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(57)【要約】
【課題】劇場で貸与される３Ｄメガネを回収して次の貸
与に備えた洗浄・乾燥を、作業の効率を向上させ、人手
をかけずに短時間で行うことができる３Ｄメガネ用洗浄
及び乾燥装置を提供する。
【解決手段】筐体１２と、筐体１２に設けられて、複数
の３Ｄメガネが配列されるトレーが出し入れ可能な開口
面を開閉する扉１４と、筐体１２内に配置されて、トレ
ーを保持可能となった回転体１６と、回転体１６を回転
駆動可能となったモータ４０と、筐体１２内に配置され
て、トレーに向けて液体を噴射可能となったノズル５２
と、を備える。モータ４０からの回転駆動によりトレー
と共に回転体１６を回転させると共にノズル５２からの
噴射を行う洗浄と、モータ４０からの回転駆動によりト
レーと共に回転体１６を回転させて、遠心力により３Ｄ
メガネに付着する液体を吹き飛ばす乾燥と、を行う。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体と、
　筐体に設けられて、複数の３Ｄメガネが配列されるトレーが出し入れ可能となった開口
面を開閉する扉と、
　筐体内に配置されて、前記トレーを保持可能となった回転体と、
　回転体を回転駆動可能となった駆動体と、
　筐体内に配置されて、トレーに向けて液体を噴射可能となったノズルと、
を備え、
　駆動体からの回転駆動によりトレーと共に回転体を回転させると共にノズルからの噴射
を行う洗浄と、駆動体からの回転駆動によりトレーと共に回転体を回転させて、遠心力に
より３Ｄメガネに付着する液体を吹き飛ばす乾燥と、を行うことが可能となったことを特
徴とする３Ｄメガネ用洗浄及び乾燥装置。
【請求項２】
　前記洗浄時には、回転体を回転方向を交互に切り替えて往復回転させる一方で、前記乾
燥時には、回転体を洗浄時よりも高速に一方向にのみ回転させることを特徴とする請求項
１記載の３Ｄメガネ用洗浄及び乾燥装置。
【請求項３】
　前記回転体には、前記回転体と同軸で且つ一体にファンが連結されることを特徴とする
請求項１または２記載の３Ｄメガネ用洗浄及び乾燥装置。
【請求項４】
　ノズルから洗剤と洗浄水とをそれぞれ噴射可能となったことを特徴とする請求項１ない
し３のいずれか１項に記載の３Ｄメガネ用洗浄及び乾燥装置。
【請求項５】
　洗剤を貯留する洗剤タンクと、ノズルから噴射された洗剤を回収して前記洗剤タンクへ
と戻す管路と、洗剤タンクから前記ノズルへと洗剤を送出するポンプと、を備えることを
特徴とする請求項４記載の３Ｄメガネ用洗浄及び乾燥装置。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれか１項に記載の前記ノズルを除去した乾燥装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、劇場等で使用される３Ｄメガネを短時間で洗浄及び／または乾燥することの
できる装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、３Ｄ映画の普及と共に劇場で３Ｄメガネが使用される機会が多くなっており、３
Ｄメガネを鑑賞者に貸与して、それを映画上映後に回収するようにしている。
【０００３】
　回収した３Ｄメガネは、鑑賞者の化粧等が付着するために、次回の貸与に供するために
洗浄する必要がある。そのため従来は、回収ボックス内に回収された３Ｄメガネを、洗浄
機を用いて洗浄し、洗浄後に洗浄機から取り出して、水滴をエアーで吹き飛ばし、残りの
水滴を手作業で拭き取り、仮保管箱に収納して、ディスプレイ棚に配列して、次の鑑賞者
に手渡しするようにしている。
【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、１回の上映で大量の３Ｄメガネが使用されるために、以上の一連の作業
に、人手と時間がかかるという問題がある。
【０００５】
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　特に、洗浄機として、従来は食器洗浄機が使用されており、その洗浄に時間がかかると
いう問題がある。
【０００６】
　さらには、乾燥のために、人手で布を用いて１本ずつ拭き取っているために、人手と時
間がかかるという問題がある。
【０００７】
　本発明はかかる課題に鑑みなされたもので、作業効率を向上させ、人手がかからず短時
間で処理を行うことができる３Ｄメガネ用洗浄及び乾燥装置または乾燥装置を提供するこ
とをその目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の請求項１記載の発明は、３Ｄメガネ用洗浄及び乾
燥装置であって、
　筐体と、
　筐体に設けられて、複数の３Ｄメガネが配列されるトレーが出し入れ可能となった開口
面を開閉する扉と、
　筐体内に配置されて、前記トレーを保持可能となった回転体と、
　回転体を回転駆動可能となった駆動体と、
　筐体内に配置されて、トレーに向けて液体を噴射可能となったノズルと、
を備え、
　駆動体からの回転駆動によりトレーと共に回転体を回転させると共にノズルからの噴射
を行う洗浄と、駆動体からの回転駆動によりトレーと共に回転体を回転させて、遠心力に
より３Ｄメガネに付着する液体を吹き飛ばす乾燥と、を行うことが可能となったことを特
徴とする。
【０００９】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の３Ｄメガネ用洗浄及び乾燥装置において、前記
洗浄時には、回転体を回転方向を交互に切り替えて往復回転させる一方で、前記乾燥時に
は、回転体を洗浄時よりも高速に一方向にのみ回転させることを特徴とする。
【００１０】
　請求項３記載の発明は、請求項１または２記載の３Ｄメガネ用洗浄及び乾燥装置におい
て、前記回転体には、前記回転体と同軸で且つ一体にファンが連結されることを特徴とす
る。
【００１１】
　請求項４記載の発明は、請求項１ないし３のいずれか１項に記載の３Ｄメガネ用洗浄及
び乾燥装置において、ノズルから洗剤と洗浄水とをそれぞれ噴射可能となったことを特徴
とする。
【００１２】
　請求項５記載の発明は、請求項４記載の３Ｄメガネ用洗浄及び乾燥装置において、洗剤
を貯留する洗剤タンクと、ノズルから噴射された洗剤を回収して前記洗剤タンクへと戻す
管路と、洗剤タンクから前記ノズルへと洗剤を送出するポンプと、を備えることを特徴と
する。
【００１３】
　請求項６記載の発明は、乾燥装置であって、請求項１ないし５のいずれか１項に記載の
前記ノズルを除去したことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、複数の３Ｄメガネが配列されるトレー毎に装置に投入して、トレー毎
の洗浄または乾燥を行うために、複数の３Ｄメガネを一度に短時間で処理することができ
る。
【００１５】
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　回転体を回転させることで、３Ｄメガネに対して様々な方向からノズルからの液体を噴
射させることができて、３Ｄメガネの洗浄を隈なく行うことができる。
【００１６】
　遠心力を用いて３Ｄメガネに付着する液体を吹き飛ばすために、加熱乾燥に比較して、
短時間で乾燥を完了させることができる。
【００１７】
　こうして人手を要せずに、短時間で処理することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明に係る３Ｄメガネ用洗浄及び乾燥装置の正面図である。
【図２】図１の装置の内部構造を示す側面図である。
【図３】図２の３－３線に沿って見た図である。
【図４】図１の装置の回転体を表す斜視図である。
【図５】ストッパー機構を表す部分拡大斜視図である。
【図６】図１の装置の配管を表す説明図である。
【図７】トレーと３Ｄメガネを表す図である。
【図８】洗浄と乾燥処理の手順を表すフローチャートである。
【図９】ディスプレイ装置の正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図面を用いて本発明の実施の形態を説明する。
【００２０】
　図１～図３に示したように、本発明の３Ｄメガネ用洗浄及び乾燥装置１０は、筐体１２
を有しており、筐体１２の正面側には筐体１２に設けられた開口面を開閉する扉１４が設
けられている。
【００２１】
　図２に示したように、筐体１２内には、扉１４で開閉する開口面に対向して、回転体１
６が配置される。回転体１６は、図４に示したように、底板１８、中間板２０及び天板２
２からなる３つの水平な回転板と、中間板２０を貫通して３つの回転板を互いに連結する
複数の鉛直な角パイプ２４とを備える。底板１８と中間板２０と角パイプ２４とによって
画成される空間と、中間板２０と天板２２と角パイプ２４とによって画成される空間が、
後述の直方体形のトレー８０が挿入されるトレー保持空間２５、２５となる。各トレー保
持空間２５内には、複数（例えば２つ）のトレー８０が積層して挿入可能となっており、
挿入されたトレー８０は、僅かなクリアランスを持って、その四方が角パイプ２４によっ
て囲まれて保持される。
【００２２】
　さらに、扉１４を空けた開口面から各トレー保持空間２５内にトレー８０を案内するた
めの案内バー２６が、各トレー保持空間２５の両側方に設けられている。２つの案内バー
２６の間隔は、扉１４に接近している部分においては広がっており、この間隔が漸次、ト
レー保持空間２５奥部に向かって狭くなっており、案内バー２６によって扉１４を開けた
開口面からトレー８０をトレー保持空間２５内に容易に出し入れ可能となっている(図３
参照）。
【００２３】
　また、トレー保持空間２５の正面側には、挿入したトレーを固定するためのストッパー
機構３０が設けられる。ストッパー機構３０は、図４及び５に示したように、正面側に配
置された一方の角パイプ２４に基部がヒンジ結合されたストッパーバー３２と、正面側に
配置された他方の角パイプ２４に固着されて、ストッパーバー３２の遊端部３２ａに形成
された孔３２ｂに挿入可能となったストッパー片３４と、正面側に配置された他方の角パ
イプ２４に固着された取付片３５と、取付片３５に形成された孔３５ａを挿通して、スト
ッパー片３４に形成された孔３４ａに挿入可能となったロックピン３６と、を備える。ト
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レー保持空間２５内にトレー８０を挿入した後、ストッパーバー３２の遊端部３２ａを正
面側に配置された他方の角パイプ２４に接近させて、ストッパー片３４を孔３２ｂに挿通
させて、ロックピン３６の下端をストッパー片３４に形成された孔３４ａに挿通させるこ
とで、ストッパーバー３２が固定され、よって、トレー８０がトレー保持空間２５内で固
定されるようになっている。
【００２４】
　各回転板である底板１８、中間板２０及び天板２２には、空気及び液体を透過し得るよ
うにそれぞれ多数の開口１８ａ、２０ａ、２２ａが穿設される。
【００２５】
　底板１８の中央底部からは回転軸３８が下方に延びており、回転軸３８は防水モータ４
０の出力軸に連結される。また、天板２２の中央上部からは回転軸３８と同軸の第２回転
軸４２が上方に延びており、第２回転軸４２の上端にはファン４４が連結される。
【００２６】
　筐体１２内の回転体１６のやや下方には、水平な固定の仕切壁４８が配置される。仕切
壁４８は多数の孔が穿孔されたパンチングプレートとなっている。図３に示すように、仕
切壁４８を貫通して、回転板の外周側には、複数（図の例では４つ）の配管５０が垂直に
配設される。各配管５０には、それぞれノズル５２が設けられ、各ノズル５２の噴射口は
、前記トレー保持空間２５内の方向に向けられている。
【００２７】
　筐体１２内の下部は回収パン５４となっており、さらに、回収パン５４の下方には、洗
剤タンク５６と洗浄水タンク５８とが設けられる。
【００２８】
　図６に示したように、回収パン５４からは洗剤タンク５６へと向かう洗剤回収路６０が
設けられ、洗剤回収路６０には第１電磁弁Ｖ１が設けられる。また、洗剤タンク５６から
配管５０へと向かう循環路６２が設けられ、循環路６２には、第２電磁弁Ｖ２及びポンプ
Ｐが設けられる。さらに、回収パン５４からは排水路６４が設けられ、排水路６４には第
３電磁弁Ｖ３が設けられる。また、洗浄水タンク５８と循環路６２とを繋ぐ連通路６６が
設けられ、連通路６６には第４電磁弁Ｖ４が設けられる。
【００２９】
　洗剤タンク５６には、洗剤投入口５６ａから洗剤が供給可能となっており、洗浄水タン
ク５８には、給水路６８から給水（水道水）が可能となっている。
【００３０】
　図２に示すように、筐体１２の上部には、空気を筐体１２の内部に取り入れる空気取入
口１２ａが形成され、筐体１２の下部には、空気を筐体１２の外部に排出する空気排出口
１２ｂが形成される。空気取入口１２ａは、前記ファン４４に対向している。さらに、筐
体１２の上部の空気取入口１２ａよりも上方には、コントローラ７０が配置されている。
コントローラ７０は、前記モータ４０及び各電磁弁Ｖ１～Ｖ４、ポンプＰの動作を制御す
る。
【００３１】
　また、図１に示すように、装置１０の筐体１２の正面上部外側には、運転スイッチ７２
、表示ランプ７４などが配置される。
【００３２】
　この装置１０に投入されるトレー８０は、図７に示すように、線条部材で構成された籠
状若しくは網目状、またはパンチング状に構成されたものであり、液体が内外を抵抗なく
通過し得るものとなっている。そして、トレー８０内には、各３Ｄメガネ８２の位置決め
を行う位置決め突起８０ａが形成されており、この位置決め突起８０ａに各３Ｄメガネ８
２の中央部を引っ掛けることで複数（ここでは１２個）の３Ｄメガネ８２が配列可能とな
っている。
【００３３】
　以上のように構成される３Ｄメガネ用洗浄及び乾燥装置１０の作用を説明する。図８の
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ステップＳ１０において、まず、回収された使用済みの３Ｄメガネ８２は、トレー８０内
に並べて装填される。
【００３４】
　次いで、３Ｄメガネ用洗浄及び乾燥装置１０の扉１４が開放され、所定数（ここでは４
個）のトレー８０がトレー保持空間２５内に挿入される。そして、ストッパー機構３０を
作用させた後、扉１４が閉じられる。
【００３５】
　予め、洗剤タンク５６には所定量の洗剤が濃度調整の上、洗剤投入口５６ａより投入さ
れている。
【００３６】
　そして、運転スイッチが押されると(ステップＳ１２)、ステップＳ１４において洗浄が
開始し、電磁弁Ｖ１、Ｖ２が開かれ、電磁弁Ｖ３、Ｖ４が閉じられて、ポンプＰを駆動し
、モータ４０の回転が開始される。そして、回転体１６を低速度で正回転と逆回転とを交
互に繰り返して回転させる。
【００３７】
　洗剤タンク５６からの洗剤がポンプＰによって汲み上げられて配管５０を通りノズル５
２から噴射されて、回転体１６に保持されたトレーに洗剤が吹き掛けられる。回転体１６
が正回転と逆回転とを交互に繰り返すことにより、回転体１６に保持されたトレー８０の
向きが変化するので、トレー８０内の３Ｄメガネ８２に対してその全方向から万遍なく洗
剤を吹き掛けることができる。
【００３８】
　トレー８０内の３Ｄメガネ８２に吹き掛けられた後の洗剤は、回転板または仕切壁４８
を通過して、回収パン５４で回収され、洗剤回収路６０を通過して、洗剤タンク５６へと
戻る。
【００３９】
　コントローラ７０のタイマ機能により所定時間(例えば３０秒程度)、洗剤洗浄(洗剤を
用いた洗浄)が行われると（ステップＳ１６）、次いで、ステップＳ１８において、すす
ぎ洗浄（洗浄水を用いた洗浄）が開始し、電磁弁Ｖ１、Ｖ２が閉じられ、電磁弁Ｖ３、Ｖ
４が開かれる。回転体１６は、引き続き、正回転と逆回転とを交互に繰り返して回転する
。
【００４０】
　洗浄水タンク５８からの洗浄水が汲み上げられて配管５０を通りノズル５２から噴射さ
れて、回転体１６に保持されたトレーに洗浄水が吹き掛けられる。洗剤洗浄時と同様に、
回転体１６が正回転と逆回転とを交互に繰り返すことにより、回転体１６に保持されたト
レー８０の向きが変化するので、トレー８０内の３Ｄメガネ８２に対して全方向から万遍
なく洗浄水を吹き掛けることができる。
【００４１】
　トレー８０内の３Ｄメガネ８２に吹き掛けられた後の洗浄水は、回転板または仕切壁４
８を通過して、回収パン５４で回収され、排水路６４を通り排水される。
【００４２】
　コントローラ７０のタイマ機能により所定時間(例えば、３０秒程度)、すすぎ洗浄が行
われると（ステップＳ２０）、次いで、ステップＳ２２において、乾燥が開始し、電磁弁
Ｖ４が閉じられ、電磁弁Ｖ３は開いたままで、モータ４０の回転数を上げて、一定の回転
方向に回転体１６を高速回転させる。
【００４３】
　これによって、３Ｄメガネ８２に付着した洗浄水が遠心力によって吹き飛ばされる。吹
き飛ばされた洗浄水は、回収パン５４から排水路６４を通り排水される。さらに、同軸上
に配されるファン４４も回転体１６と同期して回転しているため、筐体１２外からの空気
を空気取入口１２ａより吸引して、回転体１６の方向へ軸方向に通して、空気排気口１２
ｂへと、遠心力と直交する方向に流通させることができる。この空気の流通によって、３
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Ｄメガネ８２上に付着している、遠心力では飛散しにくい細かい水滴を蒸発させることが
できる。
【００４４】
　コントローラ７０のタイマ機能により所定時間(例えば、１０秒程度)、乾燥が行われる
と（ステップＳ２４）、洗浄・乾燥作業は終了するので、扉１４が再び開放され、３Ｄメ
ガネ８２はトレー８０毎に取り出され、トレー８０は後述のディスプレイ装置１００に投
入される。
【００４５】
　３Ｄメガネ８２はプラスチック製であり、衝撃に強く、大きな角加速度が作用する往復
回転に耐えることができるので、洗剤、洗浄水によって、３Ｄメガネの全部分の洗浄を隈
なく行うことができる。また、大きな角速度での高速回転（例えば、５００～６００ｒｐ
ｍ）にも耐えることができるので、大きな遠心力を作用させることで、ヒータによる加熱
乾燥に比較して、短時間で乾燥を完了させることができる。また、熱に弱い３Ｄメガネ８
２に対して好適である。
【００４６】
　こうして、人手を要せずに、短時間で洗浄及び乾燥処理を行うことができる。
【００４７】
　また、ノズル５２から噴射された後の洗剤は、洗剤タンク５６で回収されて次回の洗浄
バッチに使用することができる。何回か規定の回数の再使用を行うことで、洗剤の排出の
機会を抑えて環境への配慮を行うことができる。規定回数の使用の後に、洗剤タンク５６
から洗剤を排出するように、排出路６９(図６)を備えることもできる。
【００４８】
　尚、このメガネ用洗浄及び乾燥装置１０は、要求に応じて、例えば、乾燥のみを行うメ
ガネ用乾燥装置として使用することもでき、または、すすぎ洗浄と乾燥のみを行うメガネ
用洗浄及び乾燥装置として使用することもできる。
【００４９】
　例えば、乾燥のみを行う３Ｄメガネ用乾燥装置とする場合には、配管５０、タンク５６
，５８及び各種管路６０、６２、６６、６８、電磁弁Ｖ１～Ｖ４及びポンプＰを除去する
ことで対応することができる。この場合には、別の装置で洗浄後の３Ｄメガネ８２をトレ
ー８０に装填させて、トレー８０毎に装置に挿入することで、遠心力及びファン４４を用
いた乾燥処理だけを行うことができる。
【００５０】
　また、すすぎ洗浄と乾燥のみを行うメガネ用洗浄及び乾燥装置とする場合には、タンク
５６、管路６０、６２の一部、電磁弁Ｖ１～Ｖ３を除去することで対応することができる
。この場合には、別の装置で洗剤洗浄までを行った３Ｄメガネ８２をトレー８０に装填さ
せて、トレー８０毎に装置に挿入することで、すすぎ洗浄及び乾燥処理だけを行うことが
できる。
【００５１】
　次に、ディスプレイ装置１００について説明する。ディスプレイ装置１００は、図９に
示したように、筐体１０２を有しており、筐体１０２の正面側には扉１０４が開閉自在に
設けられる。扉１０４の中央部は、透明材料で構成された紫外線不透過性ののぞき窓１０
４ａとなっている。筐体１０２の底部にはキャスタ１０６が取り付けられている。
【００５２】
　筐体１０２内の中央部は陳列部１０５となっており、複数の保持片１０５ａが取り付け
られており、各トレー８０を保持できるようになっている。
【００５３】
　筐体１０２内の下部背面には、給気口１０２ａが形成され、給気口には給気フィルタ１
１２が設けられ、筐体１０２の頂面には、排気口１０２ｂが形成され、筐体１０２内の上
部には、送風ファン１１０が配置される。また、筐体１０２内の上部には殺菌灯１１４も
配置される。
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【００５４】
　洗浄及び乾燥が完了した３Ｄメガネ８２をトレー８０から出さずに、そのまま、ディス
プレイ装置１００の陳列部１０５に挿入すると、ディスプレイ装置１００では、送風ファ
ン１１０の稼働により、給気口から排気口へと空気を流して、引き続き、３Ｄメガネ８２
の乾燥を行うと共に、殺菌灯１０４からの紫外線で殺菌を行うことができる。この殺菌中
の３Ｄメガネ８２は、のぞき窓１０４ａから見えるので、使用者に清潔な印象を与えるこ
とができる。
【００５５】
　以上のようにトレー単位で洗浄から陳列までの作業を行うことができるため、効率良く
、作業を行うことができる。
【符号の説明】
【００５６】
１０　３Ｄメガネ用洗浄及び乾燥装置
１２　筐体
１４　扉
１６　回転体
４０　モータ（駆動体）
４４　ファン
５２　ノズル
５６　洗剤タンク
６０　洗剤回収路
８０　トレー
８２　３Ｄメガネ
Ｐ　ポンプ

【図１】 【図２】



(9) JP 2012-26684 A 2012.2.9

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(10) JP 2012-26684 A 2012.2.9

【図８】 【図９】



(11) JP 2012-26684 A 2012.2.9

【図７】



(12) JP 2012-26684 A 2012.2.9

フロントページの続き

(72)発明者  山本　寧
            東京都大田区南馬込２丁目２９番１７号　菱熱工業株式会社内
(72)発明者  新垣　和樹
            東京都大田区南馬込２丁目２９番１７号　菱熱工業株式会社内
Ｆターム(参考) 2H006 DA07 
　　　　 　　  3L113 AA04  AB08  AC48  AC68  AC74  AC75  AC76  BA04  DA10 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

