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(57)【要約】
【課題】　清掃体が除去した塵埃を確実に塵埃収容室へ
収容すると共に、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フィルター清掃装置を提供する
。
【解決手段】　通風から塵埃４を捕集可能な第１のフィ
ルター体１と、この第１のフィルター体１に沿って可動
し、第１のフィルター体１に付着した塵埃４を除去する
清掃体２と、この清掃体２によって除塵された塵埃４を
収容する塵埃収容室３とを有しており、清掃体２により
第１のフィルター体１が清掃される清掃終端部１ｂと清
掃起端部１ａが鉛直方向において略同一の高さに位置す
ると共に、塵埃収容室３の底面３ｃは、清掃終端部１ｂ
よりも鉛直方向において下方に位置している。
【選択図】図７
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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、
　通風から塵埃を捕集可能なフィルター体と、
　前記フィルター体に沿って可動し、該フィルター体に付着した塵埃を除去する清掃体と
、
　前記清掃体によって除塵された塵埃を収容する塵埃収容室と、を有し、
　　前記清掃体により前記フィルター体が清掃される清掃終端部と清掃起端部が鉛直方向
において略同一の高さに位置すると共に、前記塵埃収容室の底面は、前記清掃終端部より
も鉛直方向において下方に位置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、
　通風から塵埃を捕集可能なフィルター体と、
　前記フィルター体に沿って可動し、該フィルター体に付着した塵埃を除去する清掃体と
、
　前記清掃体によって除塵された塵埃を収容する塵埃収容室と、を有し、
　　前記清掃体により前記フィルター体が清掃される清掃終端部が清掃起端部よりも鉛直
方向において上方に位置すると共に、前記塵埃収容室の底面は、前記清掃終端部よりも鉛
直方向において下方に位置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、
　通風から塵埃を捕集可能なフィルター体と、
　前記フィルター体に沿って可動し、該フィルター体に付着した塵埃を除去する清掃体と
、
　前記清掃体によって除塵された塵埃を収容する塵埃収容室と、を有し、
　　前記清掃体により前記フィルター体が清掃される清掃終端部が清掃起端部よりも鉛直
方向において下方に位置すると共に、前記塵埃収容室の底面は、前記清掃終端部よりも鉛
直方向において下方に位置することを特徴とするフィルター清掃装置。
【請求項４】
　第２のフィルター体が、清掃体の清掃終端部と、塵埃収容室の底面の間に、略鉛直方向
に設けられていることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載のフィルター清掃
装置。
【請求項５】
　第２のフィルター体は、塵埃収容室の一部に設けられていることを特徴とする請求項４
に記載のフィルター清掃装置。
【請求項６】
　清掃体は、平行リンク部材と連結して可動することを特徴とする請求項１～５のいずれ
か１項に記載のフィルター清掃装置。
【請求項７】
　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１～６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、乾燥用空気を通す第１の通風部と、第１の通風部に導入さ
れた乾燥用空気からリントを捕捉する第１のフィルタ部と、第１の通風部の側方に設けた
第２の通風部と、第２の通風部に設けた第２のフィルタ部と、第１の通風部に導入された
乾燥用空気の一部を第２の通風部へ流す開口部と、開口部を開閉する開閉体と、第１のフ
ィルタ部および第２のフィルタ部で捕捉されたリントを掻き取るリント除去装置を有し、
開閉体は、リント除去装置で掻き取られたリントが第２の通風部へ移動するように開口部
を開くように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－１３０７８６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に記載の衣類乾燥機は、第２のフィルタ部が第１のフィ
ルタ部の側方に位置しているため、ブレードで除去した塵埃（リント）が必ずしも第２の
通風部へと移動されず、その結果として、第１のフィルタ部が目詰まりし易いという課題
があった。また、ダストボックスの機能を備えた第２の通風部が第１の通風部の側方に位
置することから、第２の通風部の容積を大きくしてゴミ捨ての回数を減らすためには横長
にならざるを得ず、そのスペースを確保することは困難であった。
【０００６】
　本発明は、前記従来の課題を解決するものであり、清掃体が除去した塵埃を確実に塵埃
収容室へ収容すると共に、フィルター体の目詰まりを防止し、さらに、使用者が塵埃の廃
棄作業を行う頻度を減らすことができると共に、省スペース対応が可能なフィルター清掃
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、通風から
塵埃を捕集可能なフィルター体と、前記フィルター体に沿って可動し、該フィルター体に
付着した塵埃を除去する清掃体と、前記清掃体によって除塵された塵埃を収容する塵埃収
容室と、を有し、前記清掃体により前記フィルター体が清掃される清掃終端部と清掃起端
部が鉛直方向において略同一の高さに位置すると共に、前記塵埃収容室の底面は、前記清
掃終端部よりも鉛直方向において下方に位置することを特徴としている。
【０００８】
　上記請求項１の発明では、フィルター体が清掃される清掃終端部と清掃起端部が鉛直方
向において略同一の高さに位置しているので、清掃体を略水平方向に可動させることがで
き、塵埃を清掃する際に安定して移送することが出来る。また、塵埃が重力落下する力を
塵埃に加えることができるので、塵埃への圧縮力を高めることができる。また、塵埃収容
室の底面が清掃終端部よりも鉛直方向において下方に位置していることで、清掃体で除去
した塵埃を確実に塵埃収容室へ収容することができる。
【０００９】
　請求項２のフィルター清掃装置の発明は、通風から塵埃を捕集可能なフィルター体と、
前記フィルター体に沿って可動し、該フィルター体に付着した塵埃を除去する清掃体と、
前記清掃体によって除塵された塵埃を収容する塵埃収容室と、を有し、前記清掃体により
前記フィルター体が清掃される清掃終端部が清掃起端部よりも鉛直方向において上方に位
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置すると共に、前記塵埃収容室の底面は、前記清掃終端部よりも鉛直方向において下方に
位置することを特徴としている。
【００１０】
　上記請求項２の発明では、フィルター体が清掃される清掃終端部が清掃起端部よりも鉛
直方向において上方に位置しているので、清掃体がフィルター体に対して鋭角に接するこ
ととなるので、塵埃にくい込み易く、塵埃を確実に剥がし取ることができる。清掃体が塵
埃に対して与える外力と、塵埃が清掃体を押し戻す反力に加えて、塵埃が重力落下する力
を塵埃に加えることができるので、塵埃への圧縮力を高めることができる。また、塵埃収
容室の底面が清掃終端部よりも鉛直方向において下方に位置していることで、清掃体で除
去した塵埃を確実に塵埃収容室へ収容することができる。また、フィルター体が清掃され
る清掃終端部が清掃起端部よりも鉛直方向において上方に位置し、清掃終端部よりも鉛直
方向下方に塵埃収容室を設けることで、鉛直方向の全長を短くすることができ、省スペー
スな設計にも対応することが可能となる。
【００１１】
　請求項３のフィルター清掃装置の発明は、通風から塵埃を捕集可能なフィルター体と、
前記フィルター体に沿って可動し、該フィルター体に付着した塵埃を除去する清掃体と、
前記清掃体によって除塵された塵埃を収容する塵埃収容室と、を有し、前記清掃体により
前記フィルター体が清掃される清掃終端部が清掃起端部よりも鉛直方向において下方に位
置すると共に、前記塵埃収容室の底面は、前記清掃終端部よりも鉛直方向において下方に
位置することを特徴としている。
【００１２】
　上記請求項３の発明では、フィルター体が清掃される清掃終端部が清掃起端部よりも鉛
直方向において下方に位置しているので、清掃体が塵埃に対して与える外力と、塵埃が重
力落下する力を塵埃に加えることができるので、塵埃への圧縮力を高めることができる。
また、清掃体がフィルター体に対して鈍角に接することとなるので、清掃体への負荷が小
さくなるため、清掃体の長寿命化が図れる。また、塵埃収容室の底面が清掃終端部よりも
鉛直方向において下方に位置していることで、清掃体で除去した塵埃を確実に塵埃収容室
へ収容することができる。
【００１３】
　請求項４のフィルター清掃装置の発明は、請求項１～３のいずれかのフィルター清掃装
置において、第２のフィルター体が、清掃体の清掃終端部と、塵埃収容室の底面の間に、
略鉛直方向に設けられていることを特徴としている。したがって、第２のフィルター体を
通風の風向きに対して略垂直方向に設置することができるので、塵埃が堆積し難く、通風
を確保することができる。
【００１４】
　請求項５のフィルター清掃装置の発明は、請求項４のフィルター清掃装置において、第
２のフィルター体は、塵埃収容室の一部に設けられていることを特徴としている。したが
って、通風によって、塵埃収容室内の塵埃を圧縮させることができ、使用者が塵埃の廃棄
作業を行う頻度を減らすことができる。
【００１５】
　請求項６のフィルター清掃装置の発明は、請求項１～５のいずれかのフィルター清掃装
置において、清掃体は、平行リンク部材と連結して可動することを特徴としている。した
がって、平行リンク部材によって、清掃体を揺動させながら塵埃を清掃することができ、
塵埃の掻き落とし効果を高めることができる。
【００１６】
　請求項７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～
６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、塵埃へ
の圧縮力を高めて使用者が塵埃の廃棄作業を行う頻度を減らすことができると共に、省ス
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ペース対応が可能で、清掃体で除去した塵埃を確実に塵埃収容室へ収容することができる
衣類乾燥機を提供することができる。
【発明の効果】
【００１７】
　請求項１～３のフィルター清掃装置の発明は、塵埃への圧縮力を高めて使用者が塵埃の
廃棄作業を行う頻度を減らすことができると共に、清掃体で除去した塵埃を確実に塵埃収
容室へ収容することができる。また、請求項４のフィルター清掃装置の発明は、第２フィ
ルター体に塵埃が堆積し難く、通風を確保することができる。また、請求項５のフィルタ
ー清掃装置の発明は、使用者が塵埃の廃棄作業を行う頻度を減らすことができる。さらに
、請求項６のフィルター清掃装置の発明は、塵埃の掻き落とし効果を高めることができる
。
【００１８】
　また、請求項７の衣類乾燥機の発明は、塵埃への圧縮力を高めて使用者が塵埃の廃棄作
業を行う頻度を減らすことができると共に、清掃体で除去した塵埃を確実に塵埃収容室へ
収容することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【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】本発明に係るフィルター清掃装置の一部を示す斜視図
【図５】本発明に係るフィルター清掃装置の内部構造を示す説明図
【図６】本発明に係るフィルター清掃装置の内部構造を示す説明図
【図７】図５のＡ－Ａ断面図
【図８】図６のＢ－Ｂ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４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５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６実施形態を示す斜視図
【図１４】本発明に係るフィルター清掃装置の第７実施形態を示す断面図
【図１５】本発明に係るフィルター清掃装置の第８実施形態を示す説明図
【図１６】本発明に係るフィルター清掃装置の第９実施形態を示す断面図
【図１７】本発明に係るフィルター清掃装置を構成する清掃体の例を示す説明図
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　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。
【００２１】
　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。
【００２２】
　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。
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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。
【００２３】
　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、フィルター清
掃装置から取り外された状態の塵埃収容室ユニットを示す斜視図である。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、上蓋１１に持ち手１１ａが形成されており、側面には通風の入口となる開口１
２と、通風の出口となる開口１３が形成されている。尚、開口１３には、第３のフィルタ
ー体１４が設置されている。
【００２４】
　フィルター清掃装置１０の内部には、後述するように、通風から塵埃を捕集可能な第１
のフィルター体１と、第１のフィルター体１に沿って可動し、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と、清掃体によって除塵された塵埃を収容する塵埃収容室３
とを有している。
【００２５】
　そして、図４に示すように、塵埃収容室ユニット１０ａをフィルター清掃装置１０から
取り外した状態で、塵埃収容室３の底蓋３ａを回動させると、塵埃収容室３に収容されて
いる塵埃４が、一枚のシート状となって排出されるように構成されている。尚、符号３ｂ
は、塵埃収容室３の入口に形成された塵埃収容口である。
【００２６】
　図５及び図６は、内部構造の説明の為に上蓋を便宜的に取り外した状態を示す第１実施
形態のフィルター清掃装置の斜視図であり、図７は、図５のＡ－Ａ断面図、図８は、図６
のＢ－Ｂ断面図である。尚、図５及び図７は、第１フィルター体を清掃する前の状態を示
しており、図６及び図８は、第１フィルター体を清掃した後の状態を示している。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第１実施形態を説明する。
【００２７】
　第１実施形態のフィルター清掃装置１０は、通風から塵埃４を捕集可能な第１のフィル
ター体１と、この第１のフィルター体１に沿って可動し、第１のフィルター体１に付着し
た塵埃４を除去する清掃体２と、この清掃体２によって除塵された塵埃４を収容する塵埃
収容室３とを有している。
【００２８】
　尚、第１のフィルター体１に付着する塵埃４は、主に繊維くずで構成されている。塵埃
４は、衣類乾燥機２０が乾燥運転中は絶えずフィルター体に対して通風が当たり、塵埃４
が堆積し続けると共に通風の風圧によって第１のフィルター体１に強く押し付けられるこ
ととなる。結果として乾燥運転後の塵埃４は１枚のシート状に第１のフィルター体１の上
に堆積する。従って塵埃４を除塵するためには剥がし始めが重要であり、剥がし始めに清
掃体２を塵埃４と第１のフィルター体の間にくい込ませないと、塵埃４の上を清掃体２が
滑るような形で除塵できないこともある。
【００２９】
　そして、清掃体２は、平行リンク機構５と連結して可動する構成としている。平行リン
ク機構５は、駆動リンク５ａと従動リンク５ｂから構成されており、互いのリンクの長さ
は同じである。尚、駆動リンク５ａの駆動は、図１及び図２において説明した衣類乾燥機
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、駆動リンク５ａ
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２に伝わって、第１の
フィルター体１上を移動する構成としている。この際に駆動リンク５ａと従動リンク５ｂ
が等長なので対称性を持って可動し、清掃体２は移動する際に緩やかな円弧を描きながら
塵埃４を除去する。よって第１のフィルター体１を構成する繊維の方向に対して平行では
なく、角度を有して接触し、除塵することから、高い除塵性能が実現される。また、第１
のフィルター体１の短手方向に清掃体２を可動させるための可動手段（例えば、ラックギ
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アやウォームギア）を設けた場合と比較して、平行リンク機構５は塵埃４が可動手段に堆
積することを抑制できる。
【００３０】
　また、清掃体２により第１のフィルター体１が清掃される清掃終端部１ｂと清掃起端部
１ａが鉛直方向において略同一の高さに位置すると共に、塵埃収容室３の底面３ｃは、清
掃終端部１ｂよりも鉛直方向において下方に位置している。
【００３１】
　また、第２のフィルター体６が、清掃体２の清掃終端部１ｂと、塵埃収容室３の底面３
ｃの間に、略鉛直方向に設けられている。また、第２のフィルター体６は、塵埃収容室３
の一部に設けられる構成としている。
【００３２】
　前述した構成を備えた第１実施形態のフィルター清掃装置１０は、第１のフィルター体
１が清掃される清掃終端部１ｂと清掃起端部１ａが鉛直方向において略同一の高さに位置
しているので、清掃体２を略水平方向に可動させることができ、塵埃４が重力落下する力
を塵埃４に加えることができるので、塵埃４への圧縮力を高めることができる。また、塵
埃を清掃する際に安定して移送することが出来る。
【００３３】
　また、塵埃収容室３の底面３ｃが清掃終端部１ｂよりも鉛直方向において下方に位置し
ていることで、清掃体２で除去した塵埃４を確実に塵埃収容室３へ収容することができる
。さらに、第２のフィルター体６を、清掃体２の清掃終端部１ｂと、塵埃収容室３の底面
３ｃの間に、略鉛直方向であって、塵埃収容室３の一部に設ける構成としたことによって
、第２のフィルター体６を通風の風向きに対して略垂直方向に設置することができるので
、塵埃４が堆積し難く、通風を確保することができる。また、第１のフィルター体１に堆
積した塵埃４を清掃体２で除去し、次に乾燥運転を行う際には、通風によって、塵埃収容
室３内の前回除塵された塵埃４を第２のフィルター体６に押し付けて圧縮させることがで
き、使用者が塵埃４の廃棄作業を行う頻度を減らすことができる。
【００３４】
　図９は、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である。第２実
施形態のフィルター清掃装置１０Ａの第１実施形態のフィルター清掃装置１０との相違点
は、塵埃収容室３の一部に設けられている第２のフィルター体６と平行に、フィルター清
掃装置本体１０ｂ側に第２のフィルター体６ａが設けられている点である。
【００３５】
　第２のフィルター体６ａは塵埃収容室３側に設けられた第２のフィルター体６の予備的
な役割を果たす。塵埃収容室３に溜まった塵埃４を廃棄するために、塵埃収容室ユニット
１０ａをフィルター清掃機構本体１０ｂから取り外す必要がある。その際に、第２のフィ
ルター体６はフィルター清掃機構本体１０ｂと垂直方向に摺動する。塵埃収容室ユニット
１０ａの塵埃の廃棄は、乾燥運転毎に廃棄することが推奨されているので、その度に塵埃
収容室３側の第２のフィルター体６は摺動の摩擦によって摩耗する。また使用者が塵埃４
を廃棄する際に、衣類乾燥機に付属している塵埃収容室３を手入れするブラシ等を使って
第２のフィルター体６を含め塵埃収容室３の中の塵埃を掻き落とす事もある。その際に誤
って第２のフィルター体を破損させてしまうこともある。そういった場合においても、本
実施形態においては、フィルター清掃機構本体１０ｂ側に第２のフィルター体６ａが設け
られているため、そういった場合であっても確実に塵埃４を下流側に逃すことなく捕集す
ることが可能となる。
【００３６】
　図１０は、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である。第３
実施形態のフィルター清掃装置１０Ｂは、第１のフィルター体１ｃが、清掃終端部１ｂと
清掃起端部１ａが鉛直方向において略同一の高さに位置すると共に、断面形状を円弧状と
している。また、清掃体２ａは、第１のフィルター体１ｃの円弧の中心に回転軸を備え、
第１のフィルター体１ｃの清掃起端部１ａから清掃終端部１ｂの間を回動する構成として
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いる。また、第２のフィルター体６が、清掃終端部１ｂと、塵埃収容室３の底面３ｃの間
に、略鉛直方向に設けられている。また、第２のフィルター体６は、塵埃収容室３の一部
に設けられる構成としている。第１のフィルター体１ｃの断面形状を円弧状とすることに
よって、断面形状が直線状の第１のフィルター体１と比較して表面積を増やすことができ
るので、塵埃４の捕集量を増加させることができる。また、清掃起端部１ａにおいて、清
掃体２ａは垂直下向き方向に塵埃４を除去するため、塵埃４の剥がし始めにおいて清掃体
２ａの外力だけでなく、塵埃４の重力方向への落下の力も加わることから、塵埃４を確実
に除去することが可能となる。
【００３７】
　図１１は、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である。第４
実施形態のフィルター清掃装置１０Ｃの第１実施形態のフィルター清掃装置１０との相違
点は、清掃終端部１ｂが清掃起端部１ａよりも鉛直方向において上方に位置するように第
１のフィルター体１ｄが設置されている点である。このように構成することによって、清
掃体２が第１のフィルター体１ｄに対して鋭角に接することとなるので、塵埃４にくい込
み易く、塵埃を確実に剥がし取ることができる。また、フィルター体が清掃される清掃終
端部１ｂが清掃起端部１ａよりも鉛直方向において上方に位置し、清掃終端部１ｂよりも
鉛直方向下方に塵埃収容室３を設けることで、鉛直方向の全長を短くすることができ、省
スペースな設計にも対応することが可能となる。他方においては、清掃起端部１ｂが清掃
起端部１ａよりも鉛直方向において上方に位置しているため、塵埃収容室３を鉛直方向に
大きく取ることができ、塵埃４をより多く収容することが可能となる。これによって使用
者の塵埃４の除去の回数が減り、負担の軽減に貢献する。尚、第１のフィルター体１ｄの
傾斜角度を一定にせず、途中で変更させてもよい。例えば、清掃起端部１ａ側の傾斜角度
を急にすることによって、清掃体２が塵埃４によりくい込み易くすることができる。
【００３８】
　図１２は、本発明に係るフィルター清掃装置の第５実施形態を示す断面図である。第５
実施形態のフィルター清掃装置１０Ｄの第１実施形態のフィルター清掃装置１０との相違
点は、清掃終端部１ｂが清掃起端部１ａよりも鉛直方向において下方に位置するように第
１のフィルター体１ｅが設置されている点である。このように構成することによって、清
掃体２が塵埃４に対して与える外力と、塵埃４が重力落下する力を塵埃４に加えることが
できるので、塵埃４への圧縮力を高めることができる。また、清掃体２が第１のフィルタ
ー体１ｅに対して鈍角に接することとなるので、清掃体２への負荷が小さくなるため、清
掃体２の長寿命化が図れる。また、図１２に示すように、第１のフィルター体１ｅは、清
掃起端部１ａ側の傾斜を緩やかにして、清掃終端部１ｂ側の傾斜を急にすることによって
、第１のフィルター体１ｅに付着している塵埃４を確実に剥がすと共に、一気に塵埃収容
室３へと導くことができる。尚、第１のフィルター体１ｅの傾斜角度を一定にしてもよい
。また、第１のフィルター体１ｄの断面形状は、円弧状の他に直線状とすることもできる
。
【００３９】
　図１３は、本発明に係るフィルター清掃装置の第６実施形態を示す断面図である。尚、
図１３においては、第１のフィルター体１ｆと清掃体２ｂの部分のみを示している。第６
実施形態のフィルター清掃装置１０Ｅは、第１のフィルター体１ｆの長手方向（清掃起端
部１ａから清掃終端部１ｂの方向）に直交する方向の断面を円弧状とし、この円弧状の断
面に対応するように、清掃体２ｂの端面を円弧状とし、清掃体２ｂが第１のフィルター体
１ｆの長手方向に沿って水平に可動するようにしている。尚、第１のフィルター体１ｆは
、清掃終端部１ｂと清掃起端部１ａが鉛直方向において略同一の高さに位置するように設
置される。このように構成することによって、清掃体２ｂと第１のフィルター体１ｆとの
間の隙間が殆どないため、塵埃を取り残すことなく確実に移送することが可能となる。ま
た、第１のフィルター体１ｆが円弧状であるため、直線状のフィルター体１と比較して表
面積を増やすことができる。また、清掃体２ｂによる清掃時に、塵埃の舞い上がりを抑制
することができる。
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【００４０】
　図１４は、本発明に係るフィルター清掃装置の第７実施形態を示す断面図である。第７
実施形態のフィルター清掃装置１０Ｆの第１実施形態のフィルター清掃装置１０との相違
点は、第２のフィルター体６ｂの一部を内側に傾斜させている点である。このように構成
することによって、第２のフィルター体６ｂに付着した塵埃４を自重で剥がれ落ち易くさ
せることができる。また、第２のフィルター体６ｂに向かう通風は、塵埃収容室３の一部
に設けられた凸部８を回り込み、第２のフィルター体６ｂの手前で通風の乱れを発生させ
る。これにより第２のフィルター体６ｂにより一層塵埃４が付着しにくい構成となる。尚
、本実施例では、第２のフィルター体６ｂを屈曲させて傾斜しているが、湾曲させて傾斜
させる構成としてもよい。
【００４１】
　図１５は、本発明に係るフィルター清掃装置の第８実施形態を示す説明図である。第８
実施形態のフィルター清掃装置１０Ｇは、図１５（ａ）に示すように、清掃体２ｃを案内
する鋸刃状のラック２ｄ、２ｅを第１のフィルター体１ｇの幅方向に配置している。具体
的には、図１５（ｂ）、（ｃ）に示すように、清掃体２ｃに、清掃起端部１ａから清掃終
端部１ｂ方向への移動時にのみ図面上時計回りに回動する摺動片２ｆを設置することによ
り、清掃起端部１ａから清掃終端部１ｂ方向への移動時には、摺動片２ｆがラック２ｄ、
２ｅに摺接しないので、清掃体２ｃは上下方向に揺動すること無く、水平に移動する。一
方、図１５（ｄ）に示すように、清掃体２ｃの清掃終端部１ｂから清掃起端部１ａ方向へ
の移動時には、摺動片２ｆが回動しないので、摺動片２ｆがラック２ｄ、２ｅに摺接する
こととなり、清掃体２ｃは上下方向に揺動することとなる。これにより、清掃体２ｃが第
１のフィルター体１ｇを叩いて振動させることとなるので、第１のフィルター体１ｇ内に
目詰まりしている塵埃４を表面に叩き出し掻き取ることができる。尚、第２のフィルター
体６にも同様の機構を設置するようにしてもよい。
【００４２】
　図１６は、本発明に係るフィルター清掃装置の第９実施形態を示す断面図である。第９
実施形態のフィルター清掃装置１０Ｈの第１実施形態のフィルター清掃装置１０との相違
点は、第１のフィルター体１の下面に、第１のフィルター体１への通風を遮断する風速調
整手段７ａ、７ｂを設置した点である。この構成によって、図１６において矢印で示すよ
うに通風がなされるので、第２のフィルター体６への通風の量が増大して、塵埃収容室３
の塵埃４が一層、圧縮されることとなる。尚、風速調整手段７ａ、７ｂは、１実施形態に
限らず、他の実施形態の第１のフィルター体へ適用することも可能である。また、図１６
において、２個の風速調整手段７ａ、７ｂを設置しているが、１個の風速調整手段７ａの
みで第１のフィルター体１の半分への通風を遮断する構成としてもよい。
【００４３】
　図１７は、本発明に係るフィルター清掃装置を構成する清掃体の例を示す説明図である
。図１７（ａ）に示す清掃体２ｄのように、ブレードの先端形状を、断面が半円と複数の
突起で形成される形状とすることができる。また、図１７（ｂ）に示す清掃体２ｅのよう
に、ブレードの先端形状を、断面が複数の突起が両側に形成される形状とすることもでき
る。
さらに、図１７（ｃ）に示す清掃体２ｆのように、軸部の外周に多数のブラシ毛が植設さ
れて形成されている回転ブラシを採用してもよく、図１７（ｄ）に示す清掃体２ｇのよう
に、長尺な平板状の基台に多数のブラシ毛が植設されて形成されている直線ブラシを採用
することもできる。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　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】
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【００４５】
　１、１ｃ、１ｄ、１ｅ、１ｆ、１ｇ　第１のフィルター体
　１ａ　清掃起端部
　１ｂ　清掃終端部
　２、２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄ、２ｅ、２ｆ、２ｇ　清掃体
　２ｄ、２ｅ　ラック
　２ｆ　摺動片
　３　塵埃収容室
　３ａ　底蓋
　３ｂ　塵埃収容口
　３ｃ　底面
　４　塵埃
　５　平行リンク機構
　５ａ　駆動リンク
　５ｂ　従動リンク
　６、６ａ、６ｂ　第２のフィルター体
　７ａ、７ｂ　風速調整手段
　８　凸部
　１０、１０Ａ、１０Ｂ、１０Ｃ、１０Ｄ、１０Ｅ、１０Ｆ、１０Ｇ、１０Ｈ　フィルタ
ー清掃装置
　１０ａ　塵埃収容室ユニット
　１０ｂ　フィルター清掃装置本体
　１１　上蓋
　１１ａ　持ち手
　１２、１３　開口
　１４　第３のフィルター体
　２０　衣類乾燥機
　２０ａ　ドア
　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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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(14) JP 2018-58006 A 2018.4.12

【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

