ
れている限りモーション操作有効状態が維持されていた。しかし、モーション操作有効状
態に時間制限を設けてもよい。例えば、スライドスイッチ２６が第１又は第２の操作位置
に５秒以上保持されていれば、モーション操作有効状態が解除される。これにより、例え



(10) JP 2012-102536 A 2012.5.31

10

20

30

40

ば、ユーザが意図せずスライドスイッチ２６をモーションオン位置に保持した場合であっ
ても、一定時間経過後にモーション操作有効状態が解除される。よって、電子キー２０の
誤操作が抑制される。
【００４９】
　・上記実施形態においては、スライドスイッチ２６を第１又は第２の操作位置に位置す
るように操作して電子キー２０を振り操作することで、スライドドアを開かせることが可
能であった。しかし、電子キー２０の振り操作に伴う制御対象はスライドドアに限らず、
例えばヒンジ型の車両ドアやドアウインド等であってもよい。例えば、ドアウインドの場
合、電子キー２０が上側に振られたときドアウインドは閉方向に移動し、電子キー２０が
下側に振られたときドアウインドは開方向に移動する。
【００５０】
　・上記実施形態においては、スライドスイッチ２６が第１又は第２の操作位置に維持さ
れている期間に限りモーション操作有効状態とされていた。しかし、一度、スライドスイ
ッチ２６が第１又は第２の操作位置までスライド操作されたときには一定期間に亘りモー
ション操作有効状態とされてもよい。この場合、ユーザは、一度、スライドスイッチ２６
を第１又は第２の操作位置までスライド操作した後、スライドスイッチ２６から手指を離
した状態で振り操作ができる。
【００５１】
　・上記実施形態における復帰機構及び節度機構は一例であって、それらの機能を発揮で
きれば弾性ばね３１ａ、３１ｂ、節度ばね３３及びボール３４等の位置はこれに限定され
ない。また、復帰機構及び節度機構の構成も上記実施形態に限定されない。
【００５２】
　・上記実施形態においては、スライドスイッチ２６は上側から第１の操作位置、基準位
置、第２の操作位置の順で配置されていた。しかし、各位置の配置はこれに限定されない
。例えば、第１の操作位置が基準位置及び第２の操作位置間に挟まれる態様で配置されて
もよい。また、基準位置を省略してもよい。この場合、スライドスイッチ２６が第１又は
第２の操作位置に操作されると、ユーザのスライドスイッチ２６に対する操作力が解除さ
れてもその位置が保持される。すなわち、復帰機構が省略される。この場合、上記同様に
スライドスイッチ２６が第１又は第２の操作位置までスライド操作されたときには一定期
間に限りモーション操作有効状態とされる。
【００５３】
　・上記実施形態においては、スライドスイッチ２６が各位置に達したときユーザに一定
の節度感覚を与える節度ばね３３、ボール３４等からなる節度機構が設けられていたが、
これを省略してもよい。
【００５４】
　・上記実施形態においては、制御対象は車両であったが、これに限定されず、例えば住
宅用のドアであってもよい。
【符号の説明】
【００５５】
１…電子キーシステム、１０…車両、１１…車載制御装置、１１ａ，２１ａ…メモリ、１
４…受信回路、１５…受信アンテナ、１６…ドアロック装置、１７…パワースライドドア
装置、２０…電子キー、２１…キー側制御装置、２３…加速度センサ、２４…送信回路、
２５…送信アンテナ、２６，４２…スライドスイッチ、２６ａ…操作部、２７ａ…ロック
スイッチ、２７ｂ…アンロックスイッチ、２８，４１…操作穴、３１ａ，３１ｂ…弾性ば
ね、３２…ケース、３２ａ…接触面、３３…節度ばね、３４…ボール、３５…収納穴、３
６ａ，３６ｂ，３６ｃ…節度穴、３７ｂ，３７ｃ…固定接点、４０…シーソースイッチ。
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