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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　便鉢部と、
　この便鉢部の下部に流入口を有し、下流側に連通した便器排水路と、
　平面視において、前記便鉢部を一方向に旋回する旋回流を形成する洗浄水を吐水する第
１吐水口と、
　を備えた便器本体であって、
　前記便鉢部は、
　前記流入口側であって溜水面よりも上方に、平面視において前記旋回流における下流側
を上流側よりも急傾斜に形成した案内面を有し、
　平面視において、前記案内面の上端縁の前記旋回流における下流側が前記溜水面の周辺
部に接するように、前記案内面が前記溜水面の周辺部に連続していることを特徴とする便
器本体。
【請求項２】
　前記第１吐水口から吐水した洗浄水に合流して前記案内面に沿って流れる洗浄水を吐水
する第２吐水口を有していることを特徴とする請求項１記載の便器本体。
【請求項３】
　前記便鉢部は、前記案内面の上端に連続して外側に拡がり、前記案内面よりも傾斜が緩
やかな洗浄棚を有しており、
　前記便鉢部内を流れる洗浄水が前記洗浄棚上を流れる流れと前記案内面に沿って流れる
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流れとに分かれることを特徴とする請求項１又は２記載の便器本体。
【請求項４】
　前記便鉢部は前記案内面に対向する部位に前記流入口に向けて洗浄水の流れを変更する
立壁を有していることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項記載の便器本体。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項記載の便器本体を具備し、便器洗浄の際、前記便器排水
路内にサイホン作用が発生することを特徴とするサイホン式水洗便器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は便器本体及びこれを備えたサイホン式水洗便器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は従来の便器本体を開示している。この便器本体は、便鉢部と、この便鉢部
の下流側に連通した便器排水路とを備えている。また、便鉢部は、右側（洗浄タンクを載
置する便器本体の後方から先端に向かって右側）の上部周縁であって、前後方向の略中央
部に洗浄水を吐水する第１吐水口を有している。この第１吐水口は前方に向いて開口して
いる。第１吐水口から吐水した洗浄水は平面視において便鉢部内を反時計方向に旋回する
旋回流を形成する。また、便鉢部は左側後部の上部周縁部に洗浄水を吐水する第２吐水口
を有している。この第２吐水口は右方向に向いて開口している。また、便鉢部は溜水面の
外周に上下方向に延び、急な傾斜面からなる立ち面を有している。この便器本体は、第２
吐水口から吐水した洗浄水が第１吐水口から吐水した洗浄水に合流することによって、旋
回流の勢いを弱め、汚物の広がりを抑えることができる。また、この便器本体は、立ち面
を洗浄水が流下することによって、便器排水路に汚物を押し込み、便器本体から良好に排
出することができる。
【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、特許文献１の便器本体は便鉢部の表面を良好に洗浄するために第１吐水口から
洗浄水を勢いよく吐水して旋回流を形成することになる。このため、この旋回流の勢いを
弱めつつ、便器排水路に汚物を押し込み便器本体から良好に排出するためには第２吐水口
からも洗浄水を勢いよく吐水しなければならない。
【０００５】
　本発明は、上記従来の実情に鑑みてなされたものであって、少ない洗浄水で便器洗浄を
良好に行うことができる便器本体及びサイホン式水洗便器を提供することを解決すべき課
題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の便器本体は、便鉢部と、
　この便鉢部の下部に流入口を有し、下流側に連通した便器排水路と、
　平面視において、前記便鉢部を一方向に旋回する旋回流を形成する洗浄水を吐水する第
１吐水口と、
　を備えた便器本体であって、
　前記便鉢部は、
　前記流入口側であって溜水面よりも上方に、平面視において前記旋回流における下流側
を上流側よりも急傾斜に形成した案内面を有し、
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　平面視において、前記案内面の上端縁の前記旋回流における下流側が前記溜水面の周辺
部に接するように、前記案内面が前記溜水面の周辺部に連続していることを特徴とする。
【０００７】
　この便器本体は、第１吐水口から吐水した洗浄水が案内面に沿って流れてスムーズに溜
水部に流入する。このため、この便器本体は、第１吐水口から洗浄水を勢いよく吐水して
、便鉢部内を洗浄水が旋回しつつ、案内面によって洗浄水を溜水部に流すことができるた
め、あたかも束状になった洗浄水を溜水部に流入させることができる。このように、第１
吐水口から吐水した洗浄水の勢いの減衰を抑えて溜水部に束状の洗浄水を流入させること
ができるため、汚物等を溜水部から便器排水路に押し込み、便器本体から良好に排出する
ことができる。
【０００８】
　したがって、本発明の便器本体は少ない洗浄水で便器洗浄を良好に行うことができる。
【０００９】
　本発明のサイホン式水洗便器は、前記便器本体を具備し、便器洗浄の際、前記便器排水
路内にサイホン作用が発生することを特徴とする。
【００１０】
　この場合、便器本体は、束状の洗浄水が勢いよく溜水部に流入することから、便器排水
路内に洗浄水を一気に流入させることができる。このため、便器排水路内に一気に流入し
た洗浄水によってサイホン作用を確実に発生させることができる。よって、このサイホン
式水洗便器はサイホン作用を利用して汚物等を便器本体から良好に排出することができる
。
【００１１】
　したがって、本発明のサイホン式水洗便器は少ない洗浄水で便器洗浄を良好に行うこと
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施例のサイホン式水洗便器の平面図である。
【図２】図１の矢視Ａ－Ａ断面である。
【図３】図１の矢視Ｂ－Ｂ断面（洗浄タンク等省略）である。
【図４】図１の矢視Ｃ－Ｃ断面（洗浄タンク等省略）である。
【図５】図１の矢視Ｄ－Ｄ断面（洗浄タンク等省略）である。
【図６】実施例のサイホン式水洗便器の洗浄水の流れを示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明における好ましい実施の形態を説明する。
【００１４】
　前記便器本体は前記第１吐水口から吐水した洗浄水に合流して前記案内面に沿って流れ
る洗浄水を吐水する第２吐水口を有し得る。この場合、第１吐水口から吐水した洗浄水に
第２吐水口から吐水した洗浄水が合流して溜水部に流入する。このため、この便器本体は
溜水部へ流入する束の洗浄水の流量（単位時間当たりに流れる水量：以下同じ）が多くな
り、便器排水路への汚物の押し込みを良好に行うことができ、汚物等を便器本体から良好
に排出することができる。
【００１５】
　前記便鉢部は、前記案内面の上端に連続して外側に拡がり、前記案内面よりも傾斜が緩
やかな洗浄棚を有しており、前記便鉢部内を流れる洗浄水が前記洗浄棚上を流れる流れと
前記案内面に沿って流れる流れとに分かれ得る。この場合、この便器本体は、便鉢部内の
洗浄水の水位が高い時は、洗浄棚上を流れる流れによって便鉢部内を勢いよく旋回する旋
回流を形成することができ、便鉢部の表面を良好に洗浄することができる。また、この便
器本体は案内面に沿って流れる流れが溜水部へ勢いよく流入し、便器排水路への汚物の押
し込みを良好に行うことができ、汚物等を便器本体から良好に排出することができる。
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【００１６】
　前記便鉢部は前記案内面に対向する部位に前記流入口に向けて洗浄水の流れを変更する
立壁を有し得る。この場合、案内面に沿って流れた洗浄水が立壁に衝突し、便器排水路の
流入口に向けた流れに変更することができる。このため、一方向から便器排水路へ流れ込
む洗浄水の主流を形成することができるため、便器排水路への汚物の押し込みを良好に行
うことができ、汚物等を便器本体から良好に排出することができる。
【００１７】
　次に、本発明の便器本体を具備したサイホン式水洗便器を具体化した実施例について、
図面を参照しつつ説明する。
【００１８】
＜実施例＞
　実施例のサイホン式水洗便器は、図１及び図２に示すように、便器本体１０と、便器洗
浄装置３０と、便座装置５０とを具備している。便器本体１０は、便鉢部１１、便器排水
路１２、第１吐水口１３、及び第２吐水口１４を備えている。便器洗浄装置３０は、洗浄
タンク３１、ポンプ３２、及び分配給水管３３を備えている。便座装置５０は、便器本体
１０の上面に載置し、固定した便座装置本体５１と、便座装置本体５１の前部に回動自在
に軸支した便座及び便蓋５２とを備えている。
【００１９】
　便器本体１０は上面周縁から下方に延びた周壁部１５を有している。便器本体１０は、
周壁部１５内の前側（図１において下側）に便鉢部１１を形成しており、便鉢部１１の下
方及び後方（図１において上方向）に便器洗浄装置３０等を収納する収納空間Ｓを形成し
ている。
【００２０】
　便器排水路１２は、便鉢部１１の下部後方に流入口１２Ａを有しており、便鉢部１１の
下流側に連続して形成されている。この便器排水路１２は、便鉢部１１の後方に延びてお
り、便鉢部１１の後方の収納空間Ｓ内に下流端の排出口１２Ｅを配置している。便器排水
路１２は、図２に示すように、流入口１２Ａから僅かに下降した導入部１２Ｂ、この導入
部１２Ｂの下流側に連続して上昇する上昇流路１２Ｃ、及びこの上昇流路１２Ｃの下流側
に連続して下降する下降流路１２Ｄを有している。
【００２１】
　便器本体１０は、上昇流路１２Ｃの下面の頂部１２Ｆより上流側の便器排水路１２と便
鉢部１１の下部とによって溜水部１６を形成している。便器本体１０は、図１に示すよう
に、平面視において、前後方向（図１において上下方向）に長い略菱型の溜水面１６Ａを
形成している。
【００２２】
　便器排水路１２は排出口１２Ｅを形成する下流端部（下降流路１２Ｄの下部）が垂直方
向に延びている。この便器排水路１２の下流端部は排水接続管７０の垂直上方に開口した
上端開口７１内に挿入され、排水接続管７０に接続されている。排水接続管７０は、便鉢
部１１の後方の収納空間Ｓ内で、便器本体１０を載置した床面Ｆに固定されている。排水
接続管７０は、クランク状に湾曲した流路を形成しており、下端開口７２の中心軸が上端
開口７１の中心軸より便器本体１０の前方にずれている。排水接続管７０は下端開口７２
の僅か上方に形成した絞り部７３を有している。この排水接続管７０は、上端開口７１か
ら洗浄水が流入すると、絞り部７３で洗浄水が飛散して水膜を形成する。これによって、
絞り部７３よりも上流側の排水接続管７０及び便器排水路１２内にサイホン作用を発生さ
せることができる。
【００２３】
　便鉢部１１は、図１～図４に示すように、便器排水路１２の流入口１２Ａ側であって溜
水面１６Ａよりも上方に形成した案内面１７を有している。この案内面１７は、平面視に
おいて、第２吐水口１４の下方付近から溜水面１６Ａの後側（図１において上側）を経由
して左側（図１において左側）の前後中央部まで湾曲状に延びている。案内面１７は平面
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視において便鉢部１１内を反時計方向に旋回する洗浄水の旋回流における下流側を上流側
よりも急傾斜に形成している（図２～図４参照）。また、案内面１７は、平面視において
便鉢部１１内を反時計方向に旋回する洗浄水の旋回流における下流側が溜水面１６Ａの周
辺部（溜水面１６Ａの左側の前後中央部）に接するように形成されている。
【００２４】
　また、便鉢部１１は、案内面１７の上端に連続して外側に拡がっており、案内面１７よ
りも傾斜が緩やかな洗浄棚１８を有している。洗浄棚１８は外縁を便鉢部１１の上端周縁
に立ち上がった内周壁１１Ａの下端に連続している。
【００２５】
　また、便鉢部１１は、図１及び図５に示すように、平面視において、溜水面１６Ａの右
側前方（図１において右側下方）、つまり、略菱型形状の溜水面１６Ａの右側前辺部を形
成する部位に溜水面１６Ａよりも上方に延びた立壁１９を有している。この立壁１９は案
内面１７に対向する部位に形成されている。この立壁１９は、案内面１７に沿って流れた
洗浄水が衝突し、便器排水路１２の流入口１２Ａに向けた流れに変更することができる。
【００２６】
　便器本体１０は、図１に示すように、便鉢部１１の左側（図１において左側）の上部周
縁部より外側であって周壁部１５の内側に設けた第１給水室１３Ａを有している。第１給
水室１３Ａは、便鉢部１１の前後方向の略中央部より後方（図１において上方向）に延び
ている。分配給水管３３の後述する左側給水管３３Ｂの先端部が、第１給水室１３Ａの後
方から挿入され、第１給水室１３Ａ内に配置されている。第１吐水口１３は第１給水室１
３Ａの前端部に開設している。つまり、第１吐水口１３は、便鉢部１１の左側の上部周縁
であって、便鉢部１１の前後方向の略中央部に前方（図１において下方向）を向いて開口
している。便器本体１０は、第１吐水口１３の底面に連続して、上部周縁に形成したリム
通水路１１Ｂを有している（図２参照）。
【００２７】
　便器本体１０は便鉢部１１の右側後部（図１において右上部）の上部周縁部より外側で
あって周壁部１５の内側に設けた第２給水室１４Ａを有している。分配給水管３３の後述
する右側給水管３３Ｃの先端部が、第２給水室１４Ａの後方から挿入され、第２給水室１
４Ａ内に配置されている。第２吐水口１４は第２給水室１４Ａの便鉢部１１側の側面の後
部に開設している。つまり、第２吐水口１４は、便鉢部１１の右側後部の上部周縁に左方
向（図１において左方向）を向いて開口している。
【００２８】
　便器洗浄装置３０の洗浄タンク３１は、図１及び図２に示すように、収納空間Ｓ内であ
って、便鉢部１１の下方及び後方に配置されている。ポンプ３２は収納空間Ｓ内であって
便鉢部１１の後方で洗浄タンク３１の上方に配置されている。ポンプ３２は流入口を連結
管３２Ａを介して洗浄タンク３１の上端に連結している。また、ポンプ３２は吐出管３２
Ｂを分配給水管３３に連結している。分配給水管３３は、ポンプ３２の吐出管３２Ｂに連
結した上流管３３Ａと、上流管３３Ａを分岐した左側給水管３３Ｂ及び右側給水管３３Ｃ
とを有している。
【００２９】
　分配給水管３３の左側給水管３３Ｂは先端が開口した流出口３４を有している。このた
め、左側給水管３３Ｂの流出口３４から流出した洗浄水は、第１吐水口１３に向けて第１
給水室１３Ａ内に流出し、第１吐水口１３から吐水される。第１吐水口１３から吐水した
洗浄水は、リム通水路１１Ｂに沿って流れ、平面視において便鉢部１１内を反時計方向に
旋回する旋回流を形成する。
【００３０】
　分配給水管３３の右側給水管３３Ｃは、先端が閉鎖し、側面部に第２給水室１４Ａの周
壁部１５側に開口した流出口３５を有している。このため、右側給水管３３Ｃの流出口３
５は第２吐水口１４とは略逆方向に洗浄水を流出する。右側給水管３３Ｃの流出口３５か
ら流出した洗浄水は、第２給水室１４Ａ内を満水状態にしつつ、第２吐水口１４から吐水
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される。
【００３１】
　第２吐水口１４から吐水した洗浄水は、第１吐水口１３から吐水した洗浄水と合流して
案内面１７に沿って流れる流れと、洗浄棚１８上を流れる流れとに分流して流れる。第２
吐水口１４は右側給水管３３Ｃの流出口３５よりも大きい開口面積を有している。このた
め、第２吐水口１４から吐水する洗浄水の流速が遅くなり、便鉢部１１内で第１吐水口１
３から吐水した洗浄水と合流した際等の飛散を防止することができる。
【００３２】
　次に、このような構成を有するサイホン式水洗便器の便器洗浄を実行した際の洗浄水の
流れ方を説明する。
【００３３】
　このサイホン式水洗便器は、図示しないリモートコントローラに設けた便器洗浄スイッ
チを操作すると、ポンプ３２が設定時間の間、駆動し、洗浄タンク３１に貯留した洗浄水
を分配給水管３３を介して第１吐水口１３及び第２吐水口１４から吐水する。これによっ
て、このサイホン式水洗便器は便器洗浄を実行する。
【００３４】
　このサイホン式水洗便器は、分配給水管３３の左側給水管３３Ｂの流出口３４が第１吐
水口１３に向けて洗浄水を流出するため、便器洗浄を開始した直後から、第１吐水口１３
から洗浄水をリム通水路１１Ｂに沿って吐水することができる。一方、この水洗便器は、
分配給水管３３の右側給水管３３Ｃの流出口３５が第２吐水口１４とは略逆方向に洗浄水
を流出するため、便器洗浄を開始した直後は、第２吐水口１４から洗浄水を便鉢部１１内
に吐水しない。つまり、右側給水管３３Ｃの流出口３５が第２吐水口１４とは略逆方向に
洗浄水を流出するため、右側給水管３３Ｃの流出口３５から流出した洗浄水が直接的に第
２吐水口１４から便鉢部１１内に吐水することを防止し、第２吐水口１４からの吐水開始
時間を遅くすることができる。
【００３５】
　第１吐水口１３から吐水した洗浄水は、便器洗浄を開始すると、図６に示すように、便
鉢部１１のリム通水路１１Ｂに沿って流れつつ、便鉢部１１の傾斜によって一部は溜水部
１６へ向けて流下する。一方、右側給水管３３Ｃの流出口３５から流出した洗浄水は第２
吐水口１４から徐々に吐水され始める。第２給水室１４Ａ内が右側給水管３３Ｃの流出口
３５から流出した洗浄水で満水になるまでは、第２吐水口１４から吐水する洗浄水は徐々
に増水していく。
【００３６】
　第１吐水口１３から吐水した洗浄水が便鉢部１１の右側後部（図６の右側上部）に到達
する頃には、第２吐水口１４から吐水する洗浄水は増水して最大流量となっており、第１
吐水口１３から吐水した洗浄水に合流する。この合流した洗浄水は、案内面１７に沿って
流れる流れと、洗浄棚１８上を流れる流れとに分かれる。
【００３７】
　洗浄棚１８上を流れる洗浄水は、第１吐水口１３から吐水した洗浄水に第２吐水口１４
から吐水した洗浄水が合流しているため、勢いよく流れる。このため、このサイホン式水
洗便器は、便鉢部１１内の洗浄水の水位が高い時は、洗浄棚１８上を流れる流れによって
便鉢部１１内を勢いよく旋回する旋回流を形成することができ、便鉢部１１の表面を良好
に洗浄することができる。また、洗浄棚１８上から便鉢部１１の左側を前方へ流れる洗浄
水（便鉢部１１内を一周した洗浄水）は、さらに、第１吐水口１３から継続して吐水して
いる洗浄水に合流する。これによって、便鉢部１１内を反時計方向に旋回する強力な旋回
流を形成することができる。このため、このサイホン式水洗便器は便鉢部１１の表面を旋
回流によって良好に洗浄することができる。
【００３８】
　一方、案内面１７に沿って流れる洗浄水は、スムーズに溜水部１６に流入する。このよ
うに、このサイホン式水洗便器は、便鉢部１１内を洗浄水が旋回しつつ、案内面１７によ
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って洗浄水を溜水部１６に流すことができるため、あたかも束状になった洗浄水を溜水部
１６に流入させることができる。特に、第１吐水口１３から吐水した洗浄水に第２吐水口
１４から吐水した洗浄水が合流しているため、洗浄棚１８上を流れる流れと分流しても充
分な流量を溜水部１６に流入させることができる。また、便鉢部１１内を旋回する洗浄水
の旋回流の勢いの減衰を抑えて溜水部１６に束状の洗浄水を流入させることができる。
【００３９】
　溜水部１６に流入した洗浄水は立壁１９に衝突して便器排水路１２の流入口１２Ａに向
けた流れを形成する。このため、一方向から便器排水路１２へ流れ込む洗浄水の主流を形
成することができる。よって、このサイホン式水洗便器は、便器排水路１２内に一気に洗
浄水を流入させることができるため、洗浄水が絞り部７３で飛散して水膜を形成し、便器
排水路１２内にサイホン作用を確実に発生させることができる。便鉢部１１内の洗浄水の
水位は便器排水路１２内にサイホン作用が発生するまで上昇する。
【００４０】
　また、このサイホン式水洗便器は、サイホン作用が発生した後でも、溜水部１６に束状
の洗浄水が流入し、一方向から便器排水路１２へ流れ込むため、便器排水路１２への汚物
の押し込みを良好に行うことができ、汚物等を便器本体１０から良好に排出することがで
きる。さらに、このサイホン式水洗便器は、サイホン作用による汚物の搬送力と相まって
、便器本体１０から汚物等の排出を良好に行うことができる。つまり、このサイホン式水
洗便器は第１吐水口１３及び第２吐水口１４から吐水する洗浄水の水量を少なくしても、
便鉢部１１の表面を良好に洗浄し、便器本体１０から汚物等の排出を良好に行うことがで
きる。
【００４１】
　したがって、実施例のサイホン式水洗便器は少ない洗浄水で便器洗浄を良好に行うこと
ができる。
【００４２】
　便鉢部１１内の洗浄水の水位は便器排水路１２内にサイホン作用が発生した後、下降す
る。便鉢部１１内の水位が下降し、便鉢部１１側から便器排水路１２の上昇流路１２Ｃ側
に空気が流入すると封水が破封し、サイホン作用が終了する。サイホン作用が終了した後
、便鉢部１１内に洗浄水を給水し溜水部１６内に洗浄水を貯留して水封を形成するとポン
プ３２の駆動が停止し、便器洗浄を終了する。そして、このサイホン式水洗便器は便器洗
浄の待機状態に復帰する。
【００４３】
　本発明は上記記述及び図面によって説明した実施例に限定されるものではなく、例えば
次のような実施例も本発明の技術的範囲に含まれる。
（１）実施例では、便器本体が第２吐水口を備えていたが、第２吐水口を備えなくてもよ
い。
（２）実施例では、便鉢部の下部後方に便器排水路の流入口を有していたが、便鉢部の下
部前方に便器排水路の流入口を有してもよい。この場合、便鉢部は立壁を形成しなくても
よい。
（３）実施例では、第１吐水口を便鉢部の左側の上部周縁であって、便鉢部の前後方向の
略中央部に前方を向いて開口するように形成し、第２吐水口を便鉢部の右側後部の上部周
縁に左方向を向いて開口するように形成したが、第１吐水口及び第２吐水口は、便鉢部の
上部周縁であって、便鉢部内に良好な洗浄水の流れを形成できる場所に形成すればよい。
（４）実施例ではサイホン式水洗便器であったが、便器排水路内にサイホン作用を発生さ
せない水洗便器であってもよい。
（５）実施例では洗浄棚を有していたが、洗浄棚を有していなくてもよい。
（６）実施例では洗浄タンク等の便器洗浄装置を便器本体の収納空間内に収納したが、便
器本体の後部上面に配置してもよい。
（７）実施例では洗浄タンクを有していたが、洗浄タンクを有さず、給水管を直接的に給
水源に連結し、給水源に給水圧を利用して便器に洗浄水を供給してもよい。
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【符号の説明】
【００４４】
　１０…便器本体
　１１…便鉢部
　１２…便器排水路
　１２Ａ…（便器排水路の）流入口
　１３…第１吐水口
　１４…第２吐水口
　１６Ａ…溜水面
　１７…案内面
　１８…洗浄棚
　１９…立壁

【図１】 【図２】
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