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(57)【要約】
【課題】利用者が必要なときに、音声によるエラー情報
を聞けるようにした洗濯機及び洗濯乾燥機を提供する。
【解決手段】主制御回路と、洗濯運転コースを設定する
各種の操作ボタンと、エラーが発生した場合に報知する
ブザーと、エラーの内容を音声で告げる音声発生手段と
、前記各種の操作ボタンに含まれ、音声が告げられるよ
うにする音声ボタンと、エラー状態の解除を行うエラー
解除ボタンを有する洗濯機において、前記ブザーがエラ
ーを報知した後、前記エラー解除ボタンが操作されるま
での間、前記音声ボタンの少なくとも一部又はその周辺
が点灯或いは点滅するようにした。
【選択図】　図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主制御回路と、洗濯運転コースを設定する各種の操作ボタンと、エラーが発生した場合
に報知するブザーと、エラーの内容を音声で告げる音声発生手段と、前記各種の操作ボタ
ンに含まれ、音声が告げられるようにする音声ボタンと、エラー状態の解除を行うエラー
解除ボタンを有する洗濯機において、
　前記ブザーがエラーを報知した後、前記エラー解除ボタンが操作されるまでの間、前記
音声ボタンの少なくとも一部又はその周辺が点灯或いは点滅することを特徴とする洗濯機
。
【請求項２】
　請求項１において、前記ブザーがエラーを報知した後、前記エラー解除ボタンが操作さ
れるまでの間、前記音声ボタンが操作される度に、エラーの内容を音声で告げることを特
徴とする洗濯機。
【請求項３】
　請求項１において、前記エラー解除ボタンは、スタート及び一時停止のボタンを兼ねて
いることを特徴とする洗濯機。
【請求項４】
　請求項１において、洗濯運転コースとして予め設定された運転と異なる運転をしている
場合に、前記音声ボタンの少なくとも一部又はその周辺が点灯或いは点滅し、前記音声ボ
タンが操作された場合に、その運転の内容を音声で告げることを特徴とする洗濯機。
【請求項５】
　主制御回路と、洗濯乾燥運転コースを設定する各種の操作ボタンと、エラーが発生した
場合に報知するブザーと、エラーの内容を音声で告げる音声発生手段と、前記各種の操作
ボタンに含まれ、音声が告げられるようにする音声ボタンと、エラー状態の解除を行うエ
ラー解除ボタンを有する洗濯乾燥機において、
　前記ブザーがエラーを報知した後、前記エラー解除ボタンが操作されるまでの間、前記
音声ボタンの少なくとも一部又はその周辺が点灯或いは点滅することを特徴とする洗濯乾
燥機。
【請求項６】
　主制御回路と、洗濯乾燥運転コースを設定する各種の操作ボタンと、洗濯乾燥運転の内
容を表示する表示部と、エラーが発生した場合に報知するブザーと、エラーの内容を音声
で告げる音声発生手段と、前記各種の操作ボタンに含まれ、音声が告げられるようにする
音声ボタンと、エラー状態の解除を行うエラー解除ボタンを有する洗濯乾燥機において、
　前記ブザーがエラーを報知した後、前記エラー解除ボタンが操作されるまでの間、前記
表示部に、前記音声ボタンの操作を促す表示がされることを特徴とする洗濯乾燥機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、洗濯機、および洗濯から乾燥まで通して行える洗濯乾燥機に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　洗濯の運転中に、内槽のアンバランスに起因する異常脱水振動などの状態が生じた場合
に、エラーを報知すると共に、音声によりエラーの内容等を告げる洗濯乾燥機が既に提案
されている。
【０００３】
　例えば、下記特許文献１には、エラーが発生した場合に、まずブザーで報知し、その後
、エラー解除キー又は音声キーが押されるか、ブザー鳴動時間が所定の時間に達した場合
に、ブザーの鳴動を停止し、エラーの内容とその対処方法を発音する洗濯乾燥機が記載さ
れている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２９１３０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記特許文献１に記載された洗濯乾燥機では、エラーの内容と対処方法を一度しか発音
しない。しかしながら、運転中にエラー発生に至った場合には、利用者が洗濯乾燥機の近
くに居ないことが想定され、音声によるエラー情報を聞く機会を逸してしまう場合がある
。
【０００６】
　また、エラー発生後、仮に音声によるエラー情報を常に流し続けると、騒音上の問題等
も懸念される。
【０００７】
　よって、本発明の目的は、利用者が必要なときに、音声によるエラー情報を聞けるよう
にした洗濯機及び洗濯乾燥機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明は、主制御回路と、洗濯運転コースを設定する各種
の操作ボタンと、エラーが発生した場合に報知するブザーと、エラーの内容を音声で告げ
る音声発生手段と、前記各種の操作ボタンに含まれ、音声が告げられるようにする音声ボ
タンと、エラー状態の解除を行うエラー解除ボタンを有する洗濯機において、前記ブザー
がエラーを報知した後、前記エラー解除ボタンが操作されるまでの間、前記音声ボタンの
少なくとも一部又はその周辺が点灯或いは点滅するようにした。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、利用者が必要なときに、音声によるエラー情報を聞けるようにした洗
濯機及び洗濯乾燥機を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施例に係わるもので、洗濯乾燥機の概略を示す縦断面図である。
【図２】本発明の実施例に係わるもので、洗濯乾燥機の制御回路である。
【図３】本発明の実施例に係わるもので、各種ボタン及び表示部が配置された操作パネル
を示す図である。
【図４】本発明の実施例に係わるもので、洗濯乾燥機の洗いから最終脱水に至る工程を示
した図である。
【図５】本発明の実施例に係わるもので、運転開始処理に関するフローを示す図である。
【図６】本発明の実施例に係わるもので、エラー情報読み込みを含めた運転開始処理のフ
ローを示す図である。
【図７】本発明の実施例に係わるもので、エラー処理に関するフローを示す図である。
【図８】本発明の他の実施例に係わるもので、運転内容の変更と音声で告げる案内のフロ
ーを示す図である。
【図９】本発明の他の実施例に係わるもので、運転準備，洗い，乾燥に至る工程で、音声
ボタンが操作したときに音声で告げられる内容を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の実施例について、図１～図９を引用して説明する。
【００１２】
　まず、図１を引用し、洗濯乾燥機の概要について説明する。
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【００１３】
　洗濯乾燥機の外枠１は、洗濯水を貯留する外槽２を内置する。外槽２は外枠１に防振支
持される。洗浄したり、乾燥したりされる洗濯物を収納する洗濯脱水槽（内槽）３は、外
槽２内に回転自在に支持される。
【００１４】
　洗濯物を撹拌して洗う撹拌翼４は、内槽３に回動自在に内置される。洗濯運転時、およ
び乾燥運転時には、撹拌翼４は正転／逆転が繰り返される。脱水運転時には、撹拌翼４は
内槽３と一緒に高速回転し、内槽３内の洗濯物に含まれる水分が脱水される。
【００１５】
　洗濯乾燥用駆動モータ１０は、撹拌翼４、および内槽３の回転駆動を行う。洗濯乾燥用
駆動モータ１０は、ＤＣブラシレスモータを使用する。このＤＣブラシレスモータは、ベ
クトル制御が行われる。
【００１６】
　外蓋５は外枠１の上部に備わるトップカバー６に開閉自在に設けられる。外槽２の上部
には、内蓋３４が開閉自在に設けられる。外蓋５、および内蓋３４を開いて内槽３内に洗
濯物の出し入れを行う。
【００１７】
　トップカバー６は、前側に給水ボックス（図示せず）を有する。給水ボックスは、水道
水，風呂水を外槽２に供給する。洗剤，仕上剤の投入装置３５は、トップカバー６の前側
に備える。洗剤，仕上剤の投入は投入ホース３６により、外槽２と内槽３の間に注がれる
。
【００１８】
　水道水給水弁７はトップカバー６の後部に設けられる。水道水給水弁７の流入接続部８
は、トップカバー６を貫いて上方に突き出す。この突き出た流入接続部８に水道ホース（
図示せず）が接続される。水道水給水弁７の吐出口側は、ここに接続される給水ホース３
０を介して先の給水ボックスに連通接続される。給水ボックスの落し口は、外槽２と内槽
３の間に向けられている。
【００１９】
　風呂水を吸い上げる風呂水ポンプ（図示せず）もトップカバー６の後部に内置される。
風呂水ポンプは、風呂まで延びる吸込ホースが接続される。
【００２０】
　乾燥機構９は、内槽３内の洗濯物を乾かす乾燥用空気の循環送風や除湿を行う。この乾
燥機構９は大部分が乾燥用空気循環路で占められる。
【００２１】
　乾燥用空気循環路は、外槽２の底部に連通するように接続される底部循環路２０，底部
循環路２０から上る除湿用縦通路２１，除湿用縦通路２１の上側に連通するように接続さ
れる温風ユニット２２を有する。温風ユニット２２は、送風ファン，ヒータ２４を有する
。温風ユニット２２の吸込側は、除湿用縦通路２１の上側に接続され、排出側は戻り接続
循環路２５が連通するように接続される。
【００２２】
　戻り接続循環路２５は、上部蛇腹ホース２３を有し、この上部蛇腹ホース２３を介して
外槽２の上部に連通するように接続される。底部循環路２０も下部蛇腹ホース２６を有し
、この下部蛇腹ホース２６を介して外槽２の底部に連通するように接続される。
【００２３】
　除湿用縦通路２１は、後述する除湿領域を内置する。除湿領域は除湿用縦通路２１内に
縦に延びるように存在する。この除湿領域に供給する風呂水や水道水で除湿用縦通路２１
を上昇する乾燥用空気が冷却され、乾燥用空気中に含まれる水分が奪取される。
【００２４】
　温風ユニット２２の送風ファン２９により、乾燥用空気循環路を通じる乾燥用空気が内
槽３内を流通し、内槽３内の洗濯物を乾かす。温風ユニット２２のヒータにより、除湿領
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域で水分の抜けた乾燥用空気は再加熱されて内槽３を流れるので、洗濯物の水分を除去す
る。この水分除去が乾燥用空気の循環で繰り返えされることにより、洗濯物は良く乾燥さ
れるようになる。
【００２５】
　下部蛇腹ホース２６が接続される外槽２の底落込部３１は、下部連通管４１を介して洗
濯水排水路４２と洗濯水循環水路４３に連通する。洗濯水排水路４２には排水弁４４を介
して下部連通管４１が連通し、洗濯水循環水路４３には循環ポンプ４５および異物除去ト
ラップ３２を介して下部連通管４１が連通する。
【００２６】
　洗濯運転時や乾燥運転時には、排水弁４４は閉じておく。洗濯水を排水する排水時や乾
燥運転時には、排水弁４４を開いて外槽２に溜まっていた洗濯水やすすぎ水を洗濯乾燥機
の外部に排水する。
【００２７】
　循環ポンプ４５の吸込側は、異物除去トラップ３２に連通するようにつながれる。循環
ポンプ４５の吐出側は洗濯水循環水路４３に連通するようにつながれる。洗濯水循環水路
４３の先方につながる洗濯水循環水縦水路４６は、外槽２の外側面に沿って上昇し、内槽
３の上側まで延び、内槽３の上側に設けて洗濯糸くず除去装置３３に連通するように接続
される。
【００２８】
　外槽２に溜まる洗濯水や濯ぎ水は、循環ポンプ４５で吸い上げられ、洗濯水循環水縦水
路４６を流れて洗濯糸くず除去装置３３から内槽３に散布するように注がれる。この循環
ポンプ４５による散布注水が続く下で、洗濯や濯ぎが行われるので、少ない水量で良く洗
濯・すすぎが行われる。
【００２９】
　水位センサ４７は、外槽２に溜まる洗濯水や濯ぎ水の水位を検知する。外槽２に底部近
傍にエアートラップ５０を設け、このエアートラップに連通するように接続したエアーチ
ューブ４９を設ける。このエアーチューブ４９の上端に水位センサ４７が連通するように
接続される。外槽２内の水位変動を水位センサ４７が感知して水位検知が行われる。
【００３０】
　洗濯乾燥機の制御回路，操作パネル，洗濯運転の概要に関し、図２～図４を引用して説
明する。
【００３１】
　図２に示す制御回路は、マイクロコンピュータを主要部とする主制御回路６００と、負
荷駆動制御回路６０１と、電源回路６０２と、オートオフリレー６０３を有し、商用交流
電源６０４より給電される。
【００３２】
　主制御回路６００，負荷駆動制御回路６０１、および電源回路６０２には、オートオフ
リレー６０３を介して電力が供給される。電源回路６０２は、交流を直流に変換して主制
御回路６００に供給する。
【００３３】
　負荷駆動制御回路６０１には、水道水給水弁７，ソフト仕上剤弁６０５，洗剤溶かし弁
６０６，冷却水弁６０７，排水弁４４，洗濯乾燥用駆動モータ１０，クラッチ６０８，蓋
ロック機構６０９，電動送風機６１０，循環ポンプ４５，ヒータ２４等の各種機器が接続
される。負荷駆動制御回路６０１は、主制御回路６００の指示のもとで、各種機器の通電
を制御する。
【００３４】
　主制御回路６００には、各種の操作ボタン６１２，水位センサ４７，温度センサ６１３
，蓋開閉センサ６１４，不揮発記憶手段６１５，音声発生ＩＣ６１６，液晶等の表示部６
１７，エラー報知のブザー６１８が接続される。
【００３５】
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　主制御回路６００は、各種の操作ボタン６１２，各種センサ、および不揮発記憶手段６
１５と情報を交信し、負荷駆動制御回路６０１や音声発生ＩＣ６１６を制御する。表示部
６１７にエラーを含む各種情報の表示や、エラー発生時にブザー６１８の鳴動を主制御回
路６００は指示する。
【００３６】
　各種の操作ボタン６１２は、洗濯や乾燥に係る運転情報を入力するもので、図３，図１
に示す操作パネル６１１に配置されたコース設定ボタン６２０と、洗いボタン６２１と、
すすぎボタン６２２と、脱水ボタン６２３と、乾燥ボタン６２４と、スタート／一時停止
ボタン６２５と、音声ボタン６２６と、省エネ用ボタン６２９と、電源（入）ボタン６２
７と、電源（切）ボタン６２８を含む。また、各種の操作ボタン６２０から６２９の内部
には、ＬＥＤなどの発光部品が配されている。
【００３７】
　スタート／一時停止ボタン６２５は、エラーの報知を止めてエラー状態の解除を行うエ
ラー解除ボタンを兼ねている。エラー報知中にエラー解除ボタンが押されると、エラー発
生を報知するブザー６１８の鳴動や表示部６１７のエラー表示が解除される。
【００３８】
　音声ボタン６２６に操作される音声発生ＩＣ６１６には、スピーカ６３０が接続され、
スピーカ６３０から洗濯乾燥運転に関する情報が音声で提供される。
【００３９】
　音声発生手段の音声発生ＩＣ６１６は、音声ＲＯＭ６４０と、Ｄ／Ａ変換器６４１と、
ＡＭＰ６４２を有する。スピーカ６３０が発声する音声の内容は、音声ＲＯＭ６４０に構
築され、音声発生ＩＣ６１６が主制御回路６００の指示のもとで音声の提供をする。
【００４０】
　図４に示す洗濯運転の運転動作は、洗い工程６５０と、すすぎ１工程６５１と、すすぎ
２工程６５２と、最終脱水工程６５３の順で進行し、洗濯の運転終了に至る。この後、乾
燥運転に進むが、ここでは省略する。
【００４１】
　洗い工程６５０は、布量計測のステップ６５０１，洗い給水のステップ６５０２，洗い
撹拌のステップ６５０３を含む。すすぎ１工程６５１は、すすぎ１排水のステップ６５１
０，すすぎ１脱水のステップ６５１１，すすぎ１給水のステップ６５１２，すすぎ１撹拌
のステップ６５１３を含む。
【００４２】
　すすぎ１脱水のステップ６５１１で、内槽３の回転によるアンバランス発生量が規定値
を越えると、すすぎ１撹拌のステップ６５１３にスキップする。ここで脱水を中断し、撹
拌が注水に変更される。
【００４３】
　すすぎ２工程６５２は、すすぎ２排水のステップ６５２１，すすぎ２脱水のステップ６
５２２，すすぎ２給水のステップ６５２３，すすぎ２撹拌のステップ６５２４を含む。す
すぎ２脱水のステップ６５２２で、内槽３の回転によるアンバランス発生量が規定値を越
えると、すすぎ２撹拌のステップ６５２４にスキップする。ここで脱水を中断し、撹拌が
注水に変更される。
【００４４】
　最終脱水工程６５３は、最終排水のステップ６５３０，最終脱水のステップ６５３１を
含む。最終脱水のステップ６５３１で、内槽３の回転によるアンバランス発生量が規定値
を越えると、すすぎ２排水のステップ６５２１にスキップする。ここで脱水を中断し、す
すぎ２工程６５２、および最終脱水工程６５３をやり直す。
【００４５】
　洗濯乾燥機の運転に係わる音声による音声ガイド，表示、およびエラー発生時の報知に
関し、図５～図７，図２，図３を引用して説明する。
【００４６】
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　図５に運転開始処理に関するフローを示す。
【００４７】
　各種の操作ボタン６１２（図３に示す）を押し、洗濯乾燥のコースや運転動作を含めた
運転内容の初期設定が行われ（ステップ７００）、スタート／一時停止ボタン６２５を押
して運転がスタートする（ステップ７０１）。運転スタートに際し、音声ボタン６２６が
押されると（ステップ７０２）、音声発生ＩＣ６１６が作動し、スピーカ６３０（図２）
から運転を開始する音声のガイドが聞かされ（ステップ７０３）、運転動作に進む（ステ
ップ７０４）。
【００４８】
　このように運転スタートに際し、運転開始される旨の音声によるガイドが入るので、使
い慣れのしないユーザにとっても洗濯操作がし易い。
【００４９】
　ステップ７０１で、スタート否の待機時に設定内容変更の入力が行われ（ステップ７０
５）、音声ボタン６２６がＯＮ状態になっているときには（ステップ７０６）、その変更
された設定内容が音声によりガイドされる（ステップ７０７）。
【００５０】
　このように洗濯乾燥運転の設定内容が音声でガイドされるので、これから運転に入る洗
濯乾燥の内容を聞き取りで確認できる。その周りが多少暗く、表示部６１７（図３に示す
）の表示情報が見え難くても設定内容を音声ガイドで的確に把握できる。
【００５１】
　図７は、洗濯乾燥運転でのエラー処理に関するフローを示す。
【００５２】
　まず、エラーが発生すると、ブザー６１８が鳴動を開始し、エラーを報知する（ステッ
プ７２０）。次に、音声ボタン６２６の内部に設けられたＬＥＤなどが点滅を開始する（
ステップ７２１）。これにより、洗濯乾燥機の利用者が音声ボタン６２６に気づきやすく
なり、また、音声ボタン６２６の操作を促すこともできる。その方法としては、上記に限
らず、音声ボタン６２６の一部分や音声ボタン６２６の周辺を点滅させる方法，点滅では
なく点灯させる方法，表示部６１７に音声ボタン６２６の操作を促す表示を行う方法など
であっても良い。
【００５３】
　そして、エラー解除ボタンを兼ねているスタート／一時停止ボタン６２５が操作された
か否かの判定が行われる（ステップ７２３）。スタート／一時停止ボタン６２５が押され
ていない場合は、引き続いて、音声ボタン６２６が操作されたか否かの判定が行われる（
ステップ７２４）。ここで、音声ボタン６２６が押されていない場合、第１回目の音声ガ
イドが行われたか否かを判定する（ステップ７２５）。まだ音声ガイドが一度も行われて
いないときは、引き続いて、ブザー鳴動時間が所定の時間に達したか否かが判定される（
ステップ７２６）。ブザー鳴動時間が所定の時間に達していない場合は、上記ステップ７
２３に戻り、ブザー鳴動時間が所定の時間に達した場合は、ブザー６１８の鳴動を停止さ
せる（ステップ７２７）。その後、エラーの内容とそのエラーへの対処方法が、音声で告
げられる（ステップ７２８）。更に、第１回目の音声ガイドを終了したことが登録され（
ステップ７２９）、上記ステップ７２３へ戻る。
【００５４】
　尚、上記ステップ７２３で、エラー解除ボタンがＯＮされた場合は、ブザー６１８の鳴
動を停止し（ステップ７１１）、エラー状態の解除処理を行う（７１３）。その後、音声
ボタン６２６の点滅を終了させる（ステップ７１３）。このように、本実施例における洗
濯乾燥機は、ブザー６１８がエラーを報知した後、エラー解除ボタンが操作されるまでの
間、音声ボタン６２６が点滅する。
【００５５】
　また、上記ステップ７２４で、音声ボタン６２６がＯＮされた場合は、その直前にブザ
ー６１８が鳴動中であれば鳴動を停止した状態で、その直前に鳴動してなければそのまま
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の状態で、スピーカ６３０から音声ガイドを流す。したがって、音声ガイドの音が、ブザ
ー６１８の音で聞き取りにくくなることはない。尚、表示部６１７へのエラー表示につい
ては、ブザー鳴動停止後も継続させることが可能である。
【００５６】
　本実施例によれば、エラー解除ボタンが押されない限り、利用者が必要に応じて音声ボ
タン６２６を押せば、その度に音声ガイドを聞くことができる。例えば、エラー発生時に
洗濯乾燥機の近くにおらず、第１回目の音声ガイドを聞き逃した利用者も、音声ボタン６
２６の点滅によりエラーの発生を容易に把握することができ、しかも聞き逃した音声ガイ
ドも音声ボタン６２６を押すことにより再度聞くことができる。
【００５７】
　エラー発生時の音声ガイドの内容は、次のような項目である。
　(１)．（１)－１「原因」・(１)－２「状態」の説明
　(２)．その対処方法の説明
　(３)．電源を切らなくても運転が再開する旨の説明
　　　　＊処置を施すことで運転再開ができる場合
　(４)．その後、工程が（継続できる・できない）の説明
　　　　上記の内容に基づく、音声ガイドの具体例を下記に示す。
　　　　「〔(１)－１〕洗濯物の片寄りが起きたため、〔(１)－２〕脱水運転を中断して
　　　　　います。〔(３)〕一時停止ボタンを押してから、〔(２)〕外蓋／内蓋を開け、
　　　　　洗濯物の片寄りを直してください。〔(４)〕スタートボタンを押すと運転を始
　　　　　めます。」
【００５８】
　このようなエラー発生に対処したブザー６１８による鳴動，表示部６１７の報知に加え
、音声によるエラー内容と対処方法を告げることにより、エラーを解消する対応が迅速に
行われる。殊に音声ガイドを求める音声ボタン６２６の押し忘れがあっても、エラー発生
に対処する音声による知らせが、ブザー６１８による鳴動，表示部の報知に加えて告げら
れるので、洗濯乾燥機の使い勝手さらに向上する。
【００５９】
　さらに、エラー発生に対処する音声による知らせ時に洗濯機の傍にいなかった場合も、
音声ボタン６２６内部のＬＥＤなどを点滅させ続けることで対処法を聞き逃すことも避け
ることができる。
【００６０】
　図６は、エラー情報読み込みを含めた運転開始処理のフローである。
【００６１】
　このフローで、後半のステップ７００以降は、図５で説明した運転開始処理に関するフ
ローと同じ内容であるので、共通の符号を付して説明は省略する。
【００６２】
　さて、まず不揮発記憶手段６１５（図２に示す）より、エラー情報の読み込みをする（
ステップ７３０）。続いてエラー有無が判定され（ステップ７３１）、エラー無のときは
ステップ７００へと進む。
【００６３】
　ステップ７３１でエラー有のときは、音声ボタン６２６がＯＮか否かが判定される（ス
テップ７３２）。ステップ７３２で音声ボタン６２６がＯＮのときは、音声によるエラー
内容と対処方法が告げられる（ステップ７３３）。そして、エラー解除ボタン受付（ステ
ップ７３４）が行われると、エラー表示と音声発音を停止し（ステップ７３５）、ステッ
プ７００へと進む。
【００６４】
　エラー解除ボタン受付（ステップ７３４）が行われないときは、音声によるエラー内容
と対処方法を告げるアナウンスが繰り返えされる。このアナウンスの繰り返しを数回した
ら、ステップ７００へと進むようにすることも可能である。



(9) JP 2012-5552 A 2012.1.12

10

20

30

40

50

【００６５】
　ステップ７３２で音声ボタン６２６がＯＦＦのときは、表示部６１７にエラーの表示を
する（７３６）。またブザー６１８の鳴動も必要に応じて加える。そして、ステップ７３
４へと進む。
【００６６】
　音声ガイドに関する他の実施例について図８，図９を引用して説明する。
【００６７】
　図９は、運転準備，洗い工程，すすぎ工程，脱水工程，乾燥工程と、各工程内での動作
内容と、各動作内で告げられる音声案内の内容を示している。
【００６８】
　全工程は、図９の（１），（２），（３）の順で進行する。洗濯に関する工程，乾燥に
関する工程を別個に分けて運転することもできる。
【００６９】
　運転準備の工程区分で、図３に示す音声ボタン６２６の操作（押す）されると、コース
設定ボタン６２０や操作ボタン６１２の操作により設定されているコースの内容が音声発
生手段より音声で告げられる〔ＡＮＳ（１）標準コースが設定されています〕。設定した
コースの内容が音声で確認できるので、誤って設定したことを容易に知ることができる。
【００７０】
　また、コース設定ボタン６２０や操作ボタン６１２の操作によりコース設定をしなかっ
たときは、前回実行したコースが音声発生手段で告げられる。図２に示す不揮発記憶手段
６１５は前回の実行したコースを記憶している。コース設定ボタン６２０や操作ボタン６
１２の操作により不揮発記憶手段６１５に記憶内容が更新されるようになっている。
【００７１】
　洗い工程の洗剤量検知動作中では、音声ボタン６２６の操作により〔ＡＮＳ（５０）洗
濯物の重さを測っています〕等の音声案内が行われる。
【００７２】
　洗い工程のホット高洗浄動作中では、音声ボタン６２６の操作により〔ＡＮＳ（５８）
洗濯物を温めながら洗っています〕等の音声案内が行われる。
【００７３】
　洗い工程の洗剤溶かし動作中では、音声ボタン６２６の操作により〔ＡＮＳ（５２）吸
水しています〕等の音声案内が行われる。
【００７４】
　洗い工程の前洗い動作中では、音声ボタン６２６の操作により〔ＡＮＳ（５２）吸水し
ています〕、〔ＡＮＳ（５７）洗いをしています〕等の音声案内が行われる。
【００７５】
　洗い工程の本洗い動作中では、音声ボタン６２６の操作により〔ＡＮＳ（５４）風呂水
ポンプで風呂水を吸水しています〕、〔ＡＮＳ（５５）風呂水がなくなったため水道水に
切替えました〕等の音声案内が行われる。
【００７６】
　この水道水の切替えの音声案内は、風呂水ポンプで風呂水を吸水するように設定された
モードにもかかわらず、風呂水がなくなった場合や、風呂水吸水ホースが浴槽に入れられ
ていないときに行われる。この音声案内で、風呂水ポンプが故障でないことを知ることが
できる。これにより、コールセンターにサービス依頼をする無駄が解消される。
【００７７】
　また、運転を一時停止され、風呂水吸水ホースを浴槽に入れて運転を再開することによ
り、風呂水ポンプによる吸水を行うことができる。
【００７８】
　すすぎ第１回目工程の中間脱水動作中では、音声ボタン６２６の操作により〔ＡＮＳ（
５９）脱水しています〕等の音声案内が行われる。
【００７９】
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　すすぎ第１回目工程の給水動作中では、音声ボタン６２６の操作により〔ＡＮＳ（５２
）吸水しています〕、〔ＡＮＳ（５４）風呂水ポンプで風呂水を吸水しています〕等の音
声案内が行われる。
【００８０】
　すすぎ第１回目工程のすすぎ動作中では、音声ボタン６２６の操作により〔ＡＮＳ（６
２）注水すすぎをしています〕、〔ＡＮＳ（６５）洗濯物の片寄りが起こりました。片寄
りを直すためのすすぎをしています〕等の音声案内が行われる。
【００８１】
　この「洗濯物の片寄りが起こりました。片寄りを直すためのすすぎをしています」の音
声案内により、動作不良でないことを知ることができる。
【００８２】
　このように、洗濯運転コースとして予め設定した運転と異なる運転をしている際には音
声ボタン６２６内部のＬＥＤなどを点滅することで、利用者に対して積極的に動作不良で
ないことを教示することも可能である。
【００８３】
　すすぎ第２回目工程の中間脱水動作中では、音声ボタン６２６の操作により〔ＡＮＳ（
５９）脱水しています〕等の音声案内が行われる。
【００８４】
　すすぎ第２回目工程の給水動作中では、音声ボタン６２６の操作により〔ＡＮＳ（５２
）吸水しています〕、〔ＡＮＳ（５４）風呂水ポンプで風呂水を吸水しています〕等の音
声案内が行われる。
【００８５】
　すすぎ第２回目工程のすすぎ動作中では、音声ボタン６２６の操作により〔ＡＮＳ（６
２）注水すすぎをしています〕、〔ＡＮＳ（６５）洗濯物の片寄りが起こりました。片寄
りを直すためのすすぎをしています〕等の音声案内が行われる。
【００８６】
　清水すすぎ工程のすすぎ動作中では、音声ボタン６２６の操作により〔ＡＮＳ（６３）
水道水で仕上げすすぎをしています〕等の音声案内が行われる。
【００８７】
　リターンサイクル工程の給水動作中では、音声ボタン６２６の操作により〔ＡＮＳ（６
５）洗濯物の片寄りが起こりました。片寄りを直すためのすすぎをしています〕等の音声
案内が行われる。
【００８８】
　リターンサイクル工程のすすぎ動作中では、音声ボタン６２６の操作により〔ＡＮＳ（
６５）洗濯物の片寄りが起こりました。片寄りを直すためのすすぎをしています〕等の音
声案内が行われる。
【００８９】
　この「洗濯物の片寄りが起こりました。片寄りを直すためのすすぎをしています」の音
声案内により、動作不良でないことを知ることができる。
【００９０】
　このように、設定した動作と異なる挙動をしている際には音声ボタン６２６内部のＬＥ
Ｄなどを点滅することで、ユーザに対して積極的に動作不良でないことを教示することも
可能である。
【００９１】
　脱水工程の最終脱水動作中では、音声ボタン６２６の操作により〔ＡＮＳ（５９）脱水
しています〕、〔ＡＮＳ（６８）洗濯物をほぐしています〕等の音声案内が行われる。
【００９２】
　乾燥工程の乾燥動作中では、音声ボタン６２６の操作により〔ＡＮＳ（６６）乾燥して
います〕等の音声案内が行われる。
【００９３】
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　乾燥工程の仕上げ動作中では、音声ボタン６２６の操作により〔ＡＮＳ（６６）乾燥し
ています〕等の音声案内が行われる。
【００９４】
　終了工程の終了動作中では、音声ボタン６２６の操作により〔ＡＮＳ（６９）運転が終
わりました〕等の音声案内が行われる。
【００９５】
　次に、図８に沿って電源ＯＮから運転終了に至る過程での音声による案内に関し説明を
する。
【００９６】
　ステップ９０００で電源が入れられ、コース設定ボタン６２０や操作ボタン６１２の操
作で運転のコース設定が行われる（ステップ９００１）。このコース設定は、図９に挙げ
たコース選択に対応する。ステップ９００２で音声ボタン６２６が操作されると、設定さ
れている運転コースが音声で案内される（ステップ９００３）。
【００９７】
　音声案内で設定されている運転コースを確認し、スタートボタンを操作（ステップ９０
０４）して運転が開始される（ステップ９００５）。音声案内で運転コースの選択誤りに
気づいたら、運転コースを再設定して運転の開始を行う（ステップ９００５）。この際、
ステップ９００２で再設定した運転コースの再確認を踏んでから運転の開始を行うことも
できる。
【００９８】
　ステップ９００５で運転が開始され、その運転動作中に音声ボタン６２６が操作される
と（ステップ９００６）、運転内容の変更（ステップ９００６）がなければ、設定された
運転動作に関する音声案内が告げられる（ステップ９００８）。
【００９９】
　しかし、設定された運転動作内容と違う運転動作内容になっているときは、変更した理
由と変更後の運転動作が音声で案内される（ステップ９００９）。
【０１００】
　すなわち、上述したように風呂水ポンプで風呂水を吸水するように設定されたモードに
もかかわらず、水道水による給水が行われている場合には、〔風呂水がなくなったため水
道水に切替えました〕等の音声案内で、実行されている運転が設定した運転内容と違う変
更理由を知ることができる。これにより風呂水ポンプが故障でないことを知ることができ
、コールセンターにサービス依頼をする等の無駄が一掃される。使用者にとって、使い易
い洗濯乾燥機を提供できる。
【０１０１】
　また、音声での案内が終わると、次に、運転終了か否かの判定が行われる（ステップ９
０１０）。ここで、運転終了でないと判定されると、再度、運転内容の変更の有無が確認
され（ステップ９０１１）、運転内容に変更があれば、音声ボタン６２６を点滅させる（
ステップ９０１２）。そして、運転内容に変更がなければ、音声ボタン６２６点滅させず
（ステップ９０１３）、上記ステップ９００６へ戻る。
【符号の説明】
【０１０２】
６００　主制御回路
６１２　各種の操作ボタン
６１６　音声発生ＩＣ
６１７　表示部
６１８　ブザー
６２５　スタート／一時停止ボタン
６２６　音声ボタン
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