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(57)【要約】
【課題】　本発明は、　大気中に維持する各種ガスの種
類と濃度を測定するガス計測器で測定された計測値を、
無線端末機へ伝送して確認するに当って、測定場所とそ
れに応じた状況対処及び報知機能を実行して、一般人た
ちが容易に認知できるようにする、空気質測定装置と無
線端末機とを連動した空気質報知装置及びその空気質報
知方法に関する。　
【解決手段】すなわち、本発明は、空気中に分布された
各種の有害ガスの種類と含有量を測定するガス検出セン
サ（１１）と、ガス測定場所の温度と湿度及び微細ホコ
リなどをそれぞれ測定する環境測定センサ（１２）と、
検出された検出ガスとその含有量並びに温度と湿度及び
微細ホコリなどの周囲環境に応じた大気中の空気質状態
を、収集（ｃｏｌｌｅｃｔ）し判断して、測定値を導出
する空気質判断モジュール（１３）と、空気質判断モジ
ュール（１３）を通じて導出された空気質の測定値を、
通信施設を介して外部へ伝送する空気質通信モジュール
（１４）と、空気質判断モジュール（１３）で導出され
た空気質の測定値が、設定値以上であると測定される場
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空気中に分布された各種の有害ガスの種類と含有量を測定するガス検出センサ（１１）
と、ガス測定場所の温度と湿度及び微細ホコリなどをそれぞれ測定する環境測定センサ（
１２）と、検出された検出ガスとその含有量並びに温度と湿度及び微細ホコリなどの周囲
環境に応じた大気中の空気質状態を、収集（ｃｏｌｌｅｃｔ）し判断して、測定値を導出
する空気質判断モジュール（１３）と、空気質判断モジュール（１３）を通じて導出され
た空気質の測定値を、通信施設を介して外部へ伝送する空気質通信モジュール（１４）と
、空気質判断モジュール（１３）で導出された空気質の測定値が、設定値以上であると測
定される場合、外部へ危険性（ｒｉｓｋ）を知らせる報知（ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）
モジュール（１５）と、を含んで構成される空気質測定装置（１０）と；
　前記空気質測定装置（１０）の空気質通信モジュール（１４）に通信を接続して、空気
質測定値を受信する通信制御モジュール（２１）と、各種の有害ガスの特性並びに空気中
の含有量に応じた有害性と検出された場所に応じた対処方法を、データベース化して格納
した空気質データ（２２）と、前記空気質測定装置（１０）を通じて受信された空気質測
定値を、空気質データ（２２）に格納されたデータ値に代入し、代入された空気質測定値
に応じた状況説明と対処方案とを集めるようにプログラム化した空気質測定アプリ（ａｐ
ｐｌｉｃａｔｉｏｎ）（２３）と、空気質測定アプリ（２３）を通じて集めた空気質測定
値とそれに応じた各々の状況説明及び対処方案を肉眼で確認できるように表示するディス
プレイ表示部（２４ａ）、または、空気質測定値とそれに応じた各々の状況説明及び対処
方案を聴覚で確認できるようにする音響表示部（２４ｂ）で構成される表示確認モジュー
ル（２４）と、空気質測定アプリを選択的に制御して駆動するアプリ操作部（２５）と、
を含んで構成される無線端末機（２０）と；
　各種の有害ガスの特性並びに空気中の含有量に応じた有害性と検出された場所に応じた
対処方法をデータベース化して格納した空気質データ（２２）のデータベースを、生成、
変更、削除するなどの管理作業が容易になるように、一つのハードウェアで構成されるデ
ータ管理装置（３０）と；
　からなることを特徴とする、空気質測定装置と無線端末機とを連動した空気質報知装置
。
【請求項２】
　空気質測定装置（１０）を測定場所に維持した状態において、ガス検出センサ（１１）
を通じて、測定場所に維持される有害ガスを種類別に区分して、その含有量を計測する有
害ガス計測段階（１１０）と、空気質測定装置（１０）に備えられた環境測定センサ（１
２）を通じて、温度と湿度及び微細ホコリを計測する環境測定段階（１２０）とをそれぞ
れ進行して、計測された有害ガスと環境に応じた大気中の空気質状態を判断して、空気質
値を導出する空気質値導出段階（１３０）を含む空気質判断段階（１００）と；
　無線端末機（２０）にダウンロードした空気質測定アプリ（２３）を選択的に実行して
、前記空気質測定装置（１０）と無線端末機（２０）との通信を連結（ｃｏｎｎｅｃｔ）
する通信連結段階（２００）と；
　前記通信連結段階（２００）を通じて空気質測定装置（１０）で測定した空気質判断値
を、通信制御モジュール（２１）を通じて空気質測定アプリ（２３）にて受信する空気質
値受信段階（３００）と；
　前記空気質値受信段階（３００）を通じて空気質測定アプリに取り込まれた空気質計測
値を、無線端末機の表示確認モジュール（２４）に導出する空気質値表示段階（４００）
と；
　前記空気質値表示段階（４００）を通じて表示された空気質値を、アプリ操作部（２５
）を通じて、各々の有害ガスに区分するか多数の有害ガスで結合して、空気質データ（２
２）に格納されたデータベースに代入する空気質値代入段階（５００）と；
　前記空気質値代入段階（５００）を通じて代入した各々のガス種類と濃度に応じて区分
するか、測定された全てのガスの結合した状態の空気質状態に応じた対処方案を、表示確
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認モジュール（２４）に導出する対処方案表示段階（６００）と；
　前記対処方案表示段階（６００）を通じて表示確認モジュール（２４）に導出された対
処方案を確認したか否かを決定する対処方案確認段階（７００）と；
　前記対処方案表示段階（６００）を通じて導出される対処方案の空気質状態が、設定値
以上である場合、または対処方案確認段階（７００）を通じて導出された空気質状態が、
危険レベルを示す時、予め設定した有害ガス種類と濃度に応じて、安全対策本部又は管轄
消防署及び予め設定した呼出番号で緊急呼出すようにする緊急状況呼出段階（８００）と
；
　をそれぞれ順次に進行することを特徴とする、空気質測定装置と無線端末機とを連動し
た空気質報知方法。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気質測定装置と無線端末機とを連動した空気質報知装置（ｎｏｔｉｆｙｉ
ｎｇ　ｄｅｖｉｃｅ）及び空気質報知方法に関し、より詳細には、大気中に維持する各種
ガスの種類と濃度を測定するガス計測器で測定された計測値を、無線端末機へ伝送して確
認するに当って、測定場所とそれに応じた状況対処及び報知機能を実行して、一般人たち
が容易に認知できるようにする、空気質測定装置と無線端末機とを連動した空気質報知装
置及びその空気質報知方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　大気中には、酸素を初めとする色々なガスが発生し維持され消滅しながら共存しており
、産業の発展に伴って、生命体に有害なガスが急激に発生し流出されて、人体に悪影響を
及ぼしている。そのため、このような有害ガスについて、通常のガス計測器では、ガスの
成分と分布量を検出して、大気中の空気質を測定できるようにしている。
【０００３】
　一般的に、空気質測定装置は、オフィスや倉庫のような建物の室内において空気中の汚
染度合いを測定し、それをモニタのようなディスプレイでその測定値を表示するか、換気
または空調システムを連動させて、室内空気の排出や外気の流入を通じて快適な室内環境
を維持するようにする機能を果している。
【０００４】
　すなわち、室内空気の主要汚染源は、建材と家具などから出るホルムアルデヒド（ｆｏ
ｒｍａｌｄｅｈｙｄｅ）または揮発性有機化合物（ＶＯＣ：　Ｖｏｌａｔｉｌｅ　Ｏｒｇ
ａｎｉｃ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ）、暖炉とガスレンジなどから発生する一酸化炭素または
亜硫酸ガス、加湿器とカーペットなどから出る微生物性物質、生ごみから発せられる臭い
、人間活動による微細ホコリ（ＰＭ１０）などがある。
【０００５】
　さらに、近年では、このような空気中の汚染状態を表示するために、一例として、大韓
民国公開特許公報第１０－２００４－００１３６７９号の“室内空気状態の表示装置”か
ら確認されるように、居住空間に適用される室内空気質の表示装置が、温度表示部（１２
）と、湿度表示部（１４）と、空気質表示部（１６）とからなる表示部（１０）と；音声
メッセージを出力するスピーカ（２０）と；から構成されている。前記特許文献において
は、温度、湿度及び空気質のそれぞれを表示する表示部（１０）が備えられて、使用者が
室内の空気状態を把握しやすくなっている。
【０００６】
　ところが、前記特許文献においては、空気質を表示する空気質表示部（１６）が、室内
の単純ＶＣＯｓ含有量（汚染度）をガスセンサ（３８）で感知した測定値を表示するよう
になっているため、オフィスまたは居住空間での主要汚染源の全体を正確に測定するのに
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限界があるだけではなく、大韓民国内の室内空気質管理法において維持基準になる汚染源
である微細ホコリ（ＰＭ１０）、二酸化炭素、ホルムアルデヒド、総浮遊細菌、一酸化炭
素は勿論のこと、勧告基準になる汚染源である二酸化窒素、揮発性有機化合物（ＶＯＣ）
、オゾンなどを、それぞれ正確に測定することができなく、さらに、設置場所以外の場所
では測定をすることができないという使用上の制限が多い問題点のある構成であることが
分かる。
【０００７】
　なお、最近では、該当場所で、より多く存在する主要汚染源を正確に測定して、リアル
タイムでモニタリングして統合管理できるように、それぞれのセンサ発熱により生じる測
定値の誤差を最小化する複合空気質測定モニタを提供するために、一例として、大韓民国
公開実用新案公報第２０－２０１０－０００２５８７号の“複合空気質測定モニタ”によ
れば、本体ケースに内蔵され、制御部と、ディスプレイ部と、操作部と、信号ポート部と
、伝送ポート部とを有するメインボードと；前記伝送ポート部に接続され、上方から順に
発熱温度の高い複数のセンサが取り付けられたセンサモジュールと；前記信号ポート部に
接続されて通信を行う通信モジュールと；を含む複合空気質測定モニタが構成されており
、センサモジュールが本体ケースの上部に突出した構造になっているため、それぞれのセ
ンサの外気に対するセンシング感度が向上することで、主要汚染源を正確に測定できるの
は勿論のこと、測定した主要汚染源が通信モジュールとネットワークとを介してリアルタ
イムで外部サーバまたは端末機へ伝達されることで、測定モニタを設けたそれぞれの場所
で主要汚染源に対する情報を統合管理できるようになるものである。
【０００８】
　しかし、これも同様に、多様に測定した空気質を特定の一部の端末機のみへ伝送して、
汚染源に対する情報を特定の場所や地域に限定して統合管理するようにしながらも、その
設置費用や維持管理費用が高いため、特定の場所と特定の機関のみで使用されてきており
、それに伴い、大気環境の汚染度の高い今日（現在）に生きている一般人たちが居住する
家やオフィスのような普遍的な場所での汚染度検出が容易ではないのみならず、急変する
大気環境の広い範囲においてリアルタイムで色々な汚染物に対する検出をし、それに適切
な対処方法と解決方法を要求する状況に迅速に対処できていない実情にあることが分かる
。
【０００９】
　そのことから、今までの構成からなるシステムにおいては、自然発生する有害ガスだけ
ではなく、産業の現場で発生する色々な有毒ガスによる被害を防止または最小化して、生
活空間で快適な環境を望む一般人の基本的な要求を、国や公共機関は勿論のこと、それに
関連する団体や関連企業においても、解決すべき解決方案を提示できていない実情にある
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】大韓民国公開特許公報第１０－２００４－００１３６７９号
【特許文献２】大韓民国公開実用新案公報第２０－２０１０－０００２５８７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　それで、本発明は、前記のような諸般の問題点を一掃（全て解決）するためになされた
ものであり、本発明の目的は、低電力で低仕様の組込みシステム（ｅｍｂｅｄｄｅｄ　ｓ
ｙｓｔｅｍ）の高性能アルゴリズムを適用させた、小型化された低コストの電子ガスセン
サで空気質を測定した後、測定値を無線通信を用いて通常の携帯用端末機へ伝送するよう
にし、次いで、携帯用端末機を介して、測定された空気質の値に応じた対処方案を知らせ
るようにすることで、生活空間で発生する各種の有害ガスに対する危険要素を、計測場所
とそれに応じた状況対処及び報知機能の実行によって、一般人たちが容易に認知できるよ
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うにして、有害ガスによる被害を前もって予防できるようにすることにある。
【００１２】
　また、様々な環境で発生する色々な有害ガスとその特性を、一般の消費者たちが本発明
を通じて迅速に探し出して、有害ガスの含有量とそれに応じた対処方法を容易に確認でき
るようにすることで、より快適な環境で生活できるようにする空気質測定値に応じた対処
方案を、無線端末機に知らせる空気質報知方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　以下、本発明を添付する図面に基づいてより詳しく説明すれば、次の通りである。
【００１４】
　本発明は、
　空気中に分布された各種の有害ガスの種類と含有量を測定するガス検出センサ（１１）
と、ガス測定場所の温度と湿度及び微細ホコリなどをそれぞれ測定する環境測定センサ（
１２）と、検出された検出ガスとその含有量、並びに温度と湿度及び微細ホコリなどの周
囲環境に応じた大気中の空気質状態を、収集（ｃｏｌｌｅｃｔ）し判断して、測定値を導
出する空気質判断モジュール（１３）と、空気質判断モジュール（１３）を通じて導出さ
れた空気質の測定値を、通信施設を介して外部へ伝送する空気質通信モジュール（１４）
と、空気質判断モジュール（１３）で導出された空気質の測定値が、設定値以上であると
測定される場合、外部へ危険性（ｒｉｓｋ）を知らせる報知モジュール（１５）とを含ん
で構成される空気質測定装置（１０）と；
　前記空気質測定装置（１０）の空気質通信モジュール（１４）に通信を接続して、空気
質測定値を受信する通信制御モジュール（２１）と、各種の有害ガスの特性並びに空気中
の含有量に応じた有害性と検出された場所に応じた対処方法をデータベース化して格納し
た空気質データ（２２）と、前記空気質測定装置（１０）を通じて受信された空気質測定
値を、空気質データ（２２）に格納されたデータ値に代入し、代入された空気質測定値に
応じた状況説明と対処方案とを集めるようにプログラム化した空気質測定アプリ（ａｐｐ
；　アプリケーションの略語）（２３）と、空気質測定アプリ（２３）を通じて集めた空
気質測定値とそれに応じた各々の状況説明及び対処方案を確認できるように表示する表示
確認モジュール（２４）と、空気質測定アプリを選択的に制御して駆動するアプリ操作部
（２５）とを含んで構成される無線端末機（２０）と；
　からなる、空気質測定装置と無線端末機とを連動した空気質報知装置を構成し、それに
よって；
　空気質測定装置（１０）を測定場所に維持した状態において、ガス検出センサ（１１）
を通じて、測定場所に維持される有害ガスを種類別に区分して、その含有量を計測する有
害ガス計測段階（１１０）と、空気質測定装置（１０）に備えられた環境測定センサ（１
２）を通じて、温度と湿度及び微細ホコリを計測する環境測定段階（１２０）とをそれぞ
れ進行し、計測された有害ガスと環境に応じた大気中の空気質状態を判断して、空気質値
を導出する空気質値導出段階（１３０）を含む空気質判断段階（１００）と；
　無線端末機（２０）にダウンロードした空気質測定アプリ（２３）を選択的に実行して
、前記空気質測定装置（１０）と無線端末機（２０）との通信を連結（ｃｏｎｎｅｃｔ）
する通信連結段階（２００）と；
　前記通信連結段階（２００）を通じて空気質測定装置（１０）で測定した空気質判断値
を、通信制御モジュール（２１）を通じて空気質測定アプリ（２３）にて受信する空気質
値受信段階（３００）と；
　前記空気質値受信段階（３００）を通じて空気質測定アプリに取り込まれた空気質計測
値を、無線端末機の表示確認モジュール（２４）に導出する空気質値表示段階（４００）
と；
　前記空気質値表示段階（４００）を通じて表示された空気質値を、アプリ操作部（２５
）を通じて、各々の有害ガスに区分するか、多数の有害ガスで結合して、空気質データ（
２２）に格納されたデータベースに代入する空気質値代入段階（５００）と；
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　前記空気質値代入段階（５００）を通じて代入した各々のガス種類と濃度に応じて区分
するか、測定された全てのガスの結合した状態の空気質状態に応じた対処方案を、表示確
認モジュール（２４）に導出する対処方案表示段階（６００）と；
　前記対処方案表示段階（６００）を通じて表示確認モジュール（２４）に導出された対
処方案を確認したか否かを決定する対処方案確認段階（７００）と；
　前記対処方案表示段階（６００）を通じて導出される対処方案の空気質状態が、設定値
以上である場合、または対処方案確認段階（７００）を通じて導出された空気質状態が、
危険レベルを示す時、特定の他通信で緊急呼出すようにする緊急状況呼出段階（８００）
と；
　を順次進行し、測定しようとする場所の空気質を精細に測定し、それに応じた対処方案
を迅速に探し出して解決できるようにすることを特徴とする、空気質測定装置と無線端末
機とを連動した空気質報知方法に関するものである。
【発明の効果】
【００１５】
　以上詳述したように、本発明は、空気質測定装置と無線端末機とを連動した空気質報知
装置及び空気質報知方法によって、常に居住している生活空間は勿論のこと、訪問先で発
生する各種の有害ガスに対する危険要素を、計測場所とそれに応じた状況対処及び報知機
能を通じて、居住者たちが容易かつ迅速に認知できるようにすることで、生活空間で有害
ガスによる事故を未然に（事前に）防止することができるという効果を奏する。
【００１６】
　加えて、生活空間に維持される空気質の種類と含有量を正確かつ細密に測定して、生活
空間の空気質を向上することができる対処方法を知らせることで、快適な生活空間を維持
するために必要な空気質を維持できるようにして、環境汚染に曝された現代人たちに迅速
かつ容易に使用され得る、非常に効果的な利点のある空気質報知装置及び空気質報知方法
であって、特に、有害ガスから安全な生活（暮らし）を保障され得るようにする装置であ
ることが分かる。
【００１７】
　さらに、人体に対し無害かつ安全な環境で居住することを要求する現代人たちの居住環
境に便利かつ楽に使用され得るなどの種々の利点を有する、現在の居住環境だけではなく
将来においてさらに使用され適用すべき多い効果を有する発明であることが分かる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の望ましい一実施形態を示す空気質報知装置の構成図である。
【図２】本発明の望ましい一実施形態を示す空気質報知方法を順次に図示した報知方法の
ブロック図である。
【図３】本発明の空気質値表示段階及び空気質値代入段階の望ましい一実施形態を示す無
線端末機のディスプレイの構成状態図である。
【図４】本発明の対処方案表示段階の望ましい一実施形態を示す無線端末機のディスプレ
イの構成状態図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明の望ましい実施形態を、添付する図面に基づいて詳細に説明すれば、次の通りで
ある。但し、本発明を説明するに当って、公知の技術及び通常的な技術についての具体的
な説明は、本発明の要旨を濁ごすこともできるため、省略するかまたは簡単な名称などで
代替し、さらに同一の機能に対する構成要素を一つの名称で統一して説明する。
【００２０】
　前記‘課題を解決するための手段’として提示する、本発明の空気質測定装置と無線端
末機とを連動した空気質報知装置は、図１に示されたように、
　空気中に分布された各種の有害ガスの種類と含有量を測定するガス検出センサ（１１）
と、ガス測定場所の温度と湿度及び微細ホコリなどをそれぞれ測定する環境測定センサ（
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１２）と、検出された検出ガスとその含有量並びに温度と湿度及び微細ホコリなどの周囲
環境に応じた大気中の空気質状態を収集し判断して、測定値を導出する空気質判断モジュ
ール（１３）と、空気質判断モジュール（１３）を通じて導出された空気質の測定値を、
通信施設を介して外部へ伝送する空気質通信モジュール（１４）と、空気質判断モジュー
ル（１３）で導出された空気質の測定値が、設定値以上であると測定される場合、外部へ
危険性を知らせる報知モジュール（１５）と、を含んで構成される空気質測定装置（１０
）と；
　前記空気質測定装置（１０）の空気質通信モジュール（１４）に通信を接続して、空気
質測定値を受信する通信制御モジュール（２１）と、各種の有害ガスの特性並びに空気中
の含有量に応じた有害性と検出された場所に応じた対処方法を、データベース化して格納
した空気質データ（２２）と、前記空気質測定装置（１０）を通じて受信された空気質測
定値を、空気質データ（２２）に格納されたデータ値に代入し、代入された空気質測定値
に応じた状況説明と対処方案とを集めるようにプログラム化した空気質測定アプリ（ａｐ
ｐ；　アプリケーションの略語）（２３）と、空気質測定アプリ（２３）を通じて集めた
空気質測定値とそれに応じた各々の状況説明及び対処方案を確認できるように表示する表
示確認モジュール（２４）と、空気質測定アプリ（２３）を選択的に制御して駆動するア
プリ操作部（２５）と、を含んで構成される無線端末機（２０）と；
　からなる、空気質測定装置と無線端末機とを連動した空気質報知装置を構成して、
　前記空気質測定装置（１０）を、空気質を測定しようとする場所に設けた後、前記無線
端末機（２０）に本発明者が開発した空気質測定アプリ（２３）をダウンロードして、空
気質測定装置（１０）で計測された有害ガスの種類及び含有量を空気質測定アプリ（２３
）に代入し、空気質データ（２２）に格納された場所に応じた対処法を基準として対処方
案を適用することで、生活空間で発生する有害ガスを迅速に計測して、特別な装備を設け
ることなく普遍的に普及された無線通信端末機を通じて容易に確認し、その対処方案を正
確に取ることができるようにしたことを特徴とする。
【００２１】
　この時、前記空気質データ（２２）を、データベースを生成、変更、削除するなどの管
理作業が容易になるように、一つのハードウェアで構成するデータ管理装置（３０）に内
蔵して備えるのが望ましい。
【００２２】
　前記のようにそれぞれ構成されて、互いに相互作用によって特定場所の空気質を計測し
、計測された空気質に応じて対処方案を提示する空気質報知装置を通じて行われるのが分
かるものであり、それぞれの構成要素を成す装置により行われる具体的な構成及び作用に
ついて説明すれば、次の通りである。
【００２３】
　まず、空気中に分布された各種の有害ガスの種類と含有量を測定するガス検出センサ（
１１）と、ガス測定場所の温度と湿度及び微細ホコリなどをそれぞれ測定する環境測定セ
ンサ（１２）と、検出された検出ガスとその含有量並びに温度と湿度及び微細ホコリなど
の周囲環境に応じた大気中の空気質状態を判断して、測定値を導出する空気質判断モジュ
ール（１３）と、空気質判断モジュール（１３）を通じて導出された空気質の測定値を、
通信施設を介して外部へ伝送する空気質通信モジュール（１４）と、空気質判断モジュー
ル（１３）で導出された空気質の測定値が、設定値以上であると測定される場合、外部へ
危険性を知らせる報知モジュール（１５）と、を含む空気質測定装置（１０）を構成する
ことで、少ないコストで構成が簡略であり、かつ精密であり品質の優れた小型の空気質測
定装置（１０）を具備して、色々な場所で様々な有害ガス並びに温度と湿度を同時に迅速
かつ容易に測定できるようにするものである。
【００２４】
　すなわち、ガス検出センサ（１１）を通じて、空気中に分布された有害ガスと特定の物
質から発生する有毒ガスだけではなく、日常生活で発生する様々な有害ガスを測定すると
ともに、環境測定センサ（１２）を通じて、有害ガスが検出された場所の温度と湿度及び
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害ガスは、大気中に分布する含有量も重要ではあるが、周囲の温度と湿度によって人体に
及ぼす影響が変わり得るので、より精密かつ正確な対処方案を提示するために、必ず適用
しなければならない構成であることが分かる。
【００２５】
　また、検出された各種ガス並びにその含有量及び温度と湿度による大気中の空気質状態
を判断して測定値を導出する空気質判断モジュール（１３）は、空気質測定装置（１０）
の核心をなす構成であり、統合制御ボードと信号処理器で構成するハードウェアと、ガス
測定アルゴリズムと空気質判断アルゴリズムを含むソフトウェアとに区分されて構成され
、ガス検出センサ（１１）を通じて検出された各々の有害ガスとともに、測定した温度と
湿度及び微細ホコリなどを代入するのは勿論のこと、ガス検出センサ（１１）を通じて検
出された全ての有害ガスを、一度に代入して有害ガスの種類及び濃度を計算し、その結果
を導出し、導出された結果値から空気質判断アルゴリズムを通じて空気質を判断するよう
にする核心をなす装置であることが分かる。
【００２６】
　そして、空気質通信モジュール（１４）は、空気質判断モジュール（１３）を通じて導
出された空気質の測定値を、通常の有線または無線通信施設を介して外部へ伝送して、携
帯用端末機に伝送する装置であって、これは公知されている様々な通信方法に適用する通
常の通信施設（４０）を適用して構成するものであり、それについての詳細な説明は省く
ことにする。
【００２７】
　さらに、本発明の空気質測定装置（１０）に組み込まれるそれぞれのセンサと、モジュ
ールに電力を流入し統制する電源スイッチや電源供給部で構成する電源装置は、通常的な
電子機器に必ず使用する必須要素であるため、当然ながら本発明においても組み込まれて
はいるが、それについての詳細な説明は省略する。
【００２８】
　なお、各種の有害ガスの特性並びに空気中の含有量に応じた有害性と検出された場所に
応じた対処方法を、データベース化して格納し管理する空気質データ（２２）は、一例と
して下記の［表１］に示されているように、人体に有害な各種の有害ガスに対する種類を
区分し、区分された各々の有害ガスが人体に及ぼす影響のデータを、具体的にデータベー
ス化して保管し、これを、無線端末機を通じて確認し、実計測した空気質に適用できるよ
うにするだけではなく、［表２］及び［表３］に示されているように、有害ガスの含有量
（濃度）に応じて人体に及ぼす具体的な内容までもデータベース化して、実計測した有害
ガスの含有量に応じた対応方案を調べてみることができるようにする装置であることが分
かる。
【００２９】
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【００３０】
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【表２】

【００３１】
【表３】

【００３２】
　その上に、空気質データ（２２）は、データベースを生成、変更、削除するなどの管理
作業が容易になるように、空気質測定アプリ（２３）と一緒に一つのハードウェアで構成
するデータ管理装置（３０）に、内蔵して具備するのが望ましい。
【００３３】
　すなわち、各種の有害ガスの特性並びに空気中の含有量に応じた有害性と検出された場
所に応じた対処方法を、データベース化して格納し管理する空気質データ（２２）は、各
種の有害ガスに対する特性と人体に及ぼす影響など、種々の情報の基礎情報を作業者が一
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々記載して修正及び変更し、必要によって削除する作業によって、データベース化して管
理しなければならないことから、一つのハードウェアで構成されたデータ管理装置（３０
）に内蔵した状態において、必要なデータを、通常の無線端末機に、本発明者の開発した
空気質測定アプリ（２３）をダウンロードする時、　空気質データ（２２）と共にダウン
ロードして、本発明において具現しようとする空気質測定装置と無線端末機とを連動した
空気質報知装置を構成して使用できるようにする重要な要素であることが分かる。
【００３４】
　さらに、通常の無線端末機に、本発明者の開発した空気質測定アプリ（２３）をデータ
管理装置（３０）からダウンロードして、空気質測定装置（１０）から伝送した空気質測
定値を、空気質測定装置（１０）の空気質通信モジュール（１４）に通信を接続して受信
する通信制御モジュール（２１）と、
　各種の有害ガスの特性並びに空気中の含有量に応じた有害性と検出された場所に応じた
対処方法を、データベース化して格納した空気質データ（２２）と、
　前記空気質測定装置（１０）を通じて受信された空気質測定値を、空気質データ（２２
）に格納されたデータ値に代入し、代入された空気質測定値に応じた状況説明と対処方案
とを集めるようにプログラム化した空気質測定アプリ（２３）と、
　空気質測定アプリ（２３）を通じて集合した空気質測定値とそれに応じた各々の状況説
明及び対処方案を、確認できるように表示する表示確認モジュール（２４）と、
　空気質測定アプリを選択的に制御して駆動するアプリ操作部（２５）と、を含む無線端
末機（２０）を構成することで、空気質測定装置（１０）が設けられた場所において、無
線端末機（２０）に内蔵された空気質測定アプリ（２３）を駆動して、空気質測定装置（
１０）で計測された有害ガスの種類及び含有量を空気質測定アプリ（２３）に代入し、空
気質データ（２２）に格納された場所に応じた対処法を基準として対処方案を適用するこ
とで、生活空間で発生する有害ガスを迅速に計測して、特別な装備を設けることなく、普
遍的に普及された無線通信端末機を通じて容易に確認し、その対処方案を正確に取ること
ができるようにするものである。
【００３５】
　すなわち、前記空気質測定装置（１０）から伝送した空気質測定値を受信して、空気質
データ（２２）に格納されたデータ値に代入し、代入された空気質測定値に応じた状況説
明と対処方案とを集めるようにプログラム化した空気質測定アプリ（２３）を、通常の無
線端末機（２０）にダウンロードして設定することで、通常の無線端末機（２０）が、空
気質測定値とそれに応じた対処方法を導き出す空気質報知装置として使用できるように、
空気質測定値とそれに応じた各々の状況説明及び対処方案を、使用者が容易に確認できる
ように表示する表示確認モジュール（２４）と、空気質測定アプリを選択的に制御して駆
動するアプリ操作部（２５）と、を生成する核心構成要素となる。
【００３６】
　この時、前記表示確認モジュール（２４）は、空気質測定アプリ（２３）を通じて集め
た空気質測定値とそれに応じた各々の状況説明及び対処方案を、肉眼で確認（視認）でき
るように表示するディスプレイ表示部（２４ａ）と、空気質測定値とそれに応じた各々の
状況説明及び対処方案を、聴覚で確認できるようにする音響表示部（２４ｂ）とに区分し
て構成することができる。
【００３７】
　すなわち、ディスプレイ表示部（２４ａ）と音響表示部（２４ｂ）とは、前記空気質測
定アプリ（２３）により生成される構成要素であって、空気質測定装置（１０）を通じて
計測された空気質を使用者が容易に分かるように、外部に示す構成として通常の無線端末
機に組み込まれたディスプレイと音響装置とを活用するものであり、さらにアプリ操作部
（２５）も、空気質測定アプリ（２３）により生成され、通常の無線端末機ディスプレイ
に表示される構成要素であって、空気質測定装置（１０）で計測されたそれぞれの該当ガ
スまたは計測された全ての有害ガスの計測値を、前記データ管理装置（３０）に備えられ
たデータベースに具体的に代入できるようにする構成要素であることが分かる。
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【００３８】
　前記のように、それぞれの構成要素が相互作用し、それぞれの測定段階を順次進行して
、特定場所の空気質を計測し、計測された空気質に応じて対処方案を提示するそれぞれの
表示及び確認段階を順次に進行する空気質測定方法と、その対処方案を導出できるように
する空気質報知方法とが、空気質測定装置を通じて順次に実行されるように、それぞれの
段階により行われる具体的な過程を調べてみれば、次の通りである。
【００３９】
　前記のように構成される空気質測定装置と無線端末機とを連動した空気質報知装置を通
じて進行する、空気質測定装置と無線端末機とを連動した空気質報知方法は、図２に示さ
れたように、空気質測定装置（１０）を測定場所に維持した状態において、ガス検出セン
サ（１１）を通じて、測定場所に維持される有害ガスを種類別に区分して、その含有量を
計測する有害ガス計測段階（１１０）と、空気質測定装置（１０）に備えられた環境測定
センサ（１２）を通じて、温度と湿度及び微細ホコリを計測する環境測定段階（１２０）
とをそれぞれ進行し、計測された有害ガスと環境に応じた大気中の空気質状態を判断して
、空気質値を導出する空気質値導出段階（１３０）を含む空気質判断段階（１００）と；
無線端末機（２０）にダウンロードした空気質測定アプリ（２３）を選択的に実行して、
前記空気質測定装置（１０）と無線端末機（２０）との通信を連結する通信連結段階（２
００）と；
　前記通信連結段階（２００）を通じて空気質測定装置（１０）で測定した空気質判断値
を、通信制御モジュール（２１）を通じて空気質測定アプリ（２３）にて受信する空気質
値受信段階（３００）と；
　前記空気質値受信段階（３００）を通じて空気質測定アプリに取り込まれた空気質計測
値を、無線端末機の表示確認モジュール（２４）に導出する空気質値表示段階（４００）
と；
　前記空気質値表示段階（４００）を通じて表示された空気質値を、アプリ操作部（２５
）を通じて、各々の有害ガスに区分するか多数の有害ガスで結合して、空気質データ（２
２）に格納されたデータベースに代入する空気質値代入段階（５００）と；
　前記空気質値代入段階（５００）を通じて代入した各々のガス種類および濃度に応じて
区分するか、測定された全てのガスの結合した状態の空気質状態に応じた対処方案を、表
示確認モジュール（２４）に導出する対処方案表示段階（６００）と；
　前記対処方案表示段階（６００）を通じてディスプレイ表示部（２４ａ）に導出された
対処方案を確認したか否かを決定する対処方案確認段階（７００）と；
前記対処方案表示段階（６００）を通じて導出される対処方案の空気質状態が、設定値以
上である場合、または対処方案確認段階（７００）を通じて導出された空気質状態が、危
険レベルを示す時、特定の他通信で緊急呼出すようにする緊急状況呼出段階（８００）と
；を順次に進行して、測定しようとする場所の空気質を精密に測定し、それに応じた対処
方案を迅速に探し出して解決できるようにすることを特徴とする。
【００４０】
　すなわち、まず、空気質判断段階（１００）は、空気質測定装置（１０）を、有害ガス
を測定しようとする測定場所に設けた後、電源を供給してガス検出センサ（１１）と環境
測定センサ（１２）とを作動させ、空間内に内包する有害ガスは勿論のこと、温度と湿度
及び微細ホコリなど、様々な環境情報を十分計測するようにするのが望ましく、特に、空
気中に分布された有害ガスを種類別に区分し、各々の有害ガスの含有量を精密に計測した
後、計測された有害ガスと測定された環境とを互いに代入して、測定した空気質の空気質
値を導出できるようにするのが、本発明の核心要素であると共に重要段階であることが分
かる。
【００４１】
　また、無線端末機（２０）にダウンロードした空気質測定アプリ（２３）を選択して、
空気質測定アプリを実行し、前記空気質測定装置（１０）と無線端末機（２０）との通信
を連結（ｃｏｎｎｅｃｔ）する通信連結段階（２００）は、無線端末機（２０）にダウン
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ロードした空気質測定アプリ（２３）を選択して実行した後、ディスプレイに表示される
アプリ操作部（２５）の進行領域をクリックして、空気質測定装置（１０）の空気質通信
モジュール（１４）と通信を連結するようにし、通信連結が完了した無線端末機（２０）
のディスプレイ画面に、通信連結状態の可否で区分し表示して知らせる段階であって、通
信方法は、図１に示されたように、公知の通信施設（４０）を用いた無線通信を使用する
かブルートゥース（登録商標）を使用するのが望ましいが、それを局限することなく、通
常の公知されている有線で連結して使用しても、通信連結段階（２００）が行われること
が分かる。
【００４２】
　その上に、前記通信連結段階（２００）を通じて空気質測定装置（１０）で測定した空
気質値を、無線端末機の空気質測定アプリ（２３）にて受信する空気質値受信段階（３０
０）は、空気質測定装置（１０）で測定された空気質値を、通信制御モジュール（２１）
を通じて空気質通信モジュール（１４）へ正確かつ迅速に送信し、空気質測定アプリ（２
３）をダウンロードして、通信連結段階（２００）が行われた無線端末機（２０）の空気
質測定アプリ（２３）にて受信する段階までを区分して進行する状態を説明するものであ
る。
【００４３】
　そして、前記空気質値受信段階（３００）を通じて空気質測定アプリ（２３）に取り込
まれた空気質測定値を、無線端末機（２０）のディスプレイ表示部（２４ａ）と音響表示
部（２４ｂ）とに区分される表示確認モジュール（２４）に導出する空気質値表示段階（
４００）は、一例として図３に示されたように、無線端末機（２０）のアプリ調節部（２
５）に、環境情報領域（２６）と空気質測定領域（２７）とに区分し、環境情報領域（２
６）を通じて温度と湿度及び微細ホコリを空気質測定装置（１０）で測定した値を直接確
認できるだけではなく、地域に応じた天気情報を他の天気関連アプリを通じて間接的に確
認できるように表示するのが望ましく、空気質測定領域（２７）を通じて空気質測定装置
（１０）で検出されて測定された空気質測定値を、細密に表示して確認できるようにし、
必要によっては、環境情報と空気質測定値とを一つのディスプレイ画面で表示するに当り
、一度に現れるように表示するのが望ましい。
【００４４】
　特に、計測された有害ガスのうち、ＷＴＡ基準値以上の空気質測定値で表示される有害
ガスは、別途に表示されるようにして、測定場所の空気質が人体に直接的な影響を及ぼす
ということを強調して知らせるのが望ましく、必要によって、無線端末機（２０）の音響
表示部（２４ｂ）を通じて音声で現わすのもできることが分かる。
【００４５】
　加えて、前記空気質値表示段階（４００）を通じて表示された空気質値を、アプリ操作
部（２５）を通じて計測された各々の有害ガスに区分するか多数の有害ガスで結合して、
空気質データ（２２）に格納されたデータベースに代入する空気質値代入段階（５００）
は、図３に示されたように、空気質値表示段階（４００）に現われる空気質代入領域（２
７ａ）をクリックして、空気質測定装置（１０）を通じて検出して測定した空気質値のう
ち、アプリ操作部（２５）を通じて計測された各々の有害ガスを個別設定して、個別的に
代入するか、必要によって、個別設定した多数の有害ガスを一度に代入して、測定された
空気質値に対する対処方案を確認できるようにする段階である。
【００４６】
　前記空気質値代入段階（５００）を通じて代入した各々のガス種類と濃度に応じて区分
するか、測定された全てのガスの結合した状態の空気質状態に応じた対処方案を、ディス
プレイ表示部（２４ａ）と音響表示部（２４ｂ）とに区分される表示確認モジュール（２
４）に導出する対処方案表示段階（６００）は、図３に示されたように、前記空気質値代
入段階（５００）の空気質代入領域（２７ａ）をクリックして、空気質データ（２２）に
確保したデータベースで引用した対処方案を、図４に示されたように、空気質測定装置（
１０）を使用する使用者の無線端末機（２０）のディスプレイ表示部（２４ａ）に現われ
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方案を提示することで、日常生活の途中で露出された有害ガスから少しでも被害を減らす
ことができるようにする有用な段階であることが分かる。
【００４７】
　その上に、前記対処方案表示段階（６００）を通じて無線端末機（２０）のディスプレ
イ表示部（２４ａ）に導出された対処方案を確認したか否かを決定する対処方案確認段階
（７００）は、ディスプレイ表示部（２４ａ）に導出された対処方案を確認したか否かを
使用者自身が決定することで、アプリ操作部（２５）の確認領域（２８）をクリックする
ことで確認したか否かを決定して、測定した空気質値を使用者が把握したかどうかが分か
るようにする段階であって、設定に応じて、一定の時間確認領域（２８）のボタンを押さ
ない場合、対処方案表示段階（６００）を終了するか、緊急状況呼出段階（８００）へ自
動的に進行されるようにすることもできるものである。
【００４８】
　さらに、対処方案表示段階（６００）を通じて導出される対処方案の空気質状態が、設
定値以上である場合、または対処方案確認段階（７００）を通じて導出された空気質状態
が、危険レベルを示す時、予め設定した他通信で緊急呼出すようにする緊急状況呼出段階
（８００）は、本発明の空気質測定装置（１０）を通じて測定した有害ガスの測定値が、
人体に直接的な影響を短時間内で及ぼす程度に測定された場合、緊急呼出領域（２９）を
クリックして、予め設定した他通信で緊急呼出すようにするか、空気質測定値が非常に高
くて使用者が緊急呼出領域（２９）をクリックしなくても、安全事故が発生する危険のあ
るものであると見做して、測定された有害ガス種類と濃度に応じて、安全対策本部や管轄
消防署及び予め設定した呼出番号で緊急呼出を通じて外部へ危険状態を知らせて、安全事
故に対する予防と迅速な対応ができるようにする段階であることが分かる。
【００４９】
　図２は、本発明の望ましい一実施形態を示す空気質報知方法を順次に図示した報知方法
ブロック図であり、この図２に基づいて、本発明において提供する空気質報知方法に関す
る実施例を詳細に説明することにする。以下に示す本発明の実施例は、単に理解を助ける
ために提示されただけのものであり、下記の実施例に本発明の範囲が限定されることはな
い。
【００５０】
　実施例１）　地下鉄の電動車内部
【００５１】
　空気質測定装置（１０）を地下鉄の電動車内部に備え付けた状態において、出退勤時間
帯に、本発明の空気質測定装置と無線端末機とを連動した空気質報知装置及びその報知方
法を通じて進行した結果、下記の［表４］のように二酸化炭素が測定された。
【００５２】
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【表４】

【００５３】
　実施例２）　キャンプ場及び野営場のテント内部
【００５４】
　空気質測定装置（１０）をキャンプ場及び野営場のテント内部に備え付けた状態におい
て、出退勤時間帯に、本発明の空気質測定装置と無線端末機とを連動した空気質報知装置
及びその報知方法を通じて進行した結果、下記の［表５］のように一酸化炭素が測定され
た。
【００５５】
【表５】

【００５６】
　以上、いくつの実施例を通じて検討してみたように、現代人たちが生きて行く環境は、
各種の有害ガスと微細ホコリなど様々な環境汚染に曝されており、本発明は、空気質測定
装置と無線端末機とを連動した空気質報知装置及び空気質報知方法によって、常に居住す
る生活空間は勿論のこと訪問先で発生する各種の有害ガスに対する危険要素を、計測場所
とそれに応じた状況対処及び報知機能を通じて、居住者たちが容易かつ迅速に認知できる
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き、生活空間に維持される空気質の種類及び含有量を正確かつ細密に測定して、生活空間
の空気質を向上することができる対処方法を知らせることで、快適な生活空間を維持する
ために必要な空気質を維持できるようにして、環境汚染に曝された現代人たちにとって迅
速かつ容易に使用され得る非常に効果的な利点のある空気質報知装置及び空気質報知方法
であって、特に有害ガスから安全な生活（暮らし）を保障され得るようにして、人体に無
害な安全な環境で居住することを要求する現代人たちの居住環境に便利でかつ楽に使用さ
れ得るなどの様々な利点を有する、現在の居住環境だけではなく将来でより一層使用され
適用すべき多い効果を有する発明であることが分かる。
【符号の説明】
【００５７】
１０：　空気質測定装置
１１：　ガス検出センサ
１２：　環境測定センサ
１３：　空気質判断モジュール
１４：　空気質通信モジュール
１５：　報知モジュール
２０：　無線端末機
２１：　通信制御部
２２：　空気質データ
２３：　空気質測定アプリケーション（アプリ）
２４：　表示確認部
２４ａ：　ディスプレイ表示部
２４ｂ：　音響表示部
２５：　アプリ操作部
３０：　データ管理装置
４０：　通信施設
１００：　空気質判断段階
１１０：　有害ガス計測段階
１２０：　環境測定段階
１３０：　空気質値導出段階
２００：　通信連結段階
３００：　空気質値受信段階
４００：　空気質値表示段階
５００：　空気質値代入段階
６００：　対処方案表示段階
７００：　対処方案確認段階
８００：　緊急状況呼出段階
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【要約の続き】
合、外部へ危険性（ｒｉｓｋ）を知らせる報知モジュール（１５）と、を含んで構成される空気質測定装置（１０）
と；前記空気質測定装置（１０）の空気質通信モジュール（１４）に通信を接続して、空気質測定値を受信する通信
制御モジュール（２１）と、各種の有害ガスの特性並びに空気中の含有量に怖じた有害性と検出された場所に応じた
対処方法を、データベース化して格納した空気質データ（２２）と、前記空気質測定装置（１０）を通じて受信され
た空気質測定値を、空気質データ（２２）に格納されたデータ値に代入し、代入された空気質測定値に応じた状況説
明と対処方案とを集めるようにプログラム化した空気質測定アプリ（２３）と、空気質測定アプリ（２３）を通じて
集合した空気質測定値とそれに応じた各々の状況説明及び対処方案を、確認できるように表示する表示確認モジュー
ル（２４）と、空気質測定アプリを選択的に制御して駆動するアプリ操作部（２５）と、を含んで構成される無線端
末機（２０）と；からなる、空気質測定装置と無線端末機とを連動した空気質報知装置を構成し、それによって；
　空気質測定装置（１０）を測定場所に維持した状態において、ガス検出センサ（１１）を通じて測定場所に維持さ
れる有害ガスを種類別に区分してその含有量を計測する有害ガス計測段階（１１０）と、空気質測定装置（１０）に
備えられた環境測定センサ（１２）を通じて温度と湿度及び微細ホコリを計測する環境測定段階（１２０）とをそれ
ぞれ進行して、計測された有害ガスと環境に応じた大気中の空気質状態を判断して、空気質値を導出する空気質値導
出段階（１３０）を含む空気質判断段階（１００）と；無線端末機（２０）にダウンロードした空気質測定アプリ（
２３）を選択的に実行して、前記空気質測定装置（１０）と無線端末機（２０）との通信を連結（ｃｏｎｎｅｃｔ）
する通信連結段階（２００）と；前記通信連結段階（２００）を通じて空気質測定装置（１０）で測定した空気質判
断値を、通信制御モジュール（２１）を通じて空気質測定アプリ（２３）にて受信する空気質値受信段階（３００）
と；前記空気質値受信段階（３００）を通じて空気質測定アプリに取り込まれた空気質計測値を、無線端末機の表示
確認モジュール（２４）に導出する空気質値表示段階（４００）と；前記空気質値表示段階（４００）を通じて表示
された空気質値を、アプリ操作部（２５）を通じて各々の有害ガスに区分するか多数の有害ガスで結合して、空気質
データ（２２）に格納されたデータベースに代入する空気質値代入段階（５００）と；前記空気質値代入段階（５０
０）を通じて代入した各々のガス種類と濃度に応じて区分するか、測定された全てのガスの結合した状態の空気質状
態に応じた対処方案を、表示確認モジュール（２４）に導出する対処方案表示段階（６００）と；前記対処方案表示
段階（６００）を通じて表示確認モジュール（２４）に導出された対処方案を確認したか否かを決定する対処方案確
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認段階（７００）と；前記対処方案表示段階（６００）を通じて導出される対処方案の空気質状態が、設定値以上で
ある場合、または対処方案確認段階（７００）を通じて導出された空気質状態が、危険レベルを示す時、特定の他通
信で緊急呼出すようにする緊急状況呼出段階（８００）と；を順次に進行して、測定しようとする場所の空気質を精
密に測定し、それに応じた対処方案を迅速に探し出して解決できるようにすることを特徴とする、空気質測定装置と
無線端末機とを連動した空気質報知方法であることを特徴とする。
【選択図】図１
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