
JP 5974301 B2 2016.8.23

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
食器洗い機の本体に、食器類を収容する洗浄槽と、前記洗浄槽を閉じるドアと、前記ドア
が閉じられた状態を検知する収納検知部と、食器洗い機の運転開始を行うスタートスイッ
チと、経過時間を測定する計時部と、運転状況を知らせる報知部と、運転動作を制御する
制御部とを備え、前記スタートスイッチは前記ドアが閉じられた状態で隠蔽される位置に
配置され、前記制御部は、前記スタートスイッチが操作された時点から前記計時部で測定
された経過時間が所定時間を経過しても、前記ドアが閉じられた状態であることを前記収
納検知部が検知しない場合、異常であることを前記報知部が報知するように構成された食
器洗い機。
【請求項２】
食器洗い機の運転の一時停止を行う機能を有する一時停止スイッチを備え、前記制御部は
、前記スタートスイッチが操作されてから前記所定時間が経過するまでに前記一時停止ス
イッチが操作されて一時停止状態となった場合、前記所定時間が経過しても前記報知部が
報知をしないように構成された請求項１記載の食器洗い機。
【請求項３】
前記制御部は、一時停止状態が解除された時点で、前記計時部による前記所定時間の計時
を最初から行うように構成された請求項２記載の食器洗い機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は洗浄ノズルより食器に向けて洗浄水を噴射して食器を洗浄するビルトインタイ
プの食器洗い機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の食器洗い機は図４、図５のように構成されている（例えば、特許文献１
参照）。図４、図５は、特許文献１に記載された従来の食器洗い機を示すものである。図
４に示すように、食器洗い機は、システムキッチンＫに収容される。食器洗い機の本体１
の内部に設けられた洗浄槽２は、上方に開口部を有し、内部に食器類３を収容する洗浄か
ご４が配置されている。洗浄かご４の下方には洗浄ノズル５が回転自在に設けられており
、制御部１７は、洗浄ポンプ６を動作させて洗浄槽２内に溜められた洗浄水を循環させ、
洗浄ノズル５より噴射して食器類３を洗浄する。
【０００３】
　また、洗浄槽２の下方にはレールなどで構成されるスライド機構７が固定され、スライ
ド機構７は洗浄槽２を前後方向へ平行移動可能に支持している。使用者は、食器類３の出
し入れを行う際には、洗浄槽２を前方に引き出し、開口部より食器類３を収容する。次に
洗浄槽２を本体１内に戻して収容する。洗浄槽２が収容されると、本体１内の上部空間に
待機していた蓋体８が、本体１内側面に配置したリンク機構等（図示せず）により後方へ
移動しつつ降下して洗浄槽２の開口部を閉塞する。洗浄槽２の前方にはドア９が設けられ
、ドア９は、洗浄槽２が本体１内に収納されることにより洗浄槽２を閉じる。ドア９には
、システムキッチンＫの扉や引き出しに色・素材を合わせた化粧板１０が取付け可能とな
っている。この構成により、食器洗い機を設置したとき、システムキッチンＫとの一体感
が向上する。
【０００４】
　また、図５に示すように、ドア９の上方前面には電源の入・切を行う電源スイッチ１１
と、運転のスタートと一時停止を行うスタートスイッチ１２と、食器洗い機の運転状態な
どを表示する第１の表示部１３とが設けられている。また、運転コースの設定など、頻繁
には使用せず運転中は不要となる表示部や操作部は、洗浄槽２を収納した状態では本体１
内に隠蔽されるよう、ドア９の上面にそれぞれ第２の表示部１４と設定スイッチ１５とし
て設けられている。
【０００５】
　制御部１７は、ドア９の内部に備えられ、収納検知部１６などからの検知信号の認識や
食器洗い機の運転動作の制御を行う。洗浄槽２の下方には、洗浄槽２の前後位置を検知す
ることで洗浄槽２が引き出されているかどうかを検知する収納検知部１６が設けられ、制
御部１７は、ドア９が閉じられているかどうかを判断する。制御部１７は、ドア９が閉じ
られていないと運転を行わないように構成され、運転中に洗浄槽２が引き出された時には
運転動作を停止させる。また、制御部１７は、スタートスイッチ１２が操作されたにもか
かわらずドア９が完全に閉じられていない時に運転を開始することができないため、スタ
ートスイッチ１２が操作されたら直ちに異常であることを報知するように構成され、使用
者がドア９を閉じたつもりで立ち去ってしまい、運転が開始されないままになるのを防い
でいる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１１－２０６１３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、前記従来の構成は、ドア９が閉じられてもスタートスイッチ１２が前面
に露出するように設けられているため、システムキッチンとの一体感及びデザイン性の向
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上を図るうえで制約があった。
【０００８】
　これを防ぐために、スイッチ類をすべてドアの上面など、本体１内に隠蔽される箇所に
設ける方法が考えられる。しかしながら、操作を行う場合、ドア９を閉めてからスタート
スイッチ１２を操作する従来の構成に対し、すべてのスイッチ類がドアの上面に設けられ
、隠蔽される構成では、ドア８を開けた状態でスタートスイッチを操作してからドアを閉
める、という操作手順の違いが発生する。この為、スタートスイッチ１２操作後にドア９
が開いている場合に洗浄が開始できないとして異常であることをすぐに報知する従来のタ
イミングでは、ドアを開けた状態でスタートスイッチを操作する方法には対応できない。
つまり、従来と同じ制御手順を行うと、使用者がスタートスイッチを操作する度に運転が
開始できないという異常の報知をすることになり、使用者に不快感を与えてしまうという
課題を有していた。
【０００９】
　本発明は、上記従来の課題を解決するもので、前面のスイッチ類を無くすことでシステ
ムキッチンと食器洗い機との一体感及びデザイン性を向上し、それに伴い変更される、ド
アを開けた状態でスタートスイッチを操作した後ドアを閉める、という操作手順に対応し
つつ、ドアが完全に閉じられていない場合のみ、運転が開始できないとして異常であるこ
との報知をすることができる食器洗い機を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記従来の課題を解決するために、本発明の食器洗い機は、食器洗い機の本体に、食器
類を収容する洗浄槽と、前記洗浄槽を閉じるドアと、前記ドアが閉じられた状態を検知す
る収納検知部と、食器洗い機の運転開始を行うスタートスイッチと、経過時間を測定する
計時部と、運転状況を知らせる報知部と、運転動作を制御する制御部とを備え、前記スタ
ートスイッチは前記ドアが閉じられた状態で隠蔽される位置に配置され、前記制御部は、
前記スタートスイッチが操作された時点から、前記計時部で測定された経過時間が所定時
間を経過しても、前記ドアが閉じられた状態であることを前記収納検知部が検知しない場
合は、異常であることを前記報知部が報知するように構成されたものである。
【００１１】
　これにより、前面からスイッチを無くすことでシステムキッチンと食器洗い機の一体感
及びデザイン性が向上し、それに伴い変更されるドアを開けた状態でスタートスイッチを
操作した後、ドアを閉めるという操作手順に対応しつつ、ドアが完全に閉じられていない
場合のみ、運転が開始できないとして異常があることの報知をすることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の食器洗い機は、前面のスイッチ類を無くすことでシステムキッチンと食器洗い
機の一体感及びデザイン性が向上しつつ、運転開始後、ドアが完全に閉じられていない場
合のみ報知をすることができ、使用者が食器の洗浄を確実に実行することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施の形態における食器洗い機の側面断面図
【図２】本発明の実施の形態における食器洗い機の要部斜視図
【図３】本発明の実施の形態における食器洗い機のドア上面の操作表示部の平面図
【図４】従来の食器洗い機の側面断面図
【図５】従来の食器洗い機の要部斜視図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　第１の発明の食器洗い機は、食器洗い機の本体に、食器類を収容する洗浄槽と、前記洗
浄槽を閉じるドアと、前記ドアが閉じられた状態を検知する収納検知部と、食器洗い機の
運転開始を行うスタートスイッチと、経過時間を測定する計時部と、運転状況を知らせる
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報知部と、運転動作を制御する制御部とを備え、前記スタートスイッチは前記ドアが閉じ
られた状態で隠蔽される位置に配置され、前記制御部は、前記スタートスイッチが操作さ
れた時点から、前記計時部で測定された経過時間が所定時間を経過しても、前記ドアが閉
じられた状態であることを前記収納検知部が検知しない場合、異常であることを前記報知
部が報知するように構成されたものである。これにより、前面のスイッチ類を無くすこと
でシステムキッチンと食器洗い機の一体感及びデザイン性が向上しつつ、運転のスタート
スイッチが操作された後、ドアが完全に閉じられていない場合のみ異常であることの報知
をすることができ、使用者が食器の洗浄を確実に実行することができる。
【００１５】
　第２の発明は、特に、第１の発明の食器洗い機に加えて、食器洗い機の運転の一時停止
を行う機能を有する一時停止スイッチを備え、前記制御部は、前記スタートスイッチが操
作されてから前記所定時間が経過するまでに前記一時停止スイッチが操作されて一時停止
状態となった場合、前記所定時間が経過しても前記報知部が報知をしないように構成され
たものである。これにより、使用者が意図的に一時停止をしている間、運転を開始できな
いとして異常であることの報知をすることがないので、使用者に不快感を与えることがな
い。
【００１６】
　第３の発明は、特に、第２の発明の食器洗い機に加えて、前記制御部は、一時停止状態
が解除された時点で、前記計時部による前記所定時間の計時を最初から行うように構成さ
れたものである。これにより、使用者が一時停止状態を解除した場合、運転を開始できな
いという報知は、常に前記所定時間が経過した後に行うことになるので、使用者は常に運
転の準備をあせることなく余裕をもって行うことができる。
【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、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。また、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】
　（実施の形態１）
　図１～図３は本発明の実施の形態１における食器洗い機の構成を示すものである。図２
および図３において、ドア１８の上方前面には食器洗い機の運転状態などを表示する第１
の表示部１９が設けられる。ドア１８の上面には、電源の入・切を行う電源スイッチ２０
と、運転のスタートと一時停止を行う、一時停止スイッチを兼用するスタートスイッチ２
１と、運転コースや乾燥時間等の運転条件の設定を行う設定スイッチ２２と、設定された
運転コースや乾燥時間等の運転条件を表示する第２の表示部２３とが設けられる。ドア１
８の上面に設けられたこれらのスイッチ２０、２１、２２および第２の表示部２３は、洗
浄槽２が食器洗い機の本体１内に収納された状態では本体１内に隠蔽されるよう構成され
ている。
【００１９】
　表示部は、上記のように、第１の表示部１９と第２の表示部２３とに分割して設けられ
、配置場所の有効利用と外観意匠の両面で配慮された配置とされる。すなわち、運転コー
ス等の設定が行われる運転開始前や、設定変更が行われる一時停止時に必要で、運転中に
は必ずしも使用者の視認を必要とせず、かつ操作スイッチ類と近接して配置したい、設定
コースや運転条件を表示する第２の表示部２３は、洗浄槽２を収納した状態で隠蔽される
ドア１８の上面に配置されている。一方、運転開始前の設定時や一時停止して設定変更す
る際には視認不要で、運転開始後には視認が必要な、運転状態を表示する第１の表示部１
９は、洗浄槽２を収納した状態においても視認可能なドア１８の前面に配置されている。
【００２０】
　また、図３に示されるように、第２の表示部２３には洗浄槽２が引き出されてドア１８
が開いた状態であることを表示するドア開ランプ２４が設けられている。洗浄槽２の下方
には洗浄槽２が収納された状態であるかどうかを検知する収納検知部１６が設けられてい
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る。ドア１８の内部には食器洗い機の運転動作を制御する制御部２５が備えられている。
制御部２５は、収納検知部１６からの検知情報に基づいてドア開ランプ２４を点灯または
消灯させる。
【００２１】
　また、制御部２５には、スタートスイッチ２１からの運転開始情報を検知してからの経
過時間等を計時する計時部２７が備えられている。また、制御部２５には食器洗い機の操
作時や運転終了・異常検知などの際、使用者に音で知らせるためのブザーや音声装置等で
構成される報知部２６が備えられている。そして制御部２５は、スタートスイッチ２１が
操作された時点から計時部で測定された経過時間が所定時間Ｔ１を経過しても、ドア１８
が閉じられた状態であることを収納検知部１６が検知しない場合、運転を開始できないと
して、異常であることを報知部２６が報知するように構成されている。
【００２２】
　以上のように構成された食器洗い機について、その動作、作用を説明する。食器洗い機
の基本的な動作および作用は、従来よく知られたビルトインタイプの食器洗い機と同様で
あるので省略し、以下、操作表示部における操作および動作、表示について説明する。
【００２３】
　まず、制御部２５が、運転を開始できないとして異常であることを報知しない場合の動
作について説明する。使用者は、ドア１８が閉められた状態からドア１８及び洗浄槽２を
引き出し、食器類３を洗浄かご４に配置して洗浄槽２に収容し、洗浄槽２に洗剤を投入す
る。次に、電源スイッチ２０が押下されることで、制御部２５は、設定スイッチ２２によ
る運転コースや乾燥時間等の運転条件の設定を受け付け可能となる。使用者は、運転コー
スや乾燥時間の設定が終わると、次に、運転を開始するためにスタートスイッチ２１を押
下し、所定時間Ｔ１（例えば５秒）以内にドア１８を閉じる。つまり、洗浄槽２が本体１
内に収納されることで、制御部２５は、スタートスイッチ２１が操作されてから所定時間
Ｔ１以内に、収納検知部１６からの検知情報がＯＦＦからＯＮになったことを検知する。
そして、制御部２５は、設定された運転コースや乾燥時間等の運転条件にしたがって運転
を開始するとともに、運転状態等をドア１８の上方前面に設けられた第１の表示部１９に
表示する。
【００２４】
　次に、制御部２５が、運転を開始できないとして異常であることを報知する場合の動作
について説明する。使用者は、ドア１８が閉められた状態からドア１８及び洗浄槽２を引
き出し、食器類３を洗浄かご４に配置して洗浄槽２に収容し、洗浄槽２に洗剤を投入する
。次に、電源スイッチ２０が押下されることで、制御部２５は、設定スイッチ２２による
運転コースや乾燥時間等の運転条件の設定を受け付け可能となる。使用者は、運転コース
や乾燥時間の設定が終わると、次に、運転を開始するためにスタートスイッチ２１を押下
し、ドア１８を閉じる。
【００２５】
　このとき、制御部２５は、スタートスイッチ２１の操作を検知してから、計時部２７に
よる所定時間Ｔ１（例えば５秒）のカウントダウンを開始する。ところが、万一、使用者
の意志に反して何らかの理由でドア１８が完全に閉じられていなかった場合、計時部２７
による所定時間Ｔ１のカウントダウンが終わるまでに、収納検知部１６からの検知情報が
ＯＦＦからＯＮにならない。つまり、制御部２５は、所定時間Ｔ１が経過してもドア１８
が閉じられていないと判定し、運転を開始できないとして、異常であることを使用者に対
して報知部２６により報知する。
【００２６】
　なお、所定時間Ｔ１は、使用者がドア１８を閉じた後にその場から移動したとしても、
なるべく報知部２６の報知が聞こえる範囲内の移動となる時間が望ましい。もちろん、ド
ア１８が閉め直されて、計時部２７によるカウントダウンが終わるまでに収納検知部１６
からの検知情報がＯＦＦからＯＮになれば、制御部２５は報知部２６による異常であるこ
との報知はせず、そのまま運転を開始する。
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【００２７】
　このように本発明の構成によれば、前面からスイッチを無くすことでシステムキッチン
と食器洗い機の一体感及びデザイン性が向上し、それに伴い変更されるドアを開けた状態
でスタートスイッチを操作した後、ドアを閉めるという操作手順に対応しつつ、ドアが完
全に閉じられていない場合のみ、運転が開始できないとして異常であることを報知するこ
とができる。
【００２８】
　（実施の形態２）
　本発明の第２の実施の形態の食器洗い機を、図１～図３を参照しながら説明する。実施
の形態２の食器洗い機は、実施の形態１と同一構成部品で、制御部２５による制御方法の
みが異なる。以下その動作、作用を説明する。
【００２９】
　使用者は、ドア１８が閉められた状態からドア１８及び洗浄槽２を引き出し、洗浄槽２
に食器類３を洗浄かご４に配置して洗浄槽２に収容し、洗浄槽２に洗剤を投入する。次に
、電源スイッチ２０が押下されることで、制御部２５は、設定スイッチ２２による運転コ
ースや乾燥時間等の運転条件の設定を受け付け可能となる。使用者は、運転コースや乾燥
時間の設定が終わると、次に、運転を開始するためにスタートスイッチ２１を押下する。
制御部２５は、スタートスイッチ２１の操作を検知すると、計時部２７による所定時間Ｔ
１（例えば５秒）のカウントダウンを開始する。
【００３０】
　ここで、使用者がドア１８を閉じる前に、例えば、食器類３の入れ忘れに気づいた場合
、使用者は、運転が開始できないという異常の報知が行われないように、運転のスタート
と一時停止を行うスタートスイッチ２１を押下して、運転を一時停止状態にする。制御部
２５は、スタートスイッチ２１による一時停止操作を検知した場合、計時部２７による所
定時間Ｔ１のカウントダウンを停止して、運転が開始できないという異常の報知を行わな
いようにする。その後、使用者が食器類３を追加し、運転の再開をするために改めてスタ
ートスイッチ２１を押下する。制御部２５は、一時停止状態中に、スタートスイッチ２１
の操作を検知した場合、所定時間Ｔ１のカウンタをリセットして、停止させていたカウン
タの途中からではなく最初から、所定時間Ｔ１のカウントダウンを開始する。すなわち、
例えば、所定時間Ｔ１を５秒として、残り２秒のところで一時停止のためにスタートスイ
ッチ２１が押下されても、運転が再開される場合には、２秒からカウントダウンするので
はなく、所定時間Ｔ１の５秒からカウントダウンを行う。
【００３１】
　そして、制御部２５は、所定時間Ｔ１が経過してもドアが閉じられていなければ、つま
り、計時部２７による所定時間Ｔ１のカウントダウンが終わる（ゼロになる）までに、収
納検知部１６からの検知情報がＯＦＦからＯＮにならなければ、報知部２６により運転を
開始できないとして異常であることを報知する。また、制御部２５は、計時部２７による
カウントダウンが終わるまでに収納検知部１６からの検知情報がＯＦＦからＯＮになれば
、報知部２６による報知は行わず、運転を開始する。
【００３２】
　このように実施の形態２の構成によれば、使用者が一時停止状態を解除した場合、運転
を開始できないとして異常であることの報知は、常に所定時間が経過した後に行うことに
なるので、使用者は常に運転の準備をあせることなく余裕をもって行うことができる。
【００３３】
　なお、以上の実施の形態では、洗浄槽を前後方向へ移動して本体から出し入れする構成
の食器洗い機で説明したが、これに限るものではない。例えば、ドアが本体の開口部にヒ
ンジで開閉可能に固定され、洗浄かごを出し入れする構成で、スタートスイッチがドアの
上部や本体内側など、ドアが閉じられた状態で隠蔽される位置に配置されたような構成も
含まれる。また、収納検知部についても、洗浄槽が収納されたかどうかの検知に限るもの
ではなく、ドアの開閉を検知するものでも良い。
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【産業上の利用可能性】
【００３４】
　以上のように、本発明にかかる食器洗い機は、スタートスイッチはドアが閉じられた状
態で隠蔽される位置に配置され、それに伴い変更されるドアを開けた状態でスタートスイ
ッチを操作した後、ドアを閉めるという操作手順に対応して、ドアが完全に閉じられてい
ない場合のみ、運転が開始できないとして異常であることを報知部により報知をして、使
用者が食器の洗浄を確実に実行することができるもので、運転状態でスタートスイッチが
隠蔽される食器洗い機に適用できる。
【符号の説明】
【００３５】
　１　本体
　２　洗浄槽
　３　食器類
　１６　収納検知部
　１８　ドア
　２１　スタートスイッチ（一時停止スイッチ）
　２５　制御部
　２６　報知部
　２７　計時部

【図１】 【図２】

【図３】
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