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(57)【要約】
【課題】親機に管理対象として登録する動作をセンサ子
機に実行させるために操作される操作部をセンサ子機に
設ける必要がないセキュリティシステムを提供する。
【解決手段】複数のセンサ子機２の各々は、対応する監
視対象の状態が変化すると検知情報を出力する。親機３
は、複数のセンサ子機２のうち管理対象として登録済み
のセンサ子機２から入力された検知情報を管理する。親
機３の動作モードには、複数のセンサ子機２の中から所
望のセンサ子機２を管理対象として登録する登録モード
がある。親機３は、登録モードで動作中に複数のセンサ
子機２のうち管理対象として未登録のセンサ子機２から
検知情報が入力されると、検知情報を出力したセンサ子
機２を管理対象として登録するように構成される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれ対応する警戒場所に取り付けられて監視対象の状態が変化すると検知情報を出
力する複数のセンサ子機と、
　前記複数のセンサ子機のうち管理対象として登録済みのセンサ子機から入力された検知
情報を管理する親機とを備え、
　前記親機の動作モードとして、前記複数のセンサ子機の中から所望のセンサ子機を管理
対象として登録する登録モードがあり、
　前記親機は、前記登録モードで動作中に前記複数のセンサ子機のうち管理対象として未
登録のセンサ子機から検知情報が入力されると、前記検知情報を出力したセンサ子機を管
理対象として登録するように構成された
　ことを特徴とするセキュリティシステム。
【請求項２】
　前記親機は、前記登録モードで動作中に前記未登録のセンサ子機から検知情報が入力さ
れた場合に、入力された検知情報が予め登録された変化パターンで変化した場合のみ、前
記検知情報を出力したセンサ子機を管理対象として登録するように構成された
　ことを特徴とする請求項１に記載のセキュリティシステム。
【請求項３】
　前記センサ子機は、前記親機が登録モードで動作している状態では、監視対象の状態が
予め登録された変化パターンで変化した場合のみ、検知情報を出力するように構成された
　ことを特徴とする請求項１に記載のセキュリティシステム。
【請求項４】
　前記親機は、前記登録モードで動作中に前記未登録のセンサ子機を管理対象として登録
した場合に、管理対象として登録したセンサ子機に登録完了を報知する登録完了信号を出
力するように構成され、
　前記複数のセンサ子機の各々は、前記親機から出力された前記登録完了信号が入力され
る入力部と、前記入力部に前記登録完了信号が入力された場合に管理対象として登録され
たことを報知する報知部とを備えた
　ことを特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載のセキュリティシステム。
【請求項５】
　前記親機の動作モードを遠隔から前記登録モードに設定するためのモード設定器を備え
たことを特徴とする請求項１～４の何れか１項に記載のセキュリティシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、セキュリティシステムに関し、より詳細には、複数の警戒場所において監視
対象の状態を検知するセキュリティシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、基地局と、この基地局に登録された端末との間で、無線通信を行う無線通信シス
テムが提案されている（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
　この無線通信システムでは、基地局に端末を登録する場合、基地局の登録ボタンを操作
して基地局のモードを登録モードに設定し、かつ端末の登録ボタンを操作して端末のモー
ドを登録モードに設定する。基地局および端末のモードが登録モードに設定されると、端
末から基地局へ登録申請情報が無線送信されて、基地局に端末を登録する処理が行われる
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開２００２－１５９０５３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に記載された無線通信システムでは、基地局（親機）と端末（センサ子機）
の両方にモードを登録モードに設定するための登録ボタンが必要であるが、端末側の登録
ボタンは端末が基地局に登録された後は使用されないため不経済であった。
【０００６】
　本発明は上記課題に鑑みてなされ、親機に管理対象として登録する動作をセンサ子機に
実行させるために操作される操作部をセンサ子機に設ける必要がないセキュリティシステ
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】
　本発明のセキュリティシステムは、それぞれ対応する警戒場所に取り付けられて監視対
象の状態が変化すると検知情報を出力する複数のセンサ子機と、前記複数のセンサ子機の
うち管理対象として登録済みのセンサ子機から入力された検知情報を管理する親機とを備
え、前記親機の動作モードとして、前記複数のセンサ子機の中から所望のセンサ子機を管
理対象として登録する登録モードがあり、前記親機は、前記登録モードで動作中に前記複
数のセンサ子機のうち管理対象として未登録のセンサ子機から検知情報が入力されると、
前記検知情報を出力したセンサ子機を管理対象として登録するように構成されたことを特
徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、親機に管理対象として登録する動作をセンサ子機に実行させるために
操作される操作部をセンサ子機に設ける必要がないセキュリティシステムを提供すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施形態１のセキュリティシステムのシステム構成図である。
【図２】実施形態１のセキュリティシステムが適用された住宅の要部の断面図である。
【図３】実施形態２のセキュリティシステムのシステム構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本実施形態に係るセキュリティシステムについて図面を参照して説明する。ただ
し、以下に説明する構成は本発明の一例に過ぎない。本発明は、以下の実施形態に限定さ
れず、本発明に係る技術的思想を逸脱しない範囲であれば、設計等に応じて種々の変更が
可能である。
【００１１】
　（実施形態１）
　図１は本実施形態のセキュリティシステム１のシステム構成図であり、図２は本実施形
態のセキュリティシステム１が適用された住宅の要部の断面図である。本実施形態のセキ
ュリティシステム１は戸建ての住宅に用いられ、住宅における異常の有無を監視する。な
お、本実施形態のセキュリティシステム１が適用される建物は戸建ての住宅に限定されず
、集合住宅の住戸でもよいが、以下の実施形態では戸建ての住宅を例に説明する。
【００１２】
　このセキュリティシステム１は、複数（図１の例では２台）のセンサ子機２と、親機３
とを備える。なおセンサ子機２の台数は２台に限定されず、３台以上でもよい。
【００１３】
　複数のセンサ子機２の各々は、住宅の開口部を開閉する建具（例えば窓や戸など）に設
けられ、建具の状態（例えば施錠状態または解錠状態または開閉状態）を検知する。本実
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施形態のセンサ子機２は、図２に示すように部屋Ｒ２，Ｒ３の開口部９０に設けられた引
き違い窓のような建具９１の状態を検知する。建具９１にはクレセント錠９２が設けられ
ており、クレセント錠９２の状態（施錠状態又は解錠状態）をセンサ子機２は検知する。
なお、センサ子機２の監視対象となる建具は引き違い窓に限定されず、上げ下げ窓、スイ
ング窓、ルーバー窓でもよいが、以下の実施形態では監視対象が引き違い窓である場合を
例に説明する。
【００１４】
　センサ子機２は、制御回路２０と、加速度センサ２２と、送受信回路２３と、アンテナ
２４と、表示回路２５と、発光ダイオード（ＬＥＤ）２６と、電子ブザー２７と、電源部
２８とを備える。またセンサ子機２は、クレセント錠９２のハンドル部分に取り付けられ
るケース２９を備え（図２参照）、ケース２９の内部に制御回路２０、加速度センサ２２
、送受信回路２３、アンテナ２４、表示回路２５、発光ダイオード２６、電子ブザー２７
、及び電源部２８が収納されている。
【００１５】
　加速度センサ２２はセンサ子機２に加わる加速度の方向を計測し、計測結果を制御回路
２０に出力する。
【００１６】
　送受信回路２３は、例えば特定小電力無線の通信方式で無線通信を行う通信回路であり
、アンテナ２４を介して親機３との間で無線信号（例えば電波信号）を送受信する。なお
、送受信回路２３が採用する通信方式は特定小電力無線に限定されず、免許が不要な通信
方式であれば、他の通信方式でもよい。この種の通信方式としては、例えばＩＥＥＥ（In
stitute of Electrical and Electronics Engineers）８０２．１１に準拠した通信方式
や、ＩＥＥＥ８０２．１５．１に準拠した通信方式などがある。
【００１７】
　表示回路２５は光や音で表示を行う回路であり、発光ダイオード２６を駆動する回路や
、電子ブザー２７を鳴動させる回路からなる。
【００１８】
　電源部２８は電池を電源として、制御回路２０、加速度センサ２２、送受信回路２３、
及び表示回路２５に動作に必要な電力を供給する。
【００１９】
　制御回路２０は例えばマイクロコンピュータで構成される。制御回路２０を構成するマ
イクロコンピュータがＲＯＭなどのメモリに記憶されたプログラムを実行することによっ
て、センサ子機２の機能（例えば状態判定部２１などの機能）が実現される。なお、プロ
グラムは予めメモリに記憶されていてもよいし、電気通信回線を介して、あるいは記録媒
体に記憶された状態で提供されてもよい。また、センサ子機２のメモリには、センサ子機
２を個々に識別するための識別情報が予め登録されている。例えば、部屋Ｒ２のクレセン
ト錠９２に取り付けられたセンサ子機２の識別情報は「１」であり、部屋Ｒ３のクレセン
ト錠９２に取り付けられたセンサ子機２の識別情報は「２」である。以下では、個々のセ
ンサ子機２を特定して説明する場合、部屋Ｒ２のクレセント錠９２に取り付けられたセン
サ子機２を１番のセンサ子機２といい、部屋Ｒ３のクレセント錠９２に取り付けられたセ
ンサ子機２を２番のセンサ子機２という。
【００２０】
　状態判定部２１は、加速度センサ２２によって計測された加速度の方向をもとに、監視
対象であるクレセント錠９２の状態が施錠状態か解錠状態かを判定する。センサ子機２は
クレセント錠９２のハンドル部分に取り付けられており、施錠状態と解錠状態とでセンサ
子機２の取付方向が１８０度変化するから、重力加速度によって加速度センサ２２に加わ
る加速度の方向も施錠状態と解錠状態とで１８０度変化する。したがって、状態判定部２
１は、加速度センサ２２によって計測された加速度の方向から、監視対象であるクレセン
ト錠９２の状態を判定することができる。状態判定部２１によって判定される監視対象の
状態が変化すると、制御回路２０は、監視対象の状態（施錠状態又は解錠状態）を示す検
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知情報と、メモリに格納された識別情報とを含めた送信信号を作成し、作成した送信信号
を送受信回路２３から無線送信させるように構成されている。
【００２１】
　親機３は、例えば居間として使用される部屋Ｒ１に設置されており（図２参照）、複数
の警戒場所の各々に設置された複数のセンサ子機２から検知情報を収集して管理する。
【００２２】
　親機３は、制御回路３０と、送受信回路３４と、アンテナ３５と、報知回路３６と、操
作部３７とを備える。
【００２３】
　送受信回路３４は、センサ子機２の送受信回路２３と同じ通信方式で無線通信を行う通
信回路であり、アンテナ３５を介してセンサ子機２との間で無線信号（例えば電波信号）
を送受信する。
【００２４】
　報知回路３６は、管理対象のセンサ子機２から入力された検知情報をもとに、ケースの
前面に設けられた表示装置３８（例えば液晶ディスプレイや表示用のＬＥＤなど）に、監
視対象の状態を表示する（図２参照）。
【００２５】
　操作部３７はケースの前面に配置されている（図２参照）。操作部３７は、親機３の動
作モードを監視モードから登録モードに切り替えるための操作などに使用される。登録モ
ードとは、管理対象として登録されていないセンサ子機２を管理対象に登録する処理を行
う動作モードである。監視モードとは、管理対象として登録されたセンサ子機２から入力
される検知情報及び識別情報をもとに、監視対象（例えば建具９１）の状態を管理する処
理を行う動作モードである。
【００２６】
　制御回路３０は例えばマイクロコンピュータで構成される。マイクロコンピュータがＲ
ＯＭなどのメモリに記憶されたプログラムを実行することによって、制御回路３０の機能
（例えば登録処理部３１やパターン判定部３３などの機能）が実現される。なお、プログ
ラムは予めメモリに記憶されていてもよいし、電気通信回線を介して、あるいは記録媒体
に記憶された状態で提供されてもよい。
【００２７】
　登録処理部３１は、登録モードで動作中に検知情報と識別情報とを送信してきたセンサ
子機２を管理対象として登録する処理を行う。
【００２８】
　制御回路３０の内蔵メモリにはＩＤ格納部３２が設けられている。ＩＤ格納部３２には
、登録処理部３１によって管理対象に登録されたセンサ子機２の識別情報が格納される。
【００２９】
　パターン判定部３３は、登録モードで動作中にいずれかのセンサ子機２から検知情報が
送信されてきた場合に、検知情報が予め登録された変化パターンで変化するか否かを判定
する。
【００３０】
　本実施形態のセキュリティシステム１では、住宅内の複数の警戒場所（例えば窓など）
にセンサ子機２が設置された状態で、複数のセンサ子機２を親機３に管理対象として登録
する作業を行っており、その登録作業を以下に説明する。
【００３１】
　センサ子機２の登録作業を開始する際に作業者が操作部３７を用いて登録モードに設定
する操作を行うと、制御回路３０は、操作部３７からの操作入力に応じて、動作モードを
監視モードから登録モードに切り替える。制御回路３０は、動作モードを監視モードから
登録モードに切り替えると、報知回路３６を制御して動作モードが登録モードに設定され
たことを報知させる。
【００３２】
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　親機３が登録モードに設定された状態で例えば１番のセンサ子機２を管理対象に登録す
る場合、作業者は部屋Ｒ２に移動し、１番のセンサ子機２が取り付けられたクレセント錠
９２のハンドルを操作して、クレセント錠９２を施錠状態から解錠状態に切り替える。１
番のセンサ子機２では、状態判定部２１が、加速度センサ２２によって計測された加速度
の方向をもとに施錠状態か解錠状態かを判定している。作業者の操作によってクレセント
錠９２の状態が施錠状態から解錠状態に変化すると、制御回路２０は、監視対象の状態（
施錠状態）を示す検知情報と、メモリに格納された識別情報「１」とを含めた送信信号を
作成する。制御回路２０は、作成した送信信号を送受信回路２３から親機３へ無線送信さ
せる。
【００３３】
　親機３が登録モードで動作中に送受信回路３４が１番のセンサ子機２から送信された送
信信号を受信すると、制御回路３０の登録処理部３１は、送受信回路３４が受信した送信
信号に含まれる識別情報をＩＤ格納部３２に格納する。この処理によって親機３に１番の
センサ子機２が管理対象として登録される。
【００３４】
　制御回路３０は、１番のセンサ子機２を管理対象として登録すると、このセンサ子機２
の識別情報と登録完了を報知する登録完了信号とを含めた送信信号を作成し、この送信信
号を送受信回路３４から無線送信させる。
【００３５】
　１番のセンサ子機２の送受信回路２３が、親機３から無線送信された送信信号を受信す
ると、制御回路２０は、送信信号に含まれる識別情報が、メモリに格納されている識別情
報と一致するか否かを判断する。制御回路２０は、送信信号に含まれる識別情報がメモリ
に格納されている識別情報と一致すれば、送信信号に含まれる登録完了信号をもとに親機
３への登録が完了したと判断する。制御回路２０は、表示回路２５を制御して発光ダイオ
ード２６を点灯又は点滅させたり、電子ブザー２７に報知音を出力させたりすることで、
登録処理が完了したことを報知するので、作業者は１番のセンサ子機２の登録が完了した
ことを把握できる。ここで、親機３の操作部３７を操作して１番のセンサ子機２が設置さ
れている警戒場所の情報（すなわち、１番のセンサ子機２の監視対象の情報）を入力すれ
ば、１番のセンサ子機２の識別情報とその監視対象の情報とが対応付けて親機３に登録さ
れる。この処理はセンサ子機２を１台登録するごとに行ってもよいし、複数台のセンサ子
機２を登録した後に一括して行ってもよい。
【００３６】
　なお制御回路２０は、監視対象の状態が変化した場合にも表示回路２５で発光ダイオー
ド２６を点灯又は点滅させたり、電子ブザー２７から報知音を出力させたりすることで、
監視対象の状態の変化を表示させてもよい。ここで、制御回路２０は、監視対象の状態が
変化した場合に表示回路２５が行う表示内容（光又は音の表示パターン）と、登録処理が
完了した場合に表示回路２５が行う表示内容とを異ならせてもよい。表示回路２５による
表示が、監視対象の状態が変化した場合の表示であるか、登録処理が完了した場合の表示
であるかを判別しやすくなる。
【００３７】
　続けて部屋Ｒ３のクレセント錠９２に設置された２番のセンサ子機２を管理対象に登録
する場合、作業者は、部屋Ｒ３に移動し、部屋Ｒ３の建具９１に設けられたクレセント錠
９２を施錠状態から解錠状態に切り替える。この操作によって２番のセンサ子機２から親
機３に検知情報と識別情報とが無線送信されると、親機３の登録処理部３１が、２番のセ
ンサ子機２から送信された識別情報「２」をＩＤ格納部３２に格納し、２番のセンサ子機
２を管理対象として登録する。また、親機３の制御回路３０は、管理対象として新たに登
録した２番のセンサ子機２の識別情報「２」と登録完了信号とを含めた送信信号を作成し
、この送信信号を送受信回路３４から無線送信させる。２番のセンサ子機２の送受信回路
２３が親機３から送信された送信信号を受信すると、制御回路２０は、送信信号に含まれ
る登録完了信号をもとに親機３への登録が完了したと判断し、表示回路２５を制御して登
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録が完了したことを示す表示を行わせる。
【００３８】
　以上のように、親機３が登録モードで動作中に、管理対象に登録したいセンサ子機２が
取り付けられたクレセント錠９２を操作し、このクレセント錠の状態を変化させると、セ
ンサ子機２から検知情報と識別情報とが親機３に送信される。親機３は、登録モードで動
作中にセンサ子機２から検知情報と識別情報とを含む送信信号が送信されてくると、この
センサ子機２の識別情報をＩＤ格納部３２に格納し、管理対象として登録する。したがっ
て、親機３に管理対象として登録する動作をセンサ子機２に実行させるために操作される
操作部をセンサ子機２に備える必要が無く、センサ子機２の構成を簡略化できる。
【００３９】
　また、センサ子機２が管理対象として親機３に登録された後でクレセント錠９２に取り
付けられる場合、センサ子機２を親機３に登録する際に、センサ子機２の取付場所を間違
えないよう、設置場所を記載したシールなどをセンサ子機２に貼り付けていた。そして、
センサ子機２を親機３に登録した後に、センサ子機２に貼り付けられたシールで設置場所
を確認しながら、センサ子機２を取り付けているため、センサ子機２に設置場所を記載し
たシールを貼り付ける手間がかかっていた。それに対して、本実施形態ではセンサ子機２
がクレセント錠９２に取り付けられた状態で、このセンサ子機２を親機３に管理対象とし
て登録する作業が行われるので、センサ子機２に設置場所を記載したシールなどを取り付
ける作業が不要になり、施工性が向上する。
【００４０】
　ところで、親機３の制御回路３０では、登録モードで動作中に未登録のセンサ子機２か
ら検知情報が入力された場合に、検知情報が予め登録された変化パターンで変化した場合
のみ、検知情報を出力したセンサ子機２を管理対象として登録してもよい。
【００４１】
　制御回路３０のパターン判定部３３は、送受信回路３４が受信した送信信号に含まれる
検知情報と識別情報とに基づいて、同じセンサ子機２からの検知情報が変化する変化パタ
ーンが予め登録された変化パターンと一致するか否かを判定する。パターン判定部３３に
は、例えば「解錠状態」→「施錠状態」→「解錠状態」→「施錠状態」という変化パター
ンが登録されているとする。作業者は、所定の時間内（例えば１０秒以内）に、センサ子
機２が取り付けられたクレセント錠９２のハンドルを操作して、クレセント錠９２の状態
を解錠状態→施錠状態→解錠状態→施錠状態と切り替える。このとき、センサ子機２の状
態判定部２１は、加速度センサ２２によって計測された加速度の方向をもとに、クレセン
ト錠９２の状態が解錠状態→施錠状態→解錠状態→施錠状態と変化したことを判定する。
そして、制御回路２０は、クレセント錠９２の状態が変化する度に、検知情報と識別情報
とを含めた送信信号を送受信回路２３から無線送信させる。親機３では、送受信回路３４
がセンサ子機２から送信された送信信号を受信すると、パターン判定部３３が、同じセン
サ子機２による検知状態が予め登録された変化パターンで変化しているか否かを判定する
。パターン判定部３３によって、同じセンサ子機２による検知状態が予め登録された変化
パターンで変化していると判定されれば、登録処理部３１は、このセンサ子機２の識別情
報をＩＤ格納部３２に格納させ、このセンサ子機２を管理対象として登録する。
【００４２】
　親機３が登録モードで動作中に、例えば別の建物にあるセンサ子機から検知情報が入力
されたとしても、検知情報が予め登録された変化パターンで変化しなければ管理対象とし
て登録されないので、意図しないセンサ子機が誤登録されにくくなる。
【００４３】
　なおパターン判定部３３に登録された上記の変化パターンは一例であり、適宜変更が可
能である。またセンサ子機２が、建具９１の施解錠状態だけでなく開閉状態を検知してい
る場合、パターン判定部３３は、施解錠状態と開閉状態を組み合わせた変化パターンで判
定動作を行ってもよい。パターン判定部３３に、例えば「解錠状態」→「開状態」→「閉
状態」→「施錠状態」という変化パターンが登録されているとする。この場合、作業者は
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、所定の時間内（例えば１０秒以内）に、登録対象のセンサ子機２が取り付けられたクレ
セント錠９２を解錠し、建具９１を開いた後に閉じて、クレセント錠９２を施錠すればよ
い。このような操作を行うことで、パターン判定部３３は、センサ子機２から入力される
検知状態の変化パターンが予め登録された変化パターンと一致したと判断し、このセンサ
子機２が親機３に管理対象として登録される。
【００４４】
　なお、パターン判定部３３と同様の機能をセンサ子機２に設けてもよい。親機３の制御
回路３０は、動作モードが登録モードに設定されると、登録モードで動作中であることを
通知する信号を送受信回路３４からセンサ子機２に送信させる。センサ子機２の制御回路
２０は、親機３から送信された信号をもとに親機３が登録モードで動作中であることを把
握できる。センサ子機２の制御回路２０は、親機３が登録モードで動作している場合、状
態判定部２１の判定結果が予め登録された変化パターンで変化した場合のみ、検知情報と
識別情報とを含めた送信信号（登録要求信号）を送受信回路２３から親機３に無線送信さ
せる。この場合も、予め登録された変化パターンで監視対象の状態を変化させなければ、
センサ子機２から親機３へ登録要求信号が送信されないので、意図しないセンサ子機が誤
登録されにくくなる。
【００４５】
　センサ子機２を親機３に登録する処理が終了すると、作業者は例えば操作部３７を操作
して親機３の動作モードを登録モードから監視モードに切り替える。親機３は、監視モー
ドで動作中は、管理対象のセンサ子機２から送信される検知情報を収集し、各センサ子機
２の監視対象である建具９１の状態を管理する。
【００４６】
　以上説明したように、本実施形態のセキュリティシステム１は、複数のセンサ子機２と
、親機３とを備える。複数のセンサ子機２は、それぞれ対応する警戒場所に取り付けられ
て監視対象の状態が変化すると検知情報を出力する。親機３は、複数のセンサ子機２のう
ち管理対象として登録済みのセンサ子機２から入力された検知情報を管理する。親機３の
動作モードには、複数のセンサ子機２の中から所望のセンサ子機２を管理対象として登録
する登録モードがある。親機３は、登録モードで動作中に複数のセンサ子機２のうち管理
対象として未登録のセンサ子機２から検知情報が入力されると、検知情報を出力したセン
サ子機２を管理対象として登録するように構成される。
【００４７】
　親機３が登録モードで動作中に監視対象の状態を変化させると、この監視対象を監視す
るセンサ子機２から親機３に検知情報が出力される。親機３は、登録モードで動作中にセ
ンサ子機２から検知情報が入力されると、このセンサ子機２を管理対象として登録する。
したがって、親機３に管理対象として登録する動作をセンサ子機２に実行させるために操
作される操作部をセンサ子機２に備える必要が無く、センサ子機２の構成を簡略化できる
。また、センサ子機２が警戒場所に取り付けられた後でセンサ子機２を親機３に登録して
いるので、登録後にセンサ子機２を警戒場所に取り付ける場合のように、センサ子機２に
設置場所を記載したシールなどを貼り付ける必要がなく、施工性が向上する。
【００４８】
　また、親機３（親機３の制御回路３０）は、登録モードで動作中に未登録のセンサ子機
２から検知情報が入力された場合に、検知情報が予め登録された変化パターンで変化した
場合のみ、検知情報を出力したセンサ子機２を管理対象として登録してもよい。この構成
によれば、親機３が登録モードで動作中に、例えば別の建物にあるセンサ子機から検知情
報が入力されたとしても、検知情報が予め登録された変化パターンで変化しなければ管理
対象として登録されないので、意図しないセンサ子機の誤登録が起こりにくい。なお、こ
の構成はセキュリティシステム１に必須の構成ではなく、適宜省略が可能である。
【００４９】
　また、センサ子機２は、親機３が登録モードで動作している状態では、監視対象の状態
が予め登録された変化パターンで変化した場合のみ、検知情報を出力するように構成され
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てもよい。
【００５０】
　この構成によれば、センサ子機２の監視対象の状態が予め登録された変化パターンで変
化しなければ、センサ子機２から検知情報が出力されないので、意図しないセンサ子機の
誤登録が起こりにくい。なお、この構成はセキュリティシステム１に必須の構成ではなく
、適宜省略が可能である。
【００５１】
　さらに、親機３は、登録モードで動作中に未登録のセンサ子機２を管理対象として登録
した場合に、管理対象として登録したセンサ子機２に登録完了を報知する登録完了信号を
出力するように構成されてもよい。複数のセンサ子機２の各々は、入力部（送受信回路２
３）と、報知部（本実施形態では表示回路２５、発光ダイオード２６、及び電子ブザー２
７からなる）とを備える。入力部には、親機３から出力された登録完了信号が入力される
。報知部は、入力部に登録完了信号が入力された場合に管理対象として登録されたことを
報知する。
【００５２】
　この構成によれば、未登録のセンサ子機２が管理対象として登録されると、センサ子機
２の報知部が報知動作を行うので、親機３の設置場所まで行かなくても、センサ子機２の
設置場所でこのセンサ子機２が管理対象として登録されたことを確認できる。なお、この
構成はセキュリティシステム１に必須の構成ではなく、適宜省略が可能である。
【００５３】
　（実施形態２）
　本実施形態のセキュリティシステム１のシステム構成図を図３に示す。
【００５４】
　図３は本実施形態のセキュリティシステム１のシステム構成図である。
【００５５】
　このセキュリティシステム１は、複数（図３の例では２台）のセンサ子機２と、親機３
と、モード設定器４とを備える。なおモード設定器４以外の構成は実施形態１と共通して
いるから、実施形態１と共通の構成要素には同一の符号を付して、その説明は省略する。
【００５６】
　モード設定器４は、制御回路４０と、送受信回路４１と、アンテナ４２と、操作部４３
とを備える。
【００５７】
　送受信回路４１は、親機３と同じ通信方式で無線通信を行う通信回路であり、アンテナ
４２を介して親機３との間で無線信号（例えば電波信号）を送受信する。
【００５８】
　操作部４３は、親機３の動作モードを監視モードから登録モードに切り替える操作など
を行うために操作される操作部である。操作部４３が操作されると、操作部４３から操作
に応じた信号が制御回路４０に出力される。
【００５９】
　制御回路４０は例えばマイクロコンピュータで構成される。制御回路４０を構成するマ
イクロコンピュータがＲＯＭなどのメモリに記憶されたプログラムを実行することによっ
て、モード設定器４の機能が実現される。操作部４３を用いて親機３の動作モードを監視
モードから登録モードに切り替える操作が行われると、操作部４３から制御回路４０に動
作モードを登録モードとするモード切替信号が入力される。制御回路４０は、操作部４３
から入力されたモード切替信号に応じて、動作モードを登録モードとする制御命令を作成
し、この制御命令を送受信回路４１から無線送信させる。なお、プログラムは予めメモリ
に記憶されていてもよいし、電気通信回線を介して、あるいは記録媒体に記憶された状態
で提供されてもよい。
【００６０】
　モード設定器４の器体は、片手で持ち運びできる程度の大きさ及び重量に形成されてい
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る。モード設定器４の器体には制御回路４０と送受信回路４１とアンテナ４２と操作部４
３とが収納されている。操作部４３は、器体の外部から操作可能な状態で器体に保持され
ている。また、モード設定器４の器体には、制御回路４０及び送受信回路４１の電源とな
る電池が収納されており、モード設定器４を所望の場所に持ち運んで使用することができ
る。
【００６１】
　本実施形態のセキュリティシステム１において、住宅内の複数の警戒場所（例えば窓な
ど）にセンサ子機２が設置された状態で、複数のセンサ子機２を親機３に管理対象として
登録する作業について以下に説明する。
【００６２】
　作業者は、モード設定器４を持って管理対象に登録したいセンサ子機２の設置場所、例
えば１番のセンサ子機２が設置された部屋Ｒ２に移動した後、モード設定器４の操作部４
３を用いて親機３の動作モードを登録モードに設定する操作を行う。この操作によって操
作部４３から制御回路４０にモード切替信号が入力されると、制御回路４０は、動作モー
ドを監視モードから登録モードに切り替えるモード切替信号を作成し、このモード切替信
号を送受信回路４１から親機３に無線送信させる。親機３の送受信回路３４がモード設定
器４から送信されたモード切替信号を受信すると、制御回路３０は、送受信回路３４が受
信したモード切替信号にしたがって、動作モードを監視モードから登録モードに切り替え
る。
【００６３】
　親機３を登録モードに設定する操作を行った後に、作業者は、１番のセンサ子機２が取
り付けられたクレセント錠９２のハンドルを操作して、クレセント錠９２を施錠状態から
解錠状態に切り替える。１番のセンサ子機２では、状態判定部２１が、加速度センサ２２
によって計測された加速度の方向をもとに施錠状態か解錠状態かを判定している。作業者
の操作によってクレセント錠９２の状態が施錠状態から解錠状態に変化すると、制御回路
２０は、状態判定部２１によって判定された監視対象の状態（施錠状態）を示す検知情報
と、メモリに格納された識別情報「１」とを含めた送信信号を作成する。制御回路２０は
、作成した送信信号を送受信回路２３から親機３へと無線送信させる。
【００６４】
　親機３が登録モードで動作中に送受信回路３４が１番のセンサ子機２からの送信信号を
受信すると、制御回路３０の登録処理部３１は、送受信回路３４が受信した送信信号に含
まれる識別情報をＩＤ格納部３２に格納し、１番のセンサ子機２を管理対象に登録する。
なお、親機３（親機３の制御回路３０）は、登録モードで動作中に未登録のセンサ子機２
から検知情報が入力された場合に、検知情報が予め登録された変化パターンで変化した場
合のみ、検知情報を出力したセンサ子機２を管理対象として登録してもよい。
【００６５】
　制御回路３０は、１番のセンサ子機２を管理対象として登録すると、登録完了を報知す
る登録完了信号を送受信回路３４から１番のセンサ子機２に無線送信させる。１番のセン
サ子機２では、送受信回路２３が親機３から送信された登録完了信号を受信すると、制御
回路２０が、表示回路２５に光又は音で登録完了の報知動作を行わせる。この報知動作に
よって作業者は１番のセンサ子機２が管理対象として登録されたことを把握できる。制御
回路３０は、１番のセンサ子機２を親機３に登録する処理が終了すると、動作モードを登
録モードから監視モードに切り替える。なお制御回路３０は、登録モードで動作している
状態で、センサ子機２からの検知情報を受信していない状態が一定時間継続すると、動作
モードを登録モードから監視モードに切り替えてもよい。
【００６６】
　続けて部屋Ｒ３のクレセント錠９２に設置された２番のセンサ子機２を管理対象に登録
する場合、作業者は、部屋Ｒ３に移動し、モード設定器４の操作部４３を用いて親機３の
動作モードを登録モードに設定する操作を行う。この操作によって、モード設定器４から
親機３にモード切替信号が無線送信され、親機３の動作モードが監視モードから登録モー
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ドに切り替えられる。
【００６７】
　親機３を登録モードに設定する操作を行った後に、作業者は、２番のセンサ子機２が取
り付けられたクレセント錠９２のハンドルを操作して、クレセント錠９２を施錠状態から
解錠状態に切り替える。２番のセンサ子機２では、状態判定部２１が、加速度センサ２２
によって計測された加速度の方向をもとに施錠状態か解錠状態かを判定している。作業者
の操作によってクレセント錠９２の状態が施錠状態から解錠状態に変化すると、制御回路
２０は、監視対象の状態（施錠状態）を示す検知情報と、メモリに格納された識別情報「
２」とを含めた送信信号を作成する。制御回路２０は、作成した送信信号を送受信回路２
３から親機３へ無線送信させる。
【００６８】
　親機３が登録モードで動作中に送受信回路３４が２番のセンサ子機２からの送信信号を
受信すると、制御回路３０の登録処理部３１は、送受信回路３４が受信した送信信号に含
まれる識別情報をＩＤ格納部３２に格納し、２番のセンサ子機２を管理対象に登録する。
制御回路３０は、２番のセンサ子機２を管理対象として登録すると、登録完了を報知する
登録完了信号を送受信回路３４から２番のセンサ子機２に無線送信させる。２番のセンサ
子機２では、送受信回路２３が親機３から送信された登録完了信号を受信すると、制御回
路２０が、表示回路２５に光又は音で登録完了の報知動作を行わせる。この報知動作によ
って作業者は２番のセンサ子機２が管理対象として登録されたことを把握できる。制御回
路３０は、２番のセンサ子機２を親機３に登録する処理が終了すると、動作モードを登録
モードから監視モードに切り替える。なお制御回路３０は、登録モードで動作している状
態で、センサ子機２からの検知情報を受信していない状態が一定時間継続すると、動作モ
ードを登録モードから監視モードに切り替えてもよい。
【００６９】
　親機３は、監視モードで動作中は、管理対象のセンサ子機２から送信される検知情報を
収集し、各センサ子機２の監視対象である建具９１の状態を管理する。
【００７０】
　以上のように、セキュリティシステム１は、親機３の動作モードを遠隔から登録モード
に設定するためのモード設定器４を備えてもよい。
【００７１】
　モード設定器４を用いて遠隔から親機３の動作モードを登録モードに設定できるので、
親機３の設置場所までいかなくても、管理対象として登録したいセンサ子機２の設置場所
から親機３の動作モードを登録モードに設定して、登録作業を行うことができる。
【００７２】
　なお、登録モードにおいてセンサ子機２が親機３に登録された状態で、親機３にセンサ
子機２の設置場所などの情報を登録する処理はモード設定器４で行ってもよく、親機３の
設置場所まで戻らなくても、センサ子機２の登録作業を行うことができる。
【符号の説明】
【００７３】
　１　セキュリティシステム
　２　センサ子機
　３　親機
　４　モード設定器
　２０　制御回路
　２３　送受信回路（入力部）
　２５　表示回路（報知部）
　２６　発光ダイオード（報知部）
　２７　電子ブザー（報知部）
　３０　制御回路
　９２　クレセント錠（監視対象）
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