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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】火災等の非常事態が発生した場合、非常事態に
合せた最適な避難方向を表示して迅速且つ安全な避難行
動を可能とする。
【解決手段】避難場所に至る経路に、避難方向を可変表
示可能な複数の避難誘導表示装置３０を配置して誘導灯
制御盤２４により制御する。誘導灯制御盤２４は、通常
監視状態では誘導表示装置３０に所定の避難方向を固定
的に表示させ、火災等の非常事態が発生した場合は、当
該非常事態の発生状況に基づき最適な避難経路を決定し
、当該最適避難経路に基づいた避難方向を誘導表示装置
３０に表示させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　避難場所に至る経路に配置され、避難方向を可変表示可能な複数の誘導表示手段と、
　通常監視状態では前記誘導表示手段に所定の避難方向を固定的に表示させ、非常事態が
発生した場合は、当該非常事態の発生状況に基づき最適な避難経路を決定し、当該最適避
難経路に基づいた避難方向を前記誘導表示手段に表示させる誘導制御手段と、
を備えたことを特徴とする避難誘導システム。
【請求項２】
　請求項１記載の避難誘導システムに於いて、前記誘導表示手段は、避難方向を示す矢印
画像を表示することを特徴とする避難誘導システム。
【請求項３】
　請求項２記載の避難誘導システムに於いて、前記誘導表示手段は、避難方向を示す矢印
画像を表示すると共に当該矢印画像を点滅又は明滅することを特徴とする避難誘導システ
ム。
【請求項４】
　請求項１記載の避難誘導システムに於いて、前記誘導表示手段は、避難方向を示す矢印
画像を動画表示することを特徴とする避難誘導システム。
【請求項５】
　請求項４記載の避難誘導システムに於いて、前記誘導表示手段は、矢印画像を静止表示
した状態で、当該矢印画像の一部を避難方向に向けて繰り返し移動表示することを特徴と
する避難誘導システム。
【請求項６】
　請求項４記載の避難誘導システムに於いて、前記誘導表示手段は、表示画面の一端から
避難方向となる他端に向けて前記矢印画像を繰り返し移動表示することを特徴とする避難
誘導システム。
【請求項７】
　請求項４記載の避難誘導システムに於いて、前記誘導表示手段は、表示画面の一端から
避難方向となる他端に向けて伸びるように矢印画像を繰り返し表示することを特徴とする
避難誘導システム。
【請求項８】
　請求項１記載の避難誘導システムに於いて、
　前記誘導制御手段は、非常事態が発生した場合、当該非常事態の発生場所に向う避難誘
導経路に配置した誘導表示手段に通行禁止を示す画像と迂回方向を示す画像を表示させる
ことを特徴とする避難誘導システム。
【請求項９】
　請求項１記載の避難誘導システムに於いて、前記誘導表示手段は、少なくとも２色を選
択的に発光する複数の発光部をマトリクス状に配置した電光表示部を備えたことを特徴と
する避難誘導システム。
【請求項１０】
　請求項１記載の避難誘導システムに於いて、前記誘導表示手段は、カラー画像を表示す
る液晶表示部を備えたことを特徴とする避難誘導システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、避難誘導表示により避難者を安全な避難口等に避難誘導する避難誘導システ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、火災報知設備と共に設置される一般的な避難誘導装置としては、常時点灯して避
難を誘導する消防法で決められた誘導灯が知られており、誘導灯には通路に設置する通路
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誘導灯と避難口に設置する避難口誘導灯がある。
【０００３】
　誘導灯は消防法に定められた避難誘導用の標識であり、通路誘導灯は、図１１（Ａ）に
示すように、四角や長方形の筐体表面の表示部に、白地に緑色、または緑地に白の避難方
向を示す矢印１００と、避難口を示すシンボルマーク１０２を配置したピストグラム（絵
文字）が描かれており、蛍光灯による背光照明により表示する。なお、図１１（Ｂ）は避
難口を示すシンボルマーク１０２を拡大して示している。また非常口に設置する避難口誘
導灯は四角や長方形の筐体表面の表示部に、図１１（Ｂ）のシンボルマークが描かれてお
り、同じく蛍光灯による背光照明により表示する。
【０００４】
　誘導灯の設置基準は法令により定められており（消防法施行令第２６条、消防法施行規
則第２８条の３、消防予第２４５号など）、通路誘導灯及び避難口誘導灯は、商用施設・
工業施設・宿泊施設などに対して設置が義務付けられている。通路誘導灯は通路に一定の
間隔で配置し、また避難口誘導灯は通路誘導灯による誘導先となる脱出可能な出口に設置
している。これら通路誘導灯と避難口誘導灯は、蓄電池により数十分から数時間程度点灯
し続ける能力を有しており、避難の際に、もし停電したとしても、脱出の目標として使用
できるようになっている。通常の誘導灯では停電から約20分以上点灯し、長時間点灯型で
は1時間以上点灯する。
【０００５】
　しかしながら、従来より多く用いられている通路難誘導灯は、図１１（Ａ）のピクトグ
ラムの中の避難方向を示す矢印１００は、予め定められた避難経路に基づき固定であり、
避難方向が火災等で避難不可能な状態であっても、避難方向の表示が変化することはなか
った。
【０００６】
　このような問題について、避難路に設置された煙感知器が作動したとき、平常時点灯し
ている避難方向を示す矢印の表示を消灯し、避難路への避難を不可とする表示を点灯させ
るようにした避難誘導灯が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】実開平０５－０８７６８９号公報
【特許文献２】特開平０９－０８１８７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、このような従来の通路誘導灯にあっては、避難路に設置された煙感知器
が作動したときに、避難路への避難を不可とする表示を行うだけであり、避難路を通るこ
とができないことを知った避難者は、それ以外の避難路を探すことになり、通行可能な避
難路がどの方向かは、通路誘導灯の避難不可を示す表示からは分からず、別の避難路をさ
がそうとして混乱することが想定され、火災等の緊急避難時に避難者を安全に確実に避難
させることについては不十分であった。
【０００９】
　本発明は、火災などの非常事態の発生状況に応じて最適な避難経路を示す避難方向の表
示制御により迅速且つ安全な避難行動を可能とする避難誘導システムを提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　（避難誘導システム）
　本発明は、避難誘導システムに於いて、
　避難場所に至る経路に配置され、避難方向を可変表示可能な複数の誘導表示手段と、



(4) JP 2013-242687 A 2013.12.5

10

20

30

40

50

　通常監視状態では誘導表示手段に所定の避難方向を固定的に表示させ、非常事態が発生
した場合は、当該非常事態の発生状況に基づき最適な避難経路を決定し、当該最適避難経
路に基づいた避難方向を誘導表示手段に表示させる誘導制御手段と、
を備えたことを特徴とする。
【００１１】
　（矢印画像の表示）
　誘導表示手段は、避難方向を示す矢印画像を表示する。
【００１２】
　誘導表示手段は、避難方向を示す矢印画像を表示すると共に当該矢印画像を点滅又は明
滅する。
【００１３】
　（矢印画像の動画表示）
　誘導表示手段は、避難方向を示す矢印画像を動画表示する。
【００１４】
　誘導表示手段は、矢印画像を静止表示した状態で、当該矢印画像の一部を避難方向に向
けて繰り返し移動表示する。
【００１５】
　誘導表示手段は、表示画面の一端から避難方向となる他端に向けて前記矢印画像を繰り
返し移動表示する。
【００１６】
　誘導表示手段は、表示画面の一端から避難方向となる他端に向けて伸びるように矢印画
像を繰り返し表示する。
【００１７】
　（通行禁止表示）
　誘導制御手段は、非常事態が発生した場合、当該非常事態の発生場所に向う避難誘導経
路に配置した誘導表示手段に通行禁止を示す画像と迂回方向を示す画像を表示させる。
【００１８】
　（表示部）
　誘導表示手段は、少なくとも２色を選択的に発光する複数の発光部をマトリクス状に配
置した電光表示部を備える。誘導表示手段は、カラー画像を表示する液晶表示部を備える
ようにしても良い。
【発明の効果】
【００１９】
　（基本的な効果）
　本発明の避難誘導システムによれば、通常監視状態では可変表示可能な誘導表示手段に
所定の避難方向を固定的に表示させ（静止画表示）、非常事態が発生した場合は、当該非
常事態の発生状況に基づき最適な避難経路を決定し、当該最適避難経路に基づいた避難方
向を誘導表示手段に表示させて最適な避難方向を示すように切替え制御するようにしたた
め、例えば火災の発生場所により、通常監視状態で表示している避難経路では適切に避難
できないような場合、火災発生場所を確実に迂回する安全な避難経路や特定の避難口に避
難者が集中しないような避難経路を決定して避難誘導表示を動的に変更することができ、
非常事態の発生とその進展状況に合せた迅速且つ安全な避難誘導を可能とする。
【００２０】
　（誘導表示を変化させることによる効果）
　また誘導表示手段は可変表示可能であることから、最適な避難方向を示す矢印画像を表
示した場合、更に、矢印画像を点滅又は明滅するか、矢印画像が避難方向への動きを示す
ように移動表示するようにしたため、避難方向を示す矢印画像を静止画像として表示して
いる場合に比べ、避難方向への移動を促す視認効果が高まり、また、避難方向を示す矢印
画像の周期的な明るさや動きの変化により、離れた位置からも誘導表示を容易に認識でき
、避難空間に煙層などがあって視界が悪い場合でも、避難誘導表示を容易に確認して迅速
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且つ安全な避難誘導を可能とする。
【００２１】
　（通行禁止表示による効果）
　非常事態の発生場所に向う避難誘導経路に配置した誘導表示手段には、通行禁止を示す
画像と迂回方向を示す矢印を表示させるようにしたため、避難者は通行禁止のより危険な
避難路へ向かうことをやめると共に、迂回表示により次に向かうべき避難路を知り、避難
路の通行禁止を表示しても、混乱することなく、危険な場所を回避した安全な避難路を通
って確実に避難することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明による避難誘導システムの概略構成を示した説明図
【図２】図１の誘導灯制御盤と誘導表示装置の概略構成を示したブロック図
【図３】誘導表示装置に用いる電光表示部を示した説明図
【図４】誘導表示装置の誘導表示画像の例を示した説明図
【図５】誘導表示装置に表示する通行禁止画像の例を示した説明図
【図６】誘導表示装置の動画表示の例を示した説明図
【図７】誘導表示装置の動画表示の他の例を示した説明図
【図８】誘導表示装置の動画表示の他の例を示した説明図
【図９】通常監視状態における避難誘導制御の例を示した説明図
【図１０】火災が発生した場合の避難誘導制御の例を示した説明図
【図１１】従来の誘導灯を示した説明図
【発明を実施するための形態】
【００２３】
［避難誘導システムの構成］
　図１は本発明による避難誘導システムの概略構成をＲ型火災報知システムと共に示した
説明図である。
【００２４】
　図１において、Ｒ型火災報知システムは、防災センタなどに設置され、表示灯１１を接
続したＲ型受信機１０から引き出した伝送路１２に、アドレス指定による伝送機能を備え
た感知器として、煙感知器１４、差動スポット型熱感知器１５、定温スポット型熱感知器
１６を接続し、また、アドレス指定による伝送機能を備えた中継器１７を介して地区ベル
１８、発信機１９を接続し、更に、中継器１７を介して引き出したＰ型感知器回線に、終
端器２０及びＰ型感知器として、煙感知器２１、差動スポット型熱感知器２２、定温スポ
ット型熱感知器２３を接続している。
【００２５】
　Ｒ型受信機１０はアドレス指定による伝送機能を備えた中継器１７及び各種感知器１４
～１６に対し、それぞれのアドレスを順次指定したポーリングを行って火災情報を収集し
ており、火災を判断すると火災警報を出力すると共に、地区ベル１８を接続した中継器１
７のアドレスを指定した制御信号を送信して、地区ベル１８の鳴動制御等を行う。
【００２６】
　本発明の避難誘導システムは、誘導灯制御盤２４と複数の誘導表示装置３０で構成する
。誘導表示装置３０は、避難場所（避難口）に至る経路に配置され、避難方向を可変表示
可能な複数の誘導表示手段であり、また誘導灯制御盤２４は、通常監視状態では誘導表示
手段に所定の避難方向を固定的に表示させ、非常事態が発生した場合は、当該非常事態の
発生状況に基づき最適な避難経路を決定し、当該最適避難経路に基づいた避難方向を誘導
表示手段に表示させる誘導制御手段である。
【００２７】
　誘導灯制御盤２４は、Ｒ型受信機１０と同様に、防災センタなどに設置し、伝送路２５
によりＲ型受信機１０と接続し、火災信号を受信する。誘導灯制御盤２４からは終端器２
８を接続した伝送路２６を引き出し、伝送路１６に避難誘導対象領域、例えばビルの各階
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の避難経路となる通路側に配置した複数の誘導表示装置３０を接続し、誘導灯制御盤２４
からアドレス指定により表示制御信号を送信して避難方向を示す表示を切替制御可能とし
ている。
【００２８】
　［誘導灯制御盤の構成］
　図２は図１の誘導灯制御盤と誘導表示装置の機能構成の概略を示したブロック図である
。図２において、誘導灯制御盤２４は、制御部３２、伝送部３４、移報受信部３６、表示
部３８、操作部４０を備え、図示しない予備電源付きの電源部から直流電源の供給を受け
て動作する。制御部３２は、ＣＰＵ、メモリ、各種の入出力ポート等をそなえたコンピュ
ータ装置を使用する。
【００２９】
　移報受信部３６は伝送路２５を介して図１に示したＲ型受信機１０と接続し、火災発生
場所等を示す火災信号を受信する。
【００３０】
　制御部３２は、通常監視状態では、対象施設について予め準備した所定の避難経路に対
応した避難方向を示す表示制御信号を誘導表示装置３０に送信し、これにより誘導表示装
置３０に所定の避難方向を固定的に表示させている。
【００３１】
　また制御部３２は、Ｒ型受信機１０から火災信号の受信を検知した場合、または操作部
４０による火災発生に伴う避難誘導開始操作の受け付けを検知した場合、火災の発生状況
に基づき最適な避難経路を決定し、決定した最適避難経路に基づき避難方向を変更する必
要のある避難誘導表示装置３０へ表示制御信号を送信し、避難方向の表示を変更させる。
【００３２】
　［誘導表示装置の構成］
　図２において、誘導表示装置３０は、通路誘導灯として機能し、伝送部４２、制御部４
４、駆動部４６及び電光表示部４８を備え、図示しない予備電源（バッテリー）付きの電
源部からの直流電源の供給を受けて動作する。制御部４４はＣＰＵ、メモリ、各種の入出
力ポート等を備えたコンピュータ回路またはワイヤードロジック回路等を使用する。
【００３３】
　伝送部４２は、制御部４４の指示を受け、センタ側に配置した誘導灯制御盤２４との間
で信号を送受信する。駆動部４６は制御部４４の指示を受け、電光表示部４８に避難方向
を示す画像を例えば２色画像として表示する。
【００３４】
　図３は誘導表示装置３０に設けた電光表示部４８の実施形態を示した説明図であり、図
３（Ａ）に電光表示部を示し、図３（Ｂ）（Ｃ）に、２色構造のＬＥＤ発光示部を取り出
して示している。
【００３５】
　電光表示部４８は、プレート上の表示部材の表面に、ＬＥＤ発光部６０を縦横に所定数
、マトリクス状に配列しており、ＬＥＤ発光部６０は図３（Ｂ）又は（Ｃ）に取出して示
すように、例えば半円形又は矩形の緑色発光部６０ａと白色発光部６０ｂをひとつにまと
め、これを縦横のマトリクス状に並べている。
【００３６】
　このような２色表示可能な電光表示部４８を用いることで、白地に緑色、または緑地に
白の避難方向を示す矢印や、避難口を示すシンボルマークを配置したピストグラム（絵文
字）を表示可能としている。
【００３７】
　図４は図３の電光表示部４８により表示する避難方向を示す画像の例を示した説明図で
ある。図４（Ａ）（Ｂ）は、避難通路の壁面などに誘導表示装置３０を配置した場合の画
像であり、直進する避難方向を示す矢印６２ａ，６２ｂを表示し、白の背景６１に緑色の
矢印６４ａ，６４ｂ、または緑の背景６１に白の避難方向を示す矢印６４ａ，６４ｂを表
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示する。なお、避難口を示すシンボルマークは省略している。
【００３８】
　図４（Ｃ）（Ｄ）は、避難通路が交差する手前の避難路壁面に誘導表示装置３０を設置
する場合であり、図４（Ｃ）は、交差点で左折する避難方向の誘導表示としている。また
図４（Ｄ）は、交差点で右折する避難方向の誘導表示としている。
【００３９】
　図５は避難路を通行禁止とする場合の誘導表示の例であり、通行禁止マーク６６と共に
、迂回方向を示す矢印６８を表示している。
【００４０】
　誘導灯制御盤２４は、定常監視状態で、図３及び図４に示す避難方向を示す画像を誘導
表示装置３０に静止画像として固定的に表示しているが、火災等の非常事態の発生を検知
した場合、誘導表示装置３０にフリッカ制御信号を送信し、誘導表示装置３０の避難方向
を示す矢印を、所定周期で点滅又は明滅し、矢印６２を静止画像とした場合に比べ、視認
性を高めて避難者の注意を強く喚起し、また視認できる距離を長くし、煙などにより視界
が悪くなっても確実に避難方向を視認することを可能とする。
【００４１】
　図６は、誘導表示装置３０に設けた電光表示部４８による動画表示を示した説明図であ
り、誘導灯制御装置２４が火災等の非常事態の発生を検知した場合、誘導表示装置３０に
動画制御信号を送信して動画表示を行わせる。
【００４２】
　図６の動画表示にあっては、時分割で示した電光表示部４８－１～４８－４のように、
避難方向を示す矢印６２の中の移動部分７０を、矢印６２の後端から先端に向けて移動し
、これを繰り返す。例えば矢印６２を緑、背景６４を白とすると、移動部分７０を例えば
白として移動表示する。また矢印６２を白、背景６４を緑とすると、移動部分７０を例え
ば緑として移動表示する。このような避難方向を示す矢印６２に動きを持たせた場合にも
、矢印６２を静止画像とした場合に比べ、視認性を高めて避難者の注意を強く喚起するこ
とかでき、また視認できる距離も長くなり、煙などにより視界が悪くなっても確実に避難
方向を視認することを可能とする。
【００４３】
　図７は、誘導表示装置３０に設けた電光表示部４８による動画表示の他の例を示した説
明図である。図７の動画表示にあっては、時分割した電光表示部４８－１～４８－４に示
すように、避難方向を示す矢印６２を、画面右端から画面左端となる避難方向に向けて移
動するように表示し、これを繰り返す。
【００４４】
　図８は、誘導表示装置３０に設けた電光表示部４８による動画表示の他の例を示した説
明図である。図８の動画表示にあっては、時分割した電光表示部４８－１～４８－４に示
すように、避難方向を示す矢印６２を、画面右端から画面左端となる避難方向に向けて先
端を伸ばすように表示し、これを繰り返す。
【００４５】
　［避難誘導表示制御］
　図９は定常監視状態で固定的に行っている本発明の避難誘導システムによる誘導表示制
御の例を示した説明図である。図９は避難誘導対象領域としてビルのフロアの一部を平面
で示しており、通路Ｌ１に直交して通路Ｌ２～Ｌ４があり、通路Ｌ２～Ｌ４は直進して通
路Ｌ５に繋がり、通路Ｌ５の両側に避難口５０ａ，５０ｂがあり、通路Ｌ１～Ｌ５に沿っ
て誘導表示装置３０－１１～３０－５３を配置している。
【００４６】
　通常監視状態にあっては、図１に示した誘導灯制御盤２４は、避難誘導対象領域の避難
口５０ａ，５０ｂへ向かう破線で示す避難経路を決定し、この避難経路の決定に基づく表
示制御信号を誘導表示装置３０－１１～３０－５３に送信し、図示の矢印で示すように、
誘導表示装置３０－１１～３０－５３に避難方向の表示を固定的に行っている。
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【００４７】
　図１０は図９の避難誘導対象領域における通路Ｌ４に沿った場所で火災Ｆが発生した場
合の誘導表示制御の例を示す。なお、図１０は表示変更した誘導表示装置を想像線の丸で
囲んで示している。
【００４８】
　火災Ｆが発生すると、通路Ｌ４は避難路として危険をともなうために使用できない。そ
こで誘導灯制御盤２４は、火災Ｆの発生場所を示す情報に基づき、火災Ｆの発生場所を迂
回して非難口に至る最適な避難経路を演算などにより決定する。
【００４９】
　この場合、誘導灯制御盤２４は、図９の誘導表示装置３０－１３，３０－１４，３０－
４１の避難方向の表示を、火災Ｆが発生している通路Ｌ４を迂回し、通路Ｌ３から通路Ｌ
５を通って避難口５０ａへ向かうように切替表示する。また、図９で避難口５０ａ，５０
ｂの両方を誘導先として表示していた誘導表示装置３０－５２については、火災Ｆの発生
場所から遠のく方向となる避難口５０ａへ向かうように避難方向を切替表示する。
【００５０】
　更に、火災Ｆが拡大した場合には、通路Ｌ４に加え通路Ｌ３も通行しないように通路Ｌ
２を経由して避難口５０ａへ向かう避難経路を決定し、これに対応する誘導表示装置３０
の表示を切替制御することになる。
【００５１】
　［本発明の変形例］
　（避難階段への設置）
　上記の実施形態は、避難誘導対象領域の避難経路となる通路に沿って配置した誘導表示
装置の表示制御を例にとるものであったが、屋上等に通じる避難口に向かう避難階段に誘
導表示装置を配置した場合について、火災等の異状が発生した場合には、誘導灯制御盤に
より定常監視状態で行っていた固定的な避難方向を示す表示を、発生した火災の状況に応
じて最適な避難方向を示すように切替える誘導表示制御を行う。
【００５２】
　（最適避難経路の決定）
　上記の実施形態にあっては、火災が発生した場合の最適な避難経路の決定を、例えば火
災感知器の作動によりＲ型受信機で受信した火災信号に基づき、火災発生場所を迂回する
ように決定しているが、火災発生に伴い動作する例えばスプリンクラー設備、ガス消火設
備、防排煙設備、ガス漏れ警報器の作動などの情報を考慮して、安全で且つ迅速な避難を
可能とする最適避難経路を決定して、誘導表示装置の避難方向を示す表示を切替制御する
。
【００５３】
　（液晶表示部）
　上記の実施形態は、誘導表示装置の表示部として、例えば２色ＬＥＤを用いた電光表示
部としているが、カラー画像を表示する液晶ディスプレイを表示部に使用してもよい。
【００５４】
　（火災以外の避難誘導）
　上記の実施形態は、火災が発生した場合の避難誘導を例にとるものであったが、これ以
外にガス漏れなどの異状、地震などの非常災害が発生した場合の避難誘導についても同様
に適用できる。
【００５５】
　（建物以外の用途）
　また避難誘導システムはビルや集合住宅などの建物に限定されず、多くの人の出入りす
る適宜の商業施設、公共施設、地下道やトンネル、又は場所に適用できる。
【００５６】
　（その他）
　また本発明はその目的と利点を損なうことのない適宜の変形を含み、また上記の実施形
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態に示した数値による限定は受けない。
【符号の説明】
【００５７】
１０：Ｒ型受信機
２４：誘導灯制御盤
３０，３０－１１～３０－５３：誘導表示装置
３２，４４：制御部
３４，４２：伝送部
３６：移報受信部
３８：表示部
４０：操作部
４６：駆動部
４８：電光表示部
６０：ＬＥＤ発光部
６０ａ：緑色発光部
６０ｂ：白色発光部
５０ａ，５０：避難口

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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