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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】エアコンの廃熱を利用する乾燥装置を提供する
。
【解決手段】扉１１と、乾燥空間と、該乾燥空間と外部
とを連通する空気流出路１３と、該乾燥空間における、
空気流出路の近傍に設置されるファンと、該乾燥空間の
下部に設置される集水部材とを備えるキャビネット１０
と、前記キャビネットに設けられると共に、前記乾燥空
間と連通する空気流出路を備えるエアコン２とにより、
乾燥装置を構成数する。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　扉と、乾燥空間と、該乾燥空間と外部とを連通する空気流出路と、該乾燥空間における
、空気流出路の近傍に設置されるファンと、該乾燥空間の下部に設置される集水部材とを
備えるキャビネットと、
　前記キャビネットに設けられると共に、前記乾燥空間と連通する空気流出路を備えるエ
アコンとを有することを特徴とする乾燥装置。
【請求項２】
　前記エアコンは、室内機と、前記キャビネットにおける乾燥空間の下部に設けられ、排
気口を具備する室外機とを備えるセパレート型エアコンであることを特徴とする請求項１
に記載の乾燥装置。
【請求項３】
　前記室内機が前記キャビネットにおける乾燥空間の上部に設けられることを特徴とする
請求項２に記載の乾燥装置。
【請求項４】
　前記室内機が前記キャビネットの外部に設けられることを特徴とする請求項２に記載の
乾燥装置。
【請求項５】
　前記キャビネットに、前記乾燥空間に位置する少なくとも１つのロッドが設けられるこ
とを特徴とする請求項１に記載の乾燥装置。
【請求項６】
　前記キャビネットに、前記乾燥空間に位置する少なくとも１つのロッドが設けられるこ
とを特徴とする請求項２に記載の乾燥装置。
【請求項７】
　前記キャビネットに、前記乾燥空間に位置する少なくとも１つのトレイが設けられるこ
とを特徴とする請求項１に記載の乾燥装置。
【請求項８】
　前記キャビネットに、前記乾燥空間に位置する少なくとも１つのトレイが設けられるこ
とを特徴とする請求項２に記載の乾燥装置。
【請求項９】
　前記キャビネットに、前記乾燥空間の下部に位置する加熱器が設けられることを特徴と
する請求項１に記載の乾燥装置。
【請求項１０】
　前記キャビネットに、前記乾燥空間の下部に位置する加熱器が設けられることを特徴と
する請求項６に記載の乾燥装置。
【請求項１１】
　前記キャビネットに、前記乾燥空間の下部に位置する加熱器が設けられることを特徴と
する請求項８に記載の乾燥装置。
【請求項１２】
　前記集水部材は、前記キャビネットの下部に形成される排水口と、該排水口の近傍に設
けられる少なくとも１つの雫受けとを具備することを特徴とする請求項６に記載の乾燥装
置。
【請求項１３】
　前記集水部材は、前記キャビネットの下部に形成される排水口と、該排水口の近傍に設
けられる少なくとも１つの雫受けとを具備することを特徴とする請求項８に記載の乾燥装
置。
【請求項１４】
　前記キャビネットに、前記乾燥空間と連通するオゾン発生器が設けられることを特徴と
する請求項６に記載の乾燥装置。
【請求項１５】
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　前記キャビネットに、前記乾燥空間と連通するオゾン発生器が設けられることを特徴と
する請求項８に記載の乾燥装置。
【請求項１６】
　前記キャビネットに、前記乾燥空間に位置する紫外線灯が設けられることを特徴とする
請求項６に記載の乾燥装置。
【請求項１７】
　前記キャビネットに、前記乾燥空間に位置する紫外線灯が設けられることを特徴とする
請求項８に記載の乾燥装置。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、特にエアコンの廃熱を利用する乾燥装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　エアコンは、より快適な生活空間を提供するために欠かせないものであり、冷暖房をす
るために熱交換の原理を応用し、冷凍サイクル又は加熱サイクルを行う住宅設備であり、
冷房を行う時には廃熱を搬送する高温の排気ガスを排出するが、暖房を行う時には低温の
排気ガスを排出する。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、環境保護の観点から見ると、従来のエアコンは、排気ガスを利用される
ことなく廃棄されるので、省エネルギーを普及推進する手法としては適していなく、環境
保護に寄与することもできない。
【０００４】
　そこで、案出されたのが本考案であって、エアコンの廃熱を利用する乾燥装置を提供す
ることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本願の請求項１の考案は、扉と、乾燥空間と、該乾燥空間と外部とを連通する空気流出
路と、該乾燥空間における、空気流出路の近傍に設置されるファンと、該乾燥空間の下部
に設置される集水部材とを備えるキャビネットと、
　前記キャビネットに設けられると共に、前記乾燥空間と連通する空気流出路を備えるエ
アコンとを有することを特徴とする乾燥装置、を提供する。
【０００６】
　本願の請求項２の考案は、前記エアコンは、室内機と、前記キャビネットにおける乾燥
空間の下部に設けられ、排気口を具備する室外機とを備えるセパレート型エアコンである
ことを特徴とする請求項１に記載の乾燥装置、を提供する。
【０００７】
　本願の請求項３の考案は、前記室内機が前記キャビネットにおける乾燥空間の上部に設
けられることを特徴とする請求項２に記載の乾燥装置、を提供する。
【０００８】
　本願の請求項４の考案は、前記室内機が前記キャビネットの外部に設けられることを特
徴とする請求項２に記載の乾燥装置、を提供する。
【０００９】
　本願の請求項５の考案は、前記キャビネットに、前記乾燥空間に位置する少なくとも１
つのロッドが設けられることを特徴とする請求項１に記載の乾燥装置、を提供する。
【００１０】
　本願の請求項６の考案は、前記キャビネットに、前記乾燥空間に位置する少なくとも１
つのロッドが設けられることを特徴とする請求項２に記載の乾燥装置、を提供する。
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【００１１】
　本願の請求項７の考案は、前記キャビネットに、前記乾燥空間に位置する少なくとも１
つのトレイが設けられることを特徴とする請求項１に記載の乾燥装置、を提供する。
【００１２】
　本願の請求項８の考案は、前記キャビネットに、前記乾燥空間に位置する少なくとも１
つのトレイが設けられることを特徴とする請求項２に記載の乾燥装置、を提供する。
【００１３】
　本願の請求項９の考案は、前記キャビネットに、前記乾燥空間の下部に位置する加熱器
が設けられることを特徴とする請求項１に記載の乾燥装置、を提供する。
【００１４】
　本願の請求項１０の考案は、前記キャビネットに、前記乾燥空間の下部に位置する加熱
器が設けられることを特徴とする請求項６に記載の乾燥装置、を提供する。
【００１５】
　本願の請求項１１の考案は、前記キャビネットに、前記乾燥空間の下部に位置する加熱
器が設けられることを特徴とする請求項８に記載の乾燥装置、を提供する。
【００１６】
　本願の請求項１２の考案は、前記集水部材は、前記キャビネットの下部に形成される排
水口と、該排水口の近傍に設けられる少なくとも１つの雫受けとを具備することを特徴と
する請求項６に記載の乾燥装置、を提供する。
【００１７】
　本願の請求項１３の考案は、前記集水部材は、前記キャビネットの下部に形成される排
水口と、該排水口の近傍に設けられる少なくとも１つの雫受けとを具備することを特徴と
する請求項８に記載の乾燥装置、を提供する。
【００１８】
　本願の請求項１４の考案は、前記キャビネットに、前記乾燥空間と連通するオゾン発生
器が設けられることを特徴とする請求項６に記載の乾燥装置、を提供する。
【００１９】
　本願の請求項１５の考案は、前記キャビネットに、前記乾燥空間と連通するオゾン発生
器が設けられることを特徴とする請求項８に記載の乾燥装置、を提供する。
【００２０】
　本願の請求項１６の考案は、前記キャビネットに、前記乾燥空間に位置する紫外線灯が
設けられることを特徴とする請求項６に記載の乾燥装置、を提供する。
【００２１】
　本願の請求項１７の考案は、前記キャビネットに、前記乾燥空間に位置する紫外線灯が
設けられることを特徴とする請求項８に記載の乾燥装置、を提供する。
【考案の効果】
【００２２】
　本考案は上記の課題を解決するものであり、エアコンの廃熱を搬送する高温の排気ガス
を利用する乾燥装置を提供し、省エネルギーを普及推進すると共に、環境保護に寄与する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本考案に係る乾燥装置の第１実施例を示す斜視図である。
【図２】本考案に係る乾燥装置の第１実施例を示す正面図である。
【図３】本考案に係る乾燥装置の第１実施例を示す部分側面断面図である。
【図４】本考案に係る乾燥装置の第２実施例を示す斜視図である。
【図５】本考案に係る乾燥装置の第２実施例を示す正面図である。
【図６】本考案に係る乾燥装置の第２実施例を示す部分側面断面図である。
【図７】本考案に係る乾燥装置の第３実施例を示す部分側面断面図である。
【図８】本考案に係る乾燥装置の第４実施例を示す部分側面断面図である。
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【考案を実施するための形態】
【００２４】
　以下、添付図面を参照して本考案の好適な実施の形態を詳細に説明する。尚、下記実施
例は、本考案の好適な実施の形態を示したものにすぎず、本考案の技術的範囲は、下記実
施例そのものに何ら限定されるものではない。
【００２５】
　図１は本考案に係る乾燥装置の第１実施例を示す斜視図であり、図２は本考案に係る乾
燥装置の第１実施例を示す正面図であり、図３は本考案に係る乾燥装置の第１実施例を示
す部分側面断面図であり、図４は本考案に係る乾燥装置の第２実施例を示す斜視図であり
、図５は本考案に係る乾燥装置の第２実施例を示す正面図であり、図６は本考案に係る乾
燥装置の第２実施例を示す部分側面断面図であり、図７は本考案に係る乾燥装置の第３実
施例を示す部分側面断面図であり、図８は本考案に係る乾燥装置の第４実施例を示す部分
側面断面図である。
【００２６】
　図１及び図４に示すように、本考案に係る乾燥装置は、キャビネット（１０）と、エア
コン（２）とを有するものである。
【００２７】
　図１乃至図３に示すように、本考案に係る乾燥装置の第１実施例のキャビネット（１０
）は、扉（１１）と、乾燥空間（１２）と、空気流出路（１３）と、内部における、該空
気流出路（１３）の近傍に設置されるファン（１４）と、該乾燥空間（１２）の下部に設
置される集水部材（１５）とを備えるものであり、さらに、このキャビネット（１０）に
は、少なくとも１つのロッド（１６）と、加熱器（３）と、オゾン発生器（４）と、紫外
線灯（５）とが設けられる。
【００２８】
　その内、前記乾燥空間（１２）は、前記カビネット（１０）の内部に形成され、前記空
気流出路（１３）は、該キャビネット（１０）の上部に形成されると共に、乾燥空間（１
２）と外部とを連通させるものであり、前記ファン（１４）は、内部における、該空気流
出路（１３）の近傍に設置され、前記集水部材（１５）は、該乾燥空間（１２）の下部に
設置される。また、本実施例における前記集水部材（１５）は、前記キャビネット（１０
）の下部に形成される排水口（１５２）と、排水口（１５２）の近傍に設けられる少なく
とも１つの雫受け（１５１）とを具備するものである。
【００２９】
　前記ロッド（１６）は、前記乾燥空間（１２）に位置すると共に、前記加熱器（３）は
、前記乾燥空間（１２）の下部に位置し、前記オゾン発生器（４）は、前記乾燥空間（１
２）と連通するものであり、前記紫外線灯（５）は、前記乾燥空間（１２）に位置するも
のである。
【００３０】
　前記エアコン（２）は排気口（２２１）を備え、該排気口（２２１）は、前記キャビネ
ット（１０）に設けられると共に、前記乾燥空間（１２）と連通するものである。尚、こ
の実施例においては、前記エアコン（２）が室内機（２１）と、該室外機（２２）とを備
えるセパレート型エアコンであることが好ましい。また、前記室内機（２１）は、前記キ
ャビネット（１０）の乾燥空間（１２）の上部に設けられると共に、前記室外機（２２）
は、該キャビネット（１０）の乾燥空間（１２）の下部に設けられ、排気口（２２１）を
具備するものである。
【００３１】
　図４乃至図６に示すように、本考案に係る乾燥装置の第２実施例では、エアコン（２）
の室内機（２１）がキャビネット（１０）の外部に設けられ、該室内機（２１）とキャビ
ネット（１０）の乾燥空間（１２）とが配管で接続され、該キャビネット（１０）の上部
に空気流出路（１３）が設けられる。
【００３２】
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　図７に示すように、本考案に係る乾燥装置の第３実施例では、室外機（２２）の排気口
（２２１）が、乾燥空間（１２）との対流を増大させるために上方を向くように、キャビ
ネットの下部に設けられる。
【００３３】
　図８に示すように、本考案に係る乾燥装置の第４実施例では、キャビネット（１０）に
、乾燥空間（１２）に位置する、例えば食器を載せるための少なくとも１つのトレイ（１
７）が設けられる。
【００３４】
　本考案に係る乾燥装置を使用する時は、先ず、例えば乾燥させたい衣類をロッド（１６
）に掛け、食器をトレイ（１７）に載せることにより、該衣服や食器を乾燥空間（１２）
に位置させ、その後、エアコン（２）を起動すると、室外機（２２）の排気口（２２１）
から排出される廃熱を搬送する高温の排気ガスが該乾燥空間（１２）に流入し、該衣服や
食器を乾燥させる。該衣服や食器から発散された湿気を帯びた気体をファン（１４）によ
り空気流出路（１３）から排出させることができる。
【００３５】
　尚、本考案によれば、加熱器（３）を単独で起動させることにより、乾燥作業を行うこ
とができるが、室外機（２２）の廃熱を搬送する高温の排気ガスの乾燥効果を用いて、よ
り乾燥効果を向上させることが好ましい。また、衣服や食器から流出した雫は、集水部材
（１５）の雫受け（１５１）に収集され、排水口（１５２）から排出され、さらに、オゾ
ン発生器（４）及び紫外線灯（５）により、消毒効果を提供することもできる。
【産業上の利用可能性】
【００３６】
　本考案は上記の構成を有するので、冷凍サイクルを行うエアコンの廃熱を搬送する高温
の排気ガスによる気流の運動エネルギー及び廃熱の熱エネルギーを利用し、乾燥効果を提
供することができるので、省エネルギーを普及推進する手法として非常に適していると共
に、環境保護にも寄与することができる。
【符号の説明】
【００３７】
　１０　　　キャビネット
　１１　　　扉
　１２　　　乾燥空間
　１３　　　空気流出路
　１４　　　ファン
　１５　　　集水部材
　１５１　　雫受け
　１５２　　排水口
　１６　　　ロッド
　１７　　　トレイ
　２　　　　エアコン
　２１　　　室内機
　２２　　　室外機
　２２１　　排気口
　３　　　　加熱器
　４　　　　オゾン発生器
　５　　　　紫外線灯



(7) JP 3156215 U 2009.12.17

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(8) JP 3156215 U 2009.12.17

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

