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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　便器上に設置される便座装置本体と、便座装置本体に開閉自在に接続される便座と、便
座装置本体に開閉自在に接続される便蓋と、霧化液を保持する霧化電極に高電圧を印加す
ることで帯電微粒子液を生成して放出する静電霧化装置とを具備する便座装置であって、
上記静電霧化装置が、便蓋の内面に沿う方向に帯電微粒子液を放出する放出口と、便蓋の
内面と略直交する方向に帯電微粒子液を放出する放出口とを備えることを特徴とする便座
装置。
【請求項２】
　上記静電霧化装置は、便蓋の内面のうち、便蓋で便座表面を覆ったときに該便座の中央
開口部分と対向する位置に設けられていることを特徴とする請求項１に記載の便座装置。
【請求項３】
　便座への人体の着座を検知する着座センサを具備し、且つ上記静電霧化装置が、着座セ
ンサにより着座中を検知する間は便座表面に向けての帯電微粒子液の放出を停止させるも
のであることを特徴とする請求項１に記載の便座装置。
【請求項４】
　トイレ空間内への人体の入退室を検知する入退室センサを具備し、且つ上記静電霧化装
置が、入退室センサにより入室を検知すると帯電微粒子液の生成を開始させるものである
ことを特徴とする請求項１に記載の便座装置。
【請求項５】
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　便蓋の開閉を検知する開閉センサを具備し、且つ上記静電霧化装置が、開閉センサによ
り便蓋が開いたことを検知する間は帯電微粒子液の生成を停止させ、便蓋が閉じたことを
検知すると帯電微粒子液の生成を開始させるものであることを特徴とする請求項１に記載
の便座装置。
【請求項６】
　上記静電霧化装置が、所定のセンサ検知から所定時間経過後に生成を停止させるもので
あることを特徴とする請求項３～５のいずれか一項に記載の便座装置。
【請求項７】
　上記静電霧化装置が、便座装置の使用状態に応じて放出口を切換えるものであることを
特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載の便座装置。
【請求項８】
　上記静電霧化装置は、便座装置本体に設置され、便蓋には、便蓋の開閉時に静電霧化装
置を通すことのできる孔を設け、
便蓋の内面に沿う方向に帯電微粒子液を放出する放出口は、便蓋が開状態にあるときにこ
の便蓋の内面に沿う方向に帯電微粒子液を放出する放出口であり、
便蓋の内面と略直交する方向に帯電微粒子液を放出する放出口は、便蓋が開状態にあると
きにこの便蓋の内面と略直交する方向に帯電微粒子液を放出する放出口であり、便蓋が閉
状態にあるときには、この便蓋の外面よりも上方に位置して、便蓋の外面に沿う方向に帯
電微粒子液を放出する放出口となることを特徴とする請求項１に記載の便座装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、便器上に設置される便座装置に関し、詳しくは便座装置の便座表面を除菌、
脱臭するための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、便器上に設置される便座装置に、静電霧化装置を備えることが提案されてい
る（例えば特許文献１～４参照）。しかし、上記便座装置は、静電霧化装置から放出され
る帯電微粒子液を便器内部やトイレ空間内に向けて放出するものであって、人体が直接接
触することになる便座表面を帯電微粒子液によって直接的に除菌、脱臭する構成にはなっ
ていない。便座表面を清潔に保つための技術としては、抗菌材を用いて便座を形成するこ
とも周知であるが、これは脱臭機能までを有するものではない。
【特許文献１】特開２００５－１５５１５０号公報
【特許文献２】特開２００５－１５５１５２号公報
【特許文献３】特開２００５－３３６８４４号公報
【特許文献４】特開２００５－３３６８４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は上記問題点に鑑みて発明したものであって、帯電微粒子液を用いて便座表面を
自動的に且つ速やかに除菌、脱臭することのできる便座装置を提供することを課題とする
ものである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記課題を解決するために本発明を、便器２０上に設置される便座装置本体１と、便座
装置本体１に開閉自在に接続される便座２と、便座装置本体１に開閉自在に接続される便
蓋３と、霧化液を保持する霧化電極５に高電圧を印加することで帯電微粒子液を生成して
放出する静電霧化装置４とを具備する便座装置であって、上記静電霧化装置４が、便蓋３
の内面に沿う方向Ａに帯電微粒子液を放出する放出口１０ａと、便蓋３の内面と略直交す
る方向Ｂに帯電微粒子液を放出する放出口１０ｂとを備える。上記構成の便座装置とする
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ことで、人体が最も直接的に接触することになる便座２表面に対して帯電微粒子液を直接
放出し、該帯電微粒子液の作用により便座２表面を自動的に且つ速やかに除菌、脱臭する
ことが可能となる。
　また、上記構成の静電霧化装置１は、便蓋３の内面のうち、便蓋３で便座２表面を覆っ
たときに該便座２の中央開口部分と対向する位置に設けられていることが好適である。こ
のようにすることで、静電霧化装置４の放出口１０ｂから直交方向Ｂに向けて帯電微粒子
液を放出すると、前方に向けて放出された帯電微粒子液は便座２に当たることなく便器２
０の開口縁部分に付着し、該便器２０の開口縁部分の除菌や脱臭等を行うことができる。
【０００５】
　また上記構成の便座装置にあっては、便座２への人体の着座を検知する着座センサ１３
を具備し、且つ上記静電霧化装置４が、着座センサ１３により着座中を検知する間は便座
２表面に向けての帯電微粒子液の放出を停止させるものであることが好適である。このよ
うにすることで、帯電微粒子液を不必要に放出することを防止して静電霧化装置４を効率
的に稼動させることが可能となる。
【０００６】
　また上記構成の便座装置にあっては、トイレ空間内への人体の入退室を検知する入退室
センサ１５を具備し、且つ上記静電霧化装置４が、入退室センサ１５により入室を検知す
ると帯電微粒子液の生成を開始させるものであることが好適である。このようにすること
で、帯電微粒子液を不必要に放出することを防止して静電霧化装置４を効率的に稼動させ
ることが可能となる。
【０００７】
　また上記構成の便座装置にあっては、便蓋３の開閉を検知する開閉センサを具備し、且
つ上記静電霧化装置４が、開閉センサにより便蓋３が開いたことを検知する間は帯電微粒
子液の生成を停止させ、便蓋３が閉じたことを検知すると帯電微粒子液の生成を開始させ
るものであることが好適である。このようにすることで、帯電微粒子液を不必要に放出す
ることを防止して静電霧化装置４を効率的に稼動させることが可能となる。
【０００８】
　更に上記構成の便座装置にあっては、上記静電霧化装置４が、所定のセンサ検知から所
定時間Ｔ経過後に生成を停止させるものであることが好適である。このようにすることで
、静電霧化装置４を更に効率的に稼動させることが可能となる。
【０００９】
　更に上記構成の便座装置にあっては、上記静電霧化装置４が、便座装置の使用状態に応
じて放出口１０ａ，１０ｂを切換えるものであることも好適である。このようにすること
で、例えば便座２に人体が着座する際にはトイレ空間に向けて帯電微粒子液を放出し、人
体が着座しないときには便座２に向けて帯電微粒子液を放出するといったように、使用状
態に合わせて放出方向を切換えて静電霧化装置４を更に効率的に稼動させることが可能と
なる。
　また、上記構成の便座装置にあっては、上記静電霧化装置４は、便座装置本体１に設置
され、便蓋３には、便蓋３の開閉時に静電霧化装置４を通すことのできる孔１４を設け、
便蓋３の内面に沿う方向に帯電微粒子液を放出する放出口１０ａは、便蓋３が開状態にあ
るときにこの便蓋３の内面に沿う方向に帯電微粒子を放出する放出口１０ａであり、便蓋
３の内面と略直交する方向に帯電微粒子液を放出する放出口１０ｂは、便蓋３が開状態に
あるときにこの便蓋３の内面と略直交する方向に帯電微粒子液を放出する放出口１０ｂで
あり、便蓋３が閉状態にあるときには、便蓋３の外面よりも上方に位置して、便蓋３の外
面に沿う方向に帯電微粒子を放出する放出口１０ｂとなることが好適である。このように
することで、便蓋３を閉じた場合には、放出口１０ｂから放出される帯電微粒子液が便蓋
３外面に向けて噴霧されて除菌、脱臭を行うことが可能となる。
【００１０】
　なお、以上述べた各構成は、本発明の趣旨を逸脱しない限り適宜組合せ可能である。
【発明の効果】
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【００１１】
　請求項１に係る発明は、帯電微粒子液を用いて便座表面を自動的に且つ速やかに除菌、
脱臭することができるという効果を奏する。
　また請求項２に係る発明は、請求項１に係る発明の効果に加えて、静電霧化装置の放出
口から直交方向に向けて帯電微粒子液を放出すると、前方に向けて放出された帯電微粒子
液は便座に当たることなく便器の開口縁部分に付着し、該便器の開口縁部分の除菌や脱臭
等を行うことができるという効果を奏する。
【００１２】
　また請求項３に係る発明は、請求項１に係る発明の効果に加えて、着座センサの検知結
果に基づいて帯電微粒子液を不必要に放出することを防止し、静電霧化装置を効率的に稼
動させることができるという効果を奏する。
【００１３】
　また請求項４に係る発明は、請求項１に係る発明の効果に加えて、入退室センサの検知
結果に基づいて帯電微粒子液を不必要に放出することを防止し、静電霧化装置を効率的に
稼動させることができるという効果を奏する。
【００１４】
　また請求項５に係る発明は、請求項１に係る発明の効果に加えて、便蓋の開閉センサの
検知結果に基づいて帯電微粒子液を不必要に放出することを防止し、静電霧化装置を効率
的に稼動させることができるという効果を奏する。
【００１５】
　また請求項６に係る発明は、請求項３～５のいずれか一項に係る発明の効果に加えて、
センサ検知に基づいて静電霧化装置を更に効率的に稼動させることができるという効果を
奏する。
【００１６】
　また請求項７に係る発明は、請求項１～６のいずれか一項に係る発明の効果に加えて、
使用状態に合わせて放出方向を切換えることで、静電霧化装置を更に効率的に稼動させる
ことができるという効果を奏する。
　また請求項８に係る発明は、請求項１に係る発明の効果に加えて、便蓋を閉じた場合に
は、放出口から放出される帯電微粒子液が便蓋外面に向けて噴霧されて除菌、脱臭を行う
ことができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明を添付図面に示す実施形態に基づいて説明するが、本文中に用いる前後、
上下方向等の各方向は、トイレ空間内にて便器２０上に便座装置本体１が設置された状態
を規準とする。図１には、本発明の実施形態における一例の便座装置を示している。本例
の便座装置は、ボウル状を成す便器２０の後部上面に設置される便座装置本体１と、該便
座装置本体１の前部に上下回動自在に連結される環状の便座２と、同じく該便座装置本体
１の前部に上下回動自在に連結されて便座２の上面全体を覆う便蓋３とを備えている。上
記便座装置本体１は、局部洗浄ノズル等を具備するものであるが、ここでは図示を省略し
ている。
【００１８】
　本例においては、ナノメータサイズの粒径を含む微細なミスト状の帯電微粒子液を生成
して放出する静電霧化装置４を、便蓋３の内面に設置している。この静電霧化装置４は図
２に概略的に示すように、細長棒状の霧化電極５と、この霧化電極５に対して霧化液を供
給する霧化液供給手段となるペルチェユニット６と、霧化電極５の先端部と対向する箇所
に設置されるリング状の対向電極７と、対向電極７との間で霧化電極５に高電圧を印加す
ることで静電霧化現象により霧化液を基に帯電微粒子液を生成する電圧印加手段８と、生
成された帯電微粒子液を外部に放出するための放出流路９とで主体を形成している。上記
ペルチェユニット６は冷却側６ａと放熱側６ｂを有し、その冷却側６ａに霧化電極５を連
結させることで霧化電極５自体を冷却し、該霧化電極５の表面に霧化液となる結露水を直
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接生成させるものであるが、他の構成により霧化液供給手段を構成しても構わない。
【００１９】
　放出流路９は、上流端に霧化電極５及び対向電極７を位置させ、下流端に帯電微粒子液
を放出する放出口１０を開口させたものであるが、図示の如く、本例ではこの放出流路９
を途中で二手に分岐させ、両方の分岐流路９ａ，９ｂのそれぞれに放出口１０ａ，１０ｂ
を設けている。両放出口１０ａ，１０ｂは互いに異なる方向（図示例では略９０度相違す
る方向）に向けて開口している。一方の放出口１０ａの開口方向、つまり帯電微粒子液の
放出方向は、便蓋３の内面に沿って便蓋３の先端に向かう方向（以下「先端方向Ａ」とい
う）であり、他方の放出口１０ｂは、便蓋３の内面と略直交する方向（以下「直交方向Ｂ
」という）である。また放出流路９中には、一対の分岐流路９ａ，９ｂの一方だけを上流
側の放出流路９と連通させて他方を遮断する切り替え手段として、分岐流路９ａ，９ｂを
択一的に遮断する遮壁１１と、遮断する分岐流路９ａ，９ｂを切換えるように遮壁１１を
回動させるアクチュエータ１２とを備えている。
【００２０】
　上記構成から成る便座装置においては、図３に示すような複数の使用状態がある。図３
（ａ）に示す状態は、便座２及び便蓋３を共に閉じた状態である。この状態で、静電霧化
装置４の放出口１０ａから先端方向Ａに向けて帯電微粒子液を放出させると、放出された
帯電微粒子液は便座２と便蓋３との隙間空間を通って便座２上面及び便蓋３内面に向けて
噴霧され、この便座２上面及び便蓋３内面に付着して除菌や脱臭等を行う。また、静電霧
化装置４は、便蓋３が便座２上面を覆う状態にて該便座２の中央開口部分と対向するよう
に設けてあるので、静電霧化装置４の放出口１０ｂから直交方向Ｂに向けて帯電微粒子液
を放出すると、放出された帯電微粒子液は便座２に当たることなくそのまま便器２０内に
放出され。便器２０内面に付着して除菌や脱臭等を行う。
【００２１】
　図３（ｂ）に示す使用状態は、図１にも示す使用状態であり、便座２は便器２０上に載
置して閉じた状態にするとともに、便蓋３のみを上方に回動させて開いた状態である。こ
の状態において便蓋３は、便座２の上面を覆うことなく、直立姿勢から先端を僅かに後方
に倒した姿勢にて便座装置本体１に保持される。ここで静電霧化装置４の放出口１０ａか
ら先端方向Ａに向けて帯電微粒子液を放出させると、上方に向けて放出された帯電微粒子
液はトイレ空間内に向けて噴霧され、該トイレ空間全体の除菌や脱臭等を行う。また、静
電霧化装置４の放出口１０ｂから直交方向Ｂに向けて帯電微粒子液を放出させると、前方
に向けて放出された帯電微粒子液は直前に位置する便座２上面に付着して、該便座２上面
の除菌や脱臭等を行う。
【００２２】
　図３（ｃ）に示す状態は、便座２及び便蓋３を共に上方に回動させて開いた状態である
。この状態において便座２及び便蓋３は共に、直立姿勢から先端を僅かに後方に倒した姿
勢にて便座装置本体１に保持される。ここで静電霧化装置４の放出口１０ａから先端方向
Ａに向けて帯電微粒子液を放出させると、上方に向けて放出された帯電微粒子液は便座２
と便蓋３との隙間空間を通って便座２上面及び便蓋３内面に向けて噴霧され、この便座２
上面及び便蓋３内面に付着して除菌や脱臭等を行う。また、既述したように静電霧化装置
４は、便蓋３が便座２上面を覆う状態にて該便座２の中央開口部分と対向するように設け
てあるので、静電霧化装置４の放出口１０ｂから直交方向Ｂに向けて帯電微粒子液を放出
すると、前方に向けて放出された帯電微粒子液は便座２に当たることなく便器２０の開口
縁部分に付着し、該便器２０の開口縁部分の除菌や脱臭等を行う。
【００２３】
　この便座２及び便蓋３の開閉は、それぞれに対応して便座装置本体１に設置してある開
閉センサ（図示せず）により検知される。また、便座装置本体１には、便座２への人体の
着座を検知する着座センサ１３（図１参照）や、便器２０が設置されるトイレ空間内への
人体の入退室を検知する入退室センサ１５も備えてあり、各センサの入力により判断され
る使用状態に応じて静電霧化装置４を駆動制御するようになっている。
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【００２４】
　図４には、着座センサ１３の検知結果に基づいて静電霧化装置４を駆動制御する場合の
各制御例を示している。図４（ａ）に示す制御例では、着座センサ１３により人体が便座
２上面に着座していない状態（以下「着座オフ状態」という）にあると検知される場合に
は、静電霧化装置４において帯電微粒子液を生成及び放出させ、着座センサ１３により人
体が便座２上面に着座した状態（以下「着座オン状態」という）にあると検知される場合
には、静電霧化装置４において帯電微粒子液の生成及び放出を停止させる制御を示してい
る。即ち、着座オン状態になった時点で静電霧化装置４をオフとし、ここから着座オフ状
態となった時点で静電霧化装置４をオンとする制御である。
【００２５】
　図４（ｂ）に示す制御は別の制御例であり、静電霧化装置４はオフとして帯電微粒子液
の生成及び放出は停止させておき、一旦着座オン状態となってから着座オフ状態になった
時点で静電霧化装置４をオンにして帯電微粒子液を生成及び放出させ、所定時間Ｔ経過後
に静電霧化装置４をオフにして帯電微粒子液の生成及び放出を停止する制御である。
【００２６】
　図４（ｃ）に示す制御はまた別の制御例であり、着座センサ１３により着座オフ状態に
あると検知される場合には静電霧化装置４を間欠的にオンオフさせながら帯電微粒子液を
生成及び放出させ、着座センサ１３により着座オン状態にあると検知される間は静電霧化
装置４をオフにして帯電微粒子液の生成及び放出を停止させる制御を示している。
【００２７】
　図４（ｄ）に示す制御は更に別の制御例であり、着座センサ１３により着座オフ状態に
あると検知される場合には静電霧化装置４において帯電微粒子液を生成及び放出させ、着
座センサ１３により着座オン状態にあると検知される場合には、静電霧化装置４において
帯電微粒子液を生成するとともに放出方向は強制的に先端方向Ａに設定する制御を示して
いる。着座オン状態において便座２及び便蓋３は図３（ｂ）の姿勢にあるので、これによ
り人体が便座２上に着座しているときは該人体を避けて上方向に帯電微粒子液を放出させ
、トイレ空間内の除菌、脱臭を行うものである。
【００２８】
　なお図４（ａ）～（ｃ）の制御例においては、着座センサ１３により着座オフを検知す
る場合の帯電微粒子液の放出方向を、先端方向Ａと直交方向Ｂのいずれに設定してあって
もよい。ここで、例えば開閉センサにより図３（ａ）、（ｃ）の使用状態を検知すれば先
端方向Ａ、図３（ｂ）の使用状態を検知すれば直交方向Ｂとなるようアクチュエータ１２
を駆動させる制御とすれば、便座２上面が除菌、脱臭可能となる。また、開閉センサによ
り図３（ｃ）の状態を検知すれば直交方向Ｂに向けて帯電微粒子液を放出するように制御
すれば、便器２０の開口縁部分が除菌、脱臭可能となる。
【００２９】
　図５には、入退室センサ１５の検知結果に基づいて静電霧化装置４を駆動制御する場合
の各制御例を示している。図５（ａ）に示す制御例では、入退室センサ１５により人体が
退室していると検知される場合には静電霧化装置４において帯電微粒子液を生成及び放出
させておき、入退室センサ１５により人体が入室していると検知される場合には静電霧化
装置４において帯電微粒子液の生成及び放出を停止させる制御を示している。即ち、入室
が検知された時点で静電霧化装置４をオフとし、ここから退室が検知された時点で静電霧
化装置４をオンとする制御である。
【００３０】
　図５（ｂ）に示す制御は別の制御例であり、静電霧化装置４はオフにして帯電微粒子液
の生成及び放出を停止させておき、入退室センサ１５により一旦入室を検知してから退室
を検知した時点で静電霧化装置４をオンにして帯電微粒子液を生成及び放出させ、所定時
間Ｔ経過後に静電霧化装置４をオフにして帯電微粒子液の生成及び放出を停止する制御で
ある。
【００３１】
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　図５（ｃ）に示す制御はまた別の制御例であり、入退室センサ１５により人体が退室し
ていると検知される場合には原則的に静電霧化装置４をオフにして帯電微粒子液の生成及
び放出は停止させておき、入退室センサ１５により人体の入室を検知した時点で静電霧化
装置４をオンにして帯電微粒子液を生成及び放出させ、退室が検知されてから所定時間Ｔ
経過後に静電霧化装置４をオフにして、帯電微粒子液の生成及び放出を停止する制御であ
る。更に、入室により静電霧化装置４がオンとなる間においても、着座センサ１３によっ
て着座オン状態を検知する間は、図４（ａ）～（ｃ）の各制御例と同様に静電霧化装置４
をオフにして帯電微粒子液の生成及び放出を停止させている。
【００３２】
　入退室センサ１５に基づいて静電霧化装置をオンにする場合の帯電微粒子液の放出方向
についても、先端方向Ａと直交方向Ｂのいずれに設定してあってもよい。即ち、開閉セン
サにより図３（ａ）、（ｃ）の使用状態を検知すれば先端方向Ａとなり、図３（ｂ）の使
用状態を検知すれば直交方向Ｂとなるように設定すれば便座２上面が除菌、脱臭可能とな
るが、これを他の方向に設定して、便器２０の内部、開口縁部分、トイレ空間内を除菌、
脱臭するように設けても構わない。例えば、退室検知時に開閉センサにより図３（ｃ）の
状態を検知するときに、直交方向Ｂに向けて帯電微粒子液を放出するように制御すれば、
使用後の便器２０の開口縁部分が除菌、脱臭可能となる。
【００３３】
　図６には、便蓋３の開閉を検知する検知センサに基づいて静電霧化装置４を駆動制御す
る場合の各制御を示している。図６（ａ）に示す制御例では、開閉センサにより便蓋３が
閉じていると検知される場合には静電霧化装置４において帯電微粒子液を生成及び放出さ
せておき、開閉センサにより便蓋３が開いたと検知される場合には静電霧化装置４におい
て帯電微粒子液の生成及び放出を停止させる制御を示している。即ち、便蓋３が開いたと
検知された時点で静電霧化装置４をオフとし、ここから便蓋３が閉じたと検知された時点
で静電霧化装置４をオンとする制御である。
【００３４】
　図６（ｂ）に示す制御は別の制御例であり、静電霧化装置４はオフにして帯電微粒子液
の生成及び放出は停止させておき、開閉センサにより一旦便蓋３が開いてから閉じたこと
を検知した時点で静電霧化装置４をオンにして帯電微粒子液を生成及び放出させ、所定時
間Ｔ経過後に静電霧化装置４をオフにして帯電微粒子液の生成及び放出を停止する制御で
ある。
【００３５】
　図６（ｃ）に示す制御はまた別の制御例であり、開閉センサにより便蓋３が閉じている
と検知される場合には原則的に静電霧化装置４をオフにして帯電微粒子液の生成及び放出
を停止させておき、開閉センサにより便蓋３が開いたことを検知した時点で静電霧化装置
４をオンにして帯電微粒子液を生成及び放出させ、ここから便蓋３が閉じたことが検知さ
れて所定時間Ｔ経過後に、静電霧化装置４をオフにして帯電微粒子液の生成及び放出を停
止する制御である。更に、便蓋３が開いて静電霧化装置４がオンとなる間においても、着
座センサ１３によって着座オン状態を検知する間は、図４（ａ）～（ｃ）の各制御例と同
様に静電霧化装置４をオフにして帯電微粒子液の生成及び放出を停止させている。
【００３６】
　開閉センサに基づいて静電霧化装置をオンにする場合の帯電微粒子液の放出方向につい
ても、先端方向Ａと直交方向Ｂのいずれに設定してあってもよい。即ち、開閉センサによ
り便蓋３の閉じた図３（ａ）の使用状態を検知するときに先端方向Ａとなるよう設定すれ
ば便座２上面が除菌、脱臭可能となる。また、便蓋３の開いた図３（ｂ）、（ｃ）の使用
状態を検知するときに直交方向Ｂとなるよう設定すれば、このときに便座２が開いた図３
（ｂ）の状態であれば便座２上面が除菌、脱臭可能となり、便座２が閉じた図３（ｃ）の
状態であれば便器２０の開口縁部分を除菌、脱臭可能となる。更に、これを他の方向に設
定して、便器２０の内部、開口縁部分、トイレ空間内を除菌、脱臭するように設けても構
わない。
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　図７には、本発明の実施形態における他例の便座装置を示している。上記した一例と同
様の構成については詳しい説明を省略するが、本例においては、便座装置本体１に静電霧
化装置４を設置していることに特徴を有している。図には便座２を閉じて便蓋３を開いた
状態を示しているが、この状態において正面側の放出口１０ｂから放出される帯電微粒子
液（矢印Ｄ参照）が便座２の上面に向けて放出されるように設けている。便蓋３には静電
霧化装置４を通す孔１４が設けてある。便蓋３を閉じた場合にはこの孔１４を通って放出
口１０ｂが便蓋３外面よりも上方に位置するように設けており、放出口１０ｂから放出さ
れる帯電微粒子液が便蓋３外面に向けて噴霧されて除菌、脱臭を行うようになっている。
また、便蓋３と共に便座２を開いた場合には、この放出口１０ｂから放出される帯電微粒
子液が便器２０の開口縁部に向けて噴霧されて除菌、脱臭を行うように設けている。即ち
、便座２及び便蓋３の開閉に応じて、便器２０、便座２、便蓋３のいずれかに向けて放出
口１０ｂから帯電微粒子液を放出する構造である。
【００３８】
　なお本例にあっても静電霧化装置４には一対の放出口１０ａ，１０ｂを備え、便座装置
の使用状態に応じて放出口１０ａ，１０ｂを切換えるように設定してある。具体的には、
着座センサ１３により着座オフ状態にあると検知される場合には放出口１０ｂから前方の
便座２に向けて帯電微粒子液を放出し、着座オン状態にあると検知される場合には放出口
１０ａから上方に向けて帯電微粒子液を放出して（矢印Ｃ参照）トイレ空間内を除菌、脱
臭するように設定してある。放出口１０ａ，１０ｂは一対に限定されず、三つ以上備えて
切り替え自在としてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の実施形態における一例の便座装置の設置状態を示す斜視図である。
【図２】同上の便座装置が備える静電霧化装置の説明図であり、（ａ）は一方の放出口を
選択した場合、（ｂ）は他方の放出口を選択した場合である。
【図３】同上の便座装置の各使用状態を示す説明図であり、（ａ）は全閉状態、（ｂ）は
便蓋のみ開いた状態、（ｃ）は全閉状態である。
【図４】同上の静電霧化装置の着座センサに基づく駆動制御を説明するタイムチャートで
あり、（ａ）は制御例１、（ｂ）は制御例２、（ｃ）は制御例３、（ｄ）は制御例４を示
している。
【図５】同上の静電霧化装置の入退室センサに基づく駆動制御を説明するタイムチャート
であり、（ａ）は制御例１、（ｂ）は制御例２、（ｃ）は制御例３を示している。
【図６】同上の静電霧化装置の便蓋の開閉センサに基づく駆動制御を説明するタイムチャ
ートであり、（ａ）は制御例１、（ｂ）は制御例２、（ｃ）は制御例３を示している。
【図７】本発明の実施形態における他例の便座装置の設置状態を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００４０】
　１　便座装置本体
　２　便座
　３　便蓋
　４　静電霧化装置
　５　霧化電極
　１０ａ　放出口
　１０ｂ　放出口
　１３　着座センサ
　１５　入退室センサ
　２０　便器
　Ｔ　所定時間
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