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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユニバーサル制御弁システムであって、
　流路を通じて流動的に接続される流入口および流出口を有する弁箱と、
　前記弁箱内に画定されたケージ取付スペースと、
　前記弁箱に取り付けられており、前記ケージ取付スペースを閉鎖するボンネットと、を
備え、
　ここで、前記ケージ取付スペースが、第１の形状の弁ケージおよび第２の形状の弁ケー
ジを含む異なる形状の弁ケージを収容可能な大きさに形成されており、前記第１の形状の
弁ケージが、第１の弁体を収容可能な大きさに形成されており、前記第２の形状の弁ケー
ジが、第２の弁体を収容可能な大きさに形成されており、前記弁体各々が、閉位置と開位
置との間を移動できるようにしてなり、
　前記第１の弁体が前記閉位置に存在する場合に、前記流路を閉鎖するように前記第１の
弁体に係合する大きさに形成されたねじ込み弁座であって、ねじ込み部および外側シール
面を含むねじ込み弁座と、
　前記第２の弁体が前記閉位置に存在する場合に、前記流路を閉鎖するように前記第２の
弁体に係合する大きさに形成された固定弁座であって、取付フランジおよび外側シール面
を含む固定弁座と、
　前記弁箱内に画定され、かつ、前記流路に配置されており、前記ねじ込み弁座または前
記固定弁座のうちの選択された１つを収容可能な大きさに形成された弁座取付位置であっ
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て、
　　第１の環状肩部、
　　前記第１の肩部に対して放射状にオフセットする環状突起、および
　　ねじ込み部を含み、
　　前記ねじ込み弁座が前記弁座取付位置に配置された場合に、シールを形成するように
、前記弁座取付位置の前記ねじ込み部が、前記ねじ込み弁座の前記外側シール面と共に作
用する前記環状突起と共に、前記ねじ込み弁座の前記ねじ込み部を収容可能に適応するよ
うにしてなる弁座取付位置と、をさらに備えており、
　前記固定弁座が前記弁座取付位置に配置された場合に、シールを形成するように、前記
弁座取付位置の前記第１の環状肩部が、前記第１の環状肩部および前記固定弁座の前記外
側シール面と共に作用する前記取付フランジと共に、前記固定弁座の前記取付フランジを
支持するように適応する、ユニバーサル制御弁システム。
【請求項２】
　前記突起が放射状であり、前記ねじ込み弁座の前記外側シール面が傾斜面を備えている
、請求項１に記載のユニバーサル制御弁システム。
【請求項３】
　前記固定弁座の前記取付フランジおよび前記第１の環状肩部が平面である、請求項２に
記載のユニバーサル制御弁システム。
【請求項４】
　前記固定弁座の前記外側シール面が、前記取付フランジの下部によって画定される、請
求項３に記載のユニバーサル制御弁システム。
【請求項５】
　前記第１の環状肩部と前記取付フランジとの間にガスケットが配置される、請求項４に
記載のユニバーサル制御弁システム。
【請求項６】
　前記第１の環状肩部が、前記突起に対して外側に放射状に配置される、請求項５に記載
のユニバーサル制御弁システム。
【請求項７】
　前記第１の形状の弁ケージが、一体型のハングケージであり、前記第２の形状の弁ケー
ジが、２つの部分から成る固定ケージである、請求項６に記載のユニバーサル制御弁シス
テム。
【請求項８】
　前記２つの部分から成る固定ケージが、前記ケージ取付スペースに配置され、かつ、前
記固定弁座が、前記弁座取付位置に配置された場合に、前記第１の肩部と前記２つの部分
から成る固定ケージとの間に前記固定弁座の前記取付フランジが延伸する、請求項７に記
載のユニバーサル制御弁システム。
【請求項９】
　前記固定弁座が、前記弁座取付位置に固定された場合に、前記固定弁座が、前記弁座取
付位置の前記ねじ込み部の少なくとも一部を覆う突出部を含む、請求項８に記載のユニバ
ーサル制御弁システム。
【請求項１０】
　前記固定弁座が、環状チャネル、および前記チャネルに配置されたＯリングを含む、請
求項９に記載のユニバーサル制御弁システム。
【請求項１１】
　前記第２の形状の弁ケージが、内部チャネル、および前記内部チャネルに配置されたオ
ムニシールを含む、請求項１０に記載のユニバーサル制御弁システム。
【請求項１２】
　前記第１の弁体が、環状チャネル、および前記環状チャネルに配置されたオムニシール
を含む、請求項１１に記載のユニバーサル制御弁システム。
【請求項１３】
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　２つの非類似形状の弁の弁座と共に用いるための制御弁を構成する方法であって、
　流路を通じて流動的に接続される流入口および流出口を有する弁箱を提供し、
　前記弁箱内にケージ取付スペースを形成し、
　前記弁箱に取付可能であり、前記ケージ取付スペースを閉鎖するボンネットを提供し、
　第１の形状の弁ケージおよび第２の形状の弁ケージを含む２つの非類似形状の弁ケージ
を収容するためのケージ取付スペースを適した大きさに形成し、
　ねじ込み弁座または固定弁座のうちの選択された１つを収容可能な弁座取付位置であっ
て、第１の環状肩部、環状突起、およびねじ込み部を含む弁座取付位置を前記流路内に形
成し、
　前記第１の弁体が閉位置に存在する場合に、前記流路を閉鎖するように前記１つの弁体
に係合する大きさに形成された前記ねじ込み弁座であって、ねじ込み部、外側シール面、
および内側シール面を含む前記ねじ込み弁座を形成し、
　前記弁体が閉位置に存在する場合に、前記流路を閉鎖するように前記弁体に係合する大
きさに形成された固定弁座であって、取付フランジ、外側シール面、および内側シール面
を含む大きさに固定弁座を形成し、
　前記ねじ込み弁座が前記弁座取付位置に配置された場合に、シールを形成するように、
前記ねじ込み弁座の前記シール面と共に作用する前記突起と共に、前記ねじ込み弁座の前
記ねじ込み部を収容可能なように前記弁座取付位置の前記ねじ込み部を適した大きさに形
成し、
　前記固定弁座が前記弁座取付位置に配置された場合に、シールを形成するように、前記
第１の肩部および前記固定弁座の前記シール面と共に作用する前記取付フランジと共に、
前記固定弁座の前記取付フランジを支持するように前記弁座取付位置の前記第１の肩部を
適した大きさに形成すること、を含む制御弁を構成する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、玉形弁等のプロセス制御弁、より具体的には、同一の玉形弁または玉形弁の
弁箱が、ねじ込み弁座または固定弁座のいずれかを収容可能なユニバーサルトリム弁に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　製造業者は、通常、ねじ込み弁座または固定弁座となり得る特定の形状の弁座を収容す
る従来型の玉形制御弁を設計し、組み立てる。弁を通って流れる流体を制御する弁体とい
った、弁を制御する構成部材と共に作用するこれらの弁座は、通常、弁箱内に形成された
円筒空洞内に挿入される。弁座は、通常、弁箱の他の部分から分離し、交換可能である。
【０００３】
　各形状の弁座は、それぞれ一定の利点および不都合を有する傾向がある。例えば、固定
弁座は、流体の漏出を防止または最小にするために、通常、弁座の下方において分離する
ガスケットを必要とする。他方で、ねじ込み弁座は、特定の配置およびシールの問題を生
じ得て、弁箱内および弁座それ自体上におけるねじ山を機械加工する場合に、厳密な公差
を維持することが重視される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ねじ込み弁座と固定弁座との取り付けにおける構成および方法が互いに顕著に異なるた
め、製造業者は、選択した形状の弁座のみに対応する弁箱を設計および構成する。弁箱の
２つの形状間の相違は、一方の形状の弁箱が他方の形状の弁座を収容することを必然的に
妨げる。弁箱の構成におけるこれらの根本的な相違は、製造業者が余分な生産ラインを維
持する必要があり、かつ、ねじ込み弁座用の弁箱の在庫と固定弁座用の弁箱の在庫とを維
持する卸業者を必要とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００５】
　玉形弁アセンブリは、流体入口、流体出口、および流体入口と流体出口とを接続する流
路を有する弁箱を含む。可動弁体は、流路に配置される。弁トリムと連動する可動弁体、
および流路に配置された弁座は、弁アセンブリを通って流れる流体を制御および特徴づけ
る。弁座は、弁座取付位置において弁箱に取り付けられる。弁座取付位置は、第１の肩部
、第２の肩部、およびねじ込み部を含む。第１の肩部および第２の肩部は、ねじ込み部と
弁トリムとの間に配置される。取付位置は、ねじ込み弁座または固定弁座のいずれかを収
容可能に適応する。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本開示の教示に従って構成された玉形弁を示す断面図である。図１の左側にねじ
込み弁座、および図１の右側に固定弁座を示す。
【図２】拡大された断片的な弁座取付位置を示す断面図である。図の左側に弁座取付位置
に配置されたねじ込み弁座、および図の右側に弁座取付位置に配置された固定弁座を示す
。
【図３】図１の左側に示した玉形弁のねじ込み弁座を詳細に示す断面図である。
【図４】図１の右側に示した玉形弁の固定弁座を詳細に示す断面図である。
【図５】接合シールを含む代替的なハングケージを詳細に示す断面図である。
【図６】図６の左側のねじ込み弁座における代替的な実施形態、および図６の右側の固定
弁座における代替的な実施形態を詳細に示す断面図である。
【図７】図７の左側のねじ込み弁座における別の代替的な実施形態、および図７の右側の
固定弁座における別の代替的な実施形態を詳細に示す断面図である。
【０００７】
　本開示が、種々の変形例および代替的な構成を受け入れる一方で、ユニバーサルトリム
における特定の例示的な実施形態が図に示され、下記に詳細に記述される。しかしながら
、本開示が、開示された特定の形態に制限されずに、むしろ、添付の請求項によって定義
されるような、本開示の精神および範囲内に含まれる全ての変形例、代替的な構成、およ
び均等物を含むことを意図することが理解される。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　下記の説明を目的とした、「内側に」、「外側に」、「内側に放射状に」、または「外
側に放射状に」等のタームは、弁棒の中心軸Ａに対する相対位置を指すように用いられる
。同様に、「上部の」、「下部の」、「上方に」、または「下方に」等のタームは、制御
弁が図に示された位置に存在する場合における相対方向を指すように用いられる。
【０００９】
　次に、本発明の開示された実施例の教示に従って組み立てられたユニバーサル制御弁１
０を図１に示す。ユニバーサル制御弁１０は、弁箱１２、流体入口１４、流体出口１６、
および流体入口１４と流体出口１６とを接続する流路１８を有する。示す例では、ユニバ
ーサル制御弁１０は玉形弁である。しかしながら、本開示の教示は、他の形状の制御弁に
も適用できる。第１の形状の弁体２０ａまたは第２の形状の弁体２０ｂのいずれかとなり
得る弁体２０は、弁箱１２内に可動に取り付けられ、そして、閉位置（図１に示す）、ま
たは開位置（不図示）間を移動可能である。図１の左側に、非平衡状態の弁体として第１
の形状の弁体２０ａを示し、一方、図１の右側に、平衡状態の弁体として第２の形状の弁
体２０ｂを示す。弁１０は、ねじ込み弁座２２ａ（図１の左側に示す）、または固定弁座
２２ｂ（図１の右側に示す）のいずれかとなり得る弁座２２を含む。第１の形状の弁体と
第２の形状の弁体とは交換可能である。例えば、非平衡状態の弁体２０ａ（左側）は、固
定弁座２２ｂ（右側）と共に用いられ得、逆もまた可能である。図１に示すように、弁箱
１２は、弁座取付位置２４において、ねじ込み弁座２２ａまたは固定弁座２２ｂのいずれ
かを収容できる。弁は、弁体２０に連結されており、ボンネット２８を貫いて延伸する弁
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棒２６をさらに含む。弁棒２６は、軸Ａに沿って延伸し、弁アクチュエータ（不図示）に
接続される。そして、弁棒２６は、弁体２０が弁座２２に接触するように示した閉位置と
開位置との間において弁体２０を移動させる。閉位置では、流体が流路１８を通って流れ
ることが遮断されると共に、弁体２０が弁座２２から間隔を開けて離れた開位置において
は、流体が流路１８を通って流れることが可能とされる。
【００１０】
　弁箱１２の内部に、弁ケージ３０を収容可能な大きさである弁ケージ取付スペース２９
が形成される。弁ケージ３０は、第１の形状の弁ケージ３０ａ（図１の左側に示す）また
は第２の形状の弁ケージ３０ｂ（図１の右側に示す）を含む、少なくとも２つの使用可能
な形状の弁ケージのいずれかとなり得る。示す例では、第１の形状の弁ケージ３０ａは、
一体型のハングケージ形状であり、一方、第２の形状の弁ケージ３０ｂは、２つの部分か
ら成る固定ケージ形状である。図１の左側に示すように、弁体２０ａの外側部１９は、オ
ムニシール等のシール３９を収容可能な大きさであるチャネル２１を含み得る。
【００１１】
　図１の右側を参照すると、固定ケージ形状３０ｂは、通常、上部３１ａおよび下部３１
ｂを含む。ケージ３０ｂは、内壁３７に形成されており、この場合もオムニシールとなり
得るシール３９を収容可能な大きさであるチャネル３５を含む。
【００１２】
　ケージ取付スペース２９は、ボンネット２８と弁箱１２との間に固定されたケージ形状
３０ａの上部において、図１の左側に示す一体型のケージ形状３０ａを収容可能な大きさ
に形成される。同様に、さらにケージ取付スペース２９は、ボンネット２８と弁箱１２と
の間に固定されたケージ形状３０ｂの上部において、図１の右側に示すケージ形状３０ｂ
を収容可能な大きさに形成される。ケージテープ３０ｂの下部は、固定弁座２２ｂを押圧
する。ケージ形状３０ｂが２つの部分から成るケージである場合には、ケージ部品３１ａ
とケージ部品３１ｂとは、異なる熱膨張率を有する材質により形成されてもよい。これに
より、制御弁１０を通って流れる流体の温度に関係なく、一定または比較的一定の圧力が
、弁内のガスケットおよび／またはシールに維持され得る。
【００１３】
　ここで図２を参照し、弁座取付位置２４を顕著に詳細に示す。弁座取付位置２４は、流
路１８に沿って弁箱１２に形成された、通常、円形のオリフィスまたは孔の周囲に形成さ
れる。弁座取付位置２４は、内側部３４および外側部３６を含み、そして、通常平坦な上
部接面３８を有する第１の環状肩部３２を含む。第１の肩部３２の外側部３６は、弁箱１
２の包囲内壁４０にまで至る。第１の肩部３２の内側部３４は、環状突起４２にまで至る
か、またはその内部にまで移動する。示す例では、突起４２は放射状である。
【００１４】
　示す例では、突起４２は、第１の肩部３２に対して内側に放射状に配置される。環状壁
４４は、突起４２の下方に形成され、突起４２内に移動する上部４６、および第２の環状
肩部５０内に移動する下部４８を含む。第２の肩部５０は、略平坦な上部接面５２、およ
びねじ込み部５６内に移動する内側端部５４を含む。示す例では、第１の肩部３２は、第
２の肩部５０の上方に配置され、突起４２は、第１の肩部３２に対して内側に放射状に、
かつ、第２の肩部５０に対して外側に放射状に配置される。開示する例では、第１の肩部
３２は、第２の肩部５０よりも幅が広く、そして、肩部３２および肩部５０の両方は、略
平坦または平面である。下記に顕著に詳細に説明するように、弁座２２ａが弁座取付位置
２４に取り付けられると、突起４２は、弁座２２ａと共に環状シール面４３を形成する。
同様に、弁座２２ｂが弁座取付位置２４に取り付けられると、第１の肩部３２は、弁座２
２ｂと共に環状台座面３３を形成する。
【００１５】
　次に、図２の左側および図３を参照すると、弁座２２ａの下部５８は、弁座取付位置２
４のねじ込み部５６に係合する大きさに形成される環状ねじ込み部６０を含む。これによ
り、弁座２２ａが、弁座取付位置２４において弁箱１２に取り付けられることが可能にな
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る。弁座２２ａの内側部６２は、弁体２０ａが閉位置に存在する場合にシールを形成する
ように、弁体２０ａ（図２の左側に一部が示される）に係合する大きさに形成された環状
弁座６４を画定する環状スラスト軸受リムを形成する。弁座２２ａの外側部６６は、環状
シール面４３を形成するように、突起４２に隣接する下部接面６８を含む。開示する例に
従って、表面６８は、角度を付けられるか、傾斜する。図２の例では、環状壁４４と弁座
２２ａの第１の外壁７２との間にギャップ７０が形成され、包囲壁４０と弁座２２ａの第
２の外壁７６との間にギャップ７４が形成される。
【００１６】
　弁座２２ａは、弁座２２ａの挿入および除去中に、所定の位置内に弁座２２ａを回転さ
せるために用いられる作用点を提供可能な取っ手２３を含み得る。代替的に、弁座２２ａ
の挿入および除去中に、追加的な作用を提供するために、ツールが取っ手２３と相互に面
し得る。開示する例では、角度を付けられたまたは傾斜した表面６８と突起４２とは、弁
座２２ａと弁箱１２との間のシールを形成するために共に作用する。さらに、開示する例
では、表面６８は、弁座取付位置２４内への弁座２２ａの挿入中に、弁座２２ａを所定の
位置に導く。
【００１７】
　次に図２の右側を参照すると、弁座２２ｂは、開示する例では、外側方向に放射状に延
伸する取付フランジ７８を含む。弁座２２ｂの上部８０には、弁体２０ｂが閉位置に存在
する場合に、流体が流れることを防止するために、弁体２０ｂに係合する大きさに形成さ
れた環状弁座８２が形成される。開示する例に従えば、上部８０は傾斜する。取付フラン
ジ７８は、第１の肩部３２全体を含んで延伸する大きさに形成された下部接面８４を含む
。これにより、開示する例では、第１の肩部３２が取付フランジ７８を支持し、そしてそ
れ故、弁座２２ｂを支持する。開示する例に従って、表面８４が略平坦または平面である
ように、取付フランジ７８は、軸Ａに対して垂直に延伸する。弁座２２ｂの上部８６は、
第２の弁ケージ２２ｂに隣接する。開示する例では、弁座２２ｂは、第２の肩部５０に接
触または支持し得るまたはし得ない下方依存部８８を含む。シールまたはガスケット９０
は、弁箱１２と弁座２２ｂとの間にシールを提供するために、取付フランジ７８と第１の
肩部３２との間のギャップ９２に収容可能な大きさに形成される。
【００１８】
　次に、図４を参照し、参照番号１２２ｂにより固定弁座の別の実施形態を示す。弁座１
２２ｂは、上述した弁座２２ｂと実質的に同類となり得るが、弁座１２２ｂは、弁箱１２
に隣接したねじ込み部５６と分離されるか、さもなければ間隙を介した突出部１５２を含
む。結果的に、突出部１５２は、弁箱１２のねじ込み部５６の少なくとも一部の上に重な
り、開示する例に従えば、突出部１５２は、弁１０を通って流れる流体を原因とする衝突
摩耗から、ねじ込み部５６の少なくとも一部を保護および防御する。その結果、固定弁座
１２２ｂを必要に応じて除去した場合、ねじ込み部５６は、実質的に変化せずに良好な状
態を維持し、ねじ込み弁座２２ａを収容可能である。他の全ての点において、弁座１２２
ｂは、図２に関連して上述した弁座２２ｂと実質的に同類となり得る。
【００１９】
　次に、図５を参照し、参照数字２２２ｂによりハングケージの別の実施形態を示す。示
す実施形態では、弁座２２２ｂの外壁２２５は、チャネル２２７、およびチャネル２２７
内に適合するシール２２９を含む。シール２２９は、環状壁４４に隣接し、環状壁４４と
弁座２２２ｂとの間にシールを形成する。他の全ての点において、固定弁座２２２ｂは、
先に開示した実施形態に関連して上述した固定弁座と同一または類似したものとなり得る
。第１の肩部３２と第２の肩部５０との相対寸法は、選択された弁座の関連する面と一致
するように、さもなければ特定の形状の弁座を収容可能に、必要に応じて調節され得るこ
とが理解される。
【００２０】
　次に、図６を参照し、参照番号１２４により弁座取付位置に関する別の実施形態を概略
的に示す。示された実施形態では、弁座取付位置１２４は、第２の肩部５０を実質的に除
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去するように、上述した弁座取付位置と比較してわずかに変形される。結果的に、弁座取
付位置１２４は、肩部１３２、突起１４２、および傾斜面１４４を含む。この場合も、突
起１４２は放射状となり得る。傾斜面１４４は、ねじ込み部１５６内に移動する。
【００２１】
　図６の左側に示すように、ねじ込み弁座３２２ａは、ねじ込み部１５６に係合する大き
さに形成されたねじ込み部１６０を含む。弁座３２２ａは、傾斜面１４４に係合する隅部
または突起１６２を含み、シールを形成する。他の全ての点において、弁座３２２ａは、
上述した１つ以上のねじ込み弁座と同類となり得る。
【００２２】
　次に、図６の右側を参照し、下面１８４を有する外側取付フランジ１７８を含む固定弁
座３２２ｂを示す。取付フランジ１７８は、取付フランジ１７８と肩部１３２との間にお
けるガスケットまたはシールの配置を可能にする大きさにその構成部材が形成されること
が好ましいが、肩部１３２に支持され得る大きさに形成される。他の全ての点において、
弁座３２２ｂは、上述した１つ以上の固定弁座と同類となり得る。
【００２３】
　次に、図７を参照し、ねじ込み弁座４２２ａにおける別の実施形態を図の左側に示し、
一方、固定弁座４２２ｂにおける別の実施形態を図の右側に示す。この場合も、第１の肩
部２３２と第２の肩部２５０との相対寸法は、選択された弁座の関連する面と一致するよ
うに、さもなければ選択された特定の形状の弁座を収容可能に、必要に応じて調節され得
ることが理解される。示した実施形態では、第１の肩部２３２が第２の肩部２５０よりも
幅が狭く、これにより、上述した実施形態と比較して、突起２４２がさらに外側に放射状
に配置される。弁座４２２ａは、突起２４２に隣接して配置される傾斜面２６８を含み、
シールを形成する。図の右側に示すように、弁座４２２ｂの取付フランジ２７８は、第２
の肩部２５０上に配置される。この場合では、第２の肩部２５０は、取付フランジ２７８
を支持し、第１の肩部２３２に対して内側に放射状に配置される。この場合も、ガスケッ
トまたはシールが備えられ得て、弁座だけでなく肩部における相対寸法が、必須の表面と
一致するように必要に応じて調節され得ることが当業者に理解される。
【００２４】
　１つ以上の開示する例に従って、同一の弁箱１２を用いた、少なくとも２つの異なる弁
トリムの１つをユーザが選択可能なユニバーサル制御弁システムが提供される。上記に開
示した１つ以上の例の教示に従った弁箱１２を構成することによって、ユーザは、上述し
たねじ込み弁座の任意の１つおよび補足的な形状の弁ケージと連動する弁体２０ａ、また
は上述した固定弁座の任意の１つおよび補足的な形状の弁ケージと連動する弁体２０ｂを
用いた弁１０を組み立て得る。さらに、ユーザは、ある形状の弁トリムを用いた弁１０を
組み立て、後に、他の形状の弁トリム用に、弁を分解してから組み立て直すことができる
。ユーザは、弁１０を組み立てる際に、どの弁トリムを所望するかを単に決定し、次に、
適切な弁座における適切な形状の弁ケージ、適切な弁体を選択する。
【００２５】
　上述した詳細な記述は、理解を明白にするためのみに提供され、このことから、当業者
に明白となる変形例等において不必要な限定がされないことが理解される。
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