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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　凸部を有し、ノズル開口部を通じて進退可能に設けられた局部洗浄ノズルと、
　前記局部洗浄ノズルを進退させる駆動制御装置と、
　前記ノズル開口部に対して回動可能に取り付けられており、局部洗浄ノズルが前進する
と当該局部洗浄ノズルに押されて前記ノズル開口部を開状態とし、前記局部洗浄ノズルを
後退させると前記ノズル開口部を閉状態とするシャッタと、
　を備え、
　前記駆動制御装置は、所定の位置まで進出した前記局部洗浄ノズルを後退させる前に、
前記局部洗浄ノズルを前進させて前記凸部で前記シャッタを押圧することで前記シャッタ
の角度を所定の角度に調整する調整機能を備え、
　前記凸部は、前記局部洗浄ノズルの先端に設けられた突起部である、
　局部洗浄装置。
【請求項２】
　前記局部洗浄ノズルが２つ設けられており、
　前記駆動制御装置は、一方の局部洗浄ノズルを前記所定の位置から後退させる場合に、
他方の局部洗浄ノズルを進出させて、前記他方の局部洗浄ノズルの前記凸部で前記シャッ
タを押圧することで前記シャッタの角度を所定の角度に調整する調整機能を備えている請
求項１に記載の局部洗浄装置。
【請求項３】
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　前記局部洗浄ノズルは、先端側に吐出孔が形成された先端部が設けられた筒状の第１ノ
ズルと、本体側に設けられ、第１ノズルが内側において進退可能に構成された筒状の第２
ノズルとを備え、
　前記凸部は、前記第１ノズルの上面と前記第２ノズルの上面との間の段差である請求項
１又は請求項２に記載の局部洗浄装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、局部洗浄装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、洗浄大便器には、用便後に局部を洗浄するための局部洗浄装置を備えたものがあ
る。局部洗浄装置は、リモコン操作などに応じて、ノズル開口部から局部洗浄ノズルを便
器本体の内側に進出させ、先端のノズル口から温水を噴出する。ただし、先端のノズル口
から温水を噴出すると、その温水の小水や塵埃等の汚れ成分がノズル開口部を介して局部
洗浄装置内に流入する場合がある。
【０００３】
　そこで、自装置内への小水や塵埃等の汚れ成分の流入を防止するために、ノズル開口部
を開閉するシャッタを備える局部洗浄装置が提案されている（例えば、特許文献１参照）
。
【０００４】
　以下に、従来の局部洗浄ノズルの進退動作について説明する。図２２は、従来の局部洗
浄ノズルの進退動作について説明する図である。
【０００５】
　図２２に示すように、従来の局部洗浄装置１００は、局部洗浄ノズル２００は、ケース
２０２に収納されており、先端に位置する先端部２０１に洗浄水を吐出する吐出孔を備え
る。そして、局部洗浄ノズル２００は、後端側から供給されて内部を流通した洗浄水が吐
出孔から所定の方向に吐出するように構成されている。また、この局部洗浄装置１００は
、自装置内への小水や塵埃等の汚れ成分の流入を防止するために、ノズル開口部３００を
開閉するシャッタ１０１を備える。
【０００６】
　シャッタ１０１は、バネ部材（不図示）を介して局部洗浄装置に連結されている。すな
わち、シャッタ１０１には、バネ部材によってシャッタ１０１を閉じる方向に付勢する力
が作用している。
【０００７】
　また、シャッタ１０１の背面１０１ａには、局部洗浄ノズル２００に対向する位置に突
起１０２が設けられている。この突起１０２は、下方に向かうに従い漸次背面に近づく傾
斜面１０２ａを備える。このため、局部洗浄ノズル２００が進出して突起１０２に先端部
２０１が当接する（図２２（ａ））。そして、局部洗浄ノズル２００がさらに進出すると
、局部洗浄ノズル２００の先端部２０１により突起１０２の傾斜面が押圧される。これに
より、シャッタ１０は、背面１０１ａを下方に向けるように上方に回動し、所定の位置に
保持される（図２２（ｂ））。このように、ノズル開口部３００が開き、ケース２０２か
ら便器本体の内側に局部洗浄ノズル２００を進出させることで、局部洗浄ノズル２００の
先端部から洗浄水の温水を吐出しユーザの局部を洗浄したり、ユーザが局部洗浄ノズル２
００を掃除することができる。
【０００８】
　また、局部洗浄ノズル２００を後退させると、シャッタ１０１は、バネ部材の付勢力に
より後方に退避しつつ回動する。これにより、局部洗浄ノズル２００の先端部２０１が突
起１０２に当接する。そして、局部洗浄ノズル２００がさらに後退すると、局部洗浄ノズ
ル２００の先端部が突起１０２と離間し、シャッタ１０１がノズル開口部３００を閉鎖す
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る。
【０００９】
　また、局部洗浄装置１００は、局部洗浄ノズル２０のメンテンス時には、局部洗浄ノズ
ル２００を進出させた状態で保持することで、局部洗浄ノズル２００を清掃可能に構成さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特許第５８７９８４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、シャッタ１０１は、バネ部材によって局部洗浄装置１００に接続されて
いるため、メンテンス時等にユーザにより外力が加わるとシャッタ１０１の位置や角度が
変わってしまう場合がある。したがって、図２３に示すように、局部洗浄ノズル２００が
進出した状態において、外力によりシャッタ１０１の位置が所定の位置からずれる場合が
ある。この場合に、局部洗浄ノズル２００を後退させると、局部洗浄ノズル２００の先端
部２０１がシャッタ１０１に引っ掛かり、スムーズに局部洗浄ノズル２００をケース２０
２内に収納することができない場合がある。
【００１２】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、その目的は、局部洗浄ノズルの先
端部がシャッタに引っ掛けることなく、その局部洗浄ノズルを収納することができる局部
洗浄装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の一態様は、凸部を有し、ノズル開口部を通じて進退可能に設けられた局部洗浄
ノズルと、前記局部洗浄ノズルを進退させる駆動制御装置と、前記ノズル開口部に対して
回動可能に取り付けられており、局部洗浄ノズルが前進すると当該局部洗浄ノズルに押さ
れて前記ノズル開口部を開状態とし、前記局部洗浄ノズルを後退させると前記ノズル開口
部を閉状態とするシャッタと、を備え、前記駆動制御装置は、所定の位置まで進出した前
記局部洗浄ノズルを後退させる前に、前記局部洗浄ノズルを前進させて前記凸部で前記シ
ャッタを押圧することで前記シャッタの角度を所定の角度に調整する調整機能を備え、前
記凸部は、前記局部洗浄ノズルの先端に設けられた突起部である、局部洗浄装置である。
【００１４】
　また、本発明の一態様は、上述の局部洗浄装置であって、前記局部洗浄ノズルが２つ設
けられており、前記駆動制御装置は、一方の局部洗浄ノズルを前記所定の位置から後退さ
せる場合に、他方の局部洗浄ノズルを進出させて、前記他方の局部洗浄ノズルの前記凸部
で前記シャッタを押圧することで前記シャッタの角度を所定の角度に調整する調整機能を
備えている。
【００１５】
　また、本発明の一態様は、上述の局部洗浄装置であって、前記局部洗浄ノズルは、先端
側に吐出孔が形成された先端部が設けられた筒状の第１ノズルと、本体側に設けられ、第
１ノズルが内側において進退可能に構成された筒状の第２ノズルとを備え、前記凸部は、
前記第１ノズルの上面と前記第２ノズルの上面との間の段差である。
【発明の効果】
【００１７】
　以上説明したように、本発明によれば、局部洗浄ノズルの先端部がシャッタに引っ掛け
ることなく、その局部洗浄ノズルを収納することができる局部洗浄装置を提供することが
できる。
【図面の簡単な説明】
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【００１８】
【図１】第１の実施形態における局部洗浄装置４を備えた便器装置Ａを示す斜視図である
。
【図２】第１の実施形態における便器装置Ａの便座部３とカバーケース６を取り除いた状
態を示す斜視図である。
【図３】第１の実施形態における局部洗浄装置４の概略構成の一例を示す図である。
【図４】第１の実施形態における便器装置（局部洗浄装置４）Ａの局部洗浄ノズル７，８
を示す斜視図である。
【図５】第１の実施形態における局部洗浄ノズル７，８の概略構成の一例を示す図である
。
【図６】第１の実施形態におけるシャッタユニット１７の概略構成の一例を示す図である
。
【図７】第１の実施形態におけるシャッタユニット１７を示す斜視図であり、シャッタ１
０を上方に開いた状態を示す図である。
【図８】第１の実施形態におけるシャッタユニット１７を示す斜視図であり、シャッタ１
０を下方に開いた状態を示す図である。
【図９】第１の実施形態におけるシャッタユニット１７のシャッタベース２０をノズルユ
ニット１１に係合させてノズル開口部９に設置した状態を示す側断面図である。
【図１０】第１の実施形態におけるシャッタアーム２１のアーム部とシャッタベース２０
の接続部分を示す側断面図である。
【図１１】第１の実施形態におけるシャッタアーム２１を示す斜視図である。
【図１２】第１の実施形態におけるシャッタ１０を上方と下方の二方向に開いた状態を示
す側面図である。
【図１３】第１の実施形態における駆動制御装置１９が吹出口４２が開放した状態を示す
図である。
【図１４】第１の実施形態における本実施形態における局部洗浄ノズル７の進退動作を説
明する図である。
【図１５】第１の実施形態におけるシャッタ１０が所定の位置まで回動した状態を示す図
である。
【図１６】第１の実施形態におけるシャッタ１０が所定の位置からずれた状態を示す図で
ある。
【図１７】第１の実施形態におけるシャッタ１０を凸部で押圧する状態を示す図である。
【図１８】第１の実施形態における局部洗浄ノズル８の進退動作を説明する図である。
【図１９】第２の実施形態における便器装置Ｂを示す斜視図である。
【図２０】従来の温風を拭き出す場合における温風局部洗浄ノズルの進退動作について説
明する図である。
【図２１】第２の実施形態における局部洗浄ノズル８の進退動作を説明する図である。
【図２２】従来の局部洗浄ノズルの進退動作について説明する図である。
【図２３】従来の局部洗浄ノズルの進退動作において、局部洗浄ノズル２００の先端部２
０１がシャッタ１０１に引っ掛かる状態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範
囲にかかる発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組
み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。なお、図面において、同一
又は類似の部分には同一の符号を付して、重複する説明を省く場合がある。
【００２０】
　以下、実施形態の局部洗浄装置を、図面を用いて説明する。
【００２１】
（第１の実施形態）
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　図１は、第１の実施形態における局部洗浄装置４を備えた便器装置Ａを示す斜視図であ
る。また、図２は、第１の実施形態における便器装置Ａの便座部３とカバーケース６を取
り除いた状態を示す斜視図である。図１及び図２に示すように、便器装置Ａは、便器本体
１、洗浄機構部２、便座部３及び局部洗浄装置４を備える。
【００２２】
　便器本体１は、便鉢のボウル部１ａ、リム部１ｂ及び封水部１ｃを備える。リム部１ｂ
は、ボウル部１ａの上部に設けられ、便器本体１の内側に突出しつつ外周縁を形成する。
【００２３】
　洗浄機構部２は、便器本体１の後部側に設けられ、例えば使用者によるリモコン操作を
検知して便器本体１内に洗浄水を吐出させる。具体的には、洗浄機構部２は、便器本体１
の後部側に着脱可能に一体に設けられている。また、洗浄機構部２は、カバーケース６内
に収容して設けられている。洗浄機構部２は、例えばリモコン操作によって洗浄水流路を
開閉制御するコントロールバルブや電磁バルブなどの開閉弁を備える。洗浄機構部２は、
この開閉弁によって便器本体１のリム部１ｂに洗浄水を流すリム吐水、便器本体１のボウ
ル部１ａや封水部１ｃに洗浄水を流すジェット吐水の切替、その吐水流量の制御等を行う
。
【００２４】
　便座部３は、便座３ａ及び便蓋３ｂを備える。便座部３は、カバーケース６に着脱可能
に接続される。便座部３は、横方向Ｔ１に延びる回動軸Ｏ１周り（上下方向）に回動自在
に設けられている。
　カバーケース６は、便器本体１の後部上面に設置されるベース（ベースプレート）６ａ
と、ベース６ａに組み付けられて収容空間を形成するカバー（外殻体）６ｂとを備えて構
成されている。
【００２５】
　局部洗浄装置４は、洗浄機構部２とともにカバーケース６内に収容して設けられている
。図３は、第１の実施形態における局部洗浄装置４の概略構成の一例を示す図である。
　図３に示すように、局部洗浄装置４は、ノズルユニット１１、シャッタユニット１７、
駆動制御装置１９、温水供給ユニット、温風乾燥ユニット（温風乾燥装置）１２及び脱臭
ユニット（脱臭装置）１３を備える。
【００２６】
　ノズルユニット１１は、カバーケース６のベース６ａの中央に配置されている。
　ノズルユニット１１は、局部洗浄ノズル（ツインノズル）７，８及びノズルカバー１５
を備える。
　局部洗浄ノズル（ツインノズル）７，８は、肛門洗浄用ノズルとビデ用ノズルの一対の
局部洗浄ノズルである。本実施形態では、局部洗浄ノズル７が肛門洗浄用ノズルであり、
局部洗浄ノズル８がビデ用ノズルである。
【００２７】
　本実施形態の局部洗浄ノズル７，８は、前方に向かうに従い漸次下方に傾斜し、互いに
軸線Ｏ２方向を同方向に向けて平行に配設されている。
　図４は、第１の実施形態における便器装置（局部洗浄装置４）Ａの局部洗浄ノズル７，
８を示す斜視図である。図５は、第１の実施形態における局部洗浄ノズル７，８の概略構
成の一例を示す図である。
【００２８】
　図４，図５に示すように、各局部洗浄ノズル７，８の先端に先端部５０が配置される。
　先端部５０は、洗浄水を吐出する吐出孔１６が形成されている。これにより各局部洗浄
ノズル７，８は、後端側から供給されて内部を流通した洗浄水が吐出孔１６から所定の方
向に吐出する。また、先端部５０の上面における第１ノズル６０側には凸部として突起部
５１が形成されている。なお、本実施形態において、各局部洗浄ノズル７，８の先端部５
０の一部に突起部５１がある場合について説明したが、これに限定されない。例えば、局
部洗浄ノズル７，８の先端部５０全体が突起部として形成されてもよい。
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【００２９】
　また、局部洗浄ノズル７，８は、先端側に筒状に形成された第１ノズル６０と、本体側
（洗浄機構部２側）に設けられ第１ノズル６０が進退可能に構成された筒状の第２ノズル
７０とを備える。
　具体的には、第２ノズル７０は、軸線Ｏ２方向（前後方向Ｔ２）に、第１ノズル６０が
内側において進退自在に構成されている。したがって、図５に示すように、第１ノズル６
０の上面と第２ノズル７０の上面との間には、凸部として段差８０が形成されることにな
る。なお、第２ノズル７０は、所定の位置に固定されておらず、第１ノズル６０が軸線Ｏ
２方向に進出するに伴い、第２ノズル７０も進出可能である。
【００３０】
　したがって、局部洗浄ノズル７，８は、例えばリモコン操作によって便器本体１内に進
出する。そして、局部洗浄ノズル７，８はそれぞれ、洗浄時にノズル開口部９から前方に
進出して便器本体１の内側に突出し、洗浄後にノズル開口部９を通じてノズルカバー１５
及びカバーケース６内に退避して保持される。ここで、本実施形態では前後方向Ｔ２は略
前後の方向を含むものとして説明を行う。
【００３１】
　図３に戻り、駆動制御装置１９は、一対の局部洗浄ノズル７，８をそれぞれ個別に軸線
Ｏ２方向に進退する。例えば、駆動制御装置１９は、ラックとモータとを有するラックピ
ニオン機構を備える。本実施形態では、各局部洗浄ノズル７，８の下面にラックが一体形
成され、ラックをモータの回転軸に取り付けたピニオンに噛合して局部洗浄ノズル７，８
が配設されている。これにより、駆動制御装置１９は、リモコン操作などに応じてモータ
及びピニオンが一方向に回転することで、局部洗浄ノズル７，８を軸線Ｏ２方向前方に進
出移動させる。したがって、局部洗浄ノズル７，８がノズル開口部９を通じて便器本体１
の内側に突出する。また、駆動制御装置１９は、リモコン操作などに応じてモータ及びピ
ニオンが他方向に回転することで、局部洗浄ノズル７，８を軸線Ｏ２方向後方に退避移動
させる。したがって、ノズル開口部９を通じて局部洗浄ノズル７，８がノズルカバー１５
及びカバーケース６内に収容される。
【００３２】
　シャッタユニット１７は、一対の局部洗浄ノズル７，８がカバーケース６内に退避した
状態でノズル開口部９を閉じることで、汚物、洗浄水の飛沫などが局部洗浄ノズル７，８
にかかったり、内部に入り込むことを防止する。また、シャッタユニット１７は、シャッ
タユニット１７は、局部洗浄ノズル７，８の進出とともに回動してノズル開口部９を開く
。
【００３３】
　図６は、第１の実施形態におけるシャッタユニット１７の概略構成の一例を示す図であ
る。図７は、第１の実施形態におけるシャッタユニット１７を示す斜視図であり、シャッ
タ１０を上方に開いた状態を示す図である。図８は、第１の実施形態におけるシャッタユ
ニット１７を示す斜視図であり、シャッタ１０を下方に開いた状態を示す図である。図９
は、第１の実施形態におけるシャッタユニット１７のシャッタベース２０をノズルユニッ
ト１１に係合させてノズル開口部９に設置した状態を示す側断面図である。
【００３４】
　図６～図９に示すように、シャッタユニット１７は、シャッタベース２０、シャッタア
ーム２１、シャッタ受け２２及びシャッタ１０を備える。
【００３５】
　シャッタベース２０は、カバーケース６のベース６ａのノズル開口部９に着脱可能に位
置決め固定する。シャッタベース２０は、第１ベース２３及び第２ベース２４を備える。
【００３６】
　第１ベース２３は、シャッタユニット１７の最後部に設けられる。
　第１ベース２３は、本体部２３ａ及びアーム保持部２３ｂを備える。
【００３７】
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　また、第１ベース２３の本体部２３ａは、上端側の幅方向中央から両側部のそれぞれの
側に所定の間隔をあけた位置に、背面から後方に延設された一対の係合部２６を備え、こ
れら一対の係合部２６の間にノズルカバー１５に形成された凸部を係合させることにより
、ノズルカバー１５に係合するように構成されている。
【００３８】
　アーム保持部２３ｂは、本体部２３ａの幅方向（横方向Ｔ１）両側部にそれぞれ設けら
れている。アーム保持部２３ｂは、第１ベース２３の本体部２３ａの幅方向両側部にそれ
ぞれ一体に配設される。アーム保持部２３ｂは、断面略方形状の筒状に形成され、前面側
と背面側にそれぞれ開口するように前面側から背面側に向かう前後方向Ｔ２に中心軸線方
向を向けて延設されている。
【００３９】
　第２ベース２４は、本体部２４ａ、ベース係合部（係合部）２４ｂ及びアーム挿通部２
４ｃを備える。
　第２ベース２４の本体部２４ａは、幅方向中央を間にした左右に、前面から背面に貫通
し、一対の局部洗浄ノズル７，８をそれぞれ挿通させて進退させるための一対のノズル挿
通部２８を設けて形成されている。
　また、第２ベース２４の本体部２４ａは、その上端の幅方向両側に背面から前面側に凹
み、背面に雌ネジの螺刻が施された雌ネジ孔が穿設されている。
【００４０】
　ベース係合部（係合部）２４ｂは、カバーケース６のベース６ａに係合する。
　アーム挿通部２４ｃは、本体部２４ａの幅方向両側部にそれぞれ設けられている。アー
ム挿通部２４ｃは、前面側と背面側にそれぞれ開口するように前面側から背面側に向かう
前後方向Ｔ２に延設されている。
【００４１】
　上記の第１ベース２３と第２ベース２４は、第１ベース２３の前面に第２ベース２４の
背面を面接触させつつ所定の相対位置に配設した接合状態で互いに係合し、上下方向Ｔ３
及び横方向Ｔ１の相対移動を規制した状態で保持される。
【００４２】
　また、第１ベース２３と第２ベース２４を接続した状態で、第１ベース２３のアーム保
持部２３ｂと第２ベース２４のアーム挿通部２４ｃが互いの中心軸線を同軸上に配して連
通するように配設される。
【００４３】
　また、第１ベース２３と第２ベース２４を接続してなるシャッタベース２０は、カバー
ケース６のベース６ａ上の所定位置に配設すると、第２ベース２４のアーム挿通部２４ｃ
の上端側に設けられた雌ネジ孔２９がベース６ａに設けられたネジ挿通孔と連通し、ネジ
挿通孔を通じて雌ネジ孔２９にネジを締結することによってベース６ａの所定位置に固定
するように構成されている。
【００４４】
　図１０は、第１の実施形態におけるシャッタアーム２１のアーム部とシャッタベース２
０の接続部分を示す側断面図である。図１１は、第１の実施形態におけるシャッタアーム
２１を示す斜視図である。
【００４５】
　図１０，図１１に示すように、シャッタアーム２１は、軸線Ｏ３方向を横方向Ｔ１に向
けて配設される軸部３５と、軸部３５の両端部側のそれぞれに前端側（一端側）を接続し
、軸部３５の軸線Ｏ３に直交する方向に且つ平行に延設される断面略方形状の一対のアー
ム部３６とを備えて略コ字状に形成されている。なお、アーム部３６は必ずしも断面略方
形状で形成することに限定しなくてもよい。
【００４６】
　本実施形態では、シャッタアーム２１の軸部３５が、円柱棒状に形成されるとともに、
外面から突出し、シャッタ受け２２を保持するための係止片部３５ａを備えて形成されて
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いる。
【００４７】
　アーム部３６の後端側（他端側）には、シャッタアーム２１をカバーケース内の後方に
付勢するようにベース６ａとアーム部３６とにバネ部材（不図示）をアーム保持部２３ｂ
の後端側の開口を通じて着脱可能に引っ掛けて接続するためのバネ接続部３６ａが突設さ
れている。
【００４８】
　また、一対のアーム部３６はそれぞれ後端側（バネ接続部３６ａよりも前端側）に（回
動部３７を備える。回動部３７は、上方回動面３７ａ及び下方回動面３７ｂを備える。上
方回動面３７ａは、上面から上方に延び、同心円の円弧面状に形成されている。また、下
方回動面３７ｂは、下面から下方に延び、同心円の円弧面状に形成されている。
　この回動部３７の上方回動面３７ａ及び下方回動面３７ｂは、アーム挿通部２４ｃの上
方回動係止面３１及び下方回動係止面３２と同じ曲率半径の円弧面として形成されている
。
【００４９】
　また、各アーム部３６は、下面の幅方向略中央に、下面から下方に突出し、アーム部３
６の延設方向の前後方向Ｔ２に延びるリブ３８を備えている。リブ３８は、アーム部３６
の先端よりも回動部３７側から、回動部３７よりも先端側までの所定の長さ範囲に設けら
れている。また、このリブ３８は、支持突部３８ａ及び傾斜部３８ｂを備える。
　支持突部３８ａは、前端から突出長を一定にして後端側に延び、アーム部３６の進退時
にアーム部３６の軸線Ｏ４方向（延設方向）の向きを一定に保持する。
　傾斜部３８ｂは、支持突部３８ａから後端に向かうに従い突出長が小さくなる。
【００５０】
　図７，図８に戻り、シャッタ受け２２は、正面視で横長の略矩形板状に形成されている
。
　シャッタ受け２２は、第１当接回動部４０及び第２当接回動部４１を備える。
【００５１】
　第１当接回動部４０は、シャッタ受け２２の背面に設けられている。第１当接回動部４
０は、ノズルユニット１１の肛門洗浄用の一方の局部洗浄ノズル（一方のシャッタ操作部
）７が前方に進出した際にこの一方の局部洗浄ノズル７の先端部が当接する位置に第１当
接回動部４０が設けられている。
　第２当接回動部４１は、シャッタ受け２２の背面に設けられている。第２当接回動部４
１は、ビデ用ノズルの他方の局部洗浄ノズル（他方のシャッタ操作部）８が前方に進出し
た際にこの他方の局部洗浄ノズル８の先端部が当接する位置に設けられている。
【００５２】
　第１当接回動部４０と第２当接回動部４１はそれぞれ、シャッタ受け２２の背面から後
方に突出して形成されている。第１当接回動部４０は、一方の局部洗浄ノズル７が当接す
る部分に下方に向かうに従い漸次背面に近づく傾斜面４０ａを備えて形成されている。第
２当接回動部４１は、他方の局部洗浄ノズル８が当接する部分が下方に向かうに従い漸次
背面から後方に離れる逆傾斜面４１ａを備えて形成されている。
【００５３】
　シャッタ１０は、横長の正面視略長方形状で形成されるとともに、ノズル開口部９を閉
じた状態における上下方向中央部が前方に僅かに膨出するように湾曲する断面略円弧状に
形成されている。
【００５４】
　図１２は、第１の実施形態におけるシャッタ１０を上方と下方の二方向に開いた状態を
示す側面図である。
　図１２に示すように、シャッタ１０は、シャッタ受け２２の前方に重ねて配設されると
ともにシャッタアーム２１に着脱可能に且つ回動可能に接続して配設される。したがって
、局部洗浄ノズル７の先端部が第１当接回動部４０に当接し前方に進出すると、シャッタ
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１０がノズル開口部に対して上方に回動する。
　また、局部洗浄ノズル８の先端部が第２当接回動部４１に当接し前方に進出すると、シ
ャッタ１０がノズル開口部９に対して下方に回動する。
【００５５】
　図３に戻り、第１の実施形態における温水供給ユニットは、ノズルユニット１１の各局
部洗浄ノズル７，８に配管で接続されている。そして、温水供給ユニットは、制御基板か
らの動作指令に基づいて駆動し、所定の温度に調温された温水を洗浄水として局部洗浄ノ
ズル７，８に供給するように構成されている。
【００５６】
　温風乾燥ユニット１２は、温風乾燥ユニット１２は、カバーケース６内に収納されてい
る。温風発生装置１２ａ及び温風ダクト１２ｂを備える。温風ダクト１２ｂは、ノズル開
口部９に並んで開口する吹出口４２に接続して設けられている。
【００５７】
　温風発生装置１２ａは、ファン１２ｃ及びヒータ１２ｄを備える。ファン１２ｃは、温
風ダクト１２ｂの途中に設けられている。ヒータ１２ｄは、温風ダクト１２ｂのファン１
２ｃよりも吹出口４２側に設けられている。
【００５８】
　温風発生装置１２ａは、ファン１２ｃの駆動によって吸い込んだ空気（外気）が温風ダ
クト１２ｂを流通し、この空気をヒータ１２ｄで所定の温度に加熱するとともに吹出口４
２から前方の所定の方向、位置に吹き出すように構成されている。なお、温風乾燥ユニッ
ト１２は、吹出口４２から内部への飛沫の浸入を防止するために、吹出口４２の前面にシ
ャッタ１０が設置されている。
【００５９】
　図１３に示すように、温風発生装置１２ａにより吹出口４２から温風を拭き出す場合に
は、駆動制御装置１９は、局部洗浄ノズル８を予め設定された吹き出し位置まで進出させ
る。これにより、シャッタ１０がノズル開口部９に対して下方に回動し、吹出口４２が開
放する。したがって、温風発生装置１２ａは、便座部３に着座したユーザの局部に温風を
吹き出すことができる。
【００６０】
　図３に戻り、脱臭ユニット１３は、脱臭ダクト１３ａ、ファン（送風機）１３ｂ、脱臭
カートリッジ１３ｃ及び除菌ユニット１３ｄを備える。
【００６１】
　脱臭ダクト１３ａは、ノズル開口部９に並んで開口する吸込口４３（本実施形態では吹
出口４２と上下に並設）に上流側の一端を接続し、ノズル開口部９に並んで開口する吹出
口４４に下流側の他端を接続して設けられている。
【００６２】
　ファン（送風機）１３ｂは、脱臭ダクト１３ａの中途に設けられている。
　脱臭カートリッジ１３ｃは、ファン１３ｂよりも上流側の脱臭ダクト１３ａ内に配置さ
れている。脱臭カートリッジ１３ｃは、例えば、活性炭等の吸着型の脱臭剤を備え、通過
する空気に含まれる臭気を脱臭剤によって取り除く。なお、脱臭剤は、脱臭が可能であれ
ば特に限定する必要はない。例えば触媒であってもよく、光触媒のように紫外線等の光線
を照射することによって物質を分解する分解型の脱臭剤であってもよい。
【００６３】
　除菌ユニット１３ｄは、ファン１３ｂよりも下流側に配置されている。
　除菌ユニット１３ｄは、例えば、除菌イオンを発生させ、浮遊菌の繁殖を抑制し、且つ
除菌するものである。除菌ユニット１３ｄとしては、空気を電離させてプラスイオンとマ
イナスイオンを生じさせ、そのプラスイオンとマイナスイオンにより浮遊菌を取り囲んで
不活化するものが好適である。
【００６４】
　次に、本実施形態における局部洗浄ノズル７，８の進退動作について、説明する。第１
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の実施形態では、局部洗浄ノズル７，８の清掃モードにおいて、局部洗浄ノズル７，８を
進退させる場合について、説明する。まずは、局部洗浄ノズル７の進退動作について、説
明する。
【００６５】
＜局部洗浄ノズル７の進退動作＞
　図１４は、本実施形態における局部洗浄ノズル７の進退動作を説明する図である。
　例えばユーザが時刻ｔ１に肛門洗浄ボタンをリモコン操作すると、駆動制御装置１９は
、リモコン操作されたことを検知すると、モータ及びピニオンを一方向に回転させて肛門
洗浄用ノズルである一方の局部洗浄ノズル７と、ビデ洗浄用ノズルである他方の局部洗浄
ノズル８とを前方のＢ地点まで進出させる。すなわち、駆動制御装置１９は、局部洗浄ノ
ズル７とビデ洗浄用ノズルとのぞれぞれの第１ノズル６０を進出させることで、局部洗浄
ノズル７とビデ洗浄用ノズルのぞれぞれの先端部５０をＢ地点まで進出させる。
【００６６】
　このとき、シャッタ受け２２の背面には、一方の局部洗浄ノズル７に対向する位置に下
方に向かうに従い漸次背面に近づく傾斜面４０ａを備えた第１当接回動部４０が設けられ
ている。このため、局部洗浄ノズル７の第１ノズル６０が進出して第１当接回動部４０の
傾斜面４０ａに先端が当接する。そして、局部洗浄ノズル７の第１ノズル６０がさらに進
出すると、第１当接回動部４０の傾斜面４０ａが押圧され、第１当接回動部４０（傾斜面
４０ａ）の形状に応じてシャッタ受け２２がその背面を下方に向けるように上方に回動す
る。そして、このシャッタ受け２２に重ねてシャッタ１０が設けられているため、シャッ
タ受け２２に押圧されて従動し、シャッタ１０もその背面を下方に向けるように上方に回
動する。なお、局部洗浄ノズル７とビデ洗浄用ノズルとを同時にＢ地点まで進出させるの
は、シャッタ１０を軸線Ｏ２方向に対して垂直に回動させるためである。
【００６７】
　駆動制御装置１９は、局部洗浄ノズル７とビデ洗浄用ノズルとのぞれぞれの第１ノズル
６０が前方のＢ地点まで進出させると、局部洗浄ノズル７の第１ノズル６０のみ進出動作
を継続する（時刻ｔ２）。すなわち、駆動制御装置１９は、局部洗浄ノズル７と局部洗浄
ノズル８とのぞれぞれの第１ノズル６０が前方のＢ地点まで進出させると、局部洗浄ノズ
ル８の第１ノズル６０のみ進出動作を停止する。
【００６８】
　そして、駆動制御装置１９は、局部洗浄ノズル７をＡ地点まで進出させる。したがって
、一方の局部洗浄ノズル７が進出し、自動的に、シャッタ１０がアーム部３６とともに回
動部３７周りに上方に回動し、且つその背面を下方に向けるようにシャッタアーム２１の
軸部３５の軸線Ｏ３周りにシャッタ受け２２とともに回動する。これにより、図１５に示
すように、ノズル開口部９が所定の位置まで回動し、開状態になる。
【００６９】
　駆動制御装置１９は、局部洗浄ノズル７がＡ地点まで進出すると、局部洗浄ノズル７の
第１ノズル６０の進出動作を停止させる（時刻ｔ３）。これにより、ユーザは、局部洗浄
ノズル７を清掃することが可能となる。ユーザは、局部洗浄ノズル７を清掃している場合
に、誤ってシャッタ１０に触れてしまい、シャッタ１０を所定の位置から図１６に示す位
置にずらしてしまったとする。すなわち、シャッタ１０は、外力により角度が変更し、下
方に回動したとする。この状態では、シャッタ１０の下端部が、突出部５１の上端部より
も下方に位置している。したがって、シャット１０をそのまま後退させると、局部洗浄ノ
ズル７の突起部５１がシャッタ１０の下端部に引っ掛かる。
【００７０】
　ユーザは、局部洗浄ノズル７の清掃が終了すると、局部洗浄ノズル７を収納させる指示
をリモコン操作により行う。駆動制御装置１９は、その指示を取得すると、局部洗浄ノズ
ル７をＡ地点からさらに進出させる（時刻ｔ４）。例えば、駆動制御装置１９は、局部洗
浄ノズル７を距離α分だけ進出させることで、Ａ＋α地点まで局部洗浄ノズル７を進出さ
せる（時刻ｔ５）。この距離αとは、駆動制御装置１９が局部洗浄ノズル７を進出させる
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ことで第２ノズル７０をノズル開口部９から進出させ、段差８０で第１当接回動部４０の
傾斜面４０ａを押圧可能な距離である。すなわち、図１７に示すように、駆動制御装置１
９は、第２ノズル７０をノズル開口部９から進出させ、段差８０で第１当接回動部４０の
傾斜面４０ａを押圧することで、シャッタ１０を上方に回動させ、シャッタ１０の角度を
所定の角度に調整する。例えば、駆動制御装置１９は、段差８０で第１当接回動部４０の
傾斜面４０ａを押圧することで、シャッタ１０を上方に回動させ、シャッタ１０の位置を
所定の位置に戻す。例えば、この所定の位置とは、シャッタ２０の下端が、突起部５１の
上端よりも上方に来る位置である。すなわち、駆動制御装置１９は、局部洗浄ノズル７を
後退させても突起部５１がシャット１０の下端に引っ掛かることがない位置にシャッタ１
０が来るように、段差８０で傾斜面４０ａを押圧する。これにより、局部洗浄ノズル７を
後退させても、局部洗浄ノズル７の突起部５１がシャッタ１０に引っ掛からずにその局部
洗浄ノズル７を収納することができる。
　なお、本実施形態では、段差８０で傾斜面４０ａを押圧する場合について説明したが、
これに限定されない。例えば、局部洗浄ノズル７，８の第１ノズル６０に凸部としての突
起を設けて、この突起で第１当接回動部４０の傾斜面４０ａを押圧してもよい。この場合
において、局部洗浄ノズル７，８が突出した状態ではシャッタ１０の内側に第１ノズル６
０の突起が位置している。なお、局部洗浄ノズル７の第１ノズル６０に突起を設ける場合
においては、局部洗浄ノズル７，８に第２ノズル７０が形成されていなくてもよいし、形
成されていてもよい。
【００７１】
　駆動制御装置１９は、局部洗浄ノズル７をＡ＋α地点まで進出させることでシャッタ１
０の角度を所定の角度に調整した後、局部洗浄ノズル７を後退させる（時刻ｔ６）。
　駆動制御装置１９は、局部洗浄ノズル７がＢ地点まで後退させると、その局部洗浄ノズ
ル７と局部洗浄ノズル８とをノズル開口部９を通じてカバーケース６に収納する（時刻ｔ
７）。
【００７２】
　次に、本実施形態における局部洗浄ノズル８の進退動作について、説明する。
【００７３】
＜局部洗浄ノズル８の進退動作＞
　図１８は、第１の実施形態における局部洗浄ノズル８の進退動作を説明する図である。
　例えばユーザが時刻ｔ１１に肛門洗浄ボタンをリモコン操作すると、駆動制御装置１９
は、リモコン操作されたことを検知する。駆動制御装置１９は、そのリモコン操作された
ことを検知すると、モータ及びピニオンを一方向に回転させて局部洗浄ノズル７と、局部
洗浄ノズル８とを前方のＢ地点まで進出させる（時刻Ｔ１２）。
【００７４】
　駆動制御装置１９は、局部洗浄ノズル７と局部洗浄ノズル８とを前方のＢ地点まで進出
させると、第１当接回動部４０の傾斜面４０ａに局部洗浄ノズル７の先端部５０が当接す
る。そして、駆動制御装置１９は、局部洗浄ノズル７と局部洗浄ノズル８とを前方のＢ地
点まで進出させると、局部洗浄ノズル８の進出動作を停止させるとともに、局部洗浄ノズ
ル７の進出動作を継続する。これにより、第１当接回動部４０の傾斜面４０ａが押圧され
、第１当接回動部４０（傾斜面４０ａ）の形状に応じてシャッタ受け２２がその背面を下
方に向けるように上方に回動する。そして、このシャッタ受け２２に重ねてシャッタ１０
が設けられているため、シャッタ受け２２に押圧されて従動し、シャッタ１０もその背面
を下方に向けるように上方に回動する。
【００７５】
　駆動制御装置１９は、局部洗浄ノズル７を地点Ｃまで進出させると、自動的に、シャッ
タ１０がアーム部３６とともに回動部３７周りに上方に回動し、且つその背面を下方に向
けるようにシャッタアーム２１の軸部３５の軸線Ｏ３周りにシャッタ受け２２とともに回
動する。これにより、ノズル開口部９が所定の位置まで回動し、開状態になる。
【００７６】
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　駆動制御装置１９は、ノズル開口部９が開状態になると、局部洗浄ノズル７の進出動作
を停止するとともに、局部洗浄ノズル８を進出させる（時刻ｔ１３）。すなわち、ビデ洗
浄の際には、一方の局部洗浄ノズル７がシャッタ１０を開き、シャッタ１０の下方に配さ
れた状態で止まり、それ以上便器本体１の内側に進出しないようにする。一方の局部洗浄
ノズル７でシャッタ１０を開いた段階で、ビデ洗浄用ノズルである他方の局部洗浄ノズル
８が前方に進出し、シャッタ１０に当接することなく便器本体１の内側の所定の位置であ
るＤ地点まで進出する。
【００７７】
　駆動制御装置１９は、局部洗浄ノズル８がＣ地点を超えＤ地点まで進出すると、局部洗
浄ノズル８の進出動作を停止させる（時刻ｔ１４）。これにより、ユーザは、局部洗浄ノ
ズル８を清掃することが可能となる。ここで、ユーザは、局部洗浄ノズル７を清掃してい
る場合に、誤ってシャッタ１０に触れてしまい、シャッタ１０を所定の位置からずらして
しまったとする。すなわち、シャッタ１０は、外力により角度が変更し、下方に回動した
とする。
【００７８】
　ユーザは、局部洗浄ノズル８の清掃が終了すると、局部洗浄ノズル７を収納させる指示
をリモコン操作により行う。駆動制御装置１９は、その指示を取得すると、局部洗浄ノズ
ル７をＣ地点からさらに進出させる（時刻ｔ１５）。例えば、駆動制御装置１９は、局部
洗浄ノズル７を距離β分だけ進出させることで、Ｃ＋β地点まで局部洗浄ノズル７を進出
させる。この距離βとは、駆動制御装置１９が局部洗浄ノズル７を進出させることで局部
洗浄ノズル７の突起部５１で第１当接回動部４０の傾斜面４０ａを押圧可能な距離である
。すなわち、駆動制御装置１９は、局部洗浄ノズル７をＣ地点から進出させ、突起部５１
で第１当接回動部４０の傾斜面４０ａを押圧させることで、シャッタ１０を上方に回動さ
せ、シャッタ１０の角度を所定の角度に調整する。これにより、局部洗浄ノズル８を後退
させても、局部洗浄ノズル８の先端部５０がシャッタ１０に引っ掛からずにその局部洗浄
ノズル８を収納することができる。
【００７９】
　駆動制御装置１９は、局部洗浄ノズル７をＣ＋β地点まで進出させることでシャッタ１
０の角度を所定の角度に調整した後、局部洗浄ノズル８をＤ地点から後退させる（時刻ｔ
１６）。
　駆動制御装置１９は、局部洗浄ノズル８がＣ地点まで後退させると、その局部洗浄ノズ
ル８の進退動作を停止するとともに、局部洗浄ノズル７をＣ＋β地点から進退させる（時
刻ｔ１７）。
　駆動制御装置１９は、局部洗浄ノズル７がＣ地点まで後退させると、その局部洗浄ノズ
ル７と局部洗浄ノズル８とをノズル開口部９を通じてカバーケース６に収納する（時刻ｔ
１８）。
【００８０】
　上述したように、第１の実施形態における局部洗浄装置４は、段差８０（凸部）を有し
、ノズル開口部を通じて進退可能に設けられた局部洗浄ノズル７と、局部洗浄ノズル７を
進退させる駆動制御装置１９と、回動可能に取り付けられており、局部洗浄ノズル７が前
進すると当該局部洗浄ノズル７に押されてノズル開口部９を開状態とし、局部洗浄ノズル
７を後退させるとノズル開口部９を閉状態とするシャッタ１０と、を備える。そして、駆
動制御装置１９は、所定の位置まで進出させた局部洗浄ノズル７を後退させる前に、当該
局部洗浄ノズル７を前進させて段差８０でシャッタ１０を押圧することでシャッタ１０の
角度を所定の角度に調整する。これにより、局部洗浄装置４は、シャッタ１０の角度が変
わっても、局部洗浄ノズル７を収納する前に一度局部洗浄ノズル７を前に進出させること
で、シャッタ１０の角度を局部洗浄ノズル７の戻りやすい角度を変えることが可能となる
。したがって、局部洗浄ノズル７の先端部５０がシャッタ１０に引っ掛からずにその局部
洗浄ノズル７をカバーケース６に収納することができる。
【００８１】
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　また、上述したように、第１の実施形態における局部洗浄装置４が２つの局部洗浄ノズ
ル７，８を備える場合には、駆動制御装置１９は、局部洗浄ノズル８を所定の位置から後
退させる場合に、局部洗浄ノズル７を進出させて、局部洗浄ノズル７の先端の突起部５１
でシャッタ１０を押圧することでシャッタ１０の角度を所定の角度に調整する。これによ
り、局部洗浄装置４は、シャッタ１０の角度が変わっても、局部洗浄ノズル８を収納する
前に一度局部洗浄ノズル７を前に進出させることで、シャッタ１０の角度を局部洗浄ノズ
ル８の戻りやすい角度を変えることが可能となる。したがって、局部洗浄ノズル８の先端
部５０がシャッタ１０に引っ掛からずにその局部洗浄ノズル８をカバーケース６に収納す
ることができる。
【００８２】
　また、上述の実施形態において、シャッタ１０は高さ方向の中央部で支持されて開閉す
る場合について説明したが、これに限定されない。例えば、シャッタ１０は高さ方向の上
端部分で支持されて開閉してもよい。
【００８３】
（第２の実施形態）
　図１９は、第２の実施形態における便器装置Ｂを示す斜視図である。図１９に示す便器
装置Ｂは、第１の実施形態における便器装置Ａと比較して、局部洗浄装置４の位置がより
下部分に配置されている。この場合の便器装置Ｂにおいても、第１の実施形態における局
部洗浄装置４を適用可能である。
【００８４】
　ここで、便器装置Ｂは、第１の実施形態における便器装置Ａと比較して、局部洗浄装置
４の位置がより下部分に配置されている。そのため、便器装置Ｂの温風発生装置１２ａの
吹出口４２の位置は、第１の実施形態と比較して、下部分に配置されていることになる。
したがって、ユーザの局部に温風を吹き出すためには、第１の実施形態と比較してシャッ
タ１０を開口させる角度を小さくしなければならない。すなわち、局部洗浄ノズル８を少
しだけ突出させ小さい角度でシャッタ１０を回動させて開口させる必要がある。しかしな
がら、第２の実施形態におけるシャッタ１０は高さ方向の中央部で支持されているため、
局部洗浄ノズル８を少しだけ突出させると、シャッタ１０が局部洗浄ノズル８に対して垂
直に開口してしまい、ユーザの局部に温風が当たらない場合がある（図２０）。そのため
、駆動制御装置１９は、シャッタ１０が局部洗浄ノズル８に対して垂直に開口した状態（
図２１（ｂ））から局部洗浄ノズル８を所定の第１位置まで進出させる（図２１（ｃ））
。そして、駆動制御装置１９は、局部洗浄ノズル８を所定の第１位置まで進出させた後に
所定の第２位置まで後退させる（図２１（ｄ））。これにより、シャッタ１０が局部洗浄
ノズル８に対して垂直に開口することなく小さい角度でシャッタ１０を開口させることが
できる。したがって、便器装置Ｂは、ユーザの局部に確実に温風を吹き出すことができる
。なお、駆動制御装置１９は、図２１（ａ）から図２１（ｂ），図２１（ｃ）の動作を一
連の動作として局部洗浄ノズル８を進出させてもよい。
【００８５】
　また、上述の実施形態において、温風発生装置１２ａにより吹出口４２から温風を拭き
出す場合において、局部洗浄ノズル８の進出させる位置を調整可能にすることで任意に吹
き出し位置を設定することができる。すなわち、局部洗浄装置４は、局部洗浄ノズル８の
進出位置を便座部３に着座したユーザに応じて設定することで、シャッタ１０の角度を可
変することができる。このため、局部洗浄装置４は、シャッタ１０の角度に応じて吹出口
４２から吹き出される温風の向きを調整することができる。例えば、局部洗浄装置４は、
ユーザからのリモコン操作に応じて局部洗浄ノズル８の進出位置を設定してもよい。これ
により、便座部３に着座したユーザの局部に確実に温風を吹き出すことができる。
【００８６】
　局部洗浄装置４の各部は、ハードウェアにより実現されてもよく、ソフトウェアにより
実現されてもよく、ハードウェアとソフトウェアとの組み合わせにより実現されてもよい
。
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【００８７】
　また、上述した実施形態における局部洗浄装置４をコンピュータで実現するようにして
もよい。その場合、この機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な
記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読
み込ませ、実行することによって実現してもよい。なお、ここでいう「コンピュータシス
テム」とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ
読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ
－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置
のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等
のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のよ
うに、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアント
となるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持し
ているものも含んでもよい。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するため
のものであってもよく、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されて
いるプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよく、ＦＰＧＡ（Field Prog
rammable Gate Array）等のプログラマブルロジックデバイスを用いて実現されるもので
あってもよい。
【００８８】
　以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれ
る。
【符号の説明】
【００８９】
１　　　便器本体
１ａ　　ボウル部
１ｂ　　リム部
１ｃ　　封水部
２　　　洗浄機構部
３　　　便座部
３ａ　　便座
３ｂ　　便蓋
４　　　局部洗浄装置
６　　　カバーケース
６ａ　　ベース（ベースプレート）
６ｂ　　カバー（外殻体）
７　　　一方の局部洗浄ノズル（肛門洗浄用ノズル／一方のシャッタ操作部）
８　　　他方の局部洗浄ノズル（ビデ用ノズル／他方のシャッタ操作部）
９　　　ノズル開口部
１０　　シャッタ
１１　　ノズルユニット
１２　　温風乾燥ユニット（温風乾燥装置）
１２ａ　温風発生装置
１２ｂ　温風ダクト
１２ｃ　ファン
１２ｄ　ヒータ
１３　　脱臭ユニット（脱臭装置）
１３ａ　脱臭ダクト
１３ｂ　ファン（送風機）
１３ｃ　脱臭カートリッジ（脱臭手段）
１３ｄ　除菌ユニット
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１５　　ノズルカバー
１６　　吐出孔
１７　　シャッタユニット（シャッタ開閉機構）
１９　　駆動制御装置
２０　　シャッタベース
２１　　シャッタアーム
２２　　シャッタ受け
２３　　第１ベース
２３ａ　本体部
２３ｂ　アーム保持部
２４　　第２ベース
２４ａ　本体部
２４ｂ　ベース係合部（係合部）
２４ｃ　アーム挿通部
２６　　係合凸部（係合部）
４０　　第１当接回動部
４０ａ　傾斜面
４１　　第２当接回動部
４１ａ　逆傾斜面
４２　　吹出口（温風吹出口）
４３　　吸込口
４４　　吹出口
５０　　先端部
５１　　突起部
６０　　第１ノズル
７０　　第２ノズル
８０　　段差
Ａ，Ｂ　　水洗大便器
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