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(57)【要約】
【課題】洗濯物に糸屑が付着するのを防ぐことができて
、その上、使用水量の増加も防ぐことができるドラム式
洗濯乾燥機を提供する。
【解決手段】循環ポンプ３４を稼働させることにより、
ドラム３内からドラム３外に出て水槽２とドラム３との
間に溜まった水がドラム３内へ戻って循環する。このと
き、上記水は、排水ダクト２８、第１循環ホース７、第
２循環ホース８および第３循環ホース５８を流れて、洗
濯ノズル９からドラム３内へ向けて噴射されて、ドラム
３内に戻る。第２循環ホース８を流れた水の一部は、第
１継手３５で分岐されて洗浄ホース６０に流入して、第
２，第３洗浄ホース６１，６２を流れて、洗浄ノズル１
１Ａ，１１Ｂからフィルタ５１へ向かって噴射する。フ
ィルタ５１は、水槽２の下部に設けられた排水口５３近
傍に設置されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水槽と、
　上記水槽内に回転自在に配置され、洗濯物を収容するドラムと、
　上記水槽の下部に設けられ、除湿用熱交換器および送風機を有する乾燥システムと、
　上記ドラム内から上記ドラム外に出て上記水槽と上記ドラムとの間に溜まった水を上記
ドラム内へ戻して循環させるための循環経路と、
　上記循環経路の下流側の端部に設けられ、水を上記ドラム内へ向けて噴射する洗濯ノズ
ルと、
　上記送風機が吸い込む空気が通る経路上に配置されたフィルタと、
　上記循環経路から分岐して上記フィルタへ向かって延びる第１分岐経路と、
　上記第１分岐経路の下流側の端部に設けられ、水を上記フィルタへ向かって噴射する洗
浄ノズルと、
　上記循環経路に設けられて水を循環させる循環ポンプと
を備え、
　上記フィルタは、上記水槽の下部に設けられた排水口近傍に設置されていることを特徴
とするドラム式洗濯乾燥機。
【請求項２】
　請求項１に記載のドラム式洗濯乾燥機において、
　上記循環経路から分岐して上記除湿用熱交換器へ向かって延びる第２分岐経路と、
　上記分岐経路の下流側の端部に設けられ、水を上記除湿用熱交換器へ向けて噴射する冷
却ノズルとを備えていることを特徴とするドラム式洗濯乾燥機。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のドラム式洗濯乾燥機において、
　上記フィルタは、少なくとも一部が上記ドラムの最下端より低くなるように設置されて
いることを特徴とするドラム式洗濯乾燥機。
【請求項４】
　請求項１から３までのいずれか一項に記載のドラム式洗濯乾燥機において、
　上記第１分岐経路は複数あることを特徴とするドラム式洗濯乾燥機。
【請求項５】
　請求項１から４までのいずれか一項に記載のドラム式洗濯乾燥機において、
　上記洗浄ノズルは上記フィルタの下流側の表面に向かって水を噴射することを特徴とす
るドラム式洗濯乾燥機。
【請求項６】
　請求項１から５までのいずれか一項に記載のドラム式洗濯乾燥機において、
　上記第１分岐経路に設けられた流量調整弁を備えていることを特徴とするドラム式洗濯
乾燥機。
【請求項７】
　請求項１から６までのいずれか一項に記載のドラム式洗濯乾燥機において、
　上記循環経路から上記第１分岐経路が分岐する部分に設けられた切替部と、、
　上記切替弁を、洗い工程、すすぎ工程および乾燥工程に応じて制御する制御装置と
を備えたことを特徴とするドラム式洗濯乾燥機。
【請求項８】
　請求項７に記載のドラム式洗濯乾燥機において、
　上記水槽内の水を排水するための排水経路と、
　上記排水経路に設けられると共に、上記制御装置で制御される排水弁と
を備え、
　上記制御装置は、乾燥工程の終了直前に、上記排水弁を所定時間閉じて、上記水槽内に
所定量の水を溜め、上記切替弁を制御し、上記洗浄ノズルから上記フィルタへの水の噴射
のみを行うことを特徴とするドラム式洗濯乾燥機。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はドラム式洗濯乾燥機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ドラム式洗濯乾燥機としては、特開平８－２４３２９２号公報（以下、「特許文
献１」と言う。）、特開２００４－２６１３２４号公報（以下、「特許文献２」と言う。
）に開示されたものがある。
【０００３】
　上記特許文献１のドラム式洗濯乾燥機は、水槽と、この水槽内に回転自在に配置され、
貫通孔を周壁に有する有底円筒形状のドラムと、水槽内の空間と連通する乾燥風循環通路
とを備えている。
【０００４】
　上記乾燥風循環通路には、乾燥工程時、水槽内の空気が一方の端部から流入する。そし
て、上記乾燥風循環通路内で加熱された空気が、乾燥風循環通路の他方の端部から再び水
槽内に向かって吹き出す。
【０００５】
　上記特許文献１の一実施例のドラム式洗濯乾燥機では、水槽にはフィルタが設けられ、
このフィルタを通った空気が乾燥風循環通路に流入するようになっていると共に、そのフ
ィルタに付着した糸屑を洗濯時の水流で洗い流すようになっている（特許文献１の［図３
］参照）。
【０００６】
　しかしながら、上記実施例の場合、フィルタから離間した糸屑は、ドラムの周壁の貫通
孔を通って、ドラム内に進入してしまうため、洗濯物に糸屑が付着してしまうという問題
がある。
【０００７】
　また、上記特許文献１の他の実施例のドラム式洗濯乾燥機では、水槽内に給水される水
が当たるようにフィルタを配置して、フィルタから糸屑を除去するようにしているが、糸
屑はその水と共にドラム内に入るため、洗濯物で糸屑の付着が発生してしまう（特許文献
１の［図４］参照）。
【０００８】
　また、上記特許文献１の他の実施例のドラム式洗濯乾燥機では、水槽内に給水される水
が当たるようにフィルタを配置して、その水が水槽内に流入するようにしているが、フィ
ルタから離間した糸屑はドラムの周壁の貫通孔からドラム内に入るため、結局、洗濯物に
糸屑が付着してしまう（特許文献１の［図５］参照）。
【０００９】
　また、上記特許文献１の他の実施例のドラム式洗濯乾燥機では、水槽内の水を吸い込む
循環ポンプを備え、この循環ポンプが吐出した水が当たるようにフィルタを配置して、フ
ィルタから糸屑を除去するようにしているが、糸屑はその水と共にドラム内に入るため、
糸屑が洗濯物に付着するのを防げない（特許文献１の［図６］参照）。
【００１０】
　また、上記特許文献１の他の実施例のドラム式洗濯乾燥機では、水槽内の水を吸い込む
循環ポンプを備え、この循環ポンプが吐出した水が当たるようにフィルタを配置し、その
水が水槽内に流入するようにしているが、フィルタから離れた糸屑はドラムの周壁の貫通
孔からドラム内に入るので、洗濯物の糸屑付着の問題は解決されていない（特許文献１の
［図７］、［図８］参照）。
【００１１】
　また、上記特許文献１のどの実施例のドラム式洗濯乾燥機も、乾燥工程時において、フ
ィルタから糸屑を除去する手段を有していない。



(4) JP 2008-259665 A 2008.10.30

10

20

30

40

50

【００１２】
　一方、上記特許文献２のドラム式洗濯乾燥機は、筺体と、この筺体内に配置された水槽
と、この水槽内に回転自在に配置されたドラムと、乾燥工程時に水槽内に供給された加熱
空気を水槽外に排気するための排気風路と、この排気風路に設置されたフィルタとを備え
ている。
【００１３】
　上記特許文献２のドラム式洗濯乾燥機では、例えば電源オン時などに、水道の蛇口から
の水を筺体内に導入してフィルタに吹き付けて、フィルタに付着した糸屑を洗い流すよう
にしている。
【００１４】
　しかしながら、上記特許文献２のドラム式洗濯乾燥機では、フィルタから糸屑を除去す
るためだけに、水道の蛇口から水を筺体内に導入するので、使用水量が増加してしまうと
いう問題がある。
【特許文献１】特開平８－２４３２９２号公報
【特許文献２】特開２００４－２６１３２４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　そこで、本発明の課題は、洗濯物に糸屑が付着するのを防ぐことができて、その上、使
用水量の増加も防ぐことができるドラム式洗濯乾燥機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記課題を解決するため、本発明のドラム式洗濯乾燥機は、
　水槽と、
　上記水槽内に回転自在に配置され、洗濯物を収容するドラムと、
　上記水槽の下部に設けられ、除湿用熱交換器および送風機を有する乾燥システムと、
　上記ドラム内から上記ドラム外に出て上記水槽と上記ドラムとの間に溜まった水を上記
ドラム内へ戻して循環させるための循環経路と、
　上記循環経路の下流側の端部に設けられ、水を上記ドラム内へ向けて噴射する洗濯ノズ
ルと、
　上記送風機が吸い込む空気が通る経路上に配置されたフィルタと、
　上記循環経路から分岐して上記フィルタへ向かって延びる第１分岐経路と、
　上記第１分岐経路の下流側の端部に設けられ、水を上記フィルタへ向かって噴射する洗
浄ノズルと、
　上記循環経路に設けられて水を循環させる循環ポンプと
を備え、
　上記フィルタは、上記水槽の下部に設けられた排水口近傍に設置されていることを特徴
としている。
【００１７】
　上記実施形態のドラム式洗濯乾燥機によれば、上記洗浄ノズルが水をフィルタへ向かっ
て噴射することによって、フィルタから糸屑が離間する。このとき、上記フィルタが排水
口近傍に位置するので、フィルタから離間した糸屑を排水口から水槽外へ排出することが
できる。
【００１８】
　したがって、上記フィルタから離間した糸屑がドラムへ向かわないようにして、ドラム
内の洗濯物に付着するのを防ぐことができる。
【００１９】
　また、上記洗浄ノズルに供給される水は循環経路内の水、つまり、洗い工程やすすぎ工
程で使用する洗濯水であるので、フィルタの清掃のためだけに水道からの給水を受けなく
てもよい。
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【００２０】
　したがって、上記ドラム式洗濯乾燥機で使用する水の量が増加するのを防ぐことができ
る。
【００２１】
　一実施形態のドラム式洗濯乾燥機は、
　上記循環経路から分岐して上記除湿用熱交換器へ向かって延びる第２分岐経路と、
　上記分岐経路の下流側の端部に設けられ、水を上記除湿用熱交換器へ向けて噴射する冷
却ノズルとを備えている。
【００２２】
　上記実施形態のドラム式洗濯乾燥機によれば、上記冷却ノズルが水を除湿用熱交換器へ
向けて噴射するので、除湿用熱交換器に付着した例えば糸屑を洗い流して、除湿用熱交換
器を清掃することができる。
【００２３】
　一実施形態のドラム式洗濯乾燥機では、
　上記フィルタは、少なくとも一部が上記ドラムの最下端より低くなるように設置されて
いる。
【００２４】
　上記実施形態のドラム式洗濯乾燥機によれば、上記フィルタの少なくとも一部がドラム
の最下端より低いので、フィルタから離間した糸屑がドラムへ向かうのを防ぐ効果を高め
ることができる。
【００２５】
　一実施形態のドラム式洗濯乾燥機では、
　上記第１分岐経路は複数ある。
【００２６】
　上記実施形態のドラム式洗濯乾燥機によれば、上記第１分岐経路は複数あるので、各第
１分岐経路の下流側の端部に洗浄ノズルを設けて、各洗浄ノズルがフィルタへ向けて水を
噴射すると、フィルタに付着した糸屑を除去する時間を短縮できる。
【００２７】
　一実施形態のドラム式洗濯乾燥機では、
　上記洗浄ノズルは上記フィルタの下流側の表面に向かって水を噴射する。
【００２８】
　上記実施形態のドラム式洗濯乾燥機によれば、上記フィルタの上流側の表面には糸屑が
付着する。このような状態において、上記ノズルがフィルタの下流側の表面に向かって水
を噴射することによって、フィルタから糸屑が離間し易くなるので、フィルタに付着した
糸屑を短時間で除去することができる。
【００２９】
　一実施形態のドラム式洗濯乾燥機は、
　上記第１分岐経路に設けられた流量調整弁を備えている。
【００３０】
　上記実施形態のドラム式洗濯乾燥機によれば、上記第１分岐経路に流量調整弁を設けて
いるので、洗浄ノズルに供給する水の量を流量調整弁で調整することにより、フィルタに
付着した糸屑を除去する効果を上げることができる。
【００３１】
　また、上記糸屑を除去する効果を上げることによって、糸屑の除去に要する時間が短縮
され、省エネ効果が得られる。
【００３２】
　一実施形態のドラム式洗濯乾燥機は、
　上記循環経路から上記第１分岐経路が分岐する部分に設けられた切替部と、
　上記切替弁を、洗い工程、すすぎ工程および乾燥工程に応じて制御する制御装置と
を備えている。



(6) JP 2008-259665 A 2008.10.30

10

20

30

40

50

【００３３】
　上記実施形態のドラム式洗濯乾燥機によれば、上記制御装置が、切替弁を、洗い工程、
すすぎ工程および乾燥工程に応じて制御するので、選択された運転コースの各工程に応じ
て、洗濯ノズルのみ、または、洗浄ノズルのみ、または、洗濯ノズルと洗浄ノズルとの両
方に水を供給することができる。
【００３４】
　その結果、上記選択された運転コースの各工程に適した水の供給を実現できるので、運
転時間と消費電力を抑えることができる。
【００３５】
　一実施形態のドラム式洗濯乾燥機では、
　上記水槽内の水を排水するための排水経路と、
　上記排水経路に設けられると共に、上記制御装置で制御される排水弁と
を備え、
　上記制御装置は、乾燥工程の終了直前に、上記排水弁を所定時間閉じて、上記水槽内に
所定量の水を溜め、上記切替弁を制御し、上記洗浄ノズルから上記フィルタへの水の噴射
のみを行う。
【００３６】
　上記実施形態のドラム式洗濯乾燥機によれば、上記制御装置は、乾燥工程の終了直前に
、排水弁を所定時間閉じて、水槽内に所定量の水を溜め、切替弁を制御し、洗浄ノズルか
らフィルタへの水の噴射のみを行うので、洗濯物を濡らすことなく、フィルタに付着した
糸屑を除去できる。
【００３７】
　言うまでもないが、上記洗浄ノズルが水を噴射している間は、洗濯ノズルは水を噴射し
ない。
【発明の効果】
【００３８】
　本発明のドラム式洗濯乾燥機によれば、フィルタが排水口近傍に位置することによって
、フィルタから離間した糸屑を排水口から水槽外へ排出することができるので、フィルタ
から離間した糸屑がドラムへ向かわないようにして、ドラム内の洗濯物に付着するのを防
ぐことができる。
【００３９】
　また、上記洗浄ノズルに供給される水が循環経路内の水であることによって、フィルタ
の清掃のためだけに水道からの給水を受けなくてもよいので、使用水量の増加を防ぐこと
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４０】
　以下、本発明のドラム式洗濯乾燥機を図示の実施の形態により詳細に説明する。
【００４１】
　（第１実施形態）
　図１に、本発明の第１実施形態のドラム式洗濯乾燥機の概略断面図を示す。
【００４２】
　上記ドラム式洗濯乾燥機は、外箱１と、この外箱１内に配置された有底筒形状の水槽２
と、この水槽２に回転自在に配置され、洗濯物を収容する有底円筒形状のドラム３と、水
槽２の後部に取り付けられ、ドラム３を回転駆動するドラムモータ４と、洗濯物を乾燥さ
せるための乾燥システム５と、水槽２の後部を弾性支持する２本のダンパ６とを備えてい
る。
【００４３】
　上記外箱１の前面部には、外箱開口部１２が設けられている。この外箱開口部１２は、
外箱１に回動自在に取り付けられたドア１３で開閉するようになっている。また、上記外
箱１の前面部の大部分は前パネル１４からなり、外箱１の下部は底台１５で構成されてい
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る。また、上記外箱１の上部には、洗剤、漂白剤および柔軟剤を収容する洗剤ケース１６
と、操作キーや表示部を有する操作部１７とが設けられている。この操作部１７の裏側（
外箱１の内部側）には、ドラム式洗濯乾燥機の動作を制御する制御装置１８を配置してい
る。
【００４４】
　上記洗剤ケース１６には、水道水用給水口１９に供給された水道水が水道水用給水路２
０を介して流入したり、風呂水用給水口２１に供給された風呂水が風呂水用給水路２２を
介して流入したりする。上記水道水用給水路２０には給水弁２３が設けられている。また
、上記風呂水用給水路２２には風呂水ポンプ２４が設けられている。
【００４５】
　上記水槽２の前面部には水槽開口部２５が設けられている。この水槽開口部２５の開口
縁には、ゴムや軟質樹脂等の弾性体から成るパッキン２６が固着されている。これにより
、上記ドア１３を閉じると、ドア１３がパッキン２６に密着するから、水槽２内の液体が
水槽２外へ漏れ出るのを防げる。また、上記水槽２は、水槽開口部２５が外箱開口部１２
に対向するように横向きに配置されている。より詳しくは、上記水槽２の中心軸は水平方
向に対して５°～３０°の角度を成すように傾斜している。ここで、上記中心軸は、ドラ
ム３の回転軸に垂直な面で水槽２を切った断面における重心位置を通っている。また、上
記水槽２の上部には、水槽２内に洗濯水（洗剤等を含む水道水または単なる水道水）を給
水するための給水ダクト２７が接続されている。一方、上記水槽２の下部には、水槽２内
の洗濯液等を外部に排水するための排水口５３が設けられている。
【００４６】
　上記排水口５３には排水ダクト２８が接続されている。この排水ダクト２８を流れた液
体はフィルタケース２９を通って第１循環ホース７または排水ホース３０に流入する。こ
のフィルタケース２９内には排水フィルタ３１が設置されている。なお、上記排水ダクト
２８は循環経路および排水経路の一例である。また、上記第１循環ホース７は循環経路の
一例である。また、上記排水ホース３０は排水経路の一例である。
【００４７】
　上記排水ホース３０のフィルタケース２９近傍の端部には排水弁３３が取り付けられて
いる。この排水弁３３は排水モータ３２によって開閉される。
【００４８】
　上記第１循環ホース７の下端部は、フィルタケース２９の後方に配置された循環ポンプ
３４の吐出口に接続されている。一方、上記第１循環ホース７の上端部は、可撓性を有す
る第１継手３５に接続されている。
【００４９】
　上記排水フィルタ３１は、排水ダクト２８を出て第１循環ホース７または排水ホース３
０へ向かう液体中の糸屑等の異物を捕獲する。この排水フィルタ３１の清掃・交換はユー
ザで行える。より詳しくは、ユーザは、前パネル１４に設けられたフィルタ用メンテナン
スカバー（図示せず）を開けることにより、フィルタケース２９から排水フィルタ３１を
取り外して、排水フィルタ３１を清掃したり、排水フィルタ３１を交換したりすることが
できる。
【００５０】
　上記第１継手３５は、第１接続口を上流側に有すると共に、第２，第３接続口を下流側
に有する。上記第１接続口には、第１循環ホース７の上端部が接続されている。また、上
記第２接続口には、第２循環ホース８の下端部が接続されている。そして、上記第３接続
口には、第１洗浄ホース６０の一方の端部が接続されている。上記第１洗浄ホース６０に
は流量調整弁５５が設けられている。これにより、上記洗浄ノズル１１Ａ，１１Ｂの水の
噴射量を調整することができる。なお、上記第１洗浄ホース６０は第１分岐経路の一例で
ある。
【００５１】
　上記第２循環ホース８を流れた液体は第２継手５２で２つに分岐して、一方の液体が第



(8) JP 2008-259665 A 2008.10.30

10

20

30

40

50

３循環ホース５８を介して洗濯ノズル９に到達し、他方の液体が冷却ホース５９を介して
冷却ノズル１０に到達する。また、上記冷却ノズル１０には、水道水用給水路２０から図
示しない水路を介して水道水を供給できるようになっている。より詳しくは、上記水路に
は、冷却ノズル１０への水道水の供給を制御するための弁が設けられている。なお、上記
冷却ホース５９は第２分岐経路の一例である。
【００５２】
　上記第１洗浄ホース６０を流れた液体は第３継手５４で２つに分岐して、一方の液体が
第２洗浄ホース６１を介して洗浄ノズル１１Ａに到達し、他方の液体が第３洗浄ホース６
２を介して洗浄ノズル１１Ｂに到達する。なお、上記第２，第３洗浄ホース６１，６２は
第１分岐経路の一例である。
【００５３】
　上記ドラム３の回転軸は水平方向に対して５°～３０°の角度を成すように傾斜してい
る。また、上記ドラム３の回転軸は水槽２の中心軸と平行になっている。そして、上記ド
ラム３の前面部には、外箱開口部１２および水槽開口部２５に対向するドラム開口部３６
が設けられている。このドラム開口部３６は水槽開口部２５よりも大きな径を有している
。また、上記ドラム３の周壁全域には複数の小孔３７が設けられている。この小孔３７は
、水槽２とドラム３との間の空間と、ドラム３内の空間との間で洗濯水や乾燥空気等を流
通させるためのものである。また、上記ドラム３の内壁面には、半径方向内側に向かって
突出するバッフル３８が設けられている。このバッフル３８は、周方向に例えば１２０°
間隔で３ヶ所に配置され、ドラム３の回転に伴って洗濯物の持上げと落下とを繰り返す働
きをする。また、上記ドラム３のドラム開口部３６を外側から取り囲む液体バランサ３９
を設けて、ドラム３の回転時に、洗濯物および洗濯液等の偏りにより生じようとするアン
バランスを、液体バランサ３９の内部における封入液体の移動によって打消すようにして
いる。なお、図１において、６個の小孔３７のみ図示して、他の小孔３７の図示は省略し
ている。
【００５４】
　上記乾燥システム５は、ファンユニット４０、除湿用熱交換器４１、温風ユニット４２
（図２参照）、熱交換器カバー４６およびフィルタ５１を有している。
【００５５】
　上記ファンユニット４０は水槽２の後面下部に取り付けられている。また、上記ファン
ユニット４０は、ファンケース４３と、このファンケース４３内に収容された送風ファン
４４と、この送風ファン４４を回転駆動するファンモータ４５とで構成されている。この
ファンモータ４５は、送風ファン４４と直結し、ダイレクトドライブ構造によって送風フ
ァン４４を回転駆動するようになっている。
【００５６】
　上記除湿用熱交換器４１は、水槽２の下部とドラム３の下部との間の領域に配置されて
いる。また、上記除湿用熱交換器４１には、乾燥システム５の稼働時つまり乾燥工程時、
冷却ノズル１０が噴射した水が降り掛かる。これにより、上記除湿用熱交換器４１はその
水で冷却され、ファンユニット４０へ向かう空気中の水分を凝縮させることができる。な
お、上記乾燥工程時、水道水用給水路２０からの水道水が冷却水として冷却ノズル１０に
供給される。
【００５７】
　上記熱交換器カバー４６は、水槽２の内壁に取り付けられて、除湿用熱交換器４１の後
部（ファンユニット４０側の部分）を覆っている。また、上記熱交換器カバー４６は、洗
濯物から蒸発した水分を含む空気を除湿用熱交換器４１に沿うように流して、ファンユニ
ット４０のファンケース４３内へ案内する。このファンケース４３内には、フィルタ５１
により糸屑が除去された空気が流入する。つまり、上記フィルタ５１は、熱交換器カバー
４６で案内されてファンケース４３内に入ろうとする空気中の糸屑を捕獲する。
【００５８】
　図２に、上記ドラム式洗濯乾燥機を図１とは異なる面で切った概略断面図を示す。また
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、図３に、図１のIII－III線から見た概略断面図を示す。
【００５９】
　上記温風ユニット４２は、図２，図３に示すように、乾燥用ヒータ４７と、この乾燥用
ヒータ４７の大部分を収容する乾燥用ヒータケース４８と、乾燥用ヒータ４７で加熱され
た空気をドラム３内へ案内する送風ケース４９とから成っている。
【００６０】
　上記乾燥用ヒータ４７は、除湿用熱交換器４１の側方に位置するように、水槽２の下部
とドラム３の下部との間に設置されて、ファンユニット４０の吹き出し空気を加熱する。
【００６１】
　上記送風ケース４９の上端部に設けられた吹出口５０は、水槽開口部２５の下縁とドラ
ム開口部３６の下縁との間に位置している。これにより、上記送風ケース４９で案内され
た空気は吹出口５０からドラム３内へ向かって吹き出す。
【００６２】
　なお、図３において、Ｃ１は水槽開口部２５の中心であり、Ｃ２はドラム開口部３６の
中心である。また、図３ではドラムモータ４の図示を省略している。
【００６３】
　図４に、図１のファンユニット４０およびその周辺部を拡大した概略図を示す。
【００６４】
　上記フィルタ５１は、ファンケース４３の吸込み口６３に対向し、かつ、排水口５３近
傍に位置するように配置されている。また、上記フィルタ５１の大部分は、ドラム３の最
下端であるポイントＰより低い位置にある。
【００６５】
　上記洗浄ノズル１１Ａ，１１Ｂは、フィルタ５１の下流側の表面に向かって水を噴射す
る。つまり、上記フィルタ５１において糸屑が付着している表面とは反対側の表面に、洗
浄ノズル１１Ａ，１１Ｂから噴射された水が降り掛かる。
【００６６】
　上記洗浄ノズル１１Ａ，１１Ｂの水の噴射量は、流量調整弁５５によって調整される。
この流量調整弁５５は制御装置１８によって制御される。
【００６７】
　上記構成のドラム式洗濯乾燥機によれば、洗い工程またはすすぎ工程時、排水弁３３が
閉じたままの状態で、循環ポンプ３４が稼働する。これにより、上記循環ポンプ３４は、
水槽２とドラム３との間にある洗濯水を吸い込み、その洗濯水を第１循環ホース７へ供給
する。そして、上記第１循環ホース７を出た洗濯水は、第１継手３５で２つに分岐して、
第２循環ホース８，第１洗浄ホース６０へ流入する。
【００６８】
　上記第２循環ホース８に流入した洗濯水は第２継手５２で２つに分岐して、一方の洗濯
水が洗濯ノズル９からドラム３内に向かって噴射し、他方の洗濯水が冷却ノズル１０から
除湿用熱交換器４１に向かって噴射する。これにより、上記小孔３７からドラム３外に出
た洗濯水をドラム３内に戻るので、少ない洗濯水で洗い工程，すすぎ工程を行うことがで
きる。また、上記除湿用熱交換器４１に付着していた糸屑等の異物が排水口５３へと流れ
るので、除湿用熱交換器４１の清掃を行うことができる。
【００６９】
　上記第１洗浄ホース６０に流入した洗濯水は、第３継手５４で２つに分岐して、一方の
洗濯水は洗浄ノズル１１Ａからフィルタ５１に向かって噴射し、他方の洗濯水は洗浄ノズ
ル１１Ｂからフィルタ５１に向かって噴射する。これにより、上記フィルタ５１の清掃を
行うことができる。つまり、上記フィルタ５１から糸屑を除去できる。
【００７０】
　また、上記フィルタ５１は排水口５３近傍に設置されているので、フィルタ５１に付着
した糸屑を洗浄ノズル１１Ａ，１１Ｂにより除去した時、糸屑が排水口５３から水槽２外
へ出る。
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【００７１】
　その結果、上記糸屑は洗濯水と共に排水ダクト２８流れて排水フィルタ３１で捕獲され
るので、洗濯物への糸屑の付着を防止できる。
【００７２】
　上記フィルタ５１の大部分は、ドラム３の最下端であるポイントＰより低い位置にある
ので、フィルタ５１から離間した糸屑がドラム３内へ戻り難く、糸屑を排水口５３へ流し
易い。
【００７３】
　上記洗浄ノズル１１Ａ，１１Ｂに供給される水は循環水、つまり、洗い工程やすすぎ工
程で使用する洗濯水であるので、フィルタ５１の清掃のためだけに水道からの給水を受け
なくてもよい。
【００７４】
　したがって、上記ドラム式洗濯乾燥機で使用する水の量が増加するのを防ぐことができ
る。
【００７５】
　上記洗浄ノズル１１Ａ，１１Ｂが水槽２の下部に取り付けているので、水槽２下の循環
ポンプ３４から洗浄ノズル１１Ａ，１１Ｂまでの距離が近くなる。
【００７６】
　したがって、上記循環ポンプ３４と洗浄ノズル１１Ａ，１１Ｂとを接続するためのホー
ス（第１洗浄ホース６０等）が短くて済み、循環ポンプ３４の能力も低いものを使用する
ことで、製品コストを低減できる。
【００７７】
　上記フィルタ５１の清掃を２つの洗浄ノズル１１Ａ，１１Ｂで行うので、フィルタ５１
に付着した糸屑を除去する時間を短縮できる。
【００７８】
　上記洗浄ノズル１１Ａ，１１Ｂは、フィルタ５１において糸屑が付着している表面とは
反対側の表面に向かって洗濯水を噴射するので、フィルタ５１に付着した糸屑を短時間で
除去できる。
【００７９】
　上記ドラム３内の洗濯物の量が比較的多い場合、洗浄ノズル１１Ａ，１１Ｂが洗濯水を
噴射する時間を長くすることにより、フィルタ５１に付着した糸屑を除去する効果を上げ
ることができる。
【００８０】
　また、上記ドラム３内の洗濯物の量が比較的多い場合、洗浄ノズル１１Ａ，１１Ｂの噴
射水量（Ｌ／分）を多くすることにより、糸屑を短時間で除去できる。
【００８１】
　上記ドラム内３の洗濯物の量が比較的少ない場合、洗浄ノズル１１Ａ，１１Ｂが洗濯水
を噴射する時間を短くすることにより、運転時間の短縮および省エネになる。
【００８２】
　また、上記ドラム内３の洗濯物の量が比較的少ない場合、洗浄ノズル１１Ａ，１１Ｂの
噴射水量（Ｌ／分）を少なくすることにより、ドラム３内へ戻す水量を多くすることがで
き、洗い性能およびすすぎ性能が上がる。
【００８３】
　上記ドラム３内の洗濯物における布質の吸湿性が比較的高い場合、洗浄ノズル１１Ａ，
１１Ｂが洗濯水を噴射する時間を長くすることにより、フィルタ５１に付着した糸屑を除
去する効果を上げることができる。
【００８４】
　また、上記ドラム３内の洗濯物における布質の吸湿性が比較的高い場合、洗浄ノズル１
１Ａ，１１Ｂの噴射水量（Ｌ／分）を多くすることにより、フィルタ５１に付着した糸屑
を短時間で除去できる。
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【００８５】
　上記ドラム３内の洗濯物における布質の吸湿性が比較的低い場合、洗浄ノズル１１Ａ，
１１Ｂが洗濯水を噴射する時間を短くすることにより、運転時間の短縮および省エネにな
る。
【００８６】
　また、上記ドラム３内の洗濯物における布質の吸湿性が比較的低い場合、洗浄ノズル１
１の噴射水量（Ｌ／分）を少なくすることにより、ドラム３内へ戻す水量を多くすること
ができ、洗い性能およびすすぎ性能が上がる。
【００８７】
　上記第１洗浄ホース６０には流量調整弁５５が設けられていることによって、洗浄ノズ
ル１１Ａ，１１Ｂが噴射する洗濯水の量を調整することができるので、フィルタ５１に付
着した糸屑を除去する効果を上げることができ、運転時間の短縮および省エネになる。
【００８８】
　ユーザが操作部１７を操作して複数の運転コースから１つの運転コースを選択した場合
、選択された運転コースに応じて、洗浄ノズル１１Ａ，１１Ｂからフィルタ５１へ向けて
噴射するタイミングを可変させることにより、フィルタ５１が水に浸かっていない時のみ
噴射することができ、消費電力を抑えることができる。
【００８９】
　ここで、上記フィルタ５１が水に浸かっていない時とは、循環ポンプ３４が稼働して、
洗濯水が循環しているときである。
【００９０】
　（第２実施形態）
　図５に、本発明の第２実施形態のドラム式洗濯乾燥機の概略断面図を示す。また、図５
において、図１に示した第１実施形態の構成部と同一構成部は、図１における構成部と同
一参照番号を付して説明を省略する。また、以下では、上記第１実施形態の構成部と同一
構成部は、第１実施形態の説明で使用した参照番号を付けて説明する。
【００９１】
　上記第２実施形態のドラム式洗濯乾燥機は、切替弁５６が設けられた第１継手１３５を
備えている点のみが上記第１実施形態と異なる。
【００９２】
　上記切替弁５６は、第１循環ホース７からの洗濯水を第２循環ホース８および第１洗浄
ホース６０に流入させたり、第１循環ホース７からの洗濯水を第２循環ホース８のみに流
入させたり、第１循環ホース７からの洗濯水を第１洗浄ホース６０のみにさせたりするこ
とができる。また、上記切替弁５６は、洗い工程、すすぎ工程および乾燥工程に応じて制
御される。このような切替弁５６に対する制御は制御装置１８が行う。
【００９３】
　したがって、上記切替弁５６によって、排水時や乾燥工程時でも洗濯物に循環水をかけ
ることなく、洗浄ノズル１１Ａ，１１Ｂからフィルタ５１へ向けて噴射することができる
。
【００９４】
　ユーザが操作部１７を操作して複数の運転コースから１つの運転コースを選択した場合
、選択された運転コースに応じて切替弁５６を制御することにより、選択された運転コー
スの各工程に応じて、循環水をドラム３内のみ、または、フィルタ５１のみ、または、ド
ラム３内とフィルタ５１との両方に噴射することができ、運転時間と消費電力を抑えるこ
とができる。
【００９５】
　洗い工程およびすすぎ工程の給水時に、フィルタ５１が水に浸かるまでの間、切替弁５
６を制御し、洗浄ノズル１１Ａ，１１Ｂからフィルタ５１へ向けてのみ噴射し、フィルタ
５１が水に浸かった後は、再度、切替弁５６を制御し、ドラム３内のみ噴射することによ
り、洗い性能およびすすぎ性能があがる。
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【００９６】
　洗い工程およびすすぎ工程の排水時に、フィルタ５１より水位が下がった時、排水弁３
３を一定時間閉じて、切替弁５６を制御し、洗浄ノズル１１Ａ，１１Ｂからフィルタ５１
へ向けてのみ噴射することにより、消費電力を抑えることができる。
【００９７】
　乾燥工程の終了直前に、排水弁３３を一定時間閉じて、冷却水をフィルタ５１の下部以
下まで溜め、切替弁５６を制御し、洗浄ノズル１１Ａ，１１Ｂからフィルタ５１へ向けて
のみ噴射することにより、洗濯物を濡らすことなく、フィルタ５１に付着した糸屑を除去
できる。
【００９８】
　上記第２実施形態では、乾燥工程の終了直前に、水槽２内に溜めた水を用いて、フィル
タ５１の清掃を行ったが、水槽２内の空間と連通する補助タンクを設け、洗い工程、すす
ぎ工程または脱水工程の後半に、水槽２外に排水された水を補助タンクに溜め、補助タン
クに溜めた水を用いて、乾燥工程でフィルタ５１の清掃を行うようにしてもよい。
【００９９】
　言うまでもないが、上記補助タンクに溜めた水を用いて、乾燥工程でフィルタ５１の清
掃を行う場合、その水は洗濯ノズル９に供給されないように、切替弁５６を制御する。
【０１００】
　（第３実施形態）
　図６に、本発明の第３実施形態のドラム式洗濯乾燥機の概略断面図を示す。また、図６
において、図２に示した第１実施形態の構成部と同一構成部は、図２における構成部と同
一参照番号を付して説明を省略する。また、以下では、上記第１実施形態の構成部と同一
構成部は、第１実施形態の説明で使用した参照番号を付けて説明する。
【０１０１】
　上記第３実施形態のドラム式洗濯乾燥機は、温度検知センサ５７を備えている点のみが
、上記第１実施形態と異なる。
【０１０２】
　上記温度検知センサ５７は、送風ケース４９の前部である吹出口５０近傍に設けられて
いて、送風ケース４９内を流れる空気の温度を検知する。
【０１０３】
　上記送風ケース４９の前部である吹出口５０近傍に温度検知センサ５７を設けているこ
とにより、送風ケース４９内を流れる空気の温度が高いと検知した時、フィルタ５１に付
着している糸屑の量が多く、送風ケース４９内を流れる空気の温度が低いと検知した時、
フィルタ５１に付着している糸屑の量が少ないと判断することができる。
【０１０４】
　上記温度検知センサ５７により温度が高いと判断した時、フィルタ５１に付着している
糸屑の量が多いため、洗浄ノズル１１Ａ，１１Ｂがフィルタ５１に向けて水を噴射する時
間を長くすることにより、フィルタ５１に付着した糸屑を除去する効果を上げることがで
きる。
【０１０５】
　上記温度検知センサ５７により温度が低いと判断した時、フィルタ５１に付着している
糸屑の量が少ないため、洗浄ノズル１１Ａ，１１Ｂがフィルタ５１へ向けて水を噴射する
時間を短くすることにより、運転時間の短縮および省エネになる。
【０１０６】
　上記温度検知センサ５７により温度が高いと判断した時、フィルタ５１に付着している
糸屑の量が多いため、洗浄ノズル１１Ａ，１１Ｂがフィルタ５１に向けて噴射する水量（
Ｌ／分）を多くすることにより、フィルタ５１に付着した糸屑を短時間で除去することが
できる。
【０１０７】
　上記温度検知センサ５７により温度が低いと判断した時、フィルタ５１に付着している
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糸屑の量が少ないため、洗浄ノズル１１Ａ，１１Ｂがフィルタ５１へ向けて水を噴射する
水量（Ｌ／分）を少なくすることにより、ドラム３内へ戻す水量を多くすることができ、
洗い性能およびすすぎ性能が上がる。
【０１０８】
　上記第１～第３実施の形態のドラム式洗濯乾燥機に、任意に選択できるフィルタ洗浄コ
ースを設けてもよい。
【０１０９】
　上記第１～第３実施の形態のドラム式洗濯乾燥機に、任意に選択できるフィルタ洗浄コ
ースを設けた場合、糸屑が出やすい洗濯物を乾燥した時や、長期間使用していると、通常
の運転コースにおけるフィルタ５１の洗浄では完全に除去できなかった糸屑を除去するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【０１１０】
【図１】図１は本発明の第１実施形態のドラム式洗濯乾燥機の概略断面図である。
【図２】図２は上記第１実施形態のドラム式洗濯乾燥機の他の概略断面図である。
【図３】図３は図１のIII－III線矢視の概略断面図である。
【図４】図４は図１の要部を拡大した概略図である。
【図５】図５は本発明の第２実施形態のドラム式洗濯乾燥機の概略断面図である。
【図６】図６は本発明の第３実施形態のドラム式洗濯乾燥機の概略断面図である。
【符号の説明】
【０１１１】
１　外箱
２　水槽
３　ドラム
４　ドラムモータ
５　乾燥システム
６　ダンパ
７　第１循環ホース
８　第２循環ホース
９　洗濯ノズル
１０　冷却ノズル
１１　洗浄ノズル
１２　外箱開口部
１３　ドア
１４　前パネル
１５　底台
１６　洗剤ケース
１７　操作部
１８　制御装置
１９　水道水用給水口
２０　水道水用給水路
２１　風呂水用給水口
２２　風呂水用給水路
２３　給水弁
２４　風呂水ポンプ
２５　水槽開口部
２６　パッキン
２７　給水ダクト
２８　排水ダクト
２９　フィルタケース
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３０　排水ホース
３１　排水フィルタ
３２　排水モータ
３３　排水弁
３４　循環ポンプ
３５，１３５　第１継手
３６　ドラム開口部
３７　小孔
３８　バッフル
３９　液体バランサ
４０　ファンユニット
４１　除湿用熱交換器
４２　温風ユニット
４３　ファンケース
４４　送風ファン
４５　ファンモータ
４６　熱交換器カバー
４７　乾燥用ヒータ
４８　乾燥用ヒータケース
４９　送風ケース
５０　吹出口
５１　フィルタ
５２　第２継手
５３　排水口
５４　第３継手
５５　流量調整弁
５６　切替弁
５７　温度検知センサ
５８　第３循環ホース
５９　冷却ホース
６０　第１洗浄ホース
６１　第２洗浄ホース
６２　第３洗浄ホース
６３　吸込み口
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