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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に搭載され、データの送受信が可能な車載装置であって、
　前記車両に故障が発生したと診断される際に継続して出力される故障情報を受信可能な
受信手段と、
　前記車両が走行中であるか否かを判定する判定手段と、
　前記受信手段が前記故障情報を受信した時点において、前記判定手段によって前記車両
が走行中であると判定されたときには、その判定時から前記車両が走行した走行距離を算
出し、一方、前記受信手段が前記故障情報を受信した時点において、前記判定手段によっ
て前記車両が走行中ではないと判定されたときには、前記故障情報の信頼性が低いと判断
して前記走行距離を算出しない算出手段と、
　前記算出手段によって算出された走行距離が所定距離以上となるまで継続して前記受信
手段が前記故障情報を受信した場合に、前記故障情報の信頼性が高いと判断する判断手段
と、
　前記判断手段によって前記故障情報の信頼性が高いと判断された場合に前記故障情報を
外部のセンタへ送信する送信手段と、
　を備えることを特徴とする車載装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の車載装置において、
　前記判定手段は、前記車両が搭載するエンジンの回転数を検出可能なエンジン回転数セ
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ンサによって検出される前記エンジンの回転数が所定値以上であるときに前記車両が走行
中であると判断し、一方、前記エンジンの回転数が所定値未満であるときに前記車両が走
行中ではないと判断することを特徴とする車載装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の車載装置において、
　前記判定手段は、前記車両が搭載するエンジンの回転数を表示可能なエンジン回転計に
表示されるエンジン回転数が所定値以上であるときには前記車両が走行中であると判断し
、一方、前記エンジン回転計に表示されるエンジン回転数が所定値未満であるときには前
記車両が走行中ではないと判断することを特徴とする車載装置。
【請求項４】
　請求項１～請求項３の何れかに記載の車載装置において、
　前記算出手段は、前記車両の総走行距離を表示可能な総走行距離計に表示される総走行
距離の推移に基づき、前記判定手段によって前記車両が走行中であると判定されてから前
記車両が走行した走行距離を算出することを特徴とする車載装置。
【請求項５】
　請求項１～請求項３の何れかに記載の車載装置において、
　前記算出手段は、前記車両の走行速度を検出可能な車速センサによって検出される前記
車両の走行速度および前記判定手段によって前記車両が走行中であると判定されてから経
過した時間に基づき、前記判定手段によって前記車両が走行中であると判定されてから前
記車両が走行した走行距離を算出することを特徴とする車載装置。
【請求項６】
　請求項１～請求項５の何れかに記載の車載装置において、
　時刻を示す時刻情報を取得する時刻情報取得手段を備え、
　前記送信手段は、前記故障情報を外部のセンタへ送信する際には、前記判断手段によっ
て前記故障情報の信頼性が高いと判断された際に前記時刻情報取得手段によって取得され
た時刻情報とともに送信することを特徴とする車載装置。
【請求項７】
　請求項１～請求項６の何れかに記載の車載装置において、
　前記車両に関する車両情報を取得する車両情報取得手段を備え、
　前記送信手段は、前記故障情報を外部のセンタへ送信する際には、前記判断手段によっ
て前記故障情報の信頼性が高いと判断された際に前記車両情報取得手段によって取得され
た車両情報とともに送信することを特徴とする車載装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の故障診断に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通常、車両の故障発生時にはユーザがカーディーラあるいは整備工場へ自車を運び込み
修理を行うことが多い。そのため、受け入れ側であるカーディーラや整備工場としては、
故障車両が持ち込まれてから診断して必要に応じて修理を行うため、ユーザに対し多大な
待ち時間を強いることになっていた。
【０００３】
　そこで、車両の故障発生時に故障情報を車両から遠隔地の診断センタへ送信し、センタ
側でカーディーラあるいは修理工場へ故障情報の送信およびユーザへの入庫案内を実施す
るという技術が知られている（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００２－１０９６９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　しかし、特許文献１に記載の技術では、故障と修理やメンテナンスとの区別がつかず、
カーディーラや整備工場での修理中であっても故障情報がセンタに送信されるおそれがあ
った。
【０００５】
　本発明は、このような課題に鑑みなされたものであり、その目的とするところは、車両
の故障診断の精度を向上することにより、ディーラ等での修理中やメンテナンスによる情
報を故障情報として誤ってセンタへ通知することを防止することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するためになされた請求項１に係る車載装置は、車両に搭載され、デー
タの送受信が可能であり、所定距離を走行する間継続して故障情報を受信する場合にその
信頼性が高いと判断してセンタへ通知することを特徴とする。
【０００７】
　具体的には、受信手段（２４：この欄においては、発明に対する理解を容易にするため
、必要に応じて「発明を実施するための最良の形態」欄で用いた符号を付すが、この符号
によって請求の範囲を限定することを意味するものではない。）が、車両に故障が発生し
たと診断される際に継続して出力される故障情報を受信可能であり、判定手段（２９）が
、車両が走行中であるか否かを判定する。受信手段が故障情報を受信した時点において、
判定手段によって車両が走行中であると判定されたときには、算出手段（２９）が、その
判定時から車両が走行した走行距離を算出する。一方、受信手段が故障情報を受信した時
点において、判定手段によって車両が走行中ではないと判定されたときには、算出手段は
、故障情報の信頼性が低いと判断して走行距離を算出しない。そして、判断手段（２９）
は、算出手段によって算出された走行距離が所定距離以上となるまで継続して受信手段が
故障情報を受信した場合に、その故障情報の信頼性が高いと判断する。さらに、判断手段
によって故障情報の信頼性が高いと判断された場合には、送信手段（２９，３０）が、故
障情報を外部のセンタへ送信する。
【０００８】
　このことにより、車両の故障診断の精度を向上させることができ、したがって、ディー
ラ等での修理中やメンテナンスによる情報を故障情報として誤ってセンタへ通知すること
を防止することができる。
【０００９】
　この場合、上述のように車両が走行中であるか否かを判定する手法としては、（イ）請
求項２に示すように、判定手段がエンジン回転数センサによって検出されたエンジン回転
数から車両が走行中であるか否かを判定することや、（ロ）請求項３に示すように、判定
手段がタコメータ（エンジン回転計）に表示されるエンジン回転数から車両が走行中であ
るか否かを判定することなどが考えられる。なお、タコメータに表示されるエンジン回転
数については、タコメータの表示内容を制御するメータＥＣＵから取得するようにしても
よいし、タコメータから取得するようにしてもよい。
【００１０】
　また、上述のように車両が走行中であると判定されてから走行した走行距離を算出する
手法としては、（ハ）請求項４に示すように、算出手段がオドメータ（総走行距離計）に
表示される総走行距離の推移に基づいて上述の走行距離を算出することや、（ニ）請求項
５に示すように、算出手段が、車速センサによって検出される車両の走行速度、および車
両が走行中であると判定されてからの経過時間に基づいて上述の走行距離を算出すること
などが考えられる。なお、オドメータに表示される総走行距離については、オドメータの
表示内容を制御するメータＥＣＵから取得するようにしてもよいし、オドメータから取得
するようにしてもよい。
【００１７】
　また、上述のように信頼性が高いと判断された故障情報を外部のセンタへ送信する際に
は、時刻情報（請求項６）や車両情報（請求項７）などとともに送信することが考えられ
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る。なお、車両情報の具体例としては、登録番号や車両番号などの車両を特定する情報や
、車両の現在位置を示す情報、車両速度を示す情報、車両の姿勢を示す情報、ステアリン
グ角度に関する情報、ブレーキ操作に関する情報、アクセル操作に関する情報、エアコン
ディショナー（カーエアコン）やオーディオ装置などの車載機器の操作に関する情報など
が挙げられる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下に本発明の実施形態を図面とともに説明する。
［第一実施形態］
　図１は車両が搭載する車載装置としてのナビゲーション装置２０および各種電子制御装
置（ＥＣＵ）や、診断機能を有する診断センタ８０などの全体構成を示すブロック図であ
る。
【００１９】
　［ナビゲーション装置２０の構成の説明］
　ナビゲーション装置２０は、車両の現在位置を検出する位置検出器２１と、利用者から
の各種指示を入力するための操作スイッチ群２２と、各種の情報を記憶可能な記憶部２３
と、車内ＬＡＮ４０を介して各種電子制御装置（ＥＣＵ）と有線通信を行う受信手段とし
ての車内ＬＡＮ通信部２４と、地図データや音声データ等が記録された地図記憶媒体から
データを入力する地図データ入力器２５と、地図や各種情報の表示を行うための表示部２
６と、各種のガイド音声等を出力するための音声出力部２７と、利用者が発話した音声に
基づく電気信号を出力するマイクロフォン２８と、外部の診断センタ８０や携帯電話９０
と無線通信を行う外部通信機３０と、上述した位置検出器２１、操作スイッチ群２２、記
憶部２３、車内ＬＡＮ通信部２４、地図データ入力器２５、マイクロフォン２８、外部通
信機３０からの入力に応じて各種処理を実行し、記憶部２３、車内ＬＡＮ通信部２４、表
示部２６、音声出力部２７、外部通信機３０を制御する制御部２９と、を備えている。
【００２０】
　　［位置検出器２１の構成の説明］
　位置検出器２１は、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）
用の人工衛星からの電波を図示しないＧＰＳアンテナを介して受信してその受信信号を出
力するＧＰＳ受信機２１ａと、車両に加えられる回転運動の大きさを検出するジャイロス
コープ２１ｂと、車両の前後方向の加速度等から走行した距離を検出するための距離セン
サ２１ｃとを備えている。そして、これら各センサ等２１ａ～２１ｃからの出力信号に基
づいて制御部２９が、車両の位置や、方位、速度等を算出する。なお、ＧＰＳ受信機２１
ａからの出力信号に基づいて現在位置を求める方式は様々な方式があるが、単独測位方式
または相対測位方式の何れであってもよい。
【００２１】
　　［操作スイッチ群２２の構成の説明］
　操作スイッチ群２２は、表示部２６の表示面と一体に構成されたタッチパネル及び表示
部２６の周囲に設けられたメカニカルなキースイッチ等から構成される。なお、タッチパ
ネルと表示部２６とは積層一体化されており、タッチパネルには、感圧方式、電磁誘導方
式、静電容量方式、あるいはこれらを組み合わせた方式など各種の方式があるが、そのい
ずれを用いてもよい。
【００２２】
　　［記憶部２３の構成の説明］
　記憶部２３は、記憶保持動作が不要なデバイス（例えば、フラッシュメモリやハードデ
ィスク等）から構成され、各種の情報を記憶することができる。
【００２３】
　　［地図データ入力器２５の構成の説明］
　地図データ入力器２５は、図示しない地図データ記憶媒体（例えばハードディスクやＤ
ＶＤ－ＲＯＭ等）に記憶された各種データを入力するための装置である。地図データ記憶
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媒体には、地図データ（ノードデータ、リンクデータ、コストデータ、背景データ、道路
データ、名称データ、マークデータ、交差点データ、施設のデータ等）、案内用の音声デ
ータ、音声認識データ等が記憶されている。なお、地図データ記憶媒体からこれらのデー
タを入力する代わりに、通信ネットワークを介してこれらのデータを入力するようになっ
ていてもよい。
【００２４】
　　［表示部２６の構成の説明］
　表示部２６は、液晶ディスプレイや有機ＥＬディスプレイ等からなり、表示部２６の表
示画面には、位置検出器２１にて検出した車両の現在位置と地図データ入力器２５より入
力された地図データとから特定した現在地を示すマーク、目的地までの誘導経路、名称、
目印、各種施設のマーク等の付加データとを重ねて表示することができる。また、施設の
ガイド等も表示できる。
【００２５】
　　［マイクロフォン２８の構成の説明］
　マイクロフォン２８は、利用者が音声を入力（発話）するとその入力した音声に基づく
電気信号（音声信号）を制御部２９に出力するものである。利用者はこのマイクロフォン
２８に様々な音声を入力することにより、ナビゲーション装置２０を操作することができ
る。
【００２６】
　　［制御部２９の構成の説明］
　制御部２９は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、フラッシュメモリ、Ｉ／Ｏ及びこれらの構成
を接続するバスラインなどからなる周知のマイクロコンピュータを中心に構成されており
、ＲＯＭ及びフラッシュメモリ等に記憶されたプログラムに基づいて各種処理を実行する
。例えば、位置検出器２１からの各検出信号に基づき座標及び進行方向の組として車両の
現在位置を算出し、地図データ入力器２５を介して読み込んだ現在位置付近の地図等を表
示部２６に表示する現在地表示処理や、地図データ入力器２５に格納された地図データと
、操作スイッチ群２２の操作に従って設定された目的地とに基づいて現在位置から目的地
までの最適な経路を算出する経路算出処理や、その算出した経路を表示部２６に表示させ
たり音声出力部２７に音声として出力させたりすることにより経路を案内する経路案内処
理等を実行する。
【００２７】
　なお、制御部２９は、判定手段および判断手段に該当する。また、制御部２９は、外部
通信機３０とともに送信手段に該当する。
　［電子制御装置について］
　次に、車両１が搭載する電子制御装置（ＥＣＵ）について説明する。
【００２８】
　車両１は、エンジンＥＣＵ５０や、ブレーキＥＣＵ５１、ステアリングＥＣＵ５２、エ
アバックＥＣＵ５３、エアコンＥＣＵ５４、メータＥＣＵ５５などを備えており、各ＥＣ
Ｕは車内ＬＡＮ４０に接続されている。以下順に説明する。
【００２９】
　エンジンＥＣＵ５０は、少なくとも、運転者のアクセルペダルの踏込量に応じたアクセ
ル開度を検出するアクセル開度センサ６１からの検出信号に基づいて、エンジンの回転を
制御するように構成されている。また、エンジンＥＣＵ５０は、エンジンの回転数を検出
するエンジン回転数センサ６２からの検出信号および車速を検出する車速センサ６３から
の検出信号が入力され、車内ＬＡＮ４０に送出する。
【００３０】
　ブレーキＥＣＵ５１は、少なくとも、運転者のブレーキペダル操作に応じてブレーキ油
を圧送するマスタシリンダの油圧からブレーキ操作量を検出するマスタシリンダ圧センサ
６４や、車速を検出する車速センサ６３からの検出信号に基づいて、ＡＢＳ制御やトラク
ション制御等を実行するように構成されている。
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【００３１】
　ステアリングＥＣＵ５２は、少なくとも、ドライバのステアリング操作時における前輪
の操舵角を検出するステア角センサ６５からの検出信号に基づいて、操舵輪の舵角変更時
のアシスト力を発生させるパワーステアリング制御を実行するように構成されている。
【００３２】
　エアバックＥＣＵ５３は、車両が物体に衝突した際に発生する衝撃を検出する衝撃セン
サ６６からの検出信号に基づいて、エアバック（図示省略）を作動させるエアバック制御
を実行するように構成されている。
【００３３】
　エアコンＥＣＵ５４は、カーエアコン（図示省略）の動作状態（動作／非動作の切り換
えや、設定温度）を指示するために運転者により操作されるエアコンスイッチ６７からの
信号や、車両の車室内及び外部の温度を検出する車内外温度センサ６８からの検出信号に
基づいて、カーエアコンを動作させて車室内の空調を制御するように構成されている。な
お、エアコンスイッチは、エアコンの動作／非動作を切り換える場合に操作されるオン／
オフスイッチや、設定温度を調整する場合に操作される温度設定スイッチなどから構成さ
れる。
【００３４】
　メータＥＣＵ５５は、運転席前方に設置されたスピードメータ（速度計）６９やタコメ
ータ（エンジン回転計）７０、オドメータ（総走行距離計）７１等のメータ類や各種情報
表示用の表示パネルや警報ランプを駆動制御するように構成されている。
【００３５】
　そして、これらＥＣＵ５０～５５等のＥＣＵや上述のナビゲーション装置２０にて検出
される各種車両情報は、車内ＬＡＮ４０を介して相互に任意に送受信できるようになって
いる。さらに、これらＥＣＵ５１～５５等のＥＣＵは、自らの故障を内蔵するプログラム
によって診断し、故障が発生したと診断される際にその故障内容を示す故障コード（故障
情報）を一定周期で継続して車内ＬＡＮ４０に送出するように構成されている。
【００３６】
　［診断センタ８０について］
　次に、診断センタ８０について説明する。
　診断センタ８０は、診断センタ８０全体の動作を制御する制御部８１、各車両１のナビ
ゲーション装置２０から送信された故障情報および故障情報を診断するための診断プログ
ラムを記憶する記憶部８２、各車両１のナビゲーション装置２０との間で無線通信を行う
通信部８３などを備えている。
【００３７】
　通信部８３は、各車両１のナビゲーション装置２０から送信される故障情報を受信可能
である。なお、故障情報には、送信元であるナビゲーション装置２０が搭載される車両の
車両番号などの車両情報や、故障情報が確定した時刻を示す時刻情報などが関連付けられ
ている。なお、時刻情報や車両情報については後述する。そして、制御部８１は、通信部
８３が受信した故障情報を記憶部８２に記憶させるとともに、記憶部８２が記憶する診断
プログラムを実行してその故障情報を診断し、故障への対処方法や、必要ならば最寄りの
カーディーラや整備工場などに関する情報（住所、電話番号、地図など）を診断結果とし
て通信部８３を制御してその故障情報の送信元であるナビゲーション装置２０へ送信する
。なお、ナビゲーション装置２０は、診断センタ８０から送信された診断結果を表示部２
６に表示するとともに、ユーザが所有する携帯電話９０へ転送する。携帯電話９０では、
ナビゲーション装置２０によって転送された診断結果を表示部（図示省略）に表示する。
なお、通信部８３が、診断結果をユーザが所有する携帯電話９０へ直接送信してもよい。
【００３８】
　なお、診断センタ８０は特許請求の範囲におけるセンタに該当する。
　［故障情報確定処理の説明］
　次に、ナビゲーション装置２０の制御部２９が実行する故障情報確定処理を図２のフロ
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ーチャートを参照して説明する。
【００３９】
　本処理は、ナビゲーション装置２０が起動している際に繰り返し実行される。
　まず、車内ＬＡＮ通信部２４がＥＣＵ５０～５５等のＥＣＵから送出された故障情報を
車内ＬＡＮ４０経由で受信したか否かを判断する（Ｓ１１０）。車内ＬＡＮ通信部２４が
故障情報を受信していないと判断された場合には（Ｓ１１０：ＮＯ）、Ｓ１１０を繰り返
し実行することで待機し、一方、車内ＬＡＮ通信部２４が故障情報を受信したと判断され
た場合には（Ｓ１１０：ＹＥＳ）、その故障情報を送信したＥＣＵにて故障が発生してい
る可能性があると判断する（Ｓ１２０）。
【００４０】
　続いて、このような故障が車両の走行中に発生することが多いことから、その故障情報
の信頼性を確認するために、車両が走行中であるか否かを判断する（Ｓ１３０）。具体的
には、エンジンＥＣＵ５０を介して送出されるエンジン回転数センサ６２からの検出信号
に基づき、エンジン回転数が所定値以上であれば、車両が走行中であると判断する。なお
、所定値については、アイドリング回転数を考慮して予め実験等によって設定される。車
両が走行中ではないと判断された場合には（Ｓ１３０：ＮＯ）、その故障情報の信頼性が
低いと判断し、本処理を終了する。一方、車両が走行中であると判断された場合には（Ｓ
１３０：ＹＥＳ）、車内ＬＡＮ通信部２４が車内ＬＡＮ４０経由で受信するメータＥＣＵ
５５からの出力信号から、オドメータ７１が表示する総走行距離を取得し、その取得した
総走行距離を内部メモリ（図示省略）に順次記憶していく（Ｓ１４０）。
【００４１】
　続いて、内部メモリの記憶内容を参照して、上述のように取得した総走行距離の推移か
ら、上述の故障情報を受信し始めてから車両が走行した距離を算出し、算出した走行距離
が所定距離以上となったらそれまで継続して故障情報を受信しているか否かを判断する（
Ｓ１５０）。なお、所定距離とは予め実験等によって設定され、本実施形態では５ｋｍに
設定される。上述の故障情報を受信し始めてから車両が所定距離を走行するまでに上述の
故障情報の受信が中断した場合には（Ｓ１５０：ＮＯ）、その故障情報の信頼性が低いと
判断し、本処理を終了する。一方、上述の故障情報を受信し始めてから車両が所定距離を
走行する間継続して故障情報を受信していると判断される場合には（Ｓ１５０：ＹＥＳ）
、その故障情報の信頼性が高いと判断して、送信元のＥＣＵにて故障が発生したと確定す
る（Ｓ１６０）。
【００４２】
　続いて、現在の時刻を示す時刻情報を内部時計から取得するとともに、車両の車両番号
（車両情報）を取得し（Ｓ１７０）、上述の故障情報を時刻情報および車両情報とともに
、外部通信機３０を制御して無線にて診断センタ８０へ送信（アップロード）する（Ｓ１
８０）。なお、車両情報の具体例としては、上述の車両番号の他に、登録番号などの車両
を特定する情報や、車両の現在位置を示す情報、車両速度を示す情報、車両の姿勢を示す
情報、ステアリング角度に関する情報、ブレーキ操作に関する情報、アクセル操作に関す
る情報、エアコンディショナー（カーエアコン）やオーディオ装置などの車載機器の操作
に関する情報などが挙げられ、必要に応じて車両情報として故障情報に添付する。
【００４３】
　そして、本処理を終了する。
　［第一実施形態の効果］
　このように第一実施形態のナビゲーション装置２０によれば、車内ＬＡＮ通信部２４が
ＥＣＵ５０～５５等のＥＣＵから送出された故障情報を車内ＬＡＮ４０経由で受信した場
合には（Ｓ１１０：ＹＥＳ）、その故障情報を送信したＥＣＵにて故障が発生している可
能性があると判断し（Ｓ１２０）、このような故障が車両の走行中によく発生することに
着目してその故障情報の信頼性を確認し、上述の故障情報を受信し始めてから車両が所定
距離を走行する間継続して故障情報を受信していると判断される場合には（Ｓ１５０：Ｙ
ＥＳ）、その故障情報の信頼性が高いと判断して、送信元のＥＣＵにて故障が発生したと
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確定し（Ｓ１６０）、故障情報を時刻情報および車両情報とともに、外部通信機を制御し
て無線にて診断センタ８０へ送信（アップロード）する（Ｓ１８０）。
【００４４】
　このことにより、車両の故障診断の精度を向上させることができ、したがって、ディー
ラ等での修理中やメンテナンスによる情報を故障情報として誤ってセンタへ通知すること
を防止することができる。
【００４５】
　［他の実施形態］
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではなく、以下のような様々な態様にて実施することが可能である。
【００４６】
　（１）上記実施形態では、エンジン回転数センサ６２からの出力信号に基づき、車両が
走行中であるか否かを判断するが、これには限られず、タコメータ７０に表示されるエン
ジン回転数に基づき、車両が走行中であるか否かを判断するようにしてもよい。なお、タ
コメータ７１に表示されるエンジン回転数については、タコメータ７１の表示内容を制御
するメータＥＣＵ５５から取得するようにしてもよいし、タコメータ７１から取得するよ
うにしてもよい。
【００４７】
　（２）上記実施形態では、メータＥＣＵ５５からの出力信号からオドメータ７１が表示
する総走行距離をして取得し、その取得した総走行距離の推移から、上述の故障情報を受
信し始めてから車両が走行した距離を算出するが、これには限られず、車速センサ６３に
よって検出される車両の走行速度、および車両が走行中であると判定されてからの経過時
間に基づいて上述の走行距離を算出するようにしてもよい。具体的には、車両の走行速度
と経過時間を乗算して車両の走行距離を算出する。なおこの場合、車両の走行速度として
は、車両が走行中であると判定されてからの期間中の平均値を用いることが考えられる。
また、上記期間中の最大値や最小値、中央値、最頻値、開始値、終了値などを用いてもよ
い。なお、オドメータ７１に表示される総走行距離については、上述のようにオドメータ
７１の表示内容を制御するメータＥＣＵ５５から取得する他にも、オドメータ７１から取
得するようにしてもよい。
【００４８】
　（３）また、故障情報を受信した場合に、ディーラや修理工場で修理やメンテナンスを
受ける際に利用されるメンテナンス用キーがキーシリンダに装着されていないときにも、
その受信した故障情報の信頼性が高いと判断するようにしてもよい。
【００４９】
　具体的には、制御部２９が、キーシリンダ（図示省略）に装着されているメンテナンス
用キーを検出可能なキー検出手段としてのセンサ（図示省略）からの出力信号に基づき、
故障情報を受信した場合にメンテナンス用キーがキーシリンダに装着されているか否かを
判断する。故障情報を受信した場合にメンテナンス用キーがキーシリンダに装着されてい
ると判断されるときには、その受信した故障情報の信頼性が低いと判断する。一方、故障
情報を受信した場合にメンテナンス用キーがキーシリンダに装着されていないと判断され
るときには、その受信した故障情報の信頼性が高いと判断して、送信元のＥＣＵにて故障
が発生したと確定する。そして、時刻情報および車両情報を取得し、その取得した時刻情
報および車両情報とともに故障情報を外部通信機３０を制御して無線にて診断センタ８０
へ送信（アップロード）する。
【００５０】
　このようにしても、車両の故障診断の精度を向上させることができ、したがって、ディ
ーラ等での修理中やメンテナンスによる情報を故障情報として誤ってセンタへ通知するこ
とを防止することができる。
【００５１】
　（４）また、故障情報を受信した場合に、ディーラや修理工場で修理やメンテナンスを
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受ける際にオンされるメンテナンス用スイッチの操作状態がオフであるであるときにも、
その受信した故障情報の信頼性が高いと判断するようにしてもよい。
【００５２】
　具体的には、制御部２９が、車両のメンテナンス時にオンされるメンテナンス用スイッ
チ（図示省略）を操作スイッチ群２２に設定し、メンテナンス用スイッチの操作状態を検
出可能なスイッチ検出手段としてのセンサ（図示省略）からの出力信号に基づき、故障情
報を受信した場合にメンテナンス用スイッチの操作状態がオンであるか否かを判断する。
故障情報を受信した場合にメンテナンス用スイッチの操作状態がオンであると判断される
ときには、その受信した故障情報の信頼性が低いと判断する。一方、故障情報を受信した
場合にメンテナンス用スイッチの操作状態がオフであると判断されるときには、その受信
した故障情報の信頼性が高いと判断して、送信元のＥＣＵにて故障が発生したと確定する
。そして、時刻情報および車両情報を取得し、その取得した時刻情報および車両情報とと
もに故障情報を外部通信機３０を制御して無線にて診断センタ８０へ送信（アップロード
）する。
【００５３】
　このようにしても、車両の故障診断の精度を向上させることができ、したがって、ディ
ーラ等での修理中やメンテナンスによる情報を故障情報として誤ってセンタへ通知するこ
とを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】車両が搭載するナビゲーション装置および各種電子制御装置や、診断機能を有す
る診断センタなどの全体構成を示すブロック図である。
【図２】故障情報確定処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００５５】
１…車両、２０…ナビゲーション装置、２１…位置検出器、２１ａ…ＧＰＳ受信機、２１
ｂ…ジャイロスコープ、２１ｃ…距離センサ、２２…操作スイッチ群、２３…記憶部、２
４…車内ＬＡＮ通信部、２５…地図データ入力器、２６…タッチパネル、２６…表示部、
２７…音声出力部、２８…マイクロフォン、２９…制御部、３０…外部通信機、４０…車
内ＬＡＮ、５０…エンジンＥＣＵ、５１…ブレーキＥＣＵ、５２…ステアリングＥＣＵ、
５３…エアバックＥＣＵ、５４…エアコンＥＣＵ、５５…メータＥＣＵ、６１…アクセル
開度センサ、６２…エンジン回転数センサ、６３…車速センサ、６４…マスタシリンダ圧
センサ、６５…ステア角センサ、６６…衝撃センサ、６７…エアコンスイッチ、６８…車
内外温度センサ、６９…スピードメータ、７０…タコメータ、７１…オドメータ、８０…
診断センタ、８１…制御部、８２…記憶部、８３…通信部、９０…携帯電話
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