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(57)【要約】
【課題】携帯機を所持する使用者が所定経路を移動し、
所定の位置範囲に到達することによって、車両ドアを自
動で開扉又は閉扉させることができる車両用通信システ
ムを提供する。
【解決手段】車両用通信システムは、位置検出用信号を
送信する車載機１と、前記位置検出用信号を受信し、該
位置検出用信号に応じた応答信号を送信する携帯機２と
を備える。車載機１は、受信した前記応答信号に基づい
て、車両Ｃに対する携帯機２の位置及び該位置の変化を
特定する特定部と、車両Ｃに対する携帯機２の所定の位
置範囲及び位置変化を記憶する記憶部と、前記特定部が
特定した位置及び該位置の変化並びに前記記憶部が記憶
する前記所定の位置範囲及び位置変化を比較する比較部
と、該比較部による比較結果に応じて、車両ドアを自動
で開けることを指示する開扉指示信号又は自動で閉める
ことを指示する閉扉指示信号を出力する出力部とを備え
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　位置検出用信号を送信する車載送信部を有する車載機と、前記位置検出用信号を受信し
、受信した前記位置検出用信号に応じた応答信号を送信する携帯機とを備え、前記車載機
は該携帯機から受信した前記応答信号に基づいて、車両ドアを自動で開けることを指示す
る開扉指示信号又は自動で閉めることを指示する閉扉指示信号を出力する車両用通信シス
テムであって、
　前記車載機は、
　受信した前記応答信号に基づいて、前記車両に対する前記携帯機の位置及び該位置の変
化を特定する特定部と、
　前記車両に対する前記携帯機の所定の位置範囲及び位置変化を記憶する記憶部と、
　前記特定部が特定した位置及び該位置の変化と、前記記憶部が記憶する前記所定の位置
範囲及び位置変化とを比較する比較部と、
　該比較部による比較結果に応じて、前記開扉指示信号又は前記閉扉指示信号を出力する
出力部と
　を備える車両用通信システム。
【請求項２】
　前記出力部は、
　前記特定部が特定した位置の変化と、前記記憶部が記憶する前記所定の位置変化とが相
似しており、かつ前記特定部が特定した位置が、前記所定の位置範囲に含まれている場合
、前記開扉指示信号又は前記閉扉指示信号を出力する
　請求項１に記載の車両用通信システム。
【請求項３】
　前記出力部は、
　前記所定の位置変化に相似する位置の変化の後、所定時間以内に特定された前記携帯機
の位置が、前記所定の位置範囲に含まれている場合、前記開扉指示信号又は前記閉扉指示
信号を出力する
　請求項２に記載の車両用通信システム。
【請求項４】
　前記所定の位置変化は、前記携帯機の移動態様が変化する複数の点の位置関係の情報を
含む
　請求項１～請求項３のいずれか一つに記載の車両用通信システム。
【請求項５】
　前記所定の位置変化は前記携帯機の環状の経路に沿った位置変化を含む
　請求項１～請求項４のいずれか一つに記載の車両用通信システム。
【請求項６】
　前記所定の位置変化は前記携帯機の途中で屈曲した経路に沿った位置変化を含む
　請求項１～請求項５のいずれか一つに記載の車両用通信システム。
【請求項７】
　前記車載機は、
　前記車両に設けられた複数のアンテナから前記位置検出用信号を送信するようにしてあ
り、
　前記携帯機は、
　受信した各位置検出用信号の受信信号強度を測定する測定部と、
　該測定部が測定した前記受信信号強度を含む前記応答信号を前記車載機へ送信する携帯
送信部と
　を備え、
　前記特定部は、
　前記応答信号に含まれる前記受信信号強度に基づいて、前記車載機に対する前記携帯機
の位置を検出する位置検出部を備える
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　請求項１～請求項６のいずれか一つに記載の車両用通信システム。
【請求項８】
　前記車載機は、
　前記車両に設けられた複数のアンテナから前記位置検出用信号を送信するようにしてあ
り、
　前記携帯機は、
　受信した各位置検出用信号の受信信号強度を測定する測定部と、
　該測定部が測定した前記受信信号強度に基づいて、前記車載機に対する前記携帯機の位
置を検出する位置検出部と、
　該位置検出部が検出した位置を含む前記応答信号を前記車載機へ送信する携帯送信部と
　を備え、
　前記特定部は、
　前記応答信号に含まれる位置を特定する
　請求項１～請求項７のいずれか一つに記載の車両用通信システム。
【請求項９】
　位置検出用信号を送信し、該位置検出用信号に応じて携帯機から送信された応答信号を
受信した場合、受信した前記応答信号に基づいて、車両ドアを自動で開けることを指示す
る開扉指示信号又は自動で閉めることを指示する閉扉指示信号を出力する車載機であって
、
　受信した前記応答信号に基づいて、前記車両に対する前記携帯機の位置及び該位置の変
化を特定する特定部と、
　前記車両に対する前記携帯機の所定の位置範囲及び位置変化を記憶する記憶部と、
　前記特定部が特定した位置及び該位置の変化と、前記記憶部が記憶する前記所定の位置
範囲及び位置変化とを比較する比較部と、
　該比較部による比較結果に応じて、前記開扉指示信号又は前記閉扉指示信号を出力する
出力部と
　を備える車載機。
【請求項１０】
　コンピュータに、携帯機へ送信された位置検出用信号に応じて該携帯機から送信された
応答信号に基づいて、車両ドアを自動で開けることを指示する開扉指示信号又は自動で閉
めることを指示する閉扉指示信号を出力させるコンピュータプログラムであって、
　コンピュータを、
　受信した前記応答信号に基づいて、前記車両に対する前記携帯機の位置及び該位置の変
化を特定する特定部と、
　前記特定部が特定した位置及び該位置の変化と、所定の位置範囲及び位置変化とを比較
する比較部と、
　該比較部による比較結果に応じて、前記開扉指示信号又は前記閉扉指示信号を出力する
出力部と
　して機能させるコンピュータプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両ドアを自動で開けることを指示する開扉指示信号又は車両ドアを自動で
閉めることを指示する閉扉指示信号を出力する車両用通信システム及び車載機、並びにコ
ンピュータを該車載機として機能させるためのコンピュータプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電動スライドドアを備えた車両が実用化されている。特許文献１には、正規の電子キー
を所持する使用者によって車両のドアハンドルが引かれたことを検知した場合、電動スラ
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イドドアを自動的に開扉する車両スライドドア制御装置が開示されている。また、ドアハ
ンドルに設けられたタッチセンサによって、使用者がドアハンドルに触れたことを検知し
た場合、電動スライドドアを自動的に開扉する技術が開示されている。
【０００３】
　特許文献２には、車両に近づいた使用者が所持する電子キーを認証し、正規の電子キー
を所持する使用者が発する特定の言葉を検出した場合、電動スライドドアを自動的に開扉
する車両スライドドア制御装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－３２８９３２号公報
【特許文献２】特許第４６４９２７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の車両ドア制御システムにおいては、携帯機を所持している
使用者がドアハンドル又はタッチセンサを操作する必要があり、荷物等で両手がふさがっ
ているような場合、電動スライドドアの操作が不便であるという問題があった。
【０００６】
　特許文献２の車両用施解錠システムにおいては、使用者の両手がふさがっていても、電
動スライドドアを自動開扉させることができるが、車両外部に音声センサを新たに設ける
必要があり、高コストになるという問題があった。また、使用者が不本意で前記特定の言
葉を発した場合、あるいは周囲の音を前記特定の言葉と誤認識した場合、電動スライドド
アが誤って自動開扉してしまうという問題があった。
【０００７】
　本願の目的は、音声センサ等の新たな機器を備えない構成であっても、携帯機を所持す
る使用者が所定経路を移動し、所定の位置範囲に到達することによって、電動スライドド
ア等の車両ドアを自動で開扉又は閉扉させることができる車両用通信システム及び車載機
、並びにコンピュータを該車載機として機能させるためのコンピュータプログラムを提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様に係る車両用通信システムは、位置検出用信号を送信する車載送信部を
有する車載機と、前記位置検出用信号を受信し、受信した前記位置検出用信号に応じた応
答信号を送信する携帯機とを備え、前記車載機は該携帯機から受信した前記応答信号に基
づいて、車両ドアを自動で開けることを指示する開扉指示信号又は自動で閉めることを指
示する閉扉指示信号を出力する車両用通信システムであって、前記車載機は、受信した前
記応答信号に基づいて、前記車両に対する前記携帯機の位置及び該位置の変化を特定する
特定部と、前記車両に対する前記携帯機の所定の位置範囲及び位置変化を記憶する記憶部
と、前記特定部が特定した位置及び該位置の変化と、前記記憶部が記憶する前記所定の位
置範囲及び位置変化とを比較する比較部と、該比較部による比較結果に応じて、前記開扉
指示信号又は前記閉扉指示信号を出力する出力部とを備える。
【０００９】
　本発明の一態様に係る車載機は、位置検出用信号を送信し、該位置検出用信号に応じて
携帯機から送信された応答信号を受信した場合、受信した前記応答信号に基づいて、車両
ドアを自動で開けることを指示する開扉指示信号又は自動で閉めることを指示する閉扉指
示信号を出力する車載機であって、受信した前記応答信号に基づいて、前記車両に対する
前記携帯機の位置及び該位置の変化を特定する特定部と、前記車両に対する前記携帯機の
所定の位置範囲及び位置変化を記憶する記憶部と、前記特定部が特定した位置及び該位置
の変化と、前記記憶部が記憶する前記所定の位置範囲及び位置変化とを比較する比較部と
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、該比較部による比較結果に応じて、前記開扉指示信号又は前記閉扉指示信号を出力する
出力部とを備える。
【００１０】
　本発明の一態様に係るコンピュータプログラムは、コンピュータに、携帯機へ送信され
た位置検出用信号に応じて該携帯機から送信された応答信号に基づいて、車両ドアを自動
で開けることを指示する開扉指示信号又は自動で閉めることを指示する閉扉指示信号を出
力させるコンピュータプログラムであって、コンピュータを、受信した前記応答信号に基
づいて、前記車両に対する前記携帯機の位置及び該位置の変化を特定する特定部と、前記
特定部が特定した位置及び該位置の変化と、所定の位置範囲及び位置変化とを比較する比
較部と、該比較部による比較結果に応じて、前記開扉指示信号又は前記閉扉指示信号を出
力する出力部として機能させる。
【００１１】
　なお、本願は、このような特徴的な処理部を備える車両用通信システム、車載機及び携
帯機として実現することができるだけでなく、かかる特徴的な処理をステップとする車両
通信方法として実現したり、かかるステップをコンピュータに実行させるためのプログラ
ムとして実現したりすることができる。また、車両用通信システム、車載機及び携帯機の
一部又は全部を実現する半導体集積回路として実現したり、車両用通信システム、車載機
及び携帯機を含むその他のシステムとして実現したりすることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　上記によれば、音声センサ等の新たな機器を備えない構成であっても、携帯機を所持す
る使用者が所定経路を移動し、所定の位置範囲に到達することによって、電動スライドド
ア等の車両ドアを自動で開扉又は閉扉させることができる車両用通信システム及び車載機
を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施形態１に係る車両用通信システムの一構成例を示す模式図である。
【図２】車載機の一構成例を示すブロック図である。
【図３】携帯機の一構成例を示すブロック図である。
【図４】所定の位置範囲及び位置変化の一例を示す概念図である。
【図５】所定の位置範囲及び位置変化の他の例を示す概念図である。
【図６】開扉操作のための携帯機の検出に係る処理手順を示すフローチャートである。
【図７】開扉処理に係る処理手順を示すフローチャートである。
【図８】開閉操作のための携帯機の検出に係る処理手順を示すフローチャートである。
【図９】閉扉処理に係る処理手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
［本発明の実施形態の説明］
　最初に本発明の実施態様を列記して説明する。また、以下に記載する実施形態の少なく
とも一部を任意に組み合わせてもよい。
【００１５】
（１）本発明の一態様に係る車両用通信システムは、位置検出用信号を送信する車載送信
部を有する車載機と、前記位置検出用信号を受信し、受信した前記位置検出用信号に応じ
た応答信号を送信する携帯機とを備え、前記車載機は該携帯機から受信した前記応答信号
に基づいて、車両ドアを自動で開けることを指示する開扉指示信号又は自動で閉めること
を指示する閉扉指示信号を出力する車両用通信システムであって、前記車載機は、受信し
た前記応答信号に基づいて、前記車両に対する前記携帯機の位置及び該位置の変化を特定
する特定部と、前記車両に対する前記携帯機の所定の位置範囲及び位置変化を記憶する記
憶部と、前記特定部が特定した位置及び該位置の変化と、前記記憶部が記憶する前記所定
の位置範囲及び位置変化とを比較する比較部と、該比較部による比較結果に応じて、前記
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開扉指示信号又は前記閉扉指示信号を出力する出力部とを備える。
【００１６】
　本態様によれば、車載機は携帯機の位置を検出するための位置検出用信号を送信する。
車載機から送信された位置検出用信号を受信した携帯機は、該位置検出用信号に応じた応
答信号を車載機へ送信する。応答信号は、車載機に対する携帯機の位置及び該位置の変化
を特定するためのものである。
　車載機の特定部は、応答信号を受信し、受信した応答信号に基づいて携帯機の位置と、
該位置の変化を特定する。位置検出用信号が送信され、携帯機は該位置検出用信号に応じ
た応答信号を送信する構成であるため、特定部は携帯機の位置及び該位置の変化を特定す
ることができる。携帯機の位置変化は使用者による車両ドアの開扉操作又は閉扉操作に対
応するものである。記憶部は、車両ドアを開扉又は閉扉させる操作条件として、車両に対
する携帯機の所定の位置範囲及び位置変化を記憶している。比較部は、応答信号に基づい
て特定部が特定した携帯機の位置及び該位置の変化と、記憶部が記憶している前記所定の
位置範囲及び位置変化とを比較し、出力部は比較部による比較結果に応じて、車両ドアを
自動で開けることを指示する開扉指示信号又は自動で閉めることを指示する閉扉指示信号
を出力する。
　このように、本態様によれば、音声センサ等の新たな機器を備えない構成であっても、
携帯機を所持する使用者が所定経路を移動し、所定の位置範囲に到達することによって、
車両ドアを自動で開扉又は閉扉させることができる。
【００１７】
（２）前記出力部は、前記特定部が特定した位置の変化と、前記記憶部が記憶する前記所
定の位置変化とが相似しており、かつ前記特定部が特定した位置が、前記所定の位置範囲
に含まれている場合、前記開扉指示信号又は前記閉扉指示信号を出力する構成が好ましい
。
【００１８】
　本態様によれば、携帯機の位置変化と、前記所定の位置変化とが相似し、かつ特定部が
特定した携帯機の位置が、前記所定の位置範囲に含まれている場合、出力部は開扉指示信
号を出力し、車両ドアを自動で開ける。
　同様にして、携帯機の位置変化と、前記所定の位置変化とが相似し、かつ特定部が特定
した携帯機の位置が、前記所定の位置範囲に含まれている場合、出力部は閉扉指示信号を
出力し、車両ドアを自動で閉めるように構成することもできる。
【００１９】
（３）前記出力部は、前記所定の位置変化に相似する位置の変化の後、所定時間以内に特
定された前記携帯機の位置が、前記所定の位置範囲に含まれている場合、前記開扉指示信
号又は前記閉扉指示信号を出力する構成が好ましい。
【００２０】
　本態様によれば、前記携帯機の位置が、前記所定の位置変化に相似する変化を行った後
、所定時間以内に前記所定の位置範囲に含まれた場合、出力部は開扉指示信号又は閉扉指
示信号を出力し、車両ドアを自動で開扉又は閉扉させることができる。つまり、携帯機を
所持する使用者が所定経路を移動し、その後、所定時間以内に所定の位置範囲に移動する
ことによって、電動スライドドア等の車両ドアを自動で開扉又は閉扉させることができる
。
【００２１】
（４）前記所定の位置変化は、前記携帯機の移動態様が変化する複数の点の位置関係の情
報を含む構成が好ましい。
【００２２】
　本態様によれば、記憶部が記憶する前記所定の位置変化は、携帯機の移動態様が変化す
る複数の点の位置関係の情報を含む構成である。携帯機の移動態様が複数箇所で変化する
経路は、使用者の意に反して携帯機が移動する可能性が低い経路である。従って、使用者
の意に反して車両ドアが自動的に開き又は閉じることを効果的に防止することができる。
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【００２３】
（５）前記所定の位置変化は前記携帯機の環状の経路に沿った位置変化を含む構成が好ま
しい。
【００２４】
　本態様によれば、記憶部が記憶する前記所定の位置変化は環状の経路に沿った位置変化
を含む構成である。環状の経路は、使用者の意に反して携帯機が移動する可能性が低い経
路である。従って、使用者の意に反して車両ドアが自動的に開き又は閉じることを効果的
に防止することができる。
【００２５】
（６）前記所定の位置変化は前記携帯機の途中で屈曲した経路に沿った位置変化を含む構
成が好ましい。
【００２６】
　本態様によれば、記憶部が記憶する前記所定の位置変化は途中で屈曲した経路に沿った
位置変化を含む構成である。途中で屈曲した経路は、使用者の意に反して携帯機が移動す
る可能性が低い経路である。従って、使用者の意に反して車両ドアが自動的に開き又は閉
じることを効果的に防止することができる。
【００２７】
（７）前記車載機は、前記車両に設けられた複数のアンテナから前記位置検出用信号を送
信するようにしてあり、前記携帯機は、受信した各位置検出用信号の受信信号強度を測定
する測定部と、該測定部が測定した前記受信信号強度を含む前記応答信号を前記車載機へ
送信する携帯送信部とを備え、前記特定部は、前記応答信号に含まれる前記受信信号強度
に基づいて、前記車載機に対する前記携帯機の位置を検出する位置検出部を備える構成が
好ましい。
【００２８】
　本態様によれば、車載機は車両に設けられた複数のアンテナから位置検出用信号を送信
する。携帯機は各アンテナから送信された位置検出用信号の受信信号強度を測定部にて測
定し、携帯機送信部は測定された受信信号強度を含む応答信号を車載機へ送信する。複数
のアンテナから送信された位置検出用信号の携帯機における受信信号強度は、車載機に対
する携帯機の位置を２次元的又は３次元的に検出するためのものである。特定部は、応答
信号に含まれる受信信号強度に基づいて、車載機に対する携帯機の位置を位置検出部にて
検出し、携帯機の位置変化を２次元的又は３次元的に特定する。
　従って、所定経路で２次元的又は３次元的に携帯機を移動させることにより、車両ドア
の開扉又は閉扉を操作することができる。
【００２９】
（８）前記車載機は、前記車両に設けられた複数のアンテナから前記位置検出用信号を送
信するようにしてあり、前記携帯機は、受信した各位置検出用信号の受信信号強度を測定
する測定部と、該測定部が測定した前記受信信号強度に基づいて、前記車載機に対する前
記携帯機の位置を検出する位置検出部と、該位置検出部が検出した位置を含む前記応答信
号を前記車載機へ送信する携帯送信部とを備え、前記特定部は、前記応答信号に含まれる
位置を特定する構成が好ましい。
【００３０】
　本態様によれば、車載機は車両に設けられた複数のアンテナから位置検出用信号を送信
する。携帯機は各アンテナから送信された位置検出用信号の受信信号強度を測定部にて測
定し、位置検出部は測定された受信信号強度に基づいて、車載機に対する携帯機の位置を
検出する。複数のアンテナから送信された位置検出用信号の携帯機における受信信号強度
は、車載機に対する携帯機の位置を２次元的又は３次元的に検出するためのものである。
そして、携帯機は検出された位置を含む応答信号を車載機へ送信する。特定部は、応答信
号に基づいて携帯機の位置及び該位置の変化を２次元的又は３次元的に特定する。
　従って、所定経路で２次元的又は３次元的に携帯機を移動させることにより、車両ドア
の開扉又は閉扉を操作することができる。
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【００３１】
（９）本発明の一態様に係る車載機は、位置検出用信号を送信し、該位置検出用信号に応
じて携帯機から送信された応答信号を受信した場合、受信した前記応答信号に基づいて、
車両ドアを自動で開けることを指示する開扉指示信号又は自動で閉めることを指示する閉
扉指示信号を出力する車載機であって、受信した前記応答信号に基づいて、前記車両に対
する前記携帯機の位置及び該位置の変化を特定する特定部と、前記車両に対する前記携帯
機の所定の位置範囲及び位置変化を記憶する記憶部と、前記特定部が特定した位置及び該
位置の変化と、前記記憶部が記憶する前記所定の位置範囲及び位置変化とを比較する比較
部と、該比較部による比較結果に応じて、前記開扉指示信号又は前記閉扉指示信号を出力
する出力部とを備える。
【００３２】
　本態様によれば、態様（１）と同様、音声センサ等の新たな機器を備えない構成であっ
ても、携帯機を所持する使用者が所定経路を移動し、所定の位置範囲に到達することによ
って、車両ドアを自動で開扉又は閉扉させることができる。
【００３３】
（１０）本発明の一態様に係るコンピュータプログラムは、コンピュータに、携帯機へ送
信された位置検出用信号に応じて該携帯機から送信された応答信号に基づいて、車両ドア
を自動で開けることを指示する開扉指示信号又は自動で閉めることを指示する閉扉指示信
号を出力させるコンピュータプログラムであって、コンピュータを、受信した前記応答信
号に基づいて、前記車両に対する前記携帯機の位置及び該位置の変化を特定する特定部と
、前記特定部が特定した位置及び該位置の変化と、所定の位置範囲及び位置変化とを比較
する比較部と、該比較部による比較結果に応じて、前記開扉指示信号又は前記閉扉指示信
号を出力する出力部として機能させる。
【００３４】
　本態様によれば、コンピュータを態様（９）に記載の車載機として機能させることがで
る。
【００３５】
［本発明の実施形態の詳細］
　本発明の実施形態に係る車両用通信システム、車載機及びコンピュータプログラムの具
体例を、以下に図面を参照しつつ説明する。なお、本発明はこれらの例示に限定されるも
のではなく、特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内
でのすべての変更が含まれることが意図される。
【００３６】
（実施形態１）
　図１は実施形態１に係る車両用通信システムの一構成例を示す模式図である。本実施形
態１に係る車両用通信システムは、車両Ｃに設けられた複数のＬＦ送信アンテナ３及びＲ
Ｆ受信アンテナ４を用いて各種信号を送受信する車載機１と、該車載機１との間で該信号
を送受信する携帯機２とを備える。車載機１は、携帯機２の位置及び該位置の変化を特定
し、携帯機２の位置及び該位置変化が所定の位置範囲及び位置変化と一致した場合に、自
動スライドドアＤを自動で開く。
　複数のＬＦ送信アンテナ３は、例えば、運転席側のピラーに配された第１ＬＦ送信アン
テナ３１、助手席側のピラーに配された第２ＬＦ送信アンテナ３２、車両Ｃの後部に配さ
れた第３ＬＦ送信アンテナ３３及び前部に配された第４ＬＦ送信アンテナ３４等である。
各ＬＦ送信アンテナ３はＬＦ帯の電波を用いて信号を送信する。
【００３７】
　図２は車載機１の一構成例を示すブロック図である。車載機１は、例えば一又は複数の
ＣＰＵ（Central Processing Unit）、マルチコアＣＰＵ、ＲＯＭ（Read Only Memory）
、ＲＡＭ（Random Access Memory）、入出力インタフェース、計時部１１ａ等を有するコ
ンピュータである。車載制御部１１のＣＰＵは入出力インタフェースを介して車載受信部
１２、車載送信部１３、記憶部１４及び出力部１５に接続している。車載制御部１１は記
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憶部１４に記憶されている後述のコンピュータプログラム８０を実行することにより、各
構成部の動作を制御し、携帯機２の位置変化を特定し、自動スライドドアＤを自動で開け
ることを指示する。
【００３８】
　記憶部１４は、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable Programmable ROM）、フラッシ
ュメモリ等の不揮発性メモリである。記憶部１４は、車載制御部１１が車載機１の各構成
部の動作を制御することにより、携帯機２の位置変化を特定し、自動スライドドアＤを自
動で開けることを指示するためのコンピュータプログラム８０を記憶している。また、記
憶部１４は、車載機１に対する携帯機２の所定の位置範囲及び位置変化を記憶する。前記
所定の位置範囲及び位置変化は、自動スライドドアＤを自動で開けるための操作条件に相
当するものである。本実施形態１では記憶部１４が前記所定の位置範囲及び位置変化を予
め記憶している例を説明するが、使用者が任意の所定の位置範囲及び位置変化を記憶部１
４に記憶させるように構成でも良い。前記所定の位置範囲及び位置変化の詳細は後述する
。なお、図２では車載制御部１１及び記憶部１４を別体の構成部として図示しているが、
車載制御部１１の内部に記憶部１４を備えても良い。
【００３９】
　本実施形態１に係るコンピュータプログラム８０は、記録媒体８にコンピュータ読み取
り可能に記録されている態様でも良い。記憶部１４は、図示しない読出装置によって記録
媒体８から読み出されたコンピュータプログラム８０を記憶する。記録媒体８はＣＤ（Co
mpact Disc）－ＲＯＭ、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）－ＲＯＭ、ＢＤ（Blu-ray：
登録商標 Disc）等の光ディスク、フレキシブルディスク、ハードディスク等の磁気ディ
スク、磁気光ディスク、半導体メモリ等である。また、図示しない通信網に接続されてい
る図示しない外部コンピュータから本実施形態１に係るコンピュータプログラム８０をダ
ウンロードし、記憶部１４に記憶させても良い。
【００４０】
　車載受信部１２はＲＦ受信アンテナ４に接続されており、携帯機２からＵＨＦ帯の電波
を用いて送信された各種応答信号を受信し、車載制御部１１へ出力する。ＵＨＦ帯の電波
で通信可能な領域は広いため、車両ＣにおけるＲＦ受信アンテナ４の配置は特に限定され
ない。
【００４１】
　車載送信部１３は複数のＬＦ送信アンテナ３に接続されており、車載制御部１１の制御
に従って、携帯機２の位置変化を特定するための信号を送信する。例えば、車載送信部１
３は、車載制御部１１の制御に従って、自動スライドドアＤの開扉に係る処理を開始させ
るための処理開始信号を送信する。また、車載送信部１３は、車載制御部１１の制御に従
って、携帯機２の位置を検出するための位置検出信号を送信する。各ＬＦ送信アンテナ３
から送信される信号の強度は、携帯機２が２つ以上のＬＦ送信アンテナ３からの信号を受
信できるように設定されている。
【００４２】
　出力部１５にはドアＥＣＵ６が接続されており、出力部１５は、車載制御部１１の制御
に従って、自動スライドドアＤを自動で開けることを指示する開扉指示信号又は自動スラ
イドドアＤを自動で閉めることを指示する閉扉指示信号をドアＥＣＵ６へ出力する。ドア
ＥＣＵ６は、車載機１の出力部１５から出力された開扉指示信号に従って、スライドドア
駆動部６１を駆動させ、自動スライドドアＤを開扉させる。同様にして、ドアＥＣＵ６は
、車載機１の出力部１５から出力された閉扉指示信号に従って、スライドドア駆動部６１
を駆動させ、自動スライドドアＤを閉扉させる。自動スライドドアＤは、スライドドア部
と、該スライドドア部を開扉方向又は閉扉方向へ移動させるスライド機構とを備えており
、スライドドア駆動部６１は、該スライド機構を駆動させるモータ等の動力源を備える。
スライドドア駆動部６１は該モータによって前記スライド機構を駆動させ、前記スライド
ドア部を開扉方向又は閉扉方向へ移動させる。
【００４３】
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　車載制御部１１には、スライドドアスイッチ５が接続されており、該スライドドアスイ
ッチ５の操作状態に対応したドア信号が車載制御部１１に入力する。車載制御部１１はス
ライドドアスイッチ５のドア信号に基づいて、スライドドアスイッチ５の操作状態を認識
することができる。車載制御部１１には、スライドドアスイッチ５が操作された場合、開
扉指示信号又は閉扉指示信号を出力部１５にてドアＥＣＵ６へ出力し、自動スライドドア
Ｄを開扉又は閉扉させる。
　また、車載制御部１１には、自動スライドドアＤの開閉状態を検出するための開閉検出
スイッチ７が接続されている。開閉検出スイッチ７は、自動スライドドアＤの開閉に応じ
てオンオフする開閉信号が車載制御部１１に入力する。車載制御部１１は、入力した開閉
信号に基づいて、自動スライドドアＤの開閉状態を認識することができる。
【００４４】
　図３は携帯機２の一構成例を示すブロック図である。携帯機２は、該携帯機２の各構成
部の動作を制御する携帯制御部２１を備える。携帯制御部２１は、例えば一又は複数のＣ
ＰＵ、マルチコアＣＰＵ等を有するマイコンである。携帯制御部２１には、携帯受信部２
２、携帯送信部２３、記憶部２４及び受信信号強度測定部２５が設けられている。
【００４５】
　携帯制御部２１は、記憶部２４に記憶されている後述の制御プログラムを読み出し、各
構成部の動作を制御することにより、車載機１に対する携帯機２の位置変化の特定に必要
な情報を車載機１へ送信する送信する処理を実行する。
【００４６】
　記憶部２４は、記憶部１４と同様の不揮発性メモリである。記憶部２４は、携帯制御部
２１が携帯機２の各構成部の動作を制御することにより、携帯機２の位置変化特定するた
めの情報を含む応答信号等を車載機１へ送信する処理を実行するための制御プログラムを
記憶している。
【００４７】
　携帯受信部２２はＬＦ受信アンテナ２２ａに接続されており、車載機１からＬＦ帯の電
波を用いて送信された処理開始信号、位置検出用信号等の各種信号を受信し、携帯制御部
２１へ出力する。ＬＦ受信アンテナ２２ａは例えば３軸アンテナであり、車両Ｃに対する
携帯機２の向き又は姿勢に拘わらず、一定の受信信号強度が得られる。
【００４８】
　受信信号強度測定部２５は、複数のＬＦ送信アンテナ３から送信され、ＬＦ受信アンテ
ナ２２ａが受信した各位置検出用信号の受信信号強度を検出し、検出した受信信号強度を
携帯制御部２１へ出力する回路である。
【００４９】
　携帯送信部２３はＲＦ送信アンテナ２３ａに接続されており、携帯制御部２１の制御に
従って、携帯機２から送信された信号に応じた信号を送信する。具体的には、自動スライ
ドドアＤの開扉に係る処理を開始させるための処理開始信号を携帯機２が受信した場合、
携帯制御部２１の制御に従って携帯送信部２３は、所定の返信信号を送信する。また、位
置検出信号を携帯機２が受信した場合、携帯制御部２１の制御に従って携帯送信部２３は
、車載機１に対する携帯機２の位置及び該位置の変化を特定するための情報として、受信
信号強度測定部２５が測定した受信信号強度を含む応答信号を送信する。携帯送信部２３
はＵＨＦ帯の電波を用いて応答信号を送信する。なおＵＨＦ帯は信号を送信する電波帯域
の一例であり、必ずしもこれに限定されない。
【００５０】
　図４は所定の位置範囲及び位置変化の一例を示す概念図である。記憶部１４が記憶する
所定の位置範囲は、自動スライドドアＤの近傍の位置範囲Ｒ、例えば、自動スライドドア
Ｄから所定距離の範囲である。記憶部１４が記憶する所定の位置変化は、例えば、環状の
経路に沿った位置変化Ｐ１であり、携帯機２の移動態様が変化する複数の点Ｐ１１，Ｐ１
２，Ｐ３，Ｐ１４の位置関係の情報を含む。移動態様が変化する点Ｐ１１，Ｐ１４は、携
帯機が移動を開始した点、移動を終えた点であり、点Ｐ１２，Ｐ１３は移動方向が変化し
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た点である。より具体的には、位置変化Ｐ１は、例えば水平面における略三角形ないし略
台形の経路である。なお、三角形の経路は一例であり、円環状、四角形状、その他の多角
形の経路であっても良いし、曲線の閉経路であっても良い。また、経路は水平面における
２次元経路である必要は無く、鉛直面における経路であっても良いし、水平面に対して交
差する平面における経路であっても良いし、非平面的な３次元的の閉経路であっても良い
。なお、環状の経路は、完全に閉じた環である必要は無く、環状の経路には、始点と、終
点とが開いた略Ｃ字の経路も含まれる。
【００５１】
　図５は所定の位置範囲及び位置変化の他の例を示す概念図である。記憶部１４が記憶す
る所定の位置変化は、例えば、途中で屈曲した経路に沿った位置変化Ｐ２であり、携帯機
２の移動態様が変化する複数の点Ｐ２１，Ｐ２２，Ｐ２３，Ｐ２４の位置関係の情報を含
む。より具体的には、位置変化Ｐ２は、例えば水平面における第１の直線経路と、該直線
経路から屈曲した第２直線経路と、更に屈曲した第３の直線経路とを有する経路である。
なお、図５に示した位置変化Ｐ２の経路は一例であり、２つ又は４つ以上の箇所で屈曲す
るような経路であっても良いし、曲線経路でも良い。また、位置変化Ｐ１と同様、位置変
化Ｐ２も水平面における２次元経路である必要は無く、鉛直面における経路であっても良
いし、水平面に対して交差する平面における経路であっても良いし、非平面的な経路であ
っても良い。
【００５２】
　図６は開扉操作のための携帯機２の検出に係る処理手順を示すフローチャートである。
　車載制御部１１は、自動スライドドアＤの開扉に係る処理を開始させるための処理開始
信号を車載送信部１３にてＬＦ送信アンテナ３から送信させる（ステップＳ１）。処理開
始信号の送信は所定の周期で行われる。携帯機２は定期的に起動して、車載機１から送信
された信号を受信するようにしている。処理開始信号の到達範囲内に携帯機２が存在し、
携帯機２が起動している期間に処理開始信号が車載機１から送信された場合、携帯機２は
処理開始信号を受信し、受信した処理開始信号に応じた所定の返信信号をＵＨＦ帯の電波
にて車載機１へ送信する。
【００５３】
　次いで、車載制御部１１は、車載受信部１２が携帯機２から送信された所定の返信信号
を受信したか否かを判定する（ステップＳ２）。所定の返信信号を受信していないと判定
した場合（ステップＳ２：ＮＯ）、車載制御部１１は処理をステップＳ１へ戻す。
【００５４】
　所定の返信信号を受信したと判定した場合（ステップＳ２：ＹＥＳ）、車載制御部１１
は、開閉検出スイッチ７からの開閉信号に基づいて、自動スライドドアＤが閉扉状態であ
るか否かを判定する（ステップＳ３）。自動スライドドアＤが開扉状態にあると判定した
場合（ステップＳ３：ＮＯ）、車載制御部１１は処理をステップＳ１へ戻す。自動スライ
ドドアＤが閉扉状態にあると判定した場合（ステップＳ３：ＹＥＳ）、車載制御部１１は
、自動スライドドアＤの開扉処理を実行する（ステップＳ４）。車載制御部１１は、携帯
機の位置変化によって自動スライドドアＤの開扉操作が検出された場合、自動スライドド
アＤを自動で開けることを指示する開扉指示信号を、出力部１５を介してドアＥＣＵ６へ
出力する処理を実行する。自動スライドドアＤの開扉処理を終えた車載制御部１１は、処
理をステップＳ１へ戻す。
【００５５】
　次に、ステップＳ４で実行する開扉処理の詳細を説明する。
　図７は開扉処理に係る処理手順を示すフローチャートである。車載制御部１１は、位置
検出用信号を車載送信部１３にて第１乃至第４ＬＦ送信アンテナ３１、３２、３３、３４
から順次送信させる（ステップＳ１１）。各第１乃至第４ＬＦ送信アンテナ３１、３２、
３３、３４から送信される位置検出用信号の強度は略同一である。車載送信部１３は、第
１ＬＦ送信アンテナ３１から位置検出用信号を送信し、次いで第２ＬＦ送信アンテナ３２
から該位置検出用信号と同強度の位置検出用信号を送信する。以下同様にして、車載送信
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部１３は、第３ＬＦ送信アンテナ３３から位置検出用信号を送信し、次いで、第４ＬＦ送
信アンテナ３４から位置検出用信号を送信する。
【００５６】
　携帯機２は、第１乃至第４ＬＦ送信アンテナ３１、３２、３３、３４からそれぞれ送信
された位置検出用信号の受信信号強度を受信信号強度測定部２５にて測定し、測定して得
た受信信号強度を含む応答信号を携帯送信部２３にて車載機１へ送信する。
【００５７】
　車載制御部１１は、位置検出用信号に対する携帯機２からの応答信号を所定の期間内に
車載受信部１２が受信したか否かを判定する（ステップＳ１２）。応答信号を受信してい
ないと判定した場合（ステップＳ１２：ＮＯ）、車載制御部１１は、位置検出用信号の送
信に対する応答信号の受信に所定回数失敗したか否かを判定する（ステップＳ１３）。所
定回数失敗したと判定した場合（ステップＳ１３：ＹＥＳ）、車載制御部１１は処理を終
える。例えば、携帯機２が車両Ｃから離れてしまった等の理由で、応答信号の受信に所定
回数以上失敗したような場合、車載制御部１１は開扉処理を終える。受信失敗回数が所定
回数未満であると判定した場合（ステップＳ１３：ＮＯ）、車載制御部１１は処理をステ
ップＳ１１へ戻す。
【００５８】
　応答信号を受信したと判定した場合（ステップＳ１２：ＹＥＳ）、車載制御部１１は応
答信号に含まれる受信信号強度に基づいて、車両Ｃに対する携帯機２の位置を検出し、検
出した位置及び位置検出を行った時点を対応付けて記憶する（ステップＳ１４）。位置検
出を行った時点は計時部１１ａによって計時することができる。各ＬＦ送信アンテナ３か
ら送信された信号の受信信号強度は、携帯機２と、対応するＬＦ送信アンテナ３との距離
に対応するため、受信信号強度を用いて、携帯機２と、各ＬＦ送信アンテナ３との位置関
係を特定、つまり、携帯機２の位置を検出することができる。つまり、ステップＳ１４の
処理によって、車載制御部１１は、携帯機２の位置変化の履歴を記憶する。第１ＬＦ送信
アンテナ３１から送信された位置検出用信号の受信信号強度によって、第１ＬＦ送信アン
テナ３１と、携帯機２との距離を推定することができる。同様にして、第２乃至第４ＬＦ
送信アンテナ３２，３３，３４からそれぞれ送信された各位置検出用信号の受信信号強度
によって、第２乃至第４ＬＦ送信アンテナ３４と、携帯機２との位置関係を推定すること
ができる。本実施形態１では４本の第１乃至第４ＬＦ送信アンテナ３１、３２、３３、３
４からの位置検出用信号の受信信号強度を用いることによって、車両Ｃに対する携帯機２
の位置を３次元的に検出することができる。
【００５９】
　次いで、車載制御部１１は、記憶した携帯機２の位置の履歴に基づいて、携帯機２の位
置変化を特定する（ステップＳ１５）。携帯機２の位置は、数百ミリ秒という高周期で送
信される位置検出用信号によって検出されるため、携帯機２の位置ないし位置変化を詳細
に特定することができる。なお、ステップＳ１５における携帯機２の位置変化の特定は、
携帯機２の位置の履歴がある程度蓄積されてから行うと良い。
【００６０】
　次いで、車載制御部１１は、ステップＳ１５で特定した位置変化と、記憶部１４が記憶
している所定の位置変化とを比較し（ステップＳ１６）、位置変化が相似しているか否か
を判定する（ステップＳ１７）。なお、携帯機２が位置検出を開始してからの全経路の位
置変化と、所定の位置変化とが相似している必要は無く、携帯機２の位置変化の途中に、
該所定の位置変化に相似する位置変化が含まれていれば良い。位置変化が相似していない
と判定した場合（ステップＳ１７：ＮＯ）、車載制御部１１は、処理をステップＳ１１へ
戻す。位置変化が相似していると判定した場合（ステップＳ１７：ＹＥＳ）、車載制御部
１１は、所定の位置変化に相似する位置の変化の後、所定時間以内に特定された携帯機２
の位置が、所定の位置範囲に含まれているか否かを判定する（ステップＳ１８）。携帯機
２の位置が所定の位置範囲に含まれていないと判定された場合（ステップＳ１８：ＮＯ）
、車載制御部１１は、処理をステップＳ１１へ戻す。携帯機２の位置が所定の位置範囲に
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含まれていると判定した場合（ステップＳ１８：ＹＥＳ）、車載制御部１１は、自動スラ
イドドアＤを自動で開けることを指示する開扉指示信号を出力部１５にてドアＥＣＵ６へ
出力し（ステップＳ１９）、処理を終える。
【００６１】
　なお、図７の例では、開扉指示信号が出力されるか、応答信号が所定回数以上検出され
なくなるまで、上述の処理を継続する例を説明したが、所定の条件で、開扉処理を一旦終
了させるように構成しても良い。例えば、携帯機２の位置が一定時間変化しなかった場合
、携帯機２が所定速度以上で移動したような場合、開扉処理を一旦終了し、再度、ステッ
プＳ４の処理を実行するようにしても良い。
【００６２】
　本実施形態１によれば、車載機１は、使用者が所持する携帯機２の位置変化が、記憶部
１４の記憶する所定の位置変化に相似し、その後の携帯機２の位置が記憶部１４の記憶す
る所定範囲に含まれている場合、自動スライドドアＤは自動で開扉させる。従って、音声
センサ等の新たな機器を備えない構成であっても、携帯機２を所持する使用者が所定経路
を移動し、所定の位置範囲に到達することによって、自動スライドドアＤを自動で開扉さ
せることができる。
【００６３】
　また、車載機１は、使用者が所持する携帯機２の位置が所定の位置変化に相似する経路
で変化し、その後所定時間内に携帯機２の位置が所定範囲に含まれている場合、自動スラ
イドドアＤは自動で開扉させる。従って、使用者が、図５に示すように、所定の位置変化
に相似する経路で移動しながら車両Ｃに近づき、所定の位置範囲まで移動した時点で開扉
操作が既に完了しており、速やかに自動スライドドアＤを開扉させることができる。つま
り、使用者は、自動スライドドアＤの近傍まで移動し、その場所で携帯機２を所定経路に
沿って移動させる必要は無く、より効率的に自動スライドドアＤを開扉させることができ
る。
【００６４】
　また、複数のＬＦ送信アンテナ３から送信された位置検出用信号を用いて、携帯機２の
位置変化を特定する構成であるため、所定経路で２次元的又は３次元的に携帯機２を移動
させることにより、自動スライドドアＤが自動的に開扉させることができる。
【００６５】
　更に、記憶部１４が記憶する位置変化は、携帯機２の移動態様が変化する複数の点の位
置関係の情報を含む情報であり、特に位置変化Ｐ１は環状の経路、位置変化Ｐ２は途中で
屈曲した経路である。これらの位置変化Ｐ１，Ｐ２は使用者の意に反して携帯機２が移動
する可能性が低い経路である。従って、使用者の意に反して自動スライドドアＤが自動的
に開扉することを効果的に防止することができる。
【００６６】
（変形例１）
　なお、本実施形態１では、受信信号強度に基づいて、携帯機２の位置を車載機１側で検
出する処理を説明したが、携帯機２が車載機１に対する自身の位置を検出し、検出して得
た位置情報を含む応答信号を携帯送信部２３にて車載機１へ送信するように構成しても良
い。車載機１は、携帯機２から送信された応答信号に含まれる位置情報を記憶し、記憶し
た位置情報に基づいて携帯機２の位置及び該位置の変化を特定する。
【００６７】
　変形例１においても実施形態１と同様、音声センサ等の新たな機器を備えない構成であ
っても、携帯機２を所持する使用者が所定経路を移動し、所定の位置範囲に到達すること
によって、自動スライドドアＤを自動で開扉させることができる。
【００６８】
（実施形態２）
　本実施形態２に係る車両用通信システムは、実施形態１と同様の機能に加えて、所定経
路で携帯機２を移動させることにより、自動スライドドアＤを閉扉させる機能を有するも



(14) JP 2016-169564 A 2016.9.23

10

20

30

40

50

のである。実施形態２に係る記憶部１４は、車載制御部１１が車載機１の各構成部の動作
を制御することにより、携帯機２の位置変化を特定し、自動スライドドアＤを自動で開け
ることを指示し、また自動で閉めることを指示するためのコンピュータプログラムを記憶
している。また、記憶部１４は、開扉用の所定の位置変化及び位置範囲に加えて、自動ス
ライドドアＤを自動で閉めるための操作条件に相当する閉扉用の所定の位置変化及び位置
範囲を記憶する。実施形態２に係る車両用通信システムは、車載制御部１１の処理手順が
実施形態１と異なるため、以下、主にかかる相違点を説明する。その他の構成及び作用効
果は実施形態１と同様であるため、対応する箇所には同様の符号を付して詳細な説明を省
略する。
【００６９】
　図８は開閉操作のための携帯機２の検出に係る処理手順を示すフローチャートである。
車載制御部１１は、自動スライドドアＤの開扉に係る処理を開始させるための処理開始信
号を車載送信部１３にてＬＦ送信アンテナ３から送信させる（ステップＳ２０１）。
【００７０】
　次いで、車載制御部１１は、車載受信部１２が携帯機２から送信された所定の返信信号
を受信したか否かを判定する（ステップＳ２０２）。所定の返信信号を受信していないと
判定した場合（ステップＳ２０２：ＮＯ）、車載制御部１１は処理をステップＳ２０１へ
戻す。
【００７１】
　所定の返信信号を受信したと判定した場合（ステップＳ２０２：ＹＥＳ）、車載制御部
１１は、開閉検出スイッチ７からの開閉信号に基づいて、自動スライドドアＤが閉扉状態
であるか否かを判定する（ステップＳ２０３）。自動スライドドアＤが閉扉状態にあると
判定した場合（ステップＳ２０３：ＹＥＳ）、車載制御部１１は、自動スライドドアＤの
開扉処理を実行する（ステップＳ２０４）。開扉処理の内容は実施形態１と同様である。
自動スライドドアＤが開扉状態にあると判定した場合（ステップＳ２０３：ＮＯ）、自動
スライドドアＤの閉扉処理を実行する（ステップＳ２０５）。車載制御部１１は、携帯機
の位置変化によって自動スライドドアＤの閉扉操作が検出された場合、自動スライドドア
Ｄを自動で閉めることを指示する閉扉指示信号を出力部１５を介してドアＥＣＵ６へ出力
する処理を実行する。
【００７２】
　ステップＳ２０４又はステップＳ２０５の処理を終えた車載制御部１１は、処理をステ
ップＳ２０１へ戻す。
【００７３】
　次に、ステップＳ２０５で実行する閉扉処理を説明する。
　図９は閉扉処理に係る処理手順を示すフローチャートである。車載制御部１１は、実施
形態１のステップＳ１１～１５と同様の処理、ステップＳ２１１～２１５で実行する。つ
まり、車載制御部１１は、位置検出用信号を車載送信部１３にて送信し、携帯機２からの
応答信号に基づいて車載機１に対する携帯機２の位置を検出し、携帯機２の位置変化を特
定する処理を実行する。
【００７４】
　次いで、車載制御部１１は、ステップＳ２１５で特定した位置変化と、記憶部１４が記
憶している閉扉用の所定の位置変化とを比較し（ステップＳ２１６）、位置変化が相似し
ているか否かを判定する（ステップＳ２１７）。位置変化が相似していないと判定した場
合（ステップＳ２１７：ＮＯ）、車載制御部１１は、処理をステップＳ２１１へ戻す。位
置変化が相似していると判定した場合（ステップＳ２１７：ＹＥＳ）、車載制御部１１は
、所定の位置変化に相似する位置の変化の後、所定時間以内に特定された携帯機２の位置
が、所定の位置範囲に含まれているか否かを判定する（ステップＳ２１８）。携帯機２の
位置が所定の位置範囲に含まれていないと判定された場合（ステップＳ２１８：ＮＯ）、
車載制御部１１は、処理をステップＳ２１１へ戻す。携帯機２の位置が所定の位置範囲に
含まれていると判定した場合（ステップＳ２１８：ＹＥＳ）、自動スライドドアＤを自動



(15) JP 2016-169564 A 2016.9.23

10

20

30

40

50

で閉じることを指示する閉扉指示信号を出力部１５を介してドアＥＣＵ６へ出力し（ステ
ップＳ２１９）、処理を終える。
【００７５】
　本実施形態２によれば、音声センサ等の新たな機器を備えない構成であっても、携帯機
２を所持する使用者が所定経路を移動し、所定の位置範囲に到達することによって、自動
スライドドアＤを自動で開扉及び閉扉させることができる。
　その他の作用効果も実施形態１と同様である。
【００７６】
（変形例２）
　なお、本実施形態２では、受信信号強度に基づいて、携帯機２の位置を車載機１側で検
出する処理を説明したが、携帯機２が車載機１に対する自身の位置を検出し、検出して得
た位置情報を含む応答信号を携帯送信部２３にて車載機１へ送信するように構成しても良
い。車載機１は、携帯機２から送信された応答信号に含まれる位置情報を記憶し、記憶し
た位置情報に基づいて携帯機２の位置変化を特定する。
【００７７】
　変形例２においても実施形態２と同様、音声センサ等の新たな機器を備えない構成であ
っても、携帯機２を所持する使用者が所定経路を移動し、所定の位置範囲に到達すること
によって、自動スライドドアＤを自動で開扉及び閉扉させることができる。
【００７８】
　なお、本実施形態２及び変形例２では自動スライドドアＤを携帯機２の移動によって、
開扉又は閉扉する例を説明したが、携帯機２の移動によって、自動スライドドアＤを閉扉
させる機能のみを備えるように構成しても良い。
【００７９】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって、制限的なものではないと考え
られるべきである。本発明の範囲は、上記した意味ではなく、特許請求の範囲によって示
され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図さ
れる。
【符号の説明】
【００８０】
　１　車載機
　２　携帯機
　３　ＬＦ送信アンテナ
　４　ＲＦ受信アンテナ
　５　スライドドアスイッチ
　６　ドアＥＣＵ
　７　開閉検出スイッチ
　８　記録媒体
　１１　車載制御部
　１１ａ　計時部
　１２　車載受信部
　１３　車載送信部
　１４　記憶部
　１５　出力部
　２１　携帯制御部
　２２　携帯受信部
　２２ａ　ＬＦ受信アンテナ
　２３　携帯送信部
　２３ａ　ＲＦ送信アンテナ
　２４　記憶部
　２５　受信信号強度測定部
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　３１　第１ＬＦ送信アンテナ
　３２　第２ＬＦ送信アンテナ
　３３　第３ＬＦ送信アンテナ
　３４　第４ＬＦ送信アンテナ
　６１　スライドドア駆動部
　８０　コンピュータプログラム
　Ｃ　車両
　Ｄ　自動スライドドア

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】
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