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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
上方に開口部を有する洗浄槽と、前記洗浄槽内に上下に配設され食器類を載置する下かご
と上棚かごと、前記下かごに移動可能に構成された小物入れと、前記洗浄槽内に設けられ
洗浄水を噴射して前記食器類を洗浄する洗浄ノズルとを備え、前記下かごは、前記食器類
を支持する複数の立設された支持部材を有するとともに、前記小物入れが移動する範囲に
互いに異なる形状の支持部材を有し、前記小物入れは一部の前記支持部材を覆うように配
設され、前記小物入れが移動することによって、互いに異なる形状の前記支持部材が出現
するように構成した食器洗い機。
【請求項２】
前記下かごは、前記小物入れに覆われる前記支持部材に、少なくとも包丁立てが含まれる
ように構成した請求項１記載の食器洗い機。
【請求項３】
前記小物入れは、近接して載置される食器類との間に所定の隙間を確保する突起部を有す
る請求項１または２記載の食器洗い機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は食器類を洗浄槽内の食器かごに収容して洗浄する食器洗い機に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来の食器洗い機の構成について説明する。図６は、従来の食器洗い機の側面断面図で
あり、図７は、同食器洗い機の正面断面図である。図６及び図７は、いずれも食器洗い機
がシステムキッチンに組み込まれた状態を示している。
【０００３】
　図６及び図７に示すように、前方に前面開口部１を有する筐体２はシステムキッチンに
収納されている。筐体２の内部に設けられた洗浄槽３は、筐体２１に収納された時に前面
開口部１を覆う扉体４と、上方に上面開口部５を有し、内部に食器類６を収容する食器か
ご７を配置している。食器かご７の下方には洗浄ノズル８を回転自在に設けており、洗浄
槽３内に溜めた洗浄水をポンプ９によって循環させ、洗浄ノズル８より噴射して食器類６
を洗浄する。洗浄槽３の左右側部の外側下方にはレール１０が配設され、洗浄槽３は、前
後方向へ移動可能に筐体２の左右側面の内側で支持されている。
【０００４】
　使用者は、扉体４に一体的に形成された把手部１１をつかみ、洗浄槽３を前方に引き出
し、上面開口部５より食器類６の出し入れを行う。筐体２内の上部空間には上面開口部５
を封止する内蓋１２が設けられている。洗浄槽３が筐体２内に戻される時に、筐体２内の
上部空間に待機していた内蓋１２が、筐体２の左右側面の内側に配したリンク機構１３等
により後方へ移動しつつ降下して上面開口部５を閉塞する。
【０００５】
　食器かご７は、下かご１４と上棚かご１５の上下２段で構成されている。下かご１４に
は、箸やスプーン等の細長いカトラリーを立てて収容する小物入れ１６が配置され、洗浄
槽３内の空間を効率的に活用して、より多くの食器類６を収納して効率よく洗浄できるよ
うに工夫されている。下かご１４には皿や椀類、上棚かご１５にはコップや湯飲み類、小
物入れ１６には箸やスプーン等の細長いカトラリーが収納される。また、下かご１４には
包丁を安全な形態で載置できる包丁立て１９が一体的に形成されている（例えば、特許文
献１参照）。
【０００６】
　使用者が食器類６の出し入れを行う際には、洗浄槽３を前方に引き出し、上面開口部５
より行う。この際、上棚かご１５に食器類６を載置してしまうと下かご１４へ食器類６を
載置しにくくなるため、通常は下かご１４から先に食器類６を載置する。上棚かご１５は
、洗浄槽３の内壁側を支点として回動自在で立ち上げられる構成として、下かご１４に食
器類６を載置する際の邪魔にならないようにしているものが多い。
【０００７】
　食器洗い機は、使用者によって洗浄槽３が筐体２内に戻され、運転を開始されると、洗
浄槽３の底部に配置されたヒータ１７によって洗浄水を加熱しながら、その洗浄水を洗浄
ノズル８から食器類６に向かって噴射し、食器類６の汚れを落とす洗浄工程を行う。その
後、食器類６をすすいだ後、排水を行い、洗浄槽３内の湿った空気をヒータ１７によって
暖めつつ、送風手段１８によって排気して食器類６を乾燥する乾燥工程を行って運転を終
了する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００３－１８０６０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、前記従来の構成では、下かご１４に設けた包丁立て１９は、包丁を安全
な形態で載置するため、専用の特異な形状をしており、包丁以外の食器類６等を載置する
ことができない。そのため、包丁を洗浄しない場合は包丁立て１９が無駄なスペースとな
ってしまうという課題を有していた。
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【００１０】
　本発明は、上方に開口部を有する洗浄槽と、前記洗浄槽内に上下に配設され食器類を載
置する下かごと上棚かごと、前記下かごに移動可能に構成された小物入れと、前記洗浄槽
内に設けられ洗浄水を噴射して前記食器類を洗浄する洗浄ノズルとを備え、前記下かごは
、前記食器類を支持する複数の立設された支持部材を有するとともに、前記小物入れが移
動する範囲に互いに異なる形状の支持部材を有し、前記小物入れは一部の前記支持部材を
覆うように配設され、前記小物入れが移動することによって、互いに異なる形状の前記支
持部材が出現するように構成したことで、食器洗い機に載置する頻度の少ない食器類や調
理器具などを載置可能にしつつ、従来と同様の食器容量を確保することができる食器洗い
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】
【００１１】
　前記従来の課題を解決するために、本発明の食器洗い機は、上方に開口部を有する洗浄
槽と、前記洗浄槽内に上下に配設され食器類を載置する下かごと上棚かごと、前記下かご
に移動可能に構成された小物入れと、前記洗浄槽内に設けられ洗浄水を噴射して前記食器
類を洗浄する洗浄ノズルとを備え、前記下かごは、前記食器類を支持する複数の立設され
た支持部材を有するとともに、前記小物入れが移動する範囲に互いに異なる形状の支持部
材を有し、前記小物入れは一部の前記支持部材を覆うように配設され、前記小物入れが移
動することによって、互いに異なる形状の前記支持部材が出現するように構成したもので
ある。これによって、食器洗い機に載置する頻度の少ない食器類や調理器具などを載置可
能にしつつ、従来と同様の食器容量を確保することができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の食器洗い機は、食器かごに食器類を入れる際に小物入れを移動することにより
、食器洗い機に載置する頻度の少ない食器類や調理器具などを載置可能にしつつ、従来と
同様の食器容量を確保することができ、使い勝手が良い食器洗い機を提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施の形態１における食器洗い機の小物入れの移動前の状態を示す側面
断面図
【図２】同食器洗い機の小物入れの移動後の状態を示す側面断面図
【図３】同食器洗い機の小物入れの移動前の状態を示す正面断面図
【図４】同食器洗い機の小物入れの移動後の状態を示す正面断面図
【図５】（ａ）同食器洗い機の小物入れの移動前の状態を示す平面図（ｂ）同食器洗い機
の小物入れの移動後の状態を示す平面図
【図６】従来の食器洗い機の側面断面図
【図７】従来の食器洗い機の正面断面図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　第１の発明の食器洗い機は、上方に開口部を有する洗浄槽と、前記洗浄槽内に上下に配
設され食器類を載置する下かごと上棚かごと、前記下かごに移動可能に構成された小物入
れと、前記洗浄槽内に設けられ洗浄水を噴射して前記食器類を洗浄する洗浄ノズルとを備
え、前記下かごは、前記食器類を支持する複数の立設された支持部材を有するとともに、
前記小物入れが移動する範囲に互いに異なる形状の支持部材を有し、前記小物入れは一部
の前記支持部材を覆うように配設され、前記小物入れが移動することによって、互いに異
なる形状の前記支持部材が出現するように構成したものである。これによって、食器洗い
機に載置する頻度の少ない食器類や調理器具などを載置可能にしつつ、従来と同様の食器
容量を確保することができる。
【００１５】
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　第２の発明は、第１の発明において、下かごは、小物入れに覆われる前記支持部材に、
少なくとも包丁立てが含まれるように構成したことにより、包丁立てに使用する支持部材
を、必要のないときは、載置する頻度の多い食器類を載置できる支持部材にすることがで
きる。
【００１６】
　第３の発明は、第１または２の発明において、小物入れは、近接して載置される食器類
との間に所定の隙間を確保する突起部を有することにより、小物入れと近接して載置され
た食器類との隙間が確保され、隙間から洗浄ノズルによって噴射される洗浄水を小物入れ
に載置されたカトラリーや、食器類に当てることができ、洗浄能力を確保することができ
る。
【００１７】
　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、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。
【００１８】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１における食器洗い機の小物入れの移動前の状態を示す側
面断面図である。図２は、同食器洗い機の小物入れの移動後の状態を示す側面断面図であ
る。図３は、同食器洗い機の小物入れの移動前の状態を示す正面断面図である。図４は、
同食器洗い機の小物入れの移動後の状態を示す正面断面図である。図５は、同食器洗い機
の構成を示す平面図である。前面なお、図３～図５においては、小物入れの移動位置の違
いを明確に示すため、小物入れの符号２９は、ａ、ｂを付記した符号によって区別して示
す。
【００１９】
　まず、本発明の実施の形態１における食器洗い機の構成について説明する。図１～図５
において、前方に前面開口部２０を有する筐体２１はシステムキッチンに収納されている
。筐体２１の内部に設けられた洗浄槽２２は、筐体２１に対し前後に移動可能に構成され
、筐体２１に収納された時に前面開口部２０を覆う扉体２３と、上方に上面開口部２４（
開口部）が設けられ、内部に食器類２５を載置する食器かご２６が配置されている。食器
かご２６は、上棚かご２７が下かご２８の上部の一部を覆うように上下２段に構成されて
いる。また、下かご２８の前部には、箸やスプーン等の細長いカトラリー類を立てて収容
できる小物入れ２９が配置されている。
【００２０】
　下かご２８の前部には、略直線状に形成され互いに平行に配置された２本の棒状線材上
に、複数の食器支持ピン３０（支持部材）と、包丁の柄と刃の形状に応じ、それぞれを支
持する包丁支持部材３１ａ、３１ｂ（支持部材）とが前後２列で一体的に立設させて形成
されている。包丁支持部材３１ａと３１ｂとは、包丁立て３１（支持部材）を構成してい
る。
【００２１】
　包丁支持部材３１ａ、３１ｂおよび食器支持ピン３０は、それぞれ支持する対象物の形
状に合わせて、互いに異なる形状としてある。具体的には、包丁支持部材３１ａ、３１ｂ
は同じ長さに形成され略垂直に立設されている。一方、２個一対で主に皿類を支持する食
器支持ピン３０は、垂直に対し一対の上方が開くように少し傾斜させて立設されており、
その長さは、包丁支持部材３１ａ、３１ｂより長いが、垂直高さは、包丁支持部材３１ａ
、３１ｂとほぼ同じに形成してある。したがって、包丁立て３１の形状と一対の食器支持
ピン３０で構成される主に皿類を支持する部位の形状も互いに異なっている。
【００２２】
　また、下かご２８の前部には、２列の食器支持ピン３０および包丁支持部材３１ａ、３
１ｂを立設させた２本の棒状線材の間に平行に、小物入れ２９を支持する小物入れ支持線
材３２が設けられている。小物入れ２９には、底部に食器支持ピン３０、包丁立て３１に
対応した凹部３３（図１参照）が設けられ、小物入れ支持線材３２及び位置に応じて食器
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支持ピン３０または包丁支持部材３１ａ、３１ｂによって、落下及び転倒しないよう下か
ご２８上に支持されている。
【００２３】
　小物入れ２９は、食器支持ピン３０および包丁立て３１を避けるようにして、小物入れ
支持線材３２上を食器洗い機の左右方向に、前方から見て最も左側の小物入れ２９ａ（図
３及び図５（ａ）に示す）の位置から最も右側の小物入れ２９ｂ（図４及び図５（ｂ）に
示す）の位置へ移動可能に設置されている。包丁立て３１は、小物入れ２９が小物入れ２
９ａの位置にあるとき、小物入れ２９ａに覆われるように形成されている。
【００２４】
　また、小物入れ２９は、右側面に、小物入れ２９ａの位置で移動する方向に近接して載
置される食器類２５との間に所定の隙間を確保する複数個の突起部３４を有している。
【００２５】
　下かご２８の後部には、詳細は図示しないが、複数の棒状の食器支持ピンを屹立させた
複数の線材によって構成される一般的な食器載置部が形成されている。この食器載置部に
は、通常、皿類や椀類が載置される。
【００２６】
　下かご２８の下方には洗浄ノズル３５が回転自在に設けられている。ポンプ３６は、洗
浄槽２２内に溜めた洗浄水を、洗浄ノズル３５より噴射して食器類２５を洗浄しながら循
環させる。洗浄槽２２の左右側部の外側下方と筐体２１の左右側面の内側にはレール３７
が配設されている。洗浄槽２２は、このレール３７によって前後方向へ移動可能に筐体２
１で支持されている。
【００２７】
　把手部３８が扉体２３に一体的に形成されている。使用者は、この把手部３８をつかみ
、洗浄槽２２を筐体２１内から前方に引き出し、上面開口部２４より食器類２５の出し入
れを行う。筐体２１内の上部空間には上面開口部２４を封止する内蓋３９が設けられてい
る。洗浄槽２２が筐体２１内に戻される時に、筐体２１内の上部空間に待機していた内蓋
３９が、筐体２１の左右側面の内側に配したリンク機構４０等により後方へ移動しつつ降
下して上面開口部２４を閉塞する。
【００２８】
　次に、以上のように構成された食器洗い機について、その動作及び作用を説明する。ま
ず、使用者は、洗浄槽２２を筐体２１から引き出し、上面開口部２４より食器類２５を食
器かご２６に載置して洗浄槽２２内に収容する。次に、洗浄槽２２が筐体２１内に戻され
、食器洗い機の運転が開始されると、食器洗い機は、洗浄槽２２の底部に配置されたヒー
タ４１によって洗浄水を加熱しながら、その洗浄水を洗浄ノズル３５から食器類２５に向
かって噴射し、食器類２５の汚れを落とす洗浄工程を行う。その後、食器洗い機は、食器
類２５をすすいだ後、排水を行い、洗浄槽２２内の湿った空気をヒータ４１によって暖め
つつ、送風手段４２によって排気して食器類２５を乾燥する乾燥工程を行って運転を終了
する。
【００２９】
　使用者は、上記した食器類２５の食器かご２６への載置に際し、包丁を洗浄しない場合
は、図３及び図５（ａ）に示すように、小物入れ２９を最も左側で洗浄槽２２の中央寄り
に位置させた小物入れ２９ａの状態で、椀、コップ、皿、箸及びスプーン等の食器類２５
を順不同で載置、収容し、所定の容量の食器類２５を収容することができる。また、使用
者は、包丁を洗浄したい場合は、小物入れ２９を最も右側で洗浄槽２２の右側壁近くの小
物入れ２９ｂの位置に横移動すると、小物入れ２９ａに上方を覆われていた包丁立て３１
が出現し、包丁を安全な形態で載置することができる。
【００３０】
　これにより、本発明の食器洗い機は、食器洗い機に載置する頻度の少ない食器類２５や
調理器具などを載置可能にしつつ、従来と同様の食器容量を確保することができる。
【００３１】



(6) JP 6111410 B2 2017.4.12

10

20

30

40

　また、小物入れ２９に、近接して載置される食器類２５との間に所定の隙間を確保する
突起部３４を設けたことにより、小物入れ２９ａの位置における小物入れ２９に近接して
載置された食器類２５との隙間を確保できる。また、小物入れ２９ａの位置から小物入れ
２９ｂの位置に移動する途中でも食器類２５の載置が可能であるが、小物入れ２９を留め
る場所によって、食器類２５と小物入れ２９の隙間が所定より小さくなった場合でも、小
物入れ２９と食器類２５には所定の隙間が確保される。これにより、食器洗い機は、洗浄
ノズル３５によって噴射される洗浄水を、小物入れ２９に載置されたカトラリーや小物入
れ２９に近接して設置された食器類２５に当てることができ、洗浄能力を確保することが
できる。
【００３２】
　なお、本発明は、上記実施の形態の包丁立て３１に替えて、他の特定の被洗浄物専用の
支持部材（例えば、まな板立て、さいばし置き、おたま置き等）であっても適用が可能で
あり、同様の効果を得ることができる。また、小物入れ２９ではなく、例えば、グラス立
てを移動可能に配置してもよい。
【００３３】
　また、包丁立て３１及び小物入れ２９の位置関係は上記実施の形態に限定されるもので
はなく、例えば、包丁立て３１が下かご２８の略中央ではなく端部に配置されたり、小物
入れ２９ａ、２９ｂの位置が逆であってもよい。また、小物入れ２９の移動方向が横方向
でなくても同様の効果を得ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００３４】
　以上のように、本発明にかかる食器洗い機は、食器かごに食器類を収容する際に、小物
入れを移動可能にすることで、食器洗い機に載置する頻度の少ない食器類や調理器具など
を載置可能にしつつ、従来と同様の食器容量を確保できる。よって、システムキッチンに
ビルトインして使用されるタイプ等、特に洗浄槽の開口部が上方に形成された食器洗い機
等に有用である。
【符号の説明】
【００３５】
　２０　前面開口部
　２１　筐体
　２２　洗浄槽
　２４　上面開口部（開口部）
　２５　食器類
　２６　食器かご
　２７　上棚かご
　２８　下かご
　２９、２９ａ、２９ｂ　小物入れ
　３０　食器支持ピン（支持部材）
　３１　包丁立て（支持部材）
　３１ａ、３１ｂ　包丁支持部材（支持部材）
　３２　小物入れ支持線材
　３３　凹部
　３４　突起部
　３５　洗浄ノズル
　３６　ポンプ
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