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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一の建物（Ａ、Ａ１．．．Ａｎ）のドアまたはゲートの遠隔開扉装置であっ
て、
　複数の建物（Ａ、Ａ１、．．．Ａｎ）内にそれぞれ位置し、ＧＳＭモジュールを備える
複数の外部端末（Ｃ１．．．Ｃｎ）からアクセス可能な複数のユニット（Ｂ、Ｂ１．．．
Ｂｎ）を備え、前記各ユニット（Ｂ、Ｂ１．．．Ｂｎ）は、前記ドアまたはゲートの開閉
に好適な電気機械式手段（５０）に接続され、
　前記各ユニット（Ｂ、Ｂ１．．．Ｂｎ）は、前記複数の外部端末（Ｃ１．．．Ｃｎ）の
電話番号一覧を含むデータベース（２）と、前記外部端末（Ｃ１．．．Ｃｎ）に接続する
ためのＧＳＭインタフェース（３）と、前記ＧＳＭインタフェース（３）および前記デー
タベース（２）を管理するための管理手段（４）とを備え、
　前記管理手段（４）は、前記外部端末（Ｃ１．．．Ｃｎ）からの問い合わせが可能であ
り、前記問い合わせを行っている外部端末の電話番号が前記データベース（２）の外部端
末（Ｃ１．．．Ｃｎ）の電話番号一覧に記載されている場合、前記ゲートまたはドアを開
扉するように前記電気機械式手段（５０）に命じるよう適応されているとともに、データ
を処理するためのデータ処理手段と、前記処理手段を管理するアプリケーションソフトウ
ェアとを備えており、
　前記アプリケーションソフトウェアは、電話呼び出しに応答することなく呼び出しを行
っている外部端末（Ｃ１．．．Ｃｎ）の電話番号を前記ＧＳＭインタフェース（３）を介
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して受信し、前記呼び出しを行っている外部端末の電話番号が前記データベース（２）に
記憶されている前記電話番号一覧に記載されているかを確認し、その後の処理において、
前記確認動作から肯定的な結果が得られた場合、前記電気機械式手段（５０）に前記ゲー
トまたはドアの開扉命令を送信し、
　前記遠隔開扉装置は、前記建物（Ａ１．．．Ａｎ）内に位置する前記ユニット（Ｂ１．
．．Ｂｎ）の一覧および前記建物（Ａ１．．．Ａｎ）内に位置する前記ユニット（Ｂ１．
．．Ｂｎ）に対応付けられ且つ前記ユニットを起動するのに適したパスワードの一覧を含
むデータベース（２０）を備えたメモリと、前記建物（Ａ１．．．Ａｎ）に位置する前記
ユニット（Ｂ１．．．Ｂｎ）への遠隔接続のためのインタフェース（３１）と、前記外部
端末（Ｃ１．．．Ｃｎ）に接続するためのＧＳＭインタフェース（３０）と、前記インタ
フェース（３０、３１）および前記データベース（２０）を管理するための管理手段（４
０）とを備えた中央ユニット（１）を備え、
　前記管理手段（４０）はパスワードの送信によって前記外部端末（Ｃ１．．．Ｃｎ）か
らの問い合わせが可能であり、前記送信されたパスワードが前記データベース（２０）の
前記パスワード一覧に記載されているか確認するよう適応され、前記確認動作が肯定的で
ある場合、前記問い合わせを行っている外部端末の電話番号を保存し、且つ、前記建物（
Ａ１．．．Ａｎ）に位置する前記ユニット（Ｂ１．．．Ｂｎ）にデータを送信するよう適
応されており、前記データは、前記問い合わせを行っている外部端末の電話番号および前
記ドアまたはゲートの開扉サービス有効期間を含むことを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記外部端末（Ｃ１．．．Ｃｎ）は携帯電話端末であることを特徴とする、請求項１に
記載の装置。
【請求項３】
　前記中央ユニット（１）の管理手段（４０）は、データを処理するためのデータ処理手
段と、前記処理手段を管理するアプリケーションソフトウェアとを備え、前記アプリケー
ションソフトウェアは、前記受信したパスワードが前記データベース（２０）に記憶され
ている前記パスワードの一覧に記載されていることを確認することにより前記リクエスト
を認証し、前記送信されたパスワードを対応する前記ユニット（Ｂ１．．．Ｂｎ）と対応
付け、且つ、前記問い合わせを行っている外部端末の電話番号を記憶し、前記問い合わせ
を行っている外部端末（Ｃ１．．．Ｃｎ）の電話番号と前記サービスの持続期間を含むメ
ッセージを、前記指定されたユニット（Ｂ１．．．Ｂｎ）に送信する、各機能を備えるこ
とを特徴とする、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記中央ユニット（１）は、前記建物内に位置する前記指定されたユニットにテキスト
メッセージによって情報を送信するよう適応されていることを特徴とする、請求項１に記
載の装置。
【請求項５】
　前記中央ユニット（１）は、前記建物内に位置する前記指定されたユニットにＧＰＲＳ
通信によって情報を送信するよう適応されていることを特徴とする、請求項１に記載の装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物のドア又はゲートの遠隔開扉装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、コンドミニアムのようなドアやゲートを備える建物には鍵式又は電子式によるロ
ックが備え付けられており、これらのロックは、建物、特に車庫や倉庫設備などの建物の
一区画へのアクセスのためにドアやゲートを開錠して開扉する遠隔制御装置によって遠隔
的に制御されている。
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【０００３】
　また、建物のドア又はゲート用の遠隔制御装置により遠隔制御される電気機械装置を建
物に設置する場合もある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、既知の装置とは異なる、建物のドア又はゲートの遠隔開扉装置を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明によると、上記目的は以下に示す少なくとも１つの建物のドア又はゲートの遠隔
開扉装置によって達成される。
【０００６】
　このドア又はゲートの遠隔開扉装置は、少なくとも一の建物（Ａ、Ａ１．．．Ａｎ）の
ドアまたはゲートの遠隔開扉装置であって、複数の建物（Ａ、Ａ１、．．．Ａｎ）内にそ
れぞれ位置し、ＧＳＭモジュールを備える複数の外部端末（Ｃ１．．．Ｃｎ）からアクセ
ス可能な複数のユニット（Ｂ、Ｂ１．．．Ｂｎ）を備え、前記各ユニット（Ｂ、Ｂ１．．
．Ｂｎ）は、前記ドアまたはゲートの開閉に好適な電気機械式手段（５０）に接続され、
前記各ユニット（Ｂ、Ｂ１．．．Ｂｎ）は、前記複数の外部端末（Ｃ１．．．Ｃｎ）の電
話番号一覧を含むデータベース（２）と、前記外部端末（Ｃ１．．．Ｃｎ）に接続するた
めのＧＳＭインタフェース（３）と、前記ＧＳＭインタフェース（３）および前記データ
ベース（２）を管理するための管理手段（４）とを備え、前記管理手段（４）は、前記外
部端末（Ｃ１．．．Ｃｎ）からの問い合わせが可能であり、前記問い合わせを行っている
外部端末の電話番号が前記データベース（２）の外部端末（Ｃ１．．．Ｃｎ）の電話番号
一覧に記載されている場合、前記ゲートまたはドアを開扉するように前記電気機械式手段
（５０）に命じるよう適応されているとともに、データを処理するためのデータ処理手段
と、前記処理手段を管理するアプリケーションソフトウェアとを備えており、前記アプリ
ケーションソフトウェアは、電話呼び出しに応答することなく呼び出しを行っている外部
端末（Ｃ１．．．Ｃｎ）の電話番号を前記ＧＳＭインタフェース（３）を介して受信し、
前記呼び出しを行っている外部端末の電話番号が前記データベース（２）に記憶されてい
る前記電話番号一覧に記載されているかを確認し、その後の処理において、前記確認動作
から肯定的な結果が得られた場合、前記電気機械式手段（５０）に前記ゲートまたはドア
の開扉命令を送信し、前記遠隔開扉装置は、前記建物（Ａ１．．．Ａｎ）内に位置する前
記ユニット（Ｂ１．．．Ｂｎ）の一覧および前記建物（Ａ１．．．Ａｎ）内に位置する前
記ユニット（Ｂ１．．．Ｂｎ）に対応付けられ且つ前記ユニットを起動するのに適したパ
スワードの一覧を含むデータベース（２０）を備えたメモリと、前記建物（Ａ１．．．Ａ
ｎ）に位置する前記ユニット（Ｂ１．．．Ｂｎ）への遠隔接続のためのインタフェース（
３１）と、前記外部端末（Ｃ１．．．Ｃｎ）に接続するためのＧＳＭインタフェース（３
０）と、前記インタフェース（３０、３１）および前記データベース（２０）を管理する
ための管理手段（４０）とを備えた中央ユニット（１）を備え、前記管理手段（４０）は
パスワードの送信によって前記外部端末（Ｃ１．．．Ｃｎ）からの問い合わせが可能であ
り、前記送信されたパスワードが前記データベース（２０）の前記パスワード一覧に記載
されているか確認するよう適応され、前記確認動作が肯定的である場合、前記問い合わせ
を行っている外部端末の電話番号を保存し、且つ、前記建物（Ａ１．．．Ａｎ）に位置す
る前記ユニット（Ｂ１．．．Ｂｎ）にデータを送信するよう適応されており、前記データ
は、前記問い合わせを行っている外部端末の電話番号および前記ドアまたはゲートの開扉
サービス有効期間を含むことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の建物のドア又はゲートの遠隔開扉装置によれば、上記のように構成したので、
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既知の装置とは異なる、建物のドア又はゲートの遠隔開扉装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施形態からなる建物のドア又はゲートの遠隔開扉装置の構成図である
。
【図２】本発明の実施形態の変形例からなる遠隔開扉装置の構成図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明は、添付の図面に示す非限定的な例によって表される以下の実施形態の説明によ
り、更に明確になる。
【００１０】
　図１は、本発明に係る建物のドア又はゲートの遠隔開扉装置（以下、単に「装置」とい
う。）の構成図を示す。
【００１１】
　この装置は、少なくとも１つのユニットＢを備え、ユニットＢは、建物Ａに配置され、
ドア又はゲートを開錠して開けるための電気機械的手段５０に接続されている。
【００１２】
　本装置は、ＧＳＭ（Global System for Mobile Communication Module）モジュールを
備える複数の外部端末Ｃ１．．．Ｃｎを備えている。ユニットＢは、それら複数の外部端
末Ｃ１．．．Ｃｎの電話番号一覧が記憶されたデータベース２を有するメモリと、外部端
末Ｃ１．．．Ｃｎに接続するためのＧＳＭインタフェース３と、それらインタフェース３
及びデータベース２を管理するための管理手段４とを備えている。管理手段４は、外部端
末Ｃ１．．．Ｃｎからの問い合わせが可能であり、データベースの外部端末Ｃ１．．．Ｃ
ｎの電話番号一覧に、問い合わせを行っている外部端末の電話番号が存在する場合には、
ゲート又はドアを開くように電気機械的手段に命じるようになっている。
【００１３】
　管理手段４は、データ処理システムと、アプリケーションソフトウェアがインストール
され、かつそのソフトウェアを実行するメモリとを備えている。このアプリケーションソ
フトウェアは、電話呼び出しに応答することなく、インタフェース３によって、呼び出し
を行っている外部端末Ｃ１．．．Ｃｎの電話番号を受信し、呼び出しを行っている外部端
末の電話番号がデータベース２に記録されている電話番号一覧に存在するかを確認した後
に、この確認動作から肯定的な結果が得られた場合には、電気機械的手段５０にゲート又
はドアの開扉命令を送信することができる。
【００１４】
　なお、外部端末Ｃ１．．．Ｃｎは、携帯電話端末から構成されることが望ましい。
【００１５】
　図２に示す本発明の上記実施形態の変形例では、本装置は、中央ユニット１を備え、中
央ユニット１は、データ処理システムと、アプリケーションソフトウェアがインストール
され、かつそのソフトウェアを実行するメモリとを備えている。
【００１６】
　本装置は、複数の建物Ａ１．．．Ａｎに位置する複数のユニットＢ１．．．Ｂｎを備え
ることが望ましい。
【００１７】
　中央ユニット１のメモリは、周辺ユニットＢ１．．．Ｂｎの一覧、及び建物Ａ１．．．
Ａｎに位置するユニットＢ１．．．Ｂｎに対応づけられると共に、これらのユニットを起
動するのに適した起動パスワード又はコードの一覧が記憶されたデータベース２０を備え
ている。
【００１８】
　また、中央ユニット１は、外部端末Ｃ１．．．Ｃｎに遠隔接続するためのＧＳＭインタ
フェース３０を備えている。中央ユニット１は、建物Ａ１．．．Ａｎに位置するユニット
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Ｂ１．．．Ｂｎへの遠隔接続のためのインタフェース３１と、インタフェース３０、３１
及びデータベース２０を管理するための管理手段４０とを備えている。
【００１９】
　管理手段４０は、データ処理システムと、アプリケーションソフトウェアがインストー
ルされ、かつそのソフトウェアを実行するメモリとを備えており、パスワードの送信によ
って外部端末Ｃ１．．．Ｃｎからの問い合わせが可能であって、送信されたパスワードが
データベースのパスワード一覧に存在するかを確認するようになっている。確認動作が肯
定的である場合には、問い合わせを行っている外部端末の電話番号を保存し、かつそのパ
スワードが対応している建物Ａ１．．．Ａｎに位置するユニットＢ１．．．Ｂｎにデータ
を送信するようになっている。このデータには、問い合わせを行っている外部端末の電話
番号及びドア又はゲートの開扉サービスの有効期間（持続期間）が含まれている。
【００２０】
　管理手段４０への問い合わせは、パスワードを含む文書によるテキストメッセージＳＭ
Ｓ（Short Message Service）によって行われ、中央ユニット１からユニットＢ１．．．
Ｂｎに送信されるデータは、文書によるテキストメッセージＳＭＳによって送信される。
【００２１】
　一般的には、外部遠隔端末Ｃ１．．．Ｃｎは、様々なユーザの携帯電話である。
【００２２】
　インタフェース３０は、外部端末Ｃ１．．．Ｃｎからテキストメッセージを受信し、管
理手段４０に当該テキストメッセージを送信することができる。
【００２３】
　インタフェース３１は、管理手段４０から送信されるテキストメッセージを、パスワー
ドによって指定されるユニットＢ１．．．Ｂｎに送信するようになっている。
【００２４】
　中央ユニット１に関連するアプリケーションソフトウェアは、以下の機能が組み合わさ
れた様々なモジュールを備えている。
【００２５】
・受信したパスワードが、データベース２０に記憶されているパスワードの一覧に存在す
　ることを確認することにより、問い合わせを認証する。
・送信されたパスワードを、対応するユニットＢ１．．．Ｂｎと対応づけて、問い合わせ
　を行っている外部端末の電話番号を記憶する。
・問い合わせを行っている外部端末の電話番号とサービスの持続期間とを含むメッセージ
　を、指定されたユニットＢ１．．．Ｂｎに送信する。
【００２６】
　本装置の動作を以下に説明する。
【００２７】
　各外部端末Ｃ１．．．Ｃｎが、中央ユニット１に、パスワードを含むテキストメッセー
ジを送信する。ユニット１のソフトウェアは、認証機能によって、当該パスワードがデー
タベースの一覧に含まれているパスワードのうちの１つかどうかを確認し、問い合わせを
行っている外部端末の電話番号を記憶し、当該パスワードに対応するユニットＢ１．．．
Ｂｎに対し、当該電話番号及び開扉サービスの持続期間を含むテキストメッセージＳＭＳ
の送信又はＧＰＲＳ（General Packet Radio Service）通信を行なう。このようにして、
外部端末を所有しているユーザは、ユニットＢ１．．．Ｂｎが位置している建物のドア又
はゲートを開けることができる。従って、ゲート又はドアを開けるためには、電話番号を
入力するだけでよい。
【００２８】
　通常は、指定されたユニットＢ１．．．Ｂｎにユニット１から送信されるテキストメッ
セージＳＭＳは、暗号化されたもの又は符号化されたものである。
【００２９】
　中央ユニット１は、全てのユニットＢ１．．．Ｂｎと交信し、ユニットＢ１．．．Ｂｎ
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のデータをアップデートできることが望ましい。また、ユニットＢ１．．．Ｂｎは、テキ
ストメッセージ又はＧＰＲＳ通信によって中央ユニット１と交信し、ユニットＢ１．．．
Ｂｎに接続されたドア又はゲートの開扉に関するデータを中央ユニット１に送信し、中央
ユニット１は、当該データをメモリに記憶する。
【００３０】
　ユニットＢ１．．．Ｂｎと中央ユニット１は、それぞれ電話番号を有しており、中央ユ
ニット１は、１つ以上の電話番号を有することができる。
【符号の説明】
【００３１】
１　中央ユニット
２、２０　データベース
３、３０　ＧＳＭインターフェース
３１　インターフェース
４、４０　管理手段
５０　電気機械的手段
Ａ、Ａ１．．．Ａｎ　建物
Ｂ、Ｂ１．．．Ｂｎ　ユニット
Ｃ１．．．Ｃｎ　外部端末

【図１】 【図２】
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