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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被取付部に他の部材を介して取付けられる固定ラックと、
　前記固定ラックの前側に配置され、前記固定ラックと共に洗浄用スポンジを挟んで保持
する可動ラックと、
　を備え、
　前記固定ラックは、
　前記固定ラックの外周部を構成し、左右方向に延在されたアッパフレーム部と、前記ア
ッパフレーム部の長手方向両端部から下方側へ延出された一対のサイドフレーム部と、を
有する固定側枠部と、
　左右方向に沿って延在され、長手方向両端部が前記サイドフレーム部に固定された複数
の固定側横棒と、
　一対の前記サイドフレーム部の下端部に形成され、側面視で上側へ開放されたＵ字形状
に屈曲されると共に、前記サイドフレーム部の前側に配置された一対の第１支持部と、
　前記第１支持部の前側に配置され、側面視で上側へ開放されたＵ字形状に屈曲された一
対の第２支持部と、
　前記第１支持部と前記第２支持部とを連結する連結部と、
　を含んで構成され、
　前記可動ラックは、
　前記可動ラックの外周部を構成し、矩形枠状に形成された可動側枠部と、
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　左右方向に沿って延在され、長手方向両端部が前記可動側枠部に固定された複数の可動
側横棒と、
　を含んで構成されており、
　前記可動ラックの下端部が、前記第１支持部又は第２支持部に支持されると共に、前記
可動ラックが、前記固定ラックの前側で起立する起立位置と、前記起立位置から前傾した
傾倒位置と、の間を回動可能に構成されている洗浄用スポンジの水切りラック。
【請求項２】
　前記固定ラックは、平面視で枠状に形成され且つ内部に前記可動ラックが配置されたス
トッパ部材を有しており、
　前記傾倒位置において前記可動ラックが前記ストッパ部材に当接されることで、前記可
動ラックが前記傾倒位置に保持される請求項１に記載の洗浄用スポンジの水切りラック。
【請求項３】
　前記起立位置において、
　前記固定側横棒が、前記固定側枠部に対して前側に配置されており、
　前記可動側横棒が、前記可動側枠部に対して後側に配置されており、
　側面視で、前記固定側横棒と前記可動側横棒とが上下方向に交互に配置されている請求
項１又は請求項２に記載の洗浄用スポンジの水切りラック。
【請求項４】
　前記固定側枠部の線径が、前記固定側横棒の線径に比べて大きく設定されており、
　前記可動側枠部の線径が、前記可動側横棒の線径に比べて大きく設定されている請求項
１～請求項３の何れか１項に記載の洗浄用スポンジの水切りラック。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、洗浄用スポンジの水切りラックに関する。
【背景技術】
【０００２】
　下記特許文献１には、スポンジの角部が下端部となるように、スポンジを斜めに載置す
る水切りラックが開示されている。この水切りラックによれば、洗浄後のスポンジを水切
りラック内に放置することで、スポンジの下端部となる角部からスポンジ内の水を排出し
て、スポンジに対する水切りを行うことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－２２８３８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記水切りラックでは、使用者が、使用後のスポンジを絞ることなく、
水切りラック内に載置するため、所定の水切り時間（スポンジから所定の水が抜けるまで
の時間）を要する。このため、上記水切りラックでは、水切り時間を短縮させるという点
において改善の余地がある。
【０００５】
　本発明は、上記事実を考慮して、水切り時間を短縮することができる洗浄用スポンジの
水切りラック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】
【０００６】
　本発明の１又はそれ以上の実施形態は、被取付部に他の部材を介して取付けられる固定
ラックと、前記固定ラックの前側に配置され、前記固定ラックと共に洗浄用スポンジを挟
んで保持する可動ラックと、を備え、前記固定ラックは、前記固定ラックの外周部を構成
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し、左右方向に延在されたアッパフレーム部と、前記アッパフレーム部の長手方向両端部
から下方側へ延出された一対のサイドフレーム部と、を有する固定側枠部と、左右方向に
沿って延在され、長手方向両端部が前記サイドフレーム部に固定された複数の固定側横棒
と、一対の前記サイドフレーム部の下端部に形成され、側面視で上側へ開放されたＵ字形
状に屈曲されると共に、前記サイドフレーム部の前側に配置された一対の第１支持部と、
前記第１支持部の前側に配置され、側面視で上側へ開放されたＵ字形状に屈曲された一対
の第２支持部と、前記第１支持部と前記第２支持部とを連結する連結部と、を含んで構成
され、前記可動ラックは、前記可動ラックの外周部を構成し、矩形枠状に形成された可動
側枠部と、左右方向に沿って延在され、長手方向両端部が前記可動側枠部に固定された複
数の可動側横棒と、を含んで構成されており、前記可動ラックの下端部が、前記第１支持
部又は第２支持部に支持されると共に、前記可動ラックが、前記固定ラックの前側で起立
する起立位置と、前記起立位置から前傾した傾倒位置と、の間を回動可能に構成されてい
る洗浄用スポンジの水切りラックである。
【０００８】
　本発明の１又はそれ以上の実施形態は、前記固定ラックは、平面視で枠状に形成され且
つ内部に前記可動ラックが配置されたストッパ部材を有しており、前記傾倒位置において
前記可動ラックが前記ストッパ部材に当接されることで、前記可動ラックが前記傾倒位置
に保持される洗浄用スポンジの水切りラックである。
【００１０】
　本発明の１又はそれ以上の実施形態は、前記起立位置において、前記固定側横棒が、前
記固定側枠部に対して前側に配置されており、前記可動側横棒が、前記可動側枠部に対し
て後側に配置されており、側面視で、前記固定側横棒と前記可動側横棒とが上下方向に交
互に配置されている洗浄用スポンジの水切りラックである。
【００１１】
　本発明の１又はそれ以上の実施形態は、前記固定側枠部の線径が、前記固定側横棒の線
径に比べて大きく設定されており、前記可動側枠部の線径が、前記可動側横棒の線径に比
べて大きく設定されている洗浄用スポンジの水切りラックである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の１又はそれ以上の実施形態によれば、水切り時間を短縮することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本実施の形態に係る洗浄用スポンジの水切りラックを示す分解斜視図で
ある。
【図２】図２（Ａ）は、図１に示される可動ラックが起立位置に配置された状態の洗浄用
スポンジの水切りラックを示す側面図であり、図２（Ｂ）は、図２（Ａ）に示される可動
ラックが傾倒位置に配置され且つ洗浄用スポンジを固定ラックと可動ラックとの間で保持
した状態を示す側面図であり、図２（Ｃ）は、図２（Ｂ）に示される状態から可動ラック
を起立位置側へ回動して洗浄用スポンジを絞った状態を示す側面図である。
【図３】図３（Ａ）は、被取付部をシンク等の角部に設定した場合に、水切りラックのサ
イドフレーム部と被取付部との干渉状態を模式的に示す平面図であり、図３（Ｂ）は、図
３（Ａ）に示される状態から水切りラックの幅方向において吸盤の位置を調節して、サイ
ドフレーム部と被取付部との干渉状態を回避した状態を模式的に示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を用いて本実施の形態に係る洗浄用スポンジの水切りラック１０（以下、単
に「水切りラック１０」という）について説明する。なお、図面において、適宜示される
矢印ＵＰ、矢印ＦＲ，矢印ＲＨは、それぞれ水切りラック１０の上方側、前方側、右方側
（幅方向一方側）を示している。そして、以下の説明に用いられる上下、前後、左右の方
向は、特に断りのない限り、水切りラック１０の上下、前後、左右を示している。
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【００１５】
　図１に示されるように、水切りラック１０は、固定ラック２０と、可動ラック４０と、
を含んで構成されており、固定ラック２０及び可動ラック４０によって洗浄用スポンジＳ
（図２（Ｂ）参照）を前後方向に挟んで挟持（保持）するようになっている。以下、水切
りラック１０の各構成について説明する。
【００１６】
（固定ラック２０について）
　固定ラック２０は、固定ラック２０の外周部を構成する「固定側枠部」としての固定側
枠フレーム２２と、固定側枠フレーム２２に固定された固定側水切り部２４と、を含んで
構成されている。
【００１７】
　固定側枠フレーム２２は、略丸棒状を成すワイヤなどの部材によって構成されると共に
、前方側から見た正面視で、下側へ開放された略逆Ｕ字形状に屈曲されている。具体的に
は、固定側枠フレーム２２は、固定側枠フレーム２２の上端部を構成し且つ左右方向に延
在されたアッパフレーム部２２Ｕと、アッパフレーム部２２Ｕの長手方向両端部から下方
側へ延出された一対のサイドフレーム部２２Ｓと、を含んで構成されている。そして、固
定側枠フレーム２２（すなわち、固定ラック２０）の左右方向の寸法が、上下方向に寸法
よりも大きく設定されている。
【００１８】
　また、一対のサイドフレーム部２２Ｓの下端部の各々には、後述する可動ラック４０を
傾動（回動）可能に支持するための「支持部」としての第１支持部２２Ａが一体に形成さ
れている。この第１支持部２２Ａは、側面視で上方側へ開放された略Ｕ字形状に屈曲され
て、第１支持部２２Ａの前部がサイドフレーム部２２Ｓに対して前側に配置されている。
さらに、一対のサイドフレーム部２２Ｓの下端部には、第１支持部２２Ａの前側の位置に
おいて、後述する可動ラック４０を傾動可能に支持するための「支持部」としての第２支
持部２２Ｂが一体に形成されており、第２支持部２２Ｂは、側面視で上方側へ開放された
略Ｕ字形状に屈曲されている。そして、第１支持部２２Ａの前部における上端部と、第２
支持部２２Ｂの後部における上端部と、が、連結部２２Ｃによって連結されており、連結
部２２Ｃは、側面視で下側へ開放された略半円弧に湾曲されている。
【００１９】
　固定側水切り部２４は、略丸棒状を成す複数のワイヤなどの部材によって構成されると
共に、これら部材によって格子状（網目状）に形成されている。具体的には、固定側水切
り部２４は、左右方向に延在された複数の「固定側横棒」としての固定側水切り横棒２６
と、上下方向に延在された複数の固定側水切り縦棒２８（広義には、「固定側縦棒」とし
て把握される要素である）と、を含んで構成されている。
【００２０】
　複数の固定側水切り横棒２６は、固定側枠フレーム２２の前側に隣接し、上下方向に所
定の間隔を空けて並んで配置されている。そして、固定側水切り横棒２６の長手方向両端
部が、固定側枠フレーム２２のサイドフレーム部２２Ｓに溶接等によって固定支持されて
いる。
【００２１】
　複数の固定側水切り縦棒２８は、固定側水切り横棒２６の後側に隣接し、左右方向に所
定の間隔を空けて並んで配置されている。そして、固定側水切り縦棒２８の上端部が、上
側へ向かうに従い後側へ斜めに屈曲されて、固定側枠フレーム２２のアッパフレーム部２
２Ｕに溶接等によって固定されている。一方、固定側水切り縦棒２８の下端部が、複数の
固定側水切り横棒２６の内の最も下側に配置された固定側水切り横棒２６に溶接等によっ
て固定されている。さらに、固定側水切り縦棒２８は、複数の固定側水切り横棒２６と交
差する部位において、当該交差する固定側水切り横棒２６に溶接等によって固定されてい
る。
【００２２】
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　固定側水切り横棒２６及び固定側水切り縦棒２８の線径（直径）は、同じに設定されて
おり、前述した固定側枠フレーム２２の線径（直径）が、固定側水切り横棒２６及び固定
側水切り縦棒２８の線径に比べて大きく設定されている。
【００２３】
　さらに、固定ラック２０は、上方側から見た平面視で略矩形枠状を成すストッパ部材３
０を有しており、ストッパ部材３０の後端部が、複数の固定側水切り横棒２６の内の下部
に配置された固定側水切り横棒２６の１本によって構成されている。具体的には、ストッ
パ部材３０が、ストッパ部材３０を構成する固定側水切り横棒２６の長手方向両端部から
前方側へ延出された一対のサイドストッパ部３０Ｓと、一対のサイドストッパ部３０Ｓの
前端部を連結し且つ左右方向に延在されたフロントストッパ部３０Ｆと、を含んで構成さ
れている。また、ストッパ部材３０の幅寸法は、固定側枠フレーム２２の幅寸法よりも大
きく設定されており、サイドストッパ部３０Ｓが、固定側枠フレーム２２よりも幅方向外
側に配置されている。すなわち、ストッパ部材３０を構成する固定側水切り横棒２６の長
手方向の長さが、他の固定側水切り横棒２６の長手方向の長さに比べて長く設定されてい
る。
【００２４】
　また、固定側水切り部２４には、左右に対を成す吸盤５０（本発明における「他の部材
」に対応）が固定側水切り部２４の上部及び下部にそれぞれ取付けられている。すなわち
、本実施の形態では、４つの吸盤５０が固定側水切り部２４に取付けられている。具体的
には、吸盤５０の取付部５０Ａが、上下に隣り合う固定側水切り横棒２６の間に配置され
て、吸盤５０が固定側水切り部２４に対して後方側に突出されている。そして、台所など
のシンクの被取付部６０（図２参照）に吸盤５０を吸着させることで、固定ラック２０が
吸盤５０によって被取付部６０に取付けられている。
【００２５】
　（可動ラック４０について）
　可動ラック４０は、固定ラック２０における固定側水切り部２４の前側に配置されてい
る（図２参照）。この可動ラック４０は、可動ラック４０の外周部を構成する「可動側枠
部」としての可動側枠フレーム４２と、可動側枠フレーム４２に固定された可動側水切り
部４４と、を含んで構成されている。
【００２６】
　可動側枠フレーム４２は、略丸棒状を成すワイヤなどの部材によって構成されると共に
、正面視で略矩形枠状に形成されている。具体的には、可動側枠フレーム４２が、可動側
枠フレーム４２の上端部を構成し且つ左右方向に延在されたアッパフレーム部４２Ｕと、
アッパフレーム部４２Ｕの長手方向両端部から下方側へ延出された一対のサイドフレーム
部４２Ｓと、一対のサイドフレーム部４２Ｓの下端部を連結し且つ左右方向に延在された
ロアフレーム部４２Ｌと、を含んで構成されている。そして、一対のサイドフレーム部４
２Ｓの上端部が、上側へ向かうに従い前側へ斜めに傾斜するように屈曲されており、アッ
パフレーム部４２Ｕが、ロアフレーム部４２Ｌよりも前方側に配置されている。
【００２７】
　さらに、可動側枠フレーム４２の幅寸法は、固定ラック２０（の固定側枠フレーム２２
）の幅寸法よりも大きく設定されると共に、固定ラック２０のストッパ部材３０の幅寸法
よりも小さく設定されている。そして、可動側枠フレーム４２（可動ラック４０）が、ス
トッパ部材３０の内部に上方側から挿入されると共に（図１に示される矢印参照）、可動
側枠フレーム４２のロアフレーム部４２Ｌが、第１支持部２２Ａ又は第２支持部２２Ｂの
内部に上方側から挿入されている。これにより、図２（Ａ）に示されるように、ロアフレ
ーム部４２Ｌが第１支持部２２Ａの底部又は第２支持部２２Ｂの底部によって下方側から
支持されて（図２（Ａ）では、ロアフレーム部４２Ｌが、第１支持部２２Ａの底部に支持
されている）、可動側枠フレーム４２（可動ラック４０）が、ロアフレーム部４２Ｌの軸
回りに固定ラック２０に傾動（回動）可能に支持されている。
【００２８】
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　具体的には、可動側枠フレーム４２（可動ラック４０）が、固定ラック２０の前側にお
いて起立した起立位置（図２（Ａ）に示される位置）と、起立位置に対してロアフレーム
部４２Ｌの軸回りに前側へ傾倒した傾倒位置（図２（Ｂ）に示される位置）と、の間を、
傾動（回動）可能に構成されている。そして、図２（Ｂ）に示されるように、可動側枠フ
レーム４２（可動ラック４０）が傾倒位置に配置された状態では、可動側枠フレーム４２
が、ストッパ部材３０におけるフロントストッパ部３０Ｆに当接して、可動ラック４０の
傾倒位置からの前側への傾動が制限される構成になっている。なお、可動ラック４０が固
定ラック２０に傾動（回動）可能に支持された状態では、左右方向において可動側枠フレ
ーム４２とサイドストッパ部３０Ｓとの間には若干の隙間が形成されている。これにより
、可動ラック４０の傾動（回動）が許容される構成になっている。そして、可動側枠フレ
ーム４２がサイドストッパ部３０Ｓに当接することで、可動ラック４０の左右方向の移動
が、サイドストッパ部３０Ｓによって制限されて、可動ラック４０の固定ラック２０から
の脱落を抑制する構成になっている。
【００２９】
　図１に示されるように、可動側水切り部４４は、固定側水切り部２４と同様に、略丸棒
状の複数のワイヤなど部材によって構成されると共に、これら部材によって格子状（網目
状）に形成されている。具体的には、可動側水切り部４４は、左右方向に延在された複数
の「可動側横棒」としての可動側水切り横棒４６と、可動側枠フレーム４２におけるサイ
ドフレーム部４２Ｓの長手方向に沿って延在された複数の可動側水切り縦棒４８（広義に
は、「可動側縦棒」として把握される要素である）と、を含んで構成されている。
【００３０】
　複数の可動側水切り横棒４６は、可動側枠フレーム４２の後側に隣接し、上下方向に所
定の間隔を空けて並んで配置されている。そして、可動側水切り横棒４６の長手方向両端
部が、可動側枠フレーム４２のサイドフレーム部４２Ｓに溶接等によって固定支持されて
いる。
【００３１】
　複数の可動側水切り縦棒４８は、可動側水切り横棒４６の前側に隣接し、左右方向に所
定の間隔を空けて並んで配置されている。また、可動側水切り縦棒４８の上端部は、サイ
ドフレーム部４２Ｓの上端部に対応して、側面視で上側へ向かうに従い前側へ斜めに屈曲
されて、可動側枠フレーム４２のアッパフレーム部４２Ｕに溶接等によって固定されてい
る。一方、可動側水切り縦棒４８の下端部が、複数の可動側水切り横棒４６の内の最も下
側に配置された可動側水切り横棒４６に溶接等によって固定されている。さらに、可動側
水切り縦棒４８は、複数の可動側水切り横棒４６と交差する部位において、当該交差する
可動側水切り横棒４６に溶接等によって固定されている。
【００３２】
　また、可動側水切り横棒４６及び可動側水切り縦棒４８の線径（直径）は、同じに設定
されており、可動側枠フレーム４２の線径（直径）が、可動側水切り横棒４６及び可動側
水切り縦棒４８の線径に比べて大きく設定されている。さらに、本実施の形態では、可動
側枠フレーム４２の線径と固定側枠フレーム２２の線径とが同じに設定されており、可動
側水切り横棒４６及び可動側水切り縦棒４８の線径と、固定側水切り横棒２６及び固定側
水切り縦棒２８の線径と、が同じに設定されている。
【００３３】
　さらに、可動ラック４０が起立位置に配置された状態では、可動ラック４０の可動側水
切り横棒４６と固定ラック２０の固定側水切り横棒２６とが、上下方向に交互に並ぶよう
に、可動側枠フレーム４２に対する可動側水切り横棒４６の位置及び固定側枠フレーム２
２に対する固定側水切り横棒２６の位置が設定されている（図２（Ｂ）参照）。
【００３４】
（作用及び効果について）
　次に、本実施の形態の作用及び効果について説明する。
　上記のように構成された水切りラック１０は、固定ラック２０を有しており、固定ラッ
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ク２０が、吸盤５０を介して被取付部６０に取付けられている。また、水切りラック１０
は、可動ラック４０を有しており、可動ラック４０のロアフレーム部４２Ｌが、固定ラッ
ク２０の第１支持部２２Ａに支持されて、可動ラック４０が傾動（回動）可能に固定ラッ
ク２０に支持されている。
【００３５】
　そして、図２（Ｂ）に示されるように、水切りラック１０によって洗浄用スポンジＳを
水切りするときには、水切りラック１０の可動ラック４０を、傾倒位置に配置させて、固
定ラック２０に対して前傾した姿勢にする。これにより、固定ラック２０と可動ラック４
０との間には、側面視で上方側へ開放された略Ｖ字形を成す空間が形成される。
【００３６】
　そして、固定ラック２０と可動ラック４０との間の空間内に、洗浄用スポンジＳを上方
側から挿入する。このため、洗浄用スポンジＳの下端部が、固定ラック２０（の固定側水
切り部２４）と可動ラック４０（の可動側水切り部４４）とよって前後方向に挟み込まれ
て、洗浄用スポンジＳが固定側水切り部２４及び可動側水切り部４４によって保持される
。
【００３７】
　この状態において、使用者が、可動ラック４０における可動側枠フレーム４２のアッパ
フレーム部４２Ｕを把持して、可動ラック４０を傾倒位置から起立位置側（図２（Ｂ）の
矢印Ａ方向側）へ回動させる。これにより、図２（Ｃ）に示されるように、洗浄用スポン
ジＳが、固定ラック２０（の固定側水切り部２４）と可動ラック４０の（可動側水切り部
４４）とよって前後方向に押し潰されて（絞られて）、圧縮変形（弾性変形）する。その
結果、洗浄用スポンジＳ内の水等の液体が、洗浄用スポンジＳから排出されて、水切りラ
ック１０から下方側へ流出される。
【００３８】
　そして、可動ラック４０の傾倒位置から起立位置側への回動を複数回繰り替えした後に
、可動ラック４０を傾倒位置に配置することで、絞り後の洗浄用スポンジＳが、可動ラッ
ク４０及び固定ラック２０によって保持される。これにより、絞り後の洗浄用スポンジＳ
を水切りラック１０によって保持した状態で放置することで、洗浄用スポンジＳの水切り
を行う。
【００３９】
　このように、本実施の形態の水切りラック１０によれば、固定ラック２０と、固定ラッ
ク２０に傾動可能に支持された可動ラック４０と、を含んで構成されており、可動ラック
４０が、固定ラック２０の前側において起立した起立位置と、起立位置から前傾した傾倒
位置と、の間を傾動（回動）可能に、固定ラック２０に支持されている。これにより、上
述のように、固定ラック２０及び可動ラック４０によって洗浄用スポンジＳを保持（挟持
）した状態で、可動ラック４０を傾倒位置から起立位置へ回動させることで、水切りラッ
ク１０によって、洗浄用スポンジＳを絞ることができると共に、絞った後の洗浄用スポン
ジＳを水切りすることができる。すなわち、水切りラック１０が、洗浄用スポンジＳに対
する絞り機能と、絞った後の洗浄用スポンジＳに対する水切り機能と、の２つの機能を有
している。したがって、洗浄用スポンジＳに対して絞り機能を備えていない水切りラック
を用いて、洗浄用スポンジＳを水切りする場合（洗浄用スポンジＳを絞らない状態で、水
切りラックに洗浄用スポンジＳを放置する場合）と比べて、洗浄用スポンジＳに対する水
切り時間を短縮することができる。
【００４０】
　また、本実施の形態の水切りラック１０によれば、使用者の手が洗浄用スポンジＳに触
れることなく、洗浄用スポンジＳを水切りラック１０によって絞ることができる。このた
め、使用後の洗浄用スポンジＳを手によって絞りたくない使用者に対しては、利便性を向
上することができる。
【００４１】
　さらに、本実施の形態の水切りラック１０によれば、例えば、除菌剤を用いて洗浄用ス
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ポンジＳを除菌する場合に、除菌剤が使用者の手に付着することを抑制しつつ、洗浄用ス
ポンジＳを除菌することができる
　すなわち、除菌剤を用いて洗浄用スポンジＳを除菌する場合には、除菌剤を洗浄用スポ
ンジＳの全体に満遍なく行き渡らせるために、除菌剤を塗布した後の洗浄用スポンジＳを
絞って、その後に、洗浄用スポンジＳを所定の場所に放置して洗浄用スポンジＳを除菌す
る方法がある。このとき、仮に、除菌剤を塗布した後の洗浄用スポンジＳを使用者の手に
よって絞ると、使用者の手に除菌剤が付着する。このため、使用者が手を洗って、手に付
着した除菌剤を落す必要がある。これにより、使用者に対する除菌作業が煩雑になる。
【００４２】
　これに対して、本実施の形態の水切りラック１０を用いて洗浄用スポンジＳを除菌する
場合には、固定ラック２０及び可動ラック４０によって洗浄用スポンジＳを保持（挟持）
した状態で、洗浄用スポンジＳに除菌剤を塗布する。そして、除菌剤の塗布後の洗浄用ス
ポンジＳに対して、可動ラック４０を傾倒位置から起立位置側へ回動させることで、洗浄
用スポンジＳが絞られて、除菌剤が洗浄用スポンジＳの全体に満遍なく行き渡るようにな
る。この状態で、水切りラック１０の可動ラック４０と固定ラック２０との間に洗浄用ス
ポンジＳを放置することで、洗浄用スポンジＳに対する除菌が行われる。
　これにより、本実施の形態の水切りラック１０によれば、除菌剤を洗浄用スポンジＳの
全体に満遍なく行き渡らせるときには、可動ラック４０と固定ラック２０とによって洗浄
用スポンジＳを絞るため、使用者の手に除菌剤が付着することを抑制できる。したがって
、除菌剤が使用者の手に付着することを抑制しつつ、洗浄用スポンジＳを除菌することが
できる。
【００４３】
　また、水切りラック１０における固定ラック２０の下端部には、可動ラック４０のロア
フレーム部４２Ｌを傾動（回動）可能に支持する第１支持部２２Ａ及び第２支持部２２Ｂ
が設けられており、第２支持部２２Ｂが第１支持部２２Ａの前側に配置されている。すな
わち、第１支持部２２Ａ及び第２支持部２２Ｂが前後方向に並んで配置されている。この
ため、第２支持部２２Ｂによってロアフレーム部４２Ｌを支持するときには、第１支持部
２２Ａによってロアフレーム部４２Ｌを支持する場合と比べて、可動ラック４０を固定ラ
ック２０に対して前方側に配置して、前後方向における固定ラック２０と可動ラック４０
との間の空間を大きくすることができる。その結果、例えば、ロアフレーム部４２Ｌを第
２支持部２２Ｂによって支持することで、比較的厚みの厚い洗浄用スポンジＳを水切りラ
ック１０によって水切りすることができる。したがって、水切りラック１０では、各種厚
みの異なる洗浄用スポンジＳに対応して水切りを行うことができる。
【００４４】
　さらに、固定ラック２０には、矩形枠状のストッパ部材３０が設けられており、傾倒位
置に配置された可動ラック４０が、ストッパ部材３０のフロントストッパ部３０Ｆに当接
されて、傾倒位置における可動ラック４０の前側への傾動が制限される。また、可動ラッ
ク４０がストッパ部材３０の一対のサイドストッパ部３０Ｓに当接されることで、左右方
向における可動ラック４０の移動が制限される。これにより、簡易な構成で、可動ラック
４０を傾倒位置に保持することができると共に、可動ラック４０の固定ラック２０からの
脱落を抑制できる。
【００４５】
　また、固定ラック２０が、固定側枠フレーム２２と、固定側枠フレーム２２に支持され
且つ左右方向に延在された複数の固定側水切り横棒２６と、を含んで構成されており、可
動ラック４０が、可動側枠フレーム４２と、可動側枠フレーム４２に支持され且つ左右方
向に延在された複数の可動側水切り横棒４６と、を含んで構成されている。これにより、
例えば、固定ラック２０及び可動ラック４０を板状（プレート状）の部材によって構成す
る場合と比較して、水切りラック１０の軽量化を図ることができる。
【００４６】
　さらに、可動ラック４０の起立位置では、固定ラック２０の固定側水切り横棒２６と可
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動ラック４０の可動側水切り横棒４６とが、上下方向に交互に配置されている。これによ
り、可動ラック４０を傾倒位置から起立位置側へ回動させたときには、上下方向に交互に
配置される固定側水切り横棒２６及び可動側水切り横棒４６によって、洗浄用スポンジＳ
が前後に挟み込まれて絞られる。このため、固定側水切り横棒２６及び可動側水切り横棒
４６によって絞られる洗浄用スポンジＳの部位の上下間隔を比較的狭くすることができる
。これにより、固定側水切り横棒２６及び可動側水切り横棒４６によって洗浄用スポンジ
Ｓを効率よく絞ることができる。
【００４７】
　また、固定ラック２０では、固定側枠フレーム２２の線径が、固定側水切り部２４を構
成する固定側水切り横棒２６及び固定側水切り縦棒２８の線径と比べて大きく設定されて
いる。これにより、固定側水切り部２４を支持する固定側枠フレーム２２の強度を高く構
成することができる。また、可動ラック４０においても、可動側枠フレーム４２の線径が
、可動側水切り部４４を構成する可動側水切り横棒４６及び可動側水切り縦棒４８の線径
と比べて大きく設定されている。これにより、可動側水切り部４４を支持する可動側枠フ
レーム４２の強度を高く構成することができる。その結果、可動ラック４０を傾倒位置か
ら起立位置側へ回動させて、水切りラック１０によって洗浄用スポンジＳを絞るときに、
固定ラック２０及び可動ラック４０が歪むことを抑制することができる。したがって、水
切りラック１０によって洗浄用スポンジＳを良好に絞ることができる。
【００４８】
　さらに、水切りラック１０では、吸盤５０の取付部５０Ａが、上下に隣り合う固定側水
切り横棒２６の間に配置されている。このため、水切りラック１０（固定ラック２０）の
幅方向（左右方向）における吸盤５０の固定ラック２０に対する位置を調節しながら、水
切りラック１０を被取付部６０に取付けることができる。これにより、例えば、被取付部
６０をシンク等の角部とした場合には、固定ラック２０の幅方向（左右方向）における吸
盤５０の固定ラック２０に対する位置を調節することで、水切りラック１０をシンク等の
角部に取付ることができる。
【００４９】
　すなわち、図３（Ａ）に示されるように、水切りラック１０をシンク等の角部に取付け
たいときに、固定ラック２０のサイドフレーム部２２Ｓがシンク等の側面（被取付部６０
）に当る場合がある。この状態で、固定ラック２０を、吸盤５０を介してシンク等の角部
に取付けると、吸盤５０がシンク等の角部から容易に外れる可能性がある。
　このため、図３（Ｂ）に示されるように、吸盤５０を固定ラック２０の幅方向外側（図
３（Ｂ）の矢印参照）に配置することで、固定ラック２０をシンク等の側面（被取付部６
０）から離間させて、被取付部６０とサイドフレーム部２２Ｓとの間に吸盤５０を配置す
ることができる。これにより、サイドフレーム部２２Ｓとシンクとの干渉を抑制しつつ、
水切りラック１０をシンク等の角部に取付けることができる。したがって、水切りラック
１０をシンク等の角部に有効に取付けることができる。
【００５０】
　なお、本実施の形態では、固定ラック２０の固定側水切り横棒２６が固定側枠フレーム
２２の前側に隣接して配置されており、可動ラック４０の可動側水切り横棒４６が可動側
枠フレーム４２の後側に隣接して配置されている。これに代えて、固定側水切り横棒２６
を固定側枠フレーム２２の後側に隣接して配置してもよいし、可動側水切り横棒４６を可
動側枠フレーム４２の前側に隣接して配置してもよい。
【００５１】
　また、本実施の形態では、可動ラック４０の起立位置において、固定ラック２０の固定
側水切り横棒２６と可動ラック４０の可動側水切り横棒４６とが、上下方向に交互に配置
されているが、固定側水切り横棒２６の上下位置や可動側水切り横棒４６の上下位置は、
任意に変更可能である。例えば、可動ラック４０の起立位置において、可動側水切り横棒
４６の上下位置と固定側水切り横棒２６の上下位置とが、一致するように設定してもよい
。
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【００５２】
　また、本実施の形態では、固定側枠フレーム２２の線径が、固定側水切り横棒２６及び
固定側水切り縦棒２８の線径と比べて大きく設定されているが、固定側水切り横棒２６及
び固定側水切り縦棒２８の線径は任意に変更可能である。例えば、固定側水切り横棒２６
及び固定側水切り縦棒２８の線径を、固定側枠フレーム２２の線径と同じ線径に設定しも
よい。また、これと同様に、可動側水切り横棒４６及び可動側水切り縦棒４８の線径を、
可動側枠フレーム４２の線径と同じ線径に設定しもよい。
【００５３】
　また、本実施の形態では、固定ラック２０が、可動ラック４０を支持する２箇所の支持
部（第１支持部２２Ａ及び第２支持部２２Ｂ）を有しているが、固定ラック２０における
第２支持部２２Ｂを省略してもよい。すなわち、固定ラック２０における可動ラック４０
を支持する支持部を１箇所にしてもよい。また、可動ラック４０を支持する支持部を、固
定ラック２０に３箇所以上設けて、当該支持部を前後方向に並べて配置してもよい。
【００５４】
　また、本実施の形態では、固定ラック２０の固定側水切り部２４及び可動ラック４０の
可動側水切り部４４が、格子状（網目状）に形成されているが、固定側水切り部２４及び
可動側水切り部４４の形態はこれに限らない。例えば、固定側水切り部２４及び可動側水
切り部４４を略矩形プレート状に形成すると共に、プレート状の固定側水切り部２４及び
可動側水切り部４４に水切り用の複数の孔部を形成してもよい。
【００５５】
　また、本実施の形態では、固定ラック２０の幅寸法が、上下方向の寸法よりも大きく設
定されている（すなわち、水切りラック１０が、横長構造になっている）。これに代えて
、固定ラック２０の幅寸法を、上下方向の寸法よりも小さく設定して、水切りラック１０
を縦長構造にしてもよい。これにより、図３（Ｂ）に示したようなシンク等の角部に水切
りラック１０を取付ける場合に、当該角部の半径が比較的小さいときでも、水切りラック
１０をシンク等の角部に対応して取付けることができる。
【符号の説明】
【００５６】
１０          洗浄用スポンジの水切りラック
２０          固定ラック
２２          固定側枠フレーム（固定側枠部）
２２Ｕ        アッパフレーム部
２２Ｓ        サイドフレーム部
２２Ａ        第１支持部（支持部）
２２Ｂ        第２支持部（支持部）
２２Ｃ        連結部
２４          固定側水切り部
２６          固定側水切り横棒（固定側横棒）
２８          固定側水切り縦棒
３０          ストッパ部材
３０Ｓ        サイドストッパ部
３０Ｆ        フロントストッパ部
４０          可動ラック
４２          可動側枠フレーム（可動側枠部）
４２Ｕ        アッパフレーム部
４２Ｓ        サイドフレーム部
４２Ｌ        ロアフレーム部
４４          可動側水切り部
４６          可動側水切り横棒（可動側横棒）
４８          可動側水切り縦棒
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５０          吸盤（他の部材）
５０Ａ        取付部
６０          被取付部
Ｓ            洗浄用スポンジ
 

【図１】 【図２】
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【図３】
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