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(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
環境水とダイバーとの接触を遮断するためにダイバーの皮膚表面を水密的に覆う水密性潜
水服と、ダイバーが水中において身につけて独立して移動でき、ダイバーに対し閉鎖呼吸
回路内での呼吸を許容する自給式潜水器を用い、前記潜水服又は潜水器の少なくともいず
れか一方若しくはそれらの連続部分に、環境水への排気を行なう排気弁を設け、該排気弁
は、環境水への排気を通気性はあるが通水性のないスパンボンド不織布を通して行う構造
としたことを特徴とする汚染水域用潜水具。
【請求項２】
前記排気弁は、排気口内に挿入保持された厚手のスパンボンド不織布と、排気口の内周螺
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子部に排気口の外部から螺回操作自在として螺挿され、該螺回操作により多孔板面によっ
てスパンボンド不織布を圧縮自在とした開圧調整ネジ具とを有していることを特徴とする
請求項１に記載の汚染水域用潜水具。
【請求項３】
前記呼吸回路内には、不測の事態により呼吸回路内に浸入した環境水を遮断するように、
スパンボンド不織布が設けられていることを特徴とする請求項１又は２に記載の汚染水域
用潜水具。
【請求項４】
前記呼吸回路内には炭酸ガス吸収装置が設けられ、該炭酸ガス吸収装置は、炭酸ガス吸収
剤が付着され、円筒形に成形されたスパンボンド不織布をフィルターとして用い、その外
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周側から呼気側ガスが導入され、内周側から吸気側にガスが移動する構成になることを特
徴とする請求項１、２又は３に記載の汚染水域用潜水具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、汚染水域で安全に潜水作業を行うための汚染水域用潜水具に関する。
【０００２】
【従来の技術】
図１は、従来の汚染水域用潜水具の使用状態の全体を示す図である。
これまでに知られている汚染水域用潜水具としては、図１に示すように水中で作業するダ
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イバーへの呼吸ガスが、水上に設置したガスカードル９やあるいはコンプレッサーから供
給される他給気式のものしか存在しない。
【０００３】
ガスカードル９に貯蔵されている高圧ガスは、給気コントロールパネル１で調圧され、ア
ンビリカル３の給気ホース４を介してダイバーに供給される。
ここで、アンビリカル３とは、給気ホース４、排気ホース５、通信ケーブル６及び深度計
ホース７をひとまとめにしたものである。また、ガスカードル９とは、ダイバーの呼吸ガ
スを高圧状態で貯蔵しておく高圧容器の集合体である。参照符号２は排気コントロールパ
ネルである。
【０００４】
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このような汚染水域用潜水具では、装備が大がかりになり、価格も高価で、運用要員も多
数を必要とするので運用コストもかかるという欠点がある。更に、他給気式潜水具では、
ダイバーが水面からのアンビリカル３と接続されているため、水中での機動性に制限があ
る。
【０００５】
このため、他給気式汚染水域用潜水具を運用する場合は、費用がかさむと共に、ダイバー
の水中での行動範囲が制限されることとなる。
【０００６】
また、水中での急激な環境圧の変化に伴う容積の膨張収縮という気体の性質のため、潜水
具には必ず排気弁が取り付けられているが、従来の排気弁では、気相と液相の接触面とな
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る弁からの環境水の潜水具内への漏水を完全に遮断することが不可能である。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、汚染水域用潜水具を自給気式にすることによって運用コストを低減する
と共に水中での機動性を提供することと、潜水具の気相と液相の接触面となる部分におい
て気相側への環境水の移動を遮断することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
前述した目的を達成するための手段を、実施の態様を示す図２乃至５を参照して説明する
。
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すなわち、本発明に係る汚染水域用潜水具では、環境水とダイバーとの接触を遮断するた
めにダイバーの皮膚表面を水密的に覆う水密性潜水服１２と、ダイバーが水中において身
につけて独立して移動でき、ダイバーに対し閉鎖呼吸回路内での呼吸を許容する自給式潜
水器１５を用い、前記潜水服１２又は潜水器１５の少なくともいずれか一方、若しくはフ
ードや面マスクなどそれらの空間的に連続する連続部分に、環境水への排気を行なう排気
弁１４、１７を設け、該排気弁１４、１７は、環境水への排気を通気性はあるが通水性の
ないスパンボンド不織布１８を通して行う構造としたことを特徴としている。
【０００９】
このような構造により、ダイバーは、上記アンビリカル３に拘束されることなく、汚染水
域内を容易に移動して所定の作業を安全に行なうことができる。水圧の変化に伴い、排気
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弁１４、１７から排気されるが、この排気はスパンボンド不織布１８を通して行なわれる
ことから、環境水が潜水具内に浸入することはない。
【００１０】
前記排気弁１４、１７は、図４に示すように、排気口を形成する排気筒２２内に挿入保持
された厚手のスパンボンド不織布１８と、排気筒２２の内周ネジ部２２ａに排気筒２２の
外部から螺回操作自在として螺挿され、該螺回操作により多孔板面（穴あき押さえ板２０
）によってスパンボンド不織布１８を圧縮自在とした開弁圧調整ネジ具１９とを有してい
る。開弁圧調整ネジ具１９は、筒形を有し、その外周に上記排気筒２２の内周ネジ部２２
ａに螺合する外周ネジ部を有し、底面に穴あき押さえ板２０が設けられている。穴あき押
さえ板２０は、板に孔が明けられた構成、或いは網板の構成とすることができる。
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【００１１】
このような排気弁の構成により、ダイバーは、開弁圧調整ネジ具１９を螺回操作すること
により、スパンボンド不織布１８を圧縮して開弁圧を高め、排気量を少なくし、又は、遮
断するようにして、排気量を確実に調整させることができる。この螺回調整時、排気口は
常にスパンボンド不織布１８を通して排気されるものであるから、環境水が潜水具内に浸
入することはない。
【００１２】
また、前記呼吸回路内には、不測の事態により呼吸回路内に浸入した環境水を遮断するよ
うに、スパンボンド不織布が設けられている。このスパンボンド不織布は、呼吸回路内に
設けられる炭酸ガス吸収フィルター２４の素材として用いると共に、呼吸回路の吸気側に
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適宜挿入して用いることが望ましい。
【００１３】
すなわち、図５に示すように、呼吸回路内に設けた炭酸ガス吸収装置２３として、炭酸ガ
ス吸収剤が付着され、円筒形に成形されたスパンボンド不織布をフィルター２４として用
い、その外周側から呼気側ガスを導入し、円筒の内周側から吸気側にガスを移動させる構
造とする。
【００１４】
このような構造とすることにより、不測の事態により呼吸回路内に浸入した環境水をスパ
ンボンド不織布により確実に遮断でき、かつ、装置を大きくさせることなくスパンボンド
不織布を介設させることができる。
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【００１５】
【発明の実施の形態】
次に、この発明の実施の形態を図２乃至図５に従って説明する。
【００１６】
図２は、この発明の実施の形態を示したもので、図３はその構成とスパンボンド不織布を
使用した箇所を示す図である。
ダイバーの皮膚表面と環境水との接触遮断のための面マスク１０、フード１１若しくはヘ
ルメット及び水密性潜水服１２を内部空間が連続する一体型とする。装着は背中側に取り
付けた従来の水密性ジッパー１３を開けて行う。水密性潜水服１２に取り付ける自動排気
弁１４には、スパンボンド不織布１８を採用し、また、自動気式潜水器である水密性半閉
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式潜水器１５を利用することによって水中機動性の向上と運用コストの低減を図っている
。
【００１７】
図４は、水密性潜水服１２に取り付ける自動排気弁１４の開弁圧調整について示したもの
である。排気弁１４は、排気口を形成する排気筒２２内に張設された穴あき支持板２１上
に密に挿入保持された厚手のスパンボンド不織布１８と、排気筒２２の内周ネジ部２２ａ
に排気筒２２の外部から螺回操作自在として螺挿され、該螺回操作により多孔板面（穴あ
き押さえ板２０）によってスパンボンド不織布１８を圧縮自在とした開弁圧調整ネジ具１
９とを有している。開弁圧調整ネジ具１９は、筒形を有し、その外周に上記排気筒２２の
内周ネジ部２２ａに螺合する外周ネジ部を有し、底面に穴あき押さえ板２０が設けられて
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いる。穴あき支持板２１及び穴あき押さえ板２０は、板に孔が明けられた構成、或いは網
板の構成とすることができる。
【００１８】
厚手のスパンボンド不織布１８の弾力性を利用して開圧弁（通気量）が自動調整される。
つまり、開弁圧調整ネジ具１９を締め付けて穴あき押さえ板２０を押さえつけることによ
って、スパンボンド不織布１８が圧縮され、密度が高くなるので通気抵抗が大きくなり、
通気量が減少する（図４下図）。また、反対に圧縮を緩めるに従って通気抵抗は小さくな
るので、通気量が増大するという仕組みである（図４上図）。
【００１９】
従来の自動排気弁では、開弁圧調整ネジにより押さえバネのバネ圧を変えて、マッシュル
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ームバルブ開弁圧の調整を行う。この方法では、マッシュルームバルブが開いたとき、環
境水が水密性潜水服内部に浸入するのを完全に防止できない。ところが、上記本発明では
、開弁圧の調整操作時、常に排気口はスパンボンド不織布１８によって遮蔽されているの
で、環境水が浸入することがない。
【００２０】
図５は、ダイバーの呼吸器系と環境水との接触遮断のための潜水器呼吸回路内に取り付け
たスパンボンド不織布の役目について示したものである。不測の事態により呼吸回路内に
環境水が浸入した場合の誤飲を防止するために、要所要所に最適なスパンボンド不織布を
取り付けて、浸入した環境水が呼吸回路内を移動しない構造となっている。
【００２１】
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すなわち、呼吸回路内に設けた炭酸ガス吸収装置２３として、円筒形に成形されたスパン
ボンド不織布をフィルター２４として用い、その外周側から呼気側ガスを導入し、円筒の
内周側から吸気側にガスを移動させる構造とする。フィルター２４には、炭酸ガス吸収剤
が付着されている。符号２５は、背負い式のガスボンベであり、高圧窒素酸素混合ガスが
封入され、ガス流量調整器２６を介して呼吸回路の吸気側に接続される。
【００２２】
また、図２に示すように、呼吸回路の一部分である水密性呼吸バッグ１６の自動排気弁１
７も水密性潜水服１２に取り付けた自動排気弁１４と同じく、スパンボンド不織布の弾力
性を利用した開弁圧調整となっている。
【００２３】
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【発明の効果】
本発明では、半閉式潜水器と水密性潜水服との組み合わせに、排気弁等からの環境水の浸
入を防止するためにスパンボンド不織布を採用することにより、即応性、機動性、運用コ
ストに優れた自給気式汚染水域用潜水具が製作できる。また、不測の事態により潜水器呼
吸回路内に浸水した環境水の誤飲も防止できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来の他吸気式汚染水域用潜水具を示す図である。
【図２】本発明の全体を示す図である。
【図３】本発明の全体構成とスパンボンド不織布フィルタ使用箇所を示す図である。
【図４】本件の自動排気弁の原理を示す図である。
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【図５】潜水器呼吸回路内に取り付けたスパンボンド不織布の役目を示す図である。
【符号の説明】
１

給気コントロールパネル

２

排気コントロールパネル

３

アンビリカル

４

給気ホース

５

排気ホース

６

通信ケーブル

７

深度計ホース

９

ガスカードル
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１０

面マスク

１１

フード（もしくはヘルメット）

１２

水密性潜水服

１３

水密性ジッパー

１４

水密性潜水服の自動排気弁

１５

水密性半閉式潜水器

１６

水密性呼吸バッグ

１７

呼吸バッグの自動排気弁

１８

スパンボンド不織布

１９

開弁圧調整ネジ具

２０

穴あき押さえ板（多孔板面）

２１

穴あき支持板

２２

排気筒（排気口）、２２ａ

２３

炭酸ガス吸収装置

２４

フィルター（スパンボンド不織布）

２５

ガスボンベ

２６

ガス流量調整器

【図１】
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内周ネジ部

【図２】
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【図３】

【図５】

【図４】
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