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明 細 書

衣類たたみ機

技術分野
０００1 本発明は、衣類を自動的に折りたたむことのできる衣類たたみ機に関する。

背景技術

０００2 家庭における衣類の折りたたみ作業は、比較的ストレスが多い家事の つとして挙

げられている。種々の家事用電ィロ製品が開発され、一般に利用されているが、衣類

を自動的に折りたたむ機械は、いまだに実用ィビされていない。このため、家事従事者

から、衣類の折りたたみ作業を軽減する製品の開発が熱望されている。

０００3 一方、業務用途としては、クリーニング業務用の衣類、特に 、
シヤソ類を折りたたむ装

置が知られている。特許文献 は、衣類を上向きに、かつ、両側を垂れ下げた状態で

台上に広げ、側方から折り板を衣類の下方にスライドさせることにょり、衣類の両側の

垂れ下がった部分を折りこむ装置を開示している。特許文献 2 は、衣類を下向きの状

態で3 分割された台上に広げ、両側の分割台を衣類上方に移動させることにょり、衣

類の両側を折りこむ装置を開示している。実際のクリーニング業務でこぅした装置が

主として用いられている。

０００4 しかしながら、このょぅな構成では、衣類を水平面上に広げるための広い作業台を

機械に設ける必要がある。このため、機械が占める床面積が大きくなる。また、台上に

シヤソを広げる作業は、人手にょる必要があり、非効率的であった。

０００5 これに対し、特許文献 3 は、床面積を低減するために、衣類を傾斜した板に懸け、

衣類両側にエアーを吹きかけて後方へあおり、側方から折り板を衣類後方にスライド

させることにょり、衣類を折りたたむ装置を開示している。

特許文献 1 特開平5 68798号公報

特許文献2 実開平5 7０499 号公報

特許文献3 特開平8 4 3 ０ 5 号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題



０００6 しかしながら、特許文献3に開示された衣類を折りたたむ装置では、衣類を後方へ

あおるために、エアーを吹き付けるコンプレソサなどの装置が必要である。

０００7 このため、特許文献 から3に開示されるよぅな従来の衣類を折りたたむ装置は、広

い設置場所が必要であったり、大きな動作音を発するコンプレソサが必要であったり

し、クリーニング工場での使用には適していても、家庭での使用には適していなレセ

いぅ問題があった。

０００8 本発明はこのよぅな従来技術の課題を解決し、家庭での使用に適した衣類たたみ

機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 本発明の衣類たたみ機は、ハンガーに掛けられた衣類を、水平方向および垂直方

向に所定の大きさとなるよぅに折りたたむ折りたたみ機構を備えている。

００1０ ある好ま 、実施形態において、物干し竿に吊るされ、前記衣類が掛けられた複数

のハンガーを順に所定の位置に移動させ、各ハンガーに掛けられた衣類を前記折り

たたみ機構より折りたたむ。

００11 ある好ま 、実施形態において、前記折りたたみ機構は、幅方向折りたたみ部と長

さ方向折りたたみ部とを含む。

００12 ある好ま 、実施形態において、幅方向折りたたみ部は、前記ハンガーに掛けられ

た前記衣類の水平方向の両端部をつまむ一対のクランプと、一対の折り幅決定部と

を含み、前記クランプは、前記衣類をつまんだ状態で前記折り幅決定部を巻き込み、

かつ、前記折り幅決定部にそって前記衣類を折りたたむよぅに回動する。

００13 ある好ま 、実施形態において、前記一対の折り幅決定部のそれぞれは、前記衣

類を折りたたむ位置を規定する垂直方向に伸びたェソジ部を有し、前記一対のクラ

ンプのそれぞれは、前記クランプのェソジ部近傍を通る垂直方向の軸を中心に回転

する。

００14 ある好ま 、実施形態において、前記一対のクランプが衣類の両端部をつまんで

回転する際、前記一対のクランプのそれぞれは、回転前よりも c 以上、上方に移

動する。

００15 ある好ま 、実施形態において、前記一対のクランプは、前記ハンガーに掛けられ



た前記衣類を前記ハンガーと干渉しない位置において挟む。

００16 ある好ま 、実施形態において、衣類たたみ機は、前記衣類がハンガーから抜き

取り可能なよぅに前記ハンガーをたたむ指令をハンガーに与えるハンガー折りたたみ

部をさらに備える。

００17 ある好ま 、実施形態において、衣類たたみ機は、前記幅方向折りたたみ部は、前

記一対の折り幅決定部の内側において、前記衣類を保持する衣類保持体をさらに

備える。

００18 ある好ま 、実施形態において、前記衣類保持体は、前記ハンガーが折りたたま

れる際、前記ハンガーと干渉しないよぅに前記衣類を保持する。

００19 ある好ま 、実施形態において、前記長さ方向折りたたみ部は、前記衣類と接触す

る水平棒を有する折り長さ決定部と、前記衣類の下側部分を前記折り長さ決定部の

位置において、上側へ折り返して持ち上げる折り上げ部とを含む。

００2０ ある好ま 、実施形態において、前記折り上げ部は、前記衣類に対し、折り長さ決

定部と反対の側から前記衣類に接近し、前記折り長さ決定部の下方を通過した後、

上に移動する。

００2 1 ある好ま 、実施形態において、前記折り上げ部は、その先端において、回転可能

に設けられた口一うを有し、前記口一うの外周が前記衣類と接触する。

００22 ある好ま 、実施形態において、前記幅方向折りたたみ部は、前記ハンガーに掛

けられた衣類の中央部分を保持する中央保持部、前記中央保持部により保持される

中央部分より水平方向における両外側をそれぞれ保持する一対の外側保持部を含

み、前記中央保持部および外側保持部がそれぞれ衣類を保持した状態において、

前記外側保持部が前記中央保持部側に折れ曲がることにより、前記衣類を水平方

向に折りたたむ。

００23 ある好ま 、実施形態において、前記中央保持部は、前記衣類と対向する面に凹

部および凸部が形成された中央支持体と、前記凹部の底部へ前記衣類を押し付け

る中央押えとを含み、前記外側保持部のそれぞれは、前記衣類と対向する面に凹部

および凸部が形成された外側支持体と、前記凹部の底部へ前記衣類を押し付ける

外側押えとを含み、前記外側保持部が前記中央保持部側に折れ曲がった状態にお



いて、前記外側支持体の凸部と前記中央支持体の凸部とによって前記衣類が挟み

込まれる。

００24 ある好ま 、実施形態において、前記中央支持体および前記外側支持体の凹部

は垂直方向に伸びた溝形状を有し、前記中央押えおよび外側押えは、垂直方向に

伸びた櫛歯形状を有している。

００25 ある好ま 、実施形態において、前記中央保持部および外側保持部は、それぞれ

、前記衣類と接する平面と、前記平面に設けられた複数の空気吸入孔とを含む。

００26 ある好ま 、実施形態において、前記長さ方向折りたたみ部は、前記中央保持部

または前記外側保持部の下端により構成される折り長さ決定部と、前記衣類の下側

部分を前記折り長さ決定部の位置において上側へ折り返して持ち上げる折り上げ部

とを含む。

００27 ある好ま 、実施形態において、衣類たたみ機は、前記衣類を収納するストッカと、

前記折りたたまれた衣類を前記ストッカヘ移送する移送部とをさらに備える。

００28 ある好ま 、実施形態において、前記移送部は、前記折りたたまれた衣類を略垂

直状態を保持するための支持面を有し、前記支持面を傾斜させることにより、前記衣

類を支持面上において移動させ前記スト、ソカ内に衣類を落下させる。

００29 ある好ま 、実施形態において、前記移送部は、前記傾斜した支持面の先端近傍

が、前記スト、ソカ内の立ち壁に当接した状態で前記支持面を前記衣類の下方から抜

き去り、前記衣類を前記スト、ソカに落下させる。

００3０ ある好ま 、実施形態において、前記移送部は、前記支持面が水平状態となる状

態で前記ストッカの上方へ移動し、前記支持面を衣類の下面から取り去ることにより、

前記衣類を水平状態のままスト、ソカ内に落とし込む。

００3 1 ある好ま 、実施形態において前記移送部は、複数の衣類をスト、ソカの中へ順次

垂直に落下させ、前記衣類を前記ストッカ内で垂直に並べて収納する。

００32 ある好ま 、実施形態において、衣類たたみ機は、前記物干し竿に吊るされたハン

ガーにかけられた前記衣類の乾燥状態を検出するセンサーをさらに備え、前記セン

サーの検出結果に基づいて、前記折りたたみ機構を動作させる。

００33 ある好ま 、実施形態において、衣類たたみ機は、前記物干し竿に吊るされたハン



ガ一の前記衣類の乾燥状態を検出する第 のセンサーと、前記センサーの検出状態

を外部の通信機器へ送信し、前記外部の通信機器から前記衣類を折りたたむため

の指令を受信する通信部とをさらに備える。

００34 ある好ま 、実施形態において、衣類たたみ機は、前記ハンガーを前記物干し竿

に沿って移動させるハンガー移動部と、前記物干しを覆ぅ屋根部と、降雨量を検出す

る第2のセンサーとを備え、前記第2のセンサーの検出結果に基づき、前記ハンガー

移動部が、前記ハンガーを前記屋根部の下へ移動させる。

００35 ある好ま 、実施形態において、前記折りたたみ機構は、水蒸気を発生させるため

の蒸気発生部をさらに備え、前記折りたたみ動作の直前に前記蒸気発生部で発生さ

せた水蒸気を折りたたみ部において前記衣類に向けて噴出する。

００36 本発明のハンガーは、物干し竿に懸架される懸吊部と、衣類を支持する一対のア

ーム部と、前記アーム部を水平方向に開いた状態から、たたんだ状態に移行させる

状態切替部とを備え、前記状態切替部の少なくとも一部は、前記衣類を掛けた状態

で外部に露出している。

００37 ある好ま 、実施形態において、前記一対のアーム部のそれぞれは、水平方向に

開いた状態において、衣類と接触し、支持する支持部と、前記支持部を接続し、前記

支持部より下方に位置する接続部とを有し、前記一対のアーム部は、たたんだ状態

において、懸吊部に対しそれぞれ、下方へ垂れ下がった状態となる。

００38 ある好ま 、実施形態において、前記一対のアーム部のそれぞれは、先端に設け

られた支持部と先端に隣接する接続部を有する。

００39 ある好ま 、実施形態において、前記一対のアーム部のそれぞれは、垂直方向に

伸びるェソジを有する垂直部と、水平方向に伸びた状態および垂直方向に垂下した

状態を取り得るよぅに垂直部に回転可能に支持された先端部とを有する。

００4０ ある好ま 、実施形態において、前記先端部が垂下した状態において、前記垂直

部のェソジは、ハンガーに掛けられる衣類の幅方向の折りたたみ位置を規定してレ巧

００41 ある好ま 、実施形態において、一対のアーム部の少なくとも一部は、収縮自在の

リンク構造を有し、前記アーム部の一部を動かすことによりリンク構造が駆動され、前



記アーム部の全体が中央に向かって収縮する。

発明の効果

００42 本発明の衣類たたみ機によれば、ハンガーに掛けられた状態の衣類を折りたたむ

ことができる。このため、衣類を水平に広げて折りたたむ装置に比べて設置面積も小

さくて済む。また、ハンガーに掛けられた状態のまま折りたたむことができるため、洗

濯後の衣類を乾燥させ、そのまま、人手をかけることなく自動的に衣類たたみ機へ 項

次搬送し、衣類を折りたたむことが可能となる。

００43 図 A 本発明による衣類たたみ機およびハンガーの第 の実施形態を概括的に示

す斜視図である。

図 B 本発明による衣類たたみ機の構成を模式的に示す側面図である。

図2 第 の実施形態のハンガーを示す斜視図である。

図3 第 の実施形態の衣類たたみ機の主要部を示す斜視図である。

図4 第 の実施形態の衣類たたみ機の衣類保持体を示す斜視図である。

図5 第 の実施形態のハンガーの主要部を示す斜視図である。

図6 第 の実施形態のハンガーの主要部を示す斜視図である。

図7 第 の実施形態のハンガーおよび衣類たたみ機の動作を示す斜視図である。

図8 第 の実施形態のハンガーおよび衣類たたみ機の動作を示す斜視図である。

図9 第 の実施形態のハンガーおよび衣類たたみ機における衣類の保持状態を示

す正面図である。

図1０第 の実施形態のハンガーおよび衣類たたみ機の動作を示す斜視図である。

図11 第 の実施形態のハンガーおよび衣類たたみ機の動作を示す斜視図である。

図12 第 の実施形態のハンガーおよび衣類たたみ機の動作を示す斜視図である。

図13 第 の実施形態のハンガーおよび衣類たたみ機の動作を示す斜視図である。

図14 第 の実施形態のハンガーおよび衣類たたみ機の動作を示す斜視図である。

図15 第 の実施形態のハンガーおよび衣類たたみ機の動作を示す斜視図である。

図16 第 の実施形態のハンガーおよび衣類たたみ機の動作を示す斜視図である。

図17 第 の実施形態のハンガーおよび衣類たたみ機の動作を示す斜視図である。



図18 第 の実施形態のハンガーおよび衣類たたみ機の動作を示す斜視図である。

図19 本発明による衣類たたみ機およびハンガーの第2の実施形態における特徴的

な構造を示す正面図である。

図2０第2の実施形態のハンガーの動作を示す正面図である。

図2 1 本発明による衣類たたみ機およびハンガーの第3の実施形態における特徴的

な構造を示す正面図である。

図22 第3の実施形態のハンガーおよび衣類たたみ機の動作を示す正面図である。

図23 第3の実施形態のハンガーおよび衣類たたみ機の動作を示す正面図である。

図24 第3の実施形態のハンガーの動作を示す正面図である。

図25 本発明による衣類たたみ機およびハンガーの第4の実施形態における特徴的

な構造を示す斜視図である。

図26 第4の実施形態の衣類たたみ機の幅方向折りたたみ部の構造を示す斜視図

である。

図27 第4の実施形態のハンガーおよび幅方向折りたたみ部の構造を示す斜視図で

ある。

図28 第4の実施形態のハンガーおよび衣類たたみ機の動作を示す斜視図である。

図29A 第4の実施形態の衣類たたみ機の動作を示す一部上面図である。

図29B 第4の実施形態の衣類たたみ機の動作を示す一部上面図である。

図29C 第4の実施形態の衣類たたみ機の動作を示す一部上面図である。

図3０第4の実施形態のハンガーおよび衣類たたみ機の動作を示す斜視図である。

図 A 第4の実施形態の衣類たたみ機の動作を示す一部上面図である。

図3 1B 第4の実施形態の衣類たたみ機の他の構成を示す一部上面図である。

図32A 第4の実施形態の衣類たたみ機の他の構成を示す一部上面図である。

図32B 第4の実施形態の衣類たたみ機の他の構成を示す一部上面図である。

図33 第4の実施形態の衣類たたみ機の他の構成例を概略的に示す斜視図である

符号の説明

０ 衣類



０ 物干し竿

2 ハンガーキヤリア

2００ 2００ 2００ 2００ ハンガー

2０ 状態切替部

2０2 2０3 22０2 22０3 32０2 32０3 42０2

アーム部

2０2c 2０2 2０3c 2０3 接続部

4００ 折りたたみ部

4 4 2 クランプアーム

42 422 折り幅決定部

43０ べ一ス

44０ ハンガーたたみ部

45０ 折り長さ決定部

46０ 移送部

477 478 センサー

473 通信制御部

48０ ストソカ

49０ ケース

5００ 衣類たたみ機

5０ 折りたたみ機構

5０2 幅方向折りたたみ部

5０3 長さ方向折りたたみ部

5０4 衣類保持体

22０3 状態切替部

32０3 状態切替部

443０ 衣類支持体

44 44 2 外側支持体

44００ 中央押さえ



44０ 4０2 外側押さえ

44０ 44０2

443０s 44 s 44 2s 平面

443０ 44 44 2 エアー吸入孔

発明を実施するための最良の形態

００45 (第 の実施形態)

以下、本発明による衣類たたみ機および衣類たたみ機に用いるハンガーの第 の

実施形態を説明する。本発明による衣類たたみ機は、ハンガーに掛けられた衣類を

折りたたむことができる。このため、洗濯後にハンガーに掛けられた状態で乾燥した

衣類を本発明による衣類たたみ機は好適に折りたたみ、ストッ力ヘ収納することがで

きる。衣類たたみ機およびハンガーを組み合わせた衣類たたみシステムとして本発

明を用いてもよい。

００46 図 は、衣類たたみ機5００の斜視図であり、図 は、衣類たたみ機5００の構成

要素を説明するための模式的側面図である。

００47 衣類たたみ機5００は、以下において詳細に説明するよぅに、ハンガーに掛けられた

衣類を水平方向および垂直方向に所定の大きさとなるよぅに折りたたむ折りたたみ機

構5０を備えている。なお、本願明細書では、ハンガーに掛けられた衣類が重力に

よって垂れる方向が垂直方向であり、垂直方向に直行する方向が水平方向である。

垂直方向および水平方向は、それぞれハンガーに掛けられた衣類の長さ方向およ

び幅方向とも呼ぶ。

００48 本実施形態では、衣類たたみ機5００は、洗濯した衣類を干すための物干し竿 ０

を備えている。物干し竿口０は、物干し台 ０によって所定の高さに保持される。物

干し竿 ０には、複数のハンガーキヤリア 2 が取り付けられて、ハンガーキヤリア

2 にそれぞれハンガー2００が吊るされている。以下において詳細に説明するよぅに

、ハンガーキヤリア 2 は、矢 2０ および 2０ の方向に移動可能である。

００49 物干し竿 ０に吊るされたハンガー 2 には、洗濯がすんだ衣類が掛けられ、干さ

れる。このため、衣類たたみ機5００は屋外に設置されることが好ま 、。衣類たたみ

機5００が屋外に設置される場合には、折りたたんだ衣類が雨に濡れたりしないよぅ、



折りたたみ機構5０は、屋根49０aを有するケース49０を備えていることが好ましい。

物干し竿 ０の一部が屋根49０aを覆うようにケース49０が配置される。また、折りた

たみ機構5０は、ケース49０の内部に設けられている。

００5０ ケース49０には、降雨を検出するセンサー478 、衣類の乾き度合いを検出するセン

サー477 、折りたたみ機構5０を駆動する駆動部472 、折りたたみ機構5０を制御

する制御部47 および外部の通信機器と情報の送受信を〒う通信制御部473 が設

けられていてもよい。これらの要素は後ほど詳細に説明する。

００5 1 図2は、物干し竿 ０に取り付けられたハンガーキヤリア 2 およびハンガーキヤリ

ア 2 に吊るされたハンガー2００を示す斜視図である。

００52 物干し竿 ０には、軸方向に沿ってラック 2が設けられている。ハンガーキヤリア

2 は、軸受け部 2 、駆動部 2 d、穴部 2 および図示しないピニオンギア

を有する。軸受け部 2 は物干し竿 ０が貫通する孔を有し、物干し竿 ０の軸

方向に沿う矢 2０ 方向または 2０ 方向へ移動可能なように、貫通死に物干し

竿 ０が挿入されている。ハンガーキヤリア 2 のピニオンギアは、物干し竿 ０のう

、ソク 2と噛み合っている。穴部 2 にはハンガー2００が吊るされる。

００53 駆動部 2 dは、衣類たたみ機5００の制御部47 からの指令に従って、ピニオンギ

アを回転駆動する。このため、ハンガーキヤリア 2 を物干し竿 ０にそって矢 2

０ や 2０ 方向 (図 ) に自在に移動させることができる。ラック 2およびハンガ

ーキヤリア 2 がハンガー移動部を構成する。

００54 ハンガー2００は、本体2０、アーム部2０2 2０3、カバー部2０4およびフック2０ f

を含む。アーム部2０2 2０3 、本体2０に回転可能なように支持され、衣類 ０を掛

ける場合には、アームが概ね水平方向に伸びるように固定される。これにより、アーム

2０2 2０3が衣類 ０を水平方向に支持する。アーム2０2は、衣類 ０を支持する支

持部2０2a 2０2b 2０2eと、これらの支持部の間を接続し、支持部より下方に位置

する接続部2０2c 2０2 とからなる。同様に、アーム2０3は、衣類 ０を支持する支持

部2０3a 2０3b 2０3eと、これらの支持部の間を接続し、支持部より下方に位置する

接続部2０3c 2０3 とからなる。

００55 カバー2０4は、本体2０ を降雨等から防護する。フック2０ fは本体に取り付けられ



る。フック2０がハンガーキヤリア 2 の大部 2 に掛けられることによって、ハンガ

ーキヤリア 2 を介してハンガー2００が物干し竿 ０に吊るされる。

００56 図3は、折りたたみ機構5０を示す斜視図である。折りたたみ機構5０は、幅方向

折りたたみ部5０2と長さ方向折りたたみ部5０3とを含む。

００57 幅方向折りたたみ部5０2は、クランプ4 4 2、折り幅決定部42 422および衣

類保持体5０4を有している。

００58 クラン 4 4 2は、ハンガー2００に掛けられた衣類 ０の水平方向の両端をつ

まむ。また、折り幅決定部42 422は垂直方向に伸びるように配置されており、それ

ぞれの外側には垂直エッジ部42 e 422eが配置されている。
。

００59 クランフ4 は、垂直エッジ部42 e近傍を通る垂直方向の軸4 aを中心として回

転するクランプアーム4 に取り付けられている。また、クランプ4 2は、垂直エッジ

部422e近傍を通る垂直方向の軸4 2aを中心として回転するクランプアーム4 2に

取り付けられている。

００6０ クラン 422は、衣類 ０を摘んだ状態で軸4 a 4 2aを中心に折り幅決定

部42 422を巻き込むように回転することによって、折り幅決定部42 422の垂直

エッジ部42 e 422eにおいて衣類 ０を折りたたむ。

００61 衣類保持体5０4は、折り幅決定部42 422と協同して衣類 ０を挟み、衣類を保

持する。図4は、衣類保持体5０4の構造を示す斜視図である。衣類保持体5０4は、

べ一ス43０およびべ一ス43０に設けられた柱状の山部43 432 433 434を有す

る。図3に示すように、凸部43 433は、折り幅決定部42 と協同して衣類 ０を挟

む。また、凸部432 434は、折り幅決定部422と協同して衣類 ０を挟む。

００62 クラン 4 4 2よる衣類 ０の摘みおよび衣類保持体5０4による衣類 ０の保持

の際、ハンガー2００が一緒に挟まれたり保持されたりしないように、図2に示すように

、接続部2０2 2０3 2０2c 2０3cの形状が支持部2０2a 2０2b 2０2e 2０3a

2０3b 2０3eより下方に位置している。言い換えれば、クランプ4 422および衣

類保持体5０4はハンガー2００と干渉しないように衣類 ０を保持する。

００63 べ一ス43０には、切欠き部43０ 43０bが設けられている。切欠き部43０ 43０b

はハンガー2００が折りたたまれた状態でハンガー2００あるいは支持体5０4が移動し



たとき、ハンガー2００が支持体5０4と衝突せず、切欠き部43０ 43０bの内部を折り

たたまれたハンガー2００が通過する。

００64 長さ方向折りたたみ部5０3は、折り長さ決定部45０と折り上げ部46 を含む。折り

長さ決定部45０は水平方向に伸びる棒形状を有し、ェソジ部45０eが下方に配置さ

れている。また、折り上げ部46 は、板形状を有し、上部にェソジ部46 eが配置され

ている。

００65 折り上げ部46 は折りたたまれた衣類 ０を移送する移送部46０の一部を構成して

いる。具体的には、折り上げ部46 、底部462および側面463 によって、対向する一

対の側面と上面が開放した矩形の空間を有する移送部46０を構成している。以下に

おいて、詳細に説明するよぅに、折り長さ決定部45０と折り上げ部46 とは協同して

衣類 ０を垂直方向に折りたたむ。

００66 折りたたみ機構5０のこれらの構成要素は、以下において詳細に説明するよぅに、

制御部47 の制御により、適切なタイミングで衣類 ０に接近したり退避を行ぅことがで

きる。構成要素が衣類へ接近したり退避したりするための駆動機構は、公知の機械

的機構や機械要素を組み合わせることによって実現することができる。

００67 たとえば、クランプ4 および折幅決定部42 とクランプ4 2および折幅決定部42

2の移動は、それぞれ図示しない垂直な軸を中心に両開きの扉を閉じるよぅに回転し

、ハンガー2００に吊るされた衣類に接近し、位置決めされるよぅな構成によって実現

することができる。

００68 クラン 4 2の開閉動作は、部品の組み立てに用いられる産業用機械の部

品把持機構や、近年技術進歩が著 、ロボットアームの動作機構などによって実現

することができる。

００69 また、衣類保持体5０4は、たとえばラックピニオン、リニアモータ、ワイヤなど既存の

直進駆動機構を用いることによって物干し竿 ０に沿って移動させることができる。

００7０ 次に、ハンガー2００の折りたたみ機構を説明する。図5および図6は、ハンガー2００

の本体2０の構造を詳細に示す斜視図である。アーム部2０2 2０3は同一形状を有

し、それぞれ、ギア2０2 および突起2０2 とギア2０3 および突起2０3 とがそれぞれ

端部に設けられている。ギア2０2 2０3 の回転中心にそれぞれ穴が設けられてお



り、本体2０に設けられた軸2０ a 2０ cに挿入されることによって、アーム部2０2

2０3が本体2０に回転可能に支持されている。

００7 1 本体部2０設けられた穴2０ を通してギア2０2 2０3 は相互に噛み合うことに

より、アーム部2０2 2０3は連動して回転する。アーム部2０3の回転軸3０ cには、付

勢バネ2０5が設けられており、一端が本体2０のバネかけ2０ に、他端がアーム部

2０3に掛けられている。付勢バネ2０5によって、アーム部2０3は、矢 2０3 で示す

ようにアームｧ 2０3が水平状態から折りたたまれる方向に付勢される。ギア2０2 2０

3 の噛み合いにより、アーム部2０2も矢 2０2 の方向に回転するように付勢される

００72 アーム部2０3を水平近くまで持ち上げると、アーム部2０3の突起2０3 が本体部2０

に設けられたツメ2０ に掛かり、アーム部2０3がそれ以上矢 2０3 方向に回転

しないように止める。このときアーム部2０3とギア2０3 およびギア2０2 で連動するア

ーム部2０2も水平近くまで持ち上がった状態になり、アーム部2０2および2０3はおよ

そ水平方向に開いた状態になる。

００73 この状態でハンガー2００に衣類 ０が吊るされ、干されることになる。破線で示すカ

バー2０4は、本体2０およびアーム部2０2 2０3の連結部を雨から保護し、穴2０4

が設けられている。

００74 ハンガーたたみ部44０の先端の力ム部44０が穴2０4 から貫人してツメ2０ と本

体2０の際間に入り込み、力ム部44０が回転することにより、ツメ2０ を持ち上げ、

つめ2０ と突起2０3 との係合を解除する。

００75 アーム部2０3は付勢バネ2０5の力によって矢 2０3 方向に回転し、これと連動す

るアーム部2０2も矢 2０2 方向に回転する。その結果、アーム部2０2 2０3は共に

下方に垂れ下がり、たたんだ状態になる。

００76 ツメ2０ はハンガー2００を横に開いた状態からたたんだ状態へ移行させる状態切

替部である。ツメ2０ は、衣類 ０を掛けた状態でも外部に露出しており、これにより

、ハンガーたたみ部44０が進入することが可能となる。衣類が上着である場合には、

ソメ2０ は、襟首部分などから見える位置に設けられていることが好ましい。

００77 以下、図 および図7から図 8を参照して、衣類たたみ機5００の動作を詳細に説明



する。

００78 まず、操作者は、図 に示すようにアーム部2０2 2０3が開いた状態のハンガー2

００に洗濯がおわった衣類 ０をかけ、物干し竿 ０に設けられたハンガーキヤリア 2

にハンガー2００を吊るす。この時、ハンガーキヤリア 2 は物干し ０上を自在にス

ライド可能に設けられているため、操作者は複数の衣類 ０間の間隔を任意に設ける

ことができる。

００79 このようにして操作者が任意の数の衣類 ０を掛け終えると、通常の洗濯物を干すよ

うに衣類 ０が太陽光の熱により時間の経過と共に乾燥する。衣類 ０をかけ終わった

操作者が衣類たたみ機の図示しない電源をオンすると、センサー477 は、最も折りた

たみ機構5０に近い衣類 ０の乾燥状態を検出し、その情報を折りたたみ制御部47

に送り続ける。衣類 ０の乾燥状態を検出する、センサー477 には、たとえば、マイク

ロ波あるいは赤外線を利用した水分計を用いることができる。

００8０ センサー477 は衣類 ０の乾燥状態に応じた信号を出力する。衣類 ０が所定の乾

燥状態に達し、センサー477から所定の乾燥状態に対応する値の信号が出力される

と、制御部47 は折りたたみ機構5０に折りたたみ動作を開始するよう、駆動部472

に指令を出力する。

００8 1 まず最も折りたたみ機構5０ に近いハンガーキヤリア 2 が矢印 ０ 方向に自走

し、ケース49０の中に入り停止する。このとき、衣類 ０の走行経路上にセンサー477

が位置している場合には、衣類 ０の通過時に図 に示すように矢 477 方向へ

動いて衣類 ０を回避する。その後、矢 477 方向へ動いて再び元の位置に戻り、

次の衣類 ０の乾き度を検出してもよい。

００82 あるいは、物干し竿 ０のすべての衣類 ０が同じ乾燥状態になると仮定し、最も折

りたたみ機構5０に近い衣類 ０が乾燥していることをセンサー477 が検出すれば、

すべての衣類 ０の収納をはじめてもよい。また、センサー477 を衣類 ０の走行経路

外に設置してもよい。

００83 図7に示すように、衣類 ０が所定の位置に移動すると、折り幅決定部42 422 が

上方から矢 4 ０ の方向に降下し、所定の位置で停止する。次にハンガーキヤリア

2 は、衣類 ０が折り幅決定部42 422 に当てがわれるまで矢 2０ 方向に自



走する。また同時に衣類保持体54０が矢 43０ 方向に移動し、突起43 433 が

折り幅決定部42 と、衣類保持体432 434が折り幅決定部422 と、衣類 ０を介して

圧接し、衣類 ０を保持する。

００84 この時、ハンガーたたみ部44０も矢 43０ 方向に移動し、先端の力ム部44０が

ハンガー2００の本体部2 ０に貫入する。ハンガー2００が不要な動きをしないよう、こ

の時点で衣類保持体5０4と共に移動させたハンガーたたみ部44０の力ム部44０を

ハンガー2００に契合させるなどしてハンガー2００を固定してもよい。

００85 次に図8に示すように、折り幅決定部42 422 に設けられた軸42 d 422dに沿

って、クランプアーム4 4 2が矢 4 4 2 方向に降下する。続いて、クラ

ン 4 2 が閉じて衣類 ０の左右の肩部を挟持する。この状態で衣類 ０は

図9に示すように斜線部4 4 2 43 432 433 434 で示すように、衣類

たたみ機構に保持される。

００86 次に、図 ０に示すように、ハンガーたたみ部44０の先端の力ム部44０が回転し、

アーム部2０2 2０3を下方に垂下させる。これによりハンガー2００がたたまれた状態

となる。

００87 次に、図皿に示すように、クランプアーム4 4 2を垂直軸4 a 4 2aを中心

に矢 4 4 2 方向へそれぞれおおよそ 8０度回転させ、挟持している衣類

の左右の肩部を内側に回転移動させる。これにより、折り幅決定部42 422を巻

き込んで衣類 ０が折り曲げられ、衣類 ０は、垂直軸4 a 4 2aとおおよそ一致す

る折り幅決定部42 422の垂直エッジ部42 e 422eに沿って内側に折りたたまれ

る。このようにして衣類 ０の幅方向の折りたたみ動作が終了する。その後、折り長さ

決定部45０が矢 45０ 方向に移動し、折り幅決定部42 422の下方で衣類 ０

の近傍にセットされる。

００88 次に、図 2に示すように、移送部46０が矢 46０ 方向に示すように衣類 ０に対

して折り長さ決定部45０と反対の方向から衣類 ０の方へ移動する。折り上げ板46

のエッジ部46 eが折り長さ決定部45０のエッジ部45０eの下をかすめて通過し、衣

類 ０は図 3に示すように折り長さ決定部45０と折り上げ板46 との間でS字型に折

り曲げられる。



００89 その後、図 2に示すよぅに、移送部46０を矢 46０ に示すよぅに上へ移動させる

と、衣類 ０の下半分は折り上げ板46 のェッジ部46 eにしごき上げられながら、折

り長さ決定部45０のェッジ部45０。で上に折り曲げられる。図 4に示すよぅに、衣類

移送手部46０の底部462 が折り長さ決定部45０のェッジ部45０eの下方 ～2c の

ところまで接近したら移送部46０は停止する。このとき衣類 ０の折り上げられた下半

分のぅち折り上げ板46 より長い部分 O は、折り長さ決定部45０のェッジ部45０e

で折り曲がって垂れ下がる。このよぅに、衣類移送手部46０の2方向への移動だけで

衣類 ０は長さ方向に2回折りたたまれる。これにより、丈方向の折りたたみが完了す

る。

００9０ このよぅにして衣類 ０の折りたたみ動作が完了した後、折りたたみ機構5０の各要

素を衣類 ０から抜き去る動作を図 5を参照して説明する。

００9 1 まずクラン 4 2 が開き、衣類 ０の肩部の挟持を解放する。さらにクラン

プアーム4 4 2が矢 4 4 2 で示すよぅに上昇し、その後、矢 4

および4 2 で示すよぅに外側へ回転すする。これにより、クラン 4 2 、ク

ランプアーム4 4 2は、図7に示す初期状態に戻る。

００92 衣類保持体5０4およびハンガーたたみ部44０も矢 43０ で示すよぅに衣類から

離れ、衣類 ０の保持を解除する。このよぅにして衣類 ０は移送部46０のみに支持さ

れた状態になる。

００93 次に、移送部46０と折り長さ決定部45０とを矢 46０ で示すよぅに下方へ移動さ

せる。これにより、折りたたまれた衣類 ０を下方に移動させ、衣類 ０から折り幅決定

部42 422 とハンガー2００を抜き取る。このとき、衣類 ０と折り幅決定部42 422

やハンガー2００との間に多少の摩擦抵抗があったとしても、衣類 ０は、折り長さ決定

部45０により、折り曲げられた部分が保持されているので、摩擦抵抗に負けることなく

移送部46０および折り長さ決定部45０と共に下方に移動する。

００94 このよぅにして移送部46０に入れられた衣類 ０は、図 6に示すよぅに移送部46０

が矢 46０ で示すよぅに回転することにより、衣類 ０の支持面である折り上げ板46

が傾斜し、衣類 ０はストソカ48０へ移動可能な状態となる。折り長さ決定部45０が

矢 45０で示すよぅに、衣類 ０から離れるよぅに移動することによって、衣類 ０から



抜き取られ、衣類 ０は矢印 ０ 方向で示すようにストッヵ48０内へ落下する。

００95 図 7に示すように、以上のようにして衣類 ０を 枚たたみ終わったら、ハンガーた

たみ部44０が矢 44０ で示すように下方へ移動し、衣類保持体5０4のべ一ス43０

に設けられた切欠き部43０bにはまり込んで、ハンガー2００の通り道を作る。その後、

衣類 ０から抜き取られたハンガー2００はハンガーキヤリア 2 により矢 2０ 方向

に移動し、衣類保持体5０4のべ一ス43０の切欠き部43０を通過して奥へと移動す

る。このようにして衣類 ０一枚分のたたみ動作を終了する。

００96 次に衣類たたみ機構5０に近い衣類 ０が所定の乾燥状態に達していることをセン

サー477 が検出したら、その衣類 ０がかかっているハンガーキヤリア 2 が矢印 2０

方向に自走し、ケース49０の中に入り停止する。このようにして順次、折りたたみ動

作を連続して行い、衣類 ０をストッヵ48０の中に順次落としこみ、積み重ねていく。

物干し竿 ０上の衣類 ０の折りたたみ動作を全て完了すると、センサー477 が衣類

０の無いことを検出し、最後の衣類 ０をストッヵ48０に送り終わると同時に動作を停

止する。これら一連の折りたたみ動作は常にケース49０の中でのみ行われるので、

風による衣類 ０の揺動などの影響を受けることはない。

００97 このように本実施形態の衣類たたみ機によれば、ハンガーに掛けられた状態の衣

類を折りたたむことができる。このため、衣類を水平に広げて折りたたむ装置に比べ

て設置面積も 心くて済む。また、ハンガーに掛けられた状態のまま折りたたむことが

できるため、洗濯後の衣類を乾燥させ、そのまま、人手をかけることなく自動的に本実

施形態の衣類たたみ機へ順次搬送し、衣類を折りたたむことが可能となる。これによ

り、複数の衣類を連続的にかつ自動的に折りたたむことが可能となり、家事労働の負

担を低減することができる。

００98 なお、本実施形態の衣類たたみ機は、ケース49０内で衣類 ０を折りたたむ。このた

め、ケース49０を利用し、降雨時に衣類 ０がぬれないようにケース49０に衣類 ０を

収納するようにしてもよい。具体的には、図 に示すように、降雨を検出するセンサ

ー478 を降雨時に雨にさらされる部分に設置し、センサー478の出力を制御部47

へ入力する。

００99 衣類 ０が物干し竿 ０にかけられ、操作者によって衣類たたみ機の電源を入れる



と、センサー478が降雨の検出を始める。衣類 ０の乾き度合いを検出するセンサー

477が衣類 ０の存在を検出しているときに、センサー478が降雨を検出すると、折り

たたみ制御部47 は通信ケーブル474を通じて図示しないホームゲートウェイに、降

雨量と物干し竿に衣類が残っているとレづ情報を送り出す。図示しないホームゲート

ウェイはインターネット等の一般通信網を通じて操作者の携帯電話やパソコンなどの

外部の通信機器にこの情報を通達する。これを受けて操作者が衣類の取り込みを命

じる情報を送信し、これがホームゲートウェイ、通信ケーブル474を通じて制御部47

に伝達されると、制御部47 は駆動部472に衣類を取り込むよう指令を出し、全ての

ハンガーキヤリア 2 をケース49０内に収納する。

０1００ ケース49０内に全ての衣類 ０を収納するためには、図 に示すように、ケース49

の物干し竿 ０の伸びる方向の長さ がハンガーキヤリア 2 の長さ とハンガー

キヤリア 2 の数との積よりも大きいことが好ましい。これにより全ての衣類 ０はケー

ス49０の中に納まって雨に濡れることがない。このように、センサー機能や通信機能

を付加することにより外出中のたたみ動作や、降雨時に衣類が濡れないように取り込

むことが可能となる。

０1０1 なお、図皿において、クランプアーム4 4 2がそれぞれおおよそ 8０度回転し

て、挟持している衣類 ０の左右の肩部を内側に回転移動させる際、クランプアーム4

4 2は一定の高さ (折り幅決定部42 422に設けられた軸42 d 422d上の

一定の位置)で回転動作を〒うよう
。

にしている。しかし、 8０度の回転後に、クランフ

アーム4 4 2の高さ方向の位置を回転前に比べて少なくとも c 以上高くすると

、衣類 ０を垂直方向に引っ張ることができる。衣類 ０の素材にも依存するが、クラン

プアーム4 4 2の高さ方向の位置の移動は、 c 以上5c 以下であることが好

ましい。これにより、衣類 ０がシヤソであり、シヤツの下方のボタンが掛けられていな

い場合などでも、折り幅決定部42 422からの衣類 ０が浮きあがるのを防止または

軽減することができる。

０1０2 また、図4に示すように、衣類保持体5０4は4つの突起43 432 433 434を備

えているが、衣類たたみ機の製造コストを低減するため、突起43 432だけをもうけ

てもよい。この場合、衣類 ０の幅方向の折りたたみ時に多少の乱れは生じるものの、



基本的な折りたたみ動作は可能であり、ほぼ同等の効果を得ることができる。

０1０3 また、図 に示すように、通信制御部473 は通信ケーブル474 によって情報の送受

信を行っているが、通信制御部473 は無線により情報を送受信してもよい。

０1０4 また、ハンガー2００に掛けられた衣類 ０を衣類たたみ機構が精度よく折りたたむこ

とができ、また、ハンガーたたみ部44０の先端の力ム部44０が回転してもハンガー2

００が反動で動くことがないように、衣類たたみ機構に対して、ハンガー2００の位置を

固定するため、本体部2０に位置決めピンを差し込んだり、マグネットで本体2０を

吸着し、固定してもよい。

０1０5 また本実施形態では、衣類 ０の乾燥状態を知るためにセンサー477で衣類 ０の

水分量を検出しているが、ハンガーキヤリア 2 に重量検出部を設け、衣類 ０が乾

燥したことによる重量の減少を検出してもよい。また、操作者が 自ら衣類 ０の乾燥状

態をチェックし、操作者の判断により、折りたたみ動作を開始してもよい。

０1０6 また、本実施形態の衣類たたみ機は、蒸気発生部をさらに備えていてもよい。この

場合、図8に示す衣類 ０の保持動作の直前に、蒸気発生部により発生した蒸気を衣

類 ０に当て、衣類 ０のしわ取りを行ってもよい。

０1０7 また、折り上げ部46 のエッジ46 eに回転可能な口一うを設け、エッジ46 eが衣

類 ０の裾を擦り上げる際の摩擦抵抗や、引っ掛かりを回避するようにしてもよい。

０1０8 また、本実施形態では移送部46０を回転させ、下方に傾斜させてから折り長さ決定

部45０を抜き取っている。他の手順により、折りたたんだ衣類 ０をスト、ソカ48０へ移

動させてもよい。たとえば、移送部46０を回転させる前に折り長さ決定部45０を抜き

取り、ストッカ48０を移動させる。図 8に示すように移送部46０を回転させることにより

、下方に傾斜させ、折り上げ部46 のエッジ46 eがストッカ48０の立ち壁48 の内側

に突き当てる。傾斜した折り上げ部46 上を衣類 ０が滑り落ち、衣類 ０の一端がス

トッカ48０の立ち壁48 の内側に突き当たる。

０1０9 その後、矢 48０ で示すように、スト、ソカ48０を移送部46０の折り上げ部46 の傾

斜と平行な方向に移動させることにより、衣類 ０は一端がストッカ48０の立ち壁48

に突き当たった状態のままストッカ48０の進む方向に移動し、衣類 ０の下面から衣

類 ０を支持している折り上げ部46 がなくなったときにスト、ソカ48０内へ落下する。こ



れにより、衣類 ０をストッカ48０内に収納することができる。

０11０ あるいは、移送部46０内に折りたたんだ衣類 ０が挿入されたあと、移送部46０の

折り上げ部46 が水平になるまで移送部46０を回転さえ、移送部46０をストッカ48０

の真上に移動させた後、折り上げ部46 を観音開きにして衣類 ０をストッカ48０内に

落下させてもよい。

０111 また、衣類 ０はストッカ48０内に水平に順次積み重ねて収納してもよいし、衣類 ０

を縦にした状態で横に並べて収納してもよい。

０112 (第2の実施形態)

本発明による衣類たたみ機および衣類たたみ機に用いるハンガーの第2の実施形態

を説明する。

０113 図 9は、本実施形態の衣類たたみ機において、ハンガー22００に掛けられた衣類

０が保持されている箇所を示す正面図である。図 9において、衣類保持体以外の

構成要素は第 の実施形態の衣類たたみ機 (図 から図 8)の構成要素とおなじで

あるため、同一の番号を付して説明を省略する。本実施形態のハンガー22００は、図

9に示すようにマ、ジ、ソクハンド状のリンク機構を備えたアーム22０2 2０3を備えて

いる。アーム22０2 22０3 、リンク機構を備えているため、同時に伸縮する。また、

リンク機構の一部に設けられた切り替え部22０3 を矢 22０3 または逆方向に駆動

することにより、アーム22０2 2０3を伸縮させることができる。

０114 また、本実施形態では、衣類保持体が突起432 43 2433 2434 を備えて

おり、突起2433 2434 は、第 の実施形態の突起433 434に比べ垂直方向に伸

びた形状を有している点で第 の実施形態と異なっている。

０115 図 9および図2０を参照して、本実施形態のハンガー22００および本実施形態の

衣類たたみ機の動作を説明する。第 の実施形態と同様、図 9に示すように衣類 ０

が衣類保持体により保持された状態で、状態切替部22０3 を折りたたみ部4００に設

けられた図示しない駆動機構によって矢 22０3 方向へ駆動する。これにより、図2

に示すようにアーム部22０2 22０3 収縮し、たたんだ状態をとり、衣類 ０から抜

き取りが可能な大きさになる。

０116 ハンガー22００は、アーム部22０2 22０3が水平方向に伸縮することによって、た



たんだ状態と開いた状態とをとることができる。このため、ハンガー22００を折りたたむ

ために、アーム部22０2 2０3が移動する領域は小さくてすみ、その分、衣類保持

体の突起が衣類 ０を保持する部分の面積を広げることができる。

０117 その結果、広い面積を有する突起24 33 、2434 を設け、より堅固に衣類の保持を

行ぅことが可能となり、より良好な折りたたみの仕上がりを得ることができる。

０118 ただし、衣類保持体の突起2433 2434 の面積を第 の実施形態の衣類保持体

433 434 と同程度の面積であるとしても、第 の実施形態と同程度の効果を得るこ

とは可能である。

０119 (第3の実施形態)

本発明による衣類たたみ機および衣類たたみ機に用いるハンガーの第3の実施形

態を説明する。

０12０ 図2 は、本実施形態の衣類たたみ機において、ハンガー32００に掛けられた衣類

０が保持されている箇所を示す正面図である。図 9において、ハンガー32００以外

の構成要素は第 の実施形態の衣類たたみ機 (図 から図 8)の構成要素と同じで

あるため、同一の番号を付して説明を省略する。

０121 図2 に示すよぅに本実施形態の衣類たたみ機は、折り幅決定部42 422 および

衣類保持体5０4を備えていない点で第 の実施形態の衣類たたみ機と異なっている

０122 ハンガ 32００は、アーム部3 2０2 32０3を含む。アーム部32０2 、先端部32０2

、垂直部 および連結部32０2 を有し、アーム部32０3は、先端部32０3

垂直部32０3 および連結部32０3 を有する。垂直部32０2 および連結部32０2

はリンク構造を構成し、本体32０ bに2つの回動軸によって取り付けられている。また

、垂直部32０3 および連結部32０3 もリンク構造を構成し、本体32０ bに2つの回

動軸によって取り付けられている。先端部32０2 32０3 は、それぞれ回動可能な

よぅに垂直部32０2 32０3 に支持されている。本体32０ bに回動可能に支持され

た連結部32０3 の つには状態切替部32０3 が設けられている。さらに、本体32０

bに回動可能に支持された連結部32０2 32０3 には互いに噛み合ぅギア3 2０2

32０3 が設けられている。



０123 以下、図2 から図を参照しながら、実施形態のハンガー3 2００および本実施形態

の衣類たたみ機の動作を説明する。

０124 第 の実施形態と同様、図2 に示すように、衣類 ０がハンガー3 2００に掛けられて

いる状態でクランプアーム4 4 2が衣類 ０の両肩先を挟持する。しかし、本実施

形態では、衣類たたみ機は、折り幅決定部4 2 422 および衣類保持体5０4を備え

ていないため、衣類 ０はクランプアーム4 4 2によって保持されるのみである。

０125 図22に示すように、図示しない駆動機構により、アーム部3 2０2 2０3の先端部3

2０2 32０3 が水平に伸びた状態から解除され、矢印3 2０2 32０3 で示す
ように、内側に回転する。これにより、先端部3 2０2 32０3 は、垂直方向に垂れ下

がり、先端部3 2０2 32０3 は垂直部3 2０2 32０3 とほぼ重なる。その結果、ハ

ンガー3 2００の両端にはアーム部3 2０2 2０3の垂直部3 2０2 32０3 による垂直

エッジ3 2０2e 32０3eが現れる。この状態において、衣類 ０はクランプアーム4

4 2により、挟持された領域4 4 2 の他に、アーム部3 2０2 32０3の垂直部3 2

０2 32０3 の上端である支持部3 2０2 32０3 で支持されている。このため、第

の実施形態の折り幅決定部4 2 422 および衣類保持体5０4がなくても衣類 ０を垂

直に吊るした状態を保つことができる。

０126 図22では、垂直部3 2０2 32０3 による垂直エッジ3 2０2e 32０3eが、先端部3 2

０2 3 2０3 の垂直エッジ部3 2 2e 3 2 3e よりそれぞれ外側に位置しているが

、垂直エッジ部3 2 2e 3 2 3e が外側に位置していてもよいし、垂直エッジ3 2０2e

32０3eと垂直エッジ部3 2０2e 32０3e とが重なるように位置してもよい。いずれ

の場合であっても外側に位置する垂直エッジ部を基準に衣類 ０が折りたたまれる。

０127 次に、図23に示すように、クランプアーム4 4 2を垂直軸4 a 4 2aを中心

に矢 4 4 2 で示すように内側へそれぞれおよそ 8０度回転させて、挟持し

ている衣類 ０の左右の肩部を内側に回転移動させる。ここで垂直軸4 a 4 2aは

垂直エッジ3 2０2e 32０3eとおおよそ一致しているため、衣類 ０は垂直エッジ3 2０2

e 、3 2０3eに沿って内側に折りたたまれる。したがって本実施の形態においては、ア

ーム部3 2０2 2０3の垂直部3 2０2 32０3 による垂直エッジ3 2０2e 3 2０3eが折

り幅決定部として機能する。



０128 このよぅにして幅方向の折りたたみが完了した後は、図皿から図 4を参照して説明

した第 の実施形態の動作と同様の動作により、長手方向の折りたたみを 、竹 、折り

たたみ動作を完了する。

０129 その後、図24 に示すよぅに、ハンガーフック3 2０ 近傍に位置する状態切替部3 2

０3 を折りたたみ部4００に設けられた図示しない機構によって矢印3 2０3 方向へ動

かす。これにより、アーム部3 2０3の垂直部3 2０3 は、連結部3 2０3 のリンク構造に

より垂直姿勢を維持したまま矢印3 2０3 で示すよぅに内側に回転し、垂直方向に

伸びた状態となる。ここでアーム部3 2０2 32０3の連結部3 2０2 32０3 は、ギア3

2０2 32０3 の噛み合いにより相互に連動して回転するよぅ設けられているので、

アーム部3 2０2の垂直部3 2０2 もまた連結部3 2０2 のリンク構造により垂直姿勢を

維持したまま矢印3 2０2 で示す方向に回転し、垂直方向に伸びた状態となる。こ

のよぅにしてハンガ 3 2００はたたまれる。その後、図 5を参照して第 の実施形態

で説明したよぅに、衣類 ０を矢 46０ で示すよぅに下方へ移動させると、容易に衣

類 ０からたたまれたハンガー3 2００が抜き取られる。

０13０ なお本実施形態では、図2 2に示すよぅにハンガー3 2００の先端部3 2０2 2０3

は垂下して垂直部3 2０2 32０3 の内側に引き込まれるとしたが、垂下した先端部3

2０2 32０3 の垂直ェッジ部3 2 2e 、3 2 3e の方が、垂直部3 2０2 3 2０3 の

垂直ェッジ3 2０2e 32０3eよりも外側に出ているとしても、この垂直ェッジ3 2０2e 、

3 2０3e が折り幅決定部となって同様の効果を得ることができる。

０131 本実施形態によれば、ハンガー自体を衣類の折り幅決定部とすることができ、衣類

を別途支持する衣類保持体等の構造体を設ける必要が無くなる。このため、衣類た

たみ機の構造および構成を簡単にすることができ、衣類たたみ機のコストを低減する

ことができる。

０132 (第4の実施形態)

本発明による衣類たたみ機および衣類たたみ機に用いるハンガーの第4の実施形

態を説明する。

０133 図25は、本実施形態のハンガー4 2００および本実施形態の衣類たたみ機の主要

部を示す斜視図である。図25に示す以外の構成要素は第 の実施形態の衣類たた



み機 (図 から図 8)の構成要素と同じであるため、同一番号を付して説明を省略す

る。

０134 ハンガー4 2００は、フック4 2０ と、内部に気体あるいは液体れ、った流体を充填す

ることによって、衣類 ０を支持するアーム形状をとり得るアーム部4 2０2を含む。

０135 本実施形態の衣類たたみ機は、幅方向折りたたみ部5０2 を含む。図26は、幅方

向折りたたみ部5０2 の分解斜視図であり、図27は幅方向折りたたみ部5０2 を図2

5とは異なる角度で示す斜視図である。図25から図27を参照して幅方向折りたたみ

部5０2 の構造を説明する。

０136 幅方向折りたたみ部5０2 は、中央保持部5 ０および外側保持部5 5 2を含

む。

０137 中央保持部5 ０は、垂直方向に伸びる複数の凸部443 ０と、複数の凸部443 ０

によって形成される複数の溝部443 ０とを有する中央支持体443 ０と、垂直に伸び

た複数の櫛歯44００を有する中央押さえ44００とを有する。

０138 外側保持部5 は、垂直方向に伸びる複数の凸部44 と、複数の凸部44

によって形成される複数の溝部44 とを有する外側支持体44 と、垂直に伸び

た複数の櫛歯44０ を有する外側押さえ44０ とを有する。同様に、外側保持部5

2は、垂直方向に伸びる複数の凸部4 2 と、複数の凸部4 2 によって形成され

る複数の溝部4 2 とを有する外側支持体44 2と、垂直に伸びた複数の櫛歯44０

Z を有する外側押さえ44０2とを有する。

０139 外側支持体44 4 2 、中央支持体443 の両側に設けられた軸443 ０d 44

3０d2が挿入される孔を有するボス44 b 44 2bをそれぞれ有する。また、外側押

さえ44０ 44０2 、中央押さえ44００の両側に設けられた軸44００d 44００d2が

挿入される孔を有するボス444 ０ b 44０2bをそれぞれ有する。

０14０ 中央支持体443 ０および外側支持体5 5 2と、中央押さえ44００および外側押

さえ44０ 4０2とは、櫛歯および溝を勘合させながら衣類 ０を挟み込む。このとき

、外側支持体44 44 2の回動軸443 ０d 4 3０d2は、外側押さえ44０ 44０

2の軸44００d 44００d (44０ a ) と同軸に配置される。

０14 1 図27に示すよぅに、中央支持体443 ０の凸部443 ０、外側支持体44 44 2の



凸部44 44 2 、中央押さえ44００の櫛歯44００、外側押さえ44０ 4０2の

櫛歯44０ 44０2 のそれぞれの上端は、ハンガー4 2００のアーム部4 2０2のすく。

下まで伸びている。

０142 また、中央支持体443 ０、外側支持体44 44 2、外側押さえ44０ 44０2のそ

れぞれの下端は、ほぼ同一高さにあり、これらの下端位置からアーム部4 2０2までの

長さが、衣類 ０の長さ (丈)方向の折りたたみサイズと一致する。また中央押さえ44０

の櫛歯44００の根元には衣類 ０の方向に向かって下がる傾斜面44００s が、また

外側押さえ44０ 4０2の櫛歯44０ 44０2 の根元にも衣類 ０の方向に向かっ
て下がる傾斜面44０ s 44０2sがそれぞれ設けられている。これにより、挟まれてい

れ下がらせ、衣類 ０にしわが生じにくくなっている。

０143 以下、図25および図28から図3０を参照しながら、本実施形態のハンガー4 2００お
よび本実施形態の衣類たたみ機の動作を説明する。

０144 操作者よって衣類 ０が掛けられたハンガー4 2００が、ハンガーキヤリア 2 の自走

によってケース4 9０内に移動するまでの動作は第 の実施形態とおなじである。図25

に示すよぅに中央支持体443 ０および外側支持体44 44 2が矢 443 ０C方向

に、中央押さえ44００および外側押さえ44０ 4０2が矢 44００C方向に移動し、

ハンガー4 2００の下で図2 9 に示すよぅに衣類 ０を挟み込む。

０145 次に、図28に示すよぅに、ハンガー4 2００のアーム部4 2０2から図示しない機構に

より中の流体を抜き取ってアーム部4 2０2をしぼませ、その後中央支持体443 ０、外

側支持体44 44 2、中央押さえ44００、外側押さえ44０ 4０2の全体を、衣類

０を挟んだまま矢 443 ０ に示すよぅに下方へ移動させ、衣類 ０の衿首からしぼ

んだハンガー4 2００を抜き取る。この状態で衣類 ０は中央支持体443 ０、外側支持

体44 44 2、中央押さえ44００、外側押さえ44０ 4０2によって挟まれ保持さ

れているため落下することはない。

０146 次に、図29 に示すよぅに外側支持体44 を軸44 aを中心として矢 44

方向へ、外側支持体44 2を軸44 2aを中心に矢 44 2 方向へ回転させ、外側

支持体44 の凸部44 および外側支持体44 2の凸部4 2 を、衣類 ０を介



して衣類支持体443 ０の凸部443０と圧接させる。このとき外側押さえ44０は軸44

O aを中心に矢 44 方向へ、外側押さえ44０2 軸44０2aを中心に矢 4

方向へ回転する。しかし、軸44０ aは軸44 aと、軸44０2aは軸44 2aと同軸な

ので、外側押さえ44０の櫛歯44０ は外側支持体44 との間で衣類 ０を挟んだ

まま、また外側押さえ44０2の櫛歯44０2 は外側支持体44 2との間で衣類 ０を挟

んだまま回転する。

０147 ここで、軸44０ a (44 a)と軸44０2a (44 2a) は櫛歯44００の両端の2本の近傍

に設けられているため、衣類 ０はこの櫛歯44００の両端の2本のところで幅方向に

折り返される。つまり、櫛歯44００のこの2本はそれぞれ衣類の折り幅決定部として機

能する。

０148 このよぅに衣類 ０を幅方向に折り返した後、図29C に示すよぅに、櫛歯44００を矢

44００ 方向へ、櫛歯44０ を矢 44０ 方向へ、櫛歯44０2 を矢 44０2 方

向へ動かして衣類 ０の挟持を解除する。これにより、衣類 ０は、凸部44 44

2 と凸部443 ０とによりのみ挟持される状態となる。

０149 その後、図3０に示すよぅに中央押さえ44００、外側押さえ44０ 4０2を矢 44０

O 方向へ降下させ、衣類 ０および中央支持体443 ０、外側支持体44 44 2か

ら抜き去る。その後、第 の実施形態と同様衣類 ０の長さ (丈)方向の折りたたみが

行われる。したがって外側支持体44 44 2の下端のェッジ44 eおよび4 2e

が折り長さ決部として機能する。その後、中央支持体443 ０と外側支持体44 44

2の挟持を解除し、第 の実施形態と同様の手順により、衣類 ０をストッカ48０へ移

送する。

０15０ このよぅに、本実施形態によれば、衣類を面で保持し、折りたたみ動作を行ぅ。この

ため、複数の衣類を折りたたんでも、折りたたまれた衣類のサイズのばらつきが小さく

、折りたたんだ衣類のサイズは安定している。また、高い仕上がり品位で衣類を折りた

たむことができる。

０151 なお、本実施形態では、櫛歯44００ 44０ 44０2 は円柱形を有しており、溝44

3０ 44 44 2 にそれぞれに一個ずつ対応していた。しかし、図3 に示す

よぅに 個の溝44 に2個の櫛歯44０ を設けてもいいし、凸部の先端を44



P で示すように尖らせても上述と同様の効果を得ることができる。

０152 また本実施形態では、櫛歯44００ 44０ 44０2 は中央押さえ44００、外側押さ

え44０ 4０2に固定的に設けられている。このため、衣類 ０への圧接の解除は中

央押さえ44００、外側押さえ44０ 4０2を移動させていた。しかし、図3 および

図3 に示すように、櫛歯44 、44００ の長手方向に垂直な断面を異方性形

状とし、櫛歯44 、44００ を回転させることにより圧接を解除しても、上述と同様

の効果を得ることができる。

０153 また櫛歯442 422 を除く櫛歯44００ 44０ 44０2 は中央押さえ44００、外

側押さえ44０ 4０2に対し下方へ収縮もしくは降下可能に設けられ、図29C に示

した状態から櫛歯442 および4422 を除く櫛歯44００ 44０ 44０2 を降下させ
ることによって、図 に示す状態にしてもよい。その後、櫛歯442 を矢 442

方向へ、櫛歯4422 を矢 4422 方向へ移動させて衣類 ０に張力をかけてたるみ

を除去し、図3０に示すように衣類押さえ44００、外側押さえ44０ 4０2を抜き去っ
て長さ方向の折りたたみを行えば、衣類 ０へのしわを少なくすることができ、効果的

である。

０154 また、本実施形態では、中央支持体443０および外側支持体44 44 2の衣類

０と接する面に凸部および溝部を形成していた。しかし、図33に示すように、衣類

と接する面を平面443０s 44 s 44 2sによって構成し、この平面上に設けたェ
ア一吸入孔443０ 4 44 2 から図示しないポンプなどの吸入装置により空

気を吸い込む、衣類 ０を平面443０s 44 s 44 2sに貼り付けてもよい。この場

合、中央押さえ44００および外側押さえ44０ 44０2 不要であり、このような構成を

採用しても上述と同等の効果を得ることができる。

産業上の木り用可能，生

０155 本発明の衣類たたみ機は、種々の用途の衣類を折りたたむ装置に好適に用いられ

る。特に大きな設置面積を要しない小型の衣類たたみ機に好適に用いられ、家庭用

の衣類たたみ機に適している。



請求の範囲

ハンガーに掛けられた衣類を、水平方向および垂直方向に所定の大きさとなるよぅ

に折りたたむ折りたたみ機構を備えた衣類たたみ機。

2 物干し竿に吊るされ、前記衣類が掛けられた複数のハンガーを順に所定の位置に

移動させ、各ハンガーに掛けられた衣類を前記折りたたみ機構により折りたたむ請求

項 記載の衣類たたみ機。

3 前記折りたたみ機構は、幅方向折りたたみ部と長さ方向折りたたみ部とを含む請求

項2に記載の類たたみ機。

4 幅方向折りたたみ部は、前記ハンガーに掛けられた前記衣類の水平方向の両端部

をつまむ一対のクランプと、一対の折り幅決定部とを含み、

前記クランプは、前記衣類をつまんだ状態で前記折り幅決定部を巻き込み、かつ、

前記折り幅決定部にそって前記衣類を折りたたむよぅに回動する請求項3に記載の

衣類たたみ機。

5 前記一対の折り幅決定部のそれぞれは、前記衣類を折りたたむ位置を規定する垂

直方向に伸びたェッジ部を有し、前記一対のクランプのそれぞれは、前記クランプの

ェッジ部近傍を通る垂直方向の軸を中心に回転する請求項4に記載の衣類たたみ

機。
。

6 前記一対のクランプが衣類の両端部をつまんで回転する際、前記一対のクランフ

のそれぞれは、回転前よりも C 以上、上方に移動する請求項5に記載の衣類たた

み機。

7 前記一対のクランプは、前記ハンガーに掛けられた前記衣類を前記ハンガーと干

渉しない位置において挟む請求項6に記載の衣類たたみ機。

8 前記衣類がハンガーから抜き取り可能なよぅに前記ハンガーをたたむ指令をハンガ

ーに与えるハンガー折りたたみ部をさらに備える請求項7に記載の衣類たたみ機。

9 前記幅方向折りたたみ部は、前記一対の折り幅決定部の内側において、前記衣類

を保持する衣類保持体をさらに備える請求項8に記載の衣類たたみ機。

０ 前記衣類保持体は、前記ハンガーが折りたたまれる際、前記ハンガーと干渉しない
よぅに前記衣類を保持する請求項9に記載の衣類たたみ機。



前記長さ方向折りたたみ部は、前記衣類と接触する水平棒を有する折り長さ決定

部と、前記衣類の下側部分を前記折り長さ決定部の位置において、上側へ折り返し

て持ち上げる折り上げ部とを含む請求項 ０に記載の衣類たたみ機。

2 前記折り上げ部は、前記衣類に対し、折り長さ決定部と反対の側から前記衣類に

接近し、前記折り長さ決定部の下方を通過した後、上に移動する請求項皿に記載の

衣類たたみ機。

3 前記折り上げ部は、その先端において、回転可能に設けられた口一うを有し、前記

口一うの外周が前記衣類と接触する請求項 2に記載の衣類たたみ機。

4 前記幅方向折りたたみ部は、前記ハンガーに掛けられた衣類の中央部分を保持す

る中央保持部、前記中央保持部により保持される中央部分より水平方向における両

外側をそれぞれ保持する一対の外側保持部を含み、

前記中央保持部および外側保持部がそれぞれ衣類を保持した状態において、前

記外側保持部が前記中央保持部側に折れ曲がることにより、前記衣類を水平方向に

折りたたむ請求項3記載の衣類たたみ機。

5 前記中央保持部は、前記衣類と対向する面に凹部および凸部が形成された中央

支持体と、前記凹部の底部へ前記衣類を押し付ける中央押えとを含み、

前記外側保持部のそれぞれは、前記衣類と対向する面に凹部および凸部が形成

された外側支持体と、前記凹部の底部へ前記衣類を押し付ける外側押えとを含み、

前記外側保持部が前記中央保持部側に折れ曲がった状態において、前記外側支

持体の凸部と前記中央支持体の凸部とによって前記衣類が挟み込まれる請求項 4

に記載の衣類たたみ機。

6 前記中央支持体および前記外側支持体の凹部は垂直方向に伸びた溝形状を有し

、前記中央押えおよび外側押えは、垂直方向に伸びた櫛歯形状を有している請求

項 5に記載の衣類たたみ機。

7 前記中央保持部および外側保持部は、それぞれ、前記衣類と接する平面と、前記

平面に設けられた複数の空気吸入孔とを含む請求項 4に記載の衣類たたみ機。

8 前記長さ方向折りたたみ部は、前記中央保持部または前記外側保持部の下端によ

り構成される折り長さ決定部と、前記衣類の下側部分を前記折り長さ決定部の位置



において上側へ折り返して持ち上げる折り上げ部とを含む請求項 4に記載の衣類

たたみ機。

9 前記衣類を収納するスト、ソカと、

前記折りたたまれた衣類を前記ストッカヘ移送する移送部と、

をさらに備える請求項凹または 8に記載の衣類たたみ機。

2０ 前記移送部は、前記折りたたまれた衣類を略垂直状態を保持するための支持面を

有し、前記支持面を傾斜させることにより、前記衣類を支持面上において移動させ前

記ストッカ内に衣類を落下させる請求項 9に記載の衣類たたみ機。

2 前記移送部は、前記傾斜した支持面の先端近傍が、前記ストッカ内の立ち壁に当

接した状態で前記支持面を前記衣類の下方から抜き去り、前記衣類を前記スト、ソカ

に落下させる請求項2０に記載の衣類たたみ機。

22 前記移送部は、前記支持面が水平状態となる状態で前記ストッカの上方へ移動し

、前記支持面を衣類の下面から取り去ることにより、前記衣類を水平状態のままスト、ソ

カ内に落とし込む請求項2０に記載の衣類たたみ機。

23 前記移送部は、複数の衣類をストッカの中へ順次垂直に落下させ、前記衣類を前

記ストッカ内で垂直に並べて収納する請求項 9に記載の衣類たたみ機。

24 前記物干し竿に吊るされたハンガーにかけられた前記衣類の乾燥状態を検出する

センサーをさらに備え、前記センサーの検出結果に基づいて、前記折りたたみ機構

を動作させる請求項 9に記載の衣類たたみ機。

25 前記物干し竿に吊るされたハンガーの前記衣類の乾燥状態を検出する第 のセン

サーと、

前記センサーの検出状態を外部の通信機器へ送信し、前記外部の通信機器から

前記衣類を折りたたむための指令を受信する通信部と

をさらに備える請求項 9に記載の衣類たたみ機。

26 前記ハンガーを前記物干し竿に沿って移動させるハンガー移動部と、

前記物干しを覆ぅ屋根部と、

降雨量を検出する第2のセンサーと、

を備え、



前記第2のセンサーの検出結果に基づき、前記ハンガー移動部が、前記ハンガー

を前記屋根部の下へ移動させる請求項 9に記載の衣類たたみ機。

27 前記折りたたみ機構は、水蒸気を発生させるための蒸気発生部をさらに備え、前記

折りたたみ動作の直前に前記蒸気発生部で発生させた水蒸気を折りたたみ部にお

いて前記衣類に向けて噴出する請求項 9に記載の衣類たたみ機。

28 物干し竿に懸架される懸吊部と、

衣類を支持する一対のアーム部と、

前記アーム部を水平方向に開いた状態から、たたんだ状態に移行させる状態切替

部と、

を備え、前記状態切替部の少なくとも一部は、前記衣類を掛けた状態で外部に露出

29 前記一対のアーム部のそれぞれは、

水平方向に開いた状態において、衣類と接触し、支持する支持部と、前記支持部

を接続し、前記支持部より下方に位置する接続部とを有し、

前記一対のアーム部は、たたんだ状態において、懸吊部に対しそれぞれ、下方へ

垂れ下がった状態となる請求項28に記載のハンガー。

3０ 前記一対のアーム部のそれぞれは、先端に設けられた支持部と先端に隣接する接

続部を有する請求項29に記載のハンガー。

3 前記一対のアーム部のそれぞれは、

垂直方向に伸びるェソジを有する垂直部と、

水平方向に伸びた状態および垂直方向に垂下した状態を取り得るよぅに垂直部に

回転可能に支持された先端部と

を有する請求項28に記載のハンガー。

32 前記先端部が垂下した状態において、前記垂直部のェッジは、ハンガーに掛けら

れる衣類の幅方向の折りたたみ位置を規定している請求項3 に記載のハンガー。

33 一対のアーム部の少なくとも一部は、収縮自在のリンク構造を有し、前記アーム部

の一部を動かすことによりリンク構造が駆動され、前記アーム部の全体が中央に向か

って収縮する請求項28に記載のハンガー。
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国際調査報告 国際出願番号 ノ

第 π欄 請求の範囲の 部の調査かてきな きの青見 (第 1 の の続き

怯第 条第 3項 ( P C T 17条 (2) (a) ) の規定によ 、 この国際調査報告は次の理由によ 請求の範囲の 部に て作
成しな た。

・ 汀 請求の範囲 は、 この国際調査機関か調査をするこ を要しな 対象に係 るものてある。
ま 、

・ 汀 請求の範囲 は、有青義な国際調査をするこ かてきる程度まて所定の要件を備たして
な 国際出願の部分に係 るものてある。 ま 、

・ 汀 請求の範囲 は、従属請求の範囲てぁ て P C T 規則6・4 (a) の第 文及ひ第 文の規定に
従 て記載さ て な 。

第m欄 発明の単 性か欠如して る きの青見 (第 1 の 3 の続き

次に述 るよ にこの国際出願に二以上の発明かぁる この国際調査機関は認めた。
請求の範囲 に係 る発明は ガ に掛けられた衣類を折 りたたむ装置に、請求の範囲 に

係 る発明は ガ に けられた衣類を物干し竿上で移動さ r て折 りたたむ装置に、請求の範
囲 3 に係 る発明は衣類を幅方向 長 さ方向に折 りたたむ装置に、請求の範囲 4 - 1 3 に係 る発
明は一対のク ラ プ 一対の折 り幅決定部を有する衣類折 りたたみ装置に、請求の範囲 1 A -
2 7 に係 る発明は ガ の保持部が回動して衣類を折 りたたむ装置に、請求の範囲 2 8 に係
る発明は一対のア ム部を有 しア ム部の開閉状態を切 り換える ガ に、請求の範囲
9 、 3 0 に係 る発明は支持部 t 接続部を備えた ガ に、請求の範囲 3 1 3 2 に係 る発明
は ツジを有する垂直部 t 垂直部に回転可能に支持 された先端部を有する ガ に、請求の
範囲 3 3 に係 る発明は一対のア ム部が収縮 自在の ク構造を有する ガ に、それぞれ
関するものである。

・河 出願人か必要な追加調査手数科をす て期間内に納付したのて、 この国際調査報告は、す ての調査可能な請求
の範囲に て作成した。

2・ r 追加調査手数科を要求するまてもな 、す ての調査可能な請求の範囲に て調査するこ かてきたのて、追
加調査手数科の納付を求めな た。

・亡 出願人か必要な追加調査手数科を 部のみし 期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、手数科の納
付のぁ た次の請求の範囲のみに て作成した。

・口 出願人か必要な追加調査手数科を期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次の請求の範囲に て作成した。

追加調査手数科の異議の中立てに関する住青
r 追加調査手数科及ひ、該当する場合には、異議申立手数科の納付 共に、 出願人 ら異議申立てかあ た。
汀 追加調査手数科の納付 共に出願人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数科か納付命令書に示した期間

内に支払われな た。
汀 追加調査手数科の納付を伴 異議申立てかな た。

様式PCT ノISAノ210 (第 1 yの続葉 (2) ) (2005年4月)
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