
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水を入れるための水槽と、
　この水槽内に水平軸を中心として回転可能に支持される洗濯物を入れるためのドラムと
、
　前記水槽内に水を供給するための給水弁と、
　使用者が通常の洗濯を行う標準コース及びドライ洗剤を使用してドライマーク衣料を洗
濯するドライコースとを含む複数のコースから所望のコースを選択可能とする操作部と、
　操作部からの入力に基づいて洗い行程、すすぎ行程、及び脱水行程を実行するドラム式
洗濯機において、
　前記ドラム内に洗濯液及びすすぎ水を噴射するための供給口と、
　前記水槽内の洗濯液及びすすぎ水を回収して再び前記供給口に戻す循環 とが設け
られ、
　ドライコースの洗い行程及びすすぎ行程において前記循環 をＯＮ／ＯＦＦするこ
とにより前記供給口より噴射される洗濯液及びすすぎ水の を変化させることを特
徴とするドラム式洗濯機。
【請求項２】
　ドライコースの洗い行程の前記水槽内の水位が標準コースにおける洗い行程の前記水槽
内の水位より低く、
　ドライコースのすすぎ行程の前記水槽内の水位が標準コースのすすぎ行程の前記水槽内
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の水位より高くなるように前記水槽への給水するとともに、ドライコースにおけるすすぎ
行程のタンブリングの間隔を洗い行程のタンブリングの間隔よりも短くすることを特徴と
する請求項１に記載のドラム式洗濯機。
【請求項３】
　ドライコースの洗い行程において、洗い行程の後半における前記水槽内の水位が洗い行
程の初期段階における前記水槽内の水位より高くなるように
　前記水槽への給水することを特徴とする請求項１又は２に記載のドラム式洗濯機。
【請求項４】
　ドライコースの洗い行程及びすすぎ行程において前記ドラムを３６０°以内の回転角度
で一方向に間欠的に回転駆動することを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項
に記載のドラム式洗濯機。
【請求項５】
　ドライコースの洗い行程及びすすぎ行程において前記ドラムを３６０°以内の回転角度
で両方向に交互に非対称的に回転駆動することを特徴とする請求項１乃至請求項３のいず
れか１項に記載のドラム式洗濯機。
【請求項６】
　ドライコースの洗い行程及びすすぎ行程の後の中間脱水及び最終脱水において、洗濯物
が前記ドラムの周壁に張り付いて落ちない速度で前記ドラムを回転させることを特徴とす
る請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載のドラム式洗濯機。
【請求項７】
　ドライコースの洗い行程の後の中間脱水において、ドライコースのすすぎ行程の後の中
間脱水における回転数より高い回転数で前記ドラムを回転駆動することを特徴とする請求
項６に記載のドラム式洗濯機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、一つのドラムで洗い、すすぎ、脱水（更に乾燥まで行う場合もある）を行うド
ラム式洗濯機に関するものであり、更に詳しくは、ドライマーク衣料を洗濯用ネットや衣
類固定カゴを用いずに、布傷みが少なく、且つ仕上がり良く洗濯できるドラム式洗濯機、
及び、低発泡性以外の洗剤を使用した場合でも洗剤の発泡を短時間に解消させることがで
きるドラム式洗濯機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来のドラム式洗濯機と本発明のドラム式洗濯機は基本的な構成がほぼ同一であるため、
図１、２を参照しながら従来のドラム式洗濯機について説明する。図１に示すドラム式洗
濯機は、外箱１内に配された水槽２と、この水槽２内に水平軸３ａのまわりに回転可能に
支持されたドラム３と、乾燥用ヒータ５及び乾燥行程時に温風を循環させるための送風機
６を内装した循環用ダクト７と、ドラム３内に洗濯液及びすすぎ水を噴射するための供給
口８と、水槽２内の洗濯液及びすすぎ水を機外に導くための排水用ポンプ９と、水槽２内
の洗濯液及びすすぎ水を回収し、再び供給口８に戻す循環用ポンプ１０と、水槽２と排水
用ポンプ９の間の配管経路に設けられた糸屑フィルタ１１と、水槽２内に水を供給するた
めの給水弁１２と、ドラム３を回転させるためのドラム駆動モータ１３と、水槽２内の水
位を検知するための水位センサ１４とを備えている。
【０００３】
外箱１の前面には洗濯物を出し入れするためのドア１５が設けられており、このドア１５
と水槽２の間には密閉用パッキン１６が介挿されている。また、図１の１７は操作部であ
り、その裏側には制御装置（図示せず）が取り付けられており、制御装置は操作部１７か
らの入力に基づいて洗い行程、すすぎ行程、脱水行程、乾燥行程を連続して実行する。
【０００４】
洗い行程は、ドラム３内に洗濯物を入れ、洗剤を溶かした洗濯液を上方から流し込んで洗
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濯物に含ませ、ドラム３を低速回転させることにより行われる。ドラム３内の洗濯物はド
ラム３の回転による遠心力とバッフル（図示せず）とによりドラム３内の頂上付近まで持
ち上げられた後、自重により落下する。これをタンブリングという。このタンブリングを
繰り返すことにより洗濯物は落下時の衝撃力でタタキ洗いされる。また、すすぎも同様に
タンブリングを繰り返して行われる。
【０００５】
脱水行程は、ドラム３を高速回転させ、洗濯物を遠心力でドラム３の周壁内面に押し付け
ることにより行う。このとき、洗濯物に含まれている水はドラム３の周壁の小孔４から水
槽２に向かって飛ばされ、水槽２の内面に沿って下部に導かれ、排水用ポンプ９により機
外に排出される。
【０００６】
乾燥行程は、乾燥用ヒータ５により加熱され、高温となった空気を送風機６でドラム３内
に吹き込みながらドラム３を低速回転させて行われる。水槽２内に吹き込まれた高温の空
気はドラム３の回転により撹拌され、洗濯物を含む水槽２内部全体の温度を上昇させて洗
濯物に含まれている水分を蒸発させる。
【０００７】
この高温多湿状態の空気は循環用ダクト７における水槽２の出口と接続された部分から乾
燥用ヒータ５までの経路を通過する間に冷却水と直接接触して冷却される。これにより、
空気中の水分が凝縮され、この水分を機外に排出することにより除湿が行われる。除湿後
の空気は再び乾燥用ヒータ５により加熱されてドラム３内に吹き込まれる。このサイクル
を繰り返すことにより洗濯物が乾燥される。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
従来のドラム式洗濯機では、操作部１７を操作することにより、通常の洗濯を行う標準コ
ース、ウールコース、デリケートコース等の複数のコースを選択できるようになっており
、各コースの洗濯内容に応じて制御装置が上記の各行程を実行する。ところが、従来のド
ラム式洗濯機には、ドライマーク衣料を洗濯するためのコースが無く、標準コースでドラ
イマーク衣料を洗濯すると、吸水性が低いために洗濯物が浮いてドラム３がタンブリング
しにくく、洗濯物が裏返らないために洗濯液が洗濯物全体に浸透せず、仕上がりが悪くな
るという問題が有った。また、ウールコースでドライマーク衣料を洗った場合には中間脱
水が入らず、すすぎが不十分になるという問題があった。
【０００９】
なお、水を使用してドライマーク衣料を洗濯するための家庭用のドライ洗剤は近年になっ
て開発、発売されたものであるため、家庭用のドラム式洗濯機におけるドライマーク衣料
の洗濯に関する提案は少なく、ほとんどなされていないのが現状である。
【００１０】
特開平５－２００１８７号公報では、獣毛製品を縮まないように洗濯するための提案がな
されているが、この公報のものではドラム内部にカゴ状の構造物を収容して洗濯物の動き
を規制するようにしているため、洗濯物がドラム内で固定され、洗いやすすぎが不十分に
なるという問題がある。また、家庭用のドラム式洗濯機では洗濯物の投入口が小さく、上
記構造物をドラム内に入れることは困難である。
【００１１】
また、特公昭６３－１２６３９号公報では、ドライマーク衣料の洗濯には触れていないも
のの、ドラム式洗濯機の仕上がりを改善するための提案がなされている。しかし、この公
報のものではドラムを一回転以内で正反転させることが中心となっており、洗濯水位やす
すぎ、中間脱水等に関する対策がなされていない。
【００１２】
一方、ドラム式でない全自動洗濯機では、ウールコースやデリケートコースを有するもの
が提案されているが、洗濯用のネットを使用する必要がある。ドラム式でない洗濯機では
垂直軸を中心として脱水回転を行うようになっており、ドラム式洗濯機とは脱水時の振動
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低域構造等が異なる。ドラム式洗濯機にネットを使用すると、洗濯物の偏りによって振動
が大きくなるため、ドラム式洗濯機にネットを使用することができない。
【００１３】
また、ドラム式洗濯機で洗濯する場合、低発泡性以外の洗剤を使用したときにドラム内に
洗剤の泡が充満することにより、脱水時に泡が減少するのを待つために多大な時間ロスを
生じたり、すすぎも不十分になる等の問題があった。特開平４－６４３９２号公報には、
この問題を解決するためのものとして、発泡検知手段を備え、該発泡検知手段が発泡を検
知した場合に脱水行程を停止し、すすぎ行程に移行するようにした洗濯機が開示されてい
る。しかしながら、このような発泡検知手段を設けることはコストがかかり、脱水行程を
停止してすすぎ行程に移行するのは時間のロスであり、すすぎ行程を繰り返すと、タンブ
リングの回数が増えるため、布が傷むという問題がある。
【００１４】
本発明は上記のような事情に鑑みてなされたものであって、その目的は、家庭用のドライ
洗剤を使用してドライマーク衣料を仕上がり良く洗濯することができるドラム式洗濯機を
提供することにある。
【００１５】
また、本発明の他の目的は、低発泡性以外の洗剤を使用しても、洗剤の発泡を短時間で解
消することができるドラム式洗濯機を提供することにある。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、請求項１に係るドラム式洗濯機は、水を入れるための水槽と
、この水槽内に水平軸を中心として回転可能に支持される洗濯物を入れるためのドラムと
、前記水槽内に水を供給するための給水弁と、使用者が通常の洗濯を行う標準コース及び
ドライ洗剤を使用してドライマーク衣料を洗濯するドライコースとを含む複数のコースか
ら所望のコースを選択可能とする操作部と、操作部からの入力に基づいて洗い行程、すす
ぎ行程、及び脱水行程を実行するドラム式洗濯機において、前記ドラム内に洗濯液及びす
すぎ水を噴射するための供給口と、前記水槽内の洗濯液及びすすぎ水を回収して再び前記
供給口に戻す循環 とが設けられ、ドライコースの洗い行程及びすすぎ行程において
前記循環 をＯＮ／ＯＦＦすることにより前記供給口より噴射される洗濯液及びすす
ぎ水の を変化させることを特徴とする。
【００１７】
　上記の構成により、洗い時においては、洗濯液の が変化するため、洗濯物全体
に洗濯液がかかり易くなる。すすぎ時においては、すすぎ水の が変化するため、
水面の広い範囲にわたってすすぎ水が噴射され、多くの泡が潰れるので、泡が素早く解消
する。
【００１８】
また、請求項２に係るドラム式洗濯機は、

ドライコース すすぎ の
前記水槽内の水位が すすぎ の前記水槽内の水位より高くなるように前記
水槽への給水する

ことを特徴とする。
【００１９】
　上記の構成により、

洗濯物が浮きにく 、ドラムがタンブリングし易くなる。ドラムがタンブリングすると
洗濯物が裏返り、洗濯液が洗濯物全体に浸透し易くなる。
　 、 洗濯物
が浮き、タンブリングによって洗濯物にかかる機械力が低減し、布傷みが低減する。
【００２０】
　また、請求項３に係るドラム式洗濯機は、ドライコース 洗い 洗い

後半における前記水槽内の水位が洗い 初期段階における前記水槽内の水位より高
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ドライコースの洗い行程の前記水槽内の水位が
標準コースにおける洗い行程の前記水槽内の水位より低く、 の 行程

標準コースの 行程
とともに、ドライコースにおけるすすぎ行程のタンブリングの間隔を洗

い行程のタンブリングの間隔よりも短くする

ドライコースの洗い行程において水槽内の水位を低くしているため
、 く

また ドライコースのすすぎ行程において洗濯槽内の水位を高くしているため、

の 行程において、 行程
の 行程の



くなるように ことを特徴とする 。
【００２１】
この場合、洗いの後半において、タンブリングによって洗濯物にかかる機械力が低減し、
布傷みが低減する。
【００２２】
また、請求項４に係るドラム式洗濯機は、ドライコース 洗い 及びすすぎ

前記ドラムを３６０°以内の回転角度で一方向に間欠的に回転駆動することを特徴とす
るものである。
【００２３】
この場合、洗い時には洗濯物の位置が変化するため、洗濯物全体に洗濯液が浸透し易くな
る。また、すすぎ時には洗濯液の発泡をタンブリング時の水の作用によって希釈すること
ができる。
【００２４】

また、請求項５に係るドラム式洗濯機は、ドライコース 洗い 及びすすぎ
前記ドラムを３６０°以内の回転角度で両方向に交互に非対称的に回転駆動すること

を特徴とするものである。
【００２５】
この場合、洗い時には洗濯物の位置が変化するため、洗濯物全体に洗濯液が浸透し易くな
る。また、すすぎ時には洗濯液の発泡をタンブリング時の水の作用によって希釈すること
ができる。
【００２６】
　また、請求項６に係るドラム式洗濯機は、ドライコースの洗い 及びすすぎ の後
の中間脱水及び最終脱水において 洗濯物が前記ドラムの周壁に張り付いて落ちない速度
で 回転させることを特徴とするものである。
【００２７】
　この場合、

【００２８】
　また、請求項７に係るドラム式洗濯機は、

ことを特徴とするものである。
【００２９】
　この場合、

【００３２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の具体的な実施形態を図面を参照しながら説明する。
図１は本発明に係るドラム式洗濯機の概略斜視図、図２は図１の縦断面図である。図２に
おいて、２は外箱１内に配された水槽で、３は水槽２内に水平軸３ａを中心として回転可
能に支持されたドラムである。水槽２は運転中の振動を吸収するために外箱１にバネ（図
示せず）で吊り下げられており、洗濯液やすすぎ水を貯え、かつ排出できるようになって
いる。ドラム３はその周壁全体に洗濯時の給水、脱水時の排水、及び乾燥時の温風を通過
させるための多数の小孔４を有している。
【００３３】
水槽２の外側には、乾燥用ヒータ５及び乾燥時に温風を循環させるための送風機６を内装
した循環用ダクト７が配設されている。８はドラム３内に洗濯液及びすすぎ水を噴射する
ための供給口、９は水槽２内の洗濯液やすすぎ水を機外に排出するための排水用ポンプ、
１０は水槽内の洗濯液及びすすぎ水を回収し、図示しない管を介して再び供給口８に戻す
循環手段としての循環用ポンプ、１１は水槽２と排水用ポンプ９の間の配管経路に設けら
れた糸屑フィルタで、外箱１の前面下部から着脱できるようになっている。
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前記水槽への給水する ものである

の 行程 行程におい
て

　 の 行程 行程にお
いて

行程 行程
、

前記ドラムを

ドラムがタンブリングしないため、洗濯物にかかる機械力が低減して布傷み
が低減するとともに洗濯物に生じるシワが低減する。

ドライコースの洗い行程の後の中間脱水にお
いて、ドライコースのすすぎ行程の後の中間脱水における回転数より高い回転数で前記ド
ラムを回転駆動する

洗濯物の泡切れが促進され、すすぎ性能が向上するとともに泡が素早く解消
する。



【００３４】
１２は水槽２内に水を給水するための給水弁、１３はドラム３を回転させるためのドラム
駆動モータ、１４は水槽２内の水位を検知するための水位センサである。外箱１の前面に
は洗濯物を出し入れするためのドア１５が設けられ、このドア１５と水槽２の間には密閉
用のパッキン１６が介装されている。
【００３５】
図１の１７は操作部であり、その裏側にはマイクロコンピュータからなる制御装置が取り
付けられている。制御装置は操作部１７からの入力に基づいて洗い行程、すすぎ行程、脱
水行程、乾燥行程を連続して実行する。図３は操作部１７の入力キーのレイアウトを示す
図である。
【００３６】
図３において、１８は液晶等からなる表示装置、１９は水温を設定するための水温キー、
２０は洗濯時間を設定するための予約キー、２１は洗濯内容を選択するための洗濯キー、
２２は乾燥行程を設定するための乾燥キー、２３は洗濯コースを選択するためのコースキ
ー、２４は洗濯機の動作をスタート・一時停止させるためのスタートキー、２５は電源ス
イッチである。
【００３７】
本実施形態の洗濯機では、通常の洗濯を行う標準コースと、洗濯物の汚れがひどい場合に
丁寧に洗濯する（例えば、洗濯時間を長くする）念入りコースと、洗濯物の汚れが軽い場
合に簡単に洗濯するスピードコースと、ドライマーク衣料をドライ洗剤を使用して洗濯す
るドライコースと、毛布を洗濯する毛布コースとの５つのコースを有し、コースキー２３
を操作することにより所望のコースを選択することができるようになっている。
【００３８】
図４は本実施形態の洗濯機に搭載されている制御系２６と、それによって駆動される各種
機能のブロック図である。２７はマイクロコンピュータであり、そのＲＯＭ２８に記憶さ
れているプログラムに従って各種の制御を行う。そのプログラムによって実行される動作
手順が図６に示されている。
【００３９】
なお、２９は入力キー回路であり、３０は状態検知回路で、温度センサ、水位センサ等の
センサと、これらのセンサからの信号をデジタル信号に変換する回路とを含んでいる。３
１は洗濯終了時や異常があった場合に鳴るブザー、３２は、乾燥用ヒータ５、送風機６、
排水用ポンプ９、循環用ポンプ１０、給水弁１２、ドラム駆動モータ１３を駆動する負荷
駆動回路、３３はマイクロコンピュータ２７を初期化するリセット回路である。
【００４０】
次に、上記のドラム式洗濯機において、ドライコースで洗濯を行う場合の動作を図６のフ
ローチャートを参照しながら説明する。
【００４１】
まず、電源スイッチ２５をＯＮにすると、表示装置１８が点灯するとともに初期設定され
る（ステップ＃１０）。次に、コースキー２３によってドライコースに設定する（ステッ
プ＃１５）と、表示パネル１８の表示が図５のように変化する。そして、スタートキー２
４を押すと運転が開始される（ステップ＃２０）。
【００４２】
まず、給水弁１２が開いて水槽２内に水が供給され（ステップ＃２５）、水位検知センサ
１４の検知水位が設定水位に達すると給水弁１２が閉じる（ステップ＃３０）。なお、こ
の設定水位は標準コースで洗いを行う場合の水位より低く設定されている。次に、循環ポ
ンプ１０がＯＮ／ＯＦＦ（例えば、１４秒ＯＮ、１秒ＯＦＦ）し（ステップ＃３５）、ド
ライ洗剤が洗剤投入口からドラム３内に流し込まれる。
【００４３】
ドラム駆動モータ１３が起動され、ドラム３が同一方向に３６０°以内の回転角度で間欠
的に回転し（または、両方向に３６０°以内の回転角度で交互に非対称的に回転し）、短
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時間のタンブリングが行われ、制御装置が水位の変化を記憶する。さらに、この行程をも
う一度行う。以上二回の水位変化量により布質の推定を行う（ステップ＃４０）。
【００４４】
布質推定後、ドラム３内の洗濯物はタンブリングによりたたき洗いされるが、布が傷みに
くいように休止時間を多く取っているため（例えば、２秒タンブリング、５８秒休止）、
つけおき洗いに近いものである。タンブリングすることにより、洗濯物が裏返り、洗濯物
全体に洗濯液が浸透する。洗濯液は循環ポンプ１０により水槽２から回収され、供給口８
からドラム３内に噴射されるサイクルを繰り返すが、循環ポンプ１０がＯＮ／ＯＦＦして
いるため、洗濯液の噴射方向が変化し、洗濯物全体に洗濯液がかかる。したがって、洗濯
物全体を洗浄することができる。
【００４５】
洗いの後半になると（例えば、洗い行程開始から１０分後）、給水弁１２が開き（ステッ
プ＃４５）、水位センサ１２の検知水位が設定水位に達すると給水弁１２が閉じる（ステ
ップ＃５０）。この設定水位は標準コースの洗いの水位より高く設定されている。そして
、洗いタンブリングが行われる（ステップ＃５５）が、水位が高いために洗濯物が浮き、
タンブリングにより洗濯物にかかる機械力が低減するので、布傷みが少なくなる。
【００４６】
そして、設定時間が経過すると中間脱水に移行し、排水ポンプ９がＯＮし、洗濯液が機外
に排出される（ステップ＃６０）。また、循環ポンプ１０がＯＦＦする（ステップ＃６５
）。洗濯液は水槽２の下部に接続した排水管を介して糸屑フィルタ１１を経て排水ポンプ
９に至る経路を取り、洗濯液中に含まれる糸屑は糸屑フィルタ１１によって捕捉される。
これによって排水管等が糸屑等で塞がれるのを防止することができる。
【００４７】
排水開始後、水位センサ１４がリセット水位（この水位に達すると排水が終了したことに
なる）を検知すると、ドラム駆動モータ１３はドラム３を洗濯物がドラム３の周壁に張り
付いて落下しない臨界回転数以上の回転数で一方向（例えば左方向）に低速回転させ（ス
テップ＃７０）、一定時間経過後（例えば３０秒後）にドラム３を同一方向に高速で回転
させ、脱水を行う（ステップ＃７５）。
【００４８】
ドラム３が臨界回転数以上で回転することにより、ドラム３がタンブリングしないため、
洗濯物にかかる機械力が軽減され、布傷みが低減する。また、ドラム３を高速回転するこ
とにより泡切れが促進される。そして、一定時間が経過すると（例えば３０秒後）ドラム
駆動モータ１３がＯＦＦし（ステップ＃８０）、排水ポンプ９がＯＦＦする（ステップ＃
８５）。
【００４９】
次に、すすぎ行程に移行し、給水弁１８が開き（ステップ＃９０）、水槽２内に水が供給
され、水位センサ１４の検知水位が設定水位に達すると給水弁１８が閉じる（ステップ＃
９５）。この設定水位は標準コースですすぎを行う場合の水位より高く設定されている。
次に、循環ポンプ１０がＯＮ／ＯＦＦし（例えば、９秒ＯＮ、１秒ＯＦＦ）（ステップ＃
１００）、ドラム駆動モータ１３が起動され、ドラム３が回転してタンブリングが行われ
る（ステップ＃１０５）。
【００５０】
すすぎは洗濯液を含まない水を洗濯物に含ませてタンブリングすることで行われるが、水
位が高いため、タンブリングの間隔を洗い時よりも短くする（例えば９秒ＯＮ、１秒ＯＦ
Ｆ）。循環ポンプ１０がＯＮ／ＯＦＦすることにより、供給口８から噴射されるすすぎ水
の方向が変化し、広い範囲にわたってすすぎ水が噴射されるため、泡が多く潰れ、泡が速
く消える。
【００５１】
そして、あらかじめ設定された時間が経過すると、中間脱水に移行し、排水ポンプ９が起
動され、すすぎ水が機外に排出され（ステップ＃１１０）、循環ポンプ１０が停止される
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（ステップ＃１１５）。水位センサ１４がリセット水位を検知すると、ドラム駆動モータ
１３がドラム３を洗い行程の中間脱水時の低速回転と同じ回転数で回転させる（ステップ
＃１２０）。ただし、この場合には、高速回転は行わない。そして、あらかじめ設定され
た時間が経過すると、ドラム駆動モータ１３が停止される（ステップ＃１２５）。上記す
すぎ行程を２回行った後、最終すすぎ行程に移行する。
【００５２】
最終すすぎ行程では、まず、給水弁１２が開き（ステップ＃１３０）、水位センサ１４が
設定水位を検知すると給水弁１２が閉じる（ステップ＃１３５）。そして、循環ポンプ１
０がＯＮ／ＯＦＦし（ステップ＃１４０）、ドラム駆動モータ１３が起動され、タンブリ
ングが行われることによりすすぎが行われる（ステップ＃１４５）。あらかじめ設定され
た時間が経過するとドラム駆動モータ１３が停止される。
【００５３】
次に、最終脱水行程に移行し、排水ポンプ９が起動され、すすぎ水が機外に排出される（
ステップ＃１５０）。また、循環ポンプ１０が停止される（ステップ＃１５５）。水位セ
ンサ１４がリセット水位を検知すると駆動モータ１３がドラム３を洗い行程の中間脱水時
の低速回転と同じ回転数で回転させ（ステップ＃１６０）、一定時間経過後にドラム３を
洗い行程の中間脱水時の高速回転と同じ回転数で回転させる（ステップ＃１６５）。そし
て、一定時間経過後にドラム駆動モータ１３が停止され（ステップ＃１７０）、排水ポン
プ９が停止され（ステップ＃１７５）、運転が終了する。
【００５４】
【発明の効果】
以上説明したように、請求項１の発明によると、ドライコースで洗い及びすすぎを行う場
合に循環 がＯＮ／ＯＦＦすることにより、洗い時においては、 洗濯液の

が変化するため、洗濯物全体に洗濯液がかかり、洗濯物全体を洗浄することがで
きる。したがって、ドライマーク衣料をさらに仕上がり良く洗濯することができる。また
、すすぎ時においては、 すすぎ水の が変化するため、水面の広い範囲
にわたってすすぎ水が噴射され、多くの泡が潰れる。したがって、泡がより早く解消し、
運転時間の短縮を図ることができる。
【００５５】
　請求項２の発明によると、

ドライコースですすぎを行う場合の水槽内の水位を標準コースですすぎを行う場
合の水槽内の水位より高くしたことにより、洗濯物が浮き、ドラムのタンブリングにより
洗濯物にかかる機械力が低減し、布傷みが低減する。したがって、ドライマーク衣料をさ
らに仕上がり良く洗濯することができる。
【００５６】
請求項３の発明によると、ドライコースで洗いを行う場合に洗いの後半における水槽内の
水位を洗いの初期段階における水槽内の水位より低くしたことにより、タンブリングによ
って洗濯物にかかる機械力が低減し、布傷みが低減する。したがって、ドライマーク衣料
をさらに仕上がり良く洗濯することができる。
【００５７】
請求項４の発明によると、ドライコースで洗い及びすすぎを行う場合に、ドラムを３６０
°以内の回転角度で一方向に間欠的に回転させることにより、洗い時には洗濯物の位置が
変化するため、洗濯物全体に洗濯液が浸透し、洗濯物全体を洗浄することができる。した
がって、ドライマーク衣料をさらに仕上がり良く洗濯することができる。また、すすぎ時
には洗濯液の発泡をタンブリング時の水の作用によって希釈することができるので、泡を
短時間で解消させることができ、運転時間を短縮することができる。
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ポンプ 噴射される
落下位置

噴射される 落下位置

ドライコースで洗いを行う場合の水槽内の水位を標準コース
で洗いを行う場合の水槽内の水位より低くしたことにより、洗濯物が浮きにくいためにド
ラムがタンブリングし易くなり、ドラムがタンブリングすると洗濯物が裏返り、洗濯液が
洗濯物全体に浸透するため、洗濯物全体を洗浄することができる。したがって、ドライマ
ーク衣料を仕上がり良く洗濯することができる。
　また、



【００５８】
請求項５の発明によると、ドライコースで洗い及びすすぎを行う場合に、ドラムを３６０
°以内の回転角度で両方向に交互に非対称的に回転駆動することにより、洗い時には洗濯
物の位置が変化するため、洗濯物全体に洗濯液が浸透し、洗濯物全体を洗浄することがで
きる。したがって、ドライマーク衣料をさらに仕上がり良く洗濯することができる。また
、すすぎ時には洗濯液の発泡をタンブリング時の水の作用によって希釈することができる
ので、泡を短時間で解消させることができ、運転時間を短縮することができる。
【００６０】

請求項 の発明によると、洗い及びすすぎの後の中間脱水及び最終脱水においてドラム
を洗濯物がドラムの周壁に張り付いて落ちない速度で回転させることにより、ドラムがタ
ンブリングしないため、洗濯物にかかる機械力が低減して布傷みが低減するとともに洗濯
物に生じるシワが低減する。したがって、ドライマーク衣料をさらに仕上がり良く洗濯す
ることができる。
【００６１】

請求項 の発明によると、ドライコースの洗いの後の中間脱水において、ドラムを、す
すぎの後の中間脱水時の回転数より高い回転数で回転させることにより、洗濯物の泡切れ
が促進されるので、泡が素早く解消する。したがって、運転時間が短縮する。また、低発
泡性以外の洗剤を使用することもできるので、洗剤の適用範囲が広がる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係るドラム式洗濯機の概略斜視図。
【図２】　図１のドラム式洗濯機の縦断面図。
【図３】　操作部１７のレイアウトを示す図。
【図４】　制御系２６とそれによって駆動される各種機能のブロック図。
【図５】　ドライコースを選択した場合の表示装置１８の状態を示す図。
【図６】　制御装置によって実行される動作手順を示すフローチャート図。
【符号の説明】
１　外箱
２　水槽
３　ドラム
３ａ　水平軸
１２　給水弁
１７　操作部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】
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