
JP 4059474 B2 2008.3.12

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冷蔵庫本体の上部に配置され、冷蔵用冷却器および冷蔵用ファンによって冷却される冷
蔵室と、冷蔵庫本体の下部に配置され、冷凍用冷却器および冷凍用ファンによって冷却さ
れる冷凍室と、前記冷蔵室と冷凍室との間の貯蔵空間に設けられた野菜室と、前記冷蔵室
と前記野菜室との間に断熱区画されて配置し自動製氷装置を備えた製氷室と、この製氷室
に設けた製氷用ファンとからなり、
冷蔵用冷却器に冷媒を流して冷蔵室および野菜室を冷却する冷蔵冷却モードと、冷凍用冷
却器に冷媒を流して冷凍室および製氷室を冷却する冷凍冷却モードとを切り替える手段を
備え、前記製氷用ファンは、冷蔵冷却モードでは低速運転とし、冷凍冷却モードでは高速
運転することを特徴とする冷蔵庫。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、冷蔵庫の冷却貯蔵室構造に係り、特に製氷容器を冷蔵室内に配置した冷蔵庫の
製氷室構造および制御方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、冷蔵庫は、生活の多様化と相俟って収納量も大型化する傾向にあり、その形態とし
ては、扉の開閉数が多く使用頻度が高いことから、冷蔵庫本体の上部に最も貯蔵物収容容
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積の大きい冷蔵室を配設し、その下部に野菜室および冷凍室を配置するとともに、野菜室
と冷凍室との間に製氷装置を備えた製氷室と冷凍温度から野菜保存温度まで室内を複数の
温度帯に切り替えることができる温度切替室を独立して設置するものが多くなっている。
【０００３】
このように、貯蔵温度の異なる多くの貯蔵室を設けていることから、冷却器についても従
来単一であったものが、各温度帯専用の冷却器、例えば冷凍温度用冷却器と冷蔵温度用冷
却器など２つの冷却器をそれぞれの温度室に対応して設置する構成にしている。
【０００４】
そして、このような複数の冷却器を備えた冷却方式においては、貯蔵室に対する冷却効率
の面からそれぞれの貯蔵室温度に対応する冷却器を該貯蔵室の背面などの近傍に配置して
いる。すなわち、冷蔵用冷却器は冷蔵室の近傍に配置して、この冷蔵室温度よりやや高温
となる野菜室をも冷蔵室に近接して配設し、冷凍用冷却器は、冷凍室の背面部に設けると
ともに、同様に冷凍室温度となる製氷室や温度切替室も冷凍室の近傍に配置するようにし
ていた。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記形態の冷蔵庫においては、製氷室は野菜室の下部に配置されることに
なり、冷蔵庫全体のレイアウトからしても下方に位置するため、氷を取り出す時には身体
をかがめる必要があり、夏季など頻繁な氷利用時期には特に使い勝手が悪いものであった
。
【０００６】
冷蔵室の外形サイズは国内における台所事情などの設置条件から幅、奥行き、高さ寸法と
も限界近くになっており、これによって貯蔵空間の拡大も限られていることから、ユーザ
ーからの使い勝手の向上要求はますます強くなっている。
【０００７】
　本発明はこの点に着目してなされたもので、多様化するユーザーニーズに対応すべく、
貯蔵室への効率的な冷気ダクト機構や冷却機器の配置構成により、製氷室を冷蔵室と野菜
室との間に配置した使い勝手の良好な貯蔵室レイアウトを提供するものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　請求項１の発明は、冷蔵庫本体の上部に配置され、冷蔵用冷却器および冷蔵用ファンに
よって冷却される冷蔵室と、冷蔵庫本体の下部に配置され、冷凍用冷却器および冷凍用フ
ァンによって冷却される冷凍室と、前記冷蔵室と冷凍室との間の貯蔵空間に設けられた野
菜室と、前記冷蔵室と前記野菜室との間に断熱区画されて配置し自動製氷装置を備えた製
氷室と、この製氷室に設けた製氷用ファンとからなり、冷蔵用冷却器に冷媒を流して冷蔵
室および野菜室を冷却する冷蔵冷却モードと、冷凍用冷却器に冷媒を流して冷凍室および
製氷室を冷却する冷凍冷却モードとを切り替える手段を備え、前記製氷用ファンは、冷蔵
冷却モードでは低速運転とし、冷凍冷却モードでは高速運転することを特徴とする。
【０００９】
　この構成により、製氷室の高さ位置が高くなって、氷を使用する際に、楽に氷を取り出
すことができるとともに、製氷室を効率的にかつ確実に冷却することができ、製氷用ファ
ンを省電力運転とすることができる。
【００１５】
　また、本構成によれば、製氷室を効率的にかつ確実に冷却することができ、製氷室用フ
ァンを省電力運転とすることができる。
【００２０】
本構成によれば、製氷室用ファンの運転により冷凍室空間の空気と冷凍用冷却器との熱交
換量を増加させることができるので、冷媒回収を迅速に行うことができる。
【００２１】
【発明の実施の形態】
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以下、図面に基づき本発明の１実施形態について説明する。図１は扉を省略して各貯蔵室
の配置状態を示す冷蔵庫本体(1)の正面図であり、外箱(2)の内側に図示しない断熱材を介
して設けた内箱(3)により貯蔵空間を形成し、これを断熱仕切壁により複数に貯蔵室に区
分している。
【００２２】
(5)は、各貯蔵室中で最も使用頻度が高いことから、室内貯蔵品の確認や収納取り出し性
など使い勝手上冷蔵庫本体の最上部に配置した冷蔵室であり、図示しないヒンジ装置によ
り本体一側に回動自在に枢支した扉によってその前面開口部を閉塞している。
【００２３】
冷蔵室(5)の下部には、仕切板(6)を介して、冷蔵室温よりやや高い温度に保存された野菜
などを収納する野菜室(7)を形成している。
【００２４】
野菜室(7)の下方には、断熱仕切壁(9)を介して冷凍食品を収納する冷凍室(9)を配置して
いる。この冷凍室(9)は上下２段に区分し、その上段には急速冷凍コーナー(10)を設けて
いる。
【００２５】
前記野菜室(7)や冷凍室(9)の構成は、図面上では表れないが、その前面開口部を扉で閉塞
するとともに、扉の内側に貯蔵室内方向に延長する枠帯を取付け、この枠体上面に収納容
器を載置し、前記枠体の後端に取り付けた図示しないローラと庫内側壁に設けたレール部
材などとの係合による摺動によって、収納容器を前後方向に引出し可能に設けている。
【００２６】
しかして、冷蔵室(5)空間の下方の一角には、断熱壁(11)で区画された製氷室(12)を形成
する。この製氷室(12)は、その上部の冷蔵室(5)内に設けた給水タンク(13)からの給水を
受けて、これを製氷する自動製氷装置(14)を装着するとともに、製氷された氷の放出を受
けて貯氷する貯氷箱を引出し自在に配設したものであり、後述する冷凍用冷却器(27)から
の冷気を受けて冷凍温度に冷却されているものである。
【００２７】
自動製氷装置(14)は、製氷皿の底部外面に取着した製氷検知センサ(55)が－１９℃を検出
したときに、製氷皿内の水がすべて氷結し製氷が完了したとみなし、製氷皿の氷を下方の
貯氷容器に落下させる離氷動作を行う。離氷は、製氷皿を反転させるとともに１８０度回
転した時点でその一側端の回動を規制することにより、該製氷皿にひねりを与えて氷を剥
離するようにしている。
【００２８】
また、貯氷量を検知する検氷レバーを備えて離氷動作の前に貯氷容器内の下方に移動させ
ることで氷量を検出し、貯氷量が多く検氷レバーが氷の表面に当接して下方移動ができな
い場合は、満氷状態を検出して以降の離氷、および給水動作を停止し、氷が取り出されて
貯氷量が減るまで待機するものである。
【００２９】
製氷室(12)の側部の冷蔵空間には、製氷室(12)と同様に断熱区画された温度切替室(15)を
設けている。この温度切替室(15)は、製氷室(12)側の側壁上部に設けた冷気ダンパー(16)
の開閉による冷気流制御によって、－１８℃の冷凍温度、－７℃程度のソフト冷凍温度、
０℃のチルド温度、および＋１から２℃の冷蔵温度から＋８℃程度のワイン冷却温度まで
多段階の温度制御をしており、必要に応じて室内の温度設定を変更して使用に供するもの
である。
【００３０】
各貯蔵室は、図７に示すように冷蔵室空間内の温度を検出する冷蔵用温度センサ(51)、冷
凍室(9)の温度を検出する冷凍用温度センサ(52)、製氷室(12)の温度を検出する製氷用温
度センサ(53)、温度切替室(15)の温度を検出する切替室用温度センサ(57)、外気温を検出
する外気温センサ(58)の検出値に基づいて、制御装置(40ａ)が、後述するファン、冷気ダ
ンパー(16)、圧縮機(41)等を動作させて庫内温度を調節する。
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【００３１】
前記各貯蔵室の背面側には、図１における各貯蔵室の背面部を除去した状態の正面図であ
る図２に示すように、各貯蔵室へ冷気（矢印）を供給する冷却器やダクトが配設されてい
る。
【００３２】
すなわち、冷蔵室(5)の背面中央には冷蔵用冷却器(21)を配置し、その上部に冷蔵用ファ
ン(22)を設けている。冷蔵用ファン(22)、および後述する冷凍用ファン(28)と製氷用ファ
ン(31)とは、制御装置(40ａ)によってインバータ制御され、回転数を庫内温度や運転モー
ドまたは圧縮機(41)と同期して可変する。冷蔵用ファン(22)の前面には冷蔵室上部への冷
気吐出口(23)を設けるとともに、冷蔵室背面の裏面上部から両側の上下方向に亙ってダク
ト(24)を形成し、ダクト(24)の所定間隔位置には庫内への冷気吹出口(25)を設けて、例え
ば、冷蔵室(5)内における収納棚(17)の間隔毎に冷気を吹き出して、冷蔵室内を冷却する
ようにしている。
【００３３】
上記の構成により、冷蔵用冷却器を面積の大きな冷蔵室の背面に配置したことで、冷却器
容量を大きくして冷却力を増加することができ、蒸発温度を高くしても室内を充分冷却で
きるため、収納した食品から水分を奪う作用が少なくなって食品の乾燥を防ぐことができ
、その両側をダクトとして利用することで室内外を平坦化し、設置および収納スペースを
有効に活用できる。
【００３４】
また、冷蔵室(5)の下方背面には、冷気吸込口(26)を配設して冷蔵室内を循環した冷気を
吸い込んで冷却器(21)に戻すようにしている。
【００３５】
冷蔵庫本体の下方における冷凍室(9)の背面には、冷凍用冷却器(27)を配設している。冷
凍用冷却器(27)の上方には冷凍用ファン(28)を配設して冷気を冷凍室内に吹き出すととも
に、冷気の一部は上方に延設したダクト(30)から製氷室(12)の背部に設けた製氷用ファン
(31)に導き、製氷室(12)内に吹き出すように構成している。
【００３６】
製氷用ファン(31)と温度切替室(15)との間には、製氷室部分の拡大横断面図である図３に
示すように、切替室ダクト(32)および冷気ダンパー(16)を設けており、製氷用ファン(31)
からの冷気の一部は切替室用ダクト(32)に導かれ、冷気ダンパー(16)を介して温度切替室
(15)内に吹き出される。
【００３７】
前記温度切替室用の冷気ダンパー(16)は、製氷室(12)と温度切替室(15)との間の仕切部に
埋設されており、貯蔵空間を減じることはない。また、製氷室(12)へのダクト(30)を利用
できるため、温度切替室(15)専用のダクトスペースを設ける必要がなく、貯蔵空間の有効
活用をはかることができる。
【００３８】
製氷室(12)および温度切替室(15)にはそれぞれ冷気吸込口(34)(35)を形成し、それぞれ野
菜室(7)の背面から冷凍室(9)に亙る製氷室リターンダクト(36)および切替室リターンダク
ト(37)を設けて、循環冷気を冷凍用冷却器(27)に戻すようにしている。
【００３９】
これら冷気を循環するダクトは、縦断面図である図４、および図２のＡ－Ａ線に沿う断面
図である図５や、Ｂ－Ｂ線に沿う断面図である図６に示すように、製氷室への冷気ダクト
(30)と製氷室および切替室からのリターンダクト(36)(37)、また、冷凍用冷却器(27)およ
び冷凍用ファン(28)と前記リターンダクト(36)(37)とは、冷凍室(9)や野菜室(7)の背面部
に並列に設置している。
【００４０】
この構成により、貯蔵室背面における凹凸を最小にして各室内への突出部分を少なくし、
野菜室(7)や野菜室(9)の容積活用効率を有効にして、室内スペースを使いやすくしている
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とともに、上記のような併行配列により、各ダクトは直線的でシンプルな構成となり、ダ
クト通路の屈曲による抵抗損失を生じることなく効率的な冷気送風を行うことができるも
のである。
【００４１】
さらに、野菜室(7)から温度切替室(15)に亙る冷蔵庫本体(1)の背面には、冷凍冷却器(27)
や冷凍ファン(28)あるいは各ダクト(30)(36)と併行した位置に凹部(39)を設け、この凹部
内に、冷蔵庫の運転制御を行う制御回路基板(40)を配置している。
【００４２】
次に、冷蔵庫の運転モードを参照して説明する。図８は本発明の冷凍サイクルを示す概略
図である。
【００４３】
冷凍室(9)後方下部の機械室に設置した圧縮機(41)から吐出された高温の冷媒は凝縮器(43
)で放熱し、切替弁(42)で流路制御されて、冷蔵冷却器(21)または冷凍冷却器(27)を冷却
し、下記で説明する冷蔵冷却モードと冷凍冷却モードを交互に行う交互冷却運転を行う。
【００４４】
冷蔵冷却モードは、冷蔵空間の温度が設定温度より高くなると行う。このモードでは、切
替弁(42)を切替えて、キャピラリーチューブ(44)に冷媒を流し、冷蔵冷却器(21)で蒸発し
て、冷蔵空間を冷却する。このとき、冷蔵用ファン(22)は冷媒流路の切替えと同期して駆
動され冷蔵空間内に冷気を吹き出して冷却する。冷却器と熱交換してガス化した冷媒は圧
縮機(40)に戻る。
【００４５】
冷凍モードは、冷凍空間の温度が設定温度より高くなった場合に実行される。このモード
では、切替弁(42)を切切り替えて、キャピラリーチューブ(48)に冷媒が流れるように冷媒
流路を切り替え、冷凍冷却器(27)で蒸発し、アキュームレータ(45)と逆止弁(46)を通り圧
縮機(41)に戻る。
【００４６】
そして、冷凍冷却器(27)への冷媒流路の切り替えに同期して冷凍用ファン(28)を通常の回
転数で運転し冷凍空間を冷却する。
【００４７】
除霜モードは、冷凍冷却器(27)の下部に配置された、例えばガラス管ヒータ等の除霜ヒー
タ(47)に通電して、冷凍冷却器(27)の除霜を行う。除霜モードは、例えば、圧縮機(41)の
運転積算時間が８時間経過したタイミングで行い、冷蔵モードに切り替ったときに開始す
る。そして冷凍冷却器(27)に取り付けられた除霜センサ(56)により冷凍冷却器(27)が所定
温度、例えば３℃まで加熱されると、除霜モードは終了し、冷却運転に復帰する。
【００４８】
急速製氷モードは、冷蔵庫扉の表面に設けた操作パネル(54)のボタン操作等により開始さ
れ、冷気ダンパー(16)を全開にして製氷用ファン(31)の回転を高速回転にし、製氷室へ送
風される冷気量を増加させて製氷が完了するか、あるいは急速製氷モードが解除されるま
で継続する。
【００４９】
ポンプダウンモードは、冷蔵モードと冷凍モードを切り替えるときに、切替弁(41)を閉じ
て圧縮機(40)を所定時間、例えば３０秒回転させることで冷凍冷却器(27)に残存している
冷媒を回収するものである。
【００５０】
次に、各貯蔵室の冷却機構を説明する。
【００５１】
前記冷却器(21)(27)で冷却された冷気は、その上部の冷蔵用と冷凍用のそれぞれの冷却フ
ァン(22)(28)によって各貯蔵室空間に吹き出されるものであり、吹き出された冷気は矢印
で示すように、各貯蔵室を冷却し、吸込口から再び冷却器に戻る循環を繰り返して、各貯
蔵室を所定の設定温度に冷却保持する。
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【００５２】
冷蔵室(5)においては、冷蔵用冷却器(21)からの冷気は、冷蔵用(22)によってその一部を
冷蔵室の上面に吹き出すとともに、他を冷蔵室の背面両側に形成したダクト(24)に分流し
、ダクト(24)の上下方向に所定間隔で穿設した冷気吹出口(25)から冷蔵室内に吹き出すも
のであり、冷蔵室内を循環した冷気は、吸込口(26)から冷却器(21)に戻る冷気循環サイク
ルを繰り返す。
【００５３】
そして、冷蔵室が所定の温度まで冷却されたときは、冷蔵用ファン(22)の運転を停止し、
冷却作用の停止により室内温度が所定温度以上に上昇した場合は、再びファン(22)を駆動
して冷気循環による冷却作用を行うものである。
【００５４】
冷凍空間の冷却制御も前記冷蔵室制御と基本的に同一であるが、冷凍用冷却器(27)の冷気
は、冷凍用ファン(28)によって冷凍室(9)に吐出されると同時に、冷凍室上部の野菜室(7)
の背面中央から上方向に設けた送風ダクト(30)によって、上部の冷蔵室空間の一角に設け
た製氷室(12)に誘導される。
【００５５】
そしてこの製氷室の背部に設けた第３のファンである製氷用ファン(31)の回転により、冷
凍用ファン(28)からの冷気の一部を製氷室(12)内に吹き出せさせるとともに、さらに一部
を切替室ダクト(32)および冷気ダンパー(16)を介して隣接する温度切替室(15)に導入し、
これを冷却する。
【００５６】
冷気ダンパー(16)は、設定温度により冷気吐出口の開口面積を変えて冷気の流入量を制御
するものであり、これによって温度切替室(15)内を前述の冷凍温度やチルド温度など所定
の温度帯に保持する。
【００５７】
製氷室(12)、温度切替室(15)を冷却した冷気は、野菜室(7)背面の前記送風ダクト(30)の
両側部に形成した製氷室用リターンダクト(36)および切替室リターンダクト(37)から冷凍
用冷却器(27)に戻り、冷凍室(9)を循環した冷気と合流して再び冷却される冷気循環サイ
クルを継続する。
【００５８】
なお、製氷室(12)の側部に設ける貯蔵室は、上記実施例のごとく、温度切替室に限ること
なく、冷蔵室温度より低温のチルド温度の専用室や急速冷却室であってもよく、冷却室と
して随意に設定し活用できるものである。
【００５９】
次に本発明の１変更例について説明する。
【００６０】
＜変更例１＞
図９は、前述の１実施形態で説明したダクト構成を示す概略図であり、図１０は、変更例
１のダクト構成を示す概略図である。
【００６１】
本発明の１実施形態については、図９に示すように、冷凍冷却器(27)より生成された冷気
は、冷凍用ファン(28)によって冷気ダクト(30)を介して上方に送風され、製氷用ファン(3
1)によって製氷室(12)に吹き出される構成であるが、図１０に示すように、冷凍冷却器(2
7)より生成された冷気を冷凍用ファン(28)によって冷凍室(9)内に吹き出し、その冷凍室
空間の空気を冷凍室後方に設けたダクトを介し、製氷用ファン(31)によって製氷室(12)に
吹き出す構成である。
【００６２】
また、図１１に示すように、冷凍冷却器(27)より生成された冷気を、直接ダクトを介して
製氷用ファン(31)によって製氷室(12)に吹き出す構成であってよい。この場合、冷凍用フ
ァン(28)を冷凍冷却器(27)の下方に配置すればよく、この構成により、冷凍室(9)の冷凍
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能力は向上されるとともに、確実に製氷室を冷却することができる。
【００６３】
＜変更例２＞
自動製氷装置が製氷動作をしているときに、除霜モード以外では、製氷用ファン(31)を運
転する。
【００６４】
　除霜運転を行った場合は、冷凍用冷却器(27)は比較的高温となり、その高温雰囲気中の
空気を製氷室(12)に送風してしまうと著しく室内温度が上昇して、製氷時間が長くなるば
かりでなく、貯氷している氷が融けてしまうことになる。また冷蔵モードにおいては、冷
凍用冷却器(27)は冷却されないが、冷却器温度は低温を保持しており、製氷用ファン(31)
を運転することにより製氷室(12)は継続して冷却される。
【００６５】
それゆえ、除霜モード以外では、冷凍モードではなくても製氷用ファン(31)を運転させる
ことにより、製氷時間を短縮することができるとともに、確実に庫内温度を保持すること
ができる。
【００６６】
＜変更例３＞
　冷蔵モード中では、製氷用ファン(31)を低速運転とし、冷凍モード中では、製氷用ファ
ン(31)を高速運転になるよう制御する。
【００６７】
冷蔵モード中は、冷凍冷却器(27)は冷却されないため、製氷用ファン(31)を高速回転させ
ても低速運転にしても通常の高速運転との差は比較的少ない。よって、冷蔵モード中に製
氷用ファン(31)を低速運転することにより、省電力をはかることができ、かつ、製氷室(1
2)を確実に冷却することができる。
【００６８】
＜変更例４＞
ユーザーが操作パネル(54)で急速製氷モードを設定すると、任意の所定時間、例えば８時
間の急速冷凍モードに入る。そして、給水タンク(13)の水切れ、または貯氷量の満杯を検
出するまで、製氷用ファン(31)を連続して高速運転させる。
このため、製氷を迅速かつ効果的に行うことができる。
【００６９】
＜変更例５＞
ユーザーが操作パネル(54)で急速製氷モードを設定すると、冷凍室(9)の設定温度を、例
えばこの場合－２０℃とすると所定温度、例えば３Ｋ下げるものである。
【００７０】
製氷用ファン(31)は、圧縮機(41)と同期運転をしており、冷凍室(9)の設定温度を低くす
ると、設定温度に対して実際の室内温度が高くなり、圧縮機(41)は冷凍能力を増加させる
ために回転数を上げることになる。これにより、圧縮機(41)と同期運転をしている製氷用
ファン(31)の回転数も自動的に高くなり、冷凍能力が増加さるため迅速な製氷を行うこと
ができる。
【００７１】
＜変更例６＞
　製氷動作の停止中は、製氷用ファン(31)の回転数を調節して製氷室(12)の室内温度を保
持するものである。つまり、製氷動作の停止中は貯蔵された氷が溶けない状態で保存でき
ればよいので、製氷用ファン(31)の回転数を低減することで製氷室(12)の冷却を効率よく
行い、氷を良好に保存するとともに製氷用ファン(31)の運転を効率化して省電力をはかる
ことができる。このとき、製氷室内温度が低温の場合は製氷用ファン(31)を停止させても
よい。
【００７２】
＜変更例７＞
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ポンプダウンモード中は、製氷用ファン(31)を運転させるものである。ポンプダウンは冷
却モードの切り替え時に行うものであり、冷凍用冷却器(27)の冷媒をより早く圧縮機(41)
に回収するほうがよい。製氷用ファンを運転することで冷凍空間の空気と冷凍用冷却器と
の熱交換量を増加させることができるので、冷媒回収を迅速に行うことができる。
【００７３】
【発明の効果】
　以上説明したように、請求項１の発明は、製氷室の高さ位置が高くなって、氷を使用す
る際に、楽に氷を取り出すことができるとともに、製氷室を効率的にかつ確実に冷却する
ことができ、製氷用ファンを省電力運転とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態を示す冷蔵庫の扉を除去した状態の正面図である。
【図２】図１の貯蔵室の背面部を除去した状態を示す正面図である。
【図３】図１における製氷室部分を示す横断面図である。
【図４】図１における冷凍空間部分のダクト構成を示す縦断面図である。
【図５】図２のＡ－Ａ線に沿う横断面図である。
【図６】図２のＢ－Ｂ線に沿う横断面図である。
【図７】本発明の１実施形態を示す制御ブロック図である。
【図８】本発明の１実施形態を示す冷凍サイクルの概略図である。
【図９】本発明の１実施形態を示す冷気ダクトの概略図である。
【図10】図９の他の実施形態を示す冷気ダクトの概略図である。
【図11】図９のさらに他の実施形態を示す冷気ダクトの概略図である。
【符号の説明】
１…冷蔵庫本体　　　　　　５…冷蔵室
７…野菜室　　　　　　　　９…冷凍室
12…製氷室　　　　　　　　14…自動製氷装置
15…温度切替室　　　　　　16…冷気ダンパー
21…冷蔵用冷却器　　　　　22…冷蔵用ファン
23…冷気吐出口　　　　　　24…ダクト
25…冷気吹出口　　　　　　27…冷凍用冷却器
28…冷凍用ファン　　　　　30…ダクト
31…製氷用ファン　　　　　34、35…冷気吸込口
36…製氷室リターンダクト　37…切替室リターンダクト
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