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(57)【要約】
　救助標識灯（１）、監視センサ（２）、及び監視セン
サ（２）の通報を評価しかつそれに関係して建物設備（
１２）及び救助標識灯（１）の適切な駆動により逃避路
を選択的に解放又は遮断する中央計算装置（７）を有す
る避難システムが提案される。有利な構造状態を与える
ため、救助標識灯（１）が、表示器（１３）に結合可能
で回路網（１４）を介して計算装置（７）に接続される
制御装置（１５）を含み、この制御装置（１５）が、起
動のため、インタフェース（１６）を介して１つ又は少
なくとも２つの表示器（１３）に選択的に接続されてい
ることが、提案される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　救助標識灯（１）、監視センサ（２）、及び監視センサ（２）の通報を評価しかつそれ
に関係して建物設備（１２）及び救助標識灯（１）の適切な駆動により逃避路を選択的に
解放又は遮断する中央計算装置（７）を有する避難システムにおいて、救助標識灯（１）
が、表示器（１３）に結合可能で回路網（１４）を介して計算装置（７）に接続される制
御装置（１５）を含み、この制御装置（１５）が、起動のため、インタフェース（１６）
を介して１つ又は少なくとも２つの表示器（１３）に選択的に接続されていることを特徴
とする、避難システム。
【請求項２】
　制御装置（１５）が、監視及びプログラミングのため、計算装置（７）及び回路網（１
４）を介して、少なくとも１つの制御コンピュータ（１７）に接続され、各制御装置（１
５）及び各表示器（１３）に特定の回路網識別が割当られていることを特徴とする、請求
項１に記載の避難システム。
【請求項３】
　表示器（１３）に結合可能で回路網（１４）を介して計算装置（７）に接続される制御
装置（１５）が、起動のため、インタフェース（１６）を介して１つ又は少なくとも２つ
の表示器（１６）に接続されていることを特徴とする、請求項１又は２に記載の避難シス
テムに使用するための救助標識灯。
【請求項４】
　表示器（１３）及び制御装置（１５）が分離可能に互いに結合される構造単位を形成し
ていることを特徴とする、請求項３に記載の救助標識灯。
【請求項５】
　制御装置（１５）がプロセッサ（１８）、回路網インタフェース（１４）、及び非常運
転装置（２２）を有する回路部分（２１）を持っていることを特徴とする、請求項３又は
４に記載の救助標識灯。
【請求項６】
　カメラ（２３）が設けられ、その出力信号が制御装置（１５）を介して回路網インタフ
ェース（１４）に接続されていることを特徴とする、請求項３～５の１つに記載の救助標
識灯。
【請求項７】
　音響入力／出力装置（２４）が設けられ、その出力信号が制御装置（１５）を介して回
路網インタフェース（１４）に接続されていることを特徴とする、請求項３～６の１つに
記載の救助標識灯。
【請求項８】
　付加的な照明手段（２５）が、逃避路を照明するため、表示器（１３）又はハウジング
に設けられていることを特徴とする、請求項３～７の１つに記載の救助標識灯。
【請求項９】
　光度を規定する制御器が照明手段（２５）に付属していることを特徴とする、請求項８
に記載の救助標識灯。
【請求項１０】
　制御装置（１５）に診断プログラムが付属して、故障の際回路網識別及び欠陥を表示し
ながら、回路網インタフェース（１４）を介して欠陥通報を伝えることを特徴とする、救
助標識灯。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、救助標識灯、監視センサ、及び監視センサの通報を評価しかつそれに関係し
て建物設備及び救助標識灯の適切な駆動により逃避路を選択的に解放又は遮断する中央計
算装置を有する避難システムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　建物、船舶等において、このような避難システムを設けることにより、最短時間内に多
数の人間が部屋又は区域から離れることができるのを常に保証せねばならない。静的な道
標は、適切な逃避路案内を行うことができないので、人間の流れを場合のよっては本来の
危険範囲へ導くことがある。これは避難を遅らせるだけでなく、救助すべき人間の間でパ
ニックを発生する結果にもなる。
【０００３】
　これを回避するため、動的な逃避路誘導システムが既に提案されており（ドイツ連邦共
和国特許第１９６４４１２７号明細書）、救助路の道標を可変にそのつどの危険状況に適
合可能に構成することが考慮されている。このシステムにより、場合によっては予見不可
能な種々の状況に、特に救助路標識のように避難用の特別な手段で反応することができる
。そのため物体監視及び自動的な危険の認識、確認及び場所検出のための監視センサが設
けられて、万一の危険を中央計算装置へ通報する。中央計算装置は、入って来る信号を評
価し、続いて最も確実で最も速い逃避路を計算し、建物設備及び救助標識灯の適切な起動
により、逃避路を選択的に解放又は遮断する。そのために例えば換気装置、扉、エレベー
タ、エスカレータ等を、所望のように起動することが必要である。公知の避難システムで
は、システム自体の配線の高い費用及びシステムの改造の際の少ない拡張可能性が欠点と
みなされ、各救助標識灯は計算装置により起動せねば成らない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従って本発明の基礎になっている課題は、前記の欠点が回避され、少ないハードウェア
費用で可能な限り簡単に拡張可能なシステムが創造されるように、最初にあげた種類の避
難システム及び付属する救助標識灯を構成することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、この課題を、救助標識灯が、表示器に結合可能で回路網を介して計算装置に
接続される制御装置を含み、この制御装置が、起動のため、インタフェースを介して１つ
又は少なくとも２つの表示器に選択的に接続されていることによって、解決する。
【０００６】
　本発明により、動作信頼性を低下することなく救助標識灯のハードウェア費用を最小に
し、同時に活動的な逃避路誘導を可能にすることが、簡単に可能になる。なぜならば、場
合によっては１つの制御装置が、例えば１つの空間、通路又は区域の複数の表示器の起動
を可能にするからである。そのために無線回路網を介して制御装置から表示器を起動する
のが特に有利であり、その結果表示器を１つの電源に接続しさえすればよい。その代わり
に表示器は、従来のケーブルを介してインタフェースから起動することができ、この場合
ケーブルは場合によっては表示器への給電も引受けて、二重の接続部を回避する。その際
表示器は、選択的に放射状導線、環状導線を介して又は直列に制御装置に接続することが
できる。
【０００７】
　制御装置が、監視及びプログラミングのため、計算装置及び回路網を介して、少なくと
も１つの制御コンピュータに接続され、各制御装置及び各表示器に特定の回路網識別が割
当られていると、特に有利である。それにより、各救助標識灯が僅かなハードウェア費用
で適切に起動され、監視され、場合によってはプログラミング可能である。制御コンピュ
ータに腰をおろす操作者は、従って問題なく避難システムに介入し、場合によっては手動
で救助路を解放又は遮断し、又は拡声器を介して逃避者に指示を伝えるか、又は救助装置
と通信することができる。
【０００８】
　監視センサ及び救助標識灯を起動する中央計算装置を持つ避難システムにおいて使用す
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るための救助標識灯は、表示器に結合可能で回路網を介して計算装置に接続される制御装
置が、起動のため、インタフェースを介して１つ又は少なくとも２つの表示器に接続され
ていることを特徴としている。この処理の利点は既に上述した。
【０００９】
　表示器及び制御装置が分離可能に互いに結合される構造単位を形成していると、特に有
利なことがわかった。従って例えば表示器を、表示器を備えた制御装置から直接に起動す
るか、又は制御装置を卓上装置として構成して配電盤等に設け、そこから表示器を起動す
ることが可能である。必要な場合互いに結合特にねじ結合されるか、又は印刷回路カード
として差込み結合されるか又ははめ合わされる２つの半組立て品即ち表示器及び制御装置
を設けることによって、これら両方の半組立て品のみを設けることで、組立ての複数の実
施形態に応じることが可能である。
【００１０】
　基本的には制御装置が予めプログラミングされたメモリ等から成り、特定の現象が現わ
れる場合所定の指令を処理し、適当な信号を表示器へ送ると、充分である。しかし制御装
置がプロセッサ、回路網インタフェース、及び非常運転装置を有する回路部分を持ってい
るのがよい。なぜならば、この場合制御装置は特に簡単に中央計算装置又は制御コンピュ
ータからプログラミングされ、従って例えば拡張、設置場所等のような新しい要求に合わ
されるからである。制御装置に接続される表示器の拡張は、従って常に問題なく可能であ
る。
【００１１】
　本発明による救助標識灯の構成様式のため、カメラ又は音響入力／出力装置を特に有利
なやり方で本発明によるシステムに統合することができ、カメラ又は音響入力／出力装置
の出力信号が場合によっては制御装置を介して回路網インタフェースに接続され、従って
常にデータを中央計算装置又は制御コンピュータに伝送し、そこから操作者が読出すか、
又はそれを介して操作者が指示を不時の揮発性素子に送ることができる。
【００１２】
　救助標識灯が、逃避路を照明するため表示器又はハウジングに付加的な照明手段を備え
ていると、停電の際逃避路を充分照らすことが簡単に可能である。なぜならば、救助標識
灯は通常非常運転装置を備えており、この装置が所定の時間にわたって避難システムの機
能を確実に保証するからである。更に光度を規定する制御器が照明手段に付属して、充分
な周囲光の場合照明手段による電流需要を減少し、従って非常運転装置の長い残り運転時
間を与える。
【００１３】
　基本的に救助標識灯の動作能力を中央計算装置から問い合せることができ、欠陥通報が
続いて制御コンピュータ従って操作者に伝えられる。不時の欠陥をできるだけ迅速に伝え
、迅速にこのような欠陥に反応できるようにするため、制御装置に診断プログラムが付属
して、故障の際欠陥のあるモジュールの回路網識別及び欠陥を表示しながら、回路網イン
タフェースを介して欠陥通報を計算装置及び制御コンピュータへ直ちに伝えると、有利で
ある。
【００１４】
　図面には、本発明が実施例に基いて概略的に示されている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　図１は、救助標識灯１、火災報知器等の形の監視センサ２、及び音発生装置３、エレベ
ータ４、扉５、及び中央計算装置７に接続されている通信装置６を駆動する手段を持つ避
難システムを示している。図示した実施例では、中央計算装置７は、インタフェース１１
を介して互いに配線されて救助標識灯１、監視センサ２及び建物設備１２をそれぞれ駆動
する３つの計算機８，９，１０を含んでいる。中央計算装置７は、監視センサのデータを
評価し、それに応じて建物設備１２及び救助標識灯１の適切な駆動により、逃避路を選択
的に解放するか又は遮断する。
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【００１６】
　救助標識灯１は、表示器１３に結合可能で回路網１４を介して計算装置７に接続される
制御装置１５を含み、駆動のため制御装置１５が、インタフェース１６を介して１つ又は
少なくとも２つの表示器１３に選択的に接続されている。各制御装置１５は、監視及びプ
ログラミングのため、計算装置７及び回路網１４を介して、少なくとも１つの制御コンピ
ュータ１７に接続され、各制御装置１５及び各表示器１３に明確な回路網識別が割当てら
れている。制御コンピュータ１７は、回路網を介して互いに接続可能である。
【００１７】
　図２に示すように、表示器１３及び制御装置１５は分離可能に互いに結合される構造単
位を形成し、それにより表示器１３と制御装置１５を一緒に組立てるか、又は複数の表示
器１３に対して１つの中央制御装置１５を使用して、増大する構成費用を甘受する必要の
ないようにすることができる。
【００１８】
　制御装置１５は、インタフェース１６を含むプロセッサ１８、回路網インタフェース１
４（並列、直列、イーサネット等）、刻時装置１９、少なくとも１つのメモリ２０、及び
アクス（Ａｋｋｕｓ）の形の非常運転装置２２を持つ回路部分２１を持っている。同様に
カメラ２３、音響入力／出力装置２４、場合によっては付加的な照明灯２５が、適当なイ
ンタフェース２６及び増幅器２７を介して回路網インタフェース１４に接続されている。
それにより画像群を逃避路から操作者へ伝送し、又は逃避路を照らし、又は逃避する人間
へ指示を送るか又は人間が受けるのを可能にする。
【００１９】
　本発明により、避難の際の改善された警告処理及び適切な逃避路誘導、及び関係する建
物範囲における人間との直接の通信が可能である。ビデオ又は音響による監視によって、
不必要な避難が大幅に回避される。特に１つの逃避方向しか可能でない範囲のために、本
発明による動的な逃避路誘導を従来の非常照明と組合わせることも基本的に可能である。
【００２０】
　警告の場合監視センサ２（火災、ガス、煙の通報等）が、その回路網識別を表示しなが
ら、中央計算装置７へ警報を通報し、この中央計算装置７が種類及び場所のような通報デ
ータに基いて、建物設備１２及び救助標識灯１の起動により、逃避路を適切に遮断又は解
放して、人間を危険個所から離れるように案内する。救助標識灯１と中央計算装置７との
データ接続は、仕様に応じて異なっていてもよい。その際出動労働力のできるだけ迅速な
アクセスのために、確実な逃避路を空けておくことが特に有利である。起動に応じて、救
助標識灯が逃避路を解放するか、遮断するか又は人間を１つ又は他の方向へ向ける。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】　本発明による避難システムの概略図を示す。
【図２】　救助標識灯の表示器及び制御装置から成る構造単位を示す。
【図３】　制御装置の図を示す。
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【国際調査報告】
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