
JP 5122231 B2 2013.1.16

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　異なる流体成分を受けるチャンバ（２，３）を有する容器（１）と、成分の混合のため
に該容器（１）に固定して配置される混合要素（８）と、該混合要素（８）に取り付ける
ことができ、成分の分注のために該容器（１）に連結することができる分注管（５）とを
備える多成分カートリッジであって、該混合要素（８）が該分注管（５）の軸方向移動の
案内要素として構成され、
　前記分注管（５）が所定の位置でのみ前記混合要素（８）に取り付けられるように前記
混合要素（８）の外側輪郭と前記分注管（５）の内側輪郭とが互いに整合していることを
特徴とする多成分カートリッジ。
【請求項２】
　前記混合要素（８）に対して前記分注管（５）を移動可能に案内するために前記混合要
素（８）の外側輪郭と前記分注管（５）の内側輪郭とが互いに整合していることを特徴と
する請求項１に記載の多成分カートリッジ。
【請求項３】
　前記混合要素（８）の外側輪郭及び前記分注管（５）の内側輪郭が長方形又は楕円形で
あることを特徴とする請求項１又は２に記載の多成分カートリッジ。
【請求項４】
　前記分注管（５）から成分を分注するために前記分注管（５）を開放位置に保持するた
め、及び／又はチャンバ（２，３）を密閉するために前記分注管（５）を閉鎖位置に保持
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するため、前記容器（１）及び／又は前記分注管（５）に保持要素（１３，１３’，１４
，１４，’１５，１５’）が設けられることを特徴とする請求項１から３までのいずれか
一項に記載の多成分カートリッジ。
【請求項５】
　前記保持要素が前記分注管（５）のラッチ溝（１４，１４’，１５，１５’）及び前記
容器（１）のラッチ鼻部（１３，１３’）により形成されることを特徴とする請求項４に
記載の多成分カートリッジ。
【請求項６】
　前記容器（１）がその混合側端部に長方形又は楕円形の分注区域（９）を有しており、
それに対応する形状の前記分注管（５）の肩部（１１）が該分注区域（９）の周りで係合
することを特徴とする請求項１から５までのいずれか一項に記載の多成分カートリッジ。
【請求項７】
　前記閉鎖位置では分注管（５）に配置されたシール要素（１６，１６’）がチャンバ（
２，３）の対応する分注口（２’，３’）を密閉することを特徴とする請求項４又は５に
記載の多成分カートリッジ。
【請求項８】
　前記分注管（５）が前記容器（１）から引き抜かれるのを防ぐために前記容器（１）及
び／又は前記分注管（５）に固定部（７，７’）が設けられることを特徴とする請求項１
から７までのいずれか一項に記載の多成分カートリッジ。
【請求項９】
　前記混合要素（８）が形状の安定した材料から成ることを特徴とする請求項１から８ま
でのいずれか一項に記載の多成分カートリッジ。
【請求項１０】
　前記混合要素（８）及び前記容器（１）が一個構成で作られることを特徴とする請求項
１から９までのいずれか一項に記載の多成分カートリッジ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は請求項１のプリアンブルに記載の多成分カートリッジに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＤＥ１０２５４４０９Ａ１は、最初にその名称を与えられた多成分カートリッジを紹介
している。多成分物質を混合し、分注するためのこの装置は、歯科用のものなど、流動性
のある２つの異なる成分のための２つのチャンバを持つ容器を備える。分注前に成分を混
合できるようにするため、チャンバの一端にある円筒形突起部に混合コイルが配置されて
いる。この混合コイルは、キャップに配置された湾曲した排出管によって包含されている
。キャップはチャンバの円筒形突起部に回転自在に取り付けられており、それを回転させ
ることにより、湾曲した排出パイプを該排出管内で混合した成分を分注しようとする方向
に回転させることができるようになっている。この目的のため、混合コイルは可撓性とさ
れており、個々の場合に応じて排出管の方向に曲がるようになっている。装置の供給状態
では、キャップはチャンバの出口を閉ざした閉鎖状態にある。チャンバ内の成分の分注を
可能とするため、ピストンによって成分が押し出されると、成分の圧力だけでチャンバが
閉鎖位置から開放位置に動くようになっている。確かに、これには、歯科材料を患者の歯
に又は歯の中に塗着する場合など、分注管を回転によって適当な分注位置に持っていくこ
とができるという利点がある。しかし、可撓性の混合コイルがあるため、分注管とともに
キャップを迅速かつ簡易に取り付けることは難しく、キャップの取り付けは非常に困難で
ある。例えば、繊細な可撓性の混合構造は注意深く分注管の中に入れなければならないが
、それと同時にキャップが円筒形突起部に正しく収まるように気を付ける必要がある。開
放位置と閉鎖位置の間のキャップの移動には、キャップが傾く危険や混合コイルが損傷す
る危険も伴う。
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【０００３】
　多成分カートリッジへの分注管の取り付けを簡易化するため、あとからチャンバに取り
付けることもできる特殊な結合装置を備える分注管が従来技術によって提案されている。
例えば、ＤＥ２０２００６００４７３８Ｕ１では、２つの流体を混合する装置において、
２つの注射器部分がアダプタ部によって互いに確実に固定できるようになっている装置が
紹介されている。内部に配された混合要素を有するグロメットを注射器部分から遠い方の
アダプタ部側に配置することができ、それを差し込み式固定具のような連結要素によって
結合できるようになっている。また、ＥＰ０３１９１３５Ａ２にも、内部に混合構造を配
した取り付け可能な分注構造が紹介されている。この場合、回り止めは、注射器部分に配
置されて分注管の対応する溝穴にはまり込む分割壁によって与えられる。混合要素の損傷
を防ぐため、混合要素は分注管を取り付ける前にあらかじめ分注管の中に配置される。し
かし、既知のいずれの装置においても、取り付け時に混合要素を損傷することなく、分注
管を簡易に注射器部分にきちんと配置できるようにはなってはいない。さらに、分注管が
注射器部分にきちんと配置されず、その結果、注射器が押されたときに注射器部分と分注
管の間の結合点で成分が横から漏れてしまう危険もある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　そのため、本発明の目的は、最初にその名称を与えられた種類の多成分カートリッジで
あって、多成分カートリッジの容器に分注管を簡易かつ確実に取り付けることができると
ともに、多成分カートリッジの開放位置と閉鎖位置の間を行き来できるようになっている
多成分カートリッジを提供することにある。
【０００５】
　この目的は、請求項１記載の特徴を有する多成分カートリッジによって達成することが
できる。本発明の有利な面及び目的にかなうさらなる展開については従属請求項に記す。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明による多成分カートリッジでは、多成分カートリッジの容器に対する分注管の取
り付け及びその移動は、混合要素が分注管の軸方向移動の案内要素となるように構成され
ることで有利に行えるようにすることができる。
【０００７】
　分注管の移動可能な案内を改善するため、混合要素の外側輪郭と分注管の内側輪郭とは
有利な形で互いに整合している。さらに、特に有利な実施例では、混合要素の外側輪郭と
分注管の内側輪郭とは、分注管が所定の位置でのみ混合要素に取り付けることができるよ
うに互いに整合している。そうすることで、製造時に分注管が不正確に取り付けられるこ
とはありえなくなり、混合要素に対する分注管の誤った取り付けの可能性は排除される。
これは、混合要素の外側輪郭と分注管の内側輪郭とが長方形又は楕円形であることによっ
て特に容易に達成することができる。
【０００８】
　これに関連して、容器がその混合側端部に長方形又は楕円形の分注区域を備え、それに
対応する形状で段をなす分注管の部位が該分注区域の周りで係合するようにすることによ
って、分注管の確実な案内を追加的に可能とすることができる。
【０００９】
　分注管の開放位置及び／又は閉鎖位置で分注管を確実に固定するため、本発明の有利な
実施例では、容器及び／又は分注管に保持要素、とりわけラッチ鼻部及びそれに対応する
ラッチ溝などが設けられる。これにより、成分を問題なく分注することができる一方、チ
ャンバを密閉することができ、他方では、それによってチェンバ内にある成分の乾燥又は
早い時点での硬化を防ぐことができる。チェンバの分注口は、分注管に配置した対応する
シール要素によって特に有利に密閉することができる。さらに、ラッチ鼻部及びラッチ溝
は、分注管が正しい位置にあることを使用者が確認するのに役立つ。
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【００１０】
　分注管が容器から偶発的に引き抜かれるのを防ぎながらも、チャンバから分注管への成
分の適正な分注を可能とするため、容器及び／又は分注管に固定部が設けられる。
【００１１】
　製造技術面から有利な実施例では、混合要素及び容器が有利に一個構成で形作られるよ
うに、混合要素は形状の安定した材料から成る。
【実施例】
【００１２】
　以下に図面を参照しながら好ましい実施例を説明することによって本発明のさらなる特
徴及び利点がもたらされる。
【００１３】
　図１に示す二連注射器としての構成を持つ多成分カートリッジは、異なる成分を受ける
ための互いに固定された実質的に円筒形をなす２つのチャンバ２，３を持つ容器１を有す
る。この場合の成分は、接着する品物に付ける前になって初めて互いに混合することがで
きる二成分接着剤の２つの成分である。しかし、歯科用のものなど、その他の成分をチャ
ンバ内に貯えることもできる。
【００１４】
　チャンバ２，３から成分を押し出せるようにするため、多成分カートリッジは、この種
の二連注射器における通例通り、図１の下端から多成分カートリッジの他端に向けて押し
込むことができる圧出プランジャ４を備える。分注管５はチャンバ２，３の他端の分注側
に配置される。分注管５は実質的に正方形の断面を持ち、混合された成分を分注するため
の分注口６を備える。分注管５は、それに対応する形状を与えられた固定部７，７’によ
って図１に示す閉鎖位置に保持される。固定部７，７’の働きについてはこの先で詳しく
説明する。
【００１５】
　分注管５を外した状態の分注側の容器１端部を示す図２及び３からわかるように、多数
の偏向要素を備える混合要素８が容器１の実質的に楕円形の分注区域９に備え付けられて
いる。分注区域９はチャンバ２，３を通路の形で延伸してその先端に分注口２’，３’を
形成しており、分注管５が図４に示す開放位置にあるとき、成分はチャンバ２，３から該
分注口２’，３’を通して分注管５を取り付けたときに形成される混合空間１０，１０’
へと分注することができる。
【００１６】
　図５を見ると特によくわかるように、圧出プランジャ４が容器１の分注側に向けて押し
込まれると、成分は実質的に楕円形をなす混合空間１０に流れ込むことができる。成分に
かけられた圧力によって成分はさらに混合要素８及び分注管５を通って分注口６に向かっ
て流れ、その間、成分は混合要素８で均質かつ効率的に混合される。
【００１７】
　分注管５を図４から７までに示す開放位置に確実に保持するため、排出管５は容器１の
楕円形の分注区域９に対応する形状を与えられた肩部１１をチャンバ側端部に有しており
、該肩部１１は、とりわけ、楕円形外周突起部９’，９”と協働して分注管５を開放位置
から閉鎖位置に、又その反対に確実に案内することができる。分注管５を開けるときなど
に分注管５が容器１から偶発的に引き抜かれるのを防ぐため、固定部７，７’はその分注
側端部にラッチ鼻部１２，１２’を有しており、該ラッチ鼻部１２，１２’は可撓性に構
成された固定部７，７’と肩部１１のチャンバ側の面取りされた端とによって分注管５の
取り付け時には外側に押し広げることができるようになっている。分注管５を取り付ける
と、ラッチ鼻部１２，１２’は、肩部１１の実質的に水平な面と嵌合し、それによって分
注管５が引き抜かれるのを防止する。
【００１８】
　図７を見ると特によくわかるように、分注管５を開放位置に保持するため、固定部７，
７’にはラッチ突起１３，１３’の形の保持要素が設けられており、分注管５のそれに対
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応するラッチ溝１４，１４’と嵌合するようになっている。また、図８に示す閉鎖位置の
この位置に分注管５を固定するため、分注管５の肩部１１は追加ラッチ溝１５，１５’を
有しており、それが固定部７，７’に設けられたラッチ突起１３，１３’と嵌合する。
【００１９】
　分注管５の閉鎖位置で分注口２’，３’を密閉できるようにするため、肩部１１の内側
には、分注側に向かってすぼまり、頂部を切り取った円錐形の断面形状を持つ２つの実質
的に環状の閉鎖ストッパ１６，１６’が設けられている。閉鎖ストッパ１６，１６’は、
保持要素１３，１３’及び１４，１４’に加えて分注管５の偶発的な開放を防ぐためのも
のとして、その特殊な形状により、該閉鎖ストッパ１６，１６’を分注口２’，３’から
抜き取るときには打ち勝たなければならない固有の力をもって分注口２’，３’の閉鎖を
行うことができるものである。
【００２０】
　図示した本発明の実施例では、混合要素８に対する分注管５の案内は、互いに整合した
それぞれの内側及び外側の角形の輪郭によって行われる。そのため、混合要素８及び分注
管５の断面はいずれも実質的に角形をなす。成分ができるだけ完全に混合要素８の間を押
されて通るようにするため、分注管５の内側輪郭と混合要素８の外側輪郭の隙間は極力小
さくするが、それでも分注管５は動かすことができなければならない。さらに、外側から
容易に確認できる肩部１１の楕円形の形状と容器１の分注区域９との位置合わせによって
混合要素８に対する分注管５の不正確な取り付けを防ぐことができる。混合要素８は形状
の安定した材料で作られているため、多成分カートリッジの長手軸方向のみの分注管５の
確実な案内が確保される。
【００２１】
　ここでは図示しない本発明の別の実施例では、混合要素８の外側輪郭及び分注管５の内
側輪郭は長方形であり、すなわち、実質的に長方形の断面を持ち、それによって既に回り
止めが果たされる形で分注管５の案内が行われる。さらに、かかる実施例では、分注管５
は、分注口２’，３’への閉鎖ストッパ１６，１６’の確実な密閉及び嵌合を行うために
要求される位置でのみ分注管５が混合要素８に取り付けられることが有利である。この場
合、分注管５の肩部１１及び容器１の分注区域９も、円形など、異なる断面の異なる形状
を持つことができる。ただし、分注口２’，３’とストッパ１６，１６’との相互の嵌合
は混合要素８の固有の形状によって確保される。
【００２２】
　図示した実施例に示すような、ラッチ鼻部１２，１２’が配置された固定部７，７’の
代わりに、他の適当な固定手段を設けることもできる。ラッチ溝１４，１４’又は１５，
１５’の代わりに、それに対応するラッチ突起を分注管５の肩部１１に設けることも可能
であり、その場合には、それに対応するラッチ溝をラッチ突起１３，１３’の代わりに固
定部７，７’に設ける必要がある。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】排出管を閉鎖位置で取り付けた状態の多成分カートリッジの３次元図である。
【図２】分注管を外した状態の図１の多成分カートリッジの一部分の３次元図である。
【図３】分注管を外した状態の分注側における図２の多成分カートリッジの容器端までの
断面図である。
【図４】分注管が開放位置にあるときの図３の断面図である。
【図５】図４の容器上端部の詳細図である。
【図６】図５の詳細図に対応する３次元図である。
【図７】分注管を開放位置で取り付けた状態の容器の上端部の概略図である。
【図８】排出管が閉鎖位置にあるときの図７に対応する図である。
【符号の説明】
【００２４】
　１　容器
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　２，３　チャンバ
　２’，３’　分注口
　４　圧出プランジャ
　５　分注管
　６　分注口
　７，７’　固定部
　８　混合要素
　９　分注区域
　９’，９”　楕円形外周突起部
　１０　混合空間
　１１　肩部
　１２，１２’　ラッチ鼻部
　１３，１３’　ラッチ突起
　１４，１４’　ラッチ溝
　１５，１５’　追加ラッチ溝
　１６，１６’　閉鎖ストッパ
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