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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物内の遠隔操作側と、電気錠側との間で電波の送受信を利用して電気錠を施解錠制御
する無配線電気錠において、
　前記遠隔操作側には、前記電気錠を施錠又は解錠するための入力手段の指令に応じて発
生した制御信号を、所定周波数で送信する制御信号送信手段と、
　前記電気錠の施解錠状態及び扉の開閉状態に応じたモニタ信号の受信，復調を行うモニ
タ信号受信手段と、
　屋内配線されている交流電源を発振源として、前記制御信号と前記モニタ信号のいずれ
の周波数とも異なる周波数のエネルギー供給信号を送信するエネルギー供給信号送信手段
とが設けられ、
　前記電気錠側には、前記制御信号を受信して復調を行う制御信号受信手段と、
　該制御信号受信手段から前記制御信号を受け、前記電気錠の施解錠状態及び扉の開閉状
態に応じて前記制御信号を出力する第１制御回路と、
　該第１制御回路からの前記制御信号を受けて、前記電気錠を施錠又は解錠するようにア
クチュエーターを駆動する駆動回路と、
　前記モニタ信号を前記制御信号の周波数と異なる周波数で送信するモニタ信号送信手段
と、
　前記エネルギー供給信号を受信するエネルギー供給信号受信手段と、
　前記受信されたエネルギー供給信号の電力の蓄電を行うとともに、前記第１制御回路，
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前記駆動回路，前記制御信号受信手段及び前記モニタ信号送信手段にそれぞれ電力供給す
る蓄電体とが設けられていることを特徴とする無配線電気錠。
【請求項２】
　建物内の遠隔操作側と、電気錠側との間で電波の送受信を利用して電気錠を施解錠制御
する無配線電気錠において、
　前記遠隔操作側には、屋内配線されている交流電源からなり、所定周波数のエネルギー
供給信号を出力する発振源と、
　電気錠の施解錠状態、扉の開閉状態に応じて電気錠を施錠又は解錠するための指令を出
力するとともに、該指令に応じたタイミング信号を出力する第２制御回路と、
　該第２制御回路からの指令に応じた前記エネルギー供給信号と同一周波数の制御信号を
発生する制御信号発生回路と、
　前記エネルギー供給信号の送信、前記制御信号の送信、前記エネルギー供給信号と同一
周波数の前記電気錠の施解錠状態と扉の開閉状態を示すモニタ信号の受信のいずれかを行
う遠隔操作側アンテナ部と、
　該遠隔操作側アンテナ部が受信した前記モニタ信号を復調し、該復調されたモニタ信号
を電気錠の施解錠状態、扉の開閉状態を示す信号として前記第２制御回路に入力するモニ
タ信号復調回路と、
　前記第２制御回路からのタイミング信号により、前記発振源、前記制御信号発生回路、
前記モニタ信号復調回路のいずれかを前記遠隔操作側アンテナ部に選択的に切り換え接続
するタイミング回路とが設けられ、
　前記電気錠側には、前記エネルギー供給信号の受信、前記制御信号の受信、前記モニタ
信号の送信のいずれかを行う電気錠側アンテナ部と、
　該電気錠側アンテナ部が受信した前記制御信号を復調する制御信号復調回路と、
　前記電気錠側アンテナ部が受信した信号のレベルを検出するレベル検出回路と、
　該レベル検出回路からの検出信号に基づいて前記制御信号の検出の有無を判別し、制御
信号の検出有りと判別したときに、前記制御信号復調手段が復調した前記制御信号を受け
、前記電気錠の施解錠状態及び扉の開閉状態に応じて前記制御信号を出力する第１制御回
路と、
　該第１制御回路から前記制御信号を受けて、前記電気錠を施錠又は解錠するようにアク
チュエーターを駆動する駆動回路と、
　電気錠の施解錠状態及び扉の開閉状態をモニタ信号として受け、該モニタ信号を前記エ
ネルギー供給信号と同一周波数で発生するモニタ信号発生回路と、
　前記電気錠側アンテナ部で受信された前記エネルギー供給信号の電力の蓄電を行うとと
もに、前記第１制御回路，前記駆動回路，前記モニタ信号発生回路にそれぞれ電力供給す
る蓄電体とが設けられていることを特徴とする無配線電気錠。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、無配線で施解錠を行う電気錠に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
電気錠は、扉に取り付けられ、扉内に設置されたスイッチ，テンキーなどの入力器を操作
して暗証番号を入力し、この入力された暗証番号が予め制御器に設定されている暗証番号
と一致したときに、制御器より制御信号を出力してアクチュエータを作動させ、施錠又は
解錠が行われるように構成されている。
【０００３】
尚、入力器としては、スイッチ，テンキーの他、予め暗証番号が記憶されたカードをカー
ドリーダで読み取り、この読み取った暗証番号を制御器で照合して一致したときに電気錠
の施解錠が行われるものもある。
【０００４】
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そして、従来、上記構成による電気錠のアクチュエータを作動させて施解錠する場合には
、扉と扉枠間に通電金具を使用して屋内等から配線を通じて電力を供給したり、電気錠本
体に内蔵された電池から電力を供給していた。
【０００５】
しかしながら、通電金具を使用して電力供給を行う構成では、長期の扉の開閉に伴い断線
や短絡を生じるおそれがあり、構造面、安全面において問題があった。
【０００６】
また、電気錠に内蔵した電池による電力供給を行う構成では、特に、入力器を装備した電
気錠の場合、入力器の電源も電池で賄うため、その分だけ余計に電力を消費し、定期的な
電池交換が必要となり、その管理も面倒であった。
【０００７】
そこで、上記問題点を解消した装置として、電気錠にバッテリを内蔵し、電磁結合を利用
してバッテリに蓄電する電気錠装置が知られている。
【０００８】
この電気錠装置は、図５に示すように、予め記憶されているデータと入力されたデータと
が一致したときに解錠されるべく扉７１側に設けられた電気錠本体７２と、枠側コミニュ
ケーションヘッド７３が埋設された扉枠７４側の室内コントロールボックス７５とを備え
て概略構成されている。
【０００９】
室内コントロールボックス７５は、所定周波数の交番電流を生成して枠側コミニュケーシ
ョンヘッド７３の電力供給用コイル７６に供給する交流発振器７７と、枠側コミニュケー
ションヘッド７３内に設けられた通信用送受信コイル７８及び通信線７９を介してセンタ
側と連結される通信制御部８０とを備えている。枠側コミュニケーションヘッド７３と対
向する扉側コミニュケーションヘッド８１には、電力供給用コイル７６と通信用送受信コ
イル７８に対向した位置に電力受信用コイル８２と通信用送受信コイル８３とが設けられ
ている。電力受信用コイル８２は、整流回路８４及び抵抗８５を介して電気錠本体７２の
制御部８６に所定の直流電源を供給するバッテリ８７に接続されている。
【００１０】
制御部８６は、例えばキーカードを使用したシステムの場合、キーカードのデータを読み
取り、予め記録されたデータと照合して演算処理し、両データが一致したときに、ソレノ
イドを駆動して電気錠を施錠又は解錠している。又、制御部８６は、通信用送受信コイル
７８，８３を介して通信制御部８０との間でデータの授受を行っている。
【００１１】
上記のように構成された電気錠装置では、扉７１が閉じられると、扉側コミニュケーショ
ンヘッド８１と枠側コミニュケーションヘッド７３が対向し、電力供給用コイル７６から
発振された交番電流が電力受信用コイル８２によって受信される。この受信された交番電
流は整流回路８４で整流された後、バッテリ８７に蓄電されるとともに制御部８６に供給
される。
【００１２】
制御部８６は、例えばキーカードに記録されているデータを読み取り、その内容が予めメ
モリに記録されているデータと一致したときに、ソレノイドを駆動して電気錠を施錠又は
解錠する。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記構成による電気錠装置では、バッテリ８７に蓄電するために電磁結合
を利用しているため、扉側のコイル８２，８３と枠側のコイル７６，７８との間を密着さ
せて配置しなければならず、施工が面倒であった。
【００１４】
また、開扉されると、扉側のコイル８２，８３と枠側のコイル７６，７８との間の電磁結
合が解除されて通信が即座に絶たれるので、装置自身が故障しているのか、他の要因で信
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号の応答が無いのか区別できない。したがって、電気錠が正常に動作しているか否かを遠
隔で確実にモニタすることができなかった。
【００１５】
そこで本発明は、上記欠点を解消するために、電池交換不要で、かつ、遠隔操作及び遠隔
モニタ可能な電気錠を提供することを目的としている。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
次に、上記の課題を解決するための手段を、実施の形態に対応する図１乃至図４を参照し
て説明する。
【００１７】
　図１によれば、本発明による請求項１の無配線電気錠は、建物内の遠隔操作側と、電気
錠側との間で電波の送受信を利用して電気錠を施解錠制御する無配線電気錠において、
　前記遠隔操作側には、前記電気錠１を施錠又は解錠するための入力手段５の指令に応じ
て発生した制御信号を、所定周波数ｆ2 で送信する制御信号送信手段６と、
　前記電気錠の施解錠状態及び扉の開閉状態に応じたモニタ信号の受信，復調を行うモニ
タ信号受信手段９と、
　屋内配線されている交流電源３を発振源として、前記制御信号と前記モニタ信号のいず
れの周波数ｆ2 ，ｆ3 とも異なる周波数ｆ1 のエネルギー供給信号を送信するエネルギー
供給信号送信手段２とが設けられ、
　前記電気錠側には、前記制御信号を受信して復調を行う制御信号受信手段１６と、
　該制御信号受信手段１６から前記制御信号を受け、前記電気錠１の施解錠状態及び扉の
開閉状態に応じて前記制御信号を出力する第１制御回路１９と、
　該第１制御回路１９からの前記制御信号を受けて、前記電気錠１を施錠又は解錠するよ
うにアクチュエーターを駆動する駆動回路２０と、
　前記モニタ信号を前記制御信号の周波数ｆ2 と異なる周波数ｆ3 で送信するモニタ信号
送信手段２４と、
　前記エネルギー供給信号を受信するエネルギー供給信号受信手段１２と、
　前記受信されたエネルギー供給信号の電力の蓄電を行うとともに、前記第１制御回路１
９，前記駆動回路２０，前記制御信号受信手段１６及び前記モニタ信号送信手段２４にそ
れぞれ電力供給する蓄電体１５とが設けられていることを特徴としている。
【００１８】
　図４によれば、本発明による請求項２の無配線電気錠は、建物内の遠隔操作側と、電気
錠側との間で電波の送受信を利用して電気錠を施解錠制御する無配線電気錠において、
　前記遠隔操作側には、屋内配線されている交流電源からなり、所定周波数ｆ1 のエネル
ギー供給信号を出力する発振源３と、
　電気錠１の施解錠状態、扉の開閉状態に応じて電気錠１を施錠又は解錠するための指令
を出力するとともに、該指令に応じたタイミング信号を出力する第２制御回路２７と、
　該第２制御回路２７からの指令に応じた前記エネルギー供給信号と同一周波数の制御信
号を発生する制御信号発生回路７と、
　前記エネルギー供給信号の送信、前記制御信号の送信、前記エネルギー供給信号と同一
周波数の前記電気錠１の施解錠状態と扉の開閉状態を示すモニタ信号の受信のいずれかを
行う遠隔操作側アンテナ部２９と、
　該遠隔操作側アンテナ部２９が受信した前記モニタ信号を復調し、該復調されたモニタ
信号を電気錠の施解錠状態、扉の開閉状態を示す信号として前記第２制御回路２７に入力
するモニタ信号復調回路１０と、
　前記第２制御回路２７からのタイミング信号により、前記発振源３、前記制御信号発生
回路７、前記モニタ信号復調回路１０のいずれかを前記遠隔操作側アンテナ部２９に選択
的に切り換え接続するタイミング回路２８とが設けられ、
　前記電気錠側には、前記エネルギー供給信号の受信、前記制御信号の受信、前記モニタ
信号の送信のいずれかを行う電気錠側アンテナ部３０と、
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　該電気錠側アンテナ部３０が受信した前記制御信号を復調する制御信号復調回路１８と
、
　前記電気錠側アンテナ部３０が受信した信号のレベルを検出するレベル検出回路３１と
、
　該レベル検出回路３１からの検出信号に基づいて前記制御信号の検出の有無を判別し、
制御信号の検出有りと判別したときに、前記制御信号復調手段１８が復調した前記制御信
号を受け、前記電気錠１の施解錠状態及び扉の開閉状態に応じて前記制御信号を出力する
第１制御回路１９と、
　該第１制御回路１９から前記制御信号を受けて、前記電気錠１を施錠又は解錠するよう
にアクチュエーター２１を駆動する駆動回路２０と、
　電気錠１の施解錠状態及び扉の開閉状態をモニタ信号として受け、該モニタ信号を前記
エネルギー供給信号と同一周波数で発生するモニタ信号発生回路２５と、
　前記電気錠側アンテナ部３０で受信された前記エネルギー供給信号の電力の蓄電を行う
とともに、前記第１制御回路１９，前記駆動回路２０，前記モニタ信号発生回路２５にそ
れぞれ電力供給する蓄電体１５とが設けられていることを特徴としている。
【００１９】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明による無配線電気錠１を用いた第１実施の形態を示す概略回路図である。
【００２０】
錠外にある遠隔操作側、例えば、建物内には、エネルギー供給信号を送信するエネルギー
供給信号送信手段２，施解錠の指令を送る入力手段５，制御信号を送信する制御信号送信
手段６及びモニタ信号を受信するモニタ信号受信手段９が配設されている。
【００２１】
エネルギー供給信号送信手段２としてのエネルギー供給用発振器は、屋内配線されている
発振源としての交流電源３及び送信部４としての送信用ループアンテナで構成されている
。この送信用ループアンテナ４から後述するエネルギー供給信号受信手段１２へ、常時連
続して周波数ｆ1 のエネルギー供給信号が送信される。
【００２２】
入力手段５としては、例えば、スイッチ，テンキーの他、予め暗証番号が記憶されたカー
ドの暗証番号を読み取るカードリーダ等がある。この入力手段５により入力された、電気
錠を施錠又は解錠するための指令が、制御信号送信手段６に送られる。
【００２３】
制御信号送信手段６は、制御信号発生回路７及び送信部８としての送信用ループアンテナ
で構成されている。制御信号発生回路７は、入力手段５から施錠又は解錠の指令を受け、
その指令に応じた周波数ｆ2 （≠ｆ1 ）の制御信号を発生させる。このとき発生した制御
信号は、送信用ループアンテナ８から後述する制御信号受信手段１６へ送信される。
【００２４】
モニタ信号受信手段９はモニタ信号復調回路１０，受信部１１としての受信用ループアン
テナ及び施解錠表示ランプ（図示せず）で構成されている。受信用ループアンテナ１１は
、後述するモニタ信号送信手段２５から送信される周波数ｆ3 （≠ｆ1 ，ｆ2 ）の施錠又
は解錠を示すモニタ信号を受信する。
【００２５】
モニタ信号復調回路１０は、受信したモニタ信号を復調する。施解錠表示ランプは、例え
ばモニタ信号復調回路１０に結線された施錠表示ランプと解錠表示ランプを備えて構成さ
れる。そして、復調されたモニタ信号が施錠を示すときは施錠表示用ランプが点灯し、解
錠を示すときは解錠表示ランプが点灯する。
【００２６】
また、門扉又は玄関等にある電気錠側には、エネルギー供給信号を受信するエネルギー供
給信号受信手段１２，受信した信号の電力を蓄える蓄電体１５，制御信号を受信する制御
信号受信手段１６，第１制御回路１９，駆動回路２０，アクチュエーター２１，デッドボ
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ルト２２，検知スイッチ２３及びモニタ信号を送信するモニタ信号送信手段２４が配設さ
れている。
【００２７】
エネルギー供給信号受信手段１２は、受信部１３としての受信用ループアンテナ及び整流
回路１４で構成されている。エネルギー供給信号送信手段２から送信された周波数ｆ1 の
エネルギー供給信号は、受信用ループアンテナ１３で受信される。受信されたエネルギー
供給信号は整流回路１４に送られる。整流回路１４は、図示のごとくダイオードＤとコン
デンサＣで構成されており、エネルギー供給信号を直流化して蓄電体１５に送る。
【００２８】
蓄電体１５は例えば大容量のコンデンサからなり、直流化したエネルギー供給信号の電力
が蓄電される。ここで蓄電された電力は、制御信号受信手段１６，第１制御回路１９，駆
動回路２０及びモニタ信号送信手段２４の駆動時に駆動電源として供給される。コンデン
サの寿命は１０年見込めるため、蓄電体１５にコンデンサを用いることにより、蓄電池な
らば２～３年を目安とした電池交換が不要となる。
【００２９】
制御信号受信手段１６は、受信部１７としての受信用ループアンテナ及び制御信号復調回
路１８で構成されている。制御信号送信手段１６から送信された周波数ｆ2 の制御信号は
、受信用ループアンテナ１７で受信される。受信された制御信号は制御信号復調回路１８
に送られる。制御信号復調回路１８は、蓄電体１５から電力供給を受け、受信された制御
信号を復調する。復調された制御信号は、第１制御回路１９へ送られる。
【００３０】
検知スイッチ２３は、デッドボルト２２の進退に応じて切り換わる施解錠検知スイッチと
、扉の開閉に応じて切り換わる扉検知スイッチを備えて構成される。この検知スイッチ２
３からは、デッドボルト２２の進退による施錠又は解錠の情報と、扉の開閉に応じた開扉
又は閉扉の情報とが、第１制御回路１９とモニタ信号送信手段２４に送られる。
【００３１】
モニタ信号送信手段２４は、モニタ信号発生回路２５及び送信部２６としての送信用ルー
プアンテナで構成されている。モニタ信号発生回路２５は、蓄電体１５から電力供給を受
けており、検知スイッチ２３の施錠又は解錠の情報、開扉又は閉扉の情報に応じて、周波
数ｆ3 （≠ｆ1 ，ｆ2 ）のモニタ信号を発生させる。このモニタ信号は、送信用ループア
ンテナ２６からモニタ信号受信手段９へ送信される。
【００３２】
次に、第１実施の形態の作用について説明する。
エネルギー供給用発振器２に所定の交流電圧をかけると、送信用ループアンテナ４から周
波数ｆ1 のエネルギー供給信号が常時連続して送信されることとなる。そして、周波数ｆ

1 のエネルギー供給信号は受信用ループアンテナ１３で受信され、整流回路１４で直流化
されて蓄電体１５に送られる。直流化されたエネルギー供給信号は、蓄電体１５に常時連
続して蓄電される。この蓄電体１５からの電力は、制御回路１９，駆動回路２０及びモニ
タ信号発生回路２５の駆動時に個々の駆動電源として供給される。
【００３３】
施錠又は解錠を行うときは、入力手段５より電気錠を施錠又は解錠するための指令を入力
する。具体的には、遠隔操作側のテンキーで暗証番号を入力するか、又はカードリーダに
カードを挿入する。テンキー入力又はカードリーダで読み取られた暗証番号は、施錠又は
解錠の指令として制御信号送信手段６に送られ、制御信号送信手段６から周波数ｆ2 の制
御信号が送信される。尚、入力手段５としては、操作者を制限しなくても良い場合、テン
キーやカードリーダに代えて、解錠用または施錠用の単なる押しボタンを用いてもよい。
【００３４】
制御信号送信手段６からの周波数ｆ2 の制御信号は、制御信号受信手段１６で受信され、
復調された後に第１制御回路１９へ送られる。第１制御回路１９では予め第１制御回路１
９内に設定されている暗証番号と入力された制御信号（暗証番号）が一致するか否か判別
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を行う。
【００３５】
ところで、この第１制御回路１９には検知スイッチ２３からデッドボルト２２の進退に伴
う施錠又は解錠の情報と、扉の開閉に応じた開扉又は閉扉の情報とが送られている。この
ため、第１制御回路１９での判別で正しい暗証番号と認証され、検知スイッチ２３から施
錠、閉扉の情報が送られているときは、制御回路１９から駆動回路２０に解錠指令が送ら
れる。これに対し、第１制御回路１９での判別で正しい暗証番号と認証され、検知スイッ
チ２３から解錠、閉扉情報が送られているときは、駆動回路２０に施錠指令が送られる。
【００３６】
なお、予め制御回路１９内に設定されている暗証番号と入力された制御信号（暗証番号）
が一致しない、即ち、正しい暗証番号と認証されなかったときは、駆動回路２０に対して
解錠指令又は施錠指令が出力されず、電気錠は施解錠されない。
【００３７】
解錠の指令が駆動回路２０に送られると、蓄電体１５から電力供給を受けている駆動回路
２０からアクチュエーター２１に電流が流れる。これにより、アクチュエーター２１内の
ソレノイドが作動してデッドボルト２２が後退し、電気錠が解錠される。これに対し、施
錠の指令が駆動回路２０に送られたときには、アクチュエーター２１に作動によりデッド
ボルト２２が不図示の受け穴に嵌入し、電気錠が施錠される。
【００３８】
上記動作におけるアクチュエーター２１の通電時間は、施解錠切り替え時のみなので、短
時間で電力消費がなされることとなる。また、アクチュエーター２１をソレノイドではな
く直流モーターとし、直流モーターでデッドボルト２２を進退させる構造とした場合でも
、デッドボルト２２を進退させる短時間だけ直流モーターに通電される。
【００３９】
従って、第１実施の形態によると、第１制御回路１９及び駆動回路２０は、必要とされる
ときだけ蓄電された電力を利用するため、実際に使用する際のピーク電力消費が短時間で
済み、微弱電波で蓄電された電源による供給で作動が可能となる。また、無配線で電力供
給できるため、これにより無配線による遠隔モニタも可能となる。
【００４０】
次に、本発明の無配線電気錠の第２実施の形態について説明する。図２は、第１実施の形
態の遠隔操作側における各送信部４，８及び受信部１１を一体形成したものである。電気
錠側については、第１実施の形態と同様である。
【００４１】
第２実施の形態において、遠隔操作側には、入力手段５，第２制御回路２７，タイミング
回路２８，屋内配線されている交流電源３，制御信号発生回路７，遠隔操作側アンテナ部
２９，フィルタＦ及びモニタ信号復調回路１０が設けられている。
【００４２】
入力手段５は、第１実施の形態と同様、例えば、スイッチ，テンキーの他、予め暗証番号
が記憶されたカードの暗証番号を読み取るカードリーダ等がある。この入力手段５により
入力された、電気錠を施錠又は解錠するための指令が、第２制御回路２７に送られる。
【００４３】
第２制御回路２７は、施錠又は解錠の指令の有無及びモニタ信号による施錠又は解錠の情
報、開扉又は閉扉の情報の有無に応じて、施錠又は解錠の指令を制御信号発生回路７に送
るか否かの判別を行うとともに、タイミング回路２８を切り換えるか否かの判別を行う。
そして、この判別に応じて施錠又は解錠の指令を制御信号発生回路７に送り、タイミング
信号をタイミング回路２８に送る。
【００４４】
制御信号発生回路７は、第２制御回路２７から施錠又は解錠の指令を受け、その指令に応
じた周波数ｆ2 （≠ｆ1 ）の制御信号を発生させる。このとき発生した制御信号は、タイ
ミング回路２８を介して遠隔操作側アンテナ部２９から制御信号受信手段１２へ送信され
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る。
【００４５】
屋内配線されている交流電源３は、タイミング回路２８を介して、遠隔操作側アンテナ部
２９へ常時連続して周波数ｆ1 のエネルギー供給信号を供給する。
【００４６】
タイミング回路２８は、第２制御回路２７から送られるタイミング信号に応じて、選択的
にＯＮ／ＯＦＦすることにより、エネルギー供給信号と制御信号のいずれか一方又は双方
を遠隔操作側アンテナ部２９に送る。
【００４７】
遠隔操作側アンテナ部２９は、第１実施の形態の遠隔操作側における各送信部４，８及び
受信部１１を一体形成したものである。この遠隔操作側アンテナ部２９からエネルギー供
給信号と制御信号を送信し、モニタ信号を受信する。受信したモニタ信号は、フィルタＦ
を介してモニタ信号復調回路１０に送られる。
【００４８】
モニタ信号復調回路１０は、受信したモニタ信号を復調する。復調されたモニタ信号は第
２制御回路２７に送られる。なお、フィルタＦは、遠隔操作側アンテナ部２９と第２制御
回路２７の間に結線されている。このフィルタＦは、周波数ｆ3 のモニタ信号のみを通す
が、このモニタ信号とは異なる周波数のエネルギー供給信号と制御信号は通さない。
【００４９】
なお、上述した実施の形態では、エネルギー供給信号送信部４，前記制御信号送信部８及
び前記モニタ信号受信部１１を一体形成した形態について述べたが、エネルギー供給信号
送信部４と前記制御信号送信部８のみで一体形成してもよい。
【００５０】
次に、第２実施の形態の作用について説明する。
交流電源３に所定の交流電圧をかけると、タイミング回路２８を介して、遠隔操作側アン
テナ部２９から周波数ｆ1 のエネルギー供給信号が送信されることとなる。そして、周波
数ｆ1 のエネルギー供給信号は受信用ループアンテナ１３で受信され、整流回路１４で直
流化されて蓄電体１５に送られる。直流化されたエネルギー供給信号は、蓄電体１５に常
時連続して蓄電される。この蓄電体１５からの電力は、第１制御回路１９，駆動回路２０
及びモニタ信号発生回路２５の駆動時に個々の駆動電源として供給される。
【００５１】
施錠又は解錠を行うときは、入力手段５より電気錠を施錠又は解錠するための指令を入力
する。具体的には、遠隔操作側のテンキーに暗証番号を入力するか、又はカードリーダに
カードを挿入する。テンキー入力又はカードリーダで読み取られた暗証番号は、施錠又は
解錠の指令として第２制御回路２７に送られる。
【００５２】
第２制御回路２７にはモニタ信号復調回路１０から施錠又は解錠の情報、開扉又は閉扉の
情報がモニタ信号として入力されている。そして、施錠、閉扉のモニタ信号が入力されて
いるときに、入力手段５から解錠の指令が入力されると、第２制御回路２７から解錠の指
令が出力される。これに対し、上記以外のモニタ信号が入力されているときには、入力手
段５から解錠の指令が入力されても、解錠の指令は第２制御回路２７から出力されない。
【００５３】
また、解錠、閉扉のモニタ信号が入力されているときに、入力手段５から施錠の指令が入
力されると、第２制御回路２７から施錠の指令が出力される。これに対し、上記以外のモ
ニタ信号が入力されているときには、入力手段５から施錠の指令が入力されても、施錠の
指令は第２制御回路２７から出力されない。
【００５４】
そして、第２制御回路２７から出力された施錠又は解錠の指令は、制御信号発生回路７に
送られ、この制御信号発生回路７から上記指令に応じた周波数ｆ2 の制御信号がタイミン
グ回路２８に送られる。
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【００５５】
タイミング回路２８は、通常の状態では、交流電源３と遠隔操作側アンテナ部２９を接続
している。このとき、制御信号発生回路７と遠隔操作側アンテナ部２９は接続されてない
。この状態で、第２制御回路２７から施錠又は解錠の指令が出力されてタイミング回路２
８にタイミング信号が入力されると、タイミング回路２８が切り換わり、制御信号発生回
路７と遠隔操作側アンテナ部２９が接続される。このときには、交流電源３と遠隔操作側
アンテナ部２９は接続されないこととなる。その際、交流電源３と遠隔操作側アンテナ部
２９が接続されない時間は、制御信号を送信してモニタ信号を受信する間のごく短い時間
だけなので、全体の動作から見たエネルギー供給の減少が非常に少なく、蓄電体１５に対
して十分な蓄電を行うことができる。
【００５６】
これにより、周波数ｆ2 の制御信号は遠隔操作側アンテナ部２９に送られ、電気錠側の制
御信号受信手段１６へ送信される。
【００５７】
電気錠作動後、電気錠側から周波数ｆ3 のモニタ信号が送信されると、このモニタ信号は
遠隔操作側アンテナ部２９で受信され、フィルタＦを介してモニタ信号復調回路１０に送
られる。そして、このモニタ信号は、モニタ信号復調回路１０で復調される。また、同時
にモニタ信号の状態に応じて施解錠表示ランプ（不図示）が点灯する。
【００５８】
従って、第２実施の形態によると、第１制御回路１９及び駆動回路２０は、必要とされる
ときだけ蓄電された電力を利用するため、実際に使用する際のピーク電力消費が短時間で
済み、微弱電波で蓄電された電源による供給で作動が可能となる。また、無配線で電力供
給できるため、これにより無配線による遠隔モニタが可能となる。
【００５９】
次に、本発明の無配線電気錠の第３実施の形態について説明する。図３は、第１実施の形
態の電気錠側における各受信部１３，１７及び送信部２６を一体形成したものである。遠
隔操作側については、第１実施の形態と第２実施の形態のいずれであってもよい。
【００６０】
第３実施の形態において、電気錠側には、電気錠側アンテナ部３０，整流回路１４，蓄電
体１５，制御信号復調回路１８，第１制御回路１９，駆動回路２０，アクチュエーター２
１，デッドボルト２２，検知スイッチ２３及びフィルタＦが設けられている。
【００６１】
電気錠側アンテナ部３０は、第１実施の形態の電気錠側における各受信部１３，１７及び
送信部２６を一体形成したものである。このアンテナ部３０で周波数ｆ1 のエネルギー供
給信号と周波数ｆ2 の制御信号を受信するとともに、周波数ｆ3 のモニタ信号を送信する
。
【００６２】
フィルタＦは、電気錠側アンテナ部３０と検知スイッチ２３の間に結線されている。この
フィルタＦは、周波数ｆ3 のモニタ信号のみを通し、このモニタ信号と異なる周波数のエ
ネルギー供給信号と制御信号は通さない。
【００６３】
なお、整流回路１４，蓄電体１５，制御信号復調回路１８，第１制御回路１９，駆動回路
２０，アクチュエーター２１，デッドボルト２２，検知スイッチ２３については、第１実
施の形態と同様であるため、説明を省略する。
【００６４】
また、上述した実施の形態では、前記エネルギー供給信号受信部１３，前記制御信号受信
部１７及び前記モニタ信号送信部２６を一体形成した形態について述べたが、前記エネル
ギー供給信号受信部１３と前記制御信号受信部１７のみで一体形成してもよい。
【００６５】
次に、第３実施の形態の作用について説明する。
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遠隔操作側から周波数ｆ1 のエネルギー供給信号が送信されると、このエネルギー供給信
号は電気錠側アンテナ部３０で受信され、整流回路１４に送られる。そして、エネルギー
供給信号は整流回路１４で直流化されて蓄電体１５に蓄電される。この蓄電体１５からの
電力は、制御信号復調回路１８，第１制御回路１９，駆動回路２０の駆動時に個々の駆動
電源として供給される。
【００６６】
遠隔操作側から周波数ｆ2 の制御信号が送信されると、この制御信号は電気錠側アンテナ
部３０で受信され、制御信号復調回路１８に送られる。この後の動作は第１実施の形態と
同様である。
【００６７】
モニタ信号発生回路２５から周波数ｆ3 のモニタ信号が出力されると、このモニタ信号は
フィルタＦを介して電気錠側アンテナ部３０に送られる。そして、電気錠側アンテナ部３
０から遠隔操作側へモニタ信号が送信される。
【００６８】
従って、第３実施の形態によると、第１制御回路１９及び駆動回路２０は、必要とされる
ときだけ蓄電された電力を利用するため、実際に使用する際のピーク電力消費が短時間で
済み、微弱電波で蓄電された電源により作動が可能となる。また、無配線で電力供給でき
るため、これにより無配線による遠隔モニタが可能となる。
【００６９】
次に、図４に基づいて本発明による無配線電気錠の第４実施の形態について説明する。図
４は、第１実施の形態の遠隔操作側における各送信部４，８及び受信部１１を一体形成し
、第１実施の形態の電気錠側における各受信部１３，１７及び送信部２６を一体形成した
ものである。
【００７０】
この第４実施の形態において、遠隔操作側には、入力手段５，第２制御回路２７，タイミ
ング回路２８，屋内配線されている交流電源３，制御信号発生回路７，遠隔操作側アンテ
ナ部２９及びモニタ信号復調回路１０が設けられている。
【００７１】
また、電気錠側には、電気錠側アンテナ部３０，レベル検出回路３１，整流回路１４，蓄
電体１５，制御信号復調回路１８，第１制御回路１９，駆動回路２０，アクチュエーター
２１，デッドボルト２２，検知スイッチ２３及びモニタ信号発生回路２５が設けられてい
る。
【００７２】
入力手段５は、第１実施の形態と同様、例えば、スイッチ，テンキーの他、予め暗証番号
が記憶されたカードの暗証番号を読み取るカードリーダ等がある。この入力手段５により
入力された、電気錠を施錠又は解錠するための指令が、第２制御回路２７に送られる。
【００７３】
第２制御回路２７は、施錠又は解錠の指令の有無及びモニタ信号による施錠又は解錠の情
報、開扉又は閉扉の情報の有無に応じて、施錠又は解錠の指令を制御信号発生回路７に送
るか否かの判別を行うとともに、タイミング回路２８を切り換えるか否かの判別を行う。
そして、第２制御回路２７は、判別結果に応じて、施錠又は解錠の指令を制御信号発生回
路７に送るとともに、選択的な切り換えにより交流電源３、制御信号発生回路７、モニタ
信号復調回路１０のいずれかと遠隔操作側アンテナ部２９との間を接続するためのタイミ
ング信号をタイミング回路２８に送る。
【００７４】
制御信号発生回路７は、第２制御回路２７から施錠又は解錠の指令を受け、その指令に応
じて、交流電源３と同一周波数の制御信号を発生させる。このとき発生した制御信号は、
タイミング回路２８の切り換えにより、制御信号発生回路７と遠隔操作側アンテナ部２９
との間が接続されている状態で、遠隔操作側アンテナ部２９から制御信号受信手段１２へ
送信される。
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【００７５】
屋内配線されている交流電源３は、タイミング回路２８の切り換えにより、交流電源３と
遠隔操作側アンテナ部２９との間が接続されている状態で、遠隔操作側アンテナ部２９に
対して周波数ｆ1 のエネルギー供給信号を供給する。
【００７６】
タイミング回路２８は、第２制御回路２７から送られるタイミング信号に応じて、交流電
源３、制御信号発生回路７、モニタ信号復調回路１０のいずれかが遠隔操作側アンテナ部
２９に接続されるように選択的な切り換えを行っている。
【００７７】
遠隔操作側アンテナ部２９は、第１実施の形態の遠隔操作側における各送信部４，８及び
受信部１１を一体形成したものである。この遠隔操作側アンテナ部２９からエネルギー供
給信号の送信、制御信号の送信、モニタ信号の受信のいずれかが行われる。
【００７８】
モニタ信号復調回路１０は、受信したモニタ信号を復調する。復調されたモニタ信号は第
２制御回路２７に送られる。
【００７９】
電気錠側アンテナ部３０は、第１実施の形態の電気錠側における各受信部１３，１７及び
送信部２６を一体形成したものである。このアンテナ部３０で同一周波数のエネルギー供
給信号、制御信号の受信、モニタ信号の送信のいずれかが行われる。
【００８０】
レベル検出回路３１は、電気錠側アンテナ部３０が受信した信号のレベルを検出しており
、そのときの検出信号は第１制御回路１９に送られる。
【００８１】
整流回路１４は、図示のごとくダイオードＤとコンデンサＣで構成されており、電気錠側
アンテナ部３０が受信したエネルギー供給信号を直流化して蓄電体１５に送る。
【００８２】
蓄電体１５は、第１実施の形態と同様に、例えば大容量のコンデンサからなり、直流化し
たエネルギー供給信号の電力が蓄電される。ここで蓄電された電力は、制御信号受信手段
１６，第１制御回路１９，駆動回路２０及びモニタ信号送信手段２４の駆動時に駆動電源
として供給される。
【００８３】
制御信号復調回路１８は、蓄電体１５から電力供給を受け、電気錠側アンテナ部３０によ
り受信された制御信号を復調する。
【００８４】
第１制御回路１９は、レベル検出回路３１からの検出信号が設定時間（例えばエネルギー
供給信号が絶たれる時間よりも長いタイマー時間）絶たれた後、再度レベル検出回路３１
から検出信号が入力されたときに、電気錠側アンテナ部３０が制御信号を受信したものと
判別して制御信号復調回路１８で復調された制御信号を取込む。そして、この制御信号が
施錠の指令又は解錠の指令のいずれであるかを判別し、この判別結果と検知スイッチ２３
からの情報（施錠又は解錠の情報、開扉又は閉扉の情報）とに基づいて駆動回路２０に駆
動指令を与える。
【００８５】
検知スイッチ２３は、デッドボルト２２の進退に応じて切り換わる施解錠検知スイッチと
、扉の開閉に応じて切り換わる扉検知スイッチを備えて構成される。この検知スイッチ２
３からは、デッドボルト２２の進退による施錠又は解錠の情報と、扉の開閉に応じた開扉
又は閉扉の情報とが、第１制御回路１９とモニタ信号送信手段２４に送られる。
【００８６】
モニタ信号発生回路２５は、蓄電体１５から電力供給を受けており、検知スイッチ２３の
施錠又は解錠の情報、開扉又は閉扉の情報に応じたエネルギー供給信号及び制御信号と同
一周波数のモニタ信号を発生させる。このモニタ信号は、電気錠側アンテナ部３０から遠
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隔操作側アンテナ部２９へ送信される。
【００８７】
次に、第４実施の形態の作用について説明する。
交流電源３に所定の交流電圧をかけると、タイミング回路２８を介して、遠隔操作側アン
テナ部２９から周波数ｆ1 のエネルギー供給信号が送信される。そして、周波数ｆ1 のエ
ネルギー供給信号は電気錠側アンテナ部３０で受信され、整流回路１４で直流化されて蓄
電体１５に送られる。直流化されたエネルギー供給信号は、蓄電体１５に蓄電される。こ
の蓄電体１５からの電力は、第１制御回路１９，駆動回路２０及びモニタ信号発生回路２
５の駆動時に個々の駆動電源として供給される。
【００８８】
施錠又は解錠を行うときは、入力手段５より電気錠を施錠又は解錠するための指令を入力
する。具体的には、遠隔操作側のテンキーに暗証番号を入力するか、又はカードリーダに
カードを挿入する。テンキー入力又はカードリーダで読み取られた暗証番号は、施錠又は
解錠の指令として第２制御回路２７に送られる。
【００８９】
第２制御回路２７にはモニタ信号復調回路１０から施錠又は解錠を示すモニタ信号が入力
されている。施錠のモニタ信号が入力されているときに、入力手段５から解錠の指令が入
力されると、第２制御回路２７から解錠の指令が出力される。これに対し、施錠のモニタ
信号が入力されているときに、入力手段５から施錠の指令が入力されても、施錠の指令は
第２制御回路２７から出力されない。
【００９０】
また、解錠のモニタ信号が入力されているときに、入力手段５から施錠の指令が入力され
ると、第２制御回路２７から施錠の指令が出力される。これに対し、解錠のモニタ信号が
入力されているときに、入力手段５から解錠の指令が入力されても、解錠の指令は第２制
御回路２７から出力されない。
【００９１】
そして、第２制御回路２７から出力された施錠又は解錠の指令は、制御信号発生回路７に
送られ、この制御信号発生回路７から制御信号がタイミング回路２８に送られる。
【００９２】
タイミング回路２８は、通常の状態では、交流電源３と遠隔操作側アンテナ部２９を接続
している。このとき、制御信号発生回路７と遠隔操作側アンテナ部２９は接続されてない
。この状態で、第２制御回路２７から施錠又は解錠の指令が出力されてタイミング回路２
８にタイミング信号が入力されると、タイミング回路２８が切り換わり、制御信号発生回
路７と遠隔操作側アンテナ部２９が接続され、交流電源３からのエネルギー供給信号が所
定時間絶たれる。
【００９３】
そして、エネルギー供給信号と同一周波数の制御信号は遠隔操作側アンテナ部２９に送ら
れ、電気錠側アンテナ部３０へ送信される。制御信号が送信されると、第２制御回路２７
からタイミング回路２８にタイミング信号が入力され、タイミング回路２８が切り換わり
、モニタ信号復調回路１０と遠隔操作側アンテナ部２９が接続される。
【００９４】
ところで、上述した蓄電動作の際、レベル検出回路３１では、電気錠側アンテナ部３０が
受信した信号のレベルを検出し、その検出信号を第１制御回路１９に送っている。そして
、第１制御回路１９では、レベル検出回路３１からの検出信号に基づいて制御信号の有無
を判別している。具体的には、レベル検出回路３１から入力される検出信号が途絶え、こ
の検出信号の途絶えた時間が設定時間を越えた後、再び検出信号が入力されたときに、電
気錠側アンテナ部３０が制御信号を受信したものと判別し、制御信号復調回路１８で復調
された制御信号を取り込んでいる。
【００９５】
そして、第１制御回路１９は、取り込んだ制御信号が施錠の指令又は解錠の指令のいずれ
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であるかを判別し、この判別結果と検知スイッチ２３からのモニタ情報（施錠又は解錠の
情報、開扉又は閉扉の情報）の状態に応じて解錠又は施錠の指令を駆動回路２０に出力す
る。
【００９６】
そして、解錠の指令が駆動回路２０に送られると、蓄電体１５から電力供給を受けている
駆動回路２０からアクチュエーター２１に電流が流れる。これにより、アクチュエーター
２１内のソレノイドが作動してデッドボルト２２が後退し、電気錠が解錠される。これに
対し、施錠の指令が駆動回路２０に送られたときには、アクチュエーター２１に作動によ
りデッドボルト２２が不図示の受け穴に嵌入し、電気錠が施錠される。
【００９７】
この電気錠作動後、電気錠側アンテナ部３０からエネルギー供給信号及び制御信号と同一
周波数のモニタ信号が送信されると、このモニタ信号は遠隔操作側アンテナ部２９で受信
される。この受信されたモニタ信号は、モニタ信号復調回路１０に送られて復調される。
また、同時にモニタ信号の状態に応じて施解錠表示ランプ（不図示）が点灯する。
【００９８】
従って、第４実施の形態によると、送受信用のアンテナを１組で済ますことができ、構成
の簡略化が図れる。しかも、同一周波数の電波によって電気錠の各回路を動作させるため
の蓄電、電気錠の遠隔施解錠動作及び遠隔モニタ動作を行うことができる。その際、第１
制御回路１９及び駆動回路２０は、必要とされるときだけ蓄電された電力を利用するため
、実際に使用する際のピーク電力消費が短時間で済み、微弱電波で蓄電された電源による
供給で作動が可能となる。また、無配線で電力供給できるため、これにより無配線による
遠隔モニタが可能となる。
【００９９】
【発明の効果】
以上説明したように本発明による無配線電気錠では、電波の送受信を利用しているため、
無配線で常時蓄電でき、電気錠の電池交換が不要である。また、制御回路及び駆動回路は
、必要とされるときだけ蓄電された電力を利用するため、実際に使用する際のピーク電力
消費が短時間で済む。
【０１００】
また、請求項２の無配線電気錠によれば、送受信用のアンテナが１組で済み、しかも、同
一周波数の電波によって回路を動作させるための蓄電、電気錠の遠隔施解錠動作及び遠隔
モニタ動作を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明による無配線電気錠の第１実施の形態を示す概略回路図である。
【図２】　本発明による無配線電気錠の第２実施の形態を示す遠隔操作側の概略回路図で
ある。
【図３】　本発明による無配線電気錠の第３実施の形態を示す電気錠側の概略回路図であ
る。
【図４】　本発明による無配線電気錠の第４実施の形態を示す概略回路図である。
【図５】　従来の電気錠装置の概略回路図である。
【符号の説明】
　５…入力手段
　ｆ2 …制御信号の周波数
　６…制御信号送信手段
　１６…制御信号受信手段
　１９…第１制御回路
　２１…アクチュエーター
　２０…駆動回路
　ｆ3 …モニタ信号の周波数
　２４…モニタ信号送信手段
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　９…モニタ信号受信手段
　ｆ1 …エネルギー供給信号の周波数
　２…エネルギー供給信号送信手段
　１２…エネルギー供給信号受信手段
　１５…蓄電体
　４…エネルギー供給信号送信部
　８…制御信号送信部
　１１…モニタ信号受信部
　Ｆ…フィルタ
　２９…遠隔操作側アンテナ部
　１３…エネルギー供給信号受信部
　１７…制御信号受信部
　２６…モニタ信号送信部
　３０…電気錠側アンテナ部
　３１…レベル検出回路

【図１】 【図２】
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【図５】
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