
JP 2013-25481 A 2013.2.4

10

(57)【要約】
【課題】誤警報を防止しつつ容易に窓を開閉可能とする
。
【解決手段】防犯受信機３の制御部30は、第２防犯セン
サ２で人が検知されてから警戒一時解除時間のカウント
が終了するまでの間、第１防犯センサ１の検知結果を無
効とする。したがって、警戒モード設定中に住人Ｈが窓
(建具100)を開けても防犯受信機３や第１防犯センサ１
及び第２防犯センサ２が誤って警報音を鳴動させること
がなく、誤警報を防止しつつ容易に窓が開閉できる。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　窓を有する建物に設置され、窓からの不審者の侵入を監視する防犯システムであって、
前記窓の開閉若しくは前記窓に設けられた錠の施解錠を検知して当該検知結果を送信する
第１防犯センサと、前記建物内の前記窓の周辺における人の存在を検知して当該検知結果
を送信する第２防犯センサと、前記第１防犯センサ及び前記第２防犯センサから送信され
る検知結果を受信し、当該検知結果に応じて警報を行う防犯受信機とを備え、前記防犯受
信機は、前記検知結果を受信する受信手段と、音や光あるいは外部への連絡などによる警
報を行う警報手段と、前記受信手段で受信する前記検知結果に基づいて警報の要否を判断
し、警報が必要と判断した場合に前記警報手段に警報を行わせる制御手段と、前記制御手
段を、前記警報の要否判断を行う警戒モードと前記警報の要否判断を行わない非警戒モー
ドとに択一的に切り換える切換手段とを有し、前記制御手段は、前記警戒モードにおいて
前記第２防犯センサから人の存在を検知した検知結果を受け取った場合、前記第１防犯セ
ンサから前記窓の閉状態若しくは前記錠の施錠状態を検知した検知結果を受け取っていれ
ば警戒一時解除時間の計時を開始し、一方、前記第１防犯センサから前記窓の開状態若し
くは前記錠の解錠状態を検知した検知結果を受け取っていれば前記警報手段に警報を行わ
せ、前記警戒一時解除時間の計時中は前記第１防犯センサから前記窓の開状態若しくは前
記錠の解錠状態を検知した検知結果を受け取っても前記警報手段に警報を行わせないこと
を特徴とする防犯システム。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記警戒モードにおいて前記第１防犯センサから前記窓の開状態若し
くは前記錠の解錠状態を検知した検知結果を受け取っている場合に前記第２防犯センサか
ら人の存在を検知した検知結果を受け取ると、前記警報よりもレベルの低い報知を前記警
報手段に行わせることを特徴とする請求項１記載の防犯システム。
【請求項３】
　前記第１防犯センサ及び前記第２防犯センサは、前記防犯受信機の前記警報手段が前記
警報を行う場合に警報音を鳴動することを特徴とする請求項１又は２記載の防犯システム
。
【請求項４】
　前記第１防犯センサ及び前記第２防犯センサは、前記防犯受信機の前記警報手段が前記
報知を行う場合に報知音を鳴動することを特徴とする請求項２記載の防犯システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、窓を有する建物に設置され、窓からの不審者の侵入を監視する防犯システム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、窓を有する建物(主に住宅)に設置され、窓からの不審者の侵入を監視する防犯シ
ステムが提供されている(例えば、特許文献１参照)。
【０００３】
　特許文献１記載の従来例は、宅内に設置された各種防犯センサがインターホン親機と接
続され、防犯センサにおいて防犯異常が検知されたときにインターホン親機から警報出力
するものである。そして、窓の開閉や破壊を検知する窓センサと、熱線等を利用して室内
の侵入者を検知する室内人感センサとが防犯センサとして用いられる。
【０００４】
　この従来例では、インターホン親機が警戒モードに設定されている場合、何れかの防犯
センサから防犯異常信号を受信して警報音を鳴動させ、インターホン親機が非警戒モード
に設定されている場合は、何れかの防犯センサから防犯異常信号を受信しても警報音を鳴
動させないようにしている。
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【０００５】
　また、この従来例には警戒レベルの異なる二段階の警戒モード設定が用意されている。
警戒レベルの低い第一の警戒モードにおいては、防犯異常を検知した際に防犯センサとイ
ンターホン親機による警報音の鳴動のみを行う。一方、警戒レベルの高い第二の警戒モー
ドにおいては、防犯異常を検知した際に上記警報音の鳴動に加えて、外部への通報も行う
。第一の警戒モードは、在宅中において使用するモードであって、誤って警戒の解除をせ
ずに窓や玄関扉を開けてしまった際に、外部に不要な通報をしてしまうのを防ぐことがで
きる。一方、第二の警戒モードは、外出時において設定されるものであって、外出先で防
犯異常を知ることができるため、外出時の防犯異常にも対処することが可能になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－２６５９２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、在宅中に第一の警戒モードに設定されている場合において、宅内に居る住人
が換気のために窓を開けると、窓センサが防犯異常を検知して警報音が鳴動されてしまう
。このような誤警報を防ぐには、インターホン親機を第一の警戒モードから非警戒モード
に切り換えた後に住人が窓を開け、さらにインターホン親機を非警戒モードから第一の警
戒モードに再度切り換える必要があった。
【０００８】
　しかしながら、上述のように窓を開けるためだけに警戒モードの切換操作を２回もする
ことは非常に煩わしく、しかも、住人が窓を開けた後に非警戒モードから警戒モードへの
切換を忘れてしまう虞がある。
【０００９】
　本発明は、上記課題に鑑みて為されたものであり、誤警報を防止しつつ容易に窓が開閉
できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の防犯システムは、窓を有する建物に設置され、窓からの不審者の侵入を監視す
る防犯システムであって、前記窓の開閉若しくは前記窓に設けられた錠の施解錠を検知し
て当該検知結果を送信する第１防犯センサと、前記建物内の前記窓の周辺における人の存
在を検知して当該検知結果を送信する第２防犯センサと、前記第１防犯センサ及び前記第
２防犯センサから送信される検知結果を受信し、当該検知結果に応じて警報を行う防犯受
信機とを備え、前記防犯受信機は、前記検知結果を受信する受信手段と、音や光あるいは
外部への連絡などによる警報を行う警報手段と、前記受信手段で受信する前記検知結果に
基づいて警報の要否を判断し、警報が必要と判断した場合に前記警報手段に警報を行わせ
る制御手段と、前記制御手段を、前記警報の要否判断を行う警戒モードと前記警報の要否
判断を行わない非警戒モードとに択一的に切り換える切換手段とを有し、前記制御手段は
、前記警戒モードにおいて前記第２防犯センサから人の存在を検知した検知結果を受け取
った場合、前記第１防犯センサから前記窓の閉状態若しくは前記錠の施錠状態を検知した
検知結果を受け取っていれば警戒一時解除時間の計時を開始し、一方、前記第１防犯セン
サから前記窓の開状態若しくは前記錠の解錠状態を検知した検知結果を受け取っていれば
前記警報手段に警報を行わせ、前記警戒一時解除時間の計時中は前記第１防犯センサから
前記窓の開状態若しくは前記錠の解錠状態を検知した検知結果を受け取っても前記警報手
段に警報を行わせないことを特徴とする。
【００１１】
　この防犯システムにおいて、前記制御手段は、前記警戒モードにおいて前記第１防犯セ
ンサから前記窓の開状態若しくは前記錠の解錠状態を検知した検知結果を受け取っている
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場合に前記第２防犯センサから人の存在を検知した検知結果を受け取ると、前記警報より
もレベルの低い報知を前記警報手段に行わせることが好ましい。
【００１２】
　この防犯システムにおいて、前記第１防犯センサ及び前記第２防犯センサは、前記防犯
受信機の前記警報手段が前記警報を行う場合に警報音を鳴動することが好ましい。
【００１３】
　この防犯システムにおいて、前記第１防犯センサ及び前記第２防犯センサは、前記防犯
受信機の前記警報手段が前記報知を行う場合に報知音を鳴動することが好ましい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の防犯システムは、誤警報を防止しつつ容易に窓が開閉できるという効果がある
。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明に係る防犯システムの実施形態を示すシステム構成図及び第１防犯センサ
、第２防犯センサ、防犯受信機のブロック図である。
【図２】同上における第１防犯センサ及び第２防犯センサの設置状況を説明するための説
明図である。
【図３】同上における防犯受信機の制御部の動作を説明するためのフローチャートである
。
【図４】同上における防犯受信機の制御部の動作を説明するためのフローチャートである
。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、戸建住宅に設置される防犯システムに本発明の技術思想を適用した実施形態につ
いて、図面を参照して詳細に説明する。ただし、本発明の技術思想が適用可能な防犯シス
テムは戸建住宅に設置されるものに限定されず、集合住宅の住戸や事務所などに設置され
るものであっても構わない。
【００１７】
　本実施形態の防犯システムは、図１に示すように第１防犯センサ１と、第２防犯センサ
２と、防犯受信機３とを備えている。ただし、図示例では第１防犯センサ１及び第２防犯
センサ２を１組しか備えていないが、窓の数に応じて複数組の第１防犯センサ１及び泥２
防犯センサ２を備えていても構わない。
【００１８】
　第１防犯センサ１は、制御部10、窓検知部11、アンテナ12、無線通信部13、警報部14な
どを具備し、図２に示すように窓を開閉する建具(引き違い戸)100に取り付けられる。窓
検知部11は、建具100に設けられたクレセント錠110の施錠と解錠の各状態を検知したり、
あるいは建具100の開状態と閉状態を検知し、検知状態(以下、窓の検知状態と呼ぶ。)が
変化したとき(例えば、閉状態から開状態に変化したとき)に検知信号を出力する。ただし
、このような窓検知部11は従来周知であるから、詳細な構成についての図示並びに説明は
省略する。
【００１９】
　制御部10は、マイクロコンピュータやメモリ、タイマなどのハードウェアとマイクロコ
ンピュータで実行されるプログラムなどのソフトウェアとで構成される。制御部10では、
窓検知部11から受け取る検知信号(検知結果)を無線通信部13に出力する。無線通信部13は
、制御部10から受け取った検知結果を含む無線信号をアンテナ12を介して防犯受信機３へ
送信する。警報部14はスピーカ及びスピーカの駆動回路を具備し、制御部10の指示に基づ
いてスピーカから警報音(ブザー音や警報メッセージなど)を鳴動する。ただし、警報音に
代えて、あるいは警報音とともに警報部14が光による警報を出力しても構わない。
【００２０】
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　第２防犯センサ２は、制御部20、人体検知部21、アンテナ22、無線通信部23、警報部24
などを具備し、図２に示すように第１防犯センサ１が設置されている窓(建具100)よりも
上方の壁面に設置される。人体検知部21は、例えば、焦電素子を用いて人体から放射され
る熱線(赤外線)を検出することにより、室内における窓(建具100)の周囲に存在する人を
検知し、人を検知しているときに検知信号を出力する。ただし、このような人体検知部21
は従来周知であるから、詳細な構成についての図示並びに説明は省略する。
【００２１】
　制御部20は、マイクロコンピュータやメモリ、タイマなどのハードウェアとマイクロコ
ンピュータで実行されるプログラムなどのソフトウェアとで構成される。制御部20では、
人体検知部21から受け取る検知信号(検知結果)を無線通信部23に出力する。無線通信部23
は、制御部20から受け取った検知結果を含む無線信号をアンテナ22を介して防犯受信機３
へ送信する。警報部24はスピーカ及びスピーカの駆動回路を具備し、制御部20の指示に基
づいてスピーカから警報音(ブザー音や警報メッセージなど)を鳴動する。ただし、警報音
に代えて、あるいは警報音とともに警報部24が光による警報を出力しても構わない。
【００２２】
　防犯受信機３は、制御部30、アンテナ31、無線通信部32、記憶部33、警報部34、データ
通信部35、操作入力部36などを具備し、例えば、宅内の居間の壁などに設置される。無線
通信部32は、第１防犯センサ１及び第２防犯センサ２から送信される無線信号をアンテナ
31を介して受信し、当該無線信号に含まれる検知結果を制御部30に出力する。制御部30は
、無線通信部32から受け取った検知結果を、各防犯センサ１，２毎に時系列で記憶部33に
記憶させる。なお、記憶部33は電気的に書換可能な不揮発性半導体メモリ(フラッシュメ
モリなど)で構成される。警報部34はスピーカ及びスピーカの駆動回路を具備し、制御部3
0の指示に基づいてスピーカから警報音(ブザー音や警報メッセージなど)を鳴動する。た
だし、警報音に代えて、あるいは警報音とともに警報部34が光による警報を出力しても構
わない。データ通信部35は、例えば、100BASE-TXなどのLAN規格に準拠し、ツイストペア
ケーブル(LANケーブル)を介したデータ通信を行うものである。なお、図示は省略してい
るが、データ通信部35にはLANケーブルを介してインターネット通信装置(光回線終端装置
<ONU>やCATVモデムなど)が接続されている。
【００２３】
　また操作入力部36は、手動でオンされる１乃至複数個の押釦スイッチを有し、押釦スイ
ッチがオンされることでそれぞれの押釦スイッチに対応した操作入力を受け付けて制御部
30に出力する。例えば、モード切換に対応した押釦スイッチがオンされると、警戒モード
から非警戒モード又は非警戒モードから警戒モードへの切換を指示する操作入力が操作入
力部36から制御部30に出力される。そして、制御部30は前記操作入力を受け取ると、現在
のモードが警戒モードであれば非警戒モードに切り換わり、現在のモードが非警戒モード
であれば警戒モードに切り換わる。
【００２４】
　次に、本実施形態の防犯システムの動作を説明する。図３は第２防犯センサ２の検知結
果に対する防犯受信機３の制御部30の動作を示したフローチャートである。制御部30は、
第２防犯センサ２から人体検知の検知結果を受け取った場合(S11)、非警戒モードであれ
ば何もせずにステップS11に戻る。一方、警戒モードに設定されている場合(S12)、制御部
30は、第１防犯センサ１による窓の検知結果が開状態と閉状態の何れであるかを判断し(S
13)、開状態であれば警報部34に警報音を鳴動させる(S14)。このとき、制御部30は第２防
犯センサ２に警報音の鳴動を指示する制御命令を含む無線信号を無線通信部32に送信させ
る。その結果、前記制御命令を受け取った第２防犯センサ２の制御部20が警報部24に警報
音を鳴動させる。また、制御部30は警報音の鳴動中に操作入力部36が警報音停止の操作入
力を受け付けると(S15)、警報部34に警報音の鳴動を停止させ(S16)、さらに第２防犯セン
サ２に警報音の鳴動停止を指示する制御命令を含む無線信号を無線通信部32に送信させる
。その結果、前記制御命令を受け取った第２防犯センサ２の制御部20が警報部24に警報音
の鳴動を停止させる。また、ステップS13において第１防犯センサ１による窓の検知結果
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が閉状態であれば、制御部30は警報部34に警報音を鳴動させずに警戒一時解除時間のカウ
ントを開始し(S17)、警戒一時解除時間のカウントが終了したらステップS11に戻る(S18)
。
【００２５】
　図４は第１防犯センサ１の検知結果に対する防犯受信機３の制御部30の動作を示したフ
ローチャートである。制御部30は、第１防犯センサ１から窓が開状態となった検知結果を
受け取った場合(S21)、警戒一時解除時間のカウント中か否かを判断する(S22)。そして、
警戒一時解除時間のカウント中であれば、制御部30は何もせずにステップS21に戻る。一
方、警戒一時解除時間のカウント中でなければ、制御部30は警報部34に警報音を鳴動させ
る(S23)。このとき、制御部30は第１防犯センサ１に警報音の鳴動を指示する制御命令を
含む無線信号を無線通信部32に送信させる。その結果、前記制御命令を受け取った第１防
犯センサ１の制御部10が警報部14に警報音を鳴動させる。また、警報音の鳴動中に操作入
力部36が警報音停止の操作入力を受け付けると(S24)、制御部30は警報部34に警報音の鳴
動を停止させる(S25)。さらに制御部30は、第１防犯センサ１に警報音の鳴動停止を指示
する制御命令を含む無線信号を無線通信部32に送信させる。その結果、前記制御命令を受
け取った第１防犯センサ１の制御部10が警報部14に警報音の鳴動を停止させる。
【００２６】
　すなわち、第２防犯センサ２で人が検知されてから警戒一時解除時間のカウントが終了
するまでの間、制御部30が第１防犯センサ１の検知結果を無効としている。したがって、
警戒モード設定中に住人Ｈが窓(建具100)を開けても防犯受信機３や第１防犯センサ１及
び第２防犯センサ２が誤って警報音を鳴動させることがなく、誤警報を防止しつつ容易に
窓が開閉できるものである。
【００２７】
　ところで、上述のように住人Ｈの意思で窓(建具100)が開けられている状況において、
住人Ｈが第２防犯センサ２の検知領域に入ると制御部30が警報部34に警報音を鳴動させる
ことになる。この場合、警報音が大きく且つ威圧的に鳴動された場合、住人Ｈに不快感を
与える虞がある。
【００２８】
　そこで、警戒モードにおいて第１防犯センサ１で窓が開状態の検知結果を受け取ってい
る場合に第２防犯センサ２から人体検知の検知結果を受け取ると、制御部30が、警報音よ
りもレベルの低い報知音を警報部34に鳴動させることが好ましい。この場合の報知音とし
ては、例えば、「ポロロン」というようにブザー音よりも優しい音色の音が望ましい。こ
のように警戒モード設定中に第２防犯センサ２で住人Ｈを検知した場合、警報音よりもレ
ベルの低い報知音を鳴動させることで住人Ｈに不快感を与え難くすることができる。なお
、このような報知音は防犯受信機３だけでなく各防犯センサ１，２の警報部14，24からも
鳴動させることが好ましい。ここで、警戒モードにおいて開いている窓から不審者が侵入
した場合にも第２防犯センサ２からは報知音が鳴動されるが、例え報知音であっても不審
者に宅内への侵入を躊躇わせることができる。
【００２９】
　なお、本実施形態においても従来例と同様に、住人全員が外出して宅内に人が居ない状
況に対応した外出警戒モードと、住人が在宅している状況に対応した在宅警戒モードとの
２種類の警戒モードが選択できるようにしても構わない。この場合、外出警戒モードにお
いては、制御部30は図３及び図４のフローチャートに示した動作を行わずに第１防犯セン
サ１又は第２防犯センサ２で異常(窓の開状態、人の存在)が検知されると直ちに警報音を
鳴動させればよい。このとき、データ通信部35より外部の連絡先(例えば、住人Ｈの携帯
電話機など)に警報を通知してもよい。一方、在宅警戒モードにおいては、制御部30が図
３及び図４のフローチャートに示した動作を行えばよい。
【符号の説明】
【００３０】
　１　第１防犯センサ
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　２　第２防犯センサ
　３　防犯受信機
　30　制御部(制御手段)
　31　アンテナ(受信手段)
　32　無線通信部(受信手段)
　34　警報部(警報手段)
　36　操作入力部(切換手段)

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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