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(57)【要約】
【課題】洗濯機の垢取り装置を提供する。
【解決手段】本発明は、洗濯機の垢取り装置に関するも
のであり、その洗濯機内に設置されて垢取りを行う垢取
り装置であって、前記垢取り装置は、本体と、互いに連
接する連接棒と、垢取り棒とを有す垢取りセットとを備
え、前記連接棒は前記本体と連動して回転し、前記垢取
り棒は、前記連接棒に相対して湾曲角度を呈して設けら
れ、前記垢取り棒がブラシであり、前記垢取り棒は、前
記連接棒と連動して回転すると共に、前記垢取り棒で垢
取り操作を行う。こうして、より広い垢取り領域の範囲
を有し、及び洗濯機の内槽、外槽に対して効果的に垢取
りが行えるなど極めて好ましい効果がもたらされる
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洗濯機内に設置されて前記洗濯機の内槽または外槽に対して垢取りを行い、かつ前記洗
濯機の内槽と外槽との間に隙間空間が設けられる洗濯機の垢取り装置であって、
　前記垢取り装置は、前記内槽内に位置すると共に、水の衝撃に連動して回転する本体と
、互いに連接する連接棒と垢取り棒とを有する垢取りセットとを備え、
　前記連接棒は、前記本体と連動して回転し、前記垢取り棒は、前記隙間空間内に設けら
れ、かつ前記垢取り棒は、前記連接棒に相対して湾曲角度を呈して設けられ、前記垢取り
棒上にブラシが設けられ、前記垢取り棒は、前記連接棒と連動して回転すると共に、前記
ブラシで垢取り操作を行うことを特徴とする、洗濯機の垢取り装置。
【請求項２】
　前記ブラシは、刷毛、スポンジまたは繊維から構成されることを特徴とする、請求項１
に記載の洗濯機の垢取り装置。
【請求項３】
　前記本体は、貫通した穿孔溝を有することを特徴とする、請求項１に記載の洗濯機の垢
取り装置。
【請求項４】
　前記本体には、複数の阻止羽根が突設され、前記複数の阻止羽根は、螺旋弧状に設置さ
れることを特徴とする、請求項１に記載の洗濯機の垢取り装置。
【請求項５】
　前記垢取り装置は、さらに軸管部材を備え、前記軸管部材は管体状を呈して軸孔を有し
、前記軸管部材は、前記穿孔溝に挿設されると共に、緊合状態を呈し、前記連接棒は前記
軸孔に穿設し、前記連接棒が前記軸孔内に外力作用を受けて引込変位、突出変位するよう
に設置されることを特徴とする、請求項３に記載の洗濯機の垢取り装置。
【請求項６】
　前記軸管部材は、前記穿孔溝に挿設するための連結段を有し、前記連結段に規制環部が
連接され、前記規制環部が枢結手段に連接され、かつ前記軸管部材の前記軸孔が前記規制
環部、前記枢結手段に貫通する状態を呈することを特徴とする、請求項５に記載の洗濯機
の垢取り装置。
【請求項７】
　前記垢取り装置は、さらに前記枢結手段を枢設するための軸受部材を備えることを特徴
とする、請求項６に記載の洗濯機の垢取り装置。
【請求項８】
　前記垢取り装置は、さらに調節部材を備え、前記調節部材は、内端の第１凸抑制環と、
外端の第２凸抑制環とを有し、前記第１凸抑制環と、前記第２凸抑制環との間に前記穿孔
に嵌設するための少なくとも１本の抑制溝が設けられることを特徴とする、請求項５に記
載の洗濯機の垢取り装置。
【請求項９】
　前記垢取り棒は、複数本の杆状を呈して設置され、その垢取り効率を増加するために用
いられ、杆数を増加するため、杆が長くなるにつれて、垢取り面積が大きくなると、効率
がよくなるように変えられることを特徴とする、請求項１に記載の洗濯機の垢取り装置。
【請求項１０】
　前記連接棒と前記垢取り棒との間にハブ部材が連設されることで、前記垢取り棒は、前
記連接棒に相対して拘束なしにねじりまたは揺動するように構成されることを特徴とする
、請求項１に記載の洗濯機の垢取り装置。
【請求項１１】
　前記垢取り棒の前記ハブ部材に相対する他端に第２ハブ部材が設けられ、前記第２ハブ
部材に第２垢取り棒が連継枢結され、前記第２垢取り棒がブラシであることを特徴とする
、請求項１０に記載の洗濯機の垢取り装置。
【請求項１２】
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　前記連接棒の前記垢取り棒に相対する内側方向にさらに補助垢取り棒が連接され、前記
補助垢取り棒は、前記連接棒に相対して湾曲角度を呈し、前記補助垢取り棒がブラシであ
り、前記補助垢取り棒の前記連接棒に相対する隣接端箇所位置に補助ハブ部材が設けられ
、前記補助垢取り棒に枢動回転状態を呈させることを特徴とする、請求項１０に記載の洗
濯機の垢取り装置。
【請求項１３】
　前記連結段の前記規制環部に近隣する上部にさらに補助固定領域が設けられ、前記補助
固定領域に相対して補助固定部材が設けられ、前記補助固定部材が前記連結手段上に嵌め
込まれると共に、前記補助固定領域に対応して緊合状態または弛緩状態を呈することを特
徴とする、請求項６に記載の洗濯機の垢取り装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、洗濯器具の垢取り装置に係り、特に、洗濯機の内槽及び外槽に対して垢取り
を行って清潔に保つものを指す。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、洗濯機は、清水（洗濯剤配合）と衣類との間の相対乱れ運動、衝撃を利用し
て、水流が衣類と摩擦力を発生させながら埃汚を除去して近代的な自動化機械の科学技術
の補助のもとに、噴出する水流により槽内の衣類が全面的に乱れ運動をする目的が達成さ
れ、洗浄効果を増加させるができる。而して、洗濯完了後、通常、洗濯機の蓋を閉めたま
まにすると、洗濯槽が不通風による高湿気な状態になった場合において、極めて容易に洗
濯槽上に付着した埃汚は、細菌を繁殖させる温床となり、これが後続に行われる衣類の清
洗に汚染が生じることで、既に洗濯済みの衣服でも異臭が発生してしまい、または身に付
ける時に皮膚掻痒、アレルギー現象を生じやすく、ひいては女性の婦人科疾患などが起こ
りやすいという問題があった。このため、現行の洗濯機の垢取りの必要性について、洗濯
機の垢取り設備が適時に開発され出している。
【０００３】
　従来の洗濯機に関する垢取り技術は、図１に示す（台湾実用新案登録第Ｍ４７２０７３
号公報参照）ように、それに開示される洗濯機９０は、機体９１を有し、前記機体９１の
内部に外槽９２が設けられ、前記外槽９２の内部に、若干の穿孔９３１を有する内槽９３
が装設され、前記洗濯機９０の伝動機構と連動することにより前記内槽９３を回動させて
洗濯動作を実行する。前記内槽９３の各穿孔９３１にそれぞれ垢取りブラシ９４が装設さ
れ、前記垢取りブラシ９４は、固定部材９４１と刷毛具９４２とから構成され、前記固定
部材９４１が前記内槽９３上に突き当て位置決めされ、前記刷毛具９４２は、前記内槽９
３の穿孔９３１を通過して前記外槽９２と接触することができ、内槽９３が機体９１内に
回転する時、内槽９３に装設される垢取りブラシ９４を利用して、外槽９２の内壁面の頑
固な垢、汚れを刷り落とすことで、洗濯機９０の外槽９２の垢取り効果が達成される。
【０００４】
　前述した従来の洗濯機の垢取り技術によれば、その洗濯機の外槽の垢取り効果が達成さ
れるが、洗濯機の内槽外壁に対して垢取りを行うことができない。さらに、前記従来の技
術では垢取りブラシの刷毛が延長してもよいが、前記垢取りブラシは、内槽とともに回転
し、垢取りブラシと内槽との間に相対変位が存在しないので、垢取りブラシにより内槽に
対して生じる垢取り効果が劣るので、効果的に内装の外壁面をブラッシング清掃すること
が難しい。なお、前記刷毛具は、内槽の各穿孔から突出して、各刷毛具のブラッシング清
掃領域に限りがあるため、より多数の穿孔に垢取りブラシを装設する必要があるので、そ
の全体の組み立ては、使用者自らによる組み立て（ＤＩＹ）使用に不利である。
【０００５】
　このゆえに、本発明者は、洗濯機の内、外槽に対して同時に効果的に垢取りを行い、か
つより広い垢取り清掃範囲を有し、及び簡易かつ便利な洗濯機の垢取り装置を開発するた
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めに、長期間構想を経て、遂に本発明を完成することに至った。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】台湾実用新案登録第Ｍ４７２０７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、洗濯機の内槽内に設けられる突出した垢取り棒により、前記垢取り棒
を内槽の回転時に伴って回転させて垢取り操作を行い、かつ前記垢取り棒にも引込、突出
変位が生じれば、より広い垢取り領域の範囲を有し、及び洗濯機の内、外槽に対して効果
的に垢取り操作を行うことが達成できる、洗濯機の垢取り装置を提供することである。
【０００８】
　本発明の別の目的は、簡易的に組み立て及び調整を行うことにより、使用者は自ら便利
に組み立てて使用することができる、洗濯機の垢取り装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、上記目的を達成するために採用した技術手段は、洗濯機内に設置されて内槽
と外槽とに垢取りを行い、かつ前記洗濯機の内槽と外槽との間に隙間空間が設けられる垢
取り装置であって、前記垢取り装置は、前記内槽内に位置すると共に、水の衝撃に連動し
て回転する本体と、互いに連接する連接棒と、垢取り棒とを有する垢取りセットとを備え
、前記連接棒は、前記本体と連動して回転し、前記垢取り棒は、前記連接棒に相対して湾
曲角度を呈して設けられ、前記垢取り棒は、前記連接棒と連動して回転すると共に、前記
垢取り棒で垢取り操作を行う。
【００１０】
　前記垢取り棒がブラシであり、前記ブラシは、刷毛、スポンジまたは繊維から構成され
る。
【００１１】
　前記本体は、貫通した穿孔溝を有する。
【００１２】
　前記本体には、複数の阻止羽根が突設され、前記複数の阻止羽根は、螺旋弧状に設置さ
れることが好ましい。
【００１３】
　前記垢取り装置は、さらに軸管部材を備え、前記軸管部材は、管体状を呈して軸孔を有
し、前記軸管部材は、前記穿孔溝に挿設されると共に、緊合状態を呈し、前記連接棒は前
記軸孔に穿設し、前記連接棒が前記軸孔内に外力作用を受けて引込変位、突出変位するよ
うに設置される。
【００１４】
　前記軸管部材は、前記穿孔溝に挿設するための連結手段を有し、前記連結手段に規制環
部が連接され、前記規制環部が枢結手段に連接され、かつ前記軸管部材の前記軸孔が前記
規制環部、前記枢結手段に貫通する状態を呈する。
【００１５】
　前記垢取り装置は、さらに前記枢結手段を枢設するための軸受部材を備える。
【００１６】
　前記垢取り装置は、さらに調節部材を備え、前記調節部材は、内端、外端の第１凸抑制
環と第２凸抑制環とを有し、前記第１凸抑制環と前記第２凸抑制環との間に前記穿孔に嵌
設するための少なくとも１本の抑制溝が設けられる。
【００１７】
　前記垢取り棒は、複数本の杆状を呈して設置され、その垢取り効率を増加するために用
いられる。
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【００１８】
　前記連接棒と前記垢取り棒との間にハブ部材が連設されることで、前記垢取り棒は、前
記連接棒に相対して拘束なしにねじりまたは揺動するように構成される。
【００１９】
　前記垢取り棒の前記ハブ部材に相対する他端に第２ハブ部材が設けられ、前記第２ハブ
部材に第２垢取り棒が連継枢結され、前記第２垢取り棒がブラシである。
【００２０】
　前記連接棒の前記垢取り棒に相対する内側方向にさらに補助垢取り棒が連接され、前記
補助垢取り棒は、前記連接棒に相対して湾曲角度を呈し、前記補助垢取り棒もブラシであ
り、前記補助垢取り棒の前記連接棒に相対する隣接端箇所位置に補助ハブ部材が設けられ
る。
【００２１】
　前記連結手段の前記規制環部に近隣する上部にさらに補助固定領域が設けられ、かつ前
記補助固定領域に相対して補助固定部材が設けられ、前記補助固定部材が前記連結手段上
に嵌め込まれると共に、前記補助固定領域に対応して緊合状態または弛緩状態を呈する。
【００２２】
　本発明をより明瞭に理解するために、その技術特徴及びそれが達成できる作用効果につ
いては、好ましい実施例の図面を添付して詳細な説明に合わせて後述する。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】従来の洗濯機の垢取り技術の構造模式図である。
【図２】本発明の第１実施例の部分組み合わせを示す模式図である。
【図３】本発明の第１実施例の組み合わせを示す断面模式図一である。
【図４】本発明の第１実施例の組み合わせを示す断面模式図二である。
【図５】本発明の第２実施例の組み合わせを示す断面模式図である。
【図６】本発明の第２実施例の変化例を示す模式図一である。
【図７】本発明の第２実施例の変化例を示す模式図二である。
【図８】本発明の第３実施例の組み合わせを示す断面模式図である。
【図９】本発明の第３実施例の組み合わせを示す断面稼働模式図である。
【図１０】本発明の第４実施例の構造模式図である。
【図１１】本発明の第５実施例の構造模式図である。
【図１２】本発明の第６実施例の部分組み合わせを示す模式図である。
【図１３】本発明の第６実施例の組み合わせを示す断面模式図である。
【発明を実施するための形態】
【実施例１】
【００２４】
　図２～図４を参照し、本発明の洗濯機の垢取り装置の第１実施例を示しており、これら
の図面は簡略化模式図であり、単に本発明の基本的な構造を模式的に説明するためのもの
に過ぎず、表示される構成は実施時の形状及び寸法比と同じように図示したものに限定さ
れない。図示のように、本発明の洗濯機の垢取り装置は、洗濯機１０に用いられる垢取り
装置２０を備え、前記洗濯機１０は、機体１１を有し、前記機体１１内に外槽１３が設け
られ、前記外槽１３内に内槽１２が設けられ、前記外槽１３と内槽１２との間に隙間空間
１４を有し、前記内槽１２は、前記機体１１の伝動機構（図示せず）による連動を受けて
回転すると、洗濯操作を行うように用いられ、前記内槽１２の辺壁上に複数の穿孔１２１
が設けられ、前記穿孔１２１は前記内槽１２の内部と前記隙間空間１４とを連通する。ま
た、図示のように、前記外槽１３は外槽内壁１３Ａを有して、前記内槽１２は内槽外壁１
２Ａを有し、本発明は、前記垢取り装置２０の稼働時、前記外槽内壁１３Ａと内槽外壁１
２Ａとを垢取り清掃することができる。
【００２５】
　前記垢取り装置２０は、前記内槽１２上に設けられ、前記垢取り装置２０は、本体２１
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と、軸管部材２２と、垢取りセット２４とを備え、前記本体２１は、球体状を呈するが、
これに限らず、前記本体２１は、貫通した穿孔溝２１０を有し、前記本体２１には、複数
の阻止羽根２１１が突設され、前記複数の阻止羽根２１１は、螺旋弧状に設置されること
が好ましい。前記軸管部材２２は、管体状を呈して軸孔２２０を有し、前記軸管部材２２
は、互いに連接する連結手段２２１と、規制環部２２２と、枢結手段２２３とを有し、前
記規制環部２２２は、前記連結手段２２１と枢結手段２２３との間に位置して、前記連結
手段２２１が前記枢結手段２２３より長く、かつ前記軸孔２２０が前記連結手段２２１、
規制環部２２２及び枢結手段２２３に貫通する状態を呈する。それらを組み合わせる時、
前記本体２１は、前記内槽１２内に位置すると共に、水１００の衝撃に連動して回転し、
前記連結手段２２１は、前記本体２１の前記穿孔溝２１０に挿設されると共に、緊合状態
を呈し、前記軸管部材２２を前記本体２１に伴って連動または回転させて、前記枢結手段
２２３は、前記内槽１２の穿孔１２１箇所に挿設されると共に、前記枢結手段２２３と前
記穿孔１２１との間に軸受部材２３が設置され、すなわち、前記穿孔１２１に前記軸受部
材２３が設置されて、前記枢結手段２２３が前記軸受部材２３に枢設されることで、前記
軸管部材２２を前記軸受部材２３によって相対回転させて、前記規制環部２２２は、前記
内槽１２の内側の穿孔１２１箇所に規制されるため、前記軸管部材２２が外槽１３の方向
に向けて脱着するのが防止される。前記垢取りセット２４は、互いに連接する連接棒２４
１と、垢取り棒２４２とを有し、かつ記垢取り棒２４２は、前記連接棒２４１に相対して
湾曲角度を呈して設けられ、例えば、垂直（９０度）湾曲を呈するが、その湾曲角度はそ
れに限らず、前記垢取り棒２４２がブラシ（前記垢取り棒は、刷毛、スポンジまたは繊維
から構成されるが、これに限らない）である。それらを組み合わせる時、前記連接棒２４
１は前記軸管部材２２の前記軸孔２２０に穿設すると共に、前記垢取り棒２４２は、湾曲
を呈して前記隙間空間１４に位置する。その中、前記連接棒２４１は前記軸孔２２０に穿
設して適当に設置されることで、前記連接棒２４１は、前記軸管部材２２と連動（例えば
、回転）し、かつ同時に、前記連接棒２４１も外力を受けて前記軸孔２２０内に引込変位
、突出変位するように作動される。
【００２６】
　図４を併せて参照し、本発明の稼働時、前記内槽１２内に洗浄水が置かれると共に、前
記伝動機構によって駆動回転されるので、前記本体２１は、前記内槽１２につれて回転し
、かつ前記本体２１も同時に前記洗浄水の衝撃を受けてその阻止羽根２１１によって回動
を行い、こうして、前記垢取り棒（連接棒２４１、垢取り棒２４２）をそれにつれて回転
させて、前記垢取り棒２４２の回転により、より広い垢取り清掃領域が生じる。さらに、
前記連接棒２４１が前記軸管部材２２に設けられる時、前記内槽１２の遠心力及び洗浄水
の多方向からの衝撃力による作用を受けることで、前記連接棒２４１は、前記軸管部材２
２内に突出変位、引込変位するように作動され、前記連接棒２４１が突出変位するように
作動される時、前記垢取り棒２４２で前記外槽内壁１３Ａに対して垢取り清掃操作を行う
一方、前記連接棒２４１が引込変位するように作動される時、前記垢取り棒２４２で前記
内槽外壁１２Ａに対して垢取り清掃操作を行うことにより、前記垢取り装置２０の設置と
同時に広領域面積の外槽内壁１３Ａ、内槽外壁１２Ａに対して垢取り作業を行って完了し
た。
【実施例２】
【００２７】
　図５を併せて参照し、本発明の洗濯機の垢取り装置の第２実施例を示しており、それが
第１実施例を基礎として変換設計を行うものであり、その相違点は、前記軸管部材２２は
、第１実施例中のような連結手段２2１だけを有して管体状を呈する点にある。すなわち
、前記軸管部材２２では、第１実施例中の規制環部２２２及び枢結手段２２３を有しない
。言い換えれば、本実施例の軸管部材２２は別種の実施態様である。前記軸受部材２３に
代わって調整部材２５が用いられて設置される。すなわち、前記調節部材２５は、前記内
槽１２の穿孔１２１箇所に設けられ、前記調節部材２５は、適当な変形可撓性を持つため
、便利的に組み立て及び変位調整を行うことができ、前記調節部材２５は、内、外端の第
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１凸抑制環２５１及び第２凸抑制環２５２を有し、前記第１凸抑制環２５１と第２凸抑制
環２５２との間に複数の凸抑制環２５３が設けられ、本実施例では２個の凸抑制環２５３
が設置されると共に、前記第２凸抑制環２５２から前記第１凸抑制環２５１までの間に抑
制溝２５４，２５５，２５６が形成され、図面中、前記抑制溝２５４で前記穿孔１２１箇
所に嵌設されて規制位置決めされ、こうして、前記調節部材２５によるそれらの抑制溝２
５４，２５５，２５６の選択的位置決めによって、前記連接棒２４１は、突出状態、引込
状態になるように調整操作を行うことができる。
（第２実施例の変化例）
【００２８】
　図６、図７を併せて参照し、本発明の洗濯機の垢取り装置の第２実施例の変化例を示し
ており、前記垢取り棒２４２は、ダブル杆状設計（または複数本の杆状設計）を呈し、す
なわち、連接棒２４１で２本の湾曲角度を呈する垢取り棒２４２Ａ，２４２Ｂを連接し、
適当な実施方式において、前記２本の垢取り棒２４２Ａ，２４２Ｂは、異なる方向（反対
方向）の縦方向（すなわち、一直線）を呈して設置されるが、これに限らず、その垢取り
効率を増加するために用いられる。
【実施例３】
【００２９】
　図８、図９を併せて参照し、本発明の洗濯機の垢取り装置の第３実施例を示しており、
それが第２実施例の構造を基礎として変換設計を行うものであり、その相違点は、前記連
接棒２４１と前記垢取り棒２４２との間にハブ部材２６が連設され、前記ハブ部材２６に
より、前記垢取り棒２４２は、連接棒２４１に相対して拘束なしにねじりまたは揺動する
ように構成される点にあることにより、前記連接棒２４１を前記本体２１に伴って連動ま
たは回転させる時、前記垢取り棒２４２をさらに機動的に回転または揺するように垢取り
操作を行うことができる。
【実施例４】
【００３０】
　図１０を併せて参照し、本発明の洗濯機の垢取り装置の第４実施例を示しており、それ
が第３実施例の構造を基礎として変換設計を行うものであり、その相違点は、前記垢取り
棒２４２の前記ハブ部材２６に相対する他端に第２ハブ部材２７が設けられ、すなわち、
前記垢取り棒２４２の末端にさらに前記第２ハブ部材２７が連設され、前記第２ハブ部材
２７に第２垢取り棒２４４が連継枢結され、前記第２垢取り棒２４４がブラシである点に
あることにより、こうして、前記垢取り装置２０の回転垢取り面積をさらに増大させる。
【実施例５】
【００３１】
　図１１を併せて参照し、本発明の洗濯機の垢取り装置の第５実施例を示しており、それ
が第３実施例の構造を基礎として変換設計を行うものであり、その相違点は、前記連接棒
２４１の前記垢取り棒２４２に相対する内側方向の位置にさらに補助垢取り棒２４６が連
接され、前記補助垢取り棒２４６は、同様に前記連接棒２４１に相対して湾曲角度を呈し
、例えば、垂直（９０度）湾曲を呈するが、その湾曲角度はそれに限らず、前記補助垢取
り棒２４６は彎曲を呈して前記隙間空間１４内に位置し、前記補助垢取り棒２４６もブラ
シであり、さらに、前記補助垢取り棒２４６上に補助ハブ部材２８が設けられ、前記補助
ハブ部材２８の好ましい位置が前記補助垢取り棒２４６上の前記連接棒２４１に相対する
隣接端箇所位置に位置するが、これに限らず、前記補助垢取り棒２４６を枢動回転状態を
呈させる点にある。こうして、前記補助ハブ部材２８は、前記内槽外壁１２Ａに特定して
垢取り操作を行い、前記垢取り装置２０の回転垢取り面積及び効率をさらに向上させるこ
とができる。
【実施例６】
【００３２】
　図１２、図１３を併せて参照し、本発明の洗濯機の垢取り装置の第６実施例を示してお
り、それが前述した実施例の構造を基礎として変換設計を行うものであり、その相違点は
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、前記連結手段２２１上の前記規制環部２２２に近隣する上部にさらに補助固定領域２２
４が設けられ、本実施例ではねじ山区間であり、かつ前記補助固定領域２２４に相対して
さらに補助固定部材３０が設けられ、前記補助固定部材３０は、中空環体を有し、それが
前記連結手段２２１上に嵌め込まれると共に、前記補助固定領域２２４に対応して緊合状
態または弛緩状態を呈する（本実施例では補助固定部材３０には、補助固定領域２２４に
対応するねじ山が設けられる）点にある。使用時、前記補助固定部材３０を回転させるこ
とにより、前記内槽１２の内壁面に当接し、前記内槽１２の回転時、前記本体２１を水流
１００の衝撃によって揺さぶり難くなり、さらに安定な構造が形成される。
【００３３】
　本発明を上記の好ましい具体的実施例を用いてさらに詳細に説明してきたが、本発明は
、上記に列挙した実施例に限定されるものではなく、本発明が開示した技術的思想の範囲
内で前記複数の構造に対して行う種々の変更及び修正が本発明の範囲に属する。
【符号の説明】
【００３４】
１０，９０：洗濯機
１１，９１：機体
１２，９３：内槽
１２１，９３１：穿孔
１２Ａ：内槽外壁
１３，９２：外槽
１３Ａ：外槽内壁
１４：隙間空間
２０：垢取り装置
２１：本体
２１０：穿孔溝
２１１：阻止羽根
２２：軸管部材
２２０：軸孔
２２１：連結手段
２２２：規制環部
２２３：枢結手段
２２４：補助固定領域
２３：軸受部材
２４：垢取りセット
２４１：連接棒
２４２：垢取り棒
２４４：第２垢取り棒
２４２Ａ：垢取り棒
２４２Ｂ：垢取り棒
２４６：補助垢取り棒
２５：調節部材
２５１：第１凸抑制環
２５２：第２凸抑制環
２５３：凸抑制環
２５４：抑制溝
２５５：抑制溝
２５６：抑制溝
２６：ハブ部材
２７：第２ハブ部材
２８：補助ハブ部材
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３０：補助固定部材
９４：垢取りブラシ
９４１：固定部材
９４２：刷毛具
１００：水

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(12) JP 2017-205505 A 2017.11.24

【図１１】 【図１２】

【図１３】
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