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(57)【要約】
本発明は、空調を対象とし且つコールド廊下作用の低減
を目的とする改良型熱回収システムに関する。さらに詳
細には、本発明は、冷媒流体を凝縮または冷却する間に
解放される熱を利用して、その後に、加熱された空気を
分配して供給するために特別に考案されたユニットを使
用して、蓋無し小売り用冷却棚又はその冷却棚の配列を
通過する気流を加熱するシステムに関する。本発明のア
センブリは、前記蓋無し小売り用冷却棚又はその冷却棚
の配列の周囲の領域にいる顧客にとって満足できる快適
レベルを維持するために使用可能な、調整および制御装
置を備えている。本発明のシステムは、これまでの特許
システムの考案に関して飛躍的な進歩を示す。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱を回収して利用するユニットと、
　コールド廊下として知られる作用を軽減するために使用されるユニットであって、傷み
やすい食品の陳列、流通および／または販売のために小売店、大型の小売店または空調が
行われた領域の室内に設置された蓋無し小売用冷却棚又はその冷却棚の配列の下方部分を
通って、加熱された空気を分配して供給するためのユニットと、を備え、
　前記の加熱された空気を分配して供給するためのユニットは、前記蓋無し小売り用冷却
棚又はその冷却棚の配列の下方部分を通して、店舗、大型小売店、空調が行われた領域、
または他のあらゆる場所の室内へ前記加熱された空気を導く機能を有することを特徴とす
る、コールド廊下作用を低減するための空調用の改良型熱回収システム。
【請求項２】
　前記蓋無し小売り用冷却棚又はその冷却棚の配列の近傍部あるいは他のあらゆる場所に
設置された、前記加熱された空気を分配して供給するためのユニットは、あらゆる形式、
形状および構造を有し得ることを特徴とする、請求項１に記載の、コールド廊下作用を低
減するための空調用の改良型熱回収システム。
【請求項３】
　前記コールド廊下作用を低減して空調を行うために使用される手段は、蒸気圧縮による
か否かに関わらず、正または負の温度で作用するあらゆる冷却システムに適用可能であり
、
　該冷却システムにおいて、事前の凝縮および／または冷却プロセスが、あらゆる物理的
性質および化学組成の冷媒流体から所定の物理的な方法により引き起こされ、
　前記プロセスは、前記プロセスの間に解放される熱を、熱媒体の流れとして利用される
別の実用的な流体の温度を上昇させるために利用する目的を有することを特徴とする、請
求項１に記載の、コールド廊下作用を低減するための空調用の改良型熱回収システム。
【請求項４】
　前記蓋無し小売り用冷却棚若しくはそのライン、又は他のあらゆる場所に取り付けられ
た少なくとも１つの熱交換器を空気が通過するときに該空気の温度を上昇させるために後
に使用され、且つ、あらゆる物理的性質を有する第２の機能性流体を加熱することを目的
として、前記改良型熱回収システムは、前記事前の冷媒流体の凝縮および／または冷却プ
ロセスの間にあらゆる物理的性質の冷媒流体により発達させられた熱を、利用可能である
ことを特徴とする、請求項１～３のいずれかに記載の、コールド廊下作用を低減するため
の空調用の改良型熱回収システム。
【請求項５】
　前記の回収ユニット（１５，１６）及び熱利用ユニット（６）に使用される熱交換器の
配置、デザイン及び個数は、設定された冷却力に依存し、前記熱交換器は、あらゆる種類
、配置またはデザインで構成可能であることを特徴とする、請求項１～４のいずれかに記
載の、コールド廊下作用を低減するための空調用の改良型熱回収システム。
【請求項６】
　前記事前の冷媒流体の凝縮および／または冷却プロセスの間に熱を吸収する前記第２の
機能性流体は、断熱タンク（１７）に貯蔵されるか又は貯蔵されないで、その後に蓋無し
小売り用冷却棚若しくはその冷却棚の配列、又は他のあらゆる場所に設けられた熱交換器
（６）に向けて循環されることを特徴とする、請求項１～５のいずれかに記載の、コール
ド廊下作用を低減するための空調用の改良型熱回収システム。
【請求項７】
　前記の加熱された空気を分配して供給するためのユニットは、あらゆる形状、デザイン
および配置で構成可能であり、蓋無し小売り用冷却棚又はその冷却棚の配列の上方の位置
又はその他の位置に配置可能であることを特徴とする、請求項１～６のいずれかに記載の
、コールド廊下作用を低減するための空調用の改良型熱回収システム。
【請求項８】
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　店舗、大型小売店又は空調が行われる領域の室内へ空気を導く、空気（４）を導いて分
配するためのダクトは、蓋無し小売り用冷却棚又はその冷却棚の配列の下方部分に位置す
る前記加熱された空気（１）のための流路を供給する排気口で終結することを特徴とする
、請求項１～７のいずれかに記載の、コールド廊下作用を低減するための空調用の改良型
熱回収システム。
【請求項９】
　設備の機能性パラメータの適切な制御を許可する、調整および制御を行う装置（１９）
が使用されることを特徴とする、請求項１～８のいずれかに記載の、コールド廊下作用を
低減するための空調用の改良型熱回収システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、蓋無しの小売り用冷却棚またはその冷却棚の配列に生じるコールド
廊下作用を低減するための空調用の改良型熱回収システムに関する。
【０００２】
　小売店に見られる冷却棚の冷却回路に属する、凝縮ユニット、或いは、凝縮ユニットと
、コンプレッサの、又は正若しくは負の温度のコンプレッサの配列の排出ラインとの間に
設けられた中間熱交換器において、事前の冷媒流体の凝縮または冷却プロセスの間に冷媒
流体によって発達させられた熱が利用される。
【０００３】
　そこで、本発明の対象は、上述したようにコールド廊下作用の低減を目的として、事前
の凝縮または冷却プロセスの間に、凝縮ユニット又は中間熱交換器内の冷媒流体によって
解放される熱を利用する空調用の改良型システムの考案に関する。
【背景技術】
【０００４】
　傷みやすい低温商品の流通に関係する小売店には、専らこれらの食品の販売のために設
計された種々の冷却棚が設置される。このタイプの冷却棚として、蓋無しの小売り用冷却
棚がある。
【０００５】
　これらの冷却棚に保存される商品は、所定の温度レベルで冷却環境を維持することを必
要とする。これらの設計上の理由、及び所望の冷却温度に冷却棚の内部を維持する目的に
より、蓋無しの冷却棚には、小売店の環境と蓋無し小売り用冷却棚の内部環境との境界を
定める、冷却されたエアカーテンが提供される。
【０００６】
　蓋無し小売り用冷却棚は、冷却されたエアカーテンの外側表面との直接的接触と、冷却
棚の内側の空気とにより、小売店の環境空気から継続的に熱を抜き出す。その理由により
、蓋無し小売り用冷却棚の近くには、小売店の別の場所よりもかなり低い環境温度が存在
し、この温度は、導入された冷気の密度に比例し、蓋無し小売り用冷却棚によって抜き出
される冷却力と、小売店の表面積との比率に基づいて決まる。
【０００７】
　傷みやすい食品の流通を対象とした小売店において、蓋無し小売り用冷却棚が互いに対
向して設置されるとき、コールド廊下として知られる現象が引き起こされ、そこでは、フ
ロアレベルの温度が小売店の別の場所と比べて約５～１０度低くなることがある。この蓋
無しの小売り用冷却棚又はその冷却棚の配列の近くにおける局部的な温度低下は、顧客の
ある種の不快感を引き起こし、結果として、特別な措置が採用されなければ、顧客が離れ
やすくなり、売り上げの減少につながる。
【０００８】
　現在、このコールド廊下作用を軽減する方法が複数存在し、その一つは、ファンのシス
テムを用いてコールド廊下内の冷気を集めて抜き出すように導くグリルを、冷却棚の下方
部分において使用することである。
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【０００９】
　他の方法も存在し、その方法によれば、冷却システムの凝縮ユニットが、蓋無し小売り
用冷却棚の上方部分に設置され（棚が小さければ凝縮ユニットは下方部分に配置され）、
これにより、冷媒流体の凝縮プロセスの間に発せられる熱が小売店の室内の温度を上昇さ
せるために利用されるが、夏季にはこの熱の流入を空調システムによって除去しなければ
ならないことを考慮すると、結果として経済的に不利となる。
【００１０】
　他のシステムも考案されており、そのシステムによれば、凝縮プロセスの間に冷媒流体
によって解放された熱が利用され、この熱が、本目的のために設計されたダクトシステム
、及び／又は他の場合において小売店の空調が使用されるダクトシステムを経由して小売
店の室内に導かれる。
【００１１】
　熱回収システムは、空調とコールド廊下作用の低減を目的とするものとして知られてお
り、フロスト－トロル・ソシエダッド・アノニマにより出願されたスペイン特許公報ＥＳ
－２．１６７．２８０号明細書に記載されており、その内容は参考として本明細書に取り
入れられる。この従来技術の明細書には、傷みやすい食品を扱う小売店および／または卸
業者のための空調システムが記載され、蓋無し小売り用冷却棚の冷却回路に属する凝縮ユ
ニットにおける冷媒流体の凝縮プロセスの間に加熱される空気を利用するシステムが記載
されている。この場合において、凝縮ユニットは、冷却棚の上方部分に配置され、これに
より、冷媒の凝縮の間に発達した熱を利用することができる。いくつかのダクトにより、
熱い空気は、冷却棚の最下部を経由して小売り用建物の室内、及び他のあらゆる場所へ供
給される。
【発明の開示】
【００１２】
　本発明によれば、凝縮ユニット、或いは、凝縮ユニットと、コンプレッサの、正または
負の温度のコンプレッサの配列の、又はあらゆる冷却システムの排出ラインとの間に設け
られた中間熱交換器において、事前の凝縮または冷却プロセスの間に冷媒流体により発達
させられた熱が利用される改良型熱回収システムを考案することにより、上述の欠点を低
減できるシステムが提案される。
【００１３】
　この前提に基づき、本発明のシステムは、傷みやすい食品を扱う小売店向けに設計され
た、正または負の温度用の蓋無し小売り用冷却棚又はその冷却棚の配列に適用可能である
。前記システムは、熱を回収して利用するためのユニットと、小売店、大型小売店、空調
が行われた領域、または他のあらゆる場所の室内へ加熱された空気を分配して供給するた
めのユニットとを備える。
【００１４】
　前記熱を回収して利用するユニットは、前記加熱された空気を分配して供給するための
ユニット内に設けられた熱交換器と、中間熱交換器および／または凝縮ユニットと、断熱
タンクと、循環ポンプとを有する。
【００１５】
　前記中間熱交換器および／または凝縮ユニットは、前記凝縮または冷却プロセスの間に
冷媒流体により発達させられた熱を利用する目的で、コンプレッサの排出ライン又はコン
プレッサの配列の排出ラインに配置されている。中間熱交換器および／または凝縮ユニッ
トは、前記目的向きの機械室、又はその機械室の外部、又は蓋無し小売り用冷却棚若しく
はその冷却棚の配列に設けることができる。
【００１６】
　冷媒流体により発達させられた熱は、第２の機能性流体により凝縮ユニット及び／又は
熱交換器において吸収される。第２の流体の再循環は、断熱タンクと、熱い空気を導いて
供給するためのダクトに設けられた熱交換器とに接続された循環ポンプを用いて実行され
る。熱を回収して利用するユニットにおいて使用される熱交換器の配置、デザイン及び個
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数は、設定された冷却力に依存する。
【００１７】
　加熱された空気を空調が行われた領域の室内へ分配して供給するためのユニットは、空
気吸い込みグリルと、交換可能なフィルタと、本システム用の制御システムに接続された
ファンユニットと、蓋無し小売り用冷却棚の下方部分に設置された何個かの散気装置とを
有する。加熱された空気を分配して供給するユニットは、蓋無し小売り用冷却棚の背面部
又はその外部に設けることができる。
【００１８】
　発明アセンブリ全体には、一般に上記小売店にいる人々および顧客にとって永久的に快
適となる所定の設定条件を調整して制御するための装置が提供される。
【００１９】
　上述した本発明のシステムは、顧客にとって快適な環境を確立するだけでなく、小売店
の室内、大型小売店内、空調が行われた領域、又は他のあらゆる場所で空気の相対湿度を
徐々に低減する利点も有し、これにより、設定された冷却力および前記小売店の相対的な
エネルギー消費量を低減するのを助ける。
【００２０】
　本明細書の理解を容易にし、本明細書の不可欠な部分を構成するために、いくつかの図
面が添付されており、それらの図面には、発明を限定する目的ではなく説明に役立つよう
に、本発明の対象物が表されている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　図１～図４を参照すると、改良型システムは、空調を対象とし且つコールド廊下作用の
低減を目的とするものとして説明される。本発明の一例としての実施形態を以下に説明す
るが、本発明のシステムは、傷みやすい食品を小売りするために設計され、且つ、小売店
、大型小売店、空調が行われた領域、又は他のあらゆる場所に設置された、蓋無しの小売
り用の冷却棚又はその冷却棚の配列に適用できる。
【００２２】
　いずれにしても、本発明のシステムは、冷媒流体を凝縮または冷却する間に冷媒流体に
より発達させられた熱を回収および利用するシステムと、蓋無しの小売り用の冷却棚また
はその冷却棚の配列の下方部分を経由して、小売店、大型小売店、空調が行われた領域、
又は他のあらゆる場所の室内へ、熱くなった空気を分配して供給するユニットとを備える
。
【００２３】
　熱を回収および利用するユニットは、熱くなった空気（１）を分配して供給するための
ユニットに内蔵された熱交換器（６）と、コンプレッサ（１４）の排出ラインに配置され
た中間熱交換器（１５）および／または凝縮ユニット（１６）と、断熱タンク（１７）と
、循環ポンプ（１８）とを備え、さらに、冷蔵設備を制御するために必要な他の従来の自
動装置を備えている。
【００２４】
　熱くなった空気（１）を分配して供給するためのユニットは、空気吸い込みグリル（２
）と、取り替え可能なフィルタ（３）と、ファン（５）と、熱くなった空気（７）を運ん
で循環させるためのダクト（４）の内側に配置された何個かの散気装置（８）とを有し、
さらに、蓋無しの小売り用の冷却棚またはその冷却棚の配列の近くの環境条件を調整して
制御するための装置を有する。
【００２５】
　本発明を具体化する目的として、運搬ダクト（４）に収容された少なくとも１つのファ
ン（５）は、蓋無しの小売り用の冷却棚又はその冷却棚の配列の上方部分を経由し、熱く
なった気体を分配して供給するためのユニットの空気吸入口に配置された何個かの吸い込
みグリル（２）を通して、小売店、大型小売店、空調が行われた領域または他のあらゆる
場所の室内から空気の流れ（Ｍ２Ａ）を吸い込む。気流（Ｍ２Ａ）は、熱くなった空気を
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なくとも１つの熱交換器（６）とを経由して循環される。
【００２６】
　空気は、熱交換器（６）を通過すると、熱交換器により加熱され、熱回収ユニットの第
２の流動空気（Ｍ１Ｆ）とともに生産される。熱い空気は、蓋無しの小売り用の冷却棚又
はその冷却棚の配列の下方部分に収容された何個かの散気装置（８）の手段によって、小
売店、大型小売店、空調が行われた領域または他のあらゆる場所の室内に分配されて循環
される。
【００２７】
　小売店、大型小売店、空調が行われた領域又は他のあらゆる場所の室内への熱くなった
気流（Ｍ２Ａ）の供給は、制御装置（１９）によって制御される。制御装置（１９）は、
蓋無しの小売り用の冷却棚に付属する他の従来の自動装置とともに、空調が行われる環境
に適切に分布された所定の測定装置（２０，２１）を用いる。これにより、蓋無しの小売
り用の冷却棚又はその冷却棚の配列の近くにおいて空気の温度を予め定められた所定の条
件に維持でき、傷みやすい商品を扱う小売店に、小売店の顧客にとって快適な微気候がも
たらされる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の対象物を構成する蓋無し小売り用冷却棚の斜視図。この場合、冷却され
た空気のカーテンが符号（Ｍ１Ａ）で示され、事前の冷媒流体の凝縮または冷却プロセス
の間に発達させられた熱の利用に基づいて生成される熱い空気の流れが符号（Ｍ２Ａ）で
示されている。加熱された空気の流れ（Ｍ２Ａ）は、空気を運んで循環させるための所定
のダクト（４，７）と散気装置（８）を経由して、蓋無しの小売り用冷却棚又はその冷却
棚の配列の下方部分を通って、小売店、大型の小売店または空調が行われた領域の室内に
導入される。
【図２】本発明の実施形態に係るシステム用の一実施形態に係る冷却回路に相互連絡する
蓋無し小売り用冷却棚を示す図１のＡ－Ａ線の断面図。
【図３Ａ】本発明の対象物を構成する、加熱された空気（７）を運んで供給するダクト（
４）の一実施形態を示す斜視図。
【図３Ｂ】ダクトの別の実施形態を示す斜視図。
【図４】本発明の対象物を構成する、空調を対象とし且つコールド廊下作用の低減を目的
とする改良型熱回収システムの全体図。この場合において、図４は、いくつかの熱拡散装
置（８）によって蓋無し小売り用冷却棚の下方部分において生成され循環される、加熱さ
れた空気の再循環の方向（Ｍ２Ａ）を示す。加熱された空気（１）を分配して供給するた
めのユニットの空気吸入口内であって、蓋無し小売り用冷却棚の上方の所定位置に適切に
設置された吸い込みグリル（２）を通って、熱い空気の流れが吸い込まれる。
【符号の説明】
【００２９】
　１：加熱された空気、２：グリル、３：フィルタ、４：ダクト、５：ファン、６：小型
熱交換器、７：ダクト、８：散気装置、１４：コンプレッサ、１５：中間熱交換器、１６
：凝縮ユニット、１７：断熱タンク、１８：循環ポンプ、２０，２１：所定の測定装置。
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【図１】

【図２】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】 【図４】
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【手続補正書】
【提出日】平成18年11月7日(2006.11.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱を回収して利用するユニットと、
　蓋無し小売用冷却棚又はその冷却棚の配列の下方部分を通して、加熱された空気を分配
して供給するためのユニットと、を備え、
　該ユニットが、傷みやすい食品の陳列、流通および／または販売のために小売店、大型
の小売店または空調が行われた領域の室内に設置され、コールド廊下として知られる作用
を軽減するために使用される改良型熱回収システムであって、
　前記の加熱された空気（１）を分配して供給するためのユニットは、いくつかのグリル
（２）を通して前記冷却棚又はその冷却棚の配列の上方部分を経由して前記廊下の内部か
ら気流を引き抜き、前記気流の入口に設けられた少なくとも１つの小型熱交換器（６）を
経由して前記気流を送り込むための手段を備え、
　前記気流の入口では、前記加熱された空気の流れを蓋無し小売り用冷却棚又はその冷却
棚の配列の背面部に設けられたダクト（４）内に導く前に前記空気の温度が上昇し、その
後、前記加熱された空気の流れは前記冷却棚の下方部分を経由して循環されるようにして
あることを特徴とする、コールド廊下作用を低減するための空調用の改良型熱回収システ
ム。
【請求項２】
　前記コールド廊下作用を低減して空調を行うために使用される手段は、蒸気圧縮による
か否かに関わらず、正または負の温度で作用するあらゆる冷却システムに適用可能であり
、
　該冷却システムにおいて、小型熱交換器（６）を通過する空気の温度を上昇させるため
の熱媒体の流れとして後に利用される、液体（例えば水、油）の状態の第２の機能性流体
の温度を上昇させるために、前記プロセスの間に解放される熱を利用する目的で、事前の
凝縮および／または冷却プロセスが、中間熱交換器（１５）において冷媒流体から所定の
物理的な方法により引き起こされるようにしてあることを特徴とする、請求項１に記載の
、コールド廊下作用を低減するための空調用の改良型熱回収システム。
【請求項３】
　前記冷媒流体により発達させられた熱を回収するために使用される中間熱交換器（１５
）のデザイン及び個数は、設定された冷却力に依存し、前記中間熱交換器は、溶接プレー
ト式熱交換器、及び／又は、冷媒の流れがそのカウンタ方向の流れであり且つ熱媒体の流
体として利用される第２の流体を循環させる多管式熱交換器であることを特徴とする、請
求項１または２のいずれかに記載の、コールド廊下作用を低減するための空調用の改良型
熱回収システム。
【請求項４】
　前記事前の冷媒流体の凝縮および／または冷却プロセスの間に熱を吸収する第２の機能
性流体は、断熱タンク（１７）に貯蔵されるか又は貯蔵されないで、その後に、前記加熱
された空気（１）を分配して供給するためのユニットに設けられた小型熱交換器（６）に
向けて循環ポンプ（１８）により送り込まれることを特徴とする、請求項１～３のいずれ
かに記載の、コールド廊下作用を低減するための空調用の改良型熱回収システム。
【請求項５】
　空気を引き抜いて送り込むダクトが、起こり得る周囲媒質への熱損失を低減するために
断熱されていることを特徴とする、請求項１～４のいずれかに記載の、コールド廊下作用
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を低減するための空調用の改良型熱回収システム。
【請求項６】
　前記冷却棚の下方部分に配置された、前記加熱された空気（７）を供給するためのダク
ト出口が、ダクト（４）の上部を経由して入る空気の量に従って前記気流を正しく混合す
るいくつかの回転式の散気装置（８）を備えていることを特徴とする、請求項１～５のい
ずれかに記載の、コールド廊下作用を低減するための空調用の改良型熱回収システム。
【請求項７】
　調整および制御を行う装置（１９）が使用され、
　該装置は、前記中間熱交換器（１５）および前記小型熱交換器（６）を通る第２の流体
の量を変更することにより、前記廊下の温度と、設備の他の機能的パラメータ（コンプレ
ッサの動作圧力と動作温度）とを自動的に調整し、
　前記中間熱交換器および前記小型熱交換器は、小売店にいる人にとって永久的に快適と
なる所定の適正な状況を保証するいくつかの三方弁に基づいて作動するようにしてあるこ
とを特徴とする、請求項１～６のいずれかに記載の、コールド廊下作用を低減するための
空調用の改良型熱回収システム。
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