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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】サイフォン排水システムにおいて、より早く洗
い場排水の水頭を高くすると共に、浴槽パンと床スラブ
などの基礎位置との間を広くすることの可能な浴室用排
水構造を提供する。
【解決手段】ホース３６は、浴槽排出口３０Ｂから下方
向へ向けて浴槽パン３８を貫通し、浴槽パン３８の裏側
（下側）に沿って排水升部３５へ向かって配設されてい
る。ホース３６は、排水升部３５の側壁を貫通し、排水
升部３５の裏側から表側へ一端部３６Ａが突出され、排
水トラップ４０へ接続されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サイフォン排水システムに用いられる浴室用排水構造であって、
　洗い場側に設置される洗い場パンと、
　前記洗い場パンよりも低い位置で浴槽の下に設置される浴槽パンと、
　前記浴槽パンの前記洗い場パン側、または、前記洗い場パンの前記浴槽パン側に凹状に
構成され、前記洗い場からの洗い場排水を流入させる排水升部と、
　前記排水升部の下側に配置され、前記浴槽からの浴槽排水と前記排水升部からの前記洗
い場排水とが合流すると共に、下流側へ排水を流出させる流出口の構成された排水器具と
、
　前記浴槽の排水口から前記浴槽パンの裏側へ貫通して配設され、浴槽排水を前記浴槽か
ら前記排水器具へ導く浴槽排水路を構成する浴槽排水路部材と、
　を備えた、浴室用排水構造。
【請求項２】
　前記浴槽排水路部材は、前記浴槽パンの裏側から前記排水升部の側壁を貫通して前記排
水升部の表側へ突出され、一端部が前記排水器具の上部へ接続されていること、を特徴と
する請求項１に記載の浴室用排水構造。
【請求項３】
　前記浴槽排水路部材は、一端部が前記排水器具の側部へ接続されていること、を特徴と
する請求項１に記載の浴室用排水構造。
【請求項４】
　前記排水升部から前記排水器具への流入口に設けられ、前記排水器具から前記排水升部
への排水の逆流を阻止する逆止手段、をさらに備えた請求項１乃至請求項３のいずれか１
項に記載の浴室用排水構造。
【請求項５】
　前記逆止手段が、逆止弁を含んで構成されていること、を特徴とする請求項１乃至請求
項４のいずれか１項に記載の浴室用排水構造。
【請求項６】
　前記逆止手段が、前記排水器具に流入した排水に対して浮力を有し排水器具内の水位に
応じて移動して前記流入口を閉鎖するフローティング部材、を含んで構成されていること
、を特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の浴室用排水構造。
【請求項７】
　前記排水器具は、排水トラップを含んで構成されていること、を特徴とする請求項１乃
至請求項６のいずれか１項に記載の浴室用排水構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サイフォン排水システムに用いられる浴室の排水部分を構成する浴室用排水
構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　排水システムとして、サイフォン力を利用して排水を促進させるサイフォン排水システ
ムが知られている（特許文献１参照）。このサイフォン排水システムでは、床スラブ１に
沿って無勾配で配管される横引き管２と、鉛直方向に配管される竪管３とでサイフォン排
水管が構成され、横引き管２の上流端が水回り器具４と接続され、竪管３の下流端が排水
立て管５と合流されている。サイフォン排水管は、排水立て管５との合流部６までは、他
の管と合流されることなく配管されている（図１０参照）。
【０００３】
　このようなサイフォン排水システムにおいては、竪管３の頂部から合流部までのサイフ
ォン水頭Ｈｓのエネルギーにより、サイフォン排水管内の排水に下流方向へ向かうサイフ
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ォン力が作用される。また、横引き管２から水回器具４側の水頭Ｈｐが高いほど、サイフ
ォン力による排水の始動を早めることができる。
【０００４】
　一方、浴室排水においては、図９に示すように、浴槽３０からの排水と、洗い場３２か
らの排水（以下、浴槽からの排水を「浴槽排水」といい、洗い場からの排水を「洗い場排
水」という）を１カ所で合流させ、合流部分から下流側へ排水する構造がある。また、浴
室の防水パン３９は、洗い場側の部分と浴槽側の部分（以下洗い場側を「洗い場パン３３
」といい、浴槽側を「浴槽パン３８」という）とで構成されている。
【０００５】
　このような浴室構造において、浴槽からの排水を管Ｋなどで直接合流部へ誘導して流し
込む場合がある。この場合、浴槽３０の下面と浴槽パン３８との間に管Ｋを配設するため
、浴槽３０と浴槽パン３８との間にクリアランスが必要である。このクリアランスを確保
するために、浴槽パン３８は、洗い場パン３３よりもクリアランスを含めて低い位置に配
置されていることが一般的である。
【０００６】
　しかしながら、浴槽パン３８を低い位置に配置すると、床スラブなどの基礎位置１４と
浴槽パン３８との間が狭くなり、配管や他の設置物との干渉が問題となることがある。ま
た、リフォームなどで、既設建物の床に防水パンを設置する場合、既存の床と浴槽パンの
全体が干渉しあうことになる。
また、前述のクリアランス分の高さについては、浴槽パン３８の全体に洗い場排水が溜め
られなければ、水頭Ｈｐとして利用できないため、洗い場排水のサイフォンの始動を早め
ることが難しかった。
【特許文献１】特開平６－４２０１９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記事実に鑑みてなされたものであり、サイフォン排水システムにおいて、
より早く洗い場排水の水頭を高くすると共に、浴槽パンと床スラブなどの基礎位置との間
を広くすることの可能な浴室用排水構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の請求項１に記載の浴室用排水構造は、サイフォン排水システムに用いられる浴
室用排水構造であって、洗い場側に設置される洗い場パンと、前記洗い場パンよりも低い
位置で浴槽の下に設置される浴槽パンと、前記浴槽パンの前記洗い場パン側、または、前
記洗い場パンの前記浴槽パン側に凹状に構成され、前記洗い場からの洗い場排水を流入さ
せる排水升部と、前記排水升部の下側に配置され、前記浴槽からの浴槽排水と前記排水升
部からの前記洗い場排水とが合流すると共に、下流側へ排水を流出させる流出口の構成さ
れた排水器具と、前記浴槽の排水口から前記浴槽パンの裏側へ貫通して配設され、浴槽排
水を前記浴槽から前記排水器具へ導く浴槽排水路を構成する浴槽排水路部材と、を備えて
いる。
【０００９】
　上記構成の浴室用排水構造では、洗い場パンよりも浴槽パンが低い位置に設置され、浴
槽パンの洗い場パン側、または、前記洗い場パンの前記浴槽パン側に凹状の排水升部が構
成されている。ここで、洗い場パンとは、浴室に用いられる防水パンであって、洗い場側
を構成する部分をいう。また、浴槽パンとは、浴室に用いられる防水パンであって、浴槽
側を構成する部分をいう。洗い場パンと浴槽パンとは、一体的に構成されていても、別体
で構成されていてもよい。
【００１０】
　洗い場側からの洗い場排水は、排水升部に流入し、排水升部から排水器具へ流入する。
一方、浴槽からの浴槽排水は、浴槽の排水口から浴槽排水路を経て排水器具へ流入する。



(4) JP 2008-248614 A 2008.10.16

10

20

30

40

50

浴槽排水路を構成する浴槽排水路部材は、浴槽パンの表側から裏側へ貫通して配設されて
いる。したがって、浴槽の下面と浴槽パンとの間に、浴槽排水路部材を配設するためのク
リアランスを設ける必要がなく、浴槽パンの位置を高くすることができるので、床スラブ
などの基礎位置と浴槽パンとの間隔を広くすることができる。
【００１１】
　また、浴槽パンの位置を高くすることができるので、浴槽パンに構成する排水升部の深
さも深くなる。これにより、排水升部において構成される洗い場排水の水頭を、少ない排
水量で高くすることができ、サイフォンの始動を早くすることができる。
【００１２】
　また、洗い場側からの洗い場排水を、排水升部に流入させるので、清掃しにくい浴槽パ
ン上に洗い場排水が溢れてしまうことを低減することができる。
【００１３】
　本発明の請求項２に記載の浴室用排水構造は、前記浴槽排水路部材は、前記浴槽パンの
裏側から前記排水升部の側壁を貫通して前記排水升部の表側へ突出され、一端部が前記排
水器具の上部へ接続されていること、を特徴とする。
【００１４】
　上記のような構成で、浴槽パンの裏側に配設された浴槽排水路部材を排水器具へ接続す
ることができる。
【００１５】
　本発明の請求項３に記載の浴室用排水構造は、前記浴槽排水路部材の一端部が前記排水
器具の側部へ接続されていること、を特徴とする。
【００１６】
　このように、浴槽パンの裏側に配設された浴槽排水路部材の一端部を直接排水器具に接
続することもできる。
【００１７】
　本発明の請求項４に記載の浴室用排水構造は、前記排水升部から前記排水器具への流入
口に設けられ、前記排水器具から前記排水升部への排水の逆流を阻止する逆止手段、をさ
らに備えたものである。
【００１８】
　この構成によれば、排水升部から排水器具への流入口に逆止手段が設けられているので
、浴槽から溜め流しが行われている時に、この流入口から排水が溢れることを防止するこ
とができる。また、この流入口が逆止手段で閉鎖されていても、洗い場からの排水は排水
升部に貯留され、さらに大量の排水であれば浴槽パン上に貯留されるので、洗い場に排水
が溢れることも防止することができる。
【００１９】
　本発明の請求項５に記載の浴室用排水構造は、前記逆止手段が、逆止弁を含んで構成さ
れていること、を特徴とする。
【００２０】
　このように、逆止弁により容易に、排水器具から排水升部への排水の逆流を阻止するこ
とができる。
【００２１】
　本発明の請求項６に記載の浴室用排水構造は、前記逆止手段が、前記排水器具に流入し
た排水に対して浮力を有し排水器具の水位に応じて移動して前記流入口を閉鎖するフロー
ティング部材、を含んで構成されていること、を特徴とする。
【００２２】
　このように、水に対して浮力を有するフォローティング部材を用いることによっても、
満水時に排水が排水器具から排水升部へ逆流することを阻止することができる。
【００２３】
　本発明の請求項７に記載の浴室用排水構造は、前記排水器具は、排水トラップを含んで
構成されていること、を特徴とする。
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【００２４】
　このように、排水器具に排水トラップを形成することにより、浴槽側と洗い場側の排水
トラップを共用にすることができる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明は、上記構成としたので、サイフォン排水システムにおいて、洗い場排水の水頭
を高くすると共に、浴槽パンと床スラブなどの基礎位置との間を広くすることができる。
　　　
【００２６】
　また、洗い場側からの洗い場排水を、排水升部に流入させるので、清掃しにくい浴槽パ
ン上に洗い場排水が溢れてしまうことを低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　次に、本発明の浴室用排水構造の実施形態について、詳細に説明する。
【００２８】
　本発明の浴室用排水構造は、サイフォン排水システムに用いられるものである。サイフ
ォン排水システムは、サイフォン力を利用して水回り器具からの排水を効率よく排出する
排水システムである。図１には、本実施形態に係る浴室用排水構造１０が用いられるサイ
フォン排水システムの全体構成が概略図にて示されている。
【００２９】
　サイフォン排水システムは、主に、複数階で構成された集合住宅などに用いられ、排水
を下方へ流す排水立て管１２を備えている。この排水立て管１２は、集合住宅の上下方向
（縦方向）に延設され、集合住宅の各階の床スラブ１４を貫いている。
【００３０】
　集合住宅の各階の各戸には、浴室１６が設けられており、この浴室１６から排水を行う
ために浴室用排水構造１０が構成されている。浴室用排水構造１０には、サイフォン排水
管２２が接続されている。サイフォン排水管２２は、床スラブ１４に沿って配設される横
引き管２４と、この横引き管２４と連通する竪管２６とを備えて構成されている。横引き
管２４は、床スラブ１４上で水平方向に無勾配で配設されている。横引き管２４と連通す
る竪管２６は、排水立て管１２に沿って、上下方向（鉛直方向）に配設されている。この
竪管２６は、合流部継手２８を介して排水立て管１２と連結されている。合流部継手２８
は、竪管２６からの排水を排水立て管１２へ合流させる。
【００３１】
　横引き管２４及び竪管２６は、１本の排水管で構成され、合流部継手２８までは他の排
水管と途中で合流することなく、排水立て管１２へ排水を導くようになっている。また、
横引き管２４及び竪管２６は、排水が満流で流れるように管の内径が設定されている。横
引き管２４内の排水には、サイフォン水頭Ｈｓのエネルギーにより、排水方向へ向かうサ
イフォン力が作用される。
【００３２】
　次に、浴室用排水構造１０について説明する。
【００３３】
　浴室用排水構造１０は、浴室１６（図１参照）から排水を行うために構成されている。
図２に示すように、浴室１６は、浴槽３０及び洗い場３２を備えている。
【００３４】
　浴槽３０の下側には、浴槽排出口３０Ｂが構成され、浴槽排出口３０Ｂには、浴槽排出
口３０Ｂから排出される排水（以下「浴槽排水３４」という）を後述する排水トラップ４
０へ導くホース３６が接続されている。
【００３５】
　浴室１６の床部分は、防水パン３９で構成されている。この防水パン３９の浴槽側を浴
槽パン３８、洗い場側を洗い場パン３３とする。浴槽パン３８は、洗い場パン３３よりも
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低い位置に配置され、洗い場パン３３は浴槽パン３８側へ僅かに傾斜している。また、浴
槽パン３８の洗い場パン３３側には、凹状の排水升部３５が構成されている。シャワー水
などの洗い場３２からの排水（以下「洗い場排水３７」という）は、排水升部３５へ流入
する。
【００３６】
　なお、本実施形態では、排水升部３５を浴槽パン３８の洗い場パン３３側に構成してい
るが、排水升部３５は洗い場パン３３の浴槽パン３８側に構成してもよい。この場合には
、洗い場パン３３の浴槽パン３８側の一部を浴槽パン３８よりも低く落とし込んで構成す
ることができる。
【００３７】
　ホース３６は、浴槽排出口３０Ｂから下方向へ向けて浴槽パン３８を貫通し、浴槽パン
３８の裏側（下側）に沿って排水升部３５へ向かって配設されている。ホース３６は、排
水升部３５の側壁を貫通し、排水升部３５の裏側から表側へ一端部３６Ａが突出され、排
水トラップ４０へ接続されている。
【００３８】
　排水升部３５の下側には、排水トラップ４０が配置されている。排水トラップ４０は、
目皿４２、仕切部材４４、貯留部４６、流出部４８、及び逆止弁５０を備えている。
【００３９】
　目皿４２には、浴槽排水流入口４２Ａ、洗い場排水流入口４２Ｂが構成されている。浴
槽排水流入口４２Ａには、前述のホース３６が連結され、浴槽３０から排水トラップ４０
へ浴槽排水３４が流入する構成とされている。洗い場排水流入口４２Ｂは排水升部３５と
排水トラップ４０とを連通させており、排水升部３５からら排水トラップ４０へ洗い場排
水３７を流入させる。
【００４０】
　貯留部４６は、有底円筒状とされており、開口された円筒上部に目皿４２が配置され、
浴槽排水流入口４２Ａ及び洗い場排水流入口４２Ｂから排水が流入される。貯留部４６の
側壁には、下流側へ排水を流出させるための流出部４８が構成されている。この流出部４
８にサイフォン排水管２２が接続される。
【００４１】
　目皿４２の下側、及び貯留部４６の底面には、仕切部材４４が設けられている。目皿４
２側の仕切部材４４Ａは円筒状とされ、目皿４２の浴槽排水流入口４２Ａ及び洗い場排水
流入口４２Ｂが円筒の内側に配置されている。貯留部４６側の仕切部材４４Ｂは円筒状と
され、仕切部材４４Ａの外側に所定距離離間して配置されている。仕切部材４４Ａの円筒
の下側先端辺は、流出部４８の下側よりも更に下側に配置され、仕切部材４４Ｂの円筒の
上側先端辺は、流出部４８の上側よりも更に上側に配置され、仕切部材４４Ａと４４Ｂと
は、上下方向にオーバーラップされている。仕切部材４４Ｂよりも下側に封水Ｆが貯留さ
れ、封水Ｆによって、下流側の配管からの臭気が遮断されている。
【００４２】
　逆止弁５０は、浴槽排水流入口４２Ａを閉鎖する浴槽閉鎖板５０Ａ、及び、洗い場排水
流入口４２Ｂを閉鎖する洗い場閉鎖板５０Ｂを備えている。浴槽閉鎖板５０Ａと洗い場閉
鎖板５０Ｂとは、所定の角度をもって連結部５０Ｃで連結されており、連結部５０Ｃは浴
槽排水流入口４２Ａと洗い場排水流入口４２Ｂとの間に配置されている。逆止弁５０は、
連結部５０Ｃを中心に回動可能とされ、浴槽閉鎖板５０Ａが浴槽排水流入口４２Ａを閉鎖
している時には洗い場閉鎖板５０Ｂは開放され、洗い場閉鎖板５０Ｂが洗い場排水流入口
４２Ｂを閉鎖している時には浴槽閉鎖板５０Ａは開放される。
【００４３】
　本実施形態では、洗い場排水３７の水頭Ｈｐは、図２に示すように、排水升部３５内に
構成される。図９に示すように、ホースＫを浴槽パン３８の上側に配設した場合には、排
水トラップ４０上に構成される凹部内で構成可能な水頭Ｈｐは、僅かである。したがって
、本実施形態のように、排水升部３５を構成することにより、少ない排水量で水頭Ｈｐを
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高くすることができ、サイフォンの始動を早めることができる。
【００４４】
　また、本実施形態のようにホース３６を浴槽パン３８の下側に配設することにより（図
２参照）、ホースＫを浴槽パン３８の上側に配設した場合（図９参照）と比較して、床ス
ラブ１４と浴槽パン３８との間の間隔Ｓを長くすることができる。
【００４５】
　次に、本実施形態の浴室用排水構造１０での排水について説明する。
【００４６】
　浴槽３０からの浴槽排水３４は、図３（Ａ）に示すように、浴槽排出口３０Ｂからホー
ス３６を経て排水トラップ４０の貯留部４６へ流出する。浴槽排水３４は、通常溜め流し
となるため、排水トラップ４０の貯留部４６は満水となり、流出部４８からサイフォン排
水管２２が満流状態となって、サイフォン力を発生させて排水が行われる。このとき、図
３（Ｂ）に示すように、逆止弁５０の洗い場閉鎖板５０Ｂは、貯留部４６内の水圧により
洗い場排水流入口４２Ｂの外側へ向かって押されて、洗い場排水流入口４２Ｂを閉鎖する
。したがって、浴槽排水３４が洗い場３２に溢れることを防止することができる。
【００４７】
　また、浴槽排水３４は、途中で大気開放されず、ホース３６を経て直接排水トラップ４
０に送られる。したがって、浴槽３０内における水位をサイフォン排水の水頭として利用
することができ、サイフォン排水の始動を早めることができる。
【００４８】
　サイフォン力により浴槽排水３４が排水されて浴槽３０の水位が下がると、浴槽３０に
溜められた水の押し込み圧よりもサイフォンによる負圧が強くなり、図３（Ｃ）に示すよ
うに、洗い場閉鎖板５０Ｂにより閉鎖されている洗い場排水流入口４２Ｂから気泡Ｂが入
り込み始める。これにより、気泡Ｂの混入した排水がサイフォン排水管２２を流れるよう
になり、サイフォン力が弱くなり、排水の完了時に封水Ｆが下流側へ流出されることを防
止することができる。
【００４９】
　一方、洗い場３２からの洗い場排水３７は、図４（Ａ）に示すように、排水升部３５へ
流入し、浴槽３０からの排水が行われていない場合には、水圧で逆止弁５０の洗い場閉鎖
板５０Ｂを押し開いて、洗い場排水流入口４２Ｂから排水トラップ４０の貯留部４６へ流
入する。そして、仕切部材４４Ａ、４４Ｂの間を経て流出部４８からサイフォン排水管２
２へと流出する。
【００５０】
　洗い場排水３７の量が多くなると、図４（Ｂ）に示すように、排水トラップ４０内が満
水となり、排水升部３５にも洗い場排水３７が溜まる。これにより、洗い場排水３７の水
面が高くなる。この水位をサイフォン力の起動を早めるための水頭Ｈｐとして利用するこ
とができる。
【００５１】
　また、浴槽３０からの排水が行われている時には、図４（Ｃ）に示すように、洗い場排
水流入口４２Ｂが閉鎖されているため、洗い場排水３７は、排水升部３５及び浴槽パン３
８上に溜められる。したがって、洗い場排水３７が洗い場に溢れることを防止することが
できる。
【００５２】
　以上説明したように、本実施形態の浴室用排水構造１０によれば、洗い場排水３７の水
頭Ｈｐを少ない排水量で高くすることができる。
【００５３】
　また、浴槽パン３８と床スラブ１４との間隔Ｓを広くできるので、この間隔Ｓに設置さ
れる物との干渉を避けることができる。
【００５４】
　例えば、既存の建物で浴室下にモルタルが施工されている部分にユニットバスを設置す
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る場合、間隔Ｓが狭いと、図８（Ａ）に示すように、モルタル部Ｍと浴槽パン３８とが干
渉し合い、図８（Ｂ）に示すように、浴槽パン３８に対応する部分の全て、及び、排水ト
ラップ４０に対応する部分のモルタル部Ｍを削り取る作業が必要であった。
【００５５】
　本実施形態の構成であれば、既存の建物にユニットバスを設置する場合、間隔Ｓが広い
ので、図５（Ａ）に示すように、モルタル部Ｍと浴槽パン３８とは干渉し合うことがない
。したがって、図５（Ｂ）に示すように、ホース３６に対応する部分、及び、排水トラッ
プ４０に対応する部分のモルタル部Ｍを削り取ればよく、作業量を少なくすることができ
る。
【００５６】
　なお、本実施形態では、ホース３６が排水升部３５の側壁を貫通し、ホース３６の一端
部３６Ａが排水トラップ４０の上部から接続されている例について説明したが、ホース３
６は、排水升部３５へ突出させる必要はなく、図６に示すように、排水トラップ４０の側
面に接続させてもよい。この場合には、浴槽排水流入口４２Ａ、及び、逆止弁５０の浴槽
閉鎖板５０Ａは不要となる。
【００５７】
　また、本実施形態では、逆止弁５０を用いて排水トラップ４０から排水升部３５への排
水の逆流を防止したが、逆止手段としては、他の構成のものを用いることもできる。例え
ば、図７に示すように、フローティング部材を用いた逆止構造５３を用いることもできる
。逆止構造５３は、水に対して浮力を有するフローティング部材５４によって、洗い場排
水流入口４２Ｂを閉鎖するものである。フローティング部材５４にはホース３６が貫通さ
れ、フローティング部材５４は排水トラップ４０の目皿４２の下側に配置されている。ホ
ース３６の周りには、フローティング部材５４の移動を上下方向にガイドすると共に、下
側への移動を所定位置で規制するガイド部材５５が設けられている。
【００５８】
　排水が行われていない時には、図７（Ａ）に示すように、フローティング部材５４はガ
イド部材５５のフランジ部５５Ａ上に配置されており、洗い場排水流入口４２Ｂは開放さ
れている。浴槽排水の溜め流しなどにより貯留部４６の水位が上昇すると、フローティン
グ部材５４も上昇する。そして、貯留部４６が満水になると、図７（Ｂ）に示すように、
フローティング部材５４が上昇して、洗い場排水流入口４２Ｂがフローティング部材５４
によって閉鎖される。
【００５９】
　また、本実施形態では、洗い場排水流入口４２Ｂからの排水の逆流を防止したが、浴槽
排水３４、浴槽パン３８の容量などを考慮して、洗い場パン３３側に排水が溢れることが
なければ、逆止手段は必ずしも必要ではない。
【００６０】
　また、本実施形態では、浴槽排水３４と洗い場排水３７とが合流される部分が排水トラ
ップ４０で構成されている例について説明したが、必ずしも排水トラップで構成されてい
る必要はない。特に、排水トラップで構成されていることにより、洗い場側と浴槽側の排
水トラップを共用とすることができる。
【００６１】
　また、排水トラップについて、本実施形態では水封式のものを用いた例について説明し
たが、必ずしも水封式である必要はなく、他のタイプの排水トラップ、例えば、サイフォ
ン排水に適したメンブレンタイプの排水トラップを用いてもよい。
【００６２】
　また、本実施形態では、排水トラップを４０の流出部４８にサイフォン排水管２２を直
接が接続した例について説明したが、必ずしも流出部４８に直接サイフォン排水管２２を
接続する必要はない。流出部４８には、サイズ５０Ａなど大径の在来排水管を接続し、そ
の下流側にサイズ２０Ａ、２５Ａなどのサイフォン排水管を接続してもよい。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本実施形態の浴室用排水構造が適用されるサイフォン排水システムの説明図であ
る。
【図２】本実施形態の浴室用排水構造の概略構成図である。
【図３】本実施形態の浴室用排水構造における浴槽側排水時の排水過程（Ａ）～（Ｃ）を
示す図である。
【図４】本実施形態の浴室用排水構造における洗い場側排水時の排水過程（Ａ）～（Ｃ）
を示す図である。
【図５】本実施形態の浴室用排水構造を既存の建物の浴槽下モルタル部分に適用した例を
示す図である。
【図６】本実施形態の浴室用排水構造におけるホース接続の変形例を示す図である。
【図７】本実施形態の浴室用排水構造における逆止構造の変形例を示す図である。
【図８】浴槽からの排水ホースを浴槽パン上に配設する浴室用排水構造を既存の建物の浴
槽下モルタル部分に適用した例を示す図である。
【図９】浴槽からの排水ホースを浴槽パン上に配設する浴室用排水構造を示す図である。
【図１０】サイフォン排水システムを示す説明図である。
【符号の説明】
【００６４】
１０   浴室用排水構造
１４   床スラブ
２２   サイフォン排水管
２４   横引き管
２６   竪管
２８   合流部継手
３０   浴槽
３２   洗い場
３３   洗い場パン
３４   浴槽排水
３５   排水升部
３６   ホース
３７   洗い場排水
３８   浴槽パン
３９   防水パン
４０   排水トラップ
４６   貯留部
４８   流出部
５０   逆止弁
５３   逆止構造
５４   フローティング部材
５５   ガイド部材
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