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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両緊急時において車両から車外の緊急通報センターに対して緊急情報を通報するため
の緊急通報装置であって、
　前記緊急通報センターとの間で無線通信を行うための無線通信部と、
　車両緊急時に前記緊急通報センターとの間で無線通信を行うように前記無線通信部を制
御する制御部と、
　前記車両内の通信端末との間で通信を行うための車内通信部と、
　登録通信端末としての乗員により携帯可能な複数の通信端末を特定する機器情報を記憶
する記憶部と、を備え、
　前記制御部は、車両緊急時において前記無線通信部を介して前記緊急通報センターとの
間で無線通信できない無線通信不能状態であるとき、車内に存在する登録通信端末から前
記車内に存在する登録通信端末以外の他の登録通信端末へ緊急情報を送信させるように、
前記車内通信部を介して前記車内に存在する登録通信端末と通信するように構成されてい
る、ことを特徴とする緊急通報装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記車内通信部を介して車内に存在する通信端末である車内通信端末の
機器情報を取得し、前記記憶部に記憶された前記機器情報に基づいて、通信した前記車内
通信端末が前記登録通信端末であるか否かを判断し、通信した前記車内通信端末が前記登
録通信端末である場合に、前記車内通信端末から前記緊急情報を送信させる、ことを特徴
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とする請求項１に記載の緊急通報装置。
【請求項３】
　前記記憶部は、前記登録通信端末の通信アドレスを記憶している、請求項２に記載の緊
急通報装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記無線通信不能状態であるとき、前記車内通信部を介して前記登録通
信端末との間で通信状態にあるか否かを判断し、通信状態にある前記登録通信端末が存在
する場合、この登録通信端末から前記緊急情報を送信させる、ことを特徴とする請求項３
に記載の緊急通報装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記無線通信不能状態であるとき、前記車内通信部を介して前記登録通
信端末との間で通信状態にあるか否かを判断し、通信状態にある前記登録通信端末が存在
しない場合、前記車内通信部を介して前記登録通信端末との間に車両通信リンクを確立し
、この登録通信端末から前記緊急情報を送信させる、ことを特徴とする請求項４に記載の
緊急通報装置。
【請求項６】
　車両緊急時において車両から車外の緊急通報センターに対して緊急情報を通報するため
の緊急通報装置と、通信端末と、を備えた緊急通報システムであって、
　前記緊急通報装置は、
　　前記緊急通報センターとの間で無線通信を行うための無線通信部と、
　　車両緊急時に前記緊急通報センターとの間で無線通信を行うように前記無線通信部を
制御する制御部と、
　　前記通信端末との間で通信を行うための車内通信部と、
　　登録通信端末としての乗員により携帯可能な複数の通信端末を特定する機器情報を記
憶する記憶部と、を備え、
　前記制御部は、車両緊急時において前記無線通信部を介して前記緊急通報センターとの
間で無線通信できない無線通信不能状態であるとき、車内に存在する登録通信端末から前
記車内に存在する登録通信端末以外の他の登録通信端末への緊急情報の送信を前記車内に
存在する登録通信端末に実行させるため、前記車内に存在する登録通信端末に対して前記
車内通信部を介して緊急情報送信指令信号を送信し、
　前記車内に存在する登録通信端末は、前記緊急情報送信指令信号の受信に応答して、前
記車内に存在する登録通信端末以外の他の登録通信端末へ前記緊急情報を送信するように
構成されている、ことを特徴とする緊急通報システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、緊急通報装置及び緊急通報システムに係り、特に車両緊急時に車両から車外
の緊急通報センターへ緊急情報の通報を行う緊急通報装置及び緊急通報システムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両の衝突や乗員の体調不良等の緊急時に、車両から所定の緊急通報センターへ
緊急情報の通報を行うための緊急通報装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。
このような緊急通報装置では、緊急時に緊急通報センターとの間の通信回線を確立し、現
在位置情報等を緊急通報センターへ通信すると共に、乗員と緊急通報センターのオペレー
タとの間の通話を可能とする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２９０７８９号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、車両衝突等により、緊急通報装置のアンテナや通信回路に破損や不具合
が生じた場合、緊急通報センターとの通信が不能になってしまうという問題があった。
【０００５】
　本発明は、このような課題を解決するためになされたものであり、緊急通報装置の破損
や不具合により緊急通報センターとの通信が不能となった場合においても、車両緊急状態
であることを外部に通信可能とする緊急通報装置及び緊急通報システムを提供することを
目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するために、本発明は、車両緊急時において車両から車外の緊急通報
センターに対して緊急情報を通報するための緊急通報装置であって、緊急通報センターと
の間で無線通信を行うための無線通信部と、車両緊急時に緊急通報センターとの間で無線
通信を行うように無線通信部を制御する制御部と、車両内の通信端末との間で通信を行う
ための車内通信部と、登録通信端末としての乗員により携帯可能な複数の通信端末を特定
する機器情報を記憶する記憶部と、を備え、制御部は、車両緊急時において無線通信部を
介して緊急通報センターとの間で無線通信できない無線通信不能状態であるとき、車内に
存在する登録通信端末から車内に存在する登録通信端末以外の他の登録通信端末へ緊急情
報を送信させるように、車内通信部を介して車内に存在する登録通信端末と通信するよう
に構成されていることを特徴としている。
【０００７】
　このように構成された本発明によれば、車両緊急時において、緊急通報装置の無線通信
部を介して緊急通報センターへ緊急情報を通報することができない場合であっても、緊急
通報装置が、車内の通信端末に車内通信部を介して通信することにより、この通信端末か
ら外部の緊急連絡先へ緊急情報を送信させることができる。これにより、本発明では、緊
急通報装置と緊急通報センターとの間の通信が不能であっても、所定の緊急連絡先へ緊急
情報を通知することにより、緊急連絡先の助けを介して車両緊急状態へ迅速に対処可能と
なる。
【０００８】
　また、本発明において好ましくは、通信端末は、乗員が携帯可能な携帯端末及び車両に
搭載された無線通信可能な通信装置の少なくとも一方であり、制御部は、無線通信不能状
態であるとき、緊急連絡先への緊急情報の送信を通信端末に実行させるため、通信端末に
対して車内通信部を介して緊急情報送信指令信号を送信する。
　このように構成された本発明によれば、無線通信不能状態により、緊急通報装置自体が
緊急情報を通信できなくても、乗員が携帯する携帯端末か、車両に搭載された通信装置の
少なくとも一方から外部へ緊急情報を通信できるため、車両緊急時における緊急通報の実
行可能性を大幅に向上させることができる。
【０００９】
　また、本発明において好ましくは、制御部は、車内通信部を介して車内に存在する通信
端末である車内通信端末の機器情報を取得し、記憶部に記憶された機器情報に基づいて、
通信した車内通信端末が登録通信端末であるか否かを判断し、通信した車内通信端末が登
録通信端末である場合に、車内通信端末から緊急情報を送信させる。
　このように構成された本発明によれば、緊急通報装置が、車内通信部を介して、記憶部
に登録された登録通信端末と通信状態にあるとき、この登録通信端末を介して緊急情報を
外部へ送信することができる。
【００１０】
　また、本発明において好ましくは、記憶部は、登録通信端末の通信アドレスを記憶して
いる。
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　このように構成された本発明によれば、乗員は所望の緊急連絡先を記憶部に登録してお
くことにより、車両緊急時における車両緊急状態へ対処を効率的に行うことができる。
【００１１】
　また、本発明において好ましくは、制御部は、無線通信不能状態であるとき、車内通信
部を介して登録通信端末との間で通信状態にあるか否かを判断し、通信状態にある登録通
信端末が存在する場合、この登録通信端末から前記緊急情報を送信させる。
　このように構成された本発明によれば、無線通信不能状態において、車内通信部を介し
て通信状態にある登録通信端末が存在する場合には、即座にこの登録通信端末から緊急情
報を送信させることが可能となる。
【００１２】
　また、本発明において好ましくは、制御部は、無線通信不能状態であるとき、車内通信
部を介して登録通信端末との間で通信状態にあるか否かを判断し、通信状態にある登録通
信端末が存在しない場合、車内通信部を介して登録通信端末との間に車両通信リンクを確
立し、この登録通信端末から前記緊急情報を送信させる。
　このように構成された本発明によれば、無線通信不能状態において、車内通信部を介し
て通信状態にある登録通信端末が存在しない場合であっても、登録通信端末との間に車両
通信リンクを新たに確立することにより、登録通信端末から緊急情報を送信させることが
可能となる。
【００１３】
　また、上記の目的を達成するために、本発明は、車両緊急時において車両から車外の緊
急通報センターに対して緊急情報を通報するための緊急通報装置と、通信端末と、を備え
た緊急通報システムであって、緊急通報装置は、緊急通報センターとの間で無線通信を行
うための無線通信部と、車両緊急時に緊急通報センターとの間で無線通信を行うように無
線通信部を制御する制御部と、通信端末との間で通信を行うための車内通信部と、登録通
信端末としての乗員により携帯可能な複数の通信端末を特定する機器情報を記憶する記憶
部と、を備え、制御部は、車両緊急時において無線通信部を介して緊急通報センターとの
間で無線通信できない無線通信不能状態であるとき、車内に存在する登録通信端末から車
内に存在する登録通信端末以外の他の登録通信端末への緊急情報の送信を車内に存在する
登録通信端末に実行させるため、車内に存在する登録通信端末に対して車内通信部を介し
て緊急情報送信指令信号を送信し、車内に存在する登録通信端末は、緊急情報送信指令信
号の受信に応答して、車内に存在する登録通信端末以外の他の登録通信端末へ緊急情報を
送信するように構成されている。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の緊急通報装置及び緊急通報システムによれば、緊急通報装置の破損や不具合に
より緊急通報センターとの通信が不能となった場合においても、車両緊急状態であること
を外部に通信可能とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１実施形態の緊急通報システムの説明図である。
【図２】本発明の第１実施形態の緊急通報装置の構成を示す説明図である。
【図３】本発明の第１実施形態の緊急通報センターの通信装置の構成を示す説明図である
。
【図４】本発明の第１実施形態の緊急通報システムにおける処理の説明図である。
【図５ａ】本発明の第１実施形態の緊急通報システムにおける車両緊急時の処理の流れ図
である。
【図５ｂ】本発明の第１実施形態の緊急通報システムにおける車両緊急時の処理の流れ図
である。
【図６】本発明の第１実施形態の緊急通報システムにおいて車両緊急時に車両バッテリ電
圧が遮断された際のユニット間の信号出力タイミングの説明図である。
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【図７】本発明の第１実施形態の緊急通報システムにおいて車両緊急時に車両バッテリ電
圧が遮断された際のユニット間の信号出力タイミングの説明図である。
【図８】本発明の第２実施形態の緊急通報システムにおける処理の説明図である。
【図９】本発明の第２実施形態の緊急通報システムにおける車両緊急時の処理の流れ図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
　まず、図１～図３を参照して、本発明の第１実施形態の緊急通報システム及び緊急通報
装置の概要を説明する。図１は緊急通報システムの説明図、図２は緊急通報装置の構成を
示す説明図、図３は緊急通報センターの通信装置の構成を示す説明図である。
【００１７】
　図１に示すように、緊急通報装置１０を備えた車両１は、車両緊急時（例えば、車両衝
突や乗員の急病等）、基地局３及び通信回線網４を介して緊急通報センター２との間で通
信回線を確立可能に構成されている。車両１は、ＧＰＳ衛星５を用いて自車の現在位置情
報を取得し、確立された通信回線を介して、現在位置情報や車両識別情報等を通信する。
なお、車両識別情報は、各車両１を特定するためのシリアルナンバー等である。また、乗
員と緊急通報センター２のオペレータとの間で音声通話が可能となる。これにより、緊急
通報センター２を介して、救急車の手配等の必要な処置を迅速に行うことができる。
【００１８】
　図２に示すように、緊急通報装置１０は、制御部１１と、Ｉ／Ｏ部１２と、音処理部１
３と、測位部１４と、無線通信部１５と、記憶部１６と、近距離通信部１７と、手動通報
スイッチ１８とを備えている。
　制御部１１は、例えばＣＰＵ等で構成されており、車両緊急信号ａ１，ａ２の受信に応
答して（即ち、車両緊急時）、以下に説明する緊急通報処理を実行する。
【００１９】
　Ｉ／Ｏ部１２は、車両１の他のユニット（制御装置等）との間で車内ＬＡＮを介した車
内通信を行うための通信インターフェースである。
　音処理部１３は、車内に配置されたマイク１３ａ及びスピーカ１３ｂに接続されており
、乗員が緊急通報センター２のオペレータと通話する際に、音声信号と電気信号との間で
変換処理を行うように構成されている。
【００２０】
　測位部１４は、ＧＰＳ衛星５からＧＰＳ信号を受信して現在位置情報を取得する。
　無線通信部１５は、基地局３及び通信回線網４を介して、緊急通報センター２との間で
無線通信（データ通信及び音声通信）を行う。
　記憶部１６は、車両１を特定するための車両情報（車両識別情報、緊急通報装置１０の
通信アドレス等）や、緊急通報センター２及び複数の登録通信端末の機器情報（機器識別
情報、通信先名称、通信アドレス（電話番号、電子メールアドレス等）等）を格納する。
登録通信端末は、例えば、車両１を共用する家族のメンバーが所有する携帯端末４０，４
０ａ，４０ｂ，４０ｃである。
【００２１】
　近距離通信部１７は、近距離無線通信及び有線通信により、車両１の他の通信機器との
間に確立された通信リンク（以下「車両通信リンク」という）を介して、他の通信機器と
通信を行う。近距離無線通信は、例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、無線ＬＡＮ
（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）等）である。有線通信は、例えば、ケーブルを介した通信であ
る。
　手動通報スイッチ１８は、乗員の急病等により緊急通報センター２へ通報する必要が生
じた場合に、乗員が操作することにより、車両緊急信号ａ２を制御部１１に向けて出力可
能に構成されている。
　緊急通報装置１０は、車両バッテリ５０に接続されており、車両バッテリ５０により給
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電されるように構成されている。また、Ｉ／Ｏ部１２及び近距離通信部１７は、車両１内
の通信機器と通信を行うための車内通信部に相当する。
【００２２】
　エアバッグＥＣＵ５１は、図示しない加速度センサ等を用いて車両１の衝突を検知する
車両衝突検知センサを備え、車両衝突を検知した場合に、エアバッグを所定の態様で展開
するように構成されている。このとき、エアバッグＥＣＵ５１は、車両緊急信号ａ１であ
る衝突検知信号を車内ＬＡＮを介して送信する。緊急通報装置１０は、車内ＬＡＮ上の衝
突検知信号を車両緊急信号ａ１として読み取ることができる。
　なお、本実施形態では、車両緊急信号は、車両衝突の検知により発生されるが、これに
限らず、特定の車両故障の検出やモニターカメラによる乗員の体調不良の検出等により発
生されるものであってもよい。
【００２３】
　また、オーディオ制御装置３０が緊急通報装置１０と車内ＬＡＮを介して通信可能に接
続されている。オーディオ制御装置３０は、ＴＶ，ラジオ，音楽メディア，ナビゲーショ
ンシステム等の音声信号をスピーカ駆動ユニット（図示せず）へ出力する。このスピーカ
駆動ユニットは、受信した音声信号を増幅して車載スピーカ（図示せず）を駆動すること
により車載スピーカから音声を出力させる。
【００２４】
　図２に示すように、オーディオ制御装置３０は、制御部３１と、Ｉ／Ｏ部３２と、記憶
部３６と、近距離通信部３７とを備えている。制御部３１は、外部から音声信号を取得し
、上述のようにスピーカ駆動ユニットを作動させる。また、制御部３１は、緊急通報装置
１０が緊急通報処理を実行する際に、後述する処理を実行する。
　Ｉ／Ｏ部３２は、緊急通報装置１０を含む他のユニット（制御装置等）との間で車内Ｌ
ＡＮを介した車内通信を行うための通信インターフェースである。
　記憶部３６は、各種の音声関連情報等を記憶している。
　近距離通信部３７は、上述の近距離無線通信及び有線通信により、他の通信機器と通信
を行う。
【００２５】
　また、図２に示すように、携帯端末４０は、例えば、乗員の携帯電話やスマートフォン
であり、乗員により車両１内に持ち込まれている。携帯端末４０は、制御部４１と、無線
通信部４５と、記憶部４６と、近距離通信部４７とを備えている。
　制御部４１は、携帯電話としての通信処理や内部アプリケーションの実行処理等を行う
。
　無線通信部４５は、基地局３及び通信回線網４を介して、他の通信機器（携帯端末４０
ａ、４０ｂ、４０ｃ等）との間で無線通信（データ通信及び音声通信）を行う。
　記憶部４６は、各種のアプリケーションや音楽情報を記憶している。
　近距離通信部４７は、上述の近距離無線通信及び有線通信により、通信機器である緊急
通報装置１０及びオーディオ制御装置３０と通信を行う。
【００２６】
　図３に示すように、緊急通報センター２には、サーバコンピュータ等により構成された
通信装置２０が配置されており、この通信装置２０は、プロセッサを有する制御部２１と
、通信回線網４を介して外部との間で通信を行う通信ユニット２５と、各種プログラム及
びデータを記憶する記憶部２６と、その他の入出力装置や表示装置等（図示せず）を備え
ている。
【００２７】
　記憶部２６には、各車両１の車両情報（車両識別情報、緊急通報装置１０の通信アドレ
ス等）、及び、各車両１の車両識別情報に関連付けて登録された１又は複数の通信端末の
機器情報（通信アドレス等を含む）が格納されている。本実施形態では、車両１の車両識
別情報に関連付けて、携帯端末４０，４０ａ，４０ｂ，４０ｃが登録されている。
【００２８】
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　次に、図４，図５ａ及び図５ｂを参照して、本実施形態の緊急通報システムの作用につ
いて説明する。図４は緊急通報システムにおける処理の説明図、図５ａ及び図５ｂは緊急
通報システムにおける車両緊急時の処理の流れ図である。
【００２９】
　図４に示す状況では、乗員の携帯端末４０と、オーディオ制御装置３０及び緊急通報装
置１０との間には、近距離無線通信又は有線通信による通信リンクが確立可能である。携
帯端末４０の制御部４１は、記憶部４６に記憶された音楽情報を近距離通信部４７を介し
てオーディオ制御装置３０へ送信している。オーディオ制御装置３０の制御部３１は、近
距離通信部３７を介して受信した音楽情報をスピーカ駆動ユニットへ出力し、車載スピー
カから音声出力として出力させている。
【００３０】
　この状況において、エアバッグＥＣＵ５１から車両緊急信号ａ１（衝突検知信号）が出
力されるか、乗員の操作により手動通報スイッチ１８から車両緊急信号ａ２が出力される
と（図５ａのステップＳ１０）、緊急通報装置１０は、車両緊急信号ａ１又はａ２を受信
する（ステップＳ１１）。これら信号の受信に応答して、車両緊急時の各種処理が実行さ
れる。
【００３１】
　車両緊急信号ａ１又はａ２を受信すると、緊急通報装置１０は、緊急通報処理を実行す
る。まず、緊急通報装置１０では、制御部１１は、緊急通報センター２との間で無線通信
リンクにより所定期間以上、正常に無線通信可能であるか否かを判断する（ステップＳ１
２）。具体的には、制御部１１は、車両バッテリ５０自体の電圧及び緊急通報装置１０へ
の電源供給線の電圧がそれぞれ所定の閾値電圧以上であり、かつ、緊急通報装置１０の無
線通信部１５（通信アンテナを含む）の無線通信機能が正常である場合に、正常に無線通
信可能と判断する。
【００３２】
　正常に無線通信可能な場合（ステップＳ１２；Ｙｅｓ）、緊急通報装置１０の制御部１
１は、記憶部１６に格納されている緊急通報センター２の通信アドレスを用いて、無線通
信部１５を制御して緊急通報センター２の通信装置２０との間に無線通信リンクを確立し
、緊急通報センター２に対して、緊急情報ｂを送信する（ステップＳ１３）。この緊急情
報ｂには、車両緊急時である旨（車両衝突と手動通報スイッチ１８の操作の一方を特定）
と、現在位置情報と、車両識別情報等が含まれる。また、緊急通報装置１０と緊急通報セ
ンター２とは、引き続き無線通信リンクによる音声通話が可能となる。
【００３３】
　緊急通報センター２の通信装置２０では、制御部２１は、通信ユニット２５を介して緊
急情報ｂを受信すると、この緊急情報ｂを緊急連絡先へ転送する処理を行う（ステップＳ
１４）。なお、この転送処理において、緊急情報ｂは、電子メール等のデータ通信により
送信されてもよいし、自動音声合成機能を用いた音声通信により送信されてもよい。
【００３４】
　緊急通報センター２の通信装置２０では、制御部２１は、記憶部２６内に格納された車
両識別情報と通信端末の機器情報の登録対応関係を参照して、緊急連絡先を特定する。即
ち、制御部２１は、緊急通報装置１０から受信した緊急情報ｂに含まれる車両識別情報に
関連付けられて登録された携帯端末４０，４０ａ，４０ｂ，４０ｃを緊急連絡先として特
定する。そして、通信装置２０は、これら通信端末に対して、緊急情報ｂを送信する。携
帯端末４０，４０ａ，４０ｂ，４０ｃでは、緊急情報ｂを受信することにより、これに含
まれる車両識別情報から車両緊急状態にある車両１を特定することができる。
【００３５】
　しかしながら、車両衝突により、車両バッテリ５０からの電源供給の遮断（車両バッテ
リ５０自体の破損や電源供給線の断線等による）や、緊急通報装置１０の破損（通信アン
テナや無線通信部１５の破損等による）等が生じると、緊急通報装置１０と緊急通報セン
ター２との間で正常に無線通信できない場合が生じ得る。本実施形態では、このような無
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線通信不能状態において、他の通信装置を介して、外部に緊急情報ｂを通報するように構
成されている。具体的には、以下に説明するように、緊急通報装置１０は、車内の携帯端
末４０から所定の緊急連絡先へ緊急情報ｂを通報させるように、この携帯端末４０を制御
する。
【００３６】
　即ち、正常に無線通信できない無線通信不能状態の場合（ステップＳ１２；Ｎｏ）、緊
急通報装置１０は、その時点において、登録通信端末との間に車両通信リンクが確立され
ているか否かを判断する（ステップＳ１５）。具体的には、制御部１１は、記憶部１６に
格納されている複数の登録通信端末のいずれか（図４では、携帯端末４０）と通信リンク
が確立されているか否かを判断する。このため、制御部１１は、車両通信リンクを介して
通信している通信端末の機器情報（機器識別情報）を取得し、取得した機器情報が、記憶
部１６に格納された登録通信端末の機器情報の１つと合致すれば、通信中の通信端末が登
録通信端末であると判断する。
【００３７】
　図４に示すように、緊急通報装置１０と登録通信端末（携帯端末４０）との間に車両通
信リンクが確立されていた場合（ステップＳ１５；Ｙｅｓ）、緊急通報装置１０は、緊急
情報送信指令信号ｃを携帯端末４０へ送信する（ステップＳ１６）。緊急情報送信指令信
号ｃは、上述の緊急情報ｂを登録通信端末（携帯端末４０）から他の登録通信端末（携帯
端末４０ａ，４０ｂ，４０ｃ）へ送信させるための信号であり、緊急情報ｂと緊急連絡先
である登録通信端末（携帯端末４０を除く）の通信アドレスを含む。
【００３８】
　携帯端末４０は、受信した緊急情報送信指令信号ｃに応答して緊急情報送信処理を実行
するようにプログラムされており、この緊急情報送信処理において、緊急情報送信指令信
号ｃに含まれる緊急連絡先の携帯端末４０ａ，４０ｂ，４０ｃへ上述と同様の緊急情報ｂ
を送信する（ステップＳ１７）。なお、この送信も電子メール等のデータ通信であっても
よいし、自動音声合成機能を用いた音声通信であってもよい。携帯端末４０ａ，４０ｂ，
４０ｃでは、緊急情報ｂを受信することにより、これに含まれる車両識別情報や、この通
信の送信先（携帯端末４０）から車両緊急状態にある車両１や乗員を特定することができ
る。
【００３９】
　また、緊急情報送信指令信号ｃが緊急連絡先の通信アドレスを含まなくてもよく、その
場合は、携帯端末４０が緊急連絡先の通信アドレスを予め記憶しておき、緊急情報送信指
令信号ｃの受信に応答して、予め記憶していた緊急連絡先の通信アドレスへ緊急情報ｂを
送信するように構成することができる。
【００４０】
　一方、緊急通報装置１０と登録通信端末との間に車両通信リンクが確立されていなかっ
た場合（ステップＳ１５；Ｎｏ）、緊急通報装置１０は、登録通信端末との間で車両通信
リンクを確立可能であるか否かを判断する（ステップＳ１８）。例えば、緊急通報装置１
０は、所定の通信仕様に基づいて周囲の通信機器に対して問合せ信号を送信し、これに対
する応答（機器情報含む）が登録通信端末によるものであることを認証すると、通信可能
と判断する。緊急通報装置１０と登録通信端末との間に車両通信リンクを確立可能である
場合（ステップＳ１８；Ｙｅｓ）、緊急通報装置１０は、車内にある接続可能な登録通信
端末（例えば、携帯端末４０）との間に車両通信リンクを確立し（ステップＳ１９）、引
き続きステップＳ１６，Ｓ１７と同様の処理を実行する。
【００４１】
　また、例えば、緊急通報装置１０の近距離通信部１７の不具合等の理由により、緊急通
報装置１０と登録通信端末との間に車両通信リンクを確立可能できない場合（ステップＳ
１８；Ｎｏ）、緊急通報装置１０は、緊急通報装置１０とオーディオ制御装置３０との間
の車内ＬＡＮを介した通信が正常であるか否かを判断する（図５ｂのステップＳ２０）。
例えば、緊急通報装置１０は、車内ＬＡＮ回線が断線されておらず、その結果、Ｉ／Ｏ部
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１２により車内ＬＡＮを介して何らかの通信データを受信できれば、車内ＬＡＮ通信が正
常であると判断する。
【００４２】
　なお、この場合には、図７を参照して以下に説明するように、車両衝突に起因して、車
両バッテリ５０からの電源供給が遮断されても、緊急通報装置１０及びオーディオ制御装
置３０は、所定の短期間の車内ＬＡＮ通信可能であるため、緊急通報装置１０は、車両バ
ッテリ５０等の電圧を判断しない。
　また、ステップＳ２０において、緊急通報装置１０が、オーディオ制御装置３０へ接続
を確認するための信号を車内ＬＡＮを介して送信し、これに対する応答をオーディオ制御
装置３０から受信すると、車内ＬＡＮ通信が正常であると判断するように構成してもよい
。
【００４３】
　緊急通報装置１０とオーディオ制御装置３０との間の車内ＬＡＮ通信が正常でない場合
（ステップＳ２０；Ｎｏ）、車両１から緊急通報センター２及び車外の携帯端末４０ａ，
４０ｂ，４０ｃを含む登録通信端末への緊急通報は不可となる（ステップＳ２４）。
【００４４】
　一方、緊急通報装置１０とオーディオ制御装置３０との間の車内ＬＡＮ通信が正常であ
る場合（ステップＳ２０；Ｙｅｓ）、緊急通報装置１０は、更にオーディオ制御装置３０
と登録通信端末との間に車両通信リンクが確立されているか否かを判断する（ステップＳ
２１）。例えば、緊急通報装置１０は、オーディオ制御装置３０との間に車両通信リンク
が確立されている通信端末の有無、及び車両通信リンクが確立している場合には、その通
信端末の機器情報をオーディオ制御装置３０へ問合せて、オーディオ制御装置３０から取
得した機器情報を記憶部１６に登録されている登録通信端末の機器情報と照らし合わせ、
一致するものがあれば、オーディオ制御装置３０と登録通信端末との間に車両通信リンク
が確立されていると判断する。
【００４５】
　オーディオ制御装置３０と登録通信端末（例えば、携帯端末４０）との間に車両通信リ
ンクが確立されている場合（ステップＳ２１；Ｙｅｓ）、緊急通報装置１０は、オーディ
オ制御装置３０へ、上述の緊急情報送信指令信号ｃを送信する（ステップＳ２２）。オー
ディオ制御装置３０は、この緊急情報送信指令信号ｃを受信すると、これを車両通信リン
クが確立されている登録通信端末（携帯端末４０）へ転送するように構成されている（ス
テップＳ２３）。オーディオ制御装置３０から緊急情報送信指令信号ｃを受信した携帯端
末４０は、ステップＳ１７と同様の処理を実行する。
【００４６】
　なお、第１実施形態において、緊急通報装置１０の記憶部１６内に加えて、オーディオ
制御装置３０の記憶部３６内に登録通信端末の機器情報（即ち、緊急通信先の通信アドレ
ス等の情報）が格納されていてもよい。この場合、オーディオ制御装置３０が緊急通報装
置１０から受信する緊急情報送信指令信号ｃには、緊急連絡先の通信アドレスを含める必
要がないが、車両通信リンクが確立されている登録通信端末（携帯端末４０）を特定する
機器情報が含められる。緊急情報送信指令信号ｃを受信したオーディオ制御装置３０は、
この受信信号に含まれる機器情報を参照して、緊急連絡先を特定する。即ち、オーディオ
制御装置３０は、記憶部３６に格納された登録通信端末のうち、受信信号に含まれる機器
情報を有する登録通信端末（携帯端末４０）を除いた登録通信端末の通信アドレスを特定
し、この通信アドレスを含む緊急情報送信指令信号ｃを生成して、携帯端末４０へこの信
号を送信することができる。
【００４７】
　また、オーディオ制御装置３０と登録通信端末との間に車両通信リンクが確立されてい
なかった場合（ステップＳ２１；Ｎｏ）、緊急通報装置１０は、オーディオ制御装置３０
が登録通信端末と車両通信リンクを確立可能であるか否かを判断する（ステップＳ２５）
。緊急通報装置１０は、例えば、オーディオ制御装置３０に対して、車両通信リンクを確
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立可能な通信端末の機器情報を問合せ、オーディオ制御装置３０から取得した機器情報に
基づいて、車両通信リンクを確立可能な通信端末が登録通信端末であるか否かを判断する
。
【００４８】
　例えば、携帯端末４０が車内に存在しない等の理由により、オーディオ制御装置３０が
登録通信端末との間で車両通信リンクを確立できない場合（ステップＳ２５；Ｎｏ）、車
両１から緊急通報センター２及び車外の携帯端末４０ａ，４０ｂ，４０ｃを含む登録通信
端末への緊急通報は不可となる（ステップＳ２７）。
【００４９】
　一方、オーディオ制御装置３０が登録通信端末（例えば、携帯端末４０）との間で車両
通信リンクを確立可能である場合（ステップＳ２５；Ｙｅｓ）、緊急通報装置１０は、オ
ーディオ制御装置３０に対して登録通信端末との間に車両通信リンクを確立するように車
両通信リンク確立要求信号ｄを送信する。オーディオ制御装置３０は、この車両通信リン
ク確立要求信号ｄを受信すると、車内にある登録通信端末（携帯端末４０）との間に車両
通信リンクを確立させ（ステップＳ２６）、引き続きステップＳ２２，Ｓ２３，Ｓ１７と
同様の処理が実行される。
【００５０】
　次に、図６及び図７を参照して、車両緊急時に車両バッテリ電圧が遮断された際のユニ
ット間の信号出力タイミングについて説明する。図６及び図７は緊急通報システムにおい
て車両緊急時に車両バッテリ電圧が遮断された際のユニット間の信号出力タイミングの説
明図である。
　図６は、車両衝突により車両バッテリ５０から他のユニット（エアバッグＥＣＵ５１，
緊急通報装置１０）への電源供給が遮断された状況における各ユニットへの供給電圧と各
ユニットからの信号出力タイミングを示している。なお、ここでは、エアバッグＥＣＵ５
１及び緊急通報装置１０は、車両バッテリ５０から供給される直流電圧Ｖｂａｔで作動し
、携帯端末４０は、内部バッテリにより供給される直流電圧Ｖｍで作動するものとしてい
る。
【００５１】
　時刻ｔ１に車両衝突が発生し、同時刻に車両バッテリ５０から供給される電圧Ｖｂａｔ
が０Ｖに低下したとする（図６（Ａ）参照）。このため、時刻ｔ１において、エアバッグ
ＥＣＵ５１，緊急通報装置１０への電源供給線の電圧は、０Ｖに低下する。しかしながら
、エアバッグＥＣＵ５１，緊急通報装置１０は、それぞれ内部コンデンサを有しており、
車両バッテリ５０からの供給電圧がなくなっても、内部コンデンサから電力供給を受けて
所定の短時間だけ作動を継続可能することが可能となっている。即ち、エアバッグＥＣＵ
５１，緊急通報装置１０は、それぞれ内部コンデンサからの供給電圧が作動可能最低電圧
に達する時刻ｔ２，ｔ３まで作動可能である（図６（Ｂ），図６（Ｃ）参照）。
【００５２】
　したがって、エアバッグＥＣＵ５１は、車両衝突を検知してから時刻ｔ２までの間に、
車両緊急信号ａ１を出力することができる（図５ａのステップＳ１０）。そして、緊急通
報装置１０は、車両緊急信号ａ１を受信した後、時刻ｔ３までの間に、緊急情報送信指令
信号ｃを携帯端末４０へ出力することができる（図５ａのステップＳ１６参照）。したが
って、携帯端末４０は、車両衝突から時刻ｔ３までの間に緊急情報送信指令信号ｃを受信
して、他の登録通信端末である携帯端末４０ａ，４０ｂ，４０ｃへ緊急情報ｂを送信する
ことができる（図５ａのステップＳ１７、図６（Ｄ）参照）。
【００５３】
　また、図７は、図６と同様の説明図であるが、関連するユニットとして、オーディオ制
御装置３０が追加された場合を示している。なお、ここでも、オーディオ制御装置３０は
、車両バッテリ５０から供給される直流電圧Ｖｂａｔで作動するものとしている。また、
オーディオ制御装置３０も内部コンデンサを有しており、車両バッテリ５０からの供給電
圧がなくなっても、内部コンデンサから電力供給を受けて所定の短時間だけ作動を継続可



(11) JP 6528975 B2 2019.6.12

10

20

30

40

50

能することが可能となっている。即ち、オーディオ制御装置３０は、内部コンデンサから
の供給電圧が作動可能最低電圧に達する時刻ｔ４まで作動可能である（図７（Ｄ）参照）
。
【００５４】
　図７（Ａ）～図７（Ｃ）は、図６（Ａ）～図６（Ｃ）と同様であるので説明を省略する
。ただし、図７（Ｃ）において、緊急通報装置１０は、車両衝突から時刻ｔ３までの間に
、緊急情報送信指令信号ｃをオーディオ制御装置３０へ出力する（図５ｂのステップＳ２
２参照）。そして、オーディオ制御装置３０は、車両衝突から時刻ｔ４までの間に緊急情
報送信指令信号ｃを携帯端末４０へ出力する（図５ｂのステップＳ２３参照）。したがっ
て、携帯端末４０は、車両衝突から時刻ｔ４までの間に緊急情報送信指令信号ｃを受信し
て、他の登録通信端末である携帯端末４０ａ，４０ｂ，４０ｃへ緊急情報ｂを送信する（
図５ａのステップＳ１７、図７（Ｅ）参照）。
【００５５】
　なお、図６及び図７に示すように、車両衝突により車両バッテリ５０の電圧が０Ｖに低
下すると、各ユニットへの電源供給線の電圧も０Ｖに低下するので、上述のステップＳ１
２において、緊急通報装置１０は、正常に無線通信可能であると判断しない。それにもか
かわらず、緊急通報装置１０，エアバッグＥＣＵ５１，オーディオ制御装置３０は、所定
の短時間は作動可能であるため、この短時間の間に図５ａ及び図５ｂ（さらには図９）の
処理を実行可能である。
【００５６】
　次に、図８及び図９を参照して、本発明の第２実施形態について説明する。図８は緊急
通報システムにおける処理の説明図、図９は緊急通報システムにおける車両緊急時の処理
の流れ図である。
　第２実施形態では、オーディオ制御装置３０が無線通信部３５（図２に破線で示す）を
備え、通信装置又は通信端末として機能する点で、第１実施形態と相違している。なお、
本実施形態では、オーディオ制御装置３０が車載通信装置として機能するように構成され
ているが、これに限らず、他の車載装置（例えば、ナビゲーション装置等）を車載通信装
置として機能させるように構成してもよい。
【００５７】
　第２実施形態では、緊急通報装置１０の記憶部１６には、携帯端末４０等と同様の登録
通信端末としてのオーディオ制御装置３０の機器情報を登録することができる。以下では
、主に第１実施形態と相違する部分について説明し、重複する説明は省略する。
【００５８】
　図８に示す状況では、緊急通報装置１０と乗員の携帯端末４０との間、及び、オーディ
オ制御装置３０と携帯端末４０との間には、近距離無線通信又は有線通信による車両通信
リンクが確立可能である。また、緊急通報装置１０とオーディオ制御装置３０は車内ＬＡ
Ｎを介して通信可能である。
【００５９】
　車両緊急時における各ユニットの処理の流れについては、図９のステップＳ１１０～Ｓ
１２０，Ｓ１２４は、図５ａ及び図５ｂのステップＳ１０～Ｓ２０，Ｓ２４と同じである
。ステップＳ１２０において、緊急通報装置１０とオーディオ制御装置３０との間の車内
ＬＡＮ通信が正常である場合（ステップＳ１２０；Ｙｅｓ）、緊急通報装置１０は、オー
ディオ制御装置３０へ、上述と同様の緊急情報送信指令信号ｃを送信する（ステップＳ１
２２）。
【００６０】
　ただし、この場合、車内には緊急通報装置１０と車両通信リンクを確立可能な登録通信
端末が存在しなかったため（ステップＳ１１８；Ｎｏ）、緊急通報装置１０は緊急連絡先
を特定することができない。よって、第２実施形態においては、ステップＳ１２２におい
て緊急通報装置１０から送信される緊急情報送信指令信号ｃには、すべての登録通信端末
（携帯端末４０，４０ａ，４０ｂ，４０ｃ）の通信アドレスを緊急連絡先の通信アドレス
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に含めるように構成することができる。
【００６１】
　第２実施形態では、オーディオ制御装置３０は、緊急情報送信指令信号ｃを受信すると
、受信した緊急情報送信指令信号ｃに応答して緊急情報送信処理を実行するように構成さ
れている。したがって、オーディオ制御装置３０は、この緊急情報送信処理において、緊
急情報送信指令信号ｃに含まれる緊急連絡先へ上述と同様の緊急情報ｂを送信する（ステ
ップＳ１２３）。なお、この送信も電子メール等のデータ通信であってもよいし、自動音
声合成機能を用いた音声通信であってもよい。
【００６２】
　なお、第２実施形態において、オーディオ制御装置３０の記憶部３６内に登録通信端末
の機器情報が格納されていてもよい。この場合、オーディオ制御装置３０が緊急通報装置
１０から受信する緊急情報送信指令信号ｃには、緊急連絡先の通信アドレスを含める必要
がない。緊急連絡先の通信アドレスを含まない緊急情報送信指令信号ｃを受信したオーデ
ィオ制御装置３０は、記憶部３６に格納された登録通信端末を緊急連絡先に設定すること
ができる。
【００６３】
　また、第２実施形態においても、車両バッテリ５０の遮断時における各ユニットからの
送信信号タイミングは、図６，図７を参照して説明した通りである。ただし、図７（Ｄ）
において、緊急通報装置１０から緊急情報送信指令信号ｃを受信したとき、オーディオ制
御装置３０は、時刻ｔ４までの間に、緊急情報送信指令信号ｃを携帯端末４０へ転送する
のではなく、緊急情報ｂを携帯端末４０ａ，４０ｂ，４０ｃへ送信する。
【００６４】
　次に、本実施形態の緊急通報装置の作用について説明する。
　本実施形態では、車両緊急時において、緊急通報装置１０の無線通信部１５を介して緊
急通報センター２へ緊急情報ｂを通報することができない場合であっても、緊急通報装置
１０が、車内の携帯端末４０又はオーディオ制御装置３０に近距離通信部１７又はＩ／Ｏ
部１２を介して通信することにより、携帯端末４０又はオーディオ制御装置３０から外部
の緊急連絡先（携帯端末４０ａ，４０ｂ，４０ｃ）へ緊急情報ｂを送信することができる
。これにより、本実施形態では、緊急通報装置１０と緊急通報センター２との間の通信が
不能であっても、所定の緊急連絡先へ緊急情報ｂを通知することにより、緊急連絡先の助
けを介して車両緊急状態へ迅速に対処可能となる。
【００６５】
　また、本実施形態では、緊急通報装置１０の制御部１１は、無線通信不能状態であると
き、緊急連絡先への緊急情報ｂの送信を、乗員が携帯可能な携帯端末４０，車両１に搭載
された無線通信可能なオーディオ制御装置３０に実行させるため、これら通信端末に対し
て近距離通信部１７，Ｉ／Ｏ部１２を介して緊急情報送信指令信号ｃを送信する。これに
より、本実施形態では、無線通信不能状態により、緊急通報装置１０自体が緊急情報ｂを
通信できなくても、乗員が携帯する携帯端末４０か、車両１に搭載されたオーディオ制御
装置３０から外部へ緊急情報ｂを通信できるため、車両緊急時における緊急通報の実行可
能性を大幅に向上させることができる。
【００６６】
　また、本実施形態では、緊急通報装置１０の記憶部１６に登録通信端末としての１又は
複数の携帯端末４０を特定する機器情報を格納可能であり、制御部１１は、近距離通信部
１７を介して車内に存在する携帯端末４０の機器情報を取得し、記憶部１６に記憶された
機器情報に基づいて、通信した携帯端末４０が登録通信端末であるか否かを判断し、通信
した通信端末（例えば、携帯端末４０）が登録通信端末である場合に、この通信端末から
緊急情報ｂを送信させることができる。これにより、本実施形態では、緊急通報装置１０
が、近距離通信部１７やＩ／Ｏ部１２を介して、記憶部１６に登録された登録通信端末と
通信状態にあるとき、この登録通信端末（携帯端末４０、オーディオ制御装置３０）を介
して緊急情報ｂを外部へ送信することができる。
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【００６７】
　また、本実施形態では、緊急通報装置１０の記憶部１６が緊急連絡先の通信アドレスを
記憶している。これにより、本実施形態では、乗員は所望の緊急連絡先（例えば、携帯端
末４０ａ，４０ｂ，４０ｃ）を記憶部１６に登録しておくことにより、車両緊急時におけ
る車両緊急状態へ対処を効率的に行うことができる。
【００６８】
　また、本実施形態では、緊急通報装置１０の制御部１１は、無線通信不能状態であると
き、近距離通信部１７又はＩ／Ｏ部１２を介して登録通信端末との間で通信状態にあるか
否かを判断し、通信状態にある登録通信端末が存在する場合、この登録通信端末から緊急
情報ｂを送信させることができる。これにより、本実施形態では、無線通信不能状態にお
いて、通信状態にある登録通信端末（例えば、携帯端末４０、オーディオ制御装置３０）
が存在する場合には、即座にこの登録通信端末から緊急情報を送信させることが可能とな
る。
【００６９】
　また、本実施形態では、緊急通報装置１０の制御部１１は、無線通信不能状態であると
き、近距離通信部１７を介して登録通信端末との間で通信状態にあるか否かを判断し、通
信状態にある登録通信端末が存在しない場合、近距離通信部１７を介して登録通信端末と
の間に車両通信リンクを確立し、この登録通信端末から緊急情報ｂを送信させることがで
きる。これにより、本実施形態では、無線通信不能状態において、近距離通信部１７を介
して通信状態にある登録通信端末が存在しない場合であっても、登録通信端末（例えば、
携帯端末４０）との間に車両通信リンクを新たに確立することにより、登録通信端末から
緊急情報ｂを送信させることが可能となる。
【符号の説明】
【００７０】
　　１　　車両
　　２　　緊急通報センター
　　３　　基地局
　　４　　通信回線網
　　５　　ＧＰＳ衛星
　１０　　緊急通報装置
　２０　　通信装置
　３０　　オーディオ制御装置
　４０　　携帯端末
　４０ａ，４０ｂ，４０ｃ　携帯端末
　５０　　車両バッテリ
　　ａ１，ａ２　車両緊急信号
　　ｂ　　緊急情報
　　ｃ　　緊急情報送信指令信号
　　ｄ　　車両通信リンク確立要求信号
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