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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　錠共通端子と、前記錠共通端子との接続により施錠状態を示す施錠端子と、前記錠共通
端子との接続により解錠状態を示す解錠端子と、所定電圧で駆動電流を流す駆動通電によ
りソレノイドを駆動して前記施錠端子と前記錠共通端子との接続及び前記解錠端子と前記
錠共通端子との接続を互いに切り替える一対のソレノイド端子と、接続されている状態で
扉が閉まっていることを示す扉端子及び扉共通端子とを、少なくとも有する電気錠を、制
御する電気錠制御装置であって、
　前記扉の開閉状態を示す開閉情報を警備制御装置から取得する取得手段と、
　前記開閉情報に基づいて前記扉端子を特定する扉端子特定手段と、
　前記扉が閉まっていることを前記開閉状態が示す場合に、各端子間に探査電流を流して
探査通電を行う第１通電手段と、
　探査通電結果に基づいて、接続されている二対の端子を特定する第１特定手段と、
　前記二対の端子以外の各端子間に前記駆動通電を行う第２通電手段と、
　前記駆動通電により前記二対の端子のうちいずれか一対の端子間の線間抵抗が変化した
場合に、前記駆動通電を行った両端子を前記一対のソレノイド端子に特定し、前記線間抵
抗が変化した前記一対の端子のうち接続が継続されている端子を前記錠共通端子に特定し
、前記二対の端子のうち前記線間抵抗が変化しなかった一対の端子の前記扉端子ではない
端子を前記扉共通端子に特定する第２特定手段と、
　前記第２特定手段の特定結果に基づいて、前記電気錠を制御する電気錠制御手段と、
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　前記取得手段により取得される前記開閉情報の前記開閉状態が変化した場合に、前記錠
共通端子と接続されている端子を前記解錠端子に特定し、前記錠共通端子と接続されてい
ない端子を前記施錠端子に特定する第３特定手段と、
　を備えることを特徴とする電気錠制御装置。
【請求項２】
　前記錠共通端子と前記扉共通端子とは、同一端子であることを特徴とする請求項１に記
載の電気錠制御装置。
【請求項３】
　共通端子と、前記共通端子との接続により施錠状態を示す施錠端子と、前記共通端子と
対を成し、所定電圧で駆動電流を流す駆動通電によりソレノイドを駆動して少なくとも前
記施錠端子と前記共通端子との接続の有無を切り替えるソレノイド端子と、前記共通端子
との接続により扉が閉まっていることを示す扉端子とを、少なくとも有する電気錠を、制
御する電気錠制御装置であって、
　前記扉の開閉状態を示す開閉情報を警備制御装置から取得する取得手段と、
　前記開閉情報に基づいて前記扉端子を特定する扉端子特定手段と、
　前記扉が閉まっていることを前記開閉状態が示す場合に、各端子間に探査電流を流して
探査通電を行う第１通電手段と、
　探査通電結果に基づいて、接続されている端子を特定する第１特定手段と、
　前記接続されている端子以外の各端子間に前記駆動通電を行う第２通電手段と、
　前記駆動通電によりいずれかの端子間の線間抵抗が変化した場合に、前記駆動通電を行
った端子であって前記線間抵抗が変化した端子を前記共通端子と特定し、前記駆動通電を
行った両端子のうち前記共通端子ではない端子を前記ソレノイド端子に特定し、前記線間
抵抗が変化した一対の端子のうち前記共通端子ではない端子を前記施錠端子に特定する第
２特定手段と、
　前記第２特定手段の特定結果に基づいて、前記電気錠を制御する電気錠制御手段と、
　を備えることを特徴とする電気錠制御装置。
【請求項４】
　各接点に前記電気錠のいずれの端子が配線されるかを示す配線情報を記憶する配線情報
記憶手段と、
　前記各接点及び前記電気錠の各端子との配線と、前記配線情報が示す配線とが、一致す
るか否かを判定する判定手段と、
　一致しないと判定された場合に、誤配線である旨を報知する報知手段と、
　を更に備えることを特徴とする請求項１～３のいずれか１つに記載の電気錠制御装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１つに記載の電気錠制御装置と、前記電気錠制御装置と接続さ
れる警備制御装置とを、備える警備システムであって、
　前記警備制御装置は、
　開閉センサから、前記開閉情報を受信する開閉情報受信手段と、
　前記開閉情報を前記電気錠制御装置に送信する開閉情報送信手段と、
　を備えることを特徴とする警備システム。
【請求項６】
　前記電気錠制御装置は、
　各接点に前記電気錠のいずれの端子が配線されるかを示す配線情報を記憶する配線情報
記憶手段と、
　前記各接点及び前記電気錠の各端子との配線と、前記配線情報が示す配線とが、一致す
るか否かを判定する判定手段と、
　一致しないと判定された場合に、誤配線である旨を示す報知信号を警備制御装置に送信
する送信手段と、を更に備え、
　前記警備制御装置は、
　前記報知信号を受信する報知信号受信手段と、
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　前記報知信号に基づいて、誤配線である旨を報知する報知手段と、を更に備えることを
特徴とする請求項５に記載の警備システム。
【請求項７】
　前記警備制御装置とネットワークを介して接続される監視センタを更に備え、
　前記警備制御装置は、
　前記報知信号を前記監視センタに送信する報知信号送信手段を更に備え、
　前記監視センタは、
　前記報知信号を受信する報知信号受信手段と、
　前記電気錠制御装置が設置された監視先の作業員の無線携帯端末に前記ネットワークを
介して前記報知信号を送信して報知を行わせる報知信号送信手段と、を備えることを特徴
とする請求項６に記載の警備システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気錠制御装置及び警備システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、防犯意識の高まりに伴い、建造物や部屋などの出入口扉に電気錠を設置するケー
スが増加している。このような電気錠は、一般的に、電気錠制御盤に複数の端子で配線さ
れており、当該電気錠制御盤により施錠及び解錠の切り替えが行われることにより、出入
口扉の開閉を可能にする。
【０００３】
　ところで、電気錠の各端子の配線色はメーカや機種毎に異なるため、現場で電気錠と電
気錠制御盤とを配線する際に誤配線が生じてしまう場合があり、誤配線が生じた場合に配
線をやり直すとなると電気錠の設置作業に大幅な時間を要することになる。
【０００４】
　ここで、例えば特許文献１には、カードリーダや電気錠（及び電気錠コントローラ）の
追加や削除に伴う誤配線を防止することを目的として、各カードリーダからいずれの電気
錠コントローラに解錠又は施錠のコマンドを送出するかを設定する技術が開示されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１１－８１７６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に開示された技術は、カードリーダと電気錠コントローラと
の誤配線を防止する技術であるため、このような技術を適用したとしても、電気錠と電気
錠制御盤との誤配線を防止することはできず、電気錠を正しく動作させることはできない
。
【０００７】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、電気錠と電気錠制御盤との配線に誤
配線が生じた場合であっても電気錠を正しく動作させることができる電気錠制御装置及び
警備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】
【０００８】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明の一態様にかかる電気錠制御装
置は、錠共通端子と、前記錠共通端子との接続により施錠状態を示す施錠端子と、前記錠
共通端子との接続により解錠状態を示す解錠端子と、所定電圧で駆動電流を流す駆動通電
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によりソレノイドを駆動して前記施錠端子と前記錠共通端子との接続及び前記解錠端子と
前記錠共通端子との接続を互いに切り替える一対のソレノイド端子と、接続されている状
態で扉が閉まっていることを示す扉端子及び扉共通端子とを、少なくとも有する電気錠を
、制御する電気錠制御装置であって、前記扉の開閉状態を示す開閉情報を警備制御装置か
ら取得する取得手段と、前記開閉情報に基づいて前記扉端子を特定する扉端子特定手段と
、前記扉が閉まっていることを前記開閉状態が示す場合に、各端子間に探査電流を流して
探査通電を行う第１通電手段と、探査通電結果に基づいて、接続されている二対の端子を
特定する第１特定手段と、前記二対の端子以外の各端子間に前記駆動通電を行う第２通電
手段と、前記駆動通電により前記二対の端子のうちいずれか一対の端子間の線間抵抗が変
化した場合に、前記駆動通電を行った両端子を前記一対のソレノイド端子に特定し、前記
線間抵抗が変化した前記一対の端子のうち接続が継続されている端子を前記錠共通端子に
特定し、前記二対の端子のうち前記線間抵抗が変化しなかった一対の端子の前記扉端子で
はない端子を前記扉共通端子に特定する第２特定手段と、前記第２特定手段の特定結果に
基づいて、前記電気錠を制御する電気錠制御手段と、前記取得手段により取得される前記
開閉情報の前記開閉状態が変化した場合に、前記錠共通端子と接続されている端子を前記
解錠端子に特定し、前記錠共通端子と接続されていない端子を前記施錠端子に特定する第
３特定手段と、を備えることを特徴とする。
　また、本発明の別の態様にかかる電気錠制御装置は、共通端子と、前記共通端子との接
続により施錠状態を示す施錠端子と、前記共通端子と対を成し、所定電圧で駆動電流を流
す駆動通電によりソレノイドを駆動して少なくとも前記施錠端子と前記共通端子との接続
の有無を切り替えるソレノイド端子と、前記共通端子との接続により扉が閉まっているこ
とを示す扉端子とを、少なくとも有する電気錠を、制御する電気錠制御装置であって、前
記扉の開閉状態を示す開閉情報を警備制御装置から取得する取得手段と、前記開閉情報に
基づいて前記扉端子を特定する扉端子特定手段と、前記扉が閉まっていることを前記開閉
状態が示す場合に、各端子間に探査電流を流して探査通電を行う第１通電手段と、探査通
電結果に基づいて、接続されている端子を特定する第１特定手段と、前記接続されている
端子以外の各端子間に前記駆動通電を行う第２通電手段と、前記駆動通電によりいずれか
の端子間の線間抵抗が変化した場合に、前記駆動通電を行った端子であって前記線間抵抗
が変化した端子を前記共通端子と特定し、前記駆動通電を行った両端子のうち前記共通端
子ではない端子を前記ソレノイド端子に特定し、前記線間抵抗が変化した一対の端子のう
ち前記共通端子ではない端子を前記施錠端子に特定する第２特定手段と、前記第２特定手
段の特定結果に基づいて、前記電気錠を制御する電気錠制御手段と、を備えることを特徴
とする。
【０００９】
　また、本発明の別の態様にかかる警備システムは、上記電気錠制御装置と、前記電気錠
制御装置と接続される警備制御装置とを、備える警備システムであって、前記警備制御装
置は、開閉センサから、前記開閉情報を受信する開閉情報受信手段と、前記開閉情報を前
記電気錠制御装置に送信する開閉情報送信手段と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、電気錠と電気錠制御盤との配線に誤配線が生じた場合であっても電気
錠を正しく動作させることができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、本実施形態の警備システムの構成例を示すブロック図である。
【図２】図２は、本実施形態の電気錠及び開閉センサの端子構成例を示す図である。
【図３】図３は、本実施形態の電気錠制御装置、警備制御装置、及び監視センタ８０の構
成例を示すブロック図である。
【図４】図４は、本実施形態の電気錠制御装置の処理例を示すフローチャートである。
【図５】図５は、変形例の電気錠の端子構成例を示す図である。
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【図６】図６は、変形例の電気錠の端子構成例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、添付図面を参照しながら、本発明にかかる電気錠制御装置及び警備システムの実
施形態を詳細に説明する。
【００１３】
　まず、本実施形態の電気錠制御装置を含む警備システムの構成について説明する。
【００１４】
　図１は、本実施形態の警備システム１０の構成の一例を示すブロック図である。図１に
示すように、警備システム１０は、電気錠２０と、開閉センサ３５と、操作機４０と、電
気錠制御装置５０と、警備制御装置７０と、監視センタ８０と、無線携帯端末９０とを、
備える。電気錠２０、開閉センサ３５、操作機４０、電気錠制御装置５０、及び警備制御
装置７０は、監視対象となる監視先（例えば、オフィス）に設置されており、電気錠２０
、操作機４０、及び警備制御装置７０が、電気錠制御装置５０に接続され、開閉センサ３
５が警備制御装置７０に接続されている。監視センタ８０は、警備制御装置７０を用いて
監視先の監視を行うシステムであり、ネットワーク１１を介して警備制御装置７０及び無
線携帯端末９０と接続されている。ネットワーク１１は、有線であっても無線であっても
よく、例えば、インターネットなどの公衆通信回線により実現できる。なお、警備システ
ム１０が備える各装置の接続形態はこれに限定されるものではない。
【００１５】
　電気錠２０は、監視先である建造物や部屋などの出入口における扉１５に設置されてお
り、後述の電気錠制御装置５０に複数の端子で配線され、当該電気錠制御装置５０の制御
の下、扉１５の開閉を可能にする。電気錠２０は、通電を行う毎に施錠・解錠を切り替え
るモータ錠や瞬時通電型の電気錠であってもよいし、通電時に解錠する通電時解錠型の電
気錠であってもよいし、通電時に施錠する通電時施錠型の電気錠であってもよい。
【００１６】
　開閉センサ３５は、監視先である建造物や部屋などの出入口における扉１５などに設置
されており、扉１５の開閉状態を検出して、扉１５の開閉情報（開閉状態を示す信号）を
警備制御装置７０に出力する。開閉センサ３５は、例えば、マグネットセンサなどにより
実現できる。
【００１７】
　図２は、本実施形態の電気錠２０及び開閉センサ３５の端子構成の一例を示す図である
。図２に示すように、電気錠２０は、ＳＯＬ１端子２１と、ＳＯＬ２端子２２と、解錠ア
ンサ端子２３と、錠ＣＯＭ端子２４と、施錠アンサ端子２５と、扉ＣＯＭ端子２６と、扉
アンサ端子２７と、端子２８と、端子２９と、ソレノイド３０とを、有する。
【００１８】
　錠ＣＯＭ端子２４（錠共通端子の一例）は、解錠アンサ端子２３又は施錠アンサ端子２
５と共通に用いられる端子である。解錠アンサ端子２３（解錠端子の一例）は、錠ＣＯＭ
端子２４とメイク（接続）することで解錠状態を示す。施錠アンサ端子２５（施錠端子の
一例）は、錠ＣＯＭ端子２４とメイク（接続）することで施錠状態を示す。なお、解錠ア
ンサ端子２３と錠ＣＯＭ端子２４とがメイクしている場合、施錠アンサ端子２５と錠ＣＯ
Ｍ端子２４とはブレイクしており（接続されておらず）、施錠アンサ端子２５と錠ＣＯＭ
端子２４とがメイクしている場合、解錠アンサ端子２３と錠ＣＯＭ端子２４とはブレイク
している（接続されていない）。
【００１９】
　ＳＯＬ１端子２１及びＳＯＬ２端子２２（一対のソレノイド端子の一例）は、所定電圧
で駆動電流を流す駆動通電によりソレノイド３０を駆動して、解錠アンサ端子２３と錠Ｃ
ＯＭ端子２４との接続（解錠状態）及び施錠アンサ端子２５と錠ＣＯＭ端子２４との接続
（施錠状態）の少なくとも一方を切り替える。なお、錠端子の状態が切り替わる場合（メ
イクからブレイク、又はブレイクからメイク）、錠端子の端子間の線間抵抗が変化する。
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【００２０】
　また、ＳＯＬ１端子２１及びＳＯＬ２端子２２への通電手法は、モータ錠、瞬時通電型
、通電時解錠型、又は通電時施錠型などの電気錠の種類により異なる。例えば、モータ錠
や有極の瞬時通電型の電気錠は、ＳＯＬ１端子２１に通電することにより施錠又は解錠の
一方が行われ、ＳＯＬ２端子２２に通電することにより他方が行われる。また例えば、無
極の瞬時通電型の電気錠は、ＳＯＬ１端子２１又ＳＯＬ２端子２２のいずれか一方に通電
する毎に施解錠を切り替える。また例えば、通電時解錠型の電気錠は、ＳＯＬ１端子２１
又ＳＯＬ２端子２２のいずれか一方に通電している間解錠される。また例えば、通電時施
錠型の電気錠は、ＳＯＬ１端子２１又ＳＯＬ２端子２２のいずれか一方に通電している間
施錠される。
【００２１】
　扉ＣＯＭ端子２６（扉共通端子の一例）及び扉アンサ端子２７（扉端子の一例）は、扉
１５の開閉状態を示し、扉１５が閉まっている場合にメイク（接続）し、扉１５が開いて
いる場合にブレイク（接続を解消）する。なお本実施形態では、端子２８及び端子２９は
使用しないが、電気錠では、９本の端子をまとめたコネクタが一般的であるため、図示し
ている。
【００２２】
　開閉センサ３５も扉１５の開閉状態を示し、扉１５が閉まっている場合にメイク（接続
）し、扉１５が開いている場合にブレイク（接続を解消）する。つまり、開閉センサ３５
と扉アンサ端子２７とは連動している。
【００２３】
　図１に戻り、操作機４０は、非接触ＩＣカードやＩＣタグなどの鍵からＩＤを読み取っ
て、後述の電気錠制御装置５０に送信する。操作機４０は、例えば、カードリーダなどに
より実現できる。なお、操作機４０は、電気錠制御装置５０と一体的に実現してもよい。
【００２４】
　電気錠制御装置５０は、電気錠２０を制御して、扉１５の開閉を制御する。例えば、電
気錠制御装置５０は、操作機４０から受信したＩＤの照合（認証）を行い、照合に成功し
た場合に、電気錠２０の施錠又は解錠を行い、扉１５の開閉を制御する。
【００２５】
　特に本実施形態では、電気錠制御装置５０は、電気錠２０が扉１５に設置され運用が開
始される前後の段階で、電気錠２０の各端子がいずれの端子であるかを特定する制御を行
う。本実施形態では、このように電気錠２０の各端子を特定できるため、電気錠制御装置
５０の接点と電気錠２０の各端子との配線に誤配線が生じている場合であっても誤配線を
考慮して（配線に従うのではなく、特定された端子に合わせて）電気錠２０を制御するこ
とにより、電気錠２０を正しく動作させることができる。
【００２６】
　なお本実施形態では、電気錠２０は電気錠の種類を問わず適用することができる。但し
、電気錠は、一般的に閉扉中でないと施解錠のアンサを返さないため、電気錠２０の各端
子を特定する制御は、閉扉状態であることを前提条件として行う。
【００２７】
　電気錠制御装置５０は、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read
　Only　Memory）、及びＲＡＭ（Random　Access　Memory）などを有するチップセットな
どを備えた制御盤により実現できる。また、電気錠制御装置５０には図示せぬ電源から電
力が供給されており、電気錠制御装置５０から電気錠２０の各端子への通電や電圧を印加
することが可能になっている。
【００２８】
　図３は、本実施形態の電気錠制御装置５０、警備制御装置７０、及び監視センタ８０の
構成の一例を示すブロック図である。図３に示すように、電気錠制御装置５０は、記憶部
５１と、取得部５３と、扉端子特定部５４と、第１通電部５５と、第１特定部５６と、第
２通電部５７と、第２特定部５８と、電気錠制御部５９と、第３特定部６０と、判定部６
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１と、報知部６２と、送信部６３とを、備える。
【００２９】
　記憶部５１は、電気錠制御装置５０で実行される各種プログラムや電気錠制御装置５０
で行われる各種処理に使用される各種情報などを記憶する。記憶部５１は、例えば、ＲＯ
ＭやＲＡＭ（Random　Access　Memory）などのメモリにより実現できる。記憶部５１は、
配線情報記憶部５２を含む。なお、配線情報記憶部５２の詳細については後述する。
【００３０】
　取得部５３は、警備制御装置７０から、扉１５の開閉状態を示す開閉情報を取得する。
なお、この開閉情報は、開閉センサ３５の信号出力に基づく情報である。
【００３１】
　扉端子特定部５４は、取得部５３により取得された開閉情報に基づいて扉アンサ端子２
７を特定する。具体的に説明すると、開閉センサ３５と扉アンサ端子２７とは連動して動
作するため、扉端子特定部５４は、開閉情報が示す状態に連動してメイク・ブレイクする
端子を扉アンサ端子２７に特定する。
【００３２】
　第１通電部５５は、取得部５３により取得された開閉情報が閉状態を示す状態、即ち、
閉扉状態で、各端子間に探査電流を流して探査通電を行う。この探査通電は、電気錠２０
の複数の端子のうちメイクされている端子を特定する目的で行われる。
【００３３】
　第１特定部５６は、第１通電部５５の探査通電結果に基づいて、メイクされている二対
の端子を特定する。なお、メイクされている二対の端子は、扉ＣＯＭ端子２６及び扉アン
サ端子２７の対と、施錠アンサ端子２５及び錠ＣＯＭ端子２４の対又は解錠アンサ端子２
３及び錠ＣＯＭ端子２４の対である（電子錠２０が施錠状態の場合も解錠状態の場合もあ
るため）。但し、この段階では、施錠アンサ端子２５及び錠ＣＯＭ端子２４の対であるか
解錠アンサ端子２３及び錠ＣＯＭ端子２４の対であるかは判別できない。
【００３４】
　第２通電部５７は、二対の端子以外の各端子間に所定電圧（例えば、２４Ｖ）でソレノ
イド３０を駆動する駆動電流を流す駆動通電を行う。この駆動通電は、ソレノイド３０を
駆動させることにより、施錠アンサ端子２５と錠ＣＯＭ端子２４とをメイク又はブレイク
し、解錠アンサ端子２３と錠ＣＯＭ端子２４とをブレイク又はメイクする目的で行われる
。
【００３５】
　第２特定部５８は、駆動通電により二対の端子のうちいずれか一対の端子間の線間抵抗
が変化した場合に、駆動通電を行った両端子をＳＯＬ１端子２１及びＳＯＬ２端子２２に
特定する。また第２特定部５８は、線間抵抗が変化した一対の端子のうちメイクが継続さ
れている端子を錠ＣＯＭ端子２４に特定する。また第２特定部５８は、二対の端子のうち
線間抵抗が変化しなかった一対の端子の扉アンサ端子２７ではない端子を扉ＣＯＭ端子２
６に特定する。これにより、電気錠２０の各端子のうち解錠アンサ端子２３及び施錠アン
サ端子２５以外の端子がいずれの端子であるかを特定できる。
【００３６】
　電気錠制御部５９は、第２特定部５８による特定結果に基づいて、電気錠２０を制御す
る。例えば、電気錠制御部５９は、電気錠制御装置５０の接点と電気錠２０の各端子との
配線に誤配線が生じている場合であっても誤配線を考慮して（配線に従うのではなく、特
定された端子に合わせて）電気錠２０を制御する。但し、電気錠２０の運用が開始される
前の段階では、解錠アンサ端子２３及び施錠アンサ端子２５は特定されていないため、こ
れらの誤配線を考慮した電気錠２０の制御は、電気錠２０の運用開始後、後述の第３特定
部６０により解錠アンサ端子２３及び施錠アンサ端子２５が特定された後に行われる。こ
れにより、電気錠制御装置５０と電気錠２０との間に誤配線が生じている場合であっても
電気錠を正しく動作させることができる。
【００３７】
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　第３特定部６０は、取得部５３により取得される開閉情報の開閉状態が変化した場合に
、錠ＣＯＭ端子２４とメイクされている端子を解錠アンサ端子２３に特定し、錠ＣＯＭ端
子２４とメイクされていない端子を施錠アンサ端子２５に特定する。なお、第３特定部６
０による解錠アンサ端子２３及び施錠アンサ端子２５の特定は、電気錠２０の運用開始後
に行われる。
【００３８】
　ここで、配線情報記憶部５２について説明する。配線情報記憶部５２は、電気錠制御装
置５０の各接点に電気錠２０のいずれの端子が配線されるかを示す配線情報を記憶する。
つまり、配線情報記憶部５２は、配線情報として、電気錠制御装置５０と電気錠２０との
間の正常配線を示す情報を記憶する。
【００３９】
　判定部６１は、電気錠制御装置５０の各接点及び電気錠２０の各端子との配線と、配線
情報記憶部５２の配線情報が示す配線とが、一致するか否かを判定する。
【００４０】
　報知部６２は、判定部６１により一致しないと判定された場合に、誤配線である旨を報
知する。報知部６２は、例えば、ディスプレイ、スピーカ、又は警報機などにより実現で
き、誤配線である旨を表示報知、音声報知、又は視覚報知する。
【００４１】
　送信部６３は、判定部６１により一致しないと判定された場合に、誤配線である旨を示
す報知信号を警備制御装置７０に送信する。送信部６３は、例えば、通信インタフェース
などの既存の通信装置により実現できる。
【００４２】
　なお、電気錠制御装置５０は、上述した各部の全てを必須の構成とする必要はなく、そ
の一部を省略した構成としてもよい。例えば図３の電気錠制御装置５０では、報知部６２
による報知と送信部６３による報知信号の送信との両方が行われているが、いずれか一方
の構成を省略するようにしてもよい。
【００４３】
　図１に戻り、警備制御装置７０は、警備モードを例えば警備状態及び警備解除状態の間
で切り替え、警備モードに応じた警備動作を実行する。ここで、警備モードとは、監視領
域において異常検知した際の通報先への通報の可否、又は監視領域内に対する報知の可否
などを定めたモードであり、異常を検知したときの警備制御装置７０の動作を決定するモ
ードである。警備状態とは、警備を必要とする場合に設定する警備モードであり、図示せ
ぬセンサによって異常を検知したときに発せられる検知信号を警備制御装置７０が受信し
た場合に、異常を知らせる警報を監視センタ８０に通報する状態である。警備解除状態と
は、警備を必要としない場合に設定する警備モードであり、図示せぬセンサによって異常
を検知したときに発せられる検知信号を警備制御装置７０が受信した場合でも、監視セン
タ８０への警報の通報、監視領域における異常の検知、通報先端末への異常の通報のいず
れも行わない状態である。
【００４４】
　また、警備制御装置７０は、例えば、警備モードが警備状態である場合に、電気錠制御
装置５０に電気錠の解錠不許可命令を出力したり、警備モードが警備解除状態である場合
に、電気錠制御装置５０に電気錠の解錠許可命令を出力したりする。この場合、電気錠制
御装置５０は、警備モードが警備解除状態である場合のみ、電気錠２０を解錠する制御を
行う。また警備制御装置７０は、電気錠制御装置５０に対して、電気錠２０の解錠／施錠
命令を出力することもできる。
【００４５】
　また、警備制御装置７０は、開閉センサ３５から出力された信号に基づき開閉情報を電
気錠制御装置５０に通知したり、電気錠制御装置５０から報知信号を受け、報知に関する
制御を行う。図３に示すように、警備制御装置７０は、開閉情報受信部７１と、開閉情報
送信部７２と、報知信号受信部７３と、報知部７４と、報知信号送信部７５とを、備える
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。
【００４６】
　開閉情報受信部７１は、開閉センサ３５から、扉１５の開閉情報（開閉状態を示す信号
）を逐次受信する。開閉情報送信部７２は、開閉情報受信部７１により受信された開閉情
報を電気錠制御装置５０に送信する。
【００４７】
　報知信号受信部７３は、電気錠制御装置５０から送信された誤配線である旨を示す報知
信号を受信する。報知部７４は、報知信号受信部７３により受信された報知信号に基づい
て、誤配線である旨を報知する。報知部７４は、例えば、ディスプレイ、スピーカ、又は
警報機などにより実現でき、誤配線である旨を表示報知、音声報知、又は視覚報知する。
報知信号送信部７５は、報知信号受信部７３により受信された報知信号を、ネットワーク
１１を介して監視センタ８０に送信する。
【００４８】
　なお、警備制御装置７０は、上述した各部の全てを必須の構成とする必要はなく、その
一部を省略した構成としてもよい。例えば図３の警備制御装置７０では、報知部７４によ
る報知と報知信号送信部７５による報知信号の送信との両方が行われているが、いずれか
一方の構成を省略するようにしてもよい。
【００４９】
　監視センタ８０は、警備制御装置７０から通報を受信すると、警備員に監視先への出動
を指示したり、必要に応じて警察や消防などの関係機関に通報したりする。また、本実施
形態の監視センタ８０は、警備制御装置７０から誤配線である旨を示す報知信号を受信す
ると、誤配線が発生した監視先（警備契約先）において作業している作業員の無線携帯端
末９０に対して、誤配線である旨を報知させる。図３に示すように、監視センタ８０は、
報知信号受信部８１と、報知信号送信部８２とを、備える。
【００５０】
　報知信号受信部８１は、警備制御装置７０からネットワーク１１を介して報知信号を受
信する。報知信号送信部８２は、報知信号受信部８１により受信された報知信号を電気錠
制御装置５０が設置された監視先の作業員の無線携帯端末９０にネットワーク１１を介し
て送信して報知を行わせる。
【００５１】
　なお、監視センタ８０は、上述した各部の全てを必須の構成とする必要はなく、その一
部を省略した構成としてもよい。
【００５２】
　次に、本実施形態の警備システムの動作について説明する。
【００５３】
　図４は、本実施形態の電気錠制御装置５０で行われる処理の手順の流れの一例を示すフ
ローチャートである。なお、図４に示す処理は、電気錠２０が扉１５に設置され運用が開
始される前段階であって、扉ＣＯＭ端子２６と扉アンサ端子２７とがメイクされている状
態、即ち、閉扉状態で開始されるものとする。また、この段階では、電気錠２０のＳＯＬ
１端子２１～端子２９はいずれも未知の端子であるため、ここでは、ＳＯＬ１端子２１～
端子２９をそれぞれ端子Ａ～端子Ｉとして説明する。
【００５４】
　まず、取得部５３は、開閉センサ３５から出力され警備制御装置７０に入力された開閉
情報を、警備制御装置７０から取得する（ステップＳ１００）。
【００５５】
　続いて、扉端子特定部５４は、取得部５３により取得された開閉情報に基づいて扉アン
サ端子２７を特定する（ステップＳ１０２）。ここでは、開閉情報が示す状態に連動して
端子Ｇがメイク・ブレイクするものとする。この場合、扉端子特定部５４は、端子Ｇを扉
アンサ端子２７に特定する。
【００５６】
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　続いて、第１通電部５５は、端子Ａ～端子Ｉの各端子間に探査電流を流して探査通電を
行う（ステップＳ１０４）。つまり、各端子が取りうるペアに対して探査通電を行う。
【００５７】
　続いて、第１特定部５６は、探査通電結果に基づいて、メイクされている二対の端子を
特定する（ステップＳ１０６）。ここでは、端子Ｄ及び端子Ｅと端子Ｆ及び端子Ｇとがメ
イクされていると特定されたものとする。
【００５８】
　続いて、第２通電部５７は、二対の端子以外の各端子間に所定電圧（例えば、２４Ｖ）
でソレノイド３０を駆動する駆動電流を流す駆動通電を行う（ステップＳ１０８）。つま
り、端子Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｈ、Ｉが取りうるペアに対して駆動通電を行う。
【００５９】
　続いて、第２特定部５８は、駆動通電により二対の端子のうちいずれか一対の端子間の
線間抵抗が変化した場合に、駆動通電を行った両端子をＳＯＬ１端子２１及びＳＯＬ２端
子２２に特定する（ステップＳ１１０）。ここでは、端子Ａ及び端子Ｂに対する駆動通電
により端子Ｄ及び端子Ｅの端子間の線間抵抗が変化したものとする。この場合、第２特定
部５８は、端子Ａ及び端子ＢをＳＯＬ１端子２１及びＳＯＬ２端子２２に特定する。
【００６０】
　また第２特定部５８は、線間抵抗が変化した一対の端子のうちメイクが継続されている
端子を錠ＣＯＭ端子２４に特定する。ここでは、端子Ｄのメイクが継続されたものとする
。この場合、第２特定部５８は、端子Ｄを錠ＣＯＭ端子２４に特定する。
【００６１】
　また第２特定部５８は、二対の端子のうち線間抵抗が変化しなかった一対の端子の扉ア
ンサ端子２７ではない端子を扉ＣＯＭ端子２６に特定する。ここでは、端子Ｆ及び端子Ｇ
の端子間の線間抵抗が変化しなかったものとする。この場合、第２特定部５８は、端子Ｆ
を扉ＣＯＭ端子２６に特定する（端子Ｇが扉アンサ端子２７に特定されているため）。
【００６２】
　続いて、電気錠制御部５９は、第２特定部５８による特定結果に基づいて、電気錠２０
を制御する（ステップＳ１１２）。例えば、電気錠制御部５９は、電気錠制御装置５０の
接点と電気錠２０の各端子との配線に従うのではなく、特定された端子に合わせて電気錠
２０を制御する。
【００６３】
　続いて、電気錠２０の運用が開始されると、第３特定部６０は、取得部５３により取得
される開閉情報の開閉状態が変化した場合に、錠ＣＯＭ端子２４とメイクされている端子
を解錠アンサ端子２３に特定し、錠ＣＯＭ端子２４とメイクされていない端子を施錠アン
サ端子２５に特定する（ステップＳ１１４）。ここでは、開閉情報の開閉状態が変化した
場合に、錠ＣＯＭ端子２４と端子Ｃがメイクされ、錠ＣＯＭ端子２４と端子Ｅがブレイク
されているものとする。この場合、第３特定部６０は、端子Ｃ、端子Ｅをそれぞれ解錠ア
ンサ端子２３、施錠アンサ端子２５に特定する。
【００６４】
　以上のように本実施形態によれば、電気錠２０が扉１５に設置され運用が開始される前
後の段階で、電気錠２０の各端子がいずれの端子であるかを特定する制御を行うため、電
気錠２０の各端子を特定でき、電気錠制御装置５０の接点と電気錠２０の各端子との配線
に誤配線が生じている場合であっても誤配線を考慮して（配線に従うのではなく、特定さ
れた端子に合わせて）電気錠２０を制御することにより、電気錠２０を正しく動作させる
ことができる。
【００６５】
　また本実施形態によれば、電気錠制御装置５０の接点と電気錠２０の各端子との配線に
誤配線が生じている場合に電気錠２０を正しく動作させることに加え、誤配線である旨の
報知や報知信号の送信を行うため、誤配線であることもユーザや警備員に知らせることも
できる。
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【００６６】
（変形例）
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。
例えば、上記各実施形態では、錠ＣＯＭ端子２４と扉ＣＯＭ端子２６とが別々の端子であ
る例について説明したが、これに限定されるものではなく、図５に示すように、錠ＣＯＭ
端子と扉ＣＯＭ端子とが同一端子（ＣＯＭ端子１２４）である電気錠１２０であってもよ
い。また、図６に示すように、錠ＣＯＭ端子、扉ＣＯＭ端子、及びＳＯＬ２端子が同一端
子（ＣＯＭ端子２２２）であり、解錠アンサ２３を省略した電気錠２２０であってもよい
。このようにすれば、端子の配線本数を減らすことができる。この場合、第２特定部は、
駆動通電によりいずれかの端子間の線間抵抗が変化した場合に、駆動通電を行った両端子
のうちＣＯＭ端子２２２ではない端子をＳＯＬ１端子２１に特定し、線間抵抗が変化した
一対の端子のうちＣＯＭ端子２２２ではない端子を施錠アンサ端子２５に特定する。なお
、第２特定部は、駆動通電を行った端子であって線間抵抗が変化した端子をＣＯＭ端子２
２２に特定する。
【符号の説明】
【００６７】
　１０　警備システム
　１１　ネットワーク
　１５　扉
　２０、１２０、２２０　電気錠
　２１　ＳＯＬ１端子
　２２　ＳＯＬ２端子
　２３　解錠アンサ端子
　２４　錠ＣＯＭ端子
　２５　施錠アンサ端子
　２６　扉ＣＯＭ端子
　２７　扉アンサ端子
　２８、２９　端子
　３０　ソレノイド
　３５　開閉センサ
　４０　操作機
　５０　電気錠制御装置
　５１　記憶部
　５２　配線情報記憶部
　５３　取得部
　５４　扉端子特定部
　５５　第１通電部
　５６　第１特定部
　５７　第２通電部
　５８　第２特定部
　５９　電気錠制御部
　６０　第３特定部
　６１　判定部
　６２　報知部
　６３　送信部
　７０　警備制御装置
　７１　開閉情報受信部
　７２　開閉情報送信部
　７３　報知信号受信部
　７４　報知部
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　７５　報知信号送信部
　８０　監視センタ
　８１　報知信号受信部
　８２　報知信号送信部
　９０　無線携帯端末
　１２４、２２２　ＣＯＭ端子

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】
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