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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両側ユニットから送信されるリクエスト信号に応答して、携帯機がＩＤコードを含む
レスポンス信号を返送する相互通信を行うことによって、前記車両側ユニットが、前記携
帯機からレスポンス信号を受信し、そのレスポンス信号に含まれるＩＤコードを予め登録
してある登録コードと照合し、その照合がＯＫとの照合結果が得られたことを条件として
、車載機器を制御する車載機器制御システムにおいて、
　前記車両側ユニットは、
　前記携帯機からのレスポンス信号を受信する受信機と
　車両の車室外を前記携帯機との通信エリアとし、当該車室外に向けてリクエスト信号を
送信する車室外送信機と、
　車両ドアに設けられ、当該車両ドアのロックを指示するトリガスイッチと、
　前記車両ドアの開閉時に、前記車室外送信機からリクエスト信号を送信させ、そのリク
エスト信号に対するレスポンス信号に基づく照合がＯＫである場合に、その照合結果を記
憶する記憶手段と、
　前記トリガスイッチが操作されたとき、前記記憶手段に照合がＯＫである旨の照合結果
が記憶されている場合には、その記憶されている照合結果に基づいて、前記車両ドアをロ
ックし、前記記憶手段に照合がＯＫである旨の照合結果が記憶されていない場合、前記車
室外送信機にリクエスト信号を送信させ、そのリクエスト信号に対して受信されるレスポ
ンス信号に基づく照合がＯＫとなった場合に、前記車両ドアをロックするロック制御手段
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と、
　を備えることを特徴とする車載機器制御システム。
【請求項２】
　前記記憶手段は、前記車両ドアの開閉時に、まず、照合結果に関する記憶内容の消去を
行い、その後に、前記車室外送信機からのリクエスト信号に対するレスポンス信号に基づ
き照合がＯＫである旨の照合結果の記憶を行うことを特徴とする請求項１に記載の車載機
器制御システム。
【請求項３】
　前記記憶手段は、運転席に対応する車両ドアが開閉されたときのみ、照合結果に関する
記憶内容の消去を行うことを特徴とする請求項２に記載の車載機器制御システム。
【請求項４】
　前記車両側ユニットは、車両の車室内を前記携帯機との通信エリアとし、当該車室内に
向けて前記リクエスト信号を送信する車室内送信機を備え、
　前記ロック制御手段は、前記トリガスイッチが操作されたとき、前記車室内送信機にリ
クエスト信号を送信させ、そのリクエスト信号に対して、照合がＯＫとなるレスポンス信
号が受信されないことを更なる条件として、前記車両ドアをロックすることを特徴とする
請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の車載機器制御システム。
【請求項５】
　前記記憶手段は、照合がＯＫである旨の照合結果を記憶したとき、その記憶から第１の
所定時間が経過したときに、記憶した照合結果を消去するとともに、前記車室外送信機に
リクエスト信号を送信させ、そのリクエスト信号に対するレスポンス信号に基づき照合が
ＯＫとなると、新たな照合結果を記憶することを特徴とする請求項１乃至請求項４のいず
れかに記載の車載機器制御システム。
【請求項６】
　前記記憶手段は、前記車両ドアの開閉時以降、照合がＯＫである旨の照合結果を記憶し
ていなければ、第２の所定時間が経過するごとに、前記車室外送信機にリクエスト信号を
送信させ、そのリクエスト信号に対するレスポンス信号に基づき照合がＯＫとなると、新
たな照合結果を記憶することを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれかに記載の車載
機器制御システム。
【請求項７】
　前記記憶手段は、前記車両ドアの開閉時から第３の所定時間が経過するまで、新たな照
合結果を記憶するために、前記車室外送信機にリクエスト信号の送信を指示することを特
徴とする請求項５又は請求項６に記載の車載機器制御システム。
【請求項８】
　前記記憶手段による、前記車室外送信機に対するリクエスト信号の送信指示は、前記第
３の所定時間の経過前であっても、前記車両ドアがロックされたときに終了することを特
徴とする請求項７に記載の車載機器制御システム。
【請求項９】
　前記車両側ユニットは、車両の車室内を前記携帯機との通信エリアとし、当該車室内に
向けて前記リクエスト信号を送信する車室内送信機と、
　携帯機に関する警報を行う警報手段とを備え、
　前記記憶手段は、前記車両ドアの開閉時に、前記車室外送信機及び前記車室内送信機か
らリクエスト信号を送信させ、前記車室外送信機からのリクエスト信号に対するレスポン
ス信号に基づく照合がＯＫである場合には、車室外照合がＯＫである旨の照合結果を記憶
し、前記車室内送信機からのリクエスト信号に対するレスポンス信号に基づく照合がＯＫ
である場合には、車室内照合がＯＫである旨の照合結果を記憶するものであり、
　前記車室外送信機及び前記車室内送信機からリクエスト信号が送信されたにも係わらず
、前記記憶手段において、車室外照合がＯＫである旨の照合結果と車室内照合がＯＫであ
る旨の照合結果のいずれも記憶されない場合に、前記警報手段は、前記携帯機が車両の車
室内外に無いことを警報することを特徴とする請求項１に記載の車載機器制御システム。
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【請求項１０】
　前記車両側ユニットは、
　車両の車室内を前記携帯機との通信エリアとし、当該車室内に向けてリクエスト信号を
送信する車室内送信機と、
　前記車両のエンジンの始動を指示するエンジンスイッチと、
　前記エンジンスイッチが操作されたとき、前記車室内送信機と前記携帯機との相互通信
による照合がＯＫである場合に、前記エンジンを始動させるエンジン制御手段と、を備え
　前記記憶手段は、前記車両ドアの開閉時に、前記車室内送信機からリクエスト信号を送
信させ、そのリクエスト信号に対するレスポンス信号に基づく車室内照合がＯＫである場
合に、その照合結果も記憶し、
　前記エンジン制御手段は、前記エンジンスイッチが操作されたとき、前記記憶手段に車
室内照合がＯＫである旨の照合結果が記憶されている場合には、その記憶されている照合
結果に基づいて前記エンジンを始動させ、前記記憶手段に車室内照合がＯＫである旨の照
合結果が記憶されていない場合、前記車室内送信機にリクエスト信号を送信させ、そのリ
クエスト信号に対するレスポンス信号に基づく車室内照合がＯＫとなった場合に、前記エ
ンジンを始動させることを特徴とする請求項１に記載の車載機器制御システム。
【請求項１１】
　前記記憶手段は、前記車両ドアの開閉時に、まず、照合結果に関する記憶内容の消去を
行い、その後に、前記車室内送信機からのリクエスト信号に対するレスポンス信号に基づ
き車室内照合がＯＫである旨の照合結果の記憶を行うことを特徴とする請求項１０に記載
の車載機器制御システム。
【請求項１２】
　前記記憶手段は、運転席に対応する車両ドアが開閉されたときのみ、照合結果に関する
記憶内容の消去を行うことを特徴とする請求項２に記載の車載機器制御システム。
【請求項１３】
　前記記憶手段は、車室内照合がＯＫである旨の照合結果を記憶したとき、その記憶から
第１の所定時間が経過したときに、記憶した照合結果を消去するとともに、前記車室内送
信機にリクエスト信号を送信させ、そのリクエスト信号に対するレスポンス信号に基づき
車室内照合がＯＫとなると、新たな照合結果を記憶することを特徴とする請求項１０乃至
請求項１２のいずれかに記載の車載機器制御システム。
【請求項１４】
　前記記憶手段は、前記車両ドアの開閉時以降、車室内照合がＯＫである旨の照合結果を
記憶していなければ、第２の所定時間が経過するごとに、前記車室内送信機にリクエスト
信号を送信させ、そのリクエスト信号に対するレスポンス信号に基づき車室内照合がＯＫ
となると、新たな照合結果を記憶することを特徴とする請求項１０乃至請求項１３のいず
れかに記載の車載機器制御システム。
【請求項１５】
　前記記憶手段は、前記車両ドアの開閉時から第３の所定時間が経過するまで、新たな照
合結果を記憶するために、前記車室内送信機にリクエスト信号の送信を指示することを特
徴とする請求項１３又は請求項１４に記載の車載機器制御システム。
【請求項１６】
　前記記憶手段による、前記車室内送信機に対するリクエスト信号の送信指示は、前記第
３の所定時間の経過前であっても、前記エンジンが始動されたときに終了することを特徴
とする請求項１５に記載の車載機器制御システム。
【請求項１７】
　前記車両側ユニットは、携帯機に関する警報を行う警報手段を備え、
　前記記憶手段は、前記車両ドアの開閉時に、前記車室外送信機及び前記車室内送信機か
らリクエスト信号を送信させ、前記車室外送信機からのリクエスト信号に対するレスポン
ス信号に基づく照合がＯＫである場合には、車室外照合がＯＫである旨の照合結果を記憶
し、前記車室内送信機からのリクエスト信号に対するレスポンス信号に基づく照合がＯＫ
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である場合には、車室内照合がＯＫである旨の照合結果を記憶するものであり、
　前記車室外送信機及び前記車室内送信機からリクエスト信号が送信されたにも係わらず
、前記記憶手段において、車室外照合がＯＫである旨の照合結果と車室内照合がＯＫであ
る旨の照合結果のいずれも記憶されない場合に、前記警報手段は、前記携帯機が車両の車
室内外に無いことを警報することを特徴とする請求項１０に記載の車載機器制御システム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯機と車両側ユニットとが相互通信を行い、その通信結果に基づいて、車
載機器を制御する車載機器制御システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、上述したような車載機器制御システムとして、たとえば特許文献１に開示された
システムがある。この特許文献１に記載のシステムでは、車両ドアのドアノブに設けられ
たスイッチが操作されたことをトリガとして、本体装置（車両側ユニット）と携帯用送受
信機（携帯機）との相互通信を行い、携帯機から正常な応答信号が得られた場合に、車載
機によって車両ドアをロックする。
【０００３】
　このシステムでは、ドアをロックする際に、携帯機の車室内への置き忘れを防止するた
めに、車両側ユニットから小出力の確認信号と大出力の確認信号とを出力する。すなわち
、携帯機による小出力の確認信号の受信可能範囲が車室内とほぼ同じになるように予め設
定されるので、小出力の確認信号に対する応答があった場合、携帯機は車室内に置き忘れ
たものと判断できる。
【０００４】
　小出力信号に対する応答がなかった場合には、引き続き大出力の確認信号を送信して、
携帯機からの応答の有無が確認される。この大出力の確認信号の受信可能範囲は、車体近
傍の所定範囲を含むように設定されるので、大出力の確認信号に対する携帯機からの応答
があった場合には、車両側ユニットは携帯機の保持しているユーザが車外にいるものと判
断して、ドアのロックを行う。
【特許文献１】特開平１０－５９１３１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述したように、ドアノブに設けられたスイッチが操作されたことをトリガとして、車
両側ユニットと携帯機との相互通信を行う場合、携帯機を保持しているユーザは、スイッ
チを操作するために車両ドアの近傍に立ち止まっていることが多い。
【０００６】
　このとき、例えば、車両側ユニットの送信機又は受信機と、携帯機との位置関係によっ
て、車両側ユニットと携帯機との間に電波を通しにくい、例えば車両のボデーや人体が存
在すると、車両側ユニットと携帯機間の相互通信が不能になる場合が生じる。すなわち、
車両側ユニットとの相互通信が行われるべきエリア内であっても、その相互通信が不能な
不感帯エリアが生じる場合があり得る。
【０００７】
　スイッチを操作するユーザの保持している携帯機が上記の不感帯エリアに入ってしまう
と、ユーザは携帯機を保持しつつ立ち止まっているので、携帯機は、その不感帯エリアか
ら抜け出すことができない。その結果、ユーザは携帯機を保持しているにもかかわらず、
ドアをロックできないことになる。
【０００８】
　また、車載機器制御システムとして、たとえば車両のエンジンを制御対象とし、車両側
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ユニットと携帯機との相互通信結果に基づいて、エンジンの始動の許可・禁止を行うもの
がある。このシステムの場合、携帯機がユーザによって車室内に持ち込まれながら、その
携帯機の保管位置が上述した不感帯エリアに入ってしまうと、ユーザはエンジン始動スイ
ッチを操作しているのに、エンジンが始動できない事態が生じる場合がある。
【０００９】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであって、車両側ユニットと携帯機との相互
通信が不能となることに起因して、車載機器に対する必要な制御が行い得ない事態の発生
を極力防止することが可能な車載機器制御システム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】
【００１０】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載した車載機器制御システムは、車両側ユニ
ットから送信されるリクエスト信号に応答して、携帯機がＩＤコードを含むレスポンス信
号を返送する相互通信を行うことによって、車両側ユニットが、携帯機からレスポンス信
号を受信し、そのレスポンス信号に含まれるＩＤコードを予め登録してある登録コードと
照合し、その照合がＯＫとの照合結果が得られたことを条件として、車載機器を制御する
ものであって、
　車両側ユニットは、
　携帯機からのレスポンス信号を受信する受信機と
　車両の車室外を携帯機との通信エリアとし、当該車室外に向けてリクエスト信号を送信
する車室外送信機と、
　車両ドアに設けられ、当該車両ドアのロックを指示するトリガスイッチと、
　車両ドアの開閉時に、車室外送信機からリクエスト信号を送信させ、そのリクエスト信
号に対するレスポンス信号に基づく照合がＯＫである場合に、その照合結果を記憶する記
憶手段と、
　トリガスイッチが操作されたとき、記憶手段に照合がＯＫである旨の照合結果が記憶さ
れている場合には、その記憶されている照合結果に基づいて、車両ドアをロックし、記憶
手段に照合がＯＫである旨の照合結果が記憶されていない場合、車室外送信機にリクエス
ト信号を送信させ、そのリクエスト信号に対して受信されるレスポンス信号に基づく照合
がＯＫとなった場合に、車両ドアをロックするロック制御手段とを備えることを特徴とす
る。
【００１１】
　上述した請求項１に記載の車載機器制御システムでは、車両ドアの開閉時に、車両側ユ
ニットと携帯機との相互通信を行わせ、ＩＤコードの照合がＯＫである場合に、その照合
結果を記憶する。すなわち、車両ドアのロックを指示するトリガスイッチが操作される前
に、事前に車両側ユニットと携帯機との相互通信を行わせる。これにより、車両側ユニッ
トと携帯機との相互通信の機会を増やすことができる。そして、車両ドア開閉時及びトリ
ガスイッチの操作時のいずれかの相互通信において、ＩＤコードの照合がＯＫとなれば、
車両ドアのロックが行われる。その結果、車両側ユニットと携帯機との相互通信が不能と
なることに起因して、車両ドアのロックが行い得ない事態の発生を極力防止することがで
きる。
【００１２】
　請求項２に記載したように、記憶手段は、車両ドアの開閉時に、まず、照合結果に関す
る記憶内容の消去を行い、その後に、車室外送信機からのリクエスト信号に対するレスポ
ンス信号に基づき照合がＯＫである旨の照合結果の記憶を行うことが好ましい。これによ
り、過去に記憶された照合結果に基づいて、誤って車両ドアをロックしてしまうことを防
止することができる。
【００１３】
　なお、照合結果に関する記憶内容の消去を行うのは、請求項３に記載したように、運転
席に対応する車両ドアが開閉されたときのみとしても良い。これにより、例えば、先に運
転席に対応する車両ドアが開閉されて、照合がＯＫである旨の照合結果を記憶しても、そ
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の後に他の車両ドアが開閉されることによってその照合結果が消去されてしまうことを防
止できる。
【００１４】
　請求項４に記載したように、車両側ユニットは、車両の車室内を携帯機との通信エリア
とし、当該車室内に向けて前記リクエスト信号を送信する車室内送信機を備え、ロック制
御手段は、トリガスイッチが操作されたとき、車室内送信機にリクエスト信号を送信させ
、そのリクエスト信号に対して、照合がＯＫとなるレスポンス信号が受信されないことを
更なる条件として、車両ドアをロックすることが好ましい。これにより、携帯機の車室内
への置き忘れを確実に防止することができる。
【００１５】
　請求項５に記載したように、記憶手段は、照合がＯＫである旨の照合結果を記憶したと
き、その記憶から第１の所定時間が経過したときに、記憶した照合結果を消去するととも
に、車室外送信機にリクエスト信号を送信させ、そのリクエスト信号に対するレスポンス
信号に基づき照合がＯＫとなると、新たな照合結果を記憶するようにしても良い。
【００１６】
　携帯機の保持者が車両から降車するためにドアを開閉した場合、その開閉時において、
ＩＤコードの照合がＯＫとなって、その照合結果を記憶したとしても、携帯機の保持者の
移動により、記憶した照合結果と携帯機の位置とが合致しなくなる可能性が生じる。例え
ば、携帯機の保持者は、車両側ユニットとの相互通信が可能なエリアから遠ざかってしま
った場合、照合がＯＫである旨の照合結果を記憶し続けることは不適切である。このため
、上述したように、第１の所定時間が経過するごとに、車室外送信機からリクエスト信号
を送信させることにより、携帯機の位置に追従するように、照合結果を更新することがで
きる。
【００１７】
　請求項６に記載したように、記憶手段は、車両ドアの開閉時以降、照合がＯＫである旨
の照合結果を記憶していなければ、第２の所定時間が経過するごとに、車室外送信機にリ
クエスト信号を送信させ、そのリクエスト信号に対するレスポンス信号に基づき照合がＯ
Ｋとなると、新たな照合結果を記憶するようにしても良い。これにより、ドアを開閉して
携帯機の保持者が降車した以降の、携帯機の保持者の移動を逆に利用して、照合がＯＫと
なる照合結果を得る可能性を高めることができる。すなわち、時間の経過とともに、携帯
機の保持者の位置が変化するため、携帯機の位置も変化することになる。そして、照合が
ＯＫである旨の照合結果が得られていなければ、比較的短い周期で、車室外送信機からリ
クエスト信号を繰り返し送信させることにより、携帯機の位置が不感帯エリアから抜け出
たタイミングを的確に捉えて、相互通信を行わせることができる。なお、第２の所定時間
は、上述した第１の所定時間よりも短く設定されることが好ましい。
【００１８】
　請求項７に記載したように、記憶手段は、車両ドアの開閉時から第３の所定時間が経過
するまで、新たな照合結果を記憶するために、車室外送信機にリクエスト信号の送信を指
示することが好ましい。携帯機の保持者は、ドアを開閉後、即座に車両ドアのロックを指
示するためのトリガスイッチを操作するとは限らない。一方、リクエスト信号の送信に時
間的な制限を設けない場合、電力を消費し続けることになる。そのため、上述したように
、記憶手段は、第３の所定時間が経過するまでは、リクエスト信号の送信を指示するよう
に構成することにより、トリガスイッチを操作するための時間的余裕を携帯機保持者に与
え、かつ、その間の携帯機の位置の変化に追従して照合結果を更新しつつ、電力消費を低
減することができる。
【００１９】
　請求項８に記載したように、記憶手段による、車室外送信機に対するリクエスト信号の
送信指示は、第３の所定時間の経過前であっても、車両ドアがロックされたときに終了す
ることが好ましい。車両ドアがロックされた後は、そのロックを許可する条件である照合
結果を新たに得ることは不要であるためである。
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【００２０】
　請求項９に記載したように、車両側ユニットは、車両の車室内を携帯機との通信エリア
とし、当該車室内に向けて前記リクエスト信号を送信する車室内送信機と、
　携帯機に関する警報を行う警報手段とを備え、
　記憶手段は、車両ドアの開閉時に、車室外送信機及び車室内送信機からリクエスト信号
を送信させ、車室外送信機からのリクエスト信号に対するレスポンス信号に基づく照合が
ＯＫである場合には、車室外照合がＯＫである旨の照合結果を記憶し、車室内送信機から
のリクエスト信号に対するレスポンス信号に基づく照合がＯＫである場合には、車室内照
合がＯＫである旨の照合結果を記憶するものであり、
　車室外送信機及び車室内送信機からリクエスト信号が送信されたにも係わらず、記憶手
段において、車室外照合がＯＫである旨の照合結果と車室内照合がＯＫである旨の照合結
果のいずれも記憶されない場合に、警報手段は、携帯機が車両の車室内外に無いことを警
報することが好ましい。
【００２１】
　車両ドアの開閉時に、携帯機が車室内もしくは車室外であって車両の近傍にある場合に
、車室外送信機と車室内送信機とからのリクエスト信号の両方に対して、携帯機からのレ
スポンス信号が受信できないことは稀であるためである。ただし、警告に関して正確を期
すために、車室外送信機及び車室内送信機から複数回のリクエスト信号を送信してもなお
、携帯機からレスポンス信号が受信されない場合に、警告を行うようにしても良い。
【００２２】
　上述した請求項１～請求項９に記載の車載機器制御システムでは、車室外送信機と携帯
機との相互通信によるＩＤコードの照合がＯＫとなる結果が得られたことを条件として、
トリガスイッチによって車両ドアのロックを行うものであった。それに対して、請求項１
０～請求項１７に記載の車載機器制御システムでは、車室内送信機と携帯機との相互通信
によるＩＤコードの照合がＯＫとなる結果が得られたことを条件として、エンジンスイッ
チによってエンジンを始動させるものである。このように、請求項１～請求項９の車載機
器制御システムと、請求項１０～請求項１７の車載機器制御システムでは、制御対象とな
る車載機器が異なるが、それを除けば、請求項１０～請求項１７の各発明の作用効果は、
請求項１～３，５～９の各発明のそれとほぼ同様であるため、説明を省略する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　（第１実施形態）
　以下、本発明の第１実施形態に係る車載機器制御システムを、図に基づいて説明する。
図１は、本実施形態による車載機器制御システムの全体の構成を示す構成図である。
【００２４】
　本実施形態における車載機器制御システムは、携帯機１と車両側ユニットとの相互通信
によるＩＤコードの照合結果を基に、各ドアのロック・アンロック状態を制御する。また
、車両側ユニットは、車両１０のセキュリティ性を向上するために、ＩＤコードの照合結
果を基に車両１０のエンジン始動の許可・禁止状態等の制御も行う。
【００２５】
　図１に示すように、携帯機１は、車両側ユニットの車室外送信機２ａ～２ｄあるいは車
室内送信機２ｅからのリクエスト信号を受信する受信機１ａ、このリクエスト信号の受信
に応答して、ＩＤコード等を含むレスポンス信号を送信する送信機１ｂを備えている。携
帯機ＥＣＵ１ｃは、上述した受信機１ａ及び送信機１ｂと接続され、各種の制御処理を実
行する。具体的には、携帯機ＥＣＵ１ｃは、受信機１ａの受信信号に基づいてリクエスト
信号の受信の有無を判定したり、そのリクエスト信号の受信に応答して、ＩＤコード等を
含むレスポンス信号を生成し、送信機１ｂから送信させたりする。
【００２６】
　車両側ユニットは、車両１０の各ドア１１～１４に設けられた車室外送信機２ａ～２ｄ
及び車室内に設けられた車室内送信機２ｅを有する。これらの車室外送信機２ａ～２ｄ及
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び車室内送信機２ｅは、車両側ユニットの照合ＥＣＵ４からの送信指示信号に基づいてリ
クエスト信号を送信する。
【００２７】
　車室外送信機２ａ～２ｄのリクエスト信号の到達距離は、図２に示すように、それぞれ
、例えば０．７～１．０ｍ程度に設定される。そして、車両１０の駐車時には、定期的に
、リクエスト信号の到達距離に応じた携帯機１との通信エリアが車両１０の各ドア１１～
１４の周囲に形成され、携帯機１の保持者が車両１０に接近したことを検知できるように
している。また、車室内送信機２ｅによる携帯機１との通信エリアは、エンジンの始動時
や、ドアロック時等に車室内をカバーするように形成され、携帯機１が車室内にあるか否
かを検知する。なお、車室内送信機２ｅは、例えば主に前席をカバーする通信エリアを有
する前席用車室内送信機と、主に後席をカバーする通信エリアを有する後席用車室内送信
機から構成しても良い。この場合、前席用車室内送信機と後席用車室内送信機の各々の通
信エリアを組み合わせた合算通信エリアが、車室内全体をカバーすることになる。
【００２８】
　車両側ユニットは、車両１０の車室内に設けられ、送信機２ａ～２ｅに対する送信指示
信号の出力と同期してレスポンス信号受信可能状態にされて、携帯機１から送信されるレ
スポンス信号を受信する受信機３を有する。受信機３が受信したレスポンス信号は、照合
ＥＣＵ４に出力される。照合ＥＣＵ４は、この受信したレスポンス信号に含まれるＩＤコ
ードが予め登録されている登録コードと一致等、所定の関係を満足するかの照合を行う。
そして、照合ＥＣＵ４は、ＩＤコードと登録コードとが所定の関係を満足した場合には照
合ＯＫと判定し、所定の関係を満足しない場合には照合ＮＧと判定する。そして、照合Ｅ
ＣＵ４は、照合がＯＫかＮＧかに応じて、ボデーＥＣＵ７とともに、ドアのロック・アン
ロック状態やエンジンの始動の許可・停止等を制御する。
【００２９】
　ボデーＥＣＵ７は、車両に搭載された各機器に対して、電源の供給や停止を制御すると
ともに、各車両ドア１１～１４のロック・アンロック状態を制御するための駆動信号を各
ドア１１～１４に設けられたロック制御部５ａ～５ｄに出力するものである。このボデー
ＥＣＵ７には、エンジンを始動する条件が成立したか否かを判定するために、各センサや
スイッチ（ＳＷ）からの信号が入力されている。具体的には、運転席近傍に設けられ、ユ
ーザがエンジンの始動・停止を指示するために操作するエンジンスイッチ、車両の走行速
度を検出する車速センサ、トランスミッションのシフト位置を検出するシフト位置センサ
、及び運転車によってブレーキペダルが操作されたときにＯＮ信号を出力するストップラ
ンプスイッチ、ドアの開閉を検出するためのドアカーテシランプスイッチなどの信号がボ
デーＥＣＵ７に入力される。
【００３０】
　ボデーＥＣＵ７は、例えば、ブレーキペダルが踏み込まれ、シフト位置がパーキングで
あり、車両の速度がゼロである場合に、エンジンスイッチが操作されたとき、エンジンを
始動する条件が成立したと判定する。この場合、リレー回路８を駆動し、当該リレー回路
８を介して、図示しないバッテリから各車両搭載機器へ電源を供給する。
【００３１】
　また、車両側ユニットは、車両１０の各ドア１１～１４に設けられ、その各ドア１１～
１４をロック、アンロックするロック制御部５ａ～５ｄを有する。具体的には、ロック制
御部５ａ～５ｄはボデーＥＣＵ７から送信されるロック信号／アンロック信号に応じて正
転／逆転するドアロックモータを有し、このドアロックモータの回転によって各車両ドア
１１～１４をロック、またはアンロックする。
【００３２】
　車両１０の各ドア１１～１４のドアハンドル６ａ～６ｄには、タッチセンサ６ａ１～６
ｄ１が設けられており、携帯機１の保持者が、ドアハンドル６ａ～６ｄに触れて、ドアハ
ンドル６ａ～６ｄに対して操作を行ったことを検出することが可能である。また、ドアハ
ンドル６ａ～６ｄには、プッシュスイッチとして構成されたドアロックスイッチ６ａ２～
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６ｄ２も設けられている。このドアロックスイッチ６ａ２～６ｄ２を操作すると、各ドア
１１～１４をロックすることができる。また、ドアハンドル６ａ～６ｄは、上述した車室
外送信機２ａ～２ｄのアンテナとしての役割も果たしている。
【００３３】
　なお、携帯機１の保持者による車両ドア１１～１４に対する操作の検出は、タッチセン
サ６ａ１～６ｄ１によらず、例えば、ドアハンドル６ａ～６ｄが手前に引かれたことを機
械的に検出する検出機構等を用いても良い。また、ドアハンドル６ａ～６ｄに、アンロッ
クボタンを設置し、このアンロックボタンの操作により、車両ドア１１～１４に対する操
作を検出しても良い。また、タッチセンサ６ａ１～６ｄ１とドアロックスイッチ６ａ２～
６ｄ２の一方のみを車両ドア１１～１４に設けて、アンロックのための操作部、及びロッ
クのための操作部として兼用しても良い。
【００３４】
　本実施形態における車載機器制御システムでは、車両のセキュリティ性を向上するため
に、エンジンスイッチが操作されたときに、ＩＤコードの照合がＯＫかＮＧかの結果に応
じて、エンジンの始動を許可・禁止する制御を行う。すなわち、車両側ユニットにおける
照合ＥＣＵ４は、エンジンの運転状態を制御するエンジン制御装置９に接続され、ＩＤコ
ードの照合結果に応じて、エンジンの始動の許可あるいは禁止を指示する制御信号を出力
する。なお、照合ＥＣＵ４は、ドアロック制御の実行時に、併せてエンジン制御装置９に
対してエンジンを始動禁止状態に設定するよう指示する。
【００３５】
　さらに、車両側ユニットは、警報機１５を有する。この警報機１５は、例えば車両ドア
１１～１４のロック操作時に、携帯機１の車室内への置き忘れや、車室内外のいずれにも
携帯機１が見つからないことなどを警報する。すなわち、車両側ユニットにおいては、車
両ドア１１～１４をロックする際に、車室外送信機２ａ～２ｄ及び車室内送信機２ｅから
リクエスト信号を送信させる。このとき、車室内送信機２ｅからのリクエスト信号に応答
して、携帯機１からレスポンス信号が受信された場合には、携帯機１が車室内に置き忘れ
られている可能性があるため、警報機１５によって警報を発する。また、車室外送信機２
ａ～２ｄ及び車室内送信機２ｅからリクエスト信号の送信に対して、携帯機１からのレス
ポンス信号が受信されない場合には、携帯機１が車室内外の通信エリアのいずれにも無い
可能性があるので、携帯機１が通信エリア内に見つからないことを警報機１５によって警
報する。なお、警報機１５による警報は、音声、ブザー、発光等によって行われる。
【００３６】
　ここで、上述した車載機器制御システムによる、各ドア１１～１４のアンロック制御に
ついて簡単に説明する。
【００３７】
　車両１０のエンジンが停止され、かつ各ドア１１～１４がロックされた状態で駐車され
ている場合、照合ＥＣＵ４は、所定時間経過毎に車室外送信機２ａ～２ｄに対してリクエ
スト信号の送信を指示して、携帯機１の保持者が車両１０に接近したか否か確認する。
【００３８】
　このとき、車室外送信機２ａ～２ｄから、車室外送信機２ａ～２ｄごとに固有の識別コ
ードを含むリクエスト信号が送信され、携帯機１は、その識別コードを含むレスポンス信
号を返送するように構成される。これにより、携帯機１の保持者が、いずれの車両ドア１
１～１４に対して接近しているのかを識別できる。なお、携帯機１の保持者が接近してい
る車両ドア１１～１４の位置を識別するには、照合ＥＣＵ４が、各送信機２ａ～２ｄに対
し、時間的にずれたタイミングで順番にリクエスト信号を送信するように指示しても良い
。
【００３９】
　車室外送信機２ａ～２ｄのいずれかのリクエスト信号に対して、携帯機１がレスポンス
信号を返送すると、そのレスポンス信号が、車両側ユニットの受信機３によって受信され
る。照合ＥＣＵ４は、そのレスポンス信号に含まれるＩＤコードが予め登録してある登録
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コードに一致等、所定の関係を満足するか否か、ＩＤコードの照合を行う。
【００４０】
　照合ＥＣＵ４において、ＩＤコードの照合ＯＫと判定すると、照合ＥＣＵ４は、レスポ
ンス信号に含まれる識別コードから携帯機１の保持者の位置を判別する。そして、その位
置に該当する車両ドア１１～１４のタッチセンサ６ａ１～６ｄ１を起動することにより、
車両ドア１１～１４をアンロックスタンバイ状態にするように、ボデーＥＣＵ７に対して
指示を与える。この指示信号に基づいて、ボデーＥＣＵ７は、車両ドア１１～１４のいず
れかをアンロックスタンバイ状態に設定する。
【００４１】
　携帯機１の保持者が、アンロックスタンバイ状態に設定された車両ドア１１～１４のド
アハンドル６ａ～６ｄに触れると、その携帯機１の保持者のドアハンドル操作がタッチセ
ンサ６ａ１～６ｄ１によって検出され、その検出信号は照合ＥＣＵ４に送信される。する
と、照合ＥＣＵ４は、全ての車両ドア１１～１４をアンロックすべく、ボデーＥＣＵ９に
指示を与える。この指示信号に基づいて、ボデーＥＣＵ９は、各車両ドア１１～１４のロ
ック制御部５ａ～５ｄにアンロック駆動信号を出力して、各車両ドア１１～１４をアンロ
ックする。
【００４２】
　次に、本実施形態の特徴部分に係わる、各ドア１１～１４のロック制御及びエンジン始
動制御について順番に説明する。
【００４３】
　本実施形態では、ドアハンドル６ａ～６ｄに設けられたドアロックスイッチ６ａ２～６
ｄ２が操作されると、その操作をトリガとして、車室外送信機２ａ～２ｄ及び車室内送信
機２ｅと携帯機１との相互通信によるＩＤコードの照合結果に基づいて、各ドア１１～１
４をロックするロック制御を行う。
【００４４】
　この場合、ドアロックスイッチが操作されたときのみに、車室外送信機２ａ～２ｄ及び
受信機３を用いて、携帯機１との相互通信を行うようにすると、車室外送信機２ａ～２ｄ
或いは受信機３と携帯機１との位置関係によって、相互通信が不能となる場合が生じる。
例えば、車室外送信機２ａ～２ｄ又は受信機３と携帯機１との間に電波を通しにくい、例
えば車両のボデーや人体が存在する場合、相互通信が不能になる場合が生じる。このよう
に、携帯機１が、図２に示す車室外送信機２ａ～２ｄの通信エリア内に入っている場合で
あっても、その相互通信が不能な不感帯エリアが生じる場合があり得る。
【００４５】
　ドアロックスイッチ６ａ２～６ｄ２を操作するユーザの保持している携帯機１が上記の
不感帯エリアに入ってしまうと、ユーザはドアロックスイッチ６ａ２～６ｄ２を操作する
ため立ち止まっているので、携帯機１は、その不感帯エリアから抜け出すことができない
。その結果、ユーザは携帯機１を保持しているにもかかわらず、車両ドア１１～１４をロ
ックできないことになる。
【００４６】
　そのため、本実施形態では、車両ドア１１～１４が開閉されたとき、車両側ユニットに
おける車室外送信機２ａ～２ｄ及び車室内送信機２ｅからリクエスト信号を送信させて、
携帯機１との相互通信を行わせる。すなわち、車両ドア１１～１４のロックを指示するド
アロックスイッチ６ａ２～６ｄ２が操作される前に、事前に車室外送信機２Ａａ～２ｄ及
び車室内送信機２ｅを用いて携帯機１との相互通信を行わせる。
【００４７】
　車両ドア１１～１４の開閉がなされた場合、ユーザは、車両に乗車するかもしくは車両
から降車することが予想される。ユーザが車両から降車した場合には、その後、比較的短
時間の内に、ドアロックスイッチ６ａ２～６ｄ２が操作される可能性が高い。従って、車
両ドア１１～１４の開閉時に、車両側ユニットと携帯機１との相互通信を行わせることに
より、ドアロック制御を行うべきか否かの判断に使用可能な、ＩＤコードの照合結果を得
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ることができる。具体的には、ドアの開閉時にＩＤコードの照合がＯＫとの結果が得られ
た場合に、その照合結果を記憶する。そして、車両ドア開閉時及びドアロックスイッチ６
ａ２～６ｄ２の操作時のいずれかの相互通信において、ＩＤコードの照合がＯＫとなれば
、車両ドアのロックを行う。
【００４８】
　このようにして、車両側ユニットと携帯機１との相互通信の機会を増やすことにより、
車両側ユニットと携帯機１との相互通信が不能となることに起因して、車両ドア１１～１
４のロックが行い得ない事態の発生を極力防止することができる。
【００４９】
　図３は、車両ドア１１～１４の開閉時に、車両側ユニットの車室外送信機２ａ～２ｅ及
び車室内送信機２ｅからリクエスト信号を送信させて、携帯機１との相互通信を行わせる
ドア開閉時相互通信処理を示すフローチャートである。なお、車両ドア１１～１４の開閉
時は、例えばドアカーテシランプスイッチによって検出でき、車両ドア１１～１４が開か
れたとき、及び車両ドア１１～１４が閉められたときのいずれのタイミングとしても良い
。
【００５０】
　まず、ステップＳ１０では、車両ドア１１～１４が開閉されたか否かを判定する。この
判定処理において、車両ドア１１～１４が開閉されたと判定された場合のみ、ステップＳ
２０以降の処理が実行される、従って、車両ドア１１～１４をロックすべきか否かを判定
することが必要な時に限って、ステップＳ２０以降の処理によって車室外送信機２ａ～２
ｄ及び車室内送信機２ｅを用いて、携帯機１との相互通信を行わせることができる。その
結果、車両側ユニット及び携帯機１とも無駄に電力を消費することを防止できる。
【００５１】
　ステップＳ２０では、車室外送信機２ａ～２ｄからリクエスト信号を送信させることに
よって車室外照合を実行する。ステップＳ３０では、受信機３において、ＩＤコードの照
合がＯＫとなるレスポンス信号が受信されたか否かを判定する。このステップＳ３０での
判定がＹｅｓの場合、ステップＳ４０にて、車室外照合はＯＫである旨の照合結果を記憶
する。
【００５２】
　次に、ステップＳ５０では、車室内送信機２ｅからリクエスト信号を送信させることに
よって車室内照合を実行する。ステップＳ６０では、受信機３において、ＩＤコードの照
合がＯＫとなるレスポンス信号が受信されたか否かを判定する。このステップＳ６０での
判定がＹｅｓの場合、ステップＳ７０にて、車室内照合はＯＫである旨の照合結果を記憶
する。
【００５３】
　ステップＳ８０では、車室外照合と車室内照合との少なくとも一方に関して、照合ＯＫ
との結果が記憶されているか否かを判定する。車両ドア１１～１４が開閉されたときに、
携帯機１が車室内、もしくは車室外であって車両の近傍にあるならば、車室外送信機２ａ
～２ｄと車室内送信機２ｅとからのリクエスト信号の両方に対して、携帯機１からのレス
ポンス信号が受信できないことは非常に稀である。従って、ステップＳ８０において、車
室外照合及び車室内照合のいずれに関しても、照合ＯＫとの結果が記憶されていない場合
、ステップＳ９０において、携帯機１が車室内外に発見できない旨の警報を行う。
【００５４】
　なお、警告に関して正確を期すために、車室外送信機２ａ～２ｄ及び車室内送信機２ｅ
から複数回のリクエスト信号を送信してもなお、携帯機１からレスポンス信号が受信され
ない場合に、警告を行うようにしても良い。
【００５５】
　上述したドア開閉時相互通信処理により、ドア開閉時に、車室外送信機２ａ～２ｄ及び
／又は車室内送信機２ｅと携帯機１との相互通信を行わせて、ＩＤコードの照合がＯＫで
ある場合には、その照合結果を記憶することができる。
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【００５６】
　次に、図４のフローチャートに基づいて、ドアロック制御について説明する。まずステ
ップＳ１１０では、ドアロックスイッチ６ａ２～６ｄ２が操作されたか否かを判定する。
この判定処理において、ドアロックスイッチ６ａ２～６ｄ２が操作されたと判定された場
合、ステップＳ１２０の処理に進む。
【００５７】
　ステップＳ１２０では、ドア開閉時相互通信処理において、車室外照合ＯＫとの照合結
果が記憶されているか否かを判定する。この判定処理において、車室外照合ＯＫとの照合
結果が記憶されていると判定された場合、ステップＳ１３０及びステップＳ１４０におけ
る車室外照合処理を実行することなく、ステップＳ１５０の処理に進む。すなわち、ドア
開閉時において、車室外送信機２ａ～２ｄと携帯機１との相互通信が行われたことにより
、携帯機１の保持者は、携帯機１を保持しつつ降車したとみなすことができるので、再度
、車室外照合を実施せずに次の処理に移るのである。
【００５８】
　なお、ステップ１３０及びステップＳ１４０では、上述したステップＳ２０及びステッ
プＳ３０と同様の処理が実行される。
【００５９】
　ステップＳ１５０では、車室内送信機２ｅからリクエスト信号を送信させることにより
車室内照合を実施する。ステップＳ１６０では、ステップＳ１５０におけるリクエスト信
号の送信に応答して、ＩＤコードの照合がＯＫとなるレスポンス信号が携帯機１から返送
されたか否かが判定される。この判定処理において「Ｙｅｓ」と判定された場合、ユーザ
は携帯機１を車室内に置き忘れている可能性があるので、車両ドア１１～１４をロックす
ることなくステップＳ１１０の処理に戻る。なお、この場合、警報機１５により携帯機１
の置き忘れ警報を実施する。
【００６０】
　一方、ステップＳ１６０にてＩＤコードの照合がＯＫとなるレスポンス信号が受信され
ないと判定されると、ステップＳ１７０に進む。ステップＳ１７０では、車両ドア１１～
１４をロックして、その後、処理を終了する。
【００６１】
　次に、本実施形態におけるエンジン始動制御について、図５のフローチャートに基づい
て説明する。まず、ステップＳ２１０では、エンジンスイッチが操作されたか否かを判定
する。この判定処理において、エンジンスイッチが操作されたと判定された場合、ステッ
プＳ２２０の処理に進む。
【００６２】
　ステップＳ２２０では、ドア開閉時相互通信処理において、車室内照合ＯＫとの照合結
果が記憶されているか否かを判定する。この判定処理において、車室内照合ＯＫとの照合
結果が記憶されていると判定された場合、ステップＳ２３０及びステップＳ２４０におけ
る車室内照合処理を実行することなく、ステップＳ２５０の処理に進む。すなわち、ドア
開閉時において、車室内送信機２ｅと携帯機１との相互通信が行われたことにより、携帯
機１の保持者は、携帯機１を保持しつつ乗車したとみなすことができるので、再度、車室
内照合を実施せずに次の処理に移るのである。
【００６３】
　なお、ステップ２３０及びステップＳ２４０では、上述したステップＳ１５０及びステ
ップＳ１６０と同様の処理が実行される。
【００６４】
　ステップＳ２５０では、エンジン制御装置９に対してエンジン始動を許可する許可信号
を出力する。これにより、エンジン制御装置９は、エンジンを始動させ、その運転状態を
制御することが可能になる。
【００６５】
　このようなエンジン始動制御により、携帯機１がユーザによって車室内に持ち込まれな
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がら、その携帯機１の保管位置が車両側ユニットとの通信が不能な不感帯エリアに入って
しまった場合でも、ドア開閉時の車室内照合ＯＫとの照合結果に基づいて、エンジンを始
動させることができる。従って、車両側ユニットと携帯機１との相互通信が不能となるこ
とに起因して、エンジンの始動が行い得ない事態の発生を極力防止することができる。
【００６６】
　（第２実施形態）
　次に、本発明の第２実施形態による車載機器制御システムについて説明する。なお、本
実施形態における車載機器制御システムの構成は、上述した第１実施形態による車載機器
制御システムと同様であるため、説明を省略する。
【００６７】
　本実施形態における車載機器制御システムは、第１実施形態による車載機器制御システ
ムに対し、ドア開閉時における相互通信処理に関して種々の工夫を加えたものである。従
って、以下、本実施形態におけるドア開閉時相互通信処理について、図６及び図７のフロ
ーチャートに基づいて説明する。
【００６８】
　図６のフローチャートにおけるステップＳ３１０～Ｓ３３０及びステップＳ３５０～Ｓ
３６０までの処理は、図３のフローチャートのステップＳ１０～Ｓ３０及びステップＳ５
０～Ｓ６０までの処理と同様である。図６のステップＳ３４０では、車室外照合がＯＫで
ある旨の照合結果を記憶することに加えて、その記憶からの経過時間をカウントするタイ
マ１のカウント動作をスタートさせる。また、同様に、ステップＳ３７０では、車室内照
合がＯＫである旨の照合結果を記憶することに加えて、その記憶からの経過時間をカウン
トするタイマ２のカウント動作をスタートさせる。
【００６９】
　ステップＳ３８０では、車室外照合と車室内照合との少なくとも一方に関して、照合Ｏ
Ｋとの結果が記憶されているか否かを判定し、照合ＯＫとの結果が記憶されている場合に
は、ステップＳ４００の処理に進む。なお、照合ＯＫとの結果が記憶されていない場合に
は、ステップＳ３９０に進んで警報を行うことは第１実施形態の場合と同様である。
【００７０】
　ステップＳ４００では、照合ＯＫである旨の照合結果が記憶されているのは、車室外照
合、車室内照合、あるいは車室内照合と車室外照合の両方であるかを判別する。この場合
、車室外照合及び車室内照合の両方に関して照合ＯＫとの結果が記憶されていると判別さ
れると、ステップＳ４２０に進んで、タイマ１及び／又はタイマ２がカウントする経過時
間に基づいて、照合ＯＫとの照合結果を記憶すべき時間（第１の所定時間）が満了したか
否かを判定する。ステップＳ４２０において、第１の所定時間が満了したと判定されると
、ステップＳ４３０に進んで照合ＯＫとの照合結果を消去し、再び、ステップＳ３２０か
らの処理を実行する。
【００７１】
　携帯機１の保持者が車両から降車するために車両ドア１１～１４ドアを開閉した場合、
その開閉時において、ＩＤコードの照合がＯＫとなって、その照合結果を記憶したとして
も、携帯機１の保持者の移動により、記憶した照合結果と携帯機１の位置とが合致しなく
なる可能性が生じる。例えば、携帯機１の保持者が、車両側ユニットにおける車室外送信
機２ａ～２ｄ或いは車室内送信機２ｅとの相互通信が可能なエリアから遠ざかってしまっ
た場合、照合がＯＫである旨の照合結果を記憶し続けることは不適切となる。このため、
上述したように、第１の所定時間が満了するごとに、照合ＯＫとの照合結果の記憶を消去
し、再度、車室外照合及び車室内照合を行う。これにより、携帯機１の保持者の移動、す
なわち、携帯機１の位置の変化に合致するように、照合結果を更新することができる。
【００７２】
　なお、ドア開閉時においては、携帯機１は車体の近傍にあるので、車室外送信機２ａ～
２ｄ及び車室内送信機２ｅの両方からのリクエスト信号に対してレスポンス信号を返送し
、車室外照合及び車室内照合ともＯＫとの照合結果が得られる場合がある。この場合、携
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帯機１の保持者は、その後、車室内に乗車することも、車室外へと降車することもありえ
るので、ステップＳ３２０に戻り、車室外照合及び車室内照合を試みるのである。
【００７３】
　一方、ステップＳ４００において、車室外照合及び車室内照合のいずれか一方のみ、照
合ＯＫとの照合結果が記憶されていると判別された場合には、ステップＳ４１０の定期照
合処理に進む。この定期照合処理について、図７のフローチャートに基づいて詳細に説明
する。この定期照合処理では、車室外照合に関して照合ＯＫとの照合結果が記憶されてい
る場合には、その車室外照合を繰り返し実施し、車室内照合に関して照合ＯＫとの照合結
果が記憶されている場合には、その車室内照合を繰り返し実施する。車室外照合と車室内
照合との一方に関してのみ、照合ＯＫとの照合結果が記憶されている場合、携帯機１の保
持者は、車内もしくは車外のいずれかにいるとみなせる。そのため、携帯機１の保持者が
いるとみなされるエリアのみにおいて、携帯機１との相互通信を試みて、照合結果を更新
するのである。
【００７４】
　まず、ステップＳ５１０では、定期照合処理を行う定期タイミングであるか否かを判定
する。具体的には、前回の定期タイミングから第２の所定時間が経過すると、定期タイミ
ングが到来したと判定する。なお、第２の所定時間は、上述した照合結果の記憶時間であ
る第１の所定時間よりも短く設定される。
【００７５】
　ステップＳ５１０において、定期タイミングであると判定されると、ステップＳ５２０
の処理に進む。ステップＳ５２０では、車室外照合もしくは車室内照合に関して、照合Ｏ
Ｋとの照合結果が記憶されているか否かを判定する。この判定処理において、照合ＯＫと
の照合結果が記憶されていると判定されると、ステップＳ５６０の処理に進む。
【００７６】
　ステップＳ５６０では、上述した図６のフローチャートのステップＳ４２０と同様に、
照合ＯＫとの照合結果を記憶すべき時間（第１の所定時間）が満了したか否かを判定する
。そして、ステップＳ５６０において、第１の所定時間が満了したと判定されると、ステ
ップＳ５７０に進んで照合ＯＫとの照合結果を消去し、ステップＳ５８０の処理に進む。
一方、第１の所定時間が満了していないと判定された場合には、ステップＳ５７０の処理
を実行することなく、ステップＳ５８０の処理に進む。
【００７７】
　ステップＳ５７０の処理にて照合結果が消去されると、ステップＳ５２０にて、照合Ｏ
Ｋとの照合結果が記憶されていないと判定される。この場合、ステップＳ５３０の処理が
実行される。ステップＳ５３０では、以前に照合ＯＫとの結果が得られていた車室外照合
もしくは車室内照合を実行する。すなわち、車室外照合を実行する場合には、車室外送信
機２ａ～２ｄからリクエスト信号を送信させ、車室内照合を実行する場合には、車室内送
信機２ｅからリクエスト信号を送信させる。
【００７８】
　ステップＳ５４０では、ステップＳ５３０におけるリクエスト信号の送信に応答する携
帯機１からのレスポンス信号が受信され、かつＩＤコードの照合がＯＫとなる照合結果が
得られたか否かを判定する。このステップＳ５４０において「Ｙｅｓ」と判定された場合
には、ステップＳ５５０に進み、「Ｎｏ」と判定された場合には、ステップＳ５１０の処
理に戻る。ステップＳ５５０では、照合ＯＫである旨の照合結果を記憶するとともに、そ
の記憶からの経過時間をカウントするために、タイマ３のカウント動作を開始する。
【００７９】
　従って、ステップＳ５４０において、照合がＯＫとなるレスポンス信号が受信されない
と判定され、照合ＯＫである旨の照合結果が記憶されない場合、第２の所定時間が経過す
るごとに、車室外送信機２ａ～２ｄもしくは車室内送信機２ｅからリクエスト信号を送信
させることになる。そして、そのリクエスト信号に応答するレスポンス信号に基づき、Ｉ
Ｄコードの照合がＯＫとなると、新たに照合ＯＫである旨の照合結果が記憶される。
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【００８０】
　このため、車両ドア１１～１４を開閉して携帯機１の保持者が降車もしくは乗車した以
降の、携帯機１の保持者の移動を逆に利用して、照合がＯＫとなる照合結果を得る可能性
を高めることができる。すなわち、時間の経過とともに、携帯機１の保持者が移動するの
で、携帯機１の位置も変化することになる。そして、照合がＯＫである旨の照合結果が得
られていなければ、比較的短い周期である第２の所定時間毎に、車室外送信機２ａ～２ｄ
もしくは車室内送信機２ｅからリクエスト信号を繰り返し送信させる。その結果、携帯機
１の位置が不感帯エリアから抜け出たタイミングを的確に捉えて、車両側ユニットと携帯
機１との間で相互通信を行わせることができる。
【００８１】
　ステップＳ５８０では、車両ドア１１～１４の開閉からの経過時間が、定期照合処理を
行うべき照合時間（第３の所定時間）が満了したか否かを判定する。この判定処理におい
て「Ｙｅｓ」と判定された場合には、図７のフローチャートに示す処理を終了し、「Ｎｏ
」と判定された場合には、ステップＳ５１０の処理に戻る。なお、この第３の所定時間は
、上記した第１及び第２の所定時間よりも長く設定される。
【００８２】
　従って、車両ドア１１～１４の開閉時から第３の所定時間が経過するまでは、新たな照
合結果を記憶するために、車室外送信機２ａ～２ｄ若しくは車室内送信機２ｅにリクエス
ト信号の送信を指示することになる。携帯機１の保持者は、車両ドア１１～１４を開閉後
、即座に車両ドア１１～１４のロックを指示するためのドアロックスイッチ６ａ２～６ｄ
２を操作したり、エンジンを始動するためのエンジンスイッチを操作するとは限らない。
一方、リクエスト信号の送信に時間的な制限を設けない場合、車両側ユニットにおいて、
無駄に電力を消費し続けることになる。そのため、上述したように、車両ドア１１～１４
の開閉から第３の所定時間が経過するまでは、リクエスト信号の送信を指示するようにす
ることにより、ドアロックスイッチ６ａ２～６ｄ２やエンジンスイッチを操作するための
時間的余裕を携帯機保持者に与え、かつ、その間の携帯機の位置の変化に追従して照合結
果を更新しつつ、電力消費を低減することができる。
【００８３】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態にな
んら制限されることなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲において、種々、変形して実施
することが可能である。
【００８４】
　例えば、上述した実施形態において、車両ドア１１～１４の開閉時に、まず、照合結果
に関する記憶内容の消去を行い、その後に、車室外送信機２ａ～２ｄ及び／又は車室内送
信機２ｅからのリクエスト信号を送信させて、車室外照合及び／又は車室内照合を実施さ
せて、照合がＯＫとの照合結果が得られた場合に、その照合結果の記憶を行うようにして
も良い。これにより、過去に記憶された照合結果に基づいて、誤って車両ドアをロックし
たり、エンジンの始動許可を行うことを防止することができる。
【００８５】
　また、照合結果の記憶を消去するのは、運転席のドア１１が開閉されたときのみとして
も良い。例えば、運転者が携帯機１を保持している場合に、先に運転席に対応する車両ド
アが開閉されて、照合がＯＫである旨の照合結果を記憶したら、その後に他の車両ドアが
開閉されても、その記憶した照合結果を保持することが必要である。照合結果の消去を運
転席のドア１１の開閉時に限ることによって、他の車両ドアの開閉によって、照合結果が
誤って消去されてしまうことを防止できる。
【００８６】
　また、上述した実施形態では、車両ドア１１～１４の開閉時から第３の所定時間が経過
するまでは、車室外照合及び／又は車室内照合を実施するようにしていた。しかしながら
、第３の所定時間の経過前であっても、車両ドア１１～１４がロックされたとき、或いは
エンジンが始動されたときには、その車室外照合及び／又は車室内照合を終了することが
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好ましい。車両ドアがロックされり、エンジンが始動されたりした後は、それらを許可す
る条件である照合結果を新たに得ることは不要であるためである。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】第１実施形態における車載機器制御システムの全体の構成を示す構成図である。
【図２】車室外送信機及び車室内送信機の通信エリアについて説明するための説明図であ
る。
【図３】第１実施形態におけるドア開閉時相互通信処理を示すフローチャートである。
【図４】第１実施形態におけるドアロック制御を示すフローチャートである。
【図５】第１実施形態におけるエンジン始動制御を示すフローチャートである。
【図６】第２実施形態におけるドア開閉時相互通信処理を示すフローチャートである。
【図７】第２実施形態のドア開閉時相互通信処理における定期照合処理を示すフローチャ
ートである。
【符号の説明】
【００８８】
　１　携帯機
　１ａ　受信機
　１ｂ　送信機
　１ｃ　携帯機ＥＣＵ
２ａ～２ｄ　車室外送信機
２ｅ　車室内送信機
３　受信機
４　照合ＥＣＵ
６ａ２～６ｄ２　ドアロックスイッチ
９　エンジン制御装置
１０　車両
１５　警報機
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