
JP 5177152 B2 2013.4.3

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
パルセータを回転自在に配設した洗濯兼脱水槽と、前記洗濯兼脱水槽を内包する外槽と、
前記外槽上部に設けた上部カバーと、前記パルセータおよび前記洗濯兼脱水槽を駆動する
モータと、前記パルセータと前記洗濯兼脱水槽との回転を選択的に切り換える駆動機構手
段と、前記外槽底部に設けた排水口と、前記外槽からの排水を制御する排水弁と、前記洗
濯兼脱水槽内への給水を制御する給水手段と、前記洗濯兼脱水槽内の水位を検知する水位
検知装置と、前記モータ、前記駆動機構手段、前記排水弁、前記給水手段の動作および、
洗濯、すすぎ、脱水の各行程を制御する制御手段と、前記洗濯兼脱水槽の底部に設けた裏
羽根と、前記洗濯兼脱水槽の回転によって、前記外槽内の水を前記外槽の底部内周面近傍
に設けた下部流入口から前記上部カバーに設けた上部流入口へ送水する送水部と、上部流
入口へ送水された水を前記洗濯兼脱水槽内へ散水する上部カバー吐出口とを備え、前記制
御手段は、すすぎ行程において、前記排水弁を閉状態にして、前記洗濯兼脱水槽内の水位
を前記パルセータ外周上面近傍の所定水位まで給水し、前記洗濯兼脱水槽を回転させて、
前記上部カバー吐出口より散水する散水行程を行った後、前記排水弁を開状態にして、前
記散水行程より低い回転数で前記洗濯兼脱水槽を回転させて前記給水手段より注水し、所
定時間後、注水を停止して前記洗濯兼脱水槽を前記散水行程より高い所定の回転数に到達
すると、前記散水行程より低い回転数で前記洗濯兼脱水槽を回転させて再注水し、衣類が
濡れた状態で終了するようにした洗濯機。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、洗濯、すすぎ、脱水の各行程を制御する洗濯機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の洗濯機は省資源の為、すすぎ行程において、洗濯兼脱水槽に水を溜めな
いで、上方より衣類にシャワー状に注水しながら洗濯兼脱水槽を回転させるすすぎ方式を
行っていた（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　図５は、特許文献１に記載された従来の洗濯機の縦断面図、図６は、同洗濯機のすすぎ
行程のフローチャートを示すものである。
【０００４】
　図５において、筐体１は内部に複数のサスペンション２によって弾性的に吊り下げた外
槽３を配し、脱水時の振動をサスペンション２によって吸収する構成としている。外槽３
の内部には、洗濯物を収容する洗濯兼脱水槽４を、中空で２重構造とした洗濯軸５ａ、脱
水軸５を中心に回転可能に配設し、洗濯兼脱水槽４の内底部に衣類（洗濯物）を攪拌する
パルセータ６を回転自在に配設し、底部には排水口７と排水弁８を設けている。また、外
槽３上部には上部カバー１３が固着されている。
【０００５】
　洗濯兼脱水槽４の内部周壁には、水抜き用の小孔４ａを多数設けている。モータ９は、
外槽３の底部に取り付け、ベルト１０を介してクラッチ機構及びブレーキ機構を有する駆
動機構部１１に回転を伝達する。駆動機構部１１内部のクラッチ切り換え装置（図示せず
）にて、脱水軸５の制動および制動解除を行い、洗濯時では、脱水軸５を制動させて洗濯
軸５ａを駆動し衣類攪拌用のパルセータ６を回転駆動させ、脱水時は、脱水軸５の制動を
解除し、排水弁８を開放し、洗濯兼脱水槽４を回転駆動させる。
【０００６】
　外槽３内の洗濯液またはすすぎ液は、底部の排水口７から排水弁８を介して機外に排水
する。
【０００７】
　水位検知装置１２は、圧力センサー等で形成され、洗濯兼脱水槽４内の水位を検知し、
洗濯時には洗濯量に応じて設定される所定水位Ａまで給水するように水位を検知する。
【０００８】
　また、筐体カバー１４は筐体１の上部を覆うもので、開閉蓋１５を開閉自在に有し、操
作表示部を有する制御装置１６を設けるとともに、洗濯兼脱水槽４にシャワーノズル３１
を介して給水する水道水の蛇口等に連結した給水弁１７を内部に設けている。
【０００９】
　制御装置１６はマイクロコンピュータ等を具備し、モータ９、クラッチ切り換え装置（
図示せず）、給水弁１７、排水弁８を制御するとともに、洗い、すすぎ、脱水の一連の行
程を逐次制御するように構成している。
【００１０】
　上記構成において、洗濯行程が終了すると、図６において、すすぎ行程（２００）では
、排水弁８を開放する（２０１）と同時に、駆動機構部１１内部のクラッチ切り換え装置
（図示せず）を切り換え、脱水軸５の制動を解除しつつ脱水軸５を介して、洗濯兼脱水槽
４が回転可能な状態にする（２０２）。
【００１１】
　排水終了（２０３）後、モータ９をＯＮした中間脱水にて（２０４）、洗濯兼脱水槽４
の回転を７００～８００ｒ／ｍｉｎレベルまで立ち上げ、衣類を遠心脱水し、衣類に残存
した洗剤成分を洗濯液と同時に衣類より離脱させる。
【００１２】
　所定時間（２０５）後にモータ９をＯＦＦし（２０６）、洗濯兼脱水槽４の回転を徐々
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に下げ、駆動機構部１１内部のクラッチ切り換え装置（図示せず）を切り換え、脱水軸５
を制動し（２０７）、洗濯兼脱水槽４の回転を一度停止させる。
【００１３】
　その後、再び駆動機構部１１内部のクラッチ切り換え装置（図示せず）を切り換え、脱
水軸５の制動を解除しつつ脱水軸５を介して、洗濯兼脱水槽４が回転可能な状態にする（
２０８）とともに、再度モータ９を、ＯＮ（２０９）とＯＦＦ（２１０）を繰り返し、洗
濯兼脱水槽４を平均３０～５０ｒ／ｍｉｎの低速回転に所定時間保持させると同時に、給
水弁１７を開放（２１１）して、水道水を、シャワーノズル３１を介して洗濯兼脱水槽４
内壁にへばりついた衣類にシャワー状に均一に注水し、衣類に浸透させつつ衣類に残存し
ている洗剤成分を希釈あるいは離脱させる。
【００１４】
　所定時間（２１２）給水した後、給水弁１７をＯＦＦ（２１３）、排水弁８をＯＦＦ（
２１４）、駆動機構部１１内部のクラッチ切り換え装置（図示せず）を切り換え、脱水軸
５を制動して（２１５）、洗濯兼脱水槽４の回転を停止させ、すすぎ行程を終了する（２
１６）。
【００１５】
　すすぎ行程が終了すると、洗濯兼脱水槽４の回転を７００～８００ｒ／ｍｉｎレベルま
で立ち上げる高速遠心脱水により衣類に含まれる水分を除去する脱水行程を行い、一連の
行程を終了する。
【００１６】
　以上のように、上記従来のすすぎ方式では、例えば洗濯衣類が８ｋｇ容量の場合、洗い
行程の所定水位Ａで約５０～７０Ｌの水量に対し、すすぎ行程は標準的な水道水圧であれ
ば約１５～２５Ｌの水道水量を衣類にシャワー状に注水することで、できるだけ少ない使
用水量ですすぎ効果を得られる構成となっていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１７】
【特許文献１】特開平８－１１７４７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　しかしながら、前記従来の構成では、すすぎ行程において、衣類に水道水を注水する場
合、すすぎ時間制御を給水弁の所定時間の開閉動作で行う構成であり、水道水圧が低い使
用条件下では注水流量が下がり、衣類に注水される水量が必要量供給されず、特に布量が
多い時などの場合には、衣類の内部まで水が充分浸透できないまま次行程に移行するため
、十分なすすぎができずにすすぎムラが発生するという課題を有していた。
【００１９】
　本発明は、前記従来の課題を解決するもので、水道水圧が低い条件下であっても、少な
い水量で効率よく安定したすすぎ効果を得ることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　上記目的を達成するために、本発明の洗濯機は、パルセータを回転自在に配設した洗濯
兼脱水槽と、前記洗濯兼脱水槽を内包する外槽と、前記外槽上部に設けた上部カバーと、
前記パルセータおよび前記洗濯兼脱水槽を駆動するモータと、前記パルセータと前記洗濯
兼脱水槽との回転を選択的に切り換える駆動機構手段と、前記外槽底部に設けた排水口と
、前記外槽からの排水を制御する排水弁と、前記洗濯兼脱水槽内への給水を制御する給水
手段と、前記洗濯兼脱水槽内の水位を検知する水位検知装置と、前記モータ、前記駆動機
構手段、前記排水弁、前記給水手段の動作および、洗濯、すすぎ、脱水の各行程を制御す
る制御手段と、前記洗濯兼脱水槽の底部に設けた裏羽根と、前記洗濯兼脱水槽の回転によ
って、前記外槽内の水を前記外槽の底部内周面近傍に設けた下部流入口から前記上部カバ
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ーに設けた上部流入口へ送水する送水部と、上部流入口へ送水された水を前記洗濯兼脱水
槽内へ散水する上部カバー吐出口とを備え、前記制御手段は、すすぎ行程において、前記
排水弁を閉状態にして、前記洗濯兼脱水槽内の水位を前記パルセータ外周上面近傍の所定
水位まで給水し、前記洗濯兼脱水槽を回転させて、前記上部カバー吐出口より散水する散
水行程を行った後、前記排水弁を開状態にして、前記散水行程より低い回転数で前記洗濯
兼脱水槽を回転させて前記給水手段より注水し、所定時間後、注水を停止して前記洗濯兼
脱水槽を前記散水行程より高い所定の回転数に到達すると、前記散水行程より低い回転数
で前記洗濯兼脱水槽を回転させて再注水し、衣類が濡れた状態で終了するようにしたもの
である。
【００２１】
　これによって、槽内のすすぎ液を強制循環させて上部カバー吐出口より洗濯兼脱水槽内
の衣類に散水することにより、衣類に含まれる洗剤等の除去をすることができるので、水
道水圧の高低により衣類に供給される水量が少ない場合であっても、安定したすすぎ性能
を確保するとともに使用水量を低減することができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の洗濯機は、水道水圧のばらつきに影響されず、安定したすすぎ性能を確保し、
かつ使用水量を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施の形態１における洗濯機の縦断面図
【図２】同洗濯機の洗い行程のフローチャート
【図３】同洗濯機のすすぎ行程のフローチャート
【図４】本発明の実施の形態２における洗濯機のすすぎ行程のフローチャート
【図５】従来の洗濯機の縦断面図
【図６】同洗濯機のすすぎ行程のフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　第１の発明は、パルセータを回転自在に配設した洗濯兼脱水槽と、前記洗濯兼脱水槽を
内包する外槽と、前記外槽上部に設けた上部カバーと、前記パルセータおよび前記洗濯兼
脱水槽を駆動するモータと、前記パルセータと前記洗濯兼脱水槽との回転を選択的に切り
換える駆動機構手段と、前記外槽底部に設けた排水口と、前記外槽からの排水を制御する
排水弁と、前記洗濯兼脱水槽内への給水を制御する給水手段と、前記洗濯兼脱水槽内の水
位を検知する水位検知装置と、前記モータ、前記駆動機構手段、前記排水弁、前記給水手
段の動作および、洗濯、すすぎ、脱水の各行程を制御する制御手段と、前記洗濯兼脱水槽
の底部に設けた裏羽根と、前記洗濯兼脱水槽の回転によって、前記外槽内の水を前記外槽
の底部内周面近傍に設けた下部流入口から前記上部カバーに設けた上部流入口へ送水する
送水部と、上部流入口へ送水された水を前記洗濯兼脱水槽内へ散水する上部カバー吐出口
とを備え、前記制御手段は、すすぎ行程において、前記排水弁を閉状態にして、前記洗濯
兼脱水槽内の水位を前記パルセータ外周上面近傍の所定水位まで給水し、前記洗濯兼脱水
槽を回転させて、前記上部カバー吐出口より散水する散水行程を行った後、前記排水弁を
開状態にして、前記散水行程より低い回転数で前記洗濯兼脱水槽を回転させて前記給水手
段より注水し、所定時間後、注水を停止して前記洗濯兼脱水槽を前記散水行程より高い所
定の回転数に到達すると、前記散水行程より低い回転数で前記洗濯兼脱水槽を回転させて
再注水し、衣類が濡れた状態で終了するようにしたことにより、槽内のすすぎ液を強制循
環させて上部カバー吐出口より洗濯兼脱水槽内の衣類に散水するため、水道水圧の高低等
により衣類に供給される水量が少ない場合でも、衣類に含まれる洗剤等を除去することが
でき、軽い汚れで泡立ちやすい洗剤を多めに投入した場合でも、循環中に生成される泡の
衣類付着を防止することができ、安定したすすぎ性能を確保するとともに使用水量を低減
することができる。
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【００２５】
　また、回転終了前に衣類が濡れた状態を保持して終了するので、個別にすすぎ行程のみ
運転されても脱水行程が終了していると誤認されることを防止でき、なおかつすすぎ効果
の更なる安定化を図ることができる。
【００２６】
　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、従来例と同
じ構成のものは同一符号を付して説明を省略する。また、この実施の形態によって本発明
が限定されるものではない。
【００２７】
　（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洗濯機の縦断面図を示すものである。図２
は、同洗濯機の洗い行程のフローチャート、図３は、同洗濯機のすすぎ行程のフローチャ
ートを示す。
【００２８】
　図１において、洗濯兼脱水槽１８は、外周壁には小孔１８ａを多数設け、内底部には衣
類攪拌用のパルセータ６を回転自在に配するとともに、洗濯行程時には水位を所定水位Ａ
にまで注水し、パルセータ６の回転で衣類の攪拌を行う。また、洗濯兼脱水槽１８の外底
部外周には放射状に複数の裏羽根１９を形成する。
【００２９】
　外槽２０は、洗濯兼脱水槽１８を回転自在に内包するとともに、底部に内部の水の排出
用の排水口７、および排水弁８と、側壁に内壁２１とを構成する。内壁２１と外槽２０の
側壁とで通水が可能な管状の送水部２３を形成するとともに、内壁２１の底部には下部流
入口２２を設け、この下部流入口２２から流入した水は、送水部２３を介して上方へ送水
可能としている。
【００３０】
　外槽２０の上方開口縁には、中央に衣類投入用の開口３０を形成したドーナツ型平板状
の上部カバー２６を固着する。
【００３１】
　この上部カバー２６の一部には、給水弁１７からシャワーノズル３１を介して洗濯兼脱
水槽１８内に注水する水の通水路となる複数の穴を形成した注水部２７、及び下方の洗濯
兼脱水槽１８内方を指向する上部カバー吐出口２９を有し、かつ、外槽２０の側壁に構成
した送水部２３の上端に対応する位置に水密的に固着する上部流入口２８を設ける。
【００３２】
　従って、給水弁１７からは、シャワーノズル３１を介して上部カバー２６の注水部２７
より上部カバー吐出口２９を通って洗濯兼脱水槽１８内部に給水される。
【００３３】
　また、外槽２０内部に、図１で水位Ｂに示すように、パルセータ６が全て浸からない程
度の低い水位の水を溜めた状態で洗濯兼脱水槽１８を回転させると、外底部外周に設けた
放射状の複数の裏羽根１９のポンプ作用により水が撹拌され、下部流入口２２より送水部
２３に送水されて上部カバー吐出口２９より洗濯兼脱水槽１８内に循環水流として散水さ
れる構成となっている。
【００３４】
　制御装置（制御手段）２５は、マイクロコンピュータ等を具備し、洗濯、すすぎ、脱水
などの一連の行程を制御する。また、水位検知装置２４は圧力センサー等で構成され、外
槽２０下部と連通して、外槽２０内の水圧を電気信号に変換し、制御装置２５に予め設定
した各水位設定値と比較し、洗濯兼脱水槽１８内の洗濯水の水位検知を行い、洗濯時の所
定水位Ａ、すすぎ時の低い水位Ｂ等の検知を行っている。
【００３５】
　以上のように構成された洗濯機について、図２の洗い行程のフローチャート、図３のす
すぎ行程のフローチャートを参照しながら、その動作、作用を説明する。
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【００３６】
　まず、洗濯行程（４００）では、排水弁８は閉止状態で、洗濯兼脱水槽１８内部に衣類
（洗濯物）を投入し（４０１）、電源スイッチをＯＮし（４０２）、スタートスイッチを
ＯＮ（４０３）すると、給水弁１７を開いて（４０４）、所定水位Ａまで給水し（４０５
）、給水弁を閉じた後（４０６）、モータ９を駆動する（４０７）。このとき、モータ９
の動力を、洗濯軸５ａを介してパルセータ６に伝達し、パルセータ６が正逆回転すること
で、その攪拌力と水流力により衣類に付着した汚れを離脱させ、所定時間経つと（４０８
）、モータ９をＯＦＦし（４０９）、洗濯行程を終了する（４１０）。
【００３７】
　洗濯行程が終了すると、図３の次のすすぎ行程（５００）に進行し、排水弁８を開放す
る（５０１）と同時に、クラッチ切り換え装置（図示せず）により駆動機構部１１のクラ
ッチ（図示せず）を切り換え、脱水軸５の制動を解除しつつ脱水軸５を介して、洗濯兼脱
水槽１８が回転可能な状態にする（５０２）。
【００３８】
　排水終了（５０３）後、モータ９をＯＮし（５０４）、洗濯兼脱水槽１８の回転を７０
０～８００ｒ／ｍｉｎレベルまで立ち上げ、衣類を遠心脱水し、衣類に残存した洗剤成分
は洗濯液と同時に衣類より離脱させ、洗濯兼脱水槽１８の外周壁に多数設けた小孔１８ａ
より洗濯兼脱水槽１８外に通過せしめ、排水口７から排水弁８を通過し、機外へと排出さ
せるという、いわゆる中間脱水を行う。
【００３９】
　所定時間経過後（５０５）にモータ９をＯＦＦして（５０６）、洗濯兼脱水槽１８の回
転を徐々に下げ駆動機構部１１内部のクラッチ切り換え装置（図示せず）を切り換え、脱
水軸５を制動して（５０７）洗濯兼脱水槽１８の回転を一度停止させ、排水弁８をＯＦＦ
して閉状態とし、外槽２０に水を溜め得る状態とする（５０８）。
【００４０】
　その後、再び駆動機構部１１内部のクラッチ切り換え装置（図示せず）を切り換え、脱
水軸５の制動を解除しつつ脱水軸５を介して洗濯兼脱水槽１８が回転可能な状態にする（
５０９）とともに、給水弁１７を開いて（５１０）、パルセータ６外周上面近傍の低い所
定水位Ｂまで給水したら（５１１）、給水弁１７をＯＦＦする（５１２）。
【００４１】
　その後、再度モータ９をＯＮ（５１３）させ、洗濯兼脱水槽１８の回転をＣ＝約１８０
～２００ｒ／ｍｉｎの回転数に所定時間保持させる（５１４）。この時、遠心力によって
すすぎ液は、洗濯兼脱水槽１８の外底部外周に設けた複数の放射状の裏羽根１９により円
周方向に送水され、下部流入口２２に流入し送水部２３を上昇し、上部流入口２８を通過
して、上部カバー吐出口２９より、洗濯兼脱水槽１８内の衣類に均一に散水する。
【００４２】
　散水された水は、衣類に浸透し、遠心力により衣類を通過し、同時に衣類内部の洗剤成
分を衣類から離脱させ、洗濯兼脱水槽１８の内部周壁に多数設けた小孔１８ａより洗濯兼
脱水槽１８外に抜けて外槽２０底部に落下し、再度裏羽根１９により掻き揚げられ下部流
入口２２、送水部２３、上部流入口２８を順に通過して、上部カバー吐出口２９から、洗
濯兼脱水槽１８内の衣類に散水する強制循環の動作を所定時間（５１４）の間繰り返すこ
とで、衣類全体に残存する洗剤成分を均一に希釈できる。ここまでの行程が、すすぎ行程
における散水行程の制御である。
【００４３】
　つぎに、所定時間（５１４）後に、排水弁８をＯＮ（５１５）して開状態にし、洗濯兼
脱水槽１８の回転を、すすぎ液が散水しないＣ＞Ｄ＝約３０～５０ｒ／ｍｉｎの回転数ま
で下げ（５１６）、給水弁１７をＯＮ（５１７）して、水道水を、シャワーノズル３１を
介して、上部カバー２６の注水部２７を通して洗濯兼脱水槽１８内に注水し、すすぎ液の
強制循環時に、すすぎ液が、衣類または洗濯兼脱水槽１８に衝突して新たに生成される泡
が、パルセータ６と洗濯兼脱水槽１８の隙間や小孔１８ａより、洗濯兼脱水槽１８内底部
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や内側面の衣類表面に湧き出てくるものを洗い流し（５１８）、所定時間経過後、給水弁
１７をＯＦＦ（５１９）し、再度洗濯兼脱水槽１８の回転をＣ＜Ｅ＝約７００～８００ｒ
／ｍｉｎの回転数まで上げるとともに、洗濯兼脱水槽１８内側面の衣類表面凹凸部に残存
した泡を吹き飛ばし、所定回転数Ｅに到達した時点（５２０）でモータ９をＯＦＦ（５２
１）、排水弁８をＯＦＦ（５２２）し、クラッチ切り換え装置（図示せず）により駆動機
構部１１のクラッチ（図示せず）を切り換え、脱水軸５を制動し（５２３）、洗濯兼脱水
槽１８の回転を停止させ、すすぎ行程を終了する（５２４）。ステップ５１５からステッ
プ５２４までが、すすぎ行程における注水槽回転行程の制御である。
【００４４】
　すすぎ行程が終了すると、洗濯兼脱水槽１８の回転を７００～８００ｒ／ｍｉｎレベル
まで立ち上げ、前記すすぎ行程中の中間脱水時間より長い時間遠心脱水して、衣類に含ま
れる水分を除去する脱水行程（５２５）を行うことで、洗い、すすぎ、脱水の一連の行程
全体を終了する。
【００４５】
　以上のように、例えば８ｋｇ容量の場合、洗い行程の水位Ａで約５０～７０Ｌ水量に対
し、すすぎ行程は、まず、パルセータ６外周上面近傍の低い水位Ｂで示した約１５～２５
Ｌ水量の水位まで一旦溜めて、その状態で洗濯兼脱水槽１８を回転させて、すすぎ液を強
制循環させ、衣類全体に散水、浸透、離脱を繰り返すという散水行程の制御を行うことに
より、給水弁１７の開放時間の制御で衣類に注水する従来方式と異なり、水道水圧が低い
使用条件下であっても、槽内に給水される水量に変動が無くすすぎむらを防止できる。
【００４６】
　また、続けて、排水弁８を開放し、散水行程より低い回転数で洗濯兼脱水槽１８を回転
させつつ、所定時間給水弁１７を開放して注水（約２～５Ｌ）し、その後、洗濯兼脱水槽
１８を散水行程より高い所定回転数まで立ち上げるという注水槽回転行程の制御を行うこ
とにより、軽い衣類汚れであるのに泡立ちやすい洗剤を多めに投入した場合でも、循環中
に生成されて衣類に付着した泡を洗い流し、仮にその時点で水道水圧が低かった場合でも
続いて洗濯兼脱水槽１８を散水行程より高い所定回転数まで立ち上げることで、衣類に残
存した泡を吹き飛ばし泡の衣類付着を防止でき、衣類全体に残存した洗剤成分の希釈効果
を高めることができ、少ない使用水量で安定したすすぎ性能を確保できるものである。
【００４７】
　（実施の形態２）
　図４は、本発明の第２の実施の形態の洗濯機のすすぎ行程のフローチャートを示す。
【００４８】
　なお、ステップ５００からステップ５２０までは、第１の実施の形態と同じであり、説
明を省略する。
【００４９】
　ステップ５２０で、洗濯兼脱水槽１８の回転をＣ＜Ｅ＝約７００～８００ｒ／ｍｉｎの
回転数まで上げるとともに、洗濯兼脱水槽１８内側面の衣類表面凹凸部に残存した泡を吹
き飛ばし、所定回転数Ｅに到達時点で、次のステップは、洗濯兼脱水槽１８の回転をＦ＝
約３０～５０ｒ／ｍｉｎの回転数まで下げ（６０９）、給水弁１７をＯＮ（６１０）して
、洗濯兼脱水槽１８を回転させながら注水（約２～５Ｌ）させ、所定時間経過後（６１１
）に給水弁をＯＦＦ（６１２）し、モータ９をＯＦＦ（６１３）し、排水弁８をＯＦＦ（
６１４）、クラッチ切り換え装置（図示せず）により駆動機構部１１のクラッチ（図示せ
ず）を切り換えて、脱水軸５ａを制動し（６１６）、洗濯兼脱水槽１８を停止させ、すす
ぎ行程を終了する（６１６）。ステップ５１５からステップ６１６までが、すすぎ行程に
おける注水槽回転行程である。
【００５０】
　すすぎ行程終了以降は、第１の実施の形態と同様に遠心脱水し、衣類に含まれる水分を
充分に除去する脱水行程（６１７）を行うことで、洗い、すすぎ、脱水の一連の行程全体
を終了する。
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【００５１】
　以上のような第２の実施の形態により、すすぎ行程終了前には、衣類を濡らした状態を
保持させることとなり、洗い、すすぎ、脱水の一連の工程を連続して実行された場合では
なく、個別にすすぎ行程のみ運転されても、すすぎ工程の後の脱水工程まで終了している
と誤認されることを防止でき、なおかつすすぎ効果の更なる安定化・すすぎ性能向上を図
ることができるものである。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
　以上のように、本発明にかかる洗濯機は、水道水圧の高低等により衣類に供給される水
量が少なくても、安定したすすぎ性能の確保が図れるので、洗濯機分野で有用である。
【符号の説明】
【００５３】
　６　パルセータ
　７　排水口
　８　排水弁
　９　モータ
　１１　駆動機構部（駆動機構手段）
　１７　給水弁
　１８　洗濯兼脱水槽
　１９　裏羽根
　２０　外槽
　２２　下部流入口
　２３　送水部
　２４　水位検知装置
　２５　制御装置（制御手段）
　２６　上部カバー
　２９　上部カバー吐出口
　２８　上部流入口
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