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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外槽と内槽とを含み、前記内槽が取り外すことができるように前記外槽内に配設され、
かつ前記内槽の槽開口が前記外槽の槽開口と同一方向を向き、前記内槽の外壁と前記外槽
の内壁の間に間隔を空け、
　前記外槽は、第１開口部と、前記第１開口部に対向する第１底部とを備え、
　前記洗濯槽は、前記第１底部上に設けられるパルセーターを更に含み、前記パルセータ
ーの前記第１底部と反対側の面には突出して位置決め柱を形成しており、前記位置決め柱
の横断面の形状が非円形であり、
　前記内槽は、第２開口部と、前記第２開口部に対向する第２底部とを備え、
　前記第２底部には、前記第２開口部に近づく方向へ凹ませた、前記位置決め柱とマッチ
する凹溝を形成して、前記位置決め柱を前記凹溝内に嵌め込ませる、或いは前記内槽は、
前記パルセーターと一体成形し、前記内槽の第２底部がパルセーター上に位置し、前記パ
ルセーターが前記外槽の第１底部上に取り外すことができるように設けられ、
　前記パルセーターの前記第１底部と反対側の面には突出して撹拌リブを形成し、前記内
槽の第２底部の前記パルセーターに向かう面には、凹ませた、前記撹拌リブとマッチする
収容溝を形成することを特徴とする洗濯槽。
【請求項２】
　前記位置決め柱はスプラインである、又は前記位置決め柱の横断面が多辺形であること
を特徴とする請求項１に記載の洗濯槽。
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【請求項３】
　前記内槽の側壁は外方へ傾斜して、前記内槽の直径を前記第２底部から第２開口部に向
かう方向に沿って徐々に増大させることを特徴とする請求項１に記載の洗濯槽。
【請求項４】
　前記位置決め柱上に位置決め穴を設けており、締め具が前記位置決め穴を通って前記パ
ルセーターを前記外槽の第１底部に設けることを特徴とする請求項１に記載の洗濯槽。
【請求項５】
　前記位置決め柱の高さは、７０ｍｍ以上であることを特徴とする請求項１に記載の洗濯
槽。
【請求項６】
　滑り止めシートを更に含み、前記滑り止めシートは前記内槽の第２底部外側と前記パル
セーターの間に位置することを特徴とする請求項１に記載の洗濯槽。
【請求項７】
　前記内槽の側壁上に凸リブを形成することを特徴とする請求項１に記載の洗濯槽。
【請求項８】
　前記凸リブの数量は複数本で、複数本の前記凸リブが前記内槽の側壁の周方向に沿って
間隔をあけて配列し、各前記凸リブが前記内槽の側壁の軸方向に沿って延在することを特
徴とする請求項７に記載の洗濯槽。
【請求項９】
　外槽と内槽とを含み、前記内槽が取り外すことができるように前記外槽内に配設され、
かつ前記内槽の槽開口が前記外槽の槽開口と同一方向を向き、前記内槽の外壁と前記外槽
の内壁の間に間隔を空け、
　前記外槽は、第１開口部と、前記第１開口部に対向する第１底部とを備え、
　前記洗濯槽は、前記第１底部上に設けられるパルセーターを更に含み、前記パルセータ
ー上に取付穴を設け、
　前記内槽は、第２開口部と、前記第２開口部に対向する第２底部とを備え、前記第２底
部が前記パルセーター上に設けられ、かつ前記内槽がパルセーター上に取り外すことがで
きるように設けられ、前記内槽の第２開口部に枢動できる持ち手を設け、
　前記洗濯槽は、ヒンジ機構を更に含み、前記ヒンジ機構がスライドとリンクとバネとを
備え、前記スライドが前記取付穴内に摺設されることができ、前記リンクの一端が前記ス
ライドとヒンジ接続し、前記リンクの他端が前記持ち手上に連結され、前記バネの一端が
前記内槽の外側壁上に固定され、他端が前記リンクと連結することを特徴とする洗濯槽。
【請求項１０】
　前記ヒンジ機構の数量は２個で、２個の前記ヒンジ機構が各々前記持ち手の両側に設け
られることを特徴とする請求項９に記載の洗濯槽。
【請求項１１】
　各ヒンジ機構のスライド数量は２個で、前記リンクが第１リンクと第２リンクと第３リ
ンクとを含み、各スライドが第１リンクの一端にヒンジ接続され、前記第１リンクの他端
が前記第２リンクの一端にヒンジ接続され、前記第２リンクの他端が前記第３リンクの一
端とヒンジ接続され、前記第３リンクの他端が前記持ち手上に連結し、同一ヒンジ機構内
のスライドが対応する取付穴は対向設置され、前記バネの一端が前記第３リンク上に連結
することを特徴とする請求項９に記載の洗濯槽。
【請求項１２】
　前記内槽の側壁は外方へ傾斜して、前記内槽の直径を前記第２底部から第２開口部に向
かう方向に沿って徐々に増大させることを特徴とする請求項９に記載の洗濯槽。
【請求項１３】
　前記パルセーターの前記第１底部と反対側の面には突出して撹拌リブを形成し、前記内
槽の第２底部の前記パルセーターに向かう面には、凹ませた、前記撹拌リブとマッチする
収容溝を形成することを特徴とする請求項１２に記載の洗濯槽。
【請求項１４】
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　前記取付穴は、前記撹拌リブの側面に設けられることを特徴とする請求項１３に記載の
洗濯槽。
【請求項１５】
　滑り止めシートを更に含み、前記滑り止めシートは前記内槽の第２底部外側と前記パル
セーターの間に位置することを特徴とする請求項９に記載の洗濯槽。
【請求項１６】
　前記内槽の側壁上に凸リブを形成することを特徴とする請求項９に記載の洗濯槽。
【請求項１７】
　前記凸リブの数量は複数本で、複数本の前記凸リブが前記内槽の側壁の周方向に沿って
間隔をあけて配列し、各前記凸リブが前記内槽の側壁の軸方向に沿って延在することを特
徴とする請求項１６に記載の洗濯槽。
【請求項１８】
　外槽と内槽とを含み、前記内槽が取り外すことができるように前記外槽内に配設され、
かつ前記内槽の槽開口が前記外槽の槽開口と同一方向を向き、前記内槽の外壁と前記外槽
の内壁の間に間隔を空け、
　前記内槽は、槽体と第１ロック機構とを含み、
　前記第１ロック機構は、ロックケースとロック部材とを含み、前記ロックケースが前記
槽体の槽底と連結固定し、かつ前記ロックケース内に収容チャンバーを設けており、前記
槽底に貫通孔を設け、前記貫通孔が前記収容チャンバーに連通し、前記ロック部材が前記
収容チャンバー内に挿設されることを特徴とする洗濯槽。
【請求項１９】
　前記槽体が槽壁と前記槽底とを含み、前記槽壁が前記槽底と一体化して連結され、前記
槽壁の内側に複数の第１リブを凸設し、前記槽底の内側に複数の第２リブを凸設し、前記
第１ロック機構が前記槽底の中心部に設けられることを特徴とする請求項１８に記載の洗
濯槽。
【請求項２０】
　前記槽壁の断面は、円形として設けられることを特徴とする請求項１９に記載の洗濯槽
。
【請求項２１】
　前記槽壁の直径は、前記槽底から離れた一端から前記槽底に近い一端へ徐々に減少する
ことを特徴とする請求項２０に記載の洗濯槽。
【請求項２２】
　前記第１リブは、前記槽体の軸方向に沿って前記槽壁の内側に設けられることを特徴と
する請求項２１に記載の洗濯槽。
【請求項２３】
　前記第１リブは、均一に間隔をあけて前記槽壁の内側に設けられることを特徴とする請
求項２２に記載の洗濯槽。
【請求項２４】
　前記槽底は、前記槽壁の外側に沿って延在して外パルセーターを形成し、前記外パルセ
ーターに第３リブを凸設しており、前記槽壁の外側に洗濯溝を設けることを特徴とする請
求項１９に記載の洗濯槽。
【請求項２５】
　前記槽壁の断面は、円形として設けられることを特徴とする請求項２４に記載の洗濯槽
。
【請求項２６】
　前記槽壁の直径は、前記槽底から離れた一端から前記槽底に近い一端へ徐々に減少する
ことを特徴とする請求項２５に記載の洗濯槽。
【請求項２７】
　前記洗濯溝は、前記槽壁の外側に凹設されることを特徴とする請求項２４に記載の洗濯
槽。
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【請求項２８】
　前記洗濯溝と前記第２リブとが、一対一に対応して設けられることを特徴とする請求項
２７に記載の洗濯槽。
【請求項２９】
　筐体と洗濯槽と第１動力機構と第１制御装置と第２動力機構と第２制御装置とを含み、
前記洗濯槽が前記筐体の内部に設けられ、前記洗濯槽が外槽と内槽とを含み、前記内槽が
取り外すことができるように前記外槽内に配設され、かつ前記内槽の槽開口が前記外槽の
槽開口と同一方向を向き、前記内槽の外壁と前記外槽の内壁の間に間隔を空け、前記第１
制御装置は、前記第１動力機構を制御することで、前記外槽の回転を駆動し、前記第２制
御装置は、前記第２動力機構を制御することで、前記内槽の回転を駆動し、前記内槽は、
槽体と第１ロック機構とを含み、前記第１ロック機構は、ロックケースとロック部材とを
含み、前記ロックケースが前記槽体の槽底と連結固定し、かつ前記ロックケース内に収容
チャンバーを設けており、前記槽底に貫通孔を設け、前記貫通孔が前記収容チャンバーに
連通し、前記ロック部材が前記収容チャンバー内に挿設されることを特徴とする洗濯機。
【請求項３０】
　駆動軸と駆動モータと洗濯槽とを含み、前記洗濯槽は、外槽と内槽とを含み、前記内槽
が取り外すことができるように前記外槽内に配設され、かつ前記内槽の槽開口が前記外槽
の槽開口と同一方向を向き、前記内槽の外壁と前記外槽の内壁の間に間隔を空け、前記内
槽は、槽体と第１ロック機構とを含み、前記槽体が槽壁と槽底とを含み、前記槽壁が前記
槽底と一体化して連結され、前記槽壁の内側に複数の第１リブを凸設し、前記槽底の内側
に複数の第２リブを凸設し、前記第１ロック機構が前記槽底の中心部に設けられ、前記駆
動軸は、前記駆動モータと駆動連結し、前記内槽が前記外槽内に同軸的に設けられ、前記
第１ロック機構が前記駆動軸上に取り外すことができるようにロックすることを特徴とす
る洗濯機。
【請求項３１】
　前記第１ロック機構は、ロックケースとロック部材とを含み、前記ロックケースが前記
槽底と連結固定し、かつ前記ロックケース内に収容チャンバーを設けており、前記槽底に
貫通孔を設け、前記駆動軸が前記貫通孔を通じて前記収容チャンバー内に挿設され、前記
駆動軸の前記収容チャンバーに挿設した一端にスプライン或いは移動制限溝を設け、前記
ロック部材が前記収容チャンバー内に挿設され、かつ前記ロック部材と前記駆動軸とが連
結することを特徴とする請求項３０に記載の洗濯機。
【請求項３２】
　前記ロック部材は、ホルダと、間隔をあけて前記ホルダ上に設けられる２個の固定ブロ
ックとを含み、２個の固定ブロックの対向する側は各々前記駆動軸のスプライン両側又は
移動制限溝内に当接し、２個の固定ブロックの反対側は各々前記収容チャンバーのチャン
バー壁に当接することを特徴とする請求項３１に記載の洗濯機。
【請求項３３】
　パルセーターを更に含み、前記パルセーターに第２ロック機構を設けており、前記第２
ロック機構は前記駆動軸上に取り外すことができるようにロックすることを特徴とする請
求項３０に記載の洗濯機。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、クリーニング設備技術分野に関し、特に洗濯機及びその洗濯槽に関する。
【背景技術】
【０００２】
　社会の進歩及び発展につれ、人々は益々自分の生活の質に重視してきた。人々は衣類の
洗濯過程中、自分の清潔性のため、往々にして異なる衣類を分けて洗濯することで、衣類
間における交差汚染を防止し、例えば子供の衣類或いはインナーウエアとその他の衣類と
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を分けて洗濯する。
【０００３】
　しかしながら従来の洗濯機において、大半は１個の洗濯槽のみがあり、特殊な衣類を分
けて洗濯するためには、人々は往々にして衣類を分けて複数回で洗濯しなければならない
。このようにしてある程度交差汚染の発生を防止できるが、洗濯後洗濯機の内部に部分的
な残留があり、次回洗濯過程中に洗濯物上に付着し、極めてこれによって皮膚アレルギー
等の著しい問題が起きる恐れがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、特殊な衣類の単独洗濯を実現する洗濯槽を提供することを主な目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するため、本発明に係る洗濯槽は、外槽と内槽とを含み、前記内槽が取
り外すことができるように前記外槽内に配設され、かつ前記内槽の槽開口が前記外槽の槽
開口と同一方向を向き、前記内槽の外壁と前記外槽の内壁の間に間隔を空け、前記外槽は
、第１開口部と、前記第１開口部に対向する第１底部とを備え、前記洗濯槽は、前記第１
底部上に設けられるパルセーターを更に含み、前記パルセーターの前記第１底部と反対側
の面には突出して位置決め柱を形成しており、前記位置決め柱の横断面の形状が非円形で
あり、前記内槽は、第２開口部と、前記第２開口部に対向する第２底部とを備え、前記第
２底部には、前記第２開口部に近づく方向へ凹ませた、前記位置決め柱とマッチする凹溝
を形成して、前記位置決め柱を前記凹溝内に嵌め込ませる、或いは前記内槽は、前記パル
セーターと一体成形し、前記内槽の第２底部がパルセーター上に位置し、前記パルセータ
ーが前記外槽の第１底部上に取り外すことができるように設けられ、前記パルセーターの
前記第１底部と反対側の面には突出して撹拌リブを形成し、前記内槽の第２底部の前記パ
ルセーターに向かう面には、凹ませた、前記撹拌リブとマッチする収容溝を形成する。
【０００７】
　好ましくは、前記位置決め柱はスプラインである、又は前記位置決め柱の横断面が多辺
形である。
【０００８】
　好ましくは、前記内槽の側壁は外方へ傾斜して、前記内槽の直径を前記第２底部から第
２開口部に向かう方向に沿って徐々に増大させる。
【０００９】
　好ましくは、前記位置決め柱上に位置決め穴を設けており、締め具が前記位置決め穴を
通って前記パルセーターを前記外槽の第１底部に設ける。
【００１０】
　好ましくは、前記位置決め柱の高さは、７０ｍｍ以上である。
【００１１】
　好ましくは、滑り止めシートを更に含み、前記滑り止めシートは前記内槽の第２底部外
側と前記パルセーターの間に位置する。
【００１３】
　好ましくは、前記内槽の側壁上に凸リブを形成する。
【００１４】
　好ましくは、前記凸リブの数量は複数本で、複数本の前記凸リブが前記内槽の側壁の周
方向に沿って間隔をあけて配列し、各前記凸リブが前記内槽の側壁の軸方向に沿って延在
する。
【００１５】
　本発明は、洗濯槽を更に提出し、外槽と内槽とを含み、前記内槽が取り外すことができ
るように前記外槽内に配設され、かつ前記内槽の槽開口が前記外槽の槽開口と同一方向を
向き、前記内槽の外壁と前記外槽の内壁の間に間隔を空け、前記外槽は、第１開口部と、
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前記第１開口部に対向する第１底部とを備え、前記洗濯槽は、前記第１底部上に設けられ
るパルセーターを更に含み、前記パルセーター上に取付穴を設け、前記内槽は、第２開口
部と、前記第２開口部に対向する第２底部とを備え、前記第２底部が前記パルセーター上
に設けられ、かつ前記内槽がパルセーター上に取り外すことができるように設けられ、前
記内槽の第２開口部に枢動できる持ち手を設け、前記洗濯槽は、ヒンジ機構を更に含み、
前記ヒンジ機構がスライドとリンクとバネとを備え、前記スライドが前記取付穴内に摺設
されることができ、前記リンクの一端が前記スライドとヒンジ接続し、前記リンクの他端
が前記持ち手上に連結され、前記バネの一端が前記内槽の外側壁上に固定され、他端が前
記リンクと連結する。
 
【００１６】
　好ましくは、前記ヒンジ機構の数量は２個で、２個の前記ヒンジ機構が各々前記持ち手
の両側に設けられる。
【００１７】
　好ましくは、各ヒンジ機構のスライド数量は２個で、前記リンクが第１リンクと第２リ
ンクと第３リンクとを含み、各スライドが第１リンクの一端にヒンジ接続され、前記第１
リンクの他端が前記第２リンクの一端にヒンジ接続され、前記第２リンクの他端が前記第
３リンクの一端とヒンジ接続され、前記第３リンクの他端が前記持ち手上に連結し、同一
ヒンジ機構内のスライドが対応する取付穴は対向設置され、前記バネの一端が前記第３リ
ンク上に連結する。
【００１８】
　好ましくは、前記内槽の側壁は外方へ傾斜して、前記内槽の直径を前記第２底部から第
２開口部に向かう方向に沿って徐々に増大させる。
【００１９】
　好ましくは、前記パルセーターの前記第１底部と反対側の面には突出して撹拌リブを形
成し、前記内槽の第２底部の前記パルセーターに向かう面には、凹ませた、前記撹拌リブ
とマッチする収容溝を形成する。
【００２０】
　好ましくは、前記取付穴は、前記撹拌リブの側面に設けられる。
【００２１】
　好ましくは、滑り止めシートを更に含み、前記滑り止めシートは前記内槽の第２底部外
側と前記パルセーターの間に位置する。
【００２２】
　好ましくは、前記内槽の側壁上に凸リブを形成する。
【００２３】
　好ましくは、前記凸リブの数量は複数本で、複数本の前記凸リブが前記内槽の側壁の周
方向に沿って間隔をあけて配列し、各前記凸リブが前記内槽の側壁の軸方向に沿って延在
する。
【００２７】
　本発明は、洗濯槽を更に提出し、外槽と内槽とを含み、前記内槽が取り外すことができ
るように前記外槽内に配設され、かつ前記内槽の槽開口が前記外槽の槽開口と同一方向を
向き、前記内槽の外壁と前記外槽の内壁の間に間隔を空け、前記内槽は、槽体と第１ロッ
ク機構とを含み、前記第１ロック機構は、ロックケースとロック部材とを含み、前記ロッ
クケースが前記槽体の槽底と連結固定し、かつ前記ロックケース内に収容チャンバーを設
けており、前記槽底に貫通孔を設け、前記貫通孔が前記収容チャンバーに連通し、前記ロ
ック部材が前記収容チャンバー内に挿設される。
　好ましくは、前記槽体が槽壁と前記槽底とを含み、前記槽壁が前記槽底と一体化して連
結され、前記槽壁の内側に複数の第１リブを凸設し、前記槽底の内側に複数の第２リブを
凸設し、前記第１ロック機構が前記槽底の中心部に設けられる。
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【００２９】
　好ましくは、前記槽壁の断面は、円形として設けられる。
【００３０】
　好ましくは、前記槽壁の直径は、前記槽底から離れた一端から前記槽底に近い一端へ徐
々に減少する。
【００３１】
　好ましくは、前記第１リブは、前記槽体の軸方向に沿って前記槽壁の内側に設けられる
。
【００３２】
　好ましくは、前記第１リブは、均一に間隔をあけて前記槽壁の内側に設けられる。
【００３３】
　好ましくは、前記槽底は、前記槽壁の外側に沿って延在して外パルセーターを形成し、
前記外パルセーターに第３リブを凸設しており、前記槽壁の外側に洗濯溝を設ける。
【００３５】
　好ましくは、前記槽壁の断面は、円形として設けられる。
【００３６】
　好ましくは、前記槽壁の直径は、前記槽底から離れた一端から前記槽底に近い一端へ徐
々に減少する。
【００３７】
　好ましくは、前記洗濯溝は、前記槽壁の外側に凹設される。
【００３８】
　好ましくは、前記洗濯溝と前記第２リブとが、一対一に対応して設けられる。
【００３９】
　本発明は、洗濯機を更に提出し、筐体と洗濯槽と第１動力機構と第１制御装置と第２動
力機構と第２制御装置とを含み、前記洗濯槽が前記筐体の内部に設けられ、前記洗濯槽が
外槽と内槽とを含み、前記内槽が取り外すことができるように前記外槽内に配設され、か
つ前記内槽の槽開口が前記外槽の槽開口と同一方向を向き、前記内槽の外壁と前記外槽の
内壁の間に間隔を空け、前記第１制御装置は、前記第１動力機構を制御することで、前記
外槽の回転を駆動し、前記第２制御装置は、前記第２動力機構を制御することで、前記内
槽の回転を駆動し、前記内槽は、槽体と第１ロック機構とを含み、前記第１ロック機構は
、ロックケースとロック部材とを含み、前記ロックケースが前記槽体の槽底と連結固定し
、かつ前記ロックケース内に収容チャンバーを設けており、前記槽底に貫通孔を設け、前
記貫通孔が前記収容チャンバーに連通し、前記ロック部材が前記収容チャンバー内に挿設
される。
 
【００４０】
　本発明は、洗濯機を更に提出し、駆動軸と駆動モータと洗濯槽とを含み、前記洗濯槽は
、外槽と内槽とを含み、前記内槽が取り外すことができるように前記外槽内に配設され、
かつ前記内槽の槽開口が前記外槽の槽開口と同一方向を向き、前記内槽の外壁と前記外槽
の内壁の間に間隔を空け、前記内槽は、槽体と第１ロック機構とを含み、前記槽体が槽壁
と槽底とを含み、前記槽壁が前記槽底と一体化して連結され、前記槽壁の内側に複数の第
１リブを凸設し、前記槽底の内側に複数の第２リブを凸設し、前記第１ロック機構が前記
槽底の中心部に設けられ、前記駆動軸は、前記駆動モータと駆動連結し、前記内槽が前記
外槽内に同軸的に設けられ、前記第１ロック機構が前記駆動軸上に取り外すことができる
ようにロックする。
【００４１】
　好ましくは、前記第１ロック機構は、ロックケースとロック部材とを含み、前記ロック
ケースが前記槽底と連結固定し、かつ前記ロックケース内に収容チャンバーを設けており
、前記槽底に貫通孔を設け、前記駆動軸が前記貫通孔を通じて前記収容チャンバー内に挿
設され、前記駆動軸の前記収容チャンバーに挿設した一端にスプライン或いは移動制限溝
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を設け、前記ロック部材が前記収容チャンバー内に挿設され、かつ前記ロック部材と前記
駆動軸とが連結する。
【００４２】
　好ましくは、前記ロック部材は、ホルダと、間隔をあけて前記ホルダ上に設けられる２
個の固定ブロックとを含み、２個の固定ブロックの対向する側は各々前記駆動軸のスプラ
イン両側又は移動制限溝内に当接し、２個の固定ブロックの反対側は各々前記収容チャン
バーのチャンバー壁に当接する。
【００４３】
　好ましくは、パルセーターを更に含み、前記パルセーターに第２ロック機構を設けてお
り、前記第２ロック機構は前記駆動軸上に取り外すことができるようにロックする。
【発明の効果】
【００４４】
　本発明の技術的解決策は、外槽内に１つの単独内槽を設け、かつ内槽と外槽が着脱可能
で、二重槽構造を形成し、洗濯過程中、特殊な衣類を内槽内に入れ、外槽内の水が内槽内
に入れず、特殊な衣類の単独に洗濯する目的を達成でき、特殊な衣類を洗濯する必要がな
い場合、内槽を外槽内から取り外して普通の洗濯を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
　以下、本発明の実施例又は従来技術内の技術的解決策を明確に説明するため、実施例又
は従来技術の記述中に使用する必要がある添付図面を簡単に説明する。下記添付図面は、
僅か本発明の若干の実施例を説明するものであって、当業者が僅かな工夫と努力により試
みをすれば、それら添付図面に示す構造に基づいてその他の添付図面を得ることができる
ことは、当業者にとって明白である。
【図１】実施例１内の洗濯槽の構造を示す模式図である。
【図２】図１内のパルセーター及び内槽の組立図である。
【図３】図２に示すパルセーター及び内槽の断面図である。
【図４】図２内のパルセーター断面図である。
【図５】図１内の内槽立体図である。
【図６】図１内の内槽断面図である。
【図７】実施例２内の洗濯槽の構造を示す模式図である。
【図８】図７に示す洗濯槽断面図である。
【図９】図７内の内槽及びパルセーターの平面図である。
【図１０】図７内の内槽及びパルセーターの断面図である。
【図１１】図７内の内槽及びパルセーターの側面図である。
【図１２】図１１内の一部分を示す模式図である。
【図１３】図９内のパルセーターの構造を示す模式図である。
【図１４】図１１内のヒンジ機構を示す模式図である。
【図１５】本発明の実施例３に係る外槽の構造を示す模式図である。
【図１６】本発明の実施例４に係る洗濯機の内部構造を示す模式図である。
【図１７】本発明の実施例４に係る内槽の一実施形態の内部構造を示す模式図である。
【図１８】本発明の実施例４に係る内槽の一実施形態の立体構造を示す模式図である。
【図１９】本発明の実施例４に係る第１ロック機構の立体構造を示す模式である。
【図２０】本発明の実施例４に係る第１ロック機構及び駆動軸の断面構造を示す模式図で
ある。
【図２１】本発明の実施例４に係るパルセーターの立体構造を示す模式図である。
【図２２】本発明の実施例４に係る内槽の別の実施形態の内部構造を示す模式図である。
【図２３】本発明の実施例４に係る内槽の別の実施形態の立体構造を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００４６】
　本発明の目的の達成、機能・特徴及び利点は、添付図面を基に実施例を組み合わせて更
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なる説明を行う。
【００４７】
　以下、本発明の上記目的、特徴及び利点をより一層明確で分かりやすくするため、添付
図面を組み合わせて本発明の具体的実施形態について詳細に説明する。十分に本発明を理
解するため、下記内に非常に多くの具体的詳細を記述する。ただし、本発明は、ここで記
述することと異なる非常に多くの他の形態で実施でき、当業者が本発明の内容から外れる
ことなく、類似の改良を行うことができるため、本発明は、以下に公開する具体的実施例
の制限を受けない。
【００４８】
　ここで言及すべき点は、要素が別の要素「に固定」すると称される場合、直接別の要素
上にあることができ、或いはその中にあることもできる。１個の要素は、別の要素に「連
結」すると認定された場合、直接別の要素に連結でき、若しくは同時にその中にある可能
性がある。本明細書で使用する用語として「垂直の」、「水平の」、「左」、「右」及び
類似する表現は、僅か説明する目的であり、唯一の実施形態を示すものでない。
【００４９】
　特に他に定義がない限り、本明細書で使用される全ての技術及び科学用語は、本発明が
属する分野の当業者が普通に理解するものと同じ意味を有する。本発明の明細書内で使用
する用語は、僅か具体的実施例を記述するための目的とし、本発明を限定することはない
。上記実施例の各技術的特徴は、任意の組合せを行うことができ、記述を簡潔にさせるた
め、上記施例内の各技術的特徴の全ての可能な組合せを記述することがないが、それら技
術的特徴の組合せに矛盾が存在しない場合、本明細書の記載範囲であると認められなけれ
ばならない。
【００５０】
　本発明に係る洗濯機の洗濯槽は、外槽と内槽とを含み、前記内槽が前記外槽内に取り外
すことができるように配設され、かつ前記内槽の槽開口が前記外槽の槽開口と同一方向を
向き、前記内槽の外壁と前記外槽の内壁の間に間隔を空ける。内槽を外槽内に配設した時
、衣類を内槽内に入れて単独で洗濯することができ、同時に外槽と内槽の間隔空間中にお
いて衣類に対する洗濯が防止でき、こうして外槽内の水が内槽内に流れ込まず、内槽内の
衣類と外槽内の衣類の隔離を実現し、単独で洗濯する必要がない時、内槽を外槽内から取
り外して外槽で通常の洗濯機能を果たすことができる。以下、本発明の洗濯槽について若
干の具体的実施例を挙げて詳細に説明する。
【００５１】
　図１乃至図６を参照すると、本発明の実施例１の添付図面である。実施例１内の洗濯機
は、筐体と洗濯槽１０（図１）とを含み、本実施例内の洗濯槽１０が特殊な衣類の単独洗
濯の目的を達成できる。本実施例において具体的にはパルセーター式洗濯機を例として説
明する。
【００５２】
　洗濯槽１０は、筐体の内部に設けられ、被洗濯物の衣類及び衣類洗濯用の水、洗剤など
の液体を格納するために用いられる。筐体の頂部に開閉蓋を設けており、開閉蓋が頂部に
枢動できるように設けられる。
【００５３】
　一緒に図２及び図３を参照すると、洗濯槽１０は、外槽１００とパルセーター２００と
内槽３００とを含む。外槽１００の容積は、内槽３００の容積より大きく、外槽１００が
第１開口部１００ａと第１開口部１００ａに対向する第１底部１００ｂとを備える。開閉
蓋を開けた後、衣類は第１開口部１００ａを経由して外槽１００内に投入される。外槽１
００の内部は、排水弁を通じて排水通路と連通し、排水弁が電子制御方式で制御され、洗
濯過程中は排水弁が閉められ、洗濯完了後は排水弁が開かれ、外槽１００内の水を排出す
る。
【００５４】
　図４を参照すると、パルセーター２００は、第１底部１００ｂ上に設けられ、具体的に
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第１底部１００ｂの内側に位置する。パルセーター２００の第１底部１００ｂと反対側の
面には突出して位置決め柱２１０を形成しており、位置決め柱２１０の横断面の形状が非
円形で、パルセーター２００の回転時、位置決め柱２１０と係合する物体が位置決め柱２
１０と相対摺動が発生しないことを保証する。
【００５５】
　具体的には、位置決め柱２１０はスプラインである、或いは位置決め柱２１０の横断面
が多辺形で、位置決め柱２１０が多辺形柱であることができ、位置決め柱２１０の外径が
底部から頂部に向かって徐々に減少することもできる。例えば、本実施例において位置決
め柱２１０の横断面は正五角形で、位置決め柱２１０が正五角形柱であり、内槽３００を
パルセーター２００上に取り付けることができるだけではなく、内槽３００の回転のため
に動力を提供できる。当然、その他の実施例において、位置決め柱２１０の横断面の形状
は、正三角形、正方形或いは正六角形等とすることもできる。
【００５６】
　位置決め柱２１０の高さは、７０ｍｍ以上であり、内槽３００をパルセーター２００上
に取り付けた時、位置決め柱２１０から離脱しないことを保証する。例えば、本実施例に
おいて位置決め柱２１０の高さを１２０ｍｍに設定し、内槽３００の回転過程中に大幅な
偏心の発生を防止できる。
【００５７】
　位置決め柱２１０上に位置決め穴２１１を更に設け、締め具（図示せず）を位置決め穴
２１１内に通すことによってパルセーター２００を外槽１００の第１底部１００ｂ上に設
ける。具体的には、位置決め穴２１１がネジ穴で、締め具がネジである。利用者は、使用
過程中、既存の洗濯機に対し複雑な取り外しを行う必要がなく、既存のパルセーターを本
発明の実施例中のパルセーター２００に取り替えるだけでよい。
【００５８】
　一緒に図５及び図６を参照すると、内槽３００は、第２開口部３００ａと第２開口部３
００ａに対向する第２底部３００ｂとを備える。内槽３００は、外槽１００内に取り外す
ことができるように配設されたため、特殊な衣類を単独で洗濯する時、開閉蓋を開けて内
槽３００を外槽１００内に取り付け、特殊な衣類は第２開口部３００ａを経由して内槽３
００内に投入して単独で洗濯する。特殊な衣類を単独で洗濯しない時、内槽３００を外槽
１００内から取り外す。内槽３００の高さは、外槽１００の高さより小さいか又は等しい
。
【００５９】
　内槽３００の側壁３００ｃは外方へ傾斜して、内槽３００の直径を第２底部３００ｂか
ら第２開口部３００ａに向かう方向に沿って徐々に増大させる。具体的には、内槽３００
の側壁３００ｃは、外方へ１．５°又は１．５°以上傾斜してもよいが、内槽３００の側
壁３００ｃの外方へ傾斜が多すぎてはならず、内槽３００の回転過程中に内槽３００内の
衣類がこぼれ出ることを防止する。内槽３００の側壁３００ｃと第２底部３００ｂは、外
槽１００から隔離されるため、内槽３００内の水は傾斜した側壁３００ｃに伴って第２開
口部３００ａからこぼれ出て外槽１００内に流れるのみであり、そして外槽１００内の水
と一緒に洗濯機から流れ出す。当然その他の実施例において、内槽の側壁は傾斜せず、内
槽３００上に逆止弁を設けることにより、外槽１００内の水が内槽３００内に入ることが
できず、内槽３００内の水が脱水過程中に外槽１００内に入ることができる。
【００６０】
　第２底部３００ｂには、第２開口部３００ａに近づく方向へ凹ませた、位置決め柱２１
０とマッチする凹溝３１０を形成し、位置決め柱２１０を凹溝３１０内に嵌め込ませる。
具体的には、凹溝３１０の形状と位置決め柱２１０の形状が同一で、取り付けた後内槽３
００の底部とパルセーター２００は隙間なく一体に嵌合又は符合することができる。
【００６１】
　或いは、内槽３００の第２底部３００ｂはパルセーター２００の位置決め柱２１０に取
り付けられた後、位置決め柱２１０の外表面と凹溝３１０の側壁の間に適切な隙間を残し
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、そして内槽３００の第２底部３００ｂとパルセーター２００の間に滑り止めシート（図
示せず）を設けることで、内槽３００とパルセーター２００間との摩擦力を増強でき、取
付の信頼性を強化して内槽３００が回転過程中にパルセーター２００から離脱することを
防止する。
【００６２】
　具体的には、滑り止めシートが滑り止めゴムシートである。滑り止めゴムシート付きの
内槽３００をパルセーター２００上に置いた後、滑り止めゴムシートとパルセーター２０
０が完全に接触すると共に一定の圧迫力を保証する。
【００６３】
　再度図２及び図４を参照すると、パルセーター２００の第１底部１００ｂと反対側の面
には突出して一定の高さの撹拌リブ２２０を形成する。図５及び図６を参照すると、内槽
３００の第２底部３００ｂのパルセーター２００に向かう面には、凹ませた、撹拌リブ２
２０とマッチする収容溝３２０を形成する。撹拌リブ２２０は、パルセーター２００の半
径方向に沿って延在し、かつ撹拌リブ２２０の長さが内槽３００の半径より大きいか又は
等しい。
【００６４】
　図２及び図６を参照すると、内槽３００の側壁３００ｃ上に凸リブ３３０を形成し、凸
リブ３３０の数量は複数本で、複数本の凸リブ３３０が内槽３００の側壁３００ｃの周方
向に沿って間隔をあけて配列され、各凸リブ３３０は内槽３００の軸方向に沿って延在し
、槽壁補強、撹拌、衣類との間の摩擦力の増大等の役割を果たすことができ、更に脱水時
衣類を固定し、脱水効果を増強できる。
【００６５】
　本実施例内の内槽３００は、取付に便利で、使用したい時に内槽３００の凹溝３１０を
パルセーター２００の位置決め柱２１０に合わせてから下向きに押すだけでよい。取り外
し時、凹溝３１０が位置決め柱２１０から離脱するまで、内槽３００を上向きに移動する
だけでよい。
【００６６】
　当然その他の実施例において、内槽３００もパルセーター２００と一体成形することが
でき、内槽３００の第２底部３００ｂはパルセーター２００上に位置し、パルセーター２
００が外槽１００の第１底部１００ｂ上に取り外しすることができるように設けられる。
例えば、パルセーター２００は、締め具（例えばネジ）或いは係止フックの方式により外
槽１００の第１底部１００ｂに取り外しすることができるように設けられる。パルセータ
ー２００の直径は、内槽３００の外径より大きい。パルセーターの迅速な交換を利用して
既存のパルセーターを迅速に外槽１００の第１底部１００ｂから取り外してから一体成形
の内槽３００をパルセーター２００と取り替えるだけでよい。
【００６７】
　具体的には、本実施例において、内槽３００と外槽１００が各々単独の動力構造及び洗
濯プログラムを設けることで、内槽３００が単独運転過程中、既存の洗濯機の外槽１００
は運転の必要がなく、省エネの目的を達成できる。具体的には、洗濯機は第１動力機構と
第１制御装置と第２動力機構と第２制御装置とを含み、第１制御装置が第１動力機構を制
御して外槽１００の回転を駆動し、第２制御装置が第２動力機構を制御して内槽３００の
回転を駆動し、第１動力機構と第２動力機構が互いに独立できる。
【００６８】
　例えば、内槽３００が外槽１００から独立して運転することを実現するために、洗濯機
の駆動が直接駆動方式を使用し、かつ洗濯機の洗濯プログラムについて設計し、１個の単
独ボタンを設けており、利用者が該ボタンを使用して内槽３００の洗濯プログラムを選択
した後、洗濯機は、洗濯時には普通プログラムと同じであり、脱水時にはクラッチが作動
せず、洗濯機の外槽１００が運転せず、洗濯軸によりパルセーター２００及びパルセータ
ー２００上に取り付けられた内槽３００を連動して高速運転を行って脱水の目的を達成し
、こうして内槽３００で単独でインナーウエアを洗濯する時、洗濯機の外槽１００が運転
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しないため、大量の電気エネルギーを節約し、節水・節電の目的を達成する。
【００６９】
　当然、その他の実施例において内槽３００及び外槽１００は、同一組の動力構造及び制
御装置を使用することで、内槽３００及び外槽１００の同時洗濯の目的を達成できる。
【００７０】
　上記洗濯機及びその洗濯槽１０は、少なくとも以下の利点を有する。本発明では、外槽
１００の中に１個の単独の内槽３００を設けることにより、内槽３００は、位置決め柱２
１０と凹溝３１０が係合する方式、又はパルセーター２００と一体成形する方式を通じて
外槽１００内に設けられて二重槽構造を形成でき、洗濯過程中、特殊な衣類を内槽３００
内に入れることができ、外槽１００内の水が内槽３００内に入ることができず、内槽３０
０内の水が脱水時内槽３００の傾斜する側壁から外槽１００内にこぼれ出て、外槽１００
内の水と一緒に流れ出し、特殊な衣類の単独洗濯の目的を達成する。特殊な衣類を洗濯し
ない時、内槽３００を外槽１００から取り外すことができ、位置決め柱２１０と凹溝３１
０の組立方式の取り外しが簡単で迅速である。
【００７１】
　図７乃至図１４を参照すると、本発明の実施例２の添付図面である。実施例２内の洗濯
機は、筐体（図示せず）と洗濯槽１０ｈ（図７及び図８）とを含み、本実施例内の洗濯槽
１０ｈが特殊な衣類の単独洗濯の目的を達成できる。本実施例において具体的には、パル
セーター式洗濯機を例として説明する。
【００７２】
　洗濯槽１０ｈは、筐体の内部に設けられ、被洗濯物の衣類及び衣類洗濯用の水、洗剤な
どの液体を格納するために用いられる。筐体の頂部に開閉蓋を設けており、開閉蓋が頂部
に枢動できるように設けられる。
【００７３】
　一緒に図９乃至図１２を参照すると、洗濯槽１０ｈは、外槽１００ｈとパルセーター２
００ｈと内槽３００ｈとヒンジ機構４００とを含む。外槽１００ｈの容積は、内槽３００
ｈの容積より大きく、外槽１００ｈが第１開口部１００ｈａと第１開口部１００ｈａに対
向する第１底部１００ｈｂとを備える。開閉蓋を開けた後、衣類は第１開口部１００ｈａ
を経由して外槽１００ｈ内に投入される。外槽１００ｈの内部は、排水弁を通じて排水通
路と連通し、排水弁が電子制御方式で制御され、洗濯過程中は排水弁が閉められ、洗濯完
了後は排水弁が開かれ、外槽１００ｈ内の水を排出する。
【００７４】
　図１３を参照すると、パルセーター２００ｈは、第１底部１００ｈｂ上に設けられ、具
体的に第１底部１００ｈｂの内側に位置する。パルセーター２００ｈ上に取付穴２１０ｈ
を設ける。本実施例において、取付穴２１０ｈの数量は４個で、２個ずつ対応して設けら
れる。
【００７５】
　パルセーター２００ｈの第１底部１００ｈｂと反対側の面には突出して一定の高さの撹
拌リブ２２０ｈを形成する。図１１及び図１２を参照すると、内槽３００ｈの第２底部３
００ｈｂのパルセーター２００ｈに向かう面には、凹ませた、撹拌リブ２２０ｈとマッチ
する収容溝３２０ｈを形成する。撹拌リブ２２０ｈは、パルセーター２００ｈの半径方向
に沿って延在し、かつ撹拌リブ２２０ｈの長さが内槽３００ｈの半径より大きいか又は等
しい。本実施例において、取付穴２１０ｈは、撹拌リブ２２０ｈの側面に設けられる。
【００７６】
　一緒に図８乃至図１０を参照すると、内槽３００ｈは、第２開口部３００ｈａと第２開
口部３００ｈａに対向する第２底部３００ｈｂとを備え、第２底部３００ｈｂがパルセー
ター２００ｈ上に設けられる。内槽３００ｈは、外槽１００ｈ内に取り外すことができる
ように配設されたため、特殊な衣類を単独で洗濯する時、開閉蓋を開けて内槽３００ｈを
外槽１００ｈ内に取り付け、特殊な衣類を第２開口部３００ｈａを経由して内槽３００ｈ
内に投入して単独で洗濯する。特殊な衣類を単独で洗濯しない時、内槽３００ｈを外槽１
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００ｈ内から取り外す。内槽３００ｈの高さは、外槽１００ｈの高さより小さいか又は等
しい。
【００７７】
　図１０を参照すると、内槽３００ｈの側壁３００ｈｃは外方へ傾斜して、内槽３００ｈ
の直径を第２底部３００ｈｂにから第２開口部３００ｈａに向かう方向に沿って徐々に増
大させる。具体的には、内槽３００ｈの側壁３００ｈｃは、外方へ１．５°又は１．５°
以上傾斜してもよいが、内槽３００ｈの側壁３００ｈｃの外方へ傾斜が多すぎてはならず
、内槽３００ｈの回転過程中に内槽３００ｈ内の衣類がこぼれ出ることを防止する。内槽
３００ｈの側壁３００ｈｃと第２底部３００ｈｂは、外槽１００ｈから隔離されるため、
内槽３００ｈ内の水は傾斜した側壁３００ｈｃに伴って第２開口部３００ｈａからこぼれ
出て外槽１００ｈ内に流れるのみであり、そして外槽１００ｈ内の水と一緒に洗濯機から
流れ出す。当然その他の実施例において、内槽の側壁は傾斜せず、内槽上に逆止弁を設け
ることにより、外槽内の水が内槽内に入ることができず、内槽内の水が脱水過程中に外槽
内に入ることができる。
【００７８】
　図９を参照すると、内槽３００ｈの第２開口部３００ｈａに枢動できる持ち手３４０ｈ
を設けており、持ち手３４０ｈを持ち上げることによって内槽３００ｈを持ち上げて、内
槽３００ｈを外槽１００ｈ内から取り外す。内槽３００ｈの最大外径は、３００ｍｍ以下
とする。
【００７９】
　図８を参照すると、内槽３００ｈの第２底部３００ｈｂのパルセーター２００ｈに向か
う面には、凹ませた、撹拌リブ２２０ｈとマッチする収容溝３２０ｈを形成する。撹拌リ
ブ２２０ｈは、パルセーター２００ｈの半径方向に沿って延在し、かつ撹拌リブ２２０ｈ
の長さが内槽３００ｈの半径より大きいか又は等しい。
【００８０】
　内槽３００ｈの側壁３００ｈｃ上に凸リブ３３０ｈを形成し、凸リブ３３０ｈの数量は
複数本で、複数本の凸リブ３３０ｈが内槽３００ｈの側壁３００ｈｃの周方向に沿って間
隔をあけて配列され、各凸リブ３３０ｈは内槽３００ｈの側壁３００ｈｃの軸方向に沿っ
て延在し、槽壁補強、撹拌、衣類との間の摩擦力の増大等の役割を果たすことができ、更
に脱水時衣類を固定し、脱水効果を増強できる。
【００８１】
　内槽３００ｈの第２底部３００ｈｂの外側とパルセーター２００ｈの間に滑り止めシー
ト（図示せず）を設けることで、内槽３００ｈとパルセーター２００ｈ間との摩擦力を増
強でき、取付の信頼性を強化して内槽３００ｈが回転過程中にパルセーター２００ｈから
離脱することを防止する。
【００８２】
　具体的には、滑り止めシートが滑り止めゴムシートである。滑り止めゴムシート付きの
内槽３００ｈをパルセーター２００ｈ上に置いた後、滑り止めゴムシートとパルセーター
２００ｈが完全に接触すると共に一定の圧迫力を保証し、内槽３００ｈとパルセーター２
００ｈに隙間を残すことで、滑り止めゴムシートが圧迫されて変形する過程中の接触不良
の現象が生じないことを保証する。
【００８３】
　図１４を参照すると、ヒンジ機構４００は、スライド４１０とリンク４２０とバネ４３
０とを備え、スライド４１０が取付穴２１０ｈ内に摺設されることができ、リンク４２０
の一端がスライド４１０とヒンジ接続し、リンク４２０の他端が持ち手３４０ｈ上に連結
され、バネ４３０の一端が内槽３００ｈの外側壁３００ｈｃ上に固定され、他端がリンク
４２０と連結する。
【００８４】
　本実施例において、ヒンジ機構４００の数量は２個で、２個のヒンジ機構４００の各々
が持ち手３４０ｈの両側に設けられる。また、ヒンジ機構４００は、各々内槽３００ｈの
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半径方向上の異なる両側に位置できる。各ヒンジ機構４００のスライド４１０の数量は２
個で、２個のスライド４１０が各々取付穴２１０ｈ内に摺設されることができる。同一ヒ
ンジ機構４００内のスライド４１０に対応する取付穴２１０ｈは、対応して設けられるた
め、２個のスライド４１０も対応して取付穴２１０ｈ内に滑り入れる。
【００８５】
　リンク４２０は、第１リンク４２１と第２リンク４２２と第３リンク４２３とを含み、
各スライド４１０が第１リンク４２１の一端にヒンジ接続される。よって、第１リンク４
２１の数量は４個で、各スライド４１０が１個の第１リンク４２１に対応する。第１リン
ク４２１の他端は、第２リンク４２２の一端にヒンジ接続され、すなわち、一つの第２リ
ンク４２２の一端が２個の第１リンク４２１にヒンジ接続する。第２リンク４２２の他端
は、第３リンク４２３の一端とヒンジ接続され、第３リンク４２３の他端が持ち手３４０
ｈ上に連結し、バネ４３０の一端が第３リンク４２３上に連結され、他端が内槽３００ｈ
の外側壁３００ｈｃ上に固定される。
【００８６】
　利用者が持ち手３４０ｈを持ち上げることで内槽３００ｈを持ち上げた時、持ち手３４
０ｈが第３リンク４２３を連動して上向きに動かし、第３リンク４２３が第２リンク４２
２を連動して上向きに動かし、第２リンク４２２が上向きに動く時、バネ４３０が引っ張
られて第１リンク４２１も上向きに動き、従って２個の対向スライド４１０を連動して互
いに寄せ合う方向に向かって動かして取付穴２１０ｈから抜く。逆に、内槽３００ｈをパ
ルセーター２００ｈ上に置く時、持ち手３４０ｈはバネ４３０の作用により自然に落ち、
重力及び弾性力の作用により、第３リンク４２３、第２リンク４２２及び第１リンク４２
１が下向きに動くことで、２個のスライド４１０が互いに離れていく方向に向かって対応
する取付穴２１０ｈ内に滑り入って固定するという目的を達成する。
【００８７】
　具体的には、本実施例において、内槽３００ｈと外槽１００ｈが各々単独の動力構造及
び洗濯プログラムを設けることで、内槽３００ｈが単独運転過程中、既存の洗濯機の外槽
１００ｈは運転の必要がなく、省エネの目的を達成できる。具体的には、洗濯機は第１動
力機構と第１制御装置と第２動力機構と第２制御装置とを含み、第１制御装置が第１動力
機構を制御して外槽１００ｈの回転を駆動し、第２制御装置が第２動力機構を制御して内
槽３００ｈの回転を駆動し、第１動力機構と第２動力機構が互いに独立できる。
【００８８】
　例えば、内槽３００ｈが外槽１００ｈから独立して運転することを実現するために、洗
濯機の駆動が直接駆動方式を使用し、かつ洗濯機の洗濯プログラムについて設計し、１個
の単独ボタンを設けており、利用者が該ボタンを使用して内槽３００ｈの洗濯プログラム
を選択した後、洗濯機は、洗濯時には普通プログラムと同じであり、脱水時にはクラッチ
が作動せず、洗濯機の外槽１００ｈが運転せず、洗濯軸によりパルセーター２００ｈ及び
パルセーター２００ｈ上に取り付けられた内槽３００ｈを連動して高速運転を行って脱水
の目的を達成し、こうして内槽３００で単独でインナーウエアを洗濯する時、洗濯機の外
槽１００ｈが運転しないため、大量の電気エネルギーを節約し、節水・節電の目的を達成
する。
【００８９】
　当然、その他の実施例において内槽３００ｈ及び外槽１００ｈは、同一組の動力構造及
び制御装置を使用することで、内槽３００ｈ及び外槽１００ｈの同時洗濯の目的を達成で
きる。
【００９０】
　上記洗濯機及びその洗濯槽１０ｈは、少なくとも以下の利点を有する。外槽１００ｈの
中に１個の単独の内槽３００ｈを設けることにより、内槽３００ｈがヒンジ機構４００を
通じて外槽１００ｈ内に取り外すことができるように配設されて二重槽構造を形成でき、
洗濯過程中、特殊な衣類を内槽３００ｈ内に入れることができ、外槽１００ｈ内の水が内
槽３００ｈ内に入ることができず、内槽３００ｈ内の水が脱水時内槽３００ｈの傾斜する
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側壁３００ｈｃから外槽１００ｈ内にがこぼれ出て、外槽１００ｈ内の水と一緒に流れ出
し、特殊な衣類の単独洗濯の目的を達成する。利用者が持ち手３４０ｈを持ち上げること
で内槽３００ｈを持ち上げた時、持ち手３４０ｈがリンク４２０を連動して上向きに動か
し、これによりスライド４１０を連動して取付穴２１０ｈから抜けるまで移動させる。逆
に、内槽３００ｈをパルセーター２００ｈ上に置く時、持ち手３４０ｈはバネ４３０の作
用により自然に落ち、重力及び弾性力の作用により、リンク４２０が下向きに動くことで
、スライド４１０がパルセーター２００ｈ上の取付穴２１０ｈ内に滑り入って固定すると
いう目的を達成する。
【００９１】
　図１５を参照すると、本発明の実施例３に係る洗濯槽の内槽１００ｇの構造を示す模式
図である。本発明の実施例の内槽１００ｇは、外槽（図示せず）内に位置する。本実施例
において、外槽は第１開口部（符号を入れない）と第１開口部に対向する第１底部（符号
を入れない）とを備え、前記洗濯槽は、前記第１底部上に設けられるパルセーター２００
ｇを更に含み、パルセーター２００ｇの第１底部と反対側の面には突出して撹拌柱２３０
を形成しており、撹拌柱２３０の外周壁上に複数の羽根２３１を凸設し、内槽１００ｇは
、第２開口部と、第２開口部に対向する第２底部とを備え、第２底部は、第２開口部に近
づく方向へ凹ませた、撹拌柱２３０とマッチする凹溝と、羽根２３１とマッチする係止溝
とを形成することで、撹拌柱２３０及び羽根２３１が各々凹溝及び係止溝内に対応して嵌
め込まれる。撹拌柱２３０は、凹溝内に嵌め込まれ、内槽１００ｇを固定し、かつ羽根２
３１が係止溝内に係止され、内槽１００ｇがパルセーター２００ｇに対し偏向を発生させ
ない。内槽１００ｇを使用して単独で洗濯する時、内槽１００ｇは、凹溝を通じて撹拌柱
２３０上に嵌め込まれ、内槽１００ｇがパルセーター２００ｇに伴って回転して内槽１０
０ｇ内の衣類を洗濯する。内槽１００ｇで洗濯しない時、内槽１００ｇの凹溝を撹拌柱２
３０から離脱して内槽１００ｇを取り出し、外槽及びパルセーター２００ｇの運転により
衣類を洗濯し、撹拌柱２３０が外槽内の衣類及び水を撹拌し、衣類に対する撹拌力を増大
し、洗浄効果をより一層アップさせる。本実施例において、撹拌柱２３０は、円形又は非
円形とすることができる。
【００９２】
　本実施例において、各羽根２３１は撹拌柱２３０の外周壁上に均一に分布され、こうし
て撹拌柱２３０の強度が均一に分布し、撹拌もより一層均一にする。また本実施例におい
て、羽根２３１のパルセーター２００ｇに近い一端は、パルセーター２００ｇと一体化し
て連結され、かつパルセーター２００ｇの半径方向に沿って外方へ延在し、こうして羽根
２３１の力を受ける強度が増大することや、同時に羽根２３１の撹拌面積も増大するため
、洗浄効果を強化する。
【００９３】
　図１６及び図１７に示すように、本発明の実施例４の洗濯機１０Ｌは、駆動軸３００Ｌ
と駆動モータ５００と洗濯槽１１とを含み、洗濯槽１１が外槽１００Ｌと内槽７００とを
含み、前記内槽７００が取り外すことができるように前記外槽１００Ｌ内に配設され、か
つ前記内槽７００の槽開口が前記外槽１００Ｌの槽開口と同一方向を向き、前記内槽７０
０の外壁と前記外槽１００Ｌの内壁の間に間隔を空け、前記駆動軸３００Ｌは、前記駆動
モータ５００と駆動連結し、前記内槽７００が前記外槽１００Ｌ内に同軸的に設けられ、
図１７及び図１８を参照すると、前記内槽７００は槽体７１０と第１ロック機構７４０と
を含み、前記槽体７１０が槽壁７２０と槽底７３０とを含み、前記槽壁７２０が前記槽底
７３０と一体化して連結され、前記槽壁７２０の内側に複数の第１リブ７２１を凸設し、
前記槽底７３０の内側に複数の第２リブ７３２を凸設し、前記第１ロック機構７４０が前
記槽底７３０の中心部に設けられ、図１６及び図１７を参照すると、前記第１ロック機構
７４０が前記駆動軸３００Ｌ上に取り外すことができるようにロックする。例えば、体積
が比較的小さい衣類或いは数量が比較的少ない衣類を洗濯する時、節水及び節電のため、
第１ロック機構７４０を通じて内槽７００を駆動軸３００Ｌ上にロックし、槽体７１０内
部と外部を隔離させ、衣類を前記槽体７１０内に入れ、前記槽底７３０に設けられる前記
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第２リブ７３２により槽体７１０内の水を動かせ、また前記槽壁７２０に設けられる第１
リブ７２１により衣類に対し摩擦洗濯を行い、槽体７１０内に単独で衣類を洗濯すること
を実現し、かつ内槽７００の体積が小さいため、洗濯時より一層節水、節電し、洗浄効果
が良くなる。
【００９４】
　前記槽体７１０の回転をより一層安定させるため、図１８に示すように、前記槽壁７２
０の断面は円形として設け、例えば前記槽壁７２０の水平方向における断面は円形で、例
えば前記槽壁７２０は中心部が中空の円柱形を呈し、こうして前記槽体７１０が前記駆動
軸３００Ｌに伴って回転する時回転がより一層安定する。
【００９５】
　衣類を容易に前記槽体７１０内に投入させ、かつ洗浄効果をより一層アップさせるため
、例えば、図１７に示すように、前記槽壁７２０の直径は、前記槽底７３０から離れた一
端から前記槽底７３０に近い一端に向かって徐々に減少し、例えば、前記槽体７１０の開
口部の直径が底部の直径より大きく、こうして衣類を前記槽体７１０内に投入することに
有利で、かつ底部の直径が比較的小さく、前記槽壁７２０と衣類の接触に有利で、衣類間
の接触にも有利で、衣類の回転中における摩擦力を増大し、洗浄効果をより一層アップさ
せる。
【００９６】
　更に洗浄効果を高めるため、例えば図１７及び図１８に示すように、前記第１リブ７２
１は前記槽体７１０の軸方向に沿って前記槽壁７２０の内側に設けられ、例えば前記第１
リブ７２１が均一に間隔をあけて前記槽壁７２０内側に設けられ、前記槽体７１０の重心
が中心部にあることで、前記槽体７１０の回転をより一層安定させ、かつ前記槽壁７２０
の構造をより一層強固にさせ、また、槽体７１０内の衣類が均一な摩擦を得られたことで
、洗浄効果をより一層アップさせる。
【００９７】
　例えば、図２１に示すように、本発明はパルセーター２００Ｌを更に含み、前記パルセ
ーター２００Ｌに第２ロック機構２１０Ｌを設けており、前記第２ロック機構２１０Ｌが
前記駆動軸３００Ｌに取り外すことができるようにロックし、洗濯物が過大の時又は体積
が比較的大きい時、より大きな洗濯空間を必要とする時、前記第１ロック機構７４０を開
くことにより、前記内槽７００を前記駆動軸３００Ｌ上から取り外し、また前記パルセー
ター２００Ｌを前記外槽１００Ｌ内に取り付け、第２ロック機構２１０Ｌにより前記パル
セーター２００Ｌを駆動軸３００Ｌ上に固定し、この時本発明に係る洗濯機１０Ｌの外槽
１００Ｌ内は、より多い衣類を洗濯でき、洗濯効率を向上できる。また、前記第１ロック
機構７４０の構造は、第２ロック機構２１０Ｌの構造と同じであることができる。
【００９８】
　図１８及び図１９を参照すると、前記第１ロック機構７４０は、ロックケース７４１と
ロック部材７４２とを含み、前記ロックケース７４１が前記槽底７３０と連結固定し、図
２０に示すように、前記ロックケース７４１内に収容チャンバー７４３を設けており、前
記槽底７３０に貫通孔（図示せず）を設け、前記貫通孔が前記収容チャンバー７４３に連
通し、前記駆動軸３００Ｌが前記貫通孔を通じて前記収容チャンバー７４３内に挿設され
、再度図２０を参照すると、前記駆動軸３００Ｌの前記収容チャンバー７４３に挿設した
一端にスプライン３１０Ｌ或いは移動制限溝を設け、前記ロック部材７４２が前記収容チ
ャンバー７４３内に挿設され、かつ前記ロック部材７４２と前記駆動軸３００Ｌとが連結
する。図１９及び図２０に示すように、前記ロック部材７４２は、ホルダ７４４と、間隔
をあけて前記ホルダ７４４上に設けられる２個の固定ブロック７４５とを含み、２個の固
定ブロック７４５の対向する側は各々前記駆動軸３００Ｌのスプライン３１０Ｌ両側又は
移動制限溝内に当接し、２個の固定ブロック７４５反対側は各々前記収容チャンバー７４
３のチャンバー壁に当接し、こうして前記ロック部材７４２は、前記ロックケース７４１
内から抜き出した時、前記ロックケース７４１と前記駆動軸３００Ｌを分離し、こうして
前記内槽７００が前記外槽１００Ｌ内から取り出すことができ、前記内槽７００が前記外
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前記スプライン３１０Ｌの両側に固定し、かつロック部材７４２が前記収容チャンバー７
４３のチャンバー壁に当接することで、前記ロックケース７４１と連結固定し、こうして
前記槽体７１０は前記第１ロック機構７４０を通じて駆動軸３００Ｌと連結固定でき、駆
動軸３００Ｌが前記駆動モータ５００の駆動下で回転した時、前記槽体７１０は前記駆動
軸３００Ｌに伴って回転できる。
【００９９】
　実施例４に基づき、更に図２２及び図２３を参照すると、前記槽底７３０は、前記槽壁
７２０の外側に沿って延在して外パルセーター７５０を形成し、前記外パルセーター７５
０に第３リブ７５１を凸設しており、前記槽壁７２０の外側に洗濯溝７２２を設ける。図
１６及び図１７を一緒に参照すると、前記第１ロック機構７４０は、前記駆動軸３００Ｌ
上に取り外すことができるようにロックされる。例えば、体積が比較的小さい衣類或いは
数量が比較的少ない衣類を洗濯する時、節水及び節電のため、第１ロック機構７４０を通
じて内槽７００を駆動軸３００Ｌ上にロックし、槽体７１０内部と外部を隔離させ、衣類
を前記槽体７１０内に入れ、槽体７１０内で単独で衣類を洗濯することを実現し、かつ内
槽７００の体積が小さいため、洗濯時はより一層節水、節電する。例えば、衣類を分けて
洗濯する時、一部の衣類を前記槽体７１０内に入れ、他の衣類を前記外槽１００Ｌ内の前
記槽体７１０の外部に入れ、こうして前記槽体７１０内にある衣類は前記槽底７３０に設
けられる前記第２リブ７３２により槽体７１０内の水を動かせ、また前記槽壁７２０に設
けられる第１リブ７２１により衣類を摩擦して洗濯し、前記槽体７１０外部にある衣類が
第３リブ７５１により前記外槽１００Ｌ内の水を動かし、また洗濯溝７２２により衣類を
摩擦して洗濯することで、衣類を分けて洗濯することを実現し、従って洗浄効果をより一
層アップさせ、かつより一層衛生的になる。
【０１００】
　前記槽壁７２０の肉厚を減少して前記内槽７００の占有空間を減少し、より大きな洗濯
空間を提供するため、図２３に示すように、前記洗濯溝７２２は前記槽壁７２０の外側に
凹設され、前記洗濯溝７２２と前記第２リブ７２１が一対一に対応して設けられ、例えば
前記槽壁７２０を外方から内方へ凹ませて内側に第２リブ７２１を凸起させ、外側が凹ま
せられて洗濯溝７２２を形成し、こうして、洗浄効率を向上して前記槽壁７２０が両側の
衣類に対して摩擦洗濯を行わせ、また、前記槽壁７２０の肉厚を減少し、前記内槽７００
の占有空間も減少することで、より大きな洗濯空間を提供できる。
【０１０１】
　本発明では好ましい実施例を前述の通り開示したが、これらは決して本発明の範囲を限
定するものではなく、本発明の構想の下で本発明の明細書及び添付図面を利用して均等の
範囲内で各種の変更や修飾、若しくは直接的又は間接的にその他の関連の技術分野に運用
されることは、本発明の特許保護範囲内に含めるものであるのが勿論である。



(18) JP 6691140 B2 2020.4.28

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】



(19) JP 6691140 B2 2020.4.28

【図６】 【図７】

【図８】 【図９】



(20) JP 6691140 B2 2020.4.28

【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】



(21) JP 6691140 B2 2020.4.28

【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】



(22) JP 6691140 B2 2020.4.28

【図１８】 【図１９】

【図２０】

【図２１】 【図２２】



(23) JP 6691140 B2 2020.4.28

【図２３】



(24) JP 6691140 B2 2020.4.28

10

20

30

フロントページの続き

(31)優先権主張番号  201521131417.8
(32)優先日　　　　  平成27年12月29日(2015.12.29)
(33)優先権主張国・地域又は機関
                    中国(CN)
(31)優先権主張番号  201521131573.4
(32)優先日　　　　  平成27年12月29日(2015.12.29)
(33)優先権主張国・地域又は機関
                    中国(CN)

(72)発明者  席磊
            中国安徽省合肥市肥西縣桃花工業園翡翠路３５５号
(72)発明者  周丑国
            中国安徽省合肥市肥西縣桃花工業園翡翠路３５５号
(72)発明者  趙飛
            中国安徽省合肥市肥西縣桃花工業園翡翠路３５５号
(72)発明者  王堅
            中国安徽省合肥市肥西縣桃花工業園翡翠路３５５号
(72)発明者  解小威
            中国安徽省合肥市肥西縣桃花工業園翡翠路３５５号

    審査官  柿沼　善一

(56)参考文献  特開昭６０－０８０４９０（ＪＰ，Ａ）　　　
              中国実用新案第２０２１２４７５４（ＣＮ，Ｕ）　　　
              特開平０８－２９９６７０（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭５９－１６８２８０（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開昭５９－０２８９９４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－１３５３９６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－０６５５３８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｄ０６Ｆ　　１７／００－１７／１２　　　　
              Ｄ０６Ｆ　　３９／１２－３９／１４　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

