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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前端側から見て左前側に位置する第２立壁、この第２立壁の下部から下方に延びて形成
され洗浄水が滞留する溜水部、及び上部周縁部に形成したリム通水路を有する便鉢部と、
　この便鉢部の下端部に連通した排水路と、
　前端側から見て左側であって、前方に向けて開口し、前記リム通水路に沿って反時計回
りの方向に旋回しつつ前記便鉢部の表面を流下する洗浄水を吐水する第１吐水口と、
　前記リム通水路を流れる洗浄水が衝突することにより流れ方向を前記溜水部に向ける流
れ変更部と、
　前記第１吐水口から吐水された洗浄水が前記リム通水路に沿って前記流れ変更部に到達
する経路に関して前記流れ変更部に近い側に設けられるとともに、前記流れ変更部に向け
て開口して前記リム通水路に沿う流れが前記第１吐水口から吐水された洗浄水の流れ方向
と同一方向となるよう洗浄水を吐水する第２吐水口と、
　前端側から見て右前側に位置し、前記第２吐水口から吐水され、前記第２立壁に沿って
前記溜水部に向けて流下した洗浄水が衝突する第１立壁と、
　を備えていることを特徴とする水洗式便器。
【請求項２】
　前記第２吐水口は、前記便鉢部の後部に設けられ、前記便鉢部の表面を前記第１吐水口
から吐水される洗浄水と同一方向である反時計回りの方向に洗浄水を吐水することを特徴
とする請求項１記載の水洗式便器。
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【請求項３】
　前記第２吐水口から吐水された洗浄水は、前端側から見て前記溜水部の左側から前記第
２立壁に沿って前記溜水部に向けて流下することを特徴とする請求項１又は２記載の水洗
式便器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は水洗式便器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には従来の水洗式便器が開示されている。この水洗式便器は、便鉢部、排水
路、リム吐水口及び補助吐水口を備えている。便鉢部は、洗浄水が滞留する溜水部と、上
部周縁部に形成したリム通水路とを有している。排水路は便鉢部の下端部に連通している
。リム吐水口は、リム通水路に沿って、便鉢部の周方向の一方向に洗浄水を吐水する。補
助吐水口は溜水部よりも上方の便鉢部の表面に開口している。補助吐水口は、補助導水路
を介して、リム吐水口の直ぐ下流側のリム通水路に開口した導入口に連通している。
【０００３】
　この水洗式便器では、リム吐水口から吐水される洗浄水の一部が導入口に流入する。導
入口に流入した洗浄水は補助導水路を経て補助吐水口から溜水部に吐水される。リム吐水
口から吐水され、導入口に流入しない残りの洗浄水は、リム通水路に沿って便鉢部の表面
を旋回しながら流下する。この便鉢部の表面を旋回する洗浄水に補助吐水口から吐水され
る洗浄水が合流することによって、溜水部に向けた洗浄水の勢いが強くなる。これにより
、勢いの強い洗浄水が溜水部から排水路に流れる。このため、便鉢内の汚物を良好に排出
することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－２３６３２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１の水洗式便器では、リム吐水口から吐水される洗浄水の一部が導入
口に流入し、補助導水路を経て補助吐水口から溜水部に吐水されるため、リム通水路に沿
って便鉢部の表面を流下する洗浄水の水量が減少する。節水化を図るために洗浄水の水量
を少なくすると、この水洗式便器では、便鉢部の表面を流下する洗浄水の水量が少なくな
り、便鉢部の表面の洗浄が不充分になるおそれがある。
【０００６】
　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、洗浄水の水量が少なくても
、便鉢部の表面の洗浄、及び便鉢部からの汚物の排出を良好に行うことができる水洗式便
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】
【０００７】
　本発明の水洗式便器は、
　前端側から見て左前側に位置する第２立壁、この第２立壁の下部から下方に延びて形成
され洗浄水が滞留する溜水部、及び上部周縁部に形成したリム通水路を有する便鉢部と、
　この便鉢部の下端部に連通した排水路と、
　前端側から見て左側であって、前方に向けて開口し、前記リム通水路に沿って反時計回
りの方向に旋回しつつ前記便鉢部の表面を流下する洗浄水を吐水する第１吐水口と、
　前記リム通水路を流れる洗浄水が衝突することにより流れ方向を前記溜水部に向ける流
れ変更部と、
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　前記第１吐水口から吐水された洗浄水が前記リム通水路に沿って前記流れ変更部に到達
する経路に関して前記流変更部に近い側に設けられるとともに、前記流れ変更部に向けて
開口して前記リム通水路に沿う流れが前記第１吐水口から吐水された洗浄水の流れ方向と
同一方向となるよう洗浄水を吐水する第２吐水口と、
　前端側から見て右前側に位置し、前記第２吐水口から吐水され、前記第２立壁に沿って
前記溜水部に向けて流下した洗浄水が衝突する第１立壁と、
　を備えていることを特徴とする。
【０００８】
　この水洗式便器では、第１吐水口から吐水される洗浄水の全てがリム通水路に沿って流
れ、便鉢部の表面を旋回しつつ流下する。このため、第１吐水口から吐水される洗浄水の
水量が少なくても、この水洗式便器は便鉢部の表面全体に洗浄水を確実に流すことができ
る。また、洗浄水が便鉢部の表面を旋回しながら流れるため、洗浄水を便鉢部の表面に沿
って長く流すことができる。このため、この水洗式便器は便鉢部の表面を良好に洗浄する
ことができる。
【０００９】
　また、便鉢部の表面を旋回しつつ流下する洗浄水は、遠心力が働くため、水平外方向に
力が作用し、下方向に向けての流れの勢いが弱い。このため、洗浄水が溜水部の下端部に
連通した排水路へ流入し難い。しかし、流れ変更部に衝突し、溜水部に向けて流下する洗
浄水が合流することによって、便鉢部の表面を旋回する洗浄水の流れを下方向に変更させ
ることができる。これにより、溜水部に向いて下方に流れる洗浄水の勢いが強くなる。こ
の勢いの強い洗浄水が溜水部を経由して排水路へ流入するため、汚物を便鉢部から良好に
排出することができる。
【００１０】
　したがって、本発明の水洗式便器は、洗浄水の水量が少なくても、便鉢部の表面の洗浄
、及び便鉢部からの汚物の排出を良好に行うことができる。
【００１１】
　この水洗式便器は、前端側から見て右前側に位置する第１立壁を備えており、
　前記第２吐水口から吐水され、前記第２立壁に沿って前記溜水部に向けて流下した洗浄
水が、前記第１立壁に衝突する。
【００１２】
　この水洗式便器において、前記第２吐水口は、前記便鉢部の後部に設けられ、前記便鉢
部の表面を前記第１吐水口から吐水される洗浄水と同一方向である反時計回りの方向に洗
浄水を吐水し得る。
【００１３】
　この水洗式便器において、前記第２吐水口から吐水された洗浄水は、前端側から見て前
記溜水部の左側から前記第２立壁に沿って前記溜水部に向けて流下し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】実施例の水洗式便器の一部平面断面図である。
【図２】実施例の水洗式便器の縦断面図である。
【図３】図２の矢視Ａ－Ａ断面図である。
【図４】図２の矢視Ｂ－Ｂ断面図である。
【図５】実施例の水洗式便器の要部斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の水洗式便器を具体化した実施例を図面を参照しつつ説明する。
【００１６】
＜実施例＞
　実施例の水洗式便器は、図１～図５に示すように、便鉢部１０、排水路２０、第１吐水
口３１、第２吐水口３２、及び流れ変更部４０を備えている。便鉢部１０は、水洗式便器
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を前端側から見て便鉢部１０の後方側に寄った中央部に急激に下方に落ち込む立壁１２を
有している。立壁１２に囲まれた部分は平面視で略ひし形である。便鉢部１０は立壁１２
の下部から後方かつ下方に延びて形成された溜水部１１を有している。つまり、便鉢部１
０は下部に洗浄水が滞留する溜水部１１を有している。
【００１７】
　また、便鉢部１０は上部周縁部に形成したリム通水路１３を有している。リム通水路１
３は、便鉢部１０の中央側に緩やかに傾斜した棚部１３Ａと、棚部１３Ａに連続して外周
側に立ちあがった側壁部１３Ｂと、側壁部１３Ｂの上端部から内側に延びて上方に張り出
した庇部１３Ｃとを有している。リム通水路１３に洗浄水が流れる際、側壁部１３Ｂ及び
庇部１３Ｃによって洗浄水が外側に飛散することを防止することができる。
【００１８】
　排水路２０は、流入口２１Ａが便鉢部１０の下端部に連続して連通しており、後方かつ
上方に延びた上昇路２１と、上昇路２１の下流端に連続して垂直下方に延びた下降路２２
とを有している。下降路２２の下流端開口２２Ａは下方に開口しており、接続部材３の上
流端開口に挿入し、接続される。水洗式便器は排水路２０を接続部材３を介して床面に引
き出された排水管に連通することができる。
【００１９】
　第１吐水口３１は、水洗式便器を前端側から見て左側であって、便鉢部１０の前後方向
の中央より前側にリム通水路１３に連続するように前方に向けて開口している。このため
、第１吐水口３１から吐水された洗浄水はリム通水路１３に沿って便鉢部１０の周方向の
一方向（反時計回りの方向）に流れる。第１吐水口３１は第１吐水空間３１Ａの先端部に
形成されている。第１吐水空間３１Ａは水洗式便器を前端側から見て左側の側部に前後方
向に延びて形成されている。第１吐水空間３１Ａは後端部から洗浄水分配器２の左側吐水
管２Ｌの先端部が挿入されている。
【００２０】
　洗浄水分配器２は、流入口２Ａと、流入口２Ａから左右に分岐して形成した左側吐水管
２Ｌ、及び右側吐水管２Ｒとを有している。洗浄水分配器２は水洗式便器の後部に配置さ
れている。流入口２Ａは水洗式便器の後部に載置して固定される洗浄タンク１の排水口が
挿入される。洗浄水分配器２は、流入口２Ａに流入した洗浄水を左側吐水管２Ｌと右側吐
水管２Ｒとに分配し、夫々の先端部から洗浄水を吐水することができる。
【００２１】
　第２吐水口３２は、水洗式便器を前端側から見て右側であって、便鉢部１０の後部に左
方向を向いて開口している。このため、第２吐水口３２から吐水された洗浄水はリム通水
路１３に沿って第１吐水口３１から吐水される洗浄水と同一方向である便鉢部１０の周方
向の一方向（反時計回りの方向）に流れる。第２吐水口３２は第２吐水空間３２Ａの左側
端部に形成されている。第２吐水空間３２Ａは水洗式便器を前端側から見て右側の側部に
形成されている。第２吐水空間３２Ａは後端部から洗浄水分配器２の右側吐水管２Ｒの先
端部が挿入されている。
【００２２】
　流れ変更部４０は、図１、図４及び図５に示すように、第１吐水口３１から吐水される
洗浄水のリム通水路１３における終端部、つまり、水洗式便器を前端側から見て便鉢部１
０の左側の後方角部に形成されている。このため、第２吐水口３２は、第１吐水口３１か
ら吐水される洗浄水が流れ変更部４０に到達する経路の途中であって、流れ変更部４０側
に近い側に設けられていることになる。また、流れ変更部４０は便鉢部１０に排水路２０
が連通している側、つまり便鉢部１０の後方側に形成されている。
【００２３】
　流れ変更部４０はリム通水路３０の外周側の側壁部１３Ｂを外方向に凹ませて形成して
いる。このため、便鉢部１０の上端開口の開口面積が小さくなることを防止することがで
きる。流れ変更部４０は、リム通水路１３の棚部１３Ａに連続する棚部４０Ａ、リム通水
路１３の側壁部１３Ｂに連続する側壁部４０Ｂ、及びリム通水路１３の庇部１３Ｃに連続
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し、上方に張り出した庇部４０Ｃを有している。このように、便鉢部１０の上端開口の開
口面積を小さくすることなく庇部４０Ｃを容易に設けることができる。また、便鉢部１０
の外形寸法を大型化しなくてもよくなり、水洗式便器の小型化を図ることができる。
【００２４】
　流れ変更部４０より上流側のリム通水路１３の側壁部１３Ｂは、洗浄水が周方向にスム
ーズに流れるように便鉢部１０の外周面に沿って緩やかに曲がり具合を変更している。一
方、流れ変更部４０の側壁部４０Ｂは、急激に曲がっているため、第１吐水口３１及び第
２吐水口３２から吐水され、リム通水路１３を流れてきた洗浄水が衝突し、その流れ方向
が変更する。つまり、流れ変更部４０の側壁部４０Ｂに衝突した洗浄水が溜水部１１に向
けて流下するように流れ変更部４０が形成されている。
【００２５】
　便鉢部１０は、図１及び図３に示すように、水洗式便器を前端側から見て左前側に位置
する立壁１２が流れ変更部４０から流下する洗浄水の流れ方向に沿って形成されている。
つまり、第２立壁１２Ｂを構成している。また、便鉢部１０は、水洗式便器を前端側から
見て右前側に位置する立壁１２が流れ変更部４０に対向する位置に形成されている。つま
り、第１立壁１２Ａを構成している。
【００２６】
　このような構成を有する水洗式便器は、洗浄タンク１に貯留された洗浄水を排水口から
排水して便器洗浄を実行すると、洗浄水分配器２を介して、第１吐水口３１及び第２吐水
口３２から洗浄水が吐水される。第１吐水口３１から吐水された洗浄水の全てがリム通水
路１３に沿って流れ、便鉢部１０の表面を旋回しつつ流下する。このため、第１吐水口３
１から吐水された洗浄水の水量が少なくても、便鉢部１０の表面全体に洗浄水を確実に流
すことができる。また、洗浄水が便鉢部１０の表面を旋回しながら流れるため、洗浄水を
便鉢部１０の表面に沿って長く流すことができる。このため、この水洗式便器は便鉢部１
０の表面を良好に洗浄することができる。
【００２７】
　また、この水洗式便器は、流れ変更部４０に第１吐水口３１及び第２吐水口３２から吐
水され、リム通水路１３を流れてきた洗浄水が衝突し、溜水部１１に向けて流下する。便
鉢部１０の表面を旋回しつつ流下する洗浄水は、遠心力が働くため、水平外方向に力が作
用し、下方向に向けての流れの勢いが弱い。このため、洗浄水が溜水部１１の下端部に連
通した排水路２０へ流入し難い。しかし、流れ変更部４０に衝突し、溜水部１１に向けて
流下する洗浄水が合流することによって、便鉢部１０の表面を旋回する洗浄水の流れを下
方向に変更させることができる。特に、第２吐水口３２から吐水された勢いの強い洗浄水
が流れ変更部４０に衝突し、溜水部１１に向けて流下するため、溜水部１１に向いて下方
に流れる洗浄水の勢いが強くなる。この勢いの強い洗浄水が溜水部１１を経由して排水路
２０へ流入するため、汚物を便鉢部１０から良好に排出することができる。
【００２８】
　したがって、実施例の水洗式便器は、洗浄水の水量が少なくても、便鉢部１０の表面の
洗浄、及び便鉢部１０からの汚物の排出を良好に行うことができる。
【００２９】
　流れ変更部４０の庇部４０Ｃは流れ変更部４０の側壁部４０Ｂに衝突する洗浄水が上方
に跳ね上がることを防止することができる。このため、洗浄水が水洗式便器の外部に飛散
することを防止することができる。また、水洗式便器に供給された洗浄水が外部に飛散し
ないため、洗浄水を便鉢部１０の表面の洗浄、及び便鉢部１０からの汚物の排出に有効に
利用することができる。さらに、庇部４０Ｃの下面は流れ変更部４０の側壁部４０Ｂに衝
突する洗浄水で洗浄することができるため、庇部４０Ｃの下面の汚れを防止することがで
きる。
【００３０】
　流れ変更部４０から溜水部１１に向けて流下する洗浄水は、第２立壁１２Ｂに沿って流
れる。この際、洗浄水が縦方向の旋回流を形成し、洗浄水が太い束の流れになる。その後
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、洗浄水は第１立壁１２Ａに衝突し、排水路２０方向に流れ方向を変更する。このように
洗浄水が淀みなく、太い束となって排水路２０に勢いよく流入するため、便鉢部１０から
汚物の排出を良好に行うことができる。
【００３１】
　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、流れ変更部をリム通水路の外周側の側壁部を外方向に凹ませて形成し
たが、リム通水路の棚部に障壁を立設させて形成してもよい。
（２）実施例では、洗浄水を貯留する洗浄タンクを有していたが、洗浄タンクを有さず、
給水源から開閉弁を介して洗浄水を直接、給水してもよい。
（３）実施例では、洗浄水分配器を有していたが、洗浄水分配器を有さず、洗浄タンクか
ら直接、第１吐水口及び第２吐水口まで導水してもよい。
【符号の説明】
【００３２】
　１０…便鉢部
　１１…溜水部
　１２Ａ…第１立壁
　１２Ｂ…第２立壁
　１３…リム通水路
　２０…排水路
　３１…第１吐水口
　３２…第２吐水口

【図１】 【図２】
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【図５】
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