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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洗浄水によって洗浄され、汚物を排出する水洗大便器であって、
　ボウル形状に形成された汚物受け面と、この汚物受け面の上縁に位置し、第１の吐水部
とこの第１の吐水部から吐水された洗浄水を旋回させるリム導水路とが形成されたリム部
と、を備えたボウル部と、
　このボウル部のリム部の後方側に設けられ、上記ボウル部内へ推進して所定方向に洗浄
水を噴射するノズル部を備えた局部洗浄部と、
　上記ボウル部のリム部の後端部におけるリム導水路に形成され、上記局部洗浄部のノズ
ル部が通過可能なノズル開口部と、
　上記ボウル部のリム部の後端部におけるリム導水路内に位置するように上記ノズル開口
部に開閉可能に取り付けられた蓋部材と、
　を有することを特徴とする水洗大便器。
【請求項２】
　上記ボウル部のリム部は、その後端部がほぼ鉛直な平坦面を形成し、この平坦面に上記
ノズル開口部が形成され、このノズル開口部を閉鎖した状態の上記蓋部材の前面が上記平
坦面とほぼ面一になるように構成されている請求項１記載の水洗大便器。
【請求項３】
　上記ボウル部は、更に、上記第１の吐水部から吐水された洗浄水の旋回流と同一の旋回
方向に且つ上記蓋部材に向かって吐水する第２の吐水部を備えている請求項１又は２に記
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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、洗浄水によって洗浄され、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、洗浄水によって洗浄され、汚物を排出する水洗大便器の多機能便座の一つに
温水洗浄便座がある。この温水洗浄便座は、用便後に局部を温水で洗浄できる局部洗浄装
置を主機能として備えている。
　従来の局部洗浄装置を備えた水洗大便器においては、例えば、特許文献１に記載されて
いるように、局部洗浄装置が便器本体の後部上面に設置されており、この局部洗浄装置の
高さを低くするため、便器本体の後部上面に凹溝を設け、洗浄水を噴射する局部に噴射す
るノズルをこの凹溝内に収納したものがある。
【０００３】
　しかしながら、上述した特許文献１に記載されている従来の水洗大便器においては、局
部洗浄装置のノズルが便器本体のボウル部内にむき出しになっているため、汚水の飛び散
り等によってノズルが汚れやすく、衛生上や美観上にも問題がある。
　そこで、このような問題を解決するために、例えば、特許文献２に記載されている従来
の水洗大便器においては、局部洗浄装置のノズルの前端部に開閉蓋を設け、この開閉蓋が
便器洗浄中のノズルの前端部を閉鎖することにより、ノズルのむき出しを防ぐと共に汚水
の飛び散り等によるノズルの汚れを防いでいる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実公平２－１３５８９号公報
【特許文献２】特開２００８－９５４６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した特許文献２に記載されている従来の水洗大便器においては、開
閉蓋が、ボウル部内の上縁部に形成されて便器洗浄時に洗浄水が流れるリム導水路よりも
上方に配置されているため、開閉蓋の表面に汚水等が飛着していても、便器洗浄時の洗浄
水が開閉蓋に行き渡らせて洗い流すことができないため、開閉蓋のみを個別に清掃しなけ
ればならず、手間隙を要するという問題がある。
【０００６】
　そこで、本発明は、上述した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、
局部洗浄装置のノズルの開閉蓋に飛着した汚れを便器洗浄時の洗浄水の水流で洗い流すこ
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】
【０００７】
　上記の目的を達成するために、本発明は、洗浄水によって洗浄され、汚物を排出する水
洗大便器であって、ボウル形状に形成された汚物受け面と、この汚物受け面の上縁に位置
し、第１の吐水部とこの第１の吐水部から吐水された洗浄水を旋回させるリム導水路とが
形成されたリム部と、を備えたボウル部と、このボウル部のリム部の後方側に設けられ、
上記ボウル部内へ推進して所定方向に洗浄水を噴射するノズル部を備えた局部洗浄部と、
上記ボウル部のリム部の後端部におけるリム導水路に形成され、上記局部洗浄部のノズル
部が通過可能なノズル開口部と、上記ボウル部のリム部の後端部におけるリム導水路内に
位置するように上記ノズル開口部に開閉可能に取り付けられた蓋部材と、を有することを
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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、ノズル開口部に開閉可能に取り付けられた蓋
部材がボウル部のリム部の後端部におけるリム導水路内に位置しているため、蓋部材に飛
着した汚水について、便器洗浄時にリム部の第１の吐水部から吐水されてリム導水路を旋
回する洗浄水の水流で洗い流すことができる。また、ノズル開口部に取り付けられた蓋部
材にも便器洗浄時の洗浄水を行き渡らせて洗い流すことにより、ボウル部内の不洗浄領域
を極力減らすことができる。
【０００８】
　本発明において、好ましくは、ボウル部のリム部は、その後端部がほぼ鉛直な平坦面を
形成し、この平坦面に上記ノズル開口部が形成され、このノズル開口部を閉鎖した状態の
上記蓋部材の前面が上記平坦面とほぼ面一になるように構成されている。
このように構成された本発明においては、ノズル開口部を閉鎖した状態の蓋部材の前面が
ボウル部のリム部後端部におけるほぼ鉛直な平坦面とほぼ面一になるため、蓋部材の前面
に飛着した汚水を便器洗浄時にボウル部のリム部後端部のリム導水路を流れる洗浄水で確
実に洗い流すことができる。
【０００９】
　本発明において、好ましくは、ボウル部は、更に、第１の吐水部から吐水された洗浄水
の旋回流と同一の旋回方向に且つ蓋部材に向かって吐水する第２の吐水部を備えている。
　このように構成された本発明においては、ボウル部が第２の吐水部を備えているため、
ボウル部のリム部の後端部がほぼ鉛直な平坦面を形成しているにもかかわらず、洗浄性能
を損なうことなく、蓋部材に飛着した汚水を便器洗浄時に第２の吐水部から吐水された洗
浄水で確実に洗い流すことができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の水洗大便器によれば、局部洗浄装置のノズルの開閉蓋に飛着した汚れを便器洗
浄時の洗浄水の水流で洗い流すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施形態による水洗大便器の断面図である。
【図２】本発明の実施形態による水洗大便器の正面図である。
【図３】本発明の実施形態による水洗大便器を斜め上方から見た分解斜視図である。
【図４】本発明の実施形態による水洗大便器を斜め下方から見た分解斜視図である。
【図５】本発明の実施形態による水洗大便器の便座ユニットの保持プレートを斜め下方か
ら見た斜視図である。
【図６】図１に示す本発明の実施形態による水洗大便器の便座ユニットの保持プレート及
び局部洗浄装置の部分を拡大した部分拡大断面図である。
【図７】本発明の実施形態による水洗大便器の便座ユニットの保持プレートを便器本体の
上面の所定位置に組み込んだ状態におけるシャッターの部分の拡大正面図である。
【図８】図７のVIII－VIII断面図である。
【図９】本発明の実施形態による水洗大便器における局部洗浄時の局部洗浄装置の部分を
拡大した図６と同様な部分拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、添付図面により、本発明の実施形態による水洗大便器を説明する。
　図１は本発明の実施形態による水洗大便器の断面図であり、図２は本発明の実施形態に
よる水洗大便器の正面図である。また、図３は本発明の実施形態による水洗大便器を斜め
上方から見た分解斜視図であり、図４は本発明の実施形態による水洗大便器を斜め下方か
ら見た分解斜視図である。
　まず、図１～図４に示すように、符号１は水洗大便器を示し、陶器等からなる便器本体
１ａと、この便器本体１ａの上部に設置された便座ユニット１ｂとを有する。また、本実
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施形態による水洗大便器１は、壁掛け式の便器として構成されている。
　なお、本実施形態では、壁掛け式の便器の例を示しているが、このような便器に限定さ
れるものではなく、例えば、床置き式の便器でもよい。
【００１３】
　水洗大便器１の便器本体１ａは、その上部の前方側に形成されたボウル部２と、後方側
の上部に形成されて水道又は給水タンク等の外部の給水源（図示せず）と接続されている
導水路４とを備え、この導水路４の下方には、ボウル部２内の汚物を排出するようにボウ
ル部２の底部と連通すると共にボウル部２の初期溜水水位Ｌ０を規定する排水トラップ管
路６が形成されている。
【００１４】
　ボウル部２は、その上縁を形成するリム部２ａと、このリム部２ａの下側にボウル形状
に形成された汚物受け面２ｂとを備えている。このリム部２ａにおいては、その左側の後
方よりの内壁面に導水路４と連通する第１の吐水部である第１吐水口２ｃが形成されてお
り、導水路４を経て第１吐水口２ｃから吐水された洗浄水Ｗ１を汚物受け面２ｂの上縁か
らその下方にかけての内壁面を旋回させるリム導水路２ｄを形成している。第１吐水口２
ｃから吐水された洗浄水Ｗ１は、汚物受け面２ｂの上縁からその下方にかけての内壁面を
旋回しながら下方に落下し、汚物受け面２ｂを洗浄するようになっている。
　ここで、第１吐水口２ｃから吐水された洗浄水Ｗ１を汚物受け面２ｂの上縁からその下
方に掛けての内壁面を旋回させる「リム導水路２ｄ」とは、凹溝になっている箇所のみを
示すのではなく、ほぼ平坦面でも洗浄水が旋回して通過する箇所を含むことを意味してい
る。
【００１５】
　また、ボウル部２のリム部２ａの後端部においては、その右側コーナ部付近に第２の吐
水部である第２吐水口２ｅが形成されている。この第２吐水口２ｅは導水路４と連通して
第１吐水口２ｃとほぼ同じ高さに位置しており、第２吐水口２ｅから吐水された洗浄水Ｗ
２は、第１吐水口２ｃから吐水された洗浄水Ｗ１の旋回流と同一の旋回方向に、且つリム
部２ａの後端部のリム導水路２ｄに形成されたノズル開口部２ｊ（詳細は後述する）とこ
のノズル開口部２ｊに開閉可能に取り付けられた蓋部材であるシャッター１４ｃ（詳細は
後述する）の前面１４ｈ上を流れた後、洗浄水Ｗ１の旋回流と合流するようになっている
。
【００１６】
　さらに、ボウル部２のリム部２ａの後端部においては、ノズル開口部２ｊから左右のコ
ーナ部付近に横方向に延びる面にかけてほぼ鉛直な平坦面２ｆが形成している。この平坦
面２ｆが形成される領域は、第１吐水口２ｃや第２吐水口２ｅの高さ位置とほぼ同じ高さ
位置に配置されている。
　ここで、リム部２ａの後端部を形成している「ほぼ鉛直な平坦面２ｆ」とは、リム部２
ａの後端部上端から汚物受け面２ｂ側に向かって前後方向に約１０度の範囲まで傾斜した
平坦面も含むことを意味している。
　すなわち、リム部２ａの後端部を形成する面については、ボウル部２を上方から見た場
合、汚水等による汚れを目視できれば傾斜していてもよい。
【００１７】
　また、ボウル部２の汚物受け面２ｂの中腹には、浮遊系の汚物の排出に有効な第３の吐
水部である第３吐水口２ｇが形成されている。この第３吐水口２ｇは、細長いスリット状
の開口を形成しており、導水路４と連通し、洗浄時に第３吐水口２ｇから下方に吐水され
た洗浄水Ｗ３は、汚物受け面２ｂの下側段部２ｈに衝突して上方に舞い上がり、再び下方
へ流下するものと、そのままボウル部２の底部に向かうものになる。
　なお、上述した第３吐水口２ｇについては、設けていなくてもよい。
【００１８】
　つぎに、水洗大便器１の便座ユニット１ｂは、便座８、便蓋１０、局部洗浄装置１２、
及び、保持プレート１４を備えている。
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　図５は本実施形態による水洗大便器の便座ユニットの保持プレートを斜め下方から見た
斜視図である。また、図６は、図１に示す本実施形態による水洗大便器の便座ユニットの
保持プレート及び局部洗浄装置の部分を拡大した部分拡大断面図である。さらに、図７は
、本実施形態による水洗大便器の便座ユニットの保持プレートを便器本体の上面の所定位
置に組み込んだ状態におけるシャッターの部分の拡大正面図であり、図８は、図７のVIII
－VIII断面図である。
【００１９】
　図１～図８に示すように、保持プレート１４は、便器本体１ａの上面におけるボウル部
２のリム部２ａの後方側に組み込まれると共に、局部洗浄装置１２を保持する保持部材で
ある。
　局部洗浄装置１２は、複数の細長い円筒状部材が軸方向に入れ子状に伸長可能に設けら
れたノズル部１２ａを備えている。この局部洗浄装置１２のノズル部１２ａは、本実施形
態では一例として３つの円筒状部材が入れ子状に重ねて設けられているが、局部洗浄を行
う際、ノズル部１２ａが前方へ伸長し、その先端部（噴射部）１２ｂが前方のボウル部２
内の空間に向かって推進するようになっている。そして、この伸長した状態のノズル部１
２ａについては、水道又は給水タンク等の外部の給水源（図示せず）の洗浄水の一部が、
逆流防止のため設けられたサブタンク１２ｃ、ポンプ（図示せず）等を経た後、熱交換器
（図示せず）を通過して適温に温められた温水を洗浄水として先端部（噴射部）１２ｂか
ら所定方向に噴射するものである。
【００２０】
　保持プレート１４は、局部洗浄装置１２のノズル部１２ａを収納して保持するノズル収
納部１４ａと、このノズル収納部１４ａの前端部に形成された開口部１４ｂに開閉可能に
設けられた蓋部材であるシャッター１４ｃとを備えている。
　また、ノズル収納部１４ａの前端部（開口部１４ｂ）の下端部には、その前端から後方
側に切欠き１４ｄが形成されており、シャッター１４ｃが開口部１４ｂを閉鎖した状態で
あっても、切欠き１４ｄに相当する部分が開放されるようになっている。この切欠き１４
ｄについては、局部洗浄の前後にノズル収納部１４ａ内でノズル部１２ａの先端部（噴射
部）１２ｂ自体の自己洗浄が行われた際の洗浄後の水がノズル収納部１４ａの外部（ボウ
ル部２側）に排水されるドレン孔として機能するようになっている。
【００２１】
　シャッター１４ｃは、その上端部がノズル収納部１４ａの開口部１４ｂの上端にヒンジ
結合された回動軸を含む回動部１４ｅを備えている。局部洗浄を行う際、局部洗浄装置１
２のノズル部１２ａが前方へ伸長してシャッター１４ｃの後端部１４ｆを前方へ押し出す
と、シャッター１４ｃの後端部１４ｆがノズル収納部１４ａの開口部１４ｂの縁部に当接
する閉鎖位置から、シャッター１４ｃが回動部１４ｅを中心に回動して、開口部１４ｂを
開放するようになっている。
　さらに、シャッター１４ｃの回動部１４ｅには、シャッター１４ｃを開口部１４ｂ側へ
付勢する付勢手段であるねじりばね１４ｇが設けられている。
【００２２】
　また、図３に示すように、便器本体１ａの上面におけるボウル部２のリム部２ａの後方
側には、保持プレート１４を組み込んだときにノズル収納部１４ａを嵌合される凹部２ｉ
が下側に凹んで形成され、この凹部２ｉの前端部には、局部洗浄時の局部洗浄装置１２の
ノズル部１２ａを通過可能にするノズル開口部２ｊが形成されている。
【００２３】
　さらに、図７及び図８に示すように、ノズル開口部２ｊは、便器本体１ａのボウル部２
のリム部２ａにおける平坦面２ｆに形成されており、その周縁に沿って後側に凹んだ凹部
２ｋを形成する前側段部２ｌと後側段部２ｍを備えている。
　シャッター１４ｃの後端部１４ｆが保持プレート１４のノズル収納部１４ａにおける開
口部１４ｂの縁部に当接して閉鎖位置にあるとき、シャッター１４ｃの前面１４ｈがボウ
ル部２のリム部２ａの後端部における平坦面２ｆとほぼ面一になっている。
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【００２４】
　また、シャッター１４ｃの外周縁１４ｉに沿ってパッキン１４ｊが取り付けられており
、シャッター１４ｃが閉鎖位置にあるとき、このパッキン１４ｊがボウル部２のリム部２
ａ側におけるノズル開口部２ｊの凹部２ｋに密着するようになっており、リム部２ａの後
端部の平坦面２ｆに沿って流れる洗浄水Ｗ１や洗浄水Ｗ２がノズル開口部２ｊからノズル
収納部１４ａ内に侵入することができないようになっている。
　なお、パッキン１４ｊについては、その下端の一部等を切り取ることにより、シャッタ
ー１４ｃの外周縁１４ｉの下端部とノズル開口部２ｊの凹部２ｋとの間にわずかな隙間を
設け、局部洗浄装置１２のノズル部１２ａの自己洗浄後に保持プレート１４側のノズル収
納部１４ａの切欠き１４ｄから排水された水をボウル部２内へ流下させるようにしてもよ
い。
【００２５】
　つぎに、本発明の実施形態による水洗大便器の作用（動作）を説明する。
　ここで、図９は、本実施形態による水洗大便器における局部洗浄時の局部洗浄装置の部
分を拡大した図６と同様な部分拡大断面図である。
　使用者の用便後、局部洗浄装置１２による局部洗浄が開始されると、まず、図６に示す
ように、シャッター１４ｃが閉鎖位置にある状態で、ノズル収納部１４ａ内でノズル部１
２ａの先端部（噴射部）１２ｂ自体の自己洗浄が所定時間行われる。このとき、シャッタ
ー１４ｃの後端部１４ｆは、保持プレート１４のノズル収納部１４ａにおける開口部１４
ｂの縁部に当接しており、シャッター１４ｃの前面１４ｈは、ボウル部２のリム部２ａの
後端部における平坦面２ｆとほぼ面一になっている。
　また、自己洗浄が行われた際の洗浄後の水は、ノズル収納部１４ａの前端部（開口部１
４ｂ）の下端部の切欠き１４ｄを経てシャッター１４ｃとノズル開口部２ｊとのわずかな
隙間等からにじみ出てボウル部２内へ流下する。
【００２６】
　このノズル部１２ａの先端部（噴射部）１２ｂの自己洗浄が終了すると、ノズル部１２
ａの入れ子状に重ねて設けられた３つの円筒状部材が前方へ伸長する。
　そして、ノズル部１２ａの先端部（噴射部）１２ｂがシャッター１４ｃの後端部１４ｆ
に接触して前方へ押し出し、シャッター１４ｃを回動部１４ｅを中心に前方へ回動させて
、開口部１４ｂを開放すると共に、ノズル部１２ａの先端部（噴射部）１２ｂを前方のボ
ウル部２内の空間に向かって推進して、ボウル部２内の空間の所定位置で停止する（図９
参照）。
【００２７】
　このボウル部２内の空間の所定位置で停止したノズル部１２ａは、サブタンク１２ｃか
ら供給された温水Ｗ４をその先端部（噴射部）１２ｂから所定方向に噴射する（図９参照
）。
　所定時間の噴射後、ノズル部１２ａが後方へ引っ込み、その先端部（噴射部）１２ｂが
開口部１４ｂよりも後退すると、ねじりばね１４ｇの付勢力によりシャッター１４ｃが開
口部１４ｂを閉鎖する。
　ノズル部１２ａがノズル収納部１４ａ内の元の位置に戻ると、シャッター１４ｃが閉鎖
位置にある状態で、再びノズル部１２ａの先端部（噴射部）１２ｂ自体の自己洗浄が所定
時間行われ、局部洗浄の全工程が終了となる。
【００２８】
　つぎに、ボウル部２の洗浄が開始されると、水道又は給水タンク等の外部の給水源（図
示せず）から導水路４を経て第１吐水口２ｃ、第２吐水口２ｅ、及び、第３吐水口２ｇの
それぞれからボウル部２内への吐水が行われる。
【００２９】
　ボウル部２の左側後部の第１吐水口２ｃから吐水された洗浄水Ｗ１は、リム部２ａの内
壁面（リム導水路２ｄ）に沿ってボウル部２の前部に向かい、さらにリム部２ａの前側内
壁面を通過してボウル部２のリム部２ａ（リム導水路２ｄ）の右側後部へ向うように旋回
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して流れる。そして、リム部２ａの後端部の右側コーナ部から平坦面２ｆ及び閉鎖したシ
ャッター１４ｃの前面１４ｈを通過してリム部２ａの後端部の右側コーナ部を経て旋回す
ると共に、ボウル部２の汚物受け面２ｂに向かって内方に流下する。その後、洗浄水Ｗ１
は概ね螺旋を描くようにしてボウル部２（汚物受け面２ｂ）の底部に到達する。この洗浄
水の螺旋状の流れによって、ボウル部２の汚物受け面２ｂが洗浄される。
【００３０】
　また、ボウル部２のリム部２ａの後端部における右側コーナ部付近の第２吐水口２ｅか
ら吐水された洗浄水Ｗ２は、第１吐水口２ｃから吐水された洗浄水Ｗ１の旋回流と同一の
旋回方向に、且つシャッター１４ｃの前面１４ｈに向かって流れた後、洗浄水Ｗ１の旋回
流と合流してボウル部２内を旋回し、ボウル部２（汚物受け面２ｂ）の底部に到達する。
【００３１】
　さらに、第３吐水口２ｇから下方に吐水された洗浄水Ｗ３は、汚物受け面２ｂの下側段
部２ｈに衝突して上方に舞い上がり、再び下方へ流下するものと、そのままボウル部２（
汚物受け面２ｂ）の底部に向かうものになる。
【００３２】
　第１吐水口２ｃ、第２吐水口２ｅ、及び、第３吐水口２ｇのそれぞれからボウル部２内
への吐水されて、ボウル部２（汚物受け面２ｂ）の底部に到達した洗浄水は、ボウル部２
内の汚物をトラップ管路４の入口部まで引き込んでその後方側の出口部まで効果的に排出
させる。
【００３３】
　上述した本発明の実施形態による水洗大便器１によれば、ボウル部２のリム部２ａのノ
ズル開口部２ｊに開閉可能に取り付けられたシャッター１４ｃがリム部２ａの後端部にお
けるリム導水路２ｄ内に位置しているため、シャッター１４ｃに飛着した汚水について、
便器洗浄時にリム部２ａの第１吐水口２ｃから吐水されてリム導水路２ｄを旋回する洗浄
水Ｗ１の水流で洗い流すことができる。また、ノズル開口部２ｊに取り付けられたシャッ
ター１４ｃにも便器洗浄時の洗浄水Ｗ１を行き渡らせて洗い流すことにより、ボウル部２
内の不洗浄領域を極力減らすことができる。
【００３４】
　また、本実施形態による水洗大便器１によれば、ノズル開口部２ｊを閉鎖した状態のシ
ャッター１４ｃの前面１４ｈがボウル部２のリム部２ａの後端部におけるほぼ鉛直な平坦
面２ｆとほぼ面一になるため、シャッター１４ｃの前面１４ｈに飛着した汚水を便器洗浄
時にボウル部２のリム部２ａの後端部におけるリム導水路２ｄを流れる洗浄水Ｗ１，Ｗ２
で確実に洗い流すことができる。
　さらに、リム部２ａの後端部を平坦面２ｆにすることにより、シャッター１４ｃの形状
をボウル部２の湾曲した部分の形状に合わせて湾曲させる等の設計を行う必要がなくなる
ため、シャッター１４ｃをリム部２ａの後端部に設けやすくなる。
【００３５】
　さらに、本実施形態による水洗大便器１によれば、ボウル部２のリム部２ａの後端部に
おいて第１吐水口２ｃから吐水された洗浄水Ｗ１の旋回流と同一の旋回方向に且つシャッ
ター１４ｃに向かって吐水する第２吐水口２ｅを備えているため、ボウル部２のリム部２
ａの後端部がほぼ鉛直な平坦面２ｆを形成しているにもかかわらず、洗浄性能を損なうこ
となく、シャッター１４ｃの前面１４ｈ等に飛着した汚水を第２吐水口２ｅから吐水され
た洗浄水Ｗ２で確実に洗い流すことができる。
【００３６】
　さらに、本実施形態による水洗大便器１によれば、局部洗浄装置１２のノズル部１２ａ
について、３つの円筒状部材を軸方向に伸長可能に入れ子状に重ねることにより、保持プ
レート１４のノズル収納部１４ａ内に設けることができるため、ノズル収納部１４ａの前
後方向の長さを短くすることができる。この結果、ノズル収納部１４ａの前面に位置する
シャッター１４ｃの位置をより後方に配置させることができるようになり、リム部２ａの
平坦面２ｆとシャッター１４ｃの前面１４ｈとを面一にしやすくすることができる。
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　また、リム部２ａの平坦面２ｆの位置についても、より後方に配置させることができる
ため、リム部２ａの平坦面２ｆが前方に位置することによってボウル部２の開口が小さく
なるといった不具合が発生しなくなる。
【符号の説明】
【００３７】
　　１　　水洗大便器
　　１ａ　便器本体
　　１ｂ　便座ユニット
　　２　　ボウル部
　　２ａ　リム部
　　２ｂ　汚物受け面
　　２ｃ　第１吐水口
　　２ｄ　リム導水路
　　２ｅ　第２吐水口
　　２ｆ　平坦面
　　２ｇ　第３吐水口
　　２ｈ　下側段部
　　２ｉ　凹部
　　２ｊ　ノズル開口部
　　２ｋ　凹部
　　４　　導水路
　　６　　排水トラップ管路
　　８　　便座
　１０　　便蓋
　１２　　局部洗浄装置
　１２ａ　ノズル部
　１２ｂ　噴射部
　１２ｃ　サブタンク
　１４　　保持プレート
　１４ａ　ノズル収納部
　１４ｂ　開口部
　１４ｃ　シャッター
　１４ｄ　切欠き
　１４ｅ　回動部
　１４ｆ　シャッターの後端部
　１４ｇ　ねじりばね
　１４ｈ　シャッターの前面
　１４ｉ　シャッターの外周縁
　１４ｊ　パッキン
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