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(57)【要約】
　パルセータ型ヒートポンプ洗濯乾燥機および乾燥方法
において、前記パルセータ型ヒートポンプ洗濯乾燥機は
、筐体（１）と、筐体（１）内に取り付けられる外槽（
２）と、外槽（２）中に取り付けられる内槽（３）とを
含み、内槽底部にパルセータ（４）が設置され、外槽（
２）下部に内槽（３）および／またはパルセータを回転
させるモータ（５）が設置される。外槽（２）の外部に
風道およびヒートポンプシステムが設置され、風道は密
封される外槽（２）の上下両端をつなぎ、風道中にヒー
トポンプシステムの蒸発器（１０）および凝縮器（９）
が取り付けられる。前記ヒートポンプシステムは絞り装
置および圧縮機をさらに含み、順番に接続される蒸発器
（１０）、圧縮機（８）、凝縮器（９）および絞り装置
（１２）は、媒体が流動する循環流路を構成する。内槽
（３）中の湿った空気は風道に進入し、ヒートポンプシ
ステムの作用により、湿った空気中の水分が凝縮水に凝
縮されて乾燥気体が形成され、再度加熱される。再度加
熱された乾燥気体は内槽（３）中に戻り、凝縮水は洗濯
乾燥機から排出される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体と、筐体（１）内に取り付けられる外槽（２）と、外槽（２）中に取り付けられる
内槽（３）とを含み、内槽（３）底部にパルセータ（４）が設置され、外槽（２）下部に
内槽（３）および／またはパルセータ（４）を回転させるモータ（５）が設置されるパル
セータ型ヒートポンプ洗濯乾燥機であって、外槽（２）の外部に風道およびヒートポンプ
システムが設置され、風道が密封される外槽（２）の上下両端をつなぎ、風道中にヒート
ポンプシステムの蒸発器（１０）および凝縮器（９）が取り付けられ、前記ヒートポンプ
システムが絞り装置（１２）および圧縮機（８）をさらに含み、順番に接続される蒸発器
（１０）、圧縮機（８）、凝縮器（９）および絞り装置（１２）が、媒体が流動する循環
流路を構成することを特徴とするパルセータ型ヒートポンプ洗濯乾燥機。
【請求項２】
　風道の両端がそれぞれ第１端および第２端であり、前記第１端が外槽（２）の上部また
は下部と接続され、第２端が外槽（２）の下部または上部と接続され、これにより風道お
よび外槽（２）が循環風路を構成し、風道に、第１端から第２端まで、ろ過網（１１）、
蒸発器（１０）、凝縮器（９）およびファン（７）が順番に設置されることを特徴とする
、請求項１に記載のパルセータ型ヒートポンプ洗濯乾燥機。
【請求項３】
　前記凝縮器（９）および蒸発器（１０）が、外槽（２）上部の風道中に設置されること
を特徴とする、請求項２に記載のパルセータ型ヒートポンプ洗濯乾燥機。
【請求項４】
　蒸発器（１０）が設置される、対応する風道の底部に、凝縮水を洗濯乾燥機の外部に排
出する凝縮水排水管（１６）が接続されることを特徴とする、請求項３に記載のパルセー
タ型ヒートポンプ洗濯乾燥機。
【請求項５】
　前記風道が下横風道（２０）、縦風道（２１）および上横風道（２２）で構成され、前
記下横風道（２０）の一端が外槽（２）底部とつながり、もう一端が後部に延伸して縦風
道（２１）の下端と接続され、縦風道（２１）の上端が上横風道（２２）の一端と接続さ
れ、上横風道（２２）のもう一端が外槽（２）の上端と接続されることを特徴とする、請
求項２または３に記載のパルセータ型ヒートポンプ洗濯乾燥機。
【請求項６】
　前記圧縮機（８）が風道外部に設置され、圧縮機（８）の出口端が風道内部に設置され
る凝縮器（９）と接続され、圧縮機（８）の入口端が風道内部に設置される蒸発器（１０
）と接続され、前記絞り装置（１２）の一端が凝縮器（９）と接続され、もう一端（１２
）が蒸発器（１０）と接続されることを特徴とする、請求項５に記載のパルセータ型ヒー
トポンプ洗濯乾燥機。
【請求項７】
　前記外槽（２）の開口部分に、衣類を入れ、外槽の密封性を保証する外槽蓋（１４）が
設置され、前記外槽（２）底部に排水管（６）が接続され、前記排水管（６）に排水バル
ブ（１５）が設置されることを特徴とする、請求項１に記載のパルセータ型ヒートポンプ
洗濯乾燥機。
【請求項８】
　外槽（２）後部の風道中に蒸発器（１０）および凝縮器（９）が取り付けられることを
特徴とする、請求項１に記載のパルセータ型ヒートポンプ洗濯乾燥機。
【請求項９】
　前記風道が、外槽（２）後部に位置し、垂直に設置され、始めから終わりまで順番に接
続される第１縦風道（１７）、第２縦風道（１８）および第３縦風道（１９）と、第１縦
風道（１７）の下端に接続される下横風道（２０）と、第３縦風道（１９）の上端に接続
される上横風道（２２）とを含み、前記下横風道（２０）が外槽（２）下部とつながり、
上横風道（２２）が外槽（２）上部とつながり、外槽（２）および風道が「凹」型の循環
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風路を構成することを特徴とする、請求項８に記載のパルセータ型ヒートポンプ洗濯乾燥
機。
【請求項１０】
　前記第１縦風道（１７）の頂部が外槽（２）の開口部分の高度より高いことを特徴とす
る、請求項９に記載のパルセータ型ヒートポンプ洗濯乾燥機。
【請求項１１】
　風道の第１端と蒸発器（１０）との間の風道中にろ過網（１１）が設置され、前記第２
縦風道（１８）および第３縦風道（１９）の接続部に凝縮水排水管（１６）が接続される
ことを特徴とする、請求項９に記載のパルセータ型ヒートポンプ洗濯乾燥機。
【請求項１２】
　風道の第１端が下横風道（２０）および外槽（２）下部の接続端であるとき、前記第２
縦風道（１８）中に蒸発器（１０）が設置され、前記第３縦風道（１９）中に凝縮器（９
）が設置されることを特徴とする、請求項１１に記載のパルセータ型ヒートポンプ洗濯乾
燥機。
【請求項１３】
　風道の第１端が上横風道（２２）および外槽（２）上部の接続端であるとき、前記第２
縦風道（１８）中に凝縮器（９）が設置され、前記第３縦風道（１９）中に蒸発器（１０
）が設置されることを特徴とする、請求項１１に記載のパルセータ型ヒートポンプ洗濯乾
燥機。
【請求項１４】
　前記第２縦風道（１８）または第３縦風道（２３）中に、気流方向に沿って順番に蒸発
器（１０）および凝縮器（９）が設置されることを特徴とする、請求項１１に記載のパル
セータ型ヒートポンプ洗濯乾燥機。
【請求項１５】
　外槽（２）中の湿った空気が風道に進入し、ヒートポンプシステムの作用により、湿っ
た空気中の水分が凝縮されて、凝縮水および高温乾燥気体が形成され、高温乾燥気体が外
槽（２）中に戻り、凝縮水が洗濯乾燥機から排出されることを特徴とする、請求項１から
１４のいずれか１項に記載のパルセータ型ヒートポンプ洗濯乾燥機の乾燥方法。
【請求項１６】
　乾燥過程において、洗濯乾燥機の内槽中のパルセータが回転し、内槽中の衣類をかき回
して反転させ、衣類を高温乾燥気体と充分に接触させることを特徴とする、請求項１５に
記載の乾燥方法。
【請求項１７】
　乾燥過程において、ヒートポンプシステムの動作圧力が次第に上昇し、動作圧力が設定
値を超えると、ヒートポンプシステムの圧縮機の回転速度が低下することを特徴とする、
請求項１５に記載の乾燥方法。
【請求項１８】
　ヒートポンプシステムの圧縮機の回転速度が最小動作回転速度まで低下し、ヒートポン
プシステムの動作圧力が依然として設定値に達すると、排水バルブ（１５）が開き、風道
および外槽（２）からなる循環風道中の気体が排水管（６）を経て、外部の大気と熱交換
を行い、これにより循環風道中の気体の温度値が低下し、ヒートポンプシステムの動作負
荷が低下することを特徴とする、請求項１７に記載の乾燥方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は洗濯機分野の洗濯乾燥機に関し、特にパルセータ型ヒートポンプ洗濯乾燥機お
よび乾燥方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　既存のパルセータ型洗濯乾燥機は、多くが加熱管（電熱線）の形式であり、直接排出式
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のパルセータ型洗濯乾燥機および水凝縮方式のパルセータ型洗濯乾燥機を含む。直接排出
式のパルセータ型洗濯乾燥機の筐体と外槽との間の空気は、ファンの駆動下で、加熱管（
電熱線）により加熱された後、上部の蓋体から内槽に吹き込まれる。内槽内の衣類中の水
分と乾燥熱空気との熱交換が生じ、水分が熱量を吸収して蒸気に変わり、空気中に混ざっ
て湿り空気に変わる。湿り空気は、上に向かって上部の蓋体の隙間から流れるか、または
下に向かってパルセータの隙間を通り、外槽底部の排水管を通って吹き出る。
【０００３】
　中国特許出願番号第００１３７７６３．９号は洗濯乾燥機である。本発明では、筐体内
に弾性的に吊り下げられる外槽と、外槽内に回転可能に支持される、衣類を投入する内槽
と、内槽の内側底部に回転可能に設置される、回転するパルセータとが提供される。内槽
および／またはパルセータはモータにより駆動される。乾燥送風機が内槽に空気を輸送し
、ヒータによって、送風装置が輸送する空気が加熱される。制御装置はモータ、乾燥送風
機、ヒータなどの動作を制御し、これにより洗濯、すすぎ、脱水および乾燥の各工程を制
御する。脱水工程で、制御装置は内槽を駆動し、さらに乾燥送風機も駆動して、内槽への
空気の輸送を維持する。
【０００４】
　さらに水凝縮方式を採用したパルセータ型洗濯乾燥機がある。空気はファンの駆動下で
加熱管（電熱線）により加熱された後、上部の蓋体から内槽に吹き込まれ、内槽内の衣類
中の水分と乾燥熱空気との熱交換が生じる。水分が熱量を吸収し、蒸気に変わって空気中
に混ざり、湿り空気は下に向かってパルセータの隙間を経過し、外槽下または底部のパイ
プを通って洗濯乾燥機の後部の水凝縮器に達する。湿り空気から水凝縮器との熱交換によ
り水分が析出し、相対的に乾燥した空気となり、再度ファンの駆動下で、加熱管（電熱線
）により加熱された後、乾燥循環を行う。
【０００５】
　中国特許出願番号第２００４１００３３５６７．５号は洗濯乾燥機である。本発明で、
外槽は機体の内部に弾性的に吊り下げられ、内槽／パルセータ軸はおおよそ垂直方向であ
り、洗濯物を入れる内槽は自由に回転するように外槽内に支持され、ヒータで加熱された
温風は衣類乾燥送風機により内槽中に送られる。外槽の下部に接続される熱交換機は、湿
った温風を除湿する。循環除湿通路は温風が循環し、この中に熱交換機、衣類乾燥送風機
、ヒータなどの装置が設けられる。
【０００６】
　このことを考慮して、特に本発明を示す。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】中国特許出願番号第００１３７７６３．９号
【特許文献２】中国特許出願番号第２００４１００３３５６７．５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的はパルセータ型ヒートポンプ洗濯乾燥機を提供することであり、ヒートポ
ンプシステムにより衣類を乾燥する目的を達成する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　発明の目的を実現するため、以下の技術案を採用する。
　パルセータ型ヒートポンプ洗濯乾燥機は、筐体と、筐体内に取り付けられる外槽と、外
槽中に取り付けられる内槽とを含み、内槽底部にパルセータが設置され、外槽下部に内槽
および／またはパルセータを回転させるモータが設置される。外槽の外部に風道およびヒ
ートポンプシステムが設置され、風道は密封される外槽の上下両端をつなぎ、風道中にヒ
ートポンプシステムの蒸発器および凝縮器が取り付けられる。前記ヒートポンプシステム
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は絞り装置および圧縮機をさらに含み、順番に接続される蒸発器、圧縮機、凝縮器および
絞り装置は、媒体が流動する循環流路を構成する。
【００１０】
　さらに、風道の両端はそれぞれ第１端および第２端であり、前記第１端は外槽の上部ま
たは下部と接続され、第２端は外槽の下部または上部と接続され、これにより風道および
外槽は循環風路を構成する。風道に、第１端から第２端まで、ろ過網、蒸発器、凝縮器お
よびファンが順番に設置される。
【００１１】
　さらに、前記凝縮器および蒸発器は、外槽上部の風道中に設置される。
【００１２】
　さらに、蒸発器が設置される、対応する風道の底部に、凝縮水を洗濯乾燥機の外部に排
出する凝縮水排水管が接続される。
【００１３】
　さらに、前記風道は下横風道、縦風道および上横風道で構成される。前記下横風道の一
端は外槽底部とつながり、もう一端は後部に延伸して縦風道の下端と接続される。縦風道
の上端は上横風道の一端と接続され、上横風道のもう一端は外槽の上端と接続される。
【００１４】
　さらに、前記圧縮機は風道外部に設置され、圧縮機の出口端は風道内部に設置される凝
縮器と接続され、圧縮機の入口端は風道内部に設置される蒸発器と接続される。前記絞り
装置の一端は凝縮器と接続され、もう一端は蒸発器と接続される。
【００１５】
　さらに、前記外槽の開口部分に、衣類を入れ、外槽の密封性を保証する外槽蓋が設置さ
れる。前記外槽底部に排水管が接続され、前記排水管に排水バルブが設置される。
【００１６】
　さらに、外槽後部の風道中に、蒸発器および凝縮器が取り付けられる。
【００１７】
　さらに、前記風道は、外槽後部に位置し、垂直に設置され、初めから終わりまで順番に
接続される第１縦風道、第２縦風道および第３縦風道と、第１縦風道の下端に接続される
下横風道と、第３縦風道の上端に接続される上横風道とを含む。前記下横風道は外槽下部
とつながり、上横風道は外槽上部とつながり、外槽および風道は「凹」型の循環風路を構
成する。
【００１８】
　さらに、前記第１縦風道の頂部は、外槽の開口部分の高度より高い。
【００１９】
　さらに、風道の第１端と蒸発器との間の風道中にろ過網が設置され、前記第２縦風道お
よび第３縦風道の接続部に凝縮水排水管が接続される。
【００２０】
　さらに、風道の第１端が下横風道および外槽下部の接続端であるとき、前記第２縦風道
中に蒸発器が設置され、前記第３縦風道中に凝縮器が設置される。
【００２１】
　さらに、風道の第１端が上横風道および外槽上部の接続端であるとき、前記第２縦風道
中に凝縮器が設置され、前記第３縦風道中に蒸発器が設置される。
【００２２】
　さらに、前記第２縦風道または第３縦風道中に、気流方向に沿って順番に蒸発器および
凝縮器が設置される。
【００２３】
　本発明のもう１つの目的は、上記のいずれか１つに記載のパルセータ型ヒートポンプ洗
濯乾燥機の乾燥方法を提供することである。外槽中の湿った空気は風道に進入し、ヒート
ポンプシステムの作用により、湿った空気中の水分が凝縮されて、凝縮水および高温乾燥
気体が形成される。高温乾燥気体は外槽中に戻り、凝縮水は洗濯乾燥機から排出される。
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【００２４】
　さらに、乾燥過程において、洗濯乾燥機の内槽中のパルセータが回転し、内槽中の衣類
をかき回して反転させ、衣類を高温乾燥気体と充分に接触させることにより、衣類の乾燥
効率が向上し、衣類の乾燥をより均一にする。外槽から風道に進入する気体は、まずろ過
網により糸くずがろ過されてから、ヒートポンプシステムに進入し、衣類の糸くずが気流
に伴ってヒートポンプシステムに進入し、ヒートポンプシステムが損傷するのを防止した
。
【００２５】
　さらに、乾燥過程において、ヒートポンプシステムの動作圧力は次第に上昇し、動作圧
力が設定値を超えると、ヒートポンプシステムの圧縮機の回転速度は低下する。好ましく
は、ヒートポンプシステムの圧縮機の回転速度が最小動作回転速度まで低下し、ヒートポ
ンプシステムの動作圧力が設定値に達すると、排水バルブが開き、風道および外槽からな
る循環風道中の気体が排水管を経て、外部の大気と熱交換を行う。これにより循環風道中
の気体の温度値が低下し、ヒートポンプシステムの動作負荷が低下する。
【００２６】
　さらに、下記のいずれか１つの条件を満たすとき、ヒートポンプシステムの動作圧力は
設定値を超える。すなわち圧縮機の動作電流Ｉが極限値Ｉｍａｘより大きい、凝縮温度を
反映する凝縮器の表面温度ｔ１が極限値ｔ１ｍａｘより高い、圧縮機の内部温度を反映す
る圧縮機排気温度ｔ２が極限値ｔ２ｍａｘより高い、である。
【００２７】
　上記乾燥過程全体において、圧縮機を駆動する入力電力のエネルギーは絶えず媒体によ
り伝達され、循環風路に導入されて、気体の加熱を行う。これにより、すべての循環風路
中の熱量の損失は、洗濯乾燥機の筐体を通過して環境中に発散されるエネルギーの損失で
あり、システム全体のエネルギー損失が低下した。
【発明の効果】
【００２８】
　上記技術案を採用し、本発明を既存技術と比較した利点は次の通りである。上記装置に
より、風道中の湿熱空気の温度が低下して発散される熱量は、媒体の作用下で、蒸発器か
ら凝縮器に伝達され、これにより乾燥気体の加熱を行う。したがって、エネルギーの使用
効率を高め、エネルギーの損失を低下させた。より特別に、本発明において、ヒートポン
プシステムの蒸発器および凝縮器などの部材は洗濯乾燥機の筐体の上側に取り付けられ、
洗濯乾燥機で洗濯するとき、洗濯水位がヒートポンプシステムを超えないことを保証し、
ヒートポンプシステムの安全性を高めた。さらに、本発明の構造は簡単で、効果は顕著で
あり、幅広い使用に適している。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】図１は、本発明の実施例１および２における洗濯乾燥機の構造概要図である。
【図２】図２は、本発明の実施例１における洗濯乾燥機のヒートポンプシステムの取付方
式である。
【図３】図３は、本発明の実施例２における洗濯乾燥機のヒートポンプシステムの取付方
式である。
【図４】図４は、本発明の実施例３における洗濯乾燥機の構造概要図である。
【図５】図５は、本発明の実施例４における洗濯乾燥機の構造概要図である。
【図６】図６は、本発明の実施例５における洗濯乾燥機の構造概要図である。
【図７】図７は、本発明の実施例６における洗濯乾燥機の構造概要図である。
【発明を実施するための形態】
【実施例】
【００３０】
　以下、実施例を組み合わせて、本発明についてさらに詳細な説明を行う。
【００３１】
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　実施例１
　図１に示すように、本実施例はパルセータ型ヒートポンプ洗濯乾燥機を紹介しており、
筐体１と、筐体１内に取り付けられる外槽２と、外槽２中に取り付けられ、軸線が垂直方
向と鋭角を成すか、または重なり合う内槽３とを含み、内槽３の底部にパルセータ４が設
置され、外槽２の下部に内槽３および／またはパルセータ４を回転させるモータ５が設置
される。前記筐体１の上部は開口であり、開口部分に開閉可能な筐体蓋１３が設置され、
衣類は筐体蓋１３を通して内槽３中に投入する。前記外槽２の上部開口部分に開閉可能な
外槽蓋１４が設置され、前記外槽２底部に排水管６が設置され、前記排水管６に排水バル
ブ１５が設置される。
【００３２】
　本実施例において、前記洗濯乾燥機の筐体１中にさらに風道が取り付けられ、前記風道
は筐体１と外槽２との間に設置される。風道は順番に、始めから終わりまで連結する下横
風道２０、縦風道２１および上横風道２２からなり、これにより風道および外槽は「口」
型の循環風路を構成する。前記洗濯乾燥機の外槽２の底部は、三方管により風道および排
水管６とそれぞれ接続され、前記排水管６のもう一端は洗濯乾燥機の外部に延伸し、前記
排水管６に排水バルブ１５が設置される。外槽蓋１４および排水バルブ１５の開閉により
、外槽２、風道からなる風路の循環通路の気密性を保証する。
【００３３】
　本実施例において、前記外槽２は筐体１の前側に接近して設置される。前記外槽２およ
び風道からなる「口」型の循環風路の具体的な構造は以下の通りである。外槽２の底部は
下横風道２０の一端と接続され、下横風道２０のもう一端は水平方向に沿って筐体１の後
部に延伸する。前記下横風道２０のもう一端は、外槽後部に垂直に設置される縦風道２１
の下端と接続される。縦風道２１の上端は、外槽２の上部に水平に設置される上横風道２
２の一端と接続され、上横風道２２のもう一端は外槽２の上部と接続される。本実施例に
おいて、説明を便利にするため、下横風道２０が外槽２の下部と接続する一端を風道の第
１端と設定し、上横風道２２が外槽２の上部と接続する一端を風道の第２端と設定する。
【００３４】
　本実施例において、外槽２の上部と筐体１との間にヒートポンプシステムが取り付けら
れる。前記ヒートポンプシステムは、順番につながる蒸発器１０、圧縮機８、凝縮器９お
よび絞り装置１２を含み、これにより媒体が循環流動する循環通路が構成される。前記凝
縮器９および蒸発器１０は上横風道２２中に設置される。前記圧縮機８は風道外部に設置
される。絞り装置１２の一端は蒸発器１０とつながり、もう一端は凝縮器９とつながる。
圧縮機８の出口端は凝縮器９と接続され、入口端は蒸発器１０と接続される。前記上横風
道２２および縦風道２１が接続される角部分に、ろ過網１１が設置される。前記ろ過網１
１は風道の横断面を覆うように設置され、流れる糸くずをろ過することができる。したが
って、ろ過網１１、蒸発器１０、凝縮器９、およびファン７は、風道の第１端から第２端
の方向に沿って順番に設置される。これにより、外槽２および風道からなる風路の循環通
路中の気体は、ファン７の作用下で、外槽２の底部から風道の第１端に進入し、風道中の
ろ過網１１、蒸発器１０、凝縮器９、ファン７を経て、風道の第２端から外槽２の上部に
戻り、風路の循環を形成する。
【００３５】
　図２に示すように、本実施例において、蒸発器１０が取り付けられる、対応する風道部
分は、風道底部に集水ケースが設置され、前記集水ケースは凝縮水排水管１６を介して洗
濯乾燥機の外部とつながる。これにより、湿熱空気から蒸発器部分で析出された凝縮水が
集水ケースに集められ、さらに凝縮水排水管１６を介して洗濯乾燥機から排出される。
【００３６】
　外槽上部に設置される風道部分中にヒートポンプシステムを取り付けることにより、洗
濯乾燥機が最高水位にあるとき、ヒートポンプシステムが洗濯水に沈むことはなく、洗濯
乾燥機の水位が高すぎるために、ヒートポンプが損傷する現象が発生するのを防止した。
【００３７】
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　本実施例において、上横風道が外槽上部と接続する一端を風道の第１端と設定し、下横
風道が外槽下部と接続する一端を風道の第２端と設定することもできる。ろ過網、蒸発器
、凝縮器、ファンを風道の第１端から第２端の方向に沿って順番に設置し（図示せず）、
内槽中の気体がファンの作用下で、外槽上部から風道の第１端に進入し、さらに順番にろ
過網、蒸発器、凝縮器、ファンを流れ、風道の第２端から外槽底部に戻り、風路を形成す
る。
【００３８】
　実施例２
　本実施例において、前記風道は、外槽２の下部に位置し、外槽２の底部とつながる下横
風道と、外槽２の上部に位置し、外槽２の頂部とつながる上横風道と、洗濯機の外槽２の
後部に位置し、上下両端が上横風道および下横風道とそれぞれつながる縦風道とを含む。
【００３９】
　図３に示すように、上横風道２２が縦風道２１と接続する角部分に、風道の横断面を覆
うろ過網１１が取り付けられる。ヒートポンプシステムの蒸発器１０は角の近くの上横風
道２２の端部に設置される。風道底部に斜面１７が設置され、前記斜面は、角部分に向か
って次第に下に傾斜する斜面である。これにより、蒸発器を流れる湿った空気中から析出
する凝縮水は、風道底部の斜面１７に沿って角に流れ、さらに縦風道２１、下横風道２０
に沿って、排水バルブ１５部分に流動し、最後に排水管６を通って洗濯乾燥機の外部に排
出される。
【００４０】
　実施例３
　図４に示すように、本実施例において、前記風道は、外槽２の後部に位置し、垂直に設
置され、始めから終わりまで順番に接続される第１縦風道１７、第２縦風道１８および第
３縦風道１９と、外槽上部に位置する上横風道と、外槽下部に位置する下横風道とを含ん
で構成され、外槽２および風道は「凹」型の循環風路を構成する。前記「凹」型の循環風
路の具体的構造は以下の通りである。前記外槽２は筐体１の前側に接近して設置され、外
槽２の後部と筐体１の後ろ側との間に、順番に第３縦風道１９、第２縦風道１８および第
１縦風道１７が設置される。前記外槽２の底部は下横風道の一端と接続され、もう一端は
後ろに外槽後部まで延伸し、第１縦風道の下端と接続される。第１縦風道１７の上端は第
２縦風道１８の上端と接続され、第２縦風道１８の下端は第３縦風道１９の下端と接続さ
れ、第３縦風道１９の上端は、外槽上部に設置される上横風道を介して外槽２の上端と接
続される。本実施例において、説明を便利にするため、下横風道２０が外槽２下部と接続
する一端を風道の第１端と設定し、上横風道２２が外槽２上部と接続する一端を風道の第
２端と設定する。
【００４１】
　本実施例において、外槽２の後部と筐体１との間にヒートポンプシステムが取り付けら
れる。前記ヒートポンプシステムは、順番につながる蒸発器１０、圧縮機８、凝縮器９お
よび絞り装置１２を含み、媒体が循環流動する循環通路を構成する。前記蒸発器１０は第
２縦風道１８中に設置され、前記凝縮器９は第３縦風道１９中に設置される。前記絞り装
置１２は第１縦風道１７と第２縦風道１８との間に設置され、前記圧縮機８は風道の外部
に設置される。絞り装置１２の一端は蒸発器１０とつながり、もう一端は凝縮器９とつな
がる。前記圧縮機８の入口端は蒸発器１０と接続され、出口端は凝縮器９と接続される。
本実施例において、好ましくは、第２縦風道１８および第３縦風道１９の接続部の下方、
下横風道２０の上方、第１縦風道１７と外槽２との間に圧縮機８を設置する。
【００４２】
　本実施例において、前記第１縦風道１７および第２縦風道１８の接続部にろ過網１１が
設置される。前記ろ過網１１は、網目が比較的密な網状構造からなり、風道の横断面を覆
うように設置され、これによりろ過網１１を流れる気体中に含有される糸くずなどの異物
をろ過し、糸くずがヒートポンプシステムに吹き込まれ、損傷するのを防止する。前記上
横風道２２中にファン７が設置される。前記ファン７は運動エネルギーを提供し、気体を
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流動させて気流を形成する。これにより、外槽２および風道からなる風路の循環通路中の
気体は、ファン７の作用下で、外槽２の底部から風道の第１端に進入し、風道中のろ過網
１１、蒸発器１０、凝縮器９、ファン７を経て、風道の第２端から外槽２の上部に戻り、
風路の循環を形成する。
【００４３】
　本実施例において、前記第１縦風道１７の頂部は、外槽２の開口部分の高度より高い。
風道の第１端と蒸発器との間に、外槽の開口の高度より高い第１縦風道を設置することに
より、洗濯乾燥機が最高水位にあるとき、第１縦風道の頂端は洗濯水に沈むこともなく、
洗濯水がヒートポンプシステムと接触しないことを保証し、ヒートポンプシステムが洗濯
水と接触後に損傷が生じる現象を防止した。
【００４４】
　実施例４
　本実施例において、前記風道は、外槽２の後部に位置し、垂直に設置され、始めから終
わりまで順番に接続される第１縦風道１７、第２縦風道１８および第３縦風道１９と、外
槽上部に位置する上横風道と、外槽下部に位置する下横風道とを含んで構成され、外槽２
および風道が「凹」型の循環風路を構成する。本実施例において、説明を便利にするため
、下横風道２０が外槽２下部と接続する一端を風道の第２端と設定し、上横風道２２が外
槽２上部と接続する一端を風道の第１端と設定する。
【００４５】
　図５に示すように、外槽２の後部と筐体１との間にヒートポンプシステムが取り付けら
れる。前記ヒートポンプシステムは、順番につながる凝縮器９、絞り装置１２、蒸発器１
０および圧縮機８を含み、媒体が循環流動する循環通路を構成する。具体的な取付位置は
以下の通りである。上横風道中にろ過網１１が設置され、前記第２縦風道１８および第３
縦風道１９の接続部に凝縮水排水管１６が接続され、前記第３縦風道１９中に蒸発器１０
、凝縮器９が設置され、前記第１縦風道１７および第２縦風道１８の接続部にファン７が
設置される。
【００４６】
　本実施例において、ファンは運動エネルギーを提供し、これにより外槽２および風道か
らなる風路の循環通路中の気体は、ファン７の作用下で、外槽２上部から風道の第１端に
進入し、風道中のろ過網１１、蒸発器１０、凝縮器９、ファン７を経て、風道の第２端か
ら外槽２底部に戻り、風路の循環を形成する。
【００４７】
　実施例５
　本実施例において、前記風道は、外槽２の後部に位置し、垂直に設置され、始めから終
わりまで順番に接続される第１縦風道１７、第２縦風道１８および第３縦風道１９と、外
槽上部に位置する上横風道と、外槽下部に位置する下横風道とを含んで構成され、外槽２
および風道が「凹」型の循環風路を構成する。本実施例において、説明を便利にするため
、下横風道２０が外槽２の下部と接続する一端を風道の第１端と設定し、上横風道２２が
外槽２の上部と接続する一端を風道の第２端と設定する。
【００４８】
　図６に示すように、本実施例において、風道中の各部材の具体的な取付位置は以下の通
りである。上横風道２２中にファン７が設置され、前記第２縦風道１８および第３縦風道
１９の接続部に凝縮水排水管１６が接続され、前記第３縦風道１９中に、下から上に順番
に蒸発器１０、凝縮器９が設置され、前記第１縦風道１７および第２縦風道１８の接続部
にろ過網１１が設置される。
【００４９】
　本実施例において、ファンは運動エネルギーを提供し、これにより外槽２および風道か
らなる風路の循環通路中の気体は、ファン７の作用下で、外槽２の下部から風道の第１端
に進入し、風道中のろ過網１１、蒸発器１０、凝縮器９、ファン７を経て、風道の第２端
から外槽２の上部に戻り、風路の循環を形成する。
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【００５０】
　実施例６
　本実施例において、前記風道は、外槽２の後部に位置し、垂直に設置され、始めから終
わりまで順番に接続される第１縦風道１７、第２縦風道１８および第３縦風道１９と、外
槽上部に位置する上横風道と、外槽下部に位置する下横風道とを含んで構成され、外槽２
および風道が「凹」型の循環風路を構成する。本実施例において、説明を便利にするため
、下横風道２０が外槽２の下部と接続する一端を風道の第２端と設定し、上横風道２２が
外槽２の上部と接続する一端を風道の第１端と設定する。
【００５１】
　図７に示すように、外槽２の後部と筐体１との間にヒートポンプシステムが取り付けら
れる。前記ヒートポンプシステムは、順番につながる凝縮器９、絞り装置１２、蒸発器１
０および圧縮機８を含み、これにより媒体が循環流動する循環通路を構成する。具体的な
取付位置は以下の通りである。上横風道中にろ過網１１が設置され、前記第２縦風道１８
および第３縦風道１９の接続部に凝縮水排水管１６が接続され、前記第３縦風道１９中に
、下から上に順番に蒸発器１０、凝縮器９が設置され、前記第１縦風道１７および第２縦
風道１８の接続部にファン７が設置される。
【００５２】
　本実施例において、ファンは運動エネルギーを提供し、これにより外槽２および風道か
らなる風路の循環通路中の気体は、ファン７の作用下で、外槽２の上部から風道の第１端
に進入し、風道中のろ過網１１、蒸発器１０、凝縮器９、ファン７を経て、風道の第２端
から外槽２の底部に戻り、風路の循環を形成する。
【００５３】
　実施例７
　本実施例はパルセータ型ヒートポンプ洗濯乾燥機の乾燥方法を紹介しており、内槽３中
の湿った空気が風道に進入し、ヒートポンプシステムの作用により、湿った空気中の水分
が凝縮水に凝縮されて乾燥気体が形成され、乾燥気体は内槽３中に戻り、凝縮水は洗濯乾
燥機から排出されることを含む。
【００５４】
　本実施例において、前記乾燥方法は、１１）風道中の空気からヒートポンプシステムに
より高温乾燥気体が形成され、高温乾燥気体がファン７の作用下で、外槽２に吹き込まれ
る工程と、１２）内槽３内の衣類の水分と乾燥熱空気との熱交換が生じ、水分が熱量を吸
収して水蒸気に変わり、湿熱気体が形成され、湿熱気体が風道に流入する工程と、１３）
湿熱気体がヒートポンプシステムの蒸発器１０と接触し、熱量が蒸発器１０中の媒体に伝
達され、湿熱気体の温度が低下し、凝縮水が析出して、凝縮水が洗濯乾燥機から排出され
る工程と、１４）さらに、湿熱気体は相対的に低い温度の乾燥気体に変わり、乾燥気体は
ヒートポンプシステムの凝縮器９を通り、凝縮器９中の媒体から熱量が放出され、乾燥気
体の温度が上昇して高温乾燥気体に変わり、前記高温乾燥気体がさらにファン７の作用に
より、外槽２中に戻る工程と、を含む。
【００５５】
　本実施例において、ヒートポンプシステムの動作工程は以下の通りである。２１）ヒー
トポンプシステム中の媒体が、蒸発器１０部分で空気の熱量を吸収し、低圧の過熱蒸気が
形成される。低圧の過熱蒸気は圧縮機８の作用により、圧縮機に圧縮され、圧力が上昇し
て高圧蒸気に変わる。２２）高圧蒸気は凝縮器９部分で放熱、凝縮され、液化して熱量を
放出し、熱量を２回利用することを実現する。本実施例において、乾燥過程で、洗濯乾燥
機の内槽３中のパルセータ４が回転し、内槽３中の衣類をかき回して反転させ、衣類を内
槽３中に吹き込む高温乾燥気体と充分に接触させることにより、衣類の乾燥効率を高め、
衣類の乾燥をより均一にする。本実施例において、内槽３から風道に進入する気体は、ま
ずろ過網１１により糸くずがろ過されてから、ヒートポンプシステムに進入し、これによ
り糸くずなどの異物がヒートポンプシステムの蒸発器１０または凝縮器９中に進入するこ
とによる、設備の故障を防止する。
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【００５６】
　本実施例において、乾燥過程全体で、ヒートポンプシステムの動作時間の増加に伴い、
風道の循環通路中の気体の温度が上昇する。ヒートポンプシステム中の媒体に含まれる熱
量が増加し続け、凝縮器９および蒸発器１０中の媒体の温度が上昇し、ヒートポンプシス
テムのシステム圧力値が上昇する。乾燥過程で、ヒートポンプシステムの動作圧力が安定
し、安全に動作するため、インバータ制御装置により、圧縮機８の動作回転速度を低下さ
せるか、またはその他の放熱保護機構などにより、ヒートポンプシステムの動作圧力を調
整して、システムが安定し、安全に動作するのを保証する必要がある。
【００５７】
　本実施例において、凝縮器９の表面温度ｔ１が設定値ｔ１’より高い、および／または
圧縮機８出口の圧縮機排気温度ｔ２が設定値ｔ２’より高い、および／または圧縮機８の
動作電流Ｉが設定値Ｉ’より大きいとき、圧縮機８の動作回転速度は設定値まで低下する
。
【００５８】
　洗濯乾燥機が乾燥を開始するとき、圧縮機は初期回転速度ｎ１で動作する。凝縮器９の
表面温度ｔ１がｔ１１’まで上昇すると、圧縮機の回転速度は初期回転速度ｎ１からｎ２
まで低下する。凝縮器９の表面温度ｔ１がｔ１２’まで上昇すると、圧縮機の回転速度は
ｎ２からｎ３まで低下する。凝縮器９の表面温度ｔ１がｔ１３’まで上昇すると、圧縮機
の回転速度はｎ３からｎ４まで低下し…圧縮機の回転速度が最低回転速度ｎ０まで低下す
るまで続き、圧縮機はｎ０の回転速度で乾燥終了まで動作する。前記圧縮機の回転速度値
の大きさは、ｎ１＞ｎ２＞ｎ３＞ｎ４…＞ｎ０である。前記各凝縮器の表面温度の設定値
の大きさは、ｔ１１’＜ｔ１２’＜ｔ１３’＜…である。
【００５９】
　乾燥過程の最後の段階で、圧縮機がｎ０の回転速度で動作するとき、槽内の温度の上昇
に伴い、圧縮機８の動作電流Ｉが極限値Ｉｍａｘより大きくなり、凝縮温度を反映する凝
縮器の表面温度ｔ１が極限値ｔ１ｍａｘより高くなり、さらに圧縮機の内部温度を反映す
る圧縮機排気温度ｔ２が極限値ｔ２ｍａｘより高くなる可能性もある。このとき、圧縮機
８は動作を一定時間Ｔ停止し、凝縮温度を反映する凝縮器の表面温度ｔ１と、圧縮機の内
部温度を反映する圧縮機の排気温度ｔ２とを正常の動作範囲まで低下させる。好ましくは
、前記圧縮機が動作を停止する時間Ｔは３分間以上である。
【００６０】
　本実施例において、乾燥過程の最後の段階で、圧縮機がｎ０の回転速度で動作し、圧縮
機８の動作電流Ｉが極限値Ｉｍａｘより大きいか、または凝縮温度を反映する凝縮器の表
面温度ｔ１が極限値ｔ１ｍａｘより高いか、または圧縮機の内部温度を反映する圧縮機の
排気温度ｔ２が極限値ｔ２ｍａｘより高いとき、排水バルブ１５を開き、外槽２および風
道中の気体を、排水管６を経て外部の大気と交換することにより、循環風路中の気体の温
度値を低下させ、さらには圧縮機８中の媒体の温度を低下させ、圧縮機８の動作圧力を低
下させ、圧縮機の動作電流Ｉと、凝縮温度を反映する凝縮器の表面温度ｔ１と、圧縮機の
内部温度を反映する圧縮機の排気温度ｔ２とを正常の動作範囲まで低下させることもでき
る。好ましくは、排水バルブを一定時間Ｔ１開いた後も、圧縮機が依然として正常な動作
状態を回復しないとき、圧縮機８の動作を一定時間Ｔ停止する。さらに好ましくは、前記
Ｔ１は３分間以上である。
【００６１】
　上記乾燥過程全体において、圧縮機８を駆動する入力電力のエネルギーは絶えず媒体に
より伝達され、循環風路中に導入されて、気体の加熱を行う。これにより、すべての循環
風路中の熱量の損失は、洗濯乾燥機の筐体を通過して環境に発散されるエネルギーの損失
のみであり、システム全体のエネルギー損失が低下し、乾燥効率を高めた。
【００６２】
　上記実施例中の実施案はさらなる組合せまたは置換を行うことができ、また実施例は本
発明の好ましい実施例について説明したに過ぎず、本発明の構想および範囲を限定しない



(12) JP 2017-506084 A 2017.3.2

10

20

。本発明の設計、発想を逸脱しない前提の下、当業者が本発明の技術案に対して行う各種
の変更および改良は、いずれも本発明の保護範囲に属する。
【符号の説明】
【００６３】
　１　筐体
　２　外槽
　３　内槽
　４　パルセータ
　５　モータ
　６　排水管
　７　ファン
　８　圧縮機
　９　凝縮器
　１０　蒸発器
　１１　ろ過網
　１２　絞り装置
　１３　筐体蓋
　１４　外槽蓋
　１５　排水バルブ
　１６　凝縮水排水管
　１７　第１縦風道
　１８　第２縦風道
　１９　第３縦風道
　２０　下横風道
　２１　縦風道
　２２　上横風道
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