
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の利用者の必要な救援項目の種類毎に設けられ、その２つ以上が に手
動操作にて操作可能な複数の要求スイッチと、
　前記複数の要求スイッチの全ての操作状態を確認し、その確認結果に基づいて要求信号
を発生する要求信号発生手段と、
　前記要求信号に応じた送信信号を車外の サービス機関に送信する

送信手段と、
　前記 サービス機関から送られてくる受信確認信号を受信する受信手段と、
　前記受信確認信号に応じて、前記送信信号が前記 サービス機関にて受信されたこ
とを前記利用者に対して表示するための受信確認表示手段と、
　を具備したことを特徴とする車両用通報装置。
【請求項２】
　前記要求信号発生手段による確認は、所定時間繰り返し行われるものであることを特徴
とする請求項１記載の車両用通報装置。
【請求項３】
　前記所定時間は、利用者が前記要求スイッチを押している期間であることを特徴とする
請求項２記載の車両用通報装置。
【請求項４】
　前記受信確認信号は、前記要求信号の種類に関する情報を含んでおり、前記受信確認表
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示手段は、利用者が該要求信号の種類が確認可能なように表示を行うものであることを特
徴とする請求項１記載の車両用通報装置。
【請求項５】
　前記要求信号発生手段による確認は、所定の優先順位に従って行われるものであること
を特徴とする請求項１記載の車両用通報装置。
【請求項６】
　前記要求スイッチが操作された後所定時間を計測するタイマを備え、該所定時間内に利
用者により押し間違いの訂正がなければ前記要求信号発生手段は操作された前記要求スイ
ッチに対応する前記要求信号を発生することを特徴とする請求項１記載の車両用通報装置
。
【請求項７】
　前記所定時間内に利用者により、先に操作した前記要求スイッチと同じ前記要求スイッ
チが再度操作された場合、該要求スイッチによる要求をキャンセル可能としたことを特徴
とする請求項６記載の車両用通報装置。
【請求項８】
　前記要求信号発生手段は、前記要求スイッチにて操作された要求項目を記憶する第１記
憶手段（スイッチフラグ）、および該第１の記憶手段の記憶内容を確認することにより前
記要求信号が送信可能であることを示す情報を記憶する第２記憶手段（送信フラグ）とを
備え、前記所定時間内にこの第２記憶手段の記憶内容の訂正がなければ、前記要求信号を
発生することを特徴とする請求項６記載の車両用通報装置。
【請求項９】
　前記要求スイッチが操作されたことを利用者に対して表示するための第２表示手段を具
備したことを特徴とする請求項８記載の車両用通報装置。
【請求項１０】
　前記第２表示手段は、前記要求スイッチが操作された後から前記所定時間が経過するま
での期間と、その期間後において、その表示状態を変えるものであることを特徴とする請
求項９記載の車両用通報装置。
【請求項１１】
　前記要求スイッチが所定時間以上継続して操作され続けることによって、前記第１記憶
手段がその要求項目を記憶することを特徴とする請求項８記載の車両用通報装置。
【請求項１２】
　少なくとも前記要求スイッチおよび前記受信確認表示手段は、前記車両のサンバイザー
に取り付けられていることを特徴とする請求項１記載の車両用通報装置。
【請求項１３】
　前記サンバイザーは前記要求スイッチおよび前記受信確認表示手段を覆う蓋を有し、該
蓋の開閉動作により、前記要求スイッチ、前記要求信号発生手段及び前記受信確認表示手
段の電源ＯＮ／ＯＦＦ状態を制御することを特徴とする請求項１２記載の車両用通報装置
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は車両用通報装置に係わるものであり、特に車両運転中の非常事態を緊急通報する
のに好適なものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、車両用通報装置として、ＵＳＰ３９８６１１９号公報に開示された技術が知られて
いる。この技術は、警察、救急車、レッカー車、役務等のユーザーが必要とする救助の種
類に対応した救援信号を選択するための救援スイッチを備え、非常事態にユーザーがこの
救援スイッチにていずれかの救援信号を選択すると、その信号は路傍の中継ステーション
を介してターミナル・ステーションへ転送される。このターミナル・ステーションでは、
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救援信号を受け取ると、ユーザーの概略位置を決定し、ユーザーへ救助を差し向けるとと
もに、ユーザーからのメッセージが受信されたことを知らせる確認信号をユーザーへ送信
する。この確認信号が該通報装置にて受信されると、認識インジケータが能動化され、そ
れにより、ユーザーはメッセージが確かに受信されたことを確認できる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、この通報装置においては、利用者の必要とする救助の種類に対応した救助
信号を救援スイッチにて選択可能であるものの、利用者はその内のいずれか１つしか選択
することができず、一度に複数の救助を求めることができないという問題点があった。
【０００４】
即ち、自動車事故が発生した場合に、通常利用者は救急車と共に警察、さらにはロードサ
ービスを同時に必要とするが、上述した従来の装置では、それらに救助を同時に要求する
ことができないために、一つずつ救助を求める必要があり、緊急時にも係わらず、救助の
要請に時間を要してしまう。
そこで本発明は、上記の課題を解決すべく、一度に複数の要求を可能とした車両用通報装
置を提供するものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、上記課題を解決するために、車両の利用者の必要な救援項目の種類毎に設け
られ、その２つ以上が に手動操作にて操作可能な複数の要求スイッチと、前
記複数の要求スイッチの全ての操作状態を確認し、その確認結果に基づいて要求信号を発
生する要求信号発生手段と、前記要求信号に応じた送信信号を車外の サービス機関
に送信する

送信手段と、前記 サービス機関から送られてくる受信確認信号を受信する受信手
段と、前記受信確認信号に応じて、前記送信信号が前記 サービス機関にて受信され
たことを前記利用者に対して表示するための受信確認表示手段と、を具備したことを要旨
とするものである。
【０００６】
【作用】
　本発明によれば、２つ以上が に操作可能な複数の要求スイッチが操作され
た場合、この要求スイッチの操作状態を確認し、この確認状態に基づき、要求信号を発生
し、この要求信号に応じた送信信号を車両外の サービス機関に送信する。この送信
信号を受信したサービス機関は受信確認信号を発信し、この信号を車両側にて受信し、利
用者に対して受信の確認を表示する。
【０００７】
【発明の効果】
本発明によれば、通報の操作性を悪化させることなく、一度に複数の要求を求めることが
でき、要求の要請までの時間を短縮することができるとともに、要求信号を送信した後に
、その信号が確実にサービス機関にて受信されたことを利用者側にて確認することができ
、利用者により大きな安心感を与えることができる。
【０００８】
【実施例】
例えば、車両運転中の非常事態を緊急通報する場合において、複数の救助を一度に要求で
きるようにするためには、個々のスイッチの他にそれ専用の独立したスイッチ（例えば、
救急車＋警察用のスイッチ，救急車＋警察＋ロードサービス用のスイッチ等）を設けるよ
うにすればよいが、この場合、スイッチの数が多くなり紛らわしくなるとともに、スイッ
チの配設スペースの制約から、これらのスイッチを小さくしなければならず、緊急時の操
作性を悪化させてしまうことになる。
【０００９】
また、緊急時には、利用者は気が動転しているため、救援スイッチが多数存在すると、ス
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イッチの押し間違いを招き易く、押し間違った場合には何らかの方法で、その押し間違い
を訂正する必要性がある。
さらに、救援信号を送信した後には、上述したＵＳＰ３９８６１１９号公報に開示されて
いるように、それがコントロールセンターにて確かに受信された事を利用者側にて確認で
きるようにするのが望ましいが、救援信号が複数存在する場合には、それらの個々につい
て確認できるようにするのが望ましい。
【００１０】
以下に述べる本発明の一実施例は、上述した課題を全て解決するものである。
以下、本発明の一実施例について図面を用いて詳細に説明する。
図１は車両に搭載されたコールユニット１００および無線機（以下、ＶＬＵ（ Vehicle Lo
cator Unit）と称する）２００から成る車両用通報装置のブロック図を示す。
【００１１】
　コールユニット１００にはそれぞれ救急車、警察、ロードサービスの救援を要求するた
めの救急車スイッチ１０１、警察スイッチ１０２、ロードサービススイッチ１０３が設け
られている。
　なお、救援項目の種類の数（即ち本実施例においては３個）のみスイッチが設けられて
いることに特徴がある。
　そして、これらのスイッチは全体の動作および制御を司るマイクロコンピュータ１０４
に直接接続されると共に、ＯＲ回路１０５を介してマイクロコンピュータ１０４のインタ
ラプ 端子ＩＮＴにも接続される。
　個々のスイッチの近傍にはそれぞれ発光ダイオード（以下ＬＥＤと称す）１０６乃至１
０８が設けられており、各スイッチが能動化されると点滅あるいは点灯する。
　また、コールユニット１００内にはメッセージ（救援項目、救援到達予測時間、等）を
表示するためのディスプレイ（ＬＣＤ表示器）１０９、およびマイクロコンピュータ１０
４からの表示命令に基づきディスプレイ１０９を駆動するためのキャラクタ発生ＩＣ１１
０、およびメッセージが表示された時にそれを利用者に音でも知らせるためのブザー１１
１も設けられている。
　なお、図１には電源スイッチが図示されていないが、これはコールユニット１００に付
設しても良いし、他の場所に設けても良い。
　また、車両のイグニッションスイッチがＯＮされるとコールユニット１００にも自動的
に電源が入るようにしても良い。
【００１２】
利用者の要求する救援信号は、マイクロコンピュータ１０４から送信ライン１１２を介し
てＶＬＵ２００へ送られ、ＶＬＵ２００のＩＤコードと共に、この救援信号をアンテナ２
０１から車両外部に向けて発振する。
次に、図２は通信システムの全体図に示すものであり、車両外部に発振された救援信号お
よびＩＤコードは、中継アンテナ３００乃至３０４のうち少なくとも３つの中継アンテナ
を介してコントロールセンター４００にて受信される。コントロールセンター４００では
、これらの信号を受信すると、救援信号受領信号（ペーシング信号）をＶＬＵ２００へ向
けて発振する。この救援信号受領信号は専用のアンテナ３０５を介してＶＬＵ２００にて
受信され、ＶＬＵ２００から受信ライン１１３を介してマイクロコンピュータ１０４へ送
られ、その信号に応じた受領確認の表示およびブザー１１を鳴らし、利用者に救援信号が
コントロールセンター４００に確かに送られたことを確認可能にする。
【００１３】
また、コントロールセンター４００では、各中継アンテナ３００乃至３０４におけるＩＤ
コード受信時刻差に基づいて車両の位置を計算し、コンピュータの地図上４０１に表示す
るとともに、救援信号に応じた救急車センター５００、警察署５０１、あるいはロードサ
ービスセンター５０２等のサービス機関に車両位置および利用者のＩＤ（例えば、ナンバ
ープレート、車種、車の色、ユーザーの氏名等）を通報し、それらのサービス機関の現地
への予測到達時間を確認し、その時間を表す救援到着予測時間信号をアンテナ３０５を介
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してＶＬＵ２００に発信する。この信号はＶＬＵ２００から受信ライン１１３を介してマ
イクロコンピュータ１０４へ送られ、その信号に応じた受領確認の表示およびブザー１１
１を鳴らし、利用者を安心させる。なお、図２に示された通信システムとしては、既に米
国にて実施されているトラッキング技術を用いた盗難車探索サービスにおける通信システ
ムを利用できる。
【００１４】
次に、マイクロコンピュータ１０４の制御動作を図３乃至図７のフローチャートを用いて
説明する。
利用者が車両の運転中、何らかの事情により救援が必要になった場合に、利用者は先ずコ
ールユニット１００の電源をＯＮにする。これにより、コールユニット１００はイニシャ
ライズされ、作動待機状態になる。
【００１５】
次に、救急車スイッチ１０１、警察スイッチ１０２、ロードサービススイッチ１０３の内
、いずれか１つ、あるいは複数のスイッチが同時あるいは連続して利用者により押される
と、図３に示すインターラプトルーチンに入る。このインターラプトルーチンにおけるス
テップ６０１にて救急車スイッチ１０１が押されているか否かを判断する。救急車スイッ
チ１０１が押されている場合、ステップ６０２に進み、救急車スイッチ１０１に対応した
スイッチフラグをＯＮにする。一方救急車スイッチ１０１が押されていない場合、あるい
はステップ６０２にて救急車スイッチ１０１に対応したスイッチフラグがＯＮにされた後
は、ステップ６０３に進み、警察スイッチ１０２が押されているか否かを判断する。警察
スイッチが押されている場合、ステップ６０４に進み、警察スイッチ１０２に対応したス
イッチフラグをＯＮにする。そして、警察スイッチ１０２が押されていない場合、あるい
はステップ６０４にて警察スイッチ１０２に対応したスイッチフラグがＯＮにされた後は
、ステップ６０５に進み、ロードサービススイッチ１０３が押されているか否かを判断す
る。そして、ロードサービススイッチ１０３が押されている場合、ステップ６０６に進み
、ロードサービススイッチ１０３に対応したスイッチフラグをＯＮにする。ロードサービ
ススイッチ１０３が押されていない場合、あるいはステップ６０６にてロードサービスス
イッチ１０３に対応したスイッチフラグがＯＮにされた後は、ステップ６０７に進む。
【００１６】
ステップ６０７では、各スイッチ１０１乃至１０３がいずれか１つでも押されているか否
を判断し、押されていればステップ６０１に戻り上記のステップ６０１乃至６０６を繰り
返し処理する。そうでなければ、このインターラプトルーチンを終了する。ここで、利用
者が複数の救援を要求するために複数のスイッチを同時に押した場合、利用者は同時に押
したつもりでいるが、ミクロ的な視野に立てば実際には各スイッチを押す時刻に差が生じ
ている。そして、その差はマイクロコンピュータ１０４によるステップ６０１乃至６０６
までの処理時間より通常長い。従って、もしステップ６０７がないと、同時に複数のスイ
ッチを押しても１つのスイッチフラグしかＯＮにできなく、それにより１つの救援要求し
か発信できない可能性もある。利用者がスイッチを押している期間は通常、マイクロコン
ピュータ１０４によるステップ６０１乃至６０６までの処理時間よりはるかに長いので、
本実施例によると、ステップ６０７により各スイッチがいずれか１つでも押されている間
に上記のステップ６０１乃至６０６を繰り返し処理することにより、複数のスイッチフラ
グを確実にＯＮすることができ、ひいては、一度に複数の救援要求を通報可能にする。
【００１７】
図４乃至図７に示すフローチャートはマイクロコンピュータ１０４のメインルーチンであ
り、コールユニット１００の電源がＯＮされた時点からこの処理を繰り返す。先ず、ステ
ップ７０１にて後述するタイマによって１０秒経過したか否かが判断される。電源がＯＮ
された直後ではまだタイマはスタートされていないのでステップ７０２に進む。ステップ
７０２では救急車スイッチ１０１に対応したスイッチフラグがＯＮにされているか否かを
判断する。上述したインターラプトルーチンのステップ６０２にて、このスイッチフラグ
がＯＮにされていれば、ステップ７０３に進み、このスイッチフラグをＯＦＦにし、さら
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にステップ７０４に進み、救急車スイッチに対応したＬＥＤ１０６が点滅しているか否か
を判断する。救急車スイッチ１０１が初めて押されたのであればまだＬＥＤ１０６は点滅
していないのでステップ７０５に進み、このＬＥＤ１０６を点滅させると共に救急車スイ
ッチ１０１に対応した送信フラグをＯＮにする。その後はステップ７０６に進み前記タイ
マをリセット後にスタートさせ、所定時間、例えば１０秒間を計測する。
【００１８】
ステップ７０４にて、ＬＥＤ１０６が点滅していると判断された場合、ステップ７０７に
進み、ＬＥＤ１０６の点滅を中止すると共に救急車スイッチ１０１に対応した送信フラグ
をＯＦＦし、救急車スイッチ救援信号の発信を中止する。ここで救急車スイッチ１０１を
以前に一度押していなければＬＥＤ１０６は点滅していないので、ステップ７０２を経て
ステップ７０４にてＹＥＳと判断されるということは、この時点で救急車スイッチ１０１
が２度押されたことを意味する。言い換えると、利用者は同じスイッチを再度押すことに
より、前に押したスイッチの押し間違いを訂正することができる。なお、その押し間違い
訂正はタイマによる所定時間範囲内に限られる。
【００１９】
ステップ７０７による処理が終わると、ステップ７０８に進み、他の救援信号に対応する
送信フラグがＯＮか否かを判断する。他の救援信号に対応する送信フラグが１つでもＯＮ
である場合はステップ７０１に戻る、また、全ての送信フラグがＯＦＦである場合はステ
ップにてタイマを停止させ、その後のステップ７０１に戻る。
【００２０】
ステップ７０２にて救急車スイッチ１０１に対応したスイッチフラグがＯＦＦであると判
断すると、図５に示すステップ７１２に進み、警察スイッチ１０２およびロードサービス
スイッチ１０３について、ステップ７１２乃至７２９にて、上述したステップ７０２乃至
７０９と同様の処理を行う。
ここまでのステップ７０１乃至７２９までのマイクロコンピュータ１０４の制動動作をま
とめると、マイクロコンピュータ１０４は、優先順位（救急車＞警察＞ロードサービス）
に従って、全ての救援項目に対して、スイッチフラグがＯＮされているか否かを順次確認
し、ＯＮされている救援項目については確認後にスイッチフラグをＯＦＦに切り換え、ス
イッチに付随するＬＥＤを点滅させ、送信フラグをＯＮにすると共に所定時間のタイマを
作動させる。もし利用者が救援スイッチを押し間違えた場合には、タイマの所定期間内に
同じスイッチを再度押すことによりその訂正を可能にする。利用者はその訂正後、所望の
救援スイッチを改めて押すことにより所望の救援を送信可能になる。
【００２１】
タイマによる所定時間経過後、マイクロコンピュータ１０４は救援項目が確定されたと見
なし、ステップ７０１から図６に示すステップ７３１に進む。ステップ７３１では救急車
スイッチ１０１に対応した送信フラグがＯＮであるか否かを判断する。ＯＦＦであればス
テップ７４１に進む。ＯＮであればステップ７３２にて救急車スイッチ１０１に付随する
ＬＥＤ１０６を点滅から連続点灯に切り換えているので、利用者は押し間違いの訂正可能
期間（即ち、該所定時間）をタイマの点滅により視覚的に認識することができるという効
果がある。
【００２２】
また、ディスプレイ１０９に例えば”救急車”と表示する（ステップ７３３）。そして、
救急車救援信号をＶＬＵ２００のＩＤ信号と共にＶＬＵ２００を介してコントロールセン
タ４００へ送信する（ステップ７３４）。また、ブザー１１１によりチュリップ音を２回
鳴らす（ステップ７３５）。なお、ＬＥＤ１０６の連続点灯、ディスプレイ表示、および
チュリップ音は利用者に救急車救援信号が送られたことを確認させるためのものである。
【００２３】
ステップ７３５の処理の後は、ステップ７４１乃至７４５、およびステップ７５１乃至７
５５では、それぞれ警察スイッチ、ロードサービススイッチ１０３について、上述したス
テップ７３１乃至７３５と同様の処理を行う。
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その後、コントロールセンタ４００にて救援信号が受領され、それに応じて救援信号受領
信号はコントロールセンタ４００からＶＬＵ２００に向けて発信され、ＶＬＵ２００がこ
れを受信すると、ステップ７５９にてＹＥＳと判断され、ステップ７６０に進む。なお、
救援信号受領信号が受信されるまではステップ７６０に進むことはできない。
【００２４】
ステップ７６１では、受領された救援信号が救急車救援信号か否かを判断する。そうであ
る場合ステップ７６２に進みディスプレイ１０９に例えば”救急車救援信号受信”と表示
すると共に、ステップ７６３にてブザー１１１によりチュリップ音を一回鳴らす。そうで
ない場合にはステップ７７１に直接進む。
ステップ７７１乃至７７３、ステップ７８１乃至７８３では、それぞれ警察救援信号、ロ
ードサービス救援信号について、上述したステップ７６１乃至７６３と同様の処理を行う
。その後は図７に示すステップ７９０に進む。
【００２５】
　コントロールセンタ４００にてサービス機関の現地への予測到達時間を確認し、その時
間を表す救援到着予測時間信号をＶＬＵ２００に発信し、ＶＬＵ２００がその信号を受信
すると、ステップ７９０にてＹＥＳと判断され、ステップ７９１に進む。ステップ７９１
では、受信された救援到着予測時間が救急車の到着予測時間信号 否かを判断する。そう
である場合、ステップ７９２にて、例えば救急車が１０分後に到着すると予測される場合
、ディスプレイ１０９に”救急車到達予測時間１０分”と表示すると共に、ステップ７９
３にてブザー１１１によりチュリップ音を一回鳴らす。そうでない場合にはステップ８０
１に直接進む。
【００２６】
ステップ８０１乃至８０３、ステップ８１１乃至８１３では、それぞれ警察の到着予測時
間信号、ロードサービスの到着予測時間について、上述したステップ７９１乃至７９３と
同様の処理を行う。その後は、ステップ７９０に戻り、前回ステップ７９０にて検出され
たサービス機関の到着予測時間信号と異なるサービス機関の到着予測時間信号が受信され
るのを待つ待機状態となる。
【００２７】
上述のステップ７６０乃至８１３によると、コントロールセンタ４００からの確認メッセ
ージ（受信、救援到着予想時間、等）を各救援信号毎に表示しているので、利用者により
大きな安心感を与えることができる。
以上、本発明を上記一実施例を用いて説明したが、本発明はその主旨を逸脱しない限り、
例えば以下に示す如く種々変更可能である。
【００２８】
▲１▼上記実施例ではディスプレイ１０９への各メッセージを順に表示するようにしてい
るが、図８（イ）に示すように各ステップ毎に一画面の全てのメッセージを表示しても良
い。また、図８（ロ）に示すように各メッセージが交互に表示されるようにしても良い。
▲２▼上記実施例では、救援信号が複数存在する場合、個々の信号を独立にコントロール
センタ４００に送信しているが、複数の救援信号を組み合わせた場合（例えば、救急車＋
警察、警察＋ロードサービス、救急車＋警察＋ロードサービス、等）の救援信号コードも
予め決めておき、マイクロコンピュータ１０４が各信号の送信をもとにこのような救援信
号を送信するようにしても良い。
【００２９】
▲３▼図９に他の実施例の車両用通報装置のブロック図を示す。なお、図１に示す実施例
と同様の構成要素については同一符号を付してその説明は省略する。図１に示す実施例と
の違いはＬＥＤ１０６乃至１０８が存在しない事、および警察スイッチ１１４がコールユ
ニット１００外にもう一つ設けられていることである。上記実施例では救援スイッチを押
した後、その確認と訂正可能機関をユーザに知らせるためにＬＥＤ１０６乃至１０８が点
滅したが、本実施例ではディスプレイ１０９に表示される救援信号名を点滅表示させる。
外部の警察スイッチ１１４は運転手の手元（例えば、ハンドルコラムの裏側、座席の下、
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等）に設置し、暴漢等に襲われた時に、相手に気付かれないように緊急通報できるように
する。
【００３０】
▲４▼マイクロコンピュータ１０４をエアバック用のＥＣＵと接続し、エアバックが作動
した時に、コールユニット１００がその作動信号を受信し、自動的に救援信号を送るよう
にしても良い。
▲５▼図１０に示すように、コールユニット１００はサンバイザー９００の裏側に組み込
むと効果的である。この位置は、日頃は目に付きにくく、いざと言う時にすぐ手が届く位
置であるからである。また、コールユニット１００を覆うように蓋９０１を設け、この蓋
９０１の開閉によりコールユニット１００の電源ＯＮ／ＯＦＦを制御するようにしても良
い。また、そのような位置にはバニティミラー９０２が装着されていることが多いが、そ
のような場合、図１１に示すように、蓋９０１とコールユニット１００との間にバニティ
ミラー９０２が介在する構造とし、このバニティミラー９０２を利用してコールユニット
１００の電源ＯＮ／ＯＦＦを制御するようにしても良い。
【００３１】
▲６▼図３のステップ６０１、６０３、６０５において、所定時間（例えば、１秒間）以
上スイッチが押し続けられた場合のみ、スイッチフラグをＯＮにするようにしても良い。
このような手法も、スイッチの押し間違いに対して有効である。
▲７▼コールユニット１００の電源は利用者により制御され、ＶＬＵ２００の電源はコン
トロールセンター４００により制御されるようにしても良い。即ち、コールユニット１０
０からＶＬＵ２００へ救援信号送信後は、たとえ利用者がコールユニット１００の電源を
ＯＦＦにしたとしてもＶＬＵ２００はコントロールセンタ４００と交信を続け、コントロ
ールセンター４００から確認のメッセージが届いた後に交信を終了するようにする。利用
者はコールユニット１００の電源をいつＯＦＦにしたらよいか判断しづらいが、このよう
にすることにより、そのような判断を不要にすることができる。
【００３２】
▲８▼コールユニット１００に経路誘導サービス要求スイッチを設け、位置を記憶してい
ない所望の場所まで到達したい時に、このスイッチを利用者が押すことによりコントロー
ルセンター４００のサービスマンと自動車電話を介して話すことを可能とし、経路誘導等
のサービスを受けれるようにしても良い。なお、この場合、上記実施例における救援到着
予測時間のメッセージは省略される。
【００３３】
なお、上述した実施例では、日本語にてメッセージが表示されているが、このメッセージ
を英文等により表示するようにしても良いことは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例の車両用通報装置を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施例における通信システムの全体を示す全体構成図である。
【図３】マイクロコンピュータのインターラプトルーチンを示すフローチャートである。
【図４】マイクロコンピュータのメインルーチンを示すフローチャートである。
【図５】マイクロコンピュータのメインルーチンを示すフローチャートである。
【図６】マイクロコンピュータのメインルーチンを示すフローチャートである。
【図７】マイクロコンピュータのメインルーチンを示すフローチャートである。
【図８】ディスプレイへの表示の一例を示す図である。
【図９】本発明の他の実施例の車両用通報装置を示すブロック図である。
【図１０】コールユニットを車両のサンバイザーへ組み込構成を示す斜視図
【図１１】閾い値演算方法を示した線図である。
【符号の説明】
１０１，１０２，１０３　要求スイッチ
１０４　要求信号発生手段をなすマイクロコンピュータ
１０９　受信確認表示手段をなすＬＣＤ表示器
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１１０　受信確認表示手段をなすＬＣＤ表示器
２００，２０１　送受信手段

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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