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(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
建物内の人目につく場所に設置され、温度センサ−（２９）、ガスセンサ−（３１）、
音センサ−（３３）および振動センサ−（３５）を内蔵していると共に発信機（３９）、
受信機（４１）、音発生手段（３７）および表示板（２７）を有した親機（９）と、護身
用として人が常に携帯し、温度センサ−（５１）およびガスセンサ−（５３）を内蔵して
いると共に発信機（５９）、受信機（６１）、音発生手段（５５）および光源（５７）を
有した子機（２３）と、建物内の各部屋に設置され、温度センサ−（６９）、ガスセンサ
−（７１）、音発生手段（７７）および光源（７９）を内蔵していると共に発信機（７３
）と受信機（７５）を有し、さらに各部屋（３）の住人が入室する際は解除して入室する
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ための解除ボタン（８１）を有した赤外線センサ−（１３）と、を備え、
前記親機（９）が異常信号を検知した際に、親機（９）と子機（２３）との間で相互通
信し、前記子機（２３）が異常信号を検知した際に、子機（２３）と親機（９）との間で
相互通信し、および前記赤外線センサー（１３）が異常検知した際に、赤外線センサー（
１３）と親機（９）との間で相互通信する構成であることを特徴とする救助システム。
【請求項２】
前記親機（９）にレ−ザ−光線を発振するレ−ザ−光線発振手段（４３）を備えている
と共にこのレ−ザ−光線発振手段（４３）から発振されたレ−ザ−光線を受け、前記建物
内の非常口の所に非常口の文字が表示される表示手段（４５）を備え、この表示手段（４
５）に受信機（８７）内蔵の発光板（８５）および音発生手段（８９）を備えていること
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を特徴とする請求項１記載の救助システム。
【請求項３】
前記表示板（４５）には通常時計の時刻が表示されていることを特徴とする請求項１ま
たは２記載の救助システム。
【請求項４】
前記子機（２３）の下部に引き出し可能な、引き出しフレーム（４９）を設け、この引
き出しフレーム（４９）に赤外線センサー用ボタン（６３）と救助発信ボタン（６５）が
設けられていることを特徴とする請求項１、２または３記載の救助システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
この発明は、建物内に親機、赤外線センサーを設けると共に護身用として人が子機を常
に携帯して非常時の救助を行う救助システム（ＳＯＳシステムともいう）に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、災害警報装置として、建物又は備品に取り付け可能なケースを備え、このケース
内に、予め決められた種類の災害を感知したとき検出信号を出力する少なくとも１種類の
災害感知手段と、この災害感知手段が出力する検出信号に応じて起動し、災害に備えて準
備されている非常用の設備又は備品の所在地を光学的に又は音声メッセージで教示する報
知手段とが収納されたものが知られている（特許文献１参照）。
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【０００３】
また、その他現在までに例えば建物の鍵が見当たらなかった場合、９０ｍ以内なら大き
な音と光で３６０度どんな場所で落としても安心してワイヤレス発見器や赤外線と空気振
動センサーで家中丸ごと完全警備しあらゆる侵入経路を経つ防犯システムなどが知られて
いる。
【特許文献１】特開２００３−３０８５８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
ところで、上述した種々の救助システムにおいては、各種のセンサーを備えた親機およ
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び／又は子機を用いて非常時に報知するシステムが多く、一方的に使用されているもので
あり、不充分な救助システムであって、完全な救助システムが存在していないのが現状で
ある。
【０００５】
この発明は上述の課題を解決するためになされたものでる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記発明が解決しようとする課題を達成するためにこの発明の救助システムは、建物内
の人目につく場所に設置され、温度センサ−、ガスセンサ−、音センサ−および振動セン
サ−を内蔵していると共に発信機、受信機、音発生手段および表示板を有した親機と、護
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身用として人が常に携帯し、温度センサ−およびガスセンサ−を内蔵していると共に発信
機、受信機、音発生手段および光源を有した子機と、建物内の各部屋に設置され、温度セ
ンサ−、ガスセンサ−、音発生手段および光源を内蔵していると共に発信機と受信機を有
し、さらに各部屋の住人が入室する際は解除して入室するための解除ボタンを有した赤外
線センサ−と、を備え、
前記親機が異常信号を検知した際に、親機と子機との間で相互通信し、前記子機が異常
信号を検知した際に、子機と親機との間で相互通信し、および前記赤外線センサーが異常
検知した際に、赤外線センサーと親機との間で相互通信する構成であることを特徴とする
ものである。
【０００７】
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この発明の救助システムは、前記救助システムにおいて、前記親機にレ−ザ−光線を発
振するレ−ザ−光線発振手段を備えていると共にこのレ−ザ−光線発振手段から発振され
たレ−ザ−光線を受け、前記建物内の非常口の所に非常口が表示される表示手段を備え、
この表示手段に受信機内蔵の発光板および音発生手段を備えていることが好ましい。
【０００８】
この発明の救助システムは、前記救助システムにおいて、前記表示板には通常時計の時
刻が表示されていることが好ましい。
【０００９】
この発明の救助システムは、前記救助システムにおいて、前記子機の下部に引き出し可
能な、引き出しフレームを設け、この引き出しフレームに赤外線用ボタンと救助発信ボタ
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ンが設けられていることが好ましい。
【発明の効果】
【００１０】
以上のごとき課題を解決するための手段の説明から理解されるように、この発明によれ
ば、前記親機が異常信号を検知した際に、親機と子機との間で相互通信し、前記子機が異
常信号を検知した際に、子機と親機との間で相互通信し、および前記赤外線センサーが異
常検知した際に、赤外線センサーと親機との間で相互通信する構成であるので、今まで以
上の救助、防犯、災害などを知らせることができ、その結果、救助、防犯対策、災害対策
として大いに利用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１１】
以下、この発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００１２】
図１を参照するに、建物としての例えばホテル１の各階には複数の部屋３が廊下５を挟
んで備えられており、その中央部にはエレベータ７が備えられている。そして、このエレ
ベータ７の例えば前側の上部隅には図２も併せて参照するに親機９が設けられている。す
なわち、この親機９は建物内の人目につく場所に設けられるものである。そして、図２お
よび図３を併せて参照するに、前記各部屋３の入り口用ドア１１の近くの側壁には赤外線
センサー１３が設けられている。また、図４を併せて参照するに、両側の部屋３の外側に
は非常階段１５が配置されている。この非常階段１５の内側の壁１７には非常用出入り口
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１９が設けられている。この非常用出入り口１９が設けられている壁１７の上部には非常
口プレート２１が取り付けられている。前記各部屋３の住人が護身用として常に子機２３
を携帯している。
【００１３】
前記親機９は図５に示されているように、ケース本体２５を備えており、このケース本
体２５の前面中央部には表示板２７を備えている。この表示板２７の例えば左側部のケー
ス本体２５には温度センサ−２９、ガスセンサ−３１、音センサ−３３および振動センサ
−３５が設けられている。また、表示板２７の例えば右側部のケース本体２５には音発生
手段としての例えばスピーカ−３７が設けられていると共に表示板２７の例えば下側部の
ケース本体２５には発信機３９、受信機４１が設けられている。さらに、前記表示板２７
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の例えば上側部のケース本体２５の左右端部にはレ−ザ−光線を発振させるレ−ザ−光線
発振手段４３が設けられている。このレ−ザ−光線発振手段４３から発振されたレ−ザ−
光線を受け、前記壁１７の非常口２１の上部には図１および図４に示されているように、
非常口の文字が表示される表示手段４５が備えられている。
【００１４】
前記子機２３は図６、図７に示されているように、ケース本体４７を備えており、この
ケース本体４７の下部には引き出し可能な引き出しフレーム４９が設けられている。前記
ケース本体４７の例えば前面左側部には温度センサ−５１、ガスセンサ−５３が設けられ
ていると共に前記ケース本体４７の例えば前面右側部には音発生手段としての例えばスピ
ーカ−５５、光源５７が設けられている。また、前記ケース本体４７の例えば正面右端部
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には発信機５９、受信機６１が設けられている。さらに、前記引き出しフレーム４９の前
面右側部には赤外線用ボタン６３、救助発信ボタン（ＳＯＳ発信ボタン）６５が設けられ
ている。
【００１５】
前記赤外線センサー１３は図８に示されているように、ケース本体６７を備えており、
このケース本体６７の前面左側部には温度センサ−６９およびガスセンサ−７１が設けら
れていると共に前記ケース本体６７の前面下側部には発信機７３が設けられていると共に
受信機７５が設けられている。さらに、前記ケース本体６７の前面右側部には音発生手段
としての例えばスピーカ−７７、光源７９が設けられていると共に解除ボタン８１が設け
られている。
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【００１６】
前記表示手段４５は、図９に示されているように、ケース本体８３を備えており、この
ケース本体８３の中央部には発光板８５が設けられている。この発光板８５に非常口の文
字を発光させて表示すべく、前記レーザー光線発振手段４３から発振されたレーザー光線
を受信する受信機８７が設けられている。この受信機８７には音を発生させる音発生手段
としての例えばスピーカー８９が設けられている。
【００１７】
上記構成により、親機９は子機２３の発信機５９、赤外線センサ−１３の発信機７３か
らの救助信号（ＳＯＳ信号）を受信機４１で受信すると、スピ−カ−３７で大きな音が発
生されると共に表示板２７の部屋番号表示に部屋番号がバッシング（光）で表示される。
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そして、レ−ザ−光線発振手段４３から前もって非常口と書き込んであるレ−ザ−光線が
左右の非常口プレ−ト２１に向かってレ−ザ−光が発信され、表示手段４５に設けられて
いる受信機８７でレ−ザ−光が受信されると、非常口の文字を発光板８５に発光して表示
させることができる。それと同時にスピーカー８９が作動し音が発生されて非常口１９か
らも聞こえるようにすることができる。なお、前記表示板２７は通常時計として利用され
ていて、非常時に部屋番号表示をバッシング（光）で表示させることができる。
【００１８】
また、親機９に備えられた温度センサ−２９、ガスセンサ−３１、音センサ−３３、振
動センサ−３５の何れか１つが災害を感知した場合には親機９自身の上記の作動は勿論、
親機９の発信機３９から子機２３へ向けて発信し、子機２３は受信機６１で受信しスピ−
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カ−５５で音を発生させると共に光源５７で光を発し各部屋３の住人に災害発生を知らせ
ることができる。
【００１９】
各部屋３の住人が持っている子機２３の温度センサ−５１、ガスセンサ−５３のどちら
かが異常を感知した場合、自動的に作動し、住人に災害発生を知らせると共に子機２３の
発信機５９から親機９へ向けて発信され、親機９の受信機４１が受信する。その結果、ス
ピ−カ−３７で大きな音が発生されると共に表示板２７の部屋番号表示に部屋番号がバッ
シング（光）で表示される。そして、レ−ザ−光線発振手段４３から前もって非常口と書
き込んであるレ−ザ−光線が左右の非常口プレ−ト２１に向かってレ−ザ−光が発信され
、表示手段４５に設けられている受信機８７でレ−ザ−光が受信されると、非常口の文字
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を発光板８５に発光して表示させることができる。それと同時にスピーカー８９が作動し
音が発生されて非常口１９からも聞こえるようにすることができる。また、引き出しフレ
ーム４９を引き出して一定時間例えば３秒毎に数回押さないと発信できないようになって
いる。すなわち、酔っぱらい時や無意識の誤操作対策を講じているものである。
【００２０】
前記赤外線センサー１３は部屋３に無断侵入者を感知した場合には自動的に作動し、ス
ピーカ−７５で警報音を発すると共に光源７７により光（ストロボ）を点灯して住人に知
らせることができる。さらに、発信機７３により親機９へ発信され、親機９の受信機４１
が受信すると、スピ−カ−３７で大きな音が発生されると共に表示板２７の部屋番号表示
に部屋番号がバッシング（光）で表示される。そして、レ−ザ−光線発振手段４３から前

50

(5)

JP 4009606 B2 2007.11.21

もって非常口と書き込んであるレ−ザ−光線が左右の非常口プレ−ト２１に向かってレ−
ザ−光が発信され、表示手段４５に設けられている受信機８７でレ−ザ−光が受信される
と、非常口の文字を発光板８５に発光して表示させることができる。それと同時にスピー
カー８９が作動し音が発生されて非常口１９からも聞こえるようにすることができる。な
お、前記表示板２７は通常時計として利用されていて、非常時に部屋番号表示をバッシン
グ（光）で表示させることができる。
【００２１】
さらに、無人の部屋３で赤外線センサー１３の温度センサ−６９、ガスセンサ−７１の
何れかが作動して異常を感知した場合には自動的に発信機７３により親機９へ発信され、
親機９の受信機４１が受信すると、スピ−カ−３７で大きな音が発生されると共に表示板
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２７の部屋番号表示に部屋番号をバッシング（光）で表示される。そして、レ−ザ−光線
発振手段４３から前もって非常口と書き込んであるレ−ザ−光線が左右の非常口プレ−ト
２１に向かってレ−ザ−光が発信され、表示手段４５に設けられている受信機８７でレ−
ザ−光が受信されると、非常口の文字を発光板８５に発光して表示させることができる。
それと同時にスピーカー８９が作動し音が発生されて非常口１９からも聞こえるようにす
ることができる。なお、前記表示板２７は通常時計として利用されていて、非常時に部屋
番号表示をバッシング（光）で表示させることができる。
【００２２】
また、部屋３の住人が入室する場合には、部屋３内の前記赤外線センサー１３に設けら
れた解除ボタン８１を押して解除して入室する。
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【００２３】
したがって、救助システムとして、ホテル１内の人目につく場所に設置され、温度セン
サ−２９、ガスセンサ−３１、音センサ−３３および振動センサ−３５を内蔵していると
共に発信機３９、受信機４１、音発生手段３７および表示板２７を有した親機９と、護身
用として人が常に携帯し、温度センサ−５１およびガスセンサ−５３を内蔵していると共
に発信機５９、受信機６１、音発生手段５５および光源５７を有した子機２３と、ホテル
１内の各部屋に設置され、温度センサ−６９およびガスセンサ−７１を内蔵していると共
に発信機７３を有した赤外線センサ−１３と、を備えていることで、温度、ガス、音、振
動による異常時に前記親機９、子機２３および赤外線センサ−１３の３者が相互に働いて
、ホテル１内にいる人に知らせて未然に災害の発生を防止できるようにした完全な救助シ
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ステムを提供することができる。
【００２４】
なお、この発明は前述した実施の形態に限定されることなく、適宜な変更を行うことに
よりその他の態様で実施し得るものである。本実施の形態では、建物としてホテル１を例
にとって説明したが、マンション、病院、介護施設、老人施設などであっても構わない。
また、建築物の中だけに限らず、社会の防犯対策に利用できる。例えば親機９を警察署や
消防署に設置し、各家庭には赤外線センサ−１３、各個人に子機２３を常に携帯させて社
会の防犯対策に利用することも可能である。特に、小中学生の登下校に最適である。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
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【図１】この発明の救助システムを使用したホテルの平面図である。
【図２】図１におけるエレベータ部分の側面図である。
【図３】図１における部屋の正面図である。
【図４】図１における非常口部分の側面図である。
【図５】親機の平面図である。
【図６】子機の平面図である。
【図７】子機の正面図である。
【図８】赤外線センサ−の平面図である。
【図９】表示手段の平面図である。
【符号の説明】
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【００２６】
１

ホテル（建物）

３

部屋

５

廊下

７

エレベ−タ

９

親機

１１

入り口用ドア

１３

赤外線センサ−

１５

非常階段

１７

壁

１９

非常用出入り口

２１

非常口プレート

２３

子機

２５

ケ−ス本体

２７

表示板

２９

温度センサ−

３１

ガスセンサ−

３３

音センサ−

３５

振動センサ−

３７

スピ−カ−（音発生手段）

３９

発信機

４１

受信機

４３

レ−ザ−光線発振手段

４５

表示部

４７

ケ−ス本体

４９

引き出しフレ−ム

５１

温度センサ−

５３

ガスセンサ−

５５

スピ−カ−（音発生手段）

５７

光源

５９

発信機

６１

受信機

６３

赤外線センサ−用ボタン

６５

救助発振ボタン

６７

ケ−ス本体

６９

温度センサ−

７１

ガスセンサ−

７３

発信機

７５

受信機

７７

スピ−カ−（音発生手段）

７９

光源

８１

解除ボタン

８３

ケ−ス本体

８５

発光板

８７

受信機

８９

スピ−カ−（音発生手段）
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【図１】

【図３】

【図２】
【図４】

【図５】

【図７】

【図８】

【図６】
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