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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可搬記憶媒体の搬出を管理する可搬物管理システムであって、
　子機識別子が付与され、前記可搬記憶媒体に装着される子機と、
　人体に近接していることを検知する人体検知部を有すると共に、親機識別子が付与され
、前記可搬記憶媒体の搬送者に携帯される親機と、
　前記可搬記憶媒体の搬出時に、予め前記子機及び前記親機と通信を行い、前記子機識別
子及び前記親機識別子を取得して、前記子機識別子と前記親機識別子とのペアを記憶し、
前記子機及び前記親機と各々通信を行い、前記子機から前記子機識別子を取得し、前記親
機から前記親機識別子を取得し、取得した前記子機識別子と取得した前記親機識別子と、
予め記憶された前記子機識別子と前記親機識別子とのペアとを比較することにより、前記
可搬記憶媒体の不正な搬出を検知し、警報を出力する監視装置と、
　前記可搬記憶媒体が装着され、前記可搬記憶媒体にデータの書き込みを行う情報処理装
置とを含み、
　前記親機は、前記情報処理装置に通信可能に接続され、前記情報処理装置から前記可搬
記憶媒体へのデータの書き込みを検知してから一定時間内に前記人体検知部により人体が
検知されないと、警報を出力する可搬物管理システム。
【請求項２】
　可搬記憶媒体の搬出を管理する可搬物管理システムであって、
　子機識別子が付与され、前記可搬記憶媒体に装着される子機と、
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　人体に近接していることを検知する人体検知部を有すると共に、親機識別子が付与され
、前記可搬記憶媒体の搬送者に携帯される親機と、
　前記可搬記憶媒体の搬出時に、予め前記子機及び前記親機と通信を行い、前記子機識別
子及び前記親機識別子を取得して、前記子機識別子と前記親機識別子とのペアを記憶し、
前記子機及び前記親機と各々通信を行い、前記子機から前記子機識別子を取得し、前記親
機から前記親機識別子を取得し、取得した前記子機識別子と取得した前記親機識別子と、
予め記憶された前記子機識別子と前記親機識別子とのペアとを比較することにより、前記
可搬記憶媒体の不正な搬出を検知し、警報を出力する監視装置と、
　前記可搬記憶媒体が装着され、前記可搬記憶媒体にデータの書き込みを行う情報処理装
置とを含み、
　前記親機は、前記人体検知部により人体が検知されたときに、前記情報処理装置から前
記可搬記憶媒体へのデータの書き込みを許可し、
　前記情報処理装置は、前記親機からのデータ書き込み許可に応じてデータを前記可搬記
憶媒体に書き込む可搬物管理システム。
【請求項３】
　前記子機は、
　前記子機識別子を記憶する子機記憶部と、
　前記親機及び前記監視装置と通信を行い、前記親機及び前記監視装置からの要求に応じ
て前記子機記憶部から前記子機識別子を読み出し、前記親機及び前記監視装置に送信する
通信部とを含み、
　前記親機は、
　親機識別子を記憶する親機記憶部と、
　前記子機及び前記監視装置と通信を行う通信部と、
　ペア設定時に、前記通信部により前記子機と通信を行い、前記子機識別子と前記親機記
憶部に記憶された前記親機識別子とを対応させ、前記子機と前記親機とのペアを設定し、
前記子機識別子と前記親機識別子とのペアを前記監視装置に送信する処理と、前記子機と
通信を行い、前記親機記憶部に記憶された前記親機識別子に対応する子機識別子が識別で
きないときに警報を出力する処理と、前記監視装置と通信を行い、前記監視装置からの要
求に応じて前記親機記憶部から前記親機識別子を読み出し、前記通信部を介して前記監視
装置に送信させる処理とを行う処理部とを含み、
　前記監視装置は、
　前記子機及び前記親機と通信を行う通信部と、
　前記親機から送信される前記子機識別子と前記親機識別子とのペアを記憶する監視装置
記憶部と、
　前記子機から送信される前記子機識別子と前記親機から送信される前記親機識別子とが
、前記監視装置記憶部に記憶されている前記子機識別子と前記親機識別子とのペアと一致
しないときは、警報を出力する処理部とを含む請求項１又は２記載の可搬物管理システム
。
【請求項４】
　前記子機は、ＲＦＩＤである請求項１ないし３何れか一項記載の可搬物管理システム。
【請求項５】
　可搬記憶媒体の搬出を管理する可搬物管理方法であって、
　子機識別子が付与され、前記可搬記憶媒体に装着される子機と、
　人体に近接していることを検知する人体検知部を有すると共に、親機識別子が付与され
、前記可搬記憶媒体の搬送者に携帯される親機と、
　前記子機識別子及び前記親機識別子を監視する監視装置と、
　前記可搬記憶媒体が装着され、前記可搬記憶媒体にデータの書き込みを行う情報処理装
置とを含み、
　前記監視装置は、前記可搬記憶媒体の搬出時に、予め前記子機及び前記親機と通信を行
い、前記子機識別子及び前記親機識別子を取得して、前記子機識別子と前記親機識別子と
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のペアを記憶し、前記子機及び前記親機と各々通信を行い、前記子機から前記子機識別子
を取得し、前記親機から前記親機識別子を取得し、取得した前記子機識別子と取得した前
記親機識別子と、予め記憶された前記子機識別子と前記親機識別子とのペアとを比較する
ことにより、前記可搬記憶媒体の不正な搬出を検知し、警報を出力し、
　前記親機は、前記情報処理装置に通信可能に接続され、前記情報処理装置から前記可搬
記憶媒体へのデータの書き込みを検知してから一定時間内に前記人体検知部により人体が
検知されないと、警報を出力する可搬物管理方法。
【請求項６】
　可搬記憶媒体の搬出を管理する可搬物管理方法であって、
　子機識別子が付与され、前記可搬記憶媒体に装着される子機と、
　人体に近接していることを検知する人体検知部を有すると共に、親機識別子が付与され
、前記可搬記憶媒体の搬送者に携帯される親機と、
　前記子機識別子及び前記親機識別子を監視する監視装置と、
　前記可搬記憶媒体が装着され、前記可搬記憶媒体にデータの書き込みを行う情報処理装
置とを含み、
　前記監視装置は、前記可搬記憶媒体の搬出時に、予め前記子機及び前記親機と通信を行
い、前記子機識別子及び前記親機識別子を取得して、前記子機識別子と前記親機識別子と
のペアを記憶し、前記子機及び前記親機と各々通信を行い、前記子機から前記子機識別子
を取得し、前記親機から前記親機識別子を取得し、取得した前記子機識別子と取得した前
記親機識別子と、予め記憶された前記子機識別子と前記親機識別子とのペアとを比較する
ことにより、前記可搬記憶媒体の不正な搬出を検知し、警報を出力し、
　前記親機は、前記人体検知部により人体が検知されたときに、前記情報処理装置から前
記可搬記憶媒体へのデータの書き込みを許可し、
　前記情報処理装置は、前記親機からのデータ書き込み許可に応じてデータを前記可搬記
憶媒体に書き込む可搬物管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、可搬物管理システム、及び、可搬物管理方法に係り、特に、可搬物を特定の
区域から搬出する可搬物管理システム、及び、可搬物管理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　データが保存されている可搬記憶媒体の持ち運び中の紛失事案があとをたたない。当該
事案は、企業・団体にとって、社会的な信用の失墜となる。当該事案は、建物外部だけで
なく、建物内部でも発生している。
【０００３】
　原因としては、持ち運び中に、可搬記憶媒体が身体から離れたことに持ち運び者が気づ
かないことが考えられる。
【０００４】
　このような事案に対応するために、可搬記憶媒体に、無線通信技術を用いた「盗難防止
装置」が考案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　盗難防止装置は、親機と子機から構成されており、親機を身体に、子機を可搬記憶媒体
にあらかじめ取り付けておく。そして持ち運び者は、親機と子機付の可搬記憶媒体を携帯
する。
【０００６】
　親機は、子機との距離がある一定以上離れたときにアラーム音を発する。これにより、
持ち運び者は、可搬記憶媒体が身体から離れたことに気づくため、可搬記憶媒体の捜索を
迅速に行なえる。これにより、企業・団体の建物内および建物外における紛失事案を抑制
することができる。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００８－１１７１２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、親機と子機との両方が接近したまま、職員の身体から離れると、アラー
ム音が鳴ならず職員は、可搬記憶媒体が身体から離れたことに気づかないため、紛失事案
が発生する。
【０００９】
　さらに、子機をつけた可搬記憶媒体を持っても、親機を持たない、または、親機の電源
を入れないなどした場合は、可搬記憶媒体が身体から離れたことに気づかないため、紛失
事案が発生する。
【００１０】
　さらに、従来の構成では、可搬記憶媒体を出入口などから搬出する場合の管理は行うこ
とができないなどの課題がある。
【００１１】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたもので、可搬物の不正な搬出を防止できる可搬物監
視システム及び可搬物監視方法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】
【００１２】
　本発明は、可搬物の搬出を管理する可搬物管理システムであって、子機識別子が付与さ
れ、可搬物に装着される子機と、親機識別子が付与され、前記可搬物の搬送者に携帯され
る親機と、可搬物の搬出時に、予め子機及び親機と通信を行い、子機識別子及び親機識別
子を取得して、子機識別子と親機識別子とのペアを記憶し、子機及び親機と各々通信を行
い、子機から子機識別子を取得し、親機から親機識別子を取得し、取得した子機識別子と
取得した親機識別子と、予め記憶された子機識別子と親機識別子とのペアとを比較するこ
とにより、可搬物の不正な搬出を検知し、警報を出力する監視装置とを含む。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、可搬物の搬出を管理する可搬物管理システムであって、子機識別子が
付与され、可搬物に装着される子機と、親機識別子が付与され、前記可搬物の搬送者に携
帯される親機と、可搬物の搬出時に、予め子機及び親機と通信を行い、子機識別子及び親
機識別子を取得して、子機識別子と親機識別子とのペアを記憶し、子機及び親機と各々通
信を行い、子機から子機識別子を取得し、親機から親機識別子を取得し、取得した子機識
別子と取得した親機識別子と、予め記憶された子機識別子と親機識別子とのペアとを比較
することにより、可搬物の不正な搬出を検知し、警報を出力する監視装置とを含む構成と
することにより、可搬物だけを搬出しようとしたり、親機を紛失、置き忘れたり、また、
子機を検知できないようにして搬出しようとするなどの不正な搬送を行うと警報が出力さ
れ、可搬物の不正な搬出を防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施例のシステム構成図である。
【図２】可搬記憶媒体１０１のブロック構成図である。
【図３】親機１２０のブロック構成図である。
【図４】監視装置１３０のブロック構成図である。
【図５】本発明の一実施例の動作説明図である。
【図６】通報先テーブルのデータ構成図である。
【図７】本発明の他の実施例のシステム構成図である。



(5) JP 5300552 B2 2013.9.25

10

20

30

40

50

【図８】機器監視装置２１０のブロック構成図である。
【図９】本発明の他の実施例の動作説明図である。
【図１０】監視装置１３０の配置の一例を説明するための図である。
【図１１】監視装置１３０の配置の他の一例を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１は本発明の一実施例のシステム構成図を示す。
【００１６】
　本実施例では、可搬物が可搬記憶媒体１０１である場合について説明を行う。なお、可
搬記憶媒体１０１は、ＵＳＢメモリ、ＣＤ、ＤＶＤ、ポータブルハードディスクなどの種
々の記憶媒体である。
【００１７】
　本実施例の可搬物監視システム１００は、子機１１０、親機１２０、監視装置１３０な
どを含む構成とされている。
【００１８】
　子機１１０は、可搬記憶媒体１０１に貼付され、無線通信により親機１２０及び監視装
置１３０と通信可能な構成とされている。親機１２０は、職員毎に貸与され、可搬記憶媒
体１０１を搬送する搬送者が携帯するものであり、無線通信により子機１１０及び監視装
置１３０と通信可能な構成とされ、子機１１０とのペアリングを行う。また、監視装置１
３０は、パソコン１４０に接続されて、可搬記憶媒体１０１へのデータの転送の許可など
を行う。
【００１９】
　監視装置１３０は、子機１１０及び親機１２０と無線通信を行い、子機１１０の識別子
及び親機１２０の識別子を取得し、子機１１０と親機１２０の状態を監視し、必要に応じ
て警報を出力したり、通報先端末装置１５０に警報を通知したりする。
【００２０】
　ここで、可搬記憶媒体１０１の構成について説明する。
【００２１】
　図２は可搬記憶媒体１０１のブロック構成図を示す。
【００２２】
　可搬記憶媒体１０１は、例えば、ＵＳＢメモリなどから構成されており、インタフェー
ス１０２、メモリ１０３、ＵＳＢポート１０４などを構成とされており、インタフェース
１０２、あるいは、メモリ１０３上に子機１１０が貼付された構成とされている。
【００２３】
　なお、子機１１０は、盗難防止装置の子機に相当するものであり、例えば、ＲＦＩＤ（
Radio Frequency Identification）から構成とされ、通信部１１１、処理部１１２、子機
記憶部１１３などを含む。
【００２４】
　ＲＦＩＤは、識別子（ＩＤ）が記憶されたＩＣチップである。ＲＦＩＤは、ＲＦＩＤリ
ーダなどを用いることにより、電磁界や電波などを用いた近距離、例えば、数ｃｍ～数ｍ
程度の無線通信によって記憶された識別子を読み取ることができる構成とされている。
【００２５】
　子機１１０は、例えば、可搬記録媒体１０１に貼付される。
【００２６】
　可搬記憶媒体１０１に貼り付けられた子機１１０は、可搬記憶媒体１０１から剥がすと
子機１１０自身が破損するとともに、可搬記憶媒体１０１も破損する仕組みになっている
。
【００２７】
　子機１１０は、可搬記憶媒体１０１が、例えば、上記のＵＳＢメモリ、あるいは、ポー
タブルハードディスクのような記録機器である場合には、内蔵された回路基板の配線上に
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貼付される。回路基板の配線は、回路基板に蒸着されているので、子機１１０を剥がすと
、配線も一緒に剥がれて、データの読取ができなくなる。
【００２８】
　また、子機１１０は、可搬記憶媒体１０１が、例えば、ＣＤ、ＤＶＤなどの場合には記
録面に貼付される。ＣＤ、ＤＶＤなどの記録面は、フィルム上であるため、記録面に貼付
された子機１１０を剥がすと、記録面も一緒に剥がれて、記録されたデータの読取ができ
なくなる。
【００２９】
　次に、親機１２０の構成について説明する。
【００３０】
　図３は親機１２０のブロック構成図を示す。
【００３１】
　親機１２０は、盗難防止装置の親機に相当する機器であり、例えば、パソコン１４０毎
、あるいは、職員一人毎に与えられる。親機１２０は、子機１１０及び監視装置１３０と
無線通信を行うとともに、パソコン１４０のＵＳＢポートなどに接続することができる構
成とされている。親機１２０は、例えば、通信部１２１、処理部１２２、親機記憶部１２
３、インタフェース１２４、バッテリ１２５、人体検知部１２６、出力部１２７、ＵＳＢ
ポート１２８などを含む構成とされている。
【００３２】
　通信部１２１は、子機１１０及び監視装置１３０と無線通信を行うためのデバイスから
構成され、子機１１０から子機識別子を取得するとともに、監視装置１３０に親機識別子
などを通知する。処理部１２２は、監視装置１３０からの要求に応じて親機識別子を読み
出し、監視装置１３０に送信するとともに、パソコン１４０からの可搬記録媒体１０１へ
のデータ転送要求に基づいて子機１１０の子機識別子と対応を行い、監視装置１３０に登
録し、パソコン１４０にデータ転送を許可する処理、人体検知部１２６の検知結果に基づ
いて監視装置１３０に通知したり、出力部１２７から警報を出力したりする処理などの各
種処理を実行する。
【００３３】
　親機記憶部１２３は、メモリであり、親識別子が記憶されている。インタフェース１２
４は、ＵＳＢインタフェースによりパソコン１４０との通信を行う。バッテリ１２５は、
二次電池などから構成されており、ＵＳＢポート１２８を介してパソコン１４０から供給
される５Ｖの直流電圧によって充電され、親機１２０の通信部１２１、処理部１２２、親
機記憶部１２３、インタフェース１２４、人体検知部１２６、出力部１２７などの各部に
電源を供給する。
【００３４】
　人体検知部１２６は、人体を通信路とする人体通信という技術を用いて親機１２０が人
体に近接していることを検出するデバイスから構成されている。人体検知部１２６は、人
体側に送信電極及び受信電極を有し、送信電極に特定の信号を印加し、受信電極で検出す
ることにより、親機１２０が人体に近接して設けられていることを検知できる。例えば、
親機１２０が空気あるいは絶縁物に近接して設けられている場合には、受信電極で送信電
極から特定の信号を検出できず、人体に近接していないことを検出できる。また、親機１
２０が導体に近接して設けられている場合には、送信電極からの特定の信号がほとんど減
衰、遅延なく受信電極に現れるので、人体に近接していないことを検出できる。
【００３５】
　さらに、親機１２０が人体に近接して設けられている場合には、人体は抵抗及び容量成
分を有するので、送信電極からの特定の信号が人体の抵抗成分に応じて減衰するとともに
容量成分に応じて遅延して受信電極に現れることになるので、人体に近接していることを
検出できる。
【００３６】
　これによって、人体検知部１２６により親機１２０が人体に携帯されているか否かを検
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知できる。
【００３７】
　親機１２０は、例えば、ベルトなどが取り付けられており、身体の任意の部分（腰、手
首など）に取り付けることができように構成されている。
【００３８】
　出力部１２７は、スピーカ、フラッシュなどが内蔵された構成とされており、処理部１
２２からの指示によりブザーやメッセージを音響出力したり、フラッシュが点滅したりす
る。親機１２０は、子機１１０とペアリングが行われた後、一定時間以上、人体検知部１
２６により人体が検知されてない状態が継続した場合には、出力部１２７から警報を出力
する構成とされている。これにより、可搬記憶媒体１０１の搬送時において、親機１２０
の紛失、置き忘れなどを防止できる。
【００３９】
　ＵＳＢポート１２８は、例えば、ＵＳＢソケットコネクタ、あるいは、ＵＳＢプラグコ
ネクタなどから構成されており、ＵＳＢケーブルを介してパソコン１４０のＵＳＢポート
に接続される。
【００４０】
　次に、監視装置１３０の構成について説明する。
【００４１】
　図４は監視装置１３０のブロック構成図を示す。
【００４２】
　監視装置１３０は、例えば、出入口付近の室内側天井部分に設置して、子機１１０の識
別子、及び、親機１２０の識別子を読み取り、読み取り結果によって、アラーム音、アラ
ームメッセージ等を発生させる。所定の通報先に通報を行うことが出来る。
【００４３】
　監視装置１３０は、通信部１３１、処理部１３２、監視装置記憶部１３３、インタフェ
ース１３４、出力部１３５などを含む構成とされている。通信部１３１は、子機１１０、
親機１２０と無線通信を行うためのデバイスである。
【００４４】
　処理部１３２は、親機１２０から、通信部１３１、あるいは、インタフェース１３４を
通じて受信した子機識別子及び親機識別子のペアを、監視装置記憶部１３３に記憶すると
ともに、子機１１０から通信部１３１を通じて受信する子機識別子及び親機１２０から通
信部１３１を通じて受信する親機識別子に基づいて子機１１０及び親機１２０の状態を検
知して、異常がある場合に出力部１３５から警報を出力したり、ネットワーク１６０を通
じて通報先端末装置１５０に警報を通知したりする。
【００４５】
　監視装置記憶部１３３は、メモリなどから構成されており、親機１２０から、通信部１
３１、あるいは、インタフェース１３４を通じて受信した子機識別子及び親機識別子のペ
アを記憶する。
【００４６】
　インタフェース１３４は、ネットワーク１６０を介してパソコン１４０、通報先端末装
置１５０との通信を行うためのデバイスである。
【００４７】
　出力部１３５は、スピーカ、フラッシュなどが内蔵された構成とされており、処理部１
３２からの指示によりブザーやメッセージを音響出力したり、フラッシュが点滅したりす
る。
【００４８】
　なお、ネットワーク１６０は、無線ＬＡＮ、有線ＬＡＮなどの有線又は無線のセキュア
な通信回線から構成されており、例えば、ＳＳＬ通信、ＶＰＮ通信、ＷＥＰ方式による無
線ＬＡＮなどが含まれる。
【００４９】
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　次に、パソコン１４０で、可搬記憶媒体１０１にデータを移動させるときの動作につい
て説明する。
【００５０】
　図５は本発明の一実施例の動作説明図を示す。
【００５１】
　このとき、パソコン１４０のＵＳＢポートに子機１１０及び親機１２０が接続された状
態であり、子機１１０と親機１２０とはペアリングされていないものとする。
【００５２】
　ステップＳ１－１でパソコン１４０に可搬記憶媒体１０１へのデータ転送指示があると
、パソコン１４０は、ステップＳ１－２で親機１２０にデータ転送通知を送信する。
【００５３】
　親機１２０は、ステップＳ２－１でパソコン１４０からのデータ転送通知を受信すると
、ステップＳ２－２で子機１１０に子機識別子を要求する。
【００５４】
　子機１１０は、ステップＳ３－１で親機１２０から子機識別子の要求を受信すると、ス
テップＳ３－２で子機記憶部１１３から子機識別子を読み出して親機１２０に送信する。
【００５５】
　親機１２０は、ステップＳ２－３で子機１１０から子機識別子を受信すると、受信した
子機識別子を親機記憶部１２３に記憶し、ステップＳ２－４で親機記憶部１２３から親機
識別子を読み出す。親機１２０は、ステップＳ２－５で受信した子機識別子と親機記憶部
１２３から読み出した親機識別子とでペアを作成し、ステップＳ２－６で監視装置１３０
に送信する。
【００５６】
　監視装置１３０は、ステップＳ４－１で親機１２０から子機識別子と親機識別子とのペ
アを受信すると、ステップＳ４－２で親機１２０から受信した子機識別子と親機識別子と
のペアを監視装置記憶部１３３に記憶する。監視装置１３０は、親機１２０から受信した
子機識別子と親機識別子とのペアを監視装置記憶部１３３に記憶すると、ステップＳ４－
３で親機１２０にペア登録完了通知を送信する。
【００５７】
　親機１２０は、ステップＳ２－７で監視装置１３０からペア登録完了通知を受信すると
、ステップＳ２－８でパソコン１４０にデータ転送許可通知を送信する。
【００５８】
　パソコン１４０は、ステップＳ１－３で親機１２０からデータ転送許可通知を受信する
と、ステップＳ１－４でデータを可搬記憶媒体１０１に転送する。パソコン１４０は、ス
テップＳ１－５でデータの可搬記憶媒体１０１への転送が完了すると、ステップ１－６で
親機１２０にデータ転送完了通知を送信する。
【００５９】
　親機１２０は、ステップＳ２－９でパソコン１４０からデータ転送完了通知を受信する
と、ステップＳ２－１０、Ｓ２－１１、Ｓ２－１２で所定時間内に人体検知部１２６によ
り人体が検知されたか否かを判定する。なお、ステップＳ２－１０は、計時を開始するス
テップであり、ステップＳ２－１１は、人体検知部１２６からの検知結果を判定するステ
ップであり、ステップＳ２－１２は、計時を開始してから所定時間経過したか否かを判定
するステップである。
【００６０】
　親機１２０は、ステップＳ２－１０、Ｓ２－１１、Ｓ２－１２で所定時間内に人体検知
部１２６により人体が検知されなければ、可搬記憶媒体１０１の搬送者が親機１１０をパ
ソコン１４０に装着し、身につけていないと判断して、ステップＳ２－１３で出力部１２
７から警報を出力する。これによって、搬送者は、親機１２０を身体に装着していないこ
とに気づくことができる。
【００６１】



(9) JP 5300552 B2 2013.9.25

10

20

30

40

50

　なお、親機１２０は、警報をパソコン１４０、監視装置１３０などを通して通報先端末
装置１５０に通知するようにしてもよい。これにより、通報先から搬送者に対して親機１
１０を身体に装着していないことを知らせることができる。
【００６２】
　また、親機１２０は、ステップＳ２－１０、Ｓ２－１１、Ｓ２－１２で所定時間内に人
体検知部１２６により人体が検知されれば、親機１２０が搬送者の身につけられたものと
判断して、ステップＳ２－１４で人体検知部１２６の検知結果を監視する。
【００６３】
　親機１２０は、ステップＳ２－１４で人体検知部１２６の検知結果、人体を検知してい
れば、搬送者の身に装着されているものと判断する。また、親機１２０は、ステップＳ２
－１４で人体検知部１２６の検知結果、人体を検知できなければ、親機１２０を落とした
か、忘れたものと判断して、ステップＳ２－１３で出力部１２７から警報を出力する。
【００６４】
　なお、警報を、パソコン１４０、監視装置１３０などを通して通報先端末装置１５０に
通知するようにしてもよい。
【００６５】
　親機１２０は、ステップＳ２－１５で子機１２０に子機識別子を要求する。子機１１０
は、ステップＳ３－１で子機識別子の要求を受信すると、ステップＳ３－２で子機識別子
を子機記憶部１１３から読み出し、親機１２０に送信する。
【００６６】
　親機１２０は、ステップＳ２－１６で子機識別子を受信すると、ステップＳ２－１７で
受信した子機識別子の正当性を判断する。すなわち、受信した子機識別子が親機記憶部１
２３に記憶された子機識別子と比較して一致していれるか否かを判断する。
親機１２０は、ステップＳ２－１７で受信した子機識別子が親機記憶部１２３に記憶され
た子機識別子と一致すれば、受信した子機識別子が正当であり、ペアリングされた親機１
２０と子機１１０とが近接している、と判断できる。正当であれば、ステップＳ２－１４
に戻り処理を続ける。
【００６７】
　親機１２０は、ステップＳ２－１７で受信した子機識別子が親機記憶部１２３に記憶さ
れた子機識別子と不一致であると、受信した子機識別子が正当ではなく、ペアリングされ
た親機１２０と子機１１０とが離間している、と判断し、ステップＳ２－１３で出力部１
２７から警報を出力する。なお、親機１２０は、警報を、パソコン１４０、監視装置１３
０などを通して通報先端末装置１５０に通知するようにしてもよい。
【００６８】
　一方、監視装置１３０は、ステップＳ４－３でペア登録完了通知を親機１２０に送信す
ると、ステップＳ４－４で子機１１０に子機識別子を要求するとともに、親機１２０に親
機識別子を要求する。
【００６９】
　子機１１０は、ステップＳ３－１で子機識別子の要求を受信すると、ステップＳ３－２
で子機識別子を子機記憶部１１３から読み出し、監視装置１３０に送信する。また、親機
１２０は、ステップＳ２－１８で親機識別子の要求を受信すると、ステップＳ２－１９で
親機記憶部１２３から親機識別子を読み出し、監視装置１３０に送信する。
【００７０】
　監視装置１３０は、ステップＳ４－５で子機１１０から受信した子機識別子と親機１２
０から受信した親機識別子とが監視装置記憶部１３３に記憶されたペアか否かを判定する
。監視装置１３０は、ステップＳ４－５で子機１１０から受信した子機識別子と親機１２
０から受信した親機識別子とがペアでないとき、ステップＳ４－６で子機１１０と親機１
２０とが離間していると判断して、出力部１３５から警報を出力する。なお、監視装置１
３０は、警報を、ネットワーク１６０を介して通報先端末装置１５０に通知するようにし
てもよい。なお、このとき、監視装置１３０が通報先端末装置１５０に警報を通報するた
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めに、監視装置１３０の監視装置記憶部１３３は、親機識別子、通報先の名称、電子メー
ルアドレスからなる通報先テーブルを持つ。処理部１３２は、監視装置記憶部１３３に記
憶された通報先テーブルを参照して通報先端末装置１５０に通報を行う。
【００７１】
　図６は、通報先テーブルのデータ構成図を示す。
【００７２】
　通報先テーブルは、親機識別子、通報先名称及び電子メールアドレスから構成されてい
る。なお、通報先は、一つの親機識別子に対して１箇所でもあっても、複数箇所であって
もよい。
【００７３】
　図５に戻って説明を続ける。
【００７４】
　さらに、監視装置１３０は、子機識別子と親機識別子とを一定時間、例えば、数十分か
ら１時間程度読み取れないときには、可搬記憶媒体１０１をアルミホイルなどによりシー
ルドして不正に持ち出そうとしているものと判断して、警報を出力する。
【００７５】
　また、監視装置１３０は、警報が出力されるときには、ネットワーク１６０などを介し
て電気錠１７０を制御して、出入口を施錠し、可搬記憶媒体１０１の外部への持ち出しを
禁止する。
【００７６】
　なお、子機１１０から受信した子機識別子と親機１２０から受信した親機識別子とがペ
アでない状況としては、子機識別子だけ、あるいは、親機識別子のみが取得できる場合な
ども考えられる。
【００７７】
　また、監視装置１３０は、ステップＳ４－５で子機１１０から受信した子機識別子と親
機１２０から受信した親機識別子とがペアであるときには、ステップＳ４－４に戻って処
理を続ける。
【００７８】
　なお、親機１２０の出力部１２７には、スイッチＳＷが設けられており、スイッチＳＷ
を操作することにより、出力部１２７から警報が出力されたときに警報の出力を一時停止
することができるように構成されている。
【００７９】
　なお、親機１２０は、パソコン１４０に再度接続されたときには、親機記憶部１２３に
記憶されている子機識別子を自動的に消去するとともに、出力部１２７からの警報の出力
を停止する。これにより、別の可搬記憶媒体１０１へのデータの書き込みが可能となる。
【００８０】
　本実施例によれば、可搬記憶媒体１０１に装着されている子機１１０と、搬送者が身に
つける親機１２０と、子機識別子及び親機識別子を監視する監視装置１３０とにより、可
搬記憶媒体１０１の室外への搬出を監視することにより、可搬記憶媒体１０１だけを搬出
しようとしたり、子機１１０、又は、親機１２０を紛失、置き忘れたり、また、子機１１
０を検知できないようにして搬出するなどの不正な搬送を行った場合には、警報が出力さ
れるため、不正な搬送を警告でき、不正なデータの漏洩などを防止できる。
【００８１】
　なお、本実施例では、親機１２０をパソコン１４０に接続する構成としたが、親機１２
０とは別に、可搬記憶媒体１０１へのデータ転送、パソコン１４０からの取り外しなどを
監視する機器監視装置を設けるようにしてもよい。
【００８２】
　図７は、本発明の他の実施例のシステム構成図を示す。なお、同図中、図１と同一構成
部分には同一符号を付し、その説明は省略する。
【００８３】
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　本実施例の可搬物監視システム２００は、親機１２０とは別に、機器監視装置２１０を
設けた構成とされている。
【００８４】
　機器監視装置２１０は、パソコン１４０のＵＳＢポート、ＰＣカードスロットなどに接
続され、パソコン１４０におけるデータ転送、パソコン１４０からの取り外しなどを監視
する装置であり、親機１２０と無線通信を行う。
【００８５】
　図８は、機器監視装置２１０のブロック構成図を示す。
【００８６】
　機器監視装置２１０は、通信部２１１、処理部２１２、記憶部２１３、インタフェース
２１４、ＵＳＢポート２１５などを含む構成とされている。
【００８７】
　通信部２１１は、親機１２０と無線通信を行うためのデバイスである。処理部２１２は
、記憶部２１３などに記憶されたプログラムに基づいてパソコン１４０における可搬記憶
媒体１０１へのデータの転送のための処理を実行する。
【００８８】
　記憶部２１３は、メモリなどから構成されており、処理部２１２で実行されるプログラ
ム、子機１１０から取得した子機識別子、親機１２０から取得した親機識別子などを保存
する。
【００８９】
　インタフェース２１４は、ＵＳＢポート２１５を介してパソコン１４０とのインタフェ
ースをとるデバイスである。
【００９０】
　次に、本実施例のパソコン１４０における可搬記録媒体１０１へのデータ転送時の動作
を説明する。
【００９１】
　図９は、本発明の他の実施例の動作説明図を示す。
【００９２】
　パソコン１４０がステップＳ４-２１で可搬記憶媒体１０１へのデータ転送指示を受け
ると、ステップＳ４－２２でデータ転送の実行を待機状態とする。機器監視装置２１０は
、ステップＳ５－１でパソコン１４０の可搬記憶媒体１０１へのデータ転送指示を検知す
ると、ステップＳ５－２で親機１２０がパソコン１４０に接続されているか否かを判定す
る。
【００９３】
　機器監視装置２１０は、ステップＳ５－２で親機１２０がパソコン１４０に接続されて
いると判定した場合、ステップＳ５－３で親機１２０から人体装着通知信号が供給される
のを待機する。親機１２０は、ステップＳ２－２１でパソコン１４０から取り外されて、
人体に装着されると、人体検知部１２６が人体に装着されたことを検知して、ステップＳ
２－２２で機器監視装置２１０に人体装着信号を送信する。
【００９４】
　機器監視装置２１０は、ステップＳ５－３で親機１２０から人体装着信号を受信すると
、ステップＳ５－４で、パソコン１４０にデータ転送許可信号を送信する。
【００９５】
　パソコン１４０は、ステップＳ４－２３で機器監視装置２１０からデータ転送許可信号
を受信すると、ステップＳ４－２４で可搬記憶媒体１０１にデータ転送する。パソコン１
４０は、ステップＳ４－２５で可搬記憶媒体１０１へのデータの転送が完了すると、ステ
ップＳ２－２６で機器監視装置２１０にデータ転送完了信号を通知する。
【００９６】
　機器監視装置２１０は、ステップＳ５－５でパソコン１４０からデータ転送完了信号を
受信すると、ステップＳ５－６で子機１１０に子機識別子を要求する。子機１１０は、ス
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テップＳ３－１で機器監視装置２１０から子機識別子の要求を受信すると、ステップＳ３
－２で子機記憶部１１３から子機識別子を読み出し、機器監視装置２１０に送信する。
【００９７】
　機器監視装置２１０は、ステップＳ５－７で子機１１０から子機識別子を受信すると、
ステップＳ５－８で受信した子機識別子を親機１２０に送信するとともに、ステップＳ５
－９で受信した子機識別子と接続された親機識別子とを対応付けたペアを監視装置１３０
に送信する。
【００９８】
　監視装置１３０は、ステップＳ１－２１で子機識別子と親機識別子とのペアを受信する
と、ステップＳ１－２２で子機識別子と親機識別子とのペアを監視装置記憶部１３３に登
録する。監視装置１３０でのデータ転送処理は、終了する。なお、監視装置１３０は、以
降、前述したように、子機１１０から子機識別子を読み取り、親機１２０から親機識別子
を読み取り、読み取った子機識別子、及び、親機識別子と、監視装置記憶部１３３に記憶
した子機識別子と親機識別子とのペアとに基づいて可搬記憶媒体１０１及び親機１２０の
状態を監視する。
【００９９】
　また、親機１２０は、ステップＳ２－２２で機器監視装置２１０から子機識別子を受信
すると、ステップＳ２－２３で、親機記憶部１２３から親機識別子を読み出し、機器監視
装置２１０から受信した子機識別子とペアを作成し、ステップＳ２－２４で親機記憶部１
２３に記憶する。以上により、親機１２０でのデータ転送時の処理は終了する。なお、親
機１２０は、例えば、図５、ステップＳ２－１４～Ｓ２－１３などに記載のように、親機
記憶部１２３に記憶された親機識別子と子機識別子とにより、子機１１０の正当性を判断
して、警報を出力する処理を実行する。
【０１００】
　次に監視装置１３０の配置例について説明する。
【０１０１】
　図１０は監視装置１３０の配置の一例を説明するための図を示す。
【０１０２】
　図１０は、監視装置１３０を出入り口付近に設置し、出入り口に設置された扉１８０に
設けられた電気錠１７０を制御するようにした配置である。
【０１０３】
　搬送者１９０が親機１２０及び親機１２０とペアをなす可搬記憶媒体１０１と近接して
搬送していれば、正当な搬送者であると判断できるため、監視装置１３０は警報を出力し
ないので、電気錠１７０は解錠状態であり、搬送者１９０は、扉１８０を開け、可搬記憶
媒体１０１を持って外に出ることができる。
【０１０４】
　一方、搬送者１９０が可搬記憶媒体１０１のみを搬送して、外に出ようすると、不正な
搬送者であると判断できるため、監視装置１３０は警報を出力するとともに、電気錠１７
０を施錠状態に制御する。これによって、搬送者１９０は、扉１８０を開け、可搬記憶媒
体１０１を持って外に出ることはできなくなる。
【０１０５】
　図１１は監視装置１３０の配置の他の一例を説明するための図を示す。
【０１０６】
　電気錠などを設置できない場合、例えば、同一フロア内に特定の監視区域Ａを設ける場
合には、図１１に示すように、監視区域Ａの周縁部に複数の監視装置１３０を設ける。監
視装置１３０は、監視装置１３０の下部を通過するときに可搬記憶媒体１０１の子機１１
０及び親機１２０の識別子を検知し、親機１２０及び親機１２０とペアをなす可搬記憶媒
体１０１が近接して搬送されていれば、正当な搬送者であると判断し、監視装置１３０は
警報を出力しないようにする。
【０１０７】
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　また、監視装置１３０は、監視装置１３０の下部を通過するときに可搬記憶媒体１０１
の子機１１０のみの子機識別子、あるいは、親機１２０のみの親機識別子、さらには、ペ
アをなさない子機識別子と親機識別子が検知された場合には、親機１２０及び親機１２０
とペアをなす可搬記憶媒体１０１が近接して搬送されていないので、不当な搬送者である
と判断し、監視装置１３０は警報を出力する。また、監視装置１３０から子機１１０、親
機１２０に警報を出力するように命令を送信し、子機１１０、親機１２０から警報を出力
させるようにしてもよい。
【０１０８】
　なお、監視装置１３０の配置方法は上記図１０、図１１の形態に限定されるものではな
い。
【０１０９】
　なお、上記実施例では、可搬記憶媒体１０１の搬送を例に説明を行ったが、可搬物は、
可搬記録媒体１０１に限定されるものではなく、子機１１０を取り付け可能な各種携帯型
電子機器、貴重品などに適用できることは言うまでもない。
【０１１０】
　本発明は上記実施例に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲におい
て種々の変形例が考えられることは言うまでもない。
【符号の説明】
【０１１１】
１００、２００　可搬物監視システム
１０１　可搬記憶媒体、１０２　インタフェース、１０３　メモリ
１０４　ＵＳＢポート
１１０　子機
１１１　通信部、１１２　処理部、１１３　子機記憶部
１２０　親機
１２１　通信部、１２２　処理部、１２３　親機記憶部、１２４　インタフェース
１２５　バッテリ、１２６　人体検知部、１２７　出力部、１２８　ＵＳＢポート
１３０　監視装置
１３１　通信部、１３２　処理部、１３３　監視装置記憶部、１３４　インタフェース
１３５　出力部
１４０　パソコン
１５０　通報先端末装置
１６０　ネットワーク
１７０　電気錠、１８０　扉、１９０　搬送者
２１０　機器監視装置
２１１　通信部、２１２　処理部、２１３　記憶部、２１４　インタフェース
２１５　ＵＳＢポート
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