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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
室内に設置した活動情報収集手段と、玄関扉あるいは裏口扉の開閉部に設置した開閉動作
検知手段と、ストップウォッチを内蔵したコントロールパネルとを有する安否確認システ
ムにおいて、
　上記活動情報収集手段は、人の動きを検知した場合、イベント信号を上記コントロール
パネルに送信し、
　上記コントロールパネルは、上記活動情報収集手段から上記イベント信号を受信したと
きに、外出モードであれば、在宅モードに変更し、既に在宅モードであれば、在宅モード
のまま、上記ストップウォッチをリセットして、無活動経過時間の計測を開始し、
　上記活動情報収集手段は、上記無活動経過時間の計測中、人の動きを検知した場合、イ
ベント信号を上記コントロールパネルに送信し、
　上記コントロールパネルは、上記無活動経過時間の計測中、上記活動情報収集手段から
上記イベント信号を受信したときに、在宅モードのまま、上記ストップウォッチを停止し
、リセットの上、再計測を開始すると共に、記録素子に上記ストップウォッチが上記無活
動経過時間の計測を開始した日時と、上記無活動経過時間の計測を開始した日時から上記
無活動経過時間の計測中に上記活動情報収集手段から上記イベント信号を受信した日時ま
での経過時間の計測結果をランキングに登録し、
　上記開閉動作検知手段は、上記無活動経過時間の計測中、玄関扉あるいは裏口扉の開閉
動作を検知した場合、イベント信号を上記コントロールパネルに送信し、
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　上記コントロールパネルは、上記無活動経過時間の計測中、上記開閉動作検知手段から
上記イベント信号を受信したときに、外出モードに変更し、上記ストップウォッチを停止
し、リセットの上、外出時間の計測を開始すると共に、記録素子に上記ストップウォッチ
が上記無活動経過時間の計測を開始した日時と、上記無活動経過時間の計測を開始した日
時から上記無活動経過時間の計測中に上記開閉動作検知手段から上記イベント信号を受信
した日時までの経過時間の計測結果をランキングに登録することを特徴とする安否確認シ
ステム。
【請求項２】
請求項１記載の安否確認システムであって、
　前記コントロールパネルは、前記無活動経過時間の計測中、無活動経過時間が、予め設
定した通報時間に達した時、記録素子に記録された無活動経過時間のランキングと各ラン
キングに対応した計測開始の日時と共に、外部に通報をし、
　前記活動情報収集手段は、上記通報後、人の動きを検知した場合、イベント信号を前記
コントロールパネルに送信し、
　前記コントロールパネルは、上記通報後、前記活動情報収集手段から上記イベント信号
を受信したときに、在宅モードのまま、前記ストップウォッチを停止し、リセットの上、
再計測を開始すると共に、記録素子に前記ストップウォッチが前記無活動経過時間の計測
を開始した日時と、前記無活動経過時間の計測を開始した日時から上記通報後に前記活動
情報収集手段から上記イベント信号を受信した日時までの経過時間の計測結果をランキン
グに登録すると同時に、人の動きを検知した安心情報を外部に報告し、
　前記開閉動作検知手段は、上記通報後、玄関扉あるいは裏口扉の開閉動作を検知した場
合、イベント信号を前記コントロールパネルに送信し、
　前記コントロールパネルは、上記通報後、前記開閉動作検知手段から上記イベント信号
を受信したときに、外出モードに変更し、前記ストップウォッチを停止し、リセットの上
、外出時間の計測を開始すると共に、記録素子に前記ストップウォッチが前記無活動経過
時間の計測を開始した日時と、前記無活動経過時間の計測を開始した日時から上記通報後
に前記開閉動作検知手段から上記イベント信号を受信した日時までの経過時間の計測結果
をランキングに登録すると同時に、人の動きを検知した安心情報を外部に報告することを
特徴とする安否確認システム。
【請求項３】
請求項２記載の安否確認システムであって、
　前記コントロールパネルは、前記外部に通報時に、記録素子に記録された無活動経過時
間の各ランキングに対応した計測開始の日時のデータを一定の集計期間に限定し、その限
定したデータを基に、縦軸に無活動経過時間の計測開始の回数を、横軸に２４時間におけ
る無活動経過時間の各ランキングに対応した計測開始の時間をｎ分単位の時間軸に示した
グラフとして、外部に通報することを特徴とする安否確認システム。
【請求項４】
請求項１記載の安否確認システムであって、
　前記開閉動作検知手段は、玄関扉あるいは裏口扉の開閉動作を検知した場合、イベント
信号を前記コントロールパネルに送信し、
　前記コントロールパネルは、前記開閉動作検知手段から上記イベント信号を受信したと
きに、在宅モードであれば、外出モードに変更し、既に外出モードであれば、外出モード
のまま、前記ストップウォッチをリセットして、外出時間の計測を開始し、
　前記開閉動作検知手段は、上記外出時間の計測中、玄関扉あるいは裏口扉の開閉動作を
検知した場合、イベント信号を前記コントロールパネルに送信し、
　前記コントロールパネルは、上記外出時間の計測中、前記開閉動作検知手段から上記イ
ベント信号を受信したときに、外出モードのまま、前記ストップウォッチを停止し、リセ
ットの上、再計測を開始すると共に、記録素子に前記ストップウォッチが上記外出時間の
計測を開始した日時と、上記外出時間の計測を開始した日時から上記外出時間の計測中に
前記開閉動作検知手段から上記イベント信号を受信した日時までの外出時間の計測結果を



(3) JP 5108161 B1 2012.12.26

10

20

30

40

50

ランキングに登録し、
　前記活動情報収集手段は、上記外出時間の計測中、人の動きを検知した場合、イベント
信号を前記コントロールパネルに送信し、
　前記コントロールパネルは、外出時間の計測中、前記活動情報収集手段から上記イベン
ト信号を受信したときに、在宅モードに変更し、前記ストップウォッチを停止し、リセッ
トの上、無活動経過時間の計測を開始すると共に、記録素子に前記ストップウォッチが上
記外出時間の計測を開始した日時と、上記外出時間の計測を開始した日時から上記外出時
間の計測中に前記活動情報収集手段から上記イベント信号を受信した日時までの外出時間
の計測結果をランキングに登録することを特徴とする安否確認システム。
【請求項５】
請求項４記載の安否確認システムであって、
　前記コントロールパネルは、前記外出時間の計測中、外出時間が、予め設定した通報時
間に達した時、記録素子に記録された外出時間のランキングと各ランキングに対応した計
測開始の日時と共に、外部に通報をし、
　前記開閉動作検知手段は、上記通報後、玄関扉あるいは裏口扉の開閉動作を検知した場
合、イベント信号を前記コントロールパネルに送信し、
　前記コントロールパネルは、上記通報後、前記開閉動作検知手段から上記イベント信号
を受信したときに、外出モードのまま、前記ストップウォッチを停止し、リセットの上、
再計測を開始すると共に、記録素子に前記ストップウォッチが前記外出時間の計測を開始
した日時と、前記外出時間の計測を開始した日時から上記通報後に前記開閉動作検知手段
から上記イベント信号を受信した日時までの外出時間の計測結果をランキングに登録する
と同時に、無事帰宅した安心情報を外部に報告し、
　前記活動情報収集手段は、上記通報後、人の動きを検知した場合、イベント信号を前記
コントロールパネルに送信し、
　前記コントロールパネルは、上記通報後、前記活動情報収集手段から上記イベント信号
を受信したときに、在宅モードに変更し、前記ストップウォッチを停止し、リセットの上
、無活動経過時間の計測を開始すると共に、記録素子に前記ストップウォッチが前記外出
時間の計測を開始した日時と、前記外出時間の計測を開始した日時から上記通報後に前記
活動情報収集手段から上記イベント信号を受信した日時までの外出時間の計測結果をラン
キングに登録すると同時に、無事帰宅した安心情報を外部に報告することを特徴とする安
否確認システム。
【請求項６】
請求項５記載の安否確認システムであって、
　前記コントロールパネルは、前記外部に通報時に、記録素子に記録された外出時間のラ
ンキングと各ランキングに対応した計測開始の日時のデータを一定の集計期間に限定し、
その限定したデータを基に、縦軸に外出回数を、横軸に２４時間における外出した時間を
ｎ分単位の時間軸に示したグラフとして、外部に通報することを特徴とする安否確認シス
テム。
【請求項７】
請求項１記載の安否確認システムであって、
　前記コントロールパネルは、記録素子にある無活動経過時間のランキングの上位ｎ位ま
での平均時間を算出し、その平均時間に基づいて、通報時間を自動設定し、無活動経過時
間が、自動設定された上記通報時間に達した時に、記録素子に記録された無活動経過時間
のランキングと各ランキングに対応した計測開始の日時と共に、外部に通報することを特
徴とする安否確認システム。
【請求項８】
請求項１記載の安否確認システムであって、
　前記コントロールパネルは、記録素子にある外出時間のランキングの上位ｎ位までの平
均時間を算出し、その平均時間に基づいて、通報時間を自動設定し、外出時間が、自動設
定された上記通報時間に達した時に、記録素子に記録された外出時間のランキングと各ラ
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ンキングに対応した計測開始の日時と共に、外部に通報することを特徴とする安否確認シ
ステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は、特に独居者の安否を確認し、外部に通報するシステムである。
【背景技術】
【０００２】
従来、独居者の安否確認は、水道・ガス・電気などのインフラの使用状況を確認する方法
や受動赤外線検知器などで人の動きがないことを検知して安否を確認する方法など様々な
方法があった。
【０００３】
ところが、独居者は、特にプライバシーを重視する要望が強く、監視カメラなどの設置を
拒む場合が多く、安否情報の収集は、視覚以外の方法を用いるしかなく、安否情報の精度
に問題が多かった。
さらに従来の安否確認システムは、在宅中、外出中をスイッチで独居者が切り替えるもの
が多く、スイッチの切り忘れなどで、本当に在宅中か外出中なのかの判断が不明確で、室
内で倒れているのか、外出中なのかの判断も困難であった。
以上のような理由で安否確認システムは、広く普及するに至らない現状にあった。
【０００４】
しかし、独居者は、高齢者に止まらず、様々な年齢層に、増え続けている現状の中、独居
者の孤立死も年齢を問わず、増加傾向にあり、死後、数日以上経過して腐乱死体で発見さ
れる場合もあり、大きな社会問題となっている。
少しでも人間としての尊厳を保った状態で最期を向かえ、且つ、周りの人達に迷惑を掛け
ないためには、せめて２４時間以内に、外部の人達に発見されることが望ましい。
【０００５】
また、緊急通報装置は、１９８８年に当時の厚生省が補助金を出して、全国の自治体に普
及を促進してきたが、増え続ける独居高齢者に普及が追いつかない現状にある。
その緊急通報装置もいざという時に手元に緊急通報ボタンがない場合は、役に立たない事
例も多い。
その緊急通報装置のセーフティネットの網から漏れた大多数の独居者のために、安価で信
頼性の高い安否確認システムの登場が待たれるところであった。
【０００６】
本発明により、信頼性の高い安否確認システムが普及することにより、このような社会問
題を解決できる一助となるものと期待する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平２－８７８６４
【特許文献２】特開２００１－２１６５８５
【特許文献３】特開２００２－１７０１８１
【特許文献４】特開２００３－２７１７４７
【特許文献５】特開２００６－１６３９２９
【特許文献６】特開２０１０－２８６９７９
【特許文献７】特開２００９－１５７７５８
【特許文献８】特開２００９－２０５６４８
【特許文献９】特願２０１１－１０２６２６
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】孤独死ゼロの町づくり（著者）元木昌彦　（発行所)ダイヤモンド社
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
在宅中である独居者の安否を確認する従来のシステムは、室内に設置した人の動きを検知
する為の受動赤外線検知器などの活動情報収集手段と活動情報収集手段と無線で交信する
ための送受信機、及び記録素子を内蔵した中央演算装置、さらに外部へ電話回線やＦＴＴ
Ｈなどの有線や携帯電話網などの無線を利用して通報する自動通報装置が一体になった本
体（以下、コントロールパネルという。）に信号を有線や無線で送って、安否の情報を処
理して、外部に通報していた。
もし、独居者が急病などで動けなくなった場合、活動情報収集手段は人の動きを検知しな
いので、コントロールパネルには、信号が送信されない状態が続くことになる。
コントロールパネルは、設定された一定時間、活動情報収集手段からの信号を受信しない
場合、電話回線などの有線や携帯電話網などの無線で外部の第三者に音声や電子メール、
あるいはＳＩＡやコンタクトＩＤなどの信号で通報していた。
【００１０】
しかし、(0009)記載の従来の安否確認システムは、コントロールパネルに予め任意に設定
する通報時間に問題があった。
たとえば、６時間動きがなかった場合、異常イベント発生として、外部に通報が入る設定
にしたとする。ところが、独居者は、殆ど寝返りも打たない人でよく熟睡する人である場
合、例えばその日は午後９時頃、早めに就寝したとすれば、午前３時頃に異常イベントと
して発報するのである。電話回線から音声自動通話で「○○宅、人の動きなし」などの通
報を受けた人は、夜中に電話で飛び起こされる。
さらに通報を受けた人は、夜中でもあるし、電話で独居者の安否を確認するのも躊躇し、
判断に迷うこともある。しかし、よく寝返りを打つ人は、そのような状況には至らず、通
報も入らない。
しかし、寝返りをよく打つ人も打たない人も、どちらの場合もよく就寝中かもしれないの
である。
このようにコントロールパネルに設定する通報時間は、個人差を考慮して設定しなければ
ならない。
【００１１】
つまり、独居者の在宅中の安否確認は、各々の独居者の状況が違うことを考慮しなければ
ならないのである。
この問題を解決するには、各々の独居者に応じて、動きのない時間を何時間にするかを考
慮して、予め通報時間を設定しておかなければならないが、初期設定段階では、非常に難
しい問題である。
【００１２】
外出中の安否を確認する従来のシステムは、玄関扉あるいは裏口扉の開閉部に設置した磁
気近接スイッチ付き検知器などや扉方向に向けた赤外線検知器などで扉の開閉動作を検知
する開閉動作検知手段と開閉動作検知手段と無線で交信するための送受信機、及び記録素
子を内蔵した中央演算装置、さらに外部へ電話回線やＦＴＴＨなどの有線や携帯電話網な
どの無線を利用して通報する自動通報装置が一体になった本体（以下、コントロールパネ
ルという。）に信号を有線や無線で送って、外出中の安否情報を処理して、外部に通報し
ていた。
もし、独居者が外出中の場合、開閉動作検知手段は扉の開閉を検知しないので、コントロ
ールパネルには、信号が送信されない状態が続くことになる。
コントロールパネルは、設定された一定時間、開閉動作検知手段からの信号を受信しない
場合、電話回線などの有線や携帯電話網などの無線で外部の第三者に音声や電子メール、
あるいはＳＩＡやコンタクトＩＤなどの信号で通報していた。
【００１３】
しかし、(0012)記載の外出中の安否を確認する従来のシステムは、コントロールパネルに
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予め任意に設定する外出時間に問題があった。
たとえば、外出時間が１８時間経過したら異常イベント発生として、外部に通報する設定
にしたとする。ところが、独居者は、珍しく、一泊の旅行中であるかもしれない。例えば
、その日は午前８時頃、外出して一泊旅行に出かけたとすれば、翌日の午前２時頃に異常
イベントとして発報するのである。電話回線から音声自動通話で「○○様、外出中、帰宅
なし」などの通報を受けた人は、夜中に電話で飛び起こされる。
さらに通報を受けた人は、夜中でもあるし、電話で心当たりの人に安否を確認するのも躊
躇し、判断に迷うことにもなる。
しかし、外泊など一人で絶対に出来ない人であれば、交通事故にあって、入院中かもしれ
ないのである。
このようにコントロールパネルに設定する通報時間は、個人差が大きいのが問題である。
【００１４】
従来の安否確認システムは、在宅中の安否の情報を処理して、外部に通報するものが主流
で、外出中の安否情報を通報するものと一体になったものは、少なかった。
ところが、安否確認システムは、在宅中と外出中を明確に識別しなければ、正確な安否情
報を外部に通報できない。例えば、在宅中、独居者が急病などで動けなくなった場合、活
動情報収集手段は人の動きを検知しない。その間、コントロールパネルは、信号が送信さ
れない状態が続くことになるので、人の動きがないと判断することになる。ところが、独
居者が、その間に外出しても、同じ状態が続くことになる。つまり、外部で通報を受ける
者は、独居者が、家で倒れているのか、外出中なのかを明確に判断できないことになる。
この問題を解決するには、在宅モードと外出モードを正確に自動的に切り替える機能が安
否確認システムに備われば、解決することになる。
【００１５】
従来の外出中の安否を確認するシステムは、外出時間を計測していても、独居者が外出中
、家の鍵を紛失し、帰宅後、窓や開閉動作検知手段のないところから家に入った場合、外
出時間の計測が続くことになる。
この問題も、在宅モードと外出モードを正確に切り替える機能が安否確認システムに備わ
れば、解決することになる。
ところが、従来の安否確認システムは、独居者自身が、外出モードと在宅モードを切り替
えるスイッチを操作するのが主流で、独居者が、スイッチ操作を忘れたら、誤報が外部に
通報される場合もあった。
この問題を解決するには、在宅モードと外出モードを正確に自動的に切り替える機能が安
否確認システムに備われば、解決することになる。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
室内に設置した受動赤外線検知器や窓などに設置した窓の開閉を検知する磁気近接スイッ
チ付き検知器などの人の動きを検知する活動情報収集手段K18と、玄関扉あるいは裏口扉
の開閉部に設置した磁気近接スイッチ付き検知器や扉の方向に向けた赤外線検知器などの
扉の開閉動作を検知する開閉動作検知手段T48と、ストップウォッチSWを内蔵したコント
ロールパネルZ34とを有する安否確認システムA108を用意する。
　活動情報収集手段K18が、独居者が室内で動いたことを検知した場合や独居者が窓など
を開閉した場合、イベント信号P1をコントロールパネルZ34に送信する。
　コントロールパネルZ34は、活動情報収集手段K18からの上記イベント信号P1を受信した
時に、外出モードであれば、在宅モードに変更し、既に在宅モードであれば、在宅モード
を継続して、コントロールパネルZ34に内蔵したストップウォッチSWをリセットして、独
居者の無活動経過時間の計測を開始する。
　活動情報収集手段K18は、独居者の無活動経過時間を計測中、人の動きを検知した場合
、イベント信号P2をコントロールパネルZ34に送信する。
　コントロールパネルZ34は、独居者の無活動経過時間を計測中、活動情報収集手段K18か
ら上記イベント信号P2を受信したときに、在宅モードを継続して、ストップウォッチSWを
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停止し、リセットの上、独居者の無活動経過時間の再計測を開始すると共に、イベント信
号P1を受信した日時と計測した無活動経過時間の記録を記録素子に計測結果の長い時間か
ら短い時間に降順に整列したランキング（以下、ランキングという。）に登録する。
　最近のデジタルストップウォッチは、千分の一秒まで計測ができ、同タイムになること
はまず考えられないので、計測時間の長い順にランキングとして登録が可能である。
　また、上記イベントは、短い時間間隔でも繰り返されるので、ランキングの登録数は、
無限に増加していくが、記録素子の容量に応じて、計測日時の古いものは、切り捨てても
問題はない。
　開閉動作検知手段T48は、独居者の無活動経過時間の計測中、玄関扉あるいは裏口扉の
開閉動作を検知した場合、イベント信号M1をコントロールパネルZ34に送信する。
　コントロールパネルZ34は、独居者の無活動経過時間の計測中、開閉動作検知手段から
イベント信号M1を受信したときに、在宅モードから外出モードに変更し、ストップウォッ
チSWを停止し、リセットの上、外出時間の計測を開始すると共に、コントロールパネルZ3
4がイベント信号P1を受信してストップウォッチSWが計測を開始した日時と計測した無活
動経過時間の記録を記録素子のランキングに登録するのである。
　この機能により、独居者が、独居者の無活動経過時間の計測中、外出した場合でも、在
宅モードから外出モードに自動的に切り替わっているため、独居者の室内での無活動経過
時間の計測が、永遠に続くことを防止できる。
【００１７】
安否確認システムA108は、(0016)記載の無活動経過時間を計測中、無活動経過時間が、予
め設定した通報時間あるいは自動設定された通報時間に達した時、コントロールパネルZ3
4の記録素子に記録された無活動経過時間のランキングと各ランキングに対応した計測開
始の日時と共に、外部に電子メールなどで通報するのである。
　通報を受けた人は、独居者が、設定された時間の間、動きがない情報と共に、過去の無
活動経過時間のランキングと各ランキングに対応した計測開始の日時が表示されているの
で、独居者が就寝中なのか、それとも室内で倒れているかなどの不測の事態の判断がつき
やすくなるのである。
【００１８】
コントロールパネルZ34は、記録素子に記録された無活動経過時間ランキングの各ランキ
ングに対応した計測開始の日時のデータを基に、一日毎、あるいは一週間毎、あるいは一
ヶ月毎、あるいは数ヶ月毎の一定の集計期間（以下、一定の集計期間という。）に限定し
、その限定したデータを基に、縦軸に活動情報収集手段K18からのイベント信号を受信し
た回数を、横軸に２４時間における活動情報収集手段K18からのイベント信号を受信した
時間を１分から数十分単位（以下、ｎ分単位という。）の時間軸で示した折れ線グラフや
棒グラフなどのグラフ（以下、グラフという。）に変換し、独居者の２４時間活動グラフ
として、上記(0017)通報時に、外部に電子メールなどで通報する。（図７参照）この２４
時間活動グラフは、通報を受けた者が、日常の独居者の活動状況をビジュアルに確認でき
、より正確に安否情報を判断できるようになる技術的意義がある。
【００１９】
コントロールパネルZ34は、前記(0017)通報時に、記録素子に記録された無活動経過時間
のランキングと各ランキングに対応した計測開始の日時のすべてのデータを外部に電子メ
ールなどで通報する。通報先は、パーソナルコンピュータやスマートフォンなどで受信し
、専用のアプリケーションソフトで上記の無活動経過時間のランキングと各ランキングに
対応した計測開始の日時のすべてのデータを一定の集計期間毎に集計し、一定の時間間隔
毎に処理して、独自のランキングやグラフで表示する。例えば、午前６時から午後１０ま
での日中だけのデータを処理し、ランキングやグラフに、あるいは午後１０時から午前６
までの就寝中だけのデータを処理し、ランキングやグラフに表示するのである。通報先は
、この機能により、各々の独居者の状況に応じたさらに深化した安否情報を取得でき、よ
り正確な状況判断が出来るようになる。
【００２０】
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安否確認システムA108の開閉動作検知手段T48は、玄関扉あるいは裏口扉の開閉動作を検
知した場合、イベント信号M2をコントロールパネルZ34に送信する。
　コントロールパネルZ34は、開閉動作検知手段T48からイベント信号M2を受信したときに
、在宅モードであれば、外出モードに変更し、既に外出モードであれば、外出モードを継
続し、ストップウォッチSWをリセットして、外出時間の計測を開始する。
　開閉動作検知手段T48は、外出時間の計測中、玄関扉あるいは裏口扉の開閉動作を検知
した場合、イベント信号M3をコントロールパネルZ34に送信する。
　コントロールパネルZ34は、外出時間の計測中、開閉動作検知手段T48からイベント信号
M3を受信したときに、外出モードのまま、ストップウォッチを停止し、リセットの上、外
出時間の再計測を開始すると共に、記録素子にストップウォッチSWが計測を開始した日時
、つまり、独居者が外出した日時と外出時間の計測結果をランキングに登録する。
　活動情報収集手段K18は、外出時間の計測中、人の動きを検知した場合、イベント信号P
3をコントロールパネルZ34に送信する。
　コントロールパネルZ34は、外出時間の計測中、活動情報収集手段K18から上記イベント
信号P3を受信したときに、外出モードから在宅モードに切り替えて、ストップウォッチSW
を停止し、リセットの上、独居者の無活動経過時間の計測を開始すると共に、コントロー
ルパネルZ34がイベント信号M2を受信してストップウォッチSWが計測を開始した日時、つ
まり、独居者が外出した日時と外出時間の計測結果を記録素子のランキングに登録する。
【００２１】
安否確認システムA108は、(0020)記載の外出時間を計測中、外出時間が、予め設定した通
報時間あるいは自動設定された通報時間に達した時、コントロールパネルZ34の記録素子
に記録された外出時間のランキングと各ランキングに対応した計測開始の日時と共に、外
部に電子メールなどで通報する。
　通報を受けた人は、独居者が、設定された時間の間、外出中である情報と共に、外出時
間のランキングと各ランキングに対応した外出した日時が表示されているので、独居者が
いつもの外出中なのか、それとも交通事故などの不測の事態の判断がつきやすくなるので
ある。
【００２２】
コントロールパネルZ34は、記録素子に記録された外出時間のランキングと各ランキング
に対応した計測開始のデータを一定の集計期間に限定し、その限定したデータを基に、縦
軸に外出回数を、横軸に２４時間における外出した時間帯をｎ分単位の時間軸で示したグ
ラフに変換し、独居者の２４時間外出グラフとして、上記(0021)通報時に、外部に電子メ
ールなどで通報する。（図12参照）通報先は、この機能により、日常の独居者の外出記録
をビジュアルに確認できるので、より正確に安否情報を判断できるようになる。
【００２３】
コントロールパネルZ34は、前記(0021)通報時に、記録素子に記録された外出時間のラン
キングと各ランキングに対応した外出した日時のすべてのデータを外部に電子メールなど
で通報する。通報先は、パーソナルコンピュータやスマートフォンなどで受信し、専用の
アプリケーションソフトで上記の外出時間のランキングと各ランキングに対応した外出し
た日時のすべてのデータを一定の集計期間毎に集計し、一定の時間間隔で処理して、独自
のランキングやグラフで表示するのである。例えば、午前６時から午後１０までの日中だ
けのデータを処理し、ランキングやグラフに、あるいは午後１０時から午前６までの就寝
中だけのデータを処理し、ランキングやグラフに表示するのである。通報先は、この機能
により、深夜でもよく外出する人か滅多に外出しない人なのかなどの状況を各々の独居者
に応じた安否情報を取得でき、徘徊老人などの状況をより正確に判断が出来るようになる
。
【００２４】
安否確認システムA108のコントロールパネルZ34は、記録素子にある無活動経過時間のラ
ンキングの１位から10位（以下上位ｎ位とする）くらいまでの平均時間を算出する。上位
何位までかは、任意に設定できるようにする。
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その平均時間に基づいて、その平均時間の分単位以下を切り捨て、あるいは切り上げて、
時間単位の通報時間として自動設定するのである。もしくは、算出された平均時間をその
まま、通報時間として自動設定するのである。分単位の切り捨て、切り上げ、あるいはそ
のままかは、予め設定できるようにすればよい。
　そして、無活動経過時間が、自動設定された通報時間に達した時に、記録素子に記録さ
れた無活動経過時間のランキングと各ランキングに対応した計測開始の日時と共に、外部
に通報するのである。（図15参照）
　この発明により、初期設定で難しかった通報時間の設定を自動設定できるようになり、
各々の独居者に応じた通報時間の設定が自動化されるのである。
　この機能は、初期段階において、経過時間の短い通報が頻繁に繰り返されるため、ある
一定の経過時間を過ぎるまでは、通報が無効になるような機能を設ける必要がある。
　更に平均時間を算出するランキングの上位ｎ位までの記録が更新された時のみ、平均値
の再計算をするようにすれば、頻繁に更新されるランキングが更新される度に、再計算す
る必要がなくなる。
【００２５】
安否確認システムA108のコントロールパネルZ34は、記録素子にある外出時間のランキン
グの上位１から上位ｎ位までの平均時間を算出し、その平均時間に基づいて、その平均時
間の分単位以下を切り捨て、あるいは切り上げて、時間単位の通報時間として自動設定す
るのである。もしくは、算出された平均時間をそのまま、通報時間として自動設定するの
である。分単位の切り捨て、切り上げ、あるいはそのままかは、予め設定できるようにす
ればよい。
例えば、上記算出された平均時間の分単位以下を切り上げ、時間単位の通報時間に自動設
定された場合は、その自動設定された通報時間に達した時に、記録素子に記録された外出
時間のランキングと各ランキングに対応した計測開始の日時と共に、外部に通報される。
（図16参照）
　今まで外出中の独居者を各独居者に応じて見守るシステムが、皆無であったのが、この
発明により、各々の独居者に配慮した見守りが可能となるのである。
【発明の効果】
【００２６】
本発明は、従来のように室内で一定時間動きなしというだけの安否情報だけでなく、ラン
キングに対応した無活動を開始した時刻を含む無活動経過時間のランキングと２４時間活
動グラフが電子メールで送信されるので、安否情報の内容が深化することにより、通報を
受けた者が信頼性の高い安否情報を客観的に、より正確に判断できる効果がある。
　さらに、通報を受けた者は、その後、活動情報収集手段が人の動きを検知するか、開閉
動作検知手段が扉の開閉を検知して安否メールが送信されるまでの間は、無活動状態が継
続していることも把握できる効果がある。
【００２７】
本発明は、従来のように一定の外出時間が過ぎた情報だけでなく、ランキングに対応した
外出した時刻を含む外出時間のランキングと２４時間外出グラフが電子メールで送信され
るので、安否情報の内容が深化することにより、通報を受けた者が信頼性の高い安否情報
を客観的により正確に判断できる効果がある。
　さらに、通報を受けた者は、その後、開閉動作検知手段が扉の開閉を検知するか、活動
情報収集手段が人の動きを検知して安否メールが送信されるまでの間は、外出が継続して
いることも把握できる効果がある。
【００２８】
在宅モードと外出モードが自動的に切り替わるので、モード切り替えスイッチなどの操作
忘れを防止でき、安否情報の精度が向上する効果がある。
【００２９】
在宅モードや外出モードに応じた計測記録のランキングを基にして通報時間を自動設定で
きるので、各独居者に応じた通報時間を設定変更する手間が省ける効果がある。
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【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】在宅モードで無活動経過時間を計測中の場合
【図２】外出モードで外出時間を計測中の場合
【図３】在宅モードで無活動経過時間を計測中、予め設定した通報時間に到達した場合
【図４】外出モードで外出時間を計測中、予め設定した通報時間に到達した場合
【図５】在宅モードで無活動経過時間を計測中、予め設定した通報時間に到達した時、外
部に電子メールで通報した内容
【図６】在宅モードで無活動経過時間を計測中、予め設定した通報時間に到達して外部に
電子メールで通報後、人の動きを確認して、独居者が無事であることを電子メールで通知
した内容
【図７】独居者の２４時間活動グラフ
【図８】独居者の２４時間活動グラフ（20時30分に一回目の活動をした場合）
【図９】独居者の２４時間活動グラフ（20時33分に二回目の活動をした場合）
【図１０】外出モードで外出時間を計測中、予め設定した通報時間に到達した時、外部に
電子メールで通報した内容
【図１１】外出モードで外出時間を計測中、予め設定した通報時間に到達して外部に電子
メールで通報後、無事帰宅したことを電子メールで通知した内容
【図１２】独居者の２４時間外出グラフ
【図１３】独居者の２４時間外出グラフ（13時52分から18時48分まで外出した場合）
【図１４】独居者の２４時間外出グラフ（10時2分から21時1分まで外出した場合）
【図１５】無活動中の通報時間の自動設定のしくみ
【図１６】外出中の通報時間の自動設定のしくみ
【図１７】一般的な独居者用ワンルームに活動情報収集手段と開閉動作検知手段を設置し
た例
【発明を実施するための形態】
【００３１】
本発明は、コントロールパネルのアルゴリズムに関する発明である。
コントロールパネルが、在宅モードで無活動経過時間を計測中、
活動情報収集手段は、人の動きを検知してイベント信号をコントロールパネルに送信する
。
コントロールパネルは、活動情報収集手段からのイベント信号を受信すれば、在宅モード
のまま、ストップウォッチを停止し、リセットして、無活動経過時間の計測を再開始し、
無活動経過時間の計測結果とその計測を開始した日時をランキングに登録して、在宅モー
ドで無活動経過時間の計測を続行するのである。（図１参照）
あるいは、コントロールパネルが、在宅モードで無活動経過時間を計測中、
開閉動作検知手段は、扉の開閉を検知してイベント信号をコントロールパネルに送信する
。
コントロールパネルは、開閉動作検知手段からのイベント信号を受信すれば、在宅モード
から外出モードに変更して、ストップウォッチを停止し、リセットして、外出時間の計測
を開始し、
無活動経過時間の計測結果とその計測を開始した日時をランキングに登録して、外出モー
ドで外出時間の計測を続行するのである。（図１→図２参照）
【００３２】
コントロールパネルが、外出モードで外出時間を計測中、
開閉動作検知手段は、扉の開閉を検知してイベント信号をコントロールパネルに送信する
。
コントロールパネルは、開閉動作検知手段からのイベント信号を受信すれば、外出モード
を継続して、ストップウォッチを停止し、リセットして、外出時間の計測を開始し、
外出時間の計測結果とその計測を開始した日時をランキングに登録して、外出モードで外
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出時間の計測を続行するのである。（図２参照）
あるいは、コントロールパネルが、外出モードで外出時間を計測中、
活動情報収集手段は、人の動きを検知してイベント信号をコントロールパネルに送信する
。
コントロールパネルは、活動情報収集手段からのイベント信号を受信すれば、外出モード
から在宅モードに変更して、ストップウォッチを停止し、リセットして、無活動経過時間
の計測を開始し、
外出時間の計測結果とその計測を開始した日時をランキングに登録して、在宅モードで無
活動経過時間の計測を続行するのである。（図２→図１参照）
【００３３】
コントロールパネルが、在宅モードで無活動経過時間を計測中、（図３参照）
無活動経過時間が予め設定した通報時間あるいは自動設定された通報時間に到達した時、
コントロールパネルは、無活動経過時間のランキングと各ランキングに対応した計測開始
の日時と２４時間活動グラフと共に、無活動経過時間が設定した通報時間に到達したこと
を外部に通報し、（図５、図７参照。図５と図７は、パーソナルコンピュータやスマート
フォンなどの場合、スクロールなどで表示されれば便利である。）
外部に上記通報後、
活動情報収集手段は、人の動きを検知してイベント信号をコントロールパネルに送信する
。
コントロールパネルは、活動情報収集手段からのイベント信号を受信すれば、在宅モード
のまま、ストップウォッチを停止し、リセットして、無活動経過時間の計測を再開始し、
無活動経過時間の計測結果とその計測を開始した日時をランキングに登録し、
人の動きを検知した安心情報を外部に報告する。（図６照）
コントロールパネルは、在宅モードで無活動経過時間の計測を続行する。（図３→図１参
照）
あるいは、外部に上記通報後、
開閉動作検知手段は、扉の開閉を検知してイベント信号をコントロールパネルに送信する
。
コントロールパネルは、開閉動作検知手段からのイベント信号を受信すれば、在宅モード
から外出モードに変更して、ストップウォッチを停止し、リセットして、外出時間の計測
を開始し、
無活動経過時間の計測結果とその計測を開始した日時をランキングに登録し、
人の動きを検知した安心情報を外部に報告する。（図６参照）
コントロールパネルは、外出モードで外出時間の計測を続行する。（図３→図２参照）
【００３４】
コントロールパネルが、外出モードで外出時間を計測中、（図４参照）
外出時間が予め設定した通報時間あるいは自動設定された通報時間に到達した時、
コントロールパネルは、外出時間のランキングと各ランキングに対応した計測開始の日時
と２４時間外出グラフと共に、外出時間が設定した通報時間に到達したことを外部に通報
し、（図10、図12参照）
外部に上記通報後、
活動情報収集手段は、人の動きを検知してイベント信号をコントロールパネルに送信する
。
コントロールパネルは、活動情報収集手段からのイベント信号を受信すれば、外出モード
から在宅モードに変更して、ストップウォッチを停止し、リセットして、無活動経過時間
の計測を開始し、
外出時間の計測結果とその計測を開始した日時をランキングに登録し、
無事帰宅した安心情報を外部に報告する。（図11参照）
コントロールパネルは、在宅モードで無活動経過時間の計測を続行する。（図４→図１参
照）
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あるいは、外部に上記通報後、
開閉動作検知手段は、扉の開閉を検知してイベント信号をコントロールパネルに送信する
。
コントロールパネルは、開閉動作検知手段からのイベント信号を受信すれば、外出モード
を継続して、ストップウォッチを停止し、リセットして、外出時間の計測を開始し、
外出時間の計測結果とその計測を開始した日時をランキングに登録し、
無事帰宅した安心情報を外部に報告する。（図11参照）
コントロールパネルは、外出モードで外出時間の計測を続行する。（図４→図２参照）
【００３５】
予め設定した通報時間や自動設定された通報時間に通報する無活動情報に、独居者の日常
の活動状況をグラフで表示した情報を添えて送信すれば、通報先は、より正確に安否の判
断が出来るようになる。
具体的には、コントロールパネルは、記録素子に各ランキングに対応した計測開始の日時
のデータが記録されている。その計測開始の日時とは、活動情報収集手段からイベント信
号を受信した日時であり、人の動きを検知した日時である。各ランキングに対応した計測
開始の日時のデータを基に、縦軸に活動情報収集手段K18からのイベント信号を受信した
一定の集計期間の活動回数を、横軸に２４時間における活動情報収集手段からのイベント
信号を受信した時間をｎ分単位の時間軸で示したグラフに変換する。例えば、コントロー
ルパネルは、活動情報収集手段から2012年5月3日20時30分21秒532にイベント信号を受信
したとすれば、10分単位の時間軸の場合、20時30分00秒000から20時39分59秒999の間の時
間軸に活動回数が１回となる。（図８参照）さらに2012年5月3日20時33分51秒289にイベ
ント信号を受信したとすれば、20時30分00秒000から20時39分59秒999の間の時間軸に活動
回数が１回増えて２回となる。（図９参照）このように0時00分00秒000から23時59分59秒
999まで一日単位の独居者の２４時間活動グラフとする。仮に集計期間が平成24年4月1日
から平成24年4月30日までとした場合、上記(0017)通報時に、外部に電子メールなどで図
７のように通報される。通報先は、この機能により、日常の独居者の活動をビジュアルに
確認できるので、より信頼性の高い安否情報を正確に判断できるようになる。
【００３６】
予め設定した通報時間や自動設定された通報時間に通報する外出情報に、独居者の外出状
況をグラフで表示した情報を添えて送信すれば、通報先は、より正確に安否の判断が出来
るようになる。
具体的には、コントロールパネルは、記録素子に記録された外出時間のランキングと各ラ
ンキングに対応した計測開始のデータを基に、縦軸に一定の集計期間の外出回数を、横軸
に２４時間における外出した時間帯をｎ分単位の時間軸で示したグラフに変換する。
例えば、コントロールパネルは、開閉検知情報収集手段から2012年5月4日13時52分18秒59
8にイベント信号を受信して外出し、2012年5月4日18時48分11秒289にイベント信号を受信
して、帰宅したとすれば、10分単位の時間軸の場合、13時50分00秒000から18時49分59秒9
99の間の時間軸に外出回数がすべて１回となる。（図13参照）さらにコントロールパネル
は、開閉検知情報収集手段から2012年5月5日10時02分11秒268にイベント信号を受信して
外出し、2012年5月5日21時01分01秒112にイベント信号を受信して、帰宅したとすれば、1
0分単位の時間軸の場合、10時00分00秒000から21時09分59秒999の間の時間軸に外出回数
がすべて１回追加となり、13時50分00秒000から18時49分59秒999の間の時間軸に外出回数
は、合計２回となる。（図14参照）このように0時00分00秒000から23時59分59秒999まで
を独居者の２４時間外出グラフとして、前記(0021)通報時に、外部に電子メールなどで通
報する。（図12参照）通報先は、この機能により、日常の独居者の外出記録をビジュアル
に確認できるので、より信頼性の高い安否情報を正確に判断できるようになる。
【００３７】
無活動の状態が一定時間続いた場合、外部に通報する時間を自動的に設定するしくみを説
明する。
コントロールパネルは、記録素子に無活動経過時間のランキングと各ランキングに対応し



(13) JP 5108161 B1 2012.12.26

10

20

30

40

た対応した計測開始の日時が記録されており、例えば、そのランキングの１位から５位ま
での平均時間を算出するものとする。（図15参照）
図15では、平均時間は、6時間1分8秒517となり、分単位以下の部分、つまり、1分8秒517
を切り捨て、６時間として、この６時間が通報時間となるのである。
このように、無活動の計測開始後、６時間後に通報が入るように自動設定されたのである
。
【００３８】
次に、外出が一定時間続いた場合、外部に通報する時間を自動的に設定するしくみを説明
する。
コントロールパネルは、記録素子に外出時間のランキングと各ランキングに対応した対応
した計測開始の日時が記録されており、例えば、そのランキングの１位から５位までの平
均時間を算出するものとする。（図16参照）
図16では、平均時間は、10時間51分14秒530となり、分単位以下の部分、つまり、51分14
秒530を切り上げて、11時間として、この11時間が通報時間となるのである。
このように、外出して11時間後に通報が入るように自動設定されたのである。
【実施例】
【００３９】
当該の安否確認システムの設置例を一般的な独居者が居住するワンルーム住宅で説明する
。（図17参照）
活動情報収集手段として、居間の部屋のコーナーに人の動きを検知する受動赤外線検知器
P100を設置する。
開閉動作検知手段として、玄関扉に扉の開閉動作を検知する磁気近接スイッチ付き検知器
M312を設置する。
コントロールパネルZ34を居間の電話機の側に設置する。
基本的には、これで安否確認システムの設置が完了したことになる。
もし、部屋の数が増えれば、受動赤外線検知器P100の数を増やせば、対応できる。さらに
裏口があれば、裏口扉に磁気近接スイッチ付き検知器M312を設置すればよいことになる。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
本発明の安否確認システムは、従来の安否確認システムと基本的に機器の構成に変わりは
ない。
本発明は、コントロールパネルに新たなアルゴリズムを追加させただけのものである。
したがって利用可能性は、極めて高いといえる。
【要約】
【課題】従来の安否確認システムは、予め設定した通報時間を越えた情報しか通報せず、
通報を受けた相手は、急病により室内で倒れているのか、あるいは外出しているのかの判
断も難しく、安否を正確に確認することが困難であった。
【解決手段】在宅中の独居者に動きがない無活動経過時間や独居者が外出した時間を計測
し、計測した無活動経過時間や外出時間の結果を常にランキングに記録し、在宅中の無活
動経過時間や外出時間が、予めそのランキングに基づいて自動設定された通報時間になれ
ば、ランキングと独居者の２４時間活動グラフや２４時間外出グラフを添えて、通報先に
電子メールで通報することを特徴とする安否確認システムであって、この発明により、通
報を受けた相手は、各独居者の状況に応じて自動設定された通報時間に、各独居者のラン
キング情報を参考にして、客観的で詳細な情報を得ることにより、安否を正確に判断でき
るようになる。
【選択図】図５
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