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(57)【要約】
【課題】種々の弁装置に適用可能であるとともに、弁装
置全体を囲う必要がなく、流体管路よりも弁本体部側で
の作業のみで管路部本体及び弁本体部を作業用ケースで
密封状に囲うことのできる弁体撤去装置及び弁体撤去方
法を提供すること。
【解決手段】弁体撤去装置は、弁本体部１１を密封状態
に囲う作業用ケース３０と、作業用ケース３０の内部空
間を仕切る作業弁２６と、弁本体部１１を作業用ケース
３０内で移動を可能とする弁移動手段９１と、第１フラ
ンジ６及び第２フランジ１３を締結する締結部材２３，
２５と、作業用ケース３０を支持するとともに高さ調整
を行うサポート９６と、を備え、作業用ケース３０は、
締結部材２３，２５が挿通される第１フランジ６の挿通
孔の径方向外側を封止する封止部３６を有する第１分割
体３１、及び弁本体部１１を囲う第２分割体６１から構
成され、第１分割体３１は、第１フランジ６の周方向に
少なくとも２分割されている。
【選択図】図２



(2) JP 2018-66480 A 2018.4.26

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体管に連結される管路部本体、及び該管路部本体の内部を閉塞可能な弁本体部を備え
る弁装置の前記弁本体部を、前記管路部本体から不断流状態で撤去するための弁体撤去装
置において、
　前記弁体撤去装置は、前記弁本体部を密封状態に囲う作業用ケースと、前記作業用ケー
スの内部空間を仕切る作業弁と、前記弁本体部を前記作業用ケース内で移動を可能とする
弁移動手段と、前記管路部本体に設けられた第１フランジ及び前記弁本体部に設けられた
第２フランジを締結する締結部材と、前記作業用ケースを支持するとともに高さ調整を行
うサポートと、を備え、
　前記作業用ケースは、前記締結部材が挿通される前記第１フランジの挿通孔の径方向外
側を封止する封止部を有する第１分割体、及び前記弁本体部を囲う第２分割体から構成さ
れ、前記第１分割体は、前記第１フランジの周方向に少なくとも２分割されていることを
特徴とする弁体撤去装置。
【請求項２】
　前記封止部は、前記第１フランジの外周面あるいは軸方向下端面を封止することを特徴
とする請求項１に記載の弁体撤去装置。
【請求項３】
　前記第１分割体は、短軸及び長軸を有する形状の前記第１フランジの周方向に少なくと
も２分割されることを特徴とする請求項１または２に記載の弁体撤去装置。
【請求項４】
　前記作業用ケースは、該作業用ケースの外部から操作可能であるとともに前記第２フラ
ンジを前記第１フランジ側に保持する保持手段を備えることを特徴とする請求項１ないし
３のいずれかに記載の弁体撤去装置。
【請求項５】
　前記第１分割体は、前記第２フランジとの間に隙間を有する筒部を備えることを特徴と
する請求項１ないし４のいずれかに記載の弁体撤去装置。
【請求項６】
　前記第１分割体は、前記第１フランジの少なくとも短軸方向に沿って２分割されること
を特徴とする請求項５に記載の弁体撤去装置。
【請求項７】
　流体管に連結される管路部本体、該管路部本体の内部を閉塞可能な弁本体部を備える弁
装置の前記弁本体部を、前記管路部本体から不断流状態で撤去するための弁体撤去方法に
おいて、
　前記管路部本体に設けられた第１フランジ及び前記弁本体部に設けられた第２フランジ
を接続するボルト、ナットを作業用ボルト、ナットに交換する工程と、
　前記第１フランジの外周面あるいは軸方向下端面を、作業用ケースを構成し前記第１フ
ランジの周方向に少なくとも２分割される第１分割体で封止するとともに、サポートによ
って前記作業用ケースを支持するとともに高さ調整を行い、前記弁本体部を、前記作業用
ケースを構成する第２分割体で密封状態に囲う工程と、
　前記作業用ケース内で前記管路部本体から前記弁本体部を取り外す工程と、
　前記作業用ケース内に備えられた作業弁によって、前記作業用ケース内における前記弁
本体部よりも前記管路部本体側を密封状態に閉塞する工程と、
　前記弁本体部を取り出す工程と、
　を備えることを特徴とする弁体撤去方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、既設流体管に連結された弁装置の弁体を撤去する弁体撤去装置及び弁体撤去
方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、水道本管等の既設流体管には仕切弁等の弁装置が設けられており、既設流体管の
流体管路を遮断できるようになっている。例えば、仕切弁は、その構造上、流体管路を遮
断するための弁体やこの弁体を操作するための操作軸等からなる弁本体部が、流体管路に
対して大きく突出するので、耐久年数に至って流体管路を遮断する能力が低下した場合や
、仕切弁が流体管路に不要になった場合等に、作業用ケースで仕切弁を密封状に囲って、
流体管路から仕切弁全体を撤去して流体管を配置したり、仕切弁を流体管路としてのみ使
用するため、または将来、仕切弁として再利用するために管路部を残して弁本体部のみを
撤去したりする撤去工事が行われている。
【０００３】
　作業用ケースで仕切弁全体を囲って管路部を残して弁体を取り除くことが可能な方法と
して、例えば、流体管路を挟み上部と下部とに分割された構造の作業用ケースで、仕切弁
及び仕切弁近傍の流体管路を上下方向から挟むようにして、作業用ケースを仕切弁近傍の
流体管路の外周に水密状に装着し、作業用ケースに備えられた弁本体部の脱着手段により
、作業用ケース内で弁本体部を管路部から取り外した後に、作業用ケースに備えられた作
業弁により、作業用ケース内において管路部側の空間を密封状に閉塞することで、弁本体
部を作業用ケース外に取り出して、弁本体部内の弁体を新しいものに交換するようにした
ものがある（例えば、特許文献１、２参照）。
【０００４】
　また、別の方法として、例えば、仕切弁の弁体を不断流状態で取り外すことが可能な方
法として、予め、仕切弁装置において弁本体部が着脱可能に接合される管路部側のフラン
ジ部を、このフランジ部に接合される弁本体部側のフランジ部よりも半径方向外周側に大
きく張出すような大型に製造しておき、仕切弁装置が流体管路網等で使用されて、流体管
路を遮断する能力が低下した場合等には、管路部側のフランジ部に、キヤップ型の作業用
ケースを備えた不断水弁体離脱装置を密封状に装着して、作業用ケース内で弁体を取り外
し可能にしたものもある（例えば、特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－２０７７１９号公報（第６頁、第６図）
【特許文献２】特開２００７－１７７９４５号公報（第６頁、第９図）
【特許文献３】特開平１０－２６２３７号公報（第３頁、第６図）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１、２にあっては、流体管路を挟み上部と下部とに分割されて
形成された作業用ケースによって、仕切弁を上下方向から仕切弁近傍の流体管路ごと水密
状に覆うよう必要がある。大型の仕切弁を有する水道本管等において流体管路を下方から
作業用ケースで覆うためには、埋設地盤を水道本管から大きく離間させるように掘削して
、十分な作業スペースを確保する必要があり、掘削作業や埋戻作業に多大な時間を要し、
作業効率が低下するという問題がある。
【０００７】
　また、特許文献３にあっては、管路部を流体管路ごと作業用ケースで囲わないので、大
きな作業用スペースを掘削して確保する必要はないものの、仕切弁装置の製造時に予め管
路部の外周部に特殊な大型のフランジ部を形成しておく必要があり、既設の一般的な弁装
置に対応できず、実用に供さないという問題がある。
【０００８】
　本発明は、このような問題点に着目してなされたもので、種々の弁装置に適用可能であ
るとともに、弁装置全体を囲う必要がなく、流体管路よりも弁本体部側での作業のみで管
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路部本体及び弁本体部を作業用ケースで密封状に囲うことのできる弁体撤去装置及び弁体
撤去方法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】
【０００９】
　前記課題を解決するために、本発明の弁体撤去装置は、
　流体管に連結される管路部本体、及び該管路部本体の内部を閉塞可能な弁本体部を備え
る弁装置の前記弁本体部を、前記管路部本体から不断流状態で撤去するための弁体撤去装
置において、
　前記弁体撤去装置は、前記弁本体部を密封状態に囲う作業用ケースと、前記作業用ケー
スの内部空間を仕切る作業弁と、前記弁本体部を前記作業用ケース内で移動を可能とする
弁移動手段と、前記管路部本体に設けられた第１フランジ及び前記弁本体部に設けられた
第２フランジを締結する締結部材と、前記作業用ケースを支持するとともに高さ調整を行
うサポートと、を備え、
　前記作業用ケースは、前記締結部材が挿通される前記第１フランジの挿通孔の径方向外
側を封止する封止部を有する第１分割体、及び前記弁本体部を囲う第２分割体から構成さ
れ、前記第１分割体は、前記第１フランジの周方向に少なくとも２分割されていることを
特徴としている。
　この特徴によれば、作業用ケースが、第１フランジの締結部材挿通孔の径方向外側を封
止して、弁装置の一部を作業用ケースで密封状に囲うので、種々の弁装置に適用可能であ
るとともに、サポートによって高さ調整を行うことで密封性を確実にし、流体管よりも弁
本体部側での作業のみで、弁装置から弁本体部を撤去することができる。
【００１０】
　本発明の弁体撤去装置は、
　前記封止部は、前記第１フランジの外周面あるいは軸方向下端面を封止することを特徴
としている。
　この特徴によれば、作業用ケースが、第１フランジの外周面あるいは軸方向下端面を封
止して、弁装置の一部を作業用ケースで密封状に囲うので、種々の弁装置に適用可能であ
るとともに、弁装置全体を囲う必要がなく、弁装置から弁本体部を撤去することができる
。
【００１１】
　本発明の弁体撤去装置は、
　前記締結部材は、少なくとも前記第２フランジから前記作業弁の方向に突出する長尺ナ
ットを備えることを特徴としている。
　この特徴によれば、締結部材が、少なくとも第２フランジから作業弁の方向に突出する
長尺ナットとなっているので、作業用ケースのスペースが狭くとも、ナットに容易にアク
セスできるので、分解組立て作業が容易となり、流体管路よりも弁本体部側での作業のみ
で、弁装置から弁体を撤去することができる。
【００１２】
　本発明の弁体撤去装置は、
　前記作業用ケースは、該作業用ケースの外部から操作可能であるとともに前記第２フラ
ンジを前記第１フランジ側に保持する保持手段を備えることを特徴としている。
　この特徴によれば、作業用ケースの外部から操作可能である保持手段を備えているので
、弁装置の全体を作業用ケースで密封状に囲うことなく、種々の弁装置に適用可能である
とともに、弁装置全体を囲う必要がなく、流体管よりも弁本体部側での作業のみで、弁装
置から弁本体部を撤去することができる。
【００１３】
　本発明の弁体撤去装置は、
　前記第１分割体は、前記第２フランジとの間に隙間を有する筒部を備えることを特徴と
している。
　この特徴によれば、筒部は、第２フランジとの間に隙間を有するので、弁本体部を取り
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外す際に干渉せず、確実に弁本体部を撤去することができる。
【００１４】
　本発明の弁体撤去装置は、
　前記第１分割体は、前記第１フランジの少なくとも短軸方向に沿って２分割されること
を特徴としている。
　この特徴によれば、第１分割体は、第１フランジの少なくとも短軸方向に沿って２分割
されているので、第１分割体を第１フランジの長軸方向に沿って組立てる際、第１フラン
ジの外周面をガイドにしつつ、第１分割体と第１フランジとのクリアランスが徐々に狭く
なり、第１分割体が傾くことなく第１フランジの外周部に密接させて確実に封止すること
ができるとともに、種々の弁装置の第１フランジに確実に取付けることができる。
【００１５】
　流体管に連結される管路部本体、該管路部本体の内部を閉塞可能な弁本体部を備える弁
装置の前記弁本体部を、前記管路部本体から不断流状態で撤去するための弁体撤去方法に
おいて、
　前記管路部本体に設けられた第１フランジ及び前記弁本体部に設けられた第２フランジ
を接続するボルト、ナットを作業用ボルト、ナットに交換する工程と、
　前記第１フランジの外周面あるいは軸方向下端面を、作業用ケースを構成し前記第１フ
ランジの周方向に少なくとも２分割される第１分割体で封止するとともに、サポートによ
って前記作業用ケースを支持するとともに高さ調整を行い、前記弁本体部を、前記作業用
ケースを構成する第２分割体で密封状態に囲う工程と、
　前記作業用ケース内で前記管路部本体から前記弁本体部を取り外す工程と、
　前記作業用ケース内に備えられた作業弁によって、前記作業用ケース内における前記弁
本体部よりも前記管路部本体側を密封状態に閉塞する工程と、
　前記弁本体部を取り出す工程と、
　を備えることを特徴としている。
　この特徴によれば、作業用ケースが、第１フランジの外周面の一部を封止するとともに
、弁装置の一部を作業用ケースで密封状態に囲うので、種々の弁装置に適用可能であると
ともに、サポートによって高さ調整を行うことで密封性を確実にし、流体管よりも弁本体
部側での作業のみで、弁装置から弁本体部を撤去することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】（ａ）は、実施例における仕切弁を示す平面図であり、（ｂ）は、の側面図であ
る。
【図２】仕切弁に装着された弁体撤去装置を示す一部断面の側面図である。
【図３】（ａ）は、図２のＣ－Ｃ矢視図であり、（ｂ）は、図３（ａ）のＪ－Ｊ矢視図で
ある。
【図４】（ａ）は、封止部の詳細図であり、（ｂ）は、図３（ａ）のＨ－Ｈ矢視図であり
、（ｃ）は、図３（ａ）のＨ－Ｈ矢視図の別の実施形態を示す図である。
【図５】（ａ）は、吊耳切断、（ｂ）は、作業用ボルト、作業用ナットに交換する手順を
示す図である。
【図６】（ａ）は、分割式取付部材の取付け手順、（ｂ）はキャップの取外し、（ｃ）は
、分割式取付部材の取付けた後の状態を示す一部断面の側面図である。
【図７】（ａ）は、弁吊移動工具を取付けた状態を示す平面図、（ｂ）は、一部断面の側
面図、（ｃ）は（ａ）のＨ－Ｈ矢視図である。
【図８】仕切弁に装着された弁体撤去装置を示す一部断面の側面図である。
【図９】弁本体部を引上げた状態を示す一部断面の側面図である。
【図１０】（ａ）は、別のタイプの仕切弁に適合した分割式取付部材の実施形態の平面図
、（ｂ）は、管軸方向から見た一部断面図、（ｃ）は、一部断面の側面図である。
【図１１】（ａ）は、さらに別のタイプの仕切弁に適合した分割式取付部材の実施形態の
平面図、（ｂ）は、管軸方向から見た一部断面図、（ｃ）は、一部断面の側面図である。
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【図１２】（ａ）は、保持手段を使用しない場合の実施形態の平面図、（ｂ）は、管軸直
角方向から見た一部断面の側面図、（ｃ）は、管軸方向から見た図である。
【図１３】保持手段を使用しない場合の弁体撤去方法の手順を示す一部断面の側面図であ
る。
【図１４】（ａ）は、作業用ナットを使用しない場合の実施形態の平面図、（ｂ）は、一
部断面の側面図、（ｃ）は、作業用ボルトを支持する支持部材を示す平面図、（ｄ）は、
作業用ボルトを支持する支持部材を取付けた状態を示す一部断面の側面図である。
【図１５】作業用ナットを使用しない分割式取付部材の別の実施形態を示す一部断面の側
面図である。
【図１６】（ａ）は、第１の分割体を一体構成にした場合の実施形態を示す平面図、（ｂ
）は、一部断面の側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明に係る弁体撤去装置及び弁体撤去方法を実施するための形態を実施例に基づいて
以下に説明する。
【実施例１】
【００１８】
　実施例に係る弁体撤去装置について図１から図１１を参照して説明する。図１に示すよ
うに、本実施例において、既設の流体管１、１’に流体管路を遮断可能な仕切弁２が連結
されている。流体管１、１’及び仕切弁２の筐体は、例えば、地中に埋設される上水道用
のダクタイル鋳鉄製であり、流体管１、１’は、断面視略円形状に形成され、内周面がモ
ルタル層で被覆されている。尚、本発明に係る流体管及び弁装置は、その他鋳鉄、鋼等の
金属製、あるいは石綿、コンクリート製、塩化ビニール、ポリエチレン若しくはポリオレ
フィン製等であってもよい。更に尚、流体管の内周面はモルタル層に限らず、例えばエポ
キシ樹脂等により被覆されてもよく、若しくは適宜の材料を粉体塗装により流体管の内周
面に被覆してもよい。また、本実施例では流体管内の流体は上水であるが、本実施例の上
水に限らず、例えば工業用水や農業用水、下水等の他、ガスやガスと液体との気液混合体
であっても構わない。
【００１９】
　図１及び図２に示すように、本実施例での弁装置である仕切弁２は、管路部本体３と弁
本体部１１とから構成されている。管路部本体３は、流体管１、１’に連通する管部４と
、管部４に一体に形成されたフランジ部７、７’と、管部４の管軸線Ａ－Ａと異なるＢ－
Ｂ方向に突出された筒状の首部５と、本発明の第１フランジとしての管路部フランジ６と
、から構成される。
【００２０】
　弁本体部１１は、管路部本体３を閉塞可能な弁体１２（図９参照）と、本発明の第２フ
ランジとしての弁蓋フランジ１３と、弁蓋フランジ１３と一体に形成された弁蓋１４と、
弁蓋１４の上面に突出され、仕切弁２を外部から開閉操作するための棒状の弁棒部１６と
、弁蓋１４に設けられ弁棒部１６の外周面をシールするためのパッキン（図示略）を内部
に備える弁箱１５と、から構成され、弁箱１５は弁蓋１４との間をシールするためのパッ
キン（図示略）を介して弁箱上部ネジ１７により着脱可能に接合されている。また、管路
部本体３と弁本体部１１とは、管路部本体３の管路部フランジ６と弁蓋フランジ１３とを
シールするためのパッキン（図示略）を介して、ボルト・ナット２２により着脱可能に接
合されている。
【００２１】
　また、管路部本体３の管部４の両端部には、外径方向に突出するフランジ部７，７’が
形成されており、このフランジ部７，７’は、流体管１，１’の端部のフランジ部８，８
’にパッキン（図示略）を介して密封状に接合されるとともに、フランジ部７，７’，８
，８’同士がボルト・ナット（図示せず）で締結されている。
【００２２】
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　次に、図１、図２に示すように、本実施例の弁体撤去装置３０は、仕切弁２の一部を密
封状に囲う作業用ケース３０と、作業用ケース３０内に備えられるとともに作業用ケース
３０の外部からの操作により作業用ケース３０の内部空間を空間Ｄと空間Ｅとに密封状に
仕切ることが可能な作業弁２６と、弁本体部１１を作業用ケース３０内で移動を可能とす
る本発明の弁移動手段としての弁吊移動工具９１とから構成されている。
【００２３】
　図２に示すように、作業用ケース３０は、本発明の第１分割体としての分割式取付部材
３１と、本発明の第２分割体としての円筒部材６１及び上部カバー７１とからなる。尚、
第２分割体は本実施例では、円筒部材であるが、断面形状が略小判形、略楕円、略角形な
どの筒部材でもよい。分割式取付部材３１は、管路部フランジ６と弁本体部１１の一部を
囲っている。また、円筒部材６１は、分割式取付部材３１に接続され、作業弁２６及び弁
本体部１１を囲い、上部カバー７１は、円筒部材６１に接続されて円筒部材６１の開口を
閉塞するとともに弁吊移動工具９１が載置されている。
【００２４】
　分割式取付部材３１は、図２から図４（ａ）に示すように、封止部３６は、管路部フラ
ンジ６の外周面に相対する位置で、分割式取付部材３１の内周面に形成された環状の溝部
３７と、溝部３７に嵌め込まれ、保持される密封部材３８と、からなっている。また、密
封部材３８の厚さ寸法は、溝部３７の深さより大きくして、密封部材３８が適度に圧縮さ
れるようにしている。本発明に係る密封部材として、断面が円形の丸ゴムパッキン、略Ｃ
字状または方形状または、リップ付きのゴムパッキンを使用することができる。これによ
り、封止部３６は、管路部フランジ６の外周面に接する密封部材３８によって、流体管路
よりも弁本体部側での作業のみで管路部を密封状に囲うことができる。図２から図４（ａ
）においては、封止部３６の密封部材３８は、管路部フランジ６の外周面のみに接して密
封しているが、管路部本体３の管路部フランジ６のボルト挿通孔２４の径方向外側、すな
わち管路部フランジ６の軸方向下端面のみを、または、前記管路部フランジ６の軸方向下
端面と管路部フランジ６の外周面の両方を、密封部材によって封止することもできる。尚
、密封部材は、止水性向上のため、第２フランジまで延設されるものであってもよい。
【００２５】
　このように、少なくとも管路部フランジ６の外周面を封止部を有する第１分割体（分割
式取付部材３１）と、弁本体部の一部を囲う第２分割体（円筒部材６１及び上部カバー７
１）とに分割されているので、第１分割体を管路部フランジ６の外周面に封止部を確実に
取り付けた後に、第２分割体を取付けることができるので、作業用ケースで流体管部及び
弁本体部を容易に覆うことができ、作業性を向上させることができる。
【００２６】
　図４（ａ）に示すように、分割式取付部材３１には、封止部３６の環状の溝部３７の上
部から拡径するように連続的に設けられるとともに、弁蓋フランジ１３の外側周面よりも
若干大径に形成され平面視で略小判形の筒状をなし、弁蓋フランジ１３よりも上方側に延
びる筒部４０が設けられており、更に、筒部４０の上端部から拡径されるように平面視で
大径略円形の鍔状に形成された大径鍔部４１が連続的に設けられている。
【００２７】
　このように、筒部４０は、環状の溝部３７の上部から拡径して弁蓋フランジ１３との間
に隙間を有するので、弁本体部１１を取外す際に干渉せず、確実に弁本体部１１を撤去す
ることができ、また、本実施例の場合、分割式取付部材３１を管路部フランジ６に取付け
た後に、密封部材３８の取付け状態を確認できるので、確実に封止部３６を取付けること
ができる。尚、弁本体部１１の撤去を妨げず、筒部４０、弁本体部１１への損傷を防ぐた
めに前記隙間に弾性体・樹脂などを介在させてもよい。
【００２８】
　また、図３に示すように、分割式取付部材３１は、管路部フランジ６の周方向に略均等
に２分割構成されるとともに、管部４の管軸線Ａ－Ａ方向と略一致している。また、各分
割片の分割面には、パッキン４２が介在されて、ボルト・ナットにより密封状に接合され
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ている。
【００２９】
　本実施例では、このように分割することで、分割式取付部材３１は、小判形の管路部フ
ランジ６の側面をガイドとして、分割式取付部材３１が傾くことなく第１フランジの外周
部に密接させて確実に封止することができる。また、管路部フランジ６の短径寸法と長径
寸法の差が小さい場合には、管路部フランジ６の長軸方向、短軸方向の区別が困難となり
、組立て方向を誤って組立てることがある。これに対し、分割式取付部材３１は、管路部
フランジ６の短軸方向に沿って、２分割されているので、管路部フランジ６に対し長径方
向側から組立て可能となるので、組立て誤りを防止できる。さらに、分割式取付部材３１
を管路部フランジ６の長軸方向に沿って組立てる際、管路部フランジ６の外周面をガイド
にしつつ、分割式取付部材３１と管路部フランジ６とのクリアランスが徐々に狭くなるの
で、分割式取付部材３１が傾くことなく管路部フランジ６の外周部に密接させて確実に封
止することができるとともに、種々の弁装置の管路部フランジ６に確実に取付けることが
できる。
【００３０】
　分割式取付部材３１を管路部フランジ６に取り付けることで、流体管路よりも弁本体部
１１側での作業のみで管路部本体３及び弁本体部１１を作業用ケース３０で密封状に囲う
ことができるので、流体管１や仕切弁２が地中に埋設されている場合でも、管路部本体３
よりも深く掘削する必要がなく、掘削や埋戻し作業が容易になり、作業性を向上させるこ
とができる。
【００３１】
　尚、分割式取付部材３１の分割構造は、本実施例に限らず、例えば、管路部フランジ６
の周方向に３分割以上の複数個の分割体に分割可能に構成してもよいし、管路部フランジ
６の周方向に２分割に分割可能にするとともに首部５の管軸線方向にも複数個に分割可能
に構成するようにしてもよい。さらに、分割せずに一体構造の第１分割体とすることもで
き、種々の弁装置に適合して、作業用ケースを管路部に装着できる。
【００３２】
　図４に示すように、分割式取付部材３１の封止部３６の下端には、管路部フランジ６と
弁蓋フランジ１３とを締付ける作業用ボルト２３の頭を保持して、ボルトが抜けないよう
に保持する支持部材４３を有している。また、本発明の締結部材としての作業用ボルト２
３の外周面には、周方向に凹状の溝が形成され、この溝には、略環状のパッキンが嵌め込
まれている。これらのパッキンにより、作業用ボルト２３と挿通孔２４との隙間が密封さ
れて、作業ケース３０内の流体が漏洩することが防止される。
【００３３】
　また、図３（ａ）の断面Ｈ－Ｈ及び図４（ｂ）に示すように、筒部４０の側周面におい
て、弁蓋フランジ１３の上面に対応する位置には、管路部本体３と弁本体部１１とを接続
する作業用ボルト２３のほぼ中間位置に本発明の保持手段５５が設けられている。保持手
段５５は、筒部４０外周側から内周側に連通するネジ溝を有する連通孔５１と、該連通孔
５１に挿入される固定ボルト５２とから構成される。尚、この固定ボルト５２のネジ山は
、後述する傾斜部５３と固定ボルト５２の外周面に嵌め込まれたパッキンとの間の部位に
設けられている。
【００３４】
　固定ボルト５２は、図４に示すように、筒部４０の内周側に突出される先端部に、先端
側が漸次小径となるように形成され弁蓋フランジ１３に当接可能な傾斜部５３が設けられ
、これにより、作業用ケース３０の外部から固定ボルト５２を回動させることで、ネジ作
用により傾斜部５３が進出されて、弁蓋フランジ１３の上面に当接させることができる。
また、ネジ作用により傾斜部５３を後退させて、弁蓋フランジ１３から離間させることが
できるようになっている。
【００３５】
　固定ボルト５２の傾斜部５３を、弁蓋フランジ１３の上面に当接させて、傾斜部５３に
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より弁本体部１１が管路部本体３側に保持、固定される。これにより、作業用ケース３０
の分割式取付部材３１を管路部フランジ６に取り付けた後に、固定ボルト５２により弁本
体部１１を管路部本体３に固定して、作業用ボルト２３、作業用ナット２５の締結を解除
することができ、且つ、作業用ケース３０で弁本体部１１を密封状に囲った後であっても
、作業用ケース３０外側から固定ボルト５２を回転操作して、弁本体部１１と管路部本体
３との固定を解除することができる。
【００３６】
　また、固定ボルト５２の外周面には、周方向に凹状の溝が形成され、この溝には、略環
状のＯリング５４が嵌め込まれている。これらのパッキン５４により、固定ボルト５２と
筒部４０の連通孔５１との隙間が密封されて、作業ケース３０内の流体が漏洩することが
防止される。
【００３７】
　また、固定ボルト５２と弁蓋フランジ１３との接触面圧が大きい場合には、図４（ｃ）
のように、固定ボルト５２が弁蓋フランジ１３と接触する部分をあらかじめ斜めに面加工
部１８を設け、接触面積を大きくすることもできる。さらに、固定ボルト５２、連通孔５
１の個数や設置位置は、本実施例に限らず、固定ボルト５２自体の強度や、作業用ケース
３０の重量、管路部本体３の周方向長さなどに応じて、本実施例よりも多く形成したり、
少なく形成したりしてもよい。これにより、固定ボルト５２で弁本体部１１を管路部本体
３側に保持することができる。
【００３８】
　また、図２に示すように、上部カバー７１の閉塞部７４の中央部には、上面側から下面
側に連通する挿入孔７５が形成されている。この挿入孔７５には、弁本体部１１を管路部
本体３から引き上げて取り外すためのスピンドル９２を挿入可能になっている。そして、
上部カバー７１とスピンドル９２との間には、シール材７６が介在されることで、作業用
ケース３０内は密閉される。
【００３９】
　また、図２に示すように、弁吊移動工具９１は、スピンドル９２の上端に固定された支
持板９４と、上部カバー７１の閉塞部７４とを所定の距離を保つようにレバーホイスト９
５により固定されている。そして、弁蓋フランジ１３を管路部本体３から取外すと、作業
ケース内は流体で満たされ、スピンドルは水圧により上方に押し上げられ、支持板９４は
レバーホイスト９５により所定の位置で固定される。この状態から、レバーホイスト９５
を緩めるように操作して、スピンドル９２を徐々に移動させることができるようになって
いる。尚、水圧での押上げが不十分な場合、クレーンなどの引上げ装置を利用してもよい
。また、スピンドル９２の長さは、後述するように、作業用ケース３０内に最も進出され
た際に、スピンドル９２の先端が仕切弁２の弁棒部１７の上端付近に達する一方で、スピ
ンドル９２で弁本体部１１を管路部本体３から離間させるために最も後退された際に、弁
本体部１１の下端が作業弁２６よりも上部に達するように調整されている。
【００４０】
　次に、本実施例の弁体撤去方法について図５から図１１を参照して説明する。図５から
図１１において、弁体６がほぼ全開状態にされており、仕切弁２を介して流体管１，１’
には、流体が流れている状態である。
【００４１】
　図５に示すように、仕切弁２の吊耳８が管路部フランジ６、弁蓋フランジ１３の外周よ
り飛び出している場合には、切断、除去する。そして、管路部フランジ６と弁蓋フランジ
１３とを接続している既設ボルト・ナット２２を、作業用ボルト２３、本発明の締結部材
としての長尺の作業用ナット２５に交換する。尚、所定の作業用ボルト２３、作業用ナッ
ト２５に交換する交換作業においては、既設ボルト・ナット２３を一本ずつまたは所定本
数ずつ交換することで、流体管１内の流体を漏洩させることなく、作業用ボルト２３、作
業用ナット２５に交換することができる。尚、万力などで固定しながら、交換作業を行っ
てもよい。
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【００４２】
　このように、長尺の作業用ナット２５に交換することで、図６に示すように、分割式取
付部材３１の大径鍔部４１から作業用ナット２５が突出するので、作業スペースが狭くと
も、ナットに容易にアクセスできるので、分解組立て作業が容易となる。なお、作業スペ
ース内で作業用ナット２５を取外すことができれば、作業用ナット２５の長さは、分割式
取付部材３１の大径鍔部４１から作業用ナット２５を突出させる必要はない。
【００４３】
　次に、図６に示すように、分割式取付部材３１の分割片の間に、分割式取付部材３１と
別体あるいは接着・加硫などにより一体化したパッキン４２を介在させて、該分割片を流
体管１の管軸Ａ－Ａに略直交する向きに管路部フランジ６に被せて、ボルト・ナット３２
により仮固定状態で接合して、分割式取付部材３１を一体化する。ここで、サポート９６
によって高さ調整を行い、分割式取付部材３１の大径鍔部４１の面が略水平となるように
調整し、分割式取付部材３１を確実に支持させる。
【００４４】
　次に、図６、図７に示すように、分割式取付部材３１の固定ボルト５２を回転して、傾
斜部５３を弁蓋１４と一体に形成された弁蓋フランジ１３に軽く当接させる（図７（ｃ）
）。この状態で、ボルト・ナット３２を規定のトルクで締付け、分割式取付部材３１を一
体化する。さらにこの状態から、分割式取付部材３１の固定ボルト５２を規定のトルクで
締付け、傾斜部５３を弁蓋１４と一体に形成された弁蓋フランジ１３に強く当接させる。
これにより、固定ボルト５２によって、弁本体部１１が管路部本体３側にしっかり保持さ
れるので、管路部フランジ６と弁蓋フランジ１３とを接続する作業用ボルト２３、作業用
ナット２５を外しても、弁本体部１１が管路部本体３から外れることを防止できる。また
、固定ボルト５２を軽く当接させて、水平を合わせた後に、サポート９６によって、高さ
調整及び支持を行うようにしても良い。
【００４５】
　さらに、図６（ｂ）に示すように、仕切弁２の弁棒部１６の上端部に被せられ、弁棒部
１６を回動操作するための操作ハンドル（図示略）に嵌合するための規定形状を有したキ
ャップ１８を取り外しておく。キャップ１８を取外しておくことで、仕切弁の高さを低く
抑えることができる。作業スペースに余裕がある場合には、キャップ１８を取付けた状態
で作業することもできる。
【００４６】
　次に、図７に示すように、管路部本体３と弁蓋１４とを接続する作業用ボルト２３から
、作業用ナット２５を取り外す。この際、図４（ａ）に示す棒状の回転止め治具４４を使
用して、作業用ボルト２３の回転止めをする。作業用ケース３０が、分割式取付部材３１
（第１分割体）と第２分割体８０とに分割構造となっているので、仕切弁２全体を作業用
ケース３０で囲むことなく開放した状態で、弁本体部１１と管路部本体３を接続する既設
ボルト・ナット２２及び作業用ボルト２３、作業用ナット２５を取り外すことがきるので
、作業性を向上させることができる。
【００４７】
　さらに、図７（ｂ）に示すように、スピンドル９２の一端に取付けられた弁吊金具９３
を、仕切弁２の弁棒部１６の上端部に被せ、弁蓋上部ねじ１７を利用して、弁吊金具９３
と弁蓋１４とを固定し、弁本体部１１とスピンドル９２とを接続する。
【００４８】
　次いで図８に示すように、分割式取付部材３１の上部に円筒部材６１を載せて、分割式
取付部材３１の大径鍔部４１と、円筒部材６１の下部フランジ６２とをボルト・ナット６
４で締結して、分割式取付部材３１と円筒部材６１とを固定する。また、挿入孔７５にス
ピンドル９２を通した上部カバー７１を円筒部材６１の上部に載せて、円筒部材６１の上
部フランジ６３と、上部カバー７１のフランジ７２とをボルト・ナット７３で締結して、
円筒部材６１と上部カバー７１とを固定する。さらに、スピンドル９２の先端に支持板９
４を固定し、レバーホイスト９５を取付け、適度な張力でチェーンを張っておく。尚、円
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筒部材６１、上部カバー７１及び弁吊移動工具９１を予め組み立てて一体化させておき、
分割式取付部材３１の上部に円筒部材６１等を一括して固定するようにしてもよい。これ
により、作業現場での作業性を大きく向上させることができる。
【００４９】
　そして、作業ケース３０の内部空間に、空気弁１０５で内部空間から空気を排出させな
がら水等の流体を導入して、作業用ケース３０の各接続部分から流体の漏洩がないことを
確認しつつ、作業用ケース３０内の圧力を流体管１、１’の管路内の圧力と略同等に調整
する。尚、前述した第２分割体８０と分割式取付部材３１との固定作業後の漏洩確認を省
略して、作業用ケース３０全体の接続を完了させた後にのみ各接続部分から流体の漏洩が
ないことを確認するようにしてもよい。
【００５０】
　次に、図９（ｂ）に示すように、作業用ケース３０外から固定ボルト５２を所定量回転
操作して、固定ボルト５２の傾斜部５３を弁蓋フランジ１３から離間させる方向に移動さ
せることで、管路部本体３と弁本体部１１と密封状態を緩和させて、管路部本体３と弁本
体部１１との隙間から管路部本体３内の流体を作業用ケース３０内に導く。これにより、
管路部本体３内と作業用ケース３０内の圧力が同等に調整される。
【００５１】
　そして、固定ボルト５２を更に回転操作して、傾斜部５３を弁蓋フランジ１３から離間
させる。その後、弁吊移動工具９１のレバーホイスト９５を操作してチェーンを徐々に緩
めると、スピンドル９２は水圧で押上げられて移動し、弁本体部１１を作業弁２６よりも
上側の上部空間Ｄまで引き上げる。この際、弁本体部１１と管路部本体３を密封するパッ
キンが残置される場合がある。そのパッキンの除去用として、特に図示しないが、分割式
取付部材３１の筒部４０に密封された透明アクリル等製の窓を設け、また、密封状に棒状
部材が、作業ケース３０外から、作業ケース３０内に挿入できるようにして、パッキンを
取り外すようにしてもよい。
【００５２】
　また、作業弁２６を円筒部材６１内に進出させることで、作業用ケース３０の内部空間
を上部空間Ｄと下部空間Ｅとに分断し、下部空間Ｂを密封状に閉塞する。これにより、作
業用ケース３０の内部空間が上部空間Ｄと下部空間Ｅとに分断されることになり、下部空
間Ｅを密封状に保ちつつ、上部空間Ｄを開放することができるようになる。
【００５３】
　そして、図示しない排出バルブを介して、上部空間Ｄ内の流体を作業用ケース３０外部
に排出する。その後、上部カバー７１と円筒部材６１とを接続するボルト・ナット７３を
外し、上部カバー７１、弁吊移動工具９１ともに、弁本体部１１を撤去する。
【００５４】
　なお、実施例１の管路部フランジ６の形状は、小判形であったが、具体的な構成はこれ
ら実施例に限られるものではない。たとえば、実施例１の分割式取付部材３１の封止部３
６は、管路部フランジ６の形状に合わせて小判形としていたが、図１０に示すように、楕
円型の管路フランジ１０２、弁蓋フランジ１０３を有する仕切弁１０１の場合には、管路
フランジ１０２、弁蓋フランジ１０３の形状に合わせて、分割式取付部材１０７の封止部
１０９の形状も小判形に構成することができる。さらに、小判形、楕円形に限らず、図１
１の仕切弁１１１のような略矩形形のフランジ形状１１５、１１６にも適用することがで
きる。
【００５５】
　また、図１０のように首部１０４の長さが短い場合、すなわち管軸Ａ－Ａからの管路フ
ランジ１０２の下面位置の寸法Ｍがフランジ１０８、１０８’の半径寸法Ｒより小さい場
合には、分割式取付部材１０７は、管路部フランジ１０２の周方向に４分割の分割体に分
割可能に構成することもできる。分割数は、偶数に限らず奇数の分割数にしてもよい。さ
らに、分割式取付部材１０７の封止部１０９の外壁の管軸方向（Ａ－Ａ方向）の幅寸法Ｎ
は、仕切弁に面する側のフランジ１０８とフランジ１０８’の面間寸法Ｌより小さく構成
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することで、首部の長さＭが短い場合であっても、本発明の分割式取付部材を適用するこ
とができる。このように、分割式取付部材は、種々の弁装置の形状を適合させることがで
き、本発明の作業用ケースを種々の弁装置に装着することができる。
【実施例２】
【００５６】
　実施例２に係る弁体撤去装置及び弁体撤去方法につき、図１２及び図１３を参照して説
明する。実施例２に係る弁体撤去装置及び弁体撤去方法は、図１１の仕切弁１１１と同じ
形状の仕切弁であるが、保持手段５５を使用しない点で相違する。以下、実施例１の弁体
撤去装置及び弁体撤去方法と重複する説明は省略する。
【００５７】
　図１３に示すように、作業用ケース１２０は、本発明の第１分割体としての分割式取付
部材１２１と、本発明の第２分割体としての円筒部材１２６、作業弁円筒部１２７及び上
部カバー１２８とからなる。円筒部材１２６と作業弁円筒部１２７と上部カバー１２８と
は一体に接続され、円筒部材１２６、作業弁円筒部１２７及び上部カバー１２８の内部に
は、連結部材１３０と弁撤去軸１３１とが組込まれている。さらに、上部カバーの上には
、挿入機１３２が取付けられる。
【００５８】
　弁体撤去の手順について説明する。最初に、図１２の仕切弁１１１において、本発明の
第１分割体としての分割式取付部材１２１の分割片の間にパッキン１２２を介在させて、
分割片を流体管１の管軸Ａ－Ａに略直交する向きに、管路部フランジ１１５の外径外側か
ら被せて、ボルト・ナット１２５により締結する。次に、管路部フランジ部１１５と弁蓋
フランジ１１６を接続している既設ボルト・ナットを一本ずつまたは所定本数ずつ作業用
ボルト１２３、作業用ナット１２４に交換する。
【００５９】
　次いで、図１２、図１３に示すように、円筒部材１２６、作業弁円筒部１２７及び上部
カバー１２８並びに連結部材１３０と弁撤去軸１３１とを一体に組立てたものを分割式取
付部材１２１の上に設置し固定する。そして、円筒部材１２６の窓１３４から仕切弁１１
１の弁棒部１２９と連結部材１３０を連結して、連結部材１３０を介して仕切弁１１１の
弁蓋１３６を動かないように押し付ける。さらに、弁蓋１３６を管路部フランジ１１５に
固定している作業用ナット１２４を取外す。作業用ナットを１２４は、長尺に形成されて
いるので、作業者が窓１３０から作業用ナット１２４に容易にアクセスすることができ、
容易に取外すことができる。
【００６０】
　次に、窓１３４を蓋１３５によって閉塞し、挿入機１３２を操作して、弁撤去軸１３１
を引上げ、弁体（図示せず）を仕切弁１１１から撤去することができる。
【００６１】
　次いで、作業弁２６によって、作業ケース１２０内を上部空間Ｐ及び下部空間Ｑに分離
したのち、排出バルブ（図示せず）を介して、上部空間Ｐ内の流体を作業用ケース３０外
部に排出する。その後、上部カバー１２８と作業弁円筒部１２７とを接続するボルト・ナ
ットを外し、上部カバー１２８、挿入機１３２ともに、弁本体部１１１を撤去する。
【００６２】
　このように、実施例２の弁体撤去装置及び弁体撤去方法は、保持手段５５を使用しない
ので、作業を簡略できる。
【実施例３】
【００６３】
　実施例３に係る弁体撤去装置及び弁体撤去方法につき、図１４を参照して説明する。実
施例１及び実施例２に係る弁体撤去装置及び弁体撤去方法は、長尺の作業用ナットを使用
するものであったが、実施例３に係る弁体撤去装置及び弁体撤去方法は、作業用ナットを
使用しない点で、実施例１及び実施例２と相違する。以下、実施例１及び実施例２の弁体
撤去装置及び弁体撤去方法と重複する説明は省略する。
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【００６４】
　図１４の仕切弁１５１において、分割式取付部材１５２の分割片を管路部フランジ１５
３の径方向外側から被せて、ボルト・ナット（図示せず）により分割式取付部材１５２を
一体に組立てる。次に、保持手段の固定ボルト１５９を回動させて、固定ボルト１５９を
弁蓋フランジ１５４の上面に当接させて、弁蓋フランジ１５４を動かないように固定する
。また、分割式取付部材１５２の下部には、管路部フランジ１５３の下面に接触し、固定
する支持部材が設けてあるため、強固に固定される。
【００６５】
　次に、管路部フランジ部１５３と弁蓋フランジ１５４を接続している既設ボルト・ナッ
ト１５６を一本ずつまたは所定本数ずつ作業用ボルト１５７に交換する。さらに、管路部
本体の首部１６０に２分割された略小判形の支持部材１５８を取付け、作用ボルト１５７
の下端を支持する。
【００６６】
　次いで、実施例１の図８、図９と同じように、分割式取付部材１５２の上に円筒部材６
１、上部カバー７１及び弁吊移動工具９１を組立て、実施例１と同じ手順で、弁体を撤去
できる。また、この場合、掘削の深さは、流体管半分ぐらいまでとして、支持部材１５８
の底面を掘削地面の間にジャッキなどを入れて、水平を出し、確実に作業用ケースや水な
どの重量を支持させるようにしている。
【００６７】
　実施例３に係る弁体撤去装置及び弁体撤去方法は、作業用ナットを使用せずに弁体を撤
去できるので、作業ケース内に設置された作業ナットの取付け、取外し等の手順を省略で
きるので、作業時間を短縮できる。
【００６８】
　以上、本発明の実施例を図面により説明してきたが、具体的な構成はこれら実施例に限
られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発
明に含まれる。
【００６９】
　たとえば、実施例３の図１４においては、管路部本体の首部に２分割された外形小判形
の支持部材１５８を取付け、作業用ボルト１５７の下端を支持するようにしている。しか
し、これに限らず、図１５のように、別体の支持部材１６４を複数、第１分割体１６３の
下端にネジ等で固定してもよい。この場合、支持部材１６４は、ボルト挿通孔を密封する
作業用軸１６９を併せ持っている。
【００７０】
　また、実施例１から実施例３の第１分割体としての分割式取付部材は、管路部フランジ
６の周方向に分割されている。しかし、これに限らず、図１６のように、分割式取付部材
１４２は、一体に形成された円筒部１４３と周方向に４分割された押輪１４４とから構成
することもできる。円筒部１４３の下端の溝部に密封部材１４７を嵌込み、弁軸の軸線方
向から、円筒部１４３を管路部フランジ１４５の外周に嵌め込む。次いで、管路部フラン
ジ１４５の周方向に４分割された押輪１４４を管路部フランジ１４５の径方向から円筒部
１４３に組立て、密封部材１４７を押圧し、円筒部１４３と押輪１４４とをボルト１４９
により一体に結合する構成とすることもできる。
【００７１】
　また、本実施例では、密封部材として、パッキン等を使用しているが、これに限らず、
液状パッキンを使用してもよい。
【００７２】
　また、本発明では弁装置は、仕切弁としているが、バタフライ弁、切換弁、ボールバル
ブ、プラグなどでも良い。
【符号の説明】
【００７３】
１、１’　　　　　　　　流体管
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２　　　　　　　　　　　仕切弁（弁装置）
３　　　　　　　　　　　管路部本体
４　　　　　　　　　　　管部
５　　　　　　　　　　　首部
６　　　　　　　　　　　管路部フランジ（第１フランジ）
１１　　　　　　　　　　弁本体部
１３　　　　　　　　　　弁蓋フランジ（第２フランジ）
２２　　　　　　　　　　既設ボルト・ナット
２３、１２３　　　　　　作業用ボルト（締結部材）
２４　　　　　　　　　　ボルト挿通孔（挿通孔）
２５、１２４　　　　　　作業用ナット（締結部材）
３０、１２０　　　　　　作業用ケース
３１　　　　　　　　　　分割式取付部材（第１分割体）
３６、１０９　　　　　　封止部
６１　　　　　　　　　　円筒部材（第２分割体）
７１　　　　　　　　　　上部カバー（第２分割体）
１０１、１１１　　　　　仕切弁
１０２、１１５　　　　　管路部フランジ（第１フランジ）
１０３、１１６　　　　　弁蓋フランジ（第２フランジ）
１０７、１１７　　　　　分割式取付部材（第１分割体）
１２０　　　　　　　　　作業用ケース
１２１、１４２　　　　　分割式取付部材（第１分割体）
１２３　　　　　　　　　作業用ボルト（締結部材）
１２４　　　　　　　　　作業用ナット（締結部材）
１４１、１５１、１６１　仕切弁
１４５、１５３、１６６　管路部フランジ（第１フランジ）
１４６、１５４、１６７　弁蓋フランジ（第２フランジ）
１５２　　　　　　　　　分割式取付部材（第１分割体）
１６３　　　　　　　　　第１分割体
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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