
JP 6072607 B2 2017.2.1

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外郭をなす箱体と、
　前記箱体に形成された手乾燥室と、
　前記手乾燥室内に空気を吹き出すノズルと、
　前記ノズルに前記空気を送る高圧空気流発生装置と、
　電源のＯＮ／ＯＦＦを行う電源スイッチと、
　実装されている部品の内、少なくとも前記高圧空気流発生装置の交換時期を報知する照
明器具と、を備え、
　前記箱体は扉を備え、
　前記照明器具および前記電源スイッチは前記扉に覆われ、
　前記照明器具は、
　前記電源スイッチを操作する際に、報知を確認できる位置に設けられている
　ことを特徴とする手乾燥装置。
【請求項２】
　前記ノズルから吹き出す前記空気の風量調整を行う操作スイッチを備え、
　前記照明器具は、
　前記操作スイッチを操作する際に、
　報知を確認できる位置に設けられている
　ことを特徴とする請求項１に記載の手乾燥装置。
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【請求項３】
　前記照明器具が報知するタイミングは、
　前記電源スイッチを操作した直後である
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の手乾燥装置。
【請求項４】
　前記照明器具が報知するタイミングは、
　前記操作スイッチを操作した直後である
　ことを特徴とする請求項２に記載の手乾燥装置。
【請求項５】
　外郭をなす箱体と、
　前記箱体に形成された手乾燥室と、
　前記手乾燥室内に空気を吹き出すノズルと、
　前記ノズルに前記空気を送る高圧空気流発生装置と、
　電源のＯＮ／ＯＦＦを行う電源スイッチと、
　実装されている部品の内、少なくとも前記高圧空気流発生装置の交換時期を報知する照
明器具と、
　水を前記手乾燥室から排水する排水路と、
　前記排水路を通って排水された水を溜める、前記箱体に着脱自在のタンクと、を備え、
　前記照明器具は、外側から隠れた位置に設けられ、
　前記照明器具は、前記箱体に装着された前記タンクの背面に対向する位置であって、前
記タンクを前記箱体から取り外した際に、報知を確認できる位置に設けられている
　ことを特徴とする手乾燥装置。
【請求項６】
　前記照明器具が報知するタイミングは、
　前記タンクを前記箱体から取り外した直後である
　ことを特徴とする請求項５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、濡れた手を乾燥させる手乾燥装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、手乾燥装置は、手洗い後のゴミが出ないことからペーパータオルの代わりとして
公共のトイレなどに設置されることが多くなってきている。
【０００３】
　従来の手乾燥装置は、手を挿入する手挿入部と、手挿入部に挿入された手に気体を吹き
出す気体吹き出し口と、気体吹き出し口に気体を供給するファンとモータとからなる気体
供給手段と、モータの寿命を検出するモータ寿命検出手段と、モータの寿命を報知するブ
ザー、音声、ランプなどの報知手段とを備え、モータ寿命検知手段がモータ寿命検出手段
からの検出信号に基づいてモータ寿命を検知すると、報知手段によってモータの寿命を報
知するものが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－１９１５３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の手乾燥装置において、モータの寿命を報知するブザー、音声、ランプなどの報知
手段は、一度発動すると管理者が確認を終えるまで報知し続けることになる。そのため、
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報知手段が発動後、管理者が確認するまでの間は、一般使用者が使用したくても使用を躊
躇したり、使用する際に不快を与えたりするという課題があった。
　また、管理者は交換の必要な（モータ以外の）部品が寿命を迎えるまでどのくらいの期
間が残っているかを把握することができないため、その交換のタイミングを設定すること
が容易ではなく、煩わしいという課題があった。
【０００６】
　本発明は、以上のような課題を解決するためになされたもので、交換の必要な部品が寿
命を迎える前に交換の時期を報知し、管理者のみが報知を確認することができる手乾燥装
置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る手乾燥装置は、外郭をなす箱体と、前記箱体に形成された手乾燥室と、前
記手乾燥室内に空気を吹き出すノズルと、前記ノズルに前記空気を送る高圧空気流発生装
置と、電源のＯＮ／ＯＦＦを行う電源スイッチと、実装されている部品の内、少なくとも
前記高圧空気流発生装置の交換時期を報知する照明器具と、を備え、前記箱体は扉を備え
、前記照明器具および前記電源スイッチは前記扉に覆われ、前記照明器具は、前記電源ス
イッチを操作する際に、報知を確認できる位置に設けられているものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係る手乾燥装置によれば、交換部品の交換時期を事前に管理者のみに報知する
ことができ、使用者に使用を躊躇させたり不快感を与えたりせず、使用者の不便さを軽減
することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施の形態１に係る手乾燥装置の斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係る手乾燥装置の扉を開けたときの左側面図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係る手乾燥装置の右側面断面図である。
【図４】本発明の実施の形態２に係る手乾燥装置の右側面断面図である。
【図５】本発明の実施の形態３に係る手乾燥装置の右側面断面図である。
【図６】本発明の実施の形態３に係る手乾燥装置の扉を開けたときの斜視図である。
【図７】本発明の実施の形態３に係る手乾燥装置の横断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。なお、以下に説明する実施の形
態によって本発明が限定されるものではない。また、以下の図面では各構成部材の大きさ
の関係が実際のものとは異なる場合がある。
【００１１】
　実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１に係る手乾燥装置の斜視図、図２は、本発明の実施の形
態１に係る手乾燥装置の扉１３を開けたときの左側面図、図３は、本発明の実施の形態１
に係る手乾燥装置の右側面断面図である。
　本実施の形態１に係る手乾燥装置は、箱体１が外郭をなし、箱体１の上部には開口した
上部開口部が形成され、その上部開口部に繋がって箱体１の両側部には側部開口部が形成
されている。
【００１２】
　また、箱体１には上部開口部および側部開口部に連通し、使用者が手を自在に挿抜でき
、上部開口部の近傍に、側面視して下部方向に向かうにつれ開口が広くなる形状を有した
、側面視してほぼＵ字状の手乾燥室２が形成されている。また、箱体１の内部で手乾燥室
２の下方には、図３に示すように、例えばＤＣブラスレスモータと、ＤＣブラスレスモー
タによって回転するターボファンとにより構成された高圧空気流発生装置３が設けられて
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いる。
【００１３】
　また、手乾燥室２の底部には、手乾燥室２内の水を排水する図示省略の排水口が形成さ
れ、排水口には図２に示す排水路４の一端が取り付けられ、排水路４の他端には排水路４
を通って排水された水を溜めるタンク５が着脱自在に箱体１の底部に取り付けられている
。
　なお、高圧空気流発生装置３は、ＤＣブラスレスモータのみならず、整流子モータまた
は誘導電動機でもよい。また、タンク５は正面側に引き出すことで手乾燥装置から取り外
せ、背面側に押し込むことで取り付けられる。
【００１４】
　手乾燥室２は、正面側の内壁を構成する正面側壁面２ａと、正面側壁面２ａに対向し、
背面側の内壁を構成する背面側壁面２ｂとで囲まれている。それらは抗菌剤を含浸させた
樹脂でできており、表面にシリコン系またはフッ素系などの撥水性コーティング、または
酸化チタンなどの親水性があるコーティングがなされている。そのため、手乾燥室２の内
壁表面の汚れ付着を低減させるとともに、菌の繁殖を低減させることができる。
【００１５】
　また、図３に示すように正面側壁面２ａの上部開口部の近傍には正面側ノズル６ａが、
背面側壁面２ｂの上部開口部の近傍には背面側ノズル６ｂが、それぞれ左右方向に直線状
に設けられている。そして、正面側ノズル６ａは背面側壁面２ｂの下方に向かって、背面
側ノズル６ｂは正面側壁面２ａの下方に向かって、それぞれ高速空気を傾斜して噴出する
ことで、手乾燥室２に挿入された手の甲側と掌側に同時に高速空気を当て、手に付着した
水滴を吹き飛ばして手を乾燥させることができる。
【００１６】
　手乾燥装置には、上側手検知発光側センサー７ａ、下側手検知発光側センサー７ｂ、お
よび手検知受光側センサー７ｃからなり、手の有無を検知する手検知センサー７が設けら
れている。
　正面側壁面２ａで正面側ノズル６ａの上側の上部開口部の近傍には上側手検知発光側セ
ンサー７ａが、同じく正面側壁面２ａで正面側ノズル６ａの下側の手乾燥室２の底部の近
傍には下側手検知発光側センサー７ｂが、それぞれ設けられている。また、背面側壁面２
ｂで上側手検知発光側センサー７ａと下側手検知発光側センサー７ｂからの距離がほぼ同
じとなる位置に、手検知受光側センサー７ｃが設けられている。また、上側手検知発光側
センサー７ａと手検知受光側センサー７ｃ、および下側手検知発光側センサー７ｂと手検
知受光側センサー７ｃが、それぞれ一対となる透過式センサーで構成されている。
【００１７】
　そして手検知センサー７は、上側手検知発光側センサー７ａおよび下側手検知発光側セ
ンサー７ｂで発光され、手検知受光側センサー７ｃへ向けられた赤外線が、挿入された手
で遮られることで手の有無を検知している。
　なお、本実施の形態１に係る手乾燥装置には、手検知センサー７の手の検知に応じて高
圧空気流発生装置３を運転させる図示省略の制御回路が組み込まれている。
【００１８】
　高圧空気流発生装置３の排気側は、箱体１内部の上側に設けられた排気チャンバー１１
側に位置し、排気チャンバー１１には、排気チャンバー１１内の空気を排出する排気口１
２が形成されている。その排気口１２には正面側排気ダクト１２ａおよび背面側排気ダク
ト１２ｂが、それぞれ正面側と背面側とに分かれて設けられ、正面側排気ダクト１２ａは
正面側ノズル６ａに連通し、背面側排気ダクト１２ｂは背面側ノズル６ｂに連通している
。また、排気口１２の手前の排気チャンバー１１には、高圧空気流発生装置３から送られ
てくる空気を加熱して温風化させるヒーター２０が設けられている。
【００１９】
　また、高圧空気流発生装置３の吸気側は、外部の空気を取り込む吸気ダクト８の一端に
開口して接続され、吸気ダクト８の内壁には、高圧空気流発生装置３からの騒音を低減さ
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せるために吸音材が貼り付けられている。吸気ダクト８の他端は、箱体１の底面を開口し
て形成された吸気口９に接続され、その吸気口９にはエアフィルター１０が着脱自在に設
けられている。
【００２０】
　手乾燥装置の左側面には図１に示すように箱体１から着脱可能な扉１３が取り付けられ
ており、その扉１３で覆われている位置には、図２に示すように電源のＯＮ／ＯＦＦを行
う電源スイッチ１５と、その上方にノズル６から吹き出される高速空気の風量調整を行う
操作スイッチ１６が設けられている。
【００２１】
　また、本実施の形態１に係る手乾燥装置は、モータなどの部品の交換時期を管理者に知
らせるための報知部１４が設けられており、例えばブザー、音声、ランプなどからなる。
部品の交換時期の推定には、例えば手乾燥装置の運転回数または運転時間から判定する方
法があり、部品が交換時期に達したときに報知部１４は、ランプなどの照明または音声な
どでそのことを報知する。なお、報知部１４は部品が交換時期に達する前の情報を報知し
てもよく、例えばブザーであれば交換時期に近づくにつれ多段階に出力を大きくし、ラン
プであれば交換時期に近づくにつれ多段階に点滅スピードを速くする。そうすることによ
り、あとどの位で部品を交換すればよいかを把握することができ、事前に交換部品を準備
しておくことが可能となる。
　なお、報知部１４の設置場所については後述する。
【００２２】
　次に、本実施の形態１に係る手乾燥装置の動作について説明する。
　使用者が手乾燥装置の正面側に立ち、腕を下方に伸ばした状態で濡れた両手を手乾燥装
置の左右の側部開口部から手乾燥室２の中へ別々に入れ、手乾燥室２の中で両手を近づけ
るように中央に寄せる。そうすると、両腕が上部開口部から挿入された状態となり、この
ときに手首付近まで手乾燥室２に挿入されて手乾燥室２に設けられた、上側手検知発光側
センサー７ａと手検知受光側センサー７ｃの対、および下側手検知発光側センサー７ｂと
手検知受光側センサー７ｃの対が手を検知すると、高圧空気流発生装置３が作動する。そ
して、エアフィルター１０を通って埃が除去された外部の空気を吸気口９から吸い込み、
吸気ダクト８を通って高圧空気流発生装置３の吸い込み側に吸い込まれる。その吸い込ま
れた空気は、高圧空気流発生装置３で高圧空気にされる。
【００２３】
　高圧空気流発生装置３で高圧化された高圧空気は、高圧空気流発生装置３の排気側から
排気チャンバー１１内に排気され、排気口１２から正面側排気ダクト１２ａおよび背面側
排気ダクト１２ｂを通り、それぞれ正面側ノズル６ａおよび背面側ノズル６ｂで高圧空気
から高速空気に変換され、手乾燥室２内に噴出される。
【００２４】
　上部開口部の近傍には、左右方向に直線状の正面側ノズル６ａと背面側ノズル６ｂが対
向して設けられているので、上部開口部の近傍でエアーカーテン状に高速空気が噴出され
る。その高速空気が手乾燥室２内に挿入されている手の甲および掌の両面に当たり、手の
表面に付着している水滴を吹き飛ばす。そして、挿入している手を上部開口部から手乾燥
室２の外に引き抜くことで、エアーカーテン状の高速空気が挿入している手の手首付近か
ら指先に向かって移動し、手全体に付着していた水滴が除去され、手を乾燥させることが
できる。
【００２５】
　また、手乾燥室２から手を抜くと、上側手検知発光側センサー７ａと手検知受光側セン
サー７ｃの対が、手が無いことを検知し、高圧空気流発生装置３が停止する。また、手乾
燥室２内で濡れた手から吹き飛ばされた水滴は、正面側壁面２ａまたは背面側壁面２ｂに
当たって流下し、手乾燥室２の底部に形成された図示省略の排水口から排水路４を通って
タンク５に回収される。
【００２６】
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　次に、報知部１４の最適な設置場所について説明する。
　報知部１４は交換時期を知らせ、管理者が部品の交換時期を確認できるようにするため
のものであるが、使用者も確認できてしまうと、手乾燥装置を使用したくても使用を躊躇
したり、使用する際に不快を与えたりするということが起きてしまう。そこで、管理者の
みが交換時期を確認できるようにするため、使用者でも確認できる手乾燥装置の外郭であ
る箱体１の外側には報知部１４を設けない。つまり、報知部１４は箱体１の外側から隠れ
た位置に設けられる。
【００２７】
　手乾燥装置は公共のトイレなどに設置されることが多いため、夜間など利用者がいない
時間帯や、施設の閉館後は電源をＯＦＦにされる。電源のＯＦＦは管理者によってなされ
るため、報知部１４を図２に示すように電源のＯＮ／ＯＦＦを行う電源スイッチ１５の近
傍に設けるとよい。
【００２８】
　電源のＯＮ／ＯＦＦはほぼ毎日行われるため、そうすることで管理者は報知部１４を常
に確認することができる。そして、電源スイッチ１５を操作しないときは、報知部１４を
ともに覆う扉１３が取り付けられている。そのため、通常は電源スイッチ１５および報知
部１４は使用者から見えないようになっている。
【００２９】
　なお、報知部１４が部品の交換を報知するタイミングは、管理者が電源をＯＦＦからＯ
Ｎにした直後、またはＯＮからＯＦＦにした直後が望ましい。そうすることで、報知部１
４が部品の交換を報知したときは、報知からの期間を空けることなく管理者が確認するこ
とができるので、部品の交換をスムースに行うことができる。
　また、通常は電源スイッチ１５および報知部１４は使用者から見えないようになってい
るため、使用者が電源スイッチ１５を誤って操作したり、報知部１４を確認したりするこ
とを回避できる。
【００３０】
　なお、本実施の形態１では、報知部１４を電源スイッチ１５の近傍に設けるとしたが、
操作スイッチ１６の近傍に設けてもよい。
　つまり、通常は使用者からは見えず、電源スイッチ１５または操作スイッチ１６を操作
するときに、同時に見える位置に報知部１４を設けるとよい。
【００３１】
　実施の形態２．
　図４は、本発明の実施の形態２に係る手乾燥装置の右側面断面図である。
　以下、本実施の形態２について説明するが、本実施の形態１と重複するものについては
省略する。
　報知部１４は前述の通り、通常は使用者からは見えない位置に設ける必要がある。さら
に、管理者によって定期的に確認される位置に設けなければならない。
　ここで、手乾燥装置のタンク５は、使用者が手乾燥装置を使用することによって発生す
る、濡れた手から吹き飛ばされた水滴を回収するものである。そのため、定期的にタンク
５に溜まった水滴を排水する必要があり、管理者によって定期的に排水されている。その
際、管理者はタンク５を正面側に引き出して手乾燥装置から取り外すことになる。
【００３２】
　そこで、図４に示すように報知部１４をタンク５の取り外し方向と反対側である、手乾
燥装置の背面側に設ける。そうすることで、通常はタンク５が取り付けられているため使
用者が報知部１４を確認することができないが、管理者がタンク５を手乾燥装置から取り
外した際に、報知部１４を確認することができる。
【００３３】
　なお、報知部１４が部品の交換を報知するタイミングは、管理者がタンク５を取り外し
た直後が望ましい。そうすることで、報知部１４が部品の交換を報知したときは、報知か
らの期間を空けることなく管理者が確認することができるので、部品の交換をスムースに
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行うことができる。
　なお、タンク５が手乾燥装置から取り外されたことは、図示省略のセンサーによって検
知するとよい。
【００３４】
　実施の形態３．
　図５は、本発明の実施の形態３に係る手乾燥装置の右側面断面図、図６は、本発明の実
施の形態３に係る手乾燥装置の扉１３を開けたときの斜視図、図７は、本発明の実施の形
態３に係る手乾燥装置の横断面図である。なお、図７に示す破線の矢印は、空気の流れを
表している。
　以下、本実施の形態３について説明するが、本実施の形態１および２と重複するものに
ついては省略する。
　本実施の形態３に係る手乾燥装置は、箱体１とその背面側に設けられたベース１７とで
外郭をなし、箱体１の正面下部が開口した正面開口部が形成され、その正面開口部に繋が
って箱体１の両側部には側部開口部が形成されている。
【００３５】
　また、箱体１には正面開口部および側部開口部に連通し、使用者が手を自在に挿抜でき
、側面視してほぼコ字状の手乾燥室１８が形成されており、手乾燥室１８は、底面側に凹
んだ水受け部１８ａと、背面側に凹んだ防壁部１８ｂとで囲まれている。そして、箱体１
の下側に位置する水受け部１８ａの端縁部と、箱体１の左右側面に位置する防壁部１８ｂ
の端縁部とによって、正面側および左右側面側に水が飛散しないようになっている。
【００３６】
　水受け部１８ａの底部は正面側に向かって下傾しており、その傾斜下端には手乾燥室２
内の水を排水する図示省略の排水口が形成され、排水口には図５に示すように排水路４の
一端が取り付けられ、排水路４の他端には排水路４を通って排水された水を溜めるタンク
５が着脱自在に箱体１の底部に取り付けられている。
【００３７】
　なお、手乾燥室２の内壁は、抗菌剤を含浸させた樹脂でできており、表面にシリコン系
またはフッ素系などの撥水性コーティング、または酸化チタンなどの親水性があるコーテ
ィングがなされている。そのため、手乾燥室２の内壁表面の汚れ付着を低減させるととも
に、菌の繁殖を低減させることができる。
【００３８】
　手乾燥室２の上方には、手乾燥室２に向かって下方に高速空気を吹き出すノズル６が設
けられ、ノズル６の近傍の背面側には、手乾燥室２の手の有無を検知する手検知センサー
７が設けられている。手検知センサー７は、発光素子と受光素子とが一対となった反射式
センサーで構成され、手乾燥室２に挿入されると受光素子の受光量が変化することで手を
検知する。
【００３９】
　また、手乾燥室２の上方で箱体１とベース１７とで構成された箱体状の空間内には、図
５に示すように、例えばＤＣブラスレスモータと、ＤＣブラスレスモータによって回転す
るターボファンとにより構成された高圧空気流発生装置３が設けられている。
　そして、高圧空気流発生装置３の吸気側には、手乾燥室２よりも上方で箱体１の正面側
に設けられた内部吸気口１９と連通する吸気ダクト８が、高圧空気流発生装置３の排気側
には、ノズル６とを連通する排気ダクト１２ｃが、それぞれ設けられている。また、排気
ダクト１２ｃの途中で、ノズル６の上流側の近傍には、高圧空気流発生装置３から送られ
てくる空気を加熱して温風化させるヒーター２０が設けられている。
【００４０】
　なお、本実施の形態３に係る手乾燥装置には、手検知センサー７の手の検知に応じて高
圧空気流発生装置３を運転させる図示省略の制御回路が組み込まれている。
　また、手乾燥室２の上方で箱体１の正面側には、左端部が箱体１に回転可能に支持され
て手乾燥装置の正面側に開閉自在で、かつ箱体１から着脱可能な扉１３が取り付けられて
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いる。そして、扉１３を開けると箱体１の正面には、樹脂製または金属製のエアフィルタ
ー１０が前後方向の抜き差し動作で着脱自在に設けられている。
【００４１】
　エアフィルター１０は、箱体１に設けられた内部吸気口１９を覆い、図７に示すように
外部吸気口２３から外部吸気風路２２を通って内部吸気口１９から高圧空気流発生装置３
へ吸い込まれる空気中の塵埃を除去する。なお、エアフィルター１０の面積は、外部吸気
口２３および外部吸気風路２２の通風方向に対する断面積よりも大きくしてある。
【００４２】
　箱体１の正面側でエアフィルター１０の下側には、風量調整およびヒーター２０の入り
切りを行う操作スイッチ１６が、エアフィルター１０の左側には電源のＯＮ／ＯＦＦを行
う電源スイッチ１５が、それぞれ正面側を向くように設けられている。そのため、管理者
が操作スイッチ１６および電源スイッチ１５を正面側から視認しやすくなっており、それ
らの操作を行う際に、操作しやすくなっている。
【００４３】
　また、箱体１の正面には、操作スイッチ１６および電源スイッチ１５をそれぞれ取り囲
む囲い壁２１が、正面側に突出するように箱体１と一体形成されており、扉１３を閉じた
ときに囲い壁２１が扉１３の内面側に当接するようになっている。
【００４４】
　次に、報知部１４の最適な設置場所について説明する。
　手乾燥装置は公共のトイレなどに設置されることが多いため、夜間など利用者がいない
時間帯や、施設の閉館後は電源をＯＦＦにされる。電源のＯＦＦは管理者によってなされ
るため、報知部１４を図６に示すように電源のＯＮ／ＯＦＦを行う電源スイッチ１５の近
傍に設けるとよい。
【００４５】
　電源のＯＮ／ＯＦＦはほぼ毎日行われるため、そうすることで管理者は報知部１４を常
に確認することができる。そして、電源スイッチ１５を操作しないときは、報知部１４を
ともに覆う扉１３が取り付けられているため、通常は電源スイッチ１５および報知部１４
は使用者から見えないようになっている。
【００４６】
　なお、報知部１４が部品の交換を報知するタイミングは、管理者が電源をＯＦＦからＯ
Ｎにした直後、またはＯＮからＯＦＦにした直後が望ましい。そうすることで、報知部１
４が部品の交換を報知したときは、報知からの期間を空けることなく管理者が確認するこ
とができるので、部品の交換をスムースに行うことができる。
　また、通常は電源スイッチ１５および報知部１４は使用者から見えないようになってい
るため、使用者が電源スイッチ１５を誤って操作したり、報知部１４を確認したりするこ
とを回避できる。
【００４７】
　なお、本実施の形態３では、報知部１４を電源スイッチ１５の近傍に設けるとしたが、
操作スイッチ１６の近傍に設けてもよい。
　つまり、通常は使用者からは見えず、電源スイッチ１５または操作スイッチ１６を操作
するときに、同時に見える位置に報知部１４を設けるとよい。
【符号の説明】
【００４８】
　１　箱体、２　手乾燥室、２ａ　正面側壁面、２ｂ　背面側壁面、３　高圧空気流発生
装置、４　排水路、５　タンク、６　ノズル、６ａ　正面側ノズル、６ｂ　背面側ノズル
、７　手検知センサー、７ａ　上側手検知発光側センサー、７ｂ　下側手検知発光側セン
サー、７ｃ　手検知受光側センサー、８　吸気ダクト、９　吸気口、１０　エアフィルタ
ー、１１　排気チャンバー、１２　排気口、１２ａ　正面側排気ダクト、１２ｂ　背面側
排気ダクト、１２ｃ　排気ダクト、１３　扉、１４　報知部、１５　電源スイッチ、１６
　操作スイッチ、１７　ベース、１８　手乾燥室、１８ａ　水受け部、１８ｂ　防壁部、
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１９　内部吸気口、２０　ヒーター、２１　囲い壁、２２　外部吸気風路、２３　外部吸
気口。

【図１】 【図２】
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