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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外箱を形成する外板と内箱を形成する内板との間に断熱部材を設けて構成される断熱壁
により箱状に構成され、内部に収容空間を形成する断熱箱体と、
　電線または配管と、を備え、
　前記断熱壁の内部は、前記断熱部材が前記外板および前記内板に当接して配置されるこ
とにより構成され、または前記断熱部材と当該断熱部材よりも断熱性能が低く且つ当該断
熱部材よりも板厚が小さい第２の断熱部材とが配置されることにより構成され、
　前記断熱箱体の外側に機械室が形成され、
　前記断熱箱体は、隣り合った前記断熱部材が離間して配置されることにより形成された
離間部を有し、
　前記電線または前記配管は、前記収容空間の内部に配置され、前記離間部を通して前記
機械室に導かれていることを特徴とする冷蔵庫。
【請求項２】
　前記電線または前記配管は、前記断熱箱体の前記収容空間の後部に配置されていること
を特徴とする請求項１記載の冷蔵庫。
【請求項３】
　前記電線または前記配管は、前記断熱箱体のコーナー部に配置されていることを特徴と
する請求項１または２記載の冷蔵庫。
【請求項４】



(2) JP 5755040 B2 2015.7.29

10

20

30

40

50

　前記電線または前記配管は、カバーによって覆われていることを特徴とする請求項１か
ら３のいずれか一項記載の冷蔵庫。
【請求項５】
　前記断熱箱体は、複数の断熱壁を組み合わせて構成され、
　隣り合う前記断熱壁を連結固定する固定具を備えていることを特徴とする請求項１から
４のいずれか一項記載の冷蔵庫。
【請求項６】
　前記断熱壁の内部は、前記断熱部材と前記第２の断熱部材とが配置されて構成され、
　前記断熱壁における前記断熱部材の体積は前記第２の断熱部材の体積よりも大きいこと
を特徴とする請求項１から５のいずれか一項記載の冷蔵庫。
【請求項７】
　前記断熱壁の内部は、前記断熱部材と前記第２の断熱部材とが配置されて構成され、
　前記断熱壁における前記第２の断熱部材の板厚は、前記電線または前記配管の外径より
も小さいことを特徴とする請求項１から６のいずれか一項記載の冷蔵庫。
【請求項８】
　前記断熱部材は、真空断熱パネルであることを特徴とする請求項１から７のいずれか一
項記載の冷蔵庫。
【請求項９】
　前記第２の断熱部材は、発泡断熱材であることを特徴とする請求項１から８のいずれか
一項記載の冷蔵庫。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、冷蔵庫に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、冷蔵庫において、冷凍サイクルの制御に用いられる電線および冷媒が通る配管の
一部は、断熱壁の中に配置され、断熱部材であるウレタンの中に埋設されていた。しかし
、冷蔵庫の庫内スペースの大容量化を目的として、断熱部材にウレタンを利用しない、ま
たはウレタンの利用量を極力少なくした断熱壁を用いた冷蔵庫が求められている。この場
合、断熱部材として、断熱性能に優れる真空断熱パネルを用いることが考えられている。
その場合、断熱壁の内部に電線や配管を配置すると、その分、断熱壁の板厚が大きくなっ
てしまい、庫内スペースが小さくなってしまうという課題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平４－２６０７８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　そこで、断熱効果に優れるとともに、庫内スペースを十分に確保することができる冷蔵
庫を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本実施形態の冷蔵庫は、外箱を形成する外板と内箱を形成する内板との間に断熱部材を
設けて構成される断熱壁により箱状に構成され、内部に収容空間を形成する断熱箱体と、
電線または配管とを備えている。また、断熱壁の内部は、断熱部材が外板および内板に当
接して配置されることにより構成され、または断熱部材と当該断熱部材よりも断熱性能が
低く且つ当該断熱部材よりも板厚が小さい第２の断熱部材とが配置されることにより構成
されている。断熱箱体の外側に機械室が形成されている。断熱箱体は、隣り合った断熱部
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材が離間して配置されることにより形成された離間部を有している。そして、電線または
配管は、収容空間の内部に配置され、離間部を通して機械室に導かれている。
                                                                                
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】第１の実施形態を示す冷蔵庫を構成する断熱箱体および固定具の斜視図
【図２】冷蔵庫の斜視図
【図３】冷蔵庫の内部を右方向から見た斜視図
【図４】冷蔵庫の内部を左方向から見た斜視図
【図５】断熱箱体の縦断側面図
【図６】断熱箱体の内部の冷蔵室を概略的に示す横断平面図
【図７】断熱壁の分解斜視図
【図８】断熱箱体の前面側の右部を概略的に示す横断平面図
【図９】断熱箱体の左奥側のコーナー部を概略的に示す横断平面図
【図１０】断熱箱体の左奥側のコーナー部に設けられた固定具の取り付け状態を示す斜視
図
【図１１】断熱箱体の左奥側のコーナー部に固定具が取り付られる前の状態を示す斜視図
【図１２】断熱箱体の左奥側のコーナー部に設けられる固定具の斜視図
【図１３】断熱箱体の左奥側のコーナー部に設けられる固定具の正面図
【図１４】断熱箱体の左奥側のコーナー部に設けられる固定具の分解斜視図
【図１５】図１３のＡ－Ａ線に沿う断面図
【図１６】図１３のＢ－Ｂ線に沿う断面図
【図１７】図１３のＣ－Ｃ線に沿う断面図
【図１８】図１３のＤ－Ｄ線に沿う断面図
【図１９】図１３のＥ－Ｅ線に沿う断面図
【図２０】断熱箱体の左奥側のコーナー部に設けられる固定具の取り付け状態を示す横断
平面図（その１）
【図２１】断熱箱体の左奥側のコーナー部に設けられる固定具の取り付け状態を示す横断
平面図（その２）
【図２２】断熱箱体の右奥側のコーナー部を概略的に示す横断平面図
【図２３】断熱箱体の右奥側のコーナー部に設けられる固定具の取り付け状態を示す斜視
図
【図２４】断熱箱体の右奥側のコーナー部に固定具が取り付られる前の状態を示す斜視図
【図２５】断熱箱体の右奥側のコーナー部に設けられる固定具の斜視図
【図２６】断熱箱体の右奥側のコーナー部に設けられる固定具の正面図
【図２７】断熱箱体の右奥側のコーナー部に設けられる固定具の分解斜視図
【図２８】図２６のＦ－Ｆ線に沿う断面図
【図２９】図２６のＧ－Ｇ線に沿う断面図
【図３０】図２６のＨ－Ｈ線に沿う断面図
【図３１】図２６のＩ－Ｉ線に沿う断面図
【図３２】第２の仕切り部材の右端部付近を示す縦断正面図
【図３３】左面用断熱壁に固定具を取り付けた状態を示す斜視図
【図３４】第２の実施形態の固定具を示す図９相当図
【図３５】第３の実施形態の断熱部材を示す図２２相当図
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　複数の実施形態について、図面を参照して説明する。なお、図面を参照して方向を示す
場合、便宜上、冷蔵庫の扉側を「前側」とし、冷蔵庫を正面から見た場合の右側を「右側
」として説明する。
【０００８】
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（第１の実施形態）
　以下、第１の実施形態について、図１～図３３を参照して説明する。
　まず、図２に示す冷蔵庫１１は、図１～図６に示す断熱箱体１２と、その断熱箱体１２
内を冷却するための図示しない冷凍サイクルとを備えている。
　断熱箱体１２は、図５および図６に示すように、外箱１３と、内箱１４と、外箱１３と
内箱１４との間に設けられている断熱部材１５とを有している。断熱箱体１２は、前面が
開口した箱状に構成され、内箱１４の内部に収容空間、例えば貯蔵室、必要に応じてダク
トが設けられる空間などを形成している。
【０００９】
　外箱１３は、スチール製であり、前面が開口した箱状に構成されている。外箱１３は、
図１および図３～図６に示すように、当該外箱１３を複数に分割してなる複数枚の外板か
らなる壁を組み合わせて形成されている。具体的には、外箱１３は、板状の上面壁１６と
、平板状の底面壁１７と、平板状の右面壁１８と、平板状の左面壁１９と、平板状の背面
壁２０とから形成されている。上面壁１６は、前後方向で段差状をなし、前部が底面壁１
７と平行な平板状をなし、後部が前部よりも下側に位置して底面壁１７と平行な平板状を
なしている。右面壁１８と左面壁１９とは左右対称の形状である。上面壁１６の後部上に
は、図３～図５に示すように、機械室２１が形成されている。機械室２１には、上述した
冷凍サイクルを構成する図示しない圧縮機などが設けられている。
【００１０】
　機械室２１の床面には、図５に示すように、離間部２１１が形成されている。離間部２
１１は、隣り合った断熱部材１５間に隙間を設けることにより形成された開口である。こ
の実施形態では、断熱箱体１２の上面に位置する断熱部材１５と背面に位置する断熱部材
１５とが離間して配置されることにより、離間部２１１が形成されている。離間部２１１
には、真空断熱パネル以外の断熱材、例えばウレタンなどの発泡断熱材からなる第２の断
熱部材１５１が充填されている。また、離間部２１１には、上下方向に延びる連通孔２１
１ａが形成されている。連通孔２１１ａはスリットでもよい。
【００１１】
　また、断熱箱体１２の後部の下部には、冷蔵や冷凍などの制御に用いられる電気部品、
凝縮器などを収容する部品収容室２１２が形成されている。また、部品収容室２１２の上
面には、離間部２１３が形成されている。離間部２１３は、断熱箱体１２の底面に位置す
る断熱部材１５と背面に位置する断熱部材１５とが離間して配置されることにより形成さ
れている。離間部２１３には、真空断熱パネル以外の断熱材、例えばウレタンなどの発泡
断熱材からなる第２の断熱部材１５１が充填されている。また、図示はしないが、離間部
２１３にも、上下方向に延びる連通孔が形成されていてもよい。この連通孔はスリットで
もよい。
【００１２】
　内箱１４は、樹脂製であり、前面が開口した箱状をなし、外箱１３の内部に設けられて
いる。内箱１４は、図１および図３～図６に示すように、当該内箱１４を複数に分割して
なる複数枚の内板からなる壁を組み合わせて形成されている。具体的には、内箱１４は、
板状の上面壁２２と、平板状の底面壁２３と、平板状の右面壁２４と、平板状の左面壁２
５と、平板状の背面壁２６とから形成されている。内箱１４の上面壁２２も、外箱１３の
上面壁１６と同様に、前後方向で段差状をなし、前部が底面壁２３と平行な平板状をなし
、後部が前部よりも下側に位置して底面壁２３と平行な平板状をなしている。右面壁２４
と左面壁２５とは左右対称の形状である。
【００１３】
　内箱１４の左面壁２５および背面壁２６のそれぞれには、図１および図１１に示すよう
に、内箱１４の外面側から当該内箱１４の内面側すなわち貯蔵室側に突出する支持部材２
７が複数個設けられている。なお、内箱１４の右面壁２４にも、図２４に示すように、同
様の支持部材２７が設けられている。
【００１４】



(5) JP 5755040 B2 2015.7.29

10

20

30

40

50

　支持部材２７は、例えば、樹脂製のブロックであり、図２０および図２１に示すように
、基端部が断熱部材１５に接着して固定され、他端部である先端部が、内箱１４の壁、例
えば図２０および図２１では左面壁２５および背面壁２６に形成した開口部２８を貫通し
ている。さらに、内箱１４の右面壁２４における背面壁２６側の上下方向に並んで設けら
れている支持部材２７、および内箱１４の背面壁２６における右面壁２４側および左面壁
２５側の上下方向に並んで設けられている支持部材２７の先端部側には、ねじ穴２７１が
形成されている。なお、図示はしないが、内箱１４の右面壁２４における背面壁２６側の
上下方向に並んで設けられている支持部材２７の突出している先端部にも、同様のねじ穴
が形成されている。なお、支持部材２７が、図２０および図２１に示すように、基端部に
鍔部２７２を有する構成とし、鍔部２７２が断熱部材１５と内箱１４の外面とで挟持され
る構成としてもよい。支持部材２７が鍔部２７２を有することにより、支持部材２７が開
口部２８から貯蔵室側に落ちてしまうことを防止できる。また、支持部材２７は、内箱１
４の壁とは別の部材ではなく、内箱１４に一体に成形させてもよい。
【００１５】
　図５および図６に示すように、外箱１３の上面壁１６と内箱１４の上面壁２２、外箱１
３の底面壁１７と内箱１４の底面壁２３、外箱１３の右面壁１８と内箱１４の右面壁２４
、外箱１３の左面壁１９と内箱１４の左面壁２５、外箱１３の背面壁２０と内箱１４の背
面壁２６は、それぞれ断熱部材１５を介して対向して設けられている。なお、図６に、外
箱１３の右面壁１８と内箱１４の右面壁２４とが対向し、外箱１３の左面壁１９と内箱１
４の左面壁２５とが対向し、外箱１３の背面壁２０と内箱１４の背面壁２６とが対向した
状態を概略的に示す。
【００１６】
　断熱部材１５は、断熱性能に優れたもの、例えばウレタンなどの発泡断熱材やソフトテ
ープなどよりも熱伝導率が低いものであり、具体的には、平板状の真空断熱パネルであり
、芯材と、芯材を収容する外袋体とを備えている。芯材は、断熱性の高い材料、例えばグ
ラスウールなどの無機繊維の積層体を、例えばポリエチレンなどの合成樹脂フィルムから
なる図示しない内袋体に収容した後、矩形板状に圧縮硬化して形成したものである。芯材
は、その他、例えば抄紙法、加熱圧縮法などで形成してもよい。外袋体は、ガスバリア性
を有する袋であり、例えばポリエチレンテレフタレートのフィルム、高密度ポリエチレン
のフィルム、アルミ蒸着フィルム、アルミ箔シートなどを適宜組み合わせ積層し袋状に形
成したものである。そして、断熱部材１５は、芯材を外袋体に収容した状態で当該外袋体
内を減圧して、減圧を維持したまま外袋体の開口部を熱溶着などによって密閉することに
より構成されている。
【００１７】
　断熱部材１５は、平板状の板厚方向の一面が内箱１４の外面に接着され、かつ、一面と
は反対側の他面が外箱１３の内面に接着されている。すなわち、断熱箱体１２の壁の内部
すなわち後述する断熱壁３１は、断熱部材１５が外板および内板に当接して配置されるこ
とにより構成されている。図７に一例として、外箱１３の左面壁１９と、外箱１３の左面
壁１９に対向して設けられている内箱１４の左面壁２５との間に断熱部材１５が挟まれて
設けられた構成を示す。この構成において、断熱部材１５と外箱１３の内面この場合左面
壁１９との間には、断熱部材１５と左面壁１９とを接着させる接着剤２９が設けられてい
る。さらに、断熱部材１５と内箱１４の外面この場合左面壁２５との間にも、断熱部材１
５と左面壁２５とを接着させる接着剤３０が設けられている。接着剤２９，３０としては
、液体状の接着剤、両面テープなどが用いられる。なお、上述した支持部材２７は、この
接着剤３０によって断熱部材１５に接着されている。また、支持部材２７は、固定具５１
と係合することにより、外箱１３および内箱１４に当接した構成としてもよい。
【００１８】
　このように、外箱１３の壁１６～２０と、外箱１３に対向して設けられた内箱１４の壁
２２～２６と、その外箱１３の壁１６～２０と内箱１４の壁２２～２６との間に設けられ
た断熱部材１５とを、接着剤２９，３０によって接着することにより、この外箱１３の一



(6) JP 5755040 B2 2015.7.29

10

20

30

40

50

の壁とその外箱１３に対応する内箱１４の一の壁と、それらの壁の間に設けられた断熱部
材１５とが一体となる。この一体となったものを断熱壁３１と称する。なお、断熱壁３１
は、分割断熱パネルと称してもよい。すなわち、断熱箱体１２は、複数の断熱壁３１を組
み合わせて箱状に構成されている。具体的には、図１に示すように、断熱箱体１２は、当
該断熱箱体１２の上面壁を構成する上面用断熱壁３１１、当該断熱箱体１２の床面壁を構
成する床面用断熱壁３１２、当該断熱箱体１２の右面壁である側壁を構成する右面用断熱
壁３１３、当該断熱箱体１２の左面壁である側壁を構成する左面用断熱壁３１４、当該断
熱箱体１２の背面壁を構成する背面用断熱壁３１５の５枚を組み合わせて構成されている
。また、右面用断熱壁３１３および左面用断熱壁３１４は、左右対称の形状であり、対向
して配置されている。
【００１９】
　ここで、断熱箱体１２の左右の壁を形成する右面用断熱壁３１３および左面用断熱壁３
１４の前端部について図３、図４および図８を参照して説明する。なお、上述したように
、右面用断熱壁３１３と左面用断熱壁３１４とは左右対称であるため、右面用断熱壁３１
３の前端部について説明する。
【００２０】
　図３および図４に示すように、右面用断熱壁３１３の前端部の上下方向の中央部および
下部付近の２箇所には、外箱１３の右面壁１８の前端部に折り曲げ部３２が形成されてい
る。２箇所の折り曲げ部３２は同様の構成であるため、右面用断熱壁３１３の前端部の上
下方向の中央部に設けられている折り曲げ部３２について説明する。
【００２１】
　折り曲げ部３２は、図８に示すように、右面壁１８の前端部から左方向に折り曲がり、
引き続き内箱１４の右面壁２４の前方において後方側に折り曲がり、さらに、断熱部材１
５側に折り曲がった形状である。すなわち、折り曲げ部３２は、左右方向に延びる２つの
平坦部３２１と、ほぼ３６０°に折り曲がっている湾曲部３２２とから構成され、上方か
ら見てＵ字状をなしている。２つの平坦部３２１は、互いにほぼ対向しているとともに、
断熱部材１５の前方に位置している。また、湾曲部３２２は、内箱１４の右面壁２４の前
方に位置し、折り曲げ部３２の平坦部３２１の先端面が断熱箱体１２の外面に位置しない
ように、折り曲げ部３２の端部が後方側になるように折り曲がっている。さらに、折り曲
げ部３２の湾曲部３２２と内箱１４の右面壁２４の前端部との間には開口部３３が形成さ
れるとともに、折り曲げ部３２と断熱部材１５の前端部との間には、端部差込室３４が形
成された構成となっている。すなわち、開口部３３は、端部差込室３４の入口として機能
するものであり、内箱１４の右面壁２４の前端部と外箱１３の右面壁１８の折り曲げ部３
２とが離間して形成されている。端部差込室３４は、空間であり、右面壁１８の折り曲げ
部３２と断熱部材１５とが離間して形成されている。そして、その端部差込室３４に、仕
切り板４４１と仕切り補強板４４２とが収容される構成である。また、２つの平坦部３２
１には、板厚方向に貫通する貫通孔３５が形成されている。この開口部３３、端部差込室
３４および貫通孔３５については、後述する。
【００２２】
　断熱箱体１２の内箱１４の内部である貯蔵室は、図３および図４に示すように、当該貯
蔵室の中央部に設けられた第１の仕切り部材３７と、第１の仕切り部材３７の下方に設け
られた第２の仕切り部材３８とによって仕切られている。これにより、断熱箱体１２の内
部には、貯蔵室が複数に分割されて複数の部屋が形成されている。具体的には、内箱１４
と第１の仕切り部材３７とで囲われて冷蔵室３９が形成されている。また、内箱１４と第
１の仕切り部材３７と第２の仕切り部材３８とで囲われて野菜室４０が形成されている。
さらに、内箱１４と第２の仕切り部材３８とで囲われて内箱１４の下部に空間が形成され
ている。この空間には、製氷室４１と、第１の冷凍室４２と、製氷室４１の右隣に配置さ
れる第２の冷凍室４３とが設けられる構成である。冷蔵室３９の前面開口部には、図２に
示すように、観音開き式の冷蔵室扉３９１が設けられ、野菜室４０の前面開口部には引出
し式の野菜室扉４０１が設けられている。また、製氷室４１の前面開口部には引出し式の
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製氷室扉４１１が設けられ、第１の冷凍室４２の前面開口部には引出し式の第１の冷凍室
扉４２１が設けられ、第２の冷凍室４３の前面開口部には引出し式の第２の冷凍室扉４３
１が設けられている。
【００２３】
　第１の仕切り部材３７は、第２の仕切り部材３８と同様の構成であるため、第１の仕切
り部材３７について図８を参照して説明する。また、第１の仕切り部材３７は、左右対称
の形状であるため、右側の構成について説明する。
　第１の仕切り部材３７は、前仕切り部４４と、面仕切り部４５とから構成されている。
　前仕切り部４４は、貯蔵室の前面開口部に設けられ、当該貯蔵室の左右方向に延びる直
方体状に構成されている。前仕切り部４４は、仕切り板４４１と、仕切り補強板４４２と
、仕切りカバー４４３と、仕切り断熱部材４４４とから構成されている。
【００２４】
　仕切り板４４１は、金属製であり、前仕切り部４４の前面壁を構成する板部材であり、
左右両端部がやや後方に折れ曲がっている。仕切り板４４１は、右端部が、右面用断熱壁
３１３の前端部に形成されている開口部３３を通って端部差込室３４の内部に配置されて
いる。前仕切り部４４の右端部には、貫通孔４４５が３箇所形成されている。
【００２５】
　仕切り補強板４４２は、金属製であり、仕切り板４４１の引張強度が小さい場合などに
設けられるものであり、上下方向の寸法が仕切り板４４１の上下方向の寸法と同様または
それより短く調整され、左右方向の寸法が仕切り板４４１の左右方向の寸法よりも長く調
整され、且つ、板厚が仕切り板４４１と同等またはそれ以上に調整された板部材であり、
左右両端部がやや後方に折れ曲がっている。仕切り補強板４４２は、仕切り板４４１の背
面に接して設けられている。
【００２６】
　そして、仕切り板４４１の右端部が、右面用断熱壁３１３の前端部に形成されている開
口部３３を通って端部差込室３４の内部に配置されている。これにより、仕切り板４４１
の右端部は、仕切り補強板４４２の右端部と外箱１３の右面壁１８すなわち右面用断熱壁
３１３の折り曲げ部３２とで挟まれた構成となる。また、仕切り板４４１および仕切り補
強板４４２の左右両端部が後方に折れ曲がった形状であり、この端部が端部差込室３４に
挿入される構成であるため、折り曲げ部３２の前面を仕切り板４４１の前面と面一に構成
することができる。
【００２７】
　仕切り補強板４４２の右端部は、仕切り板４４１よりも右側に位置して断面Ｌ字状をな
し、外箱１３の右面壁１８の右前部分の角の形状に対応して後方に折れ曲がっている。さ
らに、仕切り補強板４４２の右端部には、仕切り板４４１の３箇所の貫通孔４４５に対応
する３箇所のねじ穴４４６が形成されている。３箇所のうちの最も右端部側に位置するね
じ穴４４６は、外箱１３の右面壁１８の折り曲げ部３２に形成した貫通孔３５に通される
ねじ４６の軸部が設けられた構成となっている。また、仕切り補強板４４２の残り２箇所
のねじ穴４４６にも、仕切り板４４１の貫通孔４４５に通されるねじ４７の軸部が設けら
れた構成となっている。これにより、仕切り板４４１の右端部および仕切り補強板４４２
の右端部は、右面用断熱壁３１３の折り曲げ部３２に連結固定された構成となる。なお、
上述したように、図示はしないが、仕切り板４４１の左端部および仕切り補強板４４２の
左端部も、上述した右端部と同様な構成であり、外箱１３の左面壁１９すなわち左面用断
熱壁３１４の図示しない折り曲げ部に連結固定された構成となっている。すなわち、仕切
り板４４１は、右面用断熱壁３１３と左面用断熱壁３１４とを貯蔵室の前面開口部におい
て連結固定する連結部材として機能し、折り曲げ部３２は被連結部材として機能している
。
【００２８】
　仕切りカバー４４３は、金属製であり、前面が開口した箱状をなし、仕切り板４４１と
ともに前仕切り部４４の直方体の外周壁を形成するものである。そして、仕切りカバー４
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４３と仕切り板４４１とで形成される直方体の空間に、仕切り断熱部材４４４が設けられ
ている。仕切りカバー４４３は、支持部材２７によって支持されている。すなわち、仕切
りカバー４４３は、下部に図示しない取付部を有し、この取付部がねじによって支持部材
２７に固定される構成である。
　仕切り断熱部材４４４は、発泡スチロールやウレタンなどの断熱部材からなり、直方体
状に形成されている。
【００２９】
　面仕切り部４５は、図３および図４にも示すように、断熱性を有する樹脂製の矩形状の
板部材であり、真空断熱パネルなどの板状の断熱部材の周囲を樹脂製の板で覆ったもので
ある。面仕切り部４５は、内箱１４の支持部材２７上に載置されて保持されているととも
に、前端部が前仕切り部４４の背面に接して設けられ、左右両端部が内箱１４の右面壁２
４および左面壁２５に接して設けられている。なお、第１の仕切り部材３７の面仕切り部
４５の後端部は、内箱１４の背面壁２６に対して隙間を開けて設けられている。これによ
り、冷蔵室３９と野菜室４０とは連通した構成となっている。一方、第２の仕切り部材３
８の面仕切り部４５の後端部は、内箱１４の背面壁２６に接して設けられている。これに
より、野菜室４０と製氷室４１とは第２の仕切り部材３８によって断熱されるとともに、
野菜室４０と第２の冷凍室４３とも第２の仕切り部材３８によって断熱された構成となっ
ている。
【００３０】
　断熱壁３１は、図１および図３～図６に示すように、隣り合う他の断熱壁３１に対して
固定具５１を介して連結固定されている。すなわち、内箱１４は、複数に分割された壁２
２～２６において、一の壁に隣り合う他の壁によって形成されるコーナー部において、こ
れらの２つの壁が固定具５１を介して連結固定された構成となっている。
【００３１】
　固定具５１は、内箱１４にあって上面壁２２と右面壁２４とで形成されるコーナー部、
上面壁２２と左面壁２５とで形成されるコーナー部、上面壁２２と背面壁２６とで形成さ
れるコーナー部、底面壁２３と右面壁２４とで形成されるコーナー部、底面壁２３と左面
壁２５とで形成されるコーナー部、底面壁２３と背面壁２６とで形成されるコーナー部に
設けられている。言い換えると、固定具５１は、隣り合って離間している２つの断熱部材
１５に対向する位置で固定されている。
【００３２】
　また、内箱１４の後部のコーナー部、例えば左面壁２５と背面壁２６とで形成される左
奥側のコーナー部には、図６および図９に示すように、電線５２が配置されている。電線
５２は、例えば図示しない制御手段たる制御装置と当該制御装置からの信号を受けて駆動
する図示しない送風ファンなどの部品とをつなぐ電線、あるいは、制御装置と各種センサ
とをつなぐ電線であり、例えば、当該コーナー部に沿って延びている。電線５２は、複数
本の電線を束ねて構成されている。なお、図面では、複数本の電線が束ねられて断面が円
形の状態となった電線５２を示す。
【００３３】
　さらに、内箱１４の後部であって電線５２が設けられているコーナー部とは異なるコー
ナー部、例えば左面壁２５と背面壁２６とで形成される右奥側のコーナー部には、図６お
よび図２２に示すように、配管５３が配置されている。配管５３は、具体的には、図示し
ない冷蔵用の蒸発器とコンプレッサとをつなぐサクションパイプおよび冷凍用の蒸発器と
コンプレッサとをつなぐサクションパイプなどであり、例えば当該コーナー部に沿って延
びている。配管５３は、例えば、冷蔵に用いられる冷媒が通るものと、冷凍に用いられる
冷媒が通るものとの２本設けられている。配管５３には、図５、図２５～図２７に示すよ
うに、熱交換を良好にするための迂回路５３１が形成されていてもよい。
【００３４】
　また、蒸発器によって生成された冷気を貯蔵室に供給・循環させる図示しない送風ファ
ンは、貯蔵室の左右両側にある固定具５１の間に配置することが好ましい。この場合、後



(9) JP 5755040 B2 2015.7.29

10

20

30

40

50

述する電線５２の接続部６８には送風ファンが接続され、後述する配管５３の溶着部９９
には蒸発器が接続された構成となる。さらに、貯蔵室の左右両側にある固定具５１の間に
は、図示はしないが、冷気を循環させるダクトが配置されている。ダクトは、固定具５１
の前後方向の厚さと同等もしくは固定具５１よりも薄いことが好ましい。
【００３５】
　内箱１４の各コーナー部に設けられている固定具５１はよく似た構成であるため、以下
、内箱１４において左面壁２５と背面壁２６とで形成されるコーナー部に設けられている
固定具５１１、および、右面壁２４と背面壁２６とで形成されるコーナー部に設けられて
いる固定具５１２について説明する。なお、固定具５１２の説明においては、固定具５１
１と共通する部分についての説明を省略する。また、上述の電線５２および配管５３の構
成についても説明する。
【００３６】
　まず、固定具５１１について図１、図９～図２１を参照して説明する。
　固定具５１１は、図１、図９および図１０に示すように、全体として断面直角三角形の
柱状をなし、内箱１４の左面壁２５と背面壁２６とで形成されるコーナー部に沿って上下
方向に延びた形状をなしている。図９は、電線５２が設けられているコーナー部付近を概
略的に示すものである。図１０は、コーナー部に固定具５１１を設けた後の当該コーナー
部を示すものである。なお、図１１は、当該コーナー部に固定具５１１が設けられる前の
当該コーナー部を示している。
【００３７】
　固定具５１１は、図１２～図１４に示すように、断面直角三角形の筒状を構成する固定
カバー５４および補強部材５５と、筒状の内部を構成するコーナー用断熱部材５６とを有
している。
　固定カバー５４は、樹脂製であり、上下方向に長い矩形の板部材であり、コーナー部に
設けられている電線５２の前側を覆うようにして配置されている。すなわち、冷蔵庫１１
の使用者側から電線５２が見えないように固定カバー５４が配置されている。固定カバー
５４の前面には、図１４～図２１に示すように、ねじ５７の軸部を貫通させるための貫通
孔５８が形成されている。固定カバー５４の貫通孔５８は、長手方向に直交する幅方向に
おいて両端部の複数個所に形成されている。この貫通孔５８は、他方側の端部の貫通孔５
８が極力離れるように、他方側の端部に位置する貫通孔５８と上下方向がずれて配置され
ている。すなわち、固定カバー５４の貫通孔５８は、例えば図１３に示すように、固定カ
バー５４の長手方向に沿ってジグザグ状に配置されている。
【００３８】
　固定カバー５４の貫通孔５８のうち正面から見て左側に位置する貫通孔５８の軸方向は
、図１５、図１７、図１９および図２０に示すように、当該固定カバー５４が内箱１４の
コーナー部に設けられたときに内箱１４の左面壁２５に直交する方向である。また、固定
カバー５４の貫通孔５８のうち正面から見て右側に位置する貫通孔５８の軸方向は、図１
５、図１６、図１８および図２１に示すように、当該固定カバー５４が内箱１４のコーナ
ー部に設けられたときに当該内箱１４の背面壁２６に直交する方向である。
【００３９】
　固定カバー５４は、図１、図１２および図１３に示すように、固定具５１１が設けられ
るコーナー部の延びている方向の長さにおいて２個に分割されたパーツから構成されてい
る。この構成により、固定カバー５４の取扱いが容易になるとともに、ねじれなどの変形
がしにくくなる。以下、固定カバー５４のうち上側のパーツを上固定カバー５４１と称し
、下側のパーツを下固定カバー５４２と称する。上固定カバー５４１は内箱１４の冷蔵室
３９および野菜室４０のコーナー部に配置され、下固定カバー５４２が内箱１４の製氷室
４１および第１の冷凍室４２のコーナー部に配置される構成である。固定カバー５４のう
ち上固定カバー５４１と下固定カバー５４２とが連結する部分言い換えると分割部分は、
図１５に示すように左奥側のコーナー部側に突出し、後述する補強部材５５に当接してい
る。また、図１０および図１２～図１４に示すように、上固定カバー５４１の長手方向の
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中央部には端部側が開口した開口部５９が形成され、下固定カバー５４２の長手方向の中
央部にも端部側が開口した開口部６０が形成されている。
【００４０】
　補強部材５５は、固定具５１の固定カバー５４の強度を補強するものであり、樹脂製で
あり、図９、図１２および図１４に示すように、固定具５１１の断面二等辺三角形の残り
の二辺を形成するカバー、具体的には直角の角を形成する断面Ｌ字状の板部材からなり、
長手方向の長さが固定カバー５４の長手方向の長さと同じに調整されている。補強部材５
５は、断面Ｌ字状をなす二辺のうちの一辺が内箱１４の左面壁２５すなわち左面用断熱壁
３１４に対向して配置され、残りの一辺が内箱１４の背面壁２６すなわち背面用断熱壁３
１５に対向して配置されている。
【００４１】
　この補強部材５５の直角部分が内箱１４のコーナー部に対応して配置される構成である
。すなわち、補強部材５５の断面Ｌ字状の直角部分が内箱１４のコーナー部の角に最も近
づいた状態になるようにして、固定具５１１が当該コーナー部に配置されている。そして
、補強部材５５の断面Ｌ字状の開いている側の開口部が固定カバー５４によって覆われる
構成である。言い換えると、補強部材５５は、隣り合う断熱壁３１の端部間すなわち隣り
合う断熱壁３１の離間している部分を横断して配置され、断熱壁３１間の断熱効果の小さ
い所に配置された構成である。
【００４２】
　補強部材５５の長手方向に直交する幅方向の両端部には、複数のねじ穴６１および複数
の貫通孔６２が形成されている。複数のねじ穴６１および複数の貫通孔６２は、固定カバ
ー５４の貫通孔５８に対応して、補強部材５５の長手方向に沿ってジグザグ状に配置され
ている。
【００４３】
　補強部材５５の貫通孔６２は、固定カバー５４側に膨出している膨出部６３に形成され
ている。すなわち、膨出部６３も補強部材５５の長手方向に沿ってジグザグ状に配置され
ている。補強部材５５の貫通孔６２の軸方向は、固定カバー５４が補強部材５５に取り付
けられたときに、固定カバー５４の貫通孔５８の軸方向に一致する構成である。補強部材
５５の貫通孔６２には、ねじ５７の軸部が貫通する構成である。
【００４４】
　補強部材５５のねじ穴６１は、図１４、図１５、図１６および図１９に示すように、固
定カバー５４側に突出した円筒状をなし、内部にねじ山が形成されたものである。補強部
材５５のねじ穴６１は、固定カバー５４が補強部材５５に取り付けられたときに、固定カ
バー５４の貫通孔５８の軸方向に一致し、ねじ５７と螺合する構成となっている。
【００４５】
　この補強部材５５も、図１４に示すように、固定具５１１が設けられるコーナー部の延
びている方向の長さにおいて２個に分割されたパーツから構成されている。補強部材５５
の分割位置は、固定カバー５４の分割位置と同じである。以下、補強部材５５のうち上側
のパーツを上補強部材５５１と称し、下側のパーツを下補強部材５５２と称する。この構
成によって、上補強部材５５１も、冷蔵室３９および野菜室４０のコーナー部に配置され
、下補強部材５５２が内箱１４の製氷室４１および第１の冷凍室４２のコーナー部に配置
される構成である。
【００４６】
　コーナー用断熱部材５６は、例えば図９に示すように、固定具５１１の固定カバー５４
に覆われるようにコーナー部に配置されたものであり、具体的には上述したように固定具
５１１に囲われて設けられている。すなわち、コーナー用断熱部材５６は、隣り合う断熱
壁３１の端部間である離間している部分を覆うように配置されている。コーナー用断熱部
材５６は、図１４に示すように、発泡スチロールなどの断熱部材を三角柱に形成したもの
である。コーナー用断熱部材５６の長手方向に直交する幅方向の両端部側には、複数の切
欠き部６４が形成されている。切欠き部６４は、固定カバー５４の貫通孔５８、補強部材



(11) JP 5755040 B2 2015.7.29

10

20

30

40

50

５５のねじ穴６１および貫通孔６２に設けられるねじ５７に干渉しないように、コーナー
用断熱部材５６の長手方向に沿ってジグザグ状に配置されている。このコーナー用断熱部
材５６も、固定具５１１が設けられるコーナー部の延びている方向の長さにおいて２個に
分割されたパーツから構成されている。コーナー用断熱部材５６の分割位置は、固定カバ
ー５４の分割位置と同じである。以下、コーナー用断熱部材５６のうち上側のパーツを上
コーナー用断熱部材５６１と称し、下側のパーツを下コーナー用断熱部材５６２と称する
。この場合、上コーナー用断熱部材５６１は、上固定カバー５４１および上補強部材５５
１によって挟まれて設けられている。また、下コーナー用断熱部材５６２は、下固定カバ
ー５４２および下補強部材５５２によって挟まれて設けられている。この構成によって、
上コーナー用断熱部材５６１も、冷蔵室３９および野菜室４０のコーナー部に配置され、
下コーナー用断熱部材５６２が内箱１４の製氷室４１および第１の冷凍室４２のコーナー
部に配置される構成である。
【００４７】
　上記構成によって、固定具５１１は、全体として、コーナー部に沿って延びる方向にお
いて２個に分割可能な構成となっている。なお、上コーナー用断熱部材５６１は、下コー
ナー用断熱部材５６２に対して離間して設けられている。すなわち、図１５に示すように
、固定カバー５４の分割部分では、固定具５１１の分割部分の前面がコーナー部側に凹ん
だ形状になっている。
【００４８】
　また、上コーナー用断熱部材５６１の長手方向の中央部には上固定カバー５４１の開口
部５９に対応して端部側が開口した開口部６５が形成され、下コーナー用断熱部材５６２
の長手方向の中央部にも下固定カバー５４２の開口部６０に対応して端部側が開口した開
口部６６が形成されている。
【００４９】
　また、コーナー用断熱部材５６の長手方向に直交する断面における直角部分、すなわち
内箱１４のコーナー部の角に近接する部位には、長手方向に延びる凹状の収容部６７が形
成されている。このコーナー用断熱部材５６の収容部６７には、上述した電線５２が収容
されている。すなわち、固定具５１１は、筒状の内部に電線５２を収容した構成となって
いる。収容部６７に収容されている電線５２は、収容部６７の内周面が保持部となって当
該保持部によって所定の位置からずれないように保持されているとともに、図示しないフ
ックなどの保持部などでも保持されている。すなわち、電線５２と固定具５１１とは一体
された構成となっている。
【００５０】
　電線５２は、一部がコーナー用断熱部材５６の開口部６５を通って上固定カバー５４１
の開口部５９から貯蔵室側に出ており、また他の一部もコーナー用断熱部材５６の開口部
６６を通って下固定カバー５９２の開口部６０から貯蔵室側に出ており、さらに他の一部
が固定具５１１の上端面から外側に出ており離間部２１１の連通孔２１１ａを通って機械
室２１に導かれている。すなわち、固定具５１１の開口部５９，６０は、固定具５１１の
内部に収容されている電線５２の一部を貯蔵室側に導くためのものである。また、この場
合、連通孔２１１ａは、固定具５１１の上面上に形成されていることが好ましい。なお、
図示はしないが、電線５２の一部を固定具５１１の下端面から、離間部２１３の連通孔を
通って部分収容室２１２に導かれるようにしてもよい。
【００５１】
　電線５２は、図１３に示すように、固定カバー５４の開口部５９，６０から貯蔵室側に
出ている部分に接続部６８を有している。また、電線５２は、固定具５１１の上端面から
外側に延びている先端部にも接続部６８を有している。これらの接続部６８は、樹脂製で
あり、他の電線の接続部と接続可能なプラグ状の構成となっている。他の電線は、例えば
制御装置や送風ファンなどの部品に接続されている。
【００５２】
　固定カバー５４と補強部材５５との間、具体的には固定カバー５４の幅方向の端部と補
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強部材５５の幅方向の端部との間には、図１４および図１６～図１９に示すように、第１
のシール部材７１が設けられている。第１のシール部材７１は、固定カバー５４および補
強部材５５の長手方向に沿って長く延びる部材であり、例えばソフトテープから構成され
ている。これにより、固定カバー５４と補強部材５５との間が第１のシール部材７１によ
ってシールされた構成となる。
【００５３】
　補強部材５５とこの補強部材５５に近接する内箱１４の壁、具体的には補強部材５５と
左面壁２５すなわち左面用断熱壁３１４との間、および補強部材５５と背面壁２６すなわ
ち背面用断熱壁３１５との間には、図１４～図１９に示すように、第２のシール部材７２
が設けられている。第２のシール部材７２は、固定カバー５４および補強部材５５の長手
方向に沿って長く延びる部材であり、例えばソフトテープから構成されている。これによ
り、補強部材５５とこの補強部材５５に近接する断熱壁３１との間が第２のシール部材７
２によってシールされた構成となる。
【００５４】
　図９に示すように、断熱壁３１の端部、例えば左面用断熱壁３１４と背面用断熱壁３１
５とが突き合されている部分には、第３のシール部材７３が設けられている。第３のシー
ル部材７３は、固定カバー５４および補強部材５５の長手方向に平行に延びている部材で
あり、例えばソフトテープから構成されている。これにより、左面用断熱壁３１４と背面
用断熱壁３１５との間が第３のシール部材７３によってシールされた構成となる。なお、
図２０および図２１では、第３のシール部材の図示を省略する。
【００５５】
　固定具５１１は、図１４～図１９に示すように、固定カバー５４と補強部材５５とによ
ってコーナー用断熱部材５６を挟み、コーナー用断熱部材５６の収容部６７に電線５２を
収容し、固定カバー５４の幅方向の端部と補強部材５５の幅方向の端部とを合わせて構成
されている。そして、このように固定カバー５４を補強部材５５に合わせた状態で、ねじ
５７の軸部を固定カバー５４の貫通孔５８に通して補強部材５５のねじ穴６１に螺合させ
ることにより、固定カバー５４が補強部材５５に固定された構成となっている。また、固
定カバー５４が補強部材５５に固定されることにより、コーナー用断熱部材５６も固定具
５１１の内部に固定された構成となり、電線５２も固定具５１１の内部に固定された構成
となっている。したがって、固定カバー５４と、補強部材５５と、コーナー用断熱部材５
６と、電線５２とが一体化した構成となっている。
【００５６】
　なお、上固定カバー５４１と下固定カバー５４２との分割部分では、図１５に示すよう
に、１対のねじ５７，５７によって固定カバー５４が補強部材５５に固定されている。そ
して、固定具５１１の分割部分には、第２の仕切り部材３８の後端部の左部が当接して配
置される構成となっている。
　また、図２０および図２１に示すように、ねじ５７を固定カバー５４の貫通孔５８およ
び補強部材５５の貫通孔６２に通して内箱１４の支持部材２７のねじ穴に螺合させること
により、固定具５１１が内箱１４のコーナー部に固定された構成となっている。
【００５７】
　このとき、固定カバー５４と補強部材５５との間が第１のシール部材７１によってシー
ルされ、固定具５１とこの固定具５１に近接する断熱壁３１との間が第２のシール部材７
２によってシールされ、左面用断熱壁３１４と背面用断熱壁３１５との間が第３のシール
部材７３によってシールされた構成となる。
【００５８】
　さらに、左面用断熱壁３１４および背面用断熱壁３１５は、第２のシール部材７２を介
して補強部材５５に対向した配置となる。これにより、隣り合う左面用断熱壁３１４およ
び背面用断熱壁３１５が固定具５１１によって連結固定されるとともに、左面用断熱壁３
１４と背面用断熱壁３１５とで形成される隣り合う断熱壁３１４，３１５の角度が、補強
部材５５の直角部分に対応して９０°に保持される。すなわち、補強部材５５は、左面用
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断熱壁３１４および背面用断熱壁３１５のそれぞれに対向して配置され、隣り合う壁すな
わち断熱壁３１の角度を９０°に保持する角度保持部として機能している。
【００５９】
　次に、固定具５１２について図２２～図３１を参照して説明する。
　固定具５１２は、図２２および図２３に示すように、全体として断面直角三角形の柱状
をなし、内箱１４の右面壁２４と背面壁２６とで形成されるコーナー部に沿って上下方向
に延びた形状をなしている。図２２は、配管５３が設けられているコーナー部付近を概略
的に示すものである。図２３は、コーナー部に固定具５１２を設けた後の構成を示すもの
である。なお、図２４は、当該コーナー部に固定具５１２を設ける前の構成を示している
。
　固定具５１２は、図２５～図２７に示すように断面直角三角形の筒状を構成する固定カ
バー８１および補強部材８２と、筒状の内部を構成するコーナー用断熱部材８３とを有し
ている。
【００６０】
　固定カバー８１は、固定カバー５４とほぼ同様な構成であり、上下方向に長い矩形の板
部材であり、コーナー部に設けられている配管５３の前側を覆うようにして配置されてい
る。すなわち、冷蔵庫１１の使用者側から配管５３が見えないように固定カバー８１が配
置されている。固定カバー８１には、固定カバー５４の貫通孔５８と同様の貫通孔８４が
複数個所に形成されている。また、固定カバー８１も、図２７に示すように、固定具５１
２が設けられるコーナー部の延びている方向の長さにおいて２個に分割されたパーツから
構成され、固定カバー８１のうち上側のパーツを構成する上固定カバー８１１と、下側の
パーツを構成する下固定カバー８１２とから構成されている。上固定カバー８１１と下固
定カバー８１２とが連結する部分すなわち分割部分は、図２８に示すように右奥側のコー
ナー部側に突出した形成である。また、上固定カバー８１１の長手方向の中央部には、図
２７に示すように、外側に突出して延びる第１の突出部８５を有し、この第１の突出部に
開口部８６が形成されている。また、図２３および図２５～図２７に示すように、下固定
カバー８１２の長手方向の中央部にも、外側に突出して延びる第２の突出部８７を有し、
この第２の突出部８７に開口部８８が形成されている。
【００６１】
　補強部材８２は、補強部材５５とほぼ同様な構成であり、図２７に示すように、固定具
５１２の断面二等辺三角形の残りの二辺を形成する断面Ｌ字状の板部材である。この補強
部材８２の直角部分が内箱１４のコーナー部に対応して配置される構成である。そして、
補強部材８２の断面Ｌ字状の開いている側の開口部を覆うようにして固定カバー８１が設
けられる構成である。
【００６２】
　補強部材５５の長手方向に直交する幅方向の両端部には、複数のねじ穴８９および複数
の貫通孔９０が形成されている。補強部材８２のねじ穴８９および貫通孔９０も、補強部
材５５のねじ穴６１および貫通孔６２と同様の構成である。また、この補強部材８２も、
固定具５１２が設けられるコーナー部の延びている方向の長さにおいて２個に分割された
パーツから構成され、補強部材８２のうち上側のパーツを構成する上補強部材８２１と、
下側のパーツを構成する下補強部材８２２とから構成されている。また、上補強部材８２
１は、当該上補強部材８２１の長手方向の中央部すなわち第１の突出部８５に対応する位
置に外側に突出して延びる第１の補強用突出部９１を有している。第１の補強用突出部９
１は、第１の突出部８５とともに筒状を形成するものである。さらに、下補強部材８２２
も、当該下補強部材８２２の長手方向の中央部すなわち第２の突出部８７に対応する位置
に外側に突出して延びる第２の補強用突出部９２を有している。第２の補強用突出部９２
も、第２の突出部８７とともに筒状を形成するものである。
【００６３】
　コーナー用断熱部材８３は、コーナー用断熱部材５６とほぼ同様な構成であり、固定具
５１２の固定カバー８１に覆われるようにコーナー部に配置されている。すなわち、コー
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ナー用断熱部材８３も、隣り合う断熱壁３１の端部間である離間している部分を覆うよう
に配置されている。コーナー用断熱部材８３は、図２７に示すように、発泡スチロールな
どの断熱部材を三角柱に形成したものであり、幅方向の両端部側に複数の切欠き部９３が
形成されている。この切欠き部９３は、コーナー用断熱部材５６の切欠き部６４と同様な
構成である。また、このコーナー用断熱部材８３も、固定具５１２が設けられるコーナー
部の延びている方向の長さにおいて２個に分割されたパーツから構成され、コーナー用断
熱部材８３のうち上側のパーツを構成する上コーナー用断熱部材８３１と、下側のパーツ
を構成する下コーナー用断熱部材８３２とから構成されている。この場合、上コーナー用
断熱部材８３１は、上固定カバー８１１および上補強部材８２１によって挟まれて設けら
れている。また、下コーナー用断熱部材８３２は、下固定カバー８１２および下補強部材
８２２によって挟まれて設けられている。
【００６４】
　上記構成によって、固定具５１２は、全体として、コーナー部に沿って延びる方向にお
いて２個に分割可能な構成となっている。なお、上コーナー用断熱部材８３１は、下コー
ナー用断熱部材８３２に対して離間して設けられている。すなわち、図２８に示すように
、固定カバー８１の分割部分では、当該固定カバー８１のコーナー部側の面が補強部材８
２に接しており、固定具５１の分割部分の前面がコーナー部側に凹んだ形状になっている
。
【００６５】
　また、上コーナー用断熱部材８３１は、図２７に示すように、当該上コーナー用断熱部
材８３１の長手方向の中央部すなわち第１の突出部８５に対応する位置に外側に突出して
延びる第１の断熱用突出部９４を有し、この第１の断熱用突出部９４に開口部９５が形成
されている。第１の断熱用突出部９４は、第１の補強用突出部９１と第１の突出部８５と
で形成される筒状部分に収容される構成である。さらに、下コーナー用断熱部材８３２も
、当該下コーナー用断熱部材８３２の長手方向の中央部すなわち第２の突出部８７に対応
する位置に外側に突出して延びる第２の断熱用突出部９６を有し、この第２の断熱用突起
部９６に開口部９７が形成されている。第２の断熱用突出部９６は、第２の補強用突出部
９２と第２の突出部８７とで形成される筒状部分に収容される構成である。
【００６６】
　また、コーナー用断熱部材８３の長手方向に直交する断面における直角部分、すなわち
内箱１４のコーナー部の角に近接する部位には、長手方向に延びる凹状の収容部９８が形
成されている。このコーナー用断熱部材８３の収容部９８には、上述した配管５３が収容
されている。すなわち、固定具５１２は、筒状の内部に配管５３を収容した構成となって
いる。収容部９８に収容されている配管５３は、収容部９８の内周面が保持部となって当
該保持部によって保持されているとともに、図示しないフックなどの保持部などでも保持
されている。すなわち、配管５３と固定具５１２とは一体された構成となっている。なお
、収容部９８に収容されている配管５３は、コーナー部の部位によっては複数本収容され
ている。
【００６７】
　配管５３は、一部がコーナー用断熱部材８３の開口部９５を通って上固定カバー８１１
の開口部８６から貯蔵室側に出ており、他の一部がコーナー用断熱部材８３の開口部９７
を通って下固定カバー８１２の開口部８８から貯蔵室側に出ており、さらに他の一部が固
定具５１２の上端面から外側に出ており離間部２１１の連通孔２１１ａを通って機械室２
１に導かれている。すなわち、固定具５１２の開口部８６，８８は、固定具５１２の内部
に収容されている配管５３の一部を貯蔵室側に導くためのものである。この場合、配管５
３の迂回路５３１は、図５に示すように、離間部２１１の第２の断熱部材１５１内に収容
されている。また、連通孔２１１ａは、固定具５１２の上面上に形成されていることが好
ましい。なお、図示はしないが、配管５３の一部を固定具５１２の下端面から、離間部２
１３の連通孔を通って部分収容室２１２に導かれるようにしてもよい。
【００６８】
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　配管５３は、図２６に示すように、固定カバー８１の開口部８６，８８から貯蔵室側に
出ている部分に溶着部９９を有している。また、配管５３は、固定具５１２の上端面から
外側に延びている先端部にも溶着部９９を有している。これらの溶着部９９は、他の配管
の溶着部と溶着可能な構成、例えば配管５３の直径が他の配管よりも大きい構成となって
いる。他の配管は、冷蔵用の蒸発器、冷凍用の蒸発器、コンプレッサに接続されている。
この実施形態では、上固定カバー８１１の開口部８６から貯蔵室側に延びる配管５３が冷
蔵用の蒸発器に接続され、下固定カバー８１２の開口部８８から貯蔵室側に延びる配管が
冷凍用の蒸発器に接続され、固定具５１２の上端面から外側に延びる配管が機械室２１に
設けられているコンプレッサに接続されるように、配管５３の溶着部９９と他の配管の溶
着部とが溶着される構成となっている。
【００６９】
　固定カバー８１と補強部材８２との間、具体的には固定カバー８１の幅方向の端部と補
強部材８２の幅方向の端部との間には、固定具５１１に設けた第１のシール部材７１と同
様の第１のシール部材１０１が設けられている。
　補強部材８２とこの補強部材８２に近接する内箱１４の壁、具体的には補強部材８２と
右面壁２４すなわち右面用断熱壁３１３との間、補強部材８２と背面壁２６すなわち背面
用断熱壁３１５との間には、図２７～図３１に示すように、第２のシール部材７２と同様
の第２のシール部材１０２が設けられている。
　また、図２２に示すように、右面用断熱壁３１３と背面用断熱壁３１５とが突き合され
ている部分には、第３のシール部材７２と同様の第３のシール部材１０３が設けられてい
る。
【００７０】
　固定具５１２は、図２６～図３１に示すように、固定カバー８１と補強部材８２とによ
ってコーナー用断熱部材８３を挟み、コーナー用断熱部材８３の収容部９８に配管５３を
収容し、固定カバー８１の幅方向の端部と補強部材８２の幅方向の端部とを合わせて構成
されている。そして、このように固定カバー８１を補強部材８２に合わせた状態で、ねじ
５７の軸部を固定カバー８１の貫通孔８４に通して補強部材８２のねじ穴８９に螺合させ
ることにより、固定カバー８１が補強部材８２に固定された構成となっている。また、固
定カバー８１が補強部材８２に固定されることにより、コーナー用断熱部材８３も固定具
５１の内部に固定された構成となり、配管５３も固定具５１２の内部に固定された構成と
なっている。この上固定カバー８１１と下固定カバー８１２の分割部分にも、第２の仕切
り部材３８の後端部の右部が当接して配置され、この分割部分を覆う構成となっている。
【００７１】
　なお、上固定カバー８１１と下固定カバー８１２との分割部分では、図２８に示すよう
に、１対のねじ５７，５７によって固定カバー８１が補強部材８２に固定されている。そ
して、固定具５１２の分割部分には、第２の仕切り部材３８の後端部の右部が当接して配
置される構成となっている。
【００７２】
　また、図示しないねじの軸部を、図３０に示すように、固定カバー８１の貫通孔８４お
よび補強部材８２の貫通孔９０に通して内箱１４の図示しない支持部材のねじ穴に螺合さ
せることにより、固定具５１２が内箱１４のコーナー部に固定された構成となる。なお、
図示はしないが、固定具５１２は、同様な構成によって背面壁２６の支持部材にも固定さ
れている。
【００７３】
　このとき、固定カバー８１と補強部材８２との間が第１のシール部材１０１によってシ
ールされ、固定具５１とこの固定具５１に近接する断熱壁３１との間が第２のシール部材
１０２によってシールされ、右面用断熱壁３１３と背面用断熱壁３１５との間が第３のシ
ール部材１０３によってシールされる。
【００７４】
　また、補強部材８２は、第２のシール部材１０２を介して右面用断熱壁３１３および背
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面用断熱壁３１５のそれぞれに対向した配置となる。これにより、隣り合う右面用断熱壁
３１３および背面用断熱壁３１５が固定具５１２によって連結固定されるとともに、右面
用断熱壁３１３と背面用断熱壁３１５とで形成される隣り合う壁の角度が、補強部材８２
の直角部分に対応して９０°に保持される。すなわち、補強部材８２も、隣り合う壁の角
度を９０°に保持する角度保持部として機能している。
【００７５】
　次に、固定具５１２の固定カバー８１の開口部８８から貯蔵室側に導かれている配管５
３の一部について図３２を参照して説明する。図３２に示すように、内箱１４の内部にお
いて第２の仕切り部材３８の面仕切り部４５と内箱１４の右面壁２４との間には、仕切り
部用断熱部材１０５が設けられている。仕切り部用断熱部材１０５は、発泡スチロールな
どからなる断熱部材であり、前後方向に延びるブロック状をなしている。仕切り部用断熱
部材１０５には、内箱１４側が開口した凹部１０６が形成されている。そして、凹部１０
６の内部には、固定具５１２の開口部８８から貯蔵室側に出た配管５３の一部が設けられ
た構成となっている。すなわち、固定具５１２の開口部８８から出ている配管５３の一部
は、第２の仕切り部材３８の縁部の前後方向に沿って設けられた構成となっている。
【００７６】
　この仕切り部用断熱部材１０５の上面、前面および左面は、第２の仕切り部材３８の面
仕切り部４５から延びている部材によって覆われている。
　なお、図示はしないが、内箱１４の内部において第２の仕切り部材３８の面仕切り部４
５と内箱１４の左面壁２５との間にも、上述の仕切り断熱部材などを設けて、固定具５１
２の開口部６０から出ている電線５２の一部が、第２の仕切り部材３８の縁部の前後方向
に沿って設けられる構成としてもよい。
【００７７】
　上記した一実施形態による冷蔵庫の断熱箱体１２の組立て手順を図１および図３３を参
照して説明する。
　まず、図１に示す断熱壁３１および固定具５１をそれぞれ製作する。次に、図３３に示
すように、隣り合う２つの断熱壁３１のうちの一方、例えば左面用断熱壁３１４に固定具
５１１をねじ５７により取り付ける。次に、左面用断熱壁３１４と固定具５１１とが一体
となったものに、背面用断熱壁３１５を取り付ける。これにより、隣り合う断熱壁３１は
連結固定され、内箱１４の右奥側のコーナー部が形成される。このとき、左面用断熱壁３
１４と背面用断熱壁３１５とで形成される隣り合う壁の角度は、補強部材５５の直角部分
に対応して９０°に保持される。内箱１４の他のコーナー部も、断熱壁３１と固定具５１
とを連結固定することにより形成される。これにより、隣り合う断熱壁３１の角度が９０
°である内箱１４が形成され、直方体の断熱箱体１２が形成される。なお、隣り合う断熱
壁３１の角度を９０°にするだけではなく、この場合、隣り合う断熱壁３１の角度がほぼ
９０°に調整され、断熱箱体１２の各角部がほぼ９０°となっていればよい。
【００７８】
　また、断熱箱体１２の組立て時に、第１の仕切り部材３７および第２の仕切り部材３８
を所定の位置に設けることにより、冷蔵室３９、野菜室４０、製氷室４１、第１の冷凍室
４２および第２の冷凍室４３が形成されるとともに、貯蔵室の前面開口部側において、右
面用断熱壁３１３と左面用断熱壁３１４とが第１の仕切り部材３７および第２の仕切り部
材３８によって連結固定される。
【００７９】
　上記構成によれば、次の効果を奏する。
　この実施形態では、断熱箱体１２の収容空間に電線５２および配管５３が配置された構
成である。すなわち、この実施形態では、電線５２および配管５３が断熱壁３１の内部に
設けられていない構成であるので、断熱部材１５による断熱効果が得られるとともに、断
熱壁３１の板厚を小さくでき、庫内スペースを十分に確保することができる。
　内箱１４の後部、より好ましくは、断熱箱体１２のコーナー部に電線５２および配管５
３が配置されている。すなわち、電線５２および配管５３が食品の収納の邪魔になりにく



(17) JP 5755040 B2 2015.7.29

10

20

30

40

50

いところに配置された構成であるので、庫内スペースをより十分に確保することができる
。
【００８０】
　固定具５１の上下方向から電線５２あるいは配管５３が出ており、電線５２あるいは配
管５３の直上に離間部２１１が配置され、電線５２あるいは配管５３の直下に離間部２１
３が配置されている。この離間部２１１の直上には機械室２１が設けられ、離間部２１３
の直下には部品収容室２１２が設けられている。したがって、圧縮機や電気部品などを断
熱箱体１２の外側に設けることができ、電線５２および配管５３を所定の位置に容易に配
置でき、他の電線や配管に容易に接続することができる。また、固定具５１に設けられた
電線５２および配管５３の上方に離間部２１１の連通孔２１１ａが位置しているので、電
線５２および配管５３を上下方向に直線状に延ばす構成とすることで、接続部６８および
溶着部９９を機械室２１内に容易に配置することができる。
【００８１】
　離間部２１１，２１３を発泡断熱材から形成することにより、容易に連通孔２１１ａを
形成することができ、また、離間部２１１内に配管５３の迂回路５３１を収容した構成、
すなわち配管５３の迂回路５３１を第２の断熱部材１５１で覆う構成とすることができる
。
　コーナー部に設けられる電線５２および配管５３が固定具５１の固定カバー５４，８１
によって覆われた構成であるので、電線５２や配管５３に食品が当たってしまうことを防
止することができるとともに、電線５２および配管５３を冷蔵庫１１の使用者に見えなく
することができて貯蔵室の内部の意匠性を良好にすることができる。
【００８２】
　隣り合う２つの断熱壁３１が固定具５１で連結固定されることによって、冷蔵庫１１の
断熱箱体１２が形成される。すなわち、断熱壁３１を組み合わせ、固定具５１でこれらの
断熱壁３１を組み合わせることによって冷蔵庫１１を組み立てることができる。したがっ
て、この実施形態によれば、従来のように予め立体的な内箱に断熱部材を設ける構成より
も、冷蔵庫１１の組立て作業が容易となる。
　断熱部材１５が真空断熱パネルから構成されているので、真空断熱パネルによる断熱効
果が得られるとともに、断熱壁３１すなわち断熱箱体１２の板厚を小さくすることができ
、庫内スペースを十分に確保することができる。
【００８３】
　固定具５１の補強部材５５，８２が角度保持部として機能するため、隣り合う断熱壁３
１の角度が９０°に保持される。これにより、内箱１４を直方体に形成することができる
。また、内箱１４の角部が９０°に保持される構成であることにより、断熱壁３１の組み
合わせが容易となる。
　固定具５１が隣り合って離間している２つの断熱部材１５に対向する位置で固定されて
いるので、断熱部材１５を、固定具５１を基準にして固定できる。したがって、隣り合う
断熱壁３１の角度を９０°に保持しやすくできる。
【００８４】
　貯蔵室の前面開口部側において、右面用断熱壁３１３と左面用断熱壁３１４とが第１の
仕切り部材３７および第２の仕切り部材３８によって連結固定されているので、右面用断
熱壁３１３の前面および左面用断熱壁３１４の前面が確実に固定される。これにより、内
箱１４の前面開口部が左右方向に開いてしまうことを防止できるとともに内箱１４のねじ
れを防止することができ、内箱１４および断熱箱体１２を直方体に保つことができる。
　内箱１４のコーナー部にコーナー用断熱部材５６，８３が設けられているので、コーナ
ー部での断熱効果を高めることができる。また、コーナー用断熱部材５６，８３が固定具
５１によって覆われた構成であるので、上述と同様に、貯蔵室の内部の意匠性を良好にす
ることができる。
【００８５】
　コーナー用断熱部材５６，８３が隣り合う断熱壁３１の離間している部分を覆うように
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配置されているので、断熱壁３１による断熱効果の小さい部分の断熱効果を補うことがで
きる。これにより、断熱箱体１２全体の断熱効果を向上させることができる。
　固定具５１が筒状をなし、電線５２、配管５３およびコーナー用断熱部材５６，８３が
当該固定具５１の内部に収容された構成であるので、電線５２、配管５３およびコーナー
用断熱部材５６，８３が冷蔵庫１１の使用者から確実に見えにくくすることができ、貯蔵
室の内部の意匠性をより一層良好にすることができる。
【００８６】
　固定具５１が、断面Ｌ字状をなす補強部材５５，８２を有しているので、固定具５１の
変形、特にねじれや、折れ曲がりが生じてしまうことを極力防止することができる。また
、補強部材５５，８２の前面すなわち断面Ｌ字状の開口部に固定カバー５４，８１が設け
られる構成であるため、固定具５１を筒状にすることができる。
【００８７】
　電線５２および配管５３は、コーナー用断熱部材５６，８３の収容部６７，９８によっ
て保持されているので、電線５２および配管５３が所定の位置からずれてしまうことを防
止することができる。
　固定具５１に開口部５９，６０が形成され、内箱１４のコーナー部に設けられている電
線５２を貯蔵室側に導く構成とした。これにより、開口部５９，６０から貯蔵室側に導か
れた電線５２を固定具５１の外側すなわち貯蔵室側にある電線に接続させることができる
。特に、電線５２が固定具５１の開口部５９，６０から出た部分に他の電線と接続する接
続部６８を有しているので、固定具５１の外側で電線５２と他の電線との接続を容易に行
うことができる。
【００８８】
　また、固定具５１に開口部８６，８８が形成され、内箱１４のコーナー部に設けられて
いる配管５３を貯蔵室側に導く構成とした。これにより、開口部８６，８８から貯蔵室側
に導かれた配管５３を貯蔵室側にある配管に接続させることができる。特に、配管５３が
固定具５１の開口部８６，８８から出た部分に他の配管と溶着する溶着部９９を有してい
るので、固定具５１の外側で配管５３と他の配管との溶着を容易に行うことができる。
　固定具５１と電線５２とが一体化され、また固定具５１と配管５３とが一体化された構
成であるので、断熱壁３１が固定具５１で連結固定される際に、電線５２および配管５３
も断熱壁３１の所定のコーナー部に設けることができる。これにより、電線５２および配
管５３の組み立て作業を簡素化することができる。
【００８９】
　内箱１４の左奥側のコーナー部に電線５２が設けられ、内箱１４の右奥側のコーナー部
に配管５３が設けられた構成であるので、電線５２が配管５３によって冷やされることを
防止することができる。
　配管５３の一部が、第２の仕切り部材３８の縁部に沿って配置されているので、固定具
５１を大きくすることなく配管５３を長くすることができる。これにより、配管５３がサ
クションパイプである場合、貯蔵室の庫内スペースを十分に確保しつつも、配管５３の熱
交換の効率を向上させることができる。
【００９０】
　固定カバー５４と補強部材５５との間、および固定カバー８１と補強部材８２との間に
第１のシール部材７１，１０１が設けられているので、固定具５１の内部に冷気が流入し
てしまうことを防止することができる。これにより、固定具５１の内部の部品、例えば電
線５２などに結露が生じてしまうことを防止できる。
　断熱壁３１と固定具５１との間に第２のシール部材７２，１０２が設けられているので
、貯蔵室内の冷気が断熱箱体１２の外側に漏れること防ぐことができるとともに、断熱箱
体１２の外側の暖かい空気が貯蔵室内に入ることを防ぐことができる。
【００９１】
　右面用断熱壁３１３と背面用断熱壁３１５との間、および左面用断熱壁３１４と背面用
断熱壁３１５との間に第３のシール部材７３，１０３が設けられているので、断熱箱体１
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２の内部と外部とを十分に断熱することができ、当該断熱箱体１２の内部を効率よく冷却
することができる。
　固定具５１がコーナー部に沿って延びる方向において複数に分割されているので、固定
具５１の取扱いが容易になる。また、固定具５１の分割部分に、第２の仕切り部材３８が
配置されているので、貯蔵室内の冷気が第２の仕切り部材３８の分割部分から固定具５１
の内部に入ることを防ぐことができる。
【００９２】
　また、離間部２１１内に第２の断熱部材１５１が充填されていることにより、断熱壁３
１の強度を高めることができる。
　また、従来では、断熱箱体が分割されていない内箱および外箱から構成されていたため
、組立てが大型化していた。しかし、この実施形態によれば、断熱箱体１２が複数の断熱
壁３１を組み合わせて構成されるため、組立てを小型化することができる。
【００９３】
（第２の実施形態）
　次に、第２の実施形態について、図３４を参照して説明する。なお、第１の実施形態と
同一の構成のものについては同一の符号を付し、その構成の説明を省略する。なお、この
実施形態では、内箱１４の左奥側のコーナー部について説明するが、他のコーナー部にも
適用することができる。
【００９４】
　第２の実施形態の固定具１１１は、補強部材を有さず、第１の実施形態の固定カバー５
４とほぼ同様な形状の板部材であり、内箱１４のコーナー部に沿って延びた形状である。
この実施形態では、隣り合う２つの断熱壁３１は、固定具１１１に図示しないないねじに
よって固定されている。すなわち、隣り合う２つの断熱壁３１は、固定具１１１によって
連結固定された構成となっている。
【００９５】
　固定具１１１の幅方向の両端部には、内箱１４の近接する壁２２～２６、具体的には左
面壁２５および背面壁２６に対向して延びる延出部１１２，１１３が形成されている。す
なわち、一方の延出部１１２は断熱部材１５の前側に向かって延び、他方の延出部１１３
は断熱箱体１２の右方向に向かって延びている。ここで、延出部１１２の内箱１４側の平
面は、延出部１１３の内箱１４側の面に対して、直交するように延びている。したがって
、隣り合う左面用断熱壁３１４および背面用断熱壁３１５が固定具１１１によって連結固
定されると、左面用断熱壁３１４と背面用断熱壁３１５とで形成される隣り合う壁の角度
が９０°となる。すなわち、延出部１１２，１１３は、角度保持部として機能するもので
ある。
【００９６】
　延出部１１２，１１３と内箱１４の近接する壁２５，２６との間には、第４のシール部
材１１４が設けられている。第４のシール部材１１４は、第２のシール部材７２，１１２
と同様のものである。
　また、内箱１４のコーナー部と固定具１１１とで形成される三角柱状の空間には、第２
のコーナー用断熱部材１１５が設けられている。すなわち、固定具１１１は、コーナー用
断熱部材１１５を覆うようにして配置されている。第２のコーナー用断熱部材１１５は、
発泡スチロールなどの断熱部材であり、三角柱状に形成されている。
【００９７】
　第２のコーナー用断熱部材１１５における内箱１４のコーナー部の角側に近接する部位
には、長手方向に延びる凹状の収容部１１６が形成されている。この第２のコーナー用断
熱部材１１５の収容部１１６の内部には、電線５２が収容され、当該収容部１１６によっ
て保持されている。すなわち、収容部１１６も、電線５２を保持する保持部として機能す
るものでる。
【００９８】
　上記構成によれば、補強部材を有さない構成の固定具１１１を用いることによっても隣
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り合う２つの断熱壁３１を連結固定させることができる。
　延出部１１２，１１３を固定具１１１に設けたので、内箱１４の隣り合う壁の角度は９
０°に保持される。これにより、内箱１４および断熱箱体１２を直方体に形成することが
できる。
【００９９】
　延出部１１２，１１３と断熱壁３１との間に第４のシール部材１１４が設けられている
ので、貯蔵室内の冷気が断熱箱体１２の外側に漏れること防ぐことができるとともに、断
熱箱体１２の外側の暖かい空気が貯蔵室内に入ることを防ぐことができる。
　第２のコーナー用断熱部材１１５の収容部１１６内に、電線５２が収容されているので
、電線５２が所定の位置からずれてしまうことを防止することができる。
【０１００】
（第３の実施形態）
　次に、第３の実施形態について、図３５を参照して説明する。なお、第１の実施形態と
同一の構成のものについては同一の符号を付し、その構成の説明を省略する。なお、この
実施形態では、内箱１４の右奥側のコーナー部について説明するが、他のコーナー部にも
適用することができる。
【０１０１】
　第３に実施形態の断熱壁３１の内部には、図３５に示すように、第１の断熱部材１２１
と、第２の断熱部材１２２とが配置されて構成されている。第１の断熱部材１２１は、第
１の実施形態と同じ断熱部材１５すなわち真空断熱パネルであり、内箱１４の壁２２～２
６の外面側に接着して配置されている。第２の断熱部材１２２は、第１の断熱部材１２１
よりも熱伝導率が高いすなわち第１の断熱部材１２１よりも断熱性能が低いもの、例えば
ソフトテープ、あるいは発泡断熱材、特にはウレタンである。また、第２の断熱部材１２
２は、外箱１３と内箱１４との間で形成される空間すなわち断熱部材が収容される空間の
うち第１の断熱部材１２１以外のところ配置されている。この実施形態では、第２の断熱
部材１２２が、外箱１３の壁１６～２０の内面側であって第１の断熱部材１２１の外面側
に設けられるとともに、断熱箱体１２のコーナー部、すなわち第１の実施形態での第３の
シール部材７３に相当する箇所にも設けられている。この場合、第１の断熱部材１２１は
、断熱部材が収容される空間の全体積の５０％以上、より好ましくは８０％以上を占めて
いる。さらに、第２の断熱部材１２２は、第１の断熱部材１２１の体積よりも小さい体積
に設定されている。
【０１０２】
　また、図３５に示すように、第１の断熱部材１２１の板厚をＴ１とし、第２の断熱部材
１２２の板厚をＴ２とし、配管５３の外径をＴ３とすると、Ｔ１＞Ｔ３＞Ｔ２に設定され
ている。すなわち、第２の断熱部材１２２の板厚Ｔ２は、第１の断熱部材１２１の板厚Ｔ

１および配管５３の外径Ｔ３よりも小さく設定されている。ここでいう板厚とは、図３５
に示すように、断熱壁３１の断面において、外箱１３と内箱１４とが向かい合う方向での
厚さである。また、発泡断熱材においては、固化後の厚さである。
　なお、電線５２および配管５３は、第１の実施形態と同様に、収容空間の内部の奥側の
コーナー部に配置されている。
【０１０３】
　上記構成によれば、第１の断熱部材１２１および第２の断熱部材１２２の両方の断熱部
材を用いた冷蔵庫を得ることができる。そして、電線５２および配管５３が、第１の実施
形態と同様に、収容空間、好ましくは収納空間の後部、より好ましくは収納空間の後部の
コーナー部に配置されているので、第１の断熱部材１２１および第２の断熱部材１２２に
よる断熱効果が得られるとともに、断熱壁３１の板厚を小さくでき、庫内スペースを十分
に確保することができる。
【０１０４】
　この場合、第２の断熱部材１２２よりも断熱効果の優れる第１の断熱部材１２１の体積
を大きくした構成であるため、断熱箱体１２の断熱効果が十分に得られることができると
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ともに、第２の断熱部材１２２の板厚を小さくでき、断熱箱体１２の壁の板厚を小さくで
き、庫内スペースを十分に確保することができる。
【０１０５】
　第２の断熱部材１２２の板厚Ｔ２が配管５３の外径Ｔ３よりも小さく、配管５３が断熱
箱体１２の内部に収容できない構成において、配管５３を収容空間例えば貯蔵室の内部に
収容し、第１の断熱部材１２１の板厚Ｔ１を第２の断熱部材１２２の板厚Ｔ２よりも大き
くすることにより、断熱箱体１２の断熱効果を良好にすることができる。また、配管５３
が断熱壁３１の内部に入っていない構成であるため、断熱壁３１の板厚を小さくすること
ができる。
【０１０６】
　第１の断熱部材１２１として、真空断熱パネルを用いることにより、第１の実施形態と
同様に、良好な断熱効果が得られる。また、板厚が小さい真空断熱パネルでも断熱効果が
良好であるため、断熱箱体１２の壁の板厚を小さくでき、庫内スペースを十分に確保する
ことができる。
【０１０７】
　第２の断熱部材１２２として、発泡断熱材、この場合ウレタンを用いることにより、第
１の断熱部材１２１同士の間、第１の断熱部材１２１と外箱１３との間、第１の断熱部材
１２１と内箱１４との間を埋めることができる。これにより、断熱箱体１２全体の断熱効
果を良好にすることができる。すなわち、断熱壁３１が連結して組立てる構成において、
断熱壁３１同士の連結箇所を十分に断熱することができる。
　なお、上記では配管５３の外径をＴ３として説明したが、内箱１４の左奥側のコーナー
部において、電線５２すなわち複数の電線の束の外径をＴ３としてもよい。
【０１０８】
（その他の実施形態）
　内箱のコーナー部に電線および配管が設けられた構成を用いて説明したが、当該コーナ
ー部にそれら以外の部品、例えばホースなどが設けられ、この部品を固定具で覆う構成と
してもよい。
　仕切り部材が設けられないコーナー部や、コーナー部の長さが短い場合などにおいては
、固定具を複数に分割しなくてもよい。
　第１の実施形態の固定具において、固定カバーの幅方向の両端部に第２の実施形態の延
出部を設けて、延出部と内箱との間を、第２のシール部材の代わりに第４のシール部材で
シールする構成としてもよい。
【０１０９】
　配管の一部または電線の一部が第２の仕切り部材の縁部の左右方向に沿って配置されて
いてもよい。また、配管の一部および電線の一部が第１の仕切り部材の縁部の前後方向あ
るいは左右方向に沿って配置されていてもよい。
　面仕切り部に用いられる断熱部材として、真空断熱パネル、ウレタン、発泡スチロール
などを用いるとともに、これらの断熱部材を上下から樹脂製または金属製の板で挟む構成
としてもよい。
【０１１０】
　仕切り補強板は、仕切り板が十分に強度を有する場合などにおいては、省略してもよい
。
　隣り合う２つの断熱壁は、上記の実施形態の連結固定に加えて、ねじなどによって連結
固定してもよい。
　上記した断熱箱体の組立て手順は一例に過ぎず、例えば、背面用断熱壁に固定具を取り
付けた後に、右面用断熱壁あるいは左面用断熱壁をこの固定具に取り付ける手順でもよい
。
【０１１１】
　シール部材として、ソフトテープの代わりにシリコンシーラーなどを用いてもよい。
　内箱の右奥側のコーナー部に、第２のコーナー用断熱部材を設け、第２のコーナー用断
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熱部材の収容部の内部に配管を収容する構成としてもよい。
【０１１２】
　また、冷蔵庫は貯蔵室の内部にミストを噴出すミスト放出部を有していてもよい。この
ミストは、静電霧化により生成されたものであり、直径１～１０００ｎｍであることが好
ましい。この場合、隣り合う２つの断熱壁によって形成されるコーナー部に固定具が設け
られることにより、隣り合う断熱壁との間からミストが庫外に放出されることを抑制する
ことができる。
【０１１３】
　固定具は、内箱の一の壁に一体に形成されていてもよい。
　断熱壁は側面あるいは上面などから見て、Ｌ字状、Ｕ字状をなしていてもよい。すなわ
ち、固定具は、板状の断熱壁同士を連結固定するのみではなく、板状以外の断熱壁同士、
板状の断熱壁と板状以外の断熱壁とを連結固定するものとしてもよい。
【０１１４】
　断熱壁の断熱部材すなわち真空断熱パネルは、内箱の壁に一体に設けられていなくても
よく、また、外箱の壁に一体に設けられていてもよい。
　断熱壁の断熱部材は、外箱の一の壁または内箱の一の壁のどちらか一方に当接して設け
られていればよい。
　内箱を複数に分割してなる壁を固定具によって連結固定して箱状の内箱を形成し、その
内箱を外箱と断熱部材とが一体となったものに取り付けて断熱箱体を形成する構成でもよ
い。この場合、内箱を複数に分割してなる壁は、平板状に限らず、例えば上面から見てＬ
字状であってもよい。
【０１１５】
　離間部の連通孔は、上面用断熱壁において端部側が開口したスリットであることが好ま
しい。これにより、電線および配管を孔に通す必要がなく、電線および配管をスリットに
挿入することで固定具から延びている電線の接続部および配管の溶着部を機械室内に容易
に配置することができる。また、この場合、右面用断熱壁、左面用断熱壁および背面用断
熱壁を固定具で連結固定した後、さらに上面用断熱壁を連結固定することにより、電線お
よび配管が上面用断熱壁の連通孔であるスリット内に挿入された構成となるとともに、上
面用断熱壁が右面用断熱壁、左面用断熱壁および背面用断熱壁上に配置された構成となる
。このとき、電線および配管とスリットとを合わせることにより、上面用断熱壁と、右面
用断熱壁、左面用断熱壁および背面用断熱壁との位置決めが容易となる。なお、連通孔は
、電線および配管の真上に位置しなくてもよく、例えば、背面用断熱壁の断熱部材上に位
置する構成としてもよい。この構成によれば、スリットを長く形成する必要がなく、すな
わちスリットを短く形成することができ、ウレタン充填時のウレタン漏れの防止が容易と
なる。また、この場合、背面用断熱壁の先端部、具体的には背面用断熱壁の断熱部材と上
面用断熱壁の外板との間を離間部とすることにより、電線および配管を固定具から背面用
断熱壁の外板方向に屈折させ前記離間部を通過させることで、電線および配管を背面用断
熱壁の断熱部材上の連通孔に挿入させることができる。
　なお、配管の迂回路は、機械室に収容されていてもよい。
【０１１６】
　以上のように、本実施形態の冷蔵庫は、断熱箱体の収容空間に電線および配管が配置さ
れた構成である。すなわち、本実施形態では、電線および配管が断熱壁の内部に設けられ
ていない構成であるので、断熱部材による断熱効果が得られるとともに、断熱壁の板厚を
小さくでき、庫内スペースを十分に確保することができる。
【０１１７】
　本発明のいつくかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
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【符号の説明】
【０１１８】
　図面中、１１は冷蔵庫、１２は断熱箱体、１３は外箱、１４は内箱、１５は断熱部材、
１６は上面壁（外板）、１７は底面壁（外板）、１８は右面壁（外板）、１９は左面壁（
外板）、２０は背面壁（外板）、２１は機械室、２１１は離間部、２２は上面壁（内板）
、２３は底面壁（内板）、２４は右面壁（内板）、２５は左面壁（内板）、２６は背面壁
（内板）、３１，３１１，３１２，３１３，３１４，３１５は断熱壁、３９は冷蔵室（貯
蔵室）、４０は野菜室（貯蔵室）、４１は製氷室（貯蔵室）、４２は第１の冷凍室（貯蔵
室）、４３は第２の冷凍室（貯蔵室）、５１，５１１，５１２，１１１は固定具、５２は
電線、５３は配管、５４，８１は固定カバー（カバー）、１２１は第１の断熱部材（断熱
部材）、１２２は第２の断熱部材を示す。

【図１】 【図２】
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