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(57)【要約】
【課題】本発明は、浴室の洗い場付近の汚れを強い水勢
で確実に洗浄することができ、かつ、洗い場における入
浴時の人体洗浄の際にも邪魔にならず、従来の洗浄では
死角となっていたカウンター下方の床面の汚れをも効果
的に洗浄することのできる浴室洗浄装置及び浴室ユニッ
トを提供する。
【解決手段】浴槽と洗い場とを備えた浴室の洗い場床面
を洗浄する浴室洗浄装置であって、前記洗い場床面の直
上に配設され、シャワーホースが接続された水栓本体よ
り下方に配置されたカウンターの下方に設けられ、前記
洗い場床面の略全体に向けて吐水可能な吐水部を備えた
こと、を特徴とする浴室洗浄装置が提供される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　浴槽と洗い場とを備えた浴室の洗い場床面を洗浄する浴室洗浄装置であって、
　前記洗い場床面の直上に配設され、シャワーホースが接続された水栓本体より下方に配
置されたカウンターの下方に設けられ、前記洗い場床面の略全体に向けて吐水可能な吐水
部を備えたこと、を特徴とする浴室洗浄装置。
【請求項２】
　前記吐水部は、前記カウンターの先端よりも突出しないこと、を特徴とする請求項１記
載の浴室洗浄装置。
【請求項３】
　前記吐水部は、カウンターの裏面より上方に配設されたものが直接、吐水されない位置
に設けられていること、を特徴とする請求項１または２に記載の浴室洗浄装置。
【請求項４】
　前記吐水部は、前記カウンターの裏面に向けて吐水が可能なノズル孔を有すること、を
特徴とする請求項１～３のいずれか１つに記載の浴室洗浄装置。
【請求項５】
　前記カウンターの裏面に向けて吐水が可能なノズル孔の総開口面積は、前記洗い場床面
に吐水が可能なノズル孔の開口総面積より小さいこと、を特徴とする請求項４記載の浴室
洗浄装置。
【請求項６】
　前記吐水部は、洗浄対象までの距離に応じた複数のノズル孔を有し、前記洗い場床面に
対する前記ノズル孔の受け持つ洗浄対象が前記吐水部に近いほど、その洗浄範囲の面積が
大きくなること、を特徴とする請求項１～３のいずれか１つに記載の浴室洗浄装置。
【請求項７】
　前記吐水部は、洗浄対象までの距離に応じた複数のノズル孔を有し、前記洗い場床面に
対する前記ノズル孔の受け持つ洗浄対象が前記吐水部に近いほど、吐水の噴射角度が大き
くなること、を特徴とする請求項１～３のいずれか１つに記載の浴室洗浄装置。
【請求項８】
　前記吐水部は、開孔形状が略楕円のノズル孔を備え、かつ、回転可能とされており、前
記楕円は、前記回転の接線方向と略垂直に交差する垂線の方向に長径が存在するような向
きに設けられること、を特徴とする請求項１～７のいずれか１つに記載の浴室洗浄装置。
【請求項９】
　前記吐水部は、揺動可能とされたこと、を特徴とする請求項１～８のいずれか１つに記
載の浴室洗浄装置。
【請求項１０】
　前記吐水部は、吐水の反力により回転可能とされており、前記吐水部の配管には定圧手
段が設けられていること、を特徴とする請求項１～９のいずれか１つに記載の浴室洗浄装
置。
【請求項１１】
　洗い場と、
　浴槽と、
　前記洗い場床面の直上に配設され、シャワーホースが接続された水栓本体より下方に配
置されたカウンターと、
　請求項１～１０のいいずれか１つに記載の浴室洗浄装置と、
　を備えたことを特徴とする浴室ユニット。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、浴室の洗い場付近の汚れを洗浄する浴室洗浄装置及びこれを備えた浴室ユニ
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ットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　浴室内の汚れには、人体の洗浄に使用された石鹸やシャンプーなどのかす、人体から発
生したアカ（タンパク質系、炭水化物系、油脂系、塩類等）などがあるが、このような汚
れを除去するためには大変な労力がかかる。
【０００３】
　そのため、これらの汚れを除去するための洗浄装置が提案されている（特許文献１を参
照）。しかしながら、特許文献１に開示されているような技術では、浴室内を万遍なく洗
浄するために洗浄ノズルが浴室の高所に取り付けられている。そのため、浴室の下方に位
置し、汚れの発生も多い洗い場付近では、洗浄水の水勢が弱まり洗浄が不十分となるおそ
れがあった。また、特に浴室の洗い場に設けられるカウンターの下方は死角となり、洗浄
を行うことができなかった。
【０００４】
　一方、浴室の下方にノズルを設け、浴室の洗い場に殺菌機能水を散布する技術が提案さ
れている（特許文献２を参照）。しかしながら、特許文献２に開示されている技術は、浴
室の壁や床の汚れを防止するためのものであり、汚れの洗浄までをすることはできなかっ
た。また、カウンターの下方を含めて浴室の洗い場付近全体を洗浄することもできなかっ
た。
【特許文献１】特開平１０－２１６０６７号公報
【特許文献２】特開平９－２２０２７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、浴室の洗い場付近の汚れを強い水勢で確実に洗浄することができ、かつ、洗
い場における入浴時の人体洗浄の際にも邪魔にならず、従来の洗浄では死角となっていた
カウンター下方の床面の汚れをも効果的に洗浄することのできる浴室洗浄装置及び浴室ユ
ニットを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様によれば、浴槽と洗い場とを備えた浴室の洗い場床面を洗浄する浴室洗
浄装置であって、前記洗い場床面の直上に配設され、シャワーホースが接続された水栓本
体より下方に配置されたカウンターの下方に設けられ、前記洗い場床面の略全体に向けて
吐水可能な吐水部を備えたこと、を特徴とする浴室洗浄装置が提供される。
【０００７】
　また、本発明の他の一態様によれば、洗い場と、浴槽と、前記洗い場床面の直上に配設
され、シャワーホースが接続された水栓本体より下方に配置されたカウンターと、上記の
いいずれかの浴室洗浄装置と、を備えたことを特徴とする浴室ユニットが提供される。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、浴室の洗い場付近の汚れを強い水勢で確実に洗浄することでき、かつ
、洗い場における入浴時の人体洗浄の際にも邪魔にならず、従来の洗浄では死角となって
いたカウンター下方の床面の汚れをも効果的に洗浄することのできる浴室洗浄装置及び浴
室ユニットが提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　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をする。　
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る浴室洗浄装置を備えた浴室ユニットを説明す
るための模式図である。　
　図１に示すように、浴室ユニットの浴室３には、浴室洗浄装置の吐水部１、浴槽４、洗
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い場床面５、カウンター６、鏡７などが備えられている。また、この他にも図示しない給
水栓、シャワーホース、給湯制御パネルなどが適宜備えられている。　
　カウンター６は、洗い場床面５の直上であって、浴槽４のフランジ面よりも上方に配設
される図示しないシャワーホースが接続された水栓本体よりは下方に配置されている。尚
、一般的に、浴槽４のフランジ面よりも上方には、シャンプーなどの小物を載置するため
の小物置き台があるが、本明細書におけるカウンター６はこれとは異なる。また、図１に
示すように、カウンター６は小物置台よりも大きく、シャンプーなどの小物のみならず、
洗面器やその他の人体洗浄に必要なものをおける程度のスペースを有する。
　吐水部１は、カウンター６の下方に設けられ、浴室３外に設けられた吐水制御手段８を
介して水道管９と接続されている。また、吐水制御手段８は、浴室３外に設けられた制御
部２と電気的に接続され、制御部２からの信号で後述する吐水の制御ができるようになっ
ている。
【００１０】
　尚、吐水制御手段８が図示しない給湯手段と接続され、温水が吐水できるようにしても
よい。そのようにすれば、洗浄効果を高めることができる。また、図示しない殺菌機能水
供給手段と接続することもできる。そのようにすれば、水道水または温水による洗浄の後
、殺菌機能水を吐水させて細菌やカビに起因する汚れの発生を抑制することができる。殺
菌機能水としては、例えば、次亜塩素酸含有水や金属イオン水（例えば、銀、銅、亜鉛等
の金属イオン水）、オゾン含有水などを例示することができる。なお、本願明細書におい
て単に「水」という時には、冷水のみならず温水も含むものとする。
【００１１】
　吐水部１にはノズル孔１ａが設けられている。ここで、洗い場全体に向けて吐水可能な
ノズル孔１ａを１個だけ設けるようにすることもできるが、複数のノズル孔１ａを設けて
、それぞれのノズル孔１ａ毎に適切な吐水をさせるようにすることもできる。例えば、吐
水部１から遠い洗浄対象を受け持つノズル孔１ａの吐水圧力を高めて遠くでも水勢が落ち
ないようにしたり、すべてのノズル孔から同時に吐水をさせるのではなく、所定のノズル
孔から順番に吐水をさせるようにすることもできる。この場合、所定のノズル孔から順番
に吐水をさせるようにすれば、同時にすべてのノズル孔から吐水をさせる場合より、水圧
を高く維持することができる。また、このような場合に、洗い場床面５の排水口から遠い
洗浄範囲を受け持つノズル孔１ａから先に吐水をさせるようにして、汚水を排水口に誘導
しやすくすることもできる。
　また、複数のノズル孔を設ける場合、吐出部１０から洗浄対象面までの距離により、そ
れぞれのノズル孔の水勢、吐水量、受け持つ洗浄範囲を考慮するようにすることが好まし
い。　
　図２は、吐水部から洗浄対象までの距離と吐水の状態との関係を説明するための模式図
である。図２（ａ）は、吐水の状態を洗い場の側方から見た場合の模式図、図２（ｂ）は
、吐水の状態を洗い場上方から見た場合の模式図、図２（ｃ）は、吐水の噴射角度を説明
するための模式図である。　
　図２に示すように、近傍の洗浄対象Ｘでは吐水の距離が近いため水勢の減衰が小さい、
また、汚れに対する吐水の衝突角度も大きくすることができる（汚れに対して略垂直方向
から吐水が行われる）。そのため、吐水部の近傍の汚れは比較的除去がしやすい。
　これに対して、遠方の洗浄対象Ｚでは吐水の距離が遠いため水勢の減衰が大きい、また
、汚れに対する吐水の衝突角度も小さくなる（汚れに対して略水平方向から吐水が行われ
る）。そのため、吐水部の遠方の汚れほど除去が困難となる。
　本発明者は検討の結果、近傍への吐水量より遠方への単位面積あたりの吐水量を増やせ
ば、除去が困難な遠方の汚れをも除去できるとの知見を得た。また、この場合、近傍のノ
ズル孔が受け持つ洗浄範囲の面積も広くすることができる。
　そのため、吐水部からの距離、吐水量、各ノズル孔が受け持つ洗浄範囲の面積の広さな
どを考慮の上、各ノズルの吐水量や水勢を配分するようにすることが好ましい。例えば、
このような配分は、各ノズル孔の開口総面積により調整することができる。ノズル孔の開



(5) JP 2008-168230 A 2008.7.24

10

20

30

40

50

口総面積は、ノズル孔自体の面積、ノズル孔の数、ノズル孔自体の面積とノズル孔の数と
の組み合わせなどにより調整することができる。この際、各ノズルが受け持つ洗浄範囲を
細分化すれば、前述の配分の条件範囲が狭まるため、調整が容易となる。
　図２に例示するものは、各ノズルが受け持つ洗浄範囲を３分割した場合である。この場
合、近傍の洗浄対象Ｘを受け持つノズル孔は単位面積あたりの吐水量を少なくし、洗浄範
囲の面積を大きくしている。そのようにしても、吐水量が少なく洗浄範囲の面積が大きい
ことを、水勢が強いこと、吐水の衝突角度が大きいことで補うことができるので洗浄効果
が低下することはない。
　また、遠方の洗浄対象Ｚを受け持つノズル孔は単位面積あたりの吐水量を多くし、洗浄
範囲の面積を小さくしている。この場合、水勢の弱さと吐水の衝突角度が小さいことを吐
水量を多くし、洗浄範囲の面積を小さくすることで補うことができるので洗浄効果が低下
することはない。
　また、近傍と遠方との間を受け持つノズルについては、吐水量と受け持つ洗浄範囲の面
積を近傍用と遠方用のものの間としている。この部分は、水勢もある程度強く、吐水の衝
突角度もある程度大きくすることができるので、遠方用より吐水量を減らし、洗浄範囲の
面積をある程度広くしても洗浄効果が低下することはない。
　すなわち、ノズル孔が受け持つ洗浄範囲が吐水部に近いほど、その洗浄範囲の面積を大
きくすることができる。
　また、洗浄範囲の面積については、吐水の噴射角度を考慮することが好ましい。　　
　具体的には、図２（ｃ）に示すように、近傍の洗浄対象Ｘを受け持つノズル孔からの吐
水の噴射角度θ１と、近傍と遠方との間の洗浄対象Ｙを受け持つノズル孔からの吐水の噴
射角度θ２と、遠方の洗浄対象Ｚを受け持つノズル孔からの吐水の噴射角度θ３との関係
を、θ１＞θ２＞θ３とすることが好ましい。もし、すべての噴射角度が等しいものとす
れば、洗浄対象が遠方になるほど洗浄範囲の面積が大きくなるので、単位面積当たりの吐
水量が少なくなり、汚れの除去を効果的に行うことができなくなるおそれがあるからであ
る。
　尚、図２に例示をした分割数や各ノズルの条件は、これに限定されるわけではなく適宜
変更することができる。
【００１２】
　洗浄面における吐水の形状は、洗浄面積が広くできるようなものが好ましく。例えば、
図１に示したような洗浄面における吐水の形状が略円形のもの、楕円形のもの、長方形の
ものなどを例示することができる。これらの吐水の形状は、ノズル孔の開口形状を変える
ことにより選択することができる。例えば、図３に例示をするノズル孔１ａを用いれば、
図１に示したような洗浄面における吐水の形状が略円形の吐水をさせることができる。尚
、図３の上段の図はノズル孔１ａ部分の断面を示した図、下段の図はノズル孔１ａ部分を
正面から見た図である。
【００１３】
　ここで、浴室内の汚れには、人体の洗浄に使用された石鹸やシャンプーなどのかす、人
体から発生したアカ（タンパク質系、炭水化物系、油脂系、塩類等）などがあるが、これ
らの汚れは洗い場床面５、特に、入浴時に人体洗浄が行われるカウンター６の付近に集中
して発生することが判明した。
　本発明者の得た知見によれば、洗い場のようなフラットな面上に付着した汚れを除去す
るためには、ノズル孔からの水滴を直接、被洗浄面全体に当てるようにすることと、水勢
を最大限に大きくすることの２点を満足することが重要である。これは、付着した汚れは
、単に水が触れれば除去できるものではなく、除去のためには水が汚れにぶつかる際の打
力が重要となるからである。
　ここで、特許文献１に開示されている技術では、吐水部が浴室の高所に取り付けられて
いる。そのため、浴室の下方に位置し、汚れの発生も多い洗い場近傍では、吐水の水勢が
弱まり洗浄が不十分となるおそれがある。しかし、洗い場近傍（図１に示すものではカウ
ンター６の下方）に吐水部１を設けるものとすれば、天井に比べて床面までの着水距離が



(6) JP 2008-168230 A 2008.7.24

10

20

30

40

50

短いので、水勢を保ったまま、直接水滴を汚れにあてることができる。その結果、洗浄水
をあてることにより汚れを剥がれ落とすという物理的作用を充分に享受することが可能と
なる。
　また、天井からの吐水では、カウンター６の下方は死角となり、水や殺菌水を吐水させ
ることができなかったが、洗い場近傍（図１に示すものではカウンター６の下方）に吐水
部１を設けるものとすれば、カウンター６の下方への水や殺菌水の吐水も可能となる。
【００１４】
　ここで、洗い場近傍においての床面までの着水距離を考慮すれば、カウンター６の裏面
より下方の浴室３の空間に吐水部１を設けるようにすればよい。例えば、吐水部１を浴槽
４のフランジ面に設けるようにすることもできる。ただし、洗い場床面５における入浴時
の人体洗浄を考慮すれば、邪魔にならないカウンター６の下方に吐水部１を設けるように
することが好ましい。
【００１５】
　ここで、カウンター６の下方とは、カウンター６の裏面から洗い場床面５の上面までの
間で、かつ、カウンター６の突出端（前面端）からカウンター６の支持端（浴室壁面）ま
での間に形成される空間領域をいう。
【００１６】
　カウンター６の下方における吐水部１の取り付け高さは、適宜選択することができる。
ここで、吐水部１からの吐水距離が短くてもよければ（浴室が狭ければ）、吐水部１の取
り付け高さをある程度低くすることができる。しかし、その距離が長い場合（浴室が広い
場合）は吐水部１の取り付け高さを高くした方が、吐水の確実な到達という観点からは好
ましい。この場合、カウンター６の裏面に吐水部１を当接するようにして取り付けること
もできる。その際、カウンター６の下方の空間を、例えば、入浴時の人体洗浄の際に足を
入れるスペース、シャンプー・洗面器などを置いておくスペースなどに使用することもで
きる。尚、吐水部１の取り付け高さを調整できるようにしておき、設置される浴室に合わ
せた設定をすることもできる。
【００１７】
　カウンター６の下方における吐水部１の奥行き寸法方向の取り付け位置も適宜選択する
ことができる。ここで、カウンター６の突出端（前面端）から後退した位置に吐水部１を
設け、突出端から出っ張らないようにすることが好ましい。そのようにすれば、入浴時の
人体洗浄の際に人体と干渉することを抑制することができ、また、煩雑感がなくなるため
見た目にも優れているからである。尚、吐水部１の取り付け位置を調整できるようにして
おき、設置される浴室のカウンター６に合わせた設定をすることもできる。
【００１８】
　また、カウンター６の上方には、通常、鏡７や図示しないシャワー・給水栓などが備え
られている。このようなものに、水道水や温水が飛散しこれが乾くと白色の点状に水垢が
残る。特に、光沢のある鏡７や図示しないシャワー・給水栓などに水垢がつくと目障りと
なる。また、殺菌機能水が鏡７や金属製の図示しないシャワー・給水栓などに付着すると
、例えば、銀を含む殺菌機能水では黒ずみが起こり、オゾンを含むものなどでは腐食が起
こる。本実施の形態に係る吐水部１は、カウンター６の下方に設けられているので、カウ
ンター６により余計な水道水、温水、殺菌機能水の飛散が抑制され、水垢や黒ずみ、腐食
の発生を抑制することができる。
　ここで、カウンター６の裏面は、突出端（前面端）から奥側に向かうにつれ下方に向か
うような勾配を有する傾斜面を備えている。そのため、カウンター６の裏面の吐水部１の
直上に吐水された水が奥側（浴室壁面側）に誘導され、吐水された水がそのまま落下して
吐水部に付着し、吐水部１を汚すようなことがない。
【００１９】
　吐水制御手段８としては、例えば、電磁弁を例示することができるが、これに限定され
るわけではなく、流量制御をするための絞り手段や圧力制御をするための圧力制御手段を
併せ持つようにしてもよい。また、電磁弁は流路の切り替え機能を有し水道水と温水・殺



(7) JP 2008-168230 A 2008.7.24

10

20

30

40

50

菌機能水の切替ができるものであってもよいし、複数の電磁弁を有し水道水と温水・殺菌
機能水の切替をするようにしてもよい。また、電磁弁の開閉により吐水を断続的にしたり
、吐水圧の高低を切り替えて吐水圧を断続的にすることにより、洗浄効果を高めることも
できる。
【００２０】
　制御部２は、浴室外の例えば脱衣場に設けられた図示しない入力手段と電気的に接続さ
れている。この入力手段に操作者が、洗浄の開始／終了、洗浄時間、吐水量、吐水の強弱
、水道水・温水・殺菌機能水の切替、洗浄モードの切替などを入力することにより、制御
部２において吐水の制御が行われる。ここで、洗浄モードには、予め定められた洗浄工程
から最適なものを選択するようなものを例示することができる。予め定められた洗浄工程
としては、例えば、洗浄の開始／終了、洗浄時間、吐水量、吐水の強弱、水道水・温水・
殺菌機能水の切替などを組み合わせた洗浄工程を例示することができる。そして、これら
を予めプログラムして、洗浄モードとして制御部２の記憶手段に格納させておくようにす
ることができる。尚、入力手段はこれら全てを入力できるものである必要はなく、例えば
、洗浄の開始／終了、吐水時間の設定ができる程度のものであってもよい。
【００２１】
　次に、吐水部１の作用について説明をする。　
【００２２】
　例えば、入浴後に脱衣場において操作者が、図示しない入力手段に洗浄の開始、洗浄時
間などを入力すると、その信号は制御部２に送られ、制御部２は吐水制御手段８の制御を
行う。例えば、吐水制御手段８である電磁弁により水道水の流路が開かれて、水道水がノ
ズル孔１ａから吐水される。そして、設定された洗浄時間が過ぎると電磁弁により水道水
の流路が閉じられ洗浄が終了する。尚、前述のように、温水に切り替えて洗浄を行うこと
もできるし、洗浄後に殺菌機能水を吐水させて細菌やカビに起因する汚れの発生を抑制さ
せることもできる。また、前述の洗浄モードを選択することにより、例えば、複数のノズ
ル孔の吐水圧、吐水量、吐水の順番を変えたり、断続的な吐水としたり、温水や殺菌機能
水洗浄による洗浄をしたり、これらを組み合わせた洗浄をしたりすることもできる。
【００２３】
　図４は、本発明の第２の実施の形態に係る浴室洗浄装置を説明するための模式図である
。　図４（ａ）は、浴室洗浄装置の模式斜視図、図４（ｂ）は、吐水部の模式拡大図であ
る。　尚、図１で説明をしたものと同様の部分には同じ符号を付し、説明は省略する。　
　浴室内の汚れは、入浴時に人体洗浄が行われるカウンター６の付近を中心として浴室の
下方、特に、洗い場床面５の直上であって、カウンター６の裏面より下方に位置する浴室
内の部分に発生しやすい。
【００２４】
　本実施の形態においては、図４に示すように、吐水部１０に、洗い場床面５を洗浄する
ためのノズル孔１ａとは別に、浴槽フランジ面（いわゆるエプロン部分）の下部１１を洗
浄するためのノズル孔１ｂとカウンター６の裏面を洗浄するために上方に向かって吐水を
するノズル孔１ｃとを設けている。そのため、汚れが発生しやすいカウンター６の裏面よ
り下方に位置する浴室内の部分を確実かつ効果的に洗浄することができる。尚、カウンタ
ー６の下方の浴室壁面とこれに対向する側の浴室壁面、浴槽外壁（いわゆるエプロン部分
）に対向する側の浴室壁面を洗浄するためのノズル孔をも設けるようにして、カウンター
６の裏面より下方に位置する浴室内の全域を洗浄するようにしてもよい。また、ノズル孔
１ａとこれらのノズル孔の組み合わせを適宜選択することもできる。この場合、吐水部１
０には全てのノズル孔を設けることとし、設置される浴室に合わせて必要のないノズル孔
に栓をするようにすることもできる。
【００２５】
　また、吐水部から洗浄対象面までの距離により、それぞれのノズル孔の水勢、吐水量、
各ノズルが受け持つ洗浄面積を考慮することは、図２で説明したものと同様である。
また、洗浄対象面の面積の広さに基づいて各ノズルの開口総面積を決めることが好ましい
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。すなわち、洗浄対象面の面積が狭ければ、洗浄のための吐水量も少量で足りるので、そ
の部分の開口総面積を小さくして吐水量を減らし、洗浄対象面の面積が広い方のノズル孔
にその分多くの吐水量が使えるようにすることが好ましい。この場合、例えば、面積が狭
いカウンター６の裏面を洗浄するためのノズル孔１ｃの径を小さくし、面積の広い洗い場
５を洗浄するためのノズル孔１ａの径を大きくしたり、ノズル孔１ｃの数よりノズル孔１
ａの数を多くしたり、ノズル孔の開口面積とノズル孔の数とを組み合わせたりして、ノズ
ル孔の開口総面積を決めるようにすることができる。
【００２６】
　また、本実施の形態においては、吐水方向を追加して洗浄対象面を増やしても、吐水部
１０がカウンター６の下方に設けられているので、カウンター６により余計な水道水、温
水、殺菌機能水の飛散が抑制され、水垢や黒ずみ、腐食の発生などを抑制することができ
る。
【００２７】
　また、特許文献１に開示されているような技術では、死角となり洗浄をすることができ
なかったカウンター６の裏面も、ノズル孔１ｃを設けることにより上方に向かって吐水を
させることができるようになるので、洗浄をすることが可能となる。
【００２８】
　また、前述したように、浴室内の汚れはカウンター６の裏面より下方に位置する部分に
発生しやすい。このような汚れに対し、特許文献１に開示されているような高所に洗浄ノ
ズルを取り付ける技術では、水勢が弱まる上に、洗浄面に対向した吐水を行うことができ
ず、確実で効率的な洗浄を行うことができなかった。本実施の形態においては、汚れが発
生しやすいカウンター６の裏面より下方に位置する部分に対向するようにノズル孔を設け
ているので、浴室内部の汚れの多い場所を確実かつ効率的に洗浄することができる。
【００２９】
　吐水部１０の作用については、図１で説明をしたものと同様のため説明は省略する。た
だし、吐水方向が増えた分その切替をするようにすることができ、吐水順なども適宜選択
することができる。例えば、汚水の流れの上流側となるカウンター６の裏面、浴槽外壁（
いわゆるエプロン部分）の下部１１、浴室壁面を先に洗浄し、その後、汚水の流れの下流
側となる洗い場床面５を洗浄するようにすることもできる。
【００３０】
　図５は、本発明の第３の実施の形態に係る浴室洗浄装置を説明するための模式図である
。　尚、図１で説明をしたものと同様の部分には同じ符号を付し、説明は省略する。　
【００３１】
　図５に示すように、吐水部２０は回転可能となっており、また、吐水部２０には洗い場
床面５を洗浄するためのノズル孔２０ａが設けられている。そして、吐水部２０の回転に
伴い、吐水方向が変更されるので、洗浄範囲が移動して洗い場床面５の略全域が洗浄でき
るようになっている。
【００３２】
　この場合、洗浄面における吐水の形状は、前述のような洗浄面積が広くできるようなも
のであっても良いが、例えば、図５に示したような、洗浄面で略線状の吐水の形状とする
こともできる。この際、移動方向（回転方向）に対して略垂直方向に広がりを持った吐水
の形状とすれば、ノズル孔２０ａが移動（回転）することにより広い洗浄面積を確保する
ことができる。このような吐水の形状となるノズル孔２０ａとしては、図６に示すものを
例示することができる。図６に示したような、略楕円形状のノズル孔２０ａを用いれば、
扇状の吐水が行われ洗浄面では略線状の吐水の形状を得ることができる。ただし、ノズル
の開口形状はこれに限定されるわけではなく、適宜変更することができる。尚、図６の上
段の図はノズル孔２０ａ部分の断面を示した図、下段の図はノズル孔２０ａ部分を正面か
ら見た図である。
【００３３】
　図７は、吐水部２０を説明するための模式図である。　
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　図７に示すように、吐水部２０はカウンター６の裏面に取り付けられている。吐水部２
０のアーム部２０ｂには複数のノズル孔２０ａが設けられ、水道水などが吐水可能となっ
ている。また、アーム部２０ｂはベース２２に接合一体化され、ベース２２の回転に伴い
回転できるようになっている。また、アーム部２０ｂの回転軸は洗い場の床面に対して略
垂直（地面に対して略鉛直）となるように設置されている。それぞれのノズル孔２０ａは
吐水方向が異なるように形成され、吐水された水道水などが届く場所・範囲が異なるよう
になっている。また、ノズル孔２０ａは楕円形状を呈し、回転の接線方向と略垂直に交差
する垂線の方向に長径が存在するような向きに設けられている。そのため、各洗浄対象面
（本実施の形態においては、洗い場床面５）を万遍なく洗浄できるようになっている。回
転の際には、アーム部２０ｂの先端がカウンター６の突出端（前面端）から出っ張らない
ようにすることが好ましい。そのようにすれば、入浴時の人体洗浄の際に人体と干渉する
ことを抑制することができ、また、煩雑感がなくなるため見た目にも優れているからであ
る。尚、吐水部１０の取り付け位置を調整できるようにしておき、設置される浴室のカウ
ンター６に合わせた設定をすることもできる。
【００３４】
　また、浴室内のカウンター６の裏面より上方に配設されたもの（例えば、鏡７や図示し
ないシャワー・給水栓など）が直接、吐水されないような位置に吐水部２０を設けるよう
にすることが好ましい。そのようにすれば、洗浄対象面以外へ吐水が直接かかるのが抑制
され、前述の水垢や黒ずみ、腐食の発生を抑制することができる。
【００３５】
　ノズル孔２０ａの個数、ピッチ、開口面積、吐水がされる方向（吐水方向）などは設置
される浴室の条件に合わせて適宜変更することができる。また、説明の便宜上、略１８０
°離間させたアーム部２０ｂを例示したが、これに限定されるわけではなく、離間角度や
アーム部２０ｂの数は適宜変更することができる。また、屈曲部を有するアーム部２０ｂ
を例示しているが、屈曲部のない略直線上のものであってもよく、屈曲部の角度も適宜変
更することができる。
【００３６】
　さらに、図８を参照して吐水部２０の構成を概説する。　
　図８は、吐水部２０の模式断面図である。　
　図８に示すように、吐水部２０のヘッド１４は、そのフランジ部１４ｂをカウンター６
の裏面に保護材１５を介して取り付けられている。へッド１４はフランジ部１４ｂの下方
外周にネジ部１４ｄを備え、さらにその下方に小径の軸部１４ｅを備えている。ヘッド１
４内には給水通路１８が縦設され、通路１８の下端には１８０°離間して横方向に開口す
る連通路１８ａ、１８ｂを備え、連通路１８ａ、１８ｂは軸部１４ｅの外周に１８０°離
間して開口している。そして給水通路１８の上部には、外部の給水源と連通させるための
通路１８ｃが備えられている。
【００３７】
　また、ヘッド１４の軸部１４ｅには、べース２２が回動自在に装着されている。アーム
部２０ｂは先端が閉じた管状をなし、ベース２２の周りに略１８０°離間させてベース２
２と接合一体化されている。アーム部２０ｂは、中間部付近に屈曲部を有し、先端が下傾
し内部に流路２０ｃを備えている。流路２０ｃは、べース２２を軸部１４ｅに装着した際
に、連通路１８ａ、１８ｂと連通するようになっている。
【００３８】
　べース２２の上端にはフランジ部２２ｄが設けられ、これをネジ部１４ｄに螺合させた
袋ナット２３に引っかけるようにして、べース２２を軸部１４ｅ周りに回転可能に支持さ
せるようにしている。
【００３９】
　次に、吐水部２０の作用を説明する。　
　外部の給水源から通路１８ｃに供給された水道水などは、給水通路１８、連通路１８ａ
、１８ｂを通り流路２０ｃに供給され、ノズル孔２０ａから吐水される。このとき、回転
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軸に対して対称に設けられたそれぞれのアーム部２０ｂから吐水される水道水などの向き
が逆のため、吐水の反力による回転力が発生し、べース２２（アーム部２０ｂ）が軸部１
４ｅの周りを回転する。
　また、説明の便宜上、略１８０°離間させたアーム部２０ｂを例示したが、これに限定
されるわけではなく、離間角度やアーム部２０ｂの数は適宜変更することができる。例え
ば、アーム部２０ｂは、１本であっても、３本以上であってもよく、回転軸に対して対称
に配置されていなくてもよい。
　また、吐水の方向も回転軸に対して対称とされていなくてもよく、吐水による反力で回
転軸周りの回転力が得られるようになっていればよい。ただし、吐水の方向が回転円の接
線に垂直な方向に近づくほど吐水による反力が小さくなるので、一定の角度をつけること
が重要となる。例えば、吐水の方向が回転の接線方向に近づくほど、吐水による反力のう
ち回転に用いられる分が多くなり、垂線方向に近づくほど回転に用いられる分が少なくな
る。
　また、洗浄能力は、回転速度に大きく依存しており、アーム部２０ｂの長さ及び吐水方
向によって、回転速度を制御することが可能である。例えば、吐水方向が回転の接線方向
に近づくほど回転速度は速くなり、垂線方向に近づくほど回転速度は遅くなる。
　また、吐水部の回転速度は、水圧の変化によって変化する。そして、回転速度が変化す
ると、洗い場に付着した皮脂、石鹸かすなどの汚れに対する洗浄力も変化する。例えば、
回転速度が速すぎると（早く回りすぎると）、水滴が汚れに当たる時間が少なくなり洗浄
力が低下するおそれがある。そのため、吐水部をほぼ一定の最適な回転速度領域に保つた
めに、その配管部に定圧手段を設けるようにすることが好ましい。定圧手段としては、例
えば、定圧弁や定流量弁などを例示することができる。
【００４０】
　この際の回転方向は、設置される浴室や吐水される洗浄水の種類などに合わせて適宜変
更することができる。例えば、べース２２（アーム部２０ｂ）の回転により形成される水
道水などの流れが、汚水を排水口側に導くのに有利な方向に回転させることもできるし、
殺菌機能水のようにある程度滞留させた方が良いものは、排水口への排出が阻害される方
向に回転させるようにすることができる。尚、図７、図８に例示をした吐水部２０は、ノ
ズル孔２０ａの位置が固定のため回転方向も一定であるが、ノズル孔２０ａの位置を移動
可能とすれば回転方向を変えることができる。
【００４１】
　また、本発明は吐水力を利用した回転に限定されるわけではなく、例えば、電気モータ
により回転をさせるようにしてもよい。その場合は、回転方向を適宜選択できるのみなら
ず、水圧変動に影響されない安定した回転動作（回転スピード、回転角度など）をさせる
ことができる。
【００４２】
　図９は、本発明の第４の実施の形態に係る浴室洗浄装置を説明するための模式図である
。　尚、図１で説明をしたものと同様の部分には同じ符号を付し、説明は省略する。　
【００４３】
　吐水部３０は、図５に例示をした吐水部２０と同様に回転可能となっており、洗い場床
面５を洗浄するためのノズル孔３０ａに加えて、カウンター６の裏面を洗浄するために、
上方側に向かって吐水をさせるためのノズル孔３０ｂが設けられている。そのため、洗い
場床面５を洗浄するとともに、特許文献１に開示されているような技術では死角となり洗
浄ができなかった、カウンター６の裏面をも洗浄することができる。
【００４４】
　図１０は、吐水部３０を説明するための模式図である。　
　尚、図７で説明をした吐水部２０とは、カウンター６の裏面を洗浄するために、アーム
部に対して上方側に吐水をさせるためのノズル孔３０ｂが設けられている点のみが異なる
だけのため、その構成と作用の説明は省略する
　ここで、一般的にはカウンター６の裏面より洗い場床面５のほうが面積が広い。そのた
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め、洗浄対象面の面積の大きさに基づいてノズル孔３０ａとノズル孔３０ｂとの開口総面
積を決めるようにすることが好ましい。すなわち、面積が狭いカウンター６の裏面は、洗
浄のための吐水量も少量で足りるので、ノズル孔３０ｂの開口総面積を小さくして吐水量
を減らし、面積が広い洗い場床面５のノズル孔３０ａにその分多くの吐水量が使えるよう
にすることが好ましい。
【００４５】
　図１１は、ノズル孔の開口面積を変える場合を例示するための模式図である。　
　図１１の左側に示す大きな略楕円形の開口を洗い場床面５の洗浄用（例えば、図１０の
ノズル孔３０ａ）とし、右側に示す小さな略楕円形の開口をカウンター６の裏面用（例え
ば、図１０のノズル孔３０ｂ）とすれば、洗浄対象面の面積の違いに応じた吐水量の決定
をすることができる。尚、ノズル孔の開口面積のみならず、ノズル孔３０ｂの数よりノズ
ル孔３０ａの数を多くしたり、ノズル孔の開口面積とノズル孔の数とを組み合わせて開口
総面積を決定することもできる。
【００４６】
　図１２は、本発明の第５の実施の形態に係る浴室洗浄装置を説明するための模式図であ
る。　
　尚、図１で説明をしたものと同様の部分には同じ符号を付し、説明は省略する。　
【００４７】
　図１２に示すように、吐水部４０は図中矢印に示した方向に揺動可能となっており、ま
た、吐水部４０には洗い場床面５を洗浄するためのノズル孔４０ａが設けられている。そ
して、吐水部４０の揺動に伴い、吐水方向が変更されるので、洗浄範囲が移動して洗い場
床面５の略全域が洗浄できるようになっている。
【００４８】
　この場合、洗浄面における吐水の形状は、前述のような洗浄面積が広くできるようなも
のであっても良いが、例えば、図５に示したような、洗浄面で略線状の吐水の形状とする
こともできる。この際、吐水の移動方向に対して略垂直方向に広がりを持った吐水の形状
とすれば、ノズル孔４０ａが移動（揺動）することにより広い洗浄面積を確保することが
できる。このような吐水の形状となるノズル孔４０ａとしては、図６に示すものを例示す
ることができる。前述の図６に示したような、略楕円形状のノズル孔を用いれば、扇状の
吐水が行われ洗浄面では略線状の吐水の形状を得ることができる。ただし、ノズルの開口
形状はこれに限定されるわけではなく、適宜変更することができる。
【００４９】
　また、各ノズルの開口面積や吐水方向などを同一としてもよいが、洗浄対象により変え
ることもできる。例えば、汚れがたまりやすい場所（洗い場床面５の壁際など）への吐水
量が多くなるように、その部分への吐水を行うノズルの開口面積を大きくすることができ
る。
【００５０】
　また、吐水は揺動の往復で行うこともできるが、往路または復路のどちらかで吐水を行
うなど吐水のタイミングを変えることもできる。その際、吐水のタイミングは制御部２か
らの指令により吐水制御手段８で変更することができる。例えば、浴室の排水口の位置に
より汚水が排水口に誘導しやすくなる方向、または、吐水が洗浄面に滞留しやすくなる方
向を考慮して吐水のタイミングを変えることもできるし、特定の洗浄場所を重点的に洗浄
するために吐水のタイミングを変えることもできる。
【００５１】
　図１３は、吐水部４０の他の取り付け形態を説明するための模式図である。　
　図１３に示すように、吐水部４０はカウンター６の下方の浴室壁面に取り付けられてい
る。吐水部４０のアーム部４０ｂには複数のノズル孔４０ａが設けられ、水道水などが吐
水可能となっている。また、吐水部４０には、揺動端において水路の機械的な切替を行う
装置が内蔵されている。そのようなものとしては、例えば、特開２００６－７５６７８号
公報に開示されているような技術を例示することができる。
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【００５２】
　図１４乃至図１６は、水路の機械的な切替を行う装置を内蔵した駆動部を例示するため
の模式図である。　　
　尚、図１３に示した駆動部４００ｂは、駆動部４００ａと対称の配置となるだけなので
説明は省略する。　
　図１４乃至図１６に示すように、駆動部４００ａは、ハウジング本体２０２とハウジン
グ蓋２０３、２０４により形成されるハウジングから一方に吐水筒体２８０が突出した形
態を有する。吐水筒体２８０は、内部に吐水流路２８２を有する中空構造となっており、
先端にて開口している。ハウジング本体２０２に設けられた入水口２１２、２１４に水な
どの流体を導入すると、吐水筒体２８０が矢印Ｍの方向（図１７を参照）に往復揺動運動
をする。また、吐水筒体２８０はアーム部４０ｂと接続されており、吐水筒体２８０によ
りアーム部４０ｂが連動するようにして揺動運動するようになっている。そして、吐水流
路２８２を流れた水などがノズル孔４０ａから吐水されるようになっている。　
【００５３】
　その内部構造について説明すると、図１４乃至図１６に示したように、ハウジング本体
２０２及びハウジング蓋２０３、２０４により形成される扇状のハウジング空間に中子本
体２２０と中子蓋２２２とからなる中子が吐水筒体２８０を中心軸として揺動可能に収容
されている。　 
　そして、中子は、中子本体２２０に中子蓋２２２を組合せることにより中子内流路２２
４が形成され、この中子内流路２２４は、吐水筒体２８０に設けられた吐水流路２８２に
連通している。中子本体２２０及び中子蓋２２２には、中子内流路２２４と圧力室２１６
、２１８とを連通させる導入口２３２、２３４が設けられている。そして、この中子内流
路２２４を横断するように、主弁２４２、２４４、スライドバー２４６、２４８が設けら
れている。
【００５４】
　図１６に例示するように、主弁２４４が中子本体２２０から離れる方向に移動すると、
導入口２３４が開かれる。一方、これとは逆に、主弁２４２が中子本体２２０から離れる
方向に移動すると、導入口２３２が開かれる。 
　これら導入口２３２、２３４は、いずれも中子内流路２２４に連通している。つまり、
導入口２３２は、ハウジング内の圧力室２１６と中子内流路２２４とを連通させ、導入口
２３４は、圧力室２１８と中子内流路２２４とを連通させる。
【００５５】
　そして、これら導入口２３２、２３４の開度を変化させる主弁２４２、２４４の動作は
、同軸に設置されたスライドバー２４６、２４８により決定される。すなわち、図１４及
び図１５に示したように、左右のスライドバー２４６、２４８は圧縮された板ばね２６０
をはさんで連結され、板ばね２６０の湾曲方向に応じて右端あるいは左端に向けた付勢力
を受ける。なお、板ばね２６０は、その両端が中子本体２２０に支持されており、スライ
ドバー２４６、２４８は、板ばね２６０を介して中子本体２２０に対して相対的に移動す
る。主弁２４２、２４４は、スライドバー２４６、２４８からこの付勢力を受けて、導入
口２３２、２３４を全開状態あるいは全閉状態の択一的な状態に制御する。
【００５６】
　次に、駆動部４００ａの動作について説明する。 
図１７は、駆動部の動作を説明するための模式図である。　
【００５７】
　まず、同図（ａ）は、スライドバー２４６、２４８が板ばね２６０の作用により向かっ
て左側に向けて付勢された状態を表す。この時、主弁２４２、２４４もスライドバー２４
６により左側に向けて付勢されるので、導入口２３２は閉じ、導入口２３４が開いた状態
が形成される。
【００５８】
　この状態で入水口２１２、２１４にほぼ同圧に水などの流体を供給すると、矢印Ａで表
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したように入水口２１４から圧力室２１８に導入された水は、矢印Ｃで表したように導入
口２３４から中子内流路２２４に流入し、矢印Ｄで表したように吐水流路２８２を介して
流出する。 
　これに対して、矢印Ｂで表したように入水口２１２から圧力室２１６に導入された水は
、導入口２３２が閉じているために流出経路がなく、圧力室２１６の圧力を上昇させる。
 
つまり、導入口２３２、２３４の開度に差を設けることにより流路抵抗に差が生じ圧力差
が生ずる。その結果として、圧力室２１８よりも圧力室２１６の圧力のほうが高くなり、
中子は矢印Ｍの方向に押されて揺動する。
【００５９】
　尚、中子本体２２０が矢印Ｍの方向に移動すると、圧力室２１６の容積が増大し、その
分だけ圧力室２１８の容積が縮小する。このため、矢印Ｂの経路による圧力室２１６への
流体の流入量の分、圧力室２１８内の流体も押し出され、流路２８２から流出する流体の
吐水量に含まれることとなる。
【００６０】
　そしてさらに中子が揺動を続け、スライドバー２４８がハウジング本体２０２の内壁に
当接し、中子に対して押されると、板ばね２６０の湾曲方向が反転し、図１７（ｂ）に表
したように、スライドバー２４６、２４８は、反対側に向けて付勢される。すると、スラ
イドバー２４８が主弁２４４を押すことにより、主弁２４２、２４４も右側（向かって時
計回り方向）に移動する。すなわち、導入口２３２が開き、導入口２３４が閉じる。 
　図１７（ｂ）に表した状態においては、矢印Ｂで表したように入水口２１２から圧力室
２１６に導入された流体は、矢印Ｃで表したように、導入口２３２から中子内流路２２４
に流入し、矢印Ｄで表したように吐水流路２８２を介して流出する。これに対して、矢印
Ａで表したように、入水口２１４から圧力室２１８に導入された流体は、導入口２３４が
閉じているために流出経路がなく、圧力室２１８の圧力を上昇させる。その結果として、
圧力室２１６、２１８に圧力差が生じ、中子は矢印Ｍで表したように右側に向けて揺動を
開始する。
【００６１】
　中子がさらに揺動すると、図１７（ｃ）に表したように、スライドバー２４６がハウジ
ング本体２０２の内壁に当接する位置まで移動する。この状態からさらに中子が移動し、
スライドバー２４６が中子に対して押されることにより、板ばね２６０の湾曲方向が反転
して、反対側に付勢される。すると、図１７（ａ）に表した状態と同様に、導入口２３２
が閉じて導入口２３４が開いた状態となり、中子は左側に向けて揺動を開始する。
【００６２】
　このように揺動動作に、水圧を利用した水路の自動切替装置を用いるものとすれば、吐
水源と揺動動作の動力源の統一化が図られ機構の簡略化が図れると伴に、コスト低下や信
頼性向上にも寄与することができる。
【００６３】
　ただし、本発明の揺動源は揺動端における水路の機械的な切替装置に限定されるわけで
はなく、例えば、電気モータやソレノイドなどにより揺動をさせるようにすることもでき
る。その場合は、揺動方向を適宜選択できるのみならず、水圧変動に影響されない安定し
た揺動動作（揺動スピード、揺動角度など）をさせることができる。
【００６４】
　図１２に例示をした吐水部４０は、カウンター６の裏面に取り付ける場合を例示したも
のであり、図１３に例示をした吐水部４０は、カウンター６の下方の浴室壁面に取り付け
る場合を例示したものである。これらの場合、吐水部４０がカウンター６の突出端（前面
端）から出っ張らないようにすることが好ましい。そのようにすれば、入浴時の人体洗浄
の際に人体と干渉することを抑制することができ、また、煩雑感がなくなるため見た目に
も優れているからである。尚、吐水部４０の取り付け位置を調整できるようにしておき、
設置される浴室のカウンター６に合わせた設定をすることもできる。また、カウンター６
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の裏面、カウンター６の下方の浴室壁面から離間した位置に吐水部４０を設けるようにす
ることもできる。
【００６５】
　また、浴室内のカウンター６の裏面より上方に配設されたもの（例えば、鏡７や図示し
ないシャワー・給水栓など）が直接、吐水されないような位置に吐水部４０を設けるよう
にすることが好ましい。そのようにすれば、洗浄対象面以外へ吐水が直接かかるのが抑制
され、前述の水垢や黒ずみ、腐食の発生を抑制することができる。
【００６６】
　図１２や図１３に例示をした吐水部４０は、洗浄対象が洗い場床面５であったが揺動の
角度を大きくすれば、カウンター６の裏面をも洗浄することができる。また、揺動動作で
はなく回転動作とすることもできる。
【００６７】
　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をした。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。
【００６８】
　前述の具体例に関して、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。
【００６９】
　例えば、各洗浄装置の構成要素、浴室やこれに備えられる浴槽４、洗い場床面５、カウ
ンター６、鏡７、制御部２、吐水制御手段８などの形状、寸法、材質、配置などは、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。
【００７０】
　また、前述した各具体例が備える各要素は、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。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る浴室洗浄装置を説明するための模式図である。
【図２】吐水部から洗浄対象までの距離と吐水の状態との関係を説明するための模式図で
ある。
【図３】洗浄面における吐水の形状が略円形のノズルを説明するための模式図である。
【図４】本発明の第２の実施の形態に係る浴室洗浄装置を説明するための模式図である。
【図５】本発明の第３の実施の形態に係る浴室洗浄装置を説明するための模式図である。
【図６】扇状の吐水が行われるノズルを説明するための模式図である。
【図７】回転可能な吐水部を説明するための模式図である。
【図８】回転可能な吐水部の模式断面図である。
【図９】本発明の第４の実施の形態に係る浴室洗浄装置を説明するための模式図である。
【図１０】回転可能な吐水部を説明するための模式図である。
【図１１】ノズル孔の開口面積を変える場合を例示するための模式図である。
【図１２】本発明の第５の実施の形態に係る浴室洗浄装置を説明するための模式図である
。
【図１３】揺動可能な吐水部の他の取り付け形態を説明するための模式図である。
【図１４】水路の機械的な切替を行う装置を内蔵した駆動部を例示するための模式図であ
る。
【図１５】水路の機械的な切替を行う装置を内蔵した駆動部を例示するための模式図であ
る。
【図１６】水路の機械的な切替を行う装置を内蔵した駆動部を例示するための模式図であ
る。
【図１７】駆動部の動作を説明するための模式図である。
【符号の説明】
【００７２】
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　１　吐水部、１ａ　ノズル孔、１ｂ　ノズル孔、１ｃ　ノズル孔、５　洗い場床面、６
　カウンター、１０　吐水部、２０　吐水部、２０ａ　ノズル孔、３０　吐水部、３０ａ
　ノズル孔、３０ｂ　ノズル孔、４０　吐水部、４０ａ　ノズル孔

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】

【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】
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【図１７】

【手続補正書】
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【提出日】平成19年9月10日(2007.9.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　浴槽と洗い場とを備えた浴室の洗い場床面を洗浄する浴室洗浄装置であって、
　前記洗い場床面の直上に配設され、シャワーホースが接続された水栓本体および鏡より
下方に配置された洗面器が載置可能なカウンターの裏面に設けられた殺菌機能水を吐水す
る吐水部と、
　前記吐水部から吐水する殺菌機能水を供給するための殺菌機能水供給手段と、
　を備え、
　前記吐水部は、上方に向かって吐水をするノズル孔を有し、且つ回転しながら吐水が可
能であり、
　前記吐水部が回転しながら前記ノズル孔から上方に向かって吐水された前記殺菌機能水
が前記カウンターの上方に配設された前記水栓本体および前記鏡に直接吐水されることを
前記カウンターの裏面によって防止できるように、前記吐水部を前記カウンターの前面端
から後退した位置に配設させたこと、を特徴とする浴室洗浄装置。
【請求項２】
　前記吐水部は、前記カウンターの裏面に向けて吐水が可能なノズル孔を有すること、を
特徴とする請求項１記載の浴室洗浄装置。
【請求項３】
　前記カウンターの裏面に向けて吐水が可能なノズル孔の総開口面積は、前記洗い場床面
に吐水が可能なノズル孔の開口総面積より小さいこと、を特徴とする請求項２記載の浴室
洗浄装置。
【請求項４】
　前記吐水部は、洗浄対象までの距離に応じた複数のノズル孔を有し、前記洗い場床面に
対する前記ノズル孔の受け持つ洗浄対象が前記吐水部に近いほど、その洗浄範囲の面積が
大きくなること、を特徴とする請求項１記載の浴室洗浄装置。
【請求項５】
　前記吐水部は、洗浄対象までの距離に応じた複数のノズル孔を有し、前記洗い場床面に
対する前記ノズル孔の受け持つ洗浄対象が前記吐水部に近いほど、吐水の噴射角度が大き
くなること、を特徴とする請求項１記載の浴室洗浄装置。
【請求項６】
　前記吐水部は、開孔形状が略楕円のノズル孔を備え、かつ、回転可能とされており、前
記楕円は、前記回転の接線方向と略垂直に交差する垂線の方向に長径が存在するような向
きに設けられること、を特徴とする請求項１～５のいずれか１つに記載の浴室洗浄装置。
【請求項７】
　前記吐水部は、吐水の反力により回転可能とされており、前記吐水部の配管には定圧手
段が設けられていること、を特徴とする請求項１～６のいずれか１つに記載の浴室洗浄装
置。
【請求項８】
　洗い場と、
　浴槽と、
　前記洗い場床面の直上に配設され、シャワーホースが接続された水栓本体より下方に配
置されたカウンターと、
　請求項１～７のいずれか１つに記載の浴室洗浄装置と、
　を備えたことを特徴とする浴室ユニット。
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【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　　本発明の一態様によれば、浴槽と洗い場とを備えた浴室の洗い場床面を洗浄する浴室
洗浄装置であって、前記洗い場床面の直上に配設され、シャワーホースが接続された水栓
本体および鏡より下方に配置された洗面器が載置可能なカウンターの裏面に設けられた殺
菌機能水を吐水する吐水部と、前記吐水部から吐水する殺菌機能水を供給するための殺菌
機能水供給手段と、を備え、前記吐水部は、上方に向かって吐水をするノズル孔を有し、
且つ回転しながら吐水が可能であり、前記吐水部が回転しながら前記ノズル孔から上方に
向かって吐水された前記殺菌機能水が前記カウンターの上方に配設された前記水栓本体お
よび前記鏡に直接吐水されることを前記カウンターの裏面によって防止できるように、前
記吐水部を前記カウンターの前面端から後退した位置に配設させたこと、を特徴とする浴
室洗浄装置が提供される。
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