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(57)【要約】
【課題】顧客による誤操作を防ぎ、顧客が簡単に警報器
自体の機能を点検できる警報器を提供する。
【解決手段】警報出力手段２は、外部環境における異常
発生が検出されていない通常時には第１電圧による有電
圧出力を行い、外部環境において所定の異常発生が検出
された場合には第２電圧による有電圧出力を行い、さら
に、警報器Ｘに対する電源投入後、最初に点検操作手段
３が操作された場合には、外部機器Ｂに対する第１の警
報出力として第２電圧による有電圧出力を警報出力手段
２に行わせ、第１の警報出力を行わせた後に点検操作手
段３が操作された場合には、外部機器Ｂに対する第１の
警報出力とは異なる第２の警報出力として第１電圧によ
る有電圧出力を警報出力手段２に行わせる点検制御手段
４を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部環境の異常を検出して警報を行う警報器であって、
　異常発生時に外部機器に対して警報出力を行う警報出力手段と、
　前記警報器の点検操作を行う点検操作手段と、を備え、
　前記警報出力手段は、前記外部環境における異常発生が検出されていない通常時には第
１電圧による有電圧出力を行い、前記外部環境において所定の異常発生が検出された場合
には前記第１電圧とは異なる第２電圧による有電圧出力を行い、さらに、
　前記警報器に対する電源投入後、最初に前記点検操作手段が操作された場合には、前記
外部機器に対する第１の警報出力として前記第２電圧による有電圧出力を前記警報出力手
段に行わせ、前記第１の警報出力を行わせた後に前記点検操作手段が操作された場合には
、前記外部機器に対する前記第１の警報出力とは異なる第２の警報出力として前記第１電
圧による有電圧出力を前記警報出力手段に行わせる点検制御手段を備える警報器。
【請求項２】
　前記警報器に対する電源再投入後、最初に前記点検操作手段が操作された場合には、前
記外部機器に対する所定の第１の警報出力を前記警報出力手段に行わせる請求項１に記載
の警報器。
【請求項３】
　点検時に発生させた前記第２電圧を維持する有電圧維持手段を備えた請求項１または２
に記載の警報器。
【請求項４】
　当該有電圧維持手段は、前記第２電圧を、前記警報器に対する電源投入後から所定時間
経過するまで維持するか、或いは、前記所定時間内であって前記点検操作手段が操作され
た場合には、当該操作による警報動作が終了するまで維持する請求項３に記載の警報器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外部環境の異常を検出して警報を行う警報器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、外部環境の異常を検出して警報を行う警報器として、外部環境の変化を検知する
センサ部と、センサ部の出力に基づいて外部環境の変化を判定するマイコン回路と、を備
えた警報器が知られていた。外部環境の変化を検知するセンサ部としては、ＣＯセンサ、
都市ガスセンサ、ＬＰガスセンサなどのガスセンサなどを使用していた。
　センサ部が例えばガス検知素子の場合、センサ部が警報レベル以上の被検知ガスを継続
して検知したことをマイコン回路が判定すると、当該マイコン回路から警報信号を受け取
り、音声により警報を発するように構成してあった。
【０００３】
　このような警報器において、その警報機能の正常性を確認するため、操作者が設置場所
において警報器を点検できる点検機能を備えたものがあった。当該点検機能は、外部環境
の異常が検出されていないときに、操作者が点検スイッチを操作することにより、警報器
の各機能の診断を自動的に行う。点検は、例えば点検スイッチを操作することで、所定時
間だけ、火災やガスの発生を警報するための表示灯を点灯させたり、ブザー音や音声メッ
セージをスピーカから出力する。このとき、ガス検出時に住宅戸外のガスマイコンメータ
に対して有電圧出力を行うことによってガスの元栓の自動遮断を行わせる警報器において
は、点検時にもガス検出時の有電圧出力を所定時間だけ行っており、これによってガスマ
イコンメータがガスの元栓を遮断していた。
【０００４】
　このような警報器の一例として、特許文献１には、第１の点検指示が点検操作手段を介
して行われた場合には、外部機器に対する第１の警報出力として、外部環境における異常
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が検出された場合の第２電圧による有電圧出力を行わせ、第１の点検指示が行われたこと
を前提とせずに行うことができる第２の点検指示が点検操作手段を介して行われた場合に
は、第１の警報出力とは異なる第２の警報出力として、外部環境において異常が検出され
ていない通常時の第１電圧による有電圧出力を行わせる警報器が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４７２１６６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このような警報器における点検操作手段を用いての点検では、設置業者が帰ったあとで
も顧客が異常時の有電圧出力を伴う点検を行うことができるので、顧客による点検操作手
段の誤操作によって警報器に接続されたガスメータに異常時の有電圧を出力してしまい、
ガスの元栓を遮断してしまう慮があった。この場合に、復旧のために専門業者を呼ぶ必要
があるなどの不都合が生じることがあった。
【０００７】
　従って、本発明の目的は、顧客による誤操作を防ぎ、顧客が簡単に警報器自体の機能を
点検できる警報器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するための本発明に係る警報器は、外部環境の異常を検出して警報を行
う警報器であって、その第一特徴構成は、異常発生時に外部機器に対して警報出力を行う
警報出力手段と、前記警報器の点検操作を行う点検操作手段と、を備え、前記警報出力手
段は、前記外部環境における異常発生が検出されていない通常時には第１電圧による有電
圧出力を行い、前記外部環境において所定の異常発生が検出された場合には前記第１電圧
とは異なる第２電圧による有電圧出力を行い、さらに、前記警報器に対する電源投入後、
最初に前記点検操作手段が操作された場合には、前記外部機器に対する第１の警報出力と
して前記第２電圧による有電圧出力を前記警報出力手段に行わせ、前記第１の警報出力を
行わせた後に前記点検操作手段が操作された場合には、前記外部機器に対する前記第１の
警報出力とは異なる第２の警報出力として前記第１電圧による有電圧出力を前記警報出力
手段に行わせる点検制御手段を備えた点にある。
【０００９】
　警報出力手段は、例えばガスの検出有無や検出されたガスの種類に応じた電圧の出力が
行われる。例えば、警報器が正常に動作している場合であってガスが検出されていない場
合（以下「通常時」と称する）には６ｖの出力が維持され、警報器に異常がある場合には
０ｖ、可燃性ガス或いはＣＯが検出された場合（以下「ガス検出時」と称する）にはそれ
ぞれ１２ｖ、１８ｖの出力を行う。
　そして、警報出力手段は、外部環境における異常発生が検出されていない「通常時」に
は第１電圧による有電圧出力を維持し、外部環境において所定の異常発生が検出された場
合（例えば「ガス検出時」）には第２電圧による有電圧出力を行うように構成する。
　さらに点検制御手段は、警報器に対する電源投入後、最初に前記点検操作手段が操作さ
れた場合には、第１の警報出力として第２電圧による有電圧出力を行わせ、第１の警報出
力を行わせた後に点検操作手段が操作された場合には、第２の警報出力として第１電圧に
よる有電圧出力を行わせるように構成してあるため、本発明の警報器では、例えば設置業
者が電源投入後に点検動作を行った後には、点検操作手段を操作しても異常時の有電圧出
力を伴う点検をすることはできない。したがって、顧客が点検操作手段を操作しても、異
常時の有電圧出力をともなう点検をすることができないので、顧客による誤操作を防ぐこ
とができる。
【００１０】
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　本発明に係る警報器の第二特徴構成は、前記警報器に対する電源再投入後、最初に前記
点検操作手段が操作された場合には、前記外部機器に対する所定の第１の警報出力を前記
警報出力手段に行わせた点にある。
【００１１】
　本構成では、例えば警報器が停電等により電源がリセットされた場合や、所定の条件で
電源がリセットされた場合（例えばテストスイッチを押しながら電源リセットを行った場
合）に、最初に点検操作手段が操作された場合には、第１の警報出力として第２電圧によ
る有電圧出力を警報出力手段に行わせることができる。
【００１２】
　本発明に係る警報器の第三特徴構成は、点検時に発生させた前記第２電圧を維持する有
電圧維持手段を備えた点にある。
【００１３】
　本構成によれば、点検時に発生させた第２電圧を維持することで、警報動作として音声
やＬＥＤの点滅などにより警報を発し、かつ有電圧出力を受けたガスマイコンメータでは
、ガスの元栓を自動遮断する制御を行う時間を長く確保することができる。そのため、警
報動作の点検を確実に行うことができる。
【００１４】
　本発明に係る警報器の第四特徴構成は、当該有電圧維持手段は、前記第２電圧を、前記
警報器に対する電源投入後から所定時間経過するまで維持するか、或いは、前記所定時間
内であって前記点検操作手段が操作された場合には、当該操作による警報動作が終了する
まで維持した点にある。
【００１５】
　本構成のように、第２電圧を維持する時間を警報器に対する電源投入後から所定時間経
過するまでとすることで、例えば警報器の設置直後に行われる点検の際に、第２電圧を所
定時間だけ維持して警報動作（ガスの元栓の開閉状態など）を確認することができる。さ
らに、第２電圧を維持する時間を、所定時間内であって点検操作手段が操作された場合に
は、当該操作による警報動作が終了するまでとすることで、警報動作の設定時間の間に限
って第２電圧を維持して警報動作（ガスの元栓の開閉状態など）を確認することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の警報器の概略図である。
【図２】本発明の警報器の点検処理のフローチャートである。
【図３】本発明の警報器の点検処理の概要を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
　本発明の警報器は、外部環境の異常を検出して警報を行う警報器である。
　図１に示したように、本発明の警報器Ｘは、外部環境の変化を検知するセンサ部１と、
センサ部１の出力に基づいて外部環境の変化を判定し、異常発生時に外部機器Ｂに対して
警報出力を送信する警報出力手段２と、警報器の点検操作を行う点検操作手段３と、を備
える。
【００１８】
　当該警報器Ｘは、その内部に外部環境の変化を検知するセンサ部１を備える。このよう
なセンサ部１として、可燃性ガスセンサ、ＣＯセンサ、都市ガスセンサ、ＬＰガスセンサ
などのガスセンサや、火災センサなどを使用することができるが、これに限られるもので
はない。
【００１９】
　ガスセンサは、被検知ガスを検知するものであれば、どのような態様であってもよい。
例えば、可燃性ガスセンサは水素ガスなどの可燃性ガスを検出でき、酸素センサは酸素ガ
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スを検出でき、ＣＯセンサは不完全燃焼で発生する一酸化炭素ガスを検出でき、都市ガス
センサは炭化水素ガス等の漏洩ガスを検出することができるものであれば、公知の半導体
式センサ素子や接触燃焼式センサ素子などが使用できる。
　火災センサは、温度の上昇を感知する温度センサや、煙感知機能を有する公知の散乱光
式煙センサなどが使用できる。
　本実施形態では、センサ部１として、家庭などで被検知ガスとしてメタンやプロパンな
どを検知する可燃性ガスセンサ、ＣＯセンサおよび火災センサを備えた場合について説明
する。
【００２０】
　また、本実施形態では、センサ部１からの信号が警報出力手段２に送信され、警報レベ
ル以上の被検知ガスや温度の上昇などを継続して検知したことを警報出力手段２のマイコ
ン回路が判定した場合、警報動作を行うように構成してもよいし、外部機器Ｂが警報出力
手段２から警報信号を受信して、警報動作を行うように構成してもよい。
　外部機器Ｂは、例えば警報器Ｘとは離間した位置に配設されたガスマイコンメータや、
監視部に組み込まれた態様とする。当該外部機器Ｂをガスマイコンメータとした場合、警
報動作は、例えばガスの元栓を遮断する動作を行うものである。
【００２１】
　点検操作手段３は、点検操作を開始するトリガーとなる態様であれば、どのようなもの
であってもよく、例えばスイッチ状の部材で構成すればよい。点検時には、点検操作手段
３を長押し或いは短押しするなど、任意の態様で操作すればよい。
【００２２】
　警報出力手段２は、外部環境における異常発生が検出されていない通常時には第１電圧
による有電圧出力を行い、外部環境において所定の異常発生が検出された場合には第１電
圧とは異なる第２電圧による有電圧出力を行う。
　即ち、警報出力手段２は、例えばガスの検出有無や検出されたガスの種類に応じた電圧
の出力が行われる。例えば、警報器Ｘは通常時には６ｖの出力を維持し、警報器Ｘに異常
がある場合には０ｖを出力し、可燃性ガス或いはＣＯが検出された場合（以下「ガス検出
時」と称する）にはそれぞれ１２ｖ、１８ｖの出力を行う。このような有電圧出力を受け
たガスマイコンメータでは、この有電圧出力が１２ｖまたは１８Ｖであればガスの元栓を
自動遮断する制御を行う。
【００２３】
　本発明の警報器Ｘは、点検時の動作を制御する点検制御手段４を備える。当該点検制御
手段４は、警報器Ｘに対する電源投入後、最初に点検操作手段３が操作された場合には、
外部機器Ｂに対する所定の第１の警報出力を警報出力手段２に行わせ、第１の警報出力を
行わせた後に点検操作手段３が操作された場合には、外部機器Ｂに対する第１の警報出力
とは異なる所定の第２の警報出力を警報出力手段２に行わせる。
【００２４】
　当該点検制御手段４は、第１の警報出力として第２電圧による有電圧出力を警報出力手
段２に行わせ、さらに、第２の警報出力として第１電圧による有電圧出力を警報出力手段
２に行わせる。
【００２５】
　このように本発明の警報器Ｘによれば、警報器Ｘに対する電源投入後、最初に点検操作
手段３が操作された場合に第１の警報出力を行い、それ以外のときに点検操作手段３が操
作された場合には第２の警報出力を行うので、点検のタイミングに応じて所望の異なる動
作を行えるようになる。
【００２６】
　また、本発明の警報器Ｘは、最初の電源投入後、点検操作手段３が操作され、第１の警
報出力を行わせた後に、停電等で電源がリセットされ、電源が再投入された後において、
最初に点検操作手段３が操作された場合には、警報出力受信手段Ｂに対する所定の第１の
警報出力を警報出力手段２に行わせるように構成してもよい。
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【００２７】
　本構成では、例えば警報器Ｘが停電等により電源がリセットされた場合や、所定の条件
で電源がリセットされた場合（例えばテストスイッチを押しながら電源リセットを行った
場合）に、最初に点検操作手段３が操作された場合には、第１の警報出力として第２電圧
による有電圧出力を警報出力手段２に行わせることができる。
【００２８】
　さらに、本発明の警報器Ｘは、実際にメタンやプロパンなどの可燃性ガスをセンサ部１
に吹きかけて警報器Ｘが正常な警報動作を行うか否かを確認する点検（ガスかけ点検）時
に発生させた第２電圧を維持する有電圧維持手段５を備える。
【００２９】
　警報器Ｘのガスかけ点検を実施する場合、センサ部１が可燃性ガスを検知すれば、異常
発生が検出された場合の第２電圧による有電圧出力を行い、警報動作として音声やＬＥＤ
の点滅などにより警報を発し、かつ有電圧出力を受けたガスマイコンメータでは、ガスの
元栓を自動遮断する制御を行う。このとき、ガスかけ点検時に可燃性ガスをセンサ部１に
短時間だけ吹きかけると、警報動作を維持する時間も短時間となってしまい、仮に操作者
がガスの元栓の開閉状態を確認するために離間した位置に配設された当該元栓の位置まで
到達するまでに警報動作が終了してしまい、元栓の動作を確認できない虞がある。しかし
、本構成では、有電圧維持手段５によって点検時に発生させた第２電圧を維持することが
できるため、たとえ点検時に可燃性ガスをセンサ部１に短時間だけ吹きかけた場合であっ
ても、第２電圧を維持して警報動作を維持することができるため、確実に操作者がガスの
元栓の開閉状態を確認することができる。
【００３０】
　当該有電圧維持手段５は、警報器Ｘに対する電源投入後（電源投入後に自動初期点検を
行う場合には、電源投入後であって、自動初期点検後）から所定時間経過するまでにガス
かけ点検が行われた場合に、当該所定時間が経過するまで、第２電圧を維持する。或いは
、電源投入後（電源投入後に自動初期点検を行う場合には、電源投入後であって、自動初
期点検後）から所定時間経過までに、ガスかけ点検が行われた場合であって、点検操作手
段３が操作されることによって第１の警報出力が行われた場合には、警報動作が終了する
まで第２電圧を維持してもよい。
【００３１】
　この場合、第２電圧を維持する時間は任意に設定できるが、例えば電源投入後から４分
程度までとするのがよい。
　本構成のように、第２電圧を維持する時間を警報器Ｘに対する電源投入後から所定時間
経過するまでに、警報器Ｘの設置直後に行われる点検（ガスかけ点検）の際に、第２電圧
を所定時間だけ維持して警報動作（ガスの元栓の開閉状態など）を確認することができる
。さらに、第２電圧を維持する時間を点検操作手段３が操作されてから警報動作が終了す
るまでとすることで、警報動作の設定時間の間に限って第２電圧を維持して警報動作（ガ
スの元栓の開閉状態など）を確認することができる。
【００３２】
＜点検処理＞
　図２に、本発明の警報器Ｘの点検処理のフローチャートを示した。本発明の警報器Ｘの
点検処理は、まず、点検制御手段４が点検スイッチである点検操作手段３の操作の有無を
監視する（ステップ＃０１）。点検操作手段３の操作が有れば、警報器Ｘに対する電源投
入後、最初に点検操作手段３が操作されたかどうかを判断する（ステップ＃０２）。ステ
ップ＃０２がＹｅｓの場合、外部機器Ｂに対する第１の警報出力として第２電圧による有
電圧出力を警報出力手段２に行わせる（ステップ＃０３）。
【００３３】
　ステップ＃０３は、具体的には、警報器Ｘ内に組み込んだスピーカよりブザー音や音声
メッセージを鳴動させ、さらに警報器Ｘ内に組み込んだＬＥＤを点滅させる警報動作を行
う。
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　また、警報出力手段２がガス検出時の電圧（１２ｖ以上）である第２電圧により有電圧
出力を行う。このとき、この有電圧出力を受けたガスマイコンメータでは、ガスの元栓を
自動遮断する制御を行う。
【００３４】
　ステップ＃０３は、警報器Ｘに対する電源投入後、最初に点検操作手段３が操作された
ときに行うが、これは、通常、警報器Ｘの設置直後に行われる点検である。ここで、警報
器Ｘの操作者は警報器Ｘの設置業者であるため、通常、ガスマイコンメータにてガスの元
栓が遮断されても、スムーズにガスの開栓を行うことができるため、通常監視状態への復
帰をスムーズに行うことができる。
　従って、本ステップでは、スピーカやＬＥＤの警報動作の点検を行うとともに、ガス検
出時の電圧で有電圧出力を行うことで、ガスマイコンメータの点検を行うことができる。
【００３５】
　ステップ＃０３は、上述した警報動作を所定時間（例えば１分間）継続させ（ステップ
＃０４）、所定時間が経過したら警報を停止させて（ステップ＃０５）、通常状態に復帰
させる。
【００３６】
　一方、＃０２がＮｏの場合、即ち、第１の警報出力を行わせた後に点検操作手段３が操
作された場合には、第１の警報出力とは異なる外部機器Ｂに対する第２の警報出力として
第１電圧による有電圧出力を警報出力手段２に行わせる（ステップ＃０６）。
【００３７】
　ステップ＃０６は、具体的には、警報器Ｘ内に組み込んだスピーカよりブザー音や音声
メッセージを鳴動させ、さらに警報器Ｘ内に組み込んだＬＥＤを点滅させる警報動作を所
定時間行う。また、警報出力手段２が通常時の電圧（例えば６ｖ）である第１電圧により
有電圧出力を行う。
【００３８】
　ステップ＃０６は、第１の警報出力を行わせた後に点検操作手段３が操作された場合に
行うが、これは、例えば警報器Ｘの設置後から時間を経て行われる定期点検である。当該
定期点検を行う警報器Ｘの操作者は、ガスマイコンメータにてガスの元栓が遮断されても
、これを復旧することができない者（顧客）であることが多いため、この場合、定期点検
によってガスの元栓を遮断してしまうと、スムーズにガスの元栓の開栓を行うことができ
ない。従って、この場合には、有電圧出力の電圧を通常時の電圧に維持して、ガスマイコ
ンメータにおけるガスの元栓を遮断しないで点検を行えるため、ガスの元栓の開栓が行え
る警報器Ｘの設置者が不在の状況で、誤ってガスの元栓を遮断してしまうのを防止できる
状態となり、通常監視状態への復帰をスムーズに行うことができる。
【００３９】
　ステップ＃０６は、上述した警報動作を所定時間（例えば１分間）継続させ（ステップ
＃０７）、所定時間が経過したら警報を停止させて（ステップ＃０５）、通常状態に復帰
させる。
【００４０】
　〔別実施の形態１〕
　上述した実施形態では、最初の電源投入後、点検操作手段３が操作され、第１の警報出
力を行わせた後は、停電等で電源がリセットされ、電源が再投入された後において、最初
に点検操作手段３が操作された場合には、警報出力受信手段Ｂに対する所定の第１の警報
出力を警報出力手段２に行わせるように構成した。しかし、このような態様に限らず、警
報器Ｘに対する電源再投入後であっても、最初に点検操作手段３が操作された場合には、
外部機器Ｂに対する所定の第２の警報出力を警報出力手段２に行わせるように構成しても
よい。
【００４１】
　〔別実施の形態２〕
　上述した実施形態では、警報器Ｘは有電圧維持手段５を備えていたが、有電圧維持手段
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５を備えない構成とすることも可能である。したがって、電源投入後（より詳細には電源
投入後であって、自動初期点検後）から所定時間経過までに、ガスかけ点検が行われた場
合、点検動作が行われる所定時間（たとえば１分間）のみ第２電圧の出力を維持し、その
後は第１電圧を出力する。
【実施例】
【００４２】
　本発明の実施例について説明する。
　本発明の警報器Ｘのセンサ部１として、可燃性ガスセンサ、ＣＯセンサおよび火災セン
サを備えた場合について説明する。
【００４３】
　図３に示したように、まず、警報器Ｘを設置して最初に電源を投入した後、自動で初期
点検が行われた。この自動初期点検は、電源投入後３０秒間に、センサ部１などに対する
通電の有無などの基本的な点検を行う。このとき「通常時」の６ｖの有電圧出力を警報出
力手段２に行わせる。当該初期点検の終了後、異常がなければ「正常です」（図３：＊４
）との音声による報知が行われ、ガス点検モード（３分３０秒間実施）となった。
【００４４】
　本実施例においては、実際にメタンガスをセンサ部１に吹きかけて警報器Ｘが正常な警
報動作を行うか否かを確認した。このとき「ガス検出時」の第２電圧による１２ｖの有電
圧出力を警報出力手段２に行わせ、ガス警報ランプが点灯し、音声による報知（図３：＊
６）が行われた。また、この有電圧出力を受けたガスマイコンメータでは、ガスの元栓を
自動遮断する制御が行われた。このとき発生させた第２電圧による１２ｖの有電圧出力は
、有電圧維持手段５により維持させた。
【００４５】
　点検操作手段３としての点検操作スイッチを操作して点検操作を開始するに際し、点検
操作スイッチ３を長押しした（点検ｉ）。このとき、外部機器Ｂに対する第１の警報
出力として第２電圧による有電圧出力を警報出力手段２に行わせた。本実施例では点検操
作スイッチ３を長押しする前にメタンガスをセンサ部１に吹きかけており、既に「ガス検
出時」の第２電圧による１２ｖの有電圧出力を警報出力手段２に行わせているため、点検
操作スイッチ３を長押しした後も引き続き第２電圧による１２ｖの有電圧出力を警報出力
手段２に行わせた。仮に点検操作スイッチ３を長押しする前にメタンガスをセンサ部１に
吹きかけていない場合は、点検操作スイッチ３を長押しした後に第２電圧による１２ｖの
有電圧出力を警報出力手段２に行わせることとなる（図３：破線部分）。
【００４６】
　このとき、スピーカよりガス警報、火災警報、ＣＯ警報の音声による報知（図３：＊５
，６，７）が行われ、さらにガス警報、火災警報、ＣＯ警報に対応するＬＥＤを点滅させ
る警報動作を１分間行った。さらにこの有電圧出力を受けたガスマイコンメータでは、ガ
スの元栓を自動遮断する制御を行った。
　このように、本ステップでは、スピーカやＬＥＤの警報動作の点検を行うとともに、ガ
ス検出時の電圧で有電圧出力を行うことで、ガスマイコンメータの点検を行うことができ
る。
【００４７】
　有電圧維持手段５によって維持している第２電圧は、点検操作スイッチ３が操作されて
から警報動作が終了するまで維持した後、「通常時」の６ｖの有電圧出力を警報出力手段
２に行わせた。この点検ｉまでの点検を行うことで、警報器Ｘを設置
したときの点検を終了した。
【００４８】
　その後、例えば定期点検などで、第１の警報出力を行わせた後に点検操作スイッチ３が
短押しによって操作された場合には、第１の警報出力とは異なる外部機器Ｂに対する第２
の警報出力として第１電圧による有電圧出力を警報出力手段２に行わせた（点検ｉｉ）。
【００４９】
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　このとき、スピーカよりブザー音や音声による報知が行われ、さらにガス警報、火災警
報、ＣＯ警報に対応するＬＥＤを点滅させる警報動作を行った。この場合には、有電圧出
力の電圧を通常時の電圧に維持して、ガスマイコンメータにおけるガスの元栓を遮断しな
いで点検を行った。
【００５０】
　さらに、その後、点検操作スイッチを長押し、第１の警報出力とは異なる外部機器Ｂに
対する第２の警報出力として第１電圧による有電圧出力を警報出力手段２に行わせた（点
検ｉｉｉ）。
【００５１】
　このとき、スピーカよりガス警報、火災警報、ＣＯ警報のブザー音や音声による報知（
図３：＊５，６，７）が行われ、さらにガス警報、火災警報、ＣＯ警報に対応するＬＥＤ
を点滅させる警報動作を行った。この場合には、有電圧出力の電圧を通常時の電圧に維持
して、ガスマイコンメータにおけるガスの元栓を遮断しないで点検を行った。
【００５２】
　このように本発明の警報器Ｘによれば、警報器Ｘに対する電源投入後、最初に点検操作
手段３が操作された場合にのみガス検出時の有電圧出力を行うので、顧客による誤操作を
防ぐことができる。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
　本発明は、外部環境の異常を検出して警報を行う警報器に利用できる。
【符号の説明】
【００５４】
Ｘ　　　　警報器
Ｂ　　　　外部機器
１　　　　センサ部
２　　　　警報出力手段
３　　　　点検操作手段
４　　　　点検制御手段
５　　　　有電圧維持手段
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