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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フィルター清掃装置は、
　塵埃を捕集するフィルター体と、
　前記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、前記フィルター体に当接し、該フィルタ
ー体に付着した塵埃を除去する清掃体と、
　開口を有し、該開口を介して前記通風路と連通する塵埃収容部と、乾燥運転終了後に前
記清掃体が除去した前記通風路の下流側から上流側に移動する塵埃を前記塵埃収容部へと
導く塵埃誘導壁と、を有し、
　前記塵埃誘導壁は前記フィルター清掃装置内壁から通風の下流側に向かって延出すると
ともに、前記清掃体が動作停止時において、前記清掃体の先端部に作用している慣性力の
延長線を清掃体側に越えるよう形成した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、
　塵埃を捕集する略円弧状のフィルター体と、
　前記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、前記フィルター体に当接し、該フィルタ
ー体に付着した塵埃を回動又は回転して除去する清掃体と、
　開口を有し、該開口を介して前記通風路と連通する塵埃収容部と、乾燥運転終了後に前
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記清掃体が除去した前記通風路の下流側から上流側に移動する塵埃を前記塵埃収容部へと
導く塵埃誘導壁と、を有し、
　前記塵埃誘導壁は前記フィルター清掃装置内壁から通風の下流側に向かって延出すると
ともに、前記清掃体が動作停止時において、前記清掃体の先端部を通過する接線を清掃体
側に越えるよう形成した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、
　塵埃を捕集するフィルター体と、
　前記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、前記フィルター体に当接し、該フィルタ
ー体に付着した塵埃を除去する清掃体と、
　開口を有し、該開口を介して前記通風路と連通する塵埃収容部と、乾燥運転終了後に前
記清掃体が除去した前記通風路の下流側から上流側に移動する塵埃を前記塵埃収容部へと
導く塵埃誘導壁と、を有し、
　前記塵埃誘導壁は前記フィルター清掃装置内壁から通風の下流側に向かって延出すると
ともに、前記清掃体が動作停止時において、前記清掃体の先端部を通過する水平線を清掃
体側に越えるよう形成したことを特徴とするフィルター清掃装置。
【請求項４】
　フィルター清掃装置は、
　塵埃を捕集する略円弧状のフィルター体と、
　前記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、前記フィルター体に当接し、該フィルタ
ー体に付着した塵埃を回動又は回転して除去する清掃体と、
　開口を有し、該開口を介して前記通風路と連通する塵埃収容部と、乾燥運転終了後に前
記清掃体が除去した前記通風路の下流側から上流側に移動する塵埃を前記塵埃収容部へと
導く塵埃誘導壁と、を有し、
　前記塵埃誘導壁は前記フィルター清掃装置内壁から通風の下流側に向かって延出すると
ともに、
　前記清掃体が摺接する略円弧状の前記フィルター体又は前記フィルター清掃装置内壁に
は前記清掃体との摺接端部を有し、前記塵埃誘導壁は、前記摺接端部を通過する接線を清
掃体側に越えるよう形成され、前記摺接端部は、前記清掃体の回動中心又は回転中心を通
過する鉛直線より通風下流側に形成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５】
　フィルター清掃装置は、
　塵埃を捕集するフィルター体と、
　前記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、前記フィルター体に当接し、該フィルタ
ー体に付着した塵埃を除去する清掃体と、
　開口を有し、該開口を介して前記通風路と連通する塵埃収容部と、乾燥運転終了後に前
記清掃体が除去した前記通風路の下流側から上流側に移動する塵埃を前記塵埃収容部へと
導く塵埃誘導壁と、を有し、
　前記塵埃誘導壁は前記フィルター清掃装置内壁から通風の下流側に向かって延出すると
ともに、
　前記フィルター体の清掃時に、前記清掃体の清掃の延長動作により、前記清掃体は前記
塵埃誘導壁に当接することを特徴とするフィルター清掃装置。
【請求項６】
　塵埃誘導壁は、通風の風圧によって前記塵埃収容部の前記開口側に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】
　塵埃誘導壁は、弾性体にて形成されていることを特徴とする請求項１～６のいずれか１
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項に記載のフィルター清掃装置。
【請求項８】
　フィルター体は、略円弧状となる曲面を備え、清掃体は、前記フィルター体の前記曲面
に摺接しつつ回動又は回転することを特徴とする請求項１、３、５、６、７のいずれか１
項に記載のフィルター清掃装置。
【請求項９】
　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１～８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】
【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）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－６５９０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　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、円弧状のフィルターに
摺接するブラシを回転シャフトに固定し、該回転シャフトを回転させてフィルターに付着
した塵埃の除去を行っているため、フィルターの上流に位置する乾燥空気が導入される通
風路側の導入口に、除去した塵埃の一部が流出することとなり、フィルター清掃装置の清
掃効率を低下させる要因となっていた。
【０００５】
　本発明は、前記従来の課題を解決するものであり、一旦フィルターから除去された塵埃
がフィルターの上流に位置する通風路側に流出することを防ぎ、清掃効率を高めて、塵埃
除去性能を向上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】
【０００６】
　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
集するフィルター体と、前記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、前記フィルター体に当接し、該フィルター体に付着した
塵埃を除去する清掃体と、開口を有し、該開口を介して前記通風路と連通する塵埃収容部
と、乾燥運転終了後に前記清掃体が除去した前記通風路の下流側から上流側に移動する塵
埃を前記塵埃収容部へと導く塵埃誘導壁と、を有し、前記塵埃誘導壁は前記フィルター清
掃装置内壁から通風の下流側に向かって延出するとともに、前記清掃体が動作停止時にお
いて、前記清掃体の先端部に作用している慣性力の延長線を清掃体側に越えるよう形成し
たことを特徴としている。したがって、清掃体によってフィルター体に付着している塵埃
を除去することができると共に、塵埃が、塵埃誘導壁によって、フィルター体の上流側の
通風路へ流出するのを防ぎ、確実に塵埃収容部へと収容することができる。
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【０００７】
　請求項２のフィルター清掃装置の発明は、塵埃を捕集する略円弧状のフィルター体と、
前記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、前記フィルター体に当接し、該フィルター体に付着した塵埃を回動又は回転して
除去する清掃体と、開口を有し、該開口を介して前記通風路と連通する塵埃収容部と、乾
燥運転終了後に前記清掃体が除去した前記通風路の下流側から上流側に移動する塵埃を前
記塵埃収容部へと導く塵埃誘導壁と、を有し、前記塵埃誘導壁は前記フィルター清掃装置
内壁から通風の下流側に向かって延出するとともに、前記清掃体が動作停止時において、
前記清掃体の先端部を通過する接線を清掃体側に越えるよう形成したことを特徴としてい
る。したがって、フィルター体が略円弧状であって、清掃体が回動又は回転してフィルタ
ー体に付着した塵埃を除去する構成の場合において、塵埃が、塵埃誘導壁によって、フィ
ルター体の上流側の通風路へ流出するのを防ぎ、確実に塵埃収容部へと収容することがで
きる。
【０００８】
　請求項３のフィルター清掃装置の発明は、塵埃を捕集するフィルター体と、前記フィル
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
記フィルター体に当接し、該フィルター体に付着した塵埃を除去する清掃体と、開口を有
し、該開口を介して前記通風路と連通する塵埃収容部と、乾燥運転終了後に前記清掃体が
除去した前記通風路の下流側から上流側に移動する塵埃を前記塵埃収容部へと導く塵埃誘
導壁と、を有し、前記塵埃誘導壁は前記フィルター清掃装置内壁から通風の下流側に向か
って延出するとともに、前記清掃体が動作停止時において、前記清掃体の先端部を通過す
る水平線を清掃体側に越えるよう形成したことを特徴としている。したがって、清掃体に
よってフィルター体に付着している塵埃を除去することができると共に、塵埃が、塵埃誘
導壁によって、フィルター体の上流側の通風路へ流出するのを防ぎ、確実に塵埃収容部へ
と収容することができる。
【０００９】
　請求項４のフィルター清掃装置の発明は、塵埃を捕集する略円弧状のフィルター体と、
前記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、前記フィルター体に当接し、該フィルター体に付着した塵埃を回動又は回転して
除去する清掃体と、開口を有し、該開口を介して前記通風路と連通する塵埃収容部と、乾
燥運転終了後に前記清掃体が除去した前記通風路の下流側から上流側に移動する塵埃を前
記塵埃収容部へと導く塵埃誘導壁と、を有し、前記塵埃誘導壁は前記フィルター清掃装置
内壁から通風の下流側に向かって延出するとともに、前記清掃体が摺接する略円弧状の前
記フィルター体又は前記フィルター清掃装置内壁には前記清掃体との摺接端部を有し、前
記塵埃誘導壁は、前記摺接端部を通過する接線を清掃体側に越えるよう形成され、前記摺
接端部は、前記清掃体の回動中心又は回転中心を通過する鉛直線より通風下流側に形成さ
れていることを特徴としている。したがって、フィルター体が略円弧状であって、清掃体
が回動又は回転してフィルター体に付着した塵埃を除去する構成の場合において、塵埃が
、塵埃誘導壁によって、フィルター体の上流側の通風路へ流出するのを防ぎ、確実に塵埃
収容部へと収容することができる。
【００１０】
　請求項５のフィルター清掃装置の発明は、塵埃を捕集するフィルター体と、前記フィル
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
記フィルター体に当接し、該フィルター体に付着した塵埃を除去する清掃体と、開口を有
し、該開口を介して前記通風路と連通する塵埃収容部と、乾燥運転終了後に前記清掃体が
除去した前記通風路の下流側から上流側に移動する塵埃を前記塵埃収容部へと導く塵埃誘
導壁と、を有し、前記塵埃誘導壁は前記フィルター清掃装置内壁から通風の下流側に向か
って延出するとともに、前記フィルター体の清掃時に、前記清掃体の清掃の延長動作によ
り、前記清掃体は前記塵埃誘導壁に当接することを特徴としている。したがって、清掃体
によってフィルター体に付着している塵埃を除去することができると共に、塵埃が、塵埃
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誘導壁によって、フィルター体の上流側の通風路へ流出するのを防ぎ、確実に塵埃収容部
へと収容することができる。また、清掃体が塵埃誘導壁に当接することによって、清掃体
に付着している塵埃を塵埃収容部へこそぎ落とすことができる。
【００１１】
　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、塵埃誘導壁は、通風の風圧によって前記塵埃収容部の前記開口側に可動する
ことを特徴としている。したがって、乾燥運転時に通風路を確保することができるととも
に、塵埃収容部内の塵埃が舞い散るのを防ぐことができる。
【００１２】
　請求項７のフィルター清掃装置の発明は、請求項１～６のいずれかのフィルター清掃装
置において、塵埃誘導壁は、弾性体にて形成されていることを特徴としている。したがっ
て、通風の風圧によって塵埃誘導壁を塵埃収容部の開口側に可動し易くすることができ、
通風路を確保することができるとともに、塵埃収容部内の塵埃が舞い散るのを防ぐことが
できる。
【００１３】
　請求項８のフィルター清掃装置の発明は、請求項１、３、５～７のいずれかのフィルタ
ー清掃装置において、フィルター体は、略円弧状となる曲面を備え、清掃体は、前記フィ
ルター体の前記曲面に摺接しつつ回動又は回転することを特徴としている。したがって、
清掃体の回動又は回転動作により塵埃を除去できるため、機構が複雑にならず、清掃動作
を省スペースで行うことができる。また、塵埃が、塵埃誘導壁によって、フィルター体の
上流側の通風路へ流出するのを防ぎ、確実に塵埃収容部へと収容することができる。
【００１４】
　請求項９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～
８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、塵埃が
、塵埃誘導壁によって、フィルター体の上流側の通風路へ流出するのを防ぎ、確実に塵埃
収容部へと収容することで、清掃効率を高めて、塵埃除去性能を向上させることができる
とともに、衣類の乾燥時間及び乾燥効率を向上させる衣類乾燥機を提供することができる
。
【発明の効果】
【００１５】
　請求項１～５、８のフィルター清掃装置の発明は、清掃体によってフィルター体に付着
している塵埃を除去することができると共に、塵埃が、塵埃誘導壁によって、フィルター
体の上流側の通風路へ流出するのを防ぎ、確実に塵埃収容部へと収容することができ、清
掃効率を高めて、塵埃除去性能を向上させることができる。また、請求項６及び７のフィ
ルター清掃装置の発明は、通風路を確保することができるとともに、塵埃収容部内の塵埃
が舞い散るのを防ぐことができる。
【００１６】
　また、請求項９の衣類乾燥機の発明は、上記フィルター清掃装置を備えることで、衣類
の乾燥時間及び乾燥効率を向上させることができる。塵埃が、塵埃誘導壁によって、フィ
ルター体の上流側の通風路へ流出するのを防ぎ、確実に塵埃収容部へと収容することで、
清掃効率を高めて、塵埃除去性能を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【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
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【図６】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７】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８】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９】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１０】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
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　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。
【００１９】
　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。
【００２０】
　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。
【００２１】
　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、塵埃を捕集するフィルター体１、１ａと、この
フィルター体１、１ａ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、フィルター体１に当接し、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部５と、清掃
体３が除去した塵埃を塵埃収容部５へと導く塵埃誘導壁７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。
【００２２】
　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部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
。
【００２３】
　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る。図５に
示す第１実施形態のフィルター清掃装置１０は、乾燥運転終了時にフィルター体１の清掃
を行うものであり、具体的には、塵埃を捕集するフィルター体１、１ａと、このフィルタ
ー体１、１ａ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、フィルター体１に当接し、フィルター体１に付着した塵埃６を回動して除去する
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部５と、清
掃体３が除去した塵埃６を塵埃収容部５へと導く塵埃誘導壁７とを有している。そして、
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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。尚、図５における清掃体３について、点線で表示しているものは、乾燥運転時の待
機位置又は乾燥運転終了後の清掃動作の最中を表している。実線で表示しているものは、
清掃動作終了時の停止位置を表している。
【００２４】
　ここで、フィルター体１は、略円弧状に形成されている。また、塵埃誘導壁７は、清掃
体３の動作停止時において、先端部７ａが清掃体３の先端部３ａを通過する接線Ｄを越え
るように形成されている。上記のように構成されたフィルター清掃装置１０は、清掃体３
の先端部３ａがフィルター体１に当接しながら付着している塵埃６を削ぎ落とすこととな
ると共に、除去した塵埃６を確実に塵埃収容部５に収容することができる。
【００２５】
　また、清掃体３によるフィルター体１の清掃終了後、任意の時間で乾燥運転を行うこと
が好ましい。こうすることで、清掃体３によって清掃された塵埃６が乾燥運転の通風によ
りフィルター体１ａに押し付けられ、塵埃６が圧縮される。結果として塵埃収容部５によ
り多くの塵埃を収容することが可能となり、使用者によるフィルター清掃装置の手入れの
回数が減る。
【００２６】
　図６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。図６に
示す第２実施形態のフィルター清掃装置１０ｂは、乾燥運転終了時にフィルター体１ｂの
清掃を行うものであり、具体的には、塵埃を捕集するフィルター体１ｂと、このフィルタ
ー体１ｂの上流側に備えられた通風路１３と、この通風路１３内に可動自在に備えられる
と共に、フィルター体１ｂに当接し、フィルター体１ｂに付着した塵埃６を、直線方向に
可動して除去する清掃体８と、開口１１を有し、この開口１１を介して通風路１３と連通
する塵埃収容部１２と、清掃体８が除去した塵埃６を塵埃収容部１２へと導く塵埃誘導壁
９とを有している。
【００２７】
　ここで、通風は、矢印Ｆ側から矢印Ｇ側へと流れている。また、塵埃誘導壁９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と共に、清掃体８
の動作停止時において、塵埃誘導壁９の先端部９ａが清掃体８の先端部８ａに作用してい
る慣性力の延長線Ｅを越えるよう形成されている。上記のように構成されたフィルター清
掃装置１０ｂは、清掃体８の先端部８ａがフィルター体１ｂに当接しながら付着している
塵埃６を削ぎ落とすこととなると共に、除去した塵埃６を確実に塵埃収容部１２に収容す
ることができる。
【００２８】
　図７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。図７に
示す第３実施形態のフィルター清掃装置１０ｃは、乾燥運転終了時にフィルター体１ｃの
清掃を行うものであり、具体的には、塵埃を捕集するフィルター体１ｃと、このフィルタ
ー体１ｃの上流側に備えられた通風路１４と、この通風路１４内に可動自在に備えられる
と共に、フィルター体１ｃに当接し、フィルター体１ｃに付着した塵埃６を、直線方向に
可動して除去する清掃体８と、開口１１ａを有し、この開口１１ａを介して通風路１４と
連通する塵埃収容部１２ａと、清掃体８が除去した塵埃６を塵埃収容部１２ａへと導く塵
埃誘導壁１５とを有している。第３実施形態のフィルター清掃装置１０ｃの図６に示した
第２実施形態のフィルター清掃装置１０ｂとの構成の相違点は、フィルター体１ｃ、清掃
体８及び塵埃誘導壁１５が、通風路１４の上方に設置されている点である。
【００２９】
　ここで、通風は、矢印Ｈ側から矢印Ｉ側へと流れている。また、塵埃誘導壁１５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と共に、清掃体
８の動作停止時において、塵埃誘導壁１５の先端部１５ａが清掃体８の先端部８ａに作用
している慣性力の延長線を越えるよう形成されている。上記のように構成されたフィルタ
ー清掃装置１０ｃは、清掃体８の先端部８ａがフィルター体１ｃに当接しながら付着して
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いる塵埃６を削ぎ落とすこととなると共に、除去した塵埃６を確実に塵埃収容部１２ａに
収容することができる。
【００３０】
　図８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。図８に
示す第４実施形態のフィルター清掃装置１０ｄは、乾燥運転終了時にフィルター体１ｄの
清掃を行うものであり、具体的には、塵埃を捕集するフィルター体１ｄ、１ｅと、このフ
ィルター体１ｄ、１ｅの上流側に備えられた通風路３２と、この通風路３２内に可動自在
に備えられると共に、フィルター体１ｄに当接し、フィルター体１ｄに付着した塵埃６を
回転又は回動して除去する清掃体１６と、開口１１ｂを有し、この開口１１ｂを介して通
風路３２と連通する塵埃収容部１２ｂと、清掃体１６が除去した塵埃６を塵埃収容部１２
ｂへと導く塵埃誘導壁１７とを有している。そして、塵埃誘導壁１７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。
【００３１】
　そして、フィルター体１ｄの清掃時に、清掃体１６の清掃の延長動作により、清掃体１
６は塵埃誘導壁１７に当接する構成としている。尚、清掃体１６は、塵埃誘導壁１７に当
接した後、変形して塵埃誘導壁１７を乗り越える構成とすることもできる。これにより、
清掃体１６の先端部１６ａに付着した塵埃６を塵埃誘導壁１７の先端部１７ａでこそぎ落
とすことができる。尚、フィルター体１ｄは、略円形状に形成されていてもよく、清掃体
１６は、回動又は回転した後、停止する構成とすることもできる。他にもフィルター体１
ｄは、図７のように平面状に形成されていてもよく、塵埃誘導壁１５を短く形成した場合
、清掃体８が直線方向に清掃し、塵埃誘導壁１５に当接した後、変形して塵埃誘導壁１５
を乗り越える構成とすることもできる。
【００３２】
　図９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。図９に
示す第５実施形態のフィルター清掃装置１０ｅと、図８に示した第４実施形態のフィルタ
ー清掃装置１０ｄとの相違点は、塵埃誘導壁１８の構成のみである。第５実施形態のフィ
ルター清掃装置１０ｅにおいては、塵埃誘導壁１８は、弾性体にて形成されており、通風
の風圧によって塵埃収容部１２ｂの開口１１ｃ側に可動する構成としている。これにより
、通風路４２を確保することができるとともに、塵埃収容部１２ｂ内の塵埃６が舞い散る
のを防ぐことができる。
【００３３】
　尚、フィルター体１ｄは、略円弧状となる曲面を備え、清掃体１６の先端部１６ａは、
フィルター体１ｄの曲面に摺接しつつ回動又は回転する構成とすることができ、この形態
も本発明に含まれる。
【００３４】
　図１０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。図１
０に示す第６実施形態のフィルター清掃装置１０ｆは、乾燥運転終了時にフィルター体１
ｆの清掃を行うものであり、具体的には、塵埃を捕集するフィルター体１ｆ、１ｇと、こ
のフィルター体１ｆ、１ｇ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、フィルター体１ｆに当接し、フィルター体１ｆに付着した塵埃
６を回動又は回転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部１２ｃと、清掃体１９が除去した塵埃６を塵埃収容部
１２ｃへと導く塵埃誘導壁２４とを有している。そして、塵埃誘導壁２４は、フィルター
清掃装置の内壁から通風の下流側に向かって延出している。
【００３５】
　また、清掃体１９が摺接する略円弧状のフィルター体１ｆ又はフィルター清掃装置内壁
には清掃体１９との摺接端部２５を有し、塵埃誘導壁２４の先端部２４ａは、摺接端部２
５を通過する接線Ｊを越えるよう形成され、摺接端部２５は、清掃体１９の回動中心又は
回転中心を通過する鉛直線Ｋより通風下流側に形成されている。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
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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を塵埃収容部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１０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。
【００３６】
　尚、第６実施形態のフィルター清掃装置１０ｆは、清掃体１９の動作停止時において、
塵埃誘導壁２４の先端部２４ａが、清掃体１９の先端部１９ａを通過する水平線Ｌを越え
るように形成することができる。これにより、清掃体１９によってフィルター体１ｆに付
着している塵埃６を除去することができると共に、塵埃誘導壁２４によって、塵埃６がフ
ィルター体１ｆの上流側の通風路５２へ流出するのを防ぎ、確実に塵埃収容部１２ｃへと
収容することができる。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
　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】
【００３８】
　１、１ａ　フィルター体
　２　通風路
　３　清掃体
　３ａ　清掃体の先端部
　４　開口
　５　塵埃収容部
　６　塵埃
　７　塵埃誘導壁
　７ａ　塵埃誘導壁の先端部
　１０　フィルター清掃装置
　１０ａ　フィルター清掃装置内壁
　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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              韓国公開特許第１０－２０１４－００８７５５５（ＫＲ，Ａ）　　　
              特開２０１４－０６８６５５（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２０１２／００８４９９２（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｄ０６Ｆ　　５８／２２　　　　
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