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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外箱と、
　この外箱の内部に設けられ温風出口部と温風入口部を有した乾燥槽と、
　この乾燥槽の外部において前記温風出口部と温風入口部とを連通し且つ一部が前記外箱
の天板部裏面側に位置する循環風路を有し、この循環風路に送風手段、除湿手段及び加熱
手段を有し、前記送風手段及び加熱手段により生成した温風を前記温風入口部から前記乾
燥槽内へ供給し前記温風出口部から出た温風を前記除湿手段により除湿し前記送風手段及
び加熱手段により再度温風化して前記乾燥槽内に供給することを繰り返す乾燥装置と、
　前記循環風路における前記外箱天板部裏側に位置する部分に設けられ、上面が前記外箱
の天板部で開口する通風可能なリント捕獲器収容部と、
　このリント捕獲器収容部に収容されてリントを捕獲し上部に該上部と前記開口の周縁部
とを密封するパッキンを有するリント捕獲器とを備え、
　このリント捕獲器を、上部の前後面が垂直状をなし、下部の後面が下方へ向かうに従っ
て手前側へ傾斜する傾斜部となるように構成し、
　前記リント捕獲器の上部前後面と前記リント捕獲器収容部の上部前後面とが垂直方向で
摺接する構成としたことを特徴とする衣類乾燥機。
【請求項２】
　前記リント捕獲器は、ネット支持枠部を有し、且つこのネット支持枠部内側に装着され
たリント捕獲用ネットを有し、該ネット支持枠部における前記傾斜部相当部は傾斜状をな
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しており、このネット支持枠部における傾斜状部内側と底面部内側とが曲面で連続し、且
つ前記リント捕獲用ネットのうちこのネット支持枠部における前記傾斜状部と底面部とか
けての部分は、連続する構成であることを特徴とする請求項１に記載の衣類乾燥機。
【請求項３】
　前記リント捕獲器は、後面部及び前記傾斜部並びに底面部、さらには両側面部を通風可
能な前記ネット支持枠部で構成し、且つ前記リント捕獲用ネットを、このネット支持枠部
の後面部及び前記傾斜状部並びに底面部、さらには両側面部に装着した構成したことを特
徴とする請求項２に記載の衣類乾燥機。
【請求項４】
　前記リント捕獲器は、前記傾斜部と反対側である前面部を風入口とし、この前面部には
、これを開閉する蓋部を備え、この蓋部は、リントの通過を可能とし且つ内部の捕獲リン
トの脱落を阻止するために格子部を有することを特徴とする請求項１ないし３の何れかに
記載の衣類乾燥機。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、乾燥槽に連通する循環風路にリント捕獲装置を備えた衣類乾燥機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、衣類乾燥機においては、内部を乾燥室とする外槽を備え、この外槽の外部に当該
外槽に連通接続された乾燥用の循環風路を設けたものが開示されている。このものにおい
て、循環風路中には、ファン装置と、熱交換器と、ヒータ装置とが設けられている。
【０００３】
　このような構成では、ファン装置が駆動されることに伴い、その送風作用により、乾燥
室内の空気が循環風路を通して循環される。このとき、ヒータ装置により加熱された乾燥
用の温風が循環風路から乾燥室内に供給され、その温風により、乾燥室内に収容された衣
類が加熱される。そして、このものでは、循環風路中にリント捕獲装置を設けて、該循環
風路中のリントを捕獲するようにしている。
【０００４】
　このリント捕獲装置は、外箱天板部下方を通過する循環風路に、該外箱天板部で開口す
る通風可能なフィルタ捕獲器収容部を設け、上面に前記外箱天板部開口を閉塞する蓋部を
備えたリント捕獲器を、該フィルタ捕獲器収納部に、上方から着脱可能に挿入配置する構
成である。そして、このリント捕獲器の蓋部裏面には枠状のパッキンを設けていて、該リ
ント捕獲器が挿入配置されたときに、このパッキンで前記リント捕獲器収容部開口周縁を
気密にシールし、循環風が外部に漏れないようにしている（例えば特許文献１）。
【０００５】
　上記従来のものでは、前記リント捕獲器収容部をほぼ水平をなす前記外箱天板部に対し
て、該リント捕獲器収容部が下方へ向かうに従って後方へ順次傾斜する構成とし、且つ、
前記リント捕獲器も斜め後方へ傾斜する構成である。この場合、該リント捕獲器の蓋部は
、前記外箱天板部との面一性を図るためにほぼ水平状態に設けられており、この水平な蓋
部の裏面に前記パッキンが水平状態に設けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－７９８５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　このような構成のリント捕獲装置では、リント捕獲器を前記リント捕獲器収容部に対し
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て挿入配置する場合、使用者は、該リント捕獲器を、前記リント捕獲器収容部に対して斜
め方向へ挿入することを行うが、この挿入最後には、蓋部を押し込んで前記パッキンをリ
ント捕獲器収容部開口周縁に押し込む必要がある。
【０００８】
　しかし、上記構成では、リント捕獲器を斜めに押し込むとき、水平状態の前記パッキン
が斜めに押し付けられるため、横ずれ変形して、ぴったりとした密着状態が得られないと
いった不具合があった。しかも、上記構成では、リント捕獲器を、そのリント捕獲器収容
部に対して挿入する場合でも、脱抜する場合でも、最初から最後までリント捕獲器の姿勢
を、斜めにキープしつつ斜め一直線方向に操作しなければならず、うまく挿入及び抜脱で
きない問題もある。
【０００９】
　特に、使用者は、リント捕獲器を取り出す際に、抜脱操作の途中からリント捕獲器を早
く取り出そうとして手前側に倒しこむように操作することが多く、この場合、上記構成で
は、リント捕獲器収容部に対してリント捕獲器がこじれて抜脱ができなかったり、リント
捕獲器或いはリント捕獲器収容部が変形したりするおそれもあった。
【００１０】
　本発明は上述の事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、リント捕獲器をリント
捕獲器収容部に対して密着性良く配置でき、且つリント捕獲器の挿入配置及び抜脱操作性
も良く、リント捕獲器或いはリント捕獲器収容部が挿入配置及び抜脱操作時に変形するお
それもない衣類乾燥機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　請求項１の発明は、外箱と、この外箱の内部に設けられ温風出口部と温風入口部を有し
た乾燥槽と、この乾燥槽の外部において前記温風出口部と温風入口部とを連通し且つ一部
が前記外箱の天板部裏面側に位置する循環風路を有し、この循環風路に送風手段、除湿手
段及び加熱手段を有し、前記送風手段及び加熱手段により生成した温風を前記温風入口部
から前記乾燥槽内へ供給し前記温風出口部から出た温風を前記除湿手段により除湿し前記
送風手段及び加熱手段により再度温風化して前記乾燥槽内に供給することを繰り返す乾燥
装置と、前記循環風路における前記外箱天板部裏側に位置する部分に設けられ、上面が前
記外箱の天板部で開口する通風可能なリント捕獲器収容部と、このリント捕獲器収容部に
収容されてリントを捕獲し上部に該上部と前記開口の周縁部とを密封するパッキンを有す
るリント捕獲器とを備え、このリント捕獲器を、上部の前後面が垂直状をなし、下部の後
面が下方へ向かうに従って手前側へ傾斜する傾斜部となるように構成し、前記リント捕獲
器の上部前後面と前記リント捕獲器収容部の上部前後面とが垂直方向で摺接する構成とし
たところに特徴を有する。
【００１２】
　この請求項１の発明において、リント捕獲器をリント捕獲器収容部に挿入配置する場合
、リント捕獲器を、上部の前後面が垂直状をなし、下部の後面が下方へ向かうに従って手
前側へ傾斜する傾斜部となるように構成しているから、リント捕獲器を最初手前側へ傾け
た状態からリント捕獲器収容部へ挿入することが可能であるし、リント捕獲器を最初から
垂直状態としつつ挿入することも可能となり、リント捕獲器挿入が容易となる。又、この
リント捕獲器の挿入時においては、前記リント捕獲器の上部前後面と前記リント捕獲器収
容部の上部前後面とが垂直方向で摺接する構成としたから、このリント捕獲器の上部前後
面は、挿入終期にリント捕獲器収容部の上部前後面と垂直方向で摺接するようになって、
外箱の天板部の開口から前記リント捕獲器収容部にその垂直方向つまり上方向から挿入さ
れるようになる。この結果、パッキンが真上から横ずれなく開口周縁部にぴったりと密着
するようになる。又、リント捕獲器をリント捕獲器収容部から抜脱する場合には、その抜
脱初期でリント捕獲器の抜脱方向は垂直方向となるが、前記リント捕獲器の垂直な後面が
ほぼ抜脱する抜脱途中からは、該リント捕獲器の後面下部が傾斜部となっているから、該
リント捕獲器の抜脱方向の自由度が増し、該リント捕獲器を前側へ倒しつつ抜脱すること
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も可能となり、衣類乾燥機前面側に立ってリント捕獲器の抜脱操作を行う使用者にとって
、該リント捕獲器の抜脱操作が極めて行いやすくなる。又、リント捕獲器を前側へ倒しつ
つ抜脱する場合に、リント捕獲器をリント捕獲器収容部に対してこじるようなことも無く
て、リント捕獲器或いはリント捕獲器収容部が変形することもない。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、リント捕獲器をリント捕獲器収容部に対して密着性良く配置でき、且
つリント捕獲器の挿入配置及び抜脱操作性も良く、リント捕獲器或いはリント捕獲器収容
部が挿入配置及び抜脱操作時に変形するおそれもない。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態を示すリント捕獲器収容部及びリント捕獲器部分の縦断側面
図
【図２】洗濯乾燥機の外観斜視図
【図３】洗濯乾燥機の外箱内部の機構部部分を後方から見た斜視図
【図４】図１の矢印Ｚ方向から見た断面図
【図５】リント捕獲器の縦断側面図
【図６】リント捕獲器の外観斜視図
【図７】蓋部開放状態で示すリント捕獲器の外観斜視図
【図８】パッキン部分の縦断側面図
【図９】リント捕獲器挿入及び抜脱を説明するための図（その１）
【図１０】リント捕獲器挿入及び抜脱を説明するための図（その２）
【図１１】リントの捕獲状況を示す図１相当図
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の一実施形態について図面を参照しながら説明する。まず、衣類乾燥機と
してのドラム式の洗濯乾燥機１の全体の外観を示す図２において、洗濯乾燥機１の外箱２
はほぼ矩形箱状をなし、底部に台板２ａが設けられている。外箱２の前面カバー２ｂは前
下がりの傾斜状をなしている。この前面カバー２ｂのほぼ中央部には、洗濯物出入口（図
示せず）を開閉する扉３が設けられている。
【００１６】
　前面カバー２ｂの上部には各種の操作スイッチや表示部などを備えた操作パネル４が設
けられ、左上部には引出し式の洗剤投入ケース５が設けられている。操作パネル４は、外
箱２の内側（前面カバー２ｂの裏側）に設けられた制御装置（図示せず）に接続されてい
る。
【００１７】
　図３に示すように、外箱２内には、後面が閉塞されたほぼ円筒状をなす乾燥槽兼水受槽
である外槽６が配設されている。この外槽６は、軸方向が前後方向の横軸状態で、且つ、
後下がりにやや傾斜した状態で、台板２ａ上に弾性支持機構８を介して弾性的に支持され
ている。この外槽６の前面の開口部は、洗濯物出入口に連通している。外槽６は、前部の
上面に温風出口部６ａを有するとともに、後部背面の上部に温風入口部６ｂを有している
。
【００１８】
　外槽６内には、図示しないが多数の小孔を有すると共にバッフルを備えた回転ドラムが
回転可能に配設されている。この回転ドラムは乾燥時には、衣類撹拌用であり、洗濯時に
は、洗濯槽として作用し、脱水時には脱水槽として作用する。この回転ドラムは、外槽６
後面に設けたモータ７により回転駆動されるようになっている。
【００１９】
　図３に示すように、外槽６の外部において、前記温風出口部６ａと温風入口部６ｂとの
間には、乾燥用の循環風路９が連通接続されている。この循環風路９は、製作上いくつか
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の通風ダクト、或いは通風ダクト機能を有する構成部材を接続して構成されており、主に
、前記温風出口部６ａ側から、排気ダクト１０、リント捕獲器収容部１１、連結ダクト１
２、垂下ダクト１３、除湿器１４のダクト１４ａ、送風装置１５のケーシング１５ａ、加
熱装置１６のケース１６ａ、可撓性ダクト１７、及び給気ダクト１８が順に接続され、こ
の給気ダクト１８が温風入口部６ｂに接続されて構成されている。前記循環風路９におけ
る前記リント捕獲器収容部１１は、前記外箱２の天板部２ｃ（図２参照）裏面側に位置す
る。
【００２０】
　前記排気ダクト１０及び可撓性ダクト１７は、可撓性のある蛇腹部を有し、前記リント
捕獲器収容部１１、連結ダクト１２、垂下ダクト１３、除湿器１４、送風装置１５、加熱
装置１６は外箱２側に取り付け固定されている。前記排気ダクト１０及び可撓性ダクト１
７の蛇腹部によって外槽６の振動が循環風路９ひいては外箱２に伝達しにくい構成となっ
ている。
【００２１】
　前記前記リント捕獲器収容部１１にはリント捕獲器２０が設けられるようになっており
、これらリント捕獲器収容部１１及びリント捕獲器２０の詳細については後述する。
　前記除湿器１４は、除湿手段たるもので、ダクト１４ａ内に、上部から冷却水（水道水
）を注水することで、内部を通過する温風の湿気を除去（除湿）する構成であり、又、送
風装置１５は、送風手段たるもので、ケーシング１５ａ内に送風羽根（図示せず）を設け
てなり、この送風羽根は送風モータ１５ｂによって回転される。加熱装置１６は、加熱手
段たるもので、ケース１６ａ内に電気ヒータ（図示せず）を設けて構成されている。
【００２２】
　前記循環風路９、除湿器１４、送風装置１５、加熱装置１６により乾燥装置１９が形成
されている。
　さて、前記リント捕獲器収容部１１は、図１及び図４に示すように、平面視で矩形筒状
をなし、上面は、前記外箱２の天板部２ｃにおいて平面視で矩形状に開口しており、この
開口１１ａの周縁部には、天板部２ｃより低いほぼ水平のパッキン受け面１１ｂとなって
いる。このパッキン受け面１１ｂの外縁部には、前記天板部２ｃの立ち下がり部２ｅが配
設されている。さらに、天板部２ｃには、前記開口１１ａの周辺部に後述の上カバー２４
ｄを天板部２ｃと面一に収めるための上カバー配置用凹部２ｄが形成されている。
【００２３】
　又、前記リント捕獲器収容部１１の前面部１１ｃ、後面部１１ｄ、左面部１１ｅ及び右
面部１１ｆはほぼ垂直状をなし、前面部１１ｃには通風の入口としての円形の開口１１ｇ
が形成されており、この開口１１ｇ周縁部には連結筒部１１ｈが突出形成されている。こ
の連結筒部１１ｈは前記排気ダクト１０に接続されている。又、前記リント捕獲器収容部
１１の底面部１１ｉは通風の出口として開口している。
【００２４】
　このリント捕獲器収容部１１には、リント捕獲器２０が挿入配置されるようになってい
る。このリント捕獲器２０は、前記器本体２１と蓋部２２とパッキン２３とを有して構成
されている。この器本体２１は、上部に前記開口１１ａを閉塞する閉塞部２４を有し、こ
の閉塞部２４の下方に連続してネット支持枠部２５を有し、このネット支持枠部２５内面
にリント捕獲用ネット２６を装着して構成されている。なお、前記ネット支持枠部２５と
リント捕獲用ネット２６とでフィルタ部２７を構成している。
【００２５】
　図８に示すように、前記閉塞部２４は、平面視で矩形枠状をなすパッキン取付壁部２４
ａを有すると共に下部に内向きの段部を介して連続する平面視で矩形枠状の垂直壁部２４
ｂを有し、さらにこの垂直壁部２４ｂの内部空間を閉鎖する閉鎖壁部２４ｃを有する。
【００２６】
　又、前記閉塞部２４の上面には一枚板状の上カバー２４ｄが取り付けられており、この
上カバー２４ｄの上面模様は、前記外箱２の天板部２ｃの模様と連続性を持たせるように
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形成されている。この上カバー２４ｄは、リント捕獲器２０がリント捕獲器収容部１１に
挿入配置されたときに前記上カバー配置用凹部２ｄに収まるようになっている。
【００２７】
　前記垂直壁部２４ｂの後面には垂直方向に延びる縦リブ２４ｅが複数形成されている。
　前記ネット支持枠部２５は、左右側部、後部、底部を通気可能な左側格子部２５ａ、右
側格子部２５ｂ、傾斜状部たる後側格子部２５ｃ、底部格子部２５ｄから構成し、又、前
部を風入口２５ｅとして開口している。
【００２８】
　前記蓋部２２は、図７に示すように、ネット支持枠部２５の前記風入口２５ｅの下部に
枢着されて開閉可能に設けられている。この蓋部２２は、外形が正面視で矩形枠状をなし
、リントの通過を可能とし且つ捕獲リントの脱落を阻止するために格子部２２ａを有する
。この蓋部２２は閉塞状態を係脱可能な係合手段２２ｂにより保持するようになっており
、この係合手段２２ｂは、器本体２１に形成した係合片２２ｃと、蓋部２２に該係合片２
２ｃと係合可能に形成した被係合爪２２ｄとから構成されている。
【００２９】
　前記パッキン取付壁部２４ａの外周面には平面視で矩形枠状のパッキン２３が装着され
ている。このパッキン２３は、全周に末広がり状の薄肉部２３ａを有すると共に、各辺部
にこの薄肉部２３ａよりも外方に突出するＬ状の圧接部２３ｂが形成されている。
【００３０】
　ここで、前記リント捕獲器２０を、その上部の前後面が垂直状をなし、下部の後面が下
方へ向かうに従って手前側へ傾斜する傾斜部となるように構成している。すなわち、リン
ト捕獲器２０における前面を構成する蓋部２２の前面２２ｅは垂直状をなし、又リント捕
獲器２０における後面に相当する縦リブ２４ｅ後端面２４ｅ´は垂直状をなし、リント捕
獲器２０における下部の後面を構成するフィルタ部２７の後側格子部２５ｃは、下方へ向
かうに従って手前側へ傾斜する傾斜状（傾斜状部に相当）をなしており、もってリント捕
獲器２０における下部後面は傾斜部２８を構成している。
【００３１】
　そして、図１に示すように、リント捕獲器２０の上部前面である蓋部２２の前面２２ｅ
は、リント捕獲器収容部１１の前面部１１ｃと垂直方向に摺接可能であると共に、リント
捕獲器２０における後面に相当する縦リブ２４ｅ後端面２４ｅ´はリント捕獲器収容部１
１の後面部１１ｄと垂直方向に摺接可能である。
【００３２】
　又、図１及び図５に示すように、前記ネット支持枠部２５における前記傾斜部２８相当
部である後側格子部２５ｃ（傾斜状部）内側と底面部である底部格子部２５ｄ内側とが曲
面で連続し、且つ前記リント捕獲用ネット２６のうちこのネット支持枠部２５における後
側格子部２５ｃと底部格子部２５ｄとかけての部分は、連続する（途中で繋いでいない）
構成としている。
【００３３】
　又、前記フィルタ部２７において、その左右側部、後部、底部である左側格子部２５ａ
、右側格子部２５ｂ、傾斜部２８相当部である後側格子部２５ｃ、底部格子部２５ｄは、
図１及び図４に示すように、リント捕獲器収容部１１の内面と離間しており、つまり、風
入口２５ｅから流入した風（温風）はフィルタ部２７の左右側部、傾斜部、底部を通過可
能な構成となっている。
【００３４】
　さらに前記器本体２１の上カバー２４ｄには横長な手掛け用孔部２４ｋが形成されてお
り、この手掛け用孔部２４ｋには、蓋２４ｎが開閉可能に設けられている。この蓋２４ｎ
は図示しないばねにより手掛け用孔部２４ｋを常時閉塞保持するように構成されており、
使用者が手で押すと開放し、前記手掛け用孔部２４ｋに手を掛けることができるようにな
っている（図９及び図１０参照）。
【００３５】
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　次に、上述した乾燥装置１９を備えた洗濯乾燥機１における衣類の乾燥運転について説
明する。この乾燥運転に先立って、図１に示すように、リント捕獲器２０をリント捕獲器
収容部１１に予め挿入配置しておく。この乾燥運転は、除湿器１４に冷却水が注水され、
送風装置１５が駆動され、加熱装置１６が通電発熱されることで実行される。送風装置１
５の送風作用と加熱装置１６の加熱作用により温風が生成され、この温風は、図３に矢印
で示すように、可撓性ダクト１７、給気ダクト１８、温風入口部６ｂを通って外槽６内に
供給され、外槽６内の衣類の乾燥に寄与（水分を奪って）した後、温風出口部６ａから出
て、矢印で示すように、排気ダクト１０、リント捕獲器収容部１１、連結ダクト１２、垂
下ダクト１３、除湿器１４を通る。この除湿器１４において、温風中の湿気が除去され、
再び、送風装置１５、加熱装置１６により温風化されることが繰り返される。このように
して外槽６内の衣類（回転ドラム内の衣類）が乾燥される。
【００３６】
　このような温風の循環時において、この温風がリント捕獲器収容部１１及びリント捕獲
器２０を図１の矢印で示すように通過し、この通過時にリントがリント捕獲用ネット２６
により捕獲される。この場合、リント捕獲器収容部１１において前面部１１ｃの開口１１
ｇが温風の入口となり、底面部１１ｉが温風の出口であるから、最初のうちは、温風は、
通風抵抗の少ないリント捕獲用ネット２６の傾斜部２８部分及び底部部分を通過し、主に
リント捕獲用ネット２６の傾斜部２８部分及び底部部分でリントが捕獲される。
【００３７】
　このリント捕獲用ネット２６の傾斜部２８部分及び底部部分でのリント捕獲量が多くな
って、通風抵抗が大きくなると、リント捕獲用ネット２６の左右側部部分での温風通過量
も相対的に多くなり、この部分でもリントが捕獲されるようになる。なお、リント捕獲用
ネット２６で捕獲されたリントは図１１に符号Ｌで示すように、シート状に堆積してゆく
。このように捕獲リントが堆積いくと、前側へずれて風入口２５ｅから出そうになるが、
蓋部２２により、該捕獲リントの脱落を防止できる。
【００３８】
　さて、前記リント捕獲器２０をリント捕獲器収容部１１に挿入配置する場合、図９に示
すように、前記手掛け用孔部２４ｋを手で持って、リント捕獲器２０をリント捕獲器収容
部１１の上方から下方へ移動させて該リント捕獲器収容部１１内へ挿入する。この場合、
リント捕獲器２０の上部前面である蓋部２２の前面２２ｅが、リント捕獲器収容部１１の
前面部１１ｃと垂直方向に摺接可能であり、且つ、リント捕獲器２０における後面に相当
する縦リブ２４ｅ後端面２４ｅ´もリント捕獲器収容部１１の後面部１１ｄと垂直方向に
摺接可能であるから、リント捕獲器２０は、挿入終期（つまりパッキン２３がパッキン受
け面１１ｂに当接間近となってから挿入完了となるタイミング）において垂直方向へ確実
に挿入される。これにより、パッキン２３の薄肉部２３ａがパッキン受け面１１ｂに垂直
方向から横ずれなく開口周縁部である当該パッキン受け面１１ｂにぴったりと密着するよ
うになる。これによりリント捕獲器収容部１１の開口１１ａを確実に閉鎖できる。
【００３９】
　なお、上記図９の状態の前に、図１０に示すようにリント捕獲器２０を手前側に傾けて
も良い。つまり、リント捕獲器２０を最初手前側へ傾けた状態からリント捕獲器収容部１
１へ挿入することが可能であるし、リント捕獲器２０を最初から垂直状態としつつ挿入す
ることも可能となり、リント捕獲器２０挿入が容易となる。
　又、上記リント捕獲器２０の挿入時において、パッキン２３の圧接部２３ｂが立ち下が
り部２ｅに圧接し、振動などでは該リント捕獲器２０が抜脱方向へ動くことを防止してい
る。
【００４０】
　次に、上記リント捕獲器２０をリント捕獲器収容部１１から抜脱する場合には、図１の
状態から、前記手掛け用孔部２４ｋを手で持って、リント捕獲器２０を上方へ抜脱操作す
る。この時、抜脱初期では、リント捕獲器２０の上部前面である蓋部２２の前面２２ｅが
、リント捕獲器収容部１１の前面部１１ｃと垂直方向に摺接し、且つ、リント捕獲器２０
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における後面に相当する縦リブ２４ｅ後端面２４ｅ´もリント捕獲器収容部１１の後面部
１１ｄと垂直方向に摺接するから、垂直方向（真上方向）に抜脱する（図９参照）。
【００４１】
　この後、前記リント捕獲器２０の垂直な後面がほぼ抜脱する抜脱途中からは、該リント
捕獲器２０の後面下部が傾斜部２８となっているから、該リント捕獲器２０の抜脱方向の
自由度が増し、該リント捕獲器２０を図１０に示すように前側へ倒しつつ抜脱することも
可能となり、衣類乾燥機前面側に立ってリント捕獲器２０の抜脱操作を行う使用者にとっ
て、該リント捕獲器２０の抜脱操作が極めて行いやすくなる。又、リント捕獲器２０を前
側へ倒しつつ抜脱する場合に、該リント捕獲器２０をリント捕獲器収容部１１に対してこ
じるようなことも無くて、リント捕獲器２０或いはリント捕獲器収容部１１が変形するこ
ともない。
【００４２】
　さらに、この後リント捕獲器２０内の捕獲リントを除去する場合、図７に示すように、
蓋部２２を斜め傾斜状に開けるが、該蓋部２２自体には捕獲リントが無いから、蓋部２２
開放操作時において、その操作のはずみで捕獲リントが脱落するようなことがない。つま
り、仮に、フィルタ部２７の傾斜部２８や底部格子部２５ｄなどのリントを捕獲する部分
が開閉可能な蓋部を構成しているとすると、この蓋部をに開放したとき、操作の勢いで、
この蓋部２２が垂下状態もしくは斜め下降傾斜状態となったときに、この蓋部２２で捕獲
されているリントが、一気に脱落するおそれがあるが、本実施形態では、捕獲リントの脱
落を防止できる。
【００４３】
　さらに、フィルタ部２７内部の捕獲リントを除去する場合、該ネット支持枠部２５にお
ける前記傾斜部２８相当部である傾斜状の後側格子部２５ｃ内側と底部格子部２５ｄ内側
とが曲面で連続し、且つ前記リント捕獲用ネット２６のうちこの後側格子部２５ｃと底部
格子部２５ｄとかけての部分は、連続する構成であるから、後側格子部２５ｃと底部格子
部２５ｄにかけての捕獲リントＬ（図１１参照）も連続する一枚のシート状となっており
、しかもリント捕獲用ネット２６は連続しているから、その一部を摘まんで引っ張れば、
捕獲リントＬは切れることなくその全体を引き出す（除去）ことができる。
【００４４】
　このような実施形態によれば、前記リント捕獲器２０を、その上部の前後面（蓋部２２
の前面２２ｅ、縦リブ２４ｅ後端面２４ｅ´）が垂直状をなし、下部の後面が下方へ向か
うに従って手前側へ傾斜する傾斜部２８となるように構成し、リント捕獲器２０の上部前
面である蓋部２２の前面２２ｅとリント捕獲器収容部１１の前面部１１ｃとを垂直方向に
摺接可能とし、且つ、リント捕獲器２０における後面に相当する縦リブ２４ｅ後端面２４
ｅ´をリント捕獲器収容部１１の後面部１１ｄと垂直方向に摺接可能に構成したから、リ
ント捕獲器２０を挿入配置するときの挿入終期においては、リント捕獲器２０がリント捕
獲器収容部１１にその垂直方向つまり上方向から挿入されるようになり、この結果、パッ
キン２３が真上から横ずれなく開口周縁部であるパッキン受け面１１ｂにぴったりと密着
するようになる。しかも、リント捕獲器２０をリント捕獲器収容部１１から抜脱する場合
には、その抜脱初期でリント捕獲器２０の抜脱方向は垂直方向となるが、前記リント捕獲
器２０の垂直な後面がほぼ抜脱する抜脱途中からは、該リント捕獲器２０の後面下部が傾
斜部２８となっているから、該リント捕獲器２０を前側へ倒しつつ抜脱することも可能と
なり、該リント捕獲器２０の抜脱操作が極めて行いやすくなる。又、リント捕獲器２０を
前側へ倒しつつ抜脱する場合に、リント捕獲器２０をリント捕獲器収容部１１に対してこ
じることがなく、リント捕獲器２０或いはリント捕獲器収容部１１の変形もなくすことが
できる。
【００４５】
　又、本実施形態においては、前記リント捕獲器２０は通風可能なネット支持枠部２５を
有すると共に、且つこのネット支持枠部２５内側に装着したリント捕獲用ネット２６を有
し、該ネット支持枠部２５における前記傾斜部２８相当部である後側格子部２５ｃ内側と
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ット支持枠部２５における前記後側格子部２５ｃと底部格子部２５ｄとかけての部分は、
連続する構成としている。
【００４６】
　この実施形態によれば、傾斜状をなす後側格子部２５ｃと底部格子部２５ｄにかけての
リント捕獲用ネット２６によって捕獲されたリントＬも連続する一枚のシート状となって
おり、その一部を摘まんで引っ張れば、連続するリント捕獲用ネット２６上を一枚シート
のまま捕獲リントＬの全体を引き出す（除去）ことができる。
【００４７】
　又、本実施形態によれば、前記リント捕獲用ネット２６を、前記ネット支持枠部２５の
後側格子部２５ｃ及び底部格子部２５ｄ、さらには左側格子部２５ａ及び右側格子部２５
ｂに装着した構成したから、最初は、風入口２５ｅとは反対側のリント捕獲用ネット２６
の傾斜部２８部分及び底部部分で、リントを良好に捕獲し、そのリント捕獲量が多くなっ
て通風抵抗が大きくなると、リント捕獲用ネット２６の左右側部部分でもリントを捕獲で
き、総じて、リント捕獲能力を高め得る。
【００４８】
　又、本実施例によれば、前記リント捕獲器２０における前記傾斜部２８と反対側である
前面部を風入口２５ｅとし、この風入口２５ｅには、これを開閉する蓋部２２を備え、こ
の蓋部２２は、リントの通過を可能とし且つ捕獲リントの脱落を阻止するために格子部２
２ａを設けたから、リント捕獲用ネット２６で捕獲されたリントが傾斜部２８の傾斜によ
って前側へずれて風入口２５ｅから出そうになったとしても、蓋部２２により、該捕獲リ
ントの脱落を防止できる。
【００４９】
　なお、本発明は上記し且つ図面に示した実施形態に限定されることはなく、例えば選択
機能を有するドラム式洗濯機に限られず、少なくとも乾燥機能を有する衣類乾燥機に適用
できるもので、従って乾燥室としての外槽内に配置されたドラムは衣類の撹拌用として有
効ではあるが、これに代えて例えば乾燥槽内に静止状態に衣類などをつり下げ支持する構
成としても良い。
　又、上記実施形態では、リント捕獲器の上部後面を縦リブ２４ｅ後端面２４ｅ´とした
が、これは単に壁面から構成しても良い。
【符号の説明】
【００５０】
　図面中、１は洗濯乾燥機（衣類乾燥機）、２は外箱、６は外槽（乾燥槽）、６ａは温風
出口部、６ｂは温風入口部、９は循環風路、１１はリント捕獲器収容部、１１ａは開口、
１１ｂはパッキン受け面、１１ｃは前面部、１１ｄは後面部、１４は除湿器（除湿手段）
、１５は送風装置（送風手段）、１６は加熱装置（加熱手段）、１９は乾燥装置、２０は
リント捕獲器、２１は器本体、２２は蓋部、２２ｅは前面、２３はパッキン、２４は閉塞
部、２４ｂは垂直壁部、２４ｄは上カバー、２４ｅは縦リブ２４ｅ、２５はネット支持枠
部、２５ｃは後側格子部（傾斜状部）、２５ｄは風入り口、２６はリント捕獲用ネット、
２７はフィルタ部、２８は傾斜部を示す。
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