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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洗濯槽と、前記洗濯槽内に設けられる衣類洗浄構造と、前記洗濯槽下方に設けられる循
環水処理装置とを含む、循環水処理機能を有する洗濯機であって、前記循環水処理装置が
凝集処理ユニットおよびろ過ユニットを含み、
　前記凝集処理ユニットが、前記洗濯槽と連通する凝集容器と、前記凝集容器内に凝集剤
を投入する凝集剤投入装置とを含み、前記洗濯槽から前記凝集容器内に排水されて凝集処
理が行われ、
　前記ろ過ユニットが、ろ過容器と、前記ろ過容器内に設けられるろ過ネットとを含み、
前記ろ過容器が前記凝集容器および前記洗濯槽とそれぞれ連通し、前記凝集容器内の凝集
処理された水をろ過した後、この水を再び前記洗濯槽内に放出して再度使用し、
　前記凝集容器の下部および前記ろ過容器の下部は、オンオフ制御構造によって２つの容
器間の連通／切断が制御され、前記凝集容器の上部および前記洗濯槽底部の出水口が導水
管を介して連通し、前記導水管に出水制御バルブが設けられる、ことを特徴とする洗濯機
。
【請求項２】
　前記凝集容器の底部に、洗濯機の外部に排水する排水構造が設けられ、前記排水構造が
前記凝集容器の排水口と、前記排水口と連通する排水管と、排水バルブとを含むことを特
徴とする、請求項１に記載の循環水処理機能を有する洗濯機。
【請求項３】
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　前記ろ過容器に、ろ過水を洗濯槽に放出する水循環構造が設けられ、前記水循環構造が
前記ろ過容器の循環出水口、循環ポンプおよび循環管を含み、前記循環管が前記洗濯槽と
連通し、前記ろ過ネットが前記ろ過容器の内部を２つの部分に分割し、第１部分が前記凝
集容器と連通し、第２部分が前記水循環構造を介して前記洗濯槽と連通することを特徴と
する、請求項１に記載の循環水処理機能を有する洗濯機。
【請求項４】
　洗濯槽と、前記洗濯槽内に設けられる衣類洗浄構造と、前記洗濯槽下方に設けられる循
環水処理装置とを含む、循環水処理機能を有する洗濯機であって、前記循環水処理装置が
凝集処理ユニットおよびろ過ユニットを含み、
　前記凝集処理ユニットが、前記洗濯槽と連通する凝集容器と、前記凝集容器内に凝集剤
を投入する凝集剤投入装置とを含み、前記洗濯槽から前記凝集容器内に排水されて凝集処
理が行われ、
　前記ろ過ユニットが、ろ過容器と、前記ろ過容器内に設けられるろ過ネットとを含み、
前記ろ過容器が前記凝集容器および前記洗濯槽とそれぞれ連通し、前記凝集容器内の凝集
処理された水をろ過した後、この水を再び前記洗濯槽内に放出して再度使用し、
　前記凝集容器が前記ろ過容器の上方に設けられ、前記凝集容器の底部および前記ろ過容
器の上部が接続管を介して連通し、前記接続管にストップバルブが設けられ、前記凝集容
器の上部および前記洗濯槽底部の出水口が導水管を介して連通し、前記導水管に出水制御
バルブが設けられ、
　前記ろ過容器の底部に、洗濯機の外部に排水する排水構造と、ろ過水を前記洗濯槽に放
出する水循環構造とが設けられ、前記ろ過ネットが前記ろ過容器の内部を２つの部分に分
割し、第１部分が前記接続管および前記排水構造とそれぞれ連通し、第２部分が前記水循
環構造を介して前記洗濯槽と連通する、ことを特徴とする循環水処理機能を有する洗濯機
。
【請求項５】
　前記循環水処理装置がさらに、凝集ろ過処理水を洗濯槽に放出して循環使用する水循環
構造と、動作終了後、水を洗濯機の外部に排出する排水構造と、を含むことを特徴とする
、請求項１または４に記載の循環水処理機能を有する洗濯機。
【請求項６】
　前記凝集処理ユニットが、主に撹拌モータ、撹拌軸、および撹拌翼からなる凝集撹拌構
造をさらに含み、前記撹拌モータが前記凝集容器の外部に設けられ、前記撹拌軸が前記撹
拌モータから前記凝集容器の内部に延伸し、前記撹拌翼が前記凝集容器内部の前記撹拌軸
に設けられることを特徴とする、請求項１～５のいずれか１項に記載の循環水処理機能を
有する洗濯機。
【請求項７】
　前記ろ過ネットが筒状構造であり、前記ろ過容器内に回転可能に設けられ、一端が洗浄
モータにより駆動接続され、もう一端が回転コネクタを介してろ過水を前記洗濯槽内に排
出することを特徴とする、請求項１～５のいずれか１項に記載の循環水処理機能を有する
洗濯機。
【請求項８】
　洗濯が終了し、前記循環水処理装置に排水され、順に前記凝集処理ユニットによる凝集
処理、前記ろ過ユニットによるろ過処理が行われ、さらにろ過処理が行われた水が前記洗
濯槽に放出されてすすぎが行われ、上記水処理過程はすすぎが終了するまで繰り返され、
その後、水が前記循環水処理装置に放出されて前記凝集処理ユニットおよび前記ろ過ユニ
ットが洗浄され、最後に排出されることを特徴とする、請求項１～７のいずれか１項に記
載の洗濯機の制御方法。
【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、具体的に循環節水型洗濯機であり、特に循環水処理機能を
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有する洗濯機およびその制御方法である。
【背景技術】
【０００２】
　人々の生活レベルの上昇に伴い、洗濯機はすでに日常生活における主要な家電の１つと
なっている。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、洗濯機は取水し、洗剤により衣類を洗濯する。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、より多くの水を取水するか、またはより多くの回数のすすぎ
を実行して衣類をすすぐ必要がある。これは必然的に大量の水資源を消費し、たとえ節水
のドラム式洗濯機であっても、洗い落とすために、衣類を少なくとも２回すすぐ必要があ
り、この過程で少なくとも３０Ｌ以上の水道水を消費する。衣類の汚れが比較的少なかっ
たり、投入する洗剤が比較的少なかったりして、２回できれいにすすぐことができること
もあるが、ユーザが３回のすすぎを選択することによって、必然的に水資源の浪費が引き
起こされる。例えば６Ｋｇの全自動洗濯機では、一般的に２回のすすぎで水を基本的に１
００リットル前後使用する。衣服を洗浄すると同時に、節水節電をいかにして行うかとい
うことは、消費者が一貫して注目する焦点の１つである。
【０００３】
　現在まで、家庭用洗濯機に組み合わせて使用する水の浄化および循環利用装置はいまだ
ない。たとえいわゆる節水機能を備えた洗濯機であっても、一般的に洗濯機の側部に貯水
タンクを取り付け、水ポンプを使用して注水および排水を行い、一般的に注水を１回、す
すぎを３回行うことができ、節水機能を示すものである。しかし、洗濯後の水を保存する
ことができず、さらに洗濯機本体の構造を複雑、膨大にし、輸送、回収処理などに不利で
ある。体積、構造および適応性などの面の制限により、洗濯機が元々有する機能および節
水タンク自体の機能に影響を及ぼしている。既存の洗濯機の方式を基に、より良好に水資
源の節約を行うため、多くのメーカが研究開発に多くの投資を行っている。
【０００４】
　既存の水循環機能を備えた洗濯機は、糸くずをろ過する、洗濯を均一にする、またはオ
ゾン、重金属イオンを添加して殺菌する、などの作用を示すのみである。水の消費量を改
善することができず、洗浄についての根本的な向上はない。
【０００５】
　衣類洗浄水の循環利用について、関連する特許文献を調べると、例えば中国特許出願番
号第２００８１００７２４２０．５号の「洗濯機の循環水節水装置」は、衣類洗浄水を１
つの水槽内に送り込み、浄化処理を行う。該発明は１回目の衣類洗浄水は浄化せずに直接
排出し、２回目、３回目のすすぎ水を浄化処理した後、後で次回の衣類洗浄時に使用する
。
【０００６】
　上記技術における「循環水技術」は、すすぎ水を浄化後に使用する。該技術は１回目の
衣類洗浄水（初回の洗濯水）を循環利用することができず、浄化後の水を後に次回の衣類
洗浄で使用するものであり、進行中の衣類洗浄時に使用することができない。
【０００７】
　このことを考慮して、特に本発明を示す。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】中国特許出願番号第２００８１００７２４２０．５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明が解決しようとする技術的問題は既存技術の不足を克服することであり、凝集ろ
過を利用して洗濯、すすぎ水の処理を行う、循環水処理機能を有する洗濯機を提供する。
【００１０】
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　本発明のもう１つの目的は、該節水洗濯機の制御方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記技術的問題を解決するため、本発明が採用する技術案の基本的構想は次の通りであ
る。循環水処理機能を有する洗濯機は、洗濯槽と、洗濯槽内に設けられる衣類洗浄構造と
、洗濯槽下方に設けられる循環水処理装置とを含み、前記循環水処理装置は凝集処理ユニ
ットおよびろ過ユニットを含む。
　凝集処理ユニットは、洗濯槽と連通する凝集容器と、凝集容器内に凝集剤を投入する凝
集剤投入装置とを含み、洗濯槽から凝集容器内に排水されて凝集処理が行われる。
　ろ過ユニットは、ろ過容器と、ろ過容器内に設けられるろ過ネットとを含み、ろ過容器
は凝集容器および洗濯槽とそれぞれ連通し、凝集容器内の凝集処理された水を濾過した後
、この水を再び洗濯槽内に放出して再度使用する。
【００１２】
　さらに、前記循環水処理装置はさらに、凝集ろ過処理水を洗濯槽に放出して循環使用す
る水循環構造と、動作終了後、水を洗濯機の外部に排出する排水構造とを含む。
【００１３】
　さらに、前記凝集容器の下部およびろ過容器の下部は、オンオフ制御構造によって２つ
の容器間の連通／切断が制御される。凝集容器の上部および洗濯槽底部の出水口は導水管
を介して連通し、導水管に出水制御バルブが設けられる。
【００１４】
　さらに、前記凝集容器およびろ過容器は独立して横一列に並び、洗濯槽の下方に設けら
れる。この間は接続管を介して連通し、接続管に２つの容器間の連通／切断を制御するス
トップバルブが設けられる。または、ろ過容器は凝集容器内部に設けられ、ろ過容器と凝
集容器との間の空洞が水の凝集処理に用いられる。ろ過容器の下部に開口が設けられ、開
口部分に２つの容器間の連通／切断を制御するオンオフ制御構造が設けられる。
【００１５】
　さらに、前記凝集容器の底部に、洗濯機の外部に排水する排水構造が設けられる。これ
は凝集容器の排水口と、排水口と連通する排水管と、排水バルブとを含む。
【００１６】
　さらに、前記ろ過容器に、ろ過水を洗濯槽に放出する水循環構造が設けられる。これは
ろ過容器の循環出水口、循環ポンプおよび循環管を含み、循環管は洗濯槽と連通する。前
記ろ過ネットはろ過容器の内部を２つの部分に分割し、第１部分は凝集容器と連通し、第
２部分は水循環構造を介して洗濯槽と連通する。
【００１７】
　さらに、前記凝集容器はろ過容器の上方に設けられ、凝集容器の底部およびろ過容器の
上部は、接続管を介して連通し、接続管にストップバルブが設けられる。凝集容器の上部
および洗濯槽底部の出水口は導水管を介して連通し、導水管に出水制御バルブが設けられ
る。
【００１８】
　さらに、前記ろ過容器の底部に、洗濯機の外部に排水する排水構造と、ろ過水を洗濯槽
に放出する水循環構造とが設けられる。前記ろ過ネットはろ過容器の内部を２つの部分に
分割し、第１部分は接続管および排水構造とそれぞれ連通し、第２部分は水循環構造を介
して洗濯槽と連通する。
【００１９】
　さらに、前記凝集処理ユニットは、主に撹拌モータ、撹拌軸、および撹拌翼からなる凝
集撹拌構造をさらに含む。撹拌モータは凝集容器の外部に設けられ、撹拌軸は撹拌モータ
から凝集容器の内部に延伸し、撹拌翼は凝集容器内部の撹拌軸に設けられる。
【００２０】
　さらに、前記ろ過ネットは筒状構造であり、ろ過容器内に回転可能に設けられる。一端
は洗浄モータにより駆動接続され、もう一端は回転コネクタを介してろ過水を洗濯槽内に
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排出する。
【００２１】
　本発明の前記洗濯機の制御方法としては、洗濯が終了し、循環水処理装置に排水され、
順に凝集処理ユニットによる凝集処理、ろ過ユニットによるろ過処理が行われる。さらに
この水が洗濯槽に放出されてすすぎが行われ、上記水処理過程はすすぎが終了するまで繰
り返される。その後、水が循環水処理装置に放出されて、凝集処理ユニットおよびろ過ユ
ニットが洗浄され、最後に排出される。
【００２２】
　さらに、本発明の洗濯機は洗剤自動投入装置をさらに含む。洗剤自動投入装置は既存技
術であり、好ましくは取水による負圧を利用して洗剤を吸引し、投入する構造である。本
発明の前記凝集剤投入装置は自動投入構造であり、洗濯水の量および洗濯／すすぎ水の混
濁度に基づいて、凝集処理を行うたびに、対応する比率の凝集剤が自動投入される。好ま
しくは、凝集剤はフレーク状であり、既存のフレーク状洗剤の自動投入構造を採用するこ
とができる。
【００２３】
　さらに、本発明は洗濯後に測定した洗濯水混濁度に基づいて、凝集処理が必要かどうか
を判断する。混濁度が比較的高いとき、直接完全に排出することができ、新たに清水を取
水してすすぎを行い、１回目のすすぎ後、循環水を凝集してすすぎを行う。または、混濁
度の範囲に基づいて、一定比率の洗濯水を排出し、その後水道水を取水して混濁度を低下
させ、循環水を凝集してすすぎを行う。
【発明の効果】
【００２４】
　上記技術案を採用すると、本発明は既存技術と比較して以下の有益な効果を有する。
【００２５】
　１、洗濯終了後、洗濯槽内の水はきれいな清水であり、衣服に粉末洗剤が残る、または
すすぎがきれいでない問題が存在せず、ユーザの身体的健康にとって好ましい。
　２、本発明は、取水を１回行うだけで、すべての洗濯過程を終了することができる。洗
濯効率に影響を及ぼさないのと同時に、水資源を最大限に節約する。
　３、洗濯後排出した洗濯機の水は、基本的に粉末洗剤または洗剤を含有しないため、環
境に対する汚染を減少させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】図１は、本発明の実施例１に記載する洗濯機の構造概要図である。
【図２】図２は、本発明の実施例１に記載する洗濯機の構造概要図である。
【図３】図３は、本発明の実施例２に記載する洗濯機の構造概要図である。
【図４】図４は、本発明の実施例２に記載する洗濯機の構造概要図である。
【図５】図５は、本発明の実施例３に記載する洗濯機の構造概要図である。
【図６】図６は、本発明の実施例３に記載する洗濯機の構造概要図である。
【図７】図７は、本発明の実施例４および実施例５に記載する洗濯機の構造概要図である
。
【図８】図８は、本発明の実施例５に記載する洗濯機の構造概要図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　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、さらに詳細に述べる。
【００２８】
　図１から図８に示すように、本発明の前記洗濯機は、上部が既存の洗濯機構造であり、
下部に循環水処理装置が設けられる。洗濯機は筐体１、筐体１内に設けられる外槽２、外
槽２内に設けられる内槽３、ドア体４、操作パネル５、取水システム６、および駆動モー
タ７を含む。外槽２の底部および上部は、それぞれダンパー８およびサスペンションスプ
リング９を介して筐体フレームと接続し、取水システム６は取水構造および洗剤自動投入
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装置を含む。前記外槽２は洗濯槽であり、外槽内に設けられる内槽３は衣類洗浄構造であ
る。
【００２９】
　本発明の前記循環水処理装置は、凝集処理ユニットおよびろ過ユニットを含む。このう
ち、凝集処理ユニットは、外槽２と連通する凝集容器１０と、凝集容器１０内に凝集剤を
投入する凝集剤投入装置１１とを含み、外槽２から凝集容器１０内に排水されて凝集処理
が行われる。ろ過ユニットは、ろ過容器１２と、ろ過容器１２内に設けられるろ過ネット
１３とを含む。ろ過容器１２は凝集容器１０および外槽２とそれぞれ連通し、凝集容器１
０内の凝集処理された水をろ過した後、この水を再び外槽２内に放出して再度使用する。
【００３０】
　さらに、前記循環水処理装置はさらに、凝集ろ過処理水を外槽２に放出して循環使用す
る水循環構造と、動作終了後、水を洗濯機の外部に排出する排水構造とを含む。凝集およ
びろ過を一定回数繰り返し、最後のすすぎが終了した後、外槽内のきれいな清水を循環水
処理装置に排出して、新たに凝集容器およびろ過ネットを洗浄し、その後、洗浄後の水を
排出する。
【実施例】
【００３１】
　実施例１
　図１および図２に示すように、本実施例の前記凝集容器１０およびろ過容器１２は、左
右に横一列に並んで外槽２の下方に設けられる。前記凝集容器１０の下部と、ろ過容器１
２の下部との間は、接続管１４を介して連通し、接続管１４に２つの容器間の連通／切断
を制御するストップバルブ１５が設けられる。凝集容器１０の上部と、外槽２底部の出水
口とは、導水管１６を介して連通し、導水管１６に出水制御バルブ１７が設けられる。前
記凝集容器１０の底部に、洗濯機の外部に排水する排水構造が設けられる。これは凝集容
器の排水口と、排水口と連通する排水管１８と、排水バルブ１９とを含む。
【００３２】
　さらに、前記ろ過容器１２に、ろ過水を外槽２に放出する水循環構造が設けられる。こ
れはろ過容器の循環出水口、循環ポンプ２０および循環管２１を含み、循環管２１は外槽
２と連通する。前記ろ過ネット１３は、ろ過容器１２の内部を２つの部分に分割し、第１
部分は接続管１４を介して凝集容器１０と連通し、第２部分は水循環構造を介して外槽２
と連通する。
【００３３】
　実施例２
　図３および図４に示すように、本実施例および実施例１の違いは、前記ろ過容器１２が
凝集容器１０の内部に設けられ、ろ過容器１２と凝集容器１０との間の空洞が水の凝集処
理に用いられ、ろ過容器１２の下部に開口が設けられ、開口部分に２つの容器間の連通／
切断を制御するオンオフ制御構造２２が設けられることである。
【００３４】
　実施例３
　図５および図６に示すように、本実施例の前記凝集容器１０はろ過容器１２の上方に設
けられる。凝集容器１０の底部およびろ過容器１２の上部は、接続管１４を介して連通し
、接続管１４にストップバルブ１５が設けられる。凝集容器１０の上部および外槽２底部
の出水口は、導水管１６を介して連通し、導水管１６に出水制御バルブ１７が設けられる
。
【００３５】
　前記ろ過容器１２の底部に、洗濯機の外部に排水する排水構造と、ろ過水を外槽２に放
出する水循環構造とが設けられる。前記ろ過ネット１３は、ろ過容器１２の内部を２つの
部分に分割し、第１部分は接続管１４および排水構造とそれぞれ連通し、第２部分は水循
環構造を介して外槽２と連通する。
【００３６】
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　実施例４
　図７に示すように、本実施例は、上記実施例を基にして、さらなる改良を行う。前記凝
集処理ユニットは、主に撹拌モータ２３、撹拌軸２４および撹拌翼２５からなる凝集撹拌
構造をさらに含む。撹拌モータ２３は凝集容器１０の外部に設けられ、撹拌軸２４は撹拌
モータ２３から凝集容器１０の内部に延伸し、撹拌翼２５は凝集容器１０内部の撹拌軸２
４に設けられる。
【００３７】
　実施例５
　図７および図８に示すように、本実施例は、上記実施例を基にして、さらなる改良を行
う。前記ろ過ネット１３は筒状構造であり、ろ過容器１２内に回転可能に設けられる。一
端は洗浄モータ２６により駆動接続され、もう一端は回転コネクタ２７を介してろ過水を
外槽２内に排出する。
【００３８】
　実施例６
　本発明の前記洗濯機の制御方法としては、洗濯が終了し、循環水処理装置に排水され、
順に凝集処理ユニットによる凝集処理、ろ過ユニットによるろ過処理が行われる。さらに
この水が外槽２に放出されてすすぎが行われ、上記水処理過程はすすぎが終了するまで繰
り返される。その後、水が循環水処理装置に放出されて凝集処理ユニットおよびろ過ユニ
ットが洗浄され、最後に排出される。
【００３９】
　具体的に以下の通りである。
　洗濯
　必要な洗濯プログラムを選択して、凝集処理機能を選択した後、スタートボタンを押す
と、洗濯機は設定した取水量まで取水し、モータは内槽を回転させ、洗濯を開始する。
【００４０】
　凝集
　洗濯終了後、出水制御バルブが開き、汚れた洗濯水が凝集容器内に放出される。主制御
盤が、設定したプログラムに基づいて、凝集剤投入装置により、凝集容器内に一定量の凝
集剤を添加する。一定時間静置すると、凝集剤が凝集容器内の汚れを凝集して容器内に大
きい顆粒が浮遊し、底部は処理後のきれいな清水となる。
【００４１】
　ろ過
　凝集終了後、ストップバルブ／オンオフ制御構造が開き、凝集容器内の清水がろ過容器
内に流入する。ろ過容器内のろ過ネットは、凝集物および汚れをネットの外で遮り、清水
は底部の循環ポンプにより、再び外槽２内に投入され、続けてすすぎが行われる。
【００４２】
　循環
　上記凝集およびろ過過程を１～３回繰り返し、濁度センサが、外槽２内の洗濯水がすで
にきれいになったことを検出すると、停止する。または、実験のデータに基づいて、決ま
った回数の循環を行っても、比較的良好な効果に達することができる。
【００４３】
　洗浄および排水
　水の循環処理が終了すると、外槽２内の水が再度凝集容器内に放出され、さらにストッ
プバルブ／オンオフ制御構造が開き、一部の水がろ過容器内に進入してろ過ネットを洗浄
する。最後に、排水バルブが開いて凝集した汚物、ろ過ネットの汚物、糸くずが水と一緒
に洗濯機外に排出される。
【００４４】
　実施例７
　本発明は洗濯後に測定した洗濯水混濁度に基づいて、凝集処理が必要かどうかを判断す
る。混濁度が比較的高いとき、直接完全に排出することができ、新たに清水を取水してす
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すぎを行い、１回目のすすぎ後、さらに循環水を凝集してすすぎを行う。または、混濁度
の範囲に基づいて、一定比率の洗濯水を排出し、その後水道水を取水して混濁度を低下さ
せてから、循環水を凝集してすすぎを行う。
【００４５】
　本発明の洗濯機は、洗剤自動投入装置をさらに含む。洗剤自動投入装置は既存技術であ
り、好ましくは取水による負圧を利用して洗剤を吸引し、投入する構造である。本発明の
前記凝集剤投入装置は自動投入構造であり、洗濯水の量および洗濯／すすぎ水の混濁度に
基づいて、凝集処理を行うたびに、対応する比率の凝集剤が自動投入される。好ましくは
、凝集剤はフレーク状であり、既存のフレーク状洗剤の自動投入構造を採用することがで
きる。
【００４６】
　上記実施例中の実施案は、さらなる組合せまたは置換を行うことができ、また、実施例
は本発明の好ましい実施例について詳しく述べたに過ぎず、本発明の構想および範囲を限
定しない。本発明の設計、構想を逸脱しない前提の下、当業者が本発明の技術案に対して
行う各種の変更および改良は、いずれも本発明の保護範囲に属する。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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