
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高圧空気流を発生する高圧空気流発生装置と、該高圧空気流発生装置により発生された
高圧空気流を噴出するノズルと、該ノズルから噴出された高圧空気流により手から吹き飛
ばされた水を排水する排水口を有する手挿入部と、前記排水を貯留するドレン容器とを備
えた手乾燥装置であって、
　前記手挿入部に連通し、前記ノズルから噴出された高圧空気流を回収するための空気回
収口と、手乾燥装置本体のいずれかの面に設けられ、前記ノズルから噴出された高圧空気
流を逃がすための空気排出口と、前記空気回収口と前記空気排出口とを結ぶ風路と、前記

を使用者から見えないように隠す遮蔽部とを備え、
　該遮蔽部が取り外し可能であることを特徴とする手乾燥装置。
【請求項２】
　前記排水口が前記空気回収口として機能し、
　前記排水口と前記ドレン容器を結ぶ排水路が、前記空気回収口と前記空気排出口を結ぶ
風路として機能することを特徴とする請求項１記載の手乾燥装置。
【請求項３】
　前記ドレン容器の開口部が略上向きに開口しており、前記排水路における、前記ドレン
容器の開口部に連通する部分が略水平方向であることを特徴とする請求項２記載の手乾燥
装置。
【請求項４】
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　前記排水口と前記ドレン容器を結ぶ排水路の表面に、撥水加工が施されたことを特徴と
する請求項１記載の手乾燥装置。
【請求項５】
　前記空気回収口と前記空気排出口を結ぶ風路の表面に、撥水加工が施されたことを特徴
とする請求項１又は４記載の手乾燥装置。
【請求項６】
　前記排水路の表面に、撥水加工が施されたことを特徴とする請求項２又は３記載の手乾
燥装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は手乾燥装置に関し、特に使用者に手から吹き飛ばされた水が跳ねず、排水路等の
汚れや雑菌の発生を防止する手乾燥装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の手乾燥装置では、ノズルから吹き出した気流を手挿入部内でループ状に旋回させる
ことにより、手から吹き飛んだ水滴を手挿入部の外部に飛散するのを防止して、使用者に
水滴がかからないようにしていた（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
また従来の手乾燥装置では、排水路内の汚れの堆積や雑菌の繁殖を抑えるために排水路を
設けず、手挿入部の下部に水容器を設け、この水容器に水滴を溜めるようにしていた（例
えば、特許文献２参照）。
【０００４】
【特許文献１】
特開平１１－１７８７４２号公報（図３，図４）
【特許文献２】
特開２００２－２０９７９１号公報（図１）
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
従来の手乾燥装置では（例えば、特許文献１参照）、ノズルから吹き出した気流を手挿入
部内でループ状に旋回させても、ノズルから吹き出した気流の逃げ場がないため、少なか
らず気流が手挿入部の外部に吹出し、使用者に水滴が跳ねてしまうという問題点があった
。また、気流が手挿入部の外部に吹き出して使用者に当たることにより、使用者に不快感
を与えるという問題点もあった。
【０００６】
また従来の手乾燥装置では（例えば、特許文献２参照）、排水路内の汚れの堆積や雑菌の
繁殖を抑えるために排水路を設けず、手挿入部の下部に水容器を設けているが、水容器が
外部に露出しており溜まった汚水が見えてしまったり、汚水から発生する臭いが使用者に
不快感を与えるという問題点があった。さらに、このような構造を採用すると手挿入部の
下部に高圧空気流発生装置や電気回路を配置することが困難であるという問題点があった
。
【０００７】
本発明は、ノズルから吹き出した気流が手挿入部の外部に吹き出すことがなく、また排水
路の内部に汚れが堆積せず、雑菌の繁殖を抑えることのできる手乾燥装置を提供すること
を目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係る手乾燥装置は、高圧空気流を発生する高圧空気流発生装置と、該高圧空気
流発生装置により発生された高圧空気流を噴出するノズルと、該ノズルから噴出された高
圧空気流により手から吹き飛ばされた水を排水する排水口を有する手挿入部と、排水を貯
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留するドレン容器とを備えたものであって、手挿入部に連通し、ノズルから噴出された高
圧空気流を回収するための空気回収口と、手乾燥装置本体のいずれかの面に設けられ、ノ
ズルから噴出された高圧空気流を逃がすための空気排出口と、空気回収口と空気排出口を
結ぶ風路と、 を使用者から見えないように隠す遮蔽部とを備え、遮蔽部を
取り外し可能としたものである。
【０００９】
【発明の実施の形態】
実施形態１．
図１は、本発明の実施形態１に係る手乾燥装置の縦断面図である。本実施形態１では、壁
面に設置される手乾燥装置について説明する。手乾燥装置は、前面、上面及び下面を手乾
燥装置の本体である箱体１によって覆われており、この箱体１の上面側及び側面側に開口
部２ａが開口している手挿入部２が手乾燥装置の内部に凹状に形成されている。
箱体１の内部には、高圧空気流を発生する高圧空気流発生装置である送風機３が備えられ
ており、手挿入部２の壁面に設けられたノズル４から送風機３で発生した高圧空気流を噴
出するようになっている。なおノズル４は、手挿入部２に挿入した手を擦り合わせること
なく、手に付着した水滴を手の表面及び裏面から除去できるように、手の甲及び手の平の
双方に同時に風を当てるため２つ設けられている。なお、ノズル４は１つだけ設けてもよ
く、また２つ以上設けてもよい。
【００１０】
　手挿入部２の内部の下部には、使用者から手乾燥装置の内部が見えないようにするため
の遮蔽部５が、手挿入部２の断面のすべてを塞がないように設けられており、遮蔽部５に
塞がれていない部分が排水口６となっている 水口６の下側には、手挿入部２に連通し
て排水路７が設けられており、排水路７はドレン容器８に、ドレン容器８の開口部８ａを
介して繋がっている。また、手挿入部２と排水路７の連通する部分は、連続的にその断面
積が縮小するようになっており、排水路７における開口部８ａと連通する部分はほぼ水平
になっている。なおドレン容器８は、箱体１から着脱可能に設けられており、ドレン容器
８の開口部８ａは、ほぼ上向きに開口している。
【００１１】
箱体１の下面には、送風機３に送る空気を吸込むための吸気口９が設けられており、フィ
ルタ１０を通過することにより濾過された空気が吸気ダクト１１を通って送風機３に送ら
れるようになっている。
送風機３によって発生された高圧空気流は、排気ダクト１２を通って上方向に向かい、手
挿入部２に設けられたノズル４から噴出するようになっている。
【００１２】
排水路７の内壁表面には、シリコン系若しくはフッ素系等の撥水性コーティングが施して
あり、排水路８の内壁表面に汚れが堆積したり、雑菌が発生するのを軽減するようになっ
ている。この撥水性コーティングの表面上に、更に抗菌剤を塗布したり、撥水性コーティ
ングに抗菌剤を含有させて雑菌の発生を防止することもできる。
また、手挿入部２の内部に設けられた遮蔽部５を取り外すことにより、排水路７の内壁表
面の清掃が容易に行えるようになっている。
【００１３】
排水口６は、ノズル４から噴出した高圧空気流を回収する空気回収口としての機能も持っ
ており、排水口６と空気回収口は兼用されている。排水路７は、水滴がドレン容器８の開
口部８ａからドレン容器８内に落ちるため、開口部８ａまでで終わってその先の空気排出
口１３に繋がる通風路１４に接続されるようになっている。なお、通風路１４の内壁表面
も湿った空気が通過するため、シリコン系若しくはフッ素系等の撥水性コーティングが施
してあり、通風路１４の内壁表面に汚れが堆積したり、雑菌が発生するのを軽減するよう
になっている。
【００１４】
本実施形態１に係る手乾燥装置は、洗浄後の濡れた手を手首付近まで手挿入部２へ入れる
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と、手挿入部２に設けられたセンサー（図示せず）が手を検知して送風機３が作動する。
送風機３が作動すると、箱体１の下面の吸気口９からフィルタ１０を通過して空気が流入
し、吸気ダクト１１を通って送風機３に入り高圧化される。
【００１５】
送風機３を通過した空気は高圧空気流となり、排気ダクト１２を通り、ノズル４から噴出
される。ノズル４より噴出された高速の高圧空気流は、手挿入部２の内部に挿入された手
に当たり、手の表面に付着していた水を水滴として吹き飛ばし、その一部は手挿入部２の
開口部２ａから外部へ流出するものの、そのほとんどは空気回収口として機能する排水口
６から通風路１４を通って空気排出口１３から排出される。この際、高圧空気流は排水路
７を通過することとなるが、排水路７は空気回収口と空気排出口１３を結ぶ風路としても
機能する。
なお、空気排出口１３は箱体１の下面に設けられているので、空気排出口１３から吹き出
した空気は使用者に吹きかからないようになっており使用者への不快感はない。
【００１６】
使用者が手挿入部２で手を抜き差しすることによって、手全体に付着していた水分が除去
され手が乾燥する。乾燥が終了した後、使用者が手挿入部２から手を抜くとセンサが手を
検知しなくなり送風機３が停止する。
【００１７】
濡れた手から除去された水滴は手挿入部２の壁面に当たり、その水滴は手挿入部２の壁面
をつたって流れ、手挿入部２の下部の排水口６に入り、排水路７を通ってドレン容器８に
回収される。このとき排水路７は、空気回収口と空気排出口１３を結ぶ風路としても機能
し、排水路７は風路として兼用されているため、排水路７内を流れる水滴は空気によって
押され、十分な広さを持つ開口部８ａからドレン容器８に回収される。なおドレン容器８
の開口部８ａは、ほぼ上向きに開口するようにし水滴がスムーズにドレン容器８の内部に
回収されるようにする。
【００１８】
本実施形態１では、ノズル４より噴出された高速の高圧空気流が手の表面に付着した水滴
を吹き飛ばし、高圧空気流の一部は手挿入部２の外部へ流出するものの、そのほとんどは
空気回収口として機能する排水口６から、風路として機能する排水路７と通風路１４を通
って空気排出口１３から排出されるため、手挿入部２の開口部２ａから使用者に向かう空
気の流出を軽減し、それにより水滴の飛散も軽減することができる。
【００１９】
また従来の手乾燥装置では、濡れた手から吹き飛ばされた水滴は汚れを含んでいるため、
水滴の付着した部分を清掃せずに放置しておくと、その部分から臭いが発生していたが、
本実施形態１では、排水路７内に空気が流れ、排水路７の内壁表面には撥水加工が施され
ていることにより、水滴が残りにくく排水路７内はすばやく乾燥することとなる。このた
め、汚れの堆積及び雑菌の繁殖を軽減することができ臭いは発生せず、使用者に不快感を
与えることがない。
【００２０】
さらに本実施形態１では、ドレン容器８の開口部８ａはほぼ上向きに開口しており、排水
路７におけるドレン容器８の開口部８ａと連通する部分がほぼ水平になっているため、排
水路７から流入する空気はドレン容器８に流れ込まず、通風路１４を通過して空気排出口
１３から箱体１の外部に排出され、水滴のみが開口部８ａからドレン容器８の内部に回収
される。またこのような構成により、開口部８ａからドレン容器８の内部に空気が流れ込
むことがないため、ドレン容器８の内部に溜まったドレン水を波立たせ、ドレン容器８か
らこぼれるのを防止することができる。
【００２１】

　図２は、 手乾燥装置の縦断面図である。 手乾燥装置は、手挿入部
２に排水口６と空気回収口６ａが別々に設けられている。また排水路７及び空気回収口６
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ａと空気排出口１３を結ぶ風路７ａが別々に設けられている。なお、遮蔽部５及び通風路
１４はなく、排水路７の内壁表面及び風路７ａの内壁表面には撥水性コーティングが施さ
れている。また排水路７における、ドレン容器８の開口部８ａに連通する部分は水平にな
っていない。その他の部分については、図１に示す実施形態１に係る手乾燥装置と同様で
あり、同一の符号を付して説明を省略する。
【００２２】
　本 では、ノズル４より噴出された高速の高圧空気流が手の表面に付着した水滴
を吹き飛ばし、高圧空気流の一部は手挿入部２の外部へ流出するか若しくは排水路７に流
れるものの、その多くは空気回収口６ａから、風路７ａを通って空気排出口１３から排出
されるため、手挿入部２の開口部２ａから使用者に向かう空気の流出を軽減し、それによ
り水滴の飛散も軽減することができる。
【００２３】
　また従来の手乾燥装置では、濡れた手から吹き飛ばされた水滴は汚れを含んでいるため
、水滴の付着した部分を清掃せずに放置しておくと、その部分から臭いが発生していたが
、 では、排水路７の内壁表面及び風路７ａの内壁表面には撥水加工が施されて
いることにより、水滴が残りにくく排水路７内及び風路７ａ内はすばやく乾燥することと
なる。このため、汚れの堆積及び雑菌の繁殖を軽減することができ臭いは発生せず、使用
者に不快感を与えることがない。
【００２４】

　図３は、 手乾燥装置の縦断面図である。 手乾燥装置は、手挿入部
２の開口部２ａが、箱体１の正面側及び側面側に開口しており、開放シンク状の凹部とし
て形成されている。また、手挿入部２の下面を形成する水受け部１５と、手挿入部２の開
口部２ａの奥側及び側面側の端縁部に防壁１６が設けられており、開口部２ａの側面側及
び前方への水滴の飛散を防止するようになっている。水受け部１５の、手挿入部２の奥側
は開口しており排水口６となっている。また排水口６の下側には、ドレン容器８の開口部
８ａへ水滴を導くための排水路７が形成されている。
　なお、高圧空気流を発生する送風機３は、箱体１の内部の上部に設けられており、ヒー
ター１７で高圧空気流を温風にして、ノズル４から噴出するようになっている。
　図３では、図１と同一の部品について同一の符号を用いている。
【００２５】
水受け部１５の下側には、排水口６から入って排水路７を通ってきた水滴を回収するため
のドレン容器８が、着脱可能に設けられている。
なお、手挿入部２の内面及び防壁１６には、シリコン系若しくはフッ素系等の撥水性コー
ティングが施されており、手挿入部２の内面等に汚れが堆積したり、雑菌が増殖するのを
軽減するようになっている。
【００２６】
排水口６は、ノズル４から噴出した高圧空気流を回収する空気回収口としての機能も持っ
ており、排水口６と空気回収口は兼用されている。排水路７は、水滴がドレン容器８の開
口部８ａからドレン容器８内に落ちるため、開口部８ａまでで終わってその先の空気排出
口１３に繋がる通風路１４に接続されるようになっている。なお、通風路１４の内壁表面
も湿った空気が通過するため、シリコン系若しくはフッ素系等の撥水性コーティングが施
してあり、通風路１４の内壁表面に汚れが堆積したり、雑菌が発生するのを軽減するよう
になっている。
【００２７】
また排水路７の内壁表面にも、シリコン系若しくはフッ素系等の撥水性コーティングが施
してあり、排水路７の内壁表面に汚れが堆積したり、雑菌が発生するのを軽減するように
なっている。
【００２８】
　高圧空気流発生装置である送風機３は、ＤＣブラシレスモータ、整流子モータ又は誘導
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電動機等のモータと、このモータを駆動させる駆動回路及びモータによって回転するター
ボファンによって構成されている。なお本 では、送風機３が箱体１の内部の手挿
入部２の直上に、吸気側を手乾燥装置の背面側に向けて取り付けられている。
　送風機３の吸気側は、箱体１の背面側に縦方向に設けられた吸気ダクト１１に臨んでお
り、吸気ダクト１１の下端の吸気口９からフィルタ１０を通過して吸込まれた空気が送風
機３に送られるようになっている。なお、フィルタ１０は着脱可能に取り付けられている
。
【００２９】
ノズル４は、手挿入部２の開口部２ａの付近の上部に、噴出口を下向きにして取り付けら
れ、手挿入部２の内部に入れられた手に高速の高圧空気流を吹き付け、手を擦り合わせる
ことなく手に付いた水滴を手の表面から除去する。また、ヒーター１７で高圧空気流を温
風にするため、手の表面は素早く乾燥する。
【００３０】
ノズル４より噴出された高速の高圧空気流は、手挿入部２の内部に挿入された手に当たり
、手の表面に付着していた水を水滴として吹き飛ばし、その一部は手挿入部２の開口部２
ａから外部へ流出するものの、そのほとんどは空気回収口として機能する排水口６から通
風路１４を通って空気排出口１３から排出される。この際、高圧空気流は排水路７を通過
することとなるが、排水路７は空気回収口と空気排出口１３を結ぶ風路としても機能する
。
なお空気排出口１３と吸気口９は、空気排出口１３から吹き出した湿った空気を再び吸気
口９から吸込まないように十分離れて配置されており、吸気ダクト１１が汚れたり、送風
機３が錆びるのを防止するようになっている。また、空気排出口１３は箱体１の下面に設
けられているので、空気排出口１３から吹き出した空気は使用者にかからないようになっ
ており、使用者への不快感はない。
【００３１】
　本 手乾燥装置は、洗浄後の濡れた手を手首付近まで手挿入部２へ入れる
と、手挿入部２の上部に設けられたセンサー１８が手を検知して、制御回路の処理により
送風機３が作動する。送風機３が作動すると、箱体１の下面の吸気口９からフィルタ１０
を通過して空気が流入し、吸気ダクト１１を通って送風機３に入り高圧化され、高圧空気
流がノズル４から噴出する。ノズル４より噴出された高速の高圧空気流は、手挿入部２の
内部に挿入された手に当たり、手の表面に付着していた水を水滴として吹き飛ばし、使用
者が手挿入部２で手を抜き差しすることによって、手全体に付着していた水分が除去され
手が乾燥する。乾燥が終了した後、使用者が手挿入部２から手を抜くとセンサ１８が手を
検知しなくなり送風機３が停止する。
【００３２】
手から吹き飛ばされた水滴は、水受け部１５の上面を排水口６に向かって流下して排水口
６に入り、排水路７を通ってドレン容器８に回収される。このとき排水路７は、空気回収
口と空気排出口１３を結ぶ風路としても機能し、排水路７は風路として兼用されているた
め、排水路７内を流れる水滴は空気によって押され、十分な広さを持つ開口部８ａからド
レン容器８に回収される。なおドレン容器８の開口部８ａは、ほぼ上向きに開口するよう
にし水滴がスムーズにドレン容器８の内部に回収されるようになっており、排水路７にお
ける開口部８ａと連通する部分はほぼ水平になるようになっている。
【００３３】
　本 では、ノズル４より噴出された高速の高圧空気流が手の表面に付着した水滴
を吹き飛ばし、高圧空気流の一部は手挿入部２の外部へ流出するものの、そのほとんどは
空気回収口として機能する排水口６から、風路として機能する排水路７と通風路１４を通
って空気排出口１３から排出されるため、手挿入部２の開口部２ａから使用者に向かう空
気の流出を軽減し、それにより水滴の飛散も軽減することができる。
【００３４】
　また従来の手乾燥装置では、濡れた手から吹き飛ばされた水滴は汚れを含んでいるため
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、水滴の付着した部分を清掃せずに放置しておくと、その部分から臭いが発生していたが
、本 では、排水路７内に空気が流れ、排水路７の内壁表面には撥水加工が施され
ていることにより、水滴が残りにくく排水路７内はすばやく乾燥することとなる。このた
め、汚れの堆積及び雑菌の繁殖を軽減することができ臭いは発生せず、使用者に不快感を
与えることがない。
【００３５】
　さらに本 では、ドレン容器８の開口部８ａはほぼ上向きに開口しており、排水
路７におけるドレン容器８の開口部８ａと連通する部分がほぼ水平になっているため、排
水路７から流入する空気はドレン容器８に流れ込まず、通風路１４を通過して空気排出口
１３から箱体１の外部に排出され、水滴のみが開口部８ａからドレン容器８の内部に回収
される。またこのような構成により、開口部８ａからドレン容器８の内部に空気が流れ込
むことがないため、ドレン容器８の内部に溜まったドレン水を波立たせ、ドレン容器８か
らこぼれるのを防止することができる。
【００３６】
　また本 では、排水路７及び通風路１４は専用の部品によって形成されるのでは
なく、水受け部１５、箱体１及びドレン容器８によって形成されるためコストダウンを図
ることができる。また、ドレン容器８を取り外すことによって、排水路７及び通風路１４
の内壁の清掃を容易に行うことができる。
【００３７】
【発明の効果】
　本発明では、手挿入部に連通し、ノズルから噴出された高圧空気流を回収するための空
気回収口と、手乾燥装置本体のいずれかの面に設けられ、ノズルから噴出された高圧空気
流を逃がすための空気排出口と、空気回収口と空気排出口を結ぶ風路と、
を使用者から見えないように隠す遮蔽部とを備え、
　遮蔽部が取り外し可能であるため、手挿入部から使用者に向かう空気の流出を軽減し、
それにより水滴の飛散も軽減することができ、遮蔽部を取り外すことにより、排水路の内
壁表面の清掃が容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施形態１に係る手乾燥装置の縦断面図である。
【図２】　 手乾燥装置の縦断面図である。
【図３】　 手乾燥装置の縦断面図である。
【符号の説明】
１　箱体、２　手挿入部、３　送風機、４　ノズル、５　遮蔽部、６　排水口、７　排水
路、８　ドレン容器、９　吸気口、１０　フィルタ、１１　吸気ダクト、１２　排気ダク
ト、１３　空気排出口、１４　通風路、１５　水受け部、１６　防壁、１７　ヒーター、
１８　センサ。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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