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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トンネル長手方向に所定間隔で設置された複数の消火栓装置と、
　前記複数の消火栓装置毎に配置され、前記消火栓装置の前を通過する車両を検出する車
両センサと、
　トンネル長手方向に配置された一対の前記車両センサの検出信号に基づいて、通過する
車両の少なくとも台数及び車速を含む車両情報を測定する測定部と、
　前記測定部で測定された前記車両情報に基づいてトンネル内の車両交通状態を判断して
報知する交通判断部と、
を備え、
　前記測定部は、前記消火栓装置の設置場所毎の車速に基づいて単位時間当りの平均車速
を求め、前記平均車速を求める前記単位時間内に車両の通過がない場合は、その前の単位
時間内に求めた平均車速を保持することを特徴とするトンネル内交通流監視システム。
【請求項２】
　トンネル長手方向に所定間隔で設置された複数の消火栓装置と、
　前記複数の消火栓装置毎に配置され、前記消火栓装置の前を通過する車両を検出する車
両センサと、
　トンネル長手方向に配置された一対の前記車両センサの検出信号に基づいて、通過する
車両の少なくとも台数及び車速を含む車両情報を測定する測定部と、
　前記測定部で測定された前記車両情報に基づいてトンネル内の車両交通状態を判断して
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報知する交通判断部と、
を備え、
　前記交通判断部は、トンネル内を通行中の車両が停止した場合に予想される所定の車両
停止間隔と前記消火栓装置の設置間隔との最小公倍数となる設置間隔で位置する停止車両
監視用の消火栓装置を設定し、前記停止車両監視用の消火栓装置に対応した車両情報に基
づいて、トンネル内の停止車両を判断して報知することを特徴とするトンネル内交通流監
視システム。
【請求項３】
　請求項１又は２記載のトンネル内交通流監視システムに於いて、
　前記車両センサは、前記消火栓装置のトンネル長手方向となる左右近傍に一対が配置さ
れ、
　前記測定部は、前記消火栓装置毎に配置された一対の前記車両センサの検出信号に基づ
いて、通過する車両の車両情報を測定することを特徴とするトンネル内交通流監視システ
ム。
【請求項４】
　請求項１又は２記載のトンネル内交通流監視システムに於いて、
　前記車両センサは、前記消火栓装置毎に配置され、
　前記測定部は、トンネル長手方向と隣接する前記消火栓装置に配置された一対の前記車
両センサの検出信号に基づいて、通過する車両の車両情報を測定することを特徴とするト
ンネル内交通流監視システム。
【請求項５】
　請求項１又は２記載のトンネル内交通流監視システムに於いて、
　前記車両センサは、磁気センサ、超音波センサ又は赤外線センサであることを特徴とす
るトンネル内交通流監視システム。
【請求項６】
　請求項１記載のトンネル内交通流監視システムに於いて、
　前記交通判断部は、前記測定部で求めた平均車速に基づいて、トンネル内における前記
平均車速の分布を報知することを特徴とするトンネル内交通流監視システム。
【請求項７】
　請求項２記載のトンネル内交通流監視システムに於いて、
　前記測定部は、前記消火栓装置の設置場所毎の車速に基づいて単位時間当りの平均車速
を求め、
　前記交通判断部は、前記測定部で求めた平均車速に基づいて、トンネル内における前記
平均車速の分布を報知することを特徴とするトンネル内交通流監視システム。
【請求項８】
　請求項７記載のトンネル内交通流監視システムに於いて、
　前記測定部は、前記平均車速を求める前記単位時間内に車両の通過がない場合は、その
前の単位時間内に求めた平均車速を保持することを特徴とするトンネル内交通流監視シス
テム。
【請求項９】
　請求項１又は２記載のトンネル内交通流監視システムに於いて、前記交通判断部は、ト
ンネル全長に対応して渋滞が発生する所定の閾値台数を設定し、前記測定部で測定された
前記車両情報から求めたトンネル内を通行している車両台数が前記閾値台数以上となった
場合に、渋滞発生を予想して報知することを特徴とするトンネル内交通流監視システム。
【請求項１０】
　請求項１又は２記載のトンネル内交通流監視システムに於いて、
　前記交通判断部は、
　トンネル内を前記消火栓装置の設置間隔の倍数の長さとなる複数の渋滞監視区間に分割
すると共に、前記渋滞監視区間の長さに対応して渋滞が発生する所定区間の閾値台数を設
定し、
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　前記測定部で測定された前記車両情報から求めた前記渋滞監視区間内を通行している車
両台数が前記所定区間の閾値台数以上となった場合に、渋滞発生を予想して前記渋滞監視
区間単位に報知することを特徴とするトンネル内交通流監視システム。
【請求項１１】
　請求項９又は１０記載のトンネル内交通流監視システムに於いて、前記閾値台数は、１
キロメートルの区間に２５台以上の車両が存在した場合に渋滞が発生する、とした所定の
渋滞発生基準に基づいて設定されたことを特徴とするトンネル内交通流監視システム。
【請求項１２】
　請求項１又は２記載のトンネル内交通流監視システムに於いて、前記交通判断部は、前
記測定部で測定された前記車両情報に基づいてトンネル内での車両の停止を判断して報知
させることを特徴とするトンネル内交通流監視システム。
【請求項１３】
　請求項１２記載のトンネル内交通流監視システムに於いて、前記交通判断部は、トンネ
ル内を通行中の車両が停止した場合に予想される所定の車両停止間隔と前記消火栓装置の
設置間隔との最小公倍数となる設置間隔で位置する停止車両監視用の消火栓装置を設定し
、前記停止車両監視用の消火栓装置に対応した車両情報に基づいて、トンネル内の停止車
両を判断して報知することを特徴とするトンネル内交通流監視システム。
【請求項１４】
　請求項２又は１３記載のトンネル内交通流監視システムに於いて、前記交通判断部は、
前記停止車両監視用の消火栓装置に設けられた前記車両センサから所定時間を超えて車両
検出信号が継続的に出力されている場合に車両停止と判断することを特徴とするトンネル
内交通流監視システム。
【請求項１５】
　請求項１又は２記載のトンネル内交通流監視システムに於いて、
　前記測定部は、前記車両センサの検出信号から通過車両の車長を測定し、
　前記交通判断部は、前記測定部で測定された前記車長に基づき通過車両の大きさを複数
種類に分類し、分類した車両の種類毎に通過台数を求めて報知することを特徴とするトン
ネル内交通流監視システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、トンネル内に設置された消火栓装置に車両センサを設けてトンネル内の車両
通行状態を監視するトンネル内交通流監視システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、高速道路における渋滞現象は、「時速４０キロメートル以下で１キロメートルの
車列の延長が１５分以上継続した状態」と定義されており、高速道路の渋滞状態を把握す
るために、磁気センサや超音波センサを約２キロメートル毎に道路に埋め込んだトラフィ
ックカウンターで車両の台数、車速及び車長を測定している。
【０００３】
　一方、高速道路のトンネル内での渋滞状態の把握は、トンネル坑口に設けられたカメラ
で台数を確認することで行っている。このようなトンネル内での渋滞現象は、トンネルに
入るまで明るい道路を走行していて、暗いトンネルに入ると一瞬目がくらむため、人が危
険を感じてしまい、車の速度を落としてしまうため、トンネルに入ったところで渋滞が発
生する要因となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２８８６７３号公報
【特許文献２】特開２００９－２７９２９４号公報
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【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、このような従来のトンネル内での渋滞状態の把握は、トンネル坑口に設
けられたカメラで台数を確認してトンネルに入った付近の渋滞状況を把握しているだけで
あり、特に非常用設備の作動時は、トンネル全長に亘る渋滞状況を精度よく把握すること
が求められている。
【０００６】
　この問題を解決するためトンネル内についても、磁気センサや超音波センサを約２キロ
メートル毎に道路に埋め込んだトラフィックカウンターで車両の台数、車速及び車長を測
定することも考えられるが、トラフィックカウンターの設置間隔が長すぎるため、トンネ
ル内における渋滞状況を精度よく把握することは困難である。
【０００７】
　また、トンネル内で火災を伴う車両事故が発生した場合には、トンネル内における車両
状態の把握が避難誘導や消防活動のために重要になるが、有効な手段が講じられていない
。
【０００８】
　本発明は、トンネル内に所定間隔で設置された消火栓装置等の機器を利用して車両セン
サを設置することにより、トンネル内の車両の通行状態を精度よく把握して必要な対処を
可能とするトンネル内車両交通流監視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】
【０００９】
（トンネル内交通流監視システム）
　本発明は、トンネル内交通流監視システムに於いて、
　トンネル長手方向に所定間隔で設置され、筐体内に収納されたノズル付きのホースを引
き出して消火する複数の消火栓装置と、
　複数の消火栓装置毎に配置され、消火栓装置の前を通過する車両を検出する車両センサ
と、
　トンネル長手方向に配置された一対の車両センサの検出信号に基づいて、通過する車両
の少なくとも台数及び車速を含む車両情報を測定する測定部と、
　測定部で測定された車両情報に基づいてトンネル内の車両交通状態を判断して報知する
交通判断部と、
が設けられたことを特徴とする。
【００１０】
　（消火栓装置に設置した一対の車両センサによる測定）
　消火栓装置のトンネル長手方向となる左右近傍に一対の車両センサが配置され、
　測定部は、消火栓装置毎に配置された一対の車両センサの検出信号に基づいて、通過す
る車両の車両情報を測定する。
【００１１】
　（隣接する消火栓装置に設置した一対の車両センサによる測定）
　消火栓装置毎に車両センサが配置され、
　測定部は、トンネル長手方向に隣接する消火栓装置に配置された一対の車両センサの検
出信号に基づいて、通過する車両の車両情報を測定する。
【００１２】
　（車両センサ）
　車両センサとして、磁気センサ、超音波センサ又は赤外線センサが設けられる。
【００１３】
　（トンネル内の平均車速分布）
　交通判断部は、消火栓装置の設置場所毎の車速に基づいて単位時間当りの平均車速を求
め、トンネル内における平均車速の分布を報知させる。
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【００１４】
　（通過車両がない場合の平均車速）
　測定部は、平均車速を求める前記単位時間内に車両の通過がない場合は、その前の単位
時間内に求めた平均車速を保持させる。
【００１５】
　（トンネル内の渋滞監視）
　交通判断部は、トンネル全長に対応して渋滞が発生する所定の閾値台数を設定し、測定
部で測定された車両情報から求めたトンネル内を通行している車両台数が閾値台数以上と
なった場合に、渋滞発生を予想して報知させる。
【００１６】
　（トンネル内を区間分割した渋滞監視）
　交通判断部は、
　トンネル内を前記消火栓装置の設置間隔の倍数の長さとなる複数の渋滞監視区間に分割
すると共に、渋滞監視区間の長さに対応して渋滞が発生する所定区間の閾値台数を設定し
、
　測定部で測定された車両情報から求めた渋滞監視区間内を通行している車両台数が所定
区間の閾値台数以上となった場合に、渋滞発生を予想して渋滞監視区間単位に報知させる
。
【００１７】
　（渋滞発生基準）
　閾値台数は、１キロメートルの区間に２５台以上の車両が存在した場合に渋滞が発生す
る、とした所定の渋滞発生基準に基づいて設定される。
【００１８】
　（車両の停止監視）
　交通判断部は、車両情報に基づいてトンネル内での車両の停止を判断して報知させる。
【００１９】
　（車両の停止監視）
　交通判断部は、トンネル内を通行中の車両が停止した場合に予想される所定の車両停止
間隔と消火栓装置の設置間隔との最小公倍数となる設置間隔で位置する停止車両監視用の
消火栓装置を設定し、停止車両監視用の消火栓装置に対応した車両情報に基づいて、トン
ネル内の停止車両を判断して報知させる。
【００２０】
　（車両の停止監視）
　交通判断部は、停止車両監視用の消火栓装置に設けられた車両センサから所定時間を超
えて車両検出信号が継続的に出力されている場合に車両停止と判断する。
【００２１】
　（車長測定と車種別の通過台数）
　測定部は、車両センサの検出信号から通過車両の車長を測定し、
　交通判断部は、車長に基づき通過車両の大きさを複数種類に分類し、分類した車両の種
類毎に通過台数を求めて報知させる。
【発明の効果】
【００２２】
　（基本的な効果）
　本発明は、トンネル長手方向に所定間隔で設置され、筐体内に収納されたノズル付きの
ホースを引き出して消火する複数の消火栓装置と、複数の消火栓装置毎に配置され、消火
栓装置の前を通過する車両を検出する車両センサと、トンネル長手方向に配置された一対
の車両センサの検出信号に基づいて、通過する車両の少なくとも台数及び車速を含む車両
情報を測定する測定部と、測定部で測定された車両情報に基づいてトンネル内の車両交通
状態を判断して報知する交通判断部とが設けられたため、トンネル内には例えば５０メー
トル間隔で消火栓装置が設置されており、消火栓装置の配置間隔となる５０メートル間隔
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といった高い精度で車両の台数及び車速を測定することができ、車両情報の測定精度が格
段に高められることで、渋滞状態を含むトンネル内の車両交通状態を高い精度で把握可能
とする。
【００２３】
　また、車両センサを従来のトラフィックカウンターのようにトンネル内の道路に埋め込
む必要がなく、消火栓装置の筐体前面の空きスペースを利用して簡単に設置することがで
き、また、消火栓装置の筐体の幅は一対の車両センサの配置間隔としても好適であり、車
両センサ専用の設置場所や設置スペースをトンネル内に確保する必要がなく、センサ筐体
も不要であることから、設置が容易でコストも安価で実現可能とする。この点は、トンネ
ル内に所定間隔で設置されている照明装置、消火器箱、トンネル火災検知器等の消火栓装
置以外の機器に車速センサを設置した場合も同様となる。
【００２４】
　（消火栓装置に設置した一対の車両センサによる測定の効果）
　また、消火栓装置のトンネル長手方向となる左右近傍に一対の車両センサが配置され、
測定部は、消火栓装置毎に配置された一対の車両センサの検出信号に基づいて、通過する
車両の車両情報を測定するようにしたため、消火栓装置の筐体はトンネル長手方向の幅が
１．８メートル程度であり、筐体の左右両側に一対の車両センサが配置されることで、消
火栓装置の前の１．８メートル程度の区間を通過する車両の台数及び車速を高精度で測定
可能とする。また、一対の車両センサの設置間隔が車両の長さに対し短いことから、一対
の車両センサの検出信号と測定された車速から車両の長さを求めることができる。
【００２５】
　（隣接する消火栓装置に設置した一対の車両センサによる測定）
　また、消火栓装置毎に車両センサが配置され、測定部は、トンネル長手方向に隣接する
消火栓装置に配置された一対の車両センサの検出信号に基づいて、通過する車両の車両情
報を測定するようにしたため、消火栓装置の配置間隔となる５０メートルの区画を通過す
る車両の台数及び速度を高精度で測定可能とする。この場合に測定される車速は、消火栓
装置の設置間隔で決まる５０メートル区間の平均速度となる。
【００２６】
　（車両センサ）
　また、車両センサとして、磁気センサ、超音波センサ又は赤外線センサが設けられ、何
れも消火栓装置の筐体前面に道路に向けて設置することで、通過車両を確実に検出するこ
とができる。
【００２７】
　（トンネル内の平均車速分布による効果）
　また、交通判断部は、消火栓装置の設置場所毎の車速に基づいて単位時間当りの平均車
速を求め、トンネル内における平均車速の分布を報知させるようにしたため、例えば、監
視センター等の表示装置に、消火栓装置の設置間隔で決まる例えば５０メートル間隔毎の
平均車速の分布がリアルタイムで表示でき、この平均車速のトンネル内分布を監視するこ
とで、トンネル全体としての車両の通行状態を高い精度で把握可能とする。
【００２８】
　例えば、平均車速のトンネル内分布が制限速度となる例えば時速８０キロメートル付近
に分布している場合は、渋滞を起こすことなく順調に車両の通行が行われていることが判
断できる。また、トンネル内を大型トレーラ等の特殊車両が低速で走行している場合には
、低速車両の存在位置及びその後方の平均車速が例えば時速６０キロメートル付近にあり
、これが時間の経過と共にトンネル出口側に移動していく変化となり、トンネル内の低速
車両の通行状態が高い精度で把握可能となる。
【００２９】
　また、トンネル内の特定位置で渋滞が発生した場合には、渋滞発生部分及びその後方の
平均車速が時速４０キロメートル以下に低下した平均車速の分布となり、この渋滞分布が
時間の経過と共にトンネル出口側に移動していく変化となり、トンネル内の渋滞状態が高
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い精度で把握可能となる。
【００３０】
　また、トンネル内の渋滞が解消していく場合には、時速４０キロメートル以下で渋滞を
示す平均車速となっていた先頭部分から後方に向けて平均車速がそれ以上の平均車速に回
復して行く時間的変化となり、トンネル内の渋滞解消状態が高い精度で把握可能となる。
【００３１】
　更に、トンネル内で車両事故が発生した場合、又は、火災を伴う車両事故が発生した場
所、事故発生場所から後方の車両は停止して平均車速は時速ゼロキロメートルの車速分布
となり、車両事故が発生した場合のトンネル内の車両状態を高い精度で把握できる。
【００３２】
　（通過車両がない場合の平均車速による効果）
　また、測定部は、平均車速を求める前記単位時間内に車両の通過がない場合は、その前
の単位時間内に求めた平均車速を保持させるようにしたため、トンネル内での事故発生し
、事故発生場所の後方の時速ゼロキロメートルとなる車両停止を示す平均車速の分布とな
り、これに対し事故発生場所の前方の車両が全てトンネル内がら出て平均車速が求められ
なくなった場合にも、事故発生場所の前方の平均車速は最後に求められた平均車速を維持
しており、事故発生場所の後方の時速ゼロキロメートルとなる車両停止を示す平均車速分
布と区別できる。
【００３３】
　（トンネル内の渋滞監視による効果）
　また、交通判断部は、トンネル全長に対応して渋滞が発生する所定の閾値台数を設定し
、測定部で測定された車両情報から求めたトンネル内を通行している車両の台数が閾値台
数以上となった場合に、渋滞発生を予想して報知させるようにしたため、トンネル入口に
最も近い消火栓装置の車両センサに基づき求めた通過台数から、トンネル出口に最も近い
消火栓装置の車両センサに基づき求めた通過台数を差し引くことで、現在のトンネル内を
通行している車両台数が求まり、これが所定の閾値台数以上の場合にトンネル全体として
の渋滞発生を予測して報知が可能となる。
【００３４】
　（トンネル内を区間分割した渋滞監視による効果）
　また、交通判断部は、トンネル内を消火栓装置の設置間隔の倍数の長さとなる複数の渋
滞監視区間に分割すると共に、渋滞監視区間の長さに対応して渋滞が発生する所定区間の
閾値台数を設定し、測定部で測定された車両情報から求めた渋滞監視区間内を通行してい
る車両の台数が所定区間の閾値台数以上となった場合に、渋滞発生を予想して渋滞監視区
間単位に報知させるようにしたため、例えば車両センサが設置された消火栓装置の配置間
隔は５０メートルであることから、例えばトンネル全長が１０００メートルとすると、ト
ンネル内を例えば２００メートルの渋滞監視区間に分け、渋滞監視区間毎に、区間入口の
消火栓装置に設けた車両センサに基づき求めた通過台数から、区間出口の消火栓装置に設
けた車両センサに基づき求めた通過台数を差し引くことで、現在の渋滞監視区間内を通行
している車両の台数が求まり、これが所定の渋滞監視区画の閾値台数以上の場合に区間内
の渋滞発生を予測して報知が可能となり、トンネル内における渋滞状態を高い精度で把握
可能とする。
【００３５】
　（渋滞発生基準による効果）
　トンネル全体又はトンネル内の渋滞監視区間の渋滞を判断するための渋滞閾値は、１キ
ロメートルの区間に２５台以上の車両が存在した場合に渋滞が発生する、とした所定の渋
滞発生基準に基づいて設定されたため、この渋滞閾値は、セルオートマトン法による交通
流モデルのシミュレーションから求められた値であり、従来の微分方程式を出発点とした
アプローチでは予測困難な渋滞現象を正確に予測することを可能とする。
【００３６】
　（車両の停止監視による効果）



(8) JP 6983632 B2 2021.12.17

10

20

30

40

50

　また、交通判断部は、車両情報に基づいてトンネル内での車両の停止を判断して報知さ
せるようにしたため、火災を伴う車両事故の発生によりトンネル内に停止している車両の
状態が高い精度で把握可能となり、避難誘導や消防活動等の対処がより適切に行うことを
可能とする。
【００３７】
　（車両の停止判断による効果）
　また、交通判断部は、トンネル内を通行中の車両が停止した場合に予想される所定の車
両停止間隔と消火栓装置の設置間隔との最小公倍数となる設置間隔で位置する停止車両監
視用の消火栓装置を設定し、停止車両監視用の消火栓装置に対応した車両情報に基づいて
、トンネル内の停止車両を判断して報知させるようにしたため、例えば、車両が停止した
場合に予想される停止車両間隔は例えば１５メートルであり、消火栓装置の設置間隔は５
０メートルであることから、両者の最小公倍数は１５０メートルとなり、１５０メートル
間隔となる消火栓装置を車両停止監視用としてその車両センサに基づいて停止車両の存在
を正確に把握可能とする。
【００３８】
　この場合、交通判断部は、停止車両監視用の消火栓装置に設けられた車両センサから所
定時間を超えて車両検出信号が継続的に出力されている場合に車両停止と判断することで
、消火栓装置の前に停止している車両を高い精度で把握可能とする。
【００３９】
　（車長測定と車種別の通過台数による効果）
　また、測定部は、車両センサの検出信号から通過車両の車長を測定し、交通判断部は、
測定部で測定された車長に基づき通過車両の大きさを複数種類に分類し、分類した車両の
種類毎に通過台数を求めて報知させるようにしたため、消火栓装置に設けられた車両セン
サを利用して、トンネルを通過する車両の台数を、例えば、大型車、中型車、小型車に分
けて測定することができ、トンネル内交通量の更に詳しい解析を可能とする。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】トンネル内に設置した消火栓装置を含むトンネル非常用設備を示した説明図
【図２】車両センサが設けられた消火栓装置を正面から示した説明図
【図３】図２について消火栓扉を外して本体内部構造を示した説明図
【図４】防災受信盤により監視制御を行う消火栓装置を備えたトンネル用非常設備の概略
を示した説明図
【図５】図４の防災受信盤と消火栓制御装置の機能構成を示したブロック図
【図６】車両センサの検出信号を示したタイムチャート
【図７】通常走行状態と低速車両走行状態におけるトンネル内の平均車速分布を示した説
明図
【図８】渋滞発生状態と車両停止状態におけるトンネル内の平均車速分布を示した説明図
【発明を実施するための形態】
【００４１】
［トンネル非常用設備の概要］
　図１は自動車専用道路のトンネル内に設置された消火栓装置を含むトンネル非常用設備
を示した説明図である。図１に示すように、トンネル１００内は蒲鉾形のトンネル壁面１
０２により覆われ、底部には道路１０４が設けられており、この例にあっては、道路１０
４は１方向２車線としている。
【００４２】
　道路１０４の左側のトンネル壁面１０２に沿って監視員通路１０６が設けられ、監視員
通路１０６の下側の内部空間はダクトとして利用され、電線管や給水本管１０８が敷設さ
れている。
【００４３】
　トンネル１００の長手方向の５０メートルおきには、消火栓装置１０が設置されている
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。消火栓装置１０はノズル付きホースを収納しており、火災時には、消火栓扉を開放して
ノズル付きホースの引き出すことにより消火作業を可能とする。
【００４４】
　消火栓装置１０の前面上部両側には車両センサ６０，６２が設置されており、消火栓装
置１０の前方の道路１０４における手前の車線を通過する車両を検出している。トンネル
１００は手前が入口側、前方が出口側であり、車両センサ６０，６２は道路１０４を通行
する車両の信号方向に対し車両センサ６０及び車両センサ６２の順に設置されている。
【００４５】
　［消火栓装置の概要］
　図２は車両センサが設けられた消火栓装置を正面から示した説明図、図３は図２につい
て消火栓扉を外して本体内部構造を示した説明図である。
【００４６】
　（外部構造の概略）
　図２に示すように、消火栓装置１０は、消火栓側と消火器側の筐体１２に分割された構
造であり、前面に分割した化粧板１４ａ，１４ｂが各々装着され、筐体１２に対し必要な
機器及び部材が組付けられた後に連結固定され、この状態でトンネル現場に搬入して架台
１１上に設置されている。
【００４７】
　右側の化粧板１４ａの扉開口部１６は上下に分割され、下側扉開口部に消火栓扉１８が
配置され、上側扉開口部に保守扉２２が配置されている。
【００４８】
　消火栓扉１８は、下側のヒンジを中心に下向きに開閉自在に設けられ、扉ロック機構に
より閉止位置に閉じられている。消火栓扉１８は、ハンドル２０を手前に引いて扉ロック
機構のロックを外すことで前方に開くことができる。
【００４９】
　消火栓扉１８の上に設けた保守扉２２は、扉ロック機構により閉止位置に閉じられてお
り、点検時に消火栓扉１８を開いて内側のロックを外すことで上側のヒンジを中心に上向
きに開くことができる。
【００５０】
　扉開口部１６の左側には通報装置扉２４が設けられ、ここに赤色表示灯２６、手動通報
装置として機能する発信機２８及び応答ランプ３０が設けられ、また通報装置扉２４の内
側には電話ジャックが設けられている。
【００５１】
　赤色表示灯２６は常時点灯し、消火栓装置１０の設置場所が遠方から分かるようにして
いる。火災時には、発信機２８を押して押し釦スイッチをオンすると、火災通報信号が監
視センターの防災受信盤に送信されて火災警報が出され、これに伴い応答信号が防災受信
盤から送られて、応答ランプ３０が点灯され、赤色表示灯２６が点滅される。
【００５２】
　通報装置扉２４の左側には開放可能な消火器扉３２が設けられ、例えば２本の消火器が
収納されている。消火器扉３２にはハンドル３４が設けられ、ハンドル３４を手前に引く
とラッチが外れて消火器扉３２を左側に開くことができる。また、消火器扉３２の下側に
は覗き窓３５が設けられ、外部から消火器の収納状態の有無を確認可能としている。
【００５３】
　消火栓装置１０には車両センサ６０，６２が設置されている。車両センサ６０，６２は
保守扉２２の開閉を妨げることのない上部左右の化粧板１４ａの部分に固定設置されてい
る。
【００５４】
　消火栓装置１０の消火栓側となる化粧板１４ａは例えば１．１メートル程度の横幅があ
り、車両センサ６０，６２の設置間隔は１．０メートル程度に設定される。車両センサ６
０，６２は消火栓装置１０の前の道路（手前の車線）を通過する車両に対し、まず車両セ
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ンサ６０が通過車両を検出し、続いて、車両センサ６２が同じ通過車両を検出する。
【００５５】
　なお、車両センサ６０は、消火器扉３２の開閉を妨げることのない上部左端の化粧板１
４ｂの部分に設置しても良い。
【００５６】
　（内部構造の概略）
　図３に示すように、筐体１２の略中央にはホース収納空間３６が形成され、その右側に
バルブ類収納空間３８が形成されている。
【００５７】
　ホース収納空間３６には、フレームパイプにより構成されたホースバケット４０が設け
られる。ホースバケット４０には、複数本のフレームパイプが縦横に配置され、中央下側
に矩形のホース取出口４２が仕切り形成されている。
【００５８】
　ホースバケット４０及び筐体内壁で囲まれたホース収納空間３６にはホース４４が内巻
きして収納されている。ここで、ホース収納空間３６へのホース４４の巻き込みは、扉開
口部１６から見て右巻きとなるようにホース４４を巻き込んでいる。
【００５９】
　ホース４４の先端にはノズル４６が装着され、ノズル４６は放水部とハンドルから構成
されており、ホースバケット４０の右端に設けたノズルホルダ４８に着脱自在に保持され
ている。
【００６０】
　ホース収納空間３６の右側に形成したバルブ類収納空間３８には、ポンプ設備からの配
管が接続される消火栓接続口５２からホース４４に至る配管系統に、給水弁５０、消火栓
弁開閉レバー５４ａを備えた消火栓弁、自動調圧弁、自動排水弁、及びメンテナンス装置
５８が設けられている。
【００６１】
　保守扉２２は保守点検以外に、火災時に消防隊により開放され、給水弁５０とポンプ起
動スイッチ９６を露出させることで、給水栓に消防ホースを連結して給水弁５０を開き、
ポンプ起動スイッチ９６を操作することで消火ポンプ設備を遠隔起動して消火用水を供給
させる。
【００６２】
　［トンネル非常用設備の概要］
　図４は防災受信盤により監視制御を行う消火栓装置を備えたトンネル用非常設備の概略
を示した説明図である。
【００６３】
　図４に示すように、トンネル１００の内部には、トンネル長手方向に、車両センサ６０
，６２が設けられた消火栓装置１０が５０メートル間隔で設置されている。
【００６４】
　また、トンネル１００内には、消火栓装置１０以外の非常用設備として、火災による炎
を検知するため火災検知器が所定間隔で設けられ、火災通報のために手動通報装置や非常
電話が設けられ、更にトンネル躯体やダクト内を火災から防護するために水噴霧ヘッドか
ら消火用水を散水させる水噴霧などが設置されるが、図示を省略している。
【００６５】
　監視センター等には防災受信盤７０が設置されており、防災受信盤７０からはトンネル
１００に対し伝送路７２が引き出され、トンネル１００内に設置された消火栓装置１０が
接続されている。伝送路７２はＦＴＴＨ等の光ファイバー伝送路や同軸伝送路が使用され
、例えばＩＰパケット等を用いたデジタル伝送が行われる。
【００６６】
　また、防災受信盤７０に対しては、消火ポンプ設備７４、ダクト用の冷却ポンプ設備７
６、換気設備７８、警報表示板設備８０、ラジオ再放送設備８２、テレビ監視設備８４、
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照明設備８６及びＩＧ子局設備８８等が設けられており、ＩＧ子局設備８８がデータ伝送
回線で接続される点を除き、それ以外の設備はＰ型信号回線により防災受信盤７０に個別
に接続されている。
【００６７】
　ここで、換気設備７８は、トンネル内の天井側に設置されているジェットファンの運転
による高い吹き出し風速によってトンネル内の空気にエネルギーを与えて、トンネル長手
方向に換気の流れを起こす設備である。
【００６８】
　警報表示板設備８０は、トンネル内の利用者に対して、トンネル内の異常を、電光表示
板に表示して知らせる設備である。ラジオ再放送設備８２は、トンネル内で運転者等が道
路管理者からの情報を受信できるようにするための設備である。テレビ監視設備８４は、
火災の規模や位置を確認したり、水噴霧設備の作動、避難誘導を行う場合のトンネル内の
状況を把握するための設備である。
【００６９】
　照明設備８６はトンネル内の照明機器を駆動して管理する設備である。更に、ＩＧ子局
設備８８は、防災受信盤７０と外部に設けた上位設備である遠方監視制御設備９０とをネ
ットワーク９２を経由して結ぶ通信設備である。
【００７０】
　［トンネル交通流監視システム］
　図５は図２の防災受信盤と消火栓制御装置の機能構成を示したブロック図であり、トン
ネル交通流監視システムとしての機能を備える。
【００７１】
　（消火栓装置の制御機構）
　図５に示すように、消火栓装置１０には、消火栓制御部１２６と伝送部１２８が設けら
れる。伝送部１２８は防災受信盤７０との間でＩＰパケットの送受信を行う。このため伝
送部１２８には固有のＩＰアドレスが設定されている。
【００７２】
　消火栓制御部１２６は例えばプログラムの実行により実現される機能であり、ハードウ
ェアとしては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等を使用
する。
【００７３】
　消火栓制御部１２６に対しては、車両センサ６０，６２、赤色表示灯２６、発信機２８
、応答ランプ３０、消火栓開放検出スイッチ９４及びポンプ起動スイッチ９６が接続され
る。
【００７４】
　消火栓制御部１２６は、発信機２８の操作による信号を入力すると、伝送部１２８に指
示して防災受信盤７０に火災通報信号を送信させる制御を行う。
【００７５】
　また、消火栓装置１０からの火災通報信号を受信した防災受信盤７０は火災警報を出力
させると共に応答確認信号を送信してくることから、消火栓制御部１２６は防災受信盤７
０からの確認応答信号を受信して応答ランプ３０を点灯させ、赤色表示灯２６を点滅させ
る制御を行う。
【００７６】
　また、消火栓制御部１２６は、消火栓開放検出スイッチ９４のオン又はポンプ起動スイ
ッチ９６のオン操作による信号を入力すると、伝送部１２８に指示して防災受信盤７０に
ポンプ起動信号を送信させ、図４に示した消火ポンプ設備７４を起動させる制御を行う。
【００７７】
　（車両センサ）
　消火栓装置１０に設置された車両センサ６０，６２としては、磁気センサ、超音波セン
サ又は赤外線センサを用いることができる。磁気センサは車両の通過に伴う磁気変化を検
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出する。超音波センサは道路に向けて超音波送信器から超音波を送信し、車両の通過に伴
う反射波を超音波受信器で受信して車両を検出する。赤外線センサは発光器から赤外線を
道路に向けて照射し、車両の通過に伴う反射波を受光器で受信して車両を検出する。
【００７８】
　図６は車両センサの検出信号を示したタイムチャートであり、図６（Ａ）は車両センサ
６０の検出信号を示し、図６（Ｂ）は車両センサ６２の検出信号を示す。
【００７９】
　消火栓装置１０の前の道路を車両が通過すると、時刻ｔ１で車両センサ６０からの検出
信号がＨレベルに立ち上がり、車両が通過しているあいだＨレベルを維持し、時刻ｔ３で
立ち下がる。
【００８０】
　また、車両センサ６０の検出信号が時刻ｔ１でＨレベルに立ち上がると、これに続く時
刻ｔ２で車両センサ６２の検出信号がＨレベルに立ち上がり、車両が通過しているあいだ
Ｈレベルを維持し、時刻ｔ４で立ち下がる。
【００８１】
　このような車両センサ６０，６０の検出信号に基づき、通過車両の台数Ｎ、車速Ｖ及び
車長ＶＬを測定することができる。通過車両の台数Ｎは、例えば車両センサ６０の検出信
号の立上りに同期したパルスを生成してカウンタで計数すれば良い。
【００８２】
　車速Ｖは、車両センサ６０，６２の設置間隔をＬとすると、車両センサ６０，６２の立
上り時刻ｔｔ，ｔ２の時間差ΔＴ１から次式で算出される。
Ｖ＝Ｌ／ΔＴ１＝Ｌ／（ｔ１－ｔ２）　　　　　　（式１）
　車長ＶＬは、車速Ｖと例えば車両センサ６０の立上り時刻ｔ１から立下り時刻ｔ３まで
の時間差ΔＴ２から次式で算出される。
ＶＬ＝Ｖ・ΔＴ２＝Ｖ（ｔ１－ｔ３）　　　　　　（式２）
　なお、車長ＶＬは車両センサ６２からも同様に求め、車両センサ６０から求めた車長と
の平均値を算出することで、精度を高めても良い。
【００８３】
　（車両情報の測定）
　再び図５を参照するに、消火栓制御部１２６には測定部１３０の機能が設けられる。測
定部１３０は、車両センサ６０，６２の検出信号に基づいて、消火栓装置１０の設置場所
を通過する車両について、台数、車速及び車長を測定する。測定部１３０による台数の測
定は、図６に示した例えば車両センサ６０の検出信号の立上りに同期したパルスを生成し
てカウンタで計数する。また、測定部１３０による車速と車長の測定は前記（式１）及び
（式２）による。
【００８４】
　また、測定部１３０は、所定の単位時間となる周期毎、例えば１分周期毎に、この周期
内で測定された車速に基づき平均車速Ｖａを算出している。また、測定部１３０は、所定
の周期のあいだに消火栓装置１０の前を車両が通過していない場合には、前回周期で算出
した平均車速を保持する。これによりトンネル内を車両が通行していない状態であっても
、車両の通過があった周期で算出された平均車速が、新たな車両の追加があるまで、その
まま更新され続けることになる。
【００８５】
　更に、測定部１３０は、測定した車長から小型車、中型車、大型車を判別し、それぞれ
の台数を測定する。
【００８６】
　測定部１３０で測定された車速、平均車速、台数、車長を含む車両情報は、防災受信盤
７０から自己のＩＰアドレスを指定したポーリングコマンドを含む呼出信号を伝送部１２
８で受信した場合、その呼出応答信号に車両情報を設定して防災受信盤７０に送信される
。
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【００８７】
　（防災受信盤の機能構成）
　図５に示すように、防災受信盤７０は盤制御部１１０を備え、盤制御部１１０は例えば
プログラムの実行により実現される機能であり、ハードウェアとしては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等を使用する。
【００８８】
　盤制御部１１０に対しては伝送部１１２が設けられ、伝送部１１２から引き出された伝
送路７２にトンネル１００内に５０メートル間隔で設置された消火栓装置１０が接続され
ている。
【００８９】
　盤制御部１１０に対しては、スピーカ、警報表示灯等を備えた警報部１１４、液晶ディ
スプレイ、プリンタ等を備えた表示部１１６、各種スイッチ等を備えた操作部１１８、外
部監視設備と通信するＩＧ子局設備８８を接続するモデム１２０が設けられ、更に、図４
に示した消火ポンプ設備７４、冷却ポンプ設備７６、換気設備７８、警報表示板設備８０
、ラジオ再放送設備８２、テレビ監視設備８４及び照明設備８６が接続されたＩＯ部１２
２が設けられている。
【００９０】
　盤制御部１１０は、伝送部１１２に指示してトンネル内に設置された火災検知器のアド
レスを順次指定したポーリングコマンドを含む呼出信号を繰り返し送信しており、火災検
知器は自己アドレスに一致する呼出信号を受信すると、火災検知等の自己の状態情報を含
む応答信号を返信する。
【００９１】
　（トンネル通行状態の判断）
　盤制御部１１０は、交通判断部１２４の機能が設けられる。交通判断部１２４は、消火
栓装置１０に対する呼出信号の送信に対し、消火栓装置１０の測定部１３０で測定された
車両情報を含む応答信号を受信した場合、受信した車両情報に基づきトンネル内の車両交
通状態を判断して報知させる制御を行う。
【００９２】
　交通判断部１２４によるトンネル内の車両交通状態の報知は、表示部１１６に設けられ
た液晶ディスプレイによる表示、プリンタによる印刷出力、警報部１１４による警報出力
、外部設備に対する移報出力等の様々の形態が含まれる。
【００９３】
　（トンネル内の平均車速分布）
　交通判断部１２４は、消火栓装置１０の測定部１３０で算出された単位時間当りの平均
車速に基づき、トンネル内における平均車速の分布を生成し、例えば、表示部１１６のデ
ィスプレイや監視センターに設置されている監視用のディスプレイに、トンネル内の平均
車速分布をグラフにより表示させる制御を行う。
【００９４】
　図７は通常走行状態と低速車両走行状態におけるトンネル内の平均車速分布を示した説
明図、図８は渋滞発生状態と車両停止状態におけるトンネル内の平均車速分布を示した説
明図であり、トンネル長を１キロメートル（１０００メートル）とした場合を例にとって
おり、消火栓装置１０は５０メートル間隔で設置されていることから、夫々に設けられた
車両センサ６０，６２の検出信号に基づき、５０メートル間隔で平均車速が求められ、例
えば、速度を示す棒グラフの分布として表示されている。
【００９５】
　図７（Ａ）は、平均車速のトンネル内分布が制限速度となる例えば時速８０キロメート
ル付近に分布しており、この平均車速分布からトンネル内では渋滞が起きることなく、順
調に車両の通行が行われていることが判断できる。
【００９６】
　図７（Ｂ）は、トンネル入口から５００メートル付近で平均車速が時速６０キロメート
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ル付近に落ち込み、これに近い平均車速分布がトンネル入口側まで続く低速分布１４０と
なっており、一方、５００メートルから先は時速８０キロメートルを超える平均車速の分
布となっており、この平均車速の分布は時間の経過に伴いトンネル出口側へ移動していく
変化となる。
【００９７】
　このような図７（Ｂ）の低速分布１４０が現れる平均速度分布は、トンネル内を大型ト
レーラ等の特殊車両が低速で走行していることが想定される。このような場合には、例え
ば管理担当者の操作により、警報表示板設備８０の電光表示板に「低速車両走行中」とい
った警報表示を行って利用者に通行状態を知らせることになる。
【００９８】
　図８（Ａ）は、トンネル入口から５００メートル付近で平均車速が時速４０キロメート
ル付近に落ち込み、その手前から時速４０キロメートルより更に低い平均車速分布がトン
ネル入口側まで続いている。ここで、高速道路における渋滞現象が、「時速４０キロメー
トル以下で１キロメートルの車列の延長が１５分以上継続した状態」と定義されているこ
とから、トンネル入口側の状態は渋滞分布１５０であることが予想される。一方、５００
メートルから先は時速４０キロメートルを超える平均車速の分布となっている。
【００９９】
　このように渋滞分布１５０が確認された場合には、例えば管理担当者の操作により、警
報表示板設備８０の電光表示板に「渋滞中」といった警報表示を行って利用者に通行状態
を知らせることになる。
【０１００】
　ここで、図８（Ａ）に示す渋滞分布１５０が時間の経過に伴いトンネル出口側へ移動し
ていく場合は、トンネル内で渋滞が進行している状態を表している。これに対し図８（Ａ
）に示す渋滞分布１５０が時間の経過に伴いトンネル入口側へ移動していく場合は、トン
ネル内での渋滞が解消していく状態を表している。
【０１０１】
　図８（Ｂ）は、トンネル入口から６５０メートル付近からトンネル入口までの平均速度
分布が時速ゼロキロメートル付近となる車両停止分布１６０となっており、一方、６５０
メートルから先は時速８０キロメートルを超える平均車速の分布となっている。この平均
車速分布は、トンネル入口から６５０メートル付近で車両事故又は車両故障が発生し、後
続する車両が停止した状態を表している。
【０１０２】
　このように車両停止分布１６０が確認された場合には、例えば管理担当者の操作により
、警報表示板設備８０の電光表示板に「入口から６５０メートル付近で事故発生」といっ
た警報表示を行って利用者に知らせることになる。
【０１０３】
　なお、事故発生場所である６５０メートルから先の平均車速の分布は、事故発生場所か
ら先にいた車両がトンネルを出て通行車両がいなくなり、リアルタイムで平均車速が求め
られない状態となっても、それ以前に求められた平均車速の分布が表示されている。
【０１０４】
　このように交通判断部１２４によれば、消火栓装置１０毎に求められた平均車速に基づ
き、消火栓装置１０の設置間隔で決まる例えば５０メートル間隔毎の平均車速の分布をリ
アルタイムで監視センターなどで表示され、監視員がトンネル内における平均車速内分布
を監視することで、トンネル全体としての車両の通行状態を高い精度で把握することが可
能となる。
【０１０５】
　（トンネル内の渋滞監視）
　また、防災受信盤７０に設けられた交通判断部１２４は、トンネル全長に対応して渋滞
が発生する所定の閾値台数Ｎｔｈを設定し、消火栓装置１０の測定部１３０で測定された
車両情報から求めたトンネル内を通行している車両の台数が閾値台数Ｎｔｈ以上となった
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場合に、渋滞発生を予想して報知させる制御を行う。
【０１０６】
　ここで、交通判断部１２４は、トンネル内を通行している車両の台数ΔＮを、トンネル
入口に最も近い消火栓装置１０の測定部１３０で測定された車両台数Ｎｉｎから、トンネ
ル出口に最も近い消火栓装置１０の測定部１３０で測定された車両台数Ｎｏｕｔを差し引
いて求める。
ΔＮ＝Ｎｉｎ－Ｎｏｕｔ　　　　　　　　　　（式３）
　また、交通判断部１２４は、渋滞発生を予想するための閾値台数Ｎｔｈとして、セルオ
ートマトン（Ｃｅｌｌｕｌａｒ　Ａｕｔｏｍａｔｏｎ）法で予測された「１キロメートル
の区間に２５台以上の車両が存在した場合に渋滞が発生する」とした所定の渋滞発生基準
に基づいて設定する。
【０１０７】
　例えばトンネル長が１キロメートルの場合、渋滞予測の閾値台数ＮｔｈはＮｔｈ＝２５
台となり、２キロメートルではＮｔｈ＝５０台となる。また、５００メートルではＮｔｈ
＝１２．５台となるが、整数化してＮｔｈ＝１３台となる。更に、２００メートルではＮ
ｔｈ＝５台となる。
【０１０８】
　このような渋滞予測の閾値台数は、セルオートマトン法による交通流モデルのシミュレ
ーションから求められた値であり、従来の微分方程式を出発点としたアプローチでは予測
困難な渋滞現象を正確に予測することを可能とする。
【０１０９】
　（トンネル内を区間分割した渋滞監視）
　また、交通判断部１２４は、トンネル内を消火栓装置１０の設置間隔の倍数Ｋの長さと
なる複数の渋滞監視区間に分割すると共に、渋滞監視区間の長さＫＬに対応して渋滞が発
生する所定の区間閾値台数ＫＮｔｈをセルオートマトン法に基づいて設定し、渋滞監視区
間内を通行している車両の台数が区間閾値台数ＫＮｔｈ以上となった場合に、渋滞発生を
予想して渋滞監視区間単位に報知させる制御を行う。
【０１１０】
　ここで、交通判断部１２４は、渋滞監視区画内を通行している車両の台数ΔＫＮを、区
間入口の消火栓装置１０の測定部１３０で測定された車両台数ＫＮｉｎから、区間出口の
消火栓装置１０の測定部１３０で測定された車両台数ＫＮｏｕｔを差し引いて求める。
ΔＫＮ＝ＫＮｉｎ－ＫＮｏｕｔ　　　　　　　　　　（式４）
　例えばトンネル入口側の消火栓装置１０からトンネル出口側の消火栓装置１０までの距
離で決まるトンネル長を１キロメートルとした場合、これを２００メートル単位の５つの
渋滞監視区間に分割する。この場合の渋滞予測の区画閾値台数ＫＮｔｈは、セルオートマ
トン法によるとＫＮｔｈ＝５台となる。
【０１１１】
　このため交通判断部１２４は、各渋滞監視区画につき前記（式４）から区画内の車両台
数ΔＫＮを算出し、渋滞予測の区画閾値台数ＫＮｔｈ＝５台以上を判断した場合に、その
区間について渋滞発生を予測報知させる。
【０１１２】
　これによりトンネル内を複数区間に分けて渋滞状態を監視可能であり、特に、数キロメ
ートルを超えるような長いトンネル内における渋滞状態を高い精度で把握することが可能
となる。
【０１１３】
　（車両の停止監視）
　また、交通判断部１２４は、消火栓装置１０に設けた車両センサ６０，６２の検出信号
から測定部１３０で測定された車両情報に基づいてトンネル内での車両の停止を判断して
報知させる制御を行う。
【０１１４】
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　ここで、トンネル内を車両が走行している場合の車間停止間隔は４０メートル程度とな
り、一方、トンネル内で車両が停止した場合の車間停止間隔は１５メートル程度となるこ
とが知られている。
【０１１５】
　そこで、交通判断部１２４は、トンネル内を通行中の車両が停止した場合に予想される
所定の車両停止間隔、例えば１５メートルと、消火栓装置１０の設置間隔、例えば５０メ
ートルとの最小公倍数となる設置間隔、例えば１５０メートル間隔で配置された消火栓装
置１０を停止車両監視用に設定し、停止車両監視用の消火栓装置１０に対応した車両情報
に基づいて、トンネル内の停止車両を判断して報知させる制御を行う。
【０１１６】
　この場合、交通判断部１２４は、停止車両監視用の消火栓装置１０に設けられた車両セ
ンサ６０，６２から所定時間を超えて検出信号が継続的に出力されている場合に車両停止
と判断して報知する制御を行う。このため、車両事故や火災を伴う車両事故の発生により
トンネル内に停止している車両の状態が高い精度で把握可能となり、避難誘導や消防活動
等の対処がより適切に行われることを可能とする。
【０１１７】
　なお、車両センサの故障により検出信号が継続的に出力される場合が想定されるが、こ
の場合には、故障した車両センサを配置した消火栓装置の消火栓判断部のみが車両停止を
判断しており、それ以外の車両センサが正常に動作している消火栓装置の消火栓判断部は
車両停止を判断しておらず、このため監視センターの防災受信盤に設けられた交通判断部
は、車両停止を判断した消火栓装置に設けられた車両センサの故障と判断し、トンネル内
の車両停止を誤って報知することはない。
【０１１８】
　また、トンネル内に設けられた車両停止帯に面して消火栓装置が設置されている場合、
車両停止帯に休憩車両や故障車両等が停止すると、車両センサから検出信号が継続的に出
力される場合が想定されることから、車両停止帯に位置する消火栓装置に設けた車両セン
サは、その検出エリアに車両停止帯が入らないように設置する必要がある。
【０１１９】
　［本発明の変形例］
　（消火栓装置の設置間隔）
　上記の実施形態は、トンネル内に５０メートル間隔で配置した消火栓装置１０の全てに
車両センサを設けて車両情報を測定しているが、これに限定されない。例えば、１００メ
ートル間隔、１５０メートル間隔、２００メートル間隔等のように、車両センサを設けて
車両情報を測定する消火栓装置を定めるようにしても良い。
【０１２０】
　また、上記の実施形態は、消火栓装置毎に一対の車両センサを設置しているが、これに
限定されない。例えば、消火栓装置毎に１台の車両センサを設け、隣接する消火栓装置に
設けた一対の車両センサに基づいて、台数、車速及び車長を測定するようにしても良い。
【０１２１】
　（速度分布の表示）
　上記の実施形態は、消火栓装置毎に平均車速を求め、トンネル内での平均車速分布を表
示して車両通行状態を判断できるようにしているが、これに限定されない。例えば、オー
バースピードを判定する制限速度閾値、例えば時速１２０キロメートルを設定し、制限速
度閾値を超える車速が測定された場合に、図７及び図８に示した平均速度分布のグラフ表
示を利用して、オーバースピード棒グラフを消火栓単位に表示し、このオーバースピード
棒グラフは、時間の経過に伴ってトンネル内を移動していく表示となり、トンネル内をオ
ーバースピードで走行している車両を追跡表示させるようにしても良い。
【０１２２】
　（複数車線の監視）
　また、上記の実施形態は、トンネル内の２車線のうち、消火栓装置に近い手前の車線を
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例えば、消火栓装置の設置場所となるトンネル壁の高い位置又は反対側のトンネル壁に、
外側の車線を検出エリアとする一対の車両センサを別に設け、２車線の各々について車両
情報を測定して車両交通状態を判断して報知させるようにしても良い。
【０１２３】
　（車両センサの設置場所）
　上記の実施形態は、消火栓装置に車両センサを設置しているが、これに限定されない。
例えば、トンネル内に照明装置が設置されていることから、所定間隔の照明装置毎に車両
センサを設置しても良い。
【０１２４】
　また、車速センサは、トンネル内に設置されている消火器箱、トンネル火災検知器、自
動弁装置、水噴霧設備等に設置しても良し、異なる機器の車速センサを設置して組み合わ
せるようにしても良い。
【０１２５】
　（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、更に、上記の実
施形態に示した数値による限定は受けない。
【符号の説明】
【０１２６】
１０：消火栓装置
１２：筐体
１４ａ，１４ｂ：化粧板
１６，１７：扉開口部
１８：消火栓扉
３６：ホース収納空間
３８：バルブ類収納空間
４０：ホースバケット
４２：ホース取出口
４４：ホース
４６：ノズル
５０：給水弁
５８：メンテナンス装置
６０，６２：車両センサ
７０：防災受信盤
７２：伝送路
１００：トンネル
１０２：トンネル壁面
１０４：道路
１０６：監視員通路
１０８：給水本管
１１０：盤制御部
１１２，１２８：伝送部
１２４：交通判断部
１２８：消火栓制御部
１３０：測定部
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