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(57)【要約】
【課題】所定の光出力を確保しつつ、より長時間の点灯
が可能な非常用照明装置を提供する。
【解決手段】非常用照明装置の点灯制御部は、非常時に
光源部の点灯開始から所定時間Ｔの間、人感センサ部に
よる人の検知の有無に関わらず第１の光出力Ｐ１で光源
部を点灯させ、所定時間Ｔの経過後、人感センサ部によ
り人を検知したときには、検知信号に基づいて第１の光
出力Ｐ１よりも光出力の低い第２の光出力Ｐ２で光源部
を点灯させ、所定時間Ｔの経過後、人感センサ部により
人を検知しないときは、検知信号に基づいて第２の光出
力Ｐ２よりも光出力の低い第３の光出力Ｐ３で光源部を
点灯させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　常時に外部電源から電力の供給を受けて充電され前記外部電源からの電力の供給が異常
となる非常時に電力を光源部側に出力する蓄電池部と、該蓄電池部から出力された電力を
制御して前記光源部に供給し前記光源部の点灯を制御する点灯制御部とを有する非常用照
明装置であって、
　前記点灯制御部は、人を検知可能な人感センサ部と電気的に接続され、前記人感センサ
部からの検知信号を受けて前記光源部の点灯を制御可能なものであり、
　非常時に前記光源部の点灯開始から所定時間の間、前記人感センサ部による人の検知の
有無に関わらず第１の光出力で前記光源部を点灯させ、前記所定時間の経過後、前記人感
センサ部により人を検知したときには、前記検知信号に基づいて前記第１の光出力よりも
光出力の低い第２の光出力で前記光源部を点灯させ、前記所定時間の経過後、前記人感セ
ンサ部により人を検知しないときは、前記検知信号に基づいて前記第２の光出力よりも光
出力の低い第３の光出力で前記光源部を点灯させることを特徴とする非常用照明装置。
【請求項２】
　前記点灯制御部は、前記第３の光出力で前記光源部を点灯中に前記人感センサ部により
人を検知した場合、前記第２の光出力で前記光源部を点灯させることを特徴とする請求項
１記載の非常用照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外部電源（たとえば、商用の交流電源）からの電力の供給が異常となる非常
時に照明光を照射する非常用照明装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、建物などには、火災や地震などで外部電源に停電などの異常が発生した場合
でも、避難者が避難方向や周囲の状況を把握できなくなり避難が困難になることを防止す
るため、非常用照明装置が設けられている。現状の日本の消防法において、非常用照明装
置は、非常点灯定格時間の間、規定の水平面照度で避難通路の照度を確保することが求め
られている。
【０００３】
　この種の非常用照明装置としては、交流電源の停電時に内蔵した電池でランプを点灯維
持させる点灯回路に、ランプの照度を所定の点灯時間で区切って複数段階に切替える自動
調光手段を付設したものが知られている（たとえば、特許文献１を参照）。
【０００４】
　特許文献１の非常用照明装置は、自動調光手段を付設することにより、交流電源の停電
時におけるランプ点灯の照度を段階的に下げて内蔵した電池の消費速度を段階的に遅くし
、ランプ点灯時間を長くすることができる、としている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開昭６１－３２３９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、近年の建物などでは、建物の高層化に伴い非常時の避難時間が長時間化する
傾向にある。また、非常用照明装置は、非常時に使用されるものであり、より小型化が求
められ、電池などを大型化させることなく、非常用照明装置直下が規定の水平面照度とな
る所定の光出力を確保しつつ、より長時間の点灯が可能なことが求められている。そのた
め、非常用照明装置は、より長時間の点灯が求められる現在において、上述の非常用照明
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装置の構成だけでは十分ではなく更なる改良が求められている。
【０００７】
　本発明は上記事由に鑑みてなされたものであり、その目的は、所定の光出力を確保しつ
つ、より長時間の点灯が可能な非常用照明装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の非常用照明装置は、常時に外部電源から電力の供給を受けて充電され上記外部
電源からの電力の供給が異常となる非常時に電力を光源部側に出力する蓄電池部と、該蓄
電池部から出力された電力を制御して上記光源部に供給し上記光源部の点灯を制御する点
灯制御部とを有する非常用照明装置であって、上記点灯制御部は、人を検知可能な人感セ
ンサ部と電気的に接続され、上記人感センサ部からの検知信号を受けて上記光源部の点灯
を制御可能なものであり、非常時に上記光源部の点灯開始から所定時間の間、上記人感セ
ンサ部による人の検知の有無に関わらず第１の光出力で上記光源部を点灯させ、上記所定
時間の経過後、上記人感センサ部により人を検知したときには、上記検知信号に基づいて
上記第１の光出力よりも光出力の低い第２の光出力で上記光源部を点灯させ、上記所定時
間の経過後、上記人感センサ部により人を検知しないときは、上記検知信号に基づいて上
記第２の光出力よりも光出力の低い第３の光出力で上記光源部を点灯させることを特徴と
する。
【０００９】
　この非常用照明装置において、上記点灯制御部は、上記第３の光出力で上記光源部を点
灯中に上記人感センサ部により人を検知した場合、上記第２の光出力で上記光源部を点灯
させることが好ましい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の非常用照明装置は、点灯制御部が人を検知可能な人感センサ部と電気的に接続
され、人感センサ部からの検知信号を受けて光源部の点灯を制御することにより、所定の
光出力を確保しつつ、より長時間の点灯が可能になるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施形態１の非常用照明装置の動作を説明するタイミングチャート図である。
【図２】実施形態１の非常用照明装置を示すブロック図である。
【図３】実施形態１の非常用照明装置を示す外観説明図である。
【図４】実施形態２の非常用照明装置を示す外観説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　（実施形態１）
　以下、本実施形態の非常用照明装置１０について、図１ないし図３を用いて説明する。
なお、図中において、同じ部材に対しては、同じ番号を付して重複する説明を省略する。
【００１３】
　まず最初に本実施形態の非常用照明装置１０の構成を図２を用いて説明する。
【００１４】
　本実施形態の非常用照明装置１０は、図２に示すように、常時に外部電源たる商用電源
ＡＣから電力の供給を受けて充電され商用電源ＡＣからの電力の供給が異常となる非常時
に電力を光源部１側に出力する蓄電池部２を有している。非常用照明装置１０は、蓄電池
部２から出力された電力を制御して光源部１に供給し光源部１の点灯を制御する点灯制御
部３を有している。非常用照明装置１０は、人Ｈを検知可能な人感センサ部４を有してい
る。点灯制御部３は、人Ｈを検知可能な人感センサ部４と電気的に接続され、人感センサ
部４からの検知信号Ｓ１を受けて光源部１の点灯を制御可能なものである。
【００１５】
　非常用照明装置１０の点灯制御部３は、非常時に光源部１の点灯開始から所定時間Ｔの
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間、人感センサ部４による人Ｈの検知の有無に関わらず第１の光出力Ｐ１で光源部１を点
灯させる（図１を参照）。点灯制御部３は、所定時間Ｔの経過後、人感センサ部４により
人Ｈを検知したときには、検知信号Ｓ１に基づいて第１の光出力Ｐ１よりも光出力の低い
第２の光出力Ｐ２で光源部１を点灯させる。点灯制御部３は、所定時間Ｔの経過後、人感
センサ部４により人Ｈを検知しないときは、検知信号Ｓ１に基づいて第２の光出力Ｐ２よ
りも光出力の低い第３の光出力Ｐ３で光源部１を点灯させる。
【００１６】
　これにより、本実施形態の非常用照明装置１０は、所定の光出力を確保しつつ、より長
時間の点灯が可能となる。
【００１７】
　以下、本実施形態の非常用照明装置１０のより具体的な構成について説明する。本実施
形態の非常用照明装置１０は、たとえば、天井材や壁材などの造営材に取り付けられて避
難用の通路などに照明光を照射するものである。
【００１８】
　非常用照明装置１０は、たとえば、図３に示すように、有底円筒状の器具本体１１の内
部に蓄電池部２を備えている。蓄電池部２は、たとえば、リチウムイオン二次電池、ニッ
ケル・水素電池、ニッケル・カドミウム蓄電池などの二次電池２ａを備えている。蓄電池
部２は、常時に商用電源ＡＣから電力の供給を受けて二次電池２ａを充電し非常時となる
商用電源ＡＣからの電力の供給の異常を検知可能な蓄電池制御部２ｂを備えている。蓄電
池制御部２ｂは、二次電池２ａに過充電や過放電が生じないように、二次電池２ａの電圧
を検知しながら二次電池２ａの充電や放電を制御する。
【００１９】
　非常用照明装置１０は、照明光を照射する光源部１を点灯させる点灯制御部３を器具本
体１１の内部に備えている。点灯制御部３は、光源部１の点灯を行う点灯回路部３ａと、
点灯回路部３ａを制御する制御回路部３ｂとを有している。点灯回路部３ａは、光源部１
にＬＥＤを備えた発光装置１ａを利用する場合、たとえば、ＤＣ－ＤＣコンバータを用い
た構成とすることができる。制御回路部３ｂは、たとえば、マイクロコンピュータを用い
て構成することができる。非常用照明装置１０は、蓄電池部２の蓄電池制御部２ｂと、点
灯制御部３の制御回路部３ｂとを電気的に接続させている。非常用照明装置１０は、有底
円筒状の器具本体１１の内部に光源部１を収納している。光源部１は、器具本体１１の底
面１１ａａから外部に照明光を照射可能としている。非常用照明装置１０は、光源部１と
して、ＬＥＤを備えた複数個（ここでは、３つ）の発光装置１ａを有している。
【００２０】
　非常用照明装置１０は、人Ｈの存在を検知して点灯制御部３の制御回路部３ｂに検知信
号Ｓ１を出力する人感センサ部４を器具本体１１に設けている。非常用照明装置１０は、
点灯制御部３の制御回路部３ｂと、人感センサ部４とを電気的に接続している。点灯制御
部３の制御回路部３ｂは、人感センサ部４からの検知信号Ｓ１を受けて光源部１を点灯さ
せるように点灯回路部３ａを制御する。蓄電池制御部２ｂは、商用電源ＡＣからの電力の
供給が異常を検知した場合、商用電源ＡＣからの電力の供給が異常な非常時として異常検
知信号を制御回路部３ｂに送信する。制御部３は、異常検知信号を受けてスイッチング素
子Ｑ１をオン制御し、商用電源ＡＣからの電力の供給が異常な非常時に、二次電池２ａの
電力を点灯回路部３ａに出力する。なお、スイッチング素子Ｑ１は、たとえば、バイポー
ラトランジスタやＭＯＳＦＥＴなどにより構成することができる。また、点灯制御部３の
制御回路部３ｂは、蓄電池部２から電力で光源部１を点灯できるように点灯回路部３ａを
制御する。
【００２１】
　本実施形態の非常用照明装置１０では、人感センサ部４を器具本体１１の内底面１１ａ
ａに設けている。人感センサ部４は、人感センサ部４の検知範囲で人Ｈを検知すれば、検
知信号Ｓ１を制御回路部３ｂに送信することができる。非常用照明装置１０は、たとえば
、電波式ドップラーセンサ素子を備えた人感センサ部４を用いて構成させることができる
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。電波式ドップラーセンサ素子は、電波式ドップラーセンサ素子から送信した電波が人Ｈ
に当たって反射して返ってきた電波を受信し、送信した電波と受信した電波の周波数の違
いを検知する。非常用照明装置１０では、人感センサ部４が電波式ドップラーセンサ素子
から送信された電波と反射して受信した電波との周波数の違いを検知すれば、人Ｈの存在
の有無を判別することができる。非常用照明装置１０では、人Ｈが存在しない場合、たと
えば、図示しない電波式ドップラーセンサ素子から送信された送信波が床面側に当たって
反射して返ってきた反射波の周波数が送信波の周波数と同じとなる。これに対し、電波式
ドップラーセンサ素子から送信された送信波の周波数は、避難している人Ｈに当たって反
射して返ってきた反射波の周波数との間に違いが生じる。すなわち、反射波の周波数は、
電波式ドップラーセンサ素子から送信された送信波の周波数と異なる周波数（以下、ドッ
プラー周波数ともいう）となる。人感センサ部４は、電波式ドップラーセンサ素子が送信
した送信波の周波数と、避難している人Ｈに当たって反射して返ってきた反射波の周波数
との違いを検知することで、人Ｈが存在するとして検知信号Ｓ１を出力することできる。
本実施形態の非常用照明装置１０は、人感センサ部４からの検知信号Ｓ１に基づいて点灯
制御部３が各発光装置１ａの光出力を調整させている。
【００２２】
　以下、非常用照明装置１０の動作について図１を参照しながら、より詳細に説明する。
なお、図１は、非常用照明装置１０におけるタイミングチャート図であり、非常時におけ
る光源部１の光出力を示している。また、図１中において、時間の目盛りは、１５分ごと
に区切っている。
【００２３】
　非常用照明装置１０は、たとえば、商用電源ＡＣの電力の供給が異常な非常時となり光
源部１の点灯開始となる時刻ｔ０から時刻ｔ１までの所定時間Ｔにおいて、光源部１が非
常用照明装置１０直下の所定領域を第１の光出力Ｐ１で照射する。非常用照明装置１０は
、所定時間Ｔの間、人感センサ部４の検知範囲に人Ｈが存在しているか、人Ｈが存在して
いないかに係らず、点灯制御部３が光源部１を第１の光出力Ｐ１で点灯させる（図１の時
刻ｔ０から時刻ｔ１を参照）。すなわち、本実施形態の非常用照明装置１０は、点灯制御
部３が光源部１を点灯させてから所定時間Ｔ（たとえば、１５分）の間、非常用照明装置
１０直下の所定領域の水平面照度が特定の照度（たとえば、１．０ｌｘ）以上を確保でき
るように、光源部１の光出力および点灯維持時間を設定している。
【００２４】
　また、非常用照明装置１０は、たとえば、所定時間Ｔの経過後、蓄電池部２における二
次電池２ａの残存蓄電量の減りを抑制するため、第１の光出力Ｐ１よりも低い光出力で光
源部１を点灯させる。ここで、非常用照明装置１０は、所定時間Ｔの経過後、人感センサ
部４の検知範囲で人Ｈの存在を検知すれば、人感センサ部４から検知信号Ｓ１が出力され
る。非常用照明装置１０では、人感センサ部４からの検知信号Ｓ１に基づいて制御回路部
３ｂが点灯回路部３ａを制御して時刻ｔ１から光源部１の光出力を第１の光出力Ｐ１より
も低い第２の光出力Ｐ２で点灯させる（図１の時刻ｔ１から時刻ｔ２を参照）。非常用照
明装置１０は、たとえば、所定時間Ｔの経過後、人感センサ部４からの検知信号Ｓ１があ
れば人Ｈが存在すると、点灯制御部３が光源部１を第２の光出力Ｐ２（たとえば、０．５
 ｌｘ）以上で点灯させればよい。
【００２５】
　なお、非常用照明装置１０は、たとえば、所定時間Ｔの経過後において、人感センサ部
４により人Ｈを検知しない場合、第２の光出力Ｐ２よりも、さらに光出力の低い第３の光
出力Ｐ３（たとえば、０．２５ｌｘ）以上で光源部１を点灯させればよい。
【００２６】
　ところで、本実施形態の非常用照明装置１０は、所定時間Ｔの経過後において、非常用
照明装置１０直下の水平面を第３の光出力Ｐ３で光源部１を点灯させている最中、人感セ
ンサ部４が人Ｈを検知する場合がある。本実施形態の非常用照明装置１０は、人感センサ
部４の検知範囲に人Ｈが入ってきて、人感センサ部４から検知信号Ｓ１が出力された場合
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、第２の光出力Ｐ２で光源部１を点灯させるように点灯制御部３が光源部１を制御する。
すなわち、点灯制御部３は、第３の光出力Ｐ３で光源部１を点灯中に人感センサ部４によ
り人Ｈを検知した場合、第３の光出力Ｐ３よりも光出力の高い第２の光出力Ｐ２となるよ
うに光源部１を点灯させる（図１の時刻ｔ３から時刻ｔ４を参照）。
【００２７】
　これにより、本実施形態の非常用照明装置１０は、所定の光出力を確保しつつ、さらに
長時間の点灯が可能となる。本実施形態の非常用照明装置１０は、人感センサ部４からの
検知信号Ｓ１を受けて、人Ｈの存在の有無を判別し非常用照明装置１０の周囲状況が変化
した際に光源部１の光出力を上げることで避難者たる人Ｈの安全性を高めることが可能と
なる。
【００２８】
　非常用照明装置１０は、非常時から所定時間Ｔ（時刻ｔ０から時刻ｔ１）の間、照明光
が照射され続けるように、光源部１を点灯制御部３が制御している。また、非常用照明装
置１０は、たとえば、所定時間Ｔの経過後、蓄電池部２における二次電池２ａの残存蓄電
量の減りを抑制するため、第１の光出力Ｐ１よりも光出力の低い第３の光出力Ｐ３で光源
部１を点灯させように、光源部１を点灯制御部３が制御している。さらに、非常用照明装
置１０は、所定時間Ｔを経過後、人感センサ部４が検知範囲の人Ｈの存在を検知した検知
信号Ｓ１を出力した場合、非常用照明装置１０直下の水平面照度を上昇させるように、光
源部１を点灯制御部３が制御する。
【００２９】
　非常用照明装置１０は、所定時間Ｔを経過後、人感センサ部４が検知範囲の人Ｈの存在
がないと判別すれば、再び、第１の光出力Ｐ１よりも光出力の低い第３の光出力Ｐ３で光
源部１を点灯させる。
【００３０】
　また、非常用照明装置１０は、たとえば、制御回路部３ｂを構成するマイクロコンピュ
ータのタイマ部（図示していない）が、人感センサ部４からの検知信号Ｓ１の入力に同期
して、光源部１の点灯を維持する点灯維持時間のカウントダウンを行う。非常用照明装置
１０は、検知信号Ｓ１により設定された上記点灯維持時間の間、点灯制御部３が人感セン
サ部４から検知信号Ｓ１を新たに受けると上記点灯維持時間のリセットを行い、再び上記
点灯維持時間のカウントダウンを行う。すなわち、非常用照明装置１０は、点灯制御部３
が上記点灯維持時間のカウントダウンの開始と上記点灯維持時間のリセットとを、人感セ
ンサ部４からの検知信号Ｓ１に基づき繰り返し行いながら光源部１の点灯状態を維持して
いる。なお、タイマ部は、カウントダウンを行うだけでなく、所定のカウントとなるまで
カウントアップすることによって点灯維持時間の計測を行ってもよい。
【００３１】
　非常用照明装置１０は、非常時に光源部１の点灯開始する時刻ｔ０から時刻ｔ１の所定
時間Ｔの間、人感センサ部４からの検知信号Ｓ１の有無に係らず、非常用照明装置１０直
下の所定領域が規定の水平面照度を確保するよう点灯制御部３が第１の光出力Ｐ１で光源
部１を点灯する。この場合、非常用照明装置１０の点灯制御部３は、時刻ｔ０から時刻ｔ
１までの上記点灯維持時間の間、一度もタイマ部をリセットすることなく上記点灯維持時
間の残存時間をカウントダウンする。すなわち、非常用照明装置１０は、人感センサ部４
による人Ｈの検知の有無に係らず点灯制御部３を制御して上記点灯維持時間中は光源部１
の点灯を維持させればよい。
【００３２】
　非常用照明装置１０は、人感センサ部４からの検知信号Ｓ１により、点灯制御部３が光
源部１を所定の状態に点灯させる予め記憶された点灯制御内容に基づいて制御する。非常
用照明装置１０は、たとえば、点灯制御部３に内蔵する記憶部（図示していない）に予め
記憶させた光源部１の点灯制御内容にしたがって光源部１を制御することで、光源部１を
所定の状態で点灯させればよい。
【００３３】
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　以下、非常用照明装置１０の各構成について詳述する。
【００３４】
　光源部１は、商用電源ＡＣの異常時に蓄電池部２からの電力で点灯可能なものである。
光源部１は、ＬＥＤなどの固体発光素子を備えた発光装置１ａを用いることができる。固
体発光素子としては、たとえば、ＬＤ(laser diode)、ＬＥＤ(light emitting diode)や
有機ＥＬ（electroluminescent）素子などが挙げられる。光源部１は、複数個の発光装置
１ａを備えて構成してもよく、１個の発光装置１ａで構成させることもできる。また、光
源部１は、蛍光灯などの放電灯や白熱電灯などを用いることもできる。
【００３５】
　光源部１は、ＬＥＤを備えた発光装置１ａを利用する場合、人感センサ部４からの検知
信号Ｓ１に基づいて、点灯制御部３からの制御に反応性よく点灯や調光制御を行うことが
できる。
【００３６】
　発光装置１ａは、ＬＥＤを用いた場合、一般に、発光スペクトルの半値幅が狭い単色性
の光を発光する。ここで、人の目は、単色性の光が照射された環境下において、錯覚が生
じ距離感が把握しづらいという性質がある。そのため、非常用照明装置１０の光源部１は
、避難者が避難通路の距離感を認識するため複数種類の発光装置１ａを用いて混色光を照
射させることが好ましい。たとえば、非常用照明装置１０から照射させる光を白色光とす
る場合、光源部１は、青色光を発光する青色ＬＥＤと、緑色光を発光する緑色ＬＥＤと、
赤色光を発光する赤色ＬＥＤとを用いて各発光色を混色させて白色光を得る構成とすれば
よい。また、光源部１は、青色ＬＥＤと、黄色光を発光する黄色ＬＥＤとを備え、青色光
と黄色光とを混色させて白色光を得る構成としてもよい。また、光源部１は、青色ＬＥＤ
と、青色ＬＥＤからの青色光の一部を吸収して黄色光を発光する蛍光体を備えたものとす
ることができる。光源部１は、複数個の発光装置１ａの電気的な接続を実装基板の実装パ
ターンを用いて直列、並列や直並列にすることができる。
【００３７】
　発光装置１ａは、半導体発光素子となるＬＥＤチップ単体で構成してもよい。また、発
光装置１ａは、図示していないが、たとえば、通電することにより、青色光を放射するＬ
ＥＤチップ、緑色光を放射するＬＥＤチップおよび赤色光を放射するＬＥＤチップと、各
ＬＥＤチップを収納する収納凹所が一表面に設けられたセラミック（たとえば、アルミナ
など）製のパッケージ本体とを備えた白色光が発光可能な構造とすることもできる。収納
凹所には、各ＬＥＤチップを被覆する透光性材料（たとえば、シリコーン樹脂、エポキシ
樹脂、アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂やガラスなど）を設けることができる。また
、発光装置１ａは、パッケージ本体の他表面に外部接続用電極（図示していない）を設け
、該外部接続用電極と実装基板の実装パターンとが半田からなる接合部（図示していない
）を介して電気的に接続させることができる。また、発光装置１ａは、青色光を放射する
ＬＥＤチップ、緑色光を放射するＬＥＤチップおよび赤色光を放射するＬＥＤチップを共
にパッケージ本体に備える構成だけでなく、各色のＬＥＤチップを個別に備えた構成とし
てもよい。光源部１は、蓄電池部２からの電力の供給を点灯制御部３が制御して給電され
ることにより点灯が制御される。
【００３８】
　発光装置１ａは、たとえば、青色光を発光するＬＥＤチップと、青色光を吸収して、よ
り長波長の蛍光を発光する蛍光体とを備えた白色光が発光可能なものを用いてもよい。青
色光が発光可能なＬＥＤチップとしては、たとえば、ＳｉＣ基板上にｎ型の窒化ガリウム
系化合物半導体層、Ｉｎが含有された窒化ガリウム系化合物半導体からなる発光層、ｐ型
の窒化ガリウム系化合物半導体層が順に積層させたものを用いることができる。ＬＥＤチ
ップは、ｐ型の窒化ガリウム系化合物半導体層と電気的に接続されるアノード電極と、Ｓ
ｉＣ基板に形成されるカソード電極とをそれぞれ設ければよい。
【００３９】
　蛍光体は、ＬＥＤチップからの青色光を吸収し異なる色調の光を発光する蛍光体として
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、種々のものを用いることができる。蛍光体は、たとえば、Ｃｅで付活されたＹ３Ａｌ５

Ｏ１２蛍光体やＣｅで付活されたＴｂ３Ａｌ５Ｏ１２蛍光体などのアルミネート系の蛍光
体を用いることができる。蛍光体は、アルミネート系の蛍光体のほか、Ｅｕで付活された
Ｂａ２ＳｉＯ４蛍光体やＥｕで付活された（ＳｒＢａ）２ＳｉＯ４蛍光体などの珪酸塩系
の蛍光体を用いてもよい。また、蛍光体は、Ｅｕで付活されたＣａＡｌＳｉＮ３蛍光体、
Ｅｕで付活されたＳｒ２Ｓｉ５Ｎ８蛍光体、Ｅｕで付活されたＣａ２Ｓｉ５Ｎ８蛍光体、
Ｅｕで付活されたＳｒＳｉ７Ｎ１０蛍光体Ｅｕで付活されたＣａＳｉ７Ｎ１０蛍光体など
の窒化物系の蛍光体を用いてもよい。
【００４０】
　蓄電池部２は、常時に外部電源から電力の供給を受けて充電され外部電源からの電力の
供給が異常となる非常時に電力を光源部１側に出力可能なものである。蓄電池部２は、リ
チウムイオン二次電池、ニッケル・水素電池、ニッケル・カドミウム蓄電池などの二次電
池２ａを備えた構成とすることができる。また、二次電池２ａは、一個だけでもよいし、
複数個の二次電池２ａを直列、並列や直並列に電気的に接続させたものを用いてもよい。
二次電池２ａは、単電池をニッケル板などで接続して適宜の配列で並べ、熱収縮チューブ
や樹脂ケースなどでパックし、リード線やコネクタ、タブ端子が結線された組電池として
用いることもできる。二次電池２ａは、二次電池２ａの形状も円筒形状や板形状など所望
に応じて種々の形状のものを用いることができる。
【００４１】
　蓄電池部２は、常時に外部電源で二次電池２ａを充電させ、外部電源からの電力の供給
が異常となる非常時に二次電池２ａから点灯制御部３側に電力を供給させることができる
ように、蓄電池制御部２ｂを備えている。蓄電池制御部２ｂは、たとえば、商用電源ＡＣ
に接続されるトランス（図示していない）と、トランスを介して入力される交流を直流に
変換して二次電池２ａを充電する充電器と、外部電源の停電などの異常を検出する検出器
（図示していない）とを備えた構成とできる。
【００４２】
　蓄電池制御部２ｂは、検出器によって外部電源たる商用電源ＡＣの停電などを検出する
と、制御回路部３ｂにより充電器から蓄電池部２への充電が停止され、二次電池２ａから
の電力を点灯回路部３ａ側に出力するように制御される。これにより、蓄電池部２は、充
電状態から放電状態に転じるとともに放電された直流電流が点灯制御部３側に出力される
。また、蓄電池制御部２ｂは、蓄電池部２の端子電圧を測定する測定部を備え、測定部で
測定した測定電圧値と、予め記憶手段（図示していない）で記憶させた蓄電池部２の過放
電などにより生ずる高インピーダンス状態の電圧値とをコンパレータ（図示していない）
で比較し、比較結果に基づいて二次電池２ａの放電を制御することにより過放電を防止す
る構成を備えてもよい。
【００４３】
　点灯制御部３は、光源部１を制御して点灯可能なものである。点灯制御部３は、光源部
１に適した電力を供給する点灯回路部３ａと、点灯回路部３ａを制御する制御回路部３ｂ
とを備えている。点灯回路部３ａは、二次電池２ａからの電力を制御して光源部１に適し
た電力に変換して供給するために好適に設けている。点灯回路部３ａは、光源部１の種類
に応じて適宜に設定すればよい。光源部１としてＬＥＤを備えた発光装置１ａを用いる場
合、点灯回路部３ａは、たとえば、ＤＣ－ＤＣコンバータ、限流抵抗やＬＥＤに流れる電
流を制御する駆動制御部などにより適宜に構成すればよい。また、光源部１として蛍光灯
を用いる場合、点灯回路部３ａは、たとえば、インバータ回路を用いた電子安定器を用い
ればよい。また、制御回路部３ｂは、たとえば、蓄電池制御部２ｂの検出器によって商用
電源ＡＣの停電を検出して二次電池２ａから点灯回路部３ａへの出力を制御するマイクロ
コンピュータを備えた構成とすることができる。制御回路部３ｂは、マイクロコンピュー
タなどにより構成させることにより、たとえば、人感センサ部４からの人Ｈの存在を知ら
せる検知信号Ｓ１に基づいて、光源部１を制御することもできる。点灯制御部３は、光源
部１の点灯や調光させることが可能な構成とすればよい。
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【００４４】
　点灯制御部３は、人Ｈの存在を検知した人感センサ部４からの検知信号Ｓ１に基づいて
、制御回路部３ｂが、光源部１を制御回路部３ｂの記憶部（図示していない）に予め記憶
された所定の状態に点灯させる点灯制御内容に基づいて点灯回路部３ａを制御する。記憶
部は、たとえば、マイクロコンピュータを構成する制御回路部３ｂに内蔵したＥＥＰＲＯ
Ｍなどを利用することができる。
【００４５】
　点灯制御部３は、非常時において、人感センサ部４による人Ｈの検知に係らず場合、所
定時間Ｔの間、光源部１を点灯させる。点灯制御部３は、所定時間Ｔの経過後、人感セン
サ部４からの検知信号Ｓ１に基づいて、点灯維持時間となる一定の時間（たとえば、３分
）の間、点灯制御部３が第１の光出力Ｐ１よりも低い光出力で光源部１を点灯させる。
【００４６】
　本実施形態の非常用照明装置１０は、所定時間Ｔの経過後、人感センサ部４が人Ｈを検
知していない場合、光源部１が第１の光出力Ｐ１よりも光出力の低い第３の光出力Ｐ３で
点灯している。非常用照明装置１０は、光源部１が第１の光出力Ｐ１で点灯させ続ける場
合よりも、明るさが低くなるが消費電力を抑制できる。
【００４７】
　非常用照明装置１０は、第３の光出力Ｐ３で光源部１を点灯させている最中に人感セン
サ部４が人Ｈを検知すると、第３の光出力Ｐ３よりも光出力の高い第２の光出力Ｐ２で光
源部１を点灯させる。これにより、非常用照明装置１０は、光源部１が第３の光出力Ｐ３
で点灯させ続ける場合よりも、明るさが高く人Ｈに安心感を持たせることが可能となる。
また、点灯制御部３は、人感センサ部４からの検知信号Ｓ１が点灯制御部３に入力されて
いない状態が上記点灯維持時間を越えた場合、第２の光出力Ｐ２よりも光出力の低い第３
の光出力Ｐ３の明るさで光源部１を点灯する。
【００４８】
　なお、非常用照明装置１０は、人感センサ部４が人Ｈを検知するたびに、光源部１の調
光制御に伴う光出力の急激な変化が生じないようにすることもできる。非常用照明装置１
０は、非常用照明装置１０直下の水平面照度をより高くする場合、光源部１の光出力を次
第に大きくなるように制御回路部３ｂが点灯回路部３ａを制御させてもよい。同様に、非
常用照明装置１０は、非常用照明装置１０直下の水平面照度をより低くする場合、光源部
１の光出力を次第に小さくなるように制御回路部３ｂが点灯回路部３ａを制御させてもよ
い。これにより、非常用照明装置１０は、点灯制御部３が光源部１の光出力を次第に大き
くなる、あるいは光源部１の光出力を次第に小さくなるように調光制御することで、光源
部１の調光時における人Ｈの違和感を低減させることが可能となる。
【００４９】
　本実施形態の非常用照明装置１０では、図１に示すように、所定時間Ｔを経過後、人感
センサ部４により、避難者となる人Ｈを検知したときには、検知信号Ｓ１に基づいて、直
ちに第３の光出力Ｐ３から第２の光出力Ｐ２に光源部１の光出力を上昇させる（時刻ｔ３
の前後を参照）。本実施形態の非常用照明装置１０は、人感センサ部４からの検知信号Ｓ
１が点灯制御部３に入力されていない状態が上記点灯時間を越えた場合、光源部１の光出
力を第２の光出力Ｐ２から第３の光出力Ｐ３に次第に小さくなるように制御回路部３ｂが
点灯回路部３ａを制御する（時刻ｔ４の前後を参照）。これにより、本実施形態の非常用
照明装置１０は、避難者となる人Ｈの安心感を、より高めることが可能となる。なお、非
常用照明装置１０は、光源部１を調光制御させるため、たとえば、光源部１の出力をＰＷ
Ｍ制御可能な回路を点灯回路部３ａに備えればよい。
【００５０】
　本実施形態の非常用照明装置１０は、所定時間Ｔの経過後、人Ｈの存在の有無により光
源部１から照射させる光出力を変化させている。これにより、本実施形態の非常用照明装
置１０は、蓄電池部２の大型化を抑制し消費電力を低くしつつ、より長時間の間、光源部
１を点灯することが可能とすることができる。
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【００５１】
　点灯制御部３は、制御回路部３ｂが人感センサ部４からの検知信号Ｓ１に基づいて光源
部１から照射させる光出力を変化させることができるように点灯回路部３ａを制御するも
のだけに限られない。非常用照明装置１０は、光源部１に異なる発光色が発光可能な複数
種の発光ダイオードを用いた場合、制御回路部３ｂが人感センサ部４からの検知信号Ｓ１
に基づいて光源部１から照射させる照明光の色温度を変化させるように点灯回路部３ａを
制御する構成としてもよい。
【００５２】
　人感センサ部４は、人Ｈを検知可能なものである。人感センサ部４は、たとえば、電波
式ドップラーセンサ素子を備えたもので構成することができる。また、人感センサ部４は
、電波式ドップラーセンサ素子を備えたものだけに限られず、焦電素子を備えたもの、Ｃ
ＣＤやＣＭＯＳなどの画像センサを備えたものでもよい。人感センサ部４は、光源部１と
電気的に接続されている。人感センサ部４は、電波式ドップラーセンサ素子を用いた場合
、送信される電波としてマイクロ波などの送信波の周波数と、移動する人Ｈに反射して戻
ってくる反射波の周波数とを比較して、ドップラー効果により変化する周波数の違いを検
出して人Ｈを検知する。なお、人感センサ部４は、１個だけに限られず、複数個配置させ
てもよい。この場合、非常用照明装置１０は、各人感センサ部４からの出力を制御回路部
３ｂにそれぞれ入力すればよい。人感センサ部４は、電波式ドップラーセンサ素子から出
力される信号を増幅して点灯制御部３側へ出力するアンプ回路部（図示していない）を内
蔵させてもよい。
【００５３】
　（実施形態２）
　図４に示す非常用照明装置１０は、図１に示す実施形態１のＬＥＤを備えた発光装置１
ａの代わりに蛍光灯２１を光源部１とし、蛍光灯２１を制御して点灯可能な点灯制御部３
を備えた点が主として相違する。実施形態１と同様の部材については、同じ番号を付して
重複する説明を省略する。
【００５４】
　本実施形態の非常用照明装置１０は、図４に示すように、一端が開口した箱状の器具本
体１２と、器具本体１２の対向する内側面側に設けられ光源部１たる複数（ここでは、２
本）の蛍光灯２１の一対の口金２１ａそれぞれに給電するソケット２２，２２を備えてい
る。本実施形態の非常用照明装置１０は、器具本体１２の内底面側に配置させた反射板２
３の貫設孔から人感センサ部４を露出させている。非常用照明装置１０は、器具本体１２
の内部に配置される蛍光灯２２がソケット２２から給電されて点灯する。なお、点灯制御
部３は、適宜に、器具本体１２の内部に配置させればよいが、図４中では図示していない
。したがって、本実施形態の非常用照明装置１０は、光源部１が器具本体１２から着脱自
在の構成としている。
【００５５】
　本実施形態の非常用照明装置１０は、図示していないが、常時に外部電源たる商用電源
ＡＣから電力の供給を受けて充電され商用電源ＡＣからの電力の供給が異常となる非常時
に電力を光源部１側に出力する蓄電池部２を有している。非常用照明装置１０は、蓄電池
部２から出力された電力を制御して光源部１に供給し光源部１の点灯を制御する点灯制御
部３を有している。非常用照明装置１０は、人Ｈを検知可能な人感センサ部４を有してい
る。点灯制御部３は、人Ｈを検知可能な人感センサ部４と電気的に接続され、人感センサ
部４からの検知信号Ｓ１を受けて光源部１の点灯を制御可能なものである。
【００５６】
　点灯制御部３は、実施形態１と同様に、非常時に光源部１の点灯開始から所定時間Ｔの
間、人感センサ部４による人Ｈの検知の有無に関わらず第１の光出力Ｐ１で光源部１を点
灯させる。点灯制御部３は、所定時間Ｔの経過後、人感センサ部４により人Ｈを検知した
ときには、検知信号Ｓ１に基づいて第１の光出力Ｐ１よりも光出力の低い第２の光出力Ｐ
２で光源部１を点灯させる。点灯制御部３は、所定時間Ｔの経過後、人感センサ部４によ
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り人Ｈを検知しないときは、検知信号Ｓ１に基づいて第２の光出力Ｐ２よりも光出力の低
い第３の光出力Ｐ３で光源部１を点灯させる。
【００５７】
　これにより、本実施形態の非常用照明装置１０は、所定の光出力を確保しつつ、より長
時間の点灯が可能となる。
【符号の説明】
【００５８】
　ＡＣ　商用電源（外部電源）
　Ｈ　人
　Ｐ１　第１の光出力
　Ｐ２　第２の光出力
　Ｐ３　第３の光出力
　Ｓ１　検知信号
　Ｔ　所定時間
　１　光源部
　２　蓄電池部
　３　点灯制御部
　４　人感センサ部
　１０　非常用照明装置

【図１】
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【図２】
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【図３】

【図４】
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