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(57)【要約】
【課題】除霜運転時間を必要最小限に抑える。
【解決手段】冷却運転の途中でオフサイクル除霜運転が
開始されると、熱量演算部４１において、１０秒ごとに
除霜サーミスタ３３の検知温度に基づいて同１０秒間に
冷却器１６に付与された熱量が演算されて、熱量積算部
４２で熱量が積算され、その積算値が予め定められた基
準値Ｑｄに達したところで、除霜終了判定部４３により
除霜が終了したと見なされ、除霜運転が終了されて冷却
運転が再開される。除霜が開始されてから除霜するべく
冷却器１６に対して与えられた熱量が基準値Ｑｄに達し
たときに除霜終了するようにしたから、冷却器１６の温
度が除霜終了温度に達したことを待って除霜終了するも
のと比較すると、特に冷却器１６の温度が低温に留めら
れるような条件下において、除霜時間が大幅に短縮され
る。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
冷凍装置の駆動により冷却器に冷媒が供給され、この冷却器と熱交換して生成された冷気
が庫内に循環流通されることで冷却される冷却運転が行われ、かつその途中で前記冷却器
の着霜を除去する除霜運転が行われる冷却貯蔵庫において、
　前記冷却器の温度を検知する温度検知手段と、
　除霜運転の開始後における一定時間間隔ごとに、前記温度検知手段の検知温度に基づい
て前記一定時間中に前記冷却器に付与された熱量を演算する熱量演算手段と、
　前記各熱量を積算する熱量積算手段と、
　前記熱量積算手段で得られた積算値が予め定めた基準値に達した場合に除霜運転を終了
して冷却運転を再開する除霜終了判定手段と、
が具備されていることを特徴とする冷却貯蔵庫の除霜制御装置。
【請求項２】
前記除霜終了判定手段は、前記温度検知手段による検知温度が所定値以上となった場合に
、前記熱量の積算値が基準値に達していないにも拘わらず除霜運転を終了する機能を備え
ていることを特徴とする請求項１記載の冷却貯蔵庫の除霜制御装置。
【請求項３】
前記除霜運転が、前記冷凍装置の停止状態を継続することにより前記冷却器の除霜を行う
オフサイクル除霜運転の場合には、前記熱量積算手段は、庫内設定温度が所定値以下また
は外気温度が所定値以下の低温条件のときに限り実行されるようになっていることを特徴
とする請求項１または請求項２記載の冷却貯蔵庫の除霜制御装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冷却貯蔵庫における除霜制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　冷却貯蔵庫において冷却器に付着した霜を除去する除霜運転の一方式として、冷凍装置
を停止して冷媒の供給を停止した状態に冷却器を放置することにより、いわゆる自然除霜
を行うオフサイクル除霜方式が知られている（例えば、特許文献１参照）。この方式では
一般に、冷却器の温度を検知し、同検知温度が所定温度に達したところで、除霜運転を終
了するようにしている。
【特許文献１】特開平４－２１７７６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら上記方法では、庫内設定温度が低い場合や、外気温度が低い場合には、冷
却器の温度上昇が非常にゆっくりとした速度になるため、ほとんど霜が融けているにも拘
わらず冷却器が除霜終了検知温度までなかなか上昇せず、除霜運転時間がいたずらに長く
なって、貯蔵物に悪影響を及ぼすおそれがあった。　
　なお、冷却器をヒータやホットガスで加熱する加熱除霜方式でも、庫内設定温度や外気
温度が低い場合には、冷却器の温度上昇が鈍り勝ちとなる。　
　本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、その目的は、除霜運転
時間を必要最小限に抑えるところにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記の目的を達成するための手段として、請求項１の発明は、冷凍装置の駆動により冷
却器に冷媒が供給され、この冷却器と熱交換して生成された冷気が庫内に循環流通される
ことで冷却される冷却運転が行われ、かつその途中で前記冷却器の着霜を除去する除霜運
転が行われる冷却貯蔵庫において、前記冷却器の温度を検知する温度検知手段と、除霜運
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転の開始後における一定時間間隔ごとに、前記温度検知手段の検知温度に基づいて前記一
定時間中に前記冷却器に付与された熱量を演算する熱量演算手段と、前記各熱量を積算す
る熱量積算手段と、前記熱量積算手段で得られた積算値が予め定めた基準値に達した場合
に除霜運転を終了して冷却運転を再開する除霜終了判定手段と、が具備されている構成と
したところに特徴を有する。
【０００５】
　請求項２の発明は、請求項１に記載のものにおいて、前記除霜終了判定手段は、前記温
度検知手段による検知温度が所定値以上となった場合に、前記熱量の積算値が基準値に達
していないにも拘わらず除霜運転を終了する機能を備えているところに特徴を有する。
【０００６】
　請求項３の発明は、請求項１または請求項２に記載のものにおいて、前記除霜運転が、
前記冷凍装置の停止状態を継続することにより前記冷却器の除霜を行うオフサイクル除霜
運転の場合には、前記熱量積算手段は、庫内設定温度が所定値以下または外気温度が所定
値以下の低温条件のときに限り実行されるようになっているところに特徴を有する。
【発明の効果】
【０００７】
　＜請求項１の発明＞
　除霜運転が開始されると、熱量演算手段により、一定時間間隔ごとに、温度検知手段の
検知温度に基づいてその一定時間中に冷却器に付与された熱量が演算されて、各熱量が熱
量積算手段で積算され、その積算値が予め定められた基準値に達したところで、除霜終了
判定手段により除霜が終了したと見なされ、除霜運転が終了されて冷却運転が再開される
。　
　すなわち本発明では、除霜が開始されてから除霜するべく冷却器に対して与えられた熱
量が基準値に達したときに除霜終了するようにしたから、従来の冷却器の温度が除霜終了
温度に達したことを待って除霜終了するものと比較すると、特に冷却器の温度が低温に留
められるような場合において、除霜時間を大幅に短縮することができる。そのため、貯蔵
された食材等に悪影響を及ぼすことがことが防止される。
【０００８】
　＜請求項２の発明＞
　除霜のタイミングによっては、着霜量が少ない等で除霜が短時間で完了する場合がある
。そのときは、冷却器が低温になりやすい条件ではあっても、比較的早期に冷却器の温度
が除霜終了温度に上昇する可能性があり、そのときは、冷却器自身の温度上昇を待って除
霜終了と見なす方が選択される。熱量積算制御により逆に除霜時間が掛かり過ぎることが
回避される。
【０００９】
　＜請求項３の発明＞
　オフサイクル除霜運転では、庫内設定温度や外気温度が低い場合に冷却器の温度上昇に
時間が掛かることが顕著であるから、そのような条件下で、冷却器に付与された積算熱量
により除霜を終了する制御を行うことは、除霜時間の短縮にきわめて有効となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　＜実施形態１＞
　本発明の実施形態１を図１ないし図４に基づいて説明する。この実施形態では、横型（
テーブル型）の冷却貯蔵庫を例示している。　
　本実施形態の冷却貯蔵庫は、図１に示すように、前面に開口した断熱箱体からなる貯蔵
庫本体１０を有し、内部が貯蔵室１１となっており、同貯蔵室１１の前面開口に断熱扉（
図示せず）が揺動開閉可能に装着されている。　
　本体１０の正面から見た左側部には機械室１３が設けられ、同機械室１３内の上部には
、貯蔵室１１と連通した断熱性の冷却器室１５が張り出し形成され、同冷却器室１５には
冷却器１６と冷却ファン１７とが装備されている。一方、冷却器室１５の下方から左側方
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にわたるスペースには、圧縮機２１、凝縮器２２等からなる冷凍装置２０が収納され、冷
却器１６と冷媒管により循環接続されている。　
　また、冷却器室１５の底面には、冷却器１６からの除霜水を受けるドレンパン２４が設
けられ、同ドレンパン２４の最深部から垂設されたドレン管２４Ａが機械室１３内に突出
し、その突出端にドレンホース２５が接続されて所定の排水箇所に導出されている。
【００１１】
　冷却運転は、圧縮機２１と冷却ファン１７とが駆動されることによって行われ、図１の
矢線に示すように、ダクト２６の下部側の吸込口２７から吸い込まれた庫内空気が、冷却
器１６内を上方に流通する間に熱交換により冷気が生成され、この冷気が吹出口２８から
貯蔵室１１の天井側に吹き出されるといった循環流が生じることにより、貯蔵室１１内が
冷却される。この間、吸込口２７付近に設けられた庫内サーミスタ２９で検知された庫内
温度が、予め定められた庫内設定温度よりも低くなると、圧縮機２１と冷却ファン１７の
駆動が停止され、逆に庫内温度が庫内設定温度よりも高くなると、圧縮機２１と冷却ファ
ン１７が駆動されるといったことが繰り返され、貯蔵室１１内がほぼ庫内設定温度に維持
されるようになっている（図４参照）。
【００１２】
　一方、冷却運転の途中で除霜運転が行われるようになっている。この実施形態の除霜形
式は、圧縮機２１を停止した状態で自然除霜を行うオフサイクル除霜形式であって、オー
ルデイタイマ３１（図２）によって例えば３時間ごとに実行されるようになっている。　
　また、冷却器１６には、冷却器１６の温度を検知する除霜サーミスタ３３が取り付けら
れており、除霜運転中において、除霜サーミスタ３３の検知温度、すなわち冷却器１６の
温度が、予め定められた設定温度に達したら、除霜が終了したと見なされるようになって
いる。本実施形態では、設定温度が「５℃」に定められており、以下この設定温度を除霜
終了温度という。
【００１３】
　本実施形態では、冷却器１６の温度が低温に留められる可能性がある条件下においては
、冷却器１６が除霜終了温度まで上昇した場合ではなく、除霜が開始されてから除霜する
べく冷却器１６に対して与えられた熱量が所定値に達したときに、除霜が終了したと見な
すような制御が実行可能となっている。　
　本実施形態では、上記の低温条件の一つとして、庫内設定温度を考慮し、庫内設定温度
が「０℃以下」の場合に限って上記制御を行うようになっている。　
　同制御を伴う除霜運転は、図２に示す制御装置４０に格納されたプログラムに基づいて
行われるようになっており、制御装置４０の入力側には、オールデイタイマ３１、庫内設
定温度入力部３２、除霜サーミスタ３３が接続されている。制御装置４０には、除霜運転
の開始後における一定時間間隔ごとに、除霜サーミスタ３３の検知温度に基づいて同一定
時間中に冷却器１６に付与された熱量Ｑｉ（Ｊ）を演算する熱量演算部４１と、各熱量Ｑ
ｉを積算する熱量積算部４２と、同積算値Ｑａを予め定められた熱量基準値Ｑｄとを比較
して、積算値Ｑａが熱量基準値Ｑｄに達した場合に除霜終了信号を出す除霜終了判定部４
３が設けられている。
【００１４】
　熱量演算部４１では具体的には、１０秒ごとに、除霜サーミスタ３３の検知温度と「０
℃」の差と、経過時間（１０秒）との積が演算される。ただし熱量演算部４１は、除霜サ
ーミスタ３３の検知温度が１．５℃以上である場合に限り、上記の演算を行う。除霜サー
ミスタ３３の検知機能のばらつきを考慮し、冷却器１６の温度が確実に０℃を越えている
場合に限って、熱量の演算を行う意味である。
【００１５】
　除霜終了判定部４３に設定される熱量基準値Ｑｄは、「１６００」である。これは、冷
却器１６の除霜を完了することに要する経験的な熱量に基づいて定められている。また、
除霜終了信号は、冷却運転制御部４５に出力され、冷却運転に切り替わるようになってい
る。さらに除霜終了判定部４３は、積算値Ｑａが熱量基準値Ｑｄに達する前であっても、
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除霜サーミスタ３３が除霜終了温度５℃を検知した場合には、除霜終了信号を出力するよ
うになっている。
【００１６】
　以下、本実施形態の作動を、図３のフローチャート並びに図４のタイミングチャートを
参照して説明する。　
　ここでは、庫内設定温度が「－３℃」の場合を例示しており、すなわち低温条件下にあ
ることで除霜運転制御が実行され、また、同除霜運転は３時間ごとに行われる。　
　図４において、冷却運転中は既述したように、庫内サーミスタ２９で検知された庫内温
度が、庫内設定温度（－３℃）よりも高いか低いかにより、圧縮機２１と冷却ファン１７
の駆動とその停止とが制御され、貯蔵室１１内がほぼ庫内設定温度（－３℃）に維持され
る。
【００１７】
　冷却運転の途中で除霜開始のタイミングＴｄになると、圧縮機２１が停止され、冷却器
１６の温度（除霜サーミスタ３３の検知温度）が次第に上昇しながら、オフサイクル除霜
が実行される。一方、同除霜が開始されると、図３に示すように、１０秒ごと（ステップ
Ｓ１が「Ｙｅｓ」）に、ステップＳ２で除霜サーミスタ３３の検知温度が取り込まれる。
同検知温度が１．５℃以上となるまでは、次のステップには進まない。検知温度が１．５
℃以上になると（ステップＳ３が「Ｙｅｓ」）、同検知温度が５℃を越えないことを条件
に（ステップＳ４が「Ｎｏ」）、熱量演算部４１において、除霜サーミスタ３３の検知温
度と「０℃」の差と、経過時間（１０秒）との積である熱量Ｑｉが演算され（ステップＳ
５）、続いて熱量積算部４２で上記の演算された熱量Ｑｉが積算される（ステップＳ６）
。
【００１８】
　以後原則的に、１０秒ごとに熱量Ｑｉが演算されて、同演算値が積算される。なおこの
間に、除霜サーミスタ３３の検知温度が１．５℃未満のときがあると（ステップＳ３が「
Ｎｏ」）、熱量の演算とその積算は行われない。そののち、積算値Ｑａが予め定められた
基準値Ｑｄに達すると、除霜が完了したと見なされて、除霜終了判定部４３から除霜終了
信号が冷却運転制御部４５に送出され（ステップＳ８）、冷却運転が再開される。　
　なお、積算値Ｑａが基準値Ｑｄに達する前であっても、除霜サーミスタ３３が除霜終了
温度５℃を検知した場合には（ステップＳ４が「Ｙｅｓ」）、除霜が完了したと見なされ
て、同じく除霜終了判定部４３から除霜終了信号が冷却運転制御部４５に送出され（ステ
ップＳ８）、冷却運転が再開される。
【００１９】
　今回のように、庫内設定温度が「－３℃」で、外気温度が常温（２５℃）である条件の
下、３時間ごとにオフサイクル除霜を行った場合、従来における冷却器１６の温度が除霜
終了温度（５℃）に達したことを待って除霜終了するようにしたものでは、同除霜時間に
「１６８分」掛かっていたのに対して、本実施形態のように、除霜が開始されてから除霜
するべく冷却器１６に対して与えられた熱量が所定値に達したときに、除霜終了するもの
では、除霜時間が「５６分」であって、除霜時間が１／３に減少したことが実験により確
認されている。
【００２０】
　このように本実施形態によれば、除霜が開始されてから除霜するべく冷却器１６に対し
て与えられた熱量が基準値に達したときに除霜終了するようにしている。この方法によれ
ば、部分的に僅かな霜が残る可能性はあるが、規定熱量を確実に与えることができること
で大部分の霜を融かすことができ、所望の除霜能力が確実に得られる。結果、従来の冷却
器１６の温度が除霜終了温度に達したことを待って除霜終了するものと比較すると、特に
冷却器１６の温度が低温に留められるような場合において、除霜時間を大幅に短縮するこ
とができる。そのため、貯蔵された食材等に悪影響を及ぼすことがことが防止される。
【００２１】
　一方、除霜のタイミング等によっては、着霜量が少ない等で除霜が短時間で完了する場
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合がある。そのときは、冷却器１６が低温になりやすい条件ではあっても、比較的早期に
冷却器１６の温度が除霜終了温度に上昇する可能性があり、その場合は、冷却器１６自身
の温度上昇を待って除霜終了と見なす方が選択される。熱量積算制御により逆に除霜時間
が長くなることが回避される。
【００２２】
　＜実施形態２＞
　次に、本発明の実施形態２を説明する。実施形態１では、冷却器１６の温度が低温とな
りやすい条件として、庫内設定温度が低い場合を例示したが、この実施形態２では、外気
温度が低い場合を選択している。　
　そのため、図２の鎖線に示すように、制御装置４０の入力側には、外気温度サーミスタ
５０が接続され、同サーミスタ５０による検知温度が所定値以下であったときに、実施形
態１に示した熱量積算方式による除霜制御を行うようになっている。
【００２３】
　なお、庫内設定温度が所定値以下であることと、外気温度が所定値以下であることとの
いずれか一方の条件を満たしたとき、あるいは両方の条件を満たしたときに、熱量積算方
式の除霜制御を実行するようにしてもよい。　
　また、外気温度サーミスタ５０としては、凝縮器２２の出口に設けられた目詰まりサー
ミスタで兼用してもよい。
【００２４】
　＜他の実施形態＞
　本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例え
ば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれ、さらに、下記以外にも要旨を逸脱
しない範囲内で種々変更して実施することができる。　
　（１）オフサイクル除霜方式で熱量積算式の除霜制御する場合において、除霜運転時は
、冷却器温度は庫内温度とほぼ等しいと考えられるから、熱量を演算するべく冷却器の温
度を検知するのに、庫内サーミスタで代替してもよい。　
　（２）マイコンボード上では、簡素化のために、「熱量」について経過時間（１０秒）
を含まない値で示すようにしてもよく、その場合、熱量基準値は、「１６０」を記憶させ
る。　
　（３）上記実施形態に示した熱量基準値は一例であって、冷却器の容量、冷凍能力等の
条件に応じ、冷却器の除霜を完了することに必要とする最適の熱量を、実験、経験等に基
づいて定めればよい。　
　（４）さらに、上記実施形態に例示した除霜運転の間隔（３時間ごと）、熱量演算の時
間間隔（１０秒）等の数値も、他の数値に変更できる。
【００２５】
　（５）本発明は、冷却器をヒータやホットガスで加熱する加熱除霜方式のものにも適用
できる。加熱除霜方式の場合も、庫内設定温度や外気温度が低い場合には、オフサイクル
除霜方式ほどではないとしても、冷却器の温度上昇が遅れる可能性があるから、同様に熱
量積算式の除霜制御することで、的確な除霜時間に抑えることが可能となる。　
　（６）なお、オフサイクル除霜方式の場合には、庫内灯を点灯するとともに冷却ファン
を駆動すると、庫内灯の発熱を除霜に利用することができ、除霜時間の短縮が図られる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の実施形態１に係る冷却貯蔵庫の内部構造を示す断面図
【図２】除霜制御系統のブロック図
【図３】除霜制御のフローチャート
【図４】運転のタイミングチャート
【符号の説明】
【００２７】
　１１…貯蔵室　１６…冷却器　１７…冷却ファン　２０…冷凍装置　３１…オールデイ
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タイマ　３２…庫内設定温度入力部　３３…除霜サーミスタ（温度検知手段）　４０…制
御装置　４１…熱量演算部（熱量演算手段）　４２…熱量積算部（熱量積算手段）　４３
…除霜終了判定部（除霜終了判定手段）

【図１】 【図２】
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