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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　後端に開口した水導入口部を有する水栓本体と、水導入口部にその軸線周りに回転自在
かつ前後移動不能に接続されかつ水栓取付面の孔から露出した給水配管前端の雌ネジ部に
ねじ込まれる筒状の雄ネジ部材と、水導入口部の周囲における雄ネジ部材の前方部分に前
後移動自在に組み合わせられた環状のロック部材とを備え、
　雄ネジ部材およびロック部材には、ロック部材が後方移動端に来たときに複数の相対回
転位置において互いに係合して両者の相対回転を阻止しうる一方、ロック部材が前方移動
端に来たときに係合解除して両者の相対回転を許容しうる係合部が形成されており、
　さらに、ロック部材を後方移動端に保持する保持手段を備えていることを特徴とする、
単水栓。
【請求項２】
　雄ネジ部材およびロック部材の係合部が、互いに噛み合うセレーションによって構成さ
れていることを特徴とする、請求項１記載の単水栓。
【請求項３】
　保持手段が、ロック部材を雄ネジ部材に向かって付勢するバネよりなることを特徴とす
る、請求項１または２記載の単水栓。
【請求項４】
　保持手段が、水導入口部に形成された雄ネジ部にねじ嵌められ、ロック部材を雄ネジ部
材に向かって締め付ける雌ネジ部材よりなることを特徴とする、請求項１または２記載の
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単水栓。
【請求項５】
　水栓本体の水導入口部とロック部材との対向面に、互いに噛み合うセレーションが形成
され、これらのセレーションどうしが噛み合わせられることにより、ロック部材が水導入
口部に対して前後移動自在となされていることを特徴とする、請求項１～４のいずれか１
つに記載の単水栓。
【請求項６】
　水栓本体の水導入口部とロック部材との対向面に、互いに嵌め合わせられる断面多角形
または断面欠円形の嵌合部が形成され、これらの嵌合部どうしが嵌め合わせられることに
より、ロック部材が水導入口部に対して前後移動自在となされていることを特徴とする、
請求項１～４のいずれか１つに記載の単水栓。
【請求項７】
　ロック部材が、水栓取付面の孔付近を被覆しうる化粧カバーを兼ねた環状体によって構
成されていることを特徴とする、請求項１～６のいずれか１つに記載の単水栓。
【請求項８】
　後端に開口した水導入口部を有する水栓本体と、水導入口部にその軸線周りに回転自在
に接続されかつ水栓取付面の孔から露出した給水配管前端の雌ネジ部にねじ込まれる筒状
の雄ネジ部材とを備え、
　水導入口部は雄ネジ部材に対して前後移動自在となされており、
　雄ネジ部材および水導入口部には、水導入口部が前方移動端に来たときに複数の相対回
転位置において互いに係合して両者の相対回転を阻止しうる一方、水導入口部が後方移動
端に来たときに係合解除して両者の相対回転を許容しうる係合部が形成されており、
　さらに、水導入口部を前方移動端に保持する保持手段を備えており、
　保持手段が、水導入口部に形成された雄ネジ部にねじ嵌められ、後端が水栓取付面に接
することによって水導入口部の後方への移動を阻止する雌ネジ部材よりなることを特徴と
する、単水栓。
【請求項９】
　水導入口部および雄ネジ部材の係合部が、互いに噛み合うセレーションによって構成さ
れていることを特徴とする、請求項８記載の単水栓。
【請求項１０】
　水導入口部を前方に向かって付勢するバネが設けられていることを特徴とする、請求項
８または９記載の単水栓。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、単水栓に関し、より詳細には、横水栓、止水栓等の単水栓を、壁面等の水栓
取付面の孔から露出させた給水配管の前端に取り付けるための構造に関する。
　この明細書において、「水栓取付面」には、壁面の他、カウンター等の水平板の上面が
含まれるものとする。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、単水栓は、単一の弁部を有し、この弁部をハンドルの操作によって開閉するこ
とで、吐水、止水および流量調整が行われるようになっている。
【０００３】
　単水栓の壁面等への取付は、水栓本体の後部に形成された雄ネジ付き水導入口部にシー
ルテープを巻いておいてから、この雄ネジ付き水導入口部を、給水配管前端を構成する管
継手の雌ネジ部にねじ込むことによって行われる。
　上記のねじ込み作業は、水栓本体における水導入口部の基端部付近に形成された外向き
環状の化粧フランジ部と壁面との間隔が所定距離まで縮まった時点で、ハンドルが適正な
回転位置（通常は真上）に来るように行う必要があるが、シールテープを少しでもねじ戻
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してしまうと、シール性が損なわれ、漏水の原因になってしまう。
【０００４】
　しかしながら、上記のような取付作業には、シールテープの巻き数・巻き方や化粧フラ
ンジ部と壁面との距離の把握等に関する熟練した技術・経験が必要であって、例えば一般
需要者のような施工初心者が単水栓の取付を行う場合には、施工が不十分で漏水が生じた
り、ハンドルの向きが適正位置に来ない可能性が高く、結局は専門業者に依頼せざるを得
ないという問題があった。
【０００５】
　ところで、混合水栓の壁面への取付に際しても、上記とほぼ同様の施工上の問題があっ
たが、この問題を解決するための手段として、本発明者は次のような混合水栓接続用管継
手を提案した（下記の特許文献１参照）。
　すなわち、この混合水栓接続用管継手は、後端側に雄ネジ付き配管接続口部を有する水
平筒状の第１管継手部材と、第１管継手部材にその前端側から回動可能にかつ前後移動可
能に嵌め被せられた回動筒部、回動筒部の前端からラジアル方向に延びた中空状アーム部
、およびアーム部の先端に前方突出状に設けられた混合水栓接続口部よりなる第２管継手
部材とを備えているものである。第２管継手部材の回動筒部の内周面には、係合凸部が１
つまたは周方向に間隔をおいて複数形成されている。第１管継手部材の外周面には、係合
凸部を収容する環状溝が形成され、また、環状溝の後側面に、回動筒部を後方に移動させ
ることにより係合凸部と係り合わせられる係合凹部が、１つまたは周方向に間隔をおいて
複数形成されている。
【０００６】
　上記の管継手によれば、まず、第２管継手部材の回動筒部を後方に移動させて、その係
合凸部を第１管継手部材の係合凹部に係り合わせる。この操作によって、第２管継手部材
の回動筒部が、第１管継手部材に対して回動不能となされる。また、第１管継手部材の配
管接続口部の雄ネジにシールテープを巻いておく。そして、この状態で第２管継手部材を
手で持って所要方向に回すことにより、第１管継手部材の配管接続口部の雄ネジを給湯配
管および給水配管の各前端の雌ネジ部にねじ込む。ねじ込み作業完了後、回動筒部を前方
に移動させると、係合凸部が係合凹部から外れて環状溝内に位置させられ、回動筒部が第
１管継手部材に対して回動可能となる。そして、混合水栓接続口部が混合水栓を接続する
のに適した位置に来るように、回動筒部を所要角度回動させ、混合水栓接続口部を混合水
栓本体の湯または水導入口に接続する。
　このように、上記の混合水栓接続用管継手を使用すれば、いわゆる施工初心者であって
も、熟練した技術や経験を要することなく、給湯配管および給水配管への混合水栓の接続
作業を極めて容易にかつ確実に行うことが可能となる。
【０００７】
　しかしながら、混合水栓の場合は、接続箇所が給湯配管および給水配管の左右２カ所あ
るため、上記の管継手を使用しても施工後に各管継手の回動筒部が回転して不具合が生じ
ることがないが、この管継手の構造をそのまま単水栓の取付構造に適用したのでは、施工
後に回動筒部が勝手に回転してしまうため問題がある。
【特許文献１】特開２００６－１１８１１８号公報
【発明の開示】
【０００８】
　本発明の目的は、施工初心者であっても、壁面等に簡単かつ確実に取り付けることがで
きる単水栓を提供することにある。
【０００９】
　本発明による第１の単水栓は、後端に開口した水導入口部を有する水栓本体と、水導入
口部にその軸線周りに回転自在に設けられかつ水栓取付面の孔から露出した給水配管前端
の雌ネジ部にねじ込まれる筒状の雄ネジ部材と、水導入口部の周囲における雄ネジ部材の
前方部分に前後移動自在に設けられたロック部材とを備え、雄ネジ部材およびロック部材
には、ロック部材が後方移動端に来たときに複数の相対回転位置において互いに係合して
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両者の相対回転を阻止しうる一方、ロック部材が前方移動端に来たときに係合解除して両
者の相対回転を許容しうる係合部が形成されており、さらに、ロック部材を後方移動端に
保持する保持手段を備えているものである。
【００１０】
　本発明による第１の単水栓は、例えば、以下のようにして壁面等の水栓取付面に取り付
けることができる。すなわち、まず、雄ネジ部材にシールテープを巻いておく。また、ロ
ック部材を後方移動端に位置させることにより、雄ネジ部材とロック部材、ひいては、雄
ネジ部材と水栓本体とが相対回転しないようにしておく。
　こうしておいてから、水栓本体を手で持って、雄ネジ部材を給水配管前端の雌ネジ部に
ねじ込む。
　雄ネジ部材を雌ネジ部に必要な回転量だけねじ込んだところで、水栓本体の回転方向の
向きを確認する。そして、例えば、水栓本体に取り付けられたハンドルが適正な位置に来
ていない場合、保持手段を解除してロック部材を前方移動端に移動させると、雄ネジ部材
に対して水栓本体が回転自在となるので、水栓本体を適正位置まで回転させる。
　次に、ロック部材を後方移動端へ移動させると、ロック部材の係合部が雄ネジ部材の係
合部に係合して、雄ネジ部材とロック部材、ひいては、雄ネジ部材と単水栓本体とが相対
回転しないようになされる。
　その後、不用意にロック部材が前方移動端まで移動して水栓本体が回転しないように、
保持部材によってロック部材を後方移動端に保持しておく。
　以上のように、本発明の第１の単水栓によれば、壁面等への取付に際して水栓本体の回
転方向の向きをきわめて容易に調整することが可能であり、施工初心者であっても簡単か
つ確実に壁面等に取り付けることができる。
【００１１】
　本発明による第１の単水栓において、雄ネジ部材およびロック部材の係合部が、互いに
噛み合うセレーションによって構成されているのが好ましい。
【００１２】
　雄ネジ部材およびロック部材の係合部をセレーションによって構成すれば、両部材の相
対回転位置を微調整することが可能となり、また、両部材の構造が複雑にならず、製造コ
ストも抑えられる。
【００１３】
　本発明による第１の単水栓において、保持手段が、ロック部材を雄ネジ部材に向かって
付勢するバネよりなる場合がある。
【００１４】
　保持手段をバネで構成した場合、水栓本体の回転位置を調整した後、前方移動端、すな
わち、ロック解除位置にあるロック部材から手を離せば、バネの弾性力によって、ロック
部材が後方移動端、すなわち、係合部どうしが係合するロック位置まで自動的に移動し、
また移動後もその位置に保持されるので、使い勝手が良く、取付作業の効率が向上する。
【００１５】
　また、本発明による第１の単水栓において、保持手段が、水導入口部に形成された雄ネ
ジ部にねじ嵌められ、ロック部材を雄ネジ部材に向かって締め付ける雌ネジ部材よりなる
場合もある。
【００１６】
　保持手段を雌ネジ部材で構成した場合、より確実に、ロック部材を後方移動端、すなわ
ち、ロック位置に保持しておくことができる。
【００１７】
　次に、本発明による第２の単水栓は、後端に開口した水導入口部を有する水栓本体と、
水導入口部にその軸線周りに回転自在に接続されかつ水栓取付面の孔から露出した給水配
管前端の雌ネジ部にねじ込まれる筒状の雄ネジ部材とを備え、水導入口部は雄ネジ部材に
対して前後移動自在となされており、雄ネジ部材および水導入口部には、水導入口部が前
方移動端に来たときに複数の相対回転位置において互いに係合して両者の相対回転を阻止
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しうる一方、水導入口部が後方移動端に来たときに係合解除して両者の相対回転を許容し
うる係合部が形成されており、さらに、水導入口部を前方移動端に保持する保持手段を備
えているものである。
【００１８】
　本発明による第２の単水栓は、例えば、以下のようにして壁面等の水栓取付面に取り付
けることができる。すなわち、まず、雄ネジ部材にシールテープを巻いておく。また、水
栓本体の水導入口部を前方移動端に位置させ、雄ネジ部材と水栓本体とが相対回転しない
ようにしておく。
　こうしておいてから、水栓本体を手で持って、雄ネジ部材を給水配管前端の雌ネジ部に
ねじ込む。
　雄ネジ部材を雌ネジ部に必要な回転量だけねじ込んだところで、水栓本体の回転方向の
向きを確認する。そして、例えば、水栓本体に取り付けられたハンドルが適正な位置に来
ていない場合、水栓本体を後方移動端に移動させると、水栓本体が雄ネジ部材に対して回
転自在となるので、水栓本体を適正位置まで回転させる。
　次に、水栓本体を前方移動端に移動させると、水導入口部の係合部が雄ネジ部材の係合
部に係合して、雄ネジ部材と水栓本体とが相対回転しないようになされる。
　その後、不用意に水導入口部が後方移動端まで移動して水栓本体が回転しないように、
保持手段によって水導入口部を前方移動端に保持しておく。
　以上のように、本発明の第２の単水栓によれば、水栓本体の回転方向の向きをきわめて
容易に調整することが可能であり、施工初心者であっても簡単かつ確実に壁面等に取り付
けることができる。また、本発明による第２の単水栓によれば、第１の単水栓と比べて部
品点数が少なくなるため、その分だけ製造コストが抑えられる。
【００１９】
　本発明による第２の単水栓において、水導入口部および雄ネジ部材の係合部が、互いに
噛み合うセレーションによって構成されているのが好ましい。
【００２０】
　両者の係合部をセレーションによって構成すれば、相対回転位置の微調整が可能となる
上、両者の構造が単純化され、製造コストを抑えられる。
【００２１】
　本発明による第２の単水栓において、水導入口部を前方に向かって付勢するバネが設け
られているのが好ましい。
【００２２】
　上記のようなバネが備えられていれば、水栓本体の回転方向の向きを調整した後で水栓
本体から手を離せば、バネの弾性力によって、水栓本体が前方移動端、すなわち、係合部
どうしが係合するロック位置まで自動的に移動するので、使い勝手が良く、取付作業の効
率が向上する。
【００２３】
　本発明による第２の水栓において、保持手段が、水導入口部に形成された雄ネジ部にね
じ嵌められ、後端が水栓取付面に当接することによって水導入口部の後方への移動を阻止
する雌ネジ部材よりなる場合がある。
【００２４】
　保持手段を雌ネジ部材で構成した場合、水導入口部を前方移動端、すなわち、ロック位
置に確実に保持しておくことができる上、構造が単純化され、コストも抑えられる。
【００２５】
　本発明による第３の単水栓は、後端に開口した水導入口部を有する水栓本体と、水導入
口部にその軸線周りに回転自在に接続されかつ水栓取付面の孔から露出した給水配管前端
の雌ネジ部にねじ込まれる筒状の雄ネジ部材とを備え、水導入口部は雄ネジ部材に対して
前後移動自在となされており、雄ネジ部材および水導入口部には、水導入口部が後方移動
端に来たときに複数の相対回転位置において互いに係合して両者の相対回転を阻止しうる
一方、水導入口部が前方移動端に来たときに係合解除して両者の相対回転を許容しうる係
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合部が形成されており、さらに、水導入口部を後方移動端に保持する保持手段を備えてい
るものである。
【００２６】
　本発明による第３の単水栓は、例えば、以下のようにして壁面等の水栓取付面に取り付
けることができる。すなわち、まず、雄ネジ部材にシールテープを巻いておく。また、水
栓本体の水導入口部を後方移動端に位置させ、雄ネジ部材と水栓本体とが相対回転しない
ようにしておく。
　こうしておいてから、水栓本体を手で持って、雄ネジ部材を給水配管前端の雌ネジ部に
ねじ込む。
　雄ネジ部材を雌ネジ部に必要な回転量だけねじ込んだところで、水栓本体の回転方向の
向きを確認する。そして、例えば、水栓本体に取り付けられたハンドルが適正な位置に来
ていない場合、水栓本体を前方移動端に移動させると、水栓本体が雄ネジ部材に対して回
転自在となるので、水栓本体を適正位置まで回転させる。
　次に、水栓本体を後方移動端に移動させると、水導入口部の係合部が雄ネジ部材の係合
部に係合して、雄ネジ部材と水栓本体とが相対回転しないようになされる。
　その後、不用意に水導入口部が前方移動端まで移動して水栓本体が回転しないように、
保持手段によって水導入口部を後方移動端に保持しておく。
　よって、本発明の第３の単水栓によれば、水栓本体の回転方向の向きをきわめて容易に
調整することが可能であり、施工初心者であっても簡単かつ確実に壁面等に取り付けるこ
とができる。また、本発明による第３の単水栓によれば、第１の単水栓と比べて部品点数
が少なくなるため、その分だけ製造コストが抑えられる。
【００２７】
　本発明による第３の単水栓において、水導入口部および雄ネジ部材の係合部が、互いに
噛み合うセレーションによって構成されているのが好ましく、それによって、相対回転位
置の微調整が可能となる上、両者の構造が単純化され、製造コストを抑えられる。
【００２８】
　本発明による第３の単水栓において、保持手段が、水導入口部を前方に向かって付勢す
るバネよりなる場合がある。
　保持手段をバネで構成すれば、水導入口部が前方移動端、すなわち、ロック解除位置に
ある水栓本体を適宜回転させて向きを調整した後、水栓本体から手を離せば、バネの弾性
力によって、水導入口部が後方移動端、すなわち、ロック位置まで自動的に移動し、その
後も同位置に保持されるので、使い勝手が良く、取付作業の効率が向上する。
　なお、保持手段は、バネに代えて、或いはバネに加えて、例えば止めネジ等の他の手段
を用いることも勿論可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
（第１の実施形態）
　図１～図９には、本発明の第１の実施形態が示されている。この実施形態は、本発明を
壁面（Ｗ）に取り付けられる単水栓（横水栓）（１Ａ）に適用したものである。
　図示の単水栓（１Ａ）は、後端に開口した水導入口部（２１）を有する水栓本体（２）
と、水導入口部（２１）にその軸線周りに回転自在に接続されかつ壁面（Ｗ）の孔（Ｗ１
）から露出した給水配管前端の雌ネジ部（Ｐ１）にねじ込まれる筒状の雄ネジ部材（３）
と、水導入口部（２１）の周囲における雄ネジ部材（３）の前方部分に前後移動自在に設
けられたロック部材（４）とを備えている。
　雄ネジ部材（３）およびロック部材（４）には、ロック部材（４）が後方移動端に来た
ときに複数の相対回転位置において互いに係合して両者（３）（４）の相対回転を阻止し
うる一方、ロック部材（４）が前方移動端に来たときに係合解除して両者（３）（４）の
相対回転を許容しうる係合部（３１）（４１）が形成されている。
　さらに、単水栓（１Ａ）は、ロック部材（４）を後方移動端に保持する保持手段（５）
を備えている。
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【００３０】
　雌ネジ部（Ｐ１）は、この実施形態では、壁の裏側に垂直に配された給水管（図示略）
の上端に一端部が接続されたＬ型管継手（Ｐ）の他端側に形成されている。また、管継手
（Ｐ）の他端部には、壁面（Ｗ）における孔（Ｗ１）の周縁部に当接する外向き環状のフ
ランジ部（Ｐ２）が形成されている。
【００３１】
　水栓本体（２）は、水導入口部（２１）の他に、前方に開口した水流出口部（２２）お
よび上方に開口した弁部挿入口部（２３）を有している。水流出口部（２２）には、スパ
ウト（２４）が回動自在に接続されている。弁部挿入口部（２３）には、弁部（２５）（
図６参照）のスピンドル（２６）が回転自在に挿通されている。スピンドル（２６）の上
端部には、ハンドル（２７）が取り付けられている。
【００３２】
　水導入口部（２１）は、図１～図５に示すように、水栓本体（２）の後端部に形成され
かつ内周面に雌ネジ部（２１１）を有する水平筒状部（２１a）と、外周面前部に水平筒
状部（２１ａ）にねじ込まれる雄ネジ部（２１２）を有しかつ内周面後部に雌ネジ部（２
１３）を有する第１筒状部材（２１ｂ）と、外周面前部に第１筒状部材（２１ｂ）の雌ネ
ジ部（２１３）にねじ込まれる雄ネジ部（２１４）を有する第２筒状部材（２１ｃ）とで
構成されている。
　第１筒状部材（２１ｂ）は、その外周面後部にセレーション（２１５）を有している。
第１筒状部材（２１ｂ）の内周面には、同部材にねじ込まれた第２筒状部材（２１ｃ）の
内周面とほぼ面一になるように後ろ向きの環状段差（２１６）が形成されている。第１筒
状部材（２１ｂ）の外周面の長さ中間部には、水平筒状部（２１ａ）の後端面に当接する
前向きの環状段差（２１７）が形成されている。
　第２筒状部材（２１ｃ）の外周面の長さ中間部には、第１筒状部材（２１ｂ）の後端面
と所定の隙間をあけて対向する前向きの環状段差（２１８）が形成されている。
　水平筒状部（２１ａ）と第１筒状部材（２１ｂ）、および、第１筒状部材（２１ｂ）と
第２筒状部材（２１ｃ）は、これらのネジ部（２１１）（２１２）、（２１３）（２１４
）どうしがそれぞれ接着されることにより、完全止水されている。
【００３３】
　水導入口部（２１）の第１筒状部材（２１ｂ）は、水栓本体（２）の水平筒状部（２１
ａ）と一体に成形しても良い。この場合、図６に示すように、水栓本体（２）の水平筒状
部（２１０ａ）における内周面の長さ中間部に、第２筒状部材（２１ｃ）の内径とほぼ等
しい径を有する環状内方凸部（２１９）が形成され、同内周面における環状内方凸部（２
１９）よりも後方部分に、第２筒状部材（２１ｃ）の雄ネジ部（２１４）とねじ合わせら
れる雌ネジ部（２１３）が形成される。また、水平筒状部（２１０ａ）の外周面後部にセ
レーション（２１５）が形成され、同外周面の長さ中間部に後ろ向きの環状段差（２２０
）が形成される。
【００３４】
　雄ネジ部材（３）は、略水平筒状のものであって、第２筒状部材（２１ｃ）に回転自在
に嵌め被せられている。雄ネジ部材（３）の前端部には、環状内方凸部（３２）および環
状外方凸部（３３）が形成されている。環状内方凸部（３２）は、第１筒状部材（２１ｂ
）の後端面と第２筒状部材（２１ｃ）の環状段差（２１８）との隙間に配置されており、
これにより、雄ネジ部材（３）は、水導入口部（２１）に対して前後移動不能となされて
いる。環状外方凸部（３３）は、その後端面が管継手（Ｐ）のフランジ部（Ｐ１２）前面
に当接または近接させられる。環状外方凸部（３３）の周面には、セレーション（３１）
が形成されており、このセレーションが雄ネジ部材（３）の係合部（３１）を構成してい
る。雄ネジ部材（３）の内周面と第２筒状部材（２１ｃ）の外周面との間は、Ｏリング等
の環状パッキン（６）によってシールされている。
【００３５】
　図１に示すように、ロック部材（４）は、壁面（Ｗ）の孔（Ｗ１）付近を被覆しうる化
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粧カバーを兼ねた環状体によって構成されている。ロック部材（４）の前面は、円錐台状
のテーパ面となされている。ロック部材（４）の外周面には、複数本の滑り止め用環状凸
条（４２）が形成されている。ロック部材（４）の内周面には、その後端側に、雄ネジ部
材（３）の環状外方凸部（３３）に当接する後ろ向きの第１環状段差（４３）が形成され
ているとともに、その前端側に、水平筒状部（２ａ）の後端面と所定距離をおいて向かい
合う前向きの第２環状段差（４３）が形成されている。
【００３６】
　そして、ロック部材（４）の内周面における第１環状段差（４３）よりも後方部分にセ
レーション（４１）が形成されている。このセレーション（４１）は、雄ネジ部材（３）
のセレーション（３１）と噛み合うように形成されていて、ロック部材（４）の係合部（
４１）を構成している。
【００３７】
　また、ロック部材（４）の内周面における第１環状段差（４３）と第２環状段差（４４
）との間の部分に、第１筒状部材（２１ｂ）のセレーション（２１５）と噛み合うセレー
ション（４５）が形成されている。これらのセレーション（２１５）（４５）どうしが噛
み合うことにより、ロック部材（４）が水導入口部（２１）に対して前後移動自在かつ回
転不能となされている（図１、２、４参照）。
【００３８】
　水平筒状部（２１ａ）の後端面とロック部材（４）の第２環状段差（４４）との間には
、ロック部材（４）を雄ネジ部材（３）に向かって付勢するバネ（５）が介在されている
。このバネ（５）によって、ロック部材（４）を後方移動端に保持する保持手段（５）が
構成されている。
【００３９】
　図７は、ロック部材の外観形状の変形例を示すものである。図７のロック部材（４Ａ）
は、水平筒状部（４０１）と、水平筒状部（４０１）の後端部に連なって径方向外方に延
びかつ壁面（Ｗ）の孔（Ｗ１）付近を被覆する環状フランジ部（４０２）とを備えている
。フランジ部（４０２）の前面は、ゆるやかなテーパ面となされている。
【００４０】
　また、ロック部材（４）は、水導入口部（２１）に対して前後移動自在かつ回転不能で
あれば、上述した図１～図５の手段以外の手段によって水導入口部（２１）に組み合わせ
られていてもよい。
　すなわち、例えば、図８に示すように、第１筒状部材（２１ｂ）の外周面後部と、ロッ
ク部材（４）の内周面における第１環状段差（４３）と第２環状段差（４４）との間の部
分とに、セレーション（２１５）（４５）に代えて、互いに嵌め合わせられる断面六角形
またはその他の多角形の嵌合部（２１５Ａ）（４５Ａ）を形成してもよい。
　また、図９に示すように、第１筒状部材（２１ｂ）の外周面後部と、ロック部材（４）
の内周面における第１環状段差（４３）と第２環状段差（４４）との間の部分とに、互い
に嵌め合わせられる断面欠円形の嵌合部（２１５Ｂ）（４５Ｂ）を形成してもよい。
【００４１】
　次に、上記の単水栓（１Ａ）を壁面（Ｗ）に取り付ける手順の一例を説明する。
　まず、雄ネジ部材（３）にシールテープ（図示略）を巻いておく。ここで、ロック部材
（４）は、雄ネジ部材（３）と水栓本体（２）とが相対回転しないように、後方移動端、
すなわちロック位置に保持しておく必要があるが、この実施形態では保持手段としてバネ
（５）を使用しているため、バネ（５）の弾性力によりロック部材（４）は自動的にロッ
ク位置に保持されている。
　こうしておいてから、水栓本体（２）を手で持って、雄ネジ部材（３）を給水配管前端
の雌ネジ部（Ｐ１）にねじ込む。
　雄ネジ部材（３）を雌ネジ部（Ｐ１）に必要な回転量だけねじ込んだところで、水栓本
体（２）の回転方向の向きを確認する。そして、水栓本体（２）に取り付けられたハンド
ル（２７）が真上に来ていない場合、ロック部材（４）を手前に引っ張る。そうすると、
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バネ（５）の弾性力に抗してロック部材（４）が前方移動端、すなわちロック解除位置ま
で移動して、雄ネジ部材（３）およびロック部材（４）のセレーション（３１）（４１）
どうしの係合が解除され、水栓本体（２）が雄ネジ部材（３）に対して回転可能となるの
で、そのままの状態で水栓本体（２）をハンドル（２７）が真上に来る位置まで回転させ
る。
　次に、ロック部材（４）から手を離すと、バネ（５）の弾性力によりロック部材（４）
が後方移動端まで自動的に戻って、ロック部材（４）および雄ネジ部材（３）のセレーシ
ョン（４１）（３１）が互いに係合し、雄ネジ部材（３）と水栓本体（２）とが相対回転
しないようになされ、バネ（５）によってその状態が保持される。
　以上のように、この実施形態の単水栓（１Ａ）においては、水栓本体（２）の回転方向
の向きをきわめて容易に調整することが可能である。従って、上記の単水栓（１Ａ）によ
れば、施工初心者であっても、シールテープを無駄にしたり、漏水を心配することなく、
簡単かつ確実に壁面（Ｗ）に取り付けることができる。
【００４２】
（第２の実施形態）
　図１０～図１３には、本発明の第２の実施形態が示されている。この実施形態の単水栓
（１Ｂ）は、以下の点を除いて、図１～図９に示す第１の実施形態の単水栓（１Ａ）と実
質的に同一である。
　すなわち、図１０～図１３の単水栓（１Ｂ）にあっては、雄ネジ部材（３）の前端部に
環状外方凸部が形成されておらず、同部分に、第１筒状部材（２１ｂ）のセレーション（
２１５）に合致するセレーション（３１）が形成されている。
　ロック部材（４）は、その内周面に第１環状段差を有しておらず、同内周面における第
２環状段差（４３）よりも後方部分にセレーション（４６）が形成されている。このセレ
ーション（４６）は、ロック部材（４）が後方移動端、すなわち、ロック位置にあるとき
に、雄ネジ部材（３）のセレーション（３１）および水導入口部（２１）のセレーション
（２１５）と噛み合う一方、ロック部材（４）が前方移動端、すなわち、ロック解除位置
にあるときに、水導入口部（２１）のセレーション（２１５）のみと噛み合うようになっ
ている。つまり、この実施形態において、ロック部材（４）のセレーション（４６）は、
２つの部材（３）（２１）との係合に共用されるものである。
　従って、この実施形態の単水栓（１Ｂ）によれば、ロック部材（４）の構造が単純化さ
れるので、コストダウンを図ることができる。
　また、第１筒状部材（２１ｂ）は、その外周面における環状段差（２１７）の後方部分
に環状外方凸部（２１９）を有しており、この環状外方凸部（２１９）とロック部材（４
）の第２環状段差（４４）との間に、バネ（５）が介在されている。
【００４３】
（第３の実施形態）
　図１４～図１６には、本発明の第３の実施形態が示されている。この実施形態の単水栓
（１Ｃ）は、以下の点を除いて、図１～図９に示す第１の実施形態の単水栓（１Ａ）と実
質的に同一である。
　すなわち、図１４～図１６の単水栓（１Ｃ）にあっては、雄ネジ部材（３Ａ）の前端部
に、径方向外方に短く突出した環状外方凸部に代えて、壁面（Ｗ）の孔（Ｗ１）を被覆す
るように径方向外方に長く突出した化粧フランジ部（３４）が形成されている。化粧フラ
ンジ部（３４）の前面には、環状前方凸部（３５）が形成され、同凸部（３５）の内周面
にセレーション（３１）が形成されている。
　ロック部材（４Ｂ）は、略水平筒状のものであって、その外周面後部に、雄ネジ部材（
３Ａ）のセレーション（３１）に噛み合うセレーション（４１）が形成されている。
　ロック部材（４Ｂ）の内周面後端寄りに、水平筒状部（２１ａ）の後端面と所定距離を
おいて向かい合う前向きの環状段差（４４）が形成されている。また、ロック部材（４Ｂ
）の内周面における環状段差（４４）よりも後方部分に、水導入口部（２１）のセレーシ
ョン（２１５）と噛み合うセレーション（４５）が形成されている。
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【００４４】
（第４の実施形態）
　図１７～図２１には、本発明の第４の実施形態が示されている。この実施形態の単水栓
（１Ｄ）は、以下の点を除いて、図１～図９に示す第１の実施形態の単水栓（１Ａ）と実
質的に同一である。
　すなわち、図１７～図２１の単水栓（１Ｄ）にあっては、ロック部材（４Ｃ）が、やや
薄肉の環状体よりなる。ロック部材（４Ｃ）の内周面には、その厚み中央部に、雄ネジ部
材（３）の環状外方凸部（３３）に当接する後ろ向きの環状段差（４３）が形成されてい
る。そして、ロック部材（４Ｃ）の内周面における環状段差（４３）よりも後方部分に、
雄ネジ部材（３）のセレーション（３１）と噛み合うセレーション（４１）が形成され、
同前方部分に、第１筒状部材（２１ｂ）のセレーション（２１５）と噛み合うセレーショ
ン（４５）が形成されている。
　第１筒状部材（２１ｂ）の外周面におけるセレーション（４５）よりも前方部分に、雄
ネジ部（２２０）が形成されている。この雄ネジ部（２２０）には、ロック部材（４Ｃ）
を雄ネジ部材（３）に向かって締め付けるナット（雌ネジ部材）（７）がねじ嵌められて
いる。
【００４５】
　この実施形態の単水栓（１Ｄ）にあっては、給水管前端の雌ネジ部（Ｐ１）へのねじ込
み作業時には、ナット（７）で締め付けることによって、ロック部材（４Ｃ）を後方移動
端、すなわち、ロック位置に保持することにより、水導入口部（２１）と雄ネジ部材（３
）との相対回転を阻止することができる。一方、取付作業中に水栓本体（２１）の回転方
向の向きを調整したい場合には、ナット（７）を前方に緩めておいてから（図１８参照）
、ロック部材（４Ｃ）を前方移動端、すなわち、ロック解除位置まで移動させればよい（
図１９参照）。水栓本体（２１）の向きの調整が完了したら、ロック部材（４Ｃ）を後方
移動端まで戻した後、同部材（４Ｃ）をナット（７）で再び締め付ける。
　この実施形態の単水栓（１Ｄ）によれば、上述の通り、ロック部材（４Ｃ）の保持手段
としてナット（７）を使用しているので、より確実かつ強固にロック部材（４Ｃ）をロッ
ク位置に保持しておくことができる。
【００４６】
（第５の実施形態）
　図２２～図２５には、本発明の第５の実施形態が示されている。
　この実施形態の単水栓（１Ｅ）は、後端に開口した水導入口部（２１）を有する水栓本
体（２）と、水導入口部（２１）にその軸線周りに回転自在に接続されかつ壁面（Ｗ）の
孔（Ｗ１）から露出した給水配管前端の雌ネジ部（Ｐ１）にねじ込まれる筒状の雄ネジ部
材（３Ｂ）とを備えている。
　水導入口部（２１）は、雄ネジ部材（３Ｂ）に対して前後移動自在となされている。
　雄ネジ部材（３Ｂ）および水導入口部（２１）には、水導入口部（２１）が前方移動端
に来たときに複数の相対回転位置において互いに係合して両者（３Ｂ）（２１）の相対回
転を阻止しうる一方、水導入口部（２１）が後方移動端に来たときに係合解除して両者（
３Ｂ）（２１）の相対回転を許容しうる係合部（３１）（２１０）が形成されている。
　さらに、単水栓（１Ｅ）は、水導入口部（２１）を前方移動端に保持する保持手段（８
）を備えている。
【００４７】
　雄ネジ部材（３Ｂ）は、略水平筒状のものであって、外周面後部に雄ネジ部（３０）が
形成されている。雄ネジ部材（３Ｂ）の外周面前端部には、セレーション（３１）が形成
されている。このセレーション（３１）が、雄ネジ部材（３Ｂ）の係合部（３１）を構成
している。雄ネジ部材（３Ｂ）の内周面前端寄り部分には、環状内方凸部（３２）が形成
されている。
【００４８】
　水導入口部（２１）は、水栓本体（２）の後端部に形成されかつ内周面に雌ネジ部（２
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１１）を有する水平筒状部（２１a）と、外周面前部に水平筒状部（２１ａ）にねじ込ま
れる雄ネジ部（２１２）を有する筒状部材（２１ｂ）とで構成されている。
　水平筒状部（２１ａ）の内周面後端寄りには、雄ネジ部材（３Ｂ）の環状内方凸部（３
２）と所定距離をおいて向かい合う後ろ向きの環状段差（２２１）が形成されている。雌
ネジ部（２１１）は、水平筒状部（２１ａ）の内周面における環状段差（２１１）の前方
部分に形成されている。水平筒状部（２１ａ）の内周面後端部には、雄ネジ部材（３Ｂ）
のセレーション（３１）に噛み合うセレーション（２１０）が形成されており、このセレ
ーション（２１０）が水導入口部（２１）の係合部（２１０）を構成している。水平筒状
部（２１ａ）の内周面における雌ネジ部（２１１）の前側部分には、雄ネジ部材（３Ｂ）
の内径にほぼ等しい開口径を有する環状内方凸部（２２２）が形成されている。
　筒状部材（２１ｂ）の外周面の長さ中間部には、前方を向いた環状段差（２１８）が形
成されており、この環状段差（２１８）は、雄ネジ部材（３Ｂ）の環状内方凸部（３２）
と係合しうるようになっている。筒状部材（２１ｂ）の外周面と雄ネジ部材（３Ｂ）の内
周面との間は、Ｏリング等の環状パッキン（６）によってシールされている。
　水平筒状部（２１ａ）と筒状部材（２１ｂ）とは、これらのネジ部（２１１）（２１２
どうしが接着されることにより、完全止水される。
【００４９】
　雄ネジ部材（３Ｂ）の環状内方凸部（３２）と水導入口部（２１）における水平筒状部
（２１ａ）の環状段差（２２１）との間には、水導入口部（２１）を前方に向かって付勢
するバネ（５Ａ）が介在されている。バネ（５Ａ）としては、水栓本体（２）を手で持っ
て雄ネジ部材（３Ｂ）を給水管前端の雌ネジ部（Ｐ１）にねじ込む際に、水栓本体（２）
が後方移動端に移動しないように、ある程度テンションが高いものを使用するのが好まし
い。
【００５０】
　保持手段（８）は、水導入口部（２１）の水平筒状部（２１ａ）に形成された雄ネジ部
（２２３）にねじ嵌められ、後端が壁面（Ｗ）に接することによって水導入口部（２１）
の後方への移動を阻止する雌ネジ部材（８）よりなる。
　雌ネジ部材（８）は、水平筒状の雌ネジ部（８１）と、雌ネジ部（８１）の後端から径
方向外方に延びて壁面（Ｗ）の孔（Ｗ１）を被覆する化粧フランジ部（８２）と、化粧フ
ランジ部（８２）の外周縁から後方に延びかつ先端が壁面（Ｗ）に接する環状脚部（８３
）とを備えている。
【００５１】
　上記の単水栓（１Ｅ）は、例えば次のようにして壁面（Ｗ）に取り付けられる。
　すなわち、まず、雄ネジ部材（３Ｂ）にシールテープ（図示略）を巻いておいてから、
水栓本体（２）を手で持って、雄ネジ部材（３Ｂ）を給水配管前端の雌ネジ部（Ｐ１）に
ねじ込む。
　雄ネジ部材（３Ｂ）を雌ネジ部（Ｐ１）に必要な回転量だけねじ込んだところで、水栓
本体（２）の回転方向の向きを確認する。そして、水栓本体（２）に取り付けられたハン
ドル（２７）（図１参照）が真上に来ていない場合、雌ネジ部材（保持手段）（８）を前
方にねじ戻しておいてから（図２３参照）、水栓本体（２）をバネ（５Ａ）の弾性力に抗
して後方に強く押す。そうすると、水栓本体（２）の水導入口部（２１）が後方移動端、
すなわちロック解除位置まで移動して、雄ネジ部材（３Ｂ）および水導入口部（２１）の
セレーション（３１）（２１０）どうしの係合が解除され、水栓本体（２）が雄ネジ部材
（３Ｂ）に対して回転可能となるので、そのままの状態で水栓本体（２）をハンドル（２
７）が真上に来る位置まで回転させる（図２４参照）。
　次に、水栓本体（２）から手を離すと、バネ（５Ａ）の弾性力によって、水導入口部（
２１）が前方移動端、すなわちロック位置まで自動的に復帰し、水導入口部（２１）のセ
レーション（２１０）が雄ネジ部材（３Ｂ）のセレーション（３１）に係合して、雄ネジ
部材（３Ｂ）と水栓本体（２１）が相対回転しないようになされる。
　その後、雌ネジ部材（８）をその環状脚部（８２）の先端が壁面（Ｗ）に接するように
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後方に向かってねじ込むと、それによって、水栓本体（２）が、後方移動端への移動を阻
止され、ロック位置に保持される（図２２参照）。
　従って、この実施形態の単水栓（１Ｅ）によれば、水栓本体（２）の回転方向の向きを
きわめて容易に調整することが可能であり、施工初心者であっても、シールテープを無駄
にしたり、漏水を心配することなく、簡単かつ確実に壁面（Ｗ）に取り付けることができ
る。
【００５２】
（第６の実施形態）
　図２６～図２９には、本発明の第６の実施形態が示されている。
　この実施形態の単水栓（１Ｆ）は、後端に開口した水導入口部（２１）を有する水栓本
体（２）と、水導入口部（２１）にその軸線周りに回転自在に接続されかつ壁面（Ｗ）の
孔（Ｗ１）から露出した給水配管前端の雌ネジ部（Ｐ１）にねじ込まれる筒状の雄ネジ部
材（３Ｃ）とを備えている。
　水導入口部（２１）は、雄ネジ部材（３Ｃ）に対して前後移動自在となされている。
　雄ネジ部材（３Ｃ）および水導入口部（２１）には、水導入口部（２１）が後方移動端
に来たときに複数の相対回転位置において互いに係合して両者（３Ｃ）（２１）の相対回
転を阻止しうる一方、水導入口部（２１）が前方移動端に来たときに係合解除して両者（
３Ｃ）（２１）の相対回転を許容しうる係合部（３１）（２１０）が形成されている。
　さらに、単水栓（１Ｆ）は、水導入口部（２１）を前方移動端に保持する保持手段（５
Ｂ）（９）を備えている。
【００５３】
　雄ネジ部材（３Ｃ）は、略水平筒状のものであって、外周面後部に雄ネジ部（３０）が
形成されている。雄ネジ部材（３Ｂ）の外周面における雄ネジ部（３０）の前方部分に環
状外方凸部（３３）が形成され、環状外方凸部（３３）の周面にセレーション（３１）が
形成されている。このセレーション（３１）が、雄ネジ部材（３Ｃ）の係合部（３１）を
構成している。雄ネジ部材（３Ｃ）の外周面前端部には、環状溝（３６）が形成されてい
る。雄ネジ部材（３Ｃ）の内周面における前端寄り部分に、後ろ向きの環状段差（３７）
が形成されている。
【００５４】
　水導入口部（２１）は、水栓本体（２）の後端部に形成されかつ内周面の前部に雌ネジ
部（２１１）を有する水平筒状部（２１a）と、外周面前部に水平筒状部（２１ａ）にね
じ込まれる雄ネジ部（２１２）を有する筒状部材（２１ｂ）とで構成されている。
　水平筒状部（２１ａ）の内周面の長さ中間部には、雄ネジ部材（３Ｃ）の前端面を受け
うる後ろ向きの第１環状段差（２２１）が形成されている。また、水平筒状部（２１ａ）
の内周面の後端寄り部分には、雄ネジ部材（３Ｃ）の環状外方凸部（３３）を受けうる後
ろ向きの第２環状段差（２２４）が形成されている。雌ネジ部（２１１）は、水平筒状部
（２１ａ）の内周面における第１環状段差（２１１）の前方部分に形成されている。水平
筒状部（２１ａ）の内周面における第２環状段差（２２４）の後方部分には、雄ネジ部材
（３Ｃ）のセレーション（３１）に噛み合うセレーション（２１０）が形成されており、
このセレーション（２１０）が水導入口部（２１）の係合部（２１０）を構成している。
水平筒状部（２１ａ）の内周面における雌ネジ部（２１１）の前側部分には、雄ネジ部材
（３Ｂ）の内径にほぼ等しい開口径を有する環状内方凸部（２２２）が形成されている。
水平筒状部（２１ａ）の外周面の後端部には、壁面（Ｗ）の孔（Ｗ１）付近を被覆する外
向き環状の化粧フランジ部（２２５）が形成されている。化粧フランジ部（２２５）の前
面は、ゆるやかなテーパ面となされている。水平筒状部（２１ａ）の下部には、後方移動
端に位置した際に雄ネジ部材（３Ｃ）の環状溝（３６）に向かって開口するネジ孔（２２
６）があけられている。
　筒状部材（２１ｂ）の外周面の長さ中間部には、雄ネジ部材（３Ｃ）内周面の環状段差
（３７）と所定距離をおいて向かい合う前向きの環状段差（２１８）が形成されている。
筒状部材（２１ｂ）の外周面と雄ネジ部材（３Ｃ）の内周面との間は、Ｏリング等の環状
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パッキン（６）によってシールされている。
　水平筒状部（２１ａ）と筒状部材（２１ｂ）とは、これらのネジ部（２１１）（２１２
どうしが接着されることにより、完全止水される。
【００５５】
　雄ネジ部材（３Ｃ）内周面の環状段差（３７）と筒状部材（２１ａ）外周面の環状段差
（２１８）との間には、水導入口部（２１）を後方に向かって付勢するバネ（５Ｂ）が介
在されている。
　また、この実施形態の単水栓（１Ｆ）は、水導入口部（２１）が後方移動端にあるとき
に水平筒状部（２１ａ）のネジ孔（２２６）にねじ込まれて、その先端が環状溝（３６）
の底面に当てられる止めネジ（９）を備えている。
　これらのバネ（５Ｂ）および止めネジ（９）によって、水導入口部（２１）を後方移動
端に保持する保持手段が構成されている。
　なお、保持手段は、バネ（５Ｂ）および止めネジ（９）のいずれか一方のみによって構
成することも可能である。
【００５６】
　上記の単水栓（１Ｆ）は、例えば次のようにして壁面（Ｗ）に取り付けられる。
　すなわち、まず、雄ネジ部材（３Ｃ）にシールテープ（図示略）を巻いておく。ここで
、水栓本体（２）の水導入口部（２１）は、雄ネジ部材（３）に対して回転しないように
、後方移動端、すなわちロック位置に保持しておく必要があるが、この実施形態では保持
手段としてバネ（５Ｂ）を使用しているため、バネ（５）の弾性力により水導入口部（２
１）は自動的にロック位置に保持されている。また、ロック状態をより確実に保持するた
めに、水導入口部（２１）における水平筒状部（２１ａ）のネジ孔（２２６）に止めネジ
（９）をねじ込んでおくのが好ましい。
　こうしておいてから、水栓本体（２）を手で持って、雄ネジ部材（３Ｃ）を給水配管前
端の雌ネジ部（Ｐ１）にねじ込む（図２６参照）。
　雄ネジ部材（３Ｃ）を雌ネジ部（Ｐ１）に必要な回転量だけねじ込んだところで、水栓
本体（２）の回転方向の向きを確認する。そして、水栓本体（２）に取り付けられたハン
ドル（２７）（図１参照）が真上に来ていない場合、止めネジ（９）を緩めておいてから
、水栓本体（２）をバネ（５Ａ）の弾性力に抗して前方に引っ張る。そうすると、水栓本
体（２）の水導入口部（２１）が前方移動端、すなわちロック解除位置まで移動して、雄
ネジ部材（３Ｃ）および水導入口部（２１）のセレーション（３１）（２１０）どうしの
係合が解除され、水栓本体（２）が雄ネジ部材（３Ｃ）に対して回転可能となるので、そ
の状態で水栓本体（２）をハンドル（２７）が真上に来る位置まで回転させる（図２７参
照）。
　次に、水栓本体（２）から手を離すと、バネ（５Ｂ）の弾性力によって、水導入口部（
２１）が後方移動端、すなわちロック位置まで自動的に復帰し、水導入口部（２１）のセ
レーション（２１０）が雄ネジ部材（３Ｃ）のセレーション（３１）に係合して、雄ネジ
部材（３Ｃ）と水栓本体（２１）が相対回転しないようになされ、バネ（５）によってそ
の状態が保持される。
　さらに、水導入口部（２１）を後方移動端に確実に保持するために、止めネジ（９）を
その先端が環状溝（３６）の底面に達するまでねじ込む（図２６参照）。
　以上のように、この実施形態の単水栓（１Ｆ）によれば、水栓本体（２）の回転方向の
向きをきわめて容易に調整することが可能であり、施工初心者であっても、シールテープ
を無駄にしたり、漏水を心配することなく、簡単かつ確実に壁面（Ｗ）に取り付けること
ができる。
【００５７】
　なお、上記の各実施形態はあくまでも例示にすぎず、特許請求の範囲に記載された本発
明の要旨を逸脱しない範囲において適宜に変更を加えた上で本発明を実施することも勿論
可能である。
【図面の簡単な説明】
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【００５８】
【図１】本発明の第１の実施形態を示すものであって、ロック部材がロック位置にある状
態の単水栓の垂直縦断面図である。
【図２】第１の実施形態において、ロック部材がロック解除位置にある状態の単水栓の部
分拡大垂直縦断面図である。
【図３】図１のIII－III線に沿う単水栓の横断面図である。
【図４】図１のIV－IV線に沿う単水栓の横断面図である。
【図５】単水栓の一部を分解して示す垂直縦断面図である。
【図６】単水栓の水導入口部の変形例を示す部分拡大垂直断面図である。
【図７】ロック部材の変形例を示す垂直縦断面図である。
【図８】ロック部材の水導入口部への取付構造の変形例を示す横断面図である。
【図９】ロック部材の水導入口部への取付構造のもう１つの変形例を示す横断面図である
。
【図１０】本発明の第２の実施形態を示すものであって、ロック部材がロック位置にある
状態の単水栓の部分拡大垂直縦断面図である。
【図１１】第２の実施形態において、ロック部材がロック解除位置にある状態の単水栓の
部分拡大垂直縦断面図である。
【図１２】図１０のXII－XII線に沿う単水栓の横断面図である。
【図１３】図１０のXIII－XIII線に沿う単水栓の横断面図である。
【図１４】本発明の第３の実施形態を示すものであって、ロック部材がロック位置にある
状態の単水栓の部分拡大垂直縦断面図である。
【図１５】第３の実施形態において、ロック部材がロック解除位置にある状態の単水栓の
部分拡大垂直縦断面図である。
【図１６】図１４のXVI－XVI線に沿う単水栓の横断面図である。
【図１７】本発明の第４の実施形態を示すものであって、ロック部材がロック位置にある
状態の単水栓の部分拡大垂直縦断面図である。
【図１８】第４の実施形態において、ロックナットを緩めた状態の単水栓の部分拡大垂直
縦断面図である。
【図１９】第４の実施形態において、ロック部材がロック解除位置にある状態の単水栓の
部分拡大垂直縦断面図である。
【図２０】図１７のXX－XX線に沿う単水栓の横断面図である。
【図２１】図１７のXXI－XXI線に沿う単水栓の横断面図である。
【図２２】本発明の第５の実施形態を示すものであって、水栓本体の水導入口部がロック
位置にある状態の単水栓の部分拡大垂直縦断面図である。
【図２３】第５の実施形態において、雌ネジ部材を緩めた状態の単水栓の部分拡大垂直縦
断面図である。
【図２４】第５の実施形態において、水導入口部がロック解除位置にある状態の単水栓の
部分拡大垂直縦断面図である。
【図２５】図２２のXXV－XXV線に沿う単水栓の横断面図である。
【図２６】本発明の第６の実施形態を示すものであって、水導入口部がロック位置にある
状態の単水栓の部分拡大垂直縦断面図である。
【図２７】第６の実施形態において、水導入口部がロック解除位置にある状態の単水栓の
部分拡大垂直縦断面図である。
【図２８】図２６のXXVIII－XXVIII線に沿う単水栓の横断面図である。
【図２９】図２６のXXIX－XXIX線に沿う単水栓の横断面図である。
【符号の説明】
【００５９】
（Ｗ）：壁面（水栓取付面）
（Ｗ１）：孔
（Ｐ１）：給水配管前端の雌ネジ部
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（１Ａ）（１Ｂ）（１Ｃ）（１Ｄ）（１Ｅ）（１Ｆ）：単水栓
（２）：水栓本体
（２１）：水導入口部
（２１０）：セレーション（係合部）
（３）（３Ａ）（３Ｂ）（３Ｃ）：雄ネジ部材
（３１）：セレーション（係合部）
（４）（４Ａ）（４Ｂ）（４Ｃ）：ロック部材
（４１）（４６）セレーション（係合部）
（５）（５Ｂ）：バネ（保持手段）
（５Ａ）：バネ
（７）：ナット（雌ネジ部材・保持手段）
（８）：雌ネジ部材（保持手段）
（９）：止めネジ（保持手段）

【図１】 【図２】



(16) JP 4431839 B2 2010.3.17

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】



(17) JP 4431839 B2 2010.3.17

【図１０】 【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】



(18) JP 4431839 B2 2010.3.17

【図１７】 【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】



(19) JP 4431839 B2 2010.3.17

【図２３】 【図２４】

【図２５】

【図２６】 【図２７】

【図２８】



(20) JP 4431839 B2 2010.3.17

【図２９】



(21) JP 4431839 B2 2010.3.17

10

フロントページの続き

    審査官  鈴木　秀幹

(56)参考文献  実公平０２－０３７８８９（ＪＰ，Ｙ２）　　
              特開２００６－１１８１１８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１３２２０７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－３３２２８７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－３６０１８３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１１５２８３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－０４９７０３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１４７８１７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－１２３４８７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－０６０９６４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－１０７４０５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｅ０３Ｃ　　１／００－　１／１０
              Ｆ１６Ｋ　２７／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

