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(57)【要約】
【課題】宅外から宅内の電気機器を制御したり、宅内の
異常を外部に送信でき、さらに宅外から動作に関する設
定や動作モードを設定できるようにした遠隔監視制御装
置を提供する。
【解決手段】遠隔監視制御装置１は、電話回線Ｌに接続
される回線インターフェース１３と、発着呼の制御や電
話回線Ｌへ出力する音声信号の音声合成や受信したトー
ン信号のコードへの変換などを行う機能チップ１５とを
外部通信手段として備え、コントローラ１６は電話回線
Ｌを介して受信した遠隔制御信号に基づいて赤外線送信
部１７から赤外線信号によりコマンドを送信させて、宅
内の電気機器を制御すると共に、センサ１８が不審者を
検知すると機能チップ１５により宅外の通報先への通報
動作を行わせる。またコントローラ１６は電話回線Ｌを
介して受信した設定信号に基づいて動作に関する設定や
動作モードの設定を行う。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
宅内に設置され、宅外の外部機器から送信された遠隔制御信号を受信して、宅内の電気機
器を制御する遠隔監視制御装置であって、外部との間で通信を行う外部通信手段と、宅内
の電気機器にコマンドを送信するコマンド送信手段と、周囲の状況を検知する検知手段と
、外部通信手段が受信した遠隔制御信号に基づいてコマンド送信手段から電気機器を制御
する制御コマンドを送信させるとともに、検知手段が異常な状況を検知すると外部通信手
段から予め設定された通報先に異常通報を送信させる制御手段と、外部通信手段が受信し
た設定信号に基づいて電気機器の制御動作及び通報動作に関する設定及び制御手段の動作
モードの設定を行う設定手段とを備えて成ることを特徴とする遠隔監視制御装置。
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【請求項２】
外部通信手段は、電話回線を介して通信を行う電話通信手段、又は、無線信号により通信
を行う無線通信手段の何れか一方からなることを特徴とする請求項１記載の遠隔監視制御
装置。
【請求項３】
コマンド送信手段は、赤外線信号によりコマンドを送信する赤外線発光素子を具備して成
ることを特徴とする請求項１記載の遠隔監視制御装置。
【請求項４】
赤外線発光素子を複数具備し、赤外線信号が複数の方向に送信されるように各赤外線発光
素子を配置したことを特徴とする請求項３記載の遠隔監視制御装置。
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【請求項５】
検知手段として、人体から放射される熱線を検出することによって検知エリア内で人の存
否を検出する人感センサを用い、該人感センサにより不審者の侵入を検知すると、制御手
段が外部通信手段から通報先へ異常通報を送信させることを特徴とする請求項１記載の遠
隔監視制御装置。
【請求項６】
制御手段は、人感センサからの検知信号が所定の時間内に複数回あれば人が存在すると判
断することを特徴とする請求項５記載の遠隔監視制御装置。
【請求項７】
外部通信手段は、電話回線を介して通信を行う電話通信手段からなり、該電話通信手段と
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並列に宅内電話機が接続されており、設定手段は、宅内電話機から自局の番号に発呼した
ときに局側から送信される話中音を検出し、且つ、設定操作用の設定釦が操作されると、
設定処理を行うことを特徴とする請求項１記載の遠隔監視制御装置。
【請求項８】
制御手段は、コマンド送信手段から、受信したコマンドの内容に応じた動作を行う照明器
具へコマンドを送信させることを特徴とする請求項３記載の遠隔監視制御装置。
【請求項９】
制御手段は、コマンド送信手段から、受信したコマンドの内容に応じた動作を行う空調機
へコマンドを送信させることを特徴とする請求項３記載の遠隔監視制御装置。
【請求項１０】

40

検知手段として、人体から放射される熱線を検出することによって検知エリア内で人の存
否を検出する人感センサを用い、制御手段は、コマンドを送信して空調機を動作させた際
に周囲の温度が安定するまでの一定時間検知手段の出力を無視することを特徴とする請求
項９記載の遠隔監視制御装置。
【請求項１１】
通報先への異常通報は、外部通信手段により通報先へ発呼して、電話回線がつながると音
声信号により通報メッセージを送出するか、又は、メールを送信するかの何れかであるこ
とを特徴とする請求項１記載の遠隔監視制御装置。
【請求項１２】
侵入者に警告を与える警告手段を具備し、検知手段が不審者の侵入を検知すると、制御手
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段は、警告手段により警告を与えるとともに、警告を与えてから外部通信手段により異常
通報を行わせることを特徴とする請求項１記載の遠隔監視制御装置。
【請求項１３】
通報先への異常通報は、外部通信手段により予め設定された複数の通報先へ所定の通報順
序で発呼し、電話回線がつながると音声信号により通報メッセージを送出することを特徴
とする請求項１記載の遠隔監視制御装置。
【請求項１４】
検知手段の検知結果に基づいて制御手段が通報を行うか否かを設定する通報モード設定手
段を設け、制御手段は、通報モード設定手段により通報を行うように設定されてから所定
の待機時間が経過するまでの間、検知手段の検知結果を無視することを特徴とする請求項
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１記載の遠隔監視制御装置。
【請求項１５】
外部通信手段は、電話回線を介して通信を行う電話通信手段からなり、該電話通信手段と
並列に宅内電話機が接続されており、着呼時には宅内電話機が先にオフフックするまで待
機し、宅内電話機のオフフックを検出して電話通信手段がオフフックすることを特徴とす
る請求項１記載の遠隔監視制御装置。
【請求項１６】
コマンド送信手段は、電気機器に対して同じコマンドを複数回送信することを特徴とする
請求項１記載の遠隔監視制御装置。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば住宅等に設けられ、宅外からの遠隔操作信号に応じて宅内の電気機器を
遠隔制御したり、宅内の様子を宅外の通報先に通報するための遠隔監視制御装置に関する
ものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、高齢者の夫婦だけの家や、高齢者の一人住まいの家や、共働きで留守がちの家が増
加し、このような家を狙った強盗や空き巣などの犯罪が増加しているため、この種の犯罪
被害を防止する目的でセキュリティシステムが導入されている。
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【０００３】
この種のセキュリティシステムとしては、宅内に火災、ガス漏れ或いは防犯などの各種セ
ンサや非常釦を設置しておき、各種センサや非常釦から信号が出力されると、その信号を
もとに送信データを作成し、電話回線を介して外部へ送信するようなシステムがある。
【０００４】
上述のシステムでは大掛かりな設備を必要とし、各種センサの設置や設定に時間がかかる
ため、簡易的なセキュリティシステムとして、住宅内に人体検知センサを設置しておき、
防犯モードで動作中に人体検知センサが人を検知すると照明灯を防犯点灯させるものが提
供されている。また、玄関にあるドアホンの呼出釦が操作されることにより、玄関に人が
いることを検知し、宅内の照明器具やテレビなどを一定時間動作させることで在宅を装っ
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たり、玄関灯を点灯させるなどして不審者を威嚇するシステムも提供されている。
【０００５】
また、宅外から宅内の電気機器を遠隔操作したいという利用者の要望に応えるべく、例え
ば特許文献１に示すような遠隔制御システムが提供されている。本システムは、複数の電
気機器とネットワークとの間を結ぶ制御装置（ホームバス制御端末）と、この制御装置に
ネットワークを介して通信接続して、複数の電気機器を遠隔制御する移動可能な通信端末
装置（情報端末）とを具備しており、通信端末装置から制御装置へ、制御対象の各電気機
器に対応する遠隔制御情報を一括して送信することで、制御対象の電気機器を遠隔制御し
ている。
【０００６】
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【特許文献１】
特開２０００−１９７１５４号公報（第４頁−第７頁、及び、第１図）
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
上述した前者のセキュリティシステムでは大掛かりな設備を必要とし、また外出先からシ
ステムの設定や動作モードの変更が行えないという問題があり、また後者の簡易的なセキ
ュリティシステムでは宅内に侵入しようとする不審者を威嚇することは可能であるが、外
出中の家人や隣人に通報することはできず、また家人が自宅に戻った時に、外出中に不審
者が侵入したか否かの判断がつかないという問題もあった。
【０００８】
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また更に、上述の遠隔制御システムにおいても外出先から制御装置の設定や動作モードの
変更を行えないという問題があった。
【０００９】
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、宅外から宅
内の電気機器を制御したり、宅内の異常を外部に送信でき、さらに宅外から動作に関する
設定や動作モードを設定できるようにした遠隔監視制御装置を提供するにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、請求項１の発明では、宅内に設置され、宅外の機器から送信
された遠隔制御信号を受信して、宅内の電気機器を制御する遠隔監視制御装置であって、
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外部との間で通信を行う外部通信手段と、宅内の電気機器にコマンドを送信するコマンド
送信手段と、周囲の状況を検知する検知手段と、外部通信手段が受信した遠隔制御信号に
基づいてコマンド送信手段から電気機器を制御する制御コマンドを送信させるとともに、
検知手段が異常な状況を検知すると外部通信手段から予め設定された通報先に異常通報を
送信させる制御手段と、外部通信手段が受信した設定信号に基づいて電気機器の制御動作
及び通報動作に関する設定及び制御手段の動作モードの設定を行う設定手段とを備えて成
ることを特徴とする。
【００１１】
請求項２の発明では、請求項１の発明において、外部通信手段は、電話回線を介して通信
を行う電話通信手段、又は、無線信号により通信を行う無線通信手段の何れか一方からな
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ることを特徴とする。
【００１２】
請求項３の発明では、請求項１の発明において、コマンド送信手段は、赤外線信号により
コマンドを送信する赤外線発光素子を具備して成ることを特徴とする。
【００１３】
請求項４の発明では、請求項３の発明において、赤外線発光素子を複数具備し、赤外線信
号が複数の方向に送信されるように各赤外線発光素子を配置したことを特徴とする。
【００１４】
請求項５の発明では、請求項１の発明において、検知手段として、人体から放射される熱
線を検出することによって検知エリア内で人の存否を検出する人感センサを用い、該人感
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センサにより不審者の侵入を検知すると、制御手段が外部通信手段から通報先へ異常通報
を送信させることを特徴とする。
【００１５】
請求項６の発明では、請求項５の発明において、制御手段は、人感センサからの検知信号
が所定の時間内に複数回あれば人が存在すると判断することを特徴とする。
【００１６】
請求項７の発明では、請求項１の発明において、外部通信手段は、電話回線を介して通信
を行う電話通信手段からなり、該電話通信手段と並列に宅内電話機が接続されており、設
定手段は、宅内電話機から自局の番号に発呼したときに局側から送信される話中音を検出
し、且つ、設定操作用の設定釦が操作されると、設定処理を行うことを特徴とする。
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【００１７】
請求項８の発明では、請求項３の発明において、制御手段は、コマンド送信手段から、受
信したコマンドの内容に応じた動作を行う照明器具へコマンドを送信させることを特徴と
する。
【００１８】
請求項９の発明では、請求項３の発明において、制御手段は、コマンド送信手段から、受
信したコマンドの内容に応じた動作を行う空調機へコマンドを送信させることを特徴とす
る。
【００１９】
請求項１０の発明では、請求項９の発明において、検知手段として、人体から放射される
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熱線を検出することによって検知エリア内で人の存否を検出する人感センサを用い、制御
手段は、コマンドを送信して空調機を動作させた際に周囲の温度が安定するまでの一定時
間検知手段の出力を無視することを特徴とする。
【００２０】
請求項１１の発明では、請求項１の発明において、通報先への異常通報は、外部通信手段
により通報先へ発呼して、電話回線がつながると音声信号により通報メッセージを送出す
るか、又は、メールを送信するかの何れかであることを特徴とする。
【００２１】
請求項１２の発明では、請求項１の発明において、侵入者に警告を与える警告手段を具備
し、検知手段が不審者の侵入を検知すると、制御手段は、警告手段により警告を与えると

20

ともに、警告を与えてから外部通信手段により異常通報を行わせることを特徴とする。
【００２２】
請求項１３の発明では、請求項１の発明において、通報先への異常通報は、外部通信手段
により予め設定された複数の通報先へ所定の通報順序で発呼し、電話回線がつながると音
声信号により通報メッセージを送出することを特徴とする。
【００２３】
請求項１４の発明では、請求項１の発明において、検知手段の検知結果に基づいて制御手
段が通報を行うか否かを設定する通報モード設定手段を設け、制御手段は、通報モード設
定手段により通報を行うように設定されてから所定の待機時間が経過するまでの間、検知
手段の検知結果を無視することを特徴とする。
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【００２４】
請求項１５の発明では、請求項１の発明において、外部通信手段は、電話回線を介して通
信を行う電話通信手段からなり、該電話通信手段と並列に宅内電話機が接続されており、
着呼時には宅内電話機が先にオフフックするまで待機し、宅内電話機のオフフックを検出
して電話通信手段がオフフックすることを特徴とする。
【００２５】
請求項１６の発明では、請求項１の発明において、コマンド送信手段は、電気機器に対し
て同じコマンドを複数回送信することを特徴とする。
【００２６】
【発明の実施の形態】
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（実施形態１）
図１は本発明の実施形態１の遠隔監視制御装置の構成図、図２は同遠隔監視制御装置を用
いて構成されるシステムの構成図、図３は同遠隔監視制御装置の回線インターフェースの
構成図である。
【００２７】
図２に示すように、本実施形態の遠隔監視制御装置１は、例えば住宅に設けられ、電話回
線Ｌを通して受信した宅外からの遠隔操作信号に応じて宅内に設置された照明器具２１や
エアコン（空調機）２２などの電気機器を遠隔制御するためのものであり、宅内の電気機
器（照明器具２１及び空調機２２）と電話機３（宅内電話機）と共に簡易的な遠隔制御シ
ステムを構成している。
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【００２８】
図２の例では、外部から遠隔操作される電気機器として、受信部２１０を持ちこの受信部
２１０で受信した制御コマンドに従って動作する照明器具２１と、受信部２２０を持ちこ
の受信部２２０で受信した制御コマンドに従って動作するエアコン２２とが設けられてい
る。
【００２９】
また電話機３は、留守録設定時に呼出回数が所定回数になると留守録を行う留守録機能付
きの電話機であり、遠隔監視制御装置１の回線インターフェース１３を介して電話回線Ｌ
に接続されている。
【００３０】
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そして、図１に示すように、遠隔監視制御装置１には、商用電源ＡＣから電源供給を受け
て各部に動作電源を供給する電源部１０と、各種操作用の操作スイッチや設定スイッチか
らなる操作部１１と、ＬＥＤまたは液晶表示パネルなどで構成され動作状態を光や文字や
図形などで表示する表示部１２と、動作状態を音で知らせたり警告音を発生するためのス
ピーカ１４と、照明器具２１やエアコン２２に対して制御コマンドを赤外線信号で送出す
るための赤外線発光ダイオード（赤外線発光素子）を具備した赤外線送信部１７（コマン
ド送信手段）と、人体から放射される熱線を検出することによって装置周辺の検知エリア
において人の存否を検出する焦電型の人感センサからなるセンサ１８（検知手段）とが設
けられているほか、回線インターフェース１３と、機能チップ１５と、コントローラ１６
（制御手段）とが設けられている。
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【００３１】
回線インターフェース１３には外部からの電話回線Ｌが接続され、電話回線Ｌを介して外
部から送信された遠隔操作信号を受信したり、電話回線Ｌに信号を送信したり、また機能
チップ１５からの音声ガイダンスを外部に流す機能を有している。図３は回線インターフ
ェース１３の概略の構成図であり、電話回線Ｌとの接続用の入力端子Ｌ１，Ｌ２と、これ
に並列に接続され電話機３が接続される送り接続端子Ｔ１，Ｔ２と、電話回線Ｌを監視し
て呼出信号を検出する呼出検出回路１３０と、電話回線Ｌを監視して電話機３のオフフッ
クを検出する電流検出回路（極性反転回路）１３１と、コントローラ１６によって開閉が
制御されるリレー１３２と、機能チップ１５との間で信号のみを伝達するライントランス
１３３とで構成されている。なお、呼出検出回路１３０は、呼出信号のパルスを測定する
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ことにより電話回線Ｌからの呼出の有無を検出する。また電流検出回路１３１は、電話回
線Ｌを流れる電流を測定することにより、電話回線Ｌがオフフックされて使用中となって
いるかどうかを検出する。
【００３２】
回線インターフェース１３では、通常リレー１３２がコントローラ１６によって開極され
て、遠隔監視制御装置１が電話回線Ｌから切り離されている（オンフック状態）。一方、
電話機３は送り接続端子Ｔ１，Ｔ２に接続され、遠隔監視制御装置１と並列に接続されて
いるので、遠隔監視制御装置１の有無に関係なく通常と同様の操作が行えるようになって
いる。そして、遠隔監視制御装置１から電話回線Ｌに発信する場合と、電話回線Ｌから着
信があった場合には、コントローラ１６がリレー１３２を閉極して、遠隔監視制御装置１

40

を電話回線Ｌに接続する（オフフック状態）。なお、ダイアルパルスを送信する場合は、
コントローラ１６がリレー１３２の接点をオン／オフさせることでダイアルパルスを発生
させれば良い。
【００３３】
機能チップ１５は、電話回線Ｌに送出するＤＴＭＦ（Ｄｉａｌ
Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）

Ｔｏｎｅ

Ｍｕｌｔｉ

信号（ＰＢ信号）によるトーン信号を生成するＤＴＭＦエンコー

ダ、電話回線Ｌに送信する所定の音声信号を音声合成する音声合成部、電話回線Ｌを介し
て受信したＤＴＭＦ信号をデコードするＤＴＭＦデコーダなどをチップ化したもので、こ
れらのチップは全体を制御するコントローラ１６に接続され、コントローラ１６によって
動作が制御される。
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【００３４】
コントローラ１６はＣＰＵや記憶装置などで構成され、システム全体の制御などの処理を
実行するものである。上記記憶装置は、例えば揮発性の半導体メモリのほか不揮発性の半
導体メモリを含み、各種の電気機器（本実施形態では照明器具２１とエアコン２２）に対
する制御信号に含まれる制御コマンドを予め記憶しており、また後でユーザが登録した制
御コマンドも記憶できるようになっている。また、各制御コマンドは、機能チップ１５を
介して、外部からの遠隔操作信号に含まれるＤＴＭＦから得られる（操作）コードに対応
付けて記憶される。さらに記憶装置は、利用者によって予め登録され外部からの遠隔操作
信号に含まれるＤＴＭＦから得られる情報と比較される暗証番号や、遠隔監視制御装置１
に固有の識別番号を記憶する。
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【００３５】
コントローラ１６は、呼出検出回路１３０及び電流検出回路１３１の検出信号を常時監視
しており、電話回線Ｌから呼出があった場合には呼出検出回路１３０の検出信号をもとに
呼出があるか否かを判断し、呼出を検出した場合は更に電流検出回路１３１の検出信号を
もとに回線が使用中であるか否かを判断して、回線が使用中であれば呼出に対応した処理
を行う。一方、遠隔監視制御装置１から電話回線Ｌに発信する場合は、コントローラ１６
がリレー１３２を閉極してオフフック状態にした後、電流検出回路１３１の検出信号をも
とに回線が使用中であるか否かを判断し、回線が使用中でなければ発信処理を行う。また
発信処理が終われば、コントローラ１６がリレー１３２を開極して、オフフック状態にす
ることで電話回線Ｌを開放する。
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【００３６】
以下に遠隔監視制御装置１の動作を簡単に説明する。
【００３７】
先ず遠隔監視制御装置１の操作部１１を用いて宅内にいるユーザが照明器具２１やエアコ
ン２２のリモコン操作を行う動作について説明する。遠隔監視制御装置１は操作部１１と
して、照明器具２１を点灯／消灯させるための操作スイッチや、エアコン２２を運転／停
止するための操作スイッチを備えており、これらの操作スイッチを操作すると、コントロ
ーラ１６は、操作スイッチの操作信号に基づいて照明器具２１又はエアコン２２に所望の
動作を行わせる制御コマンドを含む制御信号を作成して、赤外線送信部１７から赤外線信
号により送信させ、この赤外線信号を受信部２１０又は２２０で受信した照明器具２１又
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はエアコン２２が所望の動作を行う。すなわち遠隔制御装置１をユニバーサルリモコン（
またはそれらの電気機器に付属のリモコン）のように使用することができる。
【００３８】
また遠隔監視制御装置１はセンサ１８の検知信号に応じて照明器具２１の点灯／消灯を制
御しており、センサ１８が人を検知すると、コントローラ１６が、センサ１８の検知信号
に基づいて照明器具２１を点灯させる制御コマンドを含む制御信号を作成して、この制御
信号を赤外線送信部１７から赤外線信号で送信させており、この赤外線信号を受信した照
明器具２１が制御信号に含まれる制御コマンドにしたがって点灯する。その後センサ１８
が人を検知しなくなってから一定時間が経過すると、コントローラ１６は、照明器具２１
を消灯させる制御コマンドを含む制御信号を作成して、この制御信号を赤外線送信部１７
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から赤外線信号で送信させており、この赤外線信号を受信した照明器具２１は制御信号に
含まれる制御コマンドにしたがって消灯する。
【００３９】
次に宅外から自宅に電話をかけて、遠隔監視制御装置１により宅内の電気機器を制御する
手順について説明する。宅外から利用者が自宅に電話をかけると、回線インターフェース
１３を介して電話回線Ｌに接続された宅内電話機３に呼出信号が送出され、電話機３が呼
出音を鳴動する。遠隔監視制御装置１では呼出検出回路１３０により呼出信号を検出して
おり、コントローラ１６は呼出回数が記憶装置に予め設定された待ち回数に達するとリレ
ー１３２を閉極してオフフックするのであるが、この待ち回数は、通常宅内にいる家人が
電話機３をオフフックするまでにかかる呼出回数や、留守録モードに設定された電話機３
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がオフフックするまでの呼出回数よりも十分多い回数に設定されている。したがって、電
話機３の留守録機能が設定されている場合や家人が宅内にいる場合は、遠隔監視制御装置
１よりも先に電話機３をオフフックさせることができ、遠隔監視制御装置１の存在を意識
することなく従来の電話機と同様の動作を行わせることができる。尚、電話回線Ｌからの
呼出信号を受けて電話機３が先にオフフックした場合は、コントローラ１６が、電流検出
回路１３１の検出信号をもとに回線が使用中であることを検出し、リレー１３２を閉結し
て、遠隔監視制御装置１を電話回線Ｌに接続させる（オフフック状態）。一方、電話回線
Ｌからの呼出時に電話機３の留守録機能が解除されており、呼出回数が上記待ち回数に達
するまで電話機３がオフフックされなければ、コントローラ１６は、呼出検出回路１３０
の検出した呼出回数が上記の待ち回数を超えた時点で、リレー１３２を閉結して、遠隔監
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視制御装置１を電話回線Ｌに接続させる（オフフック状態）。
【００４０】
電話回線Ｌからの呼出時に遠隔監視制御装置１がオフフックされると、コントローラ１６
は電話回線Ｌを通して宅外から送信されるコマンドの待ち受け状態となる。そして、宅外
にいるユーザが電話機のダイアル釦を操作して所定桁数の暗証番号を入力すると、コント
ローラ１６は回線インターフェース１３及び機能チップ１５を通して受信した暗証番号の
認証処理を行い、暗証番号が予め設定された番号と一致した場合は、遠隔操作の要求があ
ると判断して、遠隔制御信号の待ち受け状態となる。尚、認証時において、所定時間内に
暗証番号の正しい認証結果が得られない場合や、認証を所定回数繰り返しても暗証番号の
正しい認証結果が得られない場合には、認証処理を終了してリレー１３２を開極させる処
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理（オンフック）が実行される。
【００４１】
認証時に正しい認証結果が得られると、認証後所定時間（例えば５秒間）が経過するか、
遠隔のユーザがＤＴＭＦ信号により送信したガイダンス要求コマンドを回線インターフェ
ース１３及び機能チップ１５を通して受信した時点で、コントローラ１６は機能チップ１
５の音声合成ＩＣにより予め登録された操作ガイダンスを音声合成し、音声合成した操作
ガイダンスを回線インターフェース１３を介して電話回線Ｌに出力させており、この操作
ガイダンスを聞いたユーザが所望のコマンドを入力すると、ＤＴＭＦ信号により遠隔制御
信号が送信され、この遠隔制御信号が回線インターフェース１３及び機能チップ１５を介
してコントローラ１６に入力される。
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【００４２】
このように宅外にいるユーザは操作ガイダンスを聞くことで遠隔操作のためのコマンド（
遠隔操作コマンド）を知ることができ、コマンドの一覧表を持ち歩いたり、全てのコマン
ドを覚えておく必要が無く、遠隔操作が行える。なお希望するコマンドのガイダンスがあ
ったにも関わらず操作ガイダンスを全て聞き終わるまで操作を行えないようにすると、操
作に時間がかかって通信費用が高くつき、また操作ガイダンスが終了する頃にはコマンド
を忘れてしまう可能性もあるので、操作ガイダンスを文節毎に区切って無音期間を作り、
この無音期間には宅外から電話回線Ｌを介して送信されたＤＴＭＦ信号を受け付けるよう
にしている。したがって、希望するコマンドのガイダンスがあった後の無音期間にユーザ
がそのコマンドを入力することによって、操作ガイダンスの途中で所望の遠隔操作を行う
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ことができ、操作時間を短縮できる。
【００４３】
また、ユーザが遠隔操作に熟知している場合は、認証終了後に宅外の電話機を用いて遠隔
操作コマンドをＤＴＭＦ信号で連続して送信することにより、操作ガイダンスを聞く時間
を省いて、迅速に遠隔操作が行えるようになっている。
【００４４】
次にＤＴＭＦ信号による遠隔操作コマンドを受け付けた後の遠隔監視制御装置１の動作に
ついて説明する。遠隔操作コマンドとしては照明器具２１の遠隔操作に関するコマンドと
、エアコン２２の遠隔操作に関するコマンドがある。
【００４５】
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まず、照明器具２１の遠隔操作に関するコマンドについて説明する。ユーザが現場にいて
照明器具２１を操作する場合と違って、宅外から操作する場合は操作の結果を確認するこ
とができないため、所望の動作を確実に行わせる必要がある。例えば宅外にいるユーザが
電話機を用いて照明器具２１を点灯させるコマンドを入力した場合、コントローラ１６は
、コマンドの受付直後に赤外線送信部１７から点灯コマンドを赤外線信号で送信させるの
であるが、所定時間の経過後に再度点灯コマンドを送信しており、点灯コマンドを複数回
（例えば２回）送信することによって、照明器具２１の受信部２１０で赤外線信号の取り
こぼしが発生するのを防止し、照明器具２１に所望の動作を確実に行わせるようにしてい
る。コントローラ１６は、消灯や調光のコマンドを赤外線送信部１７から送信させる場合
も点灯コマンドと同様に複数回送信し、照明器具２１に所望の動作を確実に行わせており
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、宅外から照明器具２１を消灯させる操作を行ったにも関わらず、照明器具２１が点灯し
っぱなしになるといった不具合を無くしている。
【００４６】
次に、エアコン２２の遠隔操作に関するコマンドについて説明する。コントローラ１６は
、エアコン２２についてのコマンドを受信した場合、照明器具２１のコマンドと同様に、
エアコン２２を制御するコマンドを赤外線送信部１７から複数回送信させており、エアコ
ン２２の受信部２２０による赤外線信号の取りこぼしを防止して、エアコン２２に所望の
動作を確実に行わせるようにしている。一般的にユーザが宅外からエアコン２２を操作す
る場合は、帰宅する際に前もって部屋の温度を所望の温度に調節しておく場合が殆どであ
り、そのため帰宅する少し前にエアコン２２を運転させるといった使われ方をする。とこ
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ろで、エアコン２２の場合は、照明器具２１と違って運転開始後に停止し忘れると、部屋
を必要以上に暖めすぎたり、冷やしすぎたりする可能性がある。そこで、コントローラ１
６では、電話回線Ｌを介してエアコン２２を運転させるコマンドをＤＴＭＦ信号により受
信した場合は、コマンドの受信時にエアコン２２を運転するコマンドを赤外線送信部１７
から送信させるとともに、数時間後にエアコン２２を停止させるコマンドを赤外線送信部
１７から送信させており、エアコン２２の消し忘れによって、部屋を必要以上に暖めすぎ
たり、冷やしすぎたりするといったトラブルを防止している。
【００４７】
また、ユーザが外出先から照明器具２１とエアコン２２の両方を操作するコマンドを入力
した場合も、コントローラ１６は、受信したコマンドに基づいて赤外線送信部１７から照
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明器具２１を操作するコマンドとエアコン２２を操作するコマンドの両方を赤外線信号で
複数回ずつ送信しており、コマンドを複数回ずつ送信することで、照明器具２１及びエア
コン２２の受信部２１０，２２０で赤外線信号の取りこぼしが発生するのを防止し、照明
器具２１及びエアコン２２に確実に所望の動作を行わせることができる。
【００４８】
ところで、一般的に照明器具２１は部屋の中央に設置されているのに対して、エアコン２
２は部屋の隅の壁に設置されており、部屋の内部で違った位置に設置してあることが多い
。そのため、１台の遠隔監視制御装置１から照明器具２１とエアコン２２とに赤外線信号
を送信する際に、赤外線送信部１７の備える赤外線発光ダイオードが一方向を向いている
と、照明器具２１とエアコン２２の両方に赤外線信号を到達させることができない可能性
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がある。そこで、図４に示すように赤外線送信部１７の備える３対の赤外線発光ダイオー
ドＬＤ１，ＬＤ２，ＬＤ３を、対毎に異なる方向を向けて配置しても良く、赤外線送信部
１７から送出される赤外線信号を部屋の様々な方向へ到達させて、複数の電気機器に赤外
線信号を確実に到達させることができる。また赤外線送信部１７では、赤外線発光ダイオ
ードＬＤ１、ＬＤ２、ＬＤ３の順番で各対の赤外線発光ダイオードＬＤ１、ＬＤ２、ＬＤ
３からそれぞれ赤外線送信を送信させており、各々の方向に赤外線発光ダイオードＬＤ１
、ＬＤ２、ＬＤ３からの赤外線信号を衝突することなく確実に到達させることができ、し
かも同時に発光させる赤外線発光ダイオードの数を減らすことで、電源部１０の電源容量
を小さくできる。
【００４９】
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次に、センサ１８により人の在、不在を検出し、人を検出すると照明器具２１を点灯させ
たり、予め設定された通報先に通報する動作について説明する。
【００５０】
センサ１８は人体から放射される熱線を検知することによって人の存否を判断する焦電型
の人感センサからなり、検知エリア内で人を検知するとコントローラ１６に検知信号を送
出する。コントローラ１６では、後述の通報モードで動作中にセンサ１８から検知信号が
入力されると、照明器具２１を点灯させるコマンドを赤外線送信部１７から送信させて、
照明器具２１を点灯させるとともに、一定時間が経過した後に照明器具２１を消灯させる
コマンドを赤外線送信部１７から送信させて、照明器具２１を消灯させており、人を検知
すると照明器具２１を一定時間点灯させている。またコントローラ１６は、赤外線送信部

10

１７から点灯コマンドを送信させた後に、機能チップ１５により電話回線Ｌを介して所定
の通報先に電話をかけさせ、通報先に電話がつながると、機能チップ１５内の音声合成Ｉ
Ｃにより宅内に人がいることを伝える音声信号を電話回線Ｌに送出させる。
【００５１】
なお上述のようにセンサ１８としてはＰＩＲセンサを用いており、ＰＩＲセンサは熱線量
の変化を検出して変化があった場合には人を検知したとみなすため、本実施形態のように
照明器具２１だけでなくエアコン２２のような冷暖房用の器具を制御することで周囲の温
度を変化させる場合は、エアコン２２の運転によって発生する温度変化を人と誤検知する
可能性がある。そこで、このような誤検知を防止するために、コントローラ１６では、エ
アコン２２の運転開始直後の温度変化が激しい時間帯（例えば６〜１０分程度の期間）は

20

センサ１８の検知信号を無視しており、エアコン２２の運転による温度変化を誤検知する
のを防止している。
【００５２】
次に、家人の外出中にセンサ１８により異常を検知すると、予め設定された通報先に通報
する動作（この動作モードを通報モードと言う。）について説明する。なおセンサ１８は
人感センサからなり、コントローラ１６はセンサ１８の検知信号に基づいて侵入者の有無
を判断している。
【００５３】
外出する際にユーザが、通報モード設定手段たる操作部１１のモード設定スイッチ（図示
せず）を用いて遠隔監視制御装置１の動作モードを通報モードに設定すると、モード設定
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スイッチからの操作信号に基づいてコントローラ１６の動作モードが通報モードに切り替
えられる。但しユーザが通報モードに設定した直後から通報を行うようにすると、ユーザ
が外出するまでの間にユーザを侵入者と誤検知するため、ユーザが家を出るまでに要する
時間よりも長い所定の待ち時間が経過した後にコントローラ１６の動作モードを通報モー
ドへ切り替えるようにしている。
【００５４】
通報モードで動作中はセンサ１８の検知信号によって照明器具２１を点灯させる場合と異
なり、ノイズなどの誤検知によって誤報が発生するのを防ぐために、コントローラ１６で
はセンサ１８からの検知信号が単発ではなく、所定時間内に複数回検知があった場合に不
審者が侵入したと判断する。そして、コントローラ１６は、不審者が侵入したと判断する
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と、赤外線送信部１７から点灯コマンドを送信させて照明器具２１を点灯させるとともに
、スピーカ１４から警告音を鳴動させて、侵入者に警告を与える。なお、コントローラ１
６が照明器具２１に対して点滅を繰り返すように点灯コマンドと消灯コマンドを繰り返し
送信するようにしても良く、侵入者に対する威嚇の効果を高めることができる。ここに、
照明器具２１とスピーカ１４とで、侵入者に警告を与える警告手段が構成される。
【００５５】
またコントローラ１６は、上述の警告動作を所定時間行った後に、所定の通報先に電話回
線Ｌを介して通報する動作を行う。尚、本実施形態ではセンサ１８が異常を検知した場合
に警告動作を行ってから通報動作を行っているが、不審者が警報に気づいて遠隔監視制御
装置１の電源や電話回線Ｌを切断すると、外部への通報が行えなくなる可能性がある。そ
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こで、コントローラ１６が外部への通報を行った後に警告動作を行うようにしても良く、
不審者が警報に気づいて遠隔監視制御装置１の電源や電話回線Ｌを切断しても、その時点
では外部への通報が完了しているので、確実に通報することができる。
【００５６】
遠隔監視制御装置１には、通報相手と電話がつながらないことも考慮して、複数（本実施
形態では例えば２カ所）の通報先の電話番号を設定してあり、所定の通報順序で通報する
ようになっている。
【００５７】
先ずコントローラ１６はリレー１３２を閉極してオンフックし、機能チップ１５により回
線インターフェース１３を介して電話回線Ｌに１番目の通報先（第１通報先）のＤＴＭＦ

10

信号により送出させる。通報先がオフフックして回線がつながると、機能チップ１５内の
音声合成ＩＣにより不審者が侵入したことを伝える音声メッセージを音声合成し、回線イ
ンターフェース１３を介して電話回線Ｌに送出させ続け、相手が理解したと思える時間が
経過した後、あるいは通報先がオンフックして回線が切断されると、リレー１３２を開極
して（オンフック）、回線を開放する。
【００５８】
ここで、第１通報先が話中、もしくは第１通報先が携帯電話でこの携帯電話が圏外にある
場合など第１通報先との通話が不可能だった場合、コントローラ１６は、機能チップ１５
により回線インターフェース１３を介して電話回線Ｌに２番目の通報先（第２通報先）の
番号をＤＴＭＦ信号により送出させる。通報先がオフフックして回線がつながると、上述
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と同様に音声メッセージを電話回線Ｌに送出する処理を行う。尚、第２通報先にも電話が
通じない場合は、コントローラ１６が、再度機能チップ１５により電話回線Ｌに第１通報
先の番号をＤＴＭＦ信号により送出させ、何れかの通報先に電話が通じるまで、第１通報
先と第２通報先とに交互に電話をかけ続ける。また、このような通報動作を所定回数行っ
ても、いずれの通報先とも電話が通じない場合は、記憶装置に検知があった旨の履歴情報
を記憶させ、表示部１２に表示させることで、家人の帰宅時に検知があったことを知らせ
ることができる。尚、通報の確実性を高めるために、コントローラ１６が第１通報先と第
２通報先の両方へ通報するようにしても良い。
【００５９】
その後、ユーザが帰宅した際にはユーザが操作部１１のモード設定スイッチを用いて通報
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モードを解除しており、これによって外部への通報動作が停止される。尚、通報モードの
解除については、侵入者が通報モードを容易に解除できないよう、操作部１１の複数のス
イッチを予めユーザが設定した順番で押した場合に通報モードが解除されるようになって
おり、その順番で複数のスイッチを操作しないと通報モードを解除できないようにするこ
とで、セキュリティ性を高めている。例えば操作部１１の３つのスイッチで通報モードを
解除する場合は、予め設定された順番以外で各スイッチが操作されても、通報モードを解
除できないようになっている。
【００６０】
またユーザが外出する際に通報モードにセットするのを忘れた場合、ユーザは外出先から
自宅に電話をかけて、遠隔監視制御装置１がオンフックした後に、ＤＴＭＦ信号により通
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報モードにセットするコマンドを送出すれば良く、コントローラ１６が、回線インターフ
ェイス１３及び機能チップ１５を介して受信したＤＴＭＦ信号にもとづいて動作モードを
通報モードにセットする。尚、コントローラ１６が電話回線Ｌを介して動作モードを通報
モードに切り替えるコマンドを受け取った場合は、宅内に家人がいないものと想定される
ので家人を誤検知することはなく、したがって上記待ち時間の経過を待つことなく、即座
に通報モードに切り替えており、外出先からユーザのコマンドを入力している間にセンサ
１８が人を検知した場合は、現在つながっている電話回線を介してユーザに異常を知らせ
るようにすれば、ユーザへの通報にかかる時間を短縮できる。
【００６１】
次に、宅内にいるユーザが遠隔監視制御装置１に暗証番号や通報先の電話番号を設定する
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設定手順について説明する。
【００６２】
先ずユーザが遠隔監視制御装置１を介して電話回線Ｌに接続された電話機３をオフフック
してダイアル操作を行い、自局の電話番号をＰＢ信号により電話回線Ｌに送出すると、受
話器から話中音が聞こえる。この話中音が聞こえたときに、ユーザが操作部１１の設定ス
イッチ（図示せず）を押すと、設定スイッチからの操作信号を受けて、コントローラ１６
が回線インターフェース１３の出力をもとに話中音を検出し、話中音が検出されると設定
モードへ移行する。設定手段たるコントローラ１６は、設定モードに移行すると、機能チ
ップ１５の音声合成ＩＣにより暗証番号の設定を促す音声ガイダンス（例えば「暗証番号
を設定して下さい」といったメッセージ）を作成させ、この音声ガイダンスを回線インタ

10

ーフェース１３を介して電話回線Ｌに送出させる。ユーザがこの音声ガイダンスを聞いて
、電話機３のダイアル釦を押してＰＢ信号により設定したい暗証番号を入力すると、コン
トローラ１６は、回線インターフェース１３及び機能チップ１５を介して入力された暗証
番号を取り込む。そして、予め設定された桁数の番号が取り込まれると、コントローラ１
６は、音声合成ＩＣで合成した例えば「暗証番号が９９９９に設定されました」といった
音声ガイダンスを電話回線Ｌに送出させ、取り込んだ暗証番号を記憶装置に記憶させた後
、音声合成ＩＣで合成した例えば「通報先の電話番号を入力して下さい」のような音声ガ
イダンスを電話回線Ｌに送出させて、通報先の電話番号の設定処理を行う。
【００６３】
暗証番号の入力と同様に、ユーザがこの音声ガイダンスを聞いて、電話機３のダイアル釦
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を押してＰＢ信号により設定したい電話番号を入力すると、コントローラ１６は、回線イ
ンターフェース１３及び機能チップ１５を介して入力された電話番号を取り込み、予め設
定された桁数の番号を取り込むと、音声合成ＩＣにより例えば「０１２３４５６７８９
設定しました。終了します」といった音声ガイダンスを作成させて電話回線Ｌに送出させ
るとともに、この電話番号を記憶装置に記憶させ、音声ガイダンスの終了後に回線インタ
ーフェース１３を用いてオンフック処理を行い、通常の動作モードに復帰する。尚、通報
先の電話番号は１つだけでなく、複数の電話番号を設定できるようにしても良く、同じ電
話番号が２回設定された場合には一方の番号を削除するようにしても良い。また複数の電
話番号を設定する場合には通報の順番を合わせて設定するようにしても良い。また通報先
の電話番号の桁数の範囲を予め設定しておくことで、例えば「１１０」や「１１９」など
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の３桁の電話番号を通話先の番号として設定できないようにしても良い。
【００６４】
ここで、暗証番号や電話番号を入力する際に、コントローラ１６が音声ガイダンスの終了
から一定時間をカウントし、カウント中に電話機３からの入力が終了しない場合は回線イ
ンターフェース１３を用いてオンフック処理を行い、通常の動作モードに復帰する。また
コントローラ１６は、ＰＢ信号を受け取ると前記一定時間よりも短い所定時間をカウント
し、カウント中に次のＰＢ信号の入力がない場合や、桁数が満たない場合には回線インタ
ーフェース１３を用いてオンフック処理を行い、通常の動作モードに復帰するようにして
も良い。また暗証番号や電話番号を入力する際に、コントローラ１６は入力された番号が
所定の桁数に達すると、番号の入力が終了したと判断しているが、ユーザが暗証番号や電
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話番号の入力が終了した後に、電話機３の数字以外の釦（例えば＃や＊）を入力すること
で、暗証番号や電話番号の入力が終了したことを遠隔監視制御装置１に報知するようにし
ても良い。
【００６５】
尚、本実施形態では操作部１１の設定スイッチを押操作した後にコントローラ１６が話中
音を検出すると設定モードへ移行しているが、コントローラ１６が話中音を検出してから
一定時間が経過するまでの間に、操作部１１の設定スイッチが押操作されると、コントロ
ーラ１６が設定モードへ移行するようにしても良い。
【００６６】
また上述の説明では宅内の電話機３から遠隔監視制御装置１の設定を行う場合について説
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明したが、宅外の電話機から遠隔監視制御装置１の設定を行うこともできる。先ずユーザ
が宅外の電話機を用いて自局の電話番号をダイアルすると、呼出検出回路１３０が呼び出
しを検出して、その呼出回数が予め設定された待ち回数に達するか、あるいは電話機３が
留守録応答したことを、電流検出回路１３１が検出することによって、コントローラ１６
が回線インターフェース１３を用いてオフフックさせる。このとき、ユーザが外部の電話
機を用いて予め遠隔監視制御装置１に設定された識別番号をＰＢ信号により入力すると、
コントローラ１６が入力された識別番号と遠隔監視制御装置１の識別番号が一致している
か否かを判断し、一致していれば設定モードへ移行し、上述と同様の処理を行って暗証番
号や通報先の電話番号の設定を行う。
【００６７】

10

このように、遠隔監視制御装置１に対して電気機器の制御動作及び通報動作に関する設定
（例えば暗証番号や通報先の電話番号など）や、制御手段の動作モードの設定を宅内から
も宅外からも設定することができるので、遠隔監視制御装置１の使い勝手が向上する。
【００６８】
尚、本実施形態では外部通信手段を、回線インターフェース１３や機能チップ１５などで
構成され電話回線を介して通信を行う電話通信手段で構成しているが、電話通信手段の代
わりに無線信号により通信を行う無線通信手段を用いても良い。
【００６９】
また、上記のように構成される遠隔制御装置１の各部を一の器体に収納することにより、
その器体における入力端子Ｌ１，Ｌ２および電話接続端子Ｔ１，Ｔ２に、それぞれ電話回
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線Ｌおよび電話機３を接続するだけで、極めて簡単に遠隔制御システムを構築することが
できる。
【００７０】
（実施形態２）
本実施形態の遠隔監視制御装置１の概略構成図を図５に示す。上述の実施形態では電話回
線Ｌを介して外部と通信するために回線インターフェース１３及び機能チップ１５からな
る電話通信手段を用いているのに対して、本実施形態では回線インターフェース１３及び
機能チップ１５の代わりに、例えばＩＥＥＥ８０２．３などのＬＡＮ規格に準拠し、デー
タ回線終端装置４を介してインターネットへの接続のための公衆通信網と接続されるネッ
トワークインターフェース（ネットワークＩ／Ｆ）１９を備え、これを通して遠隔制御信
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号をメールで受ける制御を実行するようにコントローラ１６を構成している。尚、ネット
ワークＩ／Ｆ１９以外は実施形態１と同様であるので、共通する構成要素には同一の符号
を付して、その説明は省略する。
【００７１】
ここで、遠隔制御装置１の利用者はインターネットに接続するための所定のプロバイダと
契約しており、ＡＤＳＬまたはケーブルモデムなどのデータ回線終端装置４がそのプロバ
イダと常時接続されているとする。また、そのプロバイダからメールアドレスを取得して
いるとする。
【００７２】
このような環境のシステムにおいて、コントローラ１６が所定時間（例えば数十秒ないし
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数分〜数十分程度）毎に上記プロバイダのメールサーバにアクセスして、当該ユーザのメ
ールアドレス宛に遠隔制御信号を含んだメールが届いているかどうかを確認し、メールが
届いていれば、そのメールに含まれる遠隔制御コマンドに対応した制御コマンドを含む制
御信号を、赤外線送信部１７を介して機器２に送信する処理を実行する。
【００７３】
このような遠隔制御装置１によれば、メールを保存することによりそのメールを使って同
じ遠隔操作を実行することができるので、遠隔操作が極めて簡単になる。また、メールの
履歴を確認することにより、遠隔操作の履歴を確認することができる。さらに、音声ガイ
ダンスなどの回路が不要になるため、遠隔制御装置１の構成を簡単化することができる。
【００７４】
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また、コントローラ１６が通報モードで動作中にセンサ１８が不審者を検知すると、コン
トローラ１６は、所定の通報先に異常を通報するメールを作成して、ネットワークＩ／Ｆ
１９から予め設定されたメールアドレス宛にメールを送信させており、実施形態１のよう
に音声信号で通報する場合に比べて、より詳細な内容（不審者を検知した時間や検知回数
など）を通報することができ、また通報先に電話をかけないので、電話の通話料が不要に
なる。
【００７５】
また遠隔監視制御装置１に暗証番号や通報先のメールアドレスを設定する場合には、ユー
ザが所定のＷＥＢ画面上で遠隔監視制御装置１に割り当てられた個別の識別番号を入力す
ることにより、設定画面へ移行することができ、その画面上で暗証番号や通報先のメール
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アドレスなどを入力すると、ネットワークを介して遠隔監視制御装置１に暗証番号や通報
先のメールアドレスのデータがメールで送信され、このメールをネットワークインターフ
ェース１９が受信すると、受信したメールに含まれるデータに基づいてコントローラ１６
が記憶装置に暗証番号や通報先のメールアドレスを記憶させている。
【００７６】
（実施形態３）
本実施形態の遠隔監視制御装置１の概略構成図を図６に示す。本実施形態では、実施形態
１で説明した遠隔監視制御装置１において、エアコン２２から送信される赤外線信号を受
信する赤外線受信部２０を設けている。尚、赤外線受信部２０以外は実施形態１と同様で
あるので、共通する構成要素には同一の符号を付して、その説明は省略する。
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【００７７】
エアコン２２は、赤外線信号で送信された制御コマンドを受信する受信部２２０を有し、
受信部２２０の受信した制御コマンドに基づいて所定の動作を行うとともに、制御コマン
ドに対する制御結果を返送信号として送信部（図示せず）から赤外線信号で返送している
。したがって、コントローラ１６では、制御コマンドを赤外線送信部１７から送信させた
後、赤外線受信部２０の受信結果を監視しており、エアコン２２からの返送信号の有無や
その内容を確認することで、エアコン２２に所望の動作を確実に行わせることができる。
そして、制御コマンドに対する正常の返送信号が得られなかった場合、コントローラ１６
が、正常な返送信号が得られるまで赤外線送信部１７から制御コマンドを再度送信させる
ようにしても良く、エアコン２２に所望の動作を確実に行わせることができる。このよう

30

に電気機器からのアンサーバックがある場合は、アンサーバック信号を赤外線受信部２０
で受信して制御結果を確認することで、制御対象の電気機器に所望の動作を確実に行わせ
ることができる。
【００７８】
尚、本実施形態では実施形態１において赤外線受信部２０を設けているが、実施形態２に
おいても、本実施形態と同様にエアコン２２から送信される赤外線信号を受信する赤外線
受信部２０を設けても良く、同様の効果が得られる。
【００７９】
（実施形態４）
本実施形態の遠隔監視制御装置１の回線インターフェース１３の概略構成図を図７に示す
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。本実施形態では、実施形態１で説明した遠隔監視制御装置１において、電話回線Ｌが接
続される入力端子Ｌ１と送り接続端子Ｔ１との間に、コントローラ１６によって開閉が制
御されるリレー１３５を設けている。尚、リレー１３５以外は実施形態１と同様であるの
で、共通する構成要素には同一の符号を付して、その説明は省略する。
【００８０】
通常オンフック時はコントローラ１６がリレー１３２を開極させるとともに、リレー１３
５を閉極させており、このような制御を行うことで電話機３を電話回線Ｌに接続させて、
従来と同様の動作を電話機３に行わせることができる。
【００８１】
また、電話機３の呼出が合った場合は、実施形態１と同様に電話機３の方を先に着信させ
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ており、電流検出回路１３１が、電話回線Ｌを流れる電流を測定することにより、電話回
線Ｌがオフフックされて使用中となっているか否かを検出する。そして電話回線Ｌがオフ
フックされていることを電流検出回路１３１が検出すると、コントローラ１６はリレー１
３２を閉極させて、遠隔監視制御装置１をオフフック状態にする。この時、ユーザが宅外
の電話機を用いて暗証番号をＤＴＭＦ信号により入力し、電話回線Ｌを介して送信された
暗証番号が回線インターフェース１３などを介してコントローラ１６に入力されると、コ
ントローラ１６は、遠隔監視制御装置１への着信であると判断し、リレー１３５を開極す
る。これにより遠隔操作時には電話機３が電話回線Ｌから切り離されるので、電話機３を
オフフックしても、ＤＴＭＦ操作の信号音や音声ガイダンスを聞くことがなく、余分なメ
ッセージを家人に聞かせ無くても済む。尚、遠隔操作が終了すると、コントローラ１６は
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リレー１３２を開極させて遠隔監視制御装置１をオンフックさせた後、リレー１３５を閉
極させて電話機３を電話回線Ｌに接続させており、これによって電話機３を用いて従来と
同様の操作が行える。
【００８２】
尚、本実施形態では実施形態１においてリレー１３５を設けているが、上述した実施形態
３において、電話回線Ｌが接続される入力端子Ｌ１と送り接続端子Ｔ１との間に、コント
ローラ１６によって開閉が制御されるリレー１３５を設けても良く、上述と同様の効果が
得られる。
【００８３】
【発明の効果】
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上述のように、請求項１の発明は、宅内に設置され、宅外の機器から送信された遠隔制御
信号を受信して、宅内の電気機器を制御する遠隔監視制御装置であって、外部との間で通
信を行う外部通信手段と、宅内の電気機器にコマンドを送信するコマンド送信手段と、周
囲の状況を検知する検知手段と、外部通信手段が受信した遠隔制御信号に基づいてコマン
ド送信手段から電気機器を制御する制御コマンドを送信させるとともに、検知手段が異常
な状況を検知すると外部通信手段から予め設定された通報先に異常通報を送信させる制御
手段と、外部通信手段が受信した設定信号に基づいて電気機器の制御動作及び通報動作に
関する設定及び制御手段の動作モードの設定を行う設定手段とを備えて成ることを特徴と
し、外部通信手段が外部から遠隔制御信号を受信すると、この遠隔監視制御装置に基づい
て制御手段がコマンド送信手段からコマンドを送信させて、宅内の電気機器の動作を制御
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することができ、また検知手段が異常を検知すると制御手段が外部通信手段から通報先に
異常通報を送信させているので、宅外から宅内の電気機器を制御したり宅内の異常を宅外
の通報先に通報することができ、さらに設定手段は外部通信手段が受信した設定信号に基
づいて制御動作及び通報動作に関する設定及び制御手段の動作モードの設定を行っている
ので、宅外から設定や動作モードを変更できるという効果がある。
【００８４】
請求項２の発明は、請求項１の発明において、外部通信手段は、電話回線を介して通信を
行う電話通信手段、又は、無線信号により通信を行う無線通信手段の何れか一方からなる
ことを特徴とし、請求項１の発明と同様の効果がある。
【００８５】
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請求項３の発明は、請求項１の発明において、コマンド送信手段は、赤外線信号によりコ
マンドを送信する赤外線発光素子を具備して成ることを特徴とし、請求項１の発明と同様
の効果がある。
【００８６】
請求項４の発明は、請求項３の発明において、赤外線発光素子を複数具備し、赤外線信号
が複数の方向に送信されるように各赤外線発光素子を配置したことを特徴とし、コマンド
送信手段からは複数の方向に赤外線信号が送信されるので、異なる場所に設置された電気
機器を制御する場合にも各々の電気機器に対して確実にコマンドを送信することができる
。
【００８７】
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請求項５の発明は、請求項１の発明において、検知手段として、人体から放射される熱線
を検出することによって検知エリア内で人の存否を検出する人感センサを用い、該人感セ
ンサにより不審者の侵入を検知すると、制御手段が外部通信手段から通報先へ異常通報を
送信させることを特徴とし、宅内に不審者が侵入したことを通報しているので、通報内容
から外出中に不審者が侵入したか否かを確実に判別できる。
【００８８】
請求項６の発明は、請求項５の発明において、制御手段は、人感センサからの検知信号が
所定の時間内に複数回あれば人が存在すると判断することを特徴とすし、不審者がいる場
合は人感センサからの検知入力が何度もあるので、ノイズなどによって人感センサから入
力される単発的な検知入力を誤検知するのを防止できる。
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【００８９】
請求項７の発明は、請求項１の発明において、外部通信手段は、電話回線を介して通信を
行う電話通信手段からなり、該電話通信手段と並列に宅内電話機が接続されており、設定
手段は、宅内電話機から自局の番号に発呼したときに局側から送信される話中音を検出し
、且つ、設定操作用の設定釦が操作されると、設定処理を行うことを特徴とし、請求項１
の発明と同様の効果がある。
【００９０】
請求項８の発明は、請求項３の発明において、制御手段は、コマンド送信手段から、受信
したコマンドの内容に応じた動作を行う照明器具へコマンドを送信させることを特徴とし
、宅外から照明器具の動作を制御することができる。
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【００９１】
請求項９の発明は、請求項３の発明において、制御手段は、コマンド送信手段から、受信
したコマンドの内容に応じた動作を行う空調機へコマンドを送信させることを特徴とし、
宅外から空調機の動作を制御することができる。
【００９２】
請求項１０の発明は、請求項９の発明において、検知手段として、人体から放射される熱
線を検出することによって検知エリア内で人の存否を検出する人感センサを用い、制御手
段は、コマンドを送信して空調機を動作させた際に周囲の温度が安定するまでの一定時間
検知手段の出力を無視することを特徴とし、空調機を動作させた際の温度変化を人感セン
サが誤検知して、制御手段が誤動作するのを防止できる。
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【００９３】
請求項１１の発明は、請求項１の発明において、通報先への異常通報は、外部通信手段に
より通報先へ発呼して、電話回線がつながると音声信号により通報メッセージを送出する
か、又は、メールを送信するかの何れかであることを特徴とし、音声信号による通報メッ
セージ又はメールで異常を通報できる。
【００９４】
請求項１２の発明は、請求項１の発明において、侵入者に警告を与える警告手段を具備し
、検知手段が不審者の侵入を検知すると、制御手段は、警告手段により警告を与えるとと
もに、警告を与えてから外部通信手段により異常通報を行わせることを特徴とし、侵入者
に警告を与えるとともに、外部の通報先に異常通報を行っているので、通報内容から外出

40

中に不審者が侵入したか否かを確実に判別できる。
【００９５】
請求項１３の発明は、請求項１の発明において、通報先への異常通報は、外部通信手段に
より予め設定された複数の通報先へ所定の通報順序で発呼し、電話回線がつながると音声
信号により通報メッセージを送出することを特徴とし、複数の通報先に所望の順番で異常
通報が行えるという効果がある。
【００９６】
請求項１４の発明は、請求項１の発明において、検知手段の検知結果に基づいて制御手段
が通報を行うか否かを設定する通報モード設定手段を設け、制御手段は、通報モード設定
手段により通報を行うように設定されてから所定の待機時間が経過するまでの間、検知手
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段の検知結果を無視することを特徴とし、通報モード設定手段に設定された直後から通報
を行うようにすると、通報モード設定手段を操作したユーザを誤検知する可能性があるが
、所定の待機時間が経過するまでの間は検知手段の検知結果を無視しているので、ユーザ
を誤検知して異常通報が行われるのを防止できる。
【００９７】
請求項１５の発明は、請求項１の発明において、外部通信手段は、電話回線を介して通信
を行う電話通信手段からなり、該電話通信手段と並列に宅内電話機が接続されており、着
呼時には宅内電話機が先にオフフックするまで待機し、宅内電話機のオフフックを検出し
て外部通信手段がオフフックすることを特徴とし、宅内電話機の方を先にオフフックさせ
ることで、遠隔監視制御装置の存在を気付かせることなく、通常の宅内電話機として使用
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できる。
【００９８】
請求項１６の発明は、請求項１の発明において、コマンド送信手段は、電気機器に対して
同じコマンドを複数回送信することを特徴とし、コマンドを複数回送信することで、電気
機器側でコマンドの取りこぼしが発生するのを防止でき、電気機器に所望の動作を確実に
行わせることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施形態１の遠隔監視制御装置の構成図である。
【図２】同上を用いた遠隔監視制御システムの概略構成図である。
【図３】同上の回線インターフェースの構成図である。
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【図４】同上の赤外線送信部の概略構成図である。
【図５】実施形態２の遠隔監視制御装置の構成図である。
【図６】実施形態３の遠隔監視制御装置の構成図である。
【図７】実施形態４の遠隔監視制御装置の回線インターフェースの構成図である。
【符号の説明】
１

遠隔監視制御装置

１３

回線インターフェース

１５

機能チップ

１６

コントローラ

１７

赤外線送信部

１８

センサ

Ｌ

電話回線
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