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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ラジオの音量及び周波数帯域を選択するラジオ信号選択部を備え、ラジオ機能が選択さ
れる時、ラジオの周波数帯域に含まれる音声データを受信するラジオチューナと、
　テレビ機能を選択するためのテレビボタン部を備え、前記テレビ機能が選択される時、
テレビ放送プログラムを受信し、前記テレビ放送プログラムに含まれる映像データ及び音
声データを出力するテレビ駆動回路と、
　前記映像データを表示するテレビ画面と、
　前記テレビ機能又は前記ラジオ機能が選択される時に発生する熱を、外部に放出させる
放熱ファンと、
　前記テレビ放送プログラムに含まれる音声データ、又は前記周波数帯域に含まれる音声
データを出力するスピーカと、
　温度条件によって冷蔵機器及び冷凍機器の運転を制御し、前記ラジオ信号選択部及び前
記テレビボタン部によるユーザの信号入力によって前記ラジオチューナ及び前記テレビ駆
動回路を選択的に制御する主制御部と、を含み、
　前記主制御部は、
　前記テレビ機能又は前記ラジオ機能を選択するためのスイッチがターンオンされる時に
発生する選択信号を保存し、
　前記ユーザの要求によって、前記ラジオチューナと前記テレビ駆動回路を制御するため
の主電源が新たに印加された時、前記保存された選択信号に基づいて前記テレビ駆動回路
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又は前記ラジオチューナに電源を自動的に印加し、
　前記放熱ファンを駆動することを特徴とする冷蔵庫。
【請求項２】
　前記主制御部は、
　予め設定された時間が経過した後に前記放熱ファンを駆動することを特徴とする請求項
１に記載の冷蔵庫。
【請求項３】
　前記主制御部は、
　前記テレビ駆動回路又は前記ラジオチューナを制御した後、前記放熱ファンを駆動する
ことを特徴とする請求項１に記載の冷蔵庫。
【請求項４】
　前記主制御部は、
　前記テレビ駆動回路及び前記ラジオチューナの動作が停止する時、前記放熱ファンを直
ちに停止させることを特徴とする請求項１に記載の冷蔵庫。
【請求項５】
　前記主制御部は、
　前記テレビ駆動回路又は前記ラジオチューナに電源を印加するためのスイッチがターン
オンされた時、予め設定された時間が経過した後に前記放熱ファンに電源を印加すること
を特徴とする請求項１に記載の冷蔵庫。
【請求項６】
　冷蔵庫内の温度を表示する第１ディスプレイ部と、
　ラジオの音量及び周波数帯域を選択するラジオ信号選択部を備え、ラジオ機能が選択さ
れる時、ラジオアンテナからラジオ周波数帯域に含まれる音声データを受信するラジオチ
ューナと、
　テレビ機能を選択するためのテレビボタン部を備え、前記テレビ機能が選択される時、
テレビアンテナからテレビ放送プログラムを受信し、該受信された放送プログラムに含ま
れる映像データ及び音声データを出力するテレビ駆動回路と、
　前記映像データを表示するテレビ画面と、
　前記テレビ機能又は前記ラジオ機能が選択される時に発生する熱を、外部に放出させる
放熱ファンと、
　前記放送プログラムに含まれる音声データ又は前記周波数帯域に含まれる音声データを
出力するスピーカと、
　前記ラジオの周波数帯域及び該周波数帯域に含まれる前記音声データの音量を表示する
か、又は前記放送プログラムに対応するテレビチャネル番号及び前記放送プログラムに含
まれた音声データの音量を表示する第２ディスプレイ部と、
　温度条件によって冷蔵機器及び冷凍機器の運転を制御し、前記ラジオ信号選択部及び前
記テレビボタン部によるユーザの信号入力によって前記ラジオチューナ及び前記テレビ駆
動回路を選択的に制御する主制御部と、を含み、
　前記主制御部は、
　前記テレビ機能又は前記ラジオ機能を選択するためのスイッチがターンオンされる時に
発生する選択信号を保存した後、ユーザの要求によって前記テレビ駆動回路及び前記ラジ
オチューナの機能を停止させ、
　前記ユーザの要求によって、前記ラジオチューナと前記テレビ駆動回路を制御するため
の主電源が新たに印加された時、前記保存された選択信号に基づいて前記ラジオチューナ
及び前記テレビ駆動回路に電源を自動的に印加し、
　前記放熱ファンを駆動することを特徴とする冷蔵庫。
【請求項７】
　前記主制御部は、
　予め設定された時間が経過した後に前記放熱ファンを駆動することを特徴とする請求項
６に記載の冷蔵庫。
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【請求項８】
　前記主制御部は、
　前記テレビ駆動回路又は前記ラジオチューナを制御した後、前記放熱ファンを駆動する
ことを特徴とする請求項６に記載の冷蔵庫。
【請求項９】
　前記主制御部は、
　前記テレビ駆動回路又はラジオチューナに電源を印加するためのスイッチがターンオン
された時、予め設定された時間が経過した後に前記放熱ファンに電源を印加することを特
徴とする請求項６に記載の冷蔵庫。
【請求項１０】
　前記主制御部は、
　前記テレビ駆動回路及び前記ラジオチューナの動作が停止する時、前記放熱ファンを直
ちに停止させることを特徴とする請求項６に記載の冷蔵庫。
【請求項１１】
　冷蔵庫内の温度を表示する第１ディスプレイ部と、
　ラジオの音量及び周波数帯域を選択するラジオ信号選択部を備え、ラジオ機能が選択さ
れる時、ラジオの周波数帯域に含まれる音声データを受信するラジオチューナと、
　テレビ機能を選択するためのテレビボタン部を備え、前記テレビ機能が選択される時、
テレビ放送プログラムを受信し、該受信されたテレビ放送プログラムに含まれる映像デー
タ及び音声データを出力するテレビ駆動回路と、
　前記映像データを表示するＬＣＤと、
　前記テレビ放送プログラムに含まれる音声データ、又は前記周波数帯域に含まれる音声
データを出力するスピーカと、
　前記ラジオの周波数帯域及び該周波数帯域に含まれる前記音声データの音量を表示する
か、又は前記テレビ放送プログラムに対応するテレビチャネル番号及び前記テレビ放送プ
ログラムに含まれた音声データの音量を表示する第２ディスプレイ部と、
　前記テレビ機能又は前記ラジオ機能が選択される時に発生する熱を、外部に放出させる
放熱ファンと、
　温度条件によって冷蔵機器及び冷凍機器の運転を制御し、前記ラジオ信号選択部及び前
記テレビボタン部によるユーザの信号入力によって前記ラジオチューナ及び前記テレビ駆
動回路を選択的に制御する主制御部と、を含み、
　ここで、前記主制御部は、前記テレビ駆動回路又はラジオチューナに電源を印加するた
めの電源スイッチがターンオンされた時、予め設定された時間が経過した後に前記放熱フ
ァンに電源を印加し、前記テレビ駆動回路及び前記ラジオチューナの動作が停止する時、
前記放熱ファンを直ちに停止させ、
　前記テレビ機能又は前記ラジオ機能を選択するためのスイッチがターンオンされる時に
発生する選択信号を保存した後、ユーザの要求によって前記テレビ駆動回路及び前記ラジ
オチューナの機能を停止させ、
　前記ユーザの要求によって、前記ラジオチューナと前記テレビ駆動回路を制御するため
の主電源が新たに印加された時、前記保存された選択信号に基づいて前記ラジオチューナ
又は前記テレビ駆動回路に電源を自動的に印加することを特徴とする冷蔵庫。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は冷蔵庫に関し、特に、冷蔵室及び冷凍室を有する冷蔵庫に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、冷蔵庫は様々な食物を適切な温度で保管する冷蔵機器及び冷凍機器を有する装
置である。冷蔵機器及び冷凍機器は冷却サイクル（cooling cycle）を利用して冷蔵庫内
部の温度を調節する。冷蔵庫の冷却サイクルは、圧縮機（compressor）、凝縮器（conden
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ser）、蒸発器（evaporator）と、これらを互いに連結する冷媒管（Refrigerant Pipe）
から構成され、この冷媒管に流れる冷媒と外部空気との熱交換によって冷蔵庫で必要とす
る冷気が発生する。
【０００３】
　以下、一般的な冷蔵庫を図１を参照して説明する。
【０００４】
　図１は一般的な冷蔵庫の斜視図である。
【０００５】
　図１に示すように、一般的な冷蔵庫は、食物を冷凍保管する冷凍室１０と、食物を冷蔵
保管する冷蔵室１２とから構成される。冷蔵室１２の各室には、冷気を吐出する各冷気吐
出口１１が構成される。
【０００６】
　このような冷蔵庫に電源が印加された後に冷却サイクルが駆動されると、冷却サイクル
の駆動によって発生した冷気は、各冷気吐出口１１を通じて冷蔵庫内に流入する。冷蔵庫
内に流入した冷気によって冷蔵庫内の温度が下降し、冷蔵庫に設置された温度検出部（図
示せず）は冷蔵庫内の温度を測定する。冷蔵庫に設置された主制御部（Main Control Uni
t）（図示せず）は、測定された温度値と予め設定された基準温度値に基づいて、各冷気
吐出口１１を通じて冷蔵庫内に流入させる冷気の流れを制御することにより、冷蔵庫内の
温度を制御する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　以上、説明したように、従来の一般的な冷蔵庫は、単純に冷蔵機能及び冷凍機能のみを
行うように制限されていた。例えば、ユーザが冷蔵庫が位置する台所でテレビを視聴する
か、又はラジオを聴取しようとする時には、テレビ及びラジオを別に台所に設置しなけれ
ばならない不便さがあるという問題点があった。
【０００８】
　従って、本発明は、このような従来技術の問題を解決するためになされたもので、ユー
ザが台所で冷蔵庫を通じてテレビ放送プログラムを視聴するか、又はラジオ放送を聴取し
得るように、テレビ放送信号及びラジオ放送信号を選択的に出力する冷蔵庫を提供するこ
とを目的とする。
【０００９】
　また、本発明は、１つの主制御部を通じて冷蔵庫のテレビ機能及びラジオ機能を選択的
に行うことによって、消費電力を減少し得る冷蔵庫を提供することを目的とする。
【００１０】
　かつ、本発明は、冷蔵庫のテレビ機能及びラジオ機能を提供する装置内に、過電流が印
加される現象を防止し得る冷蔵庫を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記目的を達成するための本発明による冷蔵庫は、ユーザの要求によってテレビ機能又
はラジオ機能を選択する主制御部と、該主制御部により前記ラジオ機能が選択される時、
ラジオの周波数帯域に含まれる音声データを受信するラジオチューナと、前記主制御部に
より前記テレビ機能が選択される時、テレビ放送プログラムを受信し、前記テレビ放送プ
ログラムに含まれる映像データ及び音声データを出力するテレビ駆動回路と、前記映像デ
ータを表示するテレビ画面と、前記テレビ放送プログラムに含まれた音声データ又は前記
周波数帯域に含まれる音声データを出力するスピーカと、から構成されることを特徴とす
る。
【００１２】
　前記目的を達成するための本発明による冷蔵庫は、冷蔵庫内の温度を表示する第１ディ
スプレイ部と、ユーザの要求によってテレビ機能又はラジオ機能を選択する主制御部と、
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主制御部により前記ラジオ機能が選択される時、ラジオの周波数帯域に含まれる音声デー
タを受信するラジオチューナと、主制御部によりテレビ機能が選択される時、テレビ放送
プログラムを受信し、受信された放送プログラムに含まれる映像データ及び音声データを
出力するテレビ駆動回路と、映像データを表示するテレビ画面と、放送プログラムに含ま
れる音声データ又は周波数帯域に含まれる音声データを出力するスピーカと、ラジオの周
波数帯域及び該周波数帯域に含まれる音声データの音量を表示するか、又は放送プログラ
ムに対応するテレビチャネル番号及び前記放送プログラムに含まれる音声データの音量を
表示する第２ディスプレイ部と、から構成されることを特徴とする。
【００１３】
　前記目的を達成するための本発明による冷蔵庫は、冷蔵庫内の温度を表示する第１ディ
スプレイ部と、ユーザの要求によってテレビ機能又はラジオ機能を選択する主制御部と、
主制御部によりラジオ機能が選択される時、ラジオの周波数帯域に含まれる音声データを
受信するラジオチューナと、主制御部によりテレビ機能が選択される時、テレビ放送プロ
グラムを受信し、受信された放送プログラムに含まれる映像データ及び音声データを出力
するテレビ駆動回路と、映像データを表示するＬＣＤと、放送プログラムに含まれる音声
データ又は周波数帯域に含まれる音声データを出力するスピーカと、ラジオの周波数帯域
及び該周波数帯域に含まれる音声データの音量を表示するか、又は放送プログラムに対応
するテレビチャネル番号及び放送プログラムに含まれる音声データの音量を表示する第２
ディスプレイ部と、テレビ機能又はラジオ機能が選択される時に発生する熱を外部に放出
させる放熱ファンと、を含み、ここで、主制御部は、テレビ駆動回路又はラジオチューナ
に電源を印加するためのスイッチがターンオンされた時、予め設定された時間が経過した
後に放熱ファンに電源を供給し、テレビ駆動回路及びラジオチューナの動作が停止する時
、放熱ファンを直ちに停止させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明による冷蔵庫は、テレビ機能及びラジオ機能をユーザに提供することにより、ユ
ーザが冷蔵庫が位置する台所などで別にテレビ及びラジオを備えなくてもテレビを視聴す
るか、又はラジオを聴取し得るという効果がある。
【００１５】
　また、本発明による冷蔵庫は、１つの主制御部を通じて冷蔵庫の一般的な制御動作、ラ
ジオチューナ及びテレビ駆動回路を選択的に制御することによって消費電力を減少し得る
という効果もある。
【００１６】
　また、本発明による冷蔵庫は、テレビ／ラジオ機能を制御する時、テレビ電源スイッチ
（ｓｗ５）、ラジオ電源スイッチ（ｓｗ０）の選択信号を以前に保存した後、主電源スイ
ッチ５５が新たにターンオンされた時、保存された選択信号によってテレビ駆動回路５０
又はラジオチューナ３０に電源を自動的に印加することにより、ユーザがテレビ電源スイ
ッチ（ｓｗ５）又はラジオ電源スイッチ（ｓｗ０）をターンオンさせなくてもよく、ユー
ザが便利にテレビ放送プログラムを視聴するか、又はラジオ放送を聴取し得るという効果
もある。
【００１７】
　また、本発明による冷蔵庫は、テレビ電源スイッチ（ｓｗ５）又はラジオ電源スイッチ
（ｓｗ０）がターンオンされた時、予め設定された時間が経過した後に放熱ファン６０を
動作させることにより、過電流が前記テレビ駆動回路５０及びラジオチューナ３０に印加
されることによってテレビ駆動回路５０及びラジオチューナ３０が損傷される現象を防止
することができ、消費電力を減少し得るという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、ユーザが台所に設置された冷蔵庫を通じてテレビ放送プログラムを視聴するか、
又はラジオ放送を聴取し得る装置について、図２及び図３を参照して詳細に説明する。
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【００１９】
　図２は本発明の実施形態による冷蔵庫を示す斜視図である。
【００２０】
　図２に示すように、本発明による冷蔵庫１００は、冷蔵庫１００の本体の前面に設置さ
れ、冷蔵庫１００の一般的な運転機能及び温度を表示する第１ディスプレイ部２０と、冷
蔵庫１００の本体の前面に設置され、氷及び水を提供するディスペンサ２１と、ユーザが
テレビ機能又はラジオ機能を選択すると、選択された機能による音声データを出力するス
ピーカ２２と、ラジオ機能による周波数帯域及び音量を表示するか、又はテレビ機能によ
るテレビチャネル番号及び音量を表示する第２ディスプレイ部２３と、冷蔵庫１００の本
体の前面に設置され、テレビ機能による映像データを表示するテレビ画面（例えば、ＬＣ
Ｄ）２４と、から構成される。ここで、テレビ画面２４はＬＣＤ又はＰＤＰから構成する
ことができる。
【００２１】
　本発明による冷蔵庫１００は、温度条件によって冷蔵機器及び冷凍機器の運転を制御す
る。また、本発明による冷蔵庫１００は、ユーザの操作により選択されたテレビ機能によ
ってテレビ放送プログラムを出力するか、又はユーザの操作により選択されたラジオ機能
によってラジオ放送信号を出力する。
【００２２】
　図３は、本発明の実施形態による冷蔵庫に設置されたテレビ機能及びラジオ機能を提供
する装置を示す構成図である。
【００２３】
　図３に示すように、冷蔵庫に設置されたテレビ機能及びラジオ機能を提供する装置は、
ユーザの要求信号によってテレビ機能又はラジオ機能を選択する主制御部４０と、主制御
部４０の制御下で特定のチャネルに該当するテレビ放送プログラムを受信するテレビ駆動
回路５０と、テレビ放送プログラムに含まれる映像データを表示するテレビ画面２４と、
主制御部４０の制御下で特定のラジオ周波数帯域に含まれる音声データを受信するラジオ
チューナ３０と、テレビ放送プログラムに含まれる音声データ、又はラジオ周波数帯域に
含まれる音声データを出力するスピーカ２２と、から構成される。
【００２４】
　以下、本発明の実施形態による冷蔵庫に設置されたテレビ機能及びラジオ機能を提供す
る装置の動作について詳細に説明する。
【００２５】
　主制御部４０は、一般的な冷蔵庫の動作を制御し、ユーザがテレビ機能を選択すると、
テレビ駆動回路５０に電源を印加し、ユーザがラジオ機能を選択すると、ラジオチューナ
３０に電源を印加する。
【００２６】
　テレビ駆動回路５０は、電源が入力されると、ユーザにより選択されたチャネルに該当
するテレビ放送プログラムを受信し、受信されたテレビ放送プログラムに含まれる映像デ
ータをテレビ画面２４に出力し、その受信されたテレビ放送プログラムに含まれる音声デ
ータをスピーカ２２に出力する。ここで、ユーザはリモコン又はタッチパッドを通じて、
所望のテレビチャネル番号を選択することもできる。
【００２７】
　テレビ画面２４は映像データを表示し、スピーカ２２はテレビ放送プログラムに含まれ
た音声データを出力する。
【００２８】
　一方、ラジオチューナ３０は、ユーザがラジオ機能を選択すると、ユーザにより選択さ
れた周波数帯域に対応する音声データを受信し、受信された音声データをスピーカ２２に
出力する。
【００２９】
　従って、本発明による冷蔵庫を使用するユーザは、台所で冷蔵庫１００を通じて所望の
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テレビ放送プログラムを視聴するか、又はラジオ放送を聴取することができる。
【００３０】
　一方、本発明による冷蔵庫に設置されたテレビ機能及びラジオ機能を提供する装置の具
体的な回路は、図３によって当業者が多様に構成することができ、様々な構成のうち好ま
しい実施形態を図４を参照して説明する。また、図４の実施形態は、当業者が多様に変更
することもできる。
【００３１】
　図４は、本発明の実施形態によるテレビ機能及びラジオ機能を提供する装置の詳細な回
路図である。
【００３２】
　まず、ラジオチューナ３０は、アンテナ３１に連結されたラジオ受信部３５とマイクロ
コントローラ３８に大きく分類される。
【００３３】
　ラジオ受信部３５は、ラジオ周波数帯域を調節するチューナＩＣ（tuner ＩＣ、tuner 
integrated circuit）３２と、ラジオのボリュームを制御するボリュームＩＣ（volume 
ＩＣ）３３と、アンプＩＣ（amplifier ＩＣ）３４と、から構成される。チューナＩＣ３
２は、中間周波数フィルタ（intermediate frequency block filter）、ＰＬＬモジュー
ル（phase locked loop module）から構成される。チューナＩＣ３２、ボリュームＩＣ３
３、アンプＩＣ３４はＤＣ ９Ｖで駆動される。また、ラジオ受信部３５は、ラジオ受信
部３５が必要とする電圧を発生させる各制御素子３６、３７をさらに含んで構成される。
ここで、ラジオ受信部３５で信号処理されたラジオ音量信号は、テレビ駆動回路５０のＬ
、Ｒチャネル（Left、Right Channel）５３、５４を通じてスピーカ２２に出力される。
【００３４】
　チューナＩＣ３２とボリュームＩＣ３３は、マイクロコントローラ３８と９個のポート
（例えば、ＤＯ、ＤＩ、ＣＬＫ、ＣＥ、ＤＩ、ＣＬＫ、ＣＥ、ＤＣ５Ｖ、及びＧＮＤ）に
連結される。ラジオチューナ３０は、第２ディスプレイ部（ＬＣＤ画面）２３と、ラジオ
の音量及び周波数帯域を選択するラジオ信号選択部３９と、をさらに含んで構成される。
ラジオ信号選択部３９はラジオ音量のアップ／ダウンスイッチ（ｓｗ３、ｓｗ４）、ラジ
オ周波数帯域のアップ／ダウンスイッチ（ｓｗ１、ｓｗ２）、電源スイッチ（ｓｗ０）か
ら構成される。
【００３５】
　ユーザがラジオ信号選択部３９を通じて電源スイッチ（ｓｗ０）を選択した後、周波数
スイッチ（ｓｗ１、ｓｗ２）及び音量スイッチ（ｓｗ３、ｓｗ４）を選択すると、この選
択による周波数帯域及び音量制御信号はマイクロコントローラ３８に出力される。マイク
ロコントローラ３８はラジオ信号選択部３９から受信された周波数帯域及び音量制御信号
に基づいて、チューナＩＣ３２とボリュームＩＣ３３を制御する。
【００３６】
　マイクロコントローラ３８は、チューナＩＣ３２を制御してラジオ周波数帯域をアップ
／ダウンさせ、ボリュームＩＣ３３を制御してラジオ音量をアップ／ダウンさせる。また
、マイクロコントローラ３８は、ラジオ信号選択部３９から受信される周波数帯域及び音
量制御信号を受信し、ラジオ周波数帯域及び音量レベルを第２ディスプレイ部２３に表示
する。ここで、第２ディスプレイ部２３はテレビのチャネル番号及び音量レベルを表示す
ることもできる。
【００３７】
　一方、テレビボタン部７０は、テレビ機能を選択するための電源スイッチ（ｓｗ５）と
、メニュースイッチ（ｓｗ６）、設定スイッチ（ｓｗ７）、音量スイッチ（ｓｗ８、ｓｗ
９）及びチャネルのアップ／ダウンスイッチ（ｓｗ１０、ｓｗ１１）から構成される。
【００３８】
　テレビボタン部７０はテレビ駆動回路５０に接続される。テレビ駆動回路５０は、電源
を供給するためのテレビ電源部５１と、テレビ駆動回路５０又はラジオチューナ３０を制
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御する主制御部４０と、テレビ信号を受信するためのテレビアンテナ５６と、主電源スイ
ッチ５５と、テレビ機能及びラジオ機能を提供する装置内から発生する熱を外部に放出す
るための放熱ファン６０と、Ａ／Ｖ入力端（audio/video input terminal）５２と、から
構成される。また、テレビ機能による音声データはスピーカ２２を通じて出力される。す
なわち、テレビボタン部７０を通じて入力された信号は主制御部４０に伝達され、主制御
部４０は入力された信号によってテレビ駆動回路５０を制御する。
【００３９】
　電源部５１は、ラジオチューナ３０にＤＣ ５Ｖの電源（１３０ｍＡ）を供給する５Ｖ
電源供給部と、ＬＣＤランプ（図示せず）に電源を供給する１２Ｖ電源供給部と、テレビ
のチューナ（図示せず）に電源を供給する３３Ｖ電源供給部と、各種のモジュールに電源
を供給する３．３Ｖ電源供給部と、から構成される。
【００４０】
　本発明の詳細な回路図に示された特徴は、１つの主制御部４０がラジオチューナ３０及
びテレビ駆動回路５０を選択的に制御することによって消費電力を減少し得るという点で
ある。
【００４１】
　図５は本発明の実施形態による冷蔵庫のテレビ機能及びラジオ機能を提供する方法を示
す動作フローチャートである。
【００４２】
　まず、ユーザは主電源スイッチ５５をターンオンした後にテレビ機能又はラジオ機能を
選択する（Ｓ１０）。
【００４３】
　主制御部４０は、冷蔵庫の冷蔵機器及び冷凍機器を制御すると同時に、ユーザの要求に
よってラジオ信号選択部３９の電源スイッチ（ｓｗ０）又はテレビボタン部７０の電源ス
イッチ（ｓｗ５）を通じて出力された選択信号を受信する。例えば、主制御部４０は、ユ
ーザが主電源スイッチ５５をターンオンした後、テレビボタン部７０の電源スイッチ（ｓ
ｗ５）を選択すると（Ｓ１１）、テレビ機能を選択するためにテレビ駆動回路５０に電源
を印加する。
【００４４】
　テレビ駆動回路５０は、主制御部４０の制御信号によりユーザが入力したテレビのチャ
ネルを選択し、選択されたチャネルを通じてテレビ放送プログラムを受信し、受信された
テレビ放送プログラムに含まれる映像データをテレビ画面２４上に表示する。テレビ駆動
回路５０は、受信されたテレビ放送プログラムに含まれる音声データの音量をユーザが入
力した音量信号により制御し、音量が制御された音声データをスピーカ２２に出力する（
Ｓ１２、Ｓ１３）。
【００４５】
　一方、主制御部４０は、冷蔵庫の冷蔵機器及び冷凍機器を制御すると同時に、ユーザに
よりラジオ信号選択部３９の電源スイッチ（ｓｗ０）が選択されると、ラジオ機能を選択
するためにラジオチューナ３０に電源を印加する。例えば、主制御部４０は、ユーザが主
電源スイッチ５５をターンオンした後、ラジオ信号選択部３９の電源スイッチ（ｓｗ０）
を選択すると、ラジオチューナ３０に電源を供給する。
【００４６】
　ラジオチューナ３０は、主制御部４０の制御信号によりユーザが入力したラジオの周波
数帯域を選択し、選択された周波数帯域に含まれる音声データを受信し、受信された音声
データの音量をユーザが入力した音量信号により制御し、音量が制御された音声データを
スピーカ２２に出力する（Ｓ１４、Ｓ１５）。
【００４７】
　図６は本発明の実施形態による冷蔵庫のラジオ機能及びテレビ機能の実行による制御状
態図である。
【００４８】
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　例えば、主制御部４０は、テレビ駆動回路５０及びラジオチューナ３０が全てターンオ
フされた状態である時、ユーザがテレビを視聴するためにテレビボタン部７０の電源スイ
ッチ（ｓｗ５）を選択すると、テレビ機能を選択するためにテレビ駆動回路５０に電源を
印加する。主制御部４０は、テレビ駆動回路５０及びラジオチューナ３０が全てターンオ
フされた状態である時、ユーザがラジオを聴取するためにラジオ信号選択部３９の電源ス
イッチ（ｓｗ０）を選択すると、ラジオ機能を選択するためにラジオチューナ３０に電源
を印加する。主制御部４０は、テレビ駆動回路５０がターンオンされてラジオチューナ３
０がターンオフされた状態である時、ユーザがラジオ放送を聴取するためにラジオ信号選
択部３９の電源スイッチ（ｓｗ０）を選択すると、ラジオ機能を選択するためにテレビボ
タン部７０の電源スイッチ（ｓｗ５）をターンオフさせた後、ラジオチューナ３０に電源
を印加する。主制御部４０は、テレビ駆動回路５０がターンオフされてラジオチューナ３
０がターンオンされた状態である時、ユーザがテレビを視聴するためにテレビボタン部７
０の電源スイッチ（ｓｗ５）を選択すると、テレビ機能を選択するためにラジオ信号選択
部３９の電源スイッチ（ｓｗ０）をターンオフさせた後、テレビ駆動回路５０に電源を印
加する。
【００４９】
　以下、本発明による冷蔵庫のテレビ／ラジオ機能を制御する時、テレビ電源スイッチ（
ｓｗ５）、ラジオ電源スイッチ（ｓｗ０）の選択信号（テレビ／ラジオ電源スイッチの動
作状態を示す信号）が前もって保存され、ユーザにより主電源スイッチ５５が新たにター
ンオンされた時、保存された選択信号によってテレビ電源スイッチ（ｓｗ５）又はラジオ
電源スイッチ（ｓｗ０）を自動的にターンオンすることによってユーザがテレビ電源スイ
ッチ（ｓｗ５）又はラジオ電源スイッチ（ｓｗ０）をターンオンさせなくてもよく、ユー
ザが便利にテレビ放送プログラムを視聴するか、又はラジオ放送を聴取し得る方法につい
て図４及び図７－図８を参照して詳細に説明する。ここで、主電源スイッチ５５はテレビ
機能及びラジオ機能を提供する装置に主電源を印加するスイッチである。
【００５０】
　図７は本発明の実施形態による冷蔵庫のテレビ機能及びラジオ機能を選択する各電源ス
イッチの選択信号を自動的に保存する方法を示す動作フローチャートである。
【００５１】
　まず、ユーザは、主電源スイッチ５５がターンオンされた状態で前記テレビ機能を選択
するためにテレビ電源スイッチ（ｓｗ５）を選択するか、又はラジオ機能を選択するため
にラジオ電源スイッチ（ｓｗ０）を選択する（Ｓ２０）。この時、テレビ電源スイッチ（
ｓｗ５）又はラジオ電源スイッチ（ｓｗ０）が選択された時に発生する選択信号は主制御
部４０に出力される。
【００５２】
　主制御部４０はテレビ電源スイッチ（ｓｗ５）が選択されることによって発生した選択
信号が受信されると、テレビ機能を実行するためにテレビ駆動回路５０に電源を印加する
。一方、主制御部４０はラジオ電源スイッチ（ｓｗ０）が選択されることによって発生し
た選択信号が受信されると、ラジオ機能を実行するためにラジオチューナ３０に電源を印
加する（Ｓ２１）。
【００５３】
　以後、主制御部４０は選択信号に基づいて最終的にターンオンされた電源スイッチを認
識し、その選択信号を不揮発性メモリ（read only memory、ＲＯＭ）（図示せず）に保存
する。例えば、主制御部４０は主電源スイッチ５５がターンオンされた時、最終的にター
ンオンされた電源スイッチ（ｓｗ０又はｓｗ５）を自動的にターンオンさせるために選択
信号を不揮発性メモリに保存する（Ｓ２２）。
【００５４】
　主制御部４０は、主電源スイッチ５５がターンオフ状態又はターンオン状態であるかを
判断し（Ｓ２３）、主電源スイッチ５５がターンオン状態である時、ターンオンされた電
源スイッチの動作によってテレビ機能又はラジオ機能を実行する。一方、主制御部４０は
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、主電源スイッチ５５がターンオフされた時、テレビ機能及びラジオ機能を停止させる。
【００５５】
　以下、主電源スイッチ５５がターンオンされた時、保存された選択信号に基づいて最終
的にターンオンされた電源スイッチ（ｓｗ０又はｓｗ５）を自動的にターンオンさせる方
法について図８を参照して詳細に説明する。
【００５６】
　図８は本発明の実施形態による冷蔵庫のテレビ機能及びラジオ機能を選択する各電源ス
イッチの予め保存された選択信号によって自動的に該当する電源スイッチをターンオンす
る方法を示す動作フローチャートである。
【００５７】
　まず、主制御部４０は、ユーザがテレビ放送プログラムを視聴するか、又はラジオ放送
を聴取するために主電源スイッチ５５を新たにターンオンさせると（Ｓ３０）、保存され
た選択信号を読み出す（Reading）（Ｓ３１）。
【００５８】
　主制御部４０は読み出された選択信号によってテレビ駆動回路５０に電源を印加するか
、又はラジオチューナ３０に電源を印加する。例えば、主制御部４０は、読み出された選
択信号がラジオ電源スイッチ（ｓｗ０）が最終的にターンオンされた時に発生した選択信
号である場合、ラジオチューナ３０に電源を印加する。一方、主制御部４０は、読み出さ
れた選択信号がテレビ電源スイッチ（ｓｗ５）が最終的にターンオンされた時に発生した
選択信号である場合、テレビ駆動回路５０に電源を印加する（Ｓ３２）。
【００５９】
　従って、本発明による冷蔵庫は、テレビ／ラジオ機能を制御する時、テレビ電源スイッ
チ（ｓｗ５）、ラジオ電源スイッチ（ｓｗ０）の選択信号が前もって保存され、主電源ス
イッチ５５が新たにターンオンされた時、保存された選択信号によってテレビ駆動回路５
０又はラジオチューナ３０に自動的に電源を印加することにより、ユーザがテレビ電源ス
イッチ（ｓｗ５）又はラジオ電源スイッチ（ｓｗ０）をターンオンさせなくてもよく、ユ
ーザが便利にテレビ放送プログラムを視聴するか、又はラジオ放送を聴取することができ
る。
【００６０】
　以下、本発明による冷蔵庫のテレビ／ラジオ機能を提供する装置に設置された放熱ファ
ン６０を制御する方法について詳細に説明する。テレビ電源スイッチ（ｓｗ５）又はラジ
オ電源スイッチ（ｓｗ０）がターンオンされた時、テレビ駆動回路５０及び放熱ファン６
０、又はラジオチューナ３０及び放熱ファン６０を同時に駆動させると、過電流がテレビ
駆動回路５０又はラジオチューナ３０に印加されることによってテレビ駆動回路５０及び
ラジオチューナ３０が損傷する現象が発生することがある。従って、過電流によってテレ
ビ駆動回路５０及びラジオチューナ３０が損傷する現象を防止し得る放熱ファン６０の制
御方法について、図４及び図９を参照して詳細に説明する。
【００６１】
　図９は本発明による冷蔵庫に設置されたテレビ／ラジオ機能を提供する装置から発生す
る熱を放出する放熱ファンを制御する方法を示すフローチャートである。放熱ファン６０
は、テレビ駆動回路５０及びラジオチューナ３０から発生する熱を放出させるために動作
する。従って、放熱ファン６０は、テレビ駆動回路５０及びラジオチューナ３０が設置さ
れたテレビ画面（例えば、ＬＣＤ）の背面に設置されることが好ましい。
【００６２】
　まず、ユーザにより冷蔵庫に設置されたテレビ機能及びラジオ機能を提供する装置内の
主電源スイッチ５５がターンオンされる。この時、放熱ファン６０はターンオフされた状
態を維持する。
【００６３】
　以後、ユーザはテレビ放送プログラムを視聴するか、又はラジオ放送を聴取するために
テレビ電源スイッチ（ｓｗ５）又はラジオ電源スイッチ（ｓｗ０）をターンオンさせる（
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Ｓ４０）。
【００６４】
　主制御部４０は、テレビ電源スイッチ（ｓｗ５）又はラジオ電源スイッチ（ｓｗ０）が
ターンオンされた時、予め設定された時間が経過したか否かを判断し、予め設定された時
間が経過すると、放熱ファン６０を駆動する。例えば、主制御部４０は、テレビ電源スイ
ッチ（ｓｗ５）がターンオンされた時、予め設定された時間（例えば、２～３秒）が経過
したか否かを判断し、予め設定された時間が経過すると、放熱ファン６０を駆動する。一
方、主制御部４０は、ラジオ電源スイッチ（ｓｗ０）がターンオンされた時、予め設定さ
れた時間（例えば、２～３秒）が経過したか否かを判断し、予め設定された時間が経過す
ると、放熱ファン６０を駆動する（Ｓ４１、Ｓ４２）。
【００６５】
　従って、テレビ電源スイッチ（ｓｗ５）又はラジオ電源スイッチ（ｓｗ０）がターンオ
ンされた時、放熱ファン６０を予め設定された時間が経過した後に駆動することにより、
過電流によりテレビ駆動回路５０及びラジオチューナ３０が損傷する現象を防止すること
ができる。また、テレビ電源スイッチ又はラジオ電源スイッチがターンオンされた時、２
～３秒経過した後、放熱ファンに電源を印加することによって消費電力を減少させること
もできる。
【００６６】
　以後、主制御部４０は、テレビ電源スイッチ（ｓｗ５）及びラジオ電源スイッチ（ｓｗ
０）が全てターンオフされたかを判断し、テレビ電源スイッチ（ｓｗ５）及びラジオ電源
スイッチ（ｓｗ０）が全てターンオフされると、放熱ファン６０を直ちに停止させる（Ｓ
４３、Ｓ４４）。この時、主制御部４０は、テレビ電源スイッチ（ｓｗ５）及びラジオ電
源スイッチ（ｓｗ０）がターンオンされる時に発生する選択信号に基づいてテレビ電源ス
イッチ（ｓｗ５）及びラジオ電源スイッチ（ｓｗ０）が全てターンオフされたかを判断す
ることが好ましい。
【００６７】
　従って、テレビ電源スイッチ及びラジオ電源スイッチが全てオフされた時、直ちに放熱
ファン６０に印加される電源を遮断することによって、不要な消費電力を減少させること
もできる。
【００６８】
　添付した図面を参照して、本発明の実施形態を、本発明が属する技術分野における通常
の知識を有する者が容易に実施することができるように詳細に説明した。しかし、本発明
は、多様な形態で実現することができ、ここで説明する実施形態に限定されない。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】一般的な冷蔵庫の斜視図である。
【図２】本発明の実施形態による冷蔵庫を示す斜視図である。
【図３】本発明の実施形態による冷蔵庫に設置されたテレビ機能及びラジオ機能を提供す
る装置を示す構成図である。
【図４】本発明の実施形態によるテレビ機能及びラジオ機能を提供する装置の詳細な回路
図である。
【図５】本発明の実施形態による冷蔵庫のテレビ機能及びラジオ機能を提供する方法を示
す動作フローチャートである。
【図６】本発明の実施形態による冷蔵庫のラジオ機能及びテレビ機能実行による制御状態
図である。
【図７】本発明の実施形態による冷蔵庫のテレビ機能及びラジオ機能を選択する各電源ス
イッチの選択信号を自動的に保存する方法を示す動作フローチャートである。
【図８】本発明の実施形態による冷蔵庫のテレビ機能及びラジオ機能を選択する各電源ス
イッチの予め保存された選択信号によって自動的に該当する電源スイッチをターンオンす
る方法を示す動作フローチャートである。
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【図９】本発明による冷蔵庫に設置されたテレビ／ラジオ機能を提供する装置から発生す
る熱を放出する放熱ファンを制御する方法を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００７０】
　２０　　第１ディスプレイ部
　２１　　ディスペンサ
　２２　　スピーカ
　２３　　第２ディスプレイ部
　２４　　テレビ画面
　３０　　ラジオチューナ
　４０　　主制御部
　５０　　テレビ駆動回路
　１００　　冷蔵庫

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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