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(57)【要約】
【課題】ボウル面に汚物が付着したまま残存することを
防止することができる水洗大便器を提供する。
【解決手段】本発明による水洗大便器１は、汚物受け面
１０と、リム部１２と、棚部１４と、を備えたボウル部
４と、このボウル部の側部に形成され、ボウル部の棚上
に洗浄水を前方に向けて吐水して旋回流を形成する第１
吐水部２０と、汚物を排出する排水トラップ管路８と、
を有し、ボウル部の汚物受け面の後方側に溜水を四方か
ら取り囲む縦壁部１８が形成され、ボウル部の縦壁部よ
り前方に位置する汚物受け面の前方領域１０ａは前後方
向に沿って凸面状に湾曲して形成され、且つ、ボウル部
の縦壁部の側方に位置する汚物受け面の側方領域１０ｂ
，１０ｃは横方向に沿って凹面状に湾曲して形成されて
いる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洗浄水により便器を洗浄して汚物を排出する水洗大便器であって、
　汚物受け面と、上縁部に位置するリム部と、これらの汚物受け面とリム部の間に形成さ
れた棚部と、を備えたボウル部と、
　このボウル部の側部に形成され、ボウル部の棚上に洗浄水を前方に向けて吐水して旋回
流を形成する第１の吐水部と、
　上記ボウル部の下方部分にその入口が接続され汚物を排出する排水トラップ管路と、を
有し、
　上記ボウル部の汚物受け面の後方側に溜水を四方から取り囲む縦壁部が形成され、
　上記ボウル部の縦壁部より前方に位置する汚物受け面の前方領域は前後方向に沿って凸
面状に湾曲して形成され、且つ、上記ボウル部の縦壁部の側方に位置する汚物受け面の側
方領域は横方向に沿って凹面状に湾曲して形成されていることを特徴とする水洗大便器。
【請求項２】
　上記ボウル部の汚物受け面の前方領域に位置する上記棚部は、ほぼ左右対称で且つほぼ
同一の曲率半径で形成されている請求項１に記載の水洗大便器。
【請求項３】
　上記ボウル部の汚物受け面の前方領域は、そのほぼ全ての領域において前後方向に沿っ
て凸面状に湾曲して形成されている請求項１又は２に記載の水洗大便器。
【請求項４】
　上記ボウル部の縦壁部より後方に位置する汚物受け面の後方領域は、上下方向に沿って
凸面状に湾曲して形成されている請求項１乃至３の何れか１項に記載の水洗大便器。
【請求項５】
　上記吐水部は、さらに、第１の吐水部の逆側で且つ第１の吐水部よりも後方に位置する
棚部に形成された第２の吐水部を有する請求項１乃至４の何れか１項に記載の水洗大便器
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水洗大便器に係わり、特に、ボウル部を旋回流により洗浄する水洗大便器に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、ボウル部を旋回流により洗浄する水洗大便器が知られている。この従来の水
洗大便器として特許文献１に示されたものを例として、図９を参照して説明する。
　図９に示すように、従来の水洗大便器５０は、リム吐水口５２から鉢面（ボウル面）５
４に形成された洗浄段（棚部）５６に洗浄水を吐水して、鉢面５４を旋回流により洗浄す
るようになっている。
　この従来の水洗大便器５０において、鉢面５４の前方領域５４ａは、前後方向に沿って
凹面状に形成され、鉢面５４を旋回する洗浄水がトラップ入口５８に向かう流れとなるよ
うに、さらに、側方領域５４ｂ，５４ｃは、横方向に沿って凸面状に形成され、汚物が外
側に広がらないようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１５７７３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来の水洗大便器においては、溜水からトラップ排水路へ汚物
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を排出する排出性能は向上するが、リム吐水口５２から吐水された洗浄水により鉢面５４
を十分に洗浄することができず、鉢面５４の一部の領域に汚物が付着したまま残存すると
いう問題が生じる。具体的には、鉢面５４の前方領域５４ａが、前後方向に沿って凹面状
に形成されているので、リム吐水口５２から吐水された洗浄水が、鉢面５４の前端を通過
する際に失速してトラップ入口５８に向けて落下し、側方領域５４ｃまで到達しない流れ
Ｎ１となり、また、残りの洗浄水が旋回する流れＮ２となり、洗浄水が２分され、その結
果、側方領域５４ｃに流れる洗浄水量が少なくなり、汚物残存領域Ｓが生じるのである。
　このような問題は、鉢面が大きな水洗大便器、及び、節水化を行った場合、より顕著に
なる。
【０００５】
　そこで、本発明は、従来技術の欠点を解決するためになされたものであり、ボウル面に
汚物が付着したまま残存することを防止することができる水洗大便器を提供することを目
的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するために、本発明は、洗浄水により便器を洗浄して汚物を排出する
水洗大便器であって、汚物受け面と、上縁部に位置するリム部と、これらの汚物受け面と
リム部の間に形成された棚部と、を備えたボウル部と、このボウル部の側部に形成され、
ボウル部の棚上に洗浄水を前方に向けて吐水して旋回流を形成する第１の吐水部と、ボウ
ル部の下方部分にその入口が接続され汚物を排出する排水トラップ管路と、を有し、ボウ
ル部の汚物受け面の後方側に溜水を四方から取り囲む縦壁部が形成され、ボウル部の縦壁
部より前方に位置する汚物受け面の前方領域は前後方向に沿って凸面状に湾曲して形成さ
れ、且つ、ボウル部の縦壁部の側方に位置する汚物受け面の側方領域は横方向に沿って凹
面状に湾曲して形成されていることを特徴としている。
　このように構成された本発明においては、第１の吐水部から洗浄水を前方に向けて吐水
し、この洗浄水が、棚部上を旋回し、それが１つの主流となり、汚物受け面の外周側を旋
回するので、汚物受け面を満遍なく洗い流すことができる。具体的には、汚物受け面の前
方領域が前後方向に沿って凸面状に湾曲して形成されているので、棚部の前端付近で汚物
受け面に流下する洗浄水の量が少なくなり、その分多くの洗浄水が棚部の前端を通過して
、吐水部とは逆側の領域に到達し、さらに、汚物受け面の側方領域が横方向に沿って凹面
状に湾曲して形成されているので、第１の吐水部とは逆側の領域に十分な流量の洗浄水を
流すことができるので、この領域に汚物が付着しまま残存することを防止することができ
る。
【０００７】
　本発明において、好ましくは、ボウル部の汚物受け面の前方領域に位置する棚部は、ほ
ぼ左右対称で且つほぼ同一の曲率半径で形成されている。
　このように構成された本発明においては、第１の吐水部から吐水された洗浄水が、ボウ
ル部の汚物受け面の前方領域において、ほぼ左右対称で且つほぼ同一の曲率半径で形成さ
れた棚部上を旋回するので、１つの主流を確実に形成し、それにより、第１の吐水部とは
逆側の領域に汚物が付着しまま残存することをより効果的に防止することができる。
【０００８】
　本発明において、好ましくは、ボウル部の汚物受け面の前方領域は、そのほぼ全ての領
域において前後方向に沿って凸面状に湾曲して形成されている。
　このように構成された本発明によれば、第１の吐水口から吐水された洗浄水が、ボウル
部の汚物受け面の前方領域のほぼ全ての領域が凸面状に形成されているので、１つの主流
を確実に形成し、それにより、第１の吐水部とは逆側の領域に汚物が付着しまま残存する
ことをより効果的に防止することができる。
【０００９】
　本発明において、好ましくは、ボウル部の縦壁部より後方に位置する汚物受け面の後方
領域は、上下方向に沿って凸面状に湾曲して形成されている。
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　このように構成された本発明においては、汚物受け面の後方領域が上下方向に沿って凸
面状に湾曲して形成されているので、洗浄水が汚物受け面の後方領域において、洗浄水が
落下し易くなり、後方領域においても、汚物が付着しまま残存することを防止することが
できる。
【００１０】
　本発明において、好ましくは、吐水部は、さらに、第１の吐水部の逆側で且つ第１の吐
水部よりも後方に位置する棚部に形成された第２の吐水部を有する。
　このように構成された本発明においては、第２の吐水部から吐水された洗浄水により、
汚物受け面の後方領域を確実に洗浄することができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の水洗大便器によれば、ボウル面に汚物が付着したまま残存することを防止する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施形態による水洗大便器を示す平面図である。
【図２】図１のII－II線に沿って見た断面図である。
【図３】図１のIII－III線に沿って見た断面図である。
【図４】図１のIV－IV線に沿って見た断面図である。
【図５】図１のV－V線に沿って見た断面図である。
【図６】図１のVI－VI線に沿って見た断面図である。
【図７】図２のＥ部分を拡大して示す拡大断面図である。
【図８】本発明の実施形態による水洗大便器の洗浄動作を示す平面図である。
【図９】従来の水洗大便器を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態による水洗大便器について説明する。先ず、
図１及び図２により、本発明の実施形態による水洗大便器の基本構造を説明する。図１は
本発明の実施形態による水洗大便器を示す平面図であり、図２は図１のII－II線に沿って
見た断面図である。
【００１４】
　本発明の実施形態による水洗大便器は、壁の取り付けられる洗い落とし式水洗大便器で
ある。
【００１５】
　図１及び２に示すように、水洗大便器１は、表面に釉薬層が形成された陶器製であり、
下部にスカート部２が形成され、上半分のうち前方にボウル部４が形成され、後方上部に
は導水路６が形成され、さらに、後方下部に汚物を排出するための排水トラップ管路８が
形成されている。
　この導水路６には、上流側に位置する洗浄水源である、貯水タンクや、フラッシュバル
ブを介して水道管等に接続され、洗浄水が供給されるようになっている。
【００１６】
　ボウル部４は、ボウル形状の汚物受け面１０と、上縁部を構成するリム部１２と、これ
らの汚物受け面１０とリム部１２の間に形成された棚部１４と、汚物受け面１０の下方に
形成された溜水部１６と、を備えている。ここで、リム部１２の内周面１２ａは、ボウル
部４の前方ではほぼ鉛直方向に延び（図２及び図３参照）、ボウル部４の側方では内側に
オーバハングした形状となっている（図４～図６参照）。また、棚部１４は、図１に示す
ように、ほぼ水平に（又は少しだけ内側に傾斜して）形成され、ボウル面４の全周に環状
に形成されている。さらに、溜水部１６は、図１及び図２に示されたように、縦壁部１８
（前壁１８ａ，右側壁１８ｂ，左側壁１８ｃ，後壁１８ｄ）により、溜水が四方から取り
囲まれるようになっている。
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【００１７】
　ボウル部４の棚部１４の前方から見て左側の中央部の少し後方側に、洗浄水を吐水する
第１吐水口２０が形成され、前方から見て右側後方側に、第２吐水口２２が形成され、こ
れらの第１吐水口２０及び第２吐水口２２は、同一方向（図１では反時計回りの方向）に
旋回する旋回流を形成するようになっている。
【００１８】
　さらに、ボウル部４の汚物受け面１０の前方から見て左側（側面）の縦壁部１８内の位
置に、ゼット吐水口２４が形成されている。このゼット吐水口２４は、溜水面Ｌの位置よ
りも上方に形成されている。
【００１９】
　上述した水洗大便器１の後方上部に形成された導水路６は、便器前方に向かって、３つ
の通水路である、第１通水路２８、第２通水路３０、第３通水路３２に分岐している。第
１通水路２８は、第１吐水口２０に洗浄水を供給するためのものであり、第２通水路３０
は、第２吐水口２２に洗浄水を供給するためのものであり、さらに、第３通水路３２は、
ゼット吐水口２４に洗浄水を供給するためのものである。
【００２０】
　次に、図２に示すように、排水トラップ管路８は、ボウル部４の底部の付近に開口する
入口８ａを有し、また、排水トラップ管路８の流路内の下面の最高位置（上端位置）８ｂ
で、ボウル部４の溜水部１６の溜水面（初期溜水水位）Ｌの位置が決定されるようになっ
ている。
【００２１】
　次に、図１乃至図７を参照して、水洗大便器のボウル部の表面形状について説明する。
ここで、図３は図１のIII－III線に沿って見た断面図であり、図４は図１のIV－IV線に沿
って見た断面図であり、図５は図１のV－V線に沿って見た断面図であり、図６は図１のVI
－VI線に沿って見た断面図であり、図７は図２のＥ部分を拡大して示す拡大断面図である
。
【００２２】
　図１に示すように、水洗大便器１のボウル部４の汚物受け面１０は、縦壁部１８の前方
に位置する前方領域１０ａと、縦壁部１８の側方（両側）に位置する側方領域１０ｂ，１
０ｃと、縦壁部１８の後方に位置する後方領域１０ｃを有している。これらの各領域１０
ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄは、図１に、二点鎖線で囲まれた領域として示されている。
【００２３】
　先ず、ボウル部４の汚物受け面１０の前方領域１０ａは、図３に示すように、横方向に
沿って凹面状に湾曲して形成されているが、図７に示すように、前後方向に沿っては、凸
面状に湾曲して形成されている。この汚物受け面１０の前方領域１０ａにおける湾曲の程
度は、図７に示すように、棚部１４と縦壁部１８の前壁１８ａの上端とを結ぶ直線Ａから
垂直方向に突出する最大突出量Ｈが約４．０ｍｍとなる形状となっている。この最大突出
量は、２．０～６．４ｍｍが好ましい範囲である。
【００２４】
　さらに、汚物受け面１０の前方領域１０ａは、その幅方向の中央領域のみ、前後方向に
凸面状に湾曲して形成されている。そのため、図４に示されているように、前方領域１０
ａの横方向外側の領域は、ほぼ平らな面に形成されている。
　なお、本実施形態においては、汚物受け面１０の前方領域１０ａは、そのほぼ全ての領
域において、前後方向に凸面状に湾曲して形成するようにしても良い。
【００２５】
　次に、汚物受け面１０の前方領域１０ａの側方領域１０ｂ，１０ｃは、図５及び図６に
示すように、その全領域において、横方向に沿って凹面状に湾曲して形成されている。
【００２６】
　さらに、汚物受け面１０の前方領域１０ａの後方領域１０ｄは、図２に示すように、そ
の全領域において、上下方向（前後方向でもある）に沿って凸面状に湾曲して形成されて



(6) JP 2014-152468 A 2014.8.25

10

20

30

40

50

いる。
【００２７】
　次に、ボウル部４の棚部１４の形状を説明する。図１に示されているように、棚部１４
の汚物受け面１０の前方領域１０ａに位置する部分は、ほぼ左右対称で且つほぼ同一曲率
半径Ｒ１で形成されている。換言すれば、この棚部１４の部分は、ほぼ真円の円弧状に形
成されている。
【００２８】
　次に、主に図８を参照して、本実施形態による水洗大便器１による洗浄動作を説明する
。先ず、洗浄水が、上流側の貯水タンク等の洗浄水源から導水管６内に導入される。導入
管６の洗浄水は、その下流側で、第１通水路２８、第２通水路３０、第３通水路３２に分
流して流れる。
【００２９】
　第１通水路２８に流出した洗浄水は、第１吐水口２０から、棚部１４上に吐水される。
第２通水路３０に流出した洗浄水は、第２吐水口２２から、同様に、棚部１４上に吐水さ
れる。さらに、第３通水路３２に流出した洗浄水は、ゼット吐水口２４から、溜水部１６
の底面に向けて下方に吐水される。
【００３０】
　第１吐水口２０から吐水された洗浄水は、円弧状に形成された棚部１４に沿って旋回流
を形成するように流れる。この旋回流は、１つの主流Ｍを形成し、必要な水量の洗浄水が
汚物受け面１０の側方領域１０ｃまで到達するようになっている。具体的に説明すれば、
第１吐水口２０から吐水された洗浄水は、汚物受け面１０の前方領域１０ｄが前後方向に
沿って凸面状に湾曲して形成されているので、棚部１４の前端付近で汚物受け面１０に流
下する洗浄水の量が、凹面状に形成されていた従来の水洗大便器よりも、少なくなり、そ
の分多くの洗浄水が棚部１０の前端を通過して、第１吐水部２０とは逆側に位置する側方
領域１０ｃに到達し、さらに、汚物受け面１０の側方領域１０ｃが横方向に沿って凹面状
に湾曲して形成されているので、この側方領域１０ｃに十分な流量の洗浄水を流すことが
できる。その結果、従来の水洗大便器では、この側方領域１０ｃに汚物が付着して残存す
る汚物残存領域（図８においてＳで示された領域）があったが、本実施形態による水洗大
便器１によれば、この汚物受け面１０の側方領域１０ｃに汚物が付着しまま残存すること
を防止することができる。
【００３１】
　第２吐水口２２から吐水された洗浄水は、同様に、円弧状に形成された棚部１４に沿っ
て旋回流を形成するように流れ、汚物受け面１０の側方領域１０ｂまで到達するようにな
っている。この旋回流の一部は、汚物受け面１０の後方領域１０ｄが前後方向に凸面状に
湾曲して形成されているので、比較的多くの洗浄水が、後方領域１０ｄを流下し、後方領
域１０ｄを洗浄するようになっている。
【００３２】
　ゼット吐水口２４から吐水された洗浄水は、図６に示すように、縦方向に循環する攪拌
流となる。
【００３３】
　洗浄開始時においては、溜水部１６に重量系汚物が沈んでおり、且つ、浮遊系汚物が溜
水部１６の水面及び水中に浮んでいる。上述した第１吐水口２０、第２吐水口２２、及び
、ゼット吐水口２４から吐水された洗浄水により、ボウル部４内の水面は上昇し、また、
重量系汚物は、ゼット吐水口２４からの上下方向の攪拌流によりバラけた状態となって、
排水トラップ管路８内に押し込まれ、さらに、水の落差による流水作用により押し流され
る。このとき、浮遊系汚物も同時にトラップ配管８内に押し込まれ、排出される。
【００３４】
　次に、本実施形態による水洗大便器１による作用効果を説明する。
　先ず、本実施形態による水洗大便器１においては、第１吐水部２０から洗浄水を前方に
向けて吐水し、この洗浄水が、棚部１４上を旋回し、それが１つの主流Ｍとなり、汚物受
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け面１０の外周側を旋回するので、汚物受け面１０を満遍なく洗い流すことができる。具
体的には、汚物受け面１０の前方領域１０ａが前後方向に沿って凸面状に湾曲して形成さ
れているので、棚部１０の前端付近で汚物受け面に流下する洗浄水の量が少なくなり、そ
の分多くの洗浄水が棚部の前端を通過して、第１吐水部とは逆側の側方領域１０ｃに到達
し、さらに、この側方領域１０ｄが横方向に沿って凹面状に湾曲して形成されているので
、側方領域１０ｃに十分な流量の洗浄水を流すことができるので、この側方領域１０ｃに
汚物が付着しまま残存することを防止することができる。
【００３５】
　また、本実施形態による水洗大便器１においては、第１吐水部２０から吐水された洗浄
水が、ほぼ左右対称で且つほぼ同一の曲率半径で形成されている（即ち、ほぼ真円の円弧
状に形成されている）前方領域１０ａに位置する棚部１４上を旋回するので、１つの主流
Ｍを確実に形成し、それにより、側方領域１０ｃに汚物が付着しまま残存することをより
効果的に防止することができる。
【００３６】
　また、本実施形態による水洗大便器１において、ボウル部の汚物受け面の前方領域のほ
ぼ全ての領域が凸面状に形成されている場合には、第１吐水口２０から吐水された洗浄水
が、１つの主流を確実に形成し、それにより、側方領域１０ｃに汚物が付着しまま残存す
ることをより効果的に防止することができる。
【００３７】
　また、本実施形態による水洗大便器１において、汚物受け面１０の後方領域１０ｄが上
下方向に沿って凸面状に湾曲して形成されているので、洗浄水が汚物受け面１０の後方領
域１０ｄにおいて、洗浄水が落下し易くなり、後方領域１０ｄにおいても、汚物が付着し
まま残存することを防止することができる。
【００３８】
　さらに、本実施形態による水洗大便器１においては、第２吐水部２２から吐水された洗
浄水により、汚物受け面の後方領域を確実に洗浄することができる。
【００３９】
　上述した水洗大便器は、第１吐水口及び第２吐水口を備えているが、本発明は、第１吐
水口のみを備えた水洗大便器にも適用できる。この場合には、第１吐水口から吐水される
洗浄水量は、多くなり、１つの主流は、第１吐水口の位置まで、旋回して流れるようにな
っている。
　さらに、上述した実施形態は、本発明を洗い落とし式水洗大便器に適用した例であるが
、本発明は、サイホン式水洗大便器等の他の方式の水洗大便器にも適用可能である。
【符号の説明】
【００４０】
１　水洗大便器
４　ボウル部
６　導水部
８　排水トラップ管路
１０　汚物受け面
１２　リム部
１４　棚部
１６　溜水部
１８　縦壁部
２０　第１吐水口
２２　第２吐水口
２４　ゼット吐水口
２８　第１通水路
３０　第２通水路
３２　第３通水路
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３４　入口
３６　上昇路
３８　下降路
Ｍ　主流
Ｌ　溜水面（初期溜水水位）

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】
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