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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の断熱区画で構成された貯蔵室を備えた断熱箱体と、前記断熱箱体に備えられた冷
気を生成する蒸発器と、前記貯蔵室に備えられ前記蒸発器で生成された冷気を前記貯蔵室
へ吐出する吐出口と、前記貯蔵室内に収納された収納物から放射された赤外線量を検知す
る温度検知部を有した赤外線センサーと、前記赤外線センサーが検知した赤外線量から測
定物の温度を算出する制御手段とを有し、前記赤外線センサーは視野範囲を変化させるこ
とが可能であるとともに少なくとも前記貯蔵室の底面の長手方向の中心線を検知するよう
に赤外線センサーを可動させて検知した前記赤外線センサーの検知温度を制御手段によっ
て比較して最も高い温度を検知している領域を前記吐出口から吐出される冷気によって集
中的に冷却する冷蔵庫。
【請求項２】
　赤外線センサーの全体を可動させることで、視野範囲を変化させている請求項１に記載
の冷蔵庫。
【請求項３】
　赤外線センサーは表面にカバー等の集光部材を備え、前記集光部材の開口部を可動させ
ることで、視野範囲を変化させている請求項１に記載の冷蔵庫。
【請求項４】
　赤外線センサーが備えられた貯蔵室は、風向を可変できるような風向可変装置を備えた
吐出口を有し、前記赤外線センサーの視野範囲の中で最も高い温度を検知した部分が含ま
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れる領域に前記吐出口から吐出される冷気が流れるように風向きを調整する制御手段を備
えた請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
【請求項５】
　赤外線センサーが備えられた貯蔵室は、複数の吐出口を備え、前記赤外線センサーの視
野範囲の中で最も高い温度を検知した部分が含まれる領域に前記吐出口から吐出される冷
気が流れるように前記複数の吐出口の風量を変化させることによって制御する制御手段を
備えた請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、赤外線センサーを利用した冷蔵庫に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、冷蔵庫の大容量化の需要が高まるにつれて、無効空間縮小による容積効率の向上
を図った冷蔵庫や、使い勝手の観点からさまざまなレイアウトの冷蔵庫が発売されている
。
【０００３】
　その中で、冷蔵庫では従来から庫内の温度を検知するために庫内の空気温度をサーミス
タ等で測定し、例えば熱い食品が入れられた時では、庫内に多数設置したサーミスタによ
って、この熱い食品の影響で温められた庫内空気の温度を測定することで冷却量を調整し
ていた。しかしながら、このような冷蔵庫では食品の実際の温度を測定しているわけでは
ないので、実際に食品を冷却できたかどうかが分からない。よって食品を冷却するには周
囲を冷却しながら食品を目的の温度まで冷却するため、食品自身が目的の温度まで冷却さ
れるには時間がかかるということがあった。そのため、庫内に赤外線センサーを設けるこ
とで、実際の食品の温度を検知し冷却運転を行うようにしていた（例えば、特許文献１参
照）。
【０００４】
　以下、図面を参照しながら上記従来の冷蔵庫を説明する。
【０００５】
　図６は特許文献１に記載された従来の冷蔵庫の側面縦断面図である。また、図７は図６
の一部拡大側面断面図である。
【０００６】
　図に示すように、断熱箱体で形成された冷蔵庫本体１０１の内部を貯蔵空間として最上
部に冷蔵室１０２、下方に野菜室１０３、最下部には冷凍室１０４をそれぞれ独立して配
置し、冷蔵室１０２と野菜室１０３との間には断熱仕切壁を介して温度切替室１０５と製
氷室（図示せず）とを左右に併置しており、各貯蔵室の前面開口には各々専用の扉を設け
て開閉自在に閉塞している。
【０００７】
　野菜室１０３の後部には、冷凍室１０４や温度切替室１０５、製氷室など冷凍用の冷却
器１０６およびこの冷凍用冷却器１０６で生成された冷気を貯蔵室内に循環する冷却送風
ファン１０７を配置し、さらに、冷凍用冷却器１０６の前方位置に、冷蔵室１０２と野菜
室１０４とを冷却する冷蔵用の冷却器１０８と冷蔵用ファン（図示せず）を設けており、
本体下部の機械室に設置した圧縮機１０９の駆動および冷媒の流路切替弁の切替え制御に
よって前記冷凍および冷蔵用冷却器１０６、１０８に交互、あるいは双方同時に冷媒を流
し、冷却された冷気を冷却送風ファン１０７や冷蔵用ファンにより冷凍温度帯側および冷
蔵温度帯側の各貯蔵室に送風して、それぞれを所定温度に冷却制御している。また、冷凍
用の冷却器１０６から吐出された低温の冷気は冷却送風ファン１０７によって、冷凍室１
０４、製氷室、および温度切替室１０５に分流され、それぞれ専用ダクトを介して送風さ
れ冷却される。
【０００８】
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　温度切替室１０５は、天井面の凹部１１３に取り付けられた赤外線センサー１１２が設
けられている。そして、凹部１１３の開口には、シャッター機構１１４が設けられ、温度
切替室１０５の扉開を検出すると、シャッター機構１１４が動作して凹部１１３の開口を
閉塞し、更に温度切替室１０５の扉閉を検出すると、シャッター機構１１４が動作して凹
部１１３の開口を開放させて、吹出口１１０から室内に冷気を吹き出し、この冷気で冷却
される負荷である食品１１１の温度を赤外線センサー１１２で検出するとともに、あらか
じめ設定された温度になるように冷凍サイクルの運転、および吹出口１１０近傍に設置し
た冷気ダンパーを開閉制御することによって室内への冷気導入量を調整し、食品１１１を
所定の設定温度になるよう制御している。
【０００９】
　このようにして、赤外線センサー１１２で対象となる食品１１１の表面温度を検知し、
必要な時に必要な量だけの冷却運転を行うことで効率的な冷却運転制御を行っている。
【特許文献１】特開２００７－２１２０５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、上記従来の構成では、扉を開けて、熱い食品を収納する時に、外気の流
入によって温度切替室のケース内に暖気が溜まるのを防ぐことで検知精度の低下を抑制し
ているが、赤外線センサーの視野範囲外に温度の高い食品が投入された場合には、検知で
きないこととなる。
【００１１】
　また、上記従来の構成のような複雑な構成を用いた場合には、故障の可能性が高まるこ
とに加え、モータや制御装置を運転する電力も必要となり、省エネルギーで赤外線センサ
ーを設置するということが難しいといった課題も有していた。
【００１２】
　本発明は、赤外線センサーの検知精度の低下をより簡単な構成で抑制することで、赤外
線センサーの検知精度を向上する冷蔵庫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】
【００１３】
　上記従来の課題を解決するために、本発明の冷蔵庫は複数の断熱区画で構成された貯蔵
室を備えた断熱箱体と、前記断熱箱体に備えられた冷気を生成する蒸発器と、前記貯蔵室
に備えられ前記蒸発器で生成された冷気を前記貯蔵室へ吐出する吐出口と、前記貯蔵室内
に収納された収納物から放射された赤外線量を検知する温度検知部を有した赤外線センサ
ーと、前記赤外線センサーが検知した赤外線量から測定物の温度を算出する制御手段とを
有し、前記赤外線センサーの検知温度を制御手段によって比較して最も高い温度を検知し
ている領域を前記吐出口から吐出される冷気によって集中的に冷却するものである。
【００１４】
　これによって、赤外線センサーの視野範囲を拡大することで、より赤外線センサー１３
を用いた場合の検知精度を向上させることができ、検知精度の低下をより簡単な構成で抑
制することが可能となり、赤外線センサーの検知精度を向上することができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の冷蔵庫は、赤外線センサーの検知精度を向上することで、赤外線センサーを備
えた冷蔵庫の品質を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明は、複数の断熱区画で構成された貯蔵室を備えた断熱箱体と、前記断熱箱体に備
えられた冷気を生成する蒸発器と、前記貯蔵室に備えられ前記蒸発器で生成された冷気を
前記貯蔵室へ吐出する吐出口と、前記貯蔵室内に収納された収納物から放射された赤外線
量を検知する温度検知部を有した赤外線センサーと、前記赤外線センサーが検知した赤外
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線量から測定物の温度を算出する制御手段とを有し、前記赤外線センサーは視野範囲を変
化させることが可能であるとともに少なくとも前記貯蔵室の底面の長手方向の中心線を検
知するように赤外線センサーを可動させて検知した前記赤外線センサーの検知温度を制御
手段によって比較して最も高い温度を検知している領域を前記吐出口から吐出される冷気
によって集中的に冷却する冷蔵庫である。
【００１７】
　これによって、赤外線センサーの視野範囲を拡大することで、より赤外線センサー１３
を用いた場合の検知精度を向上させることができ、検知精度の低下をより簡単な構成で抑
制することが可能となり、赤外線センサーの検知精度を向上することができる。
【００２１】
　このような急速冷却を行うことで、温度が高い食品からの熱影響によって貯蔵室全体の
温度が上昇して予め保存していた食品の温度上昇により鮮度が低下するといったことを防
止することができ、また温度が上昇した貯蔵室の食品全体を万遍なく冷却するよりも温度
が高いものに集中して急速冷却することができるので、省エネルギーでの冷却が可能とな
る。なかでも、赤外線センサーの検知温度によって自動で急速冷却を行うような制御を行
うと、さらに必要な箇所のみ必要な負荷量だけ急速冷却を行うことができるので、より省
エネルギーを実現して冷却保存を行うことができる。
【００２２】
　また、本発明は、赤外線センサーが備えられた貯蔵室は、風向を可変できるような風向
可変装置を備えた吐出口を有し、前記赤外線センサーの視野範囲の中で最も高い温度を検
知した部分が含まれる領域に前記吐出口から吐出される冷気が流れるように風向きを調整
する制御手段を備えたものである。
【００２３】
　これによって、急速冷却を行う場合に温度が高いものに集中して急速冷却することがで
きるので、省エネルギーでの冷却が可能となり、さらに複数の吐出口を設ける必要がない
ため、より簡素な構成で必要な領域を集中的に冷却することが可能となる。
【００２４】
　また、本発明は、赤外線センサーが備えられた貯蔵室は、複数の吐出口を備え、前記赤
外線センサーの視野範囲の中で最も高い温度を検知した部分が含まれる領域に前記吐出口
から吐出される冷気が流れるように前記複数の吐出口の風量を変化させることによって制
御する制御手段を備えたものである。
【００２５】
　このように、吐出口を複数設けて負荷の大きい領域に集中的に冷気を流すことで急速冷
却を行うことで温度が高い食品からの熱影響によって貯蔵室全体の温度が上昇して予め保
存していた食品の温度上昇により鮮度が低下するといったことを防止することができ、ま
た温度が上昇した貯蔵室の食品全体を万遍なく冷却するよりも温度が高いものに集中して
急速冷却することができるので、省エネルギーでの冷却が可能となる。
【００２６】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、この実施の
形態によってこの発明が限定されるものではない。
【００２７】
　（実施の形態１）
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。
【００２８】
　図１は、本発明の実施の形態１における冷蔵庫の要部側面断面図である。図２ａは、本
発明の実施の形態１における冷蔵庫の赤外線センサー取付部の側面断面図である。
【００２９】
　図１、図２ａにおいて、断熱箱体１で構成された冷蔵庫本体２の貯蔵室の一部である冷
凍室３は、上方の上部断熱仕切体４と下方の下部断熱仕切体５によって温度帯の異なる冷
蔵室６と野菜室７とから区画されている。また、冷凍室３の開口部（図示せず）には、そ
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の開口部の左右端をつなぐ仕切体８が設けられている。
【００３０】
　本実施の形態では仕切体８によって開口部の左右端のみをつないでいるが、冷凍室３を
上下区画に分けて、どちらかの区画を例えば別の温度帯設定も可能となるような貯蔵室と
して使用する場合には仕切体８で上下区画を分けるように上部断熱仕切体４や下方の下部
断熱仕切体５のように断面全体にわたって断熱仕切体で形成しても良い。
【００３１】
　冷凍室３の背面に設けられた冷気生成室９には、冷気を生成する蒸発器１０と、冷気を
冷蔵室６、冷凍室３、野菜室７にそれぞれ供給、循環させる送風機１１が配置され、蒸発
器１０の下部空間には除霜時に通電される除霜用ヒータ１２が配置されている。また、冷
凍室３の背面には冷気分配室１９が設けられており、冷気分配室１９に連続して複数の冷
気吐出口として冷気吐出口２１及び冷気吐出口２２および冷気吐出口３３が設けられてい
る。
【００３２】
　冷凍室３の開口部には、扉２３と扉２４が設けられており、冷凍室３からの冷気の流出
が無いように冷凍室３を閉塞している。扉２３と扉２４はいずれも引き出し式の扉であり
、食品を出し入れする場合は冷蔵庫手前側、すなわち図１で示すところの左側方向に引き
出して使用される。また、扉２３及び扉２４の後方にはそれぞれ枠体２５、２６が設けら
れている。この枠体２５、２６上にはそれぞれ上段容器２７と下段容器２８が載置されて
いる。
【００３３】
　上段容器２７の底面の赤外線センサー１３と対向する面である検知面には蓄冷材２９が
載置されている。この蓄冷材２９は、一般的に冷凍される食品の凍結温度より低く、かつ
、冷凍室３の温度よりも高い温度である－１５℃に融解温度を設定されている。また、蓄
冷材２９の充填量としては、蓄冷材２９上に食品が投入、配置された場合でも完全に融解
することのない量に設定されている。
【００３４】
　また、赤外線センサー１３が取り付けられている壁面である上部断熱仕切体４の庫内側
の壁面はＡＢＳ樹脂で形成されている。また、冷凍室３の他の庫内壁面も同様にＡＢＳ樹
脂で形成されており、上段容器２７および下段容器２８はＡＢＳ樹脂と熱特性の似た一般
の樹脂からなるＰＰ樹脂で形成されている。
【００３５】
　また、冷凍室３の背面下部には冷気を吸い込み、蒸発器１０まで導くための冷気吸入口
３０が設けられている。
【００３６】
　また、蓄冷材２９上には食品３１が使用者の手によって載置、保存される。
【００３７】
　赤外線センサー１３は、一般的に視野範囲にある物体から放射される赤外線量を検出し
、電気信号に変換する赤外線受光部４０と、赤外線受光部４０の周囲温度の基準温度を測
定し、電気信号に変換するサーミスタ４２とが内蔵された赤外線素子部４３で構成されて
いる。
【００３８】
　本実施の形態においては、食品３１の温度を検知することを目的としているが、赤外線
センサー１３は食品３１の温度を検知すると同時に赤外線センサー１３の視野範囲内にあ
るものの温度を検知するので、冷凍室４の壁面や冷凍室４内収納される食品３１および蓄
冷材２９などから放射される赤外線量を検出している。その際に赤外線受光部４０の周囲
温度を基準温度として測定している。
【００３９】
　また、赤外線素子部４３が電気的に接続されたワイヤー４６と、コネクタ４４と、プリ
ント配線（図示せず）された基板４１とが電気的に接続され、冷蔵庫を制御する制御基板



(6) JP 4367576 B2 2009.11.18

10

20

30

40

50

（図示せず）の配線４５と、コネクタ４４とが電気的に接続される。
【００４０】
　そして、赤外線素子部４３は、サーミスタ４２の基準温度の電圧と、赤外線受光部４０
の赤外線量の電圧とを制御基板（図示せず）に電圧を出力することで、検出した測定物の
温度を算出し、算出した検知温度で、制御手段（図示せず）で判断を行う。
【００４１】
　赤外線集光部材４８は、赤外線素子部４３と熱的に接する状態で赤外線素子部４３の周
囲を覆って、基板４５と隙間なく設けられ、食品３１や蓄冷材２９以外から放射される外
乱の赤外線を取り除き、検知強度を高めるために視野角θ°を制限する貫通口５０が赤外
線受光部４０へ導くように設けている。このように集光機能を有するために本実施の形態
においては、赤外線集光部材４８の貫通口５０の内壁面５０ａ先端部５０ｂから後端部５
０ｃの高さを３ｍｍ以上とすることで、視野角が３０°～６０°となるように設けられて
いる。また、ここで、上段容器２７の高さを略１１０ｍｍとした場合は、視野角を略５０
°とすることが望ましい。
【００４２】
　また、ここで、貫通口５０は、検知する範囲の円内部において、中心が最も赤外線検知
強度が強く、端に行くほど検知強度が弱くなる。そのため赤外線センサーの視野角をより
絞ることで赤外線センサーの視野範囲に入っている食品３１等の検知物の赤外線量の強度
を上げることができ、対象物温度をより確実に精度よく検出することができるが、視野角
度の一部が貫通口５０の内壁面５０ａおよび先端部５０ｂに重なるため、内壁面５０ａや
先端部５０ｂ温度の影響を受け誤検知の要因となることにより、赤外線センサーの視野範
囲内に位置する赤外線集光部材４８の少なくとも貫通口５０の内壁面５０ａは、例えば扉
の開閉に伴う暖気の流入といった外乱による温度変動があった場合でも、そういった外乱
に対する温度追従性を緩和して安定した検知ができるようにするのが望ましく、本実施の
形態においては、赤外線集光部材４８の貫通口５０の内壁面５０ａの熱保持力を大きくす
るために、赤外線集光部材４８自体の熱保持力が高くなるように熱伝導性を高くかつ熱容
量を大きくするように工夫している。
【００４３】
　ここで、本発明における熱保持力とは、周辺空気に温度変動等の熱負荷がかかった場合
に、それらの温度変動に対する温度追従性の応答性を表しており、すなわち、熱負荷がか
かった場合に温度追従性が悪い方向は熱保持力が大きくなる方向であり、追従性が良い方
向は熱保持力が小さくなる方向とする。この熱容量は例えば部材の空気に露出している面
の単位表面積辺りの熱放射量で表すことができる。具体的には、例えば赤外線集光部材４
８の空気に露出している表面積が同じであっても、赤外線集光部材４８の体積が大きいと
熱保持力は大きくなり、また同じ体積であっても、熱容量が大きい材料を使用するとその
熱保持力は大きくなる。
【００４４】
　以上のように構成された冷蔵庫について、以下その動作、作用を説明する。
【００４５】
　まず、電源投入後、冷凍サイクル（図示せず）の運転が開始され、蒸発器１０に冷媒が
流通して冷気が生成される。生成された冷気は送風機１１によって冷気分配室１９に送ら
れ、冷気吐出口２１と冷気吐出口２２から分配されて冷凍室３内に吐出される。
【００４６】
　冷凍室内３に吐出された冷気により冷凍室３が所定の温度まで冷却され、同時に蓄冷材
２９も冷却される。この時、冷凍室３は食品をある一定の期間冷凍保存できる温度、例え
ば－２０℃に温調されているが、蓄熱材２９は－１５℃に融解温度を設定されたものを用
いるため、冷凍室３が十分に冷却され一定時間経過した後では蓄冷材２９は完全に凍結し
ている状態となり、冷却室３内を冷却した冷気は冷気吸入口３０から冷気生成室９に入り
、蒸発器１０によって再び冷却される。
【００４７】
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　赤外線センサー１３の温度検出は、例えば、基準温度となる赤外線センサー１３の周囲
温度を２５℃とした時に赤外線センサー１３から出力される電圧をＶ、サーミスタ４２で
測定する周囲温度をＳ、測定範囲を赤外線受光部４０で赤外線量を測定する赤外線量の平
均温度をＢとした場合は、「Ｖ＝α（Ｂ４－Ｓ４）」の関係式で表せる。ここでのαは係
数である。
【００４８】
　従って、赤外線センサー１３は、周囲温度Ｓと赤外線量の平均温度Ｂとの温度差がなけ
れば、出力される電圧Ｖの値が０に近づき、基準となる温度が測定範囲の温度Ｓになり、
温度差が大きければ、赤外線受光部４０で検出している赤外線量が多くなり、出力される
電圧も大きくなる。
【００４９】
　よって、仮に温かい食品が投入された場合に、基準温度となる赤外線センサー１３の周
囲温度Ｓもそれに伴って大きくなった場合には、周囲温度Ｓと平均温度Ｂとの差が小さく
なり、温かい食品が入った場合でも相対的に温度の高い食品が投入されたと検出できず、
赤外線センサー１３の検知精度が低下してしまう。
【００５０】
　上記のように、サーミスタ４２の温度が外乱によって変動せずに安定した温度を保つこ
とができれば、温かい食品等が入った場合に正確な温度を赤外線センサー１３が検知する
ことが可能となる。
【００５１】
　次に扉２３が閉時の赤外線センサー１３の検出温度は、赤外線センサー１３と対向する
側に備えられた検知面である上段容器２７の底面に据置された蓄冷材２９の表面温度を含
めて検出する。このように赤外線センサー１３が検知する面を蓄冷機能を有する蓄冷材２
９で形成したことで、検知面における熱保持力も大きくすることができる。例えば、暖気
の流入等の外乱があった場合でも、赤外線センサーの検知面も熱保持力が高く外乱に対す
る温度追従性を緩和することができるので、より外乱による温度変動に影響を受けにくく
、安定した温度を保持することができるので、より高い検知精度を得ることができる。こ
の場合は、蓄冷材２９が配置されている検知面の方が、蓄冷材２９が配置されていない部
分の上段容器２７の表面よりも周辺温度の変動による熱追従性が悪いことによって、外乱
に対する温度追従性を緩和することができる。別の言い方をすると蓄冷材２９が配置され
ている検知面の方が、蓄冷材２９が配置されていない部分の上段容器２７の表面よりも単
位面積辺りの熱放射量が小さいことで熱保持力を大きくすることができる。
【００５２】
　このように、本実施の形態においては、赤外線センサー１３の視野範囲に位置するもの
である赤外線集光部材４８の貫通口５０の内壁面５０ａと赤外線センサー１３と対向する
側に備えられた検知面である上段容器２７の底面との両方すなわち赤外線センサー１３の
視野範囲全体を熱保持力の大きい部材で形成することによって、外乱による一時的な温度
変動が生じた場合でも、赤外線センサーの視野範囲内に位置する部分の温度追従性を緩和
することができるので、赤外線センサー１３が温度検知する目的物である食品３１の温度
をより正確に検知することが可能となる。
【００５３】
　使用者が食品３１を収納する時は、例えば、扉２３が引き出され、この時は、赤外線セ
ンサー１３の温度検出は、下段容器２８内の温度を検出する。本実施の形態においては、
このような扉２３が開いた場合に赤外線センサーと対向する検知面である下段容器２８内
が本来の検知面である上段容器２７の底面とほぼ同温度帯の冷凍温度帯であるために、赤
外線センサー１３が冷凍温度を検知するため、温度の高い検知を行うことがなく、不要な
急速冷凍制御を行うことを防止することができる。
【００５４】
　このように引き出し式の扉を有する貯蔵室に赤外線センサーを備える場合において、扉
の開閉を検知する扉開閉センサーを備えると扉の開放を検知して赤外線センサーの検知を
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停止することで誤検知を防止することが可能であるが、本実施の形態のように扉開閉セン
サーを備えない場合においては、赤外線センサーが検知する検知面が扉の開放に伴って変
化することに伴う誤検知を防ぐために赤外線センサーの検知方向において検知面の投影線
上の隣接する貯蔵室は、赤外線センサーを備えた貯蔵室と同温度帯もしくは低温度帯の貯
蔵室とすることが望ましい。仮にこの隣接する貯蔵室が高い温度帯の貯蔵室である場合に
は高い温度を検知してしまうことで、冷凍サイクルに負荷をかけて冷却を促進する制御が
動作することとなり、無駄なエネルギーを消費してしまう。
【００５５】
　よって、本実施の形態のように扉開閉センサーを備えない場合においては、赤外線セン
サーの検知方向において検知面の投影線上の赤外線センサーを備えた貯蔵室と隣接する貯
蔵室は、赤外線センサーを備えた貯蔵室と同温度帯もしくは低温度帯の貯蔵室とすること
が望ましく、これによって扉が開放された場合の誤検知を防ぎ、より検知精度を高めるこ
とで省エネルギーで冷凍負荷を着実に冷却する冷蔵庫を実現することが可能となる。
【００５６】
　そして、扉２３が開いた状態となり、外気の暖気が扉２３の開口面から流入し、冷凍室
３の天井面の上段断熱仕切板４に沿って暖気が流れ、赤外線集光部材４８の貫通口の内壁
面５０ａ先端部５０ｂと、凹部４９の先端面４９ａが同一面になるため、扉を開けた場合
でも温度変動が小さいため、急激な周囲温度の変化による上昇や降下などが原因による誤
検知を抑えることができ、赤外線センサー１３の検知精度の安定性を向上させることがで
きる。
【００５７】
　また、赤外線集光部材４８の貫通口の内壁面５０ａ先端部５０ｂの温度が上昇するが、
赤外線集光部材４８の熱保持力が大きいため、暖気が流れても、赤外線集光部材４８の貫
通口の内壁面５０ａ先端部５０ｂから後端部５０ｃにかけて温度勾配が付き難く、赤外線
集光部材４８の全体の温度が均温に保たれる。
【００５８】
　そして、赤外線センサー１３は、周囲温度との温度差がない状態となり、赤外線センサ
ー１３の検知精度を向上することが可能である。
【００５９】
　ここで、図３を用いて扉の開閉が行われた場合の赤外線集光部材４８の材料による熱保
持力すなわち熱追従性の比較を説明する。
【００６０】
　本実施の形態では、赤外線集光部材４８は、従来庫内壁面の材料として一般的だったＡ
ＢＳ樹脂と、ＡＢＳ樹脂と比較して熱保持力が高くなるように熱伝導性を高くかつ熱容量
を大きくしたアルミニウムを主成分とするもの、また少しコストが高いが熱伝導率や熱容
量が高いことに加えて電気的に絶縁性を有する粉体酸化物からなる高熱電導樹脂材料とを
比較した。また、粉体金属樹脂材料は周囲が空気中に露出しているもの（ケース無）と、
周囲をこの集光部材よりも熱伝導率の低いケースで覆っているもの（ケース有）とを比較
する実験を行った。
【００６１】
　また、粉体金属樹脂材料は具体的には、アルミナを主成分として、ＰＰＳ、ＡＢＳ、Ｌ
ＳＰ（液晶ポリマ）等の樹脂に分散して混合配合した高熱電導樹脂材料を用いている。ま
た、主成分はやシリカ、マグネシアの何れか１種類を用いても良い。
【００６２】
　実験条件は、外気温３８℃に設置された冷蔵庫において、－１７．５℃に保たれた冷凍
室のドアを２０秒間（横軸の１０秒～３０秒の間）開放した後に閉塞した場合に、冷凍室
内に備えられた赤外線センサーが検知する検知温度の時間経過に伴う温度を測定したもの
である。
【００６３】
　図３によると、従来一般的であったＡＢＳ樹脂は－１７．５℃に保たれた貯蔵室を２０
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秒間開放した場合には、－３℃以上まで温度上昇した後、序々に温度は低下していくが、
ドア閉塞後７０秒経っても－１５℃以下にはなっておらず、当初の温度まで復帰していな
かった。本実験では比較しないが、こういったＡＢＳ樹脂と同様に従来一般的な樹脂であ
ったＰＰ樹脂等でも同様の温度特性となる。
【００６４】
　これと比較して集光部材をアルミニウムで形成した場合には、ドアの開放で一時的に－
７℃付近まで温度上昇するがその後急速に温度が低下し、ドアの閉塞後２０秒で元の温度
である－１７．５℃まで温度低下していた。これは、アルミニウムの熱保持力が大きいた
めに、一時的に表面の貯蔵室内の空気および外気といった暖気に接している集光部材の内
壁面の温度は上昇するものの、アルミニウムの集光部材本体がドア開放前に保っていた－
１７．５℃の温度を熱保持していたので、ドアを閉めた後は、その温度が集光部材の内壁
面に速やかに伝導してドア開放前に蓄えていた冷熱によって集光部材の内壁面も集光部材
の温度まで低下したことで、赤外線センサーの検知温度が速やかに低下したと思われる。
【００６５】
　次に粉体金属樹脂の場合には、アルミニウムと同様にドアの開放で一時的に－７℃付近
まで温度上昇するがその後急速に温度が低下し、ドアの閉塞後２０秒で元の温度である－
１７．５℃まで温度低下しており、これも上記と同様に熱保持力が大きいために、一時的
に表面の貯蔵室内の空気および外気といった暖気に接している集光部材の内壁面の温度は
上昇するものの、集光部材本体がドア開放前に保っていた－１７．５℃の温度を熱保持し
ていたので、ドアを閉めた後は、その温度が集光部材の表面に速やかに伝導してドア開放
前に蓄えていた冷熱によって集光部材の内壁面も集光部材の温度まで低下したことで、赤
外線センサーの検知温度が速やかに低下したと思われる。
【００６６】
　次に粉体金属樹脂の外周に熱保持促進部材としてＡＢＳ樹脂からなるケースを備えた場
合には、ドアを開放した場合でも温度があまり上昇せず、２０秒間の開放後の温度は－１
５℃と２．５℃の上昇であった。その後ドアを閉塞した後２０秒後には元の－１７．５℃
まで、赤外線センサーの検知温度が速やかに低下している。
【００６７】
　これは、熱保持促進部材によって外周部を囲まれていることで、暖気が流入した場合に
熱放射する表面積がさらに小さくなり、熱放射が抑えられるために、集光部材の内壁面の
みが暖気に接していても集光部材全体の熱保持力によって内壁面温度はすぐには上昇しな
いためと思われ、ドアの閉塞後は上記アルミニウムと同様に集光部材本体がドア開放前に
保っていた－１７．５℃の温度を熱保持していたので、ドアを閉めた後は、その温度が集
光部材の内壁面に速やかに伝導してドア開放前に蓄えていた冷熱によって集光部材の内壁
面も集光部材の温度まで低下したと思われる。
【００６８】
　よって、赤外線集光部材４８は、熱保持力が高くなるようにするために、従来の集光部
材や庫内壁面の材料として一般的であったＡＢＳ樹脂と比較して熱伝導性および熱保持力
の高い材料である例えばアルミニウム、チタン、ステンレス、鉄、銅等の金属もしくはそ
れらを含む材料で形成されている。特に、軽量で、熱伝導率や熱容量が高く、冷凍室３内
に一部表面が剥き出して配置される観点から見ると、耐腐食性の高いアルミニウムを主成
分とするものが好ましい。
【００６９】
　また、冷凍室３内に一部表面が剥き出して使用する場合は、使用者が庫内等を清掃する
布巾等による摩擦や人体に帯電して発生する静電気による赤外線センサー１３の誤動作や
素子自体の破壊を防止するために、粉体金属樹脂の中でも、電気的に絶縁し、熱伝導率や
熱容量が高い粉体酸化物樹脂で、例えば、アルミナやシリカ、マグネシアの何れか１種類
を主成分として、ＰＰＳ、ＡＢＳ、ＬＳＰ（液晶ポリマ）等の樹脂に分散して混合配合し
た材料を用いることで熱保持力を向上させることも可能であり、この場合には高熱保持力
および高熱伝導性で且つ電気絶縁性を兼ね備え、その配合比は、重量比率で粉体酸化物が
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８０％以上であるものが好ましく、電気絶縁性についても、一般の樹脂部材と同等の比抵
抗で１．０×１０１４Ω・ｍ以上あり、家電製品に関する各種法令で定められている電気
絶縁性を満足させることも可能である。
【００７０】
　更に、貯蔵室内に収納する収納物を赤外線センサー１３で温度を検知する場合は、扉開
閉による温度変動で赤外線集光部材４８の貫通口の内壁面５０ａ先端部５０ｂと後端部５
０ｃとの温度勾配ができ易いので、粉体酸化物の重量比率を略８５％以上とすることで、
熱伝導率が高くなり、熱伝導率は２Ｗ／ｍ・Ｋ以上で、且つ、単位質量あたりの熱容量は
、７５０Ｊ／ｋｇ・℃以上とすることが望ましい。
【００７１】
　上記のように赤外線集光部材４８の少なくとも内壁面は赤外線センサーが取り付けられ
ている壁面である上部断熱仕切り板の庫内側の壁面であるＡＢＳ樹脂の壁面よりも温度変
動に対する追従性が悪く、すなわち熱保持力が大きいものである。
【００７２】
　また、本実施の形態では、さらに赤外線集光部材４８の熱保持力を向上させる熱保持促
進部材として赤外線取付けケース４７を用いて、赤外線集光部材４８の周囲を赤外線取付
ケース４７の集光開口部５１で包囲することで、熱容量を向上し、赤外線集光部材４８の
温度変動を更に低減させている。
【００７３】
　この場合、赤外線取付ケース４７が赤外線集光部材４８の周囲を取り囲む断熱部材とし
て機能しており、赤外線集光部材４８の外側表面が外気にさらされることを防止している
ので、赤外線集光部材４８の外気と接触面積を低減させるとともに、一定温度の赤外線集
光部材の温度変化を緩慢にすることで、外乱による温度変動に対する追従性をより緩和す
ることができ、熱保持力を向上させることができ、赤外線取付けケース４７が熱保持力を
向上させることができる熱保持促進部材として機能している。
【００７４】
　なお、本実施の形態では熱保持促進部材として赤外線集光部材４８の少なくとも外表面
を赤外線取り付けケース４７で覆う構成としたが、これを赤外線集光部材４８よりも熱伝
導率の低い部材で形成すれば他の構成であっても良い。例えば、赤外線集光部材４８の周
囲にゴムやブチル等の部材を嵌め込むことによって熱保持促進部材としてもよく、この場
合には他部品と取付けを行う際のシール部材としての機能も果たすことが可能である。ま
た、一般的に冷蔵庫の庫内壁面に使用されているＡＢＳ樹脂で形成し、そこに赤外線集光
部材を嵌め込む形でも良い。さらに、熱伝導率の低い材料からなる断熱部材で赤外線集光
部材４８の周囲を囲う構造ではさらに赤外線集光部材４８の熱保持力を向上させることが
可能となり、より温度変動に対する追従性を緩和し、安定した検知精度を備えた赤外線セ
ンサーを備えることができる。
【００７５】
　このように熱保持促進部材を用いることで、赤外線センサーの検知範囲内の壁面である
赤外線集光部材の内壁面は一般的な庫内壁面すなわちＡＢＳ樹脂よりも単位面積あたりの
熱放射量を小さくすることが可能となり、安定した検知精度を備えた赤外線センサーを備
えることができる。
【００７６】
　上記に加えて、赤外線センサーの検知範囲内の壁面の中で大きな面積となる検知面であ
る食品載置面についても一般的な庫内壁面すなわちＡＢＳ樹脂よりも熱保持力を大きくす
ることで、単位面積あたりの熱放射量を小さくすることが可能となり、安定した検知精度
を備えた赤外線センサーを備えることができる。このように赤外線センサーの検知範囲内
のすべての面を赤外線センサーが備えられている壁面表面のＡＢＳ樹脂よりも熱保持力を
大きくすることで、単位面積あたりの熱放射量を小さくすることが可能となり、より暖気
の流入による温度変動に対する温度追従性を緩和すなわち悪くすることができるので、赤
外線センサーの検知面の温度変動を抑制し、安定した検知精度を備えた赤外線センサーを
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備えることができる。
【００７７】
　また、赤外線取付ケース４７は、略中心に位置する部分に赤外線集光部材４８の側面と
同一形状で貫通した集光開口部５１が設けられ、その集光開口部５１に赤外線集光部材４
８を収納して、赤外線センサー１３が赤外線取付ケース４７に取付けられている。また、
赤外線受光部４０面と赤外線集光部材４８の先端面４８ａが並行で、冷凍室３内に伸びる
赤外線集光部材４８の先端面４８ａと、赤外線取付ケース４７の外面が同一面に設けられ
段差を少なくすることで、扉２３、扉２４の開閉状態があっても、冷凍室３の天井面の上
段断熱仕切板４に沿って風が流れやすく、暖気溜まりで赤外線集光部材４８の貫通口５０
の内壁面５０ａ先端部５０ｂと後端部５０ｃとの温度勾配ができ難いように設けられてい
る。
【００７８】
　また、図２ｂに示すように本実施の形態においては、赤外線集光部材４８の内壁面５０
ａは円錐形の頂点をカットしたような横断面が台形であり、底辺が直径２．５ｍｍで検知
面側が直径３．９ｍｍの断面が台形上の形をしており、高さ４ｍｍ、表面積は４０．７３
ｍｍ２である。
【００７９】
　また、赤外線集光部材４８は赤外線の検知面である赤外線受光部４０の配置面４０ａも
しくはサーミスタ４２の配置面４２ａよりも検知面である食品３１が載置されている側と
逆の上部断熱仕切り４側に延出して赤外線集光部材後端面４８ｂが形成されており、赤外
線集光部材４８の内部に赤外線受光部４０やサーミスタ４２とを挟んで両側に赤外線集光
部材４８で囲まれた空間が形成されている。
【００８０】
　このように赤外線集光部材４８の円心側の空間内に赤外線受光部４０やサーミスタ４２
が配置されていることで、赤外線集光部材４８の熱保持力を上げることが赤外線受光部４
０やサーミスタ４２自身の温度変動を抑制することに直接的に関わっていることとなる。
【００８１】
　上記のように、赤外線集光部材４８の体積は集光機能を発揮する部分よりも倍以上の体
積である７４５．９３５ｍｍ３のとしたので表面積は４０．７３ｍｍ２に対して十分に大
きな熱容量を実現することが可能となる。
【００８２】
　また、赤外線集光部材４８の体積は赤外線受光部４０の配置面４０ａの背面側の方が赤
外線受光部４０の配置面４０ａの先端側よりも大きくなるように構成している。すなわち
、赤外線受光部４０の配置面４０ａから赤外線集光部材の後端面４８ｂ側の体積の方が赤
外線受光部４０の配置面４０ａから赤外線集光部材の先端面４８ａの体積よりも大きくな
るように形成していることで、より外気の影響を受けにくい赤外線集光部材の後端面４８
ｂ側の熱容量を大きくすることができ、より周辺空気による温度変動を緩和し、熱安定性
の高い集光部材を形成することが可能となる。
【００８３】
　以上のように、本実施の形態では、赤外線集光部材４８の少なくとも内壁面は赤外線セ
ンサーが取り付けられている貯蔵室の壁面よりも単位体積当たりの熱保持力が大きくなる
ように形成したものである。
【００８４】
　これによって、赤外線センサーの視野範囲の温度変動を抑制するために赤外線センサの
視野範囲に位置する赤外線集光部材の内壁面が、暖気の流入等の外乱による温度変動に対
する温度追従性を緩和することができ、赤外線センサーの視野範囲の温度安定性を高める
ことでき、赤外線センサーの温度検知部の周囲温度が変動する外乱影響（例えば扉開閉や
熱い食品）よる検知精度の低下をより簡単な構成で抑制することが可能となり、赤外線セ
ンサーの検知精度を向上することができる。
【００８５】
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　また、本実施の形態で用いたアルミを主成分とした金属もしくは粉体金属樹脂を集光部
材として用いると、その内壁面温度すなわち空気と接する表面温度は一時的に変動するも
のの、そういった一時的な外乱に対してはすぐに元の状態に復帰するため、暖気の流入等
の外乱があった場合でも、赤外線センサーの検知面も熱保持力が高く外乱に対する温度追
従性を緩和することができるので、より外乱による温度変動に影響を受けにくく、安定し
た温度を保持することができるので、より高い検知精度を得ることができることがわかっ
た。
【００８６】
　また、赤外線集光部材４８の先端の温度と、サーミスタ４２との温度差があれば、赤外
線集光部材４８の先端部の温度を検出し、赤外線センサーによって検出した温度が赤外線
センサー１３の検知精度が悪くなる原因であるが、本実施の形態ではサーミスタ４２と赤
外線集光部材４８の内壁面および先端部４８ａとの温度差を小さくすることができ、より
検知精度を向上させた赤外線センサーを用いることが可能となる。
【００８７】
　また、赤外線集光部材４８の少なくとも内壁面は赤外線センサーが取り付けられている
壁面である上部断熱仕切り板の庫内側の壁面であるＡＢＳ樹脂の壁面よりも温度変動に対
する追従性が悪く、すなわち熱保持力が大きいものであるので、より外乱による温度変動
に影響を受けにくく、安定した温度を保持することができるので、より高い検知精度を得
ることができる。
【００８８】
　従って、赤外線センサー１３の周囲を熱伝導率の大きい赤外線集光部材４８で囲うこと
で、赤外線センサー１３の周囲の外乱影響（例えば扉開閉や熱い食品による温度変動）を
赤外線集光部材４８で吸収し、赤外線センサー１３と赤外線集光部材４８の温度が均一に
なり、赤外線センサー１３の周囲の温度変動が小さくなり、外乱による熱影響を低減し、
温度変動を抑制することで赤外線センサー１３の検知精度を向上することが可能である。
【００８９】
　また本発明では、赤外線センサー１３の検知する上段容器２７内に食品等の負荷から発
せられる赤外線量を検知し、赤外線量から算出される温度が一定の温度以上（上限設定温
度：Ｔ０）である場合に、自動で急凍制御に入り、また、急凍制御設定後に赤外線センサ
ー１２８が検知する温度が一定の温度以下（下限設定温度：Ｔ１）である場合に急凍制御
を終了するようにした。
【００９０】
　急凍制御の動作としては、食品が入り赤外線センサー１３の検知温度が開始温度である
Ｔ０以上を検知すると、冷蔵庫は圧縮機（図示せず）の回転数を上昇させることで循環す
る冷媒量を上げ、蒸発器１０の温度を下げる。更に、冷気送風機１１の回転数を上昇させ
ることにより、蒸発器１０で生成された冷気を庫内に循環させる冷却量を増やすことで食
品３１を早く冷却させる。その後、食品３１の温度を継続検知する中で、最大氷結晶生成
帯である０℃～－５℃の通過を確認後、終了温度である下限設定温度Ｔ１となると急凍制
御を自動で終了し、通常の冷却運転とさせることで食品保存として鮮度に影響する最大氷
結晶生成帯を早く通過させ、最大氷結晶生成帯を通過後には通常に冷却していても保鮮性
の劣化にはほとんど影響はないので、通常運転としている。本実施の形態では、急凍制御
の開始温度すなわち上限温度であるＴ０は－２．５℃とし、急凍制御の終了温度すなわち
下限温度であるＴ１は－１５℃としている。これは、食品の収納形態や食品自身の形態に
よって状態が異なるためである。
【００９１】
　このように、本実施の形態では自動で急速冷凍（急凍）の制御に入り冷却能力の向上が
自動で行われるので、冷蔵庫の冷却を必要に応じた冷却運転で行うことができる。特に、
負荷投入によっての庫内温度の上昇や、急速に凍結させたい負荷への冷却に対して、従来
のように圧縮機を中回転で運転し負荷をゆっくり冷却するよりも、高能力で短時間の冷却
とするほうが、実際の冷蔵庫の消費電力量としては運転時間を短縮することができるので
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、さらに省エネルギーを実現した冷蔵庫を提供することができる。
【００９２】
　このような、自動での急速冷凍を行う場合には、赤外線センサー１３の検知精度が悪い
と無駄に急速冷凍の制御が始まってしまうといった課題があるが、本実施の形態では赤外
線センサー１３の検知精度をより向上させているので、自動での急速冷凍をより精度よく
行うことが可能となる。
【００９３】
　以上のように、本実施の形態１においては、複数の断熱区画で構成された断熱箱体と、
断熱箱体を仕切る断熱仕切り部と、仕切り部で仕切られた貯蔵室と、貯蔵室内に収納され
た収納物から放射された赤外線量を検知する温度検知部を有した赤外線センサーと、温度
検知部の周囲を囲い赤外線センサーに放射量を導く貫通口を備えた、赤外線集光部材とを
有し、赤外線集光部材は、樹脂と比較して、熱伝導率の大きい特性を備え、赤外線センサ
ーの周囲を熱伝導率の大きい赤外線集光部材で包囲し、赤外線センサーの周囲の外乱影響
（例えば扉開閉や熱い食品等）による温度変動を赤外線集光部材で吸収し、赤外線センサ
ーと赤外線集光部材の温度が均一になり、赤外線センサーの周囲の温度変動が低減し、赤
外線センサーの周囲の温度変動を抑制することで、赤外線センサーの検知精度を向上する
ことができる。
【００９４】
　また、断熱仕切り部に形成した凹部と、赤外線センサーを収納する赤外線取付ケースと
、赤外線取付ケースの一部に赤外線集光部材の側面と同一形状で貫通した集光開口部とを
備え、凹部に赤外線取付ケースを埋設したことにより、赤外線集光部材の側面を更に熱容
量の大きい樹脂部材で囲うことで、熱容量を向上し、更に赤外線集光部材の温度変動を低
減することで、赤外線センサーの検知精度を更に向上させることができる。
【００９５】
　また、赤外線集光部材の先端面は、凹部の先端面と同一面に埋設したことにより、扉開
閉による暖気の流入を赤外線集光部材の先端面のみを通過させることで、凹凸をなくす同
一面とすることで、扉開閉による暖気の流入や、食品等を収納し、その食品から出る蒸気
の暖気溜まりをなくすことで、扉を開けた場合でも温度変動が小さいため、急激な周囲温
度の変化による上昇や降下などが原因による誤検知を抑えることができ、検知精度の安定
性を向上させることができる。
【００９６】
　また、赤外線集光部材は、良熱伝導性のアルミを主成分とした金属からなることで、扉
開閉による暖気の流入があっても、良熱伝導性を兼ね備えたアルミを主成分とした金属を
用いることで、熱による応答性を早め、赤外線集光部材の貫通口の温度勾配をなくし、赤
外線センサーの検知精度を向上させることができる。
【００９７】
　また、赤外線集光部材は、樹脂と粉体酸化物とを配合し、粉体酸化物を８５％以上配合
してなる電気絶縁性を特徴としたことにより、赤外線センサーの検知精度を低下させるこ
となく、家電製品に関する各種法令で定められている電気絶縁性を確保することができる
。
【００９８】
　また、貫通口は、赤外線センサーの先端面から３ｍｍ以上の高さを備えたことにより、
例えば、角度が広くなると赤外線センサーで温度検知している温度検知面も大きくなり、
設置面以外の温度を検知したり、検知したい食品以外の食品が温度検知面に存在する可能
性が増加する。これにより、貫通口の高さを３ｍｍ以上にすることで、視野角度を制限し
、温度検知面を絞ることで、赤外線センサーの誤検知を最小限に抑えることができ、検知
精度の安定性を更に向上させることができる。
【００９９】
　また、一般に赤外線センサー１１２は、物体から照射される赤外線の放射量を検知する
もので、熱い食品から出る蒸気により、凹部１１３の周囲や赤外線センサー１１２の周囲
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が結露し、その結露（水）が持つ熱エネルギーを赤外線の放射量として検知するので、食
品の表面温度を検出するより、赤外線センサー１１２の周辺に付着した結露（水）の温度
を検出してしまい、食品の表面温度を正確に検出できないという課題を有していたが、本
実施の形態では、赤外線センサーと食品との間にカバーや集光レンズといった介在物を設
けずに赤外線センサー表面と貯蔵室内空間が連通していることで介在物に結露水が付着す
ることによる赤外線センサーの検知精度の低下を防止することができる。
【０１００】
　（実施の形態２）
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。なお、上記実施の形
態１と同一構成の部分は同じ符号をふり詳細な説明を省略し、同一の技術思想が適用でき
る部分については詳細な説明を省略する。
【０１０１】
　本実施の形態２は本願発明の他の実施の形態で説明した構成要素との組合せが可能であ
り、目的に応じて随時適用できるものである。
【０１０２】
　図４は、本発明の実施の形態２における冷蔵庫の要部側面断面図である。
【０１０３】
　冷蔵庫内の貯蔵室の一つである冷凍室３内に備えられた赤外線センサー１３は、一般的
に視野範囲にある物体から放射される赤外線量を検出し、電気信号に変換する赤外線受光
部４０と、赤外線受光部４０の周囲温度の基準温度を測定し、電気信号に変換するサーミ
スタ４２とが内蔵された赤外線素子部４３で構成されている。よって、赤外線センサー１
３の視野範囲外に温度の高い食品が投入された場合には、検知できないこととなる。
【０１０４】
　本実施の形態においては、より赤外線センサー１３を用いた場合の検知精度を向上させ
るために、前方側に備えられた第一の赤外線センサー１３ａと後方側に備えられた第二の
赤外線センサー１３ｂの複数の赤外線センサーを備えている。
【０１０５】
　また、上段容器２７内を冷却する冷気吐出口２１も複数設けられ、主に前方側へ冷気を
吐出する第一の冷気吐出口２１ａおよび主に後方側へ冷気を吐出する第二の冷気吐出口２
１ｂを備えている。
【０１０６】
　これによって、冷凍室３内の上段容器２７内の例えば冷蔵庫の前方側の温度は第一の赤
外線センサー１３ａによって検知し、上段容器２７の後方側の温度は赤外線センサー１３
ｂによって検知することが可能であるので、複数の赤外線センサーの検知温度を制御手段
によって比較して、どの領域に冷却が必要な負荷が投入されたかを判定する。
【０１０７】
　そして、上段容器２７内のいずれの箇所に温かい食品が投入された場合には複数の赤外
線センサー１３のうち最も高い温度を検知している赤外線センサーの配置されている領域
を集中的に冷却することで効率的な冷却を行うために、複数の吐出口の風量を変化させる
ことが可能となっている。
【０１０８】
　具体的には、例えば赤外線センサー１３の中で最も高い温度を検知した赤外線センサー
が第一の赤外線センサー１３ａであった場合には、前方側に温かいものが投入されたと判
断し、第二の冷気吐出口２１ｂはダンパーによって閉塞し、第一の冷気吐出口２１ａから
集中的に冷気を吐出することで、上段容器２７の前方側の領域に投入された食品を急速に
冷却することが可能となる。
【０１０９】
　このような急速冷却を行うことで、温度が高い食品からの熱影響によって貯蔵室全体の
温度が上昇して予め保存していた食品の温度上昇により鮮度が低下するといったことを防
止することができ、また温度が上昇した貯蔵室の食品全体を万遍なく冷却するよりも温度
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が高いものに集中して急速冷却することができるので、省エネルギーでの冷却が可能とな
る。なかでも、赤外線センサーの検知温度によって自動で急速冷却を行うような制御を行
うと、さらに必要な箇所のみ必要な負荷量だけ急速冷却を行うことができるので、より省
エネルギーを実現して冷却保存を行うことができる。
【０１１０】
　また、このような急速冷却を行う場合に本実施の形態のように、赤外線センサー１３と
対向する側に備えられた検知面である上段容器２７の底面を熱保持力の大きい部材で形成
することによって、温かい食品を入れることで大きな熱負荷が増えた場合でも、より速や
かな急速冷却を行うことが可能となる。
【０１１１】
　また、本実施の形態においても実施の形態１と同様に赤外線センサーの検知範囲を絞る
赤外線集光部材を熱保持力の大きくすることで、より検知精度を高めた効率の良い急速冷
却が行うことができるのは言うまでもない。
【０１１２】
　（実施の形態３）
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。なお、上記実施の形
態１および２と同一構成の部分は同じ符号をふり詳細な説明を省略し、同一の技術思想が
適用できる部分については詳細な説明を省略する。
【０１１３】
　本実施の形態３は本願発明の他の実施の形態で説明した構成要素との組合せが可能であ
り、目的に応じて随時適用できるものである。
【０１１４】
　図５ａは、本発明の実施の形態３における冷蔵庫の要部側面断面図である。図５ｂは、
本発明の実施の形態３における冷蔵庫の冷凍室の上から見た平面図である。
【０１１５】
　冷蔵庫内の貯蔵室の一つである冷凍室３内に備えられた赤外線センサー１３は、一般的
に視野範囲にある物体から放射される赤外線量を検出し、電気信号に変換する赤外線受光
部４０と、赤外線受光部４０の周囲温度の基準温度を測定し、電気信号に変換するサーミ
スタ４２とが内蔵された赤外線素子部４３で構成されている。よって、赤外線センサー１
３の視野範囲外に温度の高い食品が投入された場合には、検知できないこととなる。
【０１１６】
　よって、本実施の形態では赤外線センサー１３を首振り可能なすなわち検知範囲を可動
機構によって変化させることのできる赤外線センサー１３ｃを用いている。
【０１１７】
　この赤外線センサー１３ｃは貯蔵室の赤外線センサー１３ｃが検知する検知面すなわち
食品載置面である上段容器２７の底面における長手方向の中心線２７ａを中心として上段
容器２７の幅寸法２７ｗに対し少なくとも赤外線受光部４０が可動するように赤外線セン
サー１３ｃ全体を可動させている。
【０１１８】
　よって、上段容器２７の幅寸法２７ｗに対する赤外線センサー１３ｃの視野範囲の幅方
向における寸法２７ｘは下記のようになっている。
【０１１９】
　２７ｗ／２≦２７ｘ≦２７ｗ
　これによって、赤外線センサーの視野範囲２７をより絞ることで、投入食品が入った場
合の温度検知精度をより向上させることができ、どの領域に冷却が必要な負荷が投入され
たかをより正確に判定して冷却を行うことが可能となる。
【０１２０】
　そして、上段容器２７内のいずれの箇所に温かい食品が投入された場合には赤外線セン
サー１３が最も高い温度を検知している領域を集中的に冷却することで効率的な冷却を行
うために、複数の吐出口の風量を変化させることが可能となっている。
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【０１２１】
　具体的には、例えば赤外線センサー１３ｃの視野範囲の中で最も高い温度を検知した部
分が前方側（すなわち扉２３側）にあった場合には、前方側に温かいものが投入されたと
判断し、第二の冷気吐出口２１ｂはダンパーによって閉塞し、第一の冷気吐出口２１ａか
ら集中的に冷気を吐出することで、上段容器２７の前方側の領域に投入された食品を急速
に冷却することが可能となる。
【０１２２】
　このような急速冷却を行うことで、温度が高い食品からの熱影響によって貯蔵室全体の
温度が上昇して予め保存していた食品の温度上昇により鮮度が低下するといったことを防
止することができ、また温度が上昇した貯蔵室の食品全体を万遍なく冷却するよりも温度
が高いものに集中して急速冷却することができるので、省エネルギーでの冷却が可能とな
る。なかでも、赤外線センサーの検知温度によって自動で急速冷却を行うような制御を行
うと、さらに必要な箇所のみ必要な負荷量だけ急速冷却を行うことができるので、より省
エネルギーを実現して冷却保存を行うことができる。
【０１２３】
　また、本実施の形態では、吐出口を複数設けて負荷の大きい領域に集中的に冷気を流す
ことで急速冷却を行ったが、単一の吐出口であっても風向を可変できるような風向可変装
置を備え、負荷の大きい領域に冷気が流れるように風向きを調整することも可能であり、
この場合には複数の吐出口２１を設ける必要がないため、より簡素な構成で必要な領域を
集中的に冷却することが可能となる。
【０１２４】
　なお、本実施の形態においては、貯蔵室の赤外線センサー１３ｃが検知する検知面をよ
り広範囲とするために、赤外線センサー１３ｃ全体を可動させているが、この目的は赤外
線検知面を移動させることであるので、例えば、表面にカバー等のなんらかの集光部材を
形成する場合には、その集光部材の開口部のみ可動するような構成でもよく、その場合に
は、赤外線センサー自体の電気配線等を可動させずに集光部材の開口部のみを可動する構
成を備えることで、低温環境においても電気配線や可動部への負担を低減し、より信頼性
の高い可動部を備えた赤外線センサー１３ｃを備えることができる。
【産業上の利用可能性】
【０１２５】
　以上のように、本発明にかかる冷蔵庫の赤外線センサーは、周囲の外乱影響（例えば扉
開閉や熱い食品による温度変動）を受けず検知精度を向上することができ、且つ、家電製
品に関する各種法令で定められている電気絶縁性を確保し、製品品質を向上させると共に
家庭用冷蔵庫のみならず、業務用冷蔵庫や周囲影響が大きい環境下の測定機器などの用途
にも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１２６】
【図１】本発明の実施の形態１における冷蔵庫の要部側面断面図
【図２ａ】本発明の実施の形態１における冷蔵庫の赤外線センサー取付部の側面断面図
【図２ｂ】図２ａの要部拡大図
【図３】本発明の実施の形態１における開扉に伴う赤外線集光部の温度比較を示す図
【図４】本発明の実施の形態２における冷蔵庫の要部側面断面図
【図５ａ】本発明の実施の形態３における冷蔵庫の要部側面断面図
【図５ｂ】本発明の実施の形態３における冷蔵庫の冷凍室の上から見た平面図
【図６】従来技術による冷蔵庫の側面縦断面図
【図７】従来技術による冷蔵庫の図６の一部拡大側面断面図
【符号の説明】
【０１２７】
　１　　　断熱箱体
　２　　　冷蔵庫本体



(17) JP 4367576 B2 2009.11.18

10

20

30

40

　３　　　冷凍室（貯蔵室）
　４　　　上部断熱仕切板
　５　　　下部断熱仕切板
　６　　　冷蔵室（貯蔵室）
　７　　　野菜室（貯蔵室）
　８　　　仕切体
　９　　　冷気生成室
　１０　　蒸発器
　１１　　送風機
　１２　　除霜用ヒータ
　１３　　赤外線センサー
　１３ａ　第一の赤外線センサー
　１３ｂ　第二の赤外線センサー
　２１　　冷気吐出口
　２１ａ　第一の冷気吐出口
　２１ｂ　第二の冷気吐出口
　２２　　冷気吐出口
　２３　　扉
　２４　　扉
　２５　　枠体
　２６　　枠体
　２７　　上段容器
　２８　　下段容器
　２９　　蓄冷材
　３０　　冷気吸入口
　３１　　食品
　３２　　中段容器
　３３　　冷気吐出口
　４０　　赤外線受光部
　４０ａ　赤外線受光部の配置面
　４１　　基板
　４２　　サーミスタ
　４２ａ　サーミスタの配置面
　４３　　赤外線素子
　４４　　コネクタ
　４５　　配線
　４６　　ワイヤー
　４７　　赤外線取付ケース
　４８　　赤外線集光部材
　４８ａ　赤外線集光部材の先端面
　４８ｂ　赤外線集光部材の後端面
　４９　　凹部
　４９ａ　凹部の先端面
　５０　　貫通口
　５０ａ　貫通口の内壁面
　５０ｂ　貫通口の先端部
　５１　　集光開口部
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【図２ａ】
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【図２ｂ】
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