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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部に軸方向に沿って第１の空間及び第２の空間を形成するケース部材と、
　前記第１の空間及び第２の空間内において変形可能に配置されて、前記第１の空間を第
１のポンプ室及び第１の作動室に仕切ると共に、前記第２の空間を第２のポンプ室及び第
２の作動室に仕切る可動仕切部材と、
　前記第１の作動室への作動流体の供給を切り換える第１の弁機構を備える第１の切換弁
機構と、
　前記第２の作動室への作動流体の供給を切り換える第２の弁機構を備える第２の切換弁
機構と、
　前記第１の弁機構を動作させるための制御流体の前記第１の切換弁機構への供給を切り
換える第１の切換機構と、
　前記第２の弁機構を動作させるための制御流体の前記第２の切換弁機構への供給を切り
換える第２の切換機構とを備え、
　前記第１及び第２の切換機構は、
　前記第１のポンプ室の圧縮工程と前記第２のポンプ室の圧縮工程とが部分的に重複する
重複期間を有するように、前記制御流体の前記第１及び第２の切換弁機構への供給を切り
換える
　ことを特徴とする二連往復動ポンプ。
【請求項２】
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　前記第１及び第２の切換弁機構は、それぞれ、
　内部に前記作動流体の分配室が形成され、この分配室内に前記第１又は第２の弁機構が
往復動自在に配置された弁機構本体を備えた、請求項１記載の二連往復動ポンプ。
【請求項３】
　前記弁機構本体は、
　前記作動流体源から供給される作動流体を前記分配室に導入する作動流体導入口と、
　前記分配室に導入された作動流体を前記第１又は第２の作動室に排出する作動流体入出
口とを備えた、請求項２記載の二連往復動ポンプ。
【請求項４】
　前記弁機構本体は、更に、
　前記制御流体を前記弁機構本体に導入するための第１の制御流体入出口及び第２の制御
流体入出口とを備える
　ことを特徴とする請求項３記載の二連往復動ポンプ。
【請求項５】
　前記第１及び第２の弁機構は、それぞれ、
　軸方向に所定間隔を空けて形成された複数の大径部及びこれら大径部間に形成された小
径部を備え、
　前記作動流体は、前記第１又は第２の弁機構が移動して前記小径部を介して前記作動流
体導入口と前記作動流体入出口とが連通することにより前記第１又は第２の作動室に向け
て排出される、請求項１記載の二連往復動ポンプ。
【請求項６】
　前記第１及び第２の切換機構は、それぞれ、
　弁体収容ケースと、
　前記弁体収容ケース内を往復動し、その先端が前記弁体収容ケースから突出して前記可
動仕切部材と連動する連動部材に当接可能に配置される弁体と、
　前記弁体を前記連動部材の方へ付勢する弾性部材とを備える
　ことを特徴とする請求項１記載の二連往復動ポンプ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一対のベローズ等の可動仕切部材によって形成された一対のポンプ室により
移送流体を移送する二連往復動ポンプに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、二連往復動ポンプやベローズポンプが知られている（下記特許文献１及び２
参照）。この種のポンプは、一対のベローズ等の可動仕切部材を有する。そして、この一
対の可動仕切部材により一対の閉空間をポンプ室と作動室とに区画している。
【０００３】
　この種のポンプは、このように区画された一対の作動室に切換弁機構によって交互に作
動流体を導入することで、ポンプ室を交互に圧縮及び伸長させることで移送流体を移送す
る。なお、この種のポンプでは、一般的には移送流体の吐出流量にストローク数に対応し
た脈動が発生する。
【０００４】
　この脈動は、例えばベローズの伸縮動作ストロークの端部で一対の吸込弁及び一対の吐
出弁がそれぞれ一方のポンプ室側から他方のポンプ室側へと切り替わる結果として発生す
る。このような脈動は、種々の障害をもたらすため、特許文献１及び２に開示された二連
往復動ポンプによって解決が試みられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】特許第５３１５５５０号公報
【特許文献２】特許第３５７４６４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した特許文献１及び２に開示されたポンプでは、高い脈動低減効果
を低コストで実現させるには、更なる改良の余地がある。
【０００７】
　本発明は、作動流体の切換弁機構の動作を制御流体により切り換えることで全体の低コ
スト化を図りつつ、移送流体の脈動の低減を図ることができる二連往復動ポンプを提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る二連往復動ポンプは、内部に軸方向に沿って第１の空間及び第２の空間を
形成するケース部材と、前記第１の空間及び第２の空間内において変形可能に配置されて
、前記第１の空間を第１のポンプ室及び第１の作動室に仕切ると共に、前記第２の空間を
第２のポンプ室及び第２の作動室に仕切る可動仕切部材と、前記第１の作動室への作動流
体の供給を切り換える第１の弁機構を備える第１の切換弁機構と、前記第２の作動室への
作動流体の供給を切り換える第２の弁機構を備える第２の切換弁機構と、前記第１の弁機
構を動作させるための制御流体の前記第１の切換弁機構への供給を切り換える第１の切換
機構と、前記第２の弁機構を動作させるための制御流体の前記第２の切換弁機構への供給
を切り換える第２の切換機構とを備え、前記第１及び第２の切換機構は、前記第１のポン
プ室の圧縮工程と前記第２のポンプ室の圧縮工程とが部分的に重複する重複期間を有する
ように、前記制御流体の前記第１及び第２の切換弁機構への供給を切り換えることを特徴
とする。
【０００９】
　本発明の好適な１つの実施形態において、前記第１及び第２の切換弁機構は、それぞれ
、内部に前記作動流体の分配室が形成され、この分配室内に前記第１又は第２の弁機構が
往復動自在に配置された弁機構本体を備える。
【００１０】
　本発明の１つの実施形態において、前記弁機構本体は、前記作動流体源から供給される
作動流体を前記分配室に導入する作動流体導入口と、前記分配室に導入された作動流体を
前記第１又は第２の作動室に排出する作動流体入出口とを備える。
【００１１】
　本発明の１つの実施形態において、前記弁機構本体は、更に、前記制御流体を前記弁機
構本体に導入するための第１の制御流体入出口及び第２の制御流体入出口とを備える。
【００１２】
　本発明の１つの実施形態において、前記第１及び第２の弁機構は、それぞれ、軸方向に
所定間隔を空けて形成された複数の大径部及びこれら大径部間に形成された小径部を備え
、前記作動流体は、前記第１又は第２の弁機構が移動して前記小径部を介して前記作動流
体導入口と前記作動流体入出口とが連通することにより、前記第１又は第２の作動室に向
けて排出される。
【００１３】
　本発明の１つの実施形態において、前記第１及び第２の切換機構は、それぞれ、弁体収
容ケースと、前記弁体収容ケース内を往復動し、その先端が前記弁体収容ケースから突出
して前記可動仕切部材と連動する連動部材に当接可能に配置される弁体と、前記弁体を前
記連動部材の方へ付勢する弾性部材とを備える。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、作動流体の動作を制御流体により切り換えることで全体の低コスト化
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を図りつつ、移送流体の脈動の低減を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態に係る二連往復動ポンプの構成を示す図である。
【図２】同二連往復動ポンプの各部の動作を示すタイミングチャートである。
【図３】同二連往復動ポンプの動作を説明するための図である。
【図４】同二連往復動ポンプの動作を説明するための図である。
【図５】同二連往復動ポンプの動作を説明するための図である。
【図６】同二連往復動ポンプの動作を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、添付の図面を参照して、本発明の実施の形態に係る二連往復動ポンプを詳細に説
明する。
【００１７】
　図１は、本発明の一実施形態に係る二連往復動ポンプ１の構成を示す図であり、断面及
びその周辺機構を示している。図１に示すように、二連往復動ポンプ１において、中央部
に配置されたポンプヘッド１ａの両側には、ケース部材である有底円筒状の第１のシリン
ダ２ａ及び第２のシリンダ２ｂが、開口部が互いに向かい合うように装着されて配置され
ている。
【００１８】
　これらシリンダ２ａ，２ｂの内部には、軸方向に沿って一対の空間が形成されている。
これら一対の空間内には、軸方向に伸縮可能な、例えばフッ素樹脂からなる有底円筒状の
第１のベローズ３ａ及び第２のベローズ３ｂが、互いの開口側が向き合うようにポンプヘ
ッド１ａに添設された状態で同軸配置されている。
【００１９】
　これらベローズ３ａ，３ｂは、その開口端がポンプヘッド１ａに対して、例えば液密に
螺合固定されている。従って、ベローズ３ａ，３ｂは、内側を第１のポンプ室５ａ及び第
２のポンプ室５ｂとし、外側を第１の作動室６ａ及び第２の作動室６ｂとして、シリンダ
２ａ，２ｂの内部空間を仕切る一対の可動仕切部材を構成している。
【００２０】
　ベローズ３ａ，３ｂの底部には、シャフト固定板４ａ及びシャフト固定板４ｂがボルト
１５ａにより固定されている。シャフト固定板４ａ，４ｂには、同軸に延びるシャフト７
ａ及びシャフト７ｂの一端が固定されている。シャフト７ａ，７ｂの他端は、シリンダ２
ａ，２ｂの底部中心を、シール部材８を介して気密に貫通してシリンダ２ａ，２ｂの外側
まで延びている。これらシャフト７ａ，７ｂの他端には、連結板９ａ及び連結板９ｂがナ
ット１０によって固定されている。
【００２１】
　連結板９ａ，９ｂは、シリンダ２ａ，２ｂの外部の所定位置、例えば図１中の上下に示
す位置において、連結シャフト１１ａ及び連結シャフト１１ｂによって軸方向に連結され
ている。各連結シャフト１１ａ，１１ｂは、一対のシャフト部１２及びシャフト部１３と
、これらシャフト部１２，１３の間に装着された伸縮部材であるコイルばね１４とを備え
ている。
【００２２】
　各連結シャフト１１ａ，１１ｂにおいては、シャフト部１２，１３のコイルばね１４側
とは反対側の端部がボルト１５によって連結板９ａ，９ｂに固定されている。これにより
、各連結シャフト１１ａ，１１ｂは、各連結板９ａ，９ｂにシャフト７ａ，７ｂ及びシャ
フト固定板４ａ，４ｂを介して接続されたベローズ３ａ，３ｂを、コイルばね１４を介し
て軸方向に伸縮自在に連結している。
【００２３】
　また、ポンプヘッド１ａには、ポンプの側面に臨む位置に移送流体、例えば液体の吸込
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口１６と吐出口１７とが設けられている。この吸込口１６からポンプ室５ａ，５ｂに至る
経路には、吸込弁１８ａ及び吸込弁１８ｂが設けられ、ポンプ室５ａ，５ｂから吐出口１
７に至る経路には、吐出弁１９ａ及び吐出弁１９ｂが設けられている。これら吸込弁１８
ａ，１８ｂ及び吐出弁１９ａ，１９ｂは、バルブユニットを構成している。
【００２４】
　シリンダ２ａ，２ｂの底部には、シリンダ側入出口２ｃ及びシリンダ側入出口２ｄが設
けられている。これらシリンダ側入出口２ｃ，２ｄは、例えば図示しないエアコンプレッ
サ等の作動流体源から供給される作動流体、例えば作動エアを、第１の切換弁機構８０ａ
の作動エア入出口８１ａに接続された第１の主配管９０ａ、及び第２の切換弁機構８０ｂ
の作動エア入出口８１ｂに接続された第２の主配管９０ｂを介して、作動室６ａ，６ｂに
対して導入又は排出するためのものである。
【００２５】
　第１の切換弁機構８０ａは、作動室６ａへの作動エアの供給を切り換える切換弁８６ａ
を備える。第２の切換弁機構８０ｂは、作動室６ｂへの作動エアの供給を切り換える切換
弁８６ｂを備える。これら第１及び第２の切換弁機構８０ａ，８０ｂの切換弁８６ａ，８
６ｂは、後述する第１の切換機構を構成する第１及び第２切換機構２０ａ，３０ａ並びに
第２の切換機構を構成する第３及び第４切換機構２０ｂ，３０ｂにより供給が切り換えら
れた制御流体、例えば制御エアによって動作される。制御エアは、作動流体源からの作動
エアの一部を分流したものである。
【００２６】
　第１の切換弁機構８０ａは、内部に作動エアの分配室８４ａが形成され切換弁８６ａが
往復動自在に収容された第１の弁機構本体８５ａを備える。第２の切換弁機構８０ｂは、
内部に作動エアの分配室８４ｂが形成され切換弁８６ｂが往復動自在に収容された第２の
弁機構本体８５ｂを備える。
【００２７】
　第１及び第２の弁機構本体８５ａには、作動流体源から供給される作動エアを二股に分
岐されたエア配管９９ａ及びエア配管９９ｂを介して分配室８４ａ、８４ｂに導入する作
動エア導入口８７ａ及び作動エア導入口８７ｂと、上述した作動エア入出口８１ａ，８１
ｂとが形成されている。
【００２８】
　作動エア入出口８１ａ，８１ｂは、分配室８４ａ，８４ｂに導入された作動エアを、第
１及び第２の主配管９０ａ，９０ｂを介して作動室６ａ，６ｂに排出すると共に、作動室
６ａ，６ｂから排出された作動エアを第１及び第２の主配管９０ａ，９０ｂを介して分配
室８４ａ，８４ｂに導入するためのものである。
【００２９】
　また、第１及び第２の弁機構本体８５ａ，８５ｂには、作動室６ａ，６ｂから排出され
て分配室８４ａ，８４ｂに導入された作動エアを外部に排出するための作動エア排出口８
８ａ及び作動エア排出口８８ｂが形成されている。なお、第１の弁機構本体８５ａには後
述する第１の制御エア入出口８２ａ及び第２の制御エア入出口８３ａが形成され、第２の
弁機構本体８５ｂには後述する第３の制御エア入出口８２ｂ及び第４の制御エア入出口８
３ｂが形成されている。
【００３０】
　第１及び第２の制御エア入出口８２ａ，８３ａは、制御エアを第１及び第２の制御エア
配管９２ａ，９２ｃを介して第１の弁機構本体８５ａ内に導入及び排出するためのもので
ある。第３及び第４の制御エア入出口８２ｂ，８３ｂは、制御エアを第３及び第４の制御
エア配管９２ｂ，９２ｄを介して第２の弁機構本体８５ｂ内に導入及び排出するためのも
のである。
【００３１】
　第１の切換弁機構８０ａの切換弁８６ａは、第１及び第２の制御エア入出口８２ａ，８
３ａから第１の弁機構本体８５ａ内に導入された制御エアによって往復駆動される。第２
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の切換弁機構８０ｂの切換弁８６ｂは、第３及び第４の制御エア入出口８２ｂ，８３ｂか
ら第２の弁機構本体８５ｂ内に導入された制御エアによって往復駆動される。
【００３２】
　切換弁８６ａ，８６ｂは、軸方向に所定間隔を空けて形成された３つの大径部８９ａ，
８９ｂと、これら大径部８９ａ，８９ｂ間に形成された２つの小径部９８ａ，９８ｂとを
有する。大径部８９ａ，８９ｂは、第１及び第２の弁機構本体８５ａ，８５ｂに形成され
た作動エア導入口８７ａ，８７ｂ、作動エア入出口８１ａ，８１ｂ及び作動エア排出口８
８ａ，８８ｂを選択的に塞ぐものである。また、小径部９８ａ，９８ｂは、第１及び第２
の弁機構本体８５ａ，８５ｂの内壁面と共に分配室８４ａ，８４ｂを形成する。
【００３３】
　シリンダ２ａの底部外壁面の一部には、第１の切換機構を構成する第１切換機構２０ａ
が、例えばシリンダ２ａに対し着脱可能に固定されている。また、シリンダ２ａの底部側
方外壁面の下方側には、第１の切換機構を構成する第２切換機構３０ａが、例えばシリン
ダ２ａに対して一体成形等により一体的に固定されて配置されている。このような一対の
第１の切換機構を構成する第１及び第２切換機構２０ａ，３０ａは、第１の切換弁機構８
０ａへの制御エアの供給を切り換えるために設けられている。
【００３４】
　また、シリンダ２ｂの底部外壁面の一部には、第２の切換機構を構成する第３切換機構
２０ｂが、例えばシリンダ２ｂに対し着脱可能に固定されている。また、シリンダ２ｂの
底部側方外壁面の下方側には、第２の切換機構を構成する第４切換機構３０ｂが、例えば
シリンダ２ｂに対して一体成形等により一体的に固定されて配置されている。このような
一対の第２の切換機構を構成する第３及び第４切換機構２０ｂ，３０ｂは、第２の切換弁
機構８０ｂへの制御エアの供給を切り換えるために設けられている。
【００３５】
　なお、第１切換機構２０ａ及び第３切換機構２０ｂは、例えばシリンダ２ａ，２ｂに対
して一体成形等により一体的に固定されて配置されていてもよい。また、第２切換機構３
０ａ及び第４切換機構３０ｂは、例えばシリンダ２ａ，２ｂに対して着脱可能に固定され
て配置されていてもよい。
【００３６】
　なお、詳細は後述するが、第１及び第２切換機構２０ａ，３０ａと第３及び第４切換機
構２０ｂ，３０ｂは、ポンプ室５ａの圧縮工程とポンプ室５ｂの圧縮工程とが部分的に重
複する重複期間ＯＰ（図２参照）を有するように、第１及び第２の切換弁機構８０ａ，８
０ｂへの制御エアの供給を切り換えるように動作する。
【００３７】
　第１の切換機構の一部を構成する第１切換機構２０ａは、図示しないフランジ部をシリ
ンダ２ａに対して着脱可能に、例えばねじ止め固定することにより固定される第１の収容
ケース２１ａを備える。第２の切換機構の一部を構成する第３切換機構２０ｂは、図示し
ないフランジ部をシリンダ２ｂに対して着脱可能に、例えばねじ止め固定することにより
固定される第３の収容ケース２１ｂを備える。これら第１及び第３の収容ケース２１ａ，
２１ｂの側面には、制御エアの導入口２２ａ及び導入口２２ｂが形成されると共に、制御
エアの排出口２３ａ及び排出口２３ｂが形成されている。
【００３８】
　第１及び第３の収容ケース２１ａ，２１ｂの導入口２２ａ，２２ｂには制御エア導入路
９１ａ及び制御エア導入路９１ｂが接続され、排出口２３ａ，２３ｂには第１の制御エア
配管９２ａ及び第３の制御エア配管９２ｂが接続されている。なお、第１及び第３の収容
ケース２１ａ，２１ｂの所定位置、例えば第１及び第３の収容ケース２１ａ，２１ｂの底
部近傍側面には、第１及び第３の収容ケース２１ａ，２１ｂの内部と外部とを連通する逃
げ穴２４ａ及び逃げ穴２４ｂが形成されている。
【００３９】
　また、第１切換機構２０ａは、第１の収容ケース２１ａ内を往復動する第１の弁体を構



(7) JP 6644059 B2 2020.2.12

10

20

30

40

50

成する第１弁体２５ａを備える。第３切換機構２０ｂは、第３の収容ケース２１ｂ内を往
復動する第２の弁体を構成する第３弁体２５ｂを備える。第１及び第３の収容ケース２１
ａ，２１ｂ内には、これら第１弁体２５ａ及び第３弁体２５ｂを連結板９ａ，９ｂの方へ
付勢するバネ２６ａ及びバネ２６ｂが備えられている。
【００４０】
　第１弁体２５ａは、その先端部が第１の収容ケース２１ａから連結板９ａに向かって突
出し、連結板９ａの内側面に当接可能に配置されている。第３弁体２５ｂは、その先端部
が第３の収容ケース２１ｂから連結板９ｂに向かって突出し、連結板９ｂの内側面に当接
可能に配置されている。
【００４１】
　第１及び第３弁体２５ａ，２５ｂは、例えばベローズ３ａ，３ｂが収縮限界位置近傍に
達したときから収縮限界位置までの間で変位する際に、その先端部が連結板９ａ，９ｂと
継続的に当接する。そして、そのままバネ２６ａ，２６ｂの弾性力に抗して第１及び第３
の収容ケース２１ａ，２１ｂ内に押されるように構成されている。
【００４２】
　従って、第１の収容ケース２１ａと第１弁体２５ａとの間に形成される分流路２７ａ、
及び第３の収容ケース２１ｂと第３弁体２５ｂとの間に形成される分流路２７ｂは、ベロ
ーズ３ａ，３ｂが収縮限界位置近傍に達したときに開路し導入口２２ａ，２２ｂと排出口
２３ａ，２３ｂとを連通させる。分流路２７ａ，２７ｂが開路したときは、制御エア導入
路９１ａ，９１ｂから第１及び第３切換機構２０ａ，２０ｂに供給される制御エアが、第
１の制御エア配管９２ａ及び第３の制御エア配管９２ｂを通って第１及び第２の切換弁機
構８０ａ，８０ｂの第１の制御エア入出口８２ａ及び第３の制御エア入出口８２ｂに導か
れる。
【００４３】
　また、第１及び第３弁体２５ａ，２５ｂは、その先端部が連結板９ａ，９ｂから離間す
る直前の位置に達したときから離間した状態にあるときは、バネ２６ａ，２６ｂの弾性力
により第１及び第３の収容ケース２１ａ，２１ｂから突出して分流路２７ａ，２７ｂを閉
路する。これにより、第１及び第３弁体２５ａ，２５ｂは、排出口２３ａ，２３ｂと逃げ
穴２４ａ，２４ｂとを第１及び第３の収容ケース２１ａ，２１ｂ内で連通させる。
【００４４】
　このように分流路２７ａ，２７ｂが閉路したときは、第１及び第３の制御エア入出口８
２ａ，８２ｂから第１及び第３の制御エア配管９２ａ，９２ｂを介して排出された制御エ
アが、排出口２３ａ，２３ｂを介して第１及び第３の収容ケース２１ａ，２１ｂ内に導入
され、逃げ穴２４ａ，２４ｂから外部に排気される。
【００４５】
　また、第１の切換機構の一部を構成する第２切換機構３０ａは、シリンダ２ａと一体的
に形成された第２の収容ケース３１ａを備える。第２切換機構の一部を構成する第４切換
機構３０ｂは、シリンダ２ｂと一体的に形成された第４の収容ケース３１ｂを備える。こ
れら第２及び第４の収容ケース３１ａ，３１ｂの側面には、制御エアの導入口３２ａ及び
導入口３２ｂが形成されると共に、制御エアの排出口３３ａ及び３３ｂが形成されている
。
【００４６】
　第２及び第４の収容ケース３１ａ，３１ｂの導入口３２ａ，３２ｂには制御エア導入路
９１ｃ及び制御エア導入路９１ｄが接続され、排出口３３ａ，３３ｂには第２の制御エア
配管９２ｃ及び第４の制御エア配管９２ｄが接続されている。なお、第２及び第４の収容
ケース３１ａ，３１ｂの所定位置、例えば第２及び第４の収容ケース３１ａ，３１ｂの底
部には、第２及び第４の収容ケース３１ａ，３１ｂの内部と外部とを連通する逃げ穴３４
ａ及び逃げ穴３４ｂが形成されている。
【００４７】
　また、第２切換機構３０ａは、第２の収容ケース３１ａ内を往復動する第１の弁体を構
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成する第２弁体３５ａを備える。第４切換機構３０ｂは、第４の収容ケース３１ｂ内を往
復動する第２の弁体を構成する第４弁体３５ｂを備える。第２及び第４の収容ケース３１
ａ，３１ｂ内には、これら第２弁体３５ａ及び第４弁体３５ｂを軸方向に沿って互いに対
向する方向、具体的には連結シャフト１１ｂのシャフト部１２，１３に設けられた当接板
３５ｃ及び当接板３５ｄの方へ付勢するバネ３６ａ及びバネ３６ｂが備えられている。
【００４８】
　第２弁体３５ａは、その先端部が第２の収容ケース３１ａから当接板３５ｃに向かって
突出し、当接板３５ｃに当接可能に配置されている。第４弁体３５ｂは、その先端部が第
４の収容ケース３１ｂから当接板３５ｄに向かって突出し、当接板３５ｄに当接可能に配
置されている。
【００４９】
　第２及び第４弁体３５ａ，３５ｂは、例えばベローズ３ａ，３ｂが伸長限界位置近傍に
達したときから伸長限界位置までの間で変位する際に、その先端部が当接板３５ｃ，３５
ｄと継続的に当接する。そして、そのままバネ３６ａ，３６ｂの弾性力に抗して第２及び
第４の収容ケース３１ａ，３１ｂ内に押されるように構成されている。
【００５０】
　従って、第２の収容ケース３１ａと第２弁体３５ａとの間に形成される分流路３７ａ、
及び第４の収容ケース３１ｂと第４弁体３５ｂとの間に形成される分流路３７ｂは、ベロ
ーズ３ａ，３ｂが伸長限界位置近傍に達したときにおいて開路し導入口３２ａ，３２ｂと
排出口３３ａ，３３ｂとを連通させる。分流路３７ａ，３７ｂが開路したときは、制御エ
ア導入路９１ｃ，９１ｄから第２及び第４切換機構３０ａ，３０ｂに供給される制御エア
が、第２の制御エア配管９２ｃ及び第４の制御エア配管９２ｄを通って第１及び第２の切
換弁機構８０ａ，８０ｂの第２の制御エア入出口８３ａ及び第４の制御エア入出口８３ｂ
に導かれる。
【００５１】
　また、第２及び第４弁体３５ａ，３５ｂは、その先端部が当接板３５ｃ，３５ｄから離
間する直前の位置に達したときから離間した状態にあるときは、バネ３６ａ，３６ｂの弾
性力により第２及び第４の収容ケース３１ａ，３１ｂから突出して分流路３７ａ，３７ｂ
を閉路する。これにより、第２及び第４弁体３５ａ，３５ｂは、排出口３３ａ，３３ｂと
逃げ穴３４ａ，３４ｂとを第２及び第４の収容ケース３１ａ，３１ｂ内で連通させる。
【００５２】
　このように分流路３７ａ，３７ｂが閉路したときは、第２及び第４の制御エア入出口８
３ａ，８３ｂから第２及び第４の制御エア配管９２ｃ，９２ｄを介して排出された制御エ
アが、排出口３３ａ，３３ｂを介して第２及び第４の収容ケース３１ａ，３１ｂ内に導入
され、逃げ穴３４ａ，３４ｂから外部に排気される。
【００５３】
　本実施形態に係る二連往復動ポンプ１は、第１の切換弁機構８０ａの切換弁８６ａを、
第１及び第２切換機構２０ａ，３０ａからの制御エアにより切換動作させて、作動室６ａ
への作動エアの供給を切り換える。また、第２の切換弁機構８０ｂの切換弁８６ｂを、第
３及び第４切換機構２０ｂ，３０ｂからの制御エアにより切換動作させて、作動室６ｂへ
の作動エアの供給を切り換える。
【００５４】
　すなわち、切換弁８６ａ，８６ｂは、作動エアを、上述した重複期間ＯＰを有するよう
に、例えば第１の弁機構本体８５ａの作動エア導入口８７ａと作動エア入出口８１ａとを
連通させると共に、第２の弁機構本体８５ｂの作動エア入出口８１ｂと作動エア排出口８
８ｂとを連通させて、作動室６ａへ供給し作動室６ｂから排出させる。
【００５５】
　また、切換弁８６ａ，８６ｂは、作動エアを、上述した重複期間ＯＰを有するように、
例えば第２の弁機構本体８５ｂの作動エア導入口８７ｂと作動エア入出口８１ｂとを連通
させると共に、第１の弁機構本体８５ａの作動エア入出口８１ａと作動エア排出口８８ａ
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とを連通させて、作動室６ｂへ供給し作動室６ａから排出させる。そして、重複期間ＯＰ
を設けることにより、ポンプ室５ａ，５ｂのうち、一方のポンプ室の吐出圧力が低下する
圧縮工程（吐出工程）の最終段階の直前で、他方のポンプ室からも液体が吐出されるよう
にすることができるので、吐出側の移送流体の脈動を抑制することができる。
【００５６】
　次に、このように構成された二連往復動ポンプ１の動作について説明する。ポンプの動
作中においては、一対の第１の切換機構を構成する第１及び第２切換機構２０ａ，３０ａ
及び一対の第２の切換機構を構成する第３及び第４切換機構２０ｂ，３０ｂが、一方のポ
ンプ室５ａの圧縮工程と他方のポンプ室５ｂの圧縮工程とが部分的に重複する重複期間Ｏ
Ｐを有するように、例えば次のように第１及び第２の切換弁機構８０ａ，８０ｂの動作を
切り替えてベローズ３ａ，３ｂを駆動する。
【００５７】
　図２は、本実施形態に係る二連往復動ポンプ１の各部の動作を説明するためのタイミン
グチャートである。また、図３～図６は、二連往復動ポンプ１の動作を説明するための図
である。なお、図２においては、各部の動作における機械的なタイムラグについては図示
を省略している。本実施形態においては、作動流体源の作動エアは、例えば図示しないレ
ギュレータで所定圧力に調整された上で、エア配管９９ａ，９９ｂを介して第１及び第２
の切換弁機構８０ａ，８０ｂに常時供給されている。また、作動エアは、エア配管９９ａ
，９９ｂから分岐した制御エア導入路９１ａ～９１ｄを介して第１～第４切換機構２０ａ
，３０ａ，２０ｂ，３０ｂに常時供給されている。
【００５８】
　なお、以降の説明においては、第１及び第２の切換弁機構８０ａ，８０ｂについては、
切換弁８６ａ，８６ｂが、作動エア導入口８７ａ，８７ｂと作動エア入出口８１ａ，８１
ｂとを連通させているときを「ＯＮ状態」とする。また、作動エア入出口８１ａ，８１ｂ
と作動エア排出口８８ａ，８８ｂとを連通させているときを「ＯＦＦ状態」とする。
【００５９】
　また、第１～第４切換機構２０ａ，３０ａ，２０ｂ，３０ｂについては、第１～第４弁
体２５ａ，３５ａ，２５ｂ，３５ｂが、分流路２７ａ，３７ａ，２７ｂ，３７ｂを介して
導入口２２ａ，３２ａ，２２ｂ，３２ｂと排出口２３ａ，３３ａ，２３ｂ，３３ｂとを連
通させているときを「ＯＮ状態」とし、これらを連通させていないときを「ＯＦＦ状態」
とする。なお、既に説明した部分と同一の構成要素に関しては同一の参照符号を付してい
るので、以降においては重複する説明は省略することとする。
【００６０】
　まず、例えば第１及び第２の切換弁機構８０ａ，８０ｂの切換弁８６ａ，８６ｂが第１
及び第２の弁機構本体８５ａ，８５ｂ内の右側にあり、ベローズ３ａが収縮しベローズ３
ｂが伸長しているときの重複期間ＯＰについて説明する。切換弁８６ａが第１の弁機構本
体８５ａ内の右側にあるので、作動エア導入口８７ａと作動エア入出口８１ａとが連通し
、作動流体源から供給されてエア配管９９ａを通った作動エアは、第１の切換弁機構８０
ａの分配室８４ａを通って第１の主配管９０ａを介して作動室６ａに導入される。
【００６１】
　これにより、ベローズ３ａはその底部がポンプヘッド１ａに近付く方向（以下、「ポン
プヘッド近接方向」と呼ぶ。）へ移動して収縮し、連結シャフト１１ａ，１１ｂのシャフ
ト部１２，１２は軸方向に沿って同様にポンプヘッド近接方向へ移動する。また、コイル
ばね１４を介してシャフト部１３，１３がこれらに少し遅れて連動し、このシャフト部１
３，１３と連動する連結板９ｂがポンプヘッド１ａから離れる方向（以下、「ポンプヘッ
ド離間方向」と呼ぶ。）へ移動する。
【００６２】
　図２に示す時点ｔ１の前の状態においては、ベローズ３ａは収縮限界位置に達するまで
収縮を続け、ベローズ３ｂは伸長限界位置に達するまで伸長を続けている。なお、切換弁
８６ｂが第２の弁機構本体８５ｂ内の右側にあるので、作動エア入出口８１ｂと作動エア
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排出口８８ｂとが連通し、ベローズ３ｂが伸長を続けているときには、作動室６ｂ内の作
動エアは、第２の主配管９０ｂを介して第２の切換弁機構８０ｂの分配室８４ｂを通り、
作動エア排出口８８ｂから外部に排気される。
【００６３】
　この場合、図１に示すように吸込弁１８ａ及び吐出弁１９ｂが閉状態となっており、吸
込弁１８ｂ及び吐出弁１９ａが開状態となっているので、移送流体である液体は、吸込口
１６からポンプ室５ｂ内に導入されると共に、ポンプ室５ａから吐出口１７を介して吐出
される。このように、時点ｔ１の前の状態においては、ポンプ室５ａが圧縮工程途中にあ
り、ポンプ室５ｂが伸長（膨張）工程途中にあるので、図１及び図２に示すように、第１
の切換弁機構８０ａがＯＮ状態を維持し、第２の切換弁機構８０ｂがＯＦＦ状態を維持し
ている。
【００６４】
　そして、図２に示す時点ｔ１の直前において、ベローズ３ｂが伸長限界位置近傍に達し
たときに、連結シャフト１１ｂのシャフト部１３に設けられた当接板３５ｄが、シリンダ
２ｂに配置された第４切換機構３０ｂの第４弁体３５ｂの先端部に当接する。当接板３５
ｄは、そのまま第４弁体３５ｂを押して第４の収容ケース３１ｂ内に後退させる。
【００６５】
　これにより、シリンダ２ｂ側の第４切換機構３０ｂは、第１の切換弁機構８０ａがＯＮ
状態の間に、導入口３２ｂ及び排出口３３ｂが分流路３７ｂを介して連通することで、図
２に示すようなＯＮ状態となる。この第４切換機構３０ｂのＯＮ状態は、第４弁体３５ｂ
が当接板３５ｄと継続的に当接して分流路３７ｂが開路することにより維持される。
【００６６】
　こうしてシリンダ２ｂ側の第４切換機構３０ｂがＯＮ状態になると、制御エア導入路９
１ｄからの制御エアが分流路３７ｂを介して第４の制御エア配管９２ｄを通り、第２の切
換弁機構８０ｂの第４の制御エア入出口８３ｂに導入される。この制御エアの圧力により
、切換弁８６ｂは、第２の弁機構本体８５ｂ内の左側へ移動する。そして、作動エア導入
口８７ｂと作動エア入出口８１ｂとが小径部９８ｂ及び分配室８４ｂを介して連通し、第
２の切換弁機構８０ｂがＯＮ状態となる。
【００６７】
　なお、第２の弁機構本体８５ｂ内にある第３の制御エア入出口８２ｂ側の制御エアは、
左側へ移動した切換弁８６ｂに押し出されて第３の制御エア入出口８２ｂから排出される
。そして、排出された制御エアは、第３の制御エア配管９２ｂを通ってシリンダ２ｂ側に
配置された第３切換機構２０ｂの排出口２３ｂから第３の収容ケース２１ｂ内に導入され
、逃げ穴２４ｂを通って外部に排気される。
【００６８】
　このような構造により、切換弁８６ｂはスムーズに第２の弁機構本体８５ｂ内を左側に
移動する。こうして、図２中矢印曲線Ｌ１で示すように、シリンダ２ｂ側の第４切換機構
３０ｂがＯＮ状態となった直後の時点ｔ１において第２の切換弁機構８０ｂがＯＮ状態と
なる。第２の切換弁機構８０ｂがＯＮ状態になると、作動エア導入口８７ｂと作動エア入
出口８１ｂとが連通するので、作動流体源から供給されてエア配管９９ｂを通った作動エ
アが、第２の切換弁機構８０ｂの分配室８４ｂを通って第２の主配管９０ｂを介して作動
室６ｂに導入される。
【００６９】
　これにより、ポンプ室５ｂは伸長工程から圧縮工程へと切り替わる。しかし、この時点
ｔ１においては、もう一方の作動室６ａにも第１の切換弁機構８０ａを介して作動エアが
供給され続けているので、ポンプ室５ａも圧縮工程を維持しており、両方のポンプ室５ｂ
，５ａの圧縮工程が重複する重複期間ＯＰが開始される。ここでの重複期間ＯＰにおいて
は、吸込弁１８ａ，１８ｂが閉状態となり、吐出弁１９ａ，１９ｂが開状態となるので、
両方のポンプ室５ａ，５ｂから移送流体である液体が吐出口１７を介して吐出され、脈動
が防止される。なお、連結シャフト１１ａ，１１ｂのコイルばね１４は、この際のベロー
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ズ３ａ，３ｂの両端間の寸法変化を吸収するために圧縮される。
【００７０】
　第２の切換弁機構８０ｂがＯＮ状態となってポンプ室５ｂが圧縮工程に切り替わると、
伸長限界位置に達していたベローズ３ｂはその底部が反対側の収縮限界位置に達するまで
、ポンプヘッド近接方向へ移動するように収縮する。そして、連結シャフト１１ａ，１１
ｂのシャフト部１３，１３は軸方向に沿って同様にポンプヘッド近接方向へ移動する。
【００７１】
　一方、時点ｔ１のときに、まだ圧縮工程途中にあるポンプ室５ａ側においては、ベロー
ズ３ａがその圧縮工程の終盤になって時点ｔ１の後で時点ｔ２の前の状態において収縮限
界位置近傍に達したときに、連結板９ａがシリンダ２ａ側に配置された第１切換機構２０
ａの第１弁体２５ａの先端部に当接する。連結板９ａは、そのまま第１弁体２５ａを押し
て第１の収容ケース２１ａ内に後退させる。
【００７２】
　これにより、シリンダ２ａ側の第１切換機構２０ａは、第１及び第２の切換弁機構８０
ａ，８０ｂがＯＮ状態の間に、導入口２２ａ及び排出口２３ａが分流路２７ａを介して連
通することで、時点ｔ１以降の時点ｔ２の直前において、図２に示すようなＯＮ状態とな
る。この第１切換機構２０ａのＯＮ状態は、第１弁体２５ａが連結板９ａと継続的に当接
して分流路２７ａが開路することにより維持される。
【００７３】
　こうしてシリンダ２ａ側の第１切換機構２０ａがＯＮ状態になると、制御エア導入路９
１ａからの制御エアが分流路２７ａを介して第１の制御エア配管９２ａを通り、第１の切
換弁機構８０ａの第１の制御エア入出口８２ａに導入される。この制御エアの圧力により
、切換弁８６ａは、第１の弁機構本体８５ａ内の左側へ移動し、第１の切換弁機構８０ａ
がＯＦＦ状態となる。
【００７４】
　なお、第１の弁機構本体８５ａ内にある第２の制御エア入出口８３ａ側の制御エアは、
左側へ移動した切換弁８６ａに押し出されて第２の制御エア入出口８３ａから排出される
。そして、排出された制御エアは、第２の制御エア配管９２ｃを通ってシリンダ２ａ側に
配置された第２切換機構３０ａの排出口３３ａから第２の収容ケース３１ａ内に導入され
、逃げ穴３４ａを通って外部に排気される。
【００７５】
　このような構造により、切換弁８６ａはスムーズに第１の弁機構本体８５ａ内を左側に
移動する。こうして、図２中矢印曲線Ｌ２で示すように、シリンダ２ａ側の第１切換機構
２０ａがＯＮ状態となった直後の時点ｔ２において、第１の切換弁機構８０ａがＯＦＦ状
態となる。このように、重複期間ＯＰは時点ｔ１から時点ｔ２の間に設けられる。
【００７６】
　第１の切換弁機構８０ａがＯＦＦ状態になると、作動エア入出口８１ａと作動エア排出
口８８ａとが連通するので、作動室６ａ内にある作動エアは、第１の主配管９０ａを介し
て第１の切換弁機構８０ａの分配室８４ａを通り、作動エア排出口８８ａから外部に排気
される。
【００７７】
　時点ｔ１の後の状態で既に圧縮工程となっているベローズ３ｂ側にて、軸方向に沿って
ポンプヘッド近接方向へ移動している連結シャフト１１ａ，１１ｂのシャフト部１３，１
３に少し遅れて、コイルばね１４を介してシャフト部１２，１２が軸方向に沿ってポンプ
ヘッド離間方向へ移動し、シャフト部１２，１２と連動する連結板９ａがポンプヘッド離
間方向へ移動する。
【００７８】
　これにより、時点ｔ２において、ポンプ室５ａは圧縮工程から伸長工程へと切り替わる
。ポンプ室５ａが伸長工程に切り替わると、圧縮限界位置に達していたベローズ３ａはそ
の底部が反対側の伸長限界位置に達するまでポンプヘッド離間方向へ移動するように伸長
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する。そして、連結シャフト１１ａ，１１ｂのシャフト部１２，１２は軸方向に沿って同
様にポンプヘッド離間方向へ移動する。
【００７９】
　こうして、時点ｔ２の直後の状態においては、二連往復動ポンプ１は、例えば図３に示
すようになる。すなわち、第１及び第２の切換弁機構８０ａ，８０ｂの切換弁８６ａ，８
６ｂは、第１及び第２の弁機構本体８５ａ，８５ｂ内の左側に移動している。第２の切換
弁機構８０ｂからの作動エアは、第２の主配管９０ｂを介して図３中矢印Ａで示すように
作動室６ｂ内に供給される。
【００８０】
　制御エア導入路９１ｄからの制御エアは、第４の制御エア配管９２ｄ及び第４の制御エ
ア入出口８３ｂを介して、図３中矢印Ｂで示すように第２の弁機構本体８５ｂ内に導入さ
れる。第２の弁機構本体８５ｂ内の制御エアは、第３の制御エア入出口８２ｂ及び第３の
制御エア配管９２ｂを介して、図３中矢印Ｃで示すように第３切換機構２０ｂ内に導入さ
れ逃げ穴２４ｂから排気される。
【００８１】
　また、作動室６ａ内の作動エアは、第１の主配管９０ａ及び作動エア入出口８１ａを介
して、図３中矢印Ｄで示すように第１の弁機構本体８５ａ内に導入され、分配室８４ａ、
小径部９８ａ及び作動エア排出口８８ａを介して排気される。制御エア導入路９１ａから
の制御エアは、第１の制御エア配管９２ａ及び第１の制御エア入出口８２ａを介して、図
３中矢印Ｅで示すように第１の弁機構本体８５ａ内に導入される。第１の弁機構本体８５
ａ内の制御エアは、第２の制御エア入出口８３ａ及び第２の制御エア配管９２ｃを介して
、図３中矢印Ｆで示すように第２切換機構３０ａ内に導入され逃げ穴３４ａから排気され
る。
【００８２】
　図２に示す時点ｔ２以降の時点ｔ３の前の状態においては、ベローズ３ａは伸長限界位
置に達するまで伸長を続け、ベローズ３ｂは収縮限界位置に達するまで収縮を続けている
。この場合、吸込弁１８ｂ及び吐出弁１９ａが閉状態となっており、吸込弁１８ａ及び吐
出弁１９ｂが開状態となっているので、移送流体である液体は、吸込口１６からポンプ室
５ａ内に導入されると共に、ポンプ室５ｂから吐出口１７を介して吐出される。このよう
に、時点ｔ２以降の時点ｔ３の前の状態においてはポンプ室５ａが伸長工程途中にあり、
ポンプ室５ｂが圧縮工程途中にあるので、図２及び図３に示すように、第１の切換弁機構
８０ａがＯＦＦ状態を維持し、第２の切換弁機構８０ｂがＯＮ状態を維持している。
【００８３】
　なお、時点ｔ２の後において、連結板９ａが第１切換機構２０ａの第１弁体２５ａから
離間すると、第１切換機構２０ａは図２に示すようなＯＦＦ状態となる。この第１切換機
構２０ａがＯＦＦ状態になると、分流路２７ａが閉路されて排出口２３ａと逃げ穴２４ａ
とが連通される。
【００８４】
　また、時点ｔ２の後において、第１切換機構２０ａがＯＦＦ状態となった後に、当接板
３５ｄが第４切換機構３０ｂの第４弁体３５ｂから離間すると、第４切換機構３０ｂは図
２に示すようなＯＦＦ状態となる。この第４切換機構３０ｂがＯＦＦ状態になると、分流
路３７ｂが閉路されて排出口３３ｂと逃げ穴３４ｂとが連通される。
【００８５】
　そして、図２に示す時点ｔ３の直前において、ベローズ３ａが伸長限界位置近傍に達し
たときに、連結シャフト１１ｂのシャフト部１２に設けられた当接板３５ｃが、シリンダ
２ａ側に配置された第２切換機構３０ａの第２弁体３５ａの先端部に当接する。当接板３
５ｃは、そのまま第２弁体３５ａを押して第２の収容ケース３１ａ内に後退させる。
【００８６】
　これにより、シリンダ２ａ側の第２切換機構３０ａは、第２の切換弁機構８０ｂがＯＮ
状態の間に、導入口３２ａ及び排出口３３ａが分流路３７ａを介して連通することで、時



(13) JP 6644059 B2 2020.2.12

10

20

30

40

50

点ｔ２以降の時点ｔ３の直前において、図２に示すようなＯＮ状態となる。この第２切換
機構３０ａのＯＮ状態は、第２弁体３５ａが当接板３５ｃと継続的に当接して分流路３７
ａが開路することにより維持される。
【００８７】
　こうしてシリンダ２ａ側の第２切換機構３０ａがＯＮ状態になると、図４中矢印Ｇで示
すように、制御エア導入路９１ｃからの制御エアが分流路３７ａを介して第２の制御エア
配管９２ｃを通り、第１の切換弁機構８０ａの第２の制御エア入出口８３ａに導入される
。この制御エアの圧力により、切換弁８６ａは、図４中矢印Ｈで示すように第１の弁機構
本体８５ａ内の右側へ移動する。そして、作動エア導入口８７ａと作動エア入出口８１ａ
とが小径部９８ａ及び分配室８４ａを介して連通し、第１の切換弁機構８０ａがＯＮ状態
となる。
【００８８】
　なお、第１の弁機構本体８５ａ内にある第１の制御エア入出口８２ａ側の制御エアは、
右側へ移動した切換弁８６ａに押し出されて第１の制御エア入出口８２ａから排出される
。そして、排出された制御エアは、図４中矢印Ｉで示すように、第１の制御エア配管９２
ａを通ってシリンダ２ａ側の第１切換機構２０ａの排出口２３ａから第１の収容ケース２
１ａ内に導入され、逃げ穴２４ａを通って外部に排気される。
【００８９】
　このような構造により、切換弁８６ａはスムーズに第１の弁機構本体８５ａ内を右側へ
移動する。こうして、図２中矢印曲線Ｌ３で示すように、シリンダ２ａ側の第２切換機構
３０ａがＯＮ状態となった直後の時点ｔ３において第１の切換弁機構８０ａがＯＮ状態と
なる。第１の切換弁機構８０ａがＯＮ状態になると、作動エア導入口８７ａと作動エア入
出口８１ａとが連通するので、作動流体源から供給されてエア配管９９ａを通った作動エ
アが、再び第１の切換弁機構８０ａの分配室８４ａを通って第１の主配管９０ａを介して
作動室６ａに導入される。
【００９０】
　これにより、ポンプ室５ａは伸長工程から圧縮工程へと切り替わる。しかし、この時点
ｔ３においては、もう一方の作動室６ｂにも第２の切換弁機構８０ｂを介して作動エアが
供給され続けているので、ポンプ室５ｂも圧縮工程を維持しており、両方のポンプ室５ａ
，５ｂの圧縮工程が重複する重複期間ＯＰが再び開始される。ここでの重複期間ＯＰにお
いても、上述したように両方のポンプ室５ａ，５ｂから移送流体である液体が吐出され、
脈動が防止される。コイルばね１４は、このときもベローズ３ａ，３ｂの両端間の寸法変
化を吸収するために圧縮される。
【００９１】
　第１の切換弁機構８０ａがＯＮ状態となってポンプ室５ａが圧縮工程に切り替わると、
伸長限界位置に達していたベローズ３ａはその底部が反対側の収縮限界位置に達するまで
、ポンプヘッド近接方向へ移動するように収縮する。そして、連結シャフト１１ａ，１１
ｂのシャフト部１２，１２は再び軸方向に沿ってポンプヘッド近接方向へ移動する。
【００９２】
　一方、時点ｔ３のときに、まだ圧縮工程途中にあるポンプ室５ｂ側においては、ベロー
ズ３ｂがその圧縮工程の終盤になって時点ｔ３の後で時点ｔ４の前の状態において収縮限
界位置近傍に達したときに、連結板９ｂがシリンダ２ｂに配置された第３切換機構２０ｂ
の第３弁体２５ｂの先端部に当接する。連結板９ｂは、そのまま第３弁体２５ｂを押して
第３の収容ケース２１ｂ内に後退させる。
【００９３】
　これにより、シリンダ２ｂ側の第３切換機構２０ｂは、第１及び第２の切換弁機構８０
ａ，８０ｂがＯＮ状態の間に、導入口２２ｂ及び排出口２３ｂが分流路２７ｂを介して連
通することで、時点ｔ３以降の時点ｔ４の直前において、図２に示すようなＯＮ状態とな
る。この第３切換機構２０ｂのＯＮ状態は、第３弁体２５ｂが連結板９ｂと継続的に当接
して分流路２７ｂが開路することにより維持される。
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【００９４】
　こうしてシリンダ２ｂ側の第３切換機構２０ｂがＯＮ状態になると、図５中矢印Ｊで示
すように、制御エア導入路９１ｂからの制御エアが分流路２７ｂを介して第３の制御エア
配管９２ｂを通り、第２の切換弁機構８０ｂの第３の制御エア入出口８２ｂに導入される
。この制御エアの圧力により、切換弁８６ｂは、図５中矢印Ｋで示すように第２の弁機構
本体８５ｂ内の右側へ移動する。そして、作動エア入出口８１ｂと作動エア排出口８８ｂ
とが小径部９８ｂ及び分配室８４ｂを介して連通し、第２の切換弁機構８０ｂがＯＦＦ状
態となる。
【００９５】
　なお、第２の弁機構本体８５ｂ内にある第４の制御エア入出口８３ｂ側の制御エアは、
右側へ移動した切換弁８６ｂに押し出されて第４の制御エア入出口８３ｂから排出される
。この排出された制御エアは、図５中矢印Ｍで示すように、第４の制御エア配管９２ｄを
通ってシリンダ２ｂ側の第４切換機構３０ｂの排出口３３ｂから第４の収容ケース３１ｂ
内に導入され、逃げ穴３４ｂを通って外部に排気される。
【００９６】
　このような構造により、切換弁８６ｂはスムーズに第２の弁機構本体８５ｂ内を右側に
移動する。こうして、図２中矢印曲線Ｌ４で示すように、シリンダ２ｂ側の第３切換機構
２０ｂがＯＮ状態となった直後の時点ｔ４において、第２の切換弁機構８０ｂがＯＦＦ状
態となる。このように、重複期間ＯＰは時点ｔ３から時点ｔ４の間に再び設けられる。
【００９７】
　第２の切換弁機構８０ｂがＯＦＦ状態になると、作動エア入出口８１ｂと作動エア排出
口８８ｂとが連通するので、作動室６ｂ内にある作動エアは、再び第２の主配管９０ｂを
介して第２の切換弁機構８０ｂの分配室８４ｂを通り、作動エア排出口８８ｂから再度外
部に排気される。
【００９８】
　時点ｔ４の後の状態で既に圧縮工程となっているベローズ３ａ側にて、軸方向に沿って
ポンプヘッド近接方向へ移動している連結シャフト１１ａ，１１ｂのシャフト部１２，１
２に少し遅れて、コイルばね１４を介してシャフト部１３，１３が軸方向に沿ってポンプ
ヘッド離間方向へ移動し、シャフト部１３，１３と連動する連結板９ｂがポンプヘッド離
間方向へ移動する。
【００９９】
　これにより、時点ｔ４において、ポンプ室５ｂは圧縮工程から再び伸長工程へと切り替
わる。ポンプ室５ｂが伸長工程に切り替わると、圧縮限界位置に達したベローズ３ｂはそ
の底部が反対側の伸長限界位置に達するまでポンプヘッド離間方向へ移動するように伸長
する。そして、連結シャフト１１ａ，１１ｂのシャフト部１３，１３は軸方向に沿ってポ
ンプヘッド離間方向へ再度移動する。
【０１００】
　こうして、時点ｔ４の直後の状態においては、二連往復動ポンプ１は、例えば図６に示
すようになる。すなわち、第１及び第２の切換弁機構８０ａ，８０ｂの切換弁８６ａ，８
６ｂは、第１及び第２の弁機構本体８５ａ，８５ｂ内の右側に移動している。第１の切換
弁機構８０ａからの作動エアは、第１の主配管９０ａを介して図６中矢印Ｎで示すように
作動室６ａ内に供給される。
【０１０１】
　制御エア導入路９１ｃからの制御エアは、第２の制御エア配管９２ｃ及び第２の制御エ
ア入出口８３ａを介して図６中矢印Ｏで示すように第１の弁機構本体８５ａ内に導入され
る。第１の弁機構本体８５ａ内の制御エアは、第１の制御エア入出口８２ａ及び第１の制
御エア配管９２ａを介して図６中矢印Ｐで示すように第１切換機構２０ａ内に導入され逃
げ穴２４ａから排気される。
【０１０２】
　また、作動室６ｂ内の作動エアは、第２の主配管９０ｂ及び作動エア入出口８１ｂを介
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して、図６中矢印Ｑで示すように第２の弁機構本体８５ｂ内に導入され、分配室８４ｂ、
小径部９８ｂ及び作動エア排出口８８ｂを介して排気される。制御エア導入路９１ｂから
の制御エアは、第３の制御エア配管９２ｂ及び第３の制御エア入出口８２ｂを介して、図
６中矢印Ｊで示すように第２の弁機構本体８５ｂ内に導入される。第２の弁機構本体８５
ｂ内の制御エアは、第４の制御エア入出口８３ｂ及び第４の制御エア配管９２ｄを介して
、図６中矢印Ｓで示すように第４切換機構３０ｂ内に導入され逃げ穴３４ｂから排気され
る。
【０１０３】
　本実施形態に係る二連往復動ポンプ１は、時点ｔ４以降においては、以上のような動作
を繰り返す。すなわち、第１～第４切換機構２０ａ，３０ａ，２０ｂ，３０ｂからの制御
エアの供給を切り換えて、第１及び第２の切換弁機構８０ａ，８０ｂを、重複期間ＯＰを
有するように動作させて、一対のポンプ室５ａ，５ｂを駆動する。
【０１０４】
　このように、本実施形態に係る二連往復動ポンプ１によれば、従来のコントローラや電
磁弁等の電気的な構成を一切採用せずに、機械的な構成である第１及び第２の切換弁機構
８０ａ，８０ｂや、第１～第４切換機構２０ａ，３０ａ，２０ｂ，３０ｂのみを組み合わ
せて、ポンプ室５ａ，５ｂを重複期間ＯＰを有するように駆動することができる。
【０１０５】
　このため、移送流体の脈動低減を図りつつ二連往復動ポンプ１全体の低コスト化を図る
ことができる。なお、上述した実施形態においては、例えば第１～第４切換機構２０ａ，
３０ａ，２０ｂ，３０ｂは、いわゆるメカニカル弁により構成され、第１及び第２の切換
弁機構８０ａ，８０ｂは、いわゆるスプール弁により構成されていたが、本実施形態に係
るこれらの機械的構成は、その他の種々の形態をとり得る。
【０１０６】
　以上、本発明のいくつかの実施の形態を説明したが、これらの実施の形態は、例として
提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施の
形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範
囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施の形態やその変形は
、発明の範囲や要旨に含まれると共に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範
囲に含まれる。
【符号の説明】
【０１０７】
　１　　　　　　　二連往復動ポンプ
　１ａ　　　　　　ポンプヘッド
　２ａ，２ｂ　　　シリンダ
　３ａ，３ｂ　　　ベローズ
　４ａ，４ｂ　　　シャフト固定板
　５ａ，５ｂ　　　ポンプ室
　６ａ，６ｂ　　　作動室
　７ａ，７ｂ　　　シャフト
　９ａ，９ｂ　　　連結板
　１１ａ，１１ｂ　連結シャフト
　１２，１３　　　シャフト部
　１４　　　　　　コイルばね
　２０ａ　　　　　第１切換機構
　２０ｂ　　　　　第３切換機構
　３０ａ　　　　　第２切換機構
　３０ｂ　　　　　第４切換機構
　８０ａ　　　　　第１の切換弁機構
　８０ｂ　　　　　第２の切換弁機構
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