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(57)【要約】
【課題】一般家庭に使用される除湿装置において、各家
庭の電気料金契約のうちで電気料金が割安な時間帯に集
中して運転を行って、電気料金を節約することを目的と
する。
【解決手段】時計機能と節約運転スイッチとを備え、前
記節約運転スイッチが押されると各家庭の電気料金契約
のうちで電気料金が割安な時間帯以外では、通常運転よ
りも消費電力の低い運転を行う構成にしたことにより、
電気料金が割安となる時間帯を認識して、使用者が電力
会社と契約している電気料金が割安な時間帯に除湿装置
の除湿能力を集中して運転することを可能にし、使用者
にとって電気料金の節約効果が増大するという効果が得
られる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
時計機能と節約運転スイッチとを備え、前記節約運転スイッチが押されると各家庭の電気
料金契約のうちで電気料金が割安な時間帯以外では、通常運転よりも消費電力の低い運転
を行うことを特徴とする除湿装置。
【請求項２】
各家庭の電気料金契約のうちで電気料金が割安な時間帯の開始時間から一定時間遅く、通
常運転よりも消費電力の低い運転から通常運転に切り替えることを特徴とする請求項１に
記載の除湿装置。
【請求項３】
各家庭の電気料金契約のうちで電気料金が割安な時間帯の終了時間から一定時間早く、通
常運転よりも消費電力の低い運転に切り替えることを特徴とする請求項１乃至２のいずれ
かに記載の除湿装置。
【請求項４】
各家庭の電気料金契約のうちで電気料金が割安な時間帯の終了までの残り時間が一定時間
以内になったときは、通常運転よりも除湿能力の高い運転に切り替えることを特徴とする
請求項１乃至３のいずれかに記載の除湿装置。
【請求項５】
節約運転時間設定スイッチを備え、各家庭の電気料金契約のうちで電気料金が割安な時間
帯を任意に設定できることを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の除湿装置。
【請求項６】
各家庭の電気料金契約のうちで電気料金が割安な時間帯や現在時刻などの時刻を表示する
時刻表示手段を備えたことを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載の除湿装置。
【請求項７】
各家庭の電気料金契約のうちで電気料金が割安な時間帯などを記憶する記憶手段を備えた
ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載の除湿装置。
【請求項８】
各家庭の電気料金契約のうちで電気料金が割安な時間帯を超えた時間帯の運転を任意に選
択できることを特徴とする請求項１乃至７のいずれかに記載の除湿装置。
【請求項９】
各家庭の電気料金契約のうちで電気料金が割安な時間帯を超えた時間帯の運転を最も消費
電力が低い運転にすることを特徴とする請求項１乃至８のいずれかに記載の除湿装置。
【請求項１０】
各家庭の電気料金契約のうちで電気料金が割安な時間帯を超えた時間帯では運転を停止す
ることを特徴とする請求項１乃至８のいずれかに記載の除湿装置。
【請求項１１】
各家庭の電気料金契約のうちで電気料金が割安な時間帯を超えた時間帯の運転を送風にす
ることを特徴とする請求項１乃至８のいずれかに記載の除湿装置。
【請求項１２】
各家庭の電気料金契約のうちで電気料金が割安な時間帯を超えた時間帯ではヒーターを駆
動しないことを特徴とする請求項１乃至８のいずれかに記載の除湿装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主に一般家庭における室内の除湿もしくは室内に干した洗濯物の乾燥に使用
される除湿装置の電気代の節約に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種に関する除湿装置は、衣類などの被乾燥物の乾き具合を室内の湿度や温度
などから判断し、無駄な運転をすることなく停止する省エネルギーな機能を搭載したもの
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が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　以下、その除湿装置について説明する。
【０００４】
　衣類などの被乾燥物の表面温度を検知する赤外線センサを搭載し、室温と衣類などの被
乾燥物の表面温度との温度状態を比較して、衣類などの被乾燥物が乾燥したかどうかを精
度良く判断し、無駄な運転をすることなく停止する省エネルギーな除湿装置である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－２４０１００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このような従来の除湿装置では、湿度センサや室温サーミスタや赤外線センサなどによ
る湿度や温度の検知結果から衣類などの被乾燥物の乾燥度合いを判断し、無駄な運転を行
わない省エネルギーな機能しか搭載していないことにより、使用者が電力会社と電気料金
が割安となる時間帯を含んだ契約を結んでいる場合には、使用者が電力会社と契約してい
る電気料金の割安な時間帯に除湿装置の除湿能力を集中して運転させて、電気料金を節約
することが困難であるという課題を有していた。
【０００７】
　そこで本発明は、上記従来の課題を解決するものであり、使用者が電力会社と電気料金
が割安となる時間帯を含んだ契約を結んでいる場合には、使用者が電力会社と契約してい
る電気料金の割安な時間帯に除湿装置の除湿能力を集中して運転させて、電気料金を節約
することができる除湿装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　そして、この目的を達成するために、本発明は、時計機能と節約運転スイッチとを備え
、前記節約運転スイッチが押されると各家庭の電気料金契約のうちで電気料金が割安な時
間帯以外では、通常運転よりも消費電力の低い運転を行うことを特徴としたものであり、
これにより所期の目的を達成するものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、時計機能と節約運転スイッチとを備え、前記節約運転スイッチが押さ
れると各家庭の電気料金契約のうちで電気料金が割安な時間帯以外では、通常運転よりも
消費電力の低い運転を行う構成にしたことにより、電気料金が割安となる時間帯を認識し
て、使用者が電力会社と契約している電気料金が割安な時間帯に除湿装置の除湿能力を集
中して運転することを可能にし、使用者にとって電気料金の節約効果が増大するという効
果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態１の除湿装置の図
【図２】本発明の実施の形態１の除湿装置の内部の図
【図３】同除湿装置の節約運転の第１のフローチャート
【図４】同除湿装置の節約運転の第２のフローチャート
【図５】同除湿装置の節約運転スイッチの図
【図６】本発明の実施の形態２の除湿装置の図
【図７】本発明の実施の形態２の節約運転時間設定スイッチの図
【図８】本発明の実施の形態３の除湿装置の図
【図９】本発明の実施の形態３の時刻表示手段の図
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【図１０】本発明の実施の形態４の除湿装置の内部の図
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の請求項１記載の除湿装置は、時計機能と節約運転スイッチとを備え、前記節約
運転スイッチが押されると各家庭の電気料金契約のうちで電気料金が割安な時間帯以外で
は、通常運転よりも消費電力の低い運転を行う構成を有する。これにより、電気料金が割
安となる時間帯を認識して、使用者が電力会社と契約している電気料金が割安な時間帯に
除湿装置の除湿能力を集中して運転することを可能にし、使用者にとって電気料金の節約
効果が増大するという効果を奏する。
【００１２】
　また、各家庭の電気料金契約のうちで電気料金が割安な時間帯の開始時間から一定時間
遅く、通常運転よりも消費電力の低い運転から通常運転に切り替える構成にしてもよい。
これにより、割安な電気料金の時間帯に確実に入ってから消費電力の多い運転に切り替え
ることができるという効果を奏する。
【００１３】
　また、各家庭の電気料金契約のうちで電気料金が割安な時間帯の終了時間から一定時間
早く、通常運転よりも消費電力の低い運転に切り替える構成にしてもよい。これにより、
割安な電気料金の時間帯の範囲内で確実に消費電力の低い運転に切り替えることができる
という効果を奏する。
【００１４】
　また、各家庭の電気料金契約のうちで電気料金が割安な時間帯の終了までの残り時間が
一定時間以内になったときは、通常運転よりも除湿能力の高い運転に切り替える構成にし
てもよい。これにより、割安な電気料金の時間帯に衣類などの被乾燥物を可能な限り乾燥
させることができるという効果を奏する。
【００１５】
　また、節約運転時間設定スイッチを備え、各家庭の電気料金契約のうちで電気料金が割
安な時間帯を任意に設定できる構成にしてもよい。これにより、使用者が電力会社と個別
に契約している電気料金が割安な時間帯に除湿装置を使用することができるという効果を
奏する。
【００１６】
　また、各家庭の電気料金契約のうちで電気料金が割安な時間帯や現在時刻などの時刻を
表示する時刻表示手段を備えた構成にしてもよい。これにより、使用者が電力会社と個別
に契約している電気料金が割安な時間帯と除湿装置の認識している時間を確認することが
できるという効果を奏する。
【００１７】
　また、各家庭の電気料金契約のうちで電気料金が割安な時間帯などを記憶する記憶手段
を備えた構成にしてもよい。これにより、マイコンなどの制御装置への電源供給が停止し
ても、使用者が電力会社と個別に契約している電気料金が割安な時間帯などを記憶してお
くことができるという効果を奏する。
【００１８】
　また、各家庭の電気料金契約のうちで電気料金が割安な時間帯を超えた時間帯の運転を
任意に選択できる構成にしてもよい。これにより、使用者が電気料金の割安な時間帯まで
の運転や電気料金の割安な時間帯を超えた後の運転を任意に設定できるという効果を奏す
る。
【００１９】
　また、各家庭の電気料金契約のうちで電気料金が割安な時間帯を超えた時間帯の運転を
最も消費電力が低い運転にする構成にしてもよい。これにより、使用者が除湿装置の様々
な運転の消費電力を知らなくても容易に電気代を節約する運転をすることができるという
効果を奏する。
【００２０】
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　また、各家庭の電気料金契約のうちで電気料金が割安な時間帯を超えた時間帯では運転
を停止する構成にしてもよい。これにより、電気料金が割安な時間帯を超えた時間帯では
確実に除湿装置を停止することができるという効果を奏する。
【００２１】
　また、各家庭の電気料金契約のうちで電気料金が割安な時間帯を超えた時間帯の運転を
送風にする構成にしてもよい。これにより、衣類などの被乾燥物の周辺から湿度の高い空
気を吹き飛ばして、被乾燥物を乾燥することができるという効果を奏する。
【００２２】
　また、各家庭の電気料金契約のうちで電気料金が割安な時間帯を超えた時間帯ではヒー
ターを駆動しない構成にしてもよい。これにより、電気料金が割安な時間帯を超えた時間
帯では多くの消費電力を必要とする除湿運転を確実に行わないという効果を奏する。
【００２３】
　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。
【００２４】
　（実施の形態１）
　図１と図２に本発明に関わる除湿装置の全体構成を示す。
【００２５】
　図１に示すように、除湿装置は、本体１の天面に除湿装置の操作と運転状態を表示する
ための操作表示部２と室内の空気を吸い込む吸込口３と除湿された空気を吹き出すための
吹出口４と吹出口４から吹き出す空気の風向を上下方向に変化させるための風向ルーバー
５と水平方向に送風範囲を変化させる送風範囲ルーバー６と除湿した水分を集めるための
タンク７と室内の空気の温度と湿度を検知する温湿度センサ８を備えている。また、操作
表示部２には、各家庭の電気料金契約のうちで電気料金が割安な時間帯以外では、通常運
転よりも消費電力の低い運転を行うための節約運転スイッチ９を備えている。
【００２６】
　図には示していないが、温湿度センサ８は、雰囲気温度の検知と雰囲気湿度の検知がで
きるものであればよく、それぞれサーミスタや高分子センサなどを使用することができる
。また、電気料金が割安な時間帯とは、夜間の系統電源全体の負荷が少ない時間帯の夜間
電力や昼間の系統電源全体の負荷が少ない時間帯のデイタイムなどと呼ばれるものが存在
する。
【００２７】
　図２に示すように、除湿装置の本体１の内部には、除湿装置の制御と各家庭の電気料金
契約のうちで電気料金が割安な時間帯以外では、通常運転よりも消費電力の低い運転を行
うための制御装置１０と、吸い込んだ空気の水分を吸着する吸湿材１１と、吸湿材１１を
加熱して吸湿材１１から水分を放出させるための再生ヒーターＬ１２と再生ヒーターＨ１
３と吸湿材１１から放出される水分を凝縮させるための凝縮器１４と室内の空気を吸込口
３から吸い込んで本体１の内部を循環させて除湿した空気を吹出口４から吹き出すための
ファン１５と風向ルーバー５と送風範囲ルーバー６を駆動するためのステッピングモータ
などが収納されている。ここでは、再生ヒーターは、再生ヒーターＬ１２よりも再生ヒー
ターＨ１３の方が消費電力の大きい構成としているが、それぞれの役割は同じであり、除
湿能力を段階的に調整することを可能とするために、このような構成としている。また、
制御装置１０には、負荷を駆動するためのトライアックやリレーなどの電子部品で構成さ
れた負荷駆動回路１６と、カウンターやタイマーや時計機能などＲＡＭやＲＯＭを内部に
持つマイコン１７と商用電源からマイコン１７への電源供給が遮断されたときにマイコン
１７の機能を維持するためのバックアップ電源１８とを備えている。ここで、マイコン１
７の動作はマイコン内のカウンターやタイマーや時計機能やＲＡＭやＲＯＭが共同するマ
イコンのプログラムの形態で実施され、また、バックアップ電源１８はマイコン１７の動
作を補償する範囲の電圧を維持できるものであればよく、ボタン式リチウム電池などを使
用することができる。
【００２８】
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　上記のように構成した除湿装置において、電気料金が割安になる時間帯を利用して電気
代を節約する除湿装置の運転方法について、図３から図５を参照しながら説明する。
【００２９】
　図３に示すように、ステップ１で除湿装置に電源を投入し、ステップ２で操作表示部２
からの操作により除湿装置の運転を開始する。次に、ステップ３にて節約運転スイッチ９
が押されているかどうかを判断し、節約運転スイッチ９が押されていなければ、ステップ
４に移行してステップ２の操作表示部２で選択した通常運転を行い、節約運転スイッチ９
が押されていればステップ５に移行する。ステップ５にて制御装置１０に搭載されている
マイコン１７に予め記憶させておいた電気料金が割安な時間帯とマイコン１７の現在時刻
とを比較して、電気料金が割安な時間帯であるかどうかを判断する。もし、現在時刻が電
気料金の割安な時間帯でなければ、ステップ６に移行してステップ２の操作表示部２で選
択した通常運転よりも消費電力の少ない節約運転に切り替え、現在時刻が電気料金の割安
な時間帯であれば、ステップ４に移行してステップ２の操作表示部２で選択した通常運転
を行う。このように、除湿装置の運転を開始した後は、ステップ３からステップ６を繰返
し確認しながら除湿装置の運転を行う。このような除湿装置の運転方法により、電気料金
が割安となる時間帯を認識して、使用者が電力会社と契約している電気料金が割安な時間
帯に除湿装置の除湿能力を集中して運転することを可能にし、使用者にとって電気料金の
節約効果が増大する除湿装置が得られる。
【００３０】
　例えば、ステップ２において操作表示部２で選択した除湿装置の通常運転時の負荷が図
２に示した吸湿材１１と再生ヒーターＬ１２と再生ヒーターＨ１３と凝縮器１４とファン
１５である場合において、ステップ６にける除湿装置の節約運転時の負荷を吸湿材１１と
再生ヒーターＬ１２と凝縮器１４とファン１５とすれば、通常運転時よりも再生ヒーター
Ｈ１３の消費電力分だけ低い節約運転が可能となり、電力会社と契約している電気料金の
割安な時間帯に除湿装置の除湿能力を集中して利用することで節約効果を増大することが
できる。このように、再生ヒーターを再生ヒーターＬ１２と再生ヒーターＨ１３のように
２種類のヒーターによる構成とすることで、再生ヒーターの消費電力を４段階に切り替え
て除湿能力を調整することが可能となる。
【００３１】
　ここでは、再生ヒーターを再生ヒーターＬ１２と再生ヒーターＨ１３の２種類による構
成としているが、再生ヒーターの消費電力を変更して除湿能力を調整する方法であれば、
その方法に限定されず、その作用効果に差異は生じない。
【００３２】
　さらに、図４に示すように、ステップ７において各家庭の電気料金契約のうちで電気料
金が割安な時間帯の終了までの時間が一定時間Ｔ以内になったときは、ステップ８に移行
してステップ２において操作表示部２で選択した除湿装置の通常運転よりも除湿能力の高
い運転に切り替えるようにする。このように、除湿装置の運転を開始した後、ステップ３
からステップ８を繰返して運転することにより、割安な電気料金の時間帯に衣類などの被
乾燥物を可能な限り乾燥させることができる除湿装置が得られる。
【００３３】
　例えば、ステップ７の一定時間Ｔを２時間とし、ステップ８における運転を最大除湿能
力の運転に設定しておけば、割安な電気料金の時間帯の終了時間までの残り２時間は、最
大の除湿能力で衣類を乾燥させることができ、割安な電気料金の時間帯を効率良く最大限
に利用することが可能な除湿装置が得られる。
【００３４】
　ここでは、除湿装置の通常運転と節約運転との消費電力の違いを再生ヒーターＨ１３の
みの違いとして説明しているが、節約運転時の消費電力が通常運転時の消費電力よりも常
に小さくなるように運転する方法もしくは節約運転時の消費電力が通常運転時の消費電力
と同等以下となるように運転する方法であれば、その方法に限定されず、その作用効果に
差異は生じない。
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【００３５】
　さらに、図５に示すように、節約運転スイッチ９をスイッチが押される毎に除湿装置の
節約運転として停止と送風とヒーターＯＦＦと自動と選択なしとを順番に切り替えて設定
できる構成とし、図３と図４のステップ２での操作表示部２の操作にて節約運転時の運転
を選択できるようにしておけば、使用者が電気料金が割安な時間帯までの運転や電気料金
が割安な時間帯を超えた後の運転を任意に選択できる除湿装置が得られる。また、節約運
転の自動とは、節約運転を通常運転よりも消費電力が低い運転となるようにマイコン１７
で自動的に制御する運転を想定している。このようにすれば、使用者による任意の選択と
除湿装置による自動運転とを選択することが可能となる。
【００３６】
　ここでは、節約運転として４つの運転方法を選択できる構成としているが、使用者が節
約運転を任意に選択できる方法であれば、その方法に限定されず、その作用効果に差異は
生じない。
【００３７】
　また、図３と図４のステップ５において、各家庭の電気料金契約のうちで電気料金が割
安な時間帯の開始時間から５分遅く、通常運転よりも消費電力の低い運転から通常運転に
移行するようにすれば、割安な電気料金の時間帯に確実に入ってから消費電力の多い運転
に切り替えることができる除湿装置が得られる。
【００３８】
　ここでは、遅らせる時間を５分に設定して説明しているが、遅らせる時間の長さは時計
機能の精度や時計機能の校正方法などを考慮して設定すればよく、割安な電気料金の時間
帯に確実に入ってから除湿装置の運転を切り替える方法であれば、その方法に限定されず
、その作用効果に差異は生じない。
【００３９】
　また、図３と図４のステップ５において、各家庭の電気料金契約のうちで電気料金が割
安な時間帯の終了時間から５分早く、通常運転よりも消費電力の低い運転に移行するよう
にすれば、割安な電気料金の時間帯の範囲内で確実に消費電力の低い運転に切り替えるこ
とができる除湿装置が得られる。
【００４０】
　ここでは、早くする時間を５分に設定して説明しているが、早くする時間の長さは時計
機能の精度や時計機能の校正方法などを考慮して設定すればよく、割安な電気料金の時間
帯の範囲内で確実に消費電力の低い運転に切り替える方法であれば、その方法に限定され
ず、その作用効果に差異は生じない。
【００４１】
　また、図３と図４のステップ６において、各家庭の電気料金契約のうちで電気料金が割
安な時間帯を超えた時間帯の運転を最も消費電力が低い除湿運転になるように移行するよ
うにすれば、使用者が除湿装置の様々な運転の消費電力を知らなくても容易に電気代を節
約する運転をすることができる除湿装置が得られる。
【００４２】
　また、図３と図４のステップ６において、各家庭の電気料金契約のうちで電気料金が割
安な時間帯を超えた時間帯では運転を停止するようにすれば、電気料金が割安な時間帯を
超えた時間帯では確実に除湿装置を停止することができる除湿装置が得られる。
【００４３】
　また、図３と図４のステップ６において、各家庭の電気料金契約のうちで電気料金が割
安な時間帯を超えた時間帯の運転を送風のみにすれば、衣類などの被乾燥物の周辺から湿
度の高い空気を吹き飛ばして、被乾燥物を乾燥することができるという除湿装置が得られ
る。
【００４４】
　また、図３と図４のステップ６において、各家庭の電気料金契約のうちで電気料金が割
安な時間帯を超えた時間帯ではヒーターを駆動しないようにすれば、多くの消費電力を必
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要とする除湿運転を行わない除湿装置が得られる。
【００４５】
　（実施の形態２）
　実施の形態１と同一部分は同一番号を付し、詳細な説明は省略する。
【００４６】
　図６に示すように本体１の操作表示部２に各家庭の電気料金契約のうちで電気料金が割
安な時間帯を任意に設定するための節約運転時間設定スイッチ１９を備えた構成とし、節
約運転時間設定スイッチ１９は、図７に示すように、スイッチを押す毎に電気料金が割安
な時間として、夜間電力に相当する２３時から７時と昼間の系統電源全体の負荷が少ない
時間帯でデイタイムなどと呼ばれる９時から１７時と選択なしとを順番に切り替えて設定
できる構成としている。
【００４７】
　このような構成により、使用者が電力会社と個別に契約している電気料金が割安な時間
帯を任意に選択することが可能になる。さらに、電気料金が割安となる時間帯を認識して
、使用者が任意に選択した割安な時間帯に除湿装置の除湿能力を集中して運転することが
可能となり、使用者にとって電気料金の節約効果が増大する除湿装置が得られる。
【００４８】
　ここでは、節約時間の設定として２つの時間帯を選択できる構成としているが、使用者
が節約の時間帯を任意に選択する方法であれば、その方法に限定されず、その作用効果に
差異は生じない。
【００４９】
　（実施の形態３）
　実施の形態１と実施の形態２と同一部分は同一番号を付し、詳細な説明は省略する。
【００５０】
　図８に示すように、本体１の操作表示部２に各家庭の電気料金契約のうちで電気料金が
割安な時間帯や現在時刻などを表示する時刻表示手段２０を備え、時刻表示手段２０は、
図９に示すように、現在時刻と節約運転時間設定スイッチ１９で選択した電気料金が割安
な時間帯を表示する構成としている。また、時刻表示手段２０は、時刻を表示できるもの
であればよく、液晶などを使用することができる。
【００５１】
　このような構成により、使用者が電力会社と個別に契約している電気料金が割安な時間
帯と除湿装置の認識している時刻を認識しながら運転して、使用者にとって電気料金の節
約効果が増大する除湿装置が得られる。
【００５２】
　図には示していないが、節約運転時間設定スイッチ１９と時刻表示手段２０を用いて、
節約時間を任意に設定することやマイコン１７に任意の節約時間を記憶させるなど、さら
には、現在時刻の修正などに使用することも可能となる。
【００５３】
　ここでは、表示として現在時刻と電気料金が割安な時間帯の２つを表示する構成として
いるが、時間を表示して確認するための方法であれば、その方法に限定されず、その作用
効果に差異は生じない。
【００５４】
　（実施の形態４）
　実施の形態１と実施の形態２と実施の形態３と同一部分は同一番号を付し、詳細な説明
は省略する。
【００５５】
　図１０に示すように、除湿装置の本体１の制御装置１０に各家庭の電気料金契約のうち
で電気料金が割安な時間帯などを記憶するための記憶手段２１を備えた構成とする。また
、記憶手段２１は、商用電源やバックアップ電源１８からマイコン１７への電源供給が停
止したときに情報を記憶できるものであればよく、ＥＥＰＲＯＭなど外付けのＩＣ部品を
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【００５６】
　このような構成により、マイコンなどの制御装置への電源供給が停止しても、使用者が
電力会社と個別に契約している電気料金が割安な時間帯などを記憶しておくことができ、
さらに、使用者が電力会社と個別に契約している電気料金が割安な時間帯を任意に選択す
ることが可能になる。さらに、電気料金契約の割安な時間帯に除湿装置の除湿能力を集中
して運転することが可能となり、使用者にとって電気料金の節約効果が増大する除湿装置
が得られる。
【００５７】
　ここでは、バックアップ電源や外付けの記憶部品を用いた構成としているが、情報を記
憶する方法であれば、その方法に限定されず、その作用効果に差異は生じない。
【産業上の利用可能性】
【００５８】
　本発明にかかる除湿装置は、電気料金が割安な時間帯に運転を集中して運転することを
可能とするものであるので、一般家庭で使用される家電機器の電気料金の節約機能等とし
て有用である。
【符号の説明】
【００５９】
　１　　本体
　２　　操作表示部
　３　　吸込口
　４　　吹出口
　５　　風向ルーバー
　６　　送風範囲ルーバー
　７　　タンク
　８　　温湿度センサ
　９　　節約運転スイッチ
　１０　制御装置
　１１　吸湿材
　１２　再生ヒーターＬ
　１３　再生ヒーターＨ
　１４　凝縮器
　１５　ファン
　１６　負荷駆動回路
　１７　マイコン
　１８　バックアップ電源
　１９　節約運転時間設定スイッチ
　２０　時刻表示手段
　２１　記憶手段
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