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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水制御弁であって、温水と冷水を混合することによって水温を制御するとともに、温水
、冷水、または温水と冷水の混合水の流量を制御できるように構成され、かつ下記を含む
バルブカートリッジからなる水制御弁。
　外部水管から流入する温水と冷水を、その温水入口孔と冷水入口孔経由でバルブカート
リッジにガイドする第１固定ディスクと、
　ロータリーディスクであり、該ロータリーディスクに貫通形成された温度制御孔を有し
、該ロータリーディスクの回転運動によって前記温度制御孔が前記温水入口孔と冷水入口
孔を覆う量に応じて温水と冷水の流量を制御し、かくして水温を制御するロータリーディ
スクと、
　第２固定ディスクであり、前記温度制御孔の所定回転角範囲内において該第２固定ディ
スクに貫通形成された水路孔を有し、かくして、温水、冷水、または温水と冷水の混合水
を前記バルブカートリッジ内にガイドするとともに、前記ロータリーディスクを前記第１
固定ディスクに対して支持する第２固定ディスクと、
　温度制御ユニットであり、その第１端部にて前記ロータリーディスクに連結され、その
第２端部にてカートリッジハウジング内に受け入れられて、前記第２端部が前記カートリ
ッジハウジングの外部に暴露され、温度制御レバーがその暴露された前記第２端部に連結
されており、前記温度制御レバーの回転中に所定回転角範囲内において前記ロータリーデ
ィスクを回転できるようになっている温度制御ユニットと、
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　前記第１固定ディスク、前記ロータリーディスクおよび前記第２固定ディスクのそれぞ
れに貫通形成されて、互いに連通するようになっている第１、第２および第３排水孔であ
り、かくして、温水、冷水、または温水と冷水の混合水を前記バルブカートリッジから排
出する第１、第２および第３排水孔と、
　前記第３排水孔方向に直線移動可能な移動ユニットであり、該移動ユニットと前記第３
排水孔間の隙間を制御して、排出水の流量を制御することを特徴
とする移動ユニットと、
　前記移動ユニットを受け入れ、前記移動ユニットの直線移動を引き起こす流量制御ユニ
ットであり、該流量制御ユニットがストップブッシングを介して前記温度制御ユニットに
挿入されていて、該流量制御ユニットの端部が前記温度制御ユニットから突出することを
特徴とする流量制御ユニットと、
　前記流量制御ユニットと前記温度制御ユニット間の干渉を防止するための前記ストップ
ブッシングであり、２つの放射状ストッパと前記放射状ストッパの反対側に係止突起部と
を有することを特徴とするストップブッシング。
【請求項２】
　前記第１固定ディスクが所定の厚さを有する円形セラミックディスクであることを特徴
とする請求項１に係る水制御弁であって、その中で、前記温水入口孔と前記冷水入口孔が
、互いから分離されながら半円形範囲内に形成され、前記温水入口孔と前記冷水入口孔の
それぞれが前記第１固定ディスク中心部周囲に９０°の角度で円弧形状を有する水制御弁
。
【請求項３】
　前記第１排水孔が前記第１固定ディスク中心部に貫通形成されることを特徴とする請求
項１または２に係る水制御弁。
【請求項４】
　前記ロータリーディスクが前記第１固定ディスクと表面接触し、前記温度制御ユニット
の回転により回転され、その温度制御孔によって前記温水入口孔と冷水入口孔の開口率を
制御し、かつ下記を含むことを特徴とする請求項１に係る水制御弁。
　前記ロータリーディスクの、前記第１排水孔に対応する位置に貫通形成される前記第２
排水孔と、前記ロータリーディスク円周外面に設けられ、前記温度制御ユニットの端部に
嵌合される係止溝。
【請求項５】
　前記第２固定ディスクが前記ロータリーディスクと表面接触するとともに、下記を含む
ことを特徴とする請求項１に係る水制御弁。
　前記温度制御孔の所定回転角範囲内において前記第２固定ディスクに貫通形成された前
記水路孔と、
　前記第２固定ディスクの、前記第２排水孔に対応する位置に貫通形成された前記第３排
水孔と、
　前記第２固定ディスクの円周外面に設けられ、前記カートリッジハウジングの停止突出
部間に挿入される係止突起部と、前記第３排水孔の内面上に形成され、前記移動ユニット
の軸ガイド溝と係合して、前記移動ユニットの直線移動をガイドする軸ガイドリブ。
【請求項６】
　前記移動ユニットが所定の長さの円筒形状を有するとともに、下記を含むことを特徴と
する請求項１に係る水制御弁。
　前記移動ユニットの第１端部周囲に形成された外径ネジ（おねじ）と、
　前記移動ユニットの第２端部から延出するガイド突起部であり、前記軸ガイド溝が前記
ガイド突起部に沿って形成され、前記軸ガイドリブと係合することを特徴とするガイド突
起部、および、前記第２端部の周囲に設けられた水制御部材。
【請求項７】
　前記外径ネジ（おねじ）が所定角度範囲内において前記移動ユニットの周囲に形成され
て、前記流量制御ユニットの回転中に、前記移動ユニットが前記流量制御ユニットに対し
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て直線移動可能になっていることを特徴とする請求項６に係る水制御弁。
【請求項８】
　前記外径ネジ（おねじ）が前記移動ユニットの周囲に形成されて、軸長内で半回転を生
じさしめ、その方向に向かって前記移動ユニットがその後退位置（引き込まれた状態）か
ら移動し、前記第３排水孔に到達することを特徴とする請求項７に係る水制御弁。
【請求項９】
　前記外径ネジ（おねじ）が前記移動ユニットの周囲に形成されて、軸長内で１回転を生
じさしめ、その方向に向かって前記移動ユニットがその後退位置（引き込まれた状態）か
ら移動し、前記第３排水孔に到達することを特徴とする請求項７に係る水制御弁。
【請求項１０】
　前記外径ネジ（おねじ）が前記移動ユニットの周囲に形成されて、軸長内で複数の回転
を生じさしめ、その方向に向かって前記移動ユニットがその後退位置（引き込まれた状態
）から移動し、前記第３排水孔に到達することを特徴とする請求項７に係る水制御弁。
【請求項１１】
　前記流量制御ユニットが所定の長さの円筒形状を有するとともに、下記を含むことを特
徴とする請求項１に係る水制御弁。所定位置にて前記流量制御ユニットの円周外面に設け
られて、前記ストップブッシングの放射状ストッパと相対的に前記流量制御ユニットの回
転角度を限定する放射状突起部と、前記流量制御ユニットの端部にて軸方向に形成され、
その中に前記移動ユニットを受け入れて、その中で前記移動ユニットを直線的に移動させ
るボアと、前記ボアの内周面に形成され、前記移動ユニットの外径ネジ（おねじ）と係合
するガイド突起部。
【請求項１２】
　前記温度制御ユニットがその第２端部にて前記カートリッジハウジングから突出し、そ
こから前記流量制御ユニットが突出するとともに、下記を含むことを特徴とする請求項１
に係る水制御弁。前記温度制御ユニットの正反対位置のそれぞれから軸方向に延出する延
長アームと、前記延長アームの端部に設けられ、前記ロータリーディスクの係止溝に嵌合
される係止突出部。
【請求項１３】
　下記をさらに含む請求項１に係る水制御弁。前記移動ユニットの側壁上に形成された縦
穴と、前記第２固定ディスクの反対側の前記移動ユニットの端部に貫通形成された軸経路
と、前記流量制御ユニットに軸方向に貫通形成されて、前記移動ユニットの軸経路と連通
する出口孔であって、前記第２固定ディスクの水路孔からの入口が前記移動ユニットの縦
穴を通過し、前記第１排水孔、前記ロータリーディスクおよび前記第２固定ディスクを貫
流する水を停止する一方、前記バルブカートリッジから前記流量制御ユニットの出口孔経
由で排出されることを特徴とする出口孔。
【請求項１４】
　前記第１排水孔、前記ロータリーディスクおよび前記第２固定ディスクを貫流する水の
停止が弁本体の排水孔を閉じることによって達成されることを特徴とする請求項１３に係
る水制御弁。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に、従来の技術において「蛇口」と称される水制御弁に関するものであり
、より具体的には、温水と冷水を混合することによって水温を制御し、温水、冷水、また
は温水と冷水の混合水の流量を回転運動のみによって制御し、弁本体の側面に設けられた
温度制御レバーと流量コントロールレバーの両方を有し、かくして、ユーザーが２つの前
記コントロールレバーを的確な角度に設定して容易に操作することを可能にし、運転中に
２つの前記コントロールレバーは互いを妨げず、したがって、温度制御動作中には既存の
水流量が変更されず、また流量制御動作中には既存の水温が変更されないようになってい
る水制御弁に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　一般的に、従来の技術において「蛇口」と呼ばれる水制御弁は、水（ボイラーから供給
される温水を含む）の流量を制御するため、および冷水または温水を選択することによっ
て、または冷水と温水を所望の混合比で混合することによって水温を制御するように構成
されている。
【０００３】
　水の温度と流量を制御することができる前記水制御弁は、キッチンのシンク（流し台）
の上の適切な位置にも、浴室の浴槽などの上の所定位置にも取り付けることができる。か
くして、ユーザーはキッチンや浴室において、前記水制御弁を操作することによって便利
に水を使用できる。
【０００４】
　水の温度と流量を制御することができる従来型水制御弁は、ノブ操作式弁とレバー操作
式弁とに分類される。前記ノブ操作式水制御弁は、それぞれのノブを用いて流量と水温を
制御するように構成されており、該ノブは冷水用と温水用に指定されており、水の流量な
らびに水温を制御するためにユーザーによって操作される。前記レバー操作式水制御弁は
、レバーを上下に移動することによって水の流量を制御し、前記レバーを左右に適当に回
転することによって水温を制御して、冷水、温水、または前記冷水と温水の混合水を選択
するように構成されている。
【０００５】
　詳細に説明すると、従来型ノブ操作式水制御弁では、冷水ノブと温水ノブは弁本体の両
側に設けられている。前記冷水ノブは、制御流量にて冷水を吐出するために操作される一
方、前記温水ノブは、制御流量にて温水を吐出するために操作される。
【０００６】
　かくして、冷水、または温水に限っての使用が所望される際には、ユーザーが、冷水用
または温水用に指定されたノブを操作することで、水の流量を容易に制御することができ
る。しかしながら、所望温度の混合水を使用することが所望される際には、前記冷水ノブ
と前記温水ノブを所望の温度を得るために注意深く操作しなくてはならないので、ユーザ
ーに不便さを感じさせる。
【０００７】
　その上、従来型ノブ操作式水制御弁はそれぞれに、冷水と温水の流量を別々に制御する
ために使用される複数のバルブカートリッジを有する。それぞれの従来型ノブ操作式水制
御弁のバルブカートリッジは多くの要素で構成されているため、水制御弁の構造が複雑に
なってしまう。
【０００８】
　多くの要素が含まれる複数のバルブカートリッジに起因して、従来型ノブ操作式水制御
弁は粗雑で粗雑な外観を持つ。したがって、従来型ノブ操作式弁は、複雑で粗雑な外観よ
りもシンプルで洗練された外観を好む近代的な人々の嗜好に適さない。その上、かかる弁
では、ノブ操作式弁における複数のバルブカートリッジのために製造コストが高くつく。
【０００９】
　従来型レバー操作式水制御弁では、前記レバー操作式弁を用いて水の流量を正確に制御
できないため、不必要に過剰量の水が無駄になるという問題がある。
【００１０】
　ほとんどの従来型レバー操作式水制御弁はシングルレバータイプ弁として設計されてい
るので、かかる弁により温度制御動作中に既存の水流量が変更されたり、流量制御動作中
に既存の水温が変更されたりする可能性があるという操作問題も誘導する。
【００１１】
　詳細に説明すると、シングルレバーを有する従来型レバー操作式水制御弁のユーザーは
、該シングルレバーを操作することによって水の温度と流量を制御しなければならない。
水温を制御するには、ユーザーが該シングルレバーを操作して、前記弁の制御ディスクを
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左右に回転させる。それによって、温水入口孔と冷水入口孔の開口率が調節され、温水と
冷水の混合比を制御できるようになる。かくして、かかる弁から排出される水温が制御さ
れる。水の流量を制御するには、ユーザーが該シングルレバーを操作して、前記制御ディ
スクを前方向または後方向に移動させる。かくして、排水孔の開口率が調節され、前記弁
から排出される水の流量が制御できるようになる。したがって、シングルレバーを有する
従来型レバー操作式水制御弁では、前述の操作問題が存在する。
【００１２】
　その上、前記シングルレバーを有する従来型レバー操作式水制御弁の運転においては、
前記レバーを正確に操作することができないので、水温を所望点に制御するために過剰な
時間が必要とされ、かかる制御中に過剰量の水が前記弁から排出してしまい、不必要な無
駄が生じてしまう。さらに、前記レバー操作式水制御弁のユーザーが誤って前記弁を全開
してしまうことにより、過剰量の水が無駄になる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　よって、本発明は、従来技術において発生する上記問題点を念頭に置いてなされたもの
であって、本発明の目的は、温水と冷水を混合することによって水温を制御し、温水、冷
水、または温水と冷水の混合水の流量を回転運動のみによって制御し、かつ弁本体の側面
に設けられた温度制御レバーと流量コントロールレバーの両方を有し、かくして、ユーザ
ーが２つの前記コントロールレバーを的確な角度に設定して容易に操作することを可能に
し、運転中に２つの前記コントロールレバーが互いを妨げず、温度制御動作中に既存の水
流量が変更されず、また流量制御動作中に既存の水温が変更されないような水制御弁を提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成するため、本発明は、温水と冷水を混合することによって水温を制御す
るとともに、温水、冷水、または温水と冷水の混合水の流量を制御できるように構成され
、かつ下記を含むバルブカートリッジからなる水制御弁を提供する。外部水管から流入す
る温水と冷水を、その温水入口孔と冷水入口孔経由でバルブカートリッジにガイドする第
１固定ディスクと、ロータリーディスクであり、該ロータリーディスクに貫通形成された
温度制御孔を有し、該ロータリーディスクの回転運動によって前記温度制御孔が前記第１
固定ディスクの温水入口孔と冷水入口孔を覆う量に応じて温水と冷水の流量を制御し、か
くして水温を制御するロータリーディスクと、第２固定ディスクであり、前記ロータリー
ディスクの温度制御孔の所定回転角範囲内において該第２固定ディスクに貫通形成された
水路孔を有し、かくして、温水、冷水、または温水と冷水の混合水を前記バルブカートリ
ッジ内にガイドするとともに、前記ロータリーディスクを前記第１固定ディスクに対して
支持する第２固定ディスクと、温度制御ユニットであり、その第１端部にて前記ロータリ
ーディスクに連結され、その第２端部にてカートリッジハウジング内に受け入れられて、
前記第２端部が前記カートリッジハウジングの外部に暴露され、温度制御レバーがその暴
露された前記第２端部に連結されており、前記温度制御レバーの回転中に所定回転角範囲
内において前記ロータリーディスクを回転できるようになっている温度制御ユニットと、
前記第１固定ディスク、前記ロータリーディスクおよび前記第２固定ディスクのそれぞれ
に貫通形成されて、互いに連通するようになっている第１、第２および第３排水孔であり
、かくして、温水、冷水、または温水と冷水の混合水を前記バルブカートリッジから排出
する第１、第２および第３排水孔と、 前記第２固定ディスクの排水孔方向に直線移動可
能な移動ユニットであり、該移動ユニットと前記第２固定ディスクの排水孔間の隙間を制
御して、排出水の流量を制御することを特徴とする移動ユニットと、その中に前記移動ユ
ニットを受け入れ、前記移動ユニットの直線移動を引き起こす流量制御ユニットであり、
該流量制御ユニットがストップブッシングを介して前記温度制御ユニットに挿入されてい
て、該流量制御ユニットの端部が前記温度制御ユニットから突出することを特徴とする流
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量制御ユニットと、流量制御ユニットと温度制御ユニット間の干渉を防止するためのスト
ップブッシングであり、２つの放射状ストッパと前記放射状ストッパの反対側に係止突起
部とを有することを特徴とするストップブッシング。
【００１５】
　本水制御弁では、前記第１固定ディスクは、カートリッジ・ベースブロックに挿入され
、前記カートリッジ・ベースブロックからの温水と冷水を前記温水入口孔と前記冷水入口
孔経由で前記バルブカートリッジにガイドすることも可能であり、前記入口を排出する前
記排水孔を有する。
【００１６】
　本水制御弁では、前記第１固定ディスクは所定の厚さを有する円形セラミックディスク
であってもよく、その中で、前記温水入口孔と前記冷水入口孔が、互いから分離されなが
ら半円形範囲内に形成されて、前記温水入口孔と前記冷水入口孔のそれぞれが前記第１固
定ディスク中心部周囲に９０°の角度で円弧形状を有する。
【００１７】
　前記第１固定ディスクの排水孔は前記第１固定ディスク中心部に貫通形成されてもよい
。
【００１８】
　前記ロータリーディスクは、前記第１固定ディスクと表面接触し、前記温度制御ユニッ
トの回転により回転され、その温度制御孔によって前記第１固定ディスクの温水入口孔と
冷水入口孔の開口率を制御することもでき、かつ下記を含むこともできる。前記ロータリ
ーディスクの、前記第１固定ディスクの排水孔に対応する位置に貫通形成される前記第２
排水孔と、前記ロータリーディスク円周外面に設けられ、前記温度制御ユニットの端部に
嵌合される係止溝。
【００１９】
　前記ロータリーディスクは、所定の厚さを持ち、前記第１固定ディスクの温水入口孔と
冷水入口孔の合計角度の１/２未満の角度を持つ円弧形状の孔として形成された前記温度
制御孔を有する円形セラミックディスクであってもよい。
【００２０】
　前記第２固定ディスクは、前記ロータリーディスクと表面接触していてもよく、かつ下
記を含むこともできる。前記ロータリーディスクの温度制御孔の所定回転角範囲内におい
て前記第２固定ディスクに貫通形成された前記水路孔と、前記第２固定ディスクの、前記
ロータリーディスクの排水孔に対応する位置に貫通形成された前記第３排水孔と、前記第
２固定ディスクの円周外面に設けられ、前記カートリッジハウジングの停止突出部間に挿
入される係止突起部と、前記第３排水孔の内面上形成され、前記移動ユニットの軸ガイド
溝と係合して、前記移動ユニットの直線移動をガイドする軸ガイドリブ。
【００２１】
　前記第２固定ディスクは、所定の厚さを有する円形セラミックディスクであってもよい
。
【００２２】
　前記移動ユニットは、所定の長さを有する円筒形状であってもよく、かつ下記を含むこ
ともできる。前記移動ユニットの第１端部周囲に形成された外径ネジ（おねじ）と、第２
端部前記移動ユニットから延出するガイド突起部であり、軸ガイド溝が該ガイド突起部に
沿って形成され、前記第２固定ディスクの軸ガイドリブと係合することを特徴とするガイ
ド突起部、および、外径ネジ（おねじ）の反対側の前記移動ユニットの第２端部の周囲に
設けられた水制御部材。
【００２３】
　前記外径ネジ（おねじ）は、所定角度範囲内において前記移動ユニットの周囲に形成さ
れて、前記流量制御ユニットの回転中に、前記移動ユニットが前記流量制御ユニットに対
して直線移動可能であってもよい。
【００２４】
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　前記外径ネジ（おねじ）が前記移動ユニットの周囲に形成されて、軸長内で半回転、１
回転または２回転以上を生じさしめ、その方向に向かって前記移動ユニットがその後退位
置（引き込まれた状態）から移動し、前記第２固定ディスクの排水孔に到達することもで
きる。
【００２５】
　前記移動ユニットの水制御部材はゴムパッキンであってもよい。
【００２６】
　前記流量制御ユニットは、所定の長さの円筒形状であってもよく、かつ下記を含むこと
もできる。所定位置にて前記流量制御ユニットの円周外面に設けられて、前記流量制御ユ
ニットの回転角度を限定する放射状突起部と、前記流量制御ユニットの端部にて軸方向に
形成され、その中に前記移動ユニットを受け入れて、その中で前記移動ユニットを直線的
に移動させるボアと、前記ボアの内周面に形成され、前記移動ユニットの外径ネジ（おね
じ）と係合するガイドネジ。
【００２７】
　前記放射状突起部を有する前記流量制御ユニットの回転角度は、ストップブッシングの
端部に設けられたストッパによって限定することも可能である。
【００２８】
　前記温度制御ユニットは、その第２端部にて前記カートリッジハウジングから突出し、
そこから前記流量制御ユニットが突出していてもよく、かつ、下記を含むこともできる。
前記温度制御ユニットの正反対位置のそれぞれから軸方向に延出する延長アームと、前記
延長アームの端部に設けられ、前記ロータリーディスクの係止溝に嵌合される係止突出部
。
【００２９】
　前記ストップブッシングは、前記温度制御ユニットに挿入して前記第２固定ディスクの
上に密閉空間を形成し、流量制御ユニットと温度制御ユニット間の干渉を防止することも
でき、前記流量制御ユニットの放射状突起部と接触する前記ストッパにより、前記流量制
御ユニットの回転角度を限定することもできる。また、前記ストップブッシングは、前記
ストッパの反対側の他端に係止突起部も有して、前記係止突起部が、前記カートリッジハ
ウジングの内面に設けられた前記停止突出部間の隙間と係合できるようになっている。
【００３０】
　前記カートリッジハウジングは、パッキンを有する前記カートリッジ・ベースブロック
に連結することもでき、その中に前記バルブカートリッジの前述の要素を収容し、正反対
位置にて前記カートリッジハウジングの内周面に設けられた前記停止突出部により、前記
ストップブッシングの係止突起部と係合し、前記温度制御ユニットの回転中に前記温度制
御ユニットの延長アームを停止する。
【００３１】
　本水制御弁は、前記バルブカートリッジを収容し、温水管と冷水管の外部に接続される
弁本体を有することもできる。
【００３２】
　本水制御弁には、前記弁本体の外部で暴露された前記温度制御ユニットの端部に接続さ
れ、前記温度制御ユニットを回転させる前記温度制御レバーと、前記温度制御ユニットの
外部で暴露された前記流量制御ユニットの端部に接続され、前記流量制御ユニットを回転
させる流量コントロールレバーとをさらに含むこともできる。
【００３３】
　その上、前記第１固定ディスクは、前記カートリッジ・ベースブロックのパッキン座面
孔に部分的に挿入して固定化することもできる。
【００３４】
　前記カートリッジ・ベースブロックは、温水管と冷水管の外部に接続される温水供給孔
と冷水供給孔を有することもできる。
【発明の効果】
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【００３５】
　上記のように、本発明は、温水と冷水を混合することによって水温を制御し、温水、冷
水、または温水と冷水の混合水の流量を回転運動のみによって制御し、弁本体の側面に設
けられた温度制御レバーと流量コントロールレバーとの両方を有する水制御弁を提供する
。かくして、本弁のユーザーは、２つの前記コントロールレバーを容易かつ迅速に操作し
て的確な角度に設定することにより、水の温度と流量が迅速に制御され、それによって水
の不必要な消費が低減できる。その上、本弁の運転中に、２つの前記コントロールレバー
は互いに妨害し合うことなしに独立して操作されて、温度制御動作中に既存の水流量が変
更されることも、流量制御動作中に既存の水温が変更されることもないようになっている
。かくして、本弁は作動精度を実現するのである。操作に対する高い反応性のため、本弁
が運転中に機能障害を起こす可能性は低い。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　以降に、すべての図面を通じて同一または類似の構成部品を命名するのに同一参照番号
を使用した図面について説明する。
【００３７】
　図１は本発明に係る水制御弁の断面図である。図２は、水制御弁に搭載されているバル
ブカートリッジ構造を詳細に説明する分解斜視図である。図３は、本発明の第１実施形態
に係る水制御弁に搭載されている温度制御部、ストップブッシングおよび流量制御部の両
構造を詳細に説明する分解斜視図である。
【００３８】
　図１～３に示されている本発明に係る水制御弁は、外部水管（図示せず）から流入する
温水と冷水をバルブカートリッジ１００にガイドする第１固定ディスク１２０と、温水、
冷水、または温水と冷水の混合水を前記バルブカートリッジ１００にガイドする第２固定
ディスク１４０と、２つの前記固定ディスク１２０および１４０間に挟入されるロータリ
ーディスク１３０が２つの前記固定ディスク１２０および１４０と表面接触するようにな
っていて、温水と冷水の混合比を制御することによって水温を制御するロータリーディス
ク１３０を含む。温水、冷水、または温水と冷水の混合水を前記バルブカートリッジ１０
０にガイドするため、前記第１固定ディスク１２０は温水入口孔１２１と冷水入口孔１２
２を有し、前記ロータリーディスク１３０は温度制御孔１３１を有し、および前記第２固
定ディスク１４０は前記ロータリーディスク１３０の温度制御孔１３１の所定回転角範囲
内において前記ディスク１４０に貫通形成される水路孔１４１を有する。本弁では、前記
第１固定ディスク１２０は所定の厚さを有する円形セラミックディスクであり、その中で
、前記温水入口孔１２１と前記冷水入口孔１２２が、互いから分離されながら半円形範囲
内に形成されて、前記温水入口孔１２１と前記冷水入口孔１２２のそれぞれが前記第１固
定ディスク１２０中心部周囲に９０°の角度で円弧形状を有する。その上、水を本弁の外
部に排出するに先立って、カートリッジ・ベースブロック１１０経由で前記バルブカート
リッジ１００から温水、冷水、または温水と冷水の混合水を排出するため、前記第１固定
ディスク１２０、前記ロータリーディスク１３０および前記第２固定ディスク１４０は、
第１排水孔１２３、第２排水孔１３２および第３排水孔１４２をそれぞれ中心部に有する
。前述ディスク１２０、１３０および１４０の排水孔１２３、１３２および１４２は整合
され、互いに軸方向に連通されている。 水温を制御するには、ユーザーが温度制御レバ
ー３００Ａを回転することによって温度制御ユニット１７０を回転させて、２つの前記固
定ディスク１２０および１４０間に配置される前記ロータリーディスク１３０が所定角度
範囲内において所望の角度になるように回転させる。かくして、温水と冷水の混合比が制
御される。本弁から排出される水の流量を制御するには、ユーザーが本弁の流量コントロ
ールレバー３００Ｂを操作する。 かくして、円筒状流量制御ユニット１６０のボア１６
３の軸方向に遊挿（移動可能に挿入）されている移動ユニット１５０は、軸方向に移動し
、前記移動ユニット１５０と前記第２固定ディスク１４０の排水孔１４２間の隙間が制御
される。かくして、排出水の流量が制御される。本弁では、前記円筒状流量制御ユニット
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１６０は、ストップブッシング１８０を介して前記温度制御ユニット１７０内に配置され
、前記ストップハウジング１８０の２つの放射状ストッパ１８１によって、前記流量制御
ユニット１６０の円周外面周囲に形成された２つの放射状突起部１６１で、前記流量制御
ユニット１６０の回転角度が限定される。
【００３９】
　詳細に説明すると、２つの係止溝１３３は、図４～６に示されている正反対位置のそれ
ぞれにて、前記ロータリーディスク１３０の円周外面に設けられる。前記温度制御ユニッ
ト１７０は、その正反対位置にて２つの延長アーム１７１を有し、各延長アーム１７１の
端部にて２つの係止突出部１７２が設けられている。前記温度制御ユニット１７０の係止
突出部１７２は、前記ロータリーディスク１３０の係止溝１３３と軸方向に係合して、前
記ロータリーディスク１３０が前記温度制御ユニット１７０に沿って回転できるようにな
っている。
【００４０】
　かくして、前記第１固定ディスク１２０の温水入口孔１２１と前記冷水入口孔１２２を
貫流する温水と冷水の流量は、前記ロータリーディスク１３０の温度制御孔１３１が前記
温水入口孔１２１と前記冷水入口孔１２２を覆う量に応じて制御される。したがって、本
弁は水温度を制御することができる。
【００４１】
　上記の状態では、前記ロータリーディスク１３０の回転角度は、正反対位置にてカート
リッジハウジング１９０の円周内面に設けられ、前記温度制御ユニット１７０の回転中に
前記温度制御ユニット１７０の延長アーム１７１を停止する、２対の停止突出部１９１に
よって限定される。
【００４２】
　係止突起部１４３は、正反対位置のそれぞれにて前記第２固定ディスク１４０の円周外
面に設けられている。前記係止突出部１４３および前記ストップブッシングの係止突起部
１８２は、前記カートリッジハウジング１９０の内周面に設けられている前記停止突出部
１９１間の隙間に挿入される。かくして、前記第２固定ディスク１４０およびストップブ
ッシング１８０は、回転されない。
【００４３】
　水の流量を制御するには、ユーザーが前記流量コントロールレバー３００Ｂを図７およ
び８に示されているいずれかの方向に回転して、前記流量制御ユニット１６０が同一方向
に回転できるようにする。上記の状態では、その第１端部にて外径ネジ（おねじ）１５１
を有する前記円筒状移動ユニット１５０は、前記ネジ１５１にて前記流量制御ユニット１
６０のボア１６３の円周内面に形成されたガイド突起部１６２と係合して、前記流量制御
ユニット１６０の回転中に、前記ガイド突起部１６２の前記ガイド下で、前記移動ユニッ
ト１５０は前記流量制御ユニット１６０において回転できるようになる。しかしながら、
前記移動ユニット１５０は、前記外径ネジ（おねじ）１５１の反対側の前記移動ユニット
１５０の第２端部に設けられ、前記第２固定ディスク１４０の排水孔１４２の内面に形成
された軸ガイドリブ１４４と溝１５３にて係合するガイド突起部１５２に沿って形成され
た軸ガイド溝１５３も有する。かくして、前記移動ユニット１５０は、回転できないが、
前記流量制御ユニット１６０の回転中に、前記流量制御ユニット１６０内において軸方向
に直線的に移動する。前記移動ユニット１５０はさらに、その第２端部周囲に水制御部材
１５４も有する。上記のように、前記移動ユニット１５０が軸方向に直線的に移動する際
、前記第２固定ディスク１４０の排水孔１４２と前記移動ユニット１５０の水制御部材１
５４間の隙間は制御される。かくして、本弁は排出水の流量を制御する。本発明では、前
記外径ネジ（おねじ）１５１が前記移動ユニット１５０の周囲に形成されて、軸長内で半
回転、複数回転を生じさしめ、その方向に向かって前記移動ユニット１５０がその後退位
置（引き込まれた状態）から移動し、前記第２固定ディスク１４０の第３排水孔１４２に
到達することもできる。
【００４４】
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　外部水管からの水が、前記カートリッジ・ベースブロック１１０の温水供給孔１１１と
冷水供給孔１１２経由で前記バルブカートリッジ１００に流れ込み、前記第１固定ディス
ク１２０の温水入口孔１２１と前記冷水入口孔１２２に到達する際、水、冷水、または温
水と冷水の混合水は、前記第１固定ディスク１２０の水入口孔１２１および１２２に対す
る前記温度制御孔１３１の位置に応じて、前記ロータリーディスク１３０の温度制御孔１
３１経由で前記第２固定ディスク１４０の水路孔１４１に流れ込む。前記入口温水、冷水
、または混合水は、その後、前記ディスク１４０、１３０および１２０の排水孔１４２、
１３２および１２３経由で、前記カートリッジ・ベースブロック１１０の水出口孔１１４
に排出される。上記の状態では、排出水の流量は、前記移動ユニット１５０の水制御部材
１５４と前記第２固定ディスク１４０の排水孔１４２間の隙間に応じて制限される。その
排出水は、その後、本弁から吐水口を介して外部へ排出される。
【００４５】
　前述の第１実施形態では、本弁は、温水、冷水、または温水と冷水の混合水が、先に前
記バルブカートリッジ１００への水流入の際に利用された前記カートリッジ・ベースブロ
ック１１０経由で前記バルブカートリッジ１００から排出されるように構成されている。
但し、本発明の第２実施形態によれば、本弁は、図９、１０および１１に示されているよ
うに、前記ディスク１２０、１３０および１４０の排水孔１２３、１３２および１４２を
貫流する水を停止する一方、入口が、先に前記バルブカートリッジ１００への水流入の際
に利用された前記カートリッジ・ベースブロック１１０と反対側の前記バルブカートリッ
ジ１００から本弁の端部に排出されるように構成されてもよい。詳細に説明すると、第２
実施形態に係る本弁では、複数の縦穴１５７が前記移動ユニット１５０の側壁周囲に形成
される。その上、出口孔１６４が前記流量制御ユニット１６０に軸方向に貫通形成され、
前記移動ユニット１５０の軸経路と連通する一方、軸経路は、前記第２固定ディスク１４
０の反対側の前記移動ユニット１５０の端部に貫通形成される。第２実施形態にしたがっ
て本弁を運転中、前記第２固定ディスク１４０の水路孔１４１からの入口は、前記移動ユ
ニット１５０の縦穴１５７を通過し、前記流量制御ユニット１６０の出口孔１６４経由で
、前記バルブカートリッジ１００から前記カートリッジ・ベースブロック１１０反対側の
本弁の端部に排出される。
【００４６】
　第２実施形態において、前記ディスク１２０、１３０および１４０の排水孔１２３、１
３２および１４２から流入する水を停止は、弁本体２００の排水孔が閉じることによって
行われる。
【００４７】
　前記図面における参照番号１１５は、前記カートリッジ・ベースブロック１１０の接合
部と前記第１固定ディスク１２０とをシールするガスケットを示す。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　上記のように、本発明は、温水と冷水を混合することによって水温を制御し、温水、冷
水、または温水と冷水の混合水の流量を回転運動のみによって制御し、弁本体の側面に設
けられた温度制御レバーと流量コントロールレバーとの両方を有する水制御弁を提供する
。 かくして、本弁のユーザーは、２つの前記コントロールレバーを容易かつ迅速に操作
して的確な角度に設定することにより、水の温度と流量が迅速に制御でき、それによって
水の不必要な消費を低減できる。その上、本弁の運転中に、２つの前記コントロールレバ
ーは互いに妨害し合うことなしに独立して操作されて、温度制御動作中に既存の水流量が
変更されることも、流量制御動作中に既存の水温が変更されることもないようになってい
る。操作に対する高い反応性のため、本弁が運転中に機能障害を起こす可能性は低い。
【００４９】
　本発明の好適な実施形態は例示的な目的で開示したものであって、当業者であれば、種
々の変更、付加および代替を添付の特許請求の範囲で開示した本発明の範囲および真の趣
旨から逸脱することなく行い得ることを理解されるであろう。
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【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明に係る水制御弁の断面図。
【図２】図１の水制御弁に搭載されているバルブカートリッジ構造を詳細に説明する分解
斜視図。
【図３】本発明の第１実施形態に係る水制御弁に搭載されている温度制御部、ストップブ
ッシングおよび流量制御部の両構造を詳細に説明する分解斜視図。
【図４】図３の温度制御部の動作を説明する断面図。
【図５】図３の温度制御部の動作を説明する断面図。
【図６】図３の温度制御部の動作を説明する断面図。
【図７】図３の流量制御部の動作を説明する断面図。
【図８】図３の流量制御部の動作を説明する断面図。
【図９】本発明の第２実施形態に係る流量制御部の構造を詳細に説明する分解斜視図。
【図１０】図９の第２実施形態流量制御部の動作を説明する断面図。
【図１１】図９の第２実施形態流量制御部の動作を説明する断面図。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図７】 【図８】



(13) JP 4771260 B2 2011.9.14

【図９】 【図１０】

【図１１】



(14) JP 4771260 B2 2011.9.14

10

フロントページの続き

(72)発明者  キム　ジョン　クー
            大韓民国　４０６－１３１　インチョン　ヨンス－グ　ドン　ドンチュン　１　９２４　ダリム　
            ２チャ　アパートメント　２０７－３０４

    審査官  北村　一

(56)参考文献  米国特許第０６３５７４７６（ＵＳ，Ｂ１）
              実公昭４５－０３３４３７（ＪＰ，Ｙ１）
              実開昭５０－０６４２３０（ＪＰ，Ｕ）
              特開平０２－２４８７７７（ＪＰ，Ａ）
              米国特許第０６２３７６２２（ＵＳ，Ｂ１）
              独国特許出願公開第１９５２２０９８（ＤＥ，Ａ１）
              特開２００５－１２１２２２（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              F16K  11/00-11/24


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

