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(57)【要約】
【課題】ユーザの使用目的に応じて、親機とスマートフ
ォンとの無線通信モードを、直接通信のソフトＡＰモー
ドから、無線ルータを介したルータ接続モードに切り換
え、ユーザの使い勝手を向上する。
【解決手段】親機１０とスマートフォン５０とが直接に
無線通信している場合に、スマートフォン５０は、親機
１０とスマートフォン５０との無線通信モードの接続モ
ード切換画面を表示／操作部５０３に表示し、ユーザ操
作によりＳＳＩＤが選択されると、この選択されたＳＳ
ＩＤを含むルータ接続情報を親機１０に送信する。親機
１０は、スマートフォン５０から送信されたルータ接続
情報を用いて、無線通信の接続先を無線ルータ６０に切
り換えるための登録を行う。
【選択図】図２８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　宅内に設置される少なくとも１つの電気機器との間で無線通信可能な親機と、
　表示入力部を有し、前記親機との間で無線ルータを介して無線通信可能であり、さらに
前記親機との間で直接に無線通信可能である携帯電話端末と、を含む宅内監視システムで
あって、
　前記携帯電話端末は、前記親機と前記携帯電話端末とが前記無線ルータを介して無線通
信するための無線通信の識別情報を保持し、
　前記親機と前記携帯電話端末とが直接に無線通信している場合に、前記携帯電話端末は
、前記親機と前記携帯電話端末との無線通信モードの切換画面を前記表示入力部に表示し
、前記切換画面に対するユーザ操作により前記無線通信の識別情報が選択されると、前記
無線通信の識別情報を含むルータ接続情報を前記親機に送信し、
　前記親機は、前記携帯電話端末から送信された前記ルータ接続情報を用いて、無線通信
の接続先を前記無線ルータに切り換えるための登録を行う、
　宅内監視システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の宅内監視システムであって、
　前記携帯電話端末は、前記無線通信の識別情報が選択されると、前記無線通信の識別情
報に対応するパスワードの入力画面を前記表示入力部に表示し、前記入力画面に対する第
２ユーザ操作により入力されたパスワードを含めた前記ルータ接続情報を前記親機に送信
する、
　宅内監視システム。
【請求項３】
　宅内に設置される少なくとも１つの電気機器との間で無線通信可能な親機と、
　表示入力部を有し、前記親機との間で無線ルータを介して無線通信可能であり、さらに
前記親機との間で直接に無線通信可能である携帯電話端末と、を含む宅内監視システムに
おける無線通信モード切換方法であって、
　前記携帯電話端末は、前記親機と前記携帯電話端末とが前記無線ルータを介して無線通
信するための無線通信の識別情報を保持し、
　前記親機と前記携帯電話端末とが直接に無線通信している場合に、前記携帯電話端末は
、前記親機と前記携帯電話端末との無線通信モードの切換画面を前記表示入力部に表示し
、
　前記携帯電話端末は、前記切換画面に対するユーザ操作により前記無線通信の識別情報
が選択されると、前記無線通信の識別情報を含むルータ接続情報を前記親機に送信し、
　前記親機は、前記携帯電話端末から送信された前記ルータ接続情報を用いて、無線通信
の接続先を前記無線ルータに切り換えるための登録を行う、
　無線通信モード切換方法。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、固定電話網に接続される固定電話機の親機と宅内のユーザが所持して使用す
るスマートフォンとを含む宅内監視システム、及び親機とスマートフォンとの間の無線通
信モードを切り換える無線通信モード切換方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、監視カメラと、固定電話網に接続されて他固定電話機と通信可能な固定電話機の
親機と、親機との間で無線ルータを介して無線通信可能であって、携帯電話網（例えば３
Ｇ、４Ｇ）を介して他携帯電話機と無線接続するスマートフォンと、を備えた監視カメラ
システムが知られている（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
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　特許文献１の監視カメラシステムでは、親機に無線ルータが登録されていない場合に、
スマートフォンは、親機に対して所定操作を行うことを促す画面を表示し、親機からの信
号を待ち受ける。親機は、所定操作によりスマートフォンと直接無線接続してスマートフ
ォンに設定要求信号を送信する。スマートフォンは、設定要求信号を受信すると、無線ル
ータと無線接続して無線ルータからルータ設定情報を取得し、親機と無線接続して親機に
ルータ設定情報を送信する。親機は、ルータ設定情報に基づいて無線ルータの登録を行う
。これにより、例えばスマートフォンに対して画像表示の指示操作があると、親機は、無
線ルータを介してスマートフォンからの指示操作の情報を受信し、監視カメラから転送さ
れる画像データを、無線ルータを介してスマートフォンに送信できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第５８４５４５３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では、親機に無線ルータが登録されていない場合、親機に無線ルータを登録
するために、親機を無線ＬＡＮ（Local Area Network）のアクセスポイントとして一時的
に使用することで、親機とスマートフォンとが直接に通信することは開示されている。
【０００６】
　しかしながら、特許文献１の構成では、親機に無線ルータが実際に登録された後では、
親機とスマートフォンとの間のデータ（例えば監視カメラからの画像データ）の送受信は
無線ルータを介することが前提となっている。このため、例えば監視カメラからの画像デ
ータが親機に転送された後、親機はスマートフォンにその画像データを転送する際に、無
線ルータを介した無線通信と無線ルータを介さない無線通信とを使い分けることができず
、使い勝手が良くないという課題があった。無線ルータが無くても親機とスマートフォン
との間で無線通信できればコストアップを抑制できる点でメリットがあるが、その一方で
、無線ルータが無ければ、スマートフォンは親機との通信圏内から外れると無線接続が不
可となるので、例えばスマートフォンの宅外接続ができず、デメリットもある。従って、
スマートフォンを広範に使用する際には、無線ルータを使用して親機と無線通信すること
が好ましいと言える。
【０００７】
　本発明は、上述した従来の課題を解決するために、ユーザの使用目的に応じて、親機と
スマートフォンとを直接接続する無線通信モードから、無線ルータを介して親機とスマー
トフォンとを接続する無線通信モードに切り換え、スマートフォンの広範な使用が可能と
なってユーザの使い勝手を向上する宅内監視システム及び無線通信モード切換方法を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、宅内に設置される少なくとも１つの電気機器との間で無線通信可能な親機と
、表示入力部を有し、前記親機との間で無線ルータを介して無線通信可能であり、さらに
前記親機との間で直接に無線通信可能である携帯電話端末と、を含む宅内監視システムで
あって、前記携帯電話端末は、前記親機と前記携帯電話端末とが前記無線ルータを介して
無線通信するための無線通信の識別情報を保持し、前記親機と前記携帯電話端末とが直接
に無線通信している場合に、前記携帯電話端末は、前記親機と前記携帯電話端末との無線
通信モードの切換画面を前記表示入力部に表示し、前記切換画面に対するユーザ操作によ
り前記無線通信の識別情報が選択されると、前記無線通信の識別情報を含むルータ接続情
報を前記親機に送信し、前記親機は、前記携帯電話端末から送信された前記ルータ接続情
報を用いて、無線通信の接続先を前記無線ルータに切り換えるための登録を行う、宅内監
視システムを提供する。
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【０００９】
　また、本発明は、宅内に設置される少なくとも１つの電気機器との間で無線通信可能な
親機と、表示入力部を有し、前記親機との間で無線ルータを介して無線通信可能であり、
さらに前記親機との間で直接に無線通信可能である携帯電話端末と、を含む宅内監視シス
テムにおける無線通信モード切換方法であって、前記携帯電話端末は、前記親機と前記携
帯電話端末とが前記無線ルータを介して無線通信するための無線通信の識別情報を保持し
、前記親機と前記携帯電話端末とが直接に無線通信している場合に、前記携帯電話端末は
、前記親機と前記携帯電話端末との無線通信モードの切換画面を前記表示入力部に表示し
、前記携帯電話端末は、前記切換画面に対するユーザ操作により前記無線通信の識別情報
が選択されると、前記無線通信の識別情報を含むルータ接続情報を前記親機に送信し、前
記親機は、前記携帯電話端末から送信された前記ルータ接続情報を用いて、無線通信の接
続先を前記無線ルータに切り換えるための登録を行う、無線通信モード切換方法を提供す
る。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、ユーザの使用目的に応じて、親機とスマートフォンとを直接接続する
無線通信モードから、無線ルータを介して親機とスマートフォンとを接続する無線通信モ
ードに切り換え、スマートフォンの広範な使用が可能となってユーザの使い勝手を向上す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】ソフトＡＰモードで親機とスマートフォンとが接続された状態の、各実施形態の
宅内監視システムのシステム構成の一例を示す図
【図２】ルータ接続モードで親機とスマートフォンとが接続された状態の、各実施形態の
宅内監視システムのシステム構成の一例を示す図
【図３】宅内監視システムにおける親機の内部構成の一例を示すブロック図
【図４】宅内監視システムにおけるコードレス子機の内部構成の一例を示すブロック図
【図５】宅内監視システムにおけるカメラの内部構成の一例を示すブロック図
【図６】宅内監視システムにおけるセンサの内部構成の一例を示すブロック図
【図７】宅内監視システムにおけるスマートフォンの内部構成の一例を示すブロック図
【図８】宅内監視システムにおけるスマートプラグの内部構成の一例を示すブロック図
【図９】宅内監視システムにおけるセンサーライトの内部構成の一例を示すブロック図
【図１０】第１の実施形態のスマートフォンにおける親機との無線通信モードの決定手順
の一例を説明するフローチャート
【図１１】ルータ接続モードでの初期設定の動作概要の一例を示す説明図
【図１２】第１の実施形態のスマートフォンにおけるルータ接続モードでの初期設定の動
作手順の一例を説明するフローチャート
【図１３】親機の設置状態確認画面の表示例を示す図
【図１４】ルータ接続モードでの初期設定時の親機の操作促し画面の表示例を示す図
【図１５】ルータ接続モードにおいてＳＳＩＤのパスワードのパスワード設定画面の表示
例を示す図
【図１６】ルータ接続モードにおける親機の無線接続の切換え完了又はソフトＡＰモード
における親機の再起動完了の待機中画面の表示例を示す図
【図１７】親機の探索中画面の表示例を示す図
【図１８】ルータ接続モードにおいて親機の無線通信の接続先が登録された後の、親機の
操作促し画面の表示例を示す図
【図１９】ルータ接続モード又はソフトＡＰモードにおいて親機にログインするためのロ
グインパスワードのパスワード設定画面又はパスワード入力画面の表示例を示す図
【図２０】親機とスマートフォンとの名前を設定するためのネーム設定画面の表示例を示
す図
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【図２１】ソフトＡＰモードでの初期設定の動作概要の一例を示す説明図
【図２２】第１の実施形態のスマートフォンにおけるソフトＡＰモードでの初期設定の動
作手順の一例を説明するフローチャート
【図２３】第１の実施形態のルータ接続モードでの初期設定におけるスマートフォン、無
線ルータ、親機の動作手順を説明するシーケンス図
【図２４】第１の実施形態のルータ接続モードでの初期設定におけるスマートフォン、無
線ルータ、親機の動作手順を説明するシーケンス図
【図２５】第１の実施形態のソフトＡＰモードでの初期設定におけるスマートフォン、親
機の動作手順を説明するシーケンス図
【図２６】第１の実施形態のソフトＡＰモードでの初期設定におけるスマートフォン、親
機の動作手順を説明するシーケンス図
【図２７】ソフトＡＰモードにおいてＳＳＩＤのパスワードのパスワード設定画面の表示
例を示す図
【図２８】ソフトＡＰモードからルータ接続モードへのスマートフォンに対する切換え操
作に伴う画面遷移の一例を示す図
【図２９】第２の実施形態のソフトＡＰモードからルータ接続モードへの切換えにおける
スマートフォン、無線ルータ、親機の動作手順を説明するシーケンス図
【図３０】第２の実施形態のソフトＡＰモードからルータ接続モードへの切換えにおける
スマートフォン、無線ルータ、親機の動作手順を説明するシーケンス図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
（第１の実施形態に至る経緯）
　上述した特許文献１では、親機に無線ルータが登録されていない場合、親機に無線ルー
タを登録するために、親機を無線ＬＡＮ（Local Area Network）のアクセスポイントとし
て一時的に使用することで、親機とスマートフォンとが直接に通信することは開示されて
いる。
【００１３】
　しかしながら、特許文献１の構成では、親機に無線ルータが実際に登録された後では、
親機とスマートフォンとの間のデータ（例えば監視カメラからの画像データ）の送受信は
無線ルータを介することが前提となっている。このため、監視カメラからの画像データが
親機に転送された後、親機は無線ルータを介してスマートフォンに転送することはできる
が、親機はスマートフォンと直接通信して転送することはできない。言い換えると、特許
文献１の監視カメラシステムにおいて、親機に無線ルータが登録されると、その後の実運
用では、無線ルータが無ければ親機とスマートフォンとの間のデータの送受信ができず、
使い勝手が良くないという課題があった。
【００１４】
　そこで、第１の実施形態では、固定電話機の親機とユーザが所持するスマートフォンと
の無線通信における無線ルータの有無に拘わらず、親機とスマートフォンとの通信の初期
設定時におけるスマートフォンの無線接続状況に応じて、親機とスマートフォンとの通信
の初期設定を簡易に実行し、ユーザの使い勝手を向上する宅内監視システム及び通信設定
方法の例を説明する。
【００１５】
　以下、適宜図面を参照しながら、本発明に係る宅内監視システムを具体的に開示した各
実施形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細な説明は省略する場合がある。例えば
、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一の構成に対する重複説明を省略する場
合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長になるのを避け、当業者の理解を容易にす
るためである。なお、添付図面及び以下の説明は、当業者が本開示を十分に理解するため
に提供されるのであって、これらにより特許請求の範囲に記載の主題を限定することは意
図されていない。
【００１６】
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　なお、本発明は、宅内監視システムに限定されず、宅内監視システムにおける親機とス
マートフォンとの間の通信に関する通信設定方法として表現することも可能であり、また
宅内監視システムに含まれる親機又はスマートフォンの装置カテゴリとして規定すること
もできる。
【００１７】
（用語の定義）
　以下の各実施形態において、宅内監視システムを構成するスマートフォンが宅内監視シ
ステムを構成する固定電話機の親機との間で無線通信する際、無線ルータを介して親機と
無線接続して無線通信する無線通信モードを「ルータ接続モード」という。同様に、スマ
ートフォンが固定電話機の親機と無線通信する際、親機を無線ＬＡＮ（Local Area Netwo
rk）のアクセスポイントとして無線接続して無線通信する無線通信モードを「ソフトＡＰ
モード」という。ソフトＡＰモードは親機とスマートフォンとを直接に接続可能にできる
ので、直接接続モードとも言える。また、宅内監視システムが設置される宅内に居住する
人物を、便宜的に「ユーザ」という。
【００１８】
　なお、以下の各実施形態の宅内監視システムは、個人宅に設置されることに限定されず
、例えばオフィス、工場、店舗等の営利施設や、市役所、図書館等の公共施設に設置され
ても構わない。これらの場合にはそれぞれの施設で勤務している人物のいずれかがユーザ
となるであろう。
【００１９】
（第１の実施形態）
　図１は、ソフトＡＰモードで親機１０とスマートフォン５０とが接続された状態の、各
実施形態の宅内監視システム５のシステム構成の一例を示す図である。図２は、ルータ接
続モードで親機１０とスマートフォン５０とが接続された状態の、各実施形態の宅内監視
システム５のシステム構成の一例を示す図である。
【００２０】
　図１に示す宅内監視システム５は、例えばユーザの宅内８に設置されており、固定電話
機の親機１０と、２台のコードレス子機２０Ａ，２０Ｂと、２台のカメラ３０（例えば屋
内カメラ３０Ａ，監視カメラ３０Ｂ）と、各種のセンサ４０（例えば人感センサ４０Ａ，
４０Ｂ，煙センサ４０Ｃ，窓センサ４０Ｄ）と、スマートプラグ８０と、センサーライト
９０と、スマートフォン５０とを少なくとも含む構成である。なお、この宅内監視システ
ム５を構成する各種の電気機器は一例であり、種々の態様に変更可能である。例えば宅内
監視システム５を構成する電気機器の中には、親機１０との間で無線通信（例えば後述す
るＤＥＣＴの無線通信方式を用いた無線通信）が可能な冷蔵庫、電子レンジ、エアーコン
ディショナ等のホームアプライアンス機器も含まれても構わない。
【００２１】
　図２に示す宅内監視システム５は、図１に示す宅内監視システムの構成機器に加え、無
線ルータ６０をさらに含む構成である。但し、図１に示す宅内監視システム５でも無線ル
ータ６０を有してもよく、ソフトＡＰモードでは無線ルータ６０が不要となるため、無線
ルータ６０の図示が省略されているだけである。以下、宅内監視システム５の構成機器に
ついて、順次説明する。
【００２２】
　親機１０は、宅内監視システム５の各種の構成機器との通信に関するゲートウェイとし
ての役割を有する。つまり、親機１０は、宅内監視システム５の全体の動作を制御する制
御装置であり、例えばＤＥＣＴ（Digital Enhanced Cordless Telecommunications）の無
線通信方式を用いて、コードレス子機２０Ａ，２０Ｂ、カメラ３０、センサ４０、スマー
トプラグ８０、センサーライト９０等と無線通信可能に無線接続される。
【００２３】
　親機１０は、後述するソフトＡＰモードを用いるための初期設定が終わると、ソフトＡ
Ｐモードでは無線ＬＡＮのアクセスポイントとして動作するので、無線ルータ６０を介す
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ることなく、スマートフォン５０と直接に無線通信できる。但し、図１に示すように、ソ
フトＡＰモードでは親機１０はインターネット６５に接続できないため、スマートフォン
５０は、ユーザが宅外（つまり、アクセスポイントとしての親機１０との間の無線通信圏
外）にいる時には親機１０に接続できない。
【００２４】
　また、親機１０は、後述するルータ接続モードを用いるための初期設定が終わると、ル
ータ接続モードでは無線ＬＡＮを利用する通信端末として動作するので、無線ＬＡＮを用
いた無線ルータ６０（図２参照）を介して、外部のネットワーク（例えばインターネット
６５）に接続でき、さらにスマートフォン５０と無線通信できる。
【００２５】
　また、親機１０は、有線で固定電話網８５に接続され、コードレス子機２０Ａ，２０Ｂ
と他の固定電話機８００との間で通話を可能とするための仲介処理を行う。なお、親機１
０は、他の固定電話機８００との間で直接に通話を行ってもよい。また、親機１０は、差
込口１０ａに挿入されたコードレス子機２０Ａを充電する機能を有する。
【００２６】
　コードレス子機２０Ａ，２０Ｂは、ＤＥＣＴの無線通信方式で親機１０と無線接続され
、親機１０との間で無線通信（通話も含む）が可能である。以下、２台のコードレス子機
２０Ａ，２０Ｂを区別する必要が無い場合、コードレス子機２０と総称する。
【００２７】
　各種のセンサ４０（例えば人感センサ４０Ａ，４０Ｂ，煙センサ４０Ｃ，窓センサ４０
Ｄ）は、ＤＥＣＴの無線通信方式で親機１０と無線接続される。図１及び図２では、セン
サとして、例えば窓の開閉を検出する窓センサ４０Ｄ、煙を感知する煙センサ４０Ｃ、赤
外線によって人物を感知する人感センサ４０Ａ、４０Ｂが用いられる。以下、これらのセ
ンサの種類を区別する必要が無い場合、センサ４０と総称する。また、後述するように、
カメラ３０に内蔵された赤外線センサ３１３（図５参照）も、人感センサとして用いられ
る。
【００２８】
　２台のカメラ（例えば屋内カメラ３０Ａ，監視カメラ３０Ｂ）は、通話機能を有し、Ｄ
ＥＣＴの無線通信方式で親機１０と無線接続され、コードレス子機２０Ａ，２０Ｂとの間
で通話が可能である。図１及び図２では、カメラとして、屋外を撮像する監視カメラ３０
Ｂ、宅内８を撮像する屋内カメラ３０Ａが用いられる。以下、カメラの種類を区別する必
要が無い場合、カメラ３０と総称する。
【００２９】
　スマートプラグ８０は、ＤＥＣＴを用いた無線通信機能を有し、ＤＥＣＴの無線通信方
式で親機１０と無線接続される。スマートプラグ８０は、親機１０から送信される指示に
従い、スマートプラグ８０自身に接続された各種の電気機器（例えばエアーコンディショ
ナ、ホームアプライアンス機器、照明器具、カメラ３０、センサ４０）に電力を供給する
商用交流電源又は直流電源の通電又は遮断を切り替える。スマートプラグ８０の詳細につ
いては後述する。
【００３０】
　センサーライト９０は、監視エリア（例えばユーザの自宅の屋内、自宅の敷地内の庭、
玄関）に居る人物の動きを検知し、夜間等で周囲が暗いと、点灯して監視エリアの周囲を
照明する。なお、センサーライト９０の輝度は、監視エリアを明るく照明できる程度に高
くてもよいし、警告灯として使える程度に低くてもよい。センサーライト９０は、ＤＥＣ
Ｔを用いた無線通信機能を有し、ＤＥＣＴの無線通信方式を用いて親機１０と無線接続さ
れる。センサーライト９０は、親機１０を介してスマートフォン５０からセンサーライト
９０の動作条件を任意に設定可能である。センサーライト９０の詳細については後述する
。
【００３１】
　センサーライト９０は、ユーザの自宅の敷地内の防犯用途に限定されず、店舗、工場、



(8) JP 2017-175472 A 2017.9.28

10

20

30

40

50

オフィス等の事業所のうちいずれかにおける防犯用途として使用されてもよいことは言う
までもない。また、センサーライトは、防犯目的として使用されず、設置場所を行き来す
る人に対する使い勝手を向上するために使用されるものであっても構わない。
【００３２】
　携帯電話端末としてのスマートフォン５０は、例えば３Ｇ（第３世代）、ＨＳＰＡ（Hi
gh Speed Packet Access）、ＬＴＥ（Long Term Evolution）等の各種の無線通信方式を
用いた携帯電話網７５を介して、他の携帯電話機７０や他のスマートフォン等（不図示）
と無線接続して無線通信できる。
【００３３】
　スマートフォン５０は、後述するソフトＡＰモードを用いるための初期設定が終わると
、ソフトＡＰモードでは、無線ルータ６０を介することなく、無線ＬＡＮのアクセスポイ
ントとしての親機１０と直接に無線通信できる。
【００３４】
　また、スマートフォン５０は、後述するルータ接続モードを用いるための初期設定が終
わると、ルータ接続モードでは、無線ＬＡＮを用いた無線ルータ６０（図２参照）を介し
て親機１０と無線接続して無線通信できる。
【００３５】
（宅内監視システム５の構成機器の内部構成）
　図３は、宅内監視システム５における親機１０の内部構成の一例を示すブロック図であ
る。親機１０は、制御部１０９と、記憶部１０３と、操作部１０５と、表示部１０６とを
含む構成である。親機１０は、各種の入力操作を受け付け、表示部１０６に画像等の情報
を表示する。また、親機１０は、後述する無線ＬＡＮの初期設定の際にユーザに押下され
るセットアップボタンを操作部１０５に有する。なお、親機１０は、表示部１０６の一例
として、後述する無線通信モードの初期設定の状況を示すためのＬＥＤ（Light Emitting
 Diode）を有する。
【００３６】
　制御部１０９は、呼制御部１１０及び音声ストリーム処理部１１２を有し、通話の呼制
御や音声データの処理等を行う。
【００３７】
　また、制御部１０９は、ＳＳＩＤリスト保持部１０９ａをさらに有する。ＳＳＩＤリス
ト保持部１０９ａは、親機１０が無線ＬＡＮを用いた無線通信における無線ルータ６０（
つまり、アクセスポイント）の識別情報としてのＳＳＩＤ（Service Set Identifier）を
保持する。ＳＳＩＤリスト保持部１０９ａは、親機１０が認識している少なくとも１つの
ＳＳＩＤを保持している。つまり、図２では無線ルータ６０は１つであるが、複数あって
もよく、この場合には複数の異なるＳＳＩＤがＳＳＩＤリスト保持部１０９ａにより保持
されている。
【００３８】
　なお、表示部１０６は、タッチパネルを用いて構成されてもよい。このタッチパネルに
対応する表示部１０６は、ユーザ操作を受け付けて制御部１０９に出力するとともに、制
御部１０９から渡された表示データ（例えば後述するスマートコントロール設定画面のデ
ータ）を表示する。
【００３９】
　また、親機１０は、画像メモリ制御部１１５と、画像メモリ１１６とを有し、カメラ３
０で撮像されかつカメラ３０から転送された画像データ等を受信して画像メモリ１１６に
記憶する。
【００４０】
　また、親機１０は、無線ＬＡＮ制御部１２１と、無線ＬＡＮ通信Ｉ／Ｆ部１２２とを有
し、無線ＬＡＮを用いた無線ルータ６０を介して、スマートフォン５０やカメラ３０等と
画像データ及び音声データを送受信する。
【００４１】
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　親機１０は、後述するソフトＡＰモードを用いるための初期設定が終わると、ソフトＡ
Ｐモードでは、親機１０自身が無線ＬＡＮのアクセスポイントとして動作し、スマートフ
ォン５０との間で直接に無線通信を行い、例えばＤＥＣＴで無線接続しているカメラ３０
から画像データが転送されると、画像データをスマートフォン５０に送信することができ
る。
【００４２】
　親機１０は、後述するルータ接続モードを用いるための初期設定が終わると、ルータ接
続モードでは、無線ＬＡＮを用いた無線ルータ６０を介して、スマートフォン５０との間
で無線通信を行い、例えばＤＥＣＴで無線接続しているセンサ４０からセンサ検知結果デ
ータ（例えば侵入者を検知した旨の情報）が転送されると、センサ検知結果データをスマ
ートフォン５０に送信することができる。
【００４３】
　また、親機１０は、ＤＥＣＴプロトコル制御部１０８と、ＤＥＣＴ無線Ｉ／Ｆ部１０７
とを有し、ＤＥＣＴ（Digital Enhanced Cordless Telecommunications）の無線通信方式
を用いて、コードレス子機２０、センサ４０、カメラ３０、スマートプラグ８０及びセン
サーライト９０との間でそれぞれ無線接続、無線通信を行う。
【００４４】
　また、親機１０は、音声バス１１７と、音声入出力制御部１０４と、スピーカ１２９と
、マイク１２８とを有し、外部に対して音声の入出力を行う。
【００４５】
　また、親機１０は、固定電話回線Ｉ／Ｆ部１０１を有し、固定電話網８５に接続された
外部の固定電話機８００と通信、通話が可能である。なお、上述したように、親機１０は
、固定電話網８５に接続された外部の固定電話機８００とコードレス子機２０との間で通
話が可能となるように通話時における音声データの各種処理を制御してもよい。
【００４６】
　また、親機１０は、子機／携帯端末充電部１２６を有し、差込口１０ａに挿入されたコ
ードレス子機２０或いはスマートフォン５０を充電する。
【００４７】
　また、親機１０は、ＵＳＢ通信Ｉ／Ｆ部１２７を有し、ＵＳＢ（Universal Serial Bus
）規格のインタフェースを有する機器やメモリ等とデータを送受信する。
【００４８】
　また、親機１０は、各種のセンサ４０（例えば人感センサ４０Ａ，４０Ｂ，煙センサ４
０Ｃ，窓センサ４０Ｄ）と複数のカメラ３０をそれぞれ関連付けて記憶部１０３に書き込
んで登録する。例えば人感センサ４０Ｂと監視カメラ３０Ｂとは、屋外の近接した場所に
設置されているので、関連付けて登録される。また、監視カメラ３０Ｂは、後述するよう
に、人感センサである赤外線センサ３１３（図５参照）を一体として内蔵するので、赤外
線センサ３１３とも関連付けて登録される。また、人感センサ４０Ａと、煙センサ４０Ｃ
と窓センサ４０Ｄとは、いずれも宅内８に設置されているので、屋内カメラ３０Ａとそれ
ぞれ関連付けて登録される。
【００４９】
　図４は、宅内監視システム５におけるコードレス子機２０の内部構成の一例を示すブロ
ック図である。コードレス子機２０は、制御部２４７と、記憶部２４２と、操作部２４４
と、表示部２４５とを含む構成である。コードレス子機２０は、各種の入力操作を受け付
け、表示部２４５に画像等の情報を表示する。
【００５０】
　また、コードレス子機２０は、ＤＥＣＴプロトコル制御部２４９と、ＤＥＣＴ無線Ｉ／
Ｆ部２４８とを有し、ＤＥＣＴの無線通信方式を用いて親機１０、センサ４０及びカメラ
３０との間でそれぞれの無線接続、無線通信を行う。
【００５１】
　また、コードレス子機２０は、音声バス２５５と、音声入出力制御部２４３と、スピー



(10) JP 2017-175472 A 2017.9.28

10

20

30

40

50

カ２５２と、マイク２５１とを有し、外部（例えば外部の固定電話機８００）に対して音
声の入出力を行って通話する。
【００５２】
　また、コードレス子機２０は、２次電池２５０によりコードレス子機２０の各部への動
作に必要な電力を供給する。
【００５３】
　図５は、宅内監視システム５におけるカメラ３０の内部構成の一例を示すブロック図で
ある。カメラ３０の一例としての屋内カメラ３０Ａ及び監視カメラ３０Ｂは、いずれもほ
ぼ同じ仕様を有する。カメラ３０は、制御部３０９と、記憶部３０３と、操作部３０５と
を含む構成である。カメラ３０は、撮像に関する動作を行うとともに、入力操作を受け付
ける。
【００５４】
　また、カメラ３０は、ＤＥＣＴプロトコル制御部３１７と、ＤＥＣＴ無線Ｉ／Ｆ部３１
８とを有し、ＤＥＣＴの無線通信方式を用いて親機１０との間で無線接続、無線通信を行
う。
【００５５】
　また、カメラ３０は、無線ＬＡＮ制御部３２１と、無線ＬＡＮ通信Ｉ／Ｆ部３２２とを
有し、無線ＬＡＮを用いた無線ルータ６０を介して、親機１０、スマートフォン５０等と
画像データ及び音声データを送受信する。
【００５６】
　また、カメラ３０は、音声バス３０７と、音声入出力制御部３０４と、スピーカ３２９
と、マイク３２８とを有し、外部（例えばコードレス子機２０）に対して音声の入出力を
行って通話する。
【００５７】
　また、カメラ３０は、撮像部３１２と、画像メモリ制御部３１６と、画像メモリ３１５
とを有し、撮像部３１２で撮像された画像データを画像メモリ３１５に記憶する。撮像部
３１２は、レンズ及び撮像素子（例えばＣＣＤ（Charge Coupled Device）、又はＣＭＯ
Ｓ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）等のイメージセンサ）を有する。
【００５８】
　カメラ３０は、人感センサとして、ＰＩＲ（Passive Infra Red）センサである赤外線
センサ（焦電センサ）３１３を一体に内蔵する。赤外線センサ３１３は、人（人物）が発
する熱（赤外線）の変化を検出して人の存在を感知する。カメラ３０は、例えば商用交流
電源又は直流電源により構成される電源部３１４を有する。
【００５９】
　図６は、宅内監視システム５におけるセンサ４０の内部構成の一例を示すブロック図で
ある。センサ４０は、制御部４４７と、記憶部４４２と、表示ランプ４４５とを含む構成
である。センサ４０は、何かしらのイベント（例えば侵入者、煙、窓の開閉）を検知した
場合に、表示ランプ４４５を点灯する等、所定の検知動作を行う。
【００６０】
　また、センサ４０は、ＤＥＣＴプロトコル制御部４４９と、ＤＥＣＴ無線Ｉ／Ｆ部４４
８とを有し、ＤＥＣＴの無線通信方式を用いて親機１０と無線接続、無線通信を行い、上
述したイベントを検知すると、センサ検知結果データを親機１０に送信する。
【００６１】
　センサ部４５３は、センサ４０の種類によって異なる。例えば人感センサ４０Ａ，４０
Ｂの場合、センサ部４５３は、赤外線の変化によって人を感知するＰＩＲセンサである。
窓等の開閉を検出する窓センサ４０Ｄの場合、センサ部４５３は、開閉によってオン／オ
フに切り替わるリードスイッチである。煙センサ４０Ｃの場合、センサ部４５３は、発光
した光が煙によって遮光されることで煙を感知する発光部及び受光部である。
【００６２】
　充電池４５０は、充電可能な電池であり、センサ４０の各部に必要な電力を供給する。
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【００６３】
　図７は、宅内監視システム５におけるスマートフォン５０の内部構成の一例を示すブロ
ック図である。スマートフォン５０は、制御部５０６と、記憶部５０４と、表示／操作部
（例えばタッチパネルを用いて構成）５０３とを含む構成である。スマートフォン５０は
、各種の入力操作を受け付け、表示／操作部５０３に画像等の情報を表示する。
【００６４】
　制御部５０６は、カメラ３０やセンサーライト９０の各種の設定情報を設定可能な監視
機能制御部５１４を内蔵する。表示／操作部５０３は、表示部及び操作部が一体化された
表示入力部であり、画面に画像やアイコン等の情報を表示したり、センサーライト９０の
設定情報の生成画面（不図示）、後述する初期設定時では親機１０への操作をユーザに促
すための画面（図１４、図１８参照）、各種のパスワード入力画面（図１９参照）、親機
１０及びスマートフォン５０の名前の入力画面（図２０参照）を表示したりするとともに
、使用者による画面へタップ操作（又はタッチ操作）を受け付ける。
【００６５】
　また、制御部５０６は、スマホＯＳ処理部５０６ａと、スマホアプリ処理部５０６ｂと
、ＳＳＩＤリスト保持部５０６ｃとを有する。
【００６６】
　スマホＯＳ処理部５０６ａは、スマートフォン５０の基本ソフトウェアとしてのＯＳ（
Operating System）を実行する。スマホＯＳ処理部５０６ａの動作の詳細については後述
する。
【００６７】
　スマホアプリ処理部５０６ｂは、表示／操作部５０３に対するユーザ操作により、スマ
ートフォン５０にインストールされているアプリケーションの起動、終了、実行の指令が
入力されると、そのアプリケーションを起動、終了、アプリケーション中における処理を
実行する。スマホアプリ処理部５０６ｂの動作の詳細については後述する。
【００６８】
　ＳＳＩＤリスト保持部５０６ｃは、スマートフォン５０がルータ接続モードにおける無
線ルータ６０やソフトＡＰモードにおける親機１０（つまり、いずれもアクセスポイント
）の識別情報としてのＳＳＩＤを保持する。ＳＳＩＤリスト保持部５０６ｃは、スマート
フォン５０が認識している少なくとも１つのＳＳＩＤを保持している。つまり、図１や図
２では親機１０や無線ルータ６０はそれぞれ１つであるが、複数あってもよく、この場合
には３つ以上の異なるＳＳＩＤがＳＳＩＤリスト保持部５０６ｃにより保持されている。
【００６９】
　また、スマートフォン５０は、３Ｇ／４Ｇプロトコル制御部５０２と、３Ｇ／４Ｇ無線
Ｉ／Ｆ部５０１とを有し、３Ｇ（第３世代）や４Ｇ（第４世代）の無線通信方式（例えば
ＨＳＰＡやＬＴＥも含まれる）を用いて、携帯電話網７５に接続された携帯電話機７０や
他のスマートフォンと無線接続、無線通信を行う。
【００７０】
　また、スマートフォン５０は、音声バス５１５と、音声入出力制御部５０５と、スピー
カ５１３と、マイク５１２とを有し、外部に対して音声の入出力を行う。
【００７１】
　また、スマートフォン５０は、無線ＬＡＮ制御部５０７と、無線ＬＡＮ通信Ｉ／Ｆ部５
０８とを有し、無線ＬＡＮを用いた無線ルータ６０を介して、親機１０、カメラ３０等と
画像データ及び音声データを送受信する。
【００７２】
　スマートフォン５０は、後述するソフトＡＰモードを用いるための初期設定が終わると
、ソフトＡＰモードでは、親機１０との間で直接に無線通信を行い、例えば親機１０がＤ
ＥＣＴで無線接続しているカメラ３０から転送された画像データを受信すると、親機１０
から転送されたその画像データを受信することができる。また、スマートフォン５０は、
表示／操作部５０３にユーザ操作が入力されると、ユーザ操作に応じた情報を、親機１０
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に対して直接送信することができる。
【００７３】
　スマートフォン５０は、後述するルータ接続モードを用いるための初期設定が終わると
、ルータ接続モードでは、無線ＬＡＮを用いた無線ルータ６０を介して、親機１０との間
で無線通信を行い、例えば親機１０がＤＥＣＴで無線接続しているセンサ４０から転送さ
れたセンサ検知結果データ（例えば侵入者を検知した旨の情報）を受信すると、親機１０
から転送されたそのセンサ検知結果データを受信することができる。また、また、スマー
トフォン５０は、表示／操作部５０３にユーザ操作が入力されると、ユーザ操作に応じた
情報を、無線ルータ６０を介して親機１０に対して送信することができる。
【００７４】
　また、スマートフォン５０は、スマートフォン５０を操作するユーザの入力操作がある
と、その操作による信号を、無線ルータ６０を介して又は直接に親機１０に送信し、さら
にその親機１０を介して、センサーライト９０、スマートプラグ８０等の設定情報を新規
に作成したり、その設定情報を任意に変更したりすることが可能である。
【００７５】
　また、スマートフォン５０は、ＵＳＢ通信Ｉ／Ｆ部５１１を有し、ＵＳＢ（Universal 
Serial Bus）規格のインタフェースを有する機器やメモリ等とデータを送受信する。
【００７６】
　また、スマートフォン５０は、２次電池５５０によりスマートフォン５０の各部への動
作に必要な電力を供給する。
【００７７】
　図８は、宅内監視システム５におけるスマートプラグ８０の内部構成の一例を示すブロ
ック図である。スマートプラグ８０は、制御部８４７と、記憶部８４２と、表示ランプを
備えた表示部８４５とを少なくとも含む構成である。記憶部８４２には、例えばスマート
プラグ８０が親機１０との間でＤＥＣＴを用いた無線通信を行うことで設定又は変更が可
能なスマートプラグ８０のＯＮ／ＯＦＦ条件に関するスケジュール設定情報が登録される
。
【００７８】
　また、スマートプラグ８０は、ＤＥＣＴプロトコル制御部８４９、及びＤＥＣＴ無線Ｉ
／Ｆ部８４８を有し、ＤＥＣＴの無線通信方式を用いて親機１０と無線接続、無線通信を
行い、この無線接続を介して送信される信号（つまり、スマートフォン５０に対するユー
ザ操作に基づく親機１０からの切替制御信号）に従って、個々のスマートプラグ８０に接
続される各電気機器（例えばエアーコンディショナ、ホームアプライアンス機器、照明器
具、カメラ３０、センサ４０）へ商用交流電源又は直流電源の供給又は遮断を切り替える
。
【００７９】
　また、スマートプラグ８０は、スイッチ部８５０を有する。スイッチ部８５０は、例え
ば宅内８の配電盤（不図示）から接続された宅内８の各種の位置（例えばダイニングルー
ム、リビングルーム、ベッドルーム等の位置）に表出されたコンセント端子（不図示）に
接続されるプラグ端子８５１と電気機器に接続されるコンセント端子８５２との間で、電
源としての電力の供給線の接続又は遮断を行う。スイッチ部８５０は、例えばソレノイド
コイル８５３によって駆動され、ソレノイドコイル８５３に交流電源からの駆動電流を流
すことによってスイッチ部８５０を閉結し、プラグ端子８５１とコンセント端子８５２と
の間を導通させる。また、スイッチ部８５４は、制御部８４７の制御によってソレノイド
コイル８５３に流す駆動電流をＯＮ／ＯＦＦさせる。
【００８０】
　プラグ端子８５１とスイッチ部８５０との間には電流検出素子８５
５が設けられ、プラグ端子８５１とコンセント端子８５２の間で電流が流れると、電流検
出素子８５５が検知し、検知信号を制御部８４７へ出力する。制御部８４７は、例えば操
作部８４１からの入力操作があると、電流検出素子８５５からの検知信号を受けた場合に
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電気機器への電力を供給している量（電力供給量）を表示部８４５に表示する。
【００８１】
　制御部８４７は、例えばユーザ操作に基づくスマートフォン５０からの指示により親機
１０からスマートプラグ８０の動作モードの指示信号がＤＥＣＴ無線Ｉ／Ｆ部８４８にお
いて受信された場合には、プラグ端子８５１とコンセント端子８５２との間を導通させる
ための切替制御信号をスイッチ部８５４に出力する。これにより、プラグ端子８５１とコ
ンセント端子８５２との間が導通する。一方、制御部８４７は、例えばユーザ操作に基づ
くスマートフォン５０からの指示により親機１０からスマートプラグ８０の動作停止モー
ドの指示信号がＤＥＣＴ無線Ｉ／Ｆ部８４８において受信された場合には、プラグ端子８
５１とコンセント端子８５２との間を非導通させるための切替制御信号をスイッチ部８５
４に出力する。これにより、プラグ端子８５１とコンセント端子８５２との間が非導通と
なる。
【００８２】
　また、制御部８４７は、記憶部８４２に記憶されているスケジュール設定情報を参照し
、スケジュール設定情報に含まれる動作モードの時間になると、プラグ端子８５１とコン
セント端子８５２との間を導通させるための切替制御信号をスイッチ部８５４に出力する
。これにより、プラグ端子８５１とコンセント端子８５２との間が導通する。なお、動作
モードの時間中では、例えばユーザ操作に基づくスマートフォン５０からの指示により親
機１０から送信された動作停止モードの指示信号がＤＥＣＴ無線Ｉ／Ｆ部８４８において
受信されない限り、プラグ端子８５１とコンセント端子８５２との間の導通状態は維持さ
れる。
【００８３】
　一方、制御部８４７は、記憶部８４２に記憶されているスケジュール設定情報を参照し
、スケジュール設定情報に含まれる動作停止モードの時間になると、プラグ端子８５１と
コンセント端子８５２との間を非導通させるための切替制御信号をスイッチ部８５４に出
力する。これにより、プラグ端子８５１とコンセント端子８５２との間が非導通となる。
なお、動作停止モードの時間中では、例えばユーザ操作に基づくスマートフォン５０から
の指示により親機１０から送信された動作モードの指示信号がＤＥＣＴ無線Ｉ／Ｆ部８４
８において受信されない限り、プラグ端子８５１とコンセント端子８５２との間の非導通
状態は維持される。
【００８４】
　図９は、宅内監視システム５におけるセンサーライト９０の内部構成の一例を示すブロ
ック図である。センサーライト９０は、プロセッサ９０１と、ＤＥＣＴ無線Ｉ／Ｆ部９０
２と、ＤＥＣＴプロトコル制御部９０３と、メモリ９０４と、照度センサ９０５と、動作
センサ９０６と、ライト９０７と、電池９０８とを含む構成である。
【００８５】
　プロセッサ９０１は、ＤＥＣＴ無線Ｉ／Ｆ部９０２及びＤＥＣＴプロトコル制御部９０
３を介して、ＤＥＣＴの無線通信方式を用いて親機１０との間で無線接続、無線通信を行
う。センサーライト９０は、親機１０との間で無線通信を行うことで、各種のカメラ３０
、センサ４０、スマートフォン５０、スマートプラグ８０等の機器と接続可能である。
【００８６】
　また、プロセッサ９０１は、点灯時間計測タイマ９０１ｚ、消灯遅延時間計測タイマ９
０１ｙ及び点灯継続時間計測タイマ９０１ｘを内蔵する。
【００８７】
　点灯時間計測タイマ９０１ｚは、ライト９０７の点灯時間を計測する。
【００８８】
　消灯遅延時間計測タイマ９０１ｙは、消灯遅延時間を計測する。消灯遅延時間は、動作
センサ９０６によって移動体（例えば人物）の動きが検知されなくなってからライト９０
７を消灯させるまでの移動体の非検知状態の継続時間を示す。
【００８９】
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　点灯継続時間計測タイマ９０１ｘは、ライト９０７が点灯し始めてから点灯を継続して
いる時間を示す点灯継続時間を計測する。点灯継続時間には、上限値が設けられている。
この上限値は、センサーライト９０がバッテリ（つまり、電池９０８）駆動であることに
鑑みて、ライト９０７が連続して点灯することが可能な点灯時間の最大値である。ライト
９０７は、この上限値まで点灯した場合には、プロセッサ９０１により強制的に消灯させ
られることになる。なお、点灯時間計測タイマ９０１ｚにより計測された点灯時間を点灯
継続時間として用いることもでき、この場合には、点灯継続時間計測タイマ９０１ｘはセ
ンサーライト９０から省かれてもよい。
【００９０】
　プロセッサ９０１は、点灯継続時間計測タイマ９０１ｘによって計測されるライト９０
７の点灯継続時間の計測値が、メモリ９０４に記憶された点灯継続時間の設定値（つまり
、上述した上限値）を超えると、消灯遅延時間の計測値の状況に拘わらず、ライト９０７
を強制的に消灯させる。
【００９１】
　また、プロセッサ９０１は、消灯遅延時間計測タイマ９０１ｙによって計測される消灯
遅延時間の計測値と、メモリ９０４に記憶された消灯遅延時間の設定値とを比較し、この
比較結果に応じて、ライト９０７の点灯／消灯を制御する。
【００９２】
　プロセッサ９０１は、ライト９０７が消灯中に人感を検知した場合には、ライト９０７
の点灯時間の計測を開始するとともに、ライト９０７の点灯を開始する。
【００９３】
　プロセッサ９０１は、ライト９０７の点灯中に、消灯遅延時間の計測値が消灯遅延時間
の設定値を超え、かつ、ライト９０７の点灯時間の計測値がライト９０７の点灯時間の設
定値を超えたと判定した場合に、ライト９０７を消灯する。例えばライト９０７の点灯時
間の設定値が３０秒、消灯遅延時間の設定値が５秒、ライト９０７の点灯時間の計測値が
２５秒の時点で人感が検知されなくなった場合を考える。この場合、人感が検知されなく
なってから５秒間人感の非検知状態が継続すれば、消灯遅延時間の計測値が消灯遅延時間
の設定値（５秒）に達し、かつライト９０７の点灯時間の計測値がライト９０７の点灯時
間の設定値（３０秒）に達するので、ライト９０７は消灯する。この例では、ライト９０
７は計３０秒点灯していたことになる。
【００９４】
　また、プロセッサ９０１は、センサーライト９０が電池９０８による駆動であるため、
親機１０との間ではＤＥＣＴの無線通信方式を用いて通信可能ではあるが、親機１０との
間で無線通信を行う必要がある時（例えば人感検知時や親機１０との間の定期通信時）を
除けば、通信をスリープモード（つまり、通信を行っていないモード）に設定している。
これにより、センサーライト９０は、親機１０との間で常時通信モードに設定する必要が
無いので、消費電力の増大を抑制することが可能である。
【００９５】
　消灯遅延時間の設定値は、例えば２通りの方法で設定可能である。第１の設定方法では
、プロセッサ９０１は、消灯遅延時間テーブル（不図示）を予めメモリ９０４に記憶して
おき、この消灯遅延時間テーブルを参照し、ライト９０７の点灯時間の設定値に対応する
消灯遅延時間の設定値を読み出して取得する。
【００９６】
　また、第２の設定方法では、プロセッサ９０１は、ライト９０７の点灯時間を計測し、
この計測値の所定割合（例えば点灯時間の計測値の１０％）を計算し、この計算した値を
消灯遅延時間の設定値として設定する。なお、この所定割合は、１０％に限らず、５％，
２０％等、任意の値に設定可能である。
【００９７】
　また、消灯遅延時間の設定値は、スマートフォン５０を操作するユーザの設定入力によ
り、親機１０を介してセンサーライト９０に設定されてもよい。例えばスマートフォン５
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０を操作するユーザの設定操作により入力された消灯遅延時間の設定値の情報がスマート
フォン５０から親機１０に対して送信されると、消灯遅延時間の設定値の情報が親機１０
において受信される。その後、親機１０は、センサーライト９０に消灯遅延時間の設定値
の情報を送信する。センサーライト９０は、消灯遅延時間の設定値の情報を受信すると、
メモリ９０４に書き込むことで設定を完了することができる。
【００９８】
　また、例えばライト９０７の点灯時間の設定値が２０秒であったが点灯していた点灯時
間の計測値が７０秒を経過した時に、ようやく人物の動きが検知されなくなり、その後消
灯遅延時間の間に非検知状態が継続した場合を想定する。この場合、第１の設定方法では
、消灯遅延時間テーブル（不図示）を参照すると、消灯遅延時間の設定値は５秒である。
一方、第２の設定方法では、人物の動きが検知されなくなるまでの点灯時間の計測値の１
０％として、消灯遅延時間の設定値は７秒である。従って、第１の設定方法ではライト９
０７は合計７５秒間点灯し、一方、第２の設定方法ではライト９０７は合計７７秒間点灯
する。つまり、第１の設定方法で消灯遅延時間の設定値が設定される場合、第２の設定方
法で設定される場合に比べて、ライト９０７が点灯する時間は２秒縮まり、バッテリ駆動
のセンサーライト９０にとっては消費電力が低減する点で好ましい。一方で、第２の設定
方法で設定される場合には、第１の設定方法で設定される場合に比べて２秒間長くライト
９０７が点灯するので、人物の動きが検知されなくなったとしてもライト９０７の点灯時
間を一定程度確保する観点ではより好ましいといえる。
【００９９】
　また、例えばライト９０７の点灯時間の設定値が２０秒であったが点灯していた点灯時
間の計測値が２０秒を経過した時に、ようやく人の動きが検知されなくなり、その後消灯
遅延時間の間に非検知状態が継続した場合を想定する。この場合、第１の設定方法では、
消灯遅延時間テーブル（不図示）を参照すると、消灯遅延時間の設定値は５秒である。一
方、第２の設定方法では、点灯時間の計測値の１０％として、消灯遅延時間の設定値は２
秒である。従って、第１の設定方法ではライト９０７は合計２５秒間点灯し、一方、第２
の設定方法ではライト９０７は合計２２秒間点灯する。つまり、第１の設定方法と第２の
設定方法のいずれで消灯遅延時間の設定値を設定すれば良いかは、人の動きが検知されな
くなった時点までのライト９０７の点灯時間の計測値の長短に依存する。なお、第１の設
定方法と第２の設定方法とのうちいずれかの設定方法により、消灯遅延時間の設定値が設
定される。
【０１００】
　消灯遅延時間を設定する方法として、第１の設定方法／第２の設定方法は、センサーラ
イト９０に内蔵された操作スイッチ（図示せず）、或いは親機１０を介してスマートフォ
ン５０によって選択可能である。
【０１０１】
　ライト９０７は、例えば光源である白色ＬＥＤと、この白色ＬＥＤから投射される光を
前方に反射するリフレクタとで構成される。なお、光源としては、白色ＬＥＤに限らず、
白色以外のカラーＬＥＤ、白熱灯、蛍光灯、ハロゲンランプ、キセノンランプ等であって
もよい。本実施形態では、消費電力が少なく、かつ、自然光に近い白色ＬＥＤを用いる。
【０１０２】
　メモリ９０４は、プロセッサ９０１が実行する制御プログラムや各種データを記憶する
。各種データには、設定情報テーブル（不図示）、消灯遅延時間テーブル（不図示）等が
含まれる。
【０１０３】
　センサの一例としての照度センサ９０５は、周囲の明るさを感知するものであり、人間
の眼が感じる光の波長に近い波長の領域の光を感知する、つまり人間の眼に近い分光感度
特性を有するフォトダイオードである。なお、照度センサ９０５には、イメージセンサを
用いてもよく、この場合、イメージセンサの各画素の輝度値から照度を得るとともに、全
画素の輝度値から画像を取得することも可能である。
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【０１０４】
　センサの一例としての動作センサ９０６は、ＬＥＤ及びフォトダイオードを有し、監視
エリアに向けてＬＥＤから近赤外光を照射し、フォトダイオードでその反射光を受光し、
反射光の変化に基づき、人物の動きを検知する。なお、ここでは、移動体の一例として、
人物の動きを検知していたが、人物に限らず、犬、猫等の動物や、小型若しくは大型の車
両やロボット等の構造物の動きを検知してもよい。また、ここでは、近赤外光を照射した
が、可視光、紫外光等を照射し、その反射光の変化から、移動体の動きを検知してもよい
。また、光を照射する代わりに、超音波を照射し、その反射波から移動体の動きを検知し
てもよい。また、動作センサ９０６は、移動体の動きを検知していたが、動きが極端に小
さいと予想される移動体の場合には、移動体が動かなくてもその存在を検知できるもので
あってもよい。例えば動作センサ９０６として、人体が発する赤外光を感知する、人感セ
ンサとして、ＰＩＲ（Passive Infra Red）センサである赤外線センサ（焦電センサ）を
用いてもよい。集電センサを用いた場合、ＬＥＤのように発光しないので、省電力化が図
られる。
【０１０５】
　電池９０８は、センサーライト９０の電源として用いられる、例えば４本の単１乾電池
である。なお、電池としては、マンガン乾電池、アルカリ乾電池等の一次電池だけでなく
、ニッケル水素バッテリ、リチウムイオン電池、鉛バッテリ等の充電可能な二次電池を用
いてもよい。また、本実施形態では、センサーライト９０の電源として、電池を用いたが
、電池の代わりに、商用交流電源に接続され、商用交流を変換して所定の電圧を出力する
電源装置を内蔵してもよい。
【０１０６】
（親機１０とスマートフォン５０との間の無線通信モードの初期設定の動作）
　次に、親機１０とスマートフォン５０とが実使用時に無線通信できるために、予め行っ
ておくべき無線通信モードの初期設定の動作手順について、図１０～図２６を参照して説
明する。先ず、親機１０とスマートフォン５０との無線通信モードの初期設定の概要につ
いて、図１０を参照して説明する。
【０１０７】
　図１０は、第１の実施形態のスマートフォン５０における親機１０との無線通信モード
の決定手順の一例を説明するフローチャートである。以下の説明において、親機１０の無
線通信モードの初期設定とは、親機１０とスマートフォン５０とが互いに無線通信できる
ように、ルータ接続モード又はソフトＡＰモードのいずれで行うかを決定し、さらにいず
れの無線通信モードの場合でも、親機１０の無線通信の接続先を予め登録しておく処理で
ある。
【０１０８】
　図１０において、スマートフォン５０は、親機１０の無線通信における接続先を登録す
るための初期設定開始時に、いずれかの無線ＬＡＮの無線ネットワーク（例えばＷｉｆｉ
（登録商標））に接続しているかどうかを判断する（Ｓ１）。
【０１０９】
　スマートフォン５０は、いずれかの無線ＬＡＮ（例えば無線ルータ６０を用いる無線Ｌ
ＡＮ）の無線ネットワークと既に無線接続している状態であると判別した場合には（Ｓ１
、ＹＥＳ）、無線ルータ６０を使用するルータ接続モードにより、親機１０との無線通信
モードの初期設定を行うと判断する（Ｓ２）。
【０１１０】
　一方、スマートフォン５０は、いずれの無線ＬＡＮの無線ネットワークにも無線接続し
ていない状態であると判別した場合には（Ｓ１、ＮＯ）、無線ルータ６０を使用しないソ
フトＡＰモードにより、親機１０との無線通信モードの初期設定を行うと判断する（Ｓ３
）。
【０１１１】
　言い換えると、スマートフォン５０は、親機１０の無線通信における接続先を登録する
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ための初期設定開始時に、いずれかの無線ＬＡＮを用いた無線ルータ（例えば無線ルータ
６０）を介した無線通信の有無に応じて、親機１０との無線通信モードを、ルータ接続モ
ード又はソフトＡＰモードに決定する。
【０１１２】
（ルータ接続モードでの初期設定）
　次に、図１０のステップＳ２で行われる初期設定の詳細について、図１１、図１２、図
２３及び図２４を参照して説明する。図１１は、ルータ接続モードでの初期設定の動作概
要の一例を示す説明図である。図１２は、第１の実施形態のスマートフォン５０における
ルータ接続モードでの初期設定の動作手順の一例を説明するフローチャートである。図２
３及び図２４は、第１の実施形態のルータ接続モードでの初期設定におけるスマートフォ
ン５０、無線ルータ６０、親機１０の動作手順を説明するシーケンス図である。
【０１１３】
　以下、親機を便宜的に「ＨＵＢ」と表記し、さらにスマートフォンを便宜的に「スマホ
」と表記する場合がある。また、図２３～図２６及び図２８では、スマートフォン５０の
スマホＯＳ処理部５０６ａを「スマホＯＳ」又は単に「ＯＳ」と表記し、さらにスマート
フォン５０のスマホアプリ処理部５０６ｂを「スマホアプリ」と表記する。
【０１１４】
　ここで、以下の説明で使用する各種の無線ネットワーク「Ａ」，「Ｂ」，「Ｃ」につい
て簡単に説明する。
【０１１５】
　無線ネットワーク「Ａ」は、無線通信モードの初期設定の際に使用され、親機１０が使
用可能な無線ネットワークである。このため、親機１０は無線ネットワークのＳＳＩＤ（
例えば「KX_HNB600_P」）をＳＳＩＤリスト保持部１０９aにて保持している。
【０１１６】
　無線ネットワーク「Ｂ」は、無線通信モードの初期設定以降のソフトＡＰモードによる
実運用時に使用され、個々の親機１０が使用可能な無線ネットワークである。同様に、親
機１０は無線ネットワークのＳＳＩＤ（例えば「KX_HNB600_111111」）をＳＳＩＤリスト
保持部１０９ａにて保持している。「111111」は例えば親機１０のＭＡＣ（Media Access
 Control）アドレスであり、親機１０を識別可能な情報である。つまり、宅内監視システ
ム５に親機１０が複数設けられている場合には、無線ネットワーク「Ａ」は全ての親機１
０に共通のＳＳＩＤが付与され、無線ネットワーク「Ｂ」は個々の親機１０に特有のＳＳ
ＩＤが付与される。これにより、宅内監視システム５に複数の親機１０が設けられている
場合でも、スマートフォン５０と親機１０との無線通信モードの初期設定が正しくでき、
実運用時でも混信が生じることなく、セキュリティの劣化を抑制できる。
【０１１７】
　無線ネットワーク「Ｃ」は、無線通信モード初期設定時及び実運用時のルータ接続モー
ドで使用され、無線ルータ６０が使用可能な無線ネットワークである。このため、初期設
定開始時に無線ルータ６０に接続可能なスマートフォン５０は、無線ネットワーク「Ｃ」
のＳＳＩＤをＳＳＩＤリスト保持部５０６ｃにて保持している。
【０１１８】
　図１１及び図２３に示すように、ルータ接続モードでの初期設定の前提として、親機１
０，無線ルータ６０，スマホＯＳ処理部５０６ａは既に起動済みであり、スマホアプリ処
理部５０６ｂは未起動とする。また、親機１０には、ルータ接続モードでの無線通信の接
続先として無線ルータ６０は登録されていないとする。
【０１１９】
　図２３に示すように、無線ルータ６０は、ルータ接続モードで使用される無線ＬＡＮを
用いた無線ネットワーク「Ｃ」用の電波を出力中であり（Ｓ４１）、スマートフォン５０
は、無線ルータ６０との間で無線接続しているので（Ｓ４２）、無線ネットワーク「Ｃ」
用の電波を受信可能である。
【０１２０】
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　図１２及び図２３において、本実施形態の宅内監視システム５において使用可能なホー
ムネットワークアプリケーションのアイコン（不図示）がユーザ操作により表示／操作部
５０３上でタップ操作されると、スマートフォン５０は、ホームネットワークアプリケー
ションを起動する（Ｓ４３）。さらに、スマートフォン５０は、親機１０の無線通信の接
続先の登録をユーザに促すために、親機１０の設置状態確認画面（図１３参照）を表示／
操作部５０３に表示する（Ｓ１１，Ｓ４４）。
【０１２１】
　図１３は、親機１０の設置状態確認画面の表示例を示す図である。図１３に示す親機１
０の設置状態確認画面では、親機１０のプラグを差し込むことをユーザに促し、さらにそ
の後に親機１０のＬＥＤの点滅が止まるまで待つことを指示するためのメッセージＭＳ１
と、親機１０のＬＥＤの点滅が止まることにより親機１０のＬＥＤに点灯する色に応じて
押下するボタンを指示するためのメッセージＭＳ２とが表示される。ＬＥＤがどの色に点
灯するかは無線通信の接続先の登録有無によって親機１０で判断される。ここでは、黄色
（YELLOW）が点灯すると親機１０の接続先が未登録であることが示され、緑色（GREEN）
又は赤色（RED）が点灯すると親機１０の接続先が登録済であることが示される。
【０１２２】
　緑色又は赤色が点灯したことをユーザが目視で確認した結果、表示／操作部５０３に対
して緑色又は赤色に対応する「Add This Mobile Device」ボタンが押下されると、親機１
０にはルータ接続モードにおける無線通信の接続先が登録済であるため（Ｓ１２、ＮＯ）
、スマートフォン５０の処理はステップＳ２０に進む。
【０１２３】
　一方、黄色が点灯したことをユーザが目視で確認した結果、表示／操作部５０３に対し
て黄色に対応する「Set up the Hub」ボタンが押下されると（Ｓ４５）、親機１０にはル
ータ接続モードにおける無線通信の接続先が未登録であるため（Ｓ１２、ＹＥＳ）、スマ
ートフォン５０の処理はステップＳ１３に進む。つまり、スマートフォン５０は、親機１
０に無線ＬＡＮ（例えばＷｉｆｉ（登録商標））の電波を出力（放射）させることをユー
ザに促すために、親機１０の操作促し画面（図１４参照）を表示／操作部５０３に表示す
る（Ｓ１３，Ｓ４６）。
【０１２４】
　図１４は、ルータ接続モードでの初期設定時の親機１０の操作促し画面の表示例を示す
図である。図１４に示す操作促し画面では、親機１０の操作部１０５に設けられた「Wifi
 SETUP」ボタンを押下することをユーザに促し、さらにその押下により親機１０のＬＥＤ
が黄色に点滅することを教示するためのメッセージＭＳ３が表示される。親機１０のＬＥ
Ｄが黄色に点滅するということは、無線ネットワーク「Ａ」用の電波を出力している状態
であることを示す。
【０１２５】
　ユーザ操作により親機１０の「Wifi SETUP」ボタンが押下されると（Ｓ４７）、親機１
０のＬＥＤが黄色に点滅した後、親機１０は、Ｗｉｆｉ（登録商標）の無線ネットワーク
「Ａ」用の電波を出力（放射）する（Ｓ４８）。
【０１２６】
　スマートフォン５０は、親機１０から出力された無線ネットワーク「Ａ」用の電波を受
信すると、無線ネットワーク「Ａ」用の電波をスマホＯＳ処理部５０６ａにおいて検知す
る（Ｓ４９）。スマートフォン５０は、スマホＯＳ処理部５０６ａの検知に基づいて、親
機１０からの無線ネットワーク「Ａ」用の電波の出力をスマホアプリ処理部５０６ｂにお
いて確認する（Ｓ５０）。すると、スマートフォン５０では、スマホアプリ処理部５０６
ｂは、無線ＬＡＮの接続先を、無線ネットワーク「Ａ」に対応するＳＳＩＤに切換えるよ
うにスマホＯＳ処理部５０６ａに指示する（Ｓ５１）。スマートフォン５０は、スマホＯ
Ｓ処理部５０６ａにおいて、無線ＬＡＮの接続先を、現在接続中の無線ネットワーク「Ｃ
」における接続先（つまり、無線ルータ６０）から、無線ネットワーク「Ａ」における接
続先（つまり、親機１０）に変更して無線接続する（Ｓ１４，Ｓ５２）。これにより、一
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時的に親機１０とスマートフォン５０とが直接に無線通信できる（Ｓ５３）。
【０１２７】
　スマートフォン５０は、ステップＳ１４における接続先の変更の後、スマホアプリ処理
部５０６ｂにおいて、ルータ接続モードで無線接続、無線通信する旨のメッセージを親機
１０に直接送信する（Ｓ１５，Ｓ５４）。なお、ルータ接続モードを使用するのは、図１
０を参照して説明したように、親機１０の無線通信の接続先の登録の初期設定開始時に、
スマートフォン５０がいずれかの無線ＬＡＮの無線ネットワーク（具体的には無線ルータ
）に接続していたためである。
【０１２８】
　スマートフォン５０は、ルータ接続モードにおいて使用する無線ネットワーク「Ｃ」の
ＳＳＩＤを保持しているので、このＳＳＩＤに対するパスワード（接続パスワード）のパ
スワード入力画面（図１５参照）を表示／操作部５０３に表示する（Ｓ１６，Ｓ５５）。
【０１２９】
　図１５は、ルータ接続モードにおいてＳＳＩＤのパスワードのパスワード設定画面の表
示例を示す図である。図１５に示すパスワード設定画面では、親機１０が無線ＬＡＮ（例
えばＷｉｆｉ（登録商標））の無線ネットワーク「Ｃ」を使用する時のＳＳＩＤとして「
smartdect-g2」を使用することを教示するＳＳＩＤ表示領域ＳＩＤ１と、「smartdect-g2
」のＳＳＩＤに対応するパスワード（接続パスワード）を設定するための入力領域ＰＷ１
とが表示される。「smartdect-g2」は、親機１０とスマートフォン５０とがルータ接続モ
ードで無線通信する時に中継するための無線ルータ６０のＳＳＩＤである。
【０１３０】
　スマートフォン５０は、図１５に示すパスワード設定画面の入力領域ＰＷ１に対し、ユ
ーザ操作により「AAA123456」と入力されてから「NEXT」ボタンが押下されると（Ｓ５６
）、パスワード設定画面に表示されているＳＳＩＤ（つまり、「smartdect-g2」）と入力
されたパスワード（つまり、「AAA123456」）とを、親機１０の接続先に関する設定情報
として記憶部５０４に保存するとともに親機１０に送信する（Ｓ１７，Ｓ５７）。
【０１３１】
　スマートフォン５０は、ＳＳＩＤ及びパスワードを親機１０に送信した後、親機１０の
無線接続の切換え完了の待機中画面（図１６参照）を表示／操作部５０３に表示しながら
、親機１０が無線ネットワーク「Ａ」から無線ネットワーク「Ｃ」への接続切換えを完了
するまで待機する（Ｓ１８，Ｓ５８）。
【０１３２】
　図１６は、親機１０の無線接続の切換え完了の待機中画面の表示例を示す図である。図
１６に示す待機中画面では、親機１０が無線ネットワーク「Ａ」から無線ネットワーク「
Ｃ」への接続切換えを完了するまで最大で３分かかることが示されている。但し、３分は
一例であり、接続状況に応じて多少の増減があり得ることは言うまでもない。
【０１３３】
　親機１０は、ステップＳ５７においてスマートフォン５０から送信されたＳＳＩＤ及び
パスワードを受信すると、このＳＳＩＤ及びパスワードで特定される無線ネットワーク「
Ｃ」で使用される無線ルータ６０をルータ接続モードにおける無線通信の接続先として登
録する。これにより、親機１０は、無線ネットワーク「Ａ」用の電波の出力（放射）を停
止し（Ｓ５９）、無線通信の接続先を無線ネットワーク「Ｃ」の無線ルータ６０に切り換
えるので（Ｓ６０）、無線ルータ６０と無線接続することができる（Ｓ６１）。
【０１３４】
　スマートフォン５０は、親機１０が無線ネットワーク「Ａ」から無線ネットワーク「Ｃ
」への接続切換えを完了すると、無線ネットワーク「Ａ」用の電波を受信しなくなる。こ
のため、スマートフォン５０は、一定時間にわたってその電波を受信しなくなると、親機
１０の探索中画面（図１７参照）を表示／操作部５０３に表示しながら、無線通信の接続
先を、現在接続中の無線ネットワーク「Ａ」における接続先（つまり、親機１０）から、
無線ネットワーク「Ｃ」における接続先（つまり、無線ルータ６０）に戻す（Ｓ１９，Ｓ
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６２）。これにより、スマートフォン５０は、無線通信の接続先を無線ネットワーク「Ｃ
」の無線ルータ６０に切り換えるので、無線ルータ６０と無線接続することができる（Ｓ
６３）。以上により、ルータ接続モードにおいて、親機１０の無線通信の接続先が登録さ
れたことになり、親機１０の初期設定（セットアップ）が完了したことになる（Ｓ６４）
。
【０１３５】
　図１７は、親機１０の探索中画面の表示例を示す図である。図１７に示す探索中画面で
は、スマートフォン５０が無線ルータ６０を介して無線接続できる親機（具体的には親機
１０）を探索し、かつその探索を完了するまで約２０秒程度かかることが示されている。
但し、２０秒は一例であり、接続状況に応じて多少の増減があり得ることは言うまでもな
い。
【０１３６】
　スマートフォン５０は、ステップＳ１９の後、親機１０の操作促し画面（図１８参照）
を表示／操作部５０３に表示する（Ｓ２０，Ｓ６５）。ここで、親機１０の操作促し画面
がスマートフォン５０に表示される理由（言い換えると、ユーザに親機１０の「Wifi SET
UP」ボタンを押下させる理由）は、無線ルータ６０に接続した親機１０が仮に複数ある場
合でも、スマートフォン５０と接続する親機を特定するために、該当する親機１０に、親
機を識別するための信号を無線ルータ６０経由で発信させるためである。
【０１３７】
　図１８は、ルータ接続モードにおいて親機１０の無線通信の接続先が登録された後の、
親機１０の操作促し画面の表示例を示す図である。図１８に示す操作促し画面では、親機
１０の操作部１０５に設けられた「Wifi SETUP」ボタンを１秒間押下することをユーザに
促すためのメッセージＭＳ４が表示される。図１４に示す操作促し画面とは異なり、図１
８に示す操作促し画面では、ルータ接続モードにおいて親機１０の無線通信の接続先が登
録された後であるために、親機１０とスマートフォン５０との間に無線ルータ６０が図示
されている。
【０１３８】
　仮に複数の親機が無線ルータ６０に無線接続している場合でも、ユーザ操作により「Wi
fi SETUP」ボタンが押下されると（Ｓ６６）、「Wifi SETUP」ボタンが押下された親機は
、自身を識別するための信号（自身識別用の信号）を無線ルータ６０に送信する。無線ル
ータ６０は、その親機から送信された自身識別用の信号を受信する。また、スマートフォ
ン５０は、ユーザが「Wifi SETUP」ボタンを押下した親機１０（言い換えると、上述した
自身識別用の信号を送信した親機）を、無線ルータ６０を介して探索する（Ｓ２１，Ｓ６
７）。これにより、仮に複数の親機が無線ルータ６０に無線接続している場合でも、スマ
ートフォン５０は、ルータ接続モードにおいて目的の親機１０との間で、無線ルータ６０
を介して無線接続できるので無線通信も可能となる。
【０１３９】
　スマートフォン５０は、親機１０との間で無線ルータ６０を介して無線接続ができるよ
うになった後、親機１０にログインするためのログインパスワードのパスワード設定画面
又はパスワード入力画面（図１９参照）を表示／操作部５０３に表示する（Ｓ２２）。ス
マートフォン５０は、例えばユーザ操作により設定されたログインパスワードが登録され
ていなかった場合（つまり、初期状態）には（Ｓ６８）、図１９に示すパスワード設定画
面を表示／操作部５０３に表示する。一方、スマートフォン５０は、例えばユーザ操作に
より設定されたログインパスワードが登録されていた場合（つまり、初期状態ではない状
態）には（Ｓ６９）、図１９に示すパスワード入力画面を表示／操作部５０３に表示する
。
【０１４０】
　図１９は、ルータ接続モード又はソフトＡＰモードにおいて親機１０にログインするた
めのログインパスワードのパスワード設定画面又はパスワード入力画面の表示例を示す図
である。図１９に示すパスワード設定画面では、スマートフォン５０が親機１０にログイ
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ンするためのログインパスワードを設定するための入力領域ＰＷ２が表示される。ユーザ
操作により、入力領域ＰＷ２にログインパスワードが入力されてＯＫボタンが押下される
と、スマートフォン５０は、親機１０にスマートフォン５０がログインできるためのログ
インパスワードを登録して保存するとともに、そのログインパスワードを親機１０に送信
して通知する（Ｓ７０）。親機１０は、スマートフォン５０から送信されたログインパス
ワードを記憶する。ログインパスワードは、例えばスマートフォン５０の記憶部５０４に
保存され、さらに親機１０の記憶部１０３に保存される。
【０１４１】
　スマートフォン５０は、親機１０とスマートフォン５０の名前（Name）を設定するため
のネーム設定画面（図２０参照）を表示／操作部５０３に表示する（Ｓ２３、Ｓ７１）。
【０１４２】
　図２０は、親機１０とスマートフォン５０との名前を設定するためのネーム設定画面の
表示例を示す図である。図２０に示すネーム設定画面では、スマートフォン５０がルータ
接続モードにおいて無線通信する相手となる親機１０の名前を入力するためのネーム入力
領域ＩＰ１と、スマートフォン５０自身の名前を入力するためのネーム入力領域ＩＰ２と
が表示される。ユーザ操作により、ネーム入力領域ＩＰ１に親機１０の名前（例えば「Ｈ
ｏｍｅ　１」）、ネーム入力領域ＩＰ２にスマートフォン５０の名前（例えば「ＡＡＡ　
１」）が入力されてＯＫボタンが押下されると、スマートフォン５０は、親機１０とスマ
ートフォン５０との各名前を対応付けて登録する。親機１０とスマートフォン５０との各
名前は、例えば記憶部５０４に保存される。これにより、ルータ接続モードにおける親機
１０の無線通信の接続先の登録（つまり、初期設定）が終了し（Ｓ７２）、初期設定以降
の通常のホームネットワークアプリケーションの利用が可能となる。
【０１４３】
（ソフトＡＰモードでの初期設定）
　次に、図１０のステップＳ３で行われる初期設定の詳細について、図２１、図２２、図
２５及び図２６を参照して説明する。図２１は、ソフトＡＰモードでの初期設定の動作概
要の一例を示す説明図である。図２２は、第１の実施形態のスマートフォン５０における
ソフトＡＰモードでの初期設定の動作手順の一例を説明するフローチャートである。図２
５及び図２６は、第１の実施形態のソフトＡＰモードでの初期設定におけるスマートフォ
ン５０、親機１０の動作手順を説明するシーケンス図である。図２２、図２５及び図２６
において、図１２、図２３及び図２４の対応する処理と同一であるものには同一のステッ
プ番号を付与して説明を簡略化又は省略し、異なる内容について説明する。
【０１４４】
　図２１及び図２５に示すように、ソフトＡＰモードでの初期設定の前提として、親機１
０，スマホＯＳ処理部５０６ａは既に起動済みであり、スマホアプリ処理部５０６ｂは未
起動とする。また、ソフトＡＰモードの初期設定の開始時において、親機１０には、ソフ
トＡＰモードでの無線通信の接続先としてのスマートフォン５０との間で使用される無線
ネットワーク「Ｂ」のＳＳＩＤに対応するパスワードは登録されていないとする。
【０１４５】
　図２２及び図２５において、スマートフォン５０は、ホームネットワークアプリケーシ
ョンを起動する（Ｓ４３）。さらに、スマートフォン５０は、親機１０の無線通信の接続
先の登録をユーザに促すために、親機１０の設置状態確認画面（図１３参照）を表示／操
作部５０３に表示する（Ｓ１１，Ｓ４４）。
【０１４６】
　緑色又は赤色が点灯したことをユーザが目視で確認した結果、表示／操作部５０３に対
して緑色又は赤色に対応する「Add This Mobile Device」ボタンが押下されると、親機１
０にはソフトＡＰモードにおける無線通信の接続先が登録済であるため（Ｓ１２、ＮＯ）
、スマートフォン５０の処理はステップＳ１３に進む。
【０１４７】
　一方、黄色が点灯したことをユーザが目視で確認した結果、表示／操作部５０３に対し
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て黄色に対応する「Set up the Hub」ボタンが押下されると（Ｓ４５）、親機１０にはソ
フトＡＰモードにおける無線通信の接続先が未登録であるため（Ｓ１２、ＹＥＳ）、スマ
ートフォン５０の処理はステップＳ１３に進む。つまり、スマートフォン５０は、親機１
０に無線ＬＡＮ（例えばＷｉｆｉ（登録商標））の電波を出力（放射）させることをユー
ザに促すために、親機１０の操作促し画面（図１４参照）を表示／操作部５０３に表示す
る（Ｓ１３，Ｓ４６）。
【０１４８】
　ユーザ操作により親機１０の「Wifi SETUP」ボタンが押下されると（Ｓ４７）、親機１
０のＬＥＤが黄色に点滅した後、親機１０は、Ｗｉｆｉ（登録商標）の無線ネットワーク
「Ａ」用の電波を出力（放射）する（Ｓ４８）。スマートフォン５０は、親機１０から出
力された無線ネットワーク「Ａ」用の電波を受信すると、無線ネットワーク「Ａ」用の電
波をスマホＯＳ処理部５０６ａにおいて検知する（Ｓ４９）。スマートフォン５０は、ス
マホＯＳ処理部５０６ａの検知に基づいて、親機１０からの無線ネットワーク「Ａ」用の
電波の出力をスマホアプリ処理部５０６ｂにおいて確認する（Ｓ５０）。すると、スマー
トフォン５０では、スマホアプリ処理部５０６ｂは、無線ＬＡＮの接続先を、無線ネット
ワーク「Ａ」に対応するＳＳＩＤに切換えるようにスマホＯＳ処理部５０６ａに指示する
（Ｓ５１）。スマートフォン５０は、スマホＯＳ処理部５０６ａにおいて、無線ＬＡＮの
接続先を、無線ネットワーク「Ａ」における接続先（つまり、親機１０）に設定して無線
接続する（Ｓ１４Ａ，Ｓ５２Ａ）。これにより、親機１０とスマートフォン５０とが直接
に無線通信できる（Ｓ５３）。
【０１４９】
　スマートフォン５０は、ステップＳ１４Ａにおける接続先の設定の後、スマホアプリ処
理部５０６ｂにおいて、ソフトＡＰモードで無線接続、無線通信する旨のメッセージを親
機１０に直接送信する（Ｓ１５Ａ，Ｓ５４Ａ）。なお、ソフトＡＰモードを使用するのは
、図１０を参照して説明したように、親機１０の無線通信の接続先の登録の初期設定開始
時に、スマートフォン５０がいずれの無線ＬＡＮの無線ネットワーク（具体的には無線ル
ータ）に接続していなかったためである。
【０１５０】
　親機１０は、ソフトＡＰモードで無線接続、無線通信する旨のメッセージを受信すると
、ソフトＡＰモードで無線接続、無線通信する時に使用する無線ネットワーク「Ｂ」のＳ
ＳＩＤをＳＳＩＤリスト保持部１０９ａから取得し、そのＳＳＩＤをスマートフォン５０
に通知する（Ｓ８１）。
【０１５１】
　スマートフォン５０は、親機１０から送信された無線ネットワーク「Ｂ」のＳＳＩＤを
受信すると（Ｓ３１）、この受信したＳＳＩＤに対するパスワード（接続パスワード）の
パスワード設定画面（図２７参照）を表示／操作部５０３に表示する（Ｓ１６Ａ，Ｓ５５
Ａ）。
【０１５２】
　図２７は、ソフトＡＰモードにおいてＳＳＩＤのパスワードのパスワード設定画面の表
示例を示す図である。図２７に示すパスワード設定画面では、親機１０から通知されたソ
フトＡＰモードにおいて使用する無線ネットワーク「Ｂ」のＳＳＩＤに対応するパスワー
ド（接続パスワード）を設定するための入力領域ＰＷ３が表示される。
【０１５３】
　スマートフォン５０は、図２７に示すパスワード設定画面の入力領域ＰＷ３に対し、例
えばユーザ操作により「AAA123456」と入力されてから「OK」ボタンが押下されると（Ｓ
５６Ａ）、無線ネットワーク「Ｂ」のＳＳＩＤと入力されたパスワードとを、親機１０の
接続先に関する設定情報として記憶部５０４に保存するとともに親機１０に送信する（Ｓ
１７Ａ，Ｓ５７Ａ）。
【０１５４】
　スマートフォン５０は、ＳＳＩＤ及びパスワードを親機１０に送信した後、無線ネット
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ワーク「Ｂ」での電波の出力に切り換えるように再起動を指示し（Ｓ３２，Ｓ８２）、親
機１０の再起動完了の待機中画面（図１６参照）を表示／操作部５０３に表示しながら、
親機１０の再起動の完了を待機する（Ｓ３３）。
【０１５５】
　図１６に示す待機中画面では、親機１０が無線ネットワーク「Ａ」から無線ネットワー
ク「Ｂ」への接続切換えを行うために再起動を完了するまで最大で３分かかることが示さ
れている。但し、３分は一例であり、接続状況に応じて多少の増減があり得ることは言う
までもない。
【０１５６】
　親機１０は、ステップＳ８２においてスマートフォン５０から送信された再起動の指示
を受信すると、現在出力中の無線ネットワーク「Ａ」から無線ネットワーク「Ｂ」に出力
を切換えするために再起動を行う（Ｓ８３）。これにより、親機１０は、ステップＳ５７
Ａで通知されたＳＳＩＤに対応するパスワードを、ソフトＡＰモードにおける無線通信の
接続先としてのスマートフォン５０に関する設定情報として登録する。親機１０は、再起
動により、無線ネットワーク「Ａ」用の電波の出力（放射）を停止する。
【０１５７】
　スマートフォン５０は、親機１０が再起動によって無線ネットワーク「Ａ」用の電波の
出力（放射）を停止すると、一定時間にわたってその電波を受信しなくなるので無線ネッ
トワーク「Ａ」用の電波の出力停止を検知する（Ｓ８４）。また、スマートフォン５０は
、この時点では親機１０の再起動の完了を検知できていないので、引き続き親機１０の再
起動の完了の検知できるまで待機している（Ｓ８５）。
【０１５８】
　親機１０は、再起動によって無線ネットワーク「Ｂ」用の電波の出力（放射）を開始す
る（Ｓ８６）。
【０１５９】
　スマートフォン５０は、親機１０から出力された無線ネットワーク「Ｂ」用の電波をス
マホＯＳ処理部５０６ａにおいて検知する（Ｓ８７）。スマートフォン５０は、スマホＯ
Ｓ処理部５０６ａの検知に基づいて、親機１０からの無線ネットワーク「Ｂ」用の電波の
出力をスマホアプリ処理部５０６ｂにおいて確認する（Ｓ８８）。すると、スマートフォ
ン５０では、スマホアプリ処理部５０６ｂは、無線ＬＡＮの接続先を、無線ネットワーク
「Ｂ」に対応するＳＳＩＤに切換えるようにスマホＯＳ処理部５０６ａに指示する（Ｓ８
９）。スマートフォン５０は、スマホＯＳ処理部５０６ａにおいて、無線ＬＡＮの接続先
を、現在接続中の無線ネットワーク「Ｂ」における接続先（つまり、親機１０）を設定し
て無線接続する（Ｓ３４，Ｓ９０）。これにより、親機１０とスマートフォン５０とがソ
フトＡＰモードにより直接に無線通信でき、ソフトＡＰモードにおいて、親機１０が無線
通信の接続先としてのスマートフォン５０との間で使用する無線ネットワーク「Ｂ」のＳ
ＳＩＤに対応するパスワードを、スマートフォン５０に関する設定情報として登録したこ
とになり、親機１０の初期設定（セットアップ）が完了したことになる（Ｓ９１）。
【０１６０】
　一方、ソフトＡＰモードにおいて親機１０の無線通信の接続先の登録（つまり初期設定
）が終わっていれば（Ｓ１２、ＮＯ）、スマートフォン５０は、親機１０に無線ＬＡＮ（
例えばＷｉｆｉ（登録商標））の電波を出力（放射）させることをユーザに促すために、
親機１０の操作促し画面（図１４参照）を表示／操作部５０３に表示する（Ｓ１３，Ｓ９
２）。
【０１６１】
　ユーザ操作により親機１０の「Wifi SETUP」ボタンが押下されると（Ｓ９３）、親機１
０のＬＥＤが黄色に点滅した後、親機１０は、Ｗｉｆｉ（登録商標）の無線ネットワーク
「Ｂ」用の電波を出力（放射）する（Ｓ９４）。スマートフォン５０は、親機１０から出
力された無線ネットワーク「Ｂ」用の電波を受信すると、無線ネットワーク「Ｂ」用の電
波をスマホＯＳ処理部５０６ａにおいて検知する（Ｓ９５）。スマートフォン５０は、ス
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マホＯＳ処理部５０６ａの検知に基づいて、親機１０からの無線ネットワーク「Ｂ」用の
電波の出力をスマホアプリ処理部５０６ｂにおいて確認する（Ｓ９６）。
【０１６２】
　スマートフォン５０は、無線ネットワーク「Ｂ」のＳＳＩＤに対するパスワードのパス
ワード（接続パスワード）のパスワード入力画面（図２７参照）を表示／操作部５０３に
表示する（Ｓ１６ＡＡ，Ｓ９７）。ユーザ操作によりパスワード入力画面に対してパスワ
ードが入力されると（Ｓ９８）、スマートフォン５０は、入力されたパスワードが正しい
か一致判定する（Ｓ３５）。正しいパスワードが入力された場合に限り（Ｓ３５、ＹＥＳ
）、スマートフォン５０は、スマホアプリ処理部５０６ｂにおいて、無線ＬＡＮの接続先
を、無線ネットワーク「Ｂ」に対応するＳＳＩＤに切換えるようにスマホＯＳ処理部５０
６ａに指示する（Ｓ９９）。スマートフォン５０は、スマホＯＳ処理部５０６ａにおいて
、無線ＬＡＮの接続先を、無線ネットワーク「Ｂ」における接続先（つまり、親機１０）
に設定して無線接続する（Ｓ１４ＡＡ，Ｓ１００）。これにより、親機１０とスマートフ
ォン５０とが直接に無線通信できる（Ｓ１０１）。
【０１６３】
　スマートフォン５０は、親機１０との間で直接に無線接続ができるようになった後（Ｓ
１０２）、親機１０にログインするためのログインパスワードのパスワード設定画面又は
パスワード入力画面（図１９参照）を表示／操作部５０３に表示する（Ｓ２２）。スマー
トフォン５０は、例えばユーザ操作により設定されたログインパスワードが登録されてい
なかった場合（つまり、初期状態）には（Ｓ６８Ａ）、図１９に示すパスワード設定画面
を表示／操作部５０３に表示する。一方、スマートフォン５０は、例えばユーザ操作によ
り設定されたログインパスワードが登録されていた場合（つまり、初期状態ではない状態
）には（Ｓ６９Ａ）、図１９に示すパスワード入力画面を表示／操作部５０３に表示する
。
【０１６４】
　ユーザ操作により、入力領域ＰＷ２にログインパスワードが入力されてＯＫボタンが押
下されると、スマートフォン５０は、親機１０にスマートフォン５０がログインできるた
めのログインパスワードを登録して保存するとともに、そのログインパスワードを親機１
０に送信して通知する（Ｓ７０Ａ）。親機１０は、スマートフォン５０から送信されたロ
グインパスワードを記憶する。ログインパスワードは、例えばスマートフォン５０の記憶
部５０４に保存され、さらに親機１０の記憶部１０３に保存される。
【０１６５】
　スマートフォン５０は、親機１０とスマートフォン５０の名前（Name）を設定するため
のネーム設定画面（図２０参照）を表示／操作部５０３に表示する（Ｓ２３、Ｓ７１Ａ）
。
【０１６６】
　ユーザ操作により、ネーム入力領域ＩＰ１に親機１０の名前（例えば「Ｈｏｍｅ　１」
）、ネーム入力領域ＩＰ２にスマートフォン５０の名前（例えば「ＡＡＡ　１」）が入力
されてＯＫボタンが押下されると、スマートフォン５０は、親機１０とスマートフォン５
０との各名前を対応付けて登録する。親機１０とスマートフォン５０との各名前は、例え
ば記憶部５０４に保存される。これにより、ソフトＡＰモードにおける親機１０の無線通
信の接続先の登録（つまり、初期設定）が終了し（Ｓ７２Ａ）、初期設定以降の通常のホ
ームネットワークアプリケーションの利用が可能となる。
【０１６７】
　以上により、本実施形態の宅内監視システム５では、親機１０の無線通信における接続
先に関する設定情報が親機１０に登録されていない場合に、スマートフォン５０は、登録
の設定開始時に、無線ルータ６０を介した無線通信の有無に応じて、親機１０との無線通
信モードを決定する。スマートフォン５０は、決定した無線通信モードに対応する接続先
に関する設定情報（例えばＳＳＩＤ、パスワード）を取得し、決定した無線通信モードで
無線通信する旨と無線通信モードに対応する接続先に関する設定情報とを親機１０に送信
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する。親機１０は、スマートフォン５０から送信された接続先に関する設定情報の登録を
行う。
【０１６８】
　これにより、宅内監視システム５は、固定電話機の親機１０とユーザが所持するスマー
トフォン５０との無線通信における無線ルータ６０の有無に拘わらず、親機１０とスマー
トフォン５０との通信の初期設定時におけるスマートフォン５０の無線接続状況に応じて
、親機１０とスマートフォン５０との通信の初期設定を簡易に実行でき、ユーザの使い勝
手を向上することができる。
【０１６９】
　また、スマートフォン５０は、登録の設定開始時に、無線ルータ６０を介した無線接続
を既に行っている場合、親機１０との無線通信モードをルータ接続モードと決定する。ス
マートフォン５０は、ルータ接続モードに対応する接続先に関する設定情報として、無線
ルータ６０のルータ接続情報（例えば無線ネットワーク「Ｃ」に対応するＳＳＩＤと、こ
のＳＳＩＤに対応するように、ユーザ操作により設定されたパスワード）を親機１０に送
信する。これにより、登録の設定開始時に無線ルータ６０が既に存在しておりスマートフ
ォン５０と無線ルータ６０とが接続している状況であれば、その無線ルータ６０を利用し
た親機１０とスマートフォン５０との無線通信の初期設定が可能となる。また、親機１０
もスマートフォン５０もともに無線ルータ６０に無線接続可能となるので、親機１０もス
マートフォン５０もインターネット６５に接続可能となるので、スマートフォン５０は親
機１０に対して宅内接続も宅外接続も可能となる。
【０１７０】
　また、スマートフォン５０は、ルータ接続モードにおける無線通信の識別情報（例えば
ＳＳＩＤ）を予め保持しており、無線通信の識別情報に対応するパスワード設定画面を表
示／操作部５０３に表示し、パスワード設定画面に対するユーザ操作により入力されたパ
スワードを、ルータ接続情報として親機１０に送信する。これにより、スマートフォン５
０に対する簡単なユーザ操作により、親機１０とスマートフォン５０とのルータ接続モー
ドの初期設定を簡易化できる。
【０１７１】
　また、スマートフォン５０は、登録の設定開始時に、無線ルータ６０を介した無線接続
を行っていない場合には、親機１０との無線通信モードを直接接続モード（つまり、ソフ
トＡＰモード）と決定する。スマートフォン５０は、無線通信モードをソフトＡＰモード
で無線通信する旨を親機１０に送信する。これにより、登録の設定開始時に無線ルータ６
０が無い状況であれば、無線ルータ６０を購入等して準備することなく、コストアップの
増大も抑制でき、親機１０とスマートフォン５０との無線通信の初期設定が可能となる。
また、親機１０は、ソフトＡＰモードでスマートフォン５０との間で無線通信する旨を把
握できる。
【０１７２】
　また、親機１０は、スマートフォン５０から送信された、ソフトＡＰモードで無線通信
する旨を受信すると、ソフトＡＰモードで使用する無線通信の識別情報（例えばＳＳＩＤ
）をスマートフォン５０に送信する。スマートフォン５０は、親機１０から送信されたＳ
ＳＩＤに対応するパスワード設定画面を表示／操作部５０３に表示し、パスワード設定画
面に対するユーザ操作により入力されたパスワードを、端末接続情報として親機１０に送
信する。これにより、スマートフォン５０に対する簡単なユーザ操作により、親機１０と
スマートフォン５０とのソフトＡＰモードの初期設定を簡易化できる。
【０１７３】
（第２の実施形態）
　第２の実施形態の宅内監視システム５の内部構成は上述した第１の実施形態の宅内監視
システム５の内部構成と同一であるため、同一の内容については説明を簡略化又は省略し
、異なる内容について説明する。
【０１７４】
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（ソフトＡＰモードからルータ接続モードへの変更）
　図２８は、ソフトＡＰモードからルータ接続モードへのスマートフォン５０に対する切
換え操作に伴う画面遷移の一例を示す図である。図２９及び図３０は、第２の実施形態の
ソフトＡＰモードからルータ接続モードへの切換えにおけるスマートフォン５０、無線ル
ータ６０、親機１０の動作手順を説明するシーケンス図である。
【０１７５】
　図２９に示すように、ソフトＡＰモードからルータ接続モードへの変更の前提として、
親機１０，無線ルータ６０，スマホＯＳ処理部５０６ａは既に起動済みであり、スマホア
プリ処理部５０６ｂは未起動とする。
【０１７６】
　スマートフォン５０は、無線ルータ６０との間で無線接続している（Ｓ１１１）。
【０１７７】
　第１の実施形態において説明したソフトＡＰモードにおける初期設定が完了し、ホーム
ネットワークアプリケーションのアイコン（不図示）がユーザ操作により表示／操作部５
０３上でタップ操作されると、スマートフォン５０は、ホームネットワークアプリケーシ
ョンを起動する（Ｓ１１２）。スマートフォン５０は、親機１０に無線ＬＡＮ（例えばＷ
ｉｆｉ（登録商標））の電波を出力（放射）させることをユーザに促すために、親機１０
の操作促し画面を表示／操作部５０３に表示する（Ｓ１１３）。ここで、無線ＬＡＮ（例
えばＷｉｆｉ（登録商標））の電波は、第１の実施形態における無線ネットワーク「Ｂ」
の電波に相当する。
【０１７８】
　ユーザ操作により（Ｓ１１４）、親機１０は、無線ＬＡＮ（例えばＷｉｆｉ（登録商標
））の電波を出力（放射）する（Ｓ１１５）。
【０１７９】
　スマートフォン５０は、親機１０から出力された無線ＬＡＮ（例えばＷｉｆｉ（登録商
標））の電波を受信すると、その電波をスマホＯＳ処理部５０６ａにおいて検知する（Ｓ
１１６）。スマートフォン５０は、スマホＯＳ処理部５０６ａの検知に基づいて、親機１
０からの無線ＬＡＮ（例えばＷｉｆｉ（登録商標））の電波の出力をスマホアプリ処理部
５０６ｂにおいて確認する。すると、スマートフォン５０では、スマホアプリ処理部５０
６ｂは、無線ＬＡＮの接続先を、ルータ接続モードにおける無線ルータ６０からソフトＡ
Ｐモードにおける親機１０に切り換える（Ｓ１１７）。これにより、一時的に親機１０と
スマートフォン５０とが直接に無線通信できる（Ｓ１１８）。
【０１８０】
　また、スマートフォン５０では、スマホアプリ処理部５０６ｂは、スマホＯＳ処理部５
０６ａがステップＳ１１１の無線ルータ６０との無線接続を、ステップＳ１１７により親
機１０との無線接続に切り換えたことを検知する（Ｓ１１９）。スマホアプリ処理部５０
６ｂは、図２８の通常操作画面ＣＴ１を表示／操作部５０３に表示する（Ｓ１２０）。
【０１８１】
　通常操作画面ＣＴ１の右上部分に表示されたアイコンＩＣ１がユーザ操作によりタップ
操作されると（Ｓ１２１）、スマートフォン５０は、通常操作画面ＣＴ１上にサブメニュ
ー画面ＣＴ２を重畳して表示／操作部５０３に表示する（Ｓ１２２）。
【０１８２】
　ユーザは、ソフトＡＰモードからルータ接続モードに無線接続モードを変更するために
、サブメニュー画面ＣＴ２の「Change Connection」のアイコンＩＣ２をタップ操作して
選択する。タップ操作により、スマートフォン５０は、記憶部５０４に記憶している無線
ネットワークのＳＳＩＤのリストを示す接続モード切換画面ＣＴ３を表示／操作部５０３
に表示する。なお、スマートフォン５０は、現在接続中と認識している無線ネットワーク
のＳＳＩＤのリストを示す接続モード切換画面ＣＴ３を表示／操作部５０３に表示しても
構わない。スマートフォン５０が現在ソフトＡＰモードで接続中の親機１０のＳＳＩＤは
、例えば「smartdect-g1」である。
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【０１８３】
　ユーザ操作により、接続モード切換画面ＣＴ３のリストの中から、無線ルータ６０のＳ
ＳＩＤを示すレコードＩＣ３「smartdect-g2」がタップ操作されると（Ｓ１２３）、スマ
ートフォン５０は、ユーザ操作により選択されたＳＳＩＤに対応するパスワード（接続パ
スワード）のパスワード入力画面ＣＴ４を表示／操作部５０３に表示する（Ｓ１２４）。
ここで、「smartdect-g2」のＳＳＩＤはルータ接続モードで使用される無線ルータ６０の
ＳＳＩＤを示す。
【０１８４】
　ユーザ操作により、パスワード入力画面ＣＴ４のパスワード入力領域ＰＷ４に「123456
78」が入力され、かつ「Next」ボタンが押下されると（Ｓ１２５）、スマートフォン５０
は、ユーザ操作により選択されたＳＳＩＤと入力されたパスワードとを親機１０に通知し
（Ｓ１２６）、親機１０に通知中であることを示す画面ＣＴ５を表示／操作部５０３に表
示する。
【０１８５】
　親機１０は、ステップＳ１２６においてスマートフォン５０から送信されたＳＳＩＤ及
びパスワードを受信すると、ステップＳ１１５で出力開始した電波の出力を停止する（Ｓ
１２７）。親機１０は、このＳＳＩＤ及びパスワードで特定される無線ＬＡＮ（例えばＷ
ｉｆｉ（登録商標））で使用される無線ルータ６０をルータ接続モードにおける無線通信
の接続先として登録する。これにより、親機１０は、無線通信の接続先を無線ルータ６０
に切り換えるので（Ｓ１２８）、無線ルータ６０と無線接続することができる（Ｓ１２９
）。
【０１８６】
　スマートフォン５０は、親機１０がステップＳ１１５で出力開始した電波の出力を停止
すると、その電波を受信しなくなる。このため、スマートフォン５０は、一定時間にわた
ってその電波を受信しなくなると、無線通信の接続先を、元の無線ルータ６０に戻す（Ｓ
１３０）。これにより、スマートフォン５０は、無線ルータ６０と無線接続することがで
きる（Ｓ１３１）。これ以降、親機１０は、無線ルータ６０を介してスマートフォン５０
のホームネットワークアプリケーションとの無線接続を確認でき、無線通信できる（Ｓ１
３２）。同様に、スマートフォン５０は、無線ルータ６０を介して親機１０との無線接続
を確認でき、通常操作画面ＣＴ１を表示／操作部５０３に表示して、無線ルータ６０を介
して親機１０との間で無線通信できる（Ｓ１３３）。
【０１８７】
　以上により、本実施形態の宅内監視システム５では、親機１０とスマートフォン５０と
がソフトＡＰモードで直接無線通信している場合に、スマートフォン５０は、親機１０と
スマートフォン５０との無線通信モードの接続モード切換画面ＣＴ３を表示／操作部５０
３に表示する。スマートフォン５０は、接続モード切換画面ＣＴ３に対するユーザ操作に
よりルータ接続モードで使用されるＳＳＩＤが選択されると、この選択されたＳＳＩＤを
含むルータ接続情報（具体的には、選択されたＳＳＩＤとユーザ操作により入力されたパ
スワード）を親機１０に送信する。親機１０は、スマートフォン５０から送信されたルー
タ接続情報を用いて、無線通信の接続先を無線ルータ６０に切り換えるための登録を行う
。
【０１８８】
　これにより、宅内監視システム５は、例えばユーザが無線ルータ６０を購入して初期設
定を終えた場合に、スマートフォン５０の広範な使用を目的として、親機１０とスマート
フォン５０とを直接接続するソフトＡＰモードから、無線ルータ６０を介して親機１０と
スマートフォン５０とを接続するルータ接続モードに切り換えることができ、ユーザの使
い勝手を向上することができる。
【０１８９】
　また、スマートフォン５０は、無線通信のＳＳＩＤが選択されると、この選択されたＳ
ＳＩＤに対応するパスワードのパスワード入力画面を表示／操作部５０３に表示し、ユー
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ザ操作により入力されたパスワードを含めたルータ接続情報を親機１０に送信する。これ
により、スマートフォン５０に対する簡単なユーザ操作により、親機１０とスマートフォ
ン５０とのソフトＡＰモードからルータ接続モードへの無線接続モードの変更を簡易化で
きる。
【０１９０】
　以上、図面を参照しながら実施形態について説明したが、本発明はかかる例に限定され
ないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された範疇内におい
て、各種の変更例又は修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても当然に
本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【０１９１】
　なお、上述した第２の実施形態において、ソフトＡＰモードからルータ接続モードへの
無線通信モードの変更を説明したが、本発明ではルータ接続モードからソフトＡＰモード
に無線通信モードの変更を排除したものではない。具体的には、ルータ接続モードからソ
フトＡＰモードに無線通信モードの変更をユーザが希望する場合には、ユーザは、スマー
トフォン５０に対し、無線通信モードの設定の初期化操作を行う。これにより、スマート
フォン５０は、第１の実施形態において説明した初期設定の内容をリセットし、さらに親
機１０に対しても初期設定の内容のリセットを指示する。親機１０は、スマートフォン５
０からのリセットの指示を受信すると、同様に第１の実施形態において説明した初期設定
の内容をリセットする。これにより、親機１０及びスマートフォン５０に対して、初期設
定の開始時の状態に戻すことが可能となる。さらに、その後でソフトＡＰモードが使用可
能となるようにソフトＡＰモードの初期設定をすればよい。
【産業上の利用可能性】
【０１９２】
　本発明は、ユーザの使用目的に応じて、親機とスマートフォンとを直接接続する無線通
信モードから、無線ルータを介して親機とスマートフォンとを接続する無線通信モードに
切り換え、スマートフォンの広範な使用が可能となってユーザの使い勝手を向上する宅内
監視システム及び無線通信モード切換方法として有用である。
【符号の説明】
【０１９３】
　５　宅内監視システム
　８　宅内
　１０　親機（ＨＵＢ）
　２０、２０Ａ、２０Ｂ　コードレス子機
　３０　カメラ
　３０Ａ　屋内カメラ
　３０Ｂ　監視カメラ
　４０　センサ
　４０Ａ、４０Ｂ　人感センサ
　４０Ｃ　煙センサ
　４０Ｄ　窓センサ
　５０　スマートフォン
　６０　無線ルータ
　７０　携帯電話機
　７５　携帯電話網
　８０　スマートプラグ
　８５　固定電話網
　９０　センサーライト
　１０１　固定電話回線Ｉ／Ｆ部
　１０３、２４２、３０３、４４２、５０４、８４２　記憶部
　１０４、２４３、３０４、５０５　音声入出力制御部
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　１０５、２４４、３０５、８４１　操作部
　１０６、２４５、８４５　表示部
　１０７、２４８、３１８、４４８、８４８、９０２　ＤＥＣＴ無線Ｉ／Ｆ部
　１０８、２４９、３１７、４４９、８４９、９０３　ＤＥＣＴプロトコル制御部
　１０９、２４７、３０９、４４７、５０６、８４７　制御部
　１０９ａ、５０６ｃ　ＳＳＩＤリスト保持部
　１１０　呼制御部
　１１２　音声ストリーム処理部
　１１５、３１６　画像メモリ制御部
　１１６、３１５　画像メモリ
　１１７、２５５、３０７、５１５　音声バス
　１２１、３２１、５０７　無線ＬＡＮ制御部
　１２２、３２２、５０８　無線ＬＡＮ通信Ｉ／Ｆ部
　１２６　子機／携帯端末充電部
　１２７　ＵＳＢ通信Ｉ／Ｆ部
　１２８、２５１、３２８、５１２　マイク
　１２９、２５２、３２９、５１３　スピーカ
　２５０、５５０　２次電池
　３１２　撮像部
　３１３　赤外線センサ
　３１４　電源部
　４４５　表示ランプ
　４５０　充電池
　４５３　センサ部
　５０１　３Ｇ／４Ｇ無線Ｉ／Ｆ部
　５０２　３Ｇ／４Ｇプロトコル制御部
　５０３　表示／操作部（タッチパネル）
　５０６ａ　スマホＯＳ処理部
　５０６ｂ　スマホアプリ処理部
　５１１　ＵＳＢ通信Ｉ／Ｆ部
　５１４　監視機能制御部
　８００　固定電話機
　８５１　プラグ端子
　８５２　コンセント端子
　８５３　ソレノイドコイル
　８５０、８５４　スイッチ部
　８５５　電流検出素子
　９０１　プロセッサ
　９０１ｘ　点灯継続時間計測タイマ
　９０１ｙ　消灯遅延時間計測タイマ
　９０１ｚ　点灯時間計測タイマ
　９０４　メモリ
　９０５　照度センサ
　９０６　動作センサ
　９０７　ライト
　９０８　電池 



(30) JP 2017-175472 A 2017.9.28

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(31) JP 2017-175472 A 2017.9.28

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(32) JP 2017-175472 A 2017.9.28

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(33) JP 2017-175472 A 2017.9.28

【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】



(34) JP 2017-175472 A 2017.9.28

【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】



(35) JP 2017-175472 A 2017.9.28

【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】



(36) JP 2017-175472 A 2017.9.28

【図２５】 【図２６】

【図２７】 【図２８】



(37) JP 2017-175472 A 2017.9.28

【図２９】 【図３０】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

