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(57)【要約】
【課題】狭隘な設置場所にも対応し、洗浄に要する水量
も削減して設備コスト及び運転コストを削減することの
できるユニットクーラーの洗浄装置を提供する。
【解決手段】ユニットクーラー４１の冷却用コイル４８
の表面を洗浄するための装置１であって、水道水の供給
口１６と、該供給口１６に供給された水道水を、コイル
４８の表面の洗浄領域全体を複数に分割した領域１０Ａ
～１０Ｄ別に切り換えて噴霧する噴霧ノズル１１～１４
とを備えるユニットクーラーの洗浄装置。コイル４８の
長手方向に延設された洗浄用パイプ６を複数備え、洗浄
用パイプの各々に枝管７、８と、枝管の両端に噴霧ノズ
ル１１～１４を備え、供給口に供給された水道水を複数
の洗浄用パイプのいずれかに選択的に切り換えて供給す
ることができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユニットクーラーの冷却用コイルの表面を洗浄するための装置であって、
　給水源からの水の供給口と、
　該供給口に供給された水を、前記コイルの表面の洗浄領域全体を複数に分割した領域別
に切り換えて噴出させる洗浄手段とを備えることを特徴とするユニットクーラーの洗浄装
置。
【請求項２】
　前記洗浄手段は、前記コイルの長手方向に延設された洗浄用パイプを複数備え、該洗浄
用パイプの各々に枝管と、該枝管の両端に噴霧ノズルを備え、前記供給口に供給された水
を前記複数の洗浄用パイプのいずれかに選択的に切り換えて供給することを特徴とする請
求項１に記載のユニットクーラーの洗浄装置。
【請求項３】
　前記洗浄手段は、一端に前記供給口を備えるとともに、胴体部に、各々が前記複数の洗
浄用パイプの各々に連通し、所定間隔で配置された複数の開口部を有する外筒と、
　該外筒の内部に該外筒内部と連通する内部空間を有する内筒であって、胴体部に、前記
外筒の胴体部に配置された開口部とは異なる間隔で配置された複数の開口部を有する内筒
とを備え、
　前記内筒の複数の開口部のいずれか一つが、前記外筒の複数の開口部のいずれか一つと
重なり合うことにより、前記供給口から前記複数の洗浄用パイプのいずれか一つに水が供
給されることを特徴とする請求項２に記載のユニットクーラーの洗浄装置。
【請求項４】
　前記給水源が汎用の水道蛇口であることを特徴とする請求項１、２又は３に記載のユニ
ットクーラーの洗浄装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユニットクーラーの洗浄装置に関し、特に、食品工場等に設置されるユニッ
トクーラー内の冷媒が通過するコイル表面の腐食原因となる腐食性ガスを洗い流すための
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、食品工場等に設置され、様々な加工食品等を貯蔵する冷凍冷蔵装置において、食
品を洗浄する塩素水に含まれる塩素や、玉葱に含まれるサルファイドなどの成分が腐食性
ガスとなり、ユニットクーラーの冷媒が通過する冷却用コイル（以下適宜「コイル」とい
う）の表面に付着した水滴を介してコイルの材料と化学反応を起こし、コイルが腐食する
という問題がある。
【０００３】
　そこで、コイルの腐食を防止するため、コイル表面を防錆する方法が考えられる。しか
し、コイル表面を防錆すると、製品コストが高くなるだけでなく、全ての腐食成分に対応
することができない。また、工場内を循環する空気に含まれる塵埃がコイル表面に堆積す
るという問題も別途存在する。
【０００４】
　そこで、従来、ユニットクーラーのコイルを保護するには、水による洗浄が最良である
との知見に基づき、貯水タンクからポンプにてユニットクーラーに洗浄水を搬送し、ユニ
ットクーラーのコイルを満遍なく洗浄する方法が採用されている。
【０００５】
　図３は、特許文献１等に記載されている従来のユニットクーラーを示し、このユニット
クーラー４１は、ファン４４と、コイル４８と、デフロスト時に溶解した霜が回収される
ドレンパン５１と排水口５３等を備え、さらに、コイル４８を洗浄するための給水口４６



(3) JP 2011-7348 A 2011.1.13

10

20

30

40

50

と、洗浄用パイプ４５等を備える。尚、給水口４６へは、ユニットクーラー４１の外部に
設けられたタンクやポンプ（不図示）を介して洗浄水が供給される。
【０００６】
　このユニットクーラー４１において、冷媒は、冷媒入口４９からコイル４８に供給され
、コイル４８を通過した後、冷媒出口５０から排出される。一方、空気吸込口４３からユ
ニットクーラー４１内に取り込まれた空気は、コイル４８によって冷却された後、ファン
４４によって空気排出口４２から排出され、冷凍冷蔵装置内の食品等を冷却する。
【０００７】
　図４は、従来のこの種のユニットクーラー４１に搭載される洗浄装置の一例を示す概略
図であって、図４（ａ）は正面図、図４（ｂ）は平面図である。この洗浄装置５２は、コ
イル４８の上方に、タンク５５と、ポンプ５６に連結された複数の洗浄用パイプ４５とを
備え、各々に開けられた数十個のスリット穴５８ａより洗浄水が流出する。
【０００８】
　上記洗浄装置５２を動作させると、タンク５５からポンプ５６を介して供給された洗浄
水は、給水口４６に導入され、洗浄用パイプ４５を通って噴霧桶５８へ導かれ、各噴霧桶
５８に設けた多数のスリット穴５８ａから一斉にコイル４８に向かって噴射される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】実開平５－５９１６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかし、上記従来の技術おいて、ユニットクーラー４１のコイル４８全体を満遍なく洗
浄するためには、一定時間常に大量の洗浄水（約５０～１５０リットル／ｍｉｎ）を使用
するため、運転コストが高くなり、ポンプ５６やタンク５５等の洗浄設備を設置できない
場所では洗浄することができないのに加え、タンク５５に貯めた水は汚れやすいため、タ
ンク５５内を定期的に洗浄する必要があるという問題があった。また、洗浄方式をノズル
からコイル全体に向かって水を噴霧する方式にすると、約１００～４００リットル／ｍｉ
ｎの大量の水が必要になるという問題があった。
【００１１】
　そこで、本発明は、上記従来の技術における問題点に鑑みてなされたものであって、ポ
ンプを含む給水設備が不要で、狭隘な設置場所にも対応することができ、洗浄に要する水
量も削減することができ、設備コスト及び運転コストを削減することができるユニットク
ーラーの洗浄装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するため、本発明は、ユニットクーラーの冷却用コイルの表面を洗浄す
るための装置であって、給水源からの水の供給口と、該供給口に供給された水を、前記コ
イルの表面の洗浄領域全体を複数に分割した領域別に切り換えて噴出させる洗浄手段とを
備えることを特徴とする。
【００１３】
　そして、本発明によれば、コイルの表面の洗浄領域全体を複数に分割した領域別に切り
換え、給水源からの水を噴出させてコイルの表面の洗浄領域全体を満遍なく洗浄すること
ができる。
【００１４】
　上記ユニットクーラーの洗浄装置において、前記洗浄手段は、前記コイルの長手方向に
延設された洗浄用パイプを複数備え、該洗浄用パイプの各々に枝管と、該枝管の両端に噴
霧ノズルを備え、前記供給口に供給された水を前記複数の洗浄用パイプのいずれかに選択
的に切り換えて供給するように構成することができる。
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【００１５】
　また、上記ユニットクーラーの洗浄装置において、前記洗浄手段が一端に前記供給口を
備えるとともに、胴体部に、各々が前記複数の洗浄用パイプの各々に連通し、所定間隔で
配置された複数の開口部を有する外筒と、該外筒の内部に該外筒内部と連通する内部空間
を有する内筒であって、胴体部に、前記外筒の胴体部に配置された開口部とは異なる間隔
で配置された複数の開口部を有する内筒とを備え、前記内筒の複数の開口部のいずれか一
つが、前記外筒の複数の開口部のいずれか一つと重なり合うことにより、前記供給口から
前記複数の洗浄用パイプのいずれか一つに水が供給されるように構成することもできる。
【００１６】
　さらに、上記ユニットクーラーの洗浄装置において、前記給水源を汎用の水道蛇口とす
ることができ、洗浄水として水道水を用いるため、従来のようなポンプやタンクを含む給
水設備が不要となり、狭隘な設置場所にも対応することができるとともに、設備コスト及
び運転コストを削減することができる。
【発明の効果】
【００１７】
　以上のように、本発明によれば、狭隘な設置場所にも対応することができ、洗浄に要す
る水量も削減することができ、設備コスト及び運転コストを削減することのできるユニッ
トクーラーの洗浄装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明にかかるユニットクーラーの洗浄装置の一実施の形態を示す概略構成図で
あって、（ａ）は正面図、（ｂ）は平面図、（ｃ）は側面図である。
【図２】図１のユニットクーラーの洗浄装置に用いられる外筒及び内筒を示す断面図であ
る。
【図３】従来の洗浄装置を用いたユニットクーラーを示す図であって、（ａ）は正面図、
（ｂ）は側面図である。
【図４】従来のユニットクーラーの洗浄装置の一実施の形態を示す概略構成図であって、
（ａ）は正面図、（ｂ）は平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
  次に、本発明を実施するための形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
【００２０】
　図１は、本発明にかかるユニットクーラーの洗浄装置（以下、適宜「洗浄装置」と略称
する）の一実施の形態を示し、この洗浄装置１は、図４に示した従来のユニットクーラー
の洗浄装置と同様、図３に示したユニットクーラー４１のコイル４８の上方に配置され、
水道水が供給される外筒３と、外筒３の内部を外筒３の軸線方向に摺動可能な内筒２と、
内筒２を摺動させるアクチュエータ５と、アクチュエータ５の制御装置４と、外筒３に接
続された４本の洗浄用パイプ６（６Ａ～６Ｄ）と、洗浄用パイプ６から垂直方向に枝分か
れする枝管７（７Ａ～７Ｄ）、８（８Ａ～８Ｄ）と、枝管７、８の両端部に装着される噴
霧ノズル１１～１４（各枝管に２個ずつ配置される）等からなる洗浄手段を備える。
【００２１】
　外筒３は、図２に示すように、筒状の本体３ａの右端に水道水供給管３ｂが接続され、
左端は開放されて内筒２が挿入されている。外筒３の胴体部に開口部３ｄ、３ｅが穿設さ
れ、開口部３ｄ、３ｅは、各々洗浄用パイプ６Ａ、６Ｂに連通する。尚、図示を省略する
が、外筒３の胴体部には、さらに、洗浄用パイプ６Ｃ、６Ｄに連通する２つの開口部が穿
設され、合計で４つの開口部が所定の間隔で配置される。
【００２２】
　内筒２は、本体２ａの左端が閉じられ、右端が開放された筒状に形成され、胴体部に開
口部２ｃ、２ｄが穿設される。尚、図示を省略するが、内筒２の胴体部には、さらに２つ
の開口部が穿設される。これら４つの開口部は、所定間隔で配置されるが、外筒３の胴体
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部に配置された開口部とは異なる間隔で配置される。内筒２は、外筒３の内部をアクチュ
エータ５（図１参照）によって摺動可能である。
【００２３】
　アクチュエータ５は、外筒３の内部において内筒２を左右方向に摺動させるために備え
られ、電動式のアクチュエータが用いられる。
【００２４】
　制御装置４は、外筒３の内部における内筒２の位置を制御するために備えられ、所定の
プログラムに従って、アクチュエータ５を介して内筒２の位置を制御する。
【００２５】
  図１（ｂ）に示すように、コイルの長手方向に延設された洗浄用パイプ６（６Ａ～６Ｄ
）は、一端で外筒３の開口部３ｄ、３ｅ（図２参照）等に連通し、各洗浄用パイプ６には
、各々に２本の枝管７（７Ａ～７Ｄ）、８（８Ａ～８Ｄ）が、洗浄用パイプ６に対して垂
直方向に枝分かれするように延設される。枝管７、８の両端部には、噴霧ノズル１１～１
４が装着され、合計で１６個の噴霧ノズル１１～１４が設けられる。
【００２６】
　図１（ａ）、（ｃ）に示すように、洗浄用パイプ６Ａ～６Ｄから枝分かれした枝管７Ａ
～７Ｄ、８Ａ～８Ｄが水平方向に配置される。図１（ｂ）に示すように、洗浄用パイプ６
Ａ及び枝管７Ａ、８Ａ、及び枝管７Ａ、８Ａに装着された噴霧ノズル１１によって、コイ
ルの表面の洗浄領域全体を４つに分割したうちの一つである領域１０Ａに洗浄水を噴霧し
て洗浄する。さらに、洗浄用パイプ６Ｂ、枝管７Ｂ、８Ｂ、及び噴霧ノズル１２によって
領域１０Ｂを、洗浄用パイプ６Ｃ、枝管７Ｃ、８Ｃ、及び噴霧ノズル１３によってを領域
１０Ｃを、洗浄用パイプ６Ｄ、枝管７Ｄ、８Ｄ、及び噴霧ノズル１４によって領域１０Ｄ
を洗浄する。
【００２７】
　次に、上記構成を有する洗浄装置１の動作について、図１及び図２を参照しながら説明
する。尚、以下の説明においては、まず、洗浄用パイプ６Ｂの系統を用いてコイル４８の
領域１０Ｂの洗浄を行う場合について説明する。
【００２８】
　制御装置４によってアクチュエータ５を介し、図２に示すように、内筒２を外筒３の内
部で摺動させ、内筒２の開口部２ｄを外筒３の開口部３ｅに重なるように合わせる。する
と、外筒３の水道水供給管３ｂに供給された水道水が洗浄用パイプ６Ｂに流れる。その後
、水道水は、洗浄用パイプ６Ｂから枝管７Ｂ、８Ｂと流れ、最終的に噴霧ノズル１２から
コイル４８の領域１０Ｂに噴霧され、この領域１０Ｂを洗浄することができる。
【００２９】
　その後、順次、内筒２の胴体部の開口部を、外筒３の胴体部の所望の開口部に重ねるこ
とで、図３に示すように、供給口１６に導入された水道水をコイル４８の表面の領域１０
Ｃ、１０Ｄ、１０Ａへと領域を切り換えながら噴霧し、１サイクル経過した時点で、コイ
ル４８の表面の洗浄領域全体の洗浄が完了する。各領域１０Ａ～１０Ｄの洗浄時間、及び
洗浄装置１による洗浄の時間間隔は、制御装置４で制御することができる。
【００３０】
　以上のように、本実施の形態においては、コイル４８の表面の洗浄領域全体を複数領域
１０Ａ～１０Ｄに分割し、洗浄時の洗浄水の使用量を大幅に低減することができ、給水源
として汎用の水道蛇口を用いることで、従来のようなタンクやポンプ等の洗浄設備が不要
となり、狭隘な設置場所にも対応することができ、設備コスト及び運転コストを削減する
ことができる。尚、この方式によれば、必要な水量が３０～８０リットル／ｍｉｎとなり
、運転コストを従来よりも大幅に削減できる。
【００３１】
　尚、上記実施の形態においては、洗浄用パイプ６と、枝管７、８とを用いて外筒３と噴
霧ノズル１１～１４を接続したが、これらのパイプを用いずに、フレキシブルホースを用
いて外筒３と噴霧ノズル１１～１４を接続することもできる。
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　また、上記実施の形態においては、内筒２と外筒３とを組み合わせることによって洗浄
領域１０Ａ～１０Ｄの切換えを行ったが、洗浄領域の切換えは、この方法に限定されるこ
となく、種々の方法を用いることができる。また、洗浄領域１０Ａ～１０Ｄの切換えを行
わずに、噴霧ノズルを含む洗浄機能を有する部分を洗浄領域１０Ａ～１０Ｄに移動させて
コイル４８の表面の洗浄領域全体を洗浄することもできる。
【００３３】
　さらに、上記実施の形態においては、コイル４８の表面に噴霧ノズル１１～１４で水を
噴霧するようにしているが、霧状以外の態様で水を噴出させるようにしてもよい。
【符号の説明】
【００３４】
１　洗浄装置
２　内筒
２ａ　本体
２ｃ　開口部
２ｄ  開口部
３　外筒
３ａ  本体
３ｂ  水道水供給管
３ｄ  開口部
３ｅ  開口部
４　制御装置
５　アクチュエータ
６（６Ａ～６Ｄ）　洗浄用パイプ
７（７Ａ～７Ｄ）  枝管
８（８Ａ～８Ｄ）  枝管
１０（１０Ａ～１０Ｄ）　（洗浄）領域
１１～１４　噴霧ノズル
１１ａ　噴霧領域
１６　供給口
４１　ユニットクーラー
４８　コイル
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