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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に搭載される車載装置と、利用者が携帯する携帯機とで構成され、前記車載装置と
前記携帯機との間で無線通信を行うことにより、前記車載装置に各種制御を実行させるた
めに必要となる認証を行う電子キーシステムであって、
　前記車載装置は、
　前記携帯機を探索するための探索信号を送信可能な探索信号送信手段と、
　利用者が前記車両に設けられた施錠機構を解錠状態から施錠状態に変更しようとしたと
きに、当該施錠状態への変更に伴って車両外からはアクセスできなくなる領域内に対し、
当該領域内に前記携帯機が存在するか否かを確認するための確認信号を送信する確認信号
送信手段と、
　前記携帯機から前記確認信号に対する応答である確認時応答信号が送信されてきた場合
に、当該確認時応答信号を受信する確認時応答信号受信手段と、
　前記確認時応答信号受信手段によって前記確認時応答信号を受信した場合に、前記解錠
状態から前記施錠状態への変更を禁止するか、前記施錠状態から前記解錠状態への変更を
実行することにより、前記施錠機構による施錠を阻止する施錠阻止手段と、
　を備え、
　前記携帯機は、
　前記車載装置から前記探索信号が送信されてきた場合に、当該探索信号を受信する探索
信号受信手段と、
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　前記探索信号受信手段によって前記探索信号を受信した場合に、携帯機が存在する旨を
周囲に報知する報知手段と、
　前記車載装置から前記確認信号が送信されてきた場合に、当該確認信号を受信する確認
信号受信手段と、
　前記確認信号受信手段によって前記確認信号を受信した場合に、前記確認時応答信号を
送信する確認時応答信号送信手段と、
　前記探索信号受信手段によって前記探索信号を受信した場合に、前記携帯機のステータ
スを通常状態から制限状態に変更するステータス変更手段と、
　を備え、
　前記探索信号送信手段は、前記確認時応答信号受信手段によって前記確認時応答信号を
受信した場合に、前記探索信号を送信し、
　前記携帯機のステータスが前記制限状態に変更された場合には、前記携帯機が前記車載
装置に対する無線信号を停止するか、または、前記携帯機から送信される無線信号に基づ
いて前記車載装置側で前記携帯機のステータスが前記制限状態に変更されたことを識別し
て、前記車載装置による前記各種制御の実行を当該車載装置側で制限することにより、前
記車載装置が実行可能な前記各種制御の内、少なくとも一部が実行されない状態になるこ
と、
　を特徴とする電子キーシステム。
【請求項２】
　前記ステータス変更手段は、利用者からの入力操作、または、前記車載装置を含む他の
機器との無線通信のいずれかによる制限解除指令を受け付けた場合に、前記携帯機のステ
ータスを前記制限状態から前記通常状態に戻す
　ことを特徴とする請求項１に記載の電子キーシステム。
【請求項３】
　前記ステータス変更手段は、前記探索信号受信手段によって受信した前記探索信号に基
づいて、前記携帯機が車両の外にあるか否かを判定し、前記携帯機が車両の外にある場合
に、前記携帯機のステータスを通常状態から制限状態に変更する
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の電子キーシステム。
【請求項４】
　前記携帯機は、
　前記探索信号受信手段によって前記探索信号を受信した場合に、前記探索信号に対する
応答である探索時応答信号を送信する探索時応答信号送信手段
　を備え、
　前記車載装置は、
　前記携帯機から前記探索時応答信号が送信されてきた場合に、当該探索時応答信号を受
信する探索時応答信号受信手段
　を備えることを特徴とする請求項１～請求項３のいずれかに記載の電子キーシステム。
【請求項５】
　前記車載装置は、
　広域通信網経由で当該広域通信網に接続可能な外部通信端末との通信を行う外部通信手
段と、
　前記探索時応答信号受信手段によって前記探索時応答信号を受信した場合に、前記外部
通信手段を利用して、前記外部通信端末へ前記携帯機を発見した旨を通知する通知手段と
、
　を備えることを特徴とする請求項４に記載の電子キーシステム。
【請求項６】
　前記探索信号送信手段は、異なる複数の領域内に対し、前記探索信号を送信可能で、
　前記通知手段は、前記外部通信端末へ前記携帯機を発見した旨を通知する際、前記複数
の領域の内、どの領域で前記携帯機を発見したのかをも通知する
　ことを特徴とする請求項５に記載の電子キーシステム。
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【請求項７】
　前記通知手段は、前記探索時応答信号受信手段によって前記探索時応答信号を受信でき
ない場合に、前記外部通信手段を利用して、前記外部通信端末へ前記携帯機を発見できな
い旨を通知する
　ことを特徴とする請求項５または請求項６に記載の電子キーシステム。
【請求項８】
　前記探索信号送信手段は、前記外部通信端末から送信された探索要求が前記外部通信手
段を介して前記車載装置に到来した場合に、前記探索信号を送信する
　ことを特徴とする請求項５～請求項７のいずれかに記載の電子キーシステム。
【請求項９】
　前記車載装置は、
　第１周波数帯の電波にて前記携帯機との通信を行う第１車載装置側通信手段と、
　前記第１周波数帯とは異なる第２周波数帯の電波にて前記携帯機との通信を行う第２車
載装置側通信手段と
　を備え、
　前記携帯機は、
　前記第１周波数帯の電波にて前記車載装置との通信を行う第１携帯機側通信手段と、
　前記第２周波数帯の電波にて前記車載装置との通信を行う第２携帯機側通信手段と
　を備え、
　前記探索信号送信手段は、前記第１車載装置側通信手段および前記第２車載装置側通信
手段の双方を順に利用して、前記探索信号を送信し、
　前記探索信号受信手段は、前記第１周波数帯の電波にて前記探索信号が送信されてきた
場合には、前記第１携帯機側通信手段を利用して前記探索信号を受信する一方、前記第２
周波数帯の電波にて前記探索信号が送信されてきた場合には、前記第２携帯機側通信手段
を利用して前記探索信号を受信する
　ことを特徴とする請求項１～請求項８のいずれかに記載の電子キーシステム。
【請求項１０】
　前記第２周波数帯は、前記第１周波数帯よりも高周波数側の周波数帯である
　ことを特徴とする請求項９に記載の電子キーシステムの携帯機。
【請求項１１】
　前記第１周波数帯は、ＬＦ帯であり、
　前記第２周波数帯は、ＵＨＦ帯である
　ことを特徴とする請求項１０に記載の電子キーシステムの携帯機。
【請求項１２】
　車両に搭載される車載装置と、利用者が携帯する携帯機とで構成され、前記車載装置と
前記携帯機との間で無線通信を行うことにより、前記車載装置に各種制御を実行させるた
めに必要となる認証を行う電子キーシステムであって、
　前記車載装置は、
　前記携帯機を探索するための探索信号を送信可能な探索信号送信手段
　を備え、
　前記携帯機は、
　前記車載装置から前記探索信号が送信されてきた場合に、当該探索信号を受信する探索
信号受信手段と、
　前記探索信号受信手段によって前記探索信号を受信した場合に、携帯機が存在する旨を
周囲に報知する報知手段と、
　前記探索信号受信手段によって前記探索信号を受信した場合に、前記探索信号に対する
応答である探索時応答信号を送信する探索時応答信号送信手段と、
　を備え、
　前記車載装置は、
　前記携帯機から前記探索時応答信号が送信されてきた場合に、当該探索時応答信号を受
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信する探索時応答信号受信手段と、
　広域通信網経由で当該広域通信網に接続可能な外部通信端末との通信を行う外部通信手
段と、
　前記探索時応答信号受信手段によって前記探索時応答信号を受信した場合に、前記外部
通信手段を利用して、前記外部通信端末へ前記携帯機を発見した旨を通知する通知手段と
、
　を備えることを特徴とする電子キーシステム。
【請求項１３】
　前記探索信号送信手段は、異なる複数の領域内に対し、前記探索信号を送信可能で、
　前記通知手段は、前記外部通信端末へ前記携帯機を発見した旨を通知する際、前記複数
の領域の内、どの領域で前記携帯機を発見したのかをも通知する
　ことを特徴とする請求項１２に記載の電子キーシステム。
【請求項１４】
　前記通知手段は、前記探索時応答信号受信手段によって前記探索時応答信号を受信でき
ない場合に、前記外部通信手段を利用して、前記外部通信端末へ前記携帯機を発見できな
い旨を通知する
　を備えることを特徴とする請求項１２または請求項１３に記載の電子キーシステム。
【請求項１５】
　前記探索信号送信手段は、前記外部通信端末から送信された探索要求が前記外部通信手
段を介して前記車載装置に到来した場合に、前記探索信号を送信する
　ことを特徴とする請求項１２～請求項１４のいずれかに記載の電子キーシステム。
【請求項１６】
　車両に搭載される車載装置と、利用者が携帯する携帯機とで構成され、前記車載装置と
前記携帯機との間で無線通信を行うことにより、前記車載装置に各種制御を実行させるた
めに必要となる認証を行う電子キーシステムであって、
　前記車載装置は、
　前記携帯機を探索するための探索信号を送信可能な探索信号送信手段と、
　第１周波数帯の電波にて前記携帯機との通信を行う第１車載装置側通信手段と、
　前記第１周波数帯とは異なる第２周波数帯の電波にて前記携帯機との通信を行う第２車
載装置側通信手段と、
　を備え、
　前記携帯機は、
　前記車載装置から前記探索信号が送信されてきた場合に、当該探索信号を受信する探索
信号受信手段と、
　前記探索信号受信手段によって前記探索信号を受信した場合に、携帯機が存在する旨を
周囲に報知する報知手段と、
　前記第１周波数帯の電波にて前記車載装置との通信を行う第１携帯機側通信手段と、
　前記第２周波数帯の電波にて前記車載装置との通信を行う第２携帯機側通信手段と、
　を備え、
　前記探索信号送信手段は、前記第１車載装置側通信手段および前記第２車載装置側通信
手段の双方を順に利用して、前記探索信号を送信し、
　前記探索信号受信手段は、前記第１周波数帯の電波にて前記探索信号が送信されてきた
場合には、前記第１携帯機側通信手段を利用して前記探索信号を受信する一方、前記第２
周波数帯の電波にて前記探索信号が送信されてきた場合には、前記第２携帯機側通信手段
を利用して前記探索信号を受信すること、
　を特徴とする電子キーシステム。
【請求項１７】
　前記第２周波数帯は、前記第１周波数帯よりも高周波数側の周波数帯である
　ことを特徴とする請求項１６に記載の電子キーシステムの携帯機。
【請求項１８】
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　前記第１周波数帯は、ＬＦ帯であり、
　前記第２周波数帯は、ＵＨＦ帯である
　ことを特徴とする請求項１７に記載の電子キーシステムの携帯機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子キーシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自動車関連技術の分野においては、車両に搭載される車載装置と、車両の利用者
が所持する携帯機とで構成される電子キーシステムが実用化されている。この種の電子キ
ーシステムは、車載装置と携帯機との間で無線通信による認証が成立すれば、機械式キー
での操作を行わなくても、ドアのロック／アンロックやエンジン始動等の制御を実行でき
る仕組みになっている。
【０００３】
　また、この種の電子キーシステムの携帯機を紛失すると探し出すことが容易ではないた
め、従来、携帯機を探索したい場合に利用される携帯機探索装置が、既に提案されている
（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００５－２２０７２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記のような携帯機探索装置を使って携帯機を検出した場合、携帯機が
ある範囲内（検出領域内）に存在することは判明するものの、実際に携帯機がどこにある
のかまではわからないことがあった。
【０００５】
　より具体的な例を挙げれば、例えば、携帯機が衣類のポケットやカバン類の中に収納さ
れていれば、携帯機探索装置を使って携帯機が存在する領域を特定できたとしても、利用
者にとっては、その領域内のどこに携帯機があるのかがわからないことがある。
【０００６】
　このような場合に、携帯機が収納されているかもしれない場所がたくさんあれば、手当
たり次第、それらの場所を探してみるしかなく、直ちには携帯機の発見に至らないことが
あった。
【０００７】
　また、例えば、夜間に屋外で携帯機を紛失した場合などは、携帯機探索装置を使って携
帯機が存在する領域を特定できたとしても、灯りのない暗い場所では、どこに携帯機があ
るのかわからないことがあった。
【０００８】
　本発明は、上記問題を解決するためになされたものであり、その目的は、探索対象とな
る携帯機をより容易に発見可能な電子キー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】
【０００９】
　以下、本発明において採用した構成について説明する。
　請求項１に記載の電子キーシステムにおいては、車載装置は、携帯機を探索するための
探索信号を送信可能な探索信号送信手段と、利用者が車両に設けられた施錠機構を解錠状
態から施錠状態に変更しようとしたときに、当該施錠状態への変更に伴って車両外からは
アクセスできなくなる領域内に対し、当該領域内に携帯機が存在するか否かを確認するた
めの確認信号を送信する確認信号送信手段と、を備える。また、携帯機から確認信号に対
する応答である確認時応答信号が送信されてきた場合に、当該確認時応答信号を受信する
確認時応答信号受信手段と、確認時応答信号受信手段によって確認時応答信号を受信した



(6) JP 5003152 B2 2012.8.15

10

20

30

40

50

場合に、解錠状態から施錠状態への変更を禁止するか、施錠状態から解錠状態への変更を
実行することにより、施錠機構による施錠を阻止する施錠阻止手段と、を備える。
　また、携帯機は、車載装置から探索信号が送信されてきた場合に、当該探索信号を受信
する探索信号受信手段と、探索信号受信手段によって探索信号を受信した場合に、携帯機
が存在する旨を周囲に報知する報知手段と、車載装置から確認信号が送信されてきた場合
に、当該確認信号を受信する確認信号受信手段と、を備える。また、確認信号受信手段に
よって確認信号を受信した場合に、確認時応答信号を送信する確認時応答信号送信手段と
、探索信号受信手段によって探索信号を受信した場合に、携帯機のステータスを通常状態
から制限状態に変更するステータス変更手段と、を備える。
　さらに、探索信号送信手段は、確認時応答信号受信手段によって確認時応答信号を受信
した場合に、探索信号を送信し、携帯機のステータスが制限状態に変更された場合には、
携帯機が車載装置に対する無線信号を停止するか、または、携帯機から送信される無線信
号に基づいて車載装置側で携帯機のステータスが制限状態に変更されたことを識別して、
車載装置による各種制御の実行を当該車載装置側で制限することにより、車載装置が実行
可能な各種制御の内、少なくとも一部が実行されない状態になる。
　したがって、携帯機探索装置側（本発明の場合は車両側）での報知動作を頼りに携帯機
を探し出すものとは異なり、携帯機側での報知動作を頼りに、携帯機をより容易に発見す
ることができる。
【００１０】
　なお、報知手段としては、利用者が携帯機の存在を認識できるような方法での報知がで
きれば、どのような手段を採用してもよく、例えば、利用者が聴覚、視覚、触覚等の少な
くとも一つで携帯機の存在を認識できるような手段を採用すればよい。
【００１１】
　代表的な例としては、例えば、携帯機に設けられた放音手段から、何らかの音を発する
ことにより、利用者が聴覚で携帯機の存在を認識できるようにすればよい。この場合、携
帯機が衣類のポケットやカバン類の中に収納されていても、容易に携帯機を発見できる。
【００１２】
　また、携帯機に設けられた発光手段（例えば、ＬＥＤ等）を発光（点灯あるいは点滅）
させることにより、利用者が視覚で携帯機の存在を認識できるようにしてもよい。この場
合、夜間や暗い場所であっても、容易に携帯機を発見することができる。
【００１３】
　さらに、携帯機に設けられた振動手段を振動させることにより、利用者が触覚で携帯機
の存在を認識できるようにしてもよい。この場合、利用者が着衣のポケットに携帯機をし
まい込んでいても、容易に携帯機を発見することができる。
【００１４】
　これらの報知手段は、いずれか一種のみを採用してもよいし、二種以上を組み合わせて
採用してもよい。どの報知手段を採用するかは、解決したい問題の重要度と必要なコスト
等を勘案して選定すればよい。例えば、ポケット内への収容時に携帯機を発見できないと
いう問題の解決が重要であれば放音手段を設ければよく、夜間に携帯機を発見できないと
いう問題の解決が重要であれば発光手段を設ければよく、どちらの問題とも重要であれば
双方を設ければよい。
【００１５】
　ところで、携帯機を探索するときにだけ使用される携帯機探索専用の装置は、通常、日
常的に運用されるものではなく、携帯機の紛失という限られた状況でしか運用されない。
そのため、日頃から携帯機を紛失しないように適切に管理していると自負する利用者ほど
、携帯機探索専用装置の導入には至らない傾向があり、いざ紛失すると対処に困ってしま
う、という問題がある。
【００１６】
　また、携帯機探索専用装置の導入に至った場合でも、日常的には運用しないものである
が故に、一旦どこかにしまい込んでしまうと、どこにしまい込んだのかを利用者が忘れて
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しまうことがあり、いざというときに役に立たない、という問題もある。
【００１７】
　この点、本発明の電子キーシステムの場合、携帯機探索専用装置で携帯機の探索を行う
のではなく、車両に搭載された車載装置で携帯機の探索を行うので、携帯機探索専用装置
を導入する必要はない。また、携帯機探索専用装置とは異なり、車両は日常的に運用され
るのが普通なので、どこかにしまい込んでしまうことはなく、しまい込んだ場所を忘れて
しまうといったトラブルを招くことがない。
【００１８】
　さて、本発明において、携帯機の探索をどのようなタイミングで実施するかは任意であ
り、例えば、利用者が任意に実施する探索指示を契機として実行されるようになっていれ
ばよい。また、携帯機の探索を実施すると好ましい状況になった場合、それに連動して携
帯機の探索が実行されると、より利便性が高いシステムとなる。
【００１９】
　そのような状況の一例としては、例えば、携帯機を車室内やトランク内に置き忘れたま
ま、利用者が施錠操作を実施しようとした場合を挙げることができる。この場合、この種
の電子キーシステムでは、施錠を阻止することにより、携帯機の閉じ込みを防止すること
が好ましいが、単に閉じ込みを防止するだけでは、その原因となった携帯機がどこにある
のかまではわからない。
【００２０】
　その点、請求項１に記載の電子キーシステムは、施錠状態への変更に伴って車両外から
はアクセスできなくなる領域を対象にして、車載装置と携帯機との間で確認信号および確
認時応答信号をやり取りできた場合、施錠機構による施錠を阻止し、さらに探索信号の送
信をも行う。
【００２１】
　したがって、携帯機側では報知手段による報知が行われるので、単に閉じ込みを防止す
るだけではなく、その原因となった携帯機を利用者がより容易に発見できるようになる。
　次に、本発明においては、携帯機側に設けられた報知手段が作動した結果として、正規
利用者よりも先に正規利用者以外の不審者が携帯機の発見に至る可能性がある。その場合
に、不審者が携帯機を所持することで、車両側の各種機能すべてを利用できてしまうと、
車両の盗難、車室内またはトランク内にある物品の盗難といった被害を招くおそれがある
。
【００２２】
　この点、請求項１に記載の電子キーシステムの場合、携帯機は、探索信号を受信した際
に携帯機のステータスを制限状態に変更する。そして、携帯機のステータスが制限状態に
変更された場合には、携帯機が車載装置に対する無線信号を停止するか、または、携帯機
から送信される無線信号に基づいて車載装置側で携帯機のステータスが制限状態に変更さ
れたことを識別して、車載装置による各種制御の実行を車載装置側で制限する。
【００２３】
　その結果、車載装置が実行可能な各種制御の内、少なくとも一部が実行されない状態に
なる。したがって、車両の盗難、車室内またはトランク内にある物品の盗難といった被害
を招く可能性がある機能については、それらの機能を制限することで、上述した各被害を
防止することができる。
【００２４】
　具体的な例を挙げれば、例えば、通常状態の携帯機であれば、携帯機を所持した利用者
がドアノブに手をかけたこと（または車両に接近したこと等）を契機として、ドアのアン
ロック制御を行うところを、制限状態の携帯機であれば、そのアンロック制御を制限する
。
【００２５】
　これにより、不審者が車室内へ入ったり車室内にある物品が持ち出されたりするのを阻
止することができる。また、同様の制御を車両のトランクに適用すれば、トランク内にあ
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る物品が持ち出されるのを阻止することができる。
【００２６】
　また、例えば、通常状態の携帯機であれば、携帯機を所持した利用者がエンジンスイッ
チを操作したことを契機として、エンジンの始動制御を行うところを、制限状態の携帯機
であれば、その始動制御を制限する。これにより、不審者が車両を移動させるのを阻止す
ることができる。
【００２７】
　さらに、上記のような制限をどのようなタイミングで解除するかについては、様々な手
法を考え得るが、一案としては、例えば、携帯機側が通常状態に変更されない限り、車載
装置側単独では制御禁止状態を一切解除できないようにすればよい。
【００２８】
　この場合、請求項２に記載の電子キーシステムのように構成すれば、利用者からの入力
操作、または、車載装置を含む他の機器との無線通信のいずれかにより、携帯機に対して
制限解除指令を与えることで、携帯機のステータスを制限状態から通常状態に戻すことが
できるので、これにより、車両側における制限を解除することができる。
【００２９】
　なお、上記利用者からの入力操作、または、車載装置を含む他の機器との無線通信は、
いずれも携帯機のステータスを通常状態に戻す契機となる。したがって、これらを実行す
るに当たっては、利用者しか知らない所定の手順での操作を実行させたり、あるいは、利
用者しか知らない暗証番号やパスワードを入力させたりし、不審者が同等な操作を実施で
きないようにすることが好ましい。
【００３０】
　また、上記以外の別案としては、例えば、携帯機側が通常状態に変更されなくても、車
両側において利用者しか知らない所定の手順での操作が行われれば、一時的に車載装置側
単独で制御禁止状態を解除できるようにしてもよい。
【００３１】
　このような手法であれば、何らかの事情で携帯機側を通常状態に戻せなくなった場合で
も、車両を使用可能な状態にすることができる。したがって、例えば、通常状態に戻せな
くなった携帯機を修理するために販売店へ行きたい場合であっても、車両を使用できるの
で利便性が高くなる。
【００３２】
　また、携帯機のステータスを通常状態から制限状態に変更するに当たっては、請求項３
に記載の電子キーシステムのように構成してもよい。このシステムの場合、不審者に携帯
機を拾われる可能性が相応に高い車外に携帯機があれば、携帯機のステータスが通常状態
から制限状態に変更されるので、携帯機の不正利用を防止できる。一方、不審者に携帯機
を拾われる可能性が低い車内に携帯機があれば、携帯機のステータスが通常状態から変更
されないので、利用者がわざわざ制限を解除する手間をかけなくてもよくなり、利便性が
向上する。
【００３３】
　次に、請求項４に記載の電子キーシステムのように、探索信号に対する応答である探索
時応答信号を、携帯機から車載装置へ伝送するように構成すれば、携帯機の発見時に、携
帯機側に設けられた報知手段での報知ができるのに加え、車載装置側でも何らかの制御や
動作を実行することができるようになる。
【００３４】
　例えば、携帯機と同等または機能的に類似する報知手段を車載装置側にも設けて、探索
時応答信号が車載装置へ届いたことを条件に車載装置側の報知手段を作動させれば、車両
側においても携帯機が発見された旨の報知を実施できる。
【００３５】
　あるいは、請求項５や請求項１２に記載の電子キーシステムのように、車載装置側で探
索時応答信号を受信した場合に、車載装置が、外部通信手段を利用して外部通信端末へ携
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帯機を発見した旨を通知してもよく、この場合、利用者は、外部通信端末にて携帯機の発
見を認識することができる。
【００３６】
　このような電子キーシステムにおいて、外部通信手段は、データ通信ができる無線通信
機能を有する手段であれば特に限定されるものではない。ただし、通常は、自動車電話な
いし携帯電話と同等な機能を有する無線通信機器によって構成されていればよい。
【００３７】
　また、外部通信端末も、データ通信ができる機器であれば特に限定されるものではない
。ただし、通常は、利用者が所有する携帯電話機やパーソナルコンピュータなど、インタ
ーネット接続機能を有する機器と同等な機能を備えた通信機器（無線でも有線でも可）で
あればよい。
【００３８】
　さらに、外部通信手段と外部通信端末は広域通信網経由で通信を行うが、この広域通信
網としては、例えばインターネットのような汎用通信網、あるいは、本システムのための
専用回線によって構成された専用通信網などを利用できる。あるいは、これら汎用通信網
と専用通信網が混在するかたちになっていてもよい。
【００３９】
　このような広域通信網の中には、様々な機能を持つサーバーをいくつでも任意に設ける
ことができ、また、それらいくつかのサーバーが連携して機能するように構成することが
できる。すなわち、ここでいうサーバーは、単一のサーバーコンピュータが単独で機能す
るもの、複数のサーバーコンピュータ群が連携して機能するもの、どちらであってもよい
。
【００４０】
　そして、外部通信手段－サーバー間で必要な情報を送受信でき、且つ、外部通信端末－
サーバー間で必要な情報を送受信できるように構成されていれば、外部通信手段－サーバ
ー間および外部通信端末－サーバー間のぞれぞれにおいて送受信されるデータ自体は、ど
のような形式（例えば、電子メール形式データ、ウェブページ形式データ、あるいは、バ
イナリデータ等）の情報であってもよい。
【００４１】
　この場合に、外部通信手段－サーバー間と外部通信端末－サーバー間とで、送受信され
るデータ形式が異なっていても何ら問題はなく、データ形式が異なる場合は、サーバー側
でデータ形式を変換することにより、外部通信手段および外部通信端末にとって都合のよ
いデータ形式で、データの送受信を実行できる。
【００４２】
　なお、以上のようなデータ通信についてのより具体的な例については、発明の実施の形
態の中でさらに詳細に説明する。
　ところで、以上説明したような方式で、外部通信端末へ携帯機を発見した旨を通知する
に当たっては、請求項６や請求項１３に記載の電子キーシステムのように、異なる複数の
領域の内、どの領域で携帯機を発見したのかをも通知すると好ましい。このような通知を
受ければ、利用者はより容易に携帯機を探し出せるようになる。
【００４３】
　また、請求項７や請求項１４に記載の電子キーシステムのように、外部通信端末へ携帯
機を発見できない旨をも通知するようにしてもよい。このような通知が来るのであれば、
携帯機を発見できない場合、および外部通信手段と外部通信端末との間の通信障害がある
場合、いずれの場合にも通知が来ないシステムとは異なり、携帯機を発見できない旨を明
示的に確認することができる。
【００４４】
　加えて、上記のように車載装置が外部通信端末と通信できる場合には、請求項８や請求
項１５に記載の電子キーシステムのように、外部通信端末から送信された探索要求が車載
装置に到来した場合に、車載装置が探索信号を送信するように構成してもよい。このよう
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に構成すれば、利用者が外部通信端末を使って、携帯機の探索を車載装置に対して指示で
きるようになる。
【００４５】
　なお、外部通信端末から車載装置へと伝送される探索要求は、車載装置から外部通信端
末へと伝送される通知と同様に、外部通信端末－サーバー間で必要な情報を送受信でき、
且つ、外部通信手段－サーバー間で必要な情報を送受信できれば、どのような形式（例え
ば、電子メール形式データ、ウェブページ形式データ、あるいは、バイナリデータ等）で
あってもよい。この場合も、外部通信手段－サーバー間と外部通信端末－サーバー間とで
、送受信されるデータ形式が異なっていても何ら問題はなく、データ形式が異なる場合は
、サーバー側でデータ形式を変換することにより、外部通信手段および外部通信端末それ
ぞれにとって都合のよいデータ形式で、必要なデータの送受信を実行することができる。
【００４６】
　次に、この種の電子キーシステムにおいて、車載装置と携帯機はそもそも両者間で無線
通信を行うための通信手段（送信手段および受信手段）を備えている。ただし、この既存
の通信手段は、あくまでも携帯機を所持した利用者が車両（車載装置）に接近したときに
無線通信を行うことを前提とした構成になっている。
【００４７】
　具体的には、従来の電子キーシステムにおいて、車載装置から携帯機への信号伝送と、
携帯機から車載装置への信号伝送とでは、異なる周波数帯が利用されている。すなわち、
多くの場合、車載装置から携帯機への信号伝送時には、ＬＦ（Low Frequency;長波）帯で
の通信が行われ、携帯機から車載装置への信号伝送時には、ＵＨＦ（Ultra High Frequen
cy;極超短波）帯での通信が行われる。
【００４８】
　車載装置から携帯機への信号伝送時にＬＦ帯を利用する主な目的は、携帯機の検出エリ
アを車両周辺に制限するためであり、携帯機から車載装置への信号伝送時にＵＨＦ帯を利
用する主な目的は、微弱な出力レベルでも比較的通信距離が得られるからである。
【００４９】
　しかし、このような携帯機を探索したい場合、車載装置から携帯機へ伝送することにな
る探索信号については、携帯機側で受信可能なＬＦ帯での伝送を行わざるを得ない。その
ため、ＬＦ帯での誘導結合による通信を行っていたのでは、携帯機の検出エリアが車載装
置周辺に制限されてしまい、検出エリアの外に携帯機がある場合には、携帯機を容易には
発見できない、という問題を招く。
【００５０】
　また、携帯機の検出エリアを拡大したいのであれば、一案としては、車載装置側の出力
レベルを上げる、という方法もある。しかし、上記のようなＬＦ帯での通信を行う現行の
仕組みでは、出力レベルをかなり上げても、その割に通信距離は伸びないので、車載装置
側の出力レベルを上げるだけでは、検出エリアの拡大にも限界がある。
【００５１】
　この点、請求項９や請求項１６に記載の電子キーシステムであれば、車載装置と携帯機
は、第１周波数帯の電波にて通信できる上に、第１周波数帯とは異なる第２周波数帯の電
波にて通信を行うこともできるものとなる。
【００５２】
　したがって、第１周波数帯について、携帯機の検出エリアを車両周辺に制限する上で好
適な周波数帯を選択した場合でも、第２周波数帯については、相応に通信距離を確保しや
すい周波数帯を選択できるので、携帯機の検出エリアを容易に拡大することができる。
【００５３】
　ちなみに、上記第１周波数帯および第２周波数帯は、車載装置との通信を行う上で好適
な通信距離や通信時に必要となる出力レベル等を考慮して、それぞれ適切な周波数帯が選
ばれていればよく、その組み合わせは任意である。
【００５４】
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　ただし、請求項１０や請求項１７に記載の携帯機のように、第２周波数帯が第１周波数
帯よりも高周波数側の周波数帯になっていると、第１周波数帯について、携帯機の検出エ
リアを車両周辺に制限しやすい周波数帯を選択した場合でも、通常、第２周波数帯につい
ては、出力レベルを過大にしなくても携帯機の検出エリアを容易に広く設定可能となるの
で好ましい。
【００５５】
　また特に、請求項１１や請求項１８に記載の携帯機のように、第１周波数帯がＬＦ帯、
第２周波数帯がＵＨＦ帯であると、第１周波数帯での通信については、携帯機の検出エリ
アを車両周辺１～３ｍ程度に容易に制限できる点で好ましく、一方、第２周波数帯での通
信については、送信側の出力レベルが微弱でも数十ｍ、もう少し出力レベルを上げれば数
百～千ｍ程度の通信距離を確保できるので、検出エリアを容易に広く設定できる点で好ま
しい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５６】
　次に、本発明の実施形態について一例を挙げて説明する。
　（１）第１実施形態
　［電子キーシステムの構成］
　以下に説明する電子キーシステムは、車両の正規利用者が所持する特定の携帯機が車両
周囲の無線通信エリア内に入ったときにドアのアンロック等の制御を実行する機能（いわ
ゆるスマートエントリー機能）と、携帯機でのボタン操作に応じてドアのロック／アンロ
ック等の制御を実行する機能（いわゆるリモートキーレスエントリー機能）とを兼ね備え
たものである。
【００５７】
　図１は、電子キーシステムの構成を表すブロック図である。この電子キーシステムは、
車両に搭載される車載装置１と、携帯機２とによって構成される。
　これらの内、車載装置１は、マイコン１０、ＬＦ送信部１１、ＵＨＦ受信部１２、エン
ジンスイッチ１５、ドアアンテナ１６、室内アンテナ１７、トランク内アンテナ１８、ト
ランク外アンテナ１９などを備えている。
【００５８】
　ＬＦ送信部１１は、携帯機２に対し、ＬＦ帯の電波にて無線信号を送信する手段で、Ｌ
Ｆ送信部１１から送信される無線信号は、４箇所にあるドアアンテナ１６、室内アンテナ
１７、トランク内アンテナ１８、およびトランク外アンテナ１９を介して、それぞれ限ら
れた通信エリア内に対してのみ到達するようになっている。ＵＨＦ受信部１２は、携帯機
２からＵＨＦ帯の電波にて送信されてくる無線信号を受信する手段である。
【００５９】
　エンジンスイッチ１５は、エンジンを始動する際に利用者が操作するスイッチで、利用
者がエンジンスイッチ１５を操作したことが、エンジンスイッチ１５からの信号によって
検知された場合、マイコン１０はエンジン始動が許可される状態にあるか否かを判断し、
エンジン始動が許可される状態にあれば、マイコン１０からエンジン制御系へエンジン始
動信号が伝達されるようになっている。
【００６０】
　また、携帯機２は、制御ＩＣ２０、ＬＦ受信部２１、ＵＨＦ送信部２２、プッシュスイ
ッチ２５、２６、表示器２７、ブザー２８などを備えている。
　ＬＦ受信部２１は、車載装置１からＬＦ帯の電波にて送信されてくる無線信号を受信す
る手段で、ＵＨＦ送信部２２は、車載装置１に対し、ＵＨＦ帯の電波にて無線信号を送信
する手段である。
【００６１】
　プッシュスイッチ２５、２６は、主にリモートキーレスエントリー機能を利用するため
のトリガーとなるキーとして用意されたもので、ワンプッシュ操作をした場合、プッシュ
スイッチ２５の方はドアのロックが行われ、プッシュスイッチ２６の方はドアのアンロッ
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クが行われるようになっている。
【００６２】
　表示器２７は、ＬＣＤおよびＬＥＤによって構成される。詳しくは後述するが、携帯機
２の探索が行われた場合、携帯機２ではＬＥＤが点滅し、携帯機２の存在を光で報知する
報知手段として機能するようになっている。
【００６３】
　ブザー２８は、探索機の存在を音で報知する報知手段として機能するものである。すな
わち、本実施形態において、報知手段としては、上記表示器２７（ＬＥＤ）とブザー２８
の双方が採用されている。
【００６４】
　［スマートエントリー機能の概要］
　次に、スマートエントリー機能の概要を説明する。
　車載装置１の各部は、マイコン１０に制御されて作動し、その制御下で、ＬＦ送信部１
１は定期的に送信要求信号を発信する。また、携帯機２の各部は、制御ＩＣ２０に制御さ
れて作動し、携帯機２がＬＦ送信部１１からの送信要求信号を受信可能な無線通信エリア
内に入った場合、その送信要求信号をＬＦ受信部２１が受信する。
【００６５】
　ＬＦ送信部１１とＬＦ受信部２１との間では、ＬＦ帯の電波を利用した信号伝送が行わ
れる。これは、携帯機２の検出エリアを車両周辺に制限するためである。特に、ドアアン
テナ１６、室内アンテナ１７、トランク内アンテナ１８、トランク外アンテナ１９などか
らの信号送信を行うことにより、検出エリアをドア近傍、室内、トランク内、トランク外
に制限できるので、これにより、携帯機２がどこにあるのかを検出し、例えば、室内やト
ランク内へ携帯機２を置き忘れた場合に、携帯機２の閉じ込みを防止することができる。
【００６６】
　ＬＦ受信部２１が車載装置１からの送信要求信号を受信した場合、ＵＨＦ送信部２２は
、携帯機２に対応する車両に固有のコードを含んだ応答信号を発信する。そして、車載装
置１側では、携帯機２から応答信号をＵＨＦ受信部１２が受信する。
【００６７】
　ＵＨＦ送信部２２とＵＨＦ受信部１２との間では、ＵＨＦ帯の電波を利用した信号伝送
が行われる。これは、携帯機２の出力レベルが比較的微弱でも相応に通信距離が得られ、
車載装置１側へより確実に応答信号を伝達できるからである。
【００６８】
　ＵＨＦ受信部１２が携帯機２からの応答信号を受信した場合、車載装置１側のマイコン
１０は、応答信号に含まれていたコードがマイコン１０に記憶されているコードと一致し
ているか否かの認証判定を行い、一致していれば、ドアのアンロックを許可した状態とな
る。
【００６９】
　なお、以降は、この種の電子キーシステムにおける周知の制御が実行されることになる
。例えば、上記アンロック許可状態で、運転席ドアの外側のドアノブに設けられているタ
ッチセンサ（図示略）からの信号により、人がそのドアノブを触ったことを検知すると、
マイコン１０は、ドア制御系へアンロック信号を伝送し、その結果、ドアロックモーター
（図示略）が駆動され全ドアがアンロック状態になる。また、この他にも、エンジン始動
が許可される状態になるなど、様々な制御が行われるが、これらの制御そのものは、本発
明の要部とは直接関連しない事項になるので、これ以上の説明は省略する。
【００７０】
　［携帯機探索を行う場合の具体例（その１）］
　次に、車載装置１によって携帯機２の探索を行う場合の具体例について、図２および図
３のフローチャートに基づいて説明する。
【００７１】
　まず、探索側となる車載装置１において実行される探索処理について、図２のフローチ
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ャートに基づいて説明する。この探索処理は、利用者が車両において施錠操作を行ったこ
とをトリガーとして実行される処理である。
【００７２】
　探索処理を開始すると、車載装置１は、まず車室内照合を実行する（Ｓ１０１）。この
Ｓ１０１の処理では、携帯機２が存在するか否かを確認するための確認信号が、室内アン
テナ１７やトランク内アンテナ１８から送信される。
【００７３】
　続いて、車載装置１は、携帯機２からの応答があるか否かの判断を行う（Ｓ１０３）。
ここで、携帯機２からの応答があった場合は（Ｓ１０３：ＹＥＳ）、探索信号を送信する
（Ｓ１０５）。このＳ１０５の処理では、携帯機２を探索するための探索信号が、室内ア
ンテナ１７やトランク内アンテナ１８から送信される。
【００７４】
　そして、ドア制御系へ施錠禁止を指令するとともに、車両が備えるブザー（図示略）を
一定時間（例えば１０秒間）だけ吹鳴状態にして（Ｓ１０７）、探索処理を終了する。
　一方、Ｓ１０３の処理において、携帯機２からの応答が無かった場合（Ｓ１０３：ＮＯ
）、ドア制御系へ施錠許可を指令して、探索処理を終了する。その結果、ドア制御系によ
る施錠制御が行われ、例えば、ドアロックモーター（図示略）が駆動されて全ドアがアン
ロック状態になる。
【００７５】
　なお、Ｓ１０１の処理に関しては、車室内とトランク内とを特に明確に区別することな
く、単に車室内照合を行うとのみ説明したが、車室内照合とトランク内照合は、双方を明
確に区別しないまま同時に実行してもよいし、それぞれを明確に区別して順次実行しても
よい。
【００７６】
　また、Ｓ１０１～Ｓ１０３の処理では、一回の確認信号送信のみで応答ありか否かを判
断する必要はなく、例えば、一回の確認信号送信で応答がなかった場合は、再度確認信号
の送信を繰り返し、あらかじめ定められた回数の確認信号送信を繰り返しても応答がなか
った場合に、Ｓ１０３の処理で否定判断をする、という構成にしてもよい。
【００７７】
　また、確認信号の送信後は、通常、所定時間が経過するまでは応答がなくても応答があ
るまで待機し、所定時間が経過した時点で応答がなければ応答なしと判断するように構成
する。これは、確認信号の送信と判断を所定回繰り返す場合でも同じである。
【００７８】
　さて、以上のような探索処理が車載装置１によって実行され、Ｓ１０１の処理で送信さ
れた確認信号が携帯機２に届いた場合、確認信号の受信をトリガーとして、携帯機２では
、図３（ａ）のフローチャートに示す応答処理が実行されることになる。
【００７９】
　すなわち、応答処理を開始すると、携帯機２は、車載装置１に対する応答を送信し（Ｓ
２０１）、応答処理を終了する。このＳ２０１の処理で送信される応答が車載装置１に受
信された場合、上述したＳ１０３の処理で肯定判断がなされることになる。
【００８０】
　また、Ｓ１０５の処理で送信された探索信号が携帯機２に届いた場合、探索信号の受信
をトリガーとして、携帯機２では、図３（ｂ）のフローチャートに示す被探索処理が実行
されることになる。
【００８１】
　すなわち、被探索処理を開始すると、携帯機２は、まず、受信した探索信号に含まれる
ＩＤと、制御ＩＣ２０が備える不揮発性メモリに登録された自身のＩＤが合致するか否か
を判断する（Ｓ３０１）。
【００８２】
　Ｓ３０１の処理で、ＩＤが合致しなければ（Ｓ３０１：ＮＯ）、携帯機２は、自身が探
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索対象ではないものと判断できるので、そのまま被探索処理を終了する。一方、Ｓ３０１
の処理で、ＩＤが合致すれば（Ｓ３０１：ＹＥＳ）、ブザー２８を一定時間（例えば１０
秒間）だけ吹鳴状態にして（Ｓ３０３）、被探索処理を終了する。
【００８３】
　［第１実施形態の効果］
　以上説明した電子キーシステムによれば、携帯機２を探索するための探索信号が車載装
置１から携帯機２へ伝送されると、携帯機２側に設けられた表示器２７やブザー２８が作
動し、携帯機２が存在する旨を周囲に報知する。
【００８４】
　したがって、携帯機２が車内に置いてある衣類のポケットやカバン類の中に収納されて
いても、ブザー２８が発する音により、容易に携帯機２を発見できる。また、夜間等、車
内が暗い状況にあっても、表示器２７が発する光により、容易に携帯機２を発見すること
ができる。
【００８５】
　また、車両に搭載された車載装置１で携帯機２の探索を行うので、携帯機探索専用装置
は不要であり、また、小型の携帯機探索専用装置とは異なり、どこかにしまい込んでしま
うことはなく、しまい込んだ場所を忘れてしまうといったトラブルを招くことがない。
【００８６】
　さらに、上記電子キーシステムの場合、車両において施錠操作がなされた場合に、車室
内へ携帯機２が閉じ込められないかどうかを確認し、携帯機２の閉じ込みを検出した場合
には、それに連動して携帯機２の探索を実行する。したがって、単に閉じ込みを防止する
だけではなく、施錠がなされない原因となった携帯機２を利用者がより容易に発見できる
ようになる。
【００８７】
　（２）第２実施形態
　次に、第２実施形態について説明する。
　ただし、第２実施形態は、上記第１実施形態の一部を別の構成に変更したものなので、
以下の説明においては、第１実施形態との相違点に相当する部分を中心に説明し、同等な
構成となる部分に関しては、その説明を省略する。
【００８８】
　［電子キーシステムの構成］
　図４は、電子キーシステムの構成を表すブロック図である。この電子キーシステムは、
車両に搭載される車載装置３１と、携帯機３２とによって構成される。また、車載装置３
１は、管理サーバー３３とデータ通信を行うことができ、管理サーバー３３経由で携帯電
話機３４との通信を行うこともできる。
【００８９】
　これらの内、車載装置３１は、上記第１実施形態と同等な構成として、マイコン１０、
ＬＦ送信部１１、ＵＨＦ受信部１２、エンジンスイッチ１５、ドアアンテナ１６、室内ア
ンテナ１７、トランク内アンテナ１８、トランク外アンテナ１９などを備えている。また
、車載装置３１は、上記第１実施形態とは異なる構成として、ＵＨＦ送信部４１、公衆回
線接続手段４３などを備えている。
【００９０】
　ＵＨＦ送信部４１は、携帯機３２の探索を行う場合に、携帯機３２に対して探索信号を
送信するために設けられたものである。ただし、ＵＨＦ送信部４１は、ＬＦ送信部１１の
代替手段ではなく、ＬＦ送信部１１およびＵＨＦ送信部４１の双方が、それぞれ携帯機３
２に対して探索信号を送信する手段として機能する。
【００９１】
　公衆回線接続手段４３は、電話機相当の機器であり、無線通信設備のある基地局経由で
公衆回線（電話網）に接続することにより、他の電話機との間で通話を行ったり、電話網
経由で他の機器とデータ通信を行ったりすることができるように構成されている。
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【００９２】
　この公衆回線接続手段４３を利用すれば、例えば、車両においてトラブルが発生した時
にヘルプデスクに電話連絡をするといったことが可能となる。また、後述する処理の中で
は、管理サーバー３３とのデータ通信を行う場合に、公衆回線接続手段４３が利用される
。
【００９３】
　また、携帯機３２は、上記第１実施形態と同等な構成として、制御ＩＣ２０、ＬＦ受信
部２１、ＵＨＦ送信部２２、プッシュスイッチ２５、２６、表示器２７、ブザー２８など
を備えている。また、携帯機３２は、上記第１実施形態とは異なる構成として、ＵＨＦ受
信部４５、送受信切り替えスイッチ４７などを備えている。
【００９４】
　ＵＨＦ受信部４５は、車載装置３１側で携帯機３２の探索を行った場合に、携帯機３２
に対して送信されてくる探索信号を受信するために設けられたものである。上述の通り、
本実施形態において、探索信号は、ＬＦ送信部１１およびＵＨＦ送信部４１の双方から送
信されてくるので、これに対応して、携帯機３２側では、ＬＦ受信部２１およびＵＨＦ受
信部４５の双方が、探索信号を受信する手段として機能する。
【００９５】
　送受信切り替えスイッチ４７は、制御ＩＣ２０によって切り替え制御が行われるスイッ
チで、この送受信切り替えスイッチ４７で、ＵＨＦ送信部２２による送信を行うかＵＨＦ
受信部４５による受信を行うかが切り替えられるようになっている。なお、本実施形態で
は、上記送受信切り替えスイッチ４７で送信／受信を切り替えて半二重通信を行う構成を
採用しているが、送受信を実施できれば、他の構成を採用してもよい。例えば、送受信切
り替えスイッチ４７に代えてサーキュレーターを採用することにより、全二重通信で送受
信を行うように構成しても構わない。
【００９６】
　さらに、管理サーバー３３は、公衆回線経由で車載装置３１（公衆回線接続手段４３）
や携帯電話機３４とのデータ通信を行う機能を備えている。また、携帯電話機３４は、公
衆回線経由で管理サーバー３３とのデータ通信を行う機能を備えている。
【００９７】
　本実施形態において、車載装置３１と管理サーバー３３の間では、本電子キーシステム
独自の規格に準拠した形式のデータが、同規格で規定された通信プロトコルに則って送受
信される。これは、車載装置３１との通信時には、必要な情報さえ相互に伝達できればデ
ータ形式や通信プロトコルは特に問わないので、例えば、あえて電子メール形式のデータ
にする等の対応が不要だからである。
【００９８】
　一方、管理サーバー３３と携帯電話機３４との間では、電子メール形式のデータが送受
信される。これは、携帯電話機３４との通信時には、携帯電話機３４側の規格に準拠した
データ形式や通信プロトコルを利用し、且つ、携帯電話機３４側のユーザーインターフェ
ースを介して利用者に対して提供できる形式の情報としなければならないからである。
【００９９】
　［携帯機探索を行う場合の具体例（その２）］
　次に、車載装置３１によって携帯機３２の探索を行う場合の具体例について、図５およ
び図６のフローチャートに基づいて説明する。
【０１００】
　まず、探索側となる車載装置３１において実行される探索処理について、図５のフロー
チャートに基づいて説明する。この探索処理は、利用者が携帯電話機３４において、携帯
機３２の探索を指示するための操作を行った場合に実行される。
【０１０１】
　より詳しく説明すると、本実施形態において、携帯電話機３４には、携帯機探索専用の
アプリケーションプログラムが格納されている。このアプリケーションプログラムを携帯
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電話機３４に登録した際には、車載装置３１や管理サーバー３３との通信に必要な情報が
利用者によって入力され、携帯電話機３４が備える不揮発性メモリに登録される。また、
それらの情報の一部については、管理サーバー３３や車載装置３１にも伝送され、それぞ
れが備える記憶手段に登録される。
【０１０２】
　そして、携帯電話機３４において、利用者が上記携帯機探索専用のアプリケーションプ
ログラムを起動し、その中で携帯機３２の探索を指示するための操作を行うと、アプリケ
ーションプログラムの機能により、所定の書式で必要な情報が記述された電子メールが作
成されて、その電子メールが管理サーバー３３宛に送信される。
【０１０３】
　管理サーバー３３では、上記電子メールの受信を契機として、電子メール中に記述され
た情報の解析が行われ、車載装置３１に対して携帯機３２の探索を指示するためのデータ
が作成される。そして、そのデータが車載装置３１に対して送信される。
【０１０４】
　そして、管理サーバー３３から送信されてくるデータが車載装置３１に到来したら、車
載装置３１では、そのデータを受信し、このデータ受信をトリガーとして、図５に示す探
索処理を実行することになる。
【０１０５】
　以上のような手順を経て探索処理を開始すると、車載装置３１は、まず車室内照合を実
行する（Ｓ４０１）。このＳ４０１の処理では、携帯機３２が存在するか否かを確認する
ための確認信号が、室内アンテナ１７やトランク内アンテナ１８から送信される。
【０１０６】
　続いて、車載装置３１は、携帯機３２からの応答があるか否かの判断を行う（Ｓ４０３
）。ここで、携帯機３２からの応答があった場合は（Ｓ４０３：ＹＥＳ）、探索信号を送
信する（Ｓ４０５）。このＳ４０５の処理では、携帯機３２を探索するための探索信号が
、室内アンテナ１７やトランク内アンテナ１８から送信される。
【０１０７】
　そして、携帯電話機３４に対するメッセージ返信処理を実行し（Ｓ４０７）、探索処理
を終了する。このＳ４０７の処理により、携帯電話機３４には、“車室内に携帯機あり”
という主旨のメッセージが記述された電子メールが到来する。
【０１０８】
　より詳しく説明すると、Ｓ４０７の処理では、上記のようなメッセージが記述された電
子メールを管理サーバー３３に発信させるために必要となる情報が、管理サーバー３３に
対して送信される。車載装置３１から管理サーバー３３へ情報を送信する段階では、“車
室内に携帯機あり”ということを意味する情報であれば、そのような記述がなされたテキ
ストデータを送信する必要はなく、必要な情報を表すビット列等が送信されればよい。
【０１０９】
　このような情報を受信した管理サーバー３３では、受信した情報に基づいて電子メール
形式のデータを作成し、そのデータを携帯電話機３４に対して送信する。すなわち、管理
サーバー３３において、“車室内に携帯機あり”という主旨の記述がなされたテキストデ
ータが用意され、そのテキストデータを含む電子メールが、管理サーバー３３から携帯電
話機３４宛に送信されることになる。
【０１１０】
　その結果、携帯電話機３４には、上述の通り、“車室内に携帯機あり”という主旨のメ
ッセージが記述された電子メールが到来することになる。
　一方、Ｓ４０３の処理において、携帯機３２からの応答がなかった場合（Ｓ４０３：Ｎ
Ｏ）、車載装置３１は、車室外照合を実行する（Ｓ４０９）。このＳ４０９の処理では、
携帯機３２が存在するか否かを確認するための確認信号が、ドアアンテナ１６やトランク
外アンテナ１９から送信される。
【０１１１】
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　続いて、車載装置３１は、携帯機３２からの応答があるか否かの判断を行う（Ｓ４１１
）。ここで、携帯機３２からの応答があった場合は（Ｓ４１１：ＹＥＳ）、探索信号を送
信する（Ｓ４１３）。このＳ４１３の処理では、携帯機３２を探索するための探索信号が
、ドアアンテナ１６やトランク外アンテナ１９から送信される。もしくは、携帯機３２を
探索するための探索信号が、ＵＨＦ送信部４１から送信される。
【０１１２】
　探索信号をドアアンテナ１６やトランク外アンテナ１９から送信する場合、探索信号は
ＬＦ送信部１１からＬＦ帯の電波にて送信されることになる。また、探索信号をＵＨＦ送
信部４１から送信する場合、探索信号はＵＨＦ帯の電波にて送信されることになる。
【０１１３】
　どちらの周波数帯を利用して探索信号を送信するかは任意である。ただし、本実施形態
の場合、後述する処理により、ＬＦ帯の電波で送信された探索信号を携帯機３２が受信し
ても、スマートエントリー機能には制限がかからない。これに対し、ＵＨＦ帯の電波で送
信された探索信号を携帯機３２が受信すると、スマートエントリー機能に制限がかかる。
【０１１４】
　したがって、探索の結果、車両近傍の車室外に携帯機３２があると判明した場合に、ス
マートエントリー機能を制限したいかどうかを考慮して、いずれか一方の周波数帯をあら
かじめ選択しておけばよい。あるいは、上記の場合に、どちらの周波数帯を利用するかを
、利用者が任意に設定変更できるようにしておいてもよい。
【０１１５】
　以上のようなＳ４１３の処理を終えたら、続いて、車載装置３１は、携帯電話機３４に
対するメッセージ返信処理を実行し（Ｓ４１５）、探索処理を終了する。このＳ４１５の
処理により、携帯電話機３４には、“車室外に携帯機あり”という主旨のメッセージが記
述された電子メールが到来する。なお、携帯電話機３４に電子メールが届く仕組みは、Ｓ
４０７の処理と同様なので、ここでの説明は省略する。
【０１１６】
　さらに一方、Ｓ４１１の処理において、携帯機３２からの応答がなかった場合（Ｓ４１
１：ＮＯ）、車載装置３１は、探索信号を送信する（Ｓ４１７）。このＳ４１７の処理で
は、携帯機３２を探索するための探索信号が、ＵＨＦ送信部４１から送信される。これに
より、ＬＦ帯での通信が可能な範囲内では存在が確認できなかった携帯機３２に対し、さ
らに通信距離が長くなるＵＨＦ帯の電波で探索信号が送信されることになる。
【０１１７】
　続いて、車載装置３１は、携帯機３２からの応答があるか否かの判断を行う（Ｓ４１９
）。ここで、携帯機３２からの応答があった場合は（Ｓ４１９：ＹＥＳ）、先に説明した
Ｓ４１５の処理へと進むことになり、携帯電話機３４に対するメッセージ返信処理を実行
し（Ｓ４１５）、探索処理を終了する。このＳ４１５の処理により、携帯電話機３４には
、“車室外に携帯機あり”という主旨のメッセージが記述された電子メールが到来する。
【０１１８】
　一方、Ｓ４１９の処理において、携帯機３２からの応答がなかった場合は（Ｓ４１９：
ＮＯ）、携帯電話機３４に対するメッセージ返信処理を実行し（Ｓ４２１）、探索処理を
終了する。このＳ４２１の処理により、携帯電話機３４には、“携帯機なし”という主旨
のメッセージが記述された電子メールが到来する。なお、携帯電話機３４に電子メールが
届く仕組みは、Ｓ４０７の処理と同様なので、ここでの説明は省略する。
【０１１９】
　さて、以上のような探索処理が車載装置３１によって実行され、Ｓ４０５、Ｓ４１３、
またはＳ４１７いずれかの処理で送信された探索信号が携帯機３２に届いた場合、探索信
号の受信をトリガーとして、携帯機３２では、図６のフローチャートに示す被探索処理が
実行されることになる。
【０１２０】
　すなわち、被探索処理を開始すると、携帯機３２は、まず、受信した探索信号に含まれ
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るＩＤと、制御ＩＣ２０が備える不揮発性メモリに登録された自身のＩＤが合致するか否
かを判断する（Ｓ５０１）。
【０１２１】
　Ｓ５０１の処理で、ＩＤが合致しなければ（Ｓ５０１：ＮＯ）、携帯機３２は、自身が
探索対象ではないものと判断できるので、そのまま被探索処理を終了する。一方、Ｓ５０
１の処理で、ＩＤが合致すれば（Ｓ５０１：ＹＥＳ）、ブザー２８を吹鳴状態にするとと
もに、タイマーをスタートさせる（Ｓ５０３）。
【０１２２】
　そして、探索信号を受信した受信部が、ＬＦ受信部２１またはＵＨＦ受信部４５のいず
れであったかを判定する（Ｓ５０５）。ここで、ＵＨＦ受信部４５で探索信号を受信して
いれば（Ｓ５０５：ＵＨＦ）、車載装置３１に対して応答を返信し（Ｓ５０７）、携帯機
３２のステータスを、スマートエントリー機能を禁止する状態に変更する（Ｓ５０９）。
【０１２３】
　より詳しく説明すると、Ｓ５０９の処理では、携帯機３２のステータスが通常状態から
制限状態に変更される。携帯機３２のステータスが制限状態に変更された場合、このよう
な携帯機３２と車載装置３１との間で認証のための無線通信が行われても、その無線通信
によって得られる情報に基づいて携帯機３２のステータスが制限状態に変更されたことを
、車載装置３１側で認識することができる。したがって、このような場合には、車載装置
３１による各種制御の実行を車載装置３１側で制限することができる。
【０１２４】
　あるいは、携帯機３２のステータスが制限状態に変更された場合、携帯機３２側で車載
装置３１に対する無線通信を一切停止してしまえば、車載装置３１は、携帯機３２の存在
自体を認識できなくなる。したがって、このような方法でも、車載装置３１による各種制
御の実行を制限することができる。
【０１２５】
　制限対象となる制御は種々考え得るが、本実施形態においては、次のような制御を制限
する。すなわち、まず、ステータスが通常状態の携帯機３２であれば、携帯機３２を所持
した利用者がドアノブに手をかけたことを契機として、車載装置３１は、ドアのアンロッ
ク制御を行うが、ステータスが制限状態の携帯機３２の場合、そのようなアンロック制御
が制限される。これにより、不審者が車室内へ入ったり車室内にある物品が持ち出された
りするのを防ぐことができる。
【０１２６】
　また、同様の制御は、車両のトランクにおいても実施され、これにより、トランク内に
ある物品が持ち出されるのを防ぐことができる。
　さらに、ステータスが通常状態の携帯機３２であれば、携帯機３２を所持した利用者が
エンジンスイッチ１５を操作したことを契機として、車載装置３１は、エンジンの始動制
御を行うが、ステータスが制限状態の携帯機３２の場合、そのような始動制御が制限され
る。これにより、不審者が車両のエンジンをスタートさせるのを防ぐことができる。
【０１２７】
　ちなみに、アンロック制御が制限されていれば、通常は、車室内への侵入が阻止できる
ので、これだけでもエンジン始動は阻止できる。ただし、窓を割られたりドアをこじ開け
られたりすれば、不審者が車室内へ侵入する可能性もあるので、エンジンスイッチ１５に
より始動制御を制限するのは効果的である。さらに、これらの事態が発生した場合、警報
音を発生させるなど各種セキュリティ機能を併用することが可能であるが、これ自体は、
本発明とは直接関連しない事項となるので、これ以上の説明は省略する。
【０１２８】
　なお、以上のようなスマートエントリー機能の禁止制御が機能した場合、それを解除す
るには、利用者しか知らない所定の操作を行う必要があるが、これについては後で詳述す
ることにする。
【０１２９】
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　一方、Ｓ５０５の処理において、ＬＦ受信部２１で探索信号を受信していると判定され
れば（Ｓ５０５：ＬＦ）、上述したＳ５０７、Ｓ５０９の処理をスキップする。
　ちなみに、ＬＦ受信部２１で探索信号を受信している場合に、Ｓ５０７の処理をスキッ
プするのは、車載装置３１側では、Ｓ４０１～Ｓ４１１の処理により、既に携帯機３２が
検出されたことを認識しているので、あらためて携帯機３２から応答を返信しなくても問
題がないからである。この点、ＵＨＦ受信部４５で探索信号を受信している場合は、車載
装置３１側でＳ４１９の判定処理を行うに当たり、Ｓ５０７の処理で返信される応答が不
可欠となる。
【０１３０】
　また、ＬＦ受信部２１で探索信号を受信している場合に、Ｓ５０９の処理をスキップす
るのは、例えば、車内へ携帯機３２を置き忘れたような状況で携帯機３２の探索が行われ
た場合に、いちいち上述のようなスマートエントリー機能の禁止制御が行われると、その
都度解除するための操作が必要になるのは、利用者にとって煩わしいからである。
【０１３１】
　すなわち、車両から離れた位置に携帯機３２が落ちているような場合、Ｓ５０３の処理
によってブザー２８を吹鳴させると、正規利用者以外の不審者が携帯機３２の存在に気づ
いて拾われてしまう可能性がある。そのため、このような場合には、上記Ｓ５０９の処理
により、スマートエントリー機能の禁止制御を行うことが好ましい。
【０１３２】
　しかし、車両の中に携帯機３２を置き忘れたような場合、通常は、正規利用者が車両近
傍で携帯機３２を探している状況にあると考えられる。また、上述した第１実施形態の如
く、施錠操作に伴って携帯機３２の閉じ込みを検出し、それに連動して携帯機探索が実行
された場合も、施錠操作を行おうとした正規利用者は車両近傍にいるものと考えられる。
【０１３３】
　したがって、このような場合には、Ｓ５０３の処理によってブザー２８を吹鳴させれば
、直ちに正規利用者が携帯機３２を発見できるので、不審者に携帯機３２を拾われてしま
う可能性はきわめて低い。よって、このような場合には、上記Ｓ５０９の処理をスキップ
してもよく、これにより、利用者が面倒な解除操作を行わなくても済むようになる。
【０１３４】
　ただし、より安全性を高めたいのであれば、携帯機３２の探索が行われた場合には、常
にスマートエントリー機能の禁止制御を行うように構成してもよいことはもちろんである
。また、常にスマートエントリー機能の禁止制御を行うか、ＵＨＦ受信部４５で探索信号
を受信した場合のみ、スマートエントリー機能の禁止制御を行うかを、利用者が任意に設
定変更できるように構成してあってもよい。
【０１３５】
　さて、以上のようなＳ５０７およびＳ５０９の処理を終えるかスキップしたらＳ５１１
の処理へと進み、携帯機３２は、タイムアップか否かを判断する（Ｓ５１１）。このＳ５
１１の処理では、Ｓ５０３の処理でのタイマースタートから所定時間（本実施形態の場合
は１０秒）が経過していなければ、タイムアップではないと判断され（Ｓ５１１：ＮＯ）
、その場合は、Ｓ５１１の処理にとどまって所定時間が経過するまで待機する。
【０１３６】
　そして、所定時間が経過してタイムアップであると判断したら（Ｓ５１１：ＹＥＳ）、
ブザー２８を停止して（Ｓ５１３）、被探索処理を終了する。
　［スマートエントリー機能の禁止解除処理］
　次に、スマートエントリー機能の禁止解除処理について、図７および図８のフローチャ
ートに基づいて説明する。図７および図８に示す各処理は、それぞれがスマートエントリ
ー機能の禁止解除処理の一例であり、図７に示す処理は、他の機器との通信により、スマ
ートエントリー機能の禁止解除を行う例、図８に示す処理は、利用者による携帯機３２で
の操作により、スマートエントリー機能の禁止解除を行う例となる。
【０１３７】
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　まず、図７に示す処理について説明する。この処理は、他の機器から携帯機３２に対す
る解除信号が送信された際、その解除信号が携帯機３２に届いた場合、解除信号の受信を
トリガーとして、携帯機３２において実行されることになる。
【０１３８】
　なお、ここでいう他の機器は、車載装置３１であってもよいし、自動車販売店に用意さ
れた専用の機器であってもよい。他の機器が車載装置３１の場合は、図５に示した処理同
様、携帯電話機３４が備えるユーザーインターフェースを利用して、車載装置３１に利用
者からの指令を伝達し、その指令を受けた車載装置３１が解除信号送信を実行するように
すればよい。
【０１３９】
　さて、解除信号を受信した携帯機３２が、図７に示す処理を開始すると、携帯機３２は
、まず、受信した解除信号に含まれるＩＤと、制御ＩＣ２０が備える不揮発性メモリに登
録された自身のＩＤが合致するか否かを判断する（Ｓ６０１）。
【０１４０】
　Ｓ６０１の処理で、ＩＤが合致しなければ（Ｓ６０１：ＮＯ）、携帯機３２は、自身が
解除対象ではないものと判断できるので、そのまま図７に示す処理を終了する。一方、Ｓ
６０１の処理で、ＩＤが合致すれば（Ｓ６０１：ＹＥＳ）、携帯機３２のステータスを制
限状態から通常状態に戻すことにより、スマートエントリー機能の禁止を解除し（Ｓ６０
３）、図７に示す処理を終了する。その結果、携帯機３２のステータスは通常状態に戻る
ので、以降、この携帯機３２によってスマートエントリー機能を利用できるようになる。
【０１４１】
　次に、図８に示す処理について説明する。この処理は、携帯機３２において利用者がプ
ッシュスイッチ２５、２６を所定の手順で操作したことをトリガーとして実行される処理
である。所定の手順は、利用者が事前に登録した手順や、利用者しか知らない暗証番号や
パスワードを入力する手順を含むものである。
【０１４２】
　図８に示す処理を開始すると、携帯機３２は、まず、プッシュスイッチ２５、２６に対
する操作パターンと、制御ＩＣ２０が備える不揮発性メモリに事前に登録された操作パタ
ーンが合致するか否かを判断する（Ｓ７０１）。
【０１４３】
　Ｓ７０１の処理で、操作パターンが合致すれば（Ｓ７０１：ＹＥＳ）、携帯機３２のス
テータスを制限状態から通常状態に戻すことにより、スマートエントリー機能の禁止を解
除し（Ｓ７０３）、図８に示す処理を終了する。その結果、携帯機３２のステータスは通
常状態に戻るので、以降、この携帯機３２によってスマートエントリー機能を利用できる
ようになる。
【０１４４】
　一方、Ｓ７０１の処理で、操作パターンが合致しなければ（Ｓ７０１：ＮＯ）、携帯機
３２は、ブザー２８を吹鳴状態にするとともに、タイマーをスタートさせる（Ｓ７０５）
。その後、タイムアップか否かを判断し（Ｓ７０７）、タイムアップではないと判断され
れば（Ｓ７０７：ＮＯ）、Ｓ７０７の処理にとどまって所定時間（本実施形態の場合は１
０秒）が経過するまで待機する。
【０１４５】
　そして、所定時間が経過してタイムアップであると判断したら（Ｓ７０７：ＹＥＳ）、
ブザー２８を停止して（Ｓ７０９）、図８に示す処理を終了する。
　なお、Ｓ７０５の処理によってブザー２８を吹鳴させるのは、正規の利用者が解除操作
を誤った場合に、その旨を報知するためであり、また、不審者が解除操作を試みた場合に
、音による威嚇を行うことで、さらなる解除操作を断念させるためでもある。
【０１４６】
　［第２実施形態の効果］
　以上説明した電子キーシステムによれば、携帯機３２を探索するための探索信号が車載
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装置３１から携帯機３２へ伝送されると、携帯機３２側に設けられた表示器２７やブザー
２８が作動し、携帯機３２が存在する旨を周囲に報知する。
【０１４７】
　したがって、携帯機３２が車内に置いてある衣類のポケットやカバン類の中に収納され
ていても、ブザー２８が発する音により、容易に携帯機３２を発見できる。また、夜間等
、車内が暗い状況にあっても、表示器２７が発する光により、容易に携帯機３２を発見す
ることができる。
【０１４８】
　また、車両に搭載された車載装置３１で携帯機３２の探索を行うので、携帯機探索専用
装置は不要であり、また、小型の携帯機探索専用装置とは異なり、どこかにしまい込んで
しまうことはなく、しまい込んだ場所を忘れてしまうといったトラブルを招くことがない
。
【０１４９】
　さらに、上記電子キーシステムの場合、携帯機３２は、探索信号を受信した際に携帯機
３２のステータスを制限状態に変更する。そして、携帯機３２のステータスが制限状態に
変更された場合には、車載装置３１が実行可能な各種制御の内、少なくとも一部が実行さ
れない状態になる。
【０１５０】
　したがって、車両の盗難、車室内またはトランク内にある物品の盗難といった被害を招
く可能性がある機能については、それらの機能を制限することで、上述した各被害を防止
することができる。また、正規の利用者であれば、所定の操作を行うか専用の機器を使っ
て、携帯機３２のステータスを制限状態から通常状態に戻すことにより、車両側における
制限を解除することができる。
【０１５１】
　また、上記電子キーシステムの場合、不審者に携帯機３２を拾われる可能性が相応に高
い車外に携帯機３２があれば、携帯機３２のステータスが通常状態から制限状態に変更さ
れる一方、不審者に携帯機を拾われる可能性が低い車内に携帯機３２があれば、携帯機３
２のステータスが通常状態から変更されない。したがって、車外で携帯機３２が不審者に
拾われた場合の安全対策と、利用者が車内に携帯機３２を置き忘れた場合の利便性を、バ
ランスよく両立させることができる。
【０１５２】
　さらに、上記電子キーシステムは、携帯電話機３４を使って携帯機３２の探索を指示す
ることができ、探索結果が携帯電話機３４へ通知される構成になっているので、車載装置
３１にはユーザーインターフェースとなる表示装置や入力装置を設ける必要が無く、利用
者は、使い慣れた携帯電話機３４での探索操作を行うことができる。
【０１５３】
　また、携帯機３２の探索が行われた場合、利用者には、携帯機３２が車室内にあったの
か、車室外にあったのか、見つからなかったのかが通知されるので、利用者は状況に応じ
て的確な対応をとることができる。
【０１５４】
　また、車室内の探索、車室外の探索を行うに当たっては、異なる周波数帯の電波にて探
索信号を送信するので、検出エリアを車室内に制限する上で好適な周波数帯のみを使うも
のや、通信距離が確保する上で好適な周波数帯のみを使うものとは異なり、検出範囲を的
確に絞り込んで、携帯機３２がどこで発見されたかを、利用者に的確に通知することがで
きる。
【０１５５】
　特に、異なる周波数帯としては、ＬＦ帯とＵＨＦ帯を利用しているので、ＬＦ帯での通
信については、携帯機３２の検出エリアを車両周辺１～３ｍ程度に容易に制限でき、一方
、ＵＨＦ帯での通信については、送信側の出力レベルが微弱でも数十ｍ、もう少し出力レ
ベルを上げれば数百～千ｍ程度の通信距離を確保でき、検出エリアを容易に広く設定でき



(22) JP 5003152 B2 2012.8.15

10

20

30

40

50

る。
【０１５６】
　（３）変形例等
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記の具体的な一実施形態に限
定されず、この他にも種々の形態で実施することができる。
【０１５７】
　例えば、上記実施形態では、携帯機３２の探索が行われた場合に、携帯機３２によるス
マートエントリー機能の利用を制限する旨を説明したが、携帯機３２がリモートキーレス
エントリー機能を備えている場合、リモートキーレスエントリー機能の利用も制限すれば
よい。
【０１５８】
　また、上記第２実施形態では、既存のＵＨＦ受信部１２に加え、新たにＵＨＦ送信部４
１を設ける旨を説明したが、これらＵＨＦ受信部１２およびＵＨＦ送信部４１に代えて、
図９（ａ）および同図（ｂ）に示す車載装置５１のように、ＵＨＦ送受信部６１を設けて
もよい。
【０１５９】
　このＵＨＦ送受信部６１は、図９（ｂ）に示すように、内部的にＵＨＦ受信部６３とＵ
ＨＦ送信部６５とを備えた構造になっていて、ＵＨＦ受信部６３による受信を行うかＵＨ
Ｆ送信部６５による送信を行うかが、送受信切り替えスイッチ６７で切り替えられるよう
になっている。
【０１６０】
　なお、このＵＨＦ送受信部６１は、上記送受信切り替えスイッチ６７で送信／受信を切
り替えて半二重通信を行う構成を採用しているが、これについても、送受信を実施できれ
ば、他の構成を採用してもよく、例えば、送受信切り替えスイッチ６７に代えてサーキュ
レーターを採用することにより、全二重通信で送受信を行うように構成しても構わない。
【０１６１】
　加えて、上記第２実施形態では、携帯電話機３４が管理サーバー３３との間で電子メー
ルを送受信する例を示したが、車載装置３１と管理サーバー３３との間の通信や携帯電話
機３４と管理サーバー３３との間の通信については、どのようなデータ形式でデータをや
り取りしてもよく、その際、どのような通信プロトコルを利用しても構わない。
【０１６２】
　具体的な例を交えて説明すれば、例えば、車載装置３１が電子メール送信機能を備えて
いる場合、メールサーバー経由で携帯電話機３４へ電子メールを送信できるので、このよ
うな構成を採用してもよい。
【０１６３】
　また、上記実施形態では、電子メール中に携帯機を発見した旨を記述する旨の説明をし
たが、これに代えて、電子メール中にはインターネット上のアドレス（ＵＲＬ）を記述し
てもよい。この場合、そのアドレスに携帯電話機３４がアクセスすると、ウェブサーバー
から配信されるウェブページが表示され、その中に携帯機３２を発見した旨の情報が表示
されるようになっていればよい。
【図面の簡単な説明】
【０１６４】
【図１】第１実施形態の電子キーシステムを示すブロック図。
【図２】第１実施形態の探索処理を示すフローチャート。
【図３】第１実施形態の応答処理および被探索処理を示すフローチャート。
【図４】第２実施形態の電子キーシステムを示すブロック図。
【図５】第２実施形態の探索処理を示すフローチャート。
【図６】第２実施形態の被探索処理を示すフローチャート。
【図７】第２実施形態の解除処理（その１）を示すフローチャート。
【図８】第２実施形態の解除処理（その２）を示すフローチャート。
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【図９】第２実施形態の電子キーシステムの変形例を示すブロック図。
【符号の説明】
【０１６５】
　１，３１，５１・・・車載装置、２，３２・・・携帯機、１０・・・マイコン、１１・
・・ＬＦ送信部、１２，４５，６３・・・ＵＨＦ受信部、１５・・・エンジンスイッチ、
１６・・・ドアアンテナ、１７・・・室内アンテナ、１８・・・トランク内アンテナ、１
９・・・トランク外アンテナ、２０・・・制御ＩＣ、２１・・・ＬＦ受信部、２２，４１
，６５・・・ＵＨＦ送信部、２５，２６・・・プッシュスイッチ、２７・・・表示器、２
８・・・ブザー、３３・・・管理サーバー、３４・・・携帯電話機、４３・・・公衆回線
接続手段、４７，６７・・・送受信切り替えスイッチ、６１・・・ＵＨＦ送受信部。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】
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