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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】安全遮断制御弁制御装置を提供する。
【解決手段】安全弁Ｂは、安全遮断制御弁に接続され、
流動体流路にて一連で接続されている。安全遮断制御弁
Ａにおいて、シーリング弁は、リターンスプリング１８
を使って、シート８に対してシーリング位置へと戻り、
線形作動装置１０と結合ロッド９により、弁開口の連続
的に調節制御されている。結合ロッド９は、強磁性体材
料で、かつコイル３２によって活性化される磁気結合回
路１９に電気的に結合した二つのセグメント１２、１３
で構成されている。コイル３２に供電すると、コイル磁
場は、結合ロッド９のセグメント１２、１４を互いに接
続保持する。一旦開口コイル３２に供給されていた電力
が中断されると、セグメント１２，１３及びシーリング
弁は、線形作動装置１０の位置にかかわらず、前記のシ
ーリング位置へと戻り、安全弁Ｂのチェック弁２６は、
リターンスプリング２９によりシーリング位置へ引き戻
される。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主体部を通る流動体循環通路を通じる流動体の流れのための安全制御装置であり、
　前記流動体通路内で、完全開口位置と遮断位置との間で調節可能な流動体通路セクショ
ンを決定するよう、シートと協働する軸方向移動シーリング弁と、
　前記シートに面する前記シーリング弁を、完全開口位置と遮断位置との間で連続的にか
つ軸方向に移動して、前記シートに面する前記シーリング弁の位置の連続的な調節を可能
にするために、軸方向移動結合ロッドによって前記シーリング弁に直接的に機械的に接続
される線形作動装置とを含み、
　前記結合ロッドは、同軸であり且つ独立した第一セグメントと第二セグメントとを有し
、前記第一セグメントは、前記シーリング弁に固定され、前記第二セグメントは、前記線
形作動装置によって駆動され、前記の２つのセグメントは、相対的に互いに近接した位置
と空気間隙に対して相対的に分離した位置との間で軸方向に移動可動であり、
　前記結合ロッドの前記第一セグメント及び前記第二セグメントのそれぞれは、少なくと
も１つのそれぞれの強磁性体材料結合部分を含み、前記２つの結合部分の２つのそれぞれ
の接触表面は、互いに面し合い、
　前記シーリング弁をスプリング荷重して前記遮断位置にするために、リターンスプリン
グが、前記シーリング弁と前記結合ロッドの前記第一セグメントとを付勢して、前記結合
ロッドの前記第二セグメントから離し、
　磁気結合回路が、前記結合ロッドの前記セグメントの前記結合部分に磁気的に接続され
、且つ、前記結合ロッドの前記セグメントの前記２つの結合部分の間で磁場を循環するよ
う成形され、該磁場は、励起コイルによって生成され、前記リターンスプリングによって
加えられる復帰力に抗して互いに向かう前記結合ロッドの前記セグメントの相互磁気吸引
を引き起こし、前記磁気吸引は、前記２つのセグメントが相対的に互いに近接した位置に
あるときに、前記リターンスプリングによる復帰力よりも大きく、磁気結合回路及び励起
コイルが、電源供給が存在しない場合に、安全遮断制御弁を構成し、
　リターンスプリングによってスプリング荷重されて遮断位置にあり且つ作動コイルによ
って安全弁磁気回路内に生成される弁開口磁場によって作動される可動性磁気コアによっ
て支持される安全シーリング弁を備える安全弁をさらに含み、該安全弁は、前記流動体循
環通路に直列に接続される装置であって、
　前記安全弁磁気回路は、前記安全弁遮断制御弁の前記磁気結合回路を同時に構成するよ
う形成され、
　前記作動コイルは、前記安全遮断制御弁の前記励起コイルの機能を同時に満たすことを
特徴とする、
　装置。
【請求項２】
　前記結合ロッドの前記セグメントの前記結合部分は、それぞれの平板接触表面を有する
ことを特徴とする、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記結合ロッドの前記セグメントの前記結合部分は、それぞれの対応するフルストコニ
カル接触表面を有することを特徴とする、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記線形作動装置は、モーターを含むことを特徴とする、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記励起コイル内を流れる電流に反応し、且つ、互いに対して向かう動作、並びに、互
いに対する前記結合ロッドの前記セグメントの付着による前記磁気結合回路の閉塞の場合
に電気結合信号を生成するセンサーと、
　前記電気結合信号を受信し、前記電気結合信号の受信後に、前記閉塞方向における前記
線形作動装置の活性化を中断するよう構成されるコントロール回路とを含むことを特徴と
する、
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　請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記磁気結合回路及び前記励起コイルは、当該装置の主体部の構成部分であることを特
徴とする、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記励起コイル及びその励起電流は、前記セグメントが近接する位置にあるときに、互
いに対する前記セグメントの付着を維持するのに正に十分であるよう構成されることを特
徴とする、請求項１に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　本発明は、流動体循環通路の流動体流率を調節するための電磁弁に関する。
【０００２】
　このような弁は、特に、ガスバーナーやボイラーへのガス供給を調節するために用いら
れる。
【０００３】
　本分野にて既に公知であるのは、ガス流量を連続的に調節するためのソレノイド弁であ
って、最大開口位置と最小下移行位置との間で調節可能なガス通路部分のガスの通過を決
定するために、軸方向に動き、かつシートと共同したシーリング弁を用いている。一般的
には、ガス流率を連続的に調節可能なソレノイド弁は、調節及び全体の遮断までを行うこ
とはなく、遮断弁は、これらに関連付けられていなければならない。
【０００４】
　複数の弁を並行に結合し、そのそれぞれを最大限のガスが流れる、ガス流率を調節する
ための技術も公知である。この場合、ソレノイド弁のそれぞれは、ここの通路を遮断する
ことができ、弁のすべての閉鎖により完全にガス通路が遮断される。欠点は、ガス流率が
不連続であることであり、各ソレノイド弁は、調節プラトーを画定する。
【０００５】
　すべての場合において、ガス流の制御を統括する影響力に関する現在の標準は、ソレノ
イド弁への電源供給が途絶えた場合において、安全に遮断することを確実にするため、二
つの安全システムを一連で、互いに供する必要がある。
【０００６】
　したがって、並行に結合された複数の弁を用いる技術においては、並行に結合されたソ
レノイド弁のセットに安全ソレノイド弁を加える必要がある。
【０００７】
　ソレノイド弁を用いた連続制御技術であって、連続調節ソレノイド弁が完全遮断ソレノ
イド弁と関連づけられている技術において、電源供給の中断の際、二重の遮断を確実にす
るために、安全ソレノイド弁を加える必要もある。
【０００８】
　上述のシステムでは、明確に、その装置が非常に複雑になり、複数のソレノイド弁及び
これらを制御するための回路を同時に使用する必要がある。
【０００９】
　独国特許発明第1806094B号明細書にて公知の、入／切を制御する二つの安全ソレノイド
弁が知られている。この特許文献において、内部において、駆動電磁コアへ固定された作
動装置ロッドがスライドするチューブ体の端部において、シーリング弁が導入されている
。駆動磁気コアは、駆動電磁コアの軸方向への動作を行う磁場を発生するドライブコイル
によって駆動される。安全装置付第二磁気コアは、非磁気リングにより分割され、第一駆
動磁気コアに相対して、軸的に可動である。安全装置付第二磁気コアは、シーリング弁方
向にスプリングを備え、第二磁気コアの軸方向への動きを生じる磁場を発生する安全装置
付第二コイルにより磁気的に駆動される。シーリング弁は、スプリングにより、弁シート
方向へと駆動される。この種の装置は、シートに面したシーリング弁の位置を連続的に制
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御することはない：弁は入／切を制御し、シーリング弁は、コイルのエネルギー状態によ
って、完全開口及び閉鎖位置のみを担当することが可能である。また、駆動磁気コアは、
シーリング弁に固定されておらず、シーリング弁に固定された、円柱体に組み込まれたロ
ッドによって、シーリング弁へと結合されている。さらに、弁が開口するために必要なの
は、パワフルで大型コイルを必要とする、それぞれに固定するための磁気コアを生じるた
めの強い磁場を発生することである。
（発明の概要）
本発明により解決される問題は、第一に、流動体循環通路において流動体の流率を連続的
に調節することを確実にし、第二に、ソレノイド弁に供給される電源が欠失した場合にお
いて、安全に遮断することを確実にし、かつ、これらを、少数のソレノイド弁及びコント
ロール回路を使って達成することを、同時及びいくつかの時点において行い、装置及びそ
のコストを軽減することである。
【００１０】
　本発明の実施例が解決することを目的とするその他の問題は、モーターを使って、連続
的かつ正確な調節を行うために、ソレノイド弁の調節を制御することであり、一方で、ソ
レノイド弁の遮断位置に、モーターを自動的に復帰させることを確実にし、シールの破損
又はシールの固定により発生する現象を増幅させることなく、かつモーターのすべり又は
中断を起こすことなく、上述の制御を行うことである。
【００１１】
　上述又はその他の目的を達成するために、本発明は、流動体を、流動体循環装置から、
装置の主部分へと流すための制御及び安全装置を供する。該装置は：
流動体通路において、完全開口位置と遮断位置との間を調節可能な流動体通路を同定する
ために、シートと協調した軸配置シーリング弁；及び
完全開口位置と遮断位置との間のシートに面したシーリング弁を連続的かつ軸方向に動作
するための、軸配置接続ロッドにより、シーリング弁に直接的かつ機械的に結合した線形
作動装置であって、これによりシートに面したシーリング弁の位置の連続的な調節を可能
にしており；
本発明によると：
結合ロッドは、共通軸を有するがそれぞれ独立した第一セグメント及び第二セグメントを
有し、第一セグメントは、シール弁に固定されており、第二セグメントは、線形作動装置
により駆動され、これら二つのセグメントは、空気間隙に相対して、相対的に互いに近接
した部分と、相対的に離れた部分との間で互いに相対して、軸方向に可動であることを特
徴とし；
結合ロッドの第一セグメント及び第二セグメントのそれぞれは、少なくともそれぞれ強磁
性体材料結合部分で構成され、二つの接触部分の二つのそれぞれの接触面は互いに面して
おり；
リターンスプリングは、シーリング弁、及び、スプリングで荷重されたシーリング弁が遮
断位置へと至る結合ロッドの第二セグメントから離れた結合ロッドの第一セグメントとを
駆動し；かつ
励起コイルを有した磁気結合回路は、結合ロッドのセグメントの結合部分へと磁気的に接
続され、かつ、結合ロッドのセグメントのうち、二つの結合部分との間を取り巻く選択的
な磁場を発生すべく成形され、この磁場は、リターンスプリングにより惹起された戻り力
に対して互いに結合ロッドのセグメントにおける共通の磁力を生じ、この磁力は、二つの
セグメントが相対的に近接した位置にある場合、リターンスプリングの戻り力よりも大き
い；
ことを特徴としている。
【００１２】
　したがって、励起コイルに供される力は、基本的な動作において、結合ロッドセグメン
トを互いに押し付けシーリング弁の線形作動装置への機械的な接続を確実にし、かつ、励
起コイルへの電源供給を中断することにより、結合ロッドセグメントが、互いに分離させ
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、線形作動装置の状態にかかわらず、リターンスプリングによる遮断位置へと引き戻され
るシーリング弁の非接続を確実にする。
【００１３】
　記述及び請求項において、「線形作動装置」との表現は、シーリング弁を軸方向に連続
的に動作し、かつ、最大開口位置と閉鎖位置との間のいかなる位置においても保持するた
めの部材を意味し、この種の部材は、電源供給が停止した場合の位置に固定的に保持され
ている。この種の線形作動装置の一例は、スクリュージャッキに関連付けられた回転モー
ターである。
【００１４】
　一つの選択枝によると、結合ロッドのセグメントの結合部分は、それぞれ平面接触表面
を有している。
【００１５】
　代替的に、結合ロッドのセグメントの結合部分は、対応するフルストコニカルな接触表
面を有している。
【００１６】
　線形作動装置は、好ましくは、モーター、例えばステッピングモーターを含む。
【００１７】
　装置に関する利点を有する具体例の一つは：
励起コイルに流れ込む電流に反応するセンサーを有し、該センサーは、結合ロッドが互い
に向かって動き、かつ互いに押し付けることにより、磁気結合回路の遮断の際に、電気結
合信号を発生し；かつ
線形作動装置のコントロール回路が、電気結合信号を受け取り、前記の電気結合信号を受
けた閉鎖方向において線形作動装置の通電が阻害されるべく適合されている；
ことを特徴としている。
【００１８】
　このようにして、電源供給が停止する時間における線形作動装置の位置に関係なく、線
形作動装置は、その後、シーリング弁をシートへ過剰にクランプすることなく、完全に定
義された閉鎖位置へと戻る。線形作動装置の閉鎖位置は、正確かつ再現性よく定義される
。これは、シーリング弁のシートへの過剰な圧縮の際に起こる出来事のように、線形作動
装置のモーターを中断するすべてのリスクを回避する。
【００１９】
　磁気結合回路及び励起コイルの最も簡単な第一具体例は、本装置の主体部の部材であり
、この組立体は、電源供給が結合した際、安全遮断制御弁で構成されている。
【００２０】
　この場合、本発明における装置は、安全基準を満たすために、さらに安全シーリング弁
を有する安全弁と関連付けられ、リターンスプリングにより荷重された可動性磁気コアに
より遮断位置へと移動され、かつ安全弁磁気回路及び作動コイルにより発生する磁場によ
り開口する弁によって作動し、安全弁は、流動体循環通路内にて一連に結合され、安全弁
作動コイルは、安全遮断制御弁の励起コイルにより同時に電気的に励起される。
【００２１】
　本発明による装置の第二の実施例はさらに、安全シーリング弁を有する安全弁を有し、
リターンスプリングを有する可動性磁気コアにより、遮断位置へと移動され、安全弁磁気
回路及び作動コイルにより発生する磁場が弁を開口することにより作動し、安全弁は、流
動体循環通路内に、一連に結合され、安全弁磁気回路は、安全遮断制御弁の磁気結合回路
を同時に構成するために成形され、かつ、作動コイルは、安全遮断制御弁の励起コイルに
同時に機能を与えることで特徴付けられる。
（図の簡単な説明）
本発明におけるその他の目的、特徴及び利点は、添付した参照文を与えた、特定の実施例
に関する次なる記述により明らかになるであろう。図は：
図１は、遮断位置を示す、本発明における流動体流率制御及び安全装置の第一の実施例に
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関する線図である；
図２は、制御位置における、図１の装置に関する線図である；
図３は、電源供給が停止した場合における遮断位置にある図１に示した装置の線図である
；
図４は、完全遮断位置を示す本発明における流動体流率制御及び安全装置の第二の実施例
に関する線図である；
図５は、安全ソレノイド弁が開口し、調節ソレノイド弁が閉口した際の図４に示した装置
に関する図である；
図６は、流率制御位置における図４に示した装置に関する線図である；
図７は、電源供給が停止した場合の二重安全遮断位置にある図４に示した装置の線図であ
る。
（好適実施例に関する記載）
図１から３に示した実施例において、流動体流率制御及び安全装置は、第一に、流動体流
率を連続的に調節する機能を供しており、第二に、装置へと供給される電源が停止した際
に自動的に遮断する機能を供している。
【００２２】
　本装置は、入口２及び出口３との間に流動体循環通路を設けた主体部１で構成される。
図１に示した実施例において、流動体通路は、入口２、上流チャンバー４、下流チャンバ
ー５、出口チャンバー６及び最後に出口３へと通じている。
【００２３】
　上流チャンバー４と下流チャンバー５との間には、シーリング弁７があり、軸Ｉ－Ｉに
沿って動き、流動体通路内にて、完全開口位置と遮断位置との間で調節可能な流動体通過
セグメントを決定するために、シート８と協調している。図１は遮断位置を示している。
【００２４】
　シーリング弁７は、結合ロッド９によって、線形作動装置１０へと直接かつ機械的に接
続されている。線形作動装置１０は、完全開口位置及び遮断位置との間を、結合ロッド９
及びシーリング弁９が軸方向に沿って動作するため、かつ極端な位置との間の選ばれた制
御位置にてこれらを保持するために、適合されている。線形作動装置１０は、電気モータ
ー、例えば、コントロール回路１１を介して電源を供給するようなモーターで構成されて
もよい。
【００２５】
　結合ロッド９は、二つの分離したパーツであり、非依存的に、第一共通軸セグメント１
２及び第二共有軸セグメント１３で構成されている。第一セグメント１２は、シーリング
弁７に固定されている。第二セグメント１３は、線形作動装置１０により駆動される。軸
Ｉ－Ｉに沿った主体部１へスライドすることにより、二つのセグメント１２及び１３は、
相対的に互いに近接した位置（図１）と相対的に分離した位置（図３）との間で、互いに
相対して軸方向に動くことができる。
【００２６】
　結合ロッド９の第一セグメント１２は、少なくとも一つの強磁性体材料結合部分１４を
有している。同様に、結合ロッド９の第二セグメント１３は、強磁性体結合部分１５を有
している。二つの結合部分１４及び１５は、互いに面した接触面１６及び１７を有してい
る。
【００２７】
　リターンスプリング１８は、シーリング弁７及び結合ロッド９の第一セグメント１２を
、シート８の方向、つまり、結合ロッド１３の第二セグメントから離れる方向へと、ソレ
ノイド弁が遮断する位置に向かって押し付けている。
【００２８】
　励起コイル２０を有する磁気結合回路１９は、結合ロッド９のセグメント１２及び１３
の結合部分１４及び１５に機械的に結合されている。磁気結合回路１９は、セグメント１
２及び１３の二つの結合部分１４及び１５との間を取り巻く磁場を選択的に発生するため
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に成形されている。図１は、励起コイル２０が、結合ロッド９の強電磁体材料結合部分１
４及び１５の周囲を取り巻く環状コイルであることを示している。Ｃ型の磁気結合回路１
９は、二つの結合部分１４と１５との間の励起コイル２０の外的な磁場線に近接しており
、一方で、磁気結合回路の末端極１９aと近接極１９bとの間の狭空気間隙のみを残し、他
方で、結合ロッド９の各結合部分１４及び１５を残している。図３にてより明快に示して
いるように、相対的に分離した位置にて、結合ロッド９の各結合部分１４及び１５の接触
表面１６と１７との間のインターフェースに第三空気間隙Ｅが存在している。
【００２９】
　励起コイル２０は、入力コンダクター２１を介して電流を供されている。電流が存在す
ると、励起コイル２０は、磁場を生じ、この磁場は、磁気結合回路１９及び結合部分１４
及び１５へと流れ、結合ロッド９のセグメント１２及び１３から、それぞれに向かって、
リターンスプリング１８により惹起される戻り力に対抗して、吸引方向の磁力を生じる。
互いに近接した位置に相対して、結合ロッド９の二つのセグメント１２と１３との間に惹
起される磁力が、リターンスプリング１８の戻り力よりも大きくなるように、励起コイル
２０及び励起電流が選ばれる。
【００３０】
　結果として、励起コイル２０に電気エネルギーを供給することにより、結合ロッド９の
セグメント１２及び１３とを互いに押し付けるよう保持し、流動体の流率を調節するため
に、長軸方向への動作の際、シーリング弁７を線形作動装置へと機械的に永続的に接続す
ることを確実にする。
【００３１】
　明らかなことに、セグメント１２及び１３が、空気間隙Ｅに相対してはなれた位置にあ
る場合は、空気間隙が存在することから、励起コイルによって発生される磁束は低く、セ
グメント１２及び１３に吸引方向の磁力を発生するために、励起コイル２０を通電するに
はリターンスプリング１８により惹起される戻り力よりも大きな力が必要な場合、励起コ
イル２０は、高いパワーを使うために必要となる。したがって、装置の容量は増加し、製
造コストはより大きくなるとともに、コイルの励起に必要なエネルギー消費量も大きくな
る。
【００３２】
　本発明によると、低いパワーのコイルを使用することが望ましく、互いに近接する位置
に存在する場合、セグメント１２及び１３を互いに押し付けておくためにちょうど十分な
力のみを使用し、空気間隙Ｅが存在する場合、セグメント１２及び１３を互いに向かって
動かすための磁力は、不十分となる。電源供給が回復した後、互いに相対して、セグメン
ト１２及び１３が互いに接触する方向へ動かすことが可能な線形作動装置が存在するおか
げで、本装置は、励起コイルの通電により、線形作動装置とシーリング弁との間の連続的
な機械的接続状態へと復帰することが可能となる。
【００３３】
　装置に関する制御をさらに、図１から３の参照文とともに説明する。
【００３４】
　図１において、装置は、永続的遮断位置にある：シーリング弁７は、シート８を圧迫し
ており、上流チャンバー４と下流チャンバー５との間の流動体循環数路を全体的に遮断し
ている。シーリング弁７は、この位置にて、結合ロッド９の第一セグメント１２により保
持されており、結合ロッド９自体は、スプリング１８及び第二セグメント１３により押さ
れており、第二セグメント自体は線形作動装置１０により荷重されている。装置は、励起
コイル２０を通電することなしに、この位置に保持されている。
【００３５】
　図２は、通常の流動体流率制御における本装置を示している：励起コイル２０は、電流
を供給され、結合ロッド９のセグメント１２及び１３を、互いに永続的に押し付け合って
いる。この場合、流動体循環通路の流動体流率を決定する流動体通路部分７１を連続的に
調節するため、線形作動装置１０は、シート８に相対した結合ロッド９及びシーリング弁
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７の長軸方向の軸Ｉ－Ｉに沿って可動である。シーリング弁７は、励起コイル２０が通電
されている限りは、線形作動装置に結合されたままである。
【００３６】
　もし、励起コイル２０への電源供給が中断された場合、装置は、図３に示す状態を保つ
：励起コイル２０からの電源供給が非接続状態であることから、電磁結合回路１９におけ
る磁場は消失し、結果として、結合ロッドのセグメント１２と１３との間の磁力は消失す
る。第二セグメント１３は固定されたままであり、その位置は、線形作動装置１０によっ
て決定され、作動装置１０もまた、電力が存在しないため、固定されている。他方、第一
セグメント１２は、リターンスプリング１８によって、遮断位置へと動かされ、結果とし
て、シーリング７は自動的にシート８を再び圧迫し、全体として、ソレノイド弁が遮断状
態に置かれる。
【００３７】
　図３の位置において、完全な開口位置又は部分的な開口位置にある線形作動装置１０へ
の電源供給が中断されている場合、大型の第三空気間隙Ｅは、二つのセグメント１２及び
１３を分断している。したがって、セグメント１２及び１３は、空気間隙Ｅに相対して、
相対的に分離された位置にある。
【００３８】
　電源供給が回復すると、第三空気間隙Ｅゆえ、励起コイル２０により発生する磁場は、
リターンスプリング１８の戻り力を克服するだけの磁力には不十分であり、セグメント１
２及び１３は互いに動けない状態のままである。線形作動装置１０は、互いに向かい合っ
た方向へと接触表面１６及び１７を動かし、第三間隙Ｅの間隔が十分減少するまで、かつ
セグメント１２及び１３が互いに押し付け合うまで、第一セグメント１２の方向へと第二
セグメント１３を動かすべきである。ソレノイド弁は、その後、流動体流率制御の機能を
回復する。
【００３９】
　図１はまた、電源供給が回復した後、遮断位置へと戻ったとき、線形作動装置１０を自
動的に停止する手段を示している。実際、作動装置が、結合ロッドの第一セグメント１２
から、リターンスプリング１８により遮断位置へと押し付けられている結合ロッド９の第
二セグメントを離した状態で保持した図３に示した安全遮断位置から、電源供給が回復し
た場合、線形作動装置１０を制御する必要がある。というのも、接触表面１６及び１７が
互い向かって、それぞれの間の十分小さな距離を回復した磁場によって動かし、結合ロッ
ド９のセグメント１２及び１３を互いに押し付け合うためである。しかしながら、同時に
、この押し付けが完了した場合直ちに線形作動装置１０の機能を停止しなければならない
。線形作動装置１０が、結合ロッド９及びシーリング弁７をシート８に向かって動作及び
圧縮し続けると、シール７０などのシールが破損してしまうからである。また、上記押し
付けが達成された際、線形作動装置１０が停止しないと、線形作動装置１０は、スリップ
し、その位置情報が欠失してしまい、続くシーリング弁７の開口制御の正確性が損なわれ
てしまう。
【００４０】
　図１に示す実施例は、作動装置への電源供給が中断されており、それとともに、結合ロ
ッド９の二つのセグメント１２及び１３が互いに結合している。
【００４１】
　最後に、励起コイル２０に流れ込む電流に反応するセンサー２２は、励起コイル２０に
電源を供給する入力コンダクター２１に挿入されている；結合ロッド９の二つのセグメン
ト１２及び１３が互いに向かい合う方向に動き、押し付けられることにより、磁気結合回
路１９が閉じた際、センサー２２は、その出力部分２３にて電気結合信号を発生する。セ
ンサー２２の出力部分２３は、コントロール回路１１の入力部分２４に接続されている。
したがって、線形作動装置１０のコントロール回路１１は、電気結合信号を受信し、電気
結合信号を受信した際、シーリング弁７が閉口する方向に動かす線形作動装置１０の電源
供給を停止すべく適合されている。
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【００４２】
　図１から３に示した実施例において、磁気結合回路１９及び励起コイル２０は、装置の
主体部１にフィットする部材であって、この組立体は、電源供給が停止した際、安全に遮
断する機能を有するコントロール弁で構成されている。
【００４３】
　適用可能な安全基準を満たすため、図１から３に示したこの安全遮断コントール弁は、
流動体流路にて一連に結合され、当業者に公知のいかなるタイプの安全弁と関連付けられ
ていてもよい。
【００４４】
　例えば、この安全遮断弁は、シーリング弁を有する安全弁と関連付けられてもよく、リ
ターンスプリングにより荷重された可動式磁気コアにより、遮断位置へと動作し、弁が、
磁気回路及び作動コイルにより発生する磁場により開口することにより作動する。この場
合、安全弁の作動コイルは、同時に、図１から３に示した装置の励起コイルとして電源を
供給されている。
【００４５】
　それにもかかわらず、図４から７に示した実施例は、コントロール弁の安全性を倍化す
るので、より好ましいかもしれない。
【００４６】
　この実施例において、図４の右側半分に示した安全遮断コントロール弁Ａは、図４の左
側半分に示した安全弁Ｂと関連付けられている。
【００４７】
　安全遮断コントロール弁Ａは、図１から３に示した第一実施例と同じ構造を有している
。したがって、同様の部材を含み、同様の参照番号にて同定され、特に：主体部１、入口
２、出口３、上流チャンバー４、下流チャンバー５、出口チャンバー６、シーリング弁７
、シート８、結合ロッド９、線状作動装置１０、結合ロッド９の第一セグメント１２、結
合ロッド９の第二セグメント１３、強磁性体材料結合部分１４及び１５、リターンスプリ
ング１８、及び末端極１９aと近接極１９ｂを有する磁気結合回路１９を含む。
【００４８】
　図４から７に示した実施例において、安全遮断コントロール弁Ａは、後述するが、磁気
結合回路１９及び磁気結合回路１９において磁場を発生する励起コイルの構造において、
異なる。
【００４９】
　安全弁Ｂは、同様の主体部１を設けられており、主要入口２５と安全遮断制御弁Ａの入
口２との間の流動体循環通路が、一連に結合している。図４に示した、流動体通路に対抗
するように安全シート２８を圧迫している遮断位置と、図５及び６に示した、安全シーリ
ング弁２６が、安全シート２８から分離され、安全遮断制御弁Ａの主要入口２５から入口
２へと流動体が流れることを可能にしている開口位置との間で動くために、安全弁Ｂは、
長軸ＩＩ－ＩＩに沿って主体部１内をスライドすることができる可動性磁気コア２７によ
って動作する安全シーリング弁２６を有している。
【００５０】
　可動性磁気コア２７は、リターンスプリング２９により、遮断位置へと荷重されている
。
【００５１】
　可動性磁気コア２７は、軸ＩＩ－ＩＩと共通軸を有すべく配された固定磁気コア３０と
関連付けられており、空気間隙３１により分離されている。電流により電源を供された作
動コイル３２は、磁気コア２７及び３０の周囲に配されている。
【００５２】
　磁気結合回路１９は、可動性磁気コア２７に磁気的に結合するため末端極１９ａから始
まり、末端平板１１９ａ、可動性磁気コア２７の周辺に存在する部分で構成されている。
同様に、磁気結合回路１９は、磁気結合を固定するため近接極１９ｂから始まり、近接平
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板１１９ｂ、固定磁気コア３０の周辺に存在する部分で構成される。したがって、作動コ
イル３２により発生する磁場は、固定磁気コア３０及び可動性磁気コア２７との吸引磁力
を発生し、この吸引磁力は、空気間隙３１を減少する傾向にあり、かつ、安全弁Ｂを開口
するために、二つのコア２７及び３０を互いに押し付けさせる。同時に、作動コイル３２
により発生した磁場は、磁気結合回路１９と、二つの極１９ａ及び１９ｂに伝播し、その
後、結合ロッド９の結合部分１４及び１５にまで伝播し、結合ロッド９のセグメント１２
及び１３を互いに押し付け合い、線形作動装置１０が、安全遮断制御弁Ａの制御を可能と
している。
【００５３】
　結果として、安全弁Ｂの磁気回路は、安全遮断制御弁Ａの磁気結合回路１９を同時に構
成すべく成形され、作動コイル３２は、同時に、安全遮断制御弁Ａの励起コイルに機能を
付与する。
【００５４】
　本装置における制御をさらに、図４から７の参照文を以て説明する。
【００５５】
　図４において、本装置は、安全閉口状態にある：安全遮断制御弁Ａは、シーリング弁が
シート８に押し付けられており、完全遮断位置にある。同様に、安全弁Ｂは、遮断位置に
あり、作動装置は、通電されていないので安全シーリング弁２６及び可動性磁気コア２７
は、安全シーリング弁２６が安全シート２８に対して圧縮しているリターンスプリング２
９によって押さえつけられている。
【００５６】
　図５において、作動コイル３２は通電されており、作動コイル３２は、固定磁気コア３
０により可動性磁気コア２７に吸引磁力をもたらし、流動体通路を開口すべく、安全シー
ト２８から安全シーリング弁２６をひきつけている。しかしながら、この流動体通路は、
安全遮断制御弁Ａにより遮断状態にあり、線形作動装置１０は、開口されていない。
【００５７】
　図６において、本装置は制御状態にある：作動コイル３２は、電流を供されており、作
動コイル３２は、安全弁Ｂを同時に開口し、結合ロッド９のセグメント１２及び１３を互
いに押し付け合う磁場を発生しており、線形作動装置１０は、流動体通路セクション７１
を調節するため、効果的にシート８に相対してシーリング弁７を動かしている。
【００５８】
　図６に示す制御位置から始まって、作動コイル３２への電源供給が中断された場合、本
装置は、図７に示した安全閉口状態に置かれる：磁気結合回路１９内の磁場が消失した場
合、可動性磁気コア２７及び安全シーリング弁２６は、リターンスプリング２９により、
閉口状態へと押され、第一安全閉口を供する；同時に、磁気結合回路１９内の磁場が消失
すると、結合ロッド９の第一セグメント１２は、第二セグメント１３から分離し、結果と
して、結合ロッド９の第一セグメント１２とシーリング弁７は、リターンスプリング１８
により、シート８に対して遮断位置へと押し戻され、自動的に第二安全閉口を供する。
【００５９】
　作動コイル３２の電源供給が回復すると、安全弁Ｂは開口するが、安全遮断制御弁Ａは
開口するが、安全遮断制御弁Ａは、オペレーター又は適当なプログラムが、線形作動装置
１０にて、結合ロッド９のセグメント１２及び１３が互いに向かって動き出し、二つのセ
グメントが互いに押し付けあう方向に制御を行われる閉じたままであり、その後、安全遮
断制御弁Ａは開口する方向へと動く。
【００６０】
　明確なのは、この第二実施例は、二重の安全遮断制御弁を供するために特に経済的であ
る。
【００６１】
　図４から７に示すように、可動性磁気コア２７と固定磁気コア３０との間の空気間隙３
１は、フルストコニカルな形状を有している。この形状は、長い作動時間の間、可動性磁
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気コア２７の吸引磁力を容易にしている。他方、図３にてより良好に示されたように、二
つのセグメント１２と１３との間の吸引磁力は、原則的に、長時間の制御の間、供される
必要はないので、結合ロッド９のセグメント１２と１３との間の第三空気間隙Ｅは、二つ
の平板接触表面１６及び１７によって制限されている。それにもかかわらず、代替的に、
空気間隙３１と同様の方法にて、それぞれ対応するフルストコニカルな接触表面１６及び
１７を設けてもよい。
【００６２】
　本発明は、明示的な実施例に限定されるものではなく、請求項の狙いの範囲内にて、変
法及び一般則をも含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】遮断位置を示す、本発明における流動体流率制御及び安全装置の第一の実施例に
関する線図である。
【図２】制御位置における、図１の装置に関する線図である。
【図３】電源供給が停止した場合における遮断位置にある図１に示した装置の線図である
。
【図４】完全遮断位置を示す本発明における流動体流率制御及び安全装置の第二の実施例
に関する線図である。
【図５】安全ソレノイド弁が開口し、調節ソレノイド弁が閉口した際の図４に示した装置
に関する図である。
【図６】流率制御位置における図４に示した装置に関する線図である。
【図７】電源供給が停止した場合の二重の安全遮断位置にある図４に示した装置の線図で
ある。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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