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(57)【要約】
【課題】使用者への風の吹き返しを低減することができ
、かつ装置外への水滴飛散や装置外郭への水垂れがなく
、衛生性を維持すること。
【解決手段】上部が開口されて手を挿入する手挿入部を
有する本体箱体と、この本体箱体に内蔵されて高圧空気
流を発生する高圧空気流発生装置と、この高圧空気発生
装置により発生された高圧空気流を手挿入部に噴出する
ノズル７と、このノズル７より吹出された空気を本体外
部へ逃す排気用開口部１０を設けた側壁部材１ａと、側
壁部材１ａの排気用開口部１０に設けられ、手挿入部に
向かって下り勾配をなした複数の羽板を有するルーバー
１１と備え、各羽板の上端に略上方に突出する壁状突起
１３を設ける。
【選択図】　　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上部が開口されて手を挿入する手挿入部を有する本体箱体と、この本体箱体に内蔵され
て高圧空気流を発生する高圧空気流発生装置と、この高圧空気発生装置により発生された
高圧空気流を手挿入部に噴出するノズルと、このノズルより吹出された空気を本体外部へ
逃す排気用開口部を設けた前記本体箱体の側壁部材と、前記側壁部材の排気用開口部に設
けられ、手挿入部に向かって下り勾配をなした複数の羽板を有するルーバーとを備えた手
乾燥装置において、
　前記各羽板の上端に略上方に突出する壁状突起を設けたことを特徴とする手乾燥装置。
【請求項２】
　前記羽板は、ルーバーの下り勾配方向に対して直角方向における断面が上方に開く略Ｖ
字断面をもつことを特徴とする請求項１に記載の手乾燥装置。
【請求項３】
　前記各羽板の下端中央部に接し上下に延びる棒状部材を設けたことを特徴とする請求項
２に記載の手乾燥装置。
【請求項４】
　前記棒状部材が、半円管、または凹断面の柱状体、または円柱で構成されることを特徴
とする請求項３に記載の手乾燥装置。
【請求項５】
　前記各羽板の下端をのこぎり歯形状としたことを特徴とする請求項１に記載の手乾燥装
置。
【請求項６】
　上部が開口されて手を挿入する手挿入部を有する本体箱体と、この本体外郭に内蔵され
て高圧空気流を発生する高圧空気流発生装置と、この高圧空気発生装置により発生された
高圧空気流を手挿入部に噴出するノズルと、このノズルより吹出された空気を本体外部へ
逃す排気用開口部を設けた前記本体箱体の側壁部材と、前記排気用開口部に手挿入部に向
かって下り勾配をなした複数の羽板を有するルーバーとを備えた手乾燥装置において、
　前記ルーバーは、装置使用時のみ複数の羽板を開いて空気を排気し、装置使用時以外は
複数の羽板を閉じるように回転動作する可動ルーバーであることを特徴とする手乾燥装置
。
【請求項７】
　前記可動ルーバーは、バネの力によって複数の羽板を閉じるように回転動作し、前記ノ
ズルから噴出される高圧空気流によって複数の羽板を開くように回転動作することを特徴
とする請求項６に記載の手乾燥装置。
【請求項８】
　前記可動ルーバーは、バネの力によって複数の羽板を閉じるように回転動作するとき、
複数の羽板が折り重なるように接触して各羽板を振動させることを特徴とする請求項６ま
たは７に記載の手乾燥装置。
【請求項９】
　前記各羽板の上端に略上方に突出する壁状突起を設けたことを特徴とする請求項６～８
の何れか一つに記載の手乾燥装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、洗浄後の濡れた手を高圧空気流の吹出しによって衛生的に乾燥処理する手乾
燥装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　洗浄後の濡れた手を、タオルやハンカチ等で払拭せず高圧空気流の吹出しにより水分を
吹飛ばして乾燥させる手乾燥装置が開発されている。この種の装置の多くは、ノズルから
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吹出された手挿入部内の空気が使用者の顔に吹き返してこないように考慮されている。例
えば、特許文献１には、手挿入部の側面に設けられた開口部から、ノズルより吹出された
空気の一部を本体外部へ逃がしている構造の手乾燥装置が示されている。
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－３２９２６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に示される従来の手乾燥装置では、手挿入部の側面に空気を逃がすための開
口部が設けられ、手から飛んだ水滴が開口部より直接飛び出さないように開口部に複数の
ルーバーを間隔を隔てて配置して遮水しているが、ルーバーで一旦遮水された水滴の一部
は重力で垂れてルーバーの下端に水滴状に停留するため、ルーバーの間から本体外部に排
気する空気流により水滴が吹き飛ばさされて外部へ吹き飛んだり、本体外郭表面に水滴が
伝わってたれ落ちたりしてしまう。そのため、使用者への風の吹き返しは低減できるが、
使用するたびに徐々に手乾燥装置付近の床や部屋や、手乾燥装置の外郭の開口部付近や手
乾燥装置の下部等が水滴で汚れてしまい、不衛生な状態のまま放置されることが多くなる
。
【０００５】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、使用者への風の吹き返しを低減するこ
とができ、かつ装置外への水滴飛散や装置外郭への水垂れがなく、衛生性を維持すること
ができる手乾燥装置を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、上部が開口されて手を挿入
する手挿入部を有する本体箱体と、この本体箱体に内蔵されて高圧空気流を発生する高圧
空気流発生装置と、この高圧空気発生装置により発生された高圧空気流を手挿入部に噴出
するノズルと、このノズルより吹出された空気を本体外部へ逃す排気用開口部を設けた前
記本体箱体の側壁部材と、前記側壁部材の排気用開口部に設けられ、手挿入部に向かって
下り勾配をなした複数の羽板を有するルーバーとを備えた手乾燥装置において、前記各羽
板の上端に略上方に突出する壁状突起を設けたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　この発明によれば、ルーバーの各羽板の上端に略上方に突出する壁状突起を設けるよう
にしているので、手乾燥室の手挿入用開口部からの不快な吹き返しや、装置周辺への水滴
の飛散や、装置外装への水摘滴下を抑えることができるため、装置周辺及び装置外装が汚
れることがなく、使い勝手の良い乾燥装置を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下に、本発明にかかる手乾燥装置の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。な
お、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
【０００９】
実施の形態１．
　図１～図７は、本発明にかかるの手乾燥装置の実施の形態１の構成を示す図である。図
１は実施の形態１の手乾燥装置の外観斜視図、図２は正面断面図、図３は側面パネルを外
した状態を示す斜視図、図４は側面パネルの内側を示す斜視図、図５はルーバーの斜視図
、図６はルーバーの断面図、図７はルーバーの上面図である。
【００１０】
　この手乾燥装置は、図１、図３に示すように、背面外殻および正面外郭を成す本体部１
ｃと、一対の側面パネル１ａ，１ａから構成される本体箱体（本体外郭）１を有する。本
体箱体１の上部側には、本体部１ｃおよび一対の側面パネル１ａ，１ａによって囲まれた
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、出し入れ口（手挿入口）４を有する凹状空間としての手挿入部３が形成されている。手
挿入部３は、人が本体箱体１の正面から両手を揃えた状態で手を上下方向や斜め上下方向
に挿抜できるように上側に開口された手挿入口４を有し、深底の容器構造に構成されてい
る。手挿入部３の底部５は、図２に示すように、中央部から左右横端部に向って下り勾配
があり、その各横端部には排水口６が形成されている。
【００１１】
　本体箱体１内には、高圧空気流発生装置２が組み込まれている。高圧空気流発生装置２
は、ＤＣブラシレスモーター（整流子モーター又は誘導電動機であっても良い）と、これ
を駆動させる駆動回路及びＤＣブラシレスモーターによって回転するターボファン又は遠
心ファンにより構成されている。高圧空気流発生装置２は、この実施の形態１では、本体
箱体１の本体部１ｃの手挿入部３の下方に取付けられていて、制御回路によって自動運転
される。高圧空気流発生装置２の吸気側は、本体箱体１内に設けられた吸気通路（図示せ
ず）に臨んでいて、本体箱体１の底面に設けられた吸気通路端の吸込口から装置外の空気
を吸込むことができるようになっている。
【００１２】
　高圧空気流発生装置２が１個で構成される場合は、高圧空気流発生装置２の吹出口は、
途中において手挿入部３の前側と後側に二股に分岐したダクトに接続され、分岐したダク
トの各端に、高圧空気流発生装置２から送られてくる空気流を高速の気流に変換し、前方
と後方から手挿入部３に向かって横列のライン状に高速空気流を吹出すエアーノズル７が
接続されている。高圧空気流発生装置２が２個で構成される場合は、一方の高圧空気流発
生装置２は前側ダクトに接続し、他方のモーターは後側ダクトに接続され、各々のダクト
の各端に、高圧空気流発生装置２から送られてくる空気流を高速の気流に変換し、手挿入
部３に向かって前方と後方から横列のライン状に吹出すエアーノズル７が接続されている
。
【００１３】
　二つのエアーノズル７は、本体部１ｃにおける手挿入部３の出し入れ口４の近傍の前部
と後部の略中央に吹出し口をやや下向きにして横方向に対向状に取付けられ、手挿入部３
内に入れた手に高圧の空気流を吹付け、手を擦り合わせることなく手に付いた水滴を手の
表面から剥離し手挿入部３内へ吹飛ばす。
【００１４】
　本体箱体１の下部に排水口６からのドレン水を貯める水容器８を本体箱体１に対し着脱
可能に配置しており、排水口６からの水を水容器８へ誘導する排水路９を設けてある。排
水口６及び排水路９は、図３に示すように、本体箱体１を形成する側面パネル１ａと本体
部１ｃ側に設けた凹部とによって形成されている。
【００１５】
　各側面パネル１ａには、手挿入部３の側方に位置するように開口部１０が一体で形成さ
れ、開口部１０には複数の羽板１１ａが平行配置されたルーバー１１が設けられている。
各羽板１１ａは、図５に示すように、中央部に向かって下り勾配となるような上方に開く
略Ｖ字状の断面形状を呈しており、また、各羽板１１ａは、図６に示すように、装置外側
から装置内側に向かって下り勾配となるように傾斜されている。各羽板１１ａの上端、す
なわち羽板１１ａの外側端部には、羽板１１ａに付着した水滴が、エアーノズル７より吹
出された空気によって外部へ飛散することを防止する壁状突起１３が設けられている。壁
状突起１３は、羽板１１ａから、ほぼ直角方向に上側に突出している。複数の羽板１１ａ
の下端中央部に接するように上下に延びる棒状部材１４が設けられている。棒状部材１４
の下方端部は、手挿入部３の底部５または排水口６の上方に位置している。棒状部材１４
の形状は、図７に示すように、滴下する水滴に直接風が当らず、管の外側に付着した水滴
が管内に回り込みやすい半円管であることが好ましい。半円管の外側が装置内側に面する
ように棒状部材１４は配置される。棒状部材１４としては、他に、凹断面の柱状体、また
は円柱体などが採用される。凹断面の柱状体は、半円管と同様、滴下する水滴に直接風が
当らず、管の外側に付着した水滴が管内に回り込みやすい点で優れており、溝のない円柱
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体は清掃性が優れている。
【００１６】
　また、図４に示すように、側面パネル１ａにおける開口部１０の装置内側の周囲には、
突出した遮水壁１２が設けられている。尚、側面パネル１ａは着脱可能に構成され、容易
に排水路９を清掃できるようになっている。
【００１７】
　この手乾燥装置では、手の出し入れ口４から手挿入部３内に両手を揃えた状態で概ね手
首付近まで入れると、手を検知する手検知センサー（図示せず）によって手が検知され、
制御回路（図示せず）の処理により高圧空気流発生装置２が作動し、エアーノズル７から
高い運動エネルギーを持つ高速空気流が手挿入部３内に吹出され、挿入された手の表裏に
当り、手に付着した水分を手挿入部３の奥側へ吹飛ばす。さらに、手挿入部３内で手を挿
抜させることによって、手全体に付着していた水分が全て排除され、手が乾燥処理される
。そして、手の乾燥処理終了後、手を手挿入部３から完全に抜くと、手を検知する手検知
センサーで手を抜いたことが検知され、高圧空気流発生装置２が停止する。
【００１８】
　側面パネル１ａに形成された開口部１０には複数の羽板１１ａで構成されるルーバー１
１が設けられ、羽板１１ａの上端には壁状突起１３が設けられている。羽板１１ａの下端
中央には棒状部材１４が配接されており、棒状部材１４の先端は排水口６に向かっている
。手挿入部３において手から吹飛ばされた水滴の一部は、風と共に開口部１０にも吹き飛
ばされる。開口部１０に吹き飛ばされた水滴は、羽板１１ａ及び壁状突起１３で遮断され
る。羽板１１ａに付着した水滴はノズル７から吹出した風によって本体外部方向に運ばれ
るが、水滴は壁状突起１３を乗り越えられないため、外部に飛散することはない。ルーバ
ー１１に付着した水滴は手挿入部３に向かった下り勾配とＶ字断面の下り勾配により羽板
１１ａの中央下端に集められ、羽板１１ａの下端中央部に接して鉛直に配置した棒状部材
１４を伝って、手挿入部３の底部５へ運ばれる。手挿入部３の底部５へ運ばれた水は、排
水口６、排水路９を経て水容器８に貯められる。
【００１９】
　このように、実施の形態１によれば、ルーバー１１に壁状突起１３を設けたことにより
、ルーバー１１に付着した水滴がノズル７から吹出した風によって外部に飛散することを
防止することができる。また、ルーバー１１および壁状突起１３に付着した水滴は、手挿
入部３に向かった下り勾配とＶ字断面の下り勾配により羽板１１ａの中央下端に集められ
、棒状部材１４を伝って手挿入部３の底部５へ運ばれるので、ルーバー１１で遮水した水
滴の一部が重力で垂れて羽板１１ａの下端に水滴状に溜まって、羽板１１ａの間から本体
外部に排気する空気流により吹き飛ばさされて外部へ吹き飛んだり、本体外郭表面に伝わ
ってたれ落ちたりしてしまうことを防止できるとともに、使用者への吹き返し風の低減、
特に使用者の顔への吹き返しを抑えた使い勝手の良い手乾燥装置が得られる。
【００２０】
実施の形態２．
　図８、図９は、本発明にかかるの手乾燥装置の実施の形態２の構成を示す図である。図
８～図９は、実施の形態１で示した手乾燥装置のルーバー１１の別の実施形態を示すもの
であり、それに係る構成以外は実施の形態１のものと同じである。従って、実施の形態１
のものと同じ部分については、実施の形態１のものと同じ符号を用い、それらについての
説明は省略する。図８は、ルーバーの斜視図、図９はルーバーの開口部断面図である。
【００２１】
　各羽板１１ａの下端には、一旦遮水した水滴が重力で垂れて羽板１１ａの下端に留まる
ことを防止するための複数のこぎり歯爪１５が設けられている。のこぎり歯爪１５は先端
の板厚が薄くなっている。この場合、羽板１１ａは平板状であり、また各羽板１１ａは、
図９に示すように、装置外側から装置内側に向かって下り勾配となるように傾斜されてい
る。また、羽板１１ａの外側端部には、羽板１１ａに付着した水滴が、エアーノズル７よ
り吹出された空気によって外部へ飛散することを防止する壁状突起１３が設けられている
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。
【００２２】
　のこぎり歯爪１５を設けたことにより、重力で羽板１１ａの下端に垂れてきた水滴はす
ぐさまひとつ下にある羽板１１ａに順次滴下され、底部５に滴下する。このように、のこ
ぎり歯爪１５により、羽板１１ａの下端に集まった水滴を素早く滴下、除去できる。より
滴下を促進するため、のこぎり歯爪１５は撥水加工を施すことが好ましい。また、のこぎ
り歯爪１５に手が接触しないようにカバーを設けても良い。
【００２３】
　このように実施の形態２によれば、手乾燥中は開口部１０には本体外部に排気する空気
流が流れているため、羽板１１ａに付着した水滴は羽板１１ａの上端に押し上げられて壁
状突起１３に留まるため、重力による滴下は起こらない。手乾燥終了後、のこぎり歯爪１
５により羽板１１ａの下端の水滴を除去しておくことで、開口部１０から排気する空気流
が流れても装置外部への水滴飛散を抑えることができる。
【００２４】
実施の形態３．
　図１０～図１２は、本発明にかかるの手乾燥装置の実施の形態３の構成を示す図である
。図１０～図１２は、実施の形態１で示した手乾燥装置のルーバー１１の別の実施形態を
示すものであり、それに係る構成以外は実施の形態１のものと同じである。従って、実施
の形態１のものと同じ部分については、実施の形態１のものと同じ符号を用い、それらに
ついての説明は省略する。図１０はルーバーの斜視図、図１１は手乾燥装置の非使用時の
開口部断面図、図１２は手乾燥装置の使用時の開口部断面図である。
【００２５】
　図１０～図１２において、ルーバー１１の羽板１１ａは平板状であり、この場合、羽板
１１ａは回転軸１６を中心に回転可能に側面パネル１ａに支承されている。また、羽板１
１ａの外側端部には、羽板１１ａに付着した水滴が、エアーノズル７より吹出された空気
によって外部へ飛散することを防止する壁状突起１３が設けられている。羽板１１ａの回
転軸１６には、ぜんまいばね等のバネ１７が設けられており、手乾燥装置を使用していな
い無負荷の状態のときには、ばね１７の付勢力によって、図１１に示すように、壁状突起
１３がひとつ上の羽板１１ａの下端に接触することで、複数の羽板１１ａが折り重なるよ
うに開口部１０を塞いでいる。手乾燥装置使用時はエアーノズル７より吹出した高圧空気
流の風圧により羽板１１ａがばね１７の付勢力に逆らって手挿入部３に向かう勾配を緩や
かにするように動くことで、開口部１０が開き、手挿入部３の空気は排気され、手から飛
んだ水滴はルーバー１１により遮水される。手乾燥装置使用後は、ばね１７の復元力によ
り開口部１０は再び塞がれ、手挿入部３に向かう勾配が急勾配になることで水滴を除去す
る。また、羽板１１ａが開口部１０を塞ぐときにひとつ上の羽板１１ａに接触することで
ルーバー１１に振動が発生し、より素早く水滴を除去する。
【００２６】
　このように実施の形態３によれば、バネ１７によってルーバー１１を開閉するようにし
ているので、手乾燥装置使用時はルーバー１１及び壁状突起１３により、外部への水滴飛
散が抑えられ、手乾燥装置使用後は初期位置に戻ることにより、ルーバー１１の手挿入部
３に向かった下り勾配が大きくなることに加えて、ルーバー１１が初期位置に戻る際にル
ーバー１１を振動させることで、ルーバー１１に付着した水滴を大幅に除去することがで
きる。ルーバー１１に付着した水滴が大幅に除去されるため、次に手乾燥装置を使用する
ときにルーバー１１に付着した水滴が外部に飛散するのを防ぐことができる。
【００２７】
　なお、実施の形態３において、壁状突起１３が存在しない羽板１１ａを採用するように
してもよい。また、実施の形態３においては、バネ１７を用いて、装置使用時のみ複数の
羽板を開いて空気を排気し、装置使用時以外は複数の羽板を閉じるように可動ルーバーを
回転動作させるようにしたが、他のモータなどの機構を採用してルーバーを回転させるよ
うにしてもよい。
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【産業上の利用可能性】
【００２８】
　以上のように、本発明にかかる手乾燥装置は、洗浄後の濡れた手を高速空気流の噴射に
よって衛生的に乾燥処理する手乾燥装置に有用である。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】実施の形態１の手乾燥装置を示す斜視図である。
【図２】実施の形態１の手乾燥装置を示す正面断面図である。
【図３】実施の形態１の手乾燥装置の側面パネルを外した斜視図である。
【図４】実施の形態１の手乾燥装置の側面パネルを内側から見た斜視図である。
【図５】実施の形態１のルーバーを説明するための斜視図である。
【図６】実施の形態１のルーバーを説明するための開口部の拡大断面図である。
【図７】実施の形態１のルーバーを説明するための上面図である。
【図８】実施の形態２のルーバーを説明するための斜視図である。
【図９】実施の形態２のルーバーを説明するための開口部の拡大断面図である。
【図１０】実施の形態３のルーバーを説明するための斜視図である。
【図１１】実施の形態３の非使用時の開口部を説明するための開口部の拡大断面図である
。
【図１２】実施の形態３の使用時の開口部を説明するための開口部の拡大断面図である。
【符号の説明】
【００３０】
　１　　本体箱体
　１ａ　側面パネル
　１ｃ　本体部
　２　　高圧空気流発生装置
　３　　手挿入部
　４　　出し入れ口
　５　　底部
　６　　排水口
　７　　エアーノズル
　８　　水容器
　９　　排水路
　１０　開口部
　１１　ルーバー
　１１ａ　羽板
　１２　遮水壁
　１３　壁状突起
　１４　棒状部材
　１５　のこぎり歯爪
　１６　回転軸
　１７　ばね
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