
JP 2021-21478 A 2021.2.18

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】パイプとパイプ、又はパイプと他の配管部属部
品を迅速で簡便に連結することができる配管用連結装置
を提供する。
【解決手段】一端にキャップ締結ネジ部１１３が備えら
れ、他端内側にニップル締結ネジ部１１４が備えられ、
アダプタボディー１１１と、内部にパイプが通過するこ
とができるキャップ貫通口１２１が形成され、キャップ
締結ネジ部１１３に対応するキャップネジ部１２２を備
えてアダプタボディー１１１に螺合するキャップ１２０
と、アダプタボディー１１１の内部に進入するパイプの
外周面に接するようにアダプタボディー１１１の内部に
配置されるボディーシーリング材１３０と、アダプタボ
ディー１１１の内部に進入するパイプの外周面に接して
弾性変形する複数の係止片１２８を備え、グリップリン
グ１２７と、パイプ又は配管部属部品に固定され、配管
用ニップルと、シーリング材ボディー１３８を備え、メ
タルシーリング材１３７とを含む。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パイプを他のパイプ又は配管部属部品と連結するための配管用連結装置であって、
　一端にキャップ締結ネジ部が備えられ、他端内側にニップル締結ネジ部が備えられ、内
側に、前記ニップル締結ネジ部から前記キャップ締結ネジ部側に行くにつれて幅が減少す
る形態のテーパー型装着部が備えられる中空型のアダプタボディーと、
　内部にパイプが通過することができるキャップ貫通口が形成され、前記キャップ締結ネ
ジ部に対応するキャップネジ部を備えて前記アダプタボディーに螺合するキャップと、
　前記アダプタボディーの内部に進入するパイプの外周面に接するように前記アダプタボ
ディーの内部に配置されるボディーシーリング材と、
　前記アダプタボディーの内部に進入するパイプの外周面に接して弾性変形する複数の係
止片を備え、パイプを前記アダプタボディーに固定させることができるように前記アダプ
タボディーの内部に配置されるグリップリングと、
　パイプ又は配管部属部品に固定され、流体が通過することができるニップル貫通口、前
記アダプタボディーに螺合することができるように前記ニップル締結ネジ部に対応するニ
ップルネジ部、及び幅が漸進的に減少する形態に前記ニップルネジ部の前方に突出するニ
ップルテーパー部を備える配管用ニップルと、
　前記テーパー型装着部と密着することができるようにテーパー形態の密着外面が外側に
形成され、前記ニップルテーパー部と密着することができるようにテーパー形態の密着内
面が内側に形成されたシーリング材ボディーを備え、前記アダプタボディーの内部に配置
されてアダプタと前記配管用ニップルとの間をシーリングするメタルシーリング材と、を
含み、
　前記アダプタボディーは、所定の幅を有するように、前記ニップル締結ネジ部と前記テ
ーパー型装着部との間に備えられる段差部を含み、
　前記配管用ニップルは、前記ニップルネジ部と前記ニップルテーパー部との間に、前記
段差部の幅より小さな幅を有するように備えられる円筒状のニップル円筒部を含み、
　前記メタルシーリング材は、前記段差部に位置して前記ニップル円筒部の外面に接する
ように前記シーリング材ボディーの縁部から突出する複数のシーリング材突起を含むこと
を特徴とする、配管用連結装置。
【請求項２】
　外面が前記アダプタボディーの内面に接することができる中空型のスリーブボディーを
備え、前記ボディーシーリング材と前記グリップリングとの間に介在されて前記ボディー
シーリング材と前記グリップリングを支持するように前記アダプタの内部に配置されるス
リーブを含むことを特徴とする、請求項１に記載の配管用連結装置。
【請求項３】
　前記アダプタボディーの一側には、前記アダプタボディーの内部を外部に露出するよう
に前記アダプタボディーを貫通するウィンドウが形成され、
　前記スリーブは光透過性を有し、前記ウィンドウが形成された位置に配置されることを
特徴とする、請求項２に記載の配管用連結装置。
【請求項４】
　前記スリーブは、前記ボディーシーリング材に密着することができるように、前記スリ
ーブボディーの一端に、前記スリーブボディーの内側に突出するリング状のスリーブ内部
リム部を備えることを特徴とする、請求項２に記載の配管用連結装置。
【請求項５】
　前記グリップリングは、その縁部が前記スリーブと前記キャップとの間に介在され、
　前記キャップは、その末端が前記グリップリングに接して前記グリップリング及び前記
スリーブを前記ボディーシーリング材側に押圧することを特徴とする、請求項４に記載の
配管用連結装置。
【請求項６】
　前記グリップリングは、前記複数の係止片を隣接するものどうし連結する複数の連結部
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を含み、
　前記キャップの末端には、前記複数の連結部を収容することができる装着溝が前記キャ
ップ貫通口を取り囲む形態に設けられることを特徴とする、請求項５に記載の配管用連結
装置。
【請求項７】
　前記係止片は、前記アダプタボディーの内部に進入するパイプの周囲に、パイプに向か
って傾くように配置され、
　前記キャップの末端には、前記グリップリングの内側で前記係止片を支持するように、
前記係止片の傾きに対応する傾きで傾いた傾斜支持部が備えられることを特徴とする、請
求項１に記載の配管用連結装置。
【請求項８】
　前記キャップを貫通する前記パイプの外周面に接するように前記キャップの内部に配置
されるキャップシーリング材を含むことを特徴とする、請求項１に記載の配管用連結装置
。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は配管用連結装置に係り、より詳しくは各種の流体を移送させるための配管を構
成するパイプを簡便に連結することができる配管用連結装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、配管は流体を供給しなければならない各種の機械から一般家庭又は大型産業設
備に至る多様な装置や設備の流体移送に用いられる。このような配管は、流体の供給部か
ら使用部に連結する多数のパイプからなることが普通である。
【０００３】
　パイプは運搬又は取扱上の制約によって一定の規格で製造されているので、パイプの規
格長さより長い配管を構成しなければならないか、曲がっている配管を設置しなければな
らない場合、多様なパイプ連結装置を用いてパイプを連結することになる。パイプ連結装
置としては、カップリング、エルボー、Ｔ型ジョイント又は各種のソケットなどがある。
【０００４】
　配管を構成するパイプとしては、配管に沿って流動する流体の種類などによって、銅パ
イプ、ステンレススチールパイプ、合成樹脂パイプなどの多様な素材のパイプがあり、パ
イプの種類によって多様な連結方式が用いられている。
【０００５】
　パイプの連結方式としては、互いに対応するパイプの各先端にフランジを形成して連結
するフランジ結合方式、カップリングに各パイプの先端を挿入して連結するカップリング
連結方式、互いに対応するパイプの各先端にネジ線を形成して螺合する螺合方式、ステン
レスバンドを用いてパイプの端部を連結するバンド連結方式、メッシュ状の熱線で連結し
ようとするパイプの端部を溶融接着する電気融着方式などがある。この他に、冷媒などの
高圧流体の移送のための配管の場合、フレア連結方式などが用いられる。
【０００６】
　フレア連結方式は、パイプの端部をジグで塑性加工して拡管部を形成し、拡管部をジョ
イント本体のテーパー部に突き合わせ、キャップナットで締結して拡管部をキャップナッ
トのテーパー面とジョイント本体のテーパー部との間に押し込むことにより気密性を確保
する方式である。
【０００７】
　ところで、このような方式はパイプの端部を塑性加工する作業が必要なので、作業が煩
わしく、作業時間が長くかかり、技術者ではない一般人が遂行するのには困難がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００８】
【特許文献１】韓国実用新案公開第２０００－００１０２６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は上述したような点に鑑みて案出されたもので、パイプとパイプ、又はパイプと
他の配管部属部品を迅速で簡便に連結することができる配管用連結装置を提供することを
目的とする。
【００１０】
　本発明の目的は上述したものに限定されず、言及しなかった他の目的は以下の記載から
通常の技術者に明らかに理解可能であろう。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上述したような目的を達成するための本発明による配管用連結装置は、パイプを他のパ
イプ又は配管部属部品と連結するための配管用連結装置であって、一端にキャップ締結ネ
ジ部が備えられ、他端内側にニップル締結ネジ部が備えられ、内側に、前記ニップル締結
ネジ部から前記キャップ締結ネジ部側に行くにつれて幅が減少する形態のテーパー型装着
部が備えられる中空型のアダプタボディーと、内部にパイプが通過することができるキャ
ップ貫通口が形成され、前記キャップ締結ネジ部に対応するキャップネジ部を備えて前記
アダプタボディーに螺合するキャップと、前記アダプタボディーの内部に進入するパイプ
の外周面に接するように前記アダプタボディーの内部に配置されるボディーシーリング材
と、前記アダプタボディーの内部に進入するパイプの外周面に接して弾性変形する複数の
係止片を備え、パイプを前記アダプタボディーに固定させることができるように前記アダ
プタボディーの内部に配置されるグリップリングと、パイプ又は配管部属部品に固定され
、流体が通過することができるニップル貫通口、前記アダプタボディーに螺合することが
できるように前記ニップル締結ネジ部に対応するニップルネジ部、及び幅が漸進的に減少
する形態に前記ニップルネジ部の前方に突出するニップルテーパー部を備える配管用ニッ
プルと、前記テーパー型装着部と密着することができるようにテーパー形態の密着外面が
外側に形成され、前記ニップルテーパー部と密着することができるようにテーパー形態の
密着内面が内側に形成されたシーリング材ボディーを備え、前記アダプタボディーの内部
に配置されて前記アダプタと前記配管用ニップルとの間をシーリングするメタルシーリン
グ材とを含む。
【００１２】
　前記アダプタボディーは、所定の幅を有するように、前記ニップル締結ネジ部と前記テ
ーパー型装着部との間に備えられる段差部を含み、前記配管用ニップルは、前記ニップル
ネジ部と前記ニップルテーパー部との間に、前記段差部の幅より小さな幅を有するように
備えられる円筒状のニップル円筒部を含み、前記メタルシーリング材は、前記段差部に位
置して前記ニップル円筒部の外面に接するように前記シーリング材ボディーの縁部から突
出する複数のシーリング材突起を含む。
【００１３】
　本発明による配管用連結装置は、外面が前記アダプタボディーの内面に接することがで
きる中空型のスリーブボディーを備え、前記ボディーシーリング材と前記グリップリング
との間に介在されて前記ボディーシーリング材と前記グリップリングを支持するように前
記アダプタの内部に配置されるスリーブを含むことができる。
【００１４】
　前記アダプタボディーの一側には、前記アダプタボディーの内部を外部に露出するよう
に前記アダプタボディーを貫通するウィンドウが形成され、前記スリーブは光透過性を有
し、前記ウィンドウが形成された位置に配置されることができる。
【００１５】
　前記スリーブは、前記ボディーシーリング材に密着することができるように、前記スリ
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ーブボディーの一端に、前記スリーブボディーの内側に突出するリング状のスリーブ内部
リム部を備えることができる。
【００１６】
　前記グリップリングは、その縁部が前記スリーブと前記キャップとの間に介在され、前
記キャップは、その末端が前記グリップリングに接して前記グリップリング及び前記スリ
ーブを前記ボディーシーリング材側に押圧することができる。
【００１７】
　前記グリップリングは、前記複数の係止片を隣接するものどうし連結する複数の連結部
を含み、前記キャップの末端には、前記複数の連結部を収容することができる装着溝が前
記キャップ貫通口を取り囲む形態に設けられることができる。
【００１８】
　前記係止片は、前記アダプタボディーの内部に進入するパイプの周囲に、パイプに向か
って傾くように配置され、前記キャップの末端には、前記グリップリングの内側で前記係
止片を支持するように、前記係止片の傾きに対応する傾きで傾いた傾斜支持部が備えられ
ることができる。
【００１９】
　本発明による配管用連結装置は、前記キャップを貫通する前記パイプの外周面に接する
ように前記キャップの内部に配置されるキャップシーリング材を含むことができる。
【発明の効果】
【００２０】
　上述したような本発明による配管用連結装置は、アダプタと配管用ニップルを介して、
パイプとパイプ、又はパイプと他の配管部属部品を迅速で簡便に連結することができる。
すなわち、パイプ又は配管部属部品に固定された配管用ニップルをアダプタのアダプタボ
ディーに螺合すれば、アダプタボディーの内部に設けられたメタルシーリング材がアダプ
タボディーと配管用ニップルとの間を隙間の発生なしに安定的にシーリングするようにな
り、他のパイプの末端をアダプタの内部に進入させれば、アダプタ内部のグリップリング
がパイプの外周面に密着して、パイプをアダプタから分離されないように固定するように
なる。よって、配管用ニップルのみパイプ又は配管部属部品に固定しておけば、他のパイ
プをパイプ又は配管部属部品と簡単にワンタッチ挿入方式で連結することが可能である。
　本発明の効果は上述したものに限定されず、言及しなかった他の効果は以下の記載から
通常の技術者に明らかに理解可能であろう。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施例による配管用連結装置及びこれによって連結されるパイプを示
した図である。
【図２－３】本発明の一実施例による配管用連結装置のアダプタを分解して示した図であ
る。
【図４】本発明の一実施例による配管用連結装置のアダプタを示した断面図である。
【図５】本発明の一実施例による配管用連結装置のアダプタを分解して示した断面図であ
る。
【図６】本発明の一実施例による配管用連結装置を用いて２本のパイプを連結した状態を
示した断面図である。
【図７】本発明の一実施例による配管用連結装置に備えられるグリップリングの作用を説
明するための図である。
【図８】本発明の他の実施例による配管用連結装置、これによって連結されるパイプ、及
び配管部属部品を示した図である。
【図９】本発明の他の実施例による配管用連結装置を用いてパイプと配管部属部品を連結
した状態を示した断面図である。
【図１０】本発明のさらに他の実施例による配管用連結装置を示した断面図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２２】
　以下、添付図面に基づいて本発明の実施例について本発明が属する技術分野で通常の知
識を有する者が容易に実施することができるように詳細に説明する。本発明はさまざまな
相異なる形態に具現されることができ、ここで説明する実施例に限定されない。
【００２３】
　本発明を明確に説明するために説明と関係ない部分は省略し、明細書全般にわたって同
一又は類似の構成要素に対しては同じ参照符号を付ける。
【００２４】
　また、幾つかの実施例において、同じ構成を有する構成要素に対しては同じ符号を付け
て代表的な実施例でだけ説明し、その以外の実施例では代表的な実施例と違う構成のみに
ついて説明する。
【００２５】
　明細書全般にわたり、ある部分が他の部分に“連結”されていると言うとき、これは“
直接的に連結”されている場合だけではなく、他の部材を挟んで“間接的に連結”されて
いるものも含む。また、ある部分がある構成要素を“含む”と言うとき、これは特に反対
の記載がない限り、他の構成要素を除くものではなく、他の構成要素をさらに含むものを
意味することができる。
【００２６】
　図１は本発明の一実施例による配管用連結装置及びこれによって連結されるパイプを示
した図、図２及び図３は本発明の一実施例による配管用連結装置のアダプタを分解して示
した図、図４は本発明の一実施例による配管用連結装置のアダプタを示した断面図、図５
は本発明の一実施例による配管用連結装置のアダプタを分解して示した断面図である。
【００２７】
　同図に示したように、本発明の一実施例による配管用連結装置１００は、パイプを他の
パイプ又は配管部属部品と連結するためのものとして、アダプタ１１０と、アダプタ１１
０に螺合する配管用ニップル１５０とを含む。配管用ニップル１５０はパイプ１０の末端
に固定され、アダプタ１１０には他のパイプ２０の末端が挿入されることができる。
【００２８】
　アダプタ１１０は、中空型のアダプタボディー１１１と、アダプタボディー１１１に結
合されるキャップ１２０と、アダプタボディー１１１の内部に進入するパイプ２０を固定
するためのグリップリング１２７と、アダプタボディー１１１とパイプ２０との間をシー
リングするためのボディーシーリング材１３０と、グリップリング１２７とボディーシー
リング材１３０との間に配置されるスリーブ１３２と、アダプタボディー１１１と配管用
ニップル１５０との間をシーリングするためのメタルシーリング材１３７とを含む。
【００２９】
　アダプタボディー１１１は、内側に流体が流動することができる通路１１２が形成され
た中空型構造を有する。アダプタボディー１１１の一端には、キャップ１２０が螺合する
ことができるように、キャップ締結ネジ部１１３が備えられ、アダプタボディー１１１の
他端内側には、配管用ニップル１５０が螺合することができるように、ニップル締結ネジ
部１１４が備えられる。アダプタボディー１１１の内部のキャップ締結ネジ部１１３とニ
ップル締結ネジ部１１４との間には、ボディーシーリング材装着部１１５と、スリーブ装
着部１１６と、テーパー型装着部１１７と、段差部１１８とが備えられる。スリーブ装着
部１１６はスリーブ１３２が装着される部分であり、スリーブ１３２の幅に対応する幅を
有し、キャップ締結ネジ部１１３に隣接して配置される。ボディーシーリング材装着部１
１５はボディーシーリング材１３０が装着される部分であり、ボディーシーリング材１３
０の幅に対応する幅を有し、スリーブ装着部１１６に隣接して配置される。テーパー型装
着部１１７及び段差部１１８はメタルシーリング材１３７が装着される部分であり、ニッ
プル締結ネジ部１１４とボディーシーリング材装着部１１５との間に配置される。段差部
１１８はニップル締結ネジ部１１４とテーパー型装着部１１７との間に所定の幅を有する
ように備えられる。テーパー型装着部１１７は、段差部１１８とボディーシーリング材装
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着部１１５との間において、段差部１１８からボディーシーリング材装着部１１５側に行
くにつれて幅が減少する形態に構成される。
【００３０】
　また、アダプタボディー１１１の一側には、アダプタボディー１１１の内部を外部に露
出するようにアダプタボディー１１１を貫通するウィンドウ１１９が形成される。ウィン
ドウ１１９はスリーブ装着部１１６に連結されるように形成され、ウィンドウ１１９を通
して、スリーブ装着部１１６に装着されるスリーブ１３２が外部に露出することができる
。
　アダプタボディー１１１は、図示の構造以外に、その外部形態及び内部構造が多様に変
更可能である。
【００３１】
　キャップ１２０は、内部にパイプ２０が通過することができるキャップ貫通口１２１が
形成された中空型構造を有する。キャップ１２０の外面には、アダプタボディー１１１の
キャップ締結ネジ部１１３に対応するキャップネジ部１２２が備えられる。キャップ１２
０はアダプタボディー１１１に螺合することができる。キャップ１２０の内部にはキャッ
プシーリング材装着部１２３が備えられる。キャップシーリング材装着部１２３は後述す
るキャップシーリング材１４３が装着される部分であり、キャップシーリング材１４３の
幅に対応する幅を有するように形成される。キャップ１２０の末端には、グリップリング
１２７が部分的に挿入されることができる装着溝１２４と、グリップリング１２７を支持
するための傾斜支持部１２６とが備えられる。キャップ１２０がアダプタボディー１１１
の一端に螺合し、その末端がアダプタボディー１１１の内部に進入するとき、グリップリ
ング１２７が部分的に装着溝１２４に挿入されてアダプタボディー１１１の通路１１２と
同軸上に安定的に配置されることができる。傾斜支持部１２６はグリップリング１２７に
備えられる係止片１２８の傾きに対応する傾きで傾いた形態を有する。傾斜支持部１２６
はグリップリング１２７の内側で係止片１２８を支持することにより、係止片１２８の弾
性変形量を制限することができる。
【００３２】
　また、キャップ１２０の外面には、複数のキャップ溝１２５が形成される。複数のキャ
ップ溝１２５はキャップ１２０の周囲に所定の間隔で隔たって配置される。キャップ１２
０を回転させるためのツールをキャップ溝１２５に部分的に挿入する方式でキャップ１２
０と安定的に結合することができ、ツールを用いてキャップ１２０を円滑に回転させるこ
とができる。
【００３３】
　グリップリング１２７はアダプタボディー１１１の内部に設けられ、アダプタボディー
１１１の内部に進入するパイプ２０をアダプタボディー１１１から分離されることができ
ないように固定する。グリップリング１２７は、パイプ２０の外周面に接して弾性変形す
る複数の係止片１２８と、複数の係止片１２８を隣接するものどうし連結する複数の連結
部１２９とを含む。複数の係止片１２８は、アダプタボディー１１１の内部に進入するパ
イプ２０の外周面を取り囲むように円周方向に連結され、パイプ２０に向かって傾くよう
に配置される。すなわち、複数の係止片１２８はアダプタボディー１１１のキャップ締結
ネジ部１１３からニップル締結ネジ部１１４側に行くにつれて漸進的に窄まる形態に配置
される。これらの係止片１２８はキャップ１２０の傾斜支持部１２６によって支持される
ことにより、所定角度以上の折曲が制限されることができる。
【００３４】
　グリップリング１２７はその縁部がスリーブ１３２とキャップ１２０との間に介在され
、複数の連結部１２９がキャップ１２０の装着溝１２４に挿入されることにより、アダプ
タボディー１１１の通路１１２と同軸上に安定的に配置された状態を維持することができ
る。また、キャップ１２０がアダプタボディー１１１に螺合することにより、グリップリ
ング１２７はその縁部がスリーブ１３２とキャップ１２０との間に挟んでアダプタボディ
ー１１１の内部で遊動なしに安定的に位置固定された状態を維持することができる。
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【００３５】
　図６に示したように、グリップリング１２７は、パイプ２０の末端がキャップ１２０の
キャップ貫通口１２１を通してアダプタボディー１１１の内部に進入するとき、複数の係
止片１２８がパイプ２０の外周面に密着して弾性変形してパイプ２０を堅たく固定するこ
とができる。
【００３６】
　一方、図７に示したように、グリップリング１２７がパイプ２０を固定した状態でパイ
プ２０がアダプタボディー１１１から離脱する方向に外力を受けるとき、パイプ２０に密
着した係止片１２８は図面の矢印Ａの方向に力を受け、パイプ２０に対する傾きが増加す
る方向に弾性変形する。このとき、キャップ１２０の傾斜支持部１２６がグリップリング
１２７の内側で係止片１２８に接して矢印Ｂの方向に反力を加えることにより係止片１２
８を支持するようになる。よって、係止片１２８の弾性変形が抑制され、グリップリング
１２７がパイプ２０をアダプタボディー１１１から離脱することができないように安定的
に固定した状態を維持することができる。
【００３７】
　グリップリング１２７は、図示の構造以外に、パイプ２０の外面に密着して弾性変形す
ることができる複数の係止片を含む多様な他の構造に変更されることができる。
【００３８】
　ボディーシーリング材１３０はＯリング形態に形成され、ゴムやシリコンなどの弾性変
形可能な素材からなる。ボディーシーリング材１３０はアダプタボディー１１１のボディ
ーシーリング材装着部１１５に配置されることにより、アダプタボディー１１１の内部で
遊動なしに安定的に位置固定された状態を維持することができる。ボディーシーリング材
１３０はアダプタボディー１１１の内部に進入するパイプ２０の外周面に密着することに
より、アダプタボディー１１１とパイプ２０との間をシーリングする。
【００３９】
　スリーブ１３２は、外面がアダプタボディー１１１の内面に接することができる中空型
のスリーブボディー１３４と、スリーブボディー１３４の一端にスリーブボディー１３４
の内側に突出するリング状のスリーブ内部リム部１３５とを含む。スリーブ１３２はアダ
プタボディー１１１のスリーブ装着部１１６に配置されることにより、アダプタボディー
１１１の内部で遊動なしに安定的に位置固定された状態を維持することができる。スリー
ブ１３２は、スリーブ内部リム部１３５がボディーシーリング材１３０に密着することに
より、ボディーシーリング材１３０を動けないように固定し、スリーブボディー１３４の
他端がグリップリング１２７の縁部に密着することにより、キャップ１２０とともにグリ
ップリング１２７を動けないように固定することができる。スリーブ１３２は光透過性を
有するように構成されることができる。すなわち、スリーブ１３２は透明又は半透明素材
からなることができる。
【００４０】
　スリーブ１３２はウィンドウ１１９を通してアダプタボディー１１１の外部に露出する
ことができる。すなわち、スリーブ１３２が位置するスリーブ装着部１１６がウィンドウ
１１９と連結されることにより、スリーブ１３２がアダプタボディー１１１の外部から見
られる。また、スリーブ１３２が光透過性を有するので、スリーブ１３２の内部がウィン
ドウ１１９を通して外部に露出することができる。よって、パイプ２０をアダプタ１１０
に結合する過程で、使用者はウィンドウ１１９を通してスリーブ１３２の内部を確認しな
がらパイプ２０が正常にアダプタ１１０の内部に挿入されたか又はパイプ２０がグリップ
リング１２７によって安定的に固定されたかを確認することができる。また、使用者はス
リーブ１３２の内部のパイプ２０の位置を確認しながらパイプ２０の挿入深みを調整して
パイプ２０をアダプタ１１０に安定的に結合させることができる。
【００４１】
　スリーブ１３２は、図示の構造以外に、アダプタボディー１１１の内部に設けられてボ
ディーシーリング材１３０とグリップリング１２７を支持することができる多様な他の構



(9) JP 2021-21478 A 2021.2.18

10

20

30

40

50

造に変更されることができる。
【００４２】
　メタルシーリング材１３７は弾性変形可能な金属素材からなり、アダプタボディー１１
１の内部に設けられてアダプタボディー１１１と配管用ニップル１５０との間をシーリン
グする役割をする。メタルシーリング材１３７は、テーパー形態の中空型シーリング材ボ
ディー１３８と、シーリング材ボディー１３８の末端から突出する複数のシーリング材突
起１４１とを含む。シーリング材ボディー１３８の外側には、アダプタボディー１１１の
テーパー型装着部１１７と密着することができるように、テーパー形態の密着外面１３９
が備えられ、シーリング材ボディー１３８の内側には、配管用ニップル１５０のニップル
テーパー部１５４と密着することができるように、テーパー形態の密着内面１４０が設け
られる。複数のシーリング材突起１４１は、シーリング材ボディー１３８がアダプタボデ
ィー１１１のテーパー型装着部１１７に装着されるとき、アダプタボディー１１１の段差
部１１８に位置するように、シーリング材ボディー１３８の縁部から突出する。
【００４３】
　メタルシーリング材１３７は、シーリング材ボディー１３８がテーパー型装着部１１７
に装着され、複数のシーリング材突起１４１が段差部１１８に位置するように、アダプタ
ボディー１１１の内部に設けられ、配管用ニップル１５０がアダプタボディー１１１に螺
合するとき、密着外面１３９がアダプタボディー１１１のテーパー型装着部１１７に密着
し、密着内面１４０が配管用ニップル１５０の外面に密着することにより、アダプタボデ
ィー１１１と配管用ニップル１５０との間を安定的にシーリングすることができる。
【００４４】
　メタルシーリング材１３７の具体的な構造は、図示のものに限定されず、アダプタボデ
ィー１１１と配管用ニップル１５０との間に挟まるようにアダプタボディー１１１の内部
に設けられてアダプタボディー１１１と配管用ニップル１５０との間をシーリングするこ
とができる多様な他の構造に変更されることができる。
【００４５】
　この他に、配管用連結装置１００はキャップシーリング材１４３を含む。キャップシー
リング材１４３はＯリングの形態に形成され、ゴムやシリコンなどの弾性変形可能な素材
からなる。キャップシーリング材１４３はキャップ１２０のキャップシーリング材装着部
１２３に配置されてキャップ１２０の内部で遊動なしに安定的に位置固定された状態を維
持することができる。キャップシーリング材１４３はキャップ１２０のキャップ貫通口１
２１に挿入されるパイプ２０の外周面に密着してキャップ１２０とパイプ２０との間をシ
ーリングする。
【００４６】
　配管用ニップル１５０はパイプ１０の末端に固定される。配管用ニップル１５０は、パ
イプ１０の素材などによって、熔接、接着、融着、螺合、又はその他の多様な方式で固定
されることができる。配管用ニップル１５０は内部に流体が通過することができるニップ
ル貫通口１５１が形成された中空型構造を有する。配管用ニップル１５０は、アダプタボ
ディー１１１のニップル締結ネジ部１１４に対応するニップルネジ部１５２と、所定の幅
でニップルネジ部１５２から延びるニップル円筒部１５３と、幅が漸進的に減少する形態
にニップル円筒部１５３から前方に突出するニップルテーパー部１５４とを含む。ニップ
ル円筒部１５３はアダプタボディー１１１の段差部１１８の幅より小さな幅を有し、ニッ
プルテーパー部１５４はアダプタボディー１１１のテーパー型装着部１１７に対応するよ
うにテーパー形態を有するとともにテーパー型装着部１１７より小さな幅を有する。
【００４７】
　配管用ニップル１５０はアダプタボディー１１１に螺合してアダプタ１１０と堅たく結
合することができ、パイプ１０をアダプタ１１０に安定的に連結することができる。
【００４８】
　上述したように、本発明の一実施例による配管用連結装置１００は、アダプタ１１０と
配管用ニップル１５０を介して、２本のパイプ１０、２０を迅速で簡便に連結することが
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できる。
【００４９】
　両パイプ１０、２０を連結するために、まず配管用ニップル１５０が固定されたパイプ
１０を準備する。そして、図６に示したように、配管用ニップル１５０をアダプタ１１０
に螺合する。配管用ニップル１５０をアダプタ１１０に螺合するとき、配管用ニップル１
５０のニップルテーパー部１５４がメタルシーリング材１３７の内側に進入する。このと
き、配管用ニップル１５０のニップルテーパー部１５４がメタルシーリング材１３７の密
着内面１４０に接するに先立ち、メタルシーリング材１３７のシーリング材突起１４１が
配管用ニップル１５０のニップル円筒部１５３の外周面に接するようになる。したがって
、配管用ニップル１５０とメタルシーリング材１３７はそれぞれの中心が一致するように
整列され、このように配管用ニップル１５０とメタルシーリング材１３７が同軸上に配置
された状態で配管用ニップル１５０のニップルテーパー部１５４がメタルシーリング材１
３７の密着内面１４０側にさらに移動することにより、ニップルテーパー部１５４が密着
内面１４０に安定的に密着する。そして、メタルシーリング材１３７の密着外面１３９が
アダプタボディー１１１のテーパー型装着部１１７に密着することにより、アダプタボデ
ィー１１１と配管用ニップル１５０は隙間の発生なしに安定的にシーリングされることが
できる。
【００５０】
　連結対象となる他のパイプ２０はアダプタ１１０にワンタッチ挿入方式で簡単に結合さ
れることができる。すなわち、パイプ２０の末端をキャップ１２０のキャップ貫通口１２
１を通してアダプタ１１０の内部に進入させれば、グリップリング１２７がパイプ２０に
密着して、パイプ２０をアダプタ１１０から易しく分離されないように固定するようにな
る。パイプ２０をアダプタ１１０に挿入する過程で、使用者はウィンドウ１１９を通して
スリーブ１３２の内部を確認しながらパイプ２０が正常にアダプタ１１０の内部に挿入さ
れたか又はパイプ２０がグリップリング１２７によって安定的に固定されたかを確認する
ことができ、スリーブ１３２の内部のパイプ２０の位置を確認しながらパイプ２０の挿入
深みを調整してパイプ２０をアダプタ１１０に安定的に結合させることができる。パイプ
２０がアダプタ１１０の内部に挿入されれば、ボディーシーリング材１３０及びキャップ
シーリング材１４３がパイプ２０の外面に密着することにより、アダプタ１１０とパイプ
２０との間がシーリングされる。
【００５１】
　また、本発明の一実施例による配管用連結装置１００は、アダプタボディー１１１から
キャップ１２０を分離し、グリップリング１２７、ボディーシーリング材１３０及びスリ
ーブ１３２をアダプタボディー１１１から易しく分離することができるので、部品の交替
が容易である。
【００５２】
　一方、図８～図１０は本発明による配管用連結装置の多様な変形例を示した図である。
　まず、図８及び図９に示した配管用連結装置２００は、パイプ２０と配管部属部品とし
てサービスバルブ３０を連結するためのものである。
【００５３】
　図示のように、配管用連結装置２００は、パイプ２０がワンタッチで挿合されることが
できるアダプタ１１０と、サービスバルブ３０に固定される配管用ニップル２５０とを含
む。アダプタ１１０と配管用ニップル２５０の具体的な構造は上述したものと同様である
。
【００５４】
　このような配管用連結装置２００は、配管用ニップル２５０がサービスバルブ３０に一
体型に設けられた状態で配管用ニップル２５０がアダプタ１１０と螺合し、パイプ２０が
アダプタ１１０にワンタッチで挿入されることにより、サービスバルブ３０とパイプ２０
を迅速で簡便に連結することができる。
【００５５】
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　図１０に示した配管用連結装置３００は、パイプがワンタッチで挿合されることができ
るアダプタ３１０と、パイプ１０に固定される配管用ニップル１５０とを含む。配管用ニ
ップル１５０の具体的な構造は上述したものと同様である。
【００５６】
　アダプタ３１０は、内部におよそ直角に折り曲げられた形態の通路３１２が形成された
エルボー構造のアダプタボディー３１１と、アダプタボディー３１１に結合されるキャッ
プ１２０と、グリップリング１２７と、ボディーシーリング材１３０と、スリーブ１３２
と、メタルシーリング材１３７と、キャップシーリング材１４３とを含む。アダプタ３１
０は、アダプタボディー３１１がエルボー構造を有する点で違いがあり、残りの構成は上
述したものと同様である。
　このような配管用連結装置３００は、２本のパイプ、又はパイプと他の配管部属部品を
直角に連結するのに便利に用いられることができる。
　以上で本発明の好適な例を挙げて説明したが、本発明の範囲が図示して前述した形態に
限定されるものではない。
【００５７】
　例えば、アダプタは、図示のような一字型、又はエルボー型のアダプタボディー以外に
、他の形態のアダプタボディーを有する他の構造に変更されることができる。
【００５８】
　今まで、本発明を本発明の原理を例示するための好適な実施例に基づいて図示して説明
したが、本発明はこのように図示して説明したような構成及び作用に限定されるものでは
ない。むしろ、添付の特許請求範囲の思想及び範囲を逸脱することなしに本発明の多数の
変更及び修正が可能であることが本発明が属する技術分野の通常の技術者は明らかに理解
可能であろう。
【符号の説明】
【００５９】
　１００、２００、３００　　配管用連結装置
　１１０、３１０　　アダプタ
　１１１、３１１　　アダプタボディー
　１１２、３１２　　通路
　１１３　　キャップ締結ネジ部
　１１４　　ニップル締結ネジ部
　１１５　　ボディーシーリング材装着部
　１１６　　スリーブ装着部
　１１７　　テーパー型装着部
　１１８　　段差部
　１１９　　ウィンドウ
　１２０　　キャップ
　１２１　　キャップ貫通口
　１２２　　キャップネジ部
　１２３　　キャップシーリング材装着部
　１２７　　グリップリング
　１２８　　係止片
　１２９　　連結部
　１３０　　ボディーシーリング材
　１３２　　スリーブ
　１３４　　スリーブボディー
　１３５　　スリーブ内部リム部
　１３７　　メタルシーリング材
　１３８　　シーリング材ボディー
　１３９　　密着外面
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　１４０　　密着内面
　１４１　　シーリング材突起
　１４３　　キャップシーリング材
　１５０　　配管用ニップル
　１５１　　ニップル貫通口
　１５２　　ニップルネジ部
　１５３　　ニップル円筒部
　１５４　　ニップルテーパー部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】
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【手続補正書】
【提出日】令和2年4月24日(2020.4.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パイプを他のパイプ又は配管部属部品と連結するための配管用連結装置であって、
　一端にキャップ締結ネジ部が備えられ、他端内側にニップル締結ネジ部が備えられ、内
側に、前記ニップル締結ネジ部から前記キャップ締結ネジ部側に行くにつれて径方向にお
ける幅が減少する形態のテーパー型装着部が備えられる中空型のアダプタボディーと、
　内部にパイプが通過することができるキャップ貫通口が形成され、前記キャップ締結ネ
ジ部に対応するキャップネジ部を備えて前記アダプタボディーに螺合するキャップと、
　前記アダプタボディーの内部に進入するパイプの外周面に接するように前記アダプタボ
ディーの内部に配置されるボディーシーリング材と、
　前記アダプタボディーの内部に進入するパイプの外周面に接して弾性変形する複数の係
止片を備え、パイプを前記アダプタボディーに固定させることができるように前記アダプ
タボディーの内部に配置されるグリップリングと、
　パイプ又は配管部属部品に固定され、流体が通過することができるニップル貫通口、前
記アダプタボディーに螺合することができるように前記ニップル締結ネジ部に対応するニ
ップルネジ部、及び径方向における幅が漸進的に減少する形態に前記ニップルネジ部の前
方に突出するニップルテーパー部を備える配管用ニップルと、
　前記テーパー型装着部と密着することができるようにテーパー形態の密着外面が外側に
形成され、前記ニップルテーパー部と密着することができるようにテーパー形態の密着内
面が内側に形成されたシーリング材ボディーを備え、前記アダプタボディーの内部に配置
されてアダプタと前記配管用ニップルとの間をシーリングするメタルシーリング材と、を
含み、
　前記アダプタボディーは、径方向において所定の幅を有するように、前記ニップル締結
ネジ部と前記テーパー型装着部との間に備えられる段差部を含み、
　前記配管用ニップルは、径方向において前記段差部の幅より小さな幅を有するように前
記ニップルネジ部と前記ニップルテーパー部との間に備えられる円筒状のニップル円筒部
を含み、
　前記メタルシーリング材は、前記段差部に位置して前記ニップル円筒部の外面に接する
ように前記シーリング材ボディーの縁部から突出する複数のシーリング材突起を含むこと
を特徴とする、配管用連結装置。
【請求項２】
　外面が前記アダプタボディーの内面に接することができる中空型のスリーブボディーを
備え、前記ボディーシーリング材と前記グリップリングとの間に介在されて前記ボディー
シーリング材と前記グリップリングを支持するように前記アダプタの内部に配置されるス
リーブを含むことを特徴とする、請求項１に記載の配管用連結装置。
【請求項３】
　前記アダプタボディーの一側には、前記アダプタボディーの内部を外部に露出するよう
に前記アダプタボディーを貫通するウィンドウが形成され、
　前記スリーブは光透過性を有し、前記ウィンドウが形成された位置に配置されることを
特徴とする、請求項２に記載の配管用連結装置。
【請求項４】
　前記スリーブは、前記ボディーシーリング材に密着することができるように、前記スリ
ーブボディーの一端に、前記スリーブボディーの内側に突出するリング状のスリーブ内部
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リム部を備えることを特徴とする、請求項２に記載の配管用連結装置。
【請求項５】
　前記グリップリングは、その縁部が前記スリーブと前記キャップとの間に介在され、
　前記キャップは、その末端が前記グリップリングに接して前記グリップリング及び前記
スリーブを前記ボディーシーリング材側に押圧することを特徴とする、請求項４に記載の
配管用連結装置。
【請求項６】
　前記グリップリングは、前記複数の係止片を隣接するものどうし連結する複数の連結部
を含み、
　前記キャップの末端には、前記複数の連結部を収容することができる装着溝が前記キャ
ップ貫通口を取り囲む形態に設けられることを特徴とする、請求項５に記載の配管用連結
装置。
【請求項７】
　前記係止片は、前記アダプタボディーの内部に進入するパイプの周囲に、パイプに向か
って傾くように配置され、
　前記キャップの末端には、前記グリップリングの内側で前記係止片を支持するように、
前記係止片の傾きに対応する傾きで傾いた傾斜支持部が備えられることを特徴とする、請
求項１に記載の配管用連結装置。
【請求項８】
　前記キャップを貫通する前記パイプの外周面に接するように前記キャップの内部に配置
されるキャップシーリング材を含むことを特徴とする、請求項１に記載の配管用連結装置
。
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