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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体の流入路および流出路を有する本体と、
　この本体の内部に固定され、前記流入路および前記流出路の少なくとも一方と連通する
窓を有する筒状のケージと、
　このケージ内を前記ケージの軸線に沿って摺動し、前記窓を開閉する弁プラグと、
　前記弁プラグに設けられ、前記弁プラグが前記窓を全閉する位置にあるときに流体の圧
力を受けて前記ケージと前記弁プラグとの間の密閉性を向上させるセルフシール構造とを
備え、
　前記弁プラグは、有天筒状に形成され、天部側の外周壁に設けられた第１の着座部と、
底部側の外周壁に設けられた第２の着座部とを有し、
　前記ケージは、前記窓よりも前記第１の着座部側の内周壁に形成され、この第１の着座
部に着脱可能に当接する第１の弁座と、前記窓よりも前記第２の着座部側の内周壁に形成
され、この第２の着座部に着脱可能に当接する第２の弁座とを有し、
　前記セルフシール構造は、前記弁プラグの外周壁面を加工して前記弁プラグの前記第１
の着座部および前記第２の着座部の少なくとも一方に形成された第１の環状溝および第２
の環状溝と、前記第１の環状溝および前記第２の環状溝との間に形成され流体の圧力を受
けて変形する環状薄肉部とから構成され、
　前記環状薄肉部の周縁部は、前記ケージの軸線に垂直な方向から見たときに前記環状薄
肉部の径方向に対して斜めに形成され、前記弁プラグが前記窓を全閉する位置にあるとき
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に前記環状薄肉部の周縁が前記第１の弁座または前記第２の弁座と対向していることを特
徴とするケージ弁。
【請求項２】
　請求項１記載のケージ弁において、
　前記第１の環状溝および前記第２の環状溝の底部の前記環状薄肉部との境界がＲ形状に
面取りされている
　ことを特徴とするケージ弁。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配管内の流体の流量を調整するケージ弁に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、配管内の流体の流量を調整する弁として、ケージ弁が知られている（例えば
、特許文献１参照。）。このケージ弁とは、流入路および流出路を有する弁本体と、筒状
のケージと、このケージ内部で進退可能とされたプラグとを備えており、このプラグが進
退してケージに形成された流体通過用窓を開閉することにより、ケージ弁が接続された配
管を流通する流体の流量を制御するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平８－２７０８０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このようなケージ弁は、近年、遮断弁に用いることが期待されている。この遮断弁とは
、地震や火災などの災害が生じた場合の緊急時に配管内の流体の流通を遮断するものであ
る。したがって、遮断弁に用いられる弁には、高い密閉性能と信頼性が要求される。さら
には、省エネ、省力化の要求から高い圧力を小さい力で遮断できることが望まれている。
【０００５】
　そこで、本発明は、密閉性能をより向上させることができるケージ弁を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述したような課題を解決するために、本発明に係るケージ弁は、流体の流入路および
流出路を有する本体と、この本体の内部に固定され、流入路および流出路の少なくとも一
方と連通する窓を有する筒状のケージと、このケージ内をケージの軸線に沿って摺動し、
窓を開閉する弁プラグと、ケージおよび弁プラグの少なくとも一方に設けられ、弁プラグ
が窓を全閉する位置にあるときに流体の圧力を受けてケージと弁プラグとの間の密閉性を
向上させるセルフシール構造とを備え、セルフシール構造はケージの内周壁面または弁プ
ラグの外周壁面を加工して形成されたことを特徴とするものである。
【０００７】
　上記ケージ弁において、弁プラグは、有天筒状に形成され、天部側の外周壁に設けられ
た第１の着座部と、底部側の外周壁に設けられた第２の着座部とを有し、ケージは、窓よ
りも第１の着座部側の内周壁に形成され、この第１の着座部に着脱可能に当接する第１の
弁座と、窓よりも第２の着座部側の内周壁に形成され、この第２の着座部に着脱可能に当
接する第２の弁座とを有し、セルフシール構造は、流体が流入路よりケージの窓を通って
ケージ内に流入してケージの底部側より流出路へ流出する場合、弁プラグの第２の着座部
、または、弁プラグの第２の着座部およびケージの第１の弁座に形成されるようにしても
よい。
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【０００８】
　また、上記ケージ弁において、弁プラグは、有天筒状に形成され、天部側の外周壁に設
けられた第１の着座部と、底部側の外側壁に設けられた第２の着座部とを有し、ケージは
、窓よりも第１の着座部側の内周壁に形成され、この第１の着座部に着脱可能に当接する
第１の弁座と、窓よりも第２の着座部側の内周壁に形成され、この第２の着座部に着脱可
能に当接するな第２の弁座とを有し、セルフシール構造は、流体が流入路よりケージの底
部側を通ってケージ内に流入してケージの窓より流出路へ流出する場合、ケージの第２の
弁座、または、ケージの第２の弁座および弁プラグの第１の着座部に形成されるようにし
てもよい。
【０００９】
　上記ケージ弁において、セルフシール構造は、ケージの内周壁面上にケージの周方向に
沿って平行に形成された第１の環状溝および第２の環状溝と、第１の環状溝と第２の環状
溝との間に形成され流体の圧力を受けて変形する第１の環状薄肉部とから構成されるよう
にしてもよい。
　ここで、第１の環状溝および第２の環状溝の底部の第１の環状薄肉部との境界がＲ形状
に面取りされているようにしてもよい。
【００１０】
　また、上記ケージ弁において、セルフシール構造は、弁プラグの外周壁面上にプラグの
周方向に沿って平行に形成された第３の環状溝および第４の環状溝と、第３の環状溝およ
び第４の環状溝との間に形成され流体の圧力を受けて変形する第２の環状薄肉部とから構
成されるようにしてもよい。
　ここで、第３の環状溝および第４の環状溝の底部の第２の環状薄肉部との境界がＲ形状
に面取りされているようにしてもよい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、ケージおよび弁プラグの少なくとも一方に設けられ、弁プラグが窓を
閉じる位置にあるときに流体の圧力を受けてケージと弁プラグとの間の密閉性を向上させ
るセルフシール構造をケージの内周壁面または弁プラグの外周壁面を加工して形成したの
で、ケージ弁の部品点数を増やすことなく安価な構成でありながら、密閉性能をより向上
させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、本発明の実施の形態に係るケージ弁の構成を示す断面図である。
【図２】図２は、本発明の実施の形態に係るケージ弁の変形例を示す断面図である。
【図３】図３は、本発明の実施の形態に係るケージ弁の変形例を示す断面図である。
【図４】図４は、本発明の実施の形態に係るケージ弁の変形例を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
［第１の実施の形態］
　以下、図面を参照して、本発明の第１の実施の形態について詳細に説明する。
【００１４】
　図１に示すように、本実施の形態に係るケージ弁１は、弁本体１０と、その上端開口部
にボルト等で接合された上蓋２０とを備えている。なお、以下において、図１の紙面に正
対した状態で、その紙面の上を「上」、下を「下」として説明を行う。
【００１５】
　弁本体１０の内部には、隔壁１１によって２つの流路１２，１３とが隔てて形成されて
いる。この流路１２，１３は、図示しない管路と鍔部で接合されており、流体は図に矢印
ａで示す方向から流路１２内へ流入するものとする。したがって、本実施の形態において
は、流路１２が流入路、流路１３が流出路となる。
【００１６】
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　弁本体１０の隔壁１１に開口された弁座口には、円筒状に形成されたケージ３０の下端
外周縁部が嵌め込まれている。このケージ３０の上端部は、弁本体１０と上蓋２０とによ
って挟持されている。
　ケージ３０の側壁には、流路１２と連続し、流路１２と流路１３とを連通する複数個の
流体通過用の窓３１が開口されている。
　ケージ３０内周壁の窓３１の上下には、それぞれ上部弁座３２および下部弁座３３が形
成されている。
【００１７】
　上蓋２０には、弁軸２１が上下動自在に軸支されている。この弁軸２１の上端部は、図
示しないその弁軸２１を上下方向に移動させる駆動部に連結され、弁軸２１の下端部は、
弁プラグ４０が固定されている。
【００１８】
　ケージ３０内には、弁プラグ４０が挿入され、ケージ３０内をケージ３０の軸線に沿っ
て摺動するように支持されている。弁プラグ４０は、下方に向かって開口する有天円筒状
に形成されている。この弁プラグ４０には、ケージ３０に形成された上部弁座３２に当接
可能な上部着座部４１と、ケージ３０に形成された下部弁座３３に当接可能な下部着座部
４２とが形成されている。また、弁プラグ４０の天部には、ケージ３０上下の内圧を均一
にするためのバランス孔４０ａが形成されている。
【００１９】
　本実施の形態において、ケージ３０の上部弁座３２および弁プラグ４０の下部着座部４
２には、弁プラグ４０がケージ３０の窓３１を全閉する位置にあるときに流体の圧力を受
けてケージ３０と弁プラグ４０との間の密閉性を向上させるセルフシール構造３４，４３
が、ケージ３０の内周壁面および弁プラグ４０の外周壁面を加工することにより形成され
ている。
【００２０】
　具体的には、セルフシール構造３４は、ケージ３０の内周壁の略中央部に形成され、ケ
ージ３０の軸線と同心の第１の環状溝３４ａと、この第１の環状溝３４ａよりも下方に形
成され、ケージ３０の軸線と同心の第２の環状溝３４ｂと、第１の環状溝３４ａと第２の
環状溝３４ｂとの間に形成され、流体の圧力を受けて変形する第１の環状薄肉部３４ｃと
から構成されている。この第１の環状薄肉部３４ｃは、セルフシールとして機能するもの
であり、その端部に上部弁座３２が形成されている。ここで、第１の環状溝３４ａと第２
の環状溝３４ｂは、ケージ３０の周方向に沿って互いに平行に形成されている。また、第
１の環状溝３４ａおよび第２の環状溝３４ｂの底部（根元）と第１の薄肉部３４ｃの境界
に位置する接続部３４ｄは、Ｒ形状（断面略円弧状）に面取りされている。
【００２１】
　また、セルフシール構造４３は、弁プラグ４０の外周壁の下端部に形成され、弁プラグ
４０の軸線と同心の第３の環状溝４３ａと、この第３の環状溝４３ａよりも下方に形成さ
れ、弁プラグ４０の軸線と同心の第４の環状溝４３ｂと、第３の環状溝４３ａと第４の環
状溝４３ｂとの間に形成され、流体の圧力を受けて変形する第２の環状薄肉部４３ｃとか
ら構成されている。この第２の環状薄肉部４３ｃは、セルフシールとして機能するもので
あり、その端部に下部着座部４２が形成されている。ここで、第３の環状溝４３ａと第４
の環状溝４３ｂは、弁プラグ４０の周方向に沿って互いに平行に形成されている。また、
第３の環状溝４３ａおよび第４の環状溝４３ｂの底部（根元）と第２の薄肉部４３ｃとの
境界に位置する接続部４３ｄは、Ｒ形状（断面略円弧状）に面取りされている。
【００２２】
　次に、本実施の形態に係るケージ弁１の動作について説明する。
【００２３】
　まず、ケージ弁１が設けられた配管内に流体を流通させる場合、弁プラグ４０を上方に
移動させて、上部着座部４１および下部着座部４２がケージ３０の上部弁座３２または下
部弁座３３から離間した状態とする。すると、流路１２に供給された流体は、窓３１を介
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してケージ３０内へ流入し、ケージ３０の下端から流路１３へ流出する。このとき、その
流体の流量の調整は、弁プラグ４０を上下させて窓３１の開口面積を変化させることよっ
て行われる。
【００２４】
　一方、ケージ弁１が設けられた配管内の流体の流通を遮断する場合、弁プラグ４０を下
方に移動させて、上部着座部４１をケージ弁３０の上部弁座３２に、下部着座部４２をケ
ージ３０の下部弁座３３にそれぞれ当接させる。すると、ケージ３０の窓３１が弁プラグ
４０の外周壁で塞がれるとともに、ケージ３０の内周壁と弁プラグ４０の外周壁の隙間も
、窓３１の上下に位置するケージ３０の上部弁座３２および下部弁座３３と弁プラグ４０
の上部着座部４１および下部着座部４２により塞がれる。これにより、流路１２から流入
してきた流体は、ケージ３０内に流入できない。結果として、ケージ弁１が設けられた配
管内の流体は、ケージ弁１により遮断される。
【００２５】
　このとき、窓３１の上方には、ケージ３０にセルフシール構造３４が形成されているの
で、窓３１を介してケージ３０の内周壁と弁プラグ４０の外周壁の隙間からセルフシール
構造３４に到達した流体は、図１中の矢印で示すように、第１の薄肉部３４ｃを上方に向
かって押圧する。すると、第１の薄肉部３４ｃの外縁部に形成された上部弁座３２が弁プ
ラグ４０の上部着座部４１に押圧されて、上部弁座３２と上部着座部４１とがより強く圧
接されるので、上部弁座３２と上部着座部４１との間の密閉性能が向上する。この結果、
上部弁座３２と上部着座部４１との間から流体が漏出することをより防ぐことができる。
【００２６】
　同様に、窓３１の下方には、弁プラグ４０にセルフシール構造４３が形成されている。
これにより、窓３１を介してケージ３０の内周壁と弁プラグ４０の外周壁の隙間からセル
フシール構造４３に到達した流体は、図１中の矢印で示すように、第２の薄肉部４３ｃを
下方に向かって押圧する。すると、ケージ３０の下部弁座３３が第２の薄肉部４３ｃの外
縁部に形成された下部着座部４２に押圧され、下部弁座３３と下部着座部４２とがより強
く圧接されるので、下部弁座３３と下部着座部４２との間の密閉性能が向上する。この結
果、下部弁座３３と下部着座部４２との間から流体が漏出することをより防ぐことができ
る。
【００２７】
　また、セルフシール構造３４，４３の接続部３４ｄ，４３ｄは、Ｒ形状に面取りされて
いる。これにより、接続部３４ｄ，４３ｄにかかる応力が周囲に分散されるので、その接
続部３４ｄ，４３ｄに応力が集中することを防ぐことができる。この結果として、例えば
、繰り返し荷重による疲労破壊をより防ぐことができる。
【００２８】
　また、セルフシール構造３４には、第１の薄肉部３４ｃの下方（上流側）に第２の環状
溝３４ｂが形成されている。これにより、第１の薄肉部３４ｃは脱落しても第２の環状溝
３４ｂ内に留まるので、下流側に第１の薄肉部３４ｃが流出することを防ぐことができる
。
　同様に、セルフシール構造４３にも、第２の薄肉部４３ｃの下方（下流側）に第４の環
状溝４３ｂが形成されている。これにより、第２の薄肉部４３ｃは脱落しても第４の環状
溝４３ｂ内に留まるので、下流側に第２の薄肉部４３ｃが流出することを防ぐことができ
る。
【００２９】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、ケージ３０の上部弁座３２にセルフシー
ル構造３４を形成するとともに、弁プラグ４０の下部着座部４２にセルフシール構造４３
を形成するので、ケージ弁１の遮断性能を向上させることができる。また、小さい力で遮
断することができる。さらに、セルフシール構造３４，４３は、ケージ３０の内周壁面お
よび弁プラグ４０の外周壁面を加工して形成されるので、ケージ弁の部品点数を増やすこ
となく安価に実現することができる。
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【００３０】
　なお、本実施の形態では、上部弁座３２および下部着座部４２の両方にセルフシール構
造を設ける場合を例に説明したが、上部弁座３２および下部着座部４２のうちの一方のみ
にセルフシール構造を設けるようにしてもよい。例えば、図２に示すように、下部着座部
４２のみにセルフシール構造４３を形成するようにしてもよい。このようにしても、ケー
ジ弁１の遮断性能を向上させることができる。なお、この場合には、上部着座部４１の上
方にシールリング５０を設けるようにしてもよい。これにより、ケージ弁４０の上方への
液体の流入を防ぐことができる。
【００３１】
　また、本実施の形態では、流路１２の側から流体が流入する場合を例に説明したが、逆
に、流路１３の側から流体が流入するようにしてもよい。
　例えば図３に示すように矢印ｂの側から流体が流入する場合、下部弁座３３におよび上
部着座部４１にセルフシール構造３６，４４を設けるようにすればよい。
【００３２】
　具体的には、セルフシール構造３６は、ケージ３０の内周壁の下端部に形成され、ケー
ジ３０の軸線と同心の第１の環状溝３６ａと、この第１の環状溝３６ａよりも下方に形成
され、ケージ３０の軸線と同心の第２の環状溝３６ｂと、第１の環状溝３６ａと第２の環
状溝３６ｂとの間に形成され、流体の圧力を受けて変形する第１の環状薄肉部３６ｃとか
ら構成されている。この第１の環状薄肉部３６ｃは、セルフシールとして機能するもので
あり、その端部に、下部弁座３３が形成されている。ここで、第１の環状溝３６ａと第２
の環状溝３６ｂは、ケージ３０の周方向に沿って互い平行に形成されている。また、第１
の環状溝３６ａおよび第２の環状溝３６ｂの底部（根元）と第１の薄肉部３６ｃの境界に
位置する接続部３６ｄは、Ｒ形状（断面略円弧状）に面取りされている。
【００３３】
　同様に、セルフシール構造４４は、弁プラグ４０の外周壁の中央部に形成され、弁プラ
グ４０の軸線と同心の第３の環状溝４４ａと、この第３の環状溝４４ａよりも下方に形成
され、弁プラグ４０の軸線と同心の第４の環状溝４４ｂと、第３の環状溝４４ａと第４の
環状溝４４ｂとの間に形成され、流体の圧力を受けて変形する第２の環状薄肉部４４ｃと
から構成されている。この第２の環状薄肉部４４ｃは、セルフシールとして機能するもの
であり、その端部に上部着座部４１が形成されている。ここで、第３の環状溝４４ａと第
４の環状溝４４ｂは、弁プラグ４０の周方向に沿って互いに平行に形成されている。また
、第３の環状溝４４ａおよび第４の環状溝４４ｂの底部（根元）と第２の薄肉部４４ｃと
の境界に位置する接続部４４ｄは、Ｒ形状（断面略円弧状）に面取りされている。
【００３４】
　このようなセルフシール構造３６，４４を設けることにより、ケージ弁１の遮断性能を
向上させることができる。また、小さい力で遮断することができる。さらに、セルフシー
ル構造３６，４４は、ケージ３０の内周壁面および弁プラグ４０の外周壁面を加工して形
成されるので、ケージ弁の部品点数を増やすことなく安価に実現できる。
【００３５】
　また、図３においては、下部弁座３３におよび上部着座部４１の両方にセルフシール構
造を設けているが、下部弁座３３におよび上部着座部４１のうちの一方のみにセルフシー
ル構造を設けるようにしてもよい。例えば、図４に示すように、下部弁座３３のみにセル
フシール構造３６を形成するようにしてもよい。このようにしても、ケージ弁１の遮断性
能を向上させることができる。なお、この場合には、上部着座部４１の上方にシールリン
グ５０を設けるようにしてもよい。これにより、ケージ弁４０の上方への液体の流入を防
ぐことができる。
【００３６】
　また、本実施の形態において、環状薄肉部の下流側に環状溝を設ける場合を例に説明し
たが、その下流側の環状溝は設けないようにしてもよい
【００３７】
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　また、本実施の形態において、ケージ３０および弁プラグ４０は、円筒状に形成される
場合を例に説明したが、筒状であるならばその形状は円筒に限定されず、適宜自由に設定
できることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【００３８】
　本発明は、ケージ弁に適用することができる。
【符号の説明】
【００３９】
　１…ケージ弁、１０…弁本体、２０…上蓋、２１…弁軸、３０…ケージ、３１…窓、３
２…上部弁座、３３…下部弁座、３４…セルフシール構造、３４ａ，３６ａ…第１の環状
溝、３４ｂ，３６ｂ…第２の環状溝、３４ｃ，３６ｃ…第１の薄肉部、３４ｄ，３６ｄ…
接続部、３６…セルフシール構造、３６ａ…接続部、４０…弁プラグ、４０ａ…バランス
孔、４１…上部着座部、４２…下部着座部、４３…セルフシール構造、４３ａ，４４ａ…
第３の環状溝、４３ｂ，４４ｂ…第４の環状溝、４３ｃ，４４ｃ…第２の薄肉部、４３ｄ
，４４ｄ…接続部、４４…セルフシール構造、５０…シールリング。

【図１】 【図２】
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