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(57)【要約】
【課題】　閉弁時においてロッドの一端が弁体と係合し
ており開弁時には弁体とロッドの係合が解除されロッド
が回動することでスイッチが所定時間経過後に作動する
流水検知装置において、タイマー装置の遅延時間を確認
可能とする。
【解決手段】　消火設備配管に接続する筒状の本体と、
本体の内部に設ける逆止弁構造の弁体と、弁体の回動に
よる流水を検知して所定の信号を出力するスイッチと、
中間部が軸支され一端側が弁体と当接しており他端側は
スイッチ作動片を係止しているロッドと、ロッドを弁体
の開方向へ付勢する第１の付勢主手段と、スイッチ作動
片をスイッチ側へ付勢する第２の付勢手段と、スイッチ
作動片のスイッチ側への移動を緩慢にするタイマー装置
とを備え、弁体の開方向への回動によりロッド両端の係
止が解除されて第２の付勢手段によってスイッチ作動片
がスイッチをオンする流水検知装置において、閉弁状態
にてロッドの他端側とスイッチ作動片の係止を解除可能
な係止解除手段を設けた。
【選択図】　　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
消火設備配管に接続する筒状の本体と、
本体の内部に設ける逆止弁構造の弁体と、
弁体の回動による流水を検知して所定の信号を出力するスイッチと、
中間部が軸支され一端側が弁体と当接しており他端側はスイッチ作動片を係止しているロ
ッドと、
ロッドを弁体の開方向へ付勢する第１の付勢主手段と、
スイッチ作動片をスイッチ側へ付勢する第２の付勢手段と、
スイッチ作動片のスイッチ側への移動を緩慢にするタイマー装置とを備え、
弁体の開方向への回動によりロッド両端の係止が解除されて第２の付勢手段によってスイ
ッチ作動片がスイッチをオンする流水検知装置において、
閉弁状態にてロッドの他端側とスイッチ作動片の係止を解除可能な係止解除手段を設けた
ことを特徴とする流水検知装置。
 
【請求項２】
ロッドの他端側とスイッチ作動片を離す方向へ移動させることが可能な遅延確認レバーを
設けた請求項１記載の流水検知装置。
 
【請求項３】
遅延確認レバーによってロッドの他端側とスイッチ作動片を離す方向へ移動させる際に移
動方向・距離を規制可能なガイド部を設けた請求項１または請求項２記載の流水検知装置
。
 
【請求項４】
ロッドの他端側に接触子を設け、該接触子をスイッチ作動片から離れる方向へ動作可能と
した請求項１～請求項３何れか１項記載の流水検知装置。
 
【請求項５】
接触子が第１の付勢手段により所定の位置にセットされている請求項１～請求項４何れか
１項記載の流水検知装置。
 
【請求項６】
スイッチ作動片において接触子が動作する方向に切り欠きが形成されている請求項１～請
求項５何れか１項記載の流水検知装置。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、消火設備配管上に設置される流水検知装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
流水検知装置は、スプリンクラー設備や泡消火設備等の消火設備配管上に設置され、配管
内の流水を検知して信号を出力する装置である。
【０００３】
流水検知装置の内部は逆止弁構造をしており、弁により内部が一次側室と二次側室に分け
られ弁体は常時閉止状態にある。一次側室および二次側室は常時充水されており、一次側
室に接続された配管（以下、「一次側配管」とする）は水源と接続され、二次側室に接続
された配管（以下、「二次側配管」とする）はスプリンクラーヘッドや泡ヘッド等の散布
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ヘッドが設置されている。
【０００４】
流水検知装置は二次側配管に設置された散布ヘッドの作動を検知するために設置されてお
り、例えばスプリンクラーヘッドが作動すると、二次側配管内に充水されている水がスプ
リンクラーヘッドより放出されることで二次側配管内が減圧する。それにより流水検知装
置の二次側室内の圧力も減少し、弁体に作用している圧力による力のバランスが崩れて、
一次側室側から弁体に作用する力が二次側室側から弁体に作用する力を上回り弁体が開放
される。
【０００５】
この弁体の開放を検知してスイッチ装置が作動して信号が出力される。スイッチ装置は建
物の管理室等に設置されている監視装置と電気的に接続されており、監視装置からスイッ
チ装置の作動が出力されることによって管理人等にスプリンクラーヘッドが作動したこと
を知らせる。
【０００６】
特許文献１に示す流水検知装置は、図１２のように弁体５１の周縁から突出して設けられ
た係止部５１Ａに接触するロッド５２が弁箱５３の外部から挿通されており、該ロッド５
２は軸５４によって弁体５１の開放時には弁体５１に係止されている側の端が二次側ＩＩ
方向へ回動可能に軸支されている。しかしながら閉弁状態においては前記係止部５１Ａに
より回動動作を妨げられている。
【０００７】
一方、弁箱５３の外部側のロッド端５２Ｂの近傍にはリミットスイッチ５５が配置されて
おり、弁体５１の開放により係止部５１Ａと接触しているロッド５２の端が二次側ＩＩ方
向へ回動すると他端側５２Ｂがリミットスイッチ５５側へ回動してリミットスイッチ５５
を作動する構成となっている。
【０００８】
リミットスイッチ５５の近傍には、ロッド５２の回動からリミットスイッチ５５が作動す
るまでの時間を遅延させるタイマー装置５６が設置されている。タイマー装置５６により
配管内の水の振動等によって弁体５１が瞬時的に開放した際にリミットスイッチ５５が作
動することを防止している。遅延時間としては数秒～１分程度の時間が設定されている。
【０００９】
タイマー装置５６にはリミットスイッチ５５を作動させるプッシュロッド５７が設置され
ており、該プッシュロッド５７は図示しない弾発体によってリミットスイッチ５５側に付
勢されている。しかしながら常時においてプッシュロッド５７はロッド端５２Ｂによって
係止されており、リミットスイッチ５５方向への移動を阻まれている。
【００１０】
プッシュロッド５７はタイマー装置５６内の図示しないダンパーの作用によってリミット
スイッチ５５方向への移動動作が緩慢になるように構成されている。従って弁体５１の開
放によりロッド５２が回動してプッシュロッド５７からロッド端５２Ｂが離れ、プッシュ
ロッド５７がリミットスイッチ５５方向へゆっくりと移動してリミットスイッチ５５を作
動させるまでに数秒～１分程度の時間を要するものとなる。
【００１１】
また、同様のタイマー装置が設置された流水検知装置が特許文献２に記載されている。
 
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２００９－１３６４３２号公報
【特許文献２】特開２００５－２９２３３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１３】
特許文献２の流水検知装置では、プッシュロッド５７とリミットスイッチ５５の間に設置
されたレバー５８がプッシュロッド５７を係止している。該レバー５８をリミットスイッ
チ５５側へ移動させて、プッシュロッド５７とレバー５８の係合を解除するとプッシュロ
ッド５７がゆっくりとリミットスイッチ５５側に移動してリミットスイッチ５５を作動さ
せる。特許文献２の流水検知装置ではレバー５８を移動させプッシュロッド５７とレバー
５８の係合を解除してからリミットスイッチ５５が作動するまでの時間を測定することで
タイマー装置の遅延時間を確認可能であった。しかしながら特許文献１の流水検知装置で
はロッド５２が弁体５１の係止部５１Ａに係止されているのでロッド５２を弁開方向へ回
動させなければならない。
【００１４】
弁体５１には弁箱５３の二次側ＩＩと一次側Ｉの圧力差により生じる荷重が作用しており
、弁体５１を回動させるためにはロッド５２に弁体５１の自重と前述の荷重以上のモーメ
ントを加える必要があり、弁箱５３から突出しているロッド５２に荷重を印加して弁体５
１を開方向に回動させる際にロッド５２が破損・変形するおそれがある。ゆえにロッド５
２を弁開方向へ回動させてタイマー装置の遅延時間を確認することはできなかった。
【００１５】
そこで本発明では、閉弁時においてロッドの一端が弁体と係合しており、開弁時には弁体
とロッドの係合が解除されロッドが回動することでスイッチが所定時間経過後に作動する
構成の流水検知装置において、タイマー装置の遅延時間を確認可能とすることを目的とし
ている。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
上記の目的を達成するために本発明では、消火設備配管に接続する筒状の本体と、本体の
内部に設ける逆止弁構造の弁体と、弁体の回動による流水を検知して所定の信号を出力す
るスイッチと、中間部が軸支され一端側が弁体と当接しており他端側はプッシュロッドを
係止しているロッドと、ロッドを弁体の開方向へ付勢する第１の付勢主手段と、プッシュ
ロッドをスイッチ側へ付勢する第２の付勢手段と、スイッチ作動片のスイッチ側への移動
を緩慢にするタイマー装置とを備え、弁体の開方向への回動によりロッド両端の係止が解
除されて第２の付勢手段によってプッシュロッドがスイッチをオンする流水検知装置にお
いて、閉弁状態にてロッドの他端側とプッシュロッドの係止を解除可能な係止解除手段を
設けたことを特徴とする。
【００１７】
本発明によれば、ロッドを回動させることでスイッチ作動片とロッドの係合を解除するに
はロッドの弁体と係止している側の端を回動させて弁体を開方向へ回動させなければなら
ないが、ロッドが破損・変形するおそれがあることから実施は困難である。そこでロッド
の弁体と係止している側の端は動かさずに、弁箱外部に突出したロッド端を変位可能とす
ることでロッドの他端側とスイッチ作動片の係止を解除可能となりタイマー装置の遅延時
間を確認することができる。
【００１８】
具体的には、スイッチ作動片と係合しているロッドをスイッチ作動片から離すことでロッ
ドの他端側とスイッチ作動片の係止を解除可能となる。しかしながら前述のように閉弁時
においてロッドは弁体に係止されておりロッドの一端側は動かすことができない。そこで
ロッドの他端側を弾性部材によって構成して、スイッチ作動片との係合を解除してタイマ
ー装置の遅延時間を確認する際にロッドの他端側を変形させ、タイマー装置の遅延時間の
確認後には自らの弾性によって元の形状に復元可能としたり、あるいはロッドの他端と係
合しているスイッチ作動片を、ロッドの他端側から離れる方向へ移動可能な構成にするこ
とで実現可能である。
タイマー装置の遅延時間の確認は、ロッドがスイッチ作動片から離れてからスイッチが作
動するまでの時間を測定することで確認可能である。
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【００１９】
本発明の流水検知装置については、ロッドの他端側とスイッチ作動片を離す方向へ移動さ
せることが可能な遅延確認レバーを設けることができる。
遅延確認レバーを設けたことで、スイッチ作動片とロッドの他端側との係合解除を遅延確
認レバーの操作によって引き離す（係合解除）ことができる。例えばロッドとスイッチ作
動片が作業者の指が入らないような狭い場所に設置されている場合には、遅延確認レバー
によってスイッチ作動片とロッドの係合解除を行うことで容易に作業を行うことが可能と
なる。
【００２０】
本発明の流水検知装置については、遅延確認レバーによってロッドの他端側とスイッチ作
動片を離す方向へ移動させる際に移動方向・距離を規制可能なガイド部を設けることがで
きる。
ロッドの他端側とスイッチ作動片との係止を解除する操作を確実なものにすること、及び
ロッドの他端側またはスイッチ作動片の位置を移動した際に他の部品との干渉を防止する
ために、遅延確認レバーの移動方向・距離を規制可能なガイド部を設置してロッドまたは
スイッチ作動片の位置の移動方向・距離を制限した。該移動方向・距離は、タイマー装置
を覆っているブラケットに形成したガイド部に遅延確認レバーを挿通させることにより移
動方向・距離の規制が実現可能である。
また、上記に加えて遅延確認レバーの操作方向やタイマー装置の遅延時間確認時における
保持位置を示す表示を設けると、不慣れな作業者でも容易に作業を行うことが可能となる
。
【００２１】
本発明の流水検知装置については、ロッドの他端側に接触子を設け、該接触子をスイッチ
作動片から離れる方向へ動作可能とすることができる。
これによれば、ロッドの他端側に動作可能に設けた接触子によって、ロッド自体を動かす
ことなくスイッチ作動片の係止を解除可能である。接触子はロッドの他端側に回動自在に
設けてもよいし、スライド移動可能に設けることも可能である。あるいは接触子を弾性材
料から形成してスイッチ作動片との係合を解除する際に変形させ、タイマー装置の遅延時
間の確認後には自らの弾性によって元の形状に復元可能な構成にすることもできる。
【００２２】
本発明の流水検知装置については、接触子が第１の付勢手段により所定の位置にセットさ
れている。
常時において接触子はスイッチ作動片を係止する位置にセットされているが、ロッドとス
イッチ作動片との係合を解除させてタイマー装置の遅延時間を確認する際に接触子を指や
遅延確認レバーでスイッチ作動片から離れる方向へ動かした状態で保持し、タイマー装置
の遅延時間を確認した後、接触子の保持を解除すると第１の付勢手段によって接触子が元
の位置に戻ることができる。これにより接触子の位置を元に戻すための再セット作業が不
要であり、戻し忘れも防止できる。第１の付勢手段の具体例として、ゴムやバネ等の弾発
体や錘、磁石による磁力を用いることが可能である。
【００２３】
本発明の流水検知装置については、スイッチ作動片において接触子が動作する方向に切り
欠きが形成されることができる。
接触子がスイッチ作動片から離れる方向へ移動する際に接触子がスイッチ作動片に引っ掛
かったり、接触子の動作の妨げとなることを防止できる。また、切り欠きの縁には接触子
が元の位置に戻る際にスイッチ作動片に引っ掛かるのを防止するためにテーパー部や面取
り等のガイドを設けることができる。
 
【発明の効果】
【００２４】
本発明によれば、ロッドの弁体と係止している側の端は動かさずに、弁箱外部に突出した
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ロッド端を動作可能とすることでロッドの他端側とスイッチ作動片の係止が解除可能とな
り、タイマー装置の遅延時間を確認することができる。さらにスイッチ作動片とロッドの
他端側との係合解除を遅延確認レバーの操作によって行うことでスイッチ作動片とロッド
の係合解除を容易に行うことが可能となる。
 
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】第１実施形態の流水検知装置の断面図
【図２】Ｘ１－Ｘ１断面図
【図３】筐体の蓋を外した状態の正面図
【図４】図３において正面側のブラケットを除いた図面
【図５】接触子付近の構成の斜視図
【図６】図４の左側面図（タイマー装置は図示しない）
【図７】図４におけるタイマー装置の遅延時間を確認している状態の図面
【図８】接触子の他の実施形態の図
【図９】第２実施形態の流水検知装置における筐体の蓋を外した状態の正面図
【図１０】図９の左側面図
【図１１】図９におけるタイマー装置の遅延時間を確認している状態の図面
【図１２】従来の流水検知装置の断面図
【図１３】図１２と同様なタイマー装置が設置されている流水検知装置の説明図
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
第１実施形態（図１～図８）
　以下、この発明の第１実施形態を図１から図８を参照して説明する。
【００２７】
第１実施形態の流水検知装置は、本体１、筐体２、排水弁３から構成される。
【００２８】
本体１は中空形状であり内部は隔壁４によって一次側室Ｉと二次側室ＩＩに分けられてい
る。隔壁４には連通穴５が穿設されており、該連通穴５の二次側室ＩＩ側には環状の弁座
６が設置されている。
【００２９】
弁座６の上には弁体７が着座しており、弁体７の周縁の一部には円筒状の軸受け８が形成
され、弁棒９が軸受け８を貫通して本体１内に設置されている。弁体７は弁棒９を軸とし
て二次側ＩＩ方向へ回動自在な構成となっており、弁体７が回動すると弁座６から弁体７
が離れて一次側室Ｉの流体が環状の弁座６内を通って二次側室ＩＩに通過可能となる。
【００３０】
弁体７の周縁には縁から突出して形成された突出部１０が設けられている。該突出部１０
の弁座６側の面には、ロッド１１の端１１Ａが接触しており、ロッド１１は中間で軸支さ
れ、ロッド１１は図中において上下に回動動作可能な構成である。
【００３１】
ロッド１１の弁体７と接触している端と反対側の端１１Ｂは、本体１の側面外部に突出し
ており、筐体２により覆われている。図３から図５に示すように端１１Ｂには、図中上側
に突出して設けられたバネ座１２が設置されている。バネ座１２は柱状であり中間部分が
両端よりも大径な段部１２Ａが形成されており、図中の上面が後述のコイルバネ１４の座
部となり、該座部側の端１２Ｂはコイルバネ１４に挿通される。また、段部１２Ａより下
側の端１２Ｃはロッド１１の端１１Ｂに穿設された穴１１Ｃに挿通されている。端１２Ｃ
と穴１１Ｃは遊嵌されている。
【００３２】
バネ座１２の軸の延長上にはベースＢに設置されたバネ座１３が設けられている。バネ座
１３の一端側は牡ネジ１３Ａが刻設され、ベースＢの牝ネジと螺合されている。他端側は
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牡ネジ１３Ａより小径な柱部１３Ｂが形成されており、牡ネジ１３Ａと柱部１３Ｂの間の
段がコイルバネ１４の座部として用いられる。牡ネジ１３Ａを回転させることで柱部１３
Ｂの端は図中上下方向に位置調整可能である。
【００３３】
上記のバネ座１２、１３の間に第１の付勢手段としてコイルバネ１４が設けられている。
コイルバネ１４によりロッド１１の端１１Ｂは、常時において図中下方に付勢されている
。ロッド１１の中間の軸により端１１Ｂの反対側の端１１Ａは図中上方つまり弁体７が開
く方向に付勢されるが、コイルバネ１４が作用する力は弁体７が開放しない程度の弱い力
である。
【００３４】
またロッド１１の端１１Ｂにはスイッチ作動片１５に接触する接触子１６が固定設置され
ている。図４、図５に示す接触子１６にはスイッチ作動片１５と接触する端部が湾曲形状
に折り曲げられた湾曲部１６Aが形成されている。接触子１６の他端側は断面が逆Ｕ字型
に形成されており、屈曲して形成した２つの側面部１６Ｂが設けられている。側面部１６
Ｂの内部にロッド１１の端１１Ｂが挿通されている。２つの側面部１６Ｂおよびロッド１
１には軸１６Ｃが貫通して設置されており接触子１６は軸１６Ｃに軸支され回動可能であ
る。側面部１６Ｂには湾曲部１６Ａの反対側に伸びた拡張部１６Ｄを有する。拡張部１６
Ｄの上部はバネ座１２の段部１２Ａの下面に接しており、拡張部１６Ｄは第１の付勢手段
であるコイルバネ１４によって下方に付勢されている。と同時に拡張部１６Ｄと反対側の
湾曲部１６Ａはスイッチ作動片１５が設置されている上方に付勢され、スイッチ作動片１
５と接触した状態となる。
【００３５】
接触子１６の湾曲部１６Ａがスイッチ作動片１５を付勢する方向にはタイマー装置１８が
設置されている。タイマー装置１８はスイッチ作動片１５の動作を遅くする作用を有する
ものであり、エアダンパーやオイルダンパーを使用した構造のものが用いられている。タ
イマー装置１８の内部構造については詳細な説明は省略する。タイマー装置１８のダイヤ
ル１８Ａには遅延時間を示す目盛や数字等の表示（図示しない）が設けられており遅延時
間を調整可能である。
【００３６】
スイッチ作動片１５はリミットスイッチ１７の方向に、弾発体１５Ａによって付勢されて
おり、接触子１６によりリミットスイッチ１７方向への移動を阻止されている。
【００３７】
上記のスイッチ作動片１５、弾発体１５Ａ、リミットスイッチ１７、タイマー装置１８は
断面コ字型のケース１９内にビス１９Ａや嵌合等によって所定位置に配置されている。ま
た、ケース１９には接触子１６が挿通可能な開口部１９Ｂが形成されている。
【００３８】
カバー１９は、カバー１９をベースＢ上に固定設置するためのブラケット２０により覆わ
れている。ブラケット２０は板材を屈曲して形成されており、端部が図６に示すビス２０
ＡによってベースＢに固定されている。ブラケット２０とカバー１９は前述のビス１９Ａ
により位置決めして設置されている。
【００３９】
図３に示すブラケット２０の正面２０Ｂには、逆Ｌ字型の穴２０Ｃが穿設されており、穴
２０Ｃには遅延確認レバー２１が挿通されている。また、正面２０Ｂには長穴２０Ｄが穿
設されており、長穴２０Ｄの奥に配置されているリミットスイッチ１７の作動状態を目視
にて確認可能である。
【００４０】
図６に示すように遅延確認レバー２１は細長い板状であり、一端には図示しない穴が穿設
されている。ブラケット２０の正面２０Ｂと対向して設けられた背面を屈曲して形成した
支持面２０Ｅ上の軸Ｊに遅延確認レバー２１の一端側の穴が挿通されて回動可能に軸支さ
れる。
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【００４１】
遅延確認レバー２１の中間部にはバネ係止部２１Ａが設けられ、バネ係止部２１Ａには穴
２１Ｂが穿設されている。該穴２１Ｂには引張バネ２２の一端が係止される。引張バネ２
２の他端側はブラケット２０の上面に設けられた鉤部２０Ｆに係止される。遅延確認レバ
ー２１は引張バネ２２の作用によって図中上方へ付勢されている。
【００４２】
また、遅延確認レバー２１の中間部の接触子１６と近接した位置に膨出部２１Ｃが形成さ
れている。
【００４３】
遅延確認レバー２１の他端はブラケット２０の外部に突出しており、作業者が指で摘んで
操作可能な操作部２１Ｄが形成されている。遅延確認レバー２１は前述の引張バネ２２に
よって上方へ付勢されており、常時において穴２０Ｃの上側に位置した状態である。
【００４４】
図６の二点鎖線で示すように遅延確認レバー２１を穴２０Ｃの縦穴部分に沿って下方へ移
動させると遅延確認レバー２１は支持面２０Ｅに設けた軸Ｊを支点として回動して膨出部
２１Ｃが接触子１６を押圧する。すると図７のように接触子１６は軸１６Ｃを支点として
回動して、湾曲部１６Ａがリミットスイッチ１７側へ移動する。
【００４５】
上記において図３、図４に示すように穴２０Ｃは遅延確認レバー２１の移動方向をガイド
している。またタイマー装置１８の遅延時間を確認している状態においても穴２０Ｃの縦
穴部分によって遅延確認レバー２１がベースＢのＢ１側やカバー１９側へ動くことができ
ないように構成されている。これによって遅延確認レバー２１は接触子１６の所定の位置
のみを押圧可能である。
【００４６】
また、ブラケット２０の穴２０Ｃ付近に遅延確認レバー２１の動作方向や、タイマー装置
１８の遅延時間確認時における遅延確認レバー２１の保持位置を示す表示を設けると、タ
イマー装置１８の遅延時間確認作業に不慣れな作業者でも容易でかつ正確な作業を行うこ
とが可能となる。
【００４７】
筐体２のベースＢは平板をＬ字状に屈曲させた形状をしており、ロッド１１が貫通して本
体１と接続される「第１の面」としての面Ｂ１と、面Ｂ１から屈曲して設けた「第２の面
」としての面Ｂ２を有する。面Ｂ１にはリミットスイッチ１７やタイマー装置１８等が設
置されたカバー１９を支持するブラケット２０の端部が接続される。面Ｂ２には外部の監
視装置に続く導線を筐体２内部のリミットスイッチ１７と電気的に接続している端子台２
３に接続するための穴２４が穿設されている。ベースＢは蓋Ｃにより覆われ、内部に設置
された装置類をゴミや埃から保護している。
【００４８】
排水弁３は、点検やメンテナンス時に本体１内の流体を外部に排出するバルブであり、筐
体２と反対側の面に設置されている。排水弁３の内部はアングル弁構造となっており、排
出口は図１において下向きに設けられている。排水弁３の開閉操作を行なうハンドルは流
水検知装置Ａのカバー１Ａが設けられた正面側に設置され、ハンドルの操作が行ないやす
い位置に設けられている。
【００４９】
続いて、第１実施形態の流水検知装置の動作について説明する。
【００５０】
第１実施形態の流水検知装置は、消火設備配管に設置され、一次側室Ｉは図示しないポン
プおよび水源に通じる配管と接続され、二次側室ＩＩに接続された配管の末端には図示し
ないスプリンクラーヘッドが設置されている。
【００５１】
消火設備配管内は充水された状態にあり、流水検知装置の本体１の内部も一次側室Ｉおよ
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び二次側室ＩＩは充水状態にある。常時において、弁体７は弁座６の上に着座しており、
一次側室Ｉから二次側室ＩＩへの通水は遮断されている。
【００５２】
火災が発生して二次側室ＩＩ側の配管に設置されたスプリンクラーヘッドが作動すると、
二次側室ＩＩ側の配管内の水はスプリンクラーヘッドから放出されるので次第に減圧して
くる。弁体７を閉止していた二次側室ＩＩの水の圧力が減少し、一次側室Ｉの圧力より低
くなると二次側室ＩＩと一次側室Ｉの圧力差により弁体７は押し上げられ、軸９を支点に
回動する。
【００５３】
弁体７が弁座６から離れて開放したことにより一次側室Ｉの水は二次側室ＩＩ側に送られ
る。それとともに弁体７に接触していたロッド１１もコイルバネ１４の付勢力によって回
動し、筐体２側の端１１Ｂが下側に移動する。
【００５４】
これにより端１１Ｂの接触子１６がスイッチ作動片１５から離れ、スイッチ作動片１５は
リミットスイッチ１７側へ移動を開始する。タイマー装置１８により所定時間経過後にス
イッチ作動片１５はリミットスイッチ１７を作動させる。リミットスイッチ１７は端子台
２９を介して管理人室等に設けた図示しない監視装置に接続されており、監視装置にリミ
ットスイッチ１７の作動が出力される。
【００５５】
上記リミットスイッチ１７の作動による信号によって前述のポンプが起動され、水源より
作動したスプリンクラーヘッドへ送水が開始してスプリンクラーヘッドからは連続して水
が散布され火災を消し止める。
【００５６】
次に、第１実施形態の流水検知装置におけるタイマー装置の遅延時間の確認を行う手順に
ついて説明する。
【００５７】
先ず、筐体２から蓋Ｃを取り外すと図３に示すように遅延確認レバー２１が正面に現れる
。タイマー装置１８のダイヤル１８Ａに表示された遅延時間を確認した後、遅延確認レバ
ー２１を下方へ移動させて穴２０Ｃの下端の位置で保持して、ストップウォッチ等で遅延
時間の測定を開始する。
【００５８】
遅延確認レバー２１の移動により膨出部２１Ｃが接触子１６を下方へ押圧して接触子１６
が軸１６Ｃを支点として回動する（図７参照）。接触子１６の湾曲部１６Ａがスイッチ作
動片１５から離れ、スイッチ作動片１５は弾発体１５Ａによってリミットスイッチ１７側
に移動する。
【００５９】
一方、接触子１６の拡張部１６Ｄはコイルバネ１４の付勢力に抗して上方に回動する。そ
の際、接触子１６を必要以上に回動させると両バネ座１２、１３の端部（端１２Ｂと柱部
１３Ｂ）の先端が接触してそれ以上回動できないように構成されおり、接触子１６が必要
以上に回動できないようにしている。
【００６０】
タイマー装置１８によりスイッチ作動片１５の動作は緩慢となり、ゆっくりとリミットス
イッチ１７側へ移動する。スイッチ作動片１５がリミットスイッチ１７のボタン１７Ａを
押し込むと「カチッ」と音がしてリミットスイッチ１７が作動状態となる。この時点でス
トップウォッチを停止して遅延時間の測定を終了する。
【００６１】
遅延確認レバー２１を移動させてからリミットスイッチ１７が作動するまでに経過した時
間がタイマー装置の遅延時間であり、測定した時間とダイヤル１８Ａに示された時間が合
っているかを確認する。
【００６２】
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遅延時間の測定後、遅延確認レバー２１の保持状態を解除すると遅延確認レバー２１は引
張バネ２２の作用によって元の位置（穴２０Ｃの上側）に戻る。と同時に接触子１６も段
部１２Ａを介してコイルバネ１４が拡張部１６Ｄを下方へ付勢することから図４に示す元
の状態に戻る。
【００６３】
上記に説明した第１実施形態では接触子１６が軸１６Ｃにより回動支持され、回動動作に
よって上下方向に移動可能な構成であった。その変形例として図８（ａ１）：常時、（ａ
２）：遅延時間確認時、に示すように接触子１６の軸１６Ｃを、側面部１６Ｂに設けたス
リットａに沿って上下方向にスライド移動する構成や、同図（ｂ１）：常時、（ｂ２）：
遅延時間確認時、のように軸１６Ｃを側面部１６Ｂに穿設された長穴ｂに沿って左右方向
にスライド移動する構成にすることも可能である。さらに同図（ｃ１）：常時、（ｃ２）
：遅延時間確認時、に示すように第１実施形態の軸１６Ｃを９０°回転させた位置に設置
して接触子１６を回動移動させることも可能である。
【００６４】
上記変形例において、スイッチ作動片１５は図示していないが、スイッチ作動片１５には
接触子１６の移動方向に切り欠きを形成し、接触子１６の動作を阻害しないよう構成する
。また切り欠きの縁部分に面取りやテーパーを付しておくと接触子１６が元の位置に戻る
際に、接触子１６がスイッチ作動片１５に引っ掛かることなくスムーズに移動することが
できる。
【００６５】
第２実施形態（図９～図１１）
　以下、この発明の第２実施形態を図９から図１１を参照して説明する。
【００６６】
第２実施形態において第１実施形態と構成が同じ箇所については同符号を付して詳細な説
明は省略する。第２実施形態における流水検知装置の本体１部分の構造は同じである。図
９には筐体２の蓋を外した状態の正面図を示す。
【００６７】
ブラケット３０内には第１実施形態と同様に、カバー１９およびカバー１９内に組み込ま
れたスイッチ作動片１５、リミットスイッチ１７、タイマー装置１８等が収容されている
。図９に示すブラケット３０の正面側には、第１実施形態と同様の長穴２０Ｄが穿設され
ており、タイマー装置１８の遅延時間確認時にブラケット３０内部のリミットスイッチ１
７の状態を確認可能である。
【００６８】
また、長穴２０Ｄの斜め下方には矩形の開口３０Ａが穿設されている。開口３０Ａには遅
延確認レバー３１が挿通されており、遅延確認レバー３１の一端側はカバー１９上に配置
され、カバー１９とリミットスイッチ１７を固定するビス１９Ａによって遅延確認レバー
３１がカバー１９に固定設置されている。
【００６９】
長穴２０Ｄの上方には鉤状穴３０Ｂが穿設されている。鉤状穴３０Ｂにはカバー１９の表
面に形成された突起１９Ｃが挿通され、該突起１９Ｃは鉤状穴３０Ｂに沿って図中上方へ
移動可能である。常時において突起１９Ｃは鉤状穴３０Ｂの下側に係止されている。
【００７０】
図１０は図９の左側面を表す図である。ブラケット３０の左側面にはビス１９Ａが貫通さ
れた長穴３０Ｃが形成されている。ビス１９Ａは常時において長穴３０Ｃの下端に係止さ
れた状態にあるが、長穴３０Ｃに沿って図中上方へ移動可能となっている。
【００７１】
ブラケット３０の左側面と接触するカバー１９の表面にはマグネット３２が埋め込まれて
設置されている。常時においてマグネット３２は金属製のブラケット３０と磁力により吸
着されており、カバー１９とブラケット３０を保持している。
【００７２】
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第２実施形態の流水検知装置の動作については、第１実施形態と同様であるので説明は省
略する。続いて第２実施形態の流水検知装置におけるタイマー装置の遅延時間の確認を行
う手順について説明する。
【００７３】
先ず、筐体２から蓋Ｃを取り外すと図９に示すように遅延確認レバー３１が正面に現れる
。タイマー装置１８のダイヤル１８Ａに表示された遅延時間を確認した後、遅延確認レバ
ー３１を右側へ移動させてカバー１９に設置されたマグネット３２をブラケット３０から
引き離す。その際突起１９Ｃは鉤状穴３０Ｂ下側の横穴に沿って右側へ移動する。
【００７４】
次に遅延確認レバー３１を上方に移動する。突起１９Ｃを鉤状部３０Ｂの縦穴に沿って上
方に移動するとともにビス１９Ａの先端が長穴３０Ｃに沿って上方へ移動する。移動後、
直ちにストップウォッチ等で遅延時間の測定を開始する。このときブラケット３０に対し
て、ブラケット３０内に収容されているカバー１９が上方に移動する。カバー１９内に設
置されているスイッチ作動片１５もカバー１９の移動と共に上方へ移動しており、接触子
１６がスイッチ作動片１５から離れる。
【００７５】
タイマー装置１８の遅延時間の測定が終了するまで遅延確認レバー３１をこの位置で保持
する。スイッチ作動片１５はゆっくりとリミットスイッチ１７側へ移動して、スイッチ作
動片１５がリミットスイッチ１７のボタン１７Ａを押し込み「カチッ」と音がした時点で
ストップウォッチを停止して遅延時間の測定を終了する。
【００７６】
上記において、遅延時間の測定開始後にカバー１９が上方に移動した状態を保持したい場
合には、図１１に示すように遅延確認レバー３１を左側に移動させる。すると突起１９Ｃ
が鉤状穴３０Ｂの上側の横溝に沿って左側へ移動してマグネット３２とブラケット３０の
左側面がマグネット３２の磁力によって吸着されるのでカバー１９が上方に移動した位置
の状態を保持することが可能となる。
 
【符号の説明】
【００７７】
　１　本体　
　２　筐体　
　３　排水弁　
　４　隔壁　
　５　連通穴　
　６　弁座　
　７　弁体　
　８　軸受け　
　９　弁棒　
１０　突出部　
１１　ロッド　
１４　コイルバネ（第１の付勢手段）　
１５　スイッチ作動片　
１５Ａ　弾発体（第２の付勢手段）　
１６　接触子　
１７　リミットスイッチ（スイッチ）　
１８　タイマー装置　
１９　カバー　
２０、３０　ブラケット　
２１、３１　遅延確認レバー　
２２　引張バネ　
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２３　端子台　
３２　マグネット　
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【図１１】 【図１２】
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