
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　搭乗者の携帯電話とは別に設けられデータ通信のみを行う無線通信部 記憶部
に記憶された を緊急時に緊急通報センタへ 緊急通報端末装
置
　

【請求項２】
　
【請求項３】
　

【請求項４】
　

　

【請求項５】

10

20

JP 3934065 B2 2007.6.20

を介して、
搭乗者の携帯電話番号 送信する

であって、
搭乗者の携帯電話番号が操作入力されると、操作入力された搭乗者の携帯電話番号を前

記記憶部に対して記憶させる制御部を備える緊急通報端末装置。

前記記憶部と前記無線通信部とを備える請求項１に記載の緊急通報端末装置。

請求項１又は請求項２の何れかに記載の緊急通報端末装置と緊急通報センタとの間で緊
急通報処理を実現する緊急通報システム。

搭乗者の携帯電話とは別に設けられデータ通信のみを行う無線通信部を介して、記憶部
に記憶された搭乗者の携帯電話番号を緊急時に緊急通報センタへ送信する緊急通報端末装
置であって、

搭乗者の携帯電話が自装置に無線又は有線で接続されると、接続された搭乗者の携帯電
話で送信された搭乗者の携帯電話番号を前記記憶部に対して記憶させる制御部を備える緊
急通報端末装置。



　
【請求項６】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、車両に搭載されて緊急事態発生時に緊急通報センターに携帯電話網を用いた電
話発信処理を行い、自車両の位置情報を転送するとともに、音声通話により緊急事態の状
況を知らせる緊急通報端末装置およびシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、車両に搭載されて、交通事故、急病時に、簡単な手動操作または自動で、緊急通報
センターに携帯電話網を用いた電話発信処理を行い、位置情報を転送するとともに、警察
、消防などの緊急車両の要請を行う緊急通報端末装置が知られている。その際に、利用者
が携帯電話を用いて緊急通報センターとの間で音声通話により事故の状況を知らせること
ができるようになっている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
従来の緊急通報端末装置は、交通事故、急病などの場合、携帯電話回線を用い電話発信に
より電話回線接続を実施するとともに、回線が接続した場合、車両の固有の番号、緊急通
報端末装置の固有の番号、現在位置情報、現在位置情報を取得した日時、車両走行軌跡情
報、走行軌跡の各々の位置を記録した日時、緊急通報連絡処理を実施したトリガ要因と併
せて、電話発信処理を実施した携帯無線電話機の電話番号（自局電話番号）を送信するデ
ータ通信処理を実施していた。自局電話番号は、緊急通報端末装置から携帯無線電話機に
対し自局電話番号要求を行い、携帯無線電話機から取得した電話番号データである。緊急
通報センターは、緊急通報端末装置から位置情報を取得するなどの緊急通報連絡処理を実
施し、回線を切断した後、当該緊急通報連絡処理を行った車両の利用者と会話を行う必要
がある場合、データ通信時に送信されてきた携帯無線電話機の自局電話番号に発信処理を
実施し、音声電話回線接続による状況の把握などの処理を実施していた。この緊急通報シ
ステムの場合、回線が切断した後に状況を把握したい場合、または追加の情報を要求する
場合に、通報してきた携帯無線電話機の自局電話番号を把握しているため、電話発信によ
り音声通話による更なる情報の収集を行うことが可能であった。
【０００４】
【特許文献１】
特許公開２００２－１８７５１０号
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の緊急通報システムにおける緊急通報端末装置では、緊急通報連絡処
理に緊急通報端末装置に内蔵する携帯無線電話機を使用するため、携帯無線電話機として
データ通信および音声通話処理を実行できる無線機が必要であるとともに、携帯電話無線
機の音声をスピーカに出力する受信音声経路、およびマイクの音声を携帯電話に出力する
送信音声経路、さらにはハンズフリー音声通話を実施する場合は、エコーキャンセル回路
などの音声回路が必要であった。このような音声通話回路のため、緊急通報端末装置の大
型化およびコストアップにつながるとともに、携帯電話無線機を対象として電話回線接続
を行う通信事業者との契約を行う場合、データ通信処理のみを利用する料金体系に比べ、
データ通信と音声通話の両機能を実現する通話サービスの方がよりコストアップにつなが
り、緊急通報システムの普及促進の弊害になっていた。また、緊急通報端末装置に内蔵す
る携帯電話無線機を用いた音声会話のため、利用者は、車両内にとどまって音声会話を行
う必要があり、車両が危険な状況になって車両から離れた場合には会話ができないという
問題があった。
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前記記憶部と前記無線通信部とを備える請求項４に記載の緊急通報端末装置。

請求項４又は請求項５の何れかに記載の緊急通報端末装置と緊急通報センタとの間で緊
急通報処理を実現する緊急通報システム。



【０００６】
本発明は、このような従来の問題を解決するものであり、緊急通報システムにおいて、緊
急通報センターに携帯電話網を通じて発信する無線機の構成を簡略化するとともに、利用
者が車両から離れた場合でも緊急通報センターとの間で音声会話を実施することのできる
緊急通報端末装置およびシステムを提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明の緊急通報端末装置は、車両に搭載されて緊急時に緊
急通報センターに携帯電話網を用いて緊急通報連絡処理を行い、前記車両の位置情報を転
送するとともに、音声通話により状況を知らせる緊急通報端末装置であって、前記緊急通
報連絡処理を行う内蔵無線手段と、前記内蔵無線手段によるデータ送信時に、携帯電話の
電話番号を前記緊急通報センターへ送信する制御手段とを備えたことを特徴とする。この
構成により、緊急通報端末装置に内蔵する無線手段に音声通話回路を備える必要が無く、
無線手段の簡略化による小型化、コストダウンが図れ、さらに携帯電話通信事業者とデー
タ通信処理のみの契約処理を実施することにより、通信事業者への基本料金の課金が音声
通話を実施する場合に比べて低減することができる。また、緊急通報センターは、利用者
が保持する携帯電話の電話番号を把握することにより、利用者が車両から離れた場合にお
いても利用者への連絡が可能になる。
【０００８】
また、本発明の緊急通報端末装置は、前記緊急通報センターに送信するデータに、車両の
固有の番号、緊急通報端末装置の固有の番号、現在位置情報、前記現在位置情報を取得し
た日時、車両走行軌跡情報、前記走行軌跡の各々の位置を記録した日時、緊急通報連絡処
理を実施したトリガ要因のいずれか１つ以上の情報を含めて転送することを特徴とする。
この構成により、上記効果に加えて、緊急通報センターは、事故の状況を詳しく知ること
ができる。
【０００９】
また、本発明の緊急通報端末装置は、前記携帯電話の電話番号を取得するための操作入力
手段を有することを特徴とする。この構成により、緊急通報端末装置は、緊急事態が発生
した場合に直ちに携帯電話の番号を緊急通報センターへ送信できるとともに、緊急通報セ
ンターは、携帯電話の番号を把握できるため、状況把握などの会話が必要な場合に、利用
者に直接連絡することができる。
【００１０】
また、本発明の緊急通報端末装置は、前記携帯電話を前記緊急通報端末装置に接続するこ
とにより、前記携帯電話の電話番号を取得する手段を有することを特徴とする。この構成
により、緊急通報端末装置は、利用者の携帯電話の電話番号を取得できるようになるとと
もに、緊急事態が発生した場合に直ちに携帯電話の番号を緊急通報センターへ送信でき、
緊急通報センターは、携帯電話の番号を把握できるため、状況把握などの会話が必要な場
合に、利用者に直接連絡することができる。
【００１１】
また、本発明の緊急通報端末装置は、前記携帯電話の電話番号が取得できない場合、取得
できないことを利用者に知らせる手段を備えたことを特徴とする。この構成により、携帯
電話番号の登録忘れを防止できるとともに、登録を促すことにより確実に登録することが
できる。
【００１２】
また、本発明は、車両に搭載された緊急通報端末装置が、緊急時に緊急通報センターに携
帯電話網を用いて緊急通報連絡処理を行い、前記車両の位置情報を転送するとともに、緊
急通報関係者が音声通話により状況を知らせる緊急通報システムにおいて、前記緊急通報
端末装置が、前記緊急通報連絡処理を行う内蔵無線手段と、前記内蔵無線手段によるデー
タ送信時に、前記車両に搭乗した利用者が保持する携帯電話の電話番号を前記緊急通報セ
ンターへ送信する制御手段とを備え、前記緊急通報センターが、前記緊急通報端末装置か
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ら送信された前記携帯電話の電話番号を用いて前記利用者に対して発信処理を行い、緊急
通報を実施した状況を音声会話により把握することを特徴とする緊急通報システムである
。この構成により、緊急通報端末装置に内蔵する無線手段に音声通話回路を備える必要が
無く、無線手段の簡略化による小型化、コストダウンが図れ、さらに携帯電話通信事業者
とデータ通信処理のみの契約処理を実施することにより、通信事業者への基本料金の課金
が音声通話を実施する場合に比べて低減することができる。また、緊急通報センターは、
利用者が保持する携帯電話の電話番号を把握することにより、利用者が車両から離れた場
合においても利用者への連絡が可能になる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。図１は本実施の形態における
緊急通報システムの構成を示している。本システムは、センターシステム１と、車両２に
搭載された緊急通報端末装置２１と、車両２に搭乗した利用者が保持する携帯電話２８と
で構成され、本システムを運用するために、電話回線３を運営・管理する有線電話通信事
業者４と、携帯電話網５を運営・管理する携帯電話通信事業者６が介在している。
【００１４】
図１において、センターシステム１は、緊急通報連絡処理を管理する緊急通報センターで
あり、緊急通報端末装置２１からの携帯電話２８とは別の無線機を利用した緊急通報連絡
処理により、車両２の固有情報、利用者の情報などを把握し、当該緊急通報システムに登
録している利用者であることを把握するとともに、車両２から送信される位置情報により
、緊急通報連絡処理を実施した位置を把握する。さらに車両２から送信される利用者の携
帯電話２８の電話番号を把握し、緊急通報者の状況を把握するために、携帯電話２８を利
用した音声通話を実施することにより、事故の状況を把握し、警察、消防などの救援機関
に対して適切な救援要請を行う。携帯電話通信事業者６は、携帯電話サービスの提供、運
営を行う事業者であり、携帯電話からの目的の電話端末に対して、または目的の電話端末
から携帯電話に対して、ダイヤル発信により携帯電話網５に接続するとともに、データの
配信、音声通話を実現することができるサービスを提供する。有線電話通信事業者４は、
電話通話サービスの提供、運営を行う事業者であり、ある電話端末、または電話回線３か
ら目的の電話端末に対して、ダイヤル発信処理により回線接続を行うとともに、データ配
信、音声通話を実現することができるサービスを提供する。
【００１５】
センターシステム１において、電話機１０１は、電話回線３を用いてダイヤル発信、着信
処理、および電話回線３を接続した場合の音声会話を実現する電話装置である。センター
システム１のオペレータは、緊急通報連絡を受信した場合、当該緊急通報端末装置２１か
ら送信される利用者の携帯電話２８の電話番号を取得し、電話機１０１を用いて利用者の
携帯電話２８にダイヤル発信処理を実施する。センターシステム１のオペレータは、携帯
電話２８による利用者との音声会話により、事故状況、負傷・被害状況を把握することが
可能になる。センター端末１０２は、センターシステム１を操作するための端末装置・操
作装置であり、携帯電話２８とは別の無線機から緊急通報発信を行った緊急通報端末装置
２１からの電話着信処理に対して着信、および電話回線接続処理を実施し、回線接続時に
緊急通報端末装置２１から送信されてきた位置情報を基に、電子地図上に当該車両のプロ
ットを行い、車両位置情報をセンター端末１０２を操作するオペレータに情報提供を行う
装置である。モデム１０３は、データ変調、復調処理を実施し、電話回線３を用いてデー
タ通信を実施するための通信機器である。データベース１０４は、センターシステム１が
運営するサービスヘの加入者情報を蓄積するとともに、全国の電子地図情報を蓄積する記
憶装置である。加入者情報は、車両２から転送されてくる車両の登録番号と、車種、色、
登録者などの情報が対応して記録されている。登録されている緊急通報端末装置２１から
の電話着信の場合、登録番号を基に蓄積された情報を検索し、当該車両の登録番号、車種
、色、登録者情報などの情報を検索することができる。
【００１６】
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図２は本実施の形態における緊急通報端末装置２１の構成を示している。緊急通報端末装
置２１は、交通事故時などのエアバッグが展開した場合、または利用者の急病などにより
緊急発信釦を押下した場合、センターシステム１に対して緊急通報連絡処理を実施すると
ともに、車両２の情報、位置情報などの情報を送信する処理を実施する装置である。携帯
電話２８は、利用者が通常使用するとともに、緊急通報連絡処理における音声会話を実現
するための携帯電話端末機器である。携帯電話２８からの電話番号の取得は、リモコン３
０を用いて利用者が電話番号を入力操作する場合と、携帯電話２８を無線または有線によ
り緊急通報端末装置２１に接続したときに自動的に取得する場合とがある。後者の場合、
緊急通報端末装置２１から自局電話番号要求信号を送信し、携帯電話２８が、その要求信
号により自局電話番号を送信することにより実現する。有線で接続する場合は、非同期シ
リアル信号を用いることが一般的である。
【００１７】
無線通信アンテナ２０は、無線通信部２０１が電話送受信処理を実施する場合に無線信号
の送信および受信を行う送受信アンテナである。ＧＰＳアンテナ２２は、ＧＰＳ（ Global
 Positioning system）衛星からの送信されてきた情報を受信するアンテナである。車速
信号生成部２３は、車輪に取り付けられたセンサーからの信号により車輪の一定時間あた
りの回転数、車輪の径などから現在の速度を算出する。車輪には、パルス検出装置が取り
付けられており、車輪が一定回転した場合にパルスが回転数に応じて発生し、パルスが何
回転するかにより距離を算出でき、一定時間あたり何回転するかにより速度を算出できる
。スピーカ２４は、入力した電気信号により空気を振動させ音声に変換する機器である。
ＬＥＤ２５は、発光ダイオードで構成され、使用する物質によって緑、赤などの光を発し
、その特性を利用して緊急通報端末装置２１の状態を利用者に伝達する目的で使用される
。エアバッグセンサ２６は、衝撃センサーを備え、一定以上の衝撃（加速度）を感知した
場合、エアバッグを展開する制御信号を出力する。緊急発信釦２７は、利用者が急病など
により救援機関からの援助を必要とする場合、押下する釦である。この緊急発信釦２７を
押下することにより、緊急通報端末装置２１は、その押下を検知し、緊急通報連絡処理に
移行する。釦２７からの信号は、“Ｌ”または“Ｈ”を出力することによりオン、オフを
検知する方法が一般的であるが、釦２７の押下、非押下により異なる中点電圧を出力する
ことにより、短絡または断線などにより発生する中点電圧以外の電圧が出力された場合は
、異常と判断することが可能になるので、釦２７の故障を判断できる機能を備えることが
できる。バッテリー２９は、車両の各ユニットに電源を供給する蓄電池である。車両がエ
ンジンを動作している場合、オルタネータ交流発電機によりバッテリー２９に充電するで
、バッテリー２９は、継続的に車両に電源を供給することができる。リモコン３０は、携
帯電話２８の電話番号を入力するためのテンキーおよびその他の操作キーを備え、赤外線
により信号を送出するものである。リモコン受光部２０９は、リモコン３０からの赤外線
信号を受信するものであり、携帯電話２８の電話番号を制御部２０２を通じて記憶部２０
７に登録することができる。
【００１８】
無線通信部２０１は、携帯電話網を用いた緊急通報端末装置２１に内蔵された無線機であ
る。緊急通報連絡処理時にセンターシステム１に対しダイヤル発信を実施するとともに、
電話回線が接続した場合、データ通信処理により車両２の情報を送信する処理を実施する
。近年の携帯電話無線機の場合、音声通話とデータ通信処理ができる無線機と、データ通
信のみに特化した機器が存在し、後者のデータ通信のみに特化した機器は、音声回路が削
減されているため機器が小型化されているだけでなく、通信サービス料も低価格に抑えら
れる利点がある。本実施の形態における無線通信部２０１も後者のタイプである。
【００１９】
制御部２０２は、緊急通報端末装置２１全体の制御を実施する制御回路であり、主にＣＰ
Ｕなどで構成されている。エアバッグセンサ２６から、エアバッグが展開したことを示す
信号を取得した場合、または緊急発信釦２７が押下されたことを示す信号を受信した場合
、緊急通報連絡処理を実施する。緊急通報連絡処理は、無線通信部２０１の回線接続制御
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を行うとともに、回線が接続後、車両の情報および、携帯電話２８からの自局電話番号情
報をセンターシステム１に出力する制御を行う。
【００２０】
位置情報生成回路２０３は、ＧＰＳアンテナ２２から取得した衛星情報、車速信号生成部
２３から取得した速度情報、ジャイロセンサ２０４から取得した角速度情報などを取得し
、現在位置を算出する処理を実施する演算回路である。ジャイロセンサ２０４は、角速度
を算出するセンサである。スピーカ音声制御部２０５は、スピーカ２４に対して定型文を
鳴音する信号を出力する音声再生ＲＯＭと、スピーカアンプなどで構成された音声再生回
路である。予め定型文の音声データが記録されており、制御部２０２からの指示により定
型文を鳴音する処理を実施し、利用者に対して緊急通報状況、故障状況などの緊急通報端
末装置２１の状態を伝達する。照明制御部２０６は、ＬＥＤ２５の点灯、消灯制御を実施
するコントロール回路である。ＬＥＤ２５は、一定の電圧を印加した場合照明する照明器
具であり、制御部２０２の制御により点灯を制御する信号を入力した場合、照明制御部２
０６は、ＬＥＤ２５に一定の電圧を印加して点灯を行う。記憶部２０７は、緊急通報端末
装置２１の動作状況、異常状態、ＣＰＵの制御に必要な情報などを記録するメモリ素子で
あり、フラッシュメモリなどの不揮発性メモリと、ＳＲＡＭなどの揮発メモリとの構成に
より実現する。記憶部２０７は、ＣＰＵを制御するプログラム、プログラム起動に必要な
変数の格納を行うとともに、定期的に蓄積する車両２の位置情報、利用者の携帯電話２８
から取得した電話番号、センターシステム１に対して緊急通報連絡処理を実施した通信履
歴などの格納を行う。受信履歴、通信履歴は、不揮発性メモリに格納することにより、車
両から取り外し、電源供給が遮断された場合においても保持されるため、今後の情報解析
などに有効的な役割を果たすことができる。電源制御部２０８は、バッテリー２９から供
給された電源から、制御部２０２、その他の回路に必要な電源電圧を生成し、電源供給動
作を行う。
【００２１】
次に、本実施の形態における動作について図１および図２を用いて説明する。図２におい
て、バッテリー２９は、車両の電装機器に電源供給を行うとともに、緊急通報端末装置２
１に電源供給を行う。電源制御部２０８は、バッテリー２９からの電源電圧を緊急通報端
末装置２１の各内部回路の動作電圧に降圧し、供給する。車両搭乗者は、まず初めに、自
己が保持する携帯電話２８の電話番号をリモコン３０の操作を通じてリモコン受光部２０
９に送信し、制御部２０がその電話番号を記憶部２０７に登録する。または、後述するよ
うに、携帯電話２８を有線または無線で制御部２０２に接続して、制御部２０２と携帯電
話２８との間の通信処理により記憶部２０７に登録する。制御部２０２は、エアバッグセ
ンサ２６および緊急発信釦２７の状況を監視し、エアバッグセンサ２６が展開した場合、
または緊急発信釦２７が押下された場合の緊急通報連絡処理に備える。
【００２２】
緊急通報端末装置２１は、緊急通報連絡処理、盗難通報を実施していない通常状態の場合
、車両の位置情報を定期的に生成し、蓄積する処理を行う。制御部２０２は、定期的に位
置情報を要求する信号を位置情報生成回路２０３に対して送信する。位置情報生成回路２
０３は、ＧＰＳ衛星から取得したＣ／Ａコード、Ｐコードの信号を基に、アルマナックデ
ータ、エフエメリデータ、ＧＰＳ時刻情報、電離補正パラメータ等を取得し、衛星の起動
情報、時刻情報、電波伝搬遅延時間を算出するとともに、現在位置の把握を行う。さらに
ジャイロセンサ２０４から取得した角速度、車速信号生成部２３から取得した速度信号に
より相対移動位置を算出するとともに、正確な現在位置を決定する。位置情報生成回路２
０３は、現在位置データを制御部２０２に出力する。制御部２０２は、取得した位置情報
を、記憶部２０７に記録するとともに、一定量の位置情報が蓄積された場合、最古の位置
情報を消去し、最新の位置情報を記録する処理を継続することにより、現在位置から過去
の位置情報（走行履歴）を取得することが可能となる。
【００２３】
最新の位置情報を記録する処理を継続している状態において、緊急通報端末装置２１は、
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緊急発信釦２７を利用者が押下したこと示す信号を受信した場合、またはエアバッグセン
サ２６からエアバッグが展開したことを示す信号を入力した場合、緊急通報連絡処理を実
行する。制御部２０２は、記憶部２０７から緊急通報センターの電話番号を取得し、その
電話番号を用いて無線通信部２０１からダイヤル発信処理を行う。無線通信部２０１は、
携帯電話通信事業者６と有線電話通信事業者４を介してセンターシステム１へのダイヤル
発信処理を実施する。
【００２４】
緊急通報端末装置２１からの発信情報は、携帯電話通信事業者６で受信され有線通信事業
者４を介してセンターシステム１のモデム１０３に入力される。モデム１０３は、電話着
信によりセンター端末１０２に対して着信したことを示す信号を出力する。センター端末
１０２は、この着信により電話回線を接続する処理を実施し、モデム１０３と緊急通報端
末装置２１との間で電話回線を確立する。緊急通報端末装置２１は、電話回線の接続を把
握した場合、緊急通報連絡処理を実施した発信条件、車両２の登録情報、緊急通報端末装
置２１の登録情報、現在の位置情報、および過去の走行履歴、利用者が所有する携帯電話
の電話番号などの情報を送信する。センター端末１０２は、モデム１０３を介して車両２
からの情報を取得する。センター端末１０２は、緊急通報端末装置２１から送信されてき
た車両２の登録情報、緊急通報端末装置２１の登録情報を用いてデータベース１０４を検
索し、登録されている情報の場合、その情報から登録者の氏名、車種、色などを把握する
。さらに、現在位置情報、過去の走行履歴の情報と併せてデータベース１０４より付近の
地図情報を取得するともに、取得した地図、および現在位置、走行履歴をプロットした情
報を画面上に表示する。オペレータは、地図画面により緊急通報を実施してきた車両２の
走行軌跡、現在位置を把握することができる。
【００２５】
また、センターシステム１は、緊急通報端末装置２１から送信された利用者の携帯電話２
８の電話番号を使用して、事故状況、急病者数、負傷者数等などを把握するために電話番
号にダイヤル発信を行う。この電話発信処理は、センターシステム１のオペレータが実施
し、オペレータは、センター端末１０２のディスプレイに表示された連絡用の電話番号を
把握し、電話機１０１をダイヤル操作することにより発信、またはセンター端末１０２が
リモート発信し、電話機１０１に接続する方法を実施しても良い。センターシステム１の
オペレータは、利用者と電話機１０１と携帯電話２８を介して音声会話を行い、事故の状
況、負傷者数などを把握できる。オペレータは、緊急通報を発信してきた車両２の詳細な
位置、事故状況、負傷者数などを救援機関である警察、消防に伝達することにより、敏速
な救援活動を実施することができる。
【００２６】
この緊急通報を実施している間に、緊急通報端末装置２１は、スピーカ２４、ＬＥＤ２５
を用いて事故の状況を利用者に伝えることにより、利用者は緊急通報状況を把握すること
が可能になる。制御部２０２は、スピーカ音声制御部２０５に対して、定型文の出力指示
を行う。スピーカ音声制御部２０５は、出力指示信号を入力し、スピーカ２４からメッセ
ージを鳴音する制御を行う。鳴音するメッセージとして、緊急通報連絡処理を開始したこ
とを示す内容、センターシステム１へのダイヤル発信処理を実施していることを示す内容
、センターシステム１との回線が接続し、データ通信処理を実施していることを示す内容
、データ通信処理を完了し、音声通話待ちに移行することを示す内容などがある。緊急通
報端末装置２１は、各々状況に応じて別々のメッセージを鳴音することにより、利用者は
状況を詳細に把握することが可能になる。また、音声待ちの状況を伝達する場合に、利用
者の電話番号にセンターシステム１から電話が着信することを示す音声を鳴音することに
より、利用者は着信待機状態に移行することが可能になり、確実な音声通話に移行するこ
とができる。また制御部２０２は、照明制御部２０６に対して、ＬＥＤ２５の点灯、点滅
制御信号を出力する。緊急通報実施前は、動作していることを示す緑色照明を点灯し、緊
急通報連絡処理を開始した場合、緑色照明を点滅に移行することにより、緊急通報連絡処
理を実施していることが把握できる。
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【００２７】
次に、携帯電話２８からの携帯電話番号の登録について説明する。携帯電話２８の電話番
号は、緊急通報端末装置２１と携帯電話２８を有線または無線で接続するとともに、緊急
通報端末装置２１は、携帯電話２８に対して電話番号を要求する信号を出力する。携帯電
話２８は、その要求信号に対し当該携帯電話の番号（自局電話番号）を送信することによ
って、緊急通報端末装置２１は、携帯電話２８の電話番号を取得し、記憶部２０７に登録
することができる。緊急通報端末装置２１と携帯電話２８とは、有線で接続することが一
般的であり、この場合シリアル信号を用いて、要求信号の出力、自局電話番号の取得を行
う。なお、無線で接続する場合、接続確認、ネゴシエーションなどを実施し、無線回線で
接続していることを確認した後に電話番号要求、自局電話番号の取得処理などに移行する
。無線通信では、ＩｒＤＡ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈなどの無線技術を用いることにより実現
することが可能になる。
【００２８】
図３は緊急通報端末装置２１が携帯電話２８から電話番号を取得する処理の具体例を示し
ている。利用者が、エンジンを始動するためにイグニッション電源供給状態、またはアク
セサリー電源供給状態に移行した場合、制御部２０２は、携帯電話２８に対して、緊急通
報端末装置２１に接続して自局電話番号を要求する信号を出力する。緊急通報端末装置２
１は、携帯電話２８に対して、回線が接続しているかどうかの確認信号（接続確認信号）
を送信する。携帯電話２８は、その信号を取得した場合、正常に受信できたことを示す応
答信号ＡＣＫを返信する。これにより、緊急通報端末装置２１は、携帯電話２８が接続で
きていることを確認することができる。緊急通報端末装置２１は、ＡＣＫを受信できない
場合、リトライ処理を実施し、接続確認を継続する。一定回数、または一定時間回線が接
続できない場合、異常と判断し、異常であることをＬＥＤ２５の点灯点滅処理、スピーカ
２４による鳴音処理などを用いて利用者に伝達する。ＬＥＤ２５は、異常を示す赤色ＬＥ
Ｄの点滅などが望ましい。また、スピーカ２４からは、携帯電話２８の接続を促す音声、
または正常に接続が確認できないことを示す音声などを鳴音し、携帯電話２８が正常に接
続できないことを利用者に伝達する。正常に接続確認ができた場合、緊急通報端末装置２
１は、携帯電話２８の自局電話番号を要求する信号を出力する。携帯電話２８は、シリア
ル通信手段などを用いて自局電話番号を送信するため、緊急通報端末装置２１は、緊急通
報連絡処理時にセンターシステム１に対して、自局電話番号を伝達することが可能になる
。緊急通報端末装置２１は、自局電話番号を把握し、正常に電話番号を取得できない場合
、桁が異常に多い、または少ないなどの電話番号に異常がある場合、ＬＥＤ２５、スピー
カ２４を用いて利用者に異常を伝達する。自局電話番号を取得できた場合、緊急通報端末
装置２１は、取得した自局電話番号を記憶部２０７に記録し、緊急通報連絡処理時に送信
する処理を行う。緊急通報端末装置２１は、車両の電源が投入された場合などの状態にお
いて、自局電話番号の取得処理を実施し、携帯電話２８の自局電話番号を格納する。緊急
通報端末装置２１は、電源オフまで、自局電話番号を把握し、緊急通報連絡処理を実施す
る場合、センターシステム１に対し、自局電話番号の送信処理を実施する。
【００２９】
このように、本発明の実施の形態によれば以下のような効果を有する。本発明の緊急通報
端末装置は、緊急通報連絡処理におけるデータ転送処理時に、車両の固有の番号、緊急通
報端末装置の固有の番号、現在位置情報、前記現在位置情報を取得した日時、車両走行軌
跡情報、前記走行軌跡の各々の位置を記録した日時、緊急通報連絡処理を送信することに
より、交通事故、急病により発信した車両、前記車両の所有者、通報を実施した場所の把
握を行うことが可能になるとともに、緊急通報センターに対して当該電話発信処理に用い
た電話機の電話番号とは別の電話番号のデータを転送することにより、前記緊急通報セン
ターは、前記送信されてきた別の電話番号に発信し、急病者、負傷者数、負傷状況、事故
の状況を把握することが可能になり、円滑、かつ的確な救援活動を実施することが可能に
なる。さらに前記別の電話番号は、利用者の操作釦などを用いて前記利用者が所有する携
帯電話の電話番号入力処理、または利用者が所有する携帯電話と有線または無線で接続す
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ることによる前記携帯電話の自局電話番号の取得処理により、前記利用者の携帯電話の電
話番号を把握することが可能になり、緊急通報センターは、前記携帯電話の電話番号にダ
イヤル発信することにより、交通事故、急病により緊急通報を実施した利用者と確実に音
声会話を実施できるとともに、車両に搭載されている無線機、緊急通報端末装置の音声会
話回路を備える必要が無く、回路の簡素化による小型化、コストダウンが図れ、さらに携
帯電話通信事業者とデータ通信処理のみの契約処理を実施することにより、前記通信事業
者への基本料金の課金が、音声通話を実施する場合に比べ下げることが可能になる。さら
に、利用者が状況により車両から離れた場合においても、緊急通報センターは利用者との
連絡による音声会話を実施することができる。
【００３０】
また、本発明の緊急通報端末装置は、緊急通報センターに送信するデータに車両の固有の
番号、緊急通報端末装置の固有の番号、現在位置情報、前記現在位置情報を取得した日時
、車両走行軌跡情報、前記走行軌跡の各々の位置を記録した日時、緊急通報連絡処理を実
施したトリガ要因のいずれか１つ以上の情報と併せて、緊急通報発信処理に用いた電話機
とは別の電話番号のデータを転送するものであり、前記緊急通報連絡処理を実施する無線
機を車両に取り付けることにより、緊急時に即座に緊急通報処理を実施し、車両の固有の
番号、緊急通報端末装置の固有番号を送信することによる緊急通報を実施した車両の特定
が可能であるとともに、位置情報などの情報を送信することにより、車両の位置の特定が
可能になる。さらに、緊急通報センターが事故、急病の詳細を把握したい場合、利用者が
所有する携帯電話などに音声通話による電話発信を実施することにより、緊急状況を音声
会話に把握することができるとともに、車両に搭載される無線機、緊急通報端末装置は、
データ通信機能のみを備えることにより、システムの簡素化による、小型化、コストダウ
ンを図れ、さらに車両に搭載する無線機をデータ通信サービスのみの契約により、通信事
業者へ支払う基本料金を音声通話契約時に比べ価格を下げることが可能になる。
【００３１】
また、本発明の緊急通報端末装置は、緊急通報端末装置の外部から入力した電話番号デー
タを緊急通報センターに送信することを特徴とするものであり、入力部を備えることによ
り、利用者が携帯電話を所有している場合、前記利用者は前記所有する携帯電話の電話番
号を入力することにより、緊急通報発信処理による救援機関を要請する場合において、緊
急通報センターが緊急状況を把握するための音声会話を実施する場合、前記緊急通報を実
施した無線機とは別の利用者の携帯電話に直接電話発信することによる状況把握を行うこ
とが可能になる。
【００３２】
また、本発明の緊急通報端末装置は、利用者が予め電話番号を登録し、前記電話番号のデ
ータを緊急通報センターに送信することを特徴とするものであり、緊急通報が発生する前
に予め携帯電話の電話番号を登録する手段を備えることにより、利用者が携帯電話を所有
している場合、前記利用者は、車両に搭乗した場合などの通常状態時に、予め前記所有す
る携帯電話の電話番号を入力するとともに、緊急通報発信処理による救援機関を要請する
場合において、緊急通報時の混乱している状況に電話番号を通知する処理を実施する必要
が無く、緊急通報センターが緊急状況を把握するための音声会話を実施する場合、既に登
録した利用者の携帯電話に直接電話発信することによる状況把握を行うことが可能になる
。
【００３３】
また、本発明の緊急通報端末装置は、利用者が電話番号を入力できるデータ入力手段を備
えることを特徴とするものであり、入力部を備えるとともに、予め電話番号を登録する機
能を備えることにより、利用者が携帯電話を所有している場合、前記利用者は、車両に搭
乗した場合などの通常状態時に、予め前記所有する携帯電話の電話番号を入力するととも
に、緊急通報発信処理による救援機関を要請する場合において、緊急通報時の混乱してい
る状況に利用者が自ら電話番号を入力し、通知するなどの処理を実施する必要が無く、緊
急通報センターが緊急状況を把握するための音声会話を実施する場合、既に登録した利用
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者の携帯電話に直接電話発信することによる状況把握を行うことが可能になる。
【００３４】
また、本発明の緊急通報端末装置は、緊急通報連絡処理を実施する当該機器は、利用者が
所持する携帯電話の電話番号を取得する手段を具備し、前記利用者の携帯電話と電話番号
のデータを緊急通報センターに送信することを特徴とするものであり、利用者の携帯電話
の電話番号を取得する手段を備えることにより、利用者が携帯電話を所有している場合、
緊急通報端末装置は、前記利用者の携帯電話番号を取得する処理を実施することにより、
緊急通報発信処理による救援機関を要請する場合において、緊急通報時の混乱している状
況に利用者が電話番号を入力、通知する処理を実施する必要が無く、緊急通報センターが
緊急状況を把握するための音声会話を実施する場合、利用者の携帯電話の電話番号を取得
し、電話発信処理を実施することによる音声会話による状況把握を行うことが可能になる
。
【００３５】
また、本発明の緊急通報端末装置は、緊急通報連絡処理を実施する当該機器は、利用者の
携帯電話が接続されたことを検知して前記携帯電話の電話番号を取得する手段を具備し、
緊急通報連絡処理時に前記取得後、記録しておいた電話番号のデータを緊急通報センター
に送信することを特徴とするものであり、利用者が所有する電話機を、有線または無線で
接続するとともに、利用者の携帯電話の電話番号を取得する手段を備えることにより、利
用者が携帯電話を所有している場合、前記緊急通報端末装置は、前記利用者の携帯電話番
号を取得する処理を実施することにより、緊急通報発信処理による救援機関を要請する場
合において、緊急通報時の混乱している状況に利用者が自ら電話番号を入力、通知する処
理を実施する必要が無く、緊急通報センターが緊急状況を把握するための音声会話を実施
する場合、前記利用者の携帯電話の電話番号に対して電話発信処理を実施することによる
状況把握を行うことが可能になる。
【００３６】
また、本発明の緊急通報端末装置は、緊急通報連絡処理を実施する当該機器は、車両のア
クセサリー電源、またはイグニツション電源がオンした時に、携帯電話からの電話番号を
取得することを特徴とするものであり、利用者が携帯電話を車両に持ち込み、エンジンを
かけるために車両のアクセサリー電源、イグニッション電源をオンした時に、前記持ち込
まれた携帯電話と有線または無線で接続を確認するとともに、電話番号を取得する処理を
実施することにより、緊急通報発信処理による救援機関を要請する場合において、予め電
源投入時に電話番号の取得を実施しているため、緊急通報時の混乱している状況に利用者
が自ら電話番号を入力、通知する処理を実施する必要が無く、緊急通報センターが緊急状
況を把握するための音声会話を実施する場合、利用者の携帯電話の電話番号に対して電話
発信処理を実施することによる状況把握を行うことが可能になる。
【００３７】
また、本発明の緊急通報端末装置は、緊急通報連絡処理を実施する当該機器は、車両が走
行可能状態に移行した場合、または走行を開始した時に、携帯電話からの電話番号を取得
することを特徴とするものであり、利用者が携帯電話を車両に持ち込み、車両を走行状態
に移行した時に、前記持ち込まれた携帯電話と有線または無線で接続を確認するとともに
、電話番号を取得する処理を実施することにより、緊急通報発信処理による救援機関を要
請する場合において、予め走行開始時に電話番号の取得を実施しているため、緊急通報時
の混乱している状況に利用者が自ら電話番号を入力、通知する処理を実施する必要が無く
、緊急通報センターが緊急状況を把握するための音声会話を実施する場合、利用者の携帯
電話の電話番号に対して電話発信処理を実施することによる状況把握を行うことが可能に
なる。
【００３８】
また、本発明の緊急通報端末装置は、緊急通報連絡処理を実施する当該機器は、緊急通報
連絡処理を開始する時に、携帯電話からの電話番号を取得することを特徴とするものであ
り、利用者が携帯電話を車両に持ち込み、前記持ち込まれた携帯電話と有線または無線で
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接続を確認するとともに、緊急通報発信処理による救援機関を要請する場合に、緊急通報
端末装置が前記利用者が持ち込んだ携帯電話からの電話番号を取得する処理を実施するこ
とにより、緊急通報時の混乱している状況に利用者が自ら電話番号を入力、通知する処理
を実施する必要が無く、緊急通報センターが緊急状況を把握するための音声会話を実施す
る場合、利用者の携帯電話の電話番号に対して電話発信処理を実施することによる状況把
握を行うことが可能になる。
【００３９】
また、本発明の緊急通報端末装置は、緊急通報連絡処理を実施する当該機器は、利用者の
携帯電話からの電話番号を取得する際に、前記緊急通報連絡処理を実施する機器と、利用
者の携帯電話を導線を結線することによりデータの取得を行い、前記電話番号のデータを
取得することを特徴とするものであり、利用者が携帯電話を車両に持ち込み、前記持ち込
まれた携帯電話を有線で接続することにより、接続した時点、車両の電源が投入された時
点、または緊急通報連絡処理を開始した時点などの状況において、携帯電話からの電話番
号を取得する処理を実施するため、緊急通報時の混乱している状況に利用者が自ら電話番
号を入力、通知する処理を実施する必要が無く、緊急通報センターが緊急状況を把握する
ための音声会話を実施する場合、前記有線にて接続した利用者の携帯電話の電話番号を取
得するとともに、前記電話番号に対して電話発信処理を実施することによる状況把握を行
うことが可能になる。
【００４０】
また、本発明の緊急通報端末装置は、緊急通報連絡処理を実施する当該機器は、利用者の
携帯電話からの電話番号を取得する際に、前記緊急通報連絡処理を実施する機器と、利用
者の携帯電話を無線接続することによりデータの取得を行い、前記電話番号のデータを取
得することを特徴とするものであり、利用者が携帯電話を車両に持ち込み、前記持ち込ま
れた携帯電話を無線で接続することにより、接続した時点、車両の電源が投入された時点
、または緊急通報連絡処理を開始した時点などの状況において、携帯電話からの電話番号
を取得する処理を実施するため、緊急通報時の混乱している状況に利用者が自ら電話番号
を入力、通知する処理を実施する必要が無く、緊急通報センターが緊急状況を把握するた
めの音声会話を実施する場合、前記無線にて接続した利用者の携帯電話の電話番号を取得
するとともに、前記電話番号に対して電話発信処理を実施することによる状況把握を行う
ことが可能になる。
【００４１】
また、本発明の緊急通報端末装置は、利用者の携帯電話からの電話番号を取得できない場
合、取得できないことを利用者に知らせる手段を備えることを特徴とするものであり、音
声通話回路を備えていない無線機、緊急通報端末装置を搭載している場合、または携帯電
話の使用において通信事業者との音声契約を行っていない場合、位置情報を送信するなど
のデータ通信はできるものの、音声通話が実施できなくなるため、前記携帯電話が接続さ
れていない状態を利用者に通知することにより、利用者は携帯電話の接続を忘れていた場
合などの状態において、接続を促すことにより、緊急通報時における緊急通報センターと
の音声通話を確実に実施することが可能になる。
【００４２】
また、本発明の緊急通報端末装置は、利用者の携帯電話からの電話番号を取得できない場
合、取得できないことを利用者に伝達する手段に、ビープ音、定型分音声などの鳴音処理
による伝達処理、ＬＥＤの点灯、点滅処理、液晶を用いた表示処理のいずれか１つ以上を
用いて利用者に伝達することを特徴とするものであり、音声通話回路を備えていない無線
機、緊急通報端末装置を搭載している場合、または携帯電話の使用において通信事業者と
の音声契約を行っていない場合、位置情報を送信するなどのデータ通信はできるものの、
音声通話が実施できなくなるため、前記携帯電話が接続されていない状態を、ビープ音、
定型分音声などの鳴音処理、ＬＥＤの点灯、点滅処理、液晶を用いた表示処理を用いて通
知することにより、利用者は携帯電話の接続を忘れていた場合などの状態において、接続
を促すことにより、緊急通報時における緊急通報センターとの音声通話を確実に実施する
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ことが可能になる。
【００４３】
また、本発明の緊急通報システムは、交通事故、急病時に緊急通報センターに対して位置
情報などのデータを送信する緊急通報端末装置、緊急通報センターからの電話着信により
音声通話を実施する利用者の携帯電話機、および前記緊急通報端末装置から送られてきた
位置情報、音声会話による状況を把握し、救援機関に救援車両の要請を行う緊急通報セン
ターを含むものであり、利用者が所持する携帯電話の電話番号を取得する機能を備えると
ともに、音声回路を削除することにより小型化、コストダウンを実現した緊急通報端末装
置と、前記緊急通報端末装置から送信されてきたデータの内容を把握し、前記データに含
まれている利用者の携帯電話の電話番号を把握し、緊急状況を把握するために音声通話に
よる電話発信処理を実施する緊急通報センターのシステムを構築することにより、音声通
話は利用者の携帯電話を用いたシステムを構築できるため、緊急通報端末装置の小型化、
コストダウンを実現するとともに、通信事業者との契約をデータ通信専用にすることが可
能になるため、利用者が負担する費用の低減を可能にする。
【００４４】
また、本発明の緊急通報システムは、交通事故、急病時に緊急通報端末装置は緊急通報セ
ンターに対して、緊急通報連絡処理を実施した無線機と別の無線機の電話番号を送信し、
前記緊急通報センターは前記取得した別の無線機の電話番号を用いて電話発信処理を実施
し、利用者との音声会話による事故の状況を把握する処理を行うことを特徴とするもので
あり、利用者が所持する携帯電話の電話番号を取得する機能を備えるとともに、音声回路
を削除することにより小型化、コストダウンを実現した緊急通報端末装置と、前記緊急通
報端末装置から送信されてきたデータの内容を把握し、前記データに含まれている利用者
の携帯電話の電話番号を把握するとともに緊急状況を把握するために音声通話による電話
発信処理を実施する緊急通報センターのシステムを構築することにより、音声通話は利用
者の携帯電話を用いたシステムを構築できるため、緊急通報端末装置の小型化、コストダ
ウンを実現するとともに、通信事業者との契約をデータ通信専用にすることが可能になる
ため、利用者が負担する費用の低減を可能にする。
【００４５】
また、本発明の緊急通報システムは、緊急通報連絡処理時に携帯電話網を用いて電話発信
処理を実施する無線機と、利用者が所持する前記携帯電話と、前記携帯電話から電話番号
を取得するとともに前記電話番号を蓄積し、緊急通報連絡処理時に前記無線機を用いて緊
急通報センターに電話発信処理を実施し、回線が撞続した際に緊急通報センターに対して
前記取得した利用者の携帯電話機の電話番号を送信する緊急通報端末装置と、前記緊急通
報端末装置から取得した位置情報により、当該車両の位置を把握するとともに、取得した
利用者の携帯電話の番号に対して電話発信処理を実施し、音声会話により状況を把握する
緊急通報センターとを含むものである。これにより、利用者が所持する携帯電話の電話番
号を取得するとともに、音声回路を削除することにより小型化、コストダウンを実現した
緊急通報端末装置と、前記緊急通報端末装置から送信されてきたデータの内容を把握し、
前記データに含まれている利用者の携帯電話の電話番号を把握し、緊急状況を把握するた
めに音声通話による電話発信処理を実施する緊急通報センターとのシステムを構築するこ
とにより、音声通話は利用者の携帯電話を用いたシステムを構築できるため、緊急通報端
末装置の小型化、コストダウンを実現するとともに、通信事業者との契約をデータ通信専
用にすることが可能になるため、利用者が負担する費用の低減を可能にする。
【００４６】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の緊急通報端末装置は、車両に搭載されて緊急時に緊急通報
センターに携帯電話網を用いて緊急通報連絡処理を行い、車両の位置情報を転送するとと
もに、音声通話により状況を知らせる緊急通報端末装置であって、緊急通報連絡処理を行
う内蔵無線手段と、内蔵無線手段によるデータ送信時に、車両に搭乗した利用者が保持す
る携帯電話の電話番号を緊急通報センターへ送信する制御手段とを備えているので、緊急
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通報端末装置に内蔵する無線手段に音声通話回路を備える必要が無く、無線手段の簡略化
による小型化、コストダウンが図れ、また携帯電話通信事業者とデータ通信処理のみの契
約処理を実施することにより、通信事業者への基本料金の課金が音声通話を実施する場合
に比べて低減することができ、さらに緊急通報を実施した車両が危険な状態になり、利用
者が車両から離れなければならない状況においても、緊急通報センターとの間で確実に音
声会話を実施できるという優れた効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態における緊急通報システムの構成を示すブロック図
【図２】本発明の実施の形態における緊急通報端末装置の構成を示すブロック図
【図３】本発明の実施の形態における緊急通報端末装置が携帯電話から電話番号を取得す
る際のシーケンス図
【符号の説明】
１　センターシステム
２　車両
３　電話回線
４　有線電話通信事業者
５　携帯電話網
６　携帯電話通信事業者
２１　緊急通報端末装置
２２　ＧＰＳアンテナ
２３　車速信号生成部
２４　スピーカ
２５　ＬＥＤ
２６　エアバッグセンサ
２７　緊急発信釦
２８　携帯電話
２９　バッテリー
３０　リモコン
１０１　電話機
１０２　センター端末
１０３　モデム
１０４　データベース
２０１　無線通信部
２０２　制御部
２０３　位置情報生成回路
２０４　ジャイロセンサ
２０５　スピーカ音声制御部
２０６　照明制御部
２０７　記憶部
２０８　電源制御部
２０９　リモコン受光部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

(14) JP 3934065 B2 2007.6.20



フロントページの続き

(56)参考文献  特開平１０－１６２２８４（ＪＰ，Ａ）
              特開平０８－２３９０１１（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－３１３７３８（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－０４９９７５（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－２６１９８２（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G08B 25/10
              B60R 21/00
              H04M 11/04

(15) JP 3934065 B2 2007.6.20


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

