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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】良好な連接性能があり、配管の漏洩や連接外れ
を効果的に防げる強化配管継手を提供する。
【解決手段】強化配管継手１００は、配管親継手部材１
と、配管子継手部材２と、配管親継手部材１と配管子継
手部材２との間に連接される一つ以上の強化パイプソケ
ット３と、配管親継手部材１と強化パイプソケット３と
の間及び強化パイプソケット３と配管子継手部材２との
間に嵌め込まれる二つ以上のパイプソケット部材４とが
含まれる。それぞれのパイプソケット部材４の収束リン
グ４１及びボールリングセット４１１がパイプ材に対し
て収束固定を形成させて、良好な連接性能が得られる。
【選択図】図３
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　強化配管継手であって、
　内周面に内径が後方へ徐々に拡大する締り斜面部が形成される拡径パイプソケット、及
び前記拡径パイプソケットの後端から後方へ伸ばされ内周面に内ネジ部が形成される外輪
パイプソケット、が後端から後方へ順に伸ばされる配管親継手部材と、
　内周面に内径が後方へ徐々に拡大する収束斜面部が形成され外周面に外ネジ部が形成さ
れる内輪パイプソケットが前端から前方へ伸ばされる配管子継手部材と、
　内周面に内径が後方へ徐々に拡大する収束斜面が形成され外周面に外ネジ構造が形成さ
れる内輪パイプ部が前端から前方へ伸ばされ、内周面に内径が後方へ徐々に拡大する締り
斜面が形成される拡径パイプソケット部と前記拡径パイプソケット部の後端から後方へ伸
ばされ内周面に内ネジ構造が形成される外輪パイプ部とが後端から順に伸ばされて、前記
配管親継手部材と前記配管子継手部材との間に連接される、一つ以上の強化パイプソケッ
トと
　前記収束斜面部及び前記収束斜面に対応する外径寸法を有し内周面から内側へ突出する
複数のボールによって形成されるボールリングセットが設置される収束リング、及び前記
収束リングの軸方向の前側に配置され前記締り斜面部及び前記締り斜面に対応する先端構
造が備える締めリングが含まれ、前記配管親継手部材と前記強化パイプソケットとの間及
び前記強化パイプソケットと前記配管子継手部材との間に嵌め込まれる、二つ以上のパイ
プソケット部材と、が含まれ、
　前記配管親継手部材と前記強化パイプソケットとの間に、前記内ネジ部が前記外ネジ構
造に螺合されることにより、前記配管親継手部材の前記外輪パイプソケットが前記強化パ
イプソケットの前記内輪パイプソケットの外に係合され、前記パイプソケット部材の前記
収束リングが前記内輪パイプ部の中に入り前記収束斜面に収束され、前記パイプソケット
部材の前記締めリングが前記外輪パイプ部の中に入りその前端で前記締り斜面部を締める
、
　前記強化パイプソケットと前記配管子継手部材との間に、前記内ネジ部が前記外ネジ部
に螺合されことにより、前記強化パイプソケットの前記外輪パイプ部が前記配管子継手部
材の前記内輪パイプ部の外に係合され、前記パイプソケット部材の前記収束リングが前記
内輪パイプ部の中に入り前記収束斜面部に収束され、前記パイプソケット部材の前記締め
リングが前記外輪パイプ部の中に入りその前端で前記締り斜面を締める、
　パイプ材でそれぞれの前記パイプソケット部材の前記収束リング及び前記締めリングを
伸ばして貫設されるように前記強化配管継手の中に挿入される場合、前記配管親継手部材
、前記強化パイプソケット及び前記配管子継手部材との間の係合により、それぞれの前記
パイプソケット部材の前記収束リング及び前記ボールリングセットが前記パイプ材に対し
て収束固定を形成させることを特徴とする強化配管継手。
【請求項２】
　前記強化パイプソケットが複数であり、複数の前記強化パイプソケットが前後に順に連
接され、前記パイプソケット部材が複数であり、それぞれ前記配管親継手部材と前記強化
パイプソケットとの間、前記強化パイプソケットと前記配管子継手部材との間、及び隣接
する二つの前記強化パイプソケットの間に嵌められ、
　隣接する二つの前記強化パイプソケットの間に、前記内ネジ構造が前記外ネジ構造に螺
合されることにより、前の前記強化パイプソケットの前記外輪パイプ部が後の前記強化パ
イプソケットの前記内輪パイプ部の外周に固定され、前記パイプソケット部材の前記収束
リングが前記内輪パイプ部の中に入り前記収束斜面で収束され、前記パイプソケット部材
の前記締めリングが前記外輪パイプ部の中に入りその前端で前記締り斜面で締める、それ
ぞれの前記パイプソケット部材によって前記パイブ材に対して多重の収束固定を形成され
ることを特徴とする請求項１に記載する強化配管継手。
【請求項３】
　前記パイプソケット部材には、前記締りリングと前記収束リングとの間に軸方向に設置
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されるプラスチックリングが含まれ、前記プラスチックリングの前端が前記締りリングの
後端に当接され、前記プラスチックリングの後端が前記収束リングの前端に当接されるこ
とを特徴とする請求項１または２に記載する強化配管継手。
【請求項４】
　前記収束リングの外周面に外側に突出する環状凸リブが形成されて、前記環状凸リブが
前記内輪パイブ部の前記収束斜面または前記内輪パイブの前記収束斜面部に当接すること
により、前記パイプ材に対する収束作用を強化することを特徴とする請求項１または２に
記載する強化配管継手。
【請求項５】
　前記ボールリングの複数の前記ボールが前記収束リングの外周面から外側に突出して、
前記内輪パイブ部の前記収束斜面または前記内輪パイブの前記収束斜面部に直接当接する
ことにより、前記パイプ材に対する収束作用を強化することを特徴とする請求項１または
２に記載する強化配管継手。
【請求項６】
　前記ボールリングの複数の前記ボールが前記収束リングの前記環状凸リブの外周面から
外側に突出して、前記内輪パイブ部の前記収束斜面または前記内輪パイブの前記収束斜面
部に直接当接することにより、前記パイプ材に対する収束作用を強化することを特徴とす
る請求項４に記載する強化配管継手。
【請求項７】
　前記配管親継手部材が両方向配管継手またはマルチ方向配管継手であり、前記配管親継
手部材の後端以外のもう一端は別のパイプ材との連接に用いられることを特徴とする請求
項１または２に記載する強化配管継手。
【請求項８】
　前記配管親継手部材の前記もう一端には、順にもう一つの拡径パイプソケット及びもう
一つの外輪パイプソケットが伸ばされ、線路コネクタまたはもう一つの強化配管継手との
連接に用いられることを特徴とする請求項７に記載する強化配管継手。
【請求項９】
　前記配管親継手部材または前記配管子継手部材がバルブ装置に設置されることを特徴と
する請求項１または２に記載する強化配管継手。
【請求項１０】
　前記配管子継手部材が両方向配管継手またはマルチ方向配管継手であり、前記配管子継
手部材の前端以外のもう一端は別のパイプ材との連接に用いられることを特徴とする請求
項１または２に記載する強化配管継手。
 

 
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は配管継手に関するものであって、特には強化配管継手に関する。
【背景技術】
【０００２】
　流体輸送管は主に水道水など流体の輸送に用いられる管材であり、輸送の距離や地形及
び始点と目的地の装置に応じて、管材同士または管材と装置を連接することがあり、連接
するときには配管継手を利用することが一般的である。
【０００３】
　配管継手の連接機能は極めて重要であり、連接性能が悪いと漏れ止め効果が劣り、連接
部に漏洩を引き起こすことがある。例えば振動や熱膨張などの要素に影響される場合、配
管が伸びたり縮んだりして、連接部で隙間や漏洩、果に配管の連接外れを引き起こす可能
性があり、よって配管継手を改良する必要がある。
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【考案の概要】
【０００４】
　故に、本考案の目的は良好な連接性能があり、配管の漏洩や連接外れを効果的に防げる
強化配管継手を提供する。
【０００５】
　本考案が従来技術の問題を解決するために、内周面に内径が後方へ徐々に拡大する締り
斜面部が形成される拡径パイプソケット、及び前記拡径パイプソケットの後端から後方へ
伸ばされ内周面に内ネジ部が形成される外輪パイプソケット、が後端から後方へ順に伸ば
される配管親継手部材と、内周面に内径が後方へ徐々に拡大する収束斜面部が形成され外
周面に外ネジ部が形成される内輪パイプソケットが前端から前方へ伸ばされる配管子継手
部材と、内周面に内径が後方へ徐々に拡大する収束斜面が形成され外周面に外ネジ構造が
形成される内輪パイプ部が前端から前方へ伸ばされ、内周面に内径が後方へ徐々に拡大す
る締り斜面が形成される拡径パイプソケット部と前記拡径パイプソケット部の後端から後
方へ伸ばされ内周面に内ネジ構造が形成される外輪パイプ部とが後端から順に伸ばされて
、前記配管親継手部材と前記配管子継手部材との間に連接される、一つ以上の強化パイプ
ソケットと、前記収束斜面部及び前記収束斜面に対応する外径寸法を有し内周面から内側
へ突出する複数のボールによって形成されるボールリングセットが設置される収束リング
、及び前記収束リングの軸方向の前側に配置され前記締り斜面部及び前記締り斜面に対応
する先端構造が備える締めリングが含まれ、前記配管親継手部材と前記強化パイプソケッ
トとの間及び前記強化パイプソケットと前記配管子継手部材との間に嵌め込まれる、二つ
以上のパイプソケット部材と、が含まれ、前記配管親継手部材と前記強化パイプソケット
との間に、前記内ネジ部が前記外ネジ構造に螺合されることにより、前記配管親継手部材
の前記外輪パイプソケットが前記強化パイプソケットの前記内輪パイプソケットの外に係
合され、前記パイプソケット部材の前記収束リングが前記内輪パイプ部の中に入り前記収
束斜面に収束され、前記パイプソケット部材の前記締めリングが前記外輪パイプ部の中に
入りその前端で前記締り斜面部を締める、前記強化パイプソケットと前記配管子継手部材
との間に、前記内ネジ部が前記外ネジ部に螺合されことにより、前記強化パイプソケット
の前記外輪パイプ部が前記配管子継手部材の前記内輪パイプ部の外に係合され、前記パイ
プソケット部材の前記収束リングが前記内輪パイプ部の中に入り前記収束斜面部に収束さ
れ、前記パイプソケット部材の前記締めリングが前記外輪パイプ部の中に入りその前端で
前記締り斜面を締める、パイプ材でそれぞれの前記パイプソケット部材の前記収束リング
及び前記締めリングを伸ばして貫設されるように前記強化配管継手の中に挿入される場合
、前記配管親継手部材、前記強化パイプソケット及び前記配管子継手部材との間の係合に
より、それぞれの前記パイプソケット部材の前記収束リング及び前記ボールリングセット
が前記パイプ材に対して収束固定を形成させることを特徴とする強化配管継手を提供する
。
【０００６】
　本考案の一つの実施形態では前記強化パイプソケットが複数であり、複数の前記強化パ
イプソケットが前後に順に連接され、前記パイプソケット部材が複数であり、それぞれ前
記配管親継手部材と前記強化パイプソケットとの間、前記強化パイプソケットと前記配管
子継手部材との間、及び隣接する二つの前記強化パイプソケットの間に嵌められ、隣接す
る二つの前記強化パイプソケットの間に、前記内ネジ構造が前記外ネジ構造に螺合される
ことにより、前の前記強化パイプソケットの前記外輪パイプ部が後の前記強化パイプソケ
ットの前記内輪パイプ部の外周に固定され、前記パイプソケット部材の前記収束リングが
前記内輪パイプ部の中に入り前記収束斜面で収束され、前記パイプソケット部材の前記締
めリングが前記外輪パイプ部の中に入りその前端で前記締り斜面で締める、それぞれの前
記パイプソケット部材によって前記パイブ材に対して多重の収束固定を形成されることを
特徴とする強化配管継手を提供する
【０００７】
　本考案の一つの実施形態では前記パイプソケット部材には、前記締りリングと前記収束



(5) JP 3232943 U 2021.7.15

10

20

30

40

50

リングとの間に軸方向に設置されるプラスチックリングが含まれ、前記プラスチックリン
グの前端が前記締りリングの後端に当接され、前記プラスチックリングの後端が前記収束
リングの前端に当接されることを特徴とする強化配管継手を提供する。
【０００８】
　本考案の一つの実施形態では前記収束リングの外周面に外側に突出する環状凸リブが形
成されて、前記環状凸リブが前記内輪パイブ部の前記収束斜面または前記内輪パイブの前
記収束斜面部に当接することにより、前記パイプ材に対する収束作用を強化することを特
徴とする強化配管継手を提供する。
【０００９】
　本考案の一つの実施形態では前記ボールリングの複数の前記ボールが前記収束リングの
外周面から外側に突出して、前記内輪パイブ部の前記収束斜面または前記内輪パイブの前
記収束斜面部に直接当接することにより、前記パイプ材に対する収束作用を強化すること
を特徴とする強化配管継手を提供する。
【００１０】
　本考案の一つの実施形態では前記ボールリングの複数の前記ボールが前記収束リングの
前記環状凸リブの外周面から外側に突出して、前記内輪パイブ部の前記収束斜面または前
記内輪パイブの前記収束斜面部に直接当接することにより、前記パイプ材に対する収束作
用を強化することを特徴とする強化配管継手を提供する。
【００１１】
　本考案の一つの実施形態では前記配管親継手部材が両方向配管継手またはマルチ方向配
管継手であり、前記配管親継手部材の後端以外のもう一端は別のパイプ材との連接に用い
られることを特徴とする強化配管継手を提供する。
【００１２】
　本考案の一つの実施形態では前記配管親継手部材の前記もう一端には、順にもう一つの
拡径パイプソケット及びもう一つの外輪パイプソケットが伸ばされ、線路コネクタまたは
もう一つの強化配管継手との連接に用いられることを特徴とする強化配管継手を提供する
。
【００１３】
　本考案の一つの実施形態では前記配管親継手部材または前記配管子継手部材がバルブ装
置に設置されることを特徴とする強化配管継手を提供する。
【００１４】
　本考案の一つの実施形態では前記配管子継手部材が両方向配管継手またはマルチ方向配
管継手であり、前記配管子継手部材の前端以外のもう一端は別のパイプ材との連接に用い
られることを特徴とする強化配管継手を提供する。
【考案の効果】
【００１５】
　本考案の技術手段により、本考案の強化配管継手が良好な連接性能を持ち　、引張強度
を効果に上げることができ、配管本体を伸縮可能にする同時に漏洩防止能力及び連接外し
防止能力を発揮する。これにより、強度の要求が高い大径配管部材（例えば７５ｍｍ、１
００ｍｍ）の連接において、本考案の強化配管継手は必要、さらには基準を大いに超える
連接性能を発揮できる。他にも、本考案の強化配管継手は良好な組み合い利便性を提供し
、現場の組み立て工程が容易になり、特に狭い空間においてのパイプ材の取り付け処理に
は有効的。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本考案の一つの実施形態の強化配管継手を示す立体図である。
【図２】本考案の実施形態の強化配管継手を示す分解図である。
【図３】本考案の実施形態の強化配管継手を示す断面図である。
【図４】本考案のもう一つの実施形態の強化配管継手を示す断面図である。
【図５】本考案の実施形態の強化配管継手を配管部材同士の連接に用いられる場合を示す
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図である。
【図６】本考案の実施形態の強化配管継手を配管部材同士の連接に用いられる場合を示す
もう一つの図である。
【図７】本考案の実施形態の強化配管継手を配管とバルブとの連接に用いられる場合を示
す図である。
【図８】本考案の実施形態の強化配管継手を配管とバルブとの連接に用いられる場合を示
すもう一つの図である。
【考案を実施するための形態】
【００１７】
　以下は図１～図８に基いて、本考案の実施形態について説明する。該当説明は本考案の
実施形態の一つの例示にすぎず、本考案の実施形態を限定するものではない。
【００１８】
　図１～図３が示すように、本考案の一つの実施形態の強化配管継手１００には配管親継
手部材１、配管子継手部材２、一つ以上の強化パイプソケット３及び二つ以上のパイプソ
ケット部材４が含まれる。
【００１９】
　図１～図３が示すように、前記配管親継手１が内周面に内径が後方へ徐々に拡大する締
り斜面部１１１が形成される拡径パイプソケット１１、及び前記拡径パイプソケット１１
の後端から後方へ伸ばされ内周面に内ネジ部１２１が形成される外輪パイプソケット１２
、が後端から後方へ順に伸ばされる。
【００２０】
　図１～図３が示すように、前記配管子継手２が内周面に内径が後方へ徐々に拡大する収
束斜面部２１２が形成され外周面に外ネジ部２１１が形成される内輪パイプソケット２１
が前端から前方へ伸ばされる。
【００２１】
　図１～図３が示すように、一つ以上の前記強化パイプソケット３が内周面に内径が後方
へ徐々に拡大する収束斜面３１２が形成され外周面に外ネジ構造３１１が形成される内輪
パイプ部３１が前端から前方へ伸ばされ、内周面に内径が後方へ徐々に拡大する締り斜面
３２１が形成される拡径パイプソケット部３２と前記拡径パイプソケット部３２の後端か
ら後方へ伸ばされ内周面に内ネジ構造３３１が形成される外輪パイプ部３３とが後端から
順に伸ばされて、前記配管親継手部材１と前記配管子継手部材２との間に連接される
【００２２】
　図１～図３が示すように、二つ以上の前記パイプソケット部材４が前記収束斜面部２１
２及び前記収束斜面３１２に対応する外径寸法を有し内周面から内側へ突出する複数のボ
ールによって形成されるボールリングセット４１１が設置される収束リング４１、及び前
記収束リング４１の軸方向の前側に配置され前記締り斜面部１１１及び前記締り斜面３２
１に対応する先端構造が備える締めリング４２が含まれ、前記配管親継手部材１と前記強
化パイプソケット３との間及び前記強化パイプソケット３と前記配管子継手部材２との間
に嵌め込まれる。
【００２３】
　図１～３が示すように、前記強化配管継手１００において、前記配管親継手部材１と前
記強化パイプソケット３との間に、前記内ネジ部１２１が前記外ネジ構造３１１に螺合さ
れることにより、前記配管親継手部材１の前記外輪パイプソケット１２が前記強化パイプ
ソケット３の前記内輪パイプソケット３１の外に係合され、前記パイプソケット部材４の
前記収束リング４１が前記内輪パイプ部３１の中に入り前記収束斜面３１２に収束され、
前記パイプソケット部材４の前記締めリング４２が前記外輪パイプ部１２の中に入りその
前端で前記締り斜面部１１１を締める。また、前記強化パイプソケット３と前記配管子継
手部材２との間に、前記内ネジ部３３１が前記外ネジ部２１１に螺合されことにより、前
記強化パイプソケット３の前記外輪パイプ部３３が前記配管子継手部材２の前記内輪パイ
プ部２１の外に係合され、前記パイプソケット部材４の前記収束リング４１が前記内輪パ
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イプ部２１の中に入り前記収束斜面部２１２に収束され、前記パイプソケット部材４の前
記締めリング４２が前記外輪パイプ部３３の中に入りその前端で前記締り斜面３２１を締
める。
【００２４】
　図１～図３が示すように、前述の構成により、パイプ材Ｐでそれぞれの前記パイプソケ
ット部材４の前記収束リング４１及び前記締めリング４２を伸ばして貫設されるように前
記強化配管継手１００の中に挿入される場合、前記配管親継手部材１、前記強化パイプソ
ケット３及び前記配管子継手部材２との間の係合により、それぞれの前記パイプソケット
部材４の前記収束リング４１及び前記ボールリングセット４１１が前記パイプ材Ｐに対し
て収束固定を形成させる。これにより、前記強化配管継手１００と前記パイプ材Ｐの間に
前記締めリング４２によって極めて良好な密封固定関係を取得して前記収束リング４１及
び前記ボールリングセット４１１の収束作用によって極めて良好な連接安定性を得て、内
部からの液体漏れを有効に防げ、前記強化配管継手１００と前記パイプ材Ｐとの接合部か
らの漏洩や外れを有効に防げる。
【００２５】
　図４が示すように、本考案のもう一つの実施形態の強化配管継手１００ａが、前記強化
パイプソケット３が複数であり、複数の前記強化パイプソケット３が前後に順に連接され
、前記パイプソケット部材４が複数であり、それぞれ前記配管親継手部材１と前記強化パ
イプソケット３との間、前記強化パイプソケット３と前記配管子継手部材２との間、及び
隣接する二つの前記強化パイプソケット３の間に嵌められ、隣接する二つの前記強化パイ
プソケット３の間に、前記内ネジ構造３３１が前記外ネジ構造３１１に螺合されることに
より、前の前記強化パイプソケット３の前記外輪パイプ部３３が後の前記強化パイプソケ
ット３の前記内輪パイプ部３１の外周に固定され、前記パイプソケット部材４の前記収束
リング４１が前記内輪パイプ部４１の中に入り前記収束斜面３１２で収束され、前記パイ
プソケット部材４の前記締めリング４２が前記外輪パイプ部３３の中に入りその前端で前
記締り斜面３２１で締める、それぞれの前記パイプソケット部材４によって前記パイブ材
Ｐに対して多重の収束固定を形成される。本実施形態の前記強化配管継手１００ａにおい
て、前記強化パイプソケット３の数は複数（例えば「Ｎ」個）であり、前記パイプソケッ
ト部材４の数は前記強化パイプソケット４の数に対応する（即ち「Ｎ＋１」個）。前記強
化パイプソケット３の数を増やすことにより、前記強化配管継手１００ａと前記パイプ材
Ｐの間の収束固定効果が高められて、より高い引張強度を得ることにより、連接部からの
漏洩及び外しを効果的に防げる。
【００２６】
　図１～図４が示すように、本考案の実施形態の強化配管継手１００、１００ａによれば
、前記パイプソケット部材４には、前記締りリング４２と前記収束リング４１との間に軸
方向に設置されるプラスチックリング４３が含まれ、前記プラスチックリング４３の前端
が前記締りリング４２の後端に当接され、前記プラスチックリング４３の後端が前記収束
リング４１の前端に当接される。
【００２７】
　図１～図４が示すように、本考案の実施形態の強化配管継手１００、１００ａによれば
、前記収束リング４１の外周面に外側に突出する環状凸リブ４１２が形成されて、前記環
状凸リブ４１２が前記内輪パイブ部３１の前記収束斜面３１２または前記配管子継手部材
２の前記内輪パイブ２１の前記収束斜面部２１２に当接することにより、前記パイプ材Ｐ
に対する収束作用を強化する
【００２８】
　図１～図４が示すように、本考案の実施形態の強化配管継手１００、１００ａによれば
、前記ボールリング４１１の複数の前記ボールが前記収束リング４１の外周面から外側に
突出して、前記強化パイプソケット３の前記内輪パイブ部４１の前記収束斜面３１２また
は前記配管子継手部材２前記内輪パイブ２１の前記収束斜面部２１２に直接当接すること
により、前記パイプ材Ｐに対する収束作用を強化する
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【００２９】
　図５が示すように、本考案の実施形態の強化配管継手１００によれば、前記配管親継手
部材１が両方向配管継手またはマルチ方向配管継手であり（本実施形態では、前記配管親
継手１は両方向配管継手である）、前記配管親継手部材１の後端以外のもう一端は別のパ
イプ材Ｐとの連接に用いられる。もちろん、本考案はこれに限らず、図６が示すように、
本考案のもう一つの実施形態では、前記配管子継手部材２が両方向配管継手またはマルチ
方向配管継手であり、前記配管子継手部材２の後端以外のもう一端は別のパイプ材Ｐとの
連接に用いられる。
【００３０】
　図５が示すように、本考案の実施形態の強化配管継手１００、１００ａによれば、前記
配管親継手１部材の前記もう一端には、順にもう一つの拡径パイプソケット１１及びもう
一つの外輪パイプソケット１２が伸ばされ、線路コネクタまたはもう一つの強化配管継手
との連接に用いられる図５が示すように、本考案の実施形態の強化配管継手１００によれ
ば、
【００３１】
　図７が示すように、本考案の実施形態の強化配管継手１００、図５が示すように、本考
案の実施形態の強化配管継手１００、１００ａによれば、前記配管親継手部材１がバルブ
装置Ｖに設置される。
【００３２】
　図８が示すように、本考案の実施形態の強化配管継手１００、図５が示すように、本考
案の実施形態の強化配管継手１００、１００ａによれば、前記配管親継手部材２がバルブ
装置Ｖに設置される。
【００３３】
　図５～８が示すように、本考案の前記強化配管継手１００はパイプ材Ｐ同士の連接だけ
に用いられるではなく、パイプ材Ｐと装置（バルブ装置∨）との連接に用いられることも
可能。
【００３４】
　前述の構成により、本考案の強化配管継手１００、１００ａが良好な連接性能を持ち　
、引張強度を効果に上げることができ、配管本体を伸縮可能にする同時に漏洩防止能力及
び連接外し防止能力を発揮する。これにより、強度の要求が高い大径配管部材（例えば７
５ｍｍ、１００ｍｍ）の連接において、本考案の強化配管継手１００、１００ａは必要、
さらには基準を大いに超える連接性能を発揮できる。他にも、本考案の強化配管継手１０
０、１００ａは良好な組み合い利便性を提供し、現場の組み立て工程が容易になり、特に
狭い空間においてのパイプ材Ｐの取り付け処理には有効的。
【００３５】
　本考案の好適な実施形態を前述の通り開示したが、これらは決して本考案を限定するも
のではない。本考案の主旨と領域を逸脱しない範囲内で各種の変更や修正を加えることが
できる。従って、本考案の特許請求の範囲は、このような変更や修正を含めて広く解釈さ
れるべきである。
【符号の説明】
【００３６】
１００　強化配管継手
１　　　配管親継手部材
１１　　拡径パイプソケット
１１１　締り斜面部
１２　　外輪パイプソケット
１２１　内ネジ部
２　　　配管子継手
２１　　内輪パイプソケット
２１１　外ネジ部
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２１２　収束斜面部
３　　　強化パイプソケット
３１　　内輪パイプ部
３１１　外ネジ構造
３１２　収束斜面
３２　　拡径パイプソケット部
３２１　締り斜面
３３　　外輪パイプ部
３３１　内ネジ構造
４　　　パイプソケット部材
４１　　収束リング
４１１　ボールリングセット
４１２　環状凸リブ
４２　　締めリング
４３　　プラスチックリング
Ｐ　　　パイプ材
Ｖ　　　バルブ装置
 

 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【手続補正書】
【提出日】令和3年5月19日(2021.5.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本考案が従来技術の問題を解決するために、内周面に内径が後方へ徐々に拡大する締り
斜面部が形成される拡径パイプソケット、及び前記拡径パイプソケットの後端から後方へ
伸ばされ内周面に内ネジ部が形成される外輪パイプソケット、が後端から後方へ順に伸ば
される配管親継手部材と、内周面に内径が後方へ徐々に拡大する収束斜面部が形成され外
周面に外ネジ部が形成される内輪パイプソケットが前端から前方へ伸ばされる配管子継手
部材と、内周面に内径が後方へ徐々に拡大する収束斜面が形成され外周面に外ネジ構造が
形成される内輪パイプ部が前端から前方へ伸ばされ、内周面に内径が後方へ徐々に拡大す
る締り斜面が形成される拡径パイプソケット部と前記拡径パイプソケット部の後端から後
方へ伸ばされ内周面に内ネジ構造が形成される外輪パイプ部とが後端から順に伸ばされて
、前記配管親継手部材と前記配管子継手部材との間に連接される、一つ以上の強化パイプ
ソケットと、前記収束斜面部及び前記収束斜面に対応する外径寸法を有し内周面から内側
へ突出する複数のボールによって形成されるボールリングセットが設置される収束リング
、及び前記収束リングの軸方向の前側に配置され前記締り斜面部及び前記締り斜面に対応
する先端構造が備える締めリングが含まれ、前記配管親継手部材と前記強化パイプソケッ
トとの間及び前記強化パイプソケットと前記配管子継手部材との間に嵌め込まれる、二つ
以上のパイプソケット部材と、が含まれ、前記配管親継手部材と前記強化パイプソケット
との間に、前記内ネジ部が前記外ネジ構造に螺合されることにより、前記配管親継手部材
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の前記外輪パイプソケットが前記強化パイプソケットの前記内輪パイプ部の外に係合され
、前記パイプソケット部材の前記収束リングが前記内輪パイプ部の中に入り前記収束斜面
に収束され、前記パイプソケット部材の前記締めリングが前記外輪パイプソケットの中に
入りその前端で前記締り斜面部を締める、前記強化パイプソケットと前記配管子継手部材
との間に、前記内ネジ部が前記外ネジ部に螺合されことにより、前記強化パイプソケット
の前記外輪パイプ部が前記配管子継手部材の前記内輪パイプソケットの外に係合され、前
記パイプソケット部材の前記収束リングが前記内輪パイプソケットの中に入り前記収束斜
面部に収束され、前記パイプソケット部材の前記締めリングが前記外輪パイプ部の中に入
りその前端で前記締り斜面を締める、パイプ材がそれぞれの前記パイプソケット部材の前
記収束リング及び前記締めリングを貫通するように伸ばされて前記強化配管継手の中に挿
入される場合、前記配管親継手部材、前記強化パイプソケット及び前記配管子継手部材と
の間の係合により、それぞれの前記パイプソケット部材の前記収束リング及び前記ボール
リングセットが前記パイプ材に対して収束固定を形成させることを特徴とする強化配管継
手を提供する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本考案の一つの実施形態では前記収束リングの外周面に外側に突出する環状凸リブが形
成されて、前記環状凸リブが前記内輪パイブ部の前記収束斜面または前記内輪パイプソケ
ットの前記収束斜面部に当接することにより、前記パイプ材に対する収束作用を強化する
ことを特徴とする強化配管継手を提供する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本考案の一つの実施形態では前記ボールリングセットの複数の前記ボールが前記収束リ
ングの外周面から外側に突出して、前記内輪パイブ部の前記収束斜面または前記内輪パイ
プソケットの前記収束斜面部に直接当接することにより、前記パイプ材に対する収束作用
を強化することを特徴とする強化配管継手を提供する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本考案の一つの実施形態では前記ボールリングセットの複数の前記ボールが前記収束リ
ングの前記環状凸リブの外周面から外側に突出して、前記内輪パイブ部の前記収束斜面ま
たは前記内輪パイプソケットの前記収束斜面部に直接当接することにより、前記パイプ材
に対する収束作用を強化することを特徴とする強化配管継手を提供する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
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　本考案の一つの実施形態では前記配管親継手部材の前記もう一端には、順にもう一つの
拡径パイプソケット及びもう一つの外輪パイプソケットが伸ばされ、パイプコネクタまた
はもう一つの強化配管継手との連接に用いられることを特徴とする強化配管継手を提供す
る。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　図５が示すように、本考案の実施形態の強化配管継手１００、１００ａによれば、前記
配管親継手１部材の前記もう一端には、順にもう一つの拡径パイプソケット１１及びもう
一つの外輪パイプソケット１２が伸ばされ、パイプコネクタまたはもう一つの強化配管継
手との連接に用いられる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
　強化配管継手であって、
　内周面に内径が後方へ徐々に拡大する締り斜面部が形成される拡径パイプソケット、及
び前記拡径パイプソケットの後端から後方へ伸ばされ内周面に内ネジ部が形成される外輪
パイプソケット、が後端から後方へ順に伸ばされる配管親継手部材と、
　内周面に内径が後方へ徐々に拡大する収束斜面部が形成され外周面に外ネジ部が形成さ
れる内輪パイプソケットが前端から前方へ伸ばされる配管子継手部材と、
　内周面に内径が後方へ徐々に拡大する収束斜面が形成され外周面に外ネジ構造が形成さ
れる内輪パイプ部が前端から前方へ伸ばされ、内周面に内径が後方へ徐々に拡大する締り
斜面が形成される拡径パイプソケット部と前記拡径パイプソケット部の後端から後方へ伸
ばされ内周面に内ネジ構造が形成される外輪パイプ部とが後端から順に伸ばされて、前記
配管親継手部材と前記配管子継手部材との間に連接される、一つ以上の強化パイプソケッ
トと
　前記収束斜面部及び前記収束斜面に対応する外径寸法を有し内周面から内側へ突出する
複数のボールによって形成されるボールリングセットが設置される収束リング、及び前記
収束リングの軸方向の前側に配置され前記締り斜面部及び前記締り斜面に対応する先端構
造が備える締めリングが含まれ、前記配管親継手部材と前記強化パイプソケットとの間及
び前記強化パイプソケットと前記配管子継手部材との間に嵌め込まれる、二つ以上のパイ
プソケット部材と、が含まれ、
　前記配管親継手部材と前記強化パイプソケットとの間に、前記内ネジ部が前記外ネジ構
造に螺合されることにより、前記配管親継手部材の前記外輪パイプソケットが前記強化パ
イプソケットの前記内輪パイプ部の外に係合され、前記パイプソケット部材の前記収束リ
ングが前記内輪パイプ部の中に入り前記収束斜面に収束され、前記パイプソケット部材の
前記締めリングが前記外輪パイプソケットの中に入りその前端で前記締り斜面部を締める
、
　前記強化パイプソケットと前記配管子継手部材との間に、前記内ネジ部が前記外ネジ部
に螺合されことにより、前記強化パイプソケットの前記外輪パイプ部が前記配管子継手部
材の前記内輪パイプソケットの外に係合され、前記パイプソケット部材の前記収束リング
が前記内輪パイプソケットの中に入り前記収束斜面部に収束され、前記パイプソケット部
材の前記締めリングが前記外輪パイプ部の中に入りその前端で前記締り斜面を締める、
　パイプ材がそれぞれの前記パイプソケット部材の前記収束リング及び前記締めリングを
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貫通するように伸ばされて前記強化配管継手の中に挿入される場合、前記配管親継手部材
、前記強化パイプソケット及び前記配管子継手部材との間の係合により、それぞれの前記
パイプソケット部材の前記収束リング及び前記ボールリングセットが前記パイプ材に対し
て収束固定を形成させることを特徴とする強化配管継手。
【手続補正８】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】請求項４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項４】
　前記収束リングの外周面に外側に突出する環状凸リブが形成されて、前記環状凸リブが
前記内輪パイブ部の前記収束斜面または前記内輪パイプソケットの前記収束斜面部に当接
することにより、前記パイプ材に対する収束作用を強化することを特徴とする請求項１ま
たは２に記載する強化配管継手。
【手続補正９】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】請求項５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項５】
　前記ボールリングセットの複数の前記ボールが前記収束リングの外周面から外側に突出
して、前記内輪パイブ部の前記収束斜面または前記内輪パイプソケットの前記収束斜面部
に直接当接することにより、前記パイプ材に対する収束作用を強化することを特徴とする
請求項１または２に記載する強化配管継手。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】請求項６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項６】
　前記ボールリングセットの複数の前記ボールが前記収束リングの前記環状凸リブの外周
面から外側に突出して、前記内輪パイブ部の前記収束斜面または前記内輪パイプソケット
の前記収束斜面部に直接当接することにより、前記パイプ材に対する収束作用を強化する
ことを特徴とする請求項４に記載する強化配管継手。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】請求項８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項８】
　前記配管親継手部材の前記もう一端には、順にもう一つの拡径パイプソケット及びもう
一つの外輪パイプソケットが伸ばされ、パイプコネクタまたはもう一つの強化配管継手と
の連接に用いられることを特徴とする請求項７に記載する強化配管継手。
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