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(57)【要約】
【課題】システムキッチンの多様化するデザインに適応
し、食器洗い機の前面を覆う扉体に操作スイッチがない
場合でも扉体を食器の収容が容易にできる位置まで引き
出し、使い勝手のよい食器洗い機を提供する。
【解決手段】前面に前面開口部３２を有する筐体３１と
、筐体３１内に出し入れ可能に設けられ食器を収容する
食器かご４７と、前面開口部３２を覆う扉体４０を含む
移動部と、扉体４０を前後に移動可能な状態で筐体３１
に支持する支持機構と、扉体４０を移動させる駆動モー
タ５２を有する駆動装置５１と、駆動モータ５２の駆動
を制御する制御部４４と、移動部の所定位置を検知する
位置検知部５９とを備える。制御部４４は、移動中に発
生する位置検知部５９からの信号により駆動モータ５２
の駆動を停止するように構成される。これにより、使い
勝手のよい食器洗い機を提供できる。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
前面に前面開口部を有する筐体と、
前記筐体内に出し入れ可能に設けられ、食器を収容する食器かごと、
前記前面開口部を覆う扉体を含む移動部と、
前記移動部を前後に移動可能な状態で前記筐体に支持する支持機構と、
前記移動部を少なくとも前方向または後方向に移動させる駆動部を有する駆動装置と、
前記駆動部の駆動を制御する制御部と、
前記移動部の所定位置を検知する位置検知部と、を備え、
前記制御部は、移動中に発生する前記位置検知部からの信号により前記駆動部の駆動を停
止するように構成される食器洗い機。
【請求項２】
前記制御部は、移動中の前記移動部の停止を検知したときに、前記駆動部の駆動を停止す
るように構成される請求項１に記載の食器洗い機。
【請求項３】
前記制御部は、前記駆動部の電流を監視し、前記電流の変化により前記移動部の停止した
ことを検知するように構成される請求項２に記載の食器洗い機。
【請求項４】
加速度を検知するセンサを、備え、
前記制御部は、前記センサにより前記移動部の加速度を監視し、前記加速度の大きさまた
は変化により前記移動部の停止を検知するように構成される請求項２に記載の食器洗い機
。
【請求項５】
前記制御部は、前記移動部が移動中に、障害物との接触または負荷の発生を検知したとき
に、前記駆動部を停止するように構成される請求項１～４のいずれか１項に記載の食器洗
い機。
【請求項６】
前記制御部は、前記駆動部の電流を監視し、前記電流の変化により、前記移動部が移動中
に、障害物との接触または負荷の発生を検知するように構成される請求項５に記載の食器
洗い機。
【請求項７】
前記センサは加速度で振動を検知するように構成され、
前記制御部は、前記センサにより前記移動部の加速度を監視し、前記加速度の変化により
、前記移動部が移動中に、障害物との接触または負荷の発生を検知するように構成される
請求項４に記載の食器洗い機。
【請求項８】
前記駆動装置は、前記駆動部と、前記駆動部で駆動されるピニオンギアと、前記ピニオン
ギアと噛み合うラックギアと、を有し、
前記駆動部は、前記ピニオンギアが前記前面開口部近傍に位置するように前記筐体の内側
に固定され、
前記ラックギアは、前記支持機構に固定されて構成される請求項１～７のいずれか１項に
記載の食器洗い機。
【請求項９】
前記駆動装置は、前記駆動部と、前記駆動部で駆動されるピニオンギアと、前記ピニオン
ギアと噛み合うラックギアと、を有し、
前記駆動部は、前記支持機構の後部に固定され、
前記ラックギアは、前記筐体の内側に固定されて構成される請求項１～７のいずれか１項
に記載の食器洗い機。
【請求項１０】
前記駆動装置は、前記駆動部と、前記駆動部で駆動されるローラと、を有し、
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前記ローラの外周面は、前記支持機構に設けられた圧接レールに圧接するように構成され
る請求項１～７のいずれか１項に記載の食器洗い機。
【請求項１１】
前記駆動装置は、前記移動部を１５０ｍｍ／秒～２５０ｍｍ／秒の移動速度で移動させる
ように構成される請求項１～１０のいずれか１項に記載の食器洗い機。
【請求項１２】
前記駆動装置は、前記移動部を０．５Ｊ以下の運動エネルギーで移動させるように構成さ
れる請求項１～１１のいずれか１項に記載の食器洗い機。
【請求項１３】
前記制御部は、前記駆動部を、２つ以上の階段状の異なる電圧で駆動するように構成され
る請求項１～１２のいずれか１項に記載の食器洗い機。
【請求項１４】
前記制御部は、前記駆動部が停止しているとき、モータ回路を遮断するように構成される
請求項１～１３のいずれか１項に記載の食器洗い機。
【請求項１５】
前記制御部は、前記食器かごが上方向に実質的に全開となる位置まで前記駆動部を駆動す
るように構成される請求項１～１４のいずれか１項に記載の食器洗い機。
【請求項１６】
操作信号を送信するリモコンを、備え、
前記制御部は、前記リモコンからの所定の前記操作信号を検知したときに、前記駆動部を
駆動させる請求項１～１５のいずれか１項に記載の食器洗い機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、食器類を洗浄、乾燥するビルトインタイプの食器洗い機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、図１１に示す構成を備える食器洗い機が開示されている（例えば、特許文献１参
照）。図１１は、従来の食器洗い機の側面縦断面図である。食器洗い機の本体１４は、前
面が開口されている。本体１４の内部には、上面が開口された洗浄槽１５が、前方に引き
出し可能に設けられる。なお、図１１に示す１点鎖線は、洗浄槽１５が引き出された状態
を示す。
【０００３】
　食器洗い機は、洗浄ノズル８と食器かご４とヒータ（図示せず）が、洗浄槽１５の内部
に設けられる。洗浄ポンプ７と給水弁９は、洗浄槽１５の外側に設けられる。給水弁９は
、水道に接続され、洗浄水となる水道水を洗浄槽１５に導入する。洗浄ポンプ７は、洗浄
槽１５内に貯められた洗浄水を循環させる。洗浄ノズル８は、洗浄槽１５内に回転自在に
設けられ、洗浄ポンプ７により圧送される洗浄水を噴射する。食器かご４は、洗浄槽１５
内に着脱可能に設けられる。食器かご４は、収容された食器３を保持する。食器かご４は
、洗浄ノズル８から噴射される洗浄水が、食器３に効率よく当たるように構成される。ヒ
ータ（図示せず）は、洗浄水または乾燥用の空気を加熱する。
【０００４】
　洗浄槽１５は、外側側面に、スライドレール１６を備える。本体１４は、内側側面に、
スライドレール１７を備える。スライドレール１６は、スライドレール１７に保持されな
がら摺動する。洗浄槽１５は、スライドレール１６と、本体１４のスライドレール１７を
介して、本体１４に支持される。これにより、洗浄槽１５は、本体１４からの引き出しと
、本体１４への押し込みが可能になる。内蓋２１は、本体１４内の上部に設けられ、洗浄
槽１５の上面の開口を塞ぐように配設される。つまり、内蓋２１は、洗浄槽１５が本体１
４内に収納されたとき、パッキング２２を介して、洗浄槽１５の上面の開口を閉塞するよ
うに構成される。
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【０００５】
　洗浄槽１５は、前部に、扉２３を備える。扉２３は、洗浄槽１５が本体１４内に収容さ
れたとき、本体１４の前面の開口を覆う。扉２３は、前面上部に、把手部２４と操作スイ
ッチを有する。把手部２４は、使用者が、手を掛けて洗浄槽１５の引き出し、または押し
込みの際に、使用される。操作スイッチは、使用者により操作され、食器洗い機の、洗い
ステップ、すすぎステップおよび乾燥ステップなどの洗浄運転が設定される。
【０００６】
　洗浄槽１５は、下部に、歯車の歯が一直線状に形成されたラックギア１８を備える。こ
のとき、ラックギア１８の長さは、洗浄槽１５が本体１４から引き出されるストロークよ
り長くなるように構成される。本体１４には、減速機構を有する駆動モータ１９が固定さ
れる。駆動モータ１９のモータ軸には、ラックギア１８と噛み合う歯車２０が取り付けら
れる。駆動モータ１９は、正転または逆転可能に構成される。洗浄槽１５は、駆動モータ
１９により、ラックギア１８を介して、駆動される。以上のように、従来の食器洗い機は
構成される。
【０００７】
　以下に、上記構成を備える食器洗い機の動作について、説明する。
【０００８】
　使用者は、まず、洗浄槽１５を本体１４から引き出して、洗浄槽１５内に食器３をセッ
トする。このとき、洗浄槽１５の引き出しは、使用者自身が把手部２４に手を掛けて引き
出すことも、使用者が操作スイッチを操作して駆動モータ１９の駆動により洗浄槽１５を
引き出すことも可能である。そこで、以下では、駆動モータ１９の駆動により、自動で、
洗浄槽１５が引き出される構成の食器洗い機を例に、説明する。
【０００９】
　具体的には、使用者が操作スイッチを操作すると、制御装置（図示せず）は、駆動モー
タ１９を一定の速度で正回転させ、モータ軸に取り付けられた歯車２０を、所定の方向に
回転させる。このとき、歯車２０の回転力は、噛み合ったラックギア１８を押し出すよう
に作用する。これにより、洗浄槽１５は、スライドレール１６とスライドレール１７とが
摺動しながら、本体１４内から前面に出てくる。洗浄槽１５が食器３を収容できる位置な
ど、任意に設定された位置まで出てくると、制御装置は、駆動モータ１９の駆動を停止さ
せ、洗浄槽１５の移動を停止させる。
【００１０】
　つぎに、使用者は、洗浄槽１５内の食器かご４に食器３を配置するとともに、洗浄槽１
５内に洗剤を投入する。このとき、引き出されている洗浄槽１５の先端が、収容された食
器３の重さにより、下がる。
【００１１】
　つぎに、使用者が操作スイッチを操作すると、制御装置は、駆動モータ１９を逆回転さ
せる。このとき、歯車２０の回転力は、噛み合ったラックギア１８を引き込むように作用
する。これにより、洗浄槽１５は、スライドレール１６とスライドレール１７とが摺動し
ながら、本体１４内に引き込まれ、収容される。洗浄槽１５が本体１４内に収容されると
、制御装置は、内蓋２１を駆動する。これにより、洗浄槽１５の上面開口が、内蓋２１で
閉塞される。
【００１２】
　つぎに、使用者は、操作スイッチを操作して、洗浄コースを設定し、食器洗い機の洗浄
運転を開始する。これにより、制御装置は、洗浄ポンプ７、給水弁９、ヒータ、排水ポン
プ（図示せず）などを制御し、食器かご４に収容された食器３を洗浄する。このとき、制
御装置は、例えば洗いステップ、すすぎステップ、乾燥ステップの順序で設定された洗浄
運転を行うように、上記各要素を制御する。
【００１３】
　そして、洗浄運転が終了すると、使用者は、食器３を取り出す。具体的には、使用者は
、洗浄運転前と同じように操作スイッチを操作する。これにより、制御装置は、駆動モー
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タ１９を回転させ、洗浄槽１５を所定の位置まで引き出す。このとき、駆動モータ１９の
スムーズな回転により、洗浄槽１５に収容された食器３は、互いに接触することなく、引
き出される。以上のように、従来の食器洗い機は動作する。
【００１４】
　なお、従来の食器洗い機は、扉２３の前面下部に、システムキッチンの扉および引き出
しなどと、同じ材質からなる同じ意匠の化粧パネルが取り付けられる。この化粧パネルに
より、システムキッチンのデザイン性の向上を図っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】特開２００２－３４５７１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　しかしながら、把手部、操作スイッチなどは、通常、食器洗い機独自のデザインで構成
される。そのため、把手部２４、操作スイッチなどの意匠は、システムキッチンの意匠に
完全に合致させることができない。
【００１７】
　また、近年、多様化するシステムキッチンの意匠において、把手部まで省略した斬新な
意匠を有する引き出しを、電動モータなどで駆動する食器洗い機も存在する。そのため、
これらの意匠も、組み込まれるシステムキッチンの意匠に合わせる必要がある。
【００１８】
　さらに、家具のような引き出しに限らず、冷蔵庫などの家電製品の引き出しおよび扉な
どに使用されるプッシュロッドなどのように、少しだけ、引き出しを押し出すような機構
を備えた食器洗い機なども存在する。しかし、それらの構成を備える食器洗い機の場合、
引き出しの開放量（引き出し量）が少ない。そのため、使用者が、引き出しに手をかけて
、所望の位置まで、さらに引き出す必要がある。
【００１９】
　そこで、特許文献１に記載の食器洗い機は、洗浄槽が設定された位置まで引き出される
と駆動モータを停止して、洗浄槽の移動を停止する構成が記載されている。さらに、特許
文献１には、洗浄槽の引き出し量が、食器類のセットをすぐに行えるように、十分な位置
まで開放されることが示唆されている。
【００２０】
　しかしながら、特許文献１の食器洗い機は、洗浄槽の停止位置の設定および制御などに
ついては、開示していない。
【００２１】
　また、駆動モータを介して洗浄槽を引き出す場合、制御装置は、扉の正面に存在する、
例えば使用者や他の物体との接触などが起こらないように制御する必要がある。しかし、
それらの制御についても、開示されていない。
【００２２】
　本発明は、システムキッチンの多様化するデザインに適応し、食器洗い機の前面を覆う
扉体に操作スイッチがない場合でも扉体および洗浄槽を食器の収容が容易にできる位置ま
で引き出し、使い勝手のよい食器洗い機を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　本発明の食器洗い機は、前面に前面開口部を有する筐体と、筐体内に出し入れ可能に設
けられ食器を収容する食器かごと、前面開口部を覆う扉体を含む移動部とを、備える。さ
らに、食器洗い機は、移動部を、前後に移動可能な状態で筐体に支持する支持機構と、移
動部を、少なくとも前方向または後方向に移動させる駆動部を有する駆動装置と、駆動部
の駆動を制御する制御部と、移動部の所定位置を検知する位置検知部とを備える。制御部
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は、移動中に発生する位置検知部からの信号により駆動部の駆動を停止するように構成さ
れるものである。
【００２４】
　この構成によれば、食器洗い機は、前面を覆う扉体に操作部がない場合でも、食器を収
容できる位置まで、駆動装置により、自動で、移動部を引き出すことができる。これによ
り、食器洗い機の使い勝手が向上する。また、多様化するシステムキッチンのデザインに
も容易に適応させることができる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明の食器洗い機は、扉体に操作部がない場合でも、洗浄槽に食器を容易に収容でき
る、使い勝手のよい食器洗い機を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の実施の形態１における食器洗い機の側面縦断面図
【図２】同実施の形態における食器洗い機の側面縦断面図
【図３】本発明の実施の形態２における食器洗い機の側面縦断面図
【図４】同実施の形態における食器洗い機の側面縦断面図
【図５】本発明の実施の形態３における食器洗い機の側面縦断面図
【図６】本発明の実施の形態４における食器洗い機の斜視図
【図７】同実施の形態における食器洗い機の正面縦断面図
【図８】図７の要部拡大図
【図９】本発明のその他の実施の態様における食器洗い機の側面縦断面図
【図１０】本発明のその他の実施の態様における食器洗い機の側面縦断面図
【図１１】従来の食器洗い機の側面縦断面図
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　第１の発明の食器洗い機は、前面に前面開口部を有する筐体と、筐体内に出し入れ可能
に設けられ食器を収容する食器かごと、前面開口部を覆う扉体を含む移動部とを、備える
。さらに、食器洗い機は、移動部を、前後に移動可能な状態で筐体に支持する支持機構と
、移動部を、少なくとも前方向または後方向に移動させる駆動部を有する駆動装置と、駆
動部の駆動を制御する制御部と、移動部の所定位置を検知する位置検知部とを備える。制
御部は、移動中に発生する位置検知部からの信号により駆動部の駆動を停止するように構
成されるものである。
【００２８】
　この構成によれば、食器洗い機は、前面を覆う扉体に操作部がない場合でも、食器を収
容できる位置まで、駆動装置により、自動で、移動部を引き出すことができる。これによ
り、食器洗い機の使い勝手が向上する。さらに、多様化するシステムキッチンのデザイン
にも容易に適応させることができる。
【００２９】
　第２の発明は、特に第１の発明において、制御部が、移動中の移動部の停止を検知した
ときに、駆動部の駆動を停止するように構成されるものである。この構成によれば、食器
洗い機は、前面を覆う扉体に操作部がない場合でも、食器を収容できる位置まで、駆動装
置により、自動で、移動部を引き出すことができる。これにより、食器洗い機の使い勝手
が向上する。さらに、多様化するシステムキッチンのデザインに模様に適応させることが
できる。また、移動部が所定の位置で停止させられたときに、駆動部がロック状態になる
時間が短くなる。そのため、駆動部には、過剰な負荷がかからない。さらに、移動部が障
害物に衝突して停止した場合でも、障害物に対する不具合の発生を防止できる。
【００３０】
　第３の発明は、特に第２の発明において、制御部は、駆動部の電流を監視し、電流の変
化により移動部の停止を検知するように構成されるものである。この構成によれば、制御
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部は、移動部が何らかの負荷により停止するときに発生する電流の増加を検知する。これ
により、制御部は、短時間で駆動部を停止できる。
【００３１】
　第４の発明は、特に第２の発明において、加速度を検知するセンサを、備え、制御部は
、センサにより移動部の加速度を監視し、加速度の大きさまたは変化により移動部の停止
を検知するように構成されるものである。この構成によれば、制御部は、移動部が何らか
の負荷により停止するときの加速度の大きさまたは変化を検知する。これにより、制御部
は、短時間で駆動部を停止できる。
【００３２】
　第５の発明は、特に第１～第４の発明のうちいずれかの発明において、制御部は、移動
部が移動中に、障害物との接触または負荷の発生を検知したときに、駆動部を停止するよ
うに構成されるものである。この構成によれば、移動部に接触した障害物に対する不具合
の発生を防止できる。また、使用者が意図的に、扉体をノックした場合でも、制御部は、
直ちに駆動部の駆動を停止できる。
【００３３】
　第６の発明は、特に第５の発明において、制御部で、駆動部の電流を監視し、電流の変
化により、移動部が移動中に、障害物との接触または負荷の発生を検知するように構成し
てもよい。この構成によれば、制御部は、移動部に、障害物との接触または負荷が発生し
たときの電流の増加を検知する。これにより、制御部は、短時間で駆動部を停止できる。
【００３４】
　第７の発明は、特に第４の発明において、センサが加速度で振動を検知するように構成
され、制御部は、センサにより移動部の加速度を監視し、加速度の変化により、移動部が
移動中に、障害物との接触または負荷の発生を検知するように構成されるものである。こ
の構成によれば、制御部は、移動部に、障害物との接触または負荷が発生したときの加速
度の変化を検知する。これにより、制御部は、短時間で駆動部を停止できる。
【００３５】
　第８の発明は、特に第１～第７の発明のうちいずれかの発明において、駆動装置は、駆
動部と、駆動部で駆動されるピニオンギアと、ピニオンギアと噛み合うラックギアとを有
し、駆動部はピニオンギアが前面開口部近傍に位置するように筐体の内側に固定され、ラ
ックギアは支持機構に固定されて構成されるものである。この構成によれば、移動部が前
方向に移動して引き出され、前下がり状態になった場合、前部に設けられたピニオンギア
の近傍が支点となる。これにより、ラックギアとピニオンギアとの噛み合わせが外れる可
能性が低い。そのため、噛み合わせが外れない機構を、別途設ける場合、機構を簡単な構
成にできる。
【００３６】
　第９の発明は、特に第１～第７の発明のうちいずれかの発明において、駆動装置は、駆
動部と、駆動部で駆動されるピニオンギアと、ピニオンギアと噛み合うラックギアとを有
し、駆動部は支持機構の後部に固定され、ラックギアは筐体の内側に固定されて構成して
もよい。この構成によれば、制御部から駆動部までの信号線および電源線の配設において
、筐体側に引き回すことなく、支持機構側での処理だけで済む。そのため、設計および組
み立てが容易になり、メンテナンスの作業性が向上する。
【００３７】
　第１０の発明は、特に第１～第７の発明のうちいずれかの発明において、駆動装置は、
駆動部と、駆動部で駆動されるローラとを有し、ローラの外周面は、支持機構に設けられ
た圧接レールに圧接するように構成してもよい。この構成によれば、食器洗い機は、前面
を覆う扉体に操作部がない場合でも、食器を収容できる位置まで、駆動装置により、自動
で、移動部を引き出すことができる。これにより、食器洗い機の使い勝手が向上する。ま
た、多様化するシステムキッチンのデザインにも容易に適応できる。さらに、組み立て時
において、ラック＆ピニオン式のようにギアの噛み合わせを気にする必要がなく、組み立
てが容易になる。
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【００３８】
　第１１の発明は、特に第１～第１０の発明のうちいずれかの発明において、駆動装置は
、移動部を１５０ｍｍ／秒～２５０ｍｍ／秒の移動速度で移動させるように構成してもよ
い。この構成によれば、食器洗い機は、前面を覆う扉体に操作部がない場合でも、食器を
収容できる位置まで、駆動装置により、自動で、移動部を引き出すことができる。これに
より、食器洗い機の使い勝手が向上する。また、多様化するシステムキッチンのデザイン
にも容易に適応できる。されに、使用者に、移動部の移動速度に対する不満を感じさせな
い、高い満足感を与えることができる。
【００３９】
　第１２の発明は、特に第１～第１１の発明のうちいずれかの発明において、駆動装置は
、移動部を０．５Ｊ以下の運動エネルギーで移動させるように構成されるものである。こ
の構成によれば、万一、移動部が移動中に人などの障害物との当接、あるいは収納時にお
いて人の手や指が挟まれても、その衝撃を緩和できる。これにより、食器洗い機の安全性
が向上する。
【００４０】
　第１３の発明は、特に第１～第１２の発明のうちいずれかの発明において、制御部は、
駆動部を、２つ以上の階段状の異なる電圧で駆動するように構成されるものである。この
構成によれば、停止時などにおいて、収容された食器へ加わるショックを低減できる。こ
れにより、食器同士が触れ合うことによる騒音の発生や食器の破損を、未然に防止できる
。また、移動する洗浄槽に溜められた水の跳ね飛びを抑制できる。そのため、洗浄槽から
の水の飛び出し、あるいは洗浄後に乾燥された食器の水濡れを防止できる。
【００４１】
　第１４の発明は、特に第１～第１３の発明のうちいずれかの発明において、制御部は、
駆動部が停止しているとき、モータ回路を遮断するように構成されるものである。この構
成によれば、使用者が手動で移動部を移動させた場合、モータ回路との遮断により、駆動
部の空転により発生する逆起電力による制御部のプリント基板への異常な電圧の印加が防
止できる。これにより、手動時における使用者への負荷を軽減できるとともに、信頼性の
高い食器洗い機を実現できる。
【００４２】
　第１５の発明は、特に第１～第１４の発明のうちいずれかの発明において、制御部は、
食器かごが上方向に実質的に全開となる位置まで駆動部を駆動するように構成されるもの
である。この構成によれば、駆動部により、移動部を、自動で、引き出すことができる。
そのため、手動による労力をかけずに必要とせず、使用者は食器の出し入れを容易にでき
る。
【００４３】
　第１６の発明は、特に第１～第１５の発明のうちいずれかの発明において、操作信号を
送信するリモコンを備え、制御部は、リモコンからの所定の操作信号を検知したときに駆
動部を駆動させるものである。この構成によれば、使用者は、食器洗い機から離れたとこ
ろから、食器洗い機を操作することが可能となる。これにより、食器洗い機の利便性が、
さらに向上する。
【００４４】
　以下、本発明の実施の形態について、図を参照しながら説明する。なお、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。
【００４５】
　（実施の形態１）
　以下、本発明の実施の形態１の食器洗い機について、図１および図２を参照しながら、
説明する。
【００４６】
　図１および図２は、本発明の実施の形態１における洗浄槽が引き出し式の食器洗い機の
側面縦断面を示す図である。図１は、洗浄槽を筐体内に収納した状態を示す。図２は、洗
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浄槽の上面開口部が筐体内から全開するまで引き出した状態を示す。なお、本実施の形態
の食器洗い機は、例えばシステムキッチンＫに組み込まれて使用される。
【００４７】
　図１に示すように、本実施の形態の食器洗い機は、筐体３１、洗浄槽３３、扉体４０、
制御部４４、駆動装置５１などを含む。
【００４８】
　筐体３１は、前面全体が開口された前面開口部３２を有する。洗浄槽３３は、筐体３１
に対して、前後方向に移動自在で、筐体３１の前面開口部３２から出し入れ可能に設けら
れる。
【００４９】
　なお、本実施の形態において、図中に示すように、前方向は扉体４０および洗浄槽３３
が引き出される方向、後方向は洗浄槽３３が収納され扉体４０が閉じられる方向として、
説明する。また、食器洗い機の設置側を下方、反対側を上方とし、さらに扉体４０の正面
に向かって右側を右方、左側を左方として、以降では、説明する。
【００５０】
　筐体３１は、左右の両側側面の内面側に、略水平方向（水平方向を含む）に架設される
スライドレール３１ａを備える。洗浄槽３３は、左右の両側側面の外面側に、略水平方向
（水平方向を含む）に架設されるスライドレール３４を備える。洗浄槽３３は、スライド
レール３４を介して、筐体３１のスライドレール３１ａに支持され、スライドレール３１
ａに沿って移動する。洗浄槽３３は、上面全体が開口された上面開口部３５を有する。そ
して、被洗浄物である食器３６などが、上面開口部３５を介して、洗浄槽３３内に配置さ
れる食器かご４７に収容される。
【００５１】
　筐体３１の上部には、内蓋３７と、平行リンク機構３８、シール部３９などが配設され
る。内蓋３７は、洗浄槽３３の上面開口部３５を閉塞する。平行リンク機構３８は、内蓋
３７を支持する。平行リンク機構３８は、例えば左右一対で前後に二組で構成され、内蓋
３７を上下方向に駆動する。シール部３９は、内蓋３７の下面外周に設けられる。シール
部３９は、内蓋３７が降下したときに、洗浄槽３３の上面開口部３５をシールする。また
、平行リンク機構３８は、洗浄槽３３が筐体３１から引き出される際に、内蓋３７を持ち
上げる。これにより、内蓋３７およびシール部３９は、洗浄槽３３の移動に対して干渉し
ないように構成される。
【００５２】
　洗浄槽３３は、前部に、扉体４０を備える。扉体４０は、洗浄槽３３の前面に設けられ
た操作パネル４１、および操作パネル４１に取り付けられる化粧板４２を含む。化粧板４
２は、洗浄槽３３が筐体３１内に収納された時に、筐体３１の前面開口部３２全体を覆う
。化粧板４２は、システムキッチンＫの引き出しなどの扉である化粧板と、同じ材質、同
じ色および同じ意匠で構成される。さらに、化粧板４２には、ハンドル４３が取り付けら
れる。ハンドル４３は、使用者が洗浄槽３３を引き出すときに使用される、手掛け部を構
成する。ハンドル４３は、システムキッチンＫと同じハンドルが取り付けられる。これに
より、システムキッチンＫ全体が統一された意匠で、構成される。
【００５３】
　また、システムキッチンＫによっては、扉体４０の前面にハンドル４３を設けず、化粧
板４２だけで構成される意匠を備えるシステムキッチンＫも存在する。この構成の場合、
扉体４０を含む洗浄槽３３は、例えば駆動装置を介して、自動で引き出される。このとき
、化粧板４２の、例えば上部または側部が手掛け部となり、ハンドルとして機能する。そ
のため、本実施の形態の食器洗い機は、洗浄槽３３の引き出し動作において、手動動作と
、自動動作とを区別するものではない。
【００５４】
　なお、本実施の形態においては、洗浄槽３３およびスライドレール３４が、扉体４０を
前後に移動可能な状態で、筐体３１に支持される支持機構として、例示される。
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【００５５】
　制御部４４は、操作パネル４１の裏面に配設される。制御部４４は、食器洗い機の全て
の動作を制御しながら、洗浄運転を実行する。洗浄運転には、洗いステップ、すすぎステ
ップ、および、乾燥ステップなどが含まれる。なお、洗いステップは、洗剤などを用いて
、食器３６などの汚れを除去するステップである。すすぎステップは、食器３６などに付
着した洗剤などを除去するステップである。乾燥ステップは、洗浄された食器３６などを
乾燥させるステップである。
【００５６】
　また、制御部４４は、加速度センサ４５などで例示されるセンサが配設される、プリン
ト基板（図示せず）で構成される。加速度センサ４５は、食器洗い機の、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ
軸の３軸方向の実質的な加速度の大きさを検知する。なお、食器洗い機において、Ｘ軸は
前後方向、Ｙ軸は左右方向、Ｚ軸は上下方向が相当する。加速度センサ４５は、食器洗い
機において発生する、いろいろな加速度の方向と大きさを検知する。具体的には、加速度
センサ４５は、扉体４０および洗浄槽３３が前後方向（Ｘ軸）に移動する動きによって生
じる加速度の方向と大きさを検知する。さらに、加速度センサ４５は、扉体４０に加えら
れる振動による加速度の方向と大きさを検知する。そのため、プリント基板は、取り付け
の向き、および機械的な強度に不具合が発生しないように、操作パネル４１に確実に取り
付けることが望ましい。これにより、プリント基板に搭載される加速度センサ４５は、食
器洗い機に加えられる加速度を、より確実に精度よく検知できる。
【００５７】
　つまり、制御部４４は、加速度センサ４５が検知した加速度の方向と大きさに関する信
号と、扉体４０および洗浄槽３３の状態（例えば、開閉動作など）に基づいて、食器洗い
機の動作を制御する。
【００５８】
　なお、上記実質的な加速度とは、加速度センサ４５が取り付けられるプリント基板が３
軸方向に合わせて所定の位置に固定された状態における、取り付け角度誤差、および設置
の傾斜角度誤差、程度による変動は、許容されることを意味する。このとき、実質的な加
速度には、予め所定の角度をつけて、プリント基板を固定する場合における、所定の角度
だけ補正される場合も含む。ただし、垂直方向および水平方向の加速度については、重力
とのずれを検知することにより補正することができる。
【００５９】
　また、制御部４４は、重力とＺ軸方向の加速度とのずれを検知できる。そのため、食器
洗い機の設置時において、後述するように、制御部４４を水準器として利用できる。
【００６０】
　本実施の形態の食器洗い機は、使用者が扉体４０および洗浄槽３３などに振動を加える
ことにより、食器洗い機の操作が可能に構成される。
【００６１】
　具体的には、振動を加える方法として、以下のような方法がある。
【００６２】
　例えば、使用者が、扉体４０をノックするように、手でコンコンと叩く、または、扉体
４０を、指先でタップするように叩いて、振動を加える方法がある。また、扉体４０を、
使用者が手に持っているもので軽く叩いて、振動を加える方法もある。さらに、使用者の
手が濡れている、または何かを持っているために手が使えない場合、扉体４０を、使用者
が肘または膝などで突いて、振動を加える方法もある。要するに、扉体４０などに加えら
れる所定の振動が、加速度センサ４５に伝わり、検知可能な方法であれば、方法は特に限
定されない。なお、振動を加える多くの場合、音が発生する方法で扉体４０に振動が加え
られる。そこで、以降では、扉体４０をノックして振動を与えて、食器洗い機を操作する
構成を例に、説明する。
【００６３】
　また、本実施の形態の食器洗い機は、筐体３１の内部に、駆動装置５１を備える。駆動
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装置５１は、駆動部を構成する駆動モータ５２と、ピニオンギア５３およびラックギア５
４などを含む。駆動装置５１は、扉体４０および洗浄槽３３を、少なくとも前方向または
後方向に移動させる。具体的には、制御部４４は、上記加速度センサ４５などで例示され
るセンサ、または操作部４６などから、所定の信号を受けたときに、駆動装置５１の駆動
モータ５２を駆動する。なお、センサは、扉体４０などに加えられる振動などの変化を検
知するセンサであれば、加速度センサ４５に限られない。例えば、使用者が扉体４０など
に触れたことを検知する静電センサなどを、センサとして用いてもよい。これにより、力
を必要とせずに簡単な動作で容易に動作指示ができる。
【００６４】
　以下に、本実施の形態の食器洗い機の基本的な制御動作について、ノック（叩く）によ
る振動を検知する構成を例に、説明する。
【００６５】
　まず、洗浄槽３３が筐体３１内に収容され、食器洗い機が運転停止状態において、使用
者が、扉体４０を、例えば正面から、例えば２回叩く。このとき、加速度センサ４５は、
洗浄槽３３の引き出し方向と同じ、前後方向に加えられた振動を検知する。加速度センサ
４５は、検知した所定の信号を、制御部４４に出力する。これにより、制御部４４は、使
用者によって扉体４０が叩かれたと判断する。
【００６６】
　そして、制御部４４は、駆動装置５１の駆動モータ５２を駆動するように制御する。こ
れにより、扉体４０および洗浄槽３３などで構成される移動部が、前方向に移動し、自動
的に、筐体３１内から引き出される。
【００６７】
　なお、移動部は、駆動部で駆動されて移動する部分全体を含むが、食器洗い機の形態に
より、移動部の構成要素は異なる。詳しくは、実施の形態１から３においては、主に、洗
浄槽３３および扉体４０が、移動部として例示される。しかし、後述する実施の形態４に
おいては、洗浄槽７３の洗浄空間７５が筐体７１内に構成される。そのため、扉体７４の
内面は、洗浄槽７３の前面を構成するが、洗浄空間７５自体は移動しない。そこで、実施
の形態４の移動部には、洗浄槽７３は含まれない。そのため、実施の形態４においては、
主に、扉体７４、下食器かご７７、上食器かご７８、および支持機構８０が、移動部とし
て例示される。
【００６８】
　つまり、実施の形態１から３では、洗浄槽３３を主体として、洗浄槽３３、または、扉
体４０および洗浄槽３３が、移動部として記載される。一方、実施の形態４では、扉体７
４を主体として、移動部が記載される。
【００６９】
　また、本実施の形態の食器洗い機は、操作部４６が、洗浄槽３３の上面開口部３５の前
側に配設される。操作部４６は、例えば扉体４０の化粧板４２の裏面から筐体３１内側に
突出する凸部の上面に配置される。これにより、操作部４６は、洗浄槽３３が筐体３１内
に収容された時に、筐体３１内に隠蔽されるように収容される。
【００７０】
　操作部４６は、操作ボタン（図示せず）およびＬＥＤなどの表示部（図示せず）を含む
。操作ボタンは、使用者により洗浄運転の各ステップの制御が設定される。表示部は、操
作ボタンを介して設定された内容を、ＬＥＤで表示する。
【００７１】
　また、洗浄槽３３の内部には、食器かご４７、洗浄ノズル４８、ヒータ４９などが、さ
らに配設される。一方、洗浄槽３３の外側には、洗浄ポンプ５０および乾燥装置（図示せ
ず）などが配設される。洗浄ノズル４８は、食器かご４７の下方で、洗浄槽３３内に回転
自在に設けられる。ヒータ４９は、例えば洗浄槽３３内の底部と洗浄ノズル４８との間の
空間に配置される。ヒータ４９は、洗浄動作の洗いステップ、およびすすぎステップにお
いて、洗浄槽３３内に溜められた洗浄水を加熱する。また、ヒータ４９は、洗浄動作の乾
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燥ステップにおいて、洗浄槽３３内の空気を加熱する。これらは、化粧板４２を含む扉体
４０などとともに洗浄槽３３の内外に配設され、洗浄槽３３と一体的に前後方向に移動す
る。
【００７２】
　洗浄ポンプ５０は、洗浄水を循環させる。具体的には、洗浄ポンプ５０は、洗浄槽３３
内に溜められた洗浄水を吸引し、洗浄ノズル４８から食器３６に向けて洗浄水を噴射する
。
【００７３】
　つまり、洗浄槽３３を含む移動部は、駆動装置５１により前後方向に出し入れ可能に構
成される。
【００７４】
　以下、本実施の形態の駆動装置５１について、説明する。
【００７５】
　駆動装置５１は、上記移動部を前後方向に出し入れ可能な、ラック＆ピニオン式の機構
で構成される。
【００７６】
　なお、駆動装置５１は、例えばベルトをプーリーで巻き取る方式、またはベルトコンベ
ア方式などで構成してもよい。また、駆動方向は、前方向だけ、または、後方向だけに駆
動する構成としてもよい。この場合、駆動しない方向は、例えば使用者により駆動される
。
【００７７】
　駆動装置５１は、駆動部である駆動モータ５２と、駆動モータ５２で駆動されるピニオ
ンギア５３と、ピニオンギア５３と噛み合うラックギア５４などを含む。
【００７８】
　ラックギア５４は、歯車の歯を一直線に配置することにより形成される。ラックギア５
４は、支持機構を構成する洗浄槽３３の、左右側面外側の一方の下部に固定される。ラッ
クギア５４は、少なくとも、洗浄槽３３が引き出されるストローク以上の長さを有する。
ピニオンギア５３は、駆動モータ５２で駆動されるモータ軸に取り付けられる。駆動モー
タ５２は、減速機構（図示せず）を備える。駆動モータ５２は、ピニオンギア５３が前面
開口部３２の近傍の位置で、筐体３１の内部に固定される。
【００７９】
　なお、図１に示すラックギア５４は、歯車の歯を下向きに形成してピニオンギア５３と
噛み合う構成で示しているが、これに限られない。例えば、ラックギア５４の歯車の歯を
上向き、あるいは横向きに形成し、ピニオンギア５３と噛み合う構成としてもよい。
【００８０】
　上記ラックギア５４とピニオンギア５３の構成により、駆動モータ５２の回転運動が直
線運動に変換される。そして、洗浄槽３３は、上面開口部３５が実質的に全開になる位置
まで、直線的に移動される。これにより、洗浄槽３３内に収容された食器かご４７が、上
方向に実質的に全開になる位置まで移動される。洗浄槽３３は、前方向に移動するにした
がって、収容された食器３６の重みにより前下がりになる。このとき、筐体３１の前部の
前面開口部３２に設けたピニオンギア５３の近傍が、前下がりになる洗浄槽３３の支点と
なる。そのため、ラックギア５４とピニオンギア５３との噛み合わせが外れる可能性は低
い。これにより、別途、噛み合わせが外れない構成を設ける場合でも、簡単な機構で構成
できる。
【００８１】
　なお、噛み合わせが外れない構成としては、洗浄槽３３の傾きに合わせて、例えばピニ
オンギア５３を含む駆動モータ５２が傾くようにする構成がある。また、洗浄槽３３の傾
きに合わせて、ピニオンギア５３をラックギア５４に押し付ける構成などがある。
【００８２】
　また、上記駆動モータ５２に設けられる減速機構は、使用者が手動で容易に洗浄槽３３
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を出し入れできるようなギア比などで構成される。
【００８３】
　なお、減速機構を含め、駆動モータ５２からラックギア５４までの駆動装置５１に、公
知のクラッチ機構（図示せず）、または滑り機構（図示せず）を設けてもよい。これによ
り、使用者が手動で洗浄槽３３を出し入れする場合における、駆動モータ５２により発生
する負荷が軽減される。その結果、使用者は、より小さな力で洗浄槽３３を筐体３１から
出し入れできる。また、引き出し時において、洗浄槽３３の扉体４０が、人や物体などで
例示される障害物と衝突しても、洗浄槽３３は、クラッチ機構、滑り機構などにより、容
易に停止する。つまり、大きな力が、障害物に対して加わることを抑制できる。そのため
、障害物との衝突などによる不具合の発生を、より効果的に低減できる。さらに、駆動モ
ータ５２をロック状態に至らす、過大な電流の発生が抑制される。
【００８４】
　なお、洗浄槽３３を手動で動かす場合、後述するように、駆動モータ５２のモータ回路
を遮断する構成が好ましい。これにより、駆動モータ５２により発生する洗浄槽３３を手
動で動かす際の抵抗が、低減される。その結果、より小さな力で洗浄槽３３の出し入れが
可能となる。
【００８５】
　また、本実施の形態の制御部４４は、洗浄槽３３を前方向に移動させる場合、上述した
ように、洗浄槽３３の上面開口部３５が実質的に全開の状態になるように、駆動モータ５
２の駆動を制御する。なお、実質的に全開とは、洗浄槽３３が最も引き出されて上面開口
部３５が最も開放された状態、あるいは上面開口部３５が半分以上、開放された状態も含
むことを意味する。つまり、実質的に全開とは、食器かご４７が上方向に開放され、使用
者が食器３６を出し入れすることが可能な程度まで引き出された状態を意味する。
【００８６】
　そこで、制御部４４は、駆動モータ５２の駆動時間で、洗浄槽３３の移動量を制御する
。
【００８７】
　具体的には、制御部４４は、後述するように、駆動モータ５２を、設定された所定時間
Ｔ１だけ駆動して、停止する。これにより、洗浄槽３３の上面開口部３５が実質的に全開
となる任意の位置で、洗浄槽３３を停止させることができる。
【００８８】
　この構成によれば、使用者が扉体４０をノックした振動を、制御部４４は加速度センサ
４５で検知する。これにより、制御部４４は、駆動モータ５２を制御して、洗浄槽３３を
、自動で、前方に引き出す。そのため、使用者は、洗浄槽３３を引き出すための労力が必
要でなくなる。
【００８９】
　つまり、本実施の形態の食器洗い機は、駆動装置５１により、食器３６を容易に収容で
きる位置まで、洗浄槽３３を、自動で、引き出すことができる。これにより、食器洗い機
の使い勝手が向上する。また、前面を覆う扉体４０は、操作部４６またはハンドル４３の
省略が可能な構成にできる。そのため、多様化するシステムキッチンＫのデザインにも、
より適切に対応できる。
【００９０】
　以上のように、本実施の形態の駆動装置５１は構成され、動作する。
【００９１】
　以下、本実施の形態の制御部４４の、上記所定時間Ｔ１に基づく制御動作について、説
明する。
【００９２】
　なお、所定時間Ｔ１は、食器洗い機の制御内容に応じて設定される。具体的には、洗浄
槽３３の移動距離、移動速度、および移動速度に達するまでの駆動モータ５２のトルクの
大きさなどに応じて、所定時間Ｔ１が調整される。
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【００９３】
　つまり、使用者は、洗浄槽３３の全開までの設定時間が長すぎると、移動速度が遅いと
感じる。一方、洗浄槽３３の全開までの設定時間が短すぎると、洗浄槽３３の移動速度が
速くなる。そのため、洗浄槽３３と障害物とが当接した場合、人などの障害物に対する安
全性が低下する虞がある。
【００９４】
　そこで、上記の内容を考慮して、本実施の形態の食器洗い機は、洗浄槽３３の標準的な
移動速度として、１５０ｍｍ／秒～２５０ｍｍ／秒の速度に設定している。なお、使用者
の感覚としては、移動速度を１７０ｍｍ／秒～２３０ｍｍ／秒に設定することが、より好
ましい。上記範囲内に移動速度を設定すれば、使用者は、洗浄槽３３の移動速度が遅いと
感じることがなく、かつ安全性も担保できる。
【００９５】
　ここで、上記標準的な移動速度とは、洗浄槽３３の動き始めの加速状態と、停止前の減
速状態を除いた、一定速の状態における速度を意味する。しかし、食器洗い機の構成によ
っては、一定速の移動速度が存在しない（実現できない）場合がある。この場合、移動速
度の最高速度を、標準的な移動速度とし、最高速度が上記範囲内の移動速度になるように
設定することが好ましい。これにより、上記と同様の効果が得られる。
【００９６】
　なお、自動で洗浄槽３３を引き出す場合、洗浄槽３３の前方にいる人との当接の虞があ
る。さらに、洗浄槽３３の筐体３１内への収納時において、人の手や指が挟まれる虞があ
る。そのため、上記安全性の面に対して、移動速度を考慮する必要もある。この場合、洗
浄槽３３の重量と移動速度とによる運動エネルギーＷを考慮することが、安全性を高める
上で有効である。
【００９７】
　一般的に、運動エネルギーＷは、Ｗ＝（１／２）ｍｖ２で示される。
【００９８】
　なお、ｍは、例えば洗浄槽３３の質量、ｖは移動速度が相当する。
【００９９】
　そこで、本実施の形態の食器洗い機においては、運動エネルギーＷが０．５Ｊ以下とな
るように設定している。なお、０．５Ｊ以下の設定は、洗浄槽３３の移動中における扉体
４０と人との当接、洗浄槽３３の収容時における人の手や指の挟み込みが発生しても、衝
撃が緩和され、安全性の維持が可能な値として、設定している。これにより、不測の事態
における不具合の発生が未然に防止される。
【０１００】
　具体的には、０．５Ｊ以下の設定は、食器３６などが収容された洗浄槽３３の最大重量
を１６ｋｇ、移動速度を２５０ｍｍ／秒を、基準として規定される。そのため、上記最大
重量が増加した場合、運動エネルギーＷが０．５Ｊ以下となるように、移動速度を低下さ
せることが好ましい。
【０１０１】
　さらに、本実施の形態の食器洗い機においては、洗浄槽３３の動き始めの加速期間を含
めて、駆動モータ５２の約２秒間の駆動で、洗浄槽３３の上面開口部３５の５０％までが
、引き出されるように設定している。そして、洗浄槽３３の上面開口部３５を最も引き出
す、駆動モータ５２を駆動する所定時間Ｔ１として、約３．５秒に設定している。
【０１０２】
　上記のように、駆動モータ５２は、所定時間Ｔ１を最大値として、任意の設定時間で駆
動可能に構成される。これにより、設定時間に応じて、洗浄槽３３を任意の引き出し位置
で停止させることができる。つまり、設定時間を、使用者の使用実態に合わせて調整する
ことができる。
【０１０３】
　例えば、食器洗い機の使用実態として、食器洗い機の正面近くに障害物が存在するよう
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な狭いところに、食器洗い機を設置する場合などがある。この場合、洗浄槽３３全体を引
き出すことができない。そこで、設定時間を調整して、洗浄槽３３の引き出し量を設定す
る。これにより、狭い場所でも、食器洗い機を設置することが可能となる。
【０１０４】
　また、本実施の形態の食器洗い機において、制御部４４は、駆動モータ５２を、異なる
２つ以上の複数の階段状の電圧で、駆動する構成としてもよい。
【０１０５】
　例えば、洗浄槽３３の動き始める加速期間には標準電圧より高い電圧を印加し、停止直
前の減速期間には標準電圧より低い電圧を印加して、駆動モータ５２を駆動する。これに
より、洗浄槽３３の動き始めの加速時において、駆動モータ５２で発生するトルクを大き
くする。その結果、洗浄槽３３の加速期間を短縮できる。なお、上記標準電圧とは、洗浄
槽３３を一定速度で移動させるときの印加電圧に相当する。
【０１０６】
　一方、洗浄槽３３の動きを停止する直前においては、標準電圧より低い電圧を印加して
、駆動モータ５２の回転を低下させるように駆動する。これにより、食器かご４７内に収
容された食器３６などに加わるショックが抑制される。その結果、ショックによる食器３
６同士の接触を抑制して、騒音の発生や破損を防止できる。さらに、ショックによる、洗
浄槽３３に溜められた水の跳ね飛びを低減できる。これにより、洗浄槽３３からの水の飛
び出し、または洗浄後の乾燥された食器３６の水濡れなどを防止できる。
【０１０７】
　なお、上記では、洗浄槽３３の動き始めと、動きを停止させる２段階で、駆動電圧を制
御する場合を例に説明したが、これに限られない。例えば、より短時間で滑らかに移動速
度が変化するように、駆動電圧を滑らかに印加して、駆動モータ５２を駆動してもよい。
つまり、上記２つ以上の複数の階段状の電圧とは、電圧が、線形的、または滑らかに変化
する状態も含む。これにより、食器３６などに加わるショックを、さらに抑制できる。
【０１０８】
　また、本実施の形態の食器洗い機において、洗浄槽３３の移動時に、物体や人などの障
害物との当接により、所定の位置までの洗浄槽３３の移動が、途中で止められる場合があ
る。この場合、制御部４４は、上述した所定時間Ｔ１の経過後、駆動モータ５２への通電
を停止し、駆動を停止する。これにより、駆動モータ５２の回転が止まるロック状態は、
最大で所定時間Ｔ１の短時間となる。そのため、長時間に亘って、駆動モータ５２のロッ
ク状態が維持されることがない。これにより、駆動モータ５２を無理に回転させるような
負荷の、長時間に亘る継続が抑制される。その結果、駆動モータ５２を長期間に亘って、
安全に、安定して使用できる。また、洗浄槽３３と障害物または人との当接は、短時間で
解消される。そのため、障害物または人に対する不具合や、食器洗い機に対する不具合の
発生を、より確実に抑制できる。
【０１０９】
　さらに、本実施の形態の食器洗い機においては、洗浄槽３３が設定される所定の位置に
到達するまでの途中で、扉体４０などを含む移動部のどこかと障害物との接触、あるいは
不測の負荷が掛かる場合などが想定される。この場合、制御部４４は、直ちに、駆動モー
タ５２の駆動を停止するように制御することが好ましい。
【０１１０】
　ここで、障害物、または人との接触を想定する方法としては、例えば加速度センサ４５
で加速度の変化を検知し、制御部４４で制御する方法がある。具体的には、加速度センサ
４５が、駆動モータ５２の駆動中に、扉体４０の移動方向の振動を含め、３軸のいずれか
の方向において、所定の閾値以上の、加速度または加速度の変化を検知した場合、制御部
４４は、駆動モータの５２の駆動を停止する。この構成の場合、障害物と接触した場合に
限られず、使用者による扉体４０の意図的なノック、あるいは子供が横方向または上下方
向から接触した場合でも、制御部４４は、直ちに、駆動モータ５２の駆動を停止する。こ
れにより、移動部に接触した障害物または人に対する不具合の発生を未然に防止して、高
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い安全性を維持できる。
【０１１１】
　また、何らかの不測の負荷が掛けられたことを検知する方法としては、例えば加速度セ
ンサ４５で全方向の加速度を監視し、制御部４４で制御する方法がある。具体的には、加
速度センサ４５が、駆動されている扉体４０および洗浄槽３３の減速、または停止に至る
ような加速度の変化を検知した場合、制御部４４は、駆動モータ５２の駆動を停止する。
なお、制御部４４で、駆動モータ５２の駆動中の電流を監視し、駆動モータ５２の駆動を
停止するように制御する方法もある。具体的には、制御部４４は、扉体４０および洗浄槽
３３が減速または停止に至るときの電流の増加を検知した場合、駆動モータ５２の駆動を
停止する。あるいは、駆動モータ５２に所定値以上の電流が、例えば０．５秒以上、流れ
て、駆動モータ５２のロック状態を検知した場合、制御部４４は、駆動モータ５２の駆動
を停止する。
【０１１２】
　なお、上記方法は、特に限定されることなく実施が可能である。また、上記方法は、組
み合わせて実施してもよい。これら方法により、洗浄槽３３の移動が阻害されてから、駆
動モータ５２の駆動が停止されるまでの時間が短縮される。その結果、駆動モータ５２の
過熱などの不具合に限らず、障害物に対する不具合の影響を、より効果的に防止できる。
【０１１３】
　つまり、上記加速度または電流の変化を検知することにより、洗浄槽３３を確実に停止
させることができる。さらに、上述したクラッチ機構または滑り機構を設けることにより
、洗浄槽３３の動きを直ちに停止させることができる。そのため、上記構成は、扉体４０
または駆動モータ５２に所定値以上の負荷がかかった場合において、洗浄槽３３を停止さ
せる方法として、有用である。
【０１１４】
　さらに、本実施の形態の食器洗い機において、制御部４４は、洗浄槽３３が所定の位置
に達するまでの途中で止められ、駆動モータ５２の駆動を停止したとき、上述したように
、モータ回路を遮断してもよい。通常、使用者は、洗浄槽３３が途中で停止すると、洗浄
槽３３が停止した位置から、手動で前方向または後方向に、洗浄槽３３を動かそうとする
。このとき、駆動モータ５２が強制的に空転させられ、駆動モータ５２に逆起電力が発生
する。そこで、洗浄槽３３が途中で停止した場合、駆動モータ５２のモータ回路を遮断す
る。これにより、駆動モータ５２の逆起電力により制御部４４のプリント基板に流れる異
常電流などの負荷の発生が、事前に防止できる。また、逆起電力に起因する異常電流が流
れないので、駆動モータ５２による発電が生じない。そのため、使用者の手動による操作
に対して、駆動モータ５２の発電による負荷が大きくならない。その結果、使用者は、例
え洗浄槽３３が途中で停止しても、小さな力で、容易に洗浄槽３３を移動できる。
【０１１５】
　なお、制御部４４は、例えば扉体４０が閉じられるなど、所定の信号を検知し、さらに
駆動モータ５２を駆動させる信号を受けたときに、遮断していたモータ回路を復帰させる
。
【０１１６】
　以上のように、本実施の形態の食器洗い機は、制御部により制御される。
【０１１７】
　以下、本実施の形態の食器洗い機の動作および作用について、説明する。
【０１１８】
　使用者は、洗浄槽３３内に食器３６を収容するために洗浄槽３３を引き出す。このとき
、使用者は、ハンドル４３に手を掛けて、手動で洗浄槽３３を引き出すことも可能である
。
【０１１９】
　そこで、以下では、使用者が、扉体４０を、例えば２回ノックすることにより駆動モー
タ５２を駆動させて、洗浄槽３３を、自動で、移動させる場合を例に説明する。なお、ノ
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ックの検知を２回に設定する理由は、後述する。
【０１２０】
　この場合、使用者が、扉体４０を２回ノックすると、扉体４０に、叩かれたことによる
振動が発生する。振動は、化粧板４２から操作パネル４１に伝わり、操作パネル４１に固
定された制御部４４に伝わる。そして、制御部４４のプリント基板に伝わった振動は、加
速度センサ４５により、加速度として検知される。
【０１２１】
　つまり、使用者が扉体４０を２回ノックすると、制御部４４は、加速度センサ４５の出
力信号から加速度の方向と大きさを検知する。具体的には、加速度センサ４５は、Ｘ軸、
Ｙ軸、Ｚ軸の３軸方向のそれぞれの加速度の大きさを検知する。
【０１２２】
　そして、制御部４４は、検知された３軸方向の加速度の大きさに対して、例えばＸ軸の
加速度Ｘが第１の閾値Ａ以上、かつＹ軸の加速度Ｙが第２の閾値Ｂ以下、かつＺ軸の加速
度Ｚが第３の閾値Ｃ以下の場合のみ、駆動モータ５２を駆動する。つまり、上記条件に合
致した場合のみ、制御部４４は、使用者の意思で正面から扉体４０がノックされたと判断
する。その結果、使用者の意思に基づかない、洗浄槽３３の開閉時の誤動作が防止される
。
【０１２３】
　そのため、制御部４４は、加速度Ｘが第１の閾値Ａ未満の場合、扉体４０の正面からの
振動ではないと、判断する。また、加速度Ｘが第１の閾値Ａ以上でも、加速度Ｙが第２の
閾値Ｂ以上または加速度Ｚが第３の閾値Ｃ以上の場合、扉体４０の正面からの振動ではな
いと判断する。
【０１２４】
　しかしながら、本実施の形態の食器洗い機は、上述したように、システムキッチンＫに
組み込まれて使用される。システムキッチンＫにおいては、通常、調理台などのワークト
ップを有する。そのため、調理の準備などにおいて、ワークトップを叩く動作が繰り返さ
れ、さまざまな加速度を持った振動が、多数、発生する。叩く動作として、例えば、食材
を切る動作、すりこ木で食材を砕く動作や、肉を柔らかくするために器具を使って叩く動
作などがある。また、ワークトップに食品や食器を置くなどの家事作業がある。このとき
、上記のように、加速度センサで検出する３軸方向において、加速度の閾値を設定してい
ても、食器洗い機の制御部４４は、３回以上の多数の振動でも、扉体４０が２回ノックさ
れた加速度の振動として、誤検知する虞がある。そこで、本実施の形態では、２回のノッ
クが連続して検知された場合のみ、制御部４４は、食器洗い機の制御を実行する構成が好
ましい。つまり、３回以上の連続するノックに相当する振動を検知した場合、制御部４４
は、食器洗い機の駆動動作をキャンセルする構成が好ましい。
【０１２５】
　また、化粧板４２からの振動を加えた場合、Ｘ方向の信号が強く検知される。しかし、
システムキッチンＫのワークトップを叩いた振動は、Ｚ方向の信号が強く現れる。したが
って、Ｘ方向よりＺ方向の振動が強い場合、制御部４４は、化粧板４２からの振動ではな
いと判断し、食器洗い機の動作を制御することが好ましい。これにより、通常の家事作業
での誤検知を防ぐことができ、意図しない食器洗い機の誤動作を、より確実に防止できる
。
【０１２６】
　つぎに、制御部４４は、検知された加速度により、使用者が洗浄槽３３を引き出すため
の動作（振動）を加えたと判定すると、例えば０．４秒後にブザーを鳴らす。これにより
、使用者に、扉体４０および洗浄槽３３の移動の開始を報知する。
【０１２７】
　つぎに、制御部４４は、判定後、例えば０．６秒後に、駆動モータ５２を所定の方向に
駆動する。そして、駆動モータ５２は、モータ軸に設けられたピニオンギア５３を介して
、洗浄槽３３の下部に設けられたラックギア５４を前方に移動させる。これにより、洗浄
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槽３３のスライドレール３４と筐体３１のスライドレール３１ａとが摺動しながら、洗浄
槽３３が筐体３１の前面開口部３２から前方向に移動し、引き出される。
【０１２８】
　なお、本実施の形態では、駆動モータ５２が約３．５秒間、駆動されると、洗浄槽３３
が最も引き出されるように調整している。これにより、洗浄槽３３は、上面開口部３５が
実質的に全開する位置まで、引き出され、停止する。
【０１２９】
　つぎに、使用者は、上面開口部３５が全開した状態で、上面開口部３５から食器３６を
食器かご４７に収容する。
【０１３０】
　つぎに、使用者は、上面開口部３５の前側に設けられた電源スイッチ（図示せず）をオ
ンする。そして、使用者は、操作部４６を操作して、食器洗い機の洗浄運転を設定する。
なお、本実施の形態の場合、制御部４４は、電源スイッチのオン・オフに関係なく、常時
、通電されるように構成されている。これにより、制御部４４は、使用者によるノックを
、常時、検知可能な状態で、待機している。
【０１３１】
　つぎに、操作部４６を介して食器３６の収容と洗浄運転の設定が完了すると、使用者は
、扉体４０を、例えば１回だけノックする。このとき、制御部４４は、洗浄槽３３が引き
出された状態で１回のノックを検知すると、まず、例えばブザーを介して、音などで、使
用者に報知する。その後、制御部４４は、駆動モータ５２を駆動し、洗浄槽３３を後方向
に移動させる。これにより、洗浄槽３３は筐体３１内に収納され、扉体４０は筐体３１の
前面開口部３２を閉じる。このとき、制御部４４は、以下に示す検知を用いて、洗浄槽３
３の収納完了の判断を行う。具体的には、制御部４４は、例えば収納までの時間制御、収
納位置の検知、洗浄槽３３が収納されて停止するときの加速度の検知、駆動モータ５２の
ロック電流の検知など、収納完了の判断を行う。
【０１３２】
　なお、上記では、洗浄槽３３の収納方法として、駆動モータ５２を駆動して、自動で、
収納する構成を例に説明したが、これに限られない。例えば、使用者が、扉体４０の前面
を手動で押しながら、洗浄槽３３を筐体３１の中へ収納する構成でもよい。
【０１３３】
　また、例えばスタートスイッチ（図示せず）を設け、使用者が、設定完了後に１回ノッ
クすることに代えて、スタートスイッチを押すことにより、洗浄槽３３を収納する構成と
してもよい。スタートスイッチを設ける場合、スタートスイッチの押下を、使用者による
運転設定の完了の合図としてもよい。つまり、駆動装置５１または手動により洗浄槽３３
が筐体３１内に収納されたときに、スタートスイッチが押されていない場合、洗浄運転を
開始しない構成としてもよい。これにより、使用者は、洗浄槽３３に、一旦、食器３６を
収容した後、時間をおいて、再度、食器３６を少しずつ追加しながら収容することが可能
になる。
【０１３４】
　つぎに、制御部４４は、洗浄槽３３の収納を検知すると、設定された洗浄運転を実行す
る。
【０１３５】
　所定の洗浄運転が終了すると、使用者は、食器３６を取り出すために洗浄槽３３を引き
出す。具体的には、食器３６の収納時と同様に、扉体４０を、例えば２回ノックする。こ
のとき、制御部４４は、使用者にブザーで、洗浄槽３３の引き出し開始を報知する。そし
て、制御部４４は、駆動モータ５２を駆動して、洗浄槽３３を所定の位置まで引き出す。
【０１３６】
　つぎに、使用者は、洗浄槽３３内の食器かご４７から食器３６を取り出した後、扉体４
０を、再度、例えば１回だけノックする。このとき、制御部４４は、以下に示す状態の場
合、駆動モータ５２を後方向に駆動して、洗浄槽３３を収納するだけで、洗浄運転は行わ
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ない。具体的には、例えば洗浄槽３３が引き出された状態で、操作部４６による運転設定
がない状態、または、スタートスイッチが押されていない状態で１回のノックを検知した
場合、洗浄運転は行わない。
【０１３７】
　以上で、使用者の動作を含む食器洗いの一連の動作は、完了する。
【０１３８】
　なお、本実施の形態において、食器洗い機の洗浄運転中に、扉体４０の化粧板４２やハ
ンドル４３に、使用者などが意図することなく接触する場合がある。この場合、制御部４
４が、使用者の意図しない接触を検知して、洗浄槽３３が引き出されることは、不都合で
ある。そこで、食器洗い機の運転中において、制御部４４は、例えば停止時と同じ２回程
度のノックでは、駆動モータ５２を駆動しないように構成すればよい。この場合、加速度
センサ４５が、例えば３回以上のノックを検知した場合、制御部４４は洗浄運転を一時停
止して、洗浄槽３３を引き出す構成が好ましい。つまり、使用者の意図的な動作を、制御
部４４が検知した場合のみ、洗浄槽３３を引き出すように設定することが好ましい。これ
により、制御部４４は、使用者が意図しない制御の実行を防止できる。さらに、制御部４
４は、いわゆるチャイルドロックのような機能を備えてもよい。これらの構成により、食
器洗い機の安全性が、さらに向上する。
【０１３９】
　また、本実施の形態において、制御部４４は、検知された３軸方向の加速度の大きさに
対して、例えばＸ軸の加速度Ｘが第１の閾値Ａ以上、かつＹ軸の加速度Ｙが第２の閾値Ｂ
以下、かつＺ軸の加速度Ｚが第３の閾値Ｃ以下の場合のみ、駆動モータ５２を駆動する構
成を例に説明したが、これに限られない。本実施の形態の食器洗い機は、特に、システム
キッチンＫに組み込まれ、基本的に、引き出しなどのキャビネットの上面、または床面に
設置される。そのため、食器洗い機が設置される設置面の強度などにより、加えられた振
動の伝達状態が変化する。そこで、食器洗い機の設置状態などに応じて、３軸方向の加速
度の大きさに対するそれぞれの閾値の値や組み合わせなどを設定することが好ましい。こ
れにより、汎用性の高い、操作性に優れる食器洗い機を実現できる。
【０１４０】
　具体的には、食器洗い機をキャビネットの上面に設置する場合、例えば食器洗い機の脚
部だけがシステムキッチンＫに接触する。つまり、システムキッチンＫと食器洗い機の周
囲との間に、隙間が形成される。このとき、筐体３１の側面および上部の前部にスポンジ
やゴム板などのシール部材が設けられ、隙間が塞がれる場合がある。この場合、シール部
材は柔軟性を有するため、左右方向や前後方向の振動が吸収され、食器洗い機への伝達が
抑制される。そのため、システムキッチンＫに加えられる振動は、上下方向に伝播しやす
い。つまり、設置面の強度の影響を受けやすい振動の方向は、上下方向となる。そこで、
上記状態を考慮して、上下方向に相当するＺ軸の設定において、上記の「加速度Ｚが第３
の閾値Ｃ以下」、という設定に代えて、例えば「Ｚ軸の加速度Ｚが第４の閾値Ｄ以上」と
設定することが好ましい場合もある。
【０１４１】
　また、食器洗い機をキャビネットの上面に設置する場合、剛性のある部材により、シス
テムキッチンＫと食器洗い機とを連結することが好ましい。これにより、食器洗い機の扉
体４０以外のシステムキッチンＫに加えられた振動を、的確に検知できる。例えば、筐体
３１の前部で、左右および上下方向を強固に連結すれば、左右方向のＹ軸および上下方向
のＺ軸の振動を的確に検知できる。このとき、前後方向は、柔軟性を備えて連結すること
が、さらに好ましい。これにより、前後方向に相当するＸ軸に加えられる振動は、左右方
向のＹ軸および上下方向のＺ軸の振動による影響が低減される。その結果、制御部４４は
、扉体４０に加えられた振動と、それ以外の振動とを、より正確に区別し、食器洗い機の
動作を制御できる。
【０１４２】
　以上のように、本実施の形態の食器洗い機は、洗浄槽３３の状態と、使用者によるノッ
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クとの組み合わせにより、洗浄槽３３の引き出しおよび押し込みなどの制御を割り当てる
ことが可能となる。この場合、制御部４４が検知するノックについては、回数だけでなく
、強度の検知を組み合わせてもよい。これにより、制御部４４が制御する、制御の種類を
増やして、さまざまな制御を実現するために有効である。
【０１４３】
　また、加速度センサ４５の検知と制御動作との組み合わせ、および洗浄槽３３の停止位
置などの設定は、使用者が操作部４６などを介して設定できる構成が好ましい。このとき
、上記設定状態などを表示部で確認できる構成が、さらに好ましい。具体的には、少なく
とも、扉体４０に加える振動などに対するセンサの感度を含む、使用者が対応可能な設定
に関する閾値の設定、または、駆動モータ５２の動作の設定などである。そして、設定さ
れた設定値を、使用者が操作部４６に設けられた表示部を介して確認できる構成などであ
る。これにより、使用者は、ノックの回数、ノック強度の検知レベルなどを自由に設定で
きるとともに、その設定内容を容易に確認できる。その結果、食器洗い機の使い勝手が、
さらに向上する。
【０１４４】
　以下、上述した洗浄槽３３の状態とノックの回数の組み合わせにより、制御部４４が実
行する制御の構成の一例について、（ａ）から（ｅ）に項分けして説明する。
【０１４５】
　（ａ）洗浄運転停止時、洗浄槽３３が収容された状態で、使用者が扉体４０を、２回ノ
ックした場合、制御部４４は、次のように制御する。この場合、制御部４４は、駆動モー
タ５２を駆動して、洗浄槽３３を前方向に移動させる。（運転準備）
　（ｂ）洗浄槽３３が引き出された状態、および洗浄運転が設定されていない状態で、使
用者が扉体４０を１回ノックした場合、制御部４４は、次のように制御する。この場合、
制御部４４は、駆動モータ５２を駆動して、洗浄槽３３を収納するだけで、洗浄運転を開
始しない。（運転準備または運転終了）
　（ｃ）洗浄槽３３が引き出された状態、および洗浄運転が設定された状態で、使用者が
扉体４０を２回ノックした場合、制御部４４は、次のように制御する。この場合、制御部
４４は、駆動モータ５２を駆動して、洗浄槽３３を収納するだけで、洗浄運転を開始しな
い。（運転準備）
　（ｄ）洗浄槽３３が引き出された状態、および洗浄運転が設定された状態で、使用者が
扉体４０を１回ノックした場合、制御部４４は、次のように制御する。この場合、制御部
４４は、駆動モータ５２を駆動して、洗浄槽３３を収納し、設定された洗浄運転を開始す
る。（運転開始）
　（ｅ）洗浄運転中、洗浄槽３３が収容された状態で、使用者が扉体４０を３回ノックし
た場合、制御部４４は、次のように制御する。この場合、制御部４４は、洗浄運転を一時
停止し、駆動モータ５２を駆動して、洗浄槽３３を前方向に移動させる。（運転一時停止
）
　つまり、（ｂ）および（ｃ）のように、洗浄槽３３が収納されるだけで、洗浄運転が開
始されない場合、使用者は、食器３６を収容している途中で、洗浄準備を中断する。これ
により、使用者は、食器洗い機から離れることができる。また、（ｂ）のように、使用者
が、洗浄運転を開始する（ｄ）の状態であると判断している場合、使用者に、洗浄運転の
設定が、未だ実行されていないことを気付かせることができる。
【０１４６】
　なお、上記実施の形態では、各種制御の割り当てにおいて、ノックの異なる回数で、各
種制御を割り当てる構成を例に説明したが、これに限られない。例えば、必要に応じてス
タートスイッチなども利用して、全ての制御動作を、同じ回数のノックで対応可能に構成
してもよい。この場合、使用者は、制御動作ごとに、ノックの回数を覚える必要がない。
そのため、使用者の操作性などの使い勝手が、向上する。
【０１４７】
　また、上記実施の形態において、扉体４０にハンドル４３が設けられている場合、使用
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者が駆動装置５１を利用しない構成を設定してもよい。具体的には、制御部４４で、駆動
モータ５２の駆動をキャンセルするように構成してもよい。これにより、チャイルドロッ
クの代用や、狭い場所のため駆動装置を利用しないなどの選択の余地を拡大できる。
【０１４８】
　以上のように構成された食器洗い機の作用および効果について、以下に説明する。
【０１４９】
　本実施の形態の食器洗い器は、少なくとも扉体４０に加えられた振動を検知する加速度
センサ４５を備える。そして、制御部４４は、最大値である所定時間Ｔ１内で、設定され
る設定時間だけ駆動モータ５２を駆動して、洗浄槽３３を前方向に移動させて、筐体３１
から引き出すように構成している。これにより、食器洗い機の扉体４０に操作部４６また
はハンドル４３がない場合でも、洗浄槽３３を所定の位置まで、自動で、引き出すことが
できる。また、扉体４０に操作部４６またはハンドル４３がないため、多様化するシステ
ムキッチンＫのデザインに、食器洗い器のデザインを容易に適応させることができる。さ
らに、設定時間は、使用者の使用実態に合わせて調整できる。これにより、制御部４４は
、洗浄槽３３を任意の位置で停止するように制御できる。
【０１５０】
　また、本実施の形態の食器洗い器の制御部４４は、扉体４０に加えられた所定の振動を
検知した加速度センサ４５からの信号を受けたときに、駆動モータ５２を駆動するように
構成している。これにより、制御部４４は、使用者が扉体４０をノックした振動を検知し
て、洗浄槽３３を任意の方向に移動させることができる。具体的には、制御部４４は、洗
浄運転のタイミングおよび洗浄槽３３の状態に応じて、駆動モータ５２を駆動して、洗浄
槽３３を前方向、または後方向に、適切に移動させることができる。
【０１５１】
　また、本実施の形態の食器洗い器の制御部４４は、駆動モータ５２を駆動して、洗浄槽
３３の上面開口部３５が実質的に全開となる位置まで、自動で、移動可能に制御する。こ
れにより、使用者は、手動で洗浄槽３３を引き出す必要がない。そのため、使用者に過剰
な労力などの負担を強いることなく、容易に食器３６を出し入れできる。
【０１５２】
　また、本実施の形態の食器洗い器の制御部４４は、洗浄槽３３の停止時に発生した加速
度を検知した加速度センサ４５からの信号を受けた場合、駆動モータ５２を停止するよう
に制御する。これにより、扉体４０または洗浄槽３３などが障害物に衝突して停止した場
合でも、障害物に対する不具合の発生が防止される。このとき、図１０を用いて後述する
ように、引き出しの所定位置に係止部を設ける構成としてもよい。これにより、制御部４
４は、所定位置で洗浄槽３３を、確実に停止させることができる。
【０１５３】
　また、本実施の形態の食器洗い器の制御部４４は、洗浄槽３３が停止している場合、駆
動モータ５２とモータ回路とを遮断するように制御する。これにより、使用者は、手動で
、洗浄槽３３を移動させることができる。このとき、洗浄槽３３の移動により、駆動モー
タ５２が空転し、逆起電力が発生する。しかし、駆動モータ５２とモータ回路とは遮断さ
れている。そのため、発生する逆起電力により、制御部４４のプリント基板に異常電流が
流れることがない。また、使用者が手動で開閉動作をする際、駆動モータ５２の逆起電力
による電気的な負荷が発生しないため、開閉動作時において、使用者に余分な負荷がかか
らない。そのため、使用者は、手動でも、洗浄槽３３の出し入れ動作を、少ない労力で、
容易に行うことができる。
【０１５４】
　また、本実施の形態の食器洗い器の駆動装置５１は、駆動モータ５２と、駆動モータ５
２で駆動されるピニオンギア５３と、ピニオンギア５３と噛み合うラックギア５４を有す
る。駆動モータ５２は、ピニオンギア５３が前面開口部３２の近傍に位置するように筐体
３１の内側に固定される。ラックギア５４は、洗浄槽３３の外側に固定される。このとき
、洗浄槽３３が前方向に移動すると、前下がり状態となる。この場合、前部に設けられた
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ピニオンギア５３の近傍が支点となる。そのため、ラックギア５４とピニオンギア５３と
の噛み合わせが外れる可能性は低い。しかし、噛み合わせの外れを確実に防止するために
、別途、新たな構成を設ける場合、簡単な構成の機構で実現できる。
【０１５５】
　以上で開示したように、本実施の形態の食器洗い器の制御部４４は、駆動装置５１を制
御し、使用者の意思に従って、洗浄槽３３を安全に移動させる。そのため、使用者に対し
て、洗浄槽３３を手動で移動させる労力が軽減され、使い勝手が向上する。また、操作部
４６は、全て筐体３１内に隠蔽される。これにより、多様化するシステムキッチンＫのデ
ザインに、食器洗い機のデザインを容易に適応させることができる。その結果、システム
キッチンＫの意匠が統一され、デザイン性が、さらに向上する。
【０１５６】
　また、制御部４４は、洗浄槽３３の正面に存在する障害物と当接した場合、当接により
発生する振動または加速度の変化などを検知する。そして、制御部４４は、直ちに、駆動
モータ５２の駆動を停止する。これにより、障害物および食器洗い機に大きな不具合の発
生を未然に防止できる。その結果、食器洗い機は、高い安全性を維持できる。
【０１５７】
　（実施の形態２）
　以下、本発明の実施の形態２の食器洗い機について、図３および図４を参照しながら、
説明する。
【０１５８】
　図３および図４は、本発明の実施の形態２における洗浄槽が引き出し式の食器洗い機の
側面縦断面を示す図である。図３は、洗浄槽を筐体内に収納した状態を示す。図４は、洗
浄槽の上面開口部が筐体内から全開するまで引き出された状態を示す。
【０１５９】
　本実施の形態の食器洗い機は、駆動装置の構成が、実施の形態１の駆動装置と異なる。
これ以外の構成は、実施の形態１と同様であるため、実施の形態１を援用し、説明を省略
する。
【０１６０】
　つまり、図３および図４に示すように、本実施の形態の駆動装置５５は、ローラ圧接式
で構成され、洗浄槽３３の出し入れを可能にする。
【０１６１】
　駆動装置５５は、駆動モータ５６と、駆動モータ５６で駆動されるローラ５７と、ロー
ラ５７が圧接される圧接レール５８などを含む。圧接レール５８は、洗浄槽３３の左右側
面の外側の一方の下部に固定される。圧接レール５８は、少なくとも、洗浄槽３３が引き
出されるストローク以上の長さを有する。ローラ５７は、駆動モータ５６で駆動されるモ
ータ軸に取り付けられ、圧接レール５８に圧接される。駆動モータ５６は、減速機構（図
示せず）を備える。駆動モータ５６は、ローラ５７が前面開口部３２の近傍の位置で、筐
体３１の内部に固定される。
【０１６２】
　なお、図３に示すローラ５７は、圧接レール５８に対して下側から圧接される構成で示
しているが、これに限られない。例えば、ローラ５７は、圧接レール５８に対して、上側
から圧接する構成、あるいは横方向から圧接する構成としてもよい。また、圧接レール５
８は、上記のように、別途設ける構成でなく、洗浄槽３３の側面または底面自体を圧接レ
ール５８として利用する構成でもよい。
【０１６３】
　上記ローラ５７と圧接レール５８の構成により、駆動モータ５６の回転運動が直線運動
に変換される。これにより、洗浄槽３３は、上面開口部３５が実質的に全開になる位置ま
で、直線的に移動される。
【０１６４】
　このとき、実施の形態１と同様に、駆動モータ５６を設定時間で駆動するように構成す
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ると、設定された設定時間に応じて、洗浄槽３３は任意の引き出し位置で停止できる。
【０１６５】
　また、ローラ５７と圧接レール５８との組み合わせによる構成の場合、実施の形態１の
ラック＆ピニオン式のように、ギアの噛み合わせを配慮せずに、組み立てることができる
。
【０１６６】
　さらに、駆動装置５５により、自動で、洗浄槽３３を引き出すことができる。そのため
、例えば洗浄槽３３の引き出し時において、使用者は、洗浄槽３３に対して過剰な労力を
加える必要がない。
【０１６７】
　つまり、本実施の形態の食器洗い機は、食器３６の収容が容易にできる位置まで、駆動
装置５５により、洗浄槽３３を自動で引き出すことができる。これにより、食器洗い機の
使い勝手が向上する。また、多様化するシステムキッチンＫのデザインに、本実施の形態
の食器洗い機を容易に適応させることができる。
【０１６８】
　（実施の形態３）
　以下、本発明の実施の形態３の食器洗い機について、図５を参照しながら、説明する。
【０１６９】
　図５は、本発明の実施の形態３における食器洗い機の側面縦断面を示す図である。
【０１７０】
　本実施の形態の食器洗い機は、扉体に第２の操作部を設ける点で、実施の形態１と異な
る。これ以外の構成は、実施の形態１と同様であるため、実施の形態１を援用し、説明を
省略する。
【０１７１】
　つまり、図５に示すように、本実施の形態の扉体４０は、化粧板４２の上部に第２の操
作部４６ｂを備える。第２の操作部４６ｂは、少なくとも洗浄槽３３を移動させる駆動部
である駆動モータ５２の運転スイッチ（図示せず）、あるいはセンサなどが設けられる。
運転スイッチは、洗浄槽３３を、前後方向のいずれの方向に移動させるかを区別できるよ
うに、例えば複数のボタンスイッチなどで構成される。
【０１７２】
　また、センサは、例えば超音波センサ、赤外線センサ、光センサ、あるいは音（音声）
認識センサなどで例示される非接触式のセンサなどで構成される。具体的には、超音波セ
ンサ、赤外線センサ、光センサは、例えば送信部と受信部を備え、所定の距離の範囲内に
、手などがかざされた場合、制御部４４に検知信号を出力する。一方、音（音声）認識セ
ンサは、例えば拍手などの音や、物を叩いた音など、あるいは音声を認識して、制御部４
４に検知した内容を出力する。これにより、制御部４４は、出力された検知信号や検知内
容に基づいて、操作内容を判断して、駆動モータ５２を駆動し、洗浄槽３３を移動させる
。なお、赤外線センサは、人体から放射される赤外線を検知する構成でもよい。
【０１７３】
　この場合、実施の形態１で説明した加速度センサ４５による制御と同様に、所定時間内
にかざされた手の回数や、音の回数に基づいて、洗浄槽３３の制御方法（動作方向など）
を判定することが好ましい。なお、音声認識センサの場合、音声による指示内容に基づい
て、洗浄槽３３の制御方法が判定される。
【０１７４】
　本実施の形態の制御部４４は、洗浄槽３３を前方向に移動させる場合、上面開口部３５
が実質的に全開になるように駆動モータ５２を制御する。なお、実質的に全開とは、実施
に形態１で説明した意味と同様である。
【０１７５】
　また、制御部４４は、実施の形態１と同様に、駆動モータ５２を時間で制御する。つま
り、制御部４４は、駆動モータ５２を設定された所定時間Ｔ１だけ駆動して停止する。
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【０１７６】
　この構成により、使用者は、自動で、洗浄槽３３の引き出し動作、あるいは収納動作が
実行される。そのため、洗浄槽の引き出し、および収納時において、使用者の労力を必要
としない。
【０１７７】
　つまり、本実施の形態の食器洗い機は、食器３６の収容が容易にできる位置まで、駆動
装置５５により、自動で洗浄槽３３を引き出すことができる。そのため、食器洗い機の使
い勝手が向上する。
【０１７８】
　また、多様化するシステムキッチンＫのデザインに、本実施の形態の食器洗い機を容易
に適応できる。
【０１７９】
　（実施の形態４）
　以下、本発明の実施の形態４の食器洗い機について、図６から図８を参照しながら、説
明する。
【０１８０】
　図６は、本発明の実施の形態４における他の引き出し式の食器洗い機の斜視図である。
図７は、同食器洗い機の正面縦断面図である。図８は、図７のスライドレール部分の要部
拡大図である。
【０１８１】
　本実施の形態の食器洗い機は、食器洗い機の洗浄槽の構成と、扉体の支持機構の構成が
、実施の形態１と異なる。つまり、実施の形態１の洗浄槽は、引き出し式で筐体から出し
入れされる構成である。一方、本実施の形態の洗浄槽は、筐体の内部と扉体の内面とで囲
まれる洗浄空間で構成される。そのため、洗浄槽の洗浄空間は、筐体内に固定して構成さ
れる。この相違により、扉体を支持する支持機構は、実施の形態１では、扉体が取り付け
られる洗浄槽と洗浄槽を移動させるスライドレールとを含んで構成される。一方、本実施
の形態の支持機構は、扉体が取り付けられる支持部材とスライドレールとを含んで構成さ
れる。これ以外の構成は、実施の形態１と同様であるため、実施の形態１を援用し、説明
を省略する。
【０１８２】
　図６および図７に示すように、本実施の形態の食器洗い機は、筐体７１、洗浄槽７３、
扉体７４、洗浄空間７５、駆動装置８３などを含む。
【０１８３】
　筐体７１は、前面全体が開口された前面開口部７２を有する。洗浄槽７３は、前面開口
部７２が設けられた筐体７１の内部に形成される。扉体７４は、前面開口部７２を覆うよ
うに配設される。洗浄空間７５は、洗浄槽７３と扉体７４とで形成される。洗浄空間７５
内には、食器７６が載置される下食器かご７７、および上食器かご７８が、前後に移動可
能な状態で配設される。なお、下食器かご７７および上食器かご７８は、扉体７４に係止
されている場合、扉体７４と一緒に前後に移動する。一方、係止が解除されている場合、
下食器かご７７および上食器かご７８は、扉体７４に対して、個別に移動する。つまり、
下食器かご７７および上食器かご７８は、扉体７４と一体的に動く形態と、個別に移動す
る形態とを有する。
【０１８４】
　扉体７４は、上面７４ａに、操作部７９を有する。操作部７９は、使用者のボタン操作
により、電源の入、切の切り替え、スタート、一時停止、洗浄および乾燥コースの切り替
えができる。このとき、操作部７９に、扉体７４を移動させるために、制御部（図示せず
）を操作するスイッチを設けてもよい。制御部は、操作部７９の下方に設けられる。
【０１８５】
　また、扉体７４は、支持機構８０を介して、前後に移動可能な状態で筐体７１に支持さ
れる。支持機構８０は、上述したように、支持部材８１とスライドレール８２などを含む
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。スライドレール８２は、洗浄槽７３の外側下部で筐体７１の左右両側の内側面に取り付
けられる。
【０１８６】
　スライドレール８２は、図８に示すように、固定レール８２ａと、第１の可動レール８
２ｂと、第２の可動レール８２ｃなどを含む。第１の可動レール８２ｂは、固定レール８
２ａにスライド自在に装着される。第２の可動レール８２ｃは、第１の可動レール８２ｂ
にスライド自在に装着される。
【０１８７】
　支持部材８１は、例えばステンレスなどの金属板で形成され、前端部８１ａが扉体７４
の内側下部に固定される。支持部材８１は、スライドレール８２の第２の可動レール８２
ｃ上で固定される。
【０１８８】
　そして、支持部材８１および第２の可動レール８２ｃは、扉体７４が前方に移動すると
き、扉体７４を略垂直（垂直を含む）に支持しながら、第１の可動レール８２ｂと一体で
前方に移動する。これにより、スライドレール８２が伸長する。
【０１８９】
　駆動装置８３は、少なくとも、駆動部を構成する駆動モータ８４を有し、筐体７１内で
洗浄槽７３の下部に配設される。駆動装置８３は、扉体７４を、少なくとも前方向または
後方向に移動させる。
【０１９０】
　制御部は、加速度センサ４５などで例示されるセンサ、または操作スイッチなどから所
定の信号を受け付ける。これにより、制御部は、受け付けた信号に基づいて、駆動部であ
る駆動モータ８４を駆動する。
【０１９１】
　以上のように、本実施の形態の食器洗い機は構成される。
【０１９２】
　以下、本実施の形態の駆動装置８３について説明する。
【０１９３】
　駆動装置８３は、実施の形態１と同様に、ラック＆ピニオン式の機構で構成される。
【０１９４】
　駆動装置８３は、駆動モータ８４と、駆動モータ８４で駆動されるピニオンギア８５と
、ピニオンギア８５と噛み合うラックギア８６などを含む。
【０１９５】
　ラックギア５４は、歯車の歯を一直線に配置することにより形成される。ラックギア８
６は、支持部材８１の近傍に固定される。ラックギア８６は、少なくとも、扉体７４が移
動するストローク以上の長さを有する。ピニオンギア８５は、駆動モータ８４で駆動され
るモータ軸に取り付けられる。駆動モータ８４は、減速機構（図示せず）を備える。駆動
モータ８４は、ピニオンギア８５が前面開口部７２の近傍の位置で、筐体７１の内部に固
定される。
【０１９６】
　上記ラックギア８６とピニオンギア８５の構成により、駆動モータ８４の回転運動が直
線運動に変換される。これにより、扉体７４は、前方向または後方向に移動される。その
他の詳細な制御については、実施の形態１と同様であるため、説明は省略する。
【０１９７】
　本実施の形態によれば、洗浄槽が別体で構成され、付帯装置も移動しないため、移動部
は、ドアと、食器かごと、洗浄ノズルなどで構成される。そのため、移動部を軽量に構成
できる。これにより、駆動装置も比較的小型で構成できる。
【０１９８】
　（その他の実施の態様）
　以上、４つの実施の形態の構成について開示した。
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【０１９９】
　以下、駆動装置を含めた各種構成の他の実施の態様について、説明する。
【０２００】
　まず、洗浄槽３３が引き出されるときに所定位置で停止する方法の他の実施の形態の一
例について、図９および図１０を参照しながら、説明する。
【０２０１】
　つまり、実施の形態１では、駆動モータ５２を時間で制御する方法を例に開示したが、
これに限られない。例えば、下記１．から３．で説明する方法により、駆動モータを制御
して、洗浄槽３３を停止するように構成してもよい。
【０２０２】
　１．図９に示すように、例えばマイクロスイッチからなる位置検知部５９を、筐体３１
の前面開口部３２の近傍に設ける。位置検知部５９は、洗浄槽３３の所定位置を検知し、
検知した信号を制御部４４に出力する。制御部４４は、洗浄槽３３の移動中に、位置検知
部５９が検知した信号に基づいて、駆動モータの駆動を停止するように制御する構成とし
てもよい。なお、位置検知部５９は、光電スイッチでもよい。光電センサは、洗浄槽３３
の移動距離を測定して、洗浄槽３３の位置を検知する。また、駆動部をステッピングモー
タで構成してもよい。この場合、ステッピングモータを駆動するパルス数に基づいて、洗
浄槽３３の移動距離を検知できる。
【０２０３】
　２．図１０に示すように、例えば第１の突起部６０ａと、第２の突起部６０ｂからなる
係止部６０を設ける。そして、係止部６０により、洗浄槽３３を所定位置で停止させるよ
うに構成してもよい。係止部６０の第１の突起部６０ａは、例えば、筐体３１の前面開口
部３２の近傍に設けられる。第２の突起部６０ｂは、スライドレール３４または洗浄槽３
３の後部に設けられる。第１の突起部６０ａと第２の突起部６０ｂとは、洗浄槽３３が引
き出された所定位置で当接するように配置される。これにより、洗浄槽３３は、所定位置
で停止する。このとき、制御部４４は、係止部６０によって洗浄槽３３が停止したときに
発生する駆動モータ５２、５６のロック電流を検知する。これにより、制御部４４は、駆
動モータ５２、５６の駆動を停止するように構成してもよい。
【０２０４】
　３．図１０に示すように、例えば第１の突起部６０ａと、第２の突起部６０ｂからなる
係止部６０を設ける。そして、係止部６０により、洗浄槽３３を所定位置で停止させるよ
うに構成してもよい。係止部６０の第１の突起部６０ａは、例えば、筐体３１の前面開口
部３２の近傍に設けられる。第２の突起部６０ｂは、スライドレール３４または洗浄槽３
３の後部に設けられる。第１の突起部６０ａと第２の突起部６０ｂとは、洗浄槽３３が引
き出された所定位置で当接するように構成される。これにより、洗浄槽３３は、所定位置
で停止する。このとき、加速度センサ４５は、係止部６０によって洗浄槽３３が停止した
ときに発生する加速度を検知し、制御部４４に検知した信号を出力する。これにより、制
御部４４は、加速度センサ４５の信号に基づいて、駆動モータ５２、５６を停止するよう
に構成してもよい。
【０２０５】
　上記１．から３．で説明した構成によれば、実施の形態１で示した設定時間と、洗浄槽
３３の引き出し量との関係を見極める必要がなく、停止位置を物理的に設定できる。
【０２０６】
　つまり、１．の位置検知部５９または２．および３．の第１の突起部６０ａを前後にス
ライドさせて、任意の位置に固定可能な構成とすれば、洗浄槽３３を任意の位置に、確実
に停止させることができる。
【０２０７】
　なお、２．の構成の場合、洗浄槽３３の停止により発生する駆動モータ５２、５６のロ
ック電流の検知に基づいて、駆動モータ５２、５６の駆動を停止する。そのため、駆動モ
ータ５２、５６に、ロック電流による過剰な負荷がかかる虞がある。しかし、所定の電流
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値を超えれば直ちに遮断されるため、ロック電流が駆動モータ５２、５６に流れる時間は
、短時間である。そのため、駆動モータ５２、５６に無理な負荷がかかることはなく、駆
動モータ５２、５６を停止できる。
【０２０８】
　また、２．および３．の構成の場合、係止部６０は、クッション性を有する材料で形成
することが好ましい。これにより、係止部６０を構成する第１の突起部６０ａと第２の突
起部６０ｂとの当接時のショックが吸収される。そのため、洗浄槽３３が滑らかに停止し
、収容された食器３６へのショックの伝達が緩和される。その結果、食器３６同士の接触
による騒音や食器３６の破損が防止される。また、当接による、洗浄槽３３に溜められた
水の跳ね飛びを防止できる。そのため、洗浄槽３３からの水の飛び出し、および洗浄後の
乾燥された食器３６の水濡れが防止できる。
【０２０９】
　また、上記実施の形態１および２では、駆動装置５１、５５の駆動モータ５２、５６を
筐体３１前面開口部３２近傍に固定し、ラックギア５４、圧接レール５８を洗浄槽３３の
外側に固定する構成を例に説明したが、これに限られない。例えば、駆動装置５１、５５
の駆動モータ５２、５６を、洗浄槽３３の後部に固定し、ラックギア５４、圧接レール５
８を筐体３１の内側に固定する構成としてもよい。
【０２１０】
　一般的に、家具や冷蔵庫の引き出しに駆動装置を設ける場合、駆動部の電源を筐体側に
設けることが構成上、好ましい。
【０２１１】
　しかしながら、本実施の形態の洗浄槽３３が引き出し式の食器洗い機は、洗浄槽３３に
配置されるヒータ４９および洗浄ポンプ５０などの電源が必要なため、洗浄槽３３側に電
源線が配設されている。そのため、上記構成によれば、制御部４４から駆動モータ５２、
５６までの信号線および電源線は、筐体３１側に引き回すことなく洗浄槽３３の側面だけ
で配設できる。これにより、食器洗い機の設計および組み立てが容易になるとともに、メ
ンテナンス時の作業性が向上する。
【０２１２】
　また、上記実施の形態１では、駆動装置５１のラックギア５４の下方に歯を設ける構成
を例に説明したが、これに限られない。例えば、駆動装置５１のラックギア５４の上下の
両方に歯を形成し、２つのピニオンギア５３で上下方向からラックギア５４を挟む構成と
してもよい。また、ラックギア５４の歯を、上下方向のいずれかに形成し、歯を設けない
側にローラを設けて、ラックギア５４を上下方向から挟むように構成してもよい。これら
により、ラックギア５４とピニオンギア５３とが確実に噛み合い、簡単に外れない構成を
実現できる。
【０２１３】
　また、上記各実施の形態１、２、および４では、障害物との当接により洗浄槽３３が途
中で停止した場合、使用者が手動で洗浄槽３３を引き続き移動させる例で説明したが、こ
れに限られない。例えば、駆動装置５１、５５を駆動して、洗浄槽３３を、自動で移動さ
せる構成としてもよい。この場合、停止位置から、洗浄槽３３を引き出すのか、収納する
のかを区別する必要がある。そこで、移動方向を区別する方法として、使用者が化粧板４
２を叩く回数を加速度センサ４５で検知し、移動方向を区別するようにしてもよい。また
、操作部４６に移動方向を明示したスイッチを設け、使用者の操作により、洗浄槽３３の
移動方向を区別するように構成してもよい。この構成によれば、駆動装置５１、５５を有
効に活用できる。これにより、洗浄槽３３を使用者が手動で移動させる労力が、低減され
る。
【０２１４】
　つぎに、駆動装置５１、５５の制御方法の他の実施の態様について、説明する。
【０２１５】
　上記各実施の形態では、制御部４４が、使用者による駆動モータ５２、５６を駆動させ
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る信号を検知すると、直ちに、駆動モータ５２、５６を駆動させる例で説明したが、これ
に限られない。例えば、制御部４４は、使用者による駆動モータ５２、５６を駆動させる
信号を検知してから、所定時間Ｔ２（例えば、０．４秒～１秒）後に、駆動モータ５２、
５６の駆動を開始するように制御してもよい。この制御によれば、洗いステップにおいて
、洗浄ノズルから洗浄水が噴射されている場合、洗浄ポンプの停止を待って、駆動モータ
５２、５６を駆動させることができる。これにより、洗浄ノズルから噴射される洗浄水の
洗浄槽からの飛び出しを、防止できる。また、制御部４４が、駆動させる信号を連続して
検知し、駆動モータ５２、５６の駆動を繰り返す場合、所定時間Ｔ２を設けることにより
、一時的に駆動モータ５２、５６を停止させる時間を確保できる。これにより、駆動モー
タ５２、５６に流れる大きな起動電流が、連続して流れないように制御できる。その結果
、連続して流れる大きな起動電流による駆動モータ５２、５６の過度な温度上昇を防止で
きる。
【０２１６】
　このとき、駆動モータ５２、５６の駆動により扉体４０の移動を報知する報知部を設け
れば、安全性が向上するため、さらに好ましい。この場合、上記所定時間Ｔ２の間で、扉
体４０が移動を開始する前に、報知を開始する構成が、好ましい。これにより、扉体４０
の移動による人などの障害物との当接を未然に防止できる。その結果、食器洗い機の安全
性が、さらに向上する。
【０２１７】
　また、上記各実施の形態において、扉体４０の閉塞を検知するドア閉検知センサを、さ
らに設けてもよい。この場合、ドア閉検知センサとして、例えば、図９に示す位置検知部
５９で代用可能である。このとき、制御部４４は、ドア閉検知センサによる扉体４０の閉
塞信号を検知してから、所定時間Ｔ３（例えば、０．５秒）の間、加速度センサ４５から
の信号を検知しないように制御する。または、制御部４４は、加速度センサ４５からの信
号を検知しても、駆動モータの駆動を保留するように制御することが好ましい。
【０２１８】
　通常、扉体４０が閉じられたとき、扉体４０と筐体３１との当接によるショックにより
、食器３６などを含めて筐体３１の全体が振動する。そのため、加速度センサ４５が、上
記振動を、ノックによる操作信号として、誤って検知する虞がある。
【０２１９】
　しかしながら、上記振動を検知しないように所定時間Ｔ３を設けることにより、閉塞時
の振動を誤って検知することを防止できる。また、所定時間Ｔ３を設けることにより、一
時的に駆動モータ５２、５６を停止される時間を確保できる。その結果、駆動モータ５２
、５６の過度な温度上昇を防止できる。
【０２２０】
　このとき、ドア閉検知センサにより扉体４０の閉塞信号を検知したときに報知する報知
部を設けてもよい。これにより、扉体４０の閉塞を使用者に、確実に知らせることができ
る。また、閉塞信号を検知した所定時間Ｔ３の経過後に報知し、使用者に、扉体４０を引
き出すためのノックの受け付けが可能な状態であることを知らせることができる。この構
成によれば、使用者は、扉体４０の確実な閉塞、および、それ以降の洗浄運転の正常な実
行を、容易に確認できる。
【０２２１】
　また、上記各実施の形態において、制御部４４は、以下に示す異常状態の発生を報知す
るように制御してもよい。なお、異常状態とは、例えば扉体４０を閉じる後方向に駆動モ
ータ５２、５６を駆動し、駆動モータ５２、５６の停止を、制御部４４が検知したにもか
かわらず、ドア閉検知センサからの信号が、制御部４４で検知されない場合などである。
これにより、使用者に、扉体４０が完全に閉じていないことを認識させ、その後の対応を
迅速に実行するように促すことができる。
【０２２２】
　また、上記異常状態の報知により、使用者が扉体４０を閉じるように操作しても、報知
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が所定回数（例えば、５回）繰り返された場合、異常発生の報知とともに、それ以上の駆
動モータ５２、５６の駆動を停止するように制御してもよい。この構成によれば、駆動モ
ータ５２、５６のロック電流が繰り返し流れないように制御できる。その結果、駆動モー
タ５２、５６の過度な温度上昇を防止できる。
【０２２３】
　さらに、上記異常状態の報知により、異常発生の原因を見極める必要があることを使用
者に知らせることができる。異常発生の原因としては、例えば扉体４０が障害物で閉じな
いのか、駆動モータ５２、５６またはドア閉検知センサが故障したのか、などである。こ
れにより、使用者は、異常発生の原因を見極めて、即座に対応できる。その結果、扉体４
０が閉じていない状態で、洗浄運転が実行されることを、より確実に防止できる。
【０２２４】
　また、上記各実施の形態において、制御部４４は、以下に示す異常発生を報知するよう
に制御してもよい。なお、異常発生とは、まず、例えばドア閉検知センサによる扉体４０
が閉じられた信号を検知する。そして、検知した状態で、扉体４０を開ける前方向に駆動
モータ５２、５６を駆動する。駆動後、所定時間Ｔ４（例えば、２．５秒）の間、制御部
４４が、ドア閉検知センサの信号を検知し続けている場合などである。この構成によれば
、制御部４４は、扉体４０が動いていないと判断し、使用者に、扉体４０の異常を迅速に
知らせることができる。
【０２２５】
　さらに、上記各実施の形態において、制御部４４は、以下に示す異常発生の報知が繰り
返された場合、それ以上の駆動モータ５２、５６の駆動を停止するように制御してもよい
。具体的には、使用者がノックをしても扉体４０が開かずに使用者に報知しても、その後
、さらに報知が繰り返され、所定回数（例えば、５回）に達した場合などである。この制
御によれば、駆動モータ５２、５６のロック電流が繰り返し流れないようにできる。これ
により、駆動モータ５２、５６の過度な温度上昇を防止できる。
【０２２６】
　さらに、上記報知により、異常発生の原因を見極める必要があることを使用者に知らせ
ることができる。異常発生の原因としては、例えば扉体４０が障害物などで動かないのか
、駆動モータ５２、５６またはドア閉検知センサが故障したのか、などである。
【０２２７】
　つぎに、加速度センサ４５を制御に応用する他の実施の態様について、説明する。
【０２２８】
　上記各実施の形態では、加速度センサ４５で検知される信号に基づいて、食器洗い機の
洗浄槽３３の動作を制御する構成を例に説明したが、これに限られない。加速度センサ４
５を、例えば食器洗い機の設置時における傾きの検知に用いられる水準器として、応用し
てもよい。
【０２２９】
　食器洗い機は、水を使用するため、傾いて設置されると、水漏れなどの不具合が発生す
る虞がある。そのため、設置時において、食器洗い機の水平状態を確認する必要がある。
【０２３０】
　そこで、制御部４４は、加速度センサ４５を水準器として用い、重力とＺ軸方向の加速
度とのずれを検知する。これにより、食器洗い機の傾きを検知するために、別途、水準器
を設ける必要がない。その結果、食器洗い機の設置時における作業性が、向上する。
【０２３１】
　また、食器洗い機が設置される場所の設置面が、経年変化で傾いた場合、制御部４４は
、加速度センサ４５で傾きを検知する。そして、制御部４４は、食器洗い機の設置面の傾
きの発生を使用者に報知する。さらに、制御部４４は、食器洗い機の運転を停止するよう
に制御する。これにより、使用者は、設置面の傾きを調整しながら、食器洗い機を長期間
に亘って、不具合を生じることなく使用できる。
【０２３２】
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　また、制御部４４は、加速度センサ４５で検知した設置面の傾きの状況を判断し、扉体
４０の移動速度を変更するように、駆動モータ５２、５６を制御してもよい。具体的には
、設置面が、前方または後方に所定値未満（例えば０．５度以上２度未満）で傾いている
場合、通常よりも若干、扉体４０の移動速度が遅くなるように制御する。
【０２３３】
　一方、設置面の傾きが大きい場合（例えば、１度以上２度未満）、水漏れの虞や、駆動
装置５１に想定以上の負荷がかかる虞がある。この場合、制御部４４は、例えば報知部を
介して、使用者に知らせ、設置面の修理などの対応を促すことができる。これにより、不
具合の発生を未然に防止できる。つまり、洗浄運転に支障がない程度に傾いた設置面に食
器洗い機が設置されている場合、制御部４４は、扉体４０の移動速度が遅くなるように、
駆動モータ５２、５６を制御する。これにより、食器洗い機の安全性を、さらに向上させ
ることができる。
【０２３４】
　さらに、上記各実施の形態において、制御部４４は、加速度センサ４５で検知した設置
面の傾きが、所定値以上（例えば、２度以上）の場合、駆動モータ５２、５６を駆動でき
ないように制御してもよい。この制御により、水漏れまたは駆動装置への想定以上の負荷
がかかるという不具合が発生する前に、食器洗い機の運転を規制できる。これにより、食
器洗い機の安全性が向上する。
【０２３５】
　また、上記各実施の形態において、加速度センサ４５は、洗浄運転時に、洗浄水が洗浄
槽３３の内壁に衝突して発生する振動を検知するように構成してもよい。この構成によれ
ば、制御部４４は、加速度センサ４５が検知した振動による加速度の方向や大きさから、
以下で説明する洗浄槽３３内の状況を、容易に判定できる。具体的には、洗浄ポンプ５０
が正常に動作しているか否か、洗浄ノズル４８が正常に回転しているか否か、を判定でき
る。さらに、複数の洗浄ノズル４８のいずれから洗浄水が噴射されているか否か、食器３
６がどれくらい収容されているか否か、などを判定できる。これにより、運転の不具合の
早期に発見、または洗浄ノズルの噴射方法に応用して洗浄効率を向上させることができる
。
【０２３６】
　また、上記各実施の形態において、制御部４４は、以下で説明する状況の場合、駆動モ
ータ５２、５６または加速度センサ４５などが故障していると判断し、異常報知してもよ
い。具体的には、駆動モータ５２、５６を駆動する信号を出力したときに、加速度センサ
４５からの所定の出力が入力されない場合などにおいて、制御部４４は、異常報知する。
これにより、駆動装置系統の異常を、使用者に容易に知らせ、対応を促すことができる。
【０２３７】
　また、上記各実施の形態において、制御部４４は、例えば誤出力などの加速度センサ４
５の異常を検知したとき、洗浄槽３３を引き出すように制御してもよい。この制御によれ
ば、加速度センサ４５が、使用者によるノックを検知できず、洗浄槽３３が引き出されな
くなる不具合を、回避できる。さらに、制御部４４は、報知部などを介して、加速度セン
サ４５の異常を、使用者に知らせることができる。
【０２３８】
　なお、上述したように、報知部は、例えば操作部４６に設けられ、駆動装置５１の動作
時の開始、異常の発生などを、使用者などに報知をする。報知部は、音声やブザーなどの
合成音で聴覚的に報知するように構成される。これにより、食器洗い機の近くに居る使用
者に、容易に、食器洗い機の動作状態などを、知らせることができる。
【０２３９】
　具体的には、音を介して報知部で報知する場合、制御部４４は、ノックなどによる振動
を加速度センサ４５で検知してから、所定時間Ｔ５の経過後に、報知を開始することが好
ましい。
【０２４０】
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　この場合、所定時間Ｔ５は、０．１秒～０．６秒が望ましい。通常、使用者は、扉体４
０をノックする場合、ノックする動作に、意識を集中している。このとき、報知部がノッ
クなどに類似した音を発生させると、所定時間Ｔ５が０．１秒未満の場合、ノックによる
音と、報知音の最初の部分の音とが重なって聞こえる。そのため、使用者は、報知部の音
を聞き取り難いので、判定が困難になる。一方、所定時間Ｔ５が０．６秒を超える場合、
使用者は、報知部の音を、間延びした印象で聞き取るため、正確な判定がしにくい場合が
発生する。そこで、ノックなどによる振動を検知してから、所定時間Ｔ５の経過後に、報
知部による報知音の発生を開始することが好ましい。これにより、使用者は、自分でノッ
クした音に邪魔されることなく、報知音を正確に聞き取って、判定することができる。
【０２４１】
　また、報知部は、エラーコードの表示などを、ＬＥＤなどのランプの点滅または複数の
ランプの点灯の組み合わせで、使用者に知らせるように構成してもよい。
【０２４２】
　また、加速度センサ４５に限らず、異常の発生時において、洗浄槽３３が自動的に引き
出されるように構成してもよい。なお、異常の発生とは、例えば水漏れ、水位異常、洗剤
泡の多量発生などが想定される。そのため、それぞれの異常状態に応じた検知方法で検知
され、洗浄槽３３が自動的に引き出される。これにより、使用者に異常の発生を、視覚的
に気付かせることができる。例えば実施の形態１および２の食器洗い機のように、操作部
４６が筐体３１内に隠蔽される構成の場合、洗浄槽３３を自動で引き出す構成は、特に好
ましい。これにより、使用者は、引き出された操作部４６に表示されたエラーコードまた
はＬＥＤの表示を容易に確認できる。この場合、洗浄槽３３の引き出し量としては、操作
部４６が視認できる程度であれば、特に制限されない。
【０２４３】
　また、上記各実施の形態において、食器洗い機に操作信号を送信する、例えばリモコン
（図示せず）を、別途、備える構成としてもよい。この場合、制御部４４は、リモコンか
ら送信される各種操作信号を受信する。そして、受信した操作信号に基づいて、制御部４
４は、各部の制御を行う。
【０２４４】
　例えば、洗浄槽３３の引き出し、収納する場合、制御部４４は、リモコンから送信され
る所定の信号を検知する。そして、制御部４４は、受信した所定の信号に基づいて、駆動
モータ５２、５６を駆動させ、洗浄槽３３を移動させる。この構成によれば、食器洗い機
の離れた位置から、洗浄したい時間に応じて、使用者は、食器洗い機を自由に操作するこ
とが可能となる。これにより、食器洗い機の利便性が、さらに向上する。
【０２４５】
　なお、以上で開示した各実施の形態は、それぞれの組み合わせ可能な実施の形態の構成
を、特に限定されることなく、組み合わせてもよい。これにより、同様の効果が得られる
。
【産業上の利用可能性】
【０２４６】
　本発明の食器洗い機は、デザイン性を向上するために操作部またはハンドルのない化粧
板が取り付けられても、洗浄槽の引き出しおよび収納が容易で、洗浄運転を実行できる。
そのため、システムキッチンに、ビルトインして使用され、意匠の統一性が要望される食
器洗い機として有用である。
【符号の説明】
【０２４７】
　３１　筐体
　３１ａ　スライドレール
　３２　前面開口部
　３３　洗浄槽
　３４　スライドレール
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　３５　上面開口部
　３６　食器
　３７　内蓋
　３８　平行リンク機構
　３９　シール部
　４０　扉体
　４１　操作パネル
　４２　化粧板
　４３　ハンドル
　４４　制御部
　４５　加速度センサ（センサ）
　４６　操作部
　４６ｂ　第２の操作部
　４７　食器かご
　４８　洗浄ノズル
　４９　ヒータ
　５０　洗浄ポンプ
　５１　駆動装置
　５２　駆動モータ
　５３　ピニオンギア
　５４　ラックギア
　５５　駆動装置
　５６　駆動モータ
　５７　ローラ
　５８　圧接レール
　５９　位置検知部
　６０　係止部
　６０ａ　第１の突起部
　６０ｂ　第２の突起部
　７１　筐体
　７２　前面開口部
　７３　洗浄槽
　７４　扉体
　７４ａ　上面
　７５　洗浄空間
　７６　食器
　７７　下食器かご
　７８　上食器かご
　７９　操作部
　８０　支持機構
　８１　支持部材
　８１ａ　前端部
　８２　スライドレール
　８２ａ　固定レール
　８２ｂ，８２ｃ　可動レール
　８３　駆動装置
　８４　駆動モータ
　８５　ピニオンギア
　８６　ラックギア
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