
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方の端部で加圧された水の供給源と接続されるように構成された取入口端部と、取入
口ハウジングに接続された他方の端部の排出口とを備える通し穴を有する本体部材と、
　本体部材の通し穴内に摺動自在に配置されたバルブ部材と、
　本体部材内で摺動自在かつ回転可能に受けられ、バルブ部材と接触し、化学濃縮物の供
給源と流体的に連絡している排出装置と、
　排出装置の摺動自在な運動を引き起こすために本体部材および排出装置と接続されたト
リガ部材とを備え、
　排出装置およびバルブ部材が、濃縮物の様々な濃度および水および化学濃縮物の様々な
流速の制御を提供するように構築および構成された、様々な濃度の化学濃縮物を濃縮物容
器から水流中に様々な流速で分配するためのディスペンサ。
【請求項２】
　排出装置が、第１および第２の部品から成り、そのうちの一方のみが回転可能である、
請求項１に記載のディスペンサ。
【請求項３】
　排出装置の第１の部品が回転可能であり、本体部材から延びている、請求項２に記載の
ディスペンサ。
【請求項４】
　第２の部品が回転可能でなく、排出装置の第１および第２の部品が流体通路を提供する
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、請求項３に記載のディスペンサ。
【請求項５】
　流体通路と流体的に連絡するために回転可能な排出装置に接続された希釈調節部材をさ
らに備える、請求項４に記載のディスペンサ。
【請求項６】
　本体部材内の製品通路およびベント通路と、製品通路およびベント通路の両方を密封す
るために構築および構成されたシールとをさらに備える、請求項５に記載のディスペンサ
。
【請求項７】
　希釈調節部材が、多数の異なるサイズの通路を備える、請求項５に記載のディスペンサ
。
【請求項８】
　回転可能でない排出装置に動作可能に付随する第１および第２のバルブ部材 を
備え、前記バルブ部材が第１のバルブ部材 が第２のバルブ部材 に対して線形に摺
動可能な方式で運動するとき、第１の流速が達成され、第２のバルブ部材 が本体部分
に対して線形に摺動可能な方式で運動し、第１のバルブ部材が第２のバルブ部材 に対
して線形に運動するとき、第２の流速が達成されるように構築および構成されている、請
求項１に記載のディスペンサ。
【請求項９】
　第１のバルブ部材に動作可能に付随された流れ制御デバイス をさらに備える、請求
項８に記載のディスペンサ。
【請求項１０】
　前記流れ制御デバイス が、前記第１のバルブ部材内の複数の溝と、前記溝内に係合
するように第２のバルブ部材に接続された弾性部材によって提供されている、請求項９に
記載のディスペンサ。
【請求項１１】
　本体部材に接続され、バケット上に懸吊されるように構成された細長いスパウトをさら
に備える、請求項１に記載のディスペンサ。
【請求項１２】
　排出装置およびスパウトに接続された可撓性のチューブ部材をさらに備える、請求項１
１に記載のディスペンサ。
【請求項１３】
　排出装置に接続されたスプレー・ノズルをさらに備える、請求項１に記載のディスペン
サ。
【請求項１４】
　トリガ部材が、ラッチ機構を備える、請求項１に記載のディスペンサ。
【請求項１５】
　バルブ部材が、第１および第２のバルブ部材 を備え、第２のバルブ部材 が
、回転可能でない排出装置と接触しているが接続されず、前記バルブ部材が、第１のバル
ブ部材 が第２のバルブ部材 に対して線形に摺動可能な方式で運動するとき、第１
の流速が達成され、第２のバルブ部材 が本体部分に対して線形に摺動可能な方式で運
動し、第１のバルブ部材が第２のバルブ部材 に対して線形に運動するとき、第２の流
速が達成されるように構築および構成されている、請求項１に記載のディスペンサ。
【請求項１６】
　第１および第２のバルブ部材に動作可能に付随された流れ制御デバイスをさらに備える
、請求項１５に記載のディスペンサ。
【請求項１７】
　流れ制御デバイスが、第１のバルブ部材内の溝と、溝と接触する第２のバルブ部材によ
って担持された弾性部材とを備える、請求項１６に記載のディスペンサ。
【請求項１８】
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　一方の端部で加圧された水の供給源と接続されるように構成された取入口端部と、他方
の端部の排出口とを備える通し穴を有する本体部材と、
　通し穴と連絡している製品通路およびベント通路と、
　通し穴内で摺動自在かつ回転可能に受けられている排出装置と、
　通し穴および排出装置を通る水の流れを調整するために通し穴の中に配置されたバルブ
部材とを備える、
　様々な濃度の化学濃縮物を濃縮物容器から水流中に様々な流速で分配するためのディス
ペンサ。
【請求項１９】
　排出装置が、第１および第２の部品から成り、そのうちの一方のみが回転可能である、
請求項１８に記載のディスペンサ。
【請求項２０】
　排出装置の第１の部品が回転可能であり、本体部材から延びている、請求項１９に記載
のディスペンサ。
【請求項２１】
　排出装置の第２の部品が回転可能でなく、排出装置の第１および第２の部品が流体通路
に製品通路を提供する、請求項２０に記載のディスペンサ。
【請求項２２】
　回転可能な排出装置に接続された希釈調節部材をさらに備える、請求項２１に記載のデ
ィスペンサ。
【請求項２３】
　シールが、製品通路およびベント通路の両方を密封するように構築および構成されてい
る、請求項１８に記載のディスペンサ。
【請求項２４】
　希釈調節部材が、多数の異なるサイズの通路を備える、請求項２２に記載のディスペン
サ。
【請求項２５】
　バルブ部材が、２つの部品から成り、一方の部品が他方の部品内で摺動自在であり、そ
の間で密封接触を提供しており、第２の部品が、それを通る流体のための通路を提供して
いる、請求項１８に記載のディスペンサ。
【請求項２６】
　一方の部品が、他方の部品上を所定の距離摺動自由である、請求項２５に記載のディス
ペンサ。
【請求項２７】
　一方の部品が多数の溝を備え、他方の部品がそれに接続された弾性部材を有し、溝およ
び弾性部材が、弾性部材が加圧された水に接触したとき圧力補償を提供するように構築お
よび構成されている、請求項２６に記載のディスペンサ。
【請求項２８】
　取入口端部に配置された逆流防止装置をさらに備える、請求項２７に記載のディスペン
サ。
【請求項２９】
　逆流防止装置に隣接したホース接続部をさらに備える、請求項２８に記載のディスペン
サ。
【請求項３０】
　一方の端部で加圧された水の供給源と接続されるように構成された取入口端部と、他方
の端部の排出口とを備える通し穴を有する本体部材と、
　通し穴と連絡している製品通路およびベント通路と、
　通し穴内で摺動自在かつ回転可能に受けられている排出装置と、
　通し穴および排出装置を通る水の流れを調整するために通し穴内に摺動自在に配置され
たバルブ部材と、

10

20

30

40

50

(3) JP 4035053 B2 2008.1.16



　本体および排出装置上に配置され、排出装置のための少なくとも２つの異なる位置を提
供するように構築および構成された係合可能な止め表面 とを備える、
　様々な濃度の化学濃縮物を濃縮物容器から水流中に様々な流速で分配するためのディス
ペンサ。
【請求項３１】
　ハウジングと排出装置の間に配置された付勢部材 をさらに備える、請求項３０に記
載のディスペンサ。
【請求項３２】
　本体に枢動自在に接続され、排出装置と係合するように構築および構成された接触表面
を備えるトリガ部材をさらに備える、請求項３１に記載のディスペンサ。
【請求項３３】
　トリガ部材と係合するように本体から延びているラッチ部材 をさらに備える、請求
項３２に記載のディスペンサ。
【請求項３４】
　ラッチ部材 が、 接触表面 を備える、請求項３３に記載のディスペンサ。
【請求項３５】
　本体部材および排出装置に動作可能に付随している指標部材をさらに備える、請求項３
０に記載のディスペンサ。
【請求項３６】
　指標部材が、摩擦係合アーム と係合するように排出装置内の本体切欠部から延
びている摩擦係合アームを備える、請求項３５に記載のディスペンサ。
【請求項３７】
　一方の端部で加圧された水の供給源と接続されるように構成された取入口端部と、他方
の端部の排出口とを備える通し穴を有する本体部材と、
　取入口の所でそこから延びている指係合部分を備える本体と、
　本体に枢動自在に接続され、指係合部分の反対側の本体の部分を覆って延びているトリ
ガ部材と、
　通し穴と連絡している製品通路およびベント通路と、
　通し穴内で摺動自在かつ回転可能に受けられている排出装置と、
　通し穴および排出装置を通る水の流れを調整するために通し穴内に摺動自在に配置され
たバルブ部材とを備える、
　様々な濃度の化学濃縮物を濃縮物容器から水流中に様々な流速で分配するためのディス
ペンサ。
【請求項３８】
　トリガ部材が、本質的に平坦な親指係合部分を備える、請求項３７に記載のディスペン
サ。
【請求項３９】
　取入口が、指係合部分の一部の上に延びるホース係合部材を備える、請求項３８に記載
のディスペンサ。
【請求項４０】
　本体から延びている瓶係合部分をさらに備える、請求項３９に記載のディスペンサ。
【請求項４１】
　水供給源と接続するための取入口ハウジングと、
　取入口ハウジングに接続された本体部材と、
　本体部材内に摺動自在に配置されたシャトル・バルブ部材 と、
　本体部材内に摺動自在かつ回転可能に受けられ、本体部材は化学濃縮物の供給源と流体
的に連絡するように構築および構成された排出装置部材と、
　排出装置の摺動自在な運動を引き起こすために本体部材および排出装置と接続されたト
リガ部材とを備え、
　排出装置およびシャトル・バルブ部材が、化学濃縮物の様々な濃度と、水および化学濃
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縮物の様々な流速の両方の制御を提供するように構築および構成されている、
　様々な濃度の化学濃縮物を濃縮物容器から水流中に様々な流速で分配するためのディス
ペンサ。
【請求項４２】
　排出装置が、第１および第２の部品から成り、そのうちの一方のみが回転可能である、
請求項１１に記載のディスペンサ。
【請求項４３】
　排出装置の第１の部品が回転可能であり、本体部材から延びている、請求項１２に記載
のディスペンサ。
【請求項４４】
　第２の部品が回転可能でなく、流体通路を含む、請求項１３に記載のディスペンサ。
【請求項４５】
　流体通路と流体的に連絡するために回転可能な排出装置に接続された希釈調節部材をさ
らに備える、請求項１４に記載のディスペンサ。
【請求項４６】
　一方の端部で加圧された水の供給源と接続されるように構成された取入口端部と、取入
口ハウジングに接続された他方の端部の排出口とを備える通し穴を有する本体部材と、
　本体部材の通し穴内に摺動自在に配置されたバルブ部材と、
　本体部材内で摺動自在かつ回転可能に受けられ、バルブ部材と接触し、化学濃縮物の供
給源と流体的に連絡している排出装置と、
　排出装置の摺動自在な運動を引き起こすために本体部材および排出装置と接続されたト
リガ部材とを備え、
　排出装置およびバルブ部材が、化学濃縮物の様々な濃度と、水および化学濃縮物の様々
な流速の両方の制御を提供するように構築および構成されており、さらに、
　本体部材に接続された化学濃縮物用の容器を備える、
　様々な濃度の化学濃縮物を濃縮物容器から水流中に様々な流速で分配するためのディス
ペンサ。
【請求項４７】
　排出装置が、第１および第２の部品から成り、そのうちの一方のみが回転可能である、
請求項４６に記載のディスペンサ。
【請求項４８】
　排出装置の第１の部品が回転可能であり、本体部材から延びている、請求項４７に記載
のディスペンサ。
【請求項４９】
　排出装置の第１および第２の部品が流体通路を提供している、請求項４８に記載のディ
スペンサ。
【請求項５０】
　容器からの流体取入通路内に着座するために回転可能な排出装置に接続された希釈調節
部材をさらに備える、請求項４９に記載のディスペンサ。
【請求項５１】
　前記本体部材内の製品通路およびベント通路と、流体通路およびベント通路の両方を密
封するように構築および構成された密封部材とを備える、請求項５０に記載のディスペン
サ。
【請求項５２】
　調節部材が、多数の異なるサイズの通路を備える、請求項５０に記載のディスペンサ。
【請求項５３】
　第１の通路 を有するハウジング部材と、
　外壁からその端壁まで延びている複数の第２の通路と、
　多数の通路を有するアダプタ部材とを備え、
　アダプタ部材の通路の一部が、第２の通路内に配置されるように構築および構成されて
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いる、ディスペンサ装置とともに使用するための排出装置。
【請求項５４】
　アダプタの通路の少なくともいくつかが、異なる幅を有する、請求項５３に記載の排出
装置。
【請求項５５】
　アダプタの通路の一部が、管状である、請求項５４に記載の排出装置。
【請求項５６】
　アダプタが、端壁から延びる複数の突起を備える、請求項５３に記載の排出装置。
【請求項５７】
　アダプタ部材が、摩擦係合によってエデクタ内に保持されている、請求項５３に記載の
排出装置。
【請求項５８】
　本体部材およびアダプタ部材が、指標部材を備える、請求項５３に記載の排出装置。
【請求項５９】
　第１の通路が、ハウジング部材の中央に配置され、多数の第２の通路が、互いに対して
環状の形状で配置されている、請求項５３に記載の排出装置。
【請求項６０】
　ハウジング部材の構成部品を受けるためにアダプタ部材から延びている方向付け突起を
さらに備える、請求項５３に記載の排出装置。
【請求項６１】
　ディスペンサ本体部材内に配置するためのハウジング部材を有する排出装置を備える本
体部材を有し、排出装置・ハウジング部材が、それを通る第１の通路と、外壁からその端
壁へ延びる複数の第２の通路とを備え、アダプタ部材が多数の通路を備え、アダプタ部材
の通路のそれぞれの部分が、第２の通路内に配置されるように構築および構成されている
、ディスペンサ装置内の化学濃縮物の選択的な流れのためのアダプタ部材。
【請求項６２】
　アダプタの通路の少なくともいくつかが、異なる幅を有する、請求項６１に記載のアダ
プタ部材。
【請求項６３】
　アダプタの通路の一部が、管状である、請求項６２に記載のアダプタ部材。
【請求項６４】
　アダプタ部材が、端壁から延びている多数の突起を備える、請求項６１に記載のアダプ
タ部材。
【請求項６５】
　アダプタ部材が、摩擦係合によって排出装置内に保持されている、請求項６１に記載の
アダプタ部材。
【請求項６６】
　アダプタ部材が、方向付け部材を備える、請求項６１に記載のアダプタ部材。
【請求項６７】
　アダプタの多数の通路が、管状の形状で配置されている、請求項６１に記載のアダプタ
部材。
【請求項６８】
　一方の端部で加圧された水の供給源と接続されるように構成された取入口端部と、他方
の端部の排出口とを備える通し穴を有する本体部材と、
　通し穴と連絡している製品通路およびベント通路と、
　通し穴内で摺動自在かつ回転可能に受けられ、それを通る第１の通路と、その外壁から
端壁へ延びている多数の第２の通路とを有する排出装置と、
　多数の通路を有し、アダプタ部材の一部が、第２の通路内に配置されるように構築およ
び構成されている、少なくとも２つのアダプタ部材と、
　通し穴および排出装置を通る水の流れを調整するために通し穴内に配置されたバルブ部
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材とを備える、
　様々な濃度の化学濃縮物を濃縮物容器から水流中に様々な流速で分配するためのディス
ペンサ。
【請求項６９】
　アダプタの通路の少なくともいくつかが、異なる幅を有する、請求項６８に記載のディ
スペンサ。
【請求項７０】
　アダプタの通路の一部が管状である、請求項６９に記載のディスペンサ。
【請求項７１】
　アダプタが、端壁から延びる多数の突起を備える、請求項６８に記載のディスペンサ。
【請求項７２】
　アダプタ部材が、摩擦係合によって排出装置内で保持されるように構成されている、請
求項６８に記載のディスペンサ。
【請求項７３】
　排出装置部材およびアダプタが、指標部材を有する、請求項６８に記載のディスペンサ
。
【請求項７４】
　アダプタ内に配置された多数の通路が、環状の形状で配置されている、請求項６８に記
載のディスペンサ。
【請求項７５】
　アダプタ部材が、異なる色である、請求項６８に記載のディスペンサ。
【請求項７６】
　アダプタ部材が、プラスチック材料から成る、請求項７５に記載のディスペンサ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　　（関連出願の相互参照）
　優先権は、２００１年１月１２日に提出された仮出願６０／２６１，６１３号に基づい
ている。
【０００２】
　　（連邦委託研究に関する申告）
　適用されない。
【０００３】
　　（発明の背景）
　本発明の分野は、化学濃縮物用ディスペンサ、特に多数の流速および様々濃度での化学
濃縮物の分配である。本発明に関連するタイプのディスペンサは、米国特許第５，３２０
，２８８号および第５，３７２，３１０号で開示されている。これらの特許で開示された
スプレー装置は、キャリア流体および化学製品の流れを制御することができるが、正確で
制御されたやり方で制御することはできない。
　米国特許第２，７１９，７０４号は、排出装置通路４１および４３を備えるバルブ・エ
レメント３１を開示している。これらは、取入開口５８および６１と相互接続している。
【０００４】
　米国特許第２，９９１，９３９号および第４，９０１，９２３号は、ノズルを通って流
れる水の中に引き込まれる濃縮物の量を制御するための様々なサイズの開口を有する回転
可能なディスクを有するエダクタ・タイプのディスペンサを開示している。
　化学濃縮物を分配するディスペンサは、瓶が充填される例などの低速度、およびバケッ
トが充填されるときなどの高速度で濃縮物を分配する能力を有するべきである。バケット
の充填の例では、低濃度および高濃度の化学濃縮物の両方を供給できることが望ましい。
【０００５】
　従来技術は、様々なサイズの開口を備える回転可能な排出装置を有する濃縮物流通路を
備える回転可能なエダクタ・タイプのディスペンサか、摺動する開ベンチュリかのいずれ
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かを提供している。摺動と回転の両方をする排出装置ならびにバルブを備え、様々な濃度
の化学濃縮物を様々な流速で供給することができる分配装置は提供していない。
【０００６】
　　（発明の概要）
　本発明は、様々な流速で濃縮物容器からの水流中に様々な濃度の化学濃縮物を分配する
ためのディスペンサを提供する。ディスペンサは、一方の端部で加圧された水の供給源と
接続されるように構成された取入端部と、取入ハウジングに接続された他方の端部の排出
口とを備える通し穴を有する本体部材を備える。バルブ部材が、本体部材の通し穴の中に
摺動自在に配置されている。排出装置が、本体部材内で摺動自在かつ回転可能に受けられ
ている。排出装置は、バルブ部材と接触しており、化学濃縮物の供給源と流体的に連絡し
ている。トリガ部材が、排出装置の摺動自在な運動を引き起こすために、本体部材および
排出装置に接続されている。排出装置およびバルブ部材は、化学濃縮物の様々な濃度と水
および化学濃縮物の様々な流速の制御を提供するように製造および配置されている。
　好ましい実施形態では、排出装置は、第１および第２の部品から成り、第１の部品のみ
が回転可能であり、本体部分から延びている。
【０００７】
　別の実施形態では、排出装置の第２の部品は、回転可能ではなく、流体通路を備える。
多数の異なるサイズの開口を有する希釈調節部材が、流体通路と密封可能に係合するため
に回転可能な排出装置に接続されている。
　一態様では、本体部材は、製品通路およびベント通路を備える。シールが製品通路およ
びベント通路の両方を密封するように構築および構成されている。
【０００８】
　別の好ましい実施形態では、ディスペンサのバルブ部材は、回転可能でない排出装置に
動作可能に付随している第１および第２のバルブ部材を備え、バルブ部材は、第１のバル
ブ部材が第２のバルブ部材に対して線形に摺動可能な方式で運動するとき、第１の流速が
達成され、第２のバルブ部材が本体部分に対して線形に摺動可能な方式で運動し、第１の
バルブ部材が第２のバルブ部材に対して線形に運動するとき、第２の流速が達成されるよ
うに構築および構成されている。
　別の態様では、ディスペンサは、本体部材に接続された細長いスパウトと、排出装置お
よびスパウトに接続された可撓性のチューブ部材を備える。
【０００９】
　さらに別の態様では、トリガ部材はラッチ機構を備える。
　さらに別の態様では、ディスペンサの本体は、取入口の所に、そこから延びている指係
合部分と、本体に枢動自在に接続され、指係合部分と反対方向に本体の一部を覆って延び
ているトリガ部材とを備える。
　さらに別の好ましい実施形態では、本体部材および排出装置に動作可能に付随している
指標部材がある。
【００１０】
　本発明の一般的な目的は、化学濃縮物を様々な濃度で水流中への混合を行い、混合され
た濃縮物を制御された流速で分配することができる分配装置を提供することである。
　別の目的は、取り付けられた水の供給部の圧力にかかわらず、少ない気泡、少ない気体
同伴、および低エネルギの液体充填を生み出す、閉鎖式ディスペンサである。
【００１１】
　別の一般的な目的は、スプレーおよび／または充填の両方が可能であり、流速および希
釈の両方に対する制御を与え、それ自体分離することができないように瓶と一体化される
ディスペンス装置である。
　さらに別の目的は、プラスチック部品から成り、したがって生産が経済的で使い捨て可
能なディスペンサである。
【００１２】
　さらに別の目的は、良い持ち心地を有する上記のタイプのディスペンサである。
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　さらに別の目的は、化学濃縮物を正確に分配することができる上記のタイプのディスペ
ンサである。
　さらに別の目的は、逆流防止装置を収容することができる上記のタイプのディスペンサ
である。
【００１３】
　　（好ましい実施形態の説明）
　図１および２を参照すると、ディスペンサ１０は、容器または瓶１６と接続するための
容器コネクタ１４を備える本体部材１２を有する。好ましいコネクタ・システムは共通に
所有された２００１年１１月９日に提出された出願番号１０／０３７，５６９によって完
全に記載されており、本明細書にその教示を組み込む。本体部材１２の一方の端部には、
加圧された水をディスペンサに供給するためのホース・アタッチメント１８がある。ハン
ドル１７が、アタッチメント１８の下に設けられている。他方の端部には、混合された化
学溶液を分配するためのスパウト２２およびノズル２０がある。可撓性のチューブ１５が
、ノズル２０とスパウト２２の間に延びている。
【００１４】
　図３および４を参照すると、ディスペンサ１０は、発散する通路２４ａを備える第１の
、すなわち外側排出装置部品２４と、 収束する通路 ２６
ａを備える第２の、すなわち内側排出装置部品２６とから成る排出装置１１を備える。こ
れらは、液密な接触を提供するシール５２および５６にて本体部材１２に摺動自在に接続
されている。ディスペンサ１０を通る水の流れを制御するための バルブ・アセ
ンブリ２８も、本体部材１２内に摺動自在に収容され、排出装置部品２６と接触している
。ホース・アタッチメント１８が、スナップ固定具３４によって本体部材１２に回転可能
に接続されている。逆流防止装置３０が、ホース・アタッチメント１８内に配置され、本
体部材１２との接触部のためのシール３２を有する。本体部材１２の反対端では、ノズル
２０が排出装置部品２４に取り付けられている。環状の溝３６が、排出装置部品２４内に
設けられ、４４などの穴内に延びるシャフト（図示せず）を有するトリガ４０上の４２で
示すようなフランジ部分を有するトリガ４０のヘッド部分３８を収容している。ラッチ部
材４６が、部材１２から上向きに延びて、トリガ４０の通路４８を通って嵌合している。
【００１５】
　希釈調節部材５０が、スプライン４７を用いて排出装置部品２４と接続されている。こ
れは図９に示されている。スプラインは、排出装置部品２４と２６の間の隙間に化学濃縮
物を導入するためのＬ字型の通路９０～９４を有する。これらの通路９０～９４は、異な
る濃度の化学濃縮物を計量するために異なる直径または幅を有する。洗浄機能を提供する
ために、通路のない例もある。浸漬チューブ１９が、本体部材１２に接続され、化学濃縮
物を通路２１を用いて本体部材１２の穴１３内に吸い上げるために容器１６内に延びてい
る。シール部材２３が、希釈調節部材５０と本体部材１２の間に配置されている。ベント
通路２５が、容器１６と穴１３を接続している。調節部材５０は、排出装置２６の内部に
配置されている。ばね５４が、排出装置部品２６ならびに排出装置部品２４をトリガ４０
のヘッド部分３８のほうへ付勢させる。
【００１６】
　４重Ｏリング６０が、バルブ・ヘッド部分５８の溝５７内に取り付けられている。Ｏリ
ング６０は、後で述べるような流れ制御要素として働く。通路３３を有するバルブ部材２
８は、溝５９を備える頭部部分５８を有する。シール６６が、 部分５８の
溝５９内に着座され、別のシール６４がカラー６２上に配置されている。ガスケット６７
が、キャップ６８用に設けられ、ホース・シールが６９の所に設けられている。
【００１７】
　図８を参照すると、本体部材１２が、トリガ４０が押下されたとき排出装置２４および
２６をしたがってバルブ・アセンブリを線形に位置調整するために、排出装置２４の接触
部材２９との接触のための表面７９ならびに溝８１および８２を有することがわかる。キ
ー溝７０が、本体部材１２内で、排出装置部品２６内のキー部材７６（図９参照）を収容
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し、摺動するが回転可能でない接続を可能にするために、本体部材１２内に配置されてい
る。第２の対向するキー溝８０もまた、キー部材８４とともに本体部材１２内に配置され
ている。
　図７を参照すると、切欠き７７を備える排出装置２４が示されている。これらは、本体
部材１２から延びている アーム７２および７３上の突起７５を収容する。これは
、希釈調節部材５０および通路２１の方向付けとともに指標機能を提供する。
【００１８】
　図１０～１４は、排出装置２４とは別個の構成部品として形成された希釈調節部材５０
の代替となる実施形態を示している。これらの図中で一般に１０１として示されているこ
の実施形態では、 希釈調節部材は、希釈調節デバイス１１２が中に嵌合
される希釈調節ハウジング１０２を備える。ハウジング１０２は、水および化学濃縮物の
流れのための中央通路１１０を備える。ハウジング１０２はまた、側壁１０４に楕円形部
分１０５を備え、端壁１０６に円筒形部分１０７を備える５本のＬ字型通路１０３を有す
る。環状の調節デバイス１１２が、環状のハウジング１０２の内側に摩擦可能に嵌合され
、水および化学濃縮物のための中央通路１１１も有している。図１３を見れば最もよくわ
かるように、調節デバイス１１２およびアダプタは、それを通って前側面１１５から後側
面１１７へ通路１１４が延びている、環状の本体１１３を有する。これらの通路はまた、
後側面１１７の管状部材１１６を通って延びている。これらの管状部材１１６は、希釈調
節ハウジング１０２内の通路１０３の円筒形部分１０７内に嵌合する。通路１１４は、様
々な寸法の収縮孔１２２を有する。別法として、１つまたは複数の収縮孔が、洗浄機能を
提供するために遮蔽されている。方向突起１１８が、後側面１１７から延びて、調節ハウ
ジング１０２の方向要素１０９内に嵌入する。このことは、管状部材１１６の部分１０７
内への方向付けを容易にする。突起１２０が、排出装置２６との接触のために前側面１１
５から延び、各排出装置間の隙間２７を提供する。
【００１９】
　動作
　ディスペンサの動作を説明することによってディスペンサのより良い理解が得られるで
あろう。図４を参照すると、ディスペンサが閉位置で示されている。ホースなどの加圧さ
れた水の供給源は、ホース・アタッチメント１８と接続されることになる。この例では、
バルブ・ヘッド５８上のシール６６が、カラー６２を密封し、シール６４がバルブ着座部
分６５を密封している。したがって、水は、これら２つの構成部品の間および孔１３内を
通過することができない。この密封効果は、バルブ５８および６２に接してアタッチメン
ト１８を通って入る水の流れによって補助されている。ばね５４および水の力はまた、排
出装置部品２４のヘッド３１を本体接触表面７９から遠ざかるように配置する。
　ここで図５を参照すると、トリガ４０が、本体部材１２のほうへ移動し、その結果、排
出装置ヘッド３１が、本体部材１２の接触表面７９となる。バルブ部分５８が、アタッチ
メント１８のほうへ移動し、シール６６はもはやカラー６２と係合しなくなる。この位置
では、孔１３内への流れなどを許すカラー６２内に配置された溝６３があるため、水は２
つの構成部品の間を流れることができる。これは、低速流の状態である。この位置では、
４重Ｏリング６０は流れ制御要素として働く。すなわち、水圧および水流が増加すると、
リングは膨張して、溝６３を部分的に充填する。このことは、取入口の水の供給圧力変動
にかかわらず一定の流速を維持する。そのとき、水は通路３３を通り、排出装置部品２６
の通路２６ａ内に入ることができる。
【００２０】
　高速流の状態を開始するためには、トリガ４０を本体部材１２のほうへさらに移動させ
る。これは図６に示されている。この位置では、シール６６がカラー６２から遠ざかるだ
けでなく、カラー６２もまたバルブ・シール部分６５から遠ざかる。この位置では、水は
、頭ヘッド部分５８とカラー６２内の溝６３の間からだけでなく、カラー６２とバルブ着
座部分６５の間からも流れる。この高速流の状態では、高速流の状態に保持することがで
きるように必要に応じてトリガ４０がラッチ４６と係合することができることに留意すべ
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きである。再び図８を参照すると、排出装置部品２４の接触部材２９が、排出装置部品２
６および２４を本体１２内のさらに内側に移動することを可能するために、８１または８
２などの溝と係合することになる。
【００２１】
　高速または低速流状態のときなどの前に説明したディスペンサ１０を通る流れ状態の間
、濃縮物は、浸漬チューブ１９などを通って容器１６から引き上げられることになる。し
かし、図４で前に述べたように、通路２１を覆って配置されたシール部材２３があり、そ
れによって容器１６からいかなる製品も引き上げられない。それと同時に、シール２３も
また、ベント通路２５を閉じる。図５および６の両方からわかるように、シール部材２３
は、製品およびベント通路２１および２５の両方からそれぞれ遠ざかるように移動する。
この位置では、引き上げられた製品は、図 に示すように、希釈調節部材５０の５つの通
路９０、９１、９２、９３および９４のうちの１つに入ることが許される。それによって
、濃縮物は、隙間２７内に吸い上げられ、通路２６ａおよび２４ａを通って流れる水と混
合される。通路２６ａ内で収束し、通路２４ａ内に発散する水によって圧力低下が生じる
。
【００２２】
　シール２３内の開口２３ａと様々な通路９０～９４との方向付けは、図７に示す指標に
よって容易にされる。
　混合された溶液は、その後、ノズル２０を通り、スパウト２２内に配置されたチューブ
１５を通って流出する。この例でのチューブ１５は、可撓性であり、排出装置２４が本体
部材１２から内側および外側に移動することを可能にする。製品はチューブ１５およびス
パウト２２を通過する。これは、バケットまたは瓶を充填するときに使用される位置であ
る。前に説明したように、低速流の状態は、瓶を充填するときに使用されるが、高速流の
状態は、バケットなどの大きな容器を充填するために使用される。スパウト２２は、ディ
スペンサをバケットに架けることを可能にする。必要に応じて、「スクラバ・ウォッシャ
」などを充填する目的で、またはディスペンサを壁に取り付けるとき、ホース（図示せず
）をスパウト２２に接続することができる。ディスペンサ１０は、ノズル２０と従来型の
スプレー・ヘッド（図示せず）のアタッチメントとの交換によってスプレー・ユニットに
容易に変換することができる。前にも述べたように、溶液の濃度は、希釈調節部材５０と
ともに排出装置２４を回転することによって容易に調節することができる。希釈調節部材
に伴う低速および高速の流れの状態によって、複数のディスペンサ・ヘッドの使用が除去
される。
【００２３】
　したがって、高速流および低速流状態で使用することができるだけでなく、混合された
溶液の濃度を変動させるために調節することもできる、極めて多目的なディスペンサが提
供されることがわかるであろう。ディスペンサ１０は、一旦容器に接続されたあと、廃棄
することができるように、経済的に生産される。
　ディスペンサ１０によって良い持ち心地が提供されることもわかるであろう。これは、
ハンドル１７を本体部材１２の下、トリガ４０から外を向けて配置して、トリガ４０上に
親指を配置することを可能にすることによって達成される。
【００２ 4】
　希釈調節部材１０１は、希釈調節部材５０と同じように機能する。希釈調節部材１０１
の有する利点は、希釈調節デバイス１１２内の通路１１４の形成を、プラスチック成型中
、単一部片としてより容易に制御することができるということである。また、いくつかの
希釈調節デバイス１１２にハウジング１０２内に嵌合するための様々な寸法の通路１１４
を設けることによって、より低価格になる。識別を容易にするために、各通路を異なる色
にしてもよい。
【００２ 5】
　ディスペンサ１０はトリガ４０用のラッチ機能とともに、好ましくは説明されてきた。
明らかに、これは必ずしも必要不可欠な機能ではなく、除去することができる。逆流防止
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装置をユニット自体に使用することも必ずしも必要不可欠ではない。これは、供給ライン
の上流側で得ることもできる。また、スパウト２２は、とげ１００などによってホース・
アタッチメントの利点を与える一方、バケット・アタッチメントの利点をさらに与えるこ
とができるにもかかわらず、スパウトを除去することもできる。容器コネクタ１４が、容
器とともにディスペンサを捕捉する使用を提供することも必ずしも必要不可欠ではない。
ディスペンサ１０は、補充可能な容器とともに使用することができる。希釈調節部材５０
および１０１が５つの通路を有して示されていたが、その数は、１個から実際製造するこ
とが可能な数まで、様々であってよい。ディスペンサが１つの通路を通って流れるように
制限することが望ましい例もある。このことは、本体部材１２および排出装置部品２４内
の溝を通るピンを配置することによって得られる。本発明の範囲内でのこれらすべて、お
よびその他の変更は、頭記の特許請求の範囲によって定義された範囲内にあることが述べ
られている。
【図面の簡単な説明】
【図１】　容器を伴う本発明のディスペンサの透視図である。
【図２】　図１に示すディスペンサの側部立面図である。
【図３】　ディスペンサ構成部品の分解図である。
【図４】　閉位置にあるディスペンサの断面図である。
【図５】　低速流状態にあるディスペンサを示す図４と同様の図である。
【図６】　高速流状態にあるディスペンサを示す図４と同様の図である。
【図７】　ディスペンサ内の排出装置の指標を示す断面図である。
【図８】　排出装置の運動を制限するための排出装置接触表面を示すディスペンサ・ハウ
ジングの部分図である。
【図９】　ディスペンサ内で使用する希釈調節部材の断面図である。
【図１０】　ディスペンサの代替となる希釈調節部材の透視図である。
【図１１】　図１０に示す希釈調節部材のハウジングの透視図である。
【図１２】　希釈調節部材内で使用するための希釈調節デバイスの透視図である。
【図１３】　図１２に示す希釈調節デバイスの背面図である。
【図１４】　図１２に示す希釈調節デバイスの正面図である。
【図１５】　ディスペンサ内で使用する流れ制御デバイスの構成要素の断面図である。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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