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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洗浄水を貯溜する貯水槽と、前記貯水槽に連結され食器類を洗浄する洗浄槽と、前記貯
水槽内に微細気泡を発生させる微細気泡発生機構と、微細気泡を混在させた前記洗浄水を
加圧して前記洗浄槽内へ噴射する噴射手段と、前記洗浄水を加熱し、この加熱によって発
生する蒸気圧を利用してスチームを前記洗浄槽内へ噴射するスチーム発生手段と、前記噴
射手段からの洗浄水と前記スチーム発生手段からのスチームのどちらか一方を選択して噴
射させる、または洗浄水とスチームを混在させて噴射させるように制御する制御部とを備
え、
　前記微細気泡発生機構を前記貯水槽の底部に接続し、前記貯水槽下部を前記噴射手段に
連通させるとともに、前記貯水槽の上部に前記洗浄槽から出た洗浄水の戻り流路を連通し
、かつ前記貯水槽の上方に該貯水槽に貯溜する洗浄水の表面部分を排水する排出口を設け
、前記貯水槽は前記微細気泡発生機構からの気泡が該貯水槽の全体に行き渡る底面積を有
した縦長形状としたことを特徴とする食器洗浄機。
【請求項２】
　前記貯水槽に水を供給するカートリッジ式の水タンクを備えたことを特徴とする請求項
１記載の食器洗浄機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、食器類を洗浄する食器洗浄機に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来の洗浄方式として、例えば特開平８－１１２５７４号公報（以下、従来技術１と記す
）に開示された洗浄増進剤や有機溶剤を使用しない洗浄方式を示すものがある。これは、
機能水を洗浄槽に貯め、その中に食器を浸け、微細気泡も混入し、食器を洗うというもの
である。機能水中の電磁場処理水の特質の一つは、クラスターが小さいことであり、この
ため、洗浄水の物質空間への浸透性が高まり洗浄除去したい物質の溶解性を高めることが
できる。また酸化還元電位を容易に希望する水準に設定可能な機能水を使用すれば洗浄作
用の他に殺菌作用も合わせ有するとされている。また、微細気泡を含有する洗浄水の特質
は、その洗浄水中に物質を浸漬するとその物質表面に気泡が付着し、その付着した気泡が
破裂するときに超音波を発生させるが、この連続作用は超音波洗浄と同様の洗浄作用を有
すると同時に周囲の微細気泡によって洗浄除去したい物質をその気泡内に封じ込め、液面
上に浮上させる機能を合わせ持つものである。
【０００３】
また、別の従来技術として、例えば特開平２－８２９３０号公報（以下、従来技術２と記
す）に開示された食器洗浄機がある。これは、食器類を収納する洗浄槽と、この洗浄槽内
に設けた噴射ノズルと、洗浄槽外に設けたスチーム発生装置とを備え、噴射ノズルから噴
射した洗浄水中にスチームを噴出させ、スチームの凝縮熱で洗浄水を加熱する、又は食器
類を加熱湿潤させた後噴射噴射洗浄水で洗浄することで汚れを落としやすくするというも
のである。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来技術１に示す浸け置き型洗浄装置では、特に食器類を洗浄する場合に
おいて、泡の破裂による超音波発生によって得られる洗浄効果は十分ではなかった。また
、浸け置き型洗浄では機械的作用力が乏しく、食器類の汚れは落ちにくいという課題があ
った。さらに、浸け置き型では、食器を浸すだけの容積を持った容器に水を満たすことが
必要であり、使用する水量が多くなってしまうという課題があった。また、微細気泡で除
去物を除去するには、気泡が容器全体に届かなければ一部の汚れしか除去できず、容器全
体に届かせるには例えば微細気泡を噴出させる噴出口を多数設けなければならず、機構も
複雑になってしまうなどの課題があった。
【０００５】
また、従来技術２に示す食器洗浄機では、噴射した洗浄水中にさらにスチームを噴出させ
て噴射洗浄水を加熱したり、スチームにより食器類を加熱湿潤させた後、再び噴射洗浄水
により洗浄するため、多くの洗浄水が必要であり、洗浄効率としてはまだ十分ではないと
いう課題があった。
【０００６】
本発明はかかる課題を解決するためになされたものであり、スチームに水を混在させたジ
ェット水流を用いて、効率よく食器類を洗浄する食器洗浄機を得ることを第１の目的とす
る。
【０００７】
また、微細気泡により洗浄効率を向上させる食器洗浄機を得ることを第２の目的とする。
【０００８】
また、カートリッジ式の水タンクを用いることにより使い勝手のよい食器洗浄機を得るこ
とを第３の目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本発明における食器洗浄機は、洗浄水を貯溜する貯水槽と、前記貯水槽に連結され食器
類を洗浄する洗浄槽と、前記貯水槽内に微細気泡を発生させる微細気泡発生機構と、微細
気泡を混在させた前記洗浄水を加圧して前記洗浄槽内へ噴射する噴射手段と、前記洗浄水
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を加熱し、この加熱によって発生する蒸気圧を利用してスチームを前記洗浄槽内へ噴射す
るスチーム発生手段と、前記噴射手段からの洗浄水と前記スチーム発生手段からのスチー
ムのどちらか一方を選択して噴射させる、または洗浄水とスチームを混在させて噴射させ
るように制御する制御部とを備え、
　前記微細気泡発生機構を前記貯水槽の底部に接続し、前記貯水槽下部を前記噴射手段に
連通させるとともに、前記貯水槽の上部に前記洗浄槽から出た洗浄水の戻り流路を連通し
、かつ前記貯水槽の上方に該貯水槽に貯溜する洗浄水の表面部分を排水する排出口を設け
、前記貯水槽は前記微細気泡発生機構からの気泡が該貯水槽の全体に行き渡る底面積を有
した縦長形状としたものである。
【００１４】
【発明の実施の形態】
参考の形態１
　図１は本発明の参考の形態１に係わる食器洗浄機の構成説明図である。図において、１
は食器洗浄機の本体、２は洗浄される食器類、３は食器類２を収納して洗浄する洗浄槽、
４はカートリッジ式の水タンク、５は洗浄水を貯溜する貯水槽、６は貯水槽５の水を加圧
循環させる水噴射手段、７は洗浄水を加熱する加熱手段を有し、加熱手段により発生する
蒸気圧を利用して水蒸気を洗浄槽３へ噴射するスチーム発生手段、８は水噴射手段６また
はスチーム発生手段７を介して処理された水を洗浄槽３内に噴射する噴射ノズル、９は洗
浄槽３に設けられたヒータ、１０は食器類２を収納する食器かご、１１は洗浄槽３底部に
形成された庫内排水口、１２は庫内排水口１１に設けられた残滓フィルターであり、洗浄
槽３の水は庫内排水口１１、残滓フィルター１２を介して貯水槽５に戻る構成となってい
る。１３は貯水槽５に形成された庫外排水口、１４は貯水槽５の上方に形成された排出口
であり、貯水槽５に貯溜する洗浄水の表面部分を排水するために設けられている。１５ａ
～１５ｆはバルブ、１６は入力キー部１７に基づきバルブ、水噴射手段６、スチーム発生
手段７、ヒータ９を駆動制御する制御部である。
【００１５】
　なお、参考の形態１では、貯水槽５への供給をカートリッジ式の水タンク４を用いて説
明するが、従来から用いられている水道から分岐して水を供給する方式や、ポンプで汲み
上げる方式、使用者が直接水タンクに水を入れる方式でも良い。しかしながら、一般に家
庭用食器洗浄機では、洗浄やすすぎの水を得るために水道工事を必要とする場合が多く、
特にシングルレバータイプの水道では、使用者が簡単に工事をすることが難しく、業者依
頼により生じる工事費用がかかってしまう。また工事に必要な分岐水栓を別途購入する必
要があるため、さらに費用がかかってしまうといった課題もあった。この点を考慮すると
、カートリッジ式、ポンプで汲み上げる方式、使用者が直接、水タンクに水を入れる方式
は、工事や分岐水栓を不要とすることができるので、工事費用等がかからず、簡単に設置
できるといったメリットがある。
【００１６】
次に、動作について、図１を用いて説明する。
まず、食器洗浄機の洗浄槽３内の食器かご１０に食器類２をセットする。カートリッジ式
の水タンク４に水を満たし、入力キー部１７を介してスタートキー（図示しない）を操作
すると、制御部１６によりバルブ１５ａの開放等の指令が出されて動作を開始する。制御
部１６によりバルブ１５ａが開くと貯水槽５に水が溜まっていく。この水が洗浄水として
使用される。そして、貯水槽５に水が所定の量溜まると、バルブ１５ａは一旦閉じられる
。貯水槽５に所定量まで水が溜まったかどうかについては、例えば水位センサ（図示しな
い）からの信号を制御部１６で受けることで実行できる。次いで制御部１６によりバルブ
１５ｂ、バルブ１５ｃが開き、水噴射手段６を作動させて、洗浄水を噴射ノズル８から勢
い良く噴射し、食器洗浄が始まる。洗浄が始まった直後は貯水槽５の水位が下がるので同
時に再びバルブ１５ａを開き、水位を確保するよう制御する。
【００１７】
洗浄水は洗浄槽３内に一旦溜まり、排水口１１より貯水槽５に戻る。なお、この時洗浄槽
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３内の洗浄水はヒータ９により温められ、洗浄水が再び水噴射手段６を経て循環する間に
水温が上がっていく。また、排水口１１から貯水槽５に戻る際に、比較的大きな汚れは残
滓フィルター１２で取り除かれる。
【００１８】
また、バルブ１５ｃを開く代わりにバルブ１５ｄを少し開くと、洗浄水はスチーム発生手
段７に流れる。スチーム発生手段７内にはヒータ（図示しない）があるため、ヒータによ
り加熱されて１００℃となり、スチームが発生する。この状態でバルブ１５ｅを開くと、
加熱により発生した蒸気圧によりスチームは勢い良く噴射ノズル８より噴射されて食器類
２を洗浄する。この時、バルブ１５ｃも少し開けると、噴射ノズル８からは勢い良く飛び
出るスチームと共に水噴射手段６からの洗浄水も水滴となって一緒に飛び出すので、噴射
ノズル８からはジェット水流が排出される。そして、このジェット水流により、水滴が食
器類２にあたる物理力が加わって、より洗浄効果を上げることができる。また、スチーム
だけのときよりも水量も増えるためすすぎ効果も得られる。
【００１９】
そして、所定の時間洗浄し、洗浄が終了すると、バルブ１５ｆが開き、洗浄槽３や貯水槽
５の水が排水口１３より排水される。その後、新しいきれいな水ですすぎ動作として、洗
浄と同様の動作を繰り返し、すすぎが終了すると洗浄が完了する。
【００２０】
スチームによる洗浄は、その移動力や熱で食器類２の汚れを落す作用がある。また、水で
は届きにくい細部にまで行き渡り、その部分の汚れも落すことができる。さらに、水（液
体）の状態で洗浄するよりも少ない水量で汚れ落とし効果を得られるという効果がある。
【００２１】
また、水噴射による洗浄は、水が勢い良く当たる物理力や水温の熱により汚れを落とす作
用がある。またスチームの洗浄では不十分であるすすぎ効果にも優れている。
【００２２】
　したがって、参考の形態１によれば、水噴射による洗浄とスチームによる洗浄の両者を
組み合わせることで、ジェット水流を発生させ、使用する水量を抑制できるとともに、す
すぎ効果を向上させることができる。また、食器類の隙間部分の洗浄を行うことができ、
洗浄効率が向上する効果がある。
【００２３】
実施の形態１
　図２は本発明の実施の形態１に係わる食器洗浄機の構成説明図である。図中、参考の形
態１と同様の構成には同じ符号を付し、説明は省略する。図において、１５ｇはバルブ、
２０は微細気泡２１を発生させる微細気泡発生機構である。バルブ１５ｇ、微細気泡発生
機構２０は制御部１６によって制御される。
【００２４】
　次に、動作について、図２を用いて説明する。なお、バルブ１５ｇ、微細気泡発生機構
２０の動作を除けば参考の形態１の動作とほとんど同様である。まず、食器かご１０に食
器類２をセットし、入力キー部１７を介してスタートキー（図示しない）を押すと、制御
部１６によりバルブ１５ａの開放等の指令が出されて動作を開始する。バルブ１５ａが開
き、貯水槽５に水が溜まると、次いでバルブ１５ｂ、バルブ１５ｃが開き、水噴射手段６
を作動させて、水が噴射ノズル８から勢い良く噴射され、食器洗浄が始まる。洗浄動作開
始直後は貯水槽５の水位が下がるので同時に再びバルブ１５ａを開き、水位を確保するよ
うに制御する。
【００２５】
洗浄水は洗浄槽３内に一旦溜まり、排水口１１より貯水槽５に戻る。なお、この時洗浄槽
３内の洗浄水はヒータ９により温められ、洗浄水が再び水噴射手段６を経て循環する間に
水温が上がっていく。また、排水口１１から貯水槽５に戻る際に、比較的大きな汚れは残
滓フィルター１２で取り除かれる。
【００２６】
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　また、参考の形態１と同様、バルブ１５ｃを開く代わりにバルブ１５ｄを少し開くと、
洗浄水はスチーム発生手段７に流れる。スチーム発生手段７内にはヒータ（図示しない）
があるため、ヒータにより加熱されて洗浄水は１００℃となり、スチームが発生する。こ
の状態でバルブ１５ｅを開くと、加熱により発生した蒸気圧によってスチームは勢い良く
噴射ノズル８より噴射されて食器類２を洗浄する。この時、バルブ１５ｃも少し開けると
、噴射ノズル８からは勢い良く飛び出るスチームと共に水噴射手段６からの洗浄水も水滴
となって一緒に飛び出すので、水滴が食器類２にあたる物理力も加わり、より洗浄効果を
上げることができる。また、水量も増えるためすすぎ効果も得られる。
【００２７】
　また、制御部１６により微細気泡発生機構２０を作動させ、バルブ１５ｇを開くと、貯
水槽５内に微細気泡２１が発生する。なお、実施の形態１によれば、ポンプで吸気口２０
ａから空気を吸引することで貯水槽５内に微細気泡２１を発生させているが、微細気泡を
発生させる手段はこれに限ったものではなく、例えば、エアボンベ等のガスボンベを装着
する構成にしてもよいし、また重曹等の発泡剤を添加する構成にしてもよい。
【００２８】
貯水槽５には、残滓フィルター１２では取りきれない微細な汚れが浮遊しており、除去し
ないと汚れが食器類２に再付着してしまう場合がある。しかしながら、微細気泡２１によ
り、残滓フィルター１２では取りきれなかった汚れが微細気泡２１内の水面と空気面の境
界に取り込まれ、微細気泡２１と共に貯水槽５内を上昇していく。そして、貯水槽５の上
面より排出される排出口１４から庫外へ排出されて除去される。これにより、洗浄槽３内
を循環する洗浄水中の汚れを取り除くことができるので、洗浄中の汚れの再付着を防ぐこ
とができる。
【００２９】
そして、所定の時間洗浄し、洗浄が終了すると、バルブ１５ｆが開き、洗浄層３や貯水槽
５の水が排水口１３より排水される。その後、すすぎ動作として、洗浄と同様の動作を繰
り返し、すすぎが終了すると洗浄が完了する。
【００３０】
微細気泡２１を貯水槽５内の洗浄水へ混在させるのは、貯水槽５の容積が洗浄槽３の容積
に比して小さいことから、少ない気泡で全体に行き渡らせることができるからである。ま
た、図２に示すように、貯水槽５の形状が、底面積が小さい縦長形状とすると、水中の気
泡は水より軽いので水中内を上昇するという作用を上手く利用できるため、効率よく気泡
を水中にまんべんなく行き渡らせることができるという効果がある。
【００３１】
また、洗浄水中に微細気泡２１を混在させた状態で、噴射ノズル８より噴射されることに
より、洗浄水の物理力が向上し、食器汚れ効果をより向上させることができる。
【００３２】
　実施の形態１によれば、参考の形態１の効果を奏するだけでなく、さらに食器類への汚
れ再付着を防止することができ、洗浄効率が向上する。また、気泡によって洗浄水の洗浄
能力が向上し、さらに洗浄効率がよいものとなる。
【００３３】
【発明の効果】
以上のように本発明によれば、洗浄水を貯溜する貯水槽と、食器類を洗浄する洗浄槽と、
前記洗浄水を加圧して噴射する噴射手段と、前記洗浄水を加熱し、この加熱によって発生
する蒸気圧を利用してスチームを噴射するスチーム発生手段と、前記噴射手段及び前記ス
チーム発生手段を制御する制御部とを備え、前記制御部は、前記噴射手段からの洗浄水と
前記スチーム発生手段からのスチームを混在させて前記洗浄槽へ噴射するように制御する
ので、水噴射による洗浄とスチームによる洗浄の両者を組み合わせて洗浄でき、水量を抑
制できるとともに、洗浄と同時にすすぎ効果を向上させることができる。また、洗浄水と
スチームを混在させたジェット水流により、洗浄効率を向上させることができる。また、
食器類の隙間部分の洗浄を行うことができ、洗浄効率が向上するという効果がある。
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【００３４】
また、洗浄水を貯溜する貯水槽と、前記貯水槽に連結され食器類を洗浄する洗浄槽と、前
記貯水槽内に微細気泡を発生させる微細気泡発生機構と、前記洗浄水を加圧して噴射する
噴射手段と、前記洗浄水を加熱し、この加熱によって発生する蒸気圧を利用してスチーム
を噴射するスチーム発生手段と、前記噴射手段からの洗浄水と前記スチーム発生手段から
のスチームのどちらか一方を選択して噴射させる、または洗浄水とスチームを混在させて
噴射させるように制御する制御部とを備えたので、食器類の隙間部分の洗浄を行うことが
でき、洗浄効率が向上するという効果がある。また、貯水槽内の汚れは、微細気泡により
水面と空気面の境界に取り込まれ、微細気泡と共に貯水槽の上部へ運ばれるので、貯水槽
の水面部分の汚れを除去するだけ、洗浄水が浄化されるという効果がある。また、洗浄水
が浄化されるので、汚れが食器類に再付着してしまうことを防止できる。
【００３５】
また、洗浄水中に微細気泡を混在させるので、食器類の汚れを微細気泡の水面と空気面の
境界に取り込み、さらに洗浄効率が向上するという効果がある。
【００３６】
また、貯水槽の上部に排水口を設けたので、洗浄動作中に前記貯水槽の上層の水を除去で
きるので、洗浄水の浄化効率が良いという効果がある。
【００３７】
さらに、貯水槽に水を供給するカートリッジ式の水タンクを備えたので、給水機構として
特別な工事を必要とせず、使い勝手が向上する。
【図面の簡単な説明】
【図１】 この発明の参考の形態１に係わる食器洗浄機の構成説明図である。
【図２】 この発明の実施の形態１に係わる食器洗浄機の構成説明図である。

【図１】 【図２】
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