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(57)【要約】
　　　　　　本発明は電気的に安定した装置を具現する
ように備えられるだけでなく、簡単な構成で作動上の信
頼性を増大させることができるドラム洗濯機の洗剤供給
筒に関するものである。本発明によれば、洗濯機本体（
１１）に固定結合された固定ボディー（２１）と、前記
固定ボディー（２１）に着脱可能に結合された引出ボデ
ィー（２２）と、前記固定ボディー（２１）の後方に固
設される自動ポンピング手段（５０）とを含むドラム洗
濯機の洗剤供給筒が提供される。
【選択図】　　　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洗濯機本体（１１）に着脱可能に備えられて、洗剤を供給する洗剤供給筒において、
　前記洗濯機本体（１１）に固定結合されるように備えられて、洗浄水の流出及び流入が
可能に備えられ、内部に形成される収容空間（２３）の前方に挿入口（２４）が形成され
、前記収容空間（２３）の上部と下部にそれぞれ流入口（２７、２８）と排出口（２６）
が形成された固定ボディー（２１）と、
　前記挿入口（２４）を通じて前記固定ボディー（２１）に着脱可能に結合され、内部に
液体洗剤または粉末洗剤が投入される充填空間（２９）が形成され、前記充填空間（２９
）に投入された液体洗剤を排出するように後方側壁に洗剤供給口（３０）が形成された引
出ボディー（２２）と、
　前記固定ボディー（２１）の後方に前記収容空間（２３）の外部に位置されるように固
設され、前記洗剤供給口（３０）に着脱される吸入口（５２）が一側に形成されるととも
に、他側に液体洗剤が排出されるように前記固定ボディー（２１）の収容空間（２３）に
連通される洗剤排出口（５４）が形成されたシリンダー（５１）と、このシリンダー（５
１）に内装されて液体洗剤を吸入または排出するように作動するピストン（５７）と、前
記ピストン（５７）を駆動する駆動モーター（５６）とで構成された自動ポンピング手段
（５０）を含んで構成され、
　前記引出ボディー（２２）の洗剤供給口（３０）またはこれに着脱可能に結合される前
記シリンダー（５１）の吸入口（５２）の少なくとも何れか一つに短管状のコネクター（
３９）及びこのコネクター（３９）上に水密を保持するパッキング部材（４０）が備えら
れることを特徴とするドラム洗濯機の洗剤供給筒。
【請求項２】
　前記引出ボディー（２２）には前記充填空間（２９）に別途の液体容器（６１）が着脱
可能に備えられるが、前記液体容器（６１）は内部に液体洗剤が投入される液体充填部（
６２）が形成され、一端に前記液体充填部（６２）に連通されるように前記洗剤供給口（
３０）が備えられ、
　前記引出ボディー（２２）には前記液体容器（６１）を分離した状態で前記充填空間（
２９）に粉末洗剤を投入して用いることを特徴とする請求項１に記載のドラム洗濯機の洗
剤供給筒。
【請求項３】
　前記引出ボディー（２２）には前記充填空間（２９）内に充填された液体洗剤によって
浮かび上がるように備えられ、内部に第１磁性体（４６）が内装されたフローター（４５
）と、
　前記固定ボディー（２２）の外部一側に前記フローター（４５）の第１磁性体（４６）
によって磁性結合される第２磁性体（４７）と、を含んで構成されて、前記洗濯機本体（
１１）に電気的に連結される感知手段が備えられ、
　前記フローター（４５）は前記充填空間（２９）の液体洗剤が枯渇された状態で前記第
１磁性体（４６）が第２磁性体（４７）に磁性結合されることによって前記感知手段が作
動するように備えられることを特徴とする請求項１に記載のドラム洗濯機の洗剤供給筒。
【請求項４】
　前記固定ボディー（２１）には前記収容空間（２３）の上部をカバーするボディーキャ
ップ（２５）が結合され、
　前記ボディーキャップ（２５）には前記流入口（２７、２８）に連通される水路（２５
ａ）が延長して形成され、前記水路（２５ａ）上には洗浄水の流れ方向を変更するように
前記引出ボディー（２２）の先端によって接触回動される回動板（７０）が備えられるこ
とを特徴とする請求項１に記載のドラム洗濯機の洗剤供給筒。
【請求項５】
　前記固定ボディー（２１）には前記流入口（２７、２８）を通じて流入される洗浄水を
前記引出ボディー（２２）の充填空間（２９）の上部で全体的に均一に排出させるように
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複数の通孔（６４）が形成された排出板（６３）が備えられることを特徴とする請求項１
に記載のドラム洗濯機の洗剤供給筒。
【請求項６】
　前記引出ボディー（２２）には前記充填空間（２９）を密閉するカバー板（３３）が備
えられるが、前記カバー板（３３）には液体洗剤の投入が可能に開閉される投入口（３６
）と、この投入口（３６）上に備えられたメッシュ網（４８）とを含んで構成されること
を特徴とする請求項１に記載のドラム洗濯機の洗剤供給筒。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はドラム洗濯機の洗剤供給筒に関するもので、より詳しく、電気的に安定した装
置を具現するように備えられるだけでなく、簡単な構成で作動上の信頼性を増大させるこ
とができるドラム洗濯機の洗剤供給筒に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、ドラム洗濯機は洗濯物を洗濯するように回転ドラムが洗濯機本体に水平方向に
配置され、回転ドラムの上部一側で洗剤や洗浄水を供給するようになった洗剤供給筒が引
出可能に備えられている。
【０００３】
　このようなドラム洗濯機の洗剤供給筒は、洗濯機本体から引出可能に備えられて液体ま
たは粉末状の洗剤と洗濯物の濯ぐ時に追加投入される繊維柔軟剤のようなリンス液などを
充填するように内部空間が区画され、洗濯機本体に装着された状態で洗浄水が経由して洗
剤やリンス液を回転ドラムの内部に供給するものである。
【０００４】
　従来の洗剤供給筒は洗濯するたびに１回分の洗剤とリンス液を充填して使用するように
備えられるかまたは多量の洗剤とリンス液を一回充填した後、洗濯するたびに一定量の洗
剤とリンス液を自動的に供給するように備えられている。
【０００５】
　ここで、多量の洗剤とリンス液などを充填して用いる洗剤供給筒の場合、一定量の洗剤
やリンス液をポンピングする自動ポンピング手段が備えられ、この自動ポンピング手段は
洗濯機本体のコントローラーに連動及び制御されるように備えられる。従来の洗剤供給筒
には洗濯機本体に着脱される構成がコントローラーに電気的に連結されるために前述した
ような自動ポンピング手段を含む電気的連結構成（電気接点）が直接形成された。
【０００６】
　そこで、従来の洗剤供給筒は電気的に連結される電気接点やそれにより電気的に連結さ
れる自動ポンピング手段などの構成が一体に形成されて、電気的接点が繰り返して接触ま
たは短絡されて、作動の安定性が低下し、また液体洗剤や洗浄水が流出及び流入される部
分に直接電気的連結構成が位置されて、水分による電気装置の故障または誤作動の虞があ
った。
【０００７】
　また、従来の洗剤供給筒は、洗濯機本体に洗剤やリンス液を供給するように連結される
連結部分の気密性が低下しやすく、それにより従来の洗剤供給筒は洗濯機本体に繰り返し
て着脱される過程で洗剤やリンス液などのポンピングが確実に行われなくて装置の作動が
円滑でない問題点があった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は前述した問題点を解決するために案出されたもので、本発明は電気的に安定し
た装置を具現して故障や作動上のエラーを最小化するように備えられ、また簡単な構成に
よって作動上の信頼性を増大させるとともに、使用上の便利を提供することができるドラ
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ム洗濯機の洗剤供給筒を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の特徴によれば、洗濯機本体１１に着脱可能に備えられて、洗剤を供給する洗剤
供給筒において、上記洗濯機本体１１に固定結合されるように備えられて、洗浄水の流出
及び流入が可能であり、内部に形成される収容空間２３の前方に挿入口２４が形成され、
上記収容空間２３の上部と下部にそれぞれ流入口２７、２８と排出口２６が形成された固
定ボディー２１と、上記挿入口２４を通じて上記固定ボディー２１に着脱可能に結合され
、内部に液体洗剤または粉末洗剤が投入される充填空間２９が形成され、上記充填空間２
９に投入された液体洗剤を排出するように後方側壁に洗剤供給口３０が形成された引出ボ
ディー２２と、上記固定ボディー２１の後方に上記収容空間２３の外部に位置されるよう
に固設され、上記洗剤供給口３０に着脱される吸入口５２が一側に形成されるとともに、
他側に液体洗剤が排出されるように上記固定ボディー２１の収容空間２３に連通される洗
剤排出口５４が形成されたシリンダー５１と、このシリンダー５１に内装されて、液体洗
剤を吸入または排出するように作動するピストン５７と、上記ピストン５７を駆動する駆
動モーター５６とからなる自動ポンピング手段５０と、を含んで構成され、上記引出ボデ
ィー２２の洗剤供給口３０またはこれに着脱可能に結合される上記シリンダー５１の吸入
口５２の少なくとも何れか一つに短管状のコネクター３９及びこのコネクター３９上に水
密を保持するパッキング部材４０が備えられたことを特徴とするドラム洗濯機の洗剤供給
筒が提供される。
【００１０】
　本発明の他の特徴によれば、上記パッキング部材４０は上記コネクター３９の先端側ま
たは基端側に半径方向に拡張された端部パッキング４１と、上記コネクター３９の長さ方
向に相互間隔を隔てて位置される複数のパッキング膜４２とからなることを特徴とするド
ラム洗濯機の洗剤供給筒が提供される。
【００１１】
　本発明のまた他の特徴によれば、上記引出ボディー２２には上記充填空間２９に別途の
液体容器６１が着脱可能に備えられ、上記液体容器６１は内部に液体洗剤が投入される液
体充填部６２が形成され、一端に上記液体充填部６２に連通するように上記洗剤供給口３
０が備えられ、上記引出ボディー２２には上記液体容器６１を分離した状態で上記充填空
間２９に粉末洗剤を投入して用いることを特徴とするドラム洗濯機の洗剤供給筒が提供さ
れる。
【００１２】
　本発明のまた他の特徴によれば、上記引出ボディー２２には上記充填空間２９内に充填
された液体洗剤により浮かび上がるように備えられ、内部に第１磁性体４６が内装された
フローター４５と、上記固定ボディー２２の外部一側に上記フローター４５の第１磁性体
４６によって磁性結合される第２磁性体４７とを含み、上記洗濯機本体１１に電気的に連
結される感知手段が備えられ、上記フローター４５は上記充填空間２９の液体洗剤が枯渇
された状態で上記第１磁性体４６が第２磁性体４７に磁性結合されることにより上記感知
手段が作動するように備えられることを特徴とするドラム洗濯機の洗剤供給筒が提供され
る。
【００１３】
　本発明のまた他の特徴によれば、上記固定ボディー２１には上記収容空間２３の上部を
カバーするボディーキャップ２５が結合され、上記ボディーキャップ２５には上記流入口
２７、２８に連通する水路２５ａが延長して形成され、上記水路２５ａ上には洗浄水の流
れ方向を変更するように上記引出ボディー２２の先端によって接触回動される回動板７０
が備えられることを特徴とするドラム洗濯機の洗剤供給筒が提供される。
【００１４】
　本発明のまた他の特徴によれば、上記固定ボディー２１には上記流入口２７、２８を通
じて流入される洗浄水を上記引出ボディー２２の充填空間２９の上部で全体的に均一に排
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出させるように複数の通孔６４が形成された排出板６３が備えられることを特徴とするド
ラム洗濯機の洗剤供給筒が提供される。
【００１５】
　本発明のまた他の特徴によれば、上記引出ボディー２２には上記充填空間２９を密閉す
るカバー板３３が備えられ、上記カバー板３３には液体洗剤の投入が可能に開閉される投
入口３６と、この投入口３６上に備えられたメッシュ網４８とを含むことを特徴とするド
ラム洗濯機の洗剤供給筒が提供される。
【発明の効果】
【００１６】
　以上のように、本発明によれば、洗濯機本体１１に固設される固定ボディー２１と、こ
の固定ボディー２１から引出可能に備えられて、洗剤の投入が可能な引出ボディー２２と
からなり、上記固定ボディー２１には上記引出ボディー２２が挿入される収容空間２３の
外部に液体洗剤をポンピングする自動ポンピング手段５０が備えられ、それにより、上記
自動ポンピング手段５０によって上記引出ボディー２２上の液体洗剤を自動に吸出して使
用上の便利を提供することができる。
【００１７】
　また、上記引出ボディー２２とは離隔される別途の空間に電気的に連結される自動ポン
ピング手段５０が位置されることにより、上記自動ポンピング手段５０を含む電気作動部
分が常時に通電された状態を保持して、電気的に安定するだけでなく、液体洗剤または洗
浄水の流出及び流入に関係なく位置されて、水気による電気部品の故障や誤作動などを予
防することができるという長所がある。
【００１８】
　また、本発明は引出ボディー２２の洗剤供給口３０に突出されたコネクター３９及びこ
のコネクター３９の外周上に端部パッキング４１と複数のパッキング膜４２とからなるパ
ッキング部材４０が備えられ、それにより、繰り返し的に着脱される洗剤供給口３０と吸
入口５２の気密状態を堅固に保持して、上記自動ポンピング手段５０によるポンピング能
力が低下されることを防止することができ、またそれによる装置の信頼性を増大させるこ
とができるという長所がある。
【００１９】
　また、本発明は引出ボディー２２に着脱可能な液体容器６１が別途にさらに備えられる
ことにより、上記引出ボディー２２上に粉末洗剤を直接投入して用い、洗剤の種類に関係
なく使用可能で、使用範囲をより拡大するとともに、それによる使用上の便利を提供する
。
【００２０】
　また、本発明は引出ボディー２２内に液体洗剤によって浮かび上がるフローター４５が
備えられ、このフローター４５は固定ボディー２１の外部一側に備えられる感知手段に連
結されることにより、上記フローター４５とこれに連結される感知手段によって液体洗剤
の枯渇状態を感知して引出ボディー２２内に充填された液体洗剤の充填状態を知らせるこ
とで、使用上の便利を提供することができるという長所がある。
【００２１】
　また、本発明の固定ボディー２１には流入された洗浄水を引出ボディー２２の充填空間
２９上に均一に排出させる排出板６３が備えられることで、上記引出ボディー２２の充填
空間２９に粉末洗剤が充填された場合、上記排出板６３によって洗浄水が全体的に均一に
排出されて粉末洗剤を速かに溶解させた状態で供給することができる。
【００２２】
　また、本発明の液体容器６１には液体洗剤の投入が可能に開閉される投入口３６が形成
されるとともに、上記投入口３６にメッシュ網４８が形成されることにより、液体洗剤以
外の粉末洗剤を上記液体容器６１に投入する場合、上記メッシュ網４８に粉末洗剤がかか
り、装置の構成に適する適切な洗剤の選択が可能になるように認知させることができると
いう長所がある。
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【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の一実施例を示した斜視図である。
【図２】本発明の一実施例による作動状態を示した斜視図である。
【図３】本発明の一実施例による分解斜視図である。
【図４】本発明の一実施例による断面図である。
【図５】図４のＡ部分による拡大断面図である。
【図６】図４のＢ部分による拡大断面図である。
【図７】本発明の他の実施例を示した分解斜視図である。
【図８】図７の構成による断面図である。
【図９】本発明のまた他の実施例を示した断面図である。
【図１０】図９の構成による作動状態を示した断面図である。
【図１１】図９の構成による他の作動状態を示した断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　上述した本発明の目的、特徴及び長所は以下の詳細な説明を通じてより明らかになる。
以下、添付された図面に基づいて説明すれば次の通りである。
【００２５】
　図１～図１１は本発明の多様な実施例を示す。図１及び図２に示すように、本発明は通
常のドラム洗濯機１０のように洗濯機本体１１の前面上部に引出可能に備えられて洗剤を
供給するもので、本発明の洗剤供給筒２０は上記洗濯機本体１１に固設される固定ボディ
ー２１と、この固定ボディー２１から引出可能な引出ボディー２２とで構成される。
【００２６】
　上記固定ボディー２１は内部に収容空間２３が形成された筒形状からなり、上記収容空
間２３の前方に上記引出ボディー２２の着脱が可能な挿入口２４が形成され、上部に上記
収容空間２３をカバーするボディーキャップ２５が結合され、後方には上記ボディーキャ
ップ２５によってカバーされる収容空間２３の外部に位置されて、上記引出ボディー２２
内に充填される液体洗剤を自動にポンピングする自動ポンピング手段５０が備えられてい
る。
【００２７】
　ここで、上記自動ポンピング手段５０は上記洗濯機本体１１に備えられるコントローラ
ーに電気的に連結されて作動する構成で、この自動ポンピング手段５０は洗浄水や洗剤が
流出及び流入される上記固定ボディー２１の収容空間２３と上記引出ボディー２２とは別
途の空間に位置されることによって、洗浄水や洗剤のような液体物質による電気部品また
は電気的連結部分が直接接触されることを防止して、水気による電気的故障や誤作動など
を予防するようになっている。
【００２８】
　このような本発明に対するより詳細な構成と作動状態を図３～図６を参照して説明すれ
ば次の通りである。図３は本発明の一実施例による構成を示した分解斜視図であり、上記
固定ボディー２１は内部に収容空間２３が形成される筒状のボディー本体２１ａと、この
ボディー本体２１ａの上部に結合されて、上記収容空間２３をカバーするボディーキャッ
プ２５とからなり、上記ボディー本体２１ａには上記収容空間２３と挿入口２４が形成さ
れ、下部一側に洗剤と洗浄水などが排出される排出口２６が形成され、上記ボディー本体
２１ａの底面は上記排出口２６側に下向きに傾斜するように形成されて、洗剤や洗浄水の
排出が円滑に行われるようになっている。
【００２９】
　また、上記ボディーキャップ２５には後方に洗浄水が流入できるように流入口２７、２
８が形成され、この流入口２７、２８に別途の供給ラインが連結されることによって、上
記収容空間２３側に洗浄水の供給が可能になっている。
【００３０】
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　一方、上記引出ボディー２２は前面に取っ手部２２ｃが形成されたパネル２２ｂが備え
られ、このパネル２２ｂの後方には上記挿入口２４を通じて上記収容空間２３に内装され
るボディー本体２２ａが備えられ、上記ボディー本体２２ａは内部に洗剤を投入する充填
空間２９が形成されている。
【００３１】
　ここで、上記充填空間２９は密閉された状態で備えられて、後方側に洗剤の排出が可能
に洗剤供給口３０が形成されており、上記充填空間２９の一側には繊維柔軟剤のようなリ
ンス液などを別途に充填する他の充填空間３１が形成され、この充填空間３１の後方には
上記洗剤供給口３０に類似するリンス液供給口３２が突出して形成されている。
【００３２】
　また、各充填空間２９、３１の上面には内部を密閉するカバー板３３、３４が供えられ
、上記カバー板３３、３４が一側には投入口３６が形成され、この投入口３６には開閉可
能にドア３５が備えられており、上記カバー板３３、３４の中の一つには上記固定ボディ
ー２１にかかるように弾性片３７が形成されている。
【００３３】
　一方、上記固定ボディー２１側には上記洗剤供給口３０とリンス液供給口３２に連結さ
れて、液体洗剤やリンス液を吸出する自動ポンピング手段５０が備えられ、上記固定ボデ
ィー２１のボディー本体２１ａには後方に所定長さに延長された支柱３８が形成され、上
記支柱３８の上には自動ポンピング手段５０が上記収容空間２３の外部に位置されるよう
に結合されている。
【００３４】
　ここで、上記自動ポンピング手段５０は上記引出ボディー２２の各充填空間２９、３１
に対応して、液体洗剤またはリンス液をそれぞれ自動にポンピングするように複数備えら
れたもので、各自動ポンピング手段５０は液体洗剤の吸出が可能に吸入口５２、５３と洗
剤排出口５４が備えられるか、リンス液の吸出が可能になるように他の吸入口とリンス液
排出口５５が形成されたシリンダー５１が備えられ、このシリンダー５１の内外に液体洗
剤やリンス液の吸出が可能に作動させる駆動モーター５６などを含んで構成され、この自
動ポンピング手段５０を含む詳細な構成及び作動を図４～図６を参照して説明すれば次の
通りである。
【００３５】
　図４に示すように、上記各シリンダー５１に備えられる吸入口５２、５３と洗剤排出口
５４及びリンス液排出口５５は上記収容空間２３側に開放されるように形成されたもので
、上記各吸入口５２、５３には上記引出ボディー２２の洗剤供給口３０とリンス液供給口
３２が着脱可能に結合され、上記洗剤排出口５４とリンス液排出口５５は上記収容空間２
３に直接連通されるように備えられている。
【００３６】
　また、上記各シリンダー５１には上記駆動モーター５６によって駆動作動されて液体洗
剤やリンス液の吸出が可能に作動するピストン５７が内装される。上記シリンダー５１は
、上記ピストン５７が直接内装される作動シリンダー部５１ａと、この作動シリンダー部
５１ａに連通されて液体洗剤やリンス液が充填される充填シリンダー部５１ｂとで構成さ
れることができる。
【００３７】
　上記ピストン５７はリンク体５８によって連結されて、上記駆動モーター５６の回転駆
動によって往復運動が可能なものである。このために上記駆動モーター５６は偏心位置さ
れたモータ軸５９が備えられ、上記作動シリンダー部５１ａは先端がヒンジ軸６０によっ
て結合されたもので、このような自動ポンピング手段５０の構成と作動は本出願人によっ
て先出願された特許（韓国登録特許公報第１０－１０２３９１８号や韓国公開特許公報第
１０－２０１３－００２２７９２号）に公開されている。
【００３８】
　このような自動ポンピング手段５０によって液体洗剤やリンス液を吸出動作が円滑に行
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われるようにするために、上記固定ボディー２１と引出ボディー２２との連結部分に対す
る気密を必要とするが、この時、上記引出ボディー２２の洗剤供給口３０とリンス液供給
口３２は上記固定ボディー２１の吸入口５２、５３に繰り返し的に着脱されることによっ
て次のような気密構成からなる。
【００３９】
　図５に示すように、上記洗剤供給口３０とリンス液供給口３２には後方に突出されるよ
うに所定長さに延長されたコネクター３９が形成されて、上記吸入口５２、５３に挿入結
合されるが、この時、上記コネクター３９の外周上には基端側に上記吸入口５２、５３の
端部に密着されるように半径方向に拡張された端部パッキング４１が形成され、この端部
パッキング４１に一体に形成されて上記コネクター３９の長さ方向に沿って相互間隔を隔
てて位置される複数のパッキング膜４２からなるパッキング部材４０が備えられる。
【００４０】
　この時、上記吸入口５２、５３側には上記端部パッキング４１に面接される係止突起６
８が形成され、上記パッキング膜４２は先端側が弾性的に変形されながら上記吸入口５２
、５３の内壁面に所定面積で面接触されると同時に、吸入口５２、５３の内壁面に沿って
多地点で密着され、このようなパッキング部材４０は上記端部パッキング４１とパッキン
グ膜４２によって多重に気密を保持することによって上記コネクター３９が吸入口５２、
５３に繰り返し的に挿入または分離される過程で気密能力が低下されることを防止するこ
とができる。
【００４１】
　また、図６に示すように、上記引出ボディー２２には上記充填空間２９、３１の内部に
充填された液体洗剤またはリンス液の充填状態を感知することができる装置が備えられる
。このために、上記充填空間２９、３１内には一側底面にケージ形態のガイド４４が直立
して設置され、このガイド４４内には液体洗剤またはリンス液によって浮かび上がる円筒
状のフローター４５が内装される。このフローター４５には略底面の位置に第１磁性体４
６が備えられている。
【００４２】
　また、上記固定ボディー２１には外部底面に上記フローター４５に対応するように第２
磁性体４７を含む感知手段が備えられる。上記感知手段は上記洗濯機本体１１に電気的に
連結されて、上記フローター４５の第１磁性体４６が第２磁性体４７に磁性結合されるこ
とによって作動するように備えられ、このような装置は、上記フローター４５が充填空間
２９、３１の底面に位置されて、第１磁性体４６が第２磁性体４７に磁性結合して作動す
るように備えられて、上記充填空間２９、３１内の液体洗剤やリンス液の枯渇状態を認知
させるようにした。
【００４３】
　これは本発明の洗剤供給筒２０は略１０回～３０回程度の洗濯が可能に多量の液体洗剤
とリンス液を充填した状態で、洗濯するたびに自動ポンピングによって洗剤や纎維柔軟剤
を供給するもので、前述したような感知手段によって充填空間２９、３１内の洗剤やリン
ス液の充填状態を感知して、これを洗濯機本体１１に備わるアラームまたはランプなどを
通じて使用者に認知させることにより、使用上の便利を提供することができるようになり
、またフローター４５を含む感知手段が液体物質によって汚染されたり電気的に直接接触
されることを防止するように備えられて、装置の作動上に信頼性を増大させることができ
る。
【００４４】
　また、本発明の洗剤供給筒２０は、前述したような構成によって、液体洗剤を供給する
ようにした以外にも、粉末洗剤を容易に選択して使用可能に備えられることができる。こ
れを図７及び図８を参照して説明すれば次の通りである。
【００４５】
　図７及び図８に示すように、上記引出ボディー２２には上記充填空間２９に別途の液体
容器６１が着脱可能に備えられたもので、液体容器６１は内部に上記充填空間２９に対応



(9) JP 2016-524995 A 2016.8.22

10

20

30

40

50

するように液体充填部６２が形成され、一端に上記液体充填部６２に連通するように上記
洗剤供給口３０が備えられ、上部には前述したようなカバー板３３及び液体洗剤を投入す
るようにドア３５によって開閉される投入口３６が一体に形成される。
【００４６】
　このような液体容器６１は液体洗剤を用いる場合に、上記引出ボディー２２の充填空間
に装着して用いるようにし、粉末洗剤を用いる場合には、上記液体容器６１を引出ボディ
ー２２から分離した状態で上記充填空間２９に粉末洗剤を投入する。粉末洗剤の場合、自
動ポンピング手段５０によってポンピングして供給するのではなく、上記固定ボディー２
１の流入口２７、２８を通じて流入される洗浄水が上記充填空間２９上に供給されること
によって洗浄水に粉末洗剤が溶解された状態で供給される。
【００４７】
　また、上記固定ボディー２１には上記流入口２７、２８を通じて流入される洗浄水を上
記引出ボディー２２の充填空間２９の上部で全体的に均一に排出させるように複数の通孔
６４が形成された排出板６３がさらに備えられることができ、上記排出板６３は上記ボデ
ィーキャップ２５の下部に空間を形成するように備えられ、この排出板６３は常時に固定
ボディー２１に固設された状態で備えられるか別途に分離可能に備えられることもできる
。
【００４８】
　また、上記ボディーキャップ２５には上記流入口２７、２８を形成する複数のポートが
形成されることができる。これは上記固定ボディー２１の収容空間２３上に直接洗浄水を
供給するか上記排出板６３上に洗浄水を供給するためのもので、上記排出板６３上には上
記流入口２７、２８側に位置されて、上記収容空間２３上に洗浄水が直接供給されるよう
に所定高さの隔壁６５が形成されるとともに、上記隔壁６５の一側に上記リンス液排出口
５５に対応して上記排出板６３上に供給される洗浄水の一部が上記収容空間２３側に供給
されるように排出孔６６がさらに形成されることができる。
【００４９】
　また、上記カバー板３３には一側に液体洗剤を投入するようにドア３５によって開閉さ
れる投入口３６が形成され、上記投入口３６内にはメッシュ網４８が備えられている。上
記メッシュ網４８は液体洗剤以外の粉末洗剤を上記液体容器６１に投入する場合、上記メ
ッシュ網４８によって粉末洗剤の投入を抑制することにより、使用者が装置の構成に合う
洗剤を投入することができるように認知させるためのものである。
【００５０】
　これは、通常、上記カバー板３３などに文字や文様などによって洗剤の形態で知らせる
こともでき、または文字などによって簡単に認知しにくい与件の使用者に前述したような
メッシュ網４８の構成によって適切な洗剤を選択して用いるようにすることに役に立つこ
とができる。
【００５１】
　一方、図９～図１１は本発明の他の実施例を示したもので、図９に示すように、上記ボ
ディーキャップ２５には上記排出板６３との間に上記流入口２７に連通される水路２５ａ
、２５ｂが延長して形成される。上記水路２５ａ、２５ｂ上には上記流入口２７から流入
される洗浄水の流れ方向を変更するように回動板７０が備えられている。
【００５２】
　上記水路２５ａ、２５ｂは上記引出ボディー２２の先端に横方向に延長される第１水路
２５ａと上記液体充填部６１の長さ方向に延長して形成された第２水路２５ｂとからなる
「└」字状の形態で形成されたもので、上記回動板７０は上記引出ボディー２２が先端が
接触されることにより回動されて、上記水路２５ａ、２５ｂの一部を閉鎖して洗浄水の流
れ方向に変更する。
【００５３】
　より詳しくは、上記回動板７０は約「└」字状の形態で形成されて、上記排出板６３上
にヒンジ軸７３によって回動可能に結合されたもので、上記引出ボディー２２に接触可能
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形成された開閉部７２とで構成され、このような回動板７０は弾性的に定位置が可能に備
えられて、上記引出ボディー２２が固定ボディー２１から分離された状態では、上記水路
２５ａ、２５ｂを完全に開放されるように位置される。
【００５４】
　図１０に示すように、上記引出ボディー２２を固定ボディー２１に結合すれば、上記引
出ボディー２２の先端が上記接触部７１を押しながら上記開閉部７２が起立することによ
って、上記第２水路２５ｂ側に洗浄水が流入されることを遮断して、上記引出ボディー２
２の液体充填部６１の長さ方向に洗浄水が流入されることを遮断し、この時に上記ボディ
ーキャップ２５と排出板６３には上記開閉部７２の一面がかけられる係止突起２５ｃ、６
３ａが形成されることができる。
【００５５】
　このような作動によれば、上記引出ボディー２２を固定ボディー２１に結合する作業に
よって、上記回動板７０が接触回動されて上記水路２５ａ、２５ｂを一部閉鎖し、それに
より上記液体充填部６１の筒内に洗浄水が流入されることを遮断して、液体洗剤が洗浄水
によって一部希薄されたり溢れ出ることを防止することができる。
【００５６】
　また、図１１に示すように、粉末洗剤を用いる場合には、上記液体充填部６１を充填空
間２９から分離した状態で用いるので、上記回動板７０の回動作動が行われなくなり、そ
れにより、上記水路２５ａ、２５ｂが完全に開放されて上記収容空間２９に洗浄水が流入
されることができて、粉末洗剤が容易に溶解されて排出されるようになる。
【００５７】
　このような回動板７０において、上記接触部７１には上記引出ボディー２２の洗剤供給
口３０に対応するように切開部７４が形成されることが好ましいが、これは上記洗剤供給
口３０に備えられるパッキング部材４０が直接接触されることを予防して繰り返し着脱に
よる装置の損傷を予め防止するためものである。
【００５８】
　また、前述したような回動板７０は簡単な構成と作動によって液体洗剤または粉末洗剤
によって水路２５ａ、２５ｂを選択的に開閉して洗浄水を所望の方向に供給することによ
って、上記流入口２７を単一で形成して製作及び設置上の便利を提供することもできる。
【００５９】
　以上で説明しない符号は上記固定ボディー２１の収容空間２３上に形成されて、上記引
出ボディー２２の挿入時に洗浄水の排出が可能に空間を形成するための隔板４９ａと上記
充填空間２９の内部底に突出された他の隔板４９ｂを示した。
【００６０】
　また他の符号は上記シリンダー５１内の吸入口５２、５３に設置される一方向バルブ６
７を示したもので、このような一方向バルブ６７は上記洗剤排出口５４とリンス液排出口
５５にも類似するように備えられ、また他の符号は上記充填空間２９、３１の内部底面に
延長されて、上記洗剤供給口３０またはリンス液供給口３２に連通される連結管６９を示
した。
【００６１】
　以上で説明した本発明は上述した実施例及び添付された図面によって限定されるのでは
なく、本発明の技術的思想を逸脱しない範囲内で各種置換、変形及び変更が可能であるこ
とは本発明が属する技術分野において通常の知識を有する者にとって明白である。
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