
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
キャビネット（Ｋ）を有する排水機器の、キャビネット（Ｋ）内に配管される排水配管で
あって、
排水配管中に、横管部（１）と、

該横管部（１）の任意の上方壁面中に該排
水配管内の清掃を行う清掃部材を挿通するための清掃口（２）と、を設けると共に、
排水機器の外面に開口部（３）を設け、更に清掃口（２）と開口部（３）とを連通管（４
）によって水密的に連通したことを特徴とする排水配管。
【請求項２】
キャビネット（Ｋ）を有する排水機器の、キャビネット（Ｋ）内に配管される排水配管で
あって、
排水配管中に、横管部（１）と、
該横管部（１）に連通する縦管部（５）と、
横管部（１）と縦管部（５）とが交差する屈曲部（６）と、
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横管部（１）に連通される、Ｕ字状に屈曲させた排水トラップ（７）、及び排水トラップ
（７）に接続された縦管部（５）を有したＪ字状に屈曲したＪ字管（１２）を備えた排水
配管において、
排水トラップ（７）の下流側であって、
排水トラップ（７）と、Ｊ字管（１２）の間の

屈曲部（６）に連通される、Ｕ字状に屈曲させた排水トラップ（７）、及び排水トラップ



屈曲部（６）の、縦管部（５）の軸と交差
する横管部（１）の壁面、若しくはその近傍の壁面に、排水配管内の清掃を行う清掃部材
を挿通するための清掃口（２）と、を設けると共に、
排水機器の外面に開口部（３）を設け、
更に清掃口（２）と開口部（３）とを連通管（４）によって水密的に連通したことを特徴
とする排水配管。
【請求項３】

【請求項４】

【請求項５】
 上記開口部（３）に、逆ワン型の排水トラップ（７）を有する排水装置を備えたことを
特徴とする、上記請求項１乃至請求項 のいずれか１つに記載の排水配管。
【請求項６】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、洗濯機または浴室等に用いられる防水パン等の、生活空間と床下空間との境界
面となる床面に設けられる排水機器や、或いは洗面台や流し台等、キャビネットを有する
排水機器に配管される排水配管に関するものであって、更に詳しくは、排水配管中の清掃
を行うために配管中に清掃口を設けた排水配管に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、洗濯機または浴室等に用いられる防水パン等の、生活空間と床下空間との境界
面となる床面に設けられる排水機器や、或いは洗面台や流し台等、キャビネットを有する
排水機器には、排水機器の使用によって生じた排水を、下水側配管に排出するため、排水
配管が行われている。以下に、生活空間と床下空間との境界面となる床面に設置される排
水機器と、キャビネットを有する排水機器の従来例をそれぞれ図面を参照しつつ説明する
。
【０００３】
図９に示した従来例の配管構造は、生活空間と床下空間との境界面となる床面に設けられ
る排水機器である、浴室用の防水パンに排水配管が行われた状態を示すものであって、以
下に記載した、防水パン、浴槽、排水エルボ、排水トラップ、横管部等よりなる。防水パ
ンは浴室内に、ほぼ水平に設置される排水機器であって、使用者が身体を洗う等する洗い
場部と、浴槽を載置する浴槽載置部とから成り、洗い場部には排水トラップを、浴槽載置
部には排水エルボを、それそれ防水パンの下面側、即ち床下空間内に取り付けている。浴
槽は防水パンの浴槽載置部上に載置される部材であって、排水口に排水栓を備え、該排水
栓から、浴槽内の排水が排水エルボ内に直接流れ込むように配管が行われている。排水エ
ルボは、単純に内部に排水を流すための排水装置であって、上記のように、浴槽からの排
水がその内部に流れ込むと同時に、浴槽載置部上の排水も流入するように排水口が設けら
れており、浴槽からの排水と、浴槽載置部上からの排水の両方を、第一横管部を介して排
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（７）に接続された、縦管部（５）を有したＪ字状に屈曲したＪ字管（１２）を備えた排
水配管において、
排水トラップ（７）の下流側であって、
排水トラップ（７）と、Ｊ字管（１２）の間の

上記排水配管において、清掃口（２）をＪ字管（１２）の横管部（１）と縦管部（５）と
が交差する屈曲部（６）の近傍の上方の壁面に清掃口（２）を設けたことを特徴とする、
上記請求項２に記載の排水配管。

上記排水配管において、排水機器が流し台（Ｎ）であって、開口部（３）を流し台（Ｎ）
の、清掃口（２）の上方に当たる位置に設けたことを特徴とする、上記請求項１乃至請求
項３のいずれか１つに記載の排水配管。

４

開口部（３）をキャップ体（９）にて気密的且つ水密的に閉塞することを特徴とする、上
記請求項１乃至請求項４のいずれか１つに記載の排水配管。



水トラップに流入するように配管されている。排水トラップは、その内部の排水が流れる
流路中に排水を溜める部分（この溜まった排水を「封水」と呼ぶ）を備えて、下水側から
臭気や害虫類が屋内に進入してくることを防ぐ機能を備えており、更に排水エルボからの
排水がその内部に流れ込むと同時に、洗い場部上の排水も流入するように排水口が設けら
れており、排水エルボからの排水と、洗い場部上からの排水の両方を、第二横管部を介し
て、下水側に排出する縦排水管に接続されている。上記のように構成された排水配管にお
いて、浴槽や防水パン上に排水が行われると、排水は浴槽、浴槽載置部、洗い場部、のい
ずれかの排水機器に設けられた排水口から、第一横管部、第二横管部などを介して、最終
的に縦配管部から下水などに排出される。
【０００４】
次に、図１０に示した従来例の配管構造は、キャビネットを有する排水機器である、流し
台に排水配管が行われた状態を示すものであって、以下に記載した、流し台、排水トラッ
プ、縦管部等よりなる。流し台は、底面に排水口を備えたシンク部分と、該シンク部分下
方に配置されたキャビネット部、および該キャビネット部の下方に設けられた、袴部と呼
ばれる床面上に設置された高さ１０センチ前後の立ち上がりの部分からなり、更に袴部の
下方の床下空間には、排水を下水側に排出するための床下配管が行われている。排水トラ
ップは流し台の排水口に取り付けられる、有底筒状の部材であって、その底面に排出口を
有すると共に、該排出口から円筒上にパイプ部が立ち上がっており、そのパイプ部の上方
から、上面に壁を設けた、逆ワン型の筒状部材を被嵌しており、パイプ部の上端から下方
に溜まる排水と、筒状部材とによって、排水流路中に封水部と呼ばれる排水が溜まる部分
を形成してなり、この封水部に溜まった排水によって、下水からの異臭や害虫類が屋内側
に逆流することを防止している。更に該排水トラップは、縦管部を介して、排出口と、床
下配管部を接続し、排水トラップの排水が床下配管から下水側に排出されるように構成さ
れて成る。上記のように構成された排水配管において、シンク内に排水が行われると、排
水はシンクに設けられた排水口から、縦管部と、縦管部に接続されている床下配管を介し
て、最終的に下水などに排出される。
【０００５】
また、最近はキャビネット内のデッドスペースを減少させ、収納空間を効率よく使うため
に、流し台に図１１で示したような排水配管が施される場合が多い。図１１に示した従来
例の配管構造は、キャビネットを有する排水機器である、流し台に排水配管が行われた状
態を示すものであって、以下に記載した、流し台、排水エルボ、排水トラップ、横管部、
縦管部等よりなる。流し台は、底面に排水口を備えたシンク部分と、該シンク部分下方に
配置されたキャビネット部、および該キャビネット部の下方に設けられた、袴部と呼ばれ
る床面上に設置された高さ１０センチ前後の立ち上がりの部分からなり、更に袴部の下方
の床下空間には、排水を下水側に排出するための床下配管が行われている。排水エルボは
流し台の排水口に取り付けられる、有底筒状の部材であって、その底面近傍の側面に、キ
ャビネットの背面方向に向かって排出口を有する。排水トラップは管体をＳ字状に屈曲さ
せた形状の部材であって、流し台のキャビネット背面に沿って配置され、上流側はほぼ水
平方向に伸びた管体である横管部を介して排水エルボの排出口と接続され、下流側は、排
水トラップに接続される縦管部を介して床下配管に接続されてなる。上記のように構成さ
れた排水配管において、シンク内に排水が行われると、排水はシンクに設けられた排水口
から、横管部、排水トラップ、及び縦管部を介して、床下配管より最終的に下水などに排
出される。また、図１０に記載した従来例の排水配管であれば、キャビネットの中央を貫
くように配管されていた排水トラップと縦管部が、図１１に示した構成の排水配管によれ
ば、キャビネットの背板に沿って配管されているため、図１０のキャビネット内に収納で
きるより大きな物品を、より効率よくキャビネットの内部に収納できるというメリットが
ある。なお、図１１では図示を容易にするため、図１２の（ａ）に示したように、流し台
の前後方向に排水トラップが長くなるように配管が行われているが、実際には図１２の（
ｂ）に示したように流し台の横方向に排水トラップが長くなるように配管が行われる場合
が多い。
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【０００６】
ところで、排水は既に何らかの為に使用された後の水である。そのため、例えば流し台に
おいて食器等の洗浄に用いられた排水であれば調理くず等が、また浴室や洗面台、洗濯機
などにおいて用いられた排水であれば砂塵や毛髪等が、それぞれ殆どの場合混入している
。上記排水装置においては、排水中に混入したこれらの塵芥を排水配管中に排出してしま
わないように、排水口に、スリット部を設けて大きな塵芥の進入を防ぐ目皿部材や、排水
中の塵芥や毛髪等を捕集するストレーナーなどが配置され、排水中から塵芥を取り除くよ
うにしているが、完全に塵芥を取り除くことは不可能であり、特に大きな塵芥が排水に流
入してきた場合、排水配管を閉塞してしまう場合がある。また、塵芥があまり大きな物で
ない場合でも、排水中に油分などが混入すると、該油分が排水配管の内面にこびり付き、
更に上記の塵芥を付着させて大きな固まりとして成長し、排水配管を閉塞してしまう場合
がある。
【０００７】
上記の理由等によって排水配管が閉塞してしまった場合、段落０００３に記載した浴室の
排水トラップや、段落０００４に記載した流し台の排水トラップにおいて、管詰まり箇所
が封水部であれば、封水部を構成する円筒部材などを取り外すことで管詰まり箇所を露出
させ、上記のような配管の閉塞の原因である塵芥を取り除くことも可能である。しかしな
がら、実際には管詰まりは縦管部や横管部、或いはＵ字状の排水トラップの内部で発生す
る場合がほとんどであるため、上記のような方法では対応できない場合がほとんどである
。そこでこれら配管中での管詰まりに対しては、カンツール法または高圧洗浄法と呼ばれ
る方法が利用されている。
【０００８】
カンツール法は、コイル状に巻くことで可撓性を備えた金属性のコイル線を、排水口から
排水配管に押し込んで、管部まり箇所の塵芥に突き当てることで、塵芥を細かくバラバラ
に破砕し、また塵芥を更に下流に押し流して、排水配管中の管詰まりを解消する方法であ
る。また、高圧洗浄法は、耐圧で且つ可撓性を有する高圧洗浄管を排水口から排水配管内
に押し込み、管の先端が詰まり箇所に到達してから、高圧洗浄管より水を高圧で放出させ
、塵芥をバラバラに細かく破砕し押し流して、排水配管中の管詰まりを解消する方法であ
る。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、実際には、図１０に示した従来例のように縦管部のみから構成されている排水配
管の場合はともかく、図９や図１１に示した従来例のように屈曲部を多く含む排水配管の
場合、上記のカンツール法、または高圧洗浄法を利用できない場合が多かった。例えば管
詰まりの原因である塵芥が、配管に対して十分に大きく、且つ丈夫な一つの個体（例えば
箸など）の場合、カンツール法または高圧洗浄法によってもこれを破砕することは不可能
であり、また配管中の曲がり部分でつかえるため、下流側に押し流すことも不可能である
。また、排水口から塵芥に至るまでの経路中に、排水トラップや管体の屈曲部があった場
合、それらの曲がり半径（Ｒ径）が小さいと、カンツール法のコイル線や、高圧洗浄用の
高圧洗浄管が、図１３乃至図１４に示したように屈曲に対応できなくなり、それ以上先の
配管にある塵芥に到達することができず、当然カンツール法や高圧洗浄法を行うことがで
きない、といった問題があった。上記のような理由でカンツール法や高圧洗浄法を行うこ
とができない場合、キャビネット内に行われた排水配管であれば、排水配管を分解して詰
まり箇所を直接洗浄する等の方法が取られていたが、この方法ではキャビネット内の収納
物を一度全て取り出し、排水配管中の溜まり水を処理しつつ配管を分解し、また塵芥を取
り除いた上で改めて各部を水密的に接続しなければならない等多大な手間が掛かる。また
、段落０００３に示したような、生活空間と床下空間との境界面となる床面に設けられた
排水機器に施された排水配管の場合、床下空間に入り込むか、浴槽の載置された浴室用防
水パンを持ち上げるかしなければ、上記のような排水配管の分解清掃を行うことができず
、事実上、分解清掃法で管詰まりを解消することは不可能である。本発明は上記問題点に
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鑑み発明されたものであって、管詰まりを生じた排水配管がその配管中に管体をＳ字状ま
たはＵ字状に屈曲させた排水トラップなどの屈曲部を備えていたり、或いは破砕不能の塵
芥などが配管中にあって管詰まりが生じた場合に、分解清掃法を行うことなく排水配管中
の管詰まりを解消することができる排水配管を提供するものである。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
請求項１に記載の排水配管は、キャビネット（Ｋ）を有する排水機器の、キャビネット（
Ｋ）内に配管される排水配管であって、
排水配管中に、横管部（１）と、

該横管部（１）の任意の上方壁面中に該排
水配管内の清掃を行う清掃部材を挿通するための清掃口（２）と、を設けると共に、
排水機器の外面に開口部（３）を設け、更に清掃口（２）と開口部（３）とを連通管（４
）によって水密的に連通したことを特徴とする排水配管である。
【００１１】
請求項２に記載の排水配管は、キャビネット（Ｋ）を有する排水機器の、キャビネット（
Ｋ）内に配管される排水配管であって、
排水配管中に、横管部（１）と、
該横管部（１）に連通する縦管部（５）と、
横管部（１）と縦管部（５）とが交差する屈曲部（６）と、

屈曲部（６）の、縦管部（５）の軸と交差
する横管部（１）の壁面、若しくはその近傍の壁面に、排水配管内の清掃を行う清掃部材
を挿通するための清掃口（２）と、を設けると共に、
排水機器の外面に開口部（３）を設け、
更に清掃口（２）と開口部（３）とを連通管（４）によって水密的に連通したことを特徴
とする排水配管である。
【００１２】
請求項３に記載の排水配管は、

【００１３】
請求項４に記載の排水配管は、

を特徴
とする上記段落００１０乃至００１２のいずれか１つに記載の排水配管である。
【００１４】
請求項５に記載の排水配管は、上記開口部（３）に、逆ワン型の排水トラップ（７）を有
する排水装置を備えたことを特徴とする上記段落００１１乃至００１２のいずれか１つに
記載の排水配管である。
【００１５】
請求項６に記載の排水配管は、

を特徴とする段落００１２に記載の排水配管である。
【００１６】
【発明の実施の形態】
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横管部（１）に連通される、Ｕ字状に屈曲させた排水トラップ（７）、及び排水トラップ
（７）に接続された縦管部（５）を有したＪ字状に屈曲したＪ字管（１２）を備えた排水
配管において、
排水トラップ（７）の下流側であって、
排水トラップ（７）と、Ｊ字管（１２）の間の

屈曲部（６）に連通される、Ｕ字状に屈曲させた排水トラップ（７）、及び排水トラップ
（７）に接続された、縦管部（５）を有したＪ字状に屈曲したＪ字管（１２）を備えた排
水配管において、
排水トラップ（７）の下流側であって、
排水トラップ（７）と、Ｊ字管（１２）の間の

上記排水配管において、清掃口（２）をＪ字管（１２）の
横管部（１）と縦管部（５）とが交差する屈曲部（６）の近傍の上方の壁面に清掃口（２
）を設けたことを特徴とする、上記段落００１１に記載の排水配管である。

上記排水配管において、排水機器が流し台（Ｎ）であって
、開口部（３）を流し台（Ｎ）の、清掃口（２）の上方に当たる位置に設けたこと

開口部（３）をキャップ体（９）にて気密的且つ水密的に
閉塞すること



本発明の実施例を、図面を参照しつつ説明する。
【００１７】
次に、本発明の を、図面を参照しつつ説明する。図１乃至図２に示した本発明
の の配管構造は、キャビネット（Ｋ）を有する排水機器である、流し台（Ｎ）
に排水配管が行われた状態を示すものであって、以下に記載した、流し台（Ｎ）、縦管部
（５）を有する排水トラップ（７）、排水エルボ（８）、横管部（１）等よりなる。流し
台（Ｎ）は、底面に排水口を備えたシンク部分と、該シンク部分下方に配置されたキャビ
ネット（Ｋ）、および該キャビネット（Ｋ）の下方に設けられた、袴部と呼ばれる床面上
に設置された高さ１０センチ前後の立ち上がりの部分からなり、更に袴部の下方の床下空
間には、排水を下水側に排出するための床下配管が行われている。更に本 にお
いては、流し台（Ｎ）の天面であって、後述する清掃口（２）のほぼ直上に当たる位置に
開口部（３）を設け、更に該開口部（３）に筒状部材（７ｂ）を有する逆ワン型の排水ト
ラップ（７）を備えたポケットシンク（１１）を接続して成る。排水エルボ（８）は流し
台（Ｎ）の排水口に取り付けられる、有底筒状の部材であって、その底面近傍の側面に、
キャビネット（Ｋ）の背面方向に向かって排出口を有する。排水トラップ（７）は管体を
Ｕ字状に屈曲させたような形状の部材であって、流し台（Ｎ）のキャビネット（Ｋ）背面
に沿って配置され、排水トラップ（７）の第一縦管部（５ａ）はほぼ水平方向に伸びた管
体である第一横管部（１ａ）を介して排水エルボ（８）の排出口と接続され、排水トラッ
プ（７）の第二縦管部（５ｂ）は、排水トラップ（７）に接続される、Ｊ字状に屈曲した
Ｊ字管（１２）を介して床下配管に接続されてなる。更に、上記した排水トラップ（７）
のＵ字形状の第二縦管部（５ｂ）直上位置に清掃口（２）を設け、連通管（４）を介して
流し台（Ｎ）天面に設けたポケットシンク（１１）の排出口に接続してなる。従って、本

は、排水トラップ（７）の下流側に清掃口（２）を備えてなる。上記のように
構成された排水配管において、シンク内に排水が行われると、排水はシンクに設けられた
排水口から、横管部（１）、排水トラップ（７）、及びＪ字管（１２）を介して、床下配
管より最終的に下水などに排出される。また下水管からの臭気や害虫類は、Ｕ字状の排水
トラップ（７）や、ポケットシンク（１１）に備えられた逆ワン型の排水トラップ（７）
によって、屋内側に進入することはない。
【００１８】
また、上記排水配管において、Ｊ字管（１２）またはＵ字状の排水トラップ（７）内に管
詰まりが発生した場合、図２に示したように、流し台（Ｎ）の天面に設けたポケットシン
ク（１１）から筒状部材（７ｂ）を外し、ポケットシンク（１１）の排水口から清掃口（
２）を介して、横管部（１）またはＵ字状の排水トラップ（７）内にカンツール法のコイ
ル線（Ｃ）や高圧洗浄法用の高圧洗浄管を挿通し、管詰まりの原因の塵芥を破砕して押し
流すことができる。
【００１９】
本発明の実施例は上記のようであるが、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、
発明の要旨を変更しない範囲で様々な変更が可能である。例えば、上記 では、
キャビネット（Ｋ）を有する排水機器の、キャビネット（Ｋ）内に配管される排水配管に
おいて、清掃口（２）を排水トラップ（７）のＵ字状の縦管部（５）の直上位置に設けて
成るが、図３乃至図４に示したように、キャビネット（Ｋ）を有する排水機器の、キャビ
ネット（Ｋ）内に配管される排水配管において、排水配管の横管部（１）の任意の位置に
清掃口（２）を設けた構成としても良い。図３のような構成としても、本発明の

と同様に、箸などの破砕して押し流すことが不可能な物体が管詰まりの原因だった場合
に、排水トラップ（７）側から排水エルボ（８）側に逆流的に押し出すことで、原因とな
る塵芥を排水エルボ（８）の排水口から取り出すことができ、管詰まりを解消することが
できる。
【００２０】
また、上記 においては、開口部（３）にポケットシンク（１１）の排水口を接
続しているが、該開口部（３）をキャップ体（９）にて気密的且つ水密的に閉塞するよう
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にしても良い。また図５乃至図６に示した実施例のように、一方の開口部（３）をキャッ
プ体（９）で閉塞し、もう一方を排水トラップ（７）を備えたポケットシンク（１１）の
排水口に接続するようにして構成しても構わない。
【００２１】
また、上記 においては、清掃口（２）を排水トラップ（７）のＵ字状の縦管部
（５）の直上位置に設けて成るが、図７乃至図８に示したように、Ｊ字管（１２）の横管
部（１）と縦管部（５）とが交差する屈曲部（６）の近傍の壁面に清掃口（２）を設けて
も良い。
【００２２】
また、本発明の実施例の内、キャビネット（Ｋ）内に配管が行われた各実施例は、図面上
図１２の（ａ）に示したように、流し台（Ｎ）の前後方向に排水トラップ（７）が長くな
るように配管が行われているが、図１２の（ｂ）に示したように流し台（Ｎ）の横方向に
排水トラップ（７）が長くなるように配管を行ってももちろんかまわない。
【００２３】
本発明は上記のように構成したため、以下のような優れた効果を奏する。１）請求項１乃
至請求項３に記載の本発明においては、分解清掃法を実際上採用することができない防水
パンなど床面に設けられる排水機器の床下空間側に配管される排水配管や、または分解清
掃法が可能ではあるがかなりの手間と労力を要求される、流し台や洗面台などキャビネッ
トを有する排水機器のキャビネット内に配管される排水配管において、排水配管の管詰ま
りの原因となる塵芥を、排水口からカンツール法や高圧洗浄法によって取り除くことがで
きない場合でも、開口部からの作業によって取り除くことができ、排水配管の管詰まりの
解消に極めて好適な結果を得ることができる 清掃口の上流側に排水トラップを配
管したため、縦配管部等排水トラップの下流側で管詰まりが発生し、排水トラップが障害
となって排水口からカンツール法のコイル線や高圧洗浄法の高圧洗浄管を挿通することが
できない場合に、特に効果的に管詰まりを解決することができる。

）請求項 に記載の本発明においては、特に管トラップの中など、曲がりのＲ径が小さ
く、排水口からカンツール法のコイル線や高圧洗浄法の高圧洗浄管を挿通しても管トラッ
プ内に到達しえない場所で発生した管詰まりを解消することができる。 ）請求項 に記
載の本発明においては、開口部を逆ワン型排水トラップの排水口とすることで、排水機器
に更なる機能を付加すると共に、意匠性においても単純にキャップ体などを配置した場合
に比べて良好なものとすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の の施工した状態を示す断面図である。
【図２】  本発明の の、開口部であるポケットシンクの排水口から、カンツー
ル法のコイル線を用いて管詰まりを解決する方法を示した参考図である。
【図３】  本発明の段落００１９に記載した実施例の施工した状態を示す断面図である。
【図４】  本発明の段落００１９に記載した実施例の、開口部からカンツール法のコイル
線を用いて管詰まりを解決する方法を示した参考図である。
【図５】  本発明の段落００２０に記載した実施例の施工した状態を示す断面図である。
【図６】  本発明の段落００２０に記載した実施例の、開口部からカンツール法のコイル
線を用いて管詰まりを解決する方法を示した参考図である。
【図７】  本発明の段落００２１に記載した実施例の施工した状態を示す断面図である。
【図８】  本発明の段落００２１に記載した実施例の、開口部からカンツール法のコイル
線を用いて管詰まりを解決する方法を示した参考図である。
【図９】  段落０００３に記載した従来例を示す断面図である。
【図１０】  段落０００４に記載した従来例を示す断面図である。
【図１１】  段落０００５に記載した従来例を示す断面図である。
【図１２】  （ａ）段落０００５に記載した従来例において、排水トラップを流し台の前
後方向に長くなるように配管した状態を示す、平面方向における断面図である。
（ｂ）段落０００５に記載した従来例において、排水トラップを流し台の横方向に長くな
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るように配管した状態を示す、平面方向における断面図である。
【図１３】  段落０００３に記載した従来例の、問題を示す参考図である。
【図１４】  段落０００５に記載した従来例の、問題を示す参考図である。
【符号の説明】
１  横管部
１ａ  第一横管部
１ｂ  第二横管部
２  清掃口
３  開口部
４  管体
５  縦管部
６  屈曲部
７  排水トラップ
７ａ  封水部
７ｂ  筒状部材
８  排水エルボ
９  キャップ体
１０  排水栓
１１  ポケットシンク
１２  Ｊ字管
Ｂ  浴槽
Ｃ  コイル線
Ｋ  キャビネット
Ｎ  流し台
Ｐ  防水パン
Ｐ１  洗い場部
Ｐ２  浴槽載置部
Ｕ  床下空間
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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 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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