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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　食器を収納して洗浄槽内に収容され、固定食器受部とこの固定食器受部内に可動自在に
装着される可動食器受部とを有する食器洗浄機の食器かごにおいて、
前記可動食器受部は、
一対の可動縦枠と、
この可動縦枠に両端が固定され前記食器を受ける直線部と凹部を有し、所定の間隔を隔て
て前記凹部が前記可動縦枠の軸方向になるように並列された可動横枠と、を備え、
前記固定食器受部は、一対の上面縦枠とこの上面縦枠に両端が固定され、前記可動横枠と
同じ形状で前記所定の間隔と同じ間隔を隔てて並列された上面横枠からなる上面枠と、
底面縦枠と底面横枠からなる底面枠と、
前記上面枠と前記底面枠とを支持する支柱枠と、
前記可動食器受部を前記固定食器受部の上部と下部近傍に支持する支持手段と、を備え、
前記可動食器受部の前記可動横枠を、前記固定食器受部の上面横枠の間で、前記支持手段
を介して上下可動自在に装着し、
前記食器を前記上面横枠、前記可動横枠及び前記底面横枠で支持することを特徴とする食
器洗浄機の食器かご。
【請求項２】
　可動食器受部の可動横枠の横枠両端部に、端部が下方に屈曲されたＬ字形状の引っ掛け
部を設け、
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支持手段は、一対の上面縦枠の下方近傍に各々設けられ、前記引っ掛け部を各々引っ掛け
る一対の上部支持縦枠と、
一対の底面縦枠の上方近傍に各々設けられ前記引っ掛け部を各々引っ掛ける一対の下部支
持縦枠と、
を備えたことを特徴とする請求項１記載の食器洗浄機の食器かご。
【請求項３】
　一対の上部支持縦枠の一方を、上面縦枠の一方に代えたことを特徴とする請求項２記載
の食器洗浄機の食器かご。
【請求項４】
　可動食器受部の可動横枠のうち両外側の可動横枠両端部に端面が各々可動縦枠の軸方向
に屈曲されたＬ字形状の引っ掛け部を設け、
支持手段は、支柱枠のうち、上面枠の一対の上面縦枠をそれぞれ支持する一対の支持枠に
、前記一対の上面縦枠の下方近傍に各々前記引っ掛け部を各々引っ掛ける一対の凹状上部
支持部と、
底面枠の両外側の一対の底面縦枠の上方近傍に各々設けられ前記引っ掛け部を各々引っ掛
ける一対の凹状下部支持部とを有し、
前記凹状上部支持部と凹状下部支持部の各々の凹状部の向きが内側で可動食器受部の可動
横枠に平行となるように備えたことを特徴とする請求項１記載の食器洗浄機の食器かご。
【請求項５】
　凹状上部支持部と凹状下部支持部の間に少なくとも一つの凹状中部支持部を備えたこと
を特徴とする請求項４記載の食器洗浄機の食器かご。
【請求項６】
　固定食器受部は、
一対の上面縦枠とこの上面縦枠に両端が固定され、前記可動横枠と同じ形状で前記所定間
隔と同じ間隔を隔てて並列された上面横枠からなる上面枠と、
底面縦枠と底面横枠からなる底面枠と、
前記上面枠と前記底面枠とを支持する支柱枠と、
前記可動食器受部を前記固定食器受部の上部と下部近傍に支持する支持手段と、を備え、
前記可動食器受部の前記可動横枠のうち両外側の可動横枠の一端に各々端面が各々可動縦
枠の軸方向に屈曲されたＬ字形状の第１の引っ掛け部と、
他端に各々端部が下方に屈曲されたＬ字形状の第２の引っ掛け部を設け、
支持手段は、
支柱枠のうち、上面枠の一方の上面縦枠を支持する一対の支持枠に設けられ、前記一対の
上面縦枠の下方近傍に各々前記第１の引っ掛け部を各々引っ掛ける一対の凹状上部支持部
と、
底面枠の両外側の一対の底面縦枠の上方近傍に各々設けられ前記第１、第２の引っ掛け部
を各々引っ掛ける一対の下部支持縦枠と、を備えるとともに、他方の上面縦枠を前記第１
の引っ掛け部を引っ掛ける上部支持縦枠を兼ねるようにし、前記凹状上部支持部の凹状部
の向きが可動食器受部の可動横枠に平行になるようにしたことを特徴とする請求項１記載
の食器洗浄機の食器かご。
【請求項７】
　可動横枠と上面横枠は支持手段の上部に支持されたときに、略同一平面となるようにし
たことを特徴とする請求項１～６何れかに記載の食器洗浄機の食器かご。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、食器等を収納して洗浄槽内に収容し、これら食器等を洗浄する食器洗浄機等
の食器かごに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
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従来の食器洗浄機等の食器かごは、食器を支持する食器支持部材の一部を着脱可能または
可動式とし、前記着脱可能または可動式の食器支持部材の一部を食器支持に使用しない場
合にも食器を支持可能とし、食器収納間隔が変わるようにしている（例えば特許文献１）
。
【０００３】
【特許文献１】
特開２００２－３５５２１３号公報（段落００１７～００２３、図３～５）
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
従来の食器洗浄機等の食器かごは、使用する食器によってかこの一部が使用されず、しか
も、使用されないかご部材が食器と回転ノズルの間に位置するので、回転ノズルからの洗
浄水をさえぎり食器に洗浄水が届きにくくなるという問題があった。
また、脱着式の部分を取り外したときに、置き場所がなく、紛失することもあるという問
題があった。
さらに、食器は底面枠等に配設され、上方に突出した食器保持ピンで支持しており、種々
の食器の形状に対応しにくく、この食器保持ピンに食器を合わせるのが容易でなく、また
、食器によっては傷がつくという問題があった。
【０００５】
この発明は上記のような問題点を解消するためになされたもので、大きさ、厚み等の異な
る様々な食器が収納可能であり、可動食器受部はどの位置にあっても食器支持に使用され
、また、食器への洗浄水をさえぎることがなく、さらに、上方に突出したピンがなく食器
収納部の底面が略フラット面にでき、食器を容易に、また、傷がつかないようにセットす
ることができる食器洗浄機等の食器かごを提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
この発明に係る食器洗浄機等の食器かごは、食器を収納して洗浄槽内に収容され、固定食
器受部とこの固定食器受部内に可動自在に装着される可動食器受部とを有する食器洗浄機
の食器かごにおいて、前記可動食器受部は、一対の可動縦枠と、この可動縦枠に両端が固
定され前記食器を受ける直線部と凹部を有し、所定の間隔を隔てて前記凹部が前記可動縦
枠の軸方向になるように並列された可動横枠と、を備え、前記固定食器受部は、一対の上
面縦枠とこの上面縦枠に両端が固定され、前記可動横枠と同じ形状で前記所定の間隔と同
じ間隔を隔てて並列された上面横枠からなる上面枠と、底面縦枠と底面横枠からなる底面
枠と、前記上面枠と前記底面枠とを支持する支柱枠と、前記可動食器受部を前記固定食器
受部の上部と下部近傍に支持する支持手段と、を備え、前記可動食器受部の前記可動横枠
を、前記固定食器受部の上面横枠の間で、前記支持手段を介して上下可動自在に装着し、
前記食器を前記上面横枠、前記可動横枠及び前記底面横枠で支持するものである。
【０００７】
【発明の実施の形態】
実施の形態１．
図１はこの発明の実施の形態１を示す食器洗浄機のかごが食器洗浄機に収納されたときの
断面図、図２は食器かご全体の斜視図、図３は食器かごの分解斜視図、図４は図３の平面
図、図５は図３の正面図、図６は図３の左側面図、図７、図８は食器かごの斜視図、図９
は動作説明図、図１０は食器かごの高さ調整支柱枠の側面図である。
【０００８】
図１において、本体１に洗浄槽２が内包され、本体１の開口部に扉３が設けられ、その下
に操作部４が設けられている。食器類１６を載置する食器カゴ１５が洗浄槽２にカゴ受け
部１７を介して収容される。洗浄槽２の給水装置６には給水管５が接続され、洗浄槽２内
には、給水された洗浄水やすすぎ水が、洗浄やすすぎに適正な水量であるか検知する水位
検知手段７、給水された洗浄水やすすぎ水を貯めるための貯水タンク８、加熱手段１３、
噴射ノズル１２、洗浄排水ポンプ１０、残さいフィルター１４、取水管９、導水管１１、
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排水管１８が設けられている。
【０００９】
図２において、食器かご１５には、固定食器受部３１と可動食器受部３２（太線実線）か
らなる食器かご部２１が設けられ、この他、大型皿収納部２２、小型皿収納部２３設けら
れている。
【００１０】
　次に、図３～６により構成を設明するが、図４は可動食器受部３２を固定食器受部３１
の下部に移動した場合を示し、図５は可動食器受部３２を固定食器受部３１が上部と下部
に移動した場合の両方を示し、図６（ａ）は可動食器受部３２が固定食器受部３１の上部
、図６（ｂ）は可動食器受部３２が固定食器受部３１の下部に移動した場合を示している
。
【００１１】
　可動食器受部３２は、一対の可動縦枠６１と、この可動縦枠６１に両端が溶接等で固定
され食器の前面を支持する直線部と食器の後部外周面を支持し、水平方向向きの凹部６２
ａを有し、所定の間隔を隔てて前記凹部が前記可動縦枠の軸方向になるように並列された
可動横枠６２から構成される。この可動食器受部３２の可動横枠６２は、後述の固定食器
受部の上面横枠３９の間のほぼ中間に上下可動自在に装着される。
【００１２】
　可動縦枠６１は下向きの凹部６１ａが設けられ、可動横枠６２のうち両外側の可動横枠
６２の一端に各々端部を下方に屈曲されたＬ字形状の第２の引っ掛け部６２ｃと、他端に
各々端面が各々可動縦枠の軸方向に屈曲されたＬ字形状の第１の引っ掛け部６２ｂが設け
られている。
【００１３】
固定食器受部３１は、一対の上面縦枠３７、３８とこの上面縦枠３７、３８に両端が溶接
等で固定され、可動横枠６２と同じ形状とし、食器の前面を支持する直線部と食器の後部
外周面を支持し、水平方向向きの凹部３９ａを有し、所定の間隔を隔てて並列された上面
横枠３９からなる上面枠３５と、底面縦枠４１と底面横枠４２、４３からなる底面枠３６
と、上面枠３５と底面枠３６とを支持する支柱枠４７、５１、５３とが設けられている。
なお、上面横枠３９及び可動横枠６２の所定の間隔は、例えば、収納される食器のうち、
深い食器の場合は、可動横枠６２を下部に位置させて、上面横枠３９とで保持し、浅い食
器の場合は、可動横枠６２を上部に位置させて、上面横枠３９とで保持するようにすれば
よい。
また、底面枠３６は、底面縦枠４１と底面横枠４２、４３から構成され、ほぼフラットで
ある。
【００１４】
　上面縦枠３８は、可動食器受部３２を固定食器受部３１の上部に支持する支持手段を兼
ね、図５に詳細を示すように第１の引っ掛け部６２ｃが引っ掛けられている。
　また、上面枠３５の一方の上面縦枠３７を支持する一対の支柱枠４７は、可動食器受部
３２を固定食器受部３１の上部に支持する支持手段を兼ね、図５、６に詳細を示すように
第２の引っ掛け部６２ｂを各々引っ掛ける略コの字形状の凹状の上部支持部４７ａが設け
られ、ここに上面縦枠３７が固定されるとともに、この上面縦枠３７の下方近傍の上部支
持部４７ａの略水平部の箇所で第２の引っ掛け部６２ｂが引っ掛けられている。なお、上
部支持部４７ａの凹部の向きが外側で可動食器受部の可動横枠６２に平行になるようにし
ている。
【００１５】
　また、底面枠３６の両外側の一対の底面縦枠４１の上方近傍に位置するように、支柱枠
４７、５３に各々固定された一対の下部支持縦枠４５、４６は可動食器受部３２を固定食
器受部３１の下部に支持する支持手段であり、第１、第２の引っ掛け部６２ｃ、６２ｂが
各々引っ掛けられる。
【００１６】
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図７、８は上記の構成をわかり易くするため、固定食器受部３１の上面横枠３９等の本数
を２本に減らしたものである。図７は可動食器受部３２を固定食器受部３１の上部に、図
８は可動食器受部３２を固定食器受部３１の下部に移動した場合を示す。なお、可動食器
受部３２の可動横枠６２を太い実線で示している。
【００１７】
次に、上記構成の食器かごに食器を収納する場合の動作について図５、図６、図９により
説明する。図９（ａ）は薄物の皿等を食器かごに収納した場合の側面図と背面図、図９（
ｂ）は厚物のどんぶり等の食器を（ａ）と同じ状態の食器かごに収納した場合の側面図と
背面図、図９（ｃ）は厚物のどんぶり等の食器を食器かごに収納した場合の側面図と背面
図である。
【００１８】
　図５に示すように、厚さが薄い食器７１のときは、可動食器受部３２の可動横枠６２の
第１の引っ掛け部６２ｃを固定食器受部３１の上面縦枠３８に引っ掛け、第２の引っ掛け
部６２ｂを一対の支柱枠４７の上部支持部４７ａに引っ掛け、可動食器受部３２を固定食
器受部３１の上部に支持する。このとき、可動横枠６２と上面横枠３９等が略同一平面と
なるようにしている。
　そして、図９（ａ）に示すように、食器７１を可動横枠６２と上面横枠３９の間に挿入
すると、食器７１の前面が上面横枠３９の直線部と底面横枠４２で支持され、食器７１の
後部外周面が可動横枠６２の凹部６２ａで支持される。
　厚さが厚い食器７２をこのままの状態で、可動横枠６２と上面横枠３９の間に挿入する
と、図９（ｂ）に示すように、食器７２は収容されず傾いてしまう。
【００１９】
　厚さが厚い食器７２のときは、可動食器受部３２の可動横枠６２の第１の引っ掛け部６
２ｃを上に持ち上げて上面縦枠３８から外し、第２の引っ掛け部６２ｂを一対の支柱枠４
７の上部支持部４７ａから外側方向にずらして支柱枠４７に沿って下方移動させる。
　そして、図５、６に示すように第２の引っ掛け部６２ｂを下部支持縦枠４５で支持し、
第１の引っ掛け部６２ｃを下部支持縦枠４６に引っ掛けることにより、可動食器受部３２
を固定食器受部３１の下部に支持する。
【００２０】
そして、図９（ｃ）に示すように、食器７２を可動横枠６２と上面横枠３９の間に挿入す
ると、食器７２の前面が上面横枠３９の直線部と底面横枠４２で支持され、食器後部外周
面が可動横枠６２の凹部６２ａで支持される。
なお、図９（ａ）、（ｃ）では各々食器７１、７２の前面が底面横枠４２で支持される場
合を示したが、食器７１、７２の前部外周面が底面横枠４２で支持されるようにしてもよ
い。
【００２１】
このように、食器７１または食器７２を食器かご部２１に収納し、他の食器類１６を他の
部分に収納した食器かご１５を、図１に示すように洗浄槽２内に収納し、操作部４の操作
キーを操作すると、洗浄行程がスタートする。　まず、給水装置６が開き、洗浄水が洗浄
槽２内へ供給され、貯水タンク８、取水管９、洗浄排水ポンプ１０、導水管１１を経て噴
射ノズル１２から食器類１６に噴射される。そして規定の洗浄行程が行われる。
この洗浄で、洗浄水が食器７１、７２によく行き渡るように、可変ピッチ食器かご部２１
の固定食器受け部３１の底面枠３６は枠をなるべく少なくし、底面横枠４３は必要な部分
のみとし短くしている。
【００２２】
以上のように、大きさ、厚み等の異なる様々な食器が収納可能であり、可動食器受け部は
どの位置にあっても食器支持に使用され、また、食器への洗浄水をさえぎることがなく、
さらに、上方に突出したピンがなく食器収納部の底面が略フラット面にでき、食器を容易
に、また、傷がつかないようにセットすることができる。
また、可動食器受部３２が固定食器受部３１の上部に支持されたとき、可動横枠６２と上
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面横枠３９等が略同一平面なので、この上に鍋等を安定しておくことができる。
【００２３】
実施の形態２．
実施の形態１では、可動食受器部３２の可動縦枠の一方を支柱枠４７の上部支持部４７ａ
で、他方をと上面縦枠３８等で支持したが、本実施の形態は支柱枠４７で一対の可動縦枠
の両方を支持したものである。
【００２４】
　図１０は実施の形態２を示す食器かごの正面図である。図において実施の形態１の図５
と同一または相当部分には同一の符号を付し説明を省略する。
　図に示すように、可動食器受部３２の可動横枠６２のうち両外側の可動横枠両端部に端
面が各々可動縦枠の軸方向に屈曲されたＬ字形状の第１の引っ掛け部６２ｂを設け、上面
縦枠３７、３８を各々一対の支柱枠４７で固定され、各々の支柱枠４７には、第２の引っ
掛け部６２ｂを各々引っ掛ける略コの字形状の凹状の上部支持部４７ａが設けられ、下方
には引っ掛け部６２ｂを各々引っ掛ける略コの字形状の凹状下部支持部４７ｂが設けられ
ている。
　なお、各々の上部支持部４７ａ、下部支持部４７ｂの凹部の向きは各々内側で可動食器
受部３２の可動横枠６２に平行になるようにしている。
【００２５】
　上記構成の食器かごに食器を収納する場合は、実施の形態１と同様なので、詳細説明は
省略するが、可動食器受部３２を固定食器受部３１の上部に支持するときは、可動横枠６
２の第２の引っ掛け部６２ｂを各々の支柱枠４７の上部支持部４７ａに引っ掛け、可動食
器受部３２を下部に支持するときは、第２の引っ掛け部６２ｂを上部支持部４７ａから外
して支柱枠４７に沿って下方移動させ、第２の引っ掛け部６２ｂを各々の支柱枠４７の下
部支持部４７ｂに引っ掛ける。
　このとき、支柱枠４７、または、可動横枠６２を弾性変形させて支持位置を移動させる
。
【００２６】
　以上の構成により、大きさ、厚み等の異なる様々な食器が収納可能であり、食器を容易
にセットすることができる。
　なお、図１１に示すように支柱枠４７の凹状上部支持部４７ａと凹状下部支持部４７ｂ
の間に少なくとも一つの凹状中部支持部４７ｃを設け、厚みの異なる種々食器によって高
さを調節することによりさらに安定して支持することができる。
【００２７】
実施の形態３．
本実施の形態は可動縦枠の支持を簡単な構成としたものである。図１２は実施の形態３を
示す食器かごの正面図である。図１３は図１２の側面図であり、図１２、１３は可動食器
受部３２を固定食器受部３１の上部と下部に支持した状態を示している。
【００２８】
図１２、１３において実施の形態１の図５と同一または相当部分には同一の符号を付し説
明を省略する。図に示すように、可動食器受部３２の可動横枠６２の両端部に、Ｌ字形状
の立下がり部６２ｄを設け、さらに下方向に屈曲されたＬ字形状の引っ掛け部６２ｃを設
けている。また、固定食器受部３１の一対の上面縦枠３７、３８の下方近傍に各々設けら
れ、引っ掛け部６２ｃを各々引っ掛ける一対の上部支持縦枠７１を設け、可動食器受部３
２を下部に支持する下部支持縦枠は一対の底面縦枠４１とし、ここに引っ掛け部６２ｃを
引っ掛ける。
【００２９】
以上の構成により、簡単な構成により、大きさ、厚み等の異なる様々な食器を収納するこ
とができる。
なお、本実施の形態では下部支持縦枠は一対の底面縦枠４１としたが、可動食器受部３２
や固定食器受部３１の形状により、底面縦枠４１の上方近傍に設けてもよい。
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また、本実施の形態では、可動横枠６２の両端部にＬ字形状の立下がり部６２ｄを設けさ
らに引っ掛け部６２ｃを設けているが、図１４に示すように、一方の引っ掛け部６２ｃは
立下がり部６２ｄを設けないで、この引っ掛け部６２ｃを上面縦枠３８に引っ掛けるよう
にして、さらに簡単な構成としてもよい。
また、本実施の形態では下部支持縦枠は一対の底面縦枠４１としたが、底面縦枠４１の上
方に別途下部支持縦枠を設けてもよい。
【００３０】
【発明の効果】
以上のように、この発明によれば、食器を収納して洗浄槽内に収容され、固定食器受部と
この固定食器受部内に可動自在に装着される可動食器受部とを有する食器洗浄機の食器か
ごにおいて、前記可動食器受部は、一対の可動縦枠と、この可動縦枠に両端が固定され前
記食器を受ける直線部と凹部を有し、所定の間隔を隔てて前記凹部が前記可動縦枠の軸方
向になるように並列された可動横枠と、を備え、前記固定食器受部は、一対の上面縦枠と
この上面縦枠に両端が固定され、前記可動横枠と同じ形状で前記所定の間隔と同じ間隔を
隔てて並列された上面横枠からなる上面枠と、底面縦枠と底面横枠からなる底面枠と、前
記上面枠と前記底面枠とを支持する支柱枠と、前記可動食器受部を前記固定食器受部の上
部と下部近傍に支持する支持手段と、を備え、前記可動食器受部の前記可動横枠を、前記
固定食器受部の上面横枠の間で、前記支持手段を介して上下可動自在に装着し、前記食器
を前記上面横枠、前記可動横枠及び前記底面横枠で支持するので、大きさ、厚み等の異な
る様々な食器が収納可能であり、可動食器受け部はどの位置にあっても食器支持に使用さ
れ、また、食器への洗浄水をさえぎることがなく、さらに、上方に突出したピンがなく食
器収納部の底面が略フラット面にでき、食器を容易に、また、傷がつかないようにセット
することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の実施の形態１を示す食器洗浄機の食器のかごが食器洗浄機に収納さ
れたときの断面図である。
【図２】　この発明の実施の形態１を示す食器洗浄機の食器かご全体の斜視図である。
【図３】　この発明の実施の形態１を示す食器洗浄機の食器かごの分解の斜視図である。
【図４】　図３の平面図である。
【図５】　図３の正面図である。
【図６】　図３の側面図である。
【図７】　この発明の実施の形態１を示す食器洗浄機の食器かごの斜視図である。
【図８】　この発明の実施の形態１を示す食器洗浄機の食器かごの斜視図である。
【図９】　この発明の実施の形態１を示す食器洗浄機の食器かごの動作説明図である。
【図１０】　この発明の実施の形態２を示す食器洗浄機の食器かごの正面図である。
【図１１】　この発明の実施の形態２を示す食器洗浄機の食器かごの支柱枠の側面図であ
る。
【図１２】　この発明の実施の形態３を示す食器洗浄機の食器かごの正面図である。
【図１３】　図１２の側面図である。
【図１４】　この発明の実施の形態３を示す食器洗浄機の食器かごの正面図である。
【符号の説明】
　１５　食器かご、２１　食器かご部、３１　固定食器受部、３２　可動食器受部、３５
　上面枠、３６　底面縦枠、３７、３８　上面縦枠、３９　上面横枠、３９ａ　凹部、４
２、４３　底面横枠、４７、５１、５３　支柱枠、４５、４６　下部支持縦枠、４７ａ　
凹状の上部支持部、４７ｂ　凹状下部支持部、６１　可動縦枠、６２　可動横枠、６２ａ
　凹部、６２ｂ　第１の引っ掛け部、６２ｃ　第２の引っ掛け部、７１　上部支持縦枠。
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