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(57)【要約】
　銃器の有効/無効化電子システムは、銃器(7)に組込ま
れるベースユニット(1)及び安全装置(4)を含む。ベース
ユニット(1)及び安全装置(4)のそれぞれは、互いに無線
コマンド信号を交換/処理する送受信機(2，5)を有する
。安全装置は作動回路(6)を有し、これは安全装置(4)の
送受信機によって制御され、そしてロッキングメカニズ
ム(8)を作動する。この場合ロッキングメカニズムは銃
器を発砲することを防止するよう作動する。無線コマン
ド信号(9)はベースユニット及び安全装置の間の所定の
距離の範囲内で作動し、安全装置がベースユニットから
所定の距離内に配置されているとき、送受信機は無線コ
マンド信号を交換し、安全装置の送受信機が作動回路を
促してロッキングメカニズムを作動することを生じさせ
る。これにより、銃器(7)が発砲することを防止するロ
ッキングモードをとるロッキングメカニズムを生じさせ
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信機及び受信機の少なくとも何れかを含む少なくとも１つのベースユニットと、少な
くとも１つの安全装置を備えた銃器を有効化及び無効化する電子システムであって、
　前記安全装置は、
　　前記ベースユニットの送信機及び受信機で無線コマンド信号を交換及び処理する送信
機及び受信機と、
　　前記安全装置の送信機及び受信機によって制御され、及び、銃器の発砲を防止するよ
う操作可能なロッキングメカニズムを作動する作動回路と、
を含み、
　前記無線コマンド信号は、前記ベースユニットと前記安全装置との間の所定の距離内で
操作可能であり、
　前記安全装置が前記ベースユニットからの前記所定の距離内に配置されるとき、前記ベ
ースユニットの送信機及び受信機並びに前記安全装置の送信機及び受信機は、前記無線コ
マンド信号を交換し、当該無線コマンド信号は、前記安全装置の送信機及び受信機に対し
てロッキングメカニズムを作動するよう前記作動回路を促し、これにより銃器が発砲する
ことを防止するロッキングモードをとる前記ロッキングメカニズムをおこさせる前記電子
システム。
【請求項２】
　コマンド信号が操作可能である範囲内、且つ、ベースユニットの送信機及び受信機並び
に安全装置の送信機及び受信機がコマンド信号を交換及び処理することが可能な、ベース
ユニットと安全装置との間の前記所定の距離は、前記安全装置を装備した銃器を無効化す
る必要がある指定エリアをカバーする範囲である、請求項１に記載の電子システム。
【請求項３】
　前記ベースユニットは前記制定エリア内に配置されることを特徴とする、請求項２に記
載の電子システム。
【請求項４】
　前記所定の距離は０～１００ｍの間である、請求項１～３の何れか１項に記載の電子シ
ステム。
【請求項５】
　前記所定の距離は０～２００ｍの間である、請求項１～３の何れか１項に記載の電子シ
ステム。
【請求項６】
　前記安全装置は銃器に組み込まれ、前記ロッキングメカニズムは前記銃器の発泡メカニ
ズムと協働する、請求項１～５の何れか１項に記載の電子システム。
【請求項７】
　複数の銃器も組み込まれる複数の安全装置を更に含む、請求項１～６の何れか１項に記
載の電子システム。
【請求項８】
　同一のコマンド信号が各安全装置によって処理可能である、請求項７に記載の電子シス
テム。
【請求項９】
　前記ベースユニットは複数のコマンド信号を処理し、各コマンド信号は前記安全装置の
一つに対応して固有なものである、請求項７に記載の電子システム。
【請求項１０】
　前記安全装置は前記安全装置の作動回路に結合された読み出し装置と、銃器のユーザに
よって身につけられるタグ装置とを更に含み、前記各読み出し装置及び前記タグ装置は、
送受信機を含み、
　前記読み出し装置及び前記タグ装置は、互いから所定の距離の範囲内にある無線認証信
号を交換及び処理し、
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　前記安全装置が前記タグ装置から前記所定の距離の範囲内に配置されるとき、前記読み
出し装置及び前記タグ装置は前記無線認証信号を交換及び処理し、これにより、アドレス
読み出し装置は前記作動回路を促してアドレスロッキングモードから前記ロッキングメカ
ニズムを解放する、請求項１～９の何れか１項に記載の電子システム。
【請求項１１】
　前記安全装置及びタグ装置が前記所定の距離よりも離れて存在すると、前記読み出し装
置は前記ロッキングメカニズムを作動するよう前記作動回路を促し、これによって前記ロ
ッキングメカニズムは、前記安全装置を装備したし銃器が発砲することを防止することが
可能なロッキングモードをとるよう構成された前記読み出し装置及び前記タグ装置である
ことを特徴とする、請求項１０に記載の電子システム。
【請求項１２】
　前記所定の距離は０～１ｍの間である、請求項１０又は１１に記載の電子システム。
【請求項１３】
　前記安全装置の送信機及び／又は受信機は前記作動回路に接合され、前記作動回路を制
御することにおいて前記読み出し装置をオーバーライドし、前記安全装置が前記コマンド
信号を操作し得る前記所定の距離内にあるとき、前記ベースユニットの送信機及び／又は
受信機並びに安全装置の送信機及び／又は受信機が前記コマンド信号を交換及び処理し、
これより前記ロッキングメカニズムが、前記安全装置が前記タグ装置から前記所定の距離
範囲内に配置されているか否かにかかわらず、そして前記読取り装置が前記作動回路を促
して前記ロッキングメカニズムを解放するか否かにかかわらず、前記ロッキングモードを
とるように前記ロッキングメカニズムを生じさせる、請求項１０～１２の何れか１項に記
載の電子システム。
【請求項１４】
　前記安全装置及び前記ベースユニットの送信機及び／又は受信機間で交換されるコマン
ド信号を操作し得る前記所定の距離は、前記読取り装置と前記タグ装置間で交換される前
記認証信号を操作し得る所定の距離よりも長い、請求項システム１３に記載の電子システ
ム。
【請求項１５】
　前記コマンド信号を操作し得る前記所定の距離は、ビルの区分（約１０～１００ｍ）に
匹敵するのに対して、前記認証信号を操作し得る前記所定の距離は、ユーザが身につける
前記タグ装置の近傍内で０～１ｍの間である、請求項システム１４に記載の電子システム
。
【請求項１６】
　前記ベースユニットの送信機及び／又は受信機と、前記安全装置の送信機及び／又は受
信機との間の無線通信は、ローカルエリア無線プロトコルを用いて実行される無線周波数
（ＲＦ）通信である、請求項１～１５に記載の電子システム。
【請求項１７】
　前記ベースユニットの送信機及び／又は受信機と、前記安全装置の送信機及び／又は受
信機との間の無線通信は、０～１００ｍの距離の範囲内で操作し得る、請求項１６に記載
の電子システム。
【請求項１８】
　前記ベースユニットの送信機及び／又は受信機と、前記安全装置の送信機及び／又は受
信機との間の無線通信は、０～２００ｍの距離の範囲内で操作し得る、請求項１６に記載
の電子システム。
【請求項１９】
　前記ベースユニットの送信機及び／又は受信機と、前記安全装置の送信機及び／又は受
信機との間の無線通信は、０～１０００ｍの距離の範囲内で操作し得る、請求項１６に記
載の電子システム。
【請求項２０】
　前記距離は必要に応じて所望の短い距離に調整可能である、請求項１６～１９の何れか
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１項に記載の電子システム。
【請求項２１】
　前記ローカルエリア無線プロトコルは低データプロトコルであり、その使用はベースユ
ニットの送信機及び／又は受信機と、安全装置の送信機及び／又は受信機との間の無線接
続、低パワー接続をあらわす、請求項１６～２０の何れか１項に記載の電子システム。
【請求項２２】
　前記無線周波数は超高ＲＦバンド（３００ＭＨｚ～３ＧＨｚ）から選択される、請求項
１６～２１の何れか１項に記載の電子システム。
【請求項２３】
　前記読取り装置の送信機及び／又は受信機と、前記タグ装置の送信機及び／又は受信機
間の無線通信は、０～１ｍ距離内で操作可能な短距離無線通信プロトコルを用いて実行さ
れるＲＦ通信である、請求項１０～１５の何れか１項に記載の電子システム。
【請求項２４】
　前記無線周波数は高ＲＦバンド（３ＭＨｚ～３０ＭＨｚ）から選択される、請求項２３
に記載の電子システム。
【請求項２５】
　前記読取り装置及びタグ装置の一つは操作されるバッテリーであり、もう一つは前記読
取り装置と前記タグ装置間の無線通信、低パワー接続をあらわす受動素子である、請求項
１０～１５又は請求項２４の何れか１項に記載の電子システム。
【請求項２６】
　前記タグ装置は、リング、ブレスレット、腕時計、カフスに組み込まれる、請求項１０
～１５又は請求項２４～２５の何れか１項に記載の電子システム。
【請求項２７】
　前記読取り装置と前記タグ装置間で交換される前記認証信号はコード化されており、そ
の結果、前記安全装置を装備した銃器は、一致するタグ装置、又は同一コードを共有する
タグ装置のグループによって有効化される、請求項１０～１５又は請求項２４～２６の何
れか１項に記載の電子システム。
【請求項２８】
　前記ロッキングメカニズムにより、ロッキングモードに維持する作動回路６を必要とす
ることなく、いつでも前記ロッキングモードに残しておくよう調整される、請求項１～２
７の何れか１項に記載の電子システム。
【請求項２９】
　前記ロッキングメカニズムにより、ロッキングモードに維持したり又は解放モードにさ
れ、前記作動回路は前記ロックモードと前記解放モードとの間で前記ロッキングメカニズ
ムを切り替えることを必要とするだけを特徴とする、請求項１～２８の何れか１項に記載
の電子システム。
【請求項３０】
　前記作動回路は前記ロッキングメカニズムを作動する電子メカニカル要素を含む、請求
項１～２９の何れか１項に記載の電子システム。
【請求項３１】
　前記作動回路はソレノイドを含む、請求項３０に記載の電子システム。
【請求項３２】
　前記作動回路は電磁気アクチュエータを含む、請求項３０に記載の電子システム。
【請求項３３】
　前記ロッキングメカニズム及び前記作動回路は、前記ロッキングメカニズムがロッキン
グモードになると、前記作動回路によってのみ解放されることができよう構成されている
、請求項１～３２の何れか１項に記載の電子システム。
【請求項３４】
　前記ロッキングメカニズムは、銃器の発砲メカニズムを備えたロッキング歯車の内外に
ある作動回路の影響下で移動可能なピン又はキャッチ部を含む、請求項１～３３の何れか
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１項に記載の電子システム。
【請求項３５】
　前記タグ装置又は前記読取り装置の一つはマニュアル・ON/OFFスイッチを含み、その結
果、前記承認済みユーザによって前記スイッチの有効化があれば、前記所定の距離範囲に
ある認証データをタグ装置又は読取り装置が交換することができる、請求項１～３４の何
れか１項に記載の電子システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は銃器のための安全システムに係わり、特に銃器の動作を可能にする／無効にす
ることに関する電子システムに関する。
【０００２】
　電子的な動作を可能にする／無効にする装置が装備された銃器がすでに知られている。
ＥＰ０９１２８７１Ｂ１は、銃器の点火メカニズムを阻止する電子制御のロッキングメカ
ニズムを含む安全性の特徴を有する銃器を記載する。このロッキングメカニズムは、銃器
に提供される送受信ユニットと結合する。第２の送受信ユニットが承認済みのユーザに提
供される。銃器の送受信ユニットは、コード信号を承認済みユーザの装置と無線で交換し
、その結果、承認済みユーザ及び機器一致の識別コードから所定の距離離れた範囲内に銃
器が存在するとき、ロッキングメカニズムが解かれる。このようなシステムは、承認済み
ユーザ以外の何者かによって銃器の使用若しくは誤使用を防止するのに有用である。例え
ば、犯罪、子供、精神疾患者、又は送受信機を有する認証済みユーザから所定の距離外に
銃器がある時の他の誰かの使用等である。しかしながら、これまでの装置は、銃器がすべ
て一緒に禁止されるという場所や環境下で、認証済みユーザが事故で若しくは意図的に武
器を発砲することを阻止することはできなかった。
　本発明の目的は、上記課題を未然に防ぐ銃器に関する安全システムの改善をもたらすも
のである。
【発明の概要】
【０００３】
　したがって、本発明は、送信機及び受信機の少なくとも何れかを含む少なくとも１つの
ベースユニットと、少なくとも１つの安全装置を備えた銃器を有効化及び無効化する電子
システムであって、前記安全装置は、前記ベースユニットの送信機及び受信機で無線コマ
ンド信号を交換及び処理する送信機及び受信機と、前記安全装置の送信機及び受信機によ
って制御され、及び、銃器の発砲を防止するよう操作可能なロッキングメカニズムを作動
する作動回路とを含み、前記無線コマンド信号は、前記ベースユニットと前記安全装置と
の間の所定の距離内で操作可能であり、前記安全装置が前記ベースユニットからの前記所
定の距離内に配置されるとき、前記ベースユニットの送信機及び受信機並びに前記安全装
置の送信機及び受信機は、前記無線コマンド信号を交換し、当該無線コマンド信号は、前
記安全装置の送信機及び受信機に対してロッキングメカニズムを作動するよう前記作動回
路を促し、これにより銃器が発砲することを防止するロッキングモードをとる前記ロッキ
ングメカニズムをおこさせる前記電子システムを提供する。
【０００４】
　本発明のシステムは、例えば、交番や学校などの銃器の使用が禁止されている指定され
たエリア内に安全装置を装備した銃器使用若しくは誤使用を防止する。これを可能にする
ため、ベースユニットがその指定エリア内に配置され、それによって安全装置を装備した
銃器が指定エリアに運び込まれるやいなや、ロッキングメカニズムの使用が有効となり、
銃器の点火メカニズムをロックする。これとは反対に、銃器が指定エリア外（つまり、所
定の距離範囲外）に持ち出されるやいなやと、ベースユニット及び安全装置はコマンド信
号を交換したり且つ処理することを中止し、そして安全装置の送信機及び／又は受信機が
作動回路をプロンプトして（促して）、ロッキングメカニズムが解かれるようにする。
【０００５】
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　好ましくは、コマンド信号が操作可能である範囲内、且つ、ベースユニットの送受信機
及び安全装置の送受信機がコマンド信号を交換し処理することが可能な、ベースユニット
と安全装置との間の所定の距離範囲というのは、当該指定エリアをカバーする上で充分な
範囲である。ここでは、本発明に係るシステムの安全装置を装備した銃器は無効化される
ことが必要であり、０～１００ｍ、好ましくは０～２００ｍの間に存在する。
【０００６】
　この安全装置は、ロッキングメカニズムが銃器の点火メカニズムと協働するようにする
ため、銃器に組み込まれる。理想的には、本発明に係るシステムは、複数の銃器に組み込
まれる複数の安全装置を含む。この場合、各安全装置によって同じコマンド信号を処理す
ることが可能である。あるいはまた、ベースユニットは複数のコマンド信号を処理し、各
コマンド信号が１つの対応する安全装置にとってユニークなものである。
【０００７】
　理想的には、安全装置は、さらに、前記安全装置の作動回路に結合された読み出し装置
と、銃器のユーザによって身につけられるタグ装置とを更に含み、前記各読み出し装置及
び前記タグ装置は、送受信機を含み、前記読み出し装置及び前記タグ装置は、互いから所
定の距離の範囲内にある無線認証信号を交換及び処理し、前記安全装置が前記タグ装置か
ら前記所定の距離の範囲内に配置されるとき、前記読み出し装置及び前記タグ装置は前記
無線認証信号を交換及び処理し、これにより、アドレス読み出し装置は前記作動回路を促
してアドレスロッキングモードから前記ロッキングメカニズムを解放することを含む。
【０００８】
　安全装置及びタグ装置が上記所定の距離よりも大きく離れていることによって分離され
ると、読取り装置は作動回路をプロンプトして（促し）、ロッキングメカニズムを有効化
し、ロッキングメカニズムにより、安全装置を装備した銃器が発砲されること防止する能
力があるロッキングモードをとるようにする。安全装置及びタグ装置の理想的な所定の距
離範囲は０～１ｍの間である。本発明に係るシステムの上述した特徴は、認証済みユーザ
がベースユニットの送受信機のコマンド信号を操作し得る所定の距離外にいるときの銃器
の使い易さをさらに制限することにある。その結果、銃器は、認証済みユーザのみ、すな
わちタグ装置を身につけている人及びこのタグ装置を身につけている認証済みユーザのす
ぐ近辺のエリア内の場合のみで使用される。
【０００９】
　好都合なことに、本発明に係るシステムにおいて、安全装置の送受信機は、作動回路を
コントロールすることにおいて読取り装置をオーバーライドできるように、作動回路と結
合されている。したがって、安全装置がコマンド信号を操作し得る所定の距離外にいると
き、ベースユニットの送受信機及び安全装置の送受信機はコマンド信号を交換して処理し
、これにより、安全装置の送受信機は作動回路をプロンプトして（促し）、ロッキングメ
カニズムを有効化し、ロッキングメカニズムにより、安全装置がタグ装置から所定の距離
範囲内に配置されているか否かにかかわらず、ロッキングモードをとるようにして、そし
て読取り装置がロッキングメカニズムを解くように作動回路をプロンプトする。この実施
例によって、タグ装置を身につけた人であって安全装置を装備した有効化された銃器を運
搬する承認済みのこの人が、銃器も使用が禁止された指定エリアに入るとき、安全装置の
送受信機は、読取り装置のコマンドをオーバーライドし、及び作動回路をプロンプトして
ロッキングメカニズムをロッキングモードへと有効化（アクチュエート）する。これによ
って、銃器はロックされることになる。
【００１０】
　安全装置の送受信機とベースユニットの送受信機間で交換されるコマンド信号を操作し
得る所定の距離は、読取り装置とタグ装置間で交換される認証信号を操作し得る所定の距
離よりも遙かに（例えば、１０倍）長いものである。より詳細に言えば、コマンド信号を
操作し得る所定の距離は、ビルの区分に匹敵する（例えば、約１０～１００ｍ）。これに
対して、認証信号を操作し得る所定の距離は、ユーザが身につけるタグ装置のすぐ近傍内
という程度のもので、このましくは０～１ｍの間である。
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【００１１】
　好ましくは、ベースユニットの送受信機と安全装置の送受信機との間の無線通信は、０
～１００ｍの距離（好ましくは、０～１００ｍ、又は０～１０００ｍ、この距離は必要に
応じて所望の短い距離に調整可能である）の範囲内で操作し得るローカルエリア無線プロ
トコルを用いて実行される無線周波数（ＲＦ）通信である。理想的には、ローカルエリア
無線プロトコルは低データプロトコルであり、その使用はベースユニットの送受信機と安
全装置の送受信機との間の無線接続、低パワー接続をあらわす。好ましくは、無線周波数
は超高ＲＦバンド（３００ＭＨｚ～３ＧＨｚ）から選択される。
【００１２】
　好ましくは、読取り装置の送受信機とタグ装置の送受信機間の無線通信は、０～１ｍ距
離内で操作可能な短距離無線通信プロトコルを用いて実行されるＲＦ通信である。好まし
くは、無線周波数は高ＲＦバンド（３ＭＨｚ～３０ＭＨｚ）から選択される。理想的には
、読取り装置及びタグ装置の一つは、操作されるバッテリーであり、もう一つは読取り装
置の送受信機とタグ装置の送受信機間の無線通信、低パワー接続をあらわす受動素子であ
る。
【００１３】
　タグ装置は、例えば、リング、ブレスレット、腕時計、カフスなどに組み込まれる。
【００１４】
　読取り装置の送受信機とタグ装置の送受信機間で、及びベースユニットの送受信機と安
全装置の送受信機間で交換される信号は、コード化又は非コード化の何れか一方とするこ
とができる。しかしながら、好ましい実施例において、読取り装置とタグ装置間で交換さ
れる認証信号はコード化されており、その結果、本発明の安全装置を装備した銃器は、一
致するタグ装置、又は同一コードを共有するタグ装置のグループによって有効化されるの
である。
【００１５】
　一つの好ましい実施例において、ロッキングメカニズムにより、ロッキングモードに維
持する作動回路を必要とすることなく、いつでもロッキングモードに残しておくよう調整
される。理想的には、作動回路はロックモードと解放モードとの間でロッキングメカニズ
ムを切り替えることを必要とするだけである。これにより、ロッキングメカニズムを操作
するのに要求されるパワーを最小化する。一つの好ましい実施例において、作動回路は例
えば、ソレノイド又はロッキングメカニズムを有効化するための電磁気アクチュエータな
どの電子メカニカル要素を含む。好ましくは、ロッキングメカニズムがロッキングモード
になると、作動回路によってのみ解放されることができる。一実施例において、ロッキン
グメカニズムは、銃器の発砲メカニズムによりロッキング歯車の内外にある作動回路の影
響下で移動可能なピン若しくはキャッチ部を含む。
【００１６】
　さらに安全な特徴として、タグ装置又は読取り装置の一つはマニュアル・ON/OFFスイッ
チを含み、その結果、承認済みユーザによってスイッチの有効化があれば、所定の距離範
囲にある承認データをタグ装置又は読取り装置が交換することができる。
【００１７】
　本発明に従い、銃器を可能にする／無効にする電子システムの例示の目的として示す添
付の図面を参照しながら本発明を以下に述べる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、本発明に従ったシステムの全体図である。
【図２】図２は、本発明に係るシステムのベースユニットの斜視図である。
【図３】図３は、本発明に従った安全装置を装備した銃器の全体図である。
【図４】図４は、本発明に係るシステムの更なる安全性の特徴を示す全体図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
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　図１～３を参照すると、本発明の銃器を可能にする／無効にする電子システムは、送機
及び／又は受信機（以下、「送受信機」とする）２とアンテナ３とを含む少なくとも１つ
のベースユニット１を含む。
【００２０】
　ベースユニット１は、図３の符号４で示される安全装置と協働して機能する。安全装置
４は銃器７に組み入れて示されており、ベースユニット１の送受信機２により無線コマン
ド信号を交換し処理する送受信機５を含む。安全装置４は、さらに安全装置４によりコン
トロールされた作動回路６を含む。作動回路６は、ロッキングメカニズム８を有効化（ア
クチュエートする）ようになっており、このロッキングメカニズム８は、銃器７を無効化
又は有効にそれぞれするために、銃器７のトリガー７ａをロック及びアンロックする。
【００２１】
　無線コマンド信号９は、ベースユニット１と安全装置４との間の所定の距離内で操作可
能である。したがって、安全装置４を装備した銃器７がベースユニット１から所定距離内
に配置されているとき、ベースユニット１及び安全装置４の送受信機（２，５）は無線コ
マンド信号９を交換し、これにより、安全装置４の送受信機５にロッキングメカニズム８
を有効化するための作動回路６をプロンプトさせることを生じさせ、かつ、ロッキングメ
カニズム８にトリガー７ａをロックして銃器７を発砲させないようにするロッキングモー
ドをとることを生じさせる。
【００２２】
　本発明に係るシステムは、図１の点線１１によって描画して定義した指定エリア１０（
例えば交番敷地や学校敷地など銃器の使用が禁止されている）の範囲内では、安全装置４
を装備した銃器７の使用又は誤使用を防止する。これを可能にするため、ベースユニット
１は、指定エリア１０（例えばビル１２内部）に配置される。安全装置を装備した銃器７
が指定エリア１０内に持ち込まれるやいなや、ベースユニット１及び安全装置４の送受信
機（２，５）は無線コマンド信号９を交換してロッキングメカニズム８を有効化し、これ
により銃器７の発砲メカニズムをロックする。これとは反対に、銃器が指定エリア１０外
（つまり、所定の距離範囲外）に持ち出されるやいなや、ベースユニット及び安全装置は
コマンド信号９を交換したり且つ処理することを中止し、そして安全装置４の送受信機に
よって作動回路６をプロンプトして（促して）、ロッキングメカニズム８が解かれる（ア
ンロックされる）ようにする。
【００２３】
　コマンド信号９が操作可能である範囲内、且つ、ベースユニット１の送受信機２及び安
全装置４の送受信機５がコマンド信号９を交換し処理することが可能な、ベースユニット
１と安全装置４との間の所定の距離範囲というのは、当該指定エリア１０をカバーする上
で充分な範囲である。ここでは、本発明に係るシステムの安全装置４を装備した銃器７が
無効化されることが必要であり、好ましくは０～１００ｍ又は０～２００ｍの間に存在す
る。
【００２４】
　本発明のシステムが複数の銃器７に組み込まれた複数の安全装置４を含む場合、同じコ
マンド信号９が各安全装置４により処理可能であることが好ましい。あるいはまた、ベー
スユニット１は、安全装置４のそれぞれ１つに特有（ユニーク）な複数のコマンド信号を
処理できるようになっている。
【００２５】
　図４に示すとおり、本発明に係るシステムの好ましい実施例において、安全装置４は更
に読取り装置１５を含み、これは安全装置４の作動回路６及び銃器７のユーザによって身
につけられるタグ装置１６に結合される。読取り装置１５及びタグ装置１６のそれぞれは
、送信機と受信機（不図示）を含み、それらは互いから所定の距離範囲内にある無線認証
信号２０を交換し処理する。したがって、読取り装置１５を有する安全装置４を装備した
銃器７は、タグ装置１６から所定の距離範囲内に配置され、そして読取り装置１５及びタ
グ装置１６は、無線認証信号２０を交換し処理する。これにより、読取り装置１５は、作
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動回路６がロッキングモードからロッキングメカニズム８を解放して銃器７を有効にする
ことを促す。
【００２６】
　安全装置４及びタグ装置１６が所定の距離よりも大きくはなれるやいなや、読取り装置
１５は作動回路に対してロッキングメカニズム８を有効にするよう促し、ロッキングメッ
セージ８がロッキングモードとなるよう、そして銃器７を無効化することを生じさせる。
読取り装置１５とタグ装置１６が認証信号２０を交換し処理する所定の範囲の距離とは、
０～１ｍの間である。よって、本発明のシステムは銃器７の使用可能性を制限する。この
とき、銃器７の承認済みのユーザは、指定エリア１０の外、すなわちベースユニット１の
送受信機２のコマンド信号を操作し得る所定の距離外にいる。したがって、銃器７は承認
済みユーザ、すなわちタグ装置１６を身につけている人であったり、タグ装置１６を身に
つけた承認済みユーザのすぐ近傍内のエリアにいる人によって用いられるだけである。
【００２７】
　安全装置４の送受信機５は作動回路６に結合され、その結果、作動回路６をコントロー
ルすることにおいて読み出し装置１５をオーバーライドする。したがって、安全装置４を
装備した銃器７は、指定エリア１０内、すなわち、コマンド信号９を操作し得る所定の距
離内にあるとき、ベースユニット１の送受信機２及び安全装置４の送受信機５は、コマン
ド信号９を交換して処理する。その結果、安全装置４の送受信機５は、作動回路６に対し
てロッキングメカニズム８を有効にすることを促し、これによりロッキングメカニズム８
がロッキングモードになるよう、そして安全装置４がタグ装置１６から所定の距離範囲内
に配置されているか否か、読取り装置１５が作動回路を促してロッキングメカニズム８を
解放するか否かにかかわらず、銃器７を無効化することを生じさせる。このアレンジメン
トにより、タグ装置１６を身につけた承認済みの人であって、安全装置４を装備した有効
な銃器７を運搬するこの人が指定エリア１０に入るとき、安全装置４の送受信機２は読取
り装置１５のコマンドをオーバーライドして作動回路を促し、ロッキングメカニズム８を
ロッキングモードに有効化させて、これにより銃器を無効化させる。
【００２８】
　安全装置の送受信機４とベースユニット１の送受信機（２，５）間で交換されるコマン
ド信号９を操作し得る所定の距離は、読取り装置１５とタグ装置１６間で交換される認証
信号２０の所定の距離よりも遙かに（例えば、１０倍）長いものである。より詳細に言え
ば、コマンド信号９を操作し得る所定の距離は、ビル１２の区分に匹敵する（例えば、約
１００ｍ）。これに対して、認証信号２０を操作し得る所定の距離は、ユーザが身につけ
るタグ装置１６のすぐ近傍内という程度のもので、好ましくは０～１ｍの間である。
【００２９】
　好ましくは、ベースユニット１の送受信機２と安全装置４の送受信機５との間の無線通
信は、０～１００ｍの距離（好ましくは、０～２００ｍ、又は０～１０００ｍ、この距離
は必要に応じて所望の短い距離に調整可能である）の範囲内で操作し得るローカルエリア
無線プロトコルを用いて実行される無線周波数（ＲＦ）通信である。ローカルエリア無線
プロトコルは、好ましくは低データプロトコルであり、その使用はベースユニット１の送
受信機２と安全装置４の送受信機５との間の無線接続、低パワー接続をあらわす。好まし
くは、無線周波数は超高ＲＦバンド（３００ＭＨｚ～３ＧＨｚ）から選択される。
【００３０】
　読取り装置１５の送受信機とタグ装置１６の送受信機間の無線通信は、０～１ｍ距離内
で操作可能な短距離無線通信プロトコルを用いて実行されるＲＦ通信である。好ましくは
、無線周波数は高ＲＦバンド（３ＭＨｚ～３０ＭＨｚ）から選択される。読取り装置１５
及びタグ装置１６の一つは操作されるバッテリーであり、もう一つは読取り装置１５とタ
グ装置１６間の無線通信、低パワー接続をあらわす受動素子である。
【００３１】
　タグ装置１６は、例えば、ブレスレット２１にマウントされたり、又はリング、カフス
、腕時計などの他の任意の便利な形態で提供される。
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【００３２】
　読取り装置１５の送受信機とタグ装置１６間で、及びベースユニットの送受信機と安全
装置の送受信機間で交換される信号（９，２０）は、コード化又は非コード化の何れか一
方とすることができる。好ましくは、読取り装置１５とタグ装置１６間で交換される認証
信号２０はコード化されており、その結果、本発明の安全装置４を装備した銃器７は、一
致するタグ装置１６、又は同一コードを共有するタグ装置１６のグループによって有効化
されるのである。
【００３３】
　ロッキングメカニズム８により、ロッキングモードに維持する作動回路６を必要とする
ことなく、いつでもロッキングモードに残しておくよう調整される。その結果、作動回路
６はロックモードと解放モードとの間でロッキングメカニズム８を切り替えることを必要
とするだけである。これにより、ロッキングメカニズム８を操作するのに要求されるパワ
ーを最小化する。図示していないが、作動回路６は例えば、ソレノイド又はロッキングメ
カニズム８を有効化するための電磁気アクチュエータなどの電子メカニカル要素を含む。
ロッキングメカニズム８がロッキングモードになると、作動回路６によってのみ解放され
ることができる。図示していないが、ロッキングメカニズム８は、トリガー７ａをロック
し且つアンロックそれぞれするためのトリガー７ａを有するロッキング歯車の内外にある
作動回路の影響下で移動可能なピン若しくはキャッチ部を含む。
【００３４】
　さらに安全な特徴として、タグ装置１６又は読取り装置１５の一つはマニュアル・ON/O
FFスイッチ（不図示）を含み、その結果、承認済みユーザによってスイッチの有効化があ
れば、所定の距離範囲にある承認データ２０をタグ装置又は読取り装置が交換することが
できる。
【００３５】
　当業者であれば本発明の範囲から逸脱することなく様々な応用及び修正が行なうことが
できることが理解されるであろう。
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【手続補正書】
【提出日】平成23年10月6日(2011.10.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信機及び受信機の少なくとも何れかを含む少なくとも１つのベースユニットと、少な
くとも１つの安全装置を備えた銃器を有効化及び無効化する電子システムであって、
　前記安全装置は、
　　前記ベースユニットの送信機及び受信機で無線コマンド信号を交換及び処理する送信
機及び受信機と、
　　前記安全装置の送信機及び受信機によって制御され、及び、銃器の発砲を防止するよ
う操作可能なロッキングメカニズムを作動する作動回路と、
を含み、
　前記無線コマンド信号は、前記ベースユニットと前記安全装置との間の第１の所定の距
離内で操作可能であり、
　前記安全装置は前記安全装置の作動回路に結合された読み出し装置と、銃器のユーザに
よって身につけられるタグ装置とを更に含み、前記各読み出し装置及び前記タグ装置は、
送受信機を含み、
　前記読み出し装置及び前記タグ装置は、互いから第２の所定の距離の範囲内にある無線
認証信号を交換及び処理し、
　前記安全装置が前記タグ装置から前記第２の所定の距離の範囲内に配置されるとき、前
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記読み出し装置及び前記タグ装置は前記無線認証信号を交換及び処理し、これにより、ア
ドレス読み出し装置は前記作動回路を促してアドレスロッキングモードから前記ロッキン
グメカニズムを解放し、
　前記安全装置及びタグ装置が前記第２の所定の距離よりも離れて存在すると、前記読み
出し装置は前記ロッキングメカニズムを作動するよう前記作動回路を促し、これによって
前記ロッキングメカニズムは、前記安全装置を装備したし銃器が発砲することを防止する
ことが可能なロッキングモードをとるよう構成された前記読み出し装置及び前記タグ装置
であり、
　前記安全装置が前記ベースユニットからの前記第１の所定の距離内に配置されるとき、
前記ベースユニットの送信機及び受信機並びに前記安全装置の送信機及び受信機は、前記
無線コマンド信号を交換し、当該無線コマンド信号は、前記安全装置の送信機及び受信機
に対してロッキングメカニズムを作動するよう前記作動回路を促し、これにより銃器が発
砲することを防止するロッキングモードをとる前記ロッキングメカニズムをおこさせ、
　前記無線コマンド信号が操作可能である範囲内、且つ、ベースユニットの送信機及び受
信機並びに安全装置の送信機及び受信機が前記無線コマンド信号を交換及び処理すること
が可能な、ベースユニットと安全装置との間の前記第１の所定の距離は、前記安全装置を
装備した銃器を無効化する必要がある指定エリアをカバーする範囲であり、
　前記ベースユニットは前記制定エリア内に配置され、
　前記安全装置の送信機及び／又は受信機は前記作動回路に接合され、前記作動回路を制
御することにおいて前記読み出し装置をオーバーライドし、前記安全装置が前記無線コマ
ンド信号を操作し得る前記第１の所定の距離内にあるとき、前記ベースユニットの送信機
及び／又は受信機並びに安全装置の送信機及び／又は受信機が前記無線コマンド信号を交
換及び処理し、これより前記ロッキングメカニズムが、前記安全装置が前記タグ装置から
前記第２の所定の距離範囲内に配置されているか否かにかかわらず、そして前記読取り装
置が前記作動回路を促して前記ロッキングメカニズムを解放するか否かにかかわらず、前
記ロッキングモードをとるように前記ロッキングメカニズムを生じさせ、
　前記安全装置及び前記ベースユニットの送信機及び／又は受信機間で交換される無線コ
マンド信号を操作し得る前記第１の所定の距離は、前記読取り装置と前記タグ装置間で交
換される前記無線認証信号を操作し得る前記第２の所定の距離よりも長い、前記電子シス
テム。
【請求項２】
　前記第１の所定の距離範囲は０～１００ｍの間である、請求項１に記載の電子システム
。
【請求項３】
　前記第１の所定の距離範囲は０～２００ｍの間である、請求項１に記載の電子システム
。
【請求項４】
　前記安全装置は銃器に組み込まれ、前記ロッキングメカニズムは前記銃器の発泡メカニ
ズムと協働する、請求項１～３の何れか１項に記載の電子システム。
【請求項５】
　複数の銃器も組み込まれる複数の安全装置を更に含む、請求項１～４の何れか１項に記
載の電子システム。
【請求項６】
　前記同一の無線コマンド信号が各安全装置によって処理可能である、請求項５に記載の
電子システム。
【請求項７】
　前記ベースユニットは複数の無線コマンド信号を処理し、各無線コマンド信号は前記安
全装置の一つに対応して固有なものである、請求項６に記載の電子システム。
【請求項８】
　前記第２の所定の距離は０～１ｍの間である、請求項１に記載の電子システム。
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【請求項９】
　前記無線コマンド信号を操作し得る前記第１の所定の距離は、ビルの区分に匹敵するの
に対して、前記無線認証信号を操作し得る前記第２の所定の距離は、ユーザが身につける
前記タグ装置の近傍内で０～１ｍの間である、請求項１に記載の電子システム。
【請求項１０】
　前記ベースユニットの送信機及び／又は受信機と、前記安全装置の送信機及び／又は受
信機との間の無線通信は、ローカルエリア無線プロトコルを用いて実行される無線周波数
（ＲＦ）通信である、請求項１～９に記載の電子システム。
【請求項１１】
　前記ベースユニットの送信機及び／又は受信機と、前記安全装置の送信機及び／又は受
信機との間の無線通信は、０～１００ｍの距離の範囲内で操作し得る、請求項１０に記載
の電子システム。
【請求項１２】
　前記ベースユニットの送信機及び／又は受信機と、前記安全装置の送信機及び／又は受
信機との間の無線通信は、０～２００ｍの距離の範囲内で操作し得る、請求項１０に記載
の電子システム。
【請求項１３】
　前記ベースユニットの送信機及び／又は受信機と、前記安全装置の送信機及び／又は受
信機との間の無線通信は、０～１０００ｍの距離の範囲内で操作し得る、請求項１０に記
載の電子システム。
【請求項１４】
　前記距離は必要に応じて所望の短い距離に調整可能である、請求項１０～１３の何れか
１項に記載の電子システム。
【請求項１５】
　前記ローカルエリア無線プロトコルは低データプロトコルであり、その使用はベースユ
ニットの送信機及び／又は受信機と、安全装置の送信機及び／又は受信機との間の無線接
続、低パワー接続をあらわす、請求項１０～１４の何れか１項に記載の電子システム。
【請求項１６】
　前記無線周波数は超高ＲＦバンド（３００ＭＨｚ～３ＧＨｚ）から選択される、請求項
１０～１５の何れか１項に記載の電子システム。
【請求項１７】
　前記読取り装置の送信機及び／又は受信機と、前記タグ装置の送信機及び／又は受信機
間の無線通信は、０～１ｍ距離内で操作可能な短距離無線通信プロトコルを用いて実行さ
れるＲＦ通信である、請求項１～１６の何れか１項に記載の電子システム。
【請求項１８】
　前記無線周波数は高ＲＦバンド（３ＭＨｚ～３０ＭＨｚ）から選択される、請求項１７
に記載の電子システム。
【請求項１９】
　前記読取り装置及びタグ装置の一つは操作されるバッテリーであり、もう一つは前記読
取り装置と前記タグ装置間の無線通信、低パワー接続をあらわす受動素子である、請求項
１～９又は請求項１８の何れか１項に記載の電子システム。
【請求項２０】
　前記タグ装置は、リング、ブレスレット、腕時計、カフスに組み込まれる、請求項１～
９又は請求項１８～１９の何れか１項に記載の電子システム。
【請求項２１】
　前記読取り装置と前記タグ装置間で交換される前記無線認証信号はコード化されており
、その結果、前記安全装置を装備した銃器は、一致するタグ装置、又は同一コードを共有
するタグ装置のグループによって有効化される、請求項１～９又は請求項１８～２０の何
れか１項に記載の電子システム。
【請求項２２】
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　前記ロッキングメカニズムにより、ロッキングモードに維持する作動回路６を必要とす
ることなく、いつでも前記ロッキングモードに残しておくよう調整される、請求項１～２
１の何れか１項に記載の電子システム。
【請求項２３】
　前記ロッキングメカニズムにより、ロッキングモードに維持したり又は解放モードにさ
れ、前記作動回路は前記ロックモードと前記解放モードとの間で前記ロッキングメカニズ
ムを切り替えることを必要とするだけを特徴とする、請求項１～２２の何れか１項に記載
の電子システム。
【請求項２４】
　前記作動回路は前記ロッキングメカニズムを作動する電子メカニカル要素を含む、請求
項１～２３の何れか１項に記載の電子システム。
【請求項２５】
　前記作動回路はソレノイドを含む、請求項２４に記載の電子システム。
【請求項２６】
　前記作動回路は電磁気アクチュエータを含む、請求項２４に記載の電子システム。
【請求項２７】
　前記ロッキングメカニズム及び前記作動回路は、前記ロッキングメカニズムがロッキン
グモードになると、前記作動回路によってのみ解放されることができよう構成されている
、請求項１～２６の何れか１項に記載の電子システム。
【請求項２８】
　前記ロッキングメカニズムは、銃器の発砲メカニズムを備えたロッキング歯車の内外に
ある作動回路の影響下で移動可能なピン又はキャッチ部を含む、請求項１～２７の何れか
１項に記載の電子システム。
【請求項２９】
　前記タグ装置又は前記読取り装置の一つはマニュアル・ON/OFFスイッチを含み、その結
果、前記承認済みユーザによって前記スイッチの有効化があれば、前記第２の所定の距離
範囲にある無線認証データをタグ装置又は読取り装置が交換することができる、請求項１
～２８の何れか１項に記載の電子システム。
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