
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　便器の洗浄水を貯えた洗浄タンク内部に、（イ）浮玉の昇降に基づいて洗浄タンク内へ
の給水及び給水停止を行うボールタップと、（ロ）フロート弁体及び弁座とを有し、該フ
ロート弁体の該弁座からの浮き上がりにより開弁して該洗浄タンク内の前記洗浄水を放出
する排水弁としてのフロート弁とを設けて成る洗浄タンク装置において、
　 容器状をなし、洗浄水を多く放出する大洗浄時においても

前記フロート弁体に対する錘とな 、該洗浄水の放出水
量を所定量少なく規制する水溜器を、該フロート弁体の上側に且つ該フロート弁体と一体
的に昇降する状態で設け 容器状をなし、小洗浄時においては内部に水
を溜めた状態となって前記フロート弁体に対する錘となり、該フロート弁体を早く前記弁
座に着座させて、洗浄水の放出水量を小洗浄用に少なく規制する一方、大洗浄時には空の
状態となって該フロート弁体を遅く前記弁座に着座させ、前記小洗浄時よりも多く洗浄水
を放出させる大小洗浄切替用の洗浄切替器を、該フロート弁体の上側に且つ該フロート弁
体と一体的に昇降させる状態で前記水溜器とともに設けてあることを特徴とする洗浄タン
ク装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、洗浄タンク内部に貯えた洗浄水をフロート弁の開弁により放出して便器の
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洗浄を行う洗浄タンク装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来より、この種洗浄タンク装置として図８に示すようなものが用いられている。
　同図において２００は洗浄タンクで、その上部に蓋を兼用した手洗鉢２０２が設けられ
ている。この手洗鉢２０２からは手洗吐水管２０４が起立する形態で設けられている。
　手洗吐水管２０４からの手洗水は手洗鉢２０２に落下した後、手洗鉢２０２の底部の排
水孔を通じて洗浄タンク２００内部に落下する。
【０００３】
　２０６は洗浄タンク２００内部に配設されたボールタップで、浮玉２０８の昇降に連動
して給水及び給水停止を行う。
　即ち、浮玉２０８が下降するとボールタップ２０６の弁部が開かれて吐水管２１０を通
じ洗浄タンク２００内部に給水が行なわれる。
　また一方洗浄タンク２００内部の水面の上昇につれて浮玉２０８が上昇し、そしてその
水面が満水状態になると、ボールタップ２０６の弁部が閉じて給水を停止する。
【０００４】
　このボールタップ２０６からはまた、蛇腹管から成る導水管が延び出していて、その先
端部が手洗吐水管２０４に接続され、洗浄タンク２００への給水時に、併せてこの導水管
を通じて手洗吐水管２０４への給水が行われる。
【０００５】
　洗浄タンク２００の底部にはフロート弁（排水弁）２１４が設けられている。
　このフロート弁２１４は球状のフロート弁体２１６と弁座２１８とを有しており、その
フロート弁体２１６に対して、洗浄タンク２００の壁部２００Ａに設けられた洗浄ハンド
ル２２０と一体に回転するＬ字状の作用レバー２２２の先端部が、鎖２２４を介して連結
されている。
　而してこのフロート弁２１４は、洗浄ハンドル２２０が回転操作されるとフロート弁体
２１６が弁座２１８から浮き上がって開弁し、ここにおいて洗浄タンク２００内の洗浄水
が排出口２２６を通じて便器に向け放出される。
【０００６】
　この例においては、フロート弁２１４におけるフロート弁体２１６の上側に、容器状を
なす洗浄切替器２２８が一体に昇降する状態で連設されている。
　ここで洗浄切替器２２８は大洗浄及び小洗浄切替用のもので、この洗浄切替器２２８内
部が空の状態の下では洗浄切替器２２８が錘として働かず、従ってフロート弁体２１６が
弁座２１８に着座して弁部を閉じるまでの時間が長くなってこの間に排出口２２６から洗
浄水が大洗浄用に多く放出される。
【０００７】
　一方洗浄切替器２２８内部に水が溜まった状態の下では、洗浄切替器２２８がフロート
弁体２１６に対する錘として働き、これにより弁座２１８から浮き上がった状態のフロー
ト弁体２１６が早く下降して弁座２１８に着座する。従ってこの場合には洗浄水の放出量
が小洗浄用に少なくなる。
【０００８】
　尚この洗浄切替器２２８には嵌合部２３２が設けられていて、この嵌合部２３２がオー
バーフロー管２３０の外周面に上下摺動可能に外嵌し、洗浄切替器２２８がフロート弁体
２１６とともにそれらによって昇降案内されるようになっている。
【０００９】
　図８に示す洗浄タンク装置において、浮玉２０８の昇降運動は連動アーム２３６を介し
てボールタップ２０６の弁部に伝えられ、その弁部が開閉動作させられる。
　而して浮玉２０８と連動アーム２３６とはボルト２３４にて連結されており、そのボル
ト２３４の浮玉２０８に対するねじ込み量を調節することで、浮玉２０８の位置を上下に
調節することができる。
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　そしてこれにより、洗浄タンク２００内の満水時における洗浄水量を調節することがで
きる。
【００１０】
　詳しくは、ボルト２３４のねじ込み量の調節によって浮玉２０８の位置を上側に移動さ
せると、洗浄タンク２００内への給水の際にボールタップ２０６の弁部が遅く閉じるよう
になり、洗浄タンク２００内により多くの水が給水される。
　また逆に浮玉２０８の位置を下側に移動させると、洗浄タンク２００内への給水の際に
ボールタップ２０６の弁部が早く閉じるようになり、洗浄タンク２００内への給水量が少
なく調節される。
　尚、図８中Ｗは洗浄タンク２００内の洗浄水の水面の位置を表している。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
　上記のように図８に示す洗浄タンク装置の場合、浮玉２０８の位置をボルト２３４によ
り上側又は下側に調節することで、満水時における洗浄水の水面Ｗを上下に調節すること
ができる。
　即ち洗浄タンク２００への洗浄水の貯水量を調節することができる。例えば大洗浄時に
おいて１０Ｌ（リットル）の洗浄水が放出される状態となっているとき、浮玉２０８の位
置を下側に移動させることによってその洗浄水の放出水量を例えば８Ｌに調節するといっ
たことが可能である。
【００１２】
　同様にして現在大洗浄時において８Ｌの洗浄水が放出される状態となっている場合、浮
玉２０８の位置を更に下側に移動させることによって、洗浄水の放出水量を６Ｌに調節す
るといったことも理論上は可能である。
　しかしながらこのようにして洗浄水の放出水量を大幅に少なくした場合、満水時におけ
る水面Ｗの位置が大幅に低下し、これに伴なって排出口２２６から洗浄水を放出する際の
水流の勢いが弱くなってしまう。
　そしてこれにより便器洗浄の際の洗浄能率が低下し、便器洗浄を良好に行えなくなって
しまうといった問題が生ずる。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　本発明の洗浄タンク装置はこのような課題を解決するために案出されたものである。
　而して請求項１のものは、便器の洗浄水を貯えた洗浄タンク内部に、（イ）浮玉の昇降
に基づいて洗浄タンク内への給水及び給水停止を行うボールタップと、（ロ）フロート弁
体及び弁座とを有し、該フロート弁体の該弁座からの浮き上がりにより開弁して該洗浄タ
ンク内の前記洗浄水を放出する排水弁としてのフロート弁とを設けて成る洗浄タンク装置
において、 容器状をなし、洗浄水を多く放出する大洗浄時においても

前記フロート弁体に対する錘とな 、該洗浄水
の放出水量を所定量少なく規制する水溜器を、該フロート弁体の上側に且つ該フロート弁
体と一体的に昇降する状態で設け 容器状をなし、小洗浄時においては
内部に水を溜めた状態となって前記フロート弁体に対する錘となり、該フロート弁体を早
く前記弁座に着座させて、洗浄水の放出水量を小洗浄用に少なく規制する一方、大洗浄時
には空の状態となって該フロート弁体を遅く前記弁座に着座させ、前記小洗浄時よりも多
く洗浄水を放出させる大小洗浄切替用の洗浄切替器を、該フロート弁体の上側に且つ該フ
ロート弁体と一体的に昇降させる状態で前記水溜器とともに設けてあることを特徴とする
。
【００１４】
【作用及び発明の効果】
　上記のように本発明は、容器状をなして大洗浄時においても内部に水を溜めた状態にあ
り、これによりフロート弁体に対して錘として作用する水溜器をフロート弁体の上側に且
つフロート弁体と一体的に昇降する状態で設けたものであり、かかる本発明によれば、水
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溜器の錘としての作用により、フロート弁が開弁してから閉弁するまでの時間を従来の大
洗浄時におけるそれよりも短くすることができ、これにより洗浄水の放出水量を所定量少
なく規制することができて、便器洗浄の際の節水を果たすことができる。
【００１５】
　しかも本発明によれば洗浄タンク内に貯えた洗浄水の水面の位置が低くなってしまうの
を防ぐことができるため、洗浄水の放出時の水流の勢いを強く維持することができ、従っ
て便器に対する洗浄能率を高く保持し得て、便器洗浄を良好に行うことができる。
　加えて本発明においては洗浄タンク内のスペースを小スペース化することができ、洗浄
タンクをコンパクト化できるといった利点も得られる。
【００１６】
　 上記水溜器に加えて、大洗浄，小洗浄切替用の洗浄切替器を更に設け

洗浄タンク装置にあっては大洗浄時において洗浄水の放出水量を水溜器の錘
としての作用により所定量少なく規制することができるのに加えて、その洗浄切替器の作
用により大洗浄時と小洗浄時とで洗浄水の放出水量を多く或いは少なく制御することがで
きる。
【００１７】
【実施例】
　次に本発明の実施例を図面に基づいて詳しく説明する。
　図１及び図２において、１０は洗浄タンクで陶器製のアウタータンク１２と、その内側
の樹脂製のインナータンク１４との二重タンク構造をなしている。
　アウタータンク１２の上部には、その蓋を兼用した陶器製の手洗鉢１６が設けられてお
り、この手洗鉢１６から手洗吐水管１８が起立する形態で設けられている。
　手洗鉢１６の底部には排水孔２０が設けられており、手洗吐水管１８から吐水された手
洗水が、この排水孔２０から洗浄タンク１０内部へと落下する。
【００１８】
　洗浄タンク１０の内部にはボールタップ２２が配設されている。
　このボールタップ２２は、弁部が連動アーム２４及び調節用のボルト２６を介して浮玉
２８に連設されており、浮玉２８の昇降によって弁部を開閉し、その弁部の開閉によって
洗浄タンク１０内への給水及び給水停止を行う。
　このボールタップ２２には、洗浄タンク１０内部に給水を行うための吐水口３１が設け
られており、更にこのボールタップ２２からは手洗吐水管１８への給水を行うための蛇腹
管から成る導水管３０が延び出していて、その先端部が手洗吐水管１８に差込接続されて
いる。
【００１９】
　洗浄タンク１０の底部には、フロート弁（排水弁）３２が配設されている。
　このフロート弁３２は、球状のフロート弁体３４と弁座３６とを有しており、そのフロ
ート弁体３４が弁座３６から浮き上がることによって排出口３８を開放し、またフロート
弁体３４が弁座３６に着座することによって排出口３８を閉鎖する（図 1参照）。
【００２０】
　一方洗浄タンク１０の壁部には、洗浄ハンドル４０が回転可能に取り付けられている。
　この洗浄ハンドル４０からはＬ字状をなす作用レバー４２が洗浄タンク１０内部に延び
出しており、その先端とフロート弁体３４とが、鎖４４によって洗浄切替器４６を介し連
結されている。
　ここで洗浄切替器４６とフロート弁体３４とは一体に上下動するように連設されており
、更にまた洗浄切替器４６には円筒部４８が設けられていて、その円筒部４８がオーバー
フロー管５０の外周面に上下摺動可能に外嵌されている。
　洗浄切替器４６及びフロート弁体３４は、これら円筒部４８及びオーバーフロー管５０
の案内の下に上下動する。
【００２１】
　図３～図５に洗浄切替器４６の構成が具体的に示してある。図示のように洗浄切替器４
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６には係合孔５４が形成されている。また一方後において詳述する水溜器７６には、下向
きに突出した形態の係合爪５３が形成されており、そして洗浄切替器４６と水溜器７６と
は、それら係合孔５４と係合爪５３との係合により互いに上下に水密に連結されている。
【００２２】
　本例において水溜器７６は上端が開放形状の容器状をなしており、大洗浄時，小洗浄時
の何れにおいても一対の収容部７８内部に水を溜めた状態にあって、そこに溜めた水をフ
ロート弁体３４に対して錘として作用せしめる。
　即ち、本例においては図７（Ｂ），（Ｃ）に示しているように大洗浄時，小洗浄時の何
れにおいても水溜器７６の収容部７８内部に水が溜まった状態にあり、フロート弁体３４
に対して常時錘として作用する。
　また水溜器７６は下端を開放形状となした収容部７４を形成している。
【００２３】
　この洗浄切替器４６の底部５６には中心部より半径方向にずれた位置に水抜孔５８が形
成されており、この水抜孔５８が大洗浄，小洗浄切替用の切替弁６０にて開閉されるよう
になっている。
　切替弁６０は、筒体６２とその内部に上下に摺動可能に挿通された弁軸６４とを有して
おり、その弁軸６４の下端部に弁体６８が設けられていて、その弁体６８がスプリング６
９により図４（Ｂ）及び図５（Ａ）中下向きに付勢されている。
【００２４】
　この切替弁６０の筒体６２からは水平方向に回転軸７０が突き出しており、その回転軸
７０が、洗浄切替器４６に上向きに突出状に形成された起立部７１の軸孔７２に回転可能
に嵌合されている。
　即ち、切替弁６０全体が図５（Ａ）中二点鎖線で示す位置と実線で示す位置との間で回
転軸７０周りに揺動可能とされている。
　ここで図５（Ａ）中二点鎖線は大洗浄の際の状態を表しており、また実線は小洗浄の際
の状態を表している。
【００２５】
　具体的には、大洗浄時には鎖４４が図５（Ａ）のＤで示す方向に引っ張られ、このとき
切替弁６０は弁体６８が水抜孔５８から同図中左方向に外れた状態となって水抜孔５８が
開放され、これにより洗浄切替器４６内部に溜められた水が、詳しくは収容部７５及び収
容部７４内部に溜められた水が、水抜孔５８から外部に抜き出され、洗浄切替器４６にお
ける収容部７５及び収容部７４内部が空の状態となる。
【００２６】
　一方、小洗浄時には鎖４４が図５（Ａ）のＳで示す方向に引っ張り上げられる。このと
き弁体６８は僅かに引き上げられて一時的に水抜孔５８を開くが、洗浄ハンドル４０に加
えていた操作力を除くとスプリング６９の付勢力で速やかに水抜孔５８を閉鎖する。
　従って収容部７５，７４に溜められた水は水抜孔５８から抜き出されることはなく、そ
のまま収容部７５，７４内部に保持される。
【００２７】
　而して大洗浄時において水抜孔５８が開放され、収容部７５，７４内部の水がその水抜
孔５８を通じて抜き出されると、収容部７５，７４内部の水がフロート弁体３４に対して
錘として作用せず、従って図７（Ｂ）に示しているようにフロート弁体３４は、洗浄水の
放出に伴って水面Ｗが下降する際、図７（Ｃ）の小洗浄時に比べてフロート弁体３４の下
降開始時期が遅くなって、フロート弁３２の閉弁までの時間が長くなる。
　この間に洗浄タンク１０内から多くの洗浄水が放出され、大洗浄（大便時の洗浄）が行
われる。
【００２８】
　また一方、小洗浄時において収容部７５，７４内部に水が溜まった状態の下では、図６
に示しているようにその収容部７５，７４内部の水がフロート弁体３４に対して錘として
作用し、従って小洗浄時においては、洗浄水の放出に伴って水面Ｗの位置が下降する際に
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フロート弁体３４が早い段階で下降開始し、弁座３６への着座までの時間が短くなる。
　これにより小洗浄時においては洗浄水の放出水量が少なく規制される。
　尚この水溜器７６の収容部７４は、洗浄切替器４６の収容部の一部をなしていると考え
ることもできる。
【００２９】
　図７（Ａ）は上記のような水溜器７６を設けない場合のフロート弁体３４の下降開始位
置を表している。
　この図７（Ａ）と図７（Ｂ）との比較から分るように、水溜器７６を設けてその収容部
７８に水を溜めておくことで、フロート弁体３４は大洗浄時においても、水面Ｗの下降と
ともに図７（Ａ）に比べて相対的に低い位置から下降開始する。
　即ち水溜器７６を設けていない場合に比べて、水溜器７６を設けた場合、早い段階から
フロート弁体３４が下降開始して閉弁動作する。
　このため図７（Ａ）の状態に比べて大洗浄時における洗浄水量の放出水量がそれだけ少
なく規制される。
【００３０】
　以上のような本例の洗浄タンク装置においては、大洗浄時においても水溜器７６の錘と
しての作用によりフロート弁体３４が弁座３６に着座するまでの時間を短くすることがで
き、これにより洗浄水の放出水量を従来の大洗浄時に比べて所定量少なく規制でき、便器
洗浄の際の節水を果たすことができる。
　しかも本例では洗浄タンク１０内の洗浄水の水面の位置が低くなってしまうのを防ぐこ
とができるため、便器洗浄の際の水勢を強く維持することができ、便器に対する洗浄能率
を高く保持し得て、便器洗浄を良好に行うことができる。
【００３１】
　尚満水時の水位を高く保持したまま洗浄水の放出水量を減じる手段として、例えば洗浄
タンク１０内部にペットボトル等の詰め物を入れておくといった手段も考えられるが、こ
の場合洗浄タンク１０内部に、ある程度まとまったスペースが必要となり、従ってこの手
段は一定以上の大きな洗浄タンク１０に対してしか適用できない。
　しかるに本例によれば洗浄タンク１０内部のスペースを小スペースとなすことができ、
小型の洗浄タンク１０に対して適用できる利点が得られる。
【００３２】
　また本例では水溜器７６に加えて洗浄切替器４６を更に設けてあるので、その洗浄切替
器４６の作用により、大洗浄時と小洗浄時とで洗浄水の放出水量を多く或いは少なく制御
することができる。
【００３３】
　以上本発明の実施例を詳述したがこれは一例示である。
　例えば上例では別々の水溜器と洗浄切替器とを組付けて洗浄タンク装置に備え付けてい
るが 溜器と洗浄切替器とを一体的に構成するといったことも可能である。
　更に本発明は上記実施例以外の様々な洗浄タンク装置に適用可能であるなど、その主旨
を逸脱しない範囲において種々変更を加えた形態で構成可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施例である洗浄タンク装置を示す正面断面図である。
【図２】　同じ実施例の洗浄タンク装置の側面断面図である。
【図３】　同じ実施例の洗浄タンク装置における洗浄切替器，水溜器とその周辺部を示す
斜視図である。
【図４】　同じ洗浄切替器，水溜器の構成を示す図である。
【図５】　同じ洗浄切替器，水溜器をフロート弁体とともに示す図及び洗浄切替器を一部
切欠いて示す図である。
【図６】　図３～図５の洗浄切替器，水溜器をフロート弁が閉弁した状態で表す図である
。
【図７】　図３～図５の洗浄切替器，水溜器の作用説明図である。
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【図８】　従来の洗浄タンク装置の一例を示す正面断面図である。
【符号の説明】
　　　　１０　洗浄タンク
　　　　２２　ボールタップ
　　　　３２　フロート弁
　　　　３４　フロート弁体
　　　　３６　弁座
　　　　４６　洗浄切替器
　　　　７４　収容部
　　　　７５　収容部
　　　　７６　水溜器
　　　　７８　収容部
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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