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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上流側流路と下流側流路とを連通するための開口部の上流側流路を中心部に有し、下流
側流路を側部に有し、かつ、前記中心部側の開口部の端部周囲に弁座を有する弁本体と、
自身の弾性力により前記弁座に圧接して前記上流側流路と前記下流側流路とを遮断するこ
とができ、前記上流側流路の圧力が前記下流側流路の圧力より高くなることにより、弾性
変形して前記弁座から離隔されて前記上流側流路と前記下流側流路とを連通させることが
でき、前記下流側流路の圧力が前記上流側流路の圧力より高くなることにより、前記弁座
に圧接した遮断状態に保持することができるように設けられ、かつ、弁座の外周側に位置
した穴を有するように形成された逆止用ダイヤフラムと、押圧されることにより、弾性変
形して前記逆止用ダイヤフラムを前記弁座に押圧させて前記上流側流路と前記下流側流路
とを遮断状態に保持することができ、押圧状態から解放されることにより、自身の復元弾
性により前記逆止用ダイヤフラムを押圧状態から解放することができるように設けられた
開閉用ダイヤフラムと、この開閉用ダイヤフラムを前記弁座側へ押圧し、若しくは押圧状
態から解放する開閉手段とを備え、前記弁座シート側に位置させ、かつ、弁座シートに圧
接させた逆止用ダイヤフラムと、この逆止用ダイヤフラムの上方外周部に前記開閉用ダイ
ヤフラムの外周部を重ねて両者のダイヤフラムの外周部を弁室内に挟持させ、前記開閉手
段を介して開閉用ダイヤフラムを逆止用ダイヤフラムに対して押圧又は離隔させるように
し、この開閉用ダイヤフラムが逆止用ダイヤフラムに対して離隔した状態で、かつ流体の
逆流時に、流体が下流側流路から前記穴を介して前記逆止用ダイヤフラムを弁座シートに
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圧接させて下流側流路から上流側流路への逆流を阻止するようにしたことを特徴とする流
体制御弁。
【請求項２】
　開閉手段が、弁本体に接続され、流体が供給され、若しくは排出されるシリンダ部材と
、このシリンダ部材に対して伸縮可能に設けられ、開閉用ダイヤフラムを押圧し、若しく
は押圧状態から解放するための開閉部材と、この開閉部材を前記シリンダ部材内に供給さ
れる流体の圧力方向とは逆方向に付勢するばねとを備えた請求項１記載の流体制御弁。
【請求項３】
　開閉部材が開閉用ダイヤフラムを押圧し、若しくは押圧状態から解放し得る押さえピー
スと、シリンダ部材に軸方向に沿って移動可能に設けられたピストンおよびこのピストン
と一体的に設けられ、前記押さえピースを押圧し、若しくは押圧状態から解放し得るピス
トンロッドとを備えた請求項２記載の流体制御弁。
【請求項４】
　開閉手段が、弁本体に接続されたケースと、このケース内および前記弁本体内に進退可
能に設けられ、開閉用ダイヤフラムを押圧し、若しくは押圧状態から解放するための開閉
部材と、この開閉部材を前記開閉用ダイヤフラムの押圧方向に付勢するばねと、前記ケー
スに回転可能に支持されるとともに、回転に伴い、前記開閉部材を前記ばねの付勢方向に
抗する方向、若しくは前記ばねの付勢方向に移動させるように前記開閉部材に連結される
手動レバーとを備えた請求項１記載の流体制御弁。
【請求項５】
　開閉部材が、開閉用ダイヤフラムを押圧し、若しくは押圧状態から解放し得る押さえピ
ースと、手動レバーの回転に伴って進退可能に設けられ、前記押さえピースを押圧し、若
しくは押圧状態から解放し得る進退部材とを備えた請求項４記載の流体制御弁。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、流体を制御する装置、または流体を制御するための配管経路に用い、特に、
半導体製造装置のように各種の流体を制御する必要がある流体制御装置、または流体制御
配管経路において用いるのに適する流体制御弁に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、前記のような流体制御装置または流体制御配管経路において流体を制御するには
、開閉弁と、逆止弁とが別々に構成され、組合わされて用いられている。
【０００３】
　前記開閉弁の一例について概略説明すると、ピストンおよびピストンロッドがばねの付
勢力により前進されて押さえピースが押圧され、押さえピースによりダイヤフラムが弁座
に対して押圧されることにより、上流側流路と下流側流路とが遮断される。これとは逆に
、空気圧によりピストンおよびピストンロッドがばねの付勢力に抗して後退されて押さえ
ピースが押圧状態から解放され、これに伴ってダイヤフラムに対する押圧力が解放され、
ダイヤフラムが自身の弾性力により復元して弁座から離隔することにより、上流側流路と
下流側流路とが連通されるように構成されている。
【０００４】
　前記開閉弁の他の例について概略説明すると、手動レバーの操作によりばねの付勢力と
共に進退部材が前進されて押さえピースが押圧され、押さえピースによりダイヤフラムが
弁座に対して押圧されることにより、上流側流路と下流側流路とが遮断される。これとは
逆に、手動レバーの操作により進退部材がばねの付勢力に抗して後退されて押さえピース
が押圧状態から解放され、これに伴ってダイヤフラムに対する押圧力が解放され、ダイヤ
フラムが自身の弾性力により復元して弁座から離隔することにより、上流側流路と下流側
流路とが連通されるように構成されている。
【０００５】
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　前記逆止弁の一例について概略説明すると、弁体（ポペット）がばねの弾性により弁座
に押圧されて上流側流路と下流側流路とが遮断され、上流側流路から流入する流体の圧力
により弁体がばねの付勢力に抗して弁座から離隔されることにより、上流側流路と下流側
流路とが連通されて流体が流れ、何らかのトラブルにより下流側流路に流体が逆流してそ
の流体圧が上流側流路の圧力よりも高くなると、この流体の圧力とばねの付勢力により前
記のように弁体が弁座に押圧され、上流側流路と下流側流路とが遮断された状態に保持さ
れて下流側流路から上流側流路へ流体が逆流するのを阻止するように構成されている。
【０００６】
　従来、他の例として、前記のように別個に構成された開閉弁と逆止弁とを組合わせて用
いるのに代えて複合化弁が用いられることもある。この複合化弁としては、前記のように
構成された開閉弁と前記のように構成された逆止弁とが上下二段に組合わされて構成され
ている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、前記従来例のように個別に構成された開閉弁と逆止弁とを組合わせて用
いると、これらを配置するために多くのスペースを必要とする。特に、半導体製造装置の
ように各種のガスを制御する必要がある用途においては、多数の開閉弁と逆止弁を必要と
するため、組立工数が多く、組立作業能率に劣るばかりでなく、装置全体の設置面積が大
きくなる。また、配管、継手による流体の流れに不要なデッドスペースが大きくなり、流
体の置換特性に劣り、流路抵抗が大きくなる。更に、開閉弁と逆止弁の二種類をそれぞれ
組合わせて用いるため、高価である。
【０００８】
　一方、前記従来例のような複合化弁を用いることにより、前記のように個別の開閉弁と
逆止弁とを組合わせて用いる場合に比べて流路長を短縮して装置全体の設置面積を小さく
し、しかも、組立工数を減らして組立作業性を向上させることはできる。しかしながら、
複合化弁は高さが高くなり、装置全体の高さ方向における広い設置スペースを必要とし、
また、逆止弁と開閉弁の双方に流体が流れるため、流体の置換特性、流路抵抗の改善には
さほど貢献することができるとは言えない。また、複合化弁は開閉弁と逆止弁を上下二段
に接続しているため、前記従来例と同様に高価となる。
【０００９】
　本発明の目的は、前記のような従来の問題を解決しようとするものであって、流路の開
閉機能と逆止め機能を１箇所に兼ね備えるようにし、流路長を短縮するので、流体制御装
置全体、または流体配管経路全体の小型化を図ることができ、しかも、流体の置換特性、
流路抵抗の改善を図ることができ、また、流体制御装置、または流体配管経路における組
立工数を減らして組立作業能率を向上させることができ、更には、従来の開閉弁に１つの
部品を追加するだけの簡単な構成で開閉機能と逆止機能とを兼ね備えることができ、低コ
スト化を図ることができるようにした流体制御弁を提供しようとするものである。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　前記課題を解決するために本発明の流体制御弁は、上流側流路と下流側流路とを連通す
るための開口部の上流側流路を中心部に有し、下流側流路を側部に有し、かつ、前記中心
部側の開口部の端部周囲に弁座を有する弁本体と、自身の弾性力により前記弁座に圧接し
て前記上流側流路と前記下流側流路とを遮断することができ、前記上流側流路の圧力が前
記下流側流路の圧力より高くなることにより、弾性変形して前記弁座から離隔されて前記
上流側流路と前記下流側流路とを連通させることができ、前記下流側流路の圧力が前記上
流側流路の圧力より高くなることにより、前記弁座に圧接した遮断状態に保持することが
できるように設けられ、かつ、弁座の外周側に位置した穴を有するように形成された逆止
用ダイヤフラムと、押圧されることにより、弾性変形して前記逆止用ダイヤフラムを前記
弁座に押圧させて前記上流側流路と前記下流側流路とを遮断状態に保持することができ、
押圧状態から解放されることにより、自身の復元弾性により前記逆止用ダイヤフラムを押



(4) JP 4640887 B2 2011.3.2

10

20

30

40

50

圧状態から解放することができるように設けられた開閉用ダイヤフラムと、この開閉用ダ
イヤフラムを前記弁座側へ押圧し、若しくは押圧状態から解放する開閉手段とを備え、前
記弁座シート側に位置させ、かつ、弁座シートに圧接させた逆止用ダイヤフラムと、この
逆止用ダイヤフラムの上方外周部に前記開閉用ダイヤフラムの外周部を重ねて両者のダイ
ヤフラムの外周部を弁室内に挟持させ、前記開閉手段を介して開閉用ダイヤフラムを逆止
用ダイヤフラムに対して押圧又は離隔させるようにし、この開閉用ダイヤフラムが逆止用
ダイヤフラムに対して離隔した状態で、かつ流体の逆流時に、流体が下流側流路から前記
穴を介して前記逆止用ダイヤフラムを弁座シートに圧接させて下流側流路から上流側流路
への逆流を阻止するようにしたものである。
【００１１】
　前記構成において、前記開閉手段として、前記弁本体に接続され、流体が供給され、若
しくは排出されるシリンダ部材と、このシリンダ部材に対して伸縮可能に設けられ、開閉
用ダイヤフラムを押圧し、若しくは押圧状態から解放するための開閉部材と、この開閉部
材を前記シリンダ部材内に供給される流体の圧力方向とは逆方向に付勢するばねとを備え
ることができる。前記開閉部材として、前記開閉用ダイヤフラムを押圧し、若しくは押圧
状態から解放し得る押さえピースと、前記シリンダ部材に軸方向に沿って移動可能に設け
られたピストンおよびこのピストンと一体的に設けられ、前記押さえピースを押圧し、若
しくは押圧状態から解放し得るピストンロッドとを備えることができる。
【００１２】
　前記開閉手段として、前記弁本体に接続されたケースと、このケース内および前記弁本
体内に進退可能に設けられ、前記開閉用ダイヤフラムを押圧し、若しくは押圧状態から解
放するための開閉部材と、この開閉部材を前記開閉用ダイヤフラムの押圧方向に付勢する
ばねと、前記ケースに回転可能に支持されるとともに、回転に伴い、前記開閉部材を前記
ばねの付勢力に抗する方向、若しくは前記ばねの付勢方向に移動させるように前記開閉部
材に連結される手動レバーとを備えることができる。前記開閉部材として、前記開閉用ダ
イヤフラムを押圧し、若しくは押圧状態から解放し得る押さえピースと、前記手動レバー
の回転に伴って進退可能に設けられ、前記押さえピースを押圧し、若しくは押圧状態から
解放し得る進退部材とを備えることができる。
【００１３】
　前記逆止用ダイヤフラムとしては、円板に前記弁座の外周側に位置して複数箇所に穴を
有するように形成する。
【００１４】
　前記のように構成された本発明によれば、開閉用ダイヤフラムと逆止用ダイヤフラムと
を備え、開閉手段により押圧される開閉用ダイヤフラムにより逆止用ダイヤフラムを弁座
に圧接させることにより、上流側流路と下流側流路とを遮断することができ、開閉手段に
より開閉用ダイヤフラムを解放し、弾性復元させて逆止用ダイヤフラムを押圧状態から解
放することにより、上流側流路から流入する流体圧力により逆止用ダイヤフラムを押して
弁座から離隔させ、上流側流路と下流側流路を連通させて流体を流すことができ、何らか
のトラブル等により下流側流路の圧力が上流側流路の圧力よりも高くなると、逆止用ダイ
ヤフラムを弁座に圧接した遮断状態に保持して流体が下流側流路から上流側流路へ逆流す
るのを阻止することができる。このように流路の開閉機能と逆止め機能を１箇所に兼ね備
えるようにし、流路長を短縮することができる。また、開閉弁と逆止弁を１つにまとめて
構成しているので、流体制御装置、または流体配管経路における組立工数を減らすことが
できる。更には、従来の開閉弁に１つの部品、すなわち、逆止用ダイヤフラムを追加する
だけの簡単な構成で開閉機能と逆止機能とを兼ね備えることができる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。まず、本発明の第１
の実施形態について説明する。図１は本発明の第１の実施形態に係る流体制御弁を示し、
流路を連通し得る状態の縦断面図、図２はそのII部の拡大図、図３は同流体制御弁を示し
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、流路を遮断した状態における図２と同様の拡大図、図４（ａ）、（ｂ）はそれぞれ同流
体制御弁に用いる逆止用ダイヤフラムの一例を示す平面図、中央部断面図である。
【００１６】
　図１ないし図３に示すように、弁本体（弁箱）１は本体部２と、この本体部２の中央部
に互いの軸心が直角方向となるようにして一体に設けられた筒状の連結部３とから構成さ
れている。本体部２の一側と他側に流体が流入する上流側（一次側）流路４と流体が流出
する下流側（二次側）流路５とが形成されている。上流側流路４の出口側４ａと下流側流
路５の入口側５ａは連結部３内の空所（弁室）６により連通され、上流側流路４の出口側
が空所６の中心部で垂直方向に開口され、下流側流路５の入口側が空所６の側部で垂直方
向に開口されている。上流側流路４の出口側開口部の端部には環状溝７が形成され、環状
溝７には弁座シート８の基部側が挿入され、環状溝７の外周縁部のかしめ加工により弁座
シート８がその先端側周囲を突出した状態で固定されている。
【００１７】
　空所６には金属製の逆止用ダイヤフラム９と金属製の開閉用ダイヤフラム１０が設けら
れる。逆止用ダイヤフラム９は、その一例として、特に、図４（ａ）、（ｂ）から明らか
なように、全体として円板状で、周縁部において、外周縁から内方側に至るに従い、次第
に緩やかに高くなるように傾斜され、円周部、すなわち、傾斜部の内周部において、内周
側に至るに従い、次第に緩やかに低くなるように傾斜され、この傾斜部の内方が低い位置
で平坦状となるように形成されている。逆止用ダイヤフラム９には弁座シート８の外周部
に相当する部分において、同心状に円弧状の穴１１が断続して二重に形成され、内周側の
円弧状の穴１１と外周側の円弧状の穴１１とは互いに位相をずらせ、断続部がずれるよう
に配置されている。開閉用ダイヤフラム１０は、全体として円板状で周縁より中央部に至
るに従い、次第に緩やかに高く突出するように湾曲されている。
【００１８】
　これらの逆止用ダイヤフラム９と開閉用ダイヤフラム１０は、逆止用ダイヤフラム９が
弁座シート８側に位置するように配置されている。そして、逆止用ダイヤフラム９と開閉
用ダイヤフラム１０は、それらの外周部が重ねられ、筒状連結部３に挿入された筒状のボ
ンネット１２の底面外周部と、弁本体１における筒状連結部３内方で空所６内の底部より
突設された環状突出部３ａとにより挟持されている。この状態で、逆止用ダイヤフラム９
は、挟持部の内方が少し弾性変形され、自身の弾性力により中央部の低部が弁座シート８
に圧接されて上流側流路４の出口側開口部４ａが閉塞され、円弧状の穴１１が弁座シート
８の外周部に位置されている。一方、開閉用ダイヤフラム１０は、挟持部の内方において
、逆止用ダイヤフラム９から離隔し、逆止用ダイヤフラム９を解放した状態でその外周部
がボンネット１２の円弧状底面に当接されている。
【００１９】
　そして、上流側流路４と下流側流路５の圧力が等しいか、若しくは上流側流路４の圧力
よりも下流側流路５の圧力の方が高い状態で逆止用ダイヤフラム９が弁座シート８に圧接
した状態、すなわち、上流側流路４と下流側流路５とを遮断した状態に保たれるようにな
っている（図１、図２参照）。この状態から上流側流路４に流入する流体の圧力により上
流側流路４側の圧力が下流側流路５側の圧力よりも高くなると、逆止用ダイヤフラム９の
中央部が流体圧により押圧されて弁座シート８から離隔され、上流側流路４と下流側流路
５とが連通されるようになっている。
【００２０】
　開閉用ダイヤフラム１０は開閉手段１３により弁座シート８側へ押圧され、若しくは押
圧状態から解放される。その一例について説明すると、開閉手段１３は押さえピース１４
とエアシリンダ１５とから構成されている。押さえピース１４は、ボンネット１２の内側
に軸方向に移動可能（昇降可能）に支持され、エアシリンダ１５の作動により下方へ押圧
されて前進することにより、開閉用ダイヤフラム１０を押圧し、弾性変形させて逆止用ダ
イヤフラム９を押圧させることができる。押さえピース１４は、前記とは逆にエアシリン
ダ１５の作動により下方への押圧状態から解放されることにより、開閉用ダイヤフラム１
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０自身の弾性復元力により上方へ押されて後退され、大径部１６がボンネット１２内の段
部１７に係合されて抜止めされるようになっている。エアシリンダ１５のシリンダ１８は
シリンダベース１９とシリンダカバー２０とより構成され、シリンダベース１９の筒状部
２１の下部内周に形成された雌ねじ２２が弁本体１における筒状部３の外周に形成された
雄ねじ２３に螺着されて連結されている。そして、シリンダベース１９の底板２４がボン
ネット１２の頂部側の環状突部２５に当接されてボンネット１２が抜止めされ、前記のよ
うな逆止用ダイヤフラム９と開閉用ダイヤフラム１０の挟持状態に保たれている。シリン
ダベース１９の筒状部２１の上部外周に形成された雄ねじ２６にシリンダカバー１６の下
部内周に形成された雌ねじ２７が螺着されて連結され、シリンダベース１９とシリンダカ
バー２０との連結部にＯリング２８が圧縮状態に介在され、両者間がシールされている。
【００２１】
　シリンダ１８内にはピストン２９およびその下側と上側に一体的に突設されたピストン
ロッド３０と３１が軸方向に移動可能に支持される。すなわち、ピストン２９はシリンダ
カバー２０の内周面に沿って移動可能に設けられ、ピストンロッド３０がシリンダベース
１９の底板２４における中央部に形成された筒状部３２に移動可能に挿通され、ピストン
ロッド３１がシリンダカバー２０に形成された筒状部３３に移動可能に挿入されている。
ピストン２９、ピストンロッド３０、３１の外周に形成された環状溝にＯリング３４、３
５、３６が挿入され、これらのＯリング３４、３５、３６がシリンダカバー２０、筒状部
３２、３３の内周面に圧接されてシールされている。ピストンロッド３０の先端（下端）
が押さえピース１４の基端（上端）に当接されている。ピストン２９とシリンダカバー２
０の頂部内面との間に圧縮ばね３７が介在され、この圧縮ばね３７によりピストン２９、
ピストンロッド３０、３１および押さえピース１４が弁座シート８側へ付勢されている。
本実施形態においては、このように開閉用ダイヤフラム１０の開閉部材として、押さえピ
ース１４、ピストン２９、ピストンロッド３０、３１が用いられている。
【００２２】
　シリンダカバー２０の筒状部３３における頂部開放側は空気供給口３８となっており、
空気供給口３８は圧縮空気供給源（図示省略）に接続されている。ピストン２９およびピ
ストンロッド３０、３１には空気供給口３８と連通する空気通路３９が軸心方向に沿って
形成され、空気通路３９の閉塞された終端部において直角方向に空気通路４０が形成され
、空気通路４０はピストン２９とシリンダベース１９との間の室４１に開放されている。
シリンダ１５における圧縮ばね３７が収められた室４２はシリンダカバー２０に形成され
た空気穴４３により外部に開放されている。
【００２３】
　そして、空気供給口３８に対して圧縮空気が供給されていない状態では、前記のように
圧縮ばね３７の付勢力によりピストン２９、ピストンロッド３０、３１および押さえピー
ス１４が弁座シート８側へ押圧（前進）され、これに伴って押さえピース１４により開閉
用ダイヤフラム１０が弾性変形され、この開閉用ダイヤフラム１０および逆止用ダイヤフ
ラム９が弁座シート８に押圧される（図３参照）。これとは逆に、空気供給口３８に圧縮
空気が供給されると、この圧縮空気が空気通路３９、４０を通って室４１内に供給され、
これによりピストン２９、ピストンロッド３０、３１が圧縮ばね３７の付勢力に抗して後
退されるようになっている。これに伴って、前記のように押さえピース１４が押圧状態か
ら解放され、押さえピース１４は開閉用ダイヤフラム１０の復元弾性力により上方へ後退
される（図１、図２参照）。また、ピストン２９、ピストンロッド３０、３１の後退時に
室４２が空気穴４３により外部に開放されているので、円滑に作動される。
【００２４】
　以上の構成において、以下、その動作について説明する。前記構成の流体制御弁は、ノ
ーマルクローズタイプであり、常時、圧縮ばね３７の付勢力によりピストン２９、ピスト
ンロッド３０、３１および押さえピース１４が下方へ前進され、図３に示すように、押さ
えピース１４により開閉用ダイヤフラム１０および逆止用ダイヤフラム９を弁座シート８
に圧接させて上流側流路４と下流側流路５とを遮断している。そして、上流側流路４と下



(7) JP 4640887 B2 2011.3.2

10

20

30

40

50

流側流路５とが所定の圧力差以内であれば、開閉用ダイヤフラム１０および逆止用ダイヤ
フラム９は弁座シート８に圧接した状態に保持され、弁座シート８から離隔するおそれは
なく、上流側流路４と下流側流路５とを遮断した状態に保持することができる。
【００２５】
　前記遮断状態で空気供給口３８から圧縮空気を空気通路３９、４０を通って室４１内に
供給すると、その空気圧がピストン２９の底面に加わり、圧縮ばね３７の付勢力に抗し、
図１に示すように、ピストン２９、ピストンロッド３０、３１を上方へ後退させ、押さえ
ピース１４を押圧状態から解放する。これに伴い、開閉用ダイヤフラム１０が自身の弾性
力により押さえピース１４を上方へ後退させて逆止用ダイヤフラム９から離隔するように
復元する。この状態では、逆止用ダイヤフラム９が自身の弾性力により弁座シート８に圧
接し、上流側流路４と下流側流路５とが遮断されている。そして、この状態から上流側流
路４から流体が流入し、その圧力が下流側流路５の圧力よりも高くなると、図１、図２で
は図示していないが、上流側流路４の流体圧力により逆止用ダイヤフラム９はその中央部
が上方へ押圧されて弁座シート８から離隔し、上流側流路４と下流側流路５とが連通し、
上流側流路４から下流側流路５へ流体が流れる。
【００２６】
　ここで、何らかのトラブルにより下流側流路５へ流体が逆流するなどにより、下流側流
路５の圧力が上流側流路４の圧力よりも高くなっても、この流体は逆止用ダイヤフラム９
の外周部の円弧状穴１１を通って逆止用ダイヤフラム９と開閉用ダイヤフラム１０との間
に流入し、逆止用ダイヤフラム９の中央部に上流側流路４の反対側から作用するので、逆
止用ダイヤフラム９は下流側流路５の流体圧力により弁座シート８に対して圧接した遮断
状態に保持される。したがって、流体が下流側流路５から上流側流路４へ逆流するのを阻
止することができる。
【００２７】
　前記の状態からエアシリンダ１５に対する圧縮空気の供給を停止し、圧縮空気の空気供
給口３８を大気中に開放すると、前記のように圧縮ばね３７の付勢力によりピストン２９
、ピストンロッド３０、３１が下方へ前進する。これに伴い、押さえピース１４を図３に
示すように前進させて開閉用ダイヤフラム１０を押圧し、逆止用ダイヤフラム９および開
閉用ダイヤフラム１０を弁座シート８に圧接し、上流側流路４と下流側流路５とを遮断し
た状態に保持することができる。
【００２８】
　図示例の流体制御弁は、ノーマルクローズタイプに構成しているが、ノーマルオープン
タイプに構成することもできる。この場合、ピストン２９、ピストンロッド３０、３１を
圧縮ばねにより上方へ後退させるようにし、圧縮空気の供給によりピストン２９、ピスト
ンロッド３０、３１を圧縮ばねの弾性に抗して下方へ前進させるように構成すればよい。
【００２９】
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。図５および図６は本発明の第２の実
施形態に係る流体制御弁を示し、図５は流路を連通し得る状態の縦断面図、図６は流路を
遮断した状態の縦断面図である。
【００３０】
　前記第１の実施形態においては、開閉用ダイヤフラム１０を開閉操作する開閉手段１３
が自動式であるのに対し、本実施形態においては手動式となっている。そして、本実施形
態においては、前記第１の実施形態とは開閉手段１３の構成を異にし、その他の構成につ
いては同じであるので、同じ部分には同じ符号を付してその説明を省略し、主として異な
る構成について説明する。
【００３１】
　弁本体１における筒状部３の雄ねじ２３にケース４５の接続筒４６に形成された雌ねじ
４７が螺着され、接続筒４６の中間部内側に設けられた支持板４８によりボンネット１２
の環状突部２５が押さえられている。接続筒４６の上部外周に形成された雄ねじ４９にケ
ース４５の本体５０の下部内周に形成された雌ねじ５１が螺着されている。ケース本体５
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０の上端部外周に形成された雄ねじ５２にケース４５のカバー５３の内周に形成された雌
ねじ５４が螺着されている。カバー５３の穴５５にはホルダー５６が取付けられている。
【００３２】
　本実施形態において、開閉用ダイヤフラム１０を開閉する部材として、開閉用ダイヤフ
ラム１０を押圧し、若しくは押圧状態から解放する押さえピース１４と、押さえピース１
４を押圧し、若しくは押圧状態から解放し得る進退部材５７とを備え、進退部材５７は押
圧部材５８と連結部材５９とを備えている。押圧部材５８は先端側の軸部６０と中間部の
大径部６１と基部側の連結部６２とから構成されている。接続筒４６の支持板４８におけ
る中央部の穴６３には押圧部材５８の軸部６０が挿通状態で軸方向に移動可能に支持され
、軸部６０の先端面が押さえピース１４の基端面に当接されている。軸部６０の外周に形
成された環状溝にＯリング６４が挿入され、このＯリング６４が支持板４８の穴６３の内
周面に圧接されてシールされている。押圧部材５８における基部の連結部６２には連結部
材５９の先端部がピン６５により回転可能に連結されている。押圧部材５８における中間
部の大径部６１とケース本体５０の上端内周に突設されたばね受け６６とに圧縮ばね６７
が介在され、この圧縮ばね６７の付勢力により押圧部材５８および押さえピース１４が弁
座シート８側へ押圧されるようになっている。
【００３３】
　ホルダー５６は一方の対向面が円弧面となり、この円弧面を挟む対向面がほぼ平行な平
面となる穴６８を有している。手動レバー６９は中空状に形成され、先端側の係合部７０
の外側がホルダー５６の穴６８に対応し得るように円弧面と平面とから成り、この係合部
７０がホルダー５６の穴６８に回転可能に挿入されるとともに、両者が回転中心部で平面
側と直角方向の回転軸７１により回転可能に連結されている。回転軸７１はその軸心が軸
部６０の軸線とピン６５の軸心を通る線上に位置するように配置されている。手動レバー
６９の係合部７０の内側に連結部材５９の基部が挿入され、連結部材５９の基部には手動
レバー６９における係合部７０がその偏心位置で、しかも、手動レバー６９の軸線より側
方へずらした位置で前記回転軸７１と軸心が平行になるように配置された軸７２により回
転可能に連結されている。
【００３４】
　そして、手動レバー６９が回転軸７１を中心として回転することにより、回転軸７１に
対して軸７２が偏心移動し、この軸７２を介して連結部材５９、押圧部材５８、すなわち
、進退部材５７が短い距離で上下に進退し得るようになっている。進退部材５７が下方へ
前進することにより、押さえピース１４を下方へ前進させて開閉用ダイヤフラム１０を押
圧することができる。これとは逆に、進退部材５７が上方へ後進することにより、押さえ
ピース１４の押圧状態を解放することができる。進退部材５７を上方へ後退させ、若しく
は下方へ前進させた状態で偏心位置の軸７２の軸心がピン６５と回転軸７１の軸心を結ぶ
線よりいずれかの方向にずれて安定状態に保持されるようになっている。
【００３５】
　手動レバー６９の基部側の内側には雌ねじ７３が形成され、この雌ねじ７３に手動レバ
ー６９、進退部材５７をロックするためのねじ７４が進退可能に螺入されている。進退部
材５７における連結部材５９の基端部が円弧状に形成され、この円弧状部の２箇所に開放
用の係合凹部７５と押圧用の係合凹部７６が切欠かれて形成されている。そして、進退部
材５７の上方への後退位置（開放位置）でロックねじ７４を前進させることにより、その
先端の係合突部７７が連結部材５９の開放用係合凹部７５に係合されてその状態にロック
され、ロックねじ７４を後退させることにより、その先端の係合突部７７が開放用係合凹
部７５から離脱されてロック状態が解除されるようになっている。進退部材５７の下方へ
の前進位置（押圧位置）でロックねじ７４を前進させることにより、その先端の係合突部
７７が連結部材５９の押圧用係合凹部７６に係合されてその状態にロックされ、ロックね
じ７４を後退させることにより、その先端の係合突部７７が押圧用係合凹部７５から離脱
されてロック状態が解除されるようになっている。
【００３６】
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　以上の構成において、以下、その動作について説明する。図６に示すように、進退部材
５７、および押さえピース１４を下方へ前進させ、開閉用ダイヤフラム１０および逆止用
ダイヤフラム９を弁座シート８に圧接させ、上流側流路４と下流側流路５とを遮断してい
る状態において、まず、ロックねじ７４を回転させて上方へ後退させ、その先端の係合突
部７７を連結部材５９の押圧用係合凹部７６から外す。次に、前記状態で図５に示すよう
に、手動レバー６９等を回転軸７１を中心としてホルダー５６に対して回転させる。この
手動レバー６９等の回転に伴い、圧縮ばね６７の付勢力に抗して偏心位置の軸７２を介し
て進退部材５７を引き上げる（後退させる）。これにより開閉用ダイヤフラム１０は、押
さえピース１４の押圧力から解放され、自身の復元力により逆止用ダイヤフラム９から離
隔し、逆止用ダイヤフラム９の押圧状態を解放する。
【００３７】
　この状態で軸７２の軸心がピン６５と回転軸７１の軸心を通る線上より僅に側方へずれ
ることにより、手動レバー６９が一応、安定状態に保持されるが、不用意な接触により作
動するおそれがある。そこで、手動レバー６９の内方にロックねじ７４を前進させ、その
先端の係合突部７７を連結部材５９の開放用係合凹部７５に係合することにより、手動レ
バー６９、進退部材５７を作動しないように開閉用ダイヤフラム１０の開放位置でロック
することができる。
【００３８】
　したがって、前記第１の実施形態と同様に、流体圧により逆止用ダイヤフラム９を押圧
して弁座シート８から離隔させることにより、上流側流路４から下流側流路５へ流体を流
し、また、下流側流路５の圧力が高くなった場合において、逆止用ダイヤフラム９により
流体の逆流を阻止することができる。
【００３９】
　図５に示す状態において、まず、手動レバー６９のロックねじ７４を逆方向に回転させ
て上方へ後退させ、その先端の係合突部７７を連結部材５９の開放用係合凹部７５から外
す。次に、前記状態で図６に示すように、手動レバー６９等を回転軸７１を中心としてホ
ルダー５６に対して逆方向へ回転させる。この手動レバー６９等の回転に伴い、偏心位置
の軸７２を介して圧縮ばね６７の付勢力と共に進退部材５７を押し下げる（前進させる）
。これにより開閉用ダイヤフラム１０は押さえピース１４により押圧され、逆止用ダイヤ
フラム９を弁座シート８に圧接させる。
【００４０】
　この状態で軸７２の軸心がピン６５と回転軸７１の軸心を通る線上より側方へずれるこ
とにより、手動レバー６９が一応、安定状態に保持されるが、不用意な接触により作動す
るおそれがある。そこで、手動レバー６９の内方にロックねじ７４を前進させ、その先端
の係合突部７７を連結部材５９の押圧用係合凹部７６に係合することにより、手動レバー
６９、進退部材５７を作動しないように開閉用ダイヤフラム１０および逆止用ダイヤフラ
ム９の閉塞位置でロックすることができる。したがって、前記第１の実施形態と同様に、
上流側流路４と下流側流路５とを遮断した状態に保持することができる。
【００４１】
【発明の効果】
　以上説明したように本発明によれば、開閉用ダイヤフラムと逆止用ダイヤフラムとを備
え、開閉手段により押圧される開閉用ダイヤフラムにより逆止用ダイヤフラムを弁座に圧
接させることにより、上流側流路と下流側流路とを遮断することができ、開閉手段により
開閉用ダイヤフラムを解放し、弾性復元させて逆止用ダイヤフラムを押圧状態から解放す
ることにより、上流側流路から流入する流体圧力により逆止用ダイヤフラムを押して弁座
から離隔させ、上流側流路と下流側流路を連通させて流出を流すことができ、何らかのト
ラブル等により下流側流路の圧力が上流側流路の圧力よりも高くなると、逆止用ダイヤフ
ラムを弁座に圧接した状態に保持して流体が下流側流路から上流側流路へ逆流するのを阻
止することができる。このように、流路の開閉機能と逆止め機能を１箇所に兼ね備えるよ
うにし、流路長を短縮することができる。したがって、流体制御装置全体、または流体配
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管系全体の小型化を図ることができ、しかも、流体の置換特性、流路抵抗の改善を図るこ
とができる。また、開閉弁と逆止弁を１つにまとめて構成しているので、流体制御装置、
または流体配管経路における組立工数を減らすことができる。したがって、組立作業能率
を向上させることができる。更には、従来の開閉弁に１つの部品、すなわち、逆止用ダイ
ヤフラムを追加するだけの簡単な構成で開閉機能と逆止機能とを兼ね備えることができる
。したがって、低コスト化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る流体制御弁を示し、流路を連通し得る状態の縦断
面図である。
【図２】同流体制御弁を示し、図１のII部拡大図である。
【図３】同流体制御弁を示し、流路を遮断した状態における図２と同様の拡大図である。
【図４】（ａ）、（ｂ）はそれぞれ同流体制御弁に用いる逆止用ダイヤフラムの一例を示
す平面図、中央部断面図である。
【図５】本発明の第２の実施形態に係る流体制御弁を示し、流路を連通し得る状態の縦断
面図である。
【図６】同流体制御弁を示し、流路を遮断した状態の縦断面図である。
【符号の説明】
１　弁本体
４　流入流路
５　流出流路
８　弁座シート
９　逆止用ダイヤフラム
１０　開閉用ダイヤフラム
１３　開閉手段
１４　押さえピース
１５　エアシリンダ
２９　ピストン
３０　ピストンロッド
３１　ピストンロッド
５７　進退部材
６９　手動レバー
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