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(57)【要約】
【課題】　水面下に超音波振動子を配置した水槽の水中
へ被洗浄物を搬送コンベヤでもって連続的に又は間欠的
に水平に搬出入できて効率的な洗浄が行え、しかも通過
する開口部からの水槽の洗浄水の排出量を低く抑えて小
型化する。
【解決手段】　側壁の左右に開口部２，３を設けた水槽
１内に超音波振動子７を上下及び前後に対向するように
設け、開口部２，３を介して被洗浄物を収容するネット
トレー５ｆが通過するように搬送コンベヤ５を設け、各
開口部に上下動するシャッター４と水吹出ノズル８を設
け、水槽１の外側に未洗浄の洗浄物を収容したネットト
レー５ｆを搬送コンベヤ５に取り付ける投入ステーショ
ン１１と、水槽で洗浄したネットトレー５ｆ及び被洗浄
物にリンス液を吹付けその後空気を吹付けて乾燥させる
仕上げステーション（乾燥室１０）と、洗浄処理完了し
たネットトレー５ｆを搬送コンベヤ５から取り外す回収
ステーション１２とを設ける。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洗浄水を貯える水槽の左右の槽壁に開口部を設け、同開口部を介して被洗浄物を載置し
た状態で水槽内に搬入し又反対側から搬出し、且つ水が上下に透過できる搬送コンベヤを
設け、開口部の位置における搬送コンベヤと開口部周縁との隙間面積を減少できる開閉自
在なシャッターを設け、水槽内の搬送コンベヤの上・下・前又は後方に超音波振動子を１
個又は複数個配置し、搬送コンベヤの水槽外の位置に、被洗浄物をコンベヤに載せる投入
ステーションと、コンベヤ上の洗浄後の被洗浄物を回収する回収ステーションとを設け、
搬送コンベヤを送る駆動装置を備えたことを特徴とする超音波洗浄装置。
【請求項２】
　搬送コンベヤが厚みの薄いネットコンベヤである、請求項１記載の超音波洗浄装置。
【請求項３】
　搬送コンベヤが、前後一対の無端ワイヤ・無端ロープ・無端ベルト又は無端チェーンの
無端索体と、前後一対の無端索体間に送り方向に所定ピッチ毎に掛け渡された被洗浄物を
載置する通水性ある被洗浄物収容用トレーとからなる、請求項１記載の超音波洗浄装置。
【請求項４】
　下降して閉状態となるシャッターの下縁とこれと対向する開口部の下辺縁の形状が、開
口部位置の搬送コンベヤに間隙少なく近接してこれを包被する形状に整形され、間隙から
の洗浄水の排出量を少なくする、請求項１記載の超音波洗浄装置。
【請求項５】
　水吹出ノズルが、搬送コンベヤの下方の開口部周辺の水槽外壁に設けられ、同水吹出ノ
ズルからの洗浄水が搬送コンベヤを突き抜けて閉じた上方にあるシャッター内側に向けて
水膜状に吹き出し、隙間からの水の流出を水膜により少なくできるようにしたものである
、請求項１～４何れかに記載の超音波洗浄装置。
【請求項６】
　水槽と回収ステーションの中間位置に、搬送コンベヤ上の被洗浄物に向けて清浄水・リ
ンス液・殺菌液又は高温蒸気の仕上げ洗浄用液体を噴射する仕上げ洗浄ノズルと、被洗浄
物に向けて乾燥空気を噴射して被洗浄物表面を乾燥させる空気吹出ノズルとを独立して作
動できるように設けた仕上げステーションを配置した、請求項１～５何れかに記載の超音
波洗浄装置。
【請求項７】
　水槽内での被洗浄物の洗浄工程と、仕上げステーションにある被洗浄物の仕上げ洗浄又
は乾燥の工程とが同時になされるように、水槽と仕上げステーションとで各工程を受ける
被洗浄物の配置位置の間隔をもって被洗浄物を投入ステーションで搬送コンベヤ上に間欠
的に載置する、請求項６記載の超音波洗浄装置。
【請求項８】
　水槽内の超音波振動子が、搬送コンベヤを挟んで上下対向するように又は前後に対向す
るように複数配置された、請求項１～７何れかに記載の超音波洗浄装置。
【請求項９】
　シャッターの閉状態で搬送コンベヤが水槽内の被洗浄物又はそれを収容したトレーがシ
ャッター内面又は水槽内周面と接触しない振幅をもって搬送方向に水槽内部で所定時間往
復動するように制御された、請求項１～８何れかに記載の超音波洗浄装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、産業機械の部品、手術・治療に用いる医療用器具、生活用具、半導体装置等
の物品を、コンベヤを使用して洗浄水を満たした水槽に間欠的に又は連続的に送り、出入
させて、水槽内で超音波振動子を作動して物品を超音波洗浄するための装置である。
【背景技術】
【０００２】
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　これら物品を、洗浄水の水槽内に入れて超音波振動子を作動させて超音波洗浄する装置
として、眼鏡洗浄装置が広く知られている。この装置は、水槽内に眼鏡等の物品を入れて
洗浄水に超音波振動を生起し、眼鏡表面に付着した汚れ・油脂を除去する装置である。
　しかしながら、この装置では眼鏡の被洗浄物は水槽内に下降させられて洗浄水内に浸さ
れて超音波洗浄され、その後引き上げる工程の作業を行うもので、１個，２個の眼鏡洗浄
では充分に実用的であるが、多数の被洗浄物を洗浄するには被洗浄物の出入れの作業に時
間がかかり、多量の被洗浄物の洗浄処理では処理時間が長くなるという問題点がある。こ
れを解消するために複数の被洗浄物を水槽内に同時に上下させて出入れする昇降装置を設
ければ、その昇降装置分だけ構造が複雑に且つ大型化し、又昇降装置と被洗浄物の供給・
排出の搬送コンベヤとの間に移載装置が必要となるという問題点がある。
【０００３】
　更に、被洗浄物を搬送コンベヤに載せて連続的に洗浄水槽内に出入れして洗浄する装置
として、一本の搬送コンベヤを水槽内に向けて下向きに緩やかに傾斜し、水槽の洗浄水中
に被洗浄物を浸して洗浄した後に上向きに緩やかに傾斜して水槽から被洗浄物を引き上げ
る構造の連続洗浄装置もあるが、これでは搬送コンベヤの緩やかな下向きのコンベヤの進
入長さと、緩やかな上向きのコンベヤの退去長さのコンベヤ部分が必要となり、コンベヤ
送り方向に長い搬送コンベヤが必要となり、やはり大型化するものであった。
【０００４】
　従来の別の超音波洗浄装置として、水槽の水面下となる前後の各側壁に開口部を設け、
同開口部を介して被洗浄物を載置して水槽内を通過させる通水性のある搬送コンベヤを配
置し、同開口部からの水の排出量を抑えるために開口部内側に略平行に強い噴水を与えて
水カーテンを水槽内開口部近くに形成させ、排水量を抑え、被洗浄物を水槽内に同搬送コ
ンベヤで連続的に略水平に送り込み、水槽内の超音波振動子によって連続的に且つ多数個
洗浄する装置が知られている。この技術は特開平４－１７６３７９号公報で公知である。
この装置では、被洗浄物の水槽内への搬入・搬出は円滑にでき、多数の被洗浄物の連続洗
浄を可能にした。
【０００５】
　しかしながら、水槽の開口部の上下寸法は搬送コンベヤとその上の被洗浄物を通過させ
るため１０ｃｍ程の大きいものとなっていた。水槽の水面レベルをこの開口部より高く維
持して被洗浄物及び超音波振動子を水中に浸すようにするため、この開口部からの水槽内
の洗浄水の排出量はきわめて多量となり、その分水カーテンも強力なものが必要となり、
そのためまだ洗浄水の供給量もきわめて大きいものになっていて、装置全体が大型化して
いた。これでは、室内卓上で使う小型の洗浄装置とすることが難しいものであった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平４－１７６３７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明が解決しようとする課題は、従来のこれらの問題点を解消し、複数又は多数の被
洗浄物を連続的に又は間欠的に水槽中へ水平に搬入及び搬出でき、しかも水槽から排出す
る洗浄水の排水量及び給水量を大幅に低減でき、小型化できる超音波洗浄装置を提供する
ことにある。
【０００８】
　更には、他の課題は被洗浄物を隅なくムラなく洗浄できるようにすること、及び洗浄と
乾燥工程の処理を効率的に行って迅速に作業完了できるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　かかる課題を解決した本発明の構成は、
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１）　洗浄水を貯える水槽の左右の槽壁に開口部を設け、同開口部を介して被洗浄物を載
置した状態で水槽内に搬入し又反対側から搬出し且つ水が上下に透過できる搬送コンベヤ
を設け、開口部の位置における搬送コンベヤと開口部周縁との隙間面積を減少できる開閉
自在なシャッターを設け、水槽内の搬送コンベヤの上・下・前又は後方に超音波振動子を
１個又は複数個配置し、搬送コンベヤの水槽外の位置に、被洗浄物をコンベヤに載せる投
入ステーションと、コンベヤ上の洗浄後の被洗浄物を回収する回収ステーションとを設け
、搬送コンベヤを送る駆動装置を備えたことを特徴とする超音波洗浄装置
２）　搬送コンベヤが厚みの薄いネットコンベヤである、前記１）記載の超音波洗浄装置
３）　搬送コンベヤが、前後一対の無端ワイヤ・無端ロープ・無端ベルト又は無端チェー
ンの無端索体と、前後一対の無端索体間に送り方向に所定ピッチ毎に掛け渡された被洗浄
物を載置する通水性ある被洗浄物収容用トレーとからなる、前記１）記載の超音波洗浄装
置
４）　下降して閉状態となるシャッターの下縁とこれと対向する開口部の下辺縁の形状が
、開口部位置の搬送コンベヤに間隙少なく近接してこれを包被する形状に整形され、間隙
からの洗浄水の排出量を少なくする、前記１）記載の超音波洗浄装置
５）　水吹出ノズルが、搬送コンベヤの下方の開口部周辺の水槽外壁に設けられ、同水吹
出ノズルからの洗浄水が搬送コンベヤを突き抜けて閉じた上方にあるシャッター内側に向
けて水膜状に吹き出し、隙間からの水の流出を水膜により少なくできるようにしたもので
ある、前記１）～４）何れかに記載の超音波洗浄装置
６）　水槽と回収ステーションの中間位置に、搬送コンベヤ上の被洗浄物に向けて清浄水
・リンス液・殺菌液又は高温蒸気の仕上げ洗浄用液体を噴射する仕上げ洗浄ノズルと、被
洗浄物に向けて乾燥空気を噴射して被洗浄物表面を乾燥させる空気吹出ノズルとを独立し
て作動できるように設けた仕上げステーションを配置した、前記１）～５）何れかに記載
の超音波洗浄装置
７）　水槽内での被洗浄物の洗浄工程と、仕上げステーションにある被洗浄物の仕上げ洗
浄又は乾燥の工程とが同時になされるように、水槽と仕上げステーションとで各工程を受
ける被洗浄物の配置位置の間隔をもって被洗浄物を投入ステーションで搬送コンベヤ上に
間欠的に載置する、前記６）記載の超音波洗浄装置
８）　水槽内の超音波振動子が、搬送コンベヤを挟んで上下対向するように又は前後に対
向するように複数配置された、前記１）～７）何れかに記載の超音波洗浄装置
９）　シャッターの閉状態で搬送コンベヤが水槽内の被洗浄物又はそれを収容したトレー
がシャッター内面又は水槽内周面と接触しない振幅をもって搬送方向に水槽内部で所定時
間往復動するように制御された、前記１）～８）何れかに記載の超音波洗浄装置
にある。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、被洗浄物は搬送コンベヤによって水平に洗浄水槽の開口部を介して水
槽内に連続的に又は迅速に出入れでき、しかも搬送コンベヤの出入口となる前後の開口部
にはシャッターが設けられて、これによって被洗浄物の水槽内への搬入又は水槽からの搬
出の際はシャッターは開いて被洗浄物の出入れに必要な開口部の高さを確保し、洗浄中で
はシャッターは閉にしてシャッター又は開口部縁と搬送コンベヤとの間の間隙を小さくし
てそこからの排水量（給水量）を大幅に低減できた。しかも超音波振動子による単位水量
当たりの効果も高くできる。しかも構造が簡単であって小型化でき、手術室・治療室等室
内・机上で使用し易いものにできる。
【００１１】
　又、本発明で水槽外部に仕上げ洗浄と空気乾燥を行う仕上げステーションを配置し、し
かも搬送コンベヤ上の被洗浄物の載置間隔が仕上げステーションと水槽との距離と同じ間
隔で載置するようにすれば、被洗浄物の水槽内での洗浄工程と仕上げ工程とが同時に行え
、洗浄完了までの時間を短縮できる。更に、搬送コンベヤで往復動させるものでは、被洗
浄物を均一に隅なく洗浄できるものとする。
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【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は実施例を示す平面図である。
【図２】図２は実施例を示す説明図である。
【図３】図３は下降させたシャッターと水吹出ノズルを示す説明図である。
【図４】図４はシャッターの下降させて水吹出ノズルから水を吹き出している状態を示す
拡大断面図である。
【図５】図５はネットトレーの逆Ｕ字状係止金具と搬送コンベヤの連接棒との嵌挿状態を
示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明のシャッターは、開口部の上方又は下方だけ設け、他方は固定にしてもよいが、
開口部の上下それぞれに上下動して開閉できるシャッターを設けてもよい。シャッターは
電動、エア作動、油圧作動でもよく、その開閉は自動制御又は手操作でもよい。又はシャ
ッターを手動によって上下動させてもよい。更に、開口部位置の搬送コンベヤの部材がな
い部分において閉じる場合（往復動するものでは往復動しても搬送コンベヤの部材が開口
部に到らない場合）では、そのない部分においてシャッターの下縁と開口部の下辺縁とが
直接接触できる状態にして部分的に直接閉鎖するようにもできる。
【００１４】
　水槽内の洗浄水としては、不純物が少ない水、純水、洗浄剤を溶かした洗浄水又は酸素
・窒素ガス等のガスを溶存させた洗浄水等が使用できる。
【００１５】
　本発明の上下に水が透過できる搬送コンベヤとしては、コンベヤ面に被洗浄物を直接載
置できるネットコンベヤ、通水性のある多孔質のベルトコンベヤ、又は前後の無端索体間
に通水性があるように連接棒・ネット又は多孔性シートを送り方向に一定ピッチで取り付
ける構造のもの、又は前後の無端索体間に水透過性の被洗浄物収容トレーを一定ピッチで
固着又は脱着自在に取り付けるタイプのものがある。
　本発明の被洗浄物収容用トレーとしては、通水性があるネットトレーが一般的であり、
同ネットトレーを前後の無端索体に直接一定ピッチで固着又は脱着自在に取り付けること
もできる。又は通水性のある被洗浄物収容トレーを脱着自在に係止する係止金具を無端索
体に取り付けてもよいし、あるいは被洗浄物収容トレーを係止金具を介して前後の無端チ
ェーン間に連接された連接棒に脱着自在に取り付けて搬送コンベヤとしてもよい。
【００１６】
　又、本発明の洗浄用の水槽の近くに洗浄された収容用トレー又は被洗浄物をリンス液・
高温蒸気・殺菌液又は清浄水で洗い、空気を吹き付けて乾燥する仕上げステーションを設
けることが好ましい。特に同仕上げステーションを搬送コンベヤの水槽外の位置に配置し
て連続的に行えるのが好ましい。
【００１７】
　又、仕上げステーションでの仕上げ洗浄用ノズル及び乾燥の為の乾燥空気の噴射を行う
空気吹出ノズルは、搬送コンベヤの送り方向に直交方向（前後方向）に往復動させること
で、前後方向にも均一で隅なく仕上げ洗浄及び乾燥させることができる。
【００１８】
　次に、被洗浄物又はこれを収容したトレー・容器の搬送コンベヤ上の間隔は、仕上げス
テーションと水槽との距離と略同じにすることが好ましい。その距離とは、仕上げステー
ションの仕上げ洗浄・乾燥を受けている被洗浄物又はトレー・容器の位置と水槽内での超
音波洗浄を受けている被洗浄物又はトレー・容器の位置との距離で、複数の被洗浄物の場
合は、その載置している中間位置（中心位置）同士又はその載置の最右（最左）側位置同
士の距離である。この距離と同じピッチをもって、被洗浄物又はその収容トレー・容器を
投入ステーションで搬送コンベヤ上に載置する。搬送コンベヤが往復動するものはその振
幅の中心位置で測るとよい。
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【００１９】
　水槽中の超音波振動子は、搬送コンベヤを挟んで上下対向状態に又は左右対向状態に配
置することが好ましい。この対向配置によって超音波洗浄効果を大きく高める。又、洗浄
水中に溶存させた酸素ガス、窒素ガスを分解して過酸化水素、一酸化窒素等を生成して殺
菌効果を高める。この洗浄水中に酸素ガス、窒素ガスを溶存させる為に、水槽１の開口部
から洗浄水の流出を完全に止めずにある程度を落下させて空気中の酸素・窒素ガスを溶存
させることが好ましい。洗浄水の落下に代え、直接水槽中に空気を吹き込んでガス溶存さ
せてもよい。
【実施例】
【００２０】
　以下、本発明の実施例は、手術用器具を洗浄殺菌する卓上式超音波洗浄装置であり、以
下同実施例を図面に基づいて説明する。
　本実施例は、前面に透明ガラスの覗窓付扉（図示せず）を有する水槽１の左右の開口部
それぞれの水槽内面側に沿って電動シリンダーで上下動するシャッター４を設け、又開口
部２，３の下辺開口部周縁の外側に水吹出ノズル８を設け、開口部２，３の下辺から下降
したシャッター４内側に向けて洗浄水を水膜状に吹き出すようにしている。
　搬送コンベヤ５は、前後それぞれに一定間隔離して水平に配装された無端チェーン５ａ
の往路を左右の開口部２，３を通過するように懸架して水槽１内に配装されている。前後
の無端チェーン５ａ間に水平な連接棒５ｂ（ステーピン）が一定ピッチに連接され間隔を
維持している。又各無端チェーン５ａは、水平なガイドレール５ｈによって支持と案内が
なされている。搬送コンベヤ５の復路は、水槽１下方に配装されエンドレスとなっている
。
【００２１】
　そして、搬送コンベヤ５の送り方向に隣接する連接棒５ｂ上に剛性があって段積み可能
な金属製ネットトレー５ｆが乾燥室１０（仕上げステーション）と水槽１（洗浄ステーシ
ョン）との距離間隔で置かれる。同ネットトレー５ｆの下面に取り付けた逆Ｕ字状の係止
金具５ｇが前記連接棒５ｂに嵌挿されてネットトレー５ｆは脱着自在に固定されている。
このネットトレー５ｆの中に、手術用器具のナイフ・鉗子等の被洗浄物が載置される。
【００２２】
　又、実施例では、水槽１（洗浄ステーション）の外側の左右位置に投入ステーション１
１と乾燥室１０（仕上げステーション）と回収ステーション１２とを設けている。同投入
ステーション１１には、ネットトレー５ｆの段積み機１１ａがあって、未洗浄の被洗浄物
を収容したネットトレー５ｆを段積み状態で貯える。この段積みの最下段のネットトレー
５ｆを前後方向に複数対設けた左右対の爪１１ｂでもって保持している。この爪１１ｂは
、電動シリンダー１１ｃで水平に進退して段積み状態と最下段のネットトレー５ｆの開放
を可能にしている。又、投入ステーション１１の搬送コンベヤ５の下方には、前記段積み
機１１ａとの共役によってネットトレー５ｆを下から一時支持して、最下段のネットトレ
ー５ｆのみを下降させて搬送コンベヤ５の複数の連接棒５ｂ（ステーピン）上に置くトレ
ー昇降用電動シリンダー１１ｄを設けている。
【００２３】
　同様に、回収ステーション１２にも、投入ステーション１１に設けたものと同じ構造の
段積み機１２ａがあって、電動シリンダー１２ｃで水平に進退する左右一対の爪１２ｂが
前後方向に複数対設けられ、その下方にトレー昇降用電動シリンダー１２ｄを設けている
。
【００２４】
　水槽１内の超音波振動子７は、水槽１内の搬送コンベヤ５を挟むように上下に及び前後
に配置されている。水槽１内の洗浄水の水面は、その超音波振動面より上方にくるように
洗浄水が下方からポンプ９ｄで給水されている。水槽１の左右の開口部２，３から流出す
る洗浄水を受ける受水槽９が水槽１を包囲するように設けられ、同受水槽に貯えられた洗
浄水はポンプ９ｄ、フィルター部９ｃ、電磁弁１ｂ、給水管１ａを介して水槽１へ戻され
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るようになっている。この受水槽９の左右壁にも搬送コンベヤ５とその上のネットトレー
５ｆが通過できるように開口９ａ，９ｂを設けている。
【００２５】
　又、乾燥室１０（仕上げステーション）には、搬送コンベヤ５の上方及び下方それぞれ
にリンス液又は高温蒸気を吹き付ける仕上げ洗浄ノズル１０ｂと、乾燥空気を吹き付ける
空気吹出ノズル１０ａとを、左右一対を前後方向に複数対上方又は下方取付ベース１０ｃ
，１０ｄに取り付けている。上方取付ベース１０ｃと下方取付ベース１０ｄは後方で連結
ベース１０ｅで連結され、その後方に配置した揺動装置１０ｆで搬送コンベヤ５の搬送方
向と直交する方向に往復動させられている。
【００２６】
　又仕上げ洗浄ノズル１０ｂからの仕上げ洗浄用液体の噴射と、その後の空気吹出ノズル
１０ａからの乾燥空気の吹出の切換（独立作動）は、仕上げ洗浄ノズル１０ｂへ液体を圧
送する加圧ポンプ（図示せず）のタイマー（図示せず）による所定時間だけの作動と、そ
の後の乾燥空気を圧送するエアポンプ（図示せず）のタイマー（図示せず）による所定時
間だけの作動の切換（逐次作動）によって電気的になされる。
【００２７】
　又、水槽１の洗浄ステーションでの洗浄工程及び仕上げステーションでの仕上げ洗浄工
程の開始は、投入ステーションの未処理の被洗浄物を収容したネットトレー５ｆが水槽１
の中央位置の洗浄ステーションに到来した時点からなされる。その時点は、搬送コンベヤ
５の原動歯車５ｄ又はモータ５ｅの駆動系の回転軸に設けたエンコーダ（図示せず）のパ
ルス数で測られ、投入ステーションの位置からの所定パルス数値増加した点でその時点を
決定するようにしている。
　又、搬送コンベヤ５の往復動も、モータ５ｅの往復動のストローク量に相当する所定パ
ルス数の増減範囲の正逆回転によってなされる。
【００２８】
　水槽１における開口部２，３の下辺開口周縁及びシャッター４の下辺縁の形状は、閉じ
たシャッター４の下辺縁と固定の開口部の下辺開口周縁部が、開口部を通過する前後の無
端チェーン５ａとその間の連接棒５ｂの高さに近接して包囲するように小さな間隙を残す
だけに整形されている。
【００２９】
　開口部２，３でシャッター４が下降すれば開口部２，３の開口面積の９割程がシャッタ
ー４によって閉鎖される。無端チェーン５ａと上記連接棒５ｂとの外周の狭い間隙面積１
割程のみが残される。
【００３０】
　そして、本実施例では、開口部２，３の下辺の槽外面に、断面三角形をして上方に細い
スリット状吹出口８ａを有する水吹出ノズル８が設けられていて、吹出口８ａから洗浄水
が水槽１内のシャッター４下辺と開口部下辺周縁との間の間隙に向けて水膜状に吹き出し
、搬送コンベヤ５を透過してシャッター４の下辺内側に水カーテンを形成して、隙間から
の洗浄水の流出量を抑えている。
【００３１】
　本実施例の構造を、図面の符号でもって説明する。
　図中、１は水槽、１ａは同水槽の底面から洗浄水を供給する給水管、１ｂは同給水管に
設けた電磁弁、１ｃは排水管、１ｄは同排水管に設けた電磁弁、２，３は同水槽の左右に
設けた高さ１０ｃｍ程の開口部、４は同開口部の水槽内側に設けたシャッター、４ａは同
シャッターの下縁部、４ｂは同シャッターを上下動する電動シリンダー、５は搬送コンベ
ヤ、５ａは同搬送コンベヤの前後の無端チェーン、５ｂは前後の無端チェーン間に一定ピ
ッチで張り渡された連接棒（ステーピン）、５ｃは無端チェーン５ａの水槽外の案内歯車
、５ｄは無端チェーン５ａの原動歯車、５ｅは同原動歯車を正逆両方に回動させる正逆回
転可能な減速機付モータ、５ｆは被洗浄物を収容するための金属製の剛性があるネットト
レー、５ｇは同ネットトレーの底面に前後それぞれに３個所取り付けた逆Ｕ字状の係止金
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具であって、前記連接棒５ｂに嵌挿されている。７は水槽１内の搬送コンベヤ５の上下及
び前後に対向的に配置した超音波振動子、８は断面三角形をして上方にスリット状の吹出
口８ａを有する水吹出ノズル、８ｂは同水吹出ノズルに洗浄水を圧送する水ホース、８ｃ
は同圧送用ポンプ、９は水槽１を包被するように設けた水槽１の開口部２，３から流出す
る洗浄水を受けて貯える受水槽、９ａ，９ｂは同受水槽の左右に設けた開口、９ｃは貯え
た水の汚れやゴミを排除するフィルター部、９ｄは同受水槽の水を水槽１に戻すポンプ、
９ｅは同ポンプに接続した受水槽９の排水管、１０は水槽１に近接して設けた空気吹出に
よる乾燥室で仕上げステーションであり、１０ａは空気吹出ノズル、１０ｂは仕上げ洗浄
ノズル、１０ｃは上方の仕上げ洗浄ノズル１０ｂと空気吹出ノズル１０ａを取り付けた上
方取付ベース、１０ｄは下方の仕上げ洗浄ノズル１０ｂと空気吹出ノズル１０ａを取り付
けた下方取付ベース、１０ｅは上方取付ベース１０ｃと下方取付ベース１０ｄとを後方で
連結した連結ベース、１０ｆは同連結ベースを搬送コンベヤ５の送り方向と直交する方向
に往復動させる揺動装置、１０ｇは仕上げ洗浄ノズル１０ｂへ仕上げ洗浄の為のリンス液
を送る給水管、１０ｈは空気吹出ノズル１０ａに乾燥空気を送る送気管である。
　１１は投入ステーション、１１ａは段積み機、１１ｂは同段積み機の水平に進退するネ
ットトレー支持用の爪、１１ｃは同爪を進退させる電動シリンダー、１１ｄはネットトレ
ー５ｆを上下動させるトレー昇降用電動シリンダー、
１２は回収ステーション、１２ａは段積み機、１２ｂは同段積み機の水平に進退するネッ
トトレー支持用の爪、１２ｃは同爪を進退させる電動シリンダー、１２ｄはネットトレー
５ｆを上下動させるトレー昇降用電動シリンダーである。
【００３２】
　（実施例の動作説明）
　この実施例では、被洗浄物（例えば手術用メス、ハサミ等）を複数の被洗浄物収容用ネ
ットトレー５ｆに収容し、段積み機１１ａで重ねて待機させている。待機状態では、爪１
１ｂを電動シリンダー１１ｃで進出させ、同爪で段積みのネットトレー５ｆを支持してい
る。
【００３３】
　水槽１内での洗浄工程及び乾燥室１０（仕上げステーション）での仕上げ洗浄工程と乾
燥工程とが工程終了して搬送コンベヤ５が停止した時点において、投入ステーション１１
にあるトレー昇降用電動シリンダー１１ｄのシリンダーロッドを上昇させ、段積み機の爪
１１ｂで段積みに支持された複数のネットトレー５ｆを爪１１ｂから持ち上げ、その後電
動シリンダー１１ｃのロッドを縮めて爪１１ｂを退去させ、その後にトレー昇降用電動シ
リンダー１１ｄのシリンダーロッドをネットトレー５ｆの一段分だけ下降させ、その位置
で電動シリンダー１１ｃのロッドを進出させて爪１１ｂでネットトレー５ｆの二段目の底
を支持し、それから昇降用電動シリンダー１１ｄのシリンダーロッドを更に縮めて搬送コ
ンベヤ５の無端チェーン５ａの往路の下方に位置させる。このシリンダーロッドの下降で
、その上の最下段のネットトレー５ｆが搬送コンベヤ５の前後に懸架された連接棒５ｂ上
に置かれる。又同時にネットトレー５ｆの底面の前後それぞれ３個所に設けた逆Ｕ字状の
係止金具５ｇが連接棒５ｂに嵌入して、ネットトレー５ｆが搬送の送り方向に移動しない
ようにする。
【００３４】
　これと並行して、回収ステーション１２において、洗浄処理された被洗浄物を収容した
ネットトレー５ｆがあれば、投入ステーション１１での逆の手順によって、トレー昇降用
電動シリンダー１２ｄと電動シリンダー１２ｃによる爪１２ｂの進退動作によって、搬送
コンベヤ５上のネットトレー５ｆはその上方の爪１２ｂによって最下位の段積みのネット
トレー５ｆとなって、段積みされた状態で保持され、再使用の為に待機される。
【００３５】
　投入ステーション１１で新しい未処理の被洗浄物を収容したネットトレー５ｆが搬送コ
ンベヤ５に取り付けられ、又回収ステーション１２で洗浄完了したネットトレー５ｆが搬
送コンベヤ５から除かれて、上方の段積み機１２ａで段積みにする。
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【００３６】
　その後、水槽１のシャッター４は電動シリンダー４ｂによって上昇位置にして、開口部
２，３を高さ１０ｃｍ程開放し、搬送コンベヤ５のモータ５ｅを作動させて搬送コンベヤ
５を図１，２の左方向に距離ｌだけ送り、投入ステーション１１で搬送コンベヤ５に取り
付けられたネットトレー５ｆを水槽１内の中央に置く。ネットトレー５ｆの高さは１０ｃ
ｍよりかなり短いので、当たることなく開口部２，３を介して水槽１内に入れる。
【００３７】
　ネットトレー５ｆが水槽１の中央に置かれると、電動シリンダー４ｂを作動させてシャ
ッター４を下方に降ろし、左右の開口部２，３を大略閉じる。図３の状態のように、シャ
ッター４の下縁部４ａと開口部２，３の下辺開口縁との間の開口面積を大略１／１０程に
小さくしている。この状態で前後の無端チェーン５ａと連接棒５ｂの送り方向の移動が可
能のように、これらとシャッター４の下縁部４ａとの間及び開口部２，３の開口部下辺と
の間には小さな間隙が形成されている。又そのようにシャッター４の下縁部４ａは整形さ
れている。
【００３８】
　シャッター４が下降されてから、受水槽９のポンプ９ｄを作動させ、受水槽９に貯えた
洗浄水を排水管９ｅを介して吸引し、フィルター部９ｃ、電磁弁１ｂ、給水管１ａを介し
て水槽１内へ底面から送水し、水槽１内の洗浄水の水位を上昇させる。
　水槽１内の洗浄水の水位が開口部２，３の下辺開口縁以上になると、水槽１内の洗浄水
は、シャッター４の下縁部４ａと開口部２，３の下辺開口縁との間の隙間から流出するよ
うになる。
【００３９】
　この時点からポンプ８ｃを作動させ、受水槽９の洗浄水を水ホース８ｂを介して左右の
水吹出ノズル８へ圧送し、水吹出ノズル８から洗浄水をその上方のスリット状吹出口８ａ
から斜め上方に向かって吹き出させる。吹出口８ａからの水は水膜状（水カーテン状）と
なって、シャッター４の下縁部４ａと開口部２，３の下辺の開口周縁との間の間隙から水
槽１内へ送られ、シャッター４の内側に近いところを上昇する。途中に連接棒５ｂ、無端
チェーン５ａがあっても、その周辺間隙を通って水槽１内に流入する。この水吹出ノズル
８によって形成される水カーテンは、シャッター下縁部４ａと開口部下辺開口縁との間の
間隙からの水槽１内の洗浄水の流出を低く抑える。
【００４０】
　そして、水槽１内の洗浄水の水面が上下の超音波振動子７の振動面以上になった所で、
前記間隙からの洗浄水の排出水量と給水管１ａ及び水吹出口８ａからの給水量が略平衡す
る状態で給水量を維持して水面が略一定を保つようにする。
【００４１】
　この状態にして、対向する超音波振動子７を作動させる。同時に搬送コンベヤ５をネッ
トトレー５ｆが水槽１の左右内側壁と当たらない程度ゆっくりと往復動させる。搬送コン
ベヤ５はシャッター４の下縁部と開口部２，３の下辺開口周縁との間に小さな間隙があっ
て左右に動かせる状態である。これによって、ネットトレー５ｆ内の被洗浄物は水槽１内
の洗浄水に浸って、左右動しながら超音波振動子によって洗浄位置が変動して均一に隅な
く超音波洗浄される。水槽１内へは給水管１ａから新しい洗浄水が給水され、上記シャッ
ター４の下方の隙間から流出し、受水槽９で受けてポンプ９ｄで水槽１へ戻され、循環使
用される。
【００４２】
　上記洗浄を所要時間することで被洗浄物をよく洗浄した後、洗浄水の供給を停止（ポン
プ９ｄ，８ｃを停止）し、次に電動シリンダー４ｂを作動させシャッター４を上方に持ち
上げる。又、電磁弁１ｄを開き、水槽１内の水は開口部２，３から及び水槽１の排水管１
ｃより外へ流出し、受水槽９へ流入する。水槽１内に少量の洗浄水を残してもよい。
　この時間同時に、下記に述すように仕上げステーションでは仕上げ洗浄と乾燥がなされ
る。
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　この洗浄工程が終了した時点で、投入ステーションには新しい未洗浄のネットトレー５
ｆを降ろして搬送コンベヤ５に取り付ける。
【００４３】
　その後、搬送コンベヤ５を距離ｌだけ左方向に送って、ネットトレー５ｆを乾燥室１０
（仕上げステーション）に入れ、まず仕上げ洗浄ノズル１０ｂから水をシャワーしてネッ
トトレー５ｆ及びそれに収容された被洗浄物を上下から水洗いをする。その水洗いを所定
時間行った後タイマー（図示せず）によって仕上げ洗浄ノズル１０ｂから高温蒸気を所要
時間吹き出しその後、空気吹出ノズル１０ａから乾燥空気をタイマーで所定時間吹き付け
てネットトレー５ｆ及びその中の被洗浄物を乾燥させる。
【００４４】
　この仕上げステーションでも、上記水槽１内の洗浄工程と並行的に、搬送コンベヤ５は
送り方向に一定の振幅で左右に往復動することにより、送り方向に均一且つ隅なく仕上げ
洗浄と乾燥がなされる。
　更に、その仕上げステーションでは、仕上げ洗浄ノズル１０ｂと空気吹出ノズル１０ａ
を取り付けた上方又は下方取付ベース１０ｃ，１０ｄは後方で連結ベース１０ｅで連結さ
れ、揺動装置１０ｆによって搬送コンベヤ５の送りと直交する方向（前後方向）に一定の
振幅で往復動する。これによっても、前後方向に対しても均一且つ隅なく仕上げ洗浄と乾
燥ができるようになっている。
【００４５】
　上記の水槽１内での洗浄工程と、乾燥室１０（仕上げステーション）での仕上げ洗浄と
乾燥工程とは同時になされ、その工程中搬送コンベヤ５は一定の振幅で左右方向に往復動
させる。この工程を終えると、前記の如く、投入ステーション１１での未洗浄の新しい未
処理のネットトレー５ｆが取り付けられ、同時に回収ステーション１２では、投入ステー
ション１１での逆の手順でトレー昇降用電動シリンダー１２ｄ及び段積み機１２ａの爪１
２ｂの電動シリンダー１２ｃを作動させることで、搬送コンベヤ５から持ち上げられて処
理済みのネットトレー５ｆを爪１２ｂで段積みされて保持される。その後、水槽１のシャ
ッター４を上昇させた後に、搬送コンベヤ５を距離ｌ（各ステーション間の距離）だけ左
方向に送る。これによって、未洗浄の新しいネットトレー５ｆが水槽１内に、又洗浄され
たネットトレー５ｆが次の乾燥室１０（仕上げステーション）へ、そして仕上げ洗浄と乾
燥を受けて処理済みのネットトレー５ｆは回収ステーション１２へ移動する。
　これらの工程を繰り返すことで、投入ステーション１１の未処理の段積みのネットトレ
ー５ｆを洗浄完了させて左側の段積み機１１ａに段積みにすることができる。段積みされ
た処理済みのネットトレー５ｆ及びその収容された手術用器具は再使用可能状態で待機す
る。
【００４６】
　以上の様に、本実施例では、未処理の被洗浄物を収容したネットトレー５ｆを複数段段
積みしておけば、シーケンサー及びタイマーを用いて、自動的に超音波洗浄し、処理済み
の状態でネットトレー５ｆを段積みで待機できる。しかも、開閉するシャッター４で開口
部２，３からの排水量を大幅に低減し、更に水吹出ノズル８によって開口部２，３からの
排水量を抑えながら、被洗浄物の洗浄及び仕分け洗浄乾燥を効率的に行える実用的な小型
洗浄装置を提供できる。
【産業上の利用可能性】
【００４７】
　本発明は、高度な洗浄を要求される医療用器具、半導体回路、メガネ、レンズ、加工物
等の洗浄に適している。小型化できるので机上に設置でき、利用し易いものとなる。
【符号の説明】
【００４８】
　１　　水槽
　１ａ　　給水管
　１ｂ　　電磁弁
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　１ｃ　　排水管
　１ｄ　　排水用電磁弁
　２，３　　開口部
　４　　シャッター
　４ａ　　下縁部
　４ｂ　　電動シリンダー
　５　　搬送コンベヤ
　５ａ　　無端チェーン
　５ｂ　　連接棒
　５ｃ　　案内歯車
　５ｄ　　原動歯車
　５ｅ　　減速機付モータ
　５ｆ　　ネットトレー
　５ｇ　　逆Ｕ字状係止金具
　５ｈ　　ガイドレール
　７　　超音波振動子
　８　　水吹出ノズル
　８ａ　　吹出口
　８ｂ　　水ホース
　８ｃ　　圧送用ポンプ
　９　　受水槽
　９ａ，９ｂ　　開口
　９ｃ　　フィルター部
　９ｄ　　ポンプ
　９ｅ　　排水管
　１０　　乾燥室（仕上げステーション）
　１０ａ　　空気吹出ノズル
　１０ｂ　　仕上げ洗浄ノズル
　１０ｃ　　上方取付ベース
　１０ｄ　　下方取付ベース
　１０ｅ　　連結ベース
　１０ｆ　　揺動装置
　１０ｇ　　給水管
　１０ｈ　　送気管
　１１　　投入ステーション
　１１ａ　　段積み機
　１１ｂ　　爪
　１１ｃ　　電動シリンダー
　１１ｄ　　トレー昇降用電動シリンダー
　１２　　回収ステーション
　１２ａ　　段積み機
　１２ｂ　　爪
　１２ｃ　　電動シリンダー
　１２ｄ　　トレー昇降用電動シリンダー
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