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(57)【要約】
本発明は、衣類乾燥機に関し、特に安全盤付き棚式衣類
乾燥機に関するものである。熱風発生器と、熱風発生器
に設けられ、複数の送風口を有する送風棚と、送風棚に
設けられ、中心支持管を有する傘型支持フレームと、支
持フレームの周囲に設けられるハウジングによって形成
された衣類乾燥室を含む衣類乾燥機において、送風棚の
上に通風安全盤が設けられ、前記通風安全盤と送風棚と
の間に熱風緩和室が形成されている。本発明のメリット
は、次の通りである。１）衣類が熱風口に落ちないよう
に、安全盤が設けられ、消費者が心配なく安心に使用で
きる。２）温度・湿度プローブで温度・湿度を制御する
ことによって、衣類乾燥機が乾燥完了後に自動的に運転
を停止して衣類を干しすぎないことと、エネルギー節約
との目的に達成できる。３）衣類乾燥室に入った熱気流
は各位置での温度が均一で、気流が穏やかで、よりよい
乾燥効果を得ることができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱風発生器と、
　熱風発生器に設けられ、複数の送風口を有する送風棚と、
　送風棚に設けられ、中心支持管を有する傘型支持フレームと、
　支持フレームの周囲に設けられるハウジングによって形成された衣類乾燥室とを含む安
全盤付き棚式衣類乾燥機であって、
　送風棚の上に通風安全盤が設けられ、前記通風安全盤と送風棚との間に熱風緩和室が形
成されていることを特徴とする安全盤付き棚式衣類乾燥機。
【請求項２】
　前記送風棚はアーチ型の送風棚であり、前記アーチ型の送風棚の周方向に、アーチ型の
送風棚の軸線を中心して均一に対称分布する複数の送風口が設けられ、前記送風口の両側
にガイドプレートが設けられ、熱風発生器における送風棚の上方に防水カバーが設けられ
、前記防水カバーの外径サイズが送風棚の外径サイズより大きいことを特徴とする、請求
項１に記載の安全盤付き棚式衣類乾燥機。
【請求項３】
　支持フレームの周囲に設けられているハウジングは２つ部分からなり、下層の熱風緩和
室の外郭が永久性密封型の可撓性ハウジングになり、上層の衣類乾燥室の外郭が可撓性ハ
ウジングになり、そして、衣類を取り出すための扉が設けられており、前記上層の衣類乾
燥室の外郭の可撓性ハウジングの頂部に排風トップカバーが設けられていることを特徴と
する、請求項１に記載の安全盤付き棚式衣類乾燥機。
【請求項４】
　前記通風安全盤は、複数のガイド孔が均一に分布されている剛性ディスク、又はリング
型枠とリング型枠にしっかりかかる可撓性通気メッシュ布からなるメッシュ布安全盤、又
はリング型枠とリング型枠にしっかりかかるシルクスクリーンからなるシルクスクリーン
安全盤であることを特徴とする、請求項１に記載の安全盤付き棚式衣類乾燥機。
【請求項５】
　前記通風安全盤の下に中心支持装置が設けられており、前記通風安全盤が前記中心支持
装置によって前記送風棚の頂部に固定されていることを特徴とする、請求項１又は４に記
載の安全盤付き棚式衣類乾燥機。
【請求項６】
　前記中心支持装置が板材で形成する筒形支持座であり、前記筒形支持座が送風棚の頂部
の周方向に分布している送風口内に設置されており、又は、前記中心支持装置が棒材で形
成するかご型支持座であり、前記かご型支持座が送風棚の頂部の周方向に分布している送
風口外に設置されていることを特徴とする、請求項５に記載の安全盤付き棚式衣類乾燥機
。
【請求項７】
　前記通風安全盤の周辺に周辺支持装置が設けられており、前記安全盤が前記周辺支持装
置によって前記支持フレームの周囲のハウジングに固定されていることを特徴とする、請
求項１又は４に記載の安全盤付き棚式衣類乾燥機。
【請求項８】
　前記周辺支持装置では、安全盤外縁に複数の挿柱が均一に分布され、対応する位置の高
さのハウジング内部に管孔が設けられており、前記安全盤が周辺挿柱を前記ハウジング内
部の管孔に挿設することで固定され、又は、前記周辺支持装置がリング型枠を前記ハウジ
ング内に縫製されることで固定されていることを特徴とする、請求項７に記載の安全盤付
き棚式衣類乾燥機。
【請求項９】
　熱風発生器の下に複数の支持脚が均一に分布されており、熱風発生器における送風棚の
上方に中心支持管に覆って設けられている防水カバーが設けられていることを特徴とする
、請求項１に記載の安全盤付き棚式衣類乾燥機。
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【請求項１０】
　前記剛性ディスクは、厚さ０．２ｍｍ～４ｍｍの金属板をプレス成形又は射出成形して
得られ、その全体の強度を強めるために、前記剛性ディスクの表面が波形、又は他の凹凸
組み合せの立体構造状にしてもよいが、表面に緻密のガイド孔が分布していることを特徴
とする、請求項４に記載の安全盤付き棚式衣類乾燥機。
【請求項１１】
　前記通風安全盤には、盤心に第一防水区域が設けられ、前記第一防水区域が無孔区域に
なり、その外径サイズが送風棚の外径サイズより大きく、且つこの部位を凸弧面の形状に
してもよく、前記凸弧面が衣類乾燥室に向かって突出していることを特徴とする、請求項
４に記載の安全盤付き棚式衣類乾燥機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱風排気式衣類乾燥機に関し、具体的に、可撓性材料を密封カバーとする熱
源を下に有し、頂部で熱い水蒸気を排出する安全な衣類乾燥機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　現代科学の進歩にしたがって、現代人類の文明と生活様式を促成し、豊富で信頼できる
生活補助用品が人間の生産、生活の需要を満たしている。
【０００３】
　人間は、毎日違う材質と違う形の衣類を着て、違う材質と違う形の飾り物を飾りながら
、仕事上のことを交流して、毎日服を着替えて洗って干すことは、家へ帰って、またはホ
テルに泊まってからやらなければやらないことである。従来、伝統的な方法は、陽光を利
用して乾燥させることであるが、現代の都市の住民たちがほとんどコンクリートジャング
ルの団地群に住んでいるので、一日中太陽に当たる時間が少ないので、陽光を利用して乾
燥させることの代わりに、安全な電気器具が強く求められている。
【０００４】
　近年、従業員たちが、棚式・簡易な布張り型の排熱気式衣類乾燥機を検討し、価格が安
く、新規性を持ち、且つ使用も科学的な衣類乾燥機器の開発に専念し、現代の人々の生活
、生産活動の需要を満たすようにしている。
【０００５】
　特許検索により、以下の棚式共同構成類の衣類乾燥機器を発見した。
【０００６】
　登録番号９８２３４３７４．４の中国特許文献には、衣類乾燥機が開示されている。
【０００７】
　登録番号９９２２６４５０．２の中国特許文献には、快速衣類乾燥戸棚が開示されてい
る。
【０００８】
　登録番号０２２７２０２３．５の中国特許文献には、衣類乾燥機が開示されている。
【０００９】
　登録番号２００４２００１４８８３．３の中国特許文献には、熱風衣類乾燥機が開示さ
れている。
【００１０】
　以上の特許文献に開示されている実例の衣類乾燥機は、いくつかの共通点があり、且つ
不足と欠点もあり、次に、それについて説明する。
【００１１】
　共通点１：衣類乾燥室内部の主体は、中部における１つの柱状主杆を接続柱とし、上端
に衣類を吊り下げるためのトップフレームが接続され、下端が底部にある送風装置の中間
位置に覆い、送風盤の底面に衣類乾燥機を懸架支持するための複数の支持脚がある。製造
及び取り組みしやすく、コストが低いという利点がある。
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【００１２】
　共通点２：登録番号９８２３４３７４．４、９９２２６４５０．２、０２２７２０２３
．５における中国特許文献には、差されたり閉じられたりすることができ、吊り下げてい
る衣類を支えることがあり、衣類乾燥機の内に衣類を吊り下げる問題を解決できる傘構成
を採用した簡易型の吊り下げ構成が開示される。
【００１３】
　共通点３：登録番号９９２２６４５０．２、０２２７２０２３．５、２００４２００１
４８８３．３の中国特許文献には、耐熱可撓性の材料と耐熱布張りを外部への熱気流の漏
れを防止する衣類乾燥機カバーとして採用することが開示され、布張りの前面に衣類を取
り出すことが可能なファスナ装置を設けており、当該カバーは製造コストが低く、外部へ
の熱気流の漏れ防止の効果がよく、使用上にも便利であるという利点がある。
【００１４】
　共通点４：登録番号９９２２６４５０．２、０２２７２０２３．５、２００４２００１
４８８３．３の中国特許文献には、熱気流が中間支柱の底端にある盤の周囲から吹き出す
装置が開示され、熱気流が上昇して衣類乾燥室に入り、このような構成は、熱気流が自然
に上昇する科学原理を十分に利用し、上部にかけている衣類を有効的に乾燥することに有
利である。
【００１５】
　欠点１：登録番号０２２７２０２３．５、２００４２００１４８８３．３の中国特許文
献のように、前記送風口が中間支柱の下端の周囲にあり、従業員が分析したり使用したり
するところ、送風口外の熱気流の温度が非常に高いことが分り得る。ユーザがこの構成の
衣類乾燥機で丈の長い衣類を乾燥する時、衣類の下端が送風口に近ければ、衣類乾燥機が
運転すると、送風口外から吹き出した高温気流が衣類の下端を傷つけ、衣類を損傷してし
まい、その結果、お客様に損失を生じる。
【００１６】
　欠点２：前記欠点１に記載の衣類乾燥機の送風口構成のように、使用中、吊り下げてい
る大きい衣類がハンガーから外れ、中部の送風口全体に落ちて送風口をさえぎると、送風
棚の中に高温になって、高温の熱気流が衣類を傷つけ、さらに災難を起こす可能性もある
。
【００１７】
　また、登録番号９８２３４３７４．４のように、前記中柱の柱孔に熱空気があり、柱体
に排気孔が開口され、熱気流が柱体排気孔から吹き出す。このような構成は、同様に、孔
から吹き出した高温気流が吊り下げている衣類を傷つけるという悪い結果をもたらす。
【００１８】
　さらに、登録番号９９２２６４５０．２のように、柱孔の上端において、加熱ブロワに
よって熱気流を吹き、密封された柱管を通じて柱の下端に接続されている送風棚に吹き込
み、再び送風棚の穴から熱気流を衣類乾燥室へ吹き込み、このような装置の送風位置構成
も欠点１と同じで、悪い結果をもたらす恐れがある。
【００１９】
　そこで、悪い結果をもたらす恐れがある前記の支柱構成の簡易式の衣類乾燥機を普及さ
せるには、安全保障の面に技術の改善が要求されている。
【００２０】
　特許出願番号２００６１０１０９２２２．２の中国特許文献には、熱風緩和室隔板１６
により、熱風通路保護板１４の上面に熱風緩和室１５が形成されている棚式衣類乾燥機（
図１参照）が開示され、当該棚式衣類乾燥機は、熱風緩和室と衣類乾燥室の温度、湿度を
検出して加熱器の作動を制御するように、温度プローブ１２、湿度プローブ１３が設けら
れている。この棚式衣類乾燥機には、熱風通路の保護板１４の上面に、熱風緩和室隔板１
６が設けられ、さらに温度プローブ１２が設けられているので、高温熱気流が乾燥された
衣類を傷つけることと、衣類が送風口に落ちて、送風口をさえぎって、高温熱気流が衣類
を傷つけ、さらに火災を起こすことが防止できる。しかしながら、この棚式衣類乾燥機は
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生産コスト（１台が約５００元である）が高く、また、格納不便などの問題もある。
【００２１】
　出願番号２００６２００１８９０６．７の中国実用新案文献には、ホルダ６、発熱体本
体１を備え、発熱体本体１がホルダ６に設けられ、発熱体本体１の上端にアーチ型送風棚
２が設けられており、下支持配管５が前記アーチ型送風棚２の軸溝に固定され、上支持配
管４が前記下支持配管５に接続されている棚式衣類乾燥機（図２参考）であって、前記ア
ーチ型送風棚２の送風口９の周方向に均一に分布しているシート状ガイドプレート３が設
けられ、前記アーチ型送風棚２の上方の下支持配管５の下端に防水蓋１０が覆い、前記ホ
ルダ６の底端に連体支持脚７が設けられていることを特徴とする。そして、支持脚７ごと
に輪８が設けられている。この実用新案に係るシート状ガイドシート構成により、成功的
に熱風を導出し、送風効果を優れたものにし、導出した熱風が左右に崩れなく、直接に上
に対流して、乾燥効果がよく、エネルギー消費が低く、また、耐高温低熱伝導のプラスチ
ックシート状のガイドプレートが作動中に常に安全温度にあり、支持配管を確実に支持し
、且つ送風棚内の高温を上の支持配管に伝えにくい、また、輪が設けられて、衣類乾燥機
を移動することができ、非常に便利であり、上支持配管と下支持配管がねじで接続される
ことで、取り外しやすくて格納も便利である。この棚式衣類乾燥機は、価格が安くて、一
台が２００元のみで、普通庶民の消費能力に対して適当である。しかしながら、安全性が
悪く、同様に、高温気流が衣類を傷つけるという前記問題がある。
【００２２】
　そこで、如何に価格が安くて安全に使用でき、且つ取り外し・格納しやすい衣類乾燥機
を提供することは、当業界の課題になる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２３】
　この発明は、従来の問題を解決するためになされたもので、安全盤を備える棚式衣類乾
燥機を提供することが目的である。支柱構成状の衣類乾燥機が使用安全保障の面で大きく
発展し、安全指標が国家の標準に合致し、結局的に、このような製品が普通の家、ホテル
、旅館などで活用され、消費者と経営者とを安心させ使用することができる。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　前記の目的を達成するために、本発明は以下のような技術方案を採用する。
【００２５】
　本発明の棚式衣類乾燥機は、熱風発生器と、熱風発生器に設けられ、複数の送風口を有
する送風棚と、送風棚に設けられ、中心支持管を有する傘型支持フレームと、支持フレー
ムの周囲に設けられるハウジングによって形成された衣類乾燥室と電気制御器とを含む安
全盤付き棚式衣類乾燥機であって、
　送風棚の上に通風安全盤が設けられ、前記通風安全盤と送風棚との間に熱風緩和室が形
成されている。
【００２６】
　前記安全盤付き棚式衣類乾燥機において、前記送風棚はアーチ型の送風棚であり、前記
アーチ型の送風棚の周方向に、アーチ型の送風棚の軸線を中心して均一に対称分布する複
数の送風口が設けられ、前記送風口の両側にガイドプレートが設けられ、熱風発生器にお
ける送風棚の上方に防水カバーが設けられていて、前記防水カバーの外径サイズが送風棚
の外径サイズより大きい。
【００２７】
　前記安全盤付き棚式衣類乾燥機において、支持フレームの周囲に設けられているハウジ
ングは２つ部分からなり、下層の熱風緩和室の外郭が永久性密封型の可撓性ハウジングに
なり、上層の衣類乾燥室の外郭が可撓性ハウジングになり、そして、衣類を取り出すため
の扉が設けられており、前記上層の衣類乾燥室の外郭の可撓性ハウジングの頂部に排風ト
ップカバーが設けられている。
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【００２８】
　前記安全盤付き棚式衣類乾燥機において、前記通風安全盤は、複数のガイド孔が均一に
分布されている剛性ディスク、又はリング型枠とリング型枠にしっかりかかる可撓性通気
メッシュ布からなるメッシュ布安全盤、又はリング型枠とリング型枠にしっかりかかるシ
ルクスクリーンからなるシルクスクリーン安全盤である。
【００２９】
　前記安全盤付き棚式衣類乾燥機において、前記通風安全盤の下に中心支持装置が設けら
れており、前記通風安全盤が前記中心支持装置によって送風棚の頂部に固定されている。
【００３０】
　前記安全盤付き棚式衣類乾燥機において、前記中心支持装置が板材で形成する筒形支持
座で、前記筒形支持座が送風棚の頂部の周方向に分布している送風口内に設置され、又は
、前記中心支持装置が棒材で形成するかご型支持座で、前記かご型支持座が送風棚の頂部
の周方向に分布している送風口外に設置されている。
【００３１】
　前記安全盤付き棚式衣類乾燥機において、前記通風安全盤の周辺に周辺支持装置が設け
られており、前記安全盤が前記周辺支持装置によって前記支持フレームの周囲のハウジン
グに固定されている。
【００３２】
　前記安全盤付き棚式衣類乾燥機において、前記周辺支持装置では、安全盤外縁に複数の
挿柱が均一に分布され、対応する位置の高さのハウジング内部に管孔が設けられており、
前記安全盤が周辺挿柱を前記ハウジング内部の管孔に挿設することで固定され、又は、前
記周辺支持装置がリング型枠を前記ハウジング内に縫製されることで固定されている。
【００３３】
　前記安全盤付き棚式衣類乾燥機において、熱風発生器の下に複数の支持脚が均一に分布
している。
【００３４】
　前記安全盤付き棚式衣類乾燥機において、前記熱風緩和室に温度・湿度センサーが設け
られ、前記温度・湿度センサーが前記電気制御器に電気的に接続されている。
【００３５】
　前記安全盤付き棚式衣類乾燥機において、前記剛性ディスクは、厚さ０．２ｍｍ～４ｍ
ｍの金属板をプレス成形又は射出成形して得られ、その全体の強度を強めるために、前記
剛性ディスクの表面が波形、又は他の凹凸組み合せの立体構造状にしてもよいが、表面に
緻密のガイド孔が分布している。
【００３６】
　前記安全盤付き棚式衣類乾燥機において、前記通風安全盤には、盤心に第一防水区域が
設けられ、前記第一防水区域が無孔区域になり、その外径サイズが送風棚の外径サイズよ
り大きく、且つこの部位を凸弧面の形状にしてもよく、前記凸弧面が衣類乾燥室に向かっ
て突出している。
【発明の効果】
【００３７】
　本発明の効果は次の通りである。
【００３８】
　１．衣類乾燥機に安全盤が１つ増加され、それにより衣類乾燥機内部の空間を二つの室
に分けて、衣類乾燥機内に吊り下げている丈の長い衣類の下端が熱風口に接触しなく、且
つ衣類乾燥室中の衣類がはずれても安全盤に落ち、熱風口に落ちること又は熱風口を覆う
ことがなく、安全使用と災難防止の面に本質的に進歩したので、このような布張り式衣類
乾燥機が市場に出て、消費者が心配なく安心に使用できることに有利である。
【００３９】
　２．安全盤によれば、熱風口からの灼熱気流が送風棚の空気容積より数倍大きい熱風緩
和室に流して、熱風口からの灼熱気流が熱風緩和室の低温気流と均一に混合し、直接に乾
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燥する衣類のところに上昇しなくなることが実現でき、且つ、熱風緩和室内に温度プロー
ブを設けてもよく、違う衣類によって、違う温度の乾燥制御を行うように、主制御器の制
御によって、熱風緩和室内の温度を精度よく制限する。また、衣類乾燥室に湿度プローブ
を設けてもよく、乾燥完了後に衣類乾燥機が自動的に運転を停止して衣類を干しすぎない
ことと、エネルギー節約の目的を達成できるように、主制御器の制御によって、衣類乾燥
室で乾燥する衣類の乾燥度に対して制御する。
【００４０】
　３．安全盤によれば、安全盤に緻密に分布された通気孔が熱風緩和室内の熱空気をより
均一且つ穏やかに衣類乾燥室に導入させ、衣類乾燥室に入った熱気流の各位置の温度を均
一にさせて、気流が穏やかで、よりよい乾燥効果を得ることができる。
【００４１】
　本発明の構成特徴と効果がさらに理解できるように、以下に、実施例を挙げて図面を参
考しつつ詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】ハウジングを取り外した従来の安全戸棚式衣類乾燥機を模式的に示す斜視図であ
る。
【図２】従来の棚式衣類乾燥機の構成を模式的に示す図である。
【図３】本発明の安全盤付き棚式衣類乾燥機の構成を模式的に示す図である。
【図４】本発明の安全盤付き棚式衣類乾燥機の内部構成を模式的に示す斜視図である。
【図５】本発明の安全盤支持装置の一構成を模式的に示す図である。
【図６】図５に示す支持装置を模式的に示す断面図である。
【図７】本発明の安全盤支持装置の他の構成を模式的に示す図である。
【図８】図７に示す支持装置を模式的に示す断面図である。
【図９】本発明の安全盤支持装置のさらに他の構成を模式的に示す図である。
【図１０】本発明の安全盤支持装置のさらに他の構成を模式的に示す図である。
【図１１】綱状安全盤の構成を模式的に示す図である。
【図１２】送風棚の構成を模式的に示す図である。
【図１３】本発明の布張り構成を模式的に示す図である。
【図１４】安全盤防水装置の構成を模式的に示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
実施例１
　本発明は、安全盤付き棚式衣類乾燥機を提供する。図３、４に示すように、当該安全盤
付き棚式衣類乾燥機は、熱風発生器１と、熱風発生器１に設けられ、複数の送風口２を有
する送風棚３と、送風棚３に設けられ、中心支持管５を有する傘型支持フレーム４と、支
持フレーム４の周囲に設けているハウジング２０によって形成された衣類乾燥室１７とを
含む。さらに、送風棚３の上に通風安全盤９が設けられ、前記通風安全盤９と送風棚３と
の間に熱風緩和室が形成されている。
【００４４】
　本発明に係る前記送風棚３は、従来のアーチ型送風棚を採用するものであって、図１２
に示すように、前記アーチ型送風棚の周方向に、アーチ型送風棚の軸線を中心して均一に
対称分布する複数の送風口２が設けられ、前記送風口２の両側にガイドプレート１９が設
けられたことが主要な構成である。シート状のガイドプレートが熱風を確実に導出して、
送風効果を優れたものにする。ガイドプレート１９は、耐高温・低熱伝導材料で作成され
、且つ作動中に常に安全温度にあり、中心支持配管５を確実に支持し、且つ送風棚内の高
温を上面の支持配管に伝えにくいようにさせる。
【００４５】
　支持フレーム４の周囲に設けているハウジング２０が２つの部分からなり、下層の熱風
緩和室１１の外郭が永久性密封型の可撓性ハウジング２１になり、上層が衣類乾燥室の外
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郭の可開放の可撓性ハウジング２２になり、前記可開放の可撓性ハウジング２２に衣類を
取り出すための扉２３（図１３を参照）を設け、前記上層衣類乾燥室外郭の可撓性ハウジ
ングの頂部に排風トップカバー２４が設けられている。
【００４６】
　本実施例における前記通風安全盤９は、均一に複数のガイド孔９１が分布されている剛
性ディスク（図４を参照）であり、前記剛性ディスクは、厚さ０．２ミリ～４ミリの金属
板をプレス成形又は射出成形して得られ、その全体の強度を強めるために、表面が波形、
又は他の凹凸組み合せの立体構造状にしてもよいが、表面に緻密のガイド孔が分布してい
る。
【００４７】
　図１４を並べて参考にして、前記通風安全盤９の中心に中心支持管５が挿入するための
中心孔９４が設けられ、中心孔９４周囲の一定半径の範囲内が防水無孔区域９７になり、
又は第一防水区域（下端の前記防水カバーに対する）と呼ばれ、その外径サイズが送風棚
の外径より大きく、しかも、この部位を凸弧面の形状にしてもよく、前記凸弧面が衣類乾
燥室に向かって突出している。
【００４８】
　防水無孔区域の外面に複数のガイド孔９１が均一に分布しており、通風安全盤９の防水
無孔区域９７に落ちた濡れ衣類からの水が中心孔９４から中心支持管５に沿って熱風発生
器１に入ることを防止するために、前記中心孔９４の孔縁に、上に向かって支持管防水縁
９５が延設されている。同様に、通風安全盤９の防水無孔区域９７に落ちた濡れ衣類から
の水がガイド孔９１から中心に流して、さらに熱風発生器１に入ることを防止するために
、通風安全盤９の下面の防水無孔区域９７の周辺に、下に向かって引水縁９６が設けられ
、且つ前記引水縁９６の直径が熱風発生器１におけるアーチ型の送風棚３のアーチ部分の
最大外径より大きい。そして、前記熱風発生器における送風棚３の上方に防水カバー１０
が設けられており、前記防水カバー１０の外径サイズが送風棚の外径サイズより大きく、
且つ送風棚３に流した水を熱風発生器１の下にガイドして衣類乾燥機から流出させるよう
に、前記アーチ型送風棚３において、防水カバー１０に対応する位置にガイド溝が設けら
れている。
【００４９】
　本実施例において、前記通風安全盤９の固定方式は、図５、６に示すように、前記通風
安全盤９の下に中心支持装置が設けられ、前記通風安全盤９が前記中心支持装置によって
前記送風棚３の頂部に固定されている。図に示す具体的な実施例において、前記中心支持
装置が板材で形成する筒形支持座２５であり、送風棚頂部の周方向に分布している送風口
内に設置されている（図６を参考）。このように設計した目的は、送風棚３から排出する
熱風を阻止しないことである。本実施例において、送風棚３の上方に設けられている防水
カバー１０が前記筒形支持座２５に覆って設けられている。
【００５０】
実施例２
　図７、８は通風安全盤９の固定方式の他の実施形態を示し、衣類乾燥機の全体について
、他の部分が実施例１と同じで、相違点は中心支持装置の構成のみが違うことである。図
７、８に示すように、本実施例における前記中心支持装置が棒材で形成するかご型支持座
２６であり、前記かご型支持座２６が上・下リング２６１と、上・下リング２６１を接続
する複数のポール２６２からなり、かご型支持座２６が送風棚３から排出する熱風を阻止
しないので、送風棚の頂部の周方向に分布している送風口外に設置できる。本実施例にお
いて、送風棚３の上方の防水カバー１０が前記中心支持管５に覆って設けられている。
【００５１】
実施例３
　図９は本発明の安全盤付き棚式衣類乾燥機における通風安全盤９のさらに他の固定方式
を示し、本実施例の固定方式では、前記通風安全盤の周辺に周辺支持装置が設けられてお
り、前記安全盤が前記周辺支持装置によって前記支持フレームの周囲のハウジングに固定
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されている。具体的に、前記周辺支持装置は、安全盤９の外縁に複数の挿柱９１が均一に
分布しており、対応する位置の高さのハウジング内部に管孔２７が設けられ、前記安全盤
９が周辺挿柱９１を前記ハウジング２０内部の管孔２７に挿設することによって固定され
る。
【００５２】
実施例４
　図１０は本発明の安全盤付き棚式衣類乾燥機における通風安全盤９のさらに他の固定方
式を示す図である。本実施例において、前記通風安全盤９’は、リング型枠９２とリング
型枠９２にしっかりかかる可撓性通気メッシュ布９３とからなるメッシュ布安全盤、又は
リング型枠９２とリング型枠９２にしっかりかかるシルクスクリーンとからなるシルクス
クリーン安全盤である。本実施例の前記メッシュ布安全盤又はシルクスクリーン安全盤は
、周辺支持装置によって前記ハウジング内に固定され、具体的に、リング型枠を前記ハウ
ジング内に縫製することで固定される。実施例３における挿柱と管孔を接続して固定する
方式を採用してもよい。
【００５３】
　前記各実施例において、前記通風盤９は、図１１に示す糸形材料によって溶接してなる
格子構造の安全盤を採用してもよい。さらに、格子構造の安全盤にシルクスクリーンを設
けてもよい。
【００５４】
　熱風発生器１の下に複数の支持脚７が均一に分布されている。前記支持脚７がホルダ６
によって熱風発生器１の底部に設けられてもよく、つまり、熱風発生器１がホルダ６に設
けられ、ホルダ６の底部に複数の支持脚７が設けられ、しかも支持脚７に輪８が設けられ
ている。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】

【図１４】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年9月30日(2009.9.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱風発生器と、
　熱風発生器に設けられ、複数の送風口を有する送風棚と、
　送風棚に設けられ、中心支持管を有する傘型支持フレームと、
　支持フレームの周囲に設けられるハウジングによって形成された衣類乾燥室とを含む安
全盤付き棚式衣類乾燥機であって、
　送風棚の上に通風安全盤が設けられ、前記通風安全盤と送風棚との間に熱風緩和室が形
成されていることを特徴とする安全盤付き棚式衣類乾燥機。
【請求項２】
　前記送風棚はアーチ型の送風棚であり、前記アーチ型の送風棚の周方向に、アーチ型の
送風棚の軸線を中心して均一に対称分布する複数の送風口が設けられ、前記送風口の両側
にガイドプレートが設けられ、熱風発生器における送風棚の上方に防水カバーが設けられ
、前記防水カバーの外径サイズが送風棚の外径サイズより大きいことを特徴とする、請求
項１に記載の安全盤付き棚式衣類乾燥機。
【請求項３】
　支持フレームの周囲に設けられているハウジングは２つ部分からなり、下層の熱風緩和
室の外郭が永久性密封型の可撓性ハウジングになり、上層の衣類乾燥室の外郭が可撓性ハ
ウジングになり、そして、衣類を取り出すための扉が設けられており、前記上層の衣類乾
燥室の外郭の可撓性ハウジングの頂部に排風トップカバーが設けられていることを特徴と
する、請求項１に記載の安全盤付き棚式衣類乾燥機。
【請求項４】
　前記通風安全盤は、複数のガイド孔が均一に分布されている剛性ディスク、又はリング
型枠とリング型枠にしっかりかかる可撓性通気メッシュ布からなるメッシュ布安全盤、又
はリング型枠とリング型枠にしっかりかかるシルクスクリーンからなるシルクスクリーン
安全盤であることを特徴とする、請求項１に記載の安全盤付き棚式衣類乾燥機。
【請求項５】
　前記通風安全盤の下に中心支持装置が設けられており、前記通風安全盤が前記中心支持
装置によって前記送風棚の頂部に固定されていることを特徴とする、請求項１又は４に記
載の安全盤付き棚式衣類乾燥機。
【請求項６】
　前記中心支持装置が板材で形成する筒形支持座であり、前記筒形支持座が送風棚の頂部
の周方向に分布している送風口内に設置されており、又は、前記中心支持装置が棒材で形
成するかご型支持座であり、前記かご型支持座が送風棚の頂部の周方向に分布している送
風口外に設置されていることを特徴とする、請求項５に記載の安全盤付き棚式衣類乾燥機
。
【請求項７】
　前記通風安全盤の周辺に周辺支持装置が設けられており、前記安全盤が前記周辺支持装
置によって前記支持フレームの周囲のハウジングに固定されていることを特徴とする、請
求項１又は４に記載の安全盤付き棚式衣類乾燥機。
【請求項８】
　前記周辺支持装置では、安全盤外縁に複数の挿柱が均一に分布され、対応する位置の高
さのハウジング内部に管孔が設けられており、前記安全盤が周辺挿柱を前記ハウジング内
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部の管孔に挿設することで固定され、又は、前記周辺支持装置がリング型枠を前記ハウジ
ング内に縫製されることで固定されていることを特徴とする、請求項７に記載の安全盤付
き棚式衣類乾燥機。
【請求項９】
　熱風発生器の下に複数の支持脚が均一に分布されており、熱風発生器における送風棚の
上方に中心支持管に覆って設けられている防水カバーが設けられていることを特徴とする
、請求項１に記載の安全盤付き棚式衣類乾燥機。
【請求項１０】
　前記剛性ディスクは、厚さ０．２ｍｍ～４ｍｍの金属板をプレス成形又は射出成形して
得られ、その全体の強度を強めるために、前記剛性ディスクの表面が波形、又は他の凹凸
組み合せの立体構造状にしてもよいが、表面に緻密のガイド孔が分布していることを特徴
とする、請求項４に記載の安全盤付き棚式衣類乾燥機。
【請求項１１】
　前記通風安全盤には、盤心に第一防水区域が設けられ、前記第一防水区域が無孔区域に
なり、その外径サイズが送風棚の外径サイズより大きく、且つこの部位を凸弧面の形状に
してもよく、前記凸弧面が衣類乾燥室に向かって突出していることを特徴とする、請求項
４に記載の安全盤付き棚式衣類乾燥機。
【請求項１２】
　電気制御器を更に備えており、前記電気制御器が、熱風緩和室内の温度と衣類乾燥室内
の湿度を制御することを特徴とする、請求項１に記載の安全盤付き棚式衣類乾燥機。
【請求項１３】
　熱風緩和室内に設けらた温度プローブにより前記熱風緩和室内の温度を測定することを
特徴とする、請求項１に記載の安全盤付き棚式衣類乾燥機。
【請求項１４】
　衣類乾燥室内に設けらた湿度プローブにより前記衣類乾燥室内の湿度を測定することを
特徴とする、請求項１に記載の安全盤付き棚式衣類乾燥機。
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