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(57)【要約】
　節水洗濯機および制御方法において、前記洗濯機は洗
濯槽および外槽（１）を含み、外槽の排水口（２）と外
槽の給水口（３）との間に循環管路が設置され、前記循
環管路に排水ポンプ（４）および主ろ過器（５）が設け
られる。前記循環管路にさらに前置ろ過器（６）が設置
され、前置ろ過器（６）は排水ポンプ（４）と主ろ過器
（５）との間に位置し、前置ろ過器（６）のフィルタの
緻密度は主ろ過器のフィルタの緻密度より低い。大きい
顆粒の異物が主ろ過器（５）に進入して、主ろ過器（５
）が壊れるのを防止し、主ろ過器（５）の使用寿命およ
び使用効果を高めることができる。洗濯、すすぎ過程の
洗濯槽内の水を浄水の状態にし、衣類を常に浄水中で洗
濯し、ユーザの感覚器官および心理面が向上する。ろ過
器を洗浄して、ろ過器の詰まりを防止し、ろ過器の使用
寿命を延長させ、異物が多すぎてろ過器のろ過効果が不
良になる、または使用することができなくなるのを防止
し、メンテナンスコストを低下させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洗濯槽および外槽を含み、外槽の排水口と外槽の給水口との間に循環管路が設置され、
前記循環管路に排水ポンプおよび主ろ過器が設けられる節水洗濯機であって、前記循環管
路にさらに前置ろ過器が設置され、前置ろ過器が排水ポンプと主ろ過器との間に位置し、
前置ろ過器のフィルタの緻密度が主ろ過器のフィルタの緻密度より低いことを特徴とする
、節水洗濯機。
【請求項２】
　前記前置ろ過器のフィルタの前部に排水ポンプと通じる第１入口が設置され、前記主ろ
過器のフィルタの前部に第２入口が設置され、前記前置ろ過器のフィルタの前部に第１出
口が設置され、フィルタの後部に第２出口が設置され、前記主ろ過器のフィルタの前部に
第３出口が設置され、フィルタの後部に第４出口が設置され、第２出口が第２入口と通じ
、第４出口が洗濯槽の給水口と通じ、第１出口および第３出口がそれぞれ洗濯機排水管と
通じることを特徴とする、請求項１に記載の節水洗濯機。
【請求項３】
　前記前置ろ過器に第３入口が設けられ、該第３入口が管路を介して空気ポンプに接続さ
れ、空気ポンプと第３入口との間の管路に、気流が空気ポンプから前置ろ過器に流れるの
を制御するチェックバルブがさらに設けられることを特徴とする、請求項１または２に記
載の節水洗濯機。
【請求項４】
　前記前置ろ過器にエアレーション装置が設置され、前記エアレーション装置が第３入口
とフィルタとの間に位置し、該エアレーション装置が前置ろ過器の断面形状と相応する平
板であり、該平板に複数の通気孔が均等に設けられることを特徴とする、請求項３に記載
の節水洗濯機。
【請求項５】
　前記前置ろ過器および主ろ過器の入口が下部に位置し、出口が上部に位置し、前記主ろ
過器のフィルタの孔径範囲が０．００１～０．１μｍ、好ましくは０．０１～０．１μｍ
であり、前記主ろ過器が好ましくは外圧式限外ろ過膜であり、前記前置ろ過器のフィルタ
の孔径範囲が１０～３００μｍであることを特徴とする、請求項１に記載の節水洗濯機。
【請求項６】
　前記第１出口と洗濯機排水管との間の管路に第１バルブが設置され、前記第３出口と洗
濯機排水管との間の管路に第２バルブが設置され、前記第１バルブおよび第２バルブが好
ましくは電動切替ボールバルブであることを特徴とする、請求項１に記載の節水洗濯機。
【請求項７】
　洗濯および／またはすすぎ過程に、循環ろ過工程を増やし、具体的には、排水ポンプが
作動し、洗濯水またはすすぎ水を排水ポンプにより前置ろ過器まで吸引してフィルタによ
り初期ろ過を行い、さらに主ろ過器まで吸引してフィルタにより高度ろ過を行い、水中の
小さい顆粒の異物を前置ろ過器および主ろ過器によりろ過して除くことができ、ろ過後の
水流は外槽の給水口から外槽に戻り、再び洗濯またはすすぎに関わることを特徴とする、
請求項１～６のいずれか１項に記載の節水洗濯機の制御方法。
【請求項８】
　前記循環ろ過工程が、前置ろ過器および／または主ろ過器の中間洗浄過程を少なくとも
１回含み、前記中間洗浄過程が、前置ろ過器および／または主ろ過器に気体を通し、気泡
の運動、破裂または振動により、前置ろ過器および／または主ろ過器のフィルタを洗浄す
る気体洗浄過程、および／または、前置ろ過器および／または主ろ過器のフィルタの前部
に水流を通し、フィルタの前部から水流を排出し、水流が洗い流すことにより前置ろ過器
および／または主ろ過器のフィルタ上の異物を除去する水洗浄過程を含むことを特徴とす
る、請求項７に記載の制御方法。
【請求項９】
　空気ポンプの作動、停止およびバルブの開閉を制御することにより、前置ろ過器および
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主ろ過器を、それぞれまたは同時に気体洗浄および水洗浄するように制御し、具体的には
、
　空気ポンプが作動し、第２バルブが開き、前置ろ過器および主ろ過器を同時に気体洗浄
し、１０秒～１２０秒続け、空気ポンプが停止し、第２バルブが閉じ、排水ポンプが作動
し、第１バルブが開き、前置ろ過器を水洗浄し、５秒～２０秒続け、第１バルブが閉じ、
第２バルブが開き、主ろ過器を水洗浄し、１０秒～６０秒続ける；
　または、空気ポンプが作動し、第１バルブが開き、前置ろ過器を気体洗浄し、１０秒～
１２０秒続け、空気ポンプが停止し、排水ポンプが作動し、前置ろ過器を水洗浄し、５秒
～２０秒続け、排水ポンプが停止し、第１バルブが閉じ、空気ポンプが作動し、第２バル
ブが開き、主ろ過器を気体洗浄し、１０秒～６０秒続け、空気ポンプが停止し、排水ポン
プが作動し、主ろ過器を水洗浄し、１０秒～６０秒続ける；
　または、空気ポンプが作動し、第１バルブが開き、前置ろ過器を気体洗浄し、１０秒～
１２０秒続け、空気ポンプが停止し、排水ポンプが作動し、前置ろ過器を水洗浄し、５秒
～２０秒続け、排水ポンプが停止し、第１バルブが閉じ、空気ポンプが作動し、主ろ過器
を気体洗浄し、主ろ過器内部の水流が第２入口から排出され、５秒～２０秒続けると、主
ろ過器内部の水流がすべて押し出され、第２バルブが開き、水流が主ろ過器に戻り、１０
秒～６０秒続け、第２バルブは開閉を数回繰り返すことができる；
　さらにまたは、空気ポンプが作動し、第２バルブが開き、前置ろ過器および主ろ過器を
同時に気体洗浄し、１０秒～１２０秒続け、第２バルブが閉じ、前置ろ過器および主ろ過
器内部の水流は底部から排出され、５秒～２０秒続けると、水流はすべて押し出され、第
２バルブが開き、水流が主ろ過器に戻り、１０秒～６０秒続け、第２バルブは開閉を数回
繰り返すことができ、空気ポンプが停止し、第２バルブが閉じ、排水ポンプが作動し、第
１バルブが開き、前置ろ過器を水洗浄し、５秒～２０秒続け、第１バルブが閉じ、第２バ
ルブが開き、主ろ過器を水洗浄し、１０秒～６０秒続ける；ことを特徴とする請求項８に
記載の制御方法。
【請求項１０】
　前記洗濯槽内に、内部の洗濯水またはすすぎ水の濁度をリアルタイム測定する濁度測定
装置が設けられ、濁度が設定値以下のとき、循環ろ過プログラムが起動し、そうでなけれ
ば循環ろ過プログラムが起動しないことを特徴とする、請求項７に記載の制御方法。
【請求項１１】
　前記前置ろ過器に第１入口および第２出口がそれぞれ設置され、主ろ過器に第２入口お
よび第４出口がそれぞれ設置され、第１入口が排水ポンプに接続され、第２出口が第２入
口に接続され、第４出口が外槽の給水口に接続され、前記第１入口が排水ポンプおよび前
置ろ過器のフィルタ内部と通じ、第２出口および第２入口がそれぞれ、前置ろ過器のフィ
ルタ外部および主ろ過器のフィルタ外部と通じ、第４出口が主ろ過器のフィルタ内部およ
び洗濯槽の内部と通じ、前記前置ろ過器および主ろ過器が一体化設計であり、前置ろ過器
の第２出口が主ろ過器の第２入口と通じることを特徴とする、請求項１に記載の節水洗濯
機。
【請求項１２】
　前記前置ろ過器が上端カバーおよび下端カバーを含み、フィルタが上端カバーと下端カ
バーとの間に設置され、前記上端カバーが主ろ過器の底部と一緒に接続され、前記第２出
口が上端カバーに複数含み、かつ均等に設置され、第１入口が下端カバーに設置され、第
２入口が主ろ過器の底部に設置され、前記第２出口が管路を経ずに接続されて、直接第２
入口に通じることを特徴とする、請求項１１に記載の節水洗濯機。
【請求項１３】
　前記前置ろ過器に、洗濯機排水管に接続される第１出口がさらに設置され、前記主ろ過
器に、洗濯機排水管に接続される第３出口が設置され、前記第１出口が前置ろ過器のフィ
ルタ内部および洗濯機排水管と通じ、第３出口が主ろ過器のフィルタ外部および洗濯機排
水管と通じることを特徴とする、請求項１１に記載の節水洗濯機。
【請求項１４】
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　前記循環管路に切替バルブが設置され、切替バルブがそれぞれ第１出口、第３出口、お
よび洗濯機排水管と通じ、前記切替バルブが、第１出口と洗濯機排水管の出口との間に形
成される前置ろ過器の汚水排出通路、ならびに第３出口と洗濯機排水管の出口との間に形
成される主ろ過器の汚水排出通路をそれぞれ開く／閉じることができ、好ましくは前記切
替バルブがボールバルブであり、前記ボールバルブ内部に複数の通路が設置されることを
特徴とする、請求項１３に記載の節水洗濯機。
【請求項１５】
　前記外槽に噴射口がさらに設置され、前記切替バルブが噴射口とも接続され、前記切替
バルブが、第１出口と噴射口との間に形成される噴射通路を開く／閉じることができるこ
とを特徴とする、請求項１４に記載の節水洗濯機。
【請求項１６】
　前記前置ろ過器の第１入口部分に汚水が逆流するのを防止することができる逆流防止装
置が設置され、好ましくは、前記逆流防止装置は逆流防止ボールであり、逆流防止ボール
の直径が第１入口の直径より大きく、逆流防止ボールの密度が水の密度より大きく、好ま
しくは逆流防止ボールの密度が水の密度の１～１．５倍であることを特徴とする、請求項
１１に記載の節水洗濯機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は洗濯機分野に関し、特に節水洗濯機および制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　人々の生活水準の向上に伴い、洗濯機は家庭で必須の家電の１つとなっており、大多数
の人にとって、洗濯機は衣服を洗濯する主要な機器である。環境の悪化、水系の汚染に伴
い、きれいな水資源は次第に不足しており、いかにして衣類を洗浄するのと同時に、節水
節電を行うかということは、常に消費者が関心を寄せる焦点の１つである。
【０００３】
　洗濯機の衣類洗浄過程は、主に洗濯、すすぎ、脱水の数段階を含み、洗濯段階で洗濯機
は給水し、洗剤で衣類を洗濯する。すすぎ段階に入ると、汚れおよび残った洗剤を洗い落
とすために、より多くの水を給水するか、またはすすぎ回数をより多くして衣類をすすぐ
必要があり、これは必然的に大量の水資源を消費する。たとえ節水のドラム式洗濯機であ
っても、衣類をすすぐために、少なくとも２回すすぐ必要があり、この過程は少なくとも
３０Ｌ以上の水道水を消費する。時には、衣類の汚れが比較的少ないか、または投入する
洗剤が比較的少なく、２回できれいにすすぐことができるが、ユーザが３回のすすぎを選
択することにより、必然的に水資源の浪費が引き起こされる。節水および洗浄率に問題が
ないかを考慮することは、１つの重要な課題である。
【０００４】
　現在、洗濯機の洗濯、すすぎ時は常に槽内の同じ水を使用しており、衣類は常に汚れた
水で洗濯され、感覚器官および心理面でよくない。
【０００５】
　中国特許番号００２３１１７６．３号は、節水洗濯機を開示している。これは筐体を有
する水ろ過器が設けられ、水ろ過浄化装置の給水口は洗濯槽の出水口とつながる。水ろ過
浄化装置の後端は出水装置とつながり、出水装置のもう一端は洗濯槽とつながり、出水装
置は水ポンプおよび出入管を含む。水の循環利用により節水の目的を実現することができ
るが、上記特許には１つのろ過器しか設置されておらず、ろ過器は詰まりやすく、また洗
い流すシステムが無い。ろ過器が詰まった場合、交換する必要があり、コストが増加し、
使用に影響を及ぼす。
【０００６】
　このことを考慮して、本発明を示す。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】中国特許番号００２３１１７６．３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、既存技術の不足を克服し、節水洗濯機および制御方法を提供すること
である。主ろ過器の前に前置ろ過器を増やすことができ、大きい顆粒の異物が主ろ過器に
進入して、主ろ過器が壊れるのを防止することができ、主ろ過器の使用寿命および使用効
果を高めることができる。洗濯、すすぎ過程の洗濯槽内の水を浄水の状態にし、衣類を常
に浄水中で洗濯し、ユーザの感覚器官および心理面が向上する。ろ過器を洗浄して、ろ過
器の詰まりを防止し、ろ過器の使用寿命を延長させ、異物が多すぎてろ過器のろ過効果が
不良になる、または使用することができなくなるのを防止し、メンテナンスコストを低下
させる。空気ポンプの作動、停止およびバルブの開閉を制御することにより、前置ろ過器
および主ろ過器を、それぞれまたは同時に気体洗浄および水洗浄するように制御する。洗
浄の効率を高め、また制御が簡単で実行しやすい。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　該目的を実現するため、本発明は以下の技術案を採用する。節水洗濯機は洗濯槽および
外槽を含み、外槽の排水口と外槽の給水口との間に循環管路が設置され、前記循環管路に
排水ポンプおよび主ろ過器が設けられる。前記循環管路にさらに前置ろ過器が設置され、
前置ろ過器は排水ポンプと主ろ過器との間に位置し、前置ろ過器のフィルタの緻密度は主
ろ過器のフィルタの緻密度より低い。
【００１０】
　前記前置ろ過器のフィルタの前部に排水ポンプと通じる第１入口が設置され、前記主ろ
過器のフィルタの前部に第２入口が設置される。前記前置ろ過器のフィルタの前部に第１
出口が設置され、フィルタの後部に第２出口が設置される。前記主ろ過器のフィルタの前
部に第３出口が設置され、フィルタの後部に第４出口が設置される。第２出口が第２入口
と通じ、第４出口が洗濯槽の給水口と通じ、第１出口および第３出口はそれぞれ洗濯機排
水管と通じる。
【００１１】
　前記前置ろ過器に第３入口が設けられ、該第３入口は管路を介して空気ポンプに接続さ
れる。空気ポンプと第３入口との間の管路に、気流が空気ポンプから前置ろ過器に流れる
のを制御するチェックバルブがさらに設けられる。
【００１２】
　前記前置ろ過器にエアレーション装置が設置され、前記エアレーション装置は第３入口
とフィルタとの間に位置する。該エアレーション装置は前置ろ過器の断面形状と相応する
平板であり、該平板に複数の通気孔が均等に設けられる。
【００１３】
　前記前置ろ過器および主ろ過器の入口は下部に位置し、出口は上部に位置する。前記主
ろ過器のフィルタの孔径範囲は０．００１～０．１μｍ、好ましくは０．０１～０．１μ
ｍであり、前記主ろ過器は好ましくは外圧式限外ろ過膜である。前記前置ろ過器のフィル
タの孔径範囲は１０～３００μｍである。
【００１４】
　前記第１出口と洗濯機排水管との間の管路に第１バルブが設置され、前記第３出口と洗
濯機排水管との間の管路に第２バルブが設置される。前記第１バルブおよび第２バルブは
、好ましくは電動切替ボールバルブである。
【００１５】
　節水洗濯機の制御方法について、洗濯および／またはすすぎ過程に、循環ろ過工程を増
やす。具体的には、排水ポンプが作動し、洗濯水またはすすぎ水を排水ポンプにより前置
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ろ過器まで吸引してフィルタにより初期ろ過を行う。さらに主ろ過器まで吸引してフィル
タにより高度ろ過を行う。水中の小さい顆粒の異物を前置ろ過器および主ろ過器によりろ
過して除くことができ、ろ過後の水流は外槽の給水口から外槽に戻り、再び洗濯またはす
すぎに関わる。
【００１６】
　前記循環ろ過工程は、前置ろ過器および／または主ろ過器の中間洗浄過程を少なくとも
１回含む。前記中間洗浄過程は、前置ろ過器および／または主ろ過器に気体を通し、気泡
の運動、破裂または振動により、前置ろ過器および／または主ろ過器のフィルタを洗浄す
る気体洗浄過程、および／または、前置ろ過器および／または主ろ過器のフィルタの前部
に水流を通し、フィルタの前部から水流を排出し、水流が洗い流すことにより、前置ろ過
器および／または主ろ過器のフィルタ上の異物を除去する水洗浄過程を含む。
【００１７】
　空気ポンプの作動、停止およびバルブの開閉を制御することにより、前置ろ過器および
主ろ過器を、それぞれまたは同時に気体洗浄および水洗浄するように制御する。具体的に
は、
　空気ポンプが作動し、第２バルブが開き、前置ろ過器および主ろ過器を同時に気体洗浄
し、１０秒～１２０秒続ける。空気ポンプが停止し、第２バルブが閉じ、排水ポンプが作
動し、第１バルブが開き、前置ろ過器を水洗浄し、５秒～２０秒続ける。第１バルブが閉
じ、第２バルブが開き、主ろ過器を水洗浄し、１０秒～６０秒続ける。
　または、空気ポンプが作動し、第１バルブが開き、前置ろ過器を気体洗浄し、１０秒～
１２０秒続ける。空気ポンプが停止し、排水ポンプが作動し、前置ろ過器を水洗浄し、５
秒～２０秒続ける。排水ポンプが停止し、第１バルブが閉じ、空気ポンプが作動し、第２
バルブが開き、主ろ過器を気体洗浄し、１０秒～６０秒続ける。空気ポンプが停止し、排
水ポンプが作動し、主ろ過器を水洗浄し、１０秒～６０秒続ける。
　または、空気ポンプが作動し、第１バルブが開き、前置ろ過器を気体洗浄し、１０秒～
１２０秒続ける。空気ポンプが停止し、排水ポンプが作動し、前置ろ過器を水洗浄し、５
秒～２０秒続ける。排水ポンプが停止し、第１バルブが閉じ、空気ポンプが作動し、主ろ
過器を気体洗浄する。主ろ過器内部の水流は第２入口から排出され、５秒～２０秒続ける
と、主ろ過器内部の水流はすべて押し出される。第２バルブが開き、水流は主ろ過器に戻
り、１０秒～６０秒続ける。第２バルブは開閉を数回繰り返すことができる。
　さらにまたは、空気ポンプが作動し、第２バルブが開き、前置ろ過器および主ろ過器を
同時に気体洗浄し、１０秒～１２０秒続ける。第２バルブが閉じ、前置ろ過器および主ろ
過器内部の水流は底部から排出され、５秒～２０秒続けると、水流はすべて押し出される
。第２バルブが開き、水流は主ろ過器に戻り、１０秒～６０秒続ける。第２バルブは開閉
を数回繰り返すことができる。空気ポンプが停止し、第２バルブが閉じ、排水ポンプが作
動し、第１バルブが開き、前置ろ過器を水洗浄し、５秒～２０秒続ける。第１バルブが閉
じ、第２バルブが開き、主ろ過器を水洗浄し、１０秒～６０秒続ける。
【００１８】
　前記洗濯槽内に、内部の洗濯水またはすすぎ水の濁度をリアルタイム測定する濁度測定
装置が設けられる。濁度が設定値以下のとき、循環ろ過プログラムを起動することができ
、そうでなければ、循環ろ過プログラムは起動しない。
【００１９】
　前記洗濯槽内に、内部の洗濯水またはすすぎ水の濁度をリアルタイム測定する濁度測定
装置が設けられる。濁度が設定値以下のとき、循環ろ過プログラムが起動し、そうでなけ
れば、循環ろ過プログラムは起動しない。
【００２０】
　本発明の節水洗濯機は一体化の構造設計を採用しており、具体的に、以下の技術案を含
む。
　一体化の構造設計を採用した節水洗濯機において、前記前置ろ過器に第１入口および第
２出口がそれぞれ設置され、主ろ過器に第２入口および第４出口がそれぞれ設置される。
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第１入口は排水ポンプに接続され、第２出口は第２入口に接続され、第４出口は外槽の給
水口に接続される。前記第１入口は排水ポンプおよび前置ろ過器のフィルタ内部と通じ、
第２出口および第２入口はそれぞれ、前置ろ過器のフィルタ外部および主ろ過器のフィル
タ外部と通じ、第４出口は主ろ過器のフィルタ内部および洗濯槽の内部と通じる。前記前
置ろ過器および主ろ過器は一体化設計であり、前置ろ過器の第２出口は主ろ過器の第２入
口と通じる。
【００２１】
　さらに、前記前置ろ過器は上端カバーおよび下端カバーを含み、フィルタは上端カバー
と下端カバーとの間に設置される。前記上端カバーは主ろ過器の底部と一緒に接続され、
前記第２出口は上端カバーに複数含み、かつ均等に設置される。第１入口は下端カバーに
設置され、第２入口は主ろ過器の底部に設置される。前記第２出口は管路を経過せずに接
続されて、直接第２入口に通じる。
【００２２】
　さらに、前記前置ろ過器に、洗濯機排水管に接続される第１出口がさらに設置され、前
記主ろ過器に、洗濯機排水管に接続される第３出口が設置される。前記第１出口は前置ろ
過器のフィルタ内部および洗濯機排水管と通じ、第３出口は主ろ過器のフィルタ外部およ
び洗濯機排水管と通じる。
【００２３】
　さらに、前記循環管路に切替バルブが設置され、切替バルブはそれぞれ第１出口、第３
出口および洗濯機排水管と通じる。前記切替バルブは、第１出口と洗濯機排水管の出口と
の間に形成される前置ろ過器の汚水排出通路、ならびに第３出口と洗濯機排水管の出口と
の間に形成される主ろ過器の汚水排水通路をそれぞれ開く／閉じることができる。好まし
くは、前記切替バルブはボールバルブであり、前記ボールバルブ内部に複数の通路が設置
される。
【００２４】
　さらに、前記外槽に噴射口がさらに設置され、前記切替バルブは噴射口とも接続される
。前記切替バルブは、第１出口と噴射口との間に形成される噴射通路を開く／閉じること
ができる。
【００２５】
　さらに、前記前置ろ過器の第１入口部分に、汚水が逆流するのを防止することができる
逆流防止装置が設置される。好ましくは、前記逆流防止装置は逆流防止ボールであり、逆
流防止ボールの直径は第１入口の直径より大きい。逆流防止ボールの密度は水の密度より
大きく、好ましくは、逆流防止ボールの密度は水の密度の１～１．５倍である。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明の前記技術案を採用すると、以下の有益な効果がもたらされる。
　１、本発明は主ろ過器の前に前置ろ過器を増やすことができ、前置ろ過器により初期ろ
過を行ってから、主ろ過器によりさらなるろ過を行う。大きい顆粒の異物が主ろ過器に進
入して、主ろ過器が壊れるのを防止し、主ろ過器の使用寿命および使用効果を高めること
ができる。
【００２７】
　２、本発明の前記節水洗濯機は、洗濯、すすぎ過程の洗濯槽内の水を浄水の状態にし、
衣類を常に浄水中で洗濯し、ユーザの感覚器官および心理面が向上する。
【００２８】
　３、本発明では、循環ろ過過程に洗浄過程を増やす。ろ過器を洗浄し、ろ過器の詰まり
を防止することができ、ろ過器の使用寿命を延長させる。異物が多すぎてろ過効果が不良
になる、またはろ過器を使用することができなくなるのを防止し、メンテナスコストを低
下させる。
【００２９】
　４、本発明では、空気ポンプの作動、停止およびバルブの開閉を制御することにより、
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前置ろ過器および主ろ過器を、それぞれまたは同時に気体洗浄および水洗浄するように制
御する。洗浄の効率を高め、また制御が簡単で実行しやすい。
【００３０】
　５、一般のろ過器は一定時間使用すると、ろ過膜が異物で詰まるため、一定時間後、ろ
過膜を交換する必要がある。本発明では洗い流す工程を増やし、ろ過膜に対して、水洗浄
および気体洗浄を組み合わせた洗浄工程を行う。ろ過膜を洗浄して、交換頻度を低下させ
、ろ過膜の使用寿命を延長させ、洗濯機のメンテナンス頻度およびメンテナンスコストを
低下させる。
【００３１】
　６、本発明の節水洗濯機の前置ろ過器および主ろ過器は、一体化の構造設計を採用する
。前置ろ過器および主ろ過器を１つの統合体に設計し、占用空間を大幅に減少させただけ
でなく、管路をさらに使用して前置ろ過器および主ろ過器を接続する必要はない。このよ
うに一方では管路を節約し、コストを低下させることができ、もう一方では取付過程を簡
略化し、動作効率を上昇させた。
【００３２】
　７、本発明の節水洗濯機の前置ろ過器および主ろ過器は、一体化の構造設計を採用して
おり、これにより前置ろ過器の第２出口と主ろ過器の第２入口が直接重なり合い、管路に
よる接続を必要としない。このように前置ろ過器および主ろ過器を気体洗浄するとき、空
気ポンプから生じる気流が接続管路中で減衰し、フィルタに対する清浄効果が不良になる
問題を効果的に解決することができる。
【００３３】
　８、本発明の節水洗濯機は複数の通路を有する１つの切替バルブを採用し、第１出口、
第３出口、第４出口、外槽の給水口、外槽の噴射口、および洗濯機排水管を接続する。切
替バルブを制御することにより、様々な通路の開／閉を実現し、取付空間および組立過程
を減少させた。また制御しやすく、組立コストおよび制御回路のコストを節約した。
【００３４】
　以下、図を組み合わせて、本発明の具体的実施方式について、さらに詳細に記載する。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】図１は、本発明の節水洗濯機の構造概要図である。
【図２】図２は、本発明の前置ろ過器の構造図である。
【図３】図３は、本発明の前置ろ過器の断面図である。
【図４】図４は、本発明のエアレーション装置の構造図である。
【図５】図５は、本発明の一実施例の洗浄フローチャートである。
【図６】図６は、本発明の別の実施例の洗浄フローチャートである。
【図７】図７は、本発明の別の実施例の洗浄フローチャートである。
【図８】図８は、本発明の別の実施例の洗浄フローチャートである。
【図９】図９は、本発明における前置ろ過器および主ろ過器の一体化モジュールの立体構
造の概要図である。
【図１０】図１０は、本発明における前置ろ過器および主ろ過器の一体化モジュールの断
面図である。
【図１１】図１１は、本発明の洗濯機における一実施例の動作フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　図１に示すように、本発明の前記節水洗濯機は、洗濯槽および外槽１を含み、外槽の排
水口２と外槽の給水口３との間に循環管路が設置される。前記循環管路に排水ポンプ４お
よび主ろ過器５が設けられ、前記循環管路に前置ろ過器６がさらに設置される。前置ろ過
器６は排水ポンプ４と主ろ過器５との間に位置し、排水ポンプ４、前置ろ過器６および主
ろ過器５は順番に接続され、また前置ろ過器のフィルタ１７の緻密度は主ろ過器のフィル
タの緻密度より低い。このように設置する目的は、水流が前置ろ過器６を通過してから主
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ろ過器５を経過し、前置ろ過器６が水流中の直径が比較的大きい顆粒の異物をろ過して除
いてから、主ろ過器５が水中の直径が小さい顆粒の異物をろ過し、大きい顆粒の異物が主
ろ過器５に進入して、主ろ過器５が壊れるのを防止するためである。主ろ過器５の使用寿
命および使用効果を高め、メンテナンス頻度を低下させ、メンテナンスコストを低下させ
る。
【００３７】
　各構造間の接続関係は次の通りである。前置ろ過器６のフィルタ１７の前部に排水ポン
プ４と通じる第１入口７が設置され、前記主ろ過器のフィルタの前部に第２入口８が設置
される。前記前置ろ過器６のフィルタ１７の前部に第１出口９が設置され、フィルタ１７
の後部に第２出口１０が設置される。前記主ろ過器５のフィルタの前部に第３出口１１が
設置され、フィルタの後部に第４出口１２が設置される。第２出口１０は第２入口８と通
じ、第４出口１２は外槽の給水口３と通じ、第１出口９および第３出口１１は、それぞれ
洗濯機排水管２６と通じる。
【００３８】
　前置ろ過器６に第３入口１３が設けられ、該第３入口１３は管路を介して空気ポンプ１
４に接続される。空気ポンプ１４と第３入口１３との間の管路に、気流が空気ポンプ１４
から前置ろ過器６に流れるのを制御するチェックバルブ１５がさらに設けられる。
【００３９】
　前置ろ過器６にエアレーション装置１６が設置され、前記エアレーション装置１６は第
３入口１３とフィルタ１７との間に位置する。該エアレーション装置１６は前置ろ過器６
の断面形状と相応する平板であり、該平板に複数の通気孔２５が均等に設けられる。エア
レーション装置１６は、空気ポンプ１４から送られる気体をフィルタ１７の周囲に均等に
分布させることができ、フィルタを徹底的に洗浄し、死角がない。
【００４０】
　前置ろ過器６および主ろ過器５の入口は下部に位置し、出口は上部に位置する。気体お
よび水流は下から上に運動し、洗浄効果はより良好である。前記主ろ過器５のフィルタの
孔径範囲は０．００１～０．１μｍ、好ましくは０．０１～０．１μｍであり、前記主ろ
過器５は好ましくは外圧式限外ろ過膜である。前記前置ろ過器６のフィルタ１７の孔径範
囲は１０～３００μｍであり、前置ろ過器のフィルタの孔径は比較的大きく、水流の予備
的なろ過のみを行う。
【００４１】
　主ろ過器５のフィルタの孔径が０．０１μｍより小さいとき、ろ過して水中に溶解した
粉末洗剤または洗濯液とすることができる。このような状況で洗濯を行うとき、循環ろ過
プログラムを起動することができず、すすぎ過程で循環ろ過プログラムを起動することが
できる。水中に溶解した粉末洗剤および洗濯液をすすぎ、これをろ過した後、洗濯槽に流
入させて再びすすぎを行う。このように、すすぎながら水中に溶解していない粉末洗剤を
ろ過することができ、すすぎに必要な時間を短縮し、すすぎに必要な水量を減少させ、ま
た、きれいにすすぐ。
【００４２】
　主ろ過器５のフィルタの孔径が０．０１μｍより大きいとき、ろ過して水中における小
さい顆粒の異物（フィルタの直径より小さい顆粒の異物）とすることができるが、水中に
溶解した異物をろ過して除くことはできない。このような状況で洗濯およびすすぎを行う
ときは、いずれも循環ろ過プログラムを起動することができる。
【００４３】
　主ろ過器のフィルタの直径が小さいほど、ろ過の効果は良好であるが、詰まりやすくな
る。しかし主ろ過器のフィルタの直径が大きすぎると、水中の小さい顆粒の異物をろ過し
て除くことはできなくなる。そのため主ろ過器のフィルタの直径を合理的に設定するべき
であり、好ましくは０．０１～０．１μｍである。
【００４４】
　第１出口９と洗濯機排水管２６との間の管路に第１バルブ１８が設置され、前記第３出
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口１１と洗濯機排水管２６との間の管路に第２バルブ１９が設置される。前記第１バルブ
１８および第２バルブ１９は、好ましくは電動切替ボールバルブであり、バルブの開閉に
より、管路の開放、遮断を制御する。
【００４５】
　洗濯および／またはすすぎ過程に、循環ろ過工程を増やす。具体的には、排水ポンプが
作動し、洗濯水またはすすぎ水を排水ポンプにより前置ろ過器まで吸引してフィルタによ
り初期ろ過を行う。さらに主ろ過器まで吸引してフィルタにより高度ろ過を行う。水中の
小さい顆粒の異物を前置ろ過器および主ろ過器によりろ過して除くことができ、ろ過後の
水流は外槽の給水口から外槽に戻り、再び洗濯またはすすぎに関わる。洗濯、すすぎ過程
の洗濯槽内の水は浄水状態にあり、衣類を常に浄水中で洗濯し、ユーザの感覚器官および
心理面が向上する。
【００４６】
　循環ろ過工程は、前置ろ過器および／または主ろ過器の中間洗浄過程を少なくとも１回
含む。前記中間洗浄過程は、前置ろ過器および／または主ろ過器に気体を通し、気泡の運
動、破裂または振動により、前置ろ過器および／または主ろ過器のフィルタを洗浄する気
体洗浄過程、および／または、前置ろ過器および／または主ろ過器のフィルタの前部に水
流を通し、フィルタの前部から水流を排出し、水流が洗い流すことにより、前置ろ過器お
よび／または主ろ過器のフィルタ上の異物を除去する水洗浄過程を含む。循環ろ過過程に
洗浄過程を増やし、ろ過器を洗浄して、ろ過器の詰まりを防止し、ろ過器の使用寿命を延
長させることができる。異物が多すぎてろ過効果が不良になる、またはろ過器を使用する
ことができなくなるのを防止し、メンテナンスコストを低下させ、メンテナンス頻度を低
下させる。
【００４７】
　一般のろ過器は一定時間使用すると、ろ過膜が異物で詰まることがあるため、一定時間
後、ろ過膜を交換する必要がある。本発明では洗い流す工程を増やし、ろ過膜に対して水
洗浄および気体洗浄を組み合わせた洗浄工程を行う。ろ過膜を洗浄して、交換の頻度を低
下させ、ろ過膜の使用寿命を延長させ、洗濯機のメンテナンス頻度およびメンテナンスコ
ストを低下させることもできる。本発明では、空気ポンプの作動、停止およびバルブの開
閉を制御することにより、前置ろ過器および主ろ過器を、それぞれまたは同時に気体洗浄
および水洗浄するように制御する。具体的には、
　空気ポンプが作動し、第２バルブが開き、前置ろ過器および主ろ過器を同時に気体洗浄
し、１０秒～１２０秒続ける。空気ポンプが停止し、第２バルブが閉じ、排水ポンプが作
動し、第１バルブが開き、前置ろ過器を水洗浄し、５秒～２０秒続ける。第１バルブが閉
じ、第２バルブが開き、主ろ過器を水洗浄し、１０秒～６０秒続ける。
　または、空気ポンプが作動し、第１バルブが開き、前置ろ過器を気体洗浄し、１０秒～
１２０秒続ける。空気ポンプが停止し、排水ポンプが作動し、前置ろ過器を水洗浄し、５
秒～２０秒続ける。排水ポンプが停止し、第１バルブが閉じ、空気ポンプが作動し、第２
バルブが開き、主ろ過器を気体洗浄し、１０秒～６０秒続ける。空気ポンプが停止し、排
水ポンプが作動し、主ろ過器を水洗浄し、１０秒～６０秒続ける。
　または、空気ポンプが作動し、第１バルブが開き、前置ろ過器を気体洗浄し、１０秒～
１２０秒続ける。空気ポンプが停止し、排水ポンプが作動し、前置ろ過器を水洗浄し、５
秒～２０秒続ける。排水ポンプが停止し、第１バルブが閉じ、空気ポンプが作動し、主ろ
過器を気体洗浄する。主ろ過器内部の水流は第２入口から排出され、５秒～２０秒続ける
と、主ろ過器内部の水流はすべて押し出される。第２バルブが開き、水流は主ろ過器に戻
り、１０秒～６０秒続ける。第２バルブは開閉を数回繰り返すことができる。
　さらにまたは、空気ポンプが作動し、第２バルブが開き、前置ろ過器および主ろ過器を
同時に気体洗浄し、１０秒～１２０秒続ける。第２バルブが閉じ、前置ろ過器および主ろ
過器内部の水流は底部から排出され、５秒～２０秒続けると、水流はすべて押し出される
。第２バルブが開き、水流は主ろ過器に戻り、１０秒～６０秒続ける。第２バルブは開閉
を数回繰り返すことができる。空気ポンプが停止し、第２バルブが閉じ、排水ポンプが作
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動し、第１バルブが開き、前置ろ過器を水洗浄し、５秒～２０秒続ける。第１バルブが閉
じ、第２バルブが開き、主ろ過器を水洗浄し、１０秒～６０秒続ける。
【００４８】
　洗濯槽内に、洗濯水またはすすぎ水の濁度をリアルタイム測定する濁度測定装置が設け
られる。濁度が設定値以下のとき、循環ろ過プログラムが起動し、そうでなければ、循環
ろ過プログラムは起動しない。設定値が５００ＮＴＵである場合、５００ＮＴＵ以下のと
き、循環ろ過プログラムを起動することができ、５００ＮＴＵより大きいとき、循環ろ過
プログラムは起動しない。
【実施例】
【００４９】
　実施例１
　図２、図３、図４に示すように、本実施例の前記前置ろ過器６は外筒２２と、外筒２２
の両端の上端カバー２０および下端カバー２１とを含む。外筒２２は中空の柱体であり、
内部にフィルタ支持フレーム２３が設けられ、フィルタ支持フレーム２３の表面がフィル
タ１７を覆うように設けられる。前置ろ過器６の上端カバー２０および下端カバー２１は
締結構造により回転固定され、締結部分に緩み防止突起を有する。前置ろ過器６における
各部材の接続部分には、いずれもガスケットが設置され、各管路が滞りなく、混流が起こ
らないことを保証する。前置ろ過器６のフィルタ１７の前部に第１入口７が設置され、フ
ィルタ１７の前部に第１出口９が設置され、フィルタ１７の後部に第２出口１０が設置さ
れる。このうち入口は一端の端部カバーに位置し、出口はもう一端の端部カバーに位置す
る。使用するとき、前置ろ過器を垂直に据え置き、入口は下部に位置し、出口は上部に位
置する。
【００５０】
　下端カバー２１の端部にエアレーション装置１６が設置され、エアレーション装置１６
は第３入口１３とフィルタ１７との間に位置する。該エアレーション装置１６は、前置ろ
過器１の断面形状と相応する平板であり、本実施例においては環状の平板であり、該平板
に複数の通気孔２５が均等に設けられる。エアレーション装置１６は空気ポンプ１４から
送られる気体をフィルタ１７の周囲に均等に分布させることができ、フィルタを徹底的に
洗浄し、死角がない。
【００５１】
　実施例２
　図１、図５に示すように、本実施例の前記洗浄方法は具体的に以下の通りである。空気
ポンプ１４が作動し、第２バルブ１９が開く。空気ポンプ１４から生じる気体は、第３入
口１３を通過して前置ろ過器６に進入し、第２出口１０から排出され、第２入口８を通過
して主ろ過器５に進入し、第３出口１１から排出され、第２バルブ１９を通過して洗濯機
排水管２６から排出される。気体は水中で気泡を産生し、気泡の運動、破裂または振動に
より、前置ろ過器６および主ろ過器５のフィルタを気体洗浄し、１０秒～１２０秒続ける
。その後、空気ポンプ１４が停止し、第２バルブ１９が閉じ、排水ポンプ４が作動し、第
１バルブ１８が開き、水流は第１入口７を通過して前置ろ過器６に進入し、第１出口９か
ら排出される。水流が洗い流すことにより、前置ろ過器６のフィルタ１７を水洗浄し、水
流はろ過で生じた糸屑および顆粒の異物と、第１バルブ１８を通過して洗濯機排出管２６
から排出され、５秒～２０秒続ける。第１バルブ１８が閉じ、第２バルブ１９が開く。水
流は第１入口７を通過して前置ろ過器６に進入し、第２出口１０から排出され、第２入口
８を通過して主ろ過器５に進入し、第３出口１１から排出される。主ろ過器５のフィルタ
を水洗浄し、水流はろ過で生じた糸屑および顆粒の異物と第２バルブを通過して、洗濯機
排水管から排出され、１０秒～６０秒続ける。
【００５２】
　実施例３
　図１、図６に示すように、本実施例の前記洗浄方法は具体的に以下の通りである。空気
ポンプ１４が作動し、第１バルブ１８が開く。空気ポンプ１４から生じる気体は、第３入
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口１３を通過して前置ろ過器６に進入し、第２出口１０から排出され、第１バルブ１８を
通過して洗濯機排水管２６から排出される。気体は水中で気泡を産生し、気泡の運動、破
裂または振動により、前置ろ過器６のフィルタ１７を気体洗浄し、１０秒～１２０秒続け
る。その後、空気ポンプ１４が停止し、排水ポンプ４が作動し、水流は第１入口７を通過
して前置ろ過器６に進入し、第１出口９から排出され、水流が洗い流すことにより、前置
ろ過器６のフィルタ１７を水洗浄する。水流はろ過で生じた糸屑および顆粒状の異物と、
第１バルブ１８を通過して、洗濯機排水管２６から排出され、５秒～２０秒続ける。排水
ポンプ４が停止し、第１バルブ１８が閉じ、空気ポンプ１４が作動し、第２バルブ１９が
開く。空気ポンプ１４から生じた気体が第３入口１３を通過して前置ろ過器６に進入し、
第２出口１０から排出され、第２入口８を通過して主ろ過器５に進入し、第３出口１３か
ら排出され、第２バルブ１９を通過して洗濯機排水管２６から排出される。気体は水中で
気泡を産生し、気泡の運動、破裂または振動により、前置ろ過器６および主ろ過器５のフ
ィルタを気体洗浄し、１０秒～６０秒続ける。空気ポンプ１４が停止し、排水ポンプ４が
作動し、水流は第１入口７を通過して前置ろ過器６に進入し、第２出口１０から排出され
、第２入口８を通過して主ろ過器５に進入し、第３出口１１から排出される。主ろ過器５
のフィルタを水洗浄し、水流はろ過で生じた糸屑および顆粒状の異物と第２バルブを通過
して、洗濯機排水管から排出され、１０秒～６０秒続ける。
【００５３】
　実施例４
　図１、図７に示すように、本実施例の前記洗浄方法は具体的に以下の通りである。空気
ポンプ１４が作動し、第１バルブ１８が開く。空気ポンプ１４から生じる気体は、第３入
口１３を通過して前置ろ過器６に進入し、第２出口１０から排出され、第１バルブ１８を
通過して洗濯機排水管２６から排出される。気体は水中で気泡を産生し、気泡の運動、破
裂または振動により、前置ろ過器６のフィルタ１７を気体洗浄し、１０秒～１２０秒続け
る。その後、空気ポンプ１４が停止し、排水ポンプ４が作動し、水流は第１入口７を通過
して前置ろ過器６に進入し、第１出口９から排出され、水流が洗い流すことにより、前置
ろ過器６のフィルタ１７を水洗浄する。水流はろ過で生じた糸屑および顆粒状の異物と、
第１バルブ１８を通過して、洗濯機排水管２６から排出され、５秒～２０秒続ける。排水
ポンプ４が停止し、第１バルブ１８が閉じ、空気ポンプ４が作動し、主ろ過器５を気体洗
浄する。主ろ過器内部の水流は第２入口から排出され、５秒～２０秒続けると、主ろ過器
内部の水流はすべて押し出される。第２バルブ１９が開き、水流は主ろ過器５に戻り、１
０秒～６０秒続ける。第２バルブは開閉を数回繰り返すことができ、水流が主ろ過器に数
回出入りするのを制御する。
【００５４】
　実施例５
　図１、図８に示すように、本実施例の前記洗浄方法は具体的に以下の通りである。空気
ポンプ１４が作動し、第２バルブ１９が開く。空気ポンプ１４から生じる気体は、第３入
口１３を通過して前置ろ過器６に進入し、第２出口１０から排出され、第２入口８を通過
して主ろ過器５に進入し、第３出口１１から排出され、第２バルブ１９を通過して洗濯機
排水管２６から排出される。気体は水中で気泡を産生し、気泡の運動、破裂または振動に
より、前置ろ過器６および主ろ過器５のフィルタを気体洗浄し、１０秒～１２０秒続ける
。第２バルブ１９が閉じ、主ろ過器５を気体洗浄する。主ろ過器内部の水流は第２入口か
ら排出され、５秒～２０秒続けると、主ろ過器内部の水流はすべて押し出される。第２バ
ルブ１９が開き、水流は主ろ過器５に戻り、１０秒～６０秒続ける。第２バルブは開閉を
数回繰り返すことができ、水流が主ろ過器５に数回出入りするのを制御する。空気ポンプ
１４が停止し、第２バルブ１９が閉じ、排水ポンプ４が作動し、第１バルブ１８が開き、
水流は第１入口７を通過して前置ろ過器６に進入し、第１出口９から排出される。水流が
洗い流すことにより、前置ろ過器６のフィルタ１７を水洗浄し、水流はろ過で生じた糸屑
および顆粒状の異物と第１バルブ１８を通過して洗濯機排水管２６から排出され、５秒～
２０秒続ける。第１バルブ１８が閉じ、第２バルブ１９が開き、水流は第１入口７を通過
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して前置ろ過器６に進入し、第２出口１０から排出され、第２入口８を通過して主ろ過器
５に進入し、第３出口１１から排出され、主ろ過器５のフィルタを水洗浄する。水流はろ
過で生じた糸屑および顆粒状の異物と、第２バルブを通過して洗濯機排水管から排出され
、１０秒～６０秒続ける。
【００５５】
　実施例６
　図１、図９および図１０に示すように、一体化設計を採用した本発明の節水洗濯機は、
前置ろ過器６および主ろ過器５を接着、溶接またはその他の方式で接続することにより、
１つの統合体となり、一体化モジュールが形成される。取り付けるとき、直接該モジュー
ルを既存の洗濯機に取り付けるため、取付を簡略化し、占用空間を減少させた。具体的に
以下の技術案を採用した。
　本発明の節水洗濯機において、前置ろ過器６に第１入口７および第２出口１０がそれぞ
れ設置され、主ろ過器５に第２入口８および第４出口１２がそれぞれ設置される。第１入
口７は排水ポンプ４に接続され、第２出口１０は第２入口８に接続され、第４出口１２は
外槽の給水口３に接続される。前記第１入口７は排水ポンプ４および前置ろ過器６のフィ
ルタ内部と通じ、第２出口１０および第２入口８はそれぞれ、前置ろ過器６のフィルタ外
部および主ろ過器５のフィルタ外部と通じ、第４出口１２は主ろ過器５のフィルタ内部お
よび洗濯槽内部と通じる。前記前置ろ過器６および主ろ過器５は一体化設計であり、前置
ろ過器６の第２出口１０は主ろ過器５の第２入口８と通じる。
【００５６】
　本発明の好ましい実施方式として、前記前置ろ過器６は上端カバー２０および下端カバ
ー２１を含み、フィルタは上端カバー２０と下端カバー２１との間に設置される。前記上
端カバー２０は主ろ過器５の底部と一緒に接続され、前記第２出口１０は上端カバー２０
に複数含み、かつ均等に設置される。前記第１入口７は下端カバー２１に設置され、第２
入口８は主ろ過器の底部に設置される。前記第２出口１０は管路を経ずに接続されて、直
接第２入口８に通じる。
【００５７】
　本発明の前置ろ過器６および主ろ過器５は一体化の構造設計を採用しており、具体的に
は前置ろ過器６の上端カバー２０を主ろ過器５の下端と一緒に接続する。具体的に、接着
または溶接またはその他の方式により、同時に前置ろ過器６の第２出口１０および主ろ過
器５の第２入口８を、管路を経ずに接続し、直接結合する。前置ろ過器６でろ過した後の
ろ過水を、直接第２出口１０を経由して主ろ過器５のフィルタ内部に進入させ、さらなる
ろ過を行うことを実現する。複数の第２出口１０を設置して、主ろ過器５への給水量を増
やすことができ、ろ過の効率が増大した。
【００５８】
　本発明の節水洗濯機の前置ろ過器６および主ろ過器５は、一体化の構造設計を採用する
。前置ろ過器６および主ろ過器５を１つの統合体モジュールに設計し、占用空間を大幅に
減少させただけでなく、管路をさらに使用して前置ろ過器６および主ろ過器５を接続する
必要はない。このように一方では管路を節約し、コストを低下させることができ、もう一
方では取付過程を簡略化し、動作効率を高めた。
【００５９】
　本発明の節水洗濯機の前置ろ過器６および主ろ過器５は、一体化の構造設計を採用して
おり、これにより前置ろ過器６の第２出口１０と主ろ過器５の第２入口８とが重なり合い
、管路による接続を必要としない。このように、前置ろ過器６および主ろ過器５を気体洗
浄するとき、空気ポンプ１４から生じる気流が接続管路中で減衰し、フィルタに対する清
浄効果が不良になる問題を効果的に解決することができる。
【００６０】
　さらに、前記前置ろ過器６に、洗濯機排水管２６と接続される第１出口９がさらに設置
され、前記主ろ過器５に、洗濯機排水管２６と接続される第３出口１１が設置される。前
記第１出口９は前置ろ過器６のフィルタ内部および洗濯機排水管２６と通じ、第３出口１
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１は主ろ過器５のフィルタ内部および洗濯機排水管２６と通じる。
【００６１】
　本発明の好ましい実施方式として、図１に示す３つのバルブ、すなわち第１バルブ１８
、第２バルブ１９および第３バルブ３０を取り除き、内部に複数の通路を有する１つの切
替バルブ２７に変更する。具体的に、前記循環管路に切替バルブ２７を設置し、切替バル
ブは第１出口９、第３出口１１および洗濯機排水管２６とそれぞれ通じる。前記第１出口
９、第３出口１１および洗濯機排水管２６は、いずれも切替バルブ２７に接続される。前
記切替バルブ２７は、第１出口９と洗濯機排水管２６の出口との間に形成される前置ろ過
器の汚水排出通路、ならびに第３出口１１と洗濯機排水管２６の出口との間に形成される
主ろ過器の汚水排出通路を、それぞれ開く／閉じることができる。
【００６２】
　さらに、前記外槽１に噴射口２８がさらに設置され、前記切替バルブ２７は噴射口２８
とも接続される。前記切替バルブ２７は、第１出口９と噴射口２８との間に形成される噴
射通路を開く／閉じることができる。
【００６３】
　本発明の節水洗濯機は、第１出口９、第３出口１１、第４出口１２、外槽の噴射口２８
、および洗濯機排水管２６をすべて接続し、複数の通路を有する１つの切替バルブ２７を
採用し、図１に設置される第１バルブ１８、第２バルブ１９、および第３バルブ３０の３
つのバルブの代わりに使用した。切替バルブ２７を制御することにより、様々な通路の開
／閉を実現し、取付空間および組立過程を減少させた。また制御しやすく、組立コストお
よび制御回路のコストを節約した。
【００６４】
　本発明の好ましい実施方式として、本発明の前記切替バルブ２７はボールバルブであり
、前記ボールバルブ内部に複数の通路が設置される。基本的に、第１出口９および洗濯機
排水管２６と通じる前置ろ過器の汚水排出通路（主排水通路）と、第３出口および洗濯機
排水管２６と通じる主ろ過器の汚水排出通路と、第１出口９および噴射口２８と通じる噴
射通路と、すべて閉じた状態の循環ろ過通路とが設置される。プログラムがステッピング
モータの回転を制御し、さらには制御ボールの回転を制御することにより、設定した通路
が選択される。また、ボールバルブの各通路が同じ状態で、１つだけ開くことができる。
【００６５】
　本発明は、前置ろ過器６および主ろ過器５の一体化構造により、節水モジュールを剛性
接続させることができ、占用空間を最小化し、管路の使用を最大限節約する。切替バルブ
２７の使用により、３つのバルブを代替することができ、２つの経路の電気制御および回
路の最適化を減少させる。
【００６６】
　以下、節水洗濯機の各動作過程について説明する。
　循環ろ過過程：切替バルブ２７をすべて閉じた状態に制御し、排水ポンプ４が作動する
。外槽１内の洗濯／すすぎ水は管路を経過して前置ろ過器６に流入し、前置ろ過器６でろ
過されると、洗濯／すすぎ水の大きい顆粒の異物、汚れは基本的にろ過で除かれる。ろ過
後の洗濯／すすぎ水はフィルタの外側から主ろ過器５に進入し、その後主ろ過器５でろ過
されると、洗濯／すすぎ水は清水に変わり、第４出口１２から流出する。管路を経過して
外槽１内に戻り、これにより槽内の洗濯／すすぎ水は次第にきれいになり、常に清水中で
洗濯／すすぎを行った感覚を人に与える。
【００６７】
　排水過程：切替バルブを前置ろ過器の汚水排出通路（主排水通路）に制御し、排水ポン
プ４が作動し、水を洗濯機から排出する。
【００６８】
　噴射過程：切替バルブ２７を噴射通路に制御し、排水ポンプ４が作動する。槽内の水を
管路から前置ろ過器６に流入させ、その後前置ろ過器６の第１出口９を経過し、噴射口２
８から洗濯機の槽内に戻り、噴射循環過程が完了する。



(15) JP 2017-502736 A 2017.1.26

10

20

30

40

50

【００６９】
　前置ろ過器の洗浄過程：通過、循環後の前置ろ過器６内は、留まった顆粒および汚れな
どがフィルタの内壁に付着している。切替バルブ２７を前置ろ過器６の汚水排出通路（主
排水通路）に制御する。前置ろ過器６の下端カバー２１に第３入口１３が設置され、空気
ポンプ１４が空気を送ることにより、気体は前置ろ過器６の下端カバー２１のエアレーシ
ョン装置１６を経過して均等に分布される。気体が前置ろ過器６のフィルタを経過して振
動し、フィルタ上の顆粒および汚れをフィルタから剥離させる。その後排水ポンプ４が作
動し、剥離した顆粒および汚れを洗濯機から排出する。
【００７０】
　主ろ過器の洗浄過程：通過、循環後の主ろ過器５内は、留まった顆粒および汚れなどが
主ろ過器のフィルタの外壁に付着している。切替バルブ２７を主ろ過器の汚水排出通路に
制御する。空気ポンプ１４が空気を送ることにより、気体は前置ろ過器を経過して主ろ過
器に達する。フィルタ上の顆粒および汚れをフィルタから剥離させ、その後排水ポンプ４
が作動し、剥離した顆粒および汚れを洗濯機から排出する。
【００７１】
　本発明の好ましい実施方式として、前記前置ろ過器６の第１入口７部分に、汚水が逆流
するのを防止することができる逆流防止装置が設置される。好ましくは、前記逆流防止装
置は逆流防止ボール２９であり、逆流防止ボール２９の直径は第１入口の直径より大きい
。逆流防止ボールの密度は水の密度より大きく、好ましくは、逆流防止ボールの密度は水
の密度の１～１．５倍である。
【００７２】
　図１１に示すのは、本発明の洗濯機の制御方法であり、以下の工程を含む。
　工程Ｓ１、プログラムを起動、開始する。
　工程Ｓ２、プログラムを選択し、給水、洗濯を開始する。
　工程Ｓ３、切替バルブを前置ろ過器の汚水排出通路（主排水通路）に切り替え、排水、
脱水過程を実行する。
　工程Ｓ４、給水し、すすぎを行う。
　工程Ｓ５、切替バルブを全て閉じる状態に切り替え、循環ろ過通路が開く。
　工程Ｓ６、排水ポンプＰ１が作動し、循環ろ過過程を実行する。
　工程Ｓ７、切替バルブを前置ろ過器の汚水排出通路（主排水通路）に切り替える。
　工程Ｓ８、空気ポンプＰ２が作動し、前置ろ過器を気体洗浄する。
　工程Ｓ９、排水ポンプＰ１が作動し、前置ろ過器を水洗浄する。
　工程Ｓ１０、切替バルブを主ろ過器の汚水排出通路に切り替える。
　工程Ｓ１１、空気ポンプＰ２が作動し、主ろ過器を気体洗浄する。
　工程Ｓ１２、排水ポンプＰ１が作動し、主ろ過器を水洗浄する。
　工程Ｓ１３、切替バルブを前置ろ過器の汚水排出通路に切り替える。
　工程Ｓ１４、排水、脱水する。
　工程Ｓ１５、給水し、通常のすすぎを行う。
　工程Ｓ１６、排水、脱水する。
　工程Ｓ１７、終了する。
【００７３】
　以上の記載は本発明の好ましい実施方式に過ぎない。当業者は、本発明の原理を逸脱し
ない前提の下、さらに複数の変形および改良を行うことができるが、これも本発明の保護
範囲とみなすべきであると指摘しなければならない。
【符号の説明】
【００７４】
　１　外槽
　２　外槽の排水口
　３　外槽の給水口
　４　排水ポンプ
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　５　主ろ過器
　６　前置ろ過器
　７　第１入口
　８　第２入口
　９　第１出口
　１０　第２出口
　１１　第３出口
　１２　第４出口
　１３　第３入口
　１４　空気ポンプ
　１５　チェックバルブ
　１６　エアレーション装置
　１７　フィルタ
　１８　第１バルブ
　１９　第２バルブ
　２０　上端カバー
　２１　下端カバー
　２２　外筒
　２３　フィルタ支持フレーム
　２５　通気孔
　２６　洗濯機排水管
　２７　切替バルブ
　２８　噴射口
　２９　逆流防止ボール
　３０　第３バルブ
【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図１０】 【図１１】
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