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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に搭載され、車両側通信部（１１、１２）を含む車載装置（１）と、
　ユーザが所持し、前記車両側通信部と無線通信を行う第１携帯機通信部（２１、２２）
を含む携帯機（２）と、
　前記ユーザが所持し、前記携帯機に含まれる第２携帯機通信部（２６）と無線通信を行
う携帯端末通信部（３１）を含む携帯端末（３）と、
　を備え、
　前記携帯端末は、
　前記ユーザが降車したときの前記車両の駐車位置を取得する駐車位置取得部（３５）と
、
　前記携帯端末の位置を検出する位置検出部（３２）と、
　前記駐車位置および前記携帯端末の位置に基づき、前記駐車位置と前記携帯端末との距
離を算出する算出部（３０）と、
　を含み、
　算出した前記距離が、予め定められた範囲に含まれるとき、前記携帯端末通信部は、前
記第２携帯機通信部に、前記距離を含む距離情報を送信し、
　前記第２携帯機通信部が前記距離情報を受信したとき、前記第１携帯機通信部（２２）
は、前記車両側通信部（１２）に、前記距離情報を含む接近情報を送信することを特徴と
する車両用通信システム。
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【請求項２】
　前記車両は、予め定められた機能を動作制御する車両用装置（５１～６２）を１以上備
え、
　前記車載装置は、
　前記車両側通信部（１２）が前記接近情報を受信したとき、前記機能を選択する選択部
（１０）と、
　選択した機能を動作制御させるための制御信号を、該当する車両用装置に出力する出力
部（１０ｂ）と、
　を含む請求項１に記載の車両用通信システム。
【請求項３】
　前記車載装置の選択部は、前記接近情報に含まれる距離情報に基づいて前記機能を選択
する請求項２に記載の車両用通信システム。
【請求項４】
　前記接近情報は、前記携帯機を識別するためのＩＤコードを含み、
　前記車載装置は、
　前記ＩＤコード毎に実行する機能を記憶する記憶部（１０ａ）を含み、
　前記選択部は、前記ＩＤコードに基づいて前記機能を選択する請求項２または請求項３
に記載の車両用通信システム。
【請求項５】
　前記ユーザが動作制御の対象となる機能を設定する設定部（１４、２４、３４）を含み
、
　前記車載装置の選択部は、前記ユーザの設定に基づいて前記機能を選択する請求項２な
いし請求項４のいずれか１項に記載の車両用通信システム。
【請求項６】
　前記車載装置は、
　前記接近情報を受信してから動作制御された機能の履歴を記憶する履歴記憶部（１０ａ
）を含み、
　前記選択部は、前記機能の履歴に基づいて前記機能を選択する請求項２ないし請求項５
のいずれか１項に記載の車両用通信システム。
【請求項７】
　前記車載装置は、
　前記ユーザが降車したときの前記車両の状態を記憶する状態記憶部（１０ａ）を含み、
　前記選択部は、前記車両の状態に基づいて前記機能を選択する請求項２ないし請求項６
のいずれか１項に記載の車両用通信システム。
【請求項８】
　前記車両側通信部（１１）は、前記接近情報を受信したとき、前記第１携帯機通信部（
２１）に、前記携帯機を識別するためのＩＤコードを要求するリクエスト信号を送信し、
　前記第１携帯機通信部（２２）は、前記リクエスト信号を受信したときに、前記ＩＤコ
ードを含む応答信号を送信し、
　前記車載装置は、前記ＩＤコードを受信したときに、前記ＩＤコードと、予め記憶され
ているマスタコードとを照合する照合部（１０）を含み、
　前記選択部は、前記照合が正常に行われたことを前提条件として前記機能を選択する請
求項２ないし請求項７のいずれか１項に記載の車両用通信システム。
【請求項９】
　前記機能は、少なくとも前記車両のエンジン始動、あるいは前記車両のドアロック装置
の施錠／解錠の動作を含む請求項８に記載の車両用通信システム。
【請求項１０】
　前記距離情報は、前記車両の駐車位置および前記携帯端末の位置を含み、
　前記車載装置は、
　前記車両の駐車位置および前記携帯端末の位置に基づいて、前記携帯端末の接近方向を
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推定する推定部（１０）を含み、
　前記選択部は、前記携帯端末の接近方向に基づいて前記機能を選択する請求項２ないし
請求項９のいずれか１項に記載の車両用通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザが所持する携帯機と、車両に搭載された車載装置との間で無線通信により車両に
おける種々の機能を実現する車両用通信システムの一つであるスマートエントリーシステ
ムは、機械的な鍵を使用しなくても、携帯機と、車載装置との間で無線通信により認証を
行い、その認証結果に基づいて、ドアロック装置の解錠やトランクの開扉、エンジン始動
などの、ユーザが所望する動作を行うことができる。
【０００３】
　近年、スマートフォン等の携帯端末で所定のアプリケーションプログラムを実行して、
携帯機を介して取得した指令や車両情報を表示したり、携帯端末から車両に対して、直接
あるいは携帯機を介して指令や情報を送信可能な通信システムが考案されている（特許文
献１参照）。
【０００４】
　また、スマートフォン自身が、ユーザの車両からの降車を自動的に認識し、駐車位置を
ＧＰＳデータとして取得・記憶する技術が開示されている（非特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－１８５３７６号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】「Google　Nowでの駐車場の場所」（https://support.google.com/webs
earch/answer/6015842?hl=ja）、平成２６年７月２８日検索
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１のような、従来のスマートエントリーシステムでは、車両からＬＦ（長波）
帯の電波（以下、「ＬＦ電波」と略称）を定期的に発信し、携帯機がＬＦ電波を受信、Ｒ
Ｆ（高周波）帯の電波（以下、「ＲＦ電波」と略称）で応答することにより、車両近傍で
の携帯機位置を推定している。ＬＦ電波は伝播距離を制御することが可能であるため、セ
キュリティや暗電流を考慮し、車両近傍にのみＬＦ電波が到達するように、出力が設定さ
れている。
【０００８】
　車両用通信システムにおいて、携帯機の位置推定はシステムを機能させる上で重要な要
素である。携帯機の位置推定可能距離が長ければ、ユーザに様々な利便性を提供可能であ
るが、現状システムでは通信の主導権が車両側にあり、電気的な課題（暗電流）およびセ
キュリティの確保に課題（例えば、携帯機が車両からのＬＦ電波を受信した場合、開錠が
可能になる）があり、無線通信の長距離化が難しい状況にある。
【０００９】
　また、スマートフォンが記憶した駐車位置を用いて、車両あるいは携帯機と連係動作す
る技術については、開示・示唆ともない。
【００１０】
　上記問題点を背景として、本発明は、暗電流の増大を抑制するとともに、セキュリティ
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を確保しつつ、ユーザが車両に接近したときの利便性を向上できる車両用通信システムを
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するための車両用通信システムは、車両に搭載され、車両側通信部（１
１、１２）を含む車載装置（１）と、ユーザが所持し、車両側通信部と無線通信を行う第
１携帯機通信部（２１、２２）を含む携帯機（２）と、ユーザが所持し、携帯機に含まれ
る第２携帯機通信部（２６）と無線通信を行う携帯端末通信部（３１）を含む携帯端末（
３）と、を備え、携帯端末は、ユーザが降車したときの車両の駐車位置を取得する駐車位
置取得部（３５）と、携帯端末の位置を検出する位置検出部（３２）と、駐車位置および
携帯端末の位置に基づき、駐車位置と携帯端末との距離を算出する算出部（３０）と、を
含み、算出した距離が、予め定められた範囲に含まれるとき、携帯端末通信部は、第２携
帯機通信部に、距離を含む距離情報を送信し、第２携帯機通信部が距離情報を受信したと
き、第１携帯機通信部（２２）は、車両側通信部（１２）に、距離情報を含む接近情報を
送信する。
【発明の効果】
【００１２】
　従来技術では、通信のトリガは車両側にある。すなわち、車載装置からのＬＦ電波の送
信により通信が開始される。ＬＦ電波の伝播距離を長距離化すると、前述した暗電流の増
大やセキュリティの低下が課題となるため、実現が難しい。
【００１３】
　一方、本発明では、通信のトリガを車両以外の外部デバイスに持たせる。例えば、ＧＰ
Ｓ受信機を含むスマートフォン等の外部デバイス（すなわち、携帯端末）が自身の位置お
よび車両への接近（通信が成立する範囲）を認識し、これらの距離情報を携帯機へ送信す
る。携帯機は、距離情報を接近情報として車両へ送信する。これにより、車載装置は、携
帯機からの電波を受信するまで電波を送信する必要がなくなり、暗電流の低減が期待でき
る。
【００１４】
　また、従来技術では、携帯機がＬＦ電波を検知できる範囲では、ユーザ以外の第三者が
悪意ある動作（通信の傍受、妨害、不正アクセス、車両の盗難）を引き起こす可能性ある
。一方、本発明では、携帯端末が車両への接近を認識した上で距離情報を送信するため、
ユーザが意図しない動作はなく、悪意ある動作が起きる可能性も低くなり、セキュリティ
を確保できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】車両用通信システムの構成を示す図。
【図２】車載装置のＥＣＵと車両用装置との接続構成を示す図。
【図３】携帯端末の距離情報送信処理を示すフロー図。
【図４】携帯機の接近情報送信処理を示すフロー図。
【図５】車載装置の装置制御処理を示すフロー図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１のように、車両用通信システム１００は、車両１０１に搭載された車載装置１、ユ
ーザが所持する携帯機２および携帯端末３を含む。
【００１７】
　車載装置１は、ＥＣＵ１０（本発明の選択部、推定部、照合部）と、ＥＣＵ１０に接続
されたＬＦ送信部１１（本発明の車両側通信部）、ＵＨＦ受信部１２（本発明の車両側通
信部）、エンジンスイッチ１５と、ＬＦ送信部１１に接続されたドアアンテナ１６（１６
ＦＲ、１６ＲＲ、１６ＦＬ、１６ＲＬの総称）、室内アンテナ１７、トランク内アンテナ
１８、トランク外アンテナ１９などを備える。
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【００１８】
　ＥＣＵ１０は、周知のＣＰＵ、信号入出力回路などの周辺回路（いずれも図示せず）お
よび、例えばフラッシュメモリ等の不揮発性記憶媒体で構成されたメモリ１０ａ（本発明
の記憶部、履歴記憶部、状態記憶部：図２参照）を含むコンピュータとして構成される。
メモリ１０ａは、車載装置制御プログラムを記憶する。ＣＰＵが車載装置制御プログラム
を実行することで、車載装置１の各種機能を実現する。
【００１９】
　ＬＦ送信部１１は、携帯機２に対し、例えばＬＦ（長波）帯の電波を用いて、リクエス
ト信号等の無線信号（ＬＦ電波）を送信する。無線信号は、ドアアンテナ１６、室内アン
テナ１７、トランク内アンテナ１８，およびトランク外アンテナ１９を介して、それぞれ
、該当するドア外の近傍、車室内、トランク内、トランク外近傍の、限られた送信エリア
内（例えば、アンテナから１～１．５ｍの範囲）にのみ到達する。
【００２０】
　ＵＨＦ受信部１２は、携帯機２から、例えばＵＨＦ（極超短波）帯もしくはＵＨＦ帯以
外の高周波（ＲＦ）帯の電波を用いて送信される無線信号（ＲＦ電波）を受信する。これ
により、携帯機２の出力レベルが比較的微弱でも相応に通信距離（例えば、１０～３０ｍ
）が得られ、車載装置１側へより確実に信号を伝達できる。
【００２１】
　エンジンスイッチ１５は、エンジン（モータ駆動車両のときはモータでもよい）を始動
する際に利用者が操作するスイッチで、利用者がエンジンスイッチ１５を操作したことを
検知した場合、ＥＣＵ１０はエンジン始動が許可される状態にあるか否かを判断し、エン
ジン始動が許可される状態にあれば、ＥＣＵ１０からエンジン制御部５８（図２参照）へ
エンジン始動許可信号を出力する。
【００２２】
　車載装置１は、通常モードと、通常モードよりも消費電力の少ないスリープモードとを
切り替えて動作する。省電力モード時は、少なくとも、ＵＨＦ受信部１２が動作する。Ｕ
ＨＦ受信部１２が接近情報（詳細は後述）を受信すると、省電力モードから通常モードに
遷移（ウエイクアップ）し、所定の処理を実行した後、通常モードから省電力モードに遷
移（スリープ）する。
【００２３】
　携帯機２は、制御部２０と、制御部２０に接続されたＬＦ受信部２１（本発明の第１携
帯機通信部）、ＵＨＦ送信部２２（本発明の第１携帯機通信部）、操作部２４、フラッシ
ュメモリ等の不揮発性記憶媒体で構成されるメモリ２５、ＢＴ通信部２６（本発明の第２
携帯機通信部）を備える。
【００２４】
　制御部２０は、車載装置１の制御部１０と同様に、コンピュータとして構成される。メ
モリ２５は、携帯機制御プログラムを記憶する。そして、ＣＰＵが携帯機制御プログラム
を実行することで、携帯機２の各種機能を実現する。
【００２５】
　ＬＦ受信部２１は、車載装置１からＬＦ帯の電波にて送信される無線信号を受信する。
ＵＨＦ送信部２２は、車載装置１に対し、ＵＨＦ帯の電波にて無線信号を送信する。
【００２６】
　操作部２４は、１以上のスイッチを含む。ユーザの操作に応じて、例えば、ドアのロッ
ク／アンロック、トランク開動作等の、いわゆるキーレスエントリー機能を実行する。
【００２７】
　ＢＴ通信部２６は、例えば、BLUETOOTH（BLUETOOTHは登録商標、以下、ＢＴ）やBLUETO
OTH　LOW　ENERGYのような無線通信技術を用いて、携帯端末３から送信されるデータを受
信する。特に、ＢＴは、事前にペアリング設定をした機器間でのみ通信可能であるため、
第三者が通信内容を傍受することはできず、セキュリティを確保できる。
【００２８】
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　携帯機２は、通常モードと、通常モードよりも消費電力の少ないスリープモードとを切
り替えて動作する。省電力モード時は、少なくとも、ＬＦ受信部２１、操作部２４、ＢＴ
通信部２６が動作している。制御部２０の操作部２４および各受信部に関係ない機能は停
止している。操作部２４が操作されたとき、あるいは、各受信部で信号を受信したとき、
省電力モードから通常モードに遷移（ウエイクアップ）し、所定の処理を実行した後、通
常モードから省電力モードに遷移（スリープ）する。
【００２９】
　車載装置１と携帯機２とで、周知のスマートエントリーシステムを構成する。すなわち
、車載装置１からＬＦ送信部１１を介して、携帯機２にリクエスト信号を送信する。ＬＦ
受信部２１を介してリクエスト信号を受信した携帯機２は、自身を識別するためのＩＤコ
ードを含む応答信号を、ＵＨＦ送信部２２を介して車載装置１へ送信する。ＥＣＵ１０は
、受信したＩＤコードと、メモリ１０ａに予め記憶されたマスタコードとを照合し、両者
が一致したとき（正常照合）、ドアの施錠または解錠の許可、あるいはエンジン始動の許
可を含む制御、あるいは受信したＩＤコード（ユーザに関連付けられる）に基づいた車両
設定を、車両所有者が乗車する前に実行する指令を、該当する装置（エアコン制御部５３
、ドアロック制御部５７、エンジン制御部５８、イルミネーション制御部５９、シートア
レンジ制御部６０、ミラー位置制御部６１）に出力する。
【００３０】
　携帯端末３は、例えば、周知のスマートフォンに代表されるタブレット型端末（液晶デ
ィスプレイなどの表示部分にタッチパネルを搭載し、指で操作する携帯情報端末の総称）
を用いる。携帯端末３は、制御部３０（本発明の算出部）と、制御部３０に接続されたＢ
Ｔ通信部３１（本発明の携帯端末通信部）、位置検出部３２、フラッシュメモリ等の不揮
発性記憶媒体で構成されるメモリ３３、駐車位置取得部３５を備える（操作部３４につい
ては後述）。
【００３１】
　制御部３０は、携帯機２の制御部２０と同様に、コンピュータとして構成される。メモ
リ３３は、携帯端末制御プログラムを記憶する。そして、ＣＰＵが携帯端末制御プログラ
ムを実行することで、携帯端末３の各種機能を実現する。携帯端末３としてスマートフォ
ンを用いる場合、携帯端末制御プログラムは、ＯＳ（Operating　System）上で動作する
アプリケーションソフトに含まれる。
【００３２】
　ＢＴ通信部３１は、上述の近距離無線通信技術を用いて、携帯機２のＢＴ通信部２６に
データを送信する。
【００３３】
　位置検出部３２は、例えば、周知のＧＰＳ衛星からの電波（ＧＰＳ信号）を受信するＧ
ＰＳ受信部を含み、受信したＧＰＳ信号に基づいて、携帯端末３の位置を検出する。
【００３４】
　駐車位置取得部３５は、上述の、スマートフォン自身が、ユーザの車両からの降車を自
動的に認識し、駐車位置をＧＰＳデータとして取得・記憶する技術を用いて、車両１０１
の駐車位置を取得する。
【００３５】
　図２に、ＥＣＵ１０と、車両１０１に搭載された他の装置との接続構成を示す（操作部
１４については後述）。ＥＣＵ１０には、上述のエンジンスイッチ１５の他に、オーディ
オ装置５１、ナビゲーション装置５２、エアコン制御部５３、灯火制御部５４、ドア開閉
制御部５５、窓開閉制御部５６、ドアロック制御部５７、エンジン制御部５８、イルミネ
ーション制御部５９、シートアレンジ制御部６０、ミラー位置制御部６１、無線制御部６
２がデータ通信可能に接続される。なお、ＥＣＵ１０と、これら制御部、装置（以降、「
車両用装置」と総称する）とは直接接続してもよいし、通信Ｉ／Ｆ（インターフェース）
１０ｂ（本発明の出力部）を介して周知の車内ＬＡＮに接続してもよい。
【００３６】
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　オーディオ装置５１の構成は、周知であるため詳細な説明は省略する。無論、テレビを
含んでもよいし、ナビゲーション装置５２と連係動作可能に構成してもよい。
【００３７】
　ナビゲーション装置５２は、車両の位置を検出し、電子地図データ上にその現在位置を
表示したり、設定された目的地までの経路案内を行うもので、その構成は周知であるため
、詳細な説明は割愛する。
【００３８】
　エアコン制御部５３は、ユーザによる操作部（図示せず）からの操作信号に基づいて空
調装置を駆動制御する。これにより、車室内の温度、湿度を調整する。
【００３９】
　灯火制御部５４は、車両１０１の灯火装置（ヘッドライト、テールランプ、方向指示灯
、補助灯、ルームランプ、カーテシランプなど）の点灯／消灯の制御を行う。
【００４０】
　ドア開閉制御部５５は、車両１０１のパワースライドドア（パワーバックドアを含めて
もよい）の開閉制御を行う。
【００４１】
　窓開閉制御部５６は、車両１０１の窓（いわゆる、パワーウインドウ）の開閉制御を行
う。
【００４２】
　ドアロック制御部５７は、車両１０１のドアロック装置の施錠／解錠の制御を行う。
【００４３】
　エンジン制御部５８は、アクセル開度，吸気温度，エンジン冷却水温などに基づいて、
燃料噴射量や点火時期を演算し、エンジンの回転制御を行う。
【００４４】
　イルミネーション制御部５９は、例えば、上述の灯火装置以外の、装飾用のイルミネー
ションの照度、点灯パターン、点灯タイミングの制御を行う。
【００４５】
　シートアレンジ制御部６０は、予めユーザにより設定されたシートポジションを記憶し
、シートの位置制御を行う。
【００４６】
　ミラー位置制御部６１は、予めユーザにより設定されたミラーポジションを記憶し、ミ
ラーの位置制御を行う。
【００４７】
　無線制御部６２は、車内の無線ＬＡＮ環境を制御する。
【００４８】
　上述の構成が、「車両は、予め定められた機能を動作制御する車両用装置（５１～６２
）を１以上備え、車載装置は、車両側通信部（１２）が接近情報を受信したとき、機能を
選択する選択部（１０）と、選択した機能を動作制御させるための制御信号を、該当する
車両用装置に出力する出力部（１０ｂ）と、を含む」ものである。本構成によって、携帯
機から車載装置への通知により車両用装置を作動させることができる。よって、車両側通
信部の受信機能のみ動作させておけばよいので、予め車両用装置を待機状態にする必要は
なく、暗電流の低減が期待できる。
【００４９】
　図３の、距離情報送信処理を説明する。本処理は、携帯端末３の携帯端末制御プログラ
ムに含まれ、制御部３０が所定のタイミングで繰り返し実行する。まず、駐車位置取得部
３５が車両１０１の駐車位置情報を取得したか否かを判定する。
【００５０】
　駐車位置情報を取得していないとき（Ｓ１１：Ｎｏ）、本処理を終了する。一方、駐車
位置情報を取得しているとき（Ｓ１１：Ｙｅｓ）、取得した駐車位置情報をメモリ３３に
記憶する（Ｓ１２）。
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【００５１】
　次に、携帯機２へのデータ送信タイミングが到来したか否かを判定する。該タイミング
が到来しないとき（Ｓ１３：Ｎｏ）、本処理を終了する。一方、該タイミングが到来した
とき（Ｓ１３：Ｙｅｓ）、位置検出部３２から現在位置情報を取得する（Ｓ１４）。次に
、現在位置と、メモリ３３に記憶してある駐車位置との距離を算出する（Ｓ１５）。
【００５２】
　次に、予め定められた送信条件が成立したか否かを判定する。送信条件は、以下のうち
のいずれかを用いる。
・算出した距離が、予め定められた閾値（例えば、３０ｍ）を下回るとき、送信条件が成
立。
・算出した距離が、予め定められた範囲内（例えば、１．５～３０ｍ）に含まれるとき、
送信条件が成立。
【００５３】
　送信条件が成立しないとき（Ｓ１６：Ｎｏ）、本処理を終了する。一方、送信条件が成
立したとき（Ｓ１６：Ｙｅｓ）、携帯機２に、算出した距離を含む距離情報を送信する（
Ｓ１７）。
【００５４】
　図４の、接近情報送信処理を説明する。本処理は、携帯機２の携帯機制御プログラムに
含まれ、制御部２０が所定のタイミングで繰り返し実行する。携帯機２は、通常は、省電
力モードで動作しているとする。まず、ＢＴ通信部２６を介して、携帯端末３から距離情
報を受信したとき（Ｓ３１：Ｙｅｓ）、制御部２０はウエイクアップし（Ｓ３２）、受信
した距離情報を接近情報として、ＵＨＦ送信部２２を介して車載装置１に送信する（Ｓ３
３）。その後、スリープする（Ｓ３４）。
【００５５】
　距離情報を、現在位置および駐車位置を含むものとして、携帯機２で距離を算出し、接
近情報の送信条件を判定してもよい。ただし、プログラムのアップデート、パラメータ設
定は、携帯端末３の方が携帯機２よりも容易に実行できるので、携帯機２は、情報を中継
する役割にとどめることが望ましい。
【００５６】
　図５の、装置制御処理を説明する。本処理は、車載装置１の車載装置制御プログラムに
含まれ、ＥＣＵ１０が所定のタイミングで繰り返し実行する。まず、ＵＨＦ受信部１２を
介して、携帯機２から接近情報を受信したとき（Ｓ５１：Ｙｅｓ）、省電力モードで動作
しているときはウエイクアップし、接近情報に含まれる距離情報を取得してメモリ１０ａ
に記憶する（Ｓ５２）。距離情報は、予め定められた期間遡って記憶する。
【００５７】
　次に、リクエスト信号の送信条件が成立したか否かを判定する。送信条件は、以下のと
おりである。
・前回の接近情報を受信してから所定時間を経過しているとき。すなわち、一旦、携帯機
２の所持者が車両１０１から離れた後に、戻って来たときに相当する。この場合、携帯機
２と車両１０１との距離は１０～３０ｍであり、通常のＬＦ電波の到達範囲外と考えられ
るが、このときに限り、携帯機２に到達可能なように送信出力を上げてＬＦ電波を送信す
る。
【００５８】
・携帯機２と車両１０１との距離が、上述の送信エリアに含まれるとき（通常のＬＦ信号
の送信範囲に相当）。
【００５９】
　送信条件が成立したとき（Ｓ５３：Ｙｅｓ）、リクエスト信号を送信する（Ｓ５４）。
その後、携帯機２からの応答信号を受信したとき（Ｓ５５：Ｙｅｓ）、上述のようにＩＤ
コードの照合を行う（Ｓ５６）。照合結果が正常でないとき（Ｓ５７：Ｎｏ）、本処理を
終了する。



(9) JP 6372688 B2 2018.8.15

10

20

30

40

50

【００６０】
　一方、照合結果が正常であるとき（Ｓ５７：Ｙｅｓ）、距離情報の履歴に基づいて、携
帯機２もしくは携帯端末３の挙動を推定する（Ｓ５８）。
・車両１０１に接近、あるいは車両１０１から離間しているか否か。接近／離間している
ときは、その速度を算出する。また、接近方向を推定してもよい。例えば、車両１０１ま
での距離が１．５ｍ以下であるとき（すなわち、携帯機２が上述の送信エリア内にあると
き）、最も接近したと推定する。
・距離の変化の有無。距離に変化がないとき、車両１０１から所定距離内で留まっている
と推定する。
【００６１】
　上述ステップＳ５６の構成が、「車両側通信部（１１）は、接近情報を受信したとき、
第１携帯機通信部（２１）に、携帯機を識別するためのＩＤコードを要求するリクエスト
信号を送信し、第１携帯機通信部（２２）は、リクエスト信号を受信したときに、ＩＤコ
ードを含む応答信号を送信し、車載装置は、ＩＤコードを受信したときに、ＩＤコードと
、予め記憶されているマスタコードとを照合する照合部（１０）を含み、選択部は、照合
が正常に行われたことを前提条件として機能を選択する」ものである。本構成によって、
ユーザ以外の携帯機（正しく照合できない）からの接近情報では、車両用装置は動作しな
いので、車両のセキュリティを確保できる。
【００６２】
　また、携帯機２もしくは携帯端末３の接近方向を推定する構成が、「距離情報は、車両
の駐車位置および携帯端末の位置を含み、車載装置は、車両の駐車位置および携帯端末の
位置に基づいて、携帯端末の接近方向を推定する推定部（１０）を含み、選択部は、携帯
端末の接近方向に基づいて、機能を選択する」ものである。本構成によって、ユーザの接
近する方向のみの灯火を点灯させる、ユーザの接近する方向のみの窓を開状態にするとい
ったような、きめの細かい制御が可能となる。また、無駄な動作を行わないことで、消費
電力を低減できる。
【００６３】
　次に、挙動に応じて制御する車両用装置（５１～６２）とその制御内容を選択する（Ｓ
５９）。メモリ１０ａは、車両用装置のそれぞれについて、携帯機２もしくは携帯端末３
の挙動に応じて実施する制御内容を関連付けて記憶するデータテーブルを含む。この制御
データテーブルを参照して選択する。
【００６４】
　また、例えば、携帯機２を所持したユーザが、車両に接近（上述の挙動を含む）、乗車
、走行を開始するまでの間の、車両用装置の操作履歴をメモリ１０ａに記憶する。そして
、その操作履歴から、制御する車両用装置とその制御内容を選択してもよい。
【００６５】
　上述の構成が、「車載装置は、接近情報を受信してから動作制御された機能の履歴を記
憶する履歴記憶部（１０ａ）を含み、選択部は、機能の履歴に基づいて機能を選択する」
ものである。この履歴は、自動実行された機能とユーザが実行した機能を含む。本構成に
よって、ユーザが事前に設定することなく、所望の機能を動作制御することができ、ユー
ザの利便性および快適性を向上できる。
【００６６】
　また、ユーザ（すなわち、ＩＤコード）毎に機能を選択するようにしてもよい。本構成
が、「接近情報は、携帯機を識別するためのＩＤコードを含み、車載装置は、ＩＤコード
毎に実行する機能を記憶する記憶部（１０ａ）を含み、選択部は、ＩＤコードに基づいて
機能を選択する」ものである。本構成によっても、ユーザが事前に設定することなく、所
望の機能を動作制御することができ、ユーザの利便性および快適性を向上できる。
【００６７】
　また、エンジン停止直前のような乗員の降車直前の車両用装置の動作状態をメモリ１０
ａに記憶する。そして、その動作状態から、制御する車両用装置とその制御内容を選択し
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てもよい。
【００６８】
　乗員の降車は、エンジンが停止したか否か、車両が停止しているか否か、シフトレバー
が「駐車」の位置にあるか否か、全てのドアロック装置を施錠したときに、車室内に乗員
が存在するか否か、駐車ブレーキが作動しているか否か、などの条件を用いて判定するこ
とができる。これらの状態は、通信Ｉ／Ｆ１０ｂを介して、他の車両用装置から取得可能
である。
【００６９】
　上述の構成が、「車載装置は、ユーザが降車したときの車両の状態を記憶する状態記憶
部（１０ａ）を含み、選択部は、車両の状態に基づいて機能を選択する」ものである。本
構成によって、ユーザが事前に設定することなく、各車両用装置が降車前の状態で動作す
るので、ユーザの利便性および快適性を向上できる。
【００７０】
　また、ユーザが、車両に接近したときに動作させたい車両用装置および制御内容を設定
できるようにしてもよい。設定は、車載装置１のメカニカルスイッチ等の操作スイッチ群
を含む操作部１４（図２参照）、携帯機２の操作部２４、携帯端末３のタッチパネルを含
む操作部３４（いずれも、本発明の設定部）を用いる。携帯機２あるいは携帯端末３で設
定したときは、無線通信により設定内容を車載装置１へ送信する。設定内容は、メモリ１
０ａに記憶する。
【００７１】
　上述の構成が、「ユーザが動作制御の対象となる機能を設定する設定部（１４、２４、
３４）を含み、車載装置の選択部は、ユーザの設定に基づいて機能を選択する」ものであ
る。本構成によって、ユーザの好みに応じて機能を動作制御することができ、ユーザの利
便性および快適性を向上できる。
【００７２】
　最後に、制御内容に対応する制御指令を、該当する車両用装置に出力する（Ｓ６０）。
制御指令を受けた車両用装置は、該制御内容に基づいて動作する。
【００７３】
　制御内容は、例えば、以下を例示できる。
・オーディオ装置５１
　接近と判定したとき、駐車直前に再生していた楽曲があれば、その楽曲を再生可能状態
（一時停止状態）とする。また、駐車直前に視聴していた放送局があれば、該放送局を受
信する。ただし、放送局からの画像・音声は出力しない。
　上述の送信エリア内に接近したと判定したとき、楽曲の再生を開始する。また、放送局
からの画像・音声を出力する。
【００７４】
・ナビゲーション装置５２
　接近と判定したとき、次の目的地が設定されているときは、経路案内を開始する。次の
目的地が設定されていないときは、自宅のようなデフォルト地点までの経路を検索して経
路案内を開始してもよい。車両は停止しており、実質的に何の案内も行われないので、ユ
ーザの利便性を損なうことはない。
【００７５】
・エアコン制御部５３
　接近と判定したとき、駐車直前の動作モードで運転を開始する。ただし、風量は、携帯
機２が車両１０１に接近するにつれて大きくしてもよい。
【００７６】
・灯火制御部５４
　距離が予め定められた範囲内にあるとき、車両１０１の駐車位置を知らせるために、所
定のライトを点灯あるいは点滅させる。ホーンを吹鳴させてもよい。携帯機２と車両１０
１との距離、あるいは携帯機２の接近方向に応じて、点灯態様等を変化させてもよい。
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【００７７】
・ドア開閉制御部５５
　上述の送信エリア内に接近したと判定したとき、接近方向を推定し、接近方向にあたる
ドアを自動開扉する。無論、スマートエントリーシステムにおいて正常照合されているこ
とを前提条件とすることが望ましい。
【００７８】
・窓開閉制御部５６
　接近と判定したとき、車室内換気のため、窓を所定の開口率となるように開ける。開口
率は、携帯機２が車両１０１に接近するにつれて大きくしてもよい。接近方向を推定し、
接近方向にあたる窓のみを開状態としてもよい。
【００７９】
・ドアロック制御部５７
　距離が上述の送信エリアに含まれるときのみ、ドアロック装置の施錠／解錠の動作を許
可する（スマートエントリーシステムの通常の機能）。
【００８０】
・エンジン制御部５８
　距離が上述の送信エリアに含まれるときのみ、エンジンの始動を許可する（スマートエ
ントリーシステムの通常の機能）。
【００８１】
・イルミネーション制御部５９
　距離に応じて、イルミネーションの照度、点灯色、点灯パターンを変化させる。
【００８２】
・シートアレンジ制御部
　予めユーザにより設定されたシートポジションとなるように、シートの位置制御を行う
。
【００８３】
・ミラー位置制御部６１
　所定距離内にまで接近したとき、ミラーを格納状態から開状態とする。
【００８４】
・無線制御部６２
　所定距離内にまで接近したとき、無線ＬＡＮを有効とする。
【００８５】
　携帯機２が車両１０１に接近するにつれて、車両用装置の制御内容を変化させる構成が
、「車載装置の選択部は、接近情報に含まれる距離情報に基づいて機能を選択する」もの
である。本構成によって、例えば、セキュリティを低下させないと考えられる機能（例え
ば、灯火装置の点滅）は、接近開始時に選択することができる。一方、セキュリティを低
下させると考えられる機能（例えば、ドアロック装置の解錠）は、車両の近くまで接近し
てから選択できるようにする。こうすることで、車両のセキュリティを確保できる。
【００８６】
　機能は、少なくとも車両のエンジン始動、あるいは車両のドアロック装置の施錠／解錠
の動作を含むようにしてもよい。スマートエントリーシステムにおいて、従来は、車載装
置からのＬＦ電波により通信が開始される。すなわち、携帯機が存在するか否かによらず
、定期的にＬＦ電波を送信していた。一方、本発明の構成では、携帯機からの接近情報を
受信してからＬＦ電波を送信する。よって、車載装置は、接近情報を受信可能なように動
作すればよく、ＬＦ電波の定期送信が不要となる分、暗電流を低減できる。また、ＬＦ電
波の送信タイミング、あるいは、車両のエンジン始動の許可、または車両のドアロック装
置の施錠／解錠の動作の許可のタイミング（すなわち、携帯機と車両との距離）は、従来
のスマートエントリーシステムとすればよく、車両のセキュリティを確保できる。
【００８７】
　図５の処理において、スマートエントリーシステムの通常の機能（ドアロック装置の施
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Ｄコードの照合を行わないようにしてもよい。この場合、ステップＳ５３～Ｓ５７を実行
しない。
【００８８】
　以上、本発明の実施の形態を説明したが、これらはあくまで例示にすぎず、本発明はこ
れらに限定されるものではなく、特許請求の範囲の趣旨を逸脱しない限りにおいて、当業
者の知識に基づく種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【００８９】
　　１　車載装置
　　２　携帯機
　　３　携帯端末
　１０　ＥＣＵ（選択部、推定部、照合部）
　１０ａ　メモリ（記憶部、履歴記憶部、状態記憶部）
　１０ｂ　通信Ｉ／Ｆ（出力部）
　１１　ＬＦ送信部（車両側通信部）
　１２　ＵＨＦ受信部（車両側通信部）
　１４　操作部（設定部）
　２１　ＬＦ受信部（第１携帯機通信部）
　２２　ＵＨＦ送信部（第１携帯機通信部）
　２４　操作部（設定部）
　２６　ＢＴ通信部（第２携帯機通信部）
　３０　制御部（算出部）
　３１　ＢＴ通信部（携帯端末通信部）
　３２　位置検出部
　３４　操作部（設定部）
　３５　駐車位置取得部
　１００　車両用通信システム
　１０１　車両
　オーディオ装置５１、ナビゲーション装置５２、エアコン制御部５３、灯火制御部５４
、ドア開閉制御部５５、窓開閉制御部５６、ドアロック制御部５７、エンジン制御部５８
、イルミネーション制御部５９、シートアレンジ制御部６０、ミラー位置制御部６１、無
線制御部６２（車両用装置）
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