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(57)【要約】
【課題】　本発明は、便座又は便蓋の開閉動作に基づい
て機能する機能部の作動が誤作動することを防止するこ
とができる便座装置およびこれを備えたトイレ装置を提
供することを目的とする。
【解決手段】　本発明は、通電によって所定の機能を奏
する機能部への通電をオンオフするための構成として、
便座または便蓋の開閉状態に基づき、機能部への通電を
制御する制御部を備える構成において、便座または便蓋
の開閉状態に応じて、機能部への通電を機械的に遮断す
ることにより、機能部の誤動作を防止しようとするもの
である。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　便器へ固定される本体部と、
　前記本体部に対して回動可能に軸支される便座と、
　前記本体部に対して開閉可能に軸支され、前記便座を覆うことができる便蓋と、
　通電によって所定の機能を奏する機能部と、
　前記便座又は便蓋の開閉状態を検知する開閉検知手段と、
　前記開閉検知手段の検知結果に基づき、前記機能部への通電を制御する制御部と、
　前記制御部による前記機能部への通電の制御に関わらず、前記便座又は便蓋のうちいず
れか一方の開閉状態に応じて、前記機能部への通電を機械的に遮断する遮断手段と、
を備えたことを特徴とする便座装置。
【請求項２】
　前記遮断手段は、前記便座又は便蓋の開閉に伴って回転する軸と、
　前記軸の回転と連動する回転カムと、
　前記回転カムの回転に伴い往復移動するスライダと、
　前記スライダの往復移動に応じて、前記機能部への通電経路上の接点をオンオフするス
イッチと、を有す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】
　前記遮断手段は、
　前記スライダからの押圧力を受けることで前記接点をオフからオンにする押圧力受け部
と、
　前記スライダを前記押圧力受け部に接触する方向に押圧付勢する弾性部材と、を有し、
　前記便座又は便蓋のうちいずれか一方が所定の開閉状態であると、前記押圧力受け部は
、前記弾性部材の付勢力により前記スライダからの押圧力を受けることで、前記接点をオ
ンにし、
　前記便座又は便蓋のうちいずれか一方が前記所定の開閉状態から移動すると、前記回転
カムの回転に伴い前記弾性部材の付勢力に抗する方向に前記スライダが移動することで、
前記押圧力受け部は、前記スライダから押圧力を受けず、前記接点をオフにすることを特
徴とする請求項２に記載の便座装置。
【請求項４】
　前記機能部は、前記便器へ紫外線を照射する照射ユニットであり、
　前記照射ユニットは、前記便蓋が閉じたときに前記便蓋と前記便器との間に形成される
内部空間内に設けられており、
　前記遮断手段は、前記便蓋が閉状態のときに前記照射ユニットへの通電を行い、前記便
蓋が閉状態から開状態へと移動する間のいずれかの位置に達することで前記照射ユニット
への通電を遮断することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の便座装置。
【請求項５】
　前記照射ユニットは、前記便蓋の内面側に設けられていることを特徴とする請求項４に
記載の便座装置。
【請求項６】
　便器と、
　前記便器の上に設けられた請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の便座装置と、
を備えた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、通電によって所定の機能を奏する機能部を有する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】
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　近年、機能部として、紫外線を照射するための照射ユニットを備えた便座装置が注目さ
れている（特許文献１参照）。この便座装置では、便器（便鉢の表面）に光触媒層が形成
されており、照射ユニットにより光触媒層へ向けて紫外線を照射することで、光触媒層の
自己洗浄能力を得ている。
【０００３】
　しかしながら、紫外線は、人体への影響があるというイメージが強く、使用者に照射さ
れることを防止することが望ましい。そこで、特許文献２では、人体検知センサ、および
便蓋の開閉検知手段により、使用者の存在、または使用を検知して、照射ユニットをオフ
にしたり、照射ユニットの出力を低下させたりすることで、紫外線を使用者が見ることに
よる危害の恐れを防止している。
【０００４】
　その他、便座装置の開閉状態を検知する措置として、例えば、「ホールＩＣ（Ｉｎｔｅ
ｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）とマグネットのペア」もしくは「リードスイッチとマグ
ネットのペア」等から構成される開閉検知手段が知られている（特許文献２参照）。かか
る開閉検知手段によって検知された結果に基づいて、局部洗浄用の局部洗浄装置、脱臭装
置等の機能部の動作状態を切り替えたり、着座センサの駆動状態を変化させたりしていた
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０-２７５８１３号公報
【特許文献２】特開２００２-２９１６５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来の便蓋の開閉検知手段（例えば特許文献１、２）では、開閉検知手
段の検知結果を用いて照射ユニットを制御するために、マイコンなどの制御部を介す必要
があった。そのため、便蓋の開閉状態の検知に従来の便蓋の開閉検知手段を用いると、制
御部が故障した場合、または、開閉検知手段が誤検知した場合に、便蓋が開状態のときに
も紫外線が照射されてしまうという誤動作が発生する可能性があるという問題があった。
【０００７】
　本発明は、便座又は便蓋の開閉動作に基づいて機能する機能部の作動が誤作動すること
を防止することができる便座装置およびこれを備えたトイレ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】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明は、便器へ固定される本体部と、前記本体部に対して
回動可能に軸支される便座と、前記本体部に対して開閉可能に軸支され、前記便蓋を覆う
ことができる便蓋と、通電によって所定の機能を奏する機能部と、前記便座又は便蓋の開
閉状態を検知する開閉検知手段と、前記開閉検知手段の検知結果に基づき、前記機能部へ
の通電を制御する制御部とを備えたトイレ装置において、前記制御部による前記機能部へ
の通電制御に関わらず、前記便座又は便蓋のうちいずれか一方の開閉状態に応じて、前記
機能部への通電を機械的に遮断する遮断手段と、を備えたことを特徴とする。
【０００９】
　従って、各種機能部への誤通電状態が発生しようとしても、機能部への通電が機械的に
遮断されるので、機能部の誤作動を防止することができる。
【００１０】
　また、本発明においては、前記遮断手段は、前記便座又は便蓋の開閉に伴って回転する
軸と、前記軸の回転と連動する回転カムと、前記回転カムの回転に伴い往復移動するスラ
イダと、前記スライダの往復移動に応じて、前記機能部への通電経路上の接点をオンオフ
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するスイッチと、を有することを特徴とする。
【００１１】
　従って、便座又は便蓋の開閉動作に伴う軸の回転を利用するため、簡易な構成によって
機械的に機能部への通電を遮断することができる。よって、簡易な構成により機能部の誤
作動を防止できる。
【００１２】
　また、本発明においては、前記遮断手段は、前記スライダからの押圧力を受けることで
前記接点をオフからオンにする押圧力受け部と、前記スライダを前記押圧力受け部に接触
する方向に押圧付勢する弾性部材と、を有し、前記便座又は便蓋のうちいずれか一方が所
定の開閉状態であると、前記押圧力受け部は、前記弾性部材の付勢力により前記スライダ
からの押圧力を受けることで、前記接点をオンにし、前記便座又は便蓋のうちいずれか一
方が前記所定の開閉状態から移動すると、前記回転カムの回転に伴い前記弾性部材の付勢
力に抗する方向に前記スライダが移動することで、前記押圧力受け部は、前記スライダか
ら押圧力を受けず、前記接点をオフにすることを特徴とする。
【００１３】
　従って、弾性部材の付勢力に抗する方向にスライダが移動し、押圧力受け部は、回転カ
ムによるスライダからの押圧力を受けることで、スイッチの接点をオンにすると、弾性部
材の付勢力に抗してスライダを移動させる力が強くなってしまい、スライダが押圧力受け
部に衝突してしまうことがある。この場合、スイッチが破損し、機能部への通電を機械的
に遮断することができないという問題が発生するが、本発明では、押圧力受け部は、弾性
部材の付勢力によりスライダからの押圧力を受けることで接点をオンにするため、スイッ
チの破損を防止することができる。よって、機能部への通電を確実に機械的に遮断するこ
とができる。
【００１４】
　また、本発明においては、前記機能部は、前記便器へ紫外線を照射する照射ユニットで
あり、前記照射ユニットは、前記便蓋が閉じられた状態の内部空間内に設けられており、
前記遮断手段は、前記便蓋が閉状態のときに前記照射ユニットへの通電を行い、前記便蓋
が閉状態から開状態へと移動する間のいずれかの位置に達することで前記照射ユニットへ
の通電を遮断することを特徴とする。
【００１５】
　従って、紫外線が使用者に照射されることを防止することができる。
【００１６】
　また、本発明においては、前記照射ユニットは、前記便蓋の内面側に設けられているこ
とを特徴とする。
【００１７】
　従って、紫外線が使用者に照射されることを防止しつつ、より便器全体に紫外線を照射
することができる。
【００１８】
　また、本発明においては、便器と、前記便器の上に設けられた上記の便座装置と、を備
えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、便座又は便蓋の開閉動作に基づいて機能する機能部の作動が誤作動す
ることを防止することができる便座装置およびこれを備えたトイレ装置を提供することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一実施形態に係る便座装置を備えたトイレ装置を示す模式斜視図である
。
【図２】本発明の一実施形態に係る便座装置を備えたトイレ装置を示す斜視図である。
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【図３】本発明の一実施形態に係る便座装置の概略システム構成図である。
【図４】本発明の一実施形態に係るトイレ装置の構成を示す分解斜視図である。
【図５】本発明の一実施形態に係るトイレ装置の構成を示す分解斜視図である。
【図６Ａ】本発明の一実施形態に係る遮断手段の動作状態を示す図である。
【図６Ｂ】図６Ａに対応する本発明の一実施形態に係る便座装置の側面図である。
【図７Ａ】本発明の一実施形態に係る遮断手段の動作状態を示す図である。
【図７Ｂ】図７Ａに対応する本発明の一実施形態に係る便座装置の側面図である。
【図８Ａ】本発明の一実施形態に係る遮断手段の動作状態を示す図である。
【図８Ｂ】図８Ａに対応する本発明の一実施形態に係る便座装置の側面図である。
【図９Ａ】本発明の一実施形態に係る遮断手段の動作状態を示す図である。
【図９Ｂ】図９Ａに対応する本発明の一実施形態に係る便座装置の側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明は、通電によって所定の機能を奏する機能部への通電をオンオフするための構成
として、便座または便蓋の開閉状態に基づき、機能部への通電を制御する制御部を備える
構成において、便座または便蓋の開閉状態に応じて、機能部への通電を機械的に遮断する
ことにより、機能部の誤動作を防止しようとするものである。以下、本発明の実施の形態
を説明する。
【００２２】
　まず、本実施形態に係る便座装置を備えたトイレ装置について、図１および図２を用い
て説明する。図１は、本実施形態に係る便座装置を備えたトイレ装置の斜視図であり、図
２は、本実施形態に係る便座装置の便蓋および便座を省略した斜視図である。
【００２３】
　図１に示すように、本実施形態に係るトイレ装置１００は、便器２００と、便器２００
の上に設けられた便座装置３００と、を備える。
【００２４】
　便器２００には、汚物を受けるための便鉢２１０が形成されており、その表面には、光
触媒層が形成されている。なお、便器２００の洗浄機構としては、いわゆる「ロータンク
式」でもよく、あるいはロータンクを用いない「水道直圧式」であってもよい。
【００２５】
　便座装置３００は、本体部４００と、便座５００と、便蓋６００を有する。さらに、便
座装置３００は、その光触媒層に向けて紫外線を照射するために、機能部として、通電さ
れることで紫外線を照射する照射ユニット７００を備えている。この照射ユニット７００
は、便蓋６００の閉じたときに便鉢２１０との間に形成する内部空間内に設けられるもの
であり、例えば、便蓋６００の便鉢２１０側に対面する側の面（便蓋６００の内面側）に
設けられている。そのため、照射ユニット７００は、光触媒層が形成された便鉢２１０全
体に紫外線を照射することができ、便鉢２１０全体にて自己洗浄機能を得ることができる
。このような光触媒の材料としては、例えば、金属の酸化物を用いることができる。その
酸化物としては、例えば、酸化チタン（ＴｉＯｘ）、酸化亜鉛（ＺｎＯｘ）、酸化スズ（
ＳｎＯｘ）、酸化ジルコニウム（ＺｒＯｘ）などが挙げられる。これらのうちでも、特に
、酸化チタンは、光触媒として活性であり、また、安定性や安全性などの点でも優れてい
る。
【００２６】
　本体部４００には、便座５００が回動可能に軸支されているとともに、便蓋６００が開
閉可能に軸支されている。図２に示すように、本体部４００は、前軸４１１と、軸穴４１
２と、左後軸４２１と、右後軸４２２と、を有している。前軸４１１および軸穴４１２は
、同軸上に設けられており、便座５００を軸支するためのものである。前軸４１１および
軸穴４１２は、本体部４００において左後軸４２１および右後軸４２２に対して相対的に
前部に設けられている。便座５００に形成された図示しない突起部が軸穴４１２に挿入さ
れ、前軸４１１が便座５００に形成された図示しない凹部に挿入されることで、便座５０
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０は、本体部４００に対して回動可能に軸支されている。また、左後軸４２１および右後
軸４２２は、同軸上に設けられており、便蓋６００を軸支するためのものである。左後軸
４２１および右後軸４２２は、本体部４００において前軸４１１および軸穴４１２に対し
て相対的に後部に設けられている。なお、便座５００を軸支するための前軸４１１および
軸穴４１２と、便蓋６００を軸支するための左後軸４２１および右後軸４２２とは、同軸
上に設けられていてもよい。
【００２７】
　便座装置３００は、本体部４００の内部に、便座５００に座った使用者の「おしり」な
どの洗浄を実現する局部洗浄装置などを備える。便座装置３００は、さらに、便座５００
に座った使用者の「おしり」などに向けて温風を吹き付けて乾燥させる温風乾燥装置や、
便器２００のボウル内の空気を吸い込み、フィルタや触媒などを介して臭気成分を低減さ
せる脱臭装置などを有するものとすることができる。これら各装置の動作は、例えば、本
体部４００とは別体として設けられたリモコンにより操作可能としてもよい。
【００２８】
　次に、本実施形態に係る便座装置のシステム構成について、図３を用いて説明する。図
３は、本実施形態に係る便座装置の概略システム構成図である。
【００２９】
　便座装置３００は、便蓋の開閉状態を検知する開閉検知手段３１０と、開閉検知手段３
１０の検知結果に基づき、照射ユニット７００への通電を制御する制御部３２０と、便蓋
の開閉状態に応じて、照射ユニット７００への通電を機械的に遮断する遮断手段３３０と
、を有している。
【００３０】
　開閉検知手段３１０として、従来から知られている便蓋の開閉検知手段を用いてよい。
例えば、便蓋６００側に設けられて便蓋６００の開閉動作に伴って所定の角度範囲で回動
するマグネットと、本体部４００側に設けられてホールＩＣを具備した検知手段とで構成
される開閉検知手段がある。この開閉検知手段では、便蓋６００の開動作に伴ってマグネ
ットがホールＩＣと対向する位置まで回動し、マグネットの磁束がホールＩＣによって検
出されるとともに、ホールＩＣから制御部３２０に所定の信号が出力されることで、便蓋
６００の開状態が検知される。
【００３１】
　本実施形態では、制御部３２０は、メイン制御部３２１と、サブ制御部３２２とで構成
されている。メイン制御部３２１は、開閉検知手段３１０の検知結果を受け、その結果を
サブ制御部３２２へ伝える。メイン制御部３２１は、その他、便座装置３００が有する局
部洗浄装置などの制御や、開閉検知手段３１０の駆動に対する制御など、各種制御を行う
。また、サブ制御部３２２は、メイン制御部３２１から得た開閉検知手段３１０の検知結
果に基づいて、照射ユニット７００に対する通電制御を行う。なお、メイン制御部３２１
とサブ制御部３２２を１つの制御部としてもよい。
【００３２】
　遮断手段３３０は、便蓋６００が閉じている状態から所定の開閉状態に達すると、照射
ユニット７００への通電経路上にある接点をオフにし、通電を機械的に遮断するものであ
る。すなわち、照射ユニット７００への通電が行われるようサブ制御部３２２により通電
制御が行われていたとしても、遮断手段３３０により接点をオフにすることにより照射ユ
ニット７００への通電が遮断される。なお、通電を機械的に遮断するとは、マイコンなど
の制御部を介すことなく、機械的な構造の動作により通電の遮断を行うことを指している
。
【００３３】
　また、便座装置３００は、図３に示すように、ＡＣ（Ａｌｔｅｒｎａｔｉｎｇ　Ｃｕｒ
ｒｅｎｔ）基板３４０と、ＤＣ（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｃｕｒｒｅｎｔ）基板３５０を備えてい
る。ＡＣ基板３４０は、交流電流を発生させるものであり、ＤＣ基板３５０は、ＡＣ基板
３４０で発生させた交流電流を直流電流に変換するためのものである。ＡＣ基板３４０に
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て発生された電流により、制御部３２０、開閉検知手段３１０、および、照射ユニット７
００を作動させることができる。
【００３４】
　遮断手段３３０について図４および図５を用いて説明する。図４は、本実施形態に係る
遮断手段を軸側からみた分解斜視図であり、図５は、本実施形態に係る遮断手段を収納部
側からみた分解斜視図である。
【００３５】
　図４および図５に示すように、遮断手段３３０は、便蓋６００を軸支するための左後軸
４２１と、左後軸４２１を挿通させる筒部３３１と、左後軸４２１と連動して回転する回
転カム３３２と、回転カム３３２の回転に伴い、往復移動するスライダ３３３と、スライ
ダ３３３を付勢力により付勢する弾性部材としてのばね３３４と、接点が形成されたスイ
ッチ３３５と、回転カム３３２、スライダ３３３、ばね３３４を収納する収納部３３６と
、を有する。遮断手段３３０は、本体部４００の内部に組み込まれている。
【００３６】
　左後軸４２１は、筒部３３１に挿通されることで、回転可能な状態で本体部４００に固
定される。左後軸４２１は、その一方の端部４２１ａで便蓋６００を軸支しており、便蓋
６００の開閉動作に伴って回転する。また、左後軸４２１は、その他方の端部４２１ｂで
、回転カム３３２を嵌合しており、左後軸４２１の回転に伴って回転カム３３２が回転す
る。すなわち、便蓋６００の開閉動作に伴って回転カム３３２が回転することとなる。
【００３７】
　回転カム３３２には、挿入穴３３２ａと、突部３３２ｂが形成されている。挿入穴３３
２ａは、遮断手段３３０を組み立てた状態における端部４２１ｂ側の面に形成されており
、断面Ｄ字形状である。挿入穴３３２ａに、挿入穴３３２ａと同様に断面Ｄ字形状に形成
された端部４２１ｂを挿入することで、左後軸４２１と回転カム３３２との相対回転が規
制され、左後軸４２１の回転に応じて回転カム３３２を回転することができる。また、挿
入穴３３２ａが形成された面とは反対の面には、突部３３２ｂが断面円形状に形成されて
いる。突部３３２ｂは、収納部３３６に形成された挿通穴３３６ａに挿通する。これによ
り、回転カム３３２を回転可能に支持することができる。なお、回転カム３３２は、便蓋
６００が閉じられた状態において、スライダ３３３に接触しない、あるいは、スライダ３
３３に接触していても押圧力をかけない位置に支持されている。（図６Ａ参照）。
【００３８】
　スライダ３３３およびばね３３４は、収納部３３６内に収納されている。スライダ３３
３は、ばね３３４の付勢力によりスイッチ３３５の押圧力受け部３３５ａに接触する方向
（矢印Ａ１）に押圧付勢される（図６Ａ参照）。回転カム３３２の回転角度、すなわち便
蓋６００の立ち上がり角度が所定の角度を超えると、スライダ３３３は、回転カム３３２
に接触され、かつ、回転カム３３２からの押圧力を受けて、ばね３３４の付勢力に抗する
方向（矢印Ａ２）に移動する（図８Ａ参照）。
【００３９】
　スイッチ３３５は、収納部３３６の上部に固定される。また、スイッチ３３５は、スラ
イダ３３３からの押圧力を受けることで接点をオフからオンにする押圧力受け部３３５ａ
を有する。押圧力受け部３３５ａは、回転カム３３２の回転角度、すなわち便蓋６００の
立ち上がり角度が所定の角度を超えると接点をオフにし、回転カム３３２の回転角度が所
定の角度未満のときは接点をオンにする。
【００４０】
　次に、便蓋６００が全閉状態から全開状態へと開動作する場合における遮断手段３３０
の動作について、図６～図９を用いて説明する。図６Ａ～図９Ａは、便蓋の開閉状態が所
定の開閉状態である場合における遮断手段の断面図であり、図６Ｂ～図９Ｂは、図６Ａ～
図９Ａに対応する便座装置の側面図である。なお、矢印Ａ１は、ばねの付勢力の方向を指
しており、矢印Ｂ１は、スライドが移動する方向を指している。
【００４１】
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　まず、図６Ａおよび図６Ｂを用いて、便蓋６００の開閉状態が全閉状態、すなわち便蓋
６００の立ち上がり角度が０度である場合について説明する。
　図６Ａおよび図６Ｂに示すように、便蓋６００の開閉状態が全閉状態である開閉状態で
は、押圧力受け部３３５ａは、ばね３３４の付勢力によりスライダ３３３からの押圧力を
受けることで接点をオンにしている。よって、図６Ａおよび図６Ｂに示す状態では、メイ
ン制御部３２１またはサブ制御部３２２が照射ユニット７００への通電をオンにすると、
照射ユニット７００から便鉢へと紫外線が照射される。このとき、便蓋６００は、全閉状
態であるため、照射ユニット７００から照射された紫外線がトイレ装置１００の使用者の
目に見えることはない。
【００４２】
　次に、図７Ａおよび図７Ｂを用いて、便蓋６００の立ち上がり角度が２０度である開閉
状態について説明する。
　図７Ａおよび図７Ｂに示すように、便蓋６００の立ち上がり角度が２０度である開閉状
態では、便蓋６００の開動作に伴い回転カム３３２が回転し、その回転カム３３２がスラ
イダ３３３に接触する。スライダ３３３は、回転カム３３２から接触されるだけであるた
め、回転カム３３２からの押圧力を受けない。そのため、押圧力受け部３３５ａは、図６
Ａおよび図６Ｂに示す状態と同様に、ばね３３４の付勢力によりスライダ３３３からの押
圧力を受け、接点をオンにした状態のままとなる。よって、図６Ｂに示す状態から図７Ｂ
に示す状態へと便蓋６００が開動作した場合、メイン制御部３２１またはサブ制御部３２
２が照射ユニット７００への通電をオンにした状態である限り、照射ユニット７００から
便鉢へと紫外線が照射された状態は続く。このとき、便蓋６００の立ち上がり角度が２０
度であるため、仮に、照射ユニット７００から照射された紫外線がトイレ装置内から漏れ
たとしても、トイレ装置１００の使用者の目に見えにくくなっている。
【００４３】
　図８Ａおよび図８Ｂを用いて、便蓋６００の立ち上がり角度が３０度である開閉状態に
ついて説明する。
　図８Ａおよび図８Ｂに示すように、便蓋６００の立ち上がり角度が３０度である開閉状
態では、便蓋６００の開動作に伴い回転カム３３２が回転することで、その回転カム３３
２がスライダ３３３に接触するとともに、スライダ３３３は、回転カム３３２押圧力を受
ける。スライダ３３３は、回転カム３３２からの押圧力を受け、ばね３３４の付勢力に抗
する方向（矢印Ａ２）に移動する。これにより、押圧力受け部３３５ａは、スライダ３３
３に接触されず、スライダ３３３からの押圧力を受けなくなり、接点をオフにする。よっ
て、図７Ｂに示す状態から図８Ｂに示す状態へと便蓋６００が開動作した場合、メイン制
御部３２１またはサブ制御部３２２が照射ユニット７００への通電をオンにしていたとし
ても、オフにしていたとしても、照射ユニット７００から便鉢へと紫外線が照射されない
。
【００４４】
　図９Ａおよび図９Ｂを用いて、便蓋６００の開閉状態が全開状態である場合について説
明する。
　図９Ａおよび図９Ｂに示すように、便蓋６００の開閉状態が全開状態である開閉状態で
は、図８Ａに示す状態よりもさらに回転カム３３２が回転し、スライダ３３３に接触する
。スライダ３３３は、回転カム３３２から図８Ａに示す状態よりも大きな押圧力を受け、
ばね３３４の付勢力に抗する方向（矢印Ａ２）にさらに移動する。これにより、押圧力受
け部３３５ａは、スライダ３３３からの押圧力を受けず、接点をオフにしたままの状態と
なる。よって、図８Ｂに示す状態から図９Ｂに示す状態へと便蓋６００が開動作した場合
、メイン制御部３２１またはサブ制御部３２２が照射ユニット７００への通電をオンにし
ていたとしても、照射ユニット７００から便鉢へと紫外線が照射されない。
【００４５】
　なお、便蓋６００が全開状態から全閉状態へと移動する場合についても同様である。す
なわち、図６Ａおよび図６Ｂ、並びに、図７Ａおよび図７Ｂに示すように、便蓋６００の
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立ち上がり角度が０度以上２０以下である開閉状態では、押圧力受け部３３５ａは接点を
オンにした状態となる。また、図８Ａおよび図８Ｂ、並びに、図９Ａおよび図９Ｂに示す
ように、便蓋６００の立ち上がり角度が２０度よりも大きい角度である開閉状態では、押
圧力受け部３３５ａは接点をオフにした状態となる。このように、照射ユニット７００か
ら照射された紫外線が使用者へと照射されにくい位置または照射されない位置となる開閉
状態でのみ、押圧力受け部３３５ａは接点をオンにしているため、紫外線が使用者に照射
されることを防止することができる。
【００４６】
　以上のような本実施形態の便座装置３００によれば、制御部３２０または開閉検知手段
３１０が故障してしまうことや、開閉検知手段３１０が便蓋６００の開閉状態を誤検知し
てしまうことで、照射ユニット７００への誤通電状態が発生しようとしても、遮断手段３
３０によって、照射ユニット７００への通電を機械的に遮断することができる。よって、
照射ユニット７００の誤作動を防止することができる。
【００４７】
　また、便蓋６００の開閉に伴う軸の回転を利用して照射ユニット７００への通電経路上
の接点をオンオフするため、簡易な構成によって機械的に照射ユニット７００への通電を
遮断することができる。よって、簡易な構成により機能部としての照射ユニット７００が
誤作動を起すことを防止できる。
【００４８】
　さらに、押圧力受け部３３５ａは、ばね３３４の付勢力によりスライダ３３３からの押
圧力を受けることで接点をオンにするため、例えば回転カム３３２の回転によりばね３３
４の付勢力に抗して移動するスライダ３３３からの押圧力を受けることで接点をオンにす
る場合に比べて、スライダ３３３の衝突等によるスイッチ３３５の破損を防止することが
できる。具体的には次のとおりである。例えば、仮に便蓋６００が閉じることで回転カム
３３２によりスライダ３３３がばね等の付勢力に抗して移動して押圧力受け部３３５ａを
押圧することで接点がオンとなり、便蓋６００が開くことで回転カム３３２によるスライ
ダ３３３を介した押圧力受け部３３５ａの押圧が解除されて接点がオフになる構成におい
ては、例えば便蓋６００が勢い良く閉じられた場合等に、回転カム３３２を介してスライ
ダ３３３により押圧力受け部３３５ａに対して衝撃が加わる可能性がある。このような現
象は、回数が重なったり押圧力受け部３３５ａに対する衝撃が大きかったりすることで、
スイッチ３３５の動作の不具合を生じさせる原因となる。この点、本実施形態のように便
蓋６００の開動作にともなって回転する回転カム３３２を介したスライダ３３３のバネ３
３４の付勢力に抗した移動により、押圧力受け部３３５ａに対する押圧が解除されて接点
がオフになる構成を採用することで、接点をオンにするためのスライダ３３３による押圧
力受け部３３５ａに対する押圧力がバネ３３４による付勢力に基づくものとなるので、押
圧力受け部３３５ａに対する押圧力が安定する。このため、押圧力受け部３３５ａに過大
な押圧力が作用することに起因するスイッチ３３５の動作の不具合を防止することができ
るとともに、接点をオンオフさせるための動作を安定させることができる。よって、機械
的な動作による機能部への通電の遮断を確実にすることができる。
【００４９】
　なお、本実施形態では、便蓋を備えた便座装置について説明したが、便蓋を備えていな
くてもよい。その場合、開閉検知手段は、便蓋の開閉状態でなく、便座の開閉状態を検知
することとなる。また、便座を軸支する軸が遮断手段の一部となる。よって、便蓋を備え
ていない場合でも、上述したような照射ユニット７００への通電を機械的に遮断するため
の構成を適用することができ、上述した効果を奏することができる。
【００５０】
　また、照射ユニットは、便蓋の閉じられた状態における便鉢側の面に設けられているが
、例えば便座の裏面側に設けられていてもよい。しかしながら、便鉢の広い範囲に紫外線
を照射するためには、照射ユニットは、便蓋の閉じられた状態における便鉢側の面に設け
られていることが好ましい。
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【００５１】
　また、本実施形態では、機能部として照射ユニットを備えているため、便蓋の立ち上が
り角度が２０度未満の場合に、押圧力受け部は接点をオンにし、便蓋の立ち上がり角度が
２０度以上の場合に、押圧力受け部は接点をオフにしているが、それらを逆にしてもよい
。例えば、便座装置が備える機能部の機能が、便蓋の閉状態では機能を発揮しないまたは
機能を発揮しづらい場合には、便蓋の立ち上がり角度が２０度未満の場合に、押圧力受け
部は接点をオフにし、便蓋の立ち上がり角度が２０度以上の場合に、押圧力受け部は接点
をオンにしてもよい。
【００５２】
　また、本実施形態では、機能部への通電を機械的に遮断する際の開閉状態基準は、便蓋
の立ち上がり角度が２０度である開閉状態とは限らない。しかしながら、機能部として照
射ユニットやＩＨ暖房便座機能部などの、使用者の考え方などによっては発揮する機能が
使用者に不安を与える可能性があるものを備えている際には、使用者が子どもである場合
も考慮すると、少なくとも便蓋の立ち上がり角度が２０度である開閉状態に便蓋が達する
と、機能部への通電を機械的に遮断することが好ましい。
【符号の説明】
【００５３】
　１００　　トイレ装置
　２００　　便器
　２１０　　便鉢
　３００　　便座装置
　３１０　　開閉検知手段
　３２１　　メイン制御部
　３２２　　サブ制御部
　３３０　　遮断手段
　３３１　　筒部
　３３２　　回転カム
　３３２ａ　挿入穴
　３３２ｂ　突部
　３３３　　スライダ
　３３４　　ばね
　３３５　　スイッチ
　３３５ａ　押圧力受け部
　３３６　　収納部
　３３６ａ　挿通穴
　３４０　　ＡＣ基板
　３５０　　ＤＣ基板
　４００　　本体部
　４１１　　前軸
　４１２　　軸穴
　４２１　　左後軸
　４２１ａ　端部
　４２１ｂ　端部
　４２２　　右後軸
　５００　　便座
　６００　　便蓋
　７００　　照射ユニット
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【手続補正書】
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【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】請求項６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項６】
　前記便器と、
　前記便器の上に設けられた請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の便座装置と、
を備えたことを特徴とするトイレ装置。
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【００１８】
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を備えたことを特徴とする。
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