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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
自装置を識別するための端末識別情報を有する端末装置と、前記端末装置を制御する主制
御装置とを含む監視システムであって、
　前記端末装置は、前記主制御装置から無線で送られてくる端末識別情報要求信号を受信
したことに応じて、自己の端末識別情報を無線信号で送り返す識別情報出力手段を含み、
　前記主制御装置は、
　　前記端末識別情報要求信号を無線信号で送信する送信手段と、
　　前記端末装置から無線信号で送り返されてくる端末識別情報を受信する受信手段と、
　　前記受信手段が前記端末識別情報を受信したことに応じて、その端末識別情報を格納
する第１の格納手段とを備え、
　前記送信手段は、前記受信手段によって前記端末識別情報を受信したことに応じて、前
記主制御装置を識別するための主制御識別情報を無線信号により前記端末装置に送信し、
　前記端末装置は、前記送信手段から送信された主制御識別情報を格納する第２の格納手
段を含む、監視システム。
【請求項２】
前記識別情報出力手段は、ＲＦＩＤタグであり、
　前記受信手段と、前記送信手段は、ＲＦＩＤリーダライタである、請求項１に記載の監
視システム。
【請求項３】
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前記端末装置は、前記ＲＦＩＤタグによって受信された無線信号から電力を発電して、少
なくとも前記第２の格納手段に供給する発電手段を含む、請求項２に記載の監視システム
。
【請求項４】
前記主制御装置は、
　　前記送信手段とは別に設けられ、前記端末装置との間で通信を行うための第１の通信
手段と、
　　前記第１の格納手段に前記端末識別情報が記憶されていることに応じて、前記第１の
通信手段を介して、識別情報の格納されている端末装置との間の通信を許可する主制御手
段とを含む、請求項１から３のいずれかに記載の監視システム。
【請求項５】
前記端末装置は、
　　識別情報出力手段とは別に設けられ、前記主制御装置との間で通信を行うための第２
の通信手段と、
　　前記第２の格納手段に前記主制御識別情報が記憶されていることに応じて、前記第２
の通信手段を介して、主制御識別情報の格納されている主制御装置との間の通信を許可す
る端末制御手段とを含む、請求項１から４のいずれかに記載の監視システム。
【請求項６】
前記端末装置は、それぞれが端末識別情報を有して複数設けられており、
　前記主制御装置の第１の格納手段は、前記複数の端末装置のそれぞれに対応する端末識
別情報を記憶し、
　前記送信手段は、前記複数の端末装置のそれぞれに対して端末識別情報要求信号を送信
し、
　前記受信手段は、前記各端末装置から送り返されてくる端末識別情報を受信し、
　前記第１の格納手段は、前記受信手段によって受信された各端末識別情報を記憶する、
請求項１から５のいずれかに記載の監視システム。
【請求項７】
自装置を識別するための識別情報を有し、主制御装置により制御される監視システムの端
末装置であって、
　前記主制御装置から無線で送られてくる前記識別情報の送信を要求するための識別情報
要求信号を受信する受信手段と、
　前記受信手段によって前記識別要求信号を受信したことに応じて、自己の識別情報を無
線信号で送り返す識別情報出力手段と、
　前記主制御装置から送信された主制御識別情報を格納する格納手段とを備える、監視シ
ステムの端末装置。
【請求項８】
自装置を識別するための端末識別情報を有する端末装置を制御する監視システムの主制御
装置であって、
　前記端末識別情報を要求するための要求信号を無線信号で送信する送信手段と、
　前記端末装置から無線信号で送り返されてくる端末識別情報を受信する受信手段と、
　前記受信手段が前記端末識別情報を受信したことに応じて、その端末識別情報を格納す
る格納手段とを備え、
　前記送信手段は、前記受信手段によって前記端末識別情報を受信したことに応じて、前
記主制御装置を識別するための主制御識別情報を無線信号により前記端末装置に送信する
、監視システムの主制御装置。
【請求項９】
主制御装置に端末装置を識別するための端末識別情報を登録する端末装置の登録方法であ
って、
　前記主制御装置が前記端末識別情報を要求するための要求信号を前記端末装置に無線信
号で送信するステップと、
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　前記主制御装置が前記無線信号に応答して送り返されてくる端末識別情報を受信するス
テップと、
　前記主制御装置が前記端末識別情報を受信したことに応じて、その端末識別情報を格納
するステップと、
　前記主制御装置が前記端末識別情報を受信したことに応じて、前記主制御装置を識別す
るための主制御識別情報を無線信号により前記端末装置に送信するステップと、
　前記端末装置が送信された前記主制御識別情報を格納するステップとを備える、端末装
置の登録方法。
【請求項１０】
主制御装置に端末装置を識別するための端末識別情報を登録するコンピュータのプログラ
ムであって、
　前記主制御装置が前記端末識別情報を要求するための要求信号を無線信号で送信する送
信手段、
　前記主制御装置が前記端末装置から無線信号で送り返されてくる端末識別情報を受信す
る受信手段、
　前記主制御装置が前記受信手段が前記端末識別情報を受信したことに応じて、その端末
識別情報を格納する格納手段、
　前記主制御装置が前記端末識別情報を受信したことに応じて、前記主制御装置を識別す
るための主制御識別情報を無線信号により前記端末装置に送信する送信手段、
　および前記端末装置が送信された前記主制御識別情報を格納する格納手段として機能さ
せるプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、監視システム、その端末装置、主制御装置、端末装置の登録方法およびプ
ログラムに関し、例えば、ホームセキュリティシステムにおけるセンサユニットやカメラ
ユニットなどのＩＤ番号を有する端末装置を主制御装置で制御する監視システム、その端
末装置、主制御装置、端末装置の登録方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近では一般家庭内において、不審者の侵入による被害を阻止したり、火事などの災害
による室内の異常を監視するために、ホームセキュリティシステムが普及してきている。
このようなホームセキュリティシステムは、不審者が窓やドアーから住居内に侵入するの
を検出したり室内の異常を検出するセンサユニットや、侵入者を撮影するためのカメラユ
ニットなどの端末装置を有している。
【０００３】
　これらの端末装置は、メインコントローラなどの主制御装置により制御されるが、その
際に各端末装置のＩＤ番号などの個々の端末装置を識別するための識別情報を指定して、
対応する端末装置を制御する。このために、最初に使用する前に、各端末装置の識別情報
を主制御装置に登録しておく必要がある。また、各端末装置から主制御装置を識別するた
めに、各端末装置にも主制御装置の識別情報を登録しておく必要がある。
【０００４】
　このようなホームセキュリティシステムには、一般のユーザが購入して、自ら装置を設
置するタイプと、専門の業者が設置するタイプとがある。前者のタイプでは、ユーザ自身
が購入後に各端末装置の識別情報を主制御装置に登録し、各端末装置に主制御装置の識別
情報を登録しなければならない。識別情報は、主制御装置の登録スイッチなどの操作部と
、端末装置の登録スイッチなどの操作部の両方を操作して登録される。しかし、各端末装
置についても個々に識別情報を主制御装置に登録する必要があるため、同じ登録操作を繰
り返さなければならず、ユーザにとって登録操作が煩わしいという問題がある。
【０００５】
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　そこで、特開２００５－２２３７９１号公報（特許文献１）には、端末装置に電池を装
着したことを判別して自動的に主制御装置に、その端末装置の識別情報を自動的に登録す
る監視システムについて記載されている。
【特許文献１】特開２００５－２２３７９１号公報（要約）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１の監視システムでは、電池を端末装置に装着することで端末装置の識別情報
を主制御装置に登録を行うことができるが、主制御装置側での操作により端末装置の識別
情報の送信を要求して主制御装置への登録は行うことができない。
【０００７】
　そこで、この発明の目的は、主制御装置側の簡単な操作により、端末装置の識別情報を
主制御装置に登録が可能な監視システム、その端末装置、主制御装置、端末装置の登録方
法およびプログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明は、自装置を識別するための端末識別情報を有し、端末装置と、端末装置を制
御する主制御装置とを含む監視システムであって、端末装置は、主制御装置から無線で送
られてくる端末識別情報要求信号を受信したことに応じて、自己の端末識別情報を無線信
号で送り返す識別情報出力手段を含み、主制御装置は、端末識別情報要求信号を無線信号
で送信する送信手段と、端末装置から無線信号で送り返されてくる端末識別情報を受信す
る受信手段と、受信手段が端末識別情報を受信したことに応じて、その端末識別情報を格
納する第１の格納手段とを備える。
【０００９】
　好ましくは、送信手段は、受信手段によって端末識別情報を受信したことに応じて、主
制御装置を識別するための主制御識別情報を無線信号により端末装置に送信し、端末装置
は、送信手段から送信された主制御識別情報を格納する第２の格納手段を含む。
【００１０】
　より具体的には、識別情報出力手段は、ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　
Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｎ）タグであり、受信手段と、送信手段は、ＲＦＩＤリーダラ
イタである。
【００１１】
　好ましくは、端末装置は、ＲＦＩＤタグによって受信された無線信号から電力を発電し
て、少なくとも第２の格納手段に供給する発電手段を含む。これにより、端末装置に電源
が投入されていなくても、主制御装置は端末装置から識別情報を取得できる。
【００１２】
　主制御装置は、より具体的には、送信手段とは別に設けられ、端末装置との間で通信を
行うための第１の通信手段と、第１の格納手段に端末識別情報が記憶されていることに応
じて、第１の通信手段を介して、識別情報の格納されている端末装置との間の通信を許可
する主制御手段とを含む。
【００１３】
　端末装置は、より具体的には、識別情報出力手段とは別に設けられ、主制御装置との間
で通信を行うための第２の通信手段と、第２の格納手段に主制御識別情報が記憶されてい
ることに応じて、第２の通信手段を介して、主制御識別情報の格納されている主制御装置
との間の通信を許可する端末制御手段とを含む。
【００１４】
　好ましくは、端末装置は、それぞれが端末識別情報を有して複数設けられており、主制
御装置の第１の格納手段は、複数の端末装置のそれぞれに対応する端末識別情報を記憶し
、送信手段は、複数の端末装置のそれぞれに対して端末識別情報要求信号を送信し、受信
手段は、各端末装置から送り返されてくる端末識別情報を受信し、第１の格納手段は、受
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信手段によって受信された各端末識別情報を記憶する。これにより、主制御装置は、複数
の端末装置から一括して識別情報を取得できる。
【００１５】
　この発明の他の局面は、自装置を識別するための識別情報を有し、主制御装置により制
御されて異常を監視する監視システムの端末装置であって、主制御装置から無線で送られ
てくる識別情報の送信を要求するための識別情報要求信号を受信する受信手段と、受信手
段によって識別要求信号を受信したことに応じて、自己の識別情報を無線信号で送り返す
識別情報出力手段とを備える。
【００１６】
　さらに、この発明の他の局面は、自装置を識別するための端末識別情報を有し、異常を
監視する端末装置を制御する監視システムの主制御装置であって、端末識別情報を要求す
るための要求信号を無線信号で送信する送信手段と、端末装置から無線信号で送り返され
てくる端末識別情報を受信する受信手段と、受信手段が端末識別情報を受信したことに応
じて、その端末識別情報を格納する格納手段とを備える。
【００１７】
　さらに、この発明の他の局面は、端末装置識別するための端末識別情報を登録する端末
装置の登録方法であって、端末識別情報を要求するための要求信号を無線信号で送信する
ステップと、無線信号に応答して送り返されてくる端末識別情報を受信するステップと、
端末識別情報を受信したことに応じて、その端末識別情報を格納するステップとを備える
。
【００１８】
　さらに、この発明の他の局面は、端末装置を識別するための端末識別情報を登録するコ
ンピュータのプログラムであって、自装置を識別するための端末識別情報を有する端末装
置を監視するコンピュータを、端末識別情報を要求するための要求信号を無線信号で送信
する送信手段と、端末装置から無線信号で送り返されてくる端末識別情報を受信する受信
手段と、受信手段が端末識別情報を受信したことに応じて、その端末識別情報を格納する
格納手段として機能させる。
【発明の効果】
【００１９】
　この発明によれば、主制御装置からの要求に応じて、端末識別情報の送信要求を端末装
置に無線信号で送信し、端末装置はその送信要求に応答して対応する端末識別情報を送信
し、その識別情報を主制御装置に格納するようにしたので、主制御装置側の簡単な操作に
より、端末装置の端末識別情報を主制御装置に登録するのが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　図１はこの発明の一実施形態における監視システム１の全体の構成を示すブロック図で
ある。この実施形態における監視システム１は、ホームセキュリティシステムに適用した
ものとして説明するが、これに限定されるものではない。監視システム１は、主制御装置
としてのメインコントローラ５と、メインコントローラ５に接続されて制御される端末装
置としてのワイヤレスセンサ２、カーモニタ３、火災検知器４、ワイヤレスカメラ６およ
びワイヤレスサイレン７とを含む。
【００２１】
　メインコントローラ５は、警戒モードを設定すると、ワイヤレスセンサ２、カーモニタ
３、火災検知器４を作動状態に設定し、いずれかの検知出力に基いて、異常が発生したこ
とを検知したときに、ワイヤレスサイレン７を作動させる。なお、警戒モードを解除した
モードを非警戒モードと称する。また、以下の説明における異常とは、不審者の侵入や火
災などの災害を総称するものとする。
【００２２】
　ワイヤレスセンサ２は、住居の窓や扉などに設置されて自装置周辺におけるセキュリテ
ィ領域の状態を監視して、その状態の変化を検知して、不審者の侵入や災害などの異常状
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態であるか否かを判断し、異常状態である場合にはその旨をメインコントローラ５に通知
する。
【００２３】
　カーモニタ３は、例えば、自動車の周囲を不審者がうろついたり、自動車に振動や衝撃
が加えられたりしたことを検知する。火災検知器４は火災の発生を検知する。ワイヤレス
カメラ６は、屋内に侵入した不審者を撮影する。ワイヤレスサイレン７は、警戒モードに
設定されているときに、不審者が侵入するとサイレンを鳴らすことで、侵入者を威嚇して
退散させる。なお、ワイヤレスサイレン７に代えてブザーなどの警報器をメインコントロ
ーラ５に内蔵してもよい。
【００２４】
　また、メインコントローラ５には、サイレンや警報ブザーによる警報を解除するための
スイッチ５０が接続されていてもよい。
【００２５】
　メインコントローラ５の出力は、ルータ８から公衆電話回線９を介してインターネット
回線１０に接続されている。インターネット回線１０には、サーバ１１を介して基地局１
２が接続されている。ホームセキュリティシステムを警戒モードに設定して居住者が外出
しているときに異常が発生すると、居住者の携帯電話機１３に警報情報などがメールにて
知らされる。携帯電話機１３のメールアドレスなどの連絡情報は、メインコントローラ５
に予め登録されている。なお、ワイヤレスカメラ６で撮影された画像を携帯電話機１３に
送信して表示するようにしてもよい。
【００２６】
　また、異常が発生したとき、警備会社などに通知するようにしてもよい。
【００２７】
　なお、ワイヤレスセンサ２、カーモニタ３、火災検知器４、ワイヤレスカメラ６、ワイ
ヤレスサイレン７は、それぞれ１個あるいは複数個設けてもよい。あるいはいずれかを全
く設けなくてもよい。要するに、最低限いずれか１つのユニットがあればシステムを構築
できる。
【００２８】
　ワイヤレスセンサ２、カーモニタ３、火災検知器４、ワイヤレスカメラ６、ワイヤレス
サイレン７の各端末装置には、それぞれを識別するための端末識別情報として、端末機器
ＩＤ番号が予め割り当てられており、メインコントローラ５にも主制御識別情報としてメ
インコントローラ機器ＩＤ番号が予め割り当てられている。メインコントローラ５は、各
端末機器ＩＤ番号により各端末装置を識別して、ワイヤレスセンサ２、カーモニタ３、火
災検知器４、ワイヤレスカメラ６、ワイヤレスサイレン７を制御することにより、監視シ
ステム１全体の制御を行う。ワイヤレスセンサ２、カーモニタ３、火災検知器４、ワイヤ
レスカメラ６、ワイヤレスサイレン７は、それぞれメインコントローラ機器ＩＤ番号を認
識することでメインコントローラ５との間で通信などを行う。
【００２９】
　図２は図１に示したメインコントローラ５のブロック図であり、図３は図２に示す記憶
部５６の記憶領域を図解的に示す図である。
【００３０】
　図２において、主制御装置としてのメインコントローラ５は、主制御手段としての制御
部５１と、第１の通信手段としての通信部５２と、外部通信部５３と、受信手段および送
信手段としてのＲＦＩＤリーダライタ５４と、登録スイッチ５５と、格納手段および第１
の格納手段としての記憶部５６と、電源部５７とを含む。制御部５１はメインコントロー
ラ５の全体の制御を行う。通信部５２は、メインコントローラ５がワイヤレスセンサ２、
カーモニタ３、火災検知器４、ワイヤレスカメラ６、ワイヤレスサイレン７と通信を行う
ためのインタフェースである。
【００３１】
　外部通信部５３は、図示しない外部ネットワークと通信を行うためのインタフェースで
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ある。ＲＦＩＤリーダライタ５４は、ワイヤレスセンサ２、カーモニタ３、火災検知器４
、ワイヤレスカメラ６、ワイヤレスサイレン７に設けられているＲＦＩＤタグ２３に対し
て、識別情報の送信を要求する要求信号を無線信号でトリガとして送信（ライト）し、ワ
イヤレスセンサ２、カーモニタ３、火災検知器４、ワイヤレスカメラ６、ワイヤレスサイ
レン７から無線信号で送信されてくる端末機器ＩＤ番号を受信（リード）する。
【００３２】
　登録スイッチ５５は、複数の端末装置であるワイヤレスセンサ２、カーモニタ３、火災
検知器４、ワイヤレスカメラ６、ワイヤレスサイレン７の端末機器ＩＤ番号をメインコン
トローラ５に登録するための指令を与える。記憶部５６は、図３に示すように複数の記憶
領域５６０，５６１，５６２，５６３…を有しており、記憶領域５６０には、メインコン
トローラ５のメインコントローラ機器ＩＤ番号が予め記憶されている。記憶領域５６１，
５６２，５６３…には、各端末装置から送られてくる端末機器ＩＤ番号が記憶される。電
源部５７は、メインコントローラ５内の各部に電源を供給する。
【００３３】
　図４は、図１に示した端末装置の一例のワイヤレスセンサ２を示すブロック図であり、
図５は図４に示すＲＦＩＤタグ２３の記憶部２７の記憶領域を図解的に示す図である。
【００３４】
　図４において、ワイヤレスセンサ２は、端末制御手段としての制御部２１と、検知部２
２と、識別情報出力手段としてのＲＦＩＤタグ２３と、通信部２４と、第２の格納手段と
しての記憶部２５と、電源部２６とを含む。制御部２１はワイヤレスセンサ２の全体の制
御を行う。検知部２２は、セキュリティ領域の状態を監視して、その状態の変化を検知す
るものであり、検知部２２で検知された変化情報は制御部２１に与えられる。
【００３５】
　検知部２２は状態の変化を識別できるものであればよいが、例えば、振動センサ、焦電
センサ、リードスイッチ、ドップラーセンサ、ＭＩＲ（Ｍｉｃｒｏ　Ｉｍｐｕｌｓｅ　Ｒ
ａｄａｒ）センサなどを用いることができる。振動センサは、例えば、窓やドアーなどに
設置することにより、ドアーが開かれたときの振動を検知したり、ピッキングなどの鍵を
触る際の音や振動を検知できる。焦電センサやドップラーセンサを設置すれば、人の存在
や物体移動を検知できる。また、リードスイッチやＭＩＲセンサをドアーや窓に設置すれ
ば、ドアーや窓の開閉を検知したり、窓ガラスが割られたことなどを検知できる。なお、
ＭＩＲセンサは、反射を見て物体を検知するものである。
【００３６】
　ＲＦＩＤタグ２３は記憶部（メモリ）２７と発電部２８とを有している。発電部２８は
、メインコントローラ５のＲＦＩＤリーダライタ５４から無線信号が送られてくると、そ
の無線信号に応じて誘導起電力を発生して、電源部２６から電源が供給されていない状態
においてもＲＦＩＤタグ２３自身を駆動させる。記憶部２７は、図５に示すように、記憶
領域２７０，２７１を含む。記憶領域２７０には、ワイヤレスセンサ２の端末機器ＩＤ番
号が予め記憶されており、記憶領域２７１にはメインコントローラ５から送られてくるメ
インコントローラ機器ＩＤ番号が記憶される。
【００３７】
　制御部２１に最初に電源が投入されて駆動されると、ＲＦＩＤタグ２３内の記憶部２７
からメインコントローラ機器ＩＤ番号を読み出して記憶部２５に書込む。このように構成
することでワイヤレスセンサ２に電池が装着されていないなどのように電源が投入されて
いない状態においても、メインコントローラ機器ＩＤ番号を登録することが可能になる。
【００３８】
　通信部２４は、メインコントローラ５と通信を行うためのインタフェースである。電源
部２６は、乾電池などの一次電池あるいは充電可能な二次電池を含み、消費電力を最小限
に抑えるために、制御部２１を間欠動作させている。すなわち、電源部２６は、通信部２
４を介してメインコントローラ５と通信を行っているときのみ、制御部５１に電源を供給
する。
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【００３９】
　なお、ワイヤレスセンサ２以外の端末装置である、図１に示したカーモニタ３、火災検
知器４、ワイヤレスカメラ６、ワイヤレスサイレン７も、ワイヤレスセンサ２と同様にし
て、メインコントローラ５との間で機器ＩＤ番号の登録を行えるように構成されている。
すなわち、カーモニタ３、火災検知器４、ワイヤレスカメラ６、ワイヤレスサイレン７は
、それぞれワイヤレスセンサ２における制御部２１と、ＲＦＩＤタグ２３と、通信部２４
と、記憶部２５に相当する構成を有している。
【００４０】
　図６はこの発明の一実施形態における監視装置のメインコントローラ５とワイヤレスセ
ンサ２との間での端末機器ＩＤ番号およびメインコントローラ機器ＩＤ番号の登録動作を
説明するためのフローチャートであり、図６（Ａ）はメインコントローラ５の動作を示し
、図６（Ｂ）はワイヤレスセンサ２の動作を示す。
【００４１】
　メインコントローラ５の制御部５１は、図６（Ａ）に示すステップ（図示ではＳＰと略
称する。）ＳＰ１において、メインコントローラ５の登録スイッチ５５がオンされたか否
かを判別する。ユーザが登録スイッチ５５をオンすると、オンされたことを判別し、ステ
ップＳＰ２において、ＲＦＩＤリーダライタ５４から端末機器ＩＤ番号の送信を要求する
無線信号を送信させる。そして、ステップＳＰ３において、ワイヤレスセンサ２から端末
機器ＩＤ番号が送られてきたかどうかを判定し、送られてくるとステップＳＰ４に進む。
ステップＳＰ３において、一定時間内に返信がない場合は、ステップＳＰ２に戻って再度
送信を行う。なお、一定回数送信を行っても返信がない場合は、ユニットなしと判断して
処理を終了させるのが望ましい。
【００４２】
　ワイヤレスセンサ２の制御部２１は、メインコントローラ５と通信する以外は、電池の
消耗を少なくするために、電源部２６からの電源供給が停止されている。メインコントロ
ーラ５から端末機器ＩＤ番号の送信を要求する無線信号がＲＦＩＤタグ２３に与えられる
と、ＲＦＩＤタグ２３の発電部２８は、無線信号の誘導起電力により発電して、ＲＦＩＤ
タグ２３自身を駆動する。
【００４３】
　図６（Ｂ）に示すステップＳＰ１１において、ＲＦＩＤタグ２３は無線信号により要求
信号を受信したことを判別する。ステップＳＰ１２において、記憶部２７の記憶領域２７
０に予め記憶されている端末機器ＩＤ番号を読み出して、無線信号で返信する。そして、
ステップＳＰ１３において、メインコントローラ５からメインコントローラ機器ＩＤ番号
が送られてくるまで待機する。
【００４４】
　メインコントローラ５の制御部５１は、ステップＳＰ３において、ＲＦＩＤリーダライ
タ５４を介して、ワイヤレスセンサ２から端末機器ＩＤ番号を受信したことを判別すると
、ステップＳＰ４において、受信した端末機器ＩＤ番号を記憶部５６の記憶領域５６１に
格納する。ステップＳＰ５において、記憶部５６の記憶領域５６０に格納されているメイ
ンコントローラ５のメインコントローラ機器ＩＤ番号を読み出して、ＲＦＩＤリーダライ
タ５４を介して、ワイヤレスセンサ２に送信する。制御部５１は、ステップＳＰ６におい
て、以後登録した端末ＩＤ番号の機器であるワイヤレスセンサ２との通信を許容する。
【００４５】
　ワイヤレスセンサ２のＲＦＩＤタグ２３は、ステップＳＰ１３においてメインコントロ
ーラ５のメインコントローラ機器ＩＤ番号を受信したことを判別すると、ステップＳＰ１
４において、受信したメインコントローラ機器ＩＤ番号を記憶部２７の記憶領域２７１に
格納する。
【００４６】
　ワイヤレスセンサ２は、電源が投入されると、ＲＦＩＤタグ２３の記憶部２７に記憶し
たメインコントローラ機器ＩＤ番号を記憶部５６に記憶させる。ステップＳＰ１５におい



(9) JP 4887844 B2 2012.2.29

10

20

30

40

50

て、制御部２１は、以後登録されたメインコントローラ機器ＩＤ番号のメインコントロー
ラ５との通信を許容する。
【００４７】
　上述のごとく、この実施形態によれば、メインコントローラ５の登録スイッチ５５を操
作するだけで、ワイヤレスセンサ２の端末機器ＩＤ番号をメインコントローラ５の記憶部
５６に格納でき、メインコントローラ５のメインコントローラ機器番号をワイヤレスセン
サ２のＲＦＩＤタグ２３の記憶部２７に記憶することができる。したがって、ワイヤレス
センサ２の端末機器ＩＤ番号をメインコントローラ５に登録する操作と、メインコントロ
ーラ５のメインコントローラ機器ＩＤ番号をワイヤレスセンサ２に登録する操作とを個別
にする必要がなく、ユーザの煩わしさを解消できる。
【００４８】
　また、ワイヤレスセンサ２は、ＲＦＩＤタグ２３に発電部２８を備えることにより、メ
インコントローラ５から送信される無線信号に基づく誘導起電力でＲＦＩＤタグ２３自身
を駆動するようにしているので、電源部２６から電力が供給されていないときや、電源部
２６に電池が装着されていない状態においても、ＲＦＩＤタグ２３の記憶部２７から端末
機器ＩＤ番号の読み出しおよびメインコントローラ機器ＩＤ番号の記憶部２７への格納も
可能になる。
【００４９】
　なお、上述の説明では、端末装置の一例としてワイヤレスセンサ２と、メインコントロ
ーラ５との間で識別情報の登録を行う動作について説明したが、他のカーモニタ３、火災
検知器４、ワイヤレスカメラ６、ワイヤレスサイレン７に関しても同様の動作が行なわれ
る。
【００５０】
　また、ワイヤレスセンサ２などの端末装置が複数設けられている場合には、それぞれの
端末装置から端末ＩＤ番号が返信されてくるので、それぞれの端末装置に対して登録を行
い、端末ＩＤ番号が返信されなくなるまで処理を繰り返す。端末ＩＤ番号が登録された端
末装置は端末ＩＤ番号を返信しない。
【００５１】
　この場合、それぞれの端末装置を区別する方法としては、特許第３５８４３３５号に記
載されているように、端末装置の返信までの時間を乱数で決定する方法や、各端末装置に
固有の照合データを持たせておき、他の端末装置から同時に返信があって混信を生じると
、照合用データを１ビットずつずらしていく方法などがある。
【００５２】
　さらに、メインコントローラ５の登録スイッチ５５を操作するだけで、ワイヤレスセン
サ２、カーモニタ３、火災検知器４、ワイヤレスカメラ６、ワイヤレスサイレン７の各端
末装置に対して、一括してそれぞれの端末機器ＩＤ番号を要求して、記憶部５６の各記憶
領域５６１～５６３に格納してもよい。この場合、メインコントローラ５のＲＦＩＤリー
ダライタ５４には、ワイヤレスセンサ２、カーモニタ３、火災検知器４、ワイヤレスカメ
ラ６、ワイヤレスサイレン７から並行して、対応する端末機器ＩＤ番号が送信されてくる
。制御部５１は、それぞれの端末機器ＩＤ番号を識別して、記憶部５６の各記憶領域５６
１～５６３のそれぞれに端末機器ＩＤ番号を格納する。
【００５３】
　これにより、メインコントローラ５の登録スイッチ５５を操作するだけで、ワイヤレス
センサ２、カーモニタ３、火災検知器４、ワイヤレスカメラ６、ワイヤレスサイレン７の
それぞれの端末機器ＩＤ番号をメインコントローラ５に一括して登録することが可能にな
り、登録のために各端末装置ごとに同じ操作を繰り返さなければならないという煩雑さを
解消できる。
【００５４】
　なお、既に端末番号をメインコントローラ５に登録した端末装置は、メインコントロー
ラ５から端末番号の送信要求があっても返信しない。これにより、端末装置を追加した場
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インコントローラ５に追加して登録できる。
【００５５】
　もし、端末番号を削除したい場合は、図３に示した記憶部５６の中から対応する端末機
器ＩＤ番号を削除すればよく、端末装置側での操作は不要である。
【００５６】
　なお、端末装置として、照明制御装置や家電制御装置を用いてもよい。
【００５７】
　さらに、この発明はホームセキュリティシステムに限ることなく、主制御装置と端末装
置とから構成されるシステム全般に利用可能である。例えば、消費電力監視システムに適
用した場合には、電力量計を端末装置とすればよい。
【００５８】
　以上、図面を参照してこの発明の実施形態を説明したが、この発明は、図示した実施形
態のものに限定されない。図示された実施形態に対して、この発明と同一の範囲内におい
て、あるいは均等の範囲内において、種々の修正や変形を加えることが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
　この発明の監視システムとその端末装置および主制御装置は、一般家庭における異常を
監視するホームセキュリティシステムを始めとする種々のアプリケーションに利用できる
。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】この発明の一実施形態における監視システム１の全体の構成を示すブロック図で
ある。
【図２】図１に示したメインコントローラのブロック図である。
【図３】図２に示す記憶部の記憶領域を図解的に示す図である。
【図４】図１に示した端末装置の一例のワイヤレスセンサを示すブロック図である。
【図５】図４に示す記憶部の記憶領域を図解的に示す図である。
【図６】この発明の一実施形態における監視装置のメインコントローラとワイヤレスセン
サとの間でのＩＤ番号の登録動作を説明するためのフローチャートである。
【符号の説明】
【００６１】
　１　監視システム、２　ワイヤレスセンサ、３　カーモニタ、４　火災検知器、５　メ
インコントローラ、６　ワイヤレスカメラ、７　ワイヤレスサイレン、８　ルータ、９　
公衆電話回線、１０　インターネット回線、１１　サーバ、１２　基地局、１３　携帯電
話機、２１，５１　制御部、２２　検知部、２３　ＲＦＩＤタグ、２４，５２　通信部、
５４　ＲＤＩＤリーダライタ、２５，２７，５６　記憶部、２６，５７　電源部、２８　
発電部、５５　登録スイッチ２５０，２５１，５６０～５６３　記憶領域。
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