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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洗浄水によりボウル面を洗浄する小便器であって、
　ボウル面と、このボウル面の底部に形成され洗浄水を下流側の排水流路へ排出する排水
口と、その上方端に形成された収納室と、を備えた小便器本体と、
　この小便器本体の収納室に収納され、使用者を検知する人体検知センサと、この人体検
知センサからの検知信号に基づいて洗浄水を吐水して上記ボウル面を洗浄する吐水部と、
を備えた便器洗浄装置と、を有し、
　上記小便器本体のボウル面は、上記収納室の前面の下端から下方に延びており、
　上記吐水部が設けられる上記収納室の前面は、上記ボウル面と連続し且つ後方に向かっ
て傾斜して形成され、上記吐水部は傾斜して形成された上記収納室の前面に向けて洗浄水
を吐水するように構成され、
　上記小便器本体の収納室の前面と上記ボウル面は、一体構造であり、且つ、上記ボウル
面が、上方から下方へ後方に向かって傾斜して円弧形状に形成され、小便がボウル面に当
たった後に下方に落下するように構成されている小便器。
【請求項２】
　上記小便器本体の収納室の前面は、上記排水口の中心よりも後方に位置している請求項
１に記載の小便器。
【請求項３】
　上記小便器本体の収納室の前面は、平面視で、その中央部が両端部よりも後方に位置す
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るように構成されている請求項１又は２に記載の小便器。
【請求項４】
　上記人体検知センサは、上記吐水部と一体構造である請求項１乃至３の何れか１項に記
載の小便器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、小便器に係り、特に、小便（尿）の飛散を防止した小便器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、例えば、特許文献１に記載されたような、ボウル面の上方に自動洗浄ユニッ
トが配置された小便器が知られている。この小便器の自動洗浄ユニットは、ボックス内に
収納され、小便器前方の使用者を検知するセンサと、このセンサによる使用者の検知に基
づいて給水路を開閉する電磁弁と、この電磁弁の作動を制御する制御部とを備え、これら
が、ボックス内に収納されるようになっている。この小便器においては、センサがボック
スの前面に設けられた窓部に臨んで配置され、このセンサが使用者を検知するとスプレッ
ダから洗浄水が吐水され、ボウル面を洗浄するようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－２１１６０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、上述した従来の小便器においては、ボウル面の上方に自動洗浄ユニット
が配置され、且つ、センサがボックスの前面に設けられた窓部に臨んで配置されているの
で、使用者がボウル面に近づき難く、その結果、使用者は、ボウル面から離れた位置に立
ち、用を足すことになるので、小便（尿）がフロアに垂れて汚れ易く、また、不衛生とな
り、清掃に手間がかかるという問題がある。
　さらに、使用者がボウル面に近い位置で用を足した場合であっても、ボウル面が鉛直方
向に形成されているので、小便（尿）がボウル面に衝突したとき、ボウル面で跳ね返り、
小便器外に飛散し、それより、フロア等が不衛生となるという問題もある。
【０００５】
　本発明は、上述した問題を解決するためになされたものであり、使用者がボウル面に近
い位置に近づき易くなり、小便（尿）の飛散を効果的に防止することができる小便器を提
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】
【０００６】
　上記の目的を達成するために、本発明は、洗浄水によりボウル面を洗浄する小便器であ
って、ボウル面と、このボウル面の底部に形成され洗浄水を下流側の排水流路へ排出する
排水口と、その上方端に形成された収納室と、を備えた小便器本体と、この小便器本体の
収納室に収納され、使用者を検知する人体検知センサと、人体検知センサからの検知信号
に基づいて洗浄水を吐水してボウル面を洗浄する吐水部と、を備えた便器洗浄装置と、を
有し、小便器本体のボウル面は、収納室の前面の下端から下方に延びており、吐水部が設
けられる小便器本体の収納室の前面は、ボウル面と連続し且つ後方に向かって傾斜して形
成され、吐水部は傾斜して形成された収納室の前面に向けて洗浄水を吐水するように構成
され、小便器本体の収納室の前面とボウル面は、一体構造であり、且つ、ボウル面が、上
方から下方へ後方に向かって傾斜して円弧形状に形成され、小便がボウル面に当たった後
に下方に落下するように構成されていることを特徴としている。
　上記のように構成された本発明においては、小便器本体の上方端に形成された収納室に
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便器洗浄装置が収納された小便器であっても、小便器本体の収納室の前面がボウル面と連
続し且つ後方に向かって傾斜して形成されているので、使用者は、小便器のボウル面に近
づき易くなる。それにより、使用者は、ボウル面に近づいた位置で用を足すことができ、
それにより、フロア等が清潔となり、清掃の手間を少なくすることができる。さらに、小
便器本体の収納室の前面がボウル面と連続して形成されているので、収納室の前面とボウ
ル面を一緒に掃除することができ、清掃性が向上する。本発明によれば、さらに、小便器
本体の収納室の前面とボウル面は、一体構造であり、且つ、ボウル面が、上方から下方へ
後方に向かって傾斜して円弧形状に形成されているので、使用者は、小便器本体のボウル
面に近づき易くなる。さらに、ボウル面に近づいた位置で用を足す場合にも、ボウル面が
後方に向かって傾斜して円弧形状に形成されているので、小便がボウル面に当たった後に
下方に落下するので、尿の飛散が防止でき、清掃性が向上する。
　また、上記のように構成された本発明において、便器洗浄装置の吐水部が、小便器本体
の収納室の前面に向けて洗浄水を吐水するように構成されているので、使用者は吐水部に
向かって近づこうとして、使用者が小便器のボウル面に近づき易くなる。
【０００８】
　本発明において、好ましくは、小便器本体の収納室の前面は、排出口の中心よりも後方
に位置している。
　上記のように構成された本発明において、小便器本体の収納室の前面が平面視で排出口
の中心よりも後方に位置しているので、小便器本体の収納室の前面が後方に位置している
距離だけ、使用者は、小便器のボウル面に近づき易くなる。
【０００９】
　本発明において、好ましくは、小便器本体の収納室の前面は、平面視で、その中央部が
両端部よりも後方に位置するように構成されている。
　上記のように構成された本発明において、小便器本体の収納室の前面が平面視でその中
央部が両端部よりも後方に位置するように構成されているので、小便器本体の収納室の前
面の中央部が両端部よりも後方に位置する距離だけ、使用者は、小便器本体のボウル面に
近づき易くなる。さらに、小便器本体の収納室の前面が平面視でその中央部が両端部より
も後方に位置するように構成されているので、隣の小便器を使用する使用者への遮蔽性が
向上する。
【００１１】
　本発明において、好ましくは、人体検知手段は、吐水部と一体構造である。
　上記のように構成された本発明において、人体検知手段が吐水部と一体構造であるので
、便器洗浄装置をコンパクトにすることができ、それにより、収納室の前後方向長さを短
くすることができる。この収納室の前後方向長さが短くなった距離だけ、使用者が小便器
本体のボウル面に近づき易くなる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の小便器によれば、使用者がボウル面に近い位置に近づき易くなり、小便（尿）
の飛散を効果的に防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態による小便器を示す全体斜視図である。
【図２】図１の小便器の正面図である。
【図３】図１の小便器の側面図である。
【図４】図１の小便器の平面図である。
【図５】本発明の実施形態による小便器の自動便器清浄ユニット（便器清浄装置）を示す
斜視図である。
【図６】図５の自動便器清浄ユニットの側面図である。
【図７】図５の自動便器清浄ユニットのスプレッダ及び人体検知センサの部分を示す拡大
斜視図である。



(4) JP 6428991 B2 2018.11.28

10

20

30

40

50

【図８】図７のVIII-VIII線に沿って見た断面図である。
【図９】本発明の実施形態による小便器の使用状態を説明するための図３に相当する断面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　添付図面を参照して、本発明の実施形態による小便器を説明する。先ず、図１乃至図４
により小便器の基本構造を説明する。図１は本発明の実施形態による小便器を示す全体斜
視図であり、図２は図１の小便器の正面図であり、図３は図１の小便器の側面図であり、
図４は図１の小便器の平面図である。
【００１５】
　図１乃至図４に示すように、符号１は、本発明の実施形態による小便器を示し、この小
便器１は、陶器製の小便器本体２と、詳細は後述するが、この小便器本体２を洗浄するた
めの自動便器洗浄ユニット４（図２及び図３参照）を備えている。
【００１６】
　小便器１の小便器本体２は、上方端に上述した自動便器洗浄ユニット４を収納するため
の収納室６と、この収納室６の前面７から下方に延びるボウル面８と、このボウル面８の
底部に形成された排出口１０とを備えている。
【００１７】
　収納室６は、小便器本体２と別体である蓋３により形成されている。また、収納室６の
前面７は、詳細は後述するように、後方に向かって傾斜して形成されている。また、排出
口１０には、目皿板１２が配置されている。さらに、排出口１０は、下流側に配置された
排水流路（図示せず）に接続されている。
【００１８】
　次に、図５乃至図８により、自動便器洗浄ユニット４について説明する。図５は本発明
の実施形態による小便器の自動便器清浄ユニット（便器清浄装置）を示す斜視図であり、
図６は図５の自動便器清浄ユニットの側面図であり、図７は図５の自動便器清浄ユニット
のスプレッダ及び人体検知センサの部分を示す拡大斜視図であり、図８は図７のVIII-VII
I線に沿って見た断面図である。
【００１９】
　自動便器洗浄ユニット４は、上流側から洗浄水を供給する給水管１４と、この給水管１
４の先端に取り付けられた吐水部であるスプレッダ１６と、使用者の有無を検知する人体
検知センサ１８と、給水管１４に取り付けられ給水の供給及び停止を行う電磁弁２０と、
人体検知センサ１８からの検知信号に基づいて電磁弁２０のオン・オフを制御する制御ユ
ニット２２と、を備えている。
【００２０】
　人体検知センサ１８は、小便器１の前方の使用者の有無及び使用者までの距離を検知す
る赤外線式のセンサである。この人体検知センサ１８により使用者が用を足して小便器１
から所定距離離れたことを検知した場合に、制御ユニット２２から検知信号が発信され、
この検知信号により、電磁弁２０がオンとなり、給水管１４からスプレッダ１６に洗浄水
が供給され、小便器１のボウル面８が洗浄されるようになっている。
【００２１】
　図８に示すように、この自動洗浄ユニット４において、スプレッダ１６が、小便器本体
２の収納室６の前面７に取り付けられている。このスプレッダ１６には、吐水口１６ａが
形成され、この吐水口１６ａは、収納室６の前面７の後方側への傾きよりもより後方側に
傾くように形成され、これにより、スプレッダ１６から収納部６の前面７に向けて洗浄水
が吐水されるようになっている。また、自動洗浄ユニット４において、人体検知センサ１
８は、スプレッダ１６と一体構造となっている。
【００２２】
　再び、図１乃至図４に戻り、小便器１の小便器本体２の詳細構造を説明する。先ず、図
３に示すように、小便器本体３において、収納室６の前面７は、ボウル面８と一体構造と
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なっている。さらに、収納室６の前面７は、ボウル面８の上方側と連続して形成され、さ
らに、後方に向かって傾斜して形成されている。ここで、収納室６の前面７とボウル面８
の「連続」は、収納室６の前面７とボウル面８が、面一に、又は、ほぼ面一に形成されて
いることを意味している。また、完全な面一である必要はなく、例えば、小さな段差があ
ってもよく、収納室６の前面からボウル面８へと流れる洗浄水が剥離することがなければ
良い。
【００２３】
　収納室６の前面７には、上述したように、自動洗浄ユニット４のスプレッダ１６が取り
付けられており、収納室６の前面７のスプレッダ１６が取り付けられている位置における
後方への傾斜角θ（図３及び図８参照）は、１５度である。この傾斜角θは、１０度～２
５度の範囲内が好ましい。
【００２４】
　次に、小便器本体２の収納室６の前面７とボウル面８は、共に、上方から下方へ後方に
向かって傾斜して円弧形状に形成されている。具体的には、図３に示すように、収納室６
の前面７とボウル面８の上方側は、大きな曲率半径である曲率半径Ｒ１により形成され、
ボウル面８の下方側は、曲率半径Ｒ１よりも小さな曲率半径である曲率半径Ｒ２（＜Ｒ１
）により形成されている。
【００２５】
　次に、図４に示すように、小便器本体２の収納室６の前面７は、平面視で、排水口１０
の中心よりも後方側に位置している。
　また、収納室６の前面７は、その中央部７ａが両端部７ｂ，７ｃよりも後方に位置する
ような形状となっている。
　さらに、小便器本体２のボウル面８の後方側は、平面視で、曲率半径Ｒ３によるほぼ円
弧形状により形成されている。
【００２６】
　次に、上述した本実施形態による小便器による作用及び動作を説明する。先ず、本実施
形態による小便器１は、自動便器洗浄ユニット４が小便器本体２の上方端に形成された収
納室６内に収納されたタイプの小便器である。本実施形態においては、このようなタイプ
の小便器１において、小便器本体２の収納室６の前面７がボウル面８と連続し且つ後方に
向かって傾斜して形成されている。このため、本実施形態による小便器１によれば、使用
者が小便器本体２のボウル面８に近づき易くなり、それにより、使用者は、ボウル面８に
近づいた位置で用を足すことができ、それにより、フロア等が清潔となり、清掃の手間を
少なくすることができる。さらに、小便器本体２の収納室６の前面７がボウル面８と連続
して形成されているので、収納室６の前面７とボウル面８を一緒に掃除することができ、
清掃性が向上する。
【００２７】
　また、本実施形態による小便器１においては、小便器本体２の収納室６の前面７とボウ
ル面８は、一体構造であり、且つ、上方から下方へ後方に向かって傾斜して円弧形状に形
成されているので、使用者は、小便器本体２のボウル面８に近づき易くなる。さらに、ボ
ウル面８に近づいた位置で用を足す場合にも、ボウル面８が後方に向かって傾斜して円弧
形状に形成されているので、小便がボウル面に当たった後に前方に跳ね返ることがなく、
下方に落下するので、尿の飛散が防止でき、清掃性が向上する。
【００２８】
　具体的に説明すると、図９は、本実施形態による小便器の使用状態を示しており、この
図９に示すように、使用者Ｍが用を足したとき、小便の一部Ｆ１は、ボウル面８に当たっ
て跳ね返るが、ボウル面８が後方に向かって傾斜して円弧形状に形成されているので、下
方に落下する。また、小便の一部Ｆ２は、ボウル面８に当たってそのままボウル面８の表
面に沿って下方に流れる。
【００２９】
　また、小便器本体２の収納室６の前面７が排出口１０の中心よりも後方に位置している
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器１のボウル面８に近づき易くなる。
【００３０】
　また、小便器本体２の収納室６の前面７が、平面視で、その中央部７ａが両端部７ｂ，
７ｃよりも後方に位置するように構成されているので、小便器本体２の収納室６の前面７
の中央部７ａが両端部７ｂ，７ｃよりも後方に位置する距離だけ、使用者は、小便器２の
ボウル面８に近づき易くなる。さらに、小便器本体２の収納室６の前面７が平面視でその
中央部７ａが両端部７ｂ，７ｃよりも後方に位置するように構成されているので、隣の小
便器を使用する使用者への遮蔽性（見え難くなる）が向上する。
【００３１】
　また、自動便器洗浄ユニット４のスプレッダ１６が小便器本体２の収納室６の前面７に
設けられ、それにより、洗浄水が収納室６の前面７に向けて洗浄水が吐水されるので、使
用者はスプレッダ１６に向かって近づこうとして、使用者が小便器本体２のボウル面に近
づき易くなる。
【００３２】
　また、人体検知センサ１８がスプレッダ１６と一体構造である、自動便器洗浄ユニット
４をコンパクトにすることができ、それにより、収納室６の前後方向長さを短くすること
ができる。この収納室６の前後方向長さが短くなった距離だけ、使用者が小便器本体２の
ボウル面８に近づき易くなる。
【００３３】
　以上説明したように、本発明の実施形態による小便器によれば、使用者が小便器本体２
のボウル面８に近づき易くなり、それにより、使用者は、ボウル面８に近づいた位置で用
を足すことができ、フロア等が清潔となり、清掃の手間を少なくすることができる。
【符号の説明】
【００３４】
１　小便器
２　小便器本体
４　自動便器洗浄ユニット（便器洗浄装置）
６　収納室
７　前面
８　ボウル面
１０　排水口
１４　給水管
１６　スプレッダ
１８　人体検知センサ
２０　電磁弁
２２　制御ユニット
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