
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

【請求項２】
トラップの封水底に開閉可能な点検口を設けた に記載の排水トラップ構造。
【請求項３】
排水口にはフィルターを設けた 記載の排水トラップ構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、シンク下の排水トラップに係り、より詳しくは該排水トラップの下流に接
続される排水管を容易に高圧洗浄することができるようにした構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　図５は、家庭用流し台の排水トラップとして普及している所謂ベルトラップを示したも
のであり、その構造は、例えば本出願人による特許文献１や２によっても公知である。こ
のベルトラップは、シンクの流し口に所定深さからなる筒状本体５０を取付け、該筒状本
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網かごを収容可能な本体の奥側背面に排水口を設けると共に、前記本体の底面に開閉可能
な洗浄口を設け、前記排水口にはＳ字トラップ、Ｕ字トラップ等のサイホン式トラップを
接続する一方、前記洗浄口と前記トラップの少なくとも封水底よりも下流の一部とをバイ
パス管で接続したことを特徴とする排水トラップ構造。

請求項１

請求項１または２



体５０の上部にはゴミ捕捉用の網かご５１を収容する一方、その下方にはアタッチメント
５２を介して排水管（図示せず）と接続される立ち上がり管５３を一体的に設け、さらに
立ち上がり管５３に冠せるように防臭蓋５４を設けてなる。そして、立ち上がり管５３と
防臭蓋５４で形成される封水空間５５を臭気等の逆流を防止するトラップとして機能させ
ている。なお、同図中、５６はシンク排水口に取り付けられる例えば菊割状の口蓋である
。
【０００３】
　このような排水トラップにおいて、業界では、より確実に臭気等の逆流を防止するため
、その封水空間５５の高さ（封水深）を５０ｍｍ以上に設定することが基準となっている
。
【０００４】
　一方、近年では、シンク下のデッドスペース化を解消し、流し台キャビネットの収納効
率を高める試みがなされている。そこで、従来は、シンクの流し口を奥に配置する他、図
６に示したように、網かご５７の嵩を低く設定することによって、封水深を一定長に確保
したまま、排水トラップの全高を小さくしている。この傾向は、家庭用排水を少しでも汚
染の少ないものとして、下水処理の効率化を図り、引いては地球環境を保全するため、ゴ
ミの溜め込み量を小さくするという目的にも合致する。
【０００５】
　さらに、このベルトラップでは、足下に引き出しを備えたシステムキッチンにも対応さ
せるという目的から、立ち上がり管５８から排水管接続部５９を９０度に屈曲することに
よって、シンク下を完全に開放するという手段が採用されている。
【０００６】
【特許文献１】実開昭５５－２１３７９号公報
【特許文献２】実開昭５５－１４０５７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述のように従来は、封水深を業界基準値に確保しつつ、シンク下のデッドスペースを
解消するという相反する問題を解決するため、最終的には図６に示したような構造を採用
するに至っている。
【０００８】
　ところで、排水トラップの下流に接続される排水管は、経年的にその内壁に油粕などの
汚れが付着する。該付着物は、管詰まりを起こす他、異臭を放ち、雑菌の繁殖用土ともな
る。トラップに破封が生じれば、異臭が室内に充満し、雑菌によってシンクが汚染される
恐れがある。そこで従来は、定期的に排水管を市販の洗浄剤を用いて付着物を落とすとい
った手段を講じていたが、付着物が長年放置されていたなど、こびり付きがひどい場合に
は、噴射ノズルから洗浄剤を高圧噴射して内壁の汚れを剥ぎ落とすことがなされている。
この高圧洗浄は、先ずシンクから口蓋、網かご、防臭蓋を取り除き、立ち上がり管を介し
て排水管に噴射ノズルを差込み、高圧噴射するという手順によって行われる。
【０００９】
　しかしながら、図６に示した排水トラップでは、排水管接続部５９が９０度に屈曲され
ているため、噴射ノズルから高圧噴射される洗浄液は該屈曲部で減圧・減速され、排水管
を効果的に洗浄することができないという課題がある。もちろん、噴射ノズルは前記屈曲
部を通過させることができない。また、該構造の排水管接続部５９に排水管を接続しよう
とすれば、下流側を壁内配管するといった手間も生じる。なお、トラップの排水管接続部
５９を垂直とすれば、これらの問題は解消するが、反面、シンク下の収納効率が犠牲にな
ることはもちろんである。
【００１０】
　一方、排水トラップは、上述したベルトラップに代表される非サイホン式の他、パイプ
をＳ字、Ｊ字、Ｕ字等に屈曲し、該屈曲部に封水空間を設けたサイホン式のものがある。
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しかし、サイホン式トラップもまた、その封水路は屈曲したものであるため、そのままの
使用状態では高圧噴射液を減圧・減速させるから、排水管の高圧洗浄はより困難を極める
。
【００１１】
　本発明は上述した課題に鑑みなされたもので、その目的は、シンク下のデッドスペース
化を回避しつつ、排水管の高圧洗浄を容易に行うことができる排水トラップ構造を開示す
ることである。また、トラップ自体の洗浄も容易に行うことができる構造とすることも目
的の一つである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために本発明では、網かごを収納可能な本体に排水口と開閉可能な
洗浄口を設け、排水口にはＳ字やＵ字等のサイホン式トラップを接続すると共に、前記洗
浄口とトラップの下流一部とをバイパス管によって接続するという手段を用いた。この手
段によれば、トラップの下流側には排水管が接続され、上記洗浄口を有り触れた蓋など適
宜手段によって閉じておくことにより、シンクの水は排水口およびＳ字トラップを介して
排水管へと排水される。このときトラップは封水部を有し、臭気等の逆流を防止すること
はもちろんである。なお、トラップの封水深は５０ｍｍ以上に設定しておくことが好まし
い。一方、バイパス管の下端はトラップの下流一部、少なくとも封水底よりも下流側に接
続される。そして、洗浄口は噴射ノズルの差込口として機能し、ここから噴射ノズルを差
し込むことによって、洗浄液はバイパス管を通じて直接的に排水管に噴射される。
【００１３】
　また、排水口を本体の奥側背面に設ける一方、洗浄口は本体の底面に設けるという手段
を用いれば、トラップとしてＳ字トラップを採用した場合、該Ｓ字トラップは流し台キャ
ビネットの背板を沿うように配管されるから、該キャビネットの手前に収納スペースを確
保したまま、封水深を深めにとっても前記収納スペースを阻害することがなく、該封水深
も十分に設定することができる。一方、この手段とは別に、洗浄口を排水口の直下から分
岐させるという手段を用いることがある。この場合、排水口の形成位置は特に限定されな
いが、洗浄口はトラップの上流一部またはトラップと排水口の間に適宜介装されるエルボ
管などの接続管に貫設される。そして、この手段によれば、排水口と洗浄口が近接するた
め、バイパス管を無理なくトラップの下流一部に接続でき、該バイパス管をより直線に近
い状態で配管することができるから、高圧洗浄をより有効なものとする。また、この手段
において排水口を本体奥側背面に設けた場合には、キャビネット手前の収納スペースをよ
り大きく確保できる。なお、洗浄口は上述のように噴射ノズルの差込口として機能させる
ものであるから、排水口の直下に洗浄口を設ける場合は、噴射ノズルが差し込みやすい位
置に形成することに留意すべきである。
【００１４】
　また、洗浄口を本体の底面奥側に設ける一方、排水口をその手前に位置して本体底面に
設けることによって、バイパス管は流し台キャビネットの奥側（背板側）のデッドスペー
スに配されることになるから、キャビネット内の収容効率を高めることができる。なお、
この手段はトラップとしてＵ字トラップを採用し、該トラップの設置によりキャビネット
の奥側にデッドスペースが発生してしまう場合に特に有効である。
【００１５】
　さらに、トラップの封水底に開閉可能な点検口を設けることによって、該点検口を通じ
てトラップ内部の清掃などメンテナンスを容易に行うことができる。なお、トラップとし
てＳ字トラップを採用した場合、該Ｓ字トラップは肩下がりとし、その屈曲部のうち下方
側の屈曲部を封水底として設定することができる。
【００１６】
　さらにまた、排水口にフィルターを設けることによって、網かごで捕集できなかったゴ
ミが捕捉され、排水の目詰まりを確実に防止する。
【発明の効果】
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【００１７】
　以上説明したように、本発明によれば、バイパス管により本体から排水管まで高圧洗浄
液のバイパス通路を設けたので、従来よりも高圧の状態で排水管を洗浄することができる
。また、Ｓ字トラップはシンク奥側に沿って配管されるため、封水深を一定以上にとった
としても、シンク手前に収納スペースを大きく確保することができる。さらに、バイパス
管はフレキシブル管などの可撓管により構成することで、前記収納スペースを極力阻害し
ない状態で、その通路を大きく屈曲させることなく配管できるから、排水管の高圧洗浄も
有効なものとなる。また、フィルターによって管詰まりが確実に防止され、また固定用フ
ックによって特にＳ字トラップを強固に固定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の好ましい実施の形態を添付した図面に従って説明する。図１、図２、図
３は、本発明の一実施形態に係る排水トラップ構造全体の背面図、側面図、平面図である
。図中、１はシンクの流し口に固定される本体、２は本体１に収容されるゴミ捕捉用の網
かご、３はＳ字トラップ、４はバイパス管である。
【００１９】
　本体１は、網かご２を収納するだけの深さからなり、底面１ａは一定の流水勾配を有す
る。また、本体１の奥側背面１ｂには排水口１ｃが設けられ、該排水口１ｃと連続する筒
口１ｄが一体的に形成されている。該筒口１ｄには筒状フィルター５が配置され、網かご
２で捕捉できなかった小さなゴミを捕集するようにしている。この本体筒口１ｄとＳ字ト
ラップ３とはエルボ管６によって接続され、さらにＳ字トラップ３の下端には排水管（図
示せず）が接続される。なお、７はそれぞれ管接続用の袋ナットである。さらにまた、本
体底面１ａの中央には排水口１ｃとは別に洗浄口１ｅが形成されており、該洗浄口１ｅは
通常、蓋８によって閉じている。そして、該洗浄口１ｅには適宜着脱可能なアタッチメン
ト９を介してバイパス管４が接続される。
【００２０】
　一方、Ｓ字トラップ３は、垂直部３ａとＳ字封水路３ｂとを連続して設けた構造からな
り、垂直部３ａには左右に迫り出して補助管３ｃ・３ｃが一体的に形成されると共に、Ｓ
字封水路３ｂの下方にはバイパス管４の下端を接続する連結口３ｄが形成されている。補
助管３ｃ・３ｃはシンクに設けた洗剤容器の収納ポケットと適宜接続することによって、
前記ポケットに貯まった水をＳ字トラップ３を通じて排水するためのものである。なお、
この補助管３ｃ・３ｃは当初塞がっており、上記排水時にその先端をカットしてから前記
ポケットとの間を別途接続管によって接続する。さらに、この実施形態の場合、Ｓ字トラ
ップ３は、Ｓ字封水路３ｂが肩下がりに傾斜して構成され、その屈曲部のうち下方に位置
する屈曲部先端（封水底）には開閉可能な点検口１０が設けられている。なお、Ｓ字封水
路３ｂによる封水深は５０ｍｍ以上に設定することが好ましい。
【００２１】
　次に、上記構成による排水トラップ構造の作用効果について説明する。先ず、該トラッ
プ構造の使用形態は、通常時使用と洗浄時使用とに分かれる。通常使用時は、本体１の底
面洗浄口１ｅを蓋８等によって閉じておくことによって、シンクの汚水は背面排水口１ｃ
、エルボ管６、Ｓ字トラップ３を介して排水管へと流れ出る。また、Ｓ字トラップ３の封
水路３ｂにおける貯水によって臭気や害虫の逆流を防止するという基本的な機能を発揮す
る。このときバイパス管４はその洗浄口１ｅが閉じられているため、臭気等が逆流するこ
とはない。さらに、この実施形態ではＳ字トラップ３を接続する排水口１ｃを本体奥側の
背面１ｂに形成したので、Ｓ字トラップ３はキャビネットの背板や壁面に沿うように配管
できるから、手前側に収納スペースを大きく確保することができる。さらに、網かご２も
従来技術の例に倣って、嵩の低いものを使用することで、本体１の全体嵩（全高）も小さ
くできるから、Ｓ字トラップ３の封水深とシンク下の収納スペースの双方を同時に確保す
る作用を行う。なお、従来技術で説明したような、シンクの足下に引き出し式の収納構造
を設けるために、壁内配管することも本発明から完全に排除するものではないが、この場
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合、Ｓ字トラップ３と排水管との接続部を極端に曲げないようにする。バイパス管４を通
じて行われる高圧洗浄を有効とするためである。
【００２２】
　続いて、洗浄時使用では、蓋８を外して本体底面１ａに形成した洗浄口１ｅを開け、該
洗浄口１ｅから洗浄液等を高圧噴射する噴射ノズルを差し込む。その差し込み程度は噴射
ノズルの構造によるが、フレキシブルなものを用いてバイパス管４の奥深くまで差し込む
のが好ましい。そして、洗浄を開始すれば、洗浄液はバイパス管４を通じて、若しくは、
直接排水管へと高圧噴射され、該排水管の内壁に付着した油粕等を剥離することができる
。ここで、より洗浄液の噴射圧を高圧に維持するためには、バイパス管４をより直線に近
い状態で配管することが好ましい。ただし、バイパス管４をフレキシブル管により構成し
てもＳ字トラップ３との間を直線的に接続することは困難であり、また手前側の収納スペ
ースを確保する場合、バイパス管４を奥側にやや屈曲するように撓ませて配管することが
好ましい。こうした相反する問題を解消するために、この実施形態では、バイパス管４の
本体側接続口（洗浄口１ｅ）を本体１の底面１ａに設け、バイパス管４をフレキシブル管
から構成したので、その配管態様は大きく屈曲させずにＳ字トラップ３の下流一部に接続
されたものとなり、噴射圧を高圧状態に保つことができる。さらに、高圧洗浄時、破封す
ればＳ字トラップ３を排気のためのダクトとしても機能させることができるため、高圧噴
射をより確実なものとすることができる。
【００２３】
　さらに、洗浄時使用には、Ｓ字トラップ３の洗浄態様も含まれ、このときは封水底に設
けた点検口１０からキャップを外すことで、封水をドレンし、異物の除去、Ｓ字トラップ
３内の洗浄（高圧噴射を含む）等のメンテナンスを行うことができる。
【００２４】
　なお、上記実施形態は本発明の一例であって、種々の変更が可能である。その項目とし
ては、例えば、本体１に対する排水口１ｃや洗浄口１ｅ、Ｓ字トラップ３に対する連結口
３ｄの位置変更、排水口１ｃ・排水管とＳ字トラップ３との接続構造やバイパス管４と洗
浄口１ｅ・Ｓ字トラップ３との接続構造の変更、点検口１０や筒口フィルター５の省略ま
たは構造変更、さらにＳ字トラップ３やバイパス管４の素材選択などが該当する。
【００２５】
　ここで特に、排水口１ｃと洗浄口１ｅの位置変更について説明すると、上記実施形態で
は本体１に排水口１ｃと洗浄口１ｅの２つを同時に設けたが、本体１には排水口１ｃのみ
を設け、洗浄口１ｅは排水口１ｃの直下、例えばエルボ管６の上流一部から分岐して設け
てもよい。つまり、このような分岐構造とした場合、本体１からは洗浄口１ｅが省略され
、代わりに排水口１ｃの直下から分岐した洗浄口１ｅによって上述した排水管の高圧洗浄
を行うことができる。さらに、上記実施形態と比べて排水口１ｃと洗浄口１ｅの位置が近
接するから、バイパス管４をＳ字トラップ３の下流一部に配管するときもより曲がりの小
さいものとすることができる。よって、高圧洗浄の機能が高まる。さらに、洗浄口１ｅの
位置変更によってバイパス管４の配管位置もキャビネットのより奥側に後退させることが
できるから、該キャビネットの手前収納スペースが拡大する。ただし、この場合の排水口
１ｃの位置は必ずしも本体奥側背面１ｂであることを要しない。つまり、排水口１ｃを通
じて洗浄口１ｅに噴射ノズルが容易に差し込むことができるのであれば、本体底面１ａな
どその他の位置に排水口１ｃを形成することができる。なお、この位置変更時も洗浄口１
ｅは臭気等の逆流を防ぐため、通常使用時には蓋等によって閉口しておくことはもちろん
である。
【００２６】
　ところで、シンクやトラップの位置によっては、流し台キャビネットの奥にデッドスペ
ースが出来ることがある。つまり、流し台キャビネットの奥行きが深く、該キャビネット
に対してシンクが背板よりも手前に配置される場合、シンクにトラップを設ければ、該ト
ラップによってキャビネットの背板とシンクの奥端までの空間はデッドスペースとなる。
そこで、このようなデッドスペースを解消し、キャビネット内の収容効率を高めるべく、
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本発明の他の実施形態を図４に従って説明する。即ち、この実施形態では、洗浄口１ｅを
本体１底面の奥側（キャビネット背板側）に設け、その手前に位置して、前記洗浄口１ｅ
と前後関係となるように本体１の底面に排水口１ｃを設けている。また、ここではトラッ
プとしてＵ字トラップ３’を採用し、その封水底よりも下流側一部と洗浄口１ｅとをバイ
パス管４によって接続している。従って、この実施形態では、キャビネット内におけるト
ラップ奥のデッドスペースにバイパス管４が配置されることになるから、キャビネット内
の有効利用が図られる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の一実施形態に係る排水トラップ構造の背面図
【図２】同排水トラップ構造の一部（本体側）を切欠した側面図
【図３】同排水トラップ構造の平面図
【図４】本発明の他の実施形態に係る排水トラップ構造の側面視断面図
【図５】従来の排水トラップ構造を示した断面図
【図６】他の従来の排水トラップ構造を示した断面図
【符号の説明】
【００２８】
１　本体
２　網かご
３　Ｓ字トラップ
４　バイパス管
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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