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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に乗車しようとしている人の所持する電子キーの認証を行う乗車用電子キー認証手
段と、該人の生体認証を行う生体認証手段と、車両ドアがロックされている状態で、前記
乗車用電子キー認証手段による電子キーの認証が成立しかつ前記生体認証手段による生体
認証が成立する場合に、該車両ドアをアンロックさせるドアロック制御手段と、を備える
車両盗難防止装置であって、
　前記ドアロック制御手段によって前記乗車用電子キー認証手段による電子キーの認証が
成立しかつ前記生体認証手段による生体認証が成立することにより車両ドアがアンロック
される際に、該電子キーのＩＤ情報を記憶する記憶手段と、
　車両エンジンを始動しようとしている人の所持する電子キーの認証を行うエンジン始動
用電子キー認証手段と、
　前記ドアロック制御手段による車両ドアのアンロックが実行された後、前記エンジン始
動用電子キー認証手段による電子キーの認証が成立しかつ該電子キーが前記記憶手段にＩ
Ｄ情報が記憶された電子キーである場合に、車両エンジンを始動させるエンジン始動制御
手段と、
　を備えることを特徴とする車両盗難防止装置。
【請求項２】
　前記記憶手段は、更に、前記ドアロック制御手段による車両ドアのアンロックが実行さ
れた後に車両エンジンの始動を許可できる最大回数を予め記憶しており、
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　前記エンジン始動制御手段は、前記ドアロック制御手段による車両ドアのアンロックが
実行された後、前記エンジン始動用電子キー認証手段による認証が成立しかつＩＤ情報が
前記記憶手段に記憶された電子キーを用いた車両エンジンの始動を、前記記憶手段に記憶
された前記最大回数だけ許可することを特徴とする請求項１記載の車両盗難防止装置。
【請求項３】
　前記記憶手段は、更に、認証登録されている電子キーごとに設定された、前記ドアロッ
ク制御手段による車両ドアのアンロックが実行された後に車両エンジンの始動を許可でき
る最大回数を予め記憶しており、
　前記エンジン始動制御手段は、前記ドアロック制御手段による車両ドアのアンロックが
実行された後、前記エンジン始動用電子キー認証手段による認証が成立しかつＩＤ情報が
前記記憶手段に記憶された電子キーを用いた車両エンジンの始動を、前記記憶手段に記憶
された該電子キーに対応する前記最大回数だけ許可することを特徴とする請求項１記載の
車両盗難防止装置。
【請求項４】
　前記記憶手段は、更に、認証登録されている人ごとに設定された、前記ドアロック制御
手段による車両ドアのアンロックが実行された後に車両エンジンの始動を許可できる最大
回数を予め記憶しており、
　前記エンジン始動制御手段は、前記ドアロック制御手段による車両ドアのアンロックが
実行された後、前記エンジン始動用電子キー認証手段による認証が成立しかつＩＤ情報が
前記記憶手段に記憶された電子キーを用いた車両エンジンの始動を、前記記憶手段に記憶
された前記ドアロック制御手段による車両ドアのアンロック時に前記生体認証手段による
生体認証が成立した人に対応する前記最大回数だけ許可することを特徴とする請求項１記
載の車両盗難防止装置。
【請求項５】
　前記エンジン始動制御手段は、車両エンジンの運転が所定時間継続したときに、前記エ
ンジン始動用電子キー認証手段による認証が成立しかつＩＤ情報が前記記憶手段に記憶さ
れた電子キーを用いた車両エンジンの始動を以後許可できる回数を減少させる許可回数減
少手段を有することを特徴とする請求項２乃至４の何れか一項記載の車両盗難防止装置。
【請求項６】
　車両に乗車しようとしている人の所持する電子キーの認証を行う乗車用電子キー認証手
段と、該人の生体認証を行う生体認証手段と、車両ドアがロックされている状態で、前記
乗車用電子キー認証手段による電子キーの認証が成立しかつ前記生体認証手段による生体
認証が成立する場合に、該車両ドアをアンロックさせるドアロック制御手段と、を備える
車両盗難防止装置であって、
　前記ドアロック制御手段によって前記乗車用電子キー認証手段による電子キーの認証が
成立しかつ前記生体認証手段による生体認証が成立することにより車両ドアがアンロック
される際に、該電子キーに生体認証が成立した旨を読出かつ消去可能な情報として書き込
む書込手段と、
　車両エンジンを始動しようとしている人の所持する電子キーの認証を行うエンジン始動
用電子キー認証手段と、
　前記ドアロック制御手段による車両ドアのアンロックが実行された後、前記エンジン始
動用電子キー認証手段による電子キーの認証が成立しかつ該電子キーに生体認証が成立し
た旨の情報が書き込まれている場合に、車両エンジンを始動させるエンジン始動制御手段
と、
　を備えることを特徴とする車両盗難防止装置。
【請求項７】
　車両エンジンを始動しようとしている人の所持する電子キーの認証を行うエンジン始動
用電子キー認証手段と、該人の生体認証を行う生体認証手段と、車両エンジンが駆動停止
されている状態で、前記エンジン始動用電子キー認証手段による電子キーの認証が成立し
かつ前記生体認証手段による生体認証が成立する場合に、該車両エンジンを始動させるエ
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ンジン始動制御手段と、を備える車両盗難防止装置であって、
　前記エンジン始動制御手段によって前記エンジン始動用電子キー認証手段による電子キ
ーの認証が成立しかつ前記生体認証手段による生体認証が成立することにより車両エンジ
ンが始動される際に、該電子キーのＩＤ情報を記憶する記憶手段と、
　車両に乗車しようとしている人の所持する電子キーの認証を行う乗車用電子キー認証手
段と、
　前記エンジン始動制御手段による車両エンジンの始動が実行された後、前記乗車用電子
キー認証手段による電子キーの認証が成立しかつ該電子キーが前記記憶手段にＩＤ情報が
記憶された電子キーである場合に、車両ドアをアンロックさせるドアロック制御手段と、
　を備えることを特徴とする車両盗難防止装置。
【請求項８】
　前記記憶手段は、更に、前記エンジン始動制御手段による車両エンジンの始動が実行さ
れた後に車両ドアのアンロックを許可できる最大回数を予め記憶しており、
　前記ドアロック制御手段は、前記エンジン始動制御手段による車両エンジンの始動が実
行された後、前記乗車用電子キー認証手段による認証が成立しかつＩＤ情報が前記記憶手
段に記憶された電子キーを用いた車両ドアのアンロックを、前記記憶手段に記憶された前
記最大回数だけ許可することを特徴とする請求項７記載の車両盗難防止装置。
【請求項９】
　前記記憶手段は、更に、認証登録されている電子キーごとに設定された、前記エンジン
始動制御手段による車両エンジンの始動が実行された後に車両ドアのアンロックを許可で
きる最大回数を予め記憶しており、
　前記ドアロック制御手段は、前記エンジン始動制御手段による車両エンジンの始動が実
行された後、前記乗車用電子キー認証手段による認証が成立しかつＩＤ情報が前記記憶手
段に記憶された電子キーを用いた車両ドアのアンロックを、前記記憶手段に記憶された該
電子キーに対応する前記最大回数だけ許可することを特徴とする請求項７記載の車両盗難
防止装置。
【請求項１０】
　前記記憶手段は、更に、認証登録されている人ごとに設定された、前記エンジン始動制
御手段による車両エンジンの始動が実行された後に車両ドアのアンロックを許可できる最
大回数を予め記憶しており、
　前記ドアロック制御手段は、前記エンジン始動制御手段による車両エンジンの始動が実
行された後、前記乗車用電子キー認証手段による認証が成立しかつＩＤ情報が前記記憶手
段に記憶された電子キーを用いた車両ドアのアンロックを、前記記憶手段に記憶された前
記エンジン始動制御手段による車両エンジンの始動時に前記生体認証手段による生体認証
が成立した人に対応する前記最大回数だけ許可することを特徴とする請求項７記載の車両
盗難防止装置。
【請求項１１】
　前記ドアロック制御手段は、車両ドアがアンロックされた後に開放されたときに、前記
乗車用電子キー認証手段による認証が成立しかつＩＤ情報が前記記憶手段に記憶された電
子キーを用いた車両ドアのアンロックを以後許可できる回数を減少させる許可回数減少手
段を有することを特徴とする請求項８乃至１０の何れか一項記載の車両盗難防止装置。
【請求項１２】
　車両エンジンを始動しようとしている人の所持する電子キーの認証を行うエンジン始動
用電子キー認証手段と、該人の生体認証を行う生体認証手段と、車両エンジンが駆動停止
されている状態で、前記エンジン始動用電子キー認証手段による電子キーの認証が成立し
かつ前記生体認証手段による生体認証が成立する場合に、該車両エンジンを始動させるエ
ンジン始動制御手段と、を備える車両盗難防止装置であって、
　前記エンジン始動制御手段によって前記エンジン始動用電子キー認証手段による電子キ
ーの認証が成立しかつ前記生体認証手段による生体認証が成立することにより車両エンジ
ンが始動された際に、該電子キーに生体認証が成立した旨を読出かつ消去可能な情報とし
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て書き込む書込手段と、
　車両に乗車しようとしている人の所持する電子キーの認証を行う乗車用電子キー認証手
段と、
　前記エンジン始動制御手段による車両エンジンの始動が実行された後、前記乗車用電子
キー認証手段による電子キーの認証が成立しかつ該電子キーに生体認証が成立した旨の情
報が書き込まれている場合に、車両ドアをアンロックさせるドアロック制御手段と、
　を備えることを特徴とする車両盗難防止装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は車両盗難防止装置に関する。例えば、人の所持する電子キーの認証が成立しか
つその人の生体認証が成立する場合に、ロックされている車両ドアをアンロックさせ又は
駆動停止されている車両エンジンを始動させる車両盗難防止装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、車両に乗車する運転者の指紋や虹彩等の生体情報を取り込み、その生体情報
の認証が成立する場合に車両の運転を可能とした車両盗難防止装置が知られている（例え
ば、特許文献１参照）。かかる装置によれば、車両の運転は、予めその車両の運転を許可
されている人に対してのみ許容されるので、車両運転に関するセキュリティ性が向上し、
車両盗難を有効に抑止することが可能となる。
【特許文献１】特開２０００－３１１２２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、車両に搭載される複数の機器（例えば、車両ドアのアンロックや車両エ
ンジンの始動）の作動について、その都度、使用者の生体情報を取り込み、その生体情報
の認証が成立する場合にその作動を許可するものとすると、高いセキュリティ性は確保さ
れる一方で、複数の機器ごとに生体認証を行う装置を設けることが必要となるため、車載
装置全体での規模が大きくなる不都合が生ずる。
【０００４】
　本発明は、上述の点に鑑みてなされたものであり、車両ドアのアンロックと車両エンジ
ンの始動とを簡素な構成でかつセキュリティ性を損うことなく実現させた車両盗難防止装
置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記の目的は、車両盗難防止装置において生体認証を共通化することにより達成される
。
【０００６】
　例えば、請求項１に記載する如く、車両に乗車しようとしている人の所持する電子キー
の認証を行う乗車用電子キー認証手段と、該人の生体認証を行う生体認証手段と、車両ド
アがロックされている状態で、前記乗車用電子キー認証手段による電子キーの認証が成立
しかつ前記生体認証手段による生体認証が成立する場合に、該車両ドアをアンロックさせ
るドアロック制御手段と、を備える車両盗難防止装置であって、前記ドアロック制御手段
によって前記乗車用電子キー認証手段による電子キーの認証が成立しかつ前記生体認証手
段による生体認証が成立することにより車両ドアがアンロックされる際に、該電子キーの
ＩＤ情報を記憶する記憶手段と、車両エンジンを始動しようとしている人の所持する電子
キーの認証を行うエンジン始動用電子キー認証手段と、前記ドアロック制御手段による車
両ドアのアンロックが実行された後、前記エンジン始動用電子キー認証手段による電子キ
ーの認証が成立しかつ該電子キーが前記記憶手段にＩＤ情報が記憶された電子キーである
場合に、車両エンジンを始動させるエンジン始動制御手段と、を備える車両盗難防止装置
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により達成される。
【０００７】
　本発明において、車両ドアのアンロックは、車両に乗車しようとしている人の所持する
電子キーの認証が成立しかつその人の生体認証が成立する場合に行われる。かかるアンロ
ックがなされると、記憶手段にその電子キーのＩＤ情報が記憶される。そして、その後の
車両エンジンの始動は、車両エンジンを始動しようとしている人の所持する電子キーの認
証が成立しかつその電子キーが記憶手段にＩＤ情報が記憶された電子キーと同一である場
合に行われる。かかる構成においては、車両エンジンを始動させるうえで、その始動時点
で生体認証を行う必要はないので、車載装置全体としての規模の簡素化が図られる。また
、車両エンジンの始動を、車両エンジンを始動しようとしている人が所持しかつその認証
の成立した電子キーが車両ドアのアンロック時に使用された電子キーと同一である場合に
のみ行うので、車両エンジンの始動に関しセキュリティ性の低下が招来することは回避さ
れる。
【０００８】
　この場合、請求項２に記載する如く、請求項１記載の車両盗難防止装置において、前記
記憶手段は、更に、前記ドアロック制御手段による車両ドアのアンロックが実行された後
に車両エンジンの始動を許可できる最大回数を予め記憶しており、前記エンジン始動制御
手段は、前記ドアロック制御手段による車両ドアのアンロックが実行された後、前記エン
ジン始動用電子キー認証手段による認証が成立しかつＩＤ情報が前記記憶手段に記憶され
た電子キーを用いた車両エンジンの始動を、前記記憶手段に記憶された前記最大回数だけ
許可することとすれば、エンジン始動失敗後の再度のエンジン始動やドアアンロック後の
複数回のエンジン始動を許容でき、車両乗員の利便性を向上させることができる。
【０００９】
　また、請求項３に記載する如く、請求項１記載の車両盗難防止装置において、前記記憶
手段は、更に、認証登録されている電子キーごとに設定された、前記ドアロック制御手段
による車両ドアのアンロックが実行された後に車両エンジンの始動を許可できる最大回数
を予め記憶しており、前記エンジン始動制御手段は、前記ドアロック制御手段による車両
ドアのアンロックが実行された後、前記エンジン始動用電子キー認証手段による認証が成
立しかつＩＤ情報が前記記憶手段に記憶された電子キーを用いた車両エンジンの始動を、
前記記憶手段に記憶された該電子キーに対応する前記最大回数だけ許可することとすれば
、エンジン始動失敗後の再度のエンジン始動やドアアンロック後の複数回のエンジン始動
を電子キーごとに異なる回数だけ許容でき、車両乗員それぞれに合致したエンジン始動を
実現させることができる。
【００１０】
　更に、請求項４に記載する如く、請求項１記載の車両盗難防止装置において、前記記憶
手段は、更に、認証登録されている人ごとに設定された、前記ドアロック制御手段による
車両ドアのアンロックが実行された後に車両エンジンの始動を許可できる最大回数を予め
記憶しており、前記エンジン始動制御手段は、前記ドアロック制御手段による車両ドアの
アンロックが実行された後、前記エンジン始動用電子キー認証手段による認証が成立しか
つＩＤ情報が前記記憶手段に記憶された電子キーを用いた車両エンジンの始動を、前記記
憶手段に記憶された前記ドアロック制御手段による車両ドアのアンロック時に前記生体認
証手段による生体認証が成立した人に対応する前記最大回数だけ許可することとすれば、
エンジン始動失敗後の再度のエンジン始動やドアアンロック後の複数回のエンジン始動を
人ごとに異なる回数だけ許容でき、車両乗員それぞれに合致したエンジン始動を実現させ
ることができる。
【００１１】
　尚、請求項５に記載する如く、請求項２乃至４の何れか一項記載の車両盗難防止装置に
おいて、前記エンジン始動制御手段は、車両エンジンの運転が所定時間継続したときに、
前記エンジン始動用電子キー認証手段による認証が成立しかつＩＤ情報が前記記憶手段に
記憶された電子キーを用いた車両エンジンの始動を以後許可できる回数を減少させる許可
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回数減少手段を有することとすれば、車両エンジンの運転が所定時間継続しない限りその
始動の許可回数は減少しないので、エンジン始動の失敗を考慮したとしてもその許可回数
を必要最小限に抑えることができる。
【００１２】
　また、例えば、請求項６に記載する如く、車両に乗車しようとしている人の所持する電
子キーの認証を行う乗車用電子キー認証手段と、該人の生体認証を行う生体認証手段と、
車両ドアがロックされている状態で、前記乗車用電子キー認証手段による電子キーの認証
が成立しかつ前記生体認証手段による生体認証が成立する場合に、該車両ドアをアンロッ
クさせるドアロック制御手段と、を備える車両盗難防止装置であって、前記ドアロック制
御手段によって前記乗車用電子キー認証手段による電子キーの認証が成立しかつ前記生体
認証手段による生体認証が成立することにより車両ドアがアンロックされる際に、該電子
キーに生体認証が成立した旨を読出かつ消去可能な情報として書き込む書込手段と、車両
エンジンを始動しようとしている人の所持する電子キーの認証を行うエンジン始動用電子
キー認証手段と、前記ドアロック制御手段による車両ドアのアンロックが実行された後、
前記エンジン始動用電子キー認証手段による電子キーの認証が成立しかつ該電子キーに生
体認証が成立した旨の情報が書き込まれている場合に、車両エンジンを始動させるエンジ
ン始動制御手段と、を備える車両盗難防止装置により達成される。
【００１３】
　本発明において、車両ドアのアンロックは、車両に乗車しようとしている人の所持する
電子キーの認証が成立しかつその人の生体認証が成立する場合に行われる。かかるアンロ
ックがなされると、その電子キーに生体認証が成立した旨の情報が書き込まれる。そして
、その後の車両エンジンの始動は、車両エンジンを始動しようとしている人の所持する電
子キーの認証が成立しかつその電子キーに生体認証が成立した旨の情報が書き込まれてい
る場合に行われる。かかる構成においては、車両エンジンを始動させるうえで、その始動
時点で生体認証を行う必要はないので、車載装置全体としての規模の簡素化が図られる。
また、車両エンジンの始動を、車両エンジンを始動しようとしている人が所持しかつその
認証の成立した電子キーに車両ドアのアンロック時における生体認証が成立した旨の情報
が書き込まれている場合にのみ行うので、車両エンジンの始動に関しセキュリティ性の低
下が招来することは回避される。
【００１４】
　また、例えば、請求項７に記載する如く、車両エンジンを始動しようとしている人の所
持する電子キーの認証を行うエンジン始動用電子キー認証手段と、該人の生体認証を行う
生体認証手段と、車両エンジンが駆動停止されている状態で、前記エンジン始動用電子キ
ー認証手段による電子キーの認証が成立しかつ前記生体認証手段による生体認証が成立す
る場合に、該車両エンジンを始動させるエンジン始動制御手段と、を備える車両盗難防止
装置であって、前記エンジン始動制御手段によって前記エンジン始動用電子キー認証手段
による電子キーの認証が成立しかつ前記生体認証手段による生体認証が成立することによ
り車両エンジンが始動される際に、該電子キーのＩＤ情報を記憶する記憶手段と、車両に
乗車しようとしている人の所持する電子キーの認証を行う乗車用電子キー認証手段と、前
記エンジン始動制御手段による車両エンジンの始動が実行された後、前記乗車用電子キー
認証手段による電子キーの認証が成立しかつ該電子キーが前記記憶手段にＩＤ情報が記憶
された電子キーである場合に、車両ドアをアンロックさせるドアロック制御手段と、を備
える車両盗難防止装置により達成される。
【００１５】
　本発明において、車両エンジンの始動は、車両エンジンを始動しようとしている人の所
持する電子キーの認証が成立しかつその人の生体認証が成立する場合に行われる。かかる
エンジン始動がなされると、記憶手段にその電子キーのＩＤ情報が記憶される。そして、
その後の車両ドアのアンロックは、車両に乗車しようとしている人の所持する電子キーの
認証が成立しかつその電子キーが記憶手段にＩＤ情報が記憶された電子キーと同一である
場合に行われる。かかる構成においては、車両ドアをアンロックさせるうえで、そのアン
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ロック時点で生体認証を行う必要はないので、車載装置全体としての規模の簡素化が図ら
れる。また、車両ドアのアンロックを、車両に乗車しようとしている人が所持しかつその
認証の成立した電子キーが車両エンジンの始動時に使用された電子キーと同一である場合
にのみ行うので、車両ドアのアンロックに関しセキュリティ性の低下が招来することは回
避される。
【００１６】
　この場合、請求項８に記載する如く、請求項７記載の車両盗難防止装置において、前記
記憶手段は、更に、前記エンジン始動制御手段による車両エンジンの始動が実行された後
に車両ドアのアンロックを許可できる最大回数を予め記憶しており、前記ドアロック制御
手段は、前記エンジン始動制御手段による車両エンジンの始動が実行された後、前記乗車
用電子キー認証手段による認証が成立しかつＩＤ情報が前記記憶手段に記憶された電子キ
ーを用いた車両ドアのアンロックを、前記記憶手段に記憶された前記最大回数だけ許可す
ることとすれば、ドアアンロック失敗後の再度のドアアンロックやエンジン始動後の複数
回のドアアンロックを許容でき、車両乗員の利便性を向上させることができる。
【００１７】
　また、請求項９に記載する如く、請求項７記載の車両盗難防止装置において、前記記憶
手段は、更に、認証登録されている電子キーごとに設定された、前記エンジン始動制御手
段による車両エンジンの始動が実行された後に車両ドアのアンロックを許可できる最大回
数を予め記憶しており、前記ドアロック制御手段は、前記エンジン始動制御手段による車
両エンジンの始動が実行された後、前記乗車用電子キー認証手段による認証が成立しかつ
ＩＤ情報が前記記憶手段に記憶された電子キーを用いた車両ドアのアンロックを、前記記
憶手段に記憶された該電子キーに対応する前記最大回数だけ許可することとすれば、ドア
アンロック失敗後の再度のドアアンロックやエンジン始動後の複数回のドアアンロックを
電子キーごとに異なる回数だけ許容でき、車両乗員それぞれに合致したドアアンロックを
実現させることができる。
【００１８】
　更に、請求項１０に記載する如く、請求項７記載の車両盗難防止装置において、前記記
憶手段は、更に、認証登録されている人ごとに設定された、前記エンジン始動制御手段に
よる車両エンジンの始動が実行された後に車両ドアのアンロックを許可できる最大回数を
予め記憶しており、前記ドアロック制御手段は、前記エンジン始動制御手段による車両エ
ンジンの始動が実行された後、前記乗車用電子キー認証手段による認証が成立しかつＩＤ
情報が前記記憶手段に記憶された電子キーを用いた車両ドアのアンロックを、前記記憶手
段に記憶された前記エンジン始動制御手段による車両エンジンの始動時に前記生体認証手
段による生体認証が成立した人に対応する前記最大回数だけ許可することとすれば、ドア
アンロック失敗後の再度のドアアンロックやエンジン始動後の複数回のドアアンロックを
人ごとに異なる回数だけ許容でき、車両乗員それぞれに合致したドアアンロックを実現さ
せることができる。
【００１９】
　尚、請求項１１に記載する如く、請求項８乃至１０の何れか一項記載の車両盗難防止装
置において、前記ドアロック制御手段は、車両ドアがアンロックされた後に開放されたと
きに、前記乗車用電子キー認証手段による認証が成立しかつＩＤ情報が前記記憶手段に記
憶された電子キーを用いた車両ドアのアンロックを以後許可できる回数を減少させる許可
回数減少手段を有することとすれば、ドアがアンロック後に開放されない限りそのアンロ
ックの許可回数は減少しないので、ドアアンロックの失敗を考慮したとしてもその許可回
数を必要最小限に抑えることができる。
【００２０】
　更に、例えば、請求項１２に記載する如く、車両エンジンを始動しようとしている人の
所持する電子キーの認証を行うエンジン始動用電子キー認証手段と、該人の生体認証を行
う生体認証手段と、車両エンジンが駆動停止されている状態で、前記エンジン始動用電子
キー認証手段による電子キーの認証が成立しかつ前記生体認証手段による生体認証が成立
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する場合に、該車両エンジンを始動させるエンジン始動制御手段と、を備える車両盗難防
止装置であって、前記エンジン始動制御手段によって前記エンジン始動用電子キー認証手
段による電子キーの認証が成立しかつ前記生体認証手段による生体認証が成立することに
より車両エンジンが始動された際に、該電子キーに生体認証が成立した旨を読出かつ消去
可能な情報として書き込む書込手段と、車両に乗車しようとしている人の所持する電子キ
ーの認証を行う乗車用電子キー認証手段と、前記エンジン始動制御手段による車両エンジ
ンの始動が実行された後、前記乗車用電子キー認証手段による電子キーの認証が成立しか
つ該電子キーに生体認証が成立した旨の情報が書き込まれている場合に、車両ドアをアン
ロックさせるドアロック制御手段と、を備える車両盗難防止装置により達成される。
【００２１】
　本発明において、車両エンジンの始動は、車両エンジンを始動しようとしている人の所
持する電子キーの認証が成立しかつその人の生体認証が成立する場合に行われる。かかる
エンジン始動がなされると、その電子キーに生体認証が成立した旨の情報が書き込まれる
。そして、その後の車両ドアのアンロックは、車両に乗車しようとしている人の所持する
電子キーの認証が成立しかつその電子キーに生体認証が成立した旨の情報が書き込まれて
いる場合に行われる。かかる構成においては、車両ドアをアンロックさせるうえで、その
アンロック時点で生体認証を行う必要はないので、車載装置全体としての規模の簡素化が
図られる。また、車両ドアのアンロックを、車両に乗車しようとしている人が所持しかつ
その認証の成立した電子キーに車両エンジンの始動時における生体認証が成立した旨の情
報が書き込まれている場合にのみ行うので、車両ドアのアンロックに関しセキュリティ性
の低下が招来することは回避される。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、車両ドアのアンロックと車両エンジンの始動とを簡素な構成でかつセ
キュリティ性を損うことなく実現させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、図面を用いて本発明の実施形態について説明する。
【実施例１】
【００２４】
　図１は、本発明の第１実施例である車両盗難防止装置１０のシステム構成図を示す。図
１に示す如く、本実施例の車両盗難防止装置１０は、車両に搭載されるドアロック制御装
置１２及びエンジン始動装置１４を備えている。ドアロック制御装置１２は、車両に設け
られた各ドアのロック・アンロック（施解錠）をドアロックモータ１６を用いて切り替え
るための装置である。ドアロックモータ１６は、車両ドアごとに設けられている。また、
エンジン始動装置１４は、車両に設けられた車両動力であるエンジンの始動をエンジンス
タータ１８を用いて実行するための装置である。
【００２５】
　車両盗難防止装置１０は、また、車両に搭載される乗車用電子キー認証装置２０及びエ
ンジン始動用電子キー認証装置２２と、車両に乗車する人に所持される電子キー２４と、
を備えている。電子キー２４は、キーごとに自己を識別するＩＤ情報を内蔵しており、外
部からの要求に応じて所定のレスポンスコードと自己のＩＤコードとを含む信号（以下、
レスポンス信号と称す）を暗号化して送信する機能を有している。乗車用電子キー認証装
置２０及びエンジン始動用電子キー認証装置２２は共に、予め自己の車両において使用を
許可すべく認証登録された電子キー２４のＩＤ情報を記憶している。尚、一台の車両に付
きＩＤ情報が記憶されて認証登録される電子キー２４の数は、通常、マスターキーやスペ
アキーなどを含めて複数である。
【００２６】
　乗車用電子キー認証装置２０には、車両ドアのドアアウタハンドル近傍などに配設され
た接近検出センサ２６が接続されている。接近検出センサ２６は、信号を送受信するアン
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テナを有しており、車両エンジンが運転されておらずかつすべての車両ドアがロックされ
ている状態で定期的に、アンテナから車両ドア近傍の車室外へ向けて電子キー２４の応答
を要求する信号（以下、車室外リクエスト信号と称す）を送信すると共に、電子キー２４
から送信されるレスポンス信号を受信する。接近検出センサ２６は、車室外リクエスト信
号の送信後におけるレスポンス信号の受信の有無に基づいて、車両近傍の車室外に電子キ
ー２４すなわちその電子キー２４を所持する人が存在するか否かを検知し、車両への乗員
の接近を検知する。乗車用電子キー認証装置２０は、接近検出センサ２６が車両への乗員
の接近を検知した場合に起動され、その電子キー２４からのレスポンス信号に含まれるＩ
Ｄ情報を予め認証登録された電子キーのＩＤと照合することにより、その電子キー２４が
自車両に認証登録されたものであるか否か、すなわち、車両に接近した人の所持する電子
キー２４の認証が成立するか否かを判別する。
【００２７】
　また、エンジン始動用電子キー認証装置２２には、車両運転者により操作可能に車室内
のハンドル脇などに配設されたエンジン始動スイッチ２８が接続されている。エンジン始
動スイッチ２８は、車両エンジンを駆動停止状態から始動させるための例えば押圧式のス
イッチである。エンジン始動用電子キー認証装置２２は、車室内に設けられた信号を送受
信するアンテナを有しており、エンジン始動スイッチ２８がエンジン始動のためにオン操
作された場合にアンテナから車室内へ向けて電子キー２４の応答を要求する信号（以下、
車室内リクエスト信号と称す）を送信すると共に、電子キー２４から送信されるレスポン
ス信号を受信する。エンジン始動用電子キー認証装置２２は、車室内リクエスト信号の送
信後に電子キー２４からのレスポンス信号を受信した場合、その電子キー２４からのレス
ポンス信号に含まれるＩＤ情報を予め認証登録された電子キーのＩＤと照合することによ
り、その電子キー２４が認証登録されたものであるか否か、すなわち、車室内に存在する
人の所持する電子キー２４の認証が成立するか否かを判別する。
【００２８】
　エンジン始動用電子キー認証装置２２には、ドアロックモータ１６を用いた車両ドアの
アンロック後にエンジン始動を許可できる回数を示すカウンタ（以下、エンジン始動許可
カウンタと称す）３０が内蔵されている。エンジン始動許可カウンタ３０は電子キー２４
ごとのカウント値を有しており、各カウント値は本実施例において“０”又は“１”であ
る。
【００２９】
　車両盗難防止装置１０は、更に、車両に搭載される生体認証装置３２を備えている。生
体認証装置３２は、車両のボディピラーなどに取り付けられた顔撮影用カメラ３４を有し
ている。顔撮影用カメラ３４は、車室外から車両に乗車しようとする人の顔を撮影し、そ
の撮像画像を生成するカメラである。生体認証装置３２は、予め自己の車両に乗車するす
べての人の顔の特徴形状の情報をそれぞれ記憶している。生体認証装置３２は、顔撮影用
カメラ３４を用いて車両に乗車しようとしている人の顔が撮影された場合に、その撮像画
像から人の顔の特徴形状を抽出し、その抽出した人の顔を予め認証登録された人の顔と照
合することにより、その人の顔が自車両に認証登録されたものであるか否か、すなわち、
車両に乗車する人の生体認証が成立するか否かを判別する。尚、本実施例において、生体
認証装置３２は、車両に乗車しようとする人の生体認証を顔を撮影する顔撮影用カメラ３
４を用いた撮像画像に基づいて行うこととしているが、車両に乗車しようとする人の指紋
や虹彩，静脈等の身体的特徴に基づくものであればよい。
【００３０】
　上記したドアロック制御装置１２、エンジン始動装置１４、乗車用電子キー認証装置２
０、エンジン始動用電子キー認証装置２２、及び、生体認証装置３２は、互いにバス３６
を介して接続されており、互いに情報の授受を行うことが可能となっている。
【００３１】
　以下、図２を参照して、本実施例の車両盗難防止装置１０の動作について説明する。図
２は、本実施例の車両盗難防止装置１０において実行される制御ルーチンの一例のフロー
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チャートを示す。
【００３２】
　本実施例において、車両エンジンが運転されておらずかつすべての車両ドアが閉じられ
てロック（施錠）されているときには、その車両の接近検出センサ２６のアンテナから車
室外へ向けて車室外リクエスト信号が定期的に送信されている。かかる状態で、電子キー
２４を所持した人がその車両に接近すると、その電子キー２４がその車室外リクエスト信
号に反応して所定のレスポンスコードと自己のＩＤコードとを含むレスポンス信号を車両
へ向けて返送する。車載側の接近検出センサ２６は、車室外リクエスト信号を送信した後
に電子キー２４からのレスポンス信号を受信しない場合は、自車両へ乗員が接近していな
いと判別する一方、電子キー２４からのレスポンス信号を受信した場合は、自車両へ乗員
が接近していることを検知し、乗車用電子キー認証装置２０にその旨及びその電子キー２
４のＩＤ情報を通知する。
【００３３】
　乗車用電子キー認証装置２０は、接近検出センサ２６から車両への乗員接近の通知を受
けた場合に起動され、その通知内容に含まれる電子キー２４のＩＤ情報を予め認証登録さ
れているすべての電子キーのＩＤと照合して、車両に接近した人の所持する電子キー２４
の認証が成立するか否かを判別する（ステップ５０）。その結果、電子キー２４のＩＤが
その車両に事前登録されたＩＤに一致せず、電子キー２４の認証が成立しないと判別した
場合は、以後、何ら処理を進めることなく処理を終了する。一方、電子キー２４のＩＤが
その車両に事前登録されたＩＤに一致し、電子キー２４の認証が成立すると判別した場合
は、その電子キー２４のＩＤ情報を記憶すると共に、生体認証装置３２に対して車両に乗
車しようとしている人の所持する電子キー２４の認証が成立した旨を通知する。
【００３４】
　生体認証装置３２は、乗車用電子キー認証装置２０から乗車時における電子キー２４の
認証が成立した旨の通知を受けた場合、まず、顔撮影用カメラ３４を用いて車両に接近し
乗車しようとしている人の顔の撮影を開始する。そして、そのカメラ３４の撮像画像から
人の顔の特徴形状を抽出し、その抽出された人の顔を予め認証登録されているすべての人
の顔と照合して、車両に接近し乗車しようとしている人の生体認証が成立するか否かを判
別する（ステップ５２）。その結果、人の生体認証が成立しないと判別した場合は、以後
、何ら処理を進めることなく処理を終了する。一方、人の生体認証が成立すると判別した
場合は、ドアロック制御装置１２に対して車両ドアをロック状態からアンロック（解錠）
状態へ切り替えるための指示信号を供給すると共に、エンジン始動用電子キー認証装置２
２に対して車両に乗車しようとしている人の生体認証が成立した旨を通知する。
【００３５】
　ドアロック制御装置１２は、生体認証装置３２から車両ドアをロックからアンロックへ
切り替えるべきことを指令された場合、すべての車両ドアに対応するドアロックモータ１
６に対して車両ドアをアンロックすべきことを示す指令信号を供給する（ステップ５４）
。この場合には、車両盗難防止装置１０の車載機と車両に乗車しようとしている人の所持
する電子キー２４との無線通信によって、ロックされている車両ドアのすべてがアンロッ
クされることとなり、車両に乗車しようとしている人が何ら電子キー２４を操作すること
なくドアを開けて車室内へ搭乗することが可能となる。
【００３６】
　また、エンジン始動用電子キー認証装置２２は、生体認証装置３２から車両に乗車しよ
うとしている人の生体認証が成立した旨を通知された場合、乗車用電子キー認証装置２０
に対してその直前に認証が成立した車両に乗車しようとしている人の所持する電子キー２
４のＩＤ情報の送信を要求する信号を供給する。乗車用電子キー認証装置２０は、車両に
乗車しようとしている人の所持する電子キー２４のＩＤ情報を記憶し、生体認証装置３２
に対して電子キー２４の認証が成立した旨を通知した後に、エンジン始動用電子キー認証
装置２２から乗員の車両接近時に記憶した電子キー２４のＩＤ情報の送信を要求する信号
の供給を受けた場合、その電子キー２４のＩＤ情報をエンジン始動用電子キー認証装置２
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２に対して送信する。エンジン始動用電子キー認証装置２２は、乗車用電子キー認証装置
２０に電子キー２４のＩＤ情報の送信を要求した後に、乗車用電子キー認証装置２０から
送信されたＩＤ情報を受信した場合、その電子キー２４のＩＤに対応するエンジン始動許
可カウンタ３０の示すカウント値を“０”から“１”へ変更する（ステップ５６）。
【００３７】
　図３は、本実施例のエンジン始動許可カウンタ３０の状態遷移の一例を表した図を示す
。エンジン始動用電子キー認証装置２２において、生体認証装置３２から車両に乗車しよ
うとしている人の生体認証が成立した旨の通知がなされ、乗車用電子キー認証装置２０に
電子キー２４のＩＤ情報の送信が要求された後に、例えば、乗車用電子キー認証装置２０
から電子キー２４の“００２”であるＩＤ情報が送信され、そのＩＤ情報が受信された場
合には、図３に示す如く、エンジン始動許可カウンタ３０の有するカウント値のうち、そ
のＩＤ“００２”の電子キー２４に対応するカウント値が“０”から“１”へ変更される
。
【００３８】
　次に、車両乗員が車室内に乗車した後に車両においてエンジンの駆動停止中にエンジン
始動スイッチ２８がオン操作されると（ステップ５８の肯定判定時）、エンジン始動用電
子キー認証装置２２のアンテナから車室内へ向けて車室内リクエスト信号が送信される。
かかる状態で、電子キー２４を所持する人が車室内に存在するとすなわち車両エンジンを
始動しようとする人が電子キー２４を所持すると、その電子キー２４がその車室内リクエ
スト信号に反応して所定のレスポンスコードと自己のＩＤコードとを含むレスポンス信号
を返送する。
【００３９】
　エンジン始動用電子キー認証装置２２は、車室内リクエスト信号を送信した後に電子キ
ー２４からのレスポンス信号を受信しない場合は、車両エンジンを始動しようとする人が
電子キー２４を所持していないと判別する一方、電子キー２４からのレスポンス信号を受
信した場合は、車両エンジンを始動しようとする人が電子キー２４を所持していることを
検知し、そのレスポンス信号に含まれる電子キー２４のＩＤ情報を予め認証登録されてい
るすべての電子キーのＩＤと照合して、車両エンジンを始動しようとする人の所持する電
子キー２４の認証が成立するか否かを判別する（ステップ６０）。その結果、電子キー２
４のＩＤがその車両に事前登録されたＩＤに一致せず、電子キー２４の認証が成立しない
と判別した場合は、以後、何ら処理を進めることなく処理を終了する。一方、電子キー２
４のＩＤがその車両に事前登録されたＩＤに一致し、電子キー２４の認証が成立すると判
別した場合は、その電子キー２４のＩＤに対応するエンジン始動許可カウンタ３０の示す
カウント値を参照し、そのカウント値が“１”となっているか否かを判別する（ステップ
６２）。
【００４０】
　エンジン始動許可カウンタ３０の示すカウント値が“１”でなく“０”である場合は、
直前のドアアンロック時にこのカウント値が“０”から“１”へ変更されておらず、現に
車室内でエンジンを始動しようとする人の所持する電子キー２４がドアアンロック時に利
用した電子キーではないと判断することができる。従って、この場合は、現にエンジンを
始動しようとする人の所持する電子キー２４の認証が成立するときにも、車両エンジンの
始動を実行しないことが適切となる。一方、エンジン始動許可カウンタ３０の示すカウン
ト値が“１”である場合は、直前のドアアンロック時にこのカウント値が“０”から“１
”へ変更され、現にエンジンを始動しようとする人の所持する電子キー２４がドアアンロ
ック時に利用した電子キーと同一であると判断することができる。従って、この場合には
、車両エンジンの始動を実行することとしても不都合はない。そこで、エンジン始動用電
子キー認証装置２２は、電子キー２４のＩＤがその車両に事前登録されたＩＤに一致し、
電子キー２４の認証が成立すると判別した後、その電子キー２４のＩＤに対応するエンジ
ン始動許可カウンタ３０の示すカウント値が“１”であると判別する場合は、エンジン始
動装置１４に対して車両エンジンを始動させるための指示信号を供給する。
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【００４１】
　エンジン始動装置１４は、エンジン始動用電子キー認証装置２２から車両エンジンを始
動すべきことを指令された場合、エンジンスタータ１８に対して車両エンジンを始動すべ
きことを示す指令信号を供給する（ステップ６４）。この場合には、エンジン始動スイッ
チ２８の操作後における車両盗難防止装置１０の車載機とエンジンを始動しようとする人
の所持する電子キー２４との無線通信によって、駆動停止されている車両エンジンが始動
されることとなり、車両運転が可能となる。
【００４２】
　エンジン始動装置１４は、車両エンジンの始動後、所定時間（例えば、５秒）が経過し
た際にそのエンジンがエンジンスタータ１８によらずに自立的に運転しているか否かを判
別する（ステップ６６）。その結果、車両エンジンの運転が行われていないと判別した場
合は、そのまま処理を終了し、一方、車両エンジンの運転が行われていると判別した場合
は、エンジン始動用電子キー認証装置２２に対してエンジン始動許可カウンタ３０の上記
ステップ６２で“１”であると判別された特定の電子キー２４のＩＤに対応するカウント
値を“０”へディクリメントさせるための指示信号を供給する。そして、エンジン始動用
電子キー認証装置２２は、エンジン始動装置１４に対して車両エンジンを始動すべきこと
を指令した後に、エンジン始動装置１４からエンジン始動許可カウンタ３０の示すカウン
ト値をディクリメントすべきことを指令された場合、そのエンジン始動許可カウンタ３０
の示すカウント値のうちエンジン始動時に認証が成立した電子キー２４のＩＤに対応する
カウント値を“０”にリセットする（ステップ６８）。
【００４３】
　かかる車両盗難防止装置１０の構成において、ロックされている車両ドアのアンロック
は、車両に乗車しようとして接近する人の所持する電子キー２４が予め車両側に認証登録
されていることによりその認証が成立し、かつ、その人の生体情報が予め車両側に認証登
録されていることによりその認証が成立する場合に実現される。すなわち、車両に接近す
る人が電子キー２４を所持していてもその電子キー２４が車両側に認証登録されたもので
ない、又は、その人の生体情報が車両側に認証登録されたものでない場合には、車両ドア
のアンロックは行われない。従って、本実施例によれば、車両ドアをアンロックさせるの
に高いセキュリティ性を確保することが可能となっている。
【００４４】
　また、上記の構成において、駆動停止されている車両エンジンの始動は、エンジンを始
動しようとする人の所持する電子キー２４が予め車両側に認証登録されていることにより
その認証が成立し、かつ、エンジン始動許可カウンタ３０のカウント値によりその電子キ
ー２４がエンジン始動を許可された電子キーである場合に実現される。すなわち、車両に
乗車してエンジンを始動しようとする人が電子キー２４を所持していてもその電子キー２
４が車両側に認証登録されたものでない、又は、その電子キー２４が車両側に認証登録さ
れたものであってもエンジン始動を許可された電子キーでない場合には、車両エンジンの
始動は行われない。
【００４５】
　エンジン始動が許可される電子キー２４は、そのエンジン始動前に、電子キー２４のＩ
Ｄ認証及び人の生体認証が共に成立することによって車両ドアがアンロックされた際にエ
ンジン始動許可カウンタ３０のカウント値が“１”に変更されたＩＤを有する電子キーで
ある。この点、車室内でエンジンを始動しようとする人の所持する電子キー２４が車両側
に認証登録されたものであること以外に、その電子キー２４がエンジン始動を許可された
電子キーであることを、車両エンジンを始動させる条件とすることとすれば、車両エンジ
ンを始動させるうえで再度乗員の生体認証を行うのと同等の効果を実現することが可能と
なる。従って、本実施例によれば、車室内でエンジンを始動しようとする人の所持する電
子キー２４が車両側に認証登録されたものであることのみによって車両エンジンを始動さ
せる構成と比較して、車両エンジンを始動させるのに高いセキュリティ性を確保すること
が可能となっている。
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【００４６】
　また、このような構成においては、車両エンジンの始動に関するセキュリティ性を確保
するうえで、そのエンジン始動時点では実際に乗員の生体認証を行うことは不要である。
このため、ドアアンロックのための生体認証装置とエンジン始動のための生体認証装置と
を別個独立して設ける必要はなく、ドアアンロックを行うと共にエンジン始動を行う車両
盗難防止装置１０全体として、セキュリティ性の低下を招くことなくその規模を簡素化す
ることができ、低コスト化を図ることができる。
【００４７】
　このように本実施例の車両盗難防止装置１０によれば、一台の車両における車両ドアの
アンロックと車両エンジンの始動とを、生体認証の共通化を図ることで簡素な構成でかつ
セキュリティ性を損うことなく実現させることが可能となっており、不審者によるドアア
ンロックやエンジン始動に伴う車両盗難を簡素な構成で確実に防止することが可能となっ
ている。
【００４８】
　また、本実施例において、エンジン始動許可カウンタ３０のカウント値が“１”である
と、車両エンジンの始動は許容されるが、このカウント値が“０”にリセットされると、
以後、再び上記した手法によって車両ドアがロックからアンロックへ切り替わらない限り
、車両エンジンの始動は禁止される。このカウント値は、車両に乗車しようとする人の所
持する電子キー２４のＩＤ認証及びその人の生体認証が共に成立することによって車両ド
アがアンロックされた際に“０”から“１”へ変更され、その後、車両エンジンが始動さ
れてから所定時間経過後にその車両エンジンが運転している場合にのみ減少され“０”に
リセットされる。すなわち、車両エンジンの始動が実行されてもその運転時間が短いとき
には“０”にリセットされることはない。このため、車外の環境や条件に応じてエンジン
始動が失敗する場合にも、その直後におけるエンジンの始動が禁止されることはなく、エ
ンジン始動を確保することが可能であり、車両乗員の利便性の向上が図られている。また
、仮にドアアンロック後に盗難者に電子キー２４が盗まれた場合にも、車両エンジンの始
動は一度しか許容されないため、その車両の利用価値を低く抑えることが可能である。
【００４９】
　更に、このように車両エンジンの始動後の運転時間が短いときにはエンジン始動許可カ
ウンタ３０のカウント値がリセットされない構成によれば、エンジン始動の失敗を考慮し
てもドアアンロック後にエンジン始動を許可できる最大回数を必要最小限に抑制すること
が可能となっている。
【００５０】
　尚、上記の第１実施例においては、乗車用電子キー認証装置２０が特許請求の範囲に記
載した「乗車用電子キー認証手段」に、生体認証装置３２が特許請求の範囲に記載した「
生体認証手段」に、ドアロック制御装置１２が特許請求の範囲に記載した「ドアロック制
御手段」に、エンジン始動許可カウンタ３０が特許請求の範囲に記載した「記憶手段」に
、エンジン始動用電子キー認証装置２２が特許請求の範囲に記載した「エンジン始動用電
子キー認証手段」に、エンジン始動装置１４が特許請求の範囲に記載した「エンジン始動
制御手段」に、エンジン始動装置１４がエンジン始動用電子キー認証装置２２に対してエ
ンジン始動許可カウンタ３０の特定の電子キー２４のＩＤに対応するカウント値を“０”
へディクリメントさせる指示信号を供給することが特許請求の範囲に記載した「許可回数
減少手段」に、それぞれ相当している。
【００５１】
　ところで、上記の第１実施例においては、ドアアンロック時にエンジン始動許可カウン
タ３０のカウント値を“１”にセットし、その後、エンジン始動の失敗を考慮して、車両
エンジンの始動後の運転時間が比較的長い場合にそのカウント値をリセットすることとし
ているが、本発明はこれに限定されるものではなく、単にドアアンロック時にエンジン始
動許可カウンタ３０のカウント値を“２”以上の所定値にセットし、その後エンジン始動
が行われるごとにそのカウント値をディクリメントすることとしてもよい。かかる構成に



(14) JP 4385871 B2 2009.12.16

10

20

30

40

50

おいては、ドアアンロック後における複数回のエンジン始動やエンジン始動失敗後の再度
のエンジン始動を許容することができ、車両乗員の利便性を向上させることができる。
【００５２】
　また、上記の第１実施例においては、エンジン始動許可カウンタ３０のカウント値のリ
セットをエンジンの始動後の運転時間が比較的長い場合に行うこととしているが、本発明
はこれに限定されるものではなく、エンジンの始動後の回転数が所定回転数に達した場合
やエンジン始動後に車両の走行した距離が所定距離に達した場合に上記したカウント値の
リセットを行うこととしてもよい。
【実施例２】
【００５３】
　図４は、本発明の第２実施例である車両盗難防止装置１００のシステム構成図を示す。
尚、図４において、上記図１に示す構成と同一の構成部分については、同一の符号を付し
てその説明を省略又は簡略する。すなわち、図４に示す如く、本実施例の車両盗難防止装
置１００は、ドアロック制御装置１２及びエンジン始動装置１４と共に、車両に搭載され
るエンジン始動用電子キー認証装置１０２及び乗車用電子キー認証装置１０４並びに車両
に乗車する人に所持される電子キー２４を備えている。エンジンン始動用電子キー認証装
置１０２及び乗車用電子キー認証装置１０４は共に、予め自己の車両において使用を許可
すべき認証登録された電子キー２４のＩＤ情報を記憶している。
【００５４】
　エンジン始動用電子キー認証装置１０２には、エンジン始動スイッチ２８が接続されて
いる。エンジン始動用電子キー認証装置１０２は、車室内に設けられた信号を送受信する
アンテナを有しており、エンジン始動スイッチ２８がエンジン始動のためにオン操作され
た場合にアンテナから車室内へ向けて車室内リクエスト信号を送信すると共に、電子キー
２４から送信されるレスポンス信号を受信する。エンジン始動用電子キー認証装置２２は
、車室内リクエスト信号の送信後に電子キー２４からのレスポンス信号を受信した場合、
その電子キー２４からのレスポンス信号に含まれるＩＤ情報を予め認証登録された電子キ
ーのＩＤと照合することにより、その電子キー２４が認証登録されたものであるか否か、
すなわち、車室内に存在する人の所持する電子キー２４の認証が成立するか否かを判別す
る。
【００５５】
　また、乗車用電子キー認証装置１０４には、接近検出センサ２６が接続されている。乗
車用電子キー認証装置１０４は、接近検出センサ２６が車両への乗員の接近を検知した場
合に起動され、その電子キー２４からのレスポンス信号に含まれるＩＤ情報を予め認証登
録された電子キーのＩＤと照合することにより、その電子キー２４が自車両に認証登録さ
れたものであるか否か、すなわち、車両に接近した人の所持する電子キー２４の認証が成
立するか否かを判別する。
【００５６】
　乗車用電子キー認証装置１０４には、エンジンスタータ１８を用いた車両エンジンの始
動後に車両ドアのアンロックを許可できる回数を示すカウンタ（以下、ドアアンロック許
可カウンタと称す）１０６が内蔵されている。ドアアンロック許可カウンタ１０６は電子
キー２４ごとのカウント値を有しており、各カウント値は本実施例において“０”又は“
１”である。
【００５７】
　車両盗難防止装置１００は、更に、車両に搭載される生体認証装置１０８を備えている
。生体認証装置１０８は、車室内のインナーミラーなどに取り付けられた顔撮影用カメラ
１１０を有している。顔撮影用カメラ１１０は、車室内で車両エンジンを始動しようとし
ている運転席に着座する人の顔を撮影し、その撮像画像を生成するカメラである。生体認
証装置１０８は、予め自己の車両に乗車しエンジン始動操作を行うすべての人の顔の特徴
形状の情報をそれぞれ記憶している。生体認証装置１０８は、顔撮影用カメラ１１０を用
いて車両エンジンを始動しようとしている人の顔が撮影された場合に、その撮像画像から
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人の顔の特徴形状を抽出し、その抽出した人の顔を予め認証登録された人の顔と照合する
ことにより、その人の顔が自車両に認証登録されたものであるか否か、すなわち、車両エ
ンジンを始動する人の生体認証が成立するか否かを判別する。尚、本実施例において、生
体認証装置１０８は、車両エンジンを始動しようとする人の生体認証を顔を撮影する顔撮
影用カメラ１１０を用いた撮像画像に基づいて行うこととしているが、車両エンジンを始
動しようとする人の指紋や虹彩，静脈等の身体的特徴に基づくものであればよい。
【００５８】
　上記したドアロック制御装置１２、エンジン始動装置１４、乗車用電子キー認証装置１
０４、エンジン始動用電子キー認証装置１０２、及び、生体認証装置１０８は、互いにバ
ス１１２を介して接続されており、互いに情報の授受を行うことが可能となっている。
【００５９】
　以下、図５を参照して、本実施例の車両盗難防止装置１００の動作について説明する。
図５は、本実施例の車両盗難防止装置１００において実行される制御ルーチンの一例のフ
ローチャートを示す。
【００６０】
　本実施例において、車両に乗車した人によりエンジンの駆動停止中にエンジン始動スイ
ッチ２８がオン操作されると、エンジン始動用電子キー認証装置２２のアンテナから車室
内へ向けて車室内リクエスト信号が送信される。かかる状態で、電子キー２４を所持する
人が車室内に存在するとすなわち車両エンジンを始動しようとする人が電子キー２４を所
持すると、その電子キー２４がその車室内リクエスト信号に反応して所定のレスポンスコ
ードと自己のＩＤコードとを含むレスポンス信号を返送する。
【００６１】
　エンジン始動用電子キー認証装置１０２は、車室内リクエスト信号を送信した後に電子
キー２４からのレスポンス信号を受信しない場合は、車両エンジンを始動しようとする人
が電子キー２４を所持していないと判別する一方、電子キー２４からのレスポンス信号を
受信した場合は、車両エンジンを始動しようとする人が電子キー２４を所持していること
を検知し、そのレスポンス信号に含まれる電子キー２４のＩＤ情報を予め認証登録されて
いるすべての電子キーのＩＤと照合して、車両エンジンを始動しようとする人の所持する
電子キー２４の認証が成立するか否かを判別する（ステップ１５０）。その結果、電子キ
ー２４のＩＤがその車両に事前登録されたＩＤに一致せず、電子キー２４の認証が成立し
ないと判別した場合は、以後、何ら処理を進めることなく処理を終了する。一方、電子キ
ー２４のＩＤがその車両に事前登録されたＩＤに一致し、電子キー２４の認証が成立する
と判別した場合は、その電子キー２４のＩＤ情報を記憶すると共に、生体認証装置１０８
に対して車両エンジンを始動しようとしている人の所持する電子キー２４の認証が成立し
た旨を通知する。
【００６２】
　生体認証装置１０８は、エンジン始動用電子キー認証装置１０２からエンジン始動時に
おける電子キー２４の認証が成立した旨の通知を受けた場合、まず、顔撮影用カメラ１１
０を用いて車両エンジンを始動しようとしている人の顔の撮影を開始する。そして、その
カメラ１１０の撮像画像から人の顔の特徴形状を抽出し、その抽出された人の顔を予め認
証登録されているすべての人の顔と照合して、車両エンジンを始動しようとしている人の
生体認証が成立するか否かを判別する（ステップ１５２）。その結果、人の生体認証が成
立しないと判別した場合は、以後、何ら処理を進めることなく処理を終了する。一方、人
の生体認証が成立すると判別した場合は、エンジン始動装置１４に対して車両エンジンを
駆動停止状態から始動させるための指示信号を供給すると共に、乗車用電子キー認証装置
１０４に対して車両エンジンを始動しようとしている人の生体認証が成立した旨を通知す
る。
【００６３】
　エンジン始動装置１４は、生体認証装置１０８から車両エンジンを始動すべきことを指
令された場合、エンジンスタータ１８に対して車両エンジンを始動すべきことを示す指令
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信号を供給する（ステップ１５４）。この場合には、エンジン始動スイッチ２８の操作後
における車両盗難防止装置１０の車載機とエンジンを始動しようとしている人の所持する
電子キー２４との無線通信によって、駆動停止されている車両エンジンが始動されること
となり、車両運転が可能となる。
【００６４】
　また、乗車用電子キー認証装置１０４は、生体認証装置１０８から車両エンジンを始動
しようとしている人の生体認証が成立した旨を通知された場合、エンジン始動用電子キー
認証装置１０２に対してその直前に認証が成立した車両エンジンを始動しようとしている
人の所持する電子キー２４のＩＤ情報の送信を要求する信号を供給する。エンジン始動用
電子キー認証装置１０２は、車両エンジンを始動しようとしている人の所持する電子キー
２４のＩＤ情報を記憶し、生体認証装置１０８に対して電子キー２４の認証が成立した旨
を通知した後に、乗車用電子キー認証装置１０４からエンジン始動時に記憶した電子キー
２４のＩＤ情報の送信を要求する信号の供給を受けた場合、その電子キー２４のＩＤ情報
を乗車用電子キー認証装置１０４に対して送信する。乗車用電子キー認証装置１０４は、
エンジン始動用認証装置１０２に電子キー２４のＩＤ情報の送信を要求した後に、エンジ
ン始動用認証装置１０２から送信されたＩＤ情報を受信した場合、図３に示す如く、その
電子キー２４のＩＤに対応するドアアンロック許可カウンタ１０６の示すカウント値を“
０”から“１”へ変更する（ステップ１５６）。
【００６５】
　次に、車両エンジンが始動されてからその運転が停止されて乗員が降車しかつすべての
車両ドアがロックされると、乗車用電子キー認証装置１０４に接続する接近検出センサ２
６のアンテナから車室外へ向けて車室外リクエスト信号が定期的に送信される。かかる状
態で、電子キー２４を所持した人がその車両に接近すると、その電子キー２４がその車室
外リクエスト信号に反応して所定のレスポンスコードと自己のＩＤコードとを含むレスポ
ンス信号を車両へ向けて返送する。接近検出センサ２６は、車室外リクエスト信号を送信
した後に電子キー２４からのレスポンス信号を受信しない場合は、自車両へ乗員が接近し
ていないと判別する一方、電子キー２４からのレスポンス信号を受信した場合は、自車両
へ乗員が接近していることを検知し、乗車用電子キー認証装置１０４にその旨及びその電
子キー２４のＩＤ情報を通知する（ステップ１５８）。
【００６６】
　乗車用電子キー認証装置１０４は、接近検出センサ２６から車両への乗員接近の通知を
受けた場合に起動され、その通知内容に含まれる電子キー２４のＩＤ情報を予め認証登録
されているすべての電子キーのＩＤと照合して、車両に接近した人の所持する電子キー２
４の認証が成立するか否かを判別する（ステップ１６０）。その結果、電子キー２４のＩ
Ｄがその車両に事前登録されたＩＤに一致せず、電子キー２４の認証が成立しないと判別
した場合は、以後、何ら処理を進めることなく処理を終了する。一方、電子キー２４のＩ
Ｄがその車両に事前登録されたＩＤに一致し、電子キー２４の認証が成立すると判別した
場合は、その電子キー２４のＩＤに対応するドアアンロック許可カウンタ１０６の示すカ
ウント値を参照し、そのカウント値が“１”となっているか否かを判別する（ステップ１
６２）。
【００６７】
　ドアアンロック許可カウンタ１０６の示すカウント値が“１”でなく“０”である場合
は、直前の車両エンジン始動時にこのカウント値が“０”から“１”へ変更されておらず
、現に車両に乗車しようとする人の所持する電子キー２４が車両エンジン始動時に利用し
た電子キーではないと判断することができる。従って、この場合は、現に車両に乗車しよ
うとする人の所持する電子キー２４の認証が成立するときにも、車両ドアのアンロックを
実行しないことが適切となる。一方、ドアアンロック許可カウンタ１０６の示すカウント
値が“１”である場合は、直前の車両エンジン始動時にこのカウント値が“０”から“１
”へ変更され、現に車両に乗車しようとする人の所持する電子キー２４が車両エンジン始
動時に利用した電子キーと同一であると判断することができる。従って、この場合には、
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車両ドアのアンロックを実行することとしても不都合はない。そこで、乗車用電子キー認
証装置１０４は、電子キー２４のＩＤがその車両に事前登録されたＩＤに一致し、電子キ
ー２４の認証が成立すると判別した後、その電子キー２４のＩＤに対応するドアアンロッ
ク許可カウンタ１０６の示すカウント値が“１”であると判別する場合は、ドアロック制
御装置１２に対して車両ドアをロック状態からアンロック状態へ切り替えるための指示信
号を供給する。
【００６８】
　ドアロック制御装置１２は、乗車用電子キー認証装置１０４から車両ドアをロックから
アンロックへ切り替えるべきことを指令された場合、すべての車両ドアに対応するドアロ
ックモータ１６に対して車両ドアをアンロックすべきことを示す指令信号を供給する（ス
テップ１６４）。この場合には、車両盗難防止装置１０の車載機と車両に乗車しようとし
ている人の所持する電子キー２４との無線通信によって、ロックされている車両ドアのす
べてがアンロックされることとなり、車両に乗車しようとしている人が何ら電子キー２４
を操作することなくドアを開けて車室内へ搭乗することが可能となる。
【００６９】
　ドアロック制御装置１２は、車両ドアのアンロック後、何れかの車両ドアが閉じ状態か
ら開放されたか否かを判別する（ステップ１６６）。その結果、何れの車両ドアも開放さ
れていないと判別した場合は、そのまま処理を終了し、一方、何れかの車両ドアが開放さ
れたと判別した場合は、乗車用電子キー認証装置１０４に対してドアアンロック許可カウ
ンタ１０６の上記ステップ１６２で“１”であると判別された特定の電子キー２４のＩＤ
に対応するカウント値を“０”へディクリメントさせるための指示信号を供給する。そし
て、乗車用電子キー認証装置１０４は、ドアロック制御装置１２に対して車両ドアをアン
ロックすべきことを指令した後に、ドアロック制御装置１２からドアアンロック許可カウ
ンタ１０６の示すカウント値をディクリメントすべきことを指令された場合、そのドアア
ンロック許可カウンタ１０６の示すカウント値のうちドアアンロック時に認証が成立した
電子キー２４のＩＤに対応するカウント地を“０”にリセットする（ステップ１６８）。
【００７０】
　かかる車両盗難防止装置１００の構成において、駆動停止されている車両エンジンの始
動は、エンジンを始動しようとする人の所持する電子キー２４が予め車両側に認証登録さ
れていることによりその認証が成立し、かつ、その人の生体情報が予め車両側に認証登録
されていることによりその認証が成立する場合に実現される。すなわち、車両エンジンを
始動しようとする人が電子キー２４を所持していてもその電子キー２４が車両側に認証登
録されたものでない、又は、その人の生体情報が車両側に認証登録されたものでない場合
には、車両エンジンの始動は行われない。従って、本実施例によれば、車両エンジンを始
動させるのに高いセキュリティ性を確保することが可能となっている。
【００７１】
　また、上記の構成において、ロックされている車両ドアのアンロックは、車両に乗車し
ようとして接近する人の所持する電子キー２４が予め車両側に認証登録されていることに
よりその認証が成立し、かつ、ドアアンロック許可カウンタ１０６のカウント値によりそ
の電子キー２４がドアアンロックを許可された電子キーである場合に実現される。すなわ
ち、車両に接近する人が電子キー２４を所持していてもその電子キー２４が車両側に認証
登録されたものでない、又は、その電子キー２４が車両側に認証登録されたものであって
もドアアンロックを許可された電子キーでない場合には、車両ドアのアンロックは行われ
ない。
【００７２】
　ドアアンロックが許可される電子キー２４は、そのドアアンロック前に、電子キー２４
のＩＤ認証及び人の生体認証が共に成立することにより車両エンジンが始動された際にド
アアンロック許可カウンタ１０６のカウント値が“１”に変更されたＩＤを有する電子キ
ーである。この点、車室外で車両に乗車しようとしている人の所持する電子キー２４が車
両側に認証登録されたものであること以外に、その電子キー２４がドアアンロックを許可
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された電子キーであることを、車両ドアをアンロックさせる条件とすることとすれば、車
両ドアをアンロックさせるうえで再度乗員の生体認証を行うのと同等の効果を得ることが
可能となる。従って、本実施例によれば、車室外で車両に乗車しようとしている人の所持
する電子キー２４が車両側に認証登録されたものであることのみによって車両ドアをアン
ロックさせる構成と比較して、車両ドアをアンロックさせるのに高いセキュリティ性を確
保することが可能となっている。
【００７３】
　また、このような構成においては、ロックされた車両ドアのアンロックに関するセキュ
リティ性を確保するうえで、そのアンロック時点では実際に乗員の生体認証を行うことは
不要である。このため、ドアアンロックのための生体認証装置とエンジン始動のための生
体認証装置とを別個独立して設ける必要はなく、ドアアンロックを行うと共にエンジン始
動を行う車両盗難防止装置１０全体として、セキュリティ性の低下を招くことなくその規
模を簡素化することができ、低コスト化を図ることができる。
【００７４】
　このように本実施例の車両盗難防止装置１００によれば、一台の車両における車両ドア
のアンロックと車両エンジンの始動とを、生体認証の共通化を図ることで簡素な構成でか
つセキュリティ性を損うことなく実現させることが可能となっており、不審者によるドア
アンロックやエンジン始動に伴う車両盗難を簡素な構成で確実に防止することが可能とな
っている。
【００７５】
　また、本実施例において、ドアアンロック許可カウンタ１０６のカウント値が“１”で
あると、車両ドアのアンロックは許容されるが、このカウント値が“０”にリセットされ
ると、以後、再び上記した手法によって車両エンジンが始動されない限り、車両ドアのア
ンロックは禁止される。このカウント値は、車両エンジンを始動しようとする人の所持す
る電子キー２４のＩＤ認証及びその人の生体認証が共に成立することによって車両エンジ
ンが始動された際に“０”から“１”へ変更され、その後、車両エンジンの運転が停止さ
れ乗員が降車して車両ドアがロックされかつそのロックが解除された後にその車両ドアが
開放された場合にのみ減少され“０”にリセットされる。すなわち、車両ドアのアンロッ
クが実行されてもその車両ドアが開放されなければ“０”にリセットされることはない。
このため、車両ドアが一旦アンロックされた後に開放されることなくロックされる場合に
も、その直後における車両ドアのアンロックが禁止されることはなく、そのアンロックを
確保することが可能であり、車両乗員の利便性の向上が図られている。また、仮にエンジ
ン始動後に盗難者に電子キー２４が盗まれた場合にも、車両ドアのアンロックは一度しか
許容されないため、その車両自体の盗難は困難であると共に、その車両の利用価値を低く
抑えることが可能である。
【００７６】
　更に、このように車両ドアのアンロック後に開放されないときにはドアアンロック許可
カウンタ１０６のカウント値がリセットされない構成によれば、かかる事態を考慮しても
車両エンジン始動後にドアアンロックを許可できる最大回数を必要最小限に抑制すること
が可能となっている。
【００７７】
　尚、上記の第２実施例においては、エンジン始動用電子キー認証装置１０２が特許請求
の範囲に記載した「エンジン始動用電子キー認証手段」に、乗車用電子キー認証装置１０
４が特許請求の範囲に記載した「乗車用電子キー認証手段」に、ドアアンロック許可カウ
ンタ１０６が特許請求の範囲に記載した「記憶手段」に、ドアロック制御装置１２が乗車
用電子キー認証装置１０４に対してドアアンロック許可カウンタ１０６の特定の電子キー
２４のＩＤに対応するカウント値を“０”へディクリメントさせる指示信号を供給するこ
とが特許請求の範囲に記載した「許可回数減少手段」に、それぞれ相当している。
【００７８】
　ところで、上記の第２実施例においては、エンジン始動時にドアアンロック許可カウン
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タ１０６のカウント値を“１”にセットし、その後、エンジンの運転が停止されドアがロ
ックされてからアンロックされそして開放された場合にそのカウント値をリセットするこ
ととしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、単にエンジン始動時にドアア
ンロック許可カウンタ１０６のカウント値を“２”以上の所定値にセットし、その後車両
ドアがアンロックされるごとにそのカウント値をディクリメントすることとしてもよい。
かかる構成においては、ドアアンロック失敗後の再度のドアアンロックやエンジン始動後
の複数回のドアアンロックを許容することができ、車両乗員の利便性を向上させることが
できる。
【００７９】
　尚、上記の第１及び第２実施例においては、使用される電子キー２４がマスターキーで
あるのかスペアキーであるのかに関係なく、ドアアンロック時にエンジン始動許可カウン
タ３０のカウント値を“１”にセットし又はエンジン始動時にドアアンロック許可カウン
タ１０６のカウント値を“１”にセットすることとしているが、電子キー２４ごとに設定
される、エンジン始動許可カウンタ３０やドアアンロック許可カウンタ１０６の“１”以
上のセット値（最大値）を記憶させておき、使用される電子キー２４ごとにカウント値を
その最大値にセット・設定することとしてもよい。
【００８０】
　例えば、車両販売会社（ディーラー）の試乗車において、そのディーラーの従業員が使
用する電子キー２４と試乗するユーザが使用する電子キー２４とを異ならせたうえで、図
６に示す如く、ディーラーの従業員の使用する電子キー２４（ＩＤ；００１，００２）に
対するカウンタ３０，１０６のカウント値の最大値を例えば１０回や１００回の複数回と
し、一方、試乗するユーザが使用する電子キー２４（ＩＤ；００３～００Ｘ）に対するカ
ウンタ３０，１０６のカウント値の最大値を例えば一回や二回の数回とする。ディーラー
の従業者は、頻繁に試乗車を移動させると共に、営業時間中はエンジン停止中の試乗車を
ドアロックすることなく展示することが多く、また、ロックされている車両ドアをアンロ
ックする場合にもその後エンジン始動させることなく車内清掃等を行うことが多い。一方
、試乗するユーザは、一度乗車して車両を走行させることが一般的であるので、頻繁に乗
降したり頻繁にエンジンの始動・停止を繰り返すことはほとんどない。従って、上記の如
く電子キー２４ごとにカウント値の最大値を異ならせることとすれば、ドアアンロック後
における複数回のエンジン始動又はエンジン始動後における複数回のドアアンロックを電
子キー２４ごとに異なる回数だけ許容することができ、車両乗員それぞれに合わせたエン
ジン始動又はドアアンロックを実現させることが可能となる。
【００８１】
　また、かかる変形例においては、電子キー２４ごとに設定されるカウンタ３０，１０６
のカウント値の最大値を記憶させておき、使用される電子キー２４ごとにカウント値をそ
の最大値に設定することとするが、生体認証が成立する人ごとに設定されるカウンタ３０
，１０６のカウント値の最大値を記憶させておき、ドアアンロック時又はエンジン始動時
に生体認証が成立した人ごとにカウント値をその最大値にセット・設定することとしても
よい。この場合には、人の生体認証が成立した際に利用された電子キー２４に対応したカ
ウント値がセットされ、その後のエンジン始動時又はドアアンロック時に電子キー２４が
エンジン始動又はドアアンロックの許可されている電子キーであるか否かが判別されるこ
ととなる。
【００８２】
　例えば、ある家族の自家用車において、図７に示す如く、家族の構成員ごとに、ドアア
ンロック後にエンジン始動を許可できる最大の回数（エンジン始動許可カウンタ３０のカ
ウント値の最大値）を設定し、ドアアンロック時に生体認証の成立した人に対応する最大
値を読み出して、その際に利用された電子キー２４のＩＤとリンクさせて記憶し、その後
のエンジン始動を、利用される電子キー２４に対応して記憶された人に対応する最大値だ
け許容する。かかる構成によれば、車両運転が禁止されている１８歳未満の人によるドア
アンロックを許容しても、エンジン始動を禁止することができる。従って、上記の如く人
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ごとにカウント値の最大値を異ならせることとすれば、ドアアンロック後における複数回
のエンジン始動又はエンジン始動後における複数回のドアアンロックを生体認証が成立す
る人ごとに異なる回数だけ許容することができ、車両乗員それぞれに合わせたエンジン始
動又はドアアンロックを実現させることが可能となる。
【００８３】
　更に、上記の第１及び第２実施例においては、電子キー２４の認証が成立しかつ人の生
体認証が成立したドアアンロック時又はエンジン始動時に、その電子キー２４のＩＤに対
応するカウンタ３０，１０６のカウント値を“１”にセットすることによりその電子キー
２４のＩＤ情報を車両側に記憶することとしているが、かかるドアアンロック時又はエン
ジン始動時に、その後のエンジン始動又はドアアンロックを許可するために、その電子キ
ー２４自体に生体認証の成立した旨の情報を読出可能かつ消去可能に書き込むこととして
もよい。かかる構成においては、例えばドアアンロック後に電子キー２４を用いたエンジ
ン始動を実現するうえで、エンジン始動に用いられる電子キー２４がドアアンロック時に
情報の書き込まれた電子キーであることを要することとすれば、エンジン始動時に再度の
乗員の生体認証を行うのと同等の効果を得ることができるので、上記した第１及び第２実
施例の構成と同様に、ドアアンロックのための生体認証装置とエンジン始動のための生体
認証装置とを別個独立して設ける必要はなく、ドアアンロックを行うと共にエンジン始動
を行う車両盗難防止装置１０，１００全体として、セキュリティ性の低下を招くことなく
その規模を簡素化することができ、低コスト化を図ることが可能となる。
【００８４】
　尚、この場合には、電子キー２４に生体認証が成立した旨の書き込みを行うのと同時に
、エンジン始動やドアアンロックを許可できる最大回数に関する情報をも書き込むことと
してもよく、また、上記第１及び第２実施例におけるカウント値と同様に、現にエンジン
の運転が所定時間継続した場合やドアがアンロック後に開放された場合にそれらの情報を
消去したり許可回数を減少させたりすることとしてもよい。
【００８５】
　更に、上記の第１及び第２実施例においては、電子キー２４を、車載機側との通信を行
ううえで人の操作を必要としない電子キー（いわゆるスマートキー）としたシステムを用
いたが、本発明はこれに限定されるものではなく、人の操作に従って車載機側との通信を
行う電子キーを利用したシステムに適用することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】本発明の第１実施例である車両盗難防止装置のシステム構成図である。
【図２】本実施例の車両盗難防止装置において実行される制御ルーチンのフローチャート
である。
【図３】本実施例のエンジン始動許可カウンタの状態遷移を表した図である。
【図４】本発明の第２実施例である車両盗難防止装置のシステム構成図である。
【図５】本実施例の車両盗難防止装置において実行される制御ルーチンのフローチャート
である。
【図６】電子キーごとに設定される、ドアアンロック後にエンジン始動を許可できる最大
の回数又はエンジン始動後にドアアンロックを許可できる最大の回数を表した図である。
【図７】人ごとに設定される、ドアアンロック後にエンジン始動を許可できる最大の回数
を表した図である。
【符号の説明】
【００８７】
　１０，１００　車両盗難防止装置
　１２　ドアロック制御装置
　１４　エンジン始動装置
　２０，１０４　乗車用電子キー認証装置
　２２，１０２　エンジン始動用電子キー認証装置
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　２４　電子キー
　３０　エンジン始動許可カウンタ
　３２　生体認証装置
　１０６　ドアアンロック許可カウンタ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】
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