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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洗浄水タンクに貯留した水を排水するための機構であって、タンク外面の正面部におけ
る左右いずれかの側縁寄りへ回動可能に取り付けられる操作ハンドルと、タンク内に設け
られ前記操作ハンドルの回動軸と交叉するか又は食い違うように設定された回動軸を有し
長手方向の軸芯回りに回動可能なレバーと、タンクの底部に設けた排水弁装置と、前記レ
バーと排水弁装置とを連動可能に接続する鎖等の連係手段と、タンク内に設けられ前記操
作ハンドルの回動軸と前記レバーの回動軸とを連動可能に連結する変向伝動手段とを備え
、前記操作ハンドルを回動させると前記変向伝動手段を介して前記レバーがタンクの前後
方向に回動するように構成されていることを特徴とする洗浄水タンクの排水機構。
【請求項２】
　前記レバーの回動軸が、前記操作ハンドルの回動軸に対し、前記変向伝動手段を介して
実質的に直角となるように連結されている請求項１に記載の洗浄水タンクの排水機構。
【請求項３】
　前記変向伝動手段はかさ歯車より構成されている請求項１又は２に記載の洗浄水タンク
の排水機構。
【請求項４】
　前記操作ハンドルの回動軸が、前記変向伝動手段に対し軸線方向に摺動可能に構成され
ている請求項１乃至３のいずれかに記載の洗浄水タンクの排水機構。
【請求項５】
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　前記レバーの回動軸が、前記変向伝動手段に対し軸線方向に摺動可能に構成されている
請求項１乃至４のいずれかに記載の洗浄水タンクの排水機構。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、便器の上面に載設される洗浄水タンクにおける排水操作をするための機構に関
し、詳しくは、タンクの正面側に操作ハンドルを設けた場合に起こる不具合の解消を目的
とする。
【０００２】
【従来の技術】
図５に示すように、便器Ｓ上に載設される洗浄水タンクＴは、一般に左右の幅寸法αの方
が前後の奥行き寸法βよりも大きく設定され、排水操作用のハンドルＨはタンクＴの側面
に取り付けられる。しかるに図６の如く、タンクＴの左右にキャビネットＣを配置したり
、タンクＴ自体をキャビネットＣ内に収納する構成を採用する場合、ハンドルＨは、タン
クＴの正面部に取り付けられる。そしてこのとき、ハンドルＨの位置は、開き上げた便座
３０，便蓋３１との干渉を避けるため、タンク正面部における左右いずれかの側縁寄りに
配置される。
【０００３】
図５のように、ハンドルＨをタンクＴの側面に取り付けた場合、ハンドルＨに連結される
レバーＬは、タンクＴの幅方向とほぼ平行に配置され、ハンドル操作に伴うレバーＬの回
動方向は、タンクＴの前後方向となる。また、レバーＬの先端部を、フロート弁等の排水
弁装置Ｆの直上またはその近くへ容易に位置させることができるから、鎖等の連係手段Ｒ
をほぼ鉛直な姿勢にすることができる。従って、特許文献１に記載するような排水弁装置
（フロート弁）に対し、レバーＬの回動方向を変更することによって、洗浄水量の大小切
替操作を確実に行うことができる。
【０００４】
これに対し図６の如く、ハンドルＨをタンクＴ正面部の左右いずれかの側縁寄りに取り付
けたときは、レバーＬの先端部が排水弁装置Ｆの直上に位置しないため、レバーＬと排水
弁装置Ｆとを連結する鎖等の連係手段Ｒが斜めに伸びることとなる。このため、レバーＬ
の回動方向の違いでストロークに差をつけにくく、洗浄水量の大小切替が困難であった。
【０００５】
そこで、洗浄水タンクの正面における中央から離れた位置に、操作ハンドルを取り付けた
場合の前記問題を解決する一手段が、特許文献２に記載されている。同特許文献２には、
タンクの中央から離れた位置に設けた操作ハンドルと、タンク中央部に設けた排水弁装置
の開閉操作器具とを、リンク機構やプーリー機構で連結した洗浄水タンク装置が記載され
ている。そして、タンク側方の操作ハンドルを操作することにより、リンク機構等を介し
て、タンク中央部の開閉操作器具を動作させ、排水弁装置の開閉を操作することができる
ようなされている。従って当該装置は、排水弁装置に対する引き上げ操作をほぼ直上位置
から行うことが可能なので、洗浄水量の大小切替を実行するのが容易である。
【０００６】
【特許文献１】
特開平１０－１３１２５７号公報
【特許文献２】
特開平１１－１００８８１号公報
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
前記特許文献２に記載されたものは、排水弁装置の開閉操作器具が、タンクの正面側に設
けられる操作ハンドルの回動方向と同じ方向、つまりタンクの左右方向に回動するよう構
成されている。そのため排水弁装置が、例えば図７～１０に示す如く、開閉操作をするの
に、開閉操作器具をタンクの前後方向に回動させることを要するような構造である場合（
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特許文献１の第５実施例参照）、前記特許文献２の技術は適用することができなかった。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明が前記従来の問題点を解決するために創案した洗浄水タンクの排水機構の特徴を
、図面を参照して説明すると、タンク外面の正面部における左右いずれかの側縁寄りへ回
動可能に取り付けられる操作ハンドルＨと、タンク内に設けられ前記操作ハンドルＨの回
動軸Ｊと交叉するか又は食い違うように設定された回動軸Ｌ－１を有し長手方向の軸芯回
りに回動可能なレバーＬと、タンクの底部に設けた排水弁装置Ｆと、前記レバーＬと排水
弁装置Ｆとを連動可能に接続する鎖等の連係手段Ｒと、タンク内に設けられ前記操作ハン
ドルＨの回動軸Ｊと前記レバーＬの回動軸Ｌ－１とを連動可能に連結する変向伝動手段Ｋ
とを備え、前記操作ハンドルＨを回動させると前記変向伝動手段Ｋを介して前記レバーＬ
がタンクの前後方向に回動するように構成されていることにある。
【０００９】
前記構成により、前記操作ハンドルＨをタンクの正面部に取り付けたときに、前記レバー
Ｌの回動軸Ｌ－１を、前記操作ハンドルＨの回動軸Ｊに対し、変向伝動手段Ｋを介して実
質的に直角となるように連結することができるから、レバーＬを、タンクの左右幅方向と
ほぼ平行な姿勢にできると共に、レバーＬの先端部を排水弁装置Ｆの直上又はその近くに
位置させることが容易となる。それ故、レバーＬと排水弁装置Ｆとを接続する鎖等の連係
手段Ｒをほぼ鉛直な姿勢に保てるので、ハンドルＨの回動方向による洗浄水量の大小切替
操作を確実にできる。またレバーＬの回動方向をタンクの前後方向に設定できるから、開
閉動作をするのにレバーＬをタンクの前後方向に回動させることを要する種類の排水弁装
置に対応することが可能となる。
【００１０】
なお本発明の実施に当たり、前記変向伝動手段Ｋは、かさ歯車より構成することが考えら
れる。この場合、通常のかさ歯車は、二つの回動軸が同一平面において直交するように配
置されるものであるが、状況に応じて食い違いかさ歯車を用いれば、各回動軸が会合しな
いように二つの歯車を配置することが可能である。
【００１１】
　また前記操作ハンドルＨの回動軸Ｊを、前記変向伝動手段Ｋに対し軸線方向に摺動可能
に構成することが望ましい。あるいは、前記レバーＬの回動軸Ｌ－１を、前記変向伝動手
段Ｋに対し軸線方向に摺動可能に構成することも可能である。なお、操作ハンドルＨの回
動軸Ｊ及び／又はレバーＬの回動軸Ｌ－１を、変向伝動手段Ｋに対し軸線方向に摺動可能
に構成した結果、回動軸どうしが会合する可能性のある場合は、変向伝動手段Ｋを、前述
の食い違いかさ歯車を用いて構成すればよい。
【００１２】
【発明の実施の形態】
本発明の実施形態を、図１乃至図４を用いて説明する。本発明に係る洗浄水タンクの排水
機構Ｄは、排水弁装置Ｆが例えば図７～図１０に示す如き構造（特許文献１の第５実施例
参照）である場合において、操作ハンドルＨをタンクＴの正面部へ取り付ける必要がある
ときに適用されるものである。
【００１３】
本例の排水機構Ｄにあっては、操作ハンドルＨの回動軸Ｊと、レバーＬの回動軸Ｌ－１と
を互いに直角に交叉するよう配置すると共に、ハンドルＨの回動軸ＪとレバーＬの回動軸
Ｌ－１とを変向伝動手段Ｋで連結して、ハンドルＨをタンクＴの正面側から左右方向へ回
動操作すると、レバーＬが、タンクＴの前後方向に回動するように構成したところに特色
を有している。なお本例において、レバーＬと排水弁装置Ｆとを接続する連係手段Ｒには
、従来の玉鎖を使用できる。
【００１４】
本例の変向伝動手段Ｋは、ハウジング１内に収められた一組のかさ歯車２，３から成り、
各回転軸が互いに直交するよう設定されている。但し、状況に応じ、回転軸の軸線の交叉
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角度を９０°以外に設定することも妨げない。また、かさ歯車２，３のギア比は、通常１
：１とされるが、必要に応じ異なるギア比を採用することも妨げない。上記変向伝動手段
Ｋを取り付けるには、ハウジング１にブラケット部１２を設け、これを例えば洗浄水タン
クが二重壁構造である場合のインナータンク１０か或いは別途設けた支持部材に形成した
切欠部１１に挿入し、ブラケット部１２の突出部分にクリップ１３を嵌合させることで固
定するという構造を採用できる。
【００１５】
前記レバーＬの回動軸Ｌ－１は、変向伝動手段Ｋに設けられる一方のかさ歯車２に、一体
的に回動するよう接続される。レバーＬとハウジング１との間には、軸受４が介装される
。もう一方のかさ歯車３には、ハンドルＨの回動軸Ｊに設けた角柱部Ｊ－１を接続する。
但し、この角柱部Ｊ－１は、かさ歯車３に対し、軸回りに一体的に回動するが、軸線方向
へは摺動可能に構成されている。また、ハンドルＨの回動軸Ｊにおける手前側適所が、タ
ンクＴの正面部に適宜ストッパー１５を用いて固定した軸受１４により、回動自在に保持
されている。
【００１６】
このようにハンドルＨの角柱部Ｊ－１を、かさ歯車３に対し摺動して進退可能とすること
により、タンクＴの寸法変更のためハンドルＨから変向伝動手段Ｋまでの間隔が増減する
場合でも、容易な対応が可能となる。なお、上記かさ歯車３とハウジング１との間には、
軸受５を介装することが望ましい。
【００１７】
また図４に示す如く、レバーＬの回転軸Ｌ－１に角柱部Ｌ－２を設け、レバーＬについて
も、かさ歯車２に対し摺動可能な構成とすることが考えられる。これにより、タンクＴの
寸法変更のため変向伝動手段Ｋから排水弁装置Ｆまでの間隔が増減する場合に、対応が容
易となる。なお、ハンドルＨの回動軸Ｊ及びレバーＬの回動軸Ｌ－１を両方ともかさ歯車
２，３に対し摺動可能とする場合は、上記二つの角柱部Ｊ－１，Ｌ－２が会合するのを避
けるため、かさ歯車２，３を食い違いかさ歯車とするのが望ましい。
【００１８】
前記の如く構成した本発明の排水機構Ｄは、タンクＴの正面部に設けたハンドルＨを操作
すると、変向伝動手段Ｋ内の一方のかさ歯車３が回動し、これと連動してもう一方のかさ
歯車２が回動するため、タンクＴの幅方向に対し実質的に平行に配置したレバーＬが回動
する。その結果、レバーＬの先端部に適宜の接続具１６で取着した玉鎖等の連係手段Ｒを
通じ、排水弁装置Ｆが開き上げられ、洗浄水の排水が開始される。
【００１９】
本発明では、レバーＬの先端部を排水弁装置Ｆの直上又はその近傍位置に配置できるから
、連係手段Ｒをほぼ鉛直な状態とすることができ、それ故、レバーＬの回動量の多寡を、
連係手段Ｒの引っ張り量に正確に反映させることが可能である。従って、例えば、ハンド
ルＨ及びレバーＬの回動方向の違いによって、かさ歯車２，３の回動量が制限される手段
６を変向伝動手段Ｋに設けておけば、ハンドルＨの回動方向により、排水弁装置Ｆの開き
上げ量を異ならせて、洗浄水の排水量を確実に変化させることができる。すなわち、タン
ク正面部に操作ハンドルを設けたものにおいて、洗浄水量の大小切替を確実に実現できる
。
【００２０】
ここで、本発明に係る排水機構Ｄの適用対象となる排水弁装置Ｆ１の一例を、図７～図１
０に基づいて簡単に説明する。この排水弁装置Ｆ１は、例えば水洗便器用の洗浄水タンク
の底部に設けられるものであり、固定金具２２，球弁２６，切替弁部材６０を主要な構成
部材としている。固定金具２２は、パッキン２３と締付ナット２４を介してタンク底部に
取り付けられる筒状のものであり、下端部は排水口２１となされている。その内部にはガ
イド片２２ｂと弁座ガイド５０とが設けられ、上端側には皿状の弁座部２２ａが形成され
ている。また、固定金具２２には、オーバーフロー管２５が連通状に立設されている。
【００２１】
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固定金具２２の弁座部２２ａに着座する球弁２６は、その上面に突設した連結突起２６ａ
上端の係入片２６ｂを、水受カップ５１の底部に設けた係合突部５８に嵌め込んで、止リ
ング５９を嵌着することにより、水受カップ５１と着脱可能に連結される。また頂部下面
からガイド棒２７が垂設され、ガイド棒２７は、固定金具２２に設けたガイド片２２ｂ及
び弁座ガイド５０のガイド孔５０ａに挿通されている。
【００２２】
水受カップ５１は、その側面に連結部５２及びガイド筒５３が設けられ、このガイド筒５
３はオーバーフロー管５５に昇降可能に外嵌されている。なおオーバーフロー管５５の上
端部には、ストッパー部材６６が嵌着されている。水受カップ５１の底面部５１ａには、
中心から偏心する位置に傾斜部５４が形成され、傾斜部５４には方形の流出孔５５が形成
されている。５６は当接ストッパー片である。水受カップ５１の上縁には、軸孔５７ａを
有する一対の立上片５７が対向するように立設され、軸孔５７ａに、切替弁部材６０の回
動軸６１が支持されている。
【００２３】
切替弁部材６０は、回動軸６１の中心部からガイド筒部６２が垂設され、ガイド筒部６２
内を貫通し且つ上下に摺動可能なスピンドル６３が、スプリングＳＰにより常時下方へ付
勢された状態で組み込まれている。スピンドル６３の下端部には方形弁体６４が、上端部
には球鎖Ｒを係止するための鎖フック６５がそれぞれ設けられている。
【００２４】
切替弁部材６０は、回動軸６１を支点として水受カップ５１内で傾動可能なものであって
、その傾動方向は、タンクの前後方向に設定されている。そして、球鎖Ｒを図１０のＸ側
（タンク後方）へ引っ張ったときには、仮想線（二点鎖線）の如く傾動して、流出孔５５
を開放した状態に維持するから、大水量の洗浄水排出となる。反対に球鎖Ｒを図１０のＹ
側（タンク前方）へ引っ張ったときには、切替弁部材６０が実線の如く傾動して、スピン
ドル６３下端部の方形弁体６４が流出孔５５を閉止した状態に維持するから、水受カップ
５１内に水が溜まった状態となる。その結果、水受カップ５１に貯留された水の重みで球
弁２６の下降速度が増加するから、排水時間が短縮され、少量の洗浄水排出となる。
【００２５】
このように前述の排水弁装置Ｆ１は、排水量の大小切替をするために、切替弁部材６０を
タンクの前後方向に移動させることを要する。しかるに本発明を適用することにより、タ
ンク正面に操作ハンドルを設けた場合でも、前記排水弁装置Ｆ１を操作することが可能と
なる。
【００２６】
ところで、本発明の実施の形態は、前記に限定されるものではない。例えば、変向伝動手
段Ｋを、かさ歯車以外に、ハンドルＨの回動軸Ｊと、レバーＬの回動軸Ｌ－１とを、コイ
ルバネで連結する構成が考えられる。その他、本発明は、実施の状況に応じ適宜変更する
ことを妨げない。
【００２７】
【発明の効果】
本発明に係る排水機構によれば、レバーの先端部を排水弁装置の直上またはその近くに位
置させることができるので、レバーと排水弁装置とを接続する連係手段をほぼ鉛直な状態
にできる。それ故、レバーの回動量の変化を、連係手段の引っ張り量に正確に反映させる
ことができるから、洗浄水量の確実な大小切替が可能となる。
【００２８】
また、タンクの正面部に取り付けたハンドルを操作して、タンクの幅方向とほぼ平行に配
置したレバーを、タンクの前後方向に回動させることができるので、連係手段をタンクの
前後方向に引っ張ることが開閉動作に必要な種類の従来の排水弁装置を、そのまま利用す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係る洗浄水タンクの排水機構の概略構成を示す斜視図である。
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【図２】　本発明に係る洗浄水タンクの排水機構の一実施形態に関するものであって、操
作ハンドルとレバーと変向伝動手段とを示す平面断面図である。
【図３】　本発明に係る洗浄水タンクの排水機構の一実施形態に関するものであって、レ
バーと変向伝動手段とを示す正面図である。
【図４】　本発明に係る洗浄水タンクの排水機構の異なる実施形態に関するものであって
、操作ハンドルとレバーと変向伝動手段とを示す平面断面図である。
【図５】　従来例に関するものであって、図（Ａ）は洗浄水タンクを載設した便器の平面
図、図（Ｂ）は同正面図である。
【図６】　異なる従来例に関するものであって、図（Ａ）は洗浄水タンクを載設した便器
の平面図、図（Ｂ）は同正面図である。
【図７】　特許文献１（特開平１０－１３１２５７号公報）に記載された従来の排水弁装
置を示す正面断面図である。
【図８】　特許文献１（特開平１０－１３１２５７号公報）に記載された従来の排水弁装
置を示す分解斜視図である。
【図９】　特許文献１（特開平１０－１３１２５７号公報）に記載された従来の排水弁装
置における水受カップの内部構造を示す部分切欠斜視図である。
【図１０】　特許文献１（特開平１０－１３１２５７号公報）に記載された従来の排水弁
装置における切替弁部材の動作要領を示す側面断面である。
【符号の説明】
Ｄ…排水機構　Ｆ…排水弁装置　Ｈ…操作ハンドル　Ｊ…回動軸　Ｊ－１…角柱部　Ｋ…
変向伝動手段　Ｌ…レバー　Ｌ－１…回動軸　Ｓ…便器　Ｔ…洗浄水タンク　１…ハウジ
ング　２，３…かさ歯車　４，５…軸受

【図１】 【図２】
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