
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
給水管の先端側に取り付けられた閉鎖型スプリンクラヘッドと、
該閉鎖型スプリンクラヘッドが設備された防護区域に設置され、火災を検知して火災信号
を出力する火災感知器と、
前記給水管に設置されて、前記給水管内の流体が前記閉鎖型スプリンクラヘッドから流出
する時に、流出信号を出力する流出検知手段と、
前記給水管に設けられて常時は開放している制御弁と、
前記火災信号と前記流出信号とが入力され、該入力信号に基づいて前記制御弁の開閉を制
御する制御手段とを備え、
該制御手段は、前記流出信号が入力され、かつ前記火災信号が入力されないときに前記制
御弁を閉じることを特徴とするスプリンクラ消火設備。
【請求項２】
前記給水管における前記制御弁と前記閉鎖型スプリンクラヘッドとの間に設けられた排水
管と、
該排水管に取り付けられて排水路の開閉を行う排水弁とを備え、
前記制御手段は前記制御弁を閉じた後、所定時間経過したのちに前記排水弁を開放するこ
とを特徴とする請求項１記載のスプリンクラ消火設備。
【請求項３】
給水管の先端側に取り付けられた閉鎖型スプリンクラヘッドと、
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該閉鎖型スプリンクラヘッドが設備された防護区域に設置され、火災を検知して火災信号
を出力する感知器と、
前記給水管に設置されて流水信号を出力する流水検知手段と、
前記給水管に設けられて該給水管を一次側と二次側とに仕切る弁体を有し、該弁体の開度
を前記二次側の消火用水の圧力に応じて自動調整することによって前記二次側の圧力を所
定の値に自動調圧する調圧弁と、
前記火災信号と前記流水信号に基づいて前記調圧弁の弁体の開閉を強制的に制御する制御
手段とを備え、
該制御手段は、前記流水信号が入力され、かつ前記火災信号が入力されないときに前記調
圧弁の弁体を閉じることを特徴とするスプリンクラ消火設備。
【請求項４】
前記給水管における二次側に設けられ、この二次側の消火用水を排出する排水弁を備え、
前記制御手段は前記調圧弁の弁体を閉じた後、所定時間経過したのちに前記排水弁を開放
するようにしたことを特徴とする請求項３記載のスプリンクラ消火設備。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、スプリンクラ消火設備に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の湿式のスプリンクラ消火設備は、給水配管の全管に亘って消火用水が充水されてい
るため、火災以外の原因、例えばスプリンクラヘッドに物がぶつかってヘッドが破損した
りすると、給水配管内の消火用水が放水されてしまい、これにより大きな水損が生じると
いう問題があった。
このようなスプリンクラヘッド破損の暴発による水損を防ぐ技術として、特公平７－１２
３８２号公報に記載された湿式の予作動式流水検知装置の発明がある。
【０００３】
同公報に記載の発明は、消火用水が送水される一次室と、閉鎖型スプリンクラーへッドが
配管を介して接続される二次室との連通部を開閉するための弁体を有する開放弁を具備し
、且つ前記配管内及び二次室内に圧力流体が封入された状態で前記開放弁が弁閉状態を維
持すべく構成されてなる予作動式流水検知装置に於いて、前記開放弁２０の二次室３側に
一次室よりも低圧で、且つ前記スプリンクラーヘッドに異常が発生した際には一次室側と
は無関係に外部に流出する液体を封入せしめてなるものである。
【０００４】
そして、上記公報に記載の技術においては、火災感知器の火災検知信号と二次室側の圧力
の低下という２つの条件がそろったときに弁体を開放して、一次室側から二次室側へ消火
用水を供給し、一方、スプリンクラーヘッドに破損等の異常事態が発生した場合は、弁体
を開放するとなく前記スプリンクラーヘッドからは二次室側の液体のみを外部に流出させ
るというものである。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記のように構成された従来の湿式の予作動式流水検知装置においては、
火災感知器や制御手段等の電気回路を有する部分に故障が発生したような場合には、弁体
が開かず消火が出来ないという事態が考えられる。
【０００６】
本発明はかかる問題点を解決するためになされたものであり、火災発生に即対応ができる
と共に、スプリンクラヘッドが破損し暴発した場合にも水損を小さく抑えることができ、
かつ電気系統などに故障があった場合でも確実に消火のできるスプリンクラ消火設備を提
供することを目的としている。
【０００７】
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【課題を解決するための手段】
本発明に係るスプリンクラ消火設備は、給水管の先端側に取り付けられた閉鎖型スプリン
クラヘッドと、該閉鎖型スプリンクラヘッドが設備された防護区域に設置され、火災を検
知して火災信号を出力する火災感知器と、前記給水管に設置されて、前記給水管内の流体
が前記閉鎖型スプリンクラヘッドから流出する時に、流出信号を出力する流出検知手段と
、前記給水管に設けられて常時は開放している制御弁と、前記火災信号と前記流出信号と
が入力され、該入力信号に基づいて前記制御弁を開閉を制御する制御手段とを備え、
該制御手段は、前記流出信号が入力され、かつ前記火災信号が入力されないときに前記制
御弁を閉じるようにしたものである。
【０００８】
また、前記給水管における前記制御弁と前記閉鎖型スプリンクラヘッドとの間に設けられ
た排水管と、該排水管に取り付けられて排水路の開閉を行う排水弁とを備え、前記制御手
段は前記制御弁を閉じた後、所定時間経過したのちに前記排水弁を開放するようにしたも
のである。
【０００９】
さらに、給水管の先端側に取り付けられた閉鎖型スプリンクラヘッドと、
該閉鎖型スプリンクラヘッドが設備された防護区域に設置され、火災を検知して火災信号
を出力する感知器と、前記給水管に設置されて流水信号を出力する流水検知手段と、前記
給水管に設けられて該給水管を一次側と二次側とに仕切る弁体を有し、該弁体の開度を前
記二次側の消火用水の圧力に応じて自動調整することによって前記二次側の圧力を所定の
値に自動調圧する調圧弁と、前記火災信号と前記流水信号に基づいて前記調圧弁の弁体の
開閉を強制的に制御する制御手段とを備え、　該制御手段は、前記流水信号が入力され、
かつ前記火災信号が入力されないときに前記調圧弁の弁体を閉じるようにしたものである
。
【００１０】
また、前記給水管における二次側に設けられ、この二次側の消火用水を排出する排水弁を
備え、前記制御手段は前記調圧弁の弁体を閉じた後、所定時間経過したのちに前記排水弁
を開放するようにしたものである。
【００１１】
【発明の実施の形態】
実施の形態１．
図１は本発明の一実施の形態の系統図である。図において、１は給水管としての二次側配
管２の先端側に取り付けられ、天井面などに設置された複数の閉鎖型のスプリンクラーヘ
ッド、３は二次側配管２に取り付けられて、二次側配管内の流体としての加圧水が閉鎖型
スプリンクラヘッドから流出する時に、その流れを検知して流出信号としての流水信号を
出力する流出検知手段としての流水検知装置、４は二次側配管２と後述の一次側配管５を
仕切る制御弁である。
また、５は一端側が制御弁４に接続され他端側が後述の消火ポンプ６を介して水源水槽７
に接続された一次側配管、６は水源水槽７の消火用水をスプリンクラーヘッド１まで送水
する消火ポンプ、７は消火用水が貯留された水源水槽である。
さらに、８はスプリンクラヘッド１が設備された防護区域に設置され、火災を検知して火
災信号を出力する火災感知器、９は火災感知器８の火災信号と流水検知装置３の流水信号
とが入力され、該入力信号に基づいて制御弁４の開閉を制御する制御手段、１０は二次側
配管２内の消火用水を排水する自動排水弁である。
【００１２】
図２は図１に示された実施の形態１における制御手段９の処理フローチャートである。以
下、図２に基づいて制御手段９の処理を説明すると共に、図１に基づいて各構成機器の動
作を説明する。
制御手段９は火災感知器８からの火災信号が入力されたかどうかを判断し（Ｓ１）、火災
信号の入力があったと判断したときには流水検知装置３からの流水信号が入力されたかど
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うかを判断する（Ｓ２）。Ｓ２の判断において流水信号が入力されたと判断したときには
制御弁４の弁開を維持する（Ｓ３）。すなわち、この一連の流れは火災が発生した場合の
制御手段９の動作を示している。したがって、この場合には制御弁４が開放されているの
で、一次配管５の消火用水が流出してゆき、図示していない加圧送水装置の動作により消
火ポンプ６が起動され、水源水槽７の消火用水が加圧供給され、適切な消火動作が行われ
る。
【００１３】
Ｓ１の判断において火災信号の入力が無いと判断した場合には、流水信号の入力の有無を
判断し（Ｓ５）、流水信号の入力が無い場合には、再びＳ１に戻って火災信号の入力の有
無を判断する。
Ｓ５の判断において、流水信号が入力されたと判断した場合には、制御弁４を閉じる（Ｓ
６）。これは、スプリンクラヘッド１が破損し暴発したような場合の処理であり、制御弁
４を閉じることによって、一次側配管５の消火用水が二次側配管２へ送水されなくなり、
水損を抑えることができる。
再び図２戻り、制御弁４を閉じた後に流水信号の入力があってから所定の時間が経過した
かどうかを判断し（Ｓ７）、所定時間が経過した場合には自動排水弁１０を開放する（Ｓ
８）。自動排水弁１０を開放するのは、二次側配管２内の消火用水を排水することによっ
て、スプリンクラーヘッド１等から消火用水が流出するのを少なくし、水損を防止するた
めである。
【００１４】
Ｓ７の判断において、流水信号の入力があってから所定の時間が経過していないと判断さ
れたときは、さらに火災感知器８からの火災信号の有無を判断し（Ｓ９）、このとき火災
信号の入力があったと判断した場合には制御弁４を開放する（Ｓ１０）。これは、スプリ
ンクラーヘッド１が先に開放した後に火災感知器８が火災を感知したときの処理であり、
実際に火災が発生した場合である。したがって、この場合の各機器の動作は上述した火災
発生の場合と同様に行われる。
Ｓ９の判断において、火災信号が無いと判断されたときは再びＳ７に戻って、流水信号の
入力があってから所定の時間が経過したかどうかを判断する。
【００１５】
Ｓ２の判断において、流水信号の入力がない場合には、火災感知器８の誤報であると判断
し、その後復旧信号の入力の有無を判断し（Ｓ１１）、復旧信号の入力があった場合には
、再びＳ１に戻り、火災信号の有無を判断する。復旧信号の入力がない場合は、Ｓ２に戻
って流水信号の入力の有無を判断する。
【００１６】
以上のように、本実施の形態によれば、常時は制御弁４を開放しておき、スプリンクラー
ヘッド１の破損の暴発等のように二次側配管２から消火用水の流出があった場合には制御
弁４を閉じるようにしたので、火災の際には即対応できると共に、スプリンクラーヘッド
１の誤作動の場合には水損を少なく抑えることができる。
また、制御弁４は常時開放しているので、たとえ電気系統に故障等が生じても消火用水の
放水は行われるようになっており、安全である。
さらに、流水信号を検知してから所定の時間が経過しても火災信号が入力されない場合に
は自動排水弁１０を開放するようにしたので、スプリンクラーヘッド１が破損し暴発した
ような場合に水損を小さく抑えることができる。
【００１７】
なお、二次側配管には流体として加圧空気を封入してもよく、この場合は、流水検知装置
の代わりに、乾式流水検知弁を設ければよい。また、流水検知装置の代わりに圧力スイッ
チを設けて、スプリンクラヘッドから流体が流出して圧力が低下するのを検知するように
してもよい。なお、流水検知装置としては、逆止弁などの弁体の移動により流水を検知す
るもの、パドル型のもの、圧力スイッチで圧力変化を検知するもの、いずれを用いてもよ
い。
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【００１８】
実施の形態２．
図３は本発明の実施の形態２の系統図である。図において、１１はバルブユニットであり
、その一次側、すなわち後述の本弁１２の一次室１３ａ側が開閉弁１００及び一次側配管
１０１を介して消火ポンプ１０２側に接続されており、また二次室１３ｂ側が二次側配管
１０５を介して閉鎖型スプリンクラーヘッド１０６に接続されている。９０はスプリンク
ラヘッド１０６が設備された防護区域に設置され、火災を検知して火災信号を出力する火
災感知器、８５は火災感知器９０の火災信号を中継する中継器である。
【００１９】
バルブユニット１１は、一次側配管１０１と二次側配管１０５の間に介在設置された本弁
１２、本弁１２のコントロール機能を備えた調圧・加圧パイロット弁３０、二次側配管１
０５内の圧力が所定値よりも高くなったときに二次側配管１０５内の消火用水を排出する
排圧パイロット弁５０、調圧・加圧パイロット弁３０と本弁１２をつなぐ配管に設けられ
て調圧・加圧パイロット弁３０から本弁１２への圧力水の供給を制御する遠隔起動弁６０
、流水検知用の圧力スイッチ７０、二次側配管１０５内の消火用水の排出を行う自動排水
弁８８、遠隔起動弁６０及び自動排水弁８８の制御を行う制御手段８０を備えている。
【００２０】
本弁１２は、調圧機能を有しており、弁箱１３とその内部に設けられた弁体１５、弁座１
７及びシリンダ部１９からなり、弁箱１３は弁体１５により一次室１３ａと二次室１３ｂ
に区画されている。弁座１７には通孔２１が設けられ、この通孔２１に連通管を介して流
水検知手段としての圧力スイッチ７０が接続されている。
【００２１】
シリンダ部１９は、弁体１５に結合されたピストン２３を有し、このピストン２３によっ
て圧力室１９ａ、加圧室１９ｂ、排圧室１９ｃに区画されている。圧力室１９ａは、その
内部に弁体１５を軽い力で弁座１７側に付勢するバネ２５が配設されていると共に、弁体
１５に設けた小孔２７を通じて一次室１３ａに連通している。また、加圧室１９ｂと排圧
室１９ｃはピストン２３に設けたオリフィス２９を通じて連通し、排圧室１９ｃは配管２
２を介して二次室１３ａに連通している。
本弁１２は、弁体１５の小孔２７を通じて圧力室１９ａに流入する一次室１３ａの一次側
水の圧力により弁体１５を弁座１７に着座させる方向に付勢されるとともに、加圧室１９
ｂ内の圧力によって弁体１５の開度が調整されるように構成されている。
【００２２】
調圧・加圧パイロット弁３０は、室３１，３２，３３の３室からなり、室３１と室３２の
間にはディスク３４が設けられ、室３２と室３３はスリット３５によって連通され室３３
の排圧側にはダイアフラムを介してスプリング３６が設けられている。そして、室３１は
配管３７によって本弁１２の一次室１３ａに連通し、室３２は遠隔起動弁６０を介して本
弁１２の加圧室１９ｂに接続され、室３３は配管２２によって本弁１２の二次室１３ｂに
連通している。
この調圧・加圧パイロット弁３０は、二次室１３ｂに連通している室３３の圧力がスプリ
ング３６によって設定されている消火に最適な所定圧より低下すると、ディスク３４がス
プリング３６によって押し下げられて室３１と室３２を連通状態にし、一次室１３ａの一
次側消火用水を室３２及び室３３に供給する。
【００２３】
排圧パイロット弁５０は、室５１と室５２を有し、室５２内に室５１と室５２の連通を開
閉する弁５３が設けられ、弁５３はスプリング５４によって連通を閉鎖する方向に付勢さ
れている。そして、室５１が配管５５によって本弁１２の二次室１３ｂに連通され、室５
２は排水管５６に連通されている。
この排圧パイロット弁５０は、二次室１３ｂに連通している室５１の圧力がスプリング５
４によって設定されている消火に最適な所定圧より高くなると、弁５３がスプリング５４
に抗して押し上げられて室５１と室５２を連通状態にし、二次室３ｂの二次側消火用水を
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外部に排水し、前記の所定圧になると閉弁する。
【００２４】
制御手段８０は火災感知器９０の火災信号と流水検知用の圧力スイッチ７０の信号とが入
力され、該入力信号に基づいて遠隔制御弁６０の開閉を制御する。なお、遠隔制御弁６０
は、常時は開放されており、調圧・加圧パイロット弁３０の室３２と本弁１２の加圧室１
９ｂとは連通されている。
【００２５】
以上のように構成されたバルブユニットは、通常時において、二次室１３ｂ内の圧力が所
定の圧力よりも上昇した場合には排圧パイロット弁５０の動作により、また二次室１３ｂ
内の圧力が所定の圧力よりも低下した場合には調圧・加圧パイロット弁３０の動作により
、二次室１３ｂ内の圧力を所定の値に維持するようにしている。また、火災時においては
、調圧・加圧パイロット弁３０によってコントロールされる本弁１２により、二次室１３
ｂ側を消火に適した所定圧に常時自動的に調圧する。
【００２６】
図４は図３に示された実施の形態２の制御手段８０の処理フローチャートである。以下、
図４に基づいて制御手段８０の処理を説明すると共に、図３に基づいて各機器の動作を説
明する。
制御手段８０は中継器８５を介して火災感知器９０からの火災信号が入力されたかどうか
を判断し（Ｓ１０１）、火災信号の入力があったと判断したときには流水検知用の圧力ス
イッチ７０からの流水信号が入力されたかどうかを判断する（Ｓ１０２）。Ｓ１０２の判
断において流水信号が入力されたと判断したときには遠隔起動弁６０の弁開を維持する（
Ｓ１０３）。すなわち、この一連の流れは火災が発生した場合の制御手段８０の動作を示
している。
【００２７】
ここで、火災が発生した場合の、バルブユニット１１を構成する各機器の動作を説明する
。火災が発生した場合には、上述のように、火災信号と流水信号が制御手段８０に入力さ
れ、遠隔起動弁６０の弁開が維持される。このとき、スプリンクラーヘッド１０６からは
消火用水が放水されており、二次室１３ｂ側の消火用水の圧力が所定値以下になると、調
圧・加圧パイロット弁３０のディスク３４がスプリング３６の付勢力と室３３内の二次側
圧力との差に応じた開度で開弁し、室３１と室３２及び室３３とが連通される。
このディスク３４の開弁により、本弁１２の一次室１３ａ側の消火用水が、室３１、室３
２及び開弁中の遠隔起動弁６０を通って本弁１２の加圧室１９ｂに流入する。加圧室１９
ｂに一次室側の高圧の消火用水が流入すると、ピストン２３が図中左の方向へ移動し始め
、弁体１５が弁座１７から離れ、一次室１３ａ側の消火用水が弁座１７を介して二次室１
３ｂ側に供給され始める。
【００２８】
二次室１３ｂ側に一次室側の消火用水が供給され始めると、二次室１３ｂ側の圧力が上昇
し始め、この圧力の上昇に伴い調圧・加圧パイロット弁３０の室３３内の圧力が高まり、
この圧力がダイヤフラムを介してスプリング３６を押し上げ、ディスク３４の開度を減じ
る。ディスク３４の開度が減じると、室３２及び遠隔起動弁６０を通って本弁１２の加圧
室１９ｂに流入する一次室側の高圧消火用水の量が少なくなるので、ピストン２３が図中
右の方向へ移動し始め、弁体１５と弁座１７との隙間が狭まる。このように、二次室１３
ｂの圧力に応じて本弁１２の開度が調整され、逆に言えば二次室１３ｂの圧力を所定の圧
力に調整すべく本弁１２の開度が調整される。これによって、スプリンクラーヘッド１０
６には常に、所定の圧力の消火用水が供給されることになり、適正な放水パターンでの放
水が行われる。
【００２９】
再び、図３に戻り制御手段８０の処理の流れを説明する。
Ｓ１０１の判断において火災信号の入力が無いと判断した場合には、流水信号が入力され
たかどうかを判断し（Ｓ１０５）、流水信号の入力が無い場合には、再びＳ１０１に戻っ
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て火災信号の入力の有無を判断する。
Ｓ１０５の判断において、流水信号が入力されたと判断した場合には、遠隔制御弁６０を
閉じる（Ｓ１０６）。このように、火災信号が検出されないにもかかわらず流水信号だけ
が検出される場合としては、例えばスプリンクラーヘッド１０６が破損し暴発したような
場合が考えられるが、この場合には上述のごとく遠隔制御弁６０が閉じられ、バルブユニ
ット１１は以下のような動作をする。
【００３０】
遠隔制御弁６０が閉じられると、調圧・加圧パイロット弁３０の室３２及び遠隔制御弁６
０を介して本弁１２の加圧室１９ｂに供給されていた一次室１３ａの消火用水が供給され
なくなる。この状態では加圧室１９ｂは排圧室１９ｃと同圧になり、ピストン２３は図中
右側に移動し、弁体１５が弁座１７に着座し、本弁１２は閉じられる。
一方、調圧・加圧パイロット弁３０においては、室３３の圧力が低下しているため、ディ
スク３４が開き、一次室１３ａ側の消火用水が、室３１、室３２及び室３３を介して配管
２２を通り、二次室１３ｂ側へ供給される。
すなわち、本弁１２は閉止し、調圧・加圧パイロット弁３０は開放状態になり、一次室１
３ａの消火用水は調圧・加圧パイロット弁３０を介して二次室１３ｂ側へ供給されること
になる。
【００３１】
再び、図４に戻ると、遠隔制御弁６０を閉じた後、流水信号の入力から所定の時間経過し
たかどうかを判断し（Ｓ１０７）、所定時間が経過した場合には自動排水弁８８を開放す
る（Ｓ１０８）。自動排水弁８８を開放するのは、二次室１３ｂ側配管内の消火用水を排
出することによって、二次室１３ｂ側の消火用水及び調圧・加圧パイロット弁３０を介し
て二次室１３ｂ側へ供給される消火用水による水損を防止するためである。
【００３２】
Ｓ１０７の判断において、流水信号の入力があってから所定の時間が経過していないと判
断されたときは、さらに火災感知器９０からの火災信号の有無を判断し（Ｓ１０９）、火
災信号の入力があったと判断した場合には遠隔制御弁６０を開放する（Ｓ１１０）。これ
は、スプリンクラーヘッド１０６が先に開放した後に火災感知器９０が火災を感知した場
合の処理であり、バルブユニット１１においては上述した火災の場合と同様の動作が行わ
れる。
Ｓ１０９の判断において、火災信号の入力が無いと判断されたときは再びＳ１０７に戻っ
て、流水信号の入力があってから所定の時間が経過したかどうかを判断し、判断の結果に
基づき上述と同様の処理を繰り返す。
【００３３】
Ｓ１０２の判断において、流水信号の入力がない場合には、火災感知器１０６の誤報であ
ると判断し、その後復旧信号の入力の有無を判断し（Ｓ１１１）、復旧信号の入力があっ
た場合には、再びＳ１０１に戻り、火災信号の有無を判断する。復旧信号の入力がない場
合は、Ｓ１０２に戻って流水信号の入力の有無を判断する。
【００３４】
以上のように本実施の形態においては、調圧機能を有するバルブユニット１１を用いたの
で、バルブユニット１１の有する小水量での消火作業の実現ができると共に、遠隔制御弁
６０が常に開放されているので、たとえ遠隔制御弁６０を開放させるための電気系統など
の機能に故障が生じた場合でも、本弁１２は調圧・加圧パイロット弁３０のコントロール
を受けることができ、火災の際に即対応できるので安全性が高い。
【００３５】
実施の形態１においては、給水管に直接、制御弁を設けた場合を説明したが次のようにし
てもよい。つまり給水管の一次側と二次側を仕切るように一斉開放弁を設け、この一斉開
放弁のシリンダ室と二次側配管を配管にて接続する。そしてその配管に常時開の制御弁を
設ける。
このようなシステムにおいて、火災時に、二次側配管の水がスプリンクラヘッドから流出
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すると、シリンダ室の圧が抜けて、一斉開放弁の一次側と二次側を閉塞している弁体が開
放することになる。
また、スプリンクラヘッドの暴発時は、図示しない流水検知装置から流水信号が発生する
が、火災感知器からの火災信号はないので、実施の形態１、２と同様に制御弁は閉じられ
る。制御弁が閉じられると、シリンダ室に水が流入して、シリンダ室内に溜まり、その結
果、一斉開放弁の弁が閉じられることになる。
このような制御弁の場合は、給水管に直接設ける必要がないので、実施の形態１に比べて
小型の制御弁ですむ。
【００３６】
【発明の効果】
以上のように本発明においては、常時は開放している制御弁と、この開閉を制御する制御
手段とを備え、流出信号が入力され、かつ火災信号が入力されないときに制御弁を閉じる
ようしたので、火災の際には即対応できると共に、スプリンクラーヘッドが破損し暴発し
た場合にも水損を少なく抑えることができる。また、電気系統に故障等が生じても消火用
水が放水されるようになっており、安全である。
【００３７】
また、二次側の圧力を所定の値に自動調圧する調圧弁と、火災信号と流水信号に基づいて
調圧弁の弁体の開閉を強制的に制御する制御手段とを備え、流水信号が入力され、かつ火
災信号が入力されないときに調圧弁の弁体を閉じるように制御するようにしたので、二次
側の圧力を消火に最適な圧力に調圧することによる小水量での消火設備の実現ができると
共に、スプリンクラーヘッドの破損の暴発の場合にも水損を少なく抑えることができる。
【００３８】
さらに、排水管に取り付けられて排水路の開閉を行う排水弁を備え、制御弁又は弁体を閉
じた後、所定時間経過したのちに排水弁を開放するようにしたので、スプリンクラーヘッ
ドが破損し暴発したような場合に水損をより小さく抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態の系統図である。
【図２】図１の制御手段の処理の流れを示すフローチャートである。
【図３】本発明の他の実施の形態の系統図である。
【図４】
図３の制御手段の処理の流れを示すフローチャートである。
【符号の説明】
１，１０６　閉鎖式スプリンクラヘッド
２，１０５　二次側配管
３　流水検知装置
４　制御弁
５　一次側配管
８，９０　火災感知器
９，８０　制御手段
１０，８８　　自動排水弁
３０　調圧・加圧パイロット弁
６０　遠隔制御弁
７０　圧力スイッチ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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