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(57)【要約】
【課題】ヒートポンプの蒸発器から滴下してドレンタン
クに貯留される結露水を排出するドレンポンプを無駄に
多く運転させることがなくてドレンポンプ寿命の長延化
を図り得ると共に、ドレンポンプに高出力のものが必要
とされず、且つドレンタンクに大容量のものが必要とさ
れることのないようにする。
【解決手段】第１に、衣類の布量を検知する布量検知手
段の検知結果に応じてドレンポンプの運転率を制御する
。第２に、衣類の布質を検知する布質検知手段の検知結
果に応じてドレンポンプの運転率を制御する。第３に、
乾燥行程の進み度合に応じてドレンポンプの運転率を制
御する。第４に、乾燥行程の乾燥速度の異なるコースに
応じてドレンポンプの運転率を制御する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乾燥室と、
　この乾燥室内の空気を、乾燥室外に設けた通風路を通して乾燥室内に戻す循環を行わし
める空気循環装置と、
　この空気循環装置の前記通風路に蒸発器と凝縮器とを配設して、それらと圧縮機及び絞
り器を接続パイプにより接続することにより冷凍サイクルを構成したヒートポンプと、
　前記蒸発器の下方に配設したドレンタンクと、
　このドレンタンク内の水を排出するドレンポンプとを具え、
　前記空気循環装置と前記ヒートポンプの運転により衣類の乾燥を行うと共に、前記蒸発
器で発生して滴下する結露水をドレンタンクに貯留し、その貯留した結露水を前記ドレン
ポンプにより排出するようにしたものにおいて、
　前記衣類の布量を検知する布量検知手段を具え、
　その布量検知手段による布量の検知結果に応じて前記ドレンポンプの運転率を制御する
ようにしたことを特徴とする衣類乾燥機。
【請求項２】
　乾燥室と、
　この乾燥室内の空気を、乾燥室外に設けた通風路を通して乾燥室内に戻す循環を行わし
める空気循環装置と、
　この空気循環装置の前記通風路に蒸発器と凝縮器とを配設して、それらと圧縮機及び絞
り器を接続パイプにより接続することにより冷凍サイクルを構成したヒートポンプと、
　前記蒸発器の下方に配設したドレンタンクと、
　このドレンタンク内の水を排出するドレンポンプとを具え、
　前記空気循環装置と前記ヒートポンプの運転により衣類の乾燥を行うと共に、前記蒸発
器で発生して滴下する結露水をドレンタンクに貯留し、その貯留した結露水を前記ドレン
ポンプにより排出するようにしたものにおいて、
　前記衣類の布質を検知する布質検知手段を具え、
　その布質検知手段による布質の検知結果に応じて前記ドレンポンプの運転率を制御する
ようにしたことを特徴とする衣類乾燥機。
【請求項３】
　乾燥室と、
　この乾燥室内の空気を、乾燥室外に設けた通風路を通して乾燥室内に戻す循環を行わし
める空気循環装置と、
　この空気循環装置の前記通風路に蒸発器と凝縮器とを配設して、それらと圧縮機及び絞
り器を接続パイプにより接続することにより冷凍サイクルを構成したヒートポンプと、
　前記蒸発器の下方に配設したドレンタンクと、
　このドレンタンク内の水を排出するドレンポンプとを具え、
　前記空気循環装置と前記ヒートポンプの運転により衣類の乾燥を行うと共に、前記蒸発
器で発生して滴下する結露水をドレンタンクに貯留し、その貯留した結露水を前記ドレン
ポンプにより排出するようにしたものにおいて、
　前記衣類を乾燥させる乾燥行程の進み度合に応じて前記ドレンポンプの運転率を制御す
るようにしたことを特徴とする衣類乾燥機。
【請求項４】
　乾燥室と、
　この乾燥室内の空気を、乾燥室外に設けた通風路を通して乾燥室内に戻す循環を行わし
める空気循環装置と、
　この空気循環装置の前記通風路に蒸発器と凝縮器とを配設して、それらと圧縮機及び絞
り器を接続パイプにより接続することにより冷凍サイクルを構成したヒートポンプと、
　前記蒸発器の下方に配設したドレンタンクと、
　このドレンタンク内の水を排出するドレンポンプとを具え、
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　前記空気循環装置と前記ヒートポンプの運転により衣類の乾燥を行うと共に、前記蒸発
器で発生して滴下する結露水をドレンタンクに貯留し、その貯留した結露水を前記ドレン
ポンプにより排出するようにしたものにおいて、
　前記衣類を乾燥させる乾燥行程を、乾燥速度の異なるコース別に行い、
　そのコースに応じて前記ドレンポンプの運転率を制御するようにしたことを特徴とする
衣類乾燥機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヒートポンプを使用した衣類乾燥機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、衣類乾燥機においては、ヒートポンプを使用して衣類を乾燥させるようにし
たものが知られている。このものは、乾燥室の空気を、循環装置により、ヒートポンプの
圧縮機に接続した凝縮器及び蒸発器を配設した通風路を通して循環させることにより、衣
類を乾燥させるようにしたもので、衣類から発生する水分を蒸発器で回収し、その折りに
回収した潜熱を圧縮機により高温の冷媒状態に変換し、凝縮器で空気を加熱するエネルギ
ーとして再使用する。このようにすることで、外部には僅かな放熱ロスがある以外、ほと
んどエネルギーを逃がさず再利用できるものであり、従って、効率の良い乾燥を実現でき
る。
【０００３】
　上記ヒートポンプを使用して衣類を乾燥させるものの場合、蒸発器は、具体的には、洗
濯後の洗濯物など衣類から発散して空気に含まれた水分を冷却することにより凝縮させて
除去するものであり、その過程で蒸発器の表面には結露水が発生する。この蒸発器の表面
に発生した結露水は、蒸発器の表面を流れて滴下し、下方のドレンタンクに受けられて貯
留された上、ドレンタンクからドレンポンプにより機外に排出されるようになっている。
【０００４】
　しかして、このものの場合、ドレンタンクに貯留された結露水の上限と下限を水位セン
サやドレンポンプの駆動源モータに流れる電流により検知し、そのうちの上限の検知で、
ドレンポンプを運転させてドレンタンクに貯留された結露水を排出することにより、貯留
された結露水の溢出を防止し、下限の検知で、ドレンポンプの運転を停止させることによ
り、ドレンポンプへの空気の混入（いわゆるエア噛み）、ひいてはそれによる騒音の発生
を防止するようにしている（例えば特許文献１、２参照）。
【０００５】
　そして、そのドレンタンクに貯留された結露水の上限と下限の間の通常時においては、
当該衣類乾燥機で乾燥させ得る衣類の最大布量など定格に合わせて定めた一定の間隔、一
定の時間という一定の運転率で、ドレンポンプを運転させる制御を行っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－６１２１７号公報
【特許文献２】特開２００８－９９９８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述のように、従来のものでは、通常時、ドレンポンプを当該衣類乾燥機の定格に合わ
せた一定の運転率で運転させる制御を行っているため、蒸発器での結露水の発生が少ない
場合、例えば衣類の布量が定格より少ない場合などでは、ドレンポンプを無駄に多く運転
させることになり、その分、ドレンポンプの寿命が短くなっていた。
【０００８】
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　それに対して、ドレンポンプの運転率を下げれば、ドレンポンプを無駄に多く運転させ
ることはなくなるが、この場合には、蒸発器での結露水の発生が多い状況でも少ない運転
率で結露水をドレンタンクから溢出させることなく排出するために、ドレンポンプには高
出力のものが必要とされ、ドレンタンクには大容量のものが必要とされるという問題点を
有していた。
【０００９】
　本発明は上述の事情に鑑みてなされたものであり、従ってその目的は、ドレンポンプを
無駄に多く運転させることがなくてドレンポンプ寿命の長延化を図り得ると共に、ドレン
ポンプに高出力のものが必要とされず、且つドレンタンクに大容量のものが必要とされる
ことのないようにできる衣類乾燥機を提供するにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明の衣類乾燥機においては、
　乾燥室と、この乾燥室内の空気を、乾燥室外に設けた通風路を通して乾燥室内に戻す循
環を行わしめる空気循環装置と、この空気循環装置の前記通風路に蒸発器と凝縮器とを配
設して、それらと圧縮機及び絞り器を接続パイプにより接続することにより冷凍サイクル
を構成したヒートポンプと、前記蒸発器の下方に配設したドレンタンクと、このドレンタ
ンク内の水を排出するドレンポンプとを具え、前記空気循環装置と前記ヒートポンプの運
転により衣類の乾燥を行うと共に、前記蒸発器で発生して滴下する結露水をドレンタンク
に貯留し、その貯留した結露水を前記ドレンポンプにより排出するようにしたものにおい
て、
　第１に、前記衣類の布量を検知する布量検知手段を具え、その布量検知手段による布量
の検知結果に応じて前記ドレンポンプの運転率を制御するようにしたことを特徴とする（
請求項１の発明）。
【００１１】
　本発明の衣類乾燥機においては、第２に、前記衣類の布質を検知する布質検知手段を具
え、その布質検知手段による布質の検知結果に応じて前記ドレンポンプの運転率を制御す
るようにしたことを特徴とする（請求項２の発明）。
【００１２】
　本発明の衣類乾燥機においては、第３に、前記衣類を乾燥させる乾燥行程の進み度合に
応じて前記ドレンポンプの運転率を制御するようにしたことを特徴とする（請求項３の発
明）。
【００１３】
　本発明の衣類乾燥機においては、第４に、前記衣類を乾燥させる乾燥行程を、乾燥速度
の異なるコース別に行い、そのコースに応じて前記ドレンポンプの運転率を制御するよう
にしたことを特徴とする（請求項４の発明）。
【発明の効果】
【００１４】
　上記手段によれば、いずれも、ヒートポンプの蒸発器における結露水の発生量の多寡に
合った効率の良いドレンポンプの運転ができ、それによって、ドレンポンプを無駄に多く
運転させることがなくてドレンポンプ寿命の長延化を図り得ると共に、ドレンポンプに高
出力のものが必要とされず、且つドレンタンクに大容量のものが必要とされることのない
ようにできる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１実施例を示す設定内容図
【図２】機全体の概略的縦断側面図
【図３】ヒートポンプのサイクル構成図
【図４】電気的構成のブロック図
【図５】本発明の第２実施例を示す設定内容図
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【図６】本発明の第３実施例を示す設定内容図
【図７】本発明の第４実施例を示す設定内容図
【図８】本発明の第５実施例を示す設定内容図
【図９】本発明の第６実施例を示す設定内容図
【図１０】本発明の第７実施例を示す設定内容図
【図１１】本発明の第８実施例を示す設定内容図
【図１２】本発明の第９実施例を示す設定内容図
【図１３】本発明の第１０実施例を示す設定内容図
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明を洗濯乾燥機に適用して、その第１実施例（第１の実施形態）につき、図
１ないし図４を参照して説明する。
　まず、図２には、洗濯乾燥機、中でもドラム式（横軸形）洗濯乾燥機の全体構成を示し
ており、外箱１の内部に水槽２を配設し、水槽２の内部に回転槽（ドラム）３を配設して
いる。本実施例においては、この水槽２と回転槽３とで洗濯室兼用の乾燥室が構成される
ものであり、回転槽３は、詳しくは図示しないが、周側壁の全域に孔を有する多孔状を成
している。
【００１７】
　上記水槽２及び回転槽３は、ともに軸方向が前後（図２で左右）の横軸円筒状を成すも
ので、それを図示しないサスペンションにより前上がりの傾斜状に弾性支持している。又
、これら水槽２及び回転槽３は、ともに前面が開口しており、これに対して、外箱１の前
面部の上部には扉４によって開閉される洗濯物出入口（図示省略）を形成し、この洗濯物
出入口と水槽２の前面の開口部とを図示しないベローズにより連ねている。
【００１８】
　水槽２の背面にはモータ５を取付けており、このモータ５は、例えばアウターロータ形
のブラシレスモータであり、回転槽３を直に回転駆動するようになっている。従って、モ
ータ５は回転槽３を回転駆動する駆動装置として機能するようになっている。
　このほか、水槽２の最下部である底部の最後部には電動の排水弁６を接続し、更に、こ
の排水弁６に排水ホース７を接続して、これらにより水槽２内の水を機外に排出するよう
にしている。
【００１９】
　水槽２の下方には通風ダクト８を配置している。この通風ダクト８は、前端部の上部に
吸風口９を有しており、この吸風口９に、前記水槽２の前面部の開口部周りの上部に形成
した温風出口（図示省略）を還風ダクト１０を介して接続している。なお、還風ダクト１
０は前記水槽２の前面の開口部を迂回するように配管しており、途中部に主として糸くず
を捕獲するフィルタ１１を有している。
【００２０】
　一方、通風ダクト８の後端部には循環用送風機１２を連結しており、この循環用送風機
１２の出口部を給風ダクト１３を介して、前記水槽２の後端板部の上部に形成した温風入
口（図示省略）に接続している。なお、給風ダクト１３は前記モータ５を迂回するように
配管している。
【００２１】
　これらの結果、還風ダクト１０、通風ダクト８、循環用送風機１２、及び給風ダクト１
３により、前記水槽２の温風出口と温風入口とを接続して通風路１４が設けられており、
この通風路１４は水槽２の外部に位置している。
　循環用送風機１２は、回転槽３内の空気を、水槽２内から上記通風路１４を通して水槽
２外に出した後、水槽２内に、そして回転槽３内に戻す循環を行わしめるようになってお
り、もって、通風路１４と循環用送風機１２とにより回転槽３内の空気を循環させる空気
循環装置１５を構成している。
【００２２】
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　しかして、通風路１４中、通風ダクト８の内部には、前部に蒸発器１６を配設しており
、後部に凝縮器１７を配設している。これらの蒸発器１６及び凝縮器１７は、図３に略図
にて示すように、それぞれ蛇行状を成す冷媒流通パイプ１６ａ，１７ａに、薄板状の伝熱
フィン１６ｂ，１７ｂを細かいピッチで多数配設して成るフィン付きチューブ形のもので
、熱交換性に優れており、それらの伝熱フィンの各間を、前記通風ダクト８を後述のよう
に流れる風が伝熱フィン及び冷媒流通パイプに接触しつつ通るようになっている。
【００２３】
　又、蒸発器１６及び凝縮器１７は、図３に示す圧縮機１８及び絞り器（特には電子式の
絞り弁もしくはキャピラリチューブ）１９と共にヒートポンプ２０を構成するもので、こ
のヒートポンプ２０においては、接続パイプ２１によって、圧縮機１８、凝縮器１７、絞
り器１９、蒸発器１６、及び圧縮機１８の順にこれらをサイクル接続しており（冷凍サイ
クル）、圧縮機１８が作動することによって図示しない冷媒を矢印で示すように循環させ
るようになっている。
　なお、圧縮機１８と絞り器１９は、図２には図示しないが、前記通風ダクト８の外部に
配設している。
【００２４】
　前記通風ダクト８の前端部から前方の機外へは吐風路２２を設けており、この吐風路２
２の前記吸風口９と連通する部分には、通風ダクト８に対するそれらの切換えをするダン
パ２３を設けている。又、吐風路２２の内部には吐出用送風機２４を設けており、それよ
り前方の吐風路２２の出口部には、電動のシャッタ２５を設けている。
【００２５】
　加えて、通風ダクト８の蒸発器１６を配設した部分と凝縮器１７を配設した部分との間
の上部には、外気導入口２６を形成しており、この外気導入口２６にはヒータ２７，２８
を設けている。
　更に、通風ダクト８の凝縮器１７を配設した部分の上部には、散水器２９を設けており
、この散水器２９には、前記水槽２内に給水するように設けた給水弁（図２では図示省略
）から分岐した水路（これも図示省略）により、選択的に給水されるようにしている。
【００２６】
　通風ダクト８の蒸発器１６を配設した部分の下部と、凝縮器１７を配設した部分の下部
には、それぞれ主として糸くずを捕獲するフィルタ３０，３１を配設しており、これらの
フィルタ３０，３１の下方には共通のドレンタンク３２を配置している。このドレンタン
ク３２のうちの凝縮器１７側の部分３２ａは、蒸発器１６側の部分３２ｂよりも浅底で、
底部が蒸発器１６側の部分３２ｂに向かい漸次下降しており、その蒸発器１６側の部分３
２ｂと凝縮器１７側の部分３２ａとの間には、遮風板３３を設けている。
【００２７】
　ドレンタンク３２の蒸発器１６側の部分３２ｂには、底部の後側にドレンポンプ３４を
設けており、そのほか、ドレンタンク３２の蒸発器１６側の部分３２ｂの上部には上限水
位検知用の水位センサ３５を設け、下部に下限水位検知用の水位センサ３６を設けている
。
【００２８】
　図４には、制御装置３７を示している。この制御装置３７は、例えばマイクロコンピュ
ータから成るもので、前記外箱１内の例えば上部に位置して洗濯乾燥機の作動全般を制御
する制御手段として機能するようになっている。
【００２９】
　この制御装置３７には、図示しない操作パネルが有した各種操作スイッチから成る操作
入力部３８より各種操作信号が入力されると共に、前記水槽２内の水位を検知するように
設けた水位センサ３９から水位検知信号が入力され、前記ドレンタンク３２の上限水位検
知用の水位センサ３５と、同下限水位検知用の水位センサ３６とからも、それぞれ水位検
知信号が入力され、前記モータ５（回転槽３）の回転を検知するように設けた回転センサ
４０からは回転検知信号が入力され、モータ５に流れる電流を検知するように設けた電流
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センサ４１から電流検知信号が入力されるようになっている。
【００３０】
　そして、制御装置３７は、上記各種信号の入力並びにあらかじめ記憶した制御プログラ
ムに基づいて、前記水槽２内及び前記散水器２９に選択的に給水するように設けた給水弁
４２と、前記モータ５、循環用送風機１２、圧縮機１８、絞り器１９、排水弁６、吐出用
送風機２４、ドレンポンプ３４、及びダンパ２３の切換用モータ４３を、駆動回路４４を
介して制御するようになっている。
【００３１】
　次に、上記構成の洗濯乾燥機の作用を述べる。
　上記構成の洗濯乾燥機では、標準的な運転コースが開始されると、最初に洗濯物（衣類
）の布量の検知を行う。この布量の検知は、例えば、回転槽３を所定の回転速度まで回転
させ、それに要した時間と、その後、回転槽３の駆動を停止して回転槽３を惰性回転させ
、それによって回転槽３の回転速度が所定の回転速度まで下降するのに要した時間とから
、洗濯物の布量をモータ５の回転負荷でもって検知するものである。従って、このとき、
回転センサ４０と制御装置３７は布量検知手段として機能する。
【００３２】
　この後、上記布量の検知結果から布量の判定をする。図１はその判定内容の一例を示し
ており、布量を、０～２〔ｋｇ〕、２～４〔ｋｇ〕、４～６〔ｋｇ〕の３段階に分けて判
定している。この判定結果に応じて、制御装置３７は洗濯（洗い及びすすぎ）行程におけ
る水位の設定をすると共に、後述する乾燥行程におけるドレンポンプ３４の運転率の設定
をする。
【００３３】
　この場合、布量の判定結果が０～２〔ｋｇ〕であれば、ドレンポンプ３４の運転率は、
運転間隔を１５〔分〕と設定するものであり、布量の判定結果が２～４〔ｋｇ〕であれば
、ドレンポンプ３４の運転率は、運転間隔を１０〔分〕と設定するものであって、布量の
判定結果が４～６〔ｋｇ〕であれば、ドレンポンプ３４の運転率は、運転間隔を７〔分〕
と設定するものである。すなわち、検知した布量が多いほど、運転間隔を短くする（運転
率を大きくする）ものであり、反対に、検知した布量が少ないほど、運転間隔を長くする
（運転率を小さくする）ものである。なお、これらの場合、運転時間はいずれも２０〔秒
〕であり、すなわち、各設定時間間隔で２０〔秒〕ずつ、ドレンポンプ３４を運転させる
ものである。
【００３４】
　この後、設定した水位までの水槽２内への給水を、給水弁４２を開放させることにより
行い、続いて、回転槽３を低速で正逆両方向に交互に回転させて洗濯行程を実行する。
　又、洗濯行程中には、洗濯物の布質の検知を行う。この布質の検知は、例えば、回転槽
３を上述の正逆両方向に交互に回転させたときの各回転ごとのモータ５のトルク変動の大
きさを、電流センサ４１で検知される電流のうちのｑ軸電流を制御装置３７で算出して見
る。従って、このとき、電流センサ４１と制御装置３７は布質検知手段として機能する。
なお、一般に、回転槽３を回転させるモータ５のＳ，Ｎ極で作られる磁束に対して、平行
方向（回転方向）をｄ軸電流と言い、直角方向をｑ軸電流と言う。このｑ軸電流はモータ
５の回転トルクに影響するため、トルク変動が大きいと、回転トルクが大きくなることで
、ｑ軸電流が大きくなる。
【００３５】
　洗濯物の布質については、洗濯物中の綿の比率が小さくて化繊の比率が大きいと、吸水
性が小さくなることから、洗濯物の総含水量が少なくなり、モータ５のトルクの変動は小
さくなる。洗濯物中の綿の比率が化繊の比率と大差ないときには、吸水性が中間的となる
から、洗濯物の総含水量も中間的となり、モータ５のトルクの変動も中間的となる。洗濯
物中の綿の比率が大きくて化繊の比率が小さいと、吸水性が大きくなることから、洗濯物
の総含水量が多くなり、モータ５のトルクの変動は小さくなる。
【００３６】
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　これらのモータ５のトルクの変動を前記ｑ軸電流により見ることで、洗濯物の布質の判
定ができるものであり、図６ないし図９には、その判定内容の一例を示しており、洗濯物
中の綿の比率が小さくて化繊の比率が大きい布質を「しなやか」とし、洗濯物中の綿の比
率が化繊の比率と大差ない布質を「標準」とし、洗濯物中の綿の比率が大きくて化繊の比
率が小さい布質を「ごわごわ」とする、３段階に分けて判定している。その判定結果に応
じて、制御装置３７は、この場合、図示はしないが、洗濯行程における回転槽３の回転速
度や反転周期等の設定、実行をし、更に、次の脱水行程における回転槽３の回転速度、並
びにその後の乾燥行程における回転槽３の回転速度や反転周期等の設定をする。
【００３７】
　脱水行程では、排水弁６を開放させて水槽２内の水を排出した後、回転槽３を設定した
高速の速度で一方向に回転させる。これにより、回転槽３内の洗濯物が遠心脱水される。
　乾燥行程では、ダンパ２３を、図２に実線で示すように、通風ダクト８の吸風口９を開
放し、吐風路２２を通風ダクト８から遮断するようにセットする。この状態で、回転槽３
を設定した低速の速度で正逆両方向に交互に回転させつつ、循環用送風機１２を駆動する
。そのうち、循環用送風機１２の送風作用により、図２に実線矢印で示すように、回転槽
３内の空気が水槽２内から通風路１４の還風ダクト１０を経て通風ダクト８内に流入され
る。
【００３８】
　又、このときには、ヒートポンプ２０の圧縮機１８を駆動する。これにより、ヒートポ
ンプ２０に封入した冷媒が圧縮機１８により圧縮されて高温高圧の冷媒となり、その高温
高圧の冷媒が凝縮器１７に流れて、通風ダクト８内の空気と熱交換する。その結果、通風
ダクト８内の空気が加熱され、反対に、冷媒の温度は低下して液化される。この液化され
た冷媒が、次に、絞り器１９を通って減圧された後、蒸発器１６に流入し、気化する。そ
れにより、蒸発器１６は通風ダクト８内の空気を冷却する。蒸発器１６を通過した冷媒は
圧縮機１８に戻る。
【００３９】
　これらにより、前記水槽２内から通風ダクト８内に流入した空気は、蒸発器１６で冷却
されて除湿され、その後に凝縮器１７で加熱されて温風化される。そして、その温風が給
風ダクト１３を経て水槽２内に供給され、更に回転槽３内に供給される。
　回転槽３内に供給された温風は洗濯物の水分を奪った後、水槽２内から還風ダクト１０
を経て通風ダクト８内に流入する。かくして、蒸発器１６と凝縮器１７を有する通風ダク
ト８と回転槽３との間を空気が循環することにより、回転槽３内の洗濯物が乾燥される。
従って、このときに、水槽２と回転槽３は、内部が乾燥室として機能する。
【００４０】
　さて、この乾燥行程中、蒸発器１６では、通風ダクト８内を通る空気が蒸発器１６の表
面に接触して冷却除湿が行われることに伴い、蒸発器１６の表面に結露水が発生し、その
結露水が蒸発器１６の表面を流れて滴下する。この蒸発器１６から滴下した結露水は、フ
ィルタ３０を通り、ドレンタンク３２（特には蒸発器１６側の部分３２ｂ）の内部に落ち
て貯留され、該ドレンタンク３２内で漸次水位を上げる。
【００４１】
　これに対して、この乾燥行程中には、制御装置３７が、前述の洗濯物の布量の判定結果
に基づいて設定した運転率でドレンポンプ３４を運転させる。その運転率は、この場合、
前述のように、検知した布量が多いほど、運転間隔を短くする（運転率を大きくする）も
のであり、反対に、検知した布量が少ないほど、運転間隔を長くする（運転率を小さくす
る）ものである。
【００４２】
　洗濯をしたときの洗濯物の総含水量は、洗濯物の布量が多くなるに連れて増える。それ
はすなわち乾燥行程において温風が洗濯物から奪う総水分量が増えることであり、洗濯物
から奪う総水分量が増えれば、その水分を奪った温風がヒートポンプ２０の蒸発器１６で
冷却除湿されることに伴い該蒸発器１６の表面に発生する結露水が増え、ドレンタンク３
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２に貯留される結露水が増える。
【００４３】
　よって、上述のように検知した布量が多いほど、ドレンポンプ３４の運転間隔を短くす
る（運転率を大きくする）ことで、ドレンタンク３２に貯留される結露水の排出量を増や
し、反対に、検知した布量が少ないほど、ドレンポンプ３４の運転間隔を長くする（運転
率を小さくする）ことで、ドレンタンク３２に貯留される結露水の排出量を減らす。
【００４４】
　これにより、ヒートポンプ２０の蒸発器１６における結露水の発生量の多寡に合った効
率の良いドレンポンプ３４の運転ができるものであり、それによって、ドレンポンプ３４
を無駄に多く運転させることがなくてドレンポンプ３４の寿命の長延化を図ることができ
る。又、その場合、ドレンポンプ３４の運転率を下げるだけではないので、ドレンポンプ
３４に高出力のものが必要とされず、且つドレンタンク３２に大容量のものが必要とされ
ることのないようにもできる。
【００４５】
　なお、特に上記構成のものの場合、如上の乾燥運転に代わって、冷風の吐出運転を行う
こともできる。このときには、ダンパ２３を、図２に二点鎖線で示すように、吐風路２２
を通風ダクト８に連通させ、通風ダクト８の吸風口９を閉塞するように切換える。この状
態で、ヒートポンプ２０の圧縮機１８の作動を開始させると共に、シャッタ２５を開放さ
せ、吐出用送風機２４を作動させる。
【００４６】
　これらにより、図２に破線矢印で示すように、通風ダクト８外の空気が外気導入口２６
から通風ダクト８内に導入されて蒸発器１６を通り冷却される。そして、その冷却された
空気が吐風路２２を通って機外の前方に吐出され、洗濯乾燥機が設置されたスペースの冷
房を行う。
　又、そのときには、散水器２９に給水して、該散水器２９から凝縮器１７に散水するこ
とにより、該凝縮器１７を冷却し、上記蒸発器１６における導入外気の冷却が確実に行わ
れるようにする。
【００４７】
　更に、上述の状態で、ヒートポンプ２０の圧縮機１８の作動を開始させるのに代わり、
ヒータ２７，２８を発熱させれば、通風ダクト８内に導入される外気を加熱して温風化し
、その温風を吐風路２２を通して機外の前方に吐出し、洗濯乾燥機が設置されたスペース
の暖房を行うこともできる。
【００４８】
　以上に対して、図５ないし図１３は本発明の第２ないし第１０実施例（第２ないし第１
０の実施形態）を示すもので、それぞれ、第１実施例と同一の部分には同一の符号を付し
て説明を省略し、異なる部分についてのみ述べる。
【００４９】
　［第２実施例］
　図５に示す第２実施例においては、洗濯物の布量の判定結果によるドレンポンプ３４の
運転率の設定を、ドレンポンプ３４の運転時間で行うようにしている。具体的には、布量
の判定結果が０～２〔ｋｇ〕であれば、ドレンポンプ３４の運転時間を２０〔秒〕と設定
するものであり、布量の判定結果が２～４〔ｋｇ〕であれば、ドレンポンプ３４の運転時
間を３０〔秒〕と設定し、布量の判定結果が４～６〔ｋｇ〕であれば、ドレンポンプ３４
の運転時間を４０〔秒〕と設定するものである。
【００５０】
　すなわち、検知した布量が多いほど、総含水量が多くなり、ヒートポンプ２０の蒸発器
１６における結露水の発生量が多くなるので、ドレンポンプ３４の運転時間を長くする（
運転率を大きくする）ものであり、反対に、検知した布量が少ないほど、総含水量が少な
くなり、ヒートポンプ２０の蒸発器１６における結露水の発生量が少なくなるので、ドレ
ンポンプ３４の運転時間を短くする（運転率を小さくしている）ものである。なお、これ
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らの場合、運転間隔はいずれも１０〔分〕であり、すなわち、１０〔分〕間隔で各設定時
間ずつ、ドレンポンプ３４を運転させるものである。
【００５１】
　このように、検知した布量が多いほど、ドレンポンプ３４の運転時間を長くする（運転
率を大きくする）ことで、ドレンタンク３２に貯留される結露水の排出量を増やし、反対
に、検知した布量が少ないほど、ドレンポンプ３４の運転時間を短くする（運転率を小さ
くする）ことで、ドレンタンク３２に貯留される結露水の排出量を減らす。これにより、
ヒートポンプ２０の蒸発器１６における結露水の発生量の多寡に合った効率の良いドレン
ポンプ３４の運転ができるので、第１実施例同様の効果を得ることができる。
【００５２】
　［第３実施例］
　図６に示す第３実施例においては、ドレンポンプ３４の運転率（運転間隔）の設定を、
洗濯物の布量の判定結果に代わり、前述の洗濯物の布質の判定結果で行うようにしている
。具体的には、布質の判定結果が「しなやか」であれば、ドレンポンプ３４の運転率は、
運転間隔を１５〔分〕と設定するものであり、布質の判定結果が「標準」であれば、ドレ
ンポンプ３４の運転率は、運転間隔を１０〔分〕と設定し、布質の判定結果が「ごわごわ
」であれば、ドレンポンプ３４の運転率は、運転間隔を７〔分〕と設定するものである。
【００５３】
　すなわち、検知した布質が吸水性の大きい布質であるほど、総含水量が多くなり、ヒー
トポンプ２０の蒸発器１６における結露水の発生量が多くなるので、ドレンポンプ３４の
運転間隔を短くする（運転率を大きくする）ものであり、反対に、検知した布質が吸水性
の小さい布質であるほど、総含水量が少なくなり、ヒートポンプ２０の蒸発器１６におけ
る結露水の発生量が少なくなるので、ドレンポンプ３４の運転間隔を長くする（運転率を
小さくする）ものである。なお、これらの場合、運転時間はいずれも２０〔秒〕であり、
すなわち、各設定時間間隔で２０〔秒〕ずつ、ドレンポンプ３４を運転させるものである
。
【００５４】
　このように、検知した布質が吸水性の大きい布質であるほど、ドレンポンプ３４の運転
間隔を短くする（運転率を大きくする）ことで、ドレンタンク３２に貯留される結露水の
排出量を増やし、反対に、検知した布質が吸水性の小さい布質であるほど、ドレンポンプ
３４の運転間隔を長くする（運転率を小さくする）ことで、ドレンタンク３２に貯留され
る結露水の排出量を減らす。これにより、ヒートポンプ２０の蒸発器１６における結露水
の発生量の多寡に合った効率の良いドレンポンプ３４の運転ができるので、第１実施例同
様の効果を得ることができる。
【００５５】
　［第４実施例］
　図７に示す第４実施例においては、洗濯物の布質の判定結果によるドレンポンプ３４の
運転率の設定を、ドレンポンプ３４の運転時間で行うようにしている。具体的には、布質
の判定結果が「しなやか」であれば、ドレンポンプ３４の運転時間を２０〔秒〕と設定す
るものであり、布質の判定結果が「標準」であれば、ドレンポンプ３４の運転時間を３０
〔秒〕と設定し、布質の判定結果が「ごわごわ」であれば、ドレンポンプ３４の運転時間
を４０〔秒〕と設定するものである。
【００５６】
　すなわち、検知した布質が吸水性の大きい布質であるほど、総含水量が多くなり、ヒー
トポンプ２０の蒸発器１６における結露水の発生量が多くなるので、ドレンポンプ３４の
運転時間を長くする（運転率を大きくする）ものであり、反対に、検知した布質が吸水性
の小さい布質であるほど、総含水量が少なくなり、ヒートポンプ２０の蒸発器１６におけ
る結露水の発生量が少なくなるので、ドレンポンプ３４の運転時間を短くする（運転率を
小さくする）ものである。なお、これらの場合、運転間隔はいずれも１０〔分〕であり、
すなわち、１０〔分〕間隔で各設定時間ずつ、ドレンポンプ３４を運転させるものである
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。
【００５７】
　このように、検知した布質が吸水性の大きい布質であるほど、ドレンポンプ３４の運転
時間を長くする（運転率を大きくする）ことで、ドレンタンク３２に貯留される結露水の
排出量を増やし、反対に、検知した布質が吸水性の小さい布質であるほど、ドレンポンプ
３４の運転時間を短くする（運転率を小さくする）ことで、ドレンタンク３２に貯留され
る結露水の排出量を減らす。これにより、ヒートポンプ２０の蒸発器１６における結露水
の発生量の多寡に合った効率の良いドレンポンプ３４の運転ができるので、第１実施例同
様の効果を得ることができる。
【００５８】
　［第５実施例］
　図８に示す第５実施例においては、ドレンポンプ３４の運転率（運転間隔）の設定を、
洗濯物の布量の判定結果と洗濯物の布質の判定結果とで行うようにしている。具体的には
、布量の判定結果が０～２〔ｋｇ〕の場合で、布質の判定結果が「しなやか」であれば、
ドレンポンプ３４の運転率は、運転間隔を２０〔分〕と設定するものであり、布質の判定
結果が「標準」であれば、ドレンポンプ３４の運転率は、運転間隔を１５〔分〕と設定し
、布質の判定結果が「ごわごわ」であれば、ドレンポンプ３４の運転率は、運転間隔を１
０〔分〕と設定するものである。
【００５９】
　又、布量の判定結果が２～４〔ｋｇ〕の場合で、布質の判定結果が「しなやか」であれ
ば、ドレンポンプ３４の運転率は、運転間隔を１５〔分〕と設定するものであり、布質の
判定結果が「標準」であれば、ドレンポンプ３４の運転率は、運転間隔を１０〔分〕と設
定し、布質の判定結果が「ごわごわ」であれば、ドレンポンプ３４の運転率は、運転間隔
を７〔分〕と設定するものである。
【００６０】
　更に、布量の判定結果が４～６〔ｋｇ〕の場合で、布質の判定結果が「しなやか」であ
れば、ドレンポンプ３４の運転率は、運転間隔を１０〔分〕と設定するものであり、布質
の判定結果が「標準」であれば、ドレンポンプ３４の運転率は、運転間隔を７〔分〕と設
定し、布質の判定結果が「ごわごわ」であれば、ドレンポンプ３４の運転率は、運転間隔
を５〔分〕と設定するものである。
【００６１】
　すなわち、検知した布量が多く且つ検知した布質が吸水性の大きい布質であるほど、総
含水量が多くなり、ヒートポンプ２０の蒸発器１６における結露水の発生量が多くなるの
で、ドレンポンプ３４の運転間隔を短くする（運転率を大きくする）ものであり、反対に
、検知した布量が少なく且つ検知した布質が吸水性の小さい布質であるほど、総含水量が
少なくなり、ヒートポンプ２０の蒸発器１６における結露水の発生量が少なくなるので、
ドレンポンプ３４の運転間隔を長くする（運転率を小さくする）ものである。なお、これ
らの場合、運転時間はいずれも２０〔秒〕であり、すなわち、各設定時間間隔で２０〔秒
〕ずつ、ドレンポンプ３４を運転させるものである。
【００６２】
　このように、検知した布量が多く且つ検知した布質が吸水性の大きい布質であるほど、
ドレンポンプ３４の運転間隔を短くする（運転率を大きくする）ことで、ドレンタンク３
２に貯留される結露水の排出量を増やし、反対に、検知した布量が少なく且つ検知した布
質が吸水性の小さい布質であるほど、ドレンポンプ３４の運転間隔を長くする（運転率を
小さくする）ことで、ドレンタンク３２に貯留される結露水の排出量を減らす。これによ
り、ヒートポンプ２０の蒸発器１６における結露水の発生量の多寡に合った効率の良いド
レンポンプ３４の運転ができるので、第１実施例同様の効果を得ることができる。
【００６３】
　［第６実施例］
　図９に示す第６実施例においては、洗濯物の布量の判定結果と布質の判定結果とによる
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ドレンポンプ３４の運転率の設定を、ドレンポンプ３４の運転時間で行うようにしている
。具体的には、布量の判定結果が０～２〔ｋｇ〕の場合で、布質の判定結果が「しなやか
」であれば、ドレンポンプ３４の運転時間を１０〔秒〕と設定するものであり、布質の判
定結果が「標準」であれば、ドレンポンプ３４の運転時間を２０〔秒〕と設定し、布質の
判定結果が「ごわごわ」であれば、ドレンポンプ３４の運転時間を３０〔秒〕と設定する
ものである。
【００６４】
　又、布量の判定結果が２～４〔ｋｇ〕の場合で、布質の判定結果が「しなやか」であれ
ば、ドレンポンプ３４の運転時間を１５〔秒〕と設定するものであり、布質の判定結果が
「標準」であれば、ドレンポンプ３４の運転時間を２５〔秒〕と設定し、布質の判定結果
が「ごわごわ」であれば、ドレンポンプ３４の運転時間を３５〔秒〕と設定するものであ
る。
【００６５】
　更に、布量の判定結果が４～６〔ｋｇ〕の場合で、布質の判定結果が「しなやか」であ
れば、ドレンポンプ３４の運転時間を２０〔秒〕と設定するものであり、布質の判定結果
が「標準」であれば、ドレンポンプ３４の運転時間を３０〔秒〕と設定し、布質の判定結
果が「ごわごわ」であれば、ドレンポンプ３４の運転時間を４０〔秒〕と設定するもので
ある。
【００６６】
　すなわち、検知した布量が多く且つ検知した布質が吸水性の大きい布質であるほど、総
含水量が多くなり、ヒートポンプ２０の蒸発器１６における結露水の発生量が多くなるの
で、ドレンポンプ３４の運転時間を長くする（運転率を大きくする）ものであり、反対に
、検知した布量が少なく且つ検知した布質が吸水性の小さい布質であるほど、総含水量が
少なくなり、ヒートポンプ２０の蒸発器１６における結露水の発生量が少なくなるので、
ドレンポンプ３４の運転時間を短くする（運転率を小さくする）ものである。なお、これ
らの場合、運転間隔はいずれも１０〔分〕であり、すなわち、１０〔分〕間隔で各設定時
間ずつ、ドレンポンプ３４を運転させるものである。
【００６７】
　このように、検知した布量が多く且つ検知した布質が吸水性の大きい布質であるほど、
ドレンポンプ３４の運転時間を長くする（運転率を大きくする）ことで、ドレンタンク３
２に貯留される結露水の排出量を増やし、反対に、検知した布量が少なく且つ検知した布
質が吸水性の小さい布質であるほど、ドレンポンプ３４の運転時間を短くする（運転率を
小さくする）ことで、ドレンタンク３２に貯留される結露水の排出量を減らす。これによ
り、ヒートポンプ２０の蒸発器１６における結露水の発生量の多寡に合った効率の良いド
レンポンプ３４の運転ができるので、第１実施例同様の効果を得ることができる。
【００６８】
　［第７実施例］
　図１０に示す第７実施例においては、ドレンポンプ３４の運転率（運転間隔）の設定を
、洗濯物の布量、布質の判定結果に代わり、乾燥行程の進み度合別に行うようにしている
。乾燥行程には、大まかには、「加熱」期間、「恒率」期間、「減率」期間が順にある。
そのうち、「加熱」期間は洗濯物を加熱するのにエネルギーが費やされる期間であり、水
分の蒸発量は少ない。次いで、「恒率」期間は、洗濯物の加熱が終わって水分の蒸発にエ
ネルギーが費やされる期間であり、水分の蒸発量が最も多い。「減率」期間は、洗濯物の
乾燥が進んで洗濯物からの水分の蒸発が少なくなる期間である。
【００６９】
　これに対して、「加熱」期間では、ドレンポンプ３４の運転率は、運転間隔を１５〔分
〕と設定するものであり、「恒率」期間では、ドレンポンプ３４の運転率は、運転間隔を
７〔分〕と設定し、「減率」期間では、ドレンポンプ３４の運転率は、運転間隔を１０〔
分〕と設定するものである。
【００７０】
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　すなわち、水分の蒸発量が最も多い「恒率」期間におけるドレンポンプ３４の運転間隔
を最も短くし、それよりも水分の蒸発量が少ない「減率」期間おけるドレンポンプ３４の
運転間隔を次に短くし、水分の蒸発量が最も少ない「加熱」期間おけるドレンポンプ３４
の運転間隔を最も長くしている。なお、これらの場合、運転時間はいずれも２０〔秒〕で
あり、すなわち、各設定時間間隔で２０〔秒〕ずつ、ドレンポンプ３４を運転させるもの
である。
【００７１】
　このように、水分の蒸発量が最も多い「恒率」期間におけるドレンポンプ３４の運転間
隔を最も短くする（運転率を大きくする）ことで、ドレンタンク３２に貯留される結露水
の排出量を増やし、それよりも水分の蒸発量が少ない「減率」期間におけるドレンポンプ
３４の運転間隔を次に短くする（運転率を次に大きくする）ことで、ドレンタンク３２に
貯留される結露水の排出量を減らし、水分の蒸発量が最も少ない「加熱」期間におけるド
レンポンプ３４の運転間隔を最も長くする（運転率を最も小さくする）ことで、ドレンタ
ンク３２に貯留される結露水の排出量を最も減らす。これにより、ヒートポンプ２０の蒸
発器１６における結露水の発生量の多寡に合った効率の良いドレンポンプ３４の運転がで
きるので、第１実施例同様の効果を得ることができる。
【００７２】
　［第８実施例］
　図１１に示す第８実施例においては、乾燥行程の進み度合別によるドレンポンプ３４の
運転率の設定を、ドレンポンプ３４の運転時間で行うようにしている。具体的には、「加
熱」期間では、ドレンポンプ３４の運転時間を２０〔秒〕と設定するものであり、「恒率
」期間では、ドレンポンプ３４の運転時間を４０〔秒〕と設定し、「減率」期間では、ド
レンポンプ３４の運転時間を３０〔秒〕と設定するものである。なお、これらの場合、運
転間隔はいずれも１０〔分〕であり、すなわち、１０〔分〕間隔で各設定時間ずつ、ドレ
ンポンプ３４を運転させるものである。
【００７３】
　このように、水分の蒸発量が最も多い「恒率」期間におけるドレンポンプ３４の運転時
間を最も長くする（運転率を大きくする）ことで、ドレンタンク３２に貯留される結露水
の排出量を増やし、それよりも水分の蒸発量が少ない「減率」期間におけるドレンポンプ
３４の運転時間を次に長くする（運転率を次に大きくする）ことで、ドレンタンク３２に
貯留される結露水の排出量を減らし、水分の蒸発量が最も少ない「加熱」期間におけるド
レンポンプ３４の運転間隔を最も短くする（運転率を最も小さくする）ことで、ドレンタ
ンク３２に貯留される結露水の排出量を最も減らす。これにより、ヒートポンプ２０の蒸
発器１６における結露水の発生量の多寡に合った効率の良いドレンポンプ３４の運転がで
きるので、第１実施例同様の効果を得ることができる。
【００７４】
　［第９実施例］
　図１２に示す第９実施例においては、乾燥行程を乾燥速度の異なるコース別に行い、そ
のコース別にドレンポンプ３４の運転率を設定している。具体的には、この場合、乾燥行
程のコースには、「お急ぎ」、「標準」、及び「おやすみ」があり、そのうちの「お急ぎ
」コースは、圧縮機１８を最大出力で運転させるコースであって、乾燥を速やかに終える
べく乾燥速度が最も速く、単位時間当たりの水分の蒸発量は最も多い。これに対して、「
標準」コースは、圧縮機１８を中間的な通常出力で運転させるコースであって、乾燥速度
は次に速く、単位時間当たりの水分の蒸発量も次に多い。そして、「おやすみ」コースは
、圧縮機１８を低出力で運転させるコースであって、夜間の長い時間をかけて静かに乾燥
を行うものであり、乾燥速度は最も遅く、単位時間当たりの水分の蒸発量は最も少ない。
【００７５】
　これに対して、「お急ぎ」コースでは、ドレンポンプ３４の運転率は、運転間隔を７〔
分〕と設定するものであり、「標準」コースでは、ドレンポンプ３４の運転率は、運転間
隔を１０〔分〕と設定し、「おやすみ」コースでは、ドレンポンプ３４の運転率は、運転
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間隔を１５〔分〕と設定するものである。
【００７６】
　すなわち、単位時間当たりの水分の蒸発量が最も多い「お急ぎ」コースにおけるドレン
ポンプ３４の運転間隔を最も短くし、それよりも単位時間当たりの水分の蒸発量が少ない
「標準」コースにおけるドレンポンプ３４の運転間隔を次に短くし、単位時間当たりの水
分の蒸発量が最も少ない「おやすみ」コースにおけるドレンポンプ３４の運転間隔を最も
長くしている。なお、これらの場合、運転時間はいずれも２０〔秒〕であり、すなわち、
各設定時間間隔で２０〔秒〕ずつ、ドレンポンプ３４を運転させるものである。
【００７７】
　このように、単位時間当たりの水分の蒸発量が最も多い「お急ぎ」コースにおけるドレ
ンポンプ３４の運転間隔を最も短くする（運転率を大きくする）ことで、ドレンタンク３
２に貯留される結露水の排出量を増やし、それよりも単位時間当たりの水分の蒸発量が少
ない「標準」コースにおけるドレンポンプ３４の運転間隔を次に短くする（運転率を次に
大きくする）ことで、ドレンタンク３２に貯留される結露水の排出量を減らし、単位時間
当たりの水分の蒸発量が最も少ない「おやすみ」コースにおけるドレンポンプ３４の運転
間隔を最も長くする（運転率を最も小さくする）ことで、ドレンタンク３２に貯留される
結露水の排出量を最も減らす。これにより、ヒートポンプ２０の蒸発器１６における結露
水の発生量の多寡に合った効率の良いドレンポンプ３４の運転ができるので、第１実施例
同様の効果を得ることができる。
【００７８】
　［第１０実施例］
　図１３に示す第１０実施例においては、乾燥行程の乾燥速度の異なるコースによるドレ
ンポンプ３４の運転率の設定を、ドレンポンプ３４の運転時間で行うようにしている。具
体的には、「お急ぎ」コースでは、ドレンポンプ３４の運転時間を４０〔秒〕と設定する
ものであり、「標準」コースでは、ドレンポンプ３４の運転時間を３０〔秒〕と設定し、
「おやすみ」コースでは、ドレンポンプ３４の運転時間を２０〔秒〕と設定するものであ
る。なお、これらの場合、運転間隔はいずれも１０〔分〕であり、すなわち、１０〔分〕
間隔で各設定時間ずつ、ドレンポンプ３４を運転させるものである。
【００７９】
　このように、単位時間当たりの水分の蒸発量が最も多い「お急ぎ」コースにおけるドレ
ンポンプ３４の運転時間を最も長くする（運転率を大きくする）ことで、ドレンタンク３
２に貯留される結露水の排出量を増やし、それよりも単位時間当たりの水分の蒸発量が少
ない「標準」コースにおけるドレンポンプ３４の運転時間を次に長くする（運転率を次に
大きくする）ことで、ドレンタンク３２に貯留される結露水の排出量を減らし、単位時間
当たりの水分の蒸発量が最も少ない「おやすみ」コースにおけるドレンポンプ３４の運転
間隔を最も短くする（運転率を最も小さくする）ことで、ドレンタンク３２に貯留される
結露水の排出量を最も減らす。これにより、ヒートポンプ２０の蒸発器１６における結露
水の発生量の多寡に合った効率の良いドレンポンプ３４の運転ができるので、第１実施例
同様の効果を得ることができる。
【００８０】
　このほか、本発明は上記し且つ図面に示した実施例にのみ限定されるものではなく、特
に機全体としては、洗濯乾燥機に限られず、衣類乾燥機単体のものにも適用できるし、水
槽や回転槽も横軸配置に限られず、縦軸配置のものであっても良いなど、要旨を逸脱しな
い範囲内で適宜変更して実施し得る。
【符号の説明】
【００８１】
　図面中、２は水槽（乾燥室）、３は回転槽（乾燥室）、１４は通風路、１５は空気循環
装置、１６は蒸発器、１７は凝縮器、１８は圧縮機、１９は絞り器、２０はヒートポンプ
、３２はドレンタンク、３４はドレンポンプ、３７は制御装置（制御手段、布量検知手段
、布質検知手段）、４０は回転センサ（布量検知手段）、４１は電流センサ（布質検知手
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段）を示す。

【図１】 【図２】
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