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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体通信網との間で無線通信を行う無線通信手段を備えた車載通信装置であって、
　車両が停車状態であるか非停車状態であるかを判定する停車状態判定手段と、
　前記無線通信手段と移動体通信網との間で無線通信を可能であるか否かを判定する通信
可否判定手段と、
　車両が停車状態であると前記停車状態判定手段が判定し且つ前記無線通信手段と移動体
通信網との間で無線通信を不可能であると前記通信可否判定手段が判定した場合に、車両
の停車位置が前記無線通信手段と移動体通信網との間で無線通信を不可能な区域である旨
を示す通知情報を通知手段により通知する制御手段と、を備え、
　前記制御手段は、通知情報を前記通知手段により通知する必要があると判定した場合に
、通知情報を前記通知手段により通知し、通知情報を前記通知手段により通知する必要が
ないと判定した場合に、通知情報を前記通知手段により通知しないことを特徴とする車載
通信装置。
【請求項２】
　請求項１に記載した車載通信装置において、
　前記通知手段は、通知情報を車内に向けて通知する車内向け通知手段と、通知情報を車
外に向けて通知する車外向け通知手段とを備え、
　前記制御手段は、通知情報を前記車内向け通知手段により通知する態様、通知情報を前
記車外向け通知手段により通知する態様、通知情報を前記車内向け通知手段と前記車外向
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け通知手段により通知する態様を選択的に切換え、通知情報を前記通知手段により通知す
ることを特徴とする車載通信装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載した車載通信装置において、
　車両位置を取得する車両位置取得手段と、
　前記車両位置取得手段により取得された車両位置を履歴として記憶する車両位置履歴記
憶手段とを備え、
　前記制御手段は、車両が停車状態であるときに前記車両位置取得手段により取得された
今回の車両位置と前記車両位置履歴記憶手段に履歴として記憶されている過去の車両位置
との関係が所定条件を満たしていると判定した場合に、通知情報を前記通知手段により通
知する必要があると判定し、今回の車両位置と過去の車両位置との関係が所定条件を満た
していないと判定した場合に、通知情報を前記通知手段により通知する必要がないと判定
することを特徴とする車載通信装置。
【請求項４】
　請求項１又は２に記載した車載通信装置において、
　車両位置を取得する車両位置取得手段と、
　ユーザが任意地点を登録地点として登録する操作を受付可能な操作手段により受付けら
れた登録地点を記憶する登録地点記憶手段とを備え、
　前記制御手段は、車両が停車状態であるときに前記車両位置取得手段により取得された
今回の車両位置と前記登録地点記憶手段に記憶されている登録地点との関係が所定条件を
満たしていると判定した場合に、通知情報を前記通知手段により通知する必要があると判
定し、今回の車両位置と登録地点との関係が所定条件を満たしていないと判定した場合に
、通知情報を前記通知手段により通知する必要がないと判定することを特徴とする車載通
信装置。
【請求項５】
　請求項１又は２に記載した車載通信装置において、
　前記制御手段は、ユーザが車両に対して乗降するドアが開けられたこと及び閉じられた
ことの少なくとも何れかが行われたと判定した場合に、通知情報を前記通知手段により通
知する必要がないと判定することを特徴とする車載通信装置。
【請求項６】
　請求項１から５の何れか一項に記載した車載通信装置において、
　前記制御手段は、通知情報を前記通知手段により通知中であるときに通知情報の前記通
知手段による通知を中止する必要があると判定した場合に、通知情報の前記通知手段によ
る通知を中止することを特徴とする車載通信装置。
【請求項７】
　請求項６に記載した車載通信装置において、
　前記制御手段は、通知情報を前記通知手段により通知中であるときにユーザが車両に対
して乗降するドアが開けられたこと及び閉じられたことの少なくとも何れかが行われたと
判定した場合に、通知情報の前記通知手段による通知を中止する必要があると判定するこ
とを特徴とする車載通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動体通信網との間で無線通信を行うことが可能な車載通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば車両盗難が発生したときに盗難通報信号を無線通信部から移動体通信網を通じて
サービスセンターに設置されているセンター装置に送信したり、ユーザが携帯する携帯電
話機から送信された遠隔操作信号を移動体通信網を通じて無線通信部により受信したとき
にエンジンを始動させたりドアを施錠・解錠したりする車載通信装置が供されている（例
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えば特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－５１４９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記した車載通信装置は、車両が移動体通信網の通信圏内に停車されたことを条件とし
て、盗難通報信号や遠隔操作信号を無線通信部により送受信することが可能であり、換言
すれば、車両が移動体通信網の通信圏外又は受信環境が良好でない（微弱電波な）区域に
停車されれば、盗難通報信号や遠隔操作信号を無線通信部により送受信することが不可能
である。
【０００５】
　車両位置が移動体通信網の通信圏内又は通信圏外の何れであるかをユーザに認識させる
手段としては例えばナビゲーション画面にアイコンを表示させる手段があるが、ナビゲー
ション画面に表示されるアイコンのサイズが小さく、又、ユーザがナビゲーション画面を
操作しないとアイコンが表示されない場合もある。そのため、車両の停車位置が移動体通
信網の通信圏外である場合に、その旨をユーザが認識しないまま車両から離れることが少
なくないという問題があった。
【０００６】
　本発明は、上記した事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、車両の停車位置が
無線通信手段と移動体通信網との間で無線通信を不可能な区域である場合に、その旨をユ
ーザに適切に認識させることができる車載通信装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に記載した発明によれば、停車状態判定手段は、車両が停車状態であるか非停
車状態であるかを判定し、通信可否判定手段は、無線通信手段と移動体通信網との間で無
線通信を可能であるか否かを判定する。制御手段は、車両が停車状態であると停車状態判
定手段が判定し且つ無線通信手段と移動体通信網との間で無線通信を不可能であると通信
可否判定手段が判定すると、車両の停車位置が無線通信手段と移動体通信網との間で無線
通信を不可能な区域である旨を示す通知情報を通知手段により通知する。
【０００８】
　これにより、車両の停車位置が移動体通信網の通信圏外又は受信環境が良好でない（微
弱電波な）区域であると、車両の停車位置が無線通信手段と移動体通信網との間で無線通
信を不可能な区域である旨を示す通知情報を通知手段により通知することにより、車両の
停車位置が無線通信手段と移動体通信網との間で無線通信を不可能な区域である旨をユー
ザに適切に認識させることができる。
　又、制御手段は、通知情報を通知手段により通知する必要があると判定すると、通知情
報を通知手段により通知し、通知情報を通知手段により通知する必要がないと判定すると
、通知情報を通知手段により通知しない。
　これにより、例えばユーザが無線通信手段と移動体通信網との間で無線通信を不可能で
ある旨を認識していない可能性が高いと想定される場合や通知情報を通知してもユーザに
とって不利益とならない場合に、通知情報を通知することにより、車両の停車位置が無線
通信手段と移動体通信網との間で無線通信を不可能な区域である旨をユーザに適切に認識
させることができる。一方、ユーザが無線通信手段と移動体通信網との間で無線通信を不
可能である旨を認識している可能性が高いと想定される場合や通知情報を通知してしまう
とユーザにとって不利益となる場合に、通知情報を通知しないことにより、通知情報を不
要に通知してしまうことを未然に回避することができる。
【０００９】
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　請求項２に記載した発明によれば、通知手段は、通知情報を車内に向けて通知する車内
向け通知手段と、通知情報を車外に向けて通知する車外向け通知手段とを備え、制御手段
は、通知情報を車内向け通知手段により通知する態様、通知情報を車外向け通知手段によ
り通知する態様、通知情報を車内向け通知手段と車外向け通知手段との双方により通知す
る態様を選択的に切換え、通知情報を通知手段により通知する。
【００１０】
　これにより、例えばユーザが車内に居る可能性が高いと想定される場合や通知情報を車
外に向けて通知してしまうとユーザにとって不利益となる場合に、通知情報を車内に向け
てのみ通知し、ユーザが車外に居る可能性が高いと想定される場合や通知情報を車外に向
けて通知してもユーザにとって不利益とならない場合に、通知情報を車外に向けてのみ通
知し、ユーザが車内又は車外の何れに居るかが不確かであると想定される場合や通知情報
を車外に向けて通知してもユーザにとって不利益とならない場合に、通知情報を車内と車
外との双方に向けて通知する等、ユーザの挙動や周囲の状況に追従しつつ、車両の停車位
置が無線通信手段と移動体通信網との間で無線通信を不可能な区域である旨をユーザに適
切に認識させることができる。
【００１３】
　請求項３に記載した発明によれば、制御手段は、車両が停車状態であるときに車両位置
取得手段により取得された今回の車両位置と車両位置履歴記憶手段に履歴として記憶され
ている過去の車両位置との関係が所定条件を満たしていると判定すると、通知情報を通知
手段により通知する必要があると判定し、今回の車両位置と過去の車両位置との関係が所
定条件を満たしていないと判定すると、通知情報を通知手段により通知する必要がないと
判定する。
【００１４】
　これにより、例えば今回の停車位置を中心とする半径が所定距離の区域内に車両位置履
歴である過去の停車位置が所定個数以上記憶されていない場合、即ち、ユーザが過去にあ
まり停車していない区域（ユーザが初めて訪れる旅行先等）に停車した場合に、通知情報
を通知することにより、車両の停車位置が無線通信手段と移動体通信網との間で無線通信
を不可能な区域である旨をユーザに適切に認識させることができる。一方、今回の停車位
置を中心とする半径が所定距離の区域内に車両位置履歴である過去の停車位置が所定個数
以上記憶されている場合、即ち、ユーザが過去に頻繁に停車したことがある区域（ユーザ
が頻繁に利用する施設の地下駐車場等）に停車した場合に、通知情報を通知しないことに
より、通知情報を不要に通知してしまうことを未然に回避することができる。
【００１５】
　請求項４に記載した発明によれば、制御手段は、車両が停車状態であるときに車両位置
取得手段により取得された今回の車両位置と登録地点記憶手段に記憶されている登録地点
との関係が所定条件を満たしていると判定すると、通知情報を通知手段により通知する必
要があると判定し、今回の車両位置と登録地点との関係が所定条件を満たしていないと判
定すると、通知情報を通知手段により通知する必要がないと判定する。
【００１６】
　これにより、例えば今回の停車位置がユーザにより予め登録された登録地点を中心とす
る半径が所定距離の区域外である場合に、通知情報を通知することにより、車両の停車位
置が無線通信手段と移動体通信網との間で無線通信を不可能な区域である旨をユーザに適
切に認識させることができる。一方、今回の停車位置がユーザにより予め登録された登録
地点を中心とする半径が所定距離の区域内である場合に、通知情報を通知しないことによ
り、通知情報を不要に通知してしまうことを未然に回避することができる。
【００１７】
　請求項５に記載した発明によれば、制御手段は、ユーザが車両に対して乗降するドアが
開けられたこと及び閉じられたことの少なくとも何れかが行われたと判定すると、通知情
報を通知手段により通知する必要がないと判定する。
【００１８】
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　これにより、ドアが開けられたこと及び閉じられたことの少なくとも何れかが行われた
場合、即ち、ユーザが車両から離れる可能性が高い場合に、通知情報を通知しないことに
より、通知情報を不要に通知してしまうことを未然に回避することができる。又、車両の
停車位置が無線通信手段と移動体通信網との間で無線通信を不可能な区域である旨を車両
の周囲に居る第三者に知られてしまうことを未然に回避することができ、セキュリティを
高めることができる。
【００１９】
　請求項６に記載した発明によれば、制御手段は、通知情報を通知手段により通知中であ
るときに通知情報の通知手段による通知を中止する必要があるか否かを判定し、制御手段
は、通知情報を通知手段により通知中であるときに通知情報の通知手段による通知を中止
する必要があると通知中止判定手段が判定すると、通知情報の通知手段による通知を中止
する。これにより、通知情報の通知を中止することにより、通知情報を不要に通知してし
まうことを未然に回避することができる。
【００２０】
　請求項７に記載した発明によれば、制御手段は、通知情報を通知手段により通知中であ
るときにユーザが車両に対して乗降するドアが開けられたこと及び閉じられたことの少な
くとも何れかが行われたと判定すると、通知情報の通知手段による通知を中止する必要が
あると判定する。
【００２１】
　これにより、通知情報を通知中であるときにドアが開けられたこと及び閉じられたこと
の少なくとも何れかが行われた場合、即ち、ユーザが車両から離れる可能性が高い場合に
、通知情報の通知を中止することにより、これ以降に通知情報を不要に通知してしまうこ
とを未然に回避することができる。又、この場合も、車両の停車位置が無線通信手段と移
動体通信網との間で無線通信を不可能な区域である旨を車両の周囲に居る第三者に知られ
てしまうことを未然に回避することができ、セキュリティを高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の第１の実施形態を示す機能ブロック図
【図２】フローチャート
【図３】本発明の第２の実施形態を示すフローチャート
【図４】図３相当図
【図５】本発明の第３の実施形態を示すフローチャート
【図６】図５相当図
【図７】本発明の第４の実施形態を示すフローチャート
【図８】本発明の第５の実施形態を示す機能ブロック図
【図９】図２相当図
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　（第１の実施形態）
　以下、本発明の第１の実施形態について、図１及び図２を参照して説明する。図１は、
車載通信装置の全体構成を機能ブロック図として示している。車載通信装置１は、車両に
搭載可能に構成されており、制御部２（本発明でいう停車状態判定手段、通信可否判定手
段、制御手段）、無線通信部３（本発明でいう無線通信手段）、計時部４、測位部５（本
発明でいう車両位置取得手段）、メモリ部６（本発明でいう車両位置履歴記憶手段、登録
地点記憶手段）、ＬＡＮ送受信部７及び音声処理部８を備えて構成されている。
【００２６】
　制御部２は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ等を有する周知のマイクロコンピュータを主体と
して構成され、車載通信装置１の動作全般を制御する。無線通信部３は、サービスセンタ
ーに設置されているセンター装置９やユーザが携帯する携帯電話機１０との間で移動体通
信網を通じた無線通信を行う。制御部２は、例えば車両盗難が発生したと判定すると、盗
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難通報信号を無線通信部３から移動体通信網を通じてセンター装置９に送信したり、携帯
電話機１０から送信された遠隔操作信号を移動体通信網を通じて無線通信部３により受信
したと判定すると、エンジンを始動させたりドアを施錠・解錠したりする。
【００２７】
　計時部４は、制御部２から計時開始信号を入力すると計時を開始し、予め規定されてい
る規定時間の計時を終了すると（タイムアップすると）、計時終了信号を制御部２に出力
する。測位部５は、制御部２から車両位置取得信号を入力すると、ＧＰＳ衛星から受信し
たＧＰＳ電波のパラメータを演算して取得した車両位置を制御部２に出力する。
【００２８】
　ＬＡＮ送受信部７は、車両に搭載されているボデーＥＣＵ１１やアラームＥＣＵ１２等
の各種ＥＣＵや各種システムと車両ＬＡＮ１３を通じて接続されており、本実施形態では
、ボデーＥＣＵ１１から送信されたシートベルトが装着状態にあるか非装着状態にあるか
を示すシートベルト信号、ドアが開閉されたか否かを示すドア開閉信号及びドアが施錠状
態にあるか解錠状態にあるかを示すドアロック信号を車両ＬＡＮ１３を通じて受信すると
、それらシートベルト信号、ドア開閉信号及びドアロック信号を制御部２に出力し、制御
部２からハザード信号を入力すると、そのハザード信号を車両ＬＡＮ１３を通じてボデー
ＥＣＵ１１に送信する。ボデーＥＣＵ１１は、ＬＡＮ送受信部７から送信されたハザード
信号を受信すると、ハザードランプ１４（本発明でいう通知手段、車外向け通知手段）を
点滅させる。
【００２９】
　音声処理部８は、マイクロホン１５により入力された送話音声を音声処理すると共に、
スピーカ１６（本発明でいう通知手段、車内向け通知手段）から出力される受話音声を音
声処理する。又、音声処理部８は、制御部２から音声出力指令信号を入力すると、その音
声出力指令信号に応じた音声情報をスピーカ１６から音声出力させる。
【００３０】
　操作装置１７（本発明でいう操作手段）は、車載通信装置１とは別体に設けられており
、ユーザ（車両に乗車している乗員）の操作を受付けると、その受付けた操作内容を示す
操作検出信号を制御部２に出力する。尚、操作装置１７は、ハードキーや表示装置１８（
本発明でいう通知手段）の表示画面上に形成されるタッチパネルキー等から構成されてい
る。表示装置１８は、車載通信装置１とは別体に設けられ、例えば液晶ディスプレイ装置
から構成されており、制御部２から表示指令信号を入力すると、その表示指令信号に応じ
た表示情報を表示する。
【００３１】
　メモリ部６は、各種情報を保存し、上記した測位部５により取得された過去の車両位置
を履歴として記憶したりユーザが操作装置１７を操作して登録した登録地点を記憶したり
する。メモリ部６が記憶可能な車両位置や登録地点の件数は規定されており、車両位置に
ついては、記憶可能な最大件数分の車両位置が記憶されている状態で新たな車両位置を記
憶する場合には、その時点で記憶されている最大件数分の車両位置のうち最古の車両位置
を消去して最新の車両位置を記憶する。
【００３２】
　キースイッチ１９は、ＩＧ（イグニッション）スイッチのオンオフ状態を示すＩＧ信号
やＡＣＣ（アクセサリ）スイッチのオンオフ状態を示すＡＣＣ信号を制御部２に出力する
。制御部２は、キースイッチ１９から入力したＩＧ信号に基づいてＩＧスイッチがオンで
ある旨又はＡＣＣ信号に基づいてＡＣＣスイッチがオンである旨を判定すると、車載通信
装置１を電源オン状態として通常動作させる一方、キースイッチ１９から入力したＩＧ信
号に基づいてＩＧスイッチがオフである旨又はＡＣＣ信号に基づいてＡＣＣスイッチがオ
フである旨を判定すると、車載通信装置１を電源オフ状態として低消費電力動作させる。
パーキングブレーキ２０は、パーキングブレーキ２０のオンオフ状態を示すパーキングブ
レーキ信号を制御部２に出力する。トランスミッション２１は、ギアのシフト位置を示す
シフト位置信号を制御部２に出力する。
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【００３３】
　尚、本実施形態では測位部５が自律測位して車両位置を取得する構成を示しているが、
ナビゲーションシステム（図示せず）から送信された車両位置を車両ＬＡＮ１３を通じて
ＬＡＮ送受信部７が受信することにより、ナビゲーションシステムがＧＰＳ電波から抽出
したパラメータを演算して取得した車両位置を採用するように構成しても良い。この場合
、測位部５が自律測位して取得する車両位置とナビゲーションシステムが取得する車両位
置とを比較すると、後者は車速信号やジャイロセンサの検出結果や加速度センサの検出結
果等が併用されていると共にマップマッチング処理により補正されているので、前者より
も位置精度が高いものである。
【００３４】
　次に、上記した構成の作用について、図２を参照して説明する。図２は制御部２が行う
処理をフローチャートとして示している。尚、後述する停車状態とは、一般的に解釈され
る車両が停まっている時間が相対的に短い場合（渋滞中や信号待ち等は含まない）のみを
含むものでなく、車両が停まっている時間が相対的に長いか短いかは問わず、駐車状態を
も含むものとして扱うこととする。
【００３５】
　車載通信装置１において、制御部２は、車載通信装置１が電源オン状態にあるときには
、キースイッチ１９から入力するＩＧ信号及びＡＣＣ信号、パーキングブレーキ２０から
入力するパーキングブレーキ信号、トランスミッション２１から入力するシフト位置信号
、ボデーＥＣＵ１１からＬＡＮ送受信部７を通じて入力するシートベルト信号、ドア開閉
信号及びドアロック信号を監視し、車両が非停車状態（走行状態）から停車状態に移行し
たか否か監視している（ステップＳ１）。
【００３６】
　ここで、制御部２は、キースイッチ１９から入力したＩＧ信号に基づいてＩＧスイッチ
がオンからオフに切換ったこと、キースイッチ１９から入力したＡＣＣ信号に基づいてＡ
ＣＣスイッチがオンからオフに切換ったこと、パーキングブレーキ２０から入力したパー
キングブレーキ信号に基づいてパーキングブレーキがオフからオンに切換ったこと、トラ
ンスミッション２１から入力したシフト位置信号に基づいてギアのシフト位置がパーキン
グレンジ以外のレンジからパーキングレンジに移動したこと、ボデーＥＣＵ１１からＬＡ
Ｎ送受信部７を通じて入力したシートベルト信号に基づいてシートベルトが装着状態から
非装着状態に切換ったこと、ボデーＥＣＵ１１からＬＡＮ送受信部７を通じて入力したド
ア開閉信号及びドアロック信号に基づいてドアが開閉されて（開けられた後に閉じられて
）から所定時間内に施錠されたこと、のうち何れかの条件が成立したと判定し、車両が非
停車状態から停車状態に移行したと判定すると（ステップＳ１にて「ＹＥＳ）、無線通信
部３と移動体通信網との間で無線通信を可能であるか否かを判定する（ステップＳ２）。
【００３７】
　制御部２は、例えば移動体通信網から無線通信部３により受信した受信電波の受信電界
強度を閾値と判定し、移動体通信網からの受信電波の受信電界強度が閾値以上であれば、
無線通信部３と移動体通信網との間で無線通信を可能であると判定し、一方、移動体通信
網からの受信電波の受信電界強度が閾値未満であれば、無線通信部３と移動体通信網との
間で無線通信を不可能であると判定する。尚、制御部２は、移動体通信網からの受信電波
の受信電界強度に基づいて無線通信部３と移動体通信網との間で無線通信を可能であるか
否かを判定することに限らず、例えば移動体通信網の通信圏外であるか通信圏内であるか
を示す地図情報を取得し、その取得した地図情報と車両位置とを照合することにより、無
線通信部３と移動体通信網との間で無線通信を可能であるか否かを判定しても良い。又、
これらを併用し、無線通信部３と移動体通信網との間で無線通信を可能であるか否かを判
定しても良い。
【００３８】
　ここで、制御部２は、車両の停車位置が移動体通信網の通信圏外又は受信環境が良好で
ない（微弱電波な）区域であり、移動体通信網からの受信電波の受信電界強度を閾値未満
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であると判定し、無線通信部３と移動体通信網との間で無線通信を可能でない（不可能で
ある）と判定すると（ステップＳ２にて「ＮＯ」）、計時開始信号を計時部４に出力し、
計時部４による計時を開始し（ステップＳ３）、計時部４からの計時終了信号を監視する
ことにより、予め規定されている規定時間が経過したか否かを判定する（ステップＳ４）
。ここでいう規定時間は例えばユーザがキースイッチ１９を操作したりパーキングブレー
キを操作したりギアを移動させたりシートベルトを外したりしてから降車するまでに要す
る時間よりも短い時間、即ち、ユーザが車内に留まる時間よりも短い時間であることが望
ましい。
【００３９】
　制御部２は、計時部４から計時終了信号を入力したと判定し、予め規定されている規定
時間が経過したと判定すると（ステップＳ４にて「ＹＥＳ」）、無線通信部３と移動体通
信網との間で無線通信を不可能である旨を示す通知情報の通知を開始する（ステップＳ５
）。具体的には、制御部２は、表示指令信号を表示装置１８に出力し、例えば「通信圏外
です」というアラーム表示情報を表示装置１８に表示させたり、音声出力指令信号を音声
処理部８に出力し、「通信圏外です」というアラーム音声情報をスピーカ１６から音声出
力させたり、ハザード信号をＬＡＮ送受信部７から車両ＬＡＮ１３を通じてボデーＥＣＵ
１１に出力し、ハザードランプ１４を点滅させたりすることにより、車両の停車位置が無
線通信部３と移動体通信網との間で無線通信を不可能である旨をユーザに対して通知する
。
【００４０】
　そして、制御部２は、通知情報の通知を終了する条件が成立したか否かを判定し（ステ
ップＳ６）、例えば通知情報の通知を終了してからの経過時間が規定時間に到達したり、
ユーザの操作を操作装置１７により受付けたりしたことにより、通知情報の通知を終了す
る条件が成立したか否かを判定すると（ステップＳ６にて「ＹＥＳ」）、通知情報の通知
を終了し（ステップＳ７）、一連の処理を終了する。
【００４１】
　ところで、以上は、ＩＧスイッチがオンからオフに切換ったこと、ＡＣＣスイッチがオ
ンからオフに切換ったこと、パーキングブレーキがオフからオンに切換ったこと、ギアの
シフト位置がパーキングレンジ以外のレンジからパーキングレンジに移動したこと、シー
トベルトが装着状態から非装着状態に切換ったこと、ドアが開閉されてから所定時間内に
施錠されたことのうち何れかの条件が成立したと判定することにより、車両が停車状態で
あると判定する場合を説明したが、上記した複数の条件のうち幾つか（２つ以上）を組み
合わせて車両が停車状態であると判定するようにしても良い。
【００４２】
　又、これら複数の条件のうち成立した条件に応じて通知情報を通知する態様を選択する
ようにしても良い。即ち、ＩＧスイッチがオンからオフに切換ったこと、ＡＣＣスイッチ
がオンからオフに切換ったこと、パーキングブレーキがオフからオンに切換ったこと、ギ
アのシフト位置がパーキングレンジ以外のレンジからパーキングレンジに移動したこと、
シートベルトが装着状態から非装着状態に切換ったことの何れかの条件が成立した場合に
は、ユーザが車内に居る可能性が高いことから、アラーム表示情報を表示させたりアラー
ム音声情報を音声出力させたりし、一方、ドアが開閉されてから所定時間内に施錠された
ことの条件が成立した場合には、ユーザが車外に居る（車内に居ない）可能性が高いこと
から、ハザードランプ１４を点滅させるようにしても良い。
【００４３】
　以上に説明したように第１の実施形態によれば、車載通信装置１において、車両が停車
状態であると判定し、無線通信部３と移動体通信網との間で無線通信を不可能であると判
定すると、車両の停車位置が無線通信部３と移動体通信網との間で無線通信を不可能な区
域である旨を示すアラーム表示情報を表示させたりアラーム音声情報を音声出力させたり
ハザードランプ１４を点滅させたりするように構成したので、車両の停車位置が無線通信
部３と移動体通信網との間で無線通信を不可能な区域である旨をユーザに適切に認識させ
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ることができる。
【００４４】
　（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態について、図３及び図４を参照して説明する。尚、上記
した第１の実施形態と同一部分については説明を省略し、異なる部分について説明する。
第２の実施形態は、通知情報を通知する必要があるか否かを判定し、通知情報を通知する
必要があると判定すれば、通知情報を通知し、一方、通知情報を通知する必要がないと判
定すれば、通知情報を通知しないものであり、通知情報を通知する必要があるか否かを今
回の停車位置と過去の停車位置との関係に基づいて判定するものである。
【００４５】
　制御部２は、車両が停車状態であると判定すると（ステップＳ１にて「ＹＥＳ）、車両
位置取得信号を測位部５に出力し、測位部５から最新の車両位置（例えば停車状態に移行
する直前に測位した車両位置又は停車状態に移行した直後に測位した車両位置）を今回の
停車位置として取得し（ステップＳ１１）、メモリ部６に履歴として記憶されている過去
の車両位置である過去の停車位置を参照し（ステップＳ１２）、それら今回の停車位置と
過去の停車位置とを照合する（ステップＳ１３）。そして、制御部２は、今回の停車位置
と過去の停車位置との関係が所定条件を満たしているか否かを判定し、通知情報を通知す
る必要があるか否かを判定する（ステップＳ１４）。
【００４６】
　ここで、制御部２は、例えば今回の停車位置を中心とする半径が所定距離の区域内に過
去の停車位置が所定個数以上記憶されていないと判定すると、通知情報を通知する必要が
あると判定し（ステップＳ１４にて「ＹＥＳ」）、これ以降、無線通信部３と移動体通信
網との間で無線通信を可能であるか否かを判定し（ステップＳ２）、無線通信部３と移動
体通信網との間で無線通信を可能でないと判定すると（ステップＳ２にて「ＮＯ」）、上
記したステップＳ３以降の処理を行う。一方、制御部２は、例えば今回の停車位置を中心
とする半径が所定距離の区域内に過去の停車位置が所定個数以上記憶されていると判定す
ると、通知情報を通知する必要がないと判定し（ステップＳ１４にて「ＮＯ」）、これ以
降、無線通信部３と移動体通信網との間で無線通信を可能であるか否かを判定することな
く、一連の処理を終了する。
【００４７】
　尚、以上は、今回の停車位置と過去の停車位置との関係に基づいて通知情報を通知する
必要があるか否かを判定し、通知情報を通知する必要があると判定した後に、無線通信部
３と移動体通信網との間で無線通信を可能であるか否かを判定する場合を説明したが、無
線通信部３と移動体通信網との間で無線通信を可能であるか否かを判定し、無線通信部３
と移動体通信網との間で無線通信を可能でないと判定した後に、今回の停車位置と過去の
停車位置との関係に基づいて通知情報を通知する必要があるか否かを判定するようにして
も良い。
【００４８】
　即ち、制御部２は、図４に示すように、無線通信部３と移動体通信網との間で無線通信
を可能でないと判定すると（ステップＳ２にて「ＮＯ」）、測位部５から車両位置を今回
の停車位置として取得し（ステップＳ２１）、メモリ部６に履歴として記憶されている過
去の車両位置である過去の停車位置を参照し（ステップＳ２２）、それら今回の停車位置
と過去の停車位置とを照合し（ステップＳ２３）、今回の停車位置と過去の停車位置との
関係が所定条件を満たしているか否かを判定し、通知情報を通知する必要があるか否かを
判定する（ステップＳ２４）。
【００４９】
　以上に説明したように第２の実施形態によれば、車載通信装置１において、今回の停車
位置を中心とする半径が所定距離の区域内に過去の停車位置が所定個数以上記憶されてい
ない、即ち、ユーザが過去にあまり停車していない区域（ユーザが初めて訪れる旅行先等
）に停車したと判定すると、車両の停車位置が無線通信部３と移動体通信網との間で無線
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通信を不可能である旨を示すアラーム表示情報を表示させたりアラーム音声情報を音声出
力させたりハザードランプ１４を点滅させたりするように構成したので、車両の停車位置
が無線通信部３と移動体通信網との間で無線通信を不可能な区域である旨をユーザに適切
に認識させることができる。一方、今回の停車位置を中心とする半径が所定距離の区域内
に過去の停車位置が所定個数以上記憶されている、即ち、ユーザが過去に頻繁に停車した
ことがある区域（ユーザが頻繁に利用する施設の地下駐車場等）に停車したと判定すると
、通知情報を通知しないように構成したので、通知情報を不要に通知してしまうことを未
然に回避することができる。
【００５０】
　（第３の実施形態）
　次に、本発明の第３の実施形態について、図５及び図６を参照して説明する。尚、上記
した第２の実施形態と同一部分については説明を省略し、異なる部分について説明する。
第３の実施形態は、通知情報を通知する必要があるか否かを今回の停車位置とユーザによ
り予め登録された登録地点との関係に基づいて判定するものである。
【００５１】
　制御部２は、車両が停車状態であると判定すると（ステップＳ１にて「ＹＥＳ）、車両
位置取得信号を測位部５に出力し、測位部５から車両位置を今回の停車位置として取得し
（ステップＳ３１）、メモリ部６に記憶されている登録地点を参照し（ステップＳ３２）
、それら今回の停車位置と登録地点とを照合する（ステップＳ３３）。そして、制御部２
は、今回の停車位置と登録地点との関係が所定条件を満たしているか否かを判定し、通知
情報を通知する必要があるか否かを判定する（ステップＳ３４）。
【００５２】
　ここで、制御部２は、例えば今回の停車位置が登録地点を中心とする半径が所定距離の
区域外であると判定すると、通知情報を通知する必要があると判定し（ステップＳ３４に
て「ＹＥＳ」）、これ以降、無線通信部３と移動体通信網との間で無線通信を可能である
か否かを判定し（ステップＳ２）、無線通信部３と移動体通信網との間で無線通信を可能
でないと判定すると（ステップＳ２にて「ＮＯ」）、上記したステップＳ３以降の処理を
行う。一方、制御部２は、例えば今回の停車位置が登録地点を中心とする半径が所定距離
の区域内であると判定すると、通知情報を通知する必要がないと判定し（ステップＳ３４
にて「ＮＯ」）、これ以降、無線通信部３と移動体通信網との間で無線通信を可能である
か否かを判定することなく、一連の処理を終了する。
【００５３】
　尚、この場合も、無線通信部３と移動体通信網との間で無線通信を可能であるか否かを
判定し、無線通信部３と移動体通信網との間で無線通信を可能でないと判定した後に、今
回の停車位置と登録地点との関係に基づいて通知情報を通知する必要があるか否かを判定
するようにしても良い。
【００５４】
　即ち、制御部２は、図６に示すように、無線通信部３と移動体通信網との間で無線通信
を可能でないと判定すると（ステップＳ２にて「ＮＯ」）、測位部５から車両位置を今回
の停車位置として取得し（ステップＳ４１）、メモリ部６に記憶されている登録地点を参
照し（ステップＳ４２）、それら今回の停車位置と登録地点とを照合を照合し（ステップ
Ｓ４３）。今回の停車位置と登録地点との関係が所定条件を満たしているか否かを判定し
、通知情報を通知する必要があるか否かを判定する（ステップＳ４４）。
【００５５】
　以上に説明したように第３の実施形態によれば、車載通信装置１において、今回の停車
位置がユーザにより予め登録された登録地点を中心とする半径が所定距離の区域外である
と判定すると、車両の停車位置が無線通信部３と移動体通信網との間で無線通信を不可能
である旨を示すアラーム表示情報を表示させたりアラーム音声情報を音声出力させたりハ
ザードランプ１４を点滅させたりするように構成したので、車両の停車位置が無線通信部
３と移動体通信網との間で無線通信を不可能な区域である旨をユーザに適切に認識させる
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ことができる。一方、今回の停車位置がユーザにより予め登録された登録地点を中心とす
る半径が所定距離の区域内であると判定すると、通知情報を通知しないように構成したの
で、通知情報を不要に通知してしまうことを未然に回避することができる。
【００５６】
　（第４の実施形態）
　次に、本発明の第４の実施形態について、図７を参照して説明する。尚、上記した第１
の実施形態と同一部分については説明を省略し、異なる部分について説明する。第４の実
施形態は、通知情報を通知する必要があるか否かをドアが開閉されたか否かに基づいて判
定するものである。
【００５７】
　制御部２は、車両が停車状態であると判定し（ステップＳ１にて「ＹＥＳ）、無線通信
部３と移動体通信網との間で無線通信を可能でないと判定すると（ステップＳ２にて「Ｎ
Ｏ」）、計時部４による計時を開始し（ステップＳ３）、予め規定されている規定時間が
経過したか否かを判定すると共に、ボデーＥＣＵ１１からＬＡＮ送受信部７を通じて入力
したドア開閉信号に基づいてドアが開閉されたか否かを判定する（ステップＳ４、Ｓ５１
）。
【００５８】
　制御部２は、ドアが開閉される前に予め規定されている規定時間が経過したと判定する
と（ステップＳ４にて「ＹＥＳ」）、これ以降、上記したステップＳ５以降の処理を行い
、アラーム表示情報を表示させたりアラーム音声情報を音声出力させたりハザードランプ
１４を点滅させたりする。一方、制御部２は、予め規定されている規定時間が経過する前
にドアが開閉された判定すると（ステップＳ５１にて「ＹＥＳ」）、これ以降、アラーム
表示情報を表示させることなくアラーム音声情報を音声出力させることなくハザードラン
プ１４を点滅させることなく、一連の処理を終了する。
【００５９】
　又、制御部２は、無線通信部３と移動体通信網との間で無線通信を不可能である旨を示
す通知情報の通知を開始すると（ステップＳ５）、通知情報の通知を終了する条件が成立
したか否かを判定すると共に、ここでも、ボデーＥＣＵ１１からＬＡＮ送受信部７を通じ
て入力したドア開閉信号に基づいてドアが開閉されたか否かを判定する（ステップＳ６、
Ｓ５２）。
【００６０】
　制御部２は、ドアが開閉される前に通知情報の通知を終了する条件が成立したと判定す
ると（ステップＳ６にて「ＹＥＳ」）、これ以降、無線通信部３と移動体通信網との間で
無線通信を不可能である旨を示す通知情報の通知を終了し（ステップＳ７）、一連の処理
を終了する。一方、制御部２は、通知情報の通知を終了する条件が成立する前にドアが開
閉されたと判定すると（ステップＳ５２にて「ＹＥＳ」）、通知情報の通知を終了する条
件が成立していないが、無線通信部３と移動体通信網との間で無線通信を不可能である旨
を示す通知情報の通知を終了し（通知を中止し）（ステップＳ７）、一連の処理を終了す
る。
【００６１】
　以上に説明したように第４の実施形態によれば、車載通信装置１において、ドアが開閉
されたと判定すると、通知情報を通知しないように構成したので、通知情報を不要に通知
してしまうことを未然に回避することができ、車両の停車位置が無線通信部３と移動体通
信網との間で無線通信を不可能な区域である旨を車両の周囲に居る第三者に知られてしま
うことを未然に回避することができ、セキュリティを高めることができる。又、通知情報
を通知中であるときにドアが開閉されたと判定すると、通知情報の通知を終了する条件が
成立する前に通知情報の通知を中止するように構成したので、これ以降に通知情報を不要
に通知してしまうことを未然に回避することができ、セキュリティを高めることができる
。
【００６２】
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　（第５の実施形態）
　次に、本発明の第５の実施形態について、図８及び図９を参照して説明する。尚、上記
した第１の実施形態と同一部分については説明を省略し、異なる部分について説明する。
第５の実施形態は、車両が非停車状態から停車状態に移行したか否か監視することに加え
、車両が停車状態になる可能性があるか否かを監視し、車両が停車状態になる可能性があ
ると判定すれば、通知情報を通知するものである。
【００６３】
　車載通信装置３１は、車両に搭載可能に構成されており、制御部３２（本発明でいう停
車状態判定手段、通信可否判定手段、制御手段、停車状態可能性判定手段）、ＬＡＮ送受
信部３３、第１の実施形態で説明した無線通信部３、計時部４、測位部５、メモリ部６及
び音声処理部８を備えて構成されている。
【００６４】
　制御部３２は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ等を有する周知のマイクロコンピュータを主体
として構成され、車載通信装置３１の動作全般を制御する。ＬＡＮ送受信部３３は、車両
に搭載されているボデーＥＣＵ１１やアラームＥＣＵ１２等の各種ＥＣＵや各種システム
と車両ＬＡＮ１３を通じて接続されており、本実施形態では、第１の実施形態で説明した
シートベルト信号、ドア開閉信号及びドアロック信号を車両ＬＡＮ１３を通じて受信する
と、それらシートベルト信号、ドア開閉信号及びドアロック信号を制御部３２に出力する
と共に、ハザードランプ１４から当該ハザードランプ１４が点滅状態にあるか否かを示す
ハザード点滅信号を車両ＬＡＮ１３を通じて受信すると、そのハザード点滅信号を制御部
３２に出力する。
【００６５】
　ナビゲーション装置３４は、第１の実施形態で説明した操作装置１７と同等の機能を有
する操作部３５、第１の実施形態で説明した表示装置１８と同等の機能を有する表示部３
６、周知のナビゲーション機能に関する処理を行うナビゲーション機能部３７を備え、ナ
ビゲーション機能に関する情報を示すナビゲーション信号を制御部３２との間で入出力す
る。ナビゲーション機能とは、車両の現在位置を特定する機能、目的地を設定する機能、
車両の現在位置から目的地までの経路を探索する機能、地図を描画する機能、車両の現在
位置や経路を地図上に重畳表示する機能、探索した経路にしたがって目的地までの到着時
刻を予測する機能、探索した経路を案内する機能等である。車速センサ３８は、車速を示
す車速信号を制御部３２に出力する。
【００６６】
　この場合、車載通信装置３１において、制御部３２は、車両が非停車状態から停車状態
に移行したか否か監視し（ステップＳ１）、車両が非停車状態から停車状態に移行してい
ないと判定すると（ステップＳ１にて「ＮＯ」）、車両が非停車状態から停車状態に移行
する可能性があるか否かを判定する（ステップＳ６１）。
【００６７】
　ここで、制御部２は、キースイッチ１９から入力したＩＧ信号及びトランスミッション
２１から入力したシフト位置信号に基づいてＩＧスイッチがオフからオンに切換った時点
から所定時間経過後にギアのシフト位置が後退レンジに移動したこと、ハザードランプ１
４から入力したハザード点滅信号に基づいてハザードランプ１４が一定時間点滅した後に
消灯したこと、ナビゲーション装置３４から入力したナビゲーション信号に基づいて車両
が目的地に接近したこと（例えば車両の現在位置が目的地を中心とする半径所定距離内に
進入したこと、車両の現在位置から目的地までの経路上での距離が所定距離内になったこ
と）、ナビゲーション装置３４から入力したナビゲーション信号及び車速センサ３８から
入力した車速信号に基づいて車両の現在位置の道路種別が駐車場であり且つ車速が零であ
ること、のうち何れかの条件が成立したと判定し、車両が非停車状態から停車状態に移行
する可能性があると判定すると（ステップＳ６１にて「ＹＥＳ）、この場合も、無線通信
部３と移動体通信網との間で無線通信を可能であるか否かを判定する（ステップＳ２）。
そして、制御部２は、無線通信部３と移動体通信網との間で無線通信を可能でない（不可
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能である）と判定すると（ステップＳ２にて「ＮＯ」）、第１の実施形態で説明したステ
ップＳ５以降を行う。
【００６８】
　尚、車両が非停車状態から停車状態に移行する可能性があると判定した場合には、ユー
ザが車内に居ることから、アラーム表示情報を表示させたりアラーム音声情報を音声出力
させたりするが、第１の実施形態とは異なって、ハザードランプ１４を点滅させる必要は
ない。又、第１の実施形態とは異なって、無線通信部３と移動体通信網との間で無線通信
を可能でないと判定した後に、予め規定されている規定時間が経過したか否かを判定する
ことなく、無線通信部３と移動体通信網との間で無線通信を不可能である旨を示す通知情
報の通知を開始すれば良い。
【００６９】
　以上に説明したように第５の実施形態によれば、車載通信装置３１において、車両が停
車状態になる可能性があると判定し、無線通信部３と移動体通信網との間で無線通信を不
可能であると判定すると、車両が停車状態になる可能性があると判定した位置が無線通信
部３と移動体通信網との間で無線通信を不可能な区域である旨を示すアラーム表示情報を
表示させたりアラーム音声情報を音声出力させたりするように構成したので、車両がこれ
から停車する可能性がある位置が無線通信部３と移動体通信網との間で無線通信を不可能
な区域である旨をユーザに適切に認識させることができる。即ち、車両が停車した後に通
知情報を通知する構成では、移動体通信網の通信圏内に車両を停車させたいと考えるユー
ザが通知情報を認識した後に車両を再起動（エンジンを再始動）させる必要があり、ユー
ザにとって車両を再起動させる操作が煩雑であるが、一方、車両が停車する前に通知情報
を通知する構成では、ユーザが車両を再起動させる必要がなく、移動体通信網の通信圏内
に車両を停車させることができる。
【００７０】
　（その他の実施形態）
　本発明は、上記した実施形態にのみ限定されるものではなく、以下のように変形又は拡
張することができる。
　車両盗難が発生したと判定したときに盗難通報信号を移動体通信網を通じてセンター装
置に送信することに加え、例えばウィンドウが破壊されたりナビゲーション装置の本体等
が不正に取外されたりした等の異常が発生したと判定したときに異常通報信号を移動体通
信網を通じてセンター装置に送信するようにしても良い。又、無線通信部３が他の信号を
移動体通信網を通じて送受信するようにしても良い。
【００７１】
　車両が停車状態であるか否かを判定する方法として、ドアが開けられたと判定したとき
に車両が非停車状態から停車状態に移行したと判定しても良い。又、ユーザが着座してい
るか否かを検知するシートセンサから出力される着座信号や、ユーザを撮影する車室内カ
メラから出力される映像信号等を用いても良い。
　車両の停車位置が無線通信部３と移動体通信網との間で無線通信を不可能である旨を通
知する方法として、ヘッドライトを点滅させたりホーンを鳴動させたりすることを加えて
も良い。
【００７２】
　第２の実施形態において、今回の停車位置と過去の停車位置とを照合する場合に、メモ
リ部６に記憶された日時が新しい（所定日以降に記憶された）過去の停車位置とは照合す
る一方で、メモリ部６に記憶された日時が古い（所定日以前に記憶された）過去の停車位
置とは照合しない（照合する対象から除外する）ようにしても良い。
【００７３】
　第３の実施形態において、今回の停車位置と登録地点とを照合する場合に、メモリ部６
に記憶された日時が新しい（所定日以降に登録された）登録地点とは照合する一方で、メ
モリ部６に記憶された日時が古い（所定日以前に登録された）登録地点とは照合しない（
照合する対象から除外する）ようにしても良い。
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　第４の実施形態において、ドアが少なくとも開けられた場合に（閉められていなくても
）、これ以降、アラーム表示情報を表示させることなくアラーム音声情報を音声出力させ
ることなくハザードランプ１４を点滅させることないようにしても良い。
【００７４】
　第５の実施形態において、過去に車両が停車状態になった状況（車両の停車位置、停車
回数、停車日時等）を履歴として記憶しておき、その履歴を参照することにより、車両が
停車状態になる可能性があるか否かを判定するようにしても良い。
　第５の実施形態において、車速センサ３８から出力された車速信号を制御部３２が直接
入力することに限らず、車速センサ３８から出力された車速信号を車両ＬＡＮ１３を介し
て制御部３２が入力するようにしても良い。
【符号の説明】
【００７５】
　図面中、１は車載通信装置、２は制御部（停車状態判定手段、通信可否判定手段、制御
手段）、３は無線通信部（無線通信手段）、５は測位部（車両位置取得手段）、６はメモ
リ部（車両位置履歴記憶手段、登録地点記憶手段）、１４はハザードランプ１４（通知手
段、車外向け通知手段）、１６はスピーカ（通知手段、車内向け通知手段）、１７は操作
装置（操作手段）、１８は表示装置（通知手段、車内向け通知手段）、３１は車載通信装
置、３２は制御部（停車状態判定手段、通信可否判定手段、制御手段、停車状態可能性判
定手段）である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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