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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
既設の浴室内に新たに浴室ユニットを設置する際に、この浴室ユニットの排水口を建物の
床面に設けられた排水口に接続するための排水口接続装置であって、
この排水口接続装置は、浴室ユニットの排水口に接続される筒状接続部材と、この筒状接
続部材の下端に連結されるインサート金具とを具備し、
該インサート金具は、筒状接続部材が連結された板状部の裏面に、前記筒状接続部材内と
連通する筒部が突設されたものであり、筒部を建物の床面に設けられた排水口に挿入する
ことにより、周囲への水漏れを防止して、その位置決めがなされることを特徴とする浴室
ユニットの排水口接続装置。
【請求項２】
浴室ユニットの排水口との接続が、筒状接続部材の上端に取り付けられた鍔付きリング状
の上部ソケットと、該上部ソケットに螺合する鍔付きリング状の締付けフランジとで、排
水口の周縁を挟持することによりなされたことを特徴とする請求項１記載の浴室ユニット
の排水口接続装置。
【請求項３】
インサート金具の筒部が、板状部の中心から偏位した位置に設けられていることを特徴と
する請求項１記載の浴室ユニットの排水口接続装置。
【請求項４】
インサート金具の筒部が、板状部の中心から偏位した位置に設けられると共に、この筒部
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内と連通する開口が板状部の中心寄りに設けられ、筒状接続部材が筒部と偏心してインサ
ート金具に取り付けられるようになされたことを特徴とする請求項１記載の浴室ユニット
の配水口接続装置。
【請求項５】
筒状接続部材の下端外周にフランジ状の縁部が設けられると共に、この縁部の所定位置に
切欠溝が設けられ、筒状接続部材が固定されるインサート金具の板状部の表面には、開口
の周囲に前記切欠溝に挿入可能なボルトが立設され、このボルトに螺合したナットで筒状
接続部材がインサート金具に固定されていることを特徴とする請求項１記載の浴室ユニッ
トの排水口接続装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、タイル貼りなどで形成されていた旧来の浴室を、壁パネルや天井パネルなどで
ユニット化された新規な浴室に改装する際に、浴室ユニット側に設けられた排水口を、建
物の躯体側に設けられた従来の排水口に接続するための接続装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、アパートやマンション、あるいは公団住宅などの集合住宅において、在来工法で形
成されていた浴室を、壁パネルや天井パネルと防水パンでユニット化された浴室に改装す
る場合、既設の浴室は、防水モルタルやタイル貼りという職人の手作業で仕上げられてい
たので、寸法にばらつきが有り、また、排水口の位置もそれぞれ異なっていた。
【０００３】
そのため、その内部にユニット化された浴室を設置するためには、これらを均一化する必
要が有り、耐水モルタルやタイルで仕上げられた建物の床面を、ハツリ作業で平坦にする
と共に、この床面に設けられていた排水口を、新たに設置される浴室ユニットの排水口の
位置に応じて変更するということが行われていた。
【０００４】
また、このようなハツリ作業を行わず、既設の排水口をそのまま利用する方法としては、
浴室ユニットを構成した防水パンの下面に、排水口が横向きのトラップを取り付け、この
トラップの排水口に接続された可撓接続配管の他端を、建物に設けられた排水口内に挿入
するということも行われていた。（例えば、特許文献１参照。）
【０００５】
【特許文献１】
特開２００２－２８５６０５号公報（第２頁、第３図）
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
上述した従来の方法では、まず前者の排水口の位置を変更するものは、大掛かりなハツリ
作業が必要で、しかも、その後、左官工事で新たな排水口を形成しなくてはならないので
、作業が大掛かりになり、工期が長くなるうえに、コストも高くつき、さらに集合住宅の
場合には、工事の際に、周囲に対する騒音や粉塵対策も必要になるという問題点があった
。
【０００７】
また、建物の床面に形成された排水口に、浴室ユニットの排水口の位置を合わせ、浴室ユ
ニットを設置しただけでは、この浴室ユニットからの排水が、排水口から溢れるおそれが
あり、このように排水が溢れると、浴室ユニットの床パンと、建物の床面との間に湿気が
溜まり、黴が発生するおそれがあり、しかもこの床面は、浴室ユニットの床パンで塞がれ
ているので、清掃することができず、不潔に成りがちであった。また、既設の浴室の床面
は、耐水モルタルやタイル貼りで仕上げられているが、このような改装を要するものの多
くは、経年変化でその防水機能が劣化したものが多く、したがって、この床面に排水が溢
れると、階下への漏水のおそれもあった。
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【０００８】
また、後者の可撓接続配管を用いて排水を導くようにしたものは、既設の排水口をそのま
ま利用するので、ハツリ作業が不要で、この作業に伴う問題は生じないものの、接続配管
は建物側の排水口内に挿入されているだけなので、その接続が不完全で、排水がこの排水
口から溢れたり、漏水するおそれが有るなど、上述したものと同様の問題点を有していた
。また、この可撓接続配管を用いたものは、防水パンと建物床面との間の狭小な間隙内に
トラップを配置するようになっているので、トラップが薄型で、しかもその側面から排水
がなされるようになっているので、トラップとしての機能が不完全で、接続配管との接続
個所からの水漏れのおそれもあるという問題点があった。
【０００９】
本発明は、上述した従来のものが有していた問題点の解決を課題とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上記の課題を解決するために、本発明のうち、請求項１記載の発明は、既設の浴室内に新
たに浴室ユニットを設置する際に、この浴室ユニットの排水口を建物の床面に設けられた
排水口に接続するための排水口接続装置を、浴室ユニットの排水口に接続される筒状接続
部材と、この筒状接続部材の下端に連結されるインサート金具とを具備したものとし、こ
のインサート金具を、筒状接続部材が連結された板状部の裏面に、前記筒状接続部材内と
連通する筒部が突設されたものとすることにより、筒部を建物の床面に設けられた排水口
に挿入することにより、周囲への水漏れを防止して、その位置決めがなされるようにした
ことを特徴とする。
【００１１】
請求項２記載の発明は、請求項１記載の発明の構成中、浴室ユニットの排水口との接続が
、筒状接続部材の上端に取り付けられた鍔付きリング状の上部ソケットと、該上部ソケッ
トに螺合する鍔付きリング状の締付けフランジとで、排水口の周縁を挟持することにより
なされるものと、限定したことを特徴とする。
【００１２】
請求項３記載の発明は、請求項１記載の発明の構成に、インサート金具の筒部が、板状部
の中心から偏位した位置に設けられたものとの限定を加えたことを特徴とする。
【００１３】
請求項４記載の発明は、請求項１記載の発明の構成に、インサート金具の筒部が、板状部
の中心から偏位した位置に設けられると共に、この筒部内と連通する開口が板状部の中心
寄りに設けられたものとの限定条件を付し、筒状接続部材が筒部と偏心してインサート金
具に取り付けられるようにされたことを特徴とする。
【００１４】
請求項５記載の発明は、請求項１記載の発明の構成に、筒状接続部材の下端外周にフラン
ジ状の縁部を設けると共に、この縁部の所定位置に切欠溝を設け、筒状接続部材が固定さ
れるインサート金具の板状部の表面には、開口の周囲に前記切欠溝に挿入可能なボルトを
立設した構成を加え、このボルトに螺合したナットで筒状接続部材がインサート金具に固
定されるようにしたことを特徴とする。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を図示した実施の形態に基づき詳細に説明する。
【００１６】
図１は、本発明に係る浴室ユニットの排水口接続装置の実施形態を示した分解斜視図であ
る。この排水口接続装置１は、集合住宅などの既設の浴室を改装し、この浴室空間内に床
パネルや壁面パネルなどでユニット化された浴室を新たに設置した際に、この浴室ユニッ
トの排水口を、建物側に設けられた既設の排水口に接続するために用いられるものである
。
【００１７】
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ここにおいて、上述した既設の排水口は、耐水モルタルやタイルで仕上げられた浴室内の
床面の所定位置に、職人の手作業で開口形成されていた。したがって、その設ける位置は
、必ずしも一定しておらず、集合住宅内のそれぞれの浴室において、ばらつきがあった。
また、浴室自体の大きさや形状にもばらつきがあったので、一層、その位置関係に寸法の
ずれが生じることとなっていた。
【００１８】
本発明の浴室ユニットの排水口接続装置１は、このように排水口を設ける位置にばらつき
のある建物躯体内に、規格化された浴室ユニットを設置した際、浴室ユニットに設けられ
た排水口との間に生じる位置ずれを許容して、両排水口を確実に連通状態に連結するもの
である。
【００１９】
この排水口接続装置は、図１に示したように裏面（図１において斜め下側）に筒部２ｂが
突設されたインサート金具２と、このインサート金具２上に固定される筒状接続部材３と
、筒状接続部材３の上部にホースバンド４で固定される上部ソケット５、およびこの上部
ソケット５に螺着される締付けフランジ８とで構成されている。
【００２０】
上記インサート金具２は、長方形状の板状部２ａの一側寄りに開口２ｃを設けると共に、
この板状部２ａの裏面に、前記開口２ｃにその内側面が連続するように筒部２ｂを突設し
、さらにこの開口２ｃの周囲に、上方に突出するように複数のボルト２ｄを立設したもの
である。
【００２１】
筒状接続部材３は、ゴムやエラストマー樹脂などの弾性材で蛇腹の円筒状に形成されたも
のであり、その下端外周には、フランジ状の縁部３ａを一体形成すると共に、この縁部３
ａの所定位置を切り欠いて複数の切欠溝３ｂを設けている。
【００２２】
上部ソケット５は、上端寄りの外側に鍔部５ａを突出させた鍔付きリング状に硬質の合成
樹脂や金属などで形成されたものであり、その内周には、後述する締付けフランジ螺着用
のねじ溝５ｂが設けられている。
【００２３】
締付けフランジ８は、上側に鍔部８ａを備えた鍔付きリング状に硬質の合成樹脂や金属な
どで形成されたものであり、その外周には、上記上部ソケット５のねじ溝５ｂと螺合する
ねじ条８ｂが設けられている。
【００２４】
したがって、鍔部８ａを除いた締付けフランジ８の外径と、上部ソケット５の内径はほぼ
等しく、また、鍔部５ａを除いた上部ソケット５の外径は、筒状接続部材３の内径とほぼ
等しい寸法に設定されている。
【００２５】
なお、図１において符号６は、パッキン、７は、滑りワッシャーを示す。また、８ｃは、
締付けフランジ８の内周に設けられた工具係合用の凹所を示す。
【００２６】
次に、上記構成を有する本発明の浴室ユニットの排水口接続装置１の取付手順について説
明する。
【００２７】
まず、図２に示すように、筒部２ｂを浴室内の床面１０に設けられた既設の排水口１０ｂ
に差し込むことにより、インサート金具２を建物躯体側の排水口１０ｂに取り付ける。こ
の時、排水口１０ｂの周囲に接着剤１３を塗布すると共に、筒部２ｂの外周にシリコンコ
ーキング１２を施しておく、このことにより、インサート金具２は、排水口１０ｂに密着
した状態で接着固定される。
【００２８】
なお、一般に建物の床面１０に設けられた既設の排水口１０ｂには、図２に示すように、
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その周囲に目皿固定用の段部１０ａが設けられており、この段部１０ａが取り付けの際に
邪魔になる事態も考えられるが、本発明では、インサート金具２の筒部２ｂは、板状部２
ａの中心を外れた位置に設けられているので、板状部２ａを適宜回転させれば、段部１０
ａで邪魔されることなく、その取り付けが行え、このようにしても、板状部２ａは排水口
１０ｂの周囲と十分な接触面積が確保されるようになっている。
【００２９】
次に、このようにして取り付けられたインサート金具２の上面に、図３に矢印で示すよう
に筒状接続部材３を、その縁部３ａに設けられた切欠溝３ｂにボルト２ｄが嵌まるように
取り付ける。なお、この時、板状部２ａの開口２ｃの周囲に予め接着剤１４を塗布してお
く。そして、図４に示すようにボルト２ｄにナット９を取り付け、このナット９を締め付
けることにより、筒状接続部材３の縁部３ａを板状部２ａの表面に固定する。
【００３０】
なお、図４において符号１１は、ナット９の下側に介挿されたスプリングワッシャーを示
す。
【００３１】
また、筒状接続部材３の上端には、上部ソケット５を、その下側を筒状接続部材３の内部
に嵌め込んだ後、その周囲をホースバンド４で締め付けることにより、連結固定する。
【００３２】
以上のようにして、建物躯体側への取り付けが、完了する。次に、浴室内に配置された図
示しない架台などを用いて浴室ユニットの床面を構成する床パンＰを、その上側に適宜、
配置する。このことで、床パンＰに設けられた排水口Ｐａが、この排水口接続装置１の上
方に位置することとなる。よって、図５に示すようにパッキン６や滑りワッシャー７を介
在させて、床パンＰの上側から締付けフランジ８を、その外周に設けられたねじ条８ｂを
、上部ソケット５の内周に設けられたねじ溝５ｂに螺合させて、締め付ければ、床パンＰ
の排水口Ｐａの周縁が、上部ソケット５の鍔部５ａと締付けフランジ８の鍔部８ａとの間
で挟持され、排水口接続装置１が床パンＰに連結固定される。
【００３３】
以上のようにして本発明の排水口接続装置１は、図６並びに図７に示すように、両排水口
Ｐａ，１０ｂを連通させた状態に取り付けられるものである。
【００３４】
そして、この取り付けの際、本発明の排水口接続装置１では、建物側の排水口１０ｂと床
パンＰの排水口Ｐａの位置が、多少ずれていたとしても、弾性材で形成された筒状接続部
材３が、撓み変形することにより、その位置ずれが吸収されるようになっている。
【００３５】
また、建物の床面と浴室ユニットの床パンＰとの距離が、一定でなくても、蛇腹状に形成
された筒状接続部材３が、伸縮変形することにより、その誤差を吸収して接続できる。な
お、大幅に寸法が異なる場合は、筒状接続部材３の上部を切断し、その寸法調節を行うこ
とも可能である。
【００３６】
このようにして、床パンＰを設置した後、その周囲に壁パネル（図示せず）を取り付け、
天面を天井パネル（図示せず）で塞ぐことにより、建物の内部に新たにユニット状の浴室
（図示せず）が構築されるものである。
【００３７】
図１０は、本発明の他の実施形態を示した要部断面図である。図示したようにこの場合は
、排水口１０ｂが建物躯体壁面１０ｃの近傍位置に設けられており、そのため、この排水
口１０ｂに挿入されるインサート金具２０の筒部２０ｂを、その上側に取り付けられる筒
状接続部材１５の中心から偏心させるようにしている。即ち、ここで用いられるインサー
ト金具２０は、図８の斜視図並びに図９の裏面図に示されるように、板状部２０ａの中心
から偏位した位置の下方に筒部２０ｂを突設し、この筒部２０ｂ内に連通する板状部２０
ａの中心寄りに、前記筒状接続部材３の内部に連通する開口２０ｃを設けたものである。
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従って、この開口２０ｃは、筒部２０ｂと筒状接続部材３が重なった範囲内に設けられて
いる。
【００３８】
また、この場合、建物側の排水口１０ｂ内に封水機構を設けると、そのメンテナンスが行
えないので、インサート金具２０と筒状接続部材３との間に、鍔付きリング状の環状固定
部材１５を介在させ、この環状固定部材１５の上側のスペース内に封水機構１６を設ける
こととしている。なお、この環状固定部材１５は、鍔部１５ａを板状部２０ａの表面に接
着することにより、インサート金具２０に取り付けられており、その他の構成は、前記実
施形態のものとほぼ同じである。
【００３９】
以上のように本発明の浴室ユニットの排水口接続装置では、建物の床面１０に形成された
排水口１０ｂとの接続が、この排水口１０ｂに挿入される筒部２ｂ（または２０ｂ）を備
えたインサート金具２（または２０）を用いて行うこととしたので、その位置決め及び取
り付けが容易に行え、しかも、筒部２ｂ（または２０ｂ）が排水口１０ｂ内に挿入されて
いるので、その周囲からの水漏れが確実に防止されるものである。
【００４０】
なお、この排水口接続装置１の上側の浴室ユニットの排水口Ｐａとの接続は、図示した実
施形態のものに限定されるものではなく、例えば、床パンＰの裏面に排水口Ｐａに連続す
る筒状部（図示せず）を突設し、この筒状部を筒状接続部材３内に挿入するようにしても
良い。
【００４１】
また、図示した実施の形態では、排水口接続装置１が取り付けられる浴室ユニット側の排
水口Ｐａとして、洗い場となる床パンＰに設けられたものを例示したが、この排水口Ｐａ
は、浴槽（図示せず）が設置される浴槽防水パン（図示せず）に設けられたものであって
も良い。また、浴室ユニット自体も既設の浴室を改装して、その内部に設置できるもので
あれば良く、その形態や構造は、特に限定されるものではない。
【００４２】
なおまた、インサート金具２として、表面の板状部２ａを長方形状にすると共に、この板
状部２ａの中心から偏位した位置に、開口２ｃと筒部２ｂを設けたものを例示したが、こ
のインサート金具２は、筒部２ｂを建物側の排水口１０ｂに挿入して取り付けられるもの
であれば良く、板状部２ａの形状や筒部２ｂを設ける位置は、図示したものに限定される
ものではない。
【００４３】
さらにまた、インサート金具２の表面にボルト２ｄを突設すると共に、このインサート金
具２に取り付けられる筒状接続部材３の下端に、このボルト２ｄが挿入される切欠溝３ｂ
を有する縁部３ａを設け、ボルト２ｄに螺合したナット９でこの縁部３ａを固定するよう
にしたものを例示したが、筒状接続部材３は、板状部２ａの裏面に突設された筒部２ｂと
連通するように、その表面側に取り付けられれば良く、その取付固定手段は、図示した実
施の形態に限定されない。
【００４４】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明のうち、請求項１記載の発明は、浴室ユニットの排水口と建
物の排水口を接続する接続装置を、裏面に筒部が突設されたインサート金具と、このイン
サート金具の表面に取り付けられた筒状接続部材とで構成したので、排水口同士の間に位
置ずれが生じても両者を確実に連通状態に連結できる。よって、既設の排水口をそのまま
利用して浴室を改装することができ、その際の工事が簡素化されると共に、工期も短縮化
される。また、大きな騒音や粉塵を生じるハツリ作業も最少限で済むので、近隣に対する
対策もそれだけとりやすくなる。さらにまた、建物の排水口には、インサート金具の筒部
を差し込むことにより取り付けられるので、その位置決め固定が容易であるにもかかわら
ず、この排水口周縁からの水漏れが確実に防止されるという効果がある。
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【００４５】
請求項２記載の発明は、筒状接続部材の上端に取り付けられた上部ソケットに、締付けフ
ランジを螺合させることにより、浴室ユニットの排水口との接続をはかることとしたので
、両者の接続が何ら工具を要することなく、容易に行え、しかもこの接続部分からの水漏
れも確実に防止されるという効果がある。またこのように排水口の上側に取り付けられる
締付けフランジを用いることにより、床パンを設置した後、その上側からの作業が可能に
なるという効果もある。
【００４６】
請求項３記載の発明は、インサート金具の開口と筒部を設ける位置を、板状部の中心から
偏位した位置としたので、建物側の排水口やその周囲の形状にかかわらず、広い接触面積
を確保してこのインサート金具を排水口の周縁に接合できるという効果がある。
【００４７】
請求項４記載の発明は、インサート金具の筒部を板状部の中心から偏位した位置に設け、
筒状接続部材をこの筒部の上側に偏心させて取り付けることとしたので、建物側の排水口
が壁面の近傍位置に設けられていたとしても、筒状接続部材をこの排水口とオフセットし
て接続することができ、防水パネルが壁面に邪魔されることなく、設置することができる
という効果がある。
【００４８】
請求項５記載の発明は、筒状接続部材の下端外周にフランジ状の縁部を設けると共に、こ
の縁部の所定位置に切欠溝を設け、インサート金具の板状部の表面には、この切欠溝に挿
入可能なボルトを立設したので、両者の連結が容易、かつ確実に行えるという効果がある
。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る排水口接続装置の実施形態を示した分解斜視図である。
【図２】インサート金具の取付説明図である。
【図３】筒状接続部材の取付説明図である。
【図４】上部ソケットの取付説明図である。
【図５】締付けフランジの取付説明図である。
【図６】排水口接続装置の取付完了状態を示した透視図である。
【図７】排水口接続装置の設置状態の断面図である。
【図８】筒状接続部材の他の実施形態を示した斜視図である。
【図９】図８に示した筒状接続部材の裏面図である。
【図１０】本発明の他の実施形態を示した断面図である。
【符号の説明】
１　排水管接続装置
２，２０　インサート金具
２ａ，２０ａ　板状部
２ｂ，２０ｂ　筒部
２ｃ，２０ｃ　開口
２ｄ　ボルト
３　筒状接続部材
３ａ　縁部
３ｂ　切欠溝
４　ホースバンド
５　上部ソケット
５ａ　鍔部
５ｂ　ねじ溝
６　パッキン
７　滑りワッシャー
８　締付けフランジ
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８ａ　鍔部
８ｂ　ねじ条
８ｃ　凹所
９　ナット
１０　既設浴室の床面
１０ａ　段部
１０ｂ　排水口
１０ｃ　壁面
１１　スプリングワッシャー
１２　シリコンコーキング
１３，１４　接着剤
１５　環状固定部材
１５ａ　鍔部
１６　封水機構
Ｐ　床パネル
Ｐａ　床パネルの排水口

【図１】 【図２】
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【図７】
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【図９】

【図１０】
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