
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
中央装置及び少なくとも１個の検出装置を具えているセキュリティシステムであって、
前記検出装置が、メッセージ伝送中の 装置を独自に識別するソース識別子を
メッセージをワイヤレスで伝送する送信手段と、警報状態を検出し、且つこの検出に応答
して、前記送信手段に メッセージを伝送させる検出手段とを具え
前記中央装置が：
少なくとも１個の検出装置のソース識別子を記憶するためのメモリ手段と；
警報を発生するための警報手段と；

中央装置を、操作モード及び学習モードを含む複数モードのうちの或る選択した１つ
のモードに たらすためのユーザインタフェース手段と；
ワイヤレスで伝送され メッセージを受信し、学習モードでは、受信したメッセージのソ
ース識別子を前記メモリ手段に記憶 、且つ操作モードでは、受信した メッセージ
のソース識別子が前記メモリ手段に記憶されている場合に、前記警報手段に警報を発生さ
せる 受信手段と；
を具えているセキュリティシステムにおいて、
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前記検出装置が、当該検出装置を、操作モード及び学習モードを含む複数モードのうちの
或る選択した１つのモードにもたらすためのユーザ入力手段と；前記検出装置が学習モー
ドにある場合に限り、学習トリガに応答して、前記送信手段が前記警報メッセージとは別
の学習 -検出器メッセージを伝送し得るようにする手段と；を具え、且つ



ようにしたことを特徴とするセキュリティシステム。
【請求項２】
前記システムが複数個の異なるタイプの検出装置を具え；これら各タイプの検出装置が、
該検出装置の外部の異なるタイプの警報状態を検出するようにした請求の範囲 記載の
セキュリティシステムにおいて、前記学習 -検出器メッセージが、検出装置のタイプを識
別するタイプ情報を ；且つ前記警報手段が、タイプ特有の警報を発生 ようにした
ことを特徴とするセキュリティシステム。
【請求項３】
前記ソース識別子が複数グループのソース識別子のうちの１つの識別子に相当し；各グル
ープがタイプの異なる検出装置のうちの１つのタイプに相当し；且つ前記警報手段が、受
信した警報メッセージのソース識別子からタイプ情報を得るようにしたことを特徴とする
請求の範囲 に記載のセキュリティシステム。
【請求項４】
前記警報及び学習 -検出器メッセージが、ソース識別子を有する第１フィールドと、タイ
プ情報を有する第２フィールドとを具え；且つ前記受信手段が、受信した学習 -検出器メ
ッセージのタイプ情報も前記学習モードにて前記メモリに記憶 ようにしたことを特
徴とする請求の範囲 に記載のセキュリティシステム。
【請求項５】
前記システムが複数個の異なるタイプの検出装置を具え；これら各タイプの検出装置が、
該検出装置の外部の異なるタイプの警報状態を検出するようにした請求の範囲 記載の
セキュリティシステムにおいて、前記検出手段が、前記送信手段に或るタイプ特有の警報
メッセージを選択させると共に伝送させるべく構成され、且つ前記警報手段が、タイプ特
有の警報を発生 ようにしたことを特徴とするセキュリティシステム。
【請求項６】
前記検出装置が、該検出装置の外部の種々のタイプの警報状態を検出する種々のタイプの
検出手段を複数個具え；各検出手段が、或る警報状態の検出に応答して前記送信手段にタ
イプ特有の警報メッセージを選択させると共に伝送させる ；且つ前記警報手段が
、タイプ特有の警報を発生 ようにしたことを特徴とする請求の範囲１に記載のセキュ
リティシステム。
【請求項７】
前記システムが確認装置を具え；
前記中央装置が、前記システムの状態を示す状態メッセージ及び学習 -中央装置メッセー
ジを含む複数の異なるメッセージのうちの、前記中央装置を独自に識別するソース識別子
を １つのメッセージを選択すると共に該選択したメッセージをワイヤレスで伝送する
送信手段を具え；
前記中央装置の前記ユーザインタフェース手段が、ユーザによるトリガに応答して前記送
信手段に学習 -中央装置メッセージを選択させ、且つ伝送させる ；
前記確認装置が、該確認装置をユーザ入力に応答して操作モード及び学習モードを含む複
数モードのうちの或る１つの選択モードにするためのユーザインタフェース手段を具え；
且つ
前記確認装置が受信手段も具え、該受信手段がワイヤレスで伝送されるメッセージを受信
し、前記確認装置が学習モードに或る場合にだけ、受信した学習 -中央装置メッセージの
ソース識別子をメモリに記憶し、且つソース識別子が前記メモリに記憶されている或る状
態メッセージの受信に応答してユーザインタフェースにシステムの状態を指示させるよう
にしたことを特徴とする請求の範囲１～ のいずれか１つに記載のセキュリティシステム
。
【請求項８】
前記中央装置のユーザインタフェース手段が、前記中央装置が学習モードにある場合に、
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前記送信手段に前記学習 -中央装置メッセージだけを選択させ 伝送させ うにし
たことを特徴とする請求の範囲７に記載のセキュリティシステム。
【請求項９】
前記システムが遠隔制御装置を具え；該遠隔制御装置が、送信中の遠隔制御装置を独自に
識別するソース識別子を メッセージをワイヤレスで伝送するための送信手段と、ユー
ザのトリガに応答して前記送信手段にトリガ特有のユーザ入力メッセージを前記中央装置
へ伝送させるユーザ入力手段とを具えている請求の範囲１～ のいずれか１つに記載のセ
キュリティシステムにおいて、
前記メモリ手段が前記遠隔制御装置のソース識別子を記憶するための複数の記憶位置を具
え；
前記中央装置の前記ユーザインタフェース手段が、ユーザのトリガに応答して、前記メモ
リから遠隔制御装置の全てのソース識別子を除去 ；
前記遠隔制御装置の前記ユーザ入力手段が、ユーザからの学習トリガに応答して前記送信
手段に学習 -遠隔制御装置メッセージを伝送さ ；
前記中央装置の前記受信手段が、受信した学習 -遠隔制御装置メッセージのソース識別子
を、前記メモリが遠隔制御装置のソース識別子をまだ いない場合に、前記メモリ
に記憶 ；且つ
前記中央装置の受信手段が、受信したユーザ入力メッセージをさらに処理するために、該
メッセージのソース識別子が前記メモリに記憶されている場合には、前記ユーザインタフ
ェース手段へと中継 ようにしたことを特徴とするセキュリティシステム。
【請求項１０】
前記中央装置の前記受信手段が、第１学習 -遠隔制御装置メッセージの受信に応答して、
該第１学習 -遠隔制御装置メッセージのソース識別子が前記メモリに記憶されている場合
に、前記中央装置を学習 -遠隔制御装置モードにさ 、且つ
前記中央装置の受信手段が、受信した第２学習 -遠隔制御装置メッセージのソース識別子
を、前記中央装置が学習 -遠隔制御装置モードにある場合に前記メモリに記憶 るよう
にしたことを特徴とする請求の範囲 に記載のセキュリティシステム。
【請求項１１】
前記中央装置が、所定期間後に該中央装置を学習 -遠隔制御装置モードから外すタイミン
グ手段を備えていることを特徴とする請求の範囲 に記載のセキュリティシステム。
【請求項１２】
前記遠隔制御装置の前記ユーザ入力手段が、長めの学習トリガ期間に応答して前記送信手
段に前記学習 -遠隔制御装置メッセージを繰り返し伝送さ ； つ
前記中央装置の前記受信手段が前記第１学習 -遠隔制御装置メッセージを或る予定期間の
間に繰り返し受信した後に前記第１学習 -遠隔制御装置メッセージだけをさらに処理
ようにしたことを特徴とする請求の範囲 ，１０又は に記載のセキュリティシステム
。
【請求項１３】
各メッセージがチェックサムを ；各送信手段が、或る予定した時間フレーム内にてメ
ッセージを予定した複数回伝送 ；前記受信手段が、メッセージを正確に正確
に受信したかどうか検証すると共に、同じメッセージが予定した時間フレーム内にて少な
くとも２度正確に受信される場合にだけ該メッセージを処理 ようにしたことを特徴と
する請求の範囲１～ のいずれか１つに記載のセキュリティシステム。
【請求項１４】
前記送信手段が、少なくとも２秒の遅延後に、該送信手段に前記予定した時間フレーム内
にて前記メッセージを予定した複数回伝送させるタイミング手段を具えていることを特徴
とする請求の範囲 に記載のセキュリティシステム。
【請求項１５】
前記遅延を或る予定した時間窓内でランダムに選択するようにしたことを特徴とする請求
の範囲１４に記載のセキュリティシステム。
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【請求項１６】
前記中央装置が動き検出器を具えていることを特徴とする請求の範囲 のいずれか
１つに記載のセキュリティシステム。
【請求項１７】
請求の範囲１ のいずれか１つに記載のセキュリティシステムに用いる中央装置

【請求項１８】
請求の範囲１，２，３，４，５，６， 及び１６のいずれか１つに記載のセキュ
リティシステムに用いる検出装置

【請求項１９】
請求の範囲 のいずれか１つに記載のセキュリティシステムに用いる確認装置

【請求項２０】
請求の範囲１～８のいずれか１つに記載のセキュリティシステムに用いる遠隔制御装置
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１～１５

～１６ であ
って、当該中央装置が：
少なくとも１個の検出装置のソース識別子を記憶するためのメモリ手段と；
警報を発生するための警報手段と；
当該中央装置を、操作モード及び学習モードを含む複数モードのうちの或る選択した１つ
のモードにもたらすためのユーザインタフェース手段と；
ワイヤレスで伝送されたメッセージを受信し、学習モードでは、受信したメッセージのソ
ース識別子を前記メモリ手段に記憶させ、且つ操作モードでは、受信した警報メッセージ
のソース識別子が前記メモリ手段に記憶されている場合に、前記警報手段に警報を発生さ
せるための受信手段と；
を具え、前記受信手段は、前記検出装置が学習モードにある場合に限り、学習トリガに応
答して当該検出装置によって伝送される、前記警報メッセージとは別の受信学習 -検出器
メッセージのソース識別子だけを記憶するようにした、セキュリティシステム用の中央装
置。

１３，１４
であって、当該検出装置が：

メッセージ伝送中の当該検出装置を独自に識別するソース識別子を含んでいるメッセージ
をワイヤレスで伝送する送信手段と；
警報状態を検出し、且つこの検出に応答して、前記送信手段に警報メッセージを伝送させ
る検出手段と；
前記検出装置を、操作モード及び学習モードを含む複数モードのうちの或る選択した１つ
のモードにもたらすためのユーザ入力手段と；
前記検出装置が学習モードにある場合に限り、学習トリガに応答して、前記送信手段が前
記警報メッセージとは別の学習 -検出器メッセージを伝送し得るようにする手段と；
を具え、前記検出手段は、前記検出装置が操作モードにある場合に前記警報メッセージを
伝送するだけとする、セキュリティシステム用の検出装置。

７又は１３ で
あって、当該確認装置が：
当該確認装置をユーザ入力に応答して操作モード及び学習モードを含む複数モードのうち
の或る１つの選択モードにするためのユーザインタフェース手段と；
ワイヤレスで伝送されるメッセージを受信し、前記確認装置が学習モードにある場合にだ
け、受信した学習 -検出器メッセージのソース識別子をメモリに記憶し、且つソース識別
子が前記メモリに記憶されている或る状態メッセージの受信に応答してユーザインタフェ
ースにシステムの状態を指示させる受信手段と；
を具えている、セキュリティシステム用の確認装置。

で
あって、当該遠隔制御装置が：
メッセージ伝送中の当該送信装置を独自に識別するソース識別子を含んでいるメッセージ
をワイヤレスで伝送する送信手段と；
前記送信手段に、ユーザトリガに応答して、トリガ特有のユーザ -入力メッセージを中央
装置に伝送させるユーザ入力手段と；
を具え、前記ユーザトリガが学習トリガである場合に、前記トリガ特有のユーザ -入力メ
ッセージを学習 -遠隔制御装置メッセージとする、セキュリティシステム用の遠隔制御装



【発明の詳細な説明】
本発明は、中央装置及び少なくとも１個の検出装置を具えているセキュリティシステムで
あって、前記検出装置が、メッセージ伝送中の装置を独自に識別するソース識別子を具え
ているメッセージをワイヤレスで伝送する送信手段と、警報状態を検出し、且つこの検出
に応答して前記送信手段にメッセージを伝送させる検出手段とを具えており；前記中央装
置が：少なくとも１個の検出装置のソース識別子を記憶するためのメモリ手段と；警報を
発生するための警報手段と；前記中央装置を操作モード及び学習モードを含む複数モード
のうちの或る選択した１つのモードに持たらすためのユーザインタフェース手段と；ワイ
ヤレスで伝送されるメッセージを受信し、前記学習モードでは、受信したメッセージのソ
ース識別子を前記メモリ手段に記憶し、且つ前記操作モードでは、受信したメッセージの
ソース識別子が前記メモリ手段に記憶されている場合に、前記警報手段に警報を発生させ
る受信手段と；を具えているセキュリティシステムに関するものである。
本発明は、このようなセキュリティシステムに用いる中央装置、検出装置、確認装置及び
遠隔制御装置にも関するものである。
盗難検出器の如き慣例の検出装置は、この装置が警報状態を検出すると、警報メッセージ
を有線でセキュリティシステムの中央装置へと伝送する。中央装置は警報メッセージを受
取ると、サイレン又は光のような警報手段を用いて警報を発生する。例えば、遠く離れた
セキュリティ会社又は警察に知らせる音のしない警報も発生することができる。このよう
なシステムは一般に専門の会社によって据え付けられて、維持管理される。これに似たあ
まり複雑でないシステムが家庭用に市販されており、こうしたシステムは技術のわかる消
費者が据え付けて、管理することができる。電子部品のコスト及び所要電力の低下と、所
定のＲＦ伝送帯域の使用の自由化に伴って、一般人でも据え付け及び維持管理できる低コ
ストのコードレスセキュリティシステムが市販されるようになった。このようなシステム
は１９９５年製のグルンディッグ社のホームセキュリティシステムから既知である。この
場合の各検出装置は、例えば蓄電池により局所的に附勢される。検出装置は警報状態を検
出すると、メッセージをＲＦにより中央装置へと伝送し、システムは完全にコードレスに
なっている。従って、有線システムとは異なり、通信範囲は原則として、システムが守る
べき主要領域の大きさには抑えられない。一般に、通信範囲は３０メートルにも及び、シ
ステムは中央装置を中心にして直径約６０メートルの範囲をカバーすることができる。こ
のことは多くの家庭状況からみると、近隣の家又はアパート（の一部）が、この通信範囲
内に含まれることになるが、一般に斯種のシステムで守るべき領域は１軒の家又は１つの
アパートの如き小さな領域に限定される。中央装置が、警戒用に向けられた検出器によっ
て伝送される警報メッセージにだけ応答し、例えば近隣のセキュリティシステムの一部を
成す検出器によって伝送される警報メッセージには応答しないようにするために、警報メ
ッセージは、それが中央装置に認知されている検出器によって伝送される場合にだけ受け
入れられるようになっている。そこで、各装置は独自の通信アドレスを有している。或る
検出装置が警報メッセージを伝送する際には、常に独自のアドレスがその警報メッセージ
内にそのメッセージのソースアドレスとして含まれる。或る特定の検出装置からの警報メ
ッセージを中央装置に受け入れさせる前に、その検出装置を中央装置に教え込む必要があ
る。この学習に当っては、先ず或るキーを用いて中央装置を導入モードにし、且つ中央装
置のボタンを押してこの中央装置を学習モードにする。次いで学習させる必要のある検出
装置にて警報をトリガさせる。一般にはタンパー警報をトリガさせる。中央装置はこの警
報メッセージを受取ると、この受信した警報メッセージに含まれているソースアドレスを
メモリに記憶する。ユーザは或る特定の検出器を記憶させる記憶位置を選択することがで
きる。ユーザは中央装置におけるボタンを用いることにより記憶位置を選択的に使用可能
状態にしたり、使用不能状態にしたりすることができる。記憶位置を使用不能状態にして
ある検出装置からの警報メッセージは中央装置には作用しない。このようにして、検出装
置によって各々カバーされる或る家の領域を選択的に警戒したり、しなくしたりすること
ができる。システムの一部を成さない装置を教え込むような機会を減らすのが望ましい。
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中央装置が学習モードにある瞬時に警報メッセージを伝送している近隣の検出装置が中央
装置のメモリに記憶されないようにするために、グルンディング社のホームセキュリティ
システムは、受け入れるべき検出装置用の中央装置の近くにその検出装置を設置する必要
がある。通常、システムの動作距離は大きいから、これには、中央装置にメッセージを受
信するために異なるしきい値を用いる必要がある。さらに、動作距離を制限すると、例え
ば一般に入口が互いにすぐ隣りにあり、しかも中央装置及び幾つかの検出装置を玄関ホー
ルに位置させるテラスハウスや、アパートのような或る場所によっては適切な保護ができ
なくなる。さらに、検出装置を中央装置の近くに位置させる必要があり、検出装置を実際
に作動させようとする位置／場所ではだめなことがある。これだと、中央装置にプログラ
ムした場所とは別の所にユーザが誤って検出装置を設置してしまうようなことが増える。
グルンディング社のシステムでは中央装置が発生する警報を記憶位置（従って、或る場所
）にとって特有のものとするため、斯様な検出器の誤った場所への設置は重大な影響を及
ぼすことになる。
本発明の目的は検出装置を学習させる改善ルーチンを有するワイヤレスのセキュリティシ
ステムを提供することにある。特に本発明の目的は、検出装置が中央装置に不所望にプロ
グラムされる機会を減らすことにある。さらに本発明の目的は、セキュリティシステムの
通常の動作範囲内のどの位置からも検出装置を中央装置にプログラムすることのできるワ
イヤレスセキュリティシステムを提供することにある。
本発明は、冒頭にて述べたセキュリティシステムにおいて、

ようにしたことを特
徴とする。
警報メッセージとは異なる特殊な学習－検出器メッセージを用いることにより、近隣の検
出装置による警報状態の検出によって、この近隣の検出装置が中央装置に不所望にプログ
ラムされないようにすることができる。これはシステムをさらに安全なものとする。メッ
セージを受信するのに１つのしきい値を用いるようにして、システムの構成を簡単なもの
とすることもできる。さらに、検出装置は警報状態を検出することに応答してではなく、
例えばユーザからの或る特定の学習トリガに応答してのみ学習－検出器メッセージを伝送
するようにすることにより、中央装置が学習モードにある間に学習－検出器メッセージを
伝送する機会がかなり少なくなる。
本発明の好適例では、前記検出装置のユーザ入力手段が、該検出装置を操作モード及び学
習モードを含む複数モードのうちの或る選択した１つのモードに持たらすべく構成され；
前記検出装置が操作モードにある場合にだけ前記送信手段に前記警報メッセージを伝送さ
せるべく前記検出手段が構成され；かつ前記検出装置が学習モードにある場合に前記送信
手段に前記学習－検出器メッセージだけを伝送させるべく前記ユーザ入力手段が構成され
るようにする。検出装置が学習モードにある場合に、ユーザトリガに応答してのみ学習－
検出器メッセージを送るようにすることにより、不所望なプログラミングに対するさらな
るバリヤがシステムに構築されることになる。検出装置を学習モードに持たらすことに対
して、キーの使用を必要とするか、又はアクセスするのが困難なモードスイッチへのアク
セスを必要とするような、さらなるバリヤを用いることもできる。
本発明の他の好適例では、前記システムが複数個の異なるタイプの検出装置を具え；これ
ら各タイプの検出装置が、該検出装置の外部の異なるタイプの警報状態を検出するように
したセキュリティシステムにおいて、前記学習－検出器メッセージが検出装置のタイプを
識別するタイプ情報を具え；かつ前記警報手段が、タイプ特有の警報を発生すべく構成さ
れるようにする。前記グルンディッグ社のシステムでは、送信中の検出装置のソース識別
子を記憶してある記憶位置に応じて特有の警報を発生させることができる。盗難検出器用
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置を、操作モード及び学習モードを含む複数モードのうちの或る選択した１つのモードに
もたらすためのユーザ入力手段と；前記検出装置が学習モードにある場合に限り、学習ト
リガに応答して、前記送信手段が前記警報メッセージとは別の学習 -検出器メッセージを
伝送し得るようにする手段と；を具え、且つ前記検出手段は、前記検出装置が操作モード
にある場合にのみ前記警報メッセージを伝送するだけとし、前記受信手段は、受信した学
習 -検出器メッセージのソース識別子だけを前記メモリに記憶させる



には４つの記憶位置が割当てられ、煙／火災及びガス検出器の如きテクノロジー検出器を
含む他の送信機及び遠隔制御装置用にも４つの記憶位置が割当てられている。最初のカテ
ゴリーの装置の場合には、システムにこれらの装置を装備させる場合にしか警報は発生し
ないが、第２カテゴリの装置の場合には、システムに装備させない場合にも警報が発生さ
れる。しかし、ユーザが間違ったカテゴリの記憶位置に装置をうかつにプログラムしてし
まうことがある。しかし、本発明によるシステムでは、このようなことは有り得ず、その
理由は検出装置によってタイプ情報そのものを供給するからである。中央装置が警報メッ
セージを受信する場合には、学習モード中に得られた検出器のタイプ情報を用いて、記憶
位置特有の警報の代わりに、検出器のタイプ特有の警報を発生させる。グルンディッグ社
のシステムでは他の４つの記憶位置のうちの全部を用いないにしても、４つ以上の盗難検
出器を使用することはできない（もし、他の記憶位置を用いると、間違った警報を発生し
てしまう）のに対し、本発明によるシステムでは、識別子を特定のタイプの検出装置に前
もって割当てるようにしないため、システムの融通性が高くなる。
さらに本発明の他の好適例では、前記ソース識別子が複数グループのソース識別子のうち
の１つの識別子に相当し；各グループがタイプの異なる検出装置のうちの１つのタイプに
相当し；且つ前記警報手段が、受信した警報メッセージのソース識別子からタイプ情報を
得るようにする。このように、検出装置のタイプを識別する識別子を用いることにより、
中央装置への追加の記憶操作が必要でなくなる。
本発明の他の好適例では、前記警報及び学習－検出器メッセージが、ソース識別子を有す
る第１フィールドと、タイプ情報を有する第２フィールドとを具え；かつ前記受信手段が
、受信した学習－検出器メッセージのタイプ情報も前記学習モードにて前記メモリ手段に
記憶すべく構成されるようにする。タイプ情報用に別のフィールドを用いることにより、
識別子を割当てるのに十分な融通性が維持される。
本発明の他の好適例では、前記システムが複数個の異なるタイプの検出装置を具え；これ
ら各タイプの検出装置が、該検出装置の外部の異なるタイプの警報状態を検出するように
し、前記検出手段が、前記送信手段に或るタイプ特有の警報メッセージを選択させると共
に伝送させるべく構成され；且つ前記警報手段が、タイプ特有の警報を発生すべく構成さ
れるようにする。このように、タイプ特有の警報メッセージを用いることにより、検出さ
れた警報状態にとって最適な警報を発生させることができる。
さらに本発明の好適例では、前記検出装置が、該検出装置の外部の種々のタイプの警報状
態を検出する種々のタイプの検出手段を複数個具え；各検出手段が、或る警報状態の検出
に応答して前記送信手段にタイプ特有の警報メッセージを選択させると共に伝送させるべ
く構成され；且つ前記警報手段が、タイプ特有の警報を発生すべく構成されるようにする
。１つの検出装置にまとめた煙兼ガス検出器のような、多数の検出器に対してタイプ特有
の警報を発生させることができるようにするために、検出装置の識別子は一度記憶させる
だけで済み、中央装置における記憶位置は僅か１つで済む。
さらに本発明の他の好適例では、前記システムが確認装置を具え；前記中央装置が、前記
システムの状態を示す状態メッセージ及び学習－中央装置メッセージを含む複数の異なる
メッセージのうちの、前記中央装置を独自に識別するソース識別子を具えている１つのメ
ッセージを選択すると共に該選択したメッセージをワイヤレスで伝送する送信手段を具え
；前記中央装置の前記ユーザインタフェース手段が、ユーザによるトリガに応答して前記
送信手段に前記学習－中央装置メッセージを選択させ、且つ伝送させるべく構成され；前
記確認装置が、該確認装置をユーザ入力に応答して操作モード及び学習モードを含む複数
モードのうちの或る１つの選択モードにするためのユーザインタフェース手段を具え；且
つ前記確認装置が受信手段も具え、該受信手段がワイヤレスで伝送されるメッセージを受
信し、前記確認装置が学習モードにある場合にだけ、受信した学習－中央装置メッセージ
のソース識別子をメモリに記憶し、且つソース識別子が前記メモリに記憶されている或る
状態メッセージの受信に応答してユーザインタフェースにシステムの状態を指示させるよ
うにする。
このようにして、確認装置のディスプレイはシステムの状態を示すことができ、これは近
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隣のシステムによって妨げられることはない。確認装置は１つの識別子を記憶するだけと
し、システムにおけるそれぞれの検出装置の存在を認識する必要性をなくすのが有利であ
る。中央装置の識別子を学習する工程を必要とすることによって、隣接する中央装置の識
別子を学習する機会を減らすようにする。
本発明の他の好適例では、前記中央装置のユーザインタフェース手段が、前記中央装ある
場合に、前記送信手段に前記学習－中央装置メッセージ、伝送させるべく構成されるよう
にする。中央装置が学習モードにある場合に学習－中央装置メッセージを伝送するだけと
することにより、学習信頼度がさらに向上する。
さらに本発明の好適例では、前記システムが遠隔制御装置を具え；該遠隔制御装置が、送
信中の遠隔制御装置を独自に識別するソース識別子を具えているメッセージをワイヤレス
で伝送するための送信手段と、ユーザのトリガに応答して前記送信手段にトリガ特有のユ
ーザ－入力メッセージを前記中央装置へ伝送させるユーザ入力手段とを具えているように
し、前記メモリ手段が前記遠隔制御装置のソース識別子を記憶するための複数の記憶位置
を具え；前記中央装置の前記ユーザインタフェース手段が、ユーザのトリガに応答して、
前記メモリから遠隔制御装置の全てのソース識別子を除去すべく構成され前記遠隔制御装
置の前記ユーザ入力手段が、ユーザからの学習トリガに応答して前記送信手段に学習－遠
隔制御装置メッセージを伝送させるべく構成され前記中央装置の前記受信手段が、受信し
た学習－遠隔制御装置メッセージのソース識別子を、前記メモリが遠隔制御装置のソース
識別子をまだ具えていない場合に、前記メモリに記憶すべく構成され；且つ前記中央装置
の受信手段が、受信したユーザ－入力メッセージをさらに処理するために、該メッセージ
のソース識別子が前記メモリに記憶されている場合には前記ユーザインタフェース手段へ
と中継すべく構成されるようにする。
中央装置は、識別子が記憶されている遠隔制御装置からのユーザ制御入力を受け入れるだ
けである。遠隔制御装置がまだ学習されていない場合には、ステップ状の学習プロセスに
よって不適当な遠隔制御装置をうかつに学習してしまうようなことを減らすようにする。
遠隔制御装置の識別子をメモリからクリヤさせるトリガは、例えば中央装置のキーか、又
は「かくれ」ボタンを用いることによって安全状態のもとでしか行なうことができないよ
うにするのが好適である。中央装置は、これと一緒に出荷される少なくとも１個の遠隔制
御装置に対して予めプログラムしておき、第１遠隔制御装置をプログラムする必要性を減
らすのが有利である。
本発明のさらに他の好適例では、前記中央装置の前記受信手段が、第１学習－遠隔制御装
置メッセージの受信に応答して、該第１学習－遠隔制御装置メッセージのソース識別子が
前記メモリに記憶されている場合に、前記中央装置を学習－遠隔制御装置モードにさせる
べく構成され、且つ前記中央装置の受信手段が、受信した第２学習－遠隔制御装置メッセ
ージのソース識別子を、前記中央装置が学習－遠隔制御装置モードにある場合に前記メモ
リに記憶すべく構成されるようにする。他の遠隔制御装置は安全キーとして機能する既に
プログラムてしある遠隔制御装置の助力でプログラムし得るだけとするのが有利である。
さらに本発明の他の好適例では、前記中央装置が、所定期間後に該中央装置を学習－遠隔
制御装置モードから外すタイミング手段を具えるようにする。タイムアウトを用いること
によって、装置を学習する期間を制限して、不適当な装置の識別子をうかつに記憶してし
まうようなことを減らすようにする。
さらに本発明の好適例では、前記遠隔制御装置の前記ユーザ入力手段が、長めの学習トリ
ガ期間に応答して前記送信手段に前記学習－遠隔制御装置メッセージを繰り返し伝送させ
るべく構成され；かつ前記中央装置の前記受信手段が前記第１学習－遠隔制御装置メッセ
ージを或る予定期間の間に繰り返し受信した後に前記第１学習－遠隔制御装置メッセージ
だけをさらに処理すべく構成されるようにする。遠隔制御装置を学習させるのに長期のユ
ーザトリガを必要とすることにより、ユーザが遠隔制御装置の学習をうかつにトリガする
機会が低減する。
本発明のさらに他の好適例では、各メッセージがチェックサムを具え；各送信手段が、或
る予定した時間フレーム内にてメッセージを予定した複数回伝送すべく構成され；前記受
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信手段が、メッセージを正確に受信したかどうか検証すると共に、同じメッセージが予定
した時間フレーム内にて少なくとも２度正確に受信される場合にだけ該メッセージを処理
すべく構成されるようにする。このようにすれば、例えばワイヤレスヘッドホンのような
他のシステムによって発生されるＲＦ信号のようなワイヤレス信号が有効メッセージとし
てうかつに受け入れられる機会が低減する。
さらに発明の他の好適例では、前記送信手段が、少なくとも２秒の遅延後に、該送信手段
に前記予定した時間フレーム内にて前記メッセージを予定した複数回伝送させるタイミン
グ手段を具えているようにする。このようにして、例えば、ＲＦ信号の如き他のワイヤレ
ス信号の妨害のために、伝送メッセージが受入れられなくなる機会を低減させる。
本発明のさらに他の好適例では、前記遅延を或る予定した時間窓内でランダムに選択する
ようにする。このようにランダムな遅延を用いることにより、同じシステムのそれぞれの
装置が絶えず互いに妨害するようなことが低減する。
さらに本発明の好適例では、中央装置が動き検出器を具えるようにする。メッセージの伝
送が、例えば連続するＲＦ信号を発生する高電力源によって妨害されることによりシステ
ムが作動しなくなるのを避けるために、中央装置には動き検出器を組合わせるのが有利で
ある。こうすることにより、中央装置は保証された基本レベルの保護をするスタンドアロ
ンセキュリティシステムとして機能することができる。
以下本発明を添付図面を参照して実施例につき説明するに、ここに、
図１は本発明によるシステムの実施例のブロック図を示し、
図２は本発明による中央装置の実施例のブロック図を示し、
図３は中央装置の流れ図を示し、
図４は本発明による検出装置の実施例のブロック図を示し、
図５は本発明によるシステムにてメッセージを伝送するフレーム構成を示し、
図６は本発明によるシステムにてメッセージを伝送する他のフレーム構成を示し、
図７はメッセージを変調するパルス幅変調を示し、
図８はメッセージを伝送する伝送法を示し、
図９は本発明による確認装置の実施例のブロック図を示し、
図１０は本発明による遠隔制御装置の実施例のブロック図を示し、
図１１は中央装置をマイクロプロセッサに基づいて構成するブロック図を示す。
図１は中央装置１００及び複数の検出装置（１０１，１０２，１０３）を具えている本発
明によるセキュリティシステムを示す。検出装置は動き検出器の如き侵入／盗難検出器及
びドア／窓の開放を検出するためのドア／窓検出器とすることができる。検出装置として
は煙／火災検出器、一酸化炭素検出器、水検出器又はガス検出器のようなテクノロジーセ
ンサの如き他のものを用いることもできる。これらの検出装置は警報状態を検出すると、
警報メッセージをワイヤレスで中央装置１００へと伝送する。このワイヤレス伝送にはＲ
Ｆを用いるのが好適である。システムを作動させるのには遠隔制御装置１００を用いるの
が有利である。この方法でユーザは例えばシステムを作動状態に装備させたり、又はこの
システムの作動を解除させたりすることができる。ＲＦの伝送範囲は一般に検出装置によ
る保護領域よりも大きいから、通常ユーザはシステムを保護領域の外部から作動状態にし
たり、それを解除したりすることができる。これによりユーザはシステムを作動状態にし
たらすぐに保護領域を離れたり、保護領域に入ったらすぐにシステムを解除したりする必
要がなくなる。安全学習プロセスのおかげで、遠隔制御装置は安全キーとしても機能し、
システムを装備／解除するのに物理的なキーを中央装置に挿入したり、ＰＩＮコードを入
力するような他の安全策を用いたりする必要がなくなる。この遠隔制御装置１１０もＲＦ
伝送とするのが有利である。遠隔制御装置１１０はユーザにシステムを制御させること以
外に、システムのユーザが自発的に中央装置１００に警報メッセージ（突発警報）を伝送
するのに用いることもできる。
システムには１個以上の確認装置も設けることができる。図１には２個の確認装置１２０
と１２１を示してある。中央装置１００は、これらの確認装置に状態メッセージを伝送す
る。確認装置はこれらのメッセージに基いて、例えばＬＥＤや、ディスプレイや、音声信
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号を用いてシステムの状態を示す。
図２は中央装置１００のブロック図を示す。この中央装置１００はメモリ手段２００を具
えている。メモリ手段２００はネットワークアドレスの如きソース識別子を記憶するため
の多数の記憶位置を具えている。メモリ手段２００は少なくとも１０個の検出装置と４個
の遠隔御装置の識別子を記憶し得るようにするのが好適である。各記憶位置は任意のタイ
プの検出装置又はシステムによって支えられる他の装置の識別子を記憶するのに使用でき
るようにするのが有利である。或る特定のタイプの装置用に幾つかの識別子を残しておく
こともできる。例えば、少なくとも１つの識別子は遠隔制御装置用に残しておくことがで
きる。中央装置１００は警報を発する警報手段２１０も具えている。警報手段２１０は侵
入者をおどして追い払うのに用いられるサイレンや、警告灯の如き様々な形態のものとす
ることができる。例えばセキュリティ会社又は警察に知らせるだけの音のしない警報を発
生させることもできる。中央装置１００のユーザインタフェース手段２２０はユーザから
の入力を得るのに用いられる。このユーザインタフェース手段２２０はボタン又はキー操
作スイッチの如き様々な形態のものとすることができる。後に詳述するように、ユーザ入
力を与えるのに遠隔制御装置を用いることもできる。ユーザインタフェース手段２２０は
中央装置１００を、操作モード及び学習モードを含む或る選択モードにすることができる
。操作モードはさらに、装備及び解除モードに分けて、システムのこれらサブモード及び
検出した警報状態に応じて特殊な警報を発生できるようにするのが有利である。例えば、
侵入検出は中央装置が装備モードにある場合にだけ警報を発生するようにし、中央装置が
解除モードにある場合には警報を発生させないようにする。煙警報の如き他のタイプの警
報状態を検出する場合には、警報を両サブモードにて生じさせることができる。ユーザイ
ンタフェース手段２２０はユーザに情報を与えるのに用いることもできる。このために、
例えばＬＥＤや、ディスプレイを用いてシステムの状態を表わしたり、ユーザに入力を気
付かせたりすることができる。可聴的にフィードバックするもの、例えばビィーッと鳴る
ものを用いることもできる。
中央装置１００はＲＦにより伝送されるメッセージを受信する受信手段２３０も具えてい
る。メッセージは、これを送信中の装置を独自に識別するソース識別子を含んでいる。中
央装置１００に異なる情報を供給するのには別のメッセージを用いる。例えば、検出装置
は中央装置１００に警報状態を知らせるのには警報メッセージを用い、且つメッセージを
伝送している検出装置を、システムの一部を成すそれぞれの装置のリストに加えるために
中央装置をトリガさせるためには学習－検出器メッセージを用いる。受信手段２３０は中
央装置１００が学習モードにある場合には、受信した学習－検出器メッセージのソース識
別子をメモリ手段２００に記憶する。受信手段２３０は警報メッセージの受信に応答して
、その受信したメッセージのソース識別子がメモリ手段２００に記憶されている場合に警
報手段２１０に警報を発生させるようにする。この警報は中央装置１００が操作モードに
ある場合にしか発生しない。図３は中央装置１００における処理の流れ図を示す。先に述
べたように、装備及び解除モードの如き操作モードのサブモードによって実際の警報を発
生させることができる。
中央装置１００にはタイミング手段２４０も設けるのが有利である。中央装置を学習モー
ドに持たらす際には常にタイミング手段２４０をトリガさせる。例えば１０秒のような所
定時間後にタイミング手段２４０によって中央装置を操作モードの如き他のモードにする
。
中央装置１００には受動的な赤外線検出器の如き動き検出器２５０も設けるのが好適であ
る。このようにすれば、検出装置と中央装置１００との間の通信が途絶えても、中央装置
１００はまだ侵入を検出し、且つ警報を発生させることができる。
図４は検出装置のブロック図を示す。ここでは検出装置１０１のブロック図しか示してい
ない。他の検出装置も同じか、又は似たように構成する。検出装置１０１は警報状態を検
出するための検出手段３００を具えている。検出装置の外部の或る特定の警報状態を検出
するための検出手段としては種々のものが良く知られている。こうした検出手段の例には
、受動的な赤外線検出器、煙検出器、火災検出器、水検出器、ガス検出器、ガラス－割れ

10

20

30

40

50

(10) JP 3973689 B2 2007.9.12



検出器及びドア又は窓の開放を検出するためのリード－磁気接点がある。さらに、検出装
置そのものの動作に影響を及ぼす警報状態も、例えばタンパー検出器を用いて検出するこ
とができる。検出装置１０１はメッセージをＲＦで伝送する送信手段３１０も具えている
。各検出装置はシステム内で独自の通信識別子を有している。この識別子はメッセージを
伝送する検出装置を独自に識別するソース識別子としてメッセージ内に含まれる。検出装
置１０１は多数の個別のメッセージのうちから選択した１つのメッセージを伝送して、中
央装置１００に情報を提供する。検出手段３００が警報状態を検出する場合には、送信手
段３１０が中央装置１００へ警報メッセージを伝送する。検出装置１０１はユーザから入
力を得るためのユーザ入力手段３２０も具えている。ユーザ入力手段３２０は、手動操作
できるボタン又はキー操作スイッチの如き様々な形態のものとすることができる。ユーザ
からの学習トリガに応答してユーザ入力手段３２０は送信手段３１０に学習－検出器メッ
セージを伝送させて、このメッセージを伝送している検出装置を、システムの一部を成す
それぞれの装置のリストに加えるべく中央装置をトリガさせる。
検出装置１０１のユーザ入力手段３２０は、この検出装置１０１を操作モードと学習モー
ドとを含む選択モードにすることができるようにするのが有利である。検出手段３００は
、検出装置１０１が操作モードにある場合にだけ送信手段３１０に警報メッセージを伝送
させる。ユーザ入力手段３２０は、検出装置が学習モードにある場合にだけ送信手段３１
０に学習－検出器メッセージを伝送させる。操作モードは包含モードと排除モードとのサ
ブモードに分けるのが好適である。ユーザがユーザ入力手段３２０を作動させて、包含／
排除サブモード間でトグルさせる際には常に、このサブモード情報を中央装置１００に伝
送するのが有利である。これにより中央装置１００がローカルディスプレイに情報を呈示
させたり、状態メッセージを確認ディスプレイに伝送して、この確認ディスプレイに、検
出装置がシステムの一部として含まれているのか、排除されているのかを表示させること
ができる。中央装置１００が装備モードにある場合には、検出装置を排除できなくするか
、又は排除すると警報を発するようにするのが有利である。さもないと、検出装置をトリ
ガする前に侵入者がこの検出装置を排除できてしまうからである。検出装置１０１は、こ
れが所定のサブモードにある場合にだけ中央装置へ検出した警報状態を知らせるようにす
るのが好適である。検出装置１０１にはタイミング手段３４０を設けて、この検出装置１
０１を排除した後の例えば１２時間のうちの所定の時間にこの検出装置１０１をシステム
に自動的に加えるようにするのが有利である。システムに検出装置を加えたり、又はシス
テムから検出装置を除外したりするのを選択的に行なえるようにすることにより、ユーザ
はシステムを或る選択領域を保護するためにのみ利用することができる。検出装置１０１
が作動するモード及びサブモードに応じる変形例として、中央装置１００には必要な知能
を与えることができる。例えば、中央装置１００は検出装置のモード及びサブモードを管
理することができ（且つこの情報を検出装置のソース識別子に加えてメモリ手段２００に
記憶することもでき）、しかも各検出装置をモード及びサブモードに応じて作動させるこ
とができる。こうして、検出装置１０１のユーザ入力手段３２０は特殊なメッセージを用
いて全てのユーザ入力を中央装置へ中継する。検出装置１０１は、それなりにユーザ入力
に対して遠隔制御装置として作動する。このような構成では、検出装置１０１が中央装置
１００へ検出警報状態を無条件で送給する。検出装置を包含サブモードに戻すためのタイ
ムーアウトは中央装置１００におけるタイミング手段２４０により制御する。
検出装置１０１にはユーザに情報を与えるためにユーザ出力手段３５０を設けるのが好適
である。このために、例えばＬＥＤ又はディスプレイを用いて、警報が検出された旨を示
すか、又は検出装置１０１のモード及びサブモードを示すことができる。可聴的に帰還す
るものを用いることもできる。これには例えばビィーット鳴るもの又はブザーを用いるこ
とができる。
図５はＲＦでメッセージを伝送するためのフレーム構成４００を示している。これと同じ
フレーム構成は、検出装置や、遠隔制御装置や、中央装置１００の如き任意タイプの装置
によって伝送されるあらゆるメッセージに用いることができる。このフレーム構成４００
は識別フィールド４１０及びメッセージフィールド４２０を具えている。識別フィールド
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４１０は少なくともメッセージを伝送している装置の識別子（ソース識別子とも称する）
を含んでいる。簡単なシステムでは、僅か一種類の装置しか或る特定の伝送メッセージに
作用すべく割当てられないから、１つのソース識別子を用いるだけで十分である。例えば
、或る検出装置によって伝送される警報メッセージ又は遠隔制御装置によって伝送される
ユーザ入力メッセージは中央装置１００に作用するだけである。中央装置１００によって
伝送される状態メッセージは確認装置に作用するだけである。実際上、中央装置１００は
（この中央装置１００そのものが伝送するメッセージ以外の）伝送されるあらゆるメッセ
ージを受取って、これらのメッセージに基いて作動する。確認装置は中央装置によって伝
送されるあらゆるメッセージに基いて作動することができる。例えば、或る選択された確
認装置だけが或る状態メッセージを表示するか、又は各々がシステムの一部を成す１個以
上の中央装置を用いるようなもっと複雑なシステムでは、識別フィールド４１０に意図し
た受信装置の識別子（宛先識別子）も含めるのが有利である。識別子は同じ識別子が近隣
のシステムにて用いられる機会を減らすために十分に大きくするのが有利である。好まし
くは識別子用に２４ビットを用いて１６００万個以上の装置を区別しうるようにする。こ
うした識別子は多数のグループにグループ分けするのが有利である。或るグループは装置
の或る適用領域を識別するのに用いることができる。システムはセキャリティ以外に、安
全装置、照明装置、暖防／温度制御装置及びオーディオ／ビデオ装置の如き他の適用領域
もさらにサポートし、こうした装置の適用領域を斯様な方法で識別することができる。中
央装置１００は、受信したソース識別子に基いて、メッセージがどの適用領域に相当する
ものであるのかを定めて、そのメッセージをそれ相当に処理することができる。中央装置
１００内の特殊なサブユニット又はモジュールを用いて様々な領域に対応させることがで
きる。他の例として、又は斯かるグループ分け以外に、適用領域内の或る特定タイプの装
置を識別するのに或る１つのグループを用いることもできる。例えば、セキュリティ適用
領域内では、先ず検出装置と、遠隔制御装置と、確認装置とを区別する。それぞれの検出
装置に対しては、磁気接点か、赤外線検出器か、ＰＩＲ天井警報器か、ＰＩＲ壁警報器か
、振動警報器か、フラッシュライトか、サイレンかを区別することができる。中央装置１
００はタイプ情報に基いて、例えば警報メッセージが火災検出器から受信される場合に、
防火ドアを閉めさせるようなタイプ特有の警報を発生させることができる。両レベルでの
グループ分け（装置の適用領域及び或る領域内の装置のタイプ）を用いる場合には、例え
ば領域を示すのに４ビットを用い、その領域内の装置のタイプを示すのに４ビットを用い
、残りの１６ビットを所定の領域内の特殊な装置及びそのタイプを識別するのに用いるこ
とができる。このような識別方式の一部の例を次表に示す。この表は８ビットのソース識
別子（領域コード及びタイプコード）を示している。
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他のグループ分けも同じように用いることができる。さらに、所定の製品に必要とされる
ように、適用領域及びタイプに応じて最適のビット数を用いることができる。例えば、中
央装置用には１つの領域及びタイプコード“００”Ｈだけを残しておき、残りのコード“
０１”Ｈ～“０Ｆ”Ｈを他の装置に使用できるようにするだけで十分である。
識別フィールドにタイプ情報を組込むのとは別に、図６に示すように別の装置タイプフィ
ールド５００を用いることができる。必要に応じ、この装置タイプフィールド５００を領
域フィールド５１０とタイプフィールド５２０とにさらに分けることができる。こうして
分けた双方のサブフィールドに４ビットを用いる場合には、領域及びタイプに対して先の
表に示したのと同じ符号化を装置タイプフィールド５００に用いることができる。
フレームの固定フィールドでタイプ情報を常に伝送するか、又はタイプ情報を識別フィー
ルドに組込む代りに、タイプ情報を学習メッセージにだけ組込むことができる。この場合
、中央装置１００は学習メッセージを受信し、この受信したメッセージにおけるソース識
別子を記憶すると共にタイプ情報も記憶する。中央装置は、それが警報メッセージを受信
する場合にはタイプ情報を用いる。このやり方では警報メッセージをコンパクトに符号化
することができ、この警報メッセージにタイプ情報を含ませる必要がないので、このメッ
セージの伝送時間が短くなる。従って、伝送信頼度が向上し、しかも侵入者が伝送を止め
られる機会が減る。
図５及び図６に示したフレーム構成はメッセージフィールド４２０も具えている。このメ
ッセージフィールドの長さは、例えば１又は２バイトとすることができる。システムによ
って様々な異なるメッセージを伝送することができる。例えば警報メッセージと学習－検
出器メッセージとを区別する。警報メッセージはさらに、外部警報状態と、電力低下又は
タンパリングの検出のような、内部警報状態とに区別することができる。或る特定領域ま
たは製品の種類を識別するのにソース識別子を用いる変形例として、メッセージのコード
化によって同じ情報を提供することもできる。例えば、次の表は２バイトのメッセージを
用いるこのようなメッセージのコード化方式の一部を示したものである。第１バイトは領
域とタイプのコードを構成し、第２バイトはメッセージコードを構成する。この表には送
信中の装置に対するメッセージを特定してある。
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１つの検出装置には異なるタイプの多数の検出手段を結合させることができる中央装置１
００に対して各検出手段は、別個の検出装置のように作動し、別々の通信識別子を有し、
しかも別々に数え込まれる。警報メッセージにタイプ情報を用いることにより、組合わせ
た検出装置は１つの識別子を有するだけで済み、しかも一度教え込ませるだけで済み、タ
イプ情報によって中央装置１００はタイプ特有の警報を発生させることができるので有利
である。
システムの信頼性を向上させるために、フレーム構成には図５及び図６に示すようにチェ
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ックサムフィールド４３０を含ませるのが有利である。このチェックサムの長さ例えば１
バイトとすることができる。チェックサムにはパリティ又は巡回冗長チェックの如き様々
な態様のものが知られている。比較的短いメッセージを有する簡単なシステムの場合には
、チェックサムとしてフレームの全ビットの和を用いることにより伝送中の信号の劣化を
良好なレベルで検出することができる。
無線周波（ＲＦ）を用いてディジタルメッセージを伝送するには、周波数シフトキーイン
グ（ＦＳＫ）及び位相シフトキーイング（ＰＳＫ）の如き様々な符号化及び変調技法が知
られている。簡単なシステムにはパルス幅変調（ＰＷＭ）法を用いるのが有利である。一
例として、フレームの各ビットは２つの期間内にて符号化する。第１期間のポーズ期間中
には信号を伝送せずに、第２期間中に例えば４３３．９２ MHzのＲＦ信号を伝送する。第
２期間の持続時間（幅）は伝送するデータビットに相当する。この例を図７に示してあり
、第１期間は１ミリ秒の固定持続時間を有する。第２期間は論理値“１”を伝送するのに
１．２ミリ秒の持続時間を有し、理論値“０”を伝送するのに２．５ミリ秒の持続時間を
有する。受信機が或るフレームの開始点を特定しうるようにするために、フレーム構成４
００には図５及び図６に示すようにスタートフィールド４４０を含めるのが有利である。
スタートビットの第２期間の持続時間は論理値“１”及び“０”に用いる第２期間の持続
時間とは相違させる。スタートビットを明確に区別するために、このスタートビットの第
２期間の持続時間は４ミリ秒とすることができる。
中央装置１００の受信手段２３０はタイミング情報（ポーズ、“０”，“１”及びスター
トビットに対する第２期間の持続時間）を用いて、チェックサムから得られる情報以外に
、メッセージが正しく受信されたかどうかを特定することができる。正しく受信されなか
ったメッセージはメッセージ受信手段２３０により排棄される。メッセージが正確に受信
されなくなる機会を減らすために、検出装置１０１の送信手段３１０は同じメッセージを
多数回再伝送する。好ましくは同じメッセージを図８に示すように連続して６回伝送する
。こうすれば、ＲＦ信号に通常短い妨害があってもメッセージを再生することができる。
場合によっては、信号が長期間乱れることがあり、これは例えば同じような周波数で作動
するワイヤレスのヘッドホンの如き他の電気製品によるか、又は同じ瞬時に伝送している
同じセキュリティシステムの他の装置によって引き起される。このような妨害を克服する
ために、予定した遅延時間Ｔ１後にメッセージを再び繰り返し伝送する。以前と同様にメ
ッセージを多数回再伝送するのが有効である。図８は遅延時間Ｔ１後にメッセージを６回
再伝送することを示している。或る遅延時間後のブロック単位での迅速な再伝送及びこう
したブロックの繰り返し伝送は所望な限り繰り返すことができる。特に、警報メッセージ
の場合、検出装置は警報状態が存在する限り上記再伝送プロセスを繰返すことができる。
この繰り返しに当り、遅延時間Ｔ１は十分長い時間として、殆どの妨害を避けるようにす
る。Ｔ１は２秒よりも長くするのが好適である。遅延時間Ｔ１を４秒にすると、一時的な
妨害を克服するために遅延時間を長くすることと、システムの応答時間を良くするために
遅延時間を短くすることとの兼合いが良くなる。Ｔ１は例えば２～６秒の所定の時間窓内
でランダムに選定するのが有利である。こうすれば、同じシステムの多数の装置が（例え
ば同じ事象によってトリガされる）同じような瞬時に伝送を開始する伝送プロセスが同期
状態に留まって、メッセージを正しく受信させなくするようなことが低減する。
特殊な用心をしないと、中央装置１００の受信手段２３０は同じようなＲＦ周波数で送信
する他の電気製品が伝送する信号を受信してしまうことがある。信号のタイミングをチェ
ックし且つメッセージのチェックサムを行なう以外に、斯様な他の製品からの信号を有効
メッセージとして解釈（従って、警報を発生させることができる）するようなことを減ら
すためには前述した伝送方式を用いて、システムの信頼度をさらに向上させることができ
る。受信手段２３０は同じメッセージを同じメッセージブロックで多数回受信する場合に
だけ受信メッセージをさらに処理するようにするのが有利である。
例えばブロックが同じメッセージを６回伝送するものから成る場合、受信手段２３０は同
じメッセージを２回受信した後にだけそのメッセージを処理するようにする。高レベルの
信頼度を必要とする場合には、メッセージを処理し始めるしきい値を高くし、ブロックで
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の伝送回数（この例では６回）までとするのがよい。ブロックでの迅速な伝送の総持続時
間は予定した時間フレームＴ 0によって限定される。例えば、ブロックの持続時間は図８
に示すように、そのブロックにおける最初のメッセージの開始点からブロックの最終メッ
セージの終了時までの範囲として規定することできる。一般に、Ｔ 0はブロックにおける
それぞれのメッセージを伝送するのに必要とされる実際の時間（Ｔ x）よりも長くなる。
Ｔ 0をＴ xよりも十分に長くして、他の装置の伝送を残りの時間（Ｔ 0－Ｔ x）に行なえるよ
うにするのが好適である。斯かる残りの時間をブロック内での伝送に均等に分配する代わ
りに、残りの時間をブロック内でのメッセージの伝送間にランダムに分配することにより
、タイプの異なる装置による伝送が同期状態に留まり、且つ各メッセージを繰返し壊すよ
うなことを減らすのが有効である。
図４に示したような検出装置１０１のタイミング手段３４０は前記残りの時間のランダム
な分配又は均等分配を制御するのに用いることができる。図２に示したような中央装置１
０１のタイミング手段２４０は、連続的且つ正確に受信されるメッセージが同じ伝送ブロ
ックから来るのかどうかを特定するのに用いられる。前記Ｔ 0の時間を用いることにより
、タイミング手段２４０は正確に受信される第１メッセージを受信手段に受信開始させる
ことができる。Ｔ 1をＴ 0よりも長くすることによって、タイマをＴ 0後に終了させるよう
に設定することができる。
こうすれば、タイマが作動している間に受信されるメッセージは同じブロックから来るも
のであると想定しても間違いがない。信号が多数の短い妨害を受けるシステムでは、少な
くとも１つ以上の伝送ブロックを含むようにタイマを長めの時間に設定するのが有効であ
る。例えばタイマは２Ｔ 0＋Ｔ 1に設定することができる。
通信の信頼度を向上させるために前述した手段に加えて、受信手段２３０は、受信した信
号がシステムの装置の１つによって送信されたのか、或る侵入者又は他のソースが警報メ
ッセージの送信を阻止すべく或る信号を発生しているのかどうかを決めるしきい値を追加
的に用いることができる。例えば、或る長期間ポーズ信号が検出されない場合には、この
ことは阻止信号が伝送されているからであると解釈し、警報を発生させることができる。
図９は確認装置のブロック図を示す。なお、ここでは確認装置１２０のブロック図だけを
示してある。他の確認装置も同じか又は似たように構成することができる。確認装置１２
０はメモリ手段７００を具えている。このメモリ手段７００はソース識別子を記憶するた
めの記憶位置を具えている。例えば、メモリ手段２００は中央装置１００の識別子を記憶
するためにリザーブされるメモリ位置を１つ具えている。中央装置に対するモジュラーア
プローチを有するか、中央装置以外の他の装置が確認ディスプレイへメッセージを直接送
信できるシステムでは、それぞれの識別子を記憶するために１つ以上の記憶位置を必要と
する。前述したように、中央装置１００は確認装置へ状態メッセージを伝送する。このた
めに中央装置１００は図２に示したように送信手段２６０を具えている。この送信手段２
６０は検出装置の送信手段３１０と同じように作動するのが好適である。確認装置１２０
はＲＦによって伝送されるメッセージを受信するための受信手段７１０を具えている。こ
の確認装置１２０の受信手段７１０も中央装置１００の受信手段２３０と同じように作動
するのが好適である。確認装置１２０はさらに、ユーザインタフェース手段７２０を具え
ている。このユーザインタフェース手段７２０はシステムの状態を含む情報を、例えばＬ
ＥＤディスプレイを用いることによってユーザに知らせる手段を具えている。ユーザイン
タフェース手段７２０はユーザからの入力を例えば手動操作ボタンを用いることにより得
るための手段も具えている。前述したように、伝送されるメッセージは、このメッセージ
を伝送している装置を独自に識別するソース識別子を具えている。種々の状態情報を確認
装置１２０に与えるのにはそれぞれ個別のメッセージが用いられる。確認装置１２０が、
それ自身のシステムに関連する状態メッセージだけを表示するようにし、近隣のシステム
に関連する状態メッセージは表示しないようにするために、受信した状態メッセージの識
別子をチェックする。確認装置１２０の受信手段７１０は、受信したメッセージのソース
識別子がメモリ手段７００に記憶してある識別子と一致する場合にだけ、受信状態メッセ
ージの状態をユーザインタフェース手段７２０に表示させる。メモリ手段７００に記憶済
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みの識別子が、確認装置１２０が属するシステムの中央装置１００の識別子であることを
妥当な信頼度で確めるのには学習プロセスを用いる。このために、中央装置１００の送信
手段２６０はシステムに用いられる他のいずれのメッセージとは別の特別の学習－中央装
置メッセージを伝送する。このメッセージは中央装置のユーザ入力手段２２０によって受
信される或る特別のユーザトリガに応答して伝送されるだけである。ユーザインタフェー
ス手段２２０は、ユーザが中央装置１００を学習モードにするか、又は或る特別の学習－
確認装置モードにした場合にだけ、伝送をトリガさせる。信頼度をさらに向上させるため
に、受信した学習－中央装置メッセージのソース識別子は、ユーザインタフェース手段７
２０によりユーザが確認装置１２０を通常の操作モードから或る特別の学習モードへ持た
らした場合にだけ、確認装置１２０のメモリ手段７００に記憶されるようにする。
確認装置１２０にはタイミング手段７３０も設けるのが有利である。確認装置１２０を学
習モードに持たらす場合には常にタイミング手段７３０をトリガさせる。例えば１０秒の
ような所定期間後にタイミング手段７３０は確認装置１２０を操作モードの如き他のモー
ドにする。
確認装置１２０には警報状態を示す状態メッセージを受信するのに応答して警報を発生す
る警報手段７４０を設けることもできる。警報手段７４０は侵入者を追い払うサイレン又
は警報灯のような様々な形態のものとすることができる。ブザーや、ビィーッと鳴るもの
を用い、確認装置１２０を携帯式の“サイレントな”警報器として用いることができるよ
うにし、これをユーザが携帯したり、例えば寝室に持込んだりすることができるようにす
るのが有利である。確認装置１２０を固定位置に置く場合には、この確認装置１２０にさ
らに、受動的な赤外線検出器の如き動き検出器７５０を設けるのが好適である。確認装置
は一般にユーザがシステムの状態を迅速にチェックできるように入口付近に位置付けるか
ら、入口はこのように警報状態を検出して警報を発生する確認装置により保護される。こ
の基本レベルの保護は、検出装置と中央装置との間の通信が途絶えても行われる。
なお、原則としてシステムには無数の確認装置を用いにことができる。基本的には或る特
定の確認装置へ状態メッセージを伝送するのに宛先識別子は用いないから、状態メッセー
ジは中央装置１００の識別子で教え込んであるシステムにおける全ての確認装置によって
受信される。
図１０は遠隔制御装置１１０のブロック図を示す。システムには同じか、又は似たような
構成の遠隔制御装置をもっと多く設けることもできる。遠隔制御装置１１０はユーザから
の入力を得るためのユーザ入力手段８００を具えている。一般に入力は手動操作ボタンを
用いて与えられる。遠隔制御装置１１０はメッセージをＲＦで伝送する送信手段８１０も
具えている。この送信手段８１０は検出装置の送信手段３１０と同じように作動して、中
央装置１００に遠隔制御装置によって伝送されるメッセージを同じ受信手段２３０を用い
て受信させるのが好適である。ユーザのトリガに応答して、成るトリガに特有のユーザ入
力メッセージが伝送され、中央装置をこのユーザ入力で作動させる。他の装置と同様に、
この遠隔制御装置もシステム内で独自の通信識別子を有している。この識別子は、メッセ
ージを伝送している装置を独自に識別するソース識別子としてメッセージ中に含まれる。
システムを許可された遠隔制御装置を用いなくては制御できなくするために、ソース識別
子をアクセスチェックとして用いる。例によって、中央装置１００のメモリ手段２００は
最初は遠隔制御装置のソース識別子を具えていない。第１遠隔制御装置をプログラムする
ためにはユーザがこの遠隔制御装置を学習動作にドリガする必要がある。例えば、学習動
作をさせる前にユーザに２つのボタンを同時に押させるか、又はボタンを長い時間押させ
るようにすることにより、学習動作がうかつにトリガされることのないようにする手段を
講じるのが好適である。学習トリガに応答してユーザ入力手段８００は送信手段８１０に
学習－遠隔制御装置メッセージを伝送させる。遠隔制御装置がまだプログラムされていな
い（メモリ手段２００が遠隔制御装置の識別子を有していない）場合には、受信手段２３
０が受信した学習－遠隔制御装置メッセージのソース識別子をメモリ手段２００に記憶す
る。遠隔制御装置がプログラムされているかどうかを検出するのには様々な方法を用いる
ことができる。簡単なシステムでは、常に遠隔制御装置を最初にプログラムする必要があ
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る。このようなシステムでは、少なくとも１つの識別子がメモリ手段２００に教え込まれ
たら直ぐに、これは遠隔制御装置の識別子であるとみなされる。受信手段２３０は、この
ようなシステムでは、実際に記憶されている最初の識別子が学習－遠隔制御装置メッセー
ジから得られることをチェックする。他の方法では、遠隔制御装置用に１つ以上の記憶位
置をリザーブしておく。さらに他の方法では識別子に加えて装置のタイプも記憶する。こ
のタイプは前述したように定めることができる。
一旦遠隔制御装置を教え込んだら、この遠隔制御装置は適切なものとみなされる。受信手
段２３０が遠隔制御装置から正規のユーザ入力メッセージを受信する場合に、この受信手
段２３０はそのメッセージのソース識別子がメモリ手段２００に記憶されているかどうか
をチェックする。記憶されている場合には、メッセージがユーザインタフェース手段２２
０へと中継されて、このメッセージはユーザ入力がまるで中央装置１００に局所的に入力
されたかのようにさらに処理される。前記ソース識別子がメモリ手段２００に記憶されて
いない場合には、メッセージは排棄され、随意警報信号が与えられる。次の遠隔制御装置
を教え込ませるには、最初の遠隔制御装置を用いて中央装置１００を学習－遠隔制御装置
モードにする。これは最初の遠隔制御装置を教え込ませるのに用いたのと同じ学習－遠隔
制御装置メッセージを用いて行なうのが好適である。中央装置１００の受信手段２３０は
受信した学習－遠隔制御装置メッセージのソース識別子がメモリ手段２００に既に記憶さ
れているかどうかチェックする。これが記憶されている場合には、受信手段２３０が中央
装置１００を学習モードにする。このモードは検出装置を教え込むのに用いるのと同じ学
習モードとすることができる。次いでユーザは第２遠隔制御装置にて学習動作をトリガさ
せる必要がある。これには第１遠隔制御装置を教え込ませるのと同じトリガを用いるのが
好適である。このトリガに応答してユーザ入力手段８００は学習－遠隔制御装置メッセー
ジを伝送させる。受信手段２３０は、中央装置が学習－遠隔制御装置モードにある場合に
、受信した学習－遠隔制御装置メッセージのソース識別子をメモリ手段２００に記憶する
。中央装置１００のタイミング手段２４０は、例えば１０秒のような或る所定の時間後に
中央装置１００を学習－遠隔制御装置モードから外すのに用いるの好適である。
既に教え込んである遠隔制御装置は安全キーとして作用し、しかも新規の遠隔制御装置を
教え込ませるのにシステムの信頼度を向上させるから、顧客には既にプログラムしてある
遠隔制御装置付きのシステムを供給するのが好適である。
遠隔制御装置の送信手段８１０はメッセージを図８に示したようなブロック単位で繰返し
多数回迅速に伝送する。ユーザが同じユーザ入力トリガを長期間与える場合には、ユーザ
入力手段８００がこのプロセスを繰返して、第２ブロックを伝送させるようにするか、極
めて長いトリガの場合には多くのブロックを伝送させるのが好適である。中央装置１００
の受信手段２３０は、この受信手段２３０が或る予定した期間に学習－遠隔制御装置メッ
セージを繰返し受信した場合にだけ、この学習－遠隔制御装置メッセージを処理するよう
にするのが好適である。例えば、受信手段２３０は、これが少なくとも２つの連続ブロッ
クで（２＊Ｔ 0＋Ｔ 1のような総持続時間）同じメッセージを受信した場合にだけそのメッ
セージを処理する。学習－遠隔制御装置メッセージにこのようなメカニズムを用いること
により、ユーザが学習動作を不注意でトリガさせることに応答して遠隔制御装置を記憶さ
せるようなことがさらに低減される。
なお、場合によっては、ユーザが中央装置１００のメモリ手段２００から或る装置の識別
子を除去し得るようにすることが必要なこともある。これは例えば、ユーザが遠隔制御装
置をなくすか、又は或る装置が故障した場合に必要とされる。シテスムはユーザに装置を
選択的に除去できるようにする。例えば、システムは学習処理中に装置をどの記憶位置に
記憶させるのかを示すことができる。ユーザはこの情報を用いて或る装置を除外すること
ができる。システムはユーザにメモリ手段をリセットさせて、全ての識別子を除去できる
ようにすることもできる。特に、この最後の場合には、メモリをリセットさせるトリガが
うかつに行われないようにするバリヤを設けるのが好適である。例えば、このようなトリ
ガは、物理的なキーを用いるか、又は簡単にはアクセスできないボタンを押すことによっ
てしか中央装置１００に直接入力させることができないようにする必要がある。
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概して、システムのそれぞれの装置はマイクロプロセッサを用いて作製する。図１１はマ
イクロプロセッサに基いて作製した中央装置のブロック図を示す。マイクロチップテクノ
ロジー社のＰＩＣ１６Ｃ５８Ａの如きマイクロプロセッサ１００５は、ボタンのような入
力手段１０２０からの入力を処理し、且つＬＣＤディスプレイ又はＬＥＤの如き出力手段
１０２５に出力を供給するのに用いられる。マイクロプロセッサ１００５用のプログラム
はＲＯＭの如き外部プログラムメモリに記憶させるか、又はマイクロプロセッサ１００５
内に組入れることができる。同様に、中央装置１００のモードの如き、プログラムを実行
させるのに必要とされる可変データは外部ＲＡＭの如きメモリ内か、又は内部レジスタに
記憶させることができる。アンテナ１０３５にて受信されるＲＦ信号はオーレル・エス－
ピーエー（Ａｕｒｅｌ　Ｓ．ｐ．ａ．）社のモデルＮＢ－ＩＭの如き受信機１０３０を用
いて復調されて、マイクロプロセッサ１００５により処理されるディジタル信号となる。
マイクロプロセッサはオーレル・エス－ピーエー社のモデルＴＸ－４３３－ＳＡＷの如き
送信機１０６０へディジタル信号を供給することによりメッセージを伝送し、この送信機
にてディジタル信号を変調して、これをアンテナ１０６５により伝送する。マイクロプロ
セッサ１００５は学習した装置の識別子をＥＥＰＲＯＭの如きメモリ１０００に記憶する
。マイクロプロセッサ１００５は動き検出機１０５０からの入力も処理する。警報状態が
動き検出器１０５０を用いて検出されるか、又は受信機１０３０によって受信された場合
に、マイクロプロセッサ１００５はサイレンのような警報装置１０１０を作動させる。な
お、マイクロプロセッサは照明装置及び消費者の電気機器のような他の適用領域における
装置も制御するようにプログラムすることができる。所望される装置だけを制御するのに
は同じ識別子学習メカニズムを用いることができる。
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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