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(57)【要約】
【課題】コンパクトであって例えば冷蔵庫や下駄箱内に
配置してもスペースを大きく低減することがない上に、
消臭性能にも優れた消臭装置を提供する。
【解決手段】この発明の消臭装置１は、構成壁の少なく
とも一部に通気開口部１１ａが設けられた断面形状が扁
平な第１消臭容器２と、第１消臭容器２の内部に配置さ
れた第１消臭体と、構成壁の少なくとも一部に通気開口
部１３ａが設けられた断面形状が扁平な第２消臭容器３
と、第２消臭容器３の内部に配置された第２消臭体とを
備え、第１消臭容器２の一端部と第２消臭容器３の一端
部とが回動可能に連結され、該回動により、第１消臭容
器２と第２消臭容器３とが互いに向き合って重なる折り
畳み状態及び第１消臭容器２と第２消臭容器３とが互い
に略直交する開き状態のいずれの状態にも移行できるも
のとなされている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
  構成壁の少なくとも一部に通気開口部が設けられた断面形状が扁平な第１消臭容器と、
構成壁の少なくとも一部に通気開口部が設けられた断面形状が扁平な第２消臭容器とが互
いに略直交する平面視略Ｌ字状に連結され、前記第１消臭容器の内部及び第２消臭容器の
内部に消臭体が配置されていることを特徴とする消臭装置。
【請求項２】
  構成壁の少なくとも一部に通気開口部が設けられた断面形状が扁平な第１消臭容器と、
  前記第１消臭容器の内部に配置された第１消臭体と、
  構成壁の少なくとも一部に通気開口部が設けられた断面形状が扁平な第２消臭容器と、
  前記第２消臭容器の内部に配置された第２消臭体とを備え、
  前記第１消臭容器の一端部と前記第２消臭容器の一端部とが回動可能に連結され、該回
動により、前記第１消臭容器と前記第２消臭容器とが互いに向き合って重なる折り畳み状
態及び前記第１消臭容器と前記第２消臭容器とが互いに略直交する開き状態のいずれの状
態にも移行できるものとなされていることを特徴とする消臭装置。
【請求項３】
  前記第１消臭容器の裏壁の外面及び前記第２消臭容器の裏壁の外面は、断面形状が一端
側から他端側に向けて中間部で外方に隆起する略円弧面に形成されている請求項１または
２に記載の消臭装置。
【請求項４】
  前記第１消臭容器の表壁の内面又は／及び裏壁の内面に内方に向けて突出するリブが設
けられ、前記第２消臭容器の表壁の内面又は／及び裏壁の内面に内方に向けて突出するリ
ブが設けられている請求項１～３のいずれか１項に記載の消臭装置。
【請求項５】
　前記消臭体として消臭シートが用いられている請求項１～４のいずれか１項に記載の消
臭装置。
【請求項６】
　前記消臭体として略波板状の消臭シートが用いられている請求項１～４のいずれか１項
に記載の消臭装置。
【請求項７】
  前記消臭シートが、消臭剤を付着させた活性炭混抄紙である請求項５または６に記載の
消臭装置。
【請求項８】
  前記第１消臭容器の通気開口部は、該第１消臭容器の表壁に設けられた多数個の通気孔
と、第１消臭容器の裏壁に設けられた多数個の通気孔とを含み、
  前記第２消臭容器の通気開口部は、該第２消臭容器の表壁に設けられた多数個の通気孔
と、第２消臭容器の裏壁に設けられた多数個の通気孔とを含む請求項１～７のいずれか１
項に記載の消臭装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば、冷蔵庫、下駄箱、トイレ等の内部空気の消臭、或いは室内の空気
の消臭等に用いられる消臭装置に関する。
【０００２】
　なお、この明細書及び特許請求の範囲において、消臭容器の断面形状が扁平な矩形状で
ある場合、対向間隔の短いほうの一対の構成壁の一方を「表壁」、他方を「裏壁」と呼称
するものとする。また、消臭容器の断面形状が扁平な略矩形状またはこれに近似した形状
である場合でも同様である。
【背景技術】
【０００３】
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  冷蔵庫や下駄箱内に配置されて消臭を行う消臭装置としては、直方体、立方体、半円球
等の三次元立体的形状の通気性容器内に活性炭等の消臭剤を収容してなるものが公知であ
る（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１６９９３１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、上記従来の消臭装置では、消臭剤を収容した容器の形状は、直方体、立
方体、半円球等の三次元立体的形状であることから、例えば冷蔵庫内に配置したときに食
品等を置くスペースが大きく縮減される、或いは下駄箱内に配置したときに靴を収納する
スペースが大きく縮減されるという問題があった。
【０００６】
　この発明は、かかる技術的背景に鑑みてなされたものであって、コンパクトであって例
えば冷蔵庫や下駄箱内に配置してもスペースを大きく低減することがない上に、消臭性能
にも優れた消臭装置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】
  前記目的を達成するために、本発明は以下の手段を提供する。
【０００８】
　［１］構成壁の少なくとも一部に通気開口部が設けられた断面形状が扁平な第１消臭容
器と、構成壁の少なくとも一部に通気開口部が設けられた断面形状が扁平な第２消臭容器
とが互いに略直交する平面視略Ｌ字状に連結され、前記第１消臭容器の内部及び第２消臭
容器の内部に消臭体が配置されていることを特徴とする消臭装置。
【０００９】
　［２］構成壁の少なくとも一部に通気開口部が設けられた断面形状が扁平な第１消臭容
器と、
  前記第１消臭容器の内部に配置された第１消臭体と、
  構成壁の少なくとも一部に通気開口部が設けられた断面形状が扁平な第２消臭容器と、
  前記第２消臭容器の内部に配置された第２消臭体とを備え、
  前記第１消臭容器の一端部と前記第２消臭容器の一端部とが回動可能に連結され、該回
動により、前記第１消臭容器と前記第２消臭容器とが互いに向き合って重なる折り畳み状
態及び前記第１消臭容器と前記第２消臭容器とが互いに略直交する開き状態のいずれの状
態にも移行できるものとなされていることを特徴とする消臭装置。
【００１０】
　［３］前記第１消臭容器の裏壁の外面及び前記第２消臭容器の裏壁の外面は、断面形状
が一端側から他端側に向けて中間部で外方に隆起する略円弧面に形成されている前項１ま
たは２に記載の消臭装置。
【００１１】
　［４］前記第１消臭容器の表壁の内面又は／及び裏壁の内面に内方に向けて突出するリ
ブが設けられ、前記第２消臭容器の表壁の内面又は／及び裏壁の内面に内方に向けて突出
するリブが設けられている前項１～３のいずれか１項に記載の消臭装置。
【００１２】
　［５］前記消臭体として消臭シートが用いられている前項１～４のいずれか１項に記載
の消臭装置。
【００１３】
　［６］前記消臭体として略波板状の消臭シートが用いられている前項１～４のいずれか
１項に記載の消臭装置。
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【００１４】
　［７］前記消臭シートが、消臭剤を付着させた活性炭混抄紙である前項５または６に記
載の消臭装置。
【００１５】
　［８］前記第１消臭容器の通気開口部は、該第１消臭容器の表壁に設けられた多数個の
通気孔と、第１消臭容器の裏壁に設けられた多数個の通気孔とを含み、
  前記第２消臭容器の通気開口部は、該第２消臭容器の表壁に設けられた多数個の通気孔
と、第２消臭容器の裏壁に設けられた多数個の通気孔とを含む前項１～７のいずれか１項
に記載の消臭装置。
【発明の効果】
【００１６】
　［１］の発明では、断面形状が扁平な第１消臭容器と断面形状が扁平な第２消臭容器と
が互いに略直交する平面視略Ｌ字状の状態で連結されているから、コンパクトであって例
えば冷蔵庫や下駄箱内に配置しても収納スペースを大きく低減することがない。例えば、
この消臭装置を冷蔵庫、下駄箱内の奥側のコーナー部に立て掛けるように配置すれば（図
１０参照）、冷蔵庫内に配置したときには食品等を置くスペースを大きく低減することが
なく十分な収納スペースを確保できるし、下駄箱内に配置したときにも靴を収納するスペ
ースを大きく低減することがなく十分な収納スペースを確保できる。また、第１消臭容器
及び第２消臭容器のいずれにもその構成壁の少なくとも一部に通気開口部が設けられてい
るから、消臭対象の空気が消臭容器内の消臭体と接触することができ、十分な消臭性能を
確保できる。
【００１７】
　なお、［１］の発明において、第１消臭容器の内部空間と第２消臭容器の内部空間は連
通状態に構成されていても良いし、それぞれが独立空間をなす非連通状態に構成されてい
ても良い。即ち、［１］の発明は、これらいずれの構成も包含する。
【００１８】
　また、［１］の発明において消臭体として消臭シートを用いる場合において、１枚の消
臭シートが前記第１消臭容器の内部と第２消臭容器の内部に跨って略Ｌ字状に配置された
構成であっても良いし、前記第１消臭容器の内部に第１消臭シートが配置される一方、前
記第２消臭容器の内部に第２消臭シートが配置された構成であっても良い。即ち、［１］
の発明は、これらいずれの構成も包含する。
【００１９】
　［２］の発明では、第１消臭容器及び第２消臭容器のいずれにもその構成壁の少なくと
も一部に通気開口部が設けられているから、消臭対象の空気が消臭容器内の消臭体と接触
することができ、十分な消臭性能を確保できる。また、第１消臭容器の一端部と第２消臭
容器の一端部とが回動可能に連結され、該回動により、第１消臭容器と第２消臭容器とが
互いに向き合って重ねられる折り畳み状態及び第１消臭容器と第２消臭容器とが互いに略
直交する状態になる開き状態のいずれの状態にも移行できるものとなされているから、例
えば販売商品としてこの消臭装置を折り畳み状態で包装することが可能である一方、使用
時においては前記開き状態にして例えば冷蔵庫や下駄箱内に配置することができる。しか
して、第１消臭容器及び第２消臭容器のいずれも断面形状が扁平な形状であるから、この
消臭装置を前記開き状態にして例えば冷蔵庫、下駄箱内の奥側のコーナー部に立て掛ける
ように配置すれば（図１０参照）、冷蔵庫内に配置したときには食品等を置くスペースを
大きく低減することがなく十分な収納スペースを確保できるし、下駄箱内に配置したとき
にも靴を収納するスペースを大きく低減することがなく十分な収納スペースを確保できる
。即ち、コンパクトであって例えば冷蔵庫や下駄箱内に配置しても収納スペースを大きく
低減することがない。
【００２０】
　［３］の発明では、第１消臭容器及び第２消臭容器の裏壁の外面は、いずれも断面形状
が一端側から他端側に向けて中間部で外方に隆起する略円弧面に形成されているから、こ
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の消臭装置を例えば冷蔵庫、下駄箱内の奥側のコーナー部に立て掛けるように配置すれば
、消臭容器の裏壁と、冷蔵庫や下駄箱の内壁面との間に空気が流れる隙間を確保すること
ができて、該裏壁に設けられた通気開口部から空気が消臭容器内に十分に入ることができ
るので、消臭効率をより向上させることができる。また、略円弧面に形成されていること
で、消臭容器の裏壁と冷蔵庫や下駄箱の内壁面との間の隙間における空気の流れがよりス
ムーズになるので、消臭効率をさらに向上させることができる。
【００２１】
　［４］の発明では、第１消臭容器の表壁の内面又は／及び裏壁の内面に内方に向けて突
出するリブが設けられ、第２消臭容器の表壁の内面又は／及び裏壁の内面に内方に向けて
突出するリブが設けられているから、消臭体（消臭シート等）と消臭容器の内面との間に
隙間を十分に確保することができて、消臭効率をさらに向上させることができる。
【００２２】
　［５］の発明では、消臭体として消臭シートが用いられているから、消臭剤粒子を用い
る場合と比べて、消臭容器への組み込み（充填）が簡便であり、消臭容器の通気開口部か
らの消臭体の脱落がないという利点がある。
【００２３】
　［６］の発明では、消臭体として略波板状の消臭シートが用いられているから、消臭体
の表面積を増大させることができ、消臭効率をより一層向上させることができる。
【００２４】
　［７］の発明では、消臭シートとして、消臭剤を付着させた活性炭混抄紙が用いられて
おり、消臭シートのシート部材として混抄紙が用いられているので空気との接触表面積を
大幅に増大させることができ、これにより消臭効率をさらに向上させることができる。ま
た、活性炭の存在により消臭効果において速効性を十分に発揮させることができる。
【００２５】
　［８］の発明では、第１消臭容器と第２消臭容器のいずれにおいてもその表裏の両壁に
多数個の通気孔が設けられているから、消臭容器内への空気の移動量（導入量）を増大さ
せることができ、消臭効率をさらに向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】この発明の一実施形態に係る消臭装置の折り畳み状態を示す斜視図である。
【図２】図１の消臭装置の開き状態を示す斜視図である。
【図３】（イ）は図１におけるＸ－Ｘ線の断面図（消臭容器の長さ方向に沿って切断した
断面図）、（ロ）は図２におけるＹ－Ｙ線の断面図（消臭容器の長さ方向に沿って切断し
た断面図）である。
【図４】図１の消臭装置を構成部材に分離した状態で示す斜視図である。
【図５】第１表側半体を示す内方側からの斜視図である。
【図６】第２表側半体を示す内方側からの斜視図である。
【図７】この発明の他の実施形態に係る消臭装置の開き状態を示す斜視図である。
【図８】この発明のさらに他の実施形態に係る消臭装置を構成部材に分離した状態で示す
斜視図である。
【図９】この発明のさらに他の実施形態に係る消臭装置を示す斜視図である。
【図１０】この発明に係る消臭装置の使用状態の一例を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
  この発明に係る消臭装置１の一実施形態を図１～４に示す。この発明の消臭装置１は、
断面形状が扁平な略矩形状の第１消臭容器２と、該第１消臭容器２の内部空間に配置され
た第１消臭体（第１消臭シート）４と、断面形状が扁平な略矩形状の第２消臭容器３と、
該第２消臭容器３の内部空間に配置された第２消臭体（第２消臭シート）５とを備えてな
る。
【００２８】
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　前記第１消臭容器２は、扁平な略直方体形状であり、合成樹脂製の第１表側半体６と合
成樹脂製の第１裏側半体７とが嵌合一体化されてなる（図２～４参照）。前記第１表側半
体６は、図４、５に示すように、平面視略矩形状の第１表壁１１の四側辺からそれぞれ側
壁が連接されて該第１表壁１１の対向面側が開口された構成の合成樹脂成形体からなる。
前記第１表壁１１に多数個の通気孔１１ａが形成されている。前記第１表壁１１の内面に
おける長さ方向の一端縁部に、互いに幅方向に離間した一対の嵌合突起６ａ、６ａが内方
に（開口側に）向けて突設されている（図５参照）。また、前記第１表側半体６における
長さ方向の他端側の側壁の外面に、互いに幅方向に離間した一対の嵌合突起６ｂ、６ｂが
突設されている（図５参照）。一方、前記第１裏側半体７は、図４に示すように、平面視
略矩形状の第１裏壁１２の四側辺からそれぞれ側壁が連接されて該第１裏壁１２の対向面
側が開口された構成の合成樹脂成形体からなる。前記第１裏壁１２に多数個の通気孔１２
ａが形成されている。前記第１裏壁１２の内面における長さ方向の一端縁部に、互いに幅
方向に離間した一対の嵌合孔７ａ、７ａが設けられている。また、前記第１裏側半体７に
おける長さ方向の他端側の側壁の内面に、互いに幅方向に離間した一対の嵌合孔７ｂ、７
ｂが形成されている。しかして、前記第１表側半体６と前記第１裏側半体７とが互いの開
口を突き合わせて嵌合一体化されて前記第１消臭容器２が構成されている。即ち、前記第
１裏側半体７の嵌合孔７ａ、７ａに前記第１表側半体６の嵌合突起６ａ、６ａが嵌合され
ると共に、前記第１裏側半体７の嵌合孔７ｂ、７ｂに前記第１表側半体６の嵌合突起６ｂ
、６ｂが嵌合されることによって、第１表側半体６と第１裏側半体７とが抜け止め状態に
嵌合一体化されている（図２、４、５参照）。
【００２９】
　前記第２消臭容器３は、扁平な略直方体形状であり、合成樹脂製の第２表側半体８と合
成樹脂製の第２裏側半体９とが嵌合一体化されてなる（図２～４参照）。前記第２表側半
体８は、図４、６に示すように、平面視略矩形状の第２表壁１３の四側辺からそれぞれ側
壁が連接されて該第２表壁１３の対向面側が開口された構成の合成樹脂成形体からなる。
前記第２表壁１３に多数個の通気孔１３ａが形成されている。前記第２表壁１３の内面に
おける長さ方向の一端縁部に、互いに幅方向に離間した一対の嵌合突起８ａ、８ａが内方
に（開口側に）向けて突設されている（図６参照）。また、前記第２表側半体８における
長さ方向の他端側の側壁の外面に、互いに幅方向に離間した一対の嵌合突起８ｂ、８ｂが
突設されると共に、該他端側の側壁に受容凹陥部４９が形成されている（図６参照）。一
方、前記第２裏側半体９は、図４に示すように、平面視略矩形状の第２裏壁１４の四側辺
からそれぞれ側壁が連接されて該第２裏壁１４の対向面側が開口された構成の合成樹脂成
形体からなる。前記第２裏壁１４に多数個の通気孔１４ａが形成されている。前記第２裏
壁１４の内面における長さ方向の一端側の縁部に、互いに幅方向に離間した一対の嵌合孔
９ａ、９ａが設けられている。また、前記第２裏側半体９における長さ方向の他端側の側
壁の内面に、互いに幅方向に離間した一対の嵌合孔９ｂ、９ｂが形成されている。しかし
て、前記第２表側半体８と前記第２裏側半体９とが互いの開口を突き合わせて嵌合一体化
されて前記第２消臭容器３が構成されている。即ち、前記第２裏側半体９の嵌合孔９ａ、
９ａに前記第２表側半体８の嵌合突起８ａ、８ａが嵌合されると共に、前記第２裏側半体
９の嵌合孔９ｂ、９ｂに前記第２表側半体８の嵌合突起８ｂ、８ｂが嵌合されることによ
って、第２表側半体８と第２裏側半体９とが抜け止め状態に嵌合一体化されている（図２
、４、６参照）。
【００３０】
　前記第１消臭容器２の第１裏壁１２の外面は、その断面形状が、容器２の幅方向の一端
側から他端側に向けて中間部で外方に隆起する略円弧面に形成されている（図４、１０参
照）。また、前記第２消臭容器３の第２裏壁１４の外面は、その断面形状が、容器２の幅
方向の一端側から他端側に向けて中間部で外方に隆起する略円弧面に形成されている（図
４、１０参照）。
【００３１】
　前記第１消臭シート４は、図３、４に示すように、略波板状の消臭シート４ａの片面に
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平板状の消臭シート４ｂが積層一体化されたものからなる。前記第１消臭容器２の内部空
間内において、略波板状の消臭シート４ａが第１表壁１１側に配置され、平板状の消臭シ
ート４ｂが第１裏壁１２側に配置されている（図３、４参照）。
【００３２】
　前記第２消臭シート５は、図３、４に示すように、略波板状の消臭シート５ａの片面に
平板状の消臭シート５ｂが積層一体化されたものからなる。前記第２消臭容器３の内部空
間内において、略波板状の消臭シート５ａが第２表壁１３側に配置され、平板状の消臭シ
ート５ｂが第２裏壁１４側に配置されている（図３、４参照）。
【００３３】
　本実施形態では、前記消臭シート４ａ、４ｂ、５ａ、５ｂとして、活性炭混抄紙に消臭
剤を付着せしめてなるシートが用いられている。
【００３４】
　前記第１裏側半体７の長さ方向の一端側の側壁３１の中間部から略矩形状の突出壁３２
が延設され、該突出壁３２の長さ方向（第１裏側半体７の幅方向）の両端縁から略垂直状
に内方に向けて内方突出板３３、３４が突設されている（図４参照）。前記一方の内方突
出板３３の中央部に連結用孔２１が形成され、前記他方の内方突出板３４の中央部に連結
用孔２２が形成されている（図４参照）。
【００３５】
　前記第２裏側半体９の長さ方向の一端側の側壁３５の中間部に受容凹陥部３９が形成さ
れている（図４参照）。即ち、前記側壁３５は、その長さ方向（第２裏側半体９の幅方向
）の中間部領域が切り欠かれており、該切り欠きの両端縁から前記側壁３５に対して略垂
直状に内方に向けて内方突出壁３６、３７が延ばされ、これら内方突出壁３６、３７の内
方側の先端縁同士が内方凹陥側壁部３８で連結されることによって、前記受容凹陥部３９
が形成されている（図４参照）。前記受容凹陥部３９は、前記第１裏側半体７の略矩形状
の突出壁３２を受容し得る大きさ、形状に構成されている（図３参照）。前記一方の内方
突出壁３６の中央部から第２裏側半体９の幅方向の内方に向けて連結用突起２３が突設さ
れ、前記他方の内方突出壁３７の中央部から第２裏側半体９の幅方向の内方に向けて連結
用突起２４が突設されている（図４参照）。
【００３６】
　前記第１消臭容器２の連結用孔２１、２２と前記第２消臭容器３の連結用突起２３、２
４によって両容器２、３の連結部２０が構成されている。即ち、前記第１消臭容器２の内
方突出板３３、３４の連結用孔２１、２２に、前記第２消臭容器３の内方突出壁３６、３
７の連結用突起２３、２４が挿嵌されることによって、前記第１消臭容器２の一端部と前
記第２消臭容器３の一端部とが回動可能に連結されている。即ち、前記第１消臭容器２と
前記第２消臭容器３とが前記連結部２０を介して開閉自在に連結されている（図１～３参
照）。
【００３７】
  しかして、前記消臭装置１は、前記連結部２０を備えているから、第１消臭容器２と第
２消臭容器３とが互いに向き合って重ねられる折り畳み状態（図１、３（イ）参照）にす
ることができると共に、第１消臭容器２と第２消臭容器３とを互いに開いていくと、図３
（ロ）に示すように、第１消臭容器２の第１裏側半体７の突出壁３２の先端縁が第２消臭
容器３の第２裏側半体９の内方凹陥側壁部３８に当接することによってこれ以上の開き動
作が規制されて（制止されて）、第１消臭容器２と第２消臭容器３とが互いに略直交する
開き状態（図２、３（ロ）参照）にすることができる。
【００３８】
  このように、前記消臭装置１は、折り畳み状態及び略直交する開き状態のいずれの状態
にも移行できるので、例えばこの消臭装置１を前記折り畳み状態で包装して販売すること
が可能である一方、使用時においては前記開き状態にして例えば冷蔵庫や下駄箱内に配置
することができる。例えば、消臭装置１を前記開き状態にして冷蔵庫、下駄箱等の内部の
奥側のコーナー部に立て掛けるように配置すれば（図１０参照）、即ち第１消臭容器２の
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第１裏壁１２及び第２消臭容器３の第２裏壁１４を冷蔵庫、下駄箱等の内壁面に対向させ
て又は当接させて奥側のコーナー部に立て掛けるように配置すれば、冷蔵庫内に配置した
ときには食品等を置くスペースを大きく低減することがなく十分な収納スペースを確保で
きるし、下駄箱内に配置したときにも靴を収納するスペースを大きく低減することがなく
十分な収納スペースを確保できる。勿論、これら冷蔵庫、下駄箱等の（奥側ではない）他
のコーナー部に同様に設置しても良く、この場合にも同様の効果を得ることができる。
【００３９】
  上記実施形態では、消臭容器２、３に設けられた多数個の通気孔１１ａ、１２ａ、１３
ａ、１４ａは、壁１１、１２、１３、１４に対して略碁盤目状に整列して配置されていた
が、特にこのような配置態様に限定されるものではなく、例えば図７に示すようなデザイ
ン性に優れた配置態様を採用しても良い。
【００４０】
　また、図８に示すように、前記第１裏側半体７の第１裏壁１２の内面に内方に向けて突
出するリブ７ｃを設けても良い。同様に、前記第２裏側半体９の第２裏壁１４の内面に内
方に向けて突出するリブ９ｃを設けても良い（図８参照）。このようなリブを設けた場合
には、消臭シート４、５と消臭容器２、３の内面との間に隙間を十分に確保できるので、
さらに優れた消臭効果を得ることができる。
【００４１】
　また、上記実施形態では、前記第１消臭容器２の一端部と前記第２消臭容器３の一端部
とが回動自在に連結されていたが、特にこのような開閉自在なものに限定されるものでは
なく、例えば図９に示すように第１消臭容器２と第２消臭容器３とが互いに略直交する平
面視略Ｌ字状に連結されていて開閉できない（略Ｌ字状に固定された）構成であっても良
い。
【００４２】
　また、開閉自在を可能にする構成を採用する場合において、その連結機構は、前記連結
部２０の構成（連結用孔２１、２２及び連結用突起２３、２４）に特に限定されるもので
はない。
【００４３】
　また、上記実施形態では、前記第１消臭容器２及び前記第２消臭容器３の幅方向に沿っ
て切断した断面形状は、いずれも扁平な略矩形状であるが、この扁平な略矩形状（矩形状
を含む）は、該略矩形状の短辺の長さが長辺の長さの３分の１以下であるのが好ましく、
特に好ましいのは４分の１以下である。
【００４４】
　この発明において、前記第１消臭シート４及び前記第２消臭シート５としては、特に限
定されるものではないが、例えば、消臭剤を付着させた繊維質シートを例示できる。
【００４５】
　前記繊維質シートとしては、特に限定されるものではないが、例えば、紙、不織布シー
ト、織布シート、編布シート等が挙げられる。中でも、前記繊維質シートとしては活性炭
混抄紙を用いるのが好ましく、この場合には活性炭の存在により速効性に優れた消臭効果
を得ることができる。
【００４６】
　前記消臭剤としては、特に限定されるものではないが、例えば、
Ａ）金属フタロシアニン錯体
Ｂ）銅や亜鉛の無機塩（例えば硫酸銅、塩化亜鉛等）
Ｃ）一級アミン基を有する有機化合物（セバシン酸ジヒドラジド等）
Ｄ）ポリカルボン酸（ポリアクリル酸等）
Ｅ）リン酸、クエン酸、リン酸塩、クエン酸塩
Ｆ）炭酸カリウム
Ｇ）炭酸水素ナトリウム
Ｈ）炭酸カルシウム
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Ｊ）アスコルビン酸鉄（II）
等が挙げられる。
【００４７】
　中でも、前記消臭剤としては、冷蔵庫用途にはＡ、Ｇ及びＩの物質を組み合わせて使用
するのが好ましく、下駄箱用途にはＡ、Ｃ、Ｄ及びＨの物質を組み合わせて使用するのが
好ましく、トイレ用途にはＡ、Ｂ及びＤの物質を組み合わせて使用するのが好ましい。
【００４８】
　前記第１消臭シート４における消臭剤の担持量は０．５～５ｇ／ｍ2に設定されるのが
好ましい。また、前記第２消臭シート５における消臭剤の担持量は０．５～５ｇ／ｍ2に
設定されるのが好ましい。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
　この発明の消臭装置は、冷蔵庫、下駄箱、トイレ等の内部空気の消臭、或いは室内の空
気の消臭等に好適に用いられるが、特にこのような用途に限定されるものではない。
【符号の説明】
【００５０】
１…消臭装置
２…第１消臭容器
３…第２消臭容器
４…第１消臭シート
　４ａ…略波板状の消臭シート
５…第２消臭シート
　５ａ…略波板状の消臭シート
７ｃ…リブ
９ｃ…リブ
１１…第１表壁
　１１ａ…通気孔
１２…第１裏壁
　１２ａ…通気孔
１３…第２表壁
　１３ａ…通気孔
１４…第２裏壁
　１４ａ…通気孔
２０…連結部
２１、２２…連結用孔
２３、２４…連結用突起
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