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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物内に設置された火災検出センサの感知情報から、当該火災検出センサの設置位置近
傍における火災の有無を検出する火災状況判定装置と、
　前記建物の平面図の画像を表示画面に表示し、前記平面図の画像において前記建物内の
複数の防火区画の境界を他の線とは異なる態様の線で示し、前記火災状況判定装置により
前記火災検出センサの感知情報から火災が検出された場合に、当該火災検出センサの設置
位置に応じて、前記火災が発生している防火区画の名称と火災が発生している部屋又は区
画とを前記表示画面に表示する情報伝達装置と、
　を有することを特徴とする火災時現場対応支援システム。
【請求項２】
　前記建物内の各防火区画を他の前記防火区画と分離する複数の防火扉の近傍に配置され
た防火扉センサの感知情報から、各防火扉の開閉状態を判定する防火区画形成状況判定装
置を更に備え、
　前記情報伝達装置は、前記防火扉の開閉状態を、前記火災が発生している防火区画の名
称とともに表示することを特徴とする請求項１に記載の火災時現場対応支援システム。
【請求項３】
　前記情報伝達装置は、前記火災が発生している防火区画の名称を表示するとともに、当
該防火区画と他の防火区画とを分離する防火扉の開状態である場合には通知することを特
徴とする請求項１又は２に記載の火災時現場対応支援システム。
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【請求項４】
　建物内の各防火区画を他の前記防火区画と分離する複数の防火扉の近傍に配置された防
火扉センサの感知情報から、各防火扉の開閉状態を判定する防火区画形成状況判定装置と
、
　前記防火扉の開閉状態を表示画面に表示する情報伝達装置と、
　を有し、
　前記情報伝達装置は、前記建物の平面図の画像を前記表示画面に表示し、前記平面図の
画像において前記建物内の複数の防火区画の境界を他の線とは異なる態様の線で示し、火
災状況に基づいて火災の有無を表示し、前記開閉状態に基づいて前記防火扉の開閉状態を
表示し、前記火災状況に基づいて火災が発生している前記防火区画の名称と火災が発生し
ている部屋又は区画とを前記表示画面に表示することを特徴とする火災時現場対応支援シ
ステム。
【請求項５】
　前記情報伝達装置は、前記防火区画の名称と前記防火区画を構成する部屋又は区画とを
防火区画ごとに表示する
　ことを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の火災時現場対応支援システム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、火災現場における延焼防止や避難誘導などの対応支援を行う火災時現場対応
支援システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より防災システムは、ビルディング等の建物において、例えば火災等が発生した場
合に生じる人的、物的損害を最小限に抑えることができるようにするコンピュータシステ
ムとして用いられている。このような防災システムを建物に設置することにより、例えば
火災が発生した場合に、消火、避難誘導、救助活動を安全かつ効果的に行うことができる
。
　建物で火災が発生すると、管理者や警備員は、次の項目を順に行なって現場確認や避難
誘導等を行う必要がある。つまり、火災発生→防災センタにて出火場所を確認→火災現場
に持参する携行品を準備して装着→非常用エレベータの起動（現場到着）→火災現場の確
認→火災等の状況を防災センタ等へ報告→消火器等による初期消火→スプリンクラー設備
の作動状況の確認→逃げ遅れ等の確認→防火区画の形成・確認→排煙設備の起動・確認の
順で対処を行う。このように、建物に常駐した管理者や警備員は多くの項目を迅速に対処
する必要があるが、建物の規模によっては多くの時間がかかる場合が想定される。そのた
め、従来は上記の活動時間を短縮させるために、建物に常駐する警備員の数を増加させる
ことで補っていた。
【０００３】
　また、近年において、高層あるいは広大化した建物が建築されており、火災等の災害が
発生した場合に、高層・広域であるがために今までの建物では考えられない問題が発生す
る。
　このため、大規模化された建物に防災システムを設置する場合、その特殊性に応じた防
災システムを構築している。例えば、地上１１階以上の建物の場合、建物の用途にもよる
が、通常、スプリンクラー設備、非常コンセント、非常放送設備、誘導灯の設置、カーテ
ン等の防炎処置が義務づけられており、かつ避難設備、排煙設備等も安全に避難が可能な
ように工夫がされている。
　例えば、建物内において、火災の発生した火災発生区域を特定し、生存者の有無を確認
するとともに、消火活動、生存者の避難誘導及び生存者の救助活動を行う防災システムが
ある（例えば、特許文献１参照）。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平６－１５０１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の防災システムは、火災発生区域を検出したとしても、火災
や煙の拡散及び延焼の拡大を防止する有力な手段である防火区画の形成については記載さ
れていない。このため、火災発生区域に対する円滑な消火活動が行えず、かつ延焼の拡大
を有効に防止することができない。
【０００６】
　さらに、生存者の有無を確認する残人感知装置の記載はあるものの、火災による煙及び
熱などに対する対応策に関しては明確な対策が記載されていない。このため、生存者を煙
や熱から避難する方策が十分ではなく、生存者に対する避難誘導を有効に行うことができ
ない。
　また、火災の延焼状況、逃げ遅れている生存者の情報、及び防火区画の形成状況によっ
て、消火及び生存者の避難誘導における対応策の優先度の変更に対する記載がない。この
ため、生存者に対する避難誘導及び消火活動を有効に行うことができない。
【０００７】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、発生した火災に対する消火活動、
火災の延焼防止及び生存者の避難誘導を効果的に行うための支援を可能とする火災時現場
対応支援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】
【０００８】
　本発明の一態様は、建物内に設置された火災検出センサの感知情報から、当該火災検出
センサの設置位置近傍における火災の有無を検出する火災状況判定装置と、前記建物の平
面図の画像を表示画面に表示し、前記平面図の画像において前記建物内の複数の防火区画
の境界を他の線とは異なる態様の線で示し、前記火災状況判定装置により前記火災検出セ
ンサの感知情報から火災が検出された場合に、当該火災検出センサの設置位置に応じて、
火災が発生している防火区画の名称と火災が発生している部屋又は区画とを前記表示画面
に表示する情報伝達装置と、を有することを特徴とする火災時現場対応支援システムであ
る。
【０００９】
　本発明の一態様は、上述の火災時現場対応支援システムであって、前記建物内の各防火
区画を他の前記防火区画と分離する複数の防火扉の近傍に配置された防火扉センサの感知
情報から、各防火扉の開閉状態を判定する防火区画形成状況判定装置を更に備え、前記情
報伝達装置は、前記防火扉の開閉状態を、前記火災が発生している防火区画の名称ととも
に表示する。
【００１０】
　本発明の一態様は、上述の火災時現場対応支援システムであって、前記情報伝達装置は
、前記火災が発生している防火区画の名称を表示するとともに、当該防火区画と他の防火
区画とを分離する防火扉の開状態である場合には通知する。
【００１１】
　本発明の一態様は、建物内の各防火区画を他の前記防火区画と分離する複数の防火扉の
近傍に配置された防火扉センサの感知情報から、各防火扉の開閉状態を判定する防火区画
形成状況判定装置と、前記防火扉の開閉状態を表示画面に表示する情報伝達装置と、を有
し、前記情報伝達装置は、前記建物の平面図の画像を前記表示画面に表示し、前記平面図
の画像において前記建物内の複数の防火区画の境界を他の線とは異なる態様の線で示し、
火災状況に基づいて火災の有無を表示し、前記開閉状態に基づいて前記防火扉の開閉状態
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を表示し、前記火災状況に基づいて火災が発生している前記防火区画の名称と火災が発生
している部屋又は区画とを前記表示画面に表示することを特徴とする火災時現場対応支援
システムである。
【００１２】
　本発明の一態様は、上述の火災時現場対応支援システムであって、前記情報伝達装置は
、前記防火区画の名称と前記防火区画を構成する部屋又は区画とを防火区画ごとに表示す
る。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、煙及び熱などに対する状態及び避難誘導に対する情報が、現場の防災
要員に対して明確に提示されるため、火災発生区域で行う活動のなかで最も時間を有する
生存者の逃げ遅れ確認と防火区画の形成状況の確認を効果的に行うことができ、消火活動
及び避難誘導にかかる時間を短縮し、消火活動及び生存者の避難誘導を円滑に行うことが
可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】この発明の第１実施形態による火災時現場対応支援システムの構成例を示すブロ
ック図である。
【図２】火災状況判定装置１の構成例を示すブロック図である。
【図３】防火区画形成状況判定装置２の構成例を示すブロック図である。
【図４】残留者状況判定装置３の構成例を示すブロック図である。
【図５】図１における判断処理装置４の構成例を示す概念図である。
【図６】センサ識別データベース４６に記憶されている火災検出センサテーブル、防火扉
センサテーブル及び残留者検出センサテーブルを示す図である。
【図７】行動パターンデータベース４５に記憶されている対応パターンテーブルの構成を
示す図である。
【図８】行動パターンデータベース４５に記憶されている対応パターンテーブルの構成を
示す図である。
【図９】図１における防災センタ監視装置５の構成を示す図である。
【図１０】防災センタ監視装置５の表示部５２、携帯表示装置６及び建物設置表示装置７
の各々の表示画面に表示される建物の階の平面図を示す図である。
【図１１】防災センタ監視装置５の表示部５２、携帯表示装置６及び建物設置表示装置７
の各々の表示画面に表示される建物の階の平面図を示す図である。
【図１２】防災センタ監視装置５の表示部５２、携帯表示装置６及び建物設置表示装置７
の各々の表示画面に表示される建物の階の平面図を示す図である。
【図１３】防災センタ監視装置５の表示部５２、携帯表示装置６及び建物設置表示装置７
の各々の表示画面に表示される建物の階の平面図を示す図である。
【図１４】防災センタ監視装置５の表示部５２、携帯表示装置６及び建物設置表示装置７
の各々の表示画面に表示される建物の階の平面図を示す図である。
【図１５】防災センタ監視装置５の表示部５２、携帯表示装置６及び建物設置表示装置７
の各々の表示画面に表示される建物の階の平面図を示す図である。
【図１６】防災センタ監視装置５の表示部５２、携帯表示装置６及び建物設置表示装置７
の各々の表示画面に表示される建物の階の平面図を示す図である。
【図１７】防災センタ監視装置５の表示部５２、携帯表示装置６及び建物設置表示装置７
の各々の表示画面に表示される建物の階の平面図を示す図である。
【図１８】防災センタ監視装置５の表示部５２、携帯表示装置６及び建物設置表示装置７
の各々の表示画面に表示される建物の階の平面図を示す図である。
【図１９】防災センタ監視装置５の表示部５２、携帯表示装置６及び建物設置表示装置７
の各々の表示画面に表示される建物の階の平面図を示す図である。
【図２０】防災センタ監視装置５の表示部５２、携帯表示装置６及び建物設置表示装置７
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の各々の表示画面に表示される建物の階の平面図を示す図である。
【図２１】残留者センサＳ３としてマイクロ波人体センサを用いた際におけるマイクロ波
人体センサの感知信号を示す図である。
【図２２】本実施形態の従来例に対する効果を説明する図である。
【図２３】この発明の第２実施形態による火災時現場対応支援システムの構成例を示すブ
ロック図である。
【図２４】図２３における判断処理装置４Ａの構成例を示す概念図である。
【図２５】防火扉センサメンテナンス設定条件データベース４７に記憶されている防火扉
センサメンテナンス設定条件を示す図である。
【図２６】図２３における携帯表示装置６Ａの構成例を示す概念図である。
【図２７】メンテナンスを行う建物階の選定画面を示す図である。
【図２８】メンテナンスを行う防火区画の選定画面を示す図である。
【図２９】防火扉センサのメンテナンスの判定結果を示す図である。
【図３０】第２の実施形態の訓練モードにおける防災要員の位置情報取得と位置情報の表
示の流れを示すシーケンス図である。
【図３１】第２の実施形態の訓練モードにおける経路データ生成の流れを示すフローチャ
ートである。
【図３２】携帯表示装置６Ａを持った防災要員が階段で火災階に上がってきた状況を表す
図である。
【図３３】図３２に表示された防災要員が移動したことにより、防災要員の位置が変化し
た状況を表す図である。
【図３４】ステップＳ１１６において複数の経路から経路データを確定する例を示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　（第１の実施形態）
　以下、図面を参照して、本発明の第１の実施形態について説明する。図１は、この発明
の一実施形態による火災時現場対応支援システムの構成例を示す概略ブロック図である。
本実施形態の火災時現場対応支援システムは、火災状況判定装置１、防火区画形成状況判
定装置２、残留者状況判定装置３、判断処理装置４、情報伝達装置１００を備えている。
火災状況判定装置１、防火区画形成状況判定装置２、残留者状況判定装置３、判断処理装
置４、情報伝達装置１００の各々は、情報通信網Ｉを介してそれぞれ接続される。
　情報通信網Ｉは、有線あるいは無線により、インターネットを含んで構成される通信網
である。
【００１６】
　火災状況判定装置１は、各階の部屋毎、区画毎に設けた火災検出センサ（後述）の感知
情報から、各部屋あるいは各区画の火災の発生状態（火災状況）を各センサの検出情報と
して、判断処理装置４に対して出力する。
　防火区画形成状況判定装置２は、各階の防火区画毎に設けた防火扉センサ（後述）の感
知情報から、各防火扉の開閉状態（開閉状況）を各センサの検出情報として、判断処理装
置４に対して出力する。残留者状況判定装置３は、各階の部屋毎、区画毎に設けた残留者
検出センサ（後述）の感知情報から、各部屋あるいは各区画における残留者の存在状況（
残留者状況）を各センサの検出情報として、判断処理装置４に対して出力する。
【００１７】
　判断処理装置４は、火災状況判定装置１、防火区画形成状況判定装置２及び残留者状況
判定装置３各々から供給される各センサの検出情報から、各センサの配置場所における火
災状況、防火扉状況及び残留者情報の各々を、それぞれのセンサの設置された位置情報を
付与して防災センタ監視装置５、携帯表示装置６及び建物設置表示装置７の各々に対して
送信する。また、判断処理装置４は、それぞれのセンサの検出情報と位置とに対応した、
その区画及び部屋で行うべき災害活動の処理を示す情報（災害活動情報）を、防災センタ
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監視装置５、携帯表示装置６及び建物設置表示装置７の各々に対して通知する。
【００１８】
　情報伝達装置１００は、防災センタ監視装置５、携帯表示装置６及び建物設置表示装置
７を備えている。
　防災センタ監視装置５は、判断処理装置４から供給される各センサの検出情報及び設置
位置に対応し、自身の表示部に表示される建物の画像に、検出情報の結果及び通知された
災害活動（本実施形態においては防火活動）において防災要員の行うべき処理を表示する
。
　携帯表示装置６は、災害活動を行う防災要員が携帯する画像表示装置であり、判断処理
装置４から供給される各センサの検出情報及び設置位置に対応し、自身の表示部に表示さ
れる建物の画像に、検出情報の結果及び通知された災害活動の処理を表示する。
　建物設置表示装置７は、建物内の各部屋や各区画に設けられている画像表示装置であり
、判断処理装置４から供給される各センサの検出情報及び設置位置に対応し、自身の表示
部に表示される建物の画像に、検出情報の結果及び通知された災害活動の処理を表示する
。
【００１９】
　次に、図２は、火災状況判定装置１の構成例を示すブロック図である。この図２におい
て、火災検出センサＳ１は複数設けられ、この火災検出センサＳ１の各々は、自身の設け
られている階の中継器Ｇ１毎に集中管理されている。中継器Ｇ１は、自身の管理する火災
検出センサＳ１の感知情報（火災判定情報や検出レベル値）を、火災検出センサＳ１の検
出情報として送受信制御部Ｐ１を介して判断処理装置４に対して出力する。
　火災検出センサＳ１は、火災となった際、周囲の環境の情報を効果的に検出できる位置
（天井など）に設けられている。この火災検出センサＳ１は、通常の自動火災報知設備の
感知器（例えば、煙センサ、熱センサ、ＣＯ（一酸化炭素）センサ、炎センサ、画像セン
サなど）、また感知器の各々のセンサを複合したセンサを用いる。
【００２０】
　中継器Ｇ１は、一定周期で各火災検出センサにＳ１に対して感知情報を送信することを
指示する制御信号を送信する。ここで、火災検出センサＳ１は、この制御信号が供給され
ると、自身の感知した感知情報に対し、自身に付与されている火災検出センサ識別情報（
火災検出センサを一意に特定する識別情報）を付加し、中継器Ｇ１に出力する。
【００２１】
　中継器Ｇ１は、火災検出センサＳ１の感知情報に対して所定の判定を行い、火災が発生
していないとする「通常モード（ＮＤ）」、火災が発生したとする「火災モード（ＳＤ）
」、火災検出センサＳ１が壊れているとする「異常モード（ＥＤ）」の３つのモードのい
ずれに対応するかを判別する。中継器Ｇ１は、火災検出センサＳ１の感知情報と予め設定
された閾値ＤＳ１とを比較し、火災検出センサＳ１の感知情報が閾値ＤＳ１を超えている
場合、ＳＤと判定する。一方、中継器Ｇ１は、火災検出センサＳ１の感知情報と予め設定
された閾値ＤＳ１とを比較し、火災検出センサＳ１の感知情報が閾値ＤＳ１以下の場合、
ＮＤと判定する。また、中継器Ｇ１は、直前に判定した検出情報を、火災検出センサＳ１
毎に内部に記憶しており、一旦ＳＤとされた火災検出センサＳ１から感知情報が送信され
なくなった場合、すなわち火災検出センサＳ１に対して制御信号を送信した際に感知情報
が返信されなかった場合、この火災検出センサＳ１が火災の火熱により損傷したとして、
ＥＤと判定する。
【００２２】
　次に、図３は、防火区画形成状況判定装置２の構成例を示すブロック図である。この図
３において、防火扉センサＳ２は複数設けられ、この防火扉センサＳ２の各々は、自身の
設けられた階の中継器Ｇ２毎に集中管理されている。中継器Ｇ２は、自身の管理する防火
扉センサＳ２の感知情報（感知状態情報や検出レベル値）を、防火扉センサＳ２の検出情
報として送受信制御部Ｐ２を介して判断処理装置４に対して出力する。
　防火扉センサＳ２は、常時開放式防火扉（火災時のみに閉じられ、平常時には開放され
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ている防火扉）の各々の戸当たり部分（防火扉が閉まった際に防火扉が接触する部分）に
埋め込まれて配置されている。また、防火扉センサＳ２は、例えばマグネットセンサ、近
接センサ、画像センサなど、防火扉が閉じた場合に感知情報として所定の電圧レベルの信
号が出力され、防火扉の開閉検知が可能なものであれば何でも良い。
【００２３】
　中継器Ｇ２は、一定周期で各防火扉センサＳ２に対して感知情報を送信することを指示
する制御信号を送信する。ここで、防火扉センサＳ２は、この制御信号が供給されると、
自身の感知した感知情報に対し、自身に付与されている防火扉センサ識別情報（防火扉セ
ンサを一意に特定する識別情報）を付加し、中継器Ｇ２に出力する。
【００２４】
　中継器Ｇ２は、防火扉センサＳ２の感知情報に対して所定の判定を行い、防火扉が閉鎖
されていないとする「未閉鎖モード（ＯＤ）」、防火扉が閉鎖されたとする「閉鎖モード
（ＣＤ）」、防火扉センサＳ２が壊れているとする「異常モード（ＥＤ）」の３つのモー
ドのいずれに対応するかを判別する。中継器Ｇ２は、防火扉センサＳ２の感知情報と予め
設定された閾値ＤＳ２とを比較し、防火扉センサＳ２の感知情報が閾値ＤＳ２を超えてい
る場合、ＣＤと判定する。一方、中継器Ｇ２は、防火扉センサＳ２の感知情報と予め設定
された閾値ＤＳ２とを比較し、防火扉センサＳ２の感知情報が閾値ＤＳ２以下の場合、Ｏ
Ｄと判定する。また、中継器Ｇ２は、直前に判定した検出情報を、防火扉センサＳ２毎に
内部に記憶しており、一旦ＣＤとされた防火扉センサＳ２から感知情報が送信されなくな
った場合、すなわち防火扉センサＳ２に対して制御信号を送信した際に感知情報が返信さ
れなかった場合、この防火扉センサＳ２が火災の火熱により損傷したとして、ＥＤと判定
する。
【００２５】
　次に、図４は、残留者状況判定装置３の構成例を示すブロック図である。この図４にお
いて、残留者検出センサＳ３は複数設けられ、この残留者検出センサＳ３の各々は、自身
の設置されている階の中継器Ｇ３毎に集中管理されている。中継器Ｇ３は、自身の管理す
る残留者検出センサＳ３の感知情報（電圧レベルの信号）を、送受信制御部Ｐ３を介して
判断処理装置４に対して出力する。
　残留者検出センサＳ３は、煙や障害物の影響を受けずに、部屋または区画単位において
動いている人間（導体の移動体）を検出するセンサであり、火災時に各部屋または各区画
の各々に残留者が存在するか否かの判定に用いる感知信号を出力する。残留者検出センサ
Ｓ３は、例えば、マイクロ波センサ（マイクロ波人感センサ）人感センサあるいは画像セ
ンサなどを用いる。特に、残留者検出センサＳ３に対してマイクロ波センサを用いた場合
、障害物の影響を受けないため、天井裏や壁内部に設置することができる。また、人感セ
ンサのように、煙の影響を受けず、天井裏や壁内部に配置されるため、火災による火熱や
煙に直接に曝される危険性がなく、意匠上も目立たずに設置することができる。
【００２６】
　中継器Ｇ３は、一定周期で各残留者検出センサＳ３に対して感知情報を送信することを
指示する制御信号を送信する。ここで、残留者検出センサＳ３は、この制御信号が供給さ
れると、自身の感知した感知情報に対し、自身に付与されている残留者検出センサ識別情
報（残留者検出センサを一意に特定する識別情報）を付加し、中継器Ｇ３に出力する。
【００２７】
　中継器Ｇ３は、残留者検出センサＳ３の感知情報に対して所定の判定を行い、人間（移
動する導体）を感知してしないとする「未検出モード（ＵＤ）」、人間を感知したとする
「検出モード（ＰＤ）」、残留者検出センサＳ３が壊れているとする「異常モード（ＥＤ
）」の３つのモードのいずれに対応するかを判別する。中継器Ｇ３は、残留者検出センサ
Ｓ３の感知情報と予め設定された閾値ＤＳ３とを比較し、残留者検出センサＳ３の感知情
報が閾値ＤＳ３を超えている場合、ＰＤと判定する。一方、中継器Ｇ３は、残留者検出セ
ンサＳ３の感知情報と予め設定された閾値ＤＳ３とを比較し、残留者検出センサＳ３の感
知情報が閾値ＤＳ３以下の場合、ＵＤと判定する。また、中継器Ｇ３は、直前に判定した
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検出情報を、残留者検出センサＳ３毎に内部に記憶しており、一端ＰＤとされた残留者検
出センサＳ３から感知情報が送信されなくなった場合、すなわち残留者検出センサＳ３に
対して制御信号を送信した際に感知情報が返信されなかった場合、この残留者検出センサ
Ｓ３が火災の火熱により損傷したとして、ＥＤと判定する。
【００２８】
　次に、図５は、図１における判断処理装置４の構成例を示す概念図である。この図５に
おいて、判断処理装置４は、送受信部４１、データ判定部４２、センサ位置判定部４３、
情報提示部４４、行動パターンデータベース４５及びセンサ識別データベース４６を備え
ている。
　送受信部４１は、情報通信網Ｉを介して、火災状況判定装置１、防火区画形成状況判定
装置２、残留者状況判定装置３、防災センタ監視装置５、携帯表示装置６及び建物設置表
示装置７の各々と、データの送受信を行う。
【００２９】
　センサ識別データベース４６には、火災検出センサテーブル、防火扉センサテーブル及
び残留者検出センサテーブルが予め書き込まれて記憶されている。
　図６は、センサ識別データベース４６に記憶されている火災検出センサテーブル、防火
扉センサテーブル及び残留者検出センサテーブルを示す図である。
　図６（ａ）は、火災検出センサテーブルの構成を示している。火災検出センサテーブル
は、火災検出センサＳ１の各々を識別する火災検出センサ識別情報と、この火災検出セン
サ識別情報が示す火災検出センサの設置されている建物の階を示す設置階と、設置されて
いる部屋の名称（部屋または区画の名称）と、設置されている部屋または区画が含まれる
防火区画の防火区画番号とが対応づけられて記憶されている。火災検出センサＳ１の各々
には、それぞれ火災検出センサ識別情報ＩＤ１＿１、ＩＤ１＿２…が付与されている。
【００３０】
　図６（ｂ）は、防火扉センサテーブルの構成を示している。防火扉センサテーブルは、
防火扉センサＳ２の各々を識別する防火扉センサ識別情報と、この防火扉センサ識別情報
が示す防火扉センサの設置されている建物の階を示す設置階と、設置されている防火扉が
形成する防火区画の防火区画番号とが対応づけられて記憶されている。防火扉センサＳ２
の各々には、それぞれ防火扉センサ識別情報ＩＤ２＿１、ＩＤ２＿２…が付与されている
。
【００３１】
　図６（ｃ）は、残留者検出センサテーブルの構成を示している。残留者検出センサテー
ブルは、残留者検出センサＳ３の各々を識別する残留者検出センサ識別情報と、この残留
者検出センサ識別情報が示す残留者検出センサの設置されている建物の階を示す設置階と
、設置されている部屋の名称（部屋または区画の名称）と、設置されている部屋または区
画が含まれる防火区画の防火区画番号とが対応づけられて記憶されている。残留者検出セ
ンサＳ３の各々には、それぞれ防火扉センサ識別情報ＩＤ３＿１、ＩＤ３＿２…が付与さ
れている。
【００３２】
　図５に戻り、センサ位置判定部４３は、火災状況判定装置１から供給される検出情報に
付加されている火災検出センサ識別情報により、センサ識別データベース４６に記憶され
ている火災検出センサテーブルから、各火災検出センサＳ１の設置階、部屋の名称及び位
置情報を読み出す。そして、センサ位置判定部４３は、それぞれの火災検出センサＳ１の
検出情報を、画像表示において火災検出センサテーブルから読み出した設置階、部屋の名
称及び火災検出センサ識別情報に対応する位置に表示することを指示する制御信号を、そ
れぞれのセンサを識別する識別情報（火災検出センサ識別情報、防火扉センサ識別情報、
残留者センサ識別情報）を付加した後に送受信部４１を介して、防災センタ監視装置５、
携帯表示装置６及び建物設置表示装置７の各々に対して送信する。
【００３３】
　また、センサ位置判定部４３は、防火区画形成状況判定装置２から供給される検出情報
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に付加されている防火扉センサ識別情報により、センサ識別データベース４６に記憶され
ている防火扉センサテーブルから、各防火扉センサＳ２の設置階を読み出す。センサ位置
判定部４３は、それぞれの防火扉センサＳ２の検出情報を、画像表示において防火扉セン
サテーブルから読み出した設置階及び各防火扉センサ識別情報に対応する位置に表示する
ことを指示する制御信号を、送受信部４１を介して、防災センタ監視装置５、携帯表示装
置６及び建物設置表示装置７の各々に対して送信する。
【００３４】
　また、センサ位置判定部４３は、残留者状況判定装置３から供給される検出情報に付加
されている残留者検出センサ識別情報により、センサ識別データベース４６に記憶されて
いる残留者検出センサテーブルから、各残留者検出センサＳ３の設置階、部屋の名称を読
み出す。そして、センサ位置判定部４３は、それぞれの残留者検出センサＳ３の検出情報
を、画像表示において残留者検出センサテーブルから読み出した設置階、部屋の名称及び
残留者検出センサ識別情報に対応する位置に表示することを指示する制御信号を、送受信
部４１を介して、防災センタ監視装置５、携帯表示装置６及び建物設置表示装置７の各々
に対して送信する。
【００３５】
　次に、図７及び図８は、行動パターンデータベース４５に記憶されている対応パターン
テーブルの構成を示す図である。図７に記憶されている対応パターンテーブルは、各階の
防火区画単位における単一の部屋の火災（単室燃焼中）における各火災を起こした部屋及
び火災を起こした部屋に含まれる防火区画における災害活動においてすべきことを、検出
情報の組み合わせとしての判定条件に対応して示している。この対応パターンテーブルは
、データの項目として、火災進展段階、火災状況（○：火災検知、●：異常）、残留者状
況（×：非検知、○：検知、●：異常）、防火区画形成状況（×：未閉鎖、○：閉鎖、●
：異常）、行うべきことの各々がある。ここで、火災の発生している防火区画は火災区画
である。また、火災の発生していない防火区画は非火災区画である。また、火災状況にお
いて、○：火災検知はＳＤ（火災モード）を示し、●：異常はＥＤ（異常モード）を示し
ている。残留者状況において、×：非検知はＵＤ（未検出モード）を示し、○：検知はＰ
Ｄ（検出モード）を示し、●：異常はＥＤ（異常モード）を示している。また、防火区画
形成状況において、×：未閉鎖はＯＤ（未閉鎖モード）を示し、○：閉鎖はＣＤ（閉鎖モ
ード）を示し、●：異常はＥＤ（異常モード）を示している。
【００３６】
　例えば、以下に、図７の対応パターンテーブルの一行目（Ｎｏ．１）の記載の意味を示
す。検出情報の示す火災状況が○のためＳＤ（火災が感知された火災モード）であり、か
つ残留者状況が×のためＵＤ（残留者が検出されない未検出モード）であり、かつ防火区
画形成状況が×のためＯＤ（防火扉が未閉鎖であることを示す未閉鎖モード）あるいは●
のためＥＤ（防火扉センサが異常であることを示す異常モード）である場合、火災が発生
した室内に残留者がおらず、非火災区画に煙が拡散するおそれがある。
　このため、防災要員が火災の発生している部屋である火災室に対してなすべきことは、
以下に列挙することである。列挙の順番によらず、必要に応じて行うことが順不同にて記
述されている。
　・火点（煙の発生源、火元）の確認
　・スプリンクラー設備の作動確認
　・スプリンクラーの放水停止（残留者検出センサの感知感度をあげるため）
　・排煙設備の起動
　・消火器による消火
　・扉の閉鎖
　・火災状況を防災センタに報告
　また、防災要員が火災の発生している防火区画である火災区画に対してなすべきことは
、以下に示すことである。
　・火災の発生している部屋を含む防火区画の防火扉を閉鎖し、他の防火区画に対して火
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災の発生した部屋を含む防火区画を閉鎖する。
【００３７】
　図７の対応パターンテーブルの二行目（Ｎｏ．２）の記載の意味を示す。検出情報の示
す火災状況が○のためＳＤ（火災が感知された火災モード）であり、かつ残留者状況が×
のためＵＤ（残留者が検出されない未検出モード）であり、かつ防火区画形成状況が○の
ためＣＤ（防火扉が閉鎖されていることを示す閉鎖モード）である場合、火災が発生した
室内に残留者がおらず、非火災区画に煙が拡散するおそれがない。
　このため、防災要員が火災の発生している部屋である火災室に対してなすべきことは、
以下に列挙することである。列挙の順番によらず、必要に応じて行うことが順不同にて記
述されている。
　・火点（煙の発生源、火元）の確認
　・スプリンクラー設備の作動確認
　・スプリンクラーの放水停止（残留者検出センサの感知感度をあげるため）
　・排煙設備の起動
　・消火器による消火
　・扉の閉鎖
　・火災状況を防災センタに報告
【００３８】
　図７の対応パターンテーブルの三行目（Ｎｏ．３）の記載の意味を示す。検出情報の示
す火災状況が○のためＳＤ（火災モード）であり、残留者状況が○のためＰＤ（残留者が
検出された検出モード）または●のためＥＤ（残留者検出センサＳ３が異常である異常モ
ード）であり、防火扉状況が×のためＯＤ（未閉鎖モード）または●のためＥＤ（防火扉
センサＳ２が異常である異常モード）である場合、火災が発生した室内に残留者がおり、
非火災である火災区画に煙が拡散する恐れがある。
　このため、防災要員が火災の発生している部屋である火災室に対してなすべきことは、
以下に列挙することである。列挙の順番によらず、必要に応じて行うことが順不同にて記
述されている。
　・火点（煙の発生源、火元）の確認
　・残留者検索及び残留者の避難誘導
　・スプリンクラー設備の作動確認
　・スプリンクラーの放水停止（残留者検出センサの感知感度をあげるため）
　・排煙設備の起動
　・消火器による消火
　・扉の閉鎖
　・火災状況及び残留者状況を防災センタに報告
　また、防災要員が火災の発生している防火区画に対してなすべきことは、以下に列挙す
ることである。
　・火災の発生している部屋を含む防火区画の防火扉を閉鎖し、他の防火区画に対して火
災の発生した部屋を含む防火区画を閉鎖する
【００３９】
　図７の対応パターンテーブルの四行目（Ｎｏ．４）の記載の意味を示す。検出情報の示
す火災状況が○のためＳＤ（火災モード）であり、残留者状況が○のためＰＤ（残留者が
検出された検出モード）または●のためＥＤ（残留者検出センサＳ３が異常である異常モ
ード）であり、防火扉状況が○のためＣＤ（閉鎖モード）である場合、火災が発生した室
内に残留者がおり、非火災である火災区画に煙が拡散する恐れがない。
　このため、防災要員が火災の発生している部屋である火災室に対してなすべきことは、
以下に列挙することである。列挙の順番によらず、必要に応じて行うことが順不同にて記
述されている。
　・火点（煙の発生源、火元）の確認
　・残留者検索及び残留者の避難誘導
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　・スプリンクラー設備の作動確認
　・スプリンクラーの放水停止（残留者検出センサの感知感度をあげるため）
　・排煙設備の起動
　・消火器による消火
　・扉の閉鎖
　・火災状況及び残留者状況を防災センタに報告
【００４０】
　図７の対応パターンテーブルの五行目（Ｎｏ．５）の記載の意味を示す。検出情報の示
す火災状況が●のためＥＤ（火災検出センサＳ１が異常である異常モード）であり、残留
者状況が×のためＵＤ（非検出モード）または○のためＰＤ（検出モード）あるいは●の
ためＥＤ（異常モード）であり、防火扉状況が×のためＯＤ（非閉鎖モード）または●の
ためＥＤ（防火扉センサＳ２が異常である異常モード）である場合、火災が発生した室内
が高温で危険な状態（火災の発生した室内に侵入、残留者の確認が不可能）であり、非火
災である火災区画に煙が拡散する恐れがある。
　このため、防災要員が火災の発生している部屋である火災室に対してなすべきことは、
以下に列挙することである。列挙の順番によらず、必要に応じて行うことが順不同にて記
述されている。
　・扉閉鎖状況（防火扉の開閉状態）の確認
　・火災状況及び残留者状況を防災センタに報告
　また、防災要員が火災の発生している防火区画に対してなすべきことは、以下に示すこ
とである。
　・火災の発生している部屋を含む防火区画の防火扉を閉鎖し、他の防火区画に対して火
災の発生した部屋を含む防火区画を閉鎖する。
【００４１】
　図７の対応パターンテーブルの六行目（Ｎｏ．６）の記載の意味を示す。検出情報の示
す火災状況が●のためＥＤ（異常モード）であり、残留者状況が×のためＵＤ（非検出モ
ード）または○のためＰＤ（検出モード）あるいは●のためＥＤ（異常モード）であり、
防火扉状況が○のためＣＤ（閉鎖モード）である場合、火災が発生した室内が高温で危険
な状態（火災の発生した室内に侵入、残留者の確認が不可能）であり、非火災である非火
災区画（火災の発生していない防火区画）に煙が拡散する恐れがない。
　このため、防災要員が火災の発生している部屋である火災室に対してなすべきことは、
以下に列挙することである。列挙の順番によらず、必要に応じて行うことが順不同にて記
述されている。
　・扉閉鎖状況（防火扉の開閉状態）の確認
　・火災状況及び残留者状況を防災センタに報告
【００４２】
　図８に記憶されている対応パターンテーブルは、図7の火災状況が進行して複数の部屋
での火災（複数室燃焼中）時の火災室、非火災室、火災区画及び非火災区画における災害
活動においてすべきことを示している。
　図８の対応パターンテーブルの一行目（Ｎｏ．７）の記載の意味を示す。検出情報の示
す火災状況がＥＤ（異常モード）ではなく○のためＳＤ（火災モード）であり、残留者状
況が×のためＵＤ（非検出モード）であり、防火扉状況が×のためＯＤ（非閉鎖モード）
または●のためＥＤ（異常モード）である場合、当該階には残留者が存在せず、火災が発
生した室内が高温で危険な状態（火災の発生した室内に侵入、残留者の確認が不可能）で
あり、非火災区画（火災の発生していない防火区画）に煙が拡散する恐れがある。
　このため、防災要員が火災の発生している部屋である火災室に対してなすべきことは、
以下に列挙することである。火災状況がＳＤ（火災モード）である場合、防災要員の接近
経路上の室（部屋）順に、列挙の順番によらず、必要に応じて行うことが順不同にて記述
されている。
　・火点（煙の発生源、火元）の確認
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　・スプリンクラー設備の作動確認
　・スプリンクラーの放水停止（残留者検出センサの感知感度をあげるため）
　・排煙設備の起動
　・消火器による消火
　・扉の閉鎖
　・火災状況を防災センタに報告
　また、防災要員が火災の発生している防火区画に対してなすべきことは、以下に示すこ
とである。
　・火災の発生している部屋を含む防火区画の防火扉を閉鎖し、他の防火区画に対して火
災の発生した部屋を含む防火区画を閉鎖する
【００４３】
　図８の対応パターンテーブルの二行目（Ｎｏ．８）の記載の意味を示す。検出情報の示
す火災状況が●のＥＤ（異常モード）ではなく○のためＳＤ（火災モード）であり、残留
者状況が×のためＵＤ（非検出モード）であり、防火扉状況が○のためＣＤ（閉鎖モード
）である場合、当該階には残留者が存在せず、火災が発生した室内が高温で危険な状態（
火災の発生した室内に侵入、残留者の確認が不可能）であるが、火災の発生していない防
火区画（非火災区画）に煙が拡散する恐れがない。
　このため、防災要員が火災の発生している部屋である火災室に対してなすべきことは、
以下に列挙することである。防災要員の接近経路上の室（部屋）順に、列挙の順番によら
ず、火災状況が○のＳＤ（火災モード）である場合、必要に応じて繰り返し行うことが順
不同にて記述されている。
　・火点（煙の発生源、火元）の確認
　・スプリンクラー設備の作動確認
　・スプリンクラーの放水停止（残留者検出センサの感知感度をあげるため）
　・排煙設備の起動
　・消火器による消火
　・扉の閉鎖
　・火災状況を防災センタに報告
【００４４】
　図８の対応パターンテーブルの三行目（Ｎｏ．９）の記載の意味を示す。検出情報の示
す火災状況が●のＥＤ（異常モード）ではなく○のためＳＤ（火災モード）であり、残留
者状況が○のためＰＤ（検出モード）または●のためＥＤ（異常モード）であり、防火扉
状況が×のためＯＤ（未閉鎖モード）または●のためＥＤ（異常モード）である場合、当
該階には残留者が存在しており、非火災である火災区画に煙が拡散する恐れがある。
　残留者状況が○のためＰＤ（検出モード）または●のためＥＤ（異常モード）である場
合、防災要員が火災の発生している部屋である火災室に対してなすべきことは、以下に列
挙することである。列挙の順番によらず、必要に応じて行うことが順不同にて記述されて
いる。
　・火点（煙の発生源、火元）の確認
　・残留者検索及び残留者の避難誘導
　・スプリンクラー設備の作動確認
　・スプリンクラーの放水停止（残留者検出センサの感知感度をあげるため）
　・排煙設備の起動
　・消火器による消火
　・扉の閉鎖
　・火災状況及び残留者状況を防災センタに報告
　また、当該室に至る経路上（非常用エレベータから火災の発生している部屋に行く経路
上）の部屋が火災状況が○のためＳＤである場合、防災要員が火災の発生している部屋で
ある火災室に対してなすべきことは、以下に列挙することである。防災要員の接近経路上
の室（部屋）順に、列挙の順番によらず、必要に応じて行うことが順不同にて記述されて
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いる。
　・火点（煙の発生源、火元）の確認
　・排煙設備の起動
　また、残留者状況が○のためＰＤ（検出モード）または●のためＥＤ（異常モード）で
ある場合、防災要員が火災の発生していない部屋である非火災室に対してなすべきことは
、以下に列挙することである。
　・残留者検索及び残留者の避難誘導
　また、当該室に至る経路上（非常用エレベータから火災の発生している部屋に行く経路
上）の部屋が火災状況が○のためＳＤである場合、防災要員が火災の発生している部屋で
ある火災室に対してなすべきことは、以下に列挙することである。列挙の順番によらず、
必要に応じて行うことが順不同にて記述されている。
　・火点（煙の発生源、火元）の確認
　・排煙設備の起動
　また、残留者状況が○のためＰＤ（検出モード）または●のためＥＤ（異常モード）で
ある場合、防災要員が火災の発生している防火区画である火災区画に対してなすべきこと
は、以下に示すことである。
　・火災の発生している部屋を含む防火区画の防火扉を閉鎖し、他の防火区画に対して火
災の発生した部屋を含む防火区画を閉鎖する。
　また、残留者状況が○のためＰＤ（検出モード）または●のためＥＤ（異常モード）で
ある場合、防災要員が火災の発生していない防火区画である非火災区画に対してなすべき
ことは、以下に示すことである。
　・残留者検索及び残留者の避難誘導
【００４５】
　図８の対応パターンテーブルの四行目（Ｎｏ．１０）の記載の意味を示す。検出情報の
示す火災状況が●のためＥＤ（異常モード）ではなくＳＤ（火災モード）であり、残留者
状況が○のためＰＤ（検出モード）または●のためＥＤ（異常モード）であり、防火扉状
況が○のためＣＤ（閉鎖モード）である場合、当該階には残留者が存在しており、非火災
である防火区画である非火災区画に煙が拡散する恐れがない。
　残留者状況がＵＤ（非検出モード）である場合、以下の防災要員が火災の発生している
部屋である火災室に対してなすべきことは、以下に列挙することである。防災要員の接近
経路上の室（部屋）に、列挙の順番によらず、必要に応じて行うことが順不同にて記述さ
れている。
　・火点（煙の発生源、火元）の確認
　・スプリンクラー設備の作動確認
　・スプリンクラーの放水停止（残留者検出センサの感知感度をあげるため）
　・排煙設備の起動
　・消火器による消火
　・扉の閉鎖
　・火災状況を防災センタに報告
　一方、残留者状況が○のためＰＤ（検出モード）または●のためＥＤ（異常モード）で
ある場合、防災要員が火災の発生している部屋である火災室に対してなすべきことは、以
下に列挙することである。防災要員の接近経路上の室（部屋）順に、列挙の順番によらず
、必要に応じて行うことが順不同にて記述されている。
　・火点（煙の発生源、火元）の確認
　・残留者検索及び残留者の避難誘導
　・スプリンクラー設備の作動確認
　・スプリンクラーの放水停止（残留者検出センサの感知感度をあげるため）
　・排煙設備の起動
　・消火器による消火
　・扉の閉鎖
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　・火災状況及び残留者状況を防災センタに報告
　また、当該室に至る経路上（非常用エレベータから火災の発生している部屋に行く経路
上）の部屋が火災状況が○のためＳＤである場合、防災要員が火災の発生している部屋で
ある火災室に対してなすべきことは、以下に列挙することである。防災要員の接近経路上
の室（部屋）に、列挙の順番によらず、必要に応じて行うことが順不同にて記述されてい
る。
　・火点（煙の発生源、火元）の確認
　・排煙設備の起動
　また、残留者状況が○のためＰＤ（検出モード）または●のためＥＤ（異常モード）で
ある場合、防災要員が火災の発生していない部屋である非火災室に対してなすべきことは
、以下に示すことである。
　・残留者検索及び残留者の避難誘導
　また、当該室に至る経路上（非常用エレベータから火災の発生している部屋に行く経路
上）の部屋が火災状況が○のためＳＤである場合、防災要員が火災の発生していない部屋
である非火災室に対してなすべきことは、以下に列挙することである。列挙の順番によら
ず、必要に応じて行うことが順不同にて記述されている。
　・火点（煙の発生源、火元）の確認
　・排煙設備の起動
【００４６】
　図８の対応パターンテーブルの五行目（Ｎｏ．１１）の記載の意味を示す。検出情報の
示す火災状況が○のためＳＤ（火災モード）または●のためＥＤ（異常モード）であり、
残留者状況が×のためＵＤ（未検出モード）または○のためＰＤ（検出モード）あるいは
●のためＥＤ（異常モード）であり、防火扉状況が×のためＯＤ（未閉鎖モード）または
●のためＥＤ（異常モード）である場合、当該階には高温で危険な状態の室（火災の発生
した室内に侵入、残留者の確認が不可能）であり、非火災である防火区画である非火災区
画に煙が拡散する恐れがある。
　火災状況が●のためＥＤ（異常モード）である場合、防災要員が火災の発生している部
屋である火災室に対してなすべきことは、以下に列挙することである。列挙の順番によら
ず、必要に応じて行うことが順不同にて記述されている。
　・扉閉鎖状況（防火扉の開閉状態）の確認
　・火災状況を防災センタに報告
　また、火災状況が○のためＳＤ（火災モード）であり、かつ残留者状況が×のためＵＤ
（未検出モード）である場合、防災要員が火災の発生している部屋である火災室に対して
なすべきことは、以下に列挙することである。火災状況がＳＤ（火災モード）である場合
、防災要員の接近経路上（部屋）順に、列挙の順番によらず、必要に応じて行うことが順
不同にて記述されている。
　・火点（煙の発生源、火元）の確認
　・スプリンクラー設備の作動確認
　・スプリンクラーの放水停止（残留者検出センサの感知感度をあげるため）
　・排煙設備の起動
　・消火器による消火
　・扉の閉鎖
　・火災状況を防災センタに報告
　また、当該室に至る経路上（非常用エレベータから火災の発生している部屋に行く経路
上）の部屋が火災状況が○のためＳＤ（火災モード）であり、かつ残留者状況が○のため
ＰＤ（検出モード）またはＥＤ（異常モード）である場合、防災要員が火災の発生してい
る部屋である火災室に対してなすべきことは、以下に列挙することである。列挙の順番に
よらず、必要に応じて行うことが順不同にて記述されている。
　・火点（煙の発生源、火元）の確認
　・排煙設備の起動
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　残留者状況が○のためＰＤ（検出モード）または●のためＥＤ（異常モード）である場
合、防災要員が火災の発生していない部屋でなすべきことを以下に示す。
　・残留者検索及び残留者の避難誘導
　また、当該室に至る経路上（非常用エレベータから火災の発生している部屋に行く経路
上）の部屋が火災状況が○のためＳＤ（火災モード）である場合、防災要員が火災の発生
していない部屋である火災室に対してなすべきことは、以下に列挙することである。列挙
の順番によらず、必要に応じて行うことが順不同にて記述されている。
　・火点（煙の発生源、火元）の確認
　・排煙設備の起動
　また、当該室に至る経路上（非常用エレベータから火災の発生している部屋に行く経路
上）の部屋が火災状況が●のためＥＤ（異常モード）である場合、防災要員が火災の発生
していない部屋である火災室に対してなすべきことを以下に示す。
　・火災状況を防災センタに報告
　また、防災要員が火災の発生している防火区画である火災区画に対してなすべきことは
、以下に示すことである。
　・火災の発生している部屋を含む防火区画の防火扉を閉鎖し、他の防火区画に対して火
災の発生した部屋を含む防火区画を閉鎖する。
　また、残留者状況が○のためＰＤ（検出モード）または●のためＥＤ（異常モード）で
ある場合、防災要員が火災の発生していない防火区画である非火災区画に対してなすべき
ことは、以下に示すことである。
　・残留者検索及び残留者の避難誘導
【００４７】
　図８の対応パターンテーブルの六行目（Ｎｏ．１２）の記載の意味を示す。検出情報の
示す火災状況が○のためＳＤ（火災モード）または●のためＥＤ（異常モード）であり、
残留者状況が×のためＵＤ（未検出モード）または○のためＰＤ（検出モード）あるいは
●のためＥＤ（異常モード）であり、防火扉状況が×のためＯＤ（未閉鎖モード）または
●のためＥＤ（異常モード）である場合、当該階には高温で危険な状態の室（火災の発生
した室内に侵入、残留者の確認が不可能）であり、非火災である防火区画である非火災区
画に煙が拡散する恐れがある。
　火災状況が●のためＥＤ（異常モード）である場合、防災要員が火災の発生している部
屋である火災室に対してなすべきことは、以下に列挙することである。列挙の順番によら
ず、必要に応じて行うことが順不同にて記述されている。
　・扉閉鎖状況（防火扉の開閉状態）の確認
　・火災状況を防災センタに報告
　また、火災状況が○のためＳＤ（火災モード）であり、かつ残留者状況が●のためＵＤ
（未検出モード）である場合、防災要員が火災の発生している部屋である火災室に対して
なすべきことは、以下に列挙することである。列挙の順番によらず、必要に応じて行うこ
とが順不同にて記述されている。
　・火点（煙の発生源、火元）の確認
　・スプリンクラー設備の作動確認
　・スプリンクラーの放水停止（残留者検出センサの感知感度をあげるため）
　・排煙設備の起動
　・消火器による消火
　・扉の閉鎖
　・火災状況を防災センタに報告
　また、当該室に至る経路上（非常用エレベータから火災の発生している部屋に行く経路
上）の部屋が火災状況が○のためＳＤ（火災モード）であり、かつ残留者状況が○のため
ＰＤ（検出モード）またはＥＤ（異常モード）である場合、防災要員が火災の発生してい
る部屋である火災室に対してなすべきことは、以下に列挙することである。列挙の順番に
よらず、必要に応じて行うことが順不同にて記述されている。
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　・火点（煙の発生源、火元）の確認
　・排煙設備の起動
　残留者状況が○のためＰＤ（検出モード）または●のためＥＤ（異常モード）である場
合、防災要員が火災の発生していない部屋でなすべきことを以下に示す。
　・残留者検索及び残留者の避難誘導
　また、当該室に至る経路上（非常用エレベータから火災の発生している部屋に行く経路
上）の部屋が火災状況が○のためＳＤ（火災モード）である場合、防災要員が火災の発生
していない部屋である火災室に対してなすべきことは、以下に列挙することである。列挙
の順番によらず、必要に応じて行うことが順不同にて記述されている。
　・火点（煙の発生源、火元）の確認
　・排煙設備の起動
　また、当該室に至る経路上（非常用エレベータから火災の発生している部屋に行く経路
上）の部屋が火災状況が●のためＥＤ（異常モード）である場合、防災要員が火災の発生
していない部屋である火災室に対してなすべきことを以下に示す。
　・火災状況を防災センタに報告
【００４８】
　図５に戻り、データ判定部４２は、火災検出センサ識別情報、防火扉センサ識別情報及
び残留者検出センサ識別情報の各々の防火区画番号により、同一の防火区画にある火災検
出センサＳ１、防火扉センサＳ２及び残留者検出センサＳ３の組み合わせを、センサ識別
データベース４６から抽出する。
　そして、データ判定部４２は、防火区画毎に、防火区画番号に対応した防火区画に含ま
れている火災検出センサＳ１、防火扉センサＳ２及び残留者検出センサＳ３の各々の検出
情報の組み合わせにより、行動パターンデータベース４５から防災要員の行うべきことを
抽出する。
【００４９】
　情報提示部４４は、防災要員の行うべきことを、防火区画の防火区画番号、防火区画の
階、火災の発生している部屋の部屋名称（部屋または区画の名称）とともに、送受信部４
１を介して、防災センタ監視装置５、携帯表示装置６及び建物設置表示装置７の各々に対
して送信する。
　防災センタ監視装置５、携帯表示装置６及び建物設置表示装置７には、後述する図１０
に示す各階の平面図の画像が記憶されており、火災検出センサＳ１、防火扉センサＳ２及
び残留者検出センサＳ３の各々の識別情報（火災検出センサ識別情報、防火扉センサ識別
情報、残留者検出センサ識別情報）と、火災検出センサＳ１、防火扉センサＳ２及び残留
者検出センサＳ３の各々の配置されている位置座標（平面画像における座標点）とが対応
して記憶されている。これにより、携帯表示装置６及び建物設置表示装置７は、火災検出
センサＳ１、防火扉センサＳ２及び残留者検出センサＳ３の各々の平面画像における配置
位置に対応付けて、判断処理装置４から供給される検出情報を表示する。
【００５０】
　次に、図９は、図１における防災センタ監視装置５の構成を示す図である。この図にお
いて、防災センタ監視装置５は、送受信部５１、表示部５２、データ入力部５３、防火扉
制御部５４、スプリンクラー制御部５５、及び排煙設備制御部５６を備えている。
　送受信部５１は、情報通信網Ｉを介して、判断処理装置４との間でデータの送受信を行
う。
　表示部５２は、自身の表示画面において、建物の平面画像に対して、判断処理装置４か
ら供給される火災検出センサＳ１、防火扉センサＳ２及び残留者検出センサＳ３の各々の
検出情報の内容を示す画像を、それぞれ付加されている火災検出センサ識別情報、防火扉
センサ識別情報、残留者検出センサ識別情報の各々に対応する設置位置に対して表示する
。
　データ入力部５３は、建物の各階に設置されているスプリンクラー、防火扉及び排煙設
備の駆動を制御する制御信号を、防災要員が入力するためのキーボードやマウスを用いた
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データ入力手段である。
【００５１】
　防火扉制御部５４は、データ入力部５３から供給される防火扉の開閉を制御する制御情
報に基づき、建物の各階に設置されている防火扉の各々の開閉を制御する。
　スプリンクラー制御部５５は、データ入力部５３から供給されるスプリンクラーの放水
停止を制御する制御情報に基づき、建物の各階に設置されているスプリンクラーの各々の
放水停止を制御する。
　排煙設備制御部５６は、データ入力部５３から供給される排煙設備の駆動を制御する制
御情報に基づき、建物の各階に設置されている排煙設備の駆動を制御する。
　また、防火扉の閉鎖、スプリンクラーの放水停止及び排煙設備の駆動の各々は、建物の
各階において、それぞれの設備に対して防災要員が直接に現地で駆動できる駆動手段（例
えば、後述する図１０における排煙設備を駆動する排煙設備起動装置など）が設けられて
いる。
【００５２】
　次に、図１０は、防災センタ監視装置５の表示部５２、携帯表示装置６及び建物設置表
示装置７の各々の表示画面に表示される建物の階の平面図を示す図の例である。
　この図１０において、事務室ａ（部屋の名称）、事務室ｂ、事務室ｃ、事務室ｄ、事務
室ｅ及び廊下ａが防火区画ａを構成し、事務室ｆ、事務室ｇ、事務室ｈ及び廊下ｂが防火
区画ｂを構成し、エレベータシャフトの一方の廊下ｃ、ＷＣ及び給湯室（２カ所）が防火
区画ｃを構成している。防火区画の境界は他の線より太い実線で示されている。また、こ
の図には防災要員が他の階に移動するための非常用エレベータ（ＥＬＶ）の位置が示され
ている。
【００５３】
　また、部屋である事務室及び給湯室と区画である廊下とにはそれぞれ火災検出センサＳ
１及び残留者検出センサＳ３が設けられ、火災検出センサＳ１及び残留者検出センサＳ３
の各々が検出した感知情報により判定された、火災状況及び残留者状況それぞれの各モー
ドを示す画像が表示される。また、防火区画を他の防火区画と分離する防火扉には防火扉
センサが設けられ、防火扉センサＳ２が検出した感知情報により判定された防火区画形成
状況における各モードを示す画像が表示される。すなわち、図１０において、火災状況と
しては、ＳＤ（火災モード）が「網掛けの△」で示され、ＮＤ（通常モード、非火災モー
ド）が「△」で示され、ＥＤ（異常モード）が「斜線の△」と表される。また、防火区画
形成状況としては、ＣＤ（閉鎖モード）が「網掛けの▽」で示され、ＯＤ（非閉鎖モード
）が「▽」で示され、ＥＤ（異常モード）が「斜線の▽」で表される。同様に、残留者状
況としては、ＰＤ（検出モード）が「網掛けの◇」で示され、ＵＤ（非検出モード）が「
◇」で示され、ＥＤ（異常モード）が「斜線の◇」と表される。このように、火災状況、
防火区画形成状況及び残留者状況の各々は、それぞれのモードに対応した態様にて表示さ
れる。また、火災の発生している部屋などには、火災である状況を示す火災表示画像（ア
イコン）５００が表示される。
【００５４】
　次に、図１１は、防災センタ監視装置５の表示部５２、携帯表示装置６及び建物設置表
示装置７の各々の表示画面に表示される建物の階の平面図を示す図である。この図１１の
場合、事務室ｂで火災が発生し（事務室ａの火災検出センサＳ１の検出状態がＳＤ）、廊
下ａには煙が拡散していない状態を示している。また、火災が発生した事務室ａ及び他の
部屋にも残留者が存在せずに無人であり（事務室ａを含む各部屋及び廊下の各々の残留者
検出センサＳ３の検出情報がＵＤ）、各廊下、事務室ａを含む防火区画ａを他の防火区画
ｂ及び防火区画ｃと分離する防火扉は閉鎖されていない状態（全ての防火区画における防
火扉に設けられている防火扉センサＳ２の検出情報がＯＤ）を示している。火災が発生し
た事務室ｂには火災表示画像５００が表示されている。また、図１１においては、煙が充
満した領域である事務室ｂを網掛けの画像としている。
【００５５】
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　判断処理装置４は、火災状況判定装置１、防火区画形成状況判定装置２及び残留者状況
判定装置３の各々から供給される火災検出センサＳ１、防火扉センサＳ２、残留者検出セ
ンサＳ３の各々の検出状態の防火区画に対応した組み合わせから、防災要員のなすべきこ
とを示す情報を、防災センタ監視装置５、携帯表示装置６及び建物設置表示装置７の各々
に送信する。ここで、判断処理装置４は、火災検出センサＳ１、防火扉センサＳ２、残留
者検出センサＳ３の各々の検出状態の防火区画に対応した組み合わせから、防災要員がな
すべきこととして、火災の発生した事務室ｂと、この事務室ａを含む防火区画ａに対して
図７におけるＮｏ．１のなすべきことを抽出して送信する。
　そして、図１１に対応する現地対応方針（現地で防災要員がなすべきこと）が、防災セ
ンタ監視装置５の表示部５２、携帯表示装置６及び建物設置表示装置７の各々の表示画面
に表示される。
【００５６】
　図１２は、図１１に示した状態の場合に、防災センタ監視装置５の表示部５２、携帯表
示装置６及び建物設置表示装置７の各々の表示画面に表示される画像（メッセージの表示
例）を示している。図中における（室（部屋）の色変化）及び（火災表示画像５００の表
示）の各々は、判断処理装置４からの検出情報の状態を、画像表示する制御信号に含まれ
ている情報である。
【００５７】
　ここで、接近経路を示す表示画像６００については、防災センタ監視装置５において、
防災要員が表示部５２の画面を観察し、非常用エレベータから火災の発生している部屋ま
での経路を検討し、データ入力部５３からこの経路の情報が入力されることで表示画像６
００が表示される。また、防災センタ監視装置５は、防災要員の操作により、この経路の
画像を、携帯表示装置６及び建物設置表示装置７の各々に送信する。これにより、この経
路の画像は、携帯表示装置６及び建物設置表示装置７の各々の表示画面に表示される。
　また、対応する順番の表示画像７００については、防災センタ監視装置５において、防
災要員が表示部５２の画面を観察し、いずれの順番において防災要員がなすべきことを行
うかの優先順位を決定し、この優先順位を示す画像を、携帯表示装置６及び建物設置表示
装置７の各々に送信する。これにより、この優先順位を示す画像は、携帯表示装置６及び
建物設置表示装置７の各々の表示画面に表示される。図１２においては、煙が充満した領
域である事務室ｂを網掛けの画像としている。本実施形態においては、例えば、図１２に
示すように、○の中に対処する優先順位を示す番号が記載された画像が表示される。ここ
で、小さい番号の方が優先順位が高い。また、防災センタ監視装置５の表示部５２、携帯
表示装置６及び建物設置表示装置７の各々の表示画面には、抽出された対処する処理が記
載されたメッセージ画像８００が表示される。
【００５８】
　次に、図１３は、防災センタ監視装置５の表示部５２、携帯表示装置６及び建物設置表
示装置７の各々の表示画面に表示される建物の階の平面図を示す図である。この図１３の
場合、図１１における事務室ｂで火災が発生した状態から事態が進展し、事務室ｂから廊
下ａに延焼（廊下ａの火災検出センサＳ１の検出状態がＳＤ）、廊下ａには煙が拡散して
いる状態を示している。図１３においては、煙が充満した領域である事務室ｂ及び廊下ａ
を網掛けの画像としている。また、廊下ａに延焼しているため、事務室ｂだけではなく廊
下ａにも火災表示画像５００が表示される。また、火災が発生した事務室ａ及び他の部屋
にも残留者が存在せずに無人であり（事務室ａを含む各部屋及び廊下の各々の残留者検出
センサＳ３の検出情報がＵＤ、◇の画像が表示されている）、廊下ａ及び事務室ａを含む
防火区画ａを他の防火区画ｂ及び防火区画ｃと分離する防火扉は一部閉鎖されていない状
態（防火区画ａにおける一部の防火扉に設けられている防火扉センサＳ２の検出情報がＯ
Ｄ、▽の画像が表示されている）を示している。
【００５９】
　判断処理装置４は、火災状況判定装置１、防火区画形成状況判定装置２及び残留者状況
判定装置３の各々から供給される火災検出センサＳ１、防火扉センサＳ２、残留者検出セ
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ンサＳ３の各々の検出状態の防火区画に対応した組み合わせから、防災要員のなすべきこ
とを示す情報を、防災センタ監視装置５、携帯表示装置６及び建物設置表示装置７の各々
に送信する。ここで、判断処理装置４は、火災検出センサＳ１、防火扉センサＳ２、残留
者検出センサＳ３の各々の検出状態の防火区画に対応した組み合わせから、防災要員がな
すべきこととして、火災の発生した事務室ｂと、この事務室ｂを含む防火区画ａに対して
図８におけるＮｏ．７のなすべきことを抽出する。
　そして、図１３に対応する現地対応方針が、防災センタ監視装置５の表示部５２、携帯
表示装置６及び建物設置表示装置７の各々の表示画面に表示される（不図示）。
【００６０】
　図１４は、図１３に示した状態の場合に、防災センタ監視装置５の表示部５２、携帯表
示装置６及び建物設置表示装置７の各々の表示画面に表示される画像（メッセージの表示
例）を示している。この画像において、部屋や廊下などの表示態様が、判断処理装置４か
らの検出情報により変化（例えば、色変化）して表示される。また、廊下ａに延焼（伝搬
）したため、廊下ａの領域に対し、火災アイコンである火災表示画像５００が新たに表示
される。
【００６１】
　また、判断処理装置４からの検出情報の変更に対応して、閉鎖された防火扉に対しては
、検出情報がＯＤ（非閉鎖モード、▽の画像）である状態からＣＤ（閉鎖モード、網掛け
の▽）である状態の態様に変更され（▽から網掛けの▽に画像が変更され）て表示される
。また、判断処理装置４からの検出情報の変更に対応して、廊下ａにある火災検出センサ
Ｓ１の検出情報に対応した状態を示す画像の態様が、ＮＤ（通常モード、▽の画像）から
ＳＤ（火災モード、網掛けの▽の画像）を示すように変更される。
　また、対応する順番の表示画像７００については、事務室ｂから廊下ａに火災が延焼し
たため、事務室ｂに到達するためには、廊下ａを経由することになる。このため、防災セ
ンタの防災要員は、防災センタ監視装置５における観察結果に伴い、優先順位が廊下ａの
方が事務室ａより高くするように、防災要員がなすべきことを行うかの優先順位を変更し
、この優先順位を示す画像を、携帯表示装置６及び建物設置表示装置７の各々に送信する
。これにより、この優先順位を示す表示画像７００は、携帯表示装置６及び建物設置表示
装置７の各々の表示画面に表示される。また、防災センタ監視装置５の表示部５２、携帯
表示装置６及び建物設置表示装置７の各々の表示画面には、抽出された対処する処理が記
載されたメッセージ画像８００が表示される。
【００６２】
　次に、図１５は、防災センタ監視装置５の表示部５２、携帯表示装置６及び建物設置表
示装置７の各々の表示画面に表示される建物の階の平面図を示す図である。この図１５の
場合、図１１における事務室ｂで火災が発生した状態から事態が進展し、事務室ｂから廊
下ａに延焼し、かつ隣接する防火区画ｂに含まれる廊下ｂに対して延焼し（廊下ｂの火災
検出センサＳ１の検出状態がＳＤ、網掛けの△の画像が表示）、廊下ｂにも煙が拡散して
いる状態（廊下ｂが網掛けで表示される）を示している。このため、廊下ｂに対しても、
事務室ｂと廊下ａと同様に、火災表示画像５００が表示される。また、火災が発生した事
務室ｂ、廊下ａ、廊下ｂにも残留者が存在せずに無人であり（事務室ｂを含む各部屋及び
廊下の各々の残留者検出センサＳ３の検出情報がＵＤ、◇の画像が表示される）、廊下ａ
及び事務室ｂを含む防火区画ａと廊下ｂを含む防火区画ｂとを防火区画ｃと分離する防火
扉は一部閉鎖されていない状態（防火区画ａ及び防火区画ｂにおける一部の防火扉に設け
られている防火扉センサＳ２の検出情報がＯＤ、▽の画像が表示）を示している。
【００６３】
　判断処理装置４は、火災状況判定装置１、防火区画形成状況判定装置２及び残留者状況
判定装置３の各々から供給される火災検出センサＳ１、防火扉センサＳ２、残留者検出セ
ンサＳ３の各々の検出状態の防火区画に対応した組み合わせから、防災要員のなすべきこ
とを示す情報を、防災センタ監視装置５、携帯表示装置６及び建物設置表示装置７の各々
に送信する。ここで、判断処理装置４は、火災検出センサＳ１、防火扉センサＳ２、残留



(20) JP 6794339 B2 2020.12.2

10

20

30

40

50

者検出センサＳ３の各々の検出状態の防火区画に対応した組み合わせから、防災要員がな
すべきこととして、火災の発生した事務室ｂと、この事務室ｂを含む防火区画ａと、廊下
ｂを含む防火区画ｂに対して図８におけるＮｏ．１１のなすべきことを抽出する。
　そして、図１５に対応する現地対応方針が、防災センタ監視装置５の表示部５２、携帯
表示装置６及び建物設置表示装置７の各々の表示画面に表示される（不図示）。
【００６４】
　図１６は、図１５に示した状態の場合に、防災センタ監視装置５の表示部５２、携帯表
示装置６及び建物設置表示装置７の各々の表示画面に表示される画像（メッセージの表示
例）を示している。この画像における部屋や廊下などの表示態様が、判断処理装置４から
の検出情報により変化（色変化）して表示される。また、廊下ａから廊下ｂに延焼したた
め、廊下ｂの領域に対し、火災表示画像５００が新たに表示される。
【００６５】
　また、判断処理装置４からの検出情報の変更に対応して、閉鎖された防火扉に対しては
、検出情報がＯＤ（非閉鎖モード、▽の画像）である状態からＣＤ（閉鎖モード、網掛け
の▽の画像）である状態の態様に変更される。また、判断処理装置４からの検出情報の変
更に対応して、廊下ｂにある火災検出センサＳ１の検出情報に対応した状態を示す画像の
態様が、ＮＤ（通常モード、△の画像）からＳＤ（火災モード、網掛けの△の画像）を示
すように変更されて表示される。
【００６６】
　また、対応する順番の表示画像７００については、廊下ａから廊下ｂに火災が延焼した
ため、廊下ｂから同一の防火区画の事務室ｆ、事務室ｇ及び事務室ｈへの延焼を食い止め
る必要がある。このため、防災センタの防災要員は、防災センタ監視装置５における観察
結果に伴い、廊下ｂに対して防災要員の行うべきことの優先順位を、廊下ａと同様の優先
順位と同一とし、防災要員がなすべきことを行うかの優先順位を変更し、この優先順位を
示す画像を、携帯表示装置６及び建物設置表示装置７の各々に送信する。これにより、こ
の優先順位を示す表示画像７００は、携帯表示装置６及び建物設置表示装置７の各々の表
示画面に表示される。
【００６７】
　次に、図１７は、防災センタ監視装置５の表示部５２、携帯表示装置６及び建物設置表
示装置７の各々の表示画面に表示される建物の階の平面図を示す図である。この図１７の
場合、図１１における事務室ｂで火災が発生した状態から事態が進展し、事務室ｂから廊
下ａに延焼し、廊下ａにも煙が拡散している状態（廊下ａが網掛けで表示されている）を
示している。また、事務室ｂだけでなく廊下ａにも、火災表示画像５００が表示されてい
る。また、火災が発生した事務室ｂに残留者が存在しており（事務室ｂの残留者検出セン
サＳ３の検出情報がＰＤ、網掛けの◇の画像）、廊下ａ及び事務室ａを含む防火区画ａと
、他の防火区画ｂ及び防火区画ｃと分離する防火扉は一部閉鎖されていない状態（防火区
画ａ及び防火区画ｂにおける一部の防火扉に設けられている防火扉センサＳ２の検出情報
がＯＤ、▽の画像）を示している。
【００６８】
　判断処理装置４は、火災状況判定装置１、防火区画形成状況判定装置２及び残留者状況
判定装置３の各々から供給される火災検出センサＳ１、防火扉センサＳ２、残留者検出セ
ンサＳ３の各々の検出状態の防火区画に対応した組み合わせから、防災要員のなすべきこ
とを示す情報を、防災センタ監視装置５、携帯表示装置６及び建物設置表示装置７の各々
に送信する。ここで、判断処理装置４は、火災検出センサＳ１、防火扉センサＳ２、残留
者検出センサＳ３の各々の検出状態の防火区画に対応した組み合わせから、防災要員がな
すべきこととして、火災の発生した事務室ｂと、この事務室ｂを含む防火区画ａとに対し
て図８におけるＮｏ．９のなすべきことを抽出する。
　そして、図１７に対応する現地対応方針が、防災センタ監視装置５の表示部５２、携帯
表示装置６及び建物設置表示装置７の各々の表示画面に表示される（不図示）。
【００６９】



(21) JP 6794339 B2 2020.12.2

10

20

30

40

50

　図１８は、図１７に示した状態の場合に、防災センタ監視装置５の表示部５２、携帯表
示装置６及び建物設置表示装置７の各々の表示画面に表示される画像（メッセージの表示
例）を示している（メッセージ画像８００）。図中における部屋や廊下などの表示態様が
、判断処理装置４からの検出情報により変化（色変化）して表示される。また、事務室ｂ
及び廊下ａは、煙が充満しているため、網掛けの画像で表示されている。また、図１１の
状態から、事務室ｂから廊下ａに延焼したため、事務室ｂに加えて廊下ａの領域に対し、
火災表示画像５００が新たに表示される。
【００７０】
　また、判断処理装置４からの検出情報の変更に対応して、閉鎖された防火扉に対しては
、検出情報がＯＤ（非閉鎖モード、未閉鎖モード、▽の画像）である状態からＣＤ（閉鎖
モード、網掛けの▽）である状態の態様に変更される。また、判断処理装置４からの検出
情報の変更に対応して、廊下ａにある火災検出センサＳ１の検出情報に対応した状態を示
す画像の態様が、ＮＤ（通常モード、△の画像）からＳＤ（火災モード、網掛けの△の画
像）を示すように変更されて表示される。
【００７１】
　また、対応する順番の表示画像７００については、事務室ｂから廊下ａに火災が延焼し
たため、事務室ｂに到達するためには、廊下ａを経由することになる。このため、防災セ
ンタの防災要員は、防災センタ監視装置５における観察結果に伴い、優先順位が廊下ａの
方が事務室ｂより高くするように、防災要員がなすべきことを行うかの優先順位を変更し
、この優先順位を示す画像を、携帯表示装置６及び建物設置表示装置７の各々に送信する
。これにより、この優先順位を示す画像は、携帯表示装置６及び建物設置表示装置７の各
々の表示画面に表示される。接近経路を示す表示画像６００については、防災センタ監視
装置５において、防災要員が表示部５２の画面を観察し、非常用エレベータから火災の発
生している部屋までの経路を検討し、データ入力部５３からこの経路の情報が入力される
ことで表示画像６００が表示される。
【００７２】
　次に、図１９は、防災センタ監視装置５の表示部５２、携帯表示装置６及び建物設置表
示装置７の各々の表示画面に表示される建物の階の平面図を示す図である。この図１９の
場合、図１１における事務室ｂで火災が発生した状態から事態が進展し、事務室ｂから廊
下ａに延焼し、さらに廊下ａから廊下ｂにも延焼して煙が拡散している状態を示している
。事務室ｂ及び廊下ａだけでなく、廊下ｂにも、火災表示画像５００が新たに表示される
。また、事務室ｂ、廊下ｂ及び廊下ａの各々は、煙が充満しているため、網掛けで表示さ
れている。また、事務室ｄ及び事務室ｇに残留者が存在しており（事務室ｄ及び事務室ｇ
の残留者検出センサＳ３の検出情報がＰＤ、網掛けの◇の画像）、廊下ａ及び事務室ａを
含む防火区画ａと、他の防火区画ｂ及び防火区画ｃと分離する防火扉は一部閉鎖されてい
ない状態（防火区画ａ及び防火区画ｂにおける一部の防火扉に設けられている防火扉セン
サＳ２の検出情報がＯＤ、△の画像）を示している。また、判断処理装置４からの検出情
報により、事務室ｂにおける火災検出センサＳ１はＳＤ（火災モード、網掛けの△の画像
）からＥＤ（異常モード、斜線の△の画像）に変更されて表示される。
【００７３】
　判断処理装置４は、火災状況判定装置１、防火区画形成状況判定装置２及び残留者状況
判定装置３の各々から供給される火災検出センサＳ１、防火扉センサＳ２、残留者検出セ
ンサＳ３の各々の検出状態の防火区画に対応した組み合わせから、防災要員のなすべきこ
とを示す情報を、防災センタ監視装置５、携帯表示装置６及び建物設置表示装置７の各々
に送信する。ここで、判断処理装置４は、火災検出センサＳ１、防火扉センサＳ２、残留
者検出センサＳ３の各々の検出状態の防火区画に対応した組み合わせから、防災要員がな
すべきこととして、火災の発生した事務室ｂと、この事務室ｂを含む防火区画ａと、延焼
した廊下ｂと、この廊下ｂを含む防火区域ｂに対して図８におけるＮｏ．１１のなすべき
ことを抽出する。
　そして、図１９に対応する現地対応方針が、防災センタ監視装置５の表示部５２、携帯
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表示装置６及び建物設置表示装置７の各々の表示画面に表示される（不図示）。
【００７４】
　図２０は、図１９に示した状態の場合に、防災センタ監視装置５の表示部５２、携帯表
示装置６及び建物設置表示装置７の各々の表示画面に表示される画像（メッセージの表示
例）を示している。図中における部屋や廊下などの表示態様が、判断処理装置４からの検
出情報により変化（色変化）して表示される。また、図１１の状態から、事務室ｂの火災
が廊下ａから廊下ｂに延焼したため、事務室ｂ及び廊下ａに加えて、廊下ｂの領域に対し
て火災表示画像５００が新たに表示される。また、防災センタ監視装置５の表示部５２、
携帯表示装置６及び建物設置表示装置７の各々の表示画面には、抽出された対処する処理
が記載されたメッセージ画像８００が表示される。
【００７５】
　また、判断処理装置４からの検出情報の変更に対応して、閉鎖された防火扉に対しては
、検出情報がＯＤ（非閉鎖モード、▽の画像）である状態からＣＤ（閉鎖モード、網掛け
の▽の画像）である状態の態様に変更されて表示される。また、判断処理装置４からの検
出情報の変更に対応して、廊下ａにある火災検出センサＳ１の検出情報に対応した状態を
示す画像の態様が、ＮＤ（通常モード、△の画像）からＳＤ（火災モード、網掛けの△の
画像）を示すように変更されて表示される。
【００７６】
　また、対応する順番の表示画像７００については、事務室ｂの火災が廊下ａから廊下ｂ
に延焼し、かつ事務室ｄ及び事務室ｇに残留者がいるため、事務室ｄへ到達するために通
過する廊下ａと、事務室ｇへ到達するために通過する廊下ｂとを経由することになる。こ
のため、防災センタの防災要員は、防災センタ監視装置５における観察結果に伴い、優先
順位を廊下ａ及び廊下ｂの方を事務室ｂより高くするように、防災要員がなすべきことを
行うかの優先順位を変更し、この優先順位を示す画像を、携帯表示装置６及び建物設置表
示装置７の各々に送信する。また、事務室ｄ及び事務室ｇの優先順位を、廊下ａ及び廊下
ｂの次に高くし、事務室ｂの優先度を最下位とする。これにより、この優先順位を示す表
示画像７００は、携帯表示装置６及び建物設置表示装置７の各々の表示画面に表示される
。接近経路を示す表示画像６００については、防災センタ監視装置５において、防災要員
が表示部５２の画面を観察し、非常用エレベータから火災の発生している部屋までの経路
を検討し、データ入力部５３からこの経路の情報が入力されることで表示画像６００が表
示される。
【００７７】
　また、本実施形態において、残留者検出センサＳ３として、マイクロ波センサを用いる
場合について説明する。
　図２１は、残留者センサＳ３としてマイクロ波センサを用いた際におけるマイクロ波人
体センサの感知信号を示す図である。
　図２１（ａ）は、マイクロ波センサの人体を検知してのセンサ出力（センサ出力電圧）
を示す図である。この図２１（ａ）は、縦軸がセンサ出力電圧であり、横軸が時間を示し
ている（人間が部屋に対して入室した時間を「０」として設定されている）。この図２１
（ａ）において、人間が入室した時点における、マイクロ波人体センサの出力するセンサ
出力電圧を基準とし、ノイズの最大値を求め、これを超える電圧値を人体を検知する閾値
電圧として予め決めておく。
　図２１（ｂ）は、図２１（ａ）に示すセンサ出力電圧と、上記閾値電圧とを比較し、閾
値電圧以上のセンサ出力電圧をＯＮ状態（人体検出、すなわち残留者の存在を検出した状
態）とし、閾値未満のセンサ出力電圧をＯＦＦ状態（人体非検出、すなわち残留者の存在
を検出しない状態）とした図である。この図２１（ｂ）は、縦軸がセンサ出力電圧を示し
、横軸が時間を示している（人間が部屋に対して入室した時間を「０」として設定されて
いる）。
【００７８】
　次に、図２２は、本実施形態の従来例に対する管理者の火災発生時の行動パターンにお
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ける効果を説明する図である。図２２において、本実施形態も従来例も、防災センタにお
ける出火場所の確認を行うステップ、携行品準備・装着を行うステップ、非常用ＥＬＶ（
エレベータ）消防運転を行うステップ、また現場（出火階）に到着した後における火災現
場の確認を行うステップ、火災等の状況報告を行うステップ、初期消火（消火器など）を
行うステップ、ＳＰ（スプリンクラー）設備の作動状況確認のステップまでは同様である
。しかしながら、従来においては逃げ遅れの確認を行った後、防火区画の形成の確認を行
っていたが、本実施形態においては、防災要員がその階の状況を、携帯表示装置６または
建物設置表示装置７の表示画面において認識しつつ、すなわち逃げ遅れた残留者の有無及
び防火扉の開閉状態を確認することができるので、逃げ遅れの確認と防火区画の形成確認
とを並列に行うことが可能となる。すなわち、本実施形態によれば、現場の防災要員が各
階の状況を、携帯表示装置６または建物設置表示装置７の表示画面により認識することが
できるため、無駄な処理を行う必要がなく、人員を各階に分散することが可能となり、各
階の処理を並列化して、逃げ遅れた残留者の有無及び防火扉の開閉状態を確認する時間を
大幅に短縮することができる。
　また、本実施形態によれば、判断処理装置４または防災センタ監視装置５の表示部５２
で観察する防災要員が、各部屋に行く経路及びなすべきことの優先順位（かつ、必要な防
災要員の数）を示すため、現場の防災要員は無駄のない処理を行うことができる。また、
無駄のない効率良い処理が可能となれば、建物に常駐する警備員の人数を減らすことが可
能となる。
【００７９】
　（第２の実施形態）
　以下、図面を参照して、本発明の第２の実施形態について説明する。図２３は、この発
明の第２の実施形態による火災時現場対応支援システムの構成例を示す概略ブロック図で
ある。本発明の第２実施形態は、第１実施形態における図１の防火区画形成状況判定装置
２、判断処理装置４、防災センタ監視装置５、携帯表示装置６の各々を、図２３に示す防
火区画形成状況判定装置２、判断処理装置４Ａ、防災センタ監視装置５Ａ、携帯表示装置
６Ａに置き換えたものである。なお、図において、図１と同様の構成には同一の符号を付
してある。以下、構成及び動作が第１実施形態と異なる点を説明する。
【００８０】
　本発明の第２の実施形態による火災時現場対応支援システムは、監視モード、メンテナ
ンスモード、訓練モードの３つのモードを有している。監視モードとは、実施形態１の動
作を行う動作モードである。メンテナンスモードとは、火災検出センサＳ１、防火扉セン
サＳ２、残留者検出センサＳ３の各々と、防火扉とに異常がないか否かを確認するモード
である。訓練モードとは、防災要員又は在館者の火災時における対処、行動の訓練を行う
モードである。
　本発明の第２の実施形態の火災時現場対応支援システムは、火災状況判定装置１、防火
区画形成状況判定装置２、残留者状況判定装置３、判断処理装置４Ａ、情報伝達装置１０
０Ａを備えている。火災状況判定装置１、防火区画形成状況判定装置２、残留者状況判定
装置３、判断処理装置４Ａ、情報伝達装置１００Ａの各々は、情報通信網Ｉを介してそれ
ぞれ接続される。
【００８１】
　図２４は、図２３における本発明の第２実施形態の判断処理装置４Ａの構成例を示す概
念図である。
　判断処理装置４Ａは、送受信部４１、データ判定部４２、センサ位置判定部４３、情報
提示部４４、行動パターンデータベース４５、センサ識別データベース４６、防火扉セン
サメンテナンス設定条件データベース４７、演算処理部４８及び記憶部４９を備えている
。　判断処理装置４Ａは、メンテナンスモードの場合、各階の防火区画毎に設けた防火扉
センサＳ２の感知情報から、各防火扉の開いている状態から閉鎖までに要した時間ｔを測
定する。また、判断処理装置４Ａは、火災状況判定装置１、防火扉及び残留者状況判定装
置３が正常な状態か否かの判定を行う。判断処理装置４Ａは、メンテナンスモードにおけ
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る判定の判定結果を防災センタ監視装置５Ａに出力する。
　判断処理装置４Ａは、訓練モードの場合、模擬的にデータ上において火災を発生させ、
携帯表示装置６から災害活動を行う防災要員の位置情報と、防災要員の位置から火災位置
までの経路データを取得し、建物設置表示装置７に通知する。
【００８２】
　次に、図２５は、防火扉センサメンテナンス設定条件データベース４７に記憶されてい
る防火扉センサのメンテナンス設定条件を示す図である。防火扉センサメンテナンス設定
条件データベース４７には、メンテナンスモードの場合に、メンテナンスを行う防火扉の
設置位置とメンテナンスの設定条件が防火扉識別番号毎にデータ入力部５３により書き込
んで記憶される（後述）。防火扉識別番号は防火扉の各々を一意に識別する。例えば、防
火扉センサメンテナンス設定条件データベースには、防火扉識別番号と防火扉センサ識別
番号とメンテナンスを行う防火扉センサの設置されている建物の階を示す設置階と、設置
されている防火区画の防火区画番号と防火扉センサの閉鎖完了時間Ｔαと不作動設定時間
Ｔβと登録番号が記憶されている。防火区画番号とは、防火扉により区分された防火区画
番号である。例えば、防火区画番号ａ、ｂの場合、防火区画ａと防火区画ｂを区分する防
火扉であることを示している。防火扉センサの閉鎖完了時間Ｔαは、防火扉が起動してか
ら閉鎖完了するまでの時間であり、防火扉の動作が問題あるか否かを判定する閾値である
。不作動設定時間Ｔβは、防火扉やシャッターが起動してから閉鎖完了するまでの時間で
あり、防火扉が動いているか否かを判定する閾値である。例えば、ｔ≦Ｔαの場合、デー
タ判定部４２は、防火扉の動作が問題がなく正常である（良）と判定する。Ｔα＜ｔ＜Ｔ
βの場合、データ判定部４２は、防火扉の動作が問題があり正常でない（不良）と判定す
る。ｔ≧Ｔβの場合、データ判定部４２は、防火扉が動いていない（不作動）と判定する
。
【００８３】
　図２４に戻り、演算処理部４８は、災害活動を行う防災要員の位置情報と防災要員の位
置から火災位置までの経路データを携帯表示装置６Ａから取得する。また演算処理部４８
は、記憶部４９に予め記憶されている空間平面図データを読み出す。演算処理部４８は、
防災要員の位置情報と防災要員の位置から火災位置までの経路データを空間平面図データ
に重ね合せて合成する。演算処理部４８は、合成した空間平面図データを情報通信網Ｉを
介して建物設置表示装置７に送信する。
【００８４】
　情報伝達装置１００Ａは、防災センタ監視装置５Ａ、携帯表示装置６Ａ及び建物設置表
示装置７を備えている。
　防災センタ監視装置５Ａは、送受信部５１、表示部５２、データ入力部５３、防火扉制
御部５４、スプリンクラー制御部５５、及び排煙設備制御部５６を備えている。また、防
災センタ監視装置５Ａは、上述した監視モード、メンテナンスモード、訓練モードを実行
する機能を有する。
　監視モード、メンテナンスモード、訓練モードのいずれかを実行する場合、防災要員は
、防災センタ監視装置５Ａのデータ入力部５３を介して、監視モード、メンテナンスモー
ド、訓練モードのいずれかを選択し、選択したモードを防災センタ監視装置５Ａに実行さ
せる。
【００８５】
　携帯表示装置６Ａは、判断処理装置４Ａから供給される各センサのメンテナンスの判定
結果を、表示部６３における建物のメンテナンスを行った階の空間平面の画像上に表示す
る。また、携帯表示装置６Ａは、自身の位置情報（自身が携帯する防災要員の位置情報）
を検出し判断処理装置４Ａに出力するとともに、携帯表示装置６Ａ内部の記憶部６２に自
身の位置情報を時系列に記憶する。また、携帯表示装置６は、自身の位置情報と各センサ
の検出情報及び設置位置から防災要員の火災室までの経路データ（経路を示すデータ）を
生成する。携帯表示装置６は、生成した経路データから、防災要員の取るべき経路を表示
部６３に表示する。
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【００８６】
　次に、図２６は、図２３における携帯表示装置６Ａの構成例を示す概念図である。この
図２６において、携帯表示装置６Ａは、送受信部６１、記憶部６２、表示部６３、演算処
理部６４を備えている。
　送受信部６１は、建物内の交信を行うポイント（以下、「交信ポイント」という。）か
ら信号を取得する。建物内には複数の交信ポイントが設置してあるが、送受信部６１が位
置を検出するために用いる交信ポイントは、交信ポイントの中における電波の強い３つの
交信ポイントである。また、送受信部６１は、防災要員の位置データを建物内の最寄りの
交信ポイントと建物内に設置してある中継器とを介して、判断処理装置４Ａに送信する。
【００８７】
　記憶部６２には、空間平面図データ、火災状況データ、残留者状況データ、区画閉鎖デ
ータ、防災要員の位置データ、火災室への経路データ、火災進展の履歴データが予め書き
込まれ記憶されている。
　火災状況データとは、訓練モードにおいて設定した出火場所と、出火時間から時間経過
とともに火災検出センサが取得すると想定される「通常モード（ＮＤ）」、「火災モード
（ＳＤ）」、「異常モード（ＥＤ）」のデータと、火災検出センサ識別情報とが対応して
いるデータである。
　残留者状況データとは、訓練モードにおいて設定した出火場所と、出火時間から時間経
過とともに残留者検出センサが取得すると想定される「未検出モード（ＵＤ）」、「検出
モード（ＰＤ）」、「異常モード（ＥＤ）」のデータと、残留者検出センサ識別情報とが
対応しているデータである。
　区画閉鎖データとは、訓練モードにおいて設定した出火場所と、出火時間から時間経過
とともに防火扉センサが取得すると想定される「未閉鎖モード（ＯＤ）」、「閉鎖モード
（ＣＤ）」、「異常モード（ＥＤ）」のデータと、防火扉センサ識別情報とが対応してい
るデータである。
　防災要員の位置データとは、演算処理部６４が演算した防災要員の位置を時系列に取得
したデータである。
　火災進展の履歴データとは、出火場所から発生した火災は、出火時間から時間経過とと
もに、どのように燃え広がるか示すデータである。
　火災室への経路データとは、演算処理部６４が演算した火災室へ経路が時系列に記憶さ
れているデータである。
　空間平面図データとは、建物のすべての階の平面図データである。
【００８８】
　表示部６３において、建物の平面画像に対して、記憶部６２から読み出した防災要員の
位置データと経路データとを空間平面図データに重ね合せる。また、携帯表示装置６Ａは
、重ね合せたデータを表示部６３に表示することで、空間平面図データ上において現在地
から火災室までの経路を表示する。
【００８９】
　演算処理部６４は、送受信部６１を介して建物内の電波の強い３つの交信ポイントから
信号を取得する。演算処理部６４は、例えばＷｉＦｉ（ワイファイ、Ｗｉｒｅｌｅｓｓ 
Ｆｉｄｅｌｉｔｙ）による三角測量の測定方法を利用して、防災要員の位置を３つの交信
ポイントの位置と電波受信強度から測定する。
　演算処理部６４は、測定した防災要員の位置から火災位置までの経路を算出する。また
、演算処理部６４は、記憶部６２から状況データ、残留者状況データ、区画閉鎖状況デー
タを読み出す。演算処理部６４は、算出した経路と記憶部６２から読み出したデータから
妥当な経路を選択する。演算処理部６４が選択する妥当な経路は、火災室に至るまでに間
に火災が検出された部分を通らない経路がある場合、最も距離が短い経路である。一方、
火災室に至るまでに間に火災が検出された部分を通らない経路がない場合、演算処理部６
４が選択する妥当な経路は、火災が検出された部分の経路の長さが最も短い経路である。
　演算処理部６４は、生成した経路データを表示部に送る。また、演算処理部６４は、防
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災要員の位置データを、送受信部６１を介して最寄りの建物内の交信ポイントに送信する
。
【００９０】
＜メンテナンスモード＞
　次にメンテナンスモードについて説明する。
　メンテナンスモードの実行を選択した場合、防災センタ監視装置５Ａの表示部５２に、
火災検出センサＳ１、防火扉センサＳ２、残留者検出センサＳ３のいずれかを選択する画
面が表示される。
　防災要員は、防災センタ監視装置５Ａのデータ入力部５３を介して、火災検出センサＳ
１、防火扉、残留者検出センサＳ３のいずれかを選択する。
【００９１】
　防火扉を選択した場合、防災要員は、防火扉のメンテナンス設定条件を設定する。ただ
し、防火扉のメンテナンスを行う場合、事前に防火扉センサＳ２のメンテナンスを行い、
防火扉センサＳ２が正常であることを確認している。例えば、防火扉センサＳ２のメンテ
ナンスを行う場合、データ入力部５３は、メンテナンスを行うことを指示する信号をデー
タ判定部４２に送信する。データ判定部４２は、防火区画形成状況判定装置２に防火扉セ
ンサＳ２が正常か否かを示す信号を送信することを指示する制御信号を送信する。防火扉
センサＳ２は、セルフチェック機能を有している。セルフチェック機能は、例えば、自身
の内部回路が正常か否かを判定する機能である。よって、防火区画形成状況判定装置２は
、防火扉センサＳ２のセルフチェックの結果をデータ判定部４２に送信する。これより、
防火扉センサＳ２のメンテナンスを行う場合、判断処理装置４Ａは、防火扉センサＳ２の
セルフチェック機能の判定をモニタリングした結果を判定することでメンテナンスを行う
。
【００９２】
　メンテナンスを行う防火扉センサＳ２の設定は、建物階と防火区画を選択することで選
定される。図２７は建物階を選択するために、表示部５２に表示されている建物の立面図
である。黒色の矢印２００は、マウスのカーソルを表している。例えば、防災要員は、メ
ンテナンスを行う建物階にマウスのカーソルを合わせて、クリックすることで、建物階を
選択することができる。建物階を選択すると、表示部５２に、選択した建物階の平面図が
表示される。図２８は選択した建物階の平面図である。黒色の矢印２０１は、マウスのカ
ーソルを表している。防災要員は、メンテナンスを行う防災区画にマウスのカーソルを合
わせて、クリックすることで、メンテナンスを行う防災区画を選択することができる。よ
って、防災要員が防災区画を選択することで、防災センタ監視装置５Ａは選択した防災区
画を区分する防火扉のメンテナンスを実行する指示を行う。例えば、防災要員が防火区画
ａを選択した場合、防災センタ監視装置５Ａは、防火区画ａを形成するすべての防火扉の
メンテナンスを行う指示を行う。
　メンテナンスを行う防火扉の設定後、防災要員は、データ入力部５３を介して、閉鎖完
了設定時間Ｔαと不作動設定時間Ｔβの設定を行う。
【００９３】
　防災要員は、メンテナンスの設定条件の設定後、データ入力部５３を介して判断処理装
置４Ａに防火扉のメンテナンスの実行を指示する。データ入力部５３は、防火扉のメンテ
ナンスの実行を示す信号をデータ判定部４２に送信する。また、データ入力部５３は、防
災要員に設定されたメンテナンスの設定条件を防火扉センサメンテナンス設定条件データ
ベース４７に書き込んで記憶させる。防火扉制御部５４は、データ入力部５３から供給さ
れるメンテナンスが指示された防火扉の開閉を制御する制御信号に基づき、メンテナンス
が指示された防火扉を閉鎖する。その際、各防火扉付近の不図示の表示装置、または、音
声装置により、例えば「メンテナンスを行います。シャッターが起動しますので、付近に
いる方はご注意ください。」というメッセージを流す。
【００９４】
　データ判定部４２は、メンテナンスが指示された防火扉の防火扉の開いている状態から
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閉鎖までに要した時間ｔを測定する。また、データ判定部４２は、防火扉の開いている状
態から閉鎖までに要した時間ｔと閉鎖完了設定時間Ｔα、防火扉の開いている状態から閉
鎖までに要した時間ｔと不作動設定時間Ｔβを比較し、メンテナンスの設定条件で設定さ
れた防火扉を良、不良、不作動のいずれかに判定する。
【００９５】
　メンテナンスの設定条件で設定された防火扉の判定が終了すると、情報提示部４４は表
示部５２に判定結果を送信する。表示部５２は、情報提示部４４から送信されたメンテナ
ンスの判定結果を表示画面に表示する。例えば、図２９は、防火扉のメンテナンスの判定
結果を示す。まず、表示部５２には、図２９（ａ）に示すように、建物階と防火区画と判
定結果が表示される。判定結果がＯＫである場合、選択した防火区画を形成している防火
扉はすべて閉鎖完了設定時間Ｔα内に閉鎖したことを示している。一方、判定結果がＮＧ
である場合、選択した防火区画を形成している防火扉のいずれかに異常があり、選択した
防火区画を形成しているいずれかの防火扉は閉鎖完了設定時間Ｔα内に閉鎖できなかった
ことを示している。判定結果がＮＧである場合、詳細な一覧表で、良、不良、不作動を確
認することができる。図２９（ｂ）は、詳細な一覧表の例を示す図である。
　また、データ判定部４２は、メンテナンスを行った防火扉の防火扉識別番号に対応する
建物における座標を不図示の座標データベースから抽出し、メンテナンスを行った防火扉
の判定結果（良、不良、不作動）を建物の空間平面図データに重ね合せて表示部５２の表
示画面に表示する。その際、例えば、表示部５２は、良の防火扉を白、不良の防火扉を青
、不作動の防火扉を赤に表示する。このメンテナンス結果は、ログとして記憶部４９に記
憶することができる。また、このメンテナンス結果は、不図示のプリンタで出力すること
ができる。また、携帯表示装置６Ａは、メンテナンス結果を自身の表示部６３に表示し、
現場の防災要員が確認することができる。
【００９６】
　火災検出センサＳ１を選択した場合、データ入力部５３は、メンテナンスを行うことを
指示する信号をデータ判定部４２に送信する。データ判定部４２は、火災状況判定装置１
に火災検出センサＳ１が正常か否かを示す信号を送信することを指示する制御信号を送信
する。火災検出センサＳ１は、上述したセルフチェック機能を有している。よって、火災
状況判定装置１は、火災検出センサＳ１のセルフチェックの結果をデータ判定部４２に送
信する。これより、火災検出センサＳ１のメンテナンスを行う場合、判断処理装置４Ａは
、火災検出センサＳ１のセルフチェック機能の判定をモニタリングすることでメンテナン
スを行う。
　データ判定部４２は、火災状況判定装置１より取得した火災検出センサＳ１のメンテナ
ンス結果を送受信部４１を介して、防災センタ監視装置５Ａに送信する。
【００９７】
　残留者検出センサＳ３を選択した場合、データ入力部５３は、メンテナンスを行うこと
を指示する信号をデータ判定部４２に送信する。
　データ判定部４２は、残留者状況判定装置３に残留者検出センサＳ３が正常か否かを示
す信号を送信することを指示する制御信号を送信する。残留者検出センサＳ３は、上述し
たセルフチェック機能を有している。よって、残留者状況判定装置３は、残留者検出セン
サＳ３のセルフチェックの結果をデータ判定部４２に送信する。これより、残留者検出セ
ンサＳ３のメンテナンスを行う場合、判断処理装置４Ａは、日常の残留者検出センサＳ３
のセルフチェック機能の判定をモニタリングすることでメンテナンスを行う。
　また、残留者検出センサＳ３のメンテナンスを行う他の方法として、判断処理装置４Ａ
は、日常の在館者の状況をモニタリングする方法がある。データ判定部４２は、残留者状
況判定装置３の中継器Ｇ３に、各残留者センサＳ１が正常（ＵＤもしくはＰＤ）か異常（
ＥＤ）のどちらかに対応するか判定させる指示を行う制御信号を送信する。中継器Ｇ３は
、判定結果を送受信制御部Ｐ１を介して、判断処理装置４Ａに送信する。
　情報提示部４４は、メンテナンスモードにおいて、中継器Ｇ３が判定した残留者検出セ
ンサのメンテナンス状態（正常もしくは異常）の情報を送受信部４１を介して、防災セン
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タ監視装置５に送信する。不具合があった場合には、監視モードにおいても不具合が発生
したセンサの設置場所と不具合情報を防災センタ監視装置５Ａの表示部に表示する。
　なお、火災検出センサＳ１、残留者検出センサＳ３のメンテナンスの判定結果の防災セ
ンタ監視装置５Ａの表示部５２への表示方法は、防火扉センサＳ２のメンテナンスの判定
結果の表示方法と同様な方法で行われるため、説明は省略する。
【００９８】
＜訓練モード＞
　次に本発明の第２の実施形態における訓練モードについて説明する。
　訓練モードの実行を選択した場合、表示部５２に、防災センタ訓練要員訓練モード、在
館者避難訓練モードのいずれかを選択する画面が表示される。
防災要員訓練モードは、火災時において、防災要員がとるべき行動を訓練するモードであ
る。在館者避難訓練モードは、火災時において、在館者が建物内から避難するために、と
るべき行動を訓練するモードである。
【００９９】
　防災要員訓練モードを選択した場合、訓練を行うための設定条件の設定を行う。設定条
件は、出火場所と出火時間の設定である。出火場所の設定は、出火した建物階（火災階）
と火災階の各センサの状態を入力することで設定される。火災階の選定方法は、例えば、
上述した図２７に示したように、表示画面上に表示される建物の立面図からデータ入力部
５３を介して選定する。また、火災階の各センサの状態の入力方法は、例えば、表示画面
上に表示される建物の空間に示されている各センサを選択し、データ入力部５３を介して
図７、図８に基づいてセンサの状態（○、×、●）を入力する。出火時間の設定もデータ
入力部５３を介して表示部５２の表示画面上で行う。
　設定条件を設定し、防災要員訓練モードを実行した場合、火災発生、防火区画の防火扉
の閉鎖、延焼拡大の状況を模擬的に防災センタ監視装置５Ａ及び携帯表示装置６Ａ内で発
生させることができる。各防災要員は、携帯表示装置６Ａを携帯し、携帯表示装置６Ａの
表示画面を確認しながら、実際の火災時の対応を行う。防災要員の行動は、携帯表示装置
６Ａにより記憶部６２に記憶される。なお、設定条件を設定する場合、設定条件は、登録
番号に対応して記憶部４９に記憶される。これより、次回、防災要員訓練モードを実施す
る際に、表示画面上において、登録番号を選択することで設定条件を入力することを省く
ことができる。
　防災要員訓練モード終了後、防災センタ監視装置５Ａは、予め設定されている防災要員
の模範的な行動パターンと実際の行動パターンを比較し、防災要員の活動結果に対して評
価を行う。また、防災センタ監視装置５Ａは、活動に要した時間からランク付けを行い、
防災要員の対応力に対して採点を行う。防災センタ監視装置５Ａ又は携帯表示装置６Ａは
、採点結果を表示、あるいはプリンタで出力する。
【０１００】
　在館者訓練モードを選択した場合、訓練を行うための設定条件の設定を行う。設定条件
は、出火場所と出火時間の設定である。出火場所と出火時間の設定方法は、防災要員訓練
モードの場合と同様であるため、説明は省略する。在館者訓練モードの設定条件を設定し
、在館者訓練モードを実行した場合、火災発生、防火区画の防火扉の閉鎖、延焼拡大の状
況を模擬的に防災センタ監視装置５Ａ及び携帯表示装置６Ａ内で発生させることができる
。各防災要員は、携帯表示装置６Ａを携帯し、携帯表示装置６Ａの表示画面を確認しなが
ら、実際の火災時の対応を行う。防災要員の行動は、携帯表示装置６Ａを介してすべて記
憶されている。なお、設定条件を設定する場合、登録番号を選択することで、在館者訓練
モードの設定条件を入力することを省くことができる。
　在館者訓練モード終了後、防災センタ監視装置５Ａは、予め設定されている防災要員の
模範的な行動パターンと実際の行動パターンを比較し、防災要員の活動結果に対して評価
を行う。また、在館者の避難時間を以前時の訓練時の時間と比較することで、避難誘導に
対する評価を行う。防災センタ監視装置５Ａ又は携帯表示装置６Ａは、評価結果を表示、
あるいはプリンタで出力することができる。
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【０１０１】
　次に本発明の第２の実施形態の訓練モードにおける防災要員の位置情報取得と位置情報
の表示の流れ、及び携帯表示装置６Ａの経路データの生成方法について、図３０のシーケ
ンス図に基づいて説明する。以下の説明において、防災要員訓練モードを実行した場合に
ついて説明する。
【０１０２】
　ステップＳ１０において、携帯表示装置６Ａにおいて、送受信部６１は、電波の強い３
つの交信ポイントを選択し、その信号強度を取得する。送受信部６１は、取得した３つの
交信ポイントの識別情報とそれぞれの信号強度とを演算処理部６４に送信する。
　ステップＳ１１において、演算処理部６４は、送受信部６１から取得した３つの交信ポ
イントの識別情報とそれぞれの信号強度とから、例えばＷｉＦｉ三角測量の方法を利用し
て、携帯表示装置６Ａの位置を検出する。ここで、演算処理部６４は、交信ポイントの識
別情報に対応した交信ポイントの座標を取得する。これより、この携帯表示装置６Ａを携
帯する防災要員の位置の座標が求められる。また、演算処理部６４は、防災要員の位置座
標を算出した後、防災要員の位置データと火災室（最も早く火災検出された室）までの経
路データ（以下、「経路データ」という。）を生成する。
　ステップＳ１２において、演算処理部６４は、生成した防災要員の位置データと経路デ
ータを表示部６３と記憶部６２に送る。また、演算処理部６４は、生成した防災要員の位
置データと経路データを、送受信部６１を介して建物内の最寄りの交信ポイントに送る。
記憶部６２は、演算処理部６４から取得した防災要員の位置データと経路データを記憶す
る。
　ステップＳ１３において、表示部６３は、演算処理部６４から供給される防災要員の位
置データと経路データとを空間平面図データに重ね合せる。また、表示部６３は、重ね合
せたデータを表示画面に表示することで、空間平面上において現在地から火災室までの経
路を表示する。
　ステップＳ１４において、判断処理装置４Ａの演算処理部４８は、建物内の交信ポイン
トから演算処理部６４が生成した防災要員の位置データと経路データとを取得する。
　ステップＳ１５において、判断処理装置４Ａの演算処理部４８は、記憶部４９から空間
平面図データを読み出す。判断処理装置４Ａの演算処理部４８は、複数の携帯表示装置６
Ａから取得した各防災要員の位置データと経路データとを空間平面図データに重ね合せて
建物設置表示装置７に送る。建物設置表示装置７は、重ね合せた空間平面図データを表示
画面に表示することで、空間平面上において現在地から火災室までの経路を表示する。
　ステップＳ１６において、携帯表示装置６Ａは、自身が位置する階が火災階に位置して
いる否かを判定する。携帯表示装置６Ａは、自身が位置する階が火災階に位置している場
合、ステップＳ１０に戻る。一方、携帯表示装置６Ａは、自身が位置する階が火災階に位
置していない場合、ステップＳ１７、ステップＳ１８に進む。
　ステップＳ１７において、携帯表示装置６Ａは、表示部６３の表示画面の表示を終了す
る。
　ステップＳ１８において、演算処理部４８は、建物設置表示装置７の表示画面の表示を
終了する。
【０１０３】
　図３１は、図３０のステップＳ１１における経路データ生成の流れを示すフローチャー
トである。
　ステップＳ１１０において、演算処理部６４は、火災室（最も早く火災検出された部屋
）の情報を取得する。
　ステップＳ１１１において、演算処理部６４は、防災要員の位置の情報を送受信部６１
から取得する。
　ステップＳ１１２において、演算処理部６４は、防災要員の位置から火災室までの経路
を空間平面図データの通路情報等から算出する。
　ステップＳ１１３において、演算処理部６４は、防災要員の位置から火災室までの経路
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が複数あるか否かを判定する。防災要員の位置から火災室までの経路が複数ある場合、ス
テップＳ１１５に進む。一方、防災要員の位置から火災室までの経路が１つしかない場合
、ステップＳ１１４に進む。
　ステップ１１４において、防災要員の位置から火災室までの経路は１つしかないため、
経路データは、当該経路を経路データとする。例えば、図３２は携帯表示装置６Ａを持っ
た防災要員が、階段で火災階に上がってきた状況を表す例の図であり、防災要員の位置か
ら火災室までの経路が１つである。火災室は事務室ｂである。★は、建物内の交信ポイン
トを示している。また、◎は、防災要員の位置を示している。携帯表示装置６Ａは、建物
内の交信ポイントの３０１と３０２と３０３との信号を利用して携帯表示装置６Ａの位置
を算出し、火災室までの経路を表示している。携帯表示装置６Ａの位置を検出することに
より、この携帯表示装置６Ａを携帯する防災要員の位置の座標が求められる。
　図３３は図３２に表示された防災要員が移動したことにより、防災要員の位置が変化し
た状況を表す例であり、防災要員の位置の座標から火災室までの経路が１つである。携帯
表示装置６Ａは、建物内の交信ポイントの３０３と３０４と３０５との信号を利用して防
災要員の位置を算出し、火災室までの経路を表示している。
　ステップＳ１１５において、算出した複数の経路において、火災室に至るまでの間に、
火災が検出された部分を通らない経路があるか否かを判定する。火災室に至るまでの間に
、火災が検出された部分を通らない経路がある場合は、ステップＳ１１５に進む。一方、
火災室に至るまでの間に、火災が検出された部分を通らない経路がない場合、ステップＳ
１１６に進む。
　ステップＳ１１５において、経路データは、火災室に至るまでの間に火災が検出された
部分を通らない経路のうち、経路の長さが最も短いものを経路データとする。
　ステップＳ１１６において、経路データは、火災が検出された部分の経路の長さが最も
短いものを経路データとする。例えば、図３４は、ステップＳ１１６において複数の経路
から経路データを確定する例を示す図である。火災室は事務室ｂである。◎は、防災要員
の位置を示している。演算処理部は、防災要員の位置から火災室までの経路１、経路２、
経路３の３つの経路を算出する。火災は、廊下ａに延焼したため、火災室に至るまでの間
に火災が検出された部分を通らない経路はない。よって、演算処理部６４は、火災が検出
された部分の経路の長さが最も短いものを経路データとする経路１を経路データとして確
定する。
【０１０４】
　また、図１における判断処理装置４と図２３における判断処理装置４Ａの機能を実現す
るためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に
記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより、火災
検出センサ、残留者検出センサ及び扉センサ各々の検出情報により火災時における判断処
理を行ってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、ＯＳや周辺機器等
のハードウェアを含むものとする。
【０１０５】
　また、「コンピュータシステム」は、ＷＷＷシステムを利用している場合であれば、ホ
ームページ提供環境（あるいは表示環境）も含むものとする。
　また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気
ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハー
ドディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」
とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送
信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合
のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定
時間プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述した
機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシ
ステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良
い。
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【０１０６】
　以上、この発明の実施形態を図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成は上述の実
施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。
　例えば、図１の判断処理装置４と防災センタ監視装置５及び建物設置表示装置７は同一
装置内で構成することもできる。また図の判断処理装置４Ａと防災センタ監視装置５Ａ及
び建物設置表示装置７は同一装置内で構成することもできる。
　また、図２の火災検出センサＳ１は、中継器Ｇ１と送受信制御部Ｐ１を介して各装置に
信号を送出するようにしているが、これに限らず、中継器や送受信制御部の機能を備える
火災検出センサＳ１から各装置に直接状態情報を送出するようにしても良い。図３、図４
の各センサも同様に構成することができる。
　また、残留者検出センサＳ３の設置方法は、例えば、残留者検出センサＳ３を天井部材
と一体化させ、天井部材の天井側に設置する設置方法や、壁材と一体化させ、壁材内部に
設置する方法がある。また、残留者検出センサＳ３と火災検出センサＳ１を一体化させ、
設置する方法も考えられる。
　また、本発明の第１の実施形態において、例えば、図１２、図１４、図１６、図２０に
示された接近経路を示す表示画像６００について、防災要員が表示部５２の画面を観察し
、非常用エレベータから火災の発生している部屋までの経路を検討し、データ入力部５３
からこの経路の情報が入力されることで表示画像６００に表示されていた。しかし、本発
明の第１の実施形態における接近経路を示す表示画像６００の表示方法は、これに限らず
、本発明の第２の実施形態の訓練モードにおける防災要員の位置情報取得と位置情報の表
示の流れ、及び携帯表示装置６Ａの経路データの生成方法を使用することができる。
【符号の説明】
【０１０７】
１…火災状況判定装置
２…防火区画形成状況判定装置
３…残留者状況判定装置
４、４Ａ…判断処理装置
５、５Ａ…防災センタ監視装置
６、６Ａ…携帯表示装置
７…建物設置表示装置
４１、５１、６１…送受信部
４２…データ判定部
４３…センサ位置判定部
４４…情報提示部
４５…行動パターンデータベース
４６…センサ識別データベース
４７…防火扉センサメンテナンス設定条件データベース
４８、６４…演算処理部
４９、６２…記憶部
５２、６３…表示部
５３…データ入力部
５４…防火扉制御部
５５…スプリンクラー制御部
５６…排煙設備制御部
１００、１００Ａ…情報伝達装置
３０１、３０２、３０３、３０４、３０５…交信ポイント
Ｇ１、Ｇ２、Ｇ３…中継器
Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３…送受信制御部
Ｓ１…火災検出センサ
Ｓ２…防火扉センサ
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Ｓ３…残留者検出センサ
Ｉ…情報通信網
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