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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　給水源から供給される洗浄水によって洗浄されて汚物を排出する水洗大便器であって、
　ボウル部と、
　このボウル部の上縁に設けられたリム部と、
　上記給水源から供給された洗浄水を上記ボウル部に吐水して旋回流を形成する吐水部と
、
　上記ボウル部の下方に入口部が接続されて、上記ボウル部内の汚物を排出する排水路と
、
　上記ボウル部の後方に設けられて、上記ボウル部の上方の使用者に向けて洗浄水を噴射
するノズル部を含む衛生洗浄部と、
　上記ボウル部及び上記排水路のそれぞれに対して側方から覆うように設けられたスカー
ト部と、を有し、
　このスカート部は、上記ボウル部よりも後方側の側面が上記衛生洗浄部の側方側を覆う
ように上記リム部の上面よりも上方に突出して形成されており、上記衛生洗浄部の上面は
、上記スカート部の上部に配置されていることを特徴とする水洗大便器。
【請求項２】
　上記衛生洗浄部の下面と上記リム部の後方側領域の上面との間には、シール部材が設け
られている請求項１記載の水洗大便器。
【請求項３】
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　上記スカート部の上面は、ほぼ水平に形成された水平部と、この水平部の後端から上記
衛生洗浄部の側方側を覆うように上方に突出する突出部と、を備えており、上記リム部は
、上記スカート部の上面の上記水平部及び上記突出部の双方に接着される請求項１又は２
に記載の水洗大便器。
【請求項４】
　上記吐水部は、左右方向の一方側の上記リム部の前後方向の中間部付近において後方に
向けて吐水する吐水口を形成し、上記スカート部の上面の突出部は、上記吐水口付近の上
記リム部の上面付近から後方側に向かって徐々に上方に突出するように形成されている請
求項３記載の水洗大便器。
【請求項５】
　上記衛生洗浄部のノズル部は、使用前の待機状態で上記リム部の後方側領域の上方に位
置し、使用状態で先端部が上記ボウル部の上方の所定位置まで伸長して所定方向に洗浄水
を噴射するように構成され、
　上記リム部の後方側領域の上面の高さ位置は、上記使用状態の上記ノズル部が上記ボウ
ル部の上縁の高さ位置と同一の高さ位置付近で水没しないように、上記リム部の前方側領
域の上面の高さ位置と同一高さ位置に設定されているか、又は、この同一高さ位置よりも
高い高さ位置に設定されている請求項１乃至４の何れか１項に記載の水洗大便器。
【請求項６】
　上記スカート部は、その外周面が上下方向の中間部付近から下方に向かって窄まる形状
に形成されている請求項１乃至５の何れか１項に記載の水洗大便器。
【請求項７】
　更に、上記衛生洗浄部及び上記リム部を上方から覆うように設けられている便座を有す
る請求項１乃至６の何れか１項に記載の水洗大便器。
【請求項８】
　更に、上記便座の全体を上方から覆うように設けられている便蓋を有する請求項７記載
の水洗大便器。
【請求項９】
　上記スカート部の外側表面積は、上記便蓋の外側表面積及び上記スカート部の外側表面
積の総面積に対して６０％～７０％に設定されている請求項８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、給水源から供給される洗浄水によって洗浄されて
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、給水源から供給される洗浄水によって洗浄されて汚物を排出する水洗大便器
として、例えば、特許文献１に記載されているように、トイレの床面上に設置される樹脂
製の便器本体と、この便器本体の内部に収容される局部洗浄装置と、便器本体に回動可能
に取り付けられた便座及び便蓋とを備えたものが知られている。このような水洗大便器の
便器本体は、ボウル部と、このボウル部の上端部に設けられたリム部と、外壁部をなすス
カート部とを備えており、これらのボウル部、リム部及びスカート部のそれぞれは、別体
の成型品であり、互いに溶着等によって一体化されるようになっている。
　また、局部洗浄装置の概ね箱状の内部には、伸縮可能なノズルが設けられており、この
ノズルの先端部から水又は温水を吐出することにより、使用者の局部を洗浄することがで
きるようになっている。
　さらに、便器本体の後端面には、開口部が形成されており、局部洗浄装置は、便器本体
の外部から、この開口部を通じて便器本体の内部に挿入されて便器本体内の所定位置に取
り付けられるようになっている。
【０００３】
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　つぎに、特許文献２に記載されているように、局部洗浄装置が組み込まれたケーシング
がボウル部の後方側の便器本体の上面に設けられ、便器本体の上面が後方側につれて上昇
した位置となっている水洗大便器についても知られている。
　また、特許文献３に記載されているように、便器本体とは別体の洗浄水タンクを用いず
に、水道水に直結され、この水道水から供給された洗浄水がバルブユニットによりジェッ
トノズル及びリムノズルのそれぞれに供給され、ジェット洗浄及びリム洗浄をそれぞれ行
う水洗大便器についても知られている。この水洗大便器においては、バルブユニットが便
器本体の後部の収納室内に収納されており、便器本体の後部の上面の高さ位置がリムの上
面の高さ位置よりも高くなるように、リムの上面から便器本体の後部の上面まで連続して
形成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２５５１５５号公報
【特許文献２】特開２０１１－２３１４７２号公報
【特許文献３】特開２００２－２９４８４１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１に記載されている従来の水洗大便器では、スカート
部の上縁部がリム部の上面に対して所定距離下方の位置で水平に延びているが、局部洗浄
装置の上面がスカート部の上縁部よりも上方に位置しており、局部洗浄装置の側面がスカ
ート部の側面によって完全に覆われておらず、局部洗浄装置の側面とスカート部の側面と
の間に隙間も形成されている。
　したがって、局部洗浄装置の側面とスカート部の側面との間の隙間に汚れが付着しやす
く、清掃やメンテナンスの負担が大きくなるという問題がある。また、スカート部の外側
が被水した場合には、スカート部の上縁から局部洗浄装置に水が浸入する可能性もあり、
局部洗浄装置の故障や不具合の要因にもなるという問題がある。
　さらに、局部洗浄装置のメンテナンスを行う際には、便器本体の後端面から便器本体内
の局部洗浄装置にアクセスしなければならならず、便器本体上方の使用者側から簡単にア
クセスすることができないため、作業負担も大きいという問題もある。
【０００６】
　また、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では、局部洗浄装置が組
み込まれたケーシングがボウル部の後方側の便器本体の上面に設けられて露出されている
ため、ケーシング自体に汚れが付着しやすく、清掃やメンテナンスの負担が大きくなると
共に、洗浄水の飛び跳ねによってケーシング自体が被水した場合、局部洗浄装置の故障や
不具合の要因にもなり得るという問題がある。
【０００７】
　さらに、上述した特許文献３に記載されている従来の水洗大便器では、バルブユニット
の左右方向の便器本体の壁面部において、便器本体の外部とバルブユニットとを連通させ
る開口が形成されており、バルブユニットの左右両側が露出されているため、バルブユニ
ットに汚れが付着しやすく、清掃やメンテナンスの負担が大きくなるという問題がある。
　また、便器本体の外側が被水した場合には、便器本体の壁面部の開口からバルブユニッ
トに水が浸入する可能性もあり、バルブユニットの故障や不具合の要因にもなり得るとい
う問題がある。
　さらに、バルブユニットのメンテナンスを行う際には、バルブユニットの側方の便器本
体の壁面部の開口からバルブユニットにアクセスしなければならならず、便器本体の上方
の使用者側から簡単にアクセスすることができないため、作業負担も大きいという問題も
ある。
　また、近年では、水洗大便器の機能性や清掃性を高めつつ、便蓋が便器本体の便座を覆
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った状態で、便器本体のスカート部と便蓋との構造的な外観の一体性を高めることにより
、いかに水洗大便器の外観の意匠性を向上させるかについても要請された課題となってい
る。
【０００８】
　そこで、本発明は、上述した従来技術の問題を解決するためになされたものであり、清
掃性やメンテナンス性を高めることができると共に、意匠性を向上させることもできる水
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】
【０００９】
　上述した目的を達成するために、本発明は、給水源から供給される洗浄水によって洗浄
されて汚物を排出する水洗大便器であって、ボウル部と、このボウル部の上縁に設けられ
たリム部と、上記給水源から供給された洗浄水を上記ボウル部に吐水して旋回流を形成す
る吐水部と、上記ボウル部の下方に入口部が接続されて、上記ボウル部内の汚物を排出す
る排水路と、上記ボウル部の後方に設けられて、上記ボウル部の上方の使用者に向けて洗
浄水を噴射するノズル部を含む衛生洗浄部と、上記ボウル部及び上記排水路のそれぞれに
対して側方から覆うように設けられたスカート部と、を有し、このスカート部は、上記ボ
ウル部よりも後方側の側面が上記衛生洗浄部の側方側を覆うように上記リム部の上面より
も上方に突出して形成されており、上記衛生洗浄部の上面は、上記スカート部の上部に配
置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、ボウル部よりも後方側のスカート部の側面が
衛生洗浄部の側方側を覆うようにリム部の上面よりも上方に突出して形成されていること
により、衛生洗浄部の側面とスカート部の側面との間に隙間がなくなり、この隙間から汚
れが付着することを防ぐことができるため、清掃性を高めることができる。また、衛生洗
浄部の側面とスカート部の側面との間に隙間がなくなることにより、スカート部の外側が
被水した場合であっても、隙間から衛生洗浄部内に水が浸入することを防ぐこともできる
。さらに、衛生洗浄部の側方側を覆うスカート部の上部に衛生洗浄部の上面が配置されて
いることにより、例えば、衛生洗浄部についてメンテナンス等を行う際に、衛生洗浄部に
対して上方側（使用者側）からアクセスしやすくなるため、メンテナンス性を高めること
ができる。また、ボウル部よりも後方側のスカート部の側面が衛生洗浄部の側方側を覆う
ようにリム部の上面よりも上方に突出して形成されていることにより、ボウル部、リム部
及びスカート部の構造的な外観の一体性を高めることができ、意匠性を向上させることも
できる。
【００１０】
　本発明において、好ましくは、上記衛生洗浄部の下面と上記リム部の後方側領域の上面
との間には、シール部材が設けられている。
　このように構成された本発明においては、衛生洗浄部の下面とリム部の後方側領域の上
面との間にシール部材が設けられていることにより、衛生洗浄部内に水が浸入することを
シール部材によって防ぐことができる。
【００１１】
　本発明において、好ましくは、上記スカート部の上面は、ほぼ水平に形成された水平部
と、この水平部の後端から上記衛生洗浄部の側方側を覆うように上方に突出する突出部と
、を備えており、上記リム部は、上記スカート部の上面の上記水平部及び上記突出部の双
方に接着される。
　このように構成された本発明においては、スカート部の上面が、ほぼ水平に形成された
水平部と、この水平部の後端から衛生洗浄部の側方側を覆うように上方に突出する突出部
とを備えており、リム部が、スカート部の上面の水平部及び突出部の双方に接着されるこ
とにより、リム部をスカート部の上面に対して確実に接着して固定することができる。ま
た、リム部とスカート部との接着部分を目立たなくすることができるため、リム部とスカ
ート部との構造的な一体性を高めることができ、意匠性を向上させることもできる。
【００１２】
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　本発明において、好ましくは、上記吐水部は、左右方向の一方側の上記リム部の前後方
向の中間部付近において後方に向けて吐水する吐水口を形成し、上記スカート部の上面の
突出部は、上記吐水口付近の上記リム部の上面付近から後方側に向かって徐々に上方に突
出す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、吐水部が左右方向の一方側のリム部の前後方
向の中間部付近において後方に向けて吐水する吐水口を形成しており、スカート部の上面
の突出部が吐水口付近のリム部の上面から後方側に向かって徐々に上方に突出するように
形成されていることにより、吐水口から後方に向けて洗浄水が吐水された際に、この吐水
された洗浄水がリム部の後方側領域において外側に飛び出すことを抑制することができる
。
【００１３】
　本発明において、好ましくは、上記衛生洗浄部のノズル部は、使用前の待機状態で上記
リム部の後方側領域の上方に位置し、使用状態で先端部が上記ボウル部の上方の所定位置
まで伸長して所定方向に洗浄水を噴射するように構成され、上記リム部の後方側領域の上
面の高さ位置は、上記使用状態の上記ノズル部が上記ボウル部の上縁の高さ位置と同一の
高さ位置付近で水没しないように、上記リム部の前方側領域の上面の高さ位置と同一高さ
位置に設定されているか、又は、この同一高さ位置よりも高い高さ位置に設定されている
。
　このように構成された本発明においては、リム部の後方側領域の上面の高さ位置が、使
用状態の衛生洗浄部のノズル部がボウル部の上縁の高さ位置と同一の高さ位置付近で水没
しないように、リム部の前方側領域の上面の高さ位置と同一高さ位置に設定されているか
、又は、この同一高さ位置よりも高い高さ位置に設定されていることにより、使用状態の
衛生洗浄部のノズル部について、ボウル部の上縁の高さ位置と同一の高さ位置付近で水没
することなく、ボウル部の上方の所定位置まで伸長させやすくすることができる。また、
衛生洗浄部のノズル部がボウル部内で水没することによって衛生洗浄部に故障や不具合が
発生することを防ぐことができる。
【００１４】
　本発明において、好ましくは、上記スカート部は、その外周面が上下方向の中間部付近
から下方に向かって窄まる形状に形成されている。
　このように構成された本発明においては、スカート部の外周面が上下方向の中間部付近
から下方に向かって窄まる形状に形成されているため、例えば、このスカート部の外周面
の窄まる形状部分に、水洗大便器を持ち運びするための便器補助部材を取り付けることが
でき、水洗大便器を容易に持ち運びすることができる。
【００１５】
　本発明において、好ましくは、更に、上記衛生洗浄部及び上記リム部を上方から覆うよ
うに設けられている便座を有する。
　このように構成された本発明においては、衛生洗浄部及びリム部を上方から覆うように
設けられている便座により、衛生洗浄部の上面及びリム部の上面を保護することができる
。また、これらの衛生洗浄部の上面及びリム部の上面を隠蔽して目立たなくすることがで
きるため、意匠性を向上させることもできる。
【００１６】
　本発明において、好ましくは、更に、上記便座の全体を上方から覆うように設けられて
いる便蓋を有する。
　このように構成された本発明においては、便座の全体を上方から覆うように設けられて
いる便蓋により、水洗大便器を使用しないときには、便蓋で便座を覆うことにより、便座
を保護することができる。また、便蓋が便座を覆うことにより、便座やボウル部内を隠蔽
して目立たなくすることができるため、意匠性を向上させることもできる。
【００１７】
　本発明において、好ましくは、上記スカート部の外側表面積は、上記便蓋の外側表面積
及び上記スカート部の外側表面積の総面積に対して６０％～７０％に設定されている。
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　このように構成された本発明においては、スカート部の外側表面積が便蓋の外側表面積
及びスカート部の外側表面積の総面積に対して６０％～７０％に設定されていることによ
り、水洗大便器における便蓋以外の大半の部分をスカート部で占有することができ、内部
構造をスカート部で保護することができる。また、水洗大便器の大半を占有するスカート
部により、水洗大便器の構造的な外観の一体性を高めることができるため、意匠性を向上
させることもできる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の水洗大便器によれば、清掃性やメンテナンス性を高めることができると共に、
意匠性を向上させることもできる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態による水洗大便器を示す斜視図であり、便蓋を閉鎖した状態
を示す。
【図２】本発明の一実施形態による水洗大便器を示す斜視図であり、便器本体に対して便
座及び便蓋を上方位置まで回動させた状態を示す。
【図３】図１に示す本発明の一実施形態による水洗大便器における左右方向の中央断面を
左側から見た断面図である。
【図４】図２に示す本発明の一実施形態による水洗大便器における左右方向の中央断面を
右側から見た断面図である。
【図５】本発明の一実施形態による水洗大便器の便器本体の分解斜視図である。
【図６】本発明の一実施形態による水洗大便器の便器本体の背面図である。
【図７】本発明の一実施形態による水洗大便器に便器補助部材を取り付けた状態の斜視図
である。
【図８】本発明の一実施形態による水洗大便器の便器本体のスカート部及び便蓋における
後方側部分を拡大した部分拡大平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　つぎに、添付図面を参照して、本発明の一実施形態による水洗大便器を説明する。
　まず、図１は、本発明の一実施形態による水洗大便器を示す斜視図であり、便蓋を閉鎖
した状態を示し、図２は、本発明の一実施形態による水洗大便器を示す斜視図であり、便
器本体に対して便座及び便蓋を上方位置まで回動させた状態を示す。
　また、図３は、図１に示す本発明の一実施形態による水洗大便器における左右方向の中
央断面を左側から見た断面図であり、図４は、図２に示す本発明の一実施形態による水洗
大便器における左右方向の中央断面を右側から見た断面図である。
【００２１】
　図１～図４に示すように、本発明の一実施形態による水洗大便器１は、陶器製の便器本
体２と、この便器本体２の上面に配置された便座４（詳細は後述する）と、この便座４を
覆うように配置された便蓋６（詳細は後述する）と、便器本体２の後方に配置された機能
部８とを備えている。
　また、図３及び図４に示すように、機能部８は、便器本体２の後方上部に配置されて、
使用者の局部を洗浄する衛生洗浄部として機能する衛生洗浄系機能部１０と、この衛生洗
浄系機能部１０に近接して配置されて、便器本体２への給水機能に関与する給水系機能部
１２とを備えている。
【００２２】
　つぎに、図５は、本発明の一実施形態による水洗大便器の便器本体の分解斜視図である
。
　図２～図５に示すように、便器本体２は、汚物を受けるボウル部１４と、このボウル部
１４の上縁に設けられたリム部１６と、ボウル部１４の下方に入口部１８ａが接続されて
、ボウル部１４内の汚物を排出する排水路である排水トラップ管路１８と、ボウル部１４
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及び排水トラップ管路１８のそれぞれに対して側方から覆うように設けられたスカート部
２０（詳細は後述する）とを備えている。
【００２３】
　また、図３に示すように、リム部１６の内周部における左右方向の右側領域における前
後方向の中間部付近には、リム吐水口２２（吐水部）が形成されており、このリム吐水口
２２から後方側に向けてボウル部１４の縁に沿って洗浄水が吐水されることにより、ボウ
ル部１４内に旋回流が形成されるようになっている。ここで、図３及び図４に示すように
、リム吐水口２２の上流側に形成される導水路２４の上流側は、給水源である水道（図示
せず）に直結されており、この水道（図示せず）の給水圧力により、リム吐水口２２から
洗浄水が吐出されるようになっている。
【００２４】
　さらに、図３及び図４に示すように、ボウル部１４の底部には、排水トラップ管路１８
の入口部１８ａに差し向けられるようにジェット吐水口２６が形成されている。このジェ
ット吐水口２６による吐水に関しては、給水系機能部１２に設けられている貯水タンク（
図示せず）に貯水された洗浄水が、給水系機能部１２の加圧ポンプ（図示せず）によって
加圧されて、ジェット吐水口２６から吐出されるようになっている。また、ジェット吐水
口２６から吐出された洗浄水は、排水トラップ管路１８の入口部１８ａから、この入口部
１８ａの後方側の上昇管路１８ｂ内に流入した後、この上昇管路１８ｂ内を排水トラップ
管路１８の頂部１８ｃから下降管路１８ｄに流出するようになっている。
【００２５】
　つぎに、衛生洗浄系機能部１０及び給水系機能部１２のそれぞれの具体的な構造につい
ては、従来のものと同様であるため、詳細な説明については省略するが、図３及び図４に
示すように、衛生洗浄系機能部１０には、ボウル部１４の上方の使用者に向けて洗浄水を
噴射するノズル装置２８（ノズル部）を含む局部洗浄装置３０が設けられている。その他
、衛生洗浄系機能部１０には、局部洗浄装置３０に供給される洗浄水を貯水する貯水部（
図示せず）、この貯水部（図示せず）内の洗浄水を適温に温めて温水にする加熱器（図示
せず）、換気ファン（図示せず）、脱臭ファン（図示せず）、温風ファン（図示せず）、
及び、これらの機器の作動を制御するコントローラ（図示せず）等が設けられている。
　一方、給水系機能部１２の給水路（図示せず）は、その上流側が給水源である水道（図
示せず）に接続されており、貯水タンク（図示せず）の上流側の給水路には、定流量弁（
図示せず）、電磁弁（図示せず）、貯水タンク（図示せず）への給水とリム吐水口２２へ
の吐水とを切り替える切替弁（図示せず）等が設けられている。また、給水系機能部１２
には、これら以外にも、電磁弁（図示せず）の開閉操作、切替弁（図示せず）の切替操作
、及び、加圧ポンプ（図示せず）の回転数や作動時間等を制御するコントローラ（図示せ
ず）等が設けられている。
【００２６】
　なお、本実施形態による水洗大便器１においては、リム吐水口２２によるリム吐水につ
いて水道の給水圧力を利用して行い、ジェット吐水口２６によるジェット吐水について加
圧ポンプ（図示せず）を制御することにより貯水タンク（図示せず）内の洗浄水を供給す
る、いわゆる、ハイブリット式の水洗大便器の形態について説明するが、このような形態
に限られず、他の形態についても適用可能である。すなわち、他の形態として、水道のみ
から直接的に供給される洗浄水について、バルブを切り替えることによってリム吐水口２
２によるリム吐水とジェット吐水口２６によるジェット吐水とを切り替えるような形態で
あってもよいし、貯水タンク内の洗浄水について、ポンプのみを切り替えることによって
、リム吐水口２２によるリム吐水とジェット吐水口２６によるジェット吐水とを切り替え
るような形態であってもよい。
【００２７】
　つぎに、図１～図８を参照して、本実施形態の水洗大便器１の便器本体２におけるリム
部１６及びスカート部２０、並びに、便座４及び便蓋６の詳細について説明する。
　図６は、本発明の一実施形態による水洗大便器の便器本体の背面図である。
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　図１～図６に示すように、便器本体２のスカート部２０は、ボウル部１４よりも後方側
の側面２０ａが衛生洗浄系機能部１０の左右方向の両側を覆うようにリム部１６の上面１
６ａよりも上方に突出して且つ内側に窄まるように形成されており、衛生洗浄系機能部１
０の最上面１０ａは、スカート部２０の上部に配置されている。そして、衛生洗浄系機能
部１０の上方には、カバー部材３２が上方から取り外し可能に取り付けられている。
　これにより、衛生洗浄系機能部１０の側面と、これに対向するスカート部２０の内側側
面との間に隙間がなくなり、この隙間から汚れが付着することを防ぐことができ、清掃性
を高めることができるようになっている。
　また、衛生洗浄系機能部１０の側面と、これに対向するスカート部２０の内側側面との
間に隙間がなくなることにより、スカート部２０の外側が被水した場合であっても、隙間
から衛生洗浄系機能部１０内に水が浸入することを防ぐこともできるようになっている。
　さらに、衛生洗浄系機能部１０の最上面１０ａがスカート部２０の上部に配置されてい
ると共に、衛生洗浄系機能部１０の上方にはカバー部材３２が上方から取り外し可能に取
り付けられていることにより、例えば、衛生洗浄系機能部１０の局部洗浄装置３０やその
他の機器についてメンテナンス等を行う際に、衛生洗浄系機能部１０に対して上方側（使
用者側）からアクセスしやすくなるため、メンテナンス性を高めることができるようにな
っている。
　また、ボウル部１４よりも後方側のスカート部２０の側面２０ａが衛生洗浄系機能部１
０の左右方向の両側を覆うようにリム部１６の上面１６ａよりも上方に突出して且つ内側
に窄まるように形成されていることにより、ボウル部１４、リム部１６及びスカート部２
０の構造的な外観の一体性を高めることができ、意匠性を向上させることもできるように
なっている。
【００２８】
　つぎに、図３～図５に示すように、衛生洗浄系機能部１０の下面とリム部１６の後方側
領域の上面１６ａとの間には、シール部材３４が設けられている。これにより、例えば、
ボウル部１４内の洗浄水がリム部１６の後方側領域の上面１６ａと衛生洗浄系機能部１０
の下面との間に浸入したとしても、シール部材３４が衛生洗浄系機能部１０の内部に水が
浸入することを防ぐことができるようになっている。
【００２９】
　つぎに、図３～図５に示すように、スカート部２０の上面は、ほぼ水平に形成された水
平部２０ｂと、この水平部２０ｂの後端２０ｃから衛生洗浄部の側方側を覆うように上方
に突出する突出部２０ｄとを備えている。
　また、図５に示すように、リム部１６の外縁部の下面１６ｂは、便器本体２の製造工程
において、スカート部２０の上面の水平部２０ｂ及び突出部２０ｄの双方に接着されるよ
うになっている。これにより、リム部１６をスカート部２０の上面に対して確実に接着し
て固定することができるようになっている。また、リム部１６とスカート部２０との接着
部分を目立たなくすることができるため、リム部１６とスカート部２０との構造的な一体
性を高めることができ、意匠性を向上させることもできるようになっている。
【００３０】
　つぎに、図３に示すように、リム吐水口２２は、便器本体２の左右方向の一方側（便器
本体２の左右方向の右側）のリム部１６の内周面における前後方向の中間部付近に形成さ
れており、給水源である水道（図示せず）から導水路２４を経てリム吐水口２２に導かれ
た洗浄水を後方に向けて吐水するようになっている。
　また、図３及び図５に示すように、リム吐水口２２付近のリム部１６の上面１６ａ付近
及びこの付近よりも後方側における左右両側のスカート部２０の上面の突出部２０ｄは、
リム吐水口２２付近のリム部１６の上面１６ａ付近から後方側に向かって徐々に上方に突
出するように形成されており、リム吐水口２２から後方に向けて洗浄水Ｗが吐水された際
に、この吐水された洗浄水Ｗがリム部１４の後方側領域において外側に飛び出すことを抑
制することができるようになっている。
【００３１】
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　つぎに、図２～図４に示すように、衛生洗浄系機能部１０の局部洗浄装置３０のノズル
装置２８は、使用前の待機状態のノズル本体３６がリム部１６の後方側領域Ｒ１の上方に
位置し、使用状態のノズル本体３８先端部３８ａがボウル部１４の上方の所定位置まで伸
長して、便座４上の使用者に向けて所定方向に洗浄水を噴射するようになっている。
　また、図２～図４に示すように、リム部１６の後方側領域Ｒ１の上面の高さ位置Ｐ３は
、使用状態のノズル本体３８の先端部３８ａがボウル部１４の上縁の高さ位置Ｐ２と同一
の高さ位置付近で水没しないように、リム部１６の前方側領域Ｆ１の上面の高さ位置Ｐ１
と同一高さ位置に設定されている。
　なお、リム部１６の後方側領域Ｒ１の上面の高さ位置Ｐ３については、リム部１６の前
方側領域Ｆ１の上面の高さ位置Ｐ１よりも高い高さ位置に設定されていてもよい。
　これにより、使用状態の局部洗浄装置３０のノズル装置２８のノズル本体３８について
、その先端部３８ａがボウル部１４の上縁の高さ位置Ｐ２と同一の高さ位置付近で水没す
ることなく、ボウル部１４の上方の所定位置まで伸長させやすくすることができるように
なっている。
　また、使用状態の局部洗浄装置３０のノズル装置２８のノズル本体３８がボウル部１４
内で水没することによって局部洗浄装置３０のノズル装置２８に故障や不具合が発生する
ことを防ぐことができるようになっている。
【００３２】
　つぎに、図６に示すように、スカート部２０は、その外周面が上下方向の中間部Ｍ付近
から下方に向かって窄まる形状に形成されている。これにより、例えば、このスカート部
２０の外周面の窄まる形状部分に、水洗大便器１を持ち運びするための便器補助部材４０
を取り付けることができ、水洗大便器１を容易に持ち運びすることができるようになって
いる。
　ここで、図７は、本発明の一実施形態による水洗大便器に便器補助部材を取り付けた状
態の斜視図である。
　図７に示すように、便器補助部材４０については、従来のものと同様であるため、詳細
な説明については省略するが、水洗大便器１の製品出荷時に水洗大便器１のスカート部２
０の周囲に装着される梱包部材の一部である内装材であり、段ボール紙等によって形成さ
れている。
　例えば、まず、水洗大便器１を所定の設置場所に設置する作業を行う前に、図７に示す
ように、便器補助部材４０の底面開口部４０ａの中に便器本体２のスカート部２０の下方
部分から挿入されることにより、便器補助部材４０の底面開口部４０ａの開口断面積より
も大きい断面積を有するスカート部２０の外周面の上下方向の中間部Ｍが、便器補助部材
４０の底面開口部４０ａによって保持される。
　そして、水洗大便器１を所定の設置場所に設置する際には、水洗大便器１の前後の各施
工者が、便器補助部材４０の両側に一対ずつ設けられた前側手掛け部４０ｂ及び後側手掛
け部４０ｃのそれぞれに手を掛けて持ち上げて移動することにより、便器補助部材４０と
水洗大便器１を所定の設置位置まで容易に持ち運びすることができるようになっている。
【００３３】
　つぎに、図１に示すように、スカート部２０の外側表面積Ａ１は、便蓋６の外側表面積
Ａ２及びスカート部２０の外側表面積Ａ１の総面積Ａ３（Ａ３＝Ａ１＋Ａ２）に対して６
０％～７０％に設定されている。これにより、水洗大便器１における便蓋６以外の大半の
部分をスカート部２０で占有することができ、便器本体２のボウル部１４や排水トラップ
管路１８等の内部構造についてスカート部２０で保護することができるようになっている
。また、水洗大便器１の大半を占有する便器本体２のスカート部２０により、水洗大便器
１の構造的な外観の一体性を高めることができるため、意匠性を向上させることもできる
ようになっている。
【００３４】
　つぎに、図３に示すように、便座４は、衛生洗浄系機能部１０の上方のカバー部材３２
及び便器本体２のリム部１６の上面１６ａを上方から覆うように設けられている。これに
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より、便座４が便器本体２のリム部１６の上面１６ａに接触した状態では、便座４がリム
部１６の上面１６ａを保護することができるようになっており、また、便座４がカバー部
材３２と共に、衛生洗浄系機能部１０の上面を保護することができるようになっている。
　さらに、便座４によって、衛生洗浄系機能部１０の上方のカバー部材３２の上面及びリ
ム部１６の上面１６ａを隠蔽して目立たなくすることができ、意匠性を向上させることも
できるようになっている。
【００３５】
　つぎに、図３に示すように、便蓋６は、便座４の全体を上方から覆うように設けられて
いる。水洗大便器１を使用しないときには、通常、便蓋６で便座４を覆うことにより、便
座４を保護することができるようになっている。また、便蓋６で便座４を覆うことにより
、便座４や便器本体２のボウル部１４内を隠蔽して目立たなくすることができるため、意
匠性を向上させることもできるようになっている。
【００３６】
　また、図３に示すように、便蓋６は、便座４を介して便器本体２のボウル部１４を上方
から覆うと共に、スカート部２０を上方から覆うようになっていることにより、便蓋６が
便座４を介して便器本体２のボウル部１４及びスカート部２０のそれぞれを同時に覆うこ
とができると共に、ボウル部１４及びスカート部２０のそれぞれについて上方から確実に
保護することができるようになっている。
　さらに、図１及び図６に示すように、便蓋６がスカート部２０を覆った状態では、スカ
ート部２０と便蓋６との構造的な外観の一体性を高めることができ、意匠性を向上させる
こともできるようになっている。
【００３７】
　つぎに、図８は、本発明の一実施形態による水洗大便器の便器本体のスカート部及び便
蓋における後方側部分を拡大した部分拡大平面図である。
　図３、図４、図６及び図８に示すように、便器本体２のスカート部２０は、ボウル部１
４及びリム部１６よりも後方且つ上方の上端部における左右方向の中間部において下方に
向かって凹状に切り欠いた切欠き部４２を形成している。
　なお、図８に示すように、切欠き部４２には、通常、切欠き部４２の内部を隠蔽するた
めの化粧パネル４４が取り付けられているが、図３、図４及び図６に示す切欠き部４２に
ついては、化粧パネル４４を取り外した状態を示している。
　また、図３、図４、図６及び図８に示すように、切欠き部４２の内側には、便座４及び
便蓋６のそれぞれの回動軸４６，４８が回動可能にそれぞれ取り付けられるヒンジ部であ
る軸受フレーム５０が設けられている。これにより、便座４及び便蓋６の各回動軸４６，
４８やこれらのヒンジ部である軸受フレーム５０がスカート部２０の切欠き部４２の外側
に露出して設けられているものに比べて、軸受フレーム５０やその周辺の便座４及び便蓋
６の各回動軸４６，４８に汚れが溜まり難くすることができるようになっており、便座４
及び便蓋６の各回動軸４６，４８の機能性や清掃性を高めることができるようになってい
る。
　さらに、便蓋６の回動軸４８が、スカート部２０の切欠き部４２の内側の軸受フレーム
５０に回動可能に取り付けられていることにより、便蓋６がボウル部１４及び便座４を覆
った状態では、スカート部２０と便蓋６との構造的な外観の一体性を高めることができ、
意匠性を向上させることもできるようになっている。
【００３８】
　つぎに、図３、図４、図６及び図８に示すように、軸受フレーム５０は、衛生洗浄系機
能部１０の下方に配置されているベースプレート５２（図６参照）と共に便器本体２に対
して前後方向に所定距離Ｌ１（図８参照）だけ摺動可能となっており、便器本体２のスカ
ート部２０の切欠き部４２に対する軸受フレーム５０の前後方向の位置、並びに、便座４
及び便蓋６の各回動軸４６，４８の前後方向の位置が調整可能となっている。
　これにより、水洗大便器１を設置場所に設置する際に、便器本体２のスカート部２０及
び便蓋６の前後方向の設置スペースに応じて、軸受フレーム５０の前後方向の位置、並び
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に、便座４及び便蓋６の各回動軸４６，４８の前後方向の位置を適宜調整して位置決めす
ることができ、施工負担を軽減することができるようになっている。
【００３９】
　つぎに、図６に示すように、スカート部２０の切欠き部４２の内側には、衛生洗浄系機
能部１０の換気を行うための換気ダクト５４が衛生洗浄系機能部１０の一部として配置さ
れており、また、機能部８の一部である照明装置５６等も配置されている。これにより、
換気ダクト５４等の衛生洗浄系機能部１０の一部や照明装置５６等の機能部８の一部につ
いて施工したり、メンテナンスしたりする際には、化粧パネル４４を取り外すことにより
、スカート部２０の切欠き部４２から機能部８の一部に容易にアクセスすることができ、
施工性やメンテナンス性を高めることができるようになっている。
【００４０】
　つぎに、上述した本発明の一実施形態による水洗大便器１における作用について説明す
る。
　まず、本発明の一実施形態による水洗大便器１によれば、便器本体２のボウル部１４よ
りも後方側のスカート部２０の側面２０ａが衛生洗浄系機能部１０の左右方向の両側を覆
うようにリム部１６の上面１６ａよりも上方に突出して且つ内側に窄まるように形成され
ていることにより、衛生洗浄系機能部１０の側面と、これに対向するスカート部２０の内
側側面との間に隙間がなくなり、この隙間から汚れが付着することを防ぐことができるた
め、清掃性を高めることができる。
　また、衛生洗浄系機能部１０の側面と、これに対向するスカート部２０の内側側面との
間に隙間がなくなることにより、スカート部２０の外側が被水した場合であっても、隙間
から衛生洗浄系機能部１０内に水が浸入することを防ぐこともできる。
　さらに、衛生洗浄系機能部１０の最上面１０ａがスカート部２０の上部に配置されてい
ると共に、衛生洗浄系機能部１０の上方にはカバー部材３２が上方から取り外し可能に取
り付けられていることにより、例えば、衛生洗浄系機能部１０の局部洗浄装置３０やその
他の機器についてメンテナンス等を行う際に、衛生洗浄系機能部１０に対して上方側（使
用者側）からアクセスしやすくなるため、メンテナンス性を高めることができる。
　また、ボウル部１４よりも後方側のスカート部２０の側面２０ａが衛生洗浄系機能部１
０の左右方向の両側を覆うようにリム部１６の上面１６ａよりも上方に突出して且つ内側
に窄まるように形成されていることにより、ボウル部１４、リム部１６及びスカート部２
０の構造的な外観の一体性を高めることができ、意匠性を向上させることもできる。
【００４１】
　つぎに、本実施形態による水洗大便器１によれば、衛生洗浄系機能部１０の下面とリム
部１６の後方側領域の上面１６ａとの間にシール部材３４が設けられていることより、例
えば、ボウル部１４内の洗浄水がリム部１６の後方側領域の上面１６ａと衛生洗浄系機能
部１０の下面との間に浸入したとしても、シール部材３４が衛生洗浄系機能部１０の内部
に水が浸入することを防ぐことができる。
【００４２】
　つぎに、本実施形態による水洗大便器１によれば、スカート部２０の上面は、ほぼ水平
に形成された水平部２０ｂと、この水平部２０ｂの後端２０ｃから衛生洗浄部の側方側を
覆うように上方に突出する突出部２０ｄとを備えており、リム部１６の外縁部の下面１６
ｂは、便器本体２の製造工程において、スカート部２０の上面の水平部２０ｂ及び突出部
２０ｄの双方に接着されることにより、リム部１６をスカート部２０の上面に対して確実
に接着して固定することができる。
　また、リム部１６とスカート部２０との接着部分を目立たなくすることができるため、
リム部１６とスカート部２０との構造的な一体性を高めることができ、意匠性を向上させ
ることもできる。
【００４３】
　つぎに、本実施形態による水洗大便器１によれば、リム吐水口２２が便器本体２の左右
方向の一方側（便器本体２の左右方向の右側）のリム部１６の内周面における前後方向の
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中間部付近に形成されており、給水源である水道（図示せず）から導水路２４を経てリム
吐水口２２に導かれた洗浄水を後方に向けて吐水するようになっており、また、リム吐水
口２２付近のリム部１６の上面１６ａ付近及びこの付近よりも後方側における左右両側の
スカート部２０の上面の突出部２０ｄが、リム吐水口２２付近のリム部１６の上面１６ａ
付近から後方側に向かって徐々に上方に突出するように形成されているため、リム吐水口
２２から後方に向けて洗浄水Ｗが吐水された際に、この吐水された洗浄水Ｗがリム部１４
の後方側領域において外側に飛び出すことを抑制することができる。
【００４４】
　つぎに、本実施形態による水洗大便器１によれば、リム部１６の後方側領域Ｒ１の上面
の高さ位置Ｐ３は、使用状態のノズル本体３８の先端部３８ａがボウル部１４の上縁の高
さ位置Ｐ２と同一の高さ位置付近で水没しないように、リム部１６の前方側領域Ｆ１の上
面の高さ位置Ｐ１と同一高さ位置に設定されているか、又は、リム部１６の前方側領域Ｆ
１の上面の高さ位置Ｐ１よりも高い高さ位置に設定されていることにより、使用状態の局
部洗浄装置３０のノズル装置２８のノズル本体３８について、その先端部３８ａがボウル
部１４の上縁の高さ位置Ｐ２と同一の高さ位置付近で水没することなく、ボウル部１４の
上方の所定位置まで伸長させやすくすることができる。
　また、使用状態の局部洗浄装置３０のノズル装置２８のノズル本体３８がボウル部１４
内で水没することによって局部洗浄装置３０のノズル装置２８に故障や不具合が発生する
ことを防ぐことができる。
【００４５】
　つぎに、本実施形態による水洗大便器１によれば、スカート部２０は、その外周面が上
下方向の中間部Ｍ付近から下方に向かって窄まる形状に形成されているため、例えば、こ
のスカート部２０の外周面の窄まる形状部分に、水洗大便器１を持ち運びするための便器
補助部材４０を取り付けることができ、水洗大便器１を容易に持ち運びすることができる
。
【００４６】
　つぎに、本実施形態による水洗大便器１によれば、便座４は、衛生洗浄系機能部１０の
上方のカバー部材３２及び便器本体２のリム部１６の上面１６ａを上方から覆うように設
けられていることにより、便座４が便器本体２のリム部１６の上面１６ａに接触した状態
では、便座４がリム部１６の上面１６ａを保護することができる。
　また、便座４がカバー部材３２と共に、衛生洗浄系機能部１０の上面を保護することも
できる。
　さらに、便座４によって、衛生洗浄系機能部１０の上方のカバー部材３２の上面及びリ
ム部１６の上面１６ａを隠蔽して目立たなくすることができ、意匠性を向上させることも
できる。
【００４７】
　つぎに、本実施形態による水洗大便器１によれば、便座４の全体を上方から覆うように
設けられている便蓋６により、水洗大便器１を使用しないときには、便蓋６で便座４を覆
うことにより、便座４を保護することができる。
　また、便蓋６で便座４を覆うことにより、便座４や便器本体２のボウル部１４内を隠蔽
して目立たなくすることができるため、意匠性を向上させることもできる。
【００４８】
　つぎに、本実施形態による水洗大便器１によれば、便蓋６の外側表面積Ａ２及びスカー
ト部２０の外側表面積Ａ１の総面積Ａ３（Ａ３＝Ａ１＋Ａ２）に対して６０％～７０％に
設定されていることにより、水洗大便器１における便蓋６以外の大半の部分をスカート部
２０で占有することができ、便器本体２のボウル部１４や排水トラップ管路１８等の内部
構造についてスカート部２０で保護することができる。
　また、水洗大便器１の大半を占有する便器本体２のスカート部２０により、水洗大便器
１の構造的な外観の一体性を高めることができるため、意匠性を向上させることもできる
。
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【符号の説明】
【００４９】
　　１　　水洗大便器
　　２　　便器本体
　　４　　便座
　　６　　便蓋
　　８　　機能部
　１０　　衛生洗浄系機能部（衛生洗浄部）
　１０ａ　衛生洗浄系機能部の最上面
　１２　　給水系機能部
　１４　　ボウル部
　１６　　リム部
　１６ａ　リム部の上面
　１６ｂ　リム部の外縁部の下面
　１８　　排水トラップ管路（排水路）
　１８ａ　入口部
　１８ｂ　上昇管路
　１８ｃ　頂部
　１８ｄ　下降管路
　２０　　スカート部
　２０ａ　ボウル部よりも後方側のスカート部の側面
　２０ｂ　スカート部の上面の水平部
　２０ｃ　スカート部の上面の水平部の後端
　２０ｄ　スカート部の上面の突出部
　２２　　リム吐水口（吐水部）
　２４　　導水路
　２６　　ジェット吐水口
　２８　　ノズル装置（ノズル部）
　３０　　局部洗浄装置
　３２　　カバー部材
　３４　　シール部材
　３６　　待機状態のノズル本体
　３８　　使用状態のノズル本体
　３８ａ　使用状態のノズル本体の先端部
　４０　　便器補助部材
　４０ａ　底面開口部
　４０ｂ　前側手掛け部
　４０ｃ　後側手掛け部
　４２　　便器本体のスカート部の切欠き部
　４４　　化粧パネル
　４６　　便座の回動軸
　４８　　便蓋の回動軸
　５０　　軸受フレーム
　５２　　ベースプレート
　５４　　換気ダクト
　５６　　照明装置
　Ａ１　　便器本体のスカート部の外側表面積
　Ａ２　　便蓋の外側表面積
　Ａ３　　便器本体のスカート部の外側表面積及び便蓋の外側表面積の総面積
　Ｆ１　　リム部の前方側領域
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　Ｍ　　　スカート部の外周面における上下方向の中間部
　Ｐ１　　リム部の前方側領域の上面の高さ位置
　Ｐ２　　ボウル部の上縁の高さ位置
　Ｐ３　　リム部の後方側領域の上面の高さ位置
　Ｒ１　　リム部の後方側領域

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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