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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の挙動に応じて乗員保護装置の起動を制御する装置であって、
　車両の挙動に関連する所定の検知動作を行う第一センサと、
　前記第一センサとは独立に設けられ、車両の挙動に関連する他の所定の検知動作を行う
第二センサと、
　前記第一センサの出力信号に基づいて前記乗員保護装置の第一起動条件を判定する第一
判定手段及び前記第二センサの出力信号に基づいて前記乗員保護装置の第二起動条件を判
定する第二判定手段を有し、前記第一起動条件の判定結果と前記第二起動条件の判定結果
とに基づいて主制御信号を出力する主制御回路と、
　前記第一センサの出力信号と所定の基準値との比較に基づいて副制御信号を出力する副
制御回路と、
　前記主制御回路から出力される前記主制御信号と前記副制御回路から出力される前記副
制御信号との論理積に基づいて、前記乗員保護装置を起動させるための起動信号を出力す
る起動信号出力回路と
　を備えたことを特徴とする車両用乗員保護装置の起動制御装置。
【請求項２】
　前記主制御回路において前記第一判定手段及び前記第二判定手段がＣＰＵによって実現
されることを特徴とする請求項１に記載の車両用乗員保護装置の起動制御装置。
【請求項３】
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　前記第一判定手段は、前記第一センサの出力信号を第一起動条件判定閾値と比較して前
記第一センサの出力信号の値が前記第一起動条件判定閾値を超えた場合に前記第一起動条
件が成立したと判定し、
　前記副制御回路は、前記第一センサの出力信号を前記第一起動条件判定閾値よりも低い
所定値に設定された前記所定の基準値と比較して前記第一センサの出力信号が前記所定の
基準値を超えた場合に副制御信号を出力することを特徴とする請求項２に記載の車両用乗
員保護装置の起動制御装置。
【請求項４】
　前記副制御回路は、コンパレータを有するＩＣによって構成されることを特徴とする請
求項１乃至３のいずれかに記載の車両用乗員保護装置の起動制御装置。
【請求項５】
　前記第一センサ及び前記第二センサは、車両の衝突に関連する検知動作を行うセンサで
あることを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の車両用乗員保護装置の起動制御
装置。
【請求項６】
　前記第一センサ及び前記第二センサは、車両の横転に関連する検知動作を行うセンサで
あることを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の車両用乗員保護装置の起動制御
装置。
【請求項７】
　前記第一センサは、車両側面のセンターピラー又はドア内に配設されて車両左右方向の
減速度を検知するセンサ、前記第二センサは、車両の略中央に配設されて車両左右方向の
減速度を検知するセンサであることを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載の車両
用乗員保護装置の起動制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両における衝突の発生を検出してエアバッグ等の乗員保護装置を起動する
ための車両用乗員保護装置の起動制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両用乗員保護装置の起動制御装置として、車両の減速度を検出するＧセンサと
してメインセンサとセーフィングセンサとを設け、一方の制御回路でメインセンサの出力
信号に基づく判定を行い、他方の制御回路でセーフィングセンサの出力信号に基づく判定
を行うことにより、センサ及び制御回路がそれぞれ冗長系を構成するようにした技術が提
案されている。しかしながら、図７（ａ）の従来例に示すように、メインセンサに衝突判
定用の制御回路としてメインＣＰＵを接続すると共に、セーフィングセンサにセーフィン
グ判定用の制御回路としてサブＣＰＵを接続する構成では、高価なＣＰＵを２個設けるこ
とによって装置全体が高価になってしまうという問題がある。
【０００３】
　このような問題に鑑みて、図７（ｂ）の従来例に示すように、メインセンサに衝突判定
用の制御回路としてＣＰＵを接続すると共に、セーフィングセンサにセーフィング判定用
の制御回路としてコンパレータを有する安価なＩＣを接続する構成が提案されている。こ
の構成では、セーフィングセンサの出力信号をＩＣに入力して基準値と比較し、セーフィ
ングセンサの出力信号が基準値を越えた場合に起動信号が出力されてエアバッグの起動が
行われる（特許文献１，２等参照。）。
【特許文献１】特開平９－２２２４３７号公報
【特許文献２】特開２００４－３０６９２０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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　しかしながら、セーフィング判定用の制御回路を安価なＩＣにより構成すると、セーフ
ィング判定の自由度を確保できないという問題がある。すなわち、近年では、全体のシス
テム構成が複雑になっており、特に側突判定においては、メインセンサの出力信号に基づ
く衝突判定だけでなく、セーフィングセンサの出力信号に基づくセーフィング判定に対し
ても車両毎のチューニングが必要になってきており、安価なＩＣでこれらに対応すること
が困難となっている。
【０００５】
　本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであり、安価な構成でセンサ及び制御回路に
ついて冗長性を確保可能な車両用乗員保護装置の起動制御装置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】
【０００６】
　以下、上記課題を解決するのに適した各手段につき、必要に応じて作用効果等を付記し
つつ説明する。
【０００７】
　１．車両の挙動に応じて乗員保護装置の起動を制御する装置であって、
　車両の挙動に関連する所定の検知動作を行う第一センサと、
　前記第一センサとは独立に設けられ、車両の挙動に関連する他の所定の検知動作を行う
第二センサと、
　前記第一センサの出力信号に基づいて前記乗員保護装置の第一起動条件を判定する第一
判定手段及び前記第二センサの出力信号に基づいて前記乗員保護装置の第二起動条件を判
定する第二判定手段を有し、前記第一起動条件の判定結果と前記第二起動条件の判定結果
とに基づいて主制御信号を出力する主制御回路と、
　前記第一センサの出力信号と所定の基準値との比較に基づいて副制御信号を出力する副
制御回路と、
　前記主制御回路から出力される前記主制御信号と前記副制御回路から出力される前記副
制御信号との論理積に基づいて、前記乗員保護装置を起動させるための起動信号を出力す
る起動信号出力回路と
　を備えたことを特徴とする車両用乗員保護装置の起動制御装置。
【０００８】
　手段１によれば、第一センサが、車両の挙動に関連する所定の検知動作を行い、第一セ
ンサとは独立に設けられた第二センサが、車両の挙動に関連する他の所定の検知動作を行
うと、主制御回路は、第一判定手段により第一センサの出力信号に基づいて乗員保護装置
の第一起動条件を判定すると共に、第二判定手段により第二センサの出力信号に基づいて
乗員保護装置の第二起動条件を判定し、第一起動条件の判定結果と第二起動条件の判定結
果とに基づいて主制御信号を出力するので、第一センサの故障や電気的ノイズ等の外乱が
発生した場合でも、第二センサによって冗長性が確保される。そして、副制御回路は、第
一センサの出力信号と所定の基準値との比較に基づいて副制御信号を出力し、起動信号出
力回路は、主制御回路から出力される主制御信号と副制御回路から出力される副制御信号
とに基づいて、乗員保護装置を起動させるための起動信号を出力するので、主制御回路の
故障や電気的ノイズ等の外乱が発生した場合でも、副制御回路によって冗長性が確保され
ることにより乗員保護装置が誤って起動されることを防止できる。また、副制御回路は、
第一センサの出力信号と所定の基準値との比較に基づいて副制御信号を出力するという簡
単な機能しか必要とされないので、安価なＩＣによって実現が可能であり、装置全体を安
価に構成することが可能となる。
【０００９】
　２．前記主制御回路において前記第一判定手段及び前記第二判定手段がＣＰＵによって
実現されることを特徴とする手段１に記載の車両用乗員保護装置の起動制御装置。
【００１０】
　手段２によれば、主制御回路において、第一判定手段及び第二判定手段が、処理能力の
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高いＣＰＵによって実現されるので、判定処理を高速に実行することができると共に、車
両ごとのチューニングをデータ変更等によって容易に行うことができる。
【００１１】
　３．前記第一判定手段は、前記第一センサの出力信号を第一起動条件判定閾値と比較し
て前記第一センサの出力信号の値が前記第一起動条件判定閾値を超えた場合に前記第一起
動条件が成立したと判定し、
　前記副制御回路は、前記第一センサの出力信号を前記第一起動条件判定閾値よりも低い
所定値に設定された前記所定の基準値と比較して前記第一センサの出力信号が前記所定の
基準値を超えた場合に副制御信号を出力することを特徴とする手段２に記載の車両用乗員
保護装置の起動制御装置。
【００１２】
　手段３によれば、第一判定手段は、第一センサの出力信号を車両に合わせて設定された
第一起動条件判定閾値と比較して第一センサの出力信号が第一起動条件判定閾値を超えた
場合に第一起動条件が成立したと正確に判定することができる。一方、副制御回路は、第
一センサの出力信号を第一起動条件判定閾値よりも低い所定値に設定された所定の基準値
と比較して第一センサの出力信号が所定の基準値を超えた場合に副制御信号を出力するの
で、副制御回路を複数種類の車両における共通部品として使用することができる。
【００１３】
　４．前記副制御回路は、コンパレータを有するＩＣによって構成されることを特徴とす
る手段１乃至３のいずれかに記載の車両用乗員保護装置の起動制御装置。
【００１４】
　手段４によれば、副制御回路がコンパレータを有するＩＣによって構成されているので
、副制御回路を安価に実現することができる。例えば、第一センサの出力電圧信号をコン
パレータの非反転入力側に、所定の基準値に相当する電圧を反転入力側にそれぞれ入力し
て、両電圧の比較結果が出力されるように構成してもよい。
【００１５】
　５．前記第一センサ及び前記第二センサは、車両の衝突に関連する検知動作を行うセン
サであることを特徴とする手段１乃至４のいずれかに記載の車両用乗員保護装置の起動制
御装置。
【００１６】
　手段５によれば、第一センサ及び第二センサが車両の衝突に関連する検知動作を行うの
で、車両が衝突した場合に乗員保護装置を確実に起動することができる。
【００１７】
　６．前記第一センサ及び前記第二センサは、車両の横転に関連する検知動作を行うセン
サであることを特徴とする手段１乃至４のいずれかに記載の車両用乗員保護装置の起動制
御装置。
【００１８】
　手段６によれば、第一センサ及び第二センサが車両の横転に関連する検知動作を行うの
で、車両が横転した場合に乗員保護装置を確実に起動することができる。
　７．前記第一センサは、車両側面のセンターピラー又はドア内に配設されて車両左右方
向の減速度を検知するセンサ、前記第二センサは、車両の略中央に配設されて車両左右方
向の減速度を検知するセンサであることを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載の
車両用乗員保護装置の起動制御装置。
　手段７によれば、第一センサは、車両側面のセンターピラー又はドア内に配設されて車
両左右方向の減速度を検知するので、車両のドアが勢いよく閉められた場合にその衝撃を
検知することが出来る。第二センサは、車両の略中央に配設されて車両左右方向の減速度
を検知するので、車両のドアが閉められた衝撃を検知することはない。従って、ドアが閉
められた場合の衝撃は第一センサと第二センサの双方の出力の論理積の結果、検知されず
に済むので、ドアを勢いよく閉めた際のセンサの誤動作が無くなる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１９】
　以下、本発明の車両用乗員保護装置の起動制御装置を具体化した一実施形態について図
面を参照しつつ具体的に説明する。図１は、本発明の実施形態の車両用乗員保護装置の起
動制御装置１の全体構成を示すブロック図である。図２は、図７に示す従来技術との対比
のために車両用乗員保護装置の起動制御装置１の全体構成を簡略化して示すブロック図で
ある。図３は、メインセンサ１０、セーフィングセンサ２０及び乗員保護装置９０の車両
における配置を示す模式図である。
【００２０】
　車両用乗員保護装置の起動制御装置１は、車両の側面衝突（以下、側突と称する）を検
知して乗員保護装置９０の駆動回路８０へ起動信号を出力する装置であり、図１に示すよ
うに、メインセンサ１０、セーフィングセンサ２０、主制御回路１００、副制御回路２０
０及びＡＮＤ素子３００により構成されている。
【００２１】
　メインセンサ１０は、車両側面のセンターピラー又はドア内に配設されて車両左右方向
の減速度を検知するＧセンサであり、本発明の第一センサを構成するものである。
【００２２】
　セーフィングセンサ２０は、車両の略中央に配設されて車両左右方向の減速度を検知す
るＧセンサであり、本発明の第二センサを構成するものである。
【００２３】
　主制御回路１００は、入出力回路１１０、１２０、判定回路１３０、ＲＯＭ１４０、Ｒ
ＡＭ１５０及びＡＮＤ素子１６０により構成されている。具体的には、単一のマイクロコ
ンピュータが、入出力回路１１０、１２０、ＣＰＵである判定回路１３０、ＲＯＭ１４０
、及びＲＡＭ１５０を含む構成となっている。
【００２４】
　判定回路１３０は、衝突判定部１３１及びセーフィング判定部１３２を備えている。実
際には、ＣＰＵがＲＯＭ１４０に記憶されたプログラムを読み出して実行することにより
衝突判定部１３１及びセーフィング判定部１３２としてそれぞれ機能する。尚、衝突判定
部１３１が本発明の第一判定手段に、セーフィング判定部１３２が第二判定手段にそれぞ
れ相当する。
【００２５】
　衝突判定部１３１は、入出力回路１１０を介して入力されるメインセンサ１０の出力信
号に基づき、乗員保護装置９０を起動するか否かの判定を行う。衝突判定部１３１は、具
体的には、メインセンサ１０の出力信号を第一起動条件判定閾値Ｔｈ１と比較し、メイン
センサ１０の出力信号が第一起動条件判定閾値Ｔｈ１を超えている場合に第一起動条件の
成立と判定してオン信号を出力する。
【００２６】
　セーフィング判定部１３２は、入出力回路１２０を介して入力されるセーフィングセン
サ２０の出力信号に基づき、セーフィング判定を行う。セーフィング判定とは、衝突判定
を阻害せず、且つ、メインセンサ１０の故障や外乱（電気的ノイズ等）が発生した場合で
も誤作動を防止可能な冗長系を確保するものである。セーフィング判定部１３２は、具体
的には、セーフィングセンサ２０の出力信号を第二起動条件判定閾値Ｔｈ２と比較し、セ
ーフィングセンサ２０の出力信号が第二起動条件判定閾値Ｔｈ２を超えている場合に第二
起動条件の成立と判定してオン信号を出力する。
【００２７】
　衝突判定部１３１の出力信号は、入出力回路１１０を介して、セーフィング判定部１３
２の出力信号は入出力回路１２０を介して、それぞれＡＮＤ素子１６０に入力され、ＡＮ
Ｄ素子１６０は二つの出力信号の論理積を出力する。従って、第一起動条件及び第二起動
条件の両方が成立した場合、すなわち、衝突判定部１３１からオン信号が出力され且つセ
ーフィング判定部１３２からオン信号が出力された場合にのみ、ＡＮＤ素子１６０からオ
ン信号が出力される。
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【００２８】
　副制御回路２００は、ＩＣによって構成され、入出力回路２１０及び衝突検知部２３１
を有している。図４は、副制御回路２００の構成を示す回路図である。
【００２９】
　衝突検知部２３１は、入出力回路２１０を介して入力されるメインセンサ１０の出力信
号に基づき、衝突若しくは衝突相当の衝撃があったか否かを検知する。衝突検知部２３１
は、図４に示すように、コンパレータ２３１ａを備え、非反転入力側にメインセンサ１０
の出力信号が入力され、反転入力側に衝突検知閾値Ｔｈ３となる電圧が入力される。そし
て、コンパレータ２３１ａは、メインセンサ１０の出力信号が衝突検知閾値Ｔｈ３を越え
た場合、すなわち、メインセンサ１０の出力信号が衝突検知閾値Ｔｈ３より大きな電圧値
となった場合にオン信号を出力する。尚、衝突検知閾値Ｔｈ３が本発明の所定の基準値に
相当するものである。
【００３０】
　起動信号出力回路３００は、複数の入力の論理積を出力する公知のＡＮＤ素子によって
構成され、主制御回路１００からの出力信号及び副制御回路２００からの出力信号がそれ
ぞれ入力され、両出力信号の論理積を駆動回路８０へ出力する。すなわち、起動信号出力
回路３００は、主制御回路１００からオン信号が入力され且つ副制御回路２００からオン
信号が入力された場合にのみ、乗員保護装置９０を起動するための起動信号としてのオン
信号を駆動回路８０へ出力する。
【００３１】
　駆動回路８０は、図示しないスクイブを含み、起動信号出力回路３００から起動信号と
してのオン信号が入力された場合に、バッテリ又はバックアップ電源からの電力によりス
クイブを点火して乗員保護装置９０を起動させる。
【００３２】
　乗員保護装置９０は、車両のドア内に配設されて乗員を側突による衝撃から保護するた
めの公知の側突用のエアバッグ装置である。
【００３３】
　次に、（１）衝突発生時、（２）ドア閉時及び（３）ＣＰＵ（判定回路１３０）故障時
の各場合について、車両用乗員保護装置の起動制御装置１の各部の作用を説明する。図５
は、メインセンサ１０の出力例を示すグラフであり、（ａ）は衝突発生時のグラフを、（
ｂ）はドア閉時のグラフを、（ｃ）は通常時のグラフをそれぞれ示している。図６は、セ
ーフィングセンサ２０の出力例を示すグラフであり、（ａ）は衝突発生時のグラフを、（
ｂ）はドア閉時のグラフを、（ｃ）は通常時のグラフをそれぞれ示している。
【００３４】
　（１）衝突発生時の作用
　車両側面へ他車両等の物体が衝突すると、車両側面に配設されたメインセンサ１０は減
速度を検知して電気信号を出力する（図５（ａ）参照）。主制御回路１００では、衝突判
定部１３１が、メインセンサ１０の出力信号を第一起動条件判定閾値Ｔｈ１と比較する。
図５（ａ）の例では、メインセンサ１０の出力値が第一起動条件判定閾値Ｔｈ１を超えて
いるので、第一起動条件の成立と判定してオン信号を出力する。
【００３５】
　一方、衝突発生時には、車両略中央に配設されたセーフィングセンサ２０も減速度を検
知して電気信号を出力する（図６（ａ）参照）。セーフィング判定部１３２は、セーフィ
ングセンサ２０の出力信号を第二起動条件判定閾値Ｔｈ２と比較する。図６（ａ）の例で
は、セーフィングセンサ２０の出力信号の値が第二起動条件判定閾値Ｔｈ２を超えている
ので、第二起動条件の成立と判定してオン信号を出力する。
【００３６】
　衝突判定部１３１のオン信号は入出力回路１１０を介して、セーフィング判定部１３２
のオン信号は入出力回路１２０を介してそれぞれＡＮＤ素子１６０に入力され、ＡＮＤ素
子１６０は二つの出力信号の論理積としてオン信号を出力する。
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【００３７】
　副制御回路２００では、コンパレータ２３１ａに入力されるメインセンサ１０の出力信
号が衝突検知閾値Ｔｈ３より大きな電圧値となるため（図５（ａ）参照）、オン信号が出
力される。
【００３８】
　起動信号出力回路３００は、主制御回路１００からの出力信号及び副制御回路２００か
らのオン信号がそれぞれ入力され、二つのオン信号の論理積としてオン信号を駆動回路８
０へ出力する。
【００３９】
　駆動回路８０は、起動信号出力回路３００から起動信号としてのオン信号が入力される
ことに基づいてスクイブを点火し、これにより乗員保護装置９０が起動される。
【００４０】
　（２）ドア閉時の作用
　車両のドアが閉められると、車両側面に配設されたメインセンサ１０は減速度を検知し
て電気信号を出力する（図５（ｂ）参照）。ここで、ドアが強い力で勢いよく閉められた
場合、図５（ｂ）の出力例に示すように、車両側面に設けられたメインセンサ１０の出力
信号が第一起動条件判定閾値Ｔｈ１を超える場合がある。このような場合、主制御回路１
００では、衝突判定部１３１が、メインセンサ１０の出力信号を第一起動条件判定閾値Ｔ
ｈ１と比較すると、メインセンサ１０の出力値が第一起動条件判定閾値Ｔｈ１を超えてい
るので（図５（ｂ）参照）、第一起動条件の成立と判定してオン信号を出力する。
【００４１】
　一方、ドア閉時には、車両略中央に配設されたセーフィングセンサ２０では減速度が殆
ど検知されない（図６（ｂ）参照）。セーフィング判定部１３２は、セーフィングセンサ
２０の出力信号を第二起動条件判定閾値Ｔｈ２と比較すると、セーフィングセンサ２０の
出力信号が第二起動条件判定閾値Ｔｈ２以下であるので（図６（ｂ）参照）、第二起動条
件の不成立と判定してオフ信号を出力する。
【００４２】
　衝突判定部１３１のオン信号は入出力回路１１０を介して、セーフィング判定部１３２
のオフ信号は入出力回路１２０を介してそれぞれＡＮＤ素子１６０に入力され、ＡＮＤ素
子１６０は二つの出力信号の論理積としてオフ信号を出力する。
【００４３】
　副制御回路２００では、コンパレータ２３１ａに入力されるメインセンサ１０の出力信
号が衝突検知閾値Ｔｈ３より大きな電圧値となるため（図５（ａ）参照）、オン信号が出
力される。
【００４４】
　起動信号出力回路３００は、主制御回路１００からのオフ信号及び副制御回路２００か
らのオン信号がそれぞれ入力され、両信号の論理積としてオフ信号を駆動回路８０へ出力
する。従って、ドア閉時に乗員保護装置９０は起動されない。
【００４５】
　尚、メインセンサ１０の故障や電気的ノイズ等の外乱により出力信号が第一起動条件判
定閾値Ｔｈ１を超えて第一起動条件が成立すると判定された場合も、セーフィングセンサ
２０の出力信号が第二起動条件判定閾値Ｔｈ２以下であるため、第二起動条件が不成立と
判定されるので、ドア閉時と同様に乗員保護装置９０は起動されない。
【００４６】
　（３）ＣＰＵ（主制御回路１００の判定回路１３０）故障時の作用
　ここでは、メインセンサ１０及びセーフィングセンサ２０からの出力信号がともに低い
値であるにも拘わらず（図５（ｃ）、図６（ｃ）参照）、ＣＰＵ（判定回路１３０）の故
障に起因して主制御回路１００からオン信号が出力された場合を考える。この場合、副制
御回路２００では、コンパレータ２３１ａに入力されるメインセンサ１０の出力信号が衝
突検知閾値Ｔｈ３以下であるため（図５（ｃ）参照）、オフ信号が出力される。
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【００４７】
　起動信号出力回路３００は、主制御回路１００からのオン信号及び副制御回路２００か
らのオフ信号がそれぞれ入力され、両信号の論理積としてオフ信号を駆動回路８０へ出力
するので乗員保護装置９０は起動されない。すなわち、ＣＰＵの故障に起因して主制御回
路１００からオン信号が出力された場合でも、副制御回路２００で衝突が検知されないこ
とにより、乗員保護装置９０が誤って起動されることを確実に防止できる。
【００４８】
　以上詳述したことから明らかなように、本実施形態によれば、メインセンサ１０が、車
両の左右方向における減速度の検知動作を行い、メインセンサ１０とは独立に設けられた
セーフィングセンサ２０が、車両の左右方向における減速度の検知動作を行うと、主制御
回路１０は、衝突判定部１３１によりメインセンサ１０の出力信号に基づいて乗員保護装
置９０の第一起動条件を判定すると共に、セーフィング判定部１３２によりセーフィング
センサ２０の出力信号に基づいて乗員保護装置９０の第二起動条件を判定し、第一起動条
件の判定結果と第二起動条件の判定結果との論理積を主制御信号として出力するので、メ
インセンサ１０の故障や電気的ノイズ等の外乱が発生した場合でも、セーフィングセンサ
２０により冗長性を確保することができる。そして、副制御回路２００は、メインセンサ
２０の出力信号と衝突検知閾値Ｔｈ３との比較に基づいて副制御信号を出力し、起動信号
出力回路３００は、主制御回路１００から出力される主制御信号と副制御回路２００から
出力される副制御信号との論理積に基づいて、乗員保護装置９０を起動させるための起動
信号を出力するので、主制御回路１０が故障した場合でも、副制御回路２００により冗長
性を確保して、乗員保護装置９０が誤って起動されることを防止することができる。
【００４９】
　特に、副制御回路２００は、メインセンサ１０の出力信号と衝突検知閾値Ｔｈ３との比
較に基づいて副制御信号を出力するという簡単な機能しか必要とされないので、安価なＩ
Ｃによって実現が可能であり、車両用乗員保護装置の起動制御装置１全体を安価に構成す
ることが可能となる。
【００５０】
　また、主制御回路１００において、衝突判定部１３１及びセーフィング判定部１３２が
、処理能力の高いＣＰＵによって実現されるので、判定処理を高速に実行することができ
ると共に、車両ごとのチューニングをＲＯＭ１４０における第一起動条件判定閾値Ｔｈ１
や第二起動条件判定閾値Ｔｈ２のデータ変更等によって容易に行うことができる。
【００５１】
　また、副制御回路２００において、衝突検知閾値Ｔｈ３が第一起動条件判定閾値Ｔｈ１
よりも低い所定値に設定されているので、副制御回路２００を構成するＩＣを複数種類の
車両における共通部品として使用することができる。
【００５２】
　尚、本発明は上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱しな
い範囲で種々の変更を施すことが可能であることは云うまでもない。
【００５３】
　例えば、前記実施形態では、本発明を側突用の乗員保護装置９０を起動させるための装
置に適用した例を示したが、前突（前面衝突）用の乗員保護装置の起動装置に適用しても
よい。例えば、乗員保護装置９０は前突用のエアバッグとし、メインセンサ１０及びセー
フィングセンサ２０を車両前後方向の減速度を検知可能なＧセンサとしてもよい。
【００５４】
　また、前記実施形態では、メインセンサ１０及びセーフィングセンサ２０を、車両の衝
突に関連する検知動作を行うセンサとしてそれぞれＧセンサを用いた例を示したが、他の
方式により車両の衝突に関連する検知動作を行うセンサを用いてもよい。例えば、メイン
センサ１０として、ドア内圧力の変化を検出可能な圧力センサを用いる構成としてもよい
。本変形例によっても、車両における側突の発生を確実に検知することができる。
【００５５】
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　また、本発明を車両の横転時に乗員保護装置９０を起動させるための装置に適用しても
よい。例えば、乗員保護装置９０を車両側面部に沿ってカーテン状に展開するエアバッグ
であるカーテンエアバッグや、瞬時にシートベルトを巻き取るプリテンショナ付きシート
ベルトやモータ等を用いて繰り返しシートベルトを巻き取る装置等とし、メインセンサ１
０を車両の横転に関連する検知動作を行うセンサ（車両のロール角速度を検知可能な角速
度センサなど）としてもよい。本変形例によれば、メインセンサ１０及びセーフィングセ
ンサ２０が車両の横転に関連する検知動作を行うので、車両が横転した場合に乗員保護装
置９０を確実に起動することができる。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　本発明は、車両用乗員保護装置の起動制御装置において安価な構成でセンサ及び制御回
路についての冗長性を確保することが必要な場合に利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明の一実施形態の車両用乗員保護装置の起動制御装置を示す全体構成図であ
る。
【図２】図１の車両用乗員保護装置の起動制御装置の全体構成を簡略化して示すブロック
図である。
【図３】メインセンサ及びセーフィングセンサの車両における配置を示す模式図である。
【図４】副制御回路の構成を示す回路図である。
【図５】メインセンサの出力例を示すグラフであり、（ａ）は衝突発生時のグラフを、（
ｂ）はドア閉時のグラフを、（ｃ）は通常時のグラフをそれぞれ示している。
【図６】セーフィングセンサの出力例を示すグラフであり、（ａ）は衝突発生時のグラフ
を、（ｂ）はドア閉時のグラフを、（ｃ）は通常時のグラフをそれぞれ示している。
【図７】（ａ）は車両用乗員保護装置の起動制御装置の従来例を示すブロック図であり、
（ｂ）は他の従来例を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００５８】
　　　１　　　車両用乗員保護装置の起動制御装置
　　１０　　　メインセンサ（第一センサ）
　　２０　　　セーフィングセンサ（第二センサ）
　　８０　　　駆動回路
　　９０　　　乗員保護装置
　１００　　　主制御回路
　１３０　　　判定回路（ＣＰＵ）
　１３１　　　衝突判定部（第一判定手段）
　１３２　　　セーフィング判定部（第二判定手段）
　２００　　　副制御回路
　２３１　　　衝突検知部
　３００　　　起動信号出力回路
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