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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洗浄槽の洗浄空間への湯水供給を断続する湯水断続手段と、
　前記洗浄空間の底部に貯留された湯水を洗浄用ノズルに圧送する洗浄用ポンプと、
　前記洗浄空間内の洗浄対象物を洗浄する洗浄処理、前記洗浄対象物をすすぐすすぎ処理
、及び、前記洗浄対象物を乾燥する乾燥処理を実行する制御手段が設けられ、
　前記制御手段が、
　前記洗浄処理及び前記すすぎ処理において、洗浄用の水位の湯水を前記洗浄空間内に貯
留した状態で前記洗浄用ポンプを作動させて洗浄及びすすぎを行うべく、前記湯水断続手
段及び前記洗浄ポンプを制御するように構成された食器洗浄機であって、
　前記制御手段が、前記洗浄処理において、前記洗浄用ポンプの作動状況に基づいて、そ
の洗浄用ポンプにエアー噛みが発生しているか否かを判別するエアー噛み判別処理、及び
、そのエアー噛み判別処理にてエアー噛みが発生していると判別したときには、前記洗浄
空間に湯水を追加供給すべく、前記湯水断続手段を制御する湯水追加処理を実行するよう
に構成され、さらに、
　前記制御手段が、前記エアー噛み判別処理にて前記エアー噛みが発生していると判別し
たときに、前記湯水追加処理として、前記洗浄用ポンプを作動させた状態で前記洗浄空間
に設定追加量の湯水を追加供給し、その設定追加量の湯水を追加供給した状態において、
前記エアー噛み判別処理にて前記エアー噛みが発生していると判別したときには、前記湯
水追加処理として、前記洗浄空間に前記設定追加量の湯水を追加供給することを繰り返す
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ように構成され、さらに、
　前記制御手段が、前記エアー噛み判別処理を、前記湯水追加処理を実行した後は設定経
過時間が経過したときに開始する形態で、設定周期で設定時間ずつ繰り返すように構成さ
れている食器洗浄機。
【請求項２】
　前記制御手段が、前記湯水追加処理により、前記洗浄空間に前記設定追加量の湯水を追
加供給することを洗浄処理用の設定回数繰り返した後において、前記エアー噛み判別処理
により前記エアー噛みが発生していると判別したときには、運転を停止して警報手段を作
動させる洗浄処理用の異常警報処理を実行するように構成されている請求項１記載の食器
洗浄機。
【請求項３】
　前記制御手段が、前記すすぎ処理において、前記エアー噛み判別処理及び前記湯水追加
処理を実行するように構成され、かつ、前記湯水追加処理により、前記洗浄空間に前記設
定追加量の湯水を追加供給することを前記洗浄処理用の設定回数よりも少ない回数に設定
されたすすぎ処理用の設定回数繰り返した後において、前記エアー噛み判別処理により前
記エアー噛みが発生していると判別したときには、運転を停止して前記警報手段を作動さ
せるすすぎ処理用の異常警報処理を実行するように構成されている請求項２記載の食器洗
浄機。
【請求項４】
　前記洗浄用ポンプが、直流モータにて駆動されるものであり、
　前記制御手段が、前記エアー噛み判別処理として、エアー噛み判別処理用の設定駆動電
圧を前記直流モータに供給して前記洗浄用ポンプを作動させている状態において、前記洗
浄ポンプの回転速度がエアー噛み判別用の設定範囲以上変動したときには、前記エアー噛
みが発生していると判別するように構成されている請求項１～３のいずれか１項に記載の
食器洗浄機。
【請求項５】
　前記制御手段が、前記洗浄用ポンプの回転速度を検出する回転速度検出手段の検出情報
に基づいて、前記洗浄用ポンプを目標回転速度にて駆動すべく、前記直流モータに供給す
る駆動電圧を調整する回転速度調整処理を実行した後に、前記エアー噛み判別処理を実行
するように構成され、かつ、前記エアー噛み判別処理において、前記回転速度調整処理に
て調整した駆動電圧に基づいて前記判別処理用の設定駆動電圧を定めるように構成されて
いる請求項４記載の食器洗浄機。
【請求項６】
　前記洗浄用ポンプが、交流モータにて駆動されるものであり、
　前記制御手段が、前記エアー噛み判別処理として、エアー噛み判別処理用の設定駆動周
波数および設定電圧を前記交流モータに供給して前記洗浄用ポンプを作動させている状態
において、前記洗浄ポンプの回転速度がエアー噛み判別用の設定範囲以上変動したときに
は、前記エアー噛みが発生していると判別するように構成されている請求項１～３のいず
れか１項に記載の食器洗浄機。
【請求項７】
　前記制御手段が、前記洗浄用ポンプの回転速度を検出する回転速度検出手段の検出情報
に基づいて、前記洗浄用ポンプを目標回転速度にて駆動すべく、前記交流モータに供給す
る駆動周波数および電圧、または、駆動周波数あるいは電圧を調整する回転速度調整処理
を実行した後に、前記エアー噛み判別処理を実行するように構成され、かつ、前記エアー
噛み判別処理において、前記回転速度調整処理にて調整した駆動周波数および電圧、また
は、駆動周波数あるいは電圧に基づいて前記判別処理用の設定駆動周波数および電圧を定
めるように構成されている請求項６記載の食器洗浄機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、洗浄槽の洗浄空間への湯水供給を断続する湯水断続手段と、前記洗浄空間の
底部に貯留された湯水を洗浄用ノズルに圧送する洗浄用ポンプと、前記洗浄空間内の洗浄
対象物を洗浄する洗浄処理、前記洗浄対象物をすすぐすすぎ処理、及び、前記洗浄対象物
を乾燥する乾燥処理を実行する制御手段が設けられ、前記制御手段が、前記洗浄処理及び
前記すすぎ処理において、洗浄用の水位の湯水を前記洗浄空間内に貯留した状態で前記洗
浄用ポンプを作動させて洗浄及びすすぎを行うべく、前記湯水断続手段及び前記洗浄ポン
プを制御するように構成された食器洗浄機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　かかる食器洗浄機は、皿や茶碗等の食器類を洗浄するのに使用されるものである。
　すなわち、食器洗浄機は種々の使用形態にて使用されるものであるが、その標準的な使
用形態は、洗浄空間内に洗浄対象物が収納された状態において、洗浄空間に洗浄用の湯水
を供給して洗浄用の水位の湯水を洗浄空間内に貯留し、その状態で洗浄用ポンプを作動さ
せることにより、洗浄用の湯水を洗浄空間内に装備した洗浄ノズルから洗浄水として噴出
する洗浄処理を行い、次に、洗浄空間内の湯水を排出したのち、洗浄空間にすすぎ用の湯
水を供給して洗浄用の水位の湯水を洗浄空間内に貯留し、その状態で洗浄用ポンプを作動
させることにより、すすぎ用の湯水を洗浄空間内に装備した洗浄ノズルから洗浄水として
噴出するすすぎ処理を行い、その後、洗浄空間内の湯水を排出したのち、乾燥処理を行う
形態である。
【０００３】
　このような食器洗浄機の従来例として、洗浄処理として、洗浄用の水位としての設定水
位の湯水を貯留して、その後は、洗浄用ポンプを洗浄処理が終了するまで単に継続して作
動させ、すすぎ処理においても、洗浄用の水位としての設定水位の湯水を貯留して、その
後は、洗浄ポンプをすすぎ処理が終了するまで単に継続して作動させるように構成された
ものがある（例えば、特許文献１参照。）。
【０００４】
　ちなみに、特許文献１においては、湯水を加熱するヒータを洗浄空間の底部に備えて、
洗浄処理やすすぎ処理において、ヒータにて洗浄空間の底部に貯留されて湯水を加熱する
ようになっている。
　また、洗浄処理の後のすすぎ処理が、３回繰り返されるように構成されており、始めと
２回目のすすぎ処理は、設定時間が経過すると終了し、最後のすすぎ処理は、ヒータにて
加熱される湯水の温度が設定温度（例えば、６７℃）になると終了するように構成されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－１４２５７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　食器洗浄機においては、省資源化及び省エネルギー化を図るために、洗浄処理やすすぎ
処理において使用する湯水の量を少なくすることが望まれるものとなる。
　しかしながら、一般には、洗浄処理やすすぎ処理において、洗浄空間に貯留する湯水の
洗浄用の水位は、洗浄対象物としての食器類に卵の黄身が多く残っていて、多量の泡が発
生した場合や、使用者が食器洗浄機において推奨されている洗剤とは異なる洗剤を用いて
、多量の泡が発生した場合をも想定した水位となっているため、多量の泡が発生すること
が無い場合には、洗浄空間には余分な湯水が貯留されることになる無駄があった。
【０００７】
　説明を加えると、洗浄空間内に泡が発生する場合においては、発生した泡が洗浄空間内
に収納されている洗浄対象物等に付着した状態になり、そして、泡の生成のためには湯水
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が使用されるものであるため、洗浄処理やすすぎ処理において、洗浄空間の底部に貯留さ
れる湯水の量（水位）が、泡が発生する場合において泡が発生しない場合に較べて少なく
なる。
　そして、多量の泡が発生する場合には、洗浄空間の底部に貯留される湯水の量（水位）
が、極端に少なくなって、洗浄ポンプがエアーを吸引することになる、いわゆる、エアー
噛みが発生する虞がある。
【０００８】
　このようなエアー噛みが発生すると、湯水を洗浄ノズルより適正通り噴出できないもの
となる不都合や、洗浄ポンプがエアー噛みのために大きな騒音を発生する不都合が生じる
虞があるため、一般には、洗浄処理やすすぎ処理において、洗浄空間に貯留する湯水の洗
浄用の水位は、多量の泡が発生した場合をも想定した水位となっているため、多量の泡が
発生することが無い場合には、洗浄空間には余分な湯水が貯留されることになる無駄があ
った。
【０００９】
　ちなみに、洗浄ポンプのエアー噛みの発生は、一般には、洗浄処理において発生するも
のであり、洗浄処理の後のすすぎ処理においては発生しないものであるが、極めて泡が発
生し易い洗剤を用いた場合等においては、洗浄処理の後のすすぎ処理においても泡の発生
が生じる可能性がある。
【００１０】
　本発明は、上記実情に鑑みて為されたものであって、その目的は、洗浄ポンプにエアー
噛みが発生したことを的確に検出して、そのエアー噛みの発生を適切に解消させることに
より、洗浄処理やすすぎ処理において使用する湯水の量を減少させることができる食器洗
浄機を提供する点にある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の食器洗浄機は、洗浄槽の洗浄空間への湯水供給を断続する湯水断続手段と、
　前記洗浄空間の底部に貯留された湯水を洗浄用ノズルに圧送する洗浄用ポンプと、
　前記洗浄空間内の洗浄対象物を洗浄する洗浄処理、前記洗浄対象物をすすぐすすぎ処理
、及び、前記洗浄対象物を乾燥する乾燥処理を実行する制御手段が設けられ、
　前記制御手段が、
　前記洗浄処理及び前記すすぎ処理において、洗浄用の水位の湯水を前記洗浄空間内に貯
留した状態で前記洗浄用ポンプを作動させて洗浄及びすすぎを行うべく、前記湯水断続手
段及び前記洗浄ポンプを制御するように構成されたものであって、
　その第１特徴構成は、
　前記制御手段が、前記洗浄処理において、前記洗浄用ポンプの作動状況に基づいて、そ
の洗浄用ポンプにエアー噛みが発生しているか否かを判別するエアー噛み判別処理、及び
、そのエアー噛み判別処理にてエアー噛みが発生していると判別したときには、前記洗浄
空間に湯水を追加供給すべく、前記湯水断続手段を制御する湯水追加処理を実行するよう
に構成され、さらに、
　前記制御手段が、前記エアー噛み判別処理にて前記エアー噛みが発生していると判別し
たときに、前記湯水追加処理として、前記洗浄用ポンプを作動させた状態で前記洗浄空間
に設定追加量の湯水を追加供給し、その設定追加量の湯水を追加供給した状態において、
前記エアー噛み判別処理にて前記エアー噛みが発生していると判別したときには、前記湯
水追加処理として、前記洗浄空間に前記設定追加量の湯水を追加供給することを繰り返す
ように構成され、さらに、
　前記制御手段が、前記エアー噛み判別処理を、前記湯水追加処理を実行した後は設定経
過時間が経過したときに開始する形態で、設定周期で設定時間ずつ繰り返すように構成さ
れている点を特徴とする。
【００１２】
　すなわち、洗浄処理において、エアー噛み判別処理によって、洗浄ポンプにエアー噛み
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が発生していることが判別されると、湯水追加処理によって、洗浄空間に湯水が追加供給
されることになる。
　つまり、洗浄ポンプにエアー噛みが発生したときには、洗浄空間に湯水が追加供給され
ることにより、洗浄ポンプのエアー噛みの発生が解消されることになる。
【００１３】
　このように、洗浄ポンプにエアー噛みが発生しても、洗浄空間に湯水を追加供給するこ
とにより、洗浄ポンプのエアー噛みの発生が適切に解消できるものであるから、洗浄用の
水位としては、多量の泡が発生することが無い場合を想定した水位としておき、多量の泡
が発生することにより洗浄ポンプにエアー噛みが発生した場合には、洗浄空間に湯水を追
加供給して、洗浄ポンプのエアー噛みの発生を解消させるようにすることにより、省資源
化及び省エネルギー化を図るために、洗浄処理やすすぎ処理において使用する湯水の量を
減少させることができるものとなる。
【００１４】
　そして、エアー噛み判別処理は、洗浄ポンプにエアー噛みが発生すると、負荷の変動に
より洗浄ポンプの作動状況が変動することに鑑みて、洗浄用ポンプの作動状況に基づいて
、その洗浄用ポンプにエアー噛みが発生しているか否かを判別するものであるから、洗浄
ポンプにエアー噛みが発生したことを的確に検出することができる。
【００１５】
　つまり、例えば、洗浄槽の洗浄空間に貯留される湯水の水位を検出する水位検出センサ
を用いて、洗浄ポンプのエアー噛みの発生を検出することが考えられる。
　説明を加えると、水位検出センサは、一般に、洗浄空間に連通する水位検出用の貯留槽
内に貯留される湯水に浮上して昇降するフロート、及び、そのフロートが洗浄用の水位に
対応する昇降位置であることを検出する位置検出センサを設けて、洗浄用の水位であるこ
とを検出するように構成されるものであるが、洗浄ポンプにエアー噛みが発生したことを
判別するために、フロートの昇降位置を無段階や多段階に検出するように構成して、洗浄
槽内の洗浄空間の底部に存在する湯水の水位の変動に基づいて、洗浄ポンプにエアー噛み
が発生したことを判別することが考えられる。
【００１６】
　しかしながら、この場合、フロートの昇降位置を無段階や多段階に検出するための位置
検出センサを装備しなければならないことに起因して、水位検出センサの構成が煩雑にな
る不利があるばかりでなく、洗浄槽内の洗浄空間の底部に存在する湯水の水位は、エアー
噛みの発生以外の諸々の要因によっても変動することが考えられるため、湯水の水位によ
っては、エアー噛みの発生を的確に検出し難いものである。
【００１７】
　また、洗浄ポンプにエアー噛みが発生した場合における騒音をマイクロフォンにて検出
し、かつ、そのマイクロフォンの受信信号の周波数解析を行うことにより、洗浄ポンプに
エアー噛みが発生したことを判別することが考えられる。
　しかしながら、この場合、エアー噛みの判別のために、特別なセンサ類を新たに装備し
なければならない不利があるばかりでなく、周波数解析を行うようにしても、エアー噛み
が発生していないのに発生しているとの誤認識を起こす虞がある等により、エアー噛みの
発生を的確に検出し難いものである。
【００２０】
　また、エアー噛み判別処理にてエアー噛みが発生していると判別されると、洗浄空間に
設定追加量の湯水が追加供給されることになり、そして、その設定追加量の湯水を追加供
給した状態において、エアー噛み判別処理にてエアー噛みが発生していると判別されと、
洗浄用ポンプを作動させた状態で洗浄空間に設定追加量の湯水を追加供給することが繰り
返されることになる。
【００２１】
　このように、洗浄ポンプにエアー噛みが発生した場合には、設定追加量の湯水を追加供
給することを、エアー噛みの発生が解消されるまで繰り返すものであるから、必要以上に
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多量の湯水を追加供給することを抑制しながら、エアー噛みの発生を適切に解消できるも
のとなる。
【００２２】
　つまり、洗浄ポンプにエアー噛みが発生したときに、一度に多量の湯水を追加供給する
のではなく、設定追加量としての少量の湯水を追加供給して、その湯水の追加供給によっ
てエアー噛みが解消する否かを確認しながら、湯水の追加供給を行うものであるから、エ
アー噛みを解消するのに必要となる湯水量以上の多量の湯水を追加供給することを抑制で
きる。
【００２５】
　また、エアー噛み判別処理が、設定周期で設定時間ずつ繰り返されることになり、この
エアー噛み判別処理にて洗浄ポンプのエアー噛みの発生が判別されたときには、設定追加
量の湯水が供給される湯水追加処理が実行されることになる。
　そして、エアー噛み判別処理を実行する設定周期が、湯水追加処理が実行されたときに
は、設定経過時間が経過したときに開始されるように定められる。
【００２６】
　このように、エアー噛み判別処理が、設定周期で設定時間ずつ繰り返されることになる
から、運転開始直後等において一時的に生じるエアー噛みの発生により、設定追加量の湯
水供給を短時間で繰り返すことを抑制することができる。
　つまり、エアー噛み判別処理を連続的に行うと、運転開始直後等において一時的にエア
ー噛みの発生が生じると、そのエアー噛みの発生に応じて、設定追加量の湯水供給を繰り
返して、必要以上の湯水を供給する虞があるが、エアー噛み判別処理が、設定周期で設定
時間ずつ繰り返されるため、一時的なエアー噛みの発生により、多量の湯水を供給するこ
とが回避されることになる。
【００２７】
　また、エアー噛み判別処理が、設定周期で設定時間ずつ繰り返されることに加えて、エ
アー噛み判別処理が、湯水追加処理を実行した後は設定経過時間が経過したときに開始さ
れるものとなるから、湯水追加処理にて設定追加量の湯水が供給されてから設定経過時間
が経過した後における洗浄ポンプの作動状況に基づいてエアー噛みが判別されるため、設
定追加量の湯水を供給することにより、エアー噛みの発生が解消した状態であるか否かに
ついて、適切に判別できるものとなる。
【００２８】
　つまり、湯水追加処理にて設定追加量の湯水を供給すると、その直後は、供給された湯
水は洗浄空間の底部に流動することになり、その後、洗浄ポンプにて洗浄ノズルにて圧送
されるため、湯水追加処理にて設定追加量の湯水を供給する結果が安定的な状態として得
られるまでには、時間が掛かるものとなるから、その時間を見込んで設定経過時間を定め
ておくことにより、湯水追加処理にて設定追加量の湯水を供給することにより、エアー噛
みの発生が解消した状態であるか否かについて、適切に判別できるものとなる。
【００２９】
　要するに、本発明の第１特徴構成によれば、洗浄ポンプにエアー噛みが発生したことを
的確に検出して、そのエアー噛みの発生を適切に解消させることにより、洗浄処理やすす
ぎ処理において使用する湯水の量を減少させることができ、さらに、必要以上に多量の湯
水を追加供給することを抑制しながら、エアー噛みの発生を適切に解消でき、さらに、一
時的なエアー噛みの発生により多量の湯水を供給することを回避でき、しかも、設定追加
量の湯水を供給することにより、エアー噛みの発生が解消したか否かについて適切に判別
できる食器洗浄機を提供できる。
【００３０】
　本発明の第２特徴構成は、上記第１特徴構成に加えて、
　前記制御手段が、前記湯水追加処理により、前記洗浄空間に前記設定追加量の湯水を追
加供給することを洗浄処理用の設定回数繰り返した後において、前記エアー噛み判別処理
により前記エアー噛みが発生していると判別したときには、運転を停止して警報手段を作
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動させる洗浄処理用の異常警報処理を実行するように構成されている点を特徴とする。
【００３１】
　すなわち、設定追加量の湯水を追加供給することを洗浄処理用の設定回数繰り返した後
において、エアー噛み判別処理によりエアー噛みが発生したことが判別されると、異常警
報処理が実行されて、運転が停止されかつ警報手段が作動されることになる。
【００３２】
　つまり、極端に泡が発生し易い洗剤が使用される等により、設定追加量の湯水を追加供
給することを洗浄処理用の設定回数繰り返しても、洗浄ポンプのエアー噛みを解消できな
いときには、湯水の追加供給により、洗浄ポンプのエアー噛みを解消できない状態である
として、運転を停止し、且つ、洗浄ポンプのエアー噛みを解消できない異常状態であるこ
とを使用者に認識させるために、警報手段を作動させることになる。
【００３３】
　ちなみに、警報手段の作動により、洗浄ポンプのエアー噛みを解消できない異常状態で
あることを認識した使用者は、洗浄槽内の洗浄対象物を取り出して、その洗浄対象物に付
着している洗剤を洗い流すことや洗浄対象物を手拭処理することを行うことになる。
　そして、洗浄槽を正常な状態に戻すために、洗浄槽の内面等に付着している洗剤を拭き
取ること等を行うことになり、また、必要に応じて、洗剤を使用しないで、洗浄処理やす
すぎ処理を行って、洗浄槽の内面等に付着している洗剤を除去することになる。
【００３４】
　要するに、本発明の第２特徴構成によれば、上記した第１特徴構成による作用効果に加
えて、洗浄ポンプのエアー噛みを解消できない異常状態であることを使用者に認識させて
、その後の処置を行わせることができる食器洗浄機を提供できる。
【００３５】
　本発明の第３特徴構成は、上記第２特徴構成に加えて、
　前記制御手段が、前記すすぎ処理において、前記エアー噛み判別処理及び前記湯水追加
処理を実行するように構成され、かつ、前記湯水追加処理により、前記洗浄空間に前記設
定追加量の湯水を追加供給することを前記洗浄処理用の設定回数よりも少ない回数に設定
されたすすぎ処理用の設定回数繰り返した後において、前記エアー噛み判別処理により前
記エアー噛みが発生していると判別したときには、運転を停止して前記警報手段を作動さ
せるすすぎ処理用の異常警報処理を実行するように構成されている点を特徴とする。
【００３６】
　すなわち、すすぎ処理においても、洗浄処理と同様に、エアー噛み判別処理及び湯水追
加処理が実行されて、すすぎ処理において洗浄ポンプのエアー噛みが発生した場合には、
そのエアー噛みが解消されることになる。
　つまり、洗浄ポンプのエアー噛みの発生は、一般には、洗浄処理において発生するもの
であり、洗浄処理の後のすすぎ処理においては発生しないものであるが、極めて泡が発生
し易い洗剤を用いた場合等においては、洗浄槽の内部に残存している洗剤のために、洗浄
処理の後のすすぎ処理においても泡の発生が生じる可能性があるが、すすぎ処理において
洗浄ポンプのエアー噛みが発生した場合には、そのエアー噛みが解消されることになる。
【００３７】
　また、設定追加量の湯水を追加供給することを洗浄処理用の設定回数よりも少ない回数
に設定されたすすぎ処理用の設定回数繰り返した後において、エアー噛み判別処理により
エアー噛みが発生したことが判別されると、異常警報処理が実行されて、運転が停止され
かつ警報手段が作動されることになる。
【００３８】
　つまり、極端に泡が発生し易い洗剤が使用される等により、設定追加量の湯水を追加供
給することを洗浄処理用の設定回数よりも少ない回数に設定されたすすぎ処理用の設定回
数繰り返しても、洗浄ポンプのエアー噛みを解消できないときには、適正なすすぎ処理を
行えない異常状態であるとして、運転を停止し、且つ、適正なすすぎ処理を行えない異常
状態であることを使用者に認識させるために、警報手段を作動させることになる。
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【００３９】
　ちなみに、警報手段の作動により、適正なすすぎ処理を行えない異常状態であることを
認識した使用者は、洗浄槽内の洗浄対象物を取り出して、その洗浄対象物に付着している
洗剤を洗い流すことや洗浄対象物を手拭処理することを行うことになる。
　そして、洗浄槽を正常な状態に戻すために、洗浄槽の内面等に付着している洗剤を拭き
取ること等を行うことになり、また、必要に応じて、洗剤を使用しないで、洗浄処理やす
すぎ処理を行って、洗浄槽の内面等に付着している洗剤を除去することになる。
【００４０】
　要するに、本発明の第３特徴構成によれば、上記した第２特徴構成による作用効果に加
えて、すすぎ処理を適正通りに行うことができない異常状態であることを使用者に認識さ
せて、その後の処置を行わせることができる食器洗浄機を提供できる。
【００４１】
　本発明の第４特徴構成は、上記第１～第３特徴構成のいずれかに加えて、
　前記洗浄用ポンプが、直流モータにて駆動されるものであり、
　前記制御手段が、前記エアー噛み判別処理として、エアー噛み判別処理用の設定駆動電
圧を前記直流モータに供給して前記洗浄用ポンプを作動させている状態において、前記洗
浄ポンプの回転速度がエアー噛み判別用の設定範囲以上変動したときには、前記エアー噛
みが発生していると判別するように構成されている点を特徴とする。
【００４２】
　すなわち、洗浄用ポンプが、直流モータにて駆動されるものであり、直流モータは、そ
の回転速度とトルクとを駆動電圧の調整によって簡単に制御できるものであるため、洗浄
ポンプを目標回転速度にて作動させる等、目標作動状態で作動させるように制御すること
を、簡単な制御構成にて良好に行えるものとなる。
【００４３】
　また、エアー噛み判別処理として、エアー噛み判別処理用の設定駆動電圧を直流モータ
に供給して洗浄用ポンプを作動させている状態において、洗浄ポンプの回転速度がエアー
噛み判別用の設定範囲以上変動したときには、エアー噛みが発生していると判別するもの
であるから、直流モータの特性を利用してエアー噛みの発生を的確に判別することができ
る。
【００４４】
　つまり、直流モータは、一定の駆動電圧が供給されているときに、負荷が変動すると、
その回転速度が負荷の大きさに比例して変動するものであるから、エアー噛み判別処理用
の設定駆動電圧を直流モータに供給して洗浄用ポンプを作動させている状態において、洗
浄ポンプにエアー噛みが発生すると、負荷の変動により、直流モータの回転速度、つまり
、洗浄ポンプの回転速度が変動するものとなるため、洗浄ポンプの回転速度がエアー噛み
判別用の設定範囲以上変動することをもって、エアー噛みの発生を的確に検出できるので
ある。
【００４５】
　要するに、本発明の第４特徴構成によれば、第１～第３特徴構成のいずれかによる作用
効果に加えて、洗浄ポンプを目標作動状態に制御することを簡単な制御構成にて良好に行
え、しかも、エアー噛みの発生を的確に検出できる食器洗浄機を提供できる。
【００４６】
　本発明の第５特徴構成は、上記第４特徴構成に加えて、
　前記制御手段が、前記洗浄用ポンプの回転速度を検出する回転速度検出手段の検出情報
に基づいて、前記洗浄用ポンプを目標回転速度にて駆動すべく、前記直流モータに供給す
る駆動電圧を調整する回転速度調整処理を実行した後に、前記エアー噛み判別処理を実行
するように構成され、かつ、前記エアー噛み判別処理において、前記回転速度調整処理に
て調整した駆動電圧に基づいて前記判別処理用の設定駆動電圧を定めるように構成されて
いる点を特徴とする。
【００４７】
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　すなわち、回転速度調整処理によって、洗浄用ポンプの回転速度が目標回転速度になる
ように、洗浄用ポンプに供給する駆動電圧が調整され、その回転速度調整処理が実行され
た後に、エアー噛み判別処理が実行されることになる。
　そして、そのエアー噛み判別処理において、回転速度調整処理にて調整した駆動電圧に
基づいて判別処理用の設定駆動電圧が定められて、洗浄ポンプのエアー噛みの発生が判別
されることになる。
【００４８】
　このように、回転速度調整処理を実行し、その後において、回転速度調整処理にて調整
した駆動電圧に基づいて判別処理用の設定駆動電圧を定めて、エアー噛み判別処理を実行
するものであるから、洗浄槽の底部に貯留した湯水を洗浄ノズルに圧送するのに適した回
転速度にて洗浄ポンプを駆動するようにしながら、洗浄ポンプのエアー噛みの発生を適切
に判別することができる。
【００４９】
　要するに、本発明の第５特徴構成によれば、上記第４特徴構成による作用効果に加えて
、湯水を洗浄ノズルに圧送するのに適した回転速度にて洗浄ポンプを駆動するようにしな
がら、洗浄ポンプのエアー噛みの発生を適切に判別することができる食器洗浄機を提供で
きる。
【００５０】
　本発明の第６特徴構成は、上記第１～第３特徴構成のいずれかに加えて、
　前記洗浄用ポンプが、交流モータにて駆動されるものであり、
　前記制御手段が、前記エアー噛み判別処理として、エアー噛み判別処理用の設定駆動周
波数および設定電圧を前記交流モータに供給して前記洗浄用ポンプを作動させている状態
において、前記洗浄ポンプの回転速度がエアー噛み判別用の設定範囲以上変動したときに
は、前記エアー噛みが発生していると判別するように構成されている点を特徴とする。
【００５１】
　すなわち、洗浄用ポンプが、簡単な構造に構成しやすいかご型誘導モータなどの、交流
モータにて駆動されるものであり、交流モータは、その回転速度とトルクとを駆動周波数
や駆動電圧の調整によって簡単に制御できるものであるため、洗浄ポンプを目標回転速度
にて作動させる等、目標作動状態で作動させるように制御することを、簡単な制御構成に
て良好に行えるものとなる。
【００５２】
　また、エアー噛み判別処理として、エアー噛み判別処理用の設定駆動周波数および設定
電圧を交流モータに供給して洗浄用ポンプを作動させている状態において、洗浄ポンプの
回転速度がエアー噛み判別用の設定範囲以上変動したときには、エアー噛みが発生してい
ると判別するものであるから、交流モータの特性を利用してエアー噛みの発生を的確に判
別することができる。
【００５３】
　つまり、交流モータは、一定の駆動周波数および電圧が供給されているときに、負荷が
変動すると、その回転速度が負荷の大きさに比例して変動するものであるから、エアー噛
み判別処理用の設定駆動周波数および設定電圧を交流モータに供給して洗浄用ポンプを作
動させている状態において、洗浄ポンプにエアー噛みが発生すると、負荷の変動により、
交流モータの回転速度、つまり、洗浄ポンプの回転速度が変動するものとなるため、洗浄
ポンプの回転速度がエアー噛み判別用の設定範囲以上変動することをもって、エアー噛み
の発生を的確に検出できるのである。
【００５４】
　要するに、本発明の第６特徴構成によれば、第１～第３特徴構成のいずれかによる作用
効果に加えて、洗浄ポンプを目標作動状態に制御することを簡単な制御構成にて良好に行
え、しかも、エアー噛みの発生を的確に検出できる食器洗浄機を提供できる。
【００５５】
　本発明の第７特徴構成は、上記第６特徴構成に加えて、
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　前記制御手段が、前記洗浄用ポンプの回転速度を検出する回転速度検出手段の検出情報
に基づいて、前記洗浄用ポンプを目標回転速度にて駆動すべく、前記交流モータに供給す
る駆動周波数および電圧、または、駆動周波数あるいは電圧を調整する回転速度調整処理
を実行した後に、前記エアー噛み判別処理を実行するように構成され、かつ、前記エアー
噛み判別処理において、前記回転速度調整処理にて調整した駆動周波数および電圧、また
は、駆動周波数あるいは電圧に基づいて前記判別処理用の設定駆動周波数および電圧を定
めるように構成されている点を特徴とする。
【００５６】
　すなわち、回転速度調整処理によって、洗浄用ポンプの回転速度が目標回転速度になる
ように、洗浄用ポンプに供給する駆動周波数および電圧、または、駆動周波数あるいは電
圧が調整され、その回転速度調整処理が実行された後に、エアー噛み判別処理が実行され
ることになる。
　そして、そのエアー噛み判別処理において、回転速度調整処理にて調整した駆動周波数
および電圧、または、駆動周波数あるいは電圧に基づいて判別処理用の設定駆動周波数お
よび電圧が定められて、洗浄ポンプのエアー噛みの発生が判別されることになる。
【００５７】
　このように、回転速度調整処理を実行し、その後において、回転速度調整処理にて調整
した駆動周波数および電圧、または、駆動周波数あるいは電圧に基づいて判別処理用の設
定駆動周波数および電圧を定めて、エアー噛み判別処理を実行するものであるから、洗浄
槽の底部に貯留した湯水を洗浄ノズルに圧送するのに適した回転速度にて洗浄ポンプを駆
動するようにしながら、洗浄ポンプのエアー噛みの発生を適切に判別することができる。
【００５８】
　要するに、本発明の第７特徴構成によれば、上記第６特徴構成による作用効果に加えて
、湯水を洗浄ノズルに圧送するのに適した回転速度にて洗浄ポンプを駆動するようにしな
がら、洗浄ポンプのエアー噛みの発生を適切に判別することができる食器洗浄機を提供で
きる。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】食器洗浄機の斜視図
【図２】洗浄槽を収納した状態の切欠側面図
【図３】前面の扉体を取り外した洗浄槽を前方側から見た斜視図
【図４】洗浄槽を背面側から見た斜視図
【図５】食器洗浄機の概略構成図
【図６】乾燥用空気の流動状態を示す概略斜視図
【図７】水位検出装置の切欠斜視図
【図８】同装置の斜視図
【図９】同装置の斜視図
【図１０】湯水排出水位の検出状態の縦断側面図
【図１１】洗浄用水位の検出状態の縦断側面図
【図１２】異常水位の検出状態の縦断側面図
【図１３】フロートの斜視図
【図１４】制御構成を示すブロック図
【図１５】洗浄運転のタイムチャート
【図１６】制御作動を示すフローチャート
【図１７】制御作動を示すフローチャート
【図１８】制御作動を示すフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００６０】
　〔実施形態〕
　次に、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
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　図１～図４に示すように、前面部が開口された本体ケース部としての本体部１が設けら
れ、平面視形状が四角状の洗浄槽Ｄを備えた引出し部２が、本体部１に対して、水平方向
に沿って引出し及び収納自在に設けられて、食器洗浄機の一例としての引出し式の食器洗
浄機が構成されている。
　尚、例示はしないが、引出し部２を本体部１に対して移動自在に支持するスライド式レ
ール機構が設けられており、引出し部２が、その大部分を本体部１の外方に露出させる状
態に引き出すことができるように構成されている。
【００６１】
　そして、引出し部２を本体部１に収納した状態において洗浄槽Ｄの上面部を閉塞する内
蓋部３が、引出し部２を本体部１から引き出した状態では洗浄槽Ｄの上面部を開口するよ
うに、引出し部２の引き出し及び収納に伴って自動的に開閉される形態で設けられており
、洗浄槽Ｄの内部空間にて、開閉自在な洗浄空間Ｑが構成されている。
　尚、図２に示すように、本体部１の底部には、漏水受止め用のドレンパン１４が配備さ
れており、例示はしないが、このドレンパン１４にて受止め回収された水の存否を検出す
る漏水センサが装備されることになる。
【００６２】
　引出し部２の前面部には、本体部１の前面部の開口を開閉する扉体Ａが設けられ、その
扉体Ａには、引出し部２を本体部１から引き出すときや収納するときに把持するための把
持部Ｂが設けられている。尚、詳述はしないが、把持部Ｂの内方側箇所には、引出し部２
を本体部１に収納するに伴って本体部１の係止部Ｐａに係合する係合手段Ｐが設けられて
おり、この係合手段Ｐが係止部Ｐａに係合することにより、引出し部２を本体部１に収納
した状態に保持するようになっている。そして、係合手段Ｐは、引出し部２を本体部１か
ら引き出すときに把持部Ｂを支持する手指にて、係合を解除する解除状態に操作できるよ
うになっている。
　また、扉体Ａには、運転のための各種操作を行う操作部ＳＳが設けられている。
【００６３】
　図２及び図５に示すように、上水道等の給水源に接続された給水路４Ａ、その給水路４
Ａから分岐される洗浄槽用分岐路４Ｂ、及び、給水路４Ａから分岐される除湿用分岐路４
Ｃが設けられている。
　洗浄槽用分岐路４Ｂは、洗浄槽Ｄの洗浄空間Ｑ内に洗浄及びすすぎのための湯水を供給
する給水口５に接続され、除湿用分岐路４Ｃは、洗浄槽Ｄの前側壁部Ｄｆに装備される後
述の除湿部Ｇに接続されている。
【００６４】
　そして、給水路４Ａを開閉する第１開閉弁Ｖ１と、洗浄槽用分岐路４Ｂを開閉する第２
開閉弁Ｖ２と、除湿用分岐路４Ｃに装備されて、第１開閉弁Ｖ１及び前記第２開閉弁の開
き状態において、その除湿用分岐路４Ｃを通流する湯水の通流量が洗浄槽用分岐路４Ｂを
通流する湯水の通流量よりも少なくなるように制限する定流量弁Ｖ３とが設けられ、第１
開閉弁Ｖ１、第２開閉弁Ｖ２、及び、定流量弁Ｖ３から、給水口５への湯水供給の断続と
前記除湿部Ｇへの湯水供給の断続とを行う湯水断続手段Ｅが構成されている。
【００６５】
　つまり、洗浄空間Ｑに湯水を供給するときには、第１開閉弁Ｖ１、及び、第２開閉弁Ｖ
２が開かれることになり、除湿部Ｇだけに湯水を供給するときには、第１開閉弁Ｖ１が開
かれ、第２開閉弁Ｖ２が閉じられることになる。
　尚、第１開閉弁Ｖ１には、洗浄槽用分岐路４Ｂを通流する湯水の通流量を、除湿用分岐
路４Ｃを通流する湯水の通流量（例えば、２００ｍｌ／分）よりも十分に大きい通流量で
はあるものの、過大な通流量なることを抑制すべく制限する定流量弁Ｖ４が、一体的に組
み込まれる状態で装備されている。
【００６６】
　また、第１開閉弁Ｖ１、第２開閉弁Ｖ２、及び、定流量弁Ｖ３が、本体部１の背部側箇
所に配設され、洗浄槽用分岐路４Ｂにおける第２開閉弁Ｖ２と給水口５とを接続する部分
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が、可撓性ホースＲ１にて構成され、除湿用分岐路４Ｃにおける定流量弁Ｖ３と除湿部Ｇ
とを接続する部分が、可撓性ホースＲ２にて構成されている。
【００６７】
　引出し部２における洗浄槽Ｄの底部下方には、正転で洗浄用ポンプとして機能し、逆転
で排水用ポンプとして機能する兼用ポンプ６が設けられ、洗浄槽Ｄの洗浄空間Ｑの内部に
は、洗浄用ノズル８や加熱手段としての電気式の加熱ヒータ９などが配置され、さらに、
食器などの洗浄対象物を収納載置する洗浄かご１０が、洗浄槽Ｄの内部に着脱自在に装着
されている。
【００６８】
　兼用ポンプ６は、洗浄槽Ｄの底部に形成した水貯留用凹部Ｓに、吸引管１１にて接続さ
れ、かつ、排水管１２が接続されている。
　つまり、兼用ポンプ６は、正転状態においては、洗浄空間Ｑの底部に貯留した湯水を洗
浄用ノズル８に圧送して、洗浄ノズル８から湯水を噴出させることになり、また、逆転状
態においては、排水管１２を通して、洗浄空間Ｑ内に貯留されている湯水を外部に排出す
ることになる。
【００６９】
　また、図５に示すように、水貯留用凹部Ｓには、連通路としての案内管１３を介して水
位検出手段としての水位センサＪが接続されている。
　この水位センサＪは、後述の如く、洗浄槽Ｄの洗浄空間Ｑ内に貯留される湯水の水位が
洗浄用の水位（以下、洗浄用水位と呼称する）であること、洗浄槽Ｄの洗浄空間Ｑ内に貯
留される湯水の水位が、洗浄空間Ｑから大部分の湯水を排出した状態に相当して、加熱ヒ
ータ９が露出する程度に低い湯水排出水位（低水位）であること、及び、洗浄槽Ｄ内に貯
留される湯水が洗浄用水位より設定量高い異常水位であることを検出するように構成され
ている。
【００７０】
　図２、図３及び図５に示すように、洗浄槽Ｄにおける洗浄空間Ｑを形成する４つの側壁
部のうちの、機体前面側、つまり引出し部前面側に相当する前側壁部Ｄｆには、乾燥ユニ
ットＫが取り付けられている。
　つまり、前側壁部Ｄｆには、図６にも示すように、乾燥ユニットＫからの空気を洗浄空
間Ｑに供給する空気供給口２１、及び、乾燥ユニットＫが洗浄空間Ｑ内の空気を吸引する
空気吸引口２２が、洗浄空間Ｑの下位側に相当する箇所でかつ左右両側に離れた位置に形
成されている。具体的には、空気供給口２１及び空気吸引口２２は、洗浄かご１０よりも
下方側でかつ上述の水貯留用凹部Ｓよりも上方側に位置するように形成され、そして、本
実施形態においては、空気供給口２１を右側に、且つ、空気吸引口２２を左側に位置させ
ている。
【００７１】
　乾燥ユニットＫは、洗浄槽Ｄの前側壁部Ｄｆに止着されるケーシング２０の内部に、空
気吸引口２２と空気供給口２１とに亘る通風経路Ｆを通して洗浄空間Ｑの空気を循環させ
る通風手段としての循環ファン２３、及び、通風経路Ｆを通して循環される空気を除湿す
る上述の除湿部Ｇを備えて構成されている。
　通風経路Ｆは、空気吸引口２２から上方側に伸びる上昇経路部分ｆ１とその上昇経路部
分ｆ１の上端部から空気供給口２１に向けて下方側に伸びる下降経路部分ｆ２とからなる
逆Ｕ字状に形成されており、上昇経路部分ｆ１に、除湿部Ｇが配設され、下降経路部分ｆ
２に、循環ファン２３が配設されている。
【００７２】
　除湿部Ｇは、複数枚の伝熱板２４を板厚方向に沿って間隔を隔てて並置して、それら伝
熱板２４に向けて除湿用の湯水を噴出ノズル２５から噴出することによって、複数枚の伝
熱板２４の間を通して上方に向けて流動する空気を、伝熱板２４の表面を流下する除湿用
水との接触及び伝熱板２４の間を流下する除湿用水との接触により冷却することにより、
空気中の水分を凝縮させて除湿するように構成されている。
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　尚、噴出ノズル２５から噴出された除湿用の湯水及び凝縮された湯水は、空気吸引口２
２を通して洗浄槽Ｄの洗浄空間Ｑ内に流動して水貯留用凹部Ｓに貯留されることになる。
【００７３】
　そして、電気式の加熱ヒータ９を加熱作用させた状態で、循環ファン２３を通風作動さ
せ且つ噴出ノズル２５から除湿用の湯水を噴出させることにより、洗浄空間Ｑから吸引し
た空気を除湿部Ｇにて除湿したのち、乾燥用の空気として洗浄空間Ｑに供給し、その供給
された空気を電気式の加熱ヒータ９にて加熱することにより、洗浄空間Ｑ内の洗浄対象物
を乾燥する乾燥運転を行えるように構成されている。
【００７４】
　また、電気式の加熱ヒータ９を停止させた状態で、循環ファン２３の通風作動及び噴出
ノズル２５からの除湿用の湯水の噴出作動を行わせることにより、洗浄空間Ｑから吸引し
た空気中の臭気成分を除湿部Ｇにて除湿用水に吸収させたのち、洗浄空間Ｑに供給するこ
とにより、洗浄空間Ｑを消臭する消臭運転を行えるように構成されている。
【００７５】
　乾燥運転における空気の流れについて説明を加えると、図６に示すように、洗浄槽Ｄの
前側壁部Ｄｆに形成した空気供給口２１から洗浄空間Ｑに供給される空気は、主たる流れ
として、上昇しながら後側壁部に向けて流動し、その後、前側壁部Ｄｆにおける下方側で
且つ空気供給口２１とは左右方向で離れた位置に形成した空気吸引口２２に向けて下方側
に移動しながら流動して、空気吸引口２２から排出される形態で流れることになり、洗浄
槽内における空気吸引口２２が位置する側の下方側の部分にも、空気が流動し易いものと
なるのである。
　したがって、洗浄槽内の洗浄対象物の全体に空気を通流させて、洗浄対象物を効率良く
乾燥することにより、乾燥時間の短縮化を図ることができるものとなる。
【００７６】
　図５に示すように、引出し部２には、運転を制御する制御手段としての制御部Ｈが装備
されている。
　そして、この制御部Ｈが、図１４に示すように、操作部ＳＳにて入力される指令に基づ
いて、兼用ポンプ６を駆動する直流モータ６ａ、電気式の加熱ヒータ９、循環ファン２３
、及び、湯水断続手段Ｅにおける電磁式の第１及び第２開閉弁Ｖ１、Ｖ２の作動を制御し
て、洗浄空間Ｑの洗浄対象物を洗浄する洗浄処理としての洗浄運転、洗浄空間Ｑの洗浄対
象物のすすぎ処理としてのすすぎ運転、洗浄空間Ｑに貯留された湯水を排水する排水処理
としての排水運転、電気式の加熱ヒータ９を加熱作用させた状態で、循環ファン２３の通
風作動及び噴出ノズル２５からの除湿用の湯水の噴出作動を行わせる乾燥処理としての乾
燥運転、及び、電気式の加熱ヒータ９を停止させた状態で、循環ファン２３の通風作動及
び噴出ノズル２５からの除湿用の湯水の噴出作動を行わせる消臭処理としての消臭運転を
行うように構成されている。
【００７７】
　図１４において、６Ａは、兼用ポンプ６を駆動する直流モータ６ａに印加する駆動電圧
を調整する直流モータ駆動回路であり、直流モータ６ａの駆動電圧を、制御部Ｈから指令
される指令電圧に調整するように構成されている。
　又、Ｌ１は、操作部ＳＳに設けた警報ランプ、Ｌ２は、操作部ＳＳに内蔵した警報ブザ
ー、Ｌ３は、操作部ＳＳに設けた表示部であり、これら警報ランプＬ１、警報ブザーＬ２
、及び、表示部Ｌ３にて、異常が発生したときに警報作動する警報手段Ｌが構成されるこ
とになる。ちなみに、表示部Ｌ３には、発生した異常の内容に対応するコードが表示され
ることになる。
　尚、図１４において、Ｎは、引出し部２が本体部１の収納位置に収納されたことを検出
する収納スイッチ、９Ａは、加熱ヒータ９の駆動回路、２３Ａは、循環ファン２３の駆動
電圧を調整する駆動ファン駆動回路である。
【００７８】
　次に、制御部Ｈが実行する運転について説明を加える
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　尚、操作部ＳＳにより、洗浄運転、すすぎ運転、乾燥運転、消臭運転の順に運転させる
連続運転コースや、乾燥運転のみ運転させる乾燥のみコースなど各種の運転コースを選択
できるように構成され、さらに、連続運転コースとして、標準運転コース、念入り運転コ
ース、スピーディ運転コース、快速運転コースを選択できるように構成されているが、本
実施形態においては、連続コースの標準運転コースについてのみ説明する。
【００７９】
　図１６のフローチャートに基づいて、制御部Ｈの制御作動について説明する。
　先ず、収納スイッチＮにより、引出し部２が本体部１の収納位置に収納されていること
が検出され（＃１）、操作部ＳＳの電源スイッチがＯＮ操作され（＃２）、運転コースの
選択が行われ（＃３）、操作部ＳＳのスタートスイッチがＯＮ操作されると（＃４）、選
択された運転コースが実行されることになる。
【００８０】
　以下、連続コースの標準運転コースが選択されて、操作部ＳＳのスタートスイッチがＯ
Ｎ操作された場合であるとして、説明を続ける。
　操作部ＳＳスタートスイッチがＯＮ操作された後は、先ず、洗浄運転（＃５）、その洗
浄運転後の排水運転（＃６）が実行され、次に、すすぎ運転（＃７）、そのすすぎ運転後
の排水運転（＃８）が実行される。そして、すぎ運転が２回終了したか否かが判別されて
（＃９）、２回終了していない場合には、すすぎ運転（＃７）、そのすすぎ運転後の排水
運転（＃８）が再び実行される。
【００８１】
　＃９にて、すぎ運転が２回終了したと判別された場合には、加熱すすぎ運転（＃１０）
、その加熱すすぎ運転後の排水運転（＃１１）が実行され、引き続き、乾燥運転（＃１２
）、消臭運転（＃１３）が順次実行される。
【００８２】
　洗浄運転は、先ず、第１開閉弁Ｖ１及び第２開閉弁Ｖ２を開弁して、給水路４Ａ及び洗
浄槽用分岐路４Ｂを通して給水口５から洗浄空間Ｑ内に湯水を供給することに加えて、除
湿用分岐路４Ｃを通して除湿部Ｇに湯水を供給して、その除湿部Ｇから空気吸引口２２を
通して洗浄空間Ｑ内に湯水を供給する。そして、洗浄空間Ｑの水位が洗浄用水位に達した
ことが水位センサＪにて検出されると、第１開閉弁Ｖ１及び第２開閉弁Ｖ２を閉じて、洗
浄空間Ｑへの湯水の供給を停止する。
【００８３】
　その後、兼用ポンプ６を正転作動させ且つ加熱ヒータ９を作動させて、洗浄水を洗浄ノ
ズル８から洗浄対象物に向けて噴出する洗浄動作を、洗浄運転用設定時間が経過するまで
行うことになる。
　尚、使用者が操作部ＳＳのスタートスイッチをＯＮ操作する前に洗浄用洗剤を洗浄槽Ｄ
内に投入しておくことにより、洗剤を用いた洗浄を行うことができる。
【００８４】
　洗浄運転後の排水運転は、兼用排水ポンプ６を逆転作動させ、洗浄槽Ｄ内の洗浄水を排
水する排水動作を、水位センサＪにて上述の湯水排出水位に達したことが検出された後、
設定時間（例えば、２０秒）が経過するまで行うことになる。
【００８５】
　すすぎ運転は、上述の洗浄運転と同様に、洗浄空間Ｑに湯水を供給して、水位センサＪ
にて洗浄用水位が検出されると、湯水の供給を停止することになる。
　その後、兼用ポンプ６および加熱ヒータ９を作動させて、加熱ヒータ９にて加熱された
すすぎ水により洗浄対象物のすすぎを設定時間が経過するまで行うことになる。
【００８６】
　すすぎ運転後の排水運転は、洗浄運転後の排水運転と同様に、兼用ポンプ６を逆転作動
させて、洗浄槽Ｄ内の洗浄水（すすぎ水）を排水する排水動作を、水位センサＪにて上述
した湯水排出水位に達したことが検出された後、設定時間（例えば、２０秒）が経過する
まで行うことになる。
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【００８７】
　加熱すすぎ動作は、上述の洗浄運転と同様に、洗浄空間Ｑに湯水を供給して、水位セン
サＪにて洗浄用水位が検出されると、湯水の供給を停止することになる。
　その後、兼用ポンプ６および加熱ヒータ９を作動させて、加熱ヒータ９にて加熱された
すすぎ水により洗浄対象物のすすぎを行うことになり、そして、図外の温度センサにより
、すすぎ水の温度が仕上げ用設定温度（例えば、６７℃）になると、加熱すすぎ動作を終
了することになる。
【００８８】
　加熱すすぎ運転後の排水運転は、洗浄運転後の排水運転と同様に、兼用ポンプ６を逆転
作動させて、洗浄槽Ｄ内の洗浄水（すすぎ水）を排水する排水動作を、水位センサＪにて
上述した湯水排出水位に達したことが検出された後、設定時間（例えば、２０秒）が経過
するまで行うことになる。
【００８９】
　乾燥運転は、電気式の加熱ヒータ９を加熱作用させた状態で、循環ファン２３の通風作
動及び噴出ノズル２５からの除湿用の湯水の噴出作動を行わせることになり、その状態を
乾燥用設定時間（例えば、２５分）が経過するまで継続させる。
　そして、乾燥運転中において、水位センサＪにて上述した湯水排出水位であることが検
出されると、兼用ポンプ６を逆転作動させて排水する排水動作を、水位センサＪにて上述
した湯水排出水位に達したことが検出された後、設定時間（例えば、２０秒）が経過する
まで行うことになる。
【００９０】
　消臭運転は、電気式の加熱ヒータ９を停止させた状態で、循環ファン２３の通風作動及
び噴出ノズル２５の除湿用水の噴出作動を行わせることになり、その状態を消臭用設定時
間が経過するまで行う。
　そして、消臭運転中において、水位センサＪにて上述した湯水排出水位であることが検
出されると、兼用ポンプ６を逆転作動させて排水する排水動作を、水位センサＪにて上述
した湯水排出水位に達したことが検出された後、設定時間（例えば、２０秒）が経過する
まで行うことになる。
【００９１】
　尚、図１６のフローチャートには例示しないが、制御部Ｈは、給水路４Ａ、洗浄槽用分
岐路４Ｂ及び除湿用分岐路４Ｃを通して洗浄空間Ｑに供給される単位時間当たりの湯水供
給量よりも単位時間当たりの排水量を多くする状態で、兼用ポンプ６を排水ポンプとして
作動させるように構成されるものであり、そして、洗浄運転やすすぎ運転において、第１
開閉弁Ｖ１及び第２開閉弁Ｖ２を開き状態にして湯水を洗浄槽Ｄの洗浄空間Ｑに供給して
いるときに、水位センサＪにて異常水位が検出されたときには、第１開閉弁Ｖ１及び第２
開閉弁Ｖ２を閉じ状態にし、且つ、兼用ポンプ６を排水のために作動させる漏水防止運転
処理を実行するように構成されている。
【００９２】
　そして、制御部Ｈは、漏水防止運転処理を実行しているときに、水位センサＪにて上述
した洗浄用水位より低い水位であることが検出されると、兼用ポンプ６を停止させて漏水
防止運転処理を停止するように構成されている。
　ちなみに、水位センサＪにて洗浄用水位より低い水位であることが検出されるときとは
、水位センサＪが洗浄用水位を検出している状態から洗浄用水位を検出しない状態に変化
したときである。
【００９３】
　また、本実施形態においては、制御部Ｈが、洗浄処理としての洗浄運転において、エア
ー噛み判別処理及び湯水追加処理を実行するように構成されており、以下、それについて
説明する。
　エアー噛み判別処理は、兼用用ポンプ６の作動状況に基づいて、その兼用ポンプ６にエ
アー噛みが発生しているか否かを判別する処理である。
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　湯水追加処理は、エアー噛み判別処理にてエアー噛みが発生していると判別したときに
、洗浄空間Ｑに湯水を追加供給すべく、湯水断続手段Ｅを制御する処理である。
【００９４】
　図１５のタイムチャートに基づいて説明を加えると、制御部Ｈは、洗浄運転において兼
用ポンプ６を正転作動させるときには、先ず、予め設定されている初期電圧を指令電圧と
して、直流モータ駆動回路６Ａに指令し、その後、２分４０秒が経過すると、兼用ポンプ
６の回転速度を検出する回転速度検出手段としての回転速度センサＭ（図１４参照）の検
出情報に基づいて、兼用ポンプ６を予め設定されている目標回転速度（例えば、４１００
回転／分）にて駆動すべく、直流モータ６ａに供給する駆動電圧を比例積分制御により求
めて、その駆動電圧を指令電圧として、直流モータ駆動回路６Ａに指令する回転速度調整
処理（以下、ＦＢ制御と略称）を、２０秒間実行する。
【００９５】
　そして、ＦＢ制御を終了した後は、そのＦＢ制御の実行中の最後に求めた駆動電圧を指
令電圧として、直流モータ駆動回路６Ａに指令し、その後、２分４０秒が経過すると、再
びＦＢ制御を実行することを繰り返すことになる。
　つまり、ＦＢ制御が、３分周期で、２０秒ずつ実行されて、そのＦＢ制御にて求めた駆
動電圧を指令電圧として、直流モータ駆動回路６Ａに指令するように構成され、ＦＢ制御
が停止している間は、ＦＢ制御の実行中の最後に求めた駆動電圧を指令電圧として、直流
モータ駆動回路６Ａに指令するように構成されている。
【００９６】
　制御部Ｈは、兼用ポンプ６の直流モータ６ａを初期電圧にて駆動することを開始してか
ら１分が経過すると、それから１分３５秒が経過するまでの間において、エアー噛み判別
処理に相当するエアー噛み検出を行い、その後、３５秒が経過すると、２分２５秒の間に
おいて、エアー噛み検出を行うことになり、その後は、３５秒が経過すると、２分２５秒
の間において、エアー噛み検出を行うことを、繰り返すことになる。
【００９７】
　エアー噛み検出は、回転速度センサＭの検出情報に基づいて、エアー噛み検出を行って
いる時間中において、最高回転速度と最低回転速度とを求めて、それらの差が設定回転速
度以上（例えば、１００回転／分以上）であるときには、エアー噛みが発生していると判
別するように構成されている。
【００９８】
　制御部Ｈは、エアー噛み検出により、エアー噛みが発生していると判別すると、湯水追
加処理を実行する。具体的には、第１開閉弁Ｖ１及び第２開閉弁Ｖ２を２．５秒開いて、
設定追加量（例えば、２００ＣＣ程度）の湯水を洗浄空間Ｑに追加供給する、追加給水を
行う。
【００９９】
　以上の説明から明らかな如く、制御部Ｈは、エアー噛み検出（エアー噛み判別処理）に
てエアー噛みが発生していると判別したときに、湯水追加処理として、洗浄空間Ｑに追加
給水すべく、洗浄空間Ｑに設定追加量の湯水を追加供給し、その設定追加量の湯水を追加
供給した状態において、エアー噛み検出（エアー噛み判別処理）にてエアー噛みが発生し
ていると判別したときには、湯水追加処理として、洗浄空間Ｑに設定追加量の湯水を追加
供給する、追加給水を繰り返すように構成されている。
【０１００】
　また、制御部Ｈは、エアー噛み検出（エアー噛み判別処理）を、湯水追加処理を実行し
た後は設定経過時間（本実施形態では３２．５秒）が経過したときに開始する形態で、設
定周期（本実施形態では３分）で設定時間（本実施形態では２分２５秒）ずつ繰り返すよ
うに構成されている。
　つまり、最初のエアー噛み検出（エアー噛み判別処理）は、上述の如く、１分３５秒で
あるが、２回目からのエアー噛み検出（エアー噛み判別処理）は、設定周期（本実施形態
では３分）で設定時間（本実施形態では２分２５秒）ずつ繰り返されることになる。
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【０１０１】
　また、制御部Ｈが、エアー噛み検出（エアー噛み判別処理）として、エアー噛み判別処
理用の設定駆動電圧を直流モータ６ａに供給して兼用ポンプ６を作動させている状態にお
いて、洗浄用ポンプ６の回転速度がエアー噛み判別用の設定範囲以上変動したときには、
エアー噛みが発生していると判別するように構成されている。
　また、制御部Ｈが、回転速度検出センサＭの検出情報に基づいて、兼用ポンプＰを目標
回転速度（例えば、４１００回転／分）にて駆動すべく、直流モータ６ａに供給する駆動
電圧を調整するＦＢ制御（回転速度調整処理）を実行した後に、エアー噛み検出（エアー
噛み判別処理）を実行するように構成され、かつ、エアー噛み検出（エアー噛み判別処理
）において、ＦＢ制御（回転速度調整処理）にて調整した駆動電圧に基づいて判別処理用
の設定駆動電圧を定めるように構成されている。
【０１０２】
　つまり、本実施形態においては、洗浄運転の開始直後においては、判別処理用の設定駆
動電圧が、予め設定されている初期電圧として定められ、その後においては、ＦＢ制御の
実行中の最後に求めた駆動電圧として定められることになる。
　ちなみに、初期電圧は、ＦＢ制御の目標回転速度よりも高い回転速度となる駆動電圧に
設定されており、洗浄開始直後においては、洗浄用ノズル８からの湯水の噴出圧を十分に
増加させることにより、適切な洗浄を行えるように構成されている。
【０１０３】
　さらに、本実施形態においては、制御部Ｈは、湯水追加処理により、洗浄空間Ｑに設定
追加量の湯水を追加供給することを洗浄処理用の設定回数（例えば、５回）繰り返した後
において、エアー噛み検出（エアー噛み判別処理）によりエアー噛みが発生していると判
別したときには、運転を停止して警報手段Ｌを作動させる洗浄処理用の異常警報処理を実
行するように構成されている。
【０１０４】
　ちなみに、警報手段Ｌの作動により、兼用ポンプ６のエアー噛みを解消できない異常状
態であることが報知されることになり、警報手段Ｌの作動により、異常状態であることを
認識した使用者は、洗浄槽Ｄ内の洗浄対象物を取り出して、その洗浄対象物に付着してい
る洗剤を洗い流すことや洗浄対象物を手拭処理することを行うことになる。
　そして、洗浄槽Ｄを正常な状態に戻すために、洗浄槽Ｄの内面等に付着している洗剤を
拭き取ること等を行うことになり、また、必要に応じて、洗剤を使用しないで、洗浄処理
やすすぎ処理を行って、洗浄槽Ｄの内面等に付着している洗剤を除去することになる。
【０１０５】
　以下、洗浄運転の制御作動について、図１７のフローチャートに基づいて説明する。
　先ず、湯水断続手段Ｅにおける第１開閉弁Ｖ１及び第２開閉弁Ｖ２が開き操作されて、
洗浄空間Ｑへの湯水の供給が開始され（＃２１）、水位センサＪにて洗浄用水位が検出さ
れると（＃２２）、湯水断続手段Ｅにおける第１開閉弁Ｖ１及び第２開閉弁Ｖ２が閉じ操
作されて、洗浄空間Ｑへの湯水の供給が停止される（＃２３）。
【０１０６】
　次に、兼用ポンプ６の駆動処理が実行されることになる（＃２４）。
　この兼用ポンプ６の駆動処理（＃２４）は、上述の如く、先ず、予め設定されている初
期電圧を指令電圧として、直流モータ駆動回路６Ａに指令し、その後、２分４０秒が経過
すると、ＦＢ制御を実行して求めた駆動電圧を指令電圧として、直流モータ駆動回路６Ａ
に指令し、ＦＢ制御を終了した後は、そのＦＢ制御の実行中の最後に求めた駆動電圧を指
令電圧として、直流モータ駆動回路６Ａに指令し、その後、２分４０秒が経過すると、再
びＦＢ制御を実行することを繰り返す処理である。
【０１０７】
　兼用ポンプ６の駆動処理の後は、エアー噛み判定タイミングであるか否かを判定し（＃
２５）、エアー噛み判定タイミングである場合には、回転速度センサＭの検出情報に基づ
いて、兼用ポンプＰの最高回転速度と最低回転速度を求める回転速度検出処理を実行する
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ことになる（＃２６）。
　つまり、エアー噛み判定タイミングとは、上述の如く、兼用ポンプ６の直流モータ６ａ
を初期電圧にて駆動することを開始した直後においては、１分が経過した時点から、１分
３５秒が経過するまでの間であり、その後においては、３５秒が経過した時点から、２分
２５秒が経過するまでの間が、エアー噛み判定を行うタイミングとして、繰り返し判定さ
れることになる。
【０１０８】
　＃２５の処理や＃２６の処理を実行した後は、追加給水タイミングであるか否かを判別
し（＃２７）、追加給水タイミングであると判別したときには、エアー噛みが発生してい
るか否かを判定する（＃２８）。
　追加給水タイミングとは、エアー噛み判定タイミングの直後から２．５秒が経過するま
での間であり、エアー噛みが発生しているとは、回転速度検出処理にて検出した兼用ポン
プＰの最高回転速度と最低回転速度との差が、設定範囲以上（例えば、１００回転／分以
上）であるときである。
【０１０９】
　そして、＃２８にて、エアー噛みが発生していると判定したときには、湯水断続手段Ｅ
における第１開閉弁Ｖ１及び第２開閉弁Ｖ２を開いて、洗浄空間Ｑへの湯水の供給を開始
することになり（＃２９）、また、＃２５にて追加給水タイミングでないと判別したとき
や、＃２８にてエアー噛みが発生していないと判定したときには、湯水断続手段Ｅにおけ
る第１開閉弁Ｖ１及び第２開閉弁Ｖ２を閉じて、洗浄空間Ｑへの湯水の供給を停止するこ
とになる（＃３０）
【０１１０】
　その後、湯水追加処理により、洗浄空間Ｑに設定追加量の湯水を追加供給することを実
行した追加供給回数が、洗浄処理用の設定回数（例えば、５回）よりも大きいか否かを判
定し（＃３１）、大きくない場合には、洗浄運転用設定時間が経過したか否かを判断して
（＃３２）、経過していない場合には、＃２４からの処理を繰り返すことになり、また、
洗浄運転用設定時間が経過している場合には、図１６のフローチャートの＃６に移行する
ことになる。
【０１１１】
　＃３１にて、追加供給回数が洗浄処理用の設定回数（例えば、５回）よりも大きいと判
定したときには、兼用ポンプ６や加熱ヒータ９等の作動を停止して運転を停止する運転停
止の処理を実行し（＃３３）、次に、警報ランプＬ１、警報ブザーＬ２、及び、表示部Ｌ
３を作動させる警報処理（＃３４）を、操作部ＳＳに設けた電源スイッチがＯＦＦに操作
されるまで実行することになり、電源スイッチがＯＦＦに操作されると、図１６のフロー
チャートの＃１に移行することになる。
【０１１２】
　加えて、本実施形態においては、制御部Ｈが、すすぎ処理において、洗浄処理と同様の
形態で、エアー噛み検出（エアー噛み判別処理）及び湯水追加処理を実行するように構成
され、かつ、湯水追加処理により、洗浄空間Ｑに設定追加量の湯水を追加供給することを
洗浄処理用の設定回数（例えば、５回）よりも少ない回数に設定されたすすぎ処理用の設
定回数（例えば２回）繰り返した後において、エアー噛み検出（エアー噛み判別処理）に
よりエアー噛みが発生していると判別したときには、運転を停止して警報手段Ｌを作動さ
せるすすぎ処理用の異常警報処理を実行するように構成されている。
【０１１３】
　次に、すすぎ運転の制御作動について説明するが、このすすぎ運転の制御作動は、上記
した洗浄運転の制御作動と同様の内容であるので、図１８のフローチャートに基づいて簡
単に説明する。
　先ず、洗浄空間Ｑへの湯水の供給が開始され（＃４１）、水位センサＪにて洗浄用水位
が検出されると（＃４２）、洗浄空間Ｑへの湯水の供給が停止される（＃４３）。
【０１１４】
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　次に、兼用ポンプ６の駆動処理が実行されることになり（＃４４）、兼用ポンプ６の駆
動処理の後は、エアー噛み判定タイミングであるか否かを判定し（＃４５）、エアー噛み
判定タイミングである場合には、回転速度センサＭの検出情報に基づいて、兼用ポンプＰ
の最高回転速度と最低回転速度を求める回転速度検出処理を実行する（＃４６）。
【０１１５】
　＃４５の処理や＃４６の処理を実行した後は、追加給水タイミングであるか否かが判別
し（＃４７）、追加給水タイミングであると判別したときには、エアー噛みが発生してい
るか否かを判定する（＃４８）。
　そして、＃４８にて、エアー噛みが発生していると判定したときには、洗浄空間Ｑへの
湯水の供給を開始することになり（＃４９）、また、＃４５にて追加給水タイミングでな
いと判別したときや、＃４８にてエアー噛みが発生していないと判定したときには、洗浄
空間Ｑへの湯水の供給を停止することになる（＃５０）
【０１１６】
　その後、湯水追加処理により、洗浄空間Ｑに設定追加量の湯水を追加供給することを実
行した追加供給回数が、すすぎ処理用の設定回数（例えば、２回）よりも大きいか否かを
判定し（＃５１）、大きくない場合には、すすぎ運転用設定時間が経過したか否かを判断
して（＃５２）、経過していない場合には、＃４４からの処理を繰り返すことになり、ま
た、すすぎ運転用設定時間が経過している場合には、図１６のフローチャートの＃８に移
行することになる。
【０１１７】
　＃５１にて、追加供給回数がすすぎ処理用の設定回数（例えば、２回）よりも大きいと
判定したときには、兼用ポンプ６や加熱ヒータ９等の作動を停止して運転を停止する運転
停止の処理を実行し（＃５３）、次に、警報ランプＬ１、警報ブザーＬ２、及び、表示部
Ｌ３を作動させる警報処理（＃５４）を、操作部ＳＳに設けた電源スイッチがＯＦＦに操
作されるまで実行することになり、電源スイッチがＯＦＦに操作されると、図１６のフロ
ーチャートの＃１に移行することになる。
【０１１８】
　本実施形態の食器洗浄機においては、図４及び図５に示すように、閉じた状態の洗浄空
間Ｑの内部圧が機外圧となるように自動調整する圧力調整手段Ｗが設けられている。
　すなわち、例えば、洗浄処理において、電気式の加熱ヒータ９を加熱させたときには洗
浄空間Ｑ内の温度はかなりの高温（例えば６７℃）になる。その後、洗浄水が排出されて
、すすぎ処理のためにすすぎ水が洗浄空間Ｑに供給され、そのすすぎ水が兼用ポンプ６の
作動により洗浄ノズル８より噴出されることになるが、そのすすぎ水の温度は低温（例え
ば１３～１７℃）である。このため、低温のすすぎ水が洗浄ノズル８から噴出されると、
洗浄空間Ｑ内の温度が急激に低下するものとなり、その結果、洗浄空間Ｑ内の多量の空気
が急激に収縮し、洗浄空間Ｑの内部圧が大きく減少しようとすることがあるが、このよう
なときには、圧力調整手段Ｗの作用によって、洗浄空間Ｑの内部圧が機外圧となるように
自動調整されることになる。
【０１１９】
　圧力調整手段Ｗは、洗浄槽Ｄの背壁ＤＲに形成した連通孔３２を通して、洗浄槽Ｄ内の
洗浄空間Ｑと連通して、洗浄空間Ｑ内の圧力を外気圧に調整するように構成されるもので
あるが、本実施形態においては、その詳細な構成についての説明は省略する。
　尚、圧力調節手段Ｗには、結露水が生じることがあるが、その結露水が水位センサＪを
介して、洗浄槽Ｄに回収されるように構成されている。
【０１２０】
　以下、水位センサＪについて説明する。
　図７～図１３に示すように、洗浄槽Ｄの底部に案内管１３にて接続されて、その洗浄槽
Ｄ内の湯水が導入される水位検出用の湯水貯留槽４０と、湯水貯留槽４０の内部に装備さ
れて、その湯水貯留槽４０に貯留される湯水の水位に応じて昇降する水位検出用のフロー
ト４１と、フロート４１の本体部４１Ａから上方に延びる軸部４１Ｂを昇降自在に案内す
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る案内部Ｕと、湯水貯留槽４０の上端よりも上方側箇所に位置されて、フロート４１の上
下２つの昇降位置を検出する一対の第１水位検出部Ｔ１及び第２検出部Ｔ２とが設けられ
ている。
【０１２１】
　湯水貯留槽４０は、横断面形状が４角形状の有底筒状に形成されるものであって、その
底部には、上述した案内管１３が接続される連通口として連結用筒部４０Ｃが形成され、
そして、その上部に外嵌される蓋体４２にて、上方開口が覆われるようになっている。
【０１２２】
　ちなみに、湯水貯留槽４０の上端側部分は、洗浄水受け入れ部４０Ａ、及び、圧力調整
手段Ｗからの結露水を受け止める結露水受け部４０Ｂが、外方に突出状態で設けられ、蓋
体４２が、洗浄水受け入れ用の貯留部４０Ａ及び結露水受け部４０Ｂを覆う状態に形成さ
れ、そして、蓋体４２における結露水受け部４０Ｂを覆う部分には、圧力調整手段Ｗとの
連結用の開口部Ｖｋが形成されている。
　尚、洗浄水受け入れ部４０Ａの機能については後述する。
【０１２３】
　フロート４０の上下２つの昇降位置は、上述した洗浄用水位を検出するための昇降位置
（図１１参照）と、上述した湯水排出水位を検出するための昇降位置（図１０参照）とで
あり、第１水位検出部Ｔ１が、高位側の洗浄用水位を検出する昇降位置にフロート４１が
位置することを検出し、第２水位検出部Ｔ２が、低位側の湯水排出水位を検出する昇降位
置にフロート４１が位置することを検出するように構成されている。
【０１２４】
　第１水位検出部Ｔ１及び第２検出部Ｔ２が、フォトインタラプタ式の光センサを用いて
構成され、第１水位検出部Ｔ１が、蓋体４２の上部に突設した第１センサ取付け部４２ａ
に装着され、第２水位検出部Ｔ２が、蓋体４２の上部に突設した第２センサ取付け部４２
ｂに装着されている。
【０１２５】
　また、蓋体４２には、上述した異常水位を検出する異常水位検出手段としての異常水位
検出用の電極４３が、上端側を蓋体４２の上方に位置させ、且つ、下端側を湯水貯留槽４
０内に突出させる状態で設けられている。
　つまり、異常水位検出用の電極４３は、図１２に示すように、湯水貯留槽４０の水位が
第１水位検出部Ｔ１及び第２検出部Ｔ２のうちの高水位側の第２水位検出部Ｔ１にて検出
される水位よりも設定量高くなったときに湯水貯留槽４０に貯留される湯水にて導通され
る導通される状態で、蓋体４２に装備されている。
【０１２６】
　図７及び図１０に示すように、フロート４１の軸部１４Ｂが、フロート１４が複数の昇
降位置のうちの低水位側の昇降位置に位置する状態において、つまり、湯水排出水位を検
出するための昇降位置に位置する状態において、その上端部を湯水貯留槽４０の上端より
も下方に位置させる長さに形成されている。
　また、案内部Ｕが、湯水貯留槽４０の上端よりも下方に位置するフロート４０の軸部４
０Ｂを案内すべく、湯水貯留槽４０の上端よりも下方に位置して案内するように構成され
ている。
【０１２７】
　そして、第１水位検出部Ｔ１及び第２検出部Ｔ２のうちの低水位側の第２検出部Ｔ２に
て検出される被検出部４４ａを備えた揺動レバー４４が、フロート４１の軸部４１Ｂの上
端部に連係されて上下に揺動する状態で設けられている。
　説明を加えると、揺動レバー４４が、第２センサ取付け部４２ｂに、横軸心Ｘ回りで上
下揺動自在に枢支され、その横軸心Ｘの一端側部分が、上述の被検出部４４ａに形成され
、横軸心Ｘの他端側部分が、軸部４１Ｂとの連係部４４ｂに形成されている。
連係部４４ｂは、二股状に形成されて、その連係部４４ｂに、軸部４１Ｂの上端が係合さ
れるように構成されている。
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【０１２８】
　つまり、図１３に示すように、軸部４１Ｂの上端部であって、上端よりも下方側箇所に
は、左右一対の旗状体４１ａが突設され、軸部４１Ｂの上端には、外れ止め用の突起部４
１ｂが左右一対の旗状体４１ａと同方向に突出する状態に形成されている。
　そして、揺動レバー４４の二股状の連係部４４ｂが、外れ止め用の突起部４１ｂと左右
一対の旗状体４１ａの間に挿入し、且つ、軸部４１の上端が、二股状の連係部４４ｂを貫
通する状態となるように構成されている。
【０１２９】
　図１１に示すように、フロート４１の軸部４１Ｂが、フロート４１が複数の昇降位置の
うちの高水位側の昇降位置に位置する状態において、つまり、洗浄用水位を検出する状態
において、その上端部を湯水貯留槽４０の上端よりも上方に位置させる長さに形成されて
いる。
　そして、上述した一対の旗状体４１ａのうちの１つが、第１検出部Ｔ１にて検出される
被検出部と機能するように構成されている。
【０１３０】
　案内部Ｕが、フロート４１の昇降全範囲に亘って、軸部４１Ｂの上端部に設けた一対の
旗状体４１ａのうちの１つを係合する案内溝Ｕ１として構成されている。つまり、一対の
旗状体４１ａのうち１つが、案内溝Ｕ１に係合される被案内片として機能するように構成
されている。
　ちなみに、案内部Ｕは、一対の旗状体４１ａのうちの第１検出部Ｔ１にて検出される被
検出部と機能する旗状体４１ａが係合する補助案内溝Ｕ２をも備えるように構成されてい
るが、この補助案内溝Ｕ２は、第１検出部Ｔ１の近くまでは存在するものの、被検出部と
機能する旗状体４１ａが第１検出部Ｔ１にて検出される箇所では存在しないものであるた
め、フロート４１の昇降全範囲に亘ってフロート４１を案内するものではない。
【０１３１】
　案内部Ｕについて説明を加えると、湯水貯留槽４０の上方開口を覆う蓋体４２が、フロ
ート４１軸部４１Ｂの挿通箇所ほど低位となる状態で水貯留槽の上端よりも下方に突出す
る下向き凹入部分４２Ａ、及び、案内溝形成用の上方突出部分４２Ｂを備える状態に形成
され、案内溝Ｕ１が、蓋体４２における凹入部分４２Ａ及び蓋体の上方突出部分４２Ｂに
亘る状態で形成されている。
【０１３２】
　また、蓋体４２には、補助案内溝Ｕ２を形成するための補助案内溝形成用の上方突出部
分４２Ｃを備える状態に形成され、補助案内溝Ｕ２が、蓋体４２における凹入部分４２Ａ
及び蓋体４２の上方突出部分４２Ｃに亘る状態で形成されている。
【０１３３】
　上述の洗浄水受け入れ部４０Ａについて説明を加えると、図５に示すように、排水運転
を行うときに、排水管１２を通流する湯水の一部が、分岐管１２ａを通して、水位センサ
Ｊ側に分岐流動するように構成され、そして、分岐管１２が、洗浄水受け入れ部４０Ａに
設けた管接続部４０ａ接続されている。
　したがって、排水運転を行うときに、兼用ポンプ６にて排水される湯水の一部が洗浄水
受け入れ部４０Ａに流動したのち、湯水貯留槽４０の内部に吐出されることにより、湯水
貯留槽４０の壁面を洗浄できるように構成されている。
【０１３４】
〔別実施形態〕
　次に別実施形態を説明する。
（イ）上記実施形態においては、湯水断続手段が、給水路を開閉する第１開閉弁と、洗浄
槽用分岐路を開閉する第２開閉弁と、除湿用分岐路に装備された定流量弁とから構成され
る場合を例示したが、これらの弁に加えて、除湿用分岐路を開閉する開閉弁を備えさせる
ようにしてもよい。
　そして、除湿用分岐路を開閉する開閉弁を備えさせる場合には、給水路を開閉する第１
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開閉弁を省略する形態で実施してもよい。
【０１３５】
（ロ）上記実施形態では、洗浄槽が本体ケース部に対して水平方向に沿って引き出し及び
収納自在に設けられる引き出し式の食器洗浄機を例示したが、本体ケース部に洗浄槽が収
納されて、本体ケース部の前面扉が開閉されることにより、洗浄槽の洗浄空間が開閉され
る形態の食器洗浄機についても、本発明は適用できるものである。
【０１３６】
（ハ）上記実施形態では、洗浄用ポンプの作動状況に基づいて、その洗浄用ポンプにエア
ー噛みが発生しているか否かを判別するエアー噛み判別処理として、洗浄ポンプを駆動す
る直流モータにエアー噛み判別処理用の設定駆動電圧を供給して洗浄用ポンプを作動させ
ている状態において、洗浄ポンプの回転速度がエアー噛み判別用の設定範囲以上変動した
ときには、エアー噛みが発生していると判別する処理を例示したが、エアー噛み判別処理
の具体構成は各種変更できる。
　例えば、洗浄ポンプを設定目標回転速度にて駆動すべく、直流モータに供給する駆動電
圧を調整する場合において、その駆動電圧が設定範囲以上変動したときには、エアー噛み
が発生していると判別するようにしてもよく、また、洗浄ポンプを設定目標回転速度にて
駆動すべく、直流モータに供給する駆動電圧を調整する場合において、その駆動電流が設
定範囲以上変動したときには、エアー噛みが発生していると判別するようにしてもよい。
【０１３７】
（ニ）上記実施形態では、エアー噛み判別処理として、エアー噛み判別処理用の設定駆動
電圧を直流モータに供給して洗浄用ポンプを作動させている状態において、洗浄ポンプの
回転速度がエアー噛み判別用の設定範囲以上変動したときには、エアー噛みが発生してい
ると判別するように構成する場合において、当初は、初期電圧を駆動し、その後において
は、洗浄用ポンプを目標回転速度にて駆動すべく、直流モータに供給する駆動電圧を調整
する回転速度調整処理を実行した後に、エアー噛み判別処理において、回転速度調整処理
にて調整した駆動電圧に基づいて判別処理用の設定駆動電圧を定めるように構成する場合
を例示したが、当初から、洗浄用ポンプを目標回転速度にて駆動すべく、直流モータに供
給する駆動電圧を調整する回転速度調整処理を実行した後に、エアー噛み判別処理におい
て、回転速度調整処理にて調整した駆動電圧に基づいて判別処理用の設定駆動電圧を定め
るように構成してもよい。
【０１３８】
（ホ）上記実施形態では、洗浄ポンプを直流モータにて駆動する場合を例示したが、洗浄
ポンプを交流モータにて駆動するようにしてもよく、この場合、例えば、洗浄ポンプを設
定目標回転速度にて駆動すべく、交流モータに供給する駆動電力を、位相制御を用いた電
圧制御により調整する場合、または、インバータを用いた周波数制御や電圧制御により調
整する場合において、エアー噛み判別処理用の設定駆動周波数および電圧を前記交流モー
タに供給して前記洗浄用ポンプを作動させている状態において、前記洗浄ポンプの回転速
度がエアー噛み判別用の設定範囲以上変動したときには、エアー噛みが発生していると判
別することができる。
【０１３９】
　すなわち、エアー噛み判別処理として、エアー噛み判別処理用の設定駆動周波数および
設定電圧を前記交流モータに供給して洗浄用ポンプを作動させている状態において、洗浄
ポンプの回転速度がエアー噛み判別用の設定範囲以上変動したときには、エアー噛みが発
生していると判別するように構成することができる。
　尚、交流モータを用いた実施形態は、上述の直流モータを用いた実施形態と同様である
ので、その具体的な説明は省略する。
【０１４０】
　また、制御手段が、洗浄用ポンプの回転速度を検出する回転速度検出手段の検出情報に
基づいて、洗浄用ポンプを目標回転速度にて駆動すべく、交流モータに供給する駆動周波
数および電圧、または、駆動周波数あるいは電圧を調整する回転速度調整処理を実行した
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後に、エアー噛み判別処理を実行するように構成して、エアー噛み判別処理において、回
転速度調整処理にて調整した駆動周波数および電圧、または、駆動周波数あるいは電圧に
基づいて判別処理用の設定駆動周波数および電圧を定めるように構成することができる。
【０１４１】
　ちなみに、洗浄ポンプを交流モータにて駆動するようにしタ場合において、エアー噛み
の発生を判別する構成としては、洗浄ポンプを設定目標回転速度にて駆動すべく、交流モ
ータに供給する駆動電力を、位相制御を用いた電圧制御により調整する場合、または、イ
ンバータを用いた周波数制御や電圧制御により調整する場合において、その駆動電力が設
定範囲以上変動したときには、エアー噛みが発生していると判別するようにする構成と用
いることもできる。
【０１４２】
（ヘ）上記実施形態では、湯水追加処理として、洗浄空間に設定追加量の湯水を追加供給
し、その設定追加量の湯水を追加供給した状態において、エアー噛み判別処理にてエアー
噛みが発生していると判別されたときには、洗浄空間に設定追加量の湯水を追加供給する
ことを繰り返す場合を例示したが、エアー噛み判別処理にてエアー噛みが発生していると
判別されたときに、エアー噛みを回避するための十分な量に設定した湯水を、一度に供給
する形態で実施してもよい。
【０１４３】
（ト）上記実施形態では、洗浄処理に続くすすぎ処理においても、エアー噛み判別処理や
湯水追加処理を実行する場合を例示したが、すすぎ処理におけるエアー噛み判別処理や湯
水追加処理を省略する形態で実施してもよい。
【０１４４】
（チ）上記実施形態では、洗浄空間内の空気を機内循環させながら除湿処理して乾燥処理
を行う場合を例示したが、外気を洗浄空間内に供給し且つ洗浄空間内の空気を外部に排出
する形態で乾燥処理を行う場合においても本願発明を適用できる。
　尚、洗浄空間内の空気を機内循環させながら除湿処理して乾燥処理を行う場合において
は、洗浄槽内に泡が多量に発生したときに、その泡が外部に流出することを極力抑制でき
るものとなるため、本発明を適用する形態としては好適である。
【０１４５】
（リ）本発明を実施するに、水位検出手段としては、上記実施形態に記載の水位検出セン
サに代えて、種々の形態のものを適用できるものである。
【符号の説明】
【０１４６】
６　　　洗浄用ポンプ
６ａ　　直流モータ
８　　　洗浄用ノズル
Ｄ　　　洗浄槽
Ｅ　　　湯水断続手段
Ｈ　　　制御手段
Ｌ　　　警報手段
Ｍ　　　回転速度検出手段
Ｑ　　　洗浄空間
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