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(57)【要約】
【課題】水位検知により、泡の発生異常を検知し、給水
時の水の溢れ等を防止すること。
【解決手段】モータ４５にて駆動する回転ドラム４３を
軸支する水槽４２と、洗濯水を供給する給水手段５４と
、水槽内の水位を検知する水位検知手段７６と、水槽４
２内の洗濯水を循環ポンプ６７により回転ドラム４３内
に噴射させる水循環系５６と、洗濯水を加熱する温水ヒ
ータ７２と、前記モータ４５、給水手段５４、循環ポン
プ６７、温水ヒータ７２等を制御して給水、洗い、すす
ぎ、脱水等の行程を制御する制御手段８２とを備え、制
御手段８２は、循環ポンプ６７、温水ヒータ７２を動作
させる給水攪拌行程の初期において、水位検知手段７６
で検知した水位に応じた危険水位（所定水位）までの閾
値を設定し、以降の行程で水位信号の変化量が閾値以上
になれば、泡発生異常と判定し、水位変動や衣類量の影
響を低減した構成で泡発生異常を検知し消泡行程に切り
替える。
【選択図】図３



(2) JP 2012-170694 A 2012.9.10

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
壁面に複数の脱水孔を形成した回転ドラムを回転自在に軸支する水槽と、前記回転ドラム
を回転駆動するモータと、前記水槽に洗剤及び洗濯水を供給する洗濯水兼洗剤供給装置と
、前記洗濯水兼洗剤供給装置に洗濯水を供給する給水手段と、前記水槽内の洗濯水の水位
を検知する水位検知手段と、前記水槽内の洗濯水を循環ポンプにより前記水槽に設けた噴
出口から前記回転ドラム内に噴射して循環させる水循環系と、洗濯水を加熱する温水ヒー
タと、前記モータ、給水手段、循環ポンプ等を制御して、洗い、すすぎ、脱水等の各行程
を制御する制御手段とを備え、前記制御手段は、洗い行程で洗濯水を加熱し、前記循環ポ
ンプを動作させる給水攪拌行程の初期において、前記水位検知手段にて水位を検知し、検
知した水位に応じた所定水位までの閾値を設定し、水位信号の変化量がそれぞれの閾値以
上になれば泡発生異常と判定し、以降の行程を消泡行程に切り替えるドラム式洗濯機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ドラム式洗濯機の制御に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種のドラム式洗濯機は、洗濯中に発生した洗剤泡による洗濯機の機能低下や
、電気部分に付着して故障等を発生するのを防止する為に、水位検知手段の信号の変化に
より、の水槽内の洗剤泡の発生状態を検知し、以降の消泡行程、洗い行程、すすぎ行程及
び給水手段、排水手段を制御することで対応してきた（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　図５は、特許文献１に記載された従来のドラム式洗濯機の制御フローチャートである。
【０００４】
　なお、水位検知手段は、水圧をダイヤフラムで受圧し、その変化から得られる電磁コイ
ルのインピーダンスの変化を出力として周波数に変換し、制御手段で水槽内の水位を検知
するものである。
【０００５】
　図５に示すように、洗濯開始（ステップ１００）し、給水弁にて規定の水位まで給水さ
れた後（ステップ１０１）、水位検知手段により、基準水位（圧力）としての基準値の設
定を行う（ステップ１０２）。その後、基準値からの周波数変化が１．５ｋＨｚを超えた
場合（ステップ１０３）、洗剤泡が異常なほど多量に発生していると判断し、排水（ステ
ップ１０４）した後、消泡シーケンス（ステップ１０５）を例えば７分間行うものである
。
【０００６】
　さらに、ステップ１０３にて、基準水位からの周波数変化が１．５ｋＨｚよりも少なく
、洗剤泡が異常発生していないと判断すると、次のステップ１０６にて基準水位からの周
波数変化が１．０ｋＨｚを超える場合は、洗剤泡がやや多い状態であると判断し、洗剤泡
が多量に発生した際の消泡シーケンス１０５までも行う必要なしと判断し、洗濯動作を弱
くしたシーケンス（ステップ１０７）を３分間運転後に、通常シーケンス（ステップ１０
８）に復帰する構成である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－６８６７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、前記従来の構成では、水槽内圧力の検知で規定の水位（圧力）から所定
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の圧力変化を１．５ｋＨｚあるいは、１．０ｋＨｚとする閾値を超えるかどうかで判断す
るので、何らかの水位変動があった場合には、泡が発生していても泡発生と検知しないこ
とがある一方、泡が発生していなくても泡発生している、と誤検知するという課題があっ
た。
【０００９】
　近年のドラム式洗濯機では、洗い行程時に水槽底部から循環ポンプで吸引し、回転ドラ
ム内に吐出させる循環水を構成したり、水槽底部に温水ヒータ（加熱手段）を備えて洗濯
水温を高める、等により洗浄効果を高める構成が一般的となっている。
【００１０】
　しかし、上記構成は、洗濯物の吸水が増大し水槽水位を変動させたり、洗剤泡の発生を
増大させ、水位検知を正確に検知することが困難となっている。
【００１１】
　たとえば、衣類量が多い場合には洗濯水が衣類に吸水され、水位そのものが低くなって
しまう為、水位は規定の水位から低くなっている。従って、たとえ圧力変化が１．５ｋＨ
ｚ以上となる泡が発生しても、規定の水位（圧力）から１．５ｋＨｚ以上圧力変化しない
ことになり、泡の発生大の状態を検知しない。
【００１２】
　あるいは、使用者が補給水などで洗濯動作中に水槽内に洗濯水を投入したり、追加衣類
を投入した場合は、水位そのものが規定水位より高くなっている。この場合には、たとえ
圧力変化が１．５ｋＨｚ以下であっても、規定の水位（圧力）から圧力変化が１．５ｋＨ
ｚ以上となり、僅かの泡発生でも泡発生大と誤検知してしまう。
【００１３】
　本発明は、上記従来の課題を解決するもので、水位変動、衣類量の影響を低減した水位
検知構成により、泡の発生を検知し泡により給水時の水の溢れによる洗濯機の機能低下や
、電気部分に付着して故障等を発生するのを防止することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　前記従来の課題を解決する為に、本発明のドラム式洗濯機は、壁面に複数の脱水孔を形
成した回転ドラムを回転自在に軸支する水槽と、前記回転ドラムを回転駆動するモータと
、前記水槽に洗剤及び洗濯水を供給する洗濯水兼洗剤供給装置と、前記洗濯水兼洗剤供給
装置に洗濯水を供給する給水手段と、前記水槽内の洗濯水の水位を検知する水位検知手段
と、前記水槽内の洗濯水を循環ポンプにより前記水槽に設けた噴出口から前記回転ドラム
内に噴射して循環させる水循環系と、洗濯水を加熱する温水ヒータと、前記モータ、給水
手段、循環ポンプ等を制御して、洗い、すすぎ、脱水等の各行程を制御する制御手段とを
備え、前記制御手段は、洗い行程で洗濯水を加熱し、前記循環ポンプを動作させる給水攪
拌行程の初期において、前記水位検知手段にて水位を検知し、検知した水位に応じた所定
水位までの閾値を設定し、水位信号の変化量がそれぞれの閾値以上になれば泡発生異常と
判定し、以降の行程を消泡行程に切り替える構成としたものである。
【００１５】
　これにより、水位変動や衣類量の影響を少なくした構成で泡発生異常を検知し、以降の
行程を消泡行程、の対処措置を取ることで、泡の過剰発生による被害、例えば、洗濯水兼
洗剤供給装置からの水漏れ等の不具合や、電気部分に付着して故障等を発生することを防
止するものである。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明のドラム式洗濯機は、泡の発生を検知し、泡により給水時の水溢れ等の機能低下
や、電気部分に付着して故障する、等の不具合の発生を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施の形態におけるドラム式洗濯機の縦断面図
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【図２】同ドラム式洗濯機の一部ブロック化した制御回路図
【図３】同ドラム式洗濯機の制御フローチャート
【図４】同ドラム式洗濯機の水位異常判定図
【図５】従来のドラム式洗濯機の制御フローチャート
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　第１の発明は、壁面に複数の脱水孔を形成した回転ドラムを回転自在に軸支する水槽と
、前記回転ドラムを回転駆動するモータと、前記水槽に洗剤及び洗濯水を供給する洗濯水
兼洗剤供給装置と、前記洗濯水兼洗剤供給装置に洗濯水を供給する給水手段と、前記水槽
内の洗濯水の水位を検知する水位検知手段と、前記水槽内の洗濯水を循環ポンプにより前
記水槽に設けた噴出口から前記回転ドラム内に噴射して循環させる水循環系と、洗濯水を
加熱する温水ヒータと、前記モータ、給水手段、循環ポンプ等を制御して、洗い、すすぎ
、脱水等の各行程を制御する制御手段とを備え、前記制御手段は、洗い行程で洗濯水を加
熱し、前記循環ポンプを動作させる給水攪拌行程の初期において、前記水位検知手段にて
水位を検知し、検知した水位に応じた所定水位までの閾値を設定し、水位信号の変化量が
それぞれの閾値以上になれば泡発生異常と判定し、以降の行程を消泡行程に切り替えるこ
とにより、水位変動に対応した水位検知手段により水槽内の水位を検知し、検知した水位
に応じた危険水位（所定水位）までのそれぞれの所定の閾値を設定し、それぞれの水位変
動に応じた閾値を設定するので検知の精度が高まり、誤検知や、検知不能という不具合を
解消でき、以降の行程で泡発生異常と判定した場合の消泡行程、例えば、循環ポンプ、温
水ヒータの駆動を一時的に停止したり、排水ポンプを一時的に駆動し水槽内の洗濯液を排
出する、等の対処措置をより確実なものとできる。
【００１９】
　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、従来例と同
じ構成のものは同一符号を付して説明を省略する。また、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。
【００２０】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態におけるドラム式洗濯機の縦断面図を示すものである。
【００２１】
　洗濯機筺体４１の内部に揺動自在に水槽４２が防振支持され、水槽４２内には、回転ド
ラム４３が回転自在に配設されている。回転ドラム４３の回転中心に水平方向に回転軸（
回転中心軸）４４が設けられ、この回転軸４４に、水槽４２の背面側近傍に取り付けたモ
ータ４５が、ベルト４６を介して連結され、モータ４５により回転ドラム４３が正転、逆
転方向に回転駆動される。回転ドラム４３の内壁面には、洗濯物を撹拌するための数個の
突起板４７が設けられている。また、回転ドラム４３の外周部には、多数の通水孔４８が
全周面に設けられている。
【００２２】
　上記の、水槽４２、回転ドラム４３、モータ４５等により、振動系の水槽ユニット４９
が構成されており、この水槽ユニット４９は、洗濯機筺体４１上部から複数のばね体５０
により、また、洗濯機筺体４１下部から複数の防振ダンパー５１により防振支持されてい
る。
【００２３】
　また、水槽４２の正面側で洗濯機筺体４１に設けた開口部を、蓋体５２により開閉自在
に覆い、この蓋体５２を開くことにより、衣類出入口５３を通して回転ドラム４３内に洗
濯物を出し入れできるようにしている。
【００２４】
　また、このドラム式洗濯機は、モード設定や制御プログラムに従い、モータ４５、給水
系５４、排水系５５、水循環系５６を制御して、少なくとも洗い行程、すすぎ行程、脱水
行程を行う機能を有している制御装置８１を構成する（図２で詳述）。
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【００２５】
　給水系５４は、第１の電磁弁５７（第１の給水手段）、あるいは第２の電磁弁５８（第
２の給水手段）の開閉によって、第１の給水ホース５９、あるいは第２の給水ホース６０
を通り、洗剤や柔軟仕上げ剤を収容し外部から引き出し自在の引き出し部（図示せず）を
内部に収納する洗濯水兼洗剤供給装置６１を介して、給水経路６２から水槽４２内に適時
に給水できる。
【００２６】
　排水系５５は、排水ポンプ６３の駆動によって、洗い行程終了時、すすぎ行程終了時な
ど必要なときに、水槽４２の底部に接続された排水管６４を介し、フィルタケース８８に
内設され、糸屑類を捕集する役目のリントフィルタ６５を通過した後、排水ポンプ６３を
通って、機内から機外の上方まで配設された排水ホース６６から吐出排水できるようにな
っている。
【００２７】
　水循環系５６は、予洗い行程時、洗い行程時、すすぎ行程時など必要に応じ、水槽４２
内の水を循環させて、洗剤の早期溶解や、洗いやすすぎの機能向上を図る。
【００２８】
　この水循環系５６は、循環ポンプ６７を駆動させることで、水槽４２内の洗濯水を、排
水管６４を介し、フィルタケース８８内から吸引し、循環ポンプ６７への流入側経路６８
、循環ポンプ６７および循環ポンプ６７からの吐出側経路６９を介して、水槽４２前面側
内方の噴出口７０より実線矢印で示す循環水として回転ドラム４３内に吐出することを繰
り返す。
【００２９】
　また、水槽４２の底部に形成した凹部７１には、洗濯水を加熱するシーズヒータ等から
なる温水ヒータ（加熱手段）７２を水平方向に備えており、この温水ヒータ７２により加
熱した水槽４２内の洗濯水を、前述のように、回転ドラム４３内に吐出することにより、
洗濯水を洗濯物にふりかけて、この洗濯水を、また循環させる。これにより加熱された洗
濯水が洗濯物にふりかけられる為、洗濯水の分子活動が高まり、また洗剤の活性化が高ま
るので、洗浄力を高め、かつ洗いムラを少なくする事ができるとともに、水槽４２内や、
回転ドラム４３内に洗剤による泡の発生を生じる。
【００３０】
　また、水槽４２の底部外周後方の側壁には、排水管６４と連通してエアートラップ７４
を構成し、空気管７５にて、洗濯機筺体４１の上部内方に設けられ、圧力センサーなどで
構成された水位検知手段７６に連接しており、外槽４２内部に給水された洗濯水の水圧に
より複数段の水位を検知する事が出来る。
【００３１】
　水位検知手段は、水圧をダイヤフラムで受圧し、その変化から得られる電磁コイルのイ
ンピーダンス変化を周波数に変換し、水槽内の水位を検知するもので、水圧を受けると周
波数が減少する数値を示す特徴がある。
【００３２】
　また、洗濯機筺体４１の上部内方に設けられた洗濯水兼洗剤供給装置６１の後面上部と
水槽４２上部とを、可撓性の空気抜きホース７７で連結しており、行程運転動作により加
圧される水槽４２内の圧力を減圧する役目をしている。
【００３３】
　水槽４２内部に多量の泡が発生し空気抜きホース７７内部に多量侵入すると、水槽４２
内の圧力を減圧できなくなり、洗濯水兼洗剤供給装置６１に給水された水が給水経路６２
から正常に水槽４２に流れず、洗濯水兼洗剤供給装置６１部から機器の前方などから流れ
ることになるので、この空気抜きホース７７内部への泡侵入を防止する制御システムを以
下詳述する。
【００３４】
　図２は、本発明の実施の形態におけるドラム式洗濯機の、一部ブロック化した制御回路
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図である。
【００３５】
　図２において、制御装置８１の制御手段８２は、マイクロコンピュータなどで構成し、
商用電源８３から、電源スイッチ８４のＯＮにより電力が供給されて動作を開始し、水位
検知手段７６、温度検知手段７３、布量検知手段８５、等の出力を入力し、入力設定手段
８０にて使用者の入力により設定された内容に基づいて、表示手段９６に設定内容を表示
するとともに、双方向サイリスタ、リレーなどで構成した負荷駆動手段８６を介して、モ
ータ４５、温水ヒータ７２、第１の電磁弁５７、第２の電磁弁５８、排水ポンプ６３、循
環ポンプ６７、温水ヒータ７２などの動作を制御し、洗い、すすぎ、脱水の各行程を制御
する。
【００３６】
　なお、前記水位検知手段７６は、既述したように、水圧をダイヤフラムで受圧し、その
変化から得られる電磁コイルのインピーダンスの変化を出力として周波数に変換した信号
とし、その信号は制御手段８２にて演算して水槽４２内の水位を検知する構成である。
【００３７】
　以上のように構成されたドラム式洗濯機について、以下その動作、作用を説明する。
【００３８】
　図３は、本発明の実施の形態におけるドラム式洗濯機の標準的な運転コースであるＣｏ
ｔｔｏｎ（綿衣類）コースの制御フローチャートで、洗い行程を主体的に記載している。
【００３９】
　図３において、まず、使用者が蓋体５２を開け、回転ドラム４３に衣類を投入してスタ
ートし、Ｃｏｔｔｏｎ（綿衣類）コースが選択されスタートする（ステップＳ１のＹＥＳ
）と、布量検知手段８５にて投入された布量を検知（ステップＳ２）し、ステップＳ３で
、制御手段８２にて、布量に応じた水位と、その水位の水量に対する洗剤量が、表示手段
９６に表示される。
【００４０】
　ステップＳ４にて、使用者が表示された洗剤量を洗濯水兼洗剤供給装置６１の引き出し
部に投入すると、第１の電磁弁５７が動作して給水が始まり、洗濯水兼洗剤供給装置６１
より洗剤とともに水道水が水槽４２内に給水される（ステップＳ５）。
【００４１】
　ステップＳ５の給水行程では、回転ドラム４３内の洗濯物のバランスを良くし、洗剤の
溶解を促進するために、回転ドラム４３が低速で回転する泡洗浄（ステップＳ６）を行な
うに必要な少量の所定水位（Ｓ８）まで給水（Ｓ５）がなされる。
【００４２】
　泡洗浄（ステップＳ６）後に、給水攪拌行程Ａが行われる（Ｓ９）。この給水攪拌Ａ（
Ｓ９）行程では、所定の水位に到達するまで水位検知（Ｓ１２）しながら、回転ドラム４
３での攪拌を行うと共に、同時に、循環ポンプ６７が１分間駆動し、水槽４２内の洗濯水
が循環水として水槽４２前部の噴出口７０より回転ドラム４３内の洗濯物に向かって噴射
されて、洗剤の溶解が促進され（ステップＳ１０）、次に循環ポンプ６７が１分間停止す
ると、第２の電磁弁５８が開いて所定の水位まで給水される（ステップＳ１１）という行
程を、所定時間経過するまで継続する（Ｓ１３）。
【００４３】
　給水中に循環ポンプ６７を停止させるのは、水槽４２内の水位を正しく検知するためで
ある。
【００４４】
　次の、給水撹拌Ｂでは、モータ４５が駆動して、給水撹拌Ａよりも長い４分間回転ドラ
ム４３が回転し、洗濯物が撹拌される。同時に、第２の電磁弁５８が開いて、所定水位ま
で給水されるが、この時、循環ポンプ６７は停止している（ステップＳ１５）。同時に、
ステップＳ１６で検知する水位が、所定の水位ランクに到達すると（ステップＳ１７）、
温水ヒータ７２がＯＮして（ステップＳ１８）、洗濯水の加熱が始まる。この加熱は、設
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定温度になると停止し、温度が低下するとまた加熱されるということを繰り返し、洗い行
程が終了するまで高温洗浄が行なわれる。次に、ステップＳ１９の給水撹拌Ｃへ移る。
【００４５】
　給水撹拌Ｃでは、給水撹拌Ｂと同様に、回転ドラム４３が回転し、洗濯物が撹拌される
とともに、循環ポンプ６７が駆動し、水槽４２内の洗濯水が循環水として水槽４２前部の
噴出口７０より回転ドラム４３内に噴射される（ステップＳ２０）。
【００４６】
　この時、洗濯水は加熱された状態となっているため、回転ドラム４３内に噴射される洗
濯水により、洗濯物に付着した汚れが浮きあがり易くなるとともに、洗濯水の分子活動が
高まり、また洗剤の活性化が高まるので、洗浄力を高め、かつ、洗いむらを少なくするこ
とができるが、泡もまた発生している。
【００４７】
　そして、循環ポンプ６７が停止していても、４分間の洗濯物撹拌が終わる（ステップＳ
２３）と、あるいは、洗濯水温度が所定温度以下であり（ステップＳ２１のＹＥＳ）、４
分間の洗濯物撹拌が終わる（ステップＳ２４）と、所定時間が経過していないと（ステッ
プＳ２５のＮＯ）、給水撹拌Ｂを行ない、この４分間の給水撹拌Ｂと、４分間の給水撹拌
Ｃを交互に繰り返して、所定時間経過すると（ステップＳ２５のＹＥＳ）、温水ヒータ７
２もＯＦＦし（ステップＳ２６）、洗い行程が終わる。
【００４８】
　ここで、給水攪拌Ｂ（ステップＳ１４）の初期行程中において、水位検知（ステップＳ
１６）および、給水撹拌Ｃ（ステップＳ１９）の初期行程中の水位検知（ステップＳ２７
）により、水位信号が監視され、制御手段８２に記憶され、かつ演算されている（ステッ
プＳ２８）。
【００４９】
　制御手段の演算結果（ステップ２８）で、給水撹拌Ｂおよび給水撹拌Ｃの初期行程中に
おける水位が、給水撹拌Ｂ（ステップＳ１４）における所定の水位ランク（ステップＳ１
７）から、何らかの原因で変動していることがある。例えば、洗濯衣類には吸水力の高い
ものがあり洗濯水位を低下させてしまう場合や、逆に使用者が何らかの理由で補給水を実
施した場合や、衣類を追加投入した場合には、水位が上昇してしまうことになり、基準か
ら変動した水位となる。
【００５０】
　制御手段８１は、ステップＳ１６およびステップＳ２７で監視し演算した結果に基づい
て、現在の水位が基準水位（Ｓ２９）にあるか変動水位（Ｓ３４）を区分する。
【００５１】
　それぞれの水位に基づいて、基準水位（Ｓ２９）ならば、ステップＳ３５の水位異常判
定を行い、また、変動水位（Ｓ３４）ならば、ステップＳ３６の水位判定を行い、泡の発
生の推測を行うものである。
【００５２】
　その結果、水位異常（ＹＥＳ）と判断したら、所定の消泡制御を実行する（ステップＳ
３０）。
【００５３】
　例えば、基準水位（Ｓ２９）の場合は、水位検知で得られた水位信号の周波数は３８Ｋ
Ｈｚであり、泡の発生により水位が上昇すると周波数が低下し、危険水位（所定水位）を
示す周波数３７ＫＨｚとは１ＫＨｚの差があり、この閾値１ＫＨｚ以上の周波数変動を検
知すれば、泡異常と判定する。
【００５４】
　図４は、本発明の実施の形態におけるドラム式洗濯機の水位異常判定図である。
【００５５】
　図４は、水位センサーが水位検知と水槽内の洗濯水位の高さを示す図であり、縦軸は水
位高さ、横軸は水位検知の信号である周波数である。
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【００５６】
　基準水位は、回転ドラムの底部から４０ｍｍの高さにあり、この水位で検知される水位
周波数は３８．６ＫＨｚである。水位がこの基準水位であれば、泡発生の可能性が高くな
る危険水位（所定水位）である回転ドラムの底部から１５０ｍｍの高さにおける水位周波
数３７．６ＫＨｚとの差は、１．０ＫＨｚであるので、図３のフローチャートのステップ
Ｓ２９とステップ３５の水位検知の閾値は、１．０ＫＨｚとする。
【００５７】
　水槽内の洗濯水を衣類等が吸収してＬでしめす水位の低下した変動水位の場合は、水位
周波数は３８．８ＫＨｚを示し、この場合の危険水位（所定水位）１５０ｍｍまでは１．
２ＫＨｚの閾値となる。
【００５８】
　逆に補給水等で水位がＨで示す水位まで高まった変動水位の場合は、水位周波数が３８
．４ＫＨｚで、この場合の危険水位（所定水位）１５０ｍｍまでは０．８ＫＨｚの閾値と
なる。
【００５９】
　制御手段は、給水攪拌行程の初期において、水位変動を検知し、水槽の泡による不具合
が生じる危険水位（所定水位）までの高さより算出したそれぞれの閾値を設定するもので
ある。
【００６０】
　従って、水位検知手段により水槽内の水位を検知し、それぞれの水位変動に応じた閾値
を設定するので検知の精度が高まり、誤検知や、検知不能という不具合を解消できる。
【００６１】
　以上のように、本実施の形態においては、洗い行程で循環ポンプ駆動し、温水洗浄用の
温水ヒータを動作した給水攪拌行程の初期において、水位変動に対応した水位検知手段に
より水槽内の水位を検知し、検知した水位に応じた危険水位（所定水位）までのそれぞれ
の所定の閾値を設定し、泡発生により水が上昇し水位信号の変化量がそれぞれの所定の閾
値以上になれば、泡発生異常と判定し、以降の行程を消泡行程、例えば、循環ポンプ、温
水ヒータの駆動を一時的に停止したり、排水ポンプを一時的に駆動し水槽内の洗濯液を排
出する、等の対処措置を取ることで、泡の過剰発生による被害、例えば、洗濯水兼洗剤供
給装置からの水漏れ等の不具合や、電気部分に付着して故障等を発生することを防止する
ものである。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　以上のように、本発明にかかるドラム式洗濯機は、泡により給水時の水溢れでの機能低
下や、電気部分に付着して故障等を発生することを防止するする構成であり、ドラム式以
外の一般の洗濯機等の用途にも適用できる。
【符号の説明】
【００６３】
　４１　洗濯機筺体
　４２　水槽
　４３　回転ドラム
　４５　モータ
　５４　給水系（給水手段）
　５６　水循環系
　５９　第１の給水ホース
　６０　第２の給水ホース
　６１　洗濯水兼洗剤供給装置
　６２　給水経路
　６５　リントフィルタ
　６７　循環ポンプ
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　７０　噴出口
　７２　温水ヒータ
　７３　温度検知手段
　７６　水位検知手段
　７７　空気抜きホース
　７９　操作表示手段
　８０　入力設定手段
　８１　制御装置
　８２　制御手段

【図２】 【図３】
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【図４】
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【図１】
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