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(57)【要約】
【課題】設置に係る問題を解消して靴を効果的に洗浄で
きる靴洗浄ユニット、および、この靴洗浄ユニットが取
り付けられる洗濯機を提供すること。
【解決手段】靴洗浄ユニット１は、靴７７を収納する水
槽２１と、洗濯機２の給水路６２からの水を水槽２１に
導くためのユニット側給水路５２と、水槽２１の水を洗
濯機２の排水路６３に導くためのユニット側排水路２８
と、水槽２１内の靴７７を洗浄するためのブラシ４６お
よび４７が設けられた回転体２５と、回転体２５を回転
させるユニット側駆動部２７と、洗濯機２の配線７２か
らユニット側駆動部２７に電力を供給するためのユニッ
ト側配線８０と、を含む。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洗濯物を収納する収納槽と、前記収納槽に給水する給水路と、前記収納槽の水を機外に
排水する排水路と、電源に接続される配線とを含む洗濯機に取り付け可能であり、靴を洗
浄するための靴洗浄ユニットであって、
　靴を収納し、水が溜められる水槽と、
　前記給水路からの水を前記水槽に導くためのユニット側給水路と、
　前記排水路に接続可能であり、前記水槽の水を前記排水路に導くためのユニット側排水
路と、
　前記水槽内に回転可能に設けられ、前記水槽内の靴を洗浄するためのブラシが設けられ
た回転体と、
　前記回転体を回転させるユニット側駆動部と、
　前記配線に接続可能であり、前記配線から前記ユニット側駆動部に電力を供給するため
のユニット側配線と、
を含むことを特徴とする靴洗浄ユニット。
【請求項２】
　前記回転体は、前記水槽の底に沿う底部と、前記底部から上側へ突出する突出部とを含
み、
　前記ブラシは、前記底部に設けられた第１のブラシと、前記突出部に設けられた第２の
ブラシとを含み、
　前記水槽において前記突出部を取り囲む内周面に設けられ、前記水槽内における靴の動
きを案内する案内部材をさらに含むことを特徴とする請求項１記載の靴洗浄ユニット。
【請求項３】
　前記案内部材は、前記水槽内の靴を洗浄するための第３のブラシを含むことを特徴とす
る請求項２記載の靴洗浄ユニット。
【請求項４】
　前記第３のブラシは、水平方向に傾斜しながら延びることを特徴とする請求項３記載の
靴洗浄ユニット。
【請求項５】
　前記第３のブラシは、螺旋状に延びることを特徴とする請求項４記載の靴洗浄ユニット
。
【請求項６】
　洗濯物を収納する収納槽と、
　前記収納槽に給水する給水路と、
　前記洗濯槽の水を機外に排水する排水路と、
　電源に接続される配線と、
を含み、
　請求項１～５のいずれかに記載の靴洗浄ユニットが取り付けられることを特徴とする洗
濯機。
【請求項７】
　前記靴洗浄ユニットは、前記収納槽の下側のスペースに配置されることを特徴とする請
求項６記載の洗濯機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、靴洗浄ユニットおよび靴洗浄ユニットが取り付けられる洗濯機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　下記特許文献１では、洗浄水および超音波振動によって靴を洗浄する靴洗浄装置が提案
され、下記特許文献２では、回転する刷毛体によって靴を洗浄する長靴洗浄器が提案され
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、下記特許文献３では、洗浄液の流力で靴を洗浄する靴洗浄具が提案される。これらの機
器は、靴を洗浄する専用の機器であって、単独で存在する。
【０００３】
　下記特許文献４および５では、洗濯機の洗濯槽内や脱水槽内にセットされる靴洗い装置
が提案される。特許文献４の靴洗い装置は、洗濯槽内で靴保持具によって保持した靴を、
洗濯機の攪拌翼に取り付けられた洗い部材によってこすり洗いする。引用文献５の靴洗い
装置は、脱水槽内に収容した靴を、洗濯機の回転翼上に載置されたブラシユニットによっ
て洗浄する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－９０１６２号公報
【特許文献２】実開平１－１６８２６２号公報
【特許文献３】特開２０１２－１０１０１３号公報
【特許文献４】実開昭６１－２３９６６号公報
【特許文献５】実開平１－１２１５８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一般家庭では、給排水設備を要する洗浄機器として衣類用の洗濯機を設置するのが一般
的であり、その他の洗浄機器を設置するには、追加の給排水設備を新設したり設置場所を
新たに確保したりする必要がある。そのため、特許文献１～３のように靴を洗浄する専用
の機器を洗濯機とは別に設置することは、追加の給排水設備を新設するための費用や、新
たな設置場所が必要になることにより、一部の家庭に限られるので、一般的でない。
【０００６】
　一方、洗濯機では本来衣類が洗濯されることを踏まえると、特許文献４および５のよう
に、洗濯機の洗濯槽内や脱水槽内に靴洗い装置を設置して、洗濯槽内や脱水槽内で靴を洗
浄することは、不衛生であり、ユーザに敬遠される虞がある。
【０００７】
　この発明は、かかる背景のもとでなされたもので、設置に係る問題を解消して靴を効果
的に洗浄できる靴洗浄ユニット、および、この靴洗浄ユニットが取り付けられる洗濯機を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、洗濯物を収納する収納槽と、前記収納槽に給水する給水路と、前記収納槽の
水を機外に排水する排水路と、電源に接続される配線とを含む洗濯機に取り付け可能であ
り、靴を洗浄するための靴洗浄ユニットであって、靴を収納し、水が溜められる水槽と、
前記給水路からの水を前記水槽に導くためのユニット側給水路と、前記排水路に接続可能
であり、前記水槽の水を前記排水路に導くためのユニット側排水路と、前記水槽内に回転
可能に設けられ、前記水槽内の靴を洗浄するためのブラシが設けられた回転体と、前記回
転体を回転させるユニット側駆動部と、前記配線に接続可能であり、前記配線から前記ユ
ニット側駆動部に電力を供給するためのユニット側配線と、を含むことを特徴とする靴洗
浄ユニットである。
【０００９】
　また、本発明は、前記回転体は、前記水槽の底に沿う底部と、前記底部から上側へ突出
する突出部とを含み、前記ブラシは、前記底部に設けられた第１のブラシと、前記突出部
に設けられた第２のブラシとを含み、前記水槽において前記突出部を取り囲む内周面に設
けられ、前記水槽内における靴の動きを案内する案内部材をさらに含むことを特徴とする
。
【００１０】
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　また、本発明は、前記案内部材は、前記水槽内の靴を洗浄するための第３のブラシを含
むことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明は、前記第３のブラシは、水平方向に傾斜しながら延びることを特徴とす
る。
【００１２】
　また、本発明は、前記第３のブラシは、螺旋状に延びることを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明は、洗濯物を収納する収納槽と、前記収納槽に給水する給水路と、前記洗
濯槽の水を機外に排水する排水路と、電源に接続される配線と、を含み、前記靴洗浄ユニ
ットが取り付けられることを特徴とする洗濯機である。
【００１４】
　また、本発明は、前記靴洗浄ユニットは、前記収納槽の下側のスペースに配置されるこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、靴洗浄ユニットは、洗濯機に取り付け可能なので、靴洗浄ユニットの
設置のために洗濯機の設置場所を共用できる。
　靴洗浄ユニットは、靴を収納し、水が溜められる水槽を独自に含み、水槽内で靴を洗浄
できるので、洗濯機の収納槽内で靴を洗浄する場合と比べて衛生的である。
　靴洗浄ユニットは、ユニット側給水路によって、洗濯機の給水路からの水を水槽に導く
ことができ、ユニット側排水路によって、水槽の水を洗濯機の排水路に導くことができる
。そのため、靴洗浄ユニットでの給排水のために洗濯機の給排水設備を共用できるので、
靴洗浄ユニットのために追加の給排水設備を新設せずに済む。
　靴洗浄ユニットでは、水槽内に設けられた回転体がユニット側駆動部によって回転させ
られると、回転体に設けられたブラシによって水槽内の靴を効果的に洗浄することができ
る。靴洗浄ユニットでは、ユニット側配線によって、洗濯機の配線からユニット側駆動部
に電力を供給できることから、ユニット側駆動部への電力供給のために洗濯機の電源を共
用できる。
　以上のように、靴洗浄ユニット機では、設置に係る問題を解消して靴を効果的に洗浄で
きる。
【００１６】
　また、本発明によれば、回転体の底部に設けられた第１のブラシと、底部から上側へ突
出する突出部に設けられた第２のブラシとによって、靴から汚れを掻き取ることができる
。そして、水槽の内周面に設けられた案内部材によって水槽内における靴の動きを案内す
ることによって、洗浄中の靴の姿勢を変えることができるので、第１のブラシおよび第２
のブラシは、靴の広範囲に亘って汚れを掻き取ることができる。よって、靴を一層効果的
に洗浄できる。
【００１７】
　また、本発明によれば、案内部材が、第３のブラシとして、第１のブラシおよび第２の
ブラシとともに水槽内の靴を洗浄するので、靴を一層効果的に洗浄できる。
【００１８】
　また、本発明によれば、第３のブラシは、水平方向に傾斜しながら延びることから、水
平方向に沿って延びる場合に比べて、靴に引っ掛かりやすいので、靴から汚れを効果的に
掻き取ることができる。
　水平方向に傾斜しながら延びる第３のブラシは、垂直方向に沿って延びる場合に比べて
、靴が第３のブラシから受ける抵抗を小さくできるので、水槽内における靴の円滑な動き
が第３のブラシによって阻害されることを防止できる。また、第３のブラシが垂直方向に
沿って延びる場合に比べて、垂直方向における第３のブラシの寸法を小さく抑えることが
できるし、水槽内の水が第３のブラシから縦に跳ね上がることを防止できる。
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【００１９】
　また、本発明によれば、第３のブラシを螺旋状に延びるようにすることによって、第３
のブラシが水平方向に傾斜しながら延びる構成を容易に実現することができる。
【００２０】
　また、本発明によれば、洗濯機には、靴洗浄ユニットが取り付けられるので、靴洗浄ユ
ニットの設置のために洗濯機の設置場所を共用できる。
　靴洗浄ユニットは、靴を収納し、水が溜められる水槽を独自に含み、水槽内で靴を洗浄
できるので、洗濯機の収納槽内で靴を洗浄する場合と比べて衛生的である。
　靴洗浄ユニットは、ユニット側給水路によって、洗濯機の給水路からの水を水槽に導く
ことができ、ユニット側排水路によって、水槽の水を洗濯機の排水路に導くことができる
。そのため、靴洗浄ユニットでの給排水のために洗濯機の給排水設備を共用できるので、
靴洗浄ユニットのために追加の給排水設備を新設せずに済む。
　靴洗浄ユニットでは、水槽内に設けられた回転体がユニット側駆動部によって回転させ
られると、回転体に設けられたブラシによって水槽内の靴を効果的に洗浄することができ
る。靴洗浄ユニットでは、ユニット側配線によって、洗濯機の配線からユニット側駆動部
に電力を供給できることから、ユニット側駆動部への電力供給のために洗濯機の電源を共
用できる。
　以上のように、靴洗浄ユニットが取り付けられる洗濯機では、靴洗浄ユニットの設置に
係る問題を解消して靴を効果的に洗浄できる。
【００２１】
　また、本発明によれば、洗濯機では、靴洗浄ユニットが収納槽の下側のスペースに配置
されることから、靴洗浄ユニットを洗濯機からはみ出ないように設置できるので、靴洗浄
ユニットの設置場所に関する問題を解消できる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、この発明の実施形態に係る靴洗浄ユニット１の斜視図である。
【図２】図２は、靴洗浄ユニット１の本体部３の要部の斜視図である。
【図３】図３は、靴洗浄ユニット１の引出部４の斜視図である。
【図４】図４は、引出部４の正面図である。
【図５】図５は、図４におけるＶ－Ｖ矢視断面図である。
【図６】図６は、引出部４を下側から見た斜視図である。
【図７】図７は、靴洗浄ユニット１が取り付けられる洗濯機２の模式的な縦断面右側面図
である。
【図８】図８は、図７における要部であって、引出部４が引き出された状態を示す図であ
る。
【図９】図９は、靴洗浄ユニット１の電気的構成を示すブロック図である。
【図１０】図１０は、靴洗浄ユニット１において行われる制御動作の一例を示すフローチ
ャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下には、図面を参照して、この発明の実施形態について具体的に説明する。
【００２４】
　図１は、この発明の実施形態に係る靴洗浄ユニット１の斜視図である。
　図１では、右上側から見たときの靴洗浄ユニット１が図示される。以下では、靴洗浄ユ
ニット１の前後方向を前後方向Ｘと称し、前後方向Ｘのうち、前側を前側Ｘ１と称し、後
側を後側Ｘ２と称する。そして、前側Ｘ１から見たときを基準として靴洗浄ユニット１の
左右方向Ｙを規定する。左右方向Ｙのうち、左側を左側Ｙ１と称し、右側を右側Ｙ２と称
する。また、靴洗浄ユニット１の上下方向Ｚのうち、上側を上側Ｚ１と称し、下側を下側
Ｚ２と称する。以下では、前後方向Ｘ、左右方向Ｙおよび上下方向Ｚを用いて説明する。
【００２５】
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　図１を参照して、靴洗浄ユニット１は、洗濯機２（後述する図７参照）に取り付けられ
て靴を洗浄するために使用される洗浄機器であり、全体として上下方向Ｚに扁平なボック
ス状の外観を有する。靴洗浄ユニット１は、本体部３と、引出部４とを含む。
【００２６】
　本体部３は、靴洗浄ユニット１の外郭をなすボックス状であって、上下方向Ｚに薄い矩
形の板状をなす上壁５および下壁６と、左右方向Ｙに薄い矩形の板状をなす左壁７および
右壁８と、前後方向Ｘに薄い矩形の板状をなす後壁９とを一体的に含む。上壁５および下
壁６の左端縁間に左壁７が架設され、上壁５および下壁６の右端縁間に右壁８が架設され
、上壁５および下壁６の後端縁間に後壁９が架設される。本体部３の前面には、上壁５、
下壁６、左壁７および右壁８のそれぞれの前端縁によって区画された矩形の開口部１０が
形成され、本体部３の内部空間３Ａは、開口部１０を介して外部に連通する。
【００２７】
　矩形の下壁６の下面における四隅には、洗濯機２において靴洗浄ユニット１が載置され
る載置面（図示せず）に上側Ｚ１から当接するアジャスタ１１が１つずつ設けられる。下
壁６の下面から下側Ｚ２への各アジャスタ１１の突出量は、自在に変更できるので、載置
面に載置された状態における靴洗浄ユニット１の姿勢を水平方向に対して傾かないように
調整できる。
【００２８】
　図２は、本体部３の要部の斜視図である。
　図２では、説明の便宜上、上壁５および右壁８の図示が省略され、本体部３の内部空間
３Ａが、開口部１０を介した前側Ｘ１だけでなく、右側Ｙ２および上側Ｚ１にも露出して
図示される。
【００２９】
　左壁７は、左右方向Ｙに隙間を隔てて対向配置された２枚の壁７Ａおよび７Ｂを含む二
重壁である。左壁７において本体部３の内部空間３Ａを左側Ｙ１から区画する右側面７Ｃ
には、ガイドレール１２が１つ設けられる。ガイドレール１２は、左右方向Ｙに薄く前後
方向Ｘに長手の板状であり、その上端部１２Ａおよび下端部１２Ｂは、ガイドレール１２
の前後方向Ｘにおける全域に亘って、右側Ｙ２に折り曲げて構成される。ガイドレール１
２は、右側面７Ｃの上下方向Ｚにおける略中央に固定される。
【００３０】
　図示しないが、別のガイドレール１２が、右壁８の左側面にも設けられる。右壁８のガ
イドレール１２は、左壁７のガイドレール１２と上下方向Ｚにおいて同じ位置に設けられ
る。右壁８のガイドレール１２の上端部１２Ａおよび下端部１２Ｂは、ガイドレール１２
の前後方向Ｘにおける全域に亘って、左側Ｙ１に折り曲げて構成される。
【００３１】
　後壁９の下端部には、後壁９から前側Ｘ１に突出する押さえ部材１３が設けられる。押
さえ部材１３は、上下方向Ｚに薄い板状であり、上側Ｚ１から見て、前側Ｘ１に向かうに
従って左右方向Ｙに幅狭となるように形成される。押さえ部材１３では、左端縁が、前側
Ｘ１に向かうに従って右側Ｙ２にずれるように傾斜して延び、右端部が、前後方向Ｘに沿
って直線状に延び、下側Ｚ２へ折り曲げて形成される。押さえ部材１３は、下壁６に対し
て非接触となるように下壁６から上側Ｚ１に浮いて配置される。
【００３２】
　本体部３は、後壁９の上端部において、給水ジョイント１４と、給水ホース１５と、ユ
ニット側給水弁１６とを含む。
【００３３】
　給水ジョイント１４は、上下方向Ｚに扁平なボックス状であり、その上面に形成された
開口部１４Ａから、給水ジョイント１４の内部空間が上側Ｚ１へ露出され、大気に解放さ
れる。給水ジョイント１４の底壁１４Ｂには、底壁１４Ｂを上下方向Ｚに貫通する多数の
貫通孔１４Ｃが形成される。給水ジョイント１４の左壁１４Ｄと後壁１４Ｅとの境界部に
は、当該境界部を水平方向に貫通する挿通孔１４Ｆが形成される。給水ジョイント１４は
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、その後壁１４Ｅが本体部３の後壁９の前面の上端部に接続されることで、後壁９に固定
される。
【００３４】
　給水ジョイント１４の上面には、矩形リング状のパッキン１７が、開口部１４Ａを取り
囲んで設けられる。給水ジョイント１４の内部空間には、後述するように水が注がれるが
、パッキン１７が本体部３の上壁５に下側Ｚ２から密着することによって、給水ジョイン
ト１４の上面と上壁５との間における水漏れが防止される。
【００３５】
　給水ホース１５は、所定長さのホースである。給水ホース１５の一端部１５Ａは、本体
部３の後壁９の上端部を前後方向Ｘに貫通し、給水ジョイント１４の挿通孔１４Ｆに挿通
されて、給水ジョイント１４の内部空間に配置される。
【００３６】
　ユニット側給水弁１６は、給水ジョイント１４の左側Ｙ１において後壁９の前面の上端
部に接続されるとともに、給水ホース１５の途中に介挿される。ユニット側給水弁１６が
閉じられると、給水ホース１５がユニット側給水弁１６において遮断され、ユニット側給
水弁１６が開かれると、給水ホース１５の遮断が解消される。
【００３７】
　次に、引出部４について説明する。図３は、引出部４の斜視図である。
　図３を参照して、引出部４は、ベース２０と、水槽２１と、上カバー２２と、蓋２３と
、前カバー２４と、回転体２５と、案内部材２６と、ユニット側駆動部２７と、ユニット
側排水路２８と、ユニット側排水弁２９と、溢水路３０とを含む。なお、蓋２３は、説明
の便宜上、点線で図示され、ユニット側駆動部２７および溢水路３０は、図３で図示され
ない。
【００３８】
　ベース２０は、上側Ｚ１から見て矩形をなし、上下方向Ｚに薄い板状に形成される。ベ
ース２０では、左右の端縁が前後方向Ｘに沿い、前後の端縁が左右方向Ｙに沿う。ベース
２０の左右の端縁のそれぞれには、スライドレール３１が固定される。
【００３９】
　スライドレール３１は、前後方向Ｘに長手で左右方向Ｙに薄い板状である。図３に図示
されるように、ベース２０の右側Ｙ２の端縁に固定されたスライドレール３１では、上端
部３１Ａおよび下端部３１Ｂが、スライドレール３１の前後方向Ｘにおける全域に亘って
右側Ｙ２へ折り曲げて形成される。図３に図示されないが、ベース２０の左側Ｙ１の端縁
に固定されたスライドレール３１では、上端部３１Ａおよび下端部３１Ｂが、スライドレ
ール３１の前後方向Ｘにおける全域に亘って左側Ｙ１へ折り曲げて形成される。
【００４０】
　ベース２０の右側Ｙ２の端縁においてスライドレール３１の下側の部分には、ホースガ
ード３２が固定される。ホースガード３２は、当該端縁の略後半分の領域から下側Ｚ２へ
延びた後に直角に折れ曲がって左側Ｙ１に延び、さらに直角に折れ曲がって上側Ｚ１へ延
びてベース２０の下面に接続されるカバーである（後述する図６も参照）。ホースガード
３２において左側Ｙ１に延びる下端部３２Ａは、上下方向Ｚに薄い板状であり、ベース２
０との間に、収容空間３３を区画する。ベース２０の下面においてホースガード３２より
も前側Ｘ１の前端部には、左右一対のキャスタ４１が設けられる（図６参照）。
【００４１】
　水槽２１は、有底円筒状である。水槽２１は、上下方向Ｚに延びる中心軸Ａを有する円
筒状の円周壁３４と、円周壁３４の中空部分を下側Ｚ２から塞ぐことによって水槽２１の
底をなす円形状の底壁３５とを一体的に含む。円周壁３４の内周面が、水槽２１の内周面
２１Ａをなす。中心軸Ａは、底壁３５および水槽２１の中心軸でもある。以下では、水槽
２１の内周面２１Ａの曲面に沿う方向を周方向Ｓと称し、中心軸Ａを中心とする径方向を
径方向Ｒと称する。径方向Ｒにおいて、中心軸Ａから離れる側が径方向外側Ｒ１であり、
中心軸Ａに近づく側が径方向内側Ｒ２である。
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【００４２】
　水槽２１の上面には、円周壁３４の上端縁によって区画された円形状の出入口３６が形
成され、円周壁３４の中空部分は、出入口３６を介して上側Ｚ１に開放される。底壁３５
がベース２０の上面に接続されることによって、水槽２１は、ベース２０に固定される。
底壁３５の上面には、中心軸Ａを円中心とする円形状の凹部３５Ａが形成され、凹部３５
Ａの円中心には、底壁３５およびベース２０の両方を上下方向Ｚに貫通する貫通孔３７が
形成される（後述する図７参照）。
【００４３】
　上カバー２２は、上側Ｚ１から見たときにベース２０とほぼ一致する輪郭を有する矩形
状をなし、上下方向Ｚに薄い板状であって、水槽２１に対して上側Ｚ１から固定される。
上カバー２２において水槽２１から前後左右にはみ出た部分は、ベース２０に対して間隔
を隔てて上側Ｚ１から対向する。上カバー２２には、上カバー２２を上下方向Ｚに貫通す
る貫通孔２２Ａが形成される。貫通孔２２Ａは、前側Ｘ１へ膨出するＤ字状の輪郭を有し
、水槽２１の出入口３６を取り囲んで、出入口３６の全体を上側Ｚ１へ露出させる。
【００４４】
　上カバー２２の右後側の端部には、前後方向Ｘに延びる給水ダクト３８が設けられる。
給水ダクト３８の内部空間では、後側Ｘ２の端部が、入口３８Ａとして上カバー２２の上
面から上側Ｚ１へ露出され、前側Ｘ１の端部が、出口３８Ｂとして、水槽２１の上端部に
接続されて、水槽２１の内部空間に連通する（後述する図７も参照）。
【００４５】
　蓋２３は、上カバー２２の貫通孔２２Ａを塞ぐ大きさを有する板状であり、上カバー２
２の上面において貫通孔２２Ａを後側Ｘ２から縁取る部分に設けられたヒンジ３９を介し
て、上カバー２２によって回動自在に支持される。蓋２３は、水平方向に沿って貫通孔２
２Ａおよび水槽２１の出入口３６を上側Ｚ１から塞いだ閉位置と、図３に示すように水平
方向に交差するように立ち上がって貫通孔２２Ａおよび出入口３６を上側Ｚ１へ露出させ
る開位置との間で開閉可能である。
【００４６】
　前カバー２４は、本体部３の前面の開口部１０（図２参照）を前側Ｘ１から塞ぐ大きさ
を有し、前後方向Ｘに薄い矩形の板状に形成される。前カバー２４には、ベース２０、水
槽２１および上カバー２２のそれぞれが後側Ｘ２から接続され、前カバー２４と一体化さ
れる。前カバー２４の前面の上下方向Ｚにおける略中央には、前カバー２４の左右方向Ｙ
におけるほぼ全域に亘って左右方向Ｙに延びる取手４０が設けられる。
【００４７】
　回転体２５は、水槽２１内に設けられる。以下では、引出部４を前側Ｘ１から見た図４
におけるＶ－Ｖ矢視断面図である図５を参照しながら説明する。
【００４８】
　回転体２５は、水槽２１の底壁３５に沿う円盤状の底部４２と、底部４２の円中心から
上側Ｚ１へ突出する円筒状の突出部４３とを一体的に含み、全体として凸状の縦断面を有
する。底部４２は、底壁３５の凹部３５Ａに上から嵌め込まれる。この状態において、回
転体２５は、水槽２１と同軸状をなす。上側Ｚ１から見て、底壁３５で凹部３５Ａを縁取
る環状の周縁部３５Ｂと底部４２の外周縁４２Ａとの間には、周方向Ｓの全域において、
所定の隙間４４が確保される。隙間４４は、底部４２を取り囲む環状をなし、径方向Ｒに
おける隙間４４の大きさは、８ｍｍ～１０ｍｍに設定される。
【００４９】
　底部４２の下面の円中心には、下側Ｚ２へ突出する入力軸４５が一体的に設けられる。
入力軸４５は、底壁３５およびベース２０の貫通孔３７に上側Ｚ１から挿通され、入力軸
４５の下端をなす先端部４５Ａは、ベース２０から下側Ｚ２にはみ出して配置される。回
転体２５は、入力軸４５を中心として水槽２１内で回転可能である。
【００５０】
　回転体２５には、ブラシが設けられる。
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【００５１】
　具体的には、底部４２の上面において突出部４３を取り囲む領域には、第１のブラシ４
６が設けられる（図７参照）。第１のブラシ４６は、弾性を有し、上側Ｚ１へ直線状に延
びる多数の毛４６Ａで構成され、複数の第１のブラシ４６は、周方向Ｓおよび径方向Ｒに
所定の間隔を隔てて配置される。
【００５２】
　また、突出部４３の外周面には、第２のブラシ４７が設けられる。第２のブラシ４７は
、毛４６Ａと同じ素材で形成されて水平方向Ｈに沿って径方向外側Ｒ１へ直線状に延びる
多数の毛４７Ａで構成され、複数の第２のブラシ４７は、周方向Ｓにずれながら上下方向
Ｚにもずれるように、つまり螺旋階段状に配置される（図３参照）。
【００５３】
　案内部材２６は、水槽２１において回転体２５の突出部４３を径方向外側Ｒ１から取り
囲む内周面２１Ａに設けられる。
【００５４】
　案内部材２６は、第３のブラシ４８を含む。第３のブラシ４８は、内周面２１Ａの周方
向Ｓに沿うＣ字状の基部４８Ａと、毛４６Ａおよび４７Ａと同じ素材で形成されて径方向
内側Ｒ２へ直線状に延びるように周方向Ｓに沿って基部４８Ａに植え付けられた多数の毛
４８Ｂとで構成される。第３のブラシ４８は、中心軸Ａを中心として螺旋状に延びる帯状
をなし、複数の第３のブラシ４８が、上下方向Ｚに所定間隔でずれて配置される。そのた
め、中心軸Ａから見ると、個々の第３のブラシ４８は、図５において黒く塗り潰して示す
ように、水平方向Ｈに傾斜しながら延びる。なお、第１のブラシ４６と第２のブラシ４７
と第３のブラシ４８とは、非接触状態であることが好ましい。
【００５５】
　図６は、引出部４を下側から見た斜視図である。
　図６を参照して、ユニット側駆動部２７は、ベース２０の左後側の端部においてホース
ガード３２を避けた位置に設けられた電動モータである。ユニット側駆動部２７は、駆動
力を出力するために回転する出力軸２７Ａを含む。出力軸２７Ａは、ベース２０から下側
Ｚ２に突出する。出力軸２７Ａには、下側Ｚ２から見て円形状をなすプーリ４９が一体回
転可能に取り付けられる。プーリ４９は、ホースガード３２に接触しないように、ホース
ガード３２の左側Ｙ１に配置される。
【００５６】
　ユニット側駆動部２７に関連して、前述した回転体２５の入力軸４５側には、下側Ｚ２
から見て円形状をなすプーリ５０が設けられる。入力軸４５の先端部４５Ａは、変速機構
をなすギアボックス５５を介して、プーリ５０に対して機械的に連結される。プーリ５０
は、ホースガード３２に接触しないように、プーリ４９の前側Ｘ１かつキャスタ４１より
も後側Ｘ２に配置される。
【００５７】
　プーリ４９およびプーリ５０には、１本のエンドレスベルト５１が掛け回される。その
ため、ユニット側駆動部２７が駆動されると、出力軸２７Ａの回転が、プーリ４９、エン
ドレスベルト５１、プーリ５０およびギアボックス５５を介して、入力軸４５に伝達され
る。これにより、入力軸４５を有する回転体２５は、第１のブラシ４６および第２のブラ
シ４７を伴って、水槽２１内で中心軸Ａを中心として回転する。
【００５８】
　ユニット側排水路２８は、弾性変形可能なホースであり、ベース２０の下面に沿って配
置される。ユニット側排水路２８では、その一端をなす入口２８Ａが、ベース２０および
水槽２１の底壁３５を下側Ｚ２から貫通して、底壁３５において水槽２１内に下側Ｚ２か
ら連通する（図７も参照）。ユニット側排水路２８は、入口２８Ａとは反対側の出口２８
Ｂへ向けて後側Ｘ２へ延びる。ユニット側排水路２８の途中部分２８Ｃは、折り曲げられ
て、ホースガード３２とベース２０との間の収容空間３３に収容される。
【００５９】
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　ユニット側排水弁２９は、ユニット側排水路２８の途中であって入口２８Ａに隣接する
位置に介挿される。ユニット側排水弁２９が閉じられると、ユニット側排水路２８がユニ
ット側排水弁２９において遮断され、ユニット側排水弁２９が開かれると、ユニット側排
水路２８の遮断が解消される。
【００６０】
　溢水路３０は、所定長さのホースである。溢水路３０では、その一端をなす入口３０Ａ
が、ベース２０を下側Ｚ２から貫通して、水槽２１の円周壁３４において底壁３５より上
側Ｚ１の所定位置に接続され、水槽２１内に径方向外側Ｒ１から連通する（図７参照）。
溢水路３０では、その他端をなす出口３０Ｂが、ユニット側排水路２８においてユニット
側排水弁２９よりも出口２８Ｂ側の部分に接続される。
【００６１】
　以上のような引出部４では、前カバー２４以外の部分が、本体部３の開口部１０に前側
Ｘ１から差し込まれ、本体部３の内部空間３Ａに収容される。前カバー２４が開口部１０
を前側Ｘ１から塞ぎ、引出部４において前カバー２４以外の部分が内部空間３Ａに完全に
収容されたときの引出部４の位置を、収容位置と称する（図１参照）。
【００６２】
　収容位置の引出部４では、左右のスライドレール３１のそれぞれが、本体部３において
左右方向Ｙで同じ側にあるガイドレール１２の上端部１２Ａと下端部１２Ｂ（図２参照）
との間に嵌め込まれた状態にある。また、収容位置の引出部４では、ユニット側排水路２
８の途中部分２８Ｃを下側Ｚ２から覆った状態にあるホースガード３２が、本体部３の押
さえ部材１３（図２参照）の下側Ｚ２に潜り込んだ状態にある。そのため、ユニット側排
水路２８の途中部分２８Ｃは、ホースガード３２と押さえ部材１３との間に収容される。
【００６３】
　また、収容位置の引出部４では、給水ダクト３８の入口３８Ａ（図３参照）が、本体部
３の給水ジョイント１４（図２参照）の真下に位置し、給水ジョイント１４の底壁１４Ｂ
における全ての貫通孔１４Ｃに対して下側Ｚ２から対向する。これにより、給水ホース１
５と、給水ジョイント１４の内部空間と、給水ダクト３８の内部空間とが連通し、これら
の集合体は、靴洗浄ユニット１におけるユニット側給水路５２を構成する（図７も参照）
。
【００６４】
　使用者が収容位置の引出部４における前カバー２４の取手４０を掴んで前側Ｘ１へ引く
と、各スライドレール３１がガイドレール１２によって前後方向Ｘにガイドされるととも
に、引出部４の各キャスタ４１が本体部３の下壁６の上面を転動することによって、引出
部４が前側Ｘ１へ引き出される。蓋２３が本体部３の開口部１０よりも前側Ｘ１に位置す
るまで引出部４がスライドすると、前側Ｘ１への引出部４の引き出しが停止され、このと
きの引出部４の位置は、引出位置とされる（後述する図８参照）。
【００６５】
　引出位置の引出部４では、給水ダクト３８の入口３８Ａが、本体部３の給水ジョイント
１４から前側Ｘ１にずれ、給水ジョイント１４の貫通孔１４Ｃに対して下側Ｚ２から対向
しなくなるので、ユニット側給水路５２が途中で遮断された状態にある。
【００６６】
　引出部４が収容位置から引出位置まで引き出されるに従って、ユニット側排水路２８で
は、今まで折れ曲がった状態にあった途中部分２８Ｃが直線状に延びる。ただし、引出部
４が引出位置に達したときに、ユニット側排水路２８が張り詰めないように、ユニット側
排水路２８の長さは、ある程度余裕を持って設定される。
【００６７】
　引出部４が収容位置から引出位置まで引き出される間、引出部４のホースガード３２は
、本体部３の押さえ部材１３から前側Ｘ１にはみ出るが、ホースガード３２は、ユニット
側排水路２８を引き続き下側Ｚ２から覆った状態にある。そのため、引出部４の移動中に
ユニット側排水路２８が本体部３に引っ掛かったり、ユニット側排水路２８が垂れ下がっ
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て床に接触したりすることが防止される。
【００６８】
　使用者が引出位置の引出部４の取手４０を掴んで後側Ｘ２へ目一杯押すと、引出部４を
引出位置から収容位置に戻すことができる。引出部４が収容位置に戻ると、ユニット側給
水路５２が途中で遮断された状態が解消され、ユニット側給水路５２の全体がつながった
状態になる。
【００６９】
　図７は、靴洗浄ユニット１が取り付けられる洗濯機２の模式的な縦断面右側面図である
。次に、図７を参照して、洗濯機２の概要について説明する。
　洗濯機２は、たとえばドラム式洗濯機であり、筐体６０と、収納槽６１と、給水路６２
と、排水路６３と、本体側駆動部６４とを含む。
【００７０】
　筐体６０は、ボックス状に形成される。筐体６０の前面６０Ａにおいて略下半分をなす
下側領域６０Ｂは、上下方向Ｚに沿って延び、前面６０Ａにおいて略上半分をなす上側領
域６０Ｃは、上側Ｚ１に向かうに従って後側Ｘ２に延びるように、上下方向Ｚに対して傾
斜して形成される。下側領域６０Ｂには、洗濯機２に取り付けられる靴洗浄ユニット１が
差し込まれる差込口７５が形成される。上側領域６０Ｃには、筐体６０の内外を連通させ
る開口６５が形成される。上側領域６０Ｃには、開口６５を開閉する扉６６が設けられる
。
【００７１】
　収納槽６１は、筐体６０の内部空間において開口６５に後側Ｘ２から対向する略上半分
の領域に配置される。そのため、筐体６０の内部空間には、収納槽６１の下側Ｚ２に位置
してある程度の広さを有するスペース６０Ｄが存在する。
【００７２】
　収納槽６１は、有底円筒状の外槽６７と、外槽６７よりも一回り小さい有底円筒状であ
って外槽６７内に同軸状で収容されたドラム６８とを含む。
【００７３】
　外槽６７では、前側Ｘ１の端部に、外槽６７の内部空間を前側Ｘ１に露出させる出入口
６７Ａが設けられ、後側Ｘ２の端部に、外槽６７の底をなす円板状の底壁６７Ｂが設けら
れる。出入口６７Ａは、筐体６０の開口６５に対して後側Ｘ２から対向する。出入口６７
Ａが底壁６７Ｂよりも上側Ｚ１にずれて配置されるため、外槽６７は、水平方向Ｈに対し
て傾斜して配置される。外槽６７内には、水道水、風呂水および洗剤が溶けた液体などの
水が溜められる。
【００７４】
　ドラム６８では、前側Ｘ１の端部に、ドラム６８の内部空間を前側Ｘ１に露出させる出
入口６８Ａが設けられ、後側Ｘ２の端部に、ドラム６８の底をなす円板状の底壁６８Ｂが
設けられる。出入口６８Ａは、出入口６７Ａおよび筐体６０の開口６５のそれぞれに対し
て後側Ｘ２から対向する。出入口６８Ａが底壁６８Ｂよりも上側Ｚ１にずれて配置される
ため、ドラム６８は、外槽６７と同様に、水平方向Ｈに対して傾斜して配置される。ドラ
ム６８には、図示しない貫通孔が複数形成され、外槽６７内の水は、当該貫通孔を介して
、外槽６７とドラム６８の間で行き来できる。そのため、外槽６７内の水位とドラム６８
内の水位とは、一致する。
【００７５】
　使用者が扉６６を開くと、筐体６０の開口６５、外槽６７の出入口６７Ａおよびドラム
６８の出入口６８Ａが一度に開放され、洗濯機２の前側Ｘ１に露出される。使用者は、出
入口６８Ａからドラム６８内に洗濯物６９を出し入れすることができる。使用者が扉６６
を閉じると、図７に示すように、開口６５、出入口６７Ａおよび出入口６８Ａが一度に塞
がれる。
【００７６】
　給水路６２は、給水設備である水道水の蛇口につながった一端を有するホースであって
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、給水路６２の他端６２Ａは、筐体６０内において外槽６７に上側Ｚ１から接続される。
白抜き矢印および破線矢印で示すように、給水路６２は、蛇口から流れる水道水を外槽６
７内に給水する。給水路６２の途中には、給水を開始したり停止したりするために開閉さ
れる本体側給水弁７０が設けられる。
【００７７】
　排水路６３は、筐体６０内に配置されるホースであって、その一端として外槽６７の最
下部につながる入口６３Ａと、入口６３Ａとは反対側の他端である出口６３Ｂとを有する
。出口６３Ｂは、建物の排水管（図示せず）などの機外の排水設備につながる。外槽６７
内の水は、黒抜き矢印で示すように、排水路６３から機外に排水される。排水路６３の途
中には、排水を開始したり停止したりするために開閉される本体側排水弁７１が設けられ
る。
【００７８】
　本体側駆動部６４は、外槽６７の底壁６７Ｂの後側Ｘ２に設けられた電動モータである
。本体側駆動部６４は、駆動力を出力するために回転する出力軸６４Ａを含む。出力軸６
４Ａは、外槽６７の底壁６７Ｂの円中心部分を後側Ｘ２から貫通し、ドラム６８の底壁６
８Ｂの円中心部分を後側Ｘ２から連結される。本体側駆動部６４が駆動されると、出力軸
６４Ａの回転がドラム６８に伝達され、ドラム６８は、出力軸６４Ａを中心として回転す
る。ドラム６８が回転することで、ドラム６８内に収納された洗濯物６９のたたき洗いが
行われる。なお、ドラム６８内には、出力軸６４Ａの回転を受けて回転することによって
ドラム６８内の洗濯物６９を撹拌する撹拌翼（図示せず）が設けられてもよい。
【００７９】
　洗濯機２は、本体側駆動部６４を含む洗濯機２内の電気部品に外部の電源（図示せず）
からの電力を供給するための配線７２を含む。図７では、配線７２は、筐体６０内におい
ては１点鎖線で図示され、筐体６０の外では、先端にプラグ７３が接続されたコード７２
Ａとして図示される。使用者がプラグ７３をコンセント（図示せず）に差し込むと、配線
７２が電源に接続され、洗濯機２内の電気部品への電力供給が可能になる。
【００８０】
　このような洗濯機２に、靴洗浄ユニット１が取り付けられる。靴洗浄ユニット１は、洗
濯機２の筐体６０の前面６０Ａの下側領域６０Ｂに形成された差込口７５に対して前側Ｘ
１から差し込まれ、筐体６０の内部空間における収納槽６１の下側のスペース６０Ｄに配
置される。よって、靴洗浄ユニット１が洗濯機２に内蔵されることから、靴洗浄ユニット
１の設置のために洗濯機２の設置場所を共用できるとともに、靴洗浄ユニット１を洗濯機
２からはみ出ないように設置できるので、靴洗浄ユニット１の設置場所に関する問題を解
消できる。なお、筐体６０には、スペース６０Ｄに配置された靴洗浄ユニット１を支持す
るための直方体状のフレーム（図示せず）が設けられる。また、図７では、説明の便宜上
、靴洗浄ユニット１のベース２０および水槽２１が一体品として図示されるとともに、前
述したギアボックス５５などの図示が省略される。
【００８１】
　洗濯機２に取り付けられた靴洗浄ユニット１では、ユニット側給水路５２を構成する給
水ホース１５において前述した一端部１５Ａとは反対側の他端部１５Ｂが、洗濯機２の給
水路６２に対して、継手部品（図示せず）を介して接続される。他端部１５Ｂは、給水路
６２において本体側給水弁７０よりも蛇口に近い上流側の部分に接続される。また、靴洗
浄ユニット１では、ユニット側排水路２８の出口２８Ｂが、本体部３におけるたとえば後
壁９を貫通して、洗濯機２の排水路６３における本体側排水弁７１と出口６３Ｂとの間の
途中部分に対して、継手部品（図示せず）を介して接続される。
【００８２】
　また、靴洗浄ユニット１は、ユニット側駆動部２７を含む靴洗浄ユニット１内の電気部
品に外部の電源（図示せず）からの電力を供給するためのユニット側配線８０を含む。図
７では、ユニット側配線８０は、２点鎖線で図示される。洗濯機２に取り付けられた靴洗
浄ユニット１では、ユニット側配線８０は、コネクタ（図示せず）を介して洗濯機２の配
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線７２に接続される。そのため、使用者が洗濯機２のプラグ７３をコンセント（図示せず
）に差し込むと、ユニット側配線８０は、電源に接続された配線７２から靴洗浄ユニット
１内の電気部品への電力供給が可能になる。なお、引出部４が収容位置から引出位置まで
移動したときに、ユニット側配線８０において引出部４側のユニット側駆動部２７に接続
された部分が張り詰めないように、この部分の長さは、ある程度余裕を持って設定される
（図８参照）。
【００８３】
　図７の靴洗浄ユニット１では、引出部４が収容位置にあり、引出部４の前カバー２４は
、本体部３の開口部１０を前側Ｘ１から塞ぐとともに、洗濯機２の筐体６０の前面６０Ａ
の下側領域６０Ｂに前側Ｘ１から沿った状態にある。洗濯機２に取り付けられた靴洗浄ユ
ニット１において引出部４を引出位置まで移動させた状態が、図８に図示される。
【００８４】
　引出位置の引出部４では、蓋２３が洗濯機２の前面６０Ａの下側領域６０Ｂよりも前側
Ｘ１に位置する。そのため、図８に示すように蓋２３を後上側へ向けて閉位置から開位置
まで開いて水槽２１の出入口３６を上側Ｚ１へ露出させ、点線矢印で示すように、出入口
３６を介して上側Ｚ１から水槽２１内に靴７７を出し入れすることができる。なお、図８
では、水槽２１に靴７７が一足収納される様子が図示されるが、収納できる靴７７の数は
、水槽２１内のスペースに応じて任意に変更できる。
【００８５】
　水槽２１内への靴７７の出し入れが完了すると、引出位置の引出部４を後側Ｘ２の収容
位置まで押し込む。引出位置の引出部４を押し込む際、今まで開位置にあった蓋２３を予
め閉位置まで閉じてもよいが、開位置のままにしてもよい。蓋２３が開位置のまま引出位
置の引出部４を押し込むと、その途中で、洗濯機２の前面６０Ａの下側領域６０Ｂや本体
部３の上壁５の前端部が蓋２３に後側Ｘ２から当接するので、蓋２３は、ヒンジ３９を中
心に回動して、勝手に閉位置まで閉じる。
【００８６】
　なお、引出部４が収容位置にあるときには、蓋２３は、本体部３の上壁５によって上側
Ｚ１から押さえ付けられた状態にあるので、勝手に開くことなく、閉位置で維持される（
図７参照）。また、閉位置にある蓋２３と水槽２１の出入口３６の周囲との間は、図示し
ないパッキンによって密封されるので、蓋２３が閉位置にある状態で水槽２１内の水が出
入口３６から漏れ出ることはない。
【００８７】
　図９は、靴洗浄ユニット１の電気的構成を示すブロック図である。
　図９を参照して、靴洗浄ユニット１は、たとえば、ＣＰＵと、ＲＯＭやＲＡＭなどのメ
モリとで構成された制御部８１を含む。
　制御部８１には、前述したユニット側給水弁１６、ユニット側排水弁２９およびユニッ
ト側駆動部２７のそれぞれが電気的に接続される。制御部８１は、ユニット側給水弁１６
およびユニット側排水弁２９のそれぞれの開閉を制御したり、ユニット側駆動部２７の動
作を制御したりする。
【００８８】
　制御部８１は、スライド側である引出部４に取り付けられる（図５参照）。固定側であ
る本体部３に設けられたユニット側給水弁１６と制御部８１とは、制御部８１からユニッ
ト側給水弁１６に制御信号を送信する信号線（図示せず）によって結ばれる。この信号線
は、引出部４が収容位置から引出位置まで移動したときに、張り詰めないように、この信
号線の長さは、ある程度余裕を持って設定される。
【００８９】
　靴洗浄ユニット１は、制御部８１に対して電気的に接続される操作部８２、位置センサ
８３、水位センサ８４およびタイマ８５をさらに含む。
【００９０】
　操作部８２は、靴洗浄ユニット１の運転を開始したり停止したり、靴洗浄ユニット１の
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運転条件を設定したりするために使用者によって操作される。操作部８２は、引出部４の
前カバー２４の前面に設けられる（図１参照）。または、操作部８２は、洗濯機２の筐体
６０の前面６０Ａに設けられた洗濯機２用の操作パネルであってもよい。その場合、制御
部８１と操作部８２とは、所定のインターフェースを介して電気的に接続される。いずれ
にせよ、使用者による操作部８２の操作内容は、制御部８１に入力される。なお、操作部
８２には、靴洗浄ユニット１の運転状況や運転条件が目視可能に表示されたり、ブザーを
鳴らす機能が設けられたりしてもよい。
【００９１】
　位置センサ８３は、引出部４が収容位置にあるか引出位置にあるかを検知するセンサで
あり、位置センサ８３の検知結果は、制御部８１に入力される。水位センサ８４は、水槽
２１の水位を検知するセンサであり、水位センサ８４の検知結果は、制御部８１に入力さ
れる。タイマ８５は、時間を計測するものであり、タイマによる計測内容は、制御部８１
に入力される。
【００９２】
　次に、図１０のフローチャートを参照しながら、靴洗浄ユニット１で行われる靴７７の
洗浄運転の流れについて具体的に説明する。
【００９３】
　引出部４が収容位置にあり（ステップＳ１でＹＥＳ）、使用者による操作部８２の操作
によって洗浄運転の開始が指示されると（ステップＳ２でＹＥＳ）、制御部８１は、水槽
２１への給水を開始する（ステップＳ３）。なお、引出部４の位置をロックするロック機
構（図示せず）を靴洗浄ユニット１に設け、給水開始に先立って、引出部４を収容位置で
ロックしてもよい。
【００９４】
　ステップＳ３での給水開始として、具体的には、制御部８１は、ユニット側排水弁２９
を閉じた状態で、ユニット側給水弁１６を開く。これにより、蛇口からの水が、洗濯機２
の給水路６２から給水ホース１５の他端部１５Ｂに流れ込み、ユニット側給水路５２によ
って水槽２１に導かれる。ユニット側給水路５２において、水は、給水ホース１５の一端
部１５Ａから給水ジョイント１４内に流れ込み、給水ジョイント１４の底壁１４Ｂの各貫
通孔１４Ｃから給水ダクト３８の入口３８Ａに落下した後に、給水ダクト３８の出口３８
Ｂから水槽２１内に注ぎ込まれる（図７の実線矢印参照）。水槽２１内には、事前に洗剤
が投入され、水槽２１に溜められた水は、洗剤が溶けた洗浄水となる。
【００９５】
　水槽２１内に所定水位まで給水がなされたことを水位センサ８４が検知することで、水
槽２１内が満水になると（ステップＳＳ４でＹＥＳ）、制御部８１は、ユニット側給水弁
１６を閉じて給水を停止し、ユニット側駆動部２７を駆動させ、タイマ８５を起動させて
時間計測を開始する（ステップＳ５）。ちなみに、水槽２１内の水位が前述した所定水位
を上回ったとしても、所定水位以上の水は、溢水路３０の入口３０Ａから溢水路３０内に
溢れ落ち、ユニット側排水路２８および洗濯機２の排水路６３を経て機外に排出される（
図７の１点鎖線の矢印参照）。
【００９６】
　ステップＳ５でユニット側駆動部２７が駆動されることにより、水槽２１内で回転体２
５が回転する。これにより、水槽２１内で円周壁３４と回転体２５の突出部４３との間に
セットされた靴７７が、回転する回転体２５の第１のブラシ４６および第２のブラシ４７
にブラッシングされることで洗浄される。つまり、第１のブラシ４６と第２のブラシ４７
とによって、靴７７から汚れを掻き取ることができる。
【００９７】
　また、ここでのブラッシングによって靴７７が姿勢を変えたり移動したりしようとする
のだが、その際、円周壁３４の第３のブラシ４８によって、水槽２１内における靴７７の
動きが、たとえば錐揉み状の回転になるように案内される。よって、第３のブラシ４８に
よる案内によって、洗浄中の靴７７の姿勢を変えることができるので、第１のブラシ４６
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および第２のブラシ４７は、靴７７の広範囲に亘って汚れを掻き取ることができる。靴７
７は、第１のブラシ４６および第２のブラシ４７だけでなく、第３のブラシ４８にも、ブ
ラッシングによって洗浄されるので、靴７７を一層効果的に洗浄できる。
【００９８】
　ここで、前述したように、第３のブラシ４８は、水平方向Ｈに傾斜しながら延びること
から、水平方向Ｈに沿って延びる場合に比べて、靴７７に引っ掛かりやすいので、靴７７
から汚れを効果的に掻き取ることができる（図５参照）。
【００９９】
　ただし、水平方向Ｈに傾斜しながら延びる第３のブラシ４８は、垂直方向（上下方向Ｚ
）に沿って延びる場合に比べて、靴７７が第３のブラシ４８から受ける抵抗を小さくでき
るので、水槽２１内における靴７７の円滑な動きが第３のブラシ４８によって阻害される
ことや、第３のブラシ４８による靴７７の傷みを防止できる。また、第３のブラシ４８が
垂直方向に沿って延びる場合に比べて、垂直方向における第３のブラシ４８の寸法、さら
には、垂直方向における水槽２１や靴洗浄ユニット１の寸法を小さく抑えることができる
し、水槽２１内の水が第３のブラシ４８から縦に跳ね上がることを防止できる。
【０１００】
　そして、第３のブラシ４８を螺旋状に延びるようにすることによって、第３のブラシ４
８が水平方向Ｈに傾斜しながら延びる構成を容易に実現することができる。
【０１０１】
　ステップＳ５でタイマ８５が起動してから所定の洗浄時間が経過すると（ステップＳ６
でＹＥＳ）、制御部８１は、ユニット側駆動部２７を停止させ、ユニット側排水弁２９を
開いて水槽２１の排水を開始し、タイマ８５を起動させて新規の時間計測を開始する（ス
テップＳ７）。これにより、水槽２１内の水が、ユニット側排水路２８の入口２８Ａから
ユニット側排水路２８内に流れ込み、ユニット側排水路２８によって洗濯機２の排水路６
３に導かれ、排水路６３を経て機外に排出される（図７の２点鎖線の矢印参照）。
【０１０２】
　靴７７に付着した泥や石などの汚れは、ブラシ４６～４８によるブラッシングや洗浄水
の洗浄効果によって、靴７７から取り除かれ、ほとんどの汚れは、水とともに機外へ排出
される。一部の汚れが機外へ排出されずに水槽２１の底壁３５上に残留することが考えら
れるが、この汚れは、底壁３５の周縁部３５Ｂと回転体２５の底部４２の外周縁４２Ａと
の間において比較的広く確保された隙間４４に余裕を持って受け入れられる（図７参照）
。よって、底壁３５の周縁部３５Ｂと回転体２５の底部４２との間に汚れが詰まって回転
体２５の円滑な回転が阻害されることを防止できる。
【０１０３】
　ステップＳ７でタイマ８５が起動してから所定の排水時間が経過すると（ステップＳ８
でＹＥＳ）、制御部８１は、ユニット側排水弁２９を閉じて排水を停止する（ステップＳ
９）。このとき、水槽２１内は、ほとんど排水された状態にある。
【０１０４】
　次いで、制御部８１は、水槽２１内の靴７７をすすぐために、ステップＳ３と同様に給
水を開始する（ステップＳ１０）。水槽２１内が満水になると（ステップＳ１１でＹＥＳ
）、制御部８１は、ユニット側給水弁１６を閉じて給水を停止し、ユニット側駆動部２７
を駆動させ、タイマ８５を起動させて新規の時間計測を開始する（ステップＳ１２）。
【０１０５】
　ステップＳ１２でユニット側駆動部２７が駆動されることにより、水槽２１内で、回転
体２５が第１のブラシ４６および第２のブラシ４７を伴って回転する。これにより、水槽
２１内の靴７７が、水に浸りながら、第１のブラシ４６および第２のブラシ４７にブラッ
シングされたり、第３のブラシ４８にブラッシングされたりすることで、すすがれる。
【０１０６】
　ステップＳ１２でタイマ８５が起動してから所定のすすぎ時間が経過すると（ステップ
Ｓ１３でＹＥＳ）、制御部８１は、ユニット側駆動部２７を停止させ、ユニット側排水弁
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２９を開いて水槽２１の排水を開始し、タイマ８５を起動させて新規の時間計測を開始す
る（ステップＳ１４）。
【０１０７】
　ステップＳ１４でタイマ８５が起動してから所定の排水時間が経過すると（ステップＳ
１５でＹＥＳ）、制御部８１は、引き続きユニット側排水弁２９を開いた状態で、ユニッ
ト側駆動部２７を駆動させ、タイマ８５を起動させて新規の時間計測を開始する（ステッ
プＳ１６）。ここでのユニット側駆動部２７の駆動により、水槽２１内で、回転体２５が
第１のブラシ４６および第２のブラシ４７を伴って回転する。これにより、水槽２１内の
靴７７が、第１のブラシ４６および第２のブラシ４７に伴われて回転し、脱水される。ま
た、この際、第１のブラシ４６および第２のブラシ４７自体も脱水される。
【０１０８】
　ステップＳ１６でタイマ８５が起動してから所定の脱水時間が経過すると（ステップＳ
１７でＹＥＳ）、制御部８１は、ユニット側駆動部２７を停止させ、ユニット側排水弁２
９を開いて水槽２１の排水を所定時間実施し、操作部８２への表示やブザーなどによって
、靴７７の洗浄が終了した旨を報知する（ステップＳ１８）。
【０１０９】
　以上のように、洗濯機２に取り付けられる靴洗浄ユニット１は、靴７７を収納し、水が
溜められる水槽２１を独自に含み、水槽２１内で靴７７を洗浄できるので、洗濯機２の収
納槽６１内で靴７７を洗浄する場合と比べて衛生的である。
　靴洗浄ユニット１は、ユニット側給水路５２によって、洗濯機２の給水路６２からの水
を水槽２１に導くことができ、ユニット側排水路２８によって、水槽２１の水を洗濯機２
の排水路６３に導くことができる。そのため、靴洗浄ユニット１での給排水のために洗濯
機２の給排水設備を共用できるので、靴洗浄ユニット１のために追加の給排水設備を新設
せずに済む。
【０１１０】
　靴洗浄ユニット１では、水槽２１内に設けられた回転体２５がユニット側駆動部２７に
よって回転させられると、回転体２５に設けられた第１のブラシ４６および第２のブラシ
と第３のブラシ４８とのブラッシングによって、水槽２１内の靴７７から泥などのしつこ
い汚れも除去して、靴７７を効果的に洗浄することができる。
　靴洗浄ユニット１では、ユニット側配線８０によって、洗濯機２の配線７２からユニッ
ト側駆動部２７に電力を供給できることから、ユニット側駆動部２７への電力供給のため
に洗濯機２の電源を共用できる。
【０１１１】
　このように、靴洗浄ユニット１および靴洗浄ユニット１が取り付けられる洗濯機２では
、設置場所や給排水設備や電源や衛生面といった靴洗浄ユニット１の設置に係る問題を解
消して靴７７を効果的に洗浄できる。また、靴洗浄ユニット１は、給排水設備や電源を洗
濯機２と共用できるので、安価に提供できる。
【０１１２】
　この発明は、以上に説明した実施形態に限定されるものではなく、請求項記載の範囲内
において種々の変更が可能である。
【０１１３】
　たとえば、前述した実施形態では、靴洗浄ユニット１の制御部８１の制御によって、靴
洗浄ユニット１における靴７７の洗浄運転が実施されるが、洗濯機２に元々存在する制御
部（図示せず）の制御によって、靴洗浄ユニット１における靴７７の洗浄運転が実施され
てもよい。その場合、使用者は、前述した洗濯機２用の操作パネルを操作することによっ
て、洗濯機２を運転させることができるとともに、靴洗浄ユニット１を運転させることも
できる。
【０１１４】
　また、ユニット側駆動部２７は、回転体２５の入力軸４５に直結されるＤＤ（ダイレク
トドライブ）方式の電動モータであってもよい。
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　また、靴洗浄ユニット１の本体部３は、洗濯機２の筐体６０の一部であってもよい。
【０１１５】
　また、靴洗浄ユニット１は、洗濯機２の筐体６０においてドラム６８の下側Ｚ２のスペ
ース６０Ｄに配置されるように内蔵されたが、このレイアウトに限らず、筐体６０に上側
Ｚ１から載置されるように洗濯機２に取り付けられても構わない。
　また、洗濯機２において、ドラム６８が水平方向Ｈに対して傾斜して配置されたが、水
平方向Ｈに沿って配置されてもよいし、上下方向Ｚに沿って配置されてもよい。
【符号の説明】
【０１１６】
　１　　　靴洗浄ユニット
　２　　　洗濯機
　２１　　水槽
　２１Ａ　内周面
　２５　　回転体
　２６　　案内部材
　２７　　ユニット側駆動部
　２８　　ユニット側排水路
　３５　　底壁
　４２　　底部
　４３　　突出部
　４６　　第１のブラシ
　４７　　第２のブラシ
　４８　　第３のブラシ
　５２　　ユニット側供給路
　６０Ｄ　スペース
　６１　　収納槽
　６２　　給水路
　６３　　排水路
　６９　　洗濯物
　７２　　配線
　７７　　靴
　８０　　ユニット側配線
　Ｈ　　　水平方向
　Ｚ１　　上側
　Ｚ２　　下側
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