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(57)【要約】
【課題】本発明は、１０６まで、すなわち１０の６乗ま
たは１，０００，０００の精度で認証することによって
、安全な場所へのアクセスを許可する（または拒絶する
）。 このような精度は、高度に安全かつ制御されたア
クセスを可能にし、それによって、ソフトウェアまたは
ハードウェアに基づく従来のセキュリティ技術よりも、
細かな制御およびセキュリティが可能となる、新たな領
域を切り開くものである。本発明の目的は、既存のロッ
ク/保管/セキュリティシステムよりも堅牢性の高い付加
的なセキュリティウォールを提供することである。その
ような新しい高堅牢性のセキュリティウォールは、既存
の所有者、企業が既存のセキュリティシステムをアップ
グレードまたは交換せずに、ハッカーを防御し安全なメ
カニズムを持つことを可能にする。この目的のもう一つ
の利点は、以下のような新しい産業分野を立ち上げるこ
とである：
１．セクター（研究開発会社）：独自のキーを識別する
ために必要な共振周波数に基づいて新しい合金を製造、
試験、作成。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　振動ロックおよびキー手段は、資産へのアクセスを確実に制御するためであり、振動ロ
ックおよびキー手段は：
　ロック装置とキー装置を備える。キー装置のブレード部は、ロック装置のロック機構を
作動させる。キー装置は、振動的に特徴的な材料で構成される。振動的に特徴的な材料は
、明確な振動的共振プロファイルを有することを特徴とする。振動的共振プロファイルは
、振動的に特徴的な材料の共振周波数の１つ以上を表し、そして、ロック装置の振動部を
構成する１つ以上の部品を備え、ロック装置の振動部は、振動特定材料から構成され、そ
して、 ロック装置の振動部を 振動的に特徴的な材料の共振周波数で振動する。そして、
共鳴検証は キー装置のブレード部を キー装置がロック装置のロック機構を作動させない
限り、ロック装置のロック機構を作動させない手段である。 ロック装置の振動部分と同
じ共振周波数で振動する。この共鳴周波数は共通の共鳴周波数である。
【請求項２】
　請求項１に記載の振動ロックおよびキー手段において、前記振動的に特徴的な材料１つ
以上の金属を含む。
【請求項３】
　請求項１に記載の振動ロックおよびキー手段において、前記キー装置を前記ロック装置
の前記振動部と同位相で振動させる位相調整手段を備えたことを特徴とする。
【請求項４】
　請求項１に記載の振動ロックおよびキー手段において、前記キー装置または前記ロック
装置の前記振動部のいずれかの故障を検出して、予想される共振周波数で振動させる手段
を備えた警報装置をさらに備え、 前記障害に対する応答を発行する手段をさらに備える
ことを特徴とするシステム。
【請求項５】
　請求項４に記載の振動ロックおよびキー手段において、１つ以上のアラーム信号を生成
し、前記アラーム信号を１つ以上の受信機に送信する手段をさらに備えるシステム。
【請求項６】
　請求項１に記載の振動ロックおよびキー手段において、ロック装置の振動部はフェース
プレートを含む。
【請求項７】
　請求項１に記載の振動ロックおよびキー手段において、前記キー装置および前記ロック
装置のいずれかまたは両方において生じる磁歪効果を説明するために、前記ロック装置の
機能パラメータを調整する磁歪応答手段をさらに備える。
【請求項８】
　目標共振周波数で振動してロックの作動を調整するロック及びキー装置を含むセキュリ
ティシステムを作る方法であって、次のステップから構成される：
　少なくとも１つの固有共振周波数を有することを特徴とする、前記ロックおよびキー装
置の任意の部分を形成することができる1つまたは複数の候補共鳴組成物を識別するステ
ップと、そして、
　選択された共鳴組成物から所望の共鳴周波数プロファイルの所持を含む前記選択のため
の基準が前記ロックおよびキー装置の構成のための前記１つまたは複数の候補共鳴組成物
から選択された共鳴組成物を選択するステップと、そして、
　選択された共振組成物からロックおよびキー装置のキーの本体部分を形成し、選択され
た共振組成物からロックおよびキー装置のロックの振動部分を形成するステップとを含み
、キーのブレード部分が、ロックを作動するよう作られ、そして、
　前記ロックは、固定された特性へのアクセスを制御する手段の一部である位置に前記ロ
ックを設置することを含み、前記設置は、前記ロックおよびキー装置に振動誘導手段との
インターフェース手段を結合するステップをさらに含み、そして、
　前記ロックおよびキー装置との間の振動の周波数と、少なくとも１つの認可振動周波数
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との間の一致を含む、認可振動一致を検出する手段と、
　クリアランス機構が認可振動マッチングを検出しない限り、ロックが作動しないように
、目標共振周波数で振動するロックおよびキー装置を含むセキュリティシステムを作る。
【請求項９】
　請求項８に記載の方法において、認可振動可能周波数は目標共振周波数である。
【請求項１０】
　請求項８に記載の方法において、前記振動誘導手段は、前記目標共振周波数と、前記許
容振動周波数のうちの１つ以上と、前記１つまたは複数の振動周波数のうちの１つまたは
複数で、前記ロックの前記振動部分および前記キーの本体部分の一方または両方を振動さ
せる、 より多くの代替振動周波数である。
【請求項１１】
　請求項８に記載の方法において、前記振動マッチングを許可するステップは、前記キー
の前記本体部分の振動の周波数と前記ロックの前記振動部分の振動の周波数との間の整合
を含む方法である。
【請求項１２】
　請求項８に記載の方法において、前記キーの本体部分の振動の周波数と、前記ロックの
前記振動部分の振動の周波数と、前記目標共振周波数とのうちの１つ以上の間の一致を含
む、請求項１に記載の方法。 振動周波数を認可する。
【請求項１３】
　請求項８に記載の方法において、共鳴組成物は金属含有組成物である。
【請求項１４】
　請求項８に記載の方法において、前記ロック機構と前記キー装置のいずれかの振動周波
数の不一致を検出する手段を備えた警報機構に前記クリアランス機構を連結するステップ
をさらに含むことを特徴とする。
【請求項１５】
　請求項８に記載の方法において、ロック振動部分はフェースプレートを含む。
【請求項１６】
　請求項８に記載の方法において、前記クリアランス機構は、前記認可振動マッチングを
検出した後に、前記ロックの前記振動部分の振動を停止させる手段をさらに備える。
【請求項１７】
　請求項８に記載の方法において、前記隙間機構は、前記ロックの前記ロック機構の作動
を調整するための手段をさらに備え、前記拘束可能な振動の一致が検出されない限り、前
記ロックを開放することができない。
 
【請求項１８】
　請求項８に記載の方法において、前記ロックおよびキー装置のいずれかの部分で生じる
磁歪効果を説明するために、前記ロックの機能パラメータを調整する磁歪応答手段をさら
に備える。
【請求項１９】
　請求項８に記載の方法において、ビジネス方法をさらに含み、前記ビジネス方法は、顧
客に属する特定の財産の中に前記鍵および鍵装置を含むセキュリティシステムを設置する
ステップと、そして、
　ロックおよびキー装置のキーが安全に準備され、顧客に安全に供給されるように、顧客
に支援サービスを提供するステップと、そして、
　顧客のメンテナンスニーズが満たされるメンテナンスサービスを顧客に提供する。メン
テナンスニーズは、システムのいずれかの部分の交換、
　システムの任意の部分の修復、およびシステムの任意の部分の診断評価を含む。そして
、
　システムの1つまたは複数の機能が、セキュリティエージェントによって実行される1つ
または複数の任務のパフォーマンスに動作可能にリンクされる、セキュリティリエゾンサ



(4) JP 2018-517079 A 2018.6.28

10

20

30

40

50

ービスを顧客に提供するステップと、そして、
　複数の識別された当事者の間で通信データの安全な交換を可能にするための手段を含む
私設通信ネットワークを動作させるステップと、
　ロックの作動を調整するために目標共振周波数で振動するロックおよびキー装置を含む
セキュリティシステムを作成する方法を利用したセキュリティサービス事業の運営を可能
にする。
 

 
【発明の詳細な説明】
【図面の簡単な説明】
【０００１】
【図１】図１では、「Ｘ」ＭＨｚの周波数で振動する必要のあるキーが示されている。金
属の組成に応じて、それぞれのキーには異なる周波数が割り当てられている。そのような
周波数は、キーのメーカー、施錠メーカー、バイヤーに知られている。このメカニズムは
、メガヘルツの範囲およびより高いレベルの周波数の認証を可能にするため、キーおよび
ロックの製造業者は、世界中のキーに固有の、広範囲の周波数を割り当てることが可能で
ある。自然の共鳴周波数は、周期律表の各金属について変化し得るので、そのような周波
数の範囲もそれに応じて変化し得る。さらに、2つ以上の金属の合金を製造することがで
き、それらの新しい共振周波数が測定され、これらの新しい共振周波数範囲が同じセキュ
リティ機構に使用され得る。合金を作製することにより、周期表内の金属の共鳴周波数を
超えて利用可能な共鳴周波数の範囲を広げることが可能である。鍵盤と金属板の両方を正
確に同じ周波数で振動させる必要がある。キーが金属板に挿入され、キーと金属板の周波
数が一致すると、ＯＫ信号が出され、同じキーがロックにアクセスできるようになる。キ
ーと金属板の周波数の不一致がある場合は、セキュリティ担当者またはリモートセキュリ
ティシステムにアラームが送信され、セキュリティ違反が警告される。そのようなアラー
トが発行されると、個人はロックにアクセスすることができず、潜在的なセキュリティ侵
害を防ぐことになる。
【発明を実施するための形態】
【０００２】
　２つのオブジェクト/パラメータの振動の共振周波数を一致させる。例えば、 「ロック
」がそれ自身の「キー」によって開かれる場合、ロックは小さな変位で非常に高い周波数
で振動し続けることができる。したがって、 キーを挿入してロックを開く場合は、ロッ
クに挿入している間に、ロックとまったく同じ周波数でキーを振動させなければならない
。キーとロックの両方の周波数がまったく同じ場合、次のようになる。
【０００３】
　ロックとキーの相対的な周波数は、位相が同じで同じ周波数で振動しているため、ゼロ
になる。
【０００４】
　キーの周波数がわずかなオーダーでも一致しない場合、ロックの周波数がキーの周波数
と等しくないため、ロックが開かれないため、キーが適切に収まらない。
　したがって、銀行のセキュリティに使用することができ、施錠前に「振動」プレートを
置くことができる。そのような場合、ロックは振動する必要はない。
【０００５】
　プレートの周波数とキーの周波数が一致すると、プレートが振動するのを止める信号が
与えられ、ロックがキーを「受け入れる」準備が整う。
【０００６】
　周波数がごくわずかな順序と一致しない場合は、「不正アクセス」を示すアラームを与
えることができる。振動は、Ｘ、Ｙ、またはＺ軸に沿ったものであってもよい。
　周波数を一致させるこの効果は、他の電気的、電子的またはコンピュータシステム（機
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密性の高いデータ/オブジェクトが保護されている場所）で使用される。
　金属の場合の「磁歪」の効果は、金属体内の３次元における変位を観察するときに考え
られる。
【０００７】
［構成要素一覧］
請求項１から：
・振動ロックおよびキー手段（本発明の装置全体）。
・プロパティ（本発明によってアクセスが制御されるエリア、コンパートメント、または
アイテム）。
・ロック装置とキー装置
・キーデバイスのブレード部分。
・あるタイプのロック装置のロック機構の例。
・振動的に異なる材料
・振動共振プロファイル
・ロック装置の振動部
・振動誘導手段
・共鳴検証手段
【０００８】
請求項２～７から：
・フェーズリコンシリエーション手段
・警報装置
・磁歪応答性の手段
【０００９】
請求項８～１８から：
・ロックおよびキー装置を含むセキュリティシステム
・目標共鳴周波数
・候補/選択された共鳴組成物
・金属含有組成物
・選択された金属含有組成物
・固有の共振周波数
・ロックおよびキー装置
・キーの本体部分
・「ロックは、保護されたプロパティへのアクセスを制御するための手段の一部である場
所」
・振動誘導手段とのインターフェース手段
・クリアランスメカニズム
・認定振動一致
・ロック・キー装置の振動周波数
・振動周波数の認証
【００１０】
請求項１９から：
・顧客にサポートサービスを提供
・安全に準備
・安全に伝達
・顧客にメンテナンスサービスを提供
・メンテナンスの必要性
・顧客にセキュリティリエゾンサービスを提供
・セキュリティエージェントによって実行される業務
・診断評価
・プライベート通信ネットワーク
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【図１】
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【要約の続き】
２．セクター（製造）：そのような周波数が特定されると、各金属用にそうしたキーおよび金属板を量産。
３．セクター（メンテナンス＆サポート）：このセキュリティ・メカニズムを利用する顧客向けの、高度に専門的な
保守とサポートサービス。たとえば、顧客などのサポートサービスは、R＆D会社が設計した新しい合金について定期
的に更新情報を提供することによって、そのようなキーを安全に提供し、古いキーが故障した場合に既存のキーを交
換する。
４．セクター（プライベート・ネットワーク）：研究開発会社と製造業者を結ぶプライベート・ネットワーク、製造
業者と保守＆サポートを結ぶ別のプライベート・ネットワーク、保守サポートサービスと既存の顧客を結ぶ別のプラ
イベート・ネットワーク。
【選択図】図１
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