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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の流体を供出するための装置（１）であって、
　個々のポンプ（３）に対して取外し可能につながるコネクタ（２２）を有する複数のポ
ンプ（３）と、
　流体を収容しかつコネクタ相手方部材（４１）を備えるコンテナ（４）と、
　コンテナ（４）をコネクタ（２２）から外すための少なくとも一つのアクチュエータ（
３６）と、を具備してなり、
　前記アクチュエータ（３６）は、前記コネクタ相手方部材（４１）と連係動作可能に係
合し、かつこの相手方部材（４１）と係合するとき、前記相手方部材を前記コネクタ（２
２）の上に引き込むと共に、前記個々のポンプ（３）と前記コンテナ（４）との間の流体
接続状態を確立するよう構成されていることを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記ポンプ（３）の少なくともいくつかが前記アクチュエータ（３６）と接続されるこ
とを特徴とする請求項１に記載の装置（１）。
【請求項３】
　前記アクチュエータは、個々のポンプ（３）に結合された回動軸（３７）に取り付けら
れたレバー（３６）を具備してなり、このレバー（３６）は、前記回動軸（３７）の一方
の側に操作ハンドル（３８）を、前記回動軸（３７）の他方の側に前記コネクタ相手方部
材（４１）と連係動作可能に係合する少なくとも一つのアーム（３９）を具備してなるこ
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とを特徴とする請求項１または請求項２に記載の装置（１）。
【請求項４】
　前記個々のポンプ（３）と前記コンテナ（４）との間に流体接続状態が確立されるとき
、前記ハンドル（３８）は前記ポンプ（３）および／または前記コンテナ（４）と平行に
延びることを特徴とする請求項３に記載の装置（１）。
【請求項５】
　前記コネクタ相手方部材（４１）は少なくとも一つのレール（４２）またはスロットを
具備してなり、かつ前記アーム（３９）は前記レール（４２）またはスロットと係合する
よう構成された少なくとも一つの突出部（４０）を具備してなることを特徴とする請求項
３または請求項４に記載の装置（１）。
【請求項６】
　流体を貯蔵するための複数のコンテナ（４）を具備してなると共に、前記コンテナ（４
）のそれぞれは、個々のコネクタ（２２）に対する接続のためのコネクタ相手方部材（４
１）を具備してなることを特徴とする請求項１ないし請求項５のいずれか１項に記載の装
置（１）。
【請求項７】
　前記コネクタはターンテーブル（２）上に搭載されてなると共に、円形にあるいは円の
一部をなすよう配列されていることを特徴とする請求項１ないし請求項６のいずれか１項
に記載の装置（１）。
【請求項８】
　請求項１ないし請求項７のいずれか１項に記載の前記アクチュエータによって連係動作
可能に係合されるよう構成された、少なくとも一つのレール（４２）またはスロットが設
けられたコネクタ相手方部材（４１）を具備してなることを特徴とする、請求項１ないし
請求項７のいずれか１項に記載の装置（１）において使用するためのコンテナ（４）。
【請求項９】
　前記コンテナ（４）はバッグインボックス型コンテナ（４）であり、かつ前記コンテナ
（４）の外面の少なくとも一部は紙あるいはボール紙からなることを特徴とする請求項８
に記載のコンテナ。
【請求項１０】
　前記コンテナはバッグインボックス型コンテナ（４）であり、コネクタ相手方部材（４
１）が前記バッグに固定されており、前記ボックスは前記コネクタ相手方部材（４１）を
受け容れるための開口部を具備してなり、前記コネクタ相手方部材（４１）は溝あるいは
少なくとも一つの凹部を備えたリムを具備してなり、かつ前記ボックスにおける前記開口
部の前記リムは、前記溝あるいは少なくとも一つの凹部内に配置されることを特徴とする
請求項８または請求項９に記載のコンテナ（４）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は複数の流体を供出するための装置に関し、この装置は、流体を保持するかある
いは流体を保持するのに好適な個々のコンテナに対して接続されるかあるいは接続可能な
複数のポンプを具備してなる。
【背景技術】
【０００２】
　このタイプの従来装置は特許文献１に開示されている。この文献は、粘性流体を供出す
るための装置に関するものであり、この装置は、回転軸線Ａを中心として回転可能なター
ンテーブル(なかでも図１０ａないし図１０ｅにおける数字２参照)を具備してなる。供出
すべき流体を収容する複数のコンテナ(１)がターンテーブルに対して、その周縁付近の離
間した位置に取り付けられている。ポンプ(１７)がそこから流体を供出するための各コン
テナと接続されている。このポンプは、コンテナをポンプに対して着脱可能に接続するた
めのコネクタ(６)を有する。固定アクチュエータ(３８)がターンテーブルの周囲に配置さ
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れており、しかも、ターンテーブルとの係合が解除された第１の非動作ポジションと、コ
ネクタの一つと係合状態にある第１の動作ポジション(このポジションではコネクタはそ
れぞれのコンテナに接続される)と、第２の動作ポジション(このポジションではコネクタ
はコンテナとの係合が解除され、コンテナを取り外して他のものと交換できる)との間で
移動可能である。
【０００３】
　特許文献２は、ポンプ個々がそれに対して流体パッケージを着脱可能に接続するための
コネクタを有しかつ関連付けられた第１の位置決め部材を有する供出装置に関するもので
ある。複数の取外し可能な剛体ホルダーは、所定のポジションで、その中にフレキシブル
な流体パッケージを収容するよう構成されている。このホルダーは第２の位置決め部材を
備え、これは第１の位置決め部材と協働するよう構成されており、その中に収容されたパ
ッケージがそれぞれのコネクタに接続されるようターンテーブル上への上記ホルダーの設
置を可能としている。第１の位置決め部材のそれぞれの付近にハンドル(１３)を備えたリ
フター(１２)が配置されており、このリフターは、ハンドル(１３)が押し下げられたとき
、搭載されたホルダーの下面に上向きの力を加えることができる。
【０００４】
　特許文献３は、ある大きさおよび色の塗料缶を製造するための自動式塗料バッチングシ
ステムに関する。このシステムは複数の塗料バッチングセルを備え、各セルは、一つまた
は二つの供出ステーション(１６,１８)からなる装置を有する。二つの供出ステーション
が使用される場合、この二つの供出ステーションとは、第１の色合いステーション(１６)
と、第２のベース供出ステーション(１８)である。第１の色合いステーション(１６)では
、缶の底をぬらすために、僅かな量だけ、塗料のベース(ウォータベースまたはオイルベ
ース)が供出される。その後、この第１のステーションにおいては、塗料缶の配合物をな
している液状顔料の全てが供出される。第２のベース供出ステーション(１８)においては
、塗料の配合物のベースの残部が供出される。この発明の上記塗料バッチング装置の第１
および第２のステーションのそれぞれは、それと連係動作可能に関連付けられた重量測定
装置(７０)を有し、各供出に係る品質コントロール重量測定で使用される個々のステーシ
ョンにおける供出の間、その上に塗料缶が載置される。
【特許文献１】欧州特許出願公開第1 090 679号明細書
【特許文献２】欧州特許出願公開第1 134 186号明細書
【特許文献３】米国特許第5,083,591号明細書
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一態様は、複数の流体を供出するための信頼性の高い装置であって、空になっ
たコンテナを内容物が充填されたコンテナと簡単かつ確実に交換できる装置を提供する。
【０００６】
　本発明のさらなる態様は、コンテナからの漏出あるいは滴下を抑止するかあるいは少な
くとも低減し、どうしてもそうした漏出あるいは滴下が生じる場合に、その影響を抑制す
る。
【０００７】
　本発明のなおさらなる態様は、ポンプおよび／またはポンプと関連付けられたコンポー
ネントの素早い交換を容易なものとする。
【０００８】
　本発明のなおさらなる様態は、あるコンテナを交換あるいは再充填しなければならない
頻度を低減する。
【０００９】
　ここに開示される、複数の流体を供出するための装置は、複数のポンプであって個々の
これらポンプに対して取外し可能につながるコネクタを有する複数のポンプと、流体を収
容しかつコネクタ相手方部材を備えるコンテナと、コンテナをコネクタから外すための少
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なくとも一つのアクチュエータとを具備してなり、このアクチュエータは、コネクタ相手
方部材と連係動作可能に係合し、かつこの相手方部材と係合するとき、相手方部材をコネ
クタの上に引き込むと共に、個々のポンプとコンテナとの間の流体接続状態を確立するよ
う構成されている。
【００１０】
　コネクタ相手方部材を係合することで、あまり訓練を受けていない人でさえ、コンテナ
を確実に設置することができ、しかも漏出あるいは滴下を少なくとも低減できる。
【００１１】
　上記ポンプの少なくともいくつか、好ましくはその全てが、上記アクチュエータと関連
付けられることが好ましい。上記アクチュエータは、個々のポンプに関連付けられた回動
軸上に取り付けられたレバーを具備してなることがさらに好ましい。このレバーは、上記
回動軸の一方側には操作ハンドルを、そして上記回動軸の他方側にはコネクタ相手方部材
と連係動作可能に係合する少なくとも一つのアームを具備してなる。個々のポンプとコン
テナとの間の流体連通状態の確立時、上記ハンドルが上記ポンプおよび／または上記コン
テナと実質的に平行に延在するならば、このハンドルが占有する空間は僅かなものとなる
。
【００１２】
　ここに開示される複数の流体を供出するための装置は、複数の体積計量ポンプであって
コンテナに接続されるかあるいはコンテナを個々のポンプに対して取外し可能に接続する
ためのコネクタを有する複数の体積計量ポンプと、当該ポンプによって供出される流体の
重量を測定するための重量測定デバイスとを具備してなる。
【００１３】
　当該装置がさらに、実施される重量測定の所要の正確性を示す少なくとも一つのパラメ
ータ、好ましくは供出された体積あるいは供出されることになる体積を記憶するためのメ
モリを備えたデータ処理デバイスのようなデバイスを具備してなり、しかも、その間に重
量測定が実施される時間間隔の長さが、記憶されたパラメータに従って選定されることが
好ましい。
【００１４】
　少なくとも一つのパラメータは、ポンプの少なくともいくつか、好ましくはその全ての
それぞれによって、および／またはコンテナの少なくともいくつか、好ましくはその全て
のそれぞれから供出された量を示すものであることがさらに好ましい。
【００１５】
　ここに開示される複数の流体を供出するための装置は複数のポンプを具備してなり、こ
のポンプはコンテナに接続されるかあるいはコンテナを個々のポンプに対して取外し可能
に接続するためのコネクタを有し、このものでは、コネクタおよび／またはコンテナの少
なくともいくつかのものの、好ましくはコネクタおよび／またはコンテナの全てのものの
下方および／またはその周囲にはレセプタクルが配置され、これは、個々のコネクタおよ
び／またはコンテナから漏出あるいは滴下した流体を収集する。
【００１６】
　ゆえに、他の対策を講じたにもかかわらず、漏出あるいは滴下が生じた場合でも、その
結果として生じる影響が抑制される。そうした抑制は、自分のサロンあるいはスパをそれ
ぞれきれいに、そして整頓された状態に維持しておきたい理髪師あるいは美容師にとって
、そして装飾用塗料の小売業または例えば自動車の再仕上げを含む産業的環境(ここでは
漏出あるいは滴下によって頻繁なメンテナンスが必要となる)のいずれにおいても十分な
ものである。
【００１７】
　レセプタクルの下部壁あるいは下部壁の一部は傾斜しており、しかも下部壁は収集され
た流体を通過させるための開口部を具備してなることが好ましい。
【００１８】
　共用レセプタクルが上記レセプタクルの下方に配置され、このレセプタクルから滴下し
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た流体を収集するようになっていることがさらに好ましい。
【００１９】
　ここに開示される複数の流体を供出するための装置は、ターンテーブルあるいはリニア
テーブルのようなサポートと、複数のポンプであってコンテナに接続されるかあるいは個
々のポンプに対してコンテナを取外し可能に接続するためのコネクタを有する複数のポン
プと、(コンテナが取外し可能である場合には)上記サポートに搭載されたコンテナを受け
かつ収容するためのガイドとを具備してなり、このものでは、ポンプ、コンテナおよびコ
ンテナあるいはガイドの各組合せはモジュールとして形成され、このモジュールは全体と
して上記サポート上に取外し可能に搭載される。
【００２０】
　そうしたモジュールは、素早い交換を容易なものとし、休止時間を低減し、かつ／また
は現場での修理あるいはメンテナンスの必要性を排除するかあるいは低減する。
【００２１】
　少なくともいくつかの上記モジュールが、好ましくは全てのモジュールが前部および後
部を備え、前部は着脱式の固定具を具備し、かつ後部は延在部あるいは凹部を具備してな
る一方、上記サポートは、モジュールの延在部あるいは凹部と連係動作可能に係合するた
めの複数のそれぞれの延在部あるいは凹部を具備してなることが好ましい。
【００２２】
　ポンプの少なくともいくつかが、好ましくはその全てが、コネクタからコンテナを外す
ための(そして好ましくはさらにコンテナをコネクタの上にそれぞれ引き込むための)アク
チュエータを具備し、しかもこのアクチュエータが上記モジュールの一部であることがさ
らに好ましい。
【００２３】
　レセプタクルがコンテナの少なくともいくつか、好ましくはその全てのものの下方ある
いはそれらの周囲に配置され、個々のコンテナから漏出あるいは滴下する流体を収集する
ようになっていることが、そしてこのレセプタクルは上記モジュールの一部であることが
さらに好ましい。
【００２４】
　ここに開示された複数の流体を供出するための装置は、ターンテーブルおよび複数のポ
ンプであってコンテナに接続されるかあるいは個々のポンプに対してコンテナを取外し可
能に接続するためのコネクタを備えた複数のポンプを具備してなり、上記ポンプおよびコ
ンテナあるいはコンテナ群は、ターンテーブルの周囲に沿って、あるいはターンテーブル
の周囲の一部に沿って、このターンテーブル上に配置されており、このものでは、少なく
とも一つのコンテナは他のコンテナよりも大きな容積を有するか、あるいはターンテーブ
ルの中心付近あるいは中心に配置された付加的コンテナと流体接続状態となっている。
【００２５】
　コンテナの前部がターンテーブルの周囲あるいはその近傍に配置され、そして少なくと
も一つのより大きな(大容量)コンテナの後部が、他のコンテナの少なくともいくつかのも
のの後部を越えて突出していることが好ましい。
【００２６】
　当該装置は一つ以上の、好ましくは二つ以上の大容量コンテナを具備し、しかもこのコ
ンテナの後部は、互いにおよび／または他のコンテナの後部に対して相補的な形状となっ
ていることがさらに好ましい。
【００２７】
　大容量コンテナの後部は、他のコンテナの後部によって形成される空間の全てを実質的
に占有することがさらに好ましい。
【００２８】
　当該装置が二つ以上の大容量コンテナを具備してなり、これらが、ターンテーブルの周
縁に沿って、別個にあるいはグループ状に、実質的に等間隔で配置されていることがさら
に好ましい。
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【００２９】
　ここに開示するのは上記装置において使用するためのコンテナであって、このコンテナ
は、少なくとも一つのレールまたはスロットを備えたコネクタ相手方部材を具備してなる
。
【００３０】
　コンテナはバッグインボックス型コンテナであり、しかもこのコンテナの外面は紙また
はボール紙からなることが好ましい。
【００３１】
　本発明の枠内では、「流体」という用語は、流動することができ、しかも本発明による
装置によって供出可能な、あらゆる物質を意味するものとして定義する。この流体の例と
しては、液体、ペースト、粒状体、ならびに粉体が挙げられる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　図は必ずしも正確な縮尺で描かれたものではなく、しかも細部(これは本発明の理解に
は必ずしも必要でない)を省略している場合もあることに留意されたい。「上側」、「下
側」、「水平」、「垂直」、「前部」、「後部」などの用語は、図示された実施形態に関
連するものである。さらに、少なくとも実質的に同一であるか、少なくとも実質的に同一
の機能を発揮する要素は同じ数字によって指し示した。
【００３３】
　図１および図２には、複数の流体、例えば塗料(の成分)、塗料顔料、ヘアダイ、シャン
プー、ファンデーションその他を供出するための装置１の実例が示されている。装置１は
、さまざまな配合で、これらの製品を供出するのに使用でき、しかも例えば、装飾塗料小
売業、美容院、あるいは温泉場に、個々に配置できる。
【００３４】
　この特定の供出装置１は自動化されたものであり、水平ターンテーブル２を具備してな
る(図７から最もよくわかる)。このターンテーブル２は、複数の計量ポンプ３と、その周
縁に沿ってそこに搭載されるバッグインボックス型コンテナ４とを備える。ターンテーブ
ル２は、駆動装置(図示せず)によって垂直中心軸線の周りを、別個のポジション、例えば
、正面すなわち供出ポジション(図２において僅かに持ち上がったコンテナによって示す)
を含む３２通りのポジションを次々にとるよう回転できる。
【００３５】
　装置１は例えばアルミニウム押出し材からなるフレーム５を備え、このフレーム５には
、例えばネジによって、金属またはポリマー(透明、半透明あるいは不透明なもの)からな
るシート６が取り付けられる。ディスプレイ、および情報、例えば顧客データおよび処方
を入力するための小さなキーボードを具備してなる制御パネル７が、ドア８に隣接して、
フレーム５の右手側に設けられる。ドア８は、上記情報を記憶しかつターンテーブル２を
駆動させるためのコンピュータと、ポンプ３を作動させるためのアクチュエータ、その他
を備え、しかもさらに、ハンドル９、ロック１０、および装置１をオンまたはオフにする
ためのスイッチ１１を備える。重量測定デバイス１２がドア８の下方で凹所内に配置され
ており、この凹所には、装置１から供出される流体を受けるためのカップなどを置くこと
ができる。
【００３６】
　実質的に三角形のハッチ１３が、そのリムの一つに沿って回動可能に、上面シート６に
設けられている。このハッチ１３はドア８の上側リムによって適所でロックされる。ドア
８およびハッチ１３を開放することによって、ターンテーブル２の上に取外し可能に円形
配置された複数のモジュール１４(例えば図３ないし図６に明瞭に示される)が現れる。
【００３７】
　図３ないし図６からわかるように、各モジュール１４は、金属製シートあるいは合成素
材からなるガイド部材１５を具備してなり、このガイド部材１５はまたフレームとして機
能し、それには、とりわけ上記計量ポンプ３の一つが搭載される。このタイプのポンプ３
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は従来公知のものであり、しかも少なくともこの例では、シリンダー１６を具備してなり
、このシリンダーは上記バッグインボックス型コンテナ４の一つとつながっている(図２
、図３、および図５に示す)。ポンプ３はさらにピストンを具備してなるが、このピスト
ンはシリンダー１６内に設けられ、かつピストンロッド１７を備える。このピストンロッ
ドは、その上側端部にワッシャすなわちフランジ１８を備える。比較的大量の例えばヘア
ダイ成分を供出するのに必要なストローク数を低減させるため、シリンダー１６は十分に
大きなものであることが、すなわち少なくとも２０ｍＬの、例えば３０ｍＬのストローク
を可能にすることが好ましい。
【００３８】
　ドア８を閉じたとき、ドア８の内部に設けたアクチュエータ１９は、正面位置にあるポ
ンプ３のフランジ１８と係合する。アクチュエータ１９は爪のような形をしており、ポン
プ３が遮られることなく水平移動できるようにするが、それが鉛直方向に動くときには、
フランジ１８と、したがってその正面にあるそれぞれのポンプ３のピストンロッド１７お
よびピストンと係合する。アクチュエータ１９の上方への移動によってピストンの取入れ
ストロークが、そして下方への移動によって排出ストロークがもたらされる。
【００３９】
　シリンダー１６はポンプハウジング２０の上部に配されており、公知のバルブ機構、例
えばボールバルブあるいは円柱バルブを具備しており、このバルブはレバー２１によって
作動させることができる。このレバー２１が取入れポジションにあるときには、シリンダ
ー１６はコネクタ２２を介してコンテナ４と連通し、そして所望のあるいは所定の距離だ
けフランジ１８を上方に移動させることによって、コンテナ４からの流体を所望の量だけ
充填することができる。流体が選定量だけ取入れられるとすぐに、バルブ部材は供出ポジ
ションへと回転できる。このポジションでは、シリンダー１６はポンプハウジング２０の
底面の供出開口部とつながり、そして流体の供出はフランジ１８を下方に動かすことによ
って可能となる。
【００４０】
　ターンテーブル、ポンプおよびこれらの構成要素を駆動するための方法に関する詳細は
、例えば国際公開第03/083334号パンフレット、欧州特許出願公開第0 992 450号明細書、
および欧州特許出願公開第0 800 858号明細書に開示されており、その内容は、この引用
によって本明細書に組み込まれる。
【００４１】
　図４および図６からわかるように、ターンテーブル２はその周縁に沿って、ポンプハウ
ジング２０を収容するための矩形凹部２３を具備してなり、この凹部２３の両側にはネジ
孔２４が設けられている。ターンテーブル２はさらに環状に並んだ小孔２５を備え、この
小孔２５を利用することによって、ターンテーブル２の下方に設けられかつそれぞれが突
起(これはサイズおよび相互距離に関して小孔２５に対応している)を具備してなるホイー
ル(図示せず)を備えた一つ以上の電動モータによってターンテーブル２を回転させること
が可能となっている。さらに、ターンテーブル２の中心軸線の近くには滴下孔２６が設け
られ、これは以下でさらに詳しく説明するように小レセプタクル２７と整列状態にある。
その上さらに、ターンテーブル２の中心軸線の近くには、やはり以下で説明する、放射状
に延在するスロット２８が、円形に置かれた五つの比較的大きな孔と共に設けられている
。この五つの孔は、ターンテーブル２の、したがって装置１の重量を軽減する役割を果た
す。
【００４２】
　上述したとおり、モジュール１４のそれぞれはガイド部材１５を具備してなり、これは
またフレームとして機能する。この部材１５は足部３０を備えた前部壁２９を具備してな
り、この足部３０は水平方向であってかつ前方に延在している。この足部３０はポンプハ
ウジング２０を支持すると共に、二つの貫通孔を備える。ガイド部材１５はさらに、側壁
３１および後部壁３２を具備してなり、これらは、前部壁２９および隣接するモジュール
１４の側壁と共に、コンテナ４用のガイドを提供する。側壁３１は傾斜した上部リムおよ



(8) JP 4768623 B2 2011.9.7

10

20

30

40

50

び屈曲した下部リム３３を有するが、前者はコンテナ４の装填を容易にし、一方、後者は
コネクタ２２およびこのコネクタ２２を取り囲むレセプタクル２７を支持する。
【００４３】
　モジュール１４の後部壁３２は、モジュール１４の下方であってかつ後部壁３２を越え
て延びる延在部３４を具備してなる。モジュール１４は、延在部３４をターンテーブル２
に対して傾けてスロット２８の一つに差し込むことでターンテーブル２に対して迅速に固
定できる。いったん延在部３４が差し込まれれば、モジュール１４を、足部３０がターン
テーブル２に載るまで、そして足部３０およびポンプハウジング２１の貫通孔がターンテ
ーブル２のネジ孔２４と整列状態となるまで下方に回動させる。モジュール１４は続いて
ボルト３５によってターンテーブル２に対して固定できる。もちろん、モジュール１４の
前部はまた、例えば、クランプ機構、十分に強力な磁石、スナップ式嵌合構造、摩擦、そ
の他によって、ターンテーブルに対して固定できる。
【００４４】
　モジュールの一つの構成要素の一つが正しく機能しない場合、このモジュールを速やか
に取り外して交換することができ、しかも他の場所で修理あるいは手入れをすることがで
きる。
【００４５】
　モジュール１４のそれぞれはアクチュエータ、好ましくは、例えば金属あるいは合成素
材からなるレバー３６を備え、このレバー３６は、それに接合されかつモジュール１４の
前壁２９とレセプタクル２７との間に配置すなわちレセプタクル２７の凹部にスナップ式
嵌合させられかつターンテーブル２の接線に対して平行に延在する軸３７によって回動可
能に配されている。レバー３６は、比較的長尺でかつ実質的にＵ字形の操作ハンドル３８
を回動軸３７の一方の側に具備してなり、しかもハンドル３８に対して約９０度の角度を
なして延在する回動軸３７の他方の側には比較的短い２本の平行アーム３９を具備してな
る。アーム３９は内側に突出する円形突出部４０を備える。
【００４６】
　バッグインボックス型コンテナ４のそれぞれはコネクタ相手方部材４１(図３Ａ)を備え
るが、これはバッグの一部でありかつボックスの底壁を貫通して延在すると共に、この底
壁において開口している。相手方部材４１は、互いに平行にかつボックスの底壁と平行に
延在する２本の直線レール４２を具備してなる。レール４２の上側壁４３は下側壁４４よ
りも長く、これによって、コンテナ４がガイド部材１５内に配置されているがハンドル３
８が前方ポジションにありかつアーム３９がその結果として上方に延在している場合には
、上側壁４３はアーム３９の突出部４０に当接する。コンテナ４をさらにガイド部材１５
内に僅かに押し込むことにより、アーム３９が僅かに下方に、ハンドル３８が僅かに上方
に押しやられ、そして突出部４０はレール４２の下側壁４４と係合するか、あるいは少な
くともその上に位置させられる。この状況から、相手方部材４１およびコンテナ４は、確
実な流体接続が得られるまで、モジュール１４に向かってハンドル３８をただ押しやるだ
けで引き降ろすことができる。さらに、コンテナ４はハンドル３８を引くことによってモ
ジュール１４から分離させることができる。個々のポンプとコンテナとの間の流体接続状
態が得られたとき、上記ハンドルはポンプおよびコンテナと実質的に平行に延在する。す
なわち、装置１をさらにかさ張った構造とすることを要さずに、操作力が比較的小さなも
のとなる、かなり長尺なハンドルを採用することができる。
【００４７】
　上記突出部は、例えばテフロン(登録商標)のような摩擦低減素材を、またホイールある
いはベアリングを具備してなることができる。だが、この例では、コネクタ相手方部材は
、射出成形された低摩擦素材すなわちポリエチレンからなる。
【００４８】
　コンテナおよびコンテナ相手方部材のさらに詳しい、そして好適な非限定的変形例は、
例えば国際公開第03/031161号および第03/031280号パンフレットに開示されており、これ
らはこの引用によって本明細書に組み込まれる。
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【００４９】
　上述したとおり、図示の装置は、一つ以上のポンプ３によって供出された液体の重量を
測定するための重量測定デバイス１２を具備してなる。このデバイスは、とりわけ、供出
されるべき、ある配合に係る各成分が正確な分量だけ実際に供出されたかどうかをチェッ
クするのに使用できる。
【００５０】
　この実施例の重量測定デバイス１２はプレート(図１および図２に示す)を具備してなり
、その上にはカップなどを載置できる。このプレートは、ロードセル(図では隠れている
がそれ自体は公知である)の上に、例えば、一つ以上の、例えば四つのひずみゲージを備
えた、溝が切られたアルミニウムバーの上に配置される。ひずみゲージの抵抗の変化が測
定され、しかもそれは(増幅器、および任意選択でローパスフィルターを介して)装置のド
ア８内のコンピュータに供給され、そして処理(例えば濾波処理)される。実際には、正確
な測定には数秒を必要とし、その時間中は、装置自身の振動の影響あるいは外部源からの
影響が取り除かれる。
【００５１】
　本発明の一態様によれば、配合物を供出するのに要する時間は以下のようにして節減で
きる。コンピュータは、コンテナ４のそれぞれからポンプ３によって供出された体積量に
関する情報、ならびに、この体積情報およびそれぞれの流体の密度に基づけば各コンテナ
４に依然として存在しているはずの流体の量に関する情報を記憶している。この量が適当
なしきい値、例えば内容物が一杯に詰まったコンテナの容積の１０％を上回っている限り
、重量測定は迅速に実施され、かつ／またはターンテーブル２は測定中にその次のポジシ
ョンへとすぐに回転させられる。こうして特定の塗料、ヘアダイなどを調製するのに要す
る総時間が節減される。
【００５２】
　測定結果が期待した範囲内にある場合、供出プロセスは継続される。もし、結果がこの
範囲を外れ、しかも例えば流体が過小な量しか供出されなかった場合、ターンテーブル２
はその以前のポジションへと戻り、再試行が実施され、かつ／またはオペレータに警報が
発せられる。そのような場合、コンテナ４は正しく設置されておらず、流体接続が不適切
なものとなっているか、あるいはコンテナ４は予期せずして空になっているであろうから
、コンテナ４を適切に設置するか、あるいは内容物が一杯に詰まったコンテナ４と交換す
べきである。
【００５３】
　体積データに従えば特定のコンテナ４内に依然として存在すべきである量が上記しきい
値を下回るとすぐに、あるいは、例えば供出すべき量が比較的僅かであるなど他の理由の
ために測定をさらに正確に行わねばならない場合には、このコンテナに関する重量測定に
費やされる時間は、さらに正確な測定のために十分な間隔まで延長される。この測定に基
づいて、コンテナ４が空になったことが判明した場合、オペレータには警告が発せられ、
そしてコンテナ４は内容物が一杯に詰まったコンテナ４と交換されるであろう。
【００５４】
　さらに、このシステムは、適切な量の流体が供出されたかどうかをチェックするので、
コンテナが事実上空になる前に、もはやそれを交換する必要はない。換言すれば、コンテ
ナを交換するとき、その中に依然として存在している流体の量、すなわち廃棄される量を
低減できる。
【００５５】
　信頼性の改善および廃棄物の削減とは別に、本発明による重量測定デバイスはまた、例
えば供出装置の据付け時に流体の密度を測定するのに、かつ／または一つ以上の、好まし
くは全てのポンプの供出動作を較正するのに使用できる。
【００５６】
　たとえ一つ以上の流体の密度が知られていなくても、この密度は、予め選択された量(
例えばピストンポンプの１回のストロークによって得られる量と等しい量)を供出し、か
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つこの供出された量の重量を正確に測定することによって特定可能である。この測定され
た重量を供出された体積で割ることによって密度の値がもたらされるが、この密度の値は
上記コンピュータに入力可能である。
【００５７】
　たいていのポンプ(例えばピストンポンプ)の供出動作は線形的なものであって、すなわ
ち供出される量は例えばピストンのストロークに比例するが、供出量が僅かである場合に
は非線形的な挙動を示すことがある。本発明による装置は、供出されそうな最小量(例え
ば０.１ｍＬ)を特定し、そして繰り返し、好ましくは３回ないし８回、この特定された量
(例えば０.８ｍＬ)よりも僅かに少ない量だけ供出を行い、さらに供出された量の重量測
定を行うことによって較正できる。この処理に続いて好ましくは、繰り返し、やはり好ま
しくは３回ないし８回、先の量の例えば２または３倍の量、すなわち１.６または２.４ｍ
Ｌが供出され、この供出された量の重量測定が行われ、そしてこの最後のステップが１回
以上、すなわち３.２または７.２ｍＬなどについて実施される。各体積(０.８、１.６、
３.２、その他)に関する供出重量の平均値および標準偏差を計算することにより、そして
この標準偏差が十分に小さなものである場合には、この平均値をコンピュータに、例えば
この平均値をポンプ個々のストローク長と関連付けるマトリックスあるいはテーブルに記
憶させることによって、ポンプが非線形的挙動を示す体積領域においてさえ、平均値間の
値を計算するため好ましくは直線補間によって補足される上記マトリックスあるいはテー
ブルを用いて、ポンプを正確に駆動させることができる。
【００５８】
　各コネクタ２２は漏斗形のレセプタクル２７によって取り囲まれている。各レセプタク
ル２７の底部開口部は、ターンテーブル２の上記滴下孔２６の一つを経て突出している。
共有レセプタクル(図７ないし図９に示す)が、上記レセプタクル２７から滴下する流体を
収集するために上記レセプタクル２７の下方に配置されている。この共有レセプタクルは
、シート状金属あるいは例えばＡＢＳのような合成素材からなり、しかも多数の上記レセ
プタクル２７の下方に、この例ではレセプタクル２７のおよそ５０パーセントのものの下
方に配置された、傾斜した第１のプレート４５を具備してなる。第１のプレート４５はそ
の下側リムに沿った、屈曲起立縁部４６を備える。傾斜した第２のプレート４７(これも
またシート状金属あるいは合成樹脂からなりかつそれぞれの下側リムに沿った屈曲起立縁
部４８を備える)が、第１のプレート４５の起立縁部４６の各端部の下方に、そして付加
的レセプタクルの下方に配置されている。引出し４９(これもまたシート状金属あるいは
合成素材からなる)が、第２のプレート４７の起立縁部４８の下側端部の下方に配置され
ている。こうして、第１および第２のプレート４５,４７および引出し４９は、協同で有
効な共有レセプタクルを提供する。この共有レセプタクルは、レセプタクル２７の一つか
ら滴下した流体が上記プレート４５,４７の少なくとも一つによって、そして結局のとこ
ろ引出し４９によって収集されるよう、ターンテーブル２の周縁をガードする。
【００５９】
　多くの供出装置においては、ある成分は他のものよりも大量に供出されることになる。
例えば、装飾用塗料を調製する場合、ベース塗料あるいは特定の顔料は他のものよりもた
いていの共通配合物のより多くの部分を占める。ヘアダイにおいては、顕色剤はたいてい
の配合物の成分であり、したがってそうした顕色剤が大量に必要となる。
【００６０】
　図１０に示す本供出装置の一変形例では、上記顕色剤用の、ブロー成形された合成素材
あるいは薄いシート状金属、例えばステンレススチールからなる専用コンテナ５０を具備
してなる。このコンテナ５０のそれぞれは、ターンテーブル２の中心に付近に配置された
付加的コンテナ５１と流体連通状態となっている。コンテナ５０,５１は、両者の底壁を
つなぐダクト５２によって連通容器として機能する。
【００６１】
　図１１に示すさらなる変形例は、多数の大容量コンテナ５０(この例では四つの大容量
コンテナ５０)を具備してなる。そのそれぞれは、他のコンテナ４の後壁を越えて延在す
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る後部５３を具備し、しかもテーパーをなす二つの壁および円の四分の一にわたる円形壁
５４を具備してなる。大容量コンテナ５０の後部５３は、したがって、互いに、そして他
のコンテナ４に対して形状に関して相補的であり、しかも他のコンテナの後部によって形
成される空間の実質的に全てを占有し、かつ略最大限の付加的流体保持能力を提供する。
補給用開口部(これはネジ式キャップ５５によって閉塞される)が、コンテナ５０のそれぞ
れの前部に設けられる。
【００６２】
　異なるパーセンテージの顕色剤を具備することが望ましいかあるいは必要な場合、コン
テナ５０のそれぞれは、直径方向に対向する二つのコンテナについては、ある特定のパー
センテージ、例えば、３、６、９、および１２パーセント、または１８パーセント用とし
て、そして直径方向に対向する他の二つのコンテナについては、０パーセント用(希釈用)
として使用可能である。
【００６３】
　その上さらなる変形例(図１２に示す)は、図１１に示す変形例とは、主として、コンテ
ナ５０の前部および後部が、部分的に円形の壁５４の中ほどに接合されている点で相違す
る。その結果、この実施例では、コンテナ５０は、９０度だけ離間した四つのポジション
に配置されている。充填時、コンテナ５０のうちの一つが正面ポジションに位置でき、そ
してこの正面ポジションにあるコンテナ５０の補給用開口部のみがアクセス可能となる。
ゆえに、コンテナ５０に意図に添わない液体、例えば意図に添わない強さの過酸化物を充
填してしまう可能性が低減される。
【００６４】
　もちろん、本開示は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の精神および範囲
内において異なる方式で変更可能である。例えば、本発明による装置は、直線型供出装置
として、すなわちコンテナが一列に並んだ装置として構成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】開示された流体供出用装置の斜視図である。
【図２】内部を部分的に露出させた状態での図１の装置の斜視図である。
【図３】図１の、そして本開示による装置のポンプモジュールの側面図である。
【図３Ａ】図１の装置において使用されるコネクタ相手方部材の斜視図である。
【図４】図１の、そして本開示による装置のポンプモジュールの後方斜視図である。
【図５】図１の、そして本開示による装置のポンプモジュールの側面図である。
【図６】図１の、そして本開示による装置のポンプモジュールの後方斜視図である。
【図７】図１の、そして本開示による装置のレセプタクルの斜視図である。
【図８】図１の、そして本開示による装置のレセプタクルの正面図である。
【図９】図１の、そして本開示による装置のレセプタクルの側面図である。
【図１０】図１の装置において使用するための顕色剤コンテナの斜視図である。
【図１１】図１の装置において使用するための他のタイプの顕色剤コンテナの斜視図であ
る。
【図１２】図１の装置において使用するためのさらに他のタイプの顕色剤コンテナの斜視
図である。
【符号の説明】
【００６６】
　１　装置
　２　水平ターンテーブル
　３　計量ポンプ
　４　バッグインボックス型コンテナ
　５　フレーム
　６　シート
　７　制御パネル
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　８　ドア
　９　ハンドル
　１０　ロック
　１１　スイッチ
　１２　重量測定デバイス
　１３　ハッチ
　１４　モジュール
　１５　ガイド部材
　１６　シリンダー
　１７　ピストンロッド
　１８　フランジ
　１９　アクチュエータ
　２０　ポンプハウジング
　２１　レバー
　２２　コネクタ
　２３　矩形凹部
　２４　ネジ孔
　２５　小孔
　２６　滴下孔
　２７　小レセプタクル
　２８　スロット
　２９　前部壁
　３０　足部
　３１　側壁
　３２　後部壁
　３３　下部リム
　３４　延在部
　３５　ボルト
　３６　レバー
　３７　軸
　３８　操作ハンドル
　３９　平行アーム
　４０　円形突出部
　４１　コネクタ相手方部材
　４２　直線レール
　４３　上側壁
　４４　下側壁
　４５　第１のプレート
　４６　屈曲起立縁部
　４７　第２のプレート
　４８　屈曲起立縁部
　４９　引出し
　５０　専用コンテナ
　５１　付加的コンテナ
　５２　ダクト
　５３　後部
　５４　円形壁
　５５　ネジ式キャップ
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