
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
挿入された給水または給湯用の送水管（３）を固定する固定リング（５ａ）を一端部に有
すると共に、外ねじ部（５ｂ）およびその外ねじ部の基部に形成された略矩形板状の座板
（５ｄ）と内部に形成された水栓接続用のねじ孔（５ｃ）とを他端部に有する水栓ジョイ
ントエルボ（５）を壁板（１）に固定するための固定金具であって、
帯板をＬ型に折り曲げて垂直板部（６ａ）と水平板部（６ｅ）とを有するように形成され
、前記垂直板部（６ａ）には、前記水栓ジョイントエルボ（５）の前記他端部を挿通され
る開口（６ｃ）と、前記水栓ジョイントエルボ（５）の前記座板（５ｄ）をビス止めする
ためのねじ孔（６ｄ）と、当該垂直板部（６ａ）を前記壁板（１）にねじ止めするための
ねじ孔（６ｂ）とが設けられ、前記水平板部（６ｅ）には、前記水栓ジョイントエルボ（
５）の前記固定リング（５ａ）に挿入される前記送水管（３）にかぶせられる蛇腹状の鞘
管（４）を挿通される孔（６ｆ）が設けられたＬ型金具（６）と、
平面形状が略コ字状をなすと共に、凹欠溝（７ａ）が設けられた上面板（７ｃ）とその上
面板の側縁部を折り曲げて形成された押さえばね（７ｂ）とを有し、前記Ｌ型金具（６）
の前記水平板部（６ｅ）に装着されて、それら上面板（７ｃ）と押さえばね（７ｂ）とで
前記水平板部（６ｅ）を挟圧すると共に、前記水平板部（６ｅ）の前記孔（６ｆ）内に挿
通された前記鞘管（４）の谷部（４ａ）を前記上面板（７ｃ）の前記凹欠溝（７ａ）の内
周縁部と前記水平板部（６ｅ）の前記孔（６ｆ）の内周縁部とに嵌合させてその鞘管（４
）を前記Ｌ型金具（６）に固定する止め金具（７）と、
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よりなる固定金具。
【請求項２】
請求項１記載の固定金具による水栓ジョイントエルボの固定構造であって、
挿入された給水または給湯用の送水管（３）を固定する固定リング（５ａ）を一端部に有
すると共に、外ねじ部（５ｂ）およびその外ねじ部の基部に形成された略矩形板状の座板
（５ｄ）と内部に形成された水栓接続用のねじ孔（５ｃ）とを他端部に有する水栓ジョイ
ントエルボ（５）を用い、
前記垂直板部（６ａ）の前記ねじ孔（６ｂ）によって前記Ｌ型金具（６）を壁板（１）に
ねじ止めし、
送水管（３）を前記Ｌ型金具（６）の前記水平板部（６ｅ）の前記孔（６ｆ）に挿通して
前記水栓ジョイントエルボ（５）の前記固定リング（５ａ）に挿入すると共に、その水栓
ジョイントエルボ（５）の前記座板（５ｄ）および前記外ねじ部（５ｂ）を前記Ｌ型金具
（６）の前記垂直板部（６ａ）の前記開口（６ｃ）に挿通して前記壁板（１）の開口（１
ｃ）に通し、
前記送水管（３）を覆う鞘管（４）を前記Ｌ型金具（６）の前記水平板部（６ｅ）の前記
孔（６ｆ）に挿通して前記止め金具（７）によってその水平板部に固定し、
前記水栓ジョイントエルボ（５）の前記座板（５ｄ）を前記Ｌ型金具（６）の前記垂直板
部（６ａ）の前記ねじ孔（６ｄ）に、水栓（２）の取り付け側からビス止めし、
前記壁板（１）の前記開口（１ｃ）を覆う防水リング（９）を前記水栓ジョイントエルボ
（５）の前記外ねじ部（５ｂ）にロックナット（１０）で締め付けて固定することを特徴
とする水栓ジョイントエルボの固定構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、建物内の浴室、トイレ、洗面室等の壁面に水栓を取り付ける場合に使用する水
栓継手に関し、特にはその水栓継手を構成する水栓ジョイントエルボを壁板に固定するた
めの固定金具および、その固定金具による水栓ジョイントエルボの固定構造に関するもの
である。
【０００２】
【従来の技術】
この種の従来技術としては、例えば特公平４－６５９３５号公報、特開平３－９１８７号
公報、特開平３－１６１６２１号公報、および実開平５－８３０６３号公報に開示されて
いるものがある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
上述した従来の技術は、いずれも壁の内部に水栓ジョイントボックスを取り付けるもので
あり、この水栓ジョイントボックスを使用するとコストが嵩む上に、取り付けに手間がか
かり、特に特公平４－６５９３５号のものは、水栓の更新時に一旦水栓ジョイントボック
スのロックナットを開放するため、水栓ジョイントボックスの固定に熟練を要するという
問題点があった。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
上述の問題点を解決するため本発明においては、挿入された給水または給湯用の送水管を
固定する固定リングを一端部に有すると共に、外ねじ部およびその外ねじ部の基部に形成
された略矩形板状の座板と内部に形成された水栓接続用のねじ孔とを他端部に有する水栓
ジョイントエルボを壁板に固定するための固定金具を、Ｌ型金具と止め金具とよりなるも
のとし、前記Ｌ型金具は、帯板をＬ型に折り曲げて垂直板部と水平板部とを有するように
形成され、前記垂直板部には、前記水栓ジョイントエルボの前記他端部を挿通される開口
と、前記水栓ジョイントエルボの前記座板をビス止めするためのねじ孔と、当該垂直板部
を前記壁板にねじ止めするためのねじ孔とが設けられ、前記水平板部には、前記水栓ジョ
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イントエルボの前記固定リングに挿入される前記送水管にかぶせられる蛇腹状の鞘管を挿
通される孔が設けられており、また前記止め金具は、平面形状が略コ字状をなすと共に、
凹欠溝が設けられた上面板とその上面板の側縁部を折り曲げて形成された押さえばねとを
有し、前記Ｌ型金具の前記水平板部に装着されて、それら上面板と押さえばねとで前記水
平板部を挟圧すると共に、前記水平板部の前記孔内に挿通された前記鞘管の谷部を前記上
面板の前記凹欠溝の内周縁部と前記水平板部の前記孔の内周縁部とに嵌合させてその鞘管
を前記Ｌ型金具に固定する。
【０００５】
また本発明においては、前記本発明の固定金具による水栓ジョイントエルボの固定構造を
、挿入された給水または給湯用の送水管を固定する固定リングを一端部に有すると共に、
外ねじ部およびその外ねじ部の基部に形成された略矩形板状の座板と内部に形成された水
栓接続用のねじ孔とを他端部に有する水栓ジョイントエルボを用い、前記垂直板部の前記
ねじ孔によって前記Ｌ型金具を壁板にねじ止めし、送水管を前記Ｌ型金具の前記水平板部
の前記孔に挿通して前記水栓ジョイントエルボの前記固定リングに挿入すると共に、その
水栓ジョイントエルボの前記座板および前記外ねじ部を前記Ｌ型金具の前記垂直板部の前
記開口に挿通して前記壁板の開口に通し、前記送水管を覆う鞘管を前記Ｌ型金具の前記水
平板部の前記孔に挿通して前記止め金具によってその水平板部に固定し、前記水栓ジョイ
ントエルボの前記座板を前記Ｌ型金具の前記垂直板部の前記ねじ孔に、水栓の取り付け側
からビス止めし、前記壁板の前記開口を覆う防水リングを前記水栓ジョイントエルボの前
記外ねじ部にロックナットで締め付けて固定することにて構成する。
【０００９】
【作用】
上述した本発明の固定金具によれば、水栓ジョイントボックスを使用せず、水栓ジョイン
トエルボをＬ型金具に固定し、このＬ型金具を浴室、トイレ、洗面室等の裏側の壁板の所
定位置に正確に固定できるようにしたから、施工が容易であると共に、水栓の固定が確実
であり、また水栓ジョイントボックスを使用しないからコストも低下する。また鞘管の谷
部を止め金具の上面板の凹欠溝の内周縁部とＬ型金具の水平板部の孔の内周縁部とに嵌合
させて鞘管をＬ型金具に固定するようにしたから、送水管の更新時においても、水栓ジョ
イントエルボの固定リングと送水管を外すことによって送水管を更新し得て、その更新を
迅速容易に行うことができる。
【００１０】
また、上述した本発明の水栓ジョイントエルボの固定構造によっても、鞘管を止め金具に
よってＬ型金具の水平板部に固定するようにしたから、送水管の更新時に、水栓ジョイン
トエルボの固定リングと送水管を外すことによって送水管を更新し得て、その更新を迅速
容易に行うことができる。
【００１４】
【実施例】
以下、図面について本発明の実施例を説明する。図中１は建物内の浴室、トイレ、洗面室
等の水栓を取り付けようとする壁板で、１ａはその表面の壁板（例えば塩ビ鋼板、タイル
、フレキ、ＦＲＰ）、１ｂは壁板１ａの裏面に添接した壁板調整部材（例えばベニヤ板、
集成材）である。２は壁板１に取り付ける水栓の一例を示すものであり、また３は壁板１
の裏側に設けた送水管（ＰＢ管）で、４は送水管３にかぶせた蛇腹状の鞘管（ＣＤ管）で
ある。壁板１ａの厚さは各ユニットバスメーカーによって異なるので、壁板調整部材１ｂ
の厚さを変えることによって壁板１の全体としての厚さＷ（図１参照）を一定範囲内に納
まるように調整する。壁板調整部材１ｂとして使用するベニヤ板の規格品としては、例え
ば９ｍｍ、１２ｍｍ、１５ｍｍの板厚のものがよく使用される。
【００１５】
本実施例においては、図３に詳細に示すように、エルボの一端部に、挿入した送水管３を
固定する固定リング５ａを有し、エルボの他端部に、外周に外ねじを形成した外ねじ部５
ｂを有すると共に、その他端部の内部に水栓接続用のねじ孔５ｃを設け、この外ねじ部５
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ｂの基部に略矩形板状の座板５ｄを鍔状に突設すると共に、この座板５ｄの両側にそれぞ
れビス挿通孔５ｅを設けて水栓ジョイントエルボ５を構成する。
【００１６】
また、図４に詳細に示すように、鋼板製の帯板をＬ型に折り曲げ、その垂直板部６ａを壁
板１の裏面に４個の孔６ｂを介してねじ止めできるようにし、その中央部に前記水栓ジョ
イントエルボ５の固定リング５ａ側を挿通できる開口６ｃを有すると共に、この開口６ｃ
の両側縁部にそれぞれ前記水栓ジョイントエルボ５の座板５ｄをビス止めできるねじ孔６
ｄを有し、水平板部６ｅに前記水栓ジョイントエルボ５の固定リング５ａに接続した送水
管３にかぶせた蛇腹状の鞘管４（図１，２参照）を嵌合する孔６ｆを設けてＬ型金具６を
構成する。
【００１７】
また、図５に詳細に示すように、ばね鋼板を素材として、平面形状が略コ字状で、その凹
欠溝７ａの開口側でない側縁部を一方に折り曲げて押さえばね７ｂを形成して、この押さ
えばね７ｂと上面板７ｃとの間で、前記Ｌ型金具６の水平板部６ｅを挟圧できるようにし
て止め金具７を形成する。
【００１８】
また、図６はゴム等の弾性物製のシートから形成したリング状の止水マット８を示すもの
で、図７は止水マット８を介して壁板１に接合するリング状の防水リング９であり、図８
は水栓ジョイントエルボ５の外ねじ部５ｂと螺合する八角のロックナット１０を示すもの
である。なお１１（図１参照）はロックナット１０を覆うようにロックナット１０にかぶ
せる化粧カップである。
【００１９】
上述の如く構成した水栓継手において、本発明の実施例の固定金具は、上述したＬ型金具
６と止め金具７とによって構成する。また本発明の実施例の水栓ジョイントエルボの固定
構造は、上述した水栓ジョイントエルボ５と防水リング９とロックナット１０とＬ型金具
６と止め金具７とによって構成する。
【００２０】
なお、前記した水栓継手を使用して、前記水栓ジョイントエルボ５の固定リング５ａに各
現場において定められている所定長の送水管３を接続すると共に、この送水管３に所定長
の鞘管４をかぶせ、この鞘管４をＬ型金具６の水平板部６ｅに設けた孔６ｆに挿通すると
共に、水栓ジョイントエルボ５を座板５ｄとビス１２（図１参照）を介して前記Ｌ型金具
６の垂直板部６ａに固定したものを、ユニットとして工場においてあらかじめ組み立てて
おくと便利である。
【００２１】
また、前記した水栓ジョイントエルボ取り付け用の壁板１に設けた開口１ｃの幅（径）と
、前記水栓ジョイントエルボ５の略矩形板状の座板５ｄの幅を、両者の嵌合時において隙
間がない程度に近似させておけば、水栓継手を壁板１に取り付ける場合に、水栓ジョイン
トエルボ５の外ねじ部５ｂを壁板１の開口１ｃに挿入した時に開口１ｃと水栓ジョイント
エルボ５の芯ずれを防止することができる。
【００２２】
また、壁板１の厚さを厚さの異なるベニヤ板等の壁板調整部材１ｂを表面の壁板１ａに添
着することによって、壁板１の全体の厚さを常に略一定にすれば、この壁板１に取り付け
る水栓ジョイントエルボ５の寸法が一種類で足りるから、施工上有利になる。
【００２３】
【発明の効果】
上述のように本発明の固定金具によれば、水栓ジョイントボックスを使用せず、水栓ジョ
イントエルボ５をＬ型金具６に固定し、このＬ型金具６を浴室、トイレ、洗面室等の裏側
の壁板１に固定できるようにしたから、施工が容易であると共に、水栓２の固定が確実で
あり、また水栓ジョイントボックスを使用しないからコストも低下する。さらに蛇腹状の
鞘管４の谷部４ａを止め金具７の凹欠溝７ａの内周縁部とＬ型金具６の孔６ｆの内周縁部

10

20

30

40

50

(4) JP 3590125 B2 2004.11.17



とに嵌合させて鞘管４をＬ型金具６に固定するようにしたから、送水管３の更新時におい
ても、水栓ジョイントエルボ５の座板５ｄとＬ型金具６を外し、Ｌ型金具６の開口６ｃか
ら水栓ジョイントエルボ５を取り出すと共に、水栓ジョイントエルボ５の固定リング５ａ
と送水管３を外すことによって送水管３を更新し得て、更新が迅速容易にできるという効
果が得られる。
【００２４】
また、上述のように本発明の水栓ジョイントエルボの固定構造によっても、蛇腹状の鞘管
４の谷部４ａを止め金具７の凹欠溝７ａの内周縁部とＬ型金具６の孔６ｆの内周縁部とに
嵌合させて鞘管４をＬ型金具６に固定するようにしたから、送水管３の更新時に、水栓ジ
ョイントエルボ５の固定リング５ａと送水管３を外すことによって送水管３を更新し得て
、その更新を迅速容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の水栓継手を壁に取り付けた状態を示す立断面図である。
【図２】図１のＡ矢視図である。
【図３】（ａ）は、水栓ジョイントエルボの一部を断面で示す側面図であり、
（ｂ）は、（ａ）のＢ矢視図である。
【図４】（ａ）は、Ｌ型金物の側面図であり、
（ｂ）は、その正面図であり、
（ｃ）は、（ｂ）の平面図である。
【図５】（ａ）は、止め金具の側面図であり、
（ｂ）は、その下面図である。
【図６】（ａ）は、止水マットの正面図であり、
（ｂ）は、その断面図である。
【図７】（ａ）は、防水リングの正面図であり、
（ｂ）は、その断面図である。
【図８】（ａ）は、ロックナットの正面図であり、
（ｂ）は、その側面図である。
【符号の説明】
１　壁板
１ａ　表面の壁板
１ｂ　壁板調整部材（ベニヤ板）
１ｃ　開口
２　水栓
３　送水管
４　鞘管
４ａ　谷部
５　水栓ジョイントエルボ
５ａ　固定リング
５ｂ　外ねじ部
５ｃ　ねじ孔
５ｄ　座板
５ｅ　ビス挿通孔
６　Ｌ型金具
６ａ　垂直板部
６ｂ　孔
６ｃ　開口
６ｄ　ねじ孔
７　止め金具
７ａ　凹欠溝
７ｂ　押さえばね
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７ｃ　上面板
８　止水マット
９　防水リング
１０　ロックナット
１１　化粧カップ
１２，１３　ビス

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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