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(57)【要約】
【課題】家庭用電気製品及びその制御方法が開示される
。
【解決手段】家庭用電気製品は、スマートグリッド網（
ｓｍａｒｔ　ｇｒｉｄｎｅｔ）に接続して、それぞれの
時間帯（ｔｉｍｅ　ｐｅｒｉｏｄ）に関する電力料金（
Ｐｏｗｅｒ－ｒａｔｅ）情報を含む電力情報を認識する
通信装置、所定の動作モード及び前記動作モードによる
動作状態を感知するように構成された感知装置、及び前
記電力情報及び前記感知装置により感知された前記状態
情報に基づいて省電力動作を実行するように構成された
制御装置を有する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スマートグリッド網に接続して、各時間帯の電力料金情報を含む電力情報を認識する通
信装置と、
　所定の動作モード、及び該動作モードによる動作状態を感知するように構成された感知
装置と、
　前記電力情報、及び前記感知装置により感知された状態情報に基づいて省電力動作を実
行するように構成された制御装置と、
を備える家庭用電気製品。
【請求項２】
　前記電力情報は、
　請求電力料金が所定の基準値以上である高い請求料金時間帯、
　時間変化または電力使用量による可変単位価格、または
　前記請求電力料金が所定の基準値以下である非ピーク時間帯及び前記請求電力料金が所
定の値以上であるピーク時間帯を含む、請求項１に記載の家庭用電気製品。
【請求項３】
　前記制御装置は、前記動作モードを実現するのに必要な所定の電力消費部の予想動作時
間が、前記高い請求料金時間帯と重なる場合に、前記高い請求料金時間帯が終了するまで
、前記電力消費部の動作開始が待機中にあるように制御する、請求項２に記載の家庭用電
気製品。
【請求項４】
　前記制御装置は、前記高い請求料金時間帯が、前記動作モードを実行するのに必要な電
力消費部の動作の間に始まる場合に、前記電力消費部の残っている動作時間または残って
いるサイクル数を考慮して、前記電力消費部の動作を中断するように、または前記残って
いる動作時間及び前記残っているサイクル数の間に動作を完了した後に終了するように制
御する、請求項２に記載の家庭用電気製品。
【請求項５】
　家庭用電気製品に設定された動作モード及び電力情報を認識する段階と、
　現在時間が、請求電力料金が所定の基準値以上である高い請求料金時間帯またはピーク
時間帯にあるか、或いは前記請求電力料金が所定の基準値以下である高くない請求料金時
間帯または非ピーク時間帯にあるかを判断する段階と、
　前記ピーク時間帯、及び前記動作モードを実行するのに必要な動作時間を考慮して、省
電力動作モードまたは所定の動作モードを実行するように電力消費部の動作を制御する段
階と、
を有する、家庭用電気製品の制御方法。
【請求項６】
　前記所定の動作モードは、前記所定の動作モードの前記動作時間が、前記高くない請求
料金時間帯または前記非ピーク時間帯にある場合に実行され、
　前記所定の動作モードよりも少ない電力を消費する前記省電力動作モードは、前記所定
の動作モードの前記動作時間が、前記高い請求料金時間帯または前記ピーク時間帯にある
場合に実行される、請求項５に記載の家庭用電気製品の制御方法。
【請求項７】
　前記動作モードを実行するのに必要な前記電力消費部の予想動作時間が、前記高い請求
料金時間帯または前記ピーク時間帯と重なる場合に、前記電力消費部の動作開始は、前記
高い請求料金時間帯またはピーク時間帯が終了するまで待機中にあるように制御される、
請求項５に記載の家庭用電気製品の制御方法。
【請求項８】
　前記家庭用電気製品は、洗濯機であり、
　前記動作モードのうち洗濯サイクルまたはすすぎサイクルの予想動作時間が、前記高い
請求料金時間帯またはピーク時間帯にあり、前記洗濯サイクルまたはすすぎサイクルの予
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想開始タイミングが、前記高い請求料金時間帯またはピーク時間帯が始まる前に来る場合
に、前記洗濯サイクルまたはすすぎサイクルの開始は、前記高い請求料金時間帯またはピ
ーク時間帯が終了するまで待機中にあるように制御される、請求項５に記載の家庭用電気
製品の制御方法。
【請求項９】
　前記家庭用電気製品は、エアコンであり、
　圧縮器の予想動作時間が前記高い請求料金時間帯またはピーク時間帯にあり、予想開始
タイミングが、前記高い請求料金時間帯またはピーク時間帯の前に来る場合に、前記圧縮
器の動作開始は、前記高い請求料金時間帯またはピーク時間帯が終了するまで待機中にあ
るように制御される、請求項７に記載の家庭用電気製品の制御方法。
【請求項１０】
　前記家庭用電気製品は、冷蔵庫であり、
　除霜用ヒーターまたは製氷機の予想動作時間が、前記高い請求料金時間帯またはピーク
時間帯にあり、前記除霜用ヒーターまたは製氷機の予想開始タイミングが、前記高い請求
料金時間帯またはピーク時間帯が始める前に来る場合に、前記除霜用ヒーターまたは製氷
機の動作開始は、前記高い請求料金時間帯またはピーク時間帯が終了するまで待機中にあ
るように制御される、請求項７に記載の家庭用電気製品の制御方法。
【請求項１１】
　前記家庭用電気製品は、調理器具であり、
　ヒーターの予想動作時間が前記ピーク時間帯にあり、前記ヒーターの予想開始タイミン
グが前記高い請求料金時間帯またはピーク時間帯の前に来る場合に、前記ヒーターの動作
開始は、前記高い請求料金時間帯またはピーク時間帯が終了するまで待機中にあるように
制御される、請求項７に記載の家庭用電気製品の制御方法。
【請求項１２】
　前記ピーク時間帯が、前記電力消費部の残っている動作時間間または残っているサイク
ル回数内に始まった場合に、前記電力消費部の動作は、前記残っている動作時間または残
っているサイクル回数を考慮して中断されるように、または前記動作を完了した後に終了
するように制御される、請求項５に記載の家庭用電気製品の制御方法。
【請求項１３】
　前記家庭用電気製品は、洗濯機であり、
　前記高い請求料金時間帯またはピーク時間帯が、加熱洗濯サイクル中に始まった場合に
、加熱は中断され、前記加熱は、前記高い料金時間帯またはピーク時間帯が終了するまで
待機中にあるように制御され、または加熱された水の目標温度が低くなるように制御され
る、請求項１２に記載の家庭用電気製品の制御方法。
【請求項１４】
　前記家庭用電気製品は、洗濯機であり、
　前記高い請求料金時間帯またはピーク時間帯がすすぎサイクル中に始まった場合に、前
記すすぎサイクルは実行され、前記すすぎサイクルの状態は、前記高い料金時間帯または
ピーク時間帯が終了するまで待機中にあるように制御される、請求項１２に記載の家庭用
電気製品の制御方法。
【請求項１５】
　前記家庭用電気製品は、洗濯機であり、
　前記高い請求料金時間帯またはピーク時間帯が乾燥サイクルを含む主－回転サイクル中
に始まった場合に、前記乾燥サイクルは実行されず、単に回転サイクルのみ実行され、前
記回転サイクルの状態は、前記高い料金時間帯またはピーク時間帯が終了するまで待機中
にあるように制御される、請求項１２に記載の家庭用電気製品の制御方法。
【請求項１６】
　前記家庭用電気製品は、洗濯機であり、
　前記高い請求料金時間帯またはピーク時間帯が、乾燥サイクルを含まない主－回転サイ
クル中に始まった場合に、回転サイクルが実行され、前記洗濯機の電力は遮断されるよう
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に制御される、請求項１２に記載の家庭用電気製品の制御方法。
【請求項１７】
　前記家庭用電気製品は、洗濯機であり、
　前記高い請求料金時間帯またはピーク時間帯が乾燥サイクル中に始まった場合に、ヒー
ターの動作は中断され、モーターは、最も低い速度及び最も低い実動率で駆動される、請
求項１２に記載の家庭用電気製品の制御方法。
【請求項１８】
　前記家庭用電気製品は、エアコンであり、
　前記高い請求料金時間帯またはピーク時間帯が圧縮器の動作中に始まった場合に、
　前記圧縮器の残っている動作時間が所定の値以下であるか否かを判断する段階と、
　前記判断結果に基づき、前記残っている動作時間が所定の値以下であれば、現在の動作
状態を維持し、前記判断結果に基づき、前記残っている動作時間が所定の値以上であれば
、前記圧縮器の電力消費減少動作を実行する段階と、
をさらに有する、請求項１２に記載の家庭用電気製品の制御方法。
【請求項１９】
　前記家庭用電気製品は、冷蔵庫であり、
　前記高い請求料金時間帯またはピーク時間帯が除霜用ヒーターの動作中に始まった場合
に、
　前記除霜用ヒーターの残っている動作時間が所定の値以下であるか否かを判断する段階
と、
　前記判断結果に基づき、前記残っている動作時間が所定の値以下であれば、現在の動作
状態を維持し、前記判断結果に基づき、前記残っている動作時間が所定の値以上であれば
、前記除霜用ヒーターの電力消費減少動作を実行する段階と、
をさらに有する、請求項１２に記載の家庭用電気製品の制御方法。
【請求項２０】
　前記家庭用電気製品は、調理器具であり、
　前記高い請求料金時間帯またはピーク時間帯がヒーターの動作中に始まった場合に、
　複数のヒーターが設けられている場合は、前記ヒーターの個数を判断し、所定の個数の
ヒーターを中断する段階と、
　単数のヒーターが設けられている場合は、前記ヒーターの残っている動作時間が所定の
値以下であるか否かを判断し、現在状態を維持する段階と、
　前記ヒーターの残っている動作時間が所定の値以上であれば、前記ヒーターにより生成
された熱の量を減少させる段階と、
をさらに有する、請求項１２に記載の家庭用電気製品の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気製品及びその制御方法に係り、特に、使用者に使用上の便宜を提供しな
がら、動作モードの具現状態及び電力料金情報を考慮して電力料金を低減することができ
る電気製品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　家庭用電気製品及び事務用電気製品を動作させるのに必要な電力は、韓国電力株式会社
（Ｋｏｒｅａ　Ｐｏｗｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）により管理さ
れる発電所、送電線、及び配線順序（ｔｈｅ　ｏｒｄｅｒ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｄｉｓｔｒｉ
ｂｕｔｅｄ　ｗｉｒｅｓ）により供給することができる。
【０００３】
　電力は、分散型生成（ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ）ではなく、中
央集中型生成（ｃｅｎｔｅｒ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ）という特性を有し、放射タイプの
構造（ｒａｄｉａｌ-ｔｙｐｅ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）を有する。また、電力は、消費者
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指向ではなく、単方向供給者指向であるという他の特性を有する。
【０００４】
　電力生成技術は、アナログまたは電気機械的であり、事故の発生時に手動で修復しなけ
ればならない。必要な装備も手動で修復しなければならない。
【０００５】
　電力料金情報は実時間で得ることはできないが、韓国電力取引所（Ｋｏｒｅａ　Ｐｏｗ
ｅｒ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ）から制限的に得ることができる。電力料金システムは、実質的
に固定した価格システムである。そのため、料金変動制（ｒａｔｅ-ｃｈａｎｇｅ）を用
いる消費者のためのインセンティブのような誘導策を適用することができない。
【０００６】
　このような問題を解決し、エネルギー効率を改善するために、スマートグリッド（Ｓｍ
ａｒｔ　Ｇｒｉｄ）に対する研究開発が現在進行中である。
【０００７】
　スマートグリッドとは、現代化した電力技術と情報通信技術とのコンバージェンスで表
現される次世代電力システム、及びその管理方法である。
【０００８】
　前述したように、現在の電気ネットワークは、供給者により垂直的に制御される中央ベ
ース及び中央集中ネットワークである。これに対し、スマートグリッドは、供給者への集
中が相対的に小さく、消費者及び供給者が互いに通信できる水平、共同、及び分散のネッ
トワークである。
【０００９】
　スマートグリッドにより、家庭用電気製品、電力貯蔵装置、分散された電力はいずれも
一つのネットワークに接続し、消費者及び供給者が互いに通信することを可能にする。こ
のことから、スマートグリッドは「エネルギーインターネット（Ｅｎｅｒｇｙ　Ｉｎｔｅ
ｒｎｅｔ）」とも呼ばれる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　かかるスマートグリッドを家庭またはビルディングのような電気消費部分に採択するに
は、電気を単に受信する受動的な役割から脱皮し、単数及び複数の家庭用電気製品と接続
しているネットワークが、電力情報について電力供給者と両方向通信を具現することが要
求される。
【００１１】
　また、家庭または企業用電力供給ネットワークシステム及びその管理方法に対する需要
が増加しつつあるが、家庭用電気製品が使用されるときの実時間電力料金及び電力料金の
ピーク時間帯を決定し、該ピーク-時間には可能なかぎり使用者が家庭用電気製品を使用
することを抑えるようにし、電力料金の節減を図ることができる。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、家庭用電気製品及びその制御方法に関する。
【００１３】
　本発明は、電力の使用によって支払う電力料金を節減し、使用者の便宜性を改善するた
めの動作モードの実行に基づいて、かつ消費者の電力需要の変化を表現する電力需要情報
によって電力料金を請求するための電力の可変単位価格を含む電力料金情報に基づいて、
時間帯別に変わる電力情報及び状態情報に応じてその動作を柔軟に制御できる家庭用電気
製品及びその制御方法を提供する。
【００１４】
　本開示の追加的な利点、目的、及び特徴は、下記説明に一部が開示され、部分的には下
記説明から当業者に明らかになったり、本発明の実施から学習することができる。本発明
の目的及び他の利点は、添付の図面、記載された詳細な説明及び特許請求の範囲から特別



(6) JP 2013-508875 A 2013.3.7

10

20

30

40

50

に指示される構造により実現され、獲得されるであろう。
【００１５】
　かかる目的及び他の利点を獲得するために、本発明の目的によれば、ここに実施された
り概略的に説明されているように、家庭用電気製品は、スマートグリッド網（ｓｍａｒｔ
　ｇｒｉｄｎｅｔ）と接続して、それぞれの時間帯（ｔｉｍｅ　ｐｅｒｉｏｄ）の電力料
金（Ｐｏｗｅｒ－ｒａｔｅ）情報を含む電力情報を認識する通信装置と、所定の動作モー
ド、及び該動作モードによる動作状態を感知するように構成された感知装置と、前記電力
情報、及び前記感知装置により感知された前記状態情報に基づいて省電力動作を実行する
ように構成された制御装置と、を含む。
【００１６】
　本発明の他の側面において、家庭用電気製品の制御方法は、家庭用電気製品に設定され
た動作モード及び電力情報を認識する段階と、現在時間が請求電力料金が所定の基準値以
上であるピーク時間帯にあるか、または前記請求電力料金が所定の基準値以下である非ピ
ーク時間帯にあるかを判断する段階と、前記省電力動作モードまたは所定の動作モードに
必要な動作時間及び前記ピーク時間帯を考慮して前記動作モードを実行するように電力消
費部の動作を制御する段階と、を有する。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、下記の有利な効果が得られる。
【００１８】
　まず、使用者は、家庭用電気製品の動作が実行される場合に、電力情報が提供されるた
め、合理的なサイクル選択及び電力節減実行ができる。
【００１９】
　また、電力料金に関する正常時間帯またはピーク時間帯が周期的にまたは周期が変わる
度に提供されるため、使用者による合理的なサイクル選択及び電力節減実行が可能になる
。
【００２０】
　また、使用者は、洗濯機の動作による電力消費量、エネルギー源による温室ガス予想放
出量、及び電力料金が提供されるため、洗濯機の使用による電力消費量、温室ガス、及び
電力料金を考慮することができる。
【００２１】
　また、電力需要が分散してピーク電力が減少するため、結果として、本発明は、スマー
トグリッドの確立及び全体的なエネルギー節減にも寄与することができる。
【００２２】
　本発明に関する上記の一般的な説明及び下記の詳細な説明はいずれも例示的で且つ説明
的なもので、請求項に記載された発明に対するさらなる説明を提供するためのものである
ということが理解されるであろう。
【００２３】
　本開示のさらなる理解を提供するために含まれ、本出願に組み込まれて一部を構成する
添付図面は、下記の説明と共に本開示の実施例を示し、本開示の原理を説明するための役
割を果たす。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】スマートグリッドを概略的に示す図である。
【図２】家庭に設置された電力管理ネットワークを概略的に示す図である。
【図３】電力管理ネットワークの制御ブロック図である。
【図４】本発明に係る洗濯機を示す斜視図である。
【図５】本発明に係る洗濯機を示す側断面図である。
【図６】本発明に係る洗濯機に設けられている制御装置と、該制御装置の周辺に設けられ
ている所定の部分の構成を概略的に示すブロック図である。
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【図７】本発明に係る洗濯機に設けられている出力部の実施例を示す画面である。
【図８】本発明に係る洗濯機の制御流れ図である。
【図９】本発明に係る洗濯機の制御流れ図である。
【図１０】本発明に係る洗濯機の制御流れ図である。
【図１１】本発明に係る洗濯機の制御流れ図である。
【図１２】本発明に係るエアコンの制御流れ図である。
【図１３】本発明に係る冷蔵庫の制御流れ図である。
【図１４】本発明に係る冷蔵庫の制御流れ図である。
【図１５】本発明に係る冷却器具の制御流れ図である。
【図１６】電力料金変化のグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の特定実施例を、添付の図面を参照して詳細に説明する。ただし、可能な
かぎり、図面の全体を通じて同一または類似の部分については同一の参照符号を付して説
明する。
【００２６】
　図１は、スマートグリッドを概略的に示す図であり、スマートグリッドは、原子力発電
または水力発電により電気を生成する発電所、及び太陽光及び風力のような再生エネルギ
ーを用いる太陽光発電所及び風力発電所を含む。
【００２７】
　発電所、原子力発電所または水力発電所は、電気を電力ケーブルを通じて外部基地に伝
送し、外部基地は電気をサブ基地に伝送して、例えば、家庭及び事務室のような電気購買
者に電気が分配されるようにすることができる。
【００２８】
　再生エネルギーにより生成された電気は、サブ基地に伝送されて電気購買者のそれぞれ
に分配され、サブ基地から伝送された電気は、電力貯蔵装置を通じて事務室及び家庭のそ
れぞれに分配される。
【００２９】
　ホームエリアネットワーク（Ｈｏｍｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（ＨＡＮ））を用い
る家庭は、太陽光及びＰＨＥＶ（Ｐｌｕｇ　ｉｎ　Ｈｙｂｒｉｄ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｖ
ｅｈｉｃｌｅ）に搭載されている燃料電池を用い電気を生成して供給し、残っている電気
は他の所に販売することができる。
【００３０】
　スマート検針インフラ構造（ｓｍａｒｔ　ｍｅｔｅｒｉｎｇ　ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔ
ｕｒｅ）では、事務室または家庭においてその使用電力及び電力料金を認識することがで
きる。そのため、使用者は、現在電力及び電力料金を認識することができ、電力料金を請
求するための単位価格、または一部の電力会社から通知される使用電力に関する電力料金
情報を通じて、環境に応じて電力消費または電力料金を低減するために検針を行うことが
できる。
【００３１】
　実時間電力管理及び実時間電力消費予測のために採択されたエネルギー管理システム（
Ｅｎｅｒｇｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＥＭＳ））、及び電力消費の実時
間検針のための高級検針インフラ構造（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｍｅｔｅｒｉｎｇ　Ｉｎｆｒ
ａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ（ＡＭＩ））が、スマートグリッドにおいて重要である。
【００３２】
　ここで、スマートグリッド下のＡＭＩは、公開アーキテクチャに基づいて消費者を統合
するための基本技術であり、ＡＭＩは、システムのエラーを検出することによって、消費
者が効率的に電気を使用し、電力供給者がシステムを管理するようにすることができる。
【００３３】
　ここで、公開アーキテクチャとは、従来の通信ネットワークと比較する時、その製造方
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法を問わず、いかなる種類の家庭用電気製品もスマートグリッドで互いに接続されるため
の基準である。
【００３４】
　その結果、スマートグリッドで用いられる検針インフラ構造は、「Ｐｒｉｃｅｓ　ｔｏ
　Ｄｅｖｉｃｅｓ」のような、消費者が手軽に使える機能を可能にする。
【００３５】
　すなわち、電力市場の実時間価格信号または請求された電力料金情報または請求用単位
価格情報が、それぞれの家庭に設置されているＥＭＳを通じて伝達され、ＥＭＳは、制御
するそれぞれの家庭用電気製品と通信する。したがって、使用者はＥＭＳを見て、それぞ
れの家庭用電気製品の電力情報を認識し、電力情報プロセス、例えば、認識された電力情
報に基づく電力料金制限設定または電力消費を実行する。
【００３６】
　ここで、ＥＭＳは、事務室または家庭で用いられるローカルＥＭＳ、及びローカルＥＭ
Ｓにより獲得される情報を処理するための中央ＥＭＳで構成することができる。
【００３７】
　供給者と消費者間の電力情報に関する実時間通信がスマートグリッドで可能になること
により、「実時間グリッド応答」が実現でき、ピーク需要に対する高い費用負担を軽減す
ることができる。
【００３８】
　図２は、家庭で用いられる電力供給ネットワーク１０を概略的に示す図である。
【００３９】
　電力供給ネットワーク１０は、それぞれの家庭に供給される電力、及び電力料金を実時
間で検針できるスマート検針器２０、またはエネルギー管理システム（ＥＭＳ）３０を備
える。
【００４０】
　ここで、電力料金は、時間別支払システムに基づいて課金されてもよい。このような時
間別支払電力料金は、例えば、電力消費が急増する時間帯には高くなり、夜間のように電
力消費が相対的に低い時間帯には低くなる。
【００４１】
　ＥＭＳ ３０は、現在の電気消費量及び外部環境（例えば、温度及び湿度）をディスプ
レイするための画面３１を有する。ＥＭＳは、使用者による駆動を可能にするボタン式入
力装置３２を有する端末機でよい。
【００４２】
　ＥＭＳ　３０またはスマート検針器２０は、冷蔵庫１０１、洗濯機１０２、エアコン１
０３、調理器具１０４、及びＴＶ１０５のような家庭用電気製品と接続されることによっ
て、これらと両方向で通信することが可能になる。
【００４３】
　宅内通信（Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ｉｎｓｉｄｅ　ｔｈｅ　ｈｏｕｓｅ）は、Ｐ
ＬＣのような有線または無線で具現することができる。
【００４４】
　家庭用電気製品のそれぞれは、他の家庭用電気製品と接続して通信を行うこともできる
。
【００４５】
　図３は、エネルギー管理システム（ＥＭＳ）を通じて接続される要素の制御ブロック図
である。
【００４６】
　ここで、システム電力供給器５１は、火力、原子力、水力のための従来の発電施設を含
む発電会社により供給される電力供給源である。
【００４７】
　さらに、ＥＭＳは、風力または太陽力発電を含む自体生成施設のような再生エネルギー
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供給器５２、及び燃料電池自動車、家庭に提供されうる燃料電池または蓄電バッテリーの
ような補助電力供給器５３を有することもできる。
【００４８】
　かかる電力供給器５０は、スマート検針器２０及びＥＭＳ　３０と接続される。
【００４９】
　スマート検針器２０及びＥＭＳ　３０は、家庭用電気製品と通信することができる。
【００５０】
　ここで、ＥＭＳ　３０は、制御装置３５、入力装置３８、通信装置３４、及びディスプ
レイ３９を備える。スマート検針器２０は、制御装置２５、入力装置２８、通信装置２４
、及びディスプレイ２９を備える。
【００５１】
　それぞれの通信装置３４及び２４は、冷蔵庫１０１、洗濯機または乾燥機１０２、エア
コン１０３、及び調理器具１０４などの、家庭に設置されている家庭用電気製品のそれぞ
れに設けられる通信装置１０１ｃ，１０２ｃ，１０３ｃ，１０４ｃと通信するように接続
される構成とすることができる。
【００５２】
　ＥＭＳ　３０またはスマート検針器２０は、通信装置１０１ｃ，１０２ｃ，１０３ｃ，
１０４ｃに実時間電力情報を送信することができる。
【００５３】
　ＥＭＳ　３０またはスマート検針器２０の少なくとも一方に設けられた制御装置２５及
び３５は、入力装置３２を介して使用者により入力される設定情報、家庭用電気製品の動
作に関する蓄積された履歴情報、電力消費履歴情報、及び外部電力供給を実時間で認識す
る。
【００５４】
　制御装置は、実時間で様々な情報をプロセシングして、実時間で家庭用電気製品の動作
を制御し、家庭用電気製品に供給される電力を制御する。
【００５５】
　ディスプレイ２９及び３９は、電力供給器により供給される電力情報、及び家庭用電気
製品同士の通信情報をディスプレイする。
【００５６】
　ＥＭＳ　３０及びスマート検針器２０における最も重要な役割は、家庭用電気製品に省
電力モードを提供して、家庭用電気製品の動作時に、電力料金、電力消費、及び二酸化炭
素放出を軽減するということである。
【００５７】
　電力料金を節減するように構成された省電力モードは、家庭用電気製品の使用時間によ
って電力料金が可変する変動支払システム（図１６参照）下で、電力料金に関する情報に
基づいて実行される。
【００５８】
　ＥＭＳ　３０またはスマート検針器２０は、最高の電力料金が課金されるピーク時間、
電力消費量、または電力料金の上限または所定の制限目標値を考慮して家庭用電気製品を
制御するように採択することができる。
【００５９】
　ここで、省電力モードを実行するために、ＥＭＳ　３０またはスマート検針器２０は、
電力会社のような電力管理プログラムの中心運営主体（ｃｅｎｔｒａｌ　ｏｐｅｒａｔｉ
ｏｎ　ｂｏｄｙ）により提供される電力管理プログラムに加入していればよい。
【００６０】
　電力管理プログラムに加入した後に、電力管理システム下で、電力料金は節減可能にな
り、電力会社により提供される電力料金引下げ政策を有利に共有することができる。
【００６１】
　制御装置１０１ａ，１０２ａ，１０３ａ，１０４ａ、ディスプレイ装置１０１ｂ，１０
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２ｂ，１０３ｂ，１０４ｂ、通信装置１０１ｃ，１０２ｃ，１０３ｃ，１０４ｃ、及び入
力装置１０１ｄ，１０２ｄ，１０３ｄ，１０４ｄは、現在の通信状態がディスプレイされ
、使用者の命令が入力されうるように家庭用電気製品（１００；１０１，１０２，１０３
，１０４）に設けられる。
【００６２】
　通信装置１０１ｃ，１０２ｃ，１０３ｃ，１０４ｃは、ＥＭＳ　３０またはスマート検
針器２０と通信したり、接続し、電力管理プログラムから送信される命令は、制御装置１
０１ａ，１０２ａ，１０３ａ，１０４ａにより家庭用電気製品において実行することがで
きる。
【００６３】
　省電力動作を実行するために、家庭用電気製品に設けられた制御装置１０１ａ，１０２
ａ，１０３ａ，１０４ａは、ＥＭＳ　３０またはスマート検針器２０から送信された電力
情報に基づき、現在時間がピーク時間帯であるか否かを自体判断する。
【００６４】
　ここで、省電力動作は、電力料金に対して電力消費量及び電力節減の大きさ（ｓｉｚｅ
　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｐｏｗｅｒ-ｓａｖｉｎｇ）を考慮して定められる単一動作モード及び
様様な動作モードで構成されるものではない。
【００６５】
　図４を参照して、家庭用電気製品の中でも、洗濯機１０２及びその制御方法を説明する
。
【００６６】
　図４及び図５を参照すると、ドラム式洗濯機は、洗濯物を投入するための開口１８１を
有するキャビネット１１０、開口１８１を開閉するように構成されたドア１７０、キャビ
ネット１１０に吊設されて、洗濯水を貯留するタブ１４０、給水経路２１３及び２１４で
構成されて、洗濯水をタブ１４０に供給する給水手段１０４、タブ１４０に回転可能に取
り付けられて、洗濯物を収容するドラム１６０、タブ１４０に取り付けられてドラム１６
０を回転させるモーター２００、及びドア１７０をロック／アンロックするように構成さ
れたドアスイッチ１７１を有する。
【００６７】
　ガスケット１８０は、開口１８１の周りに沿って取り付けられて、開口１８１とタブ１
４０との間にできる隙間をシールすることができる。
【００６８】
　ここで、ガスケット１８０は、所定の高さを有する環状のもので、ガスケット１８０の
中心は、しわが付いて重なり合っている。すなわち、ドア１７０の周りを包囲するガスケ
ット１８０は、重なり合ってしわのついた部分を有する。
【００６９】
　制御パネル１９０は、洗濯機１０２の前面部の上部に形成されている。制御パネル１９
０には、ドラム式洗濯機１００の使用情報を含む様々な情報をディスプレイするように構
成された出力部３３０、使用者または管理者が命令を入力するように構成された入力装置
３４０を含む複数の制御装置、入力装置、及びディスプレイ装置が形成されているとよい
。
【００７０】
　制御装置３００は、制御パネル１９０に組み込まれており、制御装置３００は、複数の
入力装置から送信される入力信号またはそこに内蔵された制御アルゴリズムに基づき、出
力部３３０を含む洗濯機１０２を制御する。ここで、制御装置３００は、ドラム式洗濯機
１００の他の所定の部位に設けられていてもよい。
【００７１】
　より具体的に、図５を参照すると、ドラム式洗濯機は、その外形を定義するように構成
されたキャビネット、ダンパー組立体１３０により支持されると共に、キャビネット１１
０内部のスプリング１２０に吊り下がっているタブ１４０、タブ１４０に回転可能に取り
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付けられて、その内部に洗濯水及び洗濯物を収容するドラム１６０、ドラム１６０の内部
表面に突設され、互いに所定の距離だけ離れており、ドラムの回転によって洗濯物を持ち
上げたり落下させたりする複数のリフト１６１、ドラムに連結されたタブ１４０の背面部
に取り付けられて、ドラム１６０を回転させるモーター２００、及びタブ１４０の上側に
設けられて、洗濯水を高温高圧のスチームに加熱し、該スチームをタブ１４０及びドラム
１６０に供給するスチーム生成装置２３０を有する。
【００７２】
　図示のように、スチーム生成装置２３０の排出口は、タブ１４０の内部空間と連通する
構成とすることができる。
【００７３】
　また、ドラム式洗濯機は、タブ１４０の上方に設けられて、洗濯水をタブ１４０及びド
ラム１６０に供給する給水手段２１０、及びタブ１４０の下方に設けられて、タブ１４０
及びドラム１６０中の洗濯水を排出する排水装置２２０をさらに有する。スチーム生成装
置２３０は、給水手段２１０と連結されている。
【００７４】
　具体的に、給水手段２１０は、キャビネット１１０の背面に取り付けられて、水の供給
を調整する給水弁組立体２１１、給水弁組立体２１１とタブ１４０との間に設けられて、
内部に洗剤を収容する洗剤ボックス組立体２１２、給水弁組立体２１１から分岐して、洗
剤ボックス組立体２１２とスチーム生成装置２３０にそれぞれ連結される第１及び第２給
水経路１２３，２１４、及び一端はスチーム生成装置２３０に連結され、他端はドラム１
６０内に位置して、タブ１４０及びドラム１６０にスチームを供給するスチーム経路２１
５を有する。
【００７５】
　ここで、ドラム１６０は、内周面に複数の脱水孔１６２を有し、これらの脱水孔１６２
を通じて、洗濯水がタブ１４０内に流入し、回転による遠心力により洗濯物から水が流れ
出ることとなる。給水弁組立体２１１及び排水装置２２０は、給水弁（図示せず）及び排
水ポンプ（図示せず）をそれぞれ有し、給水弁及び排水ポンプの動作によって洗濯水を供
給したり排出したりすることができる。
【００７６】
　図６を参照すると、本発明に係る洗濯機は、使用者が洗濯機の選択動作モード及び選択
サイクルを入力する入力装置１０２ｄ、有無線で外部装置と接続して電力情報を受信する
通信装置１０２ｃ、及び選択動作モード及び電力情報に基づいてサイクルを実行するよう
に構成された制御装置１０２ａを有することができる。
【００７７】
　ここで、電力情報は、ピーク時間帯（ｏｎ－ｐｅａｋ　ｔｉｍｅ　ｐｅｒｉｏｄ）及び
非ピーク時間帯（ｏｆｆ－Ｐｅａｋ　ｔｉｍｅ　ｐｅｒｉｏｄ）に関する情報を含む。
【００７８】
　また、電力情報は、請求料金が、電力の単位価格に関する情報を考慮して消費者の選択
により定義されたり、電力供給者により定義されたりすることができる或る所定のレベル
を超える或る時間帯を意味する「高い請求料金時間帯（ｈｉｇｈｌｙ　ｂｉｌｌｅｄ　ｒ
ａｔｅ　ｔｉｍｅ　ｐｅｒｉｏｄ）」を含むことができる。
【００７９】
　ピーク時間帯は、非ピーク時間帯に比べて、より高い電力料金が請求される時間帯であ
る。
【００８０】
　システム電力供給源５１（図２参照）を管理する電力供給者は、統計的データまたは実
時間測定に基づき、残っている電力量が所定の値以下になる程度に十分に全体電力消費が
増加した時間帯を「ピーク時間帯」または「高い請求料金時間帯」と設定する。
【００８１】
　その結果、電力供給者は、ピーク時間帯または高い請求料金時間帯に、高い電力料金を
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請求することで、電力の使用を調整する。
【００８２】
　非ピーク時間帯は、ピーク時間帯以外の時間帯であり、高くない請求料金時間帯は、高
い請求料金時間帯以外の時間帯である。
【００８３】
　ピーク時間帯（または、高い請求料金時間帯）及び非ピーク時間帯（または、高くない
請求料金時間帯）に関する情報は、スマート検針器２０（図２参照）及びＥＭＳ　３０（
図２参照）のような電力関連装置、及び外部電力システムの少なくとも一方に、あらかじ
め記憶しておくことができる。
【００８４】
　また、電力供給者は、実時間で電力料金に関する情報を使用者に提供し、使用者がピー
ク時間帯及び非ピーク時間帯を認識できるようにすることもできる。
【００８５】
　通信装置１０２ｃは、有無線で外部装置と接続して、電力情報を受信する。有無線通信
には、データを送受信できる任意の通信タイプ、例えば、電線通信、無線ＬＡＮ、インタ
ーネット、ジグビー（Ｚｉｇｂｅｅ）、直列通信（ｓｅｒｉａｌ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔ
ｉｏｎ）などを挙げることができる。通信装置１０２ｃは、洗濯機で要求される電力量、
電力料金、及び温室ガス排出量に関する情報を、有無線通信を通じて外部に送信すること
ができる。
【００８６】
　使用者は、入力装置１０２ｄを介して動作モード、例えば、正規モード及び省電力モー
ドのいずれかを設定することができる。
【００８７】
　制御装置１０２ａは、受信された電力情報に基づき、現在時間が非ピーク時間帯または
高くない請求料金時間帯に属すると、正規動作モードで選択サイクルを実行し、受信され
た電力情報に基づき、現在時間がピーク時間帯または高い請求料金時間帯に属すると、使
用者の設定モードで選択サイクルを実行する。
【００８８】
　すなわち、使用者が洗濯機を正規動作モードで動作するように設定した場合は、現在時
間がピーク時間帯または高い請求料金時間帯に属するという電力情報を有しても、洗濯機
の制御装置１０２ａは、正規動作モードでサイクルを実行する。逆に、洗濯機が省電力モ
ードで動作するように使用者が設定した後に、現在時間がピーク時間帯または高い請求料
金時間帯に属するという電力情報を受信した場合は、洗濯機の制御装置は、省電力モード
で洗濯機サイクルを実行する。動作モードは、必要によっては、あらかじめ設定された条
件に応じて自動で変更されるようにしてもよい。
【００８９】
　本発明に係る洗濯機は、外部電力供給部に接続して洗濯機に電力を供給する電力供給部
１０２ｅ、洗濯物の量及び給水の温度を含む洗濯機-状態-情報を感知するように構成され
た感知装置１０２ｇ、入力装置１０２ｄを介して入力されたり、現在実行状態の動作モー
ド及びサイクルをディスプレイするように構成されたディスプレイ装置１０２ｂ、制御装
置の制御信号に応じてモーター、ヒーター、及びファンを駆動するように構成された駆動
装置１０２ｆをさらに有する。
【００９０】
　電力供給装置１０２ｅは、外部電力供給器、すなわち、商用交流電源から電力を受信し
、直流電圧を出力して、洗濯機、及びその内部に設けられた制御装置を構成する回路を駆
動する。
【００９１】
　一般に、電力供給装置１０２ｅは、スイッチングモード電源供給器（Ｓｗｉｔｃｈｅｄ
-Ｍｏｄｅ　Ｐｏｗｅｒ　Ｓｕｐｐｌｙ（ＳＰＭＳ））でよい。
【００９２】
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　勿論、電力供給装置１０２ｅは、他のタイプの電力スイッチング装置であってもよい。
スイッチングモード電力供給器は、外部電力供給器の交流電圧を整流し等化して直流電圧
に変換する。その後、電力供給装置１０２ｅは、高周波変圧器及びレギュレータ（ｒｅｇ
ｕｌａｔｏｒ）のような変換器を用いることによって、直流電圧を、洗濯機及び洗濯機の
制御装置を駆動するのに適した駆動電圧に変換する。
【００９３】
　感知装置１０２ｇは、洗濯物の量及び給水の温度を感知し、感知された量及び温度に関
する情報を制御装置１０２ａに送信する。
【００９４】
　この場合、制御装置１０２ａは、あらかじめ設定されたサイクル、感知された洗濯物の
量、及び感知された水温のいずれかに基づいて洗濯機の予想電力消費及び予想電力料金を
計算することができる。
【００９５】
　感知装置１０２ｇは、洗濯機の通常的なサイクルをプロセシングするのに必要な様々な
状態情報を検知する。水位センサー、すすぎレベルセンサー、洗濯物偏心センサー、及び
洗濯機振動レベルセンサーをさらに有してもよい。
【００９６】
　感知装置１０２ｇは、センサーにより感知された情報を、制御装置１０２ａに送信する
。
【００９７】
　ディスプレイ部１０２ｂは、入力装置１０２ｄから入力された動作モード、及び洗濯機
が実行する予定のサイクルをディスプレイしたり、現在実行中の動作モード及びサイクル
をディスプレイしたりする。
【００９８】
　駆動装置１０２ｆは、制御装置１０２ａから送信された駆動信号に基づき、それぞれの
サイクルを実行するために発生した負荷を駆動する。具体的に、駆動装置１０２ｆは、ド
ラムを回転させるように構成されたモーター２００（図５参照）、浸し過程（ｓｏａｋｉ
ｎｇ　ｃｏｕｒｓｅ）のために供給される水を加熱するように構成されたヒーター、スチ
ームを生成するように構成されたヒーター、空気を加熱して洗濯物を乾燥するように構成
されたヒーター、及び乾燥過程に要求される気流（ａｉｒ　ｃｕｒｒｅｎｔ）を生成する
ように構成されたファン及びファンモーターのような、負荷を駆動する。
【００９９】
　以上では洗濯機の構成要素を挙げて説明したが、制御装置１０２ａ、ディスプレイ装置
１０２ｂ、通信装置１０２ｃ、入力装置１０２ｄ、電力供給装置１０２ｅ、駆動装置１０
２ｆ、感知装置１０２ｇの構成は、他の家庭用電気製品、例えば、冷蔵庫１０１（図２参
照）、エアコン１０３（図２参照）、調理器具１０４（図２参照）、及びＴＶ １０５（
図２参照）にも適用することができる。
【０１００】
　この場合、冷蔵庫１０１の駆動装置は、圧縮器（ｃｏｍｐｒｅｓｓｏｒ）、冷却ファン
モーター、製氷器（ｉｃｅ－ｍａｋｅｒ）、ディスプレイ装置、除霜用ヒーター（ｄｅｆ
ｒｏｓｔｉｎｇ　ｈｅａｔｅｒ）と接続されるとよい。エアコンの駆動部は、外部ユニッ
トに設けられる圧縮器、外部ファンモーター、内部ユニットに設けられている内部ファン
モーター、及びディスプレイ装置に接続されるとよい。
【０１０１】
　調理器具の駆動部は、ディスプレイ装置及びヒーターと接続するとよい。
【０１０２】
　図８を参照すると、電力供給を洗濯機に印加した後（Ｓ８０１）、本発明の一実施例に
係る洗濯機の制御方法は、洗濯機で実行されるサイクルの入力信号を受信する段階（図示
せず）、外部装置から非ピーク時間帯（又は高くない請求料金時間帯）、及び非ピーク時
間帯（又は高くない請求料金時間帯）よりも高い電力料金が請求されるピーク時間帯（又
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は高い請求料金時間帯）に関する電力情報を受信する段階（Ｓ８０２）、及び電力情報に
基づいて正規動作モードまたは省電力動作モードでサイクルを実行する段階（Ｓ８０３）
を含む。
【０１０３】
　サイクルを実行する段階で、現在時間が、受信電力情報に基づいてピーク時間帯（また
は高い請求料金時間帯）内にある場合は、サイクルは省電力モードで実行され（Ｓ８０４
）、現在時間が非ピーク時間帯（又は高い請求料金時間帯）にある場合は、正規モードで
実行される（Ｓ８０５）。
【０１０４】
　電力供給者は、統計的データまたは実時間測定に基づき、それぞれの家庭に供給されう
る残っている電力量を所定の値以下に下げる程度に十分に全体電力消費が増加した時間帯
を、「ピーク時間帯」または「高い請求料金時間帯」と設定する。
【０１０５】
　その結果、電力供給者は、ピーク時間帯または高い請求料金時間帯に、高い電力料金を
請求することで電力の使用を調整する。
【０１０６】
　ピーク時間帯（又は高い請求料金時間帯）及び非ピーク時間帯（又は高くない請求料金
時間帯）に関する情報は、家庭に設置されたホームサーバー及びスマート検針器のような
電力関連装置、及び外部電力システムの少なくとも一つに、あらかじめ記憶しておいても
よい。
【０１０７】
　図９を参照すると、電力供給を洗濯機に印加した後に（Ｓ９０１）、本発明の他の実施
例に係る洗濯機の制御方法は、洗濯機のサイクルを実行する入力信号を受信する段階（図
示せず）、使用者が正規動作モードまたは省電力動作モードを設定するようにする段階（
Ｓ９０２）、外部装置から、非ピーク時間帯（または高くない請求料金時間帯）、及び他
の時間帯に比べてより高い電力料金が請求されるピーク時間帯（または高い請求料金時間
帯）に関する電力情報を受信する段階（Ｓ９０３）、及び受信された電力情報に基づいて
正規動作モードまたは省電力動作モードでサイクルを実行する段階（Ｓ９０４）を含む。
【０１０８】
　洗濯機は、受信された電力情報に基づいて現在時間が非ピーク時間帯（または高くない
請求料金時間帯）にあると、正規動作モードでサイクルを実行する（Ｓ９０７）。
【０１０９】
　洗濯機は、受信された電力情報に基づいて現在時間がピーク時間帯（または高い請求料
金時間帯）にあると、設定動作モードでサイクルを実行する。
【０１１０】
　すなわち、段階Ｓ９０２で省電力動作モードが設定されていたか否かを判断する（Ｓ９
０５）。判断の結果、省電力動作モードが設定されていると、サイクルは省電力動作モー
ドで実行される（Ｓ９０６）。判断の結果、省電力動作モードが設定されていないと、サ
イクルは、正規動作モードで実行される（Ｓ９０７）。
【０１１１】
　使用者は、動作モード、すなわち、正規動作モードと省電力動作モードのいずれかを設
定することができる。
【０１１２】
　受信された電力情報に基づき、洗濯機は、現在時間が非ピーク時間帯（または高くない
請求料金時間帯）に属すると、正規動作モードでサイクルを実行し、現在時間がピーク時
間帯（または高い請求料金時間帯）に属すると、使用者の設定動作モードでサイクルを実
行する。
【０１１３】
　すなわち、使用者が洗濯機を正規動作モードに設定した場合は、たとえ現在時間がピー
ク時間帯であるという電力情報が受信されても、洗濯機のサイクルは正規動作モードで実
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行される。
【０１１４】
　逆に、洗濯機が省電力動作モードで動作するように使用者が設定した後に、現在時間が
ピーク時間帯（または高い請求料金時間帯）に属するという電力情報が受信された場合は
、洗濯機のサイクルは省電力動作モードで実行される。
【０１１５】
　この場合、省電力モードがピーク時間帯（または高い請求料金時間帯）の終了時まで一
定の機能を行う遅延を含み、このような遅延がピーク時間帯（または高い請求料金時間帯
）に起きると、遅延された機能を再開するための残っている予想時間が出力されたりディ
スプレイされたりする。
【０１１６】
　また、動作（例えば、洗濯、すすぎまたは回転（脱水））の終了が視覚的または聴覚的
に知らされると、使用者はそれぞれの状況に対処することができる。
【０１１７】
　動作モードは、必要によっては、あらかじめ設定された条件に応じて自動で変更される
ようにしてもよい。
【０１１８】
　図１０及び図１１を参照して、本発明に係る洗濯機の制御方法を構成する省電力動作段
階について説明すると、下記の通りである。
【０１１９】
　上記制御方法によれば、省電力動作モードは使用者により設定され、通信装置１０２ｃ
（図６参照）は、ピーク時間帯（または高い請求料金時間帯）に関する電力情報を受信す
る。次に、電力情報が受信されると、洗濯機のどのサイクルが実行されるかを判断し、洗
濯機のサイクルは、判断結果に基づいて実行される。
【０１２０】
　電力情報が受信された時に、洗濯機は洗濯サイクル前であるか、または給水サイクル前
であるかが判断される（Ｓ１００１）。電力情報の受信が洗濯サイクルまたは給水サイク
ルの前であると共に、洗濯サイクル及び給水サイクルに要求される時間がピーク時間帯と
重なる場合に、制御装置１０２ａ（図６参照）は待機するように制御される（Ｓ１００２
）。
【０１２１】
　しかし、全体費用を考慮して洗濯の効率が向上するとされる場合は、たとえ現在時間が
ピーク時間帯（または高い請求料金時間帯）に属しても、給水サイクルが行われてもよい
。
【０１２２】
　段階Ｓ１００１で洗濯サイクルまたは給水サイクルが始まる時に、電力情報を受信する
タイミングが加熱－洗濯サイクルの途中であれば（Ｓ１００３）、制御装置１０２ａは、
洗濯機の洗濯サイクルの加熱段階を中断し（Ｓ１００４）、一つのピーク時間帯（高い請
求料金時間帯）が終了するまで加熱段階を待機状態に制御する（Ｓ１００５）。
【０１２３】
　選択的に、水の加熱目標温度がヒーターの使用を減らすように下げられ、これにより電
力使用が減少する（Ｓ１００６）。
【０１２４】
　段階Ｓ１００３で電力情報を受信するタイミングが洗濯サイクルの加熱段階の途中でな
いと、現在、すすぎサイクルが継続中であるか判断される（Ｓ１００７）。
【０１２５】
　電力情報を受信したタイミングが、すすぎサイクルの途中であれば、すすぎサイクルの
残っている回数が２以上か判断される（Ｓ１００８）。すすぎサイクルの残っている回数
が２未満であれば、すなわち、１または０の場合は、すすぎサイクルをそのまま行うこと
ができる（Ｓ１０１１）。
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【０１２６】
　段階Ｓ１００８ですすぎサイクルの残っている回数が２以上であれば、すすぎサイクル
は１回行われ（Ｓ１００９）、以降、ピーク時間帯（または高い請求料金時間帯）が終了
するまですすぎサイクルを待機状態とする（Ｓ１０１０）。
【０１２７】
　あるいは、すすぎサイクルにはさほど電力が使用されないから、すすぎサイクルは、段
階Ｓ１０１１を省き、完全に実行され、以降、洗濯機をピーク時間帯（または高い請求料
金時間帯）が終了するまで待機状態にすることもできる。
【０１２８】
　図１１に示すように、電力情報を受信したタイミングが、乾燥段階を含む主－回転サイ
クルの途中であるか否か判断する（Ｓ１１０１）。
【０１２９】
　主－回転サイクルの途中であると判断されると、乾燥サイクルが回転サイクルを実行す
ると同時に動作するように設定されているか否かを判断する（Ｓ１１０２）。
【０１３０】
　乾燥サイクルが動作するように設定されていると、乾燥サイクルを除いて回転サイクル
のみ行われ、洗濯機は、一応回転サイクルが完了し、ピーク時間帯（または高い請求料金
時間帯）が終了するまで待機状態にする（Ｓ１１０３及びＳ１１０４）。
【０１３１】
　段階Ｓ１１０２で電力情報を受信するタイミングが、乾燥段階を含まない主－回転サイ
クルの途中であると判断されると、回転サイクルが行われ、洗濯機の電力が遮断される（
Ｓ１１０６）。
【０１３２】
　段階Ｓ１１０１で電力情報を受信するタイミングが主－回転サイクルの途中でないと判
断されると、駆動ヒーターの個数が２以上であるか判断する（Ｓ１１０７）。
【０１３３】
　駆動ヒーターの個数が２以上であると、ヒーターの一部がオフ状態に制御され（Ｓ１１
０９）、個数が１の場合は、ヒーターは加熱程度によってオフ状態、または他の動作モー
ド（１段階、２段階、または３段階）として制御される（Ｓ１１１０）。
【０１３４】
　ドラムを回転させるように構成されたモーターは、最も低い速度及び最も低い実動（ｎ
ｅｔ－ｏｐｅｒａｔｉｏｎ）で駆動される（Ｓ１１１１）。
【０１３５】
　本発明に係る洗濯機の制御方法において、電力情報は、外部電力供給器の種類及び温室
ガスレベルをさらに含むことができる。
【０１３６】
　この場合、制御方法は、電力情報に基づいて予想電力料金及び温室ガスの量を計算する
段階、及び外部電力供給器の種類、温室ガスレベル、予想電力料金、及び温室ガス放出量
データのうち少なくとも一つを出力する段階をさらに含むことができる。
【０１３７】
　また、この制御方法によれば、洗濯機に供給されるエネルギー源の予想温室ガス放出量
が、計算された予想電力消費量に基づいて計算されることが可能である。例えば、計算さ
れた予想電力消費量は、エネルギー源の二酸化炭素指数（ｃａｒｂｏｎ　ｄｉｏｘｉｄｅ
　ｉｎｄｅｘ）と掛けられて予想二酸化炭素放出量の値が算出される。ここで、エネルギ
ー源は、石油、ガスのような化石燃料、太陽光、太陽熱、風力、潮力、水力、及び地力（
ｆｅｒｔｉｌｉｔｙ）のような再生エネルギー源、原子力、燃料電池などでよい。それぞ
れのエネルギー源による温室ガス指数、例えば、二酸化炭素指数は、実験からあらかじめ
設定されていればよい。
【０１３８】
　前述したように、電力が洗濯機に印加された後に、洗濯機の制御装置及び制御方法によ
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れば、現在電力料金時間帯に関する情報が洗濯機の通信装置から出力部を通じて使用者に
送信される。その後、使用者は、電力節減のための合理的な選択をし、ピーク時間帯に対
応する省電力動作モードを可能にすることができる。その結果、合理的なエネルギーの使
用が導入される。
【０１３９】
　図１２は、家庭用電気製品のうち、エアコンの省電力動作制御を示すフローチャートで
ある。
【０１４０】
　まず、圧縮器が動作するか否が判断される（Ｓ１２０１）。圧縮器が動作しないと、エ
アコンは、待機するように制御される（Ｓ１２０２）。ここで、待機状態は、圧縮器の予
想動作時間がピーク時間帯以前に始まりながらピーク時間帯（または高い請求料金時間帯
）に属する場合は、ピーク時間帯（または高い請求料金時間帯）が終了すまで圧縮器の動
作の開始が待機中である状態を指す。あるいは、圧縮器動作時間がピーク時間帯（または
高い請求料金時間帯）と重なる場合は、圧縮器の動作時間をピーク－時間帯（または高い
請求料金時間帯）の前に移すこともできる。
【０１４１】
　判断の結果、圧縮器が動作中であれば、圧縮器の残っている動作時間が所定の値以下で
あるか否かが判断される（Ｓ１２０３）。
【０１４２】
　圧縮器の残っている動作時間が所定の値以下であれば、圧縮器の現在動作状態が維持さ
れる（Ｓ１２０４）。しかし、残っている動作時間が所定の値以上であれば、電力消費量
を低減させなければならず、圧縮器の電力消費量減少動作を実行する（Ｓ１２０５）。
【０１４３】
　この場合、圧縮器の動作速度または動作頻度は、電力消費量減少動作の実行に合わせて
調整される。
【０１４４】
　一方、圧縮器の電力消費量減少動作または内部ファンモーターの消費電力減少によるエ
アコンの減少した冷却能力を補償するために、内部ファンモーターが制御されて、内部フ
ァンの回転数を調整することができる。
【０１４５】
　この場合、減少した冷却能力を補償するために、空気排出量及びファンの回転数を増加
させる。一方、判断の結果、内部ファンの電力消費量を低減しなければならない場合は、
内部ファンの回転数を減少させることができる。
【０１４６】
　その後、圧縮器の動作が終了するか否かが判断される（Ｓ１２０７）。圧縮器の動作が
完了した場合、待機状態はピーク時間帯（または高い請求料金時間帯）が終了するまで維
持される（Ｓ１２０８）。
【０１４７】
　図１３は、家庭用電気製品のうち、冷蔵庫に設けられる除霜用ヒータのための省電力動
作モードの制御流れ図である。
【０１４８】
　まず、除霜用ヒーターが動作するか否かが判断される（Ｓ１３０１）。除霜用ヒーター
が現在動作していないと、すなわち、除霜用ヒーターが動作する前であれば、動作を開始
せずに、待機状態を維持する（Ｓ１３０２）。
【０１４９】
　ここで、待機状態とは、除霜用ヒーターの予想動作時間が、ピーク時間帯以前に始まり
ながら、ピーク時間帯（または高い請求料金時間帯）に属する場合に、ピーク時間帯（ま
たは高い請求料金時間帯）が終了するまで除霜用ヒーターの動作が待機中である状態を指
す。
【０１５０】
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　この場合、除霜用ヒーターの実質的な動作時間を、除霜が完全に行われる遅延時間だけ
延長することができる。
【０１５１】
　判断の結果、除霜用ヒーターが動作中であれば、除霜用ヒーターの残っている動作時間
は所定の値以下である（Ｓ１３０３）。現在、残っている動作時間が所定の値以下であれ
ば、現在の除霜動作が維持される（Ｓ１３０４）。
【０１５２】
　しかし、除霜用ヒーターの残っている動作時間が、所定の値以上であれば、ヒーターの
加熱量を減らして電力消費量を低減させる（Ｓ１３０５）。
【０１５３】
　上記の状態を維持しながら、除霜用ヒーターの動作が完了したか否かを判断する（Ｓ１
３０６）。一旦除霜用ヒーターの動作が完了すると、待機状態は、ピーク時間帯が終了す
るまで維持される（Ｓ１３０７）。
【０１５４】
　図１４は、家庭用電気製品のうち、冷蔵庫に設けられている製氷機のための省電力動作
モードの制御流れ図である。
【０１５５】
　まず、製氷機が動作するか否かが判断される（Ｓ１４０１）。製氷機が現在動作してい
ないと、すなわち、製氷機が動作する前であれば、待機状態は、動作を開始せずに維持さ
れる（Ｓ１４０２）。
【０１５６】
　ここでいう待機状態は、製氷機の予想動作時間がピーク時間帯（または高い請求料金時
間帯）の前に始まりながら、ピーク時間帯（または高い請求料金時間帯）に属する場合は
、ピーク時間帯（または高い請求料金時間帯）が終了するまで製氷機の動作が待機中であ
る状態を指す。
【０１５７】
　判断の結果、製氷機が動作中であれば、現在、氷箱中に保管している氷の量は所定の値
以上である（Ｓ１４０３）。
【０１５８】
　氷の量が所定の値以上であれば、それ以上氷を作る必要がないため、製氷機の動作は中
断し、待機状態を持続する。すると、吐出ヒーターまたは給水モーターの動作が中断され
、よって、電力消費が中断される。
【０１５９】
　氷箱中に保管している氷の量が所定の値以下であれば、氷をさらに作る必要があり、製
氷動作が実行される（Ｓ１４０５）。
【０１６０】
　その後、製氷動作が完了したか否か判断する（Ｓ１４０６）。判断の結果、製氷動作が
完了すると、待機状態は、ピーク時間帯が終了するまで維持される（Ｓ１４０７）。
【０１６１】
　図１５は、家庭用電気製品のうち、冷却器具のための電力節減制御方法を示す図である
。
【０１６２】
　まず、ヒーターが動作するか否かが判断される（Ｓ１５０１）。現在、ヒーターが動作
していないと、すなわち、ヒーターが動作する前であれば、動作を開始することなく待機
状態が維持される（Ｓ１５０２）。
【０１６３】
　ここでいう待機状態は、ヒーターの予想動作時間がピーク時間帯以前に始まりながらピ
ーク時間帯（または高い請求料金時間帯）に属する場合に、ピーク時間帯（または高い請
求料金時間帯）が終了するまでヒーターの動作が待機中の状態を指す。
【０１６４】



(19) JP 2013-508875 A 2013.3.7

10

20

　判断の結果、ヒーターが動作中であれば、複数のヒーターが設けられているか否かが判
断される（Ｓ１５０３）。
【０１６５】
　判断の結果、複数のヒーターが設けられていると、所定個数のヒーターがオフ状態に制
御される（Ｓ１５０９）。
【０１６６】
　しかし、一つのヒーターが設けられていると、ヒーターの残っている動作時間が所定の
値以下であるか否か判断される（Ｓ１５０４）。
【０１６７】
　ヒーターは、加熱程度によってオフ状態または他の動作モード（第１段階、第２段階、
または第３段階）に制御される。
【０１６８】
　現在残っている動作時間が所定の値以下であれば、現在の動作状態が維持される（Ｓ１
５０５）。
【０１６９】
　しかし、残っている動作時間が所定の値以上であれば、ヒーターにより生成される熱の
量が減少して電力消費量が低減する（Ｓ１５０６）。
【０１７０】
　その後、上記の状態が維持されながら、ヒーターの動作が完了したか否かが判断される
（Ｓ１５０７）。判断の結果、ヒーターの動作が完了した場合は、待機状態が、ピーク時
間帯が終了するまで維持される（Ｓ１５０８）。
【０１７１】
　本発明の思想や範囲から逸脱することなく、本発明の様々な変形及び変更が可能である
ということが、当業者には理解されるであろう。したがって、添付した請求項及びこれら
請求項と均等の範囲内にある変形及び変更はいずれも、本発明の範囲に含まれるものと解
釈すべきである。
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