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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信部と、
　前記受信部が他の無線通信機からの質問電波を受信した場合にＩＤ情報を含む応答電波
を送信する送信部と、
　管理区域内への入場を管理する装置に前記管理区域内へ入場することが認められること
で前記管理区域内に入場している利用者を識別するＩＤ情報を記憶する在室者記憶部と、
　前記送信部が送信した前記質問電波を受信した前記他の無線通信機から前記受信部が受
信した前記応答電波に含まれるＩＤ情報を記憶する取得ＩＤ記憶部と、
　前記取得ＩＤ記憶部に記憶されたＩＤ情報と前記在室者記憶部に記憶されているＩＤ情
報とが合致するか否かを判断する判断部と、
　を備えたことを特徴とする無線通信機。
【請求項２】
　操作部を更に備え、
　前記応答電波は、前記操作部に対する操作によって前記送信部から送信された前記質問
電波に応答して送信され、
　前記受信部は、前記操作部に対する操作によって前記送信部が前記質問電波を送信した
後、前記他の無線通信機から送信される前記応答電波を受信することを特徴とする請求項
１に記載の無線通信機。
【請求項３】
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　前記送信部は、前記判断部が前記受信部で受信した前記応答電波に含まれるＩＤ情報が
前記在室者記憶部に記憶されていないと判断した場合に、その旨を示す情報を送信するこ
とを特徴とする請求項２に記載の無線通信機。
【請求項４】
　発報部を更に備え、
　前記発報部は、前記判断部が前記受信部で受信した前記応答電波に含まれるＩＤ情報が
前記在室者記憶部に記憶されていないと判断した場合に、その旨を発報することを特徴と
する請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の無線通信機。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の無線通信機と、
　管理区域内への入場を管理する装置に前記管理区域内へ入場することが認められること
で前記管理区域内に入場している利用者を識別するＩＤ情報を前記無線通信機に送信する
送信アンテナと、
　を備えたことを特徴とする入退室管理システム。
【請求項６】
　請求項３に記載の無線通信機と、
　管理区域内への入場を管理する装置に前記管理区域内へ入場することが認められること
で前記管理区域内に入場している利用者を識別するＩＤ情報を前記無線通信機に送信する
送信アンテナと、
　前記無線通信機の前記送信部が送信した情報を含む電波を受信する受信アンテナと、
　を備えたことを特徴とする入退室管理システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信機及び入退室管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から無線通信機を用いた入退室管理システムにおける認証システムが知られている
。従来の認証システムにおいて不正侵入者を検知する方法としては、例えば、セキュリテ
ィゲートの設置や、赤外線センサー等を使用して通行人数をカウントする装置の設置とい
った方法が知られているが、このような装置を設置することは高価であるといった問題が
ある。
【０００３】
　一方、無線通信機を用いた認証システムは導入が上記装置と比較して安価であり、不正
侵入者を検知する方法としては、特許文献１に記載された名札表示装置を用いるものが提
案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－２２７８０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１の名札表示装置では、正規の名札表示装置を携帯していない場合や、名札表
示装置を偽造した不審者等が侵入した場合であっても簡易に検出することは可能であるが
、不審者等を検出するために名札表示装置から発信する超音波により、正規でない超音波
を受信することで判断しているため、正規な名札表示装置が複数ある場合や正規でない名
札表示装置が複数ある場合における超音波を明確に識別できないという課題がある。
【０００６】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであって、管理区域内へ入場してい
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る利用者が管理区域に入場した不正侵入者を無線通信機により簡易に明確に検出すること
ができる無線通信機を提供することを目的とする。また、本発明は、管理区域内へ入場し
ている利用者が管理区域に入場した不正侵入者を無線通信機により検出することを容易に
する入退室管理システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る無線通信機は、受信部と、受信部が他の無線通信機からの質問電波を受信
した場合にＩＤ情報を含む応答電波を送信する送信部と、管理区域内への入場を管理する
装置に管理区域内へ入場することが認められることで管理区域内に入場している利用者を
識別するＩＤ情報を記憶する在室者記憶部と、送信部が送信した質問電波を受信した他の
無線通信機から受信部が受信した応答電波に含まれるＩＤ情報を記憶する取得ＩＤ記憶部
と、取得ＩＤ記憶部に記憶されたＩＤ情報と在室者記憶部に記憶されているＩＤ情報とが
合致するか否かを判断する判断部と、を備えたことを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明に係る無線通信機は、操作部を更に備え、応答電波は、操作部に対する操
作によって送信部から送信された質問電波に応答して送信され、受信部は、操作部に対す
る操作によって送信部が質問電波を送信した後、他の無線通信機から送信される応答電波
を受信することを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明に係る無線通信機は、発報部を更に備え、発報部は、判断部が受信部で受
信した応答電波に含まれるＩＤ情報が在室者記憶部に記憶されていないと判断した場合に
、その旨を発報することを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明に係る無線通信機は、判断部が受信部で受信した応答電波に含まれるＩＤ
情報が在室者記憶部に記憶されていないと判断した場合に、送信部がその旨を示す情報を
送信することを特徴とする。
【００１１】
　本発明に係る入退室管理システムは、本発明に係る無線通信機と、管理区域内への入場
を管理する装置に管理区域内へ入場することが認められることで管理区域内に入場してい
る利用者を識別するＩＤ情報を前記無線通信機に送信する送信アンテナとを備えたことを
特徴とする。
【００１２】
　また、本発明に係る入退室管理システムは、本発明に係る無線通信機と、管理区域内へ
の入場を管理する装置に管理区域内へ入場することが認められることで管理区域内に入場
している利用者を識別するＩＤ情報を前記無線通信機に送信する送信アンテナと、無線通
信機の送信部が送信した情報を含む電波を受信する受信アンテナとを備えたことを特徴と
する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、管理区域内に不正侵入者が入場した場合であっても、利用者が無線通
信機を用いて簡易により明確に不正侵入者を検出することができる無線通信機を提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】この発明の実施の形態１を示す無線通信機の構成図である。
【図２】無線通信機を用いて不正侵入者を検出する動作を説明するフローチャートである
。
【図３】実施の形態１の無線通信機が管理区域の在室者ＩＤ情報を受信する動作を示す図
である。
【図４】実施の形態１の無線通信機が不正侵入者を検出する動作を示す図である。
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【図５】実施の形態１の無線通信機が不正侵入者のＩＤ情報を通知する動作を示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　添付の図面を参照して、無線通信機及び入退室管理システムについて詳細に説明する。
各図では、同一又は相当する部分に同一の符号を付している。重複する説明は、適宜簡略
化あるいは省略する。
【００１６】
実施の形態１．
　本実施の形態に係る無線通信機及び入退室管理システムを図１～図５を用いて説明する
。
【００１７】
　図１は、実施の形態１における無線通信機の構成図である。図１を用いて、実施の形態
１における無線通信機について説明する。なお、本発明は、この実施の形態１の記述によ
り限定されるものではない。
【００１８】
　図１に示す通り、１００は無線通信機、１０１は管理区域番号記憶部、１０２は在室者
記憶部　１０３は取得ＩＤ記憶部、１０４は不正ＩＤ記憶部、１０５は判断部、１０６は
Ｗｉ－Ｆｉ発報部、１０７は不正表示部、１０８はＬＥＤ、１０９はＷｉ－Ｆｉ受信部、
１１０はＵＨＦ波受信部、１１１はタグＩＤ情報記憶部、１１２は操作部、１１３はボタ
ン、１１４はＬＦ波受信部、１１５はＵＨＦ波送信部、１１６はＬＦ波送信部をそれぞれ
示す。無線通信機は、これらを備えて構成される。
【００１９】
　無線通信機１００は、無線通信による個体識別いわゆるＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）を利用したハンズフリータグなどが想定
されるが、同様な機能を発揮するものであれば、これに限定されない。また、入退室管理
を行う部屋の扉には、通常、電気錠が設けられており、扉の近傍には、アンテナ部が設け
られている。また、扉の近傍には、通常、赤外線受信部が設けられている。これらアンテ
ナ部及び赤外線受信部と無線通信機１００とが無線通信機１００に記憶されて認証ＩＤを
送受信し照合することで扉に設けられた電気錠の施解錠を行う。
【００２０】
　無線通信機１００は、無線通信機の固有情報を記憶しておくタグＩＤ情報記憶部１１１
と、他の無線通信機からの問合波であるＬＦ（Ｌｏｗ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）波を受信す
るＬＦ波受信部１１４と、ＬＦ波受信部１１４からＬＦ波を受信して、タグＩＤ情報記憶
部１１１のＩＤ情報を含むＵＨＦ（Ｕｌｔｒａ　Ｈｉｇｈ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）波を応
答波として送信するＵＨＦ波送信部１１５とを有する無線通信機である。
【００２１】
　また、無線通信機１００は、更にＷｉ－Ｆｉ（無線でＬｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋに接続するいわゆる無線LAN）受信部１０９と、Ｗｉ－Ｆｉ受信部１０９が受信し
た管理区域内に入場している利用者を識別するＩＤ情報を記憶する在室者記憶部１０２と
、当該管理区域を識別する番号を記憶する管理区域番号記憶部１０１と、他の無線通信機
からの応答波を受信するＵＨＦ波受信部１１０と、ＵＨＦ波受信部１１０で受信した応答
波に含まれるＩＤ情報を記憶する取得ＩＤ記憶部１０３と、在室者記憶部１０２に記憶さ
れたＩＤ情報と取得ＩＤ記憶部に記憶されたＩＤ情報とを比較演算し合致するものが存在
するか否かを判断する判断部１０５と、判断部１０５で在室者記憶部１０２にＩＤ情報が
存在しないと判断した場合に取得ＩＤ記憶部１０３のＩＤ情報を記憶する不正ＩＤ記憶部
１０４とを有する。
【００２２】
　以上のように構成された無線通信機は、受信部と、管理区域内に入場している利用者を
識別するＩＤ情報を記憶する在室者記憶部と、受信部が受信する電波に含まれる他の無線
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通信機のＩＤ情報を記憶する取得ＩＤ記憶部と、取得ＩＤ記憶部に記憶された他の無線通
信機のＩＤ情報が在室者記憶部に記憶されているＩＤ情報と合致するものが存在するかを
判断する判断部と、を備えるものである。
【００２３】
　このように構成された無線通信機は、他の無線通信機からの応答波から取得したＩＤ情
報と在室者記憶部１０２に記憶されたＩＤ情報とを比較演算し合致するものが存在するか
否かに基づいて判断するため不正侵入者を簡易に明確に検出することができる。
【００２４】
　また、無線通信機１００は、更に不正ＩＤ記憶部１０４におけるＩＤ情報の有無を判断
する不正表示部１０７と、不正表示部１０７でＩＤ情報が有りと判断された場合にその旨
表示するＬＥＤ１０８とを有する。
【００２５】
　また、無線通信機１００は、更に操作部１１２とボタン１１３を有する。
【００２６】
　また、無線通信機１００内には、この無線通信機１００から無線信号を発信するための
電力を供給する電池が内蔵されている。
【００２７】
　また、以上のように構成された無線通信機は、送信部と、操作部を更に備え、電波は、
操作部に対する操作によって送信部から送信された質問電波に応答して他の無線通信機が
送信する他の無線通信機のＩＤ情報を含む応答電波であり、受信部は、操作部に対する操
作によって無線通信機が質問電波を送信した後、他の無線通信機から送信された応答電波
を受信することを特徴とするものである。
【００２８】
　このため、管理区域に入場を認められた利用者が無線通信機を操作することで不正侵入
者のＩＤ情報を任意の場所から容易に取得することができ、不正侵入者の検出を行うこと
ができる。
【００２９】
　また以上のように構成された無線通信機は、不正ＩＤ記憶部１０４におけるＩＤ情報の
有無を判断する不正表示部１０７と、不正表示部１０７でＩＤ情報が有りと判断された場
合にその旨表示するＬＥＤ１０８とを有するので、利用者が無線通信機を用いて不正侵入
者が検出されたことをその他のユーザーに知らせることができる。不正侵入者の検出をそ
の他のユーザーへ通知する手段としては上記ＬＥＤ１０８を用いた手段において不正侵入
者の検出を示すＬＥＤ１０８の点灯パターン等を用いるものの他、無線通信機１００に表
示部を更に備えておき不正侵入者の検出を示すコードやメッセージを情報として表示部に
送信し通知するもの等、不正侵入者の検出を示す情報等の不正情報を用いて通知する方法
を採用することができる。
【００３０】
　管理区域内に入場する利用者は、無線通信機１００のボタン１１３を以下に示す操作パ
ターン従って操作することで種々の操作を行うことができる。
　　（１）タグＩＤ情報記憶部１１１のＩＤ情報をＵＨＦ波送信部１１５から送信する。
　　（２）問合波であるＬＦ波をＬＦ波送信部１１６から他の無線通信機へ送信する。
　　（３）不正ＩＤ記憶部１０４に保存してあるＩＤ情報と管理区域番号記憶部１０１に
記憶された当該管理区域を識別する番号とをＷｉ－Ｆｉ発報部１０６から入退室管理装置
５００へ発報する。
【００３１】
　このように構成された無線通信機は、利用者が無線通信機を用いて簡易に不正侵入者を
検出したことを管理者等へ知らせることができる。
【００３２】
　また、このように構成された無線通信機は、不正ＩＤ記憶部１０４に保存されたＩＤ情
報や管理区域番号記憶部１０１に記憶された当該管理区域を識別する番号などの情報を、
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不正侵入者を検出したことを示す情報などの不正情報とともに入退室管理装置５００へ送
信し、管理者等に不正侵入者を検出したことを通知することができる。
【００３３】
　本実施の形態の無線通信機を用いた場合の動作に関して図２を用いて説明する。図２は
、本実施の形態の不正侵入者を検出する動作について示すフローチャートである。
【００３４】
　ステップＳ１（他の無線通信機からＩＤ情報取得）では、無線通信機１００のＬＦ波送
信部１１６からＬＦ波を問合波として送信し、問合波受信した他の無線通信機が送信する
他の無線通信機のＩＤ情報を含むＵＨＦ波である応答波をＵＨＦ波受信部１１０で受信し
、無線通信機はＵＨＦ波からＩＤ情報を取得する。
【００３５】
　ステップＳ２（ＩＤ情報を取得ＩＤ記憶部に保存）では、ステップＳ１で取得したＩＤ
情報を無線通信機１００の取得ＩＤ記憶部１０３に保存する。
【００３６】
　ステップＳ３（在室者記憶部にＩＤ情報が存在しない）では、無線通信機１００の在室
者記憶部１０２に記憶されたＩＤ情報と取得ＩＤ記憶部１０３に記憶されたＩＤ情報とを
比較演算し、取得ＩＤ記憶部１０３内のＩＤ情報が在室者記憶部１０２に記憶されたＩＤ
情報と合致するものが存在するか否かを判断する。
【００３７】
　ステップＳ４（ＩＤ情報を不正ＩＤ記憶部に保存）では、ステップＳ３において取得Ｉ
Ｄ記憶部１０３内のＩＤ情報が在室者記憶部１０２に記憶されたＩＤ情報と合致するもの
が存在しない場合に、無線通信機１００の取得ＩＤ記憶部１０３のＩＤ情報を、無線通信
機１００の不正ＩＤ記憶部１０４に保存する。
【００３８】
　ステップＳ５（不正ＩＤ記憶部にＩＤ情報が存在する）では、無線通信機１００の不正
ＩＤ記憶部１０４にＩＤ情報が存在するか否かを判断する。
【００３９】
　ステップＳ６（ＬＥＤは不正パターンで表示）では、ステップＳ５において無線通信機
１００の不正ＩＤ記憶部１０４にＩＤ情報が１つでも保存されていると無線通信機１００
の不正表示部１０７が判断した場合、無線通信機１００のＬＥＤ１０８を予め定められた
不正パターンでＬＥＤ１０８を表示する。ＬＥＤ１０８点灯の解除は、例えば、無線通信
機１００の不正ＩＤ記憶部１０４にＩＤ情報が存在しなくなった場合に行う。
【００４０】
　ステップＳ７（ＬＥＤは正常パターンで表示）では、ステップＳ５において無線通信機
１００の不正ＩＤ記憶部１０４にＩＤ情報が存在しない場合に、無線通信機の制御により
ＬＥＤ１０８を正常パターンで表示する。
【００４１】
　続いて図３について説明する。図３は、実施の形態１の無線通信機が管理区域の在室者
ＩＤ情報を受信する動作を示す図である。
【００４２】
　図３において、１は管理区域、２は扉、３はタグリーダー、１１はＩＤ情報、１２はＩ
Ｄ情報（１１と同じ情報）、１３は管理区域の在室者ＩＤ情報、１００は無線通信機、１
０２は在室者記憶部、４００はＩＤコントローラ、５００は入退室管理装置、５０１は在
室者情報記憶部、５０２はＷｉ－Ｆｉ送受信器、をそれぞれ示す。
【００４３】
　利用者が管理区域１に入室する時に、利用者が有する無線通信機１００は、タグリーダ
ー３からの問合波を受信し、ＩＤ情報１１を含むＵＨＦ波を応答波としてタグリーダー３
に送信する。
【００４４】
　タグリーダー３は、入退室管理装置５００と接続されているＩＤコントローラ４００に
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ＩＤ情報１２（ＩＤ情報１１と同じ）を送信する。ＩＤコントローラ４００は、タグリー
ダー３と入退室管理装置５００間においてＩＤ情報のやり取りを制御するものである。
【００４５】
　ＩＤコントローラ４００は、入退室管理装置５００の在室者情報記憶部５０１に管理区
域情報及びＩＤ情報１２並びにＩＤ認証結果を、利用者が管理区域に入場することが認め
られている利用者であった場合のみ保存する。
【００４６】
　Ｗｉ－Ｆｉ送受信器５０２は、当該管理区域の在室者情報記憶部５０１に格納された在
室者情報と管理区域の在室者ＩＤ情報１３を含むＷｉ－Ｆｉを無線通信機１００へ送信す
る。
【００４７】
　無線通信機１００は、内蔵する在室者記憶部１０２に管理区域の在室者ＩＤ情報１３を
記憶する。
【００４８】
　無線通信機１００の在室者記憶部１０２には管理区域１内に存在する自分も含めた全て
の無線通信機のＩＤ情報が記憶されたことになる。
【００４９】
　また、本実施の形態に係る入退室管理システムは、図３に示す通り、無線通信機１００
と、タグリーダー３等の読取部と、ＩＤコントローラ４００等の制御部と、管理区域への
入退室の認証を行う入退室管理装置５００と、扉２又はセキュリティゲートの解施錠を行
う電子錠とを備えるものである。電子錠は、扉２又はセキュリティゲートに設置される。
利用者が管理区域である居室に出入りする場合は、入退室管理システムは、その居室の入
口付近において、利用者が有する認証情報を、無線通信機１００を通じて読み取り、利用
者の認証を行い、扉の開閉を実施する。
【００５０】
　入退室管理装置５００は、在室者情報記憶部５０１と、Ｗｉ－Ｆｉ送受信器５０２を備
えるものである。入退室管理装置５００は、在室者情報記憶部５０１に記憶された管理区
域の在室者ＩＤ情報をＷｉ－Ｆｉ送受信器５０２から無線通信機１００に送信することが
できる。Ｗｉ－Ｆｉ送受信器５０２は、入退室管理装置５００に備えられている場合に限
らず管理区域内に設けられていてもよいし、ＩＤ情報を含む電波の送受信が可能であれば
管理区域外に設けられていてもよい。
【００５１】
　また、本実施の形態に係る入退室管理システムにおける各種機器は、中央演算装置（Ｃ
ＰＵ）、キーボードやマウスなどの入力装置、ハードディスクなどの外部記憶装置や、揮
発性の半導体メモリ（ＲＡＭ）などの記憶装置、液晶ディスプレイなどの出力装置、を備
えた汎用的なコンピュータ機器を用いて実現できる。
【００５２】
　続いて図４について説明する。図４は、実施の形態１の無線通信機が不正侵入者を検出
する動作を示す図である。
【００５３】
　図４において、１は管理区域、２は扉、３はタグリーダー、１００は無線通信機、１１
３はボタン、１０２は在室者記憶部、１０８はＬＥＤ、２００は他の無線通信機、２０１
はＩＤ情報、４００はＩＤコントローラ、５００は入退室管理装置、５０１は在室者情報
記憶部、５０２はＷｉ－Ｆｉ送受信器、をそれぞれ示す。
【００５４】
　利用者は、管理区域１内に存在する自分も含めた全ての無線通信機のＩＤ情報が在室者
記憶部１０２に記憶された無線通信機１００を所持して管理区域１に入室する。管理区域
１には、無線通信機１００と同一機能を備える他の無線通信機２００が既に存在している
。
【００５５】
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　この他の無線通信機２００のＩＤ情報は、図１の説明でも述べた通り、無線通信機１０
０に内蔵された在室者記憶部１０２に記憶されている。
【００５６】
　利用者は、無線通信機１００が備えるボタン１１３により００３０段落で説明した操作
パターン（２）の操作を行い他の無線通信機２００へ問合波であるＬＦ波を送信する。
【００５７】
　他の無線通信機２００は、ＬＦ波を受信すると、他の無線通信機２００のＩＤ情報２０
１をＵＨＦ波に含む応答波として無線通信機１００へ送信する。
【００５８】
　無線通信機１００は、図２のフローチャートで説明した不正侵入者を検出するフローに
従って判断し、無線通信機１００が備えるＬＥＤ１０８で不正パターン又は正常パターン
で表示させる。
【００５９】
　以上のように構成された無線通信機は、管理区域への入場を認められた利用者が無線通
信機を利用して簡易に不正侵入者を検出でき、又同利用者が無線通信機を利用してＩＤ情
報を用いて不正侵入者の検出を判断するため明確に不正侵入者を検出できる。
【００６０】
　不正パターンが表示された場合、管理区域１に不正侵入した人又は物が管理区域１内に
存在していることを検出できる。
【００６１】
　また、利用者は人又は物を特定するための手段として、無線通信機１００の管理区域１
内での位置を変え、無線通信機１００が備えるボタン１１３を利用して００３０段落で説
明した操作パターン（２）の操作を行い、問合波を他の無線通信機２００へ送信すること
で利用者は人又は物を特定することができる。
【００６２】
　以上のように構成された無線通信機は、問合波を他の無線通信機２００へ送信すること
により不正侵入者を特定することができる。
【００６３】
　続いて図５について説明する。図５は、実施の形態１の無線通信機が不正侵入者のＩＤ
情報を通知する動作を示す図である。
【００６４】
　図５において、１は管理区域、２は扉、３はタグリーダー、１００は無線通信機、１０
２は在室者記憶部、１０８はＬＥＤ、１１３はボタン、２０２は不正ＩＤ情報、４００は
ＩＤコントローラ、５００は入退室管理装置、５０１は在室者情報記憶部、５０２はＷｉ
－Ｆｉ送受信器、をそれぞれ示す。
【００６５】
　不正に侵入したことを検出した場合、利用者は、不正に侵入した無線通信機のＩＤ情報
２０２を、無線通信機１００が備えるボタン１１３により００３０段落で説明した操作パ
ターン（３）で操作を行い、不正ＩＤ情報２０２を含むＷｉ－Ｆｉを入退室管理装置５０
０へ送信する。
【００６６】
　利用者がボタン１１３を操作して不正ＩＤ情報２０２を含むＷｉ－Ｆｉを入退室管理装
置５００へ送信した後、入退室管理装置５００は、不正ＩＤ情報２０２を受信し、管理区
域１に不正ＩＤ情報２０２を有する無線通信機２００を所持する人又は物が存在すること
を管理区域の監視人に通知することができる。
【００６７】
　本実施の形態によれば、管理区域１に入室できる人を限定した場合に、管理区域１に不
正に侵入した人を検出することができる。そのため、管理区域１に入室できない人を検出
した時は、当該不正侵入者に対してペナルティ科すなどの対応を行うことが出来る。
【００６８】
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　また、本実施の形態１の入退室管理システムは、管理区域内に入場している利用者を識
別するＩＤ情報を無線通信機１００に送信する送信アンテナを備える。このため、本実施
の形態１の入退室管理システムにより、無線通信機にＩＤ情報を送ることができるので、
利用者による無線通信機を用いた不正侵入者の検出を容易にするという効果を得ることが
できる。
【００６９】
　また、本実施の形態１の入退室管理システムは、管理区域内に入場している利用者を識
別するＩＤ情報を無線通信機１００に送信する送信アンテナと、無線通信機１００の送信
部が送信した情報を含む電波を受信する受信アンテナとを備える。このため、本実施の形
態１の入退室管理システムにより、無線通信機にＩＤ情報を送ることができるので、利用
者による無線通信機を用いた不正侵入者の検出を容易にすることができるという効果が得
られる。また、利用者は、無線通信機を用いて不正侵入者を検出したことを簡易に管理者
等へ知らせることができる。
【００７０】
　以上、本実施の形態では、本発明に係る無線通信機及び入退室管理システムの一例につ
いて説明したが、本実施の形態で示した各種機器、装置、各構成部及び各手段は、必ずし
も１つの部品や装置によって構成する必要はない。例えば、１つの機能を複数の部品で構
成したり、複数の機能を１つの部品や装置で構成したりしても良い。本発明は、上記実施
の形態に限定されるものではなく、発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変更可能である。
【符号の説明】
【００７１】
　１００　無線通信機、１０１　管理区域番号記憶部、１０２　在室者記憶部、１０３　
取得ＩＤ記憶部、１０４　不正ＩＤ記憶部、１０５　判断部、１０６　Ｗｉ－Ｆｉ発報部
、１０７　不正表示部、１０８　ＬＥＤ、１０９　Ｗｉ－Ｆｉ受信部、１１０　ＵＨＦ波
受信部、１１１　タグＩＤ情報記憶部、１１２　操作部、１１３　ボタン、１１４　ＬＦ
波受信部、１１５　ＵＨＦ波送信部、１１６　ＬＦ波送信部
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