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(57)【要約】
【課題】すすぎ工程において、給水経路を分岐させて水
受け槽内と回転ドラム内と同時に給水して、短時間で衣
類の濡れ性を高めるとともに、所定時間経過するまで、
所定水位の範囲内で給水工程と排水工程を交互に行うこ
とで、よりすすぎ性能を向上できるドラム式洗濯機を提
供する。
【解決手段】一端が給水弁３７と連通し、他端が洗剤ケ
ース３５に接続された第１の給水ホース（第１の給水経
路）３８ａと、一端が洗剤ケース３５と連通し、他端が
水受け槽２６に連通する第２の給水ホース（第１の給水
経路）３８ｂと、一端が洗剤ケース３５と連通し他端が
回転ドラム２４の前面開口部２４ａから回転ドラム２４
の内部に向けて給水する位置に開口する給水口金４８に
接続された第３の給水ホース３８ｃ（第２の給水経路）
を設けることで、短時間で衣類の濡れ性を高めるととも
に、すすぎ性能を向上させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
略水平方向または傾斜方向に回転中心軸を有する回転ドラムと、前記回転ドラムを内包す
る水受け槽と、洗剤を収納する洗剤投入箱と、前記洗剤投入箱を引き出し自在に収容する
洗剤ケースと、水道蛇口と連通し開閉することで給水の制御を行う給水手段とを備え、一
端が前記給水手段と連通し途中前記洗剤ケースを介して他端が前記水受け槽に連通する第
１の給水経路と、一端が前記第１の給水経路の途中と連通し他端が前記回転ドラムの前面
開口部から前記回転ドラムの内部に向けて給水する位置に開口する第２の給水経路とを有
するドラム式洗濯機。
【請求項２】
第２の給水経路は、洗剤ケースにて第１の給水経路と分岐されるようにした請求項１記載
のドラム式洗濯機。
【請求項３】
回転ドラムを回転駆動する駆動モータと、水受け槽内の洗濯水の水位を検知する水位検知
手段と、前記水受け槽の底部に連通する排水経路の途中に設けられ開閉することで前記水
受け槽内の洗濯水の排水を制御する排水手段と、前記水位検知手段等からのデータを入力
し前記駆動モータ、給水手段および排水手段等を制御して一連の洗濯、すすぎ、脱水の各
工程の動作を制御する制御手段とをさらに備え、前記制御手段は、すすぎ工程において、
前記水位検知手段が第１の所定水位を検知するまで前記排水手段を閉塞した状態で前記給
水手段を開放することで第１の給水経路および第２の給水経路から前記水受け槽内および
前記回転ドラム内に給水する給水すすぎ工程と、前記水位検知手段が第１の所定水位を検
知した後、前記第１の所定水位より低い第２の所定水位を検知するまで前記給水手段を閉
塞した状態で前記排水手段を開放することで前記水受け槽内の洗濯水を排水する排水すす
ぎ工程とを、所定時間交互に実行するようにした請求項１または２に記載のドラム式洗濯
機。
【請求項４】
制御手段は、給水すすぎ工程および排水すすぎ工程の少なくとも一部において、駆動モー
タを駆動することで回転ドラムを回転駆動するようにした請求項３記載のドラム式洗濯機
。
【請求項５】
回転ドラムを回転駆動する駆動モータと、前記水受け槽内の洗濯水を加熱する加熱手段と
、前記水受け槽内の洗濯水の温度を検知する温度検知手段と、水受け槽内の洗濯水の水位
を検知する水位検知手段と、前記水受け槽の底部に連通する排水経路の途中に設けられ開
閉することで前記水受け槽内の洗濯水の排水を制御する排水手段と、前記温度検知手段お
よび水位検知手段等からのデータを入力し前記駆動モータ、加熱手段、給水手段および排
水手段等を制御して一連の洗濯、すすぎ、脱水の各工程の動作を制御する制御手段とをさ
らに備え、前記制御手段は、前記加熱手段を制御して洗濯水を第１の所定温度に加熱して
洗濯を行う高温洗濯工程を有し、前記高温洗濯工程終了後において、前記加熱された洗濯
水が第２の所定温度になるまで、前記水位検知手段が第１の所定水位を検知するまで前記
排水手段を閉塞した状態で前記給水手段を開放することで第１の給水経路および第２の給
水経路から前記水受け槽内および前記回転ドラム内に給水する給水冷却工程と、前記水位
検知手段が第１の所定水位を検知した後、前記第１の所定水位より低い第２の所定水位を
検知するまで前記給水手段を閉塞した状態で前記排水手段を開放することで前記水受け槽
内の洗濯水を排水する排水冷却工程とを、交互に実行するようにした請求項１または２に
記載のドラム式洗濯機。
【請求項６】
制御手段は、給水冷却工程および排水冷却工程の少なくとも一部において、駆動モータを
駆動することで回転ドラムを回転駆動するようにした請求項５記載のドラム式洗濯機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、水平方向または略傾斜方向に回転中心軸を有する回転ドラム内で、洗い、す
すぎ、脱水の工程を行うドラム式洗濯機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種のドラム式洗濯機は、衣類のすすぎ効果を高める為、脱水すすぎ工程を繰
り返し行うか、給排水を同時に行うことが一般的である。また高温洗浄の後で、加熱され
た衣類の温度を下げる機能がないか、一定水位まで給水を行う機能が付加されているのが
一般的である（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　図１１は、特許文献１に記載された従来のドラム式洗濯機を示すものである。以下、そ
の構成について説明する。
【０００４】
　図１１に示すように、回転ドラム１は、外周部に多数の通水孔２を全面に設け、外槽３
内に回転自在に配設している。回転ドラム１の回転中心に回転軸４の一端を略水平方向に
固定し、回転軸４の他端に従動プーリ５を固定している。第１のモータ６は、回転ドラム
１を第１の回転数Ｎ１（例えば、５３ｒ／ｍｉｎ）で回転させて、洗濯またはすすぎをす
るものであり、第２のモータ７は、回転ドラム１を第２の回転数Ｎ２（例えば、１０００
ｒ／ｍｉｎ）で回転させて脱水する。
【０００５】
　これら第１のモータ６および第２のモータ７は、それぞれベルト８、９を介して従動プ
ーリ５に連結している。従動プーリ５は、２種の減速比を有しており、第１のモータ６を
ベルト８を介して減速比が大きい従動プーリ５ａと連結し回転ドラムの低速回転を、第２
のモータ７をベルト９を介して減速比が小さい従動プーリ５ｂと連結し回転ドラムの高速
回転をしている。
【０００６】
　外槽３は、断面が回転軸４を中心とした略真円形状の外槽本体３ａと外槽本体３ａの開
口部を覆う略円状の外槽前板３ｂとで構成して回転ドラム１を外包し、回転ドラム１と外
槽３は、回転軸４と直行する方向の形状を回転軸４を中心として略同心円となるように構
成し、底部側にヒータ１４を収容する略凹状の加熱体収容室１５を設けている。
【０００７】
　この外槽３は、外箱１０よりばね体１１で揺動可能に吊り下げ、防振ダンパー１２によ
り脱水起動時の振動が低減され、かつ定常脱水時の振動が外箱１０に伝達されないように
防振支持するとともに、脱水時の振動を低減する重り１３を設けている。さらに外槽３底
部には排水用のホース１６の一端を接続し、ホース１６の他端を排水ポンプ１７に接続し
て外槽３内の洗濯水を排水するようにしている。上記ヒータ１４の下方近傍には、温度検
知装置１８と温度過昇防止装置１９を、外槽本体３ａの底部に固定している。
【０００８】
　略筒状のパッキング部材２０は、ゴム等の可撓性材料で構成され回転ドラム１の前面開
口部に対応する外槽３の開口部とボデー前面開口部との間を連結するもので、外槽側端部
を外槽前板３ｂに固着している。ボデー前面開口部に蓋２１を開閉自在に設けている。給
水弁２２は外槽３内に水を給水するものである。
【０００９】
　制御装置２３は、第１のモータ６、第２のモータ７、ヒータ１４、排水ポンプ１７、給
水弁２２などの動作を制御し、洗濯、すすぎ、脱水などの一連の工程を逐次制御する制御
手段および入力手段、表示手段などで構成されている。
【００１０】
　上記構成において動作を説明すると、蓋２１を開いて回転ドラム１内に洗濯物を投入し
、電源スイッチ（図示せず）をオンした後、制御装置２３に設けたスタートスイッチ（図
示せず）を操作して運転を開始すると、給水弁２２が動作して給水し、水位検知手段（図
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示せず）により所定の水位を検知すると給水を停止し、第１のモータ６を駆動する。洗濯
工程では、洗濯物に水が吸水されるため不足分を補給水しながら、回転ドラム１は第１の
モータ６によって第１の回転数Ｎ１で低速回転駆動され、回転ドラム１内の洗濯物は持ち
上げられて水面上に落下されるいわゆるたたき洗いを行う。
【００１１】
　そのとき、ヒータ１４に通電して、温度検知装置１８により温度を検知しつつ、外槽３
内の洗濯水の温度を制御しながら、外槽内の洗濯水を加熱する。
【００１２】
　洗濯工程が終了すると、排水ポンプ１７が動作して外槽３内の洗濯水を排水する。すす
ぎ工程においても洗濯工程と同様の動作を行う。
【００１３】
　脱水工程では、回転ドラム１は第２のモータ７によって第２の回転数Ｎ２で高速回転駆
動され、洗濯物は遠心脱水される。このとき、回転ドラム１内の洗濯物の片寄り、すなわ
ちアンバランスが生じると、回転ドラム１、外槽３などの揺動体は振動するが、脱水起動
時は防振ダンパー１２により揺動体の振動を減衰し、定常脱水時は防振ダンパー１２の防
振機構により外箱１０に伝達されることはない。
【特許文献１】特開平１０－２６３２８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　しかしながら、このような従来の構成では、衣類のすすぎ効果を高めるには、脱水とす
すぎ回数を増やして繰り返し行う必要があり、長い時間を要した。また給排水を同時に行
うと洗濯中に発生して受け筒と回転ドラム間に残った泡を流すことはできるが、衣類にす
すぎ水が浸透しないうちに排水されるため、すすぎ効果は少なかった。
【００１５】
　また、洗濯水を高温（例えば、８０℃以上）にして洗濯した後では、加熱された衣類の
温度を下げる機能がないか、一定の水位まで給水を行い冷却しても十分に冷えない場合も
あり、使用者が熱い衣類を触る危険性があった。
【００１６】
　本発明は上記従来の課題を解決するもので、給水経路を分岐させ、洗剤ケースを介して
水受け槽内に給水する側と同時に回転ドラム内にも給水を行い、ドラムの外側と内側の両
方向から衣類にすすぎ水を浸透させるとともに、所定の水位範囲内で給水と排水を交互に
行い、すすぎ効果を上げることと、同様に高温洗濯後の冷却工程にて、ドラムの外側と内
側の両方向から衣類に冷却水を浸透させながら、給水排水を交互に行い、衣類の温度を十
分に下げてから取り出せるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　前記従来の課題を解決するために、本発明は、一端が前記給水手段と連通し途中前記洗
剤ケースを介して他端が前記水受け槽に連通する第１の給水経路と、一端が前記第１の給
水経路の途中と連通し他端が前記回転ドラムの前面開口部から前記回転ドラムの内部に向
けて給水する位置に開口する第２の給水経路とを有するようにしたものである。
【００１８】
　このような構成とすることで、給水経路を分岐させて受け筒側と回転ドラム内と同時に
給水するので、ドラムの外側と内側の両方向から衣類に水を浸透させることができ、短時
間で衣類を濡らし、洗浄、すすぎの効果を上げるとともに、高温洗浄後に衣類の温度を下
げる効果も向上することができるものである。
【００１９】
　また、すすぎ工程や高温洗浄後の冷却工程において、所定水位の範囲で給水と排水を交
互に行うことで、衣類に浸透する水を効率よく新しい水と入れ替えることができ、すすぎ
効果や冷却効果を向上することができるものである。



(5) JP 2008-49006 A 2008.3.6

10

20

30

40

50

【発明の効果】
【００２０】
　本発明のドラム式洗濯機は、すすぎ工程において、すすぎ水をより効率良く衣類に浸透
して、衣類のすすぎ効果を向上することができ、また同様に、高温洗浄後の冷却工程にて
冷却水をより効率良く衣類に浸透して、加熱された衣類の温度を下げることができるもの
である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　第１の発明は、略水平方向または傾斜方向に回転中心軸を有する回転ドラムと、前記回
転ドラムを内包する水受け槽と、洗剤を収納する洗剤投入箱と、前記洗剤投入箱を引き出
し自在に収容する洗剤ケースと、水道蛇口と連通し開閉することで給水の制御を行う給水
手段とを備え、一端が前記給水手段と連通し途中前記洗剤ケースを介して他端が前記水受
け槽に連通する第１の給水経路と、一端が前記第１の給水経路の途中と連通し他端が前記
回転ドラムの前面開口部から前記回転ドラムの内部に向けて給水する位置に開口する第２
の給水経路とを有するドラム式洗濯機としたものである。
【００２２】
　これにより、給水経路を分岐させて受け筒側と回転ドラム内と同時に給水することで、
ドラムの外側と内側の両方向から衣類に水を浸透させることができ、短時間で衣類を濡ら
し、洗浄、すすぎの効果を上げるとともに、高温洗浄後に衣類の温度を下げる効果も向上
することができる。
【００２３】
　第２の発明は、第１の発明におけるドラム式洗濯機において、第２の給水経路は、洗剤
ケースにて第１の給水経路と分岐されるようにしたものである。
【００２４】
　これにより、分岐するための特別な部品を用いることなく、第１の給水経路から第２の
経路を分岐することができ、部品点数を削減することができ、安価に製造することができ
る。
【００２５】
　第３の発明は、第１または第２の発明におけるドラム式洗濯機において、回転駆動する
駆動モータと、水受け槽内の洗濯水の水位を検知する水位検知手段と、前記水受け槽の底
部に連通する排水経路の途中に設けられ開閉することで前記水受け槽内の洗濯水の排水を
制御する排水手段と、前記水位検知手段等からのデータを入力し前記駆動モータ、給水手
段および排水手段等を制御して一連の洗濯、すすぎ、脱水の各工程の動作を制御する制御
手段とをさらに備え、前記制御手段は、すすぎ工程において、前記水位検知手段が第１の
所定水位を検知するまで前記排水手段を閉塞した状態で前記給水手段を開放することで第
１の給水経路および第２の給水経路から前記水受け槽内および前記回転ドラム内に給水す
る給水すすぎ工程と、前記水位検知手段が第１の所定水位を検知した後、前記第１の所定
水位より低い第２の所定水位を検知するまで前記給水手段を閉塞した状態で前記排水手段
を開放することで前記水受け槽内のすすぎ水を排水する排水すすぎ工程とを、所定時間交
互に実行するようにしたものである。
【００２６】
　これにより、給水すすぎ工程で衣類に新しいすすぎ水を加えた後、排水すすぎ工程で汚
れたすすぎ水を流す動作を交互に行うことで、衣類に新しい水を浸透させてから排水を行
い、効率よく衣類のすすぎ水を入れ替えることができ、また給水排水を同時に行った場合
のように、受け筒側に給水される水が衣類にかかることなく排水されることを低減するこ
とができ、衣類のすすぎ効果を向上することができるものである。
【００２７】
　第４の発明は、第３の発明における給水すすぎ工程および排水すすぎ工程の少なくとも
一部において、駆動モータを駆動することで回転ドラムを回転駆動するようにしたもので
ある。
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【００２８】
　これにより、給水すすぎ工程で撹拌することで、より均一に衣類に新しいすすぎ水を浸
透させて、排水すすぎ工程で撹拌することで、衣類から汚れたすすぎ水をたたき出すこと
ができ、より衣類のすすぎ効果を向上することができる。
【００２９】
　第５の発明は、第１または第２の発明におけるドラム式洗濯機において、回転ドラムを
回転駆動する駆動モータと、前記水受け槽内の洗濯水を加熱する加熱手段と、前記水受け
槽内の洗濯水の温度を検知する温度検知手段と、水受け槽内の洗濯水の水位を検知する水
位検知手段と、前記水受け槽の底部に連通する排水経路の途中に設けられ開閉することで
前記水受け槽内の洗濯水の排水を制御する排水手段と、前記温度検知手段および水位検知
手段等からのデータを入力し前記駆動モータ、加熱手段、給水手段および排水手段等を制
御して一連の洗濯、すすぎ、脱水の各工程の動作を制御する制御手段とをさらに備え、前
記制御手段は、前記加熱手段を制御して洗濯水を第１の所定温度に加熱して洗濯を行う高
温洗濯工程を有し、前記高温洗濯工程終了後において、前記加熱された洗濯水が第２の所
定温度になるまで、前記水位検知手段が第１の所定水位を検知するまで前記排水手段を閉
塞した状態で前記給水手段を開放することで第１の給水経路および第２の給水経路から前
記水受け槽内および前記回転ドラム内に給水する給水冷却工程と、前記水位検知手段が第
１の所定水位を検知した後、前記第１の所定水位より低い第２の所定水位を検知するまで
前記給水手段を閉塞した状態で前記排水手段を開放することで前記水受け槽内の洗濯水を
排水する排水冷却工程とを、交互に実行するようにしたものである。
【００３０】
　これにより、給水冷却工程で加熱された衣類に新しい冷却水を加えた後、排水冷却工程
であたたまった冷却水を流す動作を交互に行うことで、衣類に新しい水を浸透させてから
排水を行い、効率よく加熱された衣類の冷却水を入れ替えることができ、また給水排水を
同時に行った場合のように、受け筒側に給水される水が衣類にかかることなく排水される
ことを低減することができ、衣類の冷却効果を向上することができるものである。
【００３１】
　第６の発明は、第５の発明における給水冷却工程および排水冷却工程の少なくとも一部
において、駆動モータを駆動することで回転ドラムを回転駆動するようにしたものである
。
【００３２】
　これにより、給水冷却工程で撹拌することで、より均一に加熱された衣類に新しい冷却
水を浸透させて、排水冷却工程で撹拌することで、衣類からあたたまった冷却水をたたき
出すことができ、より衣類の冷却効果を向上することができる。
【００３３】
　以下本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、この実施の形
態によって本案が限定されるものではない。
【００３４】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の第１の実施の形態におけるドラム式洗濯機の縦断面図、図２は、同ド
ラム式洗濯機の洗剤ケースの要部断面図、図３は、同ドラム式洗濯機の一部ブロック化し
た制御回路図、図４は、同ドラム式洗濯機の入力設定手段および表示手段の拡大正面図で
ある。
【００３５】
　図１に示すように、回転ドラム２４は、有底円筒形に形成し外周部に多数の通水孔２５
を全面に設け、水受け槽２６内に回転自在に配設している。回転ドラム２４の回転中心に
略傾斜方向に回転軸（回転中心軸）２７を設け、回転ドラム２４の軸心方向を正面側から
背面側に向けて下向きに傾斜させて配設している。水受け槽２６の外底面に取り付けたモ
ータ２８の回転は、モータ２８の回転軸に固着した駆動プーリ５０と、回転軸２７の端部
に固設した従動プーリ５１との間に張架したＶベルト５２により回転軸２７に伝道され、
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回転ドラム２４を正転、逆転方向に回転駆動せしめる。回転ドラム２４の内壁面に数個の
突起板２９を設けて、衣類を回転方向に持ち上げ落下させるという撹拌動作、いわゆるた
たき洗いを行う。
【００３６】
　洗濯機本体３０の正面側の上向き傾斜面３０ａに設けた開口部３０ｂを蓋体３１により
開閉自在に覆い、この蓋体３１を開くことにより、水受け槽２６の水受け槽衣類出入口２
６ａおよび回転ドラム２４の回転ドラム衣類出入口２４ａを介して、回転ドラム２４内に
洗濯物を出し入れできるようにしている。なお、蓋体３１は、運転動作中の使用者の安全
性を保持するためフタロック４０を動作せしめて開かないようにすることが可能な構成を
有する。
【００３７】
　水受け槽２６は、洗濯機本体３０にばね３３やダンパー３４により揺動可能に吊り下げ
て防振支持されており、水受け槽２６の下部に排水経路３２の一端を接続し、排水経路３
２の他端を排水弁３６に接続して水受け槽２６内の洗濯水を排水するようにしている。洗
濯機本体３０の前部上部には、洗剤を収納する洗剤投入箱４６を引き出し自在に収容する
洗剤ケース３５を設けている。
【００３８】
　この洗剤ケース３５には、洗濯機本体３０の後部上部に設けられた給水弁（給水手段）
３７と連通する第１の給水ホース（第１の給水経路）３８ａが接続されており、また、水
受け槽２６と連通する第２の給水ホース（第１の給水経路）３８ｂが接続されている。そ
して、給水弁３７が開くことにより、第１の給水ホース３８ａを介して洗剤ケース３５に
水道水が供給され、その水道水が洗剤投入箱４６上に散水された後、水道水と洗剤と一緒
に第２の給水ホース３８ｂを介して水受け槽２６内に投入されるように構成している。
【００３９】
　また、洗剤ケース３５には、第１の給水ホース３８ａの接続部の近傍に第３の給水ホー
ス３８ｃ（第２の給水経路）の一端が接続され、第３の接続ホース３８ｃの他端は、回転
ドラム２４の前面開口部２４ａから回転ドラム２４内部に向けて給水する位置に開口する
給水口金４８に接続されている。
【００４０】
　以下、第１の給水ホース３８ａの接続部および第３の給水ホース３８ｃの接続部の構成
について、図２を用いて説明する。
【００４１】
　図２において、垂直方向に構成された給水口４９は、その下端部を電磁給水弁等で水の
供給、停止を行う給水弁３７に一体に形成され、給水弁３７の水が流出する流出口５３は
、給水口４９と略直角方向に円筒形状に形成されている。
【００４２】
　流出口５３の外周面には、フランジ５４ａが設けられた円筒状の流出シール部材５４を
装着し、さらに流出シール部材５４の外周面は、径の異なる２本の円筒部５５ｂ、５５ｃ
を有する段付きパイプ状に形成した接続部材５５の径の大きい方の円筒部５５ｃの内周面
に水密的に密着挿入されている。
【００４３】
　接続部材５５の径の小さい方の円筒部５５ｂは、その外周面に円筒形状の給水シール部
材５６が装着され、さらに、洗剤ケース３５に一体形成され、流出口５３と略同軸的に配
置された円筒形状の流入口５７の内周面に水密的に密着挿入されている。
【００４４】
　流入口５７から洗剤ケース３５の流入室３５ａに流入した水は、流入室３５ａの上端部
の第１の吐出口３５ｂから洗剤投入箱４６等に供給され、第２の給水ホース３８ｂを介し
て水受け槽２６の胴部からその内部に給水される。同時に、流入口５７から洗剤ケース３
５の流入室３５ａに流入した水は、流入室３５ａの最下端部に後方向に突出して設けた第
２の吐出口３５ｃに連通して接続された第３の接続ホース３８ｃに供給される。第３の接
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続ホース３８ｃに供給された水は、給水口金４８に至り、この給水口金４８から回転ドラ
ム２４の前面開口部２４ａを介して回転ドラム２４内部に向けて給水される。
【００４５】
　流出シール部材５４および給水シール部材５６は、ゴム等の弾性体にて形成され、それ
ぞれ、流出口５３の外周面および接続部材５５の径の小さい方の円筒部５５ｂの外周面に
緊迫力をもって水密的に装着される。
【００４６】
　また、流出シール部材５４のフランジ部５４ａは、接続部材５５の径大部の端部が当接
することにより、組み立て時の位置決めとすることができ、さらにフランジ部５６ａにて
水密性を向上させることができる。
【００４７】
　流出シール部材５４および給水シール部材５６は、そのフランジ付き形状および作用と
材質等が近似しているので、共通部材として共用化をすることが可能である。
【００４８】
　また、給水口４９と一体に形成された給水弁３７には、洗剤ケース３５の後面３５ｄに
略平行になるように貫通孔３７ｂを有する取付けフランジ３７ａが一体に設けられている
。洗剤ケース３５の後面３５ｄには、後方へ突出するように一体形成した取付け穴（図示
せず）を有するボス部５９が設けられている。そして、流出口５３と流入口５７の間を流
出シール部材５４および給水シール部材５６を介して接続部材５５にて連結した状態で、
フランジ３７ａの貫通孔３７ｂを介してボス部５９の取付け穴に後方よりねじ５８にて固
定することで、流出口５３、流出シール部材５４、接続部材５５、給水シール部材５６お
よび流入口５７の長手方向とねじの固定方向を同じにすることで、それぞれの部品の固定
および水密性を確実にすることができるとともに、給水弁３０の取付け強度を高めること
ができる。
【００４９】
　なお、水位検知手段３９は、水受け槽２６内の水位を検知するものである。また、水受
け槽２６の内底部に洗濯水を加熱するヒータ４１と洗濯水の温度を検知する温度検知手段
４２を備え、回転ドラム２４内の洗濯物を温水洗浄する機能を有している。
【００５０】
　制御装置４３は、図３の制御回路図に示すように構成しており、モータ２８、排水弁３
６、給水弁３７、ヒータ４１などの動作を制御し、洗濯、すすぎ、脱水の一連の行程を逐
次制御するマイクロコンピュータからなる制御手段４４を有している。制御手段４４は、
運転コース等を設定するための入力設定手段４５からの情報を入力して、その情報を基に
表示手段４６で表示して使用者に知らせるとともに、入力設定手段４５により運転開始が
設定されると、水受け槽２６内の水位を検知する水位検知手段３９等からのデータを入力
して負荷駆動手段４７を介して、モータ２８、排水弁３６、給水弁３７、ヒータ４１など
の動作を制御し、洗濯運転を行う。
【００５１】
　入力設定手段４５は、図４に示すように、洗い時間を設定する洗い時間設定スイッチ４
５ａ、すすぎ回数を設定するすすぎ回数設定スイッチ４５ｂ、脱水時間を設定する脱水時
間設定スイッチ４５ｃ、スタート・一時停止スイッチ４５ｅ、電源入りスイッチ４５ｆ、
電源切りスイッチ４５ｇ、水位変更入力設定スイッチ４５ｈ、水温変更入力スイッチ４５
ｉ、種々の洗いのコースを選択できるコース設定スイッチ４５ｄ等を有している。
【００５２】
　表示手段４６は、同じく図４に示すように、洗い時間表示部４６ａ、すすぎ回数表示部
４６ｂ、脱水時間表示部４６ｃ、上記のコース設定スイッチ４５ｄで設定され、例えば、
高温水で洗濯する「除菌コース」などを表示するコース設定表示部４６ｄ、水位表示部（
水位表示手段）４６ｅ、水温表示部４６ｆ、残り時間表示部４６ｇ等を有している。
【００５３】
　なお、本実施の形態では、回転ドラム２４の回転中心に略傾斜方向に回転軸２７を設け
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、回転ドラム２４の軸心方向を正面側から背面側に向けて下向きに傾斜させて配設してい
るが、回転ドラム２４の回転中心に略水平方向に回転軸２７を設け、回転ドラム２４の軸
心方向を略水平方向に配設してもよい。
【００５４】
　以上のように構成されたドラム式洗濯機の構成において、動作、作用を説明する。
【００５５】
　蓋体３１を開いて回転ドラム２４内に洗濯物を投入し、動作を開始し、電源スイッチ４
５ｆをオンした後、コース設定スイッチ４５ｄを操作してコースを設定する。制御装置４
３に設けたスタートスイッチ４５ｅを操作して運転を開始すると、制御手段４４によりフ
タロック４０等を機能させ、設定した内容で洗濯、すすぎ、脱水工程を運転する。洗濯、
すすぎまたは高温洗浄後の冷却工程にて、制御手段４４が給水弁３７を動作すると、一端
が洗剤ケース３５および給水経路３８を通して水受け槽２６内に水を給水する第１の給水
経路３８ａと、一端が給水弁３７と連通し他端が回転ドラム２４の前面開口部から回転ド
ラム２４内部に向けて給水する位置に開口する第２の給水経路３８ｂとの、２方向の給水
経路を通り、同時に給水される。
【００５６】
　すなわち、洗濯、すすぎ、高温洗浄後の冷却工程で給水をされる際に、洗剤ケースから
水受け槽側への給水と同時に、回転ドラム２４前面開口部から回転ドラム内への給水が行
われる。
【００５７】
　これにより、給水経路を分岐させて受け筒側と回転ドラム内と同時に給水することで、
ドラムの外側と内側の両方向から衣類に水を浸透させることができ、短時間で衣類を濡ら
し、洗浄、すすぎの効果を上げるとともに、高温洗浄後に衣類の温度を下げる効果も向上
することができる。
【００５８】
　また、第２の吐出口３５ｃは、流入室３５ａの最下端部に後方向に突出して設けている
ので、給水弁３７から流入室３５ａへの流入終了後、流入室３５ａ内の水は、第２の吐出
口３５ｃから第３の接続ホース３８ｃへ流れ出るため、流入室３５ａ内の残水を防止する
ことができる。
【００５９】
　（実施の形態２）
　図５は本発明の第２の実施の形態における同ドラム式洗濯機の要部動作フローチャート
、図６は、同ドラム式洗濯機のすすぎ工程図である。
【００６０】
　制御手段４４は、すすぎ工程において、第１の所定水位Ｒ１と第２の所定水位の間で、
水受け槽２６内のすすぎ水を給水する給水すすぎ工程と、排水する排水すすぎ工程とを、
所定時間Ｔ１交互に実行するようにしたものである。
【００６１】
　他の構成は第１の実施の形態と同じ内容なので、同一符号を付して説明を省略する。
【００６２】
　上記構成において、図５のフローチャート、図６の工程図を参照にしながら動作、作用
を説明する。
【００６３】
　蓋体３１を開いて回転ドラム２４内に洗濯物を投入し、ステップ１００で動作を開始し
、ステップ１０１で電源スイッチ４５ｆをオンした後、ステップ１０２でコース設定スイ
ッチ４５ｄを操作してコースを設定する。ステップ１０３で、制御装置４３に設けたスタ
ートスイッチ４５ｅを操作して運転を開始すると、ステップ１０４で制御手段４４により
フタロック４０等を機能させ、次のステップ１０５で洗濯工程を運転する。洗濯工程終了
後、ステップ１０６にてすすぎ工程に移行し、制御手段４４は排水弁３６を動作して、ス
テップ１０７にて水位検知手段３９により第３の所定水位Ｒ３（例えば、０ｍｍ）より低



(10) JP 2008-49006 A 2008.3.6

10

20

30

40

50

いか否かを判断する。所定水位Ｒ３より低い場合、ステップ１０８にて制御手段４４は排
水弁３６を停止する。所定水位Ｒ３以上の場合は、ステップ１０６に戻る。次いでステッ
プ１０９にて給水弁３７を動作し、ステップ１１０にて水位検知手段３９により第１の所
定水位Ｒ１（例えば、１６０ｍｍ）で有るか否かを判断する。第１の所定水位Ｒ１で有る
場合、ステップ１１１にて制御手段４４は給水弁３７を停止し、ステップ１１２にて排水
弁３６を動作する。第１の所定水位Ｒ１でない場合、ステップ１０９に戻る。ステップ１
１３にて水位検知手段３９により第２の所定水位Ｒ２（例えば、６０ｍｍ）で有るか否か
を判断する。第２の所定水位Ｒ２で有る場合、ステップ１１４にて排水弁３６を停止する
。所定水位Ｒ２でない場合、ステップ１１２に戻る。ステップ１１５では、ステップ１０
９から１１４を繰り返す工程の時間が所定時間Ｔ１（例えば、２分）で有るか否かを判断
する。所定時間Ｔ１である場合、ステップ１１６で次工程に移行する。所定時間Ｔ１でな
い場合、ステップ１０９に戻る。
【００６４】
　以上のように、本実施の形態においてはすすぎ工程において、第１の所定水位Ｒ１（例
えば、１６０ｍｍ）と第２の所定水位（例えば、６０ｍｍ）の間で、水受け槽内のすすぎ
水を給水する給水すすぎ工程と、排水する排水すすぎ工程とを、所定時間交互に実行する
ようにしたものである。
【００６５】
　これにより、給水すすぎ工程で衣類に新しいすすぎ水を加えた後、排水すすぎ工程で汚
れたすすぎ水を流す動作を交互に行うことで、衣類に新しい水を浸透させてから排水を行
い、効率よく衣類のすすぎ水を入れ替えることができ、また給水排水を同時に行った場合
のように、受け筒側に給水される水が衣類にかかることなく排水されることを低減するこ
とができ、衣類のすすぎ効果を向上することができるものである。
【００６６】
　（実施の形態３）
　図７は、本発明の第３の実施の形態のドラム式洗濯機の要部動作フローチャートである
。制御手段４４は、第２の発明における給水すすぎ工程および排水すすぎ工程の少なくと
も一部において、モータ２８を駆動することで回転ドラム２４を回転駆動するようにした
ものである。
【００６７】
　他の構成は、上記実施の形態１および２と同じであり、同一符号を付して説明を省略す
る。
【００６８】
　上記構成において動作を説明する。図７において、ステップ２００～２０８は、実施の
形態１のステップ１００～１０８と同じであるので、説明を省略する。
【００６９】
　すすぎ工程において、所定水位Ｒ３まで排水した後、ステップ２０９で、制御手段４４
は給水弁３７を動作し、ステップ２１０でモータ２８を駆動して回転ドラム２４の撹拌回
転を開始し、撹拌（例えば、５秒撹拌１０秒停止）を行う。次いでステップ２１１にて水
位検知手段３９により第１の所定水位Ｒ１（例えば、１６０ｍｍ）で有るか否かを判断す
る。第１の所定水位Ｒ１で有る場合、ステップ２１２にて制御手段４４は給水弁３７を停
止し、ステップ２１３にて排水弁３６を動作する。第１の所定水位Ｒ１でない場合、ステ
ップ２０９に戻る。ステップ２１６では、ステップ２０９から２１５を繰り返す工程の時
間が所定時間Ｔ１（例えば、２分）で有るか否かを判断する。所定時間Ｔ１に達している
場合には、回転ドラム２４の撹拌回転を停止する。所定時間Ｔ１に達していない場合には
ステップ２１１に戻る。
【００７０】
　以上のように、本実施の形態においては実施の形態２に記載の注水すすぎ工程または排
水すすぎ工程において、回転ドラムを駆動して衣類を撹拌するようにしたものである。
【００７１】
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　これにより、給水すすぎ工程で撹拌することで、より均一に衣類に新しいすすぎ水を浸
透させて、排水すすぎ工程で撹拌することで、衣類から汚れたすすぎ水をたたき出すこと
ができ、より衣類のすすぎ効果を向上することができる。
【００７２】
　（実施の形態４）
　図８は、本発明の第４の実施の形態のドラム式洗濯機の要部動作フローチャート、図９
は、同ドラム式洗濯機の冷却工程図である。
【００７３】
　制御手段４４は、高温洗浄後のすすぎ工程において、第１の所定水位Ｒ１と第２の所定
水位の間で、水受け槽２６内の冷却水を給水する給水冷却工程と、排水する排水冷却工程
とを、所定温度Ｓ２まで、交互に実行するようにしたものである。
【００７４】
　他の構成は、上記実施の形態１および２と同じであり、同一符号を付して説明を省略す
る。
【００７５】
　上記構成において動作を説明する。蓋体３１を開いて回転ドラム２４内に洗濯物を投入
し、ステップ３００で動作を開始し、ステップ３０１で電源スイッチ４５ｆをオンした後
、ステップ３０２でコース設定スイッチ４５ｄを操作して高温コースを設定する。ステッ
プ３０３で、制御装置４３に設けたスタートスイッチ４５ｅを操作して運転を開始すると
、ステップ３０４で制御手段４４によりフタロック４０等を機能させ、次のステップ３０
５で給水弁３７を動作し、ステップ３０６でモータ２８を駆動して回転ドラム２４の撹拌
回転を開始する。次いでステップ３０７にて水位検知手段３９により第２の所定水位Ｒ２
（例えば、６０ｍｍ）で有るか否かを判断する。所定水位Ｒ２で有る場合、ステップ３０
８にて制御手段４４は給水弁３７を停止する。所定水位Ｒ２未満の場合は、ステップ３０
５に戻る。ステップ３０９で制御手段４４はヒータ４１を動作し洗濯水を過熱する（高温
洗浄）。ステップ３１０にて温度検知手段４２で水温を検知し、温度が所定温度Ｓ１（例
えば、９０℃）で有るか否かを判断する。所定温度Ｓ１で有れば、ステップ３１１にてヒ
ータ４１を停止する。所定温度Ｓ１未満であれば、ステップ３０９に戻る。ステップ３１
２にて高温洗濯工程の時間が所定時間Ｔ１で有るか否かを判断する。所定時間１で有れば
、ステップ３１３にて制御手段４４はモータ２８の駆動を止め、回転ドラム２４を停止す
る。所定時間Ｔ１でない場合はステップ３１２に戻る。
【００７６】
　次いで冷却工程に入り、ステップ３１４にて制御手段４４は給水弁３７を動作し、ステ
ップ３１５で水位が所定水位Ｒ１（例えば、１６０ｍｍ）で有るか否かを判断する。所定
水位Ｒ１である場合は、ステップ３１６で給水弁３７を停止する。所定水位Ｒ１でない場
合はステップ３１４に戻る。ステップ３１７にて温度検知手段４２で水温を検知し、温度
が所定温度Ｓ２（例えば、５０℃）で有るか否かを判断する。所定温度Ｓ２で有れば、ス
テップ３２１にて制御手段４４は排水弁３６を停止する。次いでステップ３２２で次工程
に移行する。所定温度Ｓ２より高い場合は、ステップ３１８で制御手段４４は排水弁３６
を動作し、ステップ３１９にて水位が所定水位Ｒ２（例えば、６０ｍｍ）で有るか否かを
判断する。所定水位Ｒ２であればステップ３２０で排水弁３６を停止し、ステップ３１４
に戻る。所定水位Ｒ２でなければステップ３１８に戻る。
【００７７】
　以上のように、本実施の形態においては冷却工程において、第１の所定水位Ｒ１（例え
ば、１６０ｍｍ）と第２の所定水位（例えば、６０ｍｍ）の間で、水受け槽内の冷却水を
給水する給水冷却工程と、排水する排水冷却工程とを、所定温度Ｓ２（例えば、５０℃）
に下がるまで交互に実行するようにしたものである。
【００７８】
　これにより、給水冷却工程で加熱された衣類に新しい冷却水を加えた後、排水冷却工程
であたたまった冷却水を流す動作を交互に行うことで、衣類に新しい水を浸透させてから
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排水を行い、効率よく加熱された衣類の冷却水を入れ替えることができ、また給水排水を
同時に行った場合のように、受け筒側に給水される水が衣類にかかることなく排水される
ことを低減することができ、衣類の冷却効果を向上することができるものである。
【００７９】
　（実施の形態５）
　図１０は、本発明の第５の実施の形態のドラム式洗濯機の要部動作フローチャートであ
る。
【００８０】
　制御手段４４は、第４の発明における給水冷却工程および排水冷却工程の少なくとも一
部において、モータ２８を駆動することで回転ドラム２４を回転駆動するようにしたもの
である。
【００８１】
　上記構成において動作説明する。図１０において、ステップ４００～４１３は、実施の
形態４のステップ３００～３１３と同じであるので、説明を省略する。
【００８２】
　ステップ４１４で、制御手段４４給水弁３７を動作し、ステップ４１５にてモータ２８
を駆動して回転ドラム２４を回転駆動する。ステップ４１６にて水位が所定水位Ｒ１（例
えば、１６０ｍｍ）で有るか否かを判断する。所定水位Ｒ１である場合は、ステップ４１
７で給水弁３７を停止する。所定水位Ｒ１でない場合はステップ４１４に戻る。ステップ
４１８にて温度検知手段４２で水温を検知し、温度が所定温度Ｓ２（例えば、５０℃）で
有るか否かを判断し、所定温度Ｓ２より低い場合はステップ４２２にてモータ２８を止め
、回転ドラム２４を停止する。次いでステップ４２３にて制御手段４４は排水弁３６を動
作して、ステップ４２４で次工程に移行する。所定温度Ｓ２より高い場合は、ステップ４
１９で制御手段４４は排水弁３６を動作し、ステップ４２０にて水位が所定水位Ｒ２（例
えば、６０ｍｍ）で有るか否かを判断する。所定水位Ｒ２であればステップ４２１で排水
弁３６を停止し、ステップ４１４に戻る。所定水位Ｒ２でなければステップ４１９に戻る
。
【００８３】
　以上のように、本実施の形態においては実施の形態４に記載の注水冷却工程または排水
冷却工程において、回転ドラムを駆動して衣類を撹拌するようにしたものである。
【００８４】
　これにより、給水冷却工程で撹拌することで、より均一に加熱された衣類に新しい冷却
水を浸透させて、排水冷却工程で撹拌することで、衣類からあたたまった冷却水をたたき
出すことができ、より衣類の冷却効果を向上することができる。
【産業上の利用可能性】
【００８５】
　以上のように、本発明にかかるドラム式洗濯機は、すすぎ工程において、すすぎ水をよ
り効率良く衣類に浸透して、衣類のすすぎ効果を向上することができ、また同様に、高温
洗浄後の冷却工程にて冷却水をより効率良く衣類に浸透して、加熱された衣類の温度を下
げることができるものであるので、水平方向または略傾斜方向に回転中心軸を有する回転
ドラム内で、洗い、すすぎ、脱水の工程を行うドラム式洗濯機のみならず、さらに乾燥工
程を実行できるドラム式洗濯乾燥機においても、適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】本発明の実施の形態１におけるドラム式洗濯機の縦断面図
【図２】同ドラム式洗濯機の洗剤ケースの要部断面図
【図３】同ドラム式洗濯機のブロック制御回路図
【図４】同ドラム式洗濯機の入力設定手段および表示手段の拡大正面図
【図５】本発明実施の形態２におけるドラム式洗濯機の要部動作フローチャート
【図６】同ドラム式洗濯機のすすぎ工程図
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【図７】本発明の実施の形態３におけるドラム式洗濯機の要部動作フローチャート
【図８】本発明の実施の形態４におけるドラム式洗濯機の要部動作フローチャート
【図９】同ドラム式洗濯機の冷却工程図
【図１０】本発明の実施の形態５におけるドラム式洗濯機の要部動作フローチャート
【図１１】従来のドラム式洗濯機の縦断面図
【符号の説明】
【００８７】
　２４　回転ドラム
　２４ａ　前面開口部
　２６　水受け槽
　３５　洗剤ケース
　３７　給水弁（給水手段）
　３８ａ　第１の給水ホース（第１の給水経路）
　３８ｂ　第２の給水ホース（第１の給水経路）
　３８ｃ　第３の給水ホース（第２の給水経路）
　４８　給水口金

【図２】 【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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