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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　航空機のギャレー食品カートを冷却するための方法であって、
　使用箇所の熱交換システムによってギャレー食品カートから液冷式凝縮器（２０４）に
熱を伝達する工程と、
　前記液冷式凝縮器（２０４）に液体冷却剤を循環させて、前記液冷式凝縮器（２０４）
から熱を取り除く工程と、
　前記液体冷却剤を、液体冷却剤ループで前記液冷式凝縮器（２０４）から熱放出熱交換
器に循環させて、前記液体冷却剤を冷却するためのヒートシンクに熱を放出する工程と、
　冷却された液体冷却剤を、前記液体冷却剤ループで前記液冷式凝縮器（２０４）に循環
させる工程と、を含み、前記液体冷却剤を、前記ヒートシンクの温度よりも高い温度に維
持することを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ギャレー食品カートから熱を伝達する工程は、前記液冷式凝縮器（２０４）によっ
て冷却された熱交換器から、エアオーバー型システムに、冷却用空気の流れを循環させ、
ギャレーキャビネットの少なくとも一つの食品カート上に冷却用空気を供給する工程を含
むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ギャレー食品カートから熱を伝達する工程は、前記液冷式凝縮器（２０４）によっ
て冷却された熱交換器から、エアスルー型システムに、冷却用空気の流れを循環させ、少
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なくとも一つの前記ギャレー食品カートにポートを通して直接冷却用空気を供給する工程
を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ギャレー食品カートから熱を伝達する工程は、少なくとも一つのギャレー食品カー
ト冷却面を提供する熱対流空気冷却システムからの冷却用空気の流れを循環させて、その
中の熱を取り除く工程を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　航空機ギャレー（１８４）の少なくとも一つの食品カートに冷却用空気を供給するため
の冷却システムであって、
　ギャレー食品カートから熱を伝達することにより使用箇所の食品を冷却する熱交換器シ
ステム（２０，１８０）であって、前記熱を受ける液冷式凝縮器（２０４）を含む前記食
品を冷却する熱交換器システムと、
　前記液冷式凝縮器（２０４）から熱を取り除くために、前記液冷式凝縮器（２０４）に
液体冷却剤を循環させる手段（２０８，２２４，２３４）と、
　ヒートシンクに熱を放出する熱放出熱交換器（２２８）と、
　前記液体冷却剤を、液体冷却剤ループで前記液冷式凝縮器（２０４）から前記熱放出熱
交換器に循環させるための手段（２２３，２２６，２３２）と、を含み、
　前記液体冷却剤が、前記ヒートシンクの温度よりも高い温度に維持される、ことを特徴
とする冷却システム。
【請求項６】
　前記使用箇所の食品を冷却する熱交換器システム（２０，１８０）は、冷却用空気の流
れを、前記液冷式凝縮器（２０４）によって冷却された熱交換器から、ギャレーキャビネ
ットの少なくとも一つの食品カート上に冷却用空気を供給するための、エアオーバー型シ
ステムに循環させるための手段を含むことを特徴とする請求項５に記載の冷却システム。
【請求項７】
　前記使用箇所の食品を冷却する熱交換器システム（２０，１８０）は、冷却用空気の流
れを、前記液冷式凝縮器（２０４）によって冷却された熱交換器から、少なくとも一つの
前記ギャレー食品カートにポートを通して直接冷却用空気を供給するための、エアスルー
型システムに循環させるための手段を含むことを特徴とする請求項５に記載の冷却システ
ム。
【請求項８】
　前記使用箇所の食品を冷却する熱交換器システム（２０，１８０）は、熱を取り除くた
めの、少なくとも一つのギャレー食品カート冷却面を提供する熱対流空気冷却システム（
１１６，１１７）からの冷却用空気の流れを循環させるための手段を含むことを特徴とす
る請求項５に記載の冷却システム。
【請求項９】
　前記使用箇所の食品を冷却する熱交換器システム（２０，１８０）は、
　航空機ギャレーから空気を受けるための少なくとも一つの通気孔（８８ａ，８８ｂ）を
有する包囲部（２６）を含むハウジング（２０）と、
　冷媒冷却剤を圧縮するための、ハウジング（２０）に取り付けられた圧縮器モータ（３
４）と、
　圧縮器モータ（３４）から冷媒冷却剤を受けて冷却するための、ハウジング（２０）に
取り付けられた凝縮器（４０）と、
　凝縮器（４０）から冷却された冷媒冷却剤を受ける、ハウジング（２０）に取り付けら
れた膨張弁（６８）と、
　膨張弁（６８）から冷媒冷却剤を受ける、ハウジング（２０）内に配置された少なくと
も一つの蒸発器ユニット（７２）と、
　少なくとも一つの蒸発器ユニット（７２）から圧縮器モータ（３４）へ暖められた冷媒
冷却剤を戻すための手段と、
　空気を冷却するために、航空機ギャレーから少なくとも一つの蒸発器ユニット（７２）
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上へ空気を循環させるため、航空機ギャレーから冷却システムのハウジング（２０）内へ
前記少なくとも一つの通気孔（８８ａ，８８ｂ）を通して空気を引き込むための、ハウジ
ング（２０）に連結されたインペラ手段（８４）と、
　インペラ手段（８４）から冷却された空気を受け、冷却された空気を航空機ギャレーに
排出するための排出手段（９０，９２）と、を含むことを特徴とする請求項５に記載の冷
却システム。
【請求項１０】
　排出手段（９０，９２）は、インペラ手段（８４）から空気を受けるために渦形部（９
０）を含むことを特徴とする請求項９に記載の冷却システム。
【請求項１１】
　渦形部（９０）から冷気を排出するために渦形部（９０）に連結された排出筒（９２）
をさらに含み、排出筒（９２）は、ハウジング（２０）の包囲部（２６）の外側に延びて
いることを特徴とする請求項１０に記載の冷却システム。
【請求項１２】
　凝縮器（４０）は、冷媒冷却剤のための吸込口（４８）および排出口（５０）と、吸込
口（４８）と排出口（５０）との間を連結する中央ダクト（４６）と、前記中央ダクト（
４６）の少なくとも一部に配置された、凝縮器（４０）の中央ダクト（４６）に導かれる
圧縮された冷媒冷却剤を冷却するための外側冷却ジャケット部分（４４）と、を含むこと
を特徴とする請求項９に記載の冷却システム。
【請求項１３】
　前記使用箇所の食品を冷却する熱交換器システム（２０，１８０）は、ギャレープレナ
ム（１８４），およびギャレープレナム（１８４）から中間作動流体に熱を伝達するため
の、ギャレープレナム（１８４）に設けられた蒸発器（１８８），を有する少なくとも一
つのギャレー冷却ユニット（１８２）を備え、
　前記液冷式凝縮器（２０４）は、前記少なくとも一つのギャレー冷却ユニット（１８２
）に対して遠隔に配置された少なくとも一つの液体凝縮チラーサブシステム（１９４）に
備えられ、
　前記少なくとも一つの液体凝縮チラーサブシステム（１９４）は、中間作動流体を冷却
するために前記蒸発器（１８８）から中間作動流体を受ける少なくとも一つの再循環ユニ
ット（１９６）を含み、
　前記少なくとも一つの再循環ユニット（１９６）は、前記蒸発器（１８８）から中間作
動流体を受けるように、前記蒸発器（１８８）に流体連通して連結された、中間作動流体
を圧縮するための圧縮器（２０２）を含み、
　前記少なくとも一つの再循環ユニット（１９６）は、前記圧縮器（２０２）から圧縮さ
れた中間作動流体を受けるように、前記圧縮器（２０２）と流体連通して連結された、前
記中間作動流体を冷却するための前記液冷式凝縮器（２０４）を含み、
　前記液冷式凝縮器（２０４）は、前記中間作動流体を前記蒸発器（１８８）に戻すよう
に、前記蒸発器（１８８）と流体連通して連結されたことを特徴とする請求項５に記載の
冷却システム。
【請求項１４】
　前記蒸発器（１８８）から前記圧縮器（２０２）に連絡される前記中間作動流体を冷却
するために、前記液冷式凝縮器（２０４）から冷却された中間作動流体を受け、且つ、前
記蒸発器（１８８）と前記圧縮器（２０２）との間に連結された熱交換器（２００）をさ
らに含むことを特徴とする請求項１３に記載の冷却システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、輸送機のギャレーシステムに関し、特に客室乗務員によるサービスに先立っ
て食品カートを冷却するシステムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　現代の輸送航空機用の航空機ギャレーシステムは、乗客に食事を配る客室乗務員による
使用前に食品の腐敗を防止するように冷却される食品カートを有している。これらの食品
カートは、以前は、食品カートの内部を冷却するように設計されたギャレーの冷気供給シ
ステムと連結されていた。そのような冷気分配システムは、一般に、ギャレーのバランス
で同一場所に配置され、冷気を提供するプレナムに、食品カートを連結するガスケットに
よって、食品カートと連結する。在来のギャレー冷蔵システムは、典型的には、冷却され
た空気を食品カートまたは冷蔵コンパートメントに直接供給する内蔵式のエアチラーを利
用している。そのようなエアチラーは、典型的には、ギャレーの上、下またはその他ギャ
レーの近接内に取り付けられ、エアダクトを通して冷却された空気を供給する。
【０００３】
　遠隔に配置された液体チラーを備えた冷却システムが開発されており、これはギャレー
空気冷却システム装置に入る熱伝達液を冷却する。ギャレー冷却システム装置では、熱は
コンパートメントの空気から熱伝達液に伝達される。しかしながら、冷却された液が循環
されるので、液体バスは慎重に断熱されなければならない。現代の航空機内の空間がより
高価になり、且つ、カートを冷却するより効率的な手段が必要になっているので、そのよ
うなシステムのより効果的な代替手段に対する必要性が出てきた。さらに、最近のＦＤＡ
の決定は、食品の腐敗を防止するために食品カートの内部が保たれなければならない所要
温度を低くしている。食品か客室領域のいずれかと連結するいかなるシステムをも、その
ようなシステムと連結される食品や食品カートの一機能として、広範囲な冷却能力を提供
するように構成することができることが重要である。
【０００４】
　さらに、ギャレーコンパートメントから冷蔵機器を取り外し、ギャレー領域に冷蔵シス
テム全体を配置することなしに、食品カートを適切に冷却する他の手段を見出すことがよ
り望まれてきている。現代の輸送航空機の要件と互換性を有するために、電子機器または
電気ポンプを有するどんな航空機システムも、高度の安全性およびモジュール性を有する
ことが重要になってきており、そのようなシステムの少なくとも一部を航空機の客室領域
の外側に配置することが特に望ましい。いずれにしても、食品または客室領域と連結する
どのようなシステムも、毒性がなく、且つ、そのようなシステムと連結される食品や食品
カートの一機能として、広範囲な冷却能力を提供するように構成することができることが
重要である。
【０００５】
　航空機のエアチラーは、典型的に８５°Ｆの周囲温度での作動が見積もられており、１
３０°Ｆまでの周囲温度で短時間、作動することができる。しかしながら、８５°Ｆを超
えると周囲冷却能力は減じていき、１３０°Ｆで周囲冷却能力は略６０パーセントに減じ
る。さらに、エアチラーが航空機の客室内に取り付けられない場合、航空機が高い周囲温
度の中で地上にあるとき、凝縮器の吸入温度が高くなり、エアチラーは、一般に、適切な
凝縮器の空気流および冷却効率を提供しない。さらに、そのような条件下で生じうる高い
作動温度は、典型的には、より高い故障率および早期磨耗につながる。
【０００６】
　そのような高温において適切な冷却を提供することの問題に対する一つの解決策が、こ
のような高温において適切であろうより高い冷却能力を有するエアチラーを提供すること
であるが、これでは航空機での使用に適さないであろう極めて重い空気冷却ユニットにな
ってしまい、より大きな電力を消費し、かなり高価になるであろう。そのようなより高い
能力の空気冷却ユニットを提供することに付随する問題は、増大した凝縮器の空気流を除
去することの要求であろう。
【０００７】
　本発明は、航空機のギャレーシステムのためのこれらおよび他の要求を満足する。
【発明の開示】
【０００８】
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　つまり、概略的には、本発明は、民間航空機ギャレーで食品を冷却するための、使用箇
所のギャレーを冷却する改良された方法およびシステムを提供する。一実施形態では、ギ
ャレー冷却システムは、典型的にギャレーキャビネットに取り付けられ、冷気がギャレー
冷却システムから排出され、ギャレーキャビネットの食品カートの上および食品カートを
通して循環し、ギャレー冷却システムに戻って再度冷却され且つ排出される。別の実施形
態では、航空機ギャレーの食品を、ギャレー冷却システムによって冷却される冷却板によ
って直接冷却してもよい。本発明の方法およびシステムでは、熱は、使用箇所の熱交換器
システムによってギャレー食品カートから液冷式凝縮器に伝達される。液体冷却剤は、液
冷式凝縮器に循環されて液冷式凝縮器から熱を取り除く。液体冷却剤は、液体冷却剤ルー
プで、液冷式凝縮器から、液体冷却剤を冷却するためのヒートシンクに熱を放出する熱放
出熱交換器に循環され、冷却された液体冷却剤は、液体冷却剤ループで液冷式凝縮器に循
環される。液体冷却剤は、ヒートシンクの温度よりも約１５°Ｆから約３０°Ｆ高い温度
に維持される。ギャレー冷却システムは、一つの完全な冷蔵システムであり、ギャレー冷
却システムの凝縮器を冷却するために、電力，制御信号および液体のみを必要とする。
【０００９】
　第１実施形態では、本発明は、航空機ギャレーを冷却するために冷却用空気を循環させ
るギャレー冷却システムを提供する。ギャレー冷却システムは、取付板、および航空機か
ら空気を受けるために、例えば左右の側部通気孔のような一つまたはそれ以上の通気孔を
有する包囲部を提供するハウジングと、ハウジングに取り付けられ、冷媒冷却剤を圧縮す
るための圧縮器モータと、ハウジングに取り付けられ、圧縮器モータから冷媒冷却剤を受
けて冷却するための液冷式凝縮器と、を含む。ハウジングに取り付けられた膨張弁は、凝
縮器から冷却された冷媒冷却剤を受け、ハウジング内に配置された一つまたはそれ以上の
蒸発器ユニットが、膨張弁から冷却された冷媒冷却剤を受ける。一つまたはそれ以上の蒸
発器ユニットからの暖められた冷媒冷却剤は、圧縮器モータに戻される。好ましい態様で
は、第１および第２の蒸発器ユニットは、直列に連結される。ハウジングに連結されたイ
ンペラは、空気を冷却するために航空機ギャレーからの空気を一つまたはそれ以上の蒸発
器ユニット上に循環するため、航空機ギャレーから一つまたはそれ以上の通気孔を通して
、空気をギャレー冷却システムのハウジング内に引込む。排出手段は、インペラ手段から
冷却された空気を受け、冷却された空気を航空機ギャレーに排出する。
【００１０】
　現在の好ましい態様では、排出手段は、インペラから空気を受ける渦形部と、ギャレー
キャビネットの少なくとも一つの食品カート上に冷却用空気の流れを供給するために、ハ
ウジングの包囲部の外側に延び、且つ、渦形部に連結され、多数の冷却用空気排出ポート
を通して渦形部から冷気を排出する排出筒と、を含む。
【００１１】
　現在の好ましい別の態様では、ギャレー冷却システムは、凝縮器を出る冷媒冷却剤の状
態を観察するために、凝縮器に連結された冷媒冷却剤ダクトに連結された点検窓を含む。
また、フィルタ及びドライヤユニットが、冷媒冷却剤から水をろ過して取り除くために、
冷媒冷却剤を受けるように連結されてもよい。また、ギャレー冷却システムは、典型的に
は、ハウジングに圧縮器モータアクセス開口と、圧縮機モータへのアクセスを行うために
、圧縮器モータアクセス開口上でハウジングに取り付けられた圧縮器モータ保守カバーと
、を含む。同様に、ハウジングは、ハウジングに設けられたフィルタ／ドライヤアクセス
開口と、フィルタ及びドライヤユニットへのアクセスを行うために、フィルタ／ドライヤ
アクセス開口上でハウジングに取り付けられたフィルタ／ドライヤ保守カバーと、を含む
だけではなく、点検窓アクセス開口と、点検窓を観察するためのアクセスを行うために、
点検窓アクセス開口上でハウジングに取り付けられた点検窓カバーと、を含んでいてもよ
い。アクセス開口および保守カバーは、ハウジングの包囲部分または取付板に設けてもよ
い。
【００１２】
　現在の好ましい別の態様では、凝縮器は、冷媒冷却剤のための吸込口および排出口と、
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吸込口と排出口との間を連結する中央ダクトと、凝縮器の中央ダクトに導かれる圧縮され
た冷媒冷却剤を冷却するための、中央ダクトの少なくとも一部に配置された外側冷却ジャ
ケット部分と、を含む。外側冷却ジャケットは、例えば水のような、冷却液の流れを受け
る液体流入ダクトに連結されている。典型的には、冷却された冷媒冷却剤は、凝縮器で液
相に凝縮される。
【００１３】
　現在の好ましい別の態様では、ギャレー冷却システムは、圧縮器モータおよびインペラ
手段に電力を供給するように接続された電源を含む。電源は、典型的には、ギャレークー
ラーの作動を制御するための電力および電気制御信号を受けるための入力コネクタを有す
る。
【００１４】
　別の態様では、ギャレー冷却システムハウジングは、ギャレークーラーのハウジングか
らの凝縮物の回収のためのドレインパンを含み、ドレインパンは、ドレインパンからの排
水のための凝縮物ドレインを含む。
【００１５】
　現在の好ましい変形では、「エアスルー型」ギャレー冷却システムは、ギャレー食品カ
ートポートに連結されたガスケットを通して、直接ギャレー食品カートに冷気を供給し、
これにより、ギャレーカートの内容物を直接冷却するように構成してもよい。ギャレー冷
却システムは、冷気が、ギャレー冷却システムから排出され、ギャレーキャビネット内で
循環し、ギャレー冷却システムに戻って再び冷却され排出されるように、ギャレーキャビ
ネットに取り付けることができる。
【００１６】
　現在の好ましい別の態様では、ギャレー冷却システムは、直接ギャレー食品カートの棚
および面に「熱対流型」冷却を提供し、これにより、食品に直接冷却を提供するように構
成してもよい。ギャレー食品カートの棚は、熱を取り除くために棚に冷却用空気を流れさ
せてもよい。
【００１７】
　第２実施形態では、本発明は、ギャレープレナム，およびギャレープレナムから中間作
動流体に熱を運ぶための、ギャレープレナムに設けられた蒸発器，を有する一つまたはそ
れ以上のギャレー冷却ユニットと、少なくとも一つのギャレー冷却ユニットに対して遠隔
に配置された一つまたはそれ以上の液体凝縮チラーサブシステムと、を含む航空機に使用
するための冷却システムを提供する。一つまたはそれ以上の液体凝縮チラーサブシステム
は、中間作動流体を冷却するために、蒸発器から中間作動流体を受ける一つまたはそれ以
上の再循環ユニットを含み、一つまたはそれ以上の再循環ユニットは、蒸発器から中間作
動流体を受けるために、蒸発器と流体連通して連結された、中間作動流体を圧縮するため
の圧縮器と、圧縮器から圧縮された中間作動流体を受けるために、圧縮器と流体連通して
連結された、中間作動流体を冷却するための液冷式凝縮器と、を含み、液冷式凝縮器は、
中間作動流体を蒸発器に戻すために、蒸発器と流体連通して連結される。また、一つまた
はそれ以上の液体凝縮チラーサブシステムは、液冷式凝縮器から液体冷却剤を受けるため
に、液冷式凝縮器と流体連通して連結された、冷却液を冷却し且つ液冷式凝縮器に液体冷
却剤を再循環するための一つまたはそれ以上の熱放出熱交換器を含む。
【００１８】
　一態様では、ギャレープレナムは、ギャレープレナムを冷却するために、蒸発器と熱的
に連絡した空気流をギャレープレナムに差し向けるため、蒸発器に連絡するダクトを含み
、ギャレープレナムは、空気流をギャレープレナムに差し向けるためのギャレーブロワを
含んでいてもよい。別の態様では、液冷式凝縮器は、非断熱の流体バスまたは非断熱パイ
プによって、圧縮器と流体連通して連結されていてもよい。また、一つまたはそれ以上の
液体凝縮チラーサブシステムは、液冷式凝縮器から冷却された中間作動流体を受け、且つ
、蒸発器と圧縮器との間に連結された、蒸発器から圧縮器に連絡される中間作動流体を冷
却するための熱交換器を含んでいてもよい。
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【００１９】
　一つまたはそれ以上の液体凝縮チラーサブシステムは、さらに、蒸発器への中間作動流
体の流れを制御するための、液冷式凝縮器と蒸発器との間に連結された液体制御弁と、液
冷式凝縮器と蒸発器との間に連結された点検窓と、液冷式凝縮器と蒸発器との間に連結さ
れたフィルタと、液冷式凝縮器と前記蒸発器との間に連結された膨張弁と、を含んでいて
もよい。また、一つまたはそれ以上の液体凝縮チラーサブシステムは、液冷式凝縮器と蒸
発器との間に連結された電磁弁を含んでいてもよい。一つまたはそれ以上の液体凝縮チラ
ーサブシステムは、液冷式凝縮器と一つまたはそれ以上の熱放出熱交換器との間に流体連
通して連結された、熱放出熱交換器から液冷式凝縮器に冷却液を再循環するための冷却液
ポンプを含んでいてもよい。一態様では、冷却液は、水、または水とグリコールの混合液
であってもよい。また、冷却液ポンプに作動可能なように連結された、冷却液ポンプの作
動を制御するためのコントローラユニットが設けられる。一つまたはそれ以上の温度セン
サが、コントローラユニットに連結され、且つ、熱放出熱交換器または蒸発器の下流の中
間流体と関連していてその温度を検知するようにしてもよい。また、一つまたはそれ以上
の熱放出熱交換器を冷却するために、一つまたはそれ以上の熱放出熱交換器を横切って周
囲の空気を引込むためのファンを設けてもよい。
【００２０】
　本発明の他の特徴と利点は、例示により本発明の作動を説明する添付図面と併せて、以
下の好ましい実施形態の詳細な記載から明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　本発明は、航空機ギャレーシステム内で食品カートを冷蔵するためのシステムに関する
。一般に、当該システムは、その重量，大きさおよび熱廃棄に適合することができる航空
機内の遠隔位置に、ギャレー冷却熱並びに冷蔵システムの熱損失を伝達する流体を用いる
。本発明は、食品カートを収容する航空機ギャレーキャビネットに取り付けられるように
なっている「エアオーバー型」のギャレー冷却システムを提供する。他の実施形態では、
本発明は、分散型の液体冷却システムから熱を取り除く一組の遠隔チラーを含むシステム
を提供する。該システムは、食品カートを冷蔵するために一つまたはそれ以上の食品カー
トから順々に熱を取り除く。システム全体は、潜在的な多数の食品カートに、十分に冷却
された環境を提供するように電子的に監視され且つ制御される。
【００２２】
　図１～図８に示すように、第１実施形態では、ギャレー冷却システム２０は、航空機ギ
ャレーキャビネットの使用箇所の冷却のための冷気２２を供給する。ギャレー冷却システ
ムは、ギャレークーラーの構成要素のための包囲部分２６をなすハウジング２４と、後部
取付板２８と、を含み、ギャレー冷却システムの構成要素のいくつかが後部取付板２８に
取り付けられている。ギャレー冷却システムは、圧縮器モータ３４に電気コネクタ３２に
よって接続された電源３０を含み、圧縮器モータ３４は、冷媒冷却剤を圧縮し、圧縮され
た冷媒冷却剤を管３６を通して凝縮器４０の吸込口３８に供給する。
【００２３】
　電源は、例えば、ギャレー冷却システムの圧縮器モータおよび後述のエアインペラモー
タの作動速度のような、ギャレークーラーの作動を制御するための電力および電気制御信
号を供給するための一本またはそれ以上の電気ケーブル（図示せず）に接続可能な入力コ
ネクタ４２を有する。
【００２４】
　凝縮器は、凝縮器の中央ダクト４６に導かれる圧縮された冷媒冷却剤を冷却するための
外側冷却ジャケット部分４４を含む。外側冷却ジャケット部分は、航空機ギャレーキャビ
ネットの外部の冷却液供給源（図１２に図示）から、例えば、水のような冷却液の冷却流
を受ける液体流入ダクト４８に連結されている。冷却液の冷却流は、凝縮器の外側冷却ジ
ャケットの長さに沿って液体排出口５０に流れ、液体排出口５０は暖められた冷却液を冷
却液供給源に戻す。システム冷却液は、航空機の飲料水供給源からの水であってもよい。
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図１２を参照すると、液冷式凝縮器２０４は、熱廃棄サブシステム２２７により、ダクト
または液体バス２０９を通して液体ポンプ２２４に導かれる、例えば、水または水とグリ
コールの混合液である液体冷却剤２０８によって冷却され、液体ポンプ２２４は、液体冷
却剤を、例えば、循環パイプ２２６（図１２）を経由して、熱放出熱交換器のような一つ
またはそれ以上の熱廃棄ユニット２２８に圧送する。システムは、液体冷却剤として飲料
水を使用してもよい。その点で、リザーバおよびアキュムレータの除去や低ポンプパワー
のような多くの利点から利益を得る。さらに、液体パイプシステムは、より低い圧力，よ
り低い流速で作動することができ、且つ断熱材を必要としないので、より軽量且つ安価で
ある。標準温度では、水は利用可能な最良の熱伝達液の一つである。液体システムは、航
空機の飲料水供給源で充填および排水するように構成してもよい。これにより、冷凍貯蔵
問題を除去する。中間作動液として水の使用の他の利点は、潜在的な液漏れが汚染を発生
しないことである。選択的な温度センサ２２９を、コントローラ２２３への入力を提供す
るために、熱放出熱交換器に連結してもよい。また、熱廃棄ユニットは、一つまたはそれ
以上のファンモータおよびインペラ２３０を含む。液体冷却剤２０８は、出口ライン２３
２を通って熱廃棄ユニットを出る。
【００２５】
　ギャレー冷却システムのハウジングからの凝縮物は、ドレインパン５２に集められ、ド
レインパンから凝縮物ドレイン５４を通って凝縮物回収タンク（図示せず）に流れ出る。
好ましくは凝縮器で液相に凝縮される冷却された冷媒冷却剤は、次に、凝縮器出口５６か
らダクト５８を通って、凝縮器を出た冷媒冷却剤の状態を観察するための点検窓６０に流
れ、ダクト６２を通ってフィルタ及びドライヤユニット６４に流れ、ここで冷媒冷却剤か
ら水をろ過してこれを除去する。
【００２６】
　フィルタ及びドライヤユニットは、ダクト６６によって連結されて、ろ過され且つ乾燥
された冷媒冷却剤を膨張弁６８に与え、膨張弁６８は、ダクト７０を通って少なくとも一
つの蒸発器ユニット７２に導かれる冷媒冷却剤の流れを制御する。
【００２７】
　本発明の現在の好ましい態様では、凝縮器から冷媒冷却剤の冷却流を受けるための、ダ
クト７６によって直列に連結された第１および第２の蒸発器ユニット７４ａ，７４ｂが設
けられている。暖められた冷媒冷却剤は、好ましくは断熱材８０の外層が設けられた吸引
ホース７８を通して第２の蒸発器ユニットを出て、圧縮器モータの入口８２に戻される。
【００２８】
　航空機ギャレーキャビネットからの空気８３は、インペラモータ８６で駆動されるイン
ペラ８４により、図２，３，４，６，７に示された左右側部通気孔部分８８ａ，８８ｂの
ような、少なくとも一つの側部通気孔を通って、ギャレー冷却システムのハウジング内に
吸い込まれる。空気は、空気を冷却する蒸発器上を循環し、次いでインペラによって渦形
部９０内に強制的に引き込まれ、ハウジングの包囲部の外側に延び且つ渦形部から冷却さ
れた空気を受けるためにハウジング包囲部に９４で取り付けられた排出筒９２を通る。冷
却された空気は、排出筒を出て、排出筒の広い排出ダクト部分９８の末端の複数の冷却用
空気排出ポート９６を通って航空機ギャレーキャビネットに入る。空気は、約３０°Ｆで
ギャレー冷却システムの上側から排出され、ギャレー冷却システムの左右の側に戻されて
、再び冷却され且つ排出される。
【００２９】
　図１に示す第１実施形態では、ギャレー冷却システムの排出筒は、航空機ギャレーキャ
ビネット内の使用箇所の冷却のために、一つまたはそれ以上のギャレー食品カート上に冷
却用空気の分布を大きくするため、ギャレー冷却システムハウジングの幅を超えて延びる
少なくとも一つの端部１００を有するように、大きく拡張される。図２および図６～図８
に示す第１実施形態の変形例では、ギャレー冷却システムの排出筒は、ギャレークーラー
のハウジングの幅を超えて延びていない。
【００３０】
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　図２に示すように、ハウジングの包囲部分は、好ましくは、圧縮器モータアクセス開口
１０２と、圧縮器モータの保守または交換のために移動させまたは取り外せる、圧縮器モ
ータアクセス開口上の圧縮器モータ保守カバー１０４と、を含む。また、ハウジングの包
囲部分は、好ましくは、点検窓アクセス開口１１０と、点検窓を観察するために移動させ
または取り外せる点検窓カバー１１２と、に加えて、フィルタ／ドライヤアクセス開口１
０６と、フィルタ及びドライヤユニットの保守または交換のために移動させまたは取り外
せる、フィルタ／ドライヤアクセス開口上のフィルタ／ドライヤ保守カバー１０８と、を
含む。また、アクセス開口と保守カバーは、取付板に設けられてもよい。
【００３１】
　ギャレー冷却システムの使用箇所の部分は、電力、および凝縮器を冷却する液体のみを
必要とする一つの完全な冷蔵システムであることが理解されるべきである。図１３は、航
空機ギャレーキャビネット１２２内のギャレー食品カート１１８上に大量の冷却用空気を
供給する「エアオーバー型」の使用箇所冷却実施形態を示す。
【００３２】
　本発明の現在の好ましい別の態様では、図１４に示されるように、「エアスルー型」の
ギャレー冷却システムは、フレキシブルダクト１１４を通してギャレー食品カートポート
に直接冷気を供給するように構成され、これによりギャレーカートの内容物を直接冷却す
る。ギャレー冷却システム１１５は、冷気がギャレー冷却システムから排出され、ギャレ
ーキャビネット内を循環し、ギャレー冷却システムに戻って再度冷却および排出されるよ
うに、ギャレーキャビネットに取り付けてもよい。図１５，図１６は、本発明の現在の好
ましい別の態様を示しており、この態様では、ギャレー冷却システム１１５は、対流面１
１６とギャレー食品カート棚１１７に「熱対流型」の冷却を直接与えるように構成され、
それにより食品に直接冷却を与える。ギャレー食品カート棚１１７は、熱を除去するため
に、対流面１１６から直接的な冷却と、ギャレー食品キャビネット１２２を通して流れる
冷風と、を受ける。また、冷却コイルまたは熱電気ペルチェ冷却装置のような他の直接的
な冷却方法を、ギャレー食品カート１１８に対流冷却を提供するのに使用してもよい。
【００３３】
　図９，１０，１１，１２を参照すると、本発明による第２実施形態では、本発明による
液体凝縮空気冷却システム（ＬＣＡＣＳ）１８０は、少なくとも一つのギャレーカート（
図示せず）を受け入れるための、少なくとも一つのギャレープレナム１８４を有する少な
くとも一つの使用箇所ギャレー冷却ユニット１８２と、典型的にはギャレープレナム１８
４内の蒸発器である少なくとも一つの熱交換器１８８と、を含む。ギャレーブロワ１９０
またはファンが、熱交換器１８８から一つまたはそれ以上のギャレーカートに冷却用空気
の流れを差し向けるために、熱交換器１８８とギャレープレナム１８４との間で、ダクト
１９２に設けられている。一つまたはそれ以上の熱交換器１８８は、少なくとも一つの遠
隔液体凝縮チラーサブシステム１９４から、冷媒または他の熱伝達液のような中間作動液
１９８を受ける。冷媒は、典型的にはデュポン社から入手可能なＨＦＣ－１３４ａという
名称、または、Ａｓｉｍｏｎｄ社から入手可能なＭＥＦＯＲＥＸ　１３４ａまたはＨＴ　
１３４ａという名称で販売されているようなハイドロフルオロカーボン冷媒であるが、他
の同様な冷媒もまた適している。
【００３４】
　遠隔液体凝縮チラーサブシステム１９４は、熱交換器１８８からの中間作動液１９８を
冷却し、これを遠隔チラーサブシステムに再分配し、中間作動液１９８をギャレー冷却ユ
ニットの熱交換器１８８に戻す、少なくとも一つの再循環ユニット１９６を含む。中間作
動液１９８は、一つまたはそれ以上のギャレー冷却ユニットから、ライン１９９を経由し
て、さらに以下で説明される選択的な熱交換器または中間冷却器２００を通って、少なく
とも一つの圧縮器２０２へ熱を搬送し、圧縮器２０２は、中間作動液１９８を圧縮する。
中間作動液１９８は、ライン２０６を経由して少なくとも一つの液冷式凝縮器熱交換器２
０４に流れる。
【００３５】
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　以下にさらに述べるように、熱廃棄が液体冷却剤の循環によって達成されるので、凝縮
器熱交換器２００は、空冷式の代わりに液冷式であり、有利に、在来の凝縮器エアフロー
ファンを除去する。凝縮器エアフローファンの除去は、在来のギャレー冷却システムでは
典型的にギャレーに伝達される騒音を大幅に減ずる。また、そのような凝縮器エアフロー
ファンの除去は、液体凝縮エアチラーの大きさを減ずる。
【００３６】
　冷却された中間作動液１９８は、液冷式凝縮器２０４から、ライン２０７によって点検
窓２１２，フィルタ２１４，選択的な熱交換器２００および膨張弁２１６へ循環し、膨張
弁２１６は、中間作動液ライン１９９に連結された温度および／または圧力センサ２１７
から入力を受けて、中間作動液１９８の蒸発器１８８（図１１）への流れを制御する。ま
た、点検窓２１２，フィルタ２１４，熱交換器２００および膨張弁２１６を、所望される
ときに、バイパスするように、ライン２０７と蒸発器１８８との間に連結され、バイパス
ライン２１８を通る蒸発器１８８への直接的な中間作動液の流れを制御するための電磁弁
２２０を有するバイパスライン２１８が設けられている。
【００３７】
　また、上記の概説および図９，１０，１１，１２に示されるように、遠隔液体凝縮チラ
ーサブシステム１９４は、システムの作動を監視および制御するために、包括的な電子サ
ブシステムを含んでいてもよい。例えば、コントローラ２２３および関連した温度センサ
，圧力センサ，液体レベルセンサを、システム性能および保護の最適化のため、戦略的に
配置してもよい。また、システム監視制御装置２２３は、遠隔液体凝縮チラーサブシステ
ム１９４およびギャレー冷却ユニット１８２から入力を受けてもよい。この情報によって
、システム監視制御装置２２３は、システム全体のあらゆる電子および冷蔵構成要素の機
能を制御してもよい。また、ギャレー制御装置２２３が、各ギャレー冷却ユニット１８２
と関連し、排気温度センサおよび給気温度センサが、ギャレー制御装置に入力を供給して
もよい。そして、ギャレー制御装置２２３が、ギャレー冷却ユニット１８２のブロワ１９
０を作動または停止させてもよい。
【００３８】
　図１２を参照すると、液冷式凝縮器２０４は、熱廃棄サブシステム２２７によって、例
えば、水または水とグリコールの混合液である液体冷却剤２０８を用いて冷却される。液
体冷却剤２０８は、ダクトまたは液体バス２０９を通って、液体ポンプ２２４に導かれる
。液体ポンプ２２４は、液体冷却剤を、循環パイプ２２６（図１２）を経由して、例えば
、熱放出熱交換器のような一つまたはそれ以上の熱廃棄ユニット２２８に送り込む。シス
テムは、液体冷却剤として飲料水を使用してもよい。その点で、リザーバおよびアキュム
レータの廃止や低ポンプパワーのような多くの利点から利益を得る。さらに、液体パイプ
システムは、より低い圧力，より低い流速で作動することができ、且つ断熱材を必要とし
ないので、より軽量且つ安価である。標準温度では、水は利用可能な最良の熱伝達液の一
つである。液体システムは、航空機の飲料水供給源を充填および排水するように構成して
もよい。それによって、冷凍貯蔵問題が除去される。中間作動液として水の使用の他の利
点は、潜在的な液漏れが汚染をしないことである。選択的な温度センサ２２９を、熱放出
熱交換器に連結して入力をコントローラ２２３に与えてもよい。また、熱廃棄ユニットは
、一つまたはそれ以上のファンモータおよびインペラ２３０を含む。液体冷却剤２０８は
、出口ライン２３２を通して熱廃棄ユニットを出て、液体バスまたはダクト２３４を経由
し、且つ、温度センサ２１１（図１１）から制御入力を状況に応じて受ける液体制御弁２
２０を通って導かれて、液冷式凝縮器２０４に戻る。
【００３９】
　また、熱廃棄ユニット２２８は、典型的にコントローラ２２３に連結され、且つ、液体
ポンプとファンモータと熱廃棄ユニットのインペラの作動を制御するための、熱廃棄ユニ
ットの適当な位置に取り付けられた温度センサ２２９を含んでいてもよい。また、システ
ム作動の最適化のために、熱伝達液内温度センサ，熱伝達液外温度センサおよび圧力セン
サのような追加的なデータ取得装置を、熱廃棄ユニットの作動を監視および制御するため
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に設けてもよい。また、ファンモータは、変速制御装置を備えてもよい。また、熱廃棄ユ
ニット２２８は、熱廃棄速度を管理および記録するための液体フロー測定センサおよび大
気センサを備えていてもよい。熱廃棄ユニットは、典型的には、熱を適切に排出すること
ができる領域に設置される。
【００４０】
　中間作動液１９８は、好ましくは非断熱パイプを経由して移送され、液体冷却剤２０８
は、非断熱パイプを経由し、液体バス２０９を通って移送される。なぜなら、熱再利用が
このシステムに関連されない限り、これらの液体バスを経由する熱廃棄が望ましいからで
ある。液体冷却剤ポンプ２２４は、液体冷却剤２０８を循環させ、典型的には、システム
の作動のため、電子コントローラ２２３に関連付けられる。また、液体ループに捕捉され
た空気を取り除く液体ガス分離器が、システム性能を向上させるため、ポンプユニット２
２４に含まれていてもよく、または遠隔に配置されていてもよい。また、例えば、航空機
飲料水供給源から液体冷却剤をライン２０９に導入するための充填ポートがポンプユニッ
トに設けられていてもよく、またはそのような充填ポートを遠隔に配置してもよい。液体
冷却剤ポンプ，関連した膨張タンクおよび液体ガス分離器は、スペースが許せば、熱廃棄
ユニットに組み込んでもよい。
【００４１】
　図１０は、３つの遠隔液体凝縮チラーサブシステム１９４から熱を除去する、単一の熱
廃棄ユニット２２８を含む液体凝縮空気冷却システムの他の実施形態を示す。液体凝縮チ
ラーサブシステム１９４は、共通の液体冷却剤ラインおよびダクトを共有する。熱廃棄ユ
ニット２２８は、さらに一つのファンモータ／インペラユニット２３０を含む。熱廃棄ユ
ニットの他の態様では、高い温度環境で放熱するため、２つのファンモータ／インペラユ
ニット２３０を含めてもよい。
【００４２】
　上述から、本発明の航空機液体凝縮器エアチラーシステム１８０の作動は、２つの別個
の熱伝達ループを用いていることが分かる。第１のループでは、熱は、冷蔵が要求される
ギャレー冷却ユニット１８２内の空気から蒸発器によって冷媒に伝達され、そして冷媒は
、圧縮器２０２によって高圧、高温の過熱ガスとして、液冷式凝縮器２０４に圧送される
。液冷式凝縮器２０４では、過熱ガスが、液体バス２０９を通って熱廃棄ユニット２２８
に循環される液体冷却剤に熱を伝達する。第１のループ内の冷媒は、熱廃棄の結果、凝縮
し、その後、膨張弁２１６を経て絞り工程を受け、典型的には２相の液気流体として、蒸
発器１８８に入り、冷蔵蒸気サイクルを完了する。
【００４３】
　第２の熱伝達ループでは、熱は、液冷式凝縮器２０４から液体冷却剤を介して熱廃棄ユ
ニット２２８に伝達される。熱はその場所でファンモータ／インペラ２３０を介して周囲
空気に廃棄されるが、熱を他の目的のために回収してもよい。冷却された熱伝達液は、液
体バス２３４を経由してエアチラーに戻り、熱吸収および廃棄のサイクルを完了する。
【００４４】
　凝縮液体冷却剤の作動温度範囲は、ヒートシンクの温度に基づき、例えば、典型的には
ヒートシンクの温度よりも１５°Ｆから３０°Ｆ高い。ヒートシンクは、通常は、周囲大
気温度であり、典型的には、８５°Ｆから１３０°Ｆの範囲である。飛行中、外気が－６
５°Ｆ、すなわち航空機の外板温度ほどに低くなるとき、使用されるヒートシンクの空気
は、一般には約７０°Ｆである客室環境空気である。冷蔵ユニットは、周囲温度１３０°
Ｆまで耐えることができる。典型的には、凝縮器液体冷却剤の作動温度範囲は、約４０°
Ｆから１６０°Ｆである。航空機が凍結帯域にあれば、液体冷却剤の流体フローを制御す
る必要があり、または航空機が凍結帯域に保管されれば、液体冷却剤を抜き取ることがで
きるので、液体冷却剤は凍結しない。
【００４５】
　ヒートシンクの温度が比較的高い場合の適用では、熱廃棄装置は、主たるギャレー冷蔵
ユニットと共に作動して２段式冷却システムを形成する別の冷蔵ユニットでもよい。２段
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式冷却システムを使用するとき、２段目の冷蔵ユニットを航空機で他の冷却目的に使用す
ることができる。例えば、１３０°Ｆで空気を冷却するためには、より広い温度範囲のた
めの２段目の冷蔵ユニットが使用される。すなわち、０°Ｆの食品冷却要求のために、１
段目の冷却範囲は－２０°Ｆから６５°Ｆであり、２段目の冷却範囲は６５°Ｆから１５
０°Ｆである。２段目の冷蔵ユニットは、高い周囲温度条件でのみ必要とされる地上ベー
スのユニットであってもよい。２段目の冷蔵システムは、在来の冷蔵システムのいずれを
も含むことができる。
【００４６】
　本発明のギャレー冷却システムは、システム内の流体の流れを制御するための一つまた
はそれ以上の典型的な圧力センサを含んでいてもよい。冷却システムは、典型的には、標
準大気圧１４．７ｐｓｉから、約８，０００フィートでの航空機客室気圧、すなわち７ｐ
ｓｉまたはゲージ圧で－７ｐｓｉよりも大きい気圧、の航空機客室環境気圧に典型的に通
気される。７ｐｓｉ未満では、液体冷却剤は、気泡を形成し、圧送および流体フローと干
渉する。
【００４７】
　液冷式凝縮器は、凝縮ユニットに圧送することができる、例えば、水，または冷凍から
の保護が望まれる場合には水－グリコール混合液のような液体冷却剤によって熱を除去す
る冷媒－液体熱交換器に交換することができることが理解されるべきである。熱せられた
液体冷却剤は、流体バスに接続され、非断熱パイプを経由して、液体－空気熱交換器，電
気ファンおよび選択的な流体ポンプから構成することができる一つまたはそれ以上の集中
または半集中凝縮ユニットに送られる。一つまたはそれ以上の凝縮器ユニットの位置は、
熱が適切に排出される領域にある必要がある。さらに、電気ヒータに置き換えたり、補完
したりするために、この熱を他の領域での用途のため回収してもよい。また、さらに本発
明の利点は、熱交換器の設計がエアフィルタを必要とせず、これにより現在のエアチラー
設計では一般に要求される日常のエアフィルタ清掃を除去することであることが容易に理
解されるべきである。また、航空機が地上にいる間、例えば、冷水を循環させることによ
るような、熱廃棄ユニットの補完的な冷却は、高い周囲温度領域でのさらなる選択肢であ
る。
【００４８】
　本明細書は、本発明の特定の実施形態を記載しているが、通常の技術を有するものであ
れば、本発明の概念から逸脱することなく、本発明の変形例を考案することができるであ
ろう。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明のギャレー冷却システムの第１実施形態の内部構成を示す概略図である。
【図２】本発明のギャレー冷却システムの第１実施形態の変形例の外部構成を示す概略図
である。
【図３】図１のギャレー冷却システムの第１側面の斜視図である。
【図４】図１のギャレー冷却システムの第２側面の斜視図である。
【図５】図１のギャレー冷却システムの平面図である。
【図６】図２のギャレー冷却システムの第１側面の斜視図である。
【図７】図２のギャレー冷却システムの第２側面の斜視図である。
【図８】図２のギャレー冷却システムの平面図である。
【図９】本発明による航空機のためのギャレー冷蔵システムの第２実施形態の全体を説明
する概略図である。
【図１０】本発明の第２実施形態による液体凝縮チラーサブシステムの概略図である。
【図１１】本発明の第２実施形態による液体凝縮チラーサブシステムの液体凝縮チラーの
概略図である。
【図１２】本発明の第２実施形態による液体凝縮チラーサブシステムの熱廃棄ユニットの
液体と空気のインターフェースを示す図である。
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【図１３】第１実施形態のギャレー食品キャビネットの使用箇所エアオーバー型の冷却シ
ステムの概略図である。
【図１４】第１実施形態のギャレー食品カートの使用箇所エアスルー型の冷却システムの
概略図である。
【図１５】使用箇所の熱対流面を描写するギャレー食品キャビネットの概略図である。
【図１６】さらに熱対流棚を描写する図１５のギャレー食品キャビネットの概略図である
。
【符号の説明】
【００５０】
　２０　　ギャレー冷却システム
　３４　　圧縮器モータ
　４０　　凝縮器
　７２　　蒸発器ユニット
　１８０　液体凝縮空気冷却システム（ＬＣＡＣＳ）
　１８２　ギャレー冷却ユニット
　１８８　熱交換器
　１９４　遠隔液体凝縮チラーサブシステム
　２０４　液冷式凝縮器
　２２７　熱廃棄サブシステム
　２２８　熱廃棄ユニット

【図１】 【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】 【図９】
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【図１２】 【図１３】
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【図１６】
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