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(57)【要約】
【課題】　使用者が塵埃の廃棄作業を行う頻度を低減さ
せることができるフィルター清掃装置を提供する。
【解決手段】　フィルター清掃装置１０ｆは、塵埃を捕
集する第１のフィルター体１ｆと、この第１のフィルタ
ー体１ｆの上流側に備えられた通風路５２と、この通風
路５２内に可動自在に備えられると共に、第１のフィル
ター体１ｆに当接し、第１のフィルター体１ｆに付着し
た塵埃６を回動して除去する清掃体１９と、通風路５２
と連通する塵埃収容室１２ｃと、塵埃収容室１２ｃの一
部に設けられ、塵埃６を圧縮する第２のフィルター体１
ｇとを有しており、清掃体１９は、第１のフィルター体
１ｆへの通風を制限すると共に、第２のフィルター体１
ｇへの通風の風速を増大させる位置に可動する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フィルター清掃装置は、
　塵埃を捕集する第１のフィルター体と、
　前記第１のフィルター体の上流側に備えられた通風路と、
　前記通風路内に可動自在に備えられると共に、前記第１のフィルター体に当接し、該第
１のフィルター体に付着した塵埃を除去する清掃体と、
　前記通風路と連通する塵埃収容室と、
　前記塵埃収容室の一部に設けられ、塵埃を圧縮する第２のフィルター体と、を有し、
　前記清掃体は、前記第１のフィルター体への通風を制限すると共に、前記第２のフィル
ター体への通風の風速を増大させる位置に可動することを特徴とするフィルター清掃装置
。
【請求項２】
　フィルター清掃装置は、
　塵埃を捕集する第１のフィルター体と、
　前記第１のフィルター体の上流側に備えられた通風路と、
　前記通風路内に可動自在に備えられると共に、前記第１のフィルター体に当接し、該第
１のフィルター体に付着した塵埃を除去する清掃体と、
　前記通風路と連通する塵埃収容室と、
　前記塵埃収容室の一部に設けられ、塵埃を圧縮する第２のフィルター体と、
　前記第１のフィルター体への通風を制限すると共に、前記第２のフィルター体への通風
の風速を増大させる風速調整手段と、を有することを特徴とするフィルター清掃装置。
【請求項３】
　フィルター清掃装置は、
　塵埃を捕集する第１のフィルター体と、
　前記第１のフィルター体の上流側に備えられた通風路と、
　前記通風路と連通する塵埃収容室と、
　前記塵埃収容室の一部に設けられ、塵埃を圧縮する第２のフィルター体と、
　前記第１のフィルター体への通風を制限すると共に、前記第２のフィルター体への通風
の風速を増大させる位置に可動する風速調整手段と、を有し、
　前記第１のフィルター体の塵埃捕捉面は、捕捉された塵埃が重力により落下するよう傾
斜して設置されていることを特徴とするフィルター清掃装置。
【請求項４】
　清掃体は、回動することを特徴とする請求項１に記載のフィルター清掃装置。
【請求項５】
　第２のフィルター体の塵埃捕捉面は、捕捉された塵埃が重力により落下するよう傾斜し
て設置されていることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載のフィルター清掃
装置。
【請求項６】
　槽体内に回転自在に配置され衣類などを収容する回転ドラム内に、送風手段及び加熱手
段により発生した温風を、循環ダクトを経て循環供給して衣類を乾燥可能とするとともに
、前記循環ダクトの前記槽体からの排気側に請求項１～５のいずれか１項に記載のフィル
ター清掃装置を備えたことを特徴とする衣類乾燥機。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フィルターに付着した塵埃を除去するためのフィルター清掃装置と、このフ
ィルター清掃装置を備えた衣類乾燥機に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　従来から、衣類乾燥機等では、衣類から分離したリント（糸くず）等の塵埃を捕集する
フィルターが設置されており、このフィルターに付着した塵埃を除去するためのフィルタ
ー清掃装置が備えられた衣類乾燥機が知られている（特許文献１）。
【０００３】
　特許文献１の衣類乾燥機は、循環風路に接続されたフィルターケースと、このフィルタ
ーケース内に設けた第１のフィルターおよび第２のフィルターと、乾燥用空気を通過させ
て第１のフィルターに塵埃を捕集する第１の通風路と、第１のフィルターの塵埃の捕集面
に沿うように乾燥用空気を送風し第１のフィルターに捕集した塵埃を剥離する第２の通風
路と、第１の通風路または第２の通風路に切り替える風路切替手段とを有し、第２の通風
路に送風した乾燥用空気によって第１のフィルターから塵埃を剥離して第２のフィルター
側へ移動させる構成としている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－５０５６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１に記載のフィルター清掃装置は、第２のフィルター側へ
移動させた塵埃が嵩張るため、使用者は、頻繁に塵埃の廃棄作業を行わなければならなか
った。
【０００６】
　本発明は、前記従来の課題を解決するものであり、使用者が塵埃の廃棄作業を行う頻度
を低減させることができるフィルター清掃装置と、このフィルター清掃装置を備えた衣類
乾燥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】
【０００７】
　前記従来の課題を解決するために、請求項１のフィルター清掃装置の発明は、塵埃を捕
集する第１のフィルター体と、前記第１のフィルター体の上流側に備えられた通風路と、
前記通風路内に可動自在に備えられると共に、前記第１のフィルター体に当接し、該第１
のフィルター体に付着した塵埃を除去する清掃体と、前記通風路と連通する塵埃収容室と
、前記塵埃収容室の一部に設けられ、塵埃を圧縮する第２のフィルター体と、を有し、前
記清掃体は、前記第１のフィルター体への通風を制限すると共に、前記第２のフィルター
体への通風の風速を増大させる位置に可動することを特徴としている。
【０００８】
　上記請求項１の発明では、清掃体が第２のフィルター体への通風の風速を増大させる位
置へ可動することにより、通風路内に残った塵埃を塵埃収容室へと確実に移送することが
できると共に、塵埃収容室内の塵埃を確実に第２のフィルター体へ移送し、圧縮させるこ
とができるので、使用者が塵埃の廃棄作業を行う頻度を低減させることができる。また、
清掃体によって第１のフィルター体への通風を制限しているので、機構が複雑にならず、
フィルター清掃装置を小型化することができる。
【０００９】
　請求項２のフィルター清掃装置の発明は、塵埃を捕集する第１のフィルター体と、前記
第１のフィルター体の上流側に備えられた通風路と、前記通風路内に可動自在に備えられ
ると共に、前記第１のフィルター体に当接し、該第１のフィルター体に付着した塵埃を除
去する清掃体と、前記通風路と連通する塵埃収容室と、前記塵埃収容室の一部に設けられ
、塵埃を圧縮する第２のフィルター体と、前記第１のフィルター体への通風を制限すると
共に、前記第２のフィルター体への通風の風速を増大させる風速調整手段と、を有するこ
とを特徴としている。
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【００１０】
　上記請求項２の発明では、風速調整手段によって第１のフィルター体への通風を制限す
ると共に、第２のフィルター体への通風の風速を増大させているので、通風路内に残った
塵埃を塵埃収容室へと確実に移送することができると共に、塵埃収容室内の塵埃を確実に
第２のフィルター体へ移送し、圧縮させることができるので、使用者が塵埃の廃棄作業を
行う頻度を低減させることができる。また、請求項１の発明と比較した場合に、清掃体の
劣化を防ぎ、長寿命化させることができる。
【００１１】
　請求項３のフィルター清掃装置の発明は、塵埃を捕集する第１のフィルター体と、前記
第１のフィルター体の上流側に備えられた通風路と、前記通風路と連通する塵埃収容室と
、前記塵埃収容室の一部に設けられ、塵埃を圧縮する第２のフィルター体と、前記第１の
フィルター体への通風を制限すると共に、前記第２のフィルター体への通風の風速を増大
させる位置に可動する風速調整手段と、を有し、前記第１のフィルター体の塵埃捕捉面は
、捕捉された塵埃が重力により落下するよう傾斜して設置されていることを特徴としてい
る。
【００１２】
　上記請求項３の発明では、風速調整手段によって第１のフィルター体への通風を制限す
ると共に、第２のフィルター体への通風の風速を増大させているので、通風路内に残った
塵埃を塵埃収容室へと確実に移送することができると共に、塵埃収容室内の塵埃を確実に
第２のフィルター体へ移送し、圧縮させることができるので、使用者が塵埃の廃棄作業を
行う頻度を低減させることができる。また、第１のフィルター体の塵埃捕捉面は、捕捉さ
れた塵埃が重力により落下するよう傾斜して設置されていることから、清掃体の設置を省
くことができる。
【００１３】
　請求項４のフィルター清掃装置の発明は、請求項１のフィルター清掃装置において、清
掃体は、回動することを特徴としている。したがって、清掃体の回動動作によって塵埃を
除去することができるので、機構が複雑にならず、フィルター清掃装置を小型化すること
ができる。
【００１４】
　請求項５のフィルター清掃装置の発明は、請求項１～４のいずれかのフィルター清掃装
置において、第２のフィルター体の塵埃捕捉面は、捕捉された塵埃が重力により落下する
よう傾斜して設置されていることを特徴としている。したがって、第２のフィルター体の
目詰まりを防止することができるため、乾燥運転の効率が向上するとともに、より多くの
塵埃を圧縮して収容することができる。
【００１５】
　請求項６の衣類乾燥機の発明は、槽体内に回転自在に配置され衣類などを収容する回転
ドラム内に、送風手段及び加熱手段により発生した温風を、循環ダクトを経て循環供給し
て衣類を乾燥可能とするとともに、前記循環ダクトの前記槽体からの排気側に請求項１～
５のいずれかのフィルター清掃装置を備えたことを特徴としている。したがって、通風路
内に残った塵埃を塵埃収容室へと確実に移送することができると共に、使用者が塵埃の廃
棄作業を行う頻度を低減させる衣類乾燥機を提供することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　請求項１～３のフィルター清掃装置の発明は、通風路内に残った塵埃を塵埃収容室へと
確実に移送することができると共に、使用者が塵埃の廃棄作業を行う頻度を低減させるこ
とができる。また、請求項４のフィルター装置の発明は、機構が複雑にならず、フィルタ
ー清掃装置を小型化することができる。また、請求項５のフィルター装置の発明は、乾燥
運転の効率が向上するとともに、より多くの塵埃を圧縮して収容することができる。
【００１７】
　また、請求項６の衣類乾燥機の発明は、通風路内に残った塵埃を塵埃収容室へと確実に
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移送することができると共に、使用者が塵埃の廃棄作業を行う頻度を低減させることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明に係る衣類乾燥機を示す斜視図
【図２】本発明に係る衣類乾燥機の内部構成を示す断面図
【図３】本発明に係るフィルター清掃装置を示す斜視図
【図４】図３のＡ－Ａ断面図
【図５】本発明に係るフィルター清掃装置の第１実施形態を示す断面図
【図６】本発明に係るフィルター清掃装置の第１実施形態を示す断面図
【図７】本発明に係るフィルター清掃装置の第１実施形態を示す断面図
【図８】本発明に係るフィルター清掃装置の第２実施形態を示す断面図
【図９】本発明に係るフィルター清掃装置の第２実施形態を示す断面図
【図１０】本発明に係るフィルター清掃装置の第３実施形態を示す断面図
【図１１】本発明に係るフィルター清掃装置の第３実施形態を示す断面図
【図１２】本発明に係るフィルター清掃装置の第４実施形態を示す断面図
【図１３】本発明に係るフィルター清掃装置の第４実施形態を示す断面図
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、この実施の形
態によって本発明が限定されるものではない。
【００２０】
　図１は、本発明に係る衣類乾燥機を示す斜視図であり、図２は、同衣類乾燥機の内部構
造を示す断面図である。これらの図を用いて本発明に係る衣類乾燥機について説明する。
本発明に係る衣類乾燥機２０は、前面にドア２０ａを備え、槽体２０ｄ内に回転自在に配
置され衣類などを収容する回転ドラム２０ｂ内に、送風手段（ファン）２３及び加熱手段
２２により発生した温風を、循環ダクト２１ａ、２１ｂ、２１ｃを経て循環供給して衣類
を乾燥可能とするとともに、循環ダクト２１ａ、２１ｂ、２１ｃの槽体２０ｄからの排気
側にフィルター清掃装置１０が設置されている。
【００２１】
　符号２０ｃは、回転ドラム２０ｂを回転させるモータであり、このモータ２０ｃは、乾
燥処理、洗濯処理、すすぎ処理や脱水処理といった様々な処理の間、回転ドラム２０ｂを
回転させる。また、加熱手段２２には、一例として、熱交換器を使用することができる。
尚、熱交換器の方式として、ヒートポンプ式やヒーター式等、様々な方式を採用すること
ができる。また、衣類乾燥機２０は、ドラム式としているが、これに限定するものではな
く、例えば縦型など様々の方式を採用することができる。
【００２２】
　図３は、本発明に係るフィルター清掃装置を示す斜視図であり、図４は、図３のＡ－Ａ
断面図である。これらの図を用いて本発明に係るフィルター清掃装置の概要を説明する。
本発明に係るフィルター清掃装置１０は、塵埃を捕集する第１のフィルター体１と、この
フィルター体１の上流側に備えられた通風路２と、この通風路２内に可動自在に備えられ
ると共に、第１のフィルター体１に当接し、第１のフィルター体１に付着した塵埃を除去
する清掃体３と、開口４を有し、この開口４を介して通風路２と連通する塵埃収容室５と
、清掃体３が除去した塵埃を塵埃収容室５へと導く塵埃誘導壁７と、塵埃収容室５の一部
に設けられ、塵埃を圧縮する第２のフィルター体１ａとを有している。そして、塵埃誘導
壁７はフィルター清掃装置の内壁１０ａから通風の下流側に向かって延出している。また
、清掃体３は衣類乾燥機２０の本体側に設けられた駆動モータ（図示せず）を駆動源とし
ており、清掃体３の回動軸上に設けられたギア３ｂが、駆動モータ（図示せず）の出力軸
と噛み合うことで動力が清掃体３に伝わって回動する。
【００２３】
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　そして、乾燥運転時には、図３の矢印に示すように、通風が矢印Ｂ側から矢印Ｃ側へと
流れている。この時、清掃体３は、図４に示すように、通風に対して略平行な位置で待機
する状態となっている。ここで、塵埃誘導壁７は、塵埃を確実に塵埃収容室５へと収容す
る機能と、整流板として、通風の通りを良くする機能とを奏させるために設置されている
。
【００２４】
　図５は、本発明に係るフィルター清掃装置の第１実施形態を示す断面図であって、清掃
前後の状態を示している。図５に示す第１実施形態のフィルター清掃装置１０ｆは、乾燥
運転終了時に第１のフィルター体１ｆの清掃を行うものであり、具体的には、塵埃を捕集
する第１のフィルター体１ｆと、この第１のフィルター体１ｆの上流側に備えられた通風
路５２と、この通風路５２内に可動自在に備えられると共に、第１のフィルター体１ｆに
当接し、第１のフィルター体１ｆに付着した塵埃６を回動して除去する清掃体１９と、開
口１１ｄを有し、この開口１１ｄを介して通風路５２と連通する塵埃収容室１２ｃと、清
掃体１９が除去した塵埃６を塵埃収容室１２ｃへと導く塵埃誘導壁２４と、塵埃収容室１
２ｃの一部に設けられ、塵埃６を圧縮する第２のフィルター体１ｇとを有している。そし
て、塵埃誘導壁２４は、フィルター清掃装置１０ｆの内壁から通風の下流側に向かって延
出している。
【００２５】
　尚、乾燥運転時に清掃体１９は、通風に対して略平行な位置で待機する状態となってい
る。また、清掃体１９の長さは、フィルター体１ｆの円弧の半径よりも長くてもよく、こ
れにより、図５に示すように、先端部１９ａが撓んで塵埃６を掻き落とすことができる。
また、一旦撓んだ清掃体１９の先端部１９ａがもとに戻る時に、斜め下方に塵埃６を跳ね
飛ばすことができるため、より確実に塵埃６を塵埃収容室１２ｃへと収容することができ
る。また清掃体１９の先端部１９ａの先端の形状は、図５で図示するように凹凸を有する
形状にすることで、より塵埃６を掻き落とす効果が期待できる。
【００２６】
　図６は、第１実施形態のフィルター清掃装置１０ｆを示す断面図であって、フィルター
体１ｆを清掃した後の圧縮運転時の状態を示している。図６に示すように、清掃体１９は
、第１のフィルター体１ｆへの通風を制限すると共に、第２のフィルター体１ｇへの通風
の風速を増大させる位置へと可動する構成としている。具体的には、清掃体１９の先端部
１９ａがフィルター清掃装置１０ｆの内壁に接触する位置で清掃体１９を停止させている
。これにより、第１のフィルター体１ｆへの風路が塞がれ、第２のフィルター体１ｇへの
通風の風速が増大するので、第２のフィルター体１ｇ上の塵埃は、圧縮されることとなる
。尚、圧縮運転は、乾燥運転の途中で行うことも可能である。
【００２７】
　前述のように構成された第１実施形態のフィルター清掃装置１０ｆは、清掃体１９によ
って第１のフィルター体１ｆへの通風を制限しているので、機構が複雑にならず、フィル
ター清掃装置１０ｆを小型化することができる。また、清掃体１９が第２のフィルター体
１ｇへの通風の風速を増大させる位置へ可動することにより、通風路５２内に残った塵埃
を塵埃収容室１２ｃへと確実に移送することができると共に、塵埃収容室１２ｃ内の塵埃
６を確実に第２のフィルター体１ｇへ移送することができる。
【００２８】
　図７は、第１実施形態のフィルター清掃装置１０ｆを示す断面図であって、乾燥運転か
らフィルター体１ｆの清掃、圧縮運転に至る一連の動作を繰り返した後の状態を示してい
る。図７に示すように、塵埃６は塵埃収容室１２ｃの開口１１ｄ近傍まで収容されている
。この時、塵埃６を塵埃誘導壁２４の先端部２４ａと清掃体１９の先端部１９ａの間で押
し潰して圧縮しながら塵埃収容室１２ｃ内に押し込んでいる。また、塵埃誘導壁２４の根
元部から塵埃収容室１２ｃの内底面にかけて内壁が弧を描くよう形成されているため、清
掃体１９で押し込まれた塵埃６が弧を描いた内壁に沿って第２のフィルター体１ｇ側へと
順次押し込まれている。このように、塵埃６を清掃体１９で圧縮しながら塵埃収容室１２
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ｃの奥へと移送できるため、より多くの塵埃６を塵埃収容室１２ｃに収容することができ
る。
【００２９】
　図８は、第２実施形態のフィルター清掃装置１０ｇを示す断面図であって、第１のフィ
ルター体１ｆを清掃した後の圧縮運転時の状態を示している。また、図９は、第２実施形
態のフィルター清掃装置１０ｇを示す断面図であって、圧縮運転終了後の状態を示してい
る。これらの図を用いて第２実施形態のフィルター清掃装置１０ｇについて以下に説明す
る。
【００３０】
　第２実施形態のフィルター清掃装置１０ｇの第１実施形態のフィルター清掃装置１０ｆ
との相違点は、第２のフィルター体１ｇの一部は、塵埃捕捉面が捕捉された塵埃６が重力
により落下するよう傾斜して設置されている点である。その他の構成は、第１実施形態の
フィルター清掃装置１０ｆと同様であるので、説明は省略する。
【００３１】
　前述のように、第２のフィルター体１ｇの一部を、塵埃捕捉面が捕捉された塵埃６が重
力により落下するよう傾斜して設置することによって、通風が止まると、傾斜して設置さ
れている第２のフィルター体１ｇの一部の塵埃捕捉面に付着している塵埃６は、図９に示
すように、落下することとなるので、傾斜して設置された第２のフィルター体１ｇの目詰
まりを防止することができるため、乾燥運転の効率が向上するとともに、より多くの塵埃
６を圧縮して収容することができる。
【００３２】
　図１０は、第３実施形態のフィルター清掃装置１０ｈを示す断面図であって、清掃前後
の状態を示している。また、図１１は、第３実施形態のフィルター清掃装置１０ｈを示す
断面図であって、圧縮運転時の状態を示している。これらの図を用いて第３実施形態のフ
ィルター清掃装置１０ｈについて以下に説明する。
【００３３】
　第３実施形態のフィルター清掃装置１０ｈは、塵埃を捕集する第１のフィルター体１ｆ
と、この第１のフィルター体１ｆの上流側に備えられた通風路５２と、この通風路５２内
に可動自在に備えられると共に、第１のフィルター体１ｆに当接し、第１のフィルター体
１ｆに付着した塵埃６を回動して除去する清掃体１９と、開口１１ｄを有し、この開口１
１ｄを介して通風路５２と連通する塵埃収容室１２ｃと、清掃体１９が除去した塵埃６を
塵埃収容室１２ｃへと導く塵埃誘導壁２４と、塵埃収容室１２ｃの一部に設けられ、塵埃
６を圧縮する第２のフィルター体１ｇと、第１のフィルター体１ｆへの通風を制限すると
共に、第２のフィルター体１ｇへの通風の風速を増大させる風速調整手段１３とを有して
いる。
【００３４】
　風速調整手段１３は、軟質材で形成されており、清掃時には、清掃体１９よりも上方の
収納部１４に、可動可能な状態で収納されている。そして、圧縮運転時には、図１１に示
すように、清掃体１９は待機位置の状態で停止する。その後、風速調整手段１３が収納部
１４から突出して第１のフィルター体１ｆへの風路を塞いだ状態で停止する。これにより
、第２のフィルター体１ｇへの通風の風速が増大するので、通風路５２内に残った塵埃を
塵埃収容室１２ｃへと確実に移送することができると共に、塵埃収容室１２ｃ内の塵埃６
を確実に第２のフィルター体１ｇへ移送して圧縮させることができる。また、第１実施形
態及び第２実施形態のフィルター清掃装置と比較した場合に、圧縮運転時に清掃体１９が
温風にさらされて劣化することを防ぎ、長寿命化させることができる。
【００３５】
　図１２は、第４実施形態のフィルター清掃装置１０ｉを示す断面図であって、風速調整
手段１３ａが、収納部１４ａに収納された状態を示している。また、図１３は、第４実施
形態のフィルター清掃装置１０ｉを示す断面図であって、風速調整手段１３ａが、収納部
１４ａから突出した状態を示している。これらの図を用いて第４実施形態のフィルター清
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掃装置１０ｉについて以下に説明する。
【００３６】
　第４実施形態のフィルター清掃装置１０ｉは、塵埃を捕集する第１のフィルター体１５
ａと、この第１のフィルター体１５ａの上流側に備えられた通風路５２と、開口１１ｄを
有し、この開口１１ｄを介して通風路５２と連通する塵埃収容室１２ｃと、第１のフィル
ター体１５ａから落下した塵埃６を塵埃収容室１２ｃへと導く塵埃誘導壁２４と、塵埃収
容室１２ｃの一部に設けられ、塵埃６を圧縮する第２のフィルター体１５ｂと、第１のフ
ィルター体１５ａへの通風を制限すると共に、第２のフィルター体１５ｂへの通風の風速
を増大させる位置へ可動する風速調整手段１３ａとを有している。
【００３７】
　そして、第１のフィルター体１５ａの塵埃捕捉面は、捕捉された塵埃が重力により落下
するよう傾斜して設置されている。そして、落下の際に塵埃６が舞い散った場合でも、塵
埃誘導壁２４によって塵埃６を塵埃収容室１２ｃ内へ確実に落下させることができる。ま
た、第２のフィルター体１５ｂの塵埃捕捉面も、捕捉された塵埃が重力により落下するよ
う傾斜して設置されている。
【００３８】
　前述のように構成された第４実施形態のフィルター清掃装置１０ｉは、図１２に示すよ
うに、風速調整手段１３ａが、収納部１４ａに収納された状態では、第１のフィルター体
１５ａ及び第２のフィルター体１５ｂの両方で通風がなされるため、塵埃６を圧縮する効
果が少なく、塵埃６は嵩張った状態で塵埃収容室１２ｃの底面に落下して堆積する。
【００３９】
　一方、図１３に示すように、風速調整手段１３ａが、収納部１４ａから突出した状態で
は、風速調整手段１３ａによって、第１のフィルター体１５ａへの風路を塞いだ状態とな
るので、第２のフィルター体１５ｂで塵埃６ａは圧縮された状態で塵埃収容室１２ｃの底
面に落下して堆積する。尚、第１のフィルター体１５ａに付着した塵埃６は、第１のフィ
ルター体１５ａの塵埃捕捉面が傾斜して設置されているので、重力により塵埃収容室１２
ｃの底面に落下させることができるが、風速調整手段１３ａが、収納部１４ａから突出す
る時に、風速調整手段１３ａが第１のフィルター体１５ａに付着した塵埃６を掻き落とす
こともでき、これも本発明に含まれる。
【００４０】
　なお、第３実施形態及び第４実施形態では、第１のフィルター体１ｆ、１５ａの上流側
に風速調整手段１３、１３ａを設けているが、第１のフィルター体１ｆ、１５ａへの通風
を制限できれば、第１のフィルター体１ｆ、１５ａの下流側に風速調整手段１３、１３ａ
を設けることもでき、これも本発明に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【００４１】
　本発明に係るフィルター清掃装置は、フィルターに付着した塵埃を除去するために利用
されるものである。また、本発明に係る衣類乾燥機は、フィルター清掃装置を備えた衣類
乾燥機として利用される。
【符号の説明】
【００４２】
　１、１ｆ　第１のフィルター体
　１ａ、１ｇ　第２のフィルター体
　２、５２　通風路
　３、１９　清掃体
　４、１ｄ　開口
　５、１２ｃ　塵埃収容室
　６、６ａ　塵埃
　７、２４　塵埃誘導壁
　１０、１０ｆ、１０ｇ、１０ｈ　フィルター清掃装置
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　１０ａ　フィルター清掃装置内壁
　１３、１３ａ　風速調整手段
　１４、１４ａ　収納部
　２０　衣類乾燥機
　２０ｂ　回転ドラム
　２０ｃ　モータ
　２０ｄ　槽体
　２１ａ、２１ｂ、２１ｃ　循環ダクト
　２２　加熱手段
　２３　送風手段（ファン）
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