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(57)【要約】
冷凍室１２と冷蔵室１３を有する冷蔵庫１０は、一方の
側面に第一の熱交換器１５および他の側面に第二の熱交
換器１６を有する冷凍室ヒートポンプ１４を含む。第一
の熱交換器１５は、冷凍室熱交換器１７と流体でつなが
れている。冷蔵室１３内には、冷蔵室熱交換器１９があ
って、冷凍室１２の第二の熱交換器１６と流体でつなが
っている。冷蔵室１３の外側には、冷蔵室電子ヒートポ
ンプ２０があって、このヒートポンプ２０は、一方の側
面に一方の側面に第一の熱交換器２１、他の側面に第二
の熱交換器２２を有する。第一の熱交換器２１は、冷蔵
室熱交換器１９および冷凍室１２内の第二の熱交換器１
６と流体でつながっている。第二の熱交換器２２は、高
温側熱交換器２３と流体でつながっている。除湿器５０
に付いても述べられており、除湿器５０は、複数の熱電
モジュール５１を含み、外気は、この熱電モジュール５
１の低温側熱交換器５２を通過後、高温側熱交換器５３
を通過する。熱電モジュールの極性を逆転させると。そ
れまでの低温側５２が暖かくなり、熱交換器上に形成さ
れた氷を溶かす。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ヒートポンプと、熱交換器と、前記ヒートポンプおよび前記熱交換器を接続する流体回路
とを有する冷凍室と、ヒートポンプと、熱交換器と、前記ヒートポンプおよび前記熱交換
器を接続する流体回路とを有する冷蔵室とを備えた冷蔵庫。
【請求項２】
前記冷凍室の前記流体回路が、前記冷凍室ヒートポンプを介して前記冷蔵室の前記流体回
路に連結され、前記冷蔵室の前記流体回路が、前記冷蔵室ヒートポンプを介して高温側熱
交換器に連結されている請求項１に記載の冷蔵庫。
【請求項３】
除霜モードにおいて前記冷蔵室ヒートポンプは、予め設定された最低電圧で運転し、熱が
前記冷蔵室から前記冷凍室へと前記冷凍室ヒートポンプを通して汲み上げられて前記冷凍
室熱交換器を加熱するように、前記冷凍室ヒートポンプの極性が逆転される請求項１に記
載の冷蔵庫。
【請求項４】
冷凍室であって、ヒートポンプと、前記冷凍室内にある熱交換器と、前記ヒートポンプお
よび前記熱交換器を接続する流体回路とを有する冷凍室と、冷蔵室であって、ヒートポン
プと、前記冷蔵室内にある熱交換器と、前記ヒートポンプおよび前記熱交換器を接続する
流体回路とを有する冷蔵室と、高温側熱交換器および前記高温側熱交換器を前記冷凍室ヒ
ートポンプおよび前記冷蔵室ヒートポンプに、前記二つのヒートポンプが直列になるよう
接続する高温側流体回路とを備えた冷蔵庫。
【請求項５】
除霜モードにおいて、前記冷凍室ヒートポンプの極性が逆転され、熱が前記高温側流体回
路から前記冷凍室熱交換器へ伝達される請求項４に記載の冷蔵庫。
【請求項６】
空気から湿分を抽出し、前記湿分を凍結して後で携帯用水として回収する除湿器であって
、
部屋であって、空気がそこへ入るための空気流入口および空気がそこから出て行くための
空気流出口を有する部屋と、前記部屋内にある熱電モジュールと、前記熱電モジュールの
両側に装着された熱交換器であって、前記流入口から流出口へ向かう空気流と直接接触す
る熱交換器とを備えた除湿器。
【請求項７】
前記熱電モジュールの一方の側面もしくは両側の前記熱交換器が、第二の放熱熱交換器を
有する液体回路を介して空気流入口および空気流出口と接触する請求項６に記載の除湿器
。
【請求項８】
前記流入空気に直接接触する前記熱交換器上で成長する氷が、前記電子ヒートポンプの極
性を逆転させることにより溶かされる請求項６に記載の除湿器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、冷却手段を提供するための熱電装置または類似の電子ヒートポンプ装置に用い
られ、熱交換器上で成長する氷の効果的な除去に関するものである。これらの熱交換器は
、家庭用冷蔵庫の冷凍室の熱交換器および空気中の水を凍らせて携帯用水を生成する器具
の熱交換器を含む。
【背景技術】
【０００２】
一般的に、家庭用の冷蔵庫は、約５℃に保たれている冷蔵室と、約－１５℃から－２０℃
に保たれている冷凍室とにわかれた個室を備えている。これらの室は、完全に独立してい
るか、さもなければ何らかの方法で熱的に連結しているかのどちらかである。このため、
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冷凍室の熱交換器の着霜は、冷蔵室の動作にも同じように影響を与えることがある。
【０００３】
扉を開けた際に、箱内に新鮮外気が流入し、その結果として、氷が冷凍室の熱交換器に形
成される。外気は、冷凍室温度（－１５℃から－２０℃）に冷却されたときに有する湿分
よりも多くの湿分を、水蒸気の形で含んでいる。扉開放により導入された外気に存在する
水蒸気は、空気の露天温度よりも冷たい面上では水へと凝縮される。霜無し冷凍室は、フ
ァンを使い、空気が熱交換器（これは冷凍室で最も低温の物体である）を通るように強制
的に再循環させているので、ほとんどの水蒸気は、この熱交換器の面上で凝縮し、そこで
その後凍結する。
【０００４】
直接冷却システムにおいては空気が熱交換器を通るようにするファンはないが、熱交換器
が冷凍室で最も低温の部分であり、通常熱伝導の極めて良好な材料でできている。水蒸気
は、この熱交換器に移動する傾向があり、そこで凝縮し凍結する。
【０００５】
成長する氷の量は、二つの要因に依存する。この要因とは、外気の湿度と、一日間で扉を
開放する頻度および期間とである。冷凍業界では、典型的なものとして、扉開放は一日当
たり２５回を標準として用いている。霜無し冷蔵庫の除霜サイクルは、通常１１時間毎ま
たは１２時間毎に行うよう設定されている。
【０００６】
この除霜サイクルは、固定時間間隔で行われるか、または、ある種の冷蔵庫についている
ように、成長する氷の量を測れるセンサによって行われる。除霜サイクルは、センサの付
いた冷蔵庫では、より合理的に制御され、除霜サイクルが冷凍室内に除霜に有効な分だけ
の熱を加えるので、エネルギ消費量を削減する一助となっている。
【０００７】
直接冷却システムにおける除霜は自動ではなく、冷凍室は手動で除霜がなされる。
【０００８】
熱交換器上の氷の成長は、熱交換器の作動によって決まる。熱伝導性の熱交換器面と室内
空気との間の氷の層は、熱伝達にとって新たな熱抵抗を形成することとなり、同一の熱流
束を生成するためには、熱交換器内の温度をさらに低下させる必要が生じる。このような
事態の下では、ヒートポンプは、同量の冷却容量を得るためにはより多くの電気入力を必
要とすることとなる。
【０００９】
加うるに、氷の成長は、霜無し冷凍室内で空気が流れるための隙間を減少させ、この結果
通気抵抗を増大させる。最終的に、氷は、フィンとフィンの間の空隙を乗り越えられるよ
うになり、熱交換器のいくつかの区域を完全に閉塞してしまう。
【００１０】
熱電素子の効率は、熱電モジュールの高温側と低温側との温度差の影響を受けやすい。そ
れゆえ、この温度差を直接増加させる何か新たな熱抵抗が加わると、効率が下がることと
なる。効率が下がると、従来の蒸気圧縮技術と比較された場合に、この技術の競争力を低
下させる結果となる。
【００１１】
家庭用冷蔵庫の熱交換器の除霜を行う最も一般的な方法は、熱交換器の直下に位置した電
気抵抗加熱電線、すなわち電気ヒータを使う方法である。放射熱伝達と対流熱伝達の両方
が熱を熱交換器に伝え、氷を溶かすのに用いられる。温度センサが当該熱交換器上に通常
配設され、この温度センサが予め定められた温度限界に達すると（完全な除霜を保証する
ために０℃を十分に超えている）、当該電気ヒータの電源が切られる。その他のもう少し
複雑な冷凍システムでは、そこでは蒸気圧縮が用いられているが、圧縮機は、蒸発器に高
温気体を流すように逆サイクルモードへと切り替えられる。
【００１２】
これらの方法が抱える問題は、これらがエネルギ集約的で、結果として全体効率を低下さ
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せているか、または複雑な制御および複数の弁を必要とするかのいずれかにある。
【００１３】
電気ヒータ線が、冷凍システムが処理しなければならない熱負荷を新たに加えるという事
実は、熱電冷蔵庫／冷凍庫の効率的な運転にとって、ことさらに不利なものである。
【００１４】
熱電モジュールは容易に逆転運転が可能で、すなわち、モジュールに印加する電圧の極性
を逆転させるだけで逆転運転ができ、熱流の逆転が達成できる。それゆえ、当該モジュー
ルの通常は低温側である方を加熱することは比較的簡単にできる。
【００１５】
除霜用に逆極性を用いる熱電モジュールは、米国特許出願番号ＵＳ２００２／０１１６９
３３号に記載されている。しかしながら、該出願に記載されているユニットは、電子部品
を冷却するための空気を除湿するのに用いられる比較的小さな熱交換器に適用されるもの
である。該出願に記載されている構成では、大きさが小さすぎて、家庭用冷蔵庫には不適
当である。該出願記載のヒートポンプの電圧の極性逆転プロセスは、２室冷蔵庫の冷凍室
用熱交換器を加熱し、氷が解けるまでの温度に上昇させるのに用いることができる。
【００１６】
熱交換器が、熱電モジュールに直接接続されている場合は、熱は直接熱交換器内を通過す
る。
【００１７】
熱電モジュールと冷凍室用熱交換器との間の熱交換媒体として液体が用いられている場合
は、この液体は、０℃以上に加熱され、流体回路をポンプにより強制循環させなければな
らない。
【００１８】
熱電モジュールに直接装着された熱交換器は、形状を小さくしなければならず、このこと
がその効率を低下せしめ、家庭用冷蔵庫の冷凍室内などへの適用を不適切なものとする。
液体熱交換媒体は、より大きな、そしてそれゆえにより高効率な冷凍室用熱交換器が用い
られることを可能にする。
【特許文献１】米国特許出願番号ＵＳ２００２／０１１６９３３号
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１９】
本発明の第一の実施の形態において、冷蔵庫は、（１）電子ヒートポンプと、熱交換器と
、前記ヒートポンプおよび前記熱交換器を接続する流体回路とを有する冷凍室と、（２）
電子ヒートポンプと、熱交換器と、前記ヒートポンプおよび前記熱交換器を接続する流体
回路とを有する冷蔵室とを有する。冷凍室の流体回路は、冷蔵室の流体回路と、冷凍室ヒ
ートポンプを介して結合されており、冷蔵室の流体回路は、冷蔵室ヒートポンプを介して
高温側熱交換器に結合されている。この実施の形態の除霜モードでは、冷蔵室ヒートポン
プは、予め定められた最低の電圧で運転し、冷凍室用熱交換器を暖めるために熱が冷蔵室
から冷凍室へと冷凍室ヒートポンプを介して汲み出されるように、冷凍室ヒートポンプの
極性は逆転される。
【００２０】
本発明の第二の実施の形態においては、冷蔵庫は、（１）冷凍室であって、電子ヒートポ
ンプと、前記冷凍室内の熱交換器と、前記ヒートポンプおよび前記熱交換器を接続する流
体回路とを有する冷凍室と、（２）冷蔵室であって、電子ヒートポンプと、前記冷蔵室内
の熱交換器と、前記ヒートポンプおよび前記熱交換器を接続する流体回路とを有する冷蔵
室と、（３）高温側熱交換器と、前記高温側熱交換器を前記冷凍室ヒートポンプおよび前
記冷蔵室ヒートポンプに、前記二つのヒートポンプが直列になるように接続する高温側流
体回路とを有する。
【００２１】
本発明の本実施の形態での除霜モードでは、冷凍室ヒートポンプの極性が逆転され、熱は
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、高温側流体回路から冷凍室熱交換器へと伝達される。
【００２２】
熱電モジュールは、ヒータとして用いると極めて効率がよい。熱電モジュールはヒートポ
ンプであり、ヒータとして用いられると、ＣＯＰは１．０よりも大きくなる。換言すると
、高温側に供給される熱エネルギは、消費される電気エネルギよりも大きくなるのである
。このことは、同一レベルの加熱をする場合、熱電モジュールは電熱線ヒータよりも少な
い電気エネルギで達成できることを意味している。
【００２３】
電熱線ヒータに比してのこの逆極性除霜の有利な点は、ヒータ線が該熱交換器から離れて
いるのに対して、ここで提案されているシステムが熱交換器と直結しているという点にあ
る。ヒータ線を使う場合は、熱は放射熱伝達と対流熱伝達により伝達されなければならな
い。対流熱伝達においては、熱は、空気により熱交換器まで運ばれるが、この空気は、室
内を再循環しているため、内容物をすべて暖めてしまう。
【００２４】
提案システムは、液体媒体を使っており、この媒体は、熱電モジュールにより加熱され、
その後熱交換器を貫流し、その熱を伝導により氷へと伝える。空気空間や内容物を加熱す
るといった冷凍室の余分な加熱は一切発生しない。
【００２５】
この液体は、熱交換器全体をポンプにより貫流するので、加熱は極めて均一であり、当該
熱交換器のすべての部分が、概ね同一時刻に０℃以上に上昇する。このことは、すべての
部分が氷の融点以上であることを保証するために熱交換器の一部を過熱するという必要が
なく、その結果除霜に必要な熱量を削減できるということを意味している。
【００２６】
提案された除霜システムの極めて有利な点は、除霜のために冷凍室に導入される熱が、関
連して冷却される筐体から引き出すことができ、その後そこへ概ね戻すことができ、その
結果正味のエネルギ消費がほぼゼロになるという点にある。本質的にこのプロセスは、エ
ネルギ保存則に従っており、損失となるのはこのヒートポンプ装置に関する不可逆性成分
だけである。
【００２７】
この特徴は、冷蔵室と冷凍室が密に結合しているので可能となっている。これほど単純な
除霜を達成する方法は他にはない。
【００２８】
本発明の第三の実施の形態における目的は、空気中の湿分を抽出し、その抽出湿分を凍結
し、後で携帯用水として使えるようにすることである。本実施形態は、（１）熱電モジュ
ールなどの電子ヒートポンプの各側面に直接装着された熱交換器であって、流入および流
出空気と直接接触する熱交換器、または、（２）電子ヒートポンプの一方の側面または両
側面の熱交換器であって、流体回路および第２の放熱熱交換器を介して流入および流出空
気と接触する熱交換器を有する。
【００２９】
ある期間除湿運転された後、氷が熱交換器の最終低温側で成長する。この湿分を水として
回収するためには、熱電モジュールを流れる電流の極性を逆転させる。氷で覆われたこの
熱交換器は、それにより加熱され、氷が解ける。さらに、空気流も、凍った熱交換器で冷
却された空気が後続のモジュールの高温側の温度を下げて、効率を改善させるのに用いら
れるように逆流させられる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
図１の冷蔵庫１０は、冷凍室１２と冷蔵室１３を有する箱１１を含む。冷凍室１２内には
冷凍室電子ヒートポンプがあって、このヒートポンプは、本形態では、一方の側面に第一
の熱交換器１５、他の側面に第二の熱交換器１６を有する熱電モジュールまたは熱電コン
ベクタ１４である。第一の熱交換器１５は、冷凍室熱交換器１７と流体でつながっている
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。
【００３１】
冷蔵室１３内には、冷蔵室熱交換器１９があって、冷凍室１２の第二の熱交換器１６と流
体でつながっている。冷蔵室１３の外側には、冷蔵室電子ヒートポンプがあって、このヒ
ートポンプは、本形態では、一方の側面に第一の熱交換器２１、他の側面に第二の熱交換
器２２を有する熱電モジュールまたは熱電コンベクタ２０である。第一の熱交換器２１は
、冷蔵室熱交換器１９および冷凍室１２内の第二の熱交換器１６と流体でつながっている
。第二の熱交換器２２は、高温側熱交換器２３と流体でつながっている。
【００３２】
このように、図１に示す形態は、通常の運転中は冷凍室１２の熱負荷が、冷凍室熱電モジ
ュール１４を経由して冷蔵室液体回路へと伝達され、その後、熱を外気へと放出する高温
側熱交換器２３へと伝達される回路を含む。冷凍室温度は標準的には－１８℃であり、冷
蔵室温度は標準的には５℃であり、外気温は標準的には２５℃である。
【００３３】
除霜中は、冷蔵室熱電モジュール２０は、予め設定された最低電圧で動作し（モジュール
を通しての熱漏洩を防止するため）、冷凍室モジュール１４は、逆極性で運転される。こ
の結果、冷蔵室１３から熱電モジュールヒートポンプ１４を介して熱が引き出されること
により、冷凍室液体（およびその先の冷凍室熱交換器）を加熱することになる。冷蔵室回
路は、この動作により５℃以下に冷却される。このことは、システムに入力されるエネル
ギは、熱を移動させるためだけに必要な量となることを意味している（この量は、同じ量
の熱を発生させるのに必要な量よりは少なくなる）。
【００３４】
冷凍室モジュール１４は、高温領域（５℃）から低温領域（－１８℃）へと熱を移動させ
るので、この熱移動は非常に高い成績係数（ＣＯＰ）とそれゆえ極めて高い効率をもって
成し遂げられる。
【００３５】
除霜が完了すると、冷凍室液体は０℃以上（標準的には５℃から１０℃の間）になってお
り、この液体は再度－１８℃またはそれより若干低い温度まで冷却させられる。さらに、
熱交換器１７の本体は、その本来の運転温度へと戻るよう冷却されなければならない。こ
のとき、冷凍室熱交換器１４は本来の極性へと戻され、熱は、冷凍室液体から冷蔵室液体
へと汲み出される。
【００３６】
冷蔵室液体は、冷凍室液体よりも今や冷たくなっており、熱は正の温度勾配に沿って再び
汲み上げられ、汲み上げを非常に効率的なものとしている。要するに、熱は、冷凍室へと
汲み上げられていたものが、今や逆転されることになる。氷を溶かすのに使われた熱は、
凝縮水に含まれており、この凝縮水は、冷凍室の外へと排水され、従って、もはや熱負荷
とはなり得ない。
【００３７】
望ましい形態においては、この凝縮水（５℃以下になっている）は、高温側熱交換器コイ
ルへ回され、冷蔵室モジュールから熱を除去する一助とする。
【００３８】
上述のように、このプロセスは、極めて効率的で、他のプロセスでは起こり得ないほど迅
速に除霜プロセスを達成するものである。このことは、除霜が冷凍室の食品に及ぼす影響
に歯止めをかけること、および保存品質を改善することの一助となる。冷蔵室１３を介し
ての冷凍室ヒートポンプ１４を多段にすることは、このシステムにとってとりわけ適して
いる。除霜を達成するために熱が移動させられる（冷蔵室１３から冷凍室１２へと、その
後再度逆へと移動させられる）温度差は、非多段システムよりは多段システムの方が少な
くてすむ。それゆえ、関連する不可逆性成分はより少なくなる。
【００３９】
図２に示された冷蔵庫３０は、冷凍室３２と冷蔵室３３とを有する箱３１を備える。冷凍
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室３２内には、冷凍室熱交換器３４があるが、第一の実施形態とは対照的に冷凍室熱電モ
ジュールまたは熱電コンベクタ３５は、冷凍室３２の外側に装着されている。熱電モジュ
ール３５の一方の側面には、冷凍室熱交換器３４と流体でつながっている第一の熱交換器
３６があり、熱電モジュール３５の他の側面には第二の熱交換器３７がある。
【００４０】
冷蔵室３３内には、冷蔵室熱交換器３８がある。冷蔵室３３の外側には、冷蔵室熱電モジ
ュールまたは熱電コンベクタ３９がある。熱電モジュール３９の一方の側面には、熱交換
器３８と流体でつながっている第一の熱交換器４０があり、熱電モジュール３９の他の側
面には、冷凍室熱電モジュール３５の第二の熱交換器３７および高温側熱交換器４２と流
体でつながっている第二の熱交換器４１がある。
【００４１】
図２に示された冷蔵庫は、熱電モジュールの組み合わせの一変形であり、冷凍室の熱は、
冷凍室３２の外へ、そして高温側回路へと直接汲み出される。冷凍室熱電モジュールは、
熱を汲み出すのにより大きな温度差を有しており、このことが効率に影響を及ぼしている
。この形態に対しては、多段モジュールを使うのが実用的であることが多い。
【００４２】
この場合冷凍室３２および冷蔵室３３は、低温側では直結されていない。しかしながら、
高温側回路（３７，４１および４２）を介してつながっていて、除霜中、熱はそれらの間
で互いを益するように伝達される。
【００４３】
除霜においては、冷凍室モジュール３５は逆運転され、熱は高温側液体から伝達される。
高温側液体はこのプロセス中は冷却され、その後冷蔵室モジュール３９を通過する。高温
側液体は高温側で冷却され外気よりも低くなるので（冷凍室モジュール３５により）、冷
蔵室モジュールは、より低い温度差で運転することとなり、同一の電気入力があれば５℃
以下にまで冷蔵室３３を冷却するようになる。
【００４４】
冷蔵室モジュール３９からの高温側液体の温度が、外気よりも低ければ、この液体は、高
温側熱交換器４２を通る向きにしてはならず、冷凍室モジュール３５の方へ再び戻るよう
な向きにしなければならない。このようにすると、冷蔵室モジュール３９の高温側に流入
する液体の温度は、最も低いレベルに保たれ、冷蔵庫３１の効率が向上した状態で運転す
ることが可能となる。
【００４５】
除霜が完了したときに、冷凍室モジュール３５は本来の極性に戻され、冷蔵室モジュール
３９は、電源を切ることができる。モジュールを介しての伝導熱は、高温側液体を冷却す
る。高温側液体の流れの方向は、冷凍室モジュール３５を通過する前に最初に冷蔵室モジ
ュール３９を通過するような向きとなるように逆転される。このようにして、冷蔵室３３
を過冷却するように伝達された熱が戻ってきて、冷凍室３２を所望温度以下まで引き戻す
上で、冷凍室モジュール３５の運転を助けることとなる。
【００４６】
前述したように、凝縮水は、冷凍室３２の外へと排水され、高温側熱交換器コイルへ回さ
れる。
【００４７】
図３は、除湿器５０を示し、除湿器５０は、一組の数個からなる熱電モジュール５１を含
み、この熱電モジュール５１の低温側熱交換器５２を外気が通過する。空気は位置１から
位置２へと一連の熱交換器５２を通過するにつれて冷却される。熱交換器５２のすべての
低温側を通過後、空気は再循環され、位置３から位置４へと熱電モジュール５１の高温側
５３を通過する。空気の温度は冷却されているので、位置３では、外気以下になっていて
、各モジュール５１の高低間の動作温度差は減少している。この特徴は、熱電モジュール
の熱を汲み上げる効率が温度差に強く依存しているので、より高い効率が得られることを
可能にする。
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空気が、位置２にある最後のモジュール５２に達するまでには外気から冷却されて低温と
なり、熱交換器温度が０℃以下に保たれているため、熱交換器の表面で凝縮した湿分は、
直ちに凍結する。存在するいかなるバクテリアも、内部の水分が氷晶を形成すると自分の
細胞膜が破れてしまう。それゆえ、水を凍結すると、無菌性の向上にもなる。
【００４９】
ある時間が経過すると、氷が成長し、氷を除去しないと、氷が熱交換器を閉塞してしまう
。熱電モジュールは、冷却側を加熱側に変えるには、単に電流の向きを変えるだけでよい
ので、除霜動作には好適である。
【００５０】
図４は、電流を逆向けにしたときの熱流の方向（矢印のＱｉ）を示す。それまでは低温側
であった５２は、高温となり、形成された氷をすべて溶かす。氷が解凍された後、電流は
再び本来の極性に戻され、除湿／凍結プロセスが再開される。この構成によれば、電流が
逆極性となっている間は、モジュールの水収集側には何らの除湿作用も起こらないので、
除霜期間は可能な限り短縮される。
【００５１】
図５は、除霜中、電流および空気流ともに逆向きにしたときの状況を示す。この場合、流
入外気が、全熱電モジュールの低温側を横切る方向となるので、除霜中に好都合な除湿が
起こる。ここで、最後の熱電モジュールの両側から直列に水を収集するような構成が必要
となってくる。このようにしてしまえば、除湿／凍結運転が除霜と同時に行えるようにな
り、全体の効率を向上させることができる。
【００５２】
再循環空気の全部が高温側熱交換器を通過させるようにする必要はない。その理由は、湿
分が空気から除去され、空気の比熱が下がり、空気の温度が、低温側よりは速い速度で上
昇するからである。空気温度が外気温を超えた時には、外気を高温側熱交換器の冷却用に
用いることは明らかに望ましいことである。このことは、温度により駆動されるバイパス
構成により対応できる。高温側の代わりの冷却流体通路が図３に示されている。
【００５３】
なお、本発明の範囲を逸脱することなく、設計および回路構成の詳細について様々な変更
を加えることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の第一の実施形態に従う除霜システムを内蔵する２室冷蔵庫の概略説明図
である。
【図２】本発明の第二の実施形態に従う除霜システムを内蔵する２室冷蔵庫の概略説明図
である。
【図３】除湿器の除湿モード運転の概略説明図である。
【図４】除湿器の除霜モード運転の概略説明図である。
【図５】除霜モード時に空気および電流を逆運転した場合の除湿器回路の概略説明図であ
る。
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