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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】バルブ部材が変形したとしても良好なシール性
を維持できる環状バルブおよび作動流体機械を提供する
。
【解決手段】環状バルブ１００は、第１流路３１に接続
される環状の開口３１１が設けられているシート部材２
０と、断面形状が半円である環状突起１４を有し、閉弁
状態において、環状突起１４が第１流路３１を閉塞する
バルブ部材１０と、を有する。
【選択図】図１Ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流路に接続される環状の開口が設けられているシート部材と、
　断面形状が半円である環状突起を有し、閉弁状態において、前記環状突起が前記開口を
閉塞するバルブ部材と、
　を有する、環状バルブ。
【請求項２】
　環状の前記開口の環の中心と、前記環状突起の環の中心とは、前記環状バルブの中心軸
と一致する、
　請求項１に記載の環状バルブ。
【請求項３】
　前記環状突起の断面形状である半円の直径は、前記開口の内側縁部と外側縁部との幅よ
り大きい、
　請求項１または２に記載の環状バルブ。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一項に記載の環状バルブを有する、
　作動流体機械。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、流体の流路を開閉する環状バルブおよび作動流体機械に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ピストンシリンダや流体作動機器のその他の作動チャンバーへの油圧流体の流入出を規
制するために、面シーリング環状バルブを使用することが知られている。この種の環状バ
ルブでは、環状に形成されたバルブ部材に対して駆動力が与えられることにより、バルブ
部材が移動することで、環状に配置された流路がシールされる。
【０００３】
　特許文献１には、環状のバルブ部材と流路の内側および外側にそれぞれ形成された環状
のシート部材とを有し、流路をシールする内側および外側のシーリングリッジが、バルブ
部材、またはシート部材のいずれかに形成されることが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２０１４－５３３８１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　環状バルブにおけるシール性を高めるためには、閉弁状態において、バルブ部材および
シート部材が互いに密着するように環状バルブを構成する必要がある。しかしながら、バ
ルブ部材を移動させる駆動力が環状バルブ設計時の想定より大きくなった場合、バルブ部
材がシート部材に強く押し当てられることで、バルブ部材の一部が弾性変形してしまうこ
とがある。
【０００６】
　バルブ部材の一部が弾性変形したとき、シーリングリッジの一部が、閉弁状態において
もバルブ部材またはシート部材から離れてしまい、流路のシール性が著しく損なわれる事
態が生じうる。このため、例えバルブ部材が変形したとしても良好なシール性を維持でき
る環状バルブが要望されている。
【０００７】
　本開示は、バルブ部材が変形したとしても良好なシール性を維持できる環状バルブおよ
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び作動流体機械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】
【０００８】
　本開示の一態様に係る環状バルブは、流路に接続される環状の開口が設けられているシ
ート部材と、断面形状が半円である環状突起を有し、閉弁状態において、前記環状突起が
前記開口を閉塞するバルブ部材と、を有する。
【０００９】
　本開示の一態様に係る作動流体機械は、上記環状バルブを有する。
【発明の効果】
【００１０】
　本開示によれば、バルブ部材が変形したとしても良好なシール性を維持できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１Ａ】開弁状態における環状バルブの構成について説明するための図
【図１Ｂ】閉弁状態における環状バルブの構成について説明するための図
【図２Ａ】シール部材がシート面に対して平行な状態における、環状バルブの閉弁状態を
示す図
【図２Ｂ】シール部材がシート面に対して斜めになった状態における、環状バルブの閉弁
状態を示す図
【図３】環状バルブが組み込まれた油圧ポンプモータの構成を例示した図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本開示の各実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。ただし、必要以
上に詳細な説明、例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一の構成に対す
る重複説明等は省略する場合がある。
【００１３】
　＜環状バルブの構成＞
　図１Ａおよび図１Ｂを参照して、本開示の実施の形態に係る環状バルブ１００の構成に
ついて説明する。図１Ａおよび図１Ｂは、環状バルブ１００の中心軸ＣＡを通る平面にお
ける断面図である。図１Ａおよび図１Ｂに示すように、環状バルブ１００は、バルブ部材
１０と、シート部材２０と、を有する。図１Ａは環状バルブ１００の開弁状態を、図１Ｂ
は環状バルブ１００の閉弁状態を、それぞれ示している。
【００１４】
　バルブ部材１０は、軸１１と、支持部１２と、シール部材１３と、を有する。バルブ部
材１０のうち、支持部１２およびシール部材１３は、環状バルブ１００の作動室４０内に
配置されている。軸１１は、図示しない動力源によって与えられる力により図１Ａおよび
図１Ｂの上下方向に向かって移動する部材であり、軸１１が移動することにより支持部１
２およびシール部材１３が作動室４０内を移動する。支持部１２は、軸１１とシール部材
１３とを接続してシール部材１３を支持する部材である。
【００１５】
　シート部材２０は、バルブ部材１０と接触することで流路を閉塞する弁座である。シー
ト部材２０には、第１流路３１と、第２流路３２とが形成されている。
【００１６】
　第１流路３１は環状バルブ１００の中心軸ＣＡを中心とする環状の流路であり、環状バ
ルブ１００の閉弁状態では、バルブ部材１０によって閉塞される。以下の説明において、
シート部材２０の第１流路３１より内側の部位を、内側シート部材２０ｉｎと記載し、シ
ート部材２０の第１流路３１より外側の部位を、外側シート部材２０ｏｕｔと記載する。
【００１７】
　第１流路３１と第２流路３２とは、バルブ部材１０を挟んで互いに対向する位置に設け
られている。環状バルブ１００は、開弁状態においては、第１流路３１から作動室４０に
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流入した油等の流体を、第２流路３２へ流出させる。または、環状バルブ１００は、開弁
状態においては、第２流路３２から作動室４０に流入した油等の流体を、第１流路３１へ
流出させる。
【００１８】
　このように、環状バルブ１００は、バルブ部材１０の弁体に相当するシール部材１３が
、シート部材２０のシート面から直角方向に移動する、いわゆるポペットバルブである。
【００１９】
　第１流路３１は、作動室４０と接続される位置に、環状の開口３１１を有する。以下の
説明において、シート部材２０によって構成される開口３１１の縁の部分を、縁部２１と
記載する。換言すれば、縁部２１とは、第１流路３１の側壁とシート面２０Ｓとが交わる
部位である。なお、シート面２０Ｓとは、環状突起１４と対向するシート部材２０の面で
ある。以下の説明において、第１流路３１の内側の縁部２１を内側縁部２１ｉｎと記載し
、第１流路３１の外側の縁部２１を外側縁部２１ｏｕｔと記載する。内側縁部２１ｉｎと
外側縁部２１ｏｕｔとは、環状バルブ１００の中心軸ＣＡを中心とした同心円形状に形成
されている。
【００２０】
　シール部材１３は、第１流路３１と対向する位置に、第１流路３１の開口３１１を閉塞
するための環状突起１４を有する。図１Ａ等に示すように、環状突起１４は、半円の断面
形状を有する。そして、環状突起１４は、環状バルブ１００の閉弁状態において、シート
部材２０のシート面２０Ｓと面接触するのではなく、第１流路３１を構成するシート部材
２０の縁部２１と線接触することによって、第１流路３１の開口３１１を閉塞する。
【００２１】
　なお、環状バルブ１００において、バルブ部材１０を移動させる力を軸１１に対して与
える動力源については特に限定しない。バルブ部材１０は、例えば、図示しないコイルに
電流を流すことで生じる電磁気力により軸１１に与えられる駆動力によって全体が移動す
るように構成されている。
【００２２】
　＜バルブ部材の構成＞
　次に、バルブ部材１０について詳細に説明する。上述したように、バルブ部材１０のシ
ール部材１３には、第１流路３１と対向する位置に、半円の断面形状を有する環状突起１
４が設けられている。
【００２３】
　図２Ａは、シール部材１３がシート面２０Ｓに対して平行な状態における、環状バルブ
の閉弁状態を示す図である。シール部材１３がシート面２０Ｓに対して平行な状態とは、
バルブ部材１０の軸１１に駆動源から与えられる力が環状バルブ１００の設計時の想定範
囲内である場合に取りうる状態である。
【００２４】
　図２Ａには、環状突起１４およびシート部材２０の拡大断面図が示されている。図２Ａ
に示すように、環状バルブ１００の閉弁状態では、環状突起１４の一部が、内側縁部２１

ｉｎおよび外側縁部２１ｏｕｔと線接触している。
【００２５】
　環状突起１４の断面形状である半円の直径は、環状バルブ１００の閉弁状態において、
第１流路３１を好適に閉塞することができる大きさに形成されている。すなわち、環状突
起１４の断面形状である半円の直径は、第１流路３１の開口３１１の幅（内側縁部２１ｉ

ｎと外側縁部２１ｏｕｔとの距離）よりも大きい。また、環状突起１４の環の直径は、第
１流路３１の環状の開口３１１の直径とほぼ等しい。そして、環状突起１４の環の中心と
、環状の開口３１１の環の中心とが、環状バルブ１００の中心軸ＣＡとほぼ一致するよう
に、各構成は配置されている。
【００２６】
　このような構成により、環状バルブ１００の開弁状態ではシート部材２０から離れてい
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る環状突起１４は、軸１１の移動に伴って第１流路３１側へ移動することにより、内側縁
部２１ｉｎおよび外側縁部２１ｏｕｔとほぼ同時に接触することになる。
【００２７】
　この状態で、バルブ部材１０に対して、第１流路３１側へ向かう方向の力がさらに加え
られることにより、縁部２１と接触している環状突起１４の線状の部位に対して、縁部２
１に押し付けられる方向の力が働く。これにより、第１流路３１の開口３１１が好適に閉
塞される。なお、シール部材１３がシート面２０Ｓに対して平行な状態では、内側縁部２
１ｉｎに押し付けられる力と、外側縁部２１ｏｕｔに押し付けられる力とは、ほぼ等しい
。
【００２８】
　次に、支持部１２およびシール部材１３が、シート面２０Ｓに対して斜めになってしま
った場合について説明する。軸１１に対して駆動源から与えられる力が設計時の想定範囲
を超えて大きくなると、環状突起１４を含むシール部材１３がそれ以上第１流路３１側（
シート面２０Ｓ側）へ移動できないため、支持部１２における軸１１との接続部分が弾性
変形してしまうことがある。このような場合、図２Ｂに示すように、支持部１２およびシ
ール部材１３が、シート面２０Ｓに対して斜めになってしまう。
【００２９】
　このようにシール部材１３がシート面２０Ｓに対して斜めになった場合、環状突起１４
が設けられていないとすると、特にシール部材１３の外側が外側シート部材２０ｏｕｔの
シート面２０Ｓから離れてしまい、第１流路３１の開口３１１が好適に閉塞されない事態
が生じうる。しかしながら、本開示では、半円の断面形状を有する環状突起１４が設けら
れていることから、シール部材１３がシート面２０Ｓに対して斜めになったとしても、環
状バルブ１００の閉弁状態において、環状突起１４と縁部２１（特に外側縁部２１ｏｕｔ

）とが離れてしまう事態を防止することができる。
【００３０】
　また、このようにシール部材１３がシート面２０Ｓに対して斜めになった状態において
も、環状突起１４と内側縁部２１ｉｎおよび外側縁部２１ｏｕｔとの線接触が維持され、
環状突起１４と内側縁部２１ｉｎおよび外側縁部２１ｏｕｔとが離れてしまう事態を防止
することができる。このため、シール部材１３がシート面２０Ｓに対して斜めになった状
態においても、内側縁部２１ｉｎおよび外側縁部２１ｏｕｔとのいずれに対しても環状突
起１４が押し付けられる力は０になることがなく、環状突起１４によって第１流路３１の
開口３１１が好適に閉塞される。
【００３１】
　＜環状バルブの使用例＞
　次に、上述した環状バルブ１００の使用例について説明する。図３は、環状バルブ１０
０が組み込まれた油圧ポンプモータ２００の構成を例示した図である。図３に示す油圧ポ
ンプモータ２００は、本開示における作動流体機械の一例である。ただし、本開示の作動
流体機械は油圧ポンプモータに限定されず、作動油以外の流体が用いられてもよいし、単
なるポンプまたはモータであってもよい。
【００３２】
　図３に示す油圧ポンプモータ２００は、容量をゼロ容量から最大容量Ｑ１まで変化させ
ることのできる可変容量型のポンプモータである。図３には、油圧ポンプモータ２００に
おける１つのシリンダ２０１が描かれている。シリンダ２０１は、高圧バルブ２０２を介
して高圧側油路２０３と接続されるとともに、低圧バルブ２０４を介して低圧側油路２０
５と接続されている。
【００３３】
　シリンダ２０１には、ピストン２０６が設けられており、ピストン２０６の下端付近は
、図示しないリンク機構を介してクランク軸と接続されている。リンク機構は、クランク
軸の回転運動をピストン２０６の往復運動に変換する。また、逆に、リンク機構は、ピス
トン２０６の往復運動をクランク軸の回転運動に変換する。ピストン２０６がシリンダ２
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０１内で往復運動することにより、シリンダ２０１の容積が周期的に変化する。
【００３４】
　油圧ポンプモータ２００は、ポンプとしての機能と、モータとしての機能とを併せ持つ
。ポンプとして動作する場合、油圧ポンプモータ２００は、クランク軸の回転運動によっ
て作動油を低圧側油路２０５からシリンダ２０１に吸入して高圧側油路２０３に吐出する
。モータとして動作する場合、油圧ポンプモータ２００は、作動油を高圧側油路２０３か
らシリンダ２０１に導入してクランク軸を回転させ、クランク軸の回転に用いた作動油を
シリンダ２０１から低圧側油路２０５に導出する。
【００３５】
　高圧バルブ２０２および低圧バルブ２０４は、制御回路２０７の制御に基づいて動作す
る。
【００３６】
　このような油圧ポンプモータ２００における、高圧バルブ２０２および／または低圧バ
ルブ２０４として、上述した環状バルブ１００が用いられる。
【００３７】
　＜作用・効果＞
　本開示の実施の形態に係る環状バルブ１００は、第１流路３１に接続される環状の開口
３１１が設けられているシート部材２０と、断面形状が半円である環状突起１４を有し、
閉弁状態において、環状突起１４が開口３１１を閉塞するバルブ部材１０と、を有する。
【００３８】
　このような構成により、仮にバルブ部材１０をシート部材２０に押し付ける力が想定よ
り大きくなり、支持部１２が弾性変形して、シール部材１３がシート部材２０のシート面
２０Ｓに対して斜めになってしまったとしても、断面形状が半円である環状突起１４が第
１流路３１の内側縁部２１ｉｎおよび外側縁部２１ｏｕｔから離れてしまう事態を防止す
ることができる。これにより、バルブ部材１０が変形してしまったとしても、第１流路３
１の開口３１１を好適に閉塞することができるようになる。
【００３９】
　以上、本開示の実施形態について説明したが、本開示は、上述の実施形態に限定される
ものではなく、本開示の趣旨を逸脱しない範囲で、適宜変形して実施することが可能であ
る。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
　本開示は、油圧ポンプモータ等に用いられる環状バルブに有用である。
【符号の説明】
【００４１】
　１００　環状バルブ
　ＣＡ　中心軸
　１０　バルブ部材
　１１　軸
　１２　支持部
　１３　シール部材
　１４　環状突起
　２０　シート部材
　２０Ｓ　シート面
　２０ｉｎ　内側シート部材
　２０ｏｕｔ　外側シート部材
　２１　縁部
　２１ｉｎ　内側縁部
　２１ｏｕｔ　外側縁部
　３１　第１流路
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　３１１　開口
　３２　第２流路
　４０　作動室
　２００　油圧ポンプモータ
　２０１　シリンダ
　２０２　高圧バルブ
　２０３　高圧側油路
　２０４　低圧バルブ
　２０５　低圧側油路
　２０６　ピストン
　２０７　制御回路

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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