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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸方向の両端部のそれぞれに吸気口を有すると共に、前記軸方向に交差する方向の側部
に吹出口を有する送風機と、
　前記送風機を収容し、前記吸気口から吸い込む空気の流路を前記送風機の軸方向の両側
に形成するケースと、を備え、
　前記送風機は、前記吸気口を上方及び下方に向けた横置きにされ、
　前記ケースは、前記送風機の上方及び下方に前記流路を形成し、
　前記ケースは、前記送風機の側方から前記送風機の上方に亘って斜め上方に延びると共
に、前記送風機の吸気口に対向する部位を上方に膨出することで前記流路を形成する天板
を有し、
　前記送風機は、その一部が前記天板と接触している脱臭装置。
【請求項２】
　軸方向の両端部のそれぞれに吸気口を有すると共に、前記軸方向に交差する方向の側部
に吹出口を有する送風機と、
　前記送風機を収容し、前記吸気口から吸い込む空気の流路を前記送風機の軸方向の両側
に形成するケースと、
　下方の前記吸気口の縁に沿って配置され、前記ケースの内面と前記送風機の下面との間
に介在するパッキンと、を備え、
　前記送風機は、前記吸気口を上方及び下方に向けた横置きにされ、
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　前記ケースは、前記送風機の上方及び下方に前記流路を形成し、
　前記パッキンは、前記流路となる切欠部を有する脱臭装置。
【請求項３】
　前記ケースは、前記送風機の側方から前記送風機の上方に亘って斜め上方に延びると共
に、前記送風機の吸気口に対向する部位を上方に膨出することで前記流路を形成する天板
を有する請求項２に記載の脱臭装置。
【請求項４】
　前記送風機は、その一部が前記天板と接触している請求項３に記載の脱臭装置。
【請求項５】
　下方の前記吸気口の縁に沿って配置され、前記ケースの内面と前記送風機の下面との間
に介在するパッキンを備え、
　前記パッキンは、前記流路となる切欠部を有する請求項１に記載の脱臭装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、大便器用の脱臭装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、大便器用の脱臭装置では、臭気が含まれる空気を送風機で吸い込んで脱臭カート
リッジに通過させることで脱臭を行っている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－２０６１８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、近年では、大便器に設けられる洗浄装置の高機能化に伴って、設置スペ
ースの確保の観点から、脱臭機能を維持したままで脱臭装置のコンパクト化が求められて
いる。
【０００５】
　本発明は上記に鑑みてなされたものであり、その目的は、脱臭機能を維持したままコン
パクト化することができる脱臭装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため本発明は、軸方向の両端部のそれぞれに吸気口（例えば、後述
する吸気口３４，３５）を有すると共に、前記軸方向に交差する方向の側部に吹出口（例
えば、後述する吹出口３６）を有する送風機（例えば、後述する送風機３０）と、前記送
風機を収容し、前記吸気口から吸い込む空気の流路を前記送風機の軸方向の両側に形成す
るケース（例えば、後述する脱臭ダクト２９）と、を備える脱臭装置（例えば、後述する
局部洗浄装置３）を提供する。
【０００７】
　前記送風機は、前記吸気口を上方及び下方に向けた横置きにされ、前記ケースは、前記
送風機の上方及び下方に前記流路を形成することが好ましい。
【０００８】
　前記ケースは、前記送風機の側方から前記送風機の上方に亘って斜め上方に延びると共
に、前記送風機の吸気口に対向する部位を上方に膨出することで前記流路を形成する天板
（例えば、後述する天板３７）を有することが好ましい。
【０００９】
　前記送風機は、その一部が前記天板と接触していることが好ましい。
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【００１０】
　下方の前記吸気口の縁に沿って配置され、前記ケースの内面と前記送風機の下面との間
に介在するパッキン（例えば、後述するパッキン３８）を備え、前記パッキンは、前記流
路となる切欠部（例えば、後述する切欠部３９）を有することが好ましい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、送風機が軸方向の両端部のそれぞれに吸気口を有する送風機を備える
と共に、吸気口から吸い込む空気の流路を送風機の軸方向の両側に形成するケースを備え
るため、脱臭機能を維持したままコンパクト化が可能な脱臭装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態に係る局部洗浄装置を備える大便器をその前方斜め上方から
視た斜視図である。
【図２】便座、便蓋、及び局部洗浄装置のカバーを取り外した状態の上記実施形態に係る
大便器の上面図である。
【図３Ａ】図２における矢印ＩＩ－ＩＩの方向に視た脱臭ユニットの断面斜視図である。
【図３Ｂ】図２における矢印ＩＩＩ－ＩＩＩの方向に視た脱臭ユニットの断面図である。
【図４】パッキンを貼り付けた状態の送風機の底面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の一実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、以下の説
明において、便宜上、左右方向は便座に着座する大便器の利用者から見た左右方向を意味
する。
【００１４】
　まず、図１及び図２を用いて、大便器１について説明する。図１は、本発明の一実施形
態に係る局部洗浄装置３を備える大便器１をその前方斜め上方から視た斜視図である。図
２は、便座５、便蓋６、及び局部洗浄装置３のカバー１１を取り外した状態の大便器１の
上面図である。
【００１５】
　図１及び図２に示す大便器１は、水洗式の大便器であり、便器本体２と、局部洗浄装置
３と、等を備える。また、大便器１は、洗浄水を貯留するタンク１００と、洗浄水を供給
するポンプ、弁及び配管と、等を備えるが、これらの説明については省略する。
【００１６】
　便器本体２は、汚物を受ける便鉢４と、この便鉢４の底部から下方に延びる排水管（図
示省略）と、便鉢４に対して開閉する便座５及び便蓋６と、を含んで構成される。便鉢４
の上部には、その周縁に沿って洗浄水の旋回流を生成するリム流水路（図示省略）と、そ
の旋回流を排水管に向けて落し込む流れを生成する落し込み流路（図示省略）と、が形成
されている。
【００１７】
　局部洗浄装置３は、便鉢４の後部に設けられる。この局部洗浄装置３は、局部洗浄や温
風乾燥等のための各種機能部品を収容するケース７を備える。ケース７は、便鉢４の上端
周縁に設置されるベース８と、このベース８の前面中央に形成された横長の開口部９を開
閉するシャッター１０と、ベース８に組み付けられるカバー１１と、を有する。カバー１
１には、便座５及び便蓋６がそれぞれ回動可能に取り付けられている。
【００１８】
　このような局部洗浄装置３は、洗浄水を吐出するノズルユニット１２と、このノズルユ
ニット１２に温水を供給する温水供給ユニット１３と、風を送り出す送風ユニット１４と
、汚物から発生する臭気を除去する脱臭ユニット１５と、これら各ユニット１２～１５の
駆動を司る制御基板１６と、この制御基板１６及び各種機能部品に電力を供給する電源基
板１７と、等を備える。この局部洗浄装置３は、脱臭ユニット１５を中心に、脱臭装置と
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して機能する。
【００１９】
　ノズルユニット１２は、ベース８の中央に配置されている。このノズルユニット１２は
、肛門洗浄用の洗浄ノズル１８と、この洗浄ノズル１８を駆動させるノズル駆動機構１９
と、洗浄ノズル１８と共に左右に並んでツインノズルを構成するビデ用の洗浄ノズル２０
と、この洗浄ノズル２０を駆動させるノズル駆動機構２１と、を有する。
【００２０】
　左右一対の洗浄ノズル１８，２０は、互いに平行で前方に向かって下方に傾斜するよう
に、ベース８に対して進退可能に支持される。これら洗浄ノズル１８，２０は、不使用時
に、開口部９を閉じた状態のシャッター１０の内側に収容されている。
【００２１】
　肛門洗浄用の洗浄ノズル１８は、ノズル駆動機構１９によって斜め下方に進出すること
で、その先端が、シャッター１０の内面の突起（図示省略）を介してシャッター１０の内
面下側を押すことになり、開口部９を閉じる方向に付勢されているシャッター１０を、上
方に回動させながら開いて開口部９の前方に突出する。この時、洗浄ノズル１８に押し開
かれたシャッター１０は、開口部９を閉じる方向の付勢力に抗して、開口部９の下側から
開く下開き状態になる。
【００２２】
　ビデ用の洗浄ノズル２０は、ノズル駆動機構２１によって斜め下方に進出することで、
その先端が、シャッター１０の内面の突起（図示省略）を介してシャッター１０の内面上
側を押すことになり、開口部９を閉じる方向に付勢されているシャッター１０を、下方に
回動させながら開いて開口部９の前方に突出する。この時、洗浄ノズル２０に押し開かれ
たシャッター１０は、開口部９を閉じる方向の付勢力に抗して、開口部９の上側から開く
上開き状態になる。
【００２３】
　これら洗浄ノズル１８，２０は、それぞれ、下方に位置する先端部に、温水供給ユニッ
ト１３によって供給された洗浄水を吐出する吐出孔２２を有する。
【００２４】
　温水供給ユニット１３は、ベース８の右側に配置されている。この温水供給ユニット１
３は、個別の配管を介して各洗浄ノズル１８，２０に接続されており、設定温度に調温さ
れた温水を、洗浄水として各洗浄ノズル１８，２０へ供給する。
【００２５】
　送風ユニット１４は、ベース８の右側に配置されている。この送風ユニット１４は、外
気を開口部９に導く送風ダクト２４と、この送風ダクト２４内に設けられた送風機２５と
、送風ダクト２４内における送風機２５の下流側に設けられたヒーター２６及びイオン発
生装置２７と、を備える。
【００２６】
　送風ダクト２４は、外気の取込口（図示省略）を上流端に有すると共に、開口部９から
ケース７の外側に臨む吹出口２８を下流端に有する。この送風ダクト２４は、送風機２５
の駆動によって、取込口から外気を取り込んで吹出口２８から風を吹き出す。送風機２５
は、送風ダクト２４内に、取込口から吹出口２８への気流を発生させる。ヒーター２６は
、送風ダクト２４に取り込まれた空気を温める。イオン発生装置２７は、送風ダクト２４
に取り込まれた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る。
【００２７】
　このような送風ユニット１４は、送風機２５と共にヒーター２６を駆動させることで、
吹出口２８から温風を吹き出す。また、送風ユニット１４は、送風機２５と共にイオン発
生装置２７を駆動させることで、吹出口２８からプラスイオンとマイナスイオンを含む風
を吹き出し、これらのイオンによって浮遊菌を不活化する。これにより、浮遊菌の繁殖を
抑制し又は除菌する。
【００２８】
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　脱臭ユニット１５は、ベース８の左側に配置されている。この脱臭ユニット１５は、便
鉢４内の空気を便鉢４の外部に導く脱臭ダクト２９と、この脱臭ダクト２９内に設けられ
た送風機３０と、脱臭ダクト２９内における送風機３０の下流側に設けられた脱臭カート
リッジ３１と、を備える。
【００２９】
　脱臭ダクト２９は、ベース８の前方中央寄りに形成された吸込口３２を上流端に有する
と共に、ベース８の左側に形成された吹出口３３を下流端に有する。その脱臭ダクト２９
は、送風機３０の駆動によって、吸込口３２から便鉢４内の空気を吸い込んで吹出口３３
から風を吹き出す。即ち、本実施形態の脱臭ユニット１５は、非循環式（ワンパス式）の
脱臭装置である。送風機３０は、脱臭ダクト２９内に、吸込口３２から吹出口３３への気
流を発生させる。脱臭カートリッジ３１は、脱臭用の触媒を内蔵しており、脱臭ダクト２
９に吸い込まれた空気を通過させることで、通過する空気に含まれる臭気を取り除く。
【００３０】
　なお、吸込口３２は、ベース８の底面に形成され、下方に向かって開口し、便鉢４内に
臨んでいる。即ち、シャッター１０の内部に吸込口が無く、ベース８の底面に吸込口が形
成されているため、シャッター１０を閉じた状態であっても、便鉢４内の空気（臭気）を
吸込むことができるようになっている。
【００３１】
　なお、本実施形態では、脱臭カートリッジ３１として、活性炭等を触媒とする吸着型の
脱臭剤を採用するが、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
する機能を有する分解型のものを採用してもよい。
【００３２】
　次に、図３Ａ～図４を用いて、脱臭ユニット１５について説明する。図３Ａは、図２に
おける矢印ＩＩ－ＩＩの方向に視た脱臭ユニット１５の断面斜視図である。図３Ｂは、図
２における矢印ＩＩＩ－ＩＩＩの方向に視た脱臭ユニット１５の断面図である。図４は、
パッキン３８を貼り付けた状態の送風機３０の底面図である。
【００３３】
　図３Ａ～図４に示すように、脱臭ユニット１５の送風機３０は、軸方向の両端部のそれ
ぞれに吸気口３４，３５を有すると共に、軸方向に交差する方向の側部に吹出口３６を有
するシロッコファンである。この送風機３０は、吸気口３４，３５を上方及び下方に向け
た横置きにされ、略水平に配置されている。
【００３４】
　送風機３０を収容する脱臭ダクト２９は、吸気口３４，３５から吸い込む空気の流路を
、送風機３０の上方及び下方に形成するケースとなる。脱臭ダクト２９は、ベース８に形
成された吸込口３２の上方であって送風機３０の側方から、送風機３０の上方に亘って斜
め上方に延びる天板３７を有する。また、脱臭ダクト２９は、送風機３０の上方の吸気口
３４に対向する部位を上方に膨出することで、送風機３０の大型化を回避しつつ、吸気口
３４に連通する流路を形成している。
【００３５】
　また、図３Ｂに示すように、送風機３０は、その一部である上部の角部Ｃ１が天板３７
の内面と接触するように配置されている。即ち、天板３７は、送風機３０の上部の角部Ｃ
１と接触する接触部Ｃ２を有する。また、この接触部Ｃ２は、切り欠かれて凹部となって
いる。これにより、吸気口３４に連通する流路が確保されると共に、天板上部のスペース
が確保されつつ送風機３０が脱臭ユニット１５内で固定され、振動や騒音の発生が抑制さ
れている。
【００３６】
　脱臭ユニット１５は、送風機３０における下方の吸気口３５の縁に沿って配置され、脱
臭ダクト２９の内面と送風機３０の下面との間に介在するパッキン３８を備える。パッキ
ン３８は、吸気口３５から吸い込む空気の流路となる切欠部３９を有し、略Ｃ字型に形成
されている。
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【００３７】
　次に、局部洗浄装置３の動作モードについて説明する。
【００３８】
　局部洗浄装置３は、脱臭モード、お尻洗浄モード、ビデモード、温風乾燥モード、鉢内
除菌モード等の各種動作モードで動作する。
【００３９】
　脱臭モードは、便鉢４内を脱臭する動作モードである。脱臭モードにおいて局部洗浄装
置３は、肛門洗浄用の洗浄ノズル１８を斜め下方に進出させることで、シャッター１０を
上方に回動させて下開き状態にする。その後、局部洗浄装置３は、送風ユニット１４の送
風機２５を駆動させて、吹出口２８から吹き出される風を便鉢４の内面に広がる方向に導
くと共に（図２中の矢印参照）、脱臭ユニット１５の送風機３０を駆動させて、吸込口３
２から便鉢４内の空気を吸い込み脱臭カートリッジ３１で臭気を取り除く。なお、脱臭モ
ードにおいて局部洗浄装置３は、送風ユニット１４のヒーター２６及びイオン発生装置２
７を駆動させない。
【００４０】
　なお、この脱臭モードでは、送風ユニット１４側の送風機２５の出力よりも脱臭ユニッ
ト１５側の送風機３０の出力を大きくなるように制御する。従来、送風機が１つの循環式
においては送風機の出力を大きくして便鉢内の気流を強くする必要があったところ、本実
施形態のようなワンパス式であれば、送風ユニット１４側の送風機２５の出力が小さい、
即ち便鉢４内に流れる風を強くしなくても、脱臭ユニット１５側の送風機３０の出力を大
きくすることで効率良く便鉢４内の臭気が吸い込まれる。これにより、使用者が便鉢４内
の風を認識し難くなる一方で、高い脱臭性能が確保されている。
【００４１】
　お尻洗浄モードは、肛門を洗浄する動作モードである。お尻洗浄モードにおいて局部洗
浄装置３は、肛門洗浄用の洗浄ノズル１８を斜め下方に進出させることで、シャッター１
０を上方に回動させて下開き状態にする。その後、局部洗浄装置３は、温水供給ユニット
１３を駆動させて、洗浄ノズル１８の吐出孔２２から肛門に向けて洗浄水を吐出させると
共に、脱臭ユニット１５の送風機３０を駆動させて、吸込口３２から便鉢４内の空気を吸
い込み脱臭カートリッジ３１で臭気を取り除く。なお、お尻洗浄モードにおいて局部洗浄
装置３は、送風ユニット１４を駆動させない。
【００４２】
　ビデモードは、女性の局部を洗浄する動作モードである。ビデモードにおいて局部洗浄
装置３は、肛門洗浄用の洗浄ノズル１８を斜め下方にわずかに進出させることで、シャッ
ター１０を上方にわずかに回動させてから、ビデ用の洗浄ノズル２０を斜め下方に進出さ
せることで、引き続きシャッター１０を上方に回動させて下開き状態にする。その後、局
部洗浄装置３は、温水供給ユニット１３を駆動させて、洗浄ノズル２０の吐出孔２３から
女性の局部に向けて洗浄水を吐出させると共に、脱臭ユニット１５の送風機３０を駆動さ
せて、吸込口３２から便鉢４内の空気を吸い込み脱臭カートリッジ３１で臭気を取り除く
。なお、ビデモードにおいて局部洗浄装置３は、送風ユニット１４を駆動させない。
【００４３】
　温風乾燥モードは、臀部を温風で乾燥させる動作モードである。温風乾燥モードにおい
て局部洗浄装置３は、ビデ用の洗浄ノズル２０を斜め下方に進出させることで、シャッタ
ー１０を下方に回動させて上開き状態にする。その後、局部洗浄装置３は、送風ユニット
１４の送風機２５及びヒーター２６を駆動させて、吹出口２８から吹き出される温風を臀
部に向かう方向に導く。なお、温風乾燥モードにおいて局部洗浄装置３は、送風ユニット
１４のイオン発生装置２７、及び脱臭ユニット１５を駆動させない。
【００４４】
　鉢内除菌モードは、便鉢４内を除菌する動作モードである。鉢内除菌モードにおいて局
部洗浄装置３は、肛門洗浄用の洗浄ノズル１８を斜め下方に進出させることで、シャッタ
ー１０を上方に回動させて下開き状態にする。その後、局部洗浄装置３は、送風ユニット
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１４の送風機２５及びイオン発生装置２７を駆動させて、吹出口２８から吹き出されるプ
ラスイオンとマイナスイオンを含む風を便鉢４の内面に広がる方向に導く。なお、鉢内除
菌モードにおいて局部洗浄装置３は、送風ユニット１４のヒーター２６、及び脱臭ユニッ
ト１５を駆動させない。
【００４５】
　本実施形態によれば、以下の効果が奏される。
　本実施形態では、軸方向の両端部のそれぞれに吸気口３４，３５を有すると共に、軸方
向に交差する方向の側部に吹出口３６を有する送風機３０と、送風機３０を収容し、吸気
口３４，３５から吸い込む空気の流路を送風機３０の軸方向の両側に形成する脱臭ダクト
２９と、を備える。
　これにより、送風機が片側にのみ吸気口に連通する流路を有している場合と比較して、
脱臭機能（吸気量）を維持したまま送風機３０をコンパクト化できる。このため、設置ス
ペースを削減でき、局部洗浄装置３をコンパクト化できる。特に、送風機３０を横置きと
した場合には、脱臭装置の高さ寸法を抑制できる。
【００４６】
　また、本実施形態では、脱臭ダクト２９が、送風機３０の側方から送風機３０の上方に
亘って斜め上方に延びると共に、送風機３０の上方の吸気口３４に対向する部位を上方に
膨出することで流路を形成する天板３７を有する。
　これにより、ケース７における送風機３０の上方の全体を水平な平板とした場合と比較
して、脱臭ダクト２９における送風機３０の上方をコンパクト化できる。
【００４７】
　また、本実施形態では、送風機３０の一部が天板３７と接触している。即ち、送風機３
０は、その一部である上部の角部Ｃ１が天板３７の内面と接触するように配置されている
。
　これにより、吸気口３４に連通する流路が確保されると共に、送風機３０が脱臭ユニッ
ト１５内で固定され、振動や騒音の発生を抑制できる。また、部品の数を抑えつつ送風機
３０を安定化させることができる。
【００４８】
　また、本実施形態では、パッキン３８が、下方の吸気口３５の縁に沿って配置され、脱
臭ダクト２９の内面と送風機３０の下面との間に介在し、該パッキン３８は、吸気口３５
に連通する流路となる切欠部を有する。
　これにより、下方の吸気口３５への流路を確保しつつ送風機３０を安定化させることが
できる。
【００４９】
　以上、本発明の局部洗浄装置３の好ましい実施形態について説明したが、本発明は、上
述した実施形態に制限されるものではなく、適宜変更が可能である。
【符号の説明】
【００５０】
　１　大便器
　２　便器本体
　３　局部洗浄装置（脱臭装置）
　４　便鉢
　５　便座
　６　便蓋
　７　ケース
　８　ベース
　９　開口部
　１０　シャッター
　１１　カバー
　１２　ノズルユニット
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　１３　温水供給ユニット
　１４　送風ユニット
　１５　脱臭ユニット
　１６　制御基板
　１７　電源基板
　１８，２０　洗浄ノズル
　１９，２１　ノズル駆動機構
　２２，２３　吐出孔
　２４　送風ダクト
　２５　送風機
　２６　ヒーター
　２７　イオン発生装置
　２８　吹出口
　２９　脱臭ダクト（ケース）
　３０　送風機
　３１　脱臭カートリッジ
　３２　吸込口
　３３　吹出口
　３４，３５　吸気口
　３６　吹出口
　３７　天板
　３８　パッキン
　３９　切欠部

 
【図１】 【図２】
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