
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
水流路及び湯流路を備え、前記水流路に浄水カートリッジを装着するとともに該水流路か
ら浄水カートリッジへの分岐通路を開閉する浄水用ハンドルを具備した本体を構成し、前
記水流路及び湯流路からの冷水と温水の混合及び流量をレバーの操作によって調節する弁
機能部と、この弁機能部で調節された冷水、温水、これらの混合水、ならびに浄水カート
リッジで浄化した浄水を吐出させる吐水管を有する基部を上記本体に着脱自在に装着して
構成した浄水器付混合水栓。
【請求項２】
本体の上部に基部を旋回自在に装着し、この基部の上部に弁機能部を配置して、弁機能部
が上部に位置し浄水カートリッジが下方部に位置するようにした請求項１記載の浄水器付
混合水栓。
【請求項３】
本体は外周の適所に浄水用ハンドルを、該浄水用ハンドルの反対側に浄水カートリッジを
配置するとともに、該浄水カートリッジを着脱自在に装着して構成した請求項１または請
求項２記載の浄水器付混合水栓。
【請求項４】
本体はその下部に流し台等のカウンターへの取付部を設けるとともに、浄水カートリッジ
はこの取付部との間に手をいれるだけの寸法をおいて本体外周適所に着脱自在に取り付け
、かつこの浄水カートリッジの反対側に浄水用ハンドルを取り付けた請求項１または請求
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項２記載の浄水器付混合水栓。
【請求項５】
本体に水流路と連通する冷水供給用路を有する中間部材を取り付け、上記中間部材に浄水
カートリッジを着脱自在に装着すると共に、該中間部材の冷水供給用路に弁座孔と浄水を
放出するための送出部を形成し、かつ上記弁座孔に常閉方向に付勢された弁軸を持つ止水
弁を設けると共に、送出部には逆止弁を設けて、前記浄水カートリッジを中間部材から離
脱させると弁座孔及び逆止弁が閉塞されて冷水及び本体内の浄水が外部へ排出されない構
成とした請求項１または請求項２記載の浄水器付混合水栓。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は流し台等に取り付ける混合水栓に浄水カートリッジを一体的に組み込んだ浄水器
付混合水栓に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種の浄水器付混合水栓として特開平４－２１０２８７号公報に記載されている
ようなものが提案されている。すなわち、図５を用いてこの浄水器付混合水栓を説明する
と、水栓本体１０１の下部に吐水管１０２を設けるとともにその上部に浄水カートリッジ
収納部１０３を設け、かつこの浄水カートリッジ収納部１０３と対向する部分に水と湯の
流量及び混合を調節するとともに浄水カートリッジ収納部１０３への通路を開閉する弁機
能部１０４及びその弁機能部１０４を操作するレバー１０５を組み込み、さらにその上部
に浄水専用吐水管１０６を設けて構成してある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら上記従来の浄水器付混合水栓は、弁機能部１０４に浄水カートリッジ収納部
１０３への通路を開閉する弁機構とともに、使用頻度が高く故障しやすい水と湯の流量及
び混合を調節する弁機構までもが一体に構成してあり、しかもこの弁機能部１０４は浄水
カートリッジ収納部１０３とともに水栓本体１０１に一体化してあり、弁機能部１０４が
故障すると高価な水栓本体１０１自体を交換しなければならず経済性が悪いという課題が
あった。
【０００４】
また、弁機能部１０４には既述した如く浄水カートリッジ収納部１０３への通路を開閉す
る弁機構とともに、使用頻度が高く故障しやすい水と湯の流量及び混合を調節する弁機構
までもが一体に構成してあって、しかもこれが水栓本体１０１に一体化してあり、更にこ
れに吐水管１０２が一体化してあるため、普通の混合水栓等の部品を兼用することができ
ず、混合水栓の各部が専用部品となって割高なものになるという課題もあった。
【０００５】
更に吐水管が二つあってコスト高になるとともに、弁機能部１０４に浄水カートリッジ収
納部１０３への通路を開閉する弁機構ならびに水と湯の流量及び混合を調節する弁機構が
一体に構成してあるため操作レバー１０５の操作が複雑になり、しかもこの操作レバー１
０５が横方向に位置するため、頻繁に行う水と湯の混合及流量調節の操作がしずらいとい
う課題もあった。
【０００６】
更にまた浄水カートリッジ収納部１０３は水栓本体１０１の吐水管引出し部よりも上方に
取り付けてあるため、比較的高い所に位置して目立つようになり、混合水栓全体のバラン
スが悪くなって見栄えのよくないものになるとともに、流し台での食器洗い等の作業の邪
魔になったり、流し台の水槽後方の小物収納場所の邪魔になったりする等の課題もあった
。
【０００７】
本発明はこのような課題を解決したもので、経済性とコストパフォーマンス及び操作性の
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向上を第１の目的とし、更に外観や作業性及び操作性を向上させることを第２の目的とし
、更に浄水カートリッジの交換を容易にすることを第３の目的とし、前記浄水カートリッ
ジ交換時に水の流出を防止することを第４の目的としたものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明は上記第１の目的を達成するため、水流路及び湯流路を備え、前記水流路に浄水カ
ートリッジを装着するとともに該水流路から浄水カートリッジへの分岐通路を開閉する浄
水用ハンドルを具備した本体を構成し、前記水流路及び湯流路からの冷水と温水の混合及
び流量をレバーの操作によって調節する弁機能部と、この弁機能部で調節された冷水、温
水、これらの混合水、ならびに浄水カートリッジで浄化した浄水を吐出させる吐水管を有
する基部を上記本体に着脱自在に装着した構成としてある。
【０００９】
また第２の目的を達成するため、上記本体の上部に基部を旋回自在に装着し、この基部の
上部に弁機能部を配置して、弁機能部が上部に位置し浄水カートリッジが下方部に位置す
る構成としてある。
【００１０】
また第３の目的を達成するため上記本体は外周の適所に浄水用ハンドルを、該浄水用ハン
ドルの反対側に浄水カートリッジを配置するとともに、該浄水カートリッジを着脱自在と
した構成、あるいは上記本体はその下部に流し台等のカウンターへの取付部を設けるとと
もに、浄水カートリッジはこの取付部との間に手をいれるだけの寸法をおいて本体外周適
所に着脱自在に取り付け、かつこの浄水カートリッジの反対側に浄水用ハンドルを取り付
けた構成としてある。
【００１１】
また第４の目的を達成するため上記本体に水流路と連通する冷水供給用路を有する中間部
材を取り付け、上記中間部材に浄水カートリッジを着脱自在に装着すると共に、該中間部
材の冷水供給用路に弁座孔と浄水を放出するための送出部を形成し、かつ上記弁座孔に常
閉方向に付勢された弁軸を持つ止水弁を設けると共に、送出部には逆止弁を設けて、前記
浄水カートリッジを中間部材から離脱させると弁座孔及び逆止弁が閉塞されて冷水及び本
体内の浄水が外部へ排出されない構成としてある。
【００１２】
【作用】
本発明は上記第１の構成によって、浄水カートリッジへの分岐通路を開閉する弁機構とな
る浄水用ハンドルと、水と湯の流量及び混合を調節する弁機構となる弁機能部とが別々に
なり、水と湯の流量及び混合を調節する弁機能部が故障するとこの弁機能部だけを交換す
ることが可能となり、しかもこの使用頻度が高く故障しやすい水と湯の流量及び混合を調
節する弁機能部及び吐水管を有する基部は本体とは別体構成としているので、これらの弁
機能部及び基部は普通の混合水栓等の部品と共用することができ、大幅なコストダウンが
可能となる。更に吐水管一つ分のコストダウンが図れ、しかも浄水カートリッジへの分岐
通路開閉操作とは別に水と湯の流量及び混合を調節する弁機能部の操作ができるのでその
操作性も格段に向上する。
【００１３】
また第２の構成によって弁機能部の操作が最上部でできるようになるから操作性がより一
層向上するとともに、浄水カートリッジは比較的低い所に位置することになるから、浄水
カートリッジが目立たなくなるとともに混合水栓全体のバランスも良好なものとなり、し
かも浄水カートリッジが流し台での食器洗い等の作業の邪魔になったり、流し台の水槽後
方の小物収納場所の邪魔になったりすることもなくなる。
【００１４】
更に第３の構成によって浄水カートリッジが比較的低い所にあってもその交換に浄水用ハ
ンドルが邪魔になったり、流し台のカウンターが邪魔になったりすることがなく、浄水カ
ートリッジの交換も容易に行えるようになる。
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【００１５】
また第４の構成によって浄水カートリッジを交換すべく該浄水カートリッジを中間部材か
ら離脱させると弁座孔及び逆止弁が閉塞されるので冷水及び本体内の浄水が外部へ流出す
るようなこともなくなる。
【００１６】
【実施例】
以下、本発明の実施例を図に基づいて詳細に説明する。
【００１７】
本発明の実施例は図１に示すように、混合水栓Ａの本体１は縦長の円筒状で下部周面に形
成した取付部２を流し台のカウンターＢに穿設した取付孔Ｃに挿通し、このカウンターＢ
の下方から取付部２外周の螺合部にナット３を螺合して取付けられており、前記取付部２
の内部には上流側で給水源及び給湯源に夫々連通し、下流側で前記本体１の垂直状の隔壁
４により左右に区画して形成した水流路７及び湯流路８に夫々連通する給水管５及び給湯
管６が平行に装着してある。９は前記本体１の水流路７及び湯流路８の上部外周面に回動
自在に嵌合した円筒状の基部で、該基部９より吐水管１０を上方へ傾斜して延設してある
。
【００１８】
１１は上記基部９を介して本体１上部に螺合装着した弁機能部で、図２に示すように内部
は前記水流路７及び湯流路８に連通する弁室１１ａとなっており、該弁室１１ａにはセラ
ミックスの成型による固定板１２及び同一素材による可動板１３を水密に重ね合わせて内
装し、該可動板１３は把手軸１４を介してレバー１５と連繋しており、該レバー１５の操
作により前記可動板１３と固定板１２との弁開閉の対応関係を変化させることによって湯
、水又は混合水を吐水管１０へ供給するようにしてある。
【００１９】
前記本体１の図１中右側で基部９の下方には水流路７を中途で開閉し、該水流路７内の冷
水を後述する浄水カートリッジ２３に供給した後に吐水管１０に送り込むための浄水用ハ
ンドル１６を取付けてある。
【００２０】
即ち下流側が浄水カートリッジ２３と連通する第１バイパス路１７を本体１の内部に形成
し、該第１バイパス路１７は前記隔壁４に開口した弁口１８により水流路７と連通してお
り、この弁口１８に装着される弁ユニット１９の内部には図３に示すように流出口２０ａ
を開口した円盤形の固定板２０及び浄水用ハンドル１６とスピンドル２１を介して連繋し
て固定板２０の流出口２０ａを開閉する回転板２２を水密に重なり合うように装着してあ
る。そして固定板２０の流出口２０ａを回転板２２により閉塞している時は水流路７から
第１バイパス路１７への流路を遮断し、図４に示すように浄水用ハンドル１６の回転操作
により回転板２２に開口した流入口２２ａと固定板２０の流入口２０ａが連通すると水流
路７の冷水を第１バイパス路１７を介して浄水カートリッジ２３へ供給するように連繋し
ている。
【００２１】
前記本体１の図１中左側で前記浄水用ハンドル１６と同一軸線上には中間部材３３を介し
て浄水カートリッジ２３が着脱自在に装着されている。該浄水カートリッジ２３は横長の
円筒状で外周面とカウンターＢの間には浄水カートリッジ２３を交換する際に容易に回転
させられるように手を通過させるのに充分な空間Ｓを設けて本体１に装着してある。即ち
浄水カートリッジ２３は本体１のカウンターＢへの取付部２との間に手を入れるだけの寸
法Ｓをおいて本体１に取付てある。この浄水カートリッジ２３は外側容器２４の内側に内
側容器２５を形成した二重構造となっており、外側容器２４と内側容器２５の間に形成さ
れる通水空間２６には濾過材として活性炭２７が充填され、内側容器２５の通水空間２６
ａには同じく濾過材として中空糸膜２８が充填され、通水空間２６の一端に開口した流入
口２９より冷水を流入させ、活性炭２７及び中空糸膜２８を通過する間に不純物を除去さ
れた浄水を流出口３０より流出させる。なお、活性炭２７、中空糸膜２８に代えて多孔質
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セラミックス、イオン交換樹脂その他公知の濾過材を用いてもよい。
【００２２】
前記中間部材３３は図３に示すようにビス３４により本体１に止着し、前記浄水カートリ
ッジ２３の流入口２９へ冷水を供給するための供給部３５及び前記流出口３０から流出さ
れた浄水を放出するための送出部３６が形成され、逆止弁３７を介在させた送出部３６に
浄水カートリッジ２３の環状突起３１を水密的に嵌合させ、外周面に形成した雄ねじ部３
８に浄水カートリッジ２３のナット３２を螺着している。
【００２３】
前記中間部材３３の供給部３５は、浄水カートリッジ２３を装着した場合は第１バイパス
路１７の冷水を弁座孔３９から浄水カートリッジ２３の通水空間２６へ供給し、浄水カー
トリッジ２３を中間部材３３から離脱した場合には弁座孔３９を閉塞して冷水を浄水カー
トリッジ２３側へ供給できないようにしている。即ち供給部３５にはスプリング４２の付
勢力により弁座孔３９を開閉する止水弁４０が設けられており、この止水弁４０は浄水カ
ートリッジ２３の装着時には弁軸４１が浄水カートリッジ２３の側面と当接するためスプ
リング４２に抗して押圧され弁座孔３９から離脱するので、第１バイパス路１７から浄水
カートリッジ２３への通水は可能であるが、浄水カートリッジ２３を中間部材３３から離
脱させると止水弁４０はスプリング４２により付勢されて弁座孔３９を閉塞し、冷水が第
１バイパス路１７から外部へ排出されないようにしている。
【００２４】
以上の構成においてまず混合水栓Ａの動作を説明すると、通常の混合水栓として使用する
場合は、図３に示すように本体１の右側の浄水用ハンドル１６を操作することによって回
転板２２が固定板２０の流出口２０ａを閉塞し、水流路７から第１バイパス路１７へ向か
う冷水の流路を遮断しておく。続いて図１及び図２に示すレバー１５を所定の方向へ操作
すると弁機能部１１の所定の動作によって水流路７、湯流路８から冷水と温水の適量を弁
室１１ａに導入し、固定板１２と可動板１３による定められた水と湯の混合割合によって
適温、適量の混合水を吐水管１０から供給する。
【００２５】
次においしい飲料水を得るため冷水中の臭気その他の不純物を除去した浄水を吐出させる
には、レバー１５の操作で弁機能部１１を止水状態にしておき、浄水用ハンドル１６を図
４に示すように吐水方向へ操作すれば回転板２２の流入口２２ａと固定板２０の流出口２
０ａが連通し、水流路７の冷水は第１バイパス路１７へ供給され、続いて中間部材３３の
供給部３５を介して通水空間２６の活性炭２７及び内側容器２５内の中空糸膜２８を通過
する間に冷水中の不純物を取り除き濾過されて浄水となり、送出部３６の逆止弁３７を押
し開きながら第２バイパス路１７ａへ達し続いて吐水管１０から吐出される。
【００２６】
ここでこの浄水器付混合水栓は、浄水カートリッジ２３への通路を開閉する弁機構となる
浄水用ハンドル１６と、水と湯の流量及び混合を調節する弁機構となる弁機能部１１とを
別々に構成してあるから、水と湯の流量及び混合を調節する弁機能部１１が故障するとこ
の弁機能部１１だけを交換することができ、しかも前記浄水カートリッジ２３への通路開
閉操作と、水と湯の流量及び混合を調節する弁機能部１１の操作が別々にできるのでその
操作性も向上する。更に上記弁機能部１１を操作するレバー１５は最上部に位置している
ので頻繁に操作するものであってもその操作は容易にできる。
【００２７】
また、上記水と湯の流量及び混合を調節する弁機能部１１及び吐水管１０を有する基部９
は、浄水カートリッジ２３を装着するとともに水流路７から浄水カートリッジ２３への通
路を開閉する浄水用ハンドル１６を具備した本体１とは別体構成とし、かつこれらを一体
にする事によって浄水器付混合水栓を構成しているので、これらの弁機能部１１及び基部
９は普通の混合水栓等の部品と共用することができ、大幅なコストダウンを図ることがで
きる。
【００２８】
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また浄水カートリッジ２３は弁機能部１１や基部９の下に位置する本体１に装着してある
から比較的低い所に位置することになり、浄水カートリッジ２３が流し台での食器洗い等
の作業や流し台の水槽後方の小物収納の邪魔になったりすることがなくなる。更に本体１
を流し台等のカウンターＢに取り付けた場合、このカウンターＢ（本体の取付部２）と浄
水カートリッジ２３との間には手を入れることができるので、浄水カートリッジ２３の交
換が容易にできるし、また浄水用ハンドル１６は浄水カートリッジ２３とは反対側に設け
てあるのでこれが邪魔になることもなくなる。
【００２９】
【発明の効果】
以上のように本発明によれば、浄水カートリッジへの分岐通路を開閉する浄水用ハンドル
と、水と湯の流量及び混合を調節する弁機能部とが別々になり、水と湯の流量及び混合を
調節する弁機能部が故障するとこの弁機能部だけを交換することができ、しかもこの使用
頻度が高く故障しやすい水と湯の流量及び混合を調節する弁機能部及び吐水管を有する基
部は本体とは別体構成としているので、これらの弁機能部及び基部は普通の混合水栓等の
部品と共用することができ、大幅なコストダウンが可能となる。更に吐水管は一つでよい
からその分のコストダウンが図れ、しかも浄水カートリッジへの通路開閉操作と、水と湯
の流量及び混合を調節する弁機能部の操作とがそれぞれ別々にできるので、その操作性も
格段に向上する。
【００３０】
また本体の上部に基部を旋回自在に装着し、この基部の上部に弁機能部を配置して、弁機
能部が上部に位置し浄水カートリッジが下方部に位置する構成としたものにあっては、弁
機能部の操作が最上部でできるから操作性がより一層向上するとともに、浄水カートリッ
ジは比較的低い所に位置することになるから、浄水カートリッジが目立たなくなるととも
に混合水栓全体のバランスも良好なものとなり、しかも浄水カートリッジが流し台での食
器洗い等の作業の邪魔になったり、流し台の水槽後方の小物収納場所の邪魔になったりす
ることもなくなって使い勝手も大幅に向上する。
【００３１】
更に本体外周の適所に浄水用ハンドルを、該浄水ハンドルの反対側に浄水カートリッジを
配置するとともに、該浄水カートリッジを着脱自在とした構成、あるいは上記本体の下部
に流し台等のカウンターへの取付部を設けるとともに、浄水カートリッジはこの取付部と
の間に手をいれるだけの寸法をおいて本体外周に着脱自在に取り付け、かつこの浄水カー
トリッジの反対側に浄水用ハンドルを取り付けた構成としたものにあっては、浄水カート
リッジが比較的低い所にあってもその交換に浄水用ハンドルが邪魔になったり、流し台の
カウンターが邪魔になったりすることがなく、浄水カートリッジの交換も容易に行えるよ
うになる。
【００３２】
また本体に水流路と連通する冷水供給用路を有する中間部材を取り付け、該中間部材に浄
水カートリッジを着脱自在に装着すると共に、同中間部材の冷水供給用路に弁座孔と浄水
を放出するための送出部を形成し、かつ上記弁座孔に常閉方向に付勢された弁軸を持つ止
水弁を設けると共に、送出部には逆止弁を設けたものにあっては、浄水カートリッジ交換
時に弁座孔及び逆止弁が自動的に閉塞されるので冷水及び本体内の浄水が外部へ流出する
のを防止することもできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の浄水器付混合水栓の部分断面図
【図２】図１におけるＸ－Ｘ線の一部を省略した断面図
【図３】図１におけるＹ－Ｙ線の拡大断面図
【図４】図３における通水状態の断面図
【図５】従来の浄水器付混合水栓の断面図
【符号の説明】
１　本体
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７　水流路
８　湯流路
９　基部
１０　吐水管
１１　弁機能部
１５　レバー
１６　浄水用ハンドル
１７　第１バイパス路
２３　浄水カートリッジ
２７　活性炭
２８　中空糸膜
Ａ　混合水栓
Ｂ　カウンター
Ｓ　空間（寸法）
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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