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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】スマートセーフティプロテクト統合システム機
器を提供する。
【解決手段】消火装置１１に消火シリンダー１１１及び
一つのノズル１１２を設け、ノズル１１２は火の元に向
けて消火薬剤を噴射することができる。通報セキュリテ
ィ装置１２は機器の内部に設置し、赤外線ナイトビジョ
ンレンズを具有することで、自動的に検知して画像を録
画する。通信伝送装置１３は機器１の内部に設置し、Ｗ
ＩＦＩ発信機及びＧＳＭシグナル発信機を具有し、通報
セキュリティ装置１１２が録画した画像を関連スタッフ
に伝送する。自動走行装置１４は機器１の外部に設置し
、それによって機器１は自動的に移動及び自動的に障害
物を避けることができる。検知装置１５は機器１の内部
に設置し、赤外線熱画像装置１５１、高解像度ビデオシ
ステム１５２、気体検知システムを具有し、環境の設備
が異常かどうかを検知し、同時に警報を鳴らし、画像を
関連スタッフに伝送することができる。
【選択図】図２
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　無線アンテナ、消火装置、通報セキュリティ装置、通信伝送装置、自動走行装置及び検
知装置を含み、
　該消火装置は機器の内部に設置し、該消火装置に消火シリンダー及び一つの左右に移動
できるノズルを設け、該ノズルは消火シリンダーと連結し、且つ機器の外にまで伸び、ま
た、該消火シリンダー内に消火薬剤を詰め、該ノズルは火の元に向けて消火薬剤を噴射す
ることができ、
　該通報セキュリティ装置は機器の内部に設置し、赤外線ナイトビジョンレンズを具有す
ることで、自動的に検知して画像を録画し、
　通信伝送装置は機器の内部に設置し、ＷＩＦＩ発信機及びＧＳＭシグナル発信機を具有
し、通報セキュリティ装置が録画した画像を関連スタッフに伝送し、
自動走行装置は機器の外部に設置し、それによって機器は自動的に移動及び自動的に障害
物を避けることができ、
検知装置は機器の内部に設置し、赤外線熱画像装置、高解像度ビデオシステム、気体検知
システムを具有し、環境の設備が異常かどうかを検知し、同時に警報を鳴らし、画像を関
連スタッフに伝送することができることを特徴とするマートセーフティプロテクト統合シ
ステム機器。
【請求項２】
　更に一つの放送連動制御装置を含み、該機器が火災発生を検知したとき、情報を放送し
、現場の関連スタッフに知らせると同時に、消防隊に通報することを特徴とする請求項１
記載のマートセーフティプロテクト統合システム機器。
【請求項３】
　該放送連動制御装置はリモートマイク及びスピーカーを具有することを特徴とする請求
項２記載のマートセーフティプロテクト統合システム機器。
【請求項４】
　更に一つの移報装置を含み、該機器の内部に設置し、自動的に消防局分隊の電話及びセ
キュリティスタッフの電話にダイヤルし、自動音声の方法を用いて火災場所を知らせるこ
とを特徴とする請求項１記載のマートセーフティプロテクト統合システム機器。
【請求項５】
　更に一つの老人看護装置を含み、通信伝送装置と電気接続し、機器は血圧血糖値の測定
設備を設け、測定して数値を記録し、測定数値が予め設定した値より超えた場合は、情報
を関連スタッフに発信することを特徴とする請求項１記載のマートセーフティプロテクト
統合システム機器。
【請求項６】
　前記老人看護装置は更に薬箱を含み、該薬箱を該機器に設置し、飲用時間を設定して知
らせることができることを特徴とする請求項５記載のマートセーフティプロテクト統合シ
ステム機器。
【請求項７】
　前記自動走行装置はレールローラー及びレールを含み、該レールローラーは該機器外部
の下方或いは上方に設置し、該レールは地面或いは天井或いは多方向に設置し、機器のレ
ールローラーは該レールに従って走行することを特徴とする請求項１記載のマートセーフ
ティプロテクト統合システム機器。
【請求項８】
　前記機器は更に一つの充電機構を含み、外部電源と直接接続して充電できることを特徴
とする請求項１記載のマートセーフティプロテクト統合システム機器。
　
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本考案はスマートセーフティプロテクト統合システムの技術に関し、特に消火、セキュ
リティ、通信伝送、自動走行、検知などの機能を備えたスマートセーフティプロテクト統
合システム機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　過去の法令では、一般住宅は自動火災報知システムの設置は不必要であった。現在の法
令は住宅用警報機が必要と規定しているが、家に誰もいない場合、住宅用警報機が作動し
ても誰もわからない。よって災害が発生した瞬間に自動的且つ迅速に関連スタッフに通報
できることが大変重要である。多くの住宅火災の発生時間は夜中である。火災発生時に恐
怖、パニックを起こしやすく、避難方法が分からずに被災してしまうのは大変忍びないこ
とである。本システムは迅速に警報を発し、有効的に誘導して避難することができ、人々
は指示に従って操作すれば、有効的に避難することができる。
【０００３】
　公共の場で使用するセーフティプロテクトは消防及び建築法令に基づき、自動火災警報
設備及び関連する消火と避難設備の設置が必要である。該自動警報設備は誤報が多いため
に、業者が受信交換機を消してしまう、或いはメンテナンス管理問題によって損壊したた
めに、火災発生時に作動することができない。Ｒ型受信交換機は作動する探知機を受信交
換機に表示し、代わりに出火場所を見つけることはできるが、情報は制御室にのみ表示す
るため、他の関連スタッフは確実に情報を得ることができないほか、機械の価格は大変高
い。多くの場所で使っているのはＰ型受信交換機である。Ｐ型受信交換機が作動する際に
、エリア或いは階数しか分からず、確実に出火位置を把握することができないため、自動
的に検知し、素早く情報を伝えて且つ有効的に消火できることが人間及び財産の損失を守
ることになる。
【０００４】
　工場は倉庫と作業場があり、面積が広い上、生産ラインと機械により防火エリアを区画
通りに設置できないために、火災発生時に燃え広がってしまう。また、工場の消防設備の
多くは消火器と消火栓であり、該タイプの消火設備は全て受動タイプである。仮に工場内
に禁水性或いはその他の可燃性物質があると、水は効果的な消火物質とは限らない。工場
に設置する消火設備はトレーニングを受けたスタッフが操作して初めて有効的に消火する
ことができ、緊急な状況では更にパニックを起こして操作要領を忘れることがある。よっ
て自動的なプロテクト作業道具に頼って消火することでこそ、燃え広がるのを抑制するこ
とができる。
【０００５】
　現在規定に基づき住宅に設置する住宅用警報機は、シグナルを外部スタッフに伝える装
置は全くない。家に誰もいない場合、火災に対して即座に対処することができず、セキュ
リティシステムとオンラインしても、対応スタッフが現場に駆けつけたところで間に合わ
ないことも多い。公共の場として使用する建築物は、自動火災警報設備はあるが、受信交
換機を通じて警報を鳴らしても、該エリア或いは該フロアのみであり、有効的に正確な情
報を関連する住居や企業主或いは消防部門に伝えて、安全に避難する方法を指導すること
ができない。また、救助スタッフが現場に到着した後も、関連スタッフに問い合わせるし
かなく、有効的に確実に火災状況を把握することができず、消防隊は出火場所が分からな
い危険な火災現場で救助を行うことになるため、時間を浪費するほか、消防救助隊員にダ
メージを与える可能性がある。
【０００６】
　火災発生時、状況が緊急、或いは睡眠中急に起こされると、方向を見失う及び近くの人
を呼びかけたり、逃げるのをサポートしたりすることを忘れるために、災害が大きくなっ
て、より多くの死傷者を出してしまう。異なる場所においてカスタマイズした放送内容で
避難指示をするシステムがあれば、危機発生した際に、有効的に避難することができる。
【０００７】
　現有の消防安全設備、例えば消火器、室内消火栓など、全て人が操作して初めて火災初
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期の燃え広がりを抑制することができる。しかし、火災の発生は往々にして無人の場所で
あるため、有効に使用できない。現在の消防安全設備の自動消火設備は例えば自動スプリ
ンクラーなど、出火した際に自動的に消火できるのが全て自動タイプの消火設備と呼ばれ
、相当なプロテクト効果を具有する。しかし、この類の自動消火設備の部品は例えばスプ
リンクラー、支管、メイン管、貯水タンク、ポンプ、加圧起動装置など大変多いし体積が
大きい上にかなり高価なものであり、該プロテクトエリアは固定し、その範囲は死角があ
って全面的にプロテクトすることができない。仮に装置の施工に不備があり、或いは室内
の内装によりスプリンクラー或いはシステムがダメージを受ける、或いはメンテナンスが
行き届かず、検査ミスなどで水検知装置を復元していないなど、全てが火災発生時に有効
的に消火を起動できない原因となる可能性がある。よって全面的で自動的に検出起動でき
るスマート型セーフティプロテクト設備が、火災を迅速に消火することができる。
【０００８】
　現在のセキュリティシステムサービスのメーカーは、盗難防止、セキュリティサービス
を提供しているが、火災発生時に、警備員が情報を受けても現場に到着する及び関連スタ
ッフに通報するのに時間が必要であり、迅速に出火場所に到着して出火初期に消火抑制を
することができない。
【０００９】
　また、次第に老年化社会になりつつあり、自宅プロテクト及び老人の世話も現代の重要
な課題である。仮に防災救護装置に自宅老人看護装置を組合せれば、防災効果をアップす
るだけでなく、老人を看護する目的にも達することができる。
【００１０】
　よって、如何にして消防セーフティプロテクト及び防災セキュリティ統合システムをモ
ジュール設計し、多くの自動的な機能を提供できるものを案出し、火災或いは緊急事件が
発生したときに、自動的に迅速に消火し、災害の広がりを防止し、人々が素早く逃げられ
、迅速に関連救助部門とスタッフに連絡することができ、高いセーフティプロテクトの機
能があり、人命と財産の損失を下げることのできるものを案出することが本考案の目的で
ある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２０１３－２４２８８６号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【００１２】
　前記公知構造の欠点を解決するため、本考案はスマートセーフティプロテクト統合シス
テム機器を提供することを主な課題とする。火災セーフティプロテクトの最も重要なもの
は、早めの検知、接近、警告、素早い消火であり、本考案は主に検知機能、消火機能、セ
キュリティ機能、通信伝送機能、自動走行機能を具有する。火災発生初期に火災探知機が
火災のシグナルを検知したときに、本機器は直ちに自動的に火災発生エリアに移動し、火
災発生エリアに到着すると直ちに赤外線熱画像装置で出火の正確な位置を判別し、火災現
場の情報を管理者の携帯或いは制御室に送信する。この時システムは自動或いは手動の方
法を用いて機器の消火システムを制御して消火を行うことができる。本機器は普段パトロ
ールすることができ、他に放送連動制御装置及び老人看護装置を付加し、自動的にモニタ
ーリング、自動的に消火、自動的に通報など多種の機能を備え、火災発生時の通報及び処
理する効率を高める。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上述の目的を解決するために、本考案はスマートセーフティプロテクト統合システム機
器の構造を提供するものである。該機器に含まれるのは一つの消火装置、一つの通報セキ
ュリティ装置、一つの通信伝送装置、一つの自動走行装置及び一つの検知装置である。消
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火装置は機器の内部に設置し、消火装置は消火シリンダー及び一つの左右に移動できるノ
ズルを設け、ノズルは該機器の外にまで伸びる。また、消火シリンダー内に消火薬剤を詰
め、ノズルは火の元に向けて消火薬剤を噴射することができる。通報セキュリティ装置は
機器の内部に設置し、赤外線ナイトビジョンレンズを具有することで、自動的に検知して
画像を録画する。通信伝送装置は機器の内部に設置し、ＷＩＦＩ発信機及びＧＳＭシグナ
ル発信機を具有し、通報セキュリティ装置が録画した画像を関連スタッフに伝送する。自
動走行装置は機器の外部に設置し、それによって機器は自動的に移動及び自動的に障害物
を避けることができる。検知装置は機器の内部に設置し、赤外線熱画像装置、高解像度ビ
デオシステム、気体検知システムを具有し、環境の設備が異常かどうかを検知し、同時に
警報を鳴らし、画像を関連スタッフに伝送することができる。
【００１４】
　一つの最良実施例では更に一つの放送連動制御装置、一つの移報装置及び一つの老人看
護装置を含む。放送連動制御装置は、機器が火災発生を検知したとき、情報を放送し、現
場の関連スタッフに知らせると同時に、消防隊に通報する。移報装置は機器の内部に設置
し、自動的に消防局分隊の電話及びセキュリティスタッフの電話にダイヤルし、自動音声
の方法を用いて火災場所を知らせる。老人看護装置は通信伝送装置と電気接続し、機器は
血圧血糖値の測定設備を設け、測定して数値を記録し、測定数値が予め設定した値より超
えた場合は、情報を関連スタッフに発信する。また、自動走行装置は多方向用レールロー
ラー及びレールを使って走行ことができる。レールローラー装置は機器の外部下方或いは
上方に設置し、レールは地面或いは天井の如何なる一つの所に設置し、機器のレールロー
ラーは該レールに従って走行する。
【考案の効果】
【００１５】
　本考案は消火装置、通報セキュリティ装置、通信伝送装置、自動走行装置及び検知装置
を設置し、自動的にモニターリング、自動的に消火、自動的に通報する機能を具有し、火
災の通報及び処理する効率をアップできる。更に老人看護装置を増設することができ、老
人を看護する目的にも達することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本考案のスマートセーフティプロテクト統合システム機器の第一最良実施例の構
造ブロック略図である。
【図２】本考案のスマートセーフティプロテクト統合システム機器の第一最良実施例の立
体構造略図である。
【図３】本考案のスマートセーフティプロテクト統合システム機器の第二最良実施例の構
造ブロック略図である。
【図４】本考案のスマートセーフティプロテクト統合システム機器の第三最良実施例の立
体構造略図である。
【考案を実施するための形態】
【００１７】
以下、本考案の具体的な実施例を用いて実施方法を説明する。ただ注意して頂きたいのは
、以下の図式は簡略化した略図であり、それを用いて本考案の基本構想を説明しているの
みである。図式では本考案に関係する構造のみを例示し、実際実施する際の部品の数や形
状及びサイズに基づき描いておらず、実際実施する際の各部品の形態、数量及び比例は図
式によって制限されず、実際の設計のニーズに基づき変化を行う。
【実施例１】
【００１８】
　図１及び図２に示すのは本考案のスマートセーフティプロテクト統合システム機器の第
一最良実施例の構造ブロック略図及び立体構造略図である。図に示すように、本考案のス
マートセーフティプロテクト統合システム機器１に無線アンテナ１０を設け、該無線アン
テナ１０は遠隔監視伝送用である。機器１に含まれるのは一つの消火装置１１、一つの通
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報セキュリティ装置１２、一つの通信伝送装置１３、一つの自動走行装置１４及び一つの
検知装置１５である。
【００１９】
　消火装置１１は機器１の内部に設置し、消火装置１１に消火シリンダー１１１及び一つ
の左右に移動できるノズル１１２を設け、ノズル１１２は消火シリンダー１１１と連結し
、且つ機器１の外にまで伸びる。また、消火シリンダー１１１内に消火薬剤を詰め、該ノ
ズル１１２は火の元に向けて消火薬剤を噴射することができる。この消火薬剤は環境に基
づき異なる配置及び噴射方法を選ぶことができる。例えばＡＢＣ粉末、ＢＣ粉末、Ｄ粉末
、気体消火或いは強化液薬剤があり、消火装置１１は直接火の元に向けて噴射すると同時
に、ノズル１１２をコントロールして左右に移動して消火範囲を拡大することができる。
また、機器１は距離検知設備により、自動的に機器１と火の元の距離を測ることができ、
消火効率を上げる。
【００２０】
　通報セキュリティ装置１２は機器１の内部に設置し、赤外線ナイトビジョンレンズを具
有することで、自動的に検知して画像を録画する。通信伝送装置１３は機器１の内部に設
置し、ＷＩＦＩ発信機及びＧＳＭシグナル発信機を具有し、通報セキュリティ装置１２が
録画した画像を関連スタッフに伝送する。自動走行装置１４は機器１の外部に設置し、そ
れによって機器１は自動的に移動及び自動的に障害物を避けることができる。検知装置１
５は機器１の内部に設置し、赤外線熱画像装置１５１、高解像度ビデオシステム１５２、
気体検知システムを具有し、環境の設備が異常かどうかを検知し、同時に警報を鳴らし、
画像を関連スタッフに伝送することができる。自動走行装置１４はレールローラー１４１
及びレール１４２を含み、第一実施例のレールローラー１４１は機器１の外部下方に設置
し、レール１４２は地面或いは各方位に設置することで、機器１のレールローラー１４は
レール１４２に従って走行する。
【００２１】
　具体的に上述の装置により、機器１は自動的に走行し、且つ検知、録画或いはシグナル
を発信する。よって機器１がパトロールしている際、仮に異常な状況を検知すると、画像
を関連スタッフに伝送することができる。また赤外線熱画像装置１５１を具有するため、
低照度或いは暗い環境の中でも検知を行い、無線アンテナ１０を通じて画像を外部の制御
室に送ることができる。或いは機器１が警戒範囲内に怪しい人物或いは怪しい物品を発見
した場合、近づいて警告或いは撮影をすることができる。怪しい人物が機器１を攻撃しよ
うとする時は、ノズル１１２からマーキュロクロム液を噴射して防護する。またレール１
４２は地面タイプレール、壁タイプレール、懸吊タイプレール、ヒドゥンタイプレール或
いはその他の異なる構造設計のレールにすることができ、いずれも自動的に走行すること
ができる。更に機器１に充電装置１０１を設け、直接外部電源を接続して充電を行うこと
ができる。
【実施例２】
【００２２】
　図３に示すのは、本考案のスマートセーフティプロテクト統合システム機器の第二最良
実施例の構造ブロック略図である。図に示すように、第二実施例では、本考案のスマート
セーフティプロテクト統合システム機器１は消火装置１、一つの通報セキュリティ装置１
２、一つの通信伝送装置１３、一つの自動走行装置１４及び一つの検知装置１５のほかに
、更に一つの放送連動制御装置１６、一つの移報装置１７及び一つの老人看護装置１８を
増設することができる。放送連動制御装置１６はリモートマイク及びスピーカーを具有し
、機器１が火災発生を検知したとき、情報を放送し、現場の関連スタッフに知らせると同
時に、消防隊に通報する。移報装置１７は機器１の内部に設置し、自動的に消防局分隊の
電話及びセキュリティスタッフの電話にダイヤルし、自動音声の方法を用いて火災場所を
知らせる。老人看護装置１８は通信伝送装置１３と電気接続し、機器１は血圧血糖値の測
定設備を設け、測定して数値を記録し、測定数値が予め設定した値より超えた場合は、通
信伝送装置１３を通じて情報を関連スタッフに発信する。
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【００２３】
　具体的に機器１が火災発生を確認した際、機器１が火災現場に到着する前に、放送連動
制御装置１６は自動的に放送シグナルを発し、現場スタッフに緊急対応処置を知らせ、関
連スタッフはリモートマイク及び機器１に搭載するスピーカーを用いて通報、或いは直接
命令を発し及び注意事項を放送することができる。移報装置１７は自動的に消防局分隊の
電話及びセキュリティスタッフの電話にダイヤルし、自動音声の方法を用いて火災場所を
知らせる。また、異なる使用場所に対し、予め音声を録音し、出火場所を確認後、放送で
安全ルート及び避難方向をガイドする。更に老人看護装置１８は機器１に薬箱を設置し、
飲用時間を設定して知らせることができる。
【実施例３】
【００２４】
　図４に示すのはスマートセーフティプロテクト統合システム機器の第三最良実施例の立
体構造略図である。図に示すように、本考案のスマートセーフティプロテクト統合システ
ム機器１は前記の実施例のように、地面で移動するほか、天井或いは多方位に設置するこ
とができる。本実施例は一種の懸吊タイプレールであり、機器１は天井に設置するレール
に従って移動することができる。更に昇降棒１００を増設することで、機器１は上下に移
動できる。同様に機器１に含まれるのは一つの消火装置１１、一つの通報セキュリティ装
置１２、一つの通信伝送装置１３、一つの自動走行装置１４及び一つの検知装置１５であ
る。よって同じく第一実施例に述べる効果に達することができる。
【００２５】
　従来技術と比べ、本考案のスマートセーフティプロテクト統合システム機器の全ての装
置はいずれもモジュール設計であるため、異なるニーズに基づき異なる装置をセレクトで
きる。また機器は自動的に移動して検知し、自動的に障害物を避けるほか、地面或いは天
井で走行し、更に防災モニターリングできる効果を持つ。
【００２６】
　以上の実施例による本考案の詳細な説明は本考案の範囲を制限するものではない。本技
術に熟知する者が、本考案の範囲内にて行う変更や調整を行っても、本考案の重要な意義
は失われず、本考案の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００２７】
１　機器
１０　無線アンテナ
１００　昇降棒
１０１　充電機構
１１　消火装置
１１１　消火シリンダー
１１２　ノズル
１２　通報セキュリティ装置
１３　通信伝送装置
１４　自動走行装置
１５　検知装置
１５１　赤外線熱画像装置
１５２　高解像度ビデオシステム
１６　放送連動制御装置
１７　移報装置
１８　老人看護装置
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年8月21日(2014.8.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
上述の目的を解決するために、本考案はスマートセーフティプロテクト統合システム機器
の構造を提供するものである。該機器に含まれるのは一つの消火装置、一つの通報セキュ
リティ装置、一つの通信伝送装置、一つの自動走行装置及び一つの検知装置である。消火
装置は機器の内部に設置し、消火装置は消火シリンダー及び一つの左右に移動できるノズ
ルを設け、ノズルは該機器の外にまで伸びる。また、消火シリンダー内に消火薬剤を詰め
、ノズルは火の元に向けて消火薬剤を噴射することができる。通報セキュリティ装置は機
器の内部に設置し、赤外線ナイトビジョンレンズを具有することで、自動的に検知して画
像を録画する。通信伝送装置は機器の内部に設置し、ＷＩＦＩ発信機及びＧＳＭ（登録商
標）シグナル発信機を具有し、通報セキュリティ装置が録画した画像を関連スタッフに伝
送する。自動走行装置は機器の外部に設置し、それによって機器は自動的に移動及び自動
的に障害物を避けることができる。検知装置は機器の内部に設置し、赤外線熱画像装置、
高解像度ビデオシステム、気体検知システムを具有し、環境の設備が異常かどうかを検知
し、同時に警報を鳴らし、画像を関連スタッフに伝送することができる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
通報セキュリティ装置１２は機器１の内部に設置し、赤外線ナイトビジョンレンズを具有
することで、自動的に検知して画像を録画する。通信伝送装置１３は機器１の内部に設置
し、ＷＩＦＩ発信機及びＧＳＭ（登録商標）シグナル発信機を具有し、通報セキュリティ
装置１２が録画した画像を関連スタッフに伝送する。自動走行装置１４は機器１の外部に
設置し、それによって機器１は自動的に移動及び自動的に障害物を避けることができる。
検知装置１５は機器１の内部に設置し、赤外線熱画像装置１５１、高解像度ビデオシステ
ム１５２、気体検知システムを具有し、環境の設備が異常かどうかを検知し、同時に警報
を鳴らし、画像を関連スタッフに伝送することができる。自動走行装置１４はレールロー
ラー１４１及びレール１４２を含み、第一実施例のレールローラー１４１は機器１の外部
下方に設置し、レール１４２は地面或いは各方位に設置することで、機器１のレールロー
ラー１４はレール１４２に従って走行する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
無線アンテナ、消火装置、通報セキュリティ装置、通信伝送装置、自動走行装置及び検知
装置を含み、
該消火装置は機器の内部に設置し、該消火装置に消火シリンダー及び一つの左右に移動で
きるノズルを設け、該ノズルは消火シリンダーと連結し、且つ機器の外にまで伸び、また
、該消火シリンダー内に消火薬剤を詰め、該ノズルは火の元に向けて消火薬剤を噴射する
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ことができ、
該通報セキュリティ装置は機器の内部に設置し、赤外線ナイトビジョンレンズを具有する
ことで、自動的に検知して画像を録画し、
通信伝送装置は機器の内部に設置し、ＷＩＦＩ発信機及びＧＳＭ（登録商標）シグナル発
信機を具有し、通報セキュリティ装置が録画した画像を関連スタッフに伝送し、
自動走行装置は機器の外部に設置し、それによって機器は自動的に移動及び自動的に障害
物を避けることができ、
検知装置は機器の内部に設置し、赤外線熱画像装置、高解像度ビデオシステム、気体検知
システムを具有し、環境の設備が異常かどうかを検知し、同時に警報を鳴らし、画像を関
連スタッフに伝送することができることを特徴とするスマートセーフティプロテクト統合
システム機器。
【請求項２】
更に一つの放送連動制御装置を含み、該機器が火災発生を検知したとき、情報を放送し、
現場の関連スタッフに知らせると同時に、消防隊に通報することを特徴とする請求項１記
載のスマートセーフティプロテクト統合システム機器。
【請求項３】
該放送連動制御装置はリモートマイク及びスピーカーを具有することを特徴とする請求項
２記載のスマートセーフティプロテクト統合システム機器。
【請求項４】
更に一つの移報装置を含み、該機器の内部に設置し、自動的に消防局分隊の電話及びセキ
ュリティスタッフの電話にダイヤルし、自動音声の方法を用いて火災場所を知らせること
を特徴とする請求項１記載のスマートセーフティプロテクト統合システム機器。
【請求項５】
更に一つの老人看護装置を含み、通信伝送装置と電気接続し、機器は血圧血糖値の測定設
備を設け、測定して数値を記録し、測定数値が予め設定した値より超えた場合は、情報を
関連スタッフに発信することを特徴とする請求項１記載のスマートセーフティプロテクト
統合システム機器。
【請求項６】
前記老人看護装置は更に薬箱を含み、該薬箱を該機器に設置し、飲用時間を設定して知ら
せることができることを特徴とする請求項５記載のスマートセーフティプロテクト統合シ
ステム機器。
【請求項７】
前記自動走行装置はレールローラー及びレールを含み、該レールローラーは該機器外部の
下方或いは上方に設置し、該レールは地面或いは天井或いは多方向に設置し、機器のレー
ルローラーは該レールに従って走行することを特徴とする請求項１記載のスマートセーフ
ティプロテクト統合システム機器。
【請求項８】
前記機器は更に一つの充電機構を含み、外部電源と直接接続して充電できることを特徴と
する請求項１記載のスマートセーフティプロテクト統合システム機器。
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