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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一管状部材に接続されるとともに、雌ルアーコネクターと結合することによって、前
記第一管状部材内の流路空間と前記雌ルアーコネクターに接続した第二管状部材内の流路
空間とを連通する雄ルアーコネクターにおいて、
　先端側に向かうにつれて先細りとなるテーパー形状に形成されて、前記雌ルアーコネク
ターに形成されたテーパー状の内周壁に液密的に当接可能なテーパー状外周壁と、内部空
間を形成する内側壁とを有する側壁部と、前記側壁部の小径端面に形成され前記内部空間
を外部に連通する出口開口とを有する雄ルアー部と、
　内部に連通用流路が形成された管状部材であり、前記連通用流路を外部に連通する開口
が一方の端部および他方の端部にそれぞれ形成され、前記一方の端部が前記内部空間に移
動可能に内挿されるとともに前記他方の端部は前記第一管状部材に接続可能とされ、前記
内部空間内で移動することによって前記出口開口を液密的に封止可能な雄ルアー部封止手
段が前記一方の端部に形成された本体管と、
を備え、さらに、
　前記雄ルアー部は、前記出口開口にて径方向に横断して形成された柱部を備え、前記雄
ルアー部封止手段が前記出口開口を液密的に封止しているときに、前記本体管の一方の端
部に形成された開口を液密的に封止する本体管封止手段が前記柱部に形成されていること
を特徴とする雄ルアーコネクター。
【請求項２】
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　請求項１に記載の雄ルアーコネクターにおいて、
　前記雄ルアー部封止手段または前記本体管封止手段の少なくとも一方には、気体の通過
が可能であるとともに液体の通過が不能な気体透過フィルターが取り付けられていること
を特徴とする雄ルアーコネクター。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の雄ルアーコネクターにおいて、
　前記内側壁と前記本体管の外周との間にシール部材が設けられていることを特徴とする
雄ルアーコネクター。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれか１に記載の雄ルアーコネクターにおいて、
　前記雄ルアー部封止手段が前記出口開口を液密的に封止する方向に前記本体管が軸方向
移動するように、前記本体管を付勢する付勢手段をさらに備えることを特徴とする雄ルア
ーコネクター。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれか１に記載の雄ルアーコネクターにおいて、
　前記雌ルアーコネクターを結合する際における前記雌ルアーコネクターの移動に連動し
て、前記出口開口が前記雄ルアー部封止手段によって液密的に封止された状態から開放さ
れた状態となるように前記本体管を移動する連動機構をさらに備えることを特徴とする雄
ルアーコネクター。
【請求項６】
　請求項５に記載の雄ルアーコネクターにおいて、
　前記連動機構は、前記本体管に固定されるとともに、前記雌ルアーコネクターを結合す
るときに前記雌ルアーコネクターの端面に当接可能に配置された支持腕であることを特徴
とする雄ルアーコネクター。
【請求項７】
　請求項１ないし６のいずれか１に記載の雄ルアーコネクターにおいて、
　前記雌ルアーコネクターに螺合接続可能な第一内ネジ部を有し、前記第一内ネジ部を前
記雌ルアーコネクターに螺合することにより、前記テーパー状外周壁を前記雌ルアーコネ
クターの内周壁に当接した状態で前記雄ルアー部を前記雌ルアーコネクターに固定するロ
ック部材をさらに備えることを特徴とする雄ルアーコネクター。
【請求項８】
　請求項７に記載の雄ルアーコネクターにおいて、
　前記ロック部材は、前記本体管の外周に螺合接続可能であるとともに、前記第一内ネジ
部と同一方向にリードが形成された第二内ネジ部を有することを特徴とする雄ルアーコネ
クター。
【請求項９】
　第一管状部材に接続されるとともに、雌ルアーコネクターと結合することによって、前
記第一管状部材内の流路空間と前記雌ルアーコネクターに接続した第二管状部材内の流路
空間とを連通する雄ルアーコネクターにおいて、
　内部に連通用流路が形成された管状部材であり、前記連通用流路を外部に連通する開口
が一方の端部および他方の端部にそれぞれ形成された本体管と、
　先端側に向かうにつれて先細りとなるテーパー形状に形成されて、前記雌ルアーコネク
ターに形成されたテーパー状の内周壁に液密的に当接可能なテーパー状外周壁と、前記本
体管の少なくとも一方の端部が内挿される内部空間を形成する内側壁とを有する側壁部と
、前記側壁部の小径端面に形成され前記内部空間を外部に連通する出口開口と、前記出口
開口に形成され、前記本体管が前記内部空間内で移動したときに前記本体管の一方の端部
に形成された開口を液密的に封止可能な本体管封止手段と、を有する雄ルアー部と、
　を備え、さらに、
　前記雄ルアー部は、前記出口開口にて径方向に横断して形成された柱部を備え、前記柱
部に前記本体管封止手段が形成されていることを特徴とする雄ルアーコネクター。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、雌ルアーコネクターとともに管状部材の途中に取り付けられ、雌ルアーコネ
クターと結合することによって、両コネクターに接続された管状部材内の流路空間を連通
する雄ルアーコネクターに関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療現場において、輸液、輸血、人工透析、あるいは採血回路などを形成するために、
各種医療用チューブを接続するためのコネクターが使用される。このとき使用されるコネ
クターとして代表的なものに、ほぼ共通の規格を持つテーパー形状を有するルアーコネク
ターがある。
【０００３】
　ルアーコネクターは、一般的に、雌ルアーコネクターと雄ルアーコネクターに分かれて
形成されており、雄ルアーコネクターには一方の医療用チューブが、雌ルアーコネクター
には他方の医療用チューブが取り付けられる。そして、雄ルアーコネクターと雌ルアーコ
ネクターとを結合させることによって、一方の医療用チューブと他方の医療用チューブと
を連通させる。このとき、雌ルアーコネクターに形成されるテーパー状の内周壁と、雄ル
アーコネクターの雄ルアー部に形成されるテーパー状の外周壁とが液密的に当接する。こ
の当接状態で雄ルアーコネクターが雌ルアーコネクターに固定されることによって、雄ル
アーコネクターと雌ルアーコネクターとの結合が完了し、医療用チューブを接続する際の
液密性が確保される。
【０００４】
　雌ルアーコネクターには、その開口部分に常閉型の弁機構が搭載されているものもあり
、雄ルアーコネクターと結合していない状態において、この弁機構が閉じている。したが
って、雄ルアーコネクターと結合していない状態で医療用チューブ内の液体が雌ルアーコ
ネクターから漏れ出すことはない。一方、雌ルアーコネクターが雄ルアーコネクターと結
合した際には、上記弁機構が開き、雄ルアーコネクターと連通する。この状態で雄ルアー
コネクターに接続された一方の医療用チューブから液体が雄ルアーコネクターに送られる
と、この液体は雄ルアーコネクターから雌ルアーコネクターに流れ、さらに雌ルアーコネ
クターからこの雌ルアーコネクターに接続された他方の医療用チューブに流れる。こうし
て、雄ルアーコネクターに接続された一方の医療用チューブと雌ルアーコネクターに接続
された他方の医療用チューブとが連通される。
【０００５】
　このようなルアーコネクターとして、例えば、特許文献１には、雌ルアーコネクターの
開口部分に弾性シリコーン封止体を取り付けるとともに、このシリコーン封止体中に鋭利
な先端を持つスパイク部が配置されているものが記載されている。スパイク部は、内部に
流路が形成されるとともに先端近傍に開口を有し、さらに基端部分には前記流路に連通す
る医療用チューブが接続される。そして、雄ルアーコネクターの雄ルアー部が雌ルアーコ
ネクターの先端開口を押圧すると、弾性シリコーン封止体が開口して、雄ルアー部と結合
されるものである。
【特許文献１】特表平７－５０５０６４号公報
【発明の開示】
【０００６】
　上述のように、雌ルアーコネクターには常閉型の弁機構が搭載されたものが知られてい
るが、雄ルアーコネクターにはこのような弁機構は搭載されていない。このため、雄ルア
ーコネクターの先端開口に菌が繁殖するおそれがあった。また、プライミング操作時に雄
ルアーコネクターの先端開口から薬液がこぼれ、その部分からも菌が繁殖するおそれがあ
った。
【０００７】
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　本発明はこのような事情に鑑みなされたのもので、開口部を無菌的に保つことができる
雄ルアーコネクターを提供することを、その目的とする。
【０００８】
　前述した目的を達成するため、本発明に係る雄ルアーコネクターの特徴は、第一管状部
材に接続されるとともに、雌ルアーコネクターと結合することによって、前記第一管状部
材内の流路空間と前記雌ルアーコネクターに接続した第二管状部材内の流路空間とを連通
する雄ルアーコネクターにおいて、先端側に向かうにつれて先細りとなるテーパー形状に
形成されて、前記雌ルアーコネクターに形成されたテーパー状の内周壁に液密的に当接可
能なテーパー状外周壁と、内部空間を形成する内側壁とを有する側壁部と、前記側壁部の
小径端面に形成され前記内部空間を外部に連通する出口開口と、を有する雄ルアー部と、
内部に連通用流路が形成された管状部材であり、前記連通用流路を外部に連通する開口が
一方の端部および他方の端部にそれぞれ形成され、前記一方の端部が前記内部空間に移動
可能に内挿されるとともに前記他方の端部は前記第一管状部材に接続可能とされ、前記内
部空間内で移動することによって前記出口開口を液密的に封止可能な雄ルアー部封止手段
が前記一方の端部に形成された本体管と、を備え、さらに、雄ルアー部は、出口開口にて
径方向に横断して形成された柱部を備え、雄ルアー部封止手段が出口開口を液密的に封止
しているときに、本体管の一方の端部に形成された開口を液密的に封止する本体管封止手
段が柱部に形成されている雄ルアーコネクターとしたことにある。
【０００９】
　上記特徴を有する本発明の雄ルアーコネクターは、雄ルアー部内の内部空間に内挿され
た本体管の一方の端部が所定方向に移動されて、この一方の端部に形成される雄ルアー部
封止手段が雄ルアー部の小径端面に形成される出口開口を液密的に封止する。このように
して液体の吐出口となる雄ルアー部の出口開口が液密的に封止されるので、不使用時に出
口開口を無菌的に保つことができる。また、雄ルアー部封止手段によって出口開口が液密
的に封止された状態から、本体管の一方の端部を雄ルアー部の内部空間内で上記所定方向
とは反対の方向に移動することにより、雄ルアー部封止手段が出口開口から離れて出口開
口が開放される。したがって、雌ルアーコネクターと結合するときは上記のようにして出
口開口を開放することによって、液体を雌ルアーコネクター側に流通させることができる
。
【００１０】
　本発明によれば、上記した出口開口の液密的な封止および開放は本体管の一方の端部が
雄ルアー部の内部空間内で移動することにより行われ、本体管が雄ルアー部の外部、特に
雄ルアー部の小径端面よりも先の領域に大きく露出するようなことはない。ここで、雄ル
アーコネクターと雌ルアーコネクターとが結合した状態では雄ルアー部の小径端面よりも
先の領域は雌ルアーコネクター内の空間となるので、このときに出口開口を開放するため
に雄ルアーコネクターの部品が雌ルアーコネクター内の空間中に露出すると、雌ルアーコ
ネクター内の部品に干渉して動作不良を起すおそれがある。この点につき、本発明は上記
した構成であるので、雌ルアーコネクターに干渉することなくスムーズに出口開口の開放
を行い得る。ここで、本明細書において、「開口を液密的に封止」とは、「その開口を通
じて液体の流通が遮断されるように開口を塞ぐこと」という意味である。したがって、上
記雄ルアー部材封止手段により出口開口が液密的に封止されたときには、内部空間内の液
体が出口開口を通じて外部に放出されることは防止されるが、内部空間内の気体は出口開
口を通じて外部に放出されるような構成であってもよい。
【００１１】
　前記雄ルアー部は、前記雄ルアー部封止手段が前記出口開口を液密的に封止していると
きに、前記本体管の一方の端部に形成された開口を液密的に封止する本体管封止手段を備
えている。このため、雄ルアー部封止手段によって雄ルアー部の出口開口を液密的に封止
すると同時に本体管封止手段によって本体管の一方の端部に形成された開口を液密的に封
止すれば、確実に本体管から液体が漏れるのが防止される。また、このようにして互いの
開口を液密的に封止し合うことにより、外部から雄ルアー部の内部空間内に他の薬液など
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が混入することが確実に防止される。
【００１２】
　また、本体管封止手段の形状を、前記雄ルアー部を前記出口開口にて径方向に横断して
形成された柱部を備えるものとして、この柱部に前記本体管封止手段を形成したものとし
ている。開口部にこのような柱部を形成するのは比較的簡単であるので、本体管封止手段
を形成する際の製作コストを低減することができる。また、この場合には、柱部によって
本体管の一端部に形成された開口が液密的に封止されるように、開口の断面形状を上記柱
部に収まるように形成する。さらにこのように柱部を形成した場合、出口開口はこの柱で
二分されるため、雄ルアー部封止手段によってこの出口開口を液密的に封止するには二分
された断面形状と同一の断面形状を有する突片を本体管の一方の端部に形成するのがよい
。
【００１３】
　また、前記雄ルアー部封止手段または前記本体管封止手段の少なくとも一方には、気体
の通過が可能であるとともに液体の通過が不能な気体透過フィルターが取り付けられてい
るとよい。気体透過フィルターが雄ルアー部封止手段に取り付けられていれば、雄ルアー
部内の気体はこの気体透過フィルターを介して外部に放出されるが、液体は外部に放出さ
れない。したがって、雄ルアー部封止手段で雄ルアー部の出口開口を液密的に封止した状
態でプライミングを行って、上記出口開口から、雄ルアー部、本体管、または本体管に接
続される管状部材内に滞留する空気等の気体のみを外部に放出することができる。ここで
、上記において、「液体の通過が不能」とは、全く液体が通過不可能ということのみなら
ず、実質的に液体が通過不可能（僅かに液体が通過するが、通過速度が遅いために見かけ
上通過不可能）とみなせる場合を含む。
【００１４】
　また、本発明の雄ルアーコネクターは、前記内側壁と前記本体管の外周との間にＯリン
グなどのシール部材が設けられているものであるとよい。上記の位置にシール部材を配設
することにより、雄ルアー部封止手段によって出口開口を液密的に封止した状態で本体管
の一端部に形成された開口から雄ルアー部の内部空間内に液体が流れ込んだとしても、シ
ール部材の存在により雄ルアー部の外部への液体の漏れが防止される。また、本発明の雄
ルアーコネクターは、前記雄ルアー部封止手段が前記出口開口を液密的に封止する方向に
前記本体管が軸方向移動するように、前記本体管を付勢する付勢手段をさらに備えるもの
であるとよい。このような付勢手段を備えることにより、常時は雄ルアー部封止手段が出
口開口を液密的に封止している状態を保つことができる。
【００１５】
　また、本発明の雄ルアーコネクターは、前記雌ルアーコネクターを結合する際における
前記雌ルアーコネクターの移動に連動して、前記出口開口が前記雄ルアー部封止手段によ
って液密的に封止された状態から解放された状態となるように前記本体管を移動する連動
機構をさらに備えるものであるとよい。雌ルアーコネクターを雄ルアーコネクターに結合
するには、雌ルアーコネクターを雄ルアーコネクターに近づけて両者を当接する動作と、
上記当接時に雄ルアー部封止手段による出口開口の液密的な封止を解除して出口開口を開
放する動作が必要とされるが、連動機構によって雌ルアーコネクターの移動力を利用して
本体管を移動して、雄ルアー部封止手段が出口開口の液密的な封止を解除し得るようにす
れば、上記両動作を別々に行わなくてもよく、雌ルアーコネクターとの結合作業が簡単に
なる。
【００１６】
　この場合、前記連動機構は、前記本体管に固定されるとともに、前記雌ルアーコネクタ
ーを結合するときに前記雌ルアーコネクターの端面に当接可能に配置された支持腕で構成
するとよい。このように構成すれば、雌ルアーコネクターが雄ルアーコネクターに近づい
てくるときに、支持腕が雌ルアーコネクターの端面に当接して雌ルアーコネクターの移動
力を受ける。そして、この当接状態を維持したままさらに雌ルアーコネクターが移動され
ると、この移動力は支持腕を固定する本体管に伝達されて、本体管が移動される。
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【００１７】
　また、本発明の雄ルアーコネクターは、前記雌ルアーコネクターに螺合接続可能な第一
内ネジ部を有し、前記第一内ネジ部を前記雌ルアーコネクターに螺合することにより、前
記テーパー状外周壁を前記雌ルアーコネクターの内周壁に当接した状態で前記雄ルアー部
を前記雌ルアーコネクターに固定するロック部材をさらに備えるものであるとよい。この
ロック部材によって、雌ルアーコネクターへの雄ルアーコネクターの接続が確実になされ
、外部からの予期せぬ力によって簡単に雄ルアーコネクターと雌ルアーコネクターとの結
合が解除されるのを防止することができる。
【００１８】
　この場合、前記ロック部材は、前記本体管の外周に螺合接続可能であるとともに、前記
第一内ネジ部のリードと同一方向にリードが形成された第二内ネジ部を有するものである
とよい。つまり、第一内ネジ部が右ネジの場合は第二内ネジ部も同じく右ネジであり、第
一内ネジ部が左ネジの場合は第二内ネジ部も同じく左ネジとするとよい。このような構成
とすることにより、雌ルアーコネクターが雄ルアーコネクターに近づくように第一内ネジ
部と雌ルアーコネクターとが螺合接続されると同時に、本体管が雄ルアーコネクターから
離れる方向に移動する。このため、雌ルアーコネクターと雄ルアーコネクターとの固定動
作と、本体管の移動によって雄ルアー部封止手段が出口開口から離間して出口開口を開放
する動作を、ロック部材の回転動作によって同時に行うことができる。
【００１９】
　また、本発明に係る雄ルアーコネクターの他の特徴は、第一管状部材に接続されるとと
もに、雌ルアーコネクターと結合することによって、前記第一管状部材内の流路空間と前
記雌ルアーコネクターに接続した第二管状部材内の流路空間とを連通する雄ルアーコネク
ターにおいて、内部に連通用流路が形成された管状部材であり、一方の端部および他方の
端部に前記連通用流路を外部に連通する開口がそれぞれ形成された本体管と、先端側に向
かうにつれて先細りとなるテーパー形状に形成されて、前記雌ルアーコネクターに形成さ
れたテーパー状の内壁面に液密的に当接可能なテーパー状外周壁と、前記本体管の少なく
とも一方の端部が内挿される内部空間を形成する内側壁とを有する側壁部と、前記側壁部
の小径端面に形成され前記内部空間を外部に連通する出口開口と、前記出口開口に形成さ
れ、前記本体管が前記内部空間内で移動したときに前記本体管の一方の端部に形成された
開口を液密的に封止可能な本体管封止手段と、を有する雄ルアー部と、を備え、さらに、
雄ルアー部は、出口開口にて径方向に横断して形成された柱部を備え、柱部に本体管封止
手段が形成されている雄ルアーコネクターとしたことにある。
【００２０】
　上記特徴を有する本発明の雄ルアーコネクターは、本体管を雄ルアー部の内部空間内で
移動することにより、雄ルアー部の本体管封止手段が本体管の一方端に形成された開口を
液密的に封止する。このため、本体管の他方端に連結された管状部材からの液体が本体管
内の連通用流路を流れてきても、本体管の一方端の開口が液密的に封止されるので、液体
が雄ルアー部内に漏れることはない。したがって、雄ルアーコネクターの不使用時に雄ル
アー部を無菌的に保つことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
（第一実施形態）
　以下、本発明に係る雄ルアーコネクターについて、図面を用いて詳しく説明する。図１
は、本発明の第一実施形態に係る雄ルアーコネクターの平面図、図２は正面図、図３は図
２におけるＡ－Ａ断面図、図４は図２におけるＢ－Ｂ断面図である。図１に示すように、
本実施形態の雄ルアーコネクター１０１は、第一管状部材Ｔ１に接続されるとともに、雌
ルアーコネクター１０と結合することによって、第一管状部材Ｔ１内の流路空間と、雌ル
アーコネクター１０に接続した第二管状部材（図示省略）内の流路とを連通するものであ
る。この雄ルアーコネクター１０１は、外筒部１１０と、内筒部１２０と、ロックリング
１３０とを備えて構成されている。
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【００３６】
　図５は、外筒部１１０の概略斜視図、図６は図３の断面図のうち外筒部１１０のみの構
成を示した図である。図３～図６に示すように、外筒部１１０は、雄ルアー部１１１、リ
ング保持部１１２、把持部１１３を有し、全体的に見て段付円筒形状に形成されている。
雄ルアー部１１１は外筒部１１０の先端（図３、図４、図６において左端）部分に配置さ
れ、雌ルアーコネクター１０の内壁と当接可能となる部分である。リング保持部１１２は
雄ルアー部１１１に連結しており、後述するロックリング１３０を保持する部分である。
把持部１１３は、外筒部１１０の基端（図３、図４、図６において右端）側に形成され、
使用者が雄ルアーコネクター１０１を把持する部分である。
【００３７】
　図６に示すように、雄ルアー部１１１は側壁部１１１ａを有する円筒状に形成されてい
る。この側壁部１１１ａは先端側（図示左側）に向かうにつれて先細りとなるテーパー形
状に形成されたテーパー状外周壁１１１ｂと、このテーパー状外周壁１１１ｂと反対側の
面であってその内周側に内部空間１１１ｄを形成する内側壁１１１ｃを有している。テー
パー状外周壁１１１ｂは、雌ルアーコネクター１０に形成されたテーパー状内周壁１０ａ
に当接可能な面である。テーパー状外周壁１１１ｂが上記したような先細りテーパー形状
とされているので、側壁部１１１ａの先端面は、外径が最も小さくなる小径端面１１１ｅ
を形成する。また、側壁部１１１ａの基端側（図示右側）は開口していて、この開口部分
から後述の本体管１２１が内部空間１１１ｄ内に内挿される。
【００３８】
　図７は小径端面１１１ｅを正面から見たときの拡大図である。図７からわかるように、
小径端面１１１ｅには出口開口１１１ｆが形成されているとともに、この出口開口１１１
ｆを径方向に横断するように柱部１１１ｇが設けられている。したがって、出口開口１１
１ｆは柱部１１１ｇによって二分され、出口開口１１１ｆの開口縁によって２つの半円形
状の隙間１１１ｈが互いに向き合っているように形成される。図からわかるように柱部１
１１ｇは小径端面１１１ｅの図示上部と図示下部とをつなぐように鉛直状に形成される。
また、柱部１１１ｇは出口開口１１１ｆ付近のみに形成されており、内部空間１１１ｄの
全体にわたって形成されているわけではない。
【００３９】
　図６に示すように、リング保持部１１２は、第一円筒部１１２ａ、第二円筒部１１２ｂ
、第三円筒部１１２ｃから構成されている。第一円筒部１１２ａは雄ルアー部１１１のテ
ーパー状外周壁１１１ｂから径方向外方に延び、雄ルアー部１１１と同軸的となるように
円筒状に形成されている。第二円筒部１１２ｂおよび第三円筒部１１２ｃも円筒形状をし
ており、この順で第一円筒部１１２ａに同軸的に連結している。図５および図６からわか
るように第一円筒部１１２ａおよび第三円筒部１１２ｃの外径は第二円筒部１１２ｂの外
径よりも大きく形成されており、このため第一円筒部１１２ａと第二円筒部１１２ｂとの
境には周方向に第一段差部１１２ｄが、第二円筒部１１２ｂと第三円筒部１１２ｃとの境
には周方向に第二段差部１１２ｅがそれぞれ形成される。
【００４０】
　また、図５および図６によく示すように、第一円筒部１１２ａの一方端面（雄ルアー部
１１１に向いた側の端面）には、外部に開口した２つの窓部１１２ｆが形成されている。
この窓部１１２ｆは、雄ルアー部１１１の外周に沿って所定の長さを持って形成されると
ともに、径方向に所定の幅をもって形成されている。また、２つの窓部１１２ｆは、第一
円筒部１１２ａの軸心に対して対称的となるように１８０度の間隔を持って図示上下に２
つ形成されている。窓部１１２ｆからは、第一円筒部１１２ａ内に向けて通路１１２ｇが
形成されている。この通路１１２ｇは、図６に示すように第二円筒部１１２ｂの内周側の
空間に連通している。
【００４１】
　把持部１１３は、第三円筒部１１２ｃに接続されていて、その外径が第三円筒部１１２
ｃの外径と等しくなるように形成される。また、把持部１１３は内部に円筒状の空間を形
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成する内壁１１３ａを持つとともに、この内壁１１３ａから径方向内方に突出した環状凸
部１１３ｂが形成される。また、図６からわかるように、把持部１１３の第三円筒部１１
２ｃとの接続端には、軸方向に沿って内径が滑らかに増減したくびれ状の接続部１１３ｃ
が形成されている。一方、第三円筒部１１２ｃの把持部１１３との接続端には、上記接続
部１１３ｃに対応した相補形状を持つくびれ状の接続部１１２ｈが形成されている。そし
て、これらの接続部１１３ｃと１１２ｈとが嵌り合うことによって、把持部１１３が第三
円筒部１１２ｃに固定される。
【００４２】
　リング保持部１１２および把持部１１３はともに円筒状に形成されていて、内部に空間
Ｓを形成している。この空間Ｓは、図６に示すように雄ルアー部１１１内の内部空間１１
１ｄに連通している。また、第一円筒部１１２ａに形成される通路１１２ｇは、この空間
Ｓに開口している。
【００４３】
　図８は、内筒部１２０の概略斜視図、図９は図３の断面図から内筒部１２０のみの構成
を示した図である。図３、図４、図８、図９に示すように、内筒部１２０は、細長の段付
円筒状に形成された本体管１２１と、本体管１２１の外周に形成された支持腕１２２とを
有している。本体管１２１の内部には流路１２１ａが形成されている。この流路１２１ａ
は本発明の連通用流路に相当し、本体管１２１の軸方向に沿って形成される。また、本体
管１２１は、第一開口１２１ｂおよび第二開口１２１ｃを有している。第一開口１２１ｂ
は本体管１２１の一方の端部（図４、図９において左側の端部）に形成される。第二開口
１２１ｃは本体管１２１の他方の端部（図３、図４、図９において右側の端部）に形成さ
れていて、この他方の端部に第一管状部材Ｔ１が接続されることによって、第一管状部材
Ｔ１内の流路空間が第二開口１２１ｃを経て本体管１２１内の流路１２１ａ内の空間に連
通される。
【００４４】
　図１０は、第一開口１２１ｂを正面から見たときの拡大図である。図１０に示すように
、第一開口１２１ｂは、左右縁が鉛直状に形成され、上下縁が凹状の円弧上に形成される
。したがって、第一開口１２１ｂで囲われた空間の断面形状は、上下に膨らんだ太鼓形状
とされる。本体管１２１内に形成される流路１２１ａ内の空間の断面形状も、上記太鼓形
状と同様にされている。また、図８に示すように、第一開口１２１ｂから本体管１２１の
軸方向に沿って切欠部１２１ｄが形成されており、この切欠部１２１ｄによって本体管１
２１の一方の端部に２つの半円柱状の突片１２１ｅが形成される。この突片１２１ｅの断
面形状は、雄ルアー部１１１の小径端面１１１ｅに形成される出口開口１１１ｆの開口縁
で囲われる２つの半円形状の隙間１１１ｈと同様の形状をしている。
【００４５】
　支持腕１２２は、本体管１２１の外周に固定されて径外方に延びて形成された支持部１
２２ａと、この支持部１２２ａから本体管１２１の軸方向に沿って第一開口１２１ｂ側に
延びた２本の腕部１２２ｂを備える。２本の腕部１２２ｂは本体管１２１に対して対称的
に配置するように１８０度の間隔で支持部１２２ａに取り付けられており、その先端が本
体管１２１の第一開口１２１ｂを越えない程度に第一開口１２１ｂ付近まで延びている。
なお、支持腕１２２が本発明の連動機構に相当する。支持腕１２２は、本体管１２１に固
定されていれば、本体管１２１と一体に形成してもよいし別体で形成してもよい。
【００４６】
　図３および図４に示すように、内筒部１２０は外筒部１１０内に軸方向移動可能に挿入
されている。このとき、本体管１２１の第一開口１２１ｂ（図３、図４において不図示）
から支持腕１２２の支持部１２２ａが取り付けられている部分までは雄ルアー部１１１の
基端側の開口から内部空間１１１ｄ（図６参照）に収容され、それよりも図示右側の部分
はリング保持部１１２および把持部１１３の内周側に形成される空間Ｓ（図９参照）に収
容される。また、支持腕１２２は、空間Ｓから第一円筒部１１２ａ内に形成された通路１
１２ｇ（図６参照）を通って外筒部１１０の外部に突出している。内筒部１２０が外筒部



(9) JP 5161457 B2 2013.3.13

10

20

30

40

50

１１０に挿入されている状態の斜視図を図１１に示す。図１１からわかるように、支持腕
１２２の腕部１２２ｂは第一円筒部１１２ａの端面に形成された窓部１１２ｆから突出し
、外筒部１１０の軸方向に突き出した状態で配設されている。また、図３および図４に示
すように雄ルアー部１１１の内側壁１１１ｃの基端付近の部分と、本体管１２１の雄ルア
ー部１１１内に内挿されている部分の外周との間には、Ｏリング１４２が嵌め込まれてい
る。このＯリング１４２によって、本体管１２１の外壁面と雄ルアー部１１１の内側壁１
１１ｃとの間からの液漏れが防止される。
【００４７】
　図３、図４、図９からわかるように、本体管１２１の軸方向中央付近には、外径が小さ
くなっている小径部１２１ｆが形成されており、この小径部１２１ｆの軸方向両端にて周
方向に第三段差部１２１ｇおよび第四段差部１２１ｈが形成される。そして、内筒部１２
０が外筒部１１０内に内挿された状態で小径部１２１ｆと外筒部１１０の内壁との間にリ
ング状の空間Ｒが形成され、このリング状空間Ｒにはベローズ１４１が配設されている。
ベローズ１４１は本体管１２１の軸方向に伸縮可能なように本体管１２１の外周を覆って
配置され、その一端が第三段差部１２１ｇに当接し、他端が小径部１２１ｆの外周に対面
して配置されている把持部１１３の環状凸部１１３ｂに当接している。ベローズ１４１は
図に示す状態で伸張力を発生しており、この伸張力によって環状凸部１１３ｂを第四段差
部１２１ｈに押し付けるとともに、本体管１２１を図示左方向に移動するように付勢する
。このため、本体管１２１の第一開口１２１ｂは雄ルアー部１１１の出口開口１１１ｆ付
近まで移動する。
【００４８】
　このとき、ベローズ１４１の付勢力によって本体管１２１の一方の端部に形成された２
つの突片１２１ｅ（図８参照）が雄ルアー部１１１の出口開口１１１ｆの開口縁で形成さ
れる２つの半円形状の隙間１１１ｈ（図５参照）に差し込まれ、図１１に示すように丁度
この半円形状の隙間１１１ｈが突片１２１ｅによって塞がれる。このため、出口開口１１
１ｆが突片１２１ｅによって液密的に封止される。これとともに、雄ルアー部１１１の出
口開口１１１ｆに形成された柱部１１１ｇ（図５参照）が本体管１２１の一方の端面に形
成された切欠部１２１ｄ（図８参照）内に丁度嵌まり込み、柱部１１１ｇによって第一開
口１２１ｂも液密的に封止される。また、柱部１１１ｇは切欠部１２１ｄにて本体管１２
１内の流路１２１ａを形成する円弧状の上下端面に当接し、この当接によって本体管１２
１がそれ以上移動して外筒部１１０から突き抜けるのが防止される。このように、ベロー
ズ１４１の付勢力によって本体管１２１が外筒部１１０内で移動して、常時は本体管１２
１の突片１２１ｅが雄ルアー部１１１の出口開口１１１ｆを液密的に封止し、雄ルアー部
１１１の柱部１１１ｇが本体管１２１の第一開口１２１ｂを液密的に封止し合う状態とさ
れる。このときの雄ルアー部１１１の正面図を図１２に示す。図１２からわかるように、
第一開口１２１ｂは柱部１１１ｇに収まるようにされて液密的に封止され、出口開口１１
１ｆには突片１２１ｅが差し込まれて液密的に封止される。なお、このとき、突片１２１
ｅが出口開口１１１ｆに容易に差し込まれるように、突片１２１ｅの外壁をテーパー形状
にしてもよい。
【００４９】
　ロックリング１３０は、図３、図４に示すように外筒部１１０の雄ルアー部１１１およ
びリング保持部１１２の外周を覆うように回転可能に取り付けられている。このロックリ
ング１３０は、図示左方端から第一内ネジ部１３１が内周に形成されているとともに、図
示右方端にて径方向内方に突出した係止部１３２が形成されている。この係止部１３２の
内周面は、リング保持部の１１２の第二円筒部１１２ｂの外周面に対面するように配置さ
れている。ここで、係止部１３２の内径は、第一円筒部１１２ａの外径および第三円筒部
１１２ｃの外径よりも小さく、且つ第二円筒部１１２ｂの外径よりも大きくされている。
したがって、係止部１３２は第一段差部１１２ｄと第二段差部１１２ｅとの間で外筒部１
１０の軸方向に移動可能であるが、その範囲を超えた移動は両段差部１１２ｄ，１１２ｅ
により規制される。
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【００５０】
　図３および図４に示すように、雌ルアーコネクター１０は、図において左から右に向か
って内径が大きくなるラッパ形状を呈しており、内部に流路空間１５が形成され、大径端
側にて開口されている。流路空間１５を形成する雌ルアーコネクター１０のテーパー状内
周壁１０ａは、図において左方から右方に行くにつれて内径が大きくなるテーパー状に形
成されている。このテーパー状内周壁１０ａは、雄ルアー部１１１のテーパー状外周壁１
１１ｂに対応したテーパー角および径を有する部分を持つものとされる。また、雌ルアー
コネクター１０の外周の大径端に近い部分には、径方向外方に突出した突起部１０ｂが形
成されている。この突起部１０ｂは、本実施形態においては雌ルアーコネクター１０の外
周に対称的に２箇所の位置に設けられており、雌ルアーコネクター１０が雄ルアーコネク
ター１０１と結合した際に、ロックリング１３０の第一内ネジ部１３１と螺合可能に構成
される。
【００５１】
　上記構成において、雄ルアーコネクター１０１を雌ルアーコネクター１０に結合しない
場合は、図３、図４の状態が維持される。この状態は、上述したように雄ルアー部１１１
の出口開口１１１ｆが本体管１２１に形成された突片１２１ｅによって液密的に封止され
ているとともに、本体管１２１の第一開口１２１ｂが雄ルアー部１１１の柱部１１１ｇに
より液密的に封止されている状態である。したがって、第二開口１２１ｃにて本体管１２
１に接続された第一管状部材Ｔ１内の流路空間内の液体が第二開口１２１ｃを経て本体管
１２１内の流路１２１ａに進入しても、第一開口１２１ｂおよび出口開口１１１ｆが液密
的に封止されているために外部に液体が漏れ出すことはない。また、外部から液体が雄ル
アーコネクター１０１内に混入することがない。
【００５２】
　さらにこのような封止状態でプライミングを行おうとする場合には、柱部１１１ｇに、
気体の通過が可能であるとともに液体の通過が不能である気体透過性のフィルターを取り
付けておくとよい。このようにすれば、上記のような封止状態であっても、本体管１２１
の流路１２１ａ内、および本体管１２１に接続された第一管状部材Ｔ１の流路に滞留する
空気等の気体はこのフィルターを介して外部に放出可能であり、プライミングを行うこと
ができる。このとき、液体はフィルターを通過することはできないので、プライミング時
に液体が外部に漏れることはない。
【００５３】
　雄ルアーコネクター１０１と雌ルアーコネクター１０とを結合するときは、図３、図４
に示す状態から、雌ルアーコネクター１０と雄ルアーコネクター１０１との軸心が一致し
た状態のまま雄ルアーコネクター１０１に近づくように、図示右方へ雌ルアーコネクター
１０を軸方向移動する。このとき、雌ルアーコネクター１０の図示右方への軸方向移動に
よって、雄ルアー部１１１が雌ルアーコネクター１０内の流路空間１５に進入するととも
に、雌ルアーコネクター１０の大径側の端面と雄ルアー部１１１の外側に軸方向に沿って
突き出た腕部１２２ｂの先端面が当接する。この当接状態から、さらに雌ルアーコネクタ
ー１０を図示右方に移動すると、この移動に連動して雌ルアーコネクター１０の端面に当
接した腕部１２２ｂも図示右方に移動し、腕部１２２ｂが形成された支持腕１２２を固定
する本体管１２１も図示右方へ軸方向移動する。
【００５４】
　このような本体管１２１の移動によって、突片１２１ｅが出口開口１１１ｆから離間し
、出口開口１１１ｆが突片１２１ｅによって液密的に封止された状態から開放された状態
となる。これとともに、柱部１１１ｇが第一開口１２１ｂから離間し、第一開口１２１ｂ
が柱部１１１ｇによって液密的に封止された状態から解放された状態となる。そして、さ
らに雌ルアーコネクター１０が図示右方に移動すると、雄ルアー部１１１のテーパー状外
周壁１１１ｂと雌ルアーコネクター１０のテーパー状内周壁１０ａとが液密的に当接して
、雄ルアーコネクター１０１と雌ルアーコネクター１０とが結合する。この状態でロック
リング１３０の第一内ネジ部１３１と雌ルアーコネクター１０の突起部１０ｂとの軸方向
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位置を合わせ、ロックリング１３０を回転させる。すると、ロックリング１３０に雌ルア
ーコネクター１０が螺合されて、雌ルアーコネクター１０と雄ルアーコネクター１００と
が強固に結合する。
【００５５】
　雄ルアーコネクター１０１と雌ルアーコネクター１０との結合が完了した状態の断面図
を図１３、図１４（図１３は図２のＡ－Ａ断面、図１４は図２のＢ－Ｂ断面に対応する。
）に示す。図１３、図１４からわかるように、雌ルアーコネクター１０のテーパー状内周
壁１０ａと雄ルアー部１１１のテーパー状外周壁１１１ｂとは液密的に当接されて、両壁
の間から液体が外部には漏れないようにされている。また、腕部１２２ｂが雌ルアーコネ
クター１０の大径端部に押されることにより、本体管１２１が外筒部１１０内で図示右方
向に後退移動し、この後退移動によって雄ルアー部１１１の出口開口１１１ｆと本体管１
２１の第一開口１２１ｂとは離れた位置に配置される（図１４参照）。
【００５６】
　このような状態において、本体管１２１の第二開口１２１ｃに接続された第一管状部材
Ｔ１の流路内の液体は、第二開口１２１ｃから本体管１２１内の流路１２１ａに入り、第
一開口１２１ｂを経て雄ルアー部１１１内の内部空間１１１ｄに導入される。さらにこの
内部空間１１１ｄから出口開口１１１ｆを通って雌ルアーコネクター１０内の流路空間１
５に入り、さらに雌ルアーコネクター１０に接続された第二管状部材（図示省略）内の流
路空間に流れる。このようにして、雄ルアーコネクター１０１と雌ルアーコネクター１０
との結合によって２つの管状部材間での流通が達成される
【００５７】
　図１５は、上記説明の実施形態における腕部に改良を加えた変形例を示す断面図である
。なお、この断面図は、図２のＡ－Ａ断面図を見た図に相当する。図１５に示すように、
本例における腕部１２２ｂの先端部分には、雄ルアー部の径方向外方にさらに延びるよう
にして当接部１２２ｃが形成されている。このため、図１６に示すように当接部１２２ｃ
が雌ルアーコネクター１０の端面に確実に当接することができ、雌ルアーコネクター１０
の移動に連動して確実に本体管１２１を移動することができる。
【００５８】
　以上のように、本実施形態に係る雄ルアーコネクター１０１は、雄ルアー部１１１内の
内部空間１１１ｄ内に本体管１２１の一方の端部が内挿され、この一方の端部に形成され
た２つの突片１２１ｅが軸方向に移動して雄ルアー部１１１の出口開口１１１ｆを液密的
に封止するように構成されるので、雄ルアーコネクター１０１，１０２の不使用時に出口
開口１１１ｆを無菌的に保つことができる。また、出口開口１１１ｆの液密的な封止およ
び開放は、上記２つの突片１２１ｅが雄ルアー部１１１の内部空間１１１ｄ内で移動する
ことによりなされ、この突片１２１ｅが雄ルアー部１１１の外部、特に雄ルアー部１１１
の小径端面１１１ｅよりも先の領域に大きく露出するようなことはない。したがって、こ
の突片１２１ｅは他の構成に干渉することなく動作可能であり、スムーズに出口開口１１
１ｆの液密的な封止および開放を行い得る。
【００５９】
　また、突片１２１ｅが出口開口１１１ｆを液密的に封止しているときは、本体管１２１
の第一開口１２１ｂも雄ルアー部１１１の柱部１１１ｇにより液密的に封止される。この
ようにして雄ルアー部１１１および本体管１２１の開口を互いに液密的に封止し合うこと
により、確実に本体管１２１内の液体が外部に漏れるのを防止し得るとともに、外部から
雄ルアー部１１１の内部空間１１１ｄ内に他の薬液などが混入することが確実に防止され
る。
【００６０】
　また、本体管１２１に固定された支持腕１２２によって、本体管１２１が雌ルアーコネ
クター１０の移動動作に連動して移動されて出口開口１１１ｆが開放される。このように
雌ルアーコネクター１０の移動動作と出口開口１１１ｆの開放動作を連動することにより
、雄ルアーコネクター１０１を雌ルアーコネクター１０に結合する作業が簡単になる。
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【００６１】
　（第二実施形態）
　次に、本発明の第二実施形態につき説明する。この実施形態は、本体管１２１の先端面
にフィルターを設け、雄ルアー部１１１の出口開口１１１ｆが本体管１２１によって液密
的に封止された状態でプライミングが可能とされている点、および、ロックリング１３０
と本体管１２１が螺合されていて、ロックリング１３０の回転によって雄ルアー部１１１
に対して本体管１２１を移動することができる点に特徴を有する。以下、上記特徴点を中
心に説明する。
【００６２】
　図１７は、本実施形態に係る雄ルアーコネクター１０２の断面図である。なお、この断
面図は、図２におけるＡ－Ａ断面図に相当する。この図からわかるように、本体管１２１
の先端面（図示左端面）にはフィルター１５１が取り付けられている。フィルター１５１
は、内部に多数の微小孔が形成されており、気体の通過が可能であるが、液体の通過は不
能である気体透過フィルターである。このような性質を持つフィルターの材質として、多
孔質焼結体等が好ましく用いられる。
【００６３】
　図１８は、本体管１２１の先端付近の拡大斜視図、図１９は図１８の斜視図からフィル
ター１５１を取り除いた本体管１２１の先端付近の拡大斜視図である。図１９からわかる
ように、本体管１２１の先端にて、本体管１２１内の流路１２１ａが開口している端面１
２１ｉから軸方向に沿って立設された２つの突設部１２１ｊが形成されている。この２つ
の突設部１２１ｊは本体管１２１の軸心に対して対称的に設けられており、且つ流路１２
１ａの開口を取り囲んで円弧状に湾曲した壁のように形成されている。ただし、２つの突
設部１２１ｊによって上記開口の全周が覆われてしまうことがないように、２つの突設部
１２１ｊは所定の間隔を隔てて形成される。
【００６４】
　そして、図１８に示すように、円柱形状のフィルター１５１が２つの突設部１２１ｊの
内壁に囲まれた空間内に挟着され、抜け落ちないように取り付けられる。またフィルター
１５１は、端面１２１ｉから所定の間隔を隔てて配置するように突設部１２１ｊの先端部
分に取り付けられる。したがって、フィルター１５１および２つの突設部１２１ｊに囲ま
れた領域に隙間が形成され、この隙間が本体管１２１の第一開口１２１ｂとなる。
【００６５】
　また、図１７に示すように、本体管１２１には、その略中央付近に外ネジ部１２１ｋが
形成されている。この外ネジ部１２１ｋに対応して、ロックリング１３０の内周には第二
内ネジ部１３３が形成されている。第二内ネジ部１３３は第一内ネジ部１３１とはリード
が同一方向となるように形成されている。すなわち、第一内ネジ部１３１が右ネジであれ
ば第二内ネジ部１３３も右ネジとして、第一内ネジ部１３１が左ネジであれば第二内ネジ
部１３３も左ネジとして形成される。そして、ロックリング１３０を本体管１２１に組み
合わせた状態で、上記第二内ネジ部１３３部が本体管１２１の外ネジ部１２１ｋに螺合す
るような状態とされる。なお、その他の構成は上記第一実施形態と同様であるので、その
具体的説明は省略する。
【００６６】
　このような構成の雄ルアーコネクター１０２において、ロックリング１３０を所定の軸
回り方向（例えば時計周り方向）に回転させると、本体管１２１の外ネジ部１２１ｋが第
二内ネジ部１３３に螺合することによって本体管１２１が図示左方に移動する。そして、
本体管１２１の先端部分が雄ルアー部１１１の出口開口１１１ｆに入る。このとき、雄ル
アー部１１１の出口開口１１１ｆの形状は、２つの突設部１２１ｊにフィルター１５１が
組み合わされたときの断面形状とほぼ等しい形状とされている。このため、突設部１２１
ｊおよびフィルター１５１によって出口開口１１１ｆが液密的に封止される。
【００６７】
　上記の状態においてプライミングを行った場合、本体管１２１の流路１２１ａ内に滞留
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していた空気はフィルター１５１を通過して外部に放出される。一方、流路１２１ａ内の
液体はフィルター１５１を通過することができないので、液体がプライミング中に外部に
放出されることはない。また、雄ルアー部１１１の内側壁１１１ｃと本体管１２１の外周
との間にはＯリング１４２が取り付けられているので、上記内側壁１１１ｃと本体管１２
１の外周との間の隙間から液体が外部に漏れだすこともない。
【００６８】
　プライミングが完了した後に雄ルアーコネクター１０２を雌ルアーコネクター１０に結
合するが、このとき、雌ルアーコネクター１０に形成された突起部１０ｂをロックリング
１３０の第一内ネジ部１３１に当接させた状態でロックリング１３０が上記所定の軸回り
方向とは反対の方向（例えば反時計回り方向）に回転される。すると、雌ルアーコネクタ
ー１０の突起部１０ｂがロックリング１３０の回転によって螺合されて雌ルアーコネクタ
ー１０が雄ルアーコネクター１０２に近づく方向に移動して、雌ルアーコネクター１０が
雄ルアーコネクター１０２に当接される。また、ロックリング１３０の第二内ネジ部１３
３は本体管１２１の外ネジ部１２１ｋと螺合しているため、ロックリング１３０の回転に
よって本体管１２１も軸方向に移動する。このとき、第二内ネジ部１３３は第一内ネジ部
１３１とリードが同一方向に形成されているので、ロックリング１３０の上記回転に伴っ
て本体管１２１は雌ルアーコネクター１０の進行方向と同一方向に移動して、ロックリン
グ１３０から遠ざかる。この移動によって、図２０に示すように本体管１２１の突設部１
２１ｊおよびフィルター１５１が雄ルアー部１１１の出口開口１１１ｆから離間し、出口
開口１１１ｆが開放される。したがって、この状態で本体管１２１の流路１２１ａからの
液体が出口開口１１１ｆを通って雌ルアーコネクター１０内に導入される。これによって
液体の流通が達成される。
【００６９】
　以上のように、上記実施形態に係る雄ルアーコネクター１０２は、本体管１２１の先端
に気体の通過が可能であるとともに液体の通過が不能なフィルター１５１を取り付け、こ
のフィルター１５１およびフィルター１５１を挟着する２つの突設部１２１ｊによって、
雄ルアー部１１１の出口開口１１１ｆを液密的に封止している。このため、フィルター１
５１によって液体の流出が防止された状態でプライミングが可能となる。よって、液漏れ
を生じることなく雄ルアー部１１１、本体管１２１、または本体管１２１に接続される管
状部材内に滞留する空気等の気体を外部に放出することができる。
【００７０】
　また、ロックリング１３０には、雌ルアーコネクター１０に螺合する第一内ネジ部１３
１と、本体管１２１に螺合する第二内ネジ部１３３を形成されており、ロックリング１３
０の回転動作によって、雄ルアーコネクター１０２を雌ルアーコネクター１０に固定する
動作と、本体管１２１を移動して出口開口１１１ｆを開放する動作を同時に行うことがで
きる。
【００７１】
　（第三実施形態）
　図２１ないし図２４は、本発明の第三実施形態に係る雄ルアーコネクター２０１を示し
ている。この雄ルアーコネクター２０１は、第一管状部材Ｔ２の先端部に取り付けられた
コネクター本体２１０と、コネクター本体２１０の先端側に設けられた雄ルアー部２２０
と、雄ルアー部２２０内に移動可能に設けられた移動本体管２３０と、コネクター本体２
１０の先端側の外周に取り付けられたロックリング２４０と、コネクター本体２１０の内
部中央側に設けられた弾性シール部材２５０とで構成されている。
【００７２】
　コネクター本体２１０は、第一管状部材Ｔ２に接続される基端側部分から先端側に向っ
て徐々に直径が大きくなった略円筒状の基端連結部２１１と、基端連結部２１１の先端部
から前方に延びる段付き円筒状の先端支持部２１２とで構成されている。基端連結部２１
１の内部は、薬液を通すための流路２１１ａに形成されており、その先端側部分は直径の
大きな空間部２１１ｂに形成されている。また、基端連結部２１１の後部側部分における
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流路２１１ａの外周側部分には後部側から先端側に向かって延びるリング状の固定用凹部
２１３が形成されており、この固定用凹部２１３に第一管状部材Ｔ２の先端部を係合させ
ることにより、基端連結部２１１は、第一管状部材Ｔ２に連結されている。そして、基端
連結部２１１の先端外周には外径が小さくなった組付け用の段部２１４が形成されている
。
【００７３】
　先端支持部２１２は、基端連結部２１１の段部２１４に固定される大径の固定部２１５
と、固定部２１５の先端中央から前方に延びる細径の支持部２１６とで構成されている。
固定部２１５は、段部２１４を内部に入れた状態で固定される大径部２１５ａの内側に、
大径部２１５ａよりも直径および軸方向の長さがともに小さく設定された小径部２１５ｂ
を形成して構成されている。この大径部２１５ａと小径部２１５ｂとは前端部で連結され
、大径部２１５ａと小径部２１５ｂとの後端部の間は開口している。そして、弾性シール
部材２５０が、大径部２１５ａと小径部２１５ｂとの間に周縁部を挿し込んだ状態で取り
付けられている。
【００７４】
　すなわち、弾性シール部材２５０の周縁部を大径部２１５ａと小径部２１５ｂとの間に
挿し込んで、弾性シール部材２５０を固定部２１５に取り付け、その状態の固定部２１５
の大径部２１５ａ内に基端連結部２１１の段部２１４を挿し込んで固定部２１５を基端連
結部２１１に固定することにより、弾性シール部材２５０は固定部２１５と基端連結部２
１１との間に固定されている。この場合、弾性シール部材２５０における大径部２１５ａ
と小径部２１５ｂとの間の開口側に位置する部分は、段部２１４の先端部に押圧されて大
径部２１５ａと小径部２１５ｂとの間から外れることを防止される。
【００７５】
　この弾性シール部材２５０は、弾性および伸縮性を備えた板状のゴムで構成されており
、その中央に、伸縮することにより開口したし閉口したりする伸縮穴部２５１が形成され
ている。このため、弾性シール部材２５０は、前面に後方に向かう所定の押圧力が加わる
ことにより伸びて伸縮穴部２５１を開口させ、その押圧力が解除されることにより収縮し
て伸縮穴部２５１を閉口させる。この伸縮穴部２５１が閉口しているときには、基端連結
部２１１内の流路２１１ａは遮断されて、薬液は流れなくなる。また、弾性シール部材２
５０の後面における中央部（伸縮穴部２５１の周囲部分）には、後方に向って突出した円
錐状の小さな突起２５２が形成されている。この突起２５２によって、流路２１１ａ内に
薬液が充填された際に、弾性シール部材２５０の中央部にかかる圧力が分散されて弾性シ
ール部材２５０の耐圧性が向上する。
【００７６】
　支持部２１６は、固定部２１５の小径部２１５ｂと内径が同じで外径が小さくなった小
径部２１５ｂよりもやや細く軸方向の長さが長くなった筒状に形成されている。また、支
持部２１６の外周面における先端側部分を除く部分には、先端側部分よりも外径がやや小
さくなったスライド用の凹部２１６ａが形成されている。そして、支持部２１６の内部側
に、支持部２１６の内周面と間隔を保って、略円筒状の雄ルアー部２２０が、先端部を支
持部２１６の先端開口から突出させた状態で設けられている。この雄ルアー部２２０は、
リング状の壁部２１６ｂ（図２２参照）を介して支持部２１６に連結されており、その先
端側部分は、雌ルアーコネクター２０のテーパー状内周壁２０ａと液密的に接触できるよ
うに形成されている
【００７７】
　雄ルアー部２２０は、先端側（図示左側）に向かうにつれて先細りとなるテーパー形状
の円筒形に形成されており、その先端面は、外径が最も小さくなる小径端面２２１を形成
する。また、雄ルアー部２２０の基端側（図示右側）は開口していて、この開口部分から
後述する移動本体管２３０が雄ルアー部２２０の内部に内挿される。図２２は支持部２１
６および雄ルアー部２２０を正面から見た状態を示しており、雄ルアー部２２０の小径端
面２２１には細長い出口開口２２２が形成されている。また、壁部２１６ｂには、出口開
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口２２２の長手方向の部分を挟んで外部側が凸状になった円弧状の一対の窓部２１７が形
成されている。
【００７８】
　移動本体管２３０は、内部に流路２３１が形成された略円筒体で構成されており、外周
に一対の支持腕２３２が形成されている。流路２３１は本発明の連通用流路に相当し、移
動本体管２３０の軸方向に沿って形成されており、移動本体管２３０の両端は、それぞれ
開口されている。また、移動本体管２３０の先端面中央からは、雄ルアー部２２０の出口
開口２２２内に入って出口開口２２２を液密的に封止できる突片２３３が前方に向って突
出しており、移動本体管２３０の先端面における突片２３３の両側部分に開口（図示せず
）が形成されている。この開口は、移動本体管２３０が前方に移動したときに、小径端面
２２１によって閉塞される。
【００７９】
　一対の支持腕２３２は、移動本体管２３０の後端部から、移動本体管２３０の外周面と
所定の間隔を保った状態で前方に延びている。一対の支持腕２３２は移動本体管２３０に
対して対称的に配置するように１８０度の間隔で移動本体管２３０に取り付けられており
、その先端が移動本体管２３０の先端側の開口を越えない程度に延びている。このように
構成された移動本体管２３０は、雄ルアー部２２０内に軸方向移動可能に挿入されており
、支持腕２３２の先端部は、壁部２１６ｂに形成された一対の窓部２１７を通って外部に
突出している。また、雄ルアー部２２０の内側壁の中央部付近と、移動本体管２３０の外
周面との間には、Ｏリング２３５が嵌め込まれている。
【００８０】
　この移動本体管２３０は、弾性シール部材２５０の弾性によって前方に付勢されて移動
し、突片２３３が出口開口２２２内に入って出口開口２２２を液密的に封止したときに、
弾性シール部材２５０の伸縮穴部２５１も収縮して閉口するように構成されている。この
雄ルアーコネクター２０１および雄ルアーコネクター２０１に接続される雌ルアーコネク
ター２０のそれ以外の部分の構成は、前述した第一実施形態と同一である。したがって、
同一部分に同一符号を記して説明は省略する。
【００８１】
　このように構成された雄ルアーコネクター２０１を雌ルアーコネクター２０に連結する
場合には、まず、図２１に示したように、雌ルアーコネクター２０の先端開口に雄ルアー
コネクター２０１の先端部を対向させて接近させる。ついで、雄ルアー部２２０を、雌ル
アーコネクター２０の内部に進入させて、図２３に示したように、雌ルアーコネクター２
０のテーパー状内周壁２０ａと雄ルアー部２２０の先端側部分の外周面とを液密的に接触
させる。このとき、支持腕２３２の先端部は、雌ルアーコネクター２０の先端面に当接し
て、移動本体管２３０を雄ルアー部２２０内の後方に向って移動させる。これによって、
出口開口２２２および弾性シール部材２５０の伸縮穴部２５１が開口する。
【００８２】
　そして、ロックリング２４０の第一内ねじ１３１と雌ルアーコネクター２０の突起部１
０ｂとを接触させたのちに、ロックリング２４０を所定の軸周り方向に回転させることに
より第一内ねじ１３１と突起部１０ｂとを螺合させていく。そして、第一内ねじ１３１と
突起部１０ｂとの螺合が適度な状態になると、図２４に示したように、雌ルアーコネクタ
ー２０と雄ルアーコネクター２０１とは、液漏れが生じない適度な連結状態で連通する。
【００８３】
　以上のように、本実施形態に係る雄ルアーコネクター２０１では、雄ルアーコネクター
２０１と雌ルアーコネクター２０とが接続されていないときには、弾性シール部材２５０
の弾性力によって、雄ルアー部２２０が前方に付勢され出口開口２２２が閉塞されるとと
もに、弾性シール部材２９自身の伸縮穴部２５１も閉口する。このため、雄ルアーコネク
ター２０１の流路２１１ａ内の薬液が移動本体管２３０の流路２３１内に浸入することが
防止されるとともに、雄ルアー部２２０の出口開口２２２から外部にこぼれることも防止
される。この結果、薬液がこぼれて雄ルアーコネクター２０１の外表面に付着し、付着部
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分から菌が繁殖するといったことを防止できる。また、薬液がこぼれて無駄になることも
なくなる。
【００８４】
　また、雌ルアーコネクター２０内に雄ルアー部２２０を入れることにより、雌ルアーコ
ネクター２０のテーパー状内周壁２０ａと雄ルアー部２２０の外周面とが液密的に接触し
たときに、弾性シール部材２５０が移動本体管２３０に押されて伸縮穴部２５１が開口す
る。このため、薬液を外部に漏らすことなく適度な流量で第一管状部材Ｔ２から雌ルアー
コネクター２０に接続された第二管状部材に流すことができる。また、雄ルアーコネクタ
ー２０１と雌ルアーコネクター２０とを外したときにも、弾性シール部材２５０の復元力
により伸縮穴部２５１が閉口するため雄ルアーコネクター２０１内の流路２１１ａは閉塞
される。
【００８５】
　このとき、移動本体管２３０が前方に移動して出口開口２２２が閉塞される。このため
、雄ルアーコネクター２０１と雌ルアーコネクター２０とを外す際に、雄ルアー部２２０
の出口開口２２２から薬液がこぼれることがなくなる。この雄ルアーコネクター２０１の
それ以外の作用効果については、前述した雄ルアーコネクター１０１と同様である。なお
、本実施形態の雄ルアーコネクター２０１においても、前述した実施形態の変形例が備え
る気体透過性のフィルターやその他の機構や部材等を利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】本発明の第一実施形態に係る雄ルアーコネクターの平面図である。
【図２】本発明の第一実施形態に係る雄ルアーコネクターの正面図である。
【図３】図２におけるＡ－Ａ断面図である。
【図４】図２におけるＢ－Ｂ断面図である。
【図５】本発明の第一実施形態に係る外筒部の斜視図である。
【図６】本発明の第一実施形態に係る外筒部の断面図である。
【図７】本発明の第一実施形態に係る雄ルアー部の正面図である。
【図８】本発明の第一実施形態に係る内筒部の斜視図である。
【図９】本発明の第一実施形態に係る内筒部の断面図である。
【図１０】本発明の第一実施形態に係る本体管の正面図である。
【図１１】外筒部に内筒部が挿入された状態を示す斜視図である。
【図１２】外筒部に内筒部が挿入された状態における正面図である。
【図１３】本発明の第一実施形態に係る雄ルアーコネクターが雌ルアーコネクターと結合
したときの、図２におけるＡ－Ａ断面図である。
【図１４】本発明の第一実施形態に係る雄ルアーコネクターが雌ルアーコネクターと結合
したときの、図２におけるＢ－Ｂ断面図である。
【図１５】第一実施形態の変形例を示す雄ルアーコネクターの、図２におけるＡ－Ａ断面
図である。
【図１６】第一実施形態の変形例を示す雄ルアーコネクターが雌ルアーコネクターと結合
したときの、図２におけるＡ－Ａ断面図である。
【図１７】本発明の第二実施形態に係る雄ルアーコネクターの断面図である。
【図１８】本発明の第二実施形態に係る本体管の先端部分の斜視図である。
【図１９】本発明の第二実施形態に係る本体管のフィルターを除いた状態を示す斜視図で
ある。
【図２０】本発明の第二実施形態に係る雄ルアーコネクターが雌ルアーコネクターと結合
したときの断面図である。
【図２１】本発明の第三実施形態に係る雄ルアーコネクターと雌ルアーコネクターとを接
近させた状態を示した断面図である。
【図２２】コネクター本体の支持部と雄ルアー部を正面から見た状態を示した正面図であ
る。
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【図２３】本発明の第三実施形態に係る雄ルアーコネクターと雌ルアーコネクターとを接
続させる状態を示した断面図である。
【図２４】本発明の第三実施形態に係る雄ルアーコネクターと雌ルアーコネクターとを接
続させた状態を示した断面図である。
【符号の説明】
【００８７】
　１０，２０…雌ルアーコネクター、１０ａ，２０ａ…テーパー状内周壁、１０ｂ…突起
部、１５…流路空間、１０１，２０１…雄ルアーコネクター、１０２…雄ルアーコネクタ
ー、１１０…外筒部、１１１，２２０…雄ルアー部、１１１ａ…側壁部、１１１ｂ…テー
パー状外周壁、１１１ｃ…内側壁、１１１ｄ…内部空間、１１１ｅ，２２１…小径端面、
１１１ｆ，２２２…出口開口、１１１ｇ…柱部（本体管封止手段）、１１２…リング保持
部、１２０…内筒部、１２１…本体管、２１１ａ，２３１…流路、１２１ｂ…第一開口、
１２１ｃ…第二開口、１２１ｅ…突片（雄ルアー部封止手段）、１２２，２３２…支持腕
（連動機構）、１２２ａ…支持部、１２２ｂ…腕部、１２２ｃ…当接部、１３０…ロック
リング（ロック部材）、１３１…第一内ネジ部、１３２…係止部、１３３…第二内ネジ部
、１４１…ベローズ（付勢手段）、１４２，２３５…Ｏリング（シール部材）、１５１…
フィルター（気体透過フィルター）、２１０…コネクター本体、２３０…移動本体管、２
５０…弾性シール部材、２５１…伸縮穴部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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