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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１の所定温度と第１の所定温度よりも低い第２の所定温度との少なくとも２通りの保温
制御温度を有し、使用者の使用パターンに基づいて２通りの保温制御温度の中から１つを
選択し、選択された保温制御温度に基づき加熱手段を通電制御する保温制御部と、この保
温制御部が第２の所定温度で保温制御中に液体の追加があったか否かを検知する液体追加
検知手段と、使用者の使用パターンに基づいて保温制御部が第２の所定温度から第１の所
定温度へ保温制御温度を移行するときに液体追加検知手段により液体の追加を検知すると
液体を沸騰まで加熱制御する省電力自動制御手段と、加熱手段により加熱中の電源電圧変
動を検知する電圧変動検知手段と、電圧変動検知手段からの入力により加熱手段の通電率
を電源ブレーカ動作を回避しつつ湯沸かし時間を限りなく短縮するよう制御する回避制御
手段とを備えた電気湯沸かし器。
【請求項２】
保温制御部が第２の所定温度から第１の所定温度へ保温制御温度を移行するときに液体追
加検知手段により液体の追加を検知しなければ第１の所定温度よりも高い第３の所定温度
まで加熱する追加未検知加熱手段を備えた請求項１に記載の電気湯沸かし器。
【請求項３】
回避制御手段により通電率を制御する加熱中であることを表示する回避制御加熱中表示手
段を有する請求項１または２に記載の電気湯沸かし器。
【請求項４】
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加熱制御モードを変更するモード変更入力手段を有し、回避制御手段による加熱手段の通
電率制御中はモード変更入力手段からの信号を受けても通電率制御を継続するようにした
請求項１～３のいずれか１項に記載の電気湯沸かし器。
【請求項５】
第１の所定温度を変更する温度選択入力手段を有し、回避制御手段による加熱手段の通電
率制御中は温度選択入力手段からの信号を受けても通電率制御を継続するようにした請求
項１～４のいずれか１項に記載の電気湯沸かし器。
【請求項６】
液体追加検知手段より液体追加が検知されなければ、液体が追加されてないことを表示す
る液体追加無表示手段を有する請求項２～５のいずれか１項に記載の電気湯沸かし器。
【請求項７】
液体追加検知手段より液体追加が検知されたならば、液体が追加されたことを表示する液
体追加有表示手段を有する請求項２～６のいずれか１項に記載の電気湯沸かし器。
【請求項８】
省電力自動制御手段により液体を加熱中であることを表示する省電力自動制御加熱表示手
段を有する請求項１～７のいずれか１項に記載の電気湯沸かし器。
【請求項９】
追加未検知加熱制御手段により液体を加熱中であることを表示する追加未検知加熱表示手
段を有する請求項２～８のいずれか１項に記載の電気湯沸かし器。
【請求項１０】
省電力自動制御手段、または追加未検知加熱制御手段により液体を加熱中であることを表
示する加熱表示手段を有する請求項１～７のいずれか１項に記載の電気湯沸かし器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使用者の使用状況を学習し、学習した結果に基づき、液体（湯）の温調制御
を自動的に行う電気湯沸かし器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の電気湯沸かし器は、使用者の使用実態を学習し、学習データに基づき、
使用時間帯は使用者の所望する液温維持動作を、不使用時間帯は液体への加熱動作を停止
もしくは抑制している（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　この電気湯沸かし器によれば、不使用時間帯は液体への加熱動作を自動的に停止もしく
は抑制しているので、手間なく且つ精度良く省エネ自動運転ができるものである。
【特許文献１】特開２００３－２８４６４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前記従来の構成では、不使用時間帯から使用時間帯へ移行するときの液
体の加熱中は、電源ブレーカ動作を回避するために、常時、固定されたＯＮＯＦＦデュー
ティー通電制御により通電を行っている。しかし、各家庭の電化製品の使用状況によって
は、電源ブレーカ動作の回避が不要な家庭もあり、このようなときは固定されたＯＮＯＦ
Ｆデューティー通電制御では加熱時間が長くなってしまい、使い勝手が良くなかった。
【０００５】
　本発明は、前記従来の課題を解決するもので、常時、機器の電源電圧変動を検知し、そ
の電圧変動検知結果に応じて、ＯＮＯＦＦデューティー通電中は通電比率を電源ブレーカ
が動作しない最大比率に自動で更新設定することが可能となり、電源ブレーカ動作を回避
しつつ湯沸かし時間を限りなく短縮することができる電気湯沸かし器を提供することを目
的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記従来の課題を解決するために、本発明の電気湯沸かし器は、第１の所定温度と第１
の所定温度よりも低い第２の所定温度との少なくとも２通りの保温制御温度を有し、使用
者の使用パターンに基づいて２通りの保温制御温度の中から１つを選択し、選択された保
温制御温度に基づき加熱手段を通電制御する保温制御部と、この保温制御部が第２の所定
温度で保温制御中に液体の追加があったか否かを検知する液体追加検知手段と、使用者の
使用パターンに基づいて保温制御部が第２の所定温度から第１の所定温度へ保温制御温度
を移行するときに液体追加検知手段により液体の追加を検知すると液体を沸騰まで加熱制
御する省電力自動制御手段と、加熱手段により加熱中の電源電圧変動を検知する電圧変動
検知手段と、電圧変動検知手段からの入力により加熱手段の通電率を電源ブレーカ動作を
回避しつつ湯沸かし時間を限りなく短縮するよう制御する回避制御手段とを備えたもので
ある。
【０００７】
　これによって、常時、機器の電源電圧変動を検知し、その電圧変動検知結果に応じて、
ＯＮＯＦＦデューティー通電中は通電比率を電源ブレーカが動作しない最大比率に自動で
更新設定することが可能となり、電源ブレーカ動作を回避しつつ湯沸かし時間を限りなく
短縮することができ、効率的な湯沸かしができ、使い勝手が良くなる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の電気湯沸かし器は、電源ブレーカ動作を回避しつつ湯沸かし時間を限りなく短
縮することで効率的な湯沸かしができ、使い勝手が良くなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　第１の発明は、第１の所定温度と第１の所定温度よりも低い第２の所定温度との少なく
とも２通りの保温制御温度を有し、使用者の使用パターンに基づいて２通りの保温制御温
度の中から１つを選択し、選択された保温制御温度に基づき加熱手段を通電制御する保温
制御部と、この保温制御部が第２の所定温度で保温制御中に液体の追加があったか否かを
検知する液体追加検知手段と、使用者の使用パターンに基づいて保温制御部が第２の所定
温度から第１の所定温度へ保温制御温度を移行するときに液体追加検知手段により液体の
追加を検知すると液体を沸騰まで加熱制御する省電力自動制御手段と、加熱手段により加
熱中の電源電圧変動を検知する電圧変動検知手段と、電圧変動検知手段からの入力により
加熱手段の通電率を電源ブレーカ動作を回避しつつ湯沸かし時間を限りなく短縮するよう
制御する回避制御手段とを備えた電気湯沸かし器とすることにより、常時、機器の電源電
圧変動を検知し、その電圧変動検知結果に応じて、ＯＮＯＦＦデューティー通電中は通電
比率を電源ブレーカが動作しない最大比率に自動で更新設定することが可能となり、電源
ブレーカ動作を回避しつつ湯沸かし時間を限りなく短縮することができ、効率的な湯沸か
しができ、使い勝手が良くなる。
【００１０】
　第２の発明は、特に、第１の発明において、保温制御部が第２の所定温度から第１の所
定温度へ保温制御温度を移行するときに液体追加検知手段により液体の追加を検知しなけ
れば第１の所定温度よりも高い第３の所定温度まで加熱する追加未検知加熱手段を備えた
ことにより、第１の所定温度での保温安定時間を短縮でき、かつ、使用者が他機器との併
用使用時に電源ブレーカの動作を意識する必要もなくなり、使い勝手をよくすることがで
きる。
【００１１】
　第３の発明は、特に、第１または第２の発明において、回避制御手段により通電率を制
御する加熱中であることを表示する回避制御加熱中表示手段を有することにより、通電率
を制御する加熱中であることを使用者に知らせることができる。電力量の高い機器でなけ
れば、他機器との併用使用を回避する必要もなくなり、使い勝手をよくすることができる
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。
【００１２】
　第４の発明は、特に、第１～第３のいずれか１つの発明において、加熱制御モードを変
更するモード変更入力手段を有し、回避制御手段による加熱手段の通電率制御中はモード
変更入力手段からの信号を受けても通電率制御を継続するようにしたことにより、使用者
が他機器との併用使用を意識せずに加熱制御モード変更を行うことができ、また、そのと
き湯沸かしを継続するならば最適な時間で湯沸かしを行うこともでき、使い勝手を良くす
ることができる。
【００１３】
　第５の発明は、特に、第１～第４のいずれか１つの発明において、第１の所定温度を変
更する温度選択入力手段を有し、回避制御手段による加熱手段の通電率制御中は温度選択
入力手段からの信号を受けても通電率制御を継続するようにしたことにより、使用者が他
機器との併用使用を意識せずに設定温度の変更を行うことができ、使い勝手を良くするこ
とができる。
【００１４】
　第６の発明は、特に、第２～第５のいずれか１つの発明において、液体追加検知手段よ
り液体追加が検知されなければ、液体が追加されてないことを表示する液体追加無表示手
段を有することにより、低温保温中に液体が追加されていないことを使用者に知らしめる
ことができ、次回高温保温設定に移行するときに沸騰まで加熱しないことを予測すること
ができるため、他の機器との併用使用を予め回避することができ、使い勝手を良くするこ
とができる。
【００１５】
　第７の発明は、特に、第２～第６のいずれか１つの発明において、液体追加検知手段よ
り液体追加が検知されたならば、液体が追加されたことを表示する液体追加有表示手段を
有することにより、低温保温中に液体が追加されたことを使用者に知らしめることができ
、次回高温保温設定に移行するときに沸騰まで加熱するか否かを予測することができるた
め、他の機器との併用使用を予め回避することができ、過電流使用を防止する効果が得ら
れる。
【００１６】
　第８の発明は、特に、第１～第７のいずれか１つの発明において、省電力自動制御手段
により液体を加熱中であることを表示する省電力自動制御加熱表示手段を有することによ
り、不使用時間帯での低温保温温度から使用時間帯での高温保温設定に移行するときの連
続通電による加熱中であるか否かを判断することができ、他の機器との併用使用を予め回
避することができ、使い勝手を良くすることができる。
【００１７】
　第９の発明は、特に、第２～第８のいずれか１つの発明において、追加未検知加熱制御
手段により液体を加熱中であることを表示する追加未検知加熱表示手段を有することによ
り、不使用時間帯での低温保温温度から使用時間帯での高温保温設定に移行するときの通
電率を制御する加熱中であるか否かを判断することができ、さらに、他の機器との併用使
用を即座に回避することで、使い勝手を良くすることができる。
【００１８】
　第１０の発明は、特に、第１～第７のいずれか１つの発明において、省電力自動制御手
段、または追加未検知加熱制御手段により液体を加熱中であることを表示する加熱表示手
段を有することにより、不使用時間帯での低温保温温度から使用時間帯での高温保温設定
に移行するときの加熱中であるか否かを判断することができ、過電流使用を防止する効果
が得られ、また、運転状況を使用者に容易に知らしめる効果が得られる。
【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、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】
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　（実施の形態１）
　図１～図３は、本発明の実施の形態１における電気湯沸かし器を示すものである。
【００２１】
　図１において、電気湯沸かし器の機器本体１は、加熱する液体を収容する容器２と、容
器２に取り付けて容器２内の液体の温度を検知する温度検知手段３と、容器２内の液体を
ポンプにより排出する排出手段４と、９２５Ｗ、７５Ｗの２つののヒータからなる加熱手
段５とを有している。
【００２２】
　そして、使用検出手段６は、加熱手段５と排出手段４からの入力により容器２内の液体
の使用実態を検出するものである。記憶手段７は、使用検出手段６からの出力を所定周期
（本実施の形態では２０分周期）で入力し、複数の記憶エリアに順次蓄積していくもので
、使用者の使用実態を学習し、使用時間帯と不使用時間帯を記憶している。
【００２３】
　保温制御部８は、第１の所定温度と第１の所定温度よりも低い第２の所定温度との２通
りの保温制御温度を有し、使用者の使用パターン（記憶手段７からの入力）に基づいて２
通りの保温制御温度の中から１つを選択し、選択された保温制御温度に基づき加熱手段５
を通電制御するものである。本実施の形態では、第１の所定温度は使用者による設定温度
である９８℃、第２の所定温度は６０℃としている。また、温度検知手段３からの入力お
よび選択された保温温度との関係に基づき、加熱手段５の７５ＷヒータをＯＮＯＦＦさせ
て温調制御し、保温モード中に温度検知手段３からの入力に基づき、容器２内の液体が、
選択された保温温度－５℃、よりも低くなると、沸騰モードに移行して加熱手段５の９２
５ＷヒータをＯＮし、沸騰すると保温モードへ移行する。
【００２４】
　液体追加検知手段９は、保温制御部８が第２の所定温度で保温制御中に液体の追加があ
ったか否かを検知するものである。具体的には、保温制御部８が容器２内の液体を６０℃
で保温制御中に６０℃を下回らない液体の追加（本実施の形態では液温が５℃低下する時
間が１０秒未満）があったか否かを検知する。
【００２５】
　省電力自動制御手段１０は、使用者の使用パターンに基づいて保温制御部８が第２の所
定温度から第１の所定温度へ保温制御温度を移行するときに液体追加検知手段９により液
体の追加を検知すると液体を沸騰まで加熱制御するものである。具体的には、保温制御部
８が６０℃から９８℃の保温制御に移行するときに、液体追加検知手段９からの入力によ
り、６０℃の保温制御中に液体の追加があったならおまかせ沸騰モードに移行し、加熱手
段５の９２５Ｗヒータにより容器２内の液体を沸騰まで加熱する。
【００２６】
　沸騰設定入力手段１１は加熱手段５の９２５ＷヒータをＯＮさせるものである。
【００２７】
　追加未検知加熱手段１２は、保温制御部８が第２の所定温度から第１の所定温度へ保温
制御温度を移行するときに液体追加検知手段９により液体の追加を検知しなければ第１の
所定温度よりも高い第３の所定温度まで加熱するものである。すなわち、保温制御部８が
６０℃から９８℃の保温制御に移行するときに、液体追加検知手段９からの入力により、
６０℃の保温制御中に液体の追加が検知されなければ、加熱手段５の９２５Ｗヒータによ
り容器２内の液体を第３の所定温度（本実施の形態では液量に関わらず使用者による設定
温度である９８℃＋１℃の９９℃）まで加熱する機能を省電力自動制御手段１０の機能に
追加したものである。
【００２８】
　電圧変動検知手段１３は、常時、加熱手段５により加熱中の電源電圧変動を検知してい
るものである。
【００２９】
　回避制御手段１４は、電圧変動検知手段１３と、省電力自動制御手段１０、または追加
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未検知加熱手段１２からの入力により加熱手段５の９２５Ｗヒータへの通電率（本実施の
形態では１５秒ＯＮ１５秒ＯＦＦ）を制御するものである。これによって、常時、機器の
電源電圧変動検知結果に応じて、ＯＮＯＦＦデューティー通電中は通電比率を電源ブレー
カが動作しない最大比率に自動で更新設定するようになっている。したがって、電源ブレ
ーカ動作を回避しつつ湯沸かし時間を限りなく短縮することができるようにしている。
【００３０】
　回避制御加熱中表示装置２０は、回避制御手段１４により通電率を制御する加熱中であ
ることを表示するものであり、通電率を制御する加熱中であることを使用者に知らせるこ
とができる。電力量の高い機器でなければ、他機器との併用使用を回避する必要もなくな
り、使い勝手をよくすることができる。
【００３１】
　以上のように構成された電気湯沸かし器の動作を図２に基づき説明する。
【００３２】
　図２は、使用検出手段６、保温制御部８、液体追加検知手段９、および省電力自動制御
手段１０の制御内容を説明するフローチャートである。
【００３３】
　図２に示すように、電気湯沸かし器に電源がＯＮされると、モードの分岐により（ＳＴ
ＥＰ１）、保温モード（ＳＴＥＰ２）、沸騰モード（ＳＴＥＰ４）、またはおまかせ沸騰
モード（ＳＴＥＰ３）に移行し、各モードにおいて、使用検出手段６は容器２内の液体の
使用実態検出を行い、排出手段４による排出の有無および沸騰設定入力手段１１による沸
騰操作の有無を示す使用状況を、２０分を単位時間として（ＳＴＥＰ９、ＳＴＥＰ１１）
、記憶手段７の該当エリアに書き込んでいく（ＳＴＥＰ１０、ＳＴＥＰ１２）。但し、使
用状況の書き込み方法は、２０分を単位時間としてエリア１からエリア７２まで、排出時
刻と沸騰操作時刻を含む単位時間帯とその前後の単位時間帯を使用時間とし、それ以外の
単位時間帯を不使用時間として分けて記憶していくものとする。
【００３４】
　そして、保温制御部８は、リセット解除後２４時間が経過するまでは（ＳＴＥＰ１３）
、９８℃保温（ＳＴＥＰ２５）、つまり、９８℃保温温度により容器２内の液体を温調し
、９８℃保温温度より５℃低い、９８℃自動沸騰温度に基づき（ＳＴＥＰ２６）、保温モ
ード（ＳＴＥＰ２７）を維持、あるいは沸騰モード（ＳＴＥＰ２８）へ移行させる。リセ
ット解除後２４時間が経過すれば（ＳＴＥＰ１３）、保温制御部８は、前日までの該当エ
リアの蓄積使用結果を記憶手段７から読み出し（ＳＴＥＰ１４）、該当時間帯の使用実態
に応じて（ＳＴＥＰ１５）、不使用時間帯なら６０℃保温（ＳＴＥＰ１６）、使用時間帯
で前回の時間帯が６０℃保温でないならば（ＳＴＥＰ２１）、９８℃保温制御（ＳＴＥＰ
２５）を行う。
【００３５】
　ところで、保温制御部８が６０℃保温中（ＳＴＥＰ１６）は、液体追加検知手段９は容
器２内への液体追加の有無の検知を実施（ＳＴＥＰ１７）し、液体の追加が検知され、液
温が６０℃保温温度より５℃低い、６０℃自動沸騰温度を下回ったなら（ＳＴＥＰ１８）
沸騰モードへ移行（ＳＴＥＰ２０）するように保温制御部８へ信号を出力し、６０℃自動
沸騰温度を下回らなければ（ＳＴＥＰ１８）６０℃保温中液体追加フラグをセットし（Ｓ
ＴＥＰ１９）、省電力自動制御手段１０に信号を出力する。
【００３６】
　そして、省電力自動制御手段１０は、保温制御部８にて該当時間帯の使用実態が使用（
ＳＴＥＰ１５）かつ前回の時間帯が６０℃保温（ＳＴＥＰ２１）であることを検知すると
、液体追加検知手段９からの入力に基づき、６０℃保温中に液体の追加があった（ＳＴＥ
Ｐ２２）と検知すると、６０℃保温中液体追加フラグをクリア（ＳＴＥＰ２３）するよう
に液体追加検知手段９に信号を出力した後、おまかせ沸騰モードへ移行（ＳＴＥＰ２４）
するときに、沸騰検知するまでは保温制御部８を動作停止させ、６０℃保温中に液体の追
加が検知されていなければ（ＳＴＥＰ２２）、９８℃保温へ移行する（ＳＴＥＰ２７）よ
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うに保温制御部８に信号を出力する。
【００３７】
　そして、省電力自動制御手段１０はおまかせ沸騰モード（ＳＴＥＰ３）では、加熱手段
５の９２５ＷヒータをＯＮして、容器２内の液体が沸騰するまで加熱し、沸騰検知すると
（ＳＴＥＰ５）、保温モードへ移行する（ＳＴＥＰ６）よう保温制御部８に信号を出力し
て動作開始させる。また、保温制御部８は沸騰モード（ＳＴＥＰ４）に移行したときは、
加熱手段５の９２５ＷヒータをＯＮして容器２内の液体が沸騰するまで加熱し、沸騰検知
すると（ＳＴＥＰ７）、保温モードへ移行する（ＳＴＥＰ８）。
【００３８】
　さらに、ＳＴＥＰ２４、ＳＴＥＰ２７におけるヒータへの通電制御について、図３に基
づいて更に詳細に説明する。図３は、省電力自動制御手段１０と、追加未検知加熱手段１
２と、回避制御手段１４の関係を示すフローチャートである。
【００３９】
　保温制御部８が不使用時間帯から使用時間帯、つまり、６０℃保温から９８℃保温の温
調制御に移行するときに、省電力自動制御手段１０が液体追加検知手段９から入力する信
号により、６０℃保温中に６０℃を下回らない程度の液体の追加を検知した場合に移行す
る、おまかせ沸騰モードにて、加熱手段５の９２５ＷヒータをＯＮし容器２内の液体を沸
騰するまで加熱したときに、省電力自動制御手段１０により、電圧変動検知手段１３の検
知結果に基づき、回避制御手段１４が断続通電（ＳＴＥＰ６０、ＳＴＥＰ６１、ＳＴＥＰ
６２）によりリレーを１５秒ＯＦＦ（ＳＴＥＰ６３）あるいは１５秒ＯＮ（ＳＴＥＰ６４
）し、モードの分岐（ＳＴＥＰ６５）で、おまかせ沸騰モード（ＳＴＥＰ６６）なら沸騰
検知するまで加熱し（ＳＴＥＰ６８）、おまかせ温調モード（ＳＴＥＰ６７）なら液温が
９９℃になるまで加熱し（ＳＴＥＰ６９）、それぞれ加熱が終了したなら保温モードへ移
行するよう保温制御部８へ信号を出力する。
【００４０】
　なお、本実施の形態では、液量に関わらず９９℃まで加熱するとしたが、液量検知を行
うことにより、液量に応じて９９℃、９８℃などといったように液量検知結果により加熱
終了温度を変更させてもよい。
【００４１】
　また、通電比率を１５秒ＯＮ１５秒ＯＦＦとしたが、併用電気機器の使用状況、リレー
の接点寿命、ブレーカの電気特性などによっては１０秒ＯＮ１０秒ＯＦＦ、３０秒ＯＮ１
５秒ＯＦＦなど、任意の通電比率にすることも可能である。また、電動比率は電源電圧検
知結果に応じて常時変動することも可能である。
【００４２】
　なお、本実施の形態では、第１の所定温度を９８℃としたが、８５℃など、別の温度の
場合もあり、このときの第２の所定温度は６０℃またはそれ以下でもよく、機器の構成な
どによってこの温度は変わる。また、第１の所定温度を９８℃と単一としたが、９８℃、
８５℃、７０℃、同様に第２の所定温度も６０℃としたが、８５℃、７０℃、６０℃、５
５℃といったように複数個備えて、使用者により選択可能とすることもできる。また、第
１の所定温度が複数個あるならば、それぞれの設定温度に応じておまかせ温調終了温度を
設定してもよい。
【００４３】
　また、学習記憶内容は２週間分を蓄積して行うため、過去に使用時間と場合分けされて
いた単位時間帯でも、２週間不使用となれば、不使用時間に変更される。
【００４４】
　また、マイコンの格納エリアの空き状況によっては、本実施の形態では、２０分単位で
エリア数を７２としたが、１０分単位でエリア数を１４４とすることで２４時間の使用実
態を格納するなど、任意の数としてもよい。
【００４５】
　また、本実施の形態では、６０℃保温中に６０℃を下回らない程度の液体の追加を検知
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していたならば、６０℃から９８℃保温の温調制御に移行するときに容器２内の液体を沸
騰まで加熱するとしたが、液体の追加を検知したなら即沸騰まで加熱し、６０℃から９８
℃保温の温調制御に移行するときは加熱するのみで沸騰はさせないとしてもよい。
【００４６】
　また、本実施の形態では、充電池などのバックアップ電池などを用いた場合については
特に述べていないが、もし、バックアップ時も継続して使用検出手段６により容器２内の
液体の使用実態検出を行い、記憶手段７により学習記憶内容を記憶できるなら、バックア
ップ中も使用実態の記憶を継続して行うこともできる。
【００４７】
　また、液体追加検知のしきい値として、本実施の形態では、液温が５℃低下する時間が
１０秒未満としたが、容器の材質、大きさなどによってはこのしきい値は変わる。したが
って、この場合はその容器に適したしきい値に設定すればよい。
【００４８】
　また、本実施の形態では、液量によらず液体追加検知のしきい値は１つであるが、マイ
コンの容量に余裕があるのなら、液量によって複数個のしきい値をもたせてもよい。
【００４９】
　以上のような構成により、不使用時間帯から使用時間帯に移行し容器２内の液体を加熱
するときに、電源ブレーカの動作を自動的に回避しつつ、湯沸かし時間を限りなく短縮す
ることができ、使い勝手を良くすることができる。
【００５０】
　（実施の形態２）
　図４、図５は、本発明の実施の形態２における電気湯沸かし器を示すものである。実施
の形態１と同一要素については同一符号を付してその説明を省略する。
【００５１】
　図４に示すように、本実施の形態において実施の形態１と異なる点は、モード変更（本
実施の形態ではクリーニングモード）を入力するモード変更入力手段１５と、第１の所定
温度（本実施の形態では９８℃、８５℃の２つの保温温度）の設定温度を切り替える温度
選択入力手段１６と、沸騰設定入力手段１１、モード変更入力手段１５、温度選択入力手
段１６からの入力により、加熱手段５で容器２内の液体（湯）を温調、または沸騰させる
入力検知後制御手段１７とを新たに設けたことである。
【００５２】
　以上のように構成された電気湯沸かし器の動作、作用を図５に基づいて説明する。
【００５３】
　図５は、加熱手段５と、モード変更入力手段１５と、温度選択入力手段１６と、入力検
知後制御手段１７の関係を示すフローチャートである。
【００５４】
　本実施の形態において、回避制御手段１４からの入力により容器２内の液体を断続通電
（ＳＴＥＰ６０、ＳＴＥＰ６１、ＳＴＥＰ６２）（本実施の形態では１５秒ＯＮ１５秒Ｏ
ＦＦの）によりリレーをＯＦＦ（ＳＴＥＰ６３）あるいはＯＮ（ＳＴＥＰ６４）すること
により加熱している途中で、モード変更入力手段１５からの入力があれば（ＳＴＥＰ８０
）モード移行を実施（ＳＴＥＰ８１）し、モード分岐後（ＳＴＥＰ８２）、クリーニング
モードに移行（ＳＴＥＰ８５）する。また温度選択入力手段１６からの入力により設定温
度が９８℃から８５℃、８５℃から９８℃にモード設定変更された場合（ＳＴＥＰ８１）
においても、入力検知後制御手段１７により加熱手段５に信号を入力することで、おまか
せ沸騰モード（ＳＴＥＰ６６）なら一旦沸騰まで（ＳＴＥＰ６７）、あるいはクリーニン
グモード（ＳＴＥＰ８５）ならクリーニングモードが終了するまで（ＳＴＥＰ８６）、ま
たはおまかせ温調モードで９８設定のときは９９℃（ＳＴＥＰ６９）、８５℃設定のとき
は８６℃まで（ＳＴＥＰ８４）は加熱手段５からの入力により容器２内の液体を１５秒Ｏ
Ｎ１５秒ＯＦＦの断続通電（ＳＴＥＰ６０、ＳＴＥＰ６１、ＳＴＥＰ６２）によりリレー
をＯＦＦ（ＳＴＥＰ６３）あるいはＯＮ（ＳＴＥＰ６４）する。このように、モード移行
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があったとしても、継続して加熱することを継続する。他の動作、作用は実施の形態１と
同じである。
【００５５】
　なお、本実施の形態では、モード変更としてクリーニングモードとしたが、沸騰終了後
に約６分間のヒータの断続通電により強制的にカルキ抜き動作を行う、強力カルキ抜きモ
ードや、湯沸かし終了後に自動的にプログラム設定時間のみ低温保温制御を行う、あるい
はヒータ通電の遮断制御を行うタイマー湯沸かしモードなどとしてもよい。
【００５６】
　また、一旦沸騰するまでは断続通電を継続するとしたが、使用者が意図的にモードを切
り替えるため、電源ブレーカの対策が不要とするならば、モードが切り替わったときに断
続通電を継続せずフル通電に変える、あるいは、通電率が大きくなるように変更して断続
通電を継続するとしてもよい。
【００５７】
　以上のような構成により、電源ブレーカの動作を回避させるために、容器２内の液体を
断続通電により自動加熱している途中に設定温度の切り替え、クリーニングモードへの移
行などのモード移行があったとしても、継続して電源ブレーカの動作を自動的に回避させ
るので、使用者が他の機器との併用使用を意識する必要もなくなり、使い勝手を良くする
ことができる。
【００５８】
　（実施の形態３）
　図６、図７は、本発明の実施の形態３における電気湯沸かし器を示すものである。実施
の形態１、２と同一要素については同一符号を付してその説明を省略する。
【００５９】
　図６に示すように、本実施の形態において実施の形態２と異なる点は、液体追加検知手
段９からの入力により６０℃保温制御中での６０℃を下回らない液体の追加の有無を表示
（本実施の形態ではＬＣＤ表示）する液体追加有無表示手段１８を新たに設けたことであ
る。この液体追加有無表示手段１８は、液体追加検知手段９より液体追加が検知されなけ
れば、液体が追加されてないことを表示する液体追加無表示手段と、液体追加検知手段９
より液体追加が検知されたならば、液体が追加されたことを表示する液体追加有表示手段
とを有する。
【００６０】
　以上のように構成された電気湯沸かし器の動作、作用を図７に基づいて説明する。
【００６１】
　図７は、液体追加検知手段９と、液体追加有無表示手段１８の関係を示したフローチャ
ートである。
【００６２】
　本実施の形態において、不使用時間帯の６０℃保温中に６０℃を下回らない程度の液体
の追加を液体追加検知手段９により検知（ＳＴＥＰ９０）したならば、ＬＣＤに信号を入
力することにより、不使用時間帯の６０℃保温中に６０℃を下回らない程度の液体の追加
を検知したことを表示する（ＳＴＥＰ９１）。液体追加無表示手段の表示により、低温保
温中に液体が追加されていないことを使用者に知らしめることができ、次回高温保温設定
に移行するときに沸騰まで加熱しないことを予測することができるため、他の機器との併
用使用を予め回避することができ、使い勝手を良くすることができる。また、液体追加有
表示手段の表示により、低温保温中に液体が追加されたことを使用者に知らしめることが
でき、次回高温保温設定に移行するときに沸騰まで加熱するか否かを予測することができ
るため、他の機器との併用使用を予め回避することができ、過電流使用を防止する効果が
得られる。他の動作、作用は実施の形態１、２と同じである。
【００６３】
　なお、本実施の形態では液体追加有無表示手段１８としてＬＣＤとしたが、ＬＥＤ、音
声、これらの組み合わせなどでもよい。
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【００６４】
　以上のような構成により、不使用時間帯での低温保温温度を下回らない程度の液体追加
の有無を認識することで、次回高温保温設定に移行するときに沸騰まで加熱するか否かを
予測することができ、他の機器との併用使用を予め回避して、過電流使用を防止する効果
が得られる。
【００６５】
　（実施の形態４）
　図８は、本発明の実施の形態４における電気湯沸かし器を示すものである。実施の形態
１と同一要素については同一符号を付してその説明を省略する。
【００６６】
　本実施の形態において実施の形態１と異なる点は、６０℃保温から９８℃保温の温調制
御に移行するときに、加熱手段５により容器２内の液体が加熱中であることを省電力自動
制御手段１０または追加未検知加熱手段１２からの信号の入力により表示（本実施の形態
ではＬＥＤ）する加熱表示手段１９を新たに設けたことである。この加熱表示手段１９は
、液体を加熱中であることを表示する省電力自動制御加熱表示手段とすることにより、不
使用時間帯での低温保温温度から使用時間帯での高温保温設定に移行するときの連続通電
による加熱中であるか否かを判断することができ、他の機器との併用使用を予め回避する
ことができ、使い勝手を良くすることができる。また、液体を加熱中であることを表示す
る追加未検知加熱表示手段とすることにより、不使用時間帯での低温保温温度から使用時
間帯での高温保温設定に移行するときの通電率を制御する加熱中であるか否かを判断する
ことができ、さらに、他の機器との併用使用を即座に回避することで、使い勝手を良くす
ることができる。
【００６７】
　以上のように構成された電気湯沸かし器の動作、作用を詳細に説明する。
【００６８】
　本実施の形態においては、不使用時間帯から使用時間帯、つまり、６０℃保温から９８
℃保温の温調制御に移行するとき、省電力自動制御手段１０、または追加未検知加熱手段
１２からの入力により、加熱手段５により容器２内の液体を加熱していることをＬＥＤに
信号を入力することにより加熱中であることを表示するようにしたものである。
【００６９】
　なお、本実施の形態ではＬＥＤとしたがＬＣＤ、音声、これらの組み合わせなどでもよ
い。また、沸騰が必要なときも不要なときも同一ＬＥＤにて表示してもよいが、それぞれ
別々のＬＥＤにて表示するようにしてもよい。
【００７０】
　以上のような構成により、不使用時間帯での低温保温温度から高温保温設定に移行する
ときに加熱中であるか否かを判断することができ、過電流使用を防止する効果が得られ、
また、運転状況を使用者に容易に知らしめることができる。
【産業上の利用可能性】
【００７１】
　以上のように、本発明にかかる電気湯沸かし器は、電源ブレーカ動作を回避しつつ湯沸
かし時間を限りなく短縮することで効率的な湯沸かしができ、使い勝手が良くなるので、
ビルトインタイプの給湯器などを含む多くの家庭電化製品など、待機電力量といった省エ
ネ力が要求されるものにも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】本発明の実施の形態１における電気湯沸かし器の構成を示すブロック図
【図２】同電気湯沸かし器における使用検出手段と保温制御部と省電力自動制御手段の制
御内容を説明するフローチャート
【図３】同電気湯沸かし器における保温制御部と回避制御手段の制御内容を説明するフロ
ーチャート
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【図４】本発明の実施の形態２における電気湯沸かし器の構成を示すブロック図
【図５】同電気湯沸かし器における加熱手段とモード変更入力手段と温度選択入力手段と
入力検知後制御手段の制御内容を説明するフローチャート
【図６】本発明の実施の形態３における電気湯沸かし器の構成を示すブロック図
【図７】同電気湯沸かし器における液体追加検知手段と液体追加有無表示手段の制御内容
を説明するフローチャート
【図８】本発明の実施の形態４における電気湯沸かし器の構成を示すブロック図
【符号の説明】
【００７３】
　３　温度検知手段
　４　排出手段
　５　加熱手段
　６　使用検出手段
　７　記憶手段
　８　保温制御部
　９　液体追加検知手段
　１０　省電力自動制御手段
　１１　沸騰設定入力手段
　１２　追加未検知加熱手段
　１３　電圧変動検知手段
　１４　回避制御手段
　１５　モード変更入力手段
　１６　温度選択入力手段
　１７　入力検知後制御手段
　１８　液体追加有無表示手段
　１９　加熱表示手段
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