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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人体の局部を洗浄する人体洗浄ノズルであって、
　　前記人体洗浄ノズルの上部に設けられ前記局部を洗浄する水を噴出する人体局部噴出
穴と、
　　前記人体洗浄ノズルの先端部の下部に設けられ便器のボウルの表面へ向かって水を噴
出する便器洗浄噴出穴と、
　を有する前記人体洗浄ノズルを備え、
　前記人体洗浄ノズルは、
　　前記便器洗浄噴出穴を有するノズル本体と、
　　前記ノズル本体を覆い前記便器洗浄噴出穴と連通した切り欠き部を有するノズルカバ
ーと、
　を有し、
　前記ノズルカバーの先端部は、湾曲した形状を有することを特徴とする衛生洗浄装置。
【請求項２】
　前記人体洗浄ノズルは、本体の内部に設けられ前記本体から前記ボウルへ向かって進出
可能とされ、
　前記便器洗浄噴出穴の軸と水平面との間のなす角度は、前記人体洗浄ノズルの進出の方
向と平行な軸と前記水平面との間のなす角度よりも大きいことを特徴とする請求項１記載
の衛生洗浄装置。
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【請求項３】
　前記便器洗浄噴出穴の軸に対して垂直な方向における前記便器洗浄噴出穴の断面形状は
、円形であり、
　前記便器洗浄噴出穴の軸の方向にみたときの前記切り欠き部の形状は、非円形であるこ
とを特徴とする請求項１記載の衛生洗浄装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の態様は、一般的に、衛生洗浄装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　汚物が便器のボウル部に付着することを抑制するため、使用者が便器を使用する前に、
便器のボウル部を水で濡らす技術が知られている。　
　例えば、下部外周に便器本体の鉢面に向かって洗浄水を噴出させるプレ洗浄孔を有する
ノズル部が設けられている局部洗浄装置付便器がある（特許文献１）。
【０００３】
　しかし、特許文献１に開示された局部洗浄装置付便器は、ノズル部の下部外周に設けら
れたプレ洗浄孔から便器本体の鉢面に向かって洗浄水を噴出させるため、便器本体の鉢面
の前側には洗浄水が届き難いという問題がある。また、洗浄水が便器本体の鉢面の前側に
まで届いたとしても、プレ洗浄孔から鉢面の前側までの距離が比較的長いため、ミスト状
の洗浄水が浮遊し、便座に着座中の使用者の局部が濡れるという問題がある。あるいは、
ミスト状の洗浄水が浮遊し便器の外へ出て、便座が濡れたり、床が濡れるという問題があ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平６－３２２８０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、かかる課題の認識に基づいてなされたものであり、便器のボウルの表面の略
全体を濡らすことができ、便座や床が濡れることを抑制することができる衛生洗浄装置を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第１の発明は、人体の局部を洗浄する人体洗浄ノズルであって、前記人体洗浄ノズルの
上部に設けられ前記局部を洗浄する水を噴出する人体局部噴出穴と、前記人体洗浄ノズル
の先端部の下部に設けられ便器のボウルの表面へ向かって水を噴出する便器洗浄噴出穴と
、を有する前記人体洗浄ノズルを備え、前記人体洗浄ノズルは、前記便器洗浄噴出穴を有
するノズル本体と、前記ノズル本体を覆い前記便器洗浄噴出穴と連通した切り欠き部を有
するノズルカバーと、を有し、前記ノズルカバーの先端部は、湾曲した形状を有すること
を特徴とする衛生洗浄装置である。
【０００７】
　この衛生洗浄装置によれば、人体洗浄ノズルは、比較的広い範囲のボウルの表面を濡ら
すことができる。そのため、使用者が便器を使用する前に、人体洗浄ノズルが便器洗浄噴
出穴から便器のボウルの表面へ向かって水を噴出させることで、汚物が便器のボウルの表
面に付着することを効率的に抑制することができる。
【０００８】
　便器洗浄噴出穴が人体洗浄ノズルの先端部の下部に設けられているため、便器のボウル
の表面と便器洗浄噴出穴が設けられた部分との間の距離は、比較的短い。そのため、便器
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洗浄噴出穴から噴出した水がミスト状になり浮遊することを抑制することができる。その
ため、便座あるいはトイレ室の床などが水で濡れることを抑制することができる。
　また、この衛生洗浄装置によれば、便器洗浄噴出穴から噴出した水は、ノズルカバーの
先端部により、上側へ浮遊することを抑制される。また、局部洗浄中の汚れが便器洗浄噴
出穴に付着することを抑制することができる。さらに、便器洗浄噴出穴から上側の気流の
影響を抑制することができるため、使用者の着座時あるいは着座中に水が便器洗浄噴出穴
から噴出しても、使用者が気流を感じたりあるいは冷たさを感ずることを抑制することが
できる。
【０００９】
　第２の発明は、第１の発明において、前記人体洗浄ノズルは、本体の内部に設けられ前
記本体から前記ボウルへ向かって進出可能とされ、前記便器洗浄噴出穴の軸と水平面との
間のなす角度は、前記洗浄ノズルの前記進出の方向と平行な軸と前記水平面との間のなす
角度よりも大きいことを特徴とする衛生洗浄装置である。
【００１０】
　この衛生洗浄装置によれば、水は、便器洗浄噴出穴から便器のボウルの表面へ向かって
より確実に噴出される。そのため、人体洗浄ノズルは、比較的広い範囲のボウルの表面を
濡らすことができる。また、便座あるいはトイレ室の床などが水で濡れることを抑制する
ことができる。
【００１３】
　第３の発明は、第１の発明において、前記便器洗浄噴出穴の軸に対して垂直な方向にお
ける前記便器洗浄噴出穴の断面形状は、円形であり、前記便器洗浄噴出穴の軸の方向にみ
たときの前記切り欠き部の形状は、非円形であることを特徴とする衛生洗浄装置である。
【００１４】
　この衛生洗浄装置によれば、ノズルカバーの先端部が湾曲した形状を有する場合でも、
便器洗浄噴出穴から噴出した水がノズルカバーに当たることを抑制することができる。そ
のため、水は、便器のボウルの表面の所望の範囲に効率よく噴出する。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の態様によれば、便器のボウルの表面の略全体を濡らすことができ、便座や床が
濡れることを抑制することができる衛生洗浄装置が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施の形態にかかる衛生洗浄装置を備えたトイレ装置を表す模式的斜視
図である。
【図２】本実施形態のノズルユニットを表す模式図である。
【図３】本実施形態の人体洗浄ノズルを表す模式的断面図である。
【図４】本実施形態の人体洗浄ノズルを表す模式図である。
【図５】本実施形態の便器洗浄噴出穴から噴出した水の噴出範囲を表す模式的断面図であ
る。
【図６】図２に表した領域Ａ３１を拡大して眺めた模式的拡大図である。
【図７】本実施形態のノズルユニットを下方から眺めた模式的平面図である。
【図８】本実施形態の人体洗浄ノズルの動作の一例を例示するタイミングチャート図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しつつ説明する。なお、各図面中、同様
の構成要素には同一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。　
　図１は、本発明の実施の形態にかかる衛生洗浄装置を備えたトイレ装置を表す模式的斜
視図である。　
　図２は、本実施形態のノズルユニットを表す模式図である。　
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　図３は、本実施形態の人体洗浄ノズルを表す模式的断面図である。　
　図２（ａ）は、本実施形態のノズルユニットを前方から眺めた模式的平面図である。図
２（ｂ）は、図２（ａ）に表した切断面Ａ－Ａにおける模式的断面図である。　
　図３は、図２（ａ）に表した切断面Ａ－Ａにおける人体洗浄ノズルの模式的断面図に相
当する。
【００１８】
　図１に表したトイレ装置１０は、洋式腰掛便器（以下説明の便宜上、単に「便器」と称
する）８００と、その上に設けられた衛生洗浄装置１００と、を備える。衛生洗浄装置１
００は、本体４００と、便座２００と、便蓋３００と、を有する。便座２００と便蓋３０
０とは、本体４００に対して開閉自在にそれぞれ軸支されている。
【００１９】
　本体４００の内部には、便座２００に座った使用者の「おしり」などの洗浄を実現する
ノズルユニット４６０が設けられている。ノズルユニット４６０は、人体の局部を洗浄す
る人体洗浄ノズル４７０を有する。
【００２０】
　例えば本体４００には、使用者が便座２００に座ったことを検知する着座検知センサ４
０４が設けられている。着座検知センサ４０４は、使用者が便座２００に着座する直前に
おいて便座２００の上方に存在する人体や、便座２００に着座した使用者を検知すること
ができる。すなわち、着座検知センサ４０４は、便座２００に着座した使用者だけではな
く、便座２００の上方に存在する使用者を検知することができる。このような着座検知セ
ンサ４０４としては、例えば、赤外線投受光式の測距センサなどを用いることができる。
【００２１】
　着座検知センサ４０４が便座２００に座った使用者を検知している場合において、使用
者が例えばリモコンなどの操作部を操作すると、人体洗浄ノズル４７０を便器８００のボ
ウル８０１内に進出させることができる。なお、図１に表した衛生洗浄装置１００では、
人体洗浄ノズル４７０が本体４００の内部に格納された状態を表している。
【００２２】
　人体洗浄ノズル４７０が本体４００の内部に格納された状態において、人体洗浄ノズル
４７０の前方には、遮蔽板４１０が設けられている。遮蔽板４１０は、例えば本体４００
に対して回動可能に軸支されている。図１に表したように、遮蔽板４１０は、外部から力
を受けていない状態では、自重により垂下している。一方、人体洗浄ノズル４７０が便器
８００のボウル８０１内に進出すると、遮蔽板４１０は、人体洗浄ノズル４７０により裏
面４１１（本体４００の内部の側の面）（図５参照）を押されて開く。
【００２３】
　図２（ａ）および図２（ｂ）に表したように、本実施形態のノズルユニット４６０は、
取付台４６１と、人体洗浄ノズル４７０と、ノズル駆動部４６３と、ノズル洗浄室４６５
と、流量・流路切替弁４６９と、を有する。
【００２４】
　取付台４６１は、ノズルユニット４６０の下部に設けられ、基台として機能する。ノズ
ル駆動部４６３は、例えばモータなどを有し、人体洗浄ノズル４７０を移動させることが
できる。　
　ノズル洗浄室４６５は、取付台４６１に対して固定され、本体４００の内部に設けられ
ている。ノズル洗浄室４６５は、人体洗浄ノズル４７０の進退時または待機時において洗
浄室噴出口４６５ａから水を吐出することにより、人体洗浄ノズル４７０の外形部分を洗
浄することができる。
【００２５】
　流量・流路切替弁４６９は、人体洗浄ノズル４７０の後端部に設けられている。流量・
流路切替弁４６９は、人体洗浄ノズル４７０を流れる水の流量を調整する。また、流量・
流路切替弁４６９は、給水先（流路の接続先）を人体洗浄ノズル４７０およびノズル洗浄
室４６５のいずれかに切り替えることができる。
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【００２６】
　人体洗浄ノズル４７０は、取付台４６１に支持されている。具体的には、図２（ｂ）に
表した矢印Ａ１１のように、人体洗浄ノズル４７０は、ベルトなどの伝動部材４６７を介
してノズル駆動部４６３から伝達される駆動力により取付台４６１に対して摺動可能に設
けられている。すなわち、人体洗浄ノズル４７０は、人体洗浄ノズル４７０自身の軸Ａ１
の方向（進退方向）に直進移動することができる。そして、人体洗浄ノズル４７０は、本
体４００および取付台４６１に対して進退自在に移動できる。
【００２７】
　図２（ｂ）および図３に表したように、人体洗浄ノズル４７０は、ノズル本体４７１と
、ノズルカバー４７７と、を有する。ノズル本体４７１は、人体局部噴出穴４７３と、便
器洗浄噴出穴４７５と、を有する。ノズルカバー４７７は、ノズル本体４７１を覆い、人
体洗浄ノズル４７０の外形のうちの少なくとも一部を形成する。ノズルカバー４７７は、
人体洗浄切り欠き部４７８と、便器洗浄切り欠き部４７９と、を有する。人体洗浄切り欠
き部４７８は、人体局部噴出穴４７３と連通している。便器洗浄切り欠き部４７９は、便
器洗浄噴出穴４７５と連通している。
【００２８】
　人体の局部を洗浄する洗浄水は、人体局部噴出穴４７３から噴出し、人体洗浄切り欠き
部４７８を通して人体洗浄ノズル４７０の外部へ吐出する。人体局部噴出穴４７３は、人
体洗浄ノズル４７０の上部に設けられている。例えば、人体局部噴出穴４７３は、第１の
噴出穴４７３ａと、第２の噴出穴４７３ｂと、第３の噴出穴４７３ｃと、を有する。例え
ば、人体洗浄切り欠き部４７８は、第１の切り欠き部４７８ａと、第２の切り欠き部４７
８ｂと、第３の切り欠き部４７８ｃと、を有する。第１の噴出穴４７３ａから噴出した水
は、第１の切り欠き部４７８ａを通して人体洗浄ノズル４７０の外部へ吐出する。第２の
噴出穴４７３ｂから噴出した水は、第２の切り欠き部４７８ｂを通して人体洗浄ノズル４
７０の外部へ吐出する。第３の噴出穴４７３ｃから噴出した水は、第３の切り欠き部４７
８ｃを通して人体洗浄ノズル４７０の外部へ吐出する。例えば、第１の噴出穴４７３ａは
、おしり洗浄の際に使用される。例えば、第２の噴出穴４７３ｂは、おしりを優しく洗浄
する「やわらか洗浄」の際に使用される。第３の噴出穴４７３ｃは、ビデ洗浄の際に使用
される。
【００２９】
　便器８００のボウル８０１の表面を濡らす水は、便器洗浄噴出穴４７５から噴出し、便
器洗浄切り欠き部４７９を通して便器８００のボウル８０１へ向かって吐出する。図２（
ｂ）および図３に表したように、便器洗浄噴出穴４７５は、人体洗浄ノズル４７０の先端
部４７０ａ（本実施形態では前方の端部）の下部に設けられている。
【００３０】
　本願明細書においては、便座２００に座った使用者からみて上方を「上方」とし、便座
２００に座った使用者からみて下方を「下方」とする。また、便座２００に座った使用者
からみて前方を「前方」とし、便座２００に座った使用者からみて後方を「後方」とする
。あるいは、便器８００の方向を向いて便器８００の前に立った使用者からみて手前側を
「前方」とし、便器８００の方向を向いて便器８００の前に立った使用者からみて奥側を
「後方」とする。
【００３１】
　使用者が便座２００に着座すると、人体洗浄ノズル４７０は、本体４００の内部に格納
されている状態で、便器洗浄噴出穴４７５から便器８００のボウル８０１の表面へ向かっ
て噴出させる。つまり、着座検知センサ４０４が便座２００に座った使用者を検知すると
、人体洗浄ノズル４７０が本体４００の内部に格納されている状態で、便器洗浄噴出穴４
７５から便器８００のボウル８０１の表面へ向かって水が噴出する。これについて、さら
に説明する。
【００３２】
　図４は、本実施形態の人体洗浄ノズルを表す模式図である。　
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　図４（ａ）は、本実施形態の人体洗浄ノズルを表す模式的斜視図である。図４（ｂ）は
、図４（ａ）に表した切断面Ｂ－Ｂにおける模式的断面図である。図４（ｂ）は、便器洗
浄噴出穴が設けられた部分を拡大して表している。　
　なお、図４（ａ）および図４（ｂ）では、説明の便宜上、ノズルカバー４７７を省略し
ている。
【００３３】
　図４（ａ）に表したように、本実施形態の人体洗浄ノズル４７０は、第１のノズルヘッ
ド４８１と、第２のノズルヘッド４８３と、を有する。第１のノズルヘッド４８１は、第
２のノズルヘッド４８３に固定されている。第２のノズルヘッド４８３は、ノズル本体４
７１の先端部（本実施形態では前方の端部）に固定されている。第１のノズルヘッド４８
１のうちの少なくとも一部は、第２のノズルヘッド４８３の内部に設けられている。
【００３４】
　図４（ｂ）に表したように、第１のノズルヘッド４８１は、洗浄水を第２のノズルヘッ
ド４８３へ導く連通路４８１ｂを有する。　
　図４（ｂ）に表したように、第２のノズルヘッド４８３は、ノズルヘッド流路４８３ａ
を有する。ノズルヘッド流路４８３ａは、第２のノズルヘッド４８３の内部に設けられて
いる。第１のノズルヘッド４８１の連通路４８１ｂから吐出された水は、ノズルヘッド流
路４８３ａを通過する。ノズルヘッド流路４８３ａの先端部（下流側の端部）には、テー
パ部４８３ｂが形成されている。テーパ部４８３ｂの下流側の流路径は、テーパ部４８３
ｂの上流側の流路径よりも大きい。
【００３５】
　図４（ａ）に表した矢印Ａ１２～Ａ１５のように、流量・流路切替弁４６９を介してノ
ズル本体４７１の内部の流路を通った水は、第１のノズルヘッド４８１へ導かれる。図４
（ａ）に表した矢印Ａ１６～Ａ１８のように、第１のノズルヘッド４８１へ導かれた水は
、連通路４８１ｂおよびノズルヘッド流路４８３ａを通過する。なお、第１のノズルヘッ
ド４８１へ導かれた水は、第１のノズルヘッド４８１の連通路４８１ｂおよび第１のノズ
ルヘッド４８１の側面を通って第２のノズルヘッド４８３のノズルヘッド流路４８３ａへ
導かれてもよい。
【００３６】
　便器洗浄噴出穴４７５は、ノズルヘッド流路４８３ａを含む。ノズルヘッド流路４８３
ａの端部は、便器洗浄噴出穴４７５の噴出口（便器洗浄噴出口）４７５ａを形成する。ノ
ズルヘッド流路４８３ａを通過した水は、便器洗浄噴出口４７５ａを通過し便器８００の
ボウル８０１の表面へ向かって噴出する。
【００３７】
　第１のノズルヘッド４８１および第２のノズルヘッド４８３を通過する水について、さ
らに説明する。　
　第１のノズルヘッド４８１は、より大きな径を有する大径部内周壁４８１ｃと、連通路
４８１ｂへ向かうにつれて収縮した径を有する傾斜内周壁４８１ｄと、を有する。大径部
内周壁４８１ｃおよび傾斜内周壁４８１ｄが設けられた部分は、中空室とされている。傾
斜内周壁４８１ｄは、その一端において連通路４８１ｂに接続されている。
【００３８】
　第１のノズルヘッド４８１から吐水された水は、直進流と旋回力とを有し、ノズルヘッ
ド流路４８３ａへ導かれる。ノズルヘッド流路４８３ａは、略満水状態となっている。ノ
ズルヘッド流路４８３ａでは、直進流と旋回流とが混在している。ノズルヘッド流路４８
３ａにおいて直進流と旋回流とが混在した水は、ノズルヘッド流路４８３ａの壁面および
テーパ部４８３ｂに沿って流れ、便器洗浄噴出穴４７５から噴出する。
【００３９】
　便器洗浄噴出穴４７５から噴出した水は、中央部に中空部分を有する液膜として、すな
わち中空円錐状吐水６１０として吐水されるが、便器洗浄噴出口４７５ａからある程度離
間した位置において粒化水流（ミスト流）６２０へ遷移する。具体的には、便器洗浄噴出
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口４７５ａからある程度離間した位置において、便器洗浄噴出穴４７５から噴出した中空
円錐状吐水６１０に亀裂が生ずる。すると、図４（ｂ）に表したように、便器洗浄噴出穴
４７５から噴出した中空円錐状吐水６１０は、便器洗浄噴出口４７５ａからある程度離間
した位置において破砕される。このようにして、便器洗浄噴出穴４７５から噴出した中空
円錐状吐水６１０は、粒化水流（ミスト流）６２０へ遷移する。
【００４０】
　図５は、本実施形態の便器洗浄噴出穴から噴出した水の噴出範囲を表す模式的断面図で
ある。　
　図５は、図１に表した切断面Ｃ－Ｃにおける模式的断面図であって、便器洗浄噴出穴４
７５の近傍を拡大した模式的拡大図である。
【００４１】
　便器洗浄噴出穴４７５から噴出した水の噴出範囲６３０は、図５に表した通りである。
すなわち、便器洗浄噴出穴４７５から噴出した水の噴出範囲６３０には、遮蔽板４１０は
存在しない。言い換えれば、遮蔽板４１０は、便器洗浄噴出穴４７５から噴出した水の噴
出範囲６３０の外側に存在する。
【００４２】
　これにより、遮蔽板４１０は、便器洗浄噴出穴４７５から噴出した水を遮ることがない
。そのため、本実施形態の人体洗浄ノズル４７０は、便器８００のボウル８０１の表面を
効率的に濡らすことができる。また、便器洗浄噴出穴４７５から噴出した水は、便器８０
０のボウル８０１の表面を濡らすことに有効に利用される。そのため、節水という点にお
いて、エコロジーに対して弊害となることを抑えることができる。
【００４３】
　図５に表したように、遮蔽板４１０は、本体４００の内部に格納された状態の人体洗浄
ノズル４７０よりも前方に設けられている。これにより、例えば便器洗浄噴出穴４７５の
詰まりなどにより噴出範囲６３０が変わり、水が使用者の局部へ向かって噴出した場合で
も、水が使用者の局部にかかったり、水が便器８００の外側に飛び出すことを抑制するこ
とができる。また、遮蔽板４１０は、本体４００の内部に格納された状態の人体洗浄ノズ
ル４７０が汚れることを抑制することができる。
【００４４】
　図１に関して前述したように、遮蔽板４１０は、外部から力を受けていない状態では、
自重により垂下している。そのため、例えば、水が遮蔽板４１０の裏面４１１に当たった
場合でも、遮蔽板４１０は、水から力を受けて押し上げられる。一方で、遮蔽板４１０の
裏面４１１に当たった水は、便器８００のボウル８０１の表面に向かって落下する。これ
により、水が本体４００の内部に入り込むことを抑制することができる。また、本体４０
０の内部に湿気が溜まり、本体４００の内部に設置された電子機器に不良が生ずることを
抑制することができる。
【００４５】
　便器洗浄噴出穴４７５は、人体洗浄ノズル４７０の先端部４７０ａ（本実施形態では前
方の端部）に設けられている。これにより、人体洗浄ノズル４７０は、便器８００のボウ
ル８０１の前側部分にまで水を噴出させ、ボウル８０１の表面の略全体を濡らすことがで
きる。また、遮蔽板４１０は、本体４００の内部に格納された状態の人体洗浄ノズル４７
０よりも前方に設けられているため、便器洗浄噴出穴４７５が例えば汚物などにより詰ま
ることを抑制することができる。
【００４６】
　また、便器洗浄噴出穴４７５は、人体洗浄ノズル４７０の先端部４７０ａの下部に設け
られている。これにより、人体洗浄ノズル４７０が使用者の局部を洗浄するために本体４
００の内部から便器８００のボウル８０１へ進出する際に、便器洗浄噴出穴４７５の部分
が遮蔽板４１０と接触することを抑制することができる。そのため、便器洗浄噴出穴４７
５の部分が変形したり破損することで水の噴出範囲６３０が変わることを抑制することが
できる。
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【００４７】
　図５に表したように、ノズルカバー４７７の先端部４７７ａは、湾曲した形状を有する
。ノズルカバー４７７の先端部４７７ａにおける中心部は、ノズルカバー４７７の先端部
４７７ａにおける外周部よりも進出方向の位置に存在する。つまり、ノズルカバー４７７
の先端部４７７ａにおける中心部は、ノズルカバー４７７の先端部４７７ａにおける外周
部よりも進出方向へ突出している。前述したように、便器洗浄噴出穴４７５は、人体洗浄
ノズル４７０の先端部４７０ａの下部に設けられている。これにより、便器洗浄噴出穴４
７５から噴出した水は、ノズルカバー４７７の先端部４７７ａにより、上側へ浮遊するこ
とを抑制される。また、局部洗浄中の汚れが便器洗浄噴出穴４７５に付着することを抑制
することができる。さらに、便器洗浄噴出穴４７５から上側の気流の影響を抑制すること
ができるため、使用者の着座時あるいは着座中に水が便器洗浄噴出穴４７５から噴出して
も、使用者が気流を感じたりあるいは冷たさを感ずることを抑制することができる。
【００４８】
　図６は、図２に表した領域Ａ３１を拡大して眺めた模式的拡大図である。　
　図６に表したように、便器洗浄噴出穴４７５の軸Ａ２と水平面８１０との間のなす角度
θ２は、人体洗浄ノズル４７０の軸Ａ１と水平面８１０との間のなす角度θ１よりも大き
い。このとき、角度θ１、θ２は、０度以上９０度以下の範囲で規定されるものとする。
人体洗浄ノズル４７０の軸Ａ１は、人体洗浄ノズル４７０の進退方向と平行である。水平
面８１０は、例えば便器８００の上面８０３（図１参照）やトイレ室の床面などであり、
上下方向に対して略垂直な面をいう。
【００４９】
　これにより、水は、便器洗浄噴出穴４７５から便器８００のボウル８０１の表面へ向か
ってより確実に噴出される。そのため、人体洗浄ノズル４７０は、比較的広い範囲のボウ
ル８０１の表面を濡らすことができる。また、便座２００あるいはトイレ室の床などが水
で濡れることを抑制することができる。
【００５０】
　図７は、本実施形態のノズルユニットを下方から眺めた模式的平面図である。　
　図７（ａ）は、本実施形態のノズルユニットを下方から眺めた模式的平面図である。図
７（ｂ）は、図７（ａ）に表した領域Ａ３２を拡大して眺めた模式的平面図である。
【００５１】
　図６、図７（ａ）、および図７（ｂ）に表したように、便器洗浄噴出穴４７５の軸Ａ２
（図６参照）に対して垂直な方向における便器洗浄噴出穴４７５の断面形状は、略円形で
ある。一方で、図７（ａ）および図７（ｂ）に表したように、便器洗浄噴出穴４７５の軸
Ａ２にみたときの便器洗浄切り欠き部４７９の形状は、非円形である。例えば、便器洗浄
噴出穴４７５の軸Ａ２にみたときの便器洗浄切り欠き部４７９の形状は、扁平な円形であ
る。例えば、便器洗浄噴出穴４７５の軸Ａ２にみたときの便器洗浄切り欠き部４７９の形
状は、略楕円形である。この略楕円形状は、便器洗浄噴出穴４７５からの円錐状の噴霧範
囲に相当する形状である。
【００５２】
　これによれば、図５に関して前述したようにノズルカバー４７７の先端部４７７ａが湾
曲した形状を有する場合でも、便器洗浄噴出穴４７５から噴出した水がノズルカバー４７
７に当たることを抑制することができる。そのため、水は、便器８００のボウル８０１の
表面の所望の範囲に効率よく噴出する。
【００５３】
　図８は、本実施形態の人体洗浄ノズルの動作の一例を例示するタイミングチャート図で
ある。　
　着座検知センサ４０４が便座２００に着座した使用者あるいは便座２００の上方に存在
する使用者を検知すると、人体洗浄ノズル４７０は、本体４００の内部に格納されている
状態で、便器洗浄噴出穴４７５から便器８００のボウル８０１の表面へ向かって水を噴出
させる（タイミングｔ１）。続いて、予め設定された所定の時間が経過すると、人体洗浄
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ノズル４７０は、便器洗浄噴出穴４７５からの水の噴出を停止させる（タイミングｔ２）
。続いて、使用者が便座２００から離れると、着座検知センサ４０４は、使用者を検知し
なくなる（タイミングｔ３）。
【００５４】
　本実施形態によれば、便器８００のボウル８０１の表面への水の噴出は、使用者が便座
２００に着座したときに実行される。そのため、使用者が便器８００を使用する直前に、
人体洗浄ノズル４７０は、便器８００のボウル８０１の表面を水で濡らすことができる。
そのため、ボウル８０１の表面に噴出された水が乾燥しボウル８０１の表面を濡らした効
果が軽減することを抑制することができる。
【００５５】
　例えば、遮蔽板４１０が設けられていない場合において、使用者が便座２００に着座し
ているときにボウル８０１の表面への水の噴出が実行されると、便座２００に着座中の使
用者は、水の噴出による気流の影響で、気流を感じたりあるいは冷たさを感ずることがあ
る。　
　これに対して、本実施形態では、遮蔽板４１０が、本体４００に格納された状態の人体
洗浄ノズル４７０の前方に設けられている。これにより、便器洗浄噴出穴４７５から上側
の気流の影響を抑制することができる。そのため、便座２００に着座中の使用者が水の噴
出による気流の影響で気流を感じたりあるいは冷たさを感ずることを抑制することができ
る。
【００５６】
　また、図５に関して前述したように、便器洗浄噴出穴４７５は、人体洗浄ノズル４７０
の先端部４７０ａの下部に設けられている。これにより、人体洗浄ノズル４７０は、比較
的広い範囲のボウル８０１の表面を濡らすことができる。そのため、使用者が便器８００
を使用する前に、人体洗浄ノズル４７０が便器洗浄噴出穴４７５から便器８００のボウル
８０１の表面へ向かって水を噴出させることで、汚物が便器８００のボウル８０１の表面
に付着することを効率的に抑制することができる。
【００５７】
　また、便器洗浄噴出穴４７５が人体洗浄ノズル４７０の先端部４７０ａの下部に設けら
れているため、便器８００のボウル８０１の表面と便器洗浄噴出穴４７５が設けられた部
分との間の距離は、比較的短い。そのため、便器洗浄噴出穴４７５から噴出した水がミス
ト状になり浮遊することを抑制することができる。そのため、便座２００あるいはトイレ
室の床などが水で濡れることを抑制することができる。
【００５８】
　以上、本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明はこれらの記述に限定さ
れるものではない。前述の実施の形態に関して、当業者が適宜設計変更を加えたものも、
本発明の特徴を備えている限り、本発明の範囲に包含される。例えば、ノズルユニット４
６０および人体洗浄ノズル４７０などが備える各要素の形状、寸法、材質、配置などや第
１のノズルヘッド４８１および第２のノズルヘッド４８３の設置形態などは、例示したも
のに限定されるわけではなく適宜変更することができる。　
　また、前述した各実施の形態が備える各要素は、技術的に可能な限りにおいて組み合わ
せることができ、これらを組み合わせたものも本発明の特徴を含む限り本発明の範囲に包
含される。
【符号の説明】
【００５９】
　１０ トイレ装置、　１００ 衛生洗浄装置、　２００ 便座、　３００ 便蓋、　４００
 本体、　４０４ 着座検知センサ、　４１０ 遮蔽板、　４１１ 裏面、　４６０ ノズル
ユニット、　４６１ 取付台、　４６３ ノズル駆動部、　４６５ ノズル洗浄室、　４６
５ａ 洗浄室噴出口、　４６７ 伝動部材、　４６９ 流路切替弁、　４７０ 人体洗浄ノズ
ル、　４７０ａ 先端部、　４７１ ノズル本体、　４７３ 人体局部噴出穴、　４７３ａ 
第１の噴出穴、　４７３ｂ 第２の噴出穴、　４７３ｃ 第３の噴出穴、　４７５ 便器洗
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浄噴出穴、　４７５ａ 便器洗浄噴出口、　４７７ ノズルカバー、　４７７ａ 先端部、
　４７８ 人体洗浄切り欠き部、　４７８ａ 第１の切り欠き部、　４７８ｂ 第２の切り
欠き部、　４７８ｃ 第３の切り欠き部、　４７９ 便器洗浄切り欠き部、　４８１ 第１
のノズルヘッド、　４８１ｂ 連通路、　４８１ｃ 大径部内周壁、　４８１ｄ 傾斜内周
壁、　４８３ 第２のノズルヘッド、４８３ａ ノズルヘッド流路、　４８３ｂ テーパ部
、　６１０ 中空円錐状吐水、　６２０ 粒化水流、　６３０ 噴出範囲、　８００ 便器、
　８０１ ボウル、　８０３ 上面、８１０ 水平面

【図１】 【図２】



(11) JP 5896171 B2 2016.3.30

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】



(13) JP 5896171 B2 2016.3.30

10

フロントページの続き

(72)発明者  小薗　由寛
            福岡県北九州市小倉北区中島２丁目１番１号　ＴＯＴＯ株式会社内
(72)発明者  作本　展威
            福岡県北九州市小倉北区中島２丁目１番１号　ＴＯＴＯ株式会社内
(72)発明者  山川　剛志
            福岡県北九州市小倉北区中島２丁目１番１号　ＴＯＴＯ株式会社内
(72)発明者  持田　真之
            福岡県北九州市小倉北区中島２丁目１番１号　ＴＯＴＯ株式会社内

    審査官  七字　ひろみ

(56)参考文献  特開平０６－３２２８０６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－１２７３２０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－２２４９９９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｅ０３Ｄ　　　９／００－９／１６　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

