
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１端板 及び第２端板 と、
該第１及び第２端板の間に配置され、該第１端板及び該第２端板にしっかりと固定された
濾過部材 と、
該第１端板に固定され、該濾過部材の内部に配置された紫外線ランプ と、
を有する であって、
該紫外線ランプと該濾過部材の内側表面 の間で透過水チャンバー を形成
し、該第１端板及び該第２端板と該濾過部材と該紫外線ランプとが一つのカートリッジと
して取り外し及び交換可能な一体型ユニットを形成することを特徴とする

。
【請求項２】
前記第１端板がさらに、その内部に配置されかつ前記透過水チャンバーと連絡している少
なくとも 1個の透過水貫通孔 を有する、請求の範囲第１項に記載の

。
【請求項３】
前記紫外線ランプと前記濾過部材の内側表面との間に配置された向流型スリーブ
を更に有する、請求の範囲第１項に記載の 。
【請求項４】
前記第１端板がさらに、前記紫外線ランプと前記濾過部材の前記内側表面との間に配置さ
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れて、かつ前記透過水チャンバーと連絡している少なくとも１個の端板貫通孔 を
有する、請求の範囲第３項に記載の 。
【請求項５】
前記濾過部材は接着剤により前記第１及び第２端板に固定される請求の範囲第１項に記載
の 。
【請求項６】
前記紫外線ランプは、石英管 の中に配置される、請求の範囲第１項に記載の

。
【請求項７】
前記濾過部材は、活性炭、吸着性樹脂、イオン交換樹脂、ゼオライト、還元触媒、紙、ク
レイ、セラミック、金属、ナイロン、木材パルプ、セルロース、木綿、繊維からなる群か
ら選択される少なくとも一種類の材料から形成される、請求の範囲第１項に記載の

。
【請求項８】
前記濾過部材は、巻き線型フィルター、繊維入り複合型成形フィルター、ひだ付きフィル
ター、中空繊維膜、螺旋巻き型膜、プレート及びフレーム膜のうちの一つの形状である、
請求の範囲第１項に記載の 。
【請求項９】
濾過ハウジング と交換式 とを含み、該濾過
ハウジングは、基台部 と外側ハウジング とを含み、
該基台部は、透過水水路 、該透過水水路から透過水を除去するための手段 、
該透過水水路の周りに配置された供給水路 、及び供給水流を該供給水路に供給す
るための手段 を有し、
該交換式 は、第１端板 及び第２端板 と、
該第１端板と第２端板との間に配置され、該第１端板及び該第２端板にしっかりと固定さ
れた濾過部材 と、該第１端板に固定され、該濾過部材の内部に配置された紫外線
ランプ とを有し、該紫外線ランプと該濾過部材の内側表面 の間に透過水
チャンバー が形成され、
該第１端板、該第２端板、該濾過部材及び該紫外線ランプが一つのカートリッジとして取
り外し及び交換可能な一体型ユニットを形成し、
該第１端板は、該透過水チャンバーと該透過水水路の両方に連絡する少なくとも一つの透
過水貫通孔 を有し、
該 の周りに該外側ハウジングが配置されていて該外側ハウ
ジングの内側表面 と該濾過部材の外側表面 との間に供給チャンバー

が形成され、該供給チャンバーが該基台部の該供給水路と連絡している、ことを特徴
とする濾過消毒組立体。
【請求項１０】
前記基台部がさらに前記透過水を分配する手段 を含み、前記分配手段が前記透過
水水路から透過水を除去する前記除去手段と接続している請求の範囲第９項に記載の

組立体。
【請求項１１】
前記基台部は更に前記紫外線ランプに電力を供給する手段 を含む、請求の範囲第
９項に記載の 組立体。
【請求項１２】
前記 は、前記紫外線ランプと前記濾過部材の内側表面の間
に配置された向流スリーブ を含む、請求の範囲第９項に記載の 組立体。
【請求項１３】
前記第１端板の前記透過水貫通孔は、前記紫外線ランプと前記向流スリーブの内側表面と
の間に配置され、前記透過水チャンバーと連絡している、請求の範囲第１２項に記載の

組立体。
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【請求項１４】
前記濾過部材は、接着剤により前記第１及び第２端板に固定される、請求の範囲第９項に
記載の 組立体。
【請求項１５】
前記紫外線ランプは、石英管の中に配置される、請求の範囲第９項に記載の 組立
体。
【請求項１６】
前記濾過部材は、活性炭、吸着性樹脂、イオン交換樹脂、ゼオライト、還元触媒、紙、ク
レイ、セラミック、金属、ナイロン、木材パルプ、セルロース、木綿、繊維からなる群か
ら選択される少なくとも一種類の材料から形成される、請求の範囲第９項に記載の

組立体。
【請求項１７】
前記濾過部材は、巻き線型フィルター、繊維入り複合型形成フィルター、ひだ付きフィル
ター、中空繊維膜、螺旋巻き型膜、プレート及びフレーム膜のうちの一つの形状である、
請求の範囲第９項に記載の 組立体。
【請求項１８】
前記透過水水路が、前記第１端板の外側表面と、前記第１端板の外側表面と近接している
前記基台部の近接表面との間で形成される請求の範囲第９項に記載の 組立体。
【請求項１９】
前記供給水路が前記第１端板の外側表面と、前記第１端板の外側表面と近接している前記
基台部の近接表面との間で形成される請求の範囲第９項に記載の 組立体。
【請求項２０】
供給水流内で交換可能に直接取り付けられるインライン型 であって、
濾過ハウジング と交換式 とを含み、
該濾過ハウジングは、基台部 と外側ハウジング とを有し、該基台部は該
組立体から透過水を除去するための手段 を有し、該外側ハウジングは該供給水流
を該組立体へ供給するための手段 を有し、
該交換式 は、第１端板 及び第２端板 と、
該第１端板と第２端板との間に配置され、該第１端板及び該第２端板にしっかりと固定さ
れた濾過部材 と、該第１端板に固定され、該濾過部材の内部に配置された紫外線
ランプ とを有し、該紫外線ランプと該濾過部材の内側表面 との間に透過
水チャンバー が形成され、
該第１端板、該第２端板、該濾過部材及び該紫外線ランプが一つのカートリッジとして取
り外し及び交換可能な一体型ユニットを形成し、
該 の周囲に該外側ハウジングが配置されていて、該外側ハウ
ジングの内側表面 と該濾過部材の外側表面 との間に供給チャンバー

が形成され、該基台部の内側表面 と該第１端板の外側表面
の間に透過水区画 を形成するように該基台部が該カートリッジの一方の端部側

に配置されていて、該透過水区画が該組立体から透過水を除去する該除去手段と連絡して
いて、該第１端板が、該透過水チャンバー及び該透過水区画の両方に連絡している少なく
とも１個の透過水貫通孔 を有する、ことを特徴とするインライン型

。
【請求項２１】
前記基台部は更に前記紫外線ランプに電力を供給する手段を含む、請求の範囲第２０項に
記載の 組立体。
【請求項２２】
前記 は、前記紫外線ランプと前記濾過部材の内側表面との
間に配置された向流スリーブを含む、請求の範囲第２０項に記載の
組立体。
【請求項２３】
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前記第１端板の前記透過水貫通孔は、前記紫外線ランプと前記向流スリーブの内側表面と
の間に配置され、前記透過水チャンバーと連絡している、請求の範囲第２２項に記載の

組立体。
【請求項２４】
前記濾過部材は、接着剤により前記第１及び第２端板に固定される、請求の範囲第２０項
に記載の 組立体。
【請求項２５】
前記紫外線ランプは、石英管 の中に配置される、請求の範囲第２０項に記載の

組立体。
【請求項２６】
前記濾過部材は、活性炭、吸着性樹脂、イオン交換樹脂、ゼオライト、還元触媒、紙、ク
レイ、セラミック、金属、ナイロン、木材パルプ、セルロース、木綿、繊維からなる群か
ら選択される少なくとも一種類の材料から形成される、請求の範囲第２０項に記載の

組立体。
【請求項２７】
前記濾過部材は、巻き線型フィルター、繊維入り複合型成形フィルター、ひだ付きフィル
ター、中空繊維膜、螺旋巻き型膜、プレート及びフレーム膜のうちの一つの形状である、
請求の範囲第２０項に記載の 組立体。
【発明の詳細な説明】
本発明は、概略的には、交換式統合型水濾過消毒カートリッジ及びそのハウジング組立体
に関するものであり、微粒子、有機物質、無機物質および／または重金属を水流から除去
して、そして濾過済み水流を消毒も行って水中に含まれる大抵の微生物、バクテリア及び
ウイルスを駆除する。

環境庁が、飲料用の公営水道又は井戸水が関連する潜在的な健康上の危険性に対する意識
を益々高めるにつれて、消費する前に上水道から有機物、無機物、微粒子、微生物、バク
テリア、ウイルスを除去する、生活用水の浄化装置に対するニーズが益々強くなってきた
。従来からの大抵の装置では、そのような物質を上水道から適切に除去するためには一連
の瀘過器及び塩素消毒用装置が必要である。この装置は、設置や維持するのに極端にコス
トがかかり、台所用とするには、大きいスペースをとるので適当ではない。
上水道から微粒子を除去するために長年濾過媒体が使用され、炭素ブロックフィルターが
有機物や無機物を除去するのに効果を発揮してきた。しかしながら、従来からのフィルタ
ーは、バクテリア、ウイルス、酵母及びかびのような微生物を除去することはできない。
２００乃至３００ナノメーター範囲の紫外線照射はそのような微生物を殺すのに極めて効
果を発揮してきた。そのようなことから、殺菌用ランプは、空気や水の浄化、下水処理、
食物や飲物の保存、及び他の殺菌用や消毒用途に広く使用されてきた。
濾過器製造業者の最近の努力によって、紫外線照射の殺菌や消毒性能と、従来からの濾過
媒体の微粒子、有機物及び無機物に対する濾過性能とを組み合わせた水浄化装置が出現し
た。これによって、水源地とは無関係に、極めて純粋で、消毒済みの飲料水が供給される
。
一般的に、このような従来型の２段階水浄化装置には、濾過ハウジング組立体の基台部に
固定されて、ステンレススチールシース又はスリーブによって保護された紫外線ランプが
含まれる。従来型の炭素ブロックフィルターはこのスリーブの外側で滑動させて取り外し
、次に濾過ハウジングをこの炭素フィルターにかぶせて前記の基台にネジ止する。一般的
に、紫外線ランプは石英管の内部に入れられて交換式として基台に取り付けられる。
前述の２段階水浄化装置は、約６カ月毎に（必要があればもっと頻繁に）炭素ブロックフ
ィルターを交換し、適切な機能（即ち、ランプは切れていないかも知れないが、期間を過
ぎると殺菌能力は弱くなっている）を確実に発揮させるために１２カ月毎に紫外線ランプ
を交換するような定期的メンテナンスが必要であり、石英管は６カ月毎に掃除しなければ
ならない。炭素ブロックフィルターは交換式で単にネジを外して開放型端部でフィルター
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をステンレススチールスリーブから滑動して取り外すことは簡単であるが、紫外線ランプ
の交換は、事実上ハウジングの基台部を解体することが必要である。紫外線ランプの交換
は極めて難しいので、多くの一般使用者（即ち、自家所有者）は、必要な頻度では紫外線
ランプを交換しない傾向がある。紫外線ランプを定期的基準で交換しない場合、期間を過
ぎると、水殺菌や消毒する効能が薄れるので、軽率な一般使用者は、健康上の危険に曝さ
れる。
従って、フィルターも紫外線ランプも簡単に取り外し及び交換式ができる２段階型水浄化
装置を持つことが強く望まれることになる。この観点から、本発明は、フィルターハウジ
ング組立体から素早くかつ簡単に取り外しができる。独特の交換式型統合型濾過消毒カー
トリッジを開発した。この統合型濾過器／消毒カートリッジは、何等の工具又は詳細な手
引き書は必要でなく、ハウジング組立体の基台部から取り外すことができる単一ユニット
として、紫外線ランプもフィルター部材も一緒に含まれている。更に、単一の交換式カー
トリッジの中でフィルター部材と紫外線ランプを組み合わせるという発想によって、難解
なことを知らない自宅所有者又は一般使用者は同時に両要素を交換できるので、それによ
ってフィルター組立体の内部でまだ発光し続けているが効果が落ちた紫外線ランプを放置
するという、本来的に備わっている健康上の危険性を回避できる。

本発明の第１の実施形態は、基台部及び外側ハウジングを含む濾過ハウジングであって、
前記基台部は透過水水路、前記透過水水路から透過水を除去するための手段、前記透過水
水路の周りに配置された供給水路、及び供給水流を前記供給水路に供給するための手段か
ら成る濾過ハウジング、及び第１端板及び第２端板、前記第１端板に固定された紫外線ラ
ンプ、及び前記第１と第２端板の間に配置された濾過部材であって、前記第１端板及び前
記第２端板に固定されて前記紫外線ランプの周りに配置されることによって前記紫外線ラ
ンプと前記濾過部材の前記内側表面の間に透過水チャンバーを形成する濾過部材とを含み
、前記第１端板は、透過水を前記透過水チャンバーから前記透過水水路へ通過させるため
の手段を含むことから成る統合型濾過消毒カートリッジとを含み、前記外側ハウジングは
その内側表面と前記濾過部材の外側表面との間に供給チャンバーを形成するように前記統
合型濾過器及び消毒カートリッジの周りに配置されて、前記供給チャンバーが基台部の前
記供給水路と接触する、ことを特徴とする濾過消毒組立体である。
本発明による別の実施形態は、供給水流内部に交換式を直接取り付けられるインライン型
濾過消毒組立体において、基台部及び外部ハウジングから成る濾過ハウジングであって、
前記基台部が前記組立体から透過水を除去するための手段から成り、前記外部ハウジング
が前記供給水流を前記組立体へ供給するための手段から成る濾過ハウジング、及び第１端
板及び第２端板、前記第１端板に固定された紫外線ランプ、前記第１端板と前記第２端板
の間に配置された濾過部材であって、前記第１端板及び第２端板に固定されて、かつ前記
紫外線ランプの周りに配置されることにより、前記紫外線ランプと前記濾過部材の内側表
面の間に透過水チャンバーを形成する濾過部材を含む統合型濾過消毒カートリッジとから
成り、前記外側ハウジングがその内側表面と前記濾過部材の外側表面との間に供給チャン
バーを形成するように、前記統合型濾過消毒カートリッジの周りに配置され、前記供給チ
ャンバーが前記供給水流を前記組立体の中に供給するための手段と接触し、前記基台部の
内側表面と前記第１端板の外側表面の間に透過水区画を形成するように前記基台部が前記
外側ハウジングとして前記カートリッジの反対側端部に配置され、前記透過水区画が前記
組立体から透過水を除去する前記除去手段と接触していて、かつ前記第１端板がその内部
に配置されて前記透過水チャンバー及び前記透過水区画にも接触している少なくとも１個
の透過水貫通孔から成る、ことを特徴とする前記組立体である。

図１は本発明による濾過消毒ハウジング組立体の正面斜視図であり；
図２は本発明による統合型濾過消毒カートリッジの断面図であり；
図３は本発明による、ハウジング組立体内部で取り外し可能に配置された濾過消毒カート
リッジの断面図であり；
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図４は本発明によるハウジング組立体の基台部の平面図であり；
図５は本発明による濾過消毒カートリッジの下部端板の平面図であり；
図６は本発明の別の実施形態による、処理される水流導管内でのインライン型に配置され
てた交換式ハウジング組立体の断面図であり；
図７は本発明の別の実施形態によるハウジング組立体内部に取り外し可能に配置された濾
過消毒カートリッジの断面図であって、底部エンドキャップと石英管の外側表面の間に配
置された透過水導管及び基台に配置された透過水貫通孔とによって、透過水水路は透過水
チャンバーに接続されており；
図８は図７のハウジング組立体内部に配置され、かつ石英管の底部の周りに配置された２
本の先の鋭い電気接続用プラグから成る統合型濾過消毒カートリッジの断面図であり；
図９は、本発明の別の実施形態による統合型濾過消毒カートリッジの断面図であって、向
流スリーブは、カーボンフィルターの外層と内層の間に配置された不透過性外層及び透過
性内層から成るカーボンフィルターの内側表面の周りに配置された２枚の層状膜又はシー
トであり；
図１０は図７に示す基台部の断面図であり；
図１１は図１０の平面図であり；
図１２は本発明の別の実施形態によるハウジング組立体内部に取り外し可能に配置された
濾過消毒カートリッジの断面図であって、透過水はハウジングの頂部を通って取り出され
、底部エンドキャップは石英ハウジングの内側表面に密閉状に固定されており；
図１３は図１２で示す本発明の別の実施形態による統合型濾過消毒カートリッジの断面図
であって、透過水貫通孔がハウジングの頂部エンドキャップの中に配置され、底部エンド
キャップは石英ハウジングの内側表面に密閉状に固定されており；そして
図１４は本発明の別の実施形態によるハウジング組立体内部に取り外し可能に配置された
濾過消毒カートリッジの断面図であって、エンドキャップは、カーボン部材に蓋をしてか
つ頂部及び底部ガスケット又シール材として作用する二重の機能を持つようなエラストマ
ー材料から作られている。

本発明は、濾過消毒組立体を示す本発明の添付の図１及び図３を参照することによって極
めてよく説明できる。濾過ハウジング１は、基台部３及び外側ハウジングから成る。基台
部３は透過水水路７、透過水水路７から透過水を除去するための手段９、透過水水路７の
周りに配置された供給水路１１及び供給水路１１に供給水流を供給するめの手段１３から
成る。
統合型濾過消毒カートリッジは図２を参照するとよく理解できる、図２においてカートリ
ッジ１５は、第１端板１７及び第２端板１９、Ｏ－リング２３と端板２５によって第１端
板１７に固定された紫外線ランプ２１、及び第１及び第２端板（１７、１９）の間に配置
された濾過部材２７から成る。濾過部材は第１及び第２端板（１７、１９）に固定され、
紫外線ランプ２１の周りに配置されることによって紫外線ランプ２１と濾過部材２７の内
側表面３１の間で透過水チャンバー２９を形成し、更に第１端板１７はその中に配置され
、かつ透過水チャンバー２９にも透過水水路７にも接触して配置された少なくとも１個の
透過水貫通孔２３（図５に示す）から成る。
端板（１７、１９）は次の材料のいずれから作ってもよい。即ち、熱可塑性樹脂（例えば
、ポリプロピレン、ナイロン又はＡＢＳ）、熱硬化性樹脂（例えば、エポキシ、ポリウレ
タン又はポリエステル）、エラストマー材料、及び金属（例えば、鋼、アルミニウム又は
ステンレススチール）である。端板（１７、１９）は接着剤、無毒性化学接着剤、ホット
メルト又は熱硬化性接着剤によって濾過部材２７に固定して接続してもよい。代わりに、
ホットメルト、射出成形、圧縮成形又はポッチングによって濾過部材２７の反対側端部の
周りに現場で形成してもよい。
外側ハウジング５がその内側表面３７と濾過部材２７の外側表面３９との間に供給チャン
バー３５を形成するように統合型濾過消毒カートリッジ１５の周りに配置されると、供給
チャンバー３５が基台部３の供給水路１１と接触する。
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基台部３にも透過水を分配するための手段４１が取り付けられている。分配手段４１は、
透過水水路７と接続するポート又は手段９に接続されている。分配手段４１は、ステンレ
ススチール又はプラスチックのようないずれの硬質又は半硬質材料から形成される導管で
もよい。基台部にはまた、電気ケーブル４５を通って紫外線ランプ２１へ電力を供給する
ための手段４３も含まれる。外側ハウジング５を取り外した時にカートリッジ１５を基台
３から簡単に取り外せるように、電気ケーブル４５は手段４３から簡単にプラグを取り外
せるようなモジュール又はスナップ型ソケットでもよい。
カートリッジ１５はまた、紫外線ランプ２１と濾過部材２７の内側表面３１との間に配置
された向流スリーブ４７も含んでよい。スリーブ４７は次のいずれでも形成できる。即ち
、“Ｔｅｆｌｏｎ”（商標名）、いずれの耐紫外線ポリマー材料、等である。スリーブ４
７を使用する場合、スリーブ４７と紫外線ランプ２１との間にあってしかも透過水チャン
バー２９と接触するように透過水貫通孔３３を配置しなければならない。紫外線ランプ２
１を保護用石英管５１の内部に配置するのが好ましい。空気によって運ばれたり又は表面
のバクテリア、ウイルス、酵母又はかびのような微生物を効果的に殺すために２００乃至
３００ナノメーター範囲の放射線を発生できるランプでなければならない。
紫外線ランプ２１は低圧水銀ランプのような殺菌性紫外線を発光するならいずれの形式で
もよい。保護用石英管５１は、片端開放、両端開放又は両端閉鎖型でもよい。石英の代わ
りに、チューブ５１は硬質ガラス、軟質ガラス、透明又は半透明の耐紫外線プラスチック
（例えば、ポリテトラフルオロエチレン、ポリ弗化ビニル又はポリカーボネート）から形
成してもよい。
チューブ５１は一方の端板か又は両方の端板かを密閉してもよい。端板はチューブ５１の
内側壁部、外側壁部又は両方の周りで密閉できる。（１）エラストマーによる密閉（例え
ば、少なくとも１個のＯ－リング、金属環、グランド又はメカニカルシール）、（２）グ
ランドパッキン又はメカニカルシールのようなパッキン、（３）圧縮力がいずれも適当な
ポリマー、エラストマー又は金属材料から発生する“Ｓｗａｇｅｌｏｃｋ”（商標名）又
は同様な継ぎ手のような圧縮型継ぎ手、（４）あらゆる種類の無毒の化学接着剤、ポッチ
ング、ホットメルト又は熱硬化性材料のような従来からの密閉手段によっても密閉は可能
である。
一般的に濾過部材２７は、いずれの化学接着剤材料によっても第１及び第２端板（１７、
１９）に固定される。しかしながら、濾過部材２７を第１及び第２端板（１７、１９）へ
固定するいずれの機械的又は他の従来からの手段も本発明では考えられる。濾過部材２７
は、活性炭、吸着性樹脂、イオン交換樹脂、ゼオライト、還元触媒、紙、クレイ、セラミ
ック、金属、ナイロン、木材パルプ、セルロース、木綿、繊維、及び微粒子、有機物及び
無機物を供給水流から分離できる他のいずれの物質から成る群から選ばれる少なくとも１
種類から形成できる。濾過部材２７は次のうちの１つの形状であることが好ましい。即ち
、巻き線型フィルター、繊維入り複合材成形フィルター、ひだ付きフィルター、中空繊維
膜、螺旋巻き型膜、プレート及びフレーム膜及び使用者によって望まれるいずれの他の従
来からの形状である。
濾過部材２７をベンゼンのような有機物質を除去するために使用する時、活性炭又は吸着
性樹脂から作るのが好ましい。金属又は亞硫酸塩のような無機物質を除去するためには、
フィルター２７をイオン交換樹脂、ゼオライト又は還元触媒から作らなければならない。
両者間で液密性継ぎ手を形成できるネジ４９又はいずれの他の手段によって、第１端板１
７を基台部３に固定する。これらの２つの構成要素を一緒に固定するクランプ４又はいず
れの他の従来からの手段、例えばネジ式継ぎ手によって外側ハウジング５を基台部３に固
定する。カートリッジ１５が基台部３に固定されると、Ｏ－リング５７及び５９によって
第１端板１７の外側表面５３と基台部３の近接表面５５との間で透過水水路７が形成され
るが、Ｏ－リング５７及び５９が基台部３と第１端板１７との間に液密性を発揮する。同
様に、Ｏ－リング５９及び６１によって供給水路１１が端板と基台部３の近接表面５５と
の間に形成される。Ｏ－リング（５７、５９、６１）は、エラストマー材料（例えばゴム
）が両表面間で液密性を形成できるいずれの他の材料からでも形成できる。Ｏ－リング（
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５７、５９、６１）、透過水水路７及び供給水路１１の関係は、図４に示す。
そのようにして、透過水水路７、供給水路１１及び透過水水路７内に垂直に配置されたラ
ンプ室を形成する限りカートリッジ１５は、外側ハウジング５及び基台部３内で密閉型又
は内臓型カプセルでもよい。透過水水路７、供給水路１１及びランプ２１を互いに密閉す
る事は、次の方法のいずれの組み合わせも可能である。即ち、エラストマーガスケット、
ナイフ型ガスケット、圧縮型Ｏ－リング、グランド型Ｏ－リング、金属環、接着剤、ホッ
トメルト、現場端板形成、インサート成形、高温溶接のような溶着、溶媒型溶着、紫外線
溶着、高周波溶着、“ＥＭＡＢｏｎｄ”（商標名）及び圧縮型継ぎ手法である。
本発明の別の実施形態には、水のような供給水流を移送する導管内に交換式を直接取り付
けることができるインライン型濾過消毒組立体が含まれる。この組立体は基台部７３と外
側ハウジング７５を含む濾過ハウジング７１から成る。基台部７３は透過水を組立体から
取り出すためのポート手段７７から成り、そして外側ハウジング７５は供給水流をこの組
立体へ供給するためのポート手段７９から成る。第１端板８３及び第２端板８５、石英管
８９内部に配置されでかつ第１端板８３に固定された紫外線ランプ８７、及び第１及び第
２端板（８３、８５）の間に配置された濾過部材９１から成る統合型濾過消毒カートリッ
ジ８１が濾過ハウジング７１の内部に配置されている。濾過部材９１は第１にも第２端板
にも両方（８３、８５）に固定するのが好ましく、それによって紫外線ランプ８７と、濾
過部材９１の内側表面９５の間で透過水チャンバー９３を形成する。基台部７３の内側表
面１０１と第１端板８３の外側表面１０３の間で透過水部９９を形成するように、外側ハ
ウジング７５としてカートリッジ８１の反対側端部に基台部７３が配置されると、透過水
部９９が透過水を組立体から取り除くためにポート手段７７を含むようになる。第１端板
８３は、その内部に配置されかつ透過水チャンバーにも透過水区画９９にも接触する少な
くとも１個の貫通孔９７を含む。外側ハウジング７５はその内側表面１０７と濾過部材９
１の外側表面１０９との間に供給チャンバー１０５を形成するようにカートリッジ８１の
周りに配置されると、供給チャンバー１０５が供給水流を前記組立体に供給するためにポ
ート手段７９と接触する。手段７９及び手段７７を導管部へ簡単にネジ込むか又はスナッ
プ型継ぎ手のようないずれの他の従来からの取り外し可能な密閉手段によって、このイン
ライン型組立体を簡単に供給水流導管へ接続することができる。
図７及び８は、本発明による別の実施形態を示していて、第２端板１１１を前述の方法の
いずれかによって濾過部材２７の上部へ固定する。第２端板１１１にはエラストマー部又
はガスケット１１３が含まれていて、これが第２端板１１１と外側ハウジング５の内側表
面３７の周りに配置されたナイフ部１１５との間で液密型密閉ができる。底部３が外側ハ
ウジング５にしっかりと接続されると、ガスケット１１３をナイフ１１５へ無理やり押し
つける。この実施例によると、供給水流は導管１１７を経て基台部３へ入り、第１端板１
１９及び外側ハウジング５の内側表面３７の間を通って供給チャンバー３５へ入る。第１
端板１１９は、濾過部材２７の反対側端部に固定され、基台部３が外側ハウジング５と強
く接続されると第１端板１１９と基台部３との間は密閉となるエラストマー部又はガスケ
ット１２１を含む。ガスケット１２１と基台部３の形状をしたナイフ１２３とが接触する
ことにより液密性密閉が形成される。供給水流は濾過部材２７を通って透過して、紫外線
ランプ２１から発光される紫外線照射光と接触する透過水水路２９へ入る。処理済み透過
水は、透過水チャンバー２９から第１端板１１９及び石英管５１の外側壁部の間に形成さ
れた透過水導管の中を通る。処理済み透過水は透過水導管１２５を通過した後、透過水孔
１２７を通って、基台部３の内部に配置された透過水水路１２９の中に入る。処理済み透
過水はその後、透過水ポート１３１を経て基台部３から排出される。
図８に示すように、必要に応じて端部キャップ２５に直接に配置された２個のプラグ型電
源接続部１３３を持つことがある。
透過性内側層１４３と不透過性外側層１４５から成る向流スリーブ１４１を含むことを除
いて、図９は図８に示すカートリッジと同様である。透過性内側層１４３は、プラスチッ
ク及びステンレススチールワイヤー網又は不織布（例えば、“Ｙｙｐａｒ”（商標名））
のような透過性物質から一般的に作られる。不透過性外側層１４５としては、不透過性プ
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ラスチック又は金属シートが一般的である。向流スリーブ１４１はラッピングされている
か、さもなければ濾過部材２７の内側表面の周りに配置されることが好ましい。透過水が
透過水導管１２５を経て排出する前における透過水チャンバー２９内部での滞留時間を延
ばすために、透過水は透過水チャンバー２９の入り口の全幅に行き渡ることが必要となる
ように、向流スリーブ１４１は透過水が透過性層１４３を通過してその頂部から出ること
を許容する。
図１０は基台部３を示していて、図１１は図１０の平面図である。
透過水が、透過水ポート１５１を経て透過水水路から出ることを除いて、図１２及び図１
３は図７と類似している。また、第１端板１５３はエラストマー密閉手段１２３によって
石英管５１の内側表面に固定され、そして第２端板は、透過水が、透過水導管１５１へ入
ることができるように端部は開放型である。
第１端板１６１は、これと、石英管５１の外側表面の間で液密性密閉を形成できるので、
ガスケット、Ｏ－リング、金属環等が必要でないエラストマー材料から作られることを除
いて図１４は図１２と類似している。第２端板１６３も第１端板１６１もエラストマー材
料から作られ、ナイフ型１１５及び１２３が第１及び第２端板（１６１、１６３）と接触
すると液密性密閉が生じるので、ガスケット１１３及び１２１は必要ない。
図７、１２及び１４の各々では、外側ハウジング５と基台部３がガスケット又はＯ－リン
グ１６５によってその間に液密性密閉を形成する。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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