
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の貯蔵室と、該各貯蔵室をそれぞれ冷却させるように設けられた複数の蒸発器と、
分岐される冷媒管を介して前記複数の蒸発器に冷媒を供給する圧縮機と、前記各蒸発器へ
の冷媒供給を選択制御するように前記蒸発器の入口側の流路に設けられる開閉弁と、前記
複数の貯蔵室 冷却負荷が相対的に大きくかかるいず
れか一つの貯蔵室を前記圧縮機の動作制御のための基準室に決定する基準室決定手段と、
前記基準室の温度を基準温度と比較することによって前記圧縮機の起動を制御する制御手
段と、を備えることを特徴とするマルチルーム型冷蔵庫。
【請求項２】
　前記基準室決定手段は、前記複数の貯蔵室のうちいずれか一つを前記基準室として予め
選択できる選択スイッチであることを特徴とする請求項１に記載のマルチルーム型冷蔵庫
。
【請求項３】
　前記基準室決定手段は、所定時間中前記各貯蔵室の独立冷却がなされるようにした後、
前記各貯蔵室と関わる前記各開閉弁のオープン累計時間を比較して、前記開閉弁のオープ
ン累計時間が大きい側の貯蔵室が前記基準室として決定されるようにすることを特徴とす
る請求項１に記載のマルチルーム型冷蔵庫。
【請求項４】
　内部温度の感知のための温度センサが設けられた複数の貯蔵室と、前記各貯蔵室をそれ
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ぞれ冷却させるように設けられた複数の蒸発器と、分岐される冷媒管を介して前記複数の
蒸発器に冷媒を供給する圧縮機と、前記各蒸発器への冷媒供給を選択制御するように該蒸
発器の入口側の流路に設けられる開閉弁と、を備えるマルチルーム型冷蔵庫の制御方法に
おいて、前記複数の貯蔵室 冷却負荷が相対的に大き
くかかるいずれか一つの貯蔵室を前記圧縮機の動作制御のための基準室として決定する段
階と、前記基準室決定段階を通して定まった前記基準室の温度を基準温度と比較すること
によって前記圧縮機の起動を制御する基準室制御段階と、を含むマルチルーム型冷蔵庫の
制御方法。
【請求項５】
　前記基準室決定段階は、選択スイッチの操作を通した使用者の選択により前記基準室が
定まることを特徴とする請求項４に記載のマルチルーム型冷蔵庫の制御方法。
【請求項６】
　前記基準室決定段階は、前記各貯蔵室のうちいずれか一つでも冷却が求められる時、該
当する貯蔵室の開閉弁が開きながら前記圧縮機が動作されるよう制御される独立制御段階
と、前記独立制御段階を行う所定の時間中前記複数の開閉弁の各オープン時間を累計する
段階と、前記各開閉弁のオープン累計時間を比較してオープン累計時間が最大の開閉弁と
関わる一つの貯蔵室を前記基準室と決定する段階とを含むことを特徴とする請求項４に記
載のマルチルーム型冷蔵庫の制御方法。
【請求項７】
　前記基準室決定段階は、前記各貯蔵室のうちいずれか一つでも冷却が求められる時、該
当する貯蔵室の開閉弁が開きながら前記圧縮機が動作されるように制御される独立制御段
階と、該独立制御段階を行う所定時間中前記各貯蔵室の温度が設定温度範囲以上に保たれ
た時間を累計する段階と、該累計段階を通して累計された時間を比較して設定温度範囲以
上に保たれた時間が長い方の貯蔵室を前記基準室と決定する段階とを含むことを特徴とす
る請求項４に記載のマルチルーム型冷蔵庫の制御方法。
【請求項８】
　前記基準室決定段階と前記基準室制御段階を行う過程において、前記各貯蔵室を開閉す
るドアのオープンがある場合は前記基準室決定段階から再実行させることを特徴とする請
求項４に記載のマルチルーム型冷蔵庫の制御方法。
【請求項９】
　前記基準室制御段階は、前記基準室の温度が設定範囲以上の時のみ前記基準室に関わる
前記開閉弁が開きながら前記圧縮機の動作が始まるように制御される段階と、前記圧縮機
が動作された場合前記基準室以外の各貯蔵室の温度を感知する段階と、前記基準室以外の
各貯蔵室の温度が設定範囲以上の時該当する貯蔵室の開閉弁をオープンし、設定範囲以下
の時閉まった状態を保つように制御する段階をさらに含むことを特徴とする請求項４に記
載のマルチルーム型冷蔵庫の制御方法。
【請求項１０】
　前記基準室制御段階は、前記基準室の温度と前記基準室以外の貯蔵室の内部温度が全て
設定範囲以下の時圧縮機の動作が止まるように制御する段階をさらに含むことを特徴とす
る請求項９に記載のマルチルーム型冷蔵庫の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は冷蔵庫に係り、さらに詳しくは複数の貯蔵室を有するマルチルーム型冷蔵庫に採
用された圧縮機の駆動時期調節を通してサイクルを安定化させると共に、エネルギーを節
減できるようにしたマルチルーム型冷蔵庫及びその制御方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、貯蔵室が多数に区画されたマルチルーム型冷蔵庫は、各貯蔵室に冷気を供給する
ための蒸発器が別設されており、一つの圧縮機から供給される冷媒が分岐型冷媒管を介し
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て各貯蔵室の蒸発器に供給されるようになっている。特に、キムチなどを保管するために
蒸発器の冷媒管が貯蔵室の壁面に内設され、冷気が貯蔵室の壁面を通して貯蔵室の内部に
伝達されるようにする特殊な目的の冷蔵庫の場合はさらにそうである。
【０００３】
かかるマルチルーム型冷蔵庫は、各貯蔵室に別設された温度センサを通してそれぞれの内
部温度を感知するようになっており、各貯蔵室で感知された温度情報は冷蔵庫の運転を制
御する制御部に伝達され圧縮機の起動を制御するようになっている。また、各蒸発器に連
結された冷媒管の中途には、制御部の制御信号に応じて開閉される開閉弁が設けられ、圧
縮機から供給される冷媒が該当する蒸発器に供給されるようになっている。
【０００４】
従って、冷蔵庫は、貯蔵室の温度が設定範囲以上に上がった時温度センサを介してこれを
感知し、制御部が開閉弁の制御を通して該当する貯蔵室の蒸発器に連結された冷媒管をオ
ープンすると共に、圧縮機を起動させることにより冷却が求められる貯蔵室の冷却がなさ
れるようにする。
【０００５】
ところが、かかる構成の従来のマルチルーム型冷蔵庫は各貯蔵室の温度が全て設定範囲以
下に下がった状態の時圧縮機の駆動が止まり、いずれか一つの貯蔵室であっても設定範囲
以上の上がった状態の時は早速圧縮機が駆動されるように制御されるため、圧縮機の動作
が頻繁になってサイクルが安定化できないのみならず、エネルギーの無駄遣いが大きな問
題となった。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は前述した問題点を勘案して案出されたもので、その目的は圧縮機の起動を冷却負
荷が相対的に大きくかかる貯蔵室を基準に制御させることにより、頻繁な圧縮機の起動と
停止を防いでサイクルを安定化させるのみならず、全体的に圧縮機の駆動時間を短縮して
所要エネルギーを節減できるようにしたマルチルーム型冷蔵庫及びその制御方法を提供す
るところにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
以上の目的を達成するための本発明に係るマルチルーム型冷蔵庫は、複数の貯蔵室と該各
貯蔵室をそれぞれ冷却させるように設けられた複数の蒸発器と、分岐される冷媒管を介し
て前記複数の蒸発器に冷媒を供給する圧縮機と、該各蒸発器への冷媒供給を選択制御する
ように前記蒸発器の入口側の流路に設けられる開閉弁と、前記複数の貯蔵室のうち冷却負
荷が相対的に大きくかかるいずれか一つの貯蔵室を前記圧縮機の動作制御のための基準室
として決定する基準室決定手段と、該基準室決定手段を通して定まった前記基準室の温度
変化により前記圧縮機の起動を制御する制御手段と、を備えることを特徴とする。
【０００８】
そして、前記基準室決定手段は、前記複数の貯蔵室のうちいずれか一つを前記基準室とし
て予め選択できる選択スイッチであることを特徴とする。
また、本発明は、前記基準室決定手段が所定時間中前記各貯蔵室の独立冷却がなされるよ
うにした後、前記各貯蔵室と関わる前記各開閉弁のオープン累計時間を比較して、前記開
閉弁のオープン累計時間が大きい方の貯蔵室が前記基準室として決定されるようにするこ
とを特徴とする。
【０００９】
そして、本発明は、内部温度の感知のための温度センサの設けられた複数の貯蔵室と、該
各貯蔵室をそれぞれ冷却させるように設けられた複数の蒸発器と、分岐される冷媒管を介
して前記複数の蒸発器に冷媒を供給する圧縮機と、前記各蒸発器への冷媒供給を選択制御
するように前記蒸発器の入口側の流路に設けられる複数の開閉弁とを備えるマルチルーム
型冷蔵庫の制御方法において、該複数の貯蔵室のうち冷却負荷が相対的に大きくかかるい
ずれか一つの貯蔵室を前記圧縮機の動作制御のための基準室として決定する段階と、該基
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準室決定段階を通して設定された基準室の温度により前記圧縮機の起動を制御する基準室
制御段階とを含む。
【００１０】
そして、前記基準室決定段階は、選択スイッチの操作を通した使用者の選択により前記基
準室が定まることを特徴とする。
【００１１】
また、前記基準室決定段階は、前記各貯蔵室のうちいずれか一つでも冷却が求められる時
、該当する貯蔵室の開閉弁が開きながら前記圧縮機が動作されるように制御される独立制
御段階と、前記独立制御を行う所定の時間中前記複数の開閉弁それぞれのオープン時間を
累計する段階と、前記各開閉弁のオープン累計時間を比較してオープン累計時間が最大の
開閉弁と関わる一つの貯蔵室を前記基準室と決定する段階とを含むことを特徴とする。
【００１２】
また、前記基準室決定段階は、前記各貯蔵室のうちいずれか一つでも冷却が求められる時
、該当する貯蔵室の開閉弁が開きながら前記圧縮機が動作されるように制御される独立制
御段階と、前記独立制御段階を行う所定の時間中前記各貯蔵室の温度が設定温度範囲以上
に保たれた時間を累計する段階と、該累計段階を通して累計された時間を比較して設定温
度範囲以上に保たれた時間が長い側の貯蔵室を前記基準室と決定する段階とを含むことを
特徴とする。
【００１３】
そして、前記基準室制御段階は、前記基準室の温度が設定範囲以上の時のみ該基準室に関
わる前記開閉弁が開きながら前記圧縮機の動作が始まるように制御される段階と、該圧縮
機が動作された場合前記基準室以外の各貯蔵室の温度を感知する段階と、前記基準室以外
の各貯蔵室温度が設定範囲以上の時該当する貯蔵室の開閉弁をオープンし、設定範囲以下
の時閉まった状態を保つように制御する段階と、前記基準室の温度と前記基準室以外の貯
蔵室の内部温度が全て設定範囲以下の時圧縮機の動作を止まるように制御する段階とを含
むことを特徴とする。
【００１４】
また、本発明に係るマルチルーム型冷蔵庫の制御方法は、前記基準室決定段階と前記基準
室制御段階を行う過程において前記各貯蔵室を開閉するドアのオープンがある場合、前記
基準室決定段階から再実行させることを特徴とする。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、添付した図面に基づき本発明の望ましい実施形態を詳述する。
本発明に係るマルチルーム型冷蔵庫は、図１に示した通り、相互区画された第１貯蔵室１
及び第２貯蔵室２を備え、各貯蔵室１、２には貯蔵物の収納が可能なようにそれぞれ開閉
自在なドア１ａ、２ａを備える。また、マルチルーム型冷蔵庫は各貯蔵室１、２を冷却さ
せるための冷却装置を構成するものとして、通常の圧縮機３、凝縮器４、冷媒膨張装置５
ａ、５ｂ、蒸発器６ａ、６ｂとを備える。
【００１６】
蒸発器は第１貯蔵室１と第２貯蔵室２の内部空間をそれぞれ冷却させうるように別の第１
蒸発器６ａと第２蒸発器６ｂで構成される。そして圧縮機３、凝縮器４、冷媒膨張装置５
ａ、５ｂ、二つの蒸発器６ａ、６ｂ間には冷媒循環が可能なように冷媒管７、８が連結さ
れる。
【００１７】
この際、凝縮器４の出口から各蒸発器６ａ、６ｂの入口に連なる冷媒管７は中途で分岐さ
れ、各蒸発器６ａ、６ｂの出口から圧縮機３に連なる冷媒管８は中途で一つに合体される
。また、第１蒸発器６ａと第 2蒸発器６ｂはキムチなどのような熟成食品の冷蔵保管のた
めに冷媒管が各貯蔵室１、２の壁面に接するように内設される形態の直冷式の蒸発器で構
成され、冷気を貯蔵室１、２の壁面を通して内部に伝達させる。冷媒膨張装置５ａ、５ｂ
は通常の毛細管で構成され、各蒸発器６ａ、６ｂの入口と連なる冷媒管７の中途にそれぞ
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れ設けられる。
【００１８】
また、本発明は各貯蔵室１、２の温度調節及び圧縮機３の動作を制御するためのものとし
て、第１貯蔵室１及び第２貯蔵室２の温度をそれぞれ感知する第１温度センサ９ａ及び第
２温度センサ９ｂ、各貯蔵室１、２のドア１ａ、２ａの開閉を感知する第１ドアセンサ１
３ａ及び第２ドアセンサ１３ｂ、各蒸発器６ａ、６ｂへの冷媒供給を制御する第１開閉弁
１０ａ及び第２開閉弁１０ｂ、そしてこのような装置らの動作制御のための制御手段とし
て通常のマイコン１１を備える。
【００１９】
第１温度センサ９ａと第２温度センサ９ｂは第１貯蔵室１と第２貯蔵室２内にそれぞれ設
けられ、各ドアセンサ１３ａ、１３ｂは各貯蔵室のドア１ａ、２ａと隣接する部分に設け
られる。第１開閉弁１０ａと第２開閉弁１０ｂは各蒸発器６ａ、６ｂの入口に連なる冷媒
管７の中途にそれぞれ設けられる (マイコンの制御信号を通して圧縮機を駆動させる圧縮
機駆動部及び開閉弁を駆動させる各開閉弁の駆動部は制御回路を構成するのに際して通常
のものなので説明を省く )。ここで本実施形態は貯蔵室が二つに区画された冷蔵庫の場合
を形態として説明しているが、貯蔵室が三つまたはそれ以上に区画される場合であっても
蒸発器、温度センサ、ドアセンサ、開閉弁の数量に違いがあるだけ、基本的な構成は前述
した場合と同じくすれば良い。
【００２０】
図１に示した破線は、各温度センサ９ａ、９ｂとマイコン１１との間、各ドアセンサ１３
ａ、１３ｂとマイコン１１との間、各開閉弁１０ａ、１０ｂとマイコン１１との間、圧縮
機３とマイコン１１との間の制御信号伝送のための結線を示した図である。これは、各温
度センサ９ａ、９ｂを介した各貯蔵室１、２の温度情報と各ドアセンサ１３ａ、１３ｂを
介した各貯蔵室１、２のドア開閉情報がマイコン１１に伝達されるようにした。マイコン
１１はかかる情報を通して各貯蔵室１、２の条件を判断して、圧縮機３の動作及び各開閉
弁１０ａ、１０ｂの開閉動作を制御できるようにした。
【００２１】
一方、本発明は各貯蔵室１、２のうち相対的に収納される貯蔵物の量が多くか内部温度設
定範囲が低くて冷却負荷が大きくかかる貯蔵室を基準室として選択し、該基準室の状態に
より圧縮機３の起動を制御させることによりサイクルの安定化を期するのみならず全体的
な圧縮機３の動作時間を短縮してエネルギー節減できるようにしたことが特徴である。
【００２２】
このため、本発明に係る冷蔵庫には使用者が直接に基準室を選定したり、マイコンの判断
により基準室が自動に決定されうるようにするためのものとして、図２に示したような選
択スイッチ１２が設けられる。この選択スイッチ１２は使用者が選択スイッチ１２のダイ
ヤル操作を通して第１貯蔵室１や第２貯蔵室２のうちいずれか一つを直接に基準室として
選択したり、自動制御モードを選択できるように構成される。そして、選択スイッチ１２
は、図１に示した通り、選択された情報がマイコン１１に伝えられるようにマイコン１１
に連携される。一方、かかる選択スイッチ１２は、通常の複数のボタン（図示せず）で構
成することもできる。
【００２３】
次は、かかる構成の本発明に係るマルチルーム型冷蔵庫の制御動作を説明する。
図３に示した通り、冷蔵庫が稼働されれば、マイコン１１は選択スイッチ１２を通した基
準室選択情報が分かるために選択スイッチ１２の信号を検出する (Ｓ１０１ )。そして、こ
れを通して選択スイッチ１２ (図２参照 )の選択情報が自動モードであるか、手動モード (
第１貯蔵室と第２貯蔵室として選択される )であるかを判断する (Ｓ１０２ )。この際、選
択スイッチ１２の情報が自動モードでないと判断された場合は選択された基準室が第１貯
蔵室１であるか第２貯蔵室２であるかを決定し (Ｓ１０３ )、選択スイッチ１２を介して定
まった情報に基づき直ちに基準室制御段階 (Ｓ４００ )を行う。そして、段階１０２におい
て自動モードであると判断される時は、マイコン１１自ら基準室を判断するための所定時
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間の独立制御段階 (Ｓ２００ )を行う。
【００２４】
独立制御段階 (Ｓ２００ )は、図４に示した通り、各貯蔵室の温度センサ９ａ、９ｂを介し
て第１貯蔵室１と第２貯蔵室２の温度をそれぞれ測定した後 (Ｓ２０１、Ｓ２０２ )、第１
貯蔵室１の温度が設定範囲以上に上がったのかを判断する (Ｓ２０３ )。そして第１貯蔵室
１の温度が上昇したか否かを決定した後は第２貯蔵室２の温度が設定範囲以上に上がった
のかを判断する (Ｓ２０４、Ｓ２０６ )。この際、第１貯蔵室１と第２貯蔵室２の温度が全
て設定範囲以上の場合は第１開閉弁１０ａと第２開閉弁１０ｂを開けた後 (Ｓ２０５ )、圧
縮機３を駆動させる (Ｓ２１３ )。第１貯蔵室１の温度が設定範囲以内であり、第２貯蔵室
2の温度のみ設定範囲以上に上がった場合は第１開閉弁１０ａが閉り (Ｓ２０７ )、第２開
閉弁１０ｂを開けた後 (Ｓ２０８ )、圧縮機３を駆動させる (Ｓ２１３ )。二つの貯蔵室１、
２の温度が全て設定範囲以内の場合は第１開閉弁１０ａと第２開閉弁１０ｂを全て閉めた
後 (Ｓ２０９ )、圧縮機３を閉まった状態のままにする (Ｓ２１０ )。第１貯蔵室１の温度が
設定範囲以上に上がり、第２貯蔵室２の温度が設定範囲以内の場合は第１開閉弁１０ａが
開き (Ｓ２１１ )、第２開閉弁１０ｂが閉まった後 (Ｓ２１２ )、圧縮機３の駆動がなされる
ようにする (Ｓ２１３ )。そして圧縮機３が駆動された場合は追って第１貯蔵室１と第２貯
蔵室２のうち一つを圧縮機３の起動のための基準室として決めるように第１開閉弁１０ａ
と第２開閉弁１０ｂのオープン時間を累計する (Ｓ２１４ )。かかる制御は各貯蔵室１、２
のうちいずれか一つでも冷却が求められる時圧縮機３が起動され該当する貯蔵室１、２の
冷却がなされるようにし、各開閉弁１０ａ、１０ｂのオープン時間累計 (Ｓ２１４ )を通し
て各貯蔵室１、２の冷却負荷を判断できるようにする。
【００２５】
このような独立制御段階 (Ｓ２００ )は、図３に示した通り、所定時間中持続させる (Ｓ２
２０ )。この際、独立制御を行う所定時間は通常冷蔵庫が最初稼働された以後に冷却サイ
クルが安定化されるまでの時間に定めれば良い。そして設定された所定の時間が経過され
、前述したような独立制御段階 (Ｓ２００ )が終了された後は、独立制御段階 (Ｓ２００ )を
行う過程において第１貯蔵室１と第２貯蔵室２のうちいずれの方が冷却負荷が大きくかか
っているのかを判断し、冷却負荷が大きくかかった方を基準室として定める基準室決定段
階 (Ｓ３００ )を行う。
【００２６】
基準室決定段階 (Ｓ３００ )は、図５に示した通り、前述した独立制御段階 (Ｓ２００ )にお
いて各貯蔵室１、２のうちいずれの一方が冷却負荷が大きくかかっているのかを判断する
ため、第１開閉弁１０ａのオープン累計時間が第２開閉弁１０ｂのオープン累計時間より
長いのかを判断する (Ｓ３０１ )。この際、第１貯蔵室１と関わる第１開閉弁１０ａのオー
プン累計時間が第２貯蔵室２と関わる第２開閉弁１０ｂのオープン累計時間より長いこと
と判断されれば、第１貯蔵室１を圧縮機３の起動制御のための基準室と決定し (Ｓ３０２ )
、第２貯蔵室２を従属室と決定する (Ｓ３０３ )。逆の場合は第２貯蔵室２を基準室と決定
し (Ｓ３０４ )、第１貯蔵室１を従属室と決定する (Ｓ３０５ )。そして、基準室決定段階 (
Ｓ３００ )において基準室が決定された後は基準室制御段階 (Ｓ４００ )を行う (図３参照 )
。
【００２７】
一方、図示していないが、前述したような独立制御段階 (Ｓ２００ )と基準室決定段階 (Ｓ
３００ )を行う過程において基準室を決定する他の方法としては、各貯蔵室１、２の温度
が設定温度範囲以上に保たれた時間をそれぞれチェックし、これを比較判断して設定温度
範囲以上に保たれた時間が長い方の貯蔵室を基準室として決定することもできる。かかる
方法により、独立制御段階 (Ｓ３００ )ではマイコン１１が各開閉弁１０ａ、１０ｂのオー
プン累計時間を累計する段階 (Ｓ２１４ )の代りに、第１貯蔵室１と第２貯蔵室２の温度が
設定温度範囲以上に保たれた時間をチェックして累計する段階を行う。そして基準室決定
段階 (Ｓ３００ )では各開閉弁１０ａ、１０ｂのオープン累計時間を比較判断する段階 (Ｓ
３０１ )の代りに、各貯蔵室１、２の温度が設定温度範囲以上に保たれた累計時間を相互
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比較した後、設定温度範囲以上に保たれた時間が長い側の貯蔵室を基準室と決定する。
【００２８】
基準室制御段階 (Ｓ４００ )は、図６に示した通り、まず各貯蔵室１、２のうち前述した基
準室決定段階 (Ｓ３００ )で定まった基準室の温度を感知した後 (Ｓ４０１ )、基準室の温度
が設定範囲以上であるかを判断する (Ｓ４０２ )。形態えば、基準室決定段階 (Ｓ３００ )で
第１貯蔵室１が基準室と決定され、第２貯蔵室２が従属室と決定された場合は、第１貯蔵
室１の第１温度センサ９ａを介して第１貯蔵室１の内部温度を感知した後、第１貯蔵室１
の温度が設定範囲以上であるかを判断する。
【００２９】
この際、基準室の内部温度が設定された範囲以上であると判断される時は、基準室と関わ
る基準室の開閉弁をオープンた後 (Ｓ４０４ )圧縮機３を動作させ (Ｓ４０５ )、逆の場合は
圧縮機３が止まった状態を保たせる (Ｓ４０３ )。これは、圧縮機３の起動が基準室として
指定された貯蔵室の条件によりなされるようにした。すなわち第１貯蔵室１が基準室の場
合、第１貯蔵室１の温度が設定範囲以上に上がった時のみ圧縮機３の起動がなされるよう
にした。
【００３０】
圧縮機３が動作された (Ｓ４０５ )後は従属室と指定された貯蔵室の温度を感知し (Ｓ４０
６ )、従属室の温度が設定範囲以上であるかを判断する (Ｓ４０７ )。この際、従属室の内
部温度が設定された範囲以上であると判断された時は、従属室の蒸発器側に冷媒が供給さ
れ従属室の冷却がなされるように従属室と関わる開閉弁をオープンする (Ｓ４０９ )。逆に
、従属室の内部温度が設定範囲以下であると判断された時は、従属室と関わる開閉弁が閉
まった状態を保つようにし、段階４０１に復帰させる (Ｓ４０８ )。すなわち、この際は基
準室の冷却のみなされるようにする。このような形態の制御は基準室の冷却のために圧縮
機が動作された後従属室が冷却したか否かを判断し、従属室の冷却が求められる場合のみ
従属室の冷却を行えるようにした。
【００３１】
従属室と関わる開閉弁が開いて従属室の冷却が進まれた後 (Ｓ４０９ )には再び基準室の温
度を感知し (Ｓ４１０ )、基準室の温度が設定範囲以上であるかを判断する (Ｓ４１１ )。こ
の際、基準室の内部温度が設定範囲以上であると判断されれば、段階４０６に復帰させ基
準室の冷却を続ける。そして基準室の内部温度が設定範囲以下に下がったことと判断され
れば、基準室と関わる開閉弁を閉めて基準室の冷却は止め、段階４０６に復帰させ従属室
の冷却は引き続き進ませる (Ｓ４１２ )。
【００３２】
かかる制御は圧縮機３が一応起動された後は基準室と従属室の内部温度が全て設定範囲以
下に下がった後動作が止まるようにしたことである。すなわち圧縮機３の起動は基準室の
温度条件に従うが、圧縮機３の動作終了は基準室と従属室の温度が全て設定範囲以下に下
がった時可能なようにしたことである。これは一応圧縮機３が起動された後は圧縮機３が
できるだけ持続的に動作されるようにすることによりサイクルが安定化できるようしたこ
とであり、圧縮機３の頻繁な起動を防止して全体的に圧縮機３の動作時間を短縮してエネ
ルギーを節減するようにした。
【００３３】
また、図３に示した通り、前述したような独立制御段階 (Ｓ２００ )と基準室決定段階 (Ｓ
３００ )及び基準室制御段階 (Ｓ４００ )を行う全ての過程において、ドアセンサ１３ａ、
１３ｂを介して各貯蔵室１、２のドア１ａ、２ａが開いたことと感知される場合にはドア
インターラプトが生じて全ての制御過程を最初の段階から再実行させる (Ｓ５００ )。一方
、ドア１ａ、２ａが開かない場合は引き続き基準室制御段階 (Ｓ４００ )を保たせる。
【００３４】
これは、使用者が各貯蔵室１、２に貯蔵物をさらに貯蔵したり既に貯蔵されていた貯蔵物
を取出すことにより、各貯蔵室１、２の貯蔵条件が変わる場合に鑑みたことである。すな
わち、各貯蔵室１、２の貯蔵量の変動により各貯蔵室１、２が冷却条件が変わる時、基準
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室決定のための独立制御段階から再実行した後、これを通して新たに定まった基準室に基
づき前述した基準室制御がなされるようにした。一方、使用者が貯蔵物の収納後直接に選
択スイッチ１２の操作を通して第１貯蔵室１と第２貯蔵室２のうち貯蔵物の保管量が多い
箇所を基準室と決定した場合は、前述した独立制御段階 (Ｓ２００ )と基準室決定段階 (Ｓ
３００ )を経ず直ちに選択された基準室に基づき基準室制御段階 (Ｓ４００ )を行う。
【００３５】
【発明の効果】
以上述べた通り、本発明に係るマルチルーム型冷蔵庫は、冷却負荷が相対的に大きくかか
るいずれか一つの貯蔵室が基準室として決定され、基準室と決定された貯蔵室の条件に従
って圧縮機の起動が制御されるので、圧縮機の頻繁な動作が防止されサイクルが安定化す
るのみならず、全体的に圧縮機の駆動時間が短縮され省エネルギーに寄与する効果がある
。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係るマルチルーム型冷蔵庫のサイクル構成図である。
【図２】　本発明に係るマルチルーム型冷蔵庫に適用された基準室選択スイッチの構成を
示した図である。
【図３】　本発明に係るマルチルーム型冷蔵庫の全体的な制御過程を示した流れ図である
。
【図４】　本発明に係るマルチルーム型冷蔵庫の制御過程を示した流れ図であって、独立
制御過程を示した図である。
【図５】　本発明に係るマルチルーム型冷蔵庫の制御過程を示した流れ図であって、基準
室決定過程を示した図である。
【図６】　本発明に係るマルチルーム型冷蔵庫の制御過程を示した流れ図であって、基準
室制御過程を示す。
【符号の説明】
１　第１貯蔵室
２　第２貯蔵室
３　圧縮機
４　凝縮器
５ａ、５ｂ　冷媒膨張装置
６ａ　第１蒸発器
６ｂ　第２蒸発器
９ａ　第１温度センサ
９ｂ　第２温度センサ
１０ａ　第１開閉弁
１０ｂ　第２開閉弁
１１　マイコン
１２　選択スイッチ
１３ａ　第１ドアセンサ
１３ｂ　第２ドアセンサ
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】
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