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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　個別の識別情報が設定され、外部から無線信号で送信された質問信号を受信すると、自
己の識別情報を含む応答信号を無線信号で返送する無線通信部、無線通信部の通信を制御
する通信制御部、及び内部回路に電源を供給する電池を具備した応答器と、
　扉の外側にある通路の進行方向に沿って互いに離して配置され、それぞれ外部に無線信
号で質問信号を送信する複数の無線送信部、及び応答器から返送された応答信号を受信す
る無線受信部を具備した質問器と、
　質問器の受信した応答信号に含まれる識別情報が予め登録された識別情報に一致すると
、受信した応答信号に応じた処理を行うセキュリティ機器とを備え、
　複数の無線送信部には個別のＩＤ番号が割り当てられ、
　各々の無線送信部は自己のＩＤ番号を含む質問信号を無線信号により送信し、
　応答器の通信制御部は、無線通信部が所定時間内に互いにＩＤ番号が異なる質問信号を
少なくとも２つ受信した場合のみ、前記所定時間内に受信した全てのＩＤ番号およびＩＤ
番号の受信順序を示す情報を自己の識別情報とともに無線通信部から送信させ、
　セキュリティ機器は、質問器の受信した応答信号に含まれる識別情報が予め登録された
識別情報に一致すると、前記応答信号に含まれるＩＤ番号の受信順序を示す情報に基づい
て応答器の移動方向を判定し、当該移動方向に基づいて、扉に設けた電気錠の施錠又は解
錠、或いは、室内の監視モードを警戒設定又は警戒解除に切り替えるモード切替の内少な
くとも何れか一つを前記処理として行うことを特徴とするセキュリティシステム。
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【請求項２】
　応答器の通信制御部は、無線通信部が予め登録されているＩＤ番号であって、互いにＩ
Ｄ番号が異なる質問信号を所定時間内に少なくとも２つ受信した場合のみ、前記所定時間
内に受信した全てのＩＤ番号およびＩＤ番号の受信順序を示す情報を自己の識別情報とと
もに無線通信部から送信させることを特徴とする請求項１記載のセキュリティシステム。
【請求項３】
　各々の無線送信部が互いに送波期間をずらして無線信号を送信することを特徴とする請
求項１又は２記載のセキュリティシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、セキュリティシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　この種のセキュリティシステムとしては、一般住宅などにおいて玄関扉に設けた電気錠
の解錠又は施錠を制御する電気錠システムが従来より提供されている（例えば特許文献１
参照）。この電気錠システムは、個別の識別情報が設定され、外部から無線信号で送信さ
れた質問信号を受信すると、自己の識別情報を含む応答信号を無線信号で返送する第１の
無線通信部、第１の無線通信部の通信を制御する通信制御部、及び内部回路に電源を供給
する電池を具備した応答器と、扉の近傍に設置され、外部に無線信号で質問信号を送信す
るとともに応答器から返送された応答信号を受信する第２の無線通信部を具備した質問器
と、質問器の受信した応答信号に含まれる識別情報が予め登録された識別情報に一致する
と、扉に設けた電気錠の施錠又は解錠を行う電気錠制御装置とで構成されている。
【０００３】
　この電気錠システムでは、外出していた家人が応答器を持って玄関扉に近付き、質問器
の通信エリア内に入ると、質問器から送信された質問信号の受信をトリガとして、応答器
から自己の識別情報を含む応答信号が返信され、この応答信号を質問器が受信する。電気
錠制御装置では、質問器の受信した識別情報と、予め登録されている識別情報とを照合し
、質問器の受信した識別情報が登録されている識別情報に一致すれば、電気錠を解錠状態
にした後、施錠するので、家人が鍵を取り出して解錠操作を行わなくても、電気錠が解錠
されている間に宅内に入ることができるようになっている。
【特許文献１】特開平１１－１６１７４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述した電気錠システムでは、応答器を持った家人が質問器の通信エリア内に入ると、
質問器が家人の持つ応答器との間で無線通信を行うことによってこの応答器から識別情報
を取得し、取得した識別情報が予め登録されている識別情報に一致すれば、電気錠を解錠
するようになっているが、通信エリアを通る家人が帰宅しようとしているのか、それとも
外出しようとしているのかを判別できないため、家人の移動方向に応じて電気錠の施錠又
は解錠を切り替えることができず、これから外出しようとする家人が質問器の通信エリア
内を通ったために、電気錠が解錠されてしまう可能性もあった。
【０００５】
　本発明は上記問題点に鑑みて為されたものであり、その目的とするところは、応答器を
持った家人の移動方向を判別し、移動方向に応じた制御を行うことが可能なセキュリティ
システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、請求項１の発明は、個別の識別情報が設定され、外部から
無線信号で送信された質問信号を受信すると、自己の識別情報を含む応答信号を無線信号
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で返送する無線通信部、無線通信部の通信を制御する通信制御部、及び内部回路に電源を
供給する電池を具備した応答器と、扉の外側にある通路の進行方向に沿って互いに離して
配置され、それぞれ外部に無線信号で質問信号を送信する複数の無線送信部、及び応答器
から返送された応答信号を受信する無線受信部を具備した質問器と、質問器の受信した応
答信号に含まれる識別情報が予め登録された識別情報に一致すると、受信した応答信号に
応じた処理を行うセキュリティ機器とを備え、複数の無線送信部には個別のＩＤ番号が割
り当てられ、各々の無線送信部は自己のＩＤ番号を含む質問信号を無線信号により送信し
、応答器の通信制御部は、無線通信部が所定時間内に互いにＩＤ番号が異なる質問信号を
少なくとも２つ受信した場合のみ、所定時間内に受信した全てのＩＤ番号およびＩＤ番号
の受信順序を示す情報を自己の識別情報とともに無線通信部から送信させ、セキュリティ
機器は、質問器の受信した応答信号に含まれる識別情報が予め登録された識別情報に一致
すると、前記応答信号に含まれるＩＤ番号の受信順序を示す情報に基づいて応答器の移動
方向を判定し、当該移動方向に基づいて、扉に設けた電気錠の施錠又は解錠、或いは、室
内の監視モードを警戒設定又は警戒解除に切り替えるモード切替の内少なくとも何れか一
つを前記処理として行うことを特徴とする。
【０００７】
　この発明によれば、応答器の通信制御部では、所定時間内に互いにＩＤ番号の異なる質
問信号を複数受信した場合は、自己の識別情報とともに、所定時間内に受信した全てのＩ
Ｄ番号およびＩＤ番号の受信順序を示す情報を無線通信部から送信させているので、無線
送信部に割り当てたＩＤ番号の受信順序から応答器を持った人物の移動方向を判断するこ
とができ、セキュリティ機器が移動方向に応じた制御を行うことができる。しかも、応答
器の通信制御部では、所定時間内に互いにＩＤ番号の異なる質問信号を複数受信していな
ければ、無線通信部から応答信号を無線信号で送信させないので、応答器からの無線信号
の送信回数を減らすことができる。
【０００８】
　請求項２の発明は、応答器の通信制御部は、無線通信部が予め登録されているＩＤ番号
であって、互いにＩＤ番号が異なる質問信号を所定時間内に少なくとも２つ受信した場合
のみ、前記所定時間内に受信した全てのＩＤ番号およびＩＤ番号の受信順序を示す情報を
自己の識別情報とともに無線通信部から送信させることを特徴とする。
【０００９】
　この発明によれば、応答器の通信制御部では、所定時間内に互いにＩＤ番号の異なる質
問信号を複数受信したとしても、受信したＩＤ番号が予め登録されたＩＤ番号でなければ
、無線通信部から応答信号を無線信号で送信させないので、対応する質問器以外の質問器
から送信された質問信号に応答して応答信号を送信するのを防止できる。
【００１０】
　請求項３の発明は、請求項１又は２の発明において、各々の無線送信部が互いに送波期
間をずらして無線信号を送信することを特徴とする。
【００１１】
　この発明によれば、各無線送信部が互いに送波期間をずらして無線信号を送信している
ので、複数の無線送信部の通信エリアが部分的に重なっていたとしても、複数の無線送信
部から送信される無線信号の干渉を回避できる。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１の発明によれば、応答器の通信制御部では、所定時間内に互いにＩＤ番号の異
なる質問信号を複数受信した場合は、自己の識別情報とともに、所定時間内に受信した全
てのＩＤ番号およびＩＤ番号の受信順序を示す情報を無線通信部から送信させているので
、無線送信部に割り当てたＩＤ番号の受信順序から応答器を持った人物の移動方向を判断
することができ、セキュリティ機器が移動方向に応じた制御を行えるという効果がある。
しかも、応答器の通信制御部では、所定時間内に互いにＩＤ番号の異なる質問信号を複数
受信していなければ、無線通信部から応答信号を無線信号で送信させないので、応答器か
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らの無線信号の送信回数を減らすことができ、したがって電力消費を低減して、電池寿命
を延ばすことができるという効果がある。
【００１３】
　請求項２の発明によれば、応答器の通信制御部では、所定時間内に互いにＩＤ番号の異
なる質問信号を複数受信したとしても、受信したＩＤ番号が予め登録されたＩＤ番号でな
ければ、無線通信部から応答信号を無線信号で送信させないので、対応する質問器以外の
質問器から送信された質問信号に応答して応答信号を送信するのを防止できる。
【００１４】
　請求項３の発明によれば、各無線送信部が互いに送波期間をずらして無線信号を送信し
ているので、複数の無線送信部の通信エリアが部分的に重なっていたとしても、複数の無
線送信部から送信される無線信号の干渉を回避できるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下に本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。図１及び図２は本実施形態のセ
キュリティシステムのブロック図であり、本システムは、応答器ＴＧと、質問器ＲＷと、
受信装置Ｕと、電気錠制御装置ＬＴＵとを主要な構成として備える。
【００１６】
　応答器ＴＧ（無線タグ）は、送信信号を変調して放射電磁波でアンテナ１ａから送波す
るＲＦ送信部１と、ループアンテナ２ａを備え誘電電磁波を受波して復調するＬＦ受信部
２と、ＲＦ送信部１およびＬＦ受信部２における信号の変復調に際して信号に暗号化処理
または暗号解除処理を施す暗号処理部３と、携行者が送信操作を行うための操作スイッチ
（以下操作ＳＷという）４と、上記各部１～４の制御を行う制御部５と、内部回路に電源
を供給する電池６とを備えている。なお応答器ＴＧには個別の識別情報が予め設定されて
おり、図示しないメモリに保存されている。ここにＲＦ送信部１とＬＦ受信部２とで無線
通信部が構成され、通信制御部たる制御部５が無線通信部の通信を制御し、質問器ＲＷと
の間で無線通信を行うことによって、自己の識別情報を含む応答信号を無線信号で送信す
るようになっている。
【００１７】
　質問器ＲＷ（無線タグ用リーダ装置）は、図３に示すように戸建住宅や集合住宅の各住
戸において玄関扉Ｄの近傍に設置されて、応答器ＴＧへ質問信号を送信するものであり、
ＲＦ送信部１からの放射電磁波をアンテナ７ａで受波して復調するＲＦ受信部７（無線受
信部）と、送信信号を誘導電磁波に変調してループアンテナ９ａ，９ｂからそれぞれ送波
する複数台（本実施形態では２台）のＬＦ送信部８ａ，８ｂ（無線送信部）と、ＲＦ受信
部７ならびにＬＦ送信部８ａ，８ｂにおける信号の変復調に際して信号に暗号化処理また
は暗号解除処理を施す暗号処理部１０と、稼動状態を表示する表示部１１と、所定の異常
状態を鳴動音で報知するブザー１２と、受信装置Ｕを通信可能に接続する外部インターフ
ェース（以下、外部Ｉ／Ｆという）１３と、全体の制御を行う制御部１４とを備える。な
お質問器ＲＷのＲＦ受信部７と応答器ＴＧのＲＦ送信部１との間では例えば特定小電力通
信のような通信方式により無線通信が行われている。
【００１８】
　ここに、２台のＬＦ送信部８ａ，８ｂには個別のＩＤ番号（Tx_LF1，Tx_LF2）が割り当
てられ、ＩＤ番号を含む質問信号（送信信号）を無線信号で送信するものであり、玄関扉
Ｄの外側にある通路Ｗの進行方向に沿って互いの通信エリアＡ１，Ａ２が重ならないよう
にそれぞれ配置されている。図３の例ではＬＦ送信部８ａの通信エリアＡ１がＬＦ送信部
８ｂの通信エリアＡ２に比べて玄関扉Ｄに近い側に設定されている。通信エリアＡ１，Ａ
２の設定はＬＦ送信部８ａ，８ｂの送信出力を制御することによっても可能であるが、Ｌ
Ｆ送信部８ａ，８ｂの備えるループアンテナ９ａ，９ｂの向きが互いに離れるように調整
すれば、通信エリアＡ１，Ａ２が互いに重ならないよう調整することは比較的容易である
。而してループアンテナ９ａ，９ｂの向きを調整することによって、通信エリアＡ１，Ａ
２が互いに重ならないように設定すれば、複数のＬＦ送信部８ａ，８ｂを同一の筐体に組
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み込むことが可能なので、質問器ＲＷの台数を１台にすることが可能である。尚、本実施
形態では説明を簡単にするため無線送信部たるＬＦ送信部８ａ，８ｂを２台備えている場
合について説明を行うが、無線送信部の台数を２台に限定する趣旨のものではなく、使用
用途や使用環境に合わせて台数を決めれば良い。
【００１９】
　受信装置Ｕは、質問器ＲＷの外部Ｉ／Ｆ１２に通信可能に接続される質問器インターフ
ェース（以下、質問器Ｉ／Ｆという）１５と、稼動状態を表示する表示部１６と、所定の
異常状態を警報音により報知する警報音発生部１７と、操作者が所望の操作を行うための
操作部１８と、窓や扉などの開閉状態、窓硝子の破壊、或いは室内への侵入を検知する防
犯センサＳａ、或いは、火災警報器やガス漏れ警報器などの防災センサＳｂから無線信号
で送信された報知信号をアンテナ１９ａを介して受信する受信部１９と、電気錠制御装置
ＬＴＵを通信可能に接続するための電気錠インターフェース（以下、電気錠Ｉ／Ｆという
）２０と、全体の制御を行うとともに、質問器Ｉ／Ｆ１５と外部Ｉ／Ｆ１２との間の有線
通信について秘匿性を有するように信号に暗号化処理または暗号解除処理を施す制御部２
１とを備える。
【００２０】
　電気錠制御装置ＬＴＵは、受信装置Ｕの電気錠Ｉ／Ｆ２０に通信可能に接続される外部
インターフェース（以下、外部Ｉ／Ｆという）２２と、玄関扉Ｄに設けた電気錠ＬＫの施
錠又は解錠を行う電気錠駆動部２３と、玄関扉Ｄの開閉を検知する開閉検知部２４と、他
の外部機器を接続するための拡張用インターフェース（拡張用Ｉ／Ｆ）２５と、全体の制
御を行う制御部２６とを備える。
【００２１】
　ここで、受信装置Ｕでは、質問器ＲＷからの質問信号に対して応答器ＴＧから返送され
てきた応答信号に含まれる識別情報が、制御部２１の内部メモリ（図示せず）に予め登録
された識別情報と一致していれば、電気錠制御装置ＬＴＵを制御して電気錠ＬＫの解錠又
は施錠を行わせるとともに、室内の警戒監視を行う警戒設定状態又は警戒解除状態に監視
モードを切り替える。ここで監視モードが警戒設定状態に切り換えられている場合、受信
装置Ｕの制御部２１は、受信部１９が防犯センサＳａ又は防災センサＳｂから送信された
報知信号を受信すると、表示部１６に異常発生を表示させるとともに、警報音発生部１７
により警報音を鳴動させて、異常の発生を宅内の家人に報知する。一方、監視モードが警
戒解除状態に切り換えられている場合は、防災センサＳｂからの報知信号を受信した場合
を除き、防犯センサＳａからの報知信号を受信部１９が受信しても、制御部２１では表示
部１６や警報音発生部１７による報知動作を行わせないようになっている。ここに、受信
装置Ｕと電気錠制御装置ＬＴＵとでセキュリティ機器が構成される。
【００２２】
　次に、図３に示すように応答器ＴＧを持った人物Ｍが宅内に入るために玄関扉Ｄに向か
って通路Ｗを移動している場合のセキュリティシステムの動作を図４および図５のフロー
チャートに基づいて説明を行う。なお図４のフローチャートでは設備側である質問器ＲＷ
、受信装置Ｕ、電気錠制御装置ＬＴＵの動作を説明し、図５のフローチャートでは応答器
ＴＧの動作を説明してある。
【００２３】
　質問器ＲＷは、電源が投入されて稼動状態になると、応答器ＴＧからの応答信号の返送
を待ち受ける待ち受け状態となる。この待ち受け状態では、質問器ＲＷの制御部１４が、
ＬＦ送信部８ａ，８ｂから自己のＩＤ番号を含む質問信号を定期的に受信エリアＡ１，Ａ
２に送信し、ＲＦ受信部７が応答器ＴＧからの応答を待機する（ステップＳ１）。
【００２４】
　待機状態において質問器ＲＷの受信部１９が応答器ＴＧからの返信信号を受信すると（
ステップＳ２）、質問器ＲＷの制御部１４は、返信信号に含まれる応答器ＴＧの識別情報
および受信したＬＦ送信部８ａ，８ｂのＩＤ情報を外部Ｉ／Ｆ１３から受信装置Ｕに転送
し（ステップＳ３）、受信装置Ｕの制御部２１が、質問器ＲＷの取得した識別情報と予め
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登録されている識別情報とを照合して、ＩＤ認証を行う（ステップＳ４）。ここで、応答
器ＴＧでは、受信したＬＦ送信部８ａ，８ｂのＩＤ情報を送信する際に、ＩＤ情報を受信
した順番に送信している。
【００２５】
　ＩＤ認証の結果、応答器ＴＧの識別情報が予め登録されている識別情報と一致していれ
ば（すなわち、この応答器ＴＧを持つ人物Ｍが管理対象者であれば）、受信装置Ｕの制御
部２１は、識別情報とともに送信されてきたＬＦ送信部８ａ，８ｂのＩＤ情報の受信順序
を判断し（ステップＳ５）、ＬＦ送信部８ａのＩＤ情報Tx_LF1の後にＬＦ送信部８ｂのＩ
Ｄ情報Tx_LF2が送信されていれば、応答器ＴＧを持つ人物Ｍが通信エリアＡ２から通信エ
リアＡ１に移動したと判断する。つまり受信装置Ｕの制御部２１では、応答器ＴＧを持つ
人物Ｍが玄関扉Ｄに近付く向きに進行していると判断でき、この応答器ＴＧを持つ人物Ｍ
が玄関扉Ｄを通って入室するのを許可すべく、監視モードをそれまでの警戒設定状態から
警戒解除状態に切り替えるとともに（ステップＳ６）、電気錠Ｉ／Ｆ２０から電気錠制御
装置ＬＴＵに開信号を送出する（ステップＳ７）。この時、電気錠制御装置ＬＴＵでは制
御部２６が、外部Ｉ／Ｆ２２を介して入力された開信号に応じて、電気錠駆動部２３によ
り電気錠ＬＫを解錠させる（ステップＳ８）。その後、制御部２６は、開閉検知部２４の
検知結果をもとに、玄関扉Ｄが一旦開けられた後再び閉められたか否かを判断し（ステッ
プＳ９）、玄関扉Ｄが再度閉められると、電気錠駆動部２３により電気錠ＬＫを施錠する
とともに、外部Ｉ／Ｆ２２より受信装置Ｕへ待機信号を送信し、この待機信号が受信装置
Ｕを介して質問器ＲＷにも転送され、質問器ＲＷおよび受信装置Ｕが待機状態に戻る（ス
テップＳ１）。一方、ステップＳ９において電気錠ＬＫを解錠してから所定時間が経過し
ても、開閉検知部２４により玄関扉Ｄの閉状態を検知できなかった場合、制御部２６では
玄関扉Ｄが開状態のままになっていると判断して、外部Ｉ／Ｆ２２から受信装置Ｕへ報知
信号を送信し、受信装置Ｕにより警報音発生部１７から警報音を出力させたり、表示部１
６に異常発生を表示させるなどして、玄関扉Ｄが開状態のままになっていることを知らし
める。
【００２６】
　またステップＳ５において、ＬＦ送信部８ｂのＩＤ情報Tx_LF2の後にＬＦ送信部８ａの
ＩＤ情報Tx_LF1が送信されていれば、受信装置Ｕの制御部２１は、応答器ＴＧを持つ人物
Ｍが通信エリアＡ１から通信エリアＡ２に移動したと判断する。つまり受信装置Ｕの制御
部２１では、応答器ＴＧを持つ人物Ｍが玄関扉Ｄから離れる向きに進行していると判断で
き、この応答器ＴＧを持つ人物Ｍが玄関扉Ｄを通って退出したと判断して、監視モードを
それまでの警戒解除状態から警戒設定状態に切り替えるとともに（ステップＳ１０）、電
気錠Ｉ／Ｆ２０から電気錠制御装置ＬＴＵに閉信号を送出する（ステップＳ１１）。この
時、電気錠制御装置ＬＴＵでは制御部２６が、外部Ｉ／Ｆ２２を介して入力された閉信号
に応じて、電気錠駆動部２３により電気錠ＬＫを施錠させる（ステップＳ１２）。その後
、制御部２６は、開閉検知部２４の検知結果をもとに、玄関扉Ｄが確かに閉まっているか
否か、つまり玄関扉Ｄが開いている状態で電気錠ＬＫを施錠していないかを判断し（ステ
ップＳ１３）、玄関扉Ｄが閉じていれば、外部Ｉ／Ｆ２２より受信装置Ｕへ待機信号を送
信し、この待機信号が受信装置Ｕを介して質問器ＲＷにも転送され、質問器ＲＷおよび受
信装置Ｕが待機状態に戻る（ステップＳ１）。一方、ステップＳ１３において開閉検知部
２４により玄関扉Ｄの閉状態を検知できなかった場合、制御部２６では玄関扉Ｄが開状態
のまま電気錠ＬＫが施錠したと判断して、外部Ｉ／Ｆ２２から受信装置Ｕへ報知信号を送
信し、受信装置Ｕにより警報音発生部１７から警報音を出力させたり、表示部１６に異常
発生を表示させるなどして、玄関扉Ｄが開状態のままになっていることを知らしめる。
【００２７】
　なおステップＳ５において、応答器ＴＧから送信されてきたＬＦ送信部のＩＤ情報がＬ
Ｆ送信部８ａ，８ｂのＩＤ情報Tx_LF1，Tx_LF2に一致しなければ、他の質問器ＲＷに応答
して送信された信号であると判断し、待機状態に戻る（ステップＳ１）。
【００２８】
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　次に設備側の動作に対応した応答器ＴＧの動作について図５を参照して説明する。応答
器ＴＧは電池６の電力を無駄に消費しないように、質問器ＲＷからの電波を受信していな
い状態では、制御部５が動作モードを待機モードに切り換えており、この待機モードでは
質問器ＲＷからの電波を受信するのに必要な回路要素のみに電源を供給する低消費モード
で待機している（ステップＳ２１）。なお低消費モードで待機中は、応答器ＴＧの各要素
のうち、ＬＦ受信部２のみが低消費モードで待ち受け状態にあり、その他の回路要素は低
消費モードよりも更に消費電力の小さいスリープモードに切り替えられている。特に最も
電力消費の大きいＲＦ送信部１は完全に電力供給を絶たれた状態となっている。
【００２９】
　この待機状態において、応答器ＴＧのＬＦ受信部２が質問器ＲＷからの誘導電磁波を受
波すると（ステップＳ２２）、その誘導電磁波（質問信号）に含まれるＬＦ送信部のＩＤ
情報を読み取り、読み取ったＩＤ情報がＬＦ送信部８ａのＩＤ情報Tx_LF1であるか、或い
は、ＬＦ送信部８ｂのＩＤ情報Tx_LF2であるかを識別する（ステップＳ２３）。この時、
応答器ＴＧでは、信号フォーマットとＩＤ情報のコードさえ一致していれば、対応してい
ない他の質問器ＲＷからの誘導電磁波を受波して復調する可能性もあり得るので、ＩＤ情
報が予め登録されているＬＦ送信部８ａ，８ｂのＩＤ情報Tx_LF1，Tx_LF2以外であれば、
処理を中止してステップＳ２１の待機状態に戻る。
【００３０】
　ステップＳ２３でＩＤ情報を識別した結果、制御部５が、ＬＦ送信部８ｂのＩＤ情報Tx
_LF2と認識した場合、図示しないタイマにより一定時間ｔの限時動作を開始させ、タイマ
の限時動作が終了するまでの間（つまり一定時間ｔが経過するまでの間）に、ＬＦ受信部
２が再び誘導電磁波を受波し、その誘導電磁波に含まれるＩＤ情報がＬＦ送信部８ａのＩ
Ｄ情報Tx_LF1であると認識できれば（ステップＳ２４のＹ）、ＲＦ送信部１への電源供給
を開始して、ＲＦ送信部１およびＬＦ受信部２が共に通信可能な通常の送受信モードにウ
ェイクアップするとともに、自己の識別情報と受信したＬＦ送信部８ｂ，８ａのＩＤ情報
Tx_LF2，Tx_LF1とを含む応答信号をＲＦ送信部１から送信させた後（ステップＳ２５）、
ステップＳ２１の待機状態に戻る。なお制御部５が、上記一定時間中に受信したＩＤ情報
Tx_LF2，Tx_LF1を応答信号として送信する際には、ＩＤ情報Tx_LF2，Tx_LF1を受信した順
番に送信しており、質問器ＲＷでは応答器ＴＧからの応答信号でＩＤ情報Tx_LF2，Tx_LF1
を受信した順番をもとに、応答器ＴＧが何れのＩＤ情報を先に受信したかを判断すること
が可能になっている。なお応答器ＴＧでは、応答信号としてＩＤ番号を送信する際に、Ｌ
Ｆ送信部８ｂ，８ａから受信した順番にＩＤ番号を送信しており、ＩＤ番号を送信する順
番に、各ＩＤ番号を受信した順番の情報を含ませているが、各ＩＤ番号を受信した順番を
示す情報を別途送信しても良い。
【００３１】
　またステップＳ２３でＩＤ情報を識別した結果、制御部５が、ＬＦ送信部８ａのＩＤ情
報Tx_LF1と認識した場合、図示しないタイマにより一定時間ｔの限時動作を開始させ、タ
イマの限時動作が終了するまでの間に、ＬＦ受信部２が再び誘導電磁波を受波し、その誘
導電磁波に含まれるＩＤ情報がＬＦ送信部８ｂのＩＤ情報Tx_LF2であると認識できれば（
ステップＳ２６のＹ）、ＲＦ送信部１への電源供給を開始して通常の送受信モードにウェ
イクアップするとともに、自己の識別情報と受信したＬＦ送信部８ａ，８ｂのＩＤ情報Tx
_LF1，Tx_LF2とを含む応答信号をＲＦ送信部１から送信させた後（ステップＳ２７）、ス
テップＳ２１の待機状態に戻る。
【００３２】
　またステップＳ２１の待機状態において、応答器ＴＧを携行する人物Ｍが操作ＳＷ４を
操作すると、応答器ＴＧの制御部５は、操作ＳＷ４の操作入力に応じてＲＦ送信部１への
電源供給を開始して通常の送受信モードにウェイクアップするとともに、自己の識別情報
をＲＦ送信部１から送信させた後、ステップＳ２１の待機状態に戻っており、受信装置Ｕ
および電気錠制御装置ＬＴＵに質問器ＲＷの受信した信号に基づいて所定の制御動作を行
わせることができる。
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【００３３】
　以上説明したように本実施形態では、互いに通信エリアＡ１，Ａ２が重ならないように
ＬＦ送信部８ａ，８ｂを配置しておき、応答器ＴＧの制御部２６では、ＬＦ受信部２が質
問器ＲＷからの無線信号を受信したとしても、所定時間ｔ内に互いにＩＤ番号の異なる質
問信号を複数受信していなければ、ＲＦ送信部１から応答信号を送信させないので、応答
器ＴＧからの無線信号の送信回数を減らすことができ、したがって電力消費を低減して、
電池６の寿命を延ばすことができる。なお本実施形態ではＬＦ送信部８ａ，８ｂの台数を
２台としているので、所定時間内にＬＦ送信部８ａ，８ｂのＩＤ情報を両方共に受信でき
た場合のみ、応答器ＴＧが応答信号を送信するようにしているが、ＬＦ送信部の台数が３
台以上の場合は予め登録された少なくとも２台のＩＤ情報を受信できた場合のみ応答信号
を送信するようにすれば良く、対応する質問器以外の質問器から送信された質問信号に応
答して送信信号を出力するのを防止でき、また複数のＩＤ番号を返送することで応答器Ｔ
Ｇを持つ人物の移動方向を判別することができる。またＬＦ送信部８ａ，８ｂの通信エリ
アＡ１，Ａ２が全く重なっていない場合には上述のように各ＬＦ送信部８ａ，８ｂから同
時に質問信号を送信することができるが、通信エリアＡ１，Ａ２が部分的に重なっている
場合には、複数台のＬＦ送信部が互いに送波期間をずらして質問信号を送信すれば良く、
各ＬＦ送信部から送信される無線信号の干渉を回避することができる。
【００３４】
　また受信装置Ｕの制御部２６には、図示しないメモリに玄関扉ＤとＬＦ送信部８ａ，８
ｂとの相対的な位置関係が予め登録されており、応答器ＴＧの制御部５では、所定時間内
に互いにＩＤ番号の異なる質問信号を複数受信した場合は、自己の識別情報とともに、所
定時間内に受信した全てのＩＤ番号を各ＩＤ番号が受信された順番でＲＦ送信部１から送
信させているので、受信装置Ｕの制御部２６では図４のステップＳ５の処理により、応答
器ＴＧを持った人物Ｍが玄関扉Ｄに近付く向きに移動しているのか、それとも玄関扉Ｄか
ら離れる向きに移動しているのかを判断でき、図４のフロー図で説明したように移動方向
に応じた制御を行うことが可能になる。
【００３５】
　なお本実施形態では、質問器ＲＷと受信装置Ｕとの間で通信を行い、質問器ＲＷが応答
器ＴＧからの応答信号を受信すると、受信した応答信号に含まれる識別情報を受信装置Ｕ
に出力しているが、図６に示すように、電気錠制御装置ＬＴＵに、質問器ＲＷの外部Ｉ／
Ｆ１２を通信可能に接続する質問器インターフェース（以下質問器Ｉ／Ｆという）２７を
設け、電気錠制御装置ＬＴＵと質問器ＲＷとの間で通信を行うようにしても良い。この場
合、電気錠制御装置ＬＴＵでは、質問器ＲＷからの質問信号に対して応答器ＴＧから返送
されてきた応答信号に含まれる識別情報が、制御部２６の内部メモリ（図示せず）に予め
登録された識別情報と一致していれば、電気錠駆動部２３により電気錠ＬＫの解錠又は施
錠を行うとともに、外部Ｉ／Ｆ２２から受信装置Ｕの電気錠Ｉ／Ｆ２０に対して有線で制
御信号を送信し、受信装置Ｕの制御部２１により監視モードを警戒設定状態又は警戒解除
状態の何れかに切り替えさせる。
【００３６】
　また上述の受信装置Ｕを集合住宅の各住戸に設置して使用する場合は、図７に示すよう
に各住戸に設置される住宅情報盤Ｙに受信装置Ｕの機能を組み込むようにしても良い。な
お図７中のＸは管理人室などに設置される監視盤Ｘであり、各住戸の住宅情報盤Ｙは監視
盤Ｘとの間で信号線Ｌを介して通信可能となっている。つまり、質問器ＲＷからの信号を
受ける機器としてはセキュリティ機器を構成する受信装置Ｕ、電気錠制御装置ＬＴＵ、又
は住宅情報盤Ｙの何れでも良く、セキュリティ機器に質問器ＲＷの機能を持たせても良い
。
【００３７】
　なお、本発明の精神と範囲に反することなしに、広範に異なる実施形態を構成すること
ができることは明白なので、この発明は、特定の実施形態に制約されるものではない。
【図面の簡単な説明】
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【００３８】
【図１】本実施形態のセキュリティシステムの要部を示したブロック図である。
【図２】同上の他の要部を示したブロック図である。
【図３】同上の使用状態を説明する配置説明図である。
【図４】同上の設備側の動作を説明するフローチャートである。
【図５】同上の応答器の動作を説明するフローチャートである。
【図６】同上の他の構成を示したブロック図である。
【図７】同上のまた別の構成を示したブロック図である。
【符号の説明】
【００３９】
　ＲＷ　質問器
　ＴＧ　応答器
　Ｕ　受信装置
　ＬＴＵ　電気錠制御装置
　ＬＫ　電気錠
　Ｄ　玄関扉
　Ｗ　通路
　１　ＲＦ送信部
　２　ＬＦ受信部
　５　制御部
　８ａ，８ｂ　ＬＦ送信部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】
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