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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
周壁に多数の透孔を設けて円筒形に形成され水平方向または傾斜方向に回転軸を有する回
転ドラムと、本体内に弾性的に支持され前記回転ドラムを内包する水槽と、前記回転ドラ
ム内から排気された空気を除湿部、加熱部を通して再び前記回転ドラム内に送風する循環
送風経路と、前記循環送風経路途中に設けられ洗濯物から発生する糸屑等のリント類を回
収する糸屑回収装置とを備え、前記糸屑回収装置は、前記本体の前面上部のコーナー部に
設けられ、略平面状の第１のフィルターを有する第１のフィルター部材と、前記第１のフ
ィルターの網の目の大きさと同等もしくはそれ以下の網の目の大きさを有する略平面状の
第２のフィルターを有する第２のフィルター部材と、前方開放の箱状をなし前記第１のフ
ィルター部材および第２のフィルター部材を前後方向に着脱自在に収納するフィルター収
納部材とからなり、前記フィルター収納部材の下面には、前記回転ドラム内から排気され
た空気が送入する送入口と、前記空気が送出する送出口とを設け、前記第１のフィルター
および第２のフィルターが、前記送出口の対応位置に位置するとともに、前記第２のフィ
ルター部材が、前記第１のフィルター部材の下方に位置するように構成したドラム式洗濯
乾燥機。
【請求項２】
フィルター収納部材は、前方に送入口を、後方に送出口を設け、第１のフィルター部材に
は、前記送入口の対応位置に第１の開口部を設け、第２のフィルター部材には、前記送入
口の対応位置に第２の開口部を設けた請求項１記載のドラム式洗濯乾燥機。
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【請求項３】
第１のフィルター部材の把手部分は、本体前面に露出し外郭の一部を形成し、第２のフィ
ルターの把手部分は、前記第１のフィルター部材の把手部分の内部に隠蔽され、前記第１
のフィルター部材を脱着した後、前記第２のフィルター部材を脱着可能に構成した請求項
１または２に記載のドラム式洗濯乾燥機。
【請求項４】
フィルター収納部材には、第２のフィルター部材のみの有無を検知する第２のフィルター
有無検知手段を設けた請求項３記載のドラム式洗濯乾燥機。
【請求項５】
第１のフィルター部材の後端部は、上方に湾曲する湾曲形状とし、その湾曲形状部分の後
端面が、フィルター収納部材の後面に当接するように構成した請求項２～４のいずれか１
項に記載のドラム式洗濯乾燥機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回転軸が水平もしくは傾斜した回転ドラム内で洗濯、すすぎ、脱水、乾燥の
各行程を行うドラム式洗濯乾燥機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来のこの種のドラム式洗濯乾燥機は、水及び空気を通過させる多数の透孔が周面に形
成された有底円筒形の回転ドラムを水平方向もしくは水平方向から傾斜した方向にして水
槽内に配設し、回転ドラムを回転駆動できるように構成されている。前記水槽の正面側に
は、扉によって開閉可能に衣類出入口が形成されており、その衣類出入口から回転ドラム
内に洗濯物を投入して水槽内への注水及び排水、回転ドラムの回転を制御することにより
洗濯、すすぎ、脱水の各行程を行うようになっている。
【０００３】
　更に、水槽内の空気を排気して除湿部及び加熱部を通して再び水槽内に戻す循環送風経
路を形成することにより、回転ドラム内に収容した洗濯物を乾燥させる乾燥行程を行うこ
とができ、前記洗濯、すすぎ、脱水の各行程に加えて乾燥行程も可能なドラム式洗濯乾燥
機となっている。使用者は、運転に先立ち洗剤を洗剤投入ケースに入れ、必要に応じて操
作表示部を操作することにより、希望する運転内容を設定したり、運転スタート、一時停
止を行い、運転の進行状態を認識することができる。
【０００４】
　このようなドラム式洗濯乾燥機では、乾燥行程を実施した場合に、洗濯物の乾燥に伴っ
て発生する糸屑等のリント類が送風経路や送風ファン等に堆積することを防止するため、
糸屑等のリント類を回収する糸屑回収装置が送風経路に設けられている。この糸屑回収装
置は、堆積したリント類を使用者が随時除去し清掃できるようにするために、本体の天面
に設けた蓋板を開けて着脱できるようになっており、糸屑等のリント類を除去する事によ
り送風効果が低下しないように構成されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　また、乾燥行程時の糸屑等のリント類を除去する糸屑回収装置としては、温風入力側に
設け温風入力側が開口した袋状部を有する第１のフィルターと、温風出力側に設けた面状
の第２のフィルターとを有しているものがあり、衣類から発生した糸屑等のリント類など
の大きいものは第１のフィルターの袋状部に捕捉され、ほこりなどの小さいものは第２の
フィルターに補足されるよう構成されている（例えば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２０００－９３６９７号公報
【特許文献２】特開２００１－３００１９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　しかしながら、前記特許文献１に記載の従来のドラム式洗濯乾燥機の構造では、糸屑回
収装置が本体の上部に位置し、その着脱の際に開閉する蓋板が本体の天面にあるため、通
常目につきにくく、糸屑回収装置を本体に装着し忘れて、循環経路内に糸屑等のリント類
が侵入したり、また、糸屑回収装置の掃除が不十分で、使用者が気が付かない内に糸屑回
収装置に糸屑等のリント類が堆積し、送風能力が低下して乾燥性能が著しく低下するとい
う課題があった。
【０００７】
　また、特許文献２に記載の従来の糸屑回収装置は、２つのフィルターが設けられており
、その一方を袋状に構成して糸屑等のリント類を捕集していたため、フィルターの掃除が
しにくく、糸屑等のリント類の除去が不十分となってしまうという課題もあった。
【０００８】
　本発明は、前記従来の課題を解決するもので、糸屑回収装置の存在を使用者に認識させ
て、糸屑回収装置の糸屑等のリント類の除去を促し、使用者が気が付かないうちに糸屑回
収装置に糸屑等のリント類が堆積し送風能力が低下して乾燥性能が著しく低下するといっ
たことを極力少なくさせるとともに、糸屑回収装置の装着忘れを防止し、また、糸屑回収
装置に付着した糸屑等のリント類の除去を容易にし、使い勝手が良く、しかも外観デザイ
ン的にも優れたドラム式洗濯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】
【０００９】
　前記従来の課題を解決するために、本発明のドラム式洗濯乾燥機は、周壁に多数の透孔
を設けて円筒形に形成され水平方向または傾斜方向に回転軸を有する回転ドラムと、本体
内に弾性的に支持され前記回転ドラムを内包する水槽と、前記回転ドラム内から排気され
た空気を除湿部、加熱部を通して再び前記回転ドラム内に送風する循環送風経路と、前記
循環送風経路途中に設けられ洗濯物から発生する糸屑等のリント類を回収する糸屑回収装
置とを備え、前記糸屑回収装置は、前記本体の前面上部のコーナー部に設けられ、略平面
状の第１のフィルターを有する第１のフィルター部材と、前記第１のフィルターの網の目
の大きさと同等もしくはそれ以下の網の目の大きさを有する略平面状の第２のフィルター
を有する第２のフィルター部材と、前方開放の箱状をなし前記第１のフィルター部材およ
び第２のフィルター部材を前後方向に着脱自在に収納するフィルター収納部材とからなり
、前記フィルター収納部材の下面には、前記回転ドラム内から排気された空気が送入する
送入口と、前記空気が送出する送出口とを設け、前記第１のフィルターおよび第２のフィ
ルターが、前記送出口の対応位置に位置するとともに、前記第２のフィルター部材が、前
記第１のフィルター部材の下方に位置するように構成したものである。
【００１０】
　これによって、糸屑回収装置の存在を使用者に認識させて、糸屑回収装置の糸屑等のリ
ント類の除去を促し、使用者が気が付かないうちに糸屑回収装置に糸屑等のリント類が堆
積し送風能力が低下して乾燥性能が著しく低下するといったことを極力少なくさせるとと
もに、糸屑回収装置の装着忘れを防止し、また、糸屑回収装置に付着した糸屑等のリント
類の除去を容易にし、使い勝手が良く、しかも外観デザイン的にも優れたドラム式洗濯乾
燥機を得ることができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明のドラム式洗濯乾燥機は、糸屑回収装置の装着忘れを防止し、また、糸屑回収装
置に付着した糸屑等のリント類の除去を容易にし、使い勝手が良くすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　第１の発明は、周壁に多数の透孔を設けて円筒形に形成され水平方向または傾斜方向に
回転軸を有する回転ドラムと、本体内に弾性的に支持され前記回転ドラムを内包する水槽
と、前記回転ドラム内から排気された空気を除湿部、加熱部を通して再び前記回転ドラム
内に送風する循環送風経路と、前記循環送風経路途中に設けられ洗濯物から発生する糸屑
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等のリント類を回収する糸屑回収装置とを備え、前記糸屑回収装置は、前記本体の前面上
部のコーナー部に設けられ、略平面状の第１のフィルターを有する第１のフィルター部材
と、前記第１のフィルターの網の目の大きさと同等もしくはそれ以下の網の目の大きさを
有する略平面状の第２のフィルターを有する第２のフィルター部材と、前方開放の箱状を
なし前記第１のフィルター部材および第２のフィルター部材を前後方向に着脱自在に収納
するフィルター収納部材とからなり、前記フィルター収納部材の下面には、前記回転ドラ
ム内から排気された空気が送入する送入口と、前記空気が送出する送出口とを設け、前記
第１のフィルターおよび第２のフィルターが、前記送出口の対応位置に位置するとともに
、前記第２のフィルター部材が、前記第１のフィルター部材の下方に位置するように構成
したドラム式洗濯乾燥機とすることにより、糸屑回収装置の存在を使用者に認識させて、
糸屑回収装置の糸屑等のリント類の除去を促し、使用者が気が付かないうちに糸屑回収装
置に糸屑等のリント類が堆積し送風能力が低下して乾燥性能が著しく低下するといったこ
とを極力少なくさせるとともに、糸屑回収装置の装着忘れを防止し、また、糸屑回収装置
に付着した糸屑等のリント類の除去を容易にし、使い勝手が良く、しかも外観デザイン的
にも優れたものとなるとともに、フィルターが略平面状であるので、糸屑等のリント類の
除去が容易になるとともに、第１のフィルターを通過した糸屑等のリント類は第２のフィ
ルターに捕集されるので、循環送風経路内に糸屑等のリント類が堆積して送風能力が低下
し、乾燥性能が低下することを防止でき、さらに、糸屑回収装置を本体の前面でその上部
分のコーナー部に設けることができるので、使用者にとって、糸屑回収装置を使いやすく
することができるとともに、その存在を使用者に気付きやすくすることができるので、掃
除を頻繁に行うことを促すことができる。
【００１３】
　第２の発明は、特に、第１の発明のドラム式洗濯乾燥機のフィルター収納部材は、前方
に送入口を、後方に送出口を設け、第１のフィルター部材には、前記送入口の対応位置に
第１の開口部を設け、第２のフィルター部材には、前記送入口の対応位置に第２の開口部
を設けたことにより、水槽の排気口と水槽の温風供給口とを連通する循環送風経路を形成
することができる。
【００１４】
　第３の発明は、特に、第１または第２の発明のドラム式洗濯乾燥機の第１のフィルター
部材の把手部分は、本体前面に露出し外郭の一部を形成し、第２のフィルターの把手部分
は、前記第１のフィルター部材の把手部分の内部に隠蔽され、前記第１のフィルター部材
を脱着した後、前記第２のフィルター部材を脱着可能に構成したことにより、外観の美観
を向上させることができる。
【００１５】
　第４の発明は、特に、第３の発明のドラム式洗濯乾燥機のフィルター収納部材には、第
２のフィルター部材のみの有無を検知する第２のフィルター有無検知手段を設けたことに
より、第１のフィルター部材を外さなければ、外側からは確認することができない第２の
フィルター部材の有無を確認することができるので、第２のフィルター部材の付け忘れを
防止することができる。
【００１６】
　第５の発明は、特に、第２～４のいずれか１つの発明のドラム式洗濯乾燥機の第１のフ
ィルター部材の後端部は、上方に湾曲する湾曲形状とし、その湾曲形状部分の後端面が、
フィルター収納部材の後面に当接するように構成したので、第１のフィルターの表面積を
広くすることができるので、糸屑等のリント類が第１のフィルターの全面を覆うまでの時
間を延長させることができるとともに、湾曲形状部分の後端面から糸屑等のリント類が洩
れるのを防止することができる。
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態について、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。
【００１８】
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　（実施の形態１）
　本発明の第１の実施の形態におけるドラム式洗濯乾燥機について、図１～４を用いて説
明する。図１は、本実施の形態におけるドラム式洗濯乾燥機の全体斜視図、図２は、同ド
ラム式洗濯乾燥機の概略断面図、図３は、同ドラム式洗濯乾燥機の糸屑回収装置近傍の要
部断面図、図４は、同ドラム式洗濯乾燥機の糸屑回収装置の要部斜視図である。
【００１９】
　図１および図２において、ドラム式洗濯乾燥機の本体１内に、サスペンション構造５に
よって水槽３が宙吊り状態に配設され、水槽３内に有底円筒形に形成された回転ドラム２
がその軸心方向を正面側から背面側に向けて下向きに傾斜させてかつ回転自在に配設され
ている。水槽３の正面側には回転ドラム２の開口端に通じる衣類出入口１１が形成され、
本体１の前面を構成する前部枠体６の前部に形成された上向き傾斜面に設けられた開口部
６ａを開閉する扉９を開くことにより、衣類出入口１１を通じて回転ドラム２内に洗濯物
を出し入れすることができる。扉９が上向き傾斜面に設けられているため、洗濯物を出し
入れする作業を腰を屈めることなく実施でき、一般には横向きにある開口部から洗濯物を
出し入れするドラム式洗濯乾燥機の作業性の悪さが改善されている。
【００２０】
　回転ドラム２の周面に水槽３内に通じる多数の透孔８が形成され、内周面の複数位置に
撹拌突起４が設けられている。この回転ドラム２は水槽３の背面側に取り付けられたモー
タ７によって正転及び逆転方向に回転駆動される。また、水槽３には、注水管路（図示せ
ず）及び排水管路１３が配管接続され、注水弁１４および排水弁１５の制御によって水槽
３内への注水および排水がなされる。
【００２１】
　前部枠体６の上部中央には、操作表示部２０が配置され、使用者は、必要に応じて操作
表示部２０を操作することにより、希望する運転内容を設定したり、運転スタート、一時
停止を行い、運転の進行状態を認識することができる。
【００２２】
　扉９を開いて回転ドラム２内に洗濯物を投入して運転を開始させると、注水弁１４が開
き、洗剤投入ケース２１内に水が注水され、その中に投入されていた洗剤を流しながら、
注水管路（図示せず）を介して、水槽３内に所定量の注水がなされ、モータ７により回転
ドラム２が回転駆動されて洗濯行程が開始される。洗濯行程の洗濯物は、回転ドラム２の
回転により、撹拌突起４によって回転方向に持ち上げられ落下する撹拌動作が繰り返され
、いわゆる叩き洗いの作用が及んで洗濯がなされる。
【００２３】
　所要の洗濯時間の後、排水弁１５が開き、汚れた洗濯液は排水管路１３から排出され、
回転ドラム２を高速回転させる脱水動作により洗濯物に含まれた洗濯液を脱水し、その後
、水槽３内に注水管路（図示せず）から注水され、すすぎ行程が実施される。このすすぎ
行程においても、洗濯物には回転ドラム２の回転により、撹拌突起４で持ち上げられて落
下する撹拌動作が繰り返されてすすぎ洗いが実施される。すすぎ行程が終了すると、回転
ドラム２を高速回転させて脱水する脱水行程が実行される。
【００２４】
　また、本第１の実施の形態におけるドラム式洗濯乾燥機には、回転ドラム２内に収容し
た洗濯物を乾燥する機能が設けられており、水槽３内の空気を排気して除湿し、加熱され
て乾燥した温風にして再び水槽３内に送風する循環送風経路１６が形成されている。
【００２５】
　上記の脱水行程が終了すると、乾燥行程に移行する。乾燥行程においては、回転ドラム
２を所定回転数で回転駆動し、撹拌突起４によって洗濯物を回転方向に持ち上げて落下さ
せる撹拌動作が繰り返されるとともに、以下の手順によって、内部の空気を除湿および加
熱を行い乾燥させる。
【００２６】
　すなわち、循環送風経路１６内に配設された送風ファン２３を回転駆動することにより
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、循環送風経路１６に矢印で示す空気の流れが発生して、洗濯物を収容した回転ドラム２
内の空気は透孔８を通じて、水槽３内に入り、水槽３の排気口２４から除湿管路２５に排
気される。除湿管路２５には、給水弁１４から供給される水の噴霧等により冷却された熱
交換板２６が配設され、水槽３内から排気された水分を含む空気は、熱交換板２６上を通
過する間に冷却され水分が結露して除湿される。
【００２７】
　除湿された空気は、第１の接続ホース２９を通り、糸屑回収装置２２を通過して乾燥運
転中に発生した糸屑等のリント類が除去された後、送風経路２７を通って送風ファン２３
に入り、さらに、第２の接続ホース３０を通った後、乾燥ヒーター（図示せず）で加熱さ
れ乾いた温風となって、温風供給口２８から水槽３に送り込まれ、その後、回転ドラム２
内へ循環供給される。この空気の循環が所要時間繰り返され、洗濯物に含まれた水分が徐
々に奪われて乾燥が進行する。
【００２８】
　糸屑回収装置２２は、本体１の前部枠体６の上部分のコーナー部に設けている。糸屑回
収装置２２について、以下、図３および図４を用いて説明する。
【００２９】
　糸屑回収装置２２は、フィルター収納部材３１、第１のフィルター部材３２および第２
のフィルター部材３３で構成されている。フィルター収納部材３１には、その下面に第１
の接続ホース２９からの空気が送入される送入口３４と、空気が送風経路２７に送出され
る送出口３５が形成されている。
【００３０】
　第１のフィルター部材３２は、フィルター収納部材３１に設けたスライド溝３１ａの上
方を、前後方向に移動して着脱できるように構成され、第１のフィルター部材３２には、
送入口３４に対応する位置に下方から送入された空気が通過する第１の開口部３６を設け
、送出口３５に対応する位置に略平面状の第１のフィルター３７を設けている。
【００３１】
　第２のフィルター部材３３は、フィルター収納部材３１に設けたスライド溝３１ａの内
部に沿って、前後方向に移動して着脱できるように構成され、第２のフィルター部材３３
には、送入口３４に対応する位置に下方から送入された空気が通過する第２の開口部３８
を設け、送出口３５に対応する位置に略平面状の第２のフィルター３９を設けている。
【００３２】
　第１のフィルター部材３２は、第２のフィルター部材３３の上側に収納されるよう構成
されており、フィルター収納部材３１に対しては、第２のフィルター部材３３を収納した
後、第１のフィルター部材３２を収納するようにしている。また、第１のフィルター部材
３２および第２のフィルター部材３３が、フィルター収納部材３１への収納された状態に
おいては、第２のフィルター部材３３の把手部を形成する第２の把手部４０は、第１のフ
ィルター部材３２の把手部を形成するとともに前部枠体６と同一面となるように形成され
た第１の把手部４１の内方に隠蔽されており、外方からは見えない構成となっている。
【００３３】
　第２のフィルター３９の網の目の大きさは、第１のフィルター３７の網の目と同等もし
くはそれ以下の大きさとすることにより、第１のフィルター３７で逃した糸屑等のリント
類やほこりなどを第２のフィルター３９で回収するようにしている。
【００３４】
　また、第１のフィルター部材３２の後端部には、上方に湾曲する湾曲形状部分４２を有
しており、第１のフィルター部材３２がフィルター収納部材３１に収納されている時、湾
曲形状部分４２の後端面４２ａが、フィルター収納部材３１の後内面３１ｂに当接するよ
うに構成されている。
【００３５】
　また、第２のフィルター部材３３には、磁石４３が取り付けられており、第２のフィル
ター部材３３をフィルター収納部材３１に収納することで、磁石４３をフィルター収納部
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材３１の外部に設けられた磁力判定手段（第２のフィルター有無判定手段）４４の近傍に
位置することができる。磁力判定手段４４は、磁石４３の磁力により、第２のフィルター
部材３３が取り付けられているか否かを判定することができる。
【００３６】
　上記構成においては、フィルター収納部材３１の下面に送入口３４と送出口３５を形成
しており、その天面には、送風のための開口を設けていないので、本体１内の上方端に糸
屑回収装置２２を設けることができ、かつ、第１のフィルター部材３２と第２のフィルタ
ー部材３３は、フィルター収納部材３１に対し、前後方向に移動して着脱できるように構
成されているので、本体１内の前方端に設けることができる。したがって、この構成にす
ることにより、糸屑回収装置２２を、使用者が最も使いやすくて、また、その存在を気付
きやすい位置である本体１の前面上部のコーナー部に設けることができるものである。
【００３７】
　なお、送入口３４は、フィルター収納部材３１の下面でなくてもよく、側面であっても
よい。すなわち、天面でなければ、同等の効果を得ることができる。
【００３８】
　また、第１のフィルター部材３２の第１のフィルター３７および第２のフィルター部材
３３の第２のフィルター３９は、ともに平面状としているため、袋状とした場合に比べ、
糸屑等のリント類を取除く作業が大幅に容易となるものである。
【００３９】
　また、第２のフィルター３９の網の目の大きさは、第１のフィルター３７の網の目と同
等もしくはそれ以下の大きさとしているので、糸屑等のリント類を確実に回収することが
できるので、循環経路１６内に糸屑等のリント類が堆積し、送風能力が低下して乾燥性能
が低下することを防止できる。
【００４０】
　また、第１のフィルター部材３２および第２のフィルター部材３３のフィルター収納部
材３１への収納時においては、第２のフィルター部材３３の第２の把手部４０は、第１の
フィルター部材３２の第１の把手部４１の内方に隠蔽されており、外方からは見えない構
成となっているので、表面には第１の把手部４１だけしか現れず、第２の把手部４０を構
成するラインを本体表面からなくすことができるので、外観の美観を向上させることがで
きる。
【００４１】
　また、第１の把手部４１は、前部枠体６と同一面となるよう形成されているので、さら
に外観の美観を向上させることができる。
【００４２】
　また、第１のフィルター部材３２を装着し忘れた場合にも、洗濯運転開始時もしくは乾
燥運転開始時に、その装着忘れについて、使用者が目視で容易に確認することができるの
で、循環経路１６内に糸屑等のリント類が堆積し、送風能力が低下して乾燥性能が低下す
ることを防止することができる。
【００４３】
　また、第１のフィルター部材３２を外さなければ、外側からは確認することができない
第２のフィルター部材３３の装着忘れについては、第２のフィルター部材３３に磁石４３
が取り付けられており、フィルター収納部材３１の外側に設けられた磁力判定手段４４に
より、その存在を認識することができるので、磁力判定手段４４が磁石４３が無いと判定
した場合に、操作表示手段２０により異常報知等を行い、運転を停止し、使用者に知らし
めることができるので、循環経路１６内に糸屑等のリント類が堆積し、送風能力が低下し
て乾燥性能が低下することを防止することができる。
【００４４】
　さらに、第１のフィルター部材３２の後端部には、上方に湾曲する湾曲形状部分４２を
有しており、第１のフィルター部材３２がフィルター収納部材３１に収納されている時、
湾曲形状部分４２の後端面４２ａが、フィルター収納部材３１の後内面３１ｂに当接する
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ように構成されているので、第１のフィルター３７の表面積を広くすることができ、糸屑
等のリント類が第１のフィルター３７の全面を覆うまでの時間を延長させることができる
ので、使用者にとって使いやすいものとなる。また、湾曲形状部分４２の後端面４２ａと
フィルター収納部材３１の後内面３１ｂを当接させることで、そこから糸屑等のリント類
が洩れるのを防止することができる。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　以上のように、本発明にかかるドラム式洗濯乾燥機は、糸屑回収装置の装着忘れを防止
し、また、糸屑回収装置に付着した糸屑等のリント類の除去を容易にし、使い勝手が良く
することができるので、フィルター等のメンテナンスを要する部品を搭載した各種機器に
適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の実施の形態１におけるドラム式洗濯乾燥機の全体斜視図
【図２】同ドラム式洗濯乾燥機の概略断面図
【図３】同ドラム式洗濯乾燥機の糸屑回収装置近傍の要部断面図
【図４】同ドラム式洗濯乾燥機の糸屑回収装置の要部斜視図
【符号の説明】
【００４７】
　１　本体
　２　回転ドラム
　３　水槽
　８　透孔
　１６　循環送風経路
　２２　糸屑回収装置
　２６　除湿部
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