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(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
配水管に設けられた複数のノズルを用いて水を噴霧する水噴霧設備における噴霧量を点
検する水噴霧設備の点検方法であって、
前記複数のノズルそれぞれの上流側に位置する前記配水管に設けられた流量計測部によ
り前記配水管を流れる水の流量を計測する計測過程と、
前記流量計測部によって計測された前記流量と前記流量計測部の位置情報とに基づいて
算出された前記複数のノズルそれぞれの噴霧量が予め定められたしきい値以上であるか否
かを判定する判定過程と、
前記複数のノズルそれぞれの上流側に位置する前記配水管に流量計測部が設置される第
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１の設置過程と、
前記ノズルから噴霧された水の飛沫を防ぐ飛沫防止部が設置される第２の設置過程と、
前記流量計測部が撤去される第１の撤去過程と、
前記飛沫防止部が撤去される第２の撤去過程と
を含み、
前記水噴霧設備は、前記複数のノズルが設けられた配水管に対応する区画を複数備え、
第１の区画において、前記計測過程が実行されている間に並行して、前記第１の区画の
次に点検する第２の区画において、少なくとも前記第１の設置過程が実行される
ことを特徴とする水噴霧設備の点検方法。
【請求項２】
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前記計測過程は、
前記流量計測部によって計測された前記流量を前記流量計測部の位置情報に対応付けて
記録部に記録する記録過程を含み、
前記判定過程は、
前記流量計測部の位置情報に基づいて、複数の前記流量の差分によって前記複数のノズ
ルそれぞれの噴霧量を算出する過程を含む
ことを特徴とする請求項１に記載の水噴霧設備の点検方法。
【請求項３】
前記第１の区画において、前記計測過程が実行されている間に並行して、前記第２の区
画において、前記第１の設置過程及び前記第２の設置過程が実行され、
前記第１の区画において、前記第１の撤去過程及び前記第２の撤去過程が実行されてい
る間に並行して、前記第２の区画において、前記計測過程が実行される
ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の水噴霧設備の点検方法。
【請求項４】
前記第１の区画において、前記第２の設置過程及び前記計測過程が実行されている間に
並行して、前記第２の区画において、前記第１の設置過程が実行され、
前記第１の区画において、前記第１の撤去過程が実行されている間に並行して、前記第
２の区画において、前記第２の設置過程及び前記計測過程が実行される
ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の水噴霧設備の点検方法。
【請求項５】
前記第１の区画において、前記第２の設置過程及び前記計測過程が実行されている間に
並行して、前記第２の区画において、前記第１の設置過程が実行され、
前記第１の区画において、前記第１の撤去過程が実行されている間に並行して、前記第
２の区画において、前記第２の設置過程が実行される
ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の水噴霧設備の点検方法。
【請求項６】
前記飛沫防止部は、
前記ノズルから噴霧された水を集水する集水部と、
前記集水部によって集水された水を排水する排水ホースと
を備えることを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の水噴霧設備の
点検方法。
【請求項７】
前記飛沫防止部は、
高所作業が行われるバケット部を有する高所作業車の前記バケット部に前記集水部が設
けられ、前記高所作業車によって、前記集水部が前記ノズルの下に配置される
ことを特徴とする請求項６に記載の水噴霧設備の点検方法。
【請求項８】
前記飛沫防止部は、高所作業が行われるバケット部を有する高所作業車によって設置さ
れる幕状の飛散防止シートである
ことを特徴とする請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の水噴霧設備の点検方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、水噴霧設備の点検方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
道路トンネルには、トンネル延長及び交通量から決められるトンネル等級に応じて必要
な非常用設備の設置が定められている。特にトンネル延長が長く交通量の多いＡＡ級トン
ネルには、火災が発生した際の延焼防止のため、水噴霧設備を設置することになっている
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。このような水噴霧設備は、配水管に複数のノズルが設けられており、火災の際に、配水
管を介して供給された水をノズルによってトンネル内に噴霧する。このような水噴霧設備
を点検する場合には、ノズルから噴霧された水を回収し、気液分離機能を備えたタンクを
介して放水量を計測する水噴霧流量計測装置及び点検方法が知られている（例えば、特許
文献１及び特許文献２を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１−３１９１４０号公報
【特許文献２】特開２００４−２０４９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、特許文献１及び特許文献２に記載された水噴霧流量計測装置及び点検方
法では、噴霧した水を回収するタンクを搭載した点検車を用いて計測している。そのため
、トンネルの水噴霧放水量がタンクより多い場合や、トンネルの縦断勾配及び横断勾配が
点検車両の動作可動勾配を超える場合には、使用できないことがある。つまり、特許文献
１及び特許文献２に記載された水噴霧流量計測装置及び点検方法では、水噴霧放水量が多
い場合、又は縦断勾配及び横断勾配が急勾配である場合には、水噴霧設備の点検ができな
いという問題がある。
【０００５】
本発明は、上記問題を解決すべくなされたもので、その目的は、水噴霧放水量が多い場
合、又は縦断勾配及び横断勾配が急勾配である場合であっても、水噴霧設備の点検を可能
にする水噴霧設備の点検方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記問題を解決するために、本発明は、配水管に設けられた複数のノズルを用いて水を
噴霧する水噴霧設備における噴霧量を点検する水噴霧設備の点検方法であって、前記複数
のノズルそれぞれの上流側に位置する前記配水管に設けられた流量計測部により前記配水
管を流れる水の流量を計測する計測過程と、前記流量計測部によって計測された前記流量
と前記流量計測部の位置情報とに基づいて算出された前記複数のノズルそれぞれの噴霧量
が予め定められたしきい値以上であるか否かを判定する判定過程と、前記複数のノズルそ
れぞれの上流側に位置する前記配水管に流量計測部が設置される第１の設置過程と、前記
ノズルから噴霧された水の飛沫を防ぐ飛沫防止部が設置される第２の設置過程と、前記流
量計測部が撤去される第１の撤去過程と、前記飛沫防止部が撤去される第２の撤去過程と
を含み、前記水噴霧設備は、前記複数のノズルが設けられた配水管に対応する区画を複数
備え、第１の区画において、前記計測過程が実行されている間に並行して、前記第１の区
画の次に点検する第２の区画において、少なくとも前記第１の設置過程が実行されること
を特徴とする水噴霧設備の点検方法である。
【０００７】
また、本発明は、上記発明において、前記計測過程は、前記流量計測部によって計測さ
れた前記流量を前記流量計測部の位置情報に対応付けて記録部に記録する記録過程を含み
、前記判定過程は、前記流量計測部の位置情報に基づいて、複数の前記流量の差分によっ
て前記複数のノズルそれぞれの噴霧量を算出する過程を含むことを特徴とする。
【０００９】
また、本発明は、上記発明において、前記第１の区画において、前記計測過程が実行さ
れている間に並行して、前記第２の区画において、前記第１の設置過程及び前記第２の設
置過程が実行され、前記第１の区画において、前記第１の撤去過程及び前記第２の撤去過
程が実行されている間に並行して、前記第２の区画において、前記計測過程が実行される
ことを特徴とする。
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【００１０】
また、本発明は、上記発明において、前記第１の区画において、前記第２の設置過程及
び前記計測過程が実行されている間に並行して、前記第２の区画において、前記第１の設
置過程が実行され、現在点検している前記区画において、前記第１の撤去過程が実行され
ている間に並行して、次に点検する前記区画において、前記第２の設置過程及び前記計測
過程が実行されることを特徴とする。
【００１１】
また、本発明は、上記発明において、前記第１の区画において、前記第２の設置過程及
び前記計測過程が実行されている間に並行して、前記第２の区画において、前記第１の設
置過程が実行され、前記第１の区画において、前記第１の撤去過程が実行されている間に
並行して、前記第２の区画において、前記第２の設置過程が実行されることを特徴とする
。
【００１２】
また、本発明は、上記発明において、前記飛沫防止部は、前記ノズルから噴霧された水
を集水する集水部と、前記集水部によって集水された水を排水する排水ホースとを備える
ことを特徴とする。
【００１３】
また、本発明は、上記発明において、前記飛沫防止部は、高所作業が行われるバケット
部を有する高所作業車の前記バケット部に前記集水部が設けられ、前記高所作業車によっ
て、前記集水部が前記ノズルの下に配置されることを特徴とする。
【００１４】
また、本発明は、上記発明において、前記飛沫防止部は、高所作業が行われるバケット
部を有する高所作業車によって設置される幕状の飛散防止シートであることを特徴とする
。
【００１５】
また、本発明の一態様は、配水管に設けられた複数のノズルを用いて水を噴霧する水噴
霧設備であって、前記複数のノズルそれぞれの上流側に位置する前記配水管に設けられ、
前記配水管を流れる水の流量を計測する流量計測部を備えることを特徴とする水噴霧設備
である。
【００１６】
また、本発明の一態様は、配水管に設けられた複数のノズルを用いて水を噴霧する水噴
霧設備における水噴霧量を計測する水噴霧流量計測装置であって、前記複数のノズルそれ
ぞれの上流側に位置する前記配水管に設けられた流量計測部によって前記配水管を流れる
水の流量を計測し、前記流量計測部によって計測された前記流量を前記流量計測部の位置
情報に対応付けて記録部に記録させる制御部を備えることを特徴とする水噴霧流量計測装
置である。
【００１７】
また、本発明の一態様は、上記の水噴霧流量計測装置において、前記制御部は、前記記
録部に記録された前記流量と前記流量計測部の位置情報とに基づいて、前記複数のノズル
それぞれの噴霧量を算出することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
本発明によれば、水噴霧放水量が多い場合、又は縦断勾配及び横断勾配が急勾配である
場合であっても、水噴霧設備の点検を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】第１の実施形態による水噴霧設備の構成を示す図である。
【図２】同実施形態においてトンネル内におけるノズルの配置を示す図である。
【図３】同実施形態においてループ中央部における水噴霧設備の点検処理を示す第１の図
である。
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【図４】同実施形態においてループ中央部における水噴霧設備の点検処理を示す第２の図
である。
【図５】同実施形態においてループ内側部における水噴霧設備の点検処理を示す第１の図
である。
【図６】同実施形態においてループ内側部における水噴霧設備の点検処理を示す第２の図
である。
【図７】第２の実施形態においてループ内側部における水噴霧設備の点検処理を示す第１
の図である。
【図８】第２の実施形態においてループ内側部における水噴霧設備の点検処理を示す第２
の図である。
【図９】第３の実施形態による水噴霧設備の概略ブロック図である。
【図１０】本実施形態による流量センサの第２の設置例を示す図である。
【図１１】本実施形態による流量センサの第３の設置例を示す図である。
【図１２】本実施形態による流量センサの第４の設置例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
＜第１の実施形態＞
まず、本発明の第１の実施形態による水噴霧設備及び水噴霧設備の点検処理について、
図面を参照して説明する。
図１は、本実施形態による水噴霧設備１の構成を示す図である。
なお、本実施形態において、水噴霧設備１は、５個のノズル２０（２１〜２５）を１つ
の区画とする複数の区画を備える例を説明する。この図では、１つの区画における構成を
説明する。
この図において、水噴霧設備１は、配水管１０、ノズル２０、流量センサ３０、及び水
噴霧流量計測装置４０を備えている。
また、本実施形態において、水噴霧設備１は、道路トンネルに設置されている場合の例
を説明する。
【００２１】
配水管１０は、ノズル２０に水を供給する管である。配水管１０は、配水主管部１０ａ
と配水分配部１０ｂとを備えている。
配水主管部１０ａは、供給側が図示されないバルブに接続されており、配水側が配水分
配部１０ｂに接続されている。つまり、配水主管部１０ａは、図示されないバルブが開か
れている場合に、配水分配部１０ｂの上流側に位置する部分である。配水主管部１０ａは
、図示されないバルブが開かれている場合に水が供給され、配水分配部１０ｂに水を供給
する。
配水分配部１０ｂは、配水主管部１０ａに接続されており、所定の間隔を隔ててノズル
２０が設けられている。配水分配部１０ｂは、配水主管部１０ａから供給された水をノズ
ル２０に供給する。
【００２２】
ノズル２０は、配水分配部１０ｂから供給される水をトンネル内に噴霧する。ここでは
、５つのノズル２０をそれぞれノズル２１〜２５として示す。
流量センサ３０（流量計測部）は、例えば、超音波流量センサであり、配水管１０の中
を流れる水の流量を検出する。ここでは、５つの流量センサ３０を流量センサ３１〜３５
として示す。
【００２３】
流量センサ３１は、ノズル２１の上流側に位置する配水主管部１０ａに設置されている
。ここで、流量センサ３１は、配水主管部１０ａを流れる水の流量Ｑを検出する。
流量センサ３２は、ノズル２２の上流側に位置し、且つ配水主管部１０ａの接合部とノ
ズル２２との間に位置する配水分配部１０ｂに設置されている。ここで、流量センサ３２
は、配水主管部１０ａの接合部とノズル２２との間の配水分配部１０ｂを流れる水の流量
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ｑ１を検出する。
【００２４】
流量センサ３３は、ノズル２３の上流側に位置し、且つノズル２２とノズル２３との間
に位置する配水分配部１０ｂに設置されている。ここで、流量センサ３３は、ノズル２２
とノズル２３との間の配水分配部１０ｂを流れる水の流量ｑ２を検出する。
流量センサ３４は、ノズル２４の上流側に位置し、且つノズル２３とノズル２４との間
に位置する配水分配部１０ｂに設置されている。ここで、流量センサ３４は、ノズル２３
とノズル２４との間の配水分配部１０ｂを流れる水の流量ｑ３を検出する。
流量センサ３５は、ノズル２５の上流側に位置し、且つノズル２４とノズル２５との間
に位置する配水分配部１０ｂに設置されている。ここで、流量センサ３５は、ノズル２４
とノズル２５との間の配水分配部１０ｂを流れる水の流量ｑ４を検出する。
【００２５】
つまり、流量センサ３０（３１〜３５）は、複数のノズル２０（ここでは５つのノズル
２１〜２５）それぞれの上流側に位置する配水管１０にそれぞれ設けられて、配水管１０
を流れる水の流量を検出（計測）する。
【００２６】
水噴霧流量計測装置４０は、流量センサ３０を制御して、流量センサ３０に配水管１０
を流れる水の流量を検出（計測）させる。そして、水噴霧流量計測装置４０は、図示され
ない記録部を備えており、流量センサ３０によって検出された水の流量を流量センサ３０
の位置情報に対応付けて記録部に記録する。ここでは、５つの水噴霧流量計測装置４０を
水噴霧流量計測装置４１〜４５として示す。また、流量センサ３０の位置情報とは、流量
センサ３０が設置された位置情報であり、５つのノズル２１〜２５との位置関係を示す情
報である。流量センサ３１〜３５の設置される位置が、図１に示されるように予め定めら
れている場合には、流量センサ３０の位置情報は、流量センサ３０を識別する情報（例え
ば、番号など）でもよい。
【００２７】
なお、図１において、ノズル２１〜２５それぞれの噴霧量は、流量センサ３０によって
計測された流量と流量センサ３０の位置情報とに基づいて算出される。つまり、ノズル２
１〜２５それぞれの噴霧量は、記録部に記録された流量センサ３０の位置情報に基づいて
、記録部に記録された複数の流量の差分によって算出される。すなわち、ノズル２１〜２
５それぞれの噴霧量は、２点間の流量の差分によって算出される。
例えば、ノズル２１の噴霧量は、流量センサ３１によって計測された流量Ｑと流量セン
サ３２によって計測されたｑ１との差分（Ｑ−ｑ１）によって算出される。ノズル２２の
噴霧量は、流量センサ３２によって計測された流量ｑ１と流量センサ３３によって計測さ
れたｑ２との差分（ｑ１−ｑ２）によって算出される。ノズル２３の噴霧量は、流量セン
サ３３によって計測された流量ｑ２と流量センサ３４によって計測されたｑ３との差分（
ｑ２−ｑ３）によって算出される。ノズル２４の噴霧量は、流量センサ３４によって計測
された流量ｑ３と流量センサ３５によって計測されたｑ４との差分（ｑ３−ｑ４）によっ
て算出される。また、ノズル２５の噴霧量は、流量センサ３５によって計測された流量ｑ
４と等しい。
【００２８】
図２は、実施形態においてトンネル内におけるノズルの配置を示す図である。
この図において、トンネル１００は、ループ状のトンネルの例である。トンネル１００
は、曲率半径が小さいため、横断勾配（バンク）が設けられている。また、トンネル１０
０は、ループ状のトンネルであるため、縦断勾配が設けられている。つまり、トンネル１
００は、横断勾配（例えば、７％（パーセント））と縦断勾配（例えば、１０％）との複
合急勾配部を有する。
また、トンネル１００は、ループ部の断面積が大きいため、水噴霧放水量が多いトンネ
ルの例である（例えば、水噴霧放水量が、５４０Ｌ（リットル）／分であり、従来のトン
ネルの約２倍である）。
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【００２９】
図２（ａ）は、トンネル１００における一部分のトンネル内部を示す鳥瞰図である。こ
こで車線Ｌ１は、ループの外側の車線を示し、車線Ｌ２は、ループの内側の車線を示す。
また、トンネル１００において、ノズル２０は、ループの場所によって、ループ内側部Ｒ
１とループ中央部Ｒ２との２つの配置に設置されている。
なお、ループ内側部Ｒ１は、トンネル１００の横断面において、ループの内側の部分で
ある。また、ループ中央部Ｒ２は、トンネル１００の横断面において、ループの中央の部
分である。
【００３０】
図２（ｂ）は、トンネル１００において、ノズル２０が、ループ内側部Ｒ１に設置され
ている場合の例を示す横断面の断面図である。この図において、トンネル１００は、車線
Ｌ１及び車線Ｌ２を備え、ループ内側からループ外側に向かって高くなる横断勾配が設け
られている。また、この図において、水噴霧設備１は、トンネル１００のループ内側に設
置されている。つまり、配水管１０は、トンネル１００のループ内側壁に取り付けられ、
複数のノズル２０が、配水管１０に取り付けられている。また、水噴霧設備１を点検する
際には、高所作業車６０によって、水噴霧ヘッドカバー５０（飛沫防止部）がノズル２０
のそれぞれに設置されている。
【００３１】
水噴霧ヘッドカバー５０（飛沫防止部）は、ノズル２０を覆うように設置され、ノズル
２０から噴霧された水の飛沫を防ぐ。水噴霧ヘッドカバー５０は、例えば、配水管１０に
取り付けられている。また、水噴霧ヘッドカバー５０は、集水部５１と排水ホース５２と
を備えている。
集水部５１は、ノズル２０から噴霧された水を集水し、集水した水を排水ホース５２に
流す。
排水ホース５２は、集水部５１の下部に取り付けられて、集水部５１によって集水され
た水を排水する。
【００３２】
高所作業車６０は、例えば、ジャッキ兼用タイヤを備えて、上述した急勾配においても
高所作業が可能な作業車である。また、高所作業車６０は、高所作業が行われるバケット
部６１を有している。
また、この図において、三角コーン７０は、車線Ｌ１と車線Ｌ２との境界付近に配置さ
れ、水噴霧設備１を点検する際に、車線Ｌ２を規制する。
通行車両８０は、水噴霧設備１を点検している際に、トンネル１００を通行した車両を
示す。
【００３３】
図２（ｃ）は、トンネル１００において、ノズル２０が、ループ中央部Ｒ２に設置され
ている場合の例を示す横断面の断面図である。この図において、トンネル１００は、車線
Ｌ１及び車線Ｌ２を備え、ループ内側からループ外側に向かって高くなる横断勾配が設け
られている。なお、この図２（ｃ）における横断勾配は、図２（ｂ）における横断勾配よ
りも急勾配である。
また、この図において、水噴霧設備１は、トンネル１００のループ中央に設置されてい
る。つまり、配水管１０は、トンネル１００のループ中央の天井に取り付けられ、複数の
ノズル２０が、配水管１０に取り付けられている。また、水噴霧設備１を点検する際には
、高所作業車６０によって、水噴霧ヘッドカバー５０（飛沫防止部）がノズル２０のそれ
ぞれに設置されている。
また、この図において、三角コーン７０は、車線Ｌ１と車線Ｌ２との境界付近に配置さ
れ、水噴霧設備１を点検する際に、車線Ｌ２を規制する。
通行車両８０は、水噴霧設備１を点検している際に、トンネル１００を通行した車両を
示す。
【００３４】
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次に、本実施形態による水噴霧設備１の点検方法について説明する。
図３及び図４は、本実施形態においてループ中央部Ｒ２における水噴霧設備１の点検処
理を示す図である。
図３及び図４において、水噴霧設備１は、５つのノズル２０が設けられた配水管１０に
対応する区画を複数備えている例である。図３（１）及び図４（１）は、第１番目の区画
を示し、図３（２）及び図４（２）は、第２番目の区画を示し、図３（３）及び図４（３
）は、第３番目の区画を示す。また、図３及び図４において縦軸は時間を示し、図３に示
される処理の後に、図４に示される処理が実行される。
【００３５】
図３（１）が示すように、ループ中央部Ｒ２において水噴霧設備１の点検処理が行われ
る際に、まず、トンネル１００では、点検処理を実行するための準備処理が実行される（
ステップＳ１０１）。つまり、三角コーン７０が、点検作業者によって設置されて、車線
Ｌ２の交通が規制される。そして、流量センサ３０が、点検作業者によって搬入される。
【００３６】
次に、図３（１）の第１番目の区画では、流量センサ３０と水噴霧ヘッドカバー５０と
が設置される（ステップＳ１０２）。つまり、流量センサ３０が、高所作業車６０によっ
て、配水管１０における所定の位置（例えば、図１に示される位置）に設置される。すな
わち、複数のノズル２０それぞれの上流側に位置する配水管１０に流量センサ３０がそれ
ぞれ設置される（第１の設置過程）。そして、水噴霧ヘッドカバー５０は、ノズル２０を
集水部５１が覆うように、高所作業車６０によって設置される。すなわち、ノズル２０か
ら噴霧された水の飛沫を防ぐ水噴霧ヘッドカバー５０が設置される（第２の設置過程）。
【００３７】
なお、第１番目の区画において、上述した第１の設置過程及び第２の設置過程が完了し
た場合に、図３（２）の第２番目の区画では、第１の設置過程及び第２の設置過程が開始
される（ステップＳ１１２）。
【００３８】
次に、図４（１）の第１番目の区画では、水噴霧流量計測装置４０が流量測定を実行す
る（ステップＳ１０３）。つまり、第１番目の区画における配水管１０の図示されないバ
ルブが開かれる。これにより、ノズル２０は、配水管１０から供給された水の噴霧を開始
する。また、水噴霧ヘッドカバー５０は、ノズル２０から噴霧された水を、配水用ホース
５２を介して配水する。この状態において、水噴霧流量計測装置４０は、まず、流量セン
サ３０に接続され、流量センサ３０を制御して、配水管１０を流れる水の流量を流量セン
サ３０に計測させる。すなわち、水噴霧流量計測装置４０は、複数のノズル２０それぞれ
の上流側に位置する配水管１０に設けられた流量センサ３０により配水管１０を流れる水
の流量を計測する（計測過程）。そして、水噴霧流量計測装置４０は、流量センサ３０に
よって計測された水の流量を流量センサ３０の位置情報に対応付けて図示されない記憶部
に記録する（記録過程）。ここで、計測過程は、流量センサ３０により配水管１０を流れ
る水の流量を計測する過程とこの記録過程とを含めて計測過程としてもよい。
【００３９】
なお、流量センサ３０によって計測された水の流量は、１つの水噴霧流量計測装置４０
に記録されてもよいし、複数の水噴霧流量計測装置４１〜４５に分けられて記録されても
よい。
さらに、ステップＳ１０３の処理において、水噴霧流量計測装置４０は、流量センサ３
０によって計測された流量と流量センサ３０の位置情報とを上述の記録部から読み出す。
そして、水噴霧流量計測装置４０は、流量センサ３０によって計測された流量と流量セン
サ３０の位置情報とに基づいて算出された複数のノズル２０それぞれの噴霧量が、予め定
められたしきい値以上であるか否かを判定する（判定過程）。ここで、複数のノズル２０
それぞれの噴霧量は、図１を参照して上述したように、記録部に記録された流量センサ３
０の位置情報に基づいて、記録部に記録された複数の流量の差分によって算出される。つ
まり、判定過程は、流量センサ３０の位置情報に基づいて、流量センサ３０によって計測
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された複数の流量の差分によって複数のノズル２０それぞれの噴霧量を算出する過程を含
む。
また、予め定められたしきい値は、各ノズル２０の噴霧量が正常か否かを判定するため
の値であり、予め定められている。なお、予め定められたしきい値は、１つの値でもよい
し、ノズル２０毎又は区画毎に異なる値でもよい。
【００４０】
この判定過程は、上述の記録過程と同様に、１つの水噴霧流量計測装置４０によって処
理されてもよいし、複数の水噴霧流量計測装置４１〜４５においてそれぞれ処理されても
よい。ただし、複数の水噴霧流量計測装置４１〜４５においてそれぞれ処理される場合に
は、水噴霧流量計測装置４１〜４５の間で、流量センサ３０の位置情報と流量とを他の装
置（水噴霧流量計測装置４１〜４５のいずれか）に供給する又は他の装置から供給される
必要がある。
【００４１】
また、この判定過程において、複数のノズル２０それぞれの噴霧量が、予め定められた
しきい値以上であると判定された場合には、水噴霧設備１の現在点検している区画が、正
常に機能していることを示す。また、この判定過程において、複数のノズル２０それぞれ
の噴霧量が、予め定められたしきい値より小さいと判定された場合には、水噴霧設備１の
現在点検している区画が、正常に機能していないことを示す。
【００４２】
なお、第１番目の区画において、ステップＳ１０３の処理が実行されている間に、図４
（２）の第２番目の区画では、第１の設置過程及び第２の設置過程が実行される（ステッ
プＳ１１２）。すなわち、現在点検している区画（第１番目の区画）において、計測過程
が実行されている間に並行して、次に点検する区画（第２番目の区画）において、第１の
設置過程及び第２の設置過程が実行される。
【００４３】
次に、図４（１）の第１番目の区画では、流量センサ３０と水噴霧ヘッドカバー５０と
が撤去される（ステップＳ１０４）。つまり、第１番目の区画における配水管１０の図示
されないバルブが閉じられる。これにより、ノズル２０は、配水管１０から供給された水
の噴霧を停止する。また、流量センサ３０が、高所作業車６０によって、配水管１０から
順次取り外される。すなわち、流量センサ３０が高所作業車６０によって撤去される（第
１の撤去過程）。そして、水噴霧ヘッドカバー５０が、高所作業車６０によって順次取り
外される。すなわち、ノズル２０から噴霧された水の飛沫を防ぐ水噴霧ヘッドカバー５０
が、高所作業車６０によって撤去される（第２の撤去過程）。これにより、第１番目の区
画における点検処理が終了される。
【００４４】
なお、第１番目の区画において、ステップＳ１０４の処理が実行されている間に、図４
（２）の第２番目の区画では、計測過程及び判定過程が実行される（ステップＳ１１３）
。すなわち、現在点検している区画（第１番目の区画）において、第１の撤去過程及び第
２の撤去過程が実行されている間に並行して、次に点検する区画（第２番目の区画）にお
いて、計測過程が実行される。
【００４５】
また、第２番目の区画において、ステップＳ１１３の処理が実行されている間に、図４
（３）の第３番目の区画では、第１の設置過程及び第２の設置過程が実行される（ステッ
プＳ１２２）。すなわち、現在点検している区画（第２番目の区画）において、計測過程
が実行されている間に並行して、次に点検する区画（第３番目の区画）において、第１の
設置過程及び第２の設置過程が実行される。
【００４６】
次に、図４（２）の第２番目の区画では、流量センサ３０と水噴霧ヘッドカバー５０と
が撤去される（ステップＳ１１４）。つまり、第２番目の区画における配水管１０の図示
されないバルブが閉じられた後に、第１の撤去過程と第２の撤去過程とが実行される。こ
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れにより、第２番目の区画における点検処理が終了される。
なお、第２番目の区画において、ステップＳ１１４の処理が実行されている間に、図４
（３）の第３番目の区画では、計測過程及び判定過程が実行される（ステップＳ１２３）
。また、第３番目以降の区画についても、同様に順次点検処理が実行される。
【００４７】
図５及び図６は、本実施形態においてループ内側部Ｒ１における水噴霧設備１の点検処
理を示す図である。
図５及び図６において、水噴霧設備１は、５つのノズル２０が設けられた配水管１０に
対応する区画を複数備えている例である。図５（１）及び図６（１）は、第１番目の区画
を示し、図５（２）及び図６（２）は、第２番目の区画を示し、図５（３）及び図６（３
）は、第３番目の区画を示す。また、図５及び図６において縦軸は時間を示し、図５に示
される処理の後に、図６に示される処理が実行される。
図５及び図６における水噴霧設備１の点検処理では、５台の高所作業車６０のバケット
部６１に水噴霧ヘッドカバー５０が取り付けられる点が、上述した図３及び図４における
水噴霧設備１の点検処理と異なる。
【００４８】
図５（１）が示すように、ループ内側部Ｒ１において水噴霧設備１の点検処理が行われ
る際に、まず、トンネル１００では、点検処理を実行するための準備処理が実行される（
ステップＳ２０１）。まり、三角コーン７０が、点検作業者によって設置されて、車線Ｌ
２の交通が規制される。そして、流量センサ３０が、点検作業者によって搬入される。
【００４９】
次に、図５（１）の第１番目の区画では、流量センサ３０が設置される（ステップＳ２
０２）。つまり、流量センサ３０が、高所作業車６０によって、配水管１０における所定
の位置（例えば、図１に示される位置）に設置される。すなわち、複数のノズル２０それ
ぞれの上流側に位置する配水管１０にそれぞれ流量センサ３０が設置される（第１の設置
過程）。
【００５０】
なお、第１番目の区画において、上述した第１の設置過程が完了した場合に、図５（２
）の第２番目の区画では、第１の設置過程が開始される（ステップＳ２１２）。
【００５１】
次に、図６（１）の第１番目の区画では、水噴霧ヘッドカバー５０が設置されて、水噴
霧流量計測装置４０が流量測定を実行する（ステップＳ２０３）。ここで、水噴霧ヘッド
カバー５０は、高所作業車６０のバケット部６１に集水部５１が取り付けられ、高所作業
車６０によって、集水部５１がノズル２０の下に配置される（第２の設置過程）。なお、
この場合、高所作業車６０は、区画内のノズル２０の数と等しい台数を必要とする。
また、ステップＳ２０３において、水噴霧流量計測装置４０が流量測定を実行する処理
は、図３及び図４における点検処理と同様に、計測過程と判定過程とが実行される。また
、計測過程は、記録過程を含む。計測過程、記録過程及び判定過程は、図３及び図４にお
ける水噴霧設備１の点検処理と同様である。
【００５２】
なお、第１番目の区画において、ステップＳ２０３の処理が実行されている間に、図６
（２）の第２番目の区画では、第１の設置過程が実行される（ステップＳ２１２）。すな
わち、現在点検している区画（第１番目の区画）において、第２の設置過程及び計測過程
が実行されている間に並行して、次に点検する区画（第２番目の区画）において、第１の
設置過程が実行される。
【００５３】
次に、図６（１）の第１番目の区画では、流量センサ３０と水噴霧ヘッドカバー５０と
が撤去される（ステップＳ２０４）。つまり、第１番目の区画における配水管１０の図示
されないバルブが閉じられる。これにより、ノズル２０は、配水管１０から供給された水
の噴霧を停止する。また、高所作業車は、水噴霧ヘッドカバー５０を取り付けた状態で移
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動して、水噴霧ヘッドカバー５０を撤去する。すなわち、水噴霧ヘッドカバー５０が、高
所作業車６０によって撤去される（第２の撤去過程）。また、流量センサ３０が、高所作
業車６０によって、配水管１０から順次取り外される。すなわち、流量センサ３０が高所
作業車６０によって撤去される（第１の撤去過程）。これにより、第１番目の区画におけ
る点検処理が終了される。
【００５４】
なお、第１番目の区画において、ステップＳ２０４の処理が実行されている間に、図６
（２）の第２番目の区画では、第２の設置過程、計測過程及び判定過程が実行される（ス
テップＳ２１３）。すなわち、現在点検している区画（第１番目の区画）において、第１
の撤去過程が実行されている間に並行して、次に点検する区画（第２番目の区画）におい
て、第２の設置過程及び計測過程が実行される。なお、本実施形態において、第２の設置
過程は、高所作業車６０を移動させるだけでよく、図３及び図４に示される第２の設置過
程より短時間で実行することができる。
【００５５】
また、第２番目の区画において、ステップＳ２１３の処理が実行されている間に、図６
（３）の第３番目の区画では、第１の設置過程が実行される（ステップＳ２２２）。すな
わち、現在点検している区画（第２番目の区画）において、計測過程が実行されている間
に並行して、次に点検する区画（第３番目の区画）において、第１の設置過程が実行され
る。
【００５６】
次に、図６（２）の第２番目の区画では、流量センサ３０と水噴霧ヘッドカバー５０と
が撤去される（ステップＳ２１４）。つまり、第２番目の区画における配水管１０の図示
されないバルブが閉じられた後に、第１の撤去過程と第２の撤去過程とが実行される。こ
れにより、第２番目の区画における点検処理が終了される。
なお、第２番目の区画において、ステップＳ２１４の処理が実行されている間に、図６
（３）の第３番目の区画では、第２の設置過程、計測過程及び判定過程が実行される（ス
テップＳ２２３）。また、第３番目以降の区画についても、同様に順次点検処理が実行さ
れる。
【００５７】
以上のように、水噴霧設備１は、配水管１０に設けられた複数のノズル２０を用いて水
を噴霧する。水噴霧設備１は、複数のノズル２０それぞれの上流側に位置する配水管１０
にそれぞれ設けられ、配水管１０を流れる水の流量を計測する流量センサ３０を備えてい
る。また、水噴霧設備１の点検方法は、流量センサ３０により配水管１０を流れる水の流
量を計測する計測過程と、流量センサ３０によって計測された流量と流量センサ３０の位
置情報とに基づいて算出された複数のノズル２０それぞれの噴霧量が予め定められたしき
い値以上であるか否かを判定する判定過程とを含む。
【００５８】
これにより、本実施形態における水噴霧設備１及び点検方法は、ノズル２０による噴霧
前の配水管１０における流量を計測し、ノズル２０それぞれの噴霧量を算出する。つまり
、本実施形態における水噴霧設備１及び点検方法では、噴霧される前の流量に基づいて噴
霧量を算出する。そのため、本実施形態における水噴霧設備１及び点検方法では、噴霧に
よって混合された空気と水を気液分離するためのタンクを備える必要がなく、正確にノズ
ル２０の噴霧量を得ることができる。また、気液分離するためのタンクを必要としないた
め、本実施形態における水噴霧設備１及び点検方法では、水噴霧放水量が多い場合であっ
ても、水噴霧設備１の点検を行うことができる。
【００５９】
また、気液分離するためのタンクを必要としないため、本実施形態における水噴霧設備
１及び点検方法では、トンネル１００の縦断勾配及び横断勾配が急勾配である場合に対応
可能な高所作業車６０を使用することができる。よって、本実施形態における水噴霧設備
１及び点検方法では、縦断勾配及び横断勾配が急勾配である場合であっても、水噴霧設備

10

20

30

40

50

(12)

JP 5665510 B2 2015.2.4

１の点検を行うことができる。
【００６０】
また、本実施形態における水噴霧設備１の点検方法は、複数のノズル２０それぞれの上
流側に位置する配水管１０に流量センサ３０が設置される第１の設置過程と、流量センサ
３０が撤去される第１の撤去過程とを含む。
これにより、本実施形態における水噴霧設備１の点検方法では、流量センサ３０を常設
する必要がないため、少数の流量センサ３０によって、水噴霧設備１の点検を行うことが
できる。
【００６１】
また、本実施形態における水噴霧設備１の点検方法は、ノズル２０から噴霧された水の
飛沫を防ぐ水噴霧ヘッドカバー５０が設置される第２の設置過程と、水噴霧ヘッドカバー
５０が撤去される第２の撤去過程とを含む。また、水噴霧ヘッドカバー５０は、ノズル２
０から噴霧された水を集水する集水部５１と、集水部５１によって集水された水を排水す
る排水ホース５２とを備える。
これにより、水噴霧設備１の点検をする際に、トンネル１００内の水の飛沫を防止する
ことができる。このため、本実施形態における水噴霧設備１の点検方法では、通行止めを
伴わない車線規制による点検が可能になる。
【００６２】
また、本実施形態における水噴霧設備１の点検方法では、流量センサ３０及び水噴霧ヘ
ッドカバー５０を軽量、且つコンパクトにすることで、高所作業車６０を用いて設置・撤
去を実行することができる。これにより、本実施形態における水噴霧設備１の点検方法で
は、規制帯内（車線Ｌ２内）において最小限の構成数で区画を連続的、且つ処理機関を短
縮して、点検を行うことができる。
【００６３】
また、本実施形態における水噴霧設備１の点検方法では、現在点検している区画（第１
の区画）において、計測過程が実行されている間（ステップＳ１０３）に並行して、次に
点検する区画（第１の区画の次に点検する第２の区画）において、第１の設置過程及び第
２の設置過程が実行される（ステップＳ１１２）。さらに、本実施形態における水噴霧設
備１の点検方法では、現在点検している区画（第１の区画）において、第１の撤去過程及
び第２の撤去過程が実行されている間（ステップＳ１０４）に並行して、次に点検する区
画（第２の区画）において、計測過程が実行される（ステップＳ１１３）。
これにより、本実施形態における水噴霧設備１の点検方法では、効率よく水噴霧設備１
の点検を行うことができ、点検に必要な処理時間を短縮することができる。
【００６４】
また、本実施形態における水噴霧設備１の点検方法では、現在点検している区画（第１
の区画）において、第２の設置過程及び計測過程が実行されている間（ステップＳ２０３
）に並行して、次に点検する区画（第１の区画の次に点検する第２の区画）において、第
１の設置過程が実行される（ステップＳ２１２）。さらに、本実施形態における水噴霧設
備１の点検方法では、現在点検している区画（第１の区画）において、第１の撤去過程が
実行されている間（ステップＳ２０４）に並行して、次に点検する区画（第２の区画）に
おいて、第２の設置過程及び計測過程が実行される（ステップＳ２１３）。
これにより、本実施形態における水噴霧設備１の点検方法では、効率よく水噴霧設備１
の点検を行うことができ、点検に必要な処理時間を短縮することができる。
【００６５】
また、水噴霧ヘッドカバー５０は、高所作業車６０のバケット部６１に集水部５１が設
けられ、高所作業車６０によって、集水部５１がノズル２０の下に配置される。
これにより、水噴霧ヘッドカバー５０の設置処理（第２の設置過程）及び撤去処理（第
２の撤去過程）を高所作業車６０の移動によって行うことができる。そのため、第２の設
置過程及び第２の撤去過程に必要な処理時間を短縮することができる。
【００６６】
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また、本実施形態における水噴霧設備１及び点検方法では、流量センサ３０は、超音波
流量センサである。そのため、本実施形態における水噴霧設備１及び点検方法では、ノズ
ル２０の噴霧量の計測精度を向上することができる。
【００６７】
＜第２の実施形態＞
次に、本発明の第２の実施形態による水噴霧設備及び水噴霧設備の点検処理について、
図面を参照して説明する。
第２の実施形態では、ループ内側部Ｒ１における水噴霧設備１の点検処理が、第１の実
施形態における水噴霧設備及び水噴霧設備の点検処理と異なる。具体的には、第２の実施
形態による水噴霧設備１及び水噴霧設備１の点検処理では、飛沫防止部として飛沫防止用
シート５３を用いる点が、第１の実施形態にと異なる。なお、第２の実施形態による水噴
霧設備１及び水噴霧流量計測装置４０の基本的な構成は、図１に示される構成と同一であ
る。また、第２の実施形態によるトンネル１００の構成は、飛沫防止用シート５３を用い
る点を除き、図２に示される構成と同一である。
飛沫防止用シート５３は、高所作業車６０によって設置される幕状の飛散防止シートで
ある。
【００６８】
次に、本実施形態による水噴霧設備１の点検方法について説明する。
図７及び図８は、本実施形態においてループ内側部Ｒ１における水噴霧設備１の点検処
理を示す図である。
図７及び図８において、水噴霧設備１は、５つのノズル２０が設けられた配水管１０に
対応する区画を複数備えている例である。図７（１）及び図８（１）は、第１番目の区画
を示し、図７（２）及び図８（２）は、第２番目の区画を示し、図７（３）及び図８（３
）は、第３番目の区画を示す。また、図７及び図８において縦軸は時間を示し、図７に示
される処理の後に、図８に示される処理が実行される。
図７及び図８における水噴霧設備１の点検処理では、飛沫防止部として飛沫防止用シー
ト５３を用いる点が、第１の実施形態の図５及び図６における水噴霧設備１の点検処理と
異なる。
【００６９】
図７（１）が示すように、ループ内側部Ｒ１において水噴霧設備１の点検処理が行われ
る際に、まず、トンネル１００では、点検処理を実行するための準備処理が実行される（
ステップＳ３０１）。つまり、三角コーン７０が設置されて、車線Ｌ２の交通が規制され
る。そして、流量センサ３０が、搬入される。
【００７０】
次に、図７（１）の第１番目の区画では、流量センサ３０が設置される（ステップＳ３
０２）。つまり、流量センサ３０が、高所作業車６０によって、配水管１０における所定
の位置（例えば、図１に示される位置）に設置される。すなわち、複数のノズル２０それ
ぞれの上流側に位置する配水管１０に流量センサ３０が設置される（第１の設置過程）。
【００７１】
次に、図７（１）の第１番目の区画では、飛沫防止用シート５３が設置される（ステッ
プＳ３０３）。ここで、飛沫防止用シート５３は、例えば、高所作業車６０のバケット部
６１に取り付けられ、第１の区画全体の内側の車線Ｌ２を覆うように設置される。すなわ
ち、ノズル２０から噴霧された水の飛沫を防ぐ飛沫防止用シート５３（飛沫防止部）が設
置される（第２の設置過程）。
【００７２】
なお、第１番目の区画において、第２の設置過程が実行されている間に並行して、図７
（２）の第２番目の区画では、第１の設置過程が開始される（ステップＳ３１２）。
【００７３】
次に、図８（１）の第１番目の区画では、水噴霧流量計測装置４０が流量測定を実行す
る（ステップＳ３０４）。このステップＳ３０４における処理は、図５及び図６における
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点検処理と同様に、計測過程と判定過程とが実行される。また、計測過程は、記録過程を
含む。計測過程、記録過程及び判定過程は、図５及び図６における水噴霧設備１の点検処
理と同様である。
ただし、本実施形態では、飛沫防止用シート５３により水の飛沫を防いでいるため、ノ
ズル２０による水の噴霧の状態を目視によって、確認することができる。
【００７４】
なお、第１番目の区画において、計測過程が実行されている間に並行して、図８（２）
の第２番目の区画では、第１の設置過程が開始される（ステップＳ３１２）。すなわち、
現在点検している区画（第１番目の区画）において、第２の設置過程及び計測過程が実行
されている間に並行して、次に点検する区画（第２番目の区画）において、第１の設置過
程が実行される。
【００７５】
次に、図８（１）の第１番目の区画では、飛沫防止用シート５３と流量センサ３０とが
撤去される（ステップＳ３０５）。つまり、第１番目の区画における配水管１０の図示さ
れないバルブが閉じられる。これにより、ノズル２０は、配水管１０から供給された水の
噴霧を停止する。また、高所作業車６０は、飛沫防止用シート５３を取り外し、第２の区
画に移動して、飛沫防止用シート５３を撤去する。すなわち、飛沫防止用シート５３（飛
沫防止部）が、撤去される（第２の撤去過程）。また、流量センサ３０が、高所作業車６
０によって、配水管１０から順次取り外される。すなわち、流量センサ３０が高所作業車
６０によって撤去される（第１の撤去過程）。これにより、第１番目の区画における点検
処理が終了される。
【００７６】
なお、第１番目の区画において、ステップＳ３０５の処理が実行されている間に、図８
（２）の第２番目の区画では、第２の設置過程が実行される（ステップＳ３１３）。すな
わち、現在点検している区画（第１番目の区画）において、第１の撤去過程が実行されて
いる間に並行して、次に点検する区画（第２番目の区画）において、第２の設置過程が実
行される。なお、本実施形態において、第２の設置過程は、飛沫防止用シート５３と高所
作業車６０とを移動させ、再び、高所作業車６０によって飛沫防止用シート５３を設置す
る。このため、図３及び図４に示される第２の設置過程より短時間で実行することができ
る。
【００７７】
また、第２番目の区画において、ステップＳ３１３の処理が実行されている間に、図８
（３）の第３番目の区画では、第１の設置過程が開始される（ステップＳ３２２）。
【００７８】
次に、図８（２）の第２番目の区画では、水噴霧流量計測装置４０が流量測定を実行す
る（ステップＳ３１４）。つまり、第２番目の区画において、ステップＳ３０４と同様に
、計測過程と判定過程とが実行される。
なお、第２番目の区画において、ステップＳ３１４の処理が実行されている間に、図８
（３）の第３番目の区画では、第１の設置過程が開始される（ステップＳ３２２）。また
、第３番目以降の区画についても、同様に順次点検処理が実行される。
【００７９】
以上のように、本実施形態における水噴霧設備１の点検方法は、流量センサ３０により
配水管１０を流れる水の流量を計測する計測過程と、流量センサ３０によって計測された
流量と流量センサ３０の位置情報とに基づいて算出された複数のノズル２０それぞれの噴
霧量が予め定められたしきい値以上であるか否かを判定する判定過程とを含む。
これにより、本実施形態における水噴霧設備１の点検方法は、第１の実施形態における
点検方法と同様に、水噴霧放水量が多い場合、又は縦断勾配及び横断勾配が急勾配である
場合であっても、水噴霧設備１の点検を行うことができる。
【００８０】
また、飛沫防止用シート５３（飛沫防止部）は、高所作業車６０によって設置される幕
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状の飛散防止シートである。
これにより、本実施形態における水噴霧設備１の点検方法では、ノズル２０による水の
噴霧の状態を目視によって確認する実放水試験と、噴霧量を確認する噴霧量試験とを並行
して行うことができる。
【００８１】
また、本実施形態における水噴霧設備１の点検方法では、現在点検している区画（第１
の区画）において、第２の設置過程及び計測過程が実行されている間（ステップＳ３０３
及びＳ３０４）に並行して、次に点検する区画（第１の区画の次に点検する第２の区画）
において、第１の設置過程が実行される（ステップＳ３１２）。さらに、本実施形態にお
ける水噴霧設備１の点検方法では、現在点検している区画（第１の区画）において、第１
の撤去過程が実行されている間（ステップＳ３０５）に並行して、次に点検する区画（第
２の区画）において、第２の設置過程が実行される（ステップ３１３）。
これにより、本実施形態における水噴霧設備１の点検方法では、効率よく水噴霧設備１
の点検を行うことができ、点検に必要な処理時間を短縮することができる。
【００８２】
＜第３の実施形態＞
次に、本発明の第３の実施形態による水噴霧設備及び水噴霧流量計測装置について、図
面を参照して説明する。
第３の実施形態では、一台の水噴霧流量計測装置４０ａを用いて、上述の計測過程、記
録過程及び判定過程が実行される例である。なお、第３の実施形態における水噴霧設備の
点検処理は、第１又は第２の実施形態における水噴霧設備の点検処理と同じである。
【００８３】
図９は、第３の実施形態による水噴霧設備１ａの概略ブロック図である。
この図において、水噴霧設備１ａは、配水管１０、ノズル２０、流量センサ３０、及び
水噴霧流量計測装置４０ａを備えている。水噴霧設備１ａは、図１における水噴霧流量計
測装置４０（４１〜４５）の代わりに、水噴霧流量計測装置４０ａを備える点が異なる。
この図において、図１と同じ構成には同一の符号を付す。
【００８４】
水噴霧流量計測装置４０ａは、配水管１０に設けられた複数のノズル２０を用いて水を
噴霧する水噴霧設備１ａにおける水噴霧量を計測する。水噴霧流量計測装置４０ａは、表
示部４６、操作部４７、記録部４９、及び制御部４９を備えている。
表示部４６は、流量センサ３０によって計測された流量、及び、複数のノズル２０それ
ぞれの噴霧量、及び点検結果（判定結果）を、制御部４９の指示に基づいて表示する。
操作部４７は、流量センサ３０による計測などの操作指示が点検作業者によって入力さ
れる。操作部４７は、入力された操作指示情報を制御部４９に供給する。
【００８５】
記録部４８は、流量センサ３０によって計測された流量を流量センサ３０の位置情報に
対応付けて記録する。ここで、流量センサ３０の位置情報とは、第１の実施形態と同様に
、流量センサ３０が設置された位置を示す位置情報であり、５つのノズル２１〜２５との
位置関係を示す情報である。流量センサ３１〜３５の設置される位置が、図９に示される
ように予め定められている場合には、流量センサ３０の位置情報は、流量センサ３０を識
別する情報（例えば、番号など）でもよい。
【００８６】
制御部４９は、水噴霧設備１ａの点検をする際に、複数のノズル２０それぞれの上流側
に位置する配水管１０に設けられた流量センサ３０に接続される。制御部４９は、操作部
４７から供給される操作指示に基づいて、複数のノズル２０それぞれの上流側に位置する
配水管１０に設けられた流量センサ３０によって配水管１０を流れる水の流量を計測する
（計測処理）。また、制御部４９は、流量センサ３０によって計測された流量を流量セン
サ３０の位置情報に対応付けて記録部４８に記録させる（記録処理）。また、制御部４９
は、記録部４８に記録された流量と流量センサ３０の位置情報とに基づいて、複数のノズ
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ル２０それぞれの噴霧量を算出する（噴霧量算出処理）。なお、制御部４９は、複数のノ
ズル２０それぞれの噴霧量を、図１を参照して説明した場合と同様に、記録部４８に記録
された複数の流量の差分によって算出する。
さらに、制御部４９は、算出した複数のノズル２０それぞれの噴霧量が予め定められた
しきい値以上であるか否かを判定する（判定処理）。
【００８７】
次に、本実施形態における水噴霧流量計測装置４０ａの動作について、詳細に説明する
。
水噴霧流量計測装置４０ａは、水噴霧設備１ａの点検をする際に、まず、複数のノズル
２０それぞれの上流側に位置する配水管１０に設けられた流量センサ３０に接続される。
次に、点検作業者の操作によって、操作部４７は、流量センサ３０を計測する操作指示情
報を制御部４９に供給する。制御部４９は、流量センサ３１〜３５を順に流量を計測し、
計測した流量を流量センサ３０（３１〜３５）の位置情報に対応付けて記録部４８に記録
させる。この処理は、１区画分の流量センサ３０が完了するまで、繰り返される。なお、
この際に、制御部４９は、計測した流量を表示部４６に表示させてもよい。
【００８８】
次に、制御部４９は、記録部４８に記録された流量と流量センサ３０の位置情報とに基
づいて、複数のノズル２０それぞれの噴霧量を算出する。なお、この際に、制御部４９は
、算出した噴霧量をノズル２０の識別情報と対応付けて記録部４８に記録させる。ここで
、ノズル２０の識別情報とは、例えば、ノズル２０を識別する番号でもよい。
【００８９】
次に、制御部４９は、記録部４８に記録されたノズル２０それぞれの噴霧量が予め定め
られたしきい値以上であるか否かを判定する。つまり、制御部４９は、記録部４８に記録
されたノズル２０の識別情報と噴霧量とに基づいて、各ノズル２０（２１〜２５）の噴霧
量が正常か否かを判定する。また、制御部４９は、判定結果を表示部４６に表示させる。
【００９０】
以上のように、本実施形態における水噴霧流量計測装置４０ａは、制御部４９が、複数
のノズル２０それぞれの上流側に位置する配水管１０に設けられた流量センサ３０によっ
て配水管１０を流れる水の流量を計測する。また、制御部４９は、流量センサ３０によっ
て計測された流量を流量センサ３０の位置情報に対応付けて記録部４８に記録させる。ま
た、制御部４９は、記録部４８に記録された流量と流量センサ３０の位置情報とに基づい
て、複数のノズル２０それぞれの噴霧量を算出する。
これにより、第１の実施形態と同様に、気液分離するためのタンクを必要としないため
、本実施形態における水噴霧設備１ａ及び水噴霧流量計測装置４０ａは、水噴霧放水量が
多い場合、又は縦断勾配及び横断勾配が急勾配である場合であっても、水噴霧設備１の点
検を行うことができる。
【００９１】
また、水噴霧流量計測装置４０ａは、一台で並列して流量センサ３０（３１〜３５）の
流量を計測し、複数のノズル２０それぞれの噴霧量を算出する。また、水噴霧流量計測装
置４０ａは、算出した複数のノズル２０それぞれの噴霧量が予め定められたしきい値以上
であるか否かを判定する。これによって、水噴霧流量計測装置４０ａは、各ノズル２０（
２１〜２５）の噴霧量が正常か否かを判定する。
つまり、水噴霧流量計測装置４０ａは、一台で計測処理（計測過程）、記録処理（記録
過程）、噴霧量算出処理、及び判定処理（判定過程）を実行することができる。したがっ
て、本実施形態における水噴霧設備１ａ及び水噴霧流量計測装置４０ａは、第１及び第２
の実施形態における水噴霧流量計測装置４０を使用した場合よりも、処理時間を短縮する
ことができる。
【００９２】
なお、本発明の実施形態によれば、配水管１０に設けられた複数のノズル２０を用いて
水を噴霧する水噴霧設備１（又は１ａ）における噴霧量を点検する水噴霧設備の点検方法
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であって、水噴霧設備１（又は１ａ）の点検方法は、複数のノズル２０それぞれの上流側
に位置する配水管１０に設けられた流量センサ３０（流量計測部）により配水管１０を流
れる水の流量を計測する計測過程と、流量センサ３０によって計測された流量と流量セン
サ３０の位置情報とに基づいて算出された複数のノズル２０それぞれの噴霧量が予め定め
られたしきい値以上であるか否かを判定する判定過程とを含む。
これにより、気液分離するためのタンクを必要としないため、水噴霧設備１（又は１ａ
）の点検方法では、水噴霧放水量が多い場合、又は縦断勾配及び横断勾配が急勾配である
場合であっても、水噴霧設備１（又は１ａ）の点検を行うことができる。
【００９３】
また、上述の計測過程は、流量センサ３０によって計測された流量を流量センサ３０の
位置情報に対応付けて記録部に記録する記録過程を含む。そして、上述の判定過程は、流
量センサ３０の位置情報に基づいて、複数の流量の差分によって複数のノズル２０それぞ
れの噴霧量を算出する過程を含む。
これにより、水噴霧設備１（又は１ａ）の点検方法では、簡易な方法により、且つ正確
に複数のノズル２０それぞれの噴霧量を算出することができる。
【００９４】
また、水噴霧設備１（又は１ａ）の点検方法は、複数のノズル２０それぞれの上流側に
位置する配水管１０に流量センサ３０が設置される第１の設置過程と、ノズル２０から噴
霧された水の飛沫を防ぐ飛沫防止部（水噴霧ヘッドカバー５０又は飛散防止用シート５３
）が設置される第２の設置過程と、流量センサ３０が撤去される第１の撤去過程と、飛沫
防止部（水噴霧ヘッドカバー５０又は飛散防止用シート５３）が撤去される第２の撤去過
程とを含む。
これにより、水噴霧設備１（又は１ａ）の点検方法では、流量センサ３０を常設する必
要がないため、少数の流量センサ３０によって、水噴霧設備１の点検を行うことができる
。また、水噴霧設備１の点検をする際に、トンネル１００内の水の飛沫を防止することが
できるため、水噴霧設備１（又は１ａ）の点検方法では、通行止めを伴わない車線規制に
よる点検が可能になる。また、水噴霧設備１（又は１ａ）の点検方法では、特殊なノズル
２０の配置がされている区画や、水噴霧ノズル２０付近に支障物がある区画などおいて、
点検を行うことができる。
【００９５】
また、水噴霧設備１は、複数のノズル２０が設けられた配水管１０に対応する区画を複
数備える。そして、水噴霧設備１の点検方法では、現在点検している区画（第１の区画）
において、計測過程が実行されている間（ステップＳ１０３）に並行して、次に点検する
区画（第１の区画の次に点検する第２の区画）において、第１の設置過程及び第２の設置
過程が実行される（ステップＳ１１２）。さらに、水噴霧設備１の点検方法では、現在点
検している区画（第１の区画）において、第１の撤去過程及び第２の撤去過程が実行され
ている間（ステップＳ１０４）に並行して、次に点検する区画（第２の区画）において、
計測過程が実行される（ステップＳ１１３）。
これにより、水噴霧設備１の点検方法では、効率よく水噴霧設備１の点検を行うことが
でき、点検に必要な処理時間を短縮することができる。
【００９６】
また、水噴霧設備１は、複数のノズル２０が設けられた配水管１０に対応する区画を複
数備える。そして、水噴霧設備１の点検方法では、現在点検している区画（第１の区画）
において、第２の設置過程及び計測過程が実行されている間（ステップＳ２０３）に並行
して、次に点検する区画（第１の区画の次に点検する第２の区画）において、第１の設置
過程が実行される（ステップＳ２１２）。さらに、本実施形態における水噴霧設備１の点
検方法では、現在点検している区画（第１の区画）において、第１の撤去過程が実行され
ている間（ステップＳ２０４）に並行して、次に点検する区画（第２の区画）において、
第２の設置過程及び計測過程が実行される（ステップＳ２１３）。
これにより、水噴霧設備１の点検方法では、効率よく水噴霧設備１の点検を行うことが
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でき、点検に必要な処理時間を短縮することができる。
【００９７】
また、水噴霧設備１は、複数のノズル２０が設けられた配水管１０に対応する複数備え
る。そして、水噴霧設備１の点検方法では、現在点検している区画（第１の区画）におい
て、第２の設置過程及び計測過程が実行されている間（ステップＳ３０３及びＳ３０４）
に並行して、次に点検する区画（第１の区画の次に点検する第２の区画）において、第１
の設置過程が実行される（ステップＳ３１２）。さらに、水噴霧設備１の点検方法では、
現在点検している区画（第１の区画）において、第１の撤去過程が実行されている間（ス
テップＳ３０５）に並行して、次に点検する区画（第２の区画）において、第２の設置過
程が実行される（ステップ３１３）。
これにより、水噴霧設備１の点検方法では、効率よく水噴霧設備１の点検を行うことが
でき、点検に必要な処理時間を短縮することができる。
【００９８】
また、水噴霧ヘッドカバー５０は、ノズル２０から噴霧された水を集水する集水部５１
と、集水部５１によって集水された水を排水する排水ホース５２とを備える。
これにより、点検処理の際に、噴霧した水を効率よく配水することができる。そのため
、水噴霧設備１の点検方法では、通行止めを伴わない車線規制による点検が可能になる。
【００９９】
また、水噴霧ヘッドカバー５０は、高所作業が行われるバケット部６１を有する高所作
業車６０のバケット部６１に集水部５１が設けられ、高所作業車６０によって、集水部５
１がノズル２０の下に配置される。
これにより、水噴霧設備１の点検方法では、水噴霧ヘッドカバー５０の設置処理（第２
の設置過程）及び撤去処理（第２の撤去過程）を高所作業車６０の移動によって行うこと
ができる。そのため、水噴霧設備１の点検方法では、第２の設置過程及び第２の撤去過程
に必要な処理時間を短縮することができる。
【０１００】
また、飛散防止用シート５３（飛沫防止部）は、高所作業が行われるバケット部６１を
有する高所作業車６０によって設置される幕状の飛散防止シートである。
これにより、水噴霧設備１の点検方法では、ノズル２０による水の噴霧の状態を目視に
よって確認する実放水試験と、噴霧量を確認する噴霧量試験とを並行して行うことができ
る。
【０１０１】
また、水噴霧設備１（又は１ａ）は、配水管１０に設けられた複数のノズル２０を用い
て水を噴霧する。そして、水噴霧設備１（又は１ａ）は、複数のノズル２０それぞれの上
流側に位置する配水管１０に設けられ、配水管１０を流れる水の流量を計測する流量セン
サ３０（流量計測部）を備える。
これにより、気液分離するためのタンクを必要としないため、水噴霧設備１（又は１ａ
）は、水噴霧放水量が多い場合、又は縦断勾配及び横断勾配が急勾配である場合であって
も、点検を行うことができる。
【０１０２】
また、水噴霧流量計測装置４０ａは、配水管１０に設けられた複数のノズル２０を用い
て水を噴霧する水噴霧設備１ａにおける水噴霧量を計測する。そして、水噴霧流量計測装
置４０ａは、複数のノズル２０それぞれの上流側に位置する配水管１０に設けられた流量
センサ３０（流量計測部）によって配水管１０を流れる水の流量を計測し、流量センサ３
０によって計測された流量を流量センサ３０の位置情報に対応付けて記録部４８に記録さ
せる制御部４９を備える。
これにより、気液分離するためのタンクを必要としないため、水噴霧流量計測装置４０
ａは、水噴霧放水量が多い場合、又は縦断勾配及び横断勾配が急勾配である場合であって
も、点検を行うことができる。さらに、水噴霧流量計測装置４０ａは、計測処理（計測過
程）、記録処理（記録過程）を一括して実行することができるため、効率よく水噴霧設備
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１ａの点検を行うことができ、点検に必要な処理時間を短縮することができる。
【０１０３】
また、制御部４９は、記録部４８に記録された流量と流量センサ３０の位置情報とに基
づいて、複数のノズル２０それぞれの噴霧量を算出する。
これにより、水噴霧流量計測装置４０ａは、簡易な方法により、且つ正確に複数のノズ
ル２０それぞれの噴霧量を算出することができる。
【０１０４】
なお、本発明は、上記の各実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱し
ない範囲で変更可能である。上記の第１、第２及び第３の実施形態において、５個のノズ
ル２０を１つの区画とする複数の区画を備える形態を説明したが、これに限定されるもの
ではない。例えば、５個以外のノズル２０を１つの区画とする形態でもよい。また、配水
管１０における配水主管部１０ａの位置は、図１及び図９に限定されるものではない。ま
お、配水管１０における配水主管部１０ａの位置に応じて、流量センサ３０の設置位置を
変更してもよい。
【０１０５】
例えば、図１０、図１１、及び図１２は、流量センサ３０の別の設置例を示す図である
。
図１０は、流量センサ３０の第２の設置例を示す図である。この図において、配水管１
０における配水主管部１０ａの位置が、ノズル２２とノズル２３との間にある場合の例で
ある。この図において、流量センサ３０の配置は、配水主管部１０ａの位置に伴い流量セ
ンサ３１の位置が異なる点を除いて、図１及び図９における流量センサ３０の配置と同様
である。ただし、この場合には、ノズル２１及びノズル２２の噴霧量を算出する方法が、
異なる。ノズル２１の噴霧量は、流量センサ３２によって計測されたｑ１と等しい。ノズ
ル２２の噴霧量は、流量センサ３１によって計測された流量Ｑと流量センサ３２によって
計測されたｑ１及び流量センサ３３によって計測されたｑ２との差分（Ｑ−ｑ１−ｑ２）
によって算出される。なお、配水主管部１０ａの位置が、ノズル２３とノズル２４との間
にある場合も同様に対応することができる。
【０１０６】
また、図１１は、流量センサ３０の第３の設置例を示す図である。この図において、配
水管１０における配水主管部１０ａの位置が、図１０と同様に、ノズル２２とノズル２３
との間にある場合の例である。この図において、流量センサ３０の配置は、配水主管部１
０ａの位置に伴い流量センサ３１の位置が異なる点を除いて、図１及び図９における流量
センサ３０の配置と同様である。この図において、流量センサ３１は、配水主管部１０ａ
とノズル２２との間の配水分配部１０ｂに設置される。そのため、この場合には、ノズル
２１〜２５の噴霧量を算出する方法が異なる。
ノズル２１の噴霧量は、流量センサ３２によって計測されたｑ１と等しい。ノズル２２
の噴霧量は、流量センサ３１によって計測された流量ｑ２と流量センサ３１によって計測
されたｑ１との差分（ｑ２−ｑ１）によって算出される。ノズル２３の噴霧量は、流量セ
ンサ３３によって計測された流量ｑ３と流量センサ３４によって計測されたｑ４との差分
（ｑ３−ｑ４）によって算出される。ノズル２４の噴霧量は、流量センサ３４によって計
測された流量ｑ４と流量センサ３５によって計測されたｑ５との差分（ｑ４−ｑ５）によ
って算出される。また、ノズル２５の噴霧量は、流量センサ３５によって計測された流量
ｑ５と等しい。なお、配水主管部１０ａの位置が、ノズル２３とノズル２４との間にある
場合も同様に対応することができる。
【０１０７】
また、図１２は、流量センサ３０の第４の設置例を示す図である。この図において、配
水管１０における配水主管部１０ａの位置は、図１及び図９と同様であるが、ノズル２０
が、配水分配部１０ｂから分岐した長い配水管部分に設置されている場合の例である。こ
の図において、流量センサ３０は、この長い配水管部分に設置される。この場合には、ノ
ズル２１〜２５の噴霧量は、流量センサ３１〜３５によって計測された流量ｑ１〜ｑ５に
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等しい。この場合には、演算を必要としないため、さらに簡易な方法により複数のノズル
２０それぞれの噴霧量を算出することができる。なお、図１２における配置例では、配水
主管部１０ａの位置が、ノズル２２とノズル２３との間、ノズル２３とノズル２４との間
、及びノズル２４とノズル２５との間のいずれの場合であっても同様に対応することがで
きる。
【０１０８】
また、上記の第１〜第３の実施形態において、流量センサ３０は、点検処理を実行する
際に、設置され、点検処理が完了した場合に撤去する形態を説明したが、水噴霧設備１（
又は、１ａ）が常に備えている形態でもよい。また、流量センサ３０は、超音波流量セン
サに限定されるものではなく、他の方式の流量センサを用いる形態でもよい。
【０１０９】
また、上記の第１及び第２の実施形態において、記録過程は、水噴霧流量計測装置４０
が実行する形態を説明したが、点検作業者によって行われる形態でもよい。例えば、記録
部が、作業シートなどの紙であり、点検作業者によって、この作業シートに、流量センサ
３０よって計測された流量が、流量センサ３０の位置情報に対応付けられて記録される形
態でもよい。また、複数のノズル２０それぞれの噴霧量を算出する過程及び判定過程も、
記録過程と同様に、点検作業者によって実行される形態でもよい。
また、第１の設置過程と第１の撤去過程は、点検作業者によって、高所作業車６０を用
いて行われる形態でもよいし、流量センサ３０を自動で設置又は撤去する機能を備えた高
所作業車によって行われる形態でもよい。
【０１１０】
また、上記の第１〜第３の実施形態において、水噴霧流量計測装置４０（又は４０ａ）
は、流量センサ３０と有線によって接続される形態を説明したが、無線によって接続され
、流量センサ３０によって流量を計測させる形態でもよい。
【０１１１】
また、上記の第１〜第３の実施形態において、ノズル２０から水を噴霧する水噴霧設備
１（又は１ａ）に適用した例を説明したが、水以外の液体、又は水を含む水溶液を噴霧す
る噴霧設備に適用してもよい。
【０１１２】
上述の水噴霧流量計測装置４０ａは内部に、コンピュータシステムを有している。そし
て、上述した噴霧量算出処理及び判定処理の処理過程は、プログラムの形式でコンピュー
タ読み取り可能な記録媒体に記憶されており、このプログラムをコンピュータが読み出し
て実行することによって、上記処理が行われる。ここでコンピュータ読み取り可能な記録
媒体とは、磁気ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ−ＲＯＭ、ＤＶＤ−ＲＯＭ、半導体メモ
リ等をいう。また、このコンピュータプログラムを通信回線によってコンピュータに配信
し、この配信を受けたコンピュータが当該プログラムを実行するようにしてもよい。
【符号の説明】
【０１１３】
１、１ａ 水噴霧設備
１０ 配水管
１０ａ 配水主管部
１０ｂ 配水分配部
２０、２１、２２、２３、２４、２５ ノズル
３０、３１、３２、３３、３４、３５ 流量センサ
４０、４０ａ、４１、４２、４３、４４、４５ 水噴霧流量計測装置
４６ 表示部
４７ 操作部
４８ 記録部
４９ 制御部
５０ 水噴霧ヘッドカバー（飛沫防止部）
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５１ 集水部
５２ 排水ホース
５３ 飛散防止用シート（飛沫防止部）
６０ 高所作業車
６１ バケット部
７０ 三角コーン
８０ 通行車両
１００ トンネル

【図１】

【図２】

JP 5665510 B2 2015.2.4

(22)

【図３】
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