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(57)【要約】
【課題】洗浄槽を洗浄機本体の前面開口部から自動的に
押し出す（又は引き出す）ように構成することにより、
洗浄槽の引き出しに大きな力を必要とせず、また、運転
中に洗浄槽を引き出しても手や身体に洗浄水や温風がか
かったりすることのない、使い勝手のよい食器洗い乾燥
機を提供する。
【解決手段】前面が開口された箱状の洗浄機本体１と、
前面に操作部６が設けられた扉４を有し、上面が開口さ
れて洗浄機本体１内に前面開口部から前後方向に出し入
れ可能に収容された洗浄槽２とからなり、洗浄槽２又は
洗浄槽２と洗浄機本体１との間にスライド装置３０を設
け、操作部６に設けたオープンスイッチ８をＯＮするこ
とにより、スライド装置３０により洗浄槽２を洗浄機本
体１から押し出し又は引き出すように構成した。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前面が開口された箱状の洗浄機本体と、前面に操作部が設けられた扉を有し、上面が開
口されて前記洗浄機本体内に前面開口部から前後方向に出し入れ可能に収容された洗浄槽
とからなり、
　前記洗浄槽又は該洗浄槽と前記洗浄機本体との間にスライド装置を設け、前記操作部に
設けたオープンスイッチをＯＮすることにより、前記スライド装置により前記洗浄槽を前
記洗浄機本体から押し出し又は引き出すように構成したことを特徴とする食器洗い乾燥機
。
【請求項２】
　前記スライド装置を、前記洗浄槽に取付けられた本体部と、ラックを有し前記本体部に
前後方向にスライド自在に支持されたスライドシャフトと、該スライドシャフトのラック
と噛合いモータによって駆動されるピニオンとによって構成したことを特徴とする請求項
１記載の食器洗い乾燥機。
【請求項３】
　前記洗浄槽を洗浄機本体内に収容したときは、前記スライドシャフトの先端部が前記本
体部から突出して該洗浄機本体の後壁に当接するように構成したことを特徴とする請求項
２記載の食器洗い乾燥機。
【請求項４】
　前記スライド装置を、前記洗浄機本体の前面開口部近傍に取付けた本体部と、ラックを
有し前記本体部に前後方向にスライド自在に支持されて先端部が前記洗浄槽に連結された
スライドシャフトと、該スライドシャフトのラックと噛合いモータによって駆動されるピ
ニオンとによって構成したことを特徴とする請求項１記載の食器洗い乾燥機。
【請求項５】
　前記洗浄機本体又は洗浄槽に扉検知器を設け、該扉検知器が前記洗浄槽の押し出し又は
引き出しを検知したときは、動作中の負荷を停止させることを特徴とする請求項１～４の
いずれかに記載の食器洗い乾燥機。
【請求項６】
　前記オープンスイッチをＯＮしたときは、前記スライド装置が動作する前に動作中の負
荷を停止させることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の食器洗い乾燥機。
【請求項７】
　運転中の前記洗浄槽を押し出し又は引き出すときは、先ず操作部に設けた一時停止スイ
ッチをＯＮして動作中の負荷を停止させ、ついでオープンスイッチをＯＮすることを特徴
とする請求項１～４のいずれかに記載の食器洗い乾燥機。
【請求項８】
　前記洗浄機本体に洗浄槽をロックするインターロック装置を設け、オープンスイッチを
ＯＮしたときは前記インターロック装置が解除され、ついで前記スライド装置が動作する
ことを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の食器洗い乾燥機。
【請求項９】
　前記スライド装置により洗浄槽を押し出すときは、前記スライドシャフトを一定時間前
進させたのち該スライドシャフトを後退させることを特徴とする請求項１～３のいずれか
に記載の食器洗い乾燥機。
【請求項１０】
　前記スライド装置は、前記スライドシャフトが一定時間前進したのち休止時間を経たの
ち該スライドシャフトを後退させることを特徴とする請求項９記載の食器洗い乾燥機。
【請求項１１】
　前記スライド装置にリミッタ検知器を設け、該リミッタ検知器が前記スライドシャフト
の後退を検知したときは、該スライドシャフトを停止させることを特徴とする請求項９又
は１０記載の食器洗い乾燥機。
【請求項１２】
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　前記スライド装置に設けたリミッタ検知器が前記スライドシャフトの後退を検知しなか
ったときは、後退開始から一定時間経過したのち動作を中止することを特徴とする請求項
１１記載の食器洗い乾燥機。
【請求項１３】
　前記スライド装置に設けたリミッタ検知器が前記スライドシャフトの前進を複数回繰り
返えしても検知しなかったとき、又は前記リミッタ検知器が前後スライドシャフトの後退
から一定時間経過したのち後退を複数回繰り返えしても検知しなかったときは、異常と判
断して動作を中止することを特徴とする請求項１１記載の食器洗い乾燥機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、食器洗い乾燥機に係り、より詳しくは、流し台等に設置され、洗浄槽を前後
に移動させて食器等を出し入れする引出し式の食器洗い乾燥機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の食器洗い機に、洗浄槽の開口部を蓋で開閉してロック装置により蓋を閉状態にし
、ロック装置に連動して開閉され、洗浄ポンプとヒータを直接開閉するロック連動スイッ
チと、蓋の開閉を検知する蓋検知スイッチとを設け、制御手段は、ロック連動スイッチと
蓋検知スイッチの両方が閉成状態のとき機器の動作を開始し、機器の動作中にロック連動
スイッチと蓋検知スイッチのどちらか一方が開成状態になると、機器の動作を停止するよ
うにしたものがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、流し台に設置された食器洗い乾燥機に、前面が開口されて流し台に固定された箱
状の洗浄機本体と、上面が開口されて食器等が入れられた食器かごが収納され、洗浄機本
体内に前面開口部から引出し可能に収容された洗浄槽とからなり、洗浄槽にはラッチ装置
が設けられて、洗浄槽を洗浄機本体内に収容したときは、ラッチ装置により保持されて洗
浄槽を引出せないようにしたものがある（例えば、従来技術１）。
【０００４】
【特許文献１】特開平９－１１７３９９号公報（要約、図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に開示された食器洗い機は、上面が開口された本体部と、上面が開口されて
本体部内に収容される洗浄槽と、洗浄槽の上面開口部を開閉する蓋とによって構成されて
いるため、前面が開口されて流し台等に固定された洗浄機本体と、上面が開口されて洗浄
機本体の前面開口部から引出し式に出し入れする洗浄槽とからなる食器洗い乾燥機には適
用することができない。
【０００６】
　従来技術１の食器洗い乾燥機は、洗浄槽から食器等の出し入れを行う場合、洗浄槽には
、ヒータ、洗浄ノズル、洗浄ポンプ、給水弁、排水ポンプなどが設けられており、これら
や収納した食器等の重量が洗浄槽にかかるため、手動による洗浄槽の引出しが重く、大き
な力を必要とするという問題があった。
　また、洗浄槽を洗浄槽本体内に収容したときはラッチにより保持されるが、ラッチはば
ねで付勢されているため、洗浄槽の引出し時にラッチを解除するためのさらに大きな力を
必要とする。
【０００７】
　また、運転を一時停止して洗浄槽を引出す場合、操作部の一時停止スイッチを押して洗
浄ポンプを停止させるが、洗浄ポンプが停止しても洗浄ノズルからの噴射水が止まるまで
に遅れがあるため、洗浄槽を素早く引出すと、高温の洗浄水が手や身体にかかるおそれが
ある。



(4) JP 2009-90010 A 2009.4.30

10

20

30

40

50

【０００８】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたもので、洗浄槽を洗浄機本体の前面開
口部から自動的に押し出す（又は引き出す）ように構成することにより、洗浄槽の引き出
しに大きな力を必要とせず、また、運転中に洗浄槽を引き出しても手や身体に洗浄水や温
風がかかったりすることのない、使い勝手のよい食器洗い乾燥機を提供することを目的と
したものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る食器洗い乾燥機は、前面が開口された箱状の洗浄機本体と、前面に操作部
が設けられた扉を有し、上面が開口されて前記洗浄機本体内に前面開口部から前後方向に
出し入れ可能に収容された洗浄槽とからなり、前記洗浄槽又は該洗浄槽と前記洗浄機本体
との間にスライド装置を設け、前記操作部に設けたオープンスイッチをＯＮすることによ
り、前記スライド装置により前記洗浄槽を前記洗浄機本体から押し出し又は引き出すよう
に構成したものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、重い洗浄槽が自動的に引き出され、また、運転中に洗浄槽を引き出し
ても手や身体に洗浄水や温風がかかることがないので、使い勝手がよく信頼性の高い食器
洗い乾燥機を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
［実施の形態１］
　図１は本発明の実施の形態１に係る食器洗い乾燥機の縦断面図、図２は図１の洗浄槽の
正面図、図３は図１の洗浄槽のスライド装置の説明図、図４は図３のスライド装置の作用
説明図、図５は図１の電気回路構成を示すブロック図である。
【００１２】
　図１に示すように、前面が開口されて流し台等に設置された箱状の洗浄機本体１内には
、上面が開口された箱状の洗浄槽２が収容されており、この洗浄槽２は下部両側に設けた
レール３が、洗浄機本体１に設けたガイドレール（図示せず）に沿って、前面開口部から
前方に引き出し可能に構成されている。
【００１３】
　４は洗浄槽２の前面に設けた扉（前面板）で、図２に示すように、上部には操作パネル
５が設けられており、この操作パネル５には、スタート／一時停止スイッチ７、後述のス
ライド装置３０に動作信号を送るオープンスイッチ８、電源及び洗浄槽引出しを表示する
ランプを有する表示部９等を備えた操作部６が設けられている。１０は乾燥工程時に発生
する温風を排出する排気口である。再び図１において、１１は洗浄槽２に設けられて洗浄
機本体１内に収容された洗浄槽２を保持するラッチ、１２はラッチ１１を付勢するばねで
ある。
【００１４】
　洗浄槽２内には、洗浄水を加熱するヒータ１３及び洗浄水を噴出する洗浄ノズル１４が
設けられており、洗浄槽２の下部には、洗浄ノズル１４に洗浄水を圧送する洗浄ポンプ１
５、汚れた洗浄水を排出する排水ポンプ１６が設けられている。また、洗浄槽２の後部と
洗浄機本体１との間には、洗浄槽２に洗浄水を給水する給水弁１７、及び乾燥工程時に洗
浄槽２内へ外気を送る送風機１８が設けられており、送風機１８と洗浄槽２を連通する風
路１９には外気を加熱する第２のヒータ２０が設けられている。２１は食器等２２が入れ
られて洗浄槽２内に収納される食器かご、２３は洗浄槽２の上部開口部を閉じる内蓋、２
４はラッチ１１をロックするインターロック装置である。
【００１５】
　３０は洗浄槽２の下部に取付けられた洗浄槽２のスライド装置で、図３に示すように、
本体部３１に設けた溝３２には、ラック３４が設けられたスライドシャフト３３が保持部
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３５に支持されて軸方向（前後方向）にスライド自在に挿入されている。３６は本体部３
１に設けたモータで、その出力軸にはラック３４と噛合うピニオン３７が設けられている
。なお、３８（図４）は溝３２の最奥部に設けられてスライドシャフト３３の位置を検知
するリミッタ検知器である。
【００１６】
　このように構成したスライド装置３０は、図４（ａ）に示すように、洗浄槽２を洗浄機
本体１内の所定の位置に収容したときは、スライドシャフト３３は本体部３１の溝３２の
最奥部まで挿入されており、その先端部は洗浄機本体１の後壁に当接している（以下、ス
ライドシャフト３３のこの状態を後退という）。このとき、リミッタ検知器３８は、スラ
イドシャフト３３が所定の後退位置にあることを検知する。
【００１７】
　この状態で、図６のフローチャートに示すように、操作部６のオープンスイッチ９をＯ
Ｎする（ステップＳ－１）と、モータ３６に通電されてピニオン３７を矢印ａ方向に回転
させる（ステップＳ－２）。これにより、スライドシャフト３３は図の右方に移動（以下
、前進という）しようとするが、スライドシャフト３３の先端部は洗浄機本体１の後壁に
当接しているので、ピニオン３７の回転に伴って、本体部３１は洗浄機本体１の前面開口
部方向に移動し、これが取付けられた洗浄槽２がガイドレールに沿って洗浄機本体１の前
面開口部から前方に押し出される（ステップＳ－３）。モータ３６を反対方向に回転させ
れば、スライドシャフト３３が所定の位置まで後退し、リミッタ検知器３８がこれを検知
する。
【００１８】
　４０は洗浄槽２と扉４との間に配設された制御部で、図５に示すように、マイクロコン
ピュータ４１を備えており、マイクロコンピュータ４１は、操作部６、水量検出手段４２
、洗浄水の温度検出手段４３、扉開検知器４４、リミッタ検知器３８などからの信号を入
力し、ヒータ１３、洗浄ポンプ１５、排水ポンプ１６、給水弁１７、送風機１８、スライ
ド装置３０などへ制御信号を出力する。また、操作部６の表示部９に表示信号を出力する
。
【００１９】
　次に、上記のように構成した本実施の形態に係る食器洗い乾燥機の動作について説明す
る。
　汚れた食器等２２を洗浄するにあたっては、先ず、電源スイッチをＯＮする。このとき
電源ランプ９が点灯する。ついで操作部６のオープンスイッチ８をＯＮする。このとき、
洗浄槽２の引き出しランプ９が点灯する。これにより、制御部４０からスライド装置３０
に制御信号が送られ、モータ３６を駆動してピニオン３７を矢印ａ方向に回転させ、スラ
イドシャフト３３を前進させ、スライド装置３０が取付けられた洗浄槽２を洗浄機本体１
の前面開口部から前方に押し出す。ついで、モータ３６が逆回転して、スライドシャフト
３３をリミッタ検知器３８が検知するまで後退させて、次回に備える。なお、電源ＯＦＦ
時にはオープンスイッチ８をＯＮしても、洗浄槽２の引き出しランプ９は点灯しないので
、消費電力を抑えることができる。
【００２０】
　このとき、スライドシャフト３３を長くすれば、洗浄槽２を所望の位置まで押し出すこ
とができるが、短い場合は洗浄槽２は途中で停止するので、引続き所望の位置まで手動に
より引き出す。この場合も、大きな力を必要とする引き出しの初期段階はスライド装置３
０により押し出されるので、以後の手動による洗浄槽２の引き出しには大きな力を必要と
しない。
【００２１】
　ついで、汚れた食器等２２が入れられた食器かご２１を上面開口部から洗浄槽２内に収
納し、洗浄槽２を洗浄機本体１内に押し込む。これにより、洗浄槽２はラッチ１１により
その位置に保持されてインターロック装置２４によりロックされ、スライド装置３０のス
ライドシャフト３３の先端部は洗浄機本体１の後壁に当接する。この状態で、操作部６の
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スタートスイッチ７をＯＮする。
【００２２】
　これにより、給水弁１７が開いて洗浄槽２内に洗浄水が給水され、水量検出手段４２に
より所定量の洗浄水が給水されたことが検知されると、給水弁１７が閉じられる。このと
き、必要に応じて洗浄水に洗剤を投入する。ついで、ヒータ１３に通電して洗浄水を所望
の温度に加熱し、温度検出手段４３により洗浄水が所望の温度になったことが検知される
と、ヒータ１３への通電を停止する。そして、洗浄ポンプ１５を駆動して温水化した洗浄
水を洗浄ノズル１４に圧送し、ノズル孔から洗浄水を噴射して食器等２０を洗浄する。こ
のとき、洗浄ノズル１４は、洗浄水の噴射による反力で回転し、万遍なく食器等２２に洗
浄水を噴射する。洗浄槽２内に噴射した洗浄水は落下して洗浄槽２の下部に集まり、再び
洗浄ノズル１４から噴射し、この循環を繰り返えす（洗浄工程）。なお、洗浄槽２の上面
開口部は内蓋２３により密閉されているので、洗浄水が外部に飛散することはない。
【００２３】
　所定時間経過すると、ヒータ１３及び洗浄ポンプ１５への通電が停止し、ついで、排水
ポンプ１６が駆動されて洗浄槽２内の汚水が外部へ排出される。
　排水が終ったときは排水ポンプ１６への通電を停止し、給水弁１７を開いて洗浄水を洗
浄槽２内に給水する。以後は上述した洗浄工程と同様の動作により食器等２２のすすぎ洗
いが行われ、所定時間のすすぎ洗いが終ると排水される。このようなすすぎ洗いと排水は
、数回繰り返えされる（すすぎ工程）。
【００２４】
　所定回数のすすぎ工程が終了すると、送風機１８及び第２のヒータ２０に通電して洗浄
槽２内に外気を導入する。この外気は第２のヒータ２０で加熱されて温風となり、洗浄槽
２内に送られて食器等２２及び洗浄槽２の全域を乾燥し、これらを乾燥した温風は排気口
１０から外部へ排出される（乾燥工程）。
　所定時間経過すると、送風機１８及び第２のヒータ２０への通電が停止され、乾燥工程
が終了する。これにより、食器等２２の洗浄、すすぎ及び乾燥が完了する。なお、これら
一連の動作は、制御部４０のマイクロコンピュータ４１に設定されたプログラムにしたが
って、自動的に行われる。
【００２５】
　食器等２２を取り出すときは、操作部６のオープンスイッチ８をＯＮし、スライド装置
３０により洗浄槽２を洗浄機本体１の前面開口部から前方に押し出し、食器かご２１又は
食器等２２を取出して洗浄槽２を再び洗浄機本体１内に戻す。このときのスライド装置３
０の作用は、前述の通りである。
【００２６】
　本実施の形態によれば、食器等２２を洗浄する場合や洗浄が終了した食器等２２を取出
す場合に、これを収納した重い洗浄槽２を、スライド装置３０により洗浄機本体１の前面
開口部から自動的に前方に押し出すようにしたので、洗浄槽２の引き出しに大きな力を必
要とせず、使い勝手のよい食器洗い乾燥機を得ることができる。
【００２７】
［実施の形態２］
　図７～図１４は本発明の実施の形態２に係る食器洗い乾燥機の動作の他の例を示すフロ
ーチャートで、本実施の形態は、実施の形態１に係る食器洗い乾燥機の洗浄槽をより安全
に押し出すようにしたもので、食器洗い乾燥機の構成は、実施の形態１の場合と同様であ
る。
【００２８】
　図７のフローチャートに係る食器洗い乾燥機は、食器等２２の洗浄動作中に、なんらか
の理由で運転を中止するためにオープンスイッチ８をＯＮする（ステップＳ－１１）と、
制御部４０がオープンスイッチ８をＯＮしたことを検知し、スライド装置３０を制御して
一定時間スライドシャフト３３を前進させ（ステップＳ－１２）、洗浄槽２を押し出す（
ステップＳ－１３）。そして、押し出し動作の途中で洗浄機本体１に設けた扉開検知器４
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４がこれを検知して（ステップＳ－１４）、検知信号を制御部４０へ送ると、制御部４０
は、ヒータ１３、洗浄ポンプ１５、排水ポンプ１６、給水弁１７、送風機１８などの動作
中の負荷（以下、これらを一括して単に負荷と記す）を停止する（ステップＳ－１５）。
なお、洗浄槽２は引続き押し出される。
　本例によれば、食器等２２の洗浄、すすぎ、乾燥工程中においても動作中の負荷を確実
に停止して洗浄槽２を安全に押し出すことができるので、手や身体に洗浄水や温風がかか
ることがない。
【００２９】
　図８のフローチャートに係る食器洗い乾燥機は、オープンスイッチ８をＯＮする（ステ
ップＳ－２１）と、スライド装置３０が動作する前に、動作中の負荷を停止させ（ステッ
プＳ－２２）、その後スライド装置３０を動作させて（ステップＳ－２３）洗浄槽２を押
し出す（ステップＳ－２４）ようにしたもので、より安全性の高い食器洗い乾燥機を得る
ことができる。
【００３０】
　図９のフローチャートに係る食器洗い乾燥機は、洗浄槽２を押し出す際に、オープンス
イッチ８をＯＮする前（ステップＳ－３１）に、先ず一時停止スイッチ７をＯＮして（ス
テップＳ－３２）動作中の負荷を停止したのちオープンスイッチ８をＯＮして（ステップ
Ｓ－３３）スライド装置３０を動作させ、洗浄槽２を押し出すようにしたものである。つ
まり、一時停止スイッチ７をＯＮする前には、オープンスイッチ８が動作できないように
したもので、より安全性の高い食器洗い乾燥機を得ることができる。
【００３１】
　図１０のフローチャートに係る食器洗い乾燥機は、オープンスイッチ８をＯＮする（ス
テップＳ－４１）と、先ず、ラッチ１１をロックするインターロック装置２４が解除され
（ステップＳ－４２）、ついで、スライド装置３０を動作させて（ステップＳ－４３）、
洗浄槽２を押し出す（ステップＳ－４４）ようにしたもので、洗浄機本体１内に安定して
洗浄槽２を収容し保持することができる。
【００３２】
　図１１のフローチャートに係る食器洗い乾燥機は、オープンスイッチ８をＯＮし（ステ
ップＳ－５１）、スライド装置３０のスライドシャフト３３を一定時間（例えば、１秒間
）前進させて（ステップＳ－５２）洗浄槽２を押し出し、ついで一定時間（例えば、１秒
間）スライドシャフト３３を後退させ（ステップＳ－５３）たのち、洗浄槽２を手動によ
り引き出すようにしたものである。これにより、洗浄槽２を洗浄機本体１内に収容すると
きに、スライドシャフト３３に邪魔されることなく所定位置まで押し込むことができる。
【００３３】
　図１２のフローチャートに係る食器洗い乾燥機は、上記図１１の食器洗い乾燥機におい
て、スライド装置３０のスライドシャフト３３の前進動作から後退動作までの間に、休止
時間（例えば、１００ｍｓｅｃ）を設けた（ステップＳ－５３ａ）ものである。このよう
に構成することにより、スライド装置３０の逆起電力の影響を軽減して、信頼性を向上す
ることができる。
【００３４】
　図１３のフローチャートに係る食器洗い乾燥機は、上記図１２の食器洗い乾燥機におい
て、スライド装置３０に設けたリミッタ検出器３８により、スライドシャフト３３の後退
を検知したとき（ステップＳ－５４）は、スライドシャフト３３の後退動作を停止させる
（ステップＳ－５５）ようにしたもので、これにより、スライド装置３０の動作をより安
定化することができる。
【００３５】
　図１４のフローチャートに係る食器洗い乾燥機は、上記図１３の食器洗い乾燥機におい
て、スライド装置３０のスライドシャフト３３の後退時に、リミッタ検知器３８がスライ
ドシャフト３３の後退を検知しなかった場合（ステップＳ－５４）は、一定時間（例えば
、１秒間）経過後（ステップＳ－５６）に、スライドシャフト３３の後退動作を停止させ
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るようにしたもので、これにより、スライド装置３０を保護することができる。
【００３６】
［実施の形態３］
　図１５は本発明の実施の形態３に係る食器洗い乾燥機の動作を説明するためのフローチ
ャートである。
　洗浄槽２を引き出すためオープンスイッチ８をＯＮする（ステップＳ－６１）と、スラ
イド装置３０のスライドシャフト３３が前進し（ステップＳ－６２）、所定時間（例えば
、１秒間）経過すると（ステップＳ－６３）リミッタ検知器３８がＯＦＦする（ステップ
Ｓ－６４）。若し、リミッタ検知器３８がＯＦＦしない場合は、スライドシャフト３３の
前進動作を複数回（Ｎ回）繰り返えす（ステップＳ－６７）。例えば、前進動作を３回繰
り返えしても（ステップＳ－６８）リミッタ検知器３８がＯＦＦしない場合は、スライド
装置３０、したがって扉開の異常と判断し（ステップＳ－６９）、動作を停止する。
【００３７】
　リミッタ検知器３８がＯＦＦしたとき（ステップＳ－６４）は、スライドシャフト３３
の前進を停止し（ステップＳ－６５）、一定時間（例えば、１００ｍｓｅｃ）休止（ステ
ップＳ－６６）したのち、スライドシャフト３３を後退させる（ステップＳ－７０）と、
リミッタ検知器３８がＯＮする（ステップＳ－７１）。若し、リミッタ検知器３８が一定
時間（例えば、１秒間）経過してもＯＮしない場合（ステップＳ－７３）は、スライドシ
ャフト３３の後退動作を複数回繰り返えす（ステップＳ－７４）。例えば後退動作を３回
繰り返えしても（ステップＳ－７５）リミッタ検知器３８がＯＮしない場合は、スライド
装置３０の異常と判断し（ステップＳ－７６）、動作を停止する。
【００３８】
　リミッタ検知器３８がＯＮしたとき（ステップＳ－７１）は、スライドシャフト３３の
後退、したがってスライド装置３０の動作を停止する（ステップＳ－７２）。
　本実施の形態によれば、スライド装置３０の動作時、したがって、スライドシャフト３
３の前進時にリミッタ検知器３８がＯＦＦしない場合、及びスライドシャフト３３の後退
時に一定時間内にリミッタ検知器３８がＯＮしない場合は、異常と判断して動作を停止す
るようにしたので、洗浄槽２の引き出し装置（スライド装置３０等）の異常を使用者に知
らせることができると共に、これらを保護することができる。
【００３９】
　上記の各実施の形態において、スライド装置３０のスライドシャフト３３の先端部を洗
浄機本体１の後壁に連結すれば、モータ３６を反対方向に回転させてスライドシャフト３
３を後退させることにより、引き出した洗浄槽２を洗浄機本体１内に引き込んで収容する
ことができる。
【００４０】
　また、スライド装置３０の本体部３１を、洗浄機本体１の前面開口部側（又は後部側）
に取付け、スライドシャフト３３の先端部を洗浄槽２に連結すれば、スライドシャフト３
３を後退（又は前進）させることにより、洗浄機本体１の前面開口部から引き出す（又は
押し出す）ことができ、スライドシャフト３３を前進（又は後退）させれば、洗浄槽２を
洗浄機本体１内に押し込む（又は引き込む）ことができる。
【００４１】
　上記の説明では、スライド装置３０をラック３４とピニオン３７で構成した場合を示し
たが、これに限定するものではなく例えば、カム機構やリニア機構に用いるアクチュエー
タ、あるいはソレノイドなどを用いてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明の実施の形態１に係る食器洗い乾燥機の縦断面図である。
【図２】図１の洗浄槽の正面図である。
【図３】図１のスライド装置の説明図である。
【図４】図３のスライド装置の作用説明図である。
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【図５】図１の電気回路構成を示すブロック図である。
【図６】図１の洗濯槽の押し出し作用を説明するフローチャートである。
【図７】本発明の実施の形態２に係る食器洗い乾燥機の作用を説明するフローチャートで
ある。
【図８】実施の形態２の他の例のフローチャートである。
【図９】実施の形態２の他の例のフローチャートである。
【図１０】実施の形態２の他の例のフローチャートである。
【図１１】実施の形態２の他の例のフローチャートである。
【図１２】実施の形態２の他の例のフローチャートである。
【図１３】実施の形態２の他の例のフローチャートである。
【図１４】実施の形態２の他の例のフローチャートである。
【図１５】実施の形態３に係る食器洗い乾燥機の作用を説明するフローチャートである。
【符号の説明】
【００４３】
　１　洗浄機本体、２　洗浄槽、４　扉（前面板）、５　操作パネル、６　操作部、７　
スタート／一時停止スイッチ、８　オープンスイッチ、１０　排気口、１１　ラッチ、１
３　ヒータ、１４　洗浄ノズル、１５　洗浄ポンプ、１６　排水ポンプ、１７　給水弁、
１８　送風機、２０　第２のヒータ、２１　食器かご、２２　食器等、２４　インターロ
ック装置、３０　スライド装置、３１　本体部、３３　スライドシャフト、３４　ラック
、３６　モータ、３７　ピニオン、４０　制御部、４１　マイクロコンピュータ。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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