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(57)【要約】
【課題】排水ファンネルの容器自体を遠方から外観視す
るだけで、当該容器に接続されるバルブの漏水を発見で
きるようにする。
【解決手段】発電所の配管にバルブを介して接続される
流入口と、排水系に繋がる流出口とを有する容器と、容
器内において、流入口と流出口との間に設けられ、流入
した水を流出口へ流す中間口が形成された中間部材と、
中間部材よりも流出口側に設けられ、中間口を開閉する
蓋と、中間口を閉じた蓋を中間部材に係止する係止手段
であって、中間口を閉じた状態で流入口から流入した水
が中間部材上に所定量溜まると、係止を解除する係止手
段と、蓋による中間口の開放動作に伴って非検知位置か
ら検知位置へ移動するように、蓋に連結された表示部と
を備える。
【選択図】図１



(2) JP 2018-21619 A 2018.2.8

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発電所の配管にバルブを介して接続される流入口と、排水系に繋がる流出口とを有する
容器と、
　該容器内において、前記流入口と前記流出口との間に設けられ、流入した水を前記流出
口へ流す中間口が形成された中間部材と、
　該中間部材よりも前記流出口側に設けられ、前記中間口を開閉する蓋と、
　前記中間口を閉じた前記蓋を前記中間部材に係止する係止手段であって、前記中間口を
閉じた状態で前記流入口から流入した水が前記中間部材上に所定量溜まると、係止を解除
する係止手段と、
　該係止手段による係止状態では非検知位置に位置し、前記係止手段による係止解除状態
では前記蓋による前記中間口の開放動作に伴って前記非検知位置から検知位置へ移動する
ように、前記蓋に連結された表示部とを備えたことを特徴とする排水ファンネル。
【請求項２】
　前記係止手段は、前記蓋に取り付けられ、前記中間口の周縁部に吸着可能な磁石と、前
記蓋を上方に持ち上げて前記中間口を閉じるウエイト機構とを備え、
　該ウエイト機構は、前記蓋に一端が接続された線状部材と、上方に立ち上げられた前記
線状部材を下方に導くように折り返すための案内部材と、下方に導出された前記線状部材
の他端に接続された錘とを有する、ことを特徴とする請求項１に記載の排水ファンネル。
【請求項３】
　前記磁石の磁力と前記錘の重量とにより前記蓋を閉じる閉力よりも、前記蓋の重量と前
記中間部材上に所定量に達した排水の重量とにより前記蓋を開く開力が大きくなった場合
、前記係止手段による係止が解除されることを特徴とする請求項２に記載の排水ファンネ
ル。
【請求項４】
　前記表示部は、前記錘であり、該錘は、前記蓋による前記中間口の開放動作に伴って前
記非検知位置から前記検知位置へ移動するように構成されていることを特徴とする請求項
２又は３に記載の排水ファンネル。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発電所の排水経路に設けられた排水ファンネルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に記載されているように、従来の排水ファンネルは、原子力発電所のタービ
ン建屋に配置された配管にバルブを介して接続される容器であって、給復水系の機器や配
管を点検する際に、当該機器や配管から水抜きされた水を貯留する容器と、該容器の上面
開口部に開閉可能に取り付けられた透明な蓋と、容器の内部に取り付けられた水検知セン
サであって、遠隔からモニタリングすることが可能な水検知センサとを備える。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－１４８６８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、前記特許文献１の排水ファンネルでは、容器の内部の水検知センサによって
、バルブからの漏水を遠隔からモニタリングできるようにしているが、水検知センサおよ
びモニタに対する供給電源、およびこれらの電子機器の制御回路が必要になり、全体の装
置が大掛かりになり、その分コスト高になる。
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【０００５】
　そこで、水検知センサを用いることなく、透明な蓋によって、容器の内部の状態を確認
することは考えられるが、特にバルブからの漏水が短時間のうちに終わってしまう場合に
、常時容器自体を外観視していなければならないだけでなく、遠方から単に外観視してい
るだけでは容器内に流れる水を確実に認識することができないこともあり、実施し難いも
のであった。
【０００６】
　そこで、本発明は、排水ファンネルの容器自体を遠方から外観視するだけで、当該容器
に接続されるバルブからの漏水を容易かつ確実に発見できる排水ファンネルを提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る排水ファンネルは、発電所の配管にバルブを介して接続される流入口と、
排水系に繋がる流出口とを有する容器と、該容器内において、前記流入口と前記流出口と
の間に設けられ、流入した水を前記流出口へ流す中間口が形成された中間部材と、該中間
部材よりも前記流出口側に設けられ、前記中間口を開閉する蓋と、前記中間口を閉じた前
記蓋を前記中間部材に係止する係止手段であって、前記中間口を閉じた状態で前記流入口
から流入した水が前記中間部材上に所定量溜まると、係止を解除する係止手段と、該係止
手段による係止状態では非検知位置に位置し、前記係止手段による係止解除状態では前記
蓋による前記中間口の開放動作に伴って前記非検知位置から検知位置へ移動するように、
前記蓋に連結された表示部とを備えたことを特徴とする。
【０００８】
　本発明の排水ファンネルでは、中間口が蓋によって閉じられた状態で、バルブから容器
内の中間部材に所定量の水が溜まると、中間口を閉塞する蓋に対する係止が解除され、中
間口の周縁部から蓋が離間し、中間口が開放される。この際、蓋の開動作に伴って錘が非
検知位置から検知位置に移動する。作業者は、点検時に、この錘の位置を、遠隔から外観
視するだけで、バルブからの漏水があったことを容易かつ確実に認識することができる。
【０００９】
　本発明に係る排水ファンネルの一態様として、前記係止手段は、前記蓋に取り付けられ
、前記中間口の周縁部に吸着可能な磁石と、前記蓋を上方に持ち上げて前記中間口を閉じ
るウエイト機構とを備え、該ウエイト機構は、前記蓋に一端が接続された線状部材と、上
方に立ち上げられた前記線状部材を下方に導くように折り返すための案内部材と、下方に
導出された前記線状部材の他端に接続された錘とを有する、ことが好ましい。
【００１０】
　上記のように、中間口を閉塞する蓋の係止力として、蓋に取り付けられた磁石の磁力と
錘の重量とによって蓋に対する閉力が生成される。また、錘の重量を変更するだけで、蓋
に対する閉力を変更することができる。
【００１１】
　本発明に係る排水ファンネルの他態様として、前記磁石の磁力と前記錘の重量とにより
前記蓋を閉じる閉力よりも、前記蓋の重量と前記中間部材上に所定量に達した排水の重量
とにより前記蓋を開く開力が大きくなった場合、前記係止手段による係止が解除されるこ
とが好ましい。
【００１２】
　上記のように、錘の重量と磁石の磁力とによる閉力よりも、蓋の重量と所定量以上の排
水量とによる開力が大きくなった場合、蓋の開放動作によって中間口が開放される。
【００１３】
　本発明に係る排水ファンネルの他態様として、前記表示部は、前記錘であり、該錘は、
前記蓋による前記中間口の開放動作に伴って前記非検知位置から前記検知位置へ移動する
ように構成されていることが好ましい。
【００１４】
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　上記のように、蓋によって中間口が閉じられていれば、錘が非検知位置に位置し、中間
口が開放されていれば、蓋が中間口から離間して錘が検知位置に位置する。作業者は、検
知位置に位置している錘を遠隔から外観視するだけで、バルブから漏水が発生したことを
容易かつ確実に発見することができる。
【発明の効果】
【００１５】
　以上のように、本発明によれば、排水ファンネルの容器自体を遠方から外観視するだけ
で、当該容器に接続されるバルブの漏水を容易かつ確実に発見できる、といった優れた効
果を奏し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係る排水ファンネルとサンプタンクとの関係を示
す概略図。
【図２】図２は、原子力発電所の給復水系の機器や配管と排水バルブと排水ファンネルと
の関係を示す概略図。
【図３】図３（ａ）は、蓋および蓋に取り付けられた磁石を示す断面図、図３（ｂ）は、
図３（ａ）の平面図。
【図４】図４は、排水バルブからの水が排水ファンネルに溜まっている状態を示す断面図
。
【図５】図５は、排水ファンネルに溜まった水がサンプタンクへ排水される状態を示す断
面図。
【図６】図６は、排水ファンネルの変形例を示す断面図。
【図７】図７は、排水ファンネルの変形例を示す断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の一実施形態に係る排水ファンネルについて図面を参照して説明する。
【００１８】
　まず、本実施形態に係る排水ファンネルについて説明するに先立って、原子力発電所の
タービン建屋Ａに配置された給復水系の機器および排水ファンネルについて簡単に説明す
る。該給復水系の機器Ｂには、図２に示すように、配管Ｐが接続され、この配管Ｐに排水
バルブ（以下、単にバルブという場合がある）Ｖを介して排水ファンネル１が接続される
。
【００１９】
　配管Ｐは、図２では１本のみ図示しているが、実際には複数本接続されるとともに、タ
ービン建屋Ａの各階ごとに給復水系の配管として配置され、複数の配管Ｐのそれぞれに排
水ファンネル１が接続されている。各階に設けられた複数（図２では１本のみ図示してい
る）の配管Ｐ、バルブＶ、排水ファンネル１により排水路Ｒが構成される。また、タービ
ン建屋Ａの最下階には、各階に配置された複数の排水ファンネル１からの排水を貯留する
排水系のサンプタンクＴ１（図１参照）が配置されている。該サンプタンクＴ１には、図
１に示すように、サンプポンプＰ１が設けられている。そして、サンプポンプＰ１によっ
て、廃棄処理建物タンクＴ２に送られ、廃液処理系Ｃにおいて処理される。
【００２０】
　本実施形態に係る排水ファンネル１は、容器の内部に排水可能に構成された貯留部を設
け、該貯留部を水検知センサとして使用する。具体的には、図１に示すように、配管Ｐに
バルブＶを介して接続される流入口２０と、廃液処理系Ｃに繋がる流出口２１とを有する
上端が開放された箱型状の容器２と、該容器２内において、流入口２０と流出口２１との
間に設けられ、流入した水を流出口２１へ流す中間口３０が形成された中間部材（貯留部
）３と、該中間部材３よりも流出口２１側に設けられ、中間口３０を開閉する蓋４と、中
間口３０を閉じた蓋４を中間部材３に係止する係止手段５であって、中間口３０を閉じた
状態で流入口２０から流入した水が中間部材３上に所定量溜まると、係止を解除する係止
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手段５と、蓋４の開閉に伴って移動することで開閉の表示を切り換え可能に構成される表
示部６とを備える。すなわち、中間口３０、蓋４、係止手段５が水検知センサの検知部を
構成し、係止手段５による、中間口３０に対する蓋４の係止条件が水検知センサの検知条
件となる。また、係止手段５の検知状態および非検知状態を外観視できるよう表示部６を
設けている。
【００２１】
　容器２は、円筒状（非円筒状でもよい）の側壁２ａと、側壁２ａの下端に平面視円形状
の底壁２ｂとを備え、側壁２ａの上部の１箇所に流入口２０が形成され、底壁２ｂの中心
部に流出口２１が形成されている。容器２の上端には、平面視円形状の上面開口部２２を
有し、該上面開口部２２に開閉可能に閉塞部材２３が取り付けられている。また、容器２
の内部には、底壁２ｂよりも少し上方位置に底部材２４が配置されるとともに、上下方向
途中位置に中間部材３が配置されている。
【００２２】
　閉塞部材２３は、円板状の本体２３０と、該本体２３０の略中央部に、後述する錘６０
と蓋４とを接続する線状部材５１を通すための湾曲した円筒状（角筒状でもよい）の案内
部材２３１とを備える。具体的に、本体２３０の略中央部には、案内部材２３１の一端部
を挿通するための挿通孔２３０ａが形成されている。案内部材２３１の一端部には、本体
２３０の挿通孔２３０ａに挿通する開口部２３１ａが形成される一方、他端部は、上方に
向かって立ち上げられた後、他端の開口部２３１ｂが本体２３０に向かって下向きとなる
ように円弧状に折り曲げられている。
【００２３】
　中間部材３は、略中央部にバルブＶからの排水を容器２の底部材２４に排出するための
円形の中間口３０が形成された円環状体である。
【００２４】
　底部材２４は、複数の排水孔２４０が形成された円板であり、中間口３０からの排水を
徐々に流下させる構成になっている。複数の排水孔２４０は、バルブＡからの排水を妨げ
ないよう成されている。具体的に、複数の排水孔２４０は、バルブＶからの排水量が多い
場合であっても、バルブＶからの排水が床面に流出することなく排水できる。また、底部
材２４を設置した理由としては２つある。具体的に、理由１としては、バルブＶからの排
水によって蓋４が中間口３０から離間して下降した際の衝撃を緩和するためである。理由
２としては、経年劣化により線状部材５１と蓋４との結合が外れた場合に、蓋４が容器の
流出口２１を閉塞する可能性があるためである。
【００２５】
　蓋４は、円板状で、中間口３０の直径よりも大きい外径を有し、中間口３０を下方から
開閉可能な大きさとなっている。蓋４自体の重量は、錘６０の重量よりも大きく設定され
ており、後述する係止手段５の磁石５０の磁力とで、係止手段５の係止条件となっている
ので、係止手段５としての機能も兼ね備えている。
【００２６】
　係止手段５は、蓋４の周縁部に形成の溝部４ａ（図１、図３参照）に取り付けられた環
状の磁石５０と、蓋４を上方に持ち上げて中間口３０を閉じるウエイト機構５１０とを備
える。なお、磁石５０の上面と蓋４の上面とが同一高さになるように、溝部４ａの深さを
設定している。
【００２７】
　ウエイト機構５１０は、蓋４に一端が接続された線状部材５１と、上述した案内部材２
３１であって、上方に立ち上げられた線状部材５１を下方に導くように折り返すための案
内部材２３１と、下方に導出された線状部材５１の他端に接続された錘６０とを有する。
【００２８】
　磁石５０は、蓋４の外周縁部を金属製の中間部材３の中間口３０の周縁部に対し磁力に
よって吸着可能であり、この磁石５０の磁力と錘６０の重量とにより蓋４を閉じる閉力よ
りも、蓋４の重量と中間部材３上に所定量に達した排水の重量とにより蓋４を開く開力が
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大きくなった場合、係止手段５による係止が解除されるように、磁石５０の磁力と錘６０
の重量とを設定している。したがって、バルブＶから漏れた排水の重量が徐々に加わるこ
とによって、排水量が所定量に達した場合、すなわち、蓋４の重量と所定量に達した排水
量とが加算された重量が、錘６０の重量に磁石５０の磁力を加えた力よりも大きくなった
場合、蓋４が中間口３０から下方へ離間し、中間口３０が開放される。
【００２９】
　線状部材５１は、錘６０と蓋４とを連結する紐からなり、非検知位置Ｓ１（図１、図４
参照）と検知位置Ｓ２（図５参照）とに錘６０が移動することができるような長さに設定
され、錘６０が検知位置Ｓ２に位置した状態では、中間口３０から蓋４が離間して、中間
部材３上に溜まった水を底部材２４に排出する。
【００３０】
　図１、図４、図５では、案内部材２３１に線状部材５１が挿通された状態において、案
内部材２３１の円弧状の内面２３１ｃに線状部材５１の一部が当接した状態になっている
。これにより、線状部材５１が内面に案内されて案内部材２３１内を移動するようになっ
ている。
【００３１】
　表示部６は、球体からなる前記錘６０である。錘６０は、蓋４の開閉動作に応じて移動
する。具体的に、中間口３０が蓋４によって閉塞されている場合（係止状態の場合）、垂
れ下がって案内部材２３１の開口部２３１ｂから下方へ離間した非検知位置Ｓ１（図１、
図４では閉塞部材２３の上面に当接しているが、閉塞部材２３の上方に位置している場合
でもよい）にあり、前述のように中間部材３１上にバルブＶからの漏水（排水）が所定量
に達することによって、図５に示すように、中間口３０から蓋４が下方へ離間して中間口
３０が開放される（蓋４の開放動作に伴って係止解除状態になる）と、非検知位置Ｓ１か
ら引き上げられて案内部材２３１の他端部の開口部２３１ｂに当接した検知位置Ｓ２に移
動する。また、錘６０の直径は、案内部材２３１の内径よりも大きく設定されており、錘
６０が、案内部材２３１の他端部の開口部２３１ｂに当接した検知位置Ｓ２に保持される
。しかも、錘６０は、案内部材２３１から常時露出した状態になっていて、視認性がよい
ため、錘６０が非検知位置Ｓ１に位置しているか、それとも検知位置Ｓ２に位置している
かを確実に把握することができる。錘６０の重量は、上述したように、蓋４の重量よりも
小さく設定されており、係止手段５の係止条件になっている。
【００３２】
　つぎに、本実施形態に係る排水ファンネルの使用態様について説明する。図１の状態は
、中間部材３にはバルブＶからの排水はなく、蓋４に対し、錘６０の重量と磁石５０の磁
力とによる閉力が作用し、中間部材３の中間口３０が蓋４によって閉塞され、錘６０が垂
れ下がって非検知位置Ｓ１に位置する状態、すなわちバルブＶからの漏水なしの状態にな
っている。
【００３３】
　つぎに、バルブＶから漏水（排水）があり、中間部材３上に溜まった水が所定量に達す
ると、蓋４に対し、蓋４の重量と所定量を超えた水の重量とによる開力が作用し、この開
力が、前記閉力よりも大きくなった場合に、閉力に抗して、蓋４が下方に押し下げられ、
中間口３０の周縁部から離脱する。
【００３４】
　このとき、開力によって、線状部材５１による引張力が作用して、錘６０が非検知位置
Ｓ１から検知位置Ｓ２に移動する。
【００３５】
　点検時、作業者は、錘６０が検知位置Ｓ２にあることを遠隔から外観視することで、排
水ファンネル１に接続されたバルブＶからの漏水を確認できる。なお、点検終了後、検知
位置Ｓ２にある錘６０を非検知位置Ｓ１に戻したい場合には、錘６０を蓋４の重量に抗し
て下方へ引っ張ることによって、錘６０を非検知位置Ｓ１に戻すことができる。このとき
、蓋４が中間部材３の中間口３０を閉じることによって、蓋４が錘６０の重量と磁石５０
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の磁力により閉じ状態を維持することができるので、錘６０を非検知位置Ｓ１に維持する
ことができる。
【００３６】
　なお、本発明に係る排水ファンネルは、前記実施形態に限定することなく種々変更する
ことができる。
【００３７】
　例えば、前記実施形態の場合、中間口３０に対する閉塞を、蓋４に設けた磁石５０の磁
力と錘６０の重量とによって閉塞するようにしたが、例えば、図６（ａ）に示すように、
引張ばね５０Ａの引っ張り力と磁石５０の磁力によって蓋４を閉塞してもよいし、また、
図６（ｂ）に示すように、ゴム紐５０Ｂの引張力と磁石５０の磁力によって蓋４を閉塞し
てもよい。
【００３８】
　また、前記実施形態の場合、表示部６として、蓋４の略中央部に一端部が接続された線
状部材５１の他端部に接続された錘６０から構成したが、蓋４の略中央部に一端（基端）
部が固着された棒状部材５２の他端（先端）部に取り付けられた所定の重量を有する柱状
の錘６１から、表示部６を構成してもよい。
【００３９】
　また、前記実施形態の場合、中間口３０を蓋４によって開閉するようにしたが、中間口
３０と蓋４との間に環状のパッキンを設け、中間口３０と蓋４との間のシール性を確保す
るようにしてもよい。
【００４０】
　また、前記実施形態の場合、平板状の中間部材３と、円板状の蓋４とを用いたが、例え
ば、図７に示すように、すり鉢状の中間部材３１と、略半球状の蓋４１とを用いるように
してもよい。
【００４１】
　また、前記実施形態では、原子力発電所の給復水系の機器や配管に適用する場合につい
て説明したが、本発明は、当該給復水系だけではなく、建屋内の水を保有する系統にも適
用できるし、火力発電所の給復水系の機器や配管にも適用できる。
【００４２】
　また、前記実施形態の場合、容器２の上面開口部２２が閉塞部材２３によって密閉され
た排水ファンネル１としたが、上面開口部２２が開口された排水ファンネルに、前記実施
形態と同様の構成を適用するようにしてもよい。
【符号の説明】
【００４３】
　１…排水ファンネル、２…容器、２ａ…容器の側壁、２ｂ…容器の底壁、２０…流入口
、２１…流出口、２２…上面開口部、２３…閉塞部材、２３０…本体、２３１…案内部材
、２３１ａ…一端部の開口部、２３１ｂ…他端部の開口部、２４…底部材、２４０…排水
孔、３，３Ａ，３１…中間部材、３０…中間口、４，４Ａ…蓋、５…係止手段、５０…磁
石、５１…線状部材、５２…棒状部材、６…表示部、６０，６１…錘、Ｓ１…非検知位置
、Ｓ２…検知位置、Ｔ１…サンプタンク、Ｖ…バルブ、５１０…ウエイト機構
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