
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入浴者の身体的な活動状態を検出するセンサと、入浴者の身体的な活動状態が異常状態
にあることを検出したときに浴室外に警報を発する警報手段とを備え、警報後入浴者が正
常状態にあることを検出するか又は警報解除手段が操作されたときに警報を解除する浴室
監視装置であって、
　屋内に設けられ前記警報手段の他に音声を出力するかまたは運転音を発する電気機器と
該電気機器の電源との間に介挿され、該電気機器と電源とを接続／分離するスイッチと、
　警報手段により警報を開始してから警報が解除されずに第２の時間が経過したときに前
記スイッチにより前記電気機器と電源とを分離する警報制御手段とを設けたことを特徴と
する浴室監視装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、入浴者の異常を検出したときに浴室外に警報を発する浴室監視装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
浴室での入浴者の異常を検出するために、画像処理や赤外線検知により人体を検出する人
体センサを設けて、浴室内の入浴者の動きを監視する装置が知られている。従来の浴室監
視装置は、人体センサにより浴室内を監視し、一定時間継続して入浴者の動きがなかった
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場合には、入浴者が寝ているかまたは倒れたと判断し、まず浴室用リモコンで警報音ある
いは音声により注意を喚起し、入浴者の動きが所定時間無い場合には、台所用リモコンで
警報音あるいは音声により異常が生じたことを家人に報知する（例えば、特許文献１参照
）。
【０００３】
【特許文献１】
特開２００２－１５０４４７号公報　（第３頁、第１図）
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記特許文献１に開示された浴室監視装置は、台所用リモコンから警報が
発せられたときに、家人が警報に気付きにくく、また、警報に気付かなかったときにそれ
に対処する方法がないという不具合がある。
【０００５】
本発明はかかる背景に鑑み、入浴者が正常な状態ではない場合に、そのことを浴室外に確
実に報知することができる浴室監視装置を提供することを目的とする。
【００１４】

　 記の目的を達成するために、本発明の浴室監視装 、入浴者の身体的な活動状態を
検出するセンサと、入浴者の身体的な活動状態が異常状態にあることを検出したときに浴
室外に警報を発する警報手段とを備え、警報後入浴者が正常状態にあることを検出するか
又は警報解除手段が操作されたときに警報を解除する浴室監視装置であって、屋内に設け
られ前記警報手段の他に音声を出力するかまたは運転音を発する電気機器と該電気機器の
電源との間に介挿され、該電気機器と電源とを接続／分離するスイッチと、警報手段によ
り警報を開始してから警報が解除されずに第２の時間が経過したときに前記スイッチによ
り前記電気機器と電源とを分離する警報制御手段とを設けたことを特徴とする。
【００１５】
かかる本発明によれば、住宅内で音声や運転音を出すテレビ、ステレオ、換気扇などの電
気機器は、すべてスイッチを介して商用電源に接続される。そして、警報制御手段は、警
報を開始してから警報が解除されずに、例えば１０秒間などの第２の時間が経過したとき
に、商用電源に接続されたスイッチを切る。このとき、テレビ音声や換気扇の運転音など
の騒音が消滅するので、警報が聞き取り易くなる。尚、時間と共に警報の音量や種類を変
化させるようにしてもよい。この場合には家人が警報に一層気付き易くなる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
　（第１の実施形態）本発明 第１の実施形態を図１～図３を参照して説明する
。図１ １の実施形態の浴室監視装置の構成図である。図１を参照して、浴室監視装置
１は、コントロールユニット２と、該コントロールユニット２に信号線でそれぞれ接続さ
れた動きセンサ３と、浴室ユニット４と、３つの浴室外ユニット５ａ、５ｂ、５ｃと、セ
キュリティーユニット６を備える。
【００２４】
コントロールユニット２は、後述するように、浴室を監視して異常を検知した場合に浴室
内外に警報を発する処理を行う。動きセンサ３は、本発明のセンサに相当し、例えば、Ｃ
ＣＤカメラ、人工網膜ＬＳＩなどが利用され、時間の異なる２つの画像の差分をとること
で入浴者の動きを検出する撮像装置から構成され、浴室の壁面上部に配設される。なお、
赤外線センサや浴室の床に設置された重量センサにより入浴者の動きを検出するようにし
てもよい。
【００２５】
浴室ユニット４は、異常検知時に警報を出力するスピーカ７を備えている。浴室外ユニッ
ト５ａ、５ｂ、５ｃは、本発明の警報手段の機能を含み、それぞれ警報として警告音（音
声アナウンスおよびブザー音）を出力するためのスピーカ８ａ～８ｃと、警報を表示する
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ための表示ランプ９ａ～９ｃと、本発明の警報解除手段として不図示の警報解除スイッチ
とを備えている。そして、浴室外ユニット５ａ、５ｂ、５ｃは、それぞれ、台所、居間、
寝室の適宜の壁面に配設されている。
【００２６】
セキュリティーユニット６は、図２に示すように、ＮＴＴなどの通信事業者の回線網１０
と、ドア１１に鍵をかけることができるオートロック機構等による施錠管理手段１２とに
接続されている。また、セキュリティーユニット６には、施錠管理手段１２に対して指示
信号を発信する施錠制御手段１３と、自動発呼手段１４と、メッセージ記憶手段１５が備
えられている。また、回線網１０は、ユーザとホームセキュリティーに関する委託契約を
している警備会社の監視システム１６と、消防署の端末１７とに接続されている。
【００２７】
コントロールユニット２は、図３に示すように、Ｉ／Ｏユニット２１と、記憶装置２２と
、制御装置２３を備える。記憶装置２２は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＥＥＰＲＯＭ等により構成
され、主記憶部２４と、音声記憶部２５とを備える。主記憶部２４は、各種データや、後
述する制御装置２３が行う処理に必要なプログラム等を記憶保持する。音声記憶部２５は
、浴室外に報知される音声又は音楽を記憶する。
【００２８】
制御装置２３は、マイクロプロセッサ等により構成され、機能的に、音声登録部２６と、
異常検知制御部２７と、警報制御部２８とを備える。音声登録部２６は、警報として浴室
外に報知される音声又は音楽を音声記憶部２５に登録する。異常検知制御部２７は、動き
センサ３の出力データに基づいて入浴者の動きが停止したか否かを判別する。そして、入
浴者の動きが停止したと判別したときに所定時間Ｔ１（例えば、１０分間）の計時を開始
し、所定時間Ｔ１の計時が終了したときに異常を検知する。
【００２９】
警報制御部２８は、本発明の警報制御手段に相当し、異常検知制御部２７が異常を検知し
たときに、浴室ユニット４のスピーカ７から浴室内に安否確認警報を発し、その後、浴室
外ユニット５ａ、５ｂ、５ｃのスピーカ８ａ～８ｃと表示ランプ９ａ～９ｃを通じて浴室
外に家内報知警報（本発明の警報に相当する）を報知するための処理を行う。警報制御部
２８は、浴室外に家内報知警報を出力し始めてから経過した時間に応じて、（１）スピー
カ８ａ～８ｃから出力される音声の音量を増大させる処理、（２）表示ランプ９ａ～９ｃ
の点滅する周期を短くする処理、（３）家内報知警報の音声内容を変更する処理、（４）
浴室外ユニット５ａ、５ｂ、５ｃの動作順序を制御する処理を行う。
【００３０】
次に、第１の実施形態の浴室監視装置１の具体的な動作を説明する。予めコントロールユ
ニット２の音声登録部２６の制御の下、家内報知警報として浴室外に報知される音声又は
音楽がユーザにより音声記憶部２５に登録される。
【００３１】
入浴者が浴室に入室すると、動きセンサ３は入浴者の動きを検知する動作を始める。動き
センサ３は動作を開始すると、所定期間内に捉えた２枚の画像の変化を示すデータをコン
トロールユニット２に出力し続ける。
【００３２】
制御装置２３の異常検知制御部２７は、動きセンサ３の出力データに基づいて入浴者の動
きが停止したか否かを判別する。そして、入浴者の動きが停止したときに、所定時間Ｔ１
（例えば、１０分間）の計時が開始される。計時中に入浴者が動くと、動きセンサ３は入
浴者の動きを検出し、所定時間Ｔ１の計時がキャンセルされる。一方、入浴者が動かずに
いると、入浴者が動きを停止してから所定時間Ｔ１後に異常が検知されて、警報制御部２
８は浴室ユニット４のスピーカ７から安否確認警報を出力する処理を行う。入浴者の動き
が停止したままの状態のときに、例えば「動いてみて下さい」というような音声アナウン
スによる安否確認警報を所定回数（例えば３回）繰り返した後、警報制御部２８は、浴室
外ユニット５ａ、５ｂ、５ｃを制御する処理を行う。
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【００３３】
まず、台所に配設された浴室外ユニット５ａのスピーカ８ａから家内報知警報（以下、単
に警報と呼ぶ）が発せられ、表示ランプ８が点滅する。警報は、当初、音声記憶部２５に
登録されたユーザの好みの音楽に設定されている。あるいは、例えば「浴室を見に行って
ください。」という音声アナウンスに設定されていてもよい。
【００３４】
警報制御部２８は、警報を出力し始めてから例えば３０秒経過するまでに、スピーカ８ａ
から出力される音楽（又は音声アナウンス）の音量をある上限値まで徐々に増大させる。
音楽（又は音声アナウンス）の音量が上限値に達すると、警報制御部２８は、警報の音声
内容をブザー音に変更すると共に、表示ランプ９ａが点滅する周期を例えば半分にする。
【００３５】
台所に配設された浴室外ユニット５ａから警報が報知されている間に、家人が警報に気付
いたときには、家人は浴室外ユニット５ａの警報解除スイッチを操作して警報を解除し、
浴室に行って入浴者の安否を確認することができる。一方、浴室外ユニット５ａの警報解
除スイッチが操作されずに、浴室外ユニット５ａが警報を例えば１分間報知したときには
、居間に配設された浴室外ユニット５ｂのスピーカ８ｂから警報が発せられて表示ランプ
９ｂが点滅する。浴室外ユニット５ｂは、警報制御部２８の制御の下、台所に配設された
浴室外ユニット５ａと同様に動作する。そして、浴室外ユニット５ｂの警報解除スイッチ
が操作されずに、浴室外ユニット５ｂが警報を例えば１分間報知したときには、寝室に配
設された浴室外ユニット５ｃのスピーカ８ｃから警報が発せられると共に、表示ランプ９
ｃが点滅する。浴室外ユニット５ｃは、警報制御部２８の制御の下、台所に配設された浴
室外ユニット５ａと同様に動作する。尚、上述のように時間と共に警報を発する浴室外ユ
ニットの数が増加する代わりに、時間と共に警報を発する浴室外ユニットが切り替わり警
報が発せられている場所が変化していくように構成してもよい。
【００３６】
そして、入浴者の動き（正常状態）が検出されず、且つ、浴室外ユニット５ａ、５ｂ、５
ｃの警報解除スイッチが操作されずに、警報が開始されてから所定時間（例えば３分間）
が経過したときに、警報制御部２８は、セキュリティーユニット６に制御信号を供給する
。セキュリティーユニット６の自動発呼手段１４は、警報制御部２８からの制御信号に基
づいて、メッセージ記憶手段１５に記憶されているメッセージを回線網１０を介して警備
会社の監視システム１６に送信する。そして、通報を受けた警備会社の担当者がユーザの
家に直行する。なお、監視システム１６が必要に応じて回線網１０を介して消防署の端末
１７に通報すれば、救急車がユーザの家に急行する。
【００３７】
　また、セキュリティーユニット６の施錠制御手段１３は、警備会社の監視システム１６
にメッセージを送信してから所定時間 例えば３分間）経過後に、施錠監視手段１２に制
御信号を供給する。施錠管理手段１２は供給された制御信号に応じて、家のドア１１を開
錠する。従って、救援に駆けつけた外部の が迅速に対応することができる。
【００３８】
本実施形態によれば、警報の音量が徐々に上がるため、家人が警報に気付き易い。なお、
家人がいきなり大音量のブザー音に驚かされることもなくなる。また、表示ランプ９ａ～
９ｃは、警報が開始された当初は、相対的にゆっくり点滅し、時間の経過に従って徐々に
早く点滅するようになるので、点滅の仕方の変化により家人が気付き易くなる。また、ユ
ーザが警報として自分の所望する音声や音楽を設定できるので、このような警報が報知さ
れたときに気付き易くなる。さらに、浴室外ユニット５ａ～５ｃが異なる場所に配設され
ているので、家人が住宅の中のどこにいても警報を報知することができる。なお、浴室外
ユニットの数を３つとして説明したがこれに限定されるものではない。また、表示ランプ
９ａ～９ｃは点滅するものとしたが、表示する光量を時間の経過に従って増大させるよう
に構成してもよい。
【００３９】
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また、本実施形態によれば、警備会社に自動的に電話がかけられ、救援メッセージが送信
されるので、入浴者が正常な状態ではない場合に、たとえ家人が留守中であっても浴室外
に確実に報知することができる。
【００４０】
本実施形態においては緊急通報先として警備会社に通報するものとしたが、隣家、家人の
携帯電話、家人の勤務先などの所定の連絡先に電話がかけられ、救援メッセージが送信さ
れるように構成してもよい。
【００４１】
尚、コントロールユニット２の異常検知制御部２７により入浴者が異常状態にあることを
検出した時刻を検出する時刻検出手段を設けるようにしてもよい。この場合には、時刻検
出手段が検出した時刻に応じて、その時刻が昼間であれば、上記実施例のように台所から
警報を開始し、居間、寝室の順に警報を開始するようにする。また、時刻検出手段が検出
した時刻が夜間であれば、寝室から警報を開始するなど家人のいる可能性のある部屋から
順に警報を発するようにする。従って、入浴者の異常を家人に迅速に報知することが可能
になる。
【００４２】
　（第２の実施形態） 第１の実施形態の浴室ユニット４にハンズフリー機能を有する
マイクロホンを設けて、浴室内の音声を浴室外ユニット５ａ～５ｃのスピーカ８ａ～８ｃ
から聞こえるように構成してもよい。この場合には、警報制御部２８は、警報を開始した
当初は音声アナウンス又は音楽をスピーカ８ａ～８ｃから出力するように制御し、警報の
開始から所定の時間 例えば３分間）経過後に、警報の内容を変更して、変更した時点の
浴室内の音声をスピーカ８ａ～８ｃから出力させる。従って、警報の内容を変更したとき
に家人の注意を引くことができる。また、音声アナウンス（又は音楽）と、浴室内の音声
をスピーカ８ａ～８ｃから出力させる動作とを交互に繰り返し行うことにより、家人がさ
らに異常に気づき易くなるようにしてもよい。
【００４３】
　（第３の実施形態）第３の実施形態の浴室監視装置３０

は、図４に示すように、上記第１の実施形態の構成に加えてスイッチボックス３１
（本発明のスイッチに相当する）が設けてある。そして、屋内のテレビ３２、ステレオ３
３、換気扇３４などの電気機器の電源コードをスイッチボックス３１を介して商用電源３
５に接続し、コントロールユニット２の警報制御部２８により、スイッチボックス３１の
オン／オフを制御できる。この場合には、警報制御部２８は、警報を開始して所定の時間
（本発明の第２の時間：例えば１０秒間）が経過後に、スイッチボックス３１をオフさせ
る。このとき、テレビ３２、ステレオ３３、換気扇３４などの電気機器は商用電源３５か
ら分離されて動作を停止するので、警報の音声は、上述の電気機器による雑音に掻き消さ
れることなく報知され、家人が警報に気づき易くなる。
【００４４】
　 第１の実施形態の浴室ユニット４にハンズフリー機能を有する送話器と受話器を設
けて、浴室内から外部の所定の連絡先と通話ができるように構成してもよい。この場合に
は、警報制御部２８は、音声アナウンス又は音楽を所定の時間 例えば３分間）だけスピ
ーカ８ａ～８ｃから出力させる。そして、家人がこれに気付かなければ、自動発呼制御に
より入浴者が例えば警備会社のオペレータと通話できる状態にする。従って、入浴者が身
体は動けないが話しをすることができる状態にあれば、警備会社に直接救援を求めること
ができる。
【００４５】
また、上記第１～第４の実施形態の浴室監視装置では、浴室外ユニット５ａ～５ｃに警報
を開始してから経過した時間を計時するタイマを設けるようにしてもよい。また、タイマ
が計時した時間を音声により所定時間ごとにスピーカ８ａ～８ｃから出力するようにして
もよい。この場合には、警報に気が付いた家人や駆けつけた隣人が、警報が発せられてか
らの正確な時間を知見することができ、適切な対処をすることができる。また、異常検知

10

20

30

40

50

(5) JP 3830890 B2 2006.10.11

上記

（

（本発明の浴室監視装置に相当
する）

上記

（



制御部２７が異常を検知してからの経過時間を計時して報知するようにしてもよい。この
場合には、入浴者が寝たか倒れてからの時間を知ることができる。
【００４６】
また、本発明の浴室監視装置は、動きセンサの代わりに、入浴者の音声を検出する音セン
サや、浴槽内での入浴者の動きを検出する物理センサ、健康状態を検出するバイタルセン
サなどを用いて構成してもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】第 1の実施形態の浴室監視装置の構成図。
【図２】セキュリティーユニットの構成図。
【図３】コントロールユニットの構成図。
【図４】第３の実施形態の浴室監視装置の構成図。
【符号の説明】
１・・・浴室監視装置、２・・・コントロールユニット、３・・・動きセンサ、５ａ，５
ｂ，５ｃ・・・浴室外ユニット、６・・・セキュリティーシステム、８ａ，８ｂ，８ｃ・
・・スピーカ、９ａ，９ｂ，９ｃ・・・表示ランプ、２１・・・Ｉ／Ｏユニット、２２・
・・記憶装置、２３・・・制御装置、２４・・・主記憶部、２５・・・音声記憶部、２６
・・・音声登録部、２７・・・異常検知制御部、２８・・・警報制御部。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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