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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　室外に設置され、チャイムベル（１１）、及び、第１のカメラ（１２）と第２のカメラ
（１２’）を備えるドアロック（１０）と、
　室内に設置され、前記チャイムベル（１１）の動作、及び、前記第１のカメラ（１２）
と第２のカメラ（１２’）で撮影された画像をディスプレイし、且つ、選択的にドアを開
閉させるためのモニタリング装置（２０）とを含んでなり、
　前記ドアロック（１０）はモーションセンサー（１３）をさらに備え、
　前記第１のカメラ（１２）は前記チャイムベル（１１）が押された時に撮影を開始し、
前記第２のカメラ（１２’）は前記モーションセンサー（１３）が動きを検知した時に撮
影を開始し、
　前記モニタリング装置（２０）は、前記チャイムベル（１１）が押されると前記第１の
カメラ（１２）で撮影した画像を表示すると同時にベルを作動させ、前記モーションセン
サー（１３）によって動きが検知されると前記第２のカメラ（１２’）で撮影された画像
を表示すると同時に室内でのみベルを作動させる、ように構成され、
　前記モーションセンサー（１３）によって動きが検知された時に作動するベルの音は、
前記チャイムベル（１１）が押されたときに作動するベルの音とは異なる、ことを特徴と
するドアロック装置。
【請求項２】
　前記ドアロック装置は、前記第２のカメラ（１２’）で撮影された画像を表示するため
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に、別途のモニタリング装置（２０’）をさらに備えることを特徴とする、請求項１に記
載のドアロック装置。
【請求項３】
　前記別途のモニタリング装置（２０’）がスクリーン、コンピュータモニターまたはＴ
Ｖであることを特徴とする、請求項２に記載のドアロック装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、ドアロック装置に係り、さらに詳しくは、ドアの外部から動きが検知され
ると、室内でのみチャイムベルが作動するようにして、室内からの室外への監視機能をさ
らに向上させることができるようにしたドアロック装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　　一般に、ドアロックは、ドアの施錠機能と共に、外部から訪問者があることを知らせ
ることができるようにチャイムベル機能も持っている。特に、チャイムベル機能の場合、
ドアロックにチャイムベルとカメラを備え、室内にはモニタリング装置を備えることによ
り、訪問者がチャイムベルを押すと、室内では、ベルの音と共に、訪問者を撮影した画像
をモニタリング装置に表示する。最近では、このようなドアロックは、住人が留守中の訪
問者を確認したり、ドアロック破損の際にこれを検出して知らせたりするなどのセキュリ
ティーについて多くの研究が行われている。
【０００３】
　特許文献（韓国公開特許第１０－２００４－００９６４６６号（２００４年１１月１６
日）には、留守中に住人と訪問者との電話連結などによって住人が訪問者を直接確認する
ことが可能なドアロックの制御について開示されている。このようなドアロック制御方法
は、訪問者が呼び出しボタンを押す場合、住人の留守中に、予め登録された住人の電話（
移動通信端末または有線電話）を自動で呼び出して住人と訪問者間の音声及び画像通話で
訪問者を直接確認した後、ＤＴＭＦ信号を通話路に注入することによりドアロックを制御
するためのＭＯＢＥＬＬシステムにおいて、訪問者が呼び出しボタンを押したとき、使用
者が宅内に不在している場合であれば、外部網に連動して訪問者と外部使用者間の通話を
連結させるＭＯＢＥＬＬシステムと、前記ＭＯＢＥＬＬシステムに連動して呼び履歴及び
訪問者のキャプチャ画像を保存し、通話連結の失敗の際に訪問用件を保存するためのホー
ムサーバーと、出入門を制御するドアロックと、前記ＭＯＢＥＬＬシステムと移動通信端
末または有線電話とを互いに連結させて音声及び画像通話を成立させるための外部網（移
動通信網又は公衆電話網）と、訪問者の身元を確認して音声又は画像通話を行うためのユ
ーザー電話機（移動通信端末又は有線電話）とを含むことを特徴とする。
【０００４】
　ところが、従来のドアロックは、訪問者の確認時またはセキュリティーなどの適用時に
次の問題点がある。
【０００５】
　１）盗難目的などでドアの前を通りながら室内に人の気配があるか否かを確認する場合
、室内にある居住者はこのような行動を察知することができない。
【０００６】
　２）特に、訪問者を装って販売促進活動を行ったりプリントなどを配布したりしながら
居住者が室内にあるかを確認するためにドアの前に立っている場合、室内にある居住者は
ドアの外に誰があるかが分からないうえ、確認する方法もない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　　本発明は、かかる従来の問題点に鑑みて案出されたもので、その目的は、ドアロック
にモーションセンサーを備え、訪問者がチャイムベルを押さなくても一定の距離内に進入
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すると、これを撮影して室内居住者に見せると同時に、室内側でのみベルを作動させて知
らせることにより、居住者がドアの外部に侵入者または訪問者があることを事前に知って
対処することができるようにした、ドアロック装置を提供することにある。
【０００８】
　また、本発明は、訪問者が在ることを知らせるチャイムベルの音と、動きを検知したと
きのチャイムベルの音とを互いに異なるように設定することにより、居住者は音だけから
も現在訪問者又は侵入者がドアの外にあるか否かを容易に区分して対処することができる
ようにした、ドアロック装置を提供することを他の目的とする。
【０００９】
　また、本発明は、動きを検知することにより、カメラで撮影された画像をスクリーンま
たはＴＶまたはコンピュータモニターなどを介して出力することができるようにすること
により、居住者は確認のために玄関またはその近くへ移動しなければならない厄介さを無
くすことができるようにした、ドアロック装置を提供することを別の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　　上記目的を達成するために、本発明に係るドアロック装置は、室外に設置され、チャ
イムベル及びカメラを備えるドアロックと、室内に設置され、前記チャイムベル及び前記
カメラの動作をディスプレイし且つ選択的にドアを開閉させるためのモニタリング装置と
を含んでなり、前記ドアロックはモーションセンサーをさらに備え、前記モニタリング装
置は、前記モーションセンサーによって室外から動きが検知されると、撮影された画像の
入力を受けると同時に室内でのみチャイムベルが作動するように構成したことを特徴とす
る。
【００１１】
　特に、前記室内でのみ作動するチャイムベルの音は、前記チャイムベルから出力される
チャイムベルの音とは異なることを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明に係るドアロック装置は、モーションセンサーが動作を検知すると、室外
を撮影して出力することができるように、別途のカメラとモニタリング装置をさらに備え
ることを特徴とする。
【００１３】
　また、前記モニタリング装置はスクリーン、コンピュータモニターまたはＴＶであるこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　　本発明のドアロック装置によれば、次のような効果がある。
【００１５】
　１）チャイムベルを押さなくてもドアに耳を当てて室内の動静を察するなど盗難目的な
どで居住者の気配を察知するための事前動作があるときに、これを室内側にある居住者だ
けがベルの音と画像から分かることができるため、これに対処することができる。
【００１６】
　２）子供が悪戯でチャイムベルを押したり押そうとしたりする動作などをカメラで撮影
して保管することができるため、このような行動に対する証拠資料として活用することが
できる。
【００１７】
　　３）モニタリング装置、例えば画像などを見るために購入して使用するスクリーンや
ＴＶ、モニターなどを介して、カメラで撮影された画像を出力することができるようにす
ることにより、居住者が便利にドアの外側の状況を見て対処することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明に係るドアロックの作動状態を説明するために概略的に示す概略図である
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。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、添付図面を参照して本発明の好適な実施例をより詳細に説明する。これに先立っ
て、本明細書及び請求の範囲に使用された用語または単語は、通常的且つ辞典的な意味に
限定して解釈されてはならず、発明者がその自分の発明を最善の方法で説明するために用
語の概念を適切に定義することができるという原則に立脚して、本発明の技術的思想に符
合する意味と概念で解釈されなければならない。
【００２０】
　よって、本明細書に記載した実施例及び図面に示した構成は、本発明の好適な一実施例
に過ぎず、本発明の技術的思想をすべて代弁するものではない。このため、本出願時点に
おいてこれらを代替することができる様々な均等物及び変形例があり得ることを理解すべ
きである。
【００２１】
　（構成）
　図１は本発明に係るドアロックの作動状態を説明するために概略的に示す概略図である
。
【００２２】
　本発明に係るドアロック装置は、ドアの外部側に設置され、ドアの開閉動作及びチャイ
ムベル機能を担当するドアロック１０と、室内側に取り付けられ、ドアロック１０の作用
に応じて画像などを表示し、ドアをロック／アンロックさせるためのモニタリング装置２
０とを含んでなる。
【００２３】
　特に、本発明のドアロック装置は、前記ドアロック１０にモーションセンサー１３をさ
らに備え、このモーションセンサー１３によって動きが検知されると、モニタリング装置
２０を介して室内側でのみチャイムベルが作動するようにすることにより、室外でチャイ
ムベルを押さなくて動きのみがある場合でも、室内にある居住者がこのような事実を分か
ることができるようにしたものである。
【００２４】
　以下、このような構成についてより具体的に説明する。
【００２５】
　ドアロック１０は、基本的にドアの室外側に設置され、室外でドアを開閉する場合或い
は訪問者がある場合にこれを知らせることができるように構成される。
【００２６】
　このようなドアロック１０は、居住者に訪問者があることを知らせるためにチャイムベ
ル１１とカメラ１２を備える。カメラ１２は、訪問者がチャイムベル１１を押すと、訪問
者を撮影し、撮影された画像をモニタリング装置２０へ出力する。
【００２７】
　本発明の好適な実施例において、前記ドアロック１０はモーションセンサー１３をさら
に備える。モーションセンサー１３は、物体の動きや位置などを認識するために使用され
る１種の動作認識センサーである。このようなモーションセンサー１３は、地磁気センサ
ーや加速度センサー、高度計、ジャイロなどを一つの複合チップの形で製作して羅針盤や
万歩計、ナビゲーション、携帯電話などに採用する通常の技術によるものを用いる。この
ようなモーションセンサー１３は、ドアの外部から動きが検知されると、これに対する信
号をモニタリング装置２０へ出力する。
【００２８】
　ここで、図面符号「１４」は暗証番号などを入力するためにドアロック１０の前面に設
けられるキーパッドを、「１５」はドアハンドルをそれぞれ示す。
【００２９】
　このように構成されたドアロック１０は、ドアの外部側から動きがあると、これをモー
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ションセンサー１３で検知し、検知された信号をモニタリング装置２０へ出力する。この
際、カメラ１２も同時に作動し、撮影した画像も一緒にモニタリング装置２０へ出力する
。
【００３０】
　モニタリング装置２０は、１種のディスプレイであって、室内側、すなわちドアの内側
や内壁などに取り付けられ、チャイムベル１１とカメラ１２から入力される信号を処理す
る。すなわち、モニタリング装置２０は、訪問者がチャイムベル１１を押すと、室内で分
かるようにベルを動作させる。この際、チャイムベル１１は、室内側だけでなく、室外側
でも分かるように作動する。そして、カメラ１２は、チャイムベル１１が押されると、ド
アの外部を撮影し、その画像をモニタリング装置２０へ送り出す。モニタリング装置２０
は、この画像を再生して室内で居住者が訪問者を視覚的に確認することができるようにす
る。
【００３１】
　一方、前記モニタリング装置２０は、上述したモーションセンサー１３から入力信号、
すなわちドアの室外側の動きを検知した信号の入力を受けると、チャイムベル１１を作動
させて居住者にドアの外部に動きがあることを知らせ、これと同時にカメラ１２でドアの
外部を撮影した画像を出力して居住者が確認することができるようにする。
【００３２】
　本発明の好適な実施例において、前記チャイムベル１１とカメラ１２は、通常、ドアロ
ック装置に備えられる構成をそのまま用いてもよく、別途にチャイムベル１１とカメラ１
２’をさらに構成してもよい。ところが、構成を簡単にするために、チャイムベルの場合
はドアロック装置に備えられたものを用いることが好ましい。
【００３３】
　また、本発明の好適な実施例において、前記モーションセンサー１３の信号検知により
チャイムベル１１が作動する場合、室内でのみ作動し室外では作動しないようにして、ド
アの外部ではこのような動きを検知した事実を分かることができないようにすることが好
ましい。
【００３４】
　そして、本発明の好適な実施例において、前記モーションセンサー１３によって作動す
るチャイムベルの音は、通常、訪問者がチャイムベル１１を押したときに作動するチャイ
ムベルの音とは異なるものを用いることにより、居住者がこの２種の作動について容易に
区分することができるようにすることが好ましい。
【００３５】
　図面符号「２１」は前記モニタリング装置２０に備えられ、ドアを開閉させるための開
閉スイッチを示す。このような開閉スイッチはタッチパネルであってもよい。
【００３６】
　一方、前記モニタリング装置２０は、通常、玄関の入口などに設置されるディスプレイ
を用いてもよいが、最近オーディオシステムと共に使用されるスクリーンやＴＶ画面、一
般コンピュータモニターなどをモニタリング装置２０’として活用してもよい。これは、
このような家電機器などを使用する途中でドアの外部から動きが検知される場合、玄関ま
で出なくても、直ちに居住者がモニタリング装置２０’を介して訪問者を確認することが
できるようにするためである。
【００３７】
　勿論、このようなモニタリング装置２０、２０’は混用して使用する構成も可能である
。
【００３８】
　以上、本発明は、モーションセンサーを用いてドアの外部から動きが検知されると、予
め室内にあるモニタリング装置を介して出力すると共にチャイムベルで警告することがで
きるようにすることにより、盗難防止効果を得ることができるうえ、不意の事故に事前に
対処することもできる。
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【符号の説明】
【００３９】
　　１０　　ドアロック
　　１１　　チャイムベル
　　１２　　カメラ
　１３　　モーションセンサー
　　１４　　キーパッド
　　１５　　ドアハンドル
　　２０　　モニタリング装置

【図１】
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