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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
上方に外部に向かって開口した手挿入口から手を抜き差しできる乾燥室と、
前記乾燥室に向けて空気流を送出するノズルと、
前記ノズルから高圧空気を送出する電動送風機とを機体外郭で覆った手乾燥装置であって
、
前記乾燥室は、手前側の乾燥室前壁面と、奥側の乾燥室後壁面と、左右両側の内壁面とか
ら形成され、
前記乾燥室前壁面と前記乾燥室後壁面は前記内壁面により接続され、
前記乾燥室前壁面および前記乾燥室後壁面は、前記手挿入口から見て長手方向に平行な幅
の異なる２つの面であり、
前記乾燥室前壁面および前記乾燥室後壁面において対向するように前記ノズルを設け、
このノズルは、幅の小さい面の方が幅の大きい面よりも多く設けたことを特徴とする手乾
燥装置。
【請求項２】
前記乾燥室は、前記内壁面に屈曲部を設けることで、手の側面に対向する前記内壁面にテ
ーパー壁面を形成する構成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３】
前記幅の小さい面は前記乾燥室前壁面であり、
前記幅の大きい面は前記乾燥室後壁面であることを特徴とする請求項１または２に記載の
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手乾燥装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水洗い等で濡れた手を乾燥させるために、洗面所やトイレ、キッチン等で使
用する手乾燥装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の手乾燥装置は、乾燥時間を短縮する場合、吸込気流の空気温度を上昇させる加熱
装置を追加していた。
【０００３】
　従来の手乾燥装置には、吸込気流の風上側に空気温度を上昇させる加熱装置を取り付け
たものが知られている。（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　以下、その従来例について図５を参照しながら説明する。
【０００５】
　図５に示すように、従来の手乾燥装置は、外部に向かって開口した挿入口１０１を設け
た乾燥室１０３と、この乾燥室１０３に向けて空気を送出するノズル１０４を有している
。電動送風機１０７に吸い込まれる吸込気流１０５の風上側には、この吸込気流１０５の
空気温度を上昇させる加熱装置１０６を備えている。乾燥室１０３は、挿入口１０１から
手１０２を抜き差しする。電動送風機１０７を運転すると、加熱装置１０６により加熱さ
れた吸込気流１０５が電動送風機１０７を通過し、高温ノズル気流１０８が手１０２に衝
突して乾燥する。乾燥室１０３は挿入口１０１以外に左右側面に側面開口１０９があり、
高温ノズル気流１０８が側面流出気流１１０として流出する構造である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１０－７５９１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　このような従来の吸込気流の風上側に空気温度を上昇させる加熱装置を取り付けた手乾
燥装置では、手の平側と手の甲側はノズルからの気流で素早く乾燥できる。しかし、手の
側面には、気流が直接当たらないため乾燥し難くなっている。そのため、手の側面を含め
た手全体の乾燥を促進するよう、高温の気流を噴き出して乾燥室全体の内部温度を上げる
ことで対応している。そのことにより、加熱装置を運転させる消費電力が必要であるとい
う課題がある。
【０００８】
　本発明は、このような従来の課題を解決するものであり、空気流や消費電力を増加する
ことなく、手の平側と手の甲側に加え手の側面まで乾燥することで、短時間で手全体を乾
燥する手乾燥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】
【０００９】
　本発明の手乾燥装置は、上記目的を達成するために、
外部に向かって開口した手挿入口から手を抜き差しできる乾燥室と、
前記乾燥室に向けて空気流を送出するノズルと、
前記ノズルから高圧空気を送出する電動送風機とを機体外郭で覆った手乾燥装置であって
、
前記乾燥室は、２面以上の壁面を有し、
前記手挿入口から見て長手方向に平行な幅の異なる２つの面を有し、
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この平行な２面のうち、幅の小さい面に前記ノズルを設けたものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、外部に向かって開口した手挿入口から手を抜き差しできる乾燥室と、
前記乾燥室に向けて空気流を送出するノズルと、前記ノズルから高圧空気を送出する電動
送風機とを機体外郭で覆った手乾燥装置であって、前記乾燥室は、２面以上の壁面を有し
、前記手挿入口から見て長手方向に平行な幅の異なる２つの面を有し、この平行な２面の
うち、幅の小さい面に前記ノズルを設けたことにより、ノズルからの空気流は手の平側ま
たは手の甲側に当たりながら側面に流れた後に合流し、空間が狭い側（小さい側の壁面）
から空間が広い側（大きい側の壁面）に向かう一方向に側面気流が流れ易くなる。そのた
め、手の側面での空気流の気流衝突が抑制されながら、手の側面を通過する側面気流が発
生し、手の平側と手の甲側だけでなく手の側面も乾燥することができるという作用を有す
るので、短時間で手全体を乾燥することができるという効果のある手乾燥装置を提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施の形態１の手乾燥装置の平面図
【図２】同手乾燥装置の正面図
【図３】本発明の実施の形態２の手乾燥装置の平面図
【図４】本発明の実施の形態３の手乾燥装置の正面図
【図５】従来例の手乾燥装置の側面図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明に係る手乾燥装置は、外部に向かって開口した手挿入口から手を抜き差しできる
乾燥室と、前記乾燥室に向けて空気流を送出するノズルと、前記ノズルから高圧空気を送
出する電動送風機とを機体外郭で覆った手乾燥装置であって、前記乾燥室は、２面以上の
壁面を有し、前記手挿入口から見て長手方向に平行な幅の異なる２つの面を有し、この平
行な２面のうち、幅の小さい面に前記ノズルを設けたものであり、ノズルからの空気流は
手の平側または手の甲側に当たりながら側面に流れた後に合流し、空間が狭い側（小さい
側の壁面）から空間が広い側（大きい側の壁面）に向かう一方向に側面気流が流れ易くな
る。そのため、手の側面での空気流の気流衝突が抑制されながら、手の側面を通過する側
面気流が発生し、手の平側と手の甲側だけでなく手の側面も乾燥することができるという
作用を有するので、短時間で手全体を乾燥することができるという効果を奏する。
【００１３】
　また、前記乾燥室の前記平行な２面に対向するように前記ノズルを設け、このノズルは
、幅の小さい面の方が幅の大きい面よりも多く設けたものであり、使用時に手の平側また
は手の甲側に向けて直接空気流が吹き出されるため、手の側面を通過する側面気流も強く
流れることにより、手の平側と手の甲側だけでなく手の側面も乾燥することができるとい
う作用を有するので、短時間で手全体を乾燥することができるという効果を奏する。
【００１４】
　また、前記乾燥室は、平行でない内壁面を屈曲部を設けることで、手の側面に対向する
前記内壁面にテーパー壁面を形成する構成としたものであり、手の側面を通過する側面気
流により手の側面を乾燥しながら、手の側面と内壁面の距離を確保できるため、乾燥室容
積を拡大できるという作用を有するので、乾燥室に手が触れることを防止しながら、短時
間で手全体を乾燥することができるという効果を奏する。
【００１５】
　また、前記乾燥室は、手挿入口を機体外郭の天面側とし、かつ、前記手挿入口から見て
前後に平行な幅の異なる２つの面を有し、この平行な２面に前記ノズルを設けるとともに
、
幅の小さい面には幅の大きい面よりも多くの前記ノズルを設けたものである。手の平側は
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両手をこすって洗うため付着水が多く、さらに手の甲側よりも毛穴がなく撥水性が劣る点
でも付着水が多いことから、手の平側を穴数の多い手の平側ノズルに向けて使うことが多
くなる。そのため、手の平側の付着水を手の甲側に向かって側面気流により強く吹き飛ば
して手の側面を乾燥することができるという作用を有するので、短時間で手全体を乾燥す
ることができるという効果を奏する。
【００１６】
　また、前記乾燥室は、手挿入口を機体外郭の正面側とし、かつ、下部に水受を設け、前
記乾燥室の天面側に前記ノズルを設けるとともに、天面側よりも水受の幅を大きくしたも
のであり、手の平側は両手をこすって洗うため付着水が多く、さらに手の甲側よりも毛穴
がなく撥水性が劣る点でも付着水が多いことから、手の平側をノズルに向けて使うことが
多くなる。そのため、手の平側の付着水を手の甲側に向かって側面気流により強く吹き飛
ばして手の側面を乾燥することができるという作用を有するので、短時間で手全体を乾燥
することができるという効果を奏する。
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００１８】
　（実施の形態１）
　図１および図２に示すように、本実施の形態による手乾燥装置は、上方に外部に向かっ
て開口した手挿入口１を有する乾燥室３と、この乾燥室３の内部に向けて空気を送り出す
電動送風機７を有している。乾燥室３は、手挿入口１から手２を抜き差しし、乾燥室３内
部で噴き出す高圧の空気により手２を乾燥させるものである。乾燥室３には、電動送風機
７から送られる空気流５を乾燥室３内部に噴き出すノズル６が設けられている。また、乾
燥室３は、手前側と奥側の面（乾燥室前後壁面４）と、それらを接続する内壁面１１から
形成されている。手挿入口１側から見た乾燥室３の断面形状においては、乾燥室前後壁面
４は、ほぼ平行になっていて、乾燥室前後壁面４側を長手方向にした台形形状になってい
る。本実施の形態では、乾燥室前壁面４ａが狭く、乾燥室後壁面４ｂが広くなっている。
【００１９】
　また、乾燥室前後壁面４には、ノズル６が設けられている。手挿入口１は、機体外郭８
の天面側とし、乾燥室前後壁面４には、使用時に手の平側９または手の甲側１０に対向す
る複数の穴形状のノズル６が設けられている。ノズル６は、手２の挿入方向に対して交差
するように少なくとも１つの列を成して並べられる。すなわち、手２を挿入したときに、
ノズル６から噴出される空気は、手２に対し、手の平、手の甲を横断するように衝突する
。本実施の形態では、乾燥室前後壁面４のうち、乾燥室前壁面４ａの幅Ｗ１を乾燥室後壁
面４ｂの幅Ｗ２よりも小さくしている。そして、乾燥室前後壁面４のうち小さい側の壁面
（乾燥室前壁面４ａ）に設ける手の平側ノズル６ａの穴数を、対面の大きい側の壁面（乾
燥室後壁面４ｂ）に設ける手の甲側ノズル６ｂの穴数よりも多くする構成とする。すなわ
ち、手の平側ノズル６ａが成す１列に設けられる穴数が、手の甲側ノズル６ｂが成す１列
に設けられる穴数よりも多いことを意味する。
【００２０】
　この手乾燥装置は、洗面所の壁面３０ａなどに取り付けられ、正面３０ｂに向かい合っ
て使用者が立って手を挿入するものである。乾燥室３は、天面に手挿入口１を設け、下方
に向かって手２を挿入するようになっている。ここで、無理のない自然な作業姿勢から、
手２を手挿入口１から挿入すると、手の平側９を正面３０ｂ側にして挿入する場合が多い
傾向である。
【００２１】
　なお、図２示すように、機体外郭８の内部では、吸込空気３１は、フィルター３２、吸
込風路３３を介し、電動送風機７に吸い込まれ、吐出風路３４から吐出空気室３５を介し
てノズル６から吹き出される。乾燥室３には、手２を検知する人感センサー３６があり、
電動送風機７の運転・停止を制御している。
【００２２】
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　上記構成により、乾燥室前後壁面４のうち１面、すなわち、乾燥室前壁面４ａを対面（
乾燥室後壁面４ｂ）に対し小さくしている。このような構成により、手の平側ノズル６ａ
からの空気流５は、手の平側９に当たりながら側面に流れた後に合流し、空間が狭い側（
乾燥室前壁面４ａ側）から空間が広い側（乾燥室後壁面４ｂ側）に向かう一方向に側面気
流４０が流れ易くなる。そのため、手の側面４１での空気流５の気流衝突が抑制されなが
ら、手の側面４１を通過する側面気流４０が発生し、手の平側９と手の甲側１０だけでな
く手の側面４１も乾燥することができる。
【００２３】
　また、乾燥室前後壁面４にノズル６を設けることで、使用時に手の平側９または手の甲
側１０に向けて直接空気流５が吹き出されるため、手の側面４１を通過する側面気流４０
も強く流れることにより、手の平側９と手の甲側１０だけでなく手の側面４１も乾燥する
ことができる。
【００２４】
　また、手の平側９は両手をこすって洗うため付着水が多く、さらに手の甲側１０よりも
毛穴がなく撥水性が劣る点でも付着水が多い。上記のように、乾燥室前後壁面４のうち小
さい側の壁面（乾燥室前壁面４ａ）に設ける手の平側ノズル６ａの穴数を、対面の大きい
側の壁面（乾燥室後壁面４ｂ）に設ける手の甲側ノズル６ｂの穴数よりも多くしてある。
そのため、手の平側９により多くの空気流を当てて、手の平側９の付着水を手の甲側１０
に向かって側面気流４０により強く吹き飛ばして手の側面４１を乾燥することができる。
【００２５】
　このように本発明の実施の形態１の手乾燥装置によれば、短時間で手全体を乾燥するこ
とができることとなる。
【００２６】
　なお、本実施例では手の平側ノズル６ａの穴数を、対面の大きい側の壁面（乾燥室後壁
面４ｂ）設ける手の甲側ノズル６ｂの穴数よりも多くすることで、ノズルから出る風量に
差を設けたが、ノズル６自体の穴径を拡大させたり、穴の代わりに長穴などの形状に変更
しつつ風量に差を設けてもその作用効果に変わりはないことは言うまでもない。
【００２７】
　また、本実施の形態では、乾燥室前壁面４ａよりも乾燥室後壁面４ｂが大きくなるよう
にしたが、逆に乾燥室前壁面４ａよりも乾燥室後壁面４ｂが小さくなるようにしてもよい
。すなわち、手の平側ノズル６ａの穴数は、手の甲側ノズル６ｂよりも少なくなるように
設ける。この場合に、側面気流４０は、乾燥室後壁面４ｂ側から乾燥室前壁面４ａ側へと
流れることになる。
【００２８】
　なお、ノズル６が成す列は、直線状に並んでいる必要はなく、手２に衝突する気流が、
手の平、手の甲を横断するように並んでいればよい。例えば、ジグザグ状であったり、カ
ーブを描いていても構わない。
【００２９】
　（実施の形態２）
　図３に本発明の第２の実施の形態を示す。図３に示すように、本実施の形態による手乾
燥装置は、乾燥室前後壁面４以外の内壁面１１の面を分割するように屈曲部５０を設けて
いる。すなわち、手の側面４１に対向する内壁面１１にテーパー壁面５１を形成する構成
とする。
【００３０】
　上記構成により、手の側面４１に対向する内壁面１１にテーパー壁面５１を形成するこ
とで、手の側面４１を通過する側面気流４０により手の側面４１を乾燥しながら、手の側
面４１と内壁面１１の距離Ｄ１を確保できるため、乾燥室容積を拡大できる。
【００３１】
　このように本発明の実施の形態２の手乾燥装置によれば、乾燥室に手が触れることを防
止しながら、短時間で手全体を乾燥することができることとなる。
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【００３２】
　なお、本実施の形態ではテーパー壁面５１を設けたが、屈曲部５０にＲ形状を加えたり
、内壁面１１全体を曲面形状としたりしてもその作用効果に変わりはないことは言うまで
もない。
【００３３】
　（実施の形態３）
　図４に本発明の第３の実施の形態を示す。図４は、本実施の形態による手乾燥装置の正
面図である。図４に示すように、本実施の形態による手乾燥装置は、手挿入口１が機体外
郭８の正面側に設けられている。このような手乾燥装置は、洗面所の壁面３０ａなどに取
り付けられ、使用者は、手乾燥装置の正面に立って、正面側から乾燥室３に手を挿入する
ものである。乾燥室３の機体天面側の吹出面５３には、複数の穴形状のノズル６が設けら
れている。一方、吹出面５３と対向する側には、水受５４を設ける構成とする。吹出面５
３（幅Ｗ３）は、水受５４（幅Ｗ４）よりも小さくしてある。
【００３４】
　乾燥室３は、正面側の側面に手挿入口１を設け、奥側に向かって手２を挿入するように
なっている。ここで、無理のない自然な作業姿勢から、手２を手挿入口１から挿入すると
、手の平側９を上（ノズル方向）にして挿入する場合が多い傾向である。
【００３５】
　なお、機体外郭８の内部では、吸込空気３１は、フィルター３２、吸込風路３３を介し
、電動送風機７に吸い込まれ、吐出風路３４から吐出空気室３５を介してノズル６から吹
き出される。乾燥室３には、手２を検知する人感センサー３６があり、電動送風機７の運
転・停止を制御している。ここで、ノズル６からの空気流５は、手の平側９に衝突する空
気流５ａだけでなく、乾燥室３の垂直壁面に沿った後、水受５４でＵターンし手の甲側１
０に衝突する空気流５ｂが発生することが多い。
【００３６】
　ここで、手の平側９は両手をこすって洗うため付着水が多く、さらに手の甲側１０より
も毛穴がなく撥水性が劣る点でも付着水が多い。また、手を乾燥室３に挿入したとき、手
の平側９をノズルに向けて使うことが多くなる。そのため、上記構成によれば、手の平側
９の付着水を手の甲側１０に向かって側面気流４０により強く吹き飛ばして手の側面４１
を乾燥することができる。
【００３７】
　このように本発明の実施の形態３の手乾燥装置によれば、短時間で手全体を乾燥するこ
とができることとなる。
【産業上の利用可能性】
【００３８】
　手乾燥装置などの手の乾燥目的以外に、ノズル構造を用いた設備乾燥機器への転用で、
短時間で物体を乾燥させることができる工業用の乾燥用途にも適用できる。
【符号の説明】
【００３９】
　１　手挿入口
　２　手
　３　乾燥室
　４　乾燥室前後壁面
　５　空気流
　６　ノズル
　７　電動送風機
　８　機体外郭
　９　手の平側
　１０　手の甲側
　１１　内壁面
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　４１　手の側面
　５０　屈曲部
　５１　テーパー壁面
　５３　吹出面
　５４　水受

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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