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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体部材に設けられた一次ポートと二次ポートとの間を開閉する開閉弁と、
　前記開閉弁の下流に設けられ前記二次ポートに連続するシリンダと、
　前記シリンダを減圧室と圧力調整室に区画するとともに、前記圧力調整室側から作用す
る力と前記減圧室側から作用する力との差に応じて前記シリンダ内を摺動することにより
前記開閉弁を開閉するピストンと、を備え、
　前記開閉弁は、前記ピストンとの間に介在されるバルブステムと、当該バルブステムを
収容する機能を有するとともに、前記ピストンの端面に直接、当接することにより前記開
閉弁の上流側への前記ピストンの変位を規制するプラグと、を備え、
　前記プラグは、
　前記ピストンの端面に当接可能な上部と、外面にねじ山が切られた下部とを備え、前記
下部が前記本体部材に螺着され、前記上部が前記シリンダ内に位置するものであって、
　前記上部は、前記下部の径方向外方に張り出さない大きさとし、
　前記上部に前記バルブステムの収容部と前記減圧室とを連結する流路孔を備えることを
特徴とする減圧弁。
【請求項２】
　請求項１に記載の減圧弁において、
　前記プラグの下流側の端部には、前記プラグの軸線回りにおいて工具を係合可能とした
角部を有する工具係合部を備え、前記工具により螺入されることにより、前記本体部材に
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対してねじ対偶で取り付けられるものであって、
　前記流路孔は、前記工具係合部の前記角部からずれた位置に形成されることを特徴とす
る減圧弁。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の減圧弁において、
　前記流路孔は、複数形成されていることを特徴とする減圧弁。
【請求項４】
　請求項１～３のうちいずれか一項に記載の減圧弁において、
　前記バルブステムは、前記プラグの軸方向と同方向に延びる複数の流路溝を有し、
　前記流路孔は、前記流路溝の数と同数設けられることを特徴とする減圧弁。
【請求項５】
　請求項４に記載の減圧弁において、
　前記プラグは、円筒状をなし、
　前記流路溝及び前記流路孔は、前記プラグの円周方向において等角度間隔で設けられる
ことを特徴とする減圧弁。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水素ガス等の高圧ガスの圧力調整に用いる減圧弁に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、減圧弁（レギュレータ）は、高圧ガスが流入する一次ポートと外部供給側の二
次ポートとの間に開閉弁を備えている。この開閉弁が開閉することにより、一次ポートか
ら二次ポートに流入する高圧ガスの圧力を減圧して外部へと供給する。この種の減圧弁と
しては、例えば特許文献１に開示されるものが知られている。
【０００３】
　特許文献１の減圧弁は、一次ポートに連続する一次室と、二次ポートに連続する二次室
と、一次室と二次室との間の開閉を切り替える開閉弁と、を備えている。開閉弁は、バル
ブステム、弁座固定部材、弁座部材、ハウジング、弁体、弁ばね、及び蓋部材を備えてい
る。ハウジングには、弁座配置部が設けられている。弁座固定部材は、弁座部材が弁座配
置部に配置された状態でハウジングと螺合されることにより弁座部材を弁座配置部に固定
する。なお、弁座固定部材の上部は、二次室内に突出している。二次室にはピストンが収
容されている。ピストンは、二次室内に収容されているピストンばねによって常時一次室
側に向かって付勢されている。弁座固定部材の内部に収容されるバルブステムは、その上
端がピストンの下端と常時当接している。蓋部材は、ハウジングの一次室側の端部に固定
されている。弁体は、弁座固定部に固定された弁座部材の一次室側と蓋部材との間に弁ば
ねが介在された状態でハウジングに収容されている。弁体は、弁ばねの付勢力により下流
側に常時付勢されている。なお、弁体の上端とバルブステムの下端とは、常時当接してい
る。弁体は、二次室側から一次室側に作用する力と一次室側から二次室側に作用する力と
の差に応じて、弁座に対して接離して一次ポートと二次ポートとの間の開閉を切り替える
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－１０８０５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１の減圧弁では、二次室に設けられて弁座を固定する弁座固定部材のピストン
側の端面に、同ハウジングの径方向に延びる流路溝が設けられている。これにより、弁体



(3) JP 6013164 B2 2016.10.25

10

20

30

40

50

が全開の状態、すなわち、ピストンが弁座固定部材の端面に当接した状態にあっても、一
次ポートから二次ポートへの高圧ガスの流路が確保される。
【０００６】
　しかしながら、流路溝が形成されたことにより、当該流路溝と弁座固定部材の端面の境
界部分の強度が、流路溝が形成されていない場合よりも低い。このため、弁体が全開の状
態に移行する際のピストンと弁座固定部材との接触に伴い、流路溝と弁座固定部材の端面
の境界部分が摩耗しやすい。ひいては、摩耗に伴う摩耗粉が、開閉弁、正確には弁座と弁
体との間に侵入するおそれがある。開閉弁は、摩耗粉が侵入すると、一次ポートと二次ポ
ートとの間の気密を確保できないおそれがある。すなわち、一次ポートから二次ポートへ
のガス漏れに繋がるおそれがある。
【０００７】
　この発明は、こうした実情に鑑みてなされたものであり、その目的は、一次ポートから
二次ポートへのガス漏れを抑制することができる減圧弁を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決する減圧弁は、本体部材に設けられた一次ポートと二次ポートとの間を
開閉する開閉弁と、前記開閉弁の下流に設けられ前記二次ポートに連続するシリンダと、
前記シリンダを減圧室と圧力調整室に区画するとともに、前記圧力調整室側から作用する
力と前記減圧室側から作用する力との差に応じて前記シリンダ内を摺動することにより前
記開閉弁を開閉するピストンと、を備え、前記開閉弁は、前記ピストンとの間に介在され
るバルブステムと、当該バルブステムを収容する機能を有するとともに、前記ピストンの
端面に直接、当接することにより前記開閉弁の上流側への前記ピストンの変位を規制する
プラグと、を備え、前記プラグは、前記ピストンの端面に当接可能な上部と、外面にねじ
山が切られた下部とを備え、前記下部が前記本体部材に螺着され、前記上部が前記シリン
ダ内に位置するものであって、前記上部は、前記下部の径方向外方に張り出さない大きさ
とし、前記上部に前記バルブステムの収容部と前記減圧室とを連結する流路孔を備えるこ
とを要旨とする。
【０００９】
　この構成によれば、流路孔は、プラグのピストン側の端面には形成されない。従って、
ピストン側の端面は、一様な面とされるので、従来のように溝が形成される場合と比較し
て強度が増す。このため、プラグは、ピストンとの当接に伴う衝撃により摩耗しにくい。
これにより、摩耗粉が開閉弁に侵入しにくくなる。ひいては、開閉弁が閉じた状態での一
次ポートと二次ポートとの間におけるガス漏れの発生が抑制される。
【００１０】
　上記構成において、前記プラグの下流側の端部には、前記プラグの軸線回りにおいて工
具を係合可能とした角部を有する工具係合部を備え、前記工具により螺入されることによ
り、前記本体部材に対してねじ対偶で取り付けられるものであって、前記流路孔は、前記
工具係合部の前記角部からずれた位置に形成されることが好ましい。
【００１１】
　工具と工具係合部に設けられた角部とが係合することにより、プラグが回転し、同プラ
グを本体部材に取り付けることができる。すなわち、プラグを本体部材に取り付けるとき
、角部には大きな負荷がかかる。角部に流路孔が設けられている場合、角部の強度が低下
しているおそれがある。このため、取り付け時の負荷によって流路孔が閉塞するおそれが
ある。また、角がとれて工具と工具係合部とが係合しにくくなるおそれがある。その点、
この構成によれば、流路孔は、角部からずれた位置に形成されているので、取り付け時の
負荷によって、流路孔が閉塞しない。また、角がとれて、プラグの本体部材への取り付け
が困難となることもない。
【００１２】
　上記構成において、前記流路孔は、複数形成されていることが好ましい。
　この構成によれば、流路孔が一カ所の場合よりもガスの圧力損失が抑制される。
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　上記構成において、前記バルブステムは、前記プラグの軸方向と同方向に延びる複数の
流路溝を有し、前記流路孔は、前記流路溝の数と同数設けられることが好ましい。
【００１３】
　この構成によれば、流路溝と流路孔との数が異なる場合よりもガスの圧力損失が抑制さ
れる。
　上記構成において、前記プラグは、円筒状をなし、前記流路溝及び前記流路孔は、前記
プラグの円周方向において等角度間隔で設けられることが好ましい。
【００１４】
　この構成によれば、等角度間隔で設けられていない場合よりもガスの圧力損失が抑制さ
れる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の減圧弁によれば、一次ポートから二次ポートへのガス漏れを抑制することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】減圧弁の断面図。
【図２】図１の２－２線における上面図。
【図３】図１の３－３線における断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、減圧弁の一実施形態を説明する。
　＜減圧弁の構成＞
　まず、減圧弁の構成について説明する。
【００１８】
　図１に示すように、減圧弁１０は、一次ポートと二次ポートとの間を接続する本体部材
１１と、本体部材１１内に収容される弁体１２、弁座１３、弁座固定部材１４、バルブス
テム１５、及びピストン１６を備えている。
【００１９】
　本体部材１１の内部には、第１～第３の円筒部１１１～１１３及びシリンダ１１４が下
側から順に同軸形成されている。これら第１～第３の円筒部１１１～１１３及びシリンダ
１１４の内径は、この順に大きくなるように設定されている。なお、図示は省略するが、
第１の円筒部１１１は、図示しない弁を介して高圧ガスの供給源（例えば水素タンク）で
ある一次ポートと接続されている。また、第３の円筒部１１３の内壁には、ねじ溝１１３
ａが切られている。
【００２０】
　第１の円筒部１１１には、同第１の円筒部１１１の内径よりも若干小さい外径を有する
金属製の弁体１２が収容されている。弁体１２は、第１の円筒部１１１内を上下移動可能
とされている。弁体１２は、弁ばね７１により上方に向かって常時付勢されている。弁体
１２は、円柱状の弁体本体部２１と、弁体本体部２１の上部に連続して同弁体本体部２１
よりも小さい外径を有する弁体先端部２２とからなる。弁体本体部２１と弁体先端部２２
との間は、弁体先端部２２側に向かうに従って徐々に外径が小さくなる弁体テーパ部２３
とされている。なお、弁体先端部２２は、第２の円筒部１１２を通過して第３の円筒部１
１３内に侵入している。
【００２１】
　第２の円筒部１１２には、合成樹脂からなる輪状の弁座１３が収容されている。弁座１
３の孔部３１は、弁体先端部２２の外径よりも若干大きい内径とされている。弁座１３の
孔部３１の下部は、下方に向かって内径が徐々に大きくなる弁座テーパ部３３とされてい
る。なお、弁座１３の厚み（上下方向長さ）は、第２の円筒部１１２の深さ（上下方向長
さ）よりも若干厚く（長く）形成されている。
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【００２２】
　図１に示すように、第３の円筒部１１３には、外面にねじ山１４ａが切られた円筒の弁
座固定部材１４が螺着されている。なお、図中において、４０は弁座固定部材１４の外面
にねじ山１４ａが切られた下部である。弁座固定部材１４は、金属材料により形成されて
いる。弁座固定部材１４の底面は、弁座１３の上面と当接する。弁座固定部材１４の螺入
に伴い、弁座１３は下方に向かって押圧される。従って、弁座１３は、弁座固定部材１４
と第２の円筒部１１２の底部との間で挟持される。これにより、第２の円筒部１１２の底
部と弁座１３との間の気密が確保される。また、図１において二点鎖線で示すように、弁
座１３は、弁ばね７１により付勢されている弁体１２と弁座固定部材１４との間で挟持さ
れる場合がある。この場合、弁座テーパ部３３と弁体テーパ部２３とが当接し、これら両
者間の気密が確保される。また、弁座固定部材１４の内部、すなわち上下方向に貫通する
貫通孔４１は、弁座１３の孔部３１と連続する。これにより、弁体先端部２２は、弁座固
定部材１４内に侵入している。なお、弁座固定部材１４がプラグに相当する。
【００２３】
　図２に示すように、弁座固定部材１４の上部４２の外形は、六角形とされている。これ
により、上部４２は、取り付け工具に相当する図示しない六角ソケットと係合可能とされ
ている。すなわち、上部４２が工具係合部に相当する。弁座固定部材１４は、上部４２と
係合する図示しない六角ソケットを介して回転させられることにより、第３の円筒部１１
３に螺着する。
【００２４】
　図３に示すように、弁座固定部材１４の上部４２には、径方向に延びる４つの流路孔４
３が形成されている。４つの流路孔４３は、等角度間隔（ここでは９０°間隔）に設けら
れている。また、４つの流路孔４３は、上部４２の角部４２ａを避けるように設けられて
いる。これにより、上部４２の角部４２ａにおける図示しない六角ソケットとの係合強度
が確保されている。図１に示すように、貫通孔４１とシリンダ１１４との間は、４つの流
路孔４３によって接続されている。なお、図２に示すように、弁座固定部材１４の上端面
４５は、凹凸のない均一面とされている。
【００２５】
　図１に示すように、弁座固定部材１４の厚み（上下方向長さ）は、第３の円筒部１１３
の深さ（上下方向長さ）よりも厚く形成されている。このため、弁座固定部材１４の上部
４２は、シリンダ１１４内に侵入している。
【００２６】
　図１に示すように、貫通孔４１には、金属製のバルブステム１５が収容されている。す
なわち、貫通孔４１がバルブステム収容部に相当する。バルブステム１５は、円錐台状の
バルブステム下端部５１と、その上側に連続するバルブステム本体部５２と、さらにその
上側に連続する円柱状のバルブステム上端部５３と、を備えている。バルブステム１５は
、バルブステム下端部５１が貫通孔４１に侵入している弁体先端部２２と当接している。
図２に示すように、バルブステム本体部５２は、径方向に延びる４つの羽根５２ａを備え
ている。４つの羽根５２ａは、等角度間隔（ここでは９０°間隔）に設けられている。な
お、隣り合う羽根５２ａ及び弁座固定部材１４の内壁によって囲まれた４つの空間は、流
路１８として機能する。
【００２７】
　図１において二点鎖線で示すように、弁体テーパ部２３が弁座テーパ部３３と当接した
状態にあるとき、バルブステム上端部５３は、弁座固定部材１４の上部から突出し、シリ
ンダ１１４内に侵入する。なお、本体部材１１、弁体１２、弁座１３、弁座固定部材１４
、バルブステム１５、及び弁ばね７１が開閉弁１９に相当する。
【００２８】
　図１に示すように、シリンダ１１４には、上下移動するピストン１６が収容されている
。ピストン１６は、金属材料により円筒状に形成されている。シリンダ１１４の内壁とピ
ストン１６との間には各種のシール部材８０が介在されている。各種のシール部材８０に
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よって、シリンダ１１４の内壁とピストン１６との間の気密が確保されている。すなわち
、シリンダ１１４内は、ピストン１６によって２つの空間に区画されている。ピストン１
６の上方に設けられる空間は圧力調整室９１、ピストン１６の下方に設けられる空間は減
圧室９２とされている。ピストン１６は、その内部に収容されたピストンばね７２により
下方に向かって常時付勢されている。ピストンばね７２の付勢力は、弁ばね７１の付勢力
よりも強く設定されている。これにより、ピストン１６の下端面６１は、バルブステム上
端部５３と常時当接する。なお、ピストン１６の下端面６１は、凹凸のない均一面とされ
ている。また、ピストン１６の下端面６１の直径は、弁座固定部材１４の上端面４５の外
径よりも大きく設定されている。従って、ピストン１６の下端面６１は、弁座固定部材１
４の上端面４５と当接可能とされている。このため、ピストン１６の下方への変位は、下
端面６１が弁座固定部材１４の上端面４５と当接することにより規制される。
【００２９】
　なお、ピストン１６は、シリンダ１１４内の気圧の影響を受けて上下移動する。すなわ
ち、シリンダ１１４内の気圧が高まるとピストンばね７２の付勢力に抗して上方に移動し
、シリンダ１１４内の気圧が低くなるとピストンばね７２の付勢力により下方に移動する
。
【００３０】
　図１において実線で示すように、ピストン１６の下端面６１と弁座固定部材１４の上端
面４５とが当接する状態にあるとき、弁体テーパ部２３と弁座テーパ部３３とが離間して
いる。すなわち、開閉弁１９は開いている、正確には全開となる。
【００３１】
　前述の開閉弁１９が全開の状態から、ピストン１６が上方に変位するにつれて、弁体テ
ーパ部２３と弁座テーパ部３３とが近接する。そして、図１において二点鎖線で示すよう
に、ピストン１６の下端面６１と弁座固定部材１４の上端面４５とが離間した状態にある
とき、弁体テーパ部２３と弁座テーパ部３３とが当接する。これにより、開閉弁１９が閉
じる。
【００３２】
　なお、シリンダ１１４は、図示しないインジェクターを介して二次ポートと接続されて
いる。
　＜減圧弁の作用＞
　次に、減圧弁の作用について説明する。なお、ピストン１６には、圧力調整室９１から
減圧室９２に向かう方向にピストンばね７２の付勢力が作用している。また、ピストン１
６には、減圧室９２から圧力調整室９１に向かう方向にピストンばね７２の付勢力よりも
小さい付勢力を有する弁ばね７１の付勢力が作用している。ここでは、ピストン１６は、
開閉弁１９が全開となる位置、すなわち、ピストン１６の下端面６１が弁座固定部材１４
の上端面４５と当接する位置とされている状態から説明を開始する。
【００３３】
　高圧ガスが減圧弁１０に供給されると、当該高圧ガスは、全開の開閉弁１９、弁座固定
部材１４の内部（正確には貫通孔４１）、及び４つの流路孔４３を通って減圧室９２に導
入される過程で減圧され、二次ポートに供給される。これにより、ピストン１６は、減圧
室９２に導入されたガスの圧力によって減圧室９２から圧力調整室９１に向かう方向に押
圧される。すなわち、ピストン１６は、ガスの圧力による押圧力及び弁ばね７１の付勢力
の総和とピストンばね７２の付勢力との大小関係により変位する。詳しくは、ガスの圧力
による押圧力及び弁ばね７１の付勢力の総和よりもピストンばね７２の付勢力が小さい場
合には、ピストン１６は上方（圧力調整室９１側）に変位する。これにより、バルブステ
ム１５及び弁体１２が上方に変位して開閉弁１９が閉じる。一方、ガスの圧力による押圧
力及び弁ばね７１の付勢力の総和よりもピストンばね７２の付勢力が大きい場合には、ピ
ストン１６は下方（減圧室９２側）に変位する。これにより、バルブステム１５及び弁体
１２が下方に変位して開閉弁１９が開く。
【００３４】
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　さて、ガスの減圧弁１０への供給を停止すると、ガスの圧力による押圧力及び弁ばね７
１の付勢力の総和よりもピストンばね７２の付勢力が大きくなるので、ピストン１６は下
方（減圧室９２側）に変位する。そして、最終的には、当該ピストン１６の下端面６１と
弁座固定部材１４の上端面４５とが当接する。これらピストン１６の下端面６１及び弁座
固定部材１４の上端面４５は、ともに均一面とされているので、この当接は、面同士が衝
突するいわゆる面接触となる。面接触となることにより当接の衝撃は、面全体に分散され
る。すなわち、当接の衝撃が弁座固定部材１４の一部分に集中しないので、摩耗粉が発生
しにくい。従って、摩耗粉が第１の円筒部１１１内に侵入しにくい。このため、弁体１２
と弁座１３との間、正確には弁体テーパ部２３と弁座テーパ部３３との間に摩耗粉が侵入
して、これら両者の気密が確保できなくなる状況が抑制される。ひいては、外部（ここで
は図示しないスタック）へのガス漏れを抑制することができる。
【００３５】
　また、羽根５２ａの数を流路孔４３の数と同数としたことにより、流路１８の数と流路
孔４３の数とが同数となる。また、４つの羽根５２ａ及び４つの流路孔４３を９０°の等
角度間隔に設けた。これにより、図３に示すように、貫通孔４１にガスが供給されるとき
、流路１８と流路孔４３との位置が一致するように、換言すれば、羽根５２ａが流路孔４
３を塞がないようにバルブステム１５が回転する。このため、流路１８から流路孔４３へ
ガスが流れるときの圧力損失が抑制される。
【００３６】
　以上詳述したように、本実施形態によれば、以下に示す効果が得られる。
　（１）弁座固定部材１４に貫通孔４１と減圧室９２との間を繋ぐ流路孔４３を設けた。
これにより、ピストン１６と当接する弁座固定部材１４の上端面４５にはガスの流路とな
る溝が形成されない。このため、弁座固定部材１４の上端面４５は、ピストン１６が当接
しても、当接が面接触となるため、当該当接の衝撃が面全体に分散されて摩耗しにくい。
従って、摩耗粉が第１の円筒部１１１内に侵入しにくい。このため、弁体１２と弁座１３
との間、正確には弁体テーパ部２３と弁座テーパ部３３との間に摩耗粉が侵入して、これ
ら両者の気密が確保できなくなる状況が抑制される。ひいては、外部に供給されるガスの
圧力が想定以上に高まることを抑制することができる。
【００３７】
　（２）弁座固定部材１４に６角形の上部４２を設けた。これにより、上部４２の角部４
２ａにおける図示しない六角ソケットとの係合強度が確保されている。また、４つの流路
孔４３を上部４２の角部を避けるように設けた。このため、弁座固定部材１４を第３の円
筒部１１３へ取り付けるとき、流路孔４３が閉塞しない。また、角部４２ａがとれること
もないので、弁座固定部材１４の第３の円筒部１１３への取り付けを円滑に行うことがで
きる。
【００３８】
　（３）羽根５２ａの数を流路孔４３の数と同数とした。これにより、流路１８の数と流
路孔４３の数とが同数となる。また、４つの羽根５２ａ及び４つの流路孔４３を９０°の
等角度間隔に設けた。これにより、図３に示すように、貫通孔４１にガスが供給されると
き、流路１８と流路孔４３との位置が一致するように、換言すれば、羽根５２ａが流路孔
４３を塞がないように、バルブステム１５が回転する。このため、流路１８から流路孔４
３へガスが流れるときの圧力損失が抑制される。
【００３９】
　なお、上記実施形態は以下のように変更してもよい。
　・上記実施形態において、流路孔４３は、４つ設けられていたが１つ以上設けられてい
ればよい。
【００４０】
　・上記実施形態において、４つの流路孔４３は、等角度間隔に設けられていたが、かな
らずしも等角度間隔に設けられている必要はない。
　・上記実施形態において、羽根５２ａは、４つ設けられていたが１つ以上設けられてい
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、羽根５２ａを省略してもよい。
【００４１】
　・上記実施形態において、４つの羽根５２ａは、等角度間隔に設けられていたが、かな
らずしも等角度間隔に設けられている必要はない。
　・上記実施形態において、羽根５２ａ及び流路孔４３の数は同数とされたが、必ずしも
同数とされなくてもよい。
【００４２】
　・上記実施形態において、流路孔４３は、上部４２の角部４２ａを避けるように設けら
れていたが、角部４２ａに設けられてもよい。
　・上記実施形態において、上部４２は、外形が六角形とされたが、外形の形状はこれに
限らない。図示しない取り付け工具と係合する形状であればよい。また、上記実施形態で
は、取り付け工具はソケットとされたが、レンチである場合には、弁座固定部材１４の上
部にレンチが嵌まる凹部を設けてもよい。この場合、外形が円形とされていてもよい。こ
のように構成した場合であれ、弁座固定部材１４は、取り付け工具によって本体部材１１
に螺着される。
【００４３】
　・上記実施形態において、ピストン１６とバルブステム１５とが一体であってもよい。
　・上記実施形態において、弁体１２とバルブステム１５とが一体であってもよい。
　・上記実施形態の減圧弁が減圧するガスは、水素であったが、例えば酸素や窒素などの
水素以外の気体であってもよい。またガスを構成する元素は、単一な気体に限らない。す
なわち、減圧されるガスは、複数の元素で構成されていてもよい。
【符号の説明】
【００４４】
１０…減圧弁、１１…本体部材、１２…弁体、１３…弁座、１４…弁座固定部材、１５…
バルブステム、１６…ピストン、１８…流路、１９…開閉弁、４２…上部（工具係合部）
、４３…流路孔、５２ａ…羽根、９１…圧力調整室、９２…減圧室。
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