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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洗浄水源から供給される洗浄水により便器を洗浄して汚物を排出する水洗大便器であっ
て、
　ボウル形状の汚物受け面と、この汚物受け面の上部に形成されたリム部と、このリム部
と汚物受け面との間に形成された棚部と、汚物受け面の下方に形成された凹部と、を備え
るボウル部と、
　このボウル部の下方にその入口が接続され汚物を排出する排水路と、
　上記ボウル部の前方から見て一方の側の棚部上に洗浄水を前方に向けて吐水して旋回流
を形成する第１吐水口部と、
　上記ボウル部の前方から見て他方の側の後方の棚部上に洗浄水を後方に向けて吐水して
上記第１吐水口部から吐水される洗浄水の旋回方向と同一方向の旋回流を形成する第２吐
水口部と、
　洗浄水源に接続され洗浄水を上記第１吐水口部に供給する第１導水路と、
　洗浄水源に接続され洗浄水を上記第２吐水口部に供給する第２導水路と、
　これらの第１導水路及び第２導水路が、第２吐水口部から吐水される洗浄水の流量が、
第１吐水口部から吐水される洗浄水の流量より多くなるように形成され、
　上記第１吐水口部から吐水される洗浄水の大半は上記ボウル部の前方から上記凹部に流
入し、上記第２吐水口部から吐水される洗浄水は、主流となり、この主流がボウル部の凹
部の後方から凹部に直接流入し、上記第１吐水部から吐水されボウル部の前方から凹部に



(2) JP 6573066 B2 2019.9.11

10

20

30

40

50

流入する洗浄水と混合され、これにより、凹部内に溜水を上下方向に撹拌する旋回流が形
成されるように構成されていることを特徴とする水洗大便器。
【請求項２】
　上記第２吐水口部は、その開口面積が、上記第１吐水口部の開口面積より大きく設定さ
れていることを特徴とする請求項１に記載の水洗大便器。
【請求項３】
　上記第１吐水口部の開口面積と第２吐水口部の開口面積の比が、１：２～１０であるこ
とを特徴とする請求項２に記載の水洗大便器。
【請求項４】
　上記第２吐水口部は、その開口高さが、上記第１吐水口部の開口高さより高く設定され
ていることを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の水洗大便器。
【請求項５】
　上記第２導水路は、その第２吐水口部近傍の流線と直交する断面における横幅が、第２
吐水口部に向かうにつれて拡がっていることを特徴とする請求項１乃至請求項４の何れか
１項に記載の水洗大便器。
【請求項６】
　上記第２導水路が、上記ボウル部側の内壁、及び、外側の外壁を備え、この外壁の曲率
半径が下流に向かうにつれて拡大し、又は、外壁の下流領域がほぼ直線状に延びているこ
とを特徴とする請求項４に記載の水洗大便器。
【請求項７】
　上記第２導水路は、その内壁の下流領域が、上記外壁に対して平行又は遠ざかるように
形成されていることを特徴とする請求項６に記載の水洗大便器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水洗大便器に係り、特に洗浄水源から供給される洗浄水により便器を洗浄し
て汚物を排出する水洗大便器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、例えば特許文献１に示されたように、ボウル形状の汚物受け面と、上縁に位
置するリム部と、汚物受け面の下方に形成された凹部と、を備え、この凹部が溜水水位よ
り下方に位置する底面と、この底面と汚物受け面の下縁部とを接続する壁面と、を備えた
ボウル部と、ボウル部の左右方向の一方側に位置すると共にボウル部の前方へ向けて洗浄
水を吐水し、リム部の内周面に沿って旋回する旋回流を形成する第１リム吐水部と、ボウ
ル部の左右方向の他方側に位置すると共に、リム部の内周面に洗浄水を吐水して第１リム
吐水部による旋回流と同一方向の旋回流を形成する第２リム吐水部と、凹部にその入口が
接続され汚物を排出する排水管路と、を有する水洗大便器が知られている。このような構
造の水洗大便器においては、第１リム吐水部から吐水された洗浄水の主流がボウル部の前
方側より凹部に流入し、第２リム吐水部から吐水された洗浄水が、ボウル部の凹部におい
て、主流に横方向から流入し、これらにより、凹部内の溜水が上下方向に攪拌され、ボウ
ル部内の浮遊系汚物を溜水内に沈めて排水管路内へ効率よく排出する事ができ、汚物排出
性能を向上させることができるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第５５５３１８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このような特許文献１に記載された水洗大便器では、第１リム吐水部から吐水され凹部
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に流入する洗浄水に、第２リム吐水部から吐水され凹部に流入する洗浄水がボウル部の側
方側より合流するので、凹部内の溜水を上下方向に攪拌する上下方向の旋回流を起こす能
力が小さくなるという問題があった。
　さらに、第１吐水部から吐水されボウル部の前方側から凹部に流入した主流の洗浄水に
、第２リム吐水部から吐水され横方向から凹部に流入した洗浄水を合流させるようにして
いるので、縦方向の旋回流を形成し難いという問題があった。
【０００５】
　そこで、本発明は、従来技術の問題点を解決するためになされたものであり、ボウル部
の凹部内の溜水の上下方向の攪拌を促進して汚物排出性能を向上させることができる水洗
大便器を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するために、本発明は、洗浄水源から供給される洗浄水により便器を
洗浄して汚物を排出する水洗大便器であって、ボウル形状の汚物受け面と、この汚物受け
面の上部に形成されたリム部と、このリム部と汚物受け面との間に形成された棚部と、汚
物受け面の下方に形成された凹部と、を備えるボウル部と、このボウル部の下方にその入
口が接続され汚物を排出する排水路と、ボウル部の前方から見て一方の側の棚部上に洗浄
水を前方に向けて吐水して旋回流を形成する第１吐水口部と、ボウル部の前方から見て他
方の側の後方の棚部上に洗浄水を後方に向けて吐水して第１吐水口部から吐水される洗浄
水の旋回方向と同一方向の旋回流を形成する第２吐水口部と、洗浄水源に接続され洗浄水
を上記第１吐水口部に供給する第１導水路と、洗浄水源に接続され洗浄水を第２吐水口部
に供給する第２導水路と、これらの第１導水路及び第２導水路が、第２吐水口部から吐水
される洗浄水の流量が、第１吐水口部から吐水される洗浄水の流量より多くなるように形
成され、第１吐水口部から吐水される洗浄水の大半はボウル部の前方から凹部に流入し、
第２吐水口部から吐水される洗浄水は、主流となり、この主流がボウル部の凹部の後方か
ら凹部に直接流入し、第１吐水部から吐水されボウル部の前方から凹部に流入する洗浄水
と混合され、これにより、凹部内に溜水を上下方向に撹拌する旋回流が形成されるように
構成されていることを特徴としている。
　このように構成された本発明においては、第２吐水口部がボウル部の後方に向けて洗浄
水を吐水し且つ第２吐水口部から吐水される洗浄水の流量が第１吐水口部から吐水される
洗浄水の流量より多くなるように形成され、第１吐水口部から吐水される洗浄水の大半は
ボウル部の前方から凹部に流入し、第２吐水口部から吐水される洗浄水は、主流となり、
この主流がボウル部の凹部の後方から凹部に直接流入し、第１吐水部から吐水されボウル
部の前方から凹部に流入する洗浄水と混合され、これにより、凹部内に溜水を上下方向に
撹拌する旋回流が形成されるように構成されているので、汚物排出性能を向上させること
ができる。
【０００７】
　本発明において、好ましくは、第２吐水口部は、その開口面積が、第１吐水口部の開口
面積より大きく設定されている。
　このように構成された本発明においては、第２吐水口部の開口面積が第１吐水口部の開
口面積より大きく設定されているので、確実に、第２吐水口部から吐水される洗浄水の流
量を第１吐水口部から吐水される洗浄水の流量より多くすることができ、それにより、凹
部内に旋回流が形成され、この旋回流により溜水を上下方向に攪拌することでき、汚物排
出性能を向上させることができる。
【０００８】
　本発明において、好ましくは、第１吐水口部の開口面積と第２吐水口部の開口面積の比
が、１：２～１０である。
　このように構成された本発明においては、第１吐水口部の開口面積と第２吐水口部の開
口面積の比が、１：２～１０であるので、第２導水路が洗浄水による摩擦抵抗が大きな流
路形状であっても、確実に、第２吐水口部から吐水される洗浄水の流量を第１吐水口部か
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ら吐水される洗浄水の流量より多くすることができ、それにより、凹部内に旋回流が形成
され、この旋回流により溜水を上下方向に攪拌することでき、汚物排出性能を向上させる
ことができる。
【０００９】
　本発明において、好ましくは、第２吐水口部は、その開口高さが、第１吐水口部の開口
高さより高く設定されている。
　このように構成された本発明においては、第２吐水口部の開口高さが第１吐水口部の開
口高さより高く設定されているので、第２吐水口部から吐水される洗浄水の棚部との落差
が大きくなり、その分、洗浄水が凹部に直接流入し易くなり、より効果的に、溜水を上下
方向に攪拌して、汚物排出性能を向上させることができる。
【００１０】
　本発明において、好ましくは、第２導水路は、その第２吐水口部近傍の流線と直交する
断面における横幅が、第２吐水口部に向かうにつれて拡がっている。
　このように構成された本発明においては、第２導水路の第２吐水口部近傍の流線と直交
する断面における横幅が第２吐水口部に向かうにつれて拡がっているので、第２吐水口部
から吐水される洗浄水が水平方向に広がり易くなり、より確実に後方から凹部内に洗浄水
を流下させることができ、それにより、凹部内に旋回流が形成され、この旋回流により溜
水を上下方向に攪拌することでき、汚物排出性能を向上させることができる。
【００１１】
　本発明において、好ましくは、第２導水路が、ボウル部側の内壁、及び、外側の外壁を
備え、この外壁の曲率半径が下流に向かうにつれて拡大し、又は、外壁の下流領域がほぼ
直線状に延びている。
　このように構成された発明においては、第２導水路の流路幅が下流に行くにつれて広が
っているので、第２吐水口部から吐水される洗浄水が水平方向に広がり易くなり、より確
実に後方から凹部内に洗浄水を流下させることができ、それにより、凹部内に旋回流が形
成され、この旋回流により溜水を上下方向に攪拌することでき、汚物排出性能を向上させ
ることができる。
【００１２】
　本発明において、好ましくは、第２導水路の内壁の下流領域が、外壁に対して平行又は
遠ざかるように形成されている。
　このように構成された本発明においては、第２導水路の流路幅が下流に行くにつれて広
がっているので、第２吐水口部から吐水される洗浄水が水平方向に広がり易くなり、より
確実に後方から凹部内に洗浄水を流下させることができ、それにより、凹部内に旋回流が
形成され、この旋回流により溜水を上下方向に攪拌することでき、汚物排出性能を向上さ
せることができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の水洗大便器によれば、ボウル部の凹部内の溜水の上下方向の攪拌を促進して汚
物排出性能を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態による水洗大便器を示す全体概略図である。
【図２】本発明の実施形態による水洗大便器の便器本体を示す平面図である。
【図３】図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿って見た水洗大便器の断面図である。
【図４】図３のＩＶ－ＩＶ線に沿って見た水洗大便器の断面図である。
【図５】（ａ）は本発明の実施形態による水洗大便器の第１導水路内の流線に沿った方向
の断面図であり、（ｂ）は本発明の実施形態による水洗大便器の第１導水路内の流線と直
交する方向の断面図である。
【図６】（ａ）は本発明の実施形態による水洗大便器の第２導水路内の流線に沿った方向
の断面図であり、（ｂ）は本発明の実施形態による水洗大便器の第２導水路内の流線と直
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交する方向の断面図である。
【図７】本発明の実施形態による水洗大便器の洗浄水の流れを示す平面断面図である。
【図８】本発明の実施形態による水洗大便器の洗浄水の流れを示す側面断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、添付図面を参照して、本発明の実施形態による水洗大便器について説明する。図
１は、本発明の実施形態による水洗大便器を示す全体概要図である。
　本発明の実施形態による水洗大便器は、ボウル部内の水の落差による流水作用により汚
物を押し流す洗い落とし式水洗大便器（ウォッシュダウン式水洗大便器）である。なお、
本実施形態は洗い落とし式水洗大便器以外のサイホン式水洗大便器等にも適用可能である
。
【００１６】
　図１に示すように、本発明の実施形態による水洗大便器１は、壁面２の表面に取り付け
られた便器本体４と、壁面２の上方の裏面に取り付けられた洗浄水源である洗浄水を貯水
する貯水タンク６とを備えている。また、壁面２の表面には、操作スイッチ８が取り付け
られている。貯水タンク６と便器本体４は、接続管１０により接続され、操作スイッチ８
がＯＮ操作されると、貯水タンク６内の洗浄水が接続管１０を通って便器本体４に供給さ
れるようになっている。
【００１７】
　さらに壁面２の裏面には、汚物を排出するための排水管１２が取り付けられ、この排水
管１２は、便器本体２と接続されており、便器本体２内の汚物が排出されるようになって
いる。
【００１８】
　次に、図２及び図３により、本発明の実施形態による水洗大便器の便器本体の構造につ
いて説明する。図２は、本発明の実施形態による水洗大便器の便器本体を示す平面図であ
り、図３は、図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿って見た水洗大便器の断面図である。
【００１９】
　図２及び図３に示すように、本発明の実施形態による水洗大便器１の便器本体４は、そ
の前方にはボウル部１４が形成され、その後方上部には貯水タンク６からの洗浄水をボウ
ル部１４に供給する共通導水路１６が形成され、さらに、後方下部には汚物を排出するた
めの排水トラップ管路１８が形成されている。
【００２０】
　ボウル部１４は、ボウル形状の汚物受け面２０と、この汚物受け面２０の上部に形成さ
れたリム部２２と、このリム部２２と汚物受け面２０との間に形成された棚部２４と、汚
物受け面２０の下方に形成され溜水部を形成する凹部２６を備えている。棚部２４は、ほ
ぼ水平に形成され洗浄水を旋回させるためのものであり、汚物受け面２０の外周をほぼ一
周している。リム部２２には、棚部２４の外側端から鉛直方向に延びる内周面２２ａが形
成されている。
【００２１】
　さらに、ボウル部１４のリム部２２の内周面２２ａの前方から見て左側の中央部の少し
後方側に、第１吐水口２８が形成され、前方から見て右側のボウル部１４の後方側には、
第２吐水口３０が形成されている。第１吐水口２８は洗浄水を棚部２４上にボウル部１４
の前方に向かって洗浄水を吐水する。第２吐水口３０はボウル部１４の後方に向けて洗浄
水を吐水し、第１吐水口２８及び第２吐水口３０により、反時計回りの同一方向の旋回流
を形成するようになっている。
　ここで、本実施形態による水洗大便器１は、ボウル部１４の凹部２６や後述する排水ト
ラップ管路１８の入口１８ａに直接洗浄水を噴射して供給するジェット吐水口を備えてい
ない。
【００２２】
　共通導水路１６は、便器前方に向かって、第１導水路３２及び第２導水路３４に分岐し
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ている。この第１導水路３２により洗浄水が第１吐水口２８に供給され、第２導水路３４
により洗浄水が第２吐水口３０に供給されるようになっている。
　なお、本実施形態による水洗大便器１においては、第１吐水口２８を含む第１導水路３
２及び第２吐水口２８を含む第２導水路３４は、陶器製の便器本体４と一体に形成されて
いるが、本発明はこのような水洗大便器に限らず、第１導水路及び第２導水路を、便器本
体とは別体のディストリビュータ等により形成してもよい。
【００２３】
　上述したボウル部１４の凹部２６は、上面視でほぼ三角形状であり、前方側は先細り形
状であり、後方側は円弧形状となっている。また、凹部２６は、全周に沿って設けられた
立壁面２６ａ及び前方部分に設けられた底面２６を備えている。
【００２４】
　上述した排水トラップ管路１８は、凹部３０の底部に開口した入口１８ａから斜め上方
に延び最高点１８ｂを通った後に後方に延び、排水管１２に接続されている。
　ここで、水洗大便器１の溜水部の溜水水位Ｌは、排水トラップ管路１８の最高点１８ｂ
の高さにより決定される。
【００２５】
　次に、図４乃至図６を用いて、上述した第１導水路３２及び第２導水路３４ついて詳細
に説明する。図４は、図３のＩＶ－ＩＶ線に沿って見た水洗大便器の断面図であり、図５
（ａ）は本発明の実施形態による水洗大便器の第１導水路内の流線に沿った方向の断面図
であり、図５（ｂ）は本発明の実施形態による水洗大便器の第１導水路内の流線と直交す
る方向の断面図であり、図６（ａ）は本発明の実施形態による水洗大便器の第２導水路内
の流線に沿った方向の断面図であり、図６（ｂ）は本発明の実施形態による水洗大便器の
第２導水路内の流線と直交する方向の断面図である。
【００２６】
　図４及び図５に示されているように、第１導水路３２は、底面３２ａ、天井面３２ｂ、
内側壁３２ｃ、外側壁３２ｄにより形成され、流線に直交する断面（図５（ｂ）参照）が
、矩形形状となっている。第１導水路３２は、底面３２ａは一定のレベルで平らに形成さ
れ、天井面３２ｂは、下流に向かって下がるような形状となり、第1吐水口２８の近傍領
域では、天井面３２ｂは、底面３２ａとほぼ平行な形状となっている（図５（ａ）参照）
。また、第１導水路３２の幅（内壁３２ｃと外壁３２ｄとの距離）は、ほぼ一定であるが
、第１吐水口２８の近傍領域では、徐々に小さくなっている（図４参照）。ここで、一例
であるが、第１導水路３２の入口の高さＨ１１は５０ｍｍであり、第１導水路３２の出口
である第１吐水口２８の高さＨ１２は３０ｍｍである。
【００２７】
　図４及び図６に示されているように、第２導水路３４も、底面３４ａ、天井面３４ｂ、
内側壁３４ｃ、外側壁３４ｄにより形成され、流線に直交する断面（図６（ｂ）参照）が
、矩形形状となっている。第２導水路３４は、第２吐水口３０の近傍の手前で１８０度折
り返したＵ字形状となっている（図４参照）。第２導水路３４は、底面３４ａと天井面３
４ｂはほぼ平行であり同じ高さＨ２を保持している（図６参照）。
【００２８】
　図４に示すように、第２導水路３４の外壁３４ｄは、ほぼ円弧形状であるが、Ｕ字形状
に折り返す手前の部分（上流部分）では、その曲率半径が下流に向かうにつれて拡大し、
又は、その直線状に延びている。第２導水路３４の内壁３４ｃは、Ｕ字形状に折り返す手
前の部分では、外壁３４ｄに対してほぼ平行又は遠ざかるように形成されている。
【００２９】
　第２導水路３４のＵ字形状の折り返した下流部分、即ち、第２吐水口の近傍領域では、
断面積が、徐々に拡大するように形成されている。具体的には、図６に示すように、第２
導水路３４は、その高さＨ２は一定であり、図４及び図６（ｂ）に示すように、第２導水
路３４の幅が徐々に拡大している。具体的には、図６（ｂ）に示すように、第２導水路３
４の第２吐水口の近傍領域では、断面積が、Ｂ－Ｂ断面（Ｌ２１×Ｈ２）、Ｃ－Ｃ断面（
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Ｌ２２×Ｈ２）、第１吐水口断面（Ｌ２３×Ｈ２）となり、徐々に拡大している。
【００３０】
　本実施形態の水洗大便器１において、第１導水路３２及び第２導水路３４は、第２吐水
口３０から吐水される洗浄水の流量（Ｌ／ｍｉｎ）が第１吐水口２８から吐水される洗浄
水の流量（Ｌ／ｍｉｎ）より多くなるように設定されている。
　そのため、第２吐水口３０の開口面積は、第１吐水口２８の開口面積より大きく設定さ
れている。好ましくは、第２吐水口３０と第１吐水口２８の開口面積の比は、「第２吐水
口の開口面積：第１吐水口の開口面積＝１：２～１０」である。
　なお、本実施形態による水洗大便器１において、第２導水路３４が、上述したようにＵ
字形状であるため、摩擦損失が発生し、それにより、第２吐水口３０から吐水される洗浄
水の流量（Ｌ／ｍｉｎ）がその分低下するが、第２吐水口３０の開口面積を第１吐水口２
８の開口面積より十分に大きくしているので、第２吐水口３０から吐水される洗浄水の流
量を第１吐水口２８から吐水される洗浄水の流量より多くすることができる。
【００３１】
　次に、主に図７及び図８を用いて本発明の実施形態による水洗大便器の動作について説
明する。図１２は本発明の実施形態による水洗大便器の洗浄水の流れを示す平面断面図で
あり、図１３は本発明の実施形態による水洗大便器の洗浄水の流れを示す側面断面図であ
る。
【００３２】
　使用者が操作スイッチ８（図１参照）をＯＮ操作すると、貯水タンク６内の洗浄水が接
続管１８を経て共通導水路１６に流入し、この共通導水路１６から分岐した第１導水路３
２及び第２導水路３４に到達し、第１吐水口２８及び第２吐水口３０のそれぞれから洗浄
水が吐水される。
【００３３】
　第１吐水口２８から吐水された洗浄水Ｗ１は、ボウル部１４に形成された棚部１６上を
流れる。具体的には、先ず、ボウル部１０の前方に向けて流れ、ボウル部１０の前方端を
通過した後に後方に向かって流れる。このとき、洗浄水Ｗ１の一部は、棚部２４上を旋回
しながら、汚物受け面２０に流下し、汚物受け面２０を洗浄する。
【００３４】
　第１吐水口２８から吐水され棚部２４上を流れる洗浄水Ｗ１の大半（洗浄水ｍ）は、ボ
ウル部１４の前方より排水トラップ管路１８の入口１８ａに向かって流れる。この洗浄水
ｍは、その一部が洗浄水ｍ１として凹部２６の後側面に衝突し、その後、斜め下方に流れ
る（図８参照）。洗浄水ｍ１の残りの洗浄水ｍ２は、排水トラップ管路１８に直接流入す
る（図８参照）。
【００３５】
　一方、第２吐水口３０から吐水された洗浄水Ｗ２は、その流量（Ｌ／ｍｉｎ）が、第１
吐水口２８から吐水される洗浄水ｗ１の流量（Ｌ／ｍｉｎ）より多いので、ボウル部１４
内では、洗浄水Ｗ２の流れが主流となる。
【００３６】
　この主流となる第２吐水口３０から吐水された洗浄水Ｗ２は、棚部２４上を流れる洗浄
水Ｗ２１と、凹部２６の後方からに直接凹部２６内に流下する洗浄水Ｗ２２とを含む。具
体的には、棚部２４上を流れる洗浄水Ｗ２１は、棚部２４上を旋回しながら汚物受け面２
０に流下し、汚物受け面２０の後方側を主に洗浄する。
【００３７】
　直接凹部２６に流下した洗浄水Ｗ２２は、その一部（洗浄水Ｍ１）が凹部２６の左側の
立壁面２６ａに沿って流れ、底面２６ｂに潜り込む。この凹部２６の底面２６ｂに潜り込
んだ洗浄水Ｍ１は、凹部２６の底面２６ｂから右側の立壁面２６ａに沿って上昇し、溜水
を効果的に攪拌させる上下方向に旋回する縦旋回流を形成する（図８参照）。
　この洗浄水Ｍ１は、第１吐水口２８から吐水され凹部２６に前方から流入する洗浄水ｍ
（ｍ１、ｍ２）と混合され、それにより、汚物が凹部２６内で効果的に攪拌され、排水ト
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ラップ管路１８内に汚物がスムーズに排出される。
【００３８】
　また、洗浄水Ｍ２は、排水トラップ管路１８の入口１８ａに直接流入する（図８参照）
。
【００３９】
　上述した本実施形態による水洗大便器１によれば、第２吐水口３０がボウル部１４の後
方に向けて洗浄水を吐水し且つ第２吐水口３０から吐水される洗浄水の流量（Ｌ／ｍｉｎ
）が第１吐水口２８から吐水される洗浄水の流量（Ｌ／ｍｉｎ）より多くなるように形成
されているので、第２吐水口３０から吐水される洗浄水が主流Ｗ２となり、この主流Ｗ２
がボウル部１４の凹部２６の後方から凹部２６に直接流入し、第１吐水口２８から吐水さ
れボウル部１４の前方から凹部２６に流入する洗浄水ｍと混合され、それにより、凹部２
６内に旋回流が形成され、この旋回流により溜水を上下方向に攪拌することでき、汚物排
出性能を向上させることができる。
【００４０】
　なお、本実施形態による水洗大便器１は、ボウル部１４の凹部２６や排水トラップ管路
１８の入口１８ａに直接洗浄水を噴射して供給するジェット吐水口を備えていないので、
節水化により洗浄水量が少なくなっても、第１吐水口２８及び第２吐水口３０から十分な
流量の洗浄水を吐水することができ、それにより、ボウル部１４を良好に洗浄することが
できる。
【００４１】
　本実施形態による水洗大便器１によれば、第２吐水口３０の開口面積Ｓ２が第１吐水口
２８の開口面積Ｓ１より大きく設定されているので、確実に、第２吐水口３０から吐水さ
れる洗浄水の流量（Ｌ／ｍｉｎ）を第１吐水口２８から吐水される洗浄水の流量（Ｌ／ｍ
ｉｎ）より多くすることができ、それにより、凹部２６内に旋回流が形成され、この旋回
流により溜水を上下方向に攪拌することでき、汚物排出性能を向上させることができる。
【００４２】
　本実施形態による水洗大便器１によれば、第１吐水口２８の開口面積Ｓ１と第２吐水口
３０の開口面積Ｓ２の比が、１：２～１０であるので、第２導水路３４が洗浄水による摩
擦抵抗が大きなＵ字形状等であっても、確実に、第２吐水口３０から吐水される洗浄水の
流量（Ｌ／ｍｉｎ）を第１吐水口２８から吐水される洗浄水の流量（Ｌ／ｍｉｎ）より多
くすることができ、それにより、凹部２６内に旋回流が形成され、この旋回流により溜水
を上下方向に攪拌することでき、汚物排出性能を向上させることができる。
【００４３】
　本実施形態による水洗大便器１によれば、第２吐水口３０の開口高さＨ２が第１吐水口
２８の開口高さＨ１２より高く設定されているので、第２吐水口３０から吐水される洗浄
水の棚部２４との落差が大きくなり、その分、洗浄水が凹部２６に直接流入し易くなり、
より効果的に、溜水を上下方向に攪拌して、汚物排出性能を向上させることができる。
【００４４】
　本実施形態による水洗大便器１によれば、第２導水路３４の第２吐水口３０近傍の流線
と直交する断面における横幅が第２吐水口３０に向かうにつれて拡がっているので、第２
吐水口３０から吐水される洗浄水が水平方向に広がり易くなり、より確実に後方から凹部
２６内に洗浄水を流下させることができ、それにより、凹部２６内に旋回流が形成され、
この旋回流により溜水を上下方向に攪拌することでき、汚物排出性能を向上させることが
できる。
【００４５】
　本実施形態による水洗大便器１によれば、第２導水路３４がボウル部１４側の内壁３４
ｃ及び外側の外壁３４ｄを備え、この外壁３４ｄの曲率半径が下流に向かうにつれて拡大
し、又は、外壁３４ｄの下流領域がほぼ直線状に延び、第２導水路３４の流路幅が下流に
行くにつれて広がっているので、第２吐水口３０から吐水される洗浄水が水平方向に広が
り易くなり、より確実に後方から凹部２６内に洗浄水を流下させることができ、それによ
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り、凹部２６内に旋回流が形成され、この旋回流により溜水を上下方向に攪拌することで
き、汚物排出性能を向上させることができる。
【００４６】
　本実施形態による水洗大便器１によれば、第２導水路３４の流路幅が下流に行くにつれ
て広がっているので、第２吐水口３０から吐水される洗浄水が水平方向に広がり易くなり
、より確実に後方から凹部２６内に洗浄水を流下させることができ、それにより、凹部２
６内に旋回流が形成され、この旋回流により溜水を上下方向に攪拌することでき、汚物排
出性能を向上させることができる。
【符号の説明】
【００４７】
　１　　水洗大便器
　４　　便器本体
　６　　貯水タンク
１４　　ボウル部
１２　　汚物受け面
１８　　排水トラップ管路
２０　　汚物受け面
２２　　リム部
２４　　棚部
２６　　凹部
２８　　第１吐水口
３０　　第２吐水口
３２　　第１導水路
３４　　第２導水路

【図１】 【図２】
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