
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体と、前記筐体の上 に
開閉 蓋体と、前記筐体の内部に弾性的に吊支した外槽と、回転中心軸を略鉛直方向に
有し前記外槽内に回転自在に支持 洗濯物を収容する内槽と、前記内槽の内底部に回転
自在に設けた回転翼と、前記内槽または回転翼を駆動する駆動手段と、前記内槽内に
を送風する送風手段と、前記送風手段により送風される を加熱する加熱手段と、前記
外槽の下部に接続し湿った を除湿する熱交換器と、前記熱交換器、送風手段、加熱手
段等を有し を循環させる循環除湿経路と、前記循環除湿経路の途中

に設けた糸くず回収装置とを備え、前記糸くず回収
装置は、

水平方向

た洗濯乾燥機。
【請求項２】
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面 設けた洗濯物投入用の開口の後方に回転軸を有し前記開口を
する

され
空気

空気
空気

空気 の前記熱交換器と
送風手段との間で前記筐体上部の後方

前記蓋体の下方の開口後面部に開口部を有するフィルター収納部を設け、前記熱
交換器からの空気が から入るように垂直面を開口した袋状部を有する第１のフィ
ルターを、前記開口部から前記フィルター収納部内部へ水平方向後方に挿入することで装
着し、この装着状態から水平方向前方へ引き出すことで外すように構成するとともに、面
状の第２のフィルターを、前記第１のフィルターの上方で前記送風手段への空気の排出部
に前記開口部から前記フィルター収納部内部へ水平方向後方に挿入することで装着し、こ
の装着状態から水平方向前方へ引き出すことで外すように構成し、前記第１のフィルター
は、前記袋状部の略中央部で前記袋状部を内包することで、前記袋状部が運転時前記第２
のフィルターに密着するのを防止するリブを設け



　糸くず回収装置は、フィルター収納部の下面 開口部側が低くなるよう 傾斜面を形成
した請求項 記載の洗濯乾燥機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、内槽内に温風を送風して洗濯物を乾燥させる行程を有し、洗濯から乾燥まで
を一貫して実施できる洗濯乾燥機に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、この種の洗濯乾燥機は図５に示すように構成していた。以下、その構成について
説明する。
【０００３】
　図５に示すように、筐体１は、外槽２をサスペンション３により懸垂防振支持している
。外槽２の内部に回転中心軸を略鉛直方向に有する内槽４を回転自在に設け、この内槽４
の中央内底部に回転翼５を回転自在に設け、内槽４の上方に流体バランサー６を設けてい
る。外槽２の下方にモータ（駆動手段）７を設け、中空で二軸構造となった洗濯・脱水軸
８、および洗濯または脱水時によって回転力の伝達を洗濯・脱水軸８に切り換えるクラッ
チ９を介して、内槽４または回転翼５に連結している。
【０００４】
　乾燥用送風機１０は、ヒータ１１により加熱された温風を温風噴出口１２より内槽４内
に送風するもので、筐体１の略上方に設けている。熱交換器１３は、湿った温風を除湿す
るもので、一端を外槽２の排水経路口１４に接続した接続ダクト１５に接続し、他端を乾
燥用送風機１０に接続している。
【０００５】
　排水弁１６は、接続ダクト１５と熱交換器１３からの排水を排水ダクト１７を通して排
水弁１６に導き、排水ホース１８から機外へ排水するように構成している。外槽カバー１
９は外槽２の上面を気密的に覆うもので、この外槽カバー１９に内蓋２０を開閉自在に設
け、衣類の出し入れを行うようにしている。
【０００６】
　循環除湿経路２１は、排水経路口１４、接続ダクト１５、熱交換器１３、乾燥用送風機
１０、ヒータ１１、温風噴出口１２などで形成し、内槽４を通して温風を循環させるもの
で、この循環除湿経路２１内に糸くず回収装置２２を設け、この糸くず回収装置２２を、
図６に示すように、筐体１の後方に略鉛直方向に配設している。
【０００７】
　糸くず回収装置２２は、図７に示すように、温風入力側に設け温風入力側が開口した袋
状部２３ａを有する第１のフィルター２３と、温風出力側に設けた面状の第２のフィルタ
ー２４とを有している（例えば、特許文献１参照）。
【０００８】
　上記構成において動作を説明する。洗濯行程では、内槽４に衣類と洗剤を投入して運転
を開始すると、給水弁（図示せず）を開いて内槽４内に所定量の水を給水し、伝達機構部
のクラッチ９を洗濯側に設定して、モータ７の動力を洗濯軸を介し回転翼５に伝達し、回
転翼５を回転させて衣類を水中で攪拌して洗濯する。その後、排水弁１６を開いて排水し
、すすぎ行程で再度給水し洗濯行程と同様にして衣類をすすぐ。
【０００９】
　脱水行程では、すすぎ終了後、内槽４内の水を排水弁１６を開いて排水した後、伝達機
構部のクラッチ９を脱水側に切り換えて、モータ７の動力を脱水軸を介し内槽４に伝達し
、洗濯物に遠心力を与えることにより、水分を洗濯物から分離することで進行する。
【００１０】
　乾燥行程では、まず、回転翼５を正逆転させることにより、脱水時の遠心力で内槽４の
内壁に張り付いた衣類を引き剥がした後、回転翼５を瞬間的に正逆の方向に強力に回転さ

10

20

30

40

50

(2) JP 4016874 B2 2007.12.5

に な
１



せて、衣類を内槽４内で上方に放り上げるように攪拌する。同時に、ヒータ１１により加
熱された温風を乾燥用送風機１０により温風噴出口１２に送る。
【００１１】
　温風噴出口１２より内槽４に吹き込まれた温風は、衣類から水分を蒸発させた後、外槽
２の下部に設けた排水経路口１４、接続ダクト１５、熱交換器１３、乾燥用送風機１０、
ヒータ１１、温風噴出口１２などで形成する循環除湿経路２１を循環する。衣類から水分
を蒸発させた高温多湿空気は、外槽２および熱交換器１３を通過する際に、冷却用送風機
（図示せず）の送風により冷却されて除湿し、その後、再び、乾燥用送風機１０、ヒータ
１１に戻ることになる。これにより、乾燥が進行する。
【００１２】
　乾燥行程で、ヒータ１１により加熱され、乾燥用送風機１０により温風噴出口１２より
内槽４に吹き込まれた温風は、衣類から水分を蒸発させた後、循環除湿経路２１内を循環
するとき、衣類から発生した糸くず、ほこりなどは、糸くず回収装置２２に捕捉される。
すなわち、衣類から発生した糸くずなどの大きいもの 第１のフィルター２３の袋状部２
３ａ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２４に捕捉される。
【００１３】
【特許文献１】
　特開２００１－３００１９２号公報
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、このような従来の構成では、糸くず回収装置２２を、図６に示すように
、筐体１の後方に略鉛直方向に配設しているため、糸くず回収装置２２に捕捉した糸くず
を廃棄するために糸くず回収装置２２内の第１のフィルター２３を取り外したとき、また
は運転時の振動によって、糸くず回収装置２２に捕捉した糸くずが熱交換器内１３に落下
して推績し、循環風量が低下して乾燥時間が長くなったり、排水弁１６、排水ホース１８
部に堆積して排水不良となり、洗濯、脱水行程での運転ができないという問題を有してい
た。
【００１５】
　また、第２のフィルター２４に捕捉されたほこりなどの小さいものも、同様に、第１の
フィルター２３を取り外したとき、または運転時の振動によって熱交換器内１３に落下し
、上記の問題の原因になっていた。
【００１６】
　また、糸くず回収装置２２を筐体１の後方で略鉛直方向に配設しているため、第１のフ
ィルター２３および第２のフィルター２４を筐体１の後方より着脱しなくてはならず、使
用勝手が悪いと言う問題があった。また、第１のフィルター２３および第２のフィルター
２４を上方に引き抜くため、上方に水道栓がある家庭には設置できないという問題を有し
ていた。
【００１７】
　本発明は上記課題を解決するもので、乾燥行程で発生する糸くず、ほこりなどを捕捉し
て乾燥時間が長くなるのを防止するとともに、糸くず回収装置に捕捉した糸くず、ほこり
などを簡単に廃棄できるようにし、糸くず回収装置に堆積した糸くずが循環除湿経路内に
落下するのを防止し、排水不良等が発生するのを防止

することを目的として
いる。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
　本発明は上記目的を達成するために、

筐体の内部に弾性的に吊支した外槽内に、回転中心
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は

し、さらに、第１のフィルターを着
脱するとき、袋状部が第１のフィルターから離れることがなく、容易に着脱することがで
きて使い勝手を向上することができ、また、運転時第１のフィルターが第２のフィルター
に負圧により密着して風量減となり、乾燥時間が長くなるのを防止

筐体の上面に設けた洗濯物投入用の開口の後方に
回転軸を有する蓋体が開口を開閉し、



軸を略鉛直方向に有し洗濯物を収容する内槽 回転自在に支持 、内槽の内底部に回転
翼を回転自在に設け、内槽または回転翼を駆動手段により駆動し、送風手段により内槽内
に を送風するとともに、送風手段により送風される を加熱手段により加熱し、外
槽の下部に接続した熱交換器により湿った を除湿し、熱交換器、送風手段、加熱手段
等を有し を循環させる循環除湿経路の途中

に糸くず回収装置を設けるよう構成し、糸くず回収装置は、
水平方向

たものである。
【００１９】
　これにより、乾燥行程で発生する糸くず、ほこりなどを捕捉して乾燥時間が長くなるの
を防止できるとともに、糸くず回収装置に捕捉した糸くず、ほこりなどを簡単に廃棄する
ことができ、糸くず回収装置に堆積した糸くずが循環除湿経路内に落下するのを防止でき
、排水不良等が発生するのを防止することができ

る。
【００２０】
【発明の実施の形態】
　本発明の請求項１に記載の発明は、筐体と、前記筐体の上 に

開閉 蓋体と、前記筐体の内部に弾性的に吊支した
外槽と、回転中心軸を略鉛直方向に有し前記外槽内に回転自在に支持 洗濯物を収容す
る内槽と、前記内槽の内底部に回転自在に設けた回転翼と、前記内槽または回転翼を駆動
する駆動手段と、前記内槽内に を送風する送風手段と、前記送風手段により送風され
る を加熱する加熱手段と、前記外槽の下部に接続し湿った を除湿する熱交換器と
、前記熱交換器、送風手段、加熱手段等を有し を循環させる循環除湿経路と、前記循
環除湿経路の途中 に設けた糸くず
回収装置とを備え、前記糸くず回収装置は、

水平方向

たも
のであり、乾燥行程で発生する糸くず、ほこりなどを捕捉して乾燥時間が長くなるのを防
止することができるとともに、糸くず回収装置により捕捉した糸くず、ほこりなどを簡単
に廃棄することができ、また、糸くず回収装置が水平方向であるため、糸くず回収装置に
堆積した糸くずが循環除湿経路内に落下するのを防止でき、排水不良等が発生するのを防
止することができ 、第１のフィルターを着脱するとき、袋状部が第１のフィルタ
ーから離れることがなく、容易に着脱することができて使い勝手を向上することができ
また、運転時第１のフィルターが第２のフィルターに負圧により密着して風量減となり、
乾燥時間が長くなるのを防止できる。
【００２１】
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が され

空気 空気
空気

空気 の熱交換器と送風手段との間で筐体上部の
後方 蓋体の下方の開口後面部
に開口部を有するフィルター収納部を設け、熱交換器からの空気が から入るよう
に垂直面を開口した袋状部を有する第１のフィルターを、開口部からフィルター収納部内
部へ水平方向後方に挿入することで装着し、この装着状態から水平方向前方へ引き出すこ
とで外すように構成するとともに、面状の第２のフィルターを、第１のフィルターの上方
で送風手段への空気の排出部に開口部からフィルター収納部内部へ水平方向後方に挿入す
ることで装着し、この装着状態から水平方向前方へ引き出すことで外すように構成し、第
１のフィルターは、袋状部の略中央部で袋状部を内包することで、袋状部が運転時第２の
フィルターに密着するのを防止するリブを設け

、さらに、第１のフィルターを着脱する
とき、袋状部が第１のフィルターから離れることがなく、容易に着脱することができて使
い勝手を向上することができ、また、運転時第１のフィルターが第２のフィルターに負圧
により密着して風量減となり、乾燥時間が長くなるのを防止でき

面 設けた洗濯物投入用の開
口の後方に回転軸を有し前記開口を する

され

空気
空気 空気

空気
の前記熱交換器と送風手段との間で前記筐体上部の後方

前記蓋体の下方の開口後面部に開口部を有す
るフィルター収納部を設け、前記熱交換器からの空気が から入るように垂直面を
開口した袋状部を有する第１のフィルターを、前記開口部から前記フィルター収納部内部
へ水平方向後方に挿入することで装着し、この装着状態から水平方向前方へ引き出すこと
で外すように構成するとともに、面状の第２のフィルターを、前記第１のフィルターの上
方で前記送風手段への空気の排出部に前記開口部から前記フィルター収納部内部へ水平方
向後方に挿入することで装着し、この装着状態から水平方向前方へ引き出すことで外すよ
うに構成し、前記第１のフィルターは、前記袋状部の略中央部で前記袋状部を内包するこ
とで、前記袋状部が運転時前記第２のフィルターに密着するのを防止するリブを設け

、さらに
、



　請求項 に記載の発明は、上記請求項 に記載の発明において、糸くず回収装置は、フ
ィルター収納部の下面 開口部側が低くなるよう 傾斜面を形成したものであり、第１の
フィルターに回収された糸くずにより袋状部が膨大しても多くの糸くずを回収することが
でき、第１のフィルターを着脱するとき、糸くずが脱落しても循環除湿経路内に落下しな
いようにできる。
【００２２】
【実施例】
　以下、本発明の一実施例について、図面を参照しながら説明する。なお、従来例と同じ
構成のものは同一符号を付して説明を省略する。
【００２３】
　図１に示すように、糸くず回収装置２５は、排水経路口１４、接続ダクト１５、熱交換
器２６、乾燥用送風機（送風手段）２７、ヒータ（加熱手段）１１、温風噴出口１２など
で形成する循環除湿経路２８の熱交換器２６と乾燥用送風機２７の間に配設し、筐体１に
水平方向に着脱自在に配設するとともに、図２に示すように、蓋体２９の下方に位置させ
ている。
【００２４】
　この糸くず回収装置２５は、図３および図４に示すように、温風入力側に設けた第１の
フィルター３０と、温風出力側に設けた面状の第２のフィルター３１とを有し、第１のフ
ィルター３０は、温風入力側が開口した袋状部３０ａと糸くず回収装置２５の開口部２５
ａをシールするシール材 ｂとで形成し、袋状部３０ａが水平になるように配設してい
る。また、袋状部３０ａの略中央部に袋状部３０ａを内包する略ロ字状のリブ３０ｃを設
けている。
【００２５】
　また、第２のフィルター３１は糸くず回収装置２５のレール部２５ｂに着脱自在に装着
している。
【００２６】
　また、糸くず回収装置２５のフィルター収納部２５ｃの下面を開口部２５ａ側が低くな
るよう傾斜面２５ｄを形成している。
【００２７】
　上記構成において動作を説明する。なお、洗濯行程から脱水行程までの基本的な動作は
従来例と同じであるので説明を省略する。
【００２８】
　乾燥行程では、まず、回転翼５を正逆転させることにより、脱水時の遠心力で内槽４の
内壁に張り付いた衣類を引き剥がした後、回転翼５を瞬間的に正逆の方向に強力に回転さ
せて、衣類を内槽４内で上方に放り上げるように攪拌する。同時に、ヒータ１１により加
熱された温風を乾燥用送風機２７により温風噴出口１２に送る。
【００２９】
　温風噴出口１２より内槽４に吹き込まれた温風は、衣類から水分を蒸発させた後、外槽
２の下部に設けた排水経路口１４、接続ダクト１５、熱交換器２６、糸くず回収装置２５
、乾燥用送風機２７、ヒータ１１、温風噴出口１２などで形成する循環除湿経路２８を循
環する。衣類から水分を蒸発させた高温多湿空気は、外槽２および熱交換器２６を通過す
る際に、冷却用送風機（図示せず）の送風により冷却されて除湿し、その後、再び、乾燥
用送風機２７、ヒータ１１に戻り乾燥される。
【００３０】
　乾燥行程で発生した糸くず、ほこりなどは、循環除湿経路２８を循環する循環風ととも
に循環し、糸くず回収装置２５で第１のフィルター３０および第２のフィルター３１によ
り捕捉して簡単に廃棄することができる。これにより、乾燥時間が長くなるのを防止する
ことができるとともに、糸くず回収装置２５は、筐体１に水平方向に着脱自在に配設して
いるので、第１のフィルター３０および第２のフィルター３１に捕捉した糸くず、ほこり
などが製品の運転時の振動や操作時に循環除湿経路２８内に落下するのを防止でき、排水
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不良等が発生するのを防止することができる。
【００３１】
　また、糸くず回収装置２５は、蓋体２９の下方に位置させているので、上方に水道栓等
があっても、第１のフィルター３０および第２のフィルター３１の着脱時に、水道栓等の
影響がなく、使い勝手を向上することができる。
【００３２】
　また、第１のフィルター３０の袋状部３０ａの略中央部に袋状部３０ａを内包する略ロ
字状のリブ３０ｃを設けているので、袋状部３０ａが折れ曲がった状態で装着されること
がなく、運転時、袋状部３０ａが第２のフィルター３１に密着して風量減となり、乾燥時
間が長くなるのを防止できる。
【００３３】
　また、糸くず回収装置２５のフィルター収納部２５ｃの下面を開口部２５ａ側が低くな
るよう傾斜面２５ｄを形成しているので、第１のフィルター３０の袋状部３０ａに捕捉し
、堆積した糸くずにより袋状部３０ａが拡大しても、糸くず回収装置２５のフィルター収
納部２５ｃに収納でき、かつ第１のフィルター３０の着脱操作時に糸くずが脱落しても、
フィルター収納部２５ｃに落ち、傾斜面２５ｄがあるため循環除湿経路２８内に落下する
ことがなく、循環風量減による乾燥時間が長くなるとか、排水部に糸くずが詰まって排水
できないといったトラブルを防止できる。
【００３４】
　このように本実施例によれば、熱交換器２６、乾燥用送風機２７、ヒータ１１等を有し
温風を循環させる循環除湿経路２８の途中に糸くず回収装置２５を設け、この糸くず回収
装置２５は、筐体１に水平方向に着脱自在に配設するとともに、筐体１の上方に開閉自在
に設けた蓋体２９の下方に位置させたので、乾燥行程で発生する糸くず、ほこりなどを捕
捉して乾燥時間が長くなるのを防止できるとともに、糸くず回収装置２５に捕捉した糸く
ず、ほこりなどを簡単に廃棄することができ、また、糸くず回収装置２５が水平方向であ
るため、糸くず回収装置２５に堆積した糸くずが循環除湿経路２８内に落下するのを防止
でき、排水不良等が発生するのを防止することができる。
【００３５】
　また、糸くず回収装置２５は、温風入力側に設け温風入力側が開口した袋状部３０ａを
有する第１のフィルター３０と、温風出力側に設けた面状の第２のフィルター３１とを備
え、第１のフィルター３０は、袋状部３０ａの略中央部に袋状部３０ａを内包するリブ３
０ｃを設けたので、第１のフィルター３０を着脱するとき、袋状部３０ａが第１のフィル
ター３０から離れることがなく、容易に着脱することができて使い勝手を向上することが
できる。また、運転時第１のフィルター３０が第２のフィルター３１に負圧により密着し
て風量減となり、乾燥時間が長くなるのを防止できる。
【００３６】
　また、糸くず回収装置２５は、フィルター収納部２５ｃの下面を開口部２５ａ側が低く
なるように傾斜面２５ｄを形成したので、第１のフィルター３０に回収された糸くずによ
り袋状部３０ａが膨大しても多くの糸くずを回収することができ、第１のフィルター３０
を着脱するとき、糸くずが脱落しても循環除湿経路２８内に落下しないようにできる。
【００３７】
【発明の効果】
　以上のように本発明に請求項１に記載の発明よれば、熱交換器、送風手段、加熱手段等
を有し を循環させる循環除湿経路の途中

に糸くず回収装置を設け、この糸くず回収装置は、
水平方向に
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空気 の熱交換器と送風手段との間で筐体上部の後
方 蓋体の下方の開口後面部に開口部を
有するフィルター収納部を設け、熱交換器からの空気が から入るように垂直面
を開口した袋状部を有する第１のフィルターを、開口部からフィルター収納部内部へ水平
方向後方に挿入することで装着し、この装着状態から水平方向前方へ引き出すことで外す
ように構成するとともに、面状の第２のフィルターを、第１のフィルターの上方で送風手
段への空気の排出部に開口部からフィルター収納部内部へ水平方向後方に挿入することで



たから、乾燥行程で発生する糸くず、ほこりなどを
捕捉して乾燥時間が長くなるのを防止できるとともに、糸くず回収装置に捕捉した糸くず
、ほこりなどを簡単に廃棄することができ、また、糸くず回収装置を水平方向に着脱自在
に配設しているため、糸くず回収装置に堆積した糸くずが循環除湿経路内に落下するのを
防止でき、排水不良等が発生するのを防止することができる。 、筐体の蓋体の下方に
位置させているため、筐体の設置状態に制約されることなく、糸くず回収装置に配設した
フィルターを着脱することができ、使用勝手を向上することができる。

【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施例の洗濯乾燥機の断面図
【図２】　同洗濯乾燥機の斜視図
【図３】　同洗濯乾燥機の糸くず回収装置の拡大断面図
【図４】　同洗濯乾燥機の糸くず回収装置の拡大分解斜視図
【図５】　従来の洗濯乾燥機の断面図
【図６】　従来の洗濯乾燥機の斜視図
【図７】　従来の洗濯乾燥機の糸くず回収装置の拡大断面図
【符号の説明】
　１　筐体
　２　外槽
　４　内槽
　５　回転翼
　７　モータ（駆動手段）
　１１　ヒータ（加熱手段）
　２５　糸くず回収装置
　２６　熱交換器
　２７　乾燥用送風機（送風手段）
　２８　循環除湿経路
　２９　蓋体
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装着し、この装着状態から水平方向前方へ引き出すことで外すように構成し、第１のフィ
ルターは、袋状部の略中央部で袋状部を内包することで、袋状部が運転時第２のフィルタ
ーに密着するのを防止するリブを設け

また

さらに、第１のフ
ィルターを着脱するとき、袋状部が第１のフィルターから離れることがなく、容易に着脱
することができて使い勝手を向上することができ、また、運転時第１のフィルターが第２
のフィルターに負圧により密着して風量減となり、乾燥時間が長くなるのを防止できる。



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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