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(57)【要約】
【課題】床スラブの開口に該床スラブの上方からプレー
トを介して和風便器を設置する和風便器の施工方法にお
いて、施工作業が容易であると共に、和風便器の下面側
からも和風便器とプレートとの間を十分にシールするこ
とができる和風便器の施工方法を提供する。
【解決手段】床スラブ１に、和風便器１０を差し込みう
る大きさの開口３が設置されている。開口３の周囲にお
いてコンクリート層５の上面に段落し状の低所６が形成
されている。開口３を覆う大きさのプレート２０と和風
便器１０とが一体化されて一体物Ｕが構成されている。
和風便器１０の便鉢部１１がプレート２０の嵌合口２１
に嵌合され、該嵌合口２１の内周面と便鉢部１１の外周
面との間に接着剤２２が充填されている。この一体物Ｕ
が開口３に上方から設置される。プレート２０は低所６
に載荷される。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　和風便器を上方から差し込むことができる大きさの開口を床スラブに設けておき、
　該開口を覆う大きさを有したプレートと和風便器とを一体化させた一体物を該開口に上
方から設置する
和風便器の施工方法。
【請求項２】
　請求項１において、前記プレートは、前記和風便器の嵌合口を有しており、
　前記一体物は、和風便器を裏返しにした状態で、上方からプレートを、該嵌合口に和風
便器が入り込むように降下させ、次いで、和風便器の周囲と該嵌合口の内周との間に接着
剤を充填することにより製造したものであることを特徴とする和風便器の施工方法。
【請求項３】
　請求項１又は２において、床スラブ上に防水層を設け、その上にコンクリートを打設し
てコンクリート層を形成し、
　このコンクリート層の上に前記一体物のプレートを載荷させることを特徴とする和風便
器の施工方法。
【請求項４】
　請求項３において、前記開口の周囲においてコンクリート層に段落し状の低所を設けて
おき、前記プレートを該低所に載荷させることを特徴とする和風便器の施工方法。
【請求項５】
　請求項１又は２において、前記開口の周囲において前記床スラブの上面に、周囲よりも
低くなった低所を設けておき、前記プレートを該低所に載荷させることを特徴とする和風
便器の施工方法。
【請求項６】
　請求項４又は５において、プレートの上面と低所の周囲の上面とを略同レベルとし、低
所の周囲からプレート上面にかけて床仕上げ材を施工することを特徴とする和風便器の施
工方法。
【請求項７】
　請求項４又は５において、低所周囲の上面に床仕上げ材を施工し、該床仕上げ材の上面
とプレート上面とを略同レベルとすることを特徴とする和風便器の施工方法。
【請求項８】
　請求項１又は２において、前記開口の周囲の床スラブの上面に前記一体物のプレートを
載荷させ、該プレートの周囲の床スラブの上面にコンクリートを打設してコンクリート層
を形成することを特徴とする和風便器の施工方法。
【請求項９】
　請求項８において、プレートの上面とコンクリート層の上面とを略同レベルとし、コン
クリート層上面からプレート上面にかけて床仕上げ材を施工することを特徴とする和風便
器の施工方法。
【請求項１０】
　請求項８において、コンクリート層の上面に床仕上げ材を施工し、該床仕上げ材の上面
とプレート上面とを略同レベルとすることを特徴とする和風便器の施工方法。
【請求項１１】
　請求項１又は２において、前記プレートの周縁部に上下方向に螺進可能なレベル調整用
ボルトを設けておき、
　床スラブの開口縁部に前記一体物のプレートを載荷させ、次いでプレートが水平となる
ようにレベル調整し、
　その後、プレートの上面と面一となるように床スラブ上にコンクリート又はモルタルを
打設することを特徴とする和風便器の施工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、トイレルームに和風便器を設置するための施工方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　床スラブに和風便器嵌合用の開口を設け、この開口に和風便器を嵌合させて設置するこ
とが行われている。
【０００３】
　従来の施工方法では、床スラブの上方から和風便器の下部を該開口に差し込み、さらに
、床仕上げのために床スラブ上に打設するシンダーコンクリート層や防水層などの厚さ分
だけ、該和風便器を床スラブレベルよりも上方に配置して水平出しする。その後、和風便
器を床に固定するために、床スラブと該和風便器との間にモルタルを充填する。その際、
充填モルタルが階下に落下することを防止するために、床スラブの開口を、和風便器の下
部に当たらないように穴を設けた押さえ板で階下から塞ぐ。そして、床スラブの上側から
該床スラブと和風便器との間にモルタルを充填し、さらに床レベル出しをする。その後、
床スラブ上に、和風便器のフランジ部の下面と同レベルとなるようにシンダーコンクリー
トを打設してシンダーコンクリート層を形成する。その後、コンクリートが硬化した後、
押さえ板を階下から除去する。
【０００４】
　しかしながら、この施工方法にあっては、配管誤差等に合わせて和風便器の位置を調整
可能とするために開口を大き目に形成すると、階下から開口を塞ぐ押さえ板のサイズを大
きくして固定する必要が生じたり、大きな開口部分を埋め戻して床を作るため、この埋め
戻し部に床スラブと同等の強度を持たせるために鉄筋等を配筋してコンクリートを充填す
る等の現場作業が多くなっていた。
【０００５】
　実開昭５８－１２９９７４号公報には、床スラブの開口を、外径がこの開口の内径より
も大きいプレート（同号公報では施工枠と称されている。）で覆うようにした和風便器の
施工方法が記載されている。このプレートの中央には、和風便器の下部が嵌合する嵌合口
（同号公報では呼称なし。）が設けられている。
【０００６】
　同号公報の第４，５図の態様では、和風便器を設置するに当り、まずプレートを床スラ
ブの上方から開口に被せ、次いで、このプレートの中央の嵌合口に和風便器の下部を嵌め
込むようにして和風便器を該プレート上に載置する。その後、この和風便器の周囲のプレ
ート上及び床スラブ上にならしモルタルを塗り、その上に仕上げ層を形成する。
【０００７】
　同号公報の第６，７図の態様では、プレートの上面から嵌合口の周囲を取り囲むように
周壁状の起立部が立設されている。この態様では、まず、プレートを床スラブの上方から
開口に被せ、次いで、該起立部の外側のプレート上及び床スラブ上にならしモルタルを塗
り、その上に仕上げ層を形成する。その後、起立部の内側に和風便器の下部を嵌め込むよ
うにして該和風便器をこの起立部の上に載置する。
【０００８】
　同号公報の和風便器の施工方法にあっては、開口を覆うようにプレートが設置され、和
風便器は、下部がこのプレートの嵌合口に嵌め込まれるようにして該プレート上に設置さ
れるので、配管誤差等に合わせて和風便器の位置を調整可能とするために開口を大き目に
形成しても、このプレートによって和風便器と開口との間の隙間が覆われるため、モルタ
ルがこの開口の内側から流れ落ちることが防止される。そのため、階下から開口を塞ぐよ
うに押さえ板を設置する必要がない。また、和風便器は、このプレートによって支持され
るので、開口内に鉄筋等を配筋してコンクリートを充填することも不要である。
【特許文献１】実開昭５８－１２９９７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００９】
　上記実開昭５８－１２９９７４号公報の和風便器の施工方法にあっては、プレートを床
スラブの開口に被せてから該プレート上に和風便器を設置するので、施工に手間がかかる
。また、プレートの下面側からはこのプレートと和風便器との間に接着剤を充填すること
ができない。
【００１０】
　本発明は、床スラブの開口に該床スラブの上方からプレートを介して和風便器を設置す
る和風便器の施工方法において、施工作業が容易であると共に、プレートの下面側からも
該和風便器とプレートとの間に十分に接着剤を充填することができる和風便器の施工方法
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】
【００１１】
　本発明（請求項１）の和風便器の施工方法は、和風便器を上方から差し込むことができ
る大きさの開口を床スラブに設けておき、該開口を覆う大きさを有したプレートと和風便
器とを一体化させた一体物を該開口に上方から設置するものである。
【００１２】
　請求項２の和風便器の施工方法は、請求項１において、前記プレートは、前記和風便器
の嵌合口を有しており、前記一体物は、和風便器を裏返しにした状態で、上方からプレー
トを、該嵌合口に和風便器が入り込むように降下させ、次いで、和風便器の周囲と該嵌合
口の内周との間に接着剤を充填することにより製造したものであることを特徴とするもの
である。
【００１３】
　請求項３の和風便器の施工方法は、請求項１又は２において、床スラブ上に防水層を設
け、その上にコンクリートを打設してコンクリート層を形成し、このコンクリート層の上
に前記一体物のプレートを載荷させることを特徴とするものである。
【００１４】
　請求項４の和風便器の施工方法は、請求項３において、前記開口の周囲においてコンク
リート層に段落し状の低所を設けておき、前記プレートを該低所に載荷させることを特徴
とするものである。
【００１５】
　請求項５の和風便器の施工方法は、請求項１又は２において、前記開口の周囲において
前記床スラブの上面に、周囲よりも低くなった低所を設けておき、前記プレートを該低所
に載荷させることを特徴とするものである。
【００１６】
　請求項６の和風便器の施工方法は、請求項４又は５において、プレートの上面と低所の
周囲の上面とを略同レベルとし、低所の周囲からプレート上面にかけて床仕上げ材を施工
することを特徴とするものである。
【００１７】
　請求項７の和風便器の施工方法は、請求項４又は５において、低所周囲の上面に床仕上
げ材を施工し、該床仕上げ材の上面とプレート上面とを略同レベルとすることを特徴とす
るものである。
【００１８】
　請求項８の和風便器の施工方法は、請求項１又は２において、前記開口の周囲の床スラ
ブの上面に前記一体物のプレートを載荷させ、該プレートの周囲の床スラブの上面にコン
クリートを打設してコンクリート層を形成することを特徴とするものである。
【００１９】
　請求項９の和風便器の施工方法は、請求項８において、プレートの上面とコンクリート
層の上面とを略同レベルとし、コンクリート層上面からプレート上面にかけて床仕上げ材
を施工することを特徴とするものである。
【００２０】
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　請求項１０の和風便器の施工方法は、請求項８において、コンクリート層の上面に床仕
上げ材を施工し、該床仕上げ材の上面とプレート上面とを略同レベルとすることを特徴と
するものである。
【００２１】
　請求項１１の和風便器の施工方法は、請求項１又は２において、前記プレートの周縁部
に上下方向に螺進可能なレベル調整用ボルトを設けておき、床スラブの開口縁部に前記一
体物のプレートを載荷させ、次いでプレートが水平となるようにレベル調整し、その後、
プレートの上面と面一となるように床スラブ上にコンクリート又はモルタルを打設するこ
とを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明（請求項１）の和風便器の施工方法にあっては、床スラブの開口を覆う大きさの
プレートと和風便器とを一体化させた一体物を該開口に上方から設置するので、これらの
プレートと和風便器との設置が一工程で済むため、施工作業が簡易化される。また、この
ように和風便器とプレートとを一体化させておくことにより、プレートの下面側からもこ
の和風便器とプレートとの間をシールすることができる。
【００２３】
　また、本発明の和風便器の施工方法にあっては、和風便器はプレートによって下から支
持される。従って、このプレートを十分な強度とすることにより、開口を埋め戻して新た
な強度ある床を作ることは不要となる。これにより、和風便器と開口との間に鉄筋等を配
筋してコンクリートを充填する作業が不要となり、且つそのために開口を下から押さえ板
で塞ぐ必要もない。
【００２４】
　請求項２によれば、和風便器とプレートとの一体物を容易に製造することができると共
に、これらを強固に結合することができる。また、プレートの下面側から和風便器の周囲
とプレートの嵌合口との間を十分に接着及びシールすることができる。
【００２５】
　本発明では、請求項３のように、床スラブの上に防水層を設け、その上にコンクリート
を打設してコンクリート層を形成した後に、このコンクリート層の上に該一体物のプレー
トを載荷させるようにして和風便器を設置することができる。即ち、本発明によれば、ト
イレルームの内装工事や床仕上げ工事と同時期まで、和風便器の施工工程を後回しにする
ことができる。そのため、施工スケジュールを立てる際の自由度が高い。
【００２６】
　このようにコンクリート層の上にプレートを載荷させる施工手順をとる場合、請求項４
のように、床スラブの開口の周囲においてコンクリート層に段落し状の低所を設けておき
、この低所にプレートを載荷するようにしてもよい。これにより、一体物を容易に且つ確
実に位置決めすることができる。また、プレートの上面をコンクリート層の上面と略同レ
ベルとすることも可能となる。
【００２７】
　本発明においては、請求項５のように、床スラブ上に直接的にプレートを載荷させるよ
うに施工してもよい。この場合、請求項５の通り、床スラブの開口の周囲において、該床
スラブの上面に、周囲よりも低くなった低所を設けておき、この低所にプレートを載荷さ
せるように施工することにより、一体物を容易に且つ確実に位置決めすることができると
共に、プレートの上面を床スラブの上面と略同レベルとすることも可能となる。
【００２８】
　請求項６のように、プレートの上面と低所の周囲の床スラブ上面とを略同レベルとし、
該低所の周囲からプレートの上面にかけて仕上げ材を施工してもよく、請求項７のように
、低所周囲の上面に床仕上げ材を施工し、この床仕上げ材とプレートの上面とを略同レベ
ルとするように施工してもよい。
【００２９】
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　本発明においては、請求項８のように、床スラブ上に直接的にプレートを載荷させ、こ
のプレートの周囲の床スラブ上面にコンクリートを打設してコンクリート層を形成するよ
うに施工してもよい。この場合、開口の周囲の床スラブ上面に低所を設ける必要がないた
め、施工が容易である。
【００３０】
　なお、この場合、床スラブ上にプレートを載荷させた後、その周囲にコンクリート層を
形成するように施工してもよく、先に、床スラブの上面のうち開口の周囲のプレートが重
なる部分を除いた領域上にコンクリート層を形成しておき、その後、このコンクリート層
が形成されていない開口の周縁部にプレートを上方から嵌め込むようにして和風便器とプ
レートとの一体物を設置するように施工してもよい。
【００３１】
　この場合、請求項９のように、プレートの上面とコンクリート層の上面とを略同レベル
とし、該コンクリート層の上面からプレートの上面にかけて仕上げ材を施工してもよく、
請求項１０のように、コンクリート層の上面に床仕上げ材を施工し、この床仕上げ材とプ
レートの上面とを略同レベルとするように施工してもよい。
【００３２】
　請求項１１のように、プレートの周縁部にレベル調整用ボルトを設けておき、床スラブ
の開口縁部にプレートを載荷させ、次いで、このレベル調整用ボルトによりプレートが水
平になるようにレベル調整した後、床スラブ上にコンクリート又はモルタルを該プレート
の上面と面一となるように打設してもよい。この施工方法によれば、プレートの水平出し
及び高さ調整を容易に且つ正確に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
【００３４】
　第１図は実施の形態に係る和風便器の施工方法により和風便器が設置されたトイレルー
ムの縦断面図、第２図はこのトイレルームの和風便器付近の拡大断面図、第３図は第２図
のIII－III線に沿う断面図、第４図は和風便器とプレートとの一体物の製造方法を示す分
解斜視図、第５図はプレートの嵌合口に和風便器を嵌合させた状態を示す斜視図、第６図
は和風便器と嵌合口との間に接着剤を充填した後の斜視図、第７図は和風便器とプレート
との一体物の設置手順を示す分解斜視図、第８図は耐火カバー取付後の第３図と同様部分
の断面図である。
【００３５】
　なお、第２，３図においては、耐火カバーの図示は省略されている。
【００３６】
　以下の説明において、前後方向及び左右方向は、それぞれトイレルーム内に設置された
和風便器の使用者にとっての前後方向及び左右方向と合致する。
【００３７】
　建物の床スラブ１のトイレルーム中央付近に、和風便器１０を差し込みうる大きさの開
口３が設置されている。第７図に示すように、この実施の形態では、該開口３は、和風便
器３の前後方向に長い略長方形の平面視形状となっている。この開口３の前後方向の幅Ｗ

１（第３図）は、通常、７００ｍｍ程度とされ、左右方向の幅Ｗ２（第２図）は、通常、
３００ｍｍ程度とされている。
【００３８】
　第１図の通り、床スラブ１の下側（階下）には排水管９が引き回されている。この排水
管９の末端（上流端）は、該開口３内の所定位置（後述の和風便器１０とプレート２０と
の一体物Ｕを該開口３に設置したときに、この和風便器１０の下面の排水口１５と対面す
る位置）に上向きに配置されている。
【００３９】
　この開口３の周囲の床スラブ１上に防水層４が形成され、この防水層４の上に、所定レ
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ベルまでコンクリートが打設されてコンクリート層５が形成されている。該防水層４及び
コンクリート層５は、開口３を除くトイレルームの床スラブ１の上面の略全面にわたって
形成されている。該防水層４は、アスファルトや防水シート等により構成されている。コ
ンクリート層５を構成するコンクリートとしては、シンダーコンクリート等が挙げられる
が、これに限定されない。コンクリートの代わりにモルタルを打設してモルタル層を形成
してもよい。
【００４０】
　防水層４の厚みは、通常、２～１０ｍｍとされ、コンクリート層５の厚みは、通常、４
０～７０ｍｍとされる。
【００４１】
　第２，３図の通り、コンクリート層５の開口３に臨む面は、床スラブ１の開口３の内壁
面と略一面に連なる略鉛直面となっている。
【００４２】
　この開口３の周囲において、該コンクリート層５の上面には、周囲よりも一段低くなっ
た低所６が形成されている。この低所６は、開口３の全周にわたって形成されている。こ
の開口３を取り囲む低所６の全体の平面視形状は、該開口３の各辺に沿って延在した、該
開口３と略相似形の長方形枠状となっている。
【００４３】
　この低所６の深さＤ（第２図）は、１０～４０ｍｍ、特に２０～３０ｍｍであることが
好ましい。また、この低所６の開口３からの接離方向の幅Ｗ３（第２図）は、５０～１０
０ｍｍであることが好ましい。なお、この実施の形態では、該幅Ｗ３は、低所６の全周に
わたって略一定となっているが、部分的に異なっていてもよい。
【００４４】
　この低所６の形成方法は特定の方法に限定されない。例えば、床スラブ１上にコンクリ
ートを打設してコンクリート層５を形成する際に、開口３の周囲の型枠に低所６を形成す
るための雄型を設けておくことにより、コンクリート層５に初めから低所６が形成されて
いてもよい。あるいは、コンクリート層５を開口３の周囲まで同一レベルにて形成した後
、開口３の周囲においてコンクリート層５の上面を所定幅Ｗ３にて所定深さＤまで切除す
ることにより低所６を形成してもよい。
【００４５】
　この実施の形態では、第２，３図のように、防水層４は、コンクリート層５の開口３に
臨む端面を回り込んで低所６の底面にまで延在している。
【００４６】
　第７図の通り、この開口３を覆う大きさのプレート２０と和風便器１０とが一体化され
た一体物Ｕが該開口３に上方から設置される。
【００４７】
　該和風便器１０は、陶器製のものであり、便鉢部１１と、該便鉢部１１の上縁から略水
平に側方へ張り出したフランジ１２と、該便鉢部１１の前部から立設された前立部１３と
、該便鉢部１１の底面に連通した排水トラップ１４と、該排水トラップ１４の下流端に設
けられた排水口１５とを備えている。
【００４８】
　該便鉢部１１は、前後方向に長い略楕円形の平面視形状を有している。フランジ１２は
、この便鉢部１１の全周にわたって設けられている。排水トラップ１４は、この便鉢部１
１の底面の前端部に連なっている。詳しい図示は省略するが、該排水トラップ１４は、便
鉢部１１の下側において上下にジグザグに蛇行しつつ便鉢部１１の前部側から後部側に延
在しており、この排水トラップ１４の下流側は、便鉢部１１の後部下面から下方に向かっ
て突出した管状部となっている。この管状部の下端に前記排水口１５が設けられている。
【００４９】
　なお、和風便器１０の形状はこれに限定されない。例えば、和風便器１０は、排水トラ
ップ１４が便鉢部１１の底面の後部に連なっており、該排水トラップ１４が便鉢部１１の
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下側において便鉢部１１の後部側から前部側に延在したタイプのものであってもよい。
【００５０】
　この便鉢部１１の前後方向の幅Ｗ４（第４図）は、通常、６００～７００ｍｍとされ、
左右方向の幅Ｗ５（第４図）は、通常、２６０～２８０ｍｍとされている。また、この便
鉢部１１の外周面からのフランジ１２の張り出し幅Ｗ６（第４図）は、通常、１０～２０
ｍｍ、好ましくは１２～１５ｍｍとされている。
【００５１】
　この実施の形態では、第３図の通り、便鉢部１１の前端部に、便鉢部１１に便器洗浄水
を供給するための給水部１６が設けられている。この給水部１６は、前立部１３の前面か
ら前方へ張り出した凸部よりなり、その上面に給水管接続口１６ａ（第７図）が設けられ
ている。
【００５２】
　該給水管接続口１６ａに接続された給水管１６ｂ（第３，８図）から給水部１６に供給
された便器洗浄水は、便鉢部１１の上縁に沿って設けられたリム給水路（図示略）を通っ
て便鉢部１１内に導入される。このリム給水路は、便鉢部１１の略全周にわたって延設さ
れており、該便鉢部１１の内面に万遍なく便器洗浄水が供給されるようになっている。
【００５３】
　この給水部１６の下面は、第３，８図の通り、フランジ１２の下面と略面一となってい
る。
【００５４】
　この実施の形態では、前記プレート２０は、コンクリート製であり、内部に補強材とし
てスチールワイヤ繊維等が埋め込まれた超高強度繊維強化コンクリート板状のものとなっ
ている。なお、プレート２０の材質及び構成はこれに限定されないが、腐食劣化しにくく
、難燃性で且つ十分な強度を有するものであることが好ましい。
【００５５】
　この実施の形態では、該プレート２０は、開口３と略相似形の略長方形の平面視形状を
有している。このプレート２０の長辺方向（前後方向）の幅Ｗ７（第４図）は、開口３の
前後方向の幅Ｗ１よりも大きく、且つこの幅Ｗ１に開口３の前後の低所６の幅２Ｗ３を合
わせた寸法Ｗ１＋２Ｗ３よりも小さなものとなっている。また、このプレート２０の短辺
方向（左右方向）の幅Ｗ８（第４図）は、開口の左右方向の幅Ｗ２よりも大きく、且つこ
の幅Ｗ２に開口３の左右の低所６の幅２Ｗ３を合わせた寸法Ｗ２＋２Ｗ３よりも小さなも
のとなっている。この幅Ｗ７は、Ｗ１＋１００～２００ｍｍであることが好ましく、幅Ｗ

８は、Ｗ２＋１００～２００ｍｍであることが好ましい。
【００５６】
　この実施の形態では、プレート２０の厚みＴ（第４図）は、このプレート２０を開口３
の周囲の低所６に載荷したときに、その上面がコンクリート層５の上面と略面一となる寸
法となっている。即ち、このプレート２０の厚みＴは、低所６の深さＤから防水層４の厚
み及び後述の接着剤３０の厚みを引いた寸法とほぼ等しいものとされている。具体的には
、このプレート２０の厚みＴは、好ましくは１０～４０ｍｍ、特に２０～３０ｍｍとされ
ている。
【００５７】
　なお、このプレート２０の厚みＴは、コンクリート層５の厚みや、和風便器１０及びプ
レート２０自体の強度を勘案して決定される。
【００５８】
　このプレート２０の中央付近に、和風便器１０の便鉢部１１が上方から嵌合可能な嵌合
口２１が設けられている。この嵌合口２１は、該便鉢部１１と略相似形の略楕円形の平面
視形状を有している。また、この嵌合口２１は、該便鉢部１１は通過しうるが、フランジ
１２は通過しえない大きさとなっている。具体的には、この嵌合口２１の前後方向の幅Ｗ

９は、便鉢部１１の前後方向の幅Ｗ４＋０～１５ｍｍ、特にＷ４＋５～１０ｍｍ（ただし
、Ｗ９＜Ｗ４＋Ｗ６）であることが好ましく、嵌合口２１の左右方向の幅Ｗ１０は、便鉢
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部１１の左右方向の幅Ｗ５＋０～１５ｍｍ、特にＷ５＋５～１０ｍｍ（ただし、Ｗ１０＜
Ｗ５＋Ｗ６）であることが好ましい。
【００５９】
　この嵌合口２１は、その長手方向をプレート２０の長辺方向として形成されている。
【００６０】
　次に、この和風便器１０とプレート２０との一体物Ｕの製造方法の一例について説明す
る。
【００６１】
　第４図に示すように、地面や作業台などの上に、和風便器１０を上下裏返しにして載置
する。次いで、プレート２０も上下裏返しにし、このプレート２０を、和風便器１０の上
方（和風便器１０を床に設置した状態における下部側。）から、嵌合口２１に便鉢部１１
が入り込むように降下させ、フランジ１２の下面（和風便器１０を床に設置した状態にお
ける下面。以下、同様。）に載荷させる。この際、フランジ１２の該下面に、シリコンコ
ーキング等の弾性系のシーリング材２３を塗布してもよい。第５図はこのようにプレート
２０をフランジ１２の下面に載荷させた状態を示している。
【００６２】
　次に、第６図に示すように、該嵌合口２１の内周面と便鉢部１１の外周面との間に接着
剤２２を充填する。この際、接着剤２２を、該嵌合口２１及び便鉢部１１の全周にわたっ
て、両者の間に隙間なく充填する。
【００６３】
　このフランジ１２とプレート２０との間の接着剤及び嵌合口２１と便鉢部１１との間の
接着剤２２が硬化することにより、和風便器１０とプレート２０とが結合され、これらの
一体物Ｕが完成する。
【００６４】
　このように和風便器１０及びプレート２０を上下裏返しにしてこれらの一体物Ｕの製造
作業を行うことにより、フランジ１２の下面へのシーリング材２３の塗付作業及び嵌合口
２１と便鉢部１１との間への接着剤２２の充填作業を容易に行うことができるため、一体
物Ｕを容易に製造することができる。また、このように和風便器１０及びプレートの下面
側から嵌合口２１と一体物１１との間の隙間に接着剤２２を充填することにより、これら
を強固に結合することができると共に、フランジ１２とプレート２０との間を十分にシー
ルすることができる。該シーリング材２３は、フランジ１２とプレート２０との間の緩衝
材としての役割も果たす。
【００６５】
　さらに、仮に、和風便器１０及びプレート２０を裏返さずに上方からこれらの間に接着
剤２２を充填する場合には、これらの間を下から押さえ板で塞いでおき、上方からこれら
の間に接着剤２２を充填し、該接着剤２２が硬化した後、押さえ板を取り外す作業が必要
であるが、和風便器１０及びプレート２０を上下裏返してこれらの間に接着剤２２を充填
するようにすれば、フランジ１２がこれらの間を下から塞いでいるため、このような押さ
え板が不要である。
【００６６】
　なお、和風便器１０とプレート２０との一体物Ｕの製造は、例えば、これらの施工現場
への搬入前に、これらの製造工場等において行われてもよく、あるいは、和風便器１０と
プレート２０とが別々の状態で施工現場に搬入され、施工現場にてこれらの一体物Ｕの製
造が行われてもよい。
【００６７】
　この一体物Ｕを設置するに当っては、開口３の周囲の低所６の底面及びその周囲の床ス
ラブ１上面との段差面に接着剤３０を塗付し、該開口３及び低所６に一体物Ｕを上方から
嵌め込むように降下させ、プレート２０の周縁部を該低所６の底面上に載荷させる。この
際、和風便器１０の下面の排水口１５を該開口３内の前記排水管９に接続する。その後、
必要に応じ、プレート２０と低所６の周囲の段差面との間に接着剤３０を充填し、これら
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の間を接着及びシールする。この接着剤３０が硬化することにより、プレート２０がコン
クリート層５に接着され、このプレート２０を介して和風便器１０がトイレルームの床上
に固定設置される。
【００６８】
　なお、上記の接着剤２２,３０として、非透水性を有するものを用いることにより、和
風便器１０とプレート２０との間、並びにプレート２０と床スラブ１との間のシール性を
高めることができる。これに対し、例えば接着剤２２，３０の代わりにコンクリートを用
いた場合には、コンクリートが透水性を有することから、これらの間で水漏れを起こす可
能性がある。
【００６９】
　前述の通り、この実施の形態では、プレート２０を低所６に載荷させた状態にあっては
、このプレート２０の上面とコンクリート層５の上面とが略面一状となる。
【００７０】
　その後、和風便器１０の給水管接続口１６ａに給水管１６ｂを接続する。また、和風便
器１０の周囲のプレート２０の上面及びコンクリート層５の上面に仕上げ層７を形成する
。なお、この実施の形態では、該仕上げ層７はタイル（符号略）張りにより形成されてい
る。ただし、仕上げ層７は、タイル以外の仕上げ材により形成されてもよい。
【００７１】
　さらに、床スラブ１の下側から、和風便器１０の下面側を覆うように、開口３に耐火カ
バー８を装着する。第８図の通り、排水管９は、耐火カバー８の下面の配管引出口８ａを
通して和風便器１０の排水口１５に接続されている。なお、この耐火カバー８の設置は、
一体物Ｕの設置作業より前に行われてもよい。
【００７２】
　これにより、和風便器１０の設置が完了する。
【００７３】
　この和風便器の施工方法にあっては、床スラブ１の開口３を覆う大きさのプレート２０
と和風便器１０とを一体化させた一体物Ｕを該開口３に上方から設置するので、これらの
プレート２０と和風便器１０との設置が一工程で済む。また、和風便器１０の設置後に、
該和風便器１０とプレート２０との間に床スラブ１の下側（階下）から接着剤２２を充填
するような煩わしい作業が不要である。さらに、仮に、プレート２０と和風便器１０とを
別々に設置し、床スラブ１の上側からこれらの間に接着剤２２を充填する場合には、これ
らの間又は開口３を階下から押さえ板で塞いでおき、床スラブ１の上方からこれらの間に
接着剤２２を充填し、該接着剤２２が硬化した後、押さえ板を取り外す作業が必要である
が、和風便器１０及びプレート２０が予め一体物Ｕとされているので、このような作業は
不要である。そのため、施工作業が簡単である。また、接着剤２２の量も少なくて済む。
【００７４】
　また、このように和風便器１０とプレート２０とを一体化させて一体物Ｕとすることに
より、和風便器１０の下面側からも嵌合口２１と便鉢部１１との間に接着剤２２を充填す
ることができるので、これらの間の接着性も良好なものとすることができる。
【００７５】
　また、和風便器１０とプレート２０とを一体物Ｕとすることにより、この実施の形態の
ように、床スラブ１の上に防水層４を設け、その上にコンクリートを打設してコンクリー
ト層５を形成した後でも、このコンクリート層５の上に該一体物Ｕのプレート２０を載荷
させるようにして和風便器１０を設置することができる。即ち、この和風便器の施工方法
によれば、トイレルームの内装工事や床仕上げ工事と同時期まで、和風便器１０の施工工
程を後回しにすることができる。そのため、施工スケジュールを立てる際の自由度が高い
。
【００７６】
　なお、プレート２０は、非透水性の材料にて構成されていることが好ましい。このよう
に構成することにより、床スラブ１上に防水層４を設けなくても、モップ等での水拭き清
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掃程度では階下への漏水に耐えうる床構造を容易に構築することができる。
【００７７】
　この実施の形態では、床スラブ１の開口３の周囲においてコンクリート層５に段落し状
の低所６が設けられており、この低所６にプレート２０を載荷するようにしているので、
一体物Ｕが容易に且つ確実に位置決めされる。また、プレート２０の上面を容易にコンク
リート層５の上面と略同レベルとすることができる。
【００７８】
　また、床スラブ１の開口３の範囲内でプレート２０の位置を前後左右に微調整すること
ができるので、和風便器１０の位置を微調整することも可能となる。
【００７９】
　上記の和風便器の施工方法は一例であり、床躯体の構成やプレート２０の設置構造、給
水管１６ｂの取り回し、排水構造などは上記以外とすることができる。
【００８０】
　以下に、第９～１７図を参照して別の実施の形態について説明する。第９～１４図は、
それぞれ、別の実施の形態に係る和風便器の施工方法により和風便器が設置されたトイレ
ルームの床の該和風便器付近の断面図である。第１５図は別の排水構造を示すトイレルー
ムの縦断面図である。第１６図はプレートの別の構成例を示す、和風便器とプレートとの
一体物の縦断面図である。第１７図は別の給水管接続構造を示すトイレルームの縦断面図
である。なお、第９～１５図及び第１７図においては、耐火カバー８及びシーリング材２
３の図示が省略されている。
【００８１】
［第９図の実施の形態について］　
　第９図の実施の形態では、床スラブ１の上面に直接的にプレート２０が載荷され、この
プレート２０の周囲の床スラブ１上に、該プレート２０の上面と略同レベルまでコンクリ
ートが打設されてコンクリート層５が形成されている。
【００８２】
　この第９図の実施の形態における和風便器１０の設置手順は次の通りである。
【００８３】
　まず、開口３の周囲の床スラブ１の上面に接着剤３０を塗付し、次いで和風便器１０と
プレート２０との一体物Ｕを、開口３の上方から、該和風便器１０の下部が該開口３に差
し込まれるように降下させ、プレート２０の周縁部を該開口３の周囲の床スラブ１の上面
に載荷させる。このプレート２０と床スラブ１の上面との間の接着剤３０が硬化すること
により、プレート２０が床スラブ１に接着され、このプレート２０を介して和風便器１０
が床スラブ１上に固定設置される。
【００８４】
　その後、このプレート２０の周囲の床スラブ１上に、該プレート２０の上面と略同レベ
ルまでコンクリートを打設してコンクリート層５を形成する。この際、床スラブ１上に防
水層４を形成してもよい。このコンクリート層５の硬化後、和風便器１０の周囲のプレー
ト２０上及びコンクリート層５上に仕上げ層７を形成する。また、和風便器１０の給水管
接続口１６ａに給水管１６ｂを接続する。
【００８５】
　これにより、第９図に示す和風便器設置構造が構築される。
【００８６】
　この実施の形態のその他の構成は第１～８図の実施の形態と同様であり、第９図におい
て第１～８図と同一符号は同一部分を示している。
【００８７】
　なお、床スラブ１の上面のうち、開口３の周囲のプレート２０が重なる部分を除いた領
域上に、先にコンクリート層５を該プレート２０と略同厚みにて形成しておき、その後、
このコンクリート層５が形成されていない開口３の周縁部にプレート２０を上方から嵌め
込むようにして和風便器１０とプレート２０との一体物Ｕを設置するようにしてもよい。
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【００８８】
［第１０図の実施の形態について］　
　第１０図の実施の形態でも、床スラブ１上に直接的にプレート２０が載荷されている。
この実施の形態では、開口３の周囲において床スラブ１の上面に段落し状の低所６が設け
られ、この低所６にプレート２０が嵌合している。この低所６の構成及び形成方法は、前
述の第１～８図の実施の形態と同様である。この実施の形態では、床スラブ１上に、直接
的に仕上げ層７が形成されている。
【００８９】
　この実施の形態における和風便器１０の設置手順は次の通りである。
【００９０】
　まず、開口３の周囲の低所６の底面及びその周囲の段差面に接着剤３０を塗付し、和風
便器１０とプレート２０との一体物Ｕを該開口３及び低所６に上方から嵌め込むように降
下させ、プレート２０の周縁部を低所６の底面上に載荷させる。この際、プレート２０と
床スラブ１（低所６）との間に防水層４が形成されてもよい。この防水層４は、床スラブ
１の上面にまで連続して形成されてもよい。プレート２０の設置後、床スラブ１の上面か
らプレート２０の上面にかけて防水層４が形成されてもよい。なお、この実施の形態でも
、プレート２０を低所６に載荷した状態にあっては、プレート２０の上面と床スラブ１の
上面とが略面一状となる。その後、接着剤３０が硬化することにより、プレート２０が床
スラブ１に接着され、このプレート２０を介して和風便器１０が床スラブ１上に固定設置
される。
【００９１】
　その後、和風便器１０の周囲のプレート２０上及び床スラブ１上に仕上げ層７を形成す
る。また、和風便器１０の給水管接続口１６ａに給水管１６ｂを接続する。
【００９２】
　これにより、第１０図に示す和風便器設置構造が構築される。
【００９３】
　この実施の形態のその他の構成は第１～８図の実施の形態と同様であり、第１０図にお
いて第１～８図と同一符号は同一部分を示している。
【００９４】
［第１１図の実施の形態について］　
　第１１図の実施の形態では、プレート２０の下面に、上下方向に螺進可能なレベル調整
用ボルト４０が設けられている。詳しい図示は省略するが、この実施の形態では、プレー
ト２０の四隅付近に、それぞれ該プレート２０を上下方向に貫通するボルト挿通孔２３が
設けられており、これらのボルト挿通孔２３にそれぞれプレート２０の下面側からレベル
調整用ボルト４０の上端側が挿入されている。符号４０ａは、各レベル調整用ボルト４０
の下端に回転可能に取り付けられた、床スラブ１の上面に接地する足部を示している。
【００９５】
　この実施の形態では、第１１図の通り、プレート２０の下面に各ボルト挿通孔２３と同
心状にそれぞれ凹部（符号略）が設けられており、これらの凹部にそれぞれナット４０ｂ
が嵌合している。各レベル調整用ボルト４０は、それぞれこのナット４０ｂに螺合してい
る。なお、該凹部は略六角形の平面視形状を有しており、この凹部に嵌合したナット４０
ｂは、レベル調整用ボルト４０と共回りしないようになっている。
【００９６】
　また、この実施の形態では、各レベル調整用ボルト４０の上端面にすり割り状のドライ
バ係合溝（符号略）が設けられており、プレート２０の上面側から各ボルト挿通孔２３に
ドライバ（図示略）を差し込んでこのドライバ係合溝に係合させ、該ドライバを回すこと
により、各レベル調整用ボルト４０を上下に螺進させてプレート２０のレベル調整を行う
ことができるようになっている。
【００９７】
　なお、レベル調整用ボルト４０の構成や配置、並びにレベル調整方法はこれに限定され
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ない。
【００９８】
　この実施の形態における和風便器１０の設置手順は次の通りである。
【００９９】
　まず、床スラブ１の開口３の周縁部に、各レベル調整用ボルト４０を介して和風便器１
０とプレート２０との一体物Ｕを載荷させる。次いで、各レベル調整用ボルト４０の高さ
を調整し、プレート２０の上面が所定高さにて略水平となるようにレベル調整する。
【０１００】
　この際、プレート２０の下面と床スラブ１の上面との間に、これらの間の隙間を塞ぐ閉
鎖部材４１を介在させる。この閉鎖部材４１は、開口３の全周を取り囲むように設置され
る。
【０１０１】
　その後、このプレート２０と床スラブ１の上面との間及びプレート２０の周囲の床スラ
ブ１上に、該プレート２０の上面と略同レベルまでコンクリートを打設してコンクリート
層５を形成する。このコンクリート層５が硬化した後、和風便器１０の周囲のプレート２
０上及びコンクリート層５上に仕上げ層７を形成する。なお、この際、必要に応じ各ボル
ト挿通孔２３をプレート２０の上面側からモルタルや接着剤等で埋める。また、和風便器
１０の給水管接続口１６ａ（第７図参照）に給水管１６ｂを接続する。
【０１０２】
　これにより、第１１図に示す和風便器設置構造が構築される。
【０１０３】
　この実施の形態のその他の構成は第１～８図の実施の形態と同様であり、第１１図にお
いて第１～８図と同一符号は同一部分を示している。
【０１０４】
　この実施の形態によれば、プレート２０の水平出し及び高さ調整を容易に且つ正確に行
うことができる。
【０１０５】
［第１２図の実施の形態について］　
　前述の各実施の形態では、プレート２０の上面は凹凸のない平坦面であり、和風便器１
０のフランジ１２の下面と仕上げ層７（タイル）の下面とが同一レベルとなっているが、
本発明では、フランジ１２の下面が仕上げ層７の下面よりも高位となるように構成しても
よい。
【０１０６】
　第１２図の実施の形態では、プレート２０の上面のうち嵌合口２１の周縁部に、周囲よ
りも一段高くなった凸段部２４が形成されており、この凸段部２４上に和風便器１０のフ
ランジ１２が載荷されている。この凸段部２４は、嵌合口２１の全周にわたって設けられ
ている。この実施の形態では、該凸段部２４のプレート２０上面からの突出高さは、第１
２図の通り、仕上げ層７を構成するタイルの厚さと略同一寸法となっている。なお、凸段
部２４の突出高さはこれに限定されない。
【０１０７】
　この実施の形態のその他の構成は第１０図の実施の形態と同様であり、第１２図におい
て第１０図と同一符号は同一部分を示している。
【０１０８】
　この実施の形態における和風便器１０の設置手順も第１０図の実施の形態と同様である
。
【０１０９】
　この実施の形態によれば、和風便器１０の設置レベルが仕上げ層７の上面と略同一レベ
ルとなっている和風便器設置構造が構築される。
【０１１０】
　なお、第１～８図の実施の形態、並びに第９～１１図の各実施の形態においても、プレ
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ート２０の上面に凸段部２４を設けて和風便器１０の設置レベルが仕上げ層７の上面と同
一レベルになるように構成してもよい。
【０１１１】
［第１３図の実施の形態について］　
　上記の実施の形態では、和風便器１０の周囲のプレート２０の上面とコンクリート層５
又は床スラブ１の上面とを略面一状とし、該プレート２０の上面からコンクリート層５又
は床スラブ１の上面にかけて仕上げ層７を形成しているが、本発明においては、和風便器
１０の周囲のプレート２０の上面がコンクリート層５又は床スラブ１の上面よりも仕上げ
層７の厚み分だけ高くなるようにプレート２０を設置し、このプレート２０の周囲のコン
クリート層５又は床スラブ１の上面にのみ仕上げ層７を形成するようにしてもよい。
【０１１２】
　第１３図は、第９図の実施の形態をこのように変更した例を示しているが、第１～８図
の実施の形態、並びに第１０～１２図の各実施の形態においても、この実施の形態と同様
に構成してもよい。
【０１１３】
　なお、このように構成した場合、和風便器１０の周囲のプレート２０の上面に、仕上げ
層７と連続するようなタイル張り調などの模様や色彩等が設けられてもよい。
【０１１４】
［第１４図の実施の形態について］　
　上記の各実施の形態では、和風便器１０のフランジ１２の下面よりも上側に給水部１６
が設けられており、トイレルームの室内側からこの給水部１６の給水管接続口１６ａに給
水管１６ｂが接続されているが、本発明は、給水管が床下で接続されるタイプの和風便器
の施工方法にも適用可能である。
【０１１５】
　第１４図はこのように給水管が床下で接続されるタイプの和風便器の施工方法の一例を
示すものである。
【０１１６】
　第１４図の実施の形態における和風便器１０Ａは、その前端部のフランジ１２の下面よ
りも下位に給水部１６が設けられている。この給水部１６の上端はフランジ１２の下面と
同一レベルとなっている。この給水部１６の前端面は、フランジ１２の前端縁よりも和風
便器１０Ａの後端側に後退している。この給水部１６の前端面に給水管接続口（図示略）
が設けられている。この給水管接続口の上縁とフランジ１２の下面との間には、プレート
２０の厚みよりも大きな間隔があいている。この和風便器１０Ａとプレート２０とを一体
化させて一体物Ｕとした場合には、該給水管接続口はプレート２０の下面よりも下側に配
置される。また、給水管１６ｂが該給水管接続口と接続可能となるように、プレート２０
を部分的にテーパ状に薄くしたり、該プレート２０に開口部を形成するなどの加工を施し
てもよい。
【０１１７】
　この実施の形態では、床スラブ１の下側に給水管１６ｂが引き回されており、開口３を
介してこの給水管１６ｂが和風便器１０Ａの給水部１６に接続される。なお、給水管１６
ｂの配置はこれに限定されるものではなく、例えば、給水管１６ｂはコンクリート層５に
埋設され、このコンクリート層５中から開口３内に引き出された構成であってもよい。
【０１１８】
　この実施の形態のその他の構成は第１～８図の実施の形態と同様であり、第１４図にお
いて第１～８図と同一符号は同一部分を示している。
【０１１９】
　この実施の形態における和風便器１０Ａの設置手順は、プレート２０の下側において給
水部１６の給水管接続口に給水管１６ｂを接続すること以外は、第１～８図の実施の形態
と同様である。
【０１２０】
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［第１５図の実施の形態について］　
　高速道路のサービスエリア等では、床に排水溝を形成すると共に、この排水溝を覆蓋す
るようにコンクリートスラブを設け、この排水溝へ汚水を排出するように便器を設置する
ことが行われている。
【０１２１】
　第１５図は、このような排水構造を有するトイレルームへの和風便器の施工例を示して
いる。
【０１２２】
　第１５図に示すように、トイレルームの床に排水溝２が設けられており、この床のうち
排水溝２の両側はそれぞれ床スラブ１となっている。
【０１２３】
　この実施の形態では、該排水溝２は、Ｕバートと称されるＵ字形のコンクリート製品を
トイレルーム下の地盤に設置することにより構築されている。また、この排水溝２の両側
の床スラブ１は、それぞれ、トイレルーム下の地盤上にコンクリートを打設することによ
り構築されている。この排水溝２の両側の床スラブ１の上面同士は略同一レベルとなって
いる。
【０１２４】
　この実施の形態では、該排水溝２の両側の床スラブ１，１同士の間が和風便器設置用の
開口３となっている。この開口３は、排水溝２内に連通している。
【０１２５】
　この実施の形態でも、第１～８図の実施の形態と同様に、開口３の周囲の床スラブ１上
に防水層（図示略）を介してコンクリート層５が形成されている。また、開口３の周囲に
おいて、該コンクリート層５の上面には、周囲よりも一段低い低所６が形成されている。
この実施の形態でも、和風便器１０とプレート２０との一体物Ｕは、開口３の上方から、
プレート２０の周縁部を該低所６に載荷させるようにして設置されている。この一体物Ｕ
の設置後、プレート２０の上面からコンクリート層５の上面にかけて仕上げ層７が形成さ
れている。
【０１２６】
　この実施の形態の排水構造以外の構成及び和風便器１０の施工方法は、第１～８図の実
施の形態と同様であり、第１５図において第１～８図と同一符号は同一部分を示している
。
【０１２７】
　なお、床躯体の構成やプレート２０の設置構造等は、第９～１４図の各実施の形態と同
様とされてもよい。
【０１２８】
［第１６図の実施の形態について］　
　第１６図は、プレートの別の構成例を示している。
【０１２９】
　この第１６図のプレート２０Ａは、嵌合口２１の内周縁から下方（トイレルームの床に
設置された状態における下方。）へ向って垂設された垂下部２４を備えている。また、こ
の実施の形態では、該垂下部２４の下端側に、嵌合口２１の中央側へ張り出す内向きの鍔
部２５が形成されている。第１６図の通り、この垂下部２４は、嵌合口２１に和風便器１
０の便鉢部１１を嵌合させたときに、この便鉢部１１の外周面に対面するようになってい
る。また、鍔部２５は、このとき、該便鉢部１１の下面に対面するようになっている。
【０１３０】
　なお、この実施の形態では、垂下部２４は、嵌合口２１の全周にわたって周壁状に形成
されているが、該嵌合口２１の周方向において部分的に存在したものであってもよい。ま
た、この実施の形態では、該垂下部２４はプレート２０Ａと一体に構成されているが、こ
れらを別体に構成し、接着やボルト留めなどの結合手段により、該垂下部２４をプレート
２０Ａに取り付けるようにしてもよい。
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【０１３１】
　この実施の形態では、鍔部２５は、垂下部２４の下端から嵌合口２１の中央側ほど下位
となるように斜めに張り出しているが、鍔部２５の張り出し方向はこれに限定されない。
即ち、鍔部２５は、例えば垂下部２４から嵌合口２１の中央側へ略直角（略水平）に張り
出していてもよい。
【０１３２】
　この垂下部２４の上下方向の幅Ｖは、７０～１００ｍｍであることが好ましく、この垂
下部２４からの鍔部２５の水平方向における張り出し幅Ｐは、２０～３０ｍｍであること
が好ましい。
【０１３３】
　このプレート２０Ａと和風便器１０との一体物Ｕを製造する場合、嵌合口２１に和風便
器１０の便鉢部１１を嵌合させた後、該嵌合口２１と便鉢部１１の外周面との間に加え、
垂下部２４と便鉢部１１の外周面との間、並びに鍔部２５と便鉢部１１の下面との間にも
接着剤２２を充填し、これらの垂下部２４及び鍔部２５も便鉢部１１に接着してもよい。
【０１３４】
　なお、このプレート２０Ａと和風便器１０との一体物Ｕの製造方法は、前述の第１～８
図の実施の形態と同様に、プレート２０Ａと和風便器１０とをそれぞれ上下裏返しにして
行うことが望ましい。ただし、プレート２０Ａと和風便器１０との一体物Ｕの製造方法は
これに限定されない。
【０１３５】
　このプレート２０Ａにあっては、垂下部２４及び鍔部２５をそれぞれ便鉢部１１の外周
面及び下面に接着することにより、該プレート２０Ａと和風便器１０とをより強固に接着
することができる。また、この実施の形態では、該垂下部２４から便鉢部１１の下側へ張
り出す鍔部２５が設けられているので、仮に接着剤２２が剥がれても、この鍔部２５によ
って便鉢部１１が下から支えられるため、和風便器１０の落下が防止される。
【０１３６】
［第１７図の実施の形態について］　
　本発明においては、床下に引き回された給水管１６ｂを床上に引き出して和風便器１０
の給水部１６に接続するように構成してもよい。
【０１３７】
　第１７図はこのような給水管接続構造を示している。
【０１３８】
　第１７図の実施の形態では、給水管１６ｂは床スラブ１の下側に配設されている。また
、この実施の形態では、和風便器１０は、床上に給水部１６が配置され、トイレルームの
室内側からこの給水部１６の上面の給水管接続口（図示略）に給水管１６ｂが接続される
タイプのものである。
【０１３９】
　この実施の形態では、プレート２０に給水管挿通孔２６が設けられている。この給水管
挿通孔２６は、床スラブ１の開口３と重なる位置に配置されている。この実施の形態では
、給水管１６ｂは、該開口３を介してプレート２０の給水管挿通孔２６に挿通され、この
給水管挿通孔２６を通ってトイレルーム内に引き出され、和風便器１０の給水部１６に接
続されている。この給水管１６ｂと給水管挿通孔２６との間は、シール材２７によってシ
ールされている。
【０１４０】
　なお、この実施の形態では、給水管１６ｂの途中部に、フラッシュレバー（符号略）を
有するフラッシュ弁装置１６ｃが接続されている。使用者がこのフラッシュレバーを操作
することにより、給水管１６ｂから給水部１６に便器洗浄水が供給され、便鉢部１１が洗
浄される。なお、リモコン（図示略）等によりフラッシュ動作するように構成されている
場合には、このフラッシュ弁装置１６ｃは省略されてもよい。
【０１４１】
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　この実施の形態のその他の構成は第９図の実施の形態と同様であり、第１７図において
第９図と同一符号は同一部分を示している。
【０１４２】
　この実施の形態における和風便器１０の設置手順は、プレート２０の給水管挿通孔２６
を通してトイレルームの床下から該トイレルーム内に給水管１６ｂを引き出し、フラッシ
ュ弁装置１６ｃを介して給水管１６ｂを和風便器１０の給水部１６に接続すること以外は
、第９図の実施の形態と同様である。
【０１４３】
　なお、床躯体の構成やプレート２０の設置構造等は、第１～８，１０～１３，１６図の
各実施の形態と同様とされてもよい。
【０１４４】
　上記の実施の形態では、給水管挿通孔２６は、床スラブ１の開口３と重なる位置に配置
され、給水管１６ｂは、床スラブ１の下側からこの開口３を介して給水管挿通孔２６に引
き通されているが、給水管１６ｂがコンクリート層５又は床スラブ１に埋設されている場
合には、給水管挿通孔２６をコンクリート層５又は床スラブ１と重なる位置に配置し、該
コンクリート層５中又は床スラブ１中から給水管挿通孔２６を通して給水管１６ｂをトイ
レルーム内に引き出すように構成してもよい。
【０１４５】
　本発明においては、この実施の形態とは逆に、トイレルーム内に引き回された給水管１
６ｂを床下で和風便器の給水部に接続するように構成することも可能である。
【０１４６】
　即ち、図示は省略するが、例えば、給水管１６ｂがトイレルーム内に引き回されている
場合において、第１４図の実施の形態のように床下で給水管１６ｂを接続するタイプの和
風便器１０Ａを用いる場合には、プレート２０の給水管挿通孔２６を通して給水管１６ｂ
をトイレルームの床下に引き回し、この床下において給水管１６ｂを和風便器１０Ａの給
水部１６に接続するようにしてもよい。
【０１４７】
　この場合、給水管挿通孔２６が床スラブ１の開口３と重なる位置に配置され、給水管１
６ｂは、該給水管挿通孔２６を通って直接的に開口３内に引き込まれて給水部１６に接続
された構成としてもよい。また、給水管挿通孔２６がコンクリート層５又は床スラブ１と
重なる位置に配置され、給水管１６ｂは、該給水管挿通孔２６を通ってコンクリート層５
中又は床スラブ１中に埋設され、このコンクリート層５中又は床スラブ１中を通って開口
３内に引き出され、給水部１６に接続された構成としてもよい。
【０１４８】
　上記の各実施の形態はいずれも本発明の一例を示すものであり、本発明は上記の各実施
の形態に限定されない。
【０１４９】
　例えば、床スラブは図示の構成に限定されない。本発明は、例えば、波形プレート状の
鉄骨材、いわゆるデッキプレートの上にコンクリートを打設してなる床への和風便器の施
工方法にも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１５０】
【図１】実施の形態に係る和風便器の施工方法により和風便器が設置されたトイレルーム
の縦断面図である。
【図２】図１のトイレルームの和風便器付近の拡大断面図である。
【図３】図２のIII－III線に沿う断面図である。
【図４】和風便器とプレートとの一体物の製造方法を示す分解斜視図である。
【図５】プレートの嵌合口に和風便器を嵌合させた状態を示す斜視図である。
【図６】和風便器と嵌合口との間に接着剤を充填した後の斜視図である。
【図７】和風便器とプレートとの一体物の設置手順を示す分解斜視図である。
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【図８】耐火カバー取付後の図３と同様部分の断面図である。
【図９】別の実施の形態に係る和風便器の施工方法により和風便器が設置されたトイレル
ームの床の断面図である。
【図１０】別の実施の形態に係る和風便器の施工方法により和風便器が設置されたトイレ
ルームの床の断面図である。
【図１１】別の実施の形態に係る和風便器の施工方法により和風便器が設置されたトイレ
ルームの床の断面図である。
【図１２】別の実施の形態に係る和風便器の施工方法により和風便器が設置されたトイレ
ルームの床の断面図である。
【図１３】別の実施の形態に係る和風便器の施工方法により和風便器が設置されたトイレ
ルームの床の断面図である。
【図１４】別の実施の形態に係る和風便器の施工方法により和風便器が設置されたトイレ
ルームの床の断面図である。
【図１５】別の排水構造を示すトイレルームの縦断面図である。
【図１６】プレートの別の構成例を示す、和風便器とプレートとの一体物の縦断面図であ
る。
【図１７】別の実施の形態に係る和風便器の施工方法により和風便器が設置されたトイレ
ルームの床の断面図である。
【符号の説明】
【０１５１】
　１　床スラブ
　２　排水溝
　３　開口
　４　レベル調整用ボルト
　５　コンクリート層
　６　低所
　７　仕上げ層
　１０　和風便器
　１１　便鉢部
　１２　フランジ
　２０　プレート
　２１　嵌合口
　２２　接着剤
　２３　シーリング材
　２４　垂下部
　２５　鍔部
　２６　給水管挿通孔
　３０　接着剤
　４０　レベル調整用ボルト
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