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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　排水口本体に開口する接続口にＳ字トラップを介して排水管を接続して成る排水装置に
おいて、
　前記排水口本体に２つの接続口を形成し、一方の接続口を前記Ｓ字トラップの一端開口
部に接続して排水接続口とし、他方の接続口を前記Ｓ字トラップの中間山部の頂部に接続
して洗浄ノズル差込口とするとともに、該洗浄ノズル差込口を着脱可能なキャップにて密
閉し、前記各接続口と前記Ｓ字トラップとを角度調整アダプタを介して接続したことを特
徴とする排水装置。
【請求項２】
　前記２つの接続口を色分けし、これらの接続口に螺着される目皿とキャップも同色に色
分けしたことを特徴とする請求項１記載の排水装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、キッチンのシンク等の排水口本体に開口する接続口にＳ字トラップを介して
排水管を接続して成る排水装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、キッチンのシンクには排水口本体が形成され、この排水口本体に開口する接続
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口には排水管が接続されるが、接続口と排水管との間には、配管からの臭気の立ち上がり
を防ぐためのトラップが接続されている。
【０００３】
　ここで、トラップはシンクの下方のキャビネット内に配置されるが、これにはベルトラ
ップ、Ｓ字トラップ等の形式があり、円筒型のベルトラップを採用した場合には、このベ
ルトラップがキャビネット内で大きなスペースを占有するため、キャビネット内の収納ス
ペースが制限されるという問題がある。
【０００４】
　そこで、防臭手段として扁平なＳ字トラップを採用し、これをキャビネットの奥側に配
してキャビネット内の収納スペースを拡大する構成が採用されている。
【０００５】
　ところで、マンション等の集合住宅等においては、例えばＳ字トラップに接続された排
水管の集中洗浄（高圧洗浄）が定期的に行われるが、従来、この集中洗浄は、キャビネッ
トを開けてキャビネット内のＳ字トラップと排水管を取り外した後、排水管に洗浄ノズル
を差し込んで行う必要があったため、その作業が大変で能率が悪いという問題があった。
【０００６】
　そこで、トラップや排水管を取り外すことなく、排水管の集中洗浄を行うことができる
洗浄方法が特許文献１に提案されている。
【０００７】
　上記方法は、図７に示すように、Ｓ字トラップ１１８の中間山部の頂部に開口部を形成
し、通常はこの開口部をキャップ１２２で密閉しておき、排水管１２０を洗浄する際には
、図８に示すように、キャップ１２２を取り外して開口部に高圧洗浄用補助配管１３０の
先端部を差し込み、この補助配管１３０から高圧洗浄管１３１を図示矢印方向に挿入した
後、この高圧洗浄管１３１から高圧水を噴射して排水管１２０を洗浄する方法である。こ
の方法によれば、Ｓ字トラップ１１８を取り外すことなく、排水管１２０の洗浄を行うこ
とができる。
【０００８】
【特許文献１】特開２００３－８８８２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところが、図７及び図８に示す洗浄方法においても、洗浄に際してはキャビネット１０
５内の収納物をキャビネット１０５から一旦取り出し、この取り出した収納物を洗浄後に
元に戻す作業が必要であるため、その作業が面倒で能率が悪いという問題があった。
【００１０】
　本発明は上記問題に鑑みてなされたもので、その目的とする処は、キャビネット内をそ
のままの状態にしたまま、洗浄ノズルを排水口本体側から直接排水管内に差し込んで排水
管を効率良く洗浄することができる排水装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するため、請求項１記載の発明は、排水口本体に開口する接続口にＳ字
トラップを介して排水管を接続して成る排水装置において、前記排水口本体に２つの接続
口を形成し、一方の接続口を前記Ｓ字トラップの一端開口部に接続して排水接続口とし、
他方の接続口を前記Ｓ字トラップの中間山部の頂部に接続して洗浄ノズル差込口とすると
ともに、該洗浄ノズル差込口を着脱可能なキャップにて密閉し、前記各接続口と前記Ｓ字
トラップとを角度調整アダプタを介して接続したことを特徴とする。
【００１５】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の発明において、前記２つの接続口を色分けし、
これらの接続口に螺着される目皿とキャップも同色に色分けしたことを特徴とする。
【発明の効果】
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【００１６】
　請求項１記載の発明によれば、排水管の洗浄に際しては、一方の接続口を密閉している
キャップを取り外せば、その接続口から洗浄ノズルを直接差し込んで排水管を洗浄するこ
とができるため、洗浄に際してキャビネット内の収納物を取り出す必要がなく、排水管を
効率良く洗浄することができる。そして、洗浄時以外の通常時には洗浄ノズル差込口はキ
ャップによって密閉されているため、配管の臭気が洗浄ノズル差込口から漏れ出ることが
ない。又、各接続口とＳ字トラップとを角度調整アダプタによって任意の角度をなして接
続することができる。
【００２０】
　請求項２記載の発明によれば、排水接続口とこれに螺着される目皿を同色とし、洗浄ノ
ズル差込口とこれに螺着されるキャップを同色とすれば、洗浄に際して作業者は迷うこと
なくキャップを取り外して洗浄作業を効率良く行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下に本発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。
【００２２】
　図１はシステムキッチンの斜視図、図２は本発明に係る排水装置の構造を示すシステム
キッチンのキャビネット内の右破断側面図、図３は同左破断側面図、図４は同正面図、図
５は洗浄作業を示すキャビネット内の破断正面図である。
【００２３】
　図１に示すシステムキッチンの矩形ボックス状の本体１の上面には、例えば人工大理石
から成る天板２が設置されており、この天板２の向かって右半部には横方向に長いステン
レス製の凹状のシンク３が埋め込まれ、左側部分にはガステーブル４が設置されている。
【００２４】
　そして、本体１の前記シンク３とガステーブル４の下方には、収納空間としてのキャビ
ネット５（図２～図５参照）が形成されており、本体１の前面には、右側から開閉ドア６
、引き出し７，８，９，１０，１１，１２が順次設けられている。
【００２５】
　ところで、前記シンク３内の幅方向略中央の奥側には、横方向に長い長円状凹部を成す
排水口本体１３が形成されており、この排水口本体１３の奥側左右には、円形で同径の２
つの接続口１４，１５が斜めに開口している（図２及び図３参照）。そして、２つの接続
口１４，１５には、図２及び図３に示すように、側面視「く」の字状に屈曲した角度調整
アダプタ１６，１７を介してＳ字トラップ１８が接続されている。
【００２６】
　ここで、上記Ｓ字トラップ１８は、図４に示すように正面視横Ｓ字状を成し、図５に示
すように、上方に向かって開口する一端開口部１８ａは、前記角度調整アダプタ１６を介
して排水接続口としての前記一方の接続口１４に接続されている。そして、Ｓ字トラップ
１８の中間山部の頂部には、上方に向かって開口する開口部１８ｂが形成されており、こ
の開口部１８ｂは、前記角度調整アダプタ１７を介して洗浄ノズル差込口としての前記他
方の接続口１５に接続されている。又、Ｓ字トラップ１８の中間谷部にはドレン孔１８ｃ
（図５参照）が形成されており、このドレン孔１８ｃはこれに螺合するドレンボルト１９
によって閉じられている。
【００２７】
　以上のように、各接続口１４，１５とＳ字トラップ１８とを角度調整アダプタ１６，１
７を介して接続することによって、図２及び図３に示すように、Ｓ字トラップ１８及びこ
れに接続される後述の排水管２０をキャビネット５内において可及的に奥側に寄せて配置
することができるため、キャビネット５内に大きな収納空間を確保することができる。
【００２８】
　ところで、シンク３の排水口本体１３に開口する前記２つの接続口１４，１５は、図４
に示すように、排水口本体１３の幅方向中心Ｃから左右に等距離Ｓの位置に形成されてお
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り、排水接続口としての一方の接続口１４には十字の目皿２１が螺着されている。又、洗
浄ノズル差込口としての他方の接続口１５には着脱可能なキャップ２２が螺着されており
、接続口１５は、図３及び図４に示すように、通常（洗浄作業時以外）はキャップ２２に
て密閉されている。尚、本実施の形態では、２つの接続口１４，１５を色分けし、これら
の接続口１４，１５にそれぞれ螺着される目皿２１とキャップ２２も同色に色分けしてい
る。即ち、接続口１４とこれに螺着される目皿２１を同色（例えば、赤）、接続口１５と
これに螺着されるキャップ２２を他の同色（例えば、青）としている。又、キャップ２２
の上面には直線状の溝２２ａが形成されている。
【００２９】
　他方、図２～図５に示すように、システムキッチンの本体１のキャビネット５内には、
垂直に配管された排水管２０が本体１の底板１ａを貫通して臨んでおり、この排水管２０
の上端には、中心線が偏芯した上下２つの屈曲管２３，２４を介して前記Ｓ字トラップ１
８の他端開口部１８ｄ（図５参照）が接続されている。ここで、屈曲管２３，２４同士は
ねじ結合され、上方の屈曲管２３の上端はＳ字トラップ１８の開口部１８ｄ外周に螺着さ
れている。そして、下方の屈曲管２４の下端内周には排水管２０の上端部が下方から差し
込まれて結着されている。
【００３０】
　このように、Ｓ字トラップ１８と排水管２０とを屈曲管２３，２４を介して接続すれば
、Ｓ字トラップ１８と排水管２０との間に多少の芯ずれが生じていた場合には、中心線が
偏芯した屈曲管２３，２４をその軸心回りに回すことによって芯ずれを吸収することがで
きるため、Ｓ字トラップ１８と排水管２０とを容易に接続することができる。
【００３１】
　以上において、排水管２０の洗浄作業を行わない通常の使用状態においては、図４に示
すように、洗浄ノズル差込口としての接続口１５はキャップ２２によって密閉されており
、システムキッチンのシンク３において使用された水は、目皿２１から排水接続口として
の一方の接続口１４へと流れ、Ｓ字トラップ１８を通って屈曲管２３，２４及び排水管２
０へと流れる。このとき、Ｓ字トラップ１８のＵ字部には水が溜って封水部２５（図４参
照）が形成されるため、排水管２０から立ち上がる臭気が封水部２５によって遮断され、
臭気が接続口１４からシンク３側へと漏れ出ることがない。又、洗浄ノズル差込口として
の接続口１５はキャップ２２によって密閉されているため、排水管２０からの臭気が接続
口１５からシンク３側へと漏れ出ることがない。
【００３２】
　而して、排水管２０を洗浄する場合には、洗浄ノズル差込口としての一方の接続口１５
を密閉しているキャップ２２をその表面に形成された溝２２ａにコイン等を差し込んでこ
れを回し、該キャップ２２を接続口１５から取り外せば、排水口本体１３に接続口１５が
開口するため、図５に示すように、その接続口１５から洗浄ノズル２６及びこれに連なる
ホース２７を排水管２０に直接差し込んで該排水管２０に連なる不図示の集合排水管を洗
浄することができる。即ち、集合排水管内で洗浄ノズル２６の先端から高圧水を噴射させ
、この高圧水によって集合排水管内を洗浄することができる。
【００３３】
　従って、集合排水管の洗浄に際してはキャビネット５内の収納物を取り出す必要がなく
、集合排水管を効率良く洗浄することができる。
【００３４】
　そして、本実施の形態では、排水接続口としての接続口１４とこれに螺着される目皿２
１を同色とし、洗浄ノズル差込口としての接続口１５とこれに螺着されるキャップ２２を
同色としたため、洗浄に際して作業者は迷うことなくキャップ２２を取り外して洗浄作業
を効率良く行うことができる。
【００３５】
　又、本実施の形態では、２つの接続口１４，１５を同径とし、両接続口１４，１５を排
水口本体１３の幅方向中心Ｃから左右に等距離Ｓの位置に形成したため、Ｓ字トラップ１
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す接続形態に対して、図６に示すように、左右を逆にしてＳ字トラップ１８を接続口１４
，１５に接続し、一方の接続口１４を洗浄ノズル差込口とし、他方の接続口１５を排水接
続口とすることができる。そして、このように左右を逆にしてＳ字トラップ１８を接続口
１４，１５に接続することによって、排水管２０の立ち上げ位置のずれに対して図示の最
大２Ｓの範囲で柔軟に対応することができるため、Ｓ字トラップ１８と排水管２０とを容
易に接続することができる。
【００３６】
　特に、マンション等の集合住宅の場合の直管配管において、排水管の立ち上がり位置に
左右されず配管が市販の部品を用いて可能となり、特殊の部品をオプションで用意する必
要がなく、部品が足りないために設備工事が遅れたりすることもなくなる。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
　本発明は、キッチンのシンク等の排水口本体の他、任意の排水口本体に開口する接続口
にＳ字トラップを介して排水管を接続して成る任意の排水装置に対して適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】システムキッチンの斜視図である。
【図２】本発明に係る排水装置を示すシステムキッチンのキャビネット内の右破断側面図
である。
【図３】本発明に係る排水装置を示すシステムキッチンのキャビネット内の左破断側面図
である。
【図４】本発明に係る排水装置を示すシステムキッチンのキャビネット内の正面図である
。
【図５】洗浄作業を示すキャビネット内の破断正面図である。
【図６】本発明に係る排水装置の他の形態を示すシステムキッチンのキャビネット内の正
面図である。
【図７】従来の排水装置の洗浄構造を示すキッチンのシンク下キャビネット内を示す斜視
図である。
【図８】従来の排水装置の洗浄方法を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００３９】
　３　　　　　シンク
　５　　　　　キャビネット
　１３　　　　排水口本体
　１４，１５　接続口
　１６，１７　角度調整アダプタ
　１８　　　　Ｓ字トラップ
　１８ａ　　　開口部
　１８ｂ　　　開口部
　１８ｃ　　　ドレン孔
　１８ｄ　　　開口部
　２０　　　　排水管
　２１　　　　目皿
　２２　　　　キャップ
　２３，２４　屈曲管
　２５　　　　封水部
　２６　　　　洗浄ノズル
　２７　　　　ホース
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【図７】

【図８】
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