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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】複数の管を有する多流路弁システムにおいて、
流体に接触する汚染を防止することができる、流路の切
り替えを制御する多流路制御弁を提供する。
【解決手段】多流路制御弁１００、管ハウジング、軸ハ
ウジング２、モータ３ａ、３ｂ、クランプ１２ａ、１２
ｂ、軸３１ａ、３１ｂ、歯車３２ａ、３２ｂ、及び多流
路管を備える。更に、多流路管は、主管２０１、及び該
主管２０１に接続された複数の分岐管２０２ａ、２０２
ｂ、２０２ｃを備える。第１のクランプ１２ａは、クラ
ンプガイド溝１１３ａ内で、開位置、第１の閉位置、及
び第２の閉位置の３者間を横方向に移動することができ
、第２のクランプ１２ｂは、クランプガイド溝１１３ｂ
内で、開位置、第１の閉位置、及び第２の閉位置の３者
間を横方向に移動することができる。
【選択図】図２
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　制御弁であって：
　管ハウジング；
　該管ハウジングを通って配設された管；及び
　該管ハウジング内に配設されたクランプを備え、
　該管が、該管ハウジングの第1の部分と該クランプとの間に配設され、
　該クランプが、開位置と閉位置との間で移動可能であり、
　該開位置にある該クランプが、該管ハウジングの該第1の部分から離れて位置し、かつ
　該閉位置にある該クランプが、該管ハウジングの該第1の部分に隣接して位置する、前
記制御弁。
【請求項２】
　前記管が可撓性である、請求項1記載の制御弁。
【請求項３】
　前記管ハウジングの底面に形成された管溝であって、前記管が該管溝内に配設された、
該管溝；及び
　該管ハウジングの上面に形成されたクランプ溝であって、前記クランプが該クランプ溝
内に配設された、該クランプ溝を更に備える、請求項1記載の制御弁。
【請求項４】
　前記管溝が、前記クランプ溝を通っている、請求項3に記載の制御弁。
【請求項５】
　前記管ハウジングに結合された軸ハウジング；
　該軸ハウジングに結合された軸；及び
　該軸が回転すると歯車が回転するように該軸の端部に結合された該歯車であって、該歯
車が回転すると前記クランプが横方向に移動するように該クランプに更に結合された、該
歯車を更に備える、請求項1記載の制御弁。
【請求項６】
　前記クランプが：
　前記歯車に噛合したラック部分；及び
　前記管が該クランプのクランプ部分と前記管ハウジングの前記第1の部分との間に配設
されるように該ラック部分から突き出た該クランプ部分を備える、請求項5記載の制御弁
。
【請求項７】
　前記軸ハウジングに結合されたモータであって、前記軸の回転を制御するように該軸に
結合された、該モータを更に備える、請求項5記載の制御弁。
【請求項８】
　多流路制御弁であって：
　管ハウジング；
　第1の分岐管及び第2の分岐管を有する管であって、該第1の分岐管及び該第2の分岐管が
、該管ハウジングを通って配設された、該管；及び
　該管ハウジング内に配設された第1のクランプを備え、
　該第1の分岐管が、該管ハウジングの第1の部分と該第1のクランプとの間に配設され、
　該第2の分岐管が、該管ハウジングの第2の部分と該第1のランプとの間に配設され、
　該第1のクランプが、開位置、第1の閉位置、及び第2の閉位置の3者間を移動可能であり
、
　該開位置にある該第1のクランプが、該管ハウジングの該第1の部分及び該第2の部分か
ら離れて位置し、
　該第1の閉位置にある該第1のクランプが、該管ハウジングの該第1の部分に隣接し、か
つ該管ハウジングの該第2の部分から離れて位置し、かつ
　該第2の閉位置にある該第1のクランプが、該管ハウジングの該第2の部分に隣接し、か
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つ該管ハウジングの該第1の部分から離れて位置する、前記多流路制御弁。
【請求項９】
　前記管が可撓性である、請求項8記載の多流路制御弁。
【請求項１０】
　前記管ハウジング内に配設された第2のクランプを更に備え：
　前記管が、該管ハウジング内に配設された第3の分岐管を更に備え；
　前記第2の分岐管が、該管ハウジングの第3の部分と該第2のクランプとの間に配設され
；
　該第3の分岐管が、該管ハウジングの第4の部分と該第2のクランプとの間に配設され；
　該第2のクランプが、開位置、第1の閉位置、及び第2の閉位置の3者間を移動可能であり
；
　該開位置にある該第2のクランプが、該管ハウジングの該第3の部分及び該第4の部分か
ら離れて位置し；
　該第1の閉位置にある該第2のクランプが、該管ハウジングの該第3の部分に隣接し、か
つ該管ハウジングの該第4の部分から離れて位置し；かつ
　該第2の閉位置にある該第2のクランプが、該管ハウジングの該第4の部分に隣接し、か
つ該管ハウジングの該第3の部分から離れて位置する、請求項8記載の多流路制御弁。
【請求項１１】
　前記管ハウジングの底面に形成された第1の管溝、第2の管溝、及び第3の管溝であって
、前記第1の分岐管が該第1の管溝内に配設され、前記第2の分岐管が該第2の管溝内に配設
され、そして前記第3の分岐管が該第3の管溝内に配設された、該第1の管溝、該第2の管溝
、及び該第3の管溝；並びに
　該管ハウジングの上面に形成された第1のクランプ溝及び第2のクランプ溝であって、前
記第1のクランプが該第1のクランプ溝内に配設され、そして前記第2のクランプが該第2の
クランプ溝内に配設された、該第1のクランプ溝及び該第2のクランプ溝を更に備える、請
求項10記載の多流路制御弁。
【請求項１２】
　前記第1の管溝及び前記第2の管溝が、前記第1のクランプ溝を通り；かつ
　該第2の管溝及び前記第3の管溝が、前記第2のクランプ溝を通っている、請求項11記載
の多流路制御弁。
【請求項１３】
　前記管ハウジングに結合された軸ハウジング；
　該軸ハウジングに結合された第1の軸；
　該軸ハウジングに結合された第2の軸；
　該第1の軸が回転すると第1の歯車が回転するように該第1の軸の端部に結合された該第1
の歯車であって、該第1の歯車が回転すると前記第1のクランプが横方向に移動するように
該第1のクランプに結合された、該第1の歯車；及び
　該第2の軸が回転すると第2の歯車が回転するように該第2の軸の端部に結合された該第2
の歯車であって、該第2の歯車が回転すると前記第2のクランプが横方向に移動するように
該第2のクランプに結合された、該第2の歯車を更に備える、請求項10記載の多流路制御弁
。
【請求項１４】
　前記第1のクランプが：
　　前記第1の歯車に噛合したラック部分；及び
　　前記第1の分岐管が、該第1のクランプのクランプ部分と前記管ハウジングの前記第1
の部分との間に配設され、かつ前記第2の分岐管が、該第1のクランプの該クランプ部分と
該管ハウジングの前記第2の部分との間に配設されるように、該第1のクランプの該ラック
部分から突き出た該クランプ部分を備え；かつ
　前記第2のクランプが：
　　前記第2の歯車に噛合したラック部分；及び
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　　該第2の分岐管が、該第2のクランプのクランプ部分と該管ハウジングの前記第3の部
分との間に配設され、かつ前記第3の分岐管が、該第2のクランプの該クランプ部分と該管
ハウジングの前記第4の部分との間に配設されるように、該第2のクランプの該ラック部分
から突き出た該クランプ部分を備える、請求項10記載の多流路制御弁。
【請求項１５】
　前記軸ハウジングに結合され、かつ前記第1の軸の回転を制御するように該第1の軸に結
合された第1のモータ；及び
　該軸ハウジングに結合され、かつ前記第2の軸の回転を制御するように該第2の軸に結合
された第2のモータを更に備える、請求項13記載の多流路制御弁。
【請求項１６】
　多流路制御弁を通る流体の流れを制御する方法であって：
　第1の流体を、管の第1の分岐管の流路に通して該管の第2の分岐管の流路に流すステッ
プであって、該管が、第3の分岐管を更に備え、該第3の分岐管の流路が閉じている、該ス
テップ；
　該第1の分岐管の該流路を閉じるステップであって：
　　第1のクランプを該第1のクランプの開位置から該第1のクランプの第1の閉位置に移動
させることを含む、該ステップ；
　該第3の分岐管の該流路を開けるステップであって：
　　第2のクランプを該第2のクランプの第1の閉位置から該第2のクランプの開位置に移動
させることを含む、該ステップ；及び
　第2の流体を、該第2の分岐管の該流路に通して該管の該第3の分岐管に流すステップを
含む、前記方法。
【請求項１７】
　前記第1の分岐管の前記流路を開けるステップであって：
　　前記第1のクランプを該第1のクランプの前記第1の閉位置から該第1のクランプの前記
開位置に移動させることを含む、該ステップを更に含む、請求項16記載の方法。
【請求項１８】
　前記第3の分岐管の前記流路を閉じるステップであって：
　　前記第2のクランプを該第2のクランプ前記開位置から該第2のクランプの前記第1の閉
位置に移動させることを含む、該ステップ；及び
　第3の流体を前記第1の分岐管の前記流路に通して前記第2の分岐管に流すことによって
該第2の分岐管を洗浄するステップを更に含む、請求項17記載の方法。
【請求項１９】
　前記第2の分岐管の前記流路を閉じるステップであって：
　　前記第1のクランプを該第1のクランプの前記開位置から該第1のクランプの第2の閉位
置に移動させること、又は
　　前記第2のクランプを該第2のクランプの前記開位置から該第2のクランプの第2の閉位
置に移動させることの一方を含む、該ステップ；及び
　第3の流体を前記第1の分岐管の前記流路に通して前記第3の分岐管に流すことによって
該第3の分岐管を洗浄するステップを更に含む、請求項17記載の方法。
【請求項２０】
　前記第1のクランプを移動させるステップが、前記第1のクランプに結合された第1の歯
車を回転させる第1の軸を回転させることを含み；かつ
　前記第2のクランプを移動させるステップが、前記第2のクランプに結合された第2の歯
車を回転させる第2の軸を回転させることを含む、請求項16記載の方法。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本出願は、引用により全開示内容が本明細書中に組み込まれている2013年9月24日出願
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の台湾実用新案出願第102217815号の優先権の利益を主張するものである。
【背景技術】
【０００２】
（関連技術の説明）
　多流路弁システムは、管間の流路の切り替えを制御することによって、複数の管を有す
るシステム内の流体流路を制御するために使用することができる。一部の既存の多流路弁
は、複数のボール弁を使用して管システム内の流体流路の方向を制御する。既存の多流路
弁は、管システムを通る流体の通過を制御するが、ボール弁の動作は、流体に接触してい
るボール弁を用いて管内で直接行われるため、汚染の恐れがある。
【０００３】
　他の既存の多流路弁は、複数の磁石を使用して、管システムの管を外部から締め付ける
ことができる。これらの磁石は、発生する締め付けの力が小さいため、小径の可撓性シリ
コーンチューブのみで有用である。更に、小径の可撓性シリコーンチューブは、低い流体
圧にしか耐えることができない。
【考案の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本開示の実施態様は、制御弁を提供することができる。この制御弁は、管ハウジング、
該管ハウジング内の可撓性であり得る管、及び該管ハウジング内のクランプを備えること
ができる。この管は、管ハウジングの第1の部分とクランプとの間に配設され、該クラン
プは、開位置と閉位置との間で移動可能とすることができる。開位置にあるクランプは、
管が開いたままであるように管ハウジングの第1の部分から離れて位置することができ、
第1の閉位置にある該クランプは、該管が締め付けられて遮断されるように該管ハウジン
グの該第1の部分に隣接して位置することができる。
【０００５】
　本開示の実施態様は、多流路制御弁をさらに提供することができる。多流路制御弁は、
管ハウジング、可撓性であり得る管、及びクランプを備えることができる。この可撓性の
管は、第1の分岐管及び第2の分岐管を有することができ、該第1の分岐管及び該第2の分岐
管は、管ハウジング内に配設することができる。クランプも、管ハウジング内に配設する
ことができる。第1の分岐管は、管ハウジングの第1の部分とクランプとの間に配設するこ
とができ、第2の分岐管は、該管ハウジングの第2の部分と該クランプとの間に配設するこ
とができる。クランプは、開位置、第1の閉位置、及び第2の閉位置の3者間を移動可能と
することができる。開位置は、第1の分岐管及び第2の分岐管が開いたままであるようにク
ランプが管ハウジングの第1の部分及び第2の部分から離れている位置とすることができる
。第1の閉位置は、第1の分岐管が締め付けられて遮断される一方、第2の分岐管が開いた
ままであるようにクランプが管ハウジングの第1の部分に隣接している位置とすることが
できる。第2の閉位置は、第2の分岐管が締め付けられて遮断される一方、第1の分岐管が
開いたままであるようにクランプが管ハウジングの第2の部分に隣接している位置とする
ことができる。
【０００６】
　本開示の実施態様は、多流路管を通る流体の流れを制御する方法も提供することができ
る。この方法は、管の第3の分岐管が閉じられた状態で、流体を、管の第1の分岐管の流路
に通して該管の第2の分岐管に流すステップを含み得る。この方法はまた、管の第1の分岐
管の流路を閉じるステップ、及び別の流体を該管の第2の分岐管から該管の第3の分岐管に
流すステップも含み得る。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図1は、本開示の1つ以上の実施態様による多流路制御弁の底面図である。
【０００８】
【図２】図2は、本開示の1つ以上の実施態様による多流路制御弁の上面図である。
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【０００９】
【図３Ａ】図3Aは、第1のクランプが開位置に配置されている第1のクランプガイド溝の横
方向中心線を通る多流路制御弁の断面図である。
【００１０】
【図３Ｂ】図3Bは、第2のクランプが開位置に配置されている第2のクランプガイド溝の横
方向中心線を通る多流路制御弁の断面図である。
【００１１】
【図４Ａ】図4Aは、第2のクランプが第1の閉位置に配置されている第2のクランプガイド
溝の横方向中心線を通る多流路制御弁の断面図である。
【００１２】
【図４Ｂ】図4Bは、第2のクランプが第2の閉位置に配置されている第2のクランプガイド
溝の横方向中心線を通る多流路制御弁の断面図である。
【考案を実施するための形態】
【００１３】
（詳細な説明）
　一態様では、本明細書に開示される実施態様は、一般に、任意の数の経路を有する管シ
ステムを通る流体の流れを制御する制御弁に関する。他の態様では、本明細書に開示され
る実施態様は、多流路制御弁を通る流体の流れを制御する方法に関する。
【００１４】
　図1及び図2を参照すると、本開示の1つ以上の実施態様による多流路制御弁100の底面図
及び上面図が示されている。1つ以上の実施態様では、多流路制御弁100は、管ハウジング
1、軸ハウジング2、モータ3a、3b、クランプ12a、12b、軸31a、31b、歯車32a、32b、及び
多流路管200を備えることができる。多流路制御弁100は、多流路管200を通る流体の流れ
を制御することができる。更に、多流路管200は、主管201、及び該主管201に接続された
複数の分岐管202a、202b、202cを備えることができる。主管201、第1の分岐管202a、第2
の分岐管202b、及び第3の分岐管202cは、該主管201、該第1の分岐管202a、該第2の分岐管
202b、及び該第3の分岐管202cのそれぞれと該主管201、該第1の分岐管202a、該第2の分岐
管202b、及び該第3の分岐管202cの他の管との間に流路を形成できるように互いに接続す
ることができる。1つ以上の実施態様では、主管201、第1の分岐管202a、第2の分岐管202b
、及び第3の分岐管202cは、該主管201、該第1の分岐管202a、該第2の分岐管202b、及び該
第3の分岐管202cの4者間の任意の数の接続点を用いて様々な方法で互いに接続することが
できる。他の実施態様では、主管201と分岐管202a、202b、202cは、1つの接続点で互いに
接続することができる。言い換えれば、1つ以上の実施態様では、流体流路は、主管201か
ら第1の分岐管202a、第2の分岐管202b、又は第3の分岐管202cのいずれか1つに形成するこ
とができる。他の実施態様では、流体流路は、主管201を介して第1の分岐管202a、第2の
分岐管202b、及び第3の分岐管202cの3者のいずれとの間にも形成することができる。言い
換えれば、1つ以上の実施態様では、主管201を閉じることができ、これにより、分岐管20
2a、202b、202cの1つから該主管201に流入する流体が、該流体が流入した分岐管と同じ分
岐管又は異なる分岐管であり得る該分岐管202a、202b、202cの1つを通って流出すること
ができる。
【００１５】
　一部の実施態様では、多流路管200は、該多流路管の1つ以上の分岐管の外径に圧縮力を
加えることによって流路を閉じることができるように、可撓性材料から形成することがで
きる。1つ以上の実施態様では、多流路管200は、シリコーン、ポリプロピレン（PP）、ポ
リエチレン（PE）、ポリウレタン（PU）、ポリ塩化ビニル（PVC）、又は当分野で公知の
任意の他の可撓性材料から形成することができる。
【００１６】
　図1、図2、図3A、及び図3Bを参照すると、1つ以上の実施態様では、分岐管202a、202b
、202cをそれぞれ、管ハウジング1に通して、該第1の分岐管202a、該第2の分岐管202b、
及び該第3の分岐管202cの一部を該管ハウジング1内に配設することができる。多数の管ガ
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イド溝112a、112b、112cを管ハウジング1内の底面に形成して、各分岐管202a、202b、202
cを該管ハウジング1内の別個の該管ガイド溝112a、112b、112c内に配設することができる
。加えて、管ガイド溝112a、112b、112cは、管ハウジング1を管ハウジング部分111a、111
b、111c、111dに分割することができる。
【００１７】
　更に、1つ以上の実施態様では、第1のクランプ12a及び第2のクランプ12bはそれぞれ、
管ハウジング1内のクランプガイド溝113a、113b内に配設することができる。クランプガ
イド溝113a、113bを、管ハウジング1内の上面に形成して、各クランプ12a、12bを該管ハ
ウジング1内の別個のクランプガイド溝113a、113b内に配設することができる。更に、1つ
以上の実施態様では、クランプガイド溝113a、113bは、クランプ12a、12bが、管ガイド溝
112a、112b、112cの長手方向に対して実質的に垂直方向に移動できるように形成すること
ができる。図3A及び図3Bを参照すると、1つ以上の実施態様では、それぞれの管ガイド溝1
12a、112b、112cは、クランプガイド溝113a、113bの少なくとも一方を通過することがで
きる。
【００１８】
　図3A及び図3Bを参照すると、1つ以上の実施態様では、第1の分岐管202aを、第1のクラ
ンプガイド溝113aを通過する第1の管ガイド溝112a内に配設して、該第1の分岐管202aを、
第1のクランプ12aと管ハウジング1の第1の部分111aとの間に配設することができる。更に
、1つ以上の実施態様では、第2の分岐管202bを、第1のクランプガイド溝113a及び第2のク
ランプガイド溝113bの両方を通過する第2の管ガイド溝112b内に配設し、かつ該第2の分岐
管202bを、第1のクランプ12aと管ハウジング1の第3の部分111cとの間に、かつ第2のクラ
ンプ12bと該管ハウジング1の第2の部分111bとの間に配設することができる。更に、1つ以
上の実施態様では、第3の分岐管202cを、第2のクランプガイド溝113bを通過する第3の管
ガイド溝112c内に配設し、かつ該第3の分岐管202cを、第2のクランプ12bと管ハウジング1
の第4の部分111dとの間に配設することができる。
【００１９】
　図1、図2、図3A、及び図3Bを参照すると、1つ以上の実施態様では、クランプ12a、12b
は、ラック部分121a、121b及びクランプ部分122a、122bを備えることができる。1つ以上
の実施態様では、各クランプ部分122a、122bを、対応するラック部分121a、121bに対して
実質的に垂直に向けて、それぞれのクランプ12a、12bを実質的に「T字」型にすることが
できる。更に、第1のクランプ12aのクランプ部分122aを、ラック部分121aから第1のクラ
ンプガイド溝113aの中に突き出るようにして、第1の管ガイド溝112aと、従って第1の分岐
管202aを、該第1のクランプ12aの該クランプ部分122aと管ハウジング1の第1の部分111aと
の間に配設し、そして第2の管ガイド溝112bと、従って分岐管202bを、該第1のクランプ12
aの該クランプ部分122aと該管ハウジング1の第3の部分111cとの間に配設することができ
る。更に、第2のクランプ12bのクランプ部分122bを、ラック部分121bから第2のクランプ
ガイド溝113bの中に突き出るようにして、第2の管ガイド溝112bと、従って分岐管202bを
、該第2のクランプ12bの該クランプ部分122bと管ハウジング1の第2の部分111bとの間に配
設し、そして第3の管ガイド溝112cと、従って分岐管202cを、該第2のクランプ12bの該ク
ランプ部分122bと該管ハウジング1の第4の部分111dとの間に配設することができる。他の
実施態様では、クランプ部分122a、122bは、対応するラック部分121a、121bに対して垂直
に向ける必要がなく、該クランプ部分122a、122bは、分岐管202a、202b、202cが、該クラ
ンプ部分122a、122bと管ハウジング1の部分111a、111b、111c、111dとの間に位置し、該
分岐管202a、202b、202cの締め付けを可能にする任意の方向に、対応するラック部分121a
、121bから突き出ても良い。
【００２０】
　加えて、1つ以上の実施態様では、各ラック部分121a、121bは、上面に歯123a、123bを
有し得る。更に、1つ以上の実施態様では、歯車32a、32bがそれぞれ、ラック部分121a、1
21bの歯123a、123bに噛合することができ、これにより、該歯車32a、32bの一方の回転に
より、対応するクランプ12a、12bが、対応するクランプガイド溝113a、113b内を横方向に



(8) JP 3196809 U 2015.4.9

10

20

30

40

50

移動する。更に、1つ以上の実施態様では、歯車32a、32bをそれぞれ、軸31a、31bに結合
することができる。1つ以上の実施態様では、第1の歯車32aと第1のクランプ12aのラック
部分121aとの接触が維持されるように、該第1の歯車32aを第1の軸31aの端部に結合するこ
とができる。更に、1つ以上の実施態様では、第2の歯車32bと第2のクランプ12bのラック
部分121bとの接触が維持されるように、該第2の歯車32bを第2の軸31bの端部に結合するこ
とができる。加えて、軸31a、31bの一方が一定角度回転すると、対応する歯車32a、32bが
該軸31a、31bと同じ回転角、回転するように、該軸31a、31bを該歯車32a、32bに結合する
ことができる。更に、第1の軸31a及び第2の軸31bは、軸ハウジング2を通過することがで
き、そして該軸ハウジング2を、分岐管202a、202b、202cが延出している側の管ハウジン
グ1に結合することができる。
【００２１】
　1つ以上の実施態様では、第1のクランプ12aは、クランプガイド溝113a内で、開位置、
第1の閉位置、及び第2の閉位置の3者間を横方向に移動することができる。更に、1つ以上
の実施態様では、第2のクランプ12bは、クランプガイド溝113b内で、開位置、第1の閉位
置、及び第2の閉位置の3者間を横方向に移動することができる。
【００２２】
　1つ以上の実施態様では、図3Aに示されているように、第1のクランプ12aの開位置は、
該第1のクランプ12aのクランプ部分122aが、管ハウジング1の第1の部分111aと第3の部分1
11cとの間に位置して、第1の分岐管202aの流路及び第2の分岐管202bの流路が開いたまま
である位置とすることができる。更に、1つ以上の実施態様では、第1のクランプ12aの第1
の閉位置は、該第1のクランプ12aのクランプ部分122aが管ハウジング1の第1の部分111aに
隣接して位置して、第1の分岐管202aの流路が、該第1のクランプ12aの該クランプ部分122
aと該管ハウジング1の該第1の部分111aとの間で閉じられ、かつ第2の分岐管202bの流路が
開いたままである位置とすることができる。更に、1つ以上の実施態様では、第1のクラン
プ12aの第2の閉位置は、該第1のクラン12aのクランプ部分122aが、管ハウジング1の第3の
部分111cに隣接して位置して、第1の分岐管202aの流路が開いたままであり、かつ第2の分
岐管202bの流路が、該第1のクランプ12aの該クランプ部分122aと該管ハウジング1の該第3
の部分111cとの間で閉じられた位置とすることができる。
【００２３】
　加えて、1つ以上の実施態様では、図3Bに示されているように、第2のクランプ12bの開
位置は、該第2のクランプ12bのクランプ部分122bが、管ハウジング1の第2の部分111bと第
4の部分111dとの間に位置して、第2の分岐管202bの流路及び第3の分岐管202cの流路が開
いたままである位置とすることができる。更に、1つ以上の実施態様では、第2のクランプ
12bの第1の閉位置は、該第2のクランプ12bのクランプ部分122bが、管ハウジング1の第2の
部分111bに隣接して位置して、第2の分岐管202bの流路が、該第2のクランプ12bの該クラ
ンプ部分122bと該管ハウジング1の該第2の部分111bとの間で閉じられ、かつ第3の分岐管2
02cの流路が開いたままである位置とすることができる。更に、1つ以上の実施態様では、
第2のクランプ12bの第2の閉位置は、該第2のクランプ12bのクランプ部分122bが、管ハウ
ジング1の第4の部分111dに隣接して位置して、第2の分岐管202bの流路が開いたままであ
り、かつ第3の分岐管202cの流路が、該第2のクランプ12bの該クランプ部分122bと該管ハ
ウジング1の第4の部分111dとの間で閉じられた位置とすることができる。
【００２４】
　1つ以上の実施態様では、軸31a、31bをそれぞれ、モータ3a、3bに結合することができ
る。モータ3a、3bは、歯車32a、32bを回転させるために軸31a、31bを駆動して、クランプ
12a、12bをそれぞれ、クランプガイド溝113a、113b内を横方向に移動させることができる
。モータ3a、3bは、分岐管202a、202b、202cの流路内の流体圧がクランプ12a、12bをそれ
ぞれ開位置に向かって押圧する場合は、該クランプ12a、12bをそれぞれ第1の閉位置又は
第2の閉位置に維持できる力を常に加えることができる。1つ以上の実施態様では、モータ
3a、3bを、軸ハウジング2に直接結合することができる。1つ以上の実施態様では、モータ
3a、3bは、サーボモータとすることができる。しかしながら、モータ3a、3bは、必ずしも
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必要ではなく、当分野で公知の他の電動アクチュエータ又は人力を用いて、クランプ12a
、12bの位置を移動させることも維持することもできる。
【００２５】
　第1のクランプ12aと第2のクランプ12bは、機能及び構造が同様であるため、該第2のク
ランプ12bの第1の閉位置及び該第2のクランプ12bの第2の閉位置が以下に詳細に説明され
れば、当業者は、該第1のクランプ12aの第1の閉位置及び該第1のクランプ12aの第2の閉位
置を理解するであろう。1つ以上の実施態様では、第2のクランプ12bは、図4Aに示されて
いる第1の閉位置に位置することができる。第2のクランプ12bの第1の閉位置は、該第2の
クランプ12bのクランプ部分122bが管ハウジング1の第2の部分111bに隣接して位置し、か
つ第2の分岐管202bの流路が、該第2のクランプ12bの該クランプ部分122bと該管ハウジン
グ1の該第2の部分111bとの間で閉じられる一方、第3の分岐管202cの流路が開いたままで
ある位置とすることができる。更に、1つ以上の実施態様では、第2のクランプ12bは、図4
Bに示されている第2の閉位置に位置することができる。第2のクランプ12bの第2の閉位置
は、該第2のクランプ12bが、管ハウジング1の第4の部分111dに隣接して位置し、かつ第3
の分岐管202cの流路が、該第2のクランプ12bのクランプ部分122bと該管ハウジング1の該
第4の部分111dとの間で閉じられる一方、第2の分岐管202bの流路が開いたままである位置
とすることができる。
【００２６】
　1つ以上の実施態様では、第1のクランプ12aは、第2のクランプ12bとは別個に作動する
ことができる。従って、1つ以上実施態様では、第1のクランプ12aの開位置、第1の閉位置
、又は第2の閉位置と第2のクランプ12bの開位置、第1の閉位置、又は第2の閉位置との任
意の組み合わせが可能である。更に、上記説明されたように、モータ3a、3bをそれぞれ、
軸31a、31bを回転させるために該軸31a、31bに結合して、歯車32a、32bをそれぞれ回転さ
せ、これによりクランプ12a、12bをそれぞれ、対応するクランプガイド溝113a、113b内を
横方向に移動させることができる。従って、モータ3a、3bはそれぞれ、クランプ12a、12b
を、該クランプ12a、12bのそれぞれの開位置、第1の閉位置、及び第2の閉位置の3者間を
移動させることができる。更に、モータ3a、3bは、分岐管202a、202b、202cの流路内の流
体圧がクランプ12a、12bをそれぞれ開位置に向かって押圧する場合は、該クランプ12a、1
2bをそれぞれの第1の閉位置又は第2の閉位置に維持することができる。1つ以上の実施態
様では、モータ3a、3bを、軸ハウジング2に直接結合することができる。しかしながら、
モータ3a、3bは、必ずしも必要ではなく、当分野で公知の他の電動アクチュエータ又は人
力を用いて、軸31a、31bを回転させてクランプ12a、12bを移動させ、かつ該クランプ12a
、12bの位置を、分岐管202a、202b、202cの流路内の流体圧に対して維持することができ
る。更に、1つ以上の実施態様では、1つ以上の動力アクチュエータが、軸31a、31bを回転
させてクランプ12a、12bを同時に移動させることができる。
【００２７】
　加えて、当業者であれば、多流路管の代わりに、1つのクランプを用いて1本の管の流路
を閉じる、1本の管を有するシステムも想像できるであろう。更に、1つ以上の実施態様で
は、多流路管は、2本の分岐管を有することができ、そして1つのクランプを用いて、多流
路管の1つの流路のみが開いたままとなるまで流路を閉じることができる。加えて、1つ以
上の実施態様では、多流路管は、2本の分岐管を有することができ、2つのクランプを用い
て両方の流路を閉じることができる。更に、1つ以上の実施態様では、多流路管は、4本以
上の分岐管（「a」個の分岐管）を有することができ、この場合、多流路管の1つの流路の
みが開いたままとなるまで分岐管の流路を閉じる能力を維持するために、多数のクランプ
（「a－1」個のクランプ）を必要とし得る。更に、任意の数の分岐（「b」個の分岐管）
を有する多流路管は、多流路管の分岐管の全ての流路を閉じることができるように等しい
数のクランプ（「b」個のクランプ）を有することができる。加えて、上記説明された多
流路制御弁100を、任意の直径の多流路管200と共に使用することができる。更に、1つ以
上の実施態様では、少なくとも管ハウジング1、軸ハウジング2、第1のクランプ12a、及び
第2のクランプ12bは、金属（例えば、鋼）、プラスチック、金属補強エポキシ、又は多流
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路管200に使用される材料よりも強い任意の他の材料から形成することができる。
【００２８】
　一例では、上記説明され、かつ図1、図2、図3A、及び図3Bに示されている多流路制御弁
は、透析を行うために使用することができる。この例では、多流路管200は、PVCから形成
され、約6センチメートルの直径を有する。更に、管ハウジング1、軸ハウジング2、第1の
クランプ12a、及び第2のクランプ12bは鋼から形成され、モータ3a、3bはサーボモータで
ある。第1の分岐管202aを、液体源に接続することができ、第2の分岐管202bを、患者の体
内に配置することができ、第3の分岐管202cを、廃液処理容器に接続することができ、か
つ主管201を閉じることができる。図3A及び図3Bを参照すると、第1のクランプ12a及び第2
のクランプ12bをそれぞれ、それぞれの開位置に配置することができる。
【００２９】
　透析は、老廃物を抽出するために液体を患者に供給することを含み得る。この例では、
患者に供給されるこの液体は透析液である。次に、廃液が患者から除去され、そして廃液
処理容器に移される。廃液は、老廃物を含む血液及び透析液からなる。次に、処理中に残
ったあらゆる残余物を一掃するために、洗浄液を全ての管にポンプ輸送する。
【００３０】
　液体を患者に供給するために、第3の分岐管202cを閉じて、第1の分岐管202aと第2の分
岐管202bとの間の流体流路を維持する。第3の分岐管202cを閉じるために、第2のモータ3b
を作動させて第2の軸31bを時計回りの方向に回転させ、これにより第2の歯車32bを時計回
りの方向に回転させる。第2の歯車32bの時計回りの方向の回転により、第2のクランプ12b
が、該第2のクランプ12bの開位置から該第2のクランプ12bの第2の閉位置に向かって横方
向に移動する。第2のクランプ12bは、該第2のクランプ12bのクランプ部分122bが、管ハウ
ジング1の第4の部分111dに隣接した位置、即ち該第2のクランプ12bの第2の閉位置にくる
まで移動し、第3の分岐管202cを通る流路が閉じられる。第3の分岐管202cが閉じられると
、第1の液体が、液体源から第1の分岐管202a及び第2の分岐管202bを通って患者の体内に
流れる。1つ以上の実施態様では、第1の液体は、透析液とすることができる。
【００３１】
　第2の液体を患者から排出するために、第1の分岐管202aを閉じて第3の分岐管202cを開
けて、第2の分岐管202bと該第3の分岐管202cとの間に流体流路を確立する。第1の分岐管2
02aを閉じるために、第1のモータ3aを作動させて第1の軸31aを反時計回りの方向に回転さ
せ、これにより第1の歯車32aが反時計回りの方向に回転する。第1の歯車32aの反時計回り
の方向の回転により、第1のクランプ12aが、該第1のクランプ12aの開位置から該第1のク
ランプ12aの第1の閉位置に向かって横方向に移動する。第1のクランプ12aは、該第1のク
ランプ12aのクランプ部分122aが、管ハウジング1の第1の部分111aに隣接した位置、即ち
該第1のクランプ12aの第1の閉位置にくるまで移動し、第1の分岐管202aを通る流路が閉じ
られる。第1の分岐管202aが閉じられると、3本全ての分岐管202a、202b、202cが互いに分
離される。
【００３２】
　次に、第3の分岐管202cを開けるために、第2のモータ3bを作動させて第2の軸31bを反時
計回りの方向に回転させ、これにより第2の歯車32bを反時計回りの方向に回転させる。第
2の歯車32bの反時計回りの方向の回転により、第2のクランプ12bが、該第2のクランプ12b
の第2の閉位置から該第2のクランプ12bの開位置に向かって横方向に移動する。第2のクラ
ンプ12bは、該第2のクランプ12bのクランプ部分122bが、管ハウジング1の第2の部分111b
と第4の部分111dとの間の位置、即ち該第2のクランプ12bの開位置にくるまで移動し、第2
の分岐管202bを通る流路及び第3の分岐管202cを通る流路が開く。第3の分岐管202cが開く
と、第2の液体が、患者から第2の分岐管202b及び第3の分岐管202cを通って廃液処理容器
に流れる。1つ以上の実施態様では、第2の液体は廃液とすることができる。
【００３３】
　第2の液体が、患者から除去され、そして廃液処理容器に移されたら、第2の分岐管202b
を患者から取り外して、廃液処理容器に接続することができる。次に、分岐管202a、202b
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、202cのそれぞれに第3の液体を流して、余分な第1の液体及び第2の液体を除去するため
に、第1の分岐管202aを開ける。第1の分岐管202aを開けるために、第1のモータ3aを作動
させて第1の軸31aを時計回りの方向に回転させ、これにより第1の歯車32aを時計回りの方
向に回転させる。第1の歯車32aの時計回りの方向の回転により、第1のクランプ12aが、該
第1のクランプ12aの第1の閉位置から該第1のクランプ12aの開位置に向かって横方向に移
動する。第1のクランプ12aは、該第1のクランプ12aのクランプ部分122aが管ハウジング1
の第1の部分111aと第3の部分111cとの間の位置、即ち該第1のクランプ12aの開位置にくる
まで移動し、第1の分岐管202aを通る流路及び第2の分岐管202bを通る流路が開く。第1の
分岐管202aが開くと、以前に多流路管200を流れた第1の液体及び第2の液体を一掃するた
めに、第3の液体を、第2の分岐管202b及び第3の分岐管202cに流す。1つ以上の実施態様で
は、第3の液体は洗浄液とすることができる。
【００３４】
　洗浄を容易するために、第2のクランプ12bを、該第2のクランプ12bの第1の閉位置又は
該第2のクランプ12bの第2の閉位置の一方に移動させることができる。第2の分岐管202b又
は第3の分岐管202cの一方を閉じることにより、洗浄液の流れが、該第2の分岐管202b又は
該第3の分岐管202cの他方のみとなり、該第2の分岐管202b又は該第3の分岐管202cの他方
をより容易に洗浄することができる。
【００３５】
　他の例では、多流路制御弁は、化学反応器、体内の流体系、蒸留設備、流体の流れに関
連する任意の他のシステムにおける廃水処理、水の浄化に使用することができる。
【００３６】
　本開示は、限られた数の実施態様を含むが、本開示の恩恵を受けた当業者であれば、本
開示の範囲から逸脱することなく他の実施態様を考案できることと理解されよう。従って
、該範囲は、添付の実用新案登録請求の範囲によってのみ限定されるべきものである。

【図１】 【図２】



(12) JP 3196809 U 2015.4.9

【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】
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【手続補正書】
【提出日】平成27年2月6日(2015.2.6)
【手続補正１】
【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】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　制御弁であって：
　管ハウジング；
　該管ハウジングを通って配設された管；及び
　該管ハウジング内に配設されたクランプを備え、
　該管が、該管ハウジングの第1の部分と該クランプとの間に配設され、
　該クランプが、開位置と閉位置との間で移動可能であり、
　該開位置にある該クランプが、該管ハウジングの該第1の部分から離れて位置し、かつ
　該閉位置にある該クランプが、該管ハウジングの該第1の部分に隣接して位置する、前
記制御弁。
【請求項２】
　前記管が可撓性である、請求項1記載の制御弁。
【請求項３】
　前記管ハウジングの底面に形成された管溝であって、前記管が該管溝内に配設された、
該管溝；及び
　該管ハウジングの上面に形成されたクランプ溝であって、前記クランプが該クランプ溝
内に配設された、該クランプ溝を更に備える、請求項1記載の制御弁。
【請求項４】
　前記管溝が、前記クランプ溝を通っている、請求項3に記載の制御弁。
【請求項５】
　前記管ハウジングに結合された軸ハウジング；
　該軸ハウジングに結合された軸；及び
　該軸が回転すると歯車が回転するように該軸の端部に結合された該歯車であって、該歯
車が回転すると前記クランプが横方向に移動するように該クランプに更に結合された、該
歯車を更に備える、請求項1記載の制御弁。
【請求項６】
　前記クランプが：
　前記歯車に噛合したラック部分；及び
　前記管が該クランプのクランプ部分と前記管ハウジングの前記第1の部分との間に配設
されるように該ラック部分から突き出た該クランプ部分を備える、請求項5記載の制御弁
。
【請求項７】
　前記軸ハウジングに結合されたモータであって、前記軸の回転を制御するように該軸に
結合された、該モータを更に備える、請求項5記載の制御弁。
【請求項８】
　多流路制御弁であって：
　管ハウジング；
　第1の分岐管及び第2の分岐管を有する管であって、該第1の分岐管及び該第2の分岐管が
、該管ハウジングを通って配設された、該管；及び
　該管ハウジング内に配設された第1のクランプを備え、
　該第1の分岐管が、該管ハウジングの第1の部分と該第1のクランプとの間に配設され、
　該第2の分岐管が、該管ハウジングの第2の部分と該第1のクランプとの間に配設され、
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　該第1のクランプが、開位置、第1の閉位置、及び第2の閉位置の3者間を移動可能であり
、
　該開位置にある該第1のクランプが、該管ハウジングの該第1の部分及び該第2の部分か
ら離れて位置し、
　該第1の閉位置にある該第1のクランプが、該管ハウジングの該第1の部分に隣接し、か
つ該管ハウジングの該第2の部分から離れて位置し、かつ
　該第2の閉位置にある該第1のクランプが、該管ハウジングの該第2の部分に隣接し、か
つ該管ハウジングの該第1の部分から離れて位置する、前記多流路制御弁。
【請求項９】
　前記管が可撓性である、請求項8記載の多流路制御弁。
【請求項１０】
　前記管ハウジング内に配設された第2のクランプを更に備え：
　前記管が、該管ハウジング内に配設された第3の分岐管を更に備え；
　前記第2の分岐管が、該管ハウジングの第3の部分と該第2のクランプとの間に配設され
；
　該第3の分岐管が、該管ハウジングの第4の部分と該第2のクランプとの間に配設され；
　該第2のクランプが、開位置、第1の閉位置、及び第2の閉位置の3者間を移動可能であり
；
　該開位置にある該第2のクランプが、該管ハウジングの該第3の部分及び該第4の部分か
ら離れて位置し；
　該第1の閉位置にある該第2のクランプが、該管ハウジングの該第3の部分に隣接し、か
つ該管ハウジングの該第4の部分から離れて位置し；かつ
　該第2の閉位置にある該第2のクランプが、該管ハウジングの該第4の部分に隣接し、か
つ該管ハウジングの該第3の部分から離れて位置する、請求項8記載の多流路制御弁。
【請求項１１】
　前記管ハウジングの底面に形成された第1の管溝、第2の管溝、及び第3の管溝であって
、前記第1の分岐管が該第1の管溝内に配設され、前記第2の分岐管が該第2の管溝内に配設
され、そして前記第3の分岐管が該第3の管溝内に配設された、該第1の管溝、該第2の管溝
、及び該第3の管溝；並びに
　該管ハウジングの上面に形成された第1のクランプ溝及び第2のクランプ溝であって、前
記第1のクランプが該第1のクランプ溝内に配設され、そして前記第2のクランプが該第2の
クランプ溝内に配設された、該第1のクランプ溝及び該第2のクランプ溝を更に備える、請
求項10記載の多流路制御弁。
【請求項１２】
　前記第1の管溝及び前記第2の管溝が、前記第1のクランプ溝を通り；かつ
　該第2の管溝及び前記第3の管溝が、前記第2のクランプ溝を通っている、請求項11記載
の多流路制御弁。
【請求項１３】
　前記管ハウジングに結合された軸ハウジング；
　該軸ハウジングに結合された第1の軸；
　該軸ハウジングに結合された第2の軸；
　該第1の軸が回転すると第1の歯車が回転するように該第1の軸の端部に結合された該第1
の歯車であって、該第1の歯車が回転すると前記第1のクランプが横方向に移動するように
該第1のクランプに結合された、該第1の歯車；及び
　該第2の軸が回転すると第2の歯車が回転するように該第2の軸の端部に結合された該第2
の歯車であって、該第2の歯車が回転すると前記第2のクランプが横方向に移動するように
該第2のクランプに結合された、該第2の歯車を更に備える、請求項10記載の多流路制御弁
。
【請求項１４】
　前記第1のクランプが：
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　　前記第1の歯車に噛合したラック部分；及び
　　前記第1の分岐管が、該第1のクランプのクランプ部分と前記管ハウジングの前記第1
の部分との間に配設され、かつ前記第2の分岐管が、該第1のクランプの該クランプ部分と
該管ハウジングの前記第2の部分との間に配設されるように、該第1のクランプの該ラック
部分から突き出た該クランプ部分を備え；かつ
　前記第2のクランプが：
　　前記第2の歯車に噛合したラック部分；及び
　　該第2の分岐管が、該第2のクランプのクランプ部分と該管ハウジングの前記第3の部
分との間に配設され、かつ前記第3の分岐管が、該第2のクランプの該クランプ部分と該管
ハウジングの前記第4の部分との間に配設されるように、該第2のクランプの該ラック部分
から突き出た該クランプ部分を備える、請求項10記載の多流路制御弁。
【請求項１５】
　前記軸ハウジングに結合され、かつ前記第1の軸の回転を制御するように該第1の軸に結
合された第1のモータ；及び
　該軸ハウジングに結合され、かつ前記第2の軸の回転を制御するように該第2の軸に結合
された第2のモータを更に備える、請求項13記載の多流路制御弁。
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