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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人体に有害となる雰囲気の閉鎖空間を形成し、該閉鎖空間内における作業を、該閉鎖空
間を形成する壁体を貫通させて取り付けた筒状のグローブポートに設けられたグローブに
前記壁体の外部から前記グローブポートの内部空間に腕を差し込んで手を入れて行うこと
ができるようにしたグローブボックスであって、閉止されるグローブボックスにおいて、
　前記グローブを設けるグローブポートを覆うポートカバーと、
　前記グローブポートを覆った状態で、前記ポートカバーを固定する固定手段とからなり
、
　前記ポートカバーは、前記グローブポートの外側の開口を覆う蓋体部と、該蓋体部の周
縁に連続した脚部とを一体に形成し、
　前記ポートカバーの前記蓋体部をグローブポートの端部に当接させ、その当接部にシー
ル部材を介在させ、これら当接部における気密性を具備させて、グローブポートの前記開
口を閉塞し、
　グローブボックスの壁面と前記ポートカバーの脚部とを当接させ、その当接部にシール
部材を介在させ、これら当接部における気密性を具備させて、ポートカバーで覆う内部を
閉塞して、グローブポート内を気密状態に維持することを特徴とするグローブポート用の
閉止栓。
【請求項２】
　前記固定手段は、前記ポートカバーをグローブボックスの壁面に固定するようにしたこ
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とを特徴とする請求項１に記載のグローブポート用の閉止栓。
【請求項３】
　前記固定手段は、前記グローブポートの固定用フランジ部に形成した雌ねじ部と、前記
ポートカバーを固定するための貫通雄ねじとからなることを特徴とする請求項２に記載の
グローブポート用の閉止栓。
【請求項４】
　前記固定手段には、固定力が減じることを防止する緩み防止手段を設けてあることを特
徴とする請求項１ないし請求項３のいずれかに記載のグローブポート用の閉止栓。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、閉止されたグローブボックスのグローブポートを確実に閉塞することによ
り、閉止グローブボックスの維持・管理の簡便化を図ることができるようにしたグローブ
ポート用の閉止栓に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、放射性物質や有毒ガス等の人体に悪影響を及ぼす危険物質は、閉鎖された空間
で作業者がこれら危険物質環境に触れないようにして扱う必要がある。この種の危険物質
を閉塞し、外部から扱えるようにした装置にグローブボックスがある。図10は、放射性物
質を取り扱う原子力施設で用いられるグローブボックス１の概略構造を示している。この
グローブボックス１の内部に放射性物質のための各種の取扱装置２が配置されており、正
面壁に運転者Ｐが該取扱装置２を操作したりするための作業用のグローブを装着させるた
めのグローブポート３が設けられている。なお、正面壁は内部を視認することができる素
材によって形成されている。また、グローブボックス１の側壁にはグローブボックス１の
内部で必要な工具や装置等を該グローブボックス１内に供給したり、グローブボックス１
内の不要な部品や装置等を取り出したりするためのラージポート４が設けられている。ま
た、グローブボックス１内の換気は、給気設備５と排気設備６とによって行われ、排気は
浄化されて放射性物質を確実に除去して行われるようにしてある。なお、該グローブボッ
クス１内は負圧に維持されて、内部の環境空気が外部に漏洩しないようにしてある。また
、警報盤７が設けられており、異常時には警報を発するようにしてある。
【０００３】
　また、図９は、作業用のグローブを装着させるための前記グローポート３の構造を示す
断面図で、後述する押し込み治具を併記してある。グローブポート３はグローブボックス
１の正面壁に固定された樹脂製の円筒物であり、その内周面に沿ってインナーリング11が
挿入されている。インナーリング11の外側面であって、中央部からグローブボックス１側
となる前側には、２連のリング溝11aが設けられており、該リング溝11aの後方に、カフ取
付部11bが形成されている。これらリング溝11aにゴム製のグローブ12が被せられて、該グ
ローブ12のカフ12aが前記カフ取付部11bに当接させてある。そして、グローブ12を前記リ
ング溝11aに係合するようにＯリング13で固定している。また、前記カフ取付部11bの後方
には適宜数のパッキン溝11cが形成され、このパッキン溝11cにパッキン14が収容され、グ
ローブポート３の内周面に密着させて、該グローブポート３とインナーリング11との間を
シールしている。インナーリング11の内側面であって後端部には、係止溝11dが形成され
ている。他方、グローブポート３の外側面の後端部には係止溝10aが形成されている。そ
して、前記係止溝11dと係止溝10aとのそれぞれに係止する係合部15a、15bを有する固定環
15が設けられる。すなわち、該固定環15は環状で、該環状の軸を含む面で切断した断面が
ほぼコ字形であって、該コ字形の一方の脚部を長尺にしてあり、これら脚部の先端部に前
記係合部15a、15bが形成されている。したがって、該固定環15を、係合部15a、15bによっ
てグローブポート３とインナーリング11とに係合させると、インナーリング11がグローブ
ポート３に連繋して、インナーリング11がグローブポート３から脱落しない状態となる。
【０００４】
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　さらに、インナーリング11を交換するために、固定環15の外側から押し込み治具16が挿
入されるようにしてある。この押し込み治具16は底16a付きの筒型で、胴部16bの外側の一
部にはフランジ部16cが設けられており、この押し込み治具16をグローブポート３に装着
した場合に、該フランジ部16cが前記固定環15の外側面に当接するようにしてある。胴部1
6bの前側端部の外側面にはリング溝16dが形成されて、Ｏリング17が嵌装されており、こ
の押し込み治具16を固定環15に挿入した状態で、該押し込み治具16と固定環15との間で滑
りが生じないように固定している。グローブポート３を利用するには、図10に示すように
、運転者Ｐが該グローブポート３から腕を差し込めば、前記グローブ12が手及び腕に被せ
られて、該グローブポート３に臨んでいる放射性物質取扱装置２を操作することができる
ようになる。
【０００５】
　前記グローブ12はゴム製のものであり、経年変化によって劣化するおそれがあるから、
適時に交換する必要がある。このグローブ12の交換方法として、例えば、特許文献１に開
示されたグローブボックス用グローブがある。このグローブボックス用グローブは、グロ
ーブボックスのグローブポートに嵌挿可能な筒状のインナーリング本体であって、当該イ
ンナーリング本体が装着されている前記グローブポートに他の前記インナーリング本体を
嵌挿する際、当該の他の前記インナーリング本体の前端部が既に装着されている前記イン
ナーリング本体の後端部に当接可能な形状を有するインナーリング本体と、該インナーリ
ング本体の内側に配設された筒状のグローブ固定部と、該グローブ固定部に基端部が密着
固定されているグローブとを具備し、前記グローブ固定部は前記インナーリング本体と離
隔した位置に配設されているものである。すなわち、グローブ12を交換する場合には、固
定環15を外し、新たなグローブ12を装着した新たなインナーリング11を、既存のインナー
リング12の後端部に当接させた状態で固定環15を取り付け、この状態で押し込み治具16に
よりグローブポート３内に押し込み、既存のグローブ12を既存のインナーリング11と共に
グローブボックス１内に落下させるのである。
【０００６】
　また、インナーリング11を有さずに、グローブ12のみを交換する形式のグローブポート
もある。この形式のグローブポートは、グローブポートの外側にグローブ12が装着され、
適宜本数のＯリングでグローブポートに固定されると共に、端部が固定バンドでグローブ
ポートの基部に固定される構造とされている。グローブ12を交換する場合には、固定バン
ドをグローブポートの基部側に僅かにずらして既存のグローブ12の端部を解放し、新しい
グローブ12を既存のグローブ12の外側から該既存のグローブ12の端部と重ならないように
してグローブポートに被せて、新しいグローブ12の端部を上記固定バンドでグローブポー
トに固定する。この状態で、新しいグローブ12の端部がグローブポートの基部近傍に固定
されると共に、既存のグローブ12の端部に重ならない状態で既存のグローブ12に被せられ
た状態となる。その後、既存のグローブ12と前記Ｏリングとをグローブポートに対して徐
々にずらしながら、これら既存のグローブ12とＯリングとをグローブボックス１内に落下
させる。次いで、新しいグローブ12の外側からＯリングを嵌合させれば、新しいグローブ
12がグローブポートに装着されることになる。
【０００７】
【特許文献１】特許第２９９５６２７号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　例えば、原子力設備等の各種装置が設計変更されたりした場合に、既存のグローブボッ
クス１では当該装置を収容するのに適さなくなる場合がある。斯かる場合にはグローブボ
ックス１が新設され、既存のグローブボックス１は遊休扱いとされたり、閉止されること
になる。ところで、閉止されたグローブボックス１であっても内部は放射能で汚染されて
いるから、安全な状態にして閉止する必要があり、不用意に解体して閉止することができ
ない。そのため、安全に閉止処理できる方法が確立するまで、内部の環境空気が外部に漏
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洩したりすることがないよう維持し、確実に管理して保管する必要が生じる。
【０００９】
　閉止グローブボックス１を維持・管理するためには、前記グローブ12を定期的に交換す
る必要が生じる。これは、グローブ12の素材に合成ゴムが用いられているため、経年変化
により劣化するから、劣化して破損する前に早めに新しいグローブ12と交換して不用意に
破損することがないようにしなければならないからである。このため、閉止されたグロー
ブボックス１についての維持・管理に手間がかかってしまい、またそのためのコストも必
要となる。
【００１０】
　そこで、この発明は、閉止されたグローブボックスの維持・管理を簡便に行うことがで
きるように、閉止グローブボックスのグローブを交換する必要をなくしたグローブポート
用の閉止栓を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記目的を達成するための技術的手段として、この発明に係るグローブポート用の閉止
栓は、人体に有害となる雰囲気の閉鎖空間を形成し、該閉鎖空間内における作業を、該閉
鎖空間を形成する壁体を貫通させて取り付けた筒状のグローブポートに設けられたグロー
ブに前記壁体の外部から前記グローブポートの内部空間に腕を差し込んで手を入れて行う
ことができるようにしたグローブボックスであって、閉止されるグローブボックスにおい
て、前記グローブを設けるグローブポートを覆うポートカバーと、前記グローブポートを
覆った状態で、前記ポートカバーを固定する固定手段とからなり、前記ポートカバーは、
前記グローブポートの外側の開口を覆う蓋体部と、該蓋体部の周縁に連続した脚部とを一
体に形成し、前記ポートカバーの前記蓋体部をグローブポートの端部に当接させ、その当
接部にシール部材を介在させ、これら当接部における気密性を具備させて、グローブポー
トの前記開口を閉塞し、グローブボックスの壁面と前記ポートカバーの脚部とを当接させ
、その当接部にシール部材を介在させ、これら当接部における気密性を具備させて、ポー
トカバーで覆う内部を閉塞して、グローブポート内を気密状態に維持することを特徴とし
ている。
【００１２】
　前記ポートカバーでグローブポートを覆った状態とすれば、グローブポート内が気密状
態となるから、グローブが劣化した場合でもグローブボックスの内外を遮断した状態に維
持でき、該グローブを交換する必要がなくなる。
　また、ポートカバーの前記脚部の端部とグローブポートとの接触部にシール部材を介在
させ、高い気密性を確保する。シール部材としてはＯリングや適宜な形状に形成したパッ
キン等を用いることができる。
　また、グローブが損傷した場合に対処するには、少なくともグローブポートの内部を気
密状態とする必要があり、そのため、グローブポートの開口を前記蓋体部で閉塞するよう
にしてある。このような構造の閉止栓とする場合には、ポートカバーはパネルの側面に固
定する構造とすることができる。
【００１３】
　また、請求項２の発明に係るグローブポート用の閉止栓は、前記固定手段は、前記ポー
トカバーをグローブボックスの壁面に固定するようにしたことを特徴としている。
【００１４】
　ポートカバーを、グローブポートを覆った状態で固定するためには、該ポートカバーを
固定手段によってグローブポートの側面に固定する構造とすることもできるが、この発明
では、グローブボックスの壁面に固定するようにしたものである。
【００１５】
　また、請求項３の発明に係るグローブポート用の閉止栓は、前記固定手段が、前記グロ
ーブポートの固定用フランジ部に形成した雌ねじ部と、前記ポートカバーを固定するため
の貫通雄ねじとからなることを特徴としている。
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【００１６】
　すなわち、雄ねじを前記雌ねじ部に締め付けることによってポートカバーをグローブボ
ックスの壁面に固定する構造としたものである。雄ねじを締め付けることによってポート
カバーがパネルの端面に押圧されることになる。
【００１７】
　また、請求項４の発明に係るグローブポート用の閉止栓は、前記固定手段により固定さ
れてグローブポートを覆った状態で、グローブポート内を気密状態に維持する前記ポート
カバーを、前記グローブポートの開口を覆う蓋体部と、該蓋体部の周縁に連続した脚部と
を一体に形成し、グローブボックスの壁面と前記ポートカバーの脚部とを当接させ、該当
接部にシール部材を介在させて、これら当接部における気密性を具備させてあることを特
徴としている。
【００２１】
　また、請求項４の発明に係るグローブポート用の閉止栓は、前記固定手段に、固定力が
減じることを防止する緩み防止手段が設けられていることを特徴としている。
【００２２】
　固定手段に緩みが生じた場合には、固定力が不足して気密性が損なわれるおそれがある
から、緩み防止手段を設けて、固定手段が不用意に緩むことがないようにしたものである
。なお、ポートカバーを接着剤や溶着することによりグローブポートに半永久的に固定す
る構造とすることもできる。
【発明の効果】
【００２３】
　この発明に係るグローブポート用の閉止栓によれば、グローブポートを気密状態に確保
できるから、グローブが劣化して亀裂等が生じた場合でもグローブボックス内の気密性は
維持される。このため、閉止されたグローブボックスのグローブを交換する必要がなく、
該グローブボックスの維持・管理が簡便となり、維持・管理のためのコストを低減するこ
とができる。
【００２４】
　しかも、グローブポートを覆った状態で閉止するため、材質の異なるグローブボックス
とグローブポートとの間で、遊休期間が長くなり経年変化等によって取付状態が変形した
場合でも、前記ポートカバーによりグローブボックス内の気密性が損なわれることがない
。
　さらに、グローブボックスの壁面とポートカバーとの間で気密性を確保する構造とする
ことができ、壁面に補強部材等を配設する必要がなく、安価な構造で確実にグローブポー
トを閉止することができる。
【００２５】
　また、グローブボックスの壁面とポートカバーの脚部との間に形成される間隙をシール
部材によって密閉することにより、これらの間が確実にシールされてポートカバー内部を
、より高い気密状態に保つことができる。特に、前記固定手段によりポートカバーの脚部
をパネルに押圧できる構造とすれば、シール部材も押圧されて、さらに確実に気密性を維
持できる。
　加えて、グローブポートの開口部を前記蓋体部で密閉する構造とすることで、ポートカ
バーの蓋体部を該開口部に押圧すればよく、壁面と脚部との間でのみ気密性を確保する構
造と比べて、より確実な気密性の確保を簡便に行うことができる。
【００２６】
　また、請求項２の発明に係るグローブポート用の閉止栓によれば、グローブボックスの
壁面はグローブボックスの構造部分のうちである程度の大きさの強度が保証されている部
分であるから、ここに固定手段によって固定されるポートカバーは安定して固定される。
【００２７】
　また、請求項３の発明に係るグローブポート用の閉止栓によれば、雄ねじを前記雌ねじ
部に締め付けることによりポートカバーが固定されるから、簡単な方法で固定させること
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ができ、作業が煩雑とならない。
【００３０】
　また、請求項４の発明に係るグローブポート用の閉止栓によれば、固定手段の固定力が
低下することがなく、気密性を確実に確保できる。このため、閉止グローブボックスの維
持・管理がより簡便となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、図示した好ましい実施形態に基づいて、この発明に係るグローブポート用の閉止
栓を具体的に説明する。
【００３２】
　図１にこの発明の好ましい実施形態に係るグローブポート用の閉止栓を構成するポート
カバー20を、グローブポート３に取り付けた状態を示している。このポートカバー20は、
同図に示すように、中空の円錐台形に形成されており、大径側が開放され、小径側には底
板によって蓋体部21が形成されている。また円錐台形の周壁によって脚部22が形成されて
いる。蓋体部21はグローブポート３の外径よりも大きな外径としてあり、グローブポート
３に被せた状態で該グローブポート３の外側と脚部22の内側との間に固定手段を構成する
固定ボルト23を位置させられるスペースが設けられている。
【００３３】
　前記固定ボルト23は、図１ないし図３に示すように、蓋体部21の周縁部にほぼ等間隔に
形成された嵌合孔21aを貫通させてある。グローブボックス１の壁面1aにグローブポート
３を固定するために該グローブポート３に形成された固定用フランジ3aの一部であって、
この嵌合孔21aに対向する位置には、前記固定ボルト23の先端の雄ねじと螺合する固定手
段を構成する雌ねじ部24が設けられている。この固定ボルト23の先端部の雄ねじを前記雌
ねじ部24に螺合させられるようにしてある。なお、図１～図３に示すように、前記蓋体部
21の一部であって固定ボルト23の頭部23cが位置する部分に座ぐり部21bが形成されていれ
ば、頭部23cがこの座ぐり部21bに収容された状態となって蓋体部21から突出することがな
く、作業時等の支障とならないので好ましい。また、図３に示すように、固定ボルト23が
貫通する前記嵌合孔21aの周縁部には、蓋体部21の外側からＯリング等のシール部材25を
介在させてあり、固定ボルト23を雌ねじ部24に締め付けることにより、該シール部材25が
圧潰されて嵌合孔21aが確実に閉塞されるようにしてある。
【００３４】
　上述した固定ボルト23の頭部23cは六角形状をしているため、この固定ボルト23を締め
付けるにはソケットレンチ等の工具を必要とするが、前記座ぐり部21bとの間隙によって
はこの種の工具を座ぐり部21bに挿入することができない場合が生じる。このような場合
には、図４に示すように、固定ボルト23に頭部40aが十字穴付きとされたトラスネジを利
用する。すなわち、図４(ｂ)に示すように、頭部40aに形成された十字穴40bに十字穴用の
ねじ回しを挿入して回動させれば、固定ボルト23を締め付けることができる。あるいは、
図５に示すように、固定ボルト23に頭部42aが六角穴付きとされたものを利用することも
できる。すなわち、図５(ｂ)に示すように、頭部42aに形成された六角穴42bに六角穴用ね
じ回しを挿入して回動させれば、固定ボルト23を締め付けることができる。十字穴付きと
六角穴付きのいずれの固定ボルト23とした場合でも、ソケットレンチ等のような工具が頭
部40a、42aに嵌合することがないから、頭部40a、42aと座ぐり部21bの内周面との間隙を
大きくする必要がない。
【００３５】
　さらに、図６に示すように、固定ボルト23の頭部の内側面に前記シール部材25が収容さ
れる溝部23bを形成した構造とすることもできる。なお、図６は、固定ボルト23の頭部側
にノブ23aが設けられているもので、このノブ23aを把持して回動させることにより固定ボ
ルト23が雌ねじ部24に螺合される。ノブ23aが設けられている構造とする場合には、図６
に示すように、前記蓋体部21の中央部を周縁部よりも突出させてあれば、ノブ23aを容易
に把持することができる。
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【００３６】
　また、図７に示すように、前記脚部22の先端部は肉厚が大きくされ、その先端面にはリ
ング溝22aが形成されている。このリング溝22aには、Ｏリング等のシール部材26が装着さ
れるようにしてある。そして、図１に示すように、脚部22の長さをグローブポート３の突
出長さよりも大きくしてあり、このためこのポートカバー20でグローブポート３を覆った
状態では、脚部22の先端面がグローブボックス１の壁面1aに当接することになる。すなわ
ち、図７に示す状態で、前記固定ボルト23を締め付けると、シール部材26が圧潰されるこ
とになり、壁面1aと脚部22の先端との間で気密性が確保される。このため、特に壁面1aの
強度を増加する必要がなく、そのために別部材を配する必要がない。
【００３７】
　また、前記シール部材26には、図８に示すように、舌片付きパッキンとすることもでき
る。この舌片付きパッキンは、同図に示すように、断面ほぼＶ字形状に形成され、このＶ
字形の一方の脚部が前記リング溝22aに収容され、他方の脚部による舌片がリング溝22aか
ら斜方向に突出した状態とされている。シール部材26をこのような舌片付きパッキンとし
た場合には、舌片が撓むことによりこの舌片がグローブボックス１の壁面1aに追随して密
着する。しかも、舌片を壁面1aに密着させるために前記固定ボルト23を締め付けるための
トルクを小さくすることができる。
【００３８】
　以上により構成されたこの発明に係るグローブポート用の閉止栓の作用を、以下に説明
する。
【００３９】
　閉止されることになるグローブボックス１のグローブポート３のそれぞれにこのポート
カバー20を被せる。前記嵌合孔21aに固定ボルト23を貫通させて、その先端の雄ねじを前
記雌ねじ部24に螺合させて締め付ける。さらに、固定ボルト23の頭部23cにトルクレンチ
を係合させて必要なトルクで締め付ける。固定ボルト23が適宜に締め付けられると、ポー
トカバー20の長さをグローブポート３の突出長さよりも大きくしてあるから、ポートカバ
ー20の脚部22が壁面1aに押圧される。これにより、前記シール部材26が適宜に圧潰されて
該脚部22の先端と壁面1aとの間隙が閉塞される。すなわち、固定ボルト23を締め付けるこ
とにより、シール部材26が脚部22の先端と壁面1aとの間で圧潰され、ポートカバー20がグ
ローブポート３を覆った状態にしてグローブボックス１の気密性が確保される。しかも、
ポートカバー20によりグローブポート３が覆われているため、グローブボックス１の壁面
1aとグローブポート３とが異なる部材によることに起因する取付状態の経年変化によりこ
れら壁面1aとグローブポート３との間のシール性が劣化した場合でも、グローブボックス
１内の気密性が確保される。
【００４０】
　なお、固定ボルト23の頭部の構造に応じて、十字穴40b付きの場合には十字穴用ねじ回
しを、六角穴42b付きの場合には六角穴用ねじ回しをそれぞれ用いる。さらに、頭部の構
造は前述した、六角形や十字穴付き、六角穴付き等の構造に限らず、固定ボルト23を締め
付けることができる構造であればよく、その頭部の構造に適した工具や治具を用いればよ
い。
【００４１】
　また、固定ボルト23の雄ねじと雌ねじ部24との螺合によって該固定ボルト23が前進し、
該固定ボルト23の頭部23cと蓋体部21とにより前記シール部材25が圧潰されて、嵌合孔21a
が閉塞される。これにより、前記シール部材26によるシールと共に、ポートカバー20の内
部と外部とが確実に遮断される。したがって、グローブポート３に装着されているグロー
ブ12が劣化して損傷した場合でも、グローブボックス１の内部の環境空気が外部に漏洩す
ることがない。
【００４２】
　以上説明した実施形態では、固定ボルト23を締め付けることによってポートカバー20を
固定する構造として説明したが、該固定ボルト23は一定のトルクで締め付けられていても
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、時間の経過と共に緩み、固定力が減少するおそれがある。固定ボルト23の固定力が減少
すると脚部22の先端と壁面1aとの間の密着が緩み、この間の密閉状態が損なわれ、グロー
ブボックス１の内部の環境空気が漏洩するおそれがある。このため、前記固定ボルト23が
緩むことを防止する緩み防止手段を施すことが好ましい。この緩み防止手段としては、例
えば、前記４本の固定ボルト23の頭部23cあるいはノブ23aの部分をワイヤ等で連結する方
法や、固定ボルト23に舌付座金等を用いる方法、あるいは固定ボルト23が一方向に押圧さ
れるように付勢する付勢手段を配する方法、その他の方法がある。また、前述したように
固定ボルト23で固定した後に、ポートカバー20の先端部とグローブボックス１の壁面1aと
を接着剤や溶着によって半永久的に固定することも望ましい。さらに、固定ボルト23に緩
みがあるか否かを黙視できるように、固定後に該固定ボルト23と頭部と蓋体部21とにマー
キングを施してあれば、固定ボルト23に緩みがあるか否かの判断を簡便に行えるので、よ
り好ましい。
【００４３】
　また、この実施形態では、ポートカバー20を中空の円錐台形に形成して、その脚部22の
先端をグローブボックス１の壁面1aに当接させ、この当接部をシール部材によって密閉す
る構造として説明したが、この構造以外であっても構わない。例えば、ポートカバーをグ
ローブポート３よりも大径の円盤状に形成し、グローブポート３の先端部に当接させるこ
とによりグローブポート３の内部を気密状態にしてもよい。この場合、ポートカバーのグ
ローブポート３の先端部が当接する部分にリング溝等を形成し、該リング溝にＯリング等
のシール部材を装着するようにする。そして、この円盤状のポートカバーの周縁部に嵌合
孔を形成し、前記固定ボルト23と同様に、ポートカバーを固定する構造とする。これによ
り、固定ボルト23を締め付けることにより前記シール部材が圧潰されて、グローブポート
３とポートカバーとの間の気密状態を形成することができる。このような構造とする場合
には、固定ボルト23の嵌合孔は、グローブポート３の内外部を連通させることがないから
、この嵌合孔におけるシール部材は不要となる。また、例えばグローブポートの側面に固
定用のブラケット等を固定することにより、ポートカバーをグローブポートの周面に固定
する構造とすることもできる。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　この発明に係るグローブポート用の閉止栓によれば、グローブボックスを遊休化したり
閉止するために保管した状態での維持・管理の簡便化を図ることができるから、特に放射
性物質を取り扱うグローブボックスのグローブポートを閉塞して、該グローブボックスの
内部の気密状態を保つのに利用でき、しかも、維持・管理のためのコストの低減を図るこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】この発明に係る閉止栓をグローブポートに装着した状態を、一部を切断して示す
側面図である。
【図２】図１に示す閉止栓の正面図である。
【図３】図１に示す閉止栓と固定手段との関係を説明する一部を省略した拡大断面図であ
る。
【図４】固定手段に他の部品を用いた構造を説明する一部拡大断面図で、図３に相当する
図である。
【図５】固定手段に別の部品を用いた構造を説明する一部拡大断面図で、図３に相当する
図である。
【図６】図１に示す閉止栓と固定手段との関係の他の構造を示す拡大断面図で、図３に相
当する図である。
【図７】図１に示す閉止栓の脚部の先端の拡大断面図である。
【図８】閉止栓の脚部の尖端の拡大断面図であり、他の方式によるシール部材を示すもの
で、図７に相当する図である。
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【図９】グローブポートの構造を説明する断面図である。
【図１０】グローブボックスの概略構造を説明する斜視図である。
【符号の説明】
【００４６】
　Ｐ　運転者
　１　グローブボックス
　２　放射性物質取扱装置
　３　グローブポート
　3a　固定用フランジ
　20　ポートカバー
　21　蓋体部
　21a　嵌合孔
　22　脚部
　22a　リング溝
　23　固定ボルト（固定手段）
　23a　ノブ
　24　雌ねじ部（固定手段）
　25　シール部材
　26　シール部材

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】
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