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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上流側には下方開口を、前方には複数の散水孔を有する箱状の角型散水板と、
　この散水板の下方開口に挿入される流出口部、およびシャワーホースに接続されるホー
ス接続部を有する接続管と、
　前方と下方とが開放され、内部に前記散水板と接続管とが収納される、側面視略く型箱
体よりなるシャワーヘッド本体と、
　このシャワーヘッド本体に収納された散水板の下方にあるシャワーヘッド本体前方開口
を閉じるカバー体とを備え、
　さらに、
　シャワーヘッド本体の左右両側部内面には溝を、散水板の左右両側部外面には、前記溝
に係止する突条部を設け、
　前記突条部は、その後部分が前部分より低位置とならない状態で、吐水時において散水
板に水圧がかかる方向と交差して設けられていることを特徴とするシャワーヘッド。
【請求項２】
　前記散水板は、上縁が上部内面に連なり、両側縁が散水板左右両側部内面に連なる中間
板体を有する請求項１に記載されたシャワーヘッド。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、シャワーヘッドに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　シャワーヘッドの散水板（シャワ板）の固定方法は従来から種々のタイプのものが提案
されている。例えば正面視円形の散水板を備えたシャワーヘッドにおいては、下記特許文
献１，２に示すタイプのものが一般的である。下記特許文献１には、散水板にねじを切り
、シャワーヘッド本体にねじ込む形で固定する方法が開示されており、また、下記特許文
献２には、ビス等で散水板をシャワーヘッド本体に固定する方法が開示されている。しか
しながら、前者のものは角型の散水板を固定する方法としては不適当である。これに加え
て、後者のものはビスで機械的に固定するので、固定構造に精密さが要求されるとともに
、ビスが露出して外観が良くない。
【０００３】
　一方、角型の散水板を備えたシャワーヘッドとして従来から下記特許文献３に示すタイ
プのものが提案されている。これには、組付けが容易なシャワーヘッドが開示されており
、シャワーヘッドの骨材として、樹脂や金属等のパイプ部材と散水板取付部材とが別体で
形成された後に一体化されたものが使用されている。このシャワーヘッドは、パイプ部材
の曲部の上端部に散水板取付部材をハンダ等の手段により固着してシャワーヘッド内部の
骨材を形成し、その後、骨材を所定の型内に装着して樹脂を充填することにより、骨材の
表面に樹脂の外皮材を被覆してなるものである。
【０００４】
　さらに、角型の散水板を備えたシャワーヘッドが下記特許文献４に提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－１２４１３号公報
【特許文献２】特開２００４－３００３２９号公報
【特許文献３】実開平２－６６２５２号公報
【特許文献４】特開２００７－３０１２９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献３に示す角型の散水板を備えたシャワーヘッドにおいては、組
付け途中で例えばハンダ付けを施したり、樹脂を充填する等の時間のかかる作業があり、
また、パイプ部材と散水板取付部材を外して分解掃除できないことからコストとメンテナ
ンスの両面で課題がある。
【０００７】
　また、特許文献４に示す角型の散水板を備えたシャワーヘッドにおいては、散水板が少
なくとも４部材から構成されており、これら４部材をヘッド部の前面に形成されている前
面開口に重ねて組付けていくので、散水面は、上記前面開口よりも小さくなり、その分、
散水領域が狭まるおそれがあるとともに、特許文献１，２と同様にヘッド部の厚さ方向の
サイズダウンが難しい。
【０００８】
　本発明は、ヘッド部の厚さ方向のサイズダウンを図りながらも散水面をシャワーヘッド
本体に形成されている散水板の組付け開口と略同じ大きさに設定することができるととも
に、部品点数が少なく容易に組付けることができ、さらには、吐水時において散水板にか
かる水圧にも耐えうることができる実用的なシャワーヘッドを提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明のシャワーヘッドは、
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　上流側には下方開口を、前方には複数の散水孔を有する箱状の角型散水板と、
　この散水板の下方開口に挿入される流出口部、およびシャワーホースに接続されるホー
ス接続部を有する接続管と、
　前方と下方とが開放され、内部に前記散水板と接続管とが収納される、側面視略く型箱
体よりなるシャワーヘッド本体と、
　このシャワーヘッド本体に収納された散水板の下方にあるシャワーヘッド本体前方開口
を閉じるカバー体とを備え、
　さらに、
　シャワーヘッド本体の左右両側部内面には溝を、散水板の左右両側部外面には、前記溝
に係止する突条部を設け、
　前記突条部は、その後部分が前部分より低位置とならない状態で、吐水時において散水
板に水圧がかかる方向と交差して設けられていることを特徴としている（請求項１）。
【００１０】
　本発明では、前記散水板は、上縁が上部内面に連なり、両側縁が散水板左右両側部内面
に連なる中間板体を有するのが好ましい（請求項２）。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明では、散水板として箱状で角型のものを、また、シャワーヘッド本体として側面
視略く型箱体を採用しているので、従来のねじで散水板が固定されたりビス等で散水板が
固定されるヘッド部に比べてシャープなデザイン性に優れた形状のシャワーヘッドを提供
することができる。
【００１２】
　そして、本発明では、散水板を、上流側に下方開口を備えるとともに、前方に複数の散
水孔を備える構造にするとともに、この散水板の下方開口に挿入される流出口部、および
シャワーホースに接続されるホース接続部を有する接続管を設ける一方、シャワーヘッド
本体を、前方と下方とが開放され、内部に前記散水板と接続管とが収納される構造にし、
シャワーヘッド本体の開放された前方散水板取付用開口から前記散水板を収納するといっ
た極めて簡易な構造に仕上げている。したがって、前記散水板の前方に位置する散水面を
、前記前方散水板取付用開口よりも小さく設定することなく前記前方散水板取付用開口の
大きさと略同じ大きさに設定した状態で前記散水板を収納することができる。
【００１３】
　また、本発明では、シャワーヘッド本体を側面視略く型箱体より構成している。そして
例えば特許文献４に示す角型の散水板のように、複数の部材を重ねるものではなく、本発
明では、単一部材である散水板をシャワーヘッド本体の上部に収納するように構成してい
る。したがって、特許文献４に示す角型の散水板に比べて、本発明の方が、シャワーヘッ
ド本体の上部に収納する部品点数を少なくできるため、シャワーヘッド本体の上部の厚さ
方向のサイズダウンを図ることができる。よって、本発明では、シャワーヘッド本体の上
部がコンパクトなわりには散水面を大きくすることができる。
【００１４】
　また、本発明では、単一部材である接続管をシャワーヘッド本体の下部に収納するよう
に構成している。したがって、シャワーヘッド本体の下部に収納する部品点数を少なくで
きるため、シャワーヘッド本体の下部の厚さ方向のサイズダウンを図ることができる。こ
のように、本発明では、シャワーヘッド本体の下部に収納する部品点数を少なくできるた
め、シャワーヘッド本体の下部の厚さ方向のサイズダウンを図ることができ、シャワーヘ
ッドがコンパクトなわりには散水面を大きくすることができる。
【００１５】
　また、特許文献１，２に開示されたシャワーヘッドでは、散水板をねじやビスで機械的
に固定するので吐水時において散水板にかかる水圧が増してもその影響を受けることなく
散水板がシャワーヘッド本体から外れ難い。一方、本発明は、散水板をシャワーヘッド本
体に対してねじやビスでは固定しない手法を採用しているので、吐水時において散水板に
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かかる水圧により散水板がシャワーヘッド本体から外れ易くなるのを回避する工夫が施さ
れている。すなわち、本発明では、シャワーヘッド本体の左右両側部内面には溝を、散水
板の左右両側部外面には、前記溝に係止する突条部を設け、前記突条部は、その後部分が
前部分より低位置とならない状態で、吐水時において散水板に水圧がかかる方向と交差し
て設けられている。これにより、散水板をねじやビスで機械的に固定しなくても吐水時に
かかる圧力に対して強固な構造を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態を示す分解斜視図である。
【図２】上記実施形態を示す断面図である。
【図３】上記実施形態を示す要部概略背面図である。
【図４】上記実施形態で用いる散水板を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の一実施形態について説明する。図１は、本発明の一実施形態に係るシャ
ワーヘッドを構成する四つの部材を示す。図２は、前記四つの部材を組付けて得られるシ
ャワーヘッドの断面を示す。図３は、散水板の一部を構成する中間板体を説明するため散
水板の背面から見た図であるとともに、散水板の前方に設けた複数の散水孔を図示するた
め一部を切欠いている。図４は散水板の断面を示す。
【００１８】
　図１～４において、シャワーヘッドＤは、箱状の角型散水板１と、吐水流路ｉを形成す
る接続管２と、側面視略く型箱体であって、内部に散水板１および接続管２が収納される
シャワーヘッド本体３と、カバー体４との４つの部材を備えており、これら４つの部材１
～４を素人でも簡易に組付けてシャワーヘッドＤが得られるように、また、散水板１をね
じやビスで機械的に固定せず清掃等のメンテナンスの際に簡易な作業で分解することがで
きるように構造が簡易化されている。そして、例えば特許文献４に示す角型の散水板より
も広い散水範囲を持つ散水板１を提供できる。なお、これら４つの部材１～４は合成樹脂
製である。そして、シャワーヘッド本体３の上部５内に散水板１が収納されるとともに、
下部６内に接続管２の大半が収納されるよう構成されている。
【００１９】
（散水板）
　前記散水板１の上流側には下方開口Ｋが形成され、前方には複数の散水孔ｈが形成され
ている。１ａは、散水板１の前部で、正面視縦長の長方形の板体である。前記散水孔ｈは
、散水板前部１ａのほぼ全領域に形成されている。そして、図２に示すように、散水板前
部１ａに形成されている散水孔ｈのうち、散水板前部１ａの長手方向の中間に形成されて
いる散水孔ｈ３，ｈ５等は散水板前部１ａの前面を構成する散水面Ｓに対してほぼ直角の
方向に形成されている一方、その上下に形成されている散水孔ｈ１，ｈ７では散水範囲を
広げるための工夫が施されており、散水孔ｈ１はやや上を向き、散水孔ｈ７はやや下を向
いて設けられている。また、散水板１の左右にある側部１ｂおよび１ｃは、同形状の正面
視縦長の長方形である。例えば、Ｌは、右側部１ｃを構成する上下、前後の四つの辺のう
ちの前辺を示している。１ｄは、散水板１の上部で、正面視横長の長方形である。７は、
散水板左右側部１ｂ，１ｃ、散水板上部１ｄと一体に形成された中間板体で、前記散水板
前部１ａとで絞り流路ｊを形成するためのものであり、図３に示すように平面視縦長の長
方形である。絞り流路ｊにするのは、水だれを防止し散水孔ｈからの水の勢いを保つため
である。また、中間板体７の上縁Ａは、図２，３，４に示すように、散水板上部１ｄの内
面８の中間位置に連なっている。また、中間板体７の左右両側縁Ｂ，Ｂは図３，４に示す
ように、散水板両側部１ｂ，１ｃの内面１ｂ’，１ｃ’の中間位置に連なっている。さら
に、中間板体７は、図４に示すように、絞り流路ｊへの入口部分において傾斜板７ａを有
する。この傾斜板７ａは散水板１の下方開口Ｋの側に行くにつれ高くなるよう形成されて
いる。７ｂは、傾斜板７ａから散水板上部１ｄの内面８に至るよう形成された縦板であり
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、散水板前部１ａとで絞り流路ｊを形成する。７ｃは、傾斜板７ａから下方に延設して形
成された縦板であり、散水板前部１ａとで絞り流路ｊの前記入口部分を形成する。この縦
板７ｃの上面９は図４に示すように、散水板上部１ｄの後端面１０と面一である。そして
、図３に示すＥ，Ｅは、散水板１の左右両側縁に設けた突出部である。すなわち、散水板
前部１ａの左右端Ｍ，Ｎが散水板左右側部１ｂ，１ｃの外面１ｂ’’，１ｃ’’よりも左
右に若干長く突出している。
【００２０】
　１４は、図１，３に示すように、散水板１の左右両側部１ｂおよび１ｃのそれぞれの外
面１ｂ’’および１ｃ’’に形成された複数の直線状突条部であり、この実施形態では平
行な上下二つの直線状突条部１４，１４が斜めに傾斜して、かつ、前上がりではなく、後
上がりに形成されている。すなわち、突条部１４は、その後部分１４ａが突条部１４の前
部分１４ｂより高位置となっている。例えば右側部１ｃは、正面視縦長の長方形に形成さ
れているが、この実施形態では、その右側部１ｃの前辺Ｌと突条部１４の長手方向とのな
す大小二つの角度α，βのうち、小さな角度βが０よりも大きく９０°よりも小さく設定
されている。同様に、左側部１ｃも、前上がりではなく、後上がりに形成されている平行
な上下二つの直線状突条部１４を有している。なお、本発明では、前記直線状突条部１４
として、前記小さな角度βを９０°に設定したものを用いてもよい。これにより、吐水時
において散水板１にかかる水圧が突条部１４の長手方向に沿う方向Ｖ（図１参照）の圧力
に変換されるため、散水板をねじやビスで機械的に固定しなくても吐水時にかかる圧力に
対して強固な構造を実現できる。図２におけるＰは、吐水時において散水板１にかかる水
圧の方向を示す。
【００２１】
（接続管）
　前記接続管２は、散水板１の前記下方開口Ｋに挿入される流出口部１５と、シャワーホ
ース１６に接続されるホース接続部１７と、両者１５，１７を連通する接続管本体１８で
構成される。前記流出口部１５は、図１に示すように、正面視で横長の略長方形形状の流
出口１５ａを有するとともに、外周面にオーリング１５ｂが設けられている。そして、こ
のオーリング１５ｂ付き流出口部１５は、散水板１の下方開口Ｋ内に水密状態で嵌込み可
能な大きさに形成されている。一方、ホース接続部１７は、下流側から順に、外周にオー
リング２５が設けられたホース接続部分１７ａおよび外向きフランジ１７ｂを有する。前
記フランジ１７ｂはシャワーヘッド本体３に接続管２が収納された状態では、シャワーヘ
ッド本体３の内面に当接する三辺ａ，ｂ，ｃを有するとともに、カバー体４下部の前向き
湾曲部分４ａの内周面に形成された窪み２６に当接する湾曲縁２７を有する。また、接続
管本体１８はホース接続部１７から下流の流出口部１５に行くにつれ吐水流路ｉを狭める
よう形成されている。さらに、接続管本体１８は、シャワーヘッド本体３内部に収納され
た接続管２をシャワーヘッド本体３にビス１９を用いて固定するための固定片部２０，２
１の組を、図１に示すように上下一対有する。上側の固定片部２０は、流出口部１５の直
上流側に左右一対形成されている。下側の固定片部２１は、ホース接続部１７の直下流側
に左右一対形成されている。固定片部２０と固定片部２１は同一形状をしており、例えば
固定片部２１は、平面視Ｕ字形で、ビス挿通孔２２が形成されている。そして、接続管本
体１８は、シャワーヘッド本体３に接続管２が収納された状態で、カバー体４の裏に設け
た左右一対の係止爪３０，３０が係止する係止片３１，３１を左右一対の固定片部２１，
２１および前記フランジ１７ｂ間に有する。
【００２２】
（シャワーヘッド本体）
　シャワーヘッド本体３は、前方と下方とが開放されている。すなわち、シャワーヘッド
本体３の前方は、図１に示すように、上下に連続する二つの前方開口３２，３３によって
開放されている。また、シャワーヘッド本体３の下方は、図１に示すように、下方開口３
４によって開放されている。そして、シャワーヘッド本体３の上部５は下部６より前方側
へ曲げて形成されている。上部５の曲がり角度は適宜設定される。前記前方開口３２は上
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部５に形成されており、前記前方開口３３は下部６に形成されている。また、散水板１お
よび接続管２をシャワーヘッド本体３に組み込んでセットした際には、上部５内に散水板
１が位置し、下部６内に接続管２の大半が位置する。なお、図２に示すように、シャワー
ヘッド本体３上部の先端内面に設けられた凸部１１は、散水板１の上端に設けられた凹部
１２と係合する。すなわち、シャワーヘッド本体３の上部５の先端内面に設けられた凸部
１１は、散水板前部１ａの上端に設けられた凹部１２と係合する。
【００２３】
　そして、シャワーヘッド本体３に、散水板１ついで接続管２を組付けて両者１，２はシ
ャワーヘッド本体３内に収納される。この際、シャワーヘッド本体３内に散水板１を例え
ば滑らせるようにして挿入するための工夫が散水板１とシャワーヘッド本体３に施されて
いる。すなわち、シャワーヘッド本体３の左右両側部３ａ，３ｂの内面３ａ’，３ｂ’、
具体的には、シャワーヘッド本体３の上部５の左右内面３ａ’，３ｂ’には、散水板１の
左右両側部１ｂおよび１ｃのそれぞれの外面１ｂ’’および１ｃ’’に形成された複数の
突条部１４が係止する複数の溝４０が設けられている。すなわち、溝４０は、その後部分
４０ａが溝４０の前部分４０ｂより高位置となっている。
【００２４】
　また、接続管２をシャワーヘッド本体３にビス１９を用いて固定するためシャワーヘッ
ド本体３の下部６の内面には、固定片部２０，２１に対応する位置にそれぞれ固定用部材
５０が形成されている。例えは図１に示すように、固定用部材５０は、下部６の左側部内
面６ａと後面６ｃに跨がって上部に一対と下部に一対の計四つ設けられている。固定用部
材５０は固定片部２０のビス挿通孔２２に連通し、ビス挿通孔２２を通ったビス先端部を
螺合する螺合孔５１が形成されている。
【００２５】
　そして、溝４０内に突条部１４を斜め方向から係入しシャワーヘッド本体３の上部５内
に散水板１を滑らせるようにして挿入した後、散水板１の下方に、図２に示すように、接
続管２を組み付ける。この際、接続管２のフランジ１７ｂの三辺ａ，ｂ，ｃは下部６の内
面に当接し、接続管２の安定保持が可能になる。続いて、固定用部材５０に固定片部２０
，２１を当接した状態で固定片部２０，２１のビス挿通孔２２を介してビス１９を固定部
材５０の螺合孔５１にねじ込む。ねじ込んだ状態では、図２に示すように、ビス１９の頭
１９ａが固定片部２０，２１の上面に密着した状態で接続管２および散水板１がシャワー
ヘッド本体３に固定される。
【００２６】
（カバー体）
　前記カバー体４は、シャワーヘッド本体３に収納された散水板１の下方にあるシャワー
ヘッド本体前方開口、すなわち、前記した前方開口３３を閉じるようその前方開口３３の
平面形状に合った平面視縦長の略板体に形成されている。カバー体４は、裏面側から表面
側に向かって形成された前向き湾曲部分４ａを下部に有し、また、これより上方に連なる
よう縦長に形成された板体部分４ｂを中間部に有し、また、板体部分４ｂより上方に連な
るよう形成された細幅の屈曲部分４ｃを最上部に有しており、屈曲部分４ｃは前方側へ曲
げて形成されている。カバー体４の湾曲部分４ａの位置で、その裏側における左右には係
止爪３０，３０が設けられている。この係止爪３０は、接続管２に設けた前記係止片３１
に係止する。また、前記細幅の屈曲部分４ｃの裏側における左右には、散水板１の左右両
側部１ｂ，１ｃの外面１ｂ’’および１ｃ’’に設けた係止用凹部５９および前記上部５
の左右内面３ａ’，３ｂ’に設けた係止凹部６０に係止する係止爪６１が設けられている
。なお、シャワーヘッド本体３には、図１に示すように、その左右両側部３ａ，３ｂの内
面３ａ’，３ｂ’に、上下にわたって、くの字状の長い凹溝１３，１３が設けられており
、散水板１の左右両側縁に設けた前記突出部Ｅ，Ｅおよびカバー体４の左右両側縁Ｈ，Ｈ
がこの凹溝１３，１３内に嵌め込まれる。
【００２７】
　よって、上述したように、散水板１および接続管２をビス１９を用いてシャワーヘッド
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本体３に固定した後、接続管２のフランジ１７ｂの湾曲縁２７に、カバー体４の湾曲部分
４ａの裏側の窪み２６を当接させ、カバー体４の係止爪３０を接続管２の係止片３１に係
止する一方、カバー体４の係止爪６１を前記係止用凹部５９、係止凹部６０に係止するこ
とにより、シャワーヘッド本体３の前方開口３３を閉じることができる。なお、シャワー
ヘッド本体３の下方開口３４は、前記ホース接続部１７の外向きフランジ１７ｂにより閉
塞される。そして、カバー体４の前向き湾曲部分４ａにより、使用時においてシャワーヘ
ッド本体３の下部６を持ち易くできる。
【符号の説明】
【００２８】
　　　１　　　　　　　　　散水板
　　　１ｂ’’，１ｃ’’　散水板の左右両側部外面
　　　２　　　　　　　　　接続管
　　　３　　　　　　　　　シャワーヘッド本体
　　　３ａ’，３ｂ’　　　シャワーヘッド本体の左右両側部内面
　　　４　　　　　　　　　カバー体
　　　１４　　　　　　　　突条部
　　　１４ａ　　　　　　　突条部の後部分
　　　１４ｂ　　　　　　　突条部の前部分
　　　１５　　　　　　　　流出口部
　　　１６　　　　　　　　シャワーホース
　　　１７　　　　　　　　ホース接続部
　　　３３　　　　　　　　シャワーヘッド本体前方開口
　　　４０　　　　　　　　溝
　　　Ｄ　　　　　　　　　シャワーヘッド
　　　Ｋ　　　　　　　　　下方開口
　　　ｈ　　　　　　　　　散水孔
　　　Ｐ　　　　　　　　　散水板にかかる水圧の方向
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