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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　進退自在な洗浄ノズルを内蔵した衛生洗浄便座装置であって、腰掛便器の上部平坦面に
設けられる本体と、前記本体に付設された便座と、
　を備え、
　前記本体は、前記腰掛便器のボウルに面する前面を有し、
　前記前面は、前記ボウルに向けて傾斜した傾斜面を有し、
　前記洗浄ノズルを突出させる開口部が前記傾斜面に設けられ、
　前記開口部の開口を閉塞可能な塞ぎ板が前記開口部に設けられ、
　前記洗浄ノズルからの捨て水を排出する第１の排水口が前記塞ぎ板の下に設けられ、
　前記洗浄ノズル以外からの水を排出する第２の排水口が前記塞ぎ板の横に設けられ、
　前記前面から下方に延在し、前記第１の排水口および前記第２の排水口から排出された
水を前記ボウルに導く排水路が設けられたことを特徴とする衛生洗浄便座装置。
【請求項２】
　前記前面は、前記ボウルの一部を取り囲む湾曲面を有することを特徴とする請求項１記
載の衛生洗浄便座装置。
【請求項３】
　前記前面は、略平面状であることを特徴とする請求項１記載の衛生洗浄便座装置。
【請求項４】
　前記本体は、前記前面と対向する背面と前記腰掛便器の前記上部平坦面に面する底面の
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一部とが一体成形されたケースプレートと、前記傾斜面と前記腰掛便器の前記上部平坦面
に面する底面の一部とが一体成形されたケースカバーと、を含む筺体を有することを特徴
とする請求項１～３のいずれか１つに記載の衛生洗浄便座装置。
【請求項５】
　腰掛便器と、
　請求項１～４のいずれか１つに記載の衛生洗浄便座装置と、
　を備えたことを特徴とするトイレ装置。
【請求項６】
　腰掛便器と、
　請求項１または２に記載の衛生洗浄便座装置と、
　を備え、
　前記前面は、前記ボウルの側壁面と略連続する湾曲面を有することを特徴とするトイレ
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、衛生洗浄便座装置及びトイレ装置に関し、より具体的には、洋式腰掛便器に
腰かけた使用者の「おしり」などを水で洗浄する衛生洗浄便座装置及びこれを備えたトイ
レ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　衛生洗浄便座装置は、その内部に洗浄水を噴射する洗浄ノズルを進退自在に収容するた
め、腰掛便器の上面後部に設置して使用する形態のものが主流となっている。そして、洗
浄ノズルを進退させたり、腰掛便器ボウル内の臭気の吸い込み口を設けるために、衛生洗
浄便座装置を構成する本体ケースの前面が腰掛便器のボウル側に延出し、ボウル開口の一
部を塞ぐ形態とされている。
【０００３】
　しかし、このように本体ケースがボウル側に延出すると、その裏側などが汚れやすくな
る。これに対して、清掃性をよくするために、例えば、本体ケースの延出部分を着脱自在
とした構造が開示されている（例えば、特許文献１及び２）。しかし、掃除の際にいちい
ち延出部分を取り外すのは煩雑であり、また着脱の際などに延出部分を誤ってボウルの溜
水内に落としてしまうなどの問題もある。
【特許文献１】特公平５－７４６５６号公報
【特許文献２】特開平６－１６７０４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このような問題を解消するためには、衛生洗浄便座装置の本体ケースが腰掛便器のボウ
ルを覆わないように、後方に後退させて設置するとよい。しかし、通常の腰掛便器は、後
方にロータンクやフラッシュバルブなどを近接して設ける必要があるために、本体ケース
がボウルを覆わないようにケース前面を後退させると、本体ケースの奥行きが小さくなっ
てしまう。ケースの奥行きが小さくなると、例えば洗浄ノズルなどを短くする必要が生ず
る。しかし、洗浄ノズルの構造はほぼ確立しており、新たにその縮小化を達成するために
は技術的に容易ではない。
【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、衛生洗浄便座装置の本体
構成に最小限の変更を加えることで、洗浄ノズルの収納スペースを確保しつつ、汚れが付
着しにくく、掃除を行いやすく、見栄えもすっきりとした衛生洗浄装置及びこれを備えた
トイレ装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　本発明の一態様によれば、
　進退自在な洗浄ノズルを内蔵した衛生洗浄便座装置であって、腰掛便器の上部平坦面に
設けられる本体と、前記本体に付設された便座と、を備え、
　前記本体は、前記腰掛便器のボウルに面する前面を有し、
　前記前面は、前記ボウルに向けて傾斜した傾斜面を有し、
　前記洗浄ノズルを突出させる開口部が前記傾斜面に設けられ、
　前記開口部の開口を閉塞可能な塞ぎ板が前記開口部に設けられ、
　前記洗浄ノズルからの捨て水を排出する第１の排水口が前記塞ぎ板の下に設けられ、
　前記洗浄ノズル以外からの水を排出する第２の排水口が前記塞ぎ板の横に設けられ、
　前記前面から下方に延在し、前記第１の排水口および前記第２の排水口から排出された
水を前記ボウルに導く排水路が設けられたことを特徴とする衛生洗浄便座装置が提供され
る。
【０００７】
　上記構成によれば、衛生洗浄便座装置の本体構成に最小限の変更を加えることで、洗浄
ノズルの収納スペースを確保しつつ、汚れが付着しにくく、掃除を行いやすく、見栄えも
すっきりとした衛生洗浄装置を提供することができる。　
　また、いわゆる「捨て水」を確実にボウルの中に排水でき、またさらに、衛生洗浄便座
装置本体を腰掛便器に取り付けるに際して、この排水路をボウルの側壁面に突き当てるこ
とによって、もっとも適切な位置に確実かつ容易に取り付けることができる。　
【０００８】
　ここで、前記前面は、前記ボウルの一部を取り囲む湾曲面を有するものとすれば、特に
、汚れが付着しにくく、掃除を行いやすく、見栄えもすっきりとした衛生洗浄装置を提供
することができる。
【０００９】
　また、前記前面は、略平面状であるものとしてもよく、ボウルの開口形状によらずに広
範な形式の腰掛便器に適合させることが可能となる。
【００１０】
　また、前記本体は、前記前面と対向する背面と前記腰掛便器の前記上部平坦面に面する
底面の一部とが一体成形されたケースプレートと、前記傾斜面と前記腰掛便器の前記上部
平坦面に面する底面の一部とが一体成形されたケースカバーと、を含む筺体を有するもの
とすれば、衛生洗浄便座装置本体と腰掛便器との隙間を介した水分の浸入を効果的に防ぐ
ことができる。
【００１２】
　一方、本発明の他の態様によれば、腰掛便器と、上記のいずれかの衛生洗浄便座装置と
、
　を備えたことを特徴とするトイレ装置が提供される。
【００１３】
　上記構成によれば、衛生洗浄便座装置の本体構成に最小限の変更を加えることで、洗浄
ノズルの収納スペースを確保しつつ、汚れが付着しにくく、掃除を行いやすく、見栄えも
すっきりとしたトイレ装置を提供することができる。
　ここで、前記前面は、前記ボウルの側壁面と略連続する湾曲面を有するものとすれば、
特に汚れが付着しにくく、掃除を行いやすく、見栄えもすっきりとしたトイレ装置を提供
することができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、衛生洗浄便座装置の本体ケースに最小限の変更を加えることで、洗浄
ノズルの収納スペースを確保しつつ、汚れが付着しにくく、掃除を行いやすくするととも
に、見栄えもすっきりとした衛生洗浄装置及びこれを備えたトイレ装置を提供することが
でき、産業上のメリットは多大である。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、図面を参照しつつ本発明の実施の形態について説明する。　
　図１は、本発明の実施の形態の第１の具体例の衛生洗浄便座装置の模式斜視図である。
　すなわち、衛生洗浄便座装置本体５００は、腰掛便器３００の上部後方の平坦面３００
Ｆに設置され、便座４１０が付設されている。また、便座４１０の上に、開閉自在の便蓋
をさらに設けてもよすい。
【００１６】
　図２は、このトイレ装置から便座４１０を取り外した状態を表す模式斜視図である。　
　本具体例の衛生洗浄便座装置本体５００は、使用者が便座４１０に座った状態で水を噴
射させて「おしり」などを洗浄することができる装置であり、商標名「ウォシュレット」
などとして普及しているものと同様の機能を有する。なお、本願明細書において「水」と
は冷水のみならず、温水も含むものとする。衛生洗浄便座装置本体５００には、その他に
も例えば、濡れた「おしり」を乾かす「温風乾燥機能」や、便座４１０を暖める「便座暖
房機能」、腰掛便器内の臭いを除去する「脱臭機能」などを設けることができる。また、
使用者の接近を検知して便蓋４００を自動的に開き、使用者がいなくなると便蓋４００を
自動的に閉じる「オート開閉機能」を設けることもできる。これらの機能は、衛生洗浄便
座装置本体５００に設けられた操作部（図示せず）を適宜操作することにより実行・設定
でき、また、トイレの壁面などに設置されたリモコン（図示せず）を操作することにより
実行させることも可能である。
【００１７】
　またさらに、リモコン操作などにより腰掛便器３００に洗浄水を流す「自動水洗機能」
を、衛生洗浄便座装置本体５００に付加してもよい。これは、ロータンク２００やフラッ
シュバルブの排水機構を動作させる駆動機構を設け、この駆動機構を動作させる信号を衛
生洗浄便座装置本体５００から出力させて、腰掛便器３００に自動的に洗浄水を流す機能
である。
【００１８】
　そして、本具体例においては、衛生洗浄便座装置本体５００は水洗腰掛便器３００の上
部後方の平坦面に設置され、その前面５１０の下端が腰掛便器３００のボウル３１０の縁
にほぼ沿うように湾曲している。なおここで、「後方」とは、図１に表したように、通常
ロータンク２００やフラッシュバルブなどが設置される側であり、通常の使用態様におい
て使用者からみて遠い側を意味する。そして、この湾曲した前面５１０は、便器３００の
上部平坦面３００Ｆに対して垂直ではなく、前方すなわちボウル３１０に向けて傾斜した
斜面を構成している。
【００１９】
　この傾斜した前面５１０には、「おしり」を洗浄するための洗浄ノズルを出し入れする
ための開口部５２０が設けられている。開口部５２０には、塞ぎ板５２５が設けられ、洗
浄ノズルは、この塞ぎ板５２５の裏側に収容されている。
【００２０】
　図３は、比較例の衛生洗浄便座装置を表す模式図である。　
　すなわち、本比較例においては、衛生洗浄便座装置本体５００は、腰掛便器３００のボ
ウル３１０に延出し、破線Ａにて表したように、その一部を覆うように設けられている。
このように衛生洗浄便座装置本体５００がボウル３１０に延出していると、その裏側が溜
水からの「跳ね」などにより汚れやすく、また、この延出した部分には、男性の小用の際
などに小水がかかりやすくなる。
【００２１】
　これに対して、図１及び図２に表した具体例においては、衛生洗浄便座装置本体５００
の下端はボウル３１０に殆ど延出せず、湾曲した前面５１０がボウル３１０の開口部の湾
曲側壁面と略連続的な曲面を形成している。このように、衛生洗浄便座装置本体５００の
下端のボウル３１０への延出量を減らせば、汚れにくく、また、男性の小用の際などにも
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小水がかかりにくくなる。また、掃除の際にいちいち衛生洗浄便座装置本体５００を腰掛
便器３００から取り外す手間が省け、掃除が極めて容易となる。またさらに、見た目にも
すっきりとして、見栄えがよく、使用者に対して清潔感や衛生感を与え、快適な使い心地
のトイレ装置を提供できる。
【００２２】
　そしてさらに、本具体例によれば、衛生洗浄便座装置本体５００の前面５１０を前方す
なわちボウル３１０に向けて傾斜させることにより、洗浄ノズルの収納スペースを拡大す
ることができる。　
　図４及び図５は、本具体例及び比較例の衛生洗浄便座装置の模式断面図である。　
　すなわち、図４（ａ）及び（ｂ）は、それぞれ本発明及び比較例において、３段式の洗
浄ノズルが衛生洗浄便座装置本体５００内に収容された状態を表す。また、図５（ａ）及
び（ｂ）は、それぞれ本発明及び比較例において、この洗浄ノズルがボウル３１０内に進
出した状態を表す。
【００２３】
　洗浄ノズル５３０は、取り付け台５３２の上に設けられた第１シリンダ５３４と、第１
シリンダ内に摺動自在に設けられた第２シリンダ５３６と、第２シリンダ内に摺動自在に
設けられた第３シリンダ５３８と、を有する。第３シリンダ５３８の先端付近には、吐水
口（図示せず）が設けられ、使用者の「おしり」などに向けて水を噴射可能とされている
。
【００２４】
　この洗浄ノズル５３０は、収納状態においては、図４（ａ）及び（ｂ）に表したように
、第３シリンダ５３８が第２シリンダ５３６内に収容され、第２シリンダ５３６は第１シ
リンダ５３４内に収容され、第１シリンダ５３４は、取り付け台５３２の上で後方に後退
した位置にある。
【００２５】
　ここで、比較例の衛生洗浄便座装置本体５００は、ボウル３１０に面した前面５１０が
、便器３００の平坦面３００Ｆに対して垂直に形成されている。本発明と比較例の衛生洗
浄便座装置本体５００を比べると、図４（ａ）及び（ｂ）から明らかなように、本体５０
０の底面の奥行きＤを同一にした時に、ケース内に斜めに収納される洗浄ノズルの収納サ
イズが異なる。つまり、本発明によれば、前面５１０を垂直から前方に４５度以内、さら
に好ましくは２０度程度、傾斜させることより、収納サイズＬ１を比較例の収納サイズＬ
２よりも長くすることができる。つまり、本発明によれば、取り付け台５３２や第１乃至
第３シリンダ５３４～５３８をそれぞれ長くすることができ、同時にこれらのスライド量
も大きくすることができる。
【００２６】
　その結果として、本発明によれば、余裕をもって遠い位置まで洗浄ノズルを進出させる
ことができる。
【００２７】
　すなわち、使用状態においては、図５（ａ）及び（ｂ）に表したように、第１シリンダ
５３４は取り付け台５３２の上で前方に前進し、また、第２シリンダ５３６、第３シリン
ダ５３８がそれぞれ前方に進出する。この時、本発明によれば、図５（ａ）に例示したよ
うに、取り付け台５３２の上での第１シリンダ５３４のストロークには余裕Ｓ１があり、
また第１シリンダ５３４に対する第２シリンダ５３６のストロークについても余裕Ｓ２が
ある。従って、比較例と比べて、本発明によれば、ノズルの「がたつき」や先端の「位置
ずれ」などが少なく、ノズルをより遠くまで進出させることも可能となる。
【００２８】
　また一方、本発明によれば、衛生洗浄便座装置本体５００の前面５１０を垂直から前方
に２０度乃至４５度程度、傾斜させることにより、男性の小用時に、前面５１０を視線か
ら隠すことが可能となる。衛生洗浄便座装置本体５００の前面５１０はボウル３１０に面
しているために、溜め水や洗浄ノズルからの洗浄水の「はね」などが付着しやすく、汚れ
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が目立つ場合がある。便座４１０を下ろした状態においては、図１に例示した如く、衛生
洗浄便座装置本体５００の前部は便座４１０の下に隠れるが、男性の小用時の際に便座４
１０を上げると、衛生洗浄便座装置本体の前面５１０が露出する。
【００２９】
　このような場合でも、図６に表したように、本発明によれば、衛生洗浄便座装置本体の
前面５１０を前方に傾斜させることにより、前面５１０に付着した汚れを使用者１００の
視線から隠すことができる。その結果として、不快感などが生ずることなく、快適な使用
感が得られる。なお、掃除の際には、便器３００の傍でかがんだりしゃがんだりすること
により、前面５１０を簡単に拭いたりでき、清掃性も良好である。
　なお、衛生洗浄便座装置本体５００の前面５１０を垂直から前方に２０度程度傾斜させ
た場合には、傾斜した前面５１０によりボウル３１０が隠れる領域を小さくできるので、
ボウル３１０の後方部分の清掃性を高めることができる。
【００３０】
　図７は、本発明の実施の形態の第２の具体例の衛生洗浄便座装置本体５００を例示する
模式斜視図である。なお、同図においては、便座や便蓋は、便宜上省略した。　
　本具体例においては、衛生洗浄便座装置本体５００のボウル３１０に面した前面５１０
のうちで、中央付近５１０Ｃは前方に傾斜した傾斜面とされているが、両端付近５１０Ｅ
においては、便器３００の上部平坦面３００Ｆに対してほぼ垂直な面とされている。
【００３１】
　このようにすれば、洗浄ノズルを収容するスペースは確保しつつ、左右両側（５１０Ｅ
）におけるボウル３１０の開口を狭めることがなく、デザイン的な開放感に優れる。
【００３２】
　図８は、本発明の実施の形態の第３の具体例の衛生洗浄便座装置本体５００を例示する
模式斜視図である。なお、同図においても、便座や便蓋は、便宜上省略した。　
　本具体例においては、衛生洗浄便座装置本体５００のボウル３１０に面した前面５１０
は略平面状とされている。そして、前面５１０は前方に傾斜した傾斜面とされている。こ
のようにしても、図４及び図５に関して前述したように洗浄ノズルの収容スペースを確保
でき、また、図６に関して前述したように、男性の小用時に前面５１０を視線から隠すこ
とにより汚れなどが目立たない衛生洗浄便座装置を提供することができる。
【００３３】
　次に、本実施形態の衛生洗浄便座装置に設けることができる「捨て水」の排水経路につ
いて説明する。　
　図９は、捨て水の排水経路が設けられた衛生洗浄便座装置本体５００を例示する模式断
面図である。
【００３４】
　また、図１０は、この衛生洗浄便座装置本体５００の模式正面図である。　
　すなわち、衛生洗浄便座装置本体５００の中には、洗浄ノズル５３０にお湯や水を供給
する水路系が内蔵されている。この水路系において、水分を外部に排出する必要が生ずる
場合がある。また、洗浄ノズル５３０を動作させる際にも、衛生洗浄便座装置本体５００
の中で吐水させる場合がある。これらの場合、水やお湯を「捨て水」として衛生洗浄便座
装置本体５００の外に排出する必要がある。
【００３５】
　本具体例においては、これらの場合に備えて、前面５１０の塞ぎ板５２５の下に排水口
５９１が設けられている。そして、「捨て水」の排水チューブ５９２が排水口５９１に配
設され、また排水口５９１の直下には排水路５９０が設けられている。排水チューブ５９
２は、衛生洗浄便座装置本体５００の内部の「捨て水」の発生源に接続されている。この
ような発生源としては、例えば以下の要素を挙げることができる。
【００３６】
　まず、水を加熱するための熱交換タンクに設けられた「水抜き弁」を挙げることができ
る。これは、メンテナンスなどの際に熱交換タンクから水を抜くための弁である。次に、
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水路上で調圧弁の２次側に設けられた「安全弁」を挙げることができる。これは、調圧弁
が故障して水路の２次圧が上昇した時に、系外に水を放出するための弁である。また、「
バキュームブレーカ」を挙げることができる。これは、熱交換タンクに付設され、水が洗
浄ノズルの方向から逆流した時に、逆流水を系外に放出するための要素である。　
　排水チューブ５９２は、これらの各要素に接続され、必要に応じて水またはお湯を、排
水口５９１に排水可能としている。なお、図１０においては、３本の排水チューブ５９２
が配設された具体例を表したが、排水チューブ５９２の数や配置については、衛生洗浄便
座装置本体５００の構造に応じて適宜決定することができる。
【００３７】
　また、排水口５９１は、洗浄ノズルからの「捨て水」も排出可能とされている。すなわ
ち、洗浄ノズル５３０から温水を吐水させる場合、予め衛生洗浄便座装置本体５００の中
で吐水口から吐水させて水路内の冷水を排出させることがある。また、洗浄ノズル５３０
による洗浄が終了した時、衛生洗浄便座装置本体５００の中で吐水口から吐水させること
により、吐水口の周辺の異物の付着を防止できる。さらにまた、洗浄の前後に、衛生洗浄
便座装置本体５００の中で、洗浄室に囲まれた状態で吐水させることにより、洗浄ノズル
の外周を洗浄することができる。
【００３８】
　洗浄ノズルに関するこれらの動作に対応して、衛生洗浄便座装置本体５００の中で「捨
て水」が発生する。これに対して、本具体例によれば、洗浄ノズル５３０の前面下方に排
水口５９１を設けることにより、洗浄ノズル５３０から生じた「捨て水」を外部に排水で
きる。
【００３９】
　排水路５９０は、排水口５９１から排出された「捨て水」をボウル３１０に導くように
、衛生洗浄便座装置本体５００の前面５１０から鉛直下方に延在して形成されている。こ
のような排水口５９１、排水チューブ５９２及び排水路５９０を設けることにより、「捨
て水」が衛生洗浄便座装置本体５００の内部に残留することを防ぎ、また、「捨て水」が
排出される際に、衛生洗浄便座装置本体５００と腰掛便器３００との隙間に浸入すること
を防ぐことができる。
【００４０】
　またさらに、このように下方に延在した排水路５９０を設けることにより、衛生洗浄便
座装置本体５００を腰掛便器３００に取り付ける際に、「位置決め」を容易にできるとい
う効果も得られる。すなわち、衛生洗浄便座装置本体５００を腰掛便器３００の平坦面３
００Ｆの上に載せ、後方（ボウル３１０から遠ざかる方向）に押して、排水路５９０がボ
ウル３１０の側壁面に当接した位置を衛生洗浄便座装置本体５００の取り付け位置とする
ことができる。この状態において、衛生洗浄便座装置本体５００の前面５１０の下端は、
ボウル３１０の開口部の側壁面とほぼ同一面の位置にある。つまり、排水路５９０をボウ
ル３１０の側壁面に当接させることにより、衛生洗浄便座装置本体５００を理想的な位置
に簡単に位置決めすることができる。
【００４１】
　図１１は、捨て水の排水経路が設けられた衛生洗浄便座装置本体５００の第２の具体例
を例示する模式断面図である。
【００４２】
　また、図１２は、この衛生洗浄便座装置本体５００の模式正面図である。　
　本具体例の場合、「捨て水」の排水チューブ５９２は、衛生洗浄便座装置本体５００の
前面５１０において、塞ぎ板５２５の横の上部に設けられた排水口５９３に接続されてい
る。そして、排水路５９０は、排水口５９１の下方から排水口５９３の下方に亘って設け
られ、これら排水口５９１、５９３から放出された「捨て水」をボウル３１０の中に導く
ようにされている。
【００４３】
　本具体例によれば、排水チューブ５９２が排水口５９１を塞ぐことがなく、洗浄ノズル
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からの「捨て水」を排水口５９１から円滑に排水できる。また、図６に関して前述したよ
うに、前面５１０を前方に傾斜させることにより便器の前に立った状態の使用者の視線か
ら前面５１０を隠すことが可能である。このため、本具体例のように「捨て水」の排水口
５９３を前面５１０の上部に設けてもそれほど目立たず、デザイン的にも問題は生じない
。
【００４４】
　図１３は、捨て水の排水経路が設けられた衛生洗浄便座装置本体５００の第３の具体例
を例示する模式断面図である。
【００４５】
　また、図１４は、この衛生洗浄便座装置本体５００の模式正面図である。　
　本具体例の場合、「捨て水」の排水チューブ５９２は、衛生洗浄便座装置本体５００の
前面５１０において、塞ぎ板５２５の横の下方に設けられた排水口５９４に接続されてい
る。そして、排水路５９０は、排水口５９１の下方から排水口５９４の下方に亘って設け
られ、これら排水口５９１、５９４から放出された「捨て水」をボウル３１０の中に導く
ようにされている。
【００４６】
　本具体例においても、排水チューブ５９２が排水口５９１を塞ぐことがなく、洗浄ノズ
ルからの「捨て水」を排水口５９１から円滑に排水できる。また、本具体例によれば、排
水チューブ５９２の排水口５９４を下方に設けることにより、「捨て水」の抜けをよくす
ることができる。
【００４７】
　次に、本実施形態の衛生洗浄便座装置に設けることができる脱臭装置について説明する
。　　図１５は、脱臭装置の一例を説明するための模式図である。　　
　すなわち、同図（ａ）は、脱臭装置の平面構成図、同図（ｂ）は、脱臭装置の正面図、
同図（ｃ）は、脱臭装置の側面図である。
【００４８】
　本具体例の脱臭装置５５０は、図１、図２及び図７に関して前述したように湾曲した前
面５１０を有する衛生洗浄便座装置本体５００に取り付け可能なものである。脱臭装置５
５０は、スライド可能な脱臭ノズル５５２と、脱臭ノズルを収容する本体部５５６と、本
体部の後段に設けられた排気ファン５６０と、排気ファンの排出口に設けられた触媒部５
６２と、を有する。脱臭ノズル５５２は、先端に設けられた蓋５５３と、周側面に設けら
れたフィルタ５５４と、を有する。フィルタ５５４は、主にホコリなどを取り除く役割を
有し、例えば０．３～１．０メッシュ程度の網目状のものを用いることができる。蓋５５
３には、吸気のための開口は設けられていない。
【００４９】
　脱臭装置の使用状態においては、図１５（ａ）に表したように、脱臭ノズル５５２はボ
ウル３１０に向けて側方から突出し、周側面のフィルタ５５４を介してボウル３１０内の
空気を吸引する。排気ファン５６０の作用によりフィルタ５５４から吸引されたボウル３
１０内の空気は、本体部５５６、排気ファン５６０を介して触媒部５６２に達する。触媒
部５６２においては、例えば酸素やオゾンなどの作用により、吸気に含まれ臭気の原因と
なる有機ガス成分を分解あるいは吸着して臭気を除去する。臭気が除去された排気は、衛
生洗浄便座装置本体５００の背面に設けられた排気口から排出される。
【００５０】
　一方、脱臭ノズル５５２は、収納状態においては、図１５（ａ）に矢印Ａで表した方向
にスライドして衛生洗浄便座装置本体５００の中に収納される。この時、蓋５５３が衛生
洗浄便座装置本体の湾曲した前面５１０と一体的な曲面を構成し、衛生洗浄便座装置本体
５００の内部や脱臭装置５５０を保護して、小水や汚れの浸入を防止する。
【００５１】
　図１６は、脱臭ノズル５５２の駆動機構を例示する模式図である。　
　すなわち、本体部５５６にモータ５５７が設けられ、ボールネジ５５８を回転駆動可能
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とされている。一方、脱臭ノズル５５２には、ボールネジ５５８と螺合する軸受け５５５
が設けられている。モータ５５７がボールネジ５５８を回転させると、その回転方向に応
じて軸受け５５５に摺動方向の駆動力が作用し、脱臭ノズル５５２が所定の方向にスライ
ドする。
【００５２】
　図１７は、本具体例の脱臭装置５５０の動作を例示するフローチャートである。　
　すなわち、待機状態においては、脱臭ノズル５５２は、図１５（ａ）の矢印Ａの方向に
スライドして衛生洗浄便座装置本体５００の中に収納されている（ステップＳ１０２）。
そして、使用者がトイレ装置の便座４１０に座ると、衛生洗浄便座装置本体５００に設け
られた着座センサ５０２（図１参照）がこれを検知する（ステップＳ１０４）。　
　すると、衛生洗浄便座装置本体５００に内蔵された制御部（図示せず）の指令により、
脱臭ノズル５５２がスライド進出して図１５（ａ）に表した状態となる（ステップＳ１０
６）。続けて、排気ファン５６０が低速動作を開始する（ステップＳ１０８）。つまり、
ボウル３１０の中の空気は排気ファン５６０により吸引され、触媒部５６２により臭気が
除去されて排出される。
【００５３】
　次に、使用者がトイレ装置の便座４１０から立ち上がると、着座センサ５０２が非検知
となる（ステップＳ１１０）。　
　すると、排気ファン５６０は高速運転を開始する（ステップＳ１１２）。これにより、
使用者が立ち上がった直後のボウル３１０内の臭気を上方に逃がすことなく脱臭装置に吸
引し、脱臭することができる。
【００５４】
　一定時間の間、高速運転により脱臭したら（ステップＳ１１４）、排気ファン５６０を
停止し（ステップＳ１１６）、脱臭ノズル５５２を図１５（ａ）の矢印Ａの方向にスライ
ドさせて衛生洗浄便座装置本体５００の中に収納する（ステップＳ１１８）。このように
して、再び待機状態に戻る（ステップＳ１２０）。
【００５５】
　以上説明したように、本具体例によれば、使用者の着座と連動して脱臭ノズル５５２が
、湾曲した前面５１０の側方からボウル３１０内に進出し、確実かつ迅速に脱臭動作を開
始できる。また一方、例えば、男性の小用の際などは、脱臭ノズル５５２は衛生洗浄便座
装置本体５００の中に収納され、湾曲した前面５１０と一体的な曲面を構成する蓋５５３
によって保護された状態にある。従って、小水や汚れの浸入を防ぐことができ、かつ見栄
えもすっきりとして使用感に優れたトイレ装置を実現できる。
【００５６】
　次に、本実施形態のトイレ装置に設けることができる温風乾燥装置について説明する。
【００５７】
　図１８は、温風乾燥装置の一例を説明するための模式図である。　
　すなわち、同図（ａ）は、温風乾燥装置の側面構成図、同図（ｂ）は、温風乾燥装置の
平面図、同図（ｃ）は、温風乾燥装置の正面図である。　
　温風乾燥装置５７０は、送風ファン５７２と、その排出側に設けられたヒータ部５７４
と、その下流に設けられた送風路５７６と、を有する。送風ファンは、衛生洗浄便座装置
本体５００の背面側から空気を取り込み、ヒータ部５７４に送風する。ヒータ部５７４に
おいて暖められた空気は、送風路５７６に送出される。送風路５７６は、洗浄ノズル５３
０の両側に分岐して設けられている。これら送風路５７６から放出される温風は、衛生洗
浄便座装置本体５００の開口部５２０を介して、使用者の「おしり」に向けて放出される
。このようにして、洗浄ノズル５３０により洗浄した後の濡れた「おしり」などに温風を
あてることにより、迅速に乾燥させることができる。
【００５８】
　またこの時、開口部５２０に設けられた塞ぎ板５２５の角度を制御することにより、温
風の向きを調節することができる。すなわち、図１８（ａ）に表したように、洗浄ノズル
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５３０が進出する際にはノズルに干渉しないように、塞ぎ板５２５の開き角度を大きくし
、一方、温風を送る時には塞ぎ板５２５の開き角度を小さくして温風の向きを調節するこ
とができる。
【００５９】
　図１９は、塞ぎ板５２５の作用を説明するための模式図である。　
　すなわち、送風ファン５７２やヒータ部５７４のサイズや配置を考慮すると、送風路５
７６の形状を工夫した場合でも、温風を水平方向に放出させることは容易ではなく、図１
９に表したように、温風は斜め下に向けて放出されてしまう。しかし、これでは、便座４
１０に座った使用者の「おしり」に効率的に温風があたらない。
【００６０】
　これに対して、塞ぎ板５２５の開き角度を制御することにより、送風路５７６から放出
された温風を「おしり」の方向に導くことができる。特に、本実施形態においては、図１
乃至図７に関して前述したように、衛生洗浄便座装置本体５００の前面５１０の下端はボ
ウル３１０を覆わず、ボウル３１０の開口部の湾曲側壁面まで（ボウル３１０から遠ざか
る方向）後退し、さらに前方に傾斜している。従って、図３に例示した比較例よりも、遠
い位置から破線矢印Ｗ１で表したように下方に向けて温風が送出される傾向が強い。
【００６１】
　これに対して、本具体例によれば、塞ぎ板５２５を温風の「ガイド」として利用し、そ
の開き角度を制御することにより、矢印Ｗ２で表したように、温風を確実かつ容易に「お
しり」にあてることができる。　
　また本具体例においては、塞ぎ板５２５の開き角度に応じて温風の方向を変えることが
できるので、例えば、使用者が塞ぎ板５２５の開き角度を調節することにより、使用者の
好みに応じた方向に温風を向けることができる。またさらに、塞ぎ板５２５の開き角度を
周期的に変化させることにより温風の方向を周期的に変化させて、「おしり」の広い範囲
にむらなく温風があたるようにすることもできる。
【００６２】
　図２０は、塞ぎ板５２５の開閉機構を例示する模式図である。　
　すなわち、本具体例においては、リニアアクチュエータ５２６が設けられ、矢印Ａの方
向に駆動する。塞ぎ板５２５は、スプリング（図示せず）などにより開く方向に付勢され
ている。そして、塞ぎ板５２５の裏面に設けられた凸部５２５Ｐを、リニアアクチュエー
タ５２６の下端の凸部５２６Ｐで押すことにより、塞ぎ板５２５を閉じたり、また所定の
角度まで開くことができる。
【００６３】
　例えば、同図において、リニアアクチュエータの凸部５２６Ｐが最も下がった位置Ａ１
にある時、塞ぎ板５２５は完全に閉じた状態Ｐ１にある。そして、リニアアクチュエータ
の凸部５２６Ｐが上昇して位置Ａ２にある時、塞ぎ板５２５は水平に近い角度まで開いた
状態Ｐ２となる。例えばこの状態において、温風乾燥装置５７０から送出される温風を使
用者の「おしり」に向けてガイドすることができる。また、リニアアクチュエータの凸部
５２６Ｐがさらに上昇して位置Ａ３にある時、塞ぎ板５２５はさらに開いた状態Ｐ３とな
る。この状態において、洗浄ノズル５３０が干渉せずに進出することができる。
【００６４】
　また、本具体例において、温風を送出する際に、リニアアクチュエータの凸部５２６Ｐ
を所定の範囲で上下運動させれば、塞ぎ板５２５の開き角度を周期的に変化させて「おし
り」の広い範囲にむらなく温風をあてることもできる。
【００６５】
　なお、図２０に表した駆動機構は一例に過ぎず、塞ぎ板５２５を開閉させる機構として
は、各種のものを用いることができる。例えば、洗浄ノズル５３０を進出させるためのモ
ータの出力を利用して塞ぎ板５２５を開閉させてもよい。　
　また一方、洗浄ノズル５３０により塞ぎ板５２５の開き角度を調節してもよい。すなわ
ち、塞ぎ板５２５をスプリングなどで閉じた位置に付勢しておき、洗浄ノズル５３０で塞
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ぎ板５２５を押して開けるようにすることができる。この場合には、洗浄ノズル５３０の
進出量により塞ぎ板５２５の開き角度を調整できる。
【００６６】
　図２１は、洗浄ノズルと温風乾燥装置による洗浄・温風乾燥動作のシーケンスの一例を
表すフローチャートである。　
　まず、待機状態においては、洗浄ノズル５３０は収納状態にあり、塞ぎ板５２５は閉じ
られている（ステップＳ２０２）。　　
　そして、使用者が便座４１０に座り、衛生洗浄便座装置本体５００やリモコンを操作し
て吐水スイッチをオンする（ステップＳ２０４）と、塞ぎ板５２５がまず吐水位置（図２
０：Ｐ３）まで開く（ステップＳ２０６）。なおこの時、衛生洗浄便座装置本体５００に
設けられた着座センサ５０２（図１参照）が検知状態である場合のみ、洗浄ノズルの動作
が許可されるようにしてもよい。
【００６７】
　塞ぎ板５２５が開くと、洗浄ノズル５３０が進出し、吐水を開始する（ステップＳ２０
８）。そして、使用者が吐水スイッチをオフにする（ステップＳ２１０）と、吐水が停止
し洗浄ノズル５３０が収納され（ステップＳ２１２）、塞ぎ板５２５が閉じる（ステップ
Ｓ２１４）。
【００６８】
　次に、使用者が温風スイッチをオンにする（ステップＳ２１６）と、塞ぎ板５２５が温
風位置（図２０：Ｐ２）まで開く（ステップＳ２１８）。そして、ヒータ部５７４と送風
ファン５７２に通電され（ステップＳ２２０）、温風が使用者の「おしり」などに向けて
放出される。　
　使用者が温風スイッチをオフにする（ステップＳ２２２）と、ヒータ部５７４と送風フ
ァン５７２の通電が終了し（ステップＳ２２４）、塞ぎ板５２５が閉じられて（ステップ
Ｓ２２６）、待機状態に戻る（ステップＳ２２８）。
【００６９】
　次に、本実施形態のトイレ装置の衛生洗浄便座装置本体５００の筺体の構造について説
明する。　
　図２２は、衛生洗浄便座装置本体５００の筺体の構造を説明するための模式断面図であ
る。すなわち、図２２（ａ）は、本実施形態において用いることができる筺体の一例を表
し、図２２（ｂ）は、比較例の筺体を表す。
【００７０】
　まず、図２２（ｂ）に表した比較例について説明すると、この筺体は、ケースカバー６
０２とケースプレート６０４とからなる。ケースカバー６０２とケースプレート６０４と
は、前面５１０の下端と、背面の中央付近で分割されている。つまり、筺体の継ぎ目が、
前面５１０の下端に設けられている。　
　しかし、この構造の場合、図２２（ｂ）に矢印で表したように、腰掛便器３００と筺体
との隙間に浸入した水分Ｈがこの継ぎ目に浸入しやすい。
【００７１】
　これに対して、図２２（ａ）に表した具体例の場合、ケースカバー６０２とケースプレ
ート６０４とは、下面の中央付近と、背面の上端付近で分割されている。つまり、筺体の
継ぎ目は、下面の中央付近に後退して設けられている。このような構造とすれば、腰掛便
器３００の上面と筺体との隙間に水分Ｈが浸入しても、この継ぎ目まで進出することは容
易でなく、継ぎ目への水分Ｈの浸入を抑制できる。またさらに、本具体例の構造によれば
、防水用のパッキンを前面５１０の下端に取り付けることも容易となる。
【００７２】
　図２３は、衛生洗浄便座装置本体５００の前面５１０の下端にパッキンを取り付けた具
体例を表す模式断面図である。　
　図２３（ａ）に表した具体例の場合、衛生洗浄便座装置本体５００の前面５１０の下端
に、略チューブ状のパッキン６０６が設けられている。　
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　また、図２３（ｂ）に表した具体例の場合、衛生洗浄便座装置本体５００の前面５１０
の下端に、前方に向けて鋭角的に突出したパッキン６０８が設けられている。
【００７３】
　これらパッキン６０６、６０８は、例えば、合成ゴム系などの弾性材料により形成され
、腰掛便器３００の上面と衛生洗浄便座装置本体５００との隙間への水分の浸入を阻止す
る役割を有する。なお、これらのパッキン６０６、６０８は、図１乃至図７に関して前述
したようにボウル３１０の側壁面と略連続的な湾曲した前面５１０を有する衛生洗浄便座
装置本体５００にも、また、図８などに関して前述したように平面状の前面５１０を有す
る衛生洗浄便座装置本体５００にも取り付け可能である。また、パッキン６０８を腰掛便
器３００及び衛生洗浄便座装置本体５００と同系色とすれば、目立たずに見栄えもよい。
【００７４】
　図２４は、本実施形態において設けることができるパッキンの他の具体例を表す模式断
面図である。　
　すなわち、本具体例においては、衛生洗浄便座装置本体５００の前面５１０の中央付近
に片状のパッキン６１０が取り付けられている。このパッキン６１０は、前面５１０に沿
って下方に延在し、腰掛便器３００と衛生洗浄便座装置本体５００との隙間を塞ぐことに
より水分の浸入を抑制する。また、このようなパッキン６１０を設けることにより、汚れ
が隙間に詰まることがなく、例えば、雑巾などで表面を拭くことにより汚れを簡単に取り
除くことができる。
【００７５】
　またこの時、図２５に例示した如く、弾性材料からなるパッキン６１０に「内巻き」と
なるように付勢力を与えると、腰掛便器のボウル３１０の側壁面の形状に沿って密着し、
水分の浸入をより確実に阻止できるとともに、見栄えもよくなる。
【００７６】
　またさらに、図２６及び図２７に例示した如く、パッキン６１０の先端をボウル３１０
の開口形状に合わせて切断してもよい。すなわち、腰掛便器のボウル３１０の開口形状は
機種に応じて種々である。これに対して、パッキン６１０の先端を適宜切断してボウル３
１０の開口形状に合わせることができれば、広範な形式の腰掛便器に衛生洗浄便座装置本
体５００を取り付けて防水構造を確保でき、便利である。
【００７７】
　以上、具体例を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明は
、これらの具体例に限定されるものではない。例えば、図１乃至図２７に関して前述した
特徴部分は、技術的な可能な範囲においていかようにも組合せることができ、これら組合
せにより得られたトイレ装置についても、本発明の要旨を含む限りにおいて本発明の範囲
に包含される。
【００７８】
　また、本発明のトイレ装置に含まれる洗浄ノズル、脱臭装置、温風乾燥装置、着座セン
サ、筺体、リモコン、腰掛便器、ロータンクなどの各要素については、当業者が適宜設計
変更することにより本発明を同様に実施し、同様の効果を得ることができるものも本発明
の要旨を含む限り、本発明の範囲に包含される。
【００７９】
　その他、本発明の実施の形態として上述したトイレ装置を基にして、当業者が適宜設計
変更して実施しうるすべてのトイレ装置も同様に本発明の範囲に属する。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明の実施の形態の第１の具体例の衛生洗浄便座装置の模式斜視図である。
【図２】本実施形態のトイレ装置から便座４１０を取り外した状態を表す模式斜視図であ
る。
【図３】比較例の衛生洗浄便座装置を表す模式図である。
【図４】本具体例及び比較例の衛生洗浄便座装置の模式断面図である。
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【図５】本具体例及び比較例の衛生洗浄便座装置の模式断面図である。
【図６】衛生洗浄便座装置本体の前面５１０を前方に傾斜させることにより、前面５１０
に付着した汚れを使用者の視線から隠すことができることを表す模式図である。
【図７】本発明の実施の形態の第２の具体例の衛生洗浄便座装置本体５００を例示する模
式斜視図である。
【図８】本発明の実施の形態の第３の具体例の衛生洗浄便座装置本体５００を例示する模
式斜視図である。
【図９】捨て水の排水経路が設けられた衛生洗浄便座装置本体５００を例示する模式断面
図である。
【図１０】衛生洗浄便座装置本体５００の模式正面図である。
【図１１】捨て水の排水経路が設けられた衛生洗浄便座装置本体５００の第２の具体例を
例示する模式断面図である。
【図１２】衛生洗浄便座装置本体５００の模式正面図である。
【図１３】捨て水の排水経路が設けられた衛生洗浄便座装置本体５００の第３の具体例を
例示する模式断面図である。
【図１４】衛生洗浄便座装置本体５００の模式正面図である。
【図１５】脱臭装置の一例を説明するための模式図であり、同図（ａ）は、脱臭装置の平
面構成図、同図（ｂ）は、脱臭装置の正面図、同図（ｃ）は、脱臭装置の側面図である。
【図１６】脱臭ノズル５５２の駆動機構を例示する模式図である。
【図１７】本発明の具体例の脱臭装置５５０の動作を例示するフローチャートである。
【図１８】温風乾燥装置の一例を説明するための模式図であり、同図（ａ）は、温風乾燥
装置の平面構成図、同図（ｂ）は、温風乾燥装置の正面図、同図（ｃ）は、温風乾燥装置
の側面図である。
【図１９】塞ぎ板５２５の作用を説明するための模式図である。
【図２０】塞ぎ板５２５の開閉機構を例示する模式図である。
【図２１】洗浄ノズルと温風乾燥装置による洗浄・温風乾燥動作のシーケンスの一例を表
すフローチャートである。
【図２２】図２２は、衛生洗浄便座装置本体５００の筺体の構造を説明するための模式断
面図である。
【図２３】衛生洗浄便座装置本体５００の前面５１０の下端にパッキンを取り付けた具体
例を表す模式断面図である。
【図２４】本実施形態において設けることができるパッキンの他の具体例を表す模式断面
図である。
【図２５】弾性材料からなるパッキン６１０に「内巻き」となるように付勢力を与えるこ
とを表した模式図である。
【図２６】パッキン６１０の先端をボウル３１０の開口形状に合わせて切断した模式図で
ある。
【図２７】パッキン６１０の先端をボウル３１０の開口形状に合わせて切断した模式図で
ある。
【符号の説明】
【００８１】
２００ ロータンク
 
３００ 腰掛便器
 
３００Ｆ 平坦面
 
３１０ ボウル
 
４００ 便蓋
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４１０ 便座
 
５００ 衛生洗浄便座装置本体
 
５０２ 着座センサ
 
５１０ 前面
 
５１０Ｃ 中央付近
 
５１０Ｅ 両端付近
 
５２０ 開口部
 
５２５ 塞ぎ板
 
５２５Ｐ 凸部
 
５２６ リニアアクチュエータ
 
５２６Ｐ 凸部
 
５３０ 洗浄ノズル
 
５３２ 取り付け台
 
５３４～５３８ シリンダ
 
５５０ 脱臭装置
 
５５２ 脱臭ノズル
 
５５３ 蓋
 
５５４ フィルタ
 
５５５ 軸受け
 
５５６ 本体部
 
５５７ モータ
 
５５８ ボールネジ
 
５６０ 排気ファン
 
５６２ 触媒部
 
５７０ 温風乾燥装置
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５７２ 送風ファン
 
５７４ ヒータ部
 
５７６ 送風路
 
５９０ 排水路
 
５９１ 排水口
 
５９２ 排水チューブ
 
５９３、５９４ 排水口
 
６０２ ケースカバー
 
６０４ ケースプレート
 

【図１】 【図２】
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