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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　防水パン或いは床面の排水口に嵌合されて床面に固定される排水トラップ本体に、トラ
ップ機能をはたす封水カップと、該封水カップに流水用の間隔をあけて嵌挿され下端開口
部で連通する封水筒と、さらに該封水筒に流水間隔をあけて嵌挿され、前記封水カップに
載置される案内筒とを挿脱自在に備えると共に、前記排水トラップ本体に、排水ホースが
接続されるエルボを含む排水ホース取付用のホースジョイントを備えた目皿が目皿受を介
して着脱自在にねじ込み或いは嵌合配備され、さらに前記排水トラップ本体に排水管を連
結できる接続部を一体形成して、この排水トラップ本体および前記ホースジョイントを無
色透明ないし有色透明或いは半透明の合成樹脂によって目視可能とし、
前記封水カップは、前記目皿受に挿脱自在に嵌挿される有底筒体であって、上部周側面に
流水スリットが複数設けられており、前記封水筒は、前記封水カップに嵌挿されるテーパ
ー筒部を有し、かつ前記目皿受に嵌合されるフランジを有する中空筒体であって、該フラ
ンジの底面にシール部材を定着し、前記封水カップ上面に密着されることで、前記封水カ
ップに嵌合載置され、
前記案内筒は前記ホースジョイントに接続される中空筒体であって、筒体下端外周に外環
板が突設され、該外環板に所定間隔をあけて筒体外周に消泡リブが設けられると共に、前
記封水カップの内底面に載置される翼片を所定間隔をあけて案内筒底面に立設し、流水用
の隙間をあけて配備され、且つ、前記排水トラップ本体の底面中央部位に形成されたなだ
らかな曲面からなる凸面部に臨んで所定間隔をあけて開口連通されており、
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前記封水筒の中空筒体の下端開口部内には、前記案内筒外周に突設した消泡リブが挿入配
備され、
前記ホースジョイントは、前記案内筒に嵌合する外周面にフランジ部と、環状突条部を間
隔をおいて複数突設したものであって、該環状突条部を前記案内筒の内面に形成した段付
き嵌合凹面部に係止配備されている構成にしたことを特徴とする洗濯機用排水トラップ。
【請求項２】
　請求項１に記載の洗濯機用排水トラップにおいて、前記目皿が目皿受に着脱自在にねじ
込み或いは嵌合配備される凹凸係合部と係止凹部とを備え、目皿受に形成された仮止め部
に係脱自在に配備されているものであって、目皿の上面に回転操作用の指挿入凹部を凹設
したことを特徴とする洗濯機用排水トラップ。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の洗濯機用排水トラップにおいて、前記排水トラップ本体が、
洗濯機の排水を外部に漏れることなく受けて排出できる防水パンの排水口に定着されるも
のであって、前記目皿を防水パンの底面に水平状態に配備したことを特徴とする洗濯機用
排水トラップ。
【請求項４】
　請求項３に記載の洗濯機用排水トラップにおいて、前記排水トラップ本体が防水パンに
定着されるものであって、該防水パン上面部を覆い、排水ホース取付用のホースジョイン
トを挿入する開口を底部に有し、該開口を下端面とする傾斜面からなる窪み凹部を形成し
た蓋体を前記防水パンに取り外し自在に備えたことを特徴とする洗濯機用排水トラップ。
【請求項５】
　請求項３または４に記載の洗濯機用排水トラップにおいて、前記蓋体が、前記防水パン
の外周縁に突設されるフランジ部上に載置され、防水パンの外周側面を被覆するカバーを
備えるものであって、無色透明ないし有色透明或いは半透明の合成樹脂によって構成され
防水パン内部を透視できるようにしたことを特徴とする洗濯機用排水トラップ。
【請求項６】
　請求項４または５に記載の洗濯機用排水トラップにおいて、前記防水パンが、防水パン
の外周縁に突設されるフランジ部を載置する枠状台部材を備え、該枠状台部材に設けた上
下に貫通する取付孔を介して取付ネジによって前記防水パンと共に床面上に固着したこと
を特徴とする洗濯機用排水トラップ。
【請求項７】
　請求項４、５または６に記載の洗濯機用排水トラップにおいて、前記排水トラップ本体
および前記防水パンが、上下に対向する天板と底板と、この間に側板を有するボックス状
のキャビネットの底板に直接または前記枠状台部材を介して固着配備されていることを特
徴とする洗濯機用排水トラップ。
【請求項８】
　請求項７に記載の洗濯機用排水トラップにおいて、前記キャビネットにドアを開閉自在
に配備すると共に、キャビネット内に棚受部或いはスライドレールを介して棚板が取外自
在或いは移動自在に配備されていることを特徴とする洗濯機用排水トラップ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、住宅内の洗い場或いはバスルームやマンションの台所、洗面所、ベランダ或
いは防水パン、各種キャビネット内など床面の排水口に取り付けられる排水トラップ、特
に洗濯機などの排水ホースを接続連結する洗濯機用排水トラップに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の排水トラップは、ホースジョイントが設けられ、洗濯機の排水ホースと接続され
、排水ホースから流出する廃水（汚水）を床下に配設した排水管に案内するために用いら
れており、廃水は、ホースジョイントから排水トラップ内に流れ込み、排水管側へ送られ
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封水カップと封水筒とで保水する構造によってトラップを簡単に形成して、通常の排水管
に洗濯機の排水を流す場合でも臭気の逆流を防止することができるようになっている。
【０００３】
　特許文献１の排水トラップは、上方において開口し且つ側部に排水口を有する本体と、
容器状をなし、本体の内周側において一体に設けられた封水槽と、その封水槽内に受け入
れらて下端が封水槽の底部と所定距離隔てて対向された防臭筒と、その防臭筒の上端開口
を塞ぐように配設され外周側に多数の通水口を有し且つ排水管接続口を有する目皿と、防
臭筒の内周側にゆいて互いに偏心し且つ小径部に内接状態で一体成形の案内管とを有して
構成されているものが開示されている。（特許文献１参照）
【特許文献１】公開実用新案公報　昭６２－２００７６９号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この従来の排水トラップが用いられる洗い場は、住宅などの家屋の床下が配管スペース
となっているため、敷設される排水トラップの設備も、床下にあって排水トラップ設備や
配管の漏水の点検や設備良否の検査、点検が必要になっても、排水トラップ本体の内部が
目視できないためにトラップや配管の良否が点検できず、また洗濯機排水ホースとの接続
の確認もできないために漏水原因や設備検査特に満水検査時に床下の検査や、排水トラッ
プ本体と排水管の接合状態の良否や排水トラップ本体やホース内の汚れも確認できない不
便があって、ＳＡＲＳなどの感染原因となる恐れがあって施工作業や住宅の維持管理上に
不安があって問題があった。　
　また、排水トラップ本体内に防臭筒を装入する形態では、トラップ形成機構が挟隘部分
に納められるために排水流路が十分確保できず、洗濯機から排出される水は洗濯槽に多量
の水が溜まっている場合にはかなりの水圧を伴って排水されるので、溢流・漏水現象が多
発したりして不衛生となり、その上、洗濯の際に生ずる糸くずその他のごみ類が流路に詰
って水捌けが悪くなるし、掃除をも頻繁にしなくてはならない欠点があった。
【０００５】
　本発明は、これら従来の不便さを排除しようとするもので、排水トラップ設備や配管の
漏水の点検や設備良否の検査、点検が必要になっても、排水トラップ本体やホースジョイ
ントが透明化することで、排水トラップ本体やホースジョイントの内部が目視できるため
トラップや配管の良否やホースジョイントの接続状況の点検でき、特に満水検査時に床下
の検査や、排水トラップと排水管の接合状態やホース接続の良否も確認できて、排水トラ
ップ本体やホースジョイント内の汚れの清掃除去を促すことが容易であって、ＳＡＲＳな
どの感染原因となる恐れがなく、施工作業や施工作業や住宅の維持管理が容易であり、連
結部分の接着剤の塗り忘れや、奥まで配管が挿入されてないなどのチェック容易で漏水防
止に威力を発揮できると共に、洗濯機の排水の際に排水量が増加しても消泡機能があって
、排水が外部に溢れることなく水密状態を保って確実に排出できると共に、下流側からの
臭気の逆流も確実に止めることができるほか、施行工事が容易で、しかも排水管内の高流
速の維持で排水口のごみ詰り現象がなく安全に用いられる低コストの排水トラップを提供
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】
上述の課題を解決するために本発明の洗濯機排水トラップは、防水パン或いは床面の排水
口に嵌合されて床面に固定される排水トラップ本体に、トラップ機能をはたす封水カップ
と、該封水カップに流水間隔をあけて嵌挿され下端開口部で連通する封水筒と、さらに該
封水筒に流水間隔をあけて嵌挿され、前記封水カップに載置される案内筒とを挿脱自在に
備えると共に、該排水トラップ本体に、排水ホースが接続されるエルボを含む排水ホース
取付用のホースジョイントを備えた目皿が目皿受を介して着脱自在にねじ込み或いは嵌合
配備されるものからなり、さらに前記排水トラップ本体に排水管を連結できる接続部を一
体形成し、この排水トラップ本体および前記ホースジョイントを無色透明ないし有色透明
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或いは半透明の合成樹脂によって目視可能とした構成を有するので、排水トラップ本体の
内部が透視できトラップや配管の接続良否や汚れ状態が容易に点検でき、特に満水検査時
に床下の検査や、排水トラップ本体と排水管の結合状態の良否も確認できて、施工作業や
住宅の維持管理を容易化した。
【０００７】
また、洗濯機用排水トラップの前記封水カップが、前記目皿受に挿脱自在に嵌挿される有
底筒体であって、筒体上部周側面に流水スリットを複数設けると共に、前記封水筒を嵌合
載置しており、前記封水筒が、前記封水カップに嵌挿されるテーパー筒部を有し、かつ前
記目皿受に嵌合されるフランジを有する中空筒体であって、前記案内筒が排水トラップ本
体の底面中央部位に形成されたなだらかな曲面からなる凸面部に臨んで所定間隔をあけて
開口連通されている形態となっているため、排水トラップでの排水流路を十分確保して排
水管路内での高流速の維持が確実にできてごみ詰り現象がなく安全に用いられるようにし
た。
【０００８】
また、前記案内筒が前記ホースジョイントに接続される中空筒体であって、筒体下端外周
に外環板を突設し、該外環板に所定間隔をあけて筒体外周に消泡リブを設けると共に、前
記封水カップの内底面に載置される翼片を所定間隔をあけて案内筒底面に立設して流水用
の隙間をあけて配備され、しかも前記封水筒のフランジの底面にシール部材を定着して、
該シール部材によって封水カップ上面に密着され、前記目皿を目皿受に嵌着する構成とな
っているため、臭気の逆流防止が可能で排水トラップ機能を十分発揮できるほか、その組
み込み作業並びに清掃作業の簡便化を可能にした。
【０００９】
さらに、前記封水カップ、封水筒や案内筒が着脱自在なので、排水トラップ本体から封水
カップ、封水筒、案内筒を取り外して清掃することが可能であり、且つ封排水ホース取付
用のホースジョイントが、無色透明ないし有色透明或いは半透明の合成樹脂によって構成
して内部を透視できるようにし、前記案内筒に嵌合する外周面にフランジ部と、環状突条
部を間隔をおいて複数突設したものであって、該環状突条部を案内筒の内面に形成した段
付き嵌合凹面部に係止配備されているため、封水筒内への排水もスムーズで水密状態をも
確実に保って排水できるほか、排水トラップ本体と排水ホースとの接続が確実化でき、接
続状態ならびに汚れ状況の良否の確認も容易であり、漏水予防のほかＳＡＲＳなどの感染
予防にも寄与できるようにした。
【００１０】
　さらにまた本発明では、洗濯機用排水トラップにおいて、前記目皿が目皿受に着脱自在
にねじ込み或いは嵌合配備される凹凸係合部と係止凹部とを備え、目皿受に形成された仮
止め部に係脱自在に配備されいるものであって、目皿の上面に回転操作用の指挿入凹部を
凹設したことと、前記排水トラップ本体が、洗濯機の排水を外部に漏れることなく受けて
排出できる防水パンの排水口に定着されるものであって、前記目皿を防水パンの底面に水
平状態に配備したことで、洗濯機用排水トラップの組み込み結合並びに取り外し分解作業
の簡略化を容易に可能とした。
【００１１】
　さらにこの発明の洗濯機用排水トラップは、前記排水トラップ本体が防水パンに定着さ
れるものであって、該防水パン上面部を覆い、排水ホース取付用のホースジョイントを挿
入する開口を底部に有し、該開口を下端面とする傾斜面からなる窪み凹部を形成した蓋体
を前記防水パンに取り外し自在に備えたことで、洗い場などの床面での場所を取らずにコ
ンパクトで体裁良好な形態で用いることができることを特徴とする。
【００１２】
　また本発明では、前記蓋体が前記防水パンの外周縁に突設されるフランジ部上に載置さ
れ、防水パンの外周側面を被覆するカバーを備えたものであって、無色透明ないし有色透
明或いは半透明の合成樹脂によって目視可能の構成とされ防水パン内部を透視できるよう
にしたことで、床面或いはキャビネット内での設置も簡便に行うことができ、点検時にも
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透視して洗濯機用排水トラップや防水パンの状況の確認ができ取扱い並びに施工管理の簡
易化が図れるようにした。
【００１３】
　本発明の洗濯機用排水トラップでは、前記防水パンの外周縁に突設されるフランジ部を
載置する枠状台部材を防水パンの周囲に備え、該枠状台部材に設けた上下に貫通する取付
孔を介して取付ネジによって前記防水パンと共に床面上に固着し、或いは防水パンを介し
て上下に対向する天板と底板と、この間に側板を有するボックス状のキャビネット或いは
該キャビネットにドアを開閉自在に配備すると共に、キャビネット内に棚受部或いはスラ
イドレールを介して棚板が取外自在或いは移動自在に配備されているキャビネットの底板
に直接または前記枠状台部材を介して固着配備して、体裁良好な形態で用いられ洗濯機で
の排水は外部や周囲に溢れることなく安全に処理でき、排水管の下流側からの臭気の逆流
も確実に止めのことが出来るほか住宅内の流し場を汚すこともなく見栄えのよい環境作り
に寄与する形態で用いられるようにするのがよい。　　　　　　　　　　　　　　　　　
【発明の効果】
【００１４】
　本発明は、排水トラップ設備や配管の漏水の点検や設備良否の検査、点検が必要になっ
ても、排水トラップ本体やホースジョイントが目視可能の構成とすることで、排水トラッ
プ本体やホースジョイントの内部が透視できて、排水トラップや配管の良否やホースジョ
イントの接続状況の点検でき、特に満水検査時に床下の検査や、排水トラップと排水管の
接合状態、例えば、排水管の排水トラップ本体への配管接着剤の塗り忘れや塗布むらの不
良或いは排水管の挿入不足など接続不良のチェックが透視で確認できて、施工作業や住宅
内の排水設備の維持管理が容易であり、漏水防止に威力を発揮できると共に、排水トラッ
プ本体内の汚れの清掃除去を促すことが容易であって、ＳＡＲＳなどの感染原因となる恐
れがなく、排水管下流側からの臭気の逆流も確実に止めることができるほか、排水管内の
高流速の維持で排水口のごみ詰り現象もなく安全に用いられる。
【００１５】
　また、本発明によれば、洗濯機用排水トラップ本体内での封水筒が、封水カップに嵌挿
されるテーパー筒部を有し、かつ前記目皿受に嵌合されるフランジを有する中空筒体であ
って、該フランジの底面にシール部材を定着して前記封水カップ上面に密着され、中空筒
体の下端開口部内に前記案内筒外周に突設した消泡用リブが挿入配備され、前記案内筒が
排水トラップ本体の底面中央部位に形成されたなだらかな曲面からなる凸面部に臨んで所
定間隔をあけて開口連通されている形態として、排水トラップでの排水流路を十分確保し
て排水管路内での高流速の維持が確実にできてごみ詰り現象がなく安全に用いられ、しか
も洗濯機の排水の際に排水量が増加しても消泡機能があって、排水が外部に溢れることな
く水密状態を保って確実に排出できると共に、封水カップ、封水筒や案内筒が着脱自在な
ので、排水トラップ本体から封水カップ、封水筒、案内筒を取り外して容易に清掃するこ
とが可能であり、その取り外し或いは組み込み作業の簡素化が図れ、流し場などの汚水そ
の他の水を扱う場所の施工工事も低コストで行なえる効果がある。
【００１６】
　さらに、本発明では、排水ホース取付用のホースジョイントが、無色透明ないし有色透
明或いは半透明の合成樹脂によって目視可能の構成とされて内部を透視できるようにし、
前記案内筒に嵌合する外周面にフランジ部と、環状突条部を間隔をおいて複数突設したも
のであって、該環状突条部を前記案内筒の内面に形成した段付き嵌合凹面部に係止配備さ
れていることで、封水筒内への排水もスムーズで水密状態をも確実に保って排水できるほ
か、排水トラップ本体と排水ホースとの接続不良、例えばホースジョイントへの排水ホー
スの挿入不足或いは案内筒へのホースジョイントの挿入不足など接続不良が確実にチェッ
クでき、さらにホースジョイントの配管内の汚れ状況の良否の確認も容易であり、漏水予
防のほかＳＡＲＳなどの感染予防にも寄与して環境衛生の向上に役立つものである。　　
　
【００１７】
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　さらにまた、本発明の洗濯機用排水トラップでは、排水トラップ本体が防水パンに定着
されるものであって、該防水パン上面部を覆い、排水ホース取付用のホースジョイントを
挿入する開口を底部に有し、該開口を下端面とする傾斜面からなる窪み凹部を形成した蓋
体を前記防水パンに取り外し自在に備えたことで、洗い場などの床面での場所を取らずに
コンパクトで体裁良好な形態で用いられ、また前記蓋体が前記防水パンの外周縁に突設さ
れるフランジ部上に載置され防水パンの外周側面を被覆する外周壁部を備えるものであっ
て、無色透明ないし有色透明或いは半透明の合成樹脂によって構成され防水パン内部を透
視できるようにしたことで、床面或いはキャビネット内での設置も簡便に行うことができ
、点検時にも内部を透視して洗濯機用排水トラップや防水パンの状況の確認ができるので
、その取扱い並びに施工管理の簡易化が図れるし、洗濯作業上の取扱いや整理整頓を著し
く容易にして、室内排水設備として体裁良好な形態で用いられる。
【００１８】
　また、本発明の洗濯機用排水トラップは、封水筒の周方向に開口して排水カップ内に納
められるので、排水流路を十分に確保できごみ類の詰り現象がなく、殊に排水トラップ本
体内で排水カップおよび案内筒と封水筒体で構成される内外空間周辺を中心に強い乱れを
伴なう反転流を形成することとなり、汚水中の糸くづ髪毛などのごみ類の引掛かりがなく
、排水トラップ機能をも十分に発揮できる配管接続が容易にでき、施行工事も簡便で汎用
性に富み、カップ以降の下流部においても管壁近傍の高流速が維持され管内施回流を形成
して、管路流の閉塞現象の発生がなく有効に用いられ、清掃作業を頻繁にする必要がなく
取扱い易い効果がある。
【００１９】
　本発明の洗濯機用排水トラップの構成では、流し場などの汚水その他の水を扱う場所の
洗濯機での排水は、外部や周囲に溢れることなく安全に処理できので、住宅内の流し場を
汚すこともなく有効に用いられ、しかも洗濯機用排水トラップの施工のバリエーションも
増えるので洗濯処理の水回りをもすっきりさせて、スマートで見栄えのよい環境作りの向
上を図ることができる。
【００２０】
　さらに、本発明の洗濯機用排水トラップは、洗濯作業などの水取扱い作業に際して付帯
して使用したり、取り扱ったりする洗剤や清掃用具のほか洗濯物などの用品類を置いたり
、始末したりしてする物品の整理、管理が容易で住宅内の作業場や流し場などの室内を汚
したり、不体裁にすることなく用いられると共に、漏水事故、排水異常などの発生状況を
いち早く発見できるし、洗濯機を外したり移動したりすることなくそのままの状態で排水
設備の清掃、点検、補修することができ、その維持管理を良好にすることができるなどの
効果もある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
　この実施の形態の第１実施例における洗濯機排水トラップは、図１乃至図７に示すよう
に、排水管Ａに連結される排水トラップ本体１が防水パン１０或いは床面の排水口に嵌合
され床面上に載置固定されて用いられるが、該排水トラップ本体１に、トラップ機能をは
たす封水カップ２と、該封水カップ２に流水間隔をあけて嵌挿され下端開口部３１で連通
する封水筒３と、さらに該封水筒３に流水間隔をあけて嵌挿され、翼片８を介して前記封
水カップ２に載置される案内筒４とを挿脱自在に備えると共に、前記排水トラップ本体１
に、排水ホースＢが接続されるエルボを含む排水ホース取付用のホースジョイント５を備
えた目皿６が目皿受７を介して着脱自在にねじ込み或いは嵌合配備されたものからなり、
さらに前記排水トラップ本体１に排水管Ａを連結できる横引き或いは縦引きの接続部１１
を一体形成し、この排水トラップ本体１を無色透明ないし黄色、赤色、青色等の顔料によ
って着色した有色透明或いは半透明の合成樹脂例えば、ＡＢＳ樹脂、ＰＰ樹脂或いはアク
リル樹脂などによって内部を透視できる目視可能の構成としてある。
　なお、前記防水パン１０は、ＡＢＳ樹脂、ポリエステル系樹脂などの熱可塑性硬質合成
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樹脂或いは再生ポリエチレン樹脂などで成形され、周縁に立ち上がった周壁を有し、排水
外周に垂れ流すことがなく受けることができ受けた排水を排水口より排出できるにしたも
のが用いられる。　
【００２２】
　前記封水カップ２としては、前記目皿受７に挿脱自在に嵌挿される有底筒体であって、
筒体上部周側面にオーバーフロー孔の流出スリット９を周方向に間隔をおいて複数設けて
あり、また、封水カップ２内に流水間隔をあけて嵌挿される前記封水筒３も前記封水カッ
プ２に嵌挿されるテーパー筒部３２を有し、かつ前記目皿受７に嵌合されるフランジ１３
を有する中空筒体であって、該フランジ１３の底面にリング状の平パッキンなどのシール
部材１６を定着して、該シール部材１６によって封水カップ上面に密着され、前記目皿６
を目皿受７に嵌着することによって、臭気の逆流防止が可能で排水トラップ機能を十分発
揮できるほか、その組み込み作業並びに清掃作業の簡便化を可能にするのが好ましく、さ
らに該中空筒体の下端開口部３１内に前記案内筒外周に突設した消泡リブ１４が挿入配備
される形態とするのがよい。（図１～図３）　　
　なお、前記封水筒３は軽量性、耐熱性に優れたＡＢＳ、ＰＰ樹脂などで、上部をカップ
状の円錐筒形に成形され、その内面上部に補強リブを有し、中央部に案内筒４が備えられ
、前記封水カップ２の内周に嵌装保持されて用いられる。　　　　
　また、前記排水トラップ本体１の底面には、前記封水カップ２を載置する凸面部１２を
形成し、該凸面部１２に嵌合するなだらかな曲面からなる凹面部１２１を前記封水カップ
２の底面部に設けて、封水カップ２が排水トラップ本体１内の所定位置に確実に保持でき
位置決めできるようにするのがよく、該凸面部１２１に臨んで前記案内筒４が所定間隔を
あけて開口連通するようにして排水の流れに溜まりや衝突をできるだけなくして、より良
い排水の流れを形成することができる。
　さらに、排水トラップ本体１内に封水カップ２が同心的に配備されるが、各筒体の周囲
に形成した流水用の隙間を均等に保って適確な位置決めが行われ、トラップ機構として着
脱自在に嵌入保持される。前記シール部材１６としては、アクリル系樹脂、オレフィン系
樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、素散れん
系樹脂、ウレタン系樹脂などが用いられる。
【００２３】
　なお、前記排水トラップ本体１は透明合成樹脂で内部を目視可能の構成してあるが、さ
らに、トラップ機能をはたす封水カップ２も同様に透明合成樹脂で構成してもよいし、該
封水カップ２に流水間隔をあけて嵌挿される封水筒３と、或いは該封水筒３に流水間隔を
あけて嵌挿され、前記封水カップ２に載置される案内筒４とをも透明合成樹脂によって目
視可能の構成とすることもできる。この場合、透明合成樹脂で構成するのを外側から内部
を透視できる範囲を決めて選択するが、着色透明の度合いも適宜選んで組み合わせるのも
有効であり、排水トラップ本体１の接続部１１に接続する排水管Ａの接合状態を目視で確
認するには、有色接着剤を用いて接着剤の塗り忘れや塗布むらの不良或いは排水管Ａの挿
入不足など接続不良を透視で容易に確認できるようにするのがよい。
【００２４】
　例えば、前記封水カップ２には、貯留水中に漬かる筒状の封水筒３によりトラップ機構
を備えるが、前記ホースジョイント５を経て案内筒４に入った汚水は、案内筒４の周方向
にほぼ全周にわたって広く開いた開放型の下端開口４１から封水カップ２に導入される。
次いで、流水隙間を形成する翼片８によって誘導され、さらに封水カップ２の湾曲側壁に
沿って上向流で流過して上部の流出スリット９からオーバーフローして噴出される。一方
前記目皿７から流入する漏れ水は案内筒４の外周を伝って下端開口３１から外周を流れる
上向流に巻き込み誘引混合されて流水スリット９からオーバーフローして噴出され、排水
トラップ本体１の接続部１１に接続された排水管Ｂに排出される。
　この場合、前記排水トラップ本体１内に封水筒３で構成される空間周辺を中心に強い乱
れを伴なう反転流を形成することとなり、この形式の流れ場は広い範囲の乱れをもってい
て、特に比較的規模の大きな巻き込み流を発生させることができるため、封水筒３の壁付
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近の流速は激しく外周方向に誘導されて、洗剤等の管壁への付着を防げる効果をもつほか
、下流の半径方向流速分布にも影響を与え、流路が縮小している流れ場においては、縮小
している側の流速も増大し、この結果、その下流部においても管壁近傍の高流速が維持さ
れて管内流を形成し、管路流の閉塞現象やごみ詰り現象の発生がなく有効に用いられる。
【００２５】
　この実施例での前記案内筒４は、両端開口で前記ホースジョイント５に接続される中空
筒体であって、下端開口４１の筒体下端外周に外環板１５を突設し、該外環板１５に所定
間隔をあけて筒体外周に消泡リブ１４を設けると共に、下面に前記封水カップ２の内底面
に載置される翼片８を所定間隔をあけて立設されて前記封水筒３との間に流水隙間をあけ
て配備されていて、案内筒４を封水筒３と共に抜き取ったときに翼片８が封水カップ２の
内底面に残らないで前記封水カップ２の内底面が掃除し易いようにしてある。（図４）
【００２６】
　また、前記案内筒４に嵌挿される排水ホースり取付用ホースジョイント５としては、無
色透明ないし有色透明或いは半透明の合成樹脂、例えばＥＶＡ樹脂、ＰＰ樹脂、ポリエチ
レン樹脂等の合成樹脂によって目視可能の構成として内部を透視できるようにし、かつホ
ースジョイント５の外周面に、前記案内筒４に挿入し易く脱抜しにくい円錐面を持ったフ
ランジ部５１と、環状突条部５２を間隔をおいて複数突設したものであって、該フランジ
部５１を前記を案内筒４の内面に形成した段付き嵌合凹面部４２にカチット止まるように
係止配備されていることで、封水筒３内への排水もスムーズで水密状態をも確実に保って
排水できるほか、ホースジョイント５の挿入不足など接続不良が確実にチェックできるよ
うにするのがよく、また排水ホースＢとの接続不良、例えばホースジョイント５への排水
ホースＢの挿入不足或いは接続不良の確認ができ、さらにホースジョイント５の配管内の
汚れ状況の良否の目視も容易であり、漏水予防のほかＳＡＲＳなどの感染予防にも役立つ
ようにするのが好ましい。また、案内筒４に消泡リブ１４を形成してあるので貯留水の泡
立ちを未然に防ぎ、目皿６から逆流噴出することがなく排水トラップ本体１を衛生的に使
用できる。（図５）
【００２７】
　この場合、洗濯機の前記排水ホースＢは、ホースジョイント５のに嵌挿接続されナイロ
ンバンド等のホース固定バンド（図示せず）によってホースジョイント５の取付け部５３

に連結されて排水トラップ本体１が洗濯機に接続されて用いられる。
　また、エラストマーなどの軟性樹脂からなる前記ホースジョイント５を流出孔のある目
皿６或いはパッキンホルダーで、排水トラップ本体１に締め付ける形態とすることもでき
、ホースジョイント５に接続される案内筒４に相対するフランジ部が押し付けられるよう
にしても、水密に保った状態で強固に接続することができるが、いずれにしても前記ホー
スジョイント５を目皿６に直接或いはパッキンホルダーを介して着脱自在に目皿６或いは
排水トラップ本体１に保持する形態として施行工事も簡便で汎用性に富んだものにするこ
ともできる。
【００２８】
　前記ホースジョイント５の固定用の目皿６或いはパッキンホルダーとしては、中央にホ
ースジョイント５の嵌合孔を有する中空板或いは円筒体からなり、旋回操作用のすべり防
止の凹凸面を外側に設け、目皿受７或いは排水トラップ本体１に設けた凸状係合部或いは
ねじ部を嵌合させるガイド凹溝或いはねじ部を備え、前記排水トラップ本体１に封水カッ
プ２及び封水筒３を嵌入したのち、案内筒４を接続したしてホースジョイント５の一端開
口を連結し、目皿６或いはパッキンホルダーを装着すれば、前記封水カップ２および封水
筒３からなるトラップ形成体を容易に組み入れセットすることができる。
【００２９】
　前記排水トラップ本体１と、該排水トラップ本体１に取り付けた前記目皿受７との間に
、リング状のスリップパッキンのシール部材１７を介在配備して、防水パン１０の排水口
に排水トラップ本体１を嵌着するが、さらに目皿受７に目皿６に嵌着することによって、
前記案内筒４が、排水トラップ本体１に封水密着配備されて排水トラップを漏水防止形態
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とすることができる。
　この前記排水トラップ本体１と環状枠体からなる目皿受７との嵌合面にはねじ込み或い
は嵌合配備される凹凸係合部１８を備え、目皿受７と目皿６との嵌合面に形成された仮止
め部１９で目皿６を係脱自在に配備されいるものであって、目皿６の上面に回転操作用の
指挿入凹部２０を凹設して目皿６を嵌め込み回転する。例えば２０～１８０度の範囲好ま
しくは４５～９０度さらに好ましくは６０～９０度の角度で移動して開閉操作し易くして
目皿受７に目皿６を仮止めしたり取り外したりして着脱できるようにする嵌着方法で前記
案内筒４が、排水トラップ本体１に封水密着配備されて排水トラップを漏水防止形態とす
ることができる。この場合、前記仮止め部１９としては、前記目皿６の嵌合凸部と、目皿
受７に形成したリング凸条との係脱構成を用いるのがよい。例えば、目皿受７のリング凸
条にある嵌合凹部に目皿６の嵌合凸部を上方から差し込んで、該嵌合凸部をリング凸条の
下面に沿って９０度回動すれば、目皿６を目皿受７に定着し閉状態にすることができ、開
状態には目皿６を回動して戻し嵌合凸部をリング凸条にある嵌合凹部に合わせれば、目皿
受７から取り外すことができる。なお、開閉位置は目皿受７の表面に表示あるいは目印７

１を付けておけば取付け取り外し操作がしやすい。（図６～図７）
【００３０】
　図８および図９に示す第２実施例では、前記排水トラップ本体１を防水パン１０に備え
るのに、防水パン上面部を覆い、排水ホース取付用のホースジョイント５を挿入する開口
２１を底部に有し、該開口２１を下端面とする傾斜面からなる窪み凹部２２を形成した蓋
体２３を前記防水パン１０に取り外し自在に備えたものである。
　この例では、前記蓋体２３が、防水パン１０の外周縁に突設されるフランジ部１０１或
いは周壁部上に載置されるものであって、無色透明ないし有色透明或いは半透明の合成樹
脂、例えば前記排水トラップ本体１或いはホースジョイント５と同様な素材を用いること
によって目視可能の構成として防水パン内部を透視できるようにし、さらに防水パン１０
の外周側面を被覆するカバー２３１或いは防水パン１０の外周縁を被覆する段縁を必要に
応じ備えるのが縁取り装飾と外傷を防ぐための安全性を兼ね備えるのがよく、また、前記
防水パン１０の外周縁に突設されるフランジ部１０１を載置する枠状台部材２４を必要に
応じ備え、該枠状台部材２４に設けた上下に貫通する取付孔２５を介して取付ネジによっ
て前記防水パン１０と共に床面上に固着するようにするのもよい。
【００３１】
　なお、窪み凹部２２としては、開口２２を中心点とした扇状の円弧形状として先端に向
かって深さが漸減する凹面部とし、洗濯機排水ホースＢの向きを換えられる余裕を持たせ
て洗濯機の設置位置の変更に対応するようにするのがよいし、さらに前記蓋体２３に開口
２１を下端面とする傾斜面からなる窪み凹部２２を形成したことで、排水ホースＢを誘導
案内して収納でき洗濯機から床面の排水口に排水をスムーズに排出することができると共
に、洗濯機排水ホースの収まりもよく洗い場などの床面での場所を取らずにコンパクトで
体裁良好な形態で用いることができる。また、前記蓋体２３が目視可能の構成とされ防水
パン内部を透視できるようにしたことで、床面或いはキャビネット内での設置も簡便に行
うことができ、点検時にも透視して洗濯機用排水トラップや防水パンの状況の確認ができ
取扱い並びに施工管理の簡易化が図れる。
【００３２】
　さらに、前記蓋体２３を被せた防水パン１０の周囲に位置する縁取り化粧板の前記カバ
ー２３１は、前記防水パン１０の周囲に突設されるフランジ部を載置する載置面を有する
チャンネル材（樹脂或いは木材）からなる枠状台部材２４を介在して、該枠状台部材２４
の数カ所に設けた上下に貫通する取付孔２５に差し込んだ取付けネジによって、前記防水
パン１０と共に床面上に固着するのがよく、取付部分のネジ頭を前記蓋体２３によって被
せるか或いは貫通して取扱い装飾用の化粧カバーとしてリビングに適合した体裁良好な形
態にするように配備してある。　
【００３３】
　図１０に示す第３の実施例では、前記排水トラップ本体１を周壁部１０２と洗濯機受台
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部１０３とのある防水パン１０に備えたもので、洗濯機の排水を外部に漏れることなく受
けて排出できる防水パンの排水口に定着され、目皿６を防水パンの底面に水平状態に配備
した例で、横引き接続部１１のある排水トラップ本体１は、前例と同様な構成のもの、即
ちトラップ機能をはたすものを用いたものからなり、排水ホース取付用のホースジョイン
ト５のあるごみよけ目皿６を目皿受７に着脱自在にねじ込み或いは嵌合配備してある。
　そして、ホースジョイント５の他端開口のホース受けパイプに洗濯機の排水ホースＢを
挿入接続すれば、排水トラップの施工作業を終了することができる。
　この防水パン１０の排水口は、目皿６で覆われていてこれを取り外せば、排水トラップ
本体１からトラップ機能をはたす案内筒と封水筒および排水カップを取り除くことができ
、排水管Ａを高圧洗浄等の清掃整送も容易に行えるし、排水ホースＢのホースジョイント
５も目皿６に回転自在に連結して洗濯機排水ホースＢとの取扱いを簡易にすることができ
る。　また、前記排水ホースＢは、ホース固定バンドなどによってホースジョイント５に
嵌挿入状態を維持できるようにするのがよく、排水トラップ本体１にトラップ機能をはた
す機構を組み込み式に備えているので、さびることがなく、清潔性を大いに維持すること
ができるとともに取扱いがきわめて容易となる。
【００３４】
　図１１に示す第４実施例では、前記排水トラップ本体１を防水パン１０に備えるのに、
第１実施例或いは第２実施例の防水パン１０を上下に対向する天板２７と底板２８と、こ
の間に側板２６を有するボックス状のキャビネット３０の底板２８に直接または前記枠状
台部材を介して固着配備されていて、排水は外部や周囲に溢れることなくキャビネット３
０内で安全に処理でき、排水管の下流側からの臭気の逆流も確実に止めることができるほ
か住宅内の流し場を汚すこともなく見栄えのよい環境作りに寄与する形態で用いられるよ
うになっている。
　このキャビネット３０には、ドア３１を開閉自在に配備すると共に、キャビネット内に
棚受部或いはスライドレールを介して棚板３２が取外自在或いは移動自在に適宜間隔に配
備されていて、洗濯作業に際して付帯して使用したり、或いは取扱上用いられる用品例え
ば洗剤や清掃用具や洗濯物などの置場の確保やその整理、管理を簡便に行え、汚らしく不
快な感じを与えずに見栄えがよく処理でき洗濯機周囲の体裁も良好に維持できるようにす
るのがよい。また、前記防水パン１０は、キャビネット３０の底板２８に固着配備されて
いるので、排水設備配管の全面的な交換が必要となるまでの期間内に実施される点検、清
掃並びに補修の維持管理が簡単に行える形態となる。　　　　　　　　　　　　　　　　
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明に係る洗濯機排水トラップを示し、（ａ）はその縦断面図、（ｂ）はその
一部の詳細を示す拡大縦断面図である。
【図２】図１の例の洗濯機排水トラップを示し、（ａ）はその側面図、（ｂ）はその平面
図である。
【図３】図１の例の洗濯機排水トラップを示し、（ａ）は図１のＸ－Ｘ線における縦断面
図、ｂ）はそのｅ部の詳細を示す拡大縦断面図、（ｃ）は図１のＸ１－Ｘ１線における横
断面図である。
【図４】図１の例で用いられる案内管を示し、（ａ）はその縦断面図（ｂ）はその側面図
、（ｃ）はその平面図、（ｄ）はその底面図である。
【図５】図１の例のホースジョイントを示し、（ａ）はその一部を切断した側面図、（ｂ
）はその底面図、（ｃ）はその正面図である。
【図６】図１の例で用いられる目皿を示し、（ａ）はその平面図（ｂ）はその側面図、（
ｃ）はＹ－Ｙ線における縦断面図、（ｄ）はＺ－Ｚ線における縦断面図である。
【図７】図１の例で用いられる目皿受を示し、（ａ）はその平面図（ｂ）はその側面図、
（ｃ）は縦断面図である。
【図８】本発明に係る洗濯機排水トラップの第２実施例を示し、（ａ）はその平面図、（
ｂ）はその縦断面図である。
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【図９】図８の例の洗濯機排水トラップの分離状態の斜視図である。
【図１０】本発明に係る洗濯機排水トラップの第３実施例を示し、（ａ）はその平面図、
（ｂ）はその縦断面図である。
【図１１】本発明に係る洗濯機排水トラップの第４実施例を示し、（ａ）はその一部を切
断した側面図、（ｂ）はその一部を切断した正面図である。
【符号の説明】
【００３６】
　Ａ　　排水管　　
　Ｂ　　排水ホース
　１　　排水トラップ本体
　２　　封水カップ　
　３　　封水筒　　　
　３１　下端開口部
　３２　テーパー筒部
　４　　案内筒　
　４１　下端開口部
　４２　嵌合凹面部
　５　　ホースジョイント
　５１　フランジ　
　５２　環状突条部
　６　　目皿　
　７　　目皿受　
　７１　目印　　　
　８　　翼片　　
　９　　流出スリット
１０　　防水パン
１１　　接続部
１２　　凸面部
１３　　フランジ　　　
１４　　消泡リブ
１５　　外環板
１６，１７　　シール部材　
１８　　凹凸係合部　　　
１９　　仮止め部　
２０　　指挿入凹部　
２１　　開口
２２　　窪み凹部　
２３　　蓋体
２４　　枠状台部材
２５　　取付孔　
２６　　側板　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２７　　天板　
２８　　底板
３０　　キャビネット
３１　　扉
３２　　棚板
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