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(57)【要約】
【課題】除湿部に供給する除湿用湯水の単位時間当たり
の供給量が低下しても、洗浄対象物の乾燥を適切に行う
ことができる食器洗浄機を提供する。
【解決手段】洗浄空間Ｑ内の洗浄対象物を洗浄する洗浄
処理、洗浄対象物をすすぐすすぎ処理、及び、洗浄対象
物を乾燥する乾燥処理を実行する制御手段Ｈが、乾燥処
理において、乾燥用排出水位検出手段Ｊにて乾燥用排出
水位Ｙ１ｂが検出されると、排水ポンプ６を作動させて
、その乾燥用排出水位Ｙ１ｂの湯水を排出する乾燥用排
水運転を繰り返し、かつ、乾燥処理を開始してからの経
過時間が設定乾燥処理時間になると、乾燥処理を停止す
るように構成され且つ、乾燥用排水運転にて洗浄空間の
底部に貯留される湯水を排出した後、乾燥用排出水位検
出手段Ｊにて乾燥用排出水位Ｙ１ｂが再び検出されるま
での水位到達時間に応じて、設定乾燥処理時間を変更設
定するように構成されている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洗浄槽の洗浄空間の底部から湯水を吸引して外部に排出する排水ポンプと、
　前記洗浄空間からの空気吸引口と前記洗浄空間への空気供給口とに亘る通風経路を通し
て通風手段にて循環される前記洗浄空間の空気を、除湿用の湯水との接触により冷却する
ことにより、空気中の水分を凝縮させて除湿し、かつ、除湿処理後の湯水及び凝縮水を前
記洗浄槽内に流動させるように構成された除湿部と、
　前記洗浄空間の空気を加熱する加熱手段と、
　前記洗浄空間への湯水供給の断続と前記除湿部への湯水供給の断続とを行う湯水断続手
段と、
　前記洗浄空間の底部に貯留される湯水の水位が乾燥用排出水位であることを検出する乾
燥用排出水位検出手段と、
　前記洗浄空間内の洗浄対象物を洗浄する洗浄処理、前記洗浄対象物をすすぐすすぎ処理
、及び、前記洗浄対象物を乾燥する乾燥処理を実行する制御手段とが設けられ、
　前記制御手段が、
　前記乾燥処理において、前記加熱手段にて前記洗浄空間の空気を加熱しながら、前記除
湿用の湯水と前記通風経路を通過する空気とを接触させるべく、前記通風手段、前記加熱
手段、及び、前記湯水断続手段を制御し、かつ、前記乾燥用排出水位検出手段にて前記乾
燥用排出水位が検出されると、前記排水ポンプを作動させて、その乾燥用排出水位の湯水
を排出する乾燥用排水運転を繰り返すように構成され、且つ、
　前記乾燥処理を開始してからの経過時間が設定乾燥処理時間になると、前記乾燥処理を
停止するように構成されている食器洗浄機であって、
　前記制御手段が、前記乾燥用排水運転にて前記洗浄空間の底部に貯留される湯水を排出
した後、前記乾燥用排出水位検出手段にて前記乾燥用排出水位が再び検出されるまでの水
位到達時間に応じて、前記設定乾燥処理時間を変更設定するように構成されている食器洗
浄機。
【請求項２】
　前記制御手段が、前記水位到達時間が予め設定した標準到達時間以内であれば、予め設
定した標準処理時間を、前記設定乾燥処理時間に設定し、かつ、前記水位到達時間が前記
標準到達時間よりも長いときには、前記水位到達時間と前記標準到達時間との比を、前記
標準処理時間に乗じて求めた時間を、前記設定乾燥処理時間に設定するように構成されて
いる請求項１記載の食器洗浄機。
【請求項３】
　前記制御手段が、前記水位到達時間が予め設定した異常判定時間よりも長いときには、
メンテナンスが必要であることを報知する報知処理を実行するように構成されている請求
項１又は２記載の食器洗浄機。
【請求項４】
　前記洗浄空間に貯留される湯水の水位が前記乾燥用排出水位よりも高い洗浄用水位であ
ることを検出する洗浄用水位検出手段が設けられ、
　前記制御手段が、
　前記洗浄処理及び前記すすぎ処理において、前記洗浄用水位の湯水を前記洗浄空間内に
貯留して洗浄及びすすぎを行うべく、前記湯水断続手段を制御し、かつ、前記洗浄処理及
び前記すすぎ処理の後で、前記洗浄空間内に貯留された湯水を排出すべく、前記排水ポン
プを作動させる洗浄用排水運転を実行するように構成され、且つ、
　前記洗浄処理及び前記すすぎ処理において、前記洗浄用水位の湯水を前記洗浄空間内に
貯留するときに、前記乾燥用排出水位検出手段が前記乾燥用排出水位を検出することなく
、前記洗浄用水位検出手段が前記洗浄用水位を検出した場合には、前記乾燥用排出水位検
出手段が異常である故障状態であると判別して、その故障状態を判別した後の前記乾燥処
理において、前記乾燥用排水運転を、前記排水ポンプを作動させて、前記洗浄用空間の底
部に貯留されている湯水を排出したのち、設定故障用インターバル時間が経過すると、再
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び排水ポンプをさせて、前記洗浄用空間の底部に貯留されている湯水を排出する形態で実
行し、かつ、設定故障用運転時間を、前記設定乾燥処理時間に設定するように構成されて
いる請求項１～３のいずれか１項に記載の食器洗浄機。
【請求項５】
　前記制御手段が、
　前記洗浄処理及び前記すすぎ処理において、前記洗浄用水位の湯水を前記洗浄空間内に
貯留するときに、前記乾燥用排出水位検出手段が前記乾燥用排出水位を検出したのち、前
記洗浄用水位検出手段が前記洗浄用水位を検出した場合には、その後の乾燥処理にて計測
する前記水位到達時間を、正常時水位到達時間として記憶して、その正常時水位到達時間
を、前記設定故障用インターバル時間に設定するように構成されている請求項４記載の食
器洗浄機。
【請求項６】
　前記制御手段が、
　前記洗浄処理及び前記すすぎ処理において、前記洗浄用水位の湯水を前記洗浄空間内に
貯留するまでの経過時間を貯留時間として記憶して、その貯留時間と予め設定した標準貯
留時間との比を、予め設定した標準インターバル時間に乗じた時間を、前記設定故障用イ
ンターバル時間に設定するように構成されている請求項４記載の食器洗浄機。
【請求項７】
　前記制御手段が、
　前記洗浄処理及び前記すすぎ処理において、前記洗浄用水位の湯水を前記洗浄空間内に
貯留するときに、前記乾燥用排出水位検出手段が前記乾燥用排出水位を検出したのち、前
記洗浄用水位検出手段が前記洗浄用水位を検出した場合には、その後の乾燥処理にて計測
する前記水位到達時間を、正常時水位到達時間として記憶して、その正常時水位到達時間
と予め設定した標準水位到達時間との比を、予め設定した標準処理時間に乗じて求めた時
間を、前記設定故障用運転時間として、前記設定乾燥処理時間に設定するように構成され
ている請求項４～６のいずれか１項に記載の食器洗浄機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、洗浄槽の洗浄空間の底部から湯水を吸引して外部に排出する排水ポンプと、
前記洗浄空間からの空気吸引口と前記洗浄空間への空気供給口とに亘る通風経路を通して
通風手段にて循環される前記洗浄空間の空気を、除湿用の湯水との接触により冷却するこ
とにより、空気中の水分を凝縮させて除湿し、かつ、除湿処理後の湯水及び凝縮水を前記
洗浄槽内に流動させるように構成された除湿部と、前記洗浄空間の空気を加熱する加熱手
段と、前記洗浄空間への湯水供給の断続と前記除湿部への湯水供給の断続とを行う湯水断
続手段と、前記洗浄空間の底部に貯留される湯水の水位が乾燥用排出水位であることを検
出する乾燥用排出水位検出手段と、前記洗浄空間内の洗浄対象物を洗浄する洗浄処理、前
記洗浄対象物をすすぐすすぎ処理、及び、前記洗浄対象物を乾燥する乾燥処理を実行する
制御手段とが設けられ、
　前記制御手段が、前記乾燥処理において、前記加熱手段にて前記洗浄空間の空気を加熱
しながら、前記除湿用の湯水と前記通風経路を通過する空気とを接触させるべく、前記通
風手段、前記加熱手段、及び、前記湯水断続手段を制御し、かつ、前記乾燥用排出水位検
出手段にて前記乾燥用排出水位が検出されると、前記排水ポンプを作動させて、その乾燥
用排出水位の湯水を排出する乾燥用排水運転を繰り返すように構成され、且つ、前記乾燥
処理を開始してからの経過時間が設定乾燥処理時間になると、前記乾燥処理を停止するよ
うに構成されている食器洗浄機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　かかる食器洗浄機は、皿や茶碗等の食器類を洗浄するのに使用されるものである。
　すなわち、食器洗浄機は種々の使用形態にて使用されるものであるが、その標準的な使
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用形態は、洗浄空間内に洗浄対象物が収納された状態において、洗浄空間内に洗浄用の湯
水を供給して、その洗浄用の湯水を洗浄空間内に装備した洗浄ノズルから洗浄水として噴
出する洗浄処理を行い、次に、洗浄用排水運転により、洗浄空間内の湯水を排出したのち
、洗浄空間内にすすぎ用の湯水を供給して、そのすすぎ用の湯水を洗浄空間内に装備した
洗浄ノズルから噴出するすすぎ処理を行い、その後、洗浄用排水運転により、洗浄空間内
の湯水を排出したのち、乾燥処理を行う形態である。
【０００３】
　また、上記した食器洗浄機は、乾燥処理として、加熱手段にて洗浄空間の空気を加熱し
ながら、通風経路を通過する空気を、除湿用の湯水との接触により冷却することにより、
空気中の水分を凝縮させて除湿することを行うものであるから、乾燥処理を行う際に、湿
った空気が機外に排出されることがないため、湿った空気が、使用者や食器洗浄機が設置
されている箇所に存在する他の機器類に吹き付けられることを抑制できるものとなり、使
用勝手がよいものとなる。
【０００４】
　さらに、上記した食器洗浄機は、除湿部が、除湿処理後の湯水及び凝縮水を洗浄槽内に
流動させるように構成されて、制御手段が、乾燥用排出水位検出手段にて乾燥用排出水位
が検出されると、排水ポンプを作動させて、その乾燥用排出水位の湯水を排出する乾燥用
排水運転を繰り返すように構成されるものであるから、除湿部からの除湿用の湯水及び凝
縮水を、排水ポンプを用いて的確に外部に排出することができるものである。
【０００５】
　このような食器洗浄機の従来例として、設定乾燥処理時間が、一定の時間に予め定めら
れて、制御手段が、乾燥処理を開始してからの経過時間が設定乾燥処理時間になると、乾
燥処理を停止するように構成されたものがある（例えば、特許文献１（段落〔００５４〕
参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－２２３６５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記した従来の食器洗浄機においては、乾燥処理を行う際に、洗浄対象物の乾燥が不十
分であるにも拘わらず、設定乾燥処理時間が経過して乾燥処理を停止する虞があり、改善
が望まれるものであった。
【０００８】
　すなわち、除湿部には、一般に、上水道等の湯水供給源からの湯水が除湿用の湯水とし
て供給されることになるが、その湯水供給源から除湿部への湯水供給路中の配管の詰まり
や、湯水供給源の水圧の低下等により、除湿部に供給する除湿用湯水の単位時間当たりの
供給量が大きく低下する虞がある。
　ちなみに、通風手段にて循環される洗浄空間の空気に対して、除湿用の湯水を接触させ
るにあたり、除湿効率の向上を図るべく、除湿用の湯水を噴霧ノズルから噴出させるよう
にすることが多いが、この場合、湯水供給路中の配管の詰まりの一つとして、噴霧ノズル
の詰まりがある。
【０００９】
　そして、除湿部に供給する除湿用湯水の単位時間当たりの供給量が低下すると、除湿効
率が低下することになるため、除湿部に供給する除湿用湯水の単位時間当たりの供給量が
大幅に低下すると、通風手段にて循環される洗浄空間の空気の湿度が適切に低下しないこ
とになり、その結果、設定乾燥処理時間が経過しても、洗浄対象物の乾燥が不十分となる
虞があった。
【００１０】
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　本発明は、上記実情に鑑みて為されたものであって、その目的は、除湿部に供給する除
湿用湯水の単位時間当たりの供給量が低下しても、洗浄対象物の乾燥を適切に行うことが
できる食器洗浄機を提供する点にある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の食器洗浄機は、洗浄槽の洗浄空間の底部から湯水を吸引して外部に排出する排
水ポンプと、
　前記洗浄空間からの空気吸引口と前記洗浄空間への空気供給口とに亘る通風経路を通し
て通風手段にて循環される前記洗浄空間の空気を、除湿用の湯水との接触により冷却する
ことにより、空気中の水分を凝縮させて除湿し、かつ、除湿処理後の湯水及び凝縮水を前
記洗浄槽内に流動させるように構成された除湿部と、
　前記洗浄空間の空気を加熱する加熱手段と、
　前記洗浄空間への湯水供給の断続と前記除湿部への湯水供給の断続とを行う湯水断続手
段と、
　前記洗浄空間の底部に貯留される湯水の水位が乾燥用排出水位であることを検出する乾
燥用排出水位検出手段と、
　前記洗浄空間内の洗浄対象物を洗浄する洗浄処理、前記洗浄対象物をすすぐすすぎ処理
、及び、前記洗浄対象物を乾燥する乾燥処理を実行する制御手段とが設けられ、
　前記制御手段が、
　前記乾燥処理において、前記加熱手段にて前記洗浄空間の空気を加熱しながら、前記除
湿用の湯水と前記通風経路を通過する空気とを接触させるべく、前記通風手段、前記加熱
手段、及び、前記湯水断続手段を制御し、かつ、前記乾燥用排出水位検出手段にて前記乾
燥用排出水位が検出されると、前記排水ポンプを作動させて、その乾燥用排出水位の湯水
を排出する乾燥用排水運転を繰り返すように構成され、且つ、
　前記乾燥処理を開始してからの経過時間が設定乾燥処理時間になると、前記乾燥処理を
停止するように構成されているものであって、その第１特徴構成は、
　前記制御手段が、前記乾燥用排水運転にて前記洗浄空間の底部に貯留される湯水を排出
した後、前記乾燥用排出水位検出手段にて前記乾燥用排出水位が再び検出されるまでの水
位到達時間に応じて、前記設定乾燥処理時間を変更設定するように構成されている点を特
徴とする。
【００１２】
　すなわち、制御手段が、乾燥用排水運転にて洗浄空間の底部に貯留される湯水を排出し
た後、乾燥用排出水位検出手段にて乾燥用排出水位が再び検出されるまでの水位到達時間
を計測して、その水位到達時間に応じて、設定乾燥処理時間を変更設定することになる。
　つまり、水位到達時間が長くなるほど、除湿部に供給する除湿用湯水の単位時間当たり
の供給量が少ないものであるから、水位到達時間が長くなるときには、水位到達時間が短
いときよりも、設定乾燥処理時間を長くするように変更設定することになる。
【００１３】
　このように、水位到達時間に応じて、設定乾燥処理時間を変更設定することにより、除
湿部に供給する除湿用湯水の単位時間当たりの供給量が少ないときには、設定乾燥処理時
間を長くすることができるため、除湿部に供給する除湿用湯水の単位時間当たりの供給量
が低下したときにも、被乾燥処理物に対する乾燥を適切に行うことができる。
【００１４】
　要するに、本発明の第１特徴構成によれば、除湿部に供給する除湿用湯水の単位時間当
たりの供給量が低下しても、洗浄対象物の乾燥を適切に行うことができる食器洗浄機を提
供できる。
【００１５】
　本発明の第２特徴構成は、上記した第１特徴構成に加えて、
　前記制御手段が、前記水位到達時間が予め設定した標準到達時間以内であれば、予め設
定した標準処理時間を、前記設定乾燥処理時間に設定し、かつ、前記水位到達時間が前記
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標準到達時間よりも長いときには、前記水位到達時間と前記標準到達時間との比を、前記
標準処理時間に乗じて求めた時間を、前記設定乾燥処理時間に設定するように構成されて
いる点を特徴とする。
【００１６】
　すなわち、制御手段が、水位到達時間が予め設定した標準到達時間以内であれば、予め
設定した標準処理時間を、設定乾燥処理時間に設定することになり、そして、水位到達時
間が標準到達時間よりも長いときには、水位到達時間と標準到達時間との比を、標準処理
時間に乗じて求めた時間を、設定乾燥処理時間に設定することになる。
【００１７】
　つまり、水位到達時間が予め設定した標準到達時間以内であれば、除湿部に供給する除
湿用湯水の単位時間当たりの供給量が適正であるとして、予め設定した標準処理時間を、
設定乾燥処理時間に設定する。
　そして、水位到達時間が標準到達時間よりも長いときには、湯水供給源から除湿部への
湯水供給路中の配管の詰まりや、水道水圧の低下等によって、除湿部に供給する除湿用湯
水の単位時間当たりの供給量が不足している状態であるとして、水位到達時間と標準到達
時間との比を、標準処理時間に乗じて求めた時間を、設定乾燥処理時間に設定するのであ
る。
【００１８】
　このように、水位到達時間が標準到達時間よりも長いときには、水位到達時間と標準到
達時間との比を、標準処理時間に乗じて求めた時間を、設定乾燥処理時間に設定するもの
であるから、除湿部に供給する除湿用湯水の単位時間当たりの供給量が低下しているほど
、設定乾燥処理時間を長く設定できるため、除湿部に供給する除湿用湯水の単位時間当た
りの供給量が低下している状態において、その低下量の多少に拘わらず、被乾燥処理物に
対する乾燥を適切に行うことができる。
【００１９】
　要するに、本発明の第２特徴構成によれば、上記第１特徴構成による作用効果に加えて
、除湿部に供給する除湿用湯水の単位時間当たりの供給量が低下している状態において、
その低下量の多少に拘わらず、洗浄対象物の乾燥を適切に行うことができる食器洗浄機を
提供できる。
【００２０】
　本発明の第３特徴構成は、上記した第１又は第２特徴構成に加えて、
　前記制御手段が、前記水位到達時間が予め設定した異常判定時間よりも長いときには、
メンテナンスが必要であることを報知する報知処理を実行するように構成されている点を
特徴とする。
【００２１】
　すなわち、制御手段が、水位到達時間が予め設定した異常判定時間よりも長いときには
、報知処理を実行して、メンテナンスが必要であることを報知することになる。
　つまり、異常判定時間として、除湿部に供給する除湿用湯水の単位時間当たりの供給量
が、メンテナンスを必要とする程度まで異常に低下しているときに対応する時間を定めて
おくことにより、メンテナンスを適切に行わせることができるのである。
【００２２】
　要するに、本発明の第３特徴構成によれば、上記した第１又は第２特徴構成による作用
効果に加えて、メンテナンスを適切に行わせることができる食器洗浄機を提供できる。
【００２３】
　本発明の第４特徴構成は、上記第１～第３特徴構成のいずれかに加えて、
　前記洗浄空間に貯留される湯水の水位が前記乾燥用排出水位よりも高い洗浄用水位であ
ることを検出する洗浄用水位検出手段が設けられ、
　前記制御手段が、
　前記洗浄処理及び前記すすぎ処理において、前記洗浄用水位の湯水を前記洗浄空間内に
貯留して洗浄及びすすぎを行うべく、前記湯水断続手段を制御し、かつ、前記洗浄処理及
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び前記すすぎ処理の後で、前記洗浄空間内に貯留された湯水を排出すべく、前記排水ポン
プを作動させる洗浄用排水運転を実行するように構成され、且つ、
　前記洗浄処理及び前記すすぎ処理において、前記洗浄用水位の湯水を前記洗浄空間内に
貯留するときに、前記乾燥用排出水位検出手段が前記乾燥用排出水位を検出することなく
、前記洗浄用水位検出手段が前記洗浄用水位を検出した場合には、前記乾燥用排出水位検
出手段が異常である故障状態であると判別して、その故障状態を判別した後の前記乾燥処
理において、前記乾燥用排水運転を、前記排水ポンプを作動させて、前記洗浄用空間の底
部に貯留されている湯水を排出したのち、設定故障用インターバル時間が経過すると、再
び排水ポンプをさせて、前記洗浄用空間の底部に貯留されている湯水を排出する形態で実
行し、かつ、設定故障用運転時間を、前記設定乾燥処理時間に設定するように構成されて
いる点を特徴とする。
【００２４】
　すなわち、制御手段が、洗浄用水位の湯水を洗浄空間内に貯留して洗浄及びすすぎを行
う形態で、洗浄処理及びすすぎ処理を行い、洗浄処理及び前記すすぎ処理の後で、洗浄空
間内に貯留された湯水を排出すべく、排水ポンプを作動させる洗浄用排水運転を行うこと
になる。
【００２５】
　また、制御手段が、洗浄処理及びすすぎ処理において、洗浄用水位の湯水を洗浄空間内
に貯留するときに、乾燥用排出水位検出手段が乾燥用排出水位を検出することなく、洗浄
用水位検出手段が前記洗浄用水位を検出した場合には、乾燥用排出水位検出手段が異常で
ある故障状態であると判別することになる。
【００２６】
　そして、乾燥用排出水位検出手段が異常である故障状態であると判別すると、制御手段
が、その故障状態を判別した後の乾燥処理において、乾燥用排水運転を、排水ポンプを作
動させて、洗浄用空間の底部に貯留されている湯水を排出したのち、設定故障用インター
バル時間が経過すると、再び排水ポンプを作動させて、洗浄用空間の底部に貯留されてい
る湯水を排出する形態で実行することになり、また、設定故障用運転時間を、設定乾燥処
理時間に設定して、設定故障用運転時間が経過すると、乾燥処理を停止することになる。
【００２７】
　このように、乾燥用排出水位検出手段が異常である故障状態であると判別されたときに
は、乾燥用排水運転が、排水ポンプを作動させて、洗浄用空間の底部に貯留されている湯
水を排出したのち、設定故障用インターバル時間が経過すると、再び排水ポンプを作動さ
せて、洗浄用空間の底部に貯留されている湯水を排出する形態で実行され、且つ、設定乾
燥処理時間として、設定故障用運転時間が設定されるものであるから、乾燥用排出水位検
出手段が異常である故障状態においても、乾燥処理を継続して実行できるため、使い勝手
の向上を図ることができる。
【００２８】
　ちなみに、乾燥用排出水位検出手段が異常である故障状態と判別したときには、乾燥用
排出水位検出手段を点検修理するメンテナンスを促すための報知処理を行って、乾燥用排
出水位検出手段を、正常な状態に復帰させるようにすることになる。
【００２９】
　要するに、本発明の第４特徴構成によれば、上記した第１～第３特徴構成による作用効
果に加えて、乾燥用排出水位検出手段が異常である故障状態において、乾燥処理を実行で
きるようにして、使い勝手を向上させることができる食器洗浄機を提供できる。
【００３０】
　本発明の第５特徴構成は、上記した第４特徴構成に加えて、
　前記制御手段が、
　前記洗浄処理及び前記すすぎ処理において、前記洗浄用水位の湯水を前記洗浄空間内に
貯留するときに、前記乾燥用排出水位検出手段が前記乾燥用排出水位を検出したのち、前
記洗浄用水位検出手段が前記洗浄用水位を検出した場合には、その後の乾燥処理にて計測
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する前記水位到達時間を、正常時水位到達時間として記憶して、その正常時水位到達時間
を、前記設定故障用インターバル時間に設定するように構成されている点を特徴とする。
【００３１】
　すなわち、制御手段が、洗浄処理及びすすぎ処理において、洗浄用水位の湯水を洗浄空
間内に貯留するときに、乾燥用排出水位検出手段が乾燥用排出水位を検出したのち、洗浄
用水位検出手段が洗浄用水位を検出した場合には、その後の乾燥処理にて計測する水位到
達時間を、正常時水位到達時間として記憶することになる。
【００３２】
　そして、乾燥用排出水位検出手段が異常である故障状態であると判別したときには、制
御手段が、記憶している正常時水位到達時間を、乾燥用排水運転において排水ポンプを作
動させるための設定故障用インターバル時間に設定することになる。
　つまり、乾燥用排出水位検出手段が異常である故障状態であると判別したときの乾燥用
排水運転が、排水ポンプを作動させて、洗浄用空間の底部に貯留されている湯水を排出し
たのち、正常時水位到達時間が経過すると、再び排水ポンプを作動させて、洗浄用空間の
底部に貯留されている湯水を排出する形態で実行されることになる。
【００３３】
　正常時水位到達時間は、乾燥用排出水位検出手段が正常である状態において、乾燥用排
水運転にて洗浄空間の底部に貯留される湯水を排出した後、乾燥用排出水位検出手段にて
乾燥用排出水位が再び検出されるまでの水位到達時間に相当するものであるから、設定故
障用インターバル時間として、正常時水位到達時間に設定することにより、排水ポンプを
作動させて、洗浄用空間の底部に貯留されている湯水を排出したのち、再び、洗浄空間の
底部に乾燥用排出水位の湯水が貯留された時点において、排水ポンプを作動させることが
できるため、洗浄空間の底部に乾燥用排出水位の湯水が貯留された時点ごとの適正なタイ
ミングにて、排水ポンプを適切に作動させることができる。
【００３４】
　要するに、本発明の第５特徴構成によれば、上記した第４特徴構成による作用効果に加
えて、乾燥用排出水位検出手段が異常である故障状態において、洗浄空間の底部に乾燥用
排出水位の湯水が貯留された時点ごとの適正なタイミングにて、排水ポンプを適切に作動
させることができる食器洗浄機を提供できる。
【００３５】
　本発明の第６特徴構成は、上記した第４特徴構成に加えて、
　前記制御手段が、
　前記洗浄処理及び前記すすぎ処理において、前記洗浄用水位の湯水を前記洗浄空間内に
貯留するまでの経過時間を貯留時間として記憶して、その貯留時間と予め設定した標準貯
留時間との比を、予め設定した標準インターバル時間に乗じた時間を、前記設定故障用イ
ンターバル時間に設定するように構成されている点を特徴とする。
【００３６】
　すなわち、制御手段が、洗浄処理及びすすぎ処理において、洗浄用水位の湯水を洗浄空
間内に貯留するまでの経過時間を貯留時間として記憶する。
　そして、乾燥用排出水位検出手段が異常である故障状態であると判別したときには、制
御手段が、記憶している貯留時間と予め設定した標準貯留時間との比を、予め設定した標
準インターバル時間に乗じた時間を、乾燥用排水運転において排水ポンプを作動させるた
めの設定故障用インターバル時間に設定することになる。
【００３７】
　つまり、標準貯留時間として、洗浄空間や除湿部に湯水を供給する上水道等の湯水供給
源の水圧が標準的な圧力であるときに、洗浄処理及びすすぎ処理において、洗浄用水位の
湯水を洗浄空間内に貯留するまでの経過時間を定めておき、また、標準インターバル時間
として、洗浄空間や除湿部に湯水を供給する上水道等の湯水供給源の水圧が標準的な圧力
であるときの乾燥運転において、洗浄用空間の底部に貯留されている湯水を排出したのち
、再び、洗浄空間の底部に乾燥用排出水位の湯水が貯留されるまでの経過時間を定めるよ
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うにしておけば、記憶している貯留時間と予め設定した標準貯留時間との比を、予め設定
した標準インターバル時間に乗じた時間は、乾燥運転において、洗浄用空間の底部に貯留
されている湯水を排出したのち、再び、洗浄空間の底部に乾燥用排出水位の湯水が貯留さ
れるまでの経過時間であって、しかも、洗浄空間や除湿部に湯水を供給する湯水供給源の
現在の圧力に合わせた状態の経過時間に相当する時間となる。
【００３８】
　したがって、記憶している貯留時間と予め設定した標準貯留時間との比を、予め設定し
た標準インターバル時間に乗じた時間を、乾燥用排水運転において排水ポンプを作動させ
るための設定故障用インターバル時間に設定することによって、乾燥用排出水位検出手段
が異常である故障状態において、洗浄空間や除湿部に湯水を供給する湯水供給源の水圧の
変動に拘わらず、洗浄空間の底部に乾燥用排出水位の湯水が貯留されることが予測される
時点ごとの適正なタイミングにて、排水ポンプを適切に作動させることができるものとな
る。
【００３９】
　要するに、本発明の第６特徴構成によれば、上記した第４特徴構成による作用効果に加
えて、乾燥用排出水位検出手段が異常である故障状態において、洗浄空間や除湿部に湯水
を供給する湯水供給源の水圧の変動に拘わらず、洗浄空間の底部に乾燥用排出水位の湯水
が貯留されることが予測される時点ごとの適正なタイミングにて、排水ポンプを適切に作
動させることができる食器洗浄機を提供できる。
【００４０】
　本発明の第７特徴構成は、上記第４～第６特徴構成のいずれかに加えて、
　前記制御手段が、
　前記洗浄処理及び前記すすぎ処理において、前記洗浄用水位の湯水を前記洗浄空間内に
貯留するときに、前記乾燥用排出水位検出手段が前記乾燥用排出水位を検出したのち、前
記洗浄用水位検出手段が前記洗浄用水位を検出した場合には、その後の乾燥処理にて計測
する前記水位到達時間を、正常時水位到達時間として記憶して、その正常時水位到達時間
と予め設定した標準水位到達時間との比を、予め設定した標準処理時間に乗じて求めた時
間を、前記設定故障用運転時間として、前記設定乾燥処理時間に設定するように構成され
ている点を特徴とする。
【００４１】
　すなわち、制御手段が、洗浄処理及びすすぎ処理において、洗浄用水位の湯水を洗浄空
間内に貯留するときに、乾燥用排出水位検出手段が乾燥用排出水位を検出したのち、洗浄
用水位検出手段が洗浄用水位を検出した場合には、その後の乾燥処理にて計測する水位到
達時間を、正常時水位到達時間として記憶することになる。
【００４２】
　そして、乾燥用排出水位検出手段が異常である故障状態であると判別したときには、制
御手段が、記憶している正常時水位到達時間と予め設定した標準水位到達時間との比を、
予め設定した標準処理時間に乗じて求めた時間を、設定故障用運転時間として、設定乾燥
処理時間に設定することになる。
【００４３】
　つまり、標準水位到達時間として、洗浄空間や除湿部に湯水を供給する上水道等の湯水
供給源の水圧が標準的な圧力であるときの乾燥処理において、乾燥用排水運転にて洗浄空
間の底部に貯留される湯水を排出した後、乾燥用排出水位検出手段にて乾燥用排出水位が
再び検出されるまでの水位到達時間に相当する時間を定めておき、また、標準処理時間と
して、洗浄空間や除湿部に湯水を供給する上水道等の湯水供給源の水圧が標準的な圧力で
あるときの乾燥処理において、洗浄対象物を乾燥するのに必要とする時間を定めておけば
、記憶している正常時水位到達時間と予め設定した標準水位到達時間との比を、予め設定
した標準処理時間に乗じて求めた時間は、洗浄空間や除湿部に湯水を供給する湯水供給源
の現在の圧力に合わせた状態の時間に相当する時間となる。
【００４４】
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　したがって、記憶している正常時水位到達時間と予め設定した標準水位到達時間との比
を、予め設定した標準処理時間に乗じて求めた時間を、設定故障用運転時間として、設定
乾燥処理時間に設定することによって、乾燥用排出水位検出手段が異常である故障状態に
おいて、洗浄空間や除湿部に湯水を供給する湯水供給源の水圧の変動に拘わらず、洗浄対
象物を適正に乾燥することが予測される設定乾燥処理時間を設定できるものとなる。
【００４５】
　要するに、本発明の第７特徴構成によれば、上記した第４～第６特徴構成のいずれかに
よる作用効果に加えて、乾燥用排出水位検出手段が異常である故障状態において、洗浄空
間や除湿部に湯水を供給する湯水供給源の水圧の変動に拘わらず、洗浄対象物を適正に乾
燥することができる食器洗浄機を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】食器洗浄機の斜視図
【図２】洗浄槽を収納した状態の切欠側面図
【図３】食器洗浄機の概略構成図
【図４】乾燥用空気の流動状態を示す概略斜視図
【図５】水位検出センサの切欠斜視図
【図６】湯水排出水位の検出状態の縦断側面図
【図７】洗浄用水位の検出状態の縦断側面図
【図８】異常水位の検出状態の縦断側面図
【図９】制御構成を示すブロック図
【図１０】制御作動を示すフローチャート
【図１１】制御作動を示すフローチャート
【図１２】制御作動を示すフローチャート
【図１３】制御作動を示すフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００４７】
　〔実施形態〕
　次に、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
　図１及び図２に示すように、前面部が開口された本体ケース部としての本体部１が設け
られ、平面視形状が四角状の洗浄槽Ｄを備えた引出し部２が、本体部１に対して、水平方
向に沿って引出し及び収納自在に設けられて、食器洗浄機の一例としての引出し式の食器
洗浄機が構成されている。
　尚、例示はしないが、引出し部２を本体部１に対して移動自在に支持するスライド式レ
ール機構が設けられており、引出し部２が、その大部分を本体部１の外方に露出させる状
態に引き出すことができるように構成されている。
【００４８】
　そして、引出し部２を本体部１に収納した状態において洗浄槽Ｄの上面部を閉塞する内
蓋部３が、引出し部２を本体部１から引き出した状態では洗浄槽Ｄの上面部を開口するよ
うに、引出し部２の引き出し及び収納に伴って自動的に開閉される形態で設けられており
、洗浄槽Ｄの内部空間にて、開閉自在な洗浄空間Ｑが構成されている。
　尚、図２に示すように、本体部１の底部には、漏水受止め用のドレンパン１４が配備さ
れており、例示はしないが、このドレンパン１４にて受止め回収された水の存否を検出す
る漏水センサが装備されることになる。
【００４９】
　引出し部２の前面部には、本体部１の前面部の開口を開閉する扉体Ａが設けられ、その
扉体Ａには、引出し部２を本体部１から引き出すときや収納するときに把持するための把
持部Ｂが設けられている。尚、詳述はしないが、把持部Ｂの内方側箇所には、引出し部２
を本体部１に収納するに伴って本体部１の係止部Ｐａに係合する係合手段Ｐが設けられて
おり、この係合手段Ｐが係止部Ｐａに係合することにより、引出し部２を本体部１に収納
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した状態に保持するようになっている。そして、係合手段Ｐは、引出し部２を本体部１か
ら引き出すときに把持部Ｂを支持する手指にて、係合を解除する解除状態に操作できるよ
うになっている。
　また、扉体Ａには、運転のための各種操作を行う操作部ＳＳが設けられている。
【００５０】
　図３に示すように、上水道等の湯水供給源に接続された給水路４Ａ、その給水路４Ａか
ら分岐される洗浄槽用分岐路４Ｂ、及び、給水路４Ａから分岐される除湿用分岐路４Ｃが
設けられている。
　洗浄槽用分岐路４Ｂは、洗浄槽Ｄの洗浄空間Ｑ内に洗浄及びすすぎのための湯水を供給
する給水口５（図２参照）に接続され、除湿用分岐路４Ｃは、洗浄槽Ｄの前側壁部Ｄｆに
装備される後述の除湿部Ｇに接続されている。
【００５１】
　そして、給水路４Ａを開閉する第１開閉弁Ｖ１と、洗浄槽用分岐路４Ｂを開閉する第２
開閉弁Ｖ２と、除湿用分岐路４Ｃに装備されて、第１開閉弁Ｖ１及び第２開閉弁Ｖ２の開
き状態において、その除湿用分岐路４Ｃを通流する湯水の通流量が洗浄槽用分岐路４Ｂを
通流する湯水の通流量よりも少なくなるように制限する定流量弁Ｖ３とが設けられ、第１
開閉弁Ｖ１、第２開閉弁Ｖ２、及び、定流量弁Ｖ３から、給水口５への湯水供給の断続と
前記除湿部Ｇへの湯水供給の断続とを行う湯水断続手段Ｅが構成されている。
【００５２】
　つまり、洗浄空間Ｑに湯水を供給するときには、第１開閉弁Ｖ１、及び、第２開閉弁Ｖ
２が開かれることになり、除湿部Ｇだけに湯水を供給するときには、第１開閉弁Ｖ１が開
かれ、第２開閉弁Ｖ２が閉じられることになる。
　尚、第１開閉弁Ｖ１には、洗浄槽用分岐路４Ｂを通流する湯水の通流量を、除湿用分岐
路４Ｃを通流する湯水の通流量（例えば、２００ｍｌ／分）よりも十分に多い通流量では
あるものの、過大な通流量となることを抑制すべく制限する定流量弁Ｖ４が、一体的に組
み込まれる状態で装備されている。
【００５３】
　また、第１開閉弁Ｖ１、第２開閉弁Ｖ２、及び、定流量弁Ｖ３が、本体部１の背部側箇
所に配設され、洗浄槽用分岐路４Ｂにおける第２開閉弁Ｖ２と給水口５とを接続する部分
が、可撓性ホースＲ１にて構成され、除湿用分岐路４Ｃにおける定流量弁Ｖ３と除湿部Ｇ
とを接続する部分が、可撓性ホースＲ２にて構成されている。
【００５４】
　また、図２及び図３に示すように、引出し部２における洗浄槽Ｄの底部下方には、正転
で洗浄用ポンプとして機能し、逆転で排水用ポンプとして機能する兼用ポンプ６が設けら
れ、洗浄槽Ｄの洗浄空間Ｑの内部には、洗浄用ノズル８や加熱手段としての電気式の加熱
ヒータ９などが配置され、さらに、食器などの洗浄対象物を収納載置する洗浄かご１０が
、洗浄槽Ｄの内部に着脱自在に装着されている。
【００５５】
　兼用ポンプ６は、洗浄槽Ｄの底部に形成した水貯留用凹部Ｓに、吸引管１１にて接続さ
れ、かつ、この兼用ポンプ６には、排水管１２が接続されている。
　つまり、兼用ポンプ６は、正転状態においては、洗浄空間Ｑの底部に貯留した湯水を洗
浄用ノズル８に圧送して、洗浄用ノズル８から湯水を噴出させることになり、また、逆転
状態においては、排水管１２を通して、洗浄空間Ｑ内に貯留されている湯水を外部に排出
することになる。
【００５６】
　排水管１２が、引き出し部２の背部に延びる状態で装備され、その排水管１２の先端部
と、本体部１の背部側箇所に配設された排水トラップ１２Ｂとが、排水ホース１２Ａにて
接続され、そして、排水トラップ１２Ｂには、外部接続ホース１２Ｃが接続されている。
　したがって、外部接続ホース１２Ｃが、食器洗浄機を設置する箇所に装備されている設
置箇所の排水管に接続されることにより、洗浄空間Ｑの湯水を外部に排水できるようにな
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っている。
　尚、設置箇所の排水管が低位置に配備される場合には、外部接続ホース１２Ｃは、水平
方向に伸びる姿勢で配置されることになるが、設置箇所の排水管が高位置に配備される場
合には、外部接続ホース１２Ｃは、上方に向けて伸びる姿勢で配置されることになる。
【００５７】
　また、図３に示すように、水貯留用凹部Ｓには、連通路としての案内管１３を介して水
位検出センサＪが接続されている。
　この水位検出センサＪは、後述の如く、洗浄槽Ｄの洗浄空間Ｑ内に貯留される湯水の水
位が洗浄用水位Ｙ２（図７参照）であること、洗浄槽Ｄの洗浄空間Ｑ内に貯留される湯水
の水位が、洗浄空間Ｑから大部分の湯水を排出した状態に相当して、加熱ヒータ９が露出
する程度に低い湯水排出水位Ｙ１ａ（図６参照）であること、洗浄槽Ｄ内に貯留される湯
水が洗浄用水位Ｙ２より設定量高い異常水位Ｙ３（図８参照）であること、及び、洗浄槽
Ｄの洗浄空間Ｑ内に貯留される湯水の水位が、上記湯水排出水位Ｙ１ａよりも少し高くて
、加熱ヒータ９が露出する程度に低い乾燥用排出水位Ｙ１ｂ（図６参照）を検出するよう
に構成されている。
【００５８】
　つまり、水位検出センサＪは、洗浄槽Ｄの洗浄空間Ｑ内に貯留される湯水の水位が洗浄
用水位Ｙ２であることを検出する洗浄用水位検出手段、洗浄槽Ｄの洗浄空間Ｑ内に貯留さ
れる湯水の水位が洗浄用水位Ｙ２よりも低い湯水排出水位Ｙ１ａであることを検出する湯
水排出水位検出手段、洗浄槽Ｄの洗浄空間Ｑ内に貯留される湯水の水位が洗浄用水位Ｙ２
よりも低くかつ湯水排出水位Ｙ１ａよりも少し高い乾燥用排出水位Ｙ１ｂであることを検
出する乾燥用排出水位検出手段、及び、洗浄槽Ｄの洗浄空間Ｑ内に貯留される湯水の水位
が異常水位Ｙ３であることを検出する異常水位検出手段の夫々を構成することになる。
【００５９】
　尚、本実施形態においては、水位検出センサＪにて洗浄用水位Ｙ２が検出されるときに
は、洗浄空間Ｑには２．４Ｌ（リットル）の湯水が貯留され、その状態から湯水を排出し
て湯水排出水位Ｙ１ａが水位検出センサＪにて検出されたときには、洗浄空間Ｑには０．
９Ｌ（リットル）に相当する湯水が残存する（貯留される）状態となる。
【００６０】
　図２及び図３に示すように、洗浄槽Ｄの前側壁部Ｄｆには、乾燥ユニットＫが取り付け
られている。
　つまり、前側壁部Ｄｆには、図４にも示すように、乾燥ユニットＫからの空気を洗浄空
間Ｑに供給する空気供給口２１、及び、乾燥ユニットＫが洗浄空間Ｑ内の空気を吸引する
空気吸引口２２が、洗浄空間Ｑの下位側に相当する箇所でかつ左右両側に離れた位置に形
成されている。具体的には、空気供給口２１及び空気吸引口２２は、洗浄かご１０よりも
下方側でかつ上述の水貯留用凹部Ｓよりも上方側に位置するように形成され、そして、本
実施形態においては、空気供給口２１を右側に、且つ、空気吸引口２２を左側に位置させ
ている。
【００６１】
　乾燥ユニットＫは、図３に示すように、洗浄槽Ｄの前側壁部Ｄｆに止着されるケーシン
グ２０の内部に、空気吸引口２２と空気供給口２１とに亘る通風経路Ｆを通して洗浄空間
Ｑの空気を循環させる通風手段としての循環ファン２３、及び、通風経路Ｆを通して循環
される空気を除湿する上述の除湿部Ｇを備えて構成されている。
　通風経路Ｆは、空気吸引口２２から上方側に伸びる上昇経路部分ｆ１とその上昇経路部
分ｆ１の上端部から空気供給口２１に向けて下方側に伸びる下降経路部分ｆ２とからなる
逆Ｕ字状に形成されており、上昇経路部分ｆ１に、除湿部Ｇが配設され、下降経路部分ｆ
２に、循環ファン２３が配設されている。
【００６２】
　除湿部Ｇは、複数枚の伝熱板２４を板厚方向に沿って間隔を隔てて並置して、それら伝
熱板２４に向けて除湿用の湯水を噴出ノズル２５から噴出することによって、複数枚の伝
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熱板２４の間を通して上方に向けて流動する空気を、伝熱板２４の表面を流下する除湿用
水との接触及び伝熱板２４の間を流下する除湿用水との接触により冷却することにより、
空気中の水分を凝縮させて除湿するように構成されている。
　尚、噴出ノズル２５から噴出された除湿用の湯水及び凝縮された湯水は、空気吸引口２
２を通して洗浄槽Ｄの洗浄空間Ｑ内に流動して水貯留用凹部Ｓに貯留されることになる。
【００６３】
　そして、電気式の加熱ヒータ９を加熱作用させた状態で、循環ファン２３を通風作動さ
せ且つ噴出ノズル２５から除湿用の湯水を噴出させることにより、洗浄空間Ｑから吸引し
た空気を除湿部Ｇにて除湿したのち、乾燥用の空気として洗浄空間Ｑに供給し、その供給
された空気を電気式の加熱ヒータ９にて加熱することにより、洗浄空間Ｑ内の洗浄対象物
を乾燥する乾燥運転を行えるように構成されている。
【００６４】
　また、電気式の加熱ヒータ９を停止させた状態で、循環ファン２３の通風作動及び噴出
ノズル２５からの除湿用の湯水の噴出作動を行わせることにより、洗浄空間Ｑから吸引し
た空気中の臭気成分を除湿部Ｇにて除湿用水に吸収させたのち、洗浄空間Ｑに供給するこ
とにより、洗浄空間Ｑを消臭する消臭運転を行えるように構成されている。
【００６５】
　乾燥運転における空気の流れについて説明を加えると、図４に示すように、洗浄槽Ｄの
前側壁部Ｄｆに形成した空気供給口２１から洗浄空間Ｑに供給される空気は、主たる流れ
として、上昇しながら背部側に向けて流動し、その後、前側壁部Ｄｆにおける下方側で且
つ空気供給口２１とは左右方向で離れた位置に形成した空気吸引口２２に向けて下方側に
移動しながら流動して、空気吸引口２２から排出される形態で流れることになり、洗浄槽
内における空気吸引口２２が位置する側の下方側の部分にも、空気が流動し易いものとな
るのである。
　したがって、洗浄槽内の洗浄対象物の全体に空気を通流させて、洗浄対象物を効率良く
乾燥することにより、乾燥時間の短縮化を図ることができるものとなる。
【００６６】
　図３に示すように、引出し部２には、運転を制御する制御手段としての制御部Ｈが装備
されている。
　そして、この制御部Ｈが、図９に示すように、操作部ＳＳにて入力される指令に基づい
て、兼用ポンプ６を駆動する直流モータ６ａ、電気式の加熱ヒータ９、循環ファン２３、
及び、湯水断続手段Ｅの作動を制御して、洗浄槽Ｄの内部にて形成される洗浄空間Ｑの洗
浄対象物を洗浄する洗浄処理としての洗浄運転、洗浄対象物のすすぎを行うすすぎ処理と
してのすすぎ運転、洗浄槽Ｄの洗浄空間Ｑに貯留された湯水を排水する排水処理としての
排水運転、電気式の加熱ヒータ９を加熱作用させた状態で、循環ファン２３の通風作動及
び噴出ノズル２５からの除湿用の湯水の噴出作動を行わせる乾燥処理としての乾燥運転、
及び、電気式の加熱ヒータ９を停止させた状態で、循環ファン２３の通風作動及び噴出ノ
ズル２５からの除湿用の湯水の噴出作動を行わせる消臭処理としての消臭運転を行うよう
に構成されている。
【００６７】
　図９において、６Ａは、兼用ポンプ６を駆動する直流モータ６ａに印加する駆動電圧を
調整する直流モータ駆動回路であり、直流モータ６ａに印加する駆動電圧の正負の向きを
、制御部Ｈから指令される回転方向指令に応じて設定し、かつ、直流モータ６ａに印加す
る駆動電圧の大きさを、制御部Ｈから指令される指令電圧に調整するように構成されてい
る。
　つまり、直流モータ駆動回路６Ａは、直流モータ６ａに印加する駆動電圧の正負を切換
えることにより、直流モータ６ａを正転又は逆転状態で駆動し、かつ、正転駆動状態及び
逆転駆動状態の夫々において、直流モータ６ａに印加する駆動電圧の大きさを調整するこ
とにより、兼用ポンプ６の回転速度を変更できるように構成されている。
【００６８】
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　そして、本実施形態においては、制御部Ｈが、兼用ポンプ６の回転速度を検出する回転
速度検出手段としての回転速度センサＭの検出情報に基づいて、兼用ポンプ６を目標回転
速度にて、正転及び逆転駆動すべく、直流モータ６ａに供給する駆動電圧を比例積分制御
により求めて、その駆動電圧を指令電圧として、直流モータ駆動回路６Ａに指令する回転
速度調整処理（以下、ＦＢ制御と略称）を実行するように構成されている。
【００６９】
　又、図９において、Ｌ１は、操作部ＳＳに設けた警報ランプ、Ｌ２は、操作部ＳＳに内
蔵した警報ブザー、Ｌ３は、操作部ＳＳに設けた表示部であり、これら警報ランプＬ１、
警報ブザーＬ２、及び、表示部Ｌ３が、異常が発生したときに警報作動する警報手段Ｌと
して機能することになる。ちなみに、表示部Ｌ３には、発生した異常の内容に対応するコ
ードが表示されることになる。
　尚、図９において、Ｎは、引出し部２が本体部１の収納位置に収納されたことを検出す
る収納スイッチ、９Ａは、加熱ヒータ９の駆動回路、２３Ａは、循環ファン２３の駆動電
圧を調整する駆動ファン駆動回路である。
【００７０】
　次に、制御部Ｈが実行する運転について説明を加える。
　尚、操作部ＳＳにより、洗浄運転、すすぎ運転、乾燥運転、消臭運転の順に運転させる
連続運転コースや、乾燥運転のみ運転させる乾燥のみコースなど各種の運転コースを選択
できるように構成され、さらに、連続運転コースとして、標準運転コース、念入り運転コ
ース、スピーディ運転コース、快速運転コースを選択できるように構成されているが、本
実施形態においては、連続コースの標準運転コースについてのみ説明する。
【００７１】
　図１０のフローチャートに基づいて、制御部Ｈの制御作動について説明する。
　先ず、収納スイッチＮにより、引出し部２が本体部１の収納位置に収納されることが検
出され（＃１）、操作部ＳＳの電源スイッチがＯＮ操作され（＃２）、運転コースの選択
が行われ（＃３）、操作部ＳＳのスタートスイッチがＯＮ操作されると（＃４）、選択さ
れた運転コースが実行されることになる。
【００７２】
　以下、連続コースの標準運転コースが選択されて、操作部ＳＳのスタートスイッチがＯ
Ｎ操作された場合であるとして、説明を続ける。
　操作部ＳＳスタートスイッチがＯＮ操作された後は、先ず、洗浄運転（＃５）、その洗
浄運転後の排水運転（＃６）が実行され、次に、すすぎ運転（＃７）、そのすすぎ運転後
の排水運転（＃８）が実行される。そして、すぎ運転が２回終了したか否かが判別されて
（＃９）、２回終了していない場合には、すすぎ運転（＃７）、そのすすぎ運転後の排水
運転（＃８）が再び実行される。
【００７３】
　＃９にて、すすぎ運転が２回終了したと判別した場合には、加熱すすぎ運転（＃１０）
、その加熱すすぎ運転後の排水運転（＃１１）が実行され、引き続き、乾燥運転（＃１２
）、消臭運転（＃１３）が順次実行される。
【００７４】
　洗浄運転は、先ず、第１開閉弁Ｖ１及び第２開閉弁Ｖ２を開弁して、給水路４Ａ及び洗
浄槽用分岐路４Ｂを通して給水口５から洗浄空間Ｑ内に湯水を供給することに加えて、除
湿用分岐路４Ｃを通して除湿部Ｇに湯水を供給して、その除湿部Ｇから空気吸引口２２を
通して洗浄空間Ｑ内に湯水を供給する。そして、洗浄空間Ｑの水位が洗浄用水位Ｙ２に達
したことが水位検出センサＪにて検出されると、第１開閉弁Ｖ１及び第２開閉弁Ｖ２を閉
じて、洗浄空間Ｑへの湯水の供給を停止する。
【００７５】
　その後、兼用ポンプ６を正転作動させ且つ加熱ヒータ９を作動させて、洗浄水を洗浄用
ノズル８から洗浄対象物に向けて噴出する洗浄動作を、設定された洗浄用運転時間が経過
するまで行うことになる。
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　尚、使用者が操作部ＳＳのスタートスイッチをＯＮ操作する前に洗浄用洗剤を洗浄槽Ｄ
内に投入しておくことにより、洗剤を用いた洗浄を行うことができる。
【００７６】
　洗浄運転後の排水運転は、兼用ポンプ６を逆転作動させ、洗浄槽Ｄ内の湯水を排水する
排水動作を開始し、その後、洗浄排水用の設定時間（例えば、３０秒）が経過するまで、
排水動作を継続して行うことになる。
【００７７】
　すすぎ運転は、上述の洗浄運転と同様に、洗浄空間Ｑに湯水を供給して、水位検出セン
サＪにて洗浄用水位Ｙ２が検出されると、湯水の供給を停止することになる。
　その後、兼用ポンプ６および加熱ヒータ９を作動させて、加熱ヒータ９にて加熱された
すすぎ水により洗浄対象物をすすぐことになるすすぎ動作を、設定されたすすぎ運転時間
が経過するまで行うことになる。
【００７８】
　すすぎ運転後の排水運転は、洗浄運転後の排水運転と同様に、兼用ポンプ６を逆転作動
させて、洗浄槽Ｄ内の湯水を排水する排水動作を、洗浄排水用の設定時間（例えば、３０
秒）が経過するまで、継続して行うことになる。
【００７９】
　加熱すすぎ動作は、上述の洗浄運転と同様に、洗浄空間Ｑに湯水を供給して、水位検出
センサＪにて洗浄用水位Ｙ２が検出されると、湯水の供給を停止することになる。
　その後、兼用ポンプ６および加熱ヒータ９を作動させて、加熱ヒータ９にて加熱された
すすぎ水により洗浄対象物をすすぐようにするすすぎ動作を行うことになり、そして、図
外の温度センサにより、すすぎ水の温度が仕上げ用設定温度（例えば、６７℃）になると
、加熱すすぎ動作を終了することになる。
【００８０】
　加熱すすぎ運転後の排水運転は、洗浄運転後の排水運転と同様に、兼用ポンプ６を逆転
作動させて、洗浄排水用の設定時間（例えば、３０秒）が経過するまで、継続して行うこ
とになる。
【００８１】
　ちなみに、以下の説明においては、洗浄運転後の排水運転、すすぎ運転後の排水運転、
及び、加熱すすぎ運転後の排水運転を、洗浄用排水運転と呼称する。
【００８２】
　乾燥運転は、電気式の加熱ヒータ９を加熱作用させた状態で、循環ファン２３の通風作
動及び噴出ノズル２５からの除湿用の湯水の噴出作動を行わせることになり、その状態を
設定乾燥処理時間（例えば、２５分）が経過するまで継続させる。
　そして、乾燥運転中において、水位検出センサＪにて上述した乾燥用排出水位Ｙ１ｂで
あることが検出されると、乾燥用排水運転を行うことになる。
　この乾燥用排水運転は、兼用ポンプ６を逆転作動させて排水する排水動作を、乾燥排水
用の設定時間（例えば、１５秒）が経過するまで行うことになる。
【００８３】
　ちなみに、設定乾燥処理時間は、後述の如く、変更設定されることがあり、又、水位検
出センサＪが、乾燥用排出水位Ｙ１ｂを検出できない故障を生じた場合には、後述の如く
、乾燥用排水運転が、設定故障用インターバル時間に基づいて、繰り返し行われることに
なる。
【００８４】
　消臭運転は、電気式の加熱ヒータ９を停止させた状態で、循環ファン２３の通風作動及
び噴出ノズル２５の除湿用水の噴出作動を行わせることになり、その状態を消臭用設定時
間（例えば、１５分）が経過するまで行う。
　そして、消臭運転中において、乾燥運転の場合と同様に、水位検出センサＪにて乾燥用
排出水位Ｙ１ｂが検出されると、消臭用排水運転を行うことになる。
　この消臭用排水運転は、乾燥用排水運転と同様に、兼用ポンプ６を逆転作動させて排水
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する排水動作を、水位検出センサＪにて湯水排出水位Ｙ１ａが検出されてから消臭排水用
の設定時間（例えば、１５秒）が経過するまで継続して行うことになる。
【００８５】
　ちなみに、本実施形態においては、水位検出センサＪが、乾燥用排出水位Ｙ１ｂを検出
できない故障を生じた場合には、消臭用排水運転が省略されるように構成されている。
【００８６】
　本実施形態の食器洗浄機においては、図２及び図３に示すように、閉じた状態の洗浄空
間Ｑの内部圧が機外圧となるように自動調整する圧力調整手段Ｗが設けられている。
　すなわち、例えば、洗浄処理において、電気式の加熱ヒータ９を加熱させたときには洗
浄空間Ｑ内の温度はかなりの高温（例えば６７℃）になる。その後、洗浄水が排出されて
、すすぎ処理のためにすすぎ水が洗浄空間Ｑに供給され、そのすすぎ水が兼用ポンプ６の
作動により洗浄用ノズル８より噴出されることになるが、そのすすぎ水の温度は低温（例
えば１３～１７℃）である。このため、低温のすすぎ水が洗浄用ノズル８から噴出される
と、洗浄空間Ｑ内の温度が急激に低下するものとなり、その結果、洗浄空間Ｑ内の多量の
空気が急激に収縮し、洗浄空間Ｑの内部圧が大きく減少しようとすることがあるが、この
ようなときには、圧力調整手段Ｗの作用によって、洗浄空間Ｑの内部圧が機外圧となるよ
うに自動調整されることになる。
【００８７】
　圧力調整手段Ｗは、洗浄槽Ｄの後側壁部ＤＲに形成した連通孔３２（図３参照）を通し
て、洗浄槽Ｄ内の洗浄空間Ｑと連通して、洗浄空間Ｑ内の圧力を調整するように構成され
るものであるが、本実施形態においては、その詳細な構成についての説明は省略する。
　尚、圧力調整手段Ｗには、結露水が生じることがあるが、その結露水が水位検出センサ
Ｊを介して、洗浄槽Ｄに回収されるように構成されている。
【００８８】
　次に、水位検出センサＪについて、図５～図８に基づいて説明する。
　上述の案内管１３にて洗浄槽Ｄ内の湯水が導入される水位検出用の湯水貯留槽４０と、
湯水貯留槽４０の内部に装備されて、その湯水貯留槽４０に貯留される湯水の水位に応じ
て昇降する水位検出用のフロート４１と、フロート４１の本体部４１Ａから上方に延びる
軸部４１Ｂを昇降自在に案内する案内部Ｕと、湯水貯留槽４０の上端よりも上方側箇所に
位置されて、フロート４１の上下２つの昇降位置を検出する一対の第１水位検出部Ｔ１及
び第２水位検出部Ｔ２とが設けられている。
【００８９】
　湯水貯留槽４０は、横断面形状が４角形状の有底筒状に形成されるものであって、その
底部には、上述した案内管１３が接続される連結用筒部４０Ｃが形成され、そして、上部
に外嵌される蓋体４２にて、その上方開口が覆われるようになっている（図５参照）。
【００９０】
　ちなみに、湯水貯留槽４０の上端側部分は、洗浄水受け入れ部４０Ａ、及び、圧力調整
手段Ｗからの結露水を受け止める結露水受け部４０Ｂが、外方に突出状態で設けられ、蓋
体４２が、洗浄水受け入れ用の貯留部４０Ａ及び結露水受け部４０Ｂを覆う状態に形成さ
れ、そして、蓋体４２における結露水受け部４０Ｂを覆う部分には、圧力調整手段Ｗとの
連結用の開口部Ｖｋが形成されている。
　尚、洗浄水受け入れ部４０Ａの機能については後述する。
【００９１】
　フロート４１の上下２つの昇降位置は、上述の洗浄用水位Ｙ２を検出するための昇降位
置（図７参照）と、上述の湯水排出水位Ｙ１ａを検出するための昇降位置（図６参照）と
であり、第１水位検出部Ｔ１が、高位側の洗浄用水位Ｙ２を検出する昇降位置にフロート
４１が位置することを検出し、第２水位検出部Ｔ２が、低位側の湯水排出水位Ｙ１ａを検
出する昇降位置にフロート４１が位置することを検出するように構成されている。
【００９２】
　第１水位検出部Ｔ１及び第２水位検出部Ｔ２が、フォトインタラプタ式の光センサを用
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いて構成され、第１水位検出部Ｔ１が、蓋体４２の上部に突設した第１センサ取付け部４
２ａに装着され、第２水位検出部Ｔ２が、蓋体４２の上部に突設した第２センサ取付け部
４２ｂに装着されている。
　尚、図５～８においては、水位検出センサＪの内部構造を示すために、湯水貯留槽４０
及び蓋体４２の一部の記載が省略されている。そして、第１センサ取付け部４２ａは、蓋
体４２における記載が省略されている部分に装着されるものであるため、図示できないも
のであるが、図６において、２点鎖線（仮想線）にて示している。
【００９３】
　また、蓋体４２には、上述した異常水位を検出する異常水位検出用の電極４３が、上端
側を蓋体４２の上方に位置させ、且つ、下端側を湯水貯留槽４０内に突出させる状態で設
けられている。
　つまり、異常水位検出用の電極４３は、湯水貯留槽４０の水位が第１水位検出部Ｔ１及
び第２水位検出部Ｔ２のうちの高水位側の第１水位検出部Ｔ１にて検出される洗浄用水位
Ｙ２よりも設定量高くなったときに湯水貯留槽４０に貯留される湯水にて導通される状態
で、蓋体４２に装備されている（図８参照）。
【００９４】
　フロート４１の軸部４１Ｂが、フロート４１が複数の昇降位置のうちの低水位側の昇降
位置に位置する状態において、つまり、湯水排出水位Ｙ１ａを検出するための昇降位置に
位置する状態において、その上端部を湯水貯留槽４０の上端よりも下方に位置させる長さ
に形成されている（図５、図６参照）。
　そして、第１水位検出部Ｔ１及び第２水位検出部Ｔ２のうちの低水位側の第２水位検出
部Ｔ２にて検出される被検出部４４ａを備えた揺動レバー４４が、フロート４１の軸部４
１Ｂの上端部に連係されて上下に揺動する状態で設けられている。
【００９５】
　説明を加えると、揺動レバー４４が、第２センサ取付け部４２ｂに、横軸心Ｘ回りで上
下揺動自在に枢支され、その横軸心Ｘの一端側部分が、上述の被検出部４４ａに形成され
、横軸心Ｘの他端側部分が、軸部４１Ｂとの連係部４４ｂに形成されている。
　この連係部４４ｂは、二股状に形成されて、その連係部４４ｂに、軸部４１Ｂの上端が
係合されるように構成されている。
　つまり、軸部４１Ｂの上端部であって、上端よりも下方側箇所には、左右一対の板状体
４１ａが突設され、軸部４１Ｂの上端には、外れ止め用の突起部４１ｂが左右一対の板状
体４１ａと同方向に突出する状態に形成されている。
　そして、揺動レバー４４の二股状の連係部４４ｂが、外れ止め用の突起部４１ｂと左右
一対の板状体４１ａの間に挿入し、且つ、軸部４１Ｂの上端が、二股状の連係部４４ｂを
貫通する状態となるように構成されている。
【００９６】
　フロート４１が上下の昇降位置のうちの高水位側の昇降位置に位置する状態において、
つまり、フロート４１が洗浄用水位Ｙ２を検出する状態において、フロート４１の軸部４
１Ｂが、その上端部を湯水貯留槽４０の上端よりも上方に位置させる長さに形成されてい
る（図７参照）。
　そして、上述した一対の板状体４１ａのうちの、第１水位検出部Ｔ１の存在側に突出す
る１つが、第１水位検出部Ｔ１にて検出される被検出部として機能するように構成されて
いる。
【００９７】
　案内部Ｕが、軸部４１Ｂの上端部に設けた一対の板状体４１ａのうちの、第１水位検出
部Ｔ１にて検出される被検出部として機能するものとは異なる１つを、フロート４１の昇
降全範囲に亘って係合案内する案内溝として構成されている（図５参照）。
　説明を加えると、湯水貯留槽４０の上方開口を覆う蓋体４２が、フロート４１の軸部４
１Ｂの挿通箇所ほど低位となる状態で水貯留槽の上端よりも下方に突出する下向き凹入部
分４２Ａ、及び、案内部形成用の上方突出部分４２Ｂを備える状態に形成され、案内部Ｕ
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が、蓋体４２における凹入部分４２Ａ及び蓋体の上方突出部分４２Ｂに亘る状態で形成さ
れている。
【００９８】
　尚、例示はしないが、一対の板状体４１ａのうちの、第１水位検出部Ｔ１にて検出され
る被検出部として機能する板状体４１ａを、フロート４１の昇降方向に沿って係合案内す
る補助案内溝が備えられているが、この補助案内溝は、第１水位検出部Ｔ１の近くまでは
存在するものの、被検出部として機能する板状体４１ａが第１水位検出部Ｔ１にて検出さ
れる箇所では存在しないものであるため、フロート４１の昇降全範囲に亘ってフロート４
１を案内するものではない。
【００９９】
　揺動レバー４４は、湯水排出水位Ｙ１ａに相当する下方側位置に揺動したときに、蓋体
４２の上面にて受け止められるようになっているため、本実施形態の水位検出センサＪは
、その検出範囲の最低水位が、湯水排出水位Ｙ１ａに相当することになる。
　このため、本実施形態の水位検出センサＪは、洗浄空間Ｑの底部に湯水排出水位Ｙ１ａ
よりも少ない湯水が貯留された状態から、湯水排出水位Ｙ１ａよりも少し多い湯水が貯留
されて、湯水排出水位Ｙ１ａを検出する状態から検出しない状態に変化することが、乾燥
用排出水位Ｙ１ｂを検出する状態に相当するように構成されている（図６参照）。
【０１００】
　つまり、本実施形態の場合には、水位検出センサＪが湯水排出水位Ｙ１ａを検出する状
態から湯水排出水位Ｙ１ａを検出しない状態に変化することをもって、制御部Ｈが、乾燥
用排出水位Ｙ１ｂの湯水が貯留されたと判別するように構成されている。
【０１０１】
　ちなみに、水位検出センサＪの検出可能な範囲の最低水位を、湯水排出水位Ｙ１ａより
も低い水位となるように構成する場合には、水位検出センサＪが、湯水排出水位Ｙ１ａを
検出しない状態から湯水排出水位Ｙ１ａを検出する状態に変化することをもって、洗浄空
間Ｑの底部に、乾燥用排出水位Ｙ１ｂに相当する水位の湯水が貯留されたことを検出でき
ることになる。この場合、湯水排出水位Ｙ１ａと乾燥用排出水位Ｙ１ｂとは、同じ水位と
なる。
【０１０２】
　以上の通り、水位検出センサＪは、湯水貯留槽４０やフロート４１を兼用しながら、上
述の如く、洗浄用水位Ｙ２を検出する洗浄用水位検出手段、湯水排出水位Ｙ１ａを検出す
る湯水排出水位検出手段、乾燥用排出水位Ｙ１ｂを検出する乾燥用排出水位検出手段、及
び、異常水位Ｙ３を検出する異常水位検出手段の夫々を構成するものであるが、洗浄用水
位Ｙ２は、第１水位検出部Ｔ１にて検出するものであるため、以下の記載においては、第
１水位検出部Ｔ１が、洗浄用水位検出手段に相当するものであるとして説明し、また、乾
燥用排出水位Ｙ１ｂは、第２水位検出部Ｔ２にて検出するものであるため、以下の記載に
おいては、第２水位検出部Ｔ２が、乾燥用排出水位検出手段に相当するものであるとして
説明する。
【０１０３】
　上述の洗浄水受け入れ部４０Ａについて説明を加えると、図３に示すように、洗浄用排
水運転等の排水運転を行うときに、排水管１２を通流する湯水の一部が、分岐管１２ａを
通して、水位検出センサＪ側に分岐流動するように構成され、そして、分岐管１２ａが、
洗浄水受け入れ部４０Ａに設けた管接続部４０ａに接続されている。
　したがって、排水運転を行うときに、兼用ポンプ６にて排水される湯水の一部が洗浄水
受け入れ部４０Ａに流動したのち、湯水貯留槽４０の内部に吐出されることにより、湯水
貯留槽４０の壁面を洗浄できるように構成されている。
【０１０４】
　本実施形態の食器洗浄機は、上述の如く、洗浄運転、すすぎ運転、加熱すすぎ運転、洗
浄用排水運転、乾燥運転、及び、消臭運転を行うことによって、洗浄対象物を洗浄及び乾
燥するものであるが、上記した構成に加えて、下記の構成を備えるものである。
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【０１０５】
　すなわち、制御部Ｈが、乾燥用排水運転にて洗浄空間Ｑの底部に貯留される湯水を排出
した後、水位検出センサＪの第２水位検出部Ｔ２にて乾燥用排出水位Ｙ１ｂが再び検出さ
れるまでの水位到達時間に応じて、設定乾燥処理時間を変更設定するように構成されてい
る。
　具体的には、制御部Ｈが、水位到達時間が予め設定した標準到達時間（例えば５分）以
内であれば、予め設定した標準処理時間（例えば、２５分）を、設定乾燥処理時間に設定
し、かつ、水位到達時間が標準到達時間よりも長いときには、水位到達時間と標準到達時
間との比を、標準処理時間に乗じて求めた時間を、設定乾燥処理時間に設定するように構
成されている。
【０１０６】
　そして、制御部Ｈが、水位到達時間が予め設定した異常判定時間（例えば、１０分）よ
りも長いときには、メンテナンスが必要であることを報知する報知処理を実行するように
構成されている。
　この報知処理は、上述した警報手段Ｌの警報ランプＬ１を点灯作動させ、且つ、警報ブ
ザーＬ２を設定短時間の間作動させ、加えて、表示部Ｌ３にて、水位到達時間が異常判定
時間よりも長いことを示すエラーコードを表示させることになる。
【０１０７】
　さらに、本実施形態においては、制御部Ｈが、洗浄処理としての、洗浄運転や、すすぎ
処理としての、すすぎ運転及び加熱すすぎ運転において、洗浄用水位Ｙ２の湯水を洗浄空
間Ｑ内に貯留するときに、水位検出センサＪの第２水位検出部Ｔ２が乾燥用排出水位Ｙ１
ｂを検出することなく、水位検出センサＪの第１水位検出部Ｔ１が洗浄用水位Ｙ２を検出
した場合には、水位検出センサＪの第２水位検出部Ｔ２が乾燥用排出水位Ｙ１ｂを検出で
きない故障状態であると判別するように構成されている。
　尚、以下の説明においては、第２水位検出部Ｔ２を、乾燥用排出水位検出部Ｔ２と呼称
する場合がある。
【０１０８】
　第２水位検出部、つまり、乾燥用排出水位検出部Ｔ２の故障状態について説明を加える
と、本実施形態の場合には、上述の如く、乾燥用排出水位検出部Ｔ２が湯水排出水位Ｙ１
ａを検出する状態から湯水排出水位Ｙ１ａを検出しない状態に変化することをもって、制
御部Ｈが、乾燥用排出水位Ｙ１ｂの湯水が貯留されたと判別するように構成されるもので
あり、具体的には、乾燥用排出水位検出部Ｔ２が、揺動レバー４４にて遮光されているこ
とを検出している遮光検出状態から、揺動レバー４４にて遮光されないことを検出する非
遮光状態に変化すると、乾燥用排出水位Ｙ１ｂの湯水が貯留されたことを検出するもので
ある。
【０１０９】
　したがって、洗浄運転、すすぎ運転及び加熱すすぎ運転において、洗浄用水位Ｙ２の湯
水を洗浄空間Ｑ内に貯留するときに、その開始時点において、乾燥用排出水位検出部Ｔ２
が遮光検出状態でないときには、乾燥用排出水位検出部Ｔ２が故障状態であると判別する
ことになり、また、その開始時点において、乾燥用排出水位検出部Ｔ２が遮光検出状態で
あっても、その後、水位検出センサＪの第１水位検出部Ｔ１が洗浄用水位Ｙ２を検出する
までに、乾燥用排出水位検出部Ｔ２が遮光検出状態から非遮光状態に変化しないときには
、乾燥用排出水位検出部Ｔ２が故障状態であると判別することになる。
【０１１０】
　ちなみに、制御部Ｈは、乾燥用排出水位検出部Ｔ２が故障状態であると判別した場合に
は、上述の如く、消臭運転を実行しないように構成され、かつ、水位検出センサＪにおけ
る乾燥用排出水位検出部Ｔ２のメンテナンスが必要であることを報知する報知処理を行う
ことになる。
　この報知処理は、水位到達時間が予め設定した異常判定時間よりも長いときに行う報知
処理と同様に、上述した警報手段Ｌの警報ランプＬ１を点灯作動させ、且つ、警報ブザー
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Ｌ２を設定短時間の間作動させ、加えて、表示部Ｌ３にて、水位検出センサＪにおける乾
燥用排出水位検出部Ｔ２が異常であることを示すエラーコードを表示させることになる。
【０１１１】
　そして、制御部Ｈが、水位検出センサＪにおける乾燥用排出水位検出部Ｔ２の故障状態
を判別した後の乾燥運転において、乾燥用排水運転を、兼用ポンプ６を逆転作動させて、
洗浄空間Ｑの底部に貯留されている湯水を排出したのち、設定故障用インターバル時間が
経過すると、再び兼用ポンプ６を逆転作動させて、洗浄空間Ｑの底部に貯留されている湯
水を排出する形態で実行し、かつ、設定故障用運転時間を、設定乾燥処理時間に設定する
ように構成されている。
【０１１２】
　具体的には、制御部Ｈが、洗浄処理としての、洗浄運転や、すすぎ処理としての、すす
ぎ運転及び加熱すすぎ運転において、洗浄用水位Ｙ２の湯水を洗浄空間Ｑ内に貯留すると
きに、水位検出センサＪの乾燥用排出水位検出部（第２水位検出部）Ｔ２が乾燥用排出水
位Ｙ１ｂを検出したのち、水位検出センサＪの第１水位検出部Ｔ１が洗浄用水位Ｙ２を検
出した場合には、その後の乾燥運転にて計測する水位到達時間を、正常時水位到達時間と
して記憶して、その正常時水位到達時間を、設定故障用インターバル時間に設定するよう
に構成されている。
【０１１３】
　また、制御部Ｈが、洗浄処理としての、洗浄運転や、すすぎ処理としての、すすぎ運転
及び加熱すすぎ運転において、洗浄用水位Ｙ２の湯水を洗浄空間Ｑ内に貯留するときに、
水位検出センサＪの乾燥用排出水位検出部（第２水位検出部）Ｔ２が乾燥用排出水位Ｙ１
ｂを検出したのち、水位検出センサＪの第１水位検出部Ｔ１が洗浄用水位Ｙ２を検出した
場合には、その後の乾燥運転にて計測する水位到達時間を、正常時水位到達時間として記
憶して、その正常時水位到達時間と予め設定した標準水位到達時間（例えば、５分）との
比を、予め設定した標準処理時間（例えば、２５分）に乗じて求めた時間を、設定故障用
運転時間として、設定乾燥処理時間に設定するように構成されている。
【０１１４】
　以下、制御部Ｈの洗浄運転の制御作動について、図１１のフローチャートに基づいて説
明する。
　先ず、洗浄空間Ｑに湯水を供給する湯水供給開始の処理が行われる（＃２１）。この湯
水供給開始の処理は、上述の如く、第１開閉弁Ｖ１及び第２開閉弁Ｖ２を開弁して、給水
路４Ａ及び洗浄槽用分岐路４Ｂを通して給水口５から洗浄空間Ｑ内に湯水を供給すること
に加えて、除湿用分岐路４Ｃを通して除湿部Ｇに湯水を供給して、その除湿部Ｇから空気
吸引口２２を通して洗浄空間Ｑ内に湯水を供給することになる。
【０１１５】
　次に、水位検出センサＪの乾燥用排出水位検出部（第２水位検出部）Ｔ２が、湯水排出
水位Ｙ１ａを検出する状態から湯水排出水位Ｙ１ａを検出しない状態に変化したか否か、
つまり、乾燥用排出水位検出部（第２水位検出部）Ｔ２が乾燥用排出水位Ｙ１ｂを検出し
たか否かが判別され（＃２２）、乾燥用排出水位Ｙ１ｂを検出していない場合には、続い
て、水位検出センサＪの第１水位検出部Ｔ１が洗浄用水位Ｙ２を検出したか否かが判別さ
れる（＃２４）。
　＃２４にて、洗浄用水位Ｙ２を検出していないことが判別された場合には、＃２２の判
別に移行することになる。
【０１１６】
　そして、＃２４にて、洗浄用水位Ｙ２を検出していることが判別される前に、＃２２に
て、乾燥用排出水位Ｙ１ｂを検出したことが判別された場合には、検出フラグをＯＮにす
る処理が実行される（＃２３）。
　つまり、＃２４にて、洗浄用水位Ｙ２を検出していることを判別する前に、＃２２にて
、乾燥用排出水位Ｙ１ｂを検出したことが判別されない場合には、検出フラグがＯＮにな
らないことになる。
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【０１１７】
　＃２４にて、水位検出センサＪの第１水位検出部Ｔ１が洗浄用水位Ｙ２を検出したこと
が判別されると、第１開閉弁Ｖ１及び第２開閉弁Ｖ２を閉じて、洗浄空間Ｑへの湯水の供
給が停止される（＃２５）。
【０１１８】
　次に、検出フラグがＯＮであるか否かが判別されて、ＯＮでない場合には、水位検出セ
ンサＪの乾燥用排出水位検出部（第２水位検出部）Ｔ２が故障であることを示す異常フラ
グをＯＮにする処理（＃２７）、及び、その故障を報知する報知処理（＃２８）が順次実
行されることになる。
　報知処理は、上述の如く、警報手段Ｌを作動させる処理であり、ここでの詳細な説明は
省略する。
【０１１９】
　＃２６にて、検出フラグがＯＮであると判別されたときや、＃２８の報知処理が実行さ
れた後は、兼用ポンプ６を目標回転速度にて正転駆動し、かつ、加熱ヒータ９を駆動する
ことが開始される（＃２９）。つまり、加熱ヒータ９にて洗浄用の湯水を加熱しながら、
洗浄用ノズル８から洗浄用の湯水を噴出することが行われる。
【０１２０】
　次に、洗浄運転を開始してからの経過時間が、設定した洗浄用運転時間に達した否か、
つまり、洗浄用運転時間が経過したか否かが判別され（＃３０）、洗浄用運転時間が経過
している場合には、兼用ポンプ６及び加熱ヒータ９が停止され（＃３１）、その後、次の
処理に移行する。
【０１２１】
　以上の通り、洗浄運転においては、洗浄用水位Ｙ２の湯水を洗浄空間Ｑ内に貯留すると
きに、水位検出センサＪの乾燥用排出水位検出部（第２水位検出部）Ｔ２が乾燥用排出水
位Ｙ１ｂを検出することなく、水位検出センサＪの第１水位検出部Ｔ１が洗浄用水位Ｙ２
を検出した場合には、乾燥用排出水位検出部（第２水位検出部）Ｔ２が乾燥用排出水位Ｙ
１ｂを検出しない故障状態であると判別されることになり、そして、その故障状態を判別
したときには、メンテナンスを促すための報知処理が行われる。
【０１２２】
　そして、すすぎ処理としての、すすぎ運転及び加熱すすぎ運転においても、洗浄運転と
同様に、故障判別や報知処理が行われるが、その内容は、洗浄運転における故障判別や報
知処理と同様であるので、本書では、その記載を省略する。
【０１２３】
　次に、制御部Ｈの乾燥運転の制御作動について、図１２及び図１３のフローチャートに
基づいて説明する。
【０１２４】
　先ず、加熱ヒータ９及び循環ファン２３の作動を開始し、且つ、除湿用湯水の供給を開
始する処理が実行される（＃４１）。
　次に、水位検出センサＪの乾燥用排出水位検出部（第２水位検出部）Ｔ２が故障である
か否かが判別される（＃４２）。この判別は、上述した検出フラグがＯＮであるか否かに
基づいて判別されることになる。
【０１２５】
　乾燥用排出水位検出部（第２水位検出部）Ｔ２が故障であるか、故障でないかによって
、乾燥運転の処理内容は大きく２つに分かれることになるが、先に、＃４２にて、故障で
ないと判別した場合の処理内容を説明する。
　すなわち、＃４２にて、故障でないと判別されると、次に、兼用ポンプ６が駆動中であ
る乾燥用排水運転中であるか否かが判別され（＃４３）、乾燥用排水運転中でない場合に
は、乾燥用排水運転の終了直後であるか否かが判別される（＃４４）。
【０１２６】
　＃４４にて、乾燥用排水運転の終了直後であると判別した場合には、水位到達時間用タ
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イマの計測が開始される（＃４５）。
　＃４４にて、乾燥用排水運転の終了直後でないと判別した場合や、＃４５の処理を実行
した後は、水位検出センサＪの乾燥用排出水位検出部（第２水位検出部）Ｔ２が乾燥用排
出水位Ｙ１ｂを検出したか否かが判別される（＃４６）。
　つまり、本実施形態では、水位検出センサＪの乾燥用排出水位検出部（第２水位検出部
）Ｔ２が、湯水排出水位Ｙ１ａを検出する状態から湯水排出水位Ｙ１ａを検出しない状態
に変化したか否かが判別される。
【０１２７】
　＃４６にて、乾燥用排出水位Ｙ１ｂでないことが判別された場合には、乾燥運転を開始
してからの経過時間が設定乾燥処理時間を経過したか否かが判別され（＃５７）、設定乾
燥処理時間が経過している場合には、加熱ヒータ９、循環ファン２３、兼用ポンプ６の作
動が停止され、且つ、除湿用湯水の供給が停止されて（＃５８）、次の運転に移行するこ
とになる。
　また、＃５７にて、設定乾燥処理時間が経過していないと判別した場合には、＃４３の
処理に移行する。
【０１２８】
　＃４６にて、乾燥用排出水位Ｙ１ｂであることを判別した場合には、水位到達時間用タ
イマが計測作動する作動中であるか否かが判別される（＃４７）。
　＃４７にて、水位到達時間用タイマが作動中でないと判別された場合には、兼用ポンプ
６を目標回転速度にて逆転駆動することが開始されて（＃５２）、乾燥用排水運転が開始
されることになる。
【０１２９】
　＃４７にて、水位到達時間用タイマが作動中であると判別された場合には、水位到達時
間用タイマの計測作動を停止して、その計測値を、乾燥用排水運転にて洗浄空間Ｑの底部
に貯留される湯水を排出した後、乾燥用排出水位検出部（第２水位検出部）Ｔ２にて乾燥
用排出水位Ｙ１ｂが再び検出されるまでの水位到達時間として、更新記憶する処理が実行
される（＃４８）
　ちなみに、水位到達時間用タイマは、＃４４にて、乾燥用排水運転の終了直後であると
判別した場合には、その計測が開始されるものであるから、加熱すすぎ運転における洗浄
用排水運転に引き続いて、乾燥運転が開始された直後においては、水位到達時間用タイマ
は、＃４４にて、その計測が開始されないことになる。
【０１３０】
　＃４８の処理の後は、設定乾燥処理時間の設定処理が実行される（＃４９）。
　この設定処理は、上述の如く、水位到達時間が予め設定した標準到達時間（例えば５分
）以内であれば、予め設定した標準処理時間（例えば、２５分）を、設定乾燥処理時間に
設定し、かつ、水位到達時間が標準到達時間よりも長いときには、水位到達時間と標準到
達時間との比を、標準処理時間に乗じて求めた時間を、設定乾燥処理時間に設定するもの
である。
【０１３１】
　＃４９の処理に引き続いて、水位到達時間が予め設定した異常判定時間（例えば、１０
分）よりも長いか否かが判別され、長い場合には、報知処理が実行され（＃５１）、次に
、＃５２に移行して、兼用ポンプ６を目標回転速度にて逆転駆動することが開始されるこ
とになる。
　＃５１の報知処理は、上述の如く、警報手段Ｌを作動させる処理であり、ここでの詳細
な説明は省略する。
【０１３２】
　＃５２にて、兼用ポンプ６が逆転駆動された後は、乾燥用排出水位Ｙ１ｂから変化した
か否かが判別される（＃５３）。つまり、本実施形態の場合には、乾燥用排出水位検出部
（第２水位検出部）Ｔ２が、湯水排出水位Ｙ１ａを検出しない状態から湯水排出水位Ｙ１
ａを検出する状態に変化したか否かが判別される。
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【０１３３】
　＃５３にて、乾燥用排出水位Ｙ１ｂから変化したと判別された場合には、その時点から
の経過時間が乾燥排水用の設定時間（例えば、１５秒）を経過しているか否かが判別され
て（＃５５）、乾燥排水用の設定時間が経過していると、兼用ポンプ６が停止され（＃５
６）、その後、＃５７の処理に移行する。
　また、＃５３にて、乾燥用排出水位Ｙ１ｂから変化したことが判別されない場合には、
＃５７の処理に移行する。
【０１３４】
　＃４３にて、乾燥用排水運転中であると判別した場合には、乾燥用排出水位Ｙ１ｂから
変化したことが、既に判別されているか否かが判別される（＃５４）。
　そして、既に乾燥用排出水位Ｙ１ｂから変化していると判別したときには、＃５５の処
理に移行し、既に乾燥用排出水位Ｙ１ｂから変化していないと判別したときには、＃５３
の処理に移行することになる。
【０１３５】
　以上の説明が、＃４２にて、乾燥用排出水位検出部（第２水位検出部）Ｔ２が故障でな
いと判別した場合の制御作動であり、次に、＃４２にて、乾燥用排出水位検出部（第２水
位検出部）Ｔ２が故障であると判別した場合の制御作動について説明する。
　すなわち、＃４２にて、乾燥用排出水位検出部（第２水位検出部）Ｔ２が故障であると
判別したときには、設定故障用インターバル時間の設定処理（＃５９）、および、設定乾
燥処理時間の設定処理（＃６０）が順次実行される。
【０１３６】
　＃５９の設定故障用インターバル時間の設定処理は、上述の如く、洗浄運転、すすぎ運
転及び加熱すすぎ運転において、洗浄用水位Ｙ２の湯水を洗浄空間Ｑ内に貯留するときに
、乾燥用排出水位検出部（第２水位検出部）Ｔ２が乾燥用排出水位Ｙ１ｂを検出したのち
、第１水位検出部Ｔ１が洗浄用水位Ｙ２を検出した場合には、その後の乾燥運転にて計測
する水位到達時間を、正常時水位到達時間として記憶しておき、その正常時水位到達時間
を、設定故障用インターバル時間に設定するものであり、本実施形態においては、＃４８
の処理にて更新記憶されている水位到達時間を、正常時水位到達時間として、設定故障用
インターバル時間に設定することになる。
　尚、食器洗浄機の設置直後等であるために、水位到達時間が記憶されていない場合には
、予め設定した標準到達時間（例えば５分）を、設定故障用インターバル時間に設定する
ことになる。
【０１３７】
　＃６０の設定乾燥処理時間の設定処理は、上述の如く、洗浄運転、すすぎ運転及び加熱
すすぎ運転において、洗浄用水位Ｙ２の湯水を洗浄空間Ｑ内に貯留するときに、乾燥用排
出水位検出部（第２水位検出部）Ｔ２が乾燥用排出水位Ｙ１ｂを検出したのち、第１水位
検出部Ｔ１が洗浄用水位Ｙ２を検出した場合には、その後の乾燥運転にて計測する水位到
達時間を、正常時水位到達時間として記憶しておき、その正常時水位到達時間と予め設定
した標準水位到達時間（例えば、５分）との比を、予め設定した標準処理時間（例えば、
２５分）に乗じて求めた時間を、設定故障用運転時間として、設定乾燥処理時間に設定す
るものであり、本実施形態においては、＃４８の処理にて更新記憶されている水位到達時
間を、正常時水位到達時間として用いることになる。
　尚、食器洗浄機の設置直後等であるために、水位到達時間が記憶されていない場合には
、予め設定した標準処理時間（例えば、２５分）を、設定故障用運転時間として、設定乾
燥処理時間に設定することになる。
【０１３８】
　＃５９の設定処理、及び、＃６０の設定処理が実行された後は、兼用ポンプ６が駆動中
である乾燥用排水運転中であるか否かが判別される（＃６１）。
　そして、乾燥用排水運転中でない場合には、乾燥運転の開始直後であるか否かの判別、
及び、乾燥用排水運転の終了直後であるか否かの判別が行われて（＃６２、＃６３）、
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乾燥運転の開始直後である場合や、乾燥用排水運転の終了直後である場合には、インター
バル時間用タイマの計測作動が開始される（＃６４）。
【０１３９】
　＃６２、＃６３にて、乾燥運転の開始直後でなく、乾燥用排水運転の終了直後でないと
判別した場合や、＃６４にて、インターバル時間用タイマをスタートする処理を実行した
後は、インターバル時間用タイマの計測値に基づいて、設定故障用インターバル時間が経
過したか否かが判別される（＃６５）。
【０１４０】
　＃６５にて、設定故障用インターバル時間が経過していないと判別した場合には、乾燥
運転を開始してからの経過時間が設定乾燥処理時間を経過しているか否かが判別され（＃
７０）、設定乾燥処理時間を経過している場合には、＃５８の処理に移行して、加熱ヒー
タ９、循環ファン２３、兼用ポンプ６の作動を停止し、且つ、除湿用湯水の供給を停止す
ることになり、その後、次の運転に移行することになる。
　また、＃７０にて、設定乾燥処理時間が経過していないと判別した場合には、＃６１の
処理に移行する。
【０１４１】
　＃６５にて、設定故障用インターバル時間が経過していると判別した場合には、兼用ポ
ンプ６を目標回転速度にて逆転駆動することが開始されて（＃６６）、乾燥用排水運転が
開始される。
　そして、引き続き、排水運転用タイマの計測作動を開始され（＃６７）、その後、＃７
０の処理に移行する。
【０１４２】
　＃６１にて、乾燥用排水運転中であると判別した場合には、排水運転用タイマの計測値
に基づいて、乾燥排水用の設定時間（例えば、１５秒）が経過しているか否かが判別され
る（＃６８）。
　そして、＃６８にて、乾燥排水用の設定時間が経過していると判別したときには、兼用
ポンプ６を停止し（＃６９）、その後、＃７０の処理に移行し、また、＃６８にて、乾燥
排水用の設定時間が経過していないと判別したときには、＃７０の処理に移行することに
なる。
【０１４３】
　以上の通り、水位検出センサＪの乾燥用排出水位検出部（第２水位検出部）Ｔ２が、故
障でない場合には、乾燥運転において、水位到達時間に基づいて、設定乾燥処理時間が変
更設定されることになり、また、水位検出センサＪの乾燥用排出水位検出部（第２水位検
出部）Ｔ２が、故障である場合には、設定故障用インターバル時間、及び、設定故障用運
転時間が設定されて、乾燥運転が実行されるように構成されている。
【０１４４】
〔別実施形態〕
　上記実施形態では、制御部Ｈが、洗浄用水位Ｙ２の湯水を洗浄空間Ｑ内に貯留するとき
に、水位検出センサＪが乾燥用排出水位Ｙ１ｂを検出したのち、水位検出センサＪが洗浄
用水位Ｙ２を検出した場合には、その後の乾燥運転にて計測する水位到達時間を、正常時
水位到達時間として記憶しておき、そして、水位検出センサＪが乾燥用排出水位Ｙ１ｂを
検出できない故障状態となったときには、記憶している正常時水位到達時間を、設定故障
用インターバル時間に設定する場合を例示したが、設定故障用インターバル時間の設定は
、次の構成でもよい。
【０１４５】
　すなわち、制御部Ｈが、洗浄処理及びすすぎ処理において、洗浄用水位Ｙ２の湯水を洗
浄空間Ｑ内に貯留するときに、水位検出センサＪにて洗浄用水位Ｙ２が検出されるまでの
経過時間を計測して、その計測時間を貯留時間として記憶する。
　そして、その貯留時間と予め設定した標準貯留時間との比を、予め設定した標準インタ
ーバル時間に乗じた時間を求めて、その時間を、設定故障用インターバル時間に設定する
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　この別実施形態における制御部Ｈの制御作動は、上記実施形態の制御作動を参照すれば
理解できる内容であるため、その記載を省略する。
【０１４６】
〔その他の別実施形態〕
　次に別実施形態を説明する。
（イ）上記実施形態においては、湯水断続手段が、給水路を開閉する第１開閉弁と、洗浄
槽用分岐路を開閉する第２開閉弁と、除湿用分岐路に装備された定流量弁とから構成され
る場合を例示したが、これらの弁に加えて、除湿用分岐路を開閉する開閉弁を備えさせる
ようにしてもよい。
　そして、除湿用分岐路を開閉する開閉弁を備えさせる場合には、給水路を開閉する第１
開閉弁を省略する形態で実施してもよい。
【０１４７】
（ロ）上記実施形態では、洗浄槽が本体ケース部に対して水平方向に沿って引き出し及び
収納自在に設けられる引き出し式の食器洗浄機を例示したが、本体ケース部に洗浄槽が収
納されて、本体ケース部の前面扉が開閉されることにより、洗浄槽の洗浄空間が開閉され
る形態の食器洗浄機についても、本発明は適用できるものである。
【０１４８】
（ハ）上記実施形態では、排水ポンプを直流モータにて駆動する場合を例示したが、排水
ポンプを交流モータにて駆動するようにしてもよく、この場合、例えば、洗浄ポンプを目
標回転速度にて駆動すべく、交流モータに供給する駆動電力を位相制御により調整するよ
うにするとよい。
【０１４９】
（ニ）上記実施形態では、正転で洗浄ポンプとして機能し、逆転で排水ポンプとして機能
する兼用ポンプを例示したが、洗浄ポンプと排水ポンプとを各別に備える形態で実施して
も良い。
【０１５０】
（ホ）上記実施形態では、回転速度の調整により排水能力を調整する場合を例示したが、
例えば、排水ポンプとして可変容量型のポンプを用いて、その容量調整により排水能力を
調整するようにする等、排水能力の調整形態は各種変更できる。
【０１５１】
（へ）本発明を実施するに、乾燥用排出水位検出手段、及び、洗浄用水位検出手段は、上
記実施形態に記載の如く、一つの水位検出センサにて兼用構成する他、乾燥用排出水位検
出手段と洗浄用水位検出手段とを別のセンサとして構成する等、種々の形態のものを適用
できるものである。
【符号の説明】
【０１５２】
６　　　排水ポンプ
９　　　加熱手段
２１　　空気供給口
２２　　空気吸引口
２３　　通風手段
Ｄ　　　洗浄槽
Ｅ　　　湯水断続手段
Ｆ　　　通風経路
Ｇ　　　除湿部
Ｈ　　　制御手段
Ｊ　　　乾燥用水位検出手段、洗浄用水位検出手段
Ｑ　　　洗浄空間
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