
｢蓄光｣を活用した
避難誘導看板のご提案



国道交通省の調べでは、この質問に対し、全体の60％の人が、「見たことがない」または

「わからない」と答えております。このように人々の避難看板への認知度は決して高いとはいえません。
また東日本大震災の際には、「見たことがある」と答えた人は、「見たことない」と答えた人と

比べて5分も早く避難を済ませたという結果が出ております。

この現状を踏まえ、より目につく場所への避難看板の設置や避難看板への関心が高まるような
周知を行うことが重要になっております。
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①

国土交通省 都市局 街路交通施設課 平成23年度

「津波避難を想定した避難路、避難施設の配置及び避難誘導について」より引用

あなたは避難看板を見たことがありますか？
現状の課題①



現在の避難看板の問題点
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標識の内容がわかりにくい

標識が見えにくい場所に
ある

全国統一の標識
にするべき

夜間に見えない

県統一の標識にするべき

その他

避難看板に関するヒアリング調査の結果、問題点として挙げられたのは、「夜間に見えない」
「標識が見えにくい場所にある」といった視認性の向上を求める意見と、

「全国統一の標識にすべき」「県統一の標識にすべき」「標識の内容がわかりにくい」
といったより理解のしやすい標識を求める意見が多くあげられました。
東日本大震災から約3年半、果たして被災地の避難誘導対策はどのように進んでいるのでしょうか？

②

岩手県 平成16年5月
「津波避難計画策定指針」より引用

現状の課題②



東日本大震災による津波の影響で、多くの建物はもちろん、津波避難看板も倒されてしまいました。

多くの市町村が、避難誘導対策を行いたいと考えておりますが、策定方法や手順が不
明であったり、地権の問題で思うように進められていないのが現状です。

③

震災後の避難誘導対策の現状
現状の課題③



現状の避難表示板の実態のまとめ

避難標識を見たことがなく、また、避難標識が少なく、見えにくいところにあり、
地域住民ですら、認知度は過半数となっている。

夜間時に避難表示看板が確認できない。

地権などの問題で連続的な避難表示ができていない。

看板に必要な事項が記載されていない場合や、デザインが統一されていないため、
土地勘のない人々や外国人観光客は避難先を特定できない。

全国・県統一の標識にするべき

これらの問題は行政・民間・住民問わず一人一人が取り組むことが必要です。
特に①の事項は、地域住民をはじめとして、土地勘のない人、外国人観光客が
迅速な避難を行うのに、一番大切な事項であると同時に一番難しい課題でもあります。

④

①

②

③

④

ここで現状の避難対策の問題点をまとめてみると……

東日本大震災を経験した今、従来の避難対策はもう過去のもの。
避難誘導対策は住民への周知徹底を含めて、再検証・再構築することが、今最も大切な課題です。

東日本大震災を経験した今、従来の避難対策はもう過去のもの。
避難誘導対策は住民への周知徹底を含めて、再検証・再構築することが、今最も大切な課題です。

現状の課題④

⑤



避難標識が備えるべき要素①

避難表示デザインの必要事項

避難標識の備えるべき要素と内容

上記の要素を考慮した上で、下記の5つの事項を標識デザインに盛り込む必要があります。

1.視認性……一目で表示内容を認知できること。
2.理解度……地域住民は勿論、土地勘のない人や、外国人観光客、子供など、誰でも認知、理解できること。
3.記憶度……標識が見やすい位置にあり、記憶に残り、覚えやすいこと。
4.調和度……標識デザインが美しく、自然景観に適合していること。

方向……避難場所の方向

距離……現在地から避難場所までの距離

地名……避難場所の名称

避難場所の規模……何の目的の避難先か（広域避難場所・津波避難場所など）

避難場所の位置……避難先の明示

①
②
③
④
⑤

⑤



下表は、避難に関するピクトグラムの一部をまとめたものです。設置箇所の環境によって、それぞれ避難目的に合ったデザイン
を選択することが必要となります。またピクトグラムには、ISO登録がなされた国際基準規格を用い、在留外国人への対応を考
えた英語表記を文言に加えることでより、効果的な避難表示になります。

名称 デザイン 定義
広域避難場所

Safety 
Evacuation Area

津波避難場所
TSUNAMI 

Evacuation Area

津波避難ビル
TSUNAMI Evacuation

Building

避難所

Evacuation shelter

海抜表示
Above sea level

津波注意
TSUNAMI Hazard

Zone

洪水注意

特に延燃火災から避難者の生命・身体の安全を保護するための避難先を示す際に最も多く用
いられる場合が多く、広範囲の地域から住民などが避難する場合に必要な面積（約10ha）を有

する公園緑地のオープンスペースを示す場合に使用されることが多い。

津波の届かない安全安避難場所であることを示す。尚、これは避難場所のみではなく、避難目
的地点まで主要道路に沿った避難経路を連続的に表示する目的にも使用されることが多い。

津波の届かない安全避難ビルであることを示す。尚、これは避難場所のみではなく、避難目的
地点まで主要道路に沿った避難経路を連続的に表示する目的にも使用されることが多い。

この地帯が津波による被害が想定される危険地域であることを示す。注意の言葉を記載し、津
波時の危険地域であることを知らせる。

震災時に、自宅が倒壊するなどして住居を失った人の一時的な生活の場であるとともに、自宅
での避難生活を送る人を含めた地域の人々の生活支援居拠点となる施設（体育館や校舎）を
表す標識。災害後に必要な人々の収容先。

この地点が海面からの高さを記したもの。津波災害が発生した際に、津波到達地点の目安とする。

その地域が洪水の影響を受ける可能性がある地域であることを示す。想定浸水深や実績浸水深、
洪水時に利用できる避難所など、洪水に関連する各種情報を提供していることを示す際に利用。

視認性を高める表示デザイン

避難所（目指すべき場・ゴール）

仮の生活を支えるため 命を守るため 避難するための 避難に備えるための 災害に備えるための

誘導 注意・警告・喚起 定義・学習・啓発

いざというときに迅速な避難を可能とするためには、啓発や注意も
含めた連続的な避難表示を行うことが大切です。

⑥

Flood Hazard Zone

避難標識が備えるべき要素②

安全確保行動として
の避難の考え方



視認性が高く統一された見やすい表記の使用書体に関して

標識の文字表現に使用する書体は、離れたところからの可読性や視認性を考慮し、文字の縦横の太さが均一
なゴシック系（欧文書体ではサンセリフ系）やそれに準ずる機能性の優れた書体を使用することが、適当
と言えます。また表示の維持・管理を意識すると、写真植字やパソコン等の頻繁に使用される既成書体から選択
することが有効です。

文字の組み方には、大きく横組と縦組の2つ
の基本タイプがある。横組はもっとも一般的
な組み方で、他国語との併記も容易となる。
一方縦組は、表示面の横幅を小さくしたい
場合や日本語独特の組み方を積極的に活用す
る場合が多く、読み難くなる可能性がある。
また英語を併記する際の和文との文字高の比
率は6：10を目安とするのが適当。

外国人観光客等への情報提供の観点から、必要に応じ英語等日本語以外の言語を併記することが
望ましい。その場合、必要性の高い情報のみを多言語表記するなど、表示が繁雑にならないことに留意する。

避難表示デザインの必須事項に加えて、見やすい文字との併用を行うことで、より的確な
情報伝達を可能とします。下記に文字の必要検討事項を記しております。

⑦

避難標識が備えるべき要素③

※□には、場合により、他国語を表記します。

※aは、求める視距離によって変化します。



目にとまりやすい表示の検討

立位の平均視点：高さ1,560mm
車椅子の平均視点：高さ1,175mm

対面するものを見る場合、車椅子使用者が見やすい範囲は、
立っている人よりおよそ40cmほど下がります。

このことから、立位の利用者と車椅子使用者が共通に、
見やすい範囲に掲出する際の高さは、床面からサイン表示の

中心までの距離を、双方の視点の中間である135cm程度
と考えるのが適性と言えます。

7mm以上9mm以上35mm角以上1mの場合

15mm以上20mm以上60mm角以上5mの場合

30mm以上40mm以上120mm角以上10mの場合

60mm以上80mm以上240mm角以上20mの場合

90mm以上120mm以上360mm角以上30mの場合

120mm以上160mm以上480mm角以上40mの場合

英文字高和文文字高図記号の基準枠寸法視距離

上表は、各々の視距離から判別できるために通常有効なピクトグラム・文字の大きさを示しております。
視認距離や情報量、表示面の大きさ等、さまざまな影響要因を考慮に入れ、検討する必要があります。

①視距離とピクトグラムサイズの関係

②適性な避難位置

⑧

避難標識が備えるべき要素④



●デザインや文言は、設置場所・目的に合わせて必要事項を検討し、制作致します。

●QRコードまたはARi技術を付随して、携帯電話と連携させることで避難誘導の効率をアップさせます。
その際には、各国に対応した言語の選択を可能とすることで、誰でも理解のしやすい避難表示を実現させます。

●ピクトグラムのデザインは、国際標準化したものを使い、避難認識の統一化を図ります。

●文言には、漢字以外にふりがなや外国語表記をすることで、子供や、外国人観光客でも内容が把握できるようにします。

●ピクトグラムのサイズや文字サイズは、視認性距離に合わせて適切なサイズを選択いたします。

避難標識が備えるべき要素⑤

わかりやすく統一された避難看板

⑨

広域避難場所

広域避難場所

○○○小学校

200m先左

こういきひなんばしょ

Safety Evacuation Area

○○○Elementary school

○○○しょ うがっこ う

○○○体育館

200m先左

災害時避難所
さいがいじひなんじょ

Evacuation shelter

○○○たいいくかん

○○○Gymnasium

200m先左

洪水時避難所

○○○体育館

こうずいじひなんじょ

○○○たいいくかん

Flood Evacuation shelter

○○○Gymnasium

津波危険地域

大きな地震を感じたら

○○○○に避難！

ここは海抜10m

TSUNAMI Hazard Zone

つなみきけんちいき

200m先左

津波危険地域

大きな地震を感じたら

○○○○に避難！

200m先左

TSUNAMI Hazard Zone

つなみきけんちいき

3m想定浸水深

津波避難ビル

○○○ビル

200m先左

TSUNAMI Evacuation Building

○○○ビル

○○○Building

つなみひなんびる

津波避難ビル

○○○ビル

ここは海抜3m

TSUNAMI Evacuation Building

○○○ビル

○○○Building

つなみひなんびる

200m先左

津波避難ビル

○○○ビル

TSUNAMI Evacuation Building

○○○ビル

○○○Building

つなみひなんびる

3m想定浸水深

200m先左

津波避難場所

○○○小学校

200m先左

○○○Elementary school

つなみひなんばしょ

○○○しょ うがっこう

TSUNAMI Evacuation Area

ここは海抜10m

津波避難場所

○○○小学校

200m先左

ここは海抜10m

つなみひなんばしょ

○○○Elementary school

○○○しょ うがっこ う

TSUNAMI Evacuation Area
津波避難場所

○○○小学校

つなみひなんばしょ

○○○Elementary school

○○○しょ うがっこ う

ここは海抜3m

200m先右

TSUNAMI Evacuation Area
津波避難場所

○○○小学校

200m先左

つなみひなんばしょ

○○○Elementary school

○○○しょ うがっこう

3m想定浸水深

TSUNAMI Evacuation Area

災害時避難所

津波避難場所

津波避難ビル

洪水時避難場所津波避難場所（海抜表示入り）

津波避難ビル（海抜表示入り） 津波危険注意

ここは海抜10m

津波避難場所

○○○小学校

200m先左

ここは海抜10m

つなみひなんばしょ

○○○Elementary school

○○○しょ うがっこ う

TSUNAMI Evacuation Area



東北NTSからの提案

迅速な避難を可能とするためには、目的地まで迷わず移動できる連続的な避難誘導が不可欠です。
そこで弊社では連続した避難誘導サインを提案させていただきます。

②避難経路マップ

フェイルセールとしてのPR効果に繋がる。
（災害が起こった際に最小限に留める工夫）

⑩

利用者から一番近い避難場所の
方向又は、位置のイメージを避
難経路マップより把握します。

避難経路マップで、確認したご
自身の位置から、避難場所まで
スムーズに誘導します。



□電柱・電信柱を活用した「蓄光避難誘導看板」
日常生活で絶えず人目につく電柱・電信柱に掲示する「蓄光避難誘導看板」は、継続的な防災啓発を促し、夜間停電時の
避難場所誘導に役立ちます。

電柱・電信柱は約20～30m置きに立てられている
ため、連続的な表示が可能。

絶えず人目につき、継続的な防災啓発が図れる。

歩行者の目線の高さに取付可能なため、視認性が高い。

青緑色蓄光の長残光を活かすことで、夜間停電
時にも視認が可能。

デザインは、国際規格・JIS規格化されたものを
利用することで、認識の統一化を図れる。

見知らぬ土地でも、避難看板を頼りに避難誘導
土地勘のない人や外国人観光客等の避難場所まで迅速な避難に役立ちます。

避難経路・避難場所の認知
継続的な防災啓発により、人的災害を最小限に留める。

連続的な
避難誘導が可能

歩行者に向けた
視認性の向上

夜間停電時の
避難補助の向上

全国・全世界の
統一された標識

誘導表示の
認知度の向上

効果
暗闇時イメージ

通常時イメージ

1

2

3

4

5

◆それぞれの製品の基材は亜鉛
めっき鋼板を使用いたします。

東北NTSからの提案①

⑪

●電柱用蓄光避難誘導看板の設置までの流れ

避難場所調査
設置電柱調査

デザイン決定
行政許可へ申請

屋外広告物法
道路占用許可申請

ＮＴＴ･電力会社
へ申請

看板制作
看板取付け

※市町村での申請であれば、道路占用料・屋外広告料・避難看板添料は発生しません。



□広域避難場所への「蓄光避難経路マップ」のご提案

事例：盛岡市の場合は自社敷地内であれば屋外広告物扱いにはなりませんので広告費は一切かかりません。

◆ご注文の際には、受注シートを送らせて頂きます。お客様には避難経路の原稿並びに掲載したい場所の写真の準備をお願いします。

◆広域避難経路マップは設置環境に合わせて『壁面タイプ』『野立て看板タイプ』の選択ができます。どちらのタイプもお客様での取り付けが可能です。

◆サイズは、Ａ2判(594mm×420mm)を基準に、お客様の御要望するサイズでの製作が可能です。

壁面タイプイメージ 野立て看板タイプイメージ

暗闇時イメージ通常時イメージ 暗闇時イメージ通常時イメージ

※壁面タイプは、取り付けするための両面タックがついております。
※野立てタイプは、取り付けするための杭が2本ついております。

⑫

東北NTSからの提案②

みなさんは災害が発生した時の避難場所を知っていますか？
避難経路マップは平常時には、避難経路の確認や防災に対する啓発として災害時には、地域住民はもちろん観光客など土地勘のな
い人々にとって避難所特定の大切な情報源となります。大切な地域で暮らす人々の安全・安心を高めるために防災活動の一環として、
蓄光避難経路マップの導入がお役に立ちます。



暗闇時イメージ

通常時イメージ

東京公園

東京公園

蓄光材
の特長

ハイブリット
タイプ
の特長

□避難場所への「蓄光避難場所看板」のご提案

⑬

東北NTSからの提案③

昼間では通常の看板と何ら
変わりませんが夜の暗がり
では青緑色に発光し、デザ
インや文字がはっきり見え
迅速な避難を可能とします。

蓄光部分が暗闇で発光、再
帰性反射部分が光に反射。
暗がりでの安全性をさらに
高める、2つ機能を兼ね備え

た避難看板です。

避難場所看板は建物の壁面等に、遠方からでも視認できるよう大きく表示し、ここが避難場所であることを知らせ
ます。下地には「青緑発光の蓄光アルミ板」、表示デザインには「通常印刷タイプ」と「超高輝度再帰性反射材タイ
プ」をご用意しております。蓄光アルミ板は、輝度・耐久性ともに最も優れておりますので如何なる場合でも視認が
必要な屋外避難看板としての使用が最適です。



東北NTSからの提案④
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