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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体流体の流量調整を行うニードル弁及び液体流体の流路を全閉とする開閉弁が流体流
路及び弁座を形成した同一の筐体内部に収納設置され、
　前記ニードル弁は、ニードル弁体を前記弁座に対して接近離間させることで前記流路を
流れる液体流体の流量を調整する往復運動部を備え、
　前記開閉弁は、前記弁座と対向する前記ニードル弁体の基部外周面を全閉用弁体とし、
該全閉用弁体を前記弁座に密着する流路全閉位置と前記弁座から離間する流路全開位置と
の間で、前記ニードル弁の前記往復運動部から独立して往復運動させる全閉・全開操作部
を備え、
　前記往復運動部がステッピングモータにより駆動され、かつ、前記全閉・全開操作部が
空気圧により駆動されるとともに、
　前記往復運動部は、前記ステッピングモータの回転運動を軸方向の往復運動に変換する
トランサーと、該トランサーに遊嵌させた前記ニードル弁体の軸部と螺合して一体に軸方
向の往復運動をするスライダと、該スライダを前記トランサーに押圧する方向の付勢をす
る弾性部材とを備え、
　前記全閉・全開操作部は、空気圧により軸方向の一方へ押圧されて前記トランサーの外
周を移動するピストンと、該ピストンを軸方向の他方へ押圧して移動させる方向に付勢す
る弾性部材とを備え、
　前記トランサーに追従して往復動する前記スライダが前記ニードル弁を前記弁座に接近
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離間させる開度調整を行うとともに、前記ピストンが前記スライダとともに前記全閉用弁
体を前記開閉弁の前記流路全閉位置に移動させることを特徴とする流量調整弁。
【請求項２】
　前記ステッピングモータが前記ピストンと一体に移動することを特徴とする請求項１に
記載の流量調整弁。
【請求項３】
　液体流体の流量調整を行うニードル弁及び液体流体の流路を全閉とする開閉弁が流体流
路及び弁座を形成した同一の筐体内部に収納設置され、
　前記ニードル弁は、ニードル弁体を前記弁座に対して接近離間させることで前記流路を
流れる液体流体の流量を調整する往復運動部を備え、
　前記開閉弁は、前記弁座と対向する前記ニードル弁体の基部外周面を全閉用弁体とし、
該全閉用弁体を前記弁座に密着する流路全閉位置と前記弁座から離間する流路全開位置と
の間で、前記ニードル弁の前記往復運動部から独立して往復運動させる全閉・全開操作部
を備え、
　前記往復運動部がステッピングモータにより駆動され、かつ、前記全閉・全開操作部が
空気圧により駆動されるとともに、
　前記往復運動部は、前記ステッピングモータの回転運動を軸方向の往復運動に変換する
トランサーと、該トランサーに遊嵌させた前記ニードル弁体の軸部と螺合して一体に軸方
向の往復運動をするスライダと、該スライダを前記トランサーに押圧する方向の付勢をす
る弾性部材とを備え、
　前記全閉・全開操作部は、空気圧により軸方向の一方または他方へ押圧されて前記トラ
ンサーの外周を移動する複作動型のピストンを備え、
　前記トランサーに追従して往復動する前記スライダが前記ニードル弁を前記弁座に接近
離間させる開度調整を行うとともに、前記ピストンが前記スライダとともに前記全閉用弁
体を前記開閉弁の前記流路全閉位置に移動させることを特徴とする流量調整弁。
【請求項４】
　前記開閉弁の全閉位置を検出した場合に前記往復運動部の動作を停止させる制御部を備
えていることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の流量調整弁。
【請求項５】
　前記筐体内に電気機器類を収納した空間に空気を流通させることを特徴とする請求項１
から３のいずれか１項に記載の流量調整弁。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、たとえば化学工場、半導体製造、食品、バイオ等の各種産業分野における流
体移送配管に用いられて液体流体の流量を制御する流量調整弁に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、薬液などの液体の流量を調整する流量調整弁としては、たとえば下記の特許文献
１に開示されているように、ニードル弁を用いたものが知られている。このような流量調
整弁は、軸体を回転駆動するステッピングモータ及び軸体の回転を軸体の進退に変換する
変換機構を設けることにより、ニードル弁の開度を遠隔操作することも行われている。
　また、従来の流量調整弁には、全閉／全開の操作を行う開閉弁をメインとし、電動の流
量調整機能を備えたものもある。このような流量調整機能付きの開閉弁は、流量調整自体
の精度が粗くなるとともに、弁座の形状変化による流量再現性の問題や、ピストン荷重を
モータが受けることによる耐久性及び強度の問題が指摘されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１５３２６２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】
【０００４】
　ところで、ニードル弁を用いた流量調整弁は、正確な流量調整を維持するため、ニード
ル弁を弁座に密着させる全閉操作を避けることが望ましい。すなわち、ニードル弁と弁座
とが密着すると、かじりや摩耗等により弁口形状に変形が生じるため、当初のオリフィス
形状（寸法）を維持できなくなり、この結果、ニードル弁の開度（オリフィス形状）に応
じた正確な流量調整は困難になり、流量再現性の問題が生じてくる。
【０００５】
　このため、流量調整弁を流体移送配管に設置する場合、通常は流量調整弁と直列に開閉
弁（シャット弁ともいう）を設置しておき、この開閉弁を全閉にして流量遮断の全閉操作
を行っている。この場合のニードル弁は全閉にならず、ニードル弁が弁座と接触しない程
度に必要最小限の隙間を確保した状態を最小開度とする。
　なお、流量調整弁がニードル弁の開度を変化させて流量調整を行う場合、開閉弁は全開
にした状態に維持される。
【０００６】
　しかし、流量調整弁及び開閉弁を直列に配列する場合、特に、水平配管上において流量
調整弁の横に開閉弁を並べて横直列に連結する場合には、弁自体のフットプリントが、す
なわち、弁類の設置に必要なスペースが大きくなるため、装置全体の小型化を妨げる要因
となっている。
　このような背景から、流量調整機能及び全閉の流路遮断機能を備えた流量調整弁が望ま
れる。すなわち、従来のニードル弁を用いた流量調整弁に対し、流量再現性を損なうこと
なく流路遮断機能を加えることにより、設置スペースを低減することが望まれる。
　本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、流量調
整機能及び全閉の流路遮断機能を備えた流量調整弁を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上記の課題を解決するため、下記の手段を採用した。
　本発明に係る流量調整弁は、液体流体の流量調整を行うニードル弁及び液体流体の流路
を全閉とする開閉弁が流体流路及び弁座を形成した同一の筐体内部に収納設置され、前記
ニードル弁は、ニードル弁体を前記弁座に対して接近離間させることで前記流路を流れる
液体流体の流量を調整する往復運動部を備え、前記開閉弁は、前記弁座と対向する前記ニ
ードル弁体の基部外周面を全閉用弁体とし、該全閉用弁体を前記弁座に密着する流路全閉
位置と前記弁座から離間する流路全開位置との間で、前記ニードル弁の前記往復運動部か
ら独立して往復運動させる全閉・全開操作部を備え、前記往復運動部がステッピングモー
タにより駆動され、かつ、前記全閉・全開操作部が空気圧により駆動されるとともに、前
記往復運動部は、前記ステッピングモータの回転運動を軸方向の往復運動に変換するトラ
ンサーと、該トランサーに遊嵌させた前記ニードル弁体の軸部と螺合して一体に軸方向の
往復運動をするスライダと、該スライダを前記トランサーに押圧する方向の付勢をする弾
性部材とを備え、前記全閉・全開操作部は、空気圧により軸方向の一方へ押圧されて前記
トランサーの外周を移動するピストンと、該ピストンを軸方向の他方へ押圧して移動させ
る方向に付勢する弾性部材とを備え、前記トランサーに追従して往復動する前記スライダ
が前記ニードル弁を前記弁座に接近離間させる開度調整を行うとともに、前記ピストンが
前記スライダとともに前記全閉用弁体を前記開閉弁の前記流路全閉位置に移動させること
を特徴とするものである。
【０００８】
　このような流量調整弁によれば、流量調整を行うニードル弁と流体流路を全閉とする開
閉弁とが同一の筐体内に収納設置され、しかも、往復運動部によるニードル弁の流量調整
及び全閉・全開操作部による開閉弁の全閉／全開が独立しているので、設置スペースが小
さく、精密な流量調整が可能であるニードル弁を採用した流量調整メイン構造に流路の完
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全遮断（全閉）機能を備えたものとなる。また、開閉弁の全閉・全開操作部が往復運動部
から独立しているので、応答ラグをなくして応答時間の短縮が可能になる。
【０００９】
　この場合、前記往復運動部をステッピングモータにより駆動し、かつ、前記全閉・全開
操作部を空気圧により駆動することが望ましい。
【００１０】
　上記の発明において、前記往復運動部は、前記ステッピングモータの回転運動を軸方向
の往復運動に変換するトランサーと、該トランサーに遊嵌させた前記ニードル弁体の軸部
と螺合して一体に軸方向の往復運動をするスライダと、該スライダを前記トランサーに押
圧する方向の付勢をする弾性部材とを備え、前記全閉・全開操作部は、空気圧により軸方
向の一方へ押圧されて前記トランサーの外周を移動するピストンと、該ピストンを軸方向
の他方へ押圧して移動させる方向に付勢する弾性部材とを備え、前記トランサーに追従し
て往復動する前記スライダが前記ニードル弁を前記弁座に接近離間させる開度調整を行う
とともに、前記ピストンが前記スライダとともに前記全閉用弁体を前記開閉弁の前記流路
全閉位置に移動させることが望ましい。
　この場合、前記ステッピングモータは、前記ピストンと一体に移動するようにしてもよ
い。
【００１１】
　本発明に係る流量調整弁の他の態様は、液体流体の流量調整を行うニードル弁及び液体
流体の流路を全閉とする開閉弁が流体流路及び弁座を形成した同一の筐体内部に収納設置
され、前記ニードル弁は、ニードル弁体を前記弁座に対して接近離間させることで前記流
路を流れる液体流体の流量を調整する往復運動部を備え、前記開閉弁は、前記弁座と対向
する前記ニードル弁体の基部外周面を全閉用弁体とし、該全閉用弁体を前記弁座に密着す
る流路全閉位置と前記弁座から離間する流路全開位置との間で、前記ニードル弁の前記往
復運動部から独立して往復運動させる全閉・全開操作部を備え、前記往復運動部がステッ
ピングモータにより駆動され、かつ、前記全閉・全開操作部が空気圧により駆動されると
ともに、前記往復運動部は、前記ステッピングモータの回転運動を軸方向の往復運動に変
換するトランサーと、該トランサーに遊嵌させた前記ニードル弁体の軸部と螺合して一体
に軸方向の往復運動をするスライダと、該スライダを前記トランサーに押圧する方向の付
勢をする弾性部材とを備え、前記全閉・全開操作部は、空気圧により軸方向の一方または
他方へ押圧されて前記トランサーの外周を移動する複作動型のピストンを備え、前記トラ
ンサーに追従して往復動する前記スライダが前記ニードル弁を前記弁座に接近離間させる
開度調整を行うとともに、前記ピストンが前記スライダとともに前記全閉用弁体を前記開
閉弁の前記流路全閉位置に移動させることを特徴とするものである。
 
【００１２】
　上記の発明において、前記開閉弁の全閉位置を検出した場合に前記往復運動部の動作を
停止させる制御部を設けることが望ましく、これにより、ニードル弁の無用に動作するこ
とを防止できる。
【００１３】
　また、上記の発明において、電気機器類を収納した前記筐体内の空間に空気を流通させ
ることが望ましく、これにより、換気冷却を行って電機機器類の温度上昇を防止できる。
さらに、換気冷却を行うことにより、筐体内の電子機器類や温度伝達による流体の温度上
昇も防止できる。
【発明の効果】
【００１４】
　上述した本発明によれば、流量調整機能及び全閉の流路遮断機能を備えた一体構造の流
量調整弁となるので、良好な流調再現性を維持して装置内における設置スペースを低減す
ることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
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【００１５】
【図１】本発明に係る流量調整弁の一実施形態を示す内部構造の断面図であり、図の左側
半分は、開閉弁及びニードル弁が共に全開の状態を示し、図の右側半分は、開閉弁が全閉
でかつニードル弁が全開の状態を示している。
【図２】図１に示した流量調整弁の内部構造の断面図であり、図の左側半分は、開閉弁が
全開でかつニードル弁が途中開度の状態を示し、図の右側半分は、開閉弁が全閉でかつニ
ードル弁が途中開度の状態を示している。
【図３】図１の要部（開閉弁及びニードル弁）を拡大した図である。
【図４】（ａ）は、図３のＡ部を拡大してニードル弁体、全閉用弁体及び弁座の形状を示
す図、（ｂ）は（ａ）の第１変形例を示す図、（ｃ）は（ａ）の第２変形例を示す図であ
る。
【図５】本発明に係る流量調整弁の第１変形例を示す内部構造の断面図であり、開閉弁の
開閉動作と共にステッピングモータが上下動する構成例が示されている。
【図６】本発明に係る流量調整弁の第２変形例を示す内部構造の断面図であり、複動型ピ
ストンを用いて開閉弁を開閉動作させる構成例が示されている。
【図７】本発明に係る流量調整弁の第３変形例を示す内部構造の断面図であり、筐体内に
空気を流通させて冷却する構成例が示されている。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明に係る流量調整弁の一実施形態を図面に基づいて説明する。
　本実施形態では、半導体製造装置において液体流体（薬液）の流量を調整する流量調整
弁に適用して説明するが、本発明の流量調整弁はこれに限定されることはなく、他の装置
等において液体流体の流量調整をおこなう流量調整弁にも適用可能である。
【００１７】
　図１から図４に示す実施形態の流量調整弁１Ａは、筐体１０の内部に、液体流体の流量
調整を行うニードル弁２０と、液体流体の流路を全閉とする開閉弁（シャット弁）３０と
が収納設置されている。また、この流量調整弁１Ａでは、ニードル弁２０の開度制御がス
テッピングモータ（以下、モータ）Ｍを用いた動作により行われ、さらに、開閉弁３０の
全閉・全開操作が空気圧を用いた動作により行われるように構成されており、従って、い
ずれも遠隔操作が可能となっている。
【００１８】
　流量調整弁１Ａの外形を構成する筐体１０は、上部筐体１０Ａと、中間筐体１０Ｂと、
下部筐体１０Ｃとにより構成される。
　筐体１０の内部には、ニードル弁２０及び開閉弁３０の他にも、ニードル弁２０のニー
ドル弁体２１を弁座１３に対して接近離間させる往復運動部４０、開閉弁３０の全閉用弁
体３１を流路全閉位置及び流路全開位置との間で往復運動させる全閉・全開操作部５０、
及び各種制御用の基板２等が収納設置されている。
　このうち、下部筐体１０Ｃには、液体流体が流れる流入流路１１や出口流路１２に加え
て、ニードル弁２０及び開閉弁３０の弁座１３が形成されている。
【００１９】
　開閉弁３０の全閉用弁体３１は、ニードル弁体２１の基部外周面２２を全閉用弁体３１
とする。
　全閉用弁体３１の具体例としては、たとえば図４（ａ）に示すように、弁座１３と対向
するニードル弁体２１の基部外周面２２に凹溝２３を形成し、この凹溝２３の外側に残っ
たリング状の基部外周面２２を使用するものがある。
【００２０】
　すなわち、本実施形態の流量調整弁１Ａは、液体流体の流量調整を行うニードル弁２０
及び液体流体の流路を全閉とする開閉弁３０が流入流路１１、出口流路１２及び弁座１３
を形成した筐体１０の内部に収納設置されており、一方のニードル弁２０は、ニードル弁
体２１を弁座１３に対して接近離間させることで流量を調整するための往復運動部４０を
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備えている。そして、他方の開閉弁３０は、弁座１３と対向するニードル弁体２１の基部
外周面２２に凹溝２３を形成して外側を全閉用弁体３１とし、さらに、全閉用弁体３１を
弁座１３に密着する流路全閉位置と弁座１３から離間する流路全開位置との間で往復運動
させるための全閉・全開操作部５０を備えている。
【００２１】
　流量調整弁１Ａの流入流路１１は、図１から図３に示すように、紙面左側の流体入口か
ら水平に形成され、流量調整弁１Ａの軸中心ＣＬで上向きに方向転換して弁座１３に開口
する円柱形状の流体流路出口１１ａを備えている。この流体流路出口１１ａは、ニードル
弁体２１が侵入して流路断面積（弁開度）を変化させる空間であり、往復運動部４０の動
作によって弁座１３に接近離間するニードル弁体２１の侵入量を変化させて開度調整を実
施する。このようなニードル弁２０の開度調整により、流量調整弁１１を通過する液体流
体の流量が調整される。
　なお、ニードル弁２０は、ニードル弁体２１が流体流路出口１１ａ内に最も侵入する最
小開度において、弁座１３や流体流路出口１１の壁面と接触しないようになっている。
【００２２】
　ニードル弁２０の往復運動部４０は、モータＭの回転出力軸Ｍｓに対し、回転運動を上
下運動に変換する機構を備えている。具体的には、モータＭの回転出力軸Ｍｓに対して、
カップリング４１を介して回転部品のトランサー４２が取り付けられている。
　このトランサー４２は、外周部に配設した邪魔ピン４３により回転が阻止された状態に
あり、上端部側に形成された凹部内周面４２ａの内ネジと、カップリング４１の下端部か
ら突出する連結軸部４１ａの外ネジとが螺合することにより、カップリング４１を介して
モータＭと連結されている。この場合の邪魔ピン４３は、後述する開閉弁３０の全閉・全
開操作部５０を構成するピストン５１の内周面５１ａとトランサー４２の外周面との間に
少なくとも一対設けられている。すなわち、ピストン５１は、筐体１０に対して回り止め
されているので、邪魔ピン４３を介してピストン５１に対する回り止めがなされたトラン
サー４２も筐体１０に対する回転を阻止された状態となる。なお、この場合のピストン５
１は、邪魔ピン４３に沿って軸方向にスライド可能である。
【００２３】
　従って、筐体１０に固定支持された往復運動部４０のモータＭが回動することにより、
凹部内周面４２ａの内ネジ及び連結軸部４１ａの外ネジの螺合部においては、回転出力軸
Ｍｓの回転運動がトランサー４２の直線運動に変換される。すなわち、連結軸部４１ａの
外ネジが同一位置で回動するため、これと螺合するトランサー４２は、回転出力軸Ｍｓの
回動量に応じて軸方向（上下方向）へ移動する。このため、トランサー４２と後述するス
ライダ４５を介して連動するニードル弁体２１は、図１に示す全開位置及び図２に示す途
中開度のように、流体流路出口１１ａ内で軸方向へ移動して侵入量が変動する。
　また、トランサー４２の下端部側には、下端部側にニードル弁体２１を連結した軸部で
ある弁軸４４の上端部側が遊嵌されている。
【００２４】
　弁軸４４の中間部付近には外ネジが形成され、この外ネジ部に内ネジを螺合させてスラ
イダ４５が取り付けられている。このスライダ４５は、弁軸４４と一体にスライドする板
状部材であり、弁軸４４の外周方向へ略円盤状に存在している。また、このスライダ４５
は、下端部側を下部筐体１０Ｃに支持された圧縮バネの下部バネ４６により押し上げられ
ており、常時上向きの付勢を受けている。このような下部バネ４６の常時付勢により、ス
ライダ４５はトランサー４２の移動に追従し、さらに、弁軸４４とスライダ４５との螺合
部においては、トランサー４２の内ネジ４２ａが押し上げられてカップリング４１の外ネ
ジ４１ａに密着するよう追従するので、螺合部にバックラッシが生じないようになってい
る。
　なお、下部バネ４６の付勢は、開閉弁３１を全開とする方向の付勢力となるが、後述す
る上部バネ５２の付勢力と比較すれば、かなり小さなものとなる。
【００２５】
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　弁軸４４の下端部側には、ニードル弁体２１を備えた弁本体が螺合して取り付けられて
いる。
　このニードル弁体２１は、筐体１０内に形成された弁室１４をダイヤフラム１５により
上下に分割した下部弁室１４ａ内に配設されている。この下部弁室１４ａは、液体流体の
流入流路１１及び流出流路１２に連通するとともに、弁座１３となる平面部を備えている
空間である。この場合、弁座１３は、平面視が円形となる下部弁室１４ａの底面に設けら
れ、下部弁室１４ａの底面において中心位置に開口する流体流路出口１１ａの周辺部が弁
座１３の平面部となる。
　また、流量調整弁１Ａの流出流路１２は、その入口開口１２ａが下部弁室１４ａの底面
外周部に設けられている。
【００２６】
　ニードル弁体２１は、弁本体の下端面から下向きに突出し、流体流路出口１１ａの開口
に侵入する部材である。このニードル弁体２１は、下端部側が徐々に小径となる略円錐台
形状を有しているので、円柱形状とした流体流路出口１１ａへの侵入量に応じて流体流路
の流路断面積が変化する。すなわち、流量調整弁１Ａの流体流路は、上下方向へ移動する
ニードル弁体２１が流体流路出口１１ａへ挿入される位置（侵入量）に応じて最小流路断
面積も変化するので、オリフィス径に応じた流量調整が可能となる。
【００２７】
　開閉弁３０の全閉・全開操作部５０は、空気圧の供給を受けてピストン５１を軸方向に
移動させて全閉用弁体３１を開閉操作する。この場合、ピストン５１に空気圧が作用しな
い状態では、上部バネ５２から下向きの付勢を受ける全閉用弁体３１及びピストン５１が
押し下げられ、全閉用弁体３１が弁座１３に密着する全閉位置にある。すなわち、この場
合の開閉弁３０は、ノーマルクローズ型の空気圧操作弁となる。
【００２８】
　ピストン５１は、下面側に空気圧を受けることで上方へスライドし、弁座１３から離間
した流路全開位置まで移動する。このとき、空気圧を受けたピストン５１は、上端部を筐
体１０側に固定支持された上部バネによる下向きの付勢に打ち勝ち、上部バネ５２を空気
圧により圧縮してスライドする。なお、図中の符号５３は、Ｏリング等でシールされた空
気圧を導入するシリンダ室の空間である。
　一方、上述した空気圧がなくなると、開閉弁３０は、上部バネ５２による下向きの付勢
により、全閉用弁体３１が弁座１３に密着する全閉位置まで瞬時に移動する。
【００２９】
　スライダ４５及びピストン５１は、スムーズな上下動を確保するため、筐体１０側に設
けた上下方向のガイド溝１６内に入り込む凸部４５ａ，５１ｂを備えている。
　このような凸部４５ａ，５１ｂは、スライダ４５及びピストン５１の回り止めとして機
能するだけでなく、ピストン５１の凸部５１ｂが開閉弁３０の全閉位置を検出するシャッ
トセンサ３を作動させる。このシャットセンサ３は、開閉弁３０の全閉位置を検出した信
号を出力し、ニードル弁２０の流量制御を禁止する。この場合、ピストン５１から水平方
向へ突出する凸部５１ｂが全開位置から下降してシャットセンサ３の検出位置から外れる
と、開閉弁３０が全閉位置にあると判断した信号が出力される。
　なお、図中の符号５は電源や遠隔操作用のケーブル、６は流量調整弁１Ａとケーブル５
との接続部である。
【００３０】
　すなわち、開閉弁３０が全閉位置にあると、液体流体の流れが完全に遮断された状態に
あるため、ニードル弁２０の開度を制御する流量調整は無意味である。従って、シャット
センサ３が開閉弁３０の全閉位置を検出した場合には、ニードル弁２０の無用な流量制御
を禁止する安全機構が動作する。このような安全機構は、たとえば制御用の基板２に書き
込まれたソフトウエアによって実行される。
　なお、スライダ４５の凸部４５ａは、スライダ４５及びニードル弁２０のゼロ点位置を
規定するニードルセンサ４を動作させる。
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【００３１】
　このように構成された流量調整弁１Ａは、流量調整を行うニードル弁２０と流体流路を
全閉とする開閉弁３０とが同一の筐体１０内に収納設置されているので、装置に組み付け
る設置スペースが小さくてすむ。特に、ニードル弁２０及び開閉弁３０の弁座１３を共用
し、さらに、ニードル弁体２１の周囲に全閉用弁体３１を形成したので、２つの弁類が縦
方向（軸方向）に配列された直列構造となり、従って、平面視の投影面積は、従来の水平
配列と比較して小さくなる。すなわち、上述した流量調整弁１Ａは、精密な流量調整が可
能なニードル弁２０を採用した流量調整メイン構造に、開閉弁３０による流路の完全遮断
（全閉）機能を備えた一体構造となる。
　しかも、往復運動部４０によるニードル弁２０の流量調整及び全閉・全開操作部５０に
よる開閉弁３０の全閉／全開は独立した操作となるので、応答ラグをなくして応答時間の
短縮が可能になる。
【００３２】
　そして、上述した往復運動部４０は、モータＭの回転運動を軸方向の往復運動に変換す
るトランサー４２と、トランサー４２に遊嵌させたニードル弁体２１の弁軸（軸部）４４
と螺合して一体に軸方向の往復運動をするスライダ４５と、スライダ４５をトランサー４
２に押圧する方向の付勢をする下部バネ（弾性部材）４６とを備え、かつ、全閉・全開操
作部５０は、空気圧により軸方向上向きに押圧されてトランサー４２の外周を移動するピ
ストン５１と、ピストン５１を軸方向下向きに押圧して移動させる方向に付勢する上部バ
ネ（弾性部材）５２とを備え、トランサー４２に追従して往復動するスライダ４５がニー
ドル弁２０を弁座１３に接近離間させる開度調整を行い、ピストン５１がスライダ４５と
ともに全閉用弁体３１を開閉弁３０の流路全閉位置に移動させる。
【００３３】
　すなわち、下部バネ４６から上向きの付勢を受けているスライダ４５は、通常の流量調
整時において、トランサー４２の往復運動に追従して略一体に上下動する。具体的には、
トランサー４２の上昇時には下部バネ４６に押し上げられて追従し、トランサー４２の下
降時には下部バネ４６を圧縮しながら移動する。
【００３４】
　しかし、開閉弁３０を全閉にする操作が行われると、下部バネ４６の付勢より大きな上
部バネ５２の付勢が勝つため、スライダ４５はピストン５１により流路全閉位置まで押し
下げられる。なお、全閉・全開操作部５０に供給される空気圧は、上部バネ５２の付勢力
より大きな押圧力を発揮するので、ピストン５１は流路全開位置に押し上げられた状態が
維持される。
　なお、本実施形態では、空気圧のない状態で開閉弁３０が全閉となるノーマルクローズ
型としたが、弾性部材の付勢やピストン５１に作用する空気圧の方向等を変更することに
より、ノーマルオープン型の構成とすることも可能である。
【００３５】
　また、上述した開閉弁３０の全閉用弁体３１は、図４（ａ）に示した具体例の形状及び
構成に限定されることはなく、たとえば下記の変形例を採用してもよい。
　図４（ｂ）に示す第１変形例は、ニードル弁体２１Ａの基部に凹溝２４を形成したもの
である。すなわち、開閉弁３０の全閉用弁体３１Ａから突出するニードル弁２１Ａには、
上端部付近の全周にわたって凹溝２４が形成されている。この場合、ニードル弁体２１Ａ
の基部外周面２２Ａは平面となり、基部外周面２２Ａの全面が弁座１３に密着して全閉用
弁体３１Ａを全閉とする。
【００３６】
　図４（ｃ）に示す第２変形例は、上述した弁座１３の内周側端部に段差部２５を形成し
たものである。すなわち、流体流路出口１１ａの角部をリング状に除去した段差部２５を
形成し、段差部２５の外周を弁座１３Ａとして使用するものであり、ニードル弁体２１Ｂ
の基部外周面２２Ｂは平面となり、基部外周面２２Ｂの全面が弁座１３Ａに密着して全閉
用弁体３１Ｂを全閉とする。
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　なお、上述した凹溝２３，２４及び段差部２５は必ずしも必要ではなく、要求される流
量調整の精度が低いような場合には、ニードル弁体２１の傾斜による流量調整と、平面の
弁座１３及び基部外周面２２の密着により開閉弁３０が全閉となる簡易な構造を採用して
もよい。
【００３７】
　ところで、上述した実施形態では、モータＭは筐体１０に固定支持されているが、たと
えば図５に示す第１変形例のように、モータＭがピストン５１と一体に移動するようにし
てもよい。この流量調整弁１Ｂは、ピストン５１と一体にモータＭが軸方向に往復移動す
るように連結された構成を除いて、他の構成については上述した実施形態と実質的に同じ
である。
【００３８】
　また、上述した実施形態に代えて、たとえば図６に示すような第２変形例の流量調整弁
１Ｃを採用してもよい。
　この変形例において、往復運動部４０は、上述した実施形態と同様に、モータＭの回転
運動を軸方向の往復運動に変換するトランサー４２と、トランサー４２に遊嵌させたニー
ドル弁体２１の弁軸４４と螺合して一体に軸方向の往復運動をするスライダ４５と、スラ
イダ４５をトランサー４２に押圧する方向の付勢をする下部バネ４６とを備えている。
【００３９】
　しかし、全閉・全開操作部５０は、空気圧により軸方向の一方または他方へ押圧されて
トランサー４２の外周を移動する複作動型のピストン５１を備え、トランサー４２に追従
して往復動するスライダ４５がニードル弁２０を弁座１３に接近離間させる開度調整を行
うとともに、ピストン５１がスライダ４５とともに全閉用弁体３１を開閉弁３０の流路全
閉位置に移動させる。
【００４０】
　すなわち、下部バネ４６から上向きの付勢を受けているスライダ４５は、通常の流量調
整時において、トランサー４２の往復運動に追従して略一体に上下動するので、トランサ
ー４２の上昇時には下部バネ４６に押し上げられて追従し、トランサー４２の下降時には
下部バネ４６を圧縮しながら移動する。
　しかし、開閉弁３０を全閉にする操作が行われると、ピストン５１より上方のシリンダ
室５３Ａに空気圧が供給され、下部バネ４６の付勢より大きな空気圧がピストン５１を下
向きに押圧する。この結果、スライダ４５は、ピストン５１により流路全閉位置まで押し
下げられる。なお、開閉弁３０を全開にする操作は、ピストン５１より下方のシリンダ室
５３Ｂに空気圧を供給すればよい。
　このような複作動型のピストン５１を採用すると、開閉弁３０の開閉操作を空気圧によ
り直接操作することができるため、確実な操作が可能になる。
【００４１】
　また、上述した実施形態及びその変形例においては、たとえば図７に示す第３変形例の
ように、電気機器類を収納した筐体１０内の空間にパージエア（空気）を流通させ、換気
冷却を行って電機器類の温度上昇を防止することが望ましい。
　図７に示す流量調整弁１Ｄは、図１に示した流量調整弁１Ａの筐体１０に、換気冷却用
の空気投入口１７及び空気流出口１８が設けられている。図示の構成例において、空気投
入口１７及び空気流出口１８は、モータＭや基板２が収納されている上部筐体１０Ａの対
向面に設けられている。
【００４２】
　この結果、空気投入口１７から流入したパージエアは、上部筐体１０Ａ内を通過して空
気流出口１８から流出するが、このとき、発熱体であるモータＭ及び基板２の周辺を通過
するため、内部温度の上昇を抑制することができる。従って、筐体１０内に設置されてい
る基板２等の電気機器類や電子機器類が温度上昇することを防止できるだけでなく、流量
調整弁１Ａを流れる薬液等の流体温度についても、伝熱による温度上昇を防止することが
できる。
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【００４３】
　このように、上述した本実施形態及びその変形例によれば、ニードル弁をベースとした
流量調整弁に開閉弁の機能を加えた１つの流量調整弁として操作可能であり、しかも、電
気的な制御や空気圧の制御による遠隔操作も可能である。従って、ニードル弁による流量
調整を細微に行うことが可能であり、しかも、流体の完全遮断（バルブの全閉）も可能に
なる。
　また、流量調整弁及び開閉弁を直列構造としたので、流量調整弁を１台設置するスペー
スを確保できれば設置可能となる。
【００４４】
　また、従来構造の流量調整弁は、モータ開閉操作による応答ラグを生じていたが、開閉
弁の動作機構を分別したことにより、繰り返しの開閉操作や瞬時の全閉操作等における応
答時間を短縮できる。
　また、開閉弁を全閉とした作動状態では、ニードル弁による流量調整を操作できない安
全機構を備えているので、動力であるステッピングモータの脱調現象を避けることができ
る。
【００４５】
　また、ニードル弁が操作範囲内のいずれの位置にあっても、外部より空気圧で開閉弁を
操作するため、流体を完全に遮断可能な全閉とすることができる。
　また、上述した構成では、開閉弁を開閉操作するシリンダの内部に上下運動変換機構の
トランサーを設置したので、流量調整弁の小型化が可能になる。
　そして、流量調整を行うニードル弁は、ニードル弁体が弁口となる流体流路出口に接触
することはなく、しかも、開閉弁の全閉用弁体も流体流出用出口に侵入及び接触しない構
造を有しているので、流量調整用の弁口径状を崩すことはなく、従って、流量再現性に優
れた流量調整弁となる。
　なお、本発明は上述した実施形態に限定されることはなく、その要旨を逸脱しない範囲
内において適宜変更することができる。
【符号の説明】
【００４６】
　　１Ａ～１Ｄ　　流量調整弁
　１０　　筐体
　１１　　流入流路
　１１ａ　　流体流路出口
　１２　　出口流路
　１２ａ　　入口開口
　１３　　弁座
　１４　　弁室
　１４ａ　　下部弁室
　１５　　ダイヤフラム
　１７　　空気投入口
　１８　　空気流出口
　２０　　ニードル弁
　２１　　ニードル弁体
　２２　　基部外周面
　２３，２４　　凹溝
　２５　　段差部
　３０　　開閉弁
　３１　　全閉用弁体
　４０　　往復運動部
　４１　　カップリング
　４２　　トランサー
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　４４　　弁軸
　４５　　スライダ
　４６　　下部バネ
　５０　　全閉・全開操作部
　５１　　ピストン
　５２　　上部バネ
　　Ｍ　　ステッピングモータ
　　Ｍｓ　　回転出力軸
 

【図１】 【図２】
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