
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
圧縮機、凝縮器、切替弁が順次接続され、
この切替弁には、冷蔵室蒸発器と冷凍室蒸発器とが、各々絞り機構を介して並列に接続さ
れた冷凍サイクルを有し、
前記冷蔵室蒸発器、または、前記冷凍室蒸発器への冷媒流路を前記切替弁によって交互に
切替えることによって、冷蔵室を冷却する冷蔵冷却モードと冷凍室を冷却する冷凍冷却モ
ードを交互に行う冷蔵庫において、
前記冷蔵庫の制御手段は、
冷蔵室の庫内温度が所定温度範囲にあるときに、冷凍室の庫内温度が所定温度以上になっ
たときに、または、冷凍室を強制的に冷却を行う強制冷却信号が入力したときに、冷凍冷
却モードと、前記切替弁を全開状態にして前記冷蔵室蒸発器と前記冷凍室蒸発器のどちら
にも冷媒が流れる同時冷却冷却モードを交互に行う常時冷凍冷却運転を行い、その後、冷
凍室の庫内温度が所定温度以下になったときに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
ことを特徴とする冷蔵庫。
【請求項２】
圧縮機、凝縮器、切替弁が順次接続され、
この切替弁には、冷蔵室蒸発器と冷凍室蒸発器とが、各々絞り機構を介して並列に接続さ
れた冷凍サイクルを有し、
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前記冷蔵室蒸発器、または、前記冷凍室蒸発器への冷媒流路を前記切替弁によって交互に
切替えることによって、冷蔵室を冷却する冷蔵冷却モードと冷凍室を冷却する冷凍冷却モ
ードを交互に行う冷蔵庫において、
前記冷蔵庫の制御手段は、
冷凍室の庫内温度が所定温度範囲にあるときに、冷蔵室の庫内温度が所定温度以上になっ
たときに、または、冷蔵室を強制的に冷却を行う強制冷却信号が入力したときに、冷蔵冷
却モードと、前記切替弁を全開状態にして前記冷蔵室蒸発器と前記冷凍室蒸発器のどちら
にも冷媒が流れる同時冷却モードを交互に行う常時冷蔵冷却運転を行い、その後、冷蔵室
の庫内温度が所定温度以下になったときに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
ことを特徴とする冷蔵庫。
【請求項３】
前記冷蔵庫の制御手段は、
冷蔵室の庫内温度が所定温度以上になり、かつ、冷凍室の庫内温度が所定温度以上になっ
たときに、または、冷凍室及び冷蔵室を強制的に冷却を行う強制冷却信号が入力したとき
に、同時冷却モードを行い、その後、冷凍室の庫内温度、または、冷蔵室の庫内温度が所
定温度以下になったときに、常時冷凍冷却運転、または、常時冷蔵冷却運転を行う
ことを特徴とする請求項１、２記載の冷蔵庫。
【請求項４】
前記圧縮機が能力可変型圧縮機であり、
前記冷蔵室蒸発器には冷蔵室用冷気循環ファンが配され、
前記冷凍室蒸発器には冷凍室用冷気循環ファンが配され、
前記冷蔵庫の制御手段は、
同時冷却モードにおいて、前記圧縮機の能力を上げ、前記冷凍室用冷気循環ファンを高速
回転させ、前記冷蔵室用冷気循環ファンを低速回転させる
ことを特徴とする請求項１記載の冷蔵庫。
【請求項５】
前記圧縮機が能力可変型圧縮機であり、
前記冷蔵室蒸発器には冷蔵室用冷気循環ファンが配され、
前記冷凍室蒸発器には冷凍室用冷気循環ファンが配され、
前記冷蔵庫の制御手段は、
同時冷却モードにおいて、前記圧縮機の能力を上げ、前記冷凍室用冷気循環ファンを低速
回転させ、前記冷蔵室用冷気循環ファンを高速回転させる
ことを特徴とする請求項２記載の冷蔵庫。
【請求項６】
前記圧縮機が能力可変型圧縮機であり、
前記冷蔵室蒸発器には冷蔵室用冷気循環ファンが配され、
前記冷凍室蒸発器には冷凍室用冷気循環ファンが配され、
前記冷蔵庫の制御手段は、
同時冷却モードにおいて、前記圧縮機の能力を上げ、前記冷凍室用冷気循環ファン及び前
記冷蔵室用冷気循環ファンを高速回転させる
ことを特徴とする請求項３記載の冷蔵庫。
【請求項７】
前記冷蔵庫の制御手段は、
同時冷却モードにおいて、前記冷蔵室蒸発器の温度、または、前記冷凍室蒸発器の温度が
所定温度以上になったときに交互冷却運転を行う
ことを特徴とする請求項１から６記載の冷蔵庫。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、冷蔵室と冷凍室に蒸発器をそれぞれ設けた冷蔵庫に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、冷蔵庫は圧縮機から吐出された冷媒が凝縮器、絞り機構（キャピラリーチューブ
）、蒸発器を通り、再び圧縮機に戻る冷凍サイクルを構成し、一つ蒸発器で温度の異なる
複数の部屋を冷却していた。
【０００３】
一方、近年、冷蔵室と冷凍室にそれぞれ任意の口径のキャピラリーチューブを介して蒸発
器を配置し、冷媒流路を切り替えて冷蔵室を冷却する冷蔵冷却モード（以下、Ｒモードと
いう）と、冷凍室を冷却する冷凍冷却モード（以下、Ｆモードという）を交互に冷却する
と共に、圧縮機の回転数を可変して各部屋の温度帯に適した蒸発温度に制御する冷蔵庫が
提案されている。
【０００４】
すなわち、圧縮機を出た冷媒は、３方弁で冷蔵室蒸発器につながる冷蔵キャピラリチュー
ブと、冷凍室蒸発器につながる冷凍キャピラリチューブに流れを選択的に制御する。
【０００５】
また、冷凍室蒸発器の出口にはアキュムレータと逆止弁がつながり、冷蔵室蒸発器の出口
からつながるパイプと合流し、圧縮機に戻る（特願平１１－１７３７２９号）。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
上記のようなＦモードとＲモードを交互に冷却する冷蔵庫においては、次のような問題点
がある。
【０００７】
即ち、冷凍室に温度の高い高負荷の食品が投入された場合に、交互冷却運転を行うと、冷
凍室の庫内温度が上昇するにもかかわらず、Ｒモードで冷蔵室を冷却していると冷凍室が
冷却されず、その庫内温度が上昇するという問題点がある。
【０００８】
逆に、冷蔵室に温度の高い高負荷の食品が投入された場合に、交互冷却運転を行っている
と、Ｆモードにおいて冷蔵室が冷却されず、その庫内温度が上昇するという問題点がある
。
【０００９】
そこで、本発明は上記問題点に鑑み、冷凍室または冷蔵室に温度の高い高負荷の食品が投
入されても、その投入された部屋の温度の上昇を招くことなく各部屋を冷却することがで
きる冷蔵庫を提供するものである。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
請求項１の発明は、圧縮機、凝縮器、切替弁が順次接続され、この切替弁には、冷蔵室蒸
発器と冷凍室蒸発器とが、各々絞り機構を介して並列に接続された冷凍サイクルを有し、
前記冷蔵室蒸発器、または、前記冷凍室蒸発器への冷媒流路を前記切替弁によって交互に
切替えることによって、冷蔵室を冷却する冷蔵冷却モードと冷凍室を冷却する冷凍冷却モ
ードを交互に行う冷蔵庫において、前記冷蔵庫の制御手段は、冷蔵室の庫内温度が所定温
度範囲にあるときに、冷凍室の庫内温度が所定温度以上になったときに、または、冷凍室
を強制的に冷却を行う強制冷却信号が入力したときに、冷凍冷却モードと、前記切替弁を
全開状態にして前記冷蔵室蒸発器と前記冷凍室蒸発器のどちらにも冷媒が流れる同時冷却
モードを交互に行う常時冷凍冷却運転を行い、その後、冷凍室の庫内温度が所定温度以下
になったときに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ことを
特徴とする冷蔵庫である。
【００１１】
請求項２の発明は、圧縮機、凝縮器、切替弁が順次接続され、この切替弁には、冷蔵室蒸
発器と冷凍室蒸発器とが、各々絞り機構を介して並列に接続された冷凍サイクルを有し、
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前記冷蔵室蒸発器、または、前記冷凍室蒸発器への冷媒流路を前記切替弁によって交互に
切替えることによって、冷蔵室を冷却する冷蔵冷却モードと冷凍室を冷却する冷凍冷却モ
ードを交互に行う冷蔵庫において、前記冷蔵庫の制御手段は、冷凍室の庫内温度が所定温
度範囲にあるときに、冷蔵室の庫内温度が所定温度以上になったときに、または、冷蔵室
を強制的に冷却を行う強制冷却信号が入力したときに、冷蔵冷却モードと、前記切替弁を
全開状態にして前記冷蔵室蒸発器と前記冷凍室蒸発器のどちらにも冷媒が流れる同時冷却
モードを交互に行う常時冷蔵冷却運転を行い、その後、冷蔵室の庫内温度が所定温度以下
になったときに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ことを
特徴とする冷蔵庫である。
【００１２】
請求項３の発明は、前記冷蔵庫の制御手段は、冷蔵室の庫内温度が所定温度以上になり、
かつ、冷凍室の庫内温度が所定温度以上になったときに、または、冷凍室及び冷蔵室を強
制的に冷却を行う強制冷却信号が入力したときに、同時冷却モードを行い、その後、冷凍
室の庫内温度、または、冷蔵室の庫内温度が所定温度以下になったときに、常時冷凍冷却
運転、または、常時冷蔵冷却運転を行うことを特徴とする請求項１、２記載の冷蔵庫であ
る。
【００１３】
請求項４の発明は、前記圧縮機が能力可変型圧縮機であり、前記冷蔵室蒸発器には冷蔵室
用冷気循環ファンが配され、前記冷凍室蒸発器には冷凍室用冷気循環ファンが配され、前
記冷蔵庫の制御手段は、同時冷却モードにおいて、前記圧縮機の能力を上げ、前記冷凍室
用冷気循環ファンを高速回転させ、前記冷蔵室用冷気循環ファンを低速回転させることを
特徴とする請求項１記載の冷蔵庫である。
【００１４】
請求項５の発明は、前記圧縮機が能力可変型圧縮機であり、前記冷蔵室蒸発器には冷蔵室
用冷気循環ファンが配され、前記冷凍室蒸発器には冷凍室用冷気循環ファンが配され、前
記冷蔵庫の制御手段は、同時冷却モードにおいて、前記圧縮機の能力を上げ、前記冷凍室
用冷気循環ファンを低速回転させ、前記冷蔵室用冷気循環ファンを高速回転させることを
特徴とする請求項２記載の冷蔵庫である。
【００１５】
請求項６の発明は、前記圧縮機が能力可変型圧縮機であり、前記冷蔵室蒸発器には冷蔵室
用冷気循環ファンが配され、前記冷凍室蒸発器には冷凍室用冷気循環ファンが配され、前
記冷蔵庫の制御手段は、同時冷却モードにおいて、前記圧縮機の能力を上げ、前記冷凍室
用冷気循環ファン及び前記冷蔵室用冷気循環ファンを高速回転させることを特徴とする請
求項３記載の冷蔵庫である。
【００１６】
請求項７の発明は、前記冷蔵庫の制御手段は、同時冷却モードにおいて、前記冷蔵室蒸発
器の温度、または、前記冷凍室蒸発器の温度が所定温度以上になったときに交互冷却運転
を行うことを特徴とする請求項１から６記載の冷蔵庫である。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しながら本発明の実施例１を具体的に説明する。
【００１８】
（１）冷蔵庫の構造
図１は、実施例１を示す間冷式冷蔵庫の断面図である。
【００１９】
冷蔵庫本体１は、断熱箱体９と内箱８で形成されている。そして、断熱仕切壁２によって
冷蔵温度帯（以下、Ｒ室という）３０と冷凍温度帯（以下、Ｆ室という）４０に区画され
、これら部屋の冷気は完全に独立し、各冷気が混合することのない構造となっている。
【００２０】
Ｒ室３０の庫内は冷蔵仕切板３によって冷蔵室４と野菜室５とに仕切られ、Ｆ室４０の庫
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内は第１冷凍室６と第２冷凍室７から成り、各室はそれぞれ開閉扉５１～５４を有してい
る。
【００２１】
野菜室５の背面には冷蔵室蒸発器（以下、Ｒエバという）１０と冷蔵室用冷気循環ファン
（以下、Ｒファンという）１１が配置され、Ｒファン１１は庫内温度変動や扉開閉によっ
て任意に運転される。そして、冷蔵室４の背面は、冷気をＲ室３０内に供給するための冷
気循環路１８となっている。Ｒファン１１は、インバータ制御で可変速である。
【００２２】
冷凍室蒸発器（以下、Ｆエバという）１２と冷凍室用冷気循環ファン（以下、Ｆファンと
いう）１３は第１及び第２冷凍室６、７の背壁に配置され、冷気を循環することで第１及
び第２冷凍室６、７が冷却される。Ｆファン１２は、インバータ制御で可変速である。
【００２３】
冷蔵庫本体１の背壁下部の機械室１４には、能力可変型の圧縮機１５、凝縮器２１がそれ
ぞれ配置されている。また、凝縮器２１を放熱するファン（以下、Ｃファンという）２５
を有する。このＣファン２５は、インバータ制御で可変速である。
【００２４】
また、除霜ヒータ６０，６２が、Ｒエバ１０，Ｆエバ１２の下方に配置されている。
【００２５】
さらに、冷蔵庫本体１の背面上部には、この冷蔵庫の制御を行うマイクロコンピュータよ
りなる制御部６４が設けられている。
【００２６】
（２）冷凍サイクルの構成
図２は、冷蔵庫の冷凍サイクルである。
【００２７】
圧縮機１５から吐出された不燃性冷媒は、凝縮器２１を通った後、３方弁２２の冷媒切換
機構によって冷媒流路が切り替えられる。
【００２８】
この３方弁２２の一方の出口には冷蔵キャピラリーチューブ２３とＲエバ１０が順次接続
され、３方弁２２の他方の出口には冷凍キャピラリーチューブ２４とＦエバ１２とアキュ
ームレータ１６が順次接続されている。そして、この３方弁２２は、冷媒を冷蔵キャピラ
リーチューブ２３にのみ送る状態、冷凍キャピラリーチューブ２４にのみ送る状態、どち
らにも冷媒を送る全開状態、どちらにも冷媒を送らない全閉状態の４つの状態が実現でき
る。
【００２９】
アキュームレータ１６の出口配管には，機械室１４内で逆止弁１７が接続され、逆止弁１
７の出口側はＲエバ１０の出口配管と合流して圧縮機１５の吸込側に繋がっている。
【００３０】
（３）交互冷却運転
まず、上記冷蔵庫における交互冷却運転について説明する。
【００３１】
交互冷却運転とは、圧縮機１５で圧縮、加圧された高温の冷媒は凝縮器２１で放熱され、
それを出た冷媒は３方弁２２に入り、Ｒエバ１０またはＦエバ１２を冷却して下記で説明
する冷蔵冷却モード（以下、Ｒモードという）と冷凍冷却モード（以下、Ｆモードという
）を交互に行う運転をいう。
【００３２】
（３－１）Ｒモード
Ｒモードでは、３方弁２２を切り替え、冷蔵キャピラリチューブ２３に冷媒を流し、Ｒエ
バ１０で蒸発して、Ｒ室３０を冷却する。蒸発してガス化した冷媒は圧縮機１５に戻る。
Ｆエバ１２の温度はＲモードの蒸発温度より低いため、冷媒がＦエバ１２に流れ込み再凝
縮しないように逆止弁１７がＦエバ１２側の流路に設置されている。
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【００３３】
（３－２）Ｆモード
Ｆモードでは、３方弁２２を切り替え、冷凍キャピラリチューブ２４に冷媒が流れるよう
に冷媒流路を切り替え、Ｆエバ１２で蒸発し、アキュムレータ１６と逆止弁１７を通り圧
縮機１５に戻る。
【００３４】
そして、これら蒸発器１０，１２が強制対流で空気と熱交換する熱交換器であるので、Ｒ
モード時はＲファン１１、Ｆモード時はＦファン１３を冷媒流路の切替えと同時に運転し
庫内を冷却する。
【００３５】
（３－３）ＲモードとＦモードの切り替えのタイミング
上記のようなＲモードとＦモードを交互に行う場合に、そのモードの切替えは、所定時間
毎に行うか、またはＲ室３０の庫内温度が設定温度（以下、Ｒモード開始温度という）Ｔ
Ｒ１より高くなった場合、またはＦ室４０の庫内温度が設定温度（以下、Ｆモード開始温
度という）ＴＦ１より高くなった場合に各モードを開始する。
【００３６】
（４）常時冷却運転
上記の交互冷却運転は、Ｒ室３０，Ｆ室４０に投入される食品の温度がそれほど高くない
場合に行われるが、Ｒ室３０またはＦ室４０に温度の高い高負荷の食品（以下、高負荷食
品という）が投入された場合は、常時冷却運転が行われる。その制御方法について、図７
のフローチャート及び図３から図６のグラフに基づいて説明する。
【００３７】
（４－１）常時冷凍冷却運転
交互冷却運転中に、Ｆ室４０に高負荷食品が投入され、Ｒ室３０は通常の庫内温度の範囲
にある場合には、常時冷凍冷却運転が行われる。この運転について、図７のフローチャー
ト及び図３のグラフに基づいて説明する。なお、図３のグラフにおいて、実線が本運転を
示し、点線が従来の交互冷却運転を継続した場合を示す。
【００３８】
ステップ１において、上記のような交互冷却運転が行われている。この状態で、高負荷食
品がＦ室４０に投入される。
【００３９】
ステップ２において、高負荷食品がＦ室４０に投入されたため、Ｆ室４０の庫内温度が冷
凍室高温検知レベルＴＦ２に到達する。なお、この冷凍室高温検知レベルＴＦ２は、Ｆモ
ードにおけるＦモード開始温度ＴＦ１よりも高い温度とする。そしてステップ３に進む。
【００４０】
ステップ３においては、Ｒ室３０は通常の庫内温度の範囲にあるため、ステップ４に進む
。
【００４１】
ステップ４においては、Ｆ室４０の庫内温度が高いため、Ｆモードをまず行いＦ室４０の
庫内温度を冷却する。そして、所定時間（例えば３０分）後にステップ５に進む。
【００４２】
ステップ５においては、３方弁２２を全開状態にして、Ｒエバ１０とＦエバ１２の両方に
冷媒を送り、Ｒ室３０とＦ室４０を同時に冷却する同時冷却モードを行う。この同時冷却
モードの場合に、能力可変型の圧縮機１５の能力を最大とし、Ｆファン１３を高速回転さ
せ、Ｒファン１１を低速回転させる。これによって、より多くの冷気がＦ室４０に送られ
冷却される。
【００４３】
ステップ６において、図３に示すように、Ｒ室３０の庫内温度が、冷凍室交互冷却開始レ
ベル（以下、ＦＣ温度という）まで下がればステップ７に進み、下がらなければステップ
４に戻って、Ｆモードと同時冷却モードとを更に交互に行う。
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【００４４】
ステップ７においては、Ｆ室４０の庫内温度がＦＣ温度まで下がると、交互冷却運転を開
始するため、まずＲモードを行う。そして、ステップ１の交互冷却運転に戻る。
【００４５】
常時冷凍冷却運転を行うと、Ｆ室４０に高負荷食品が投入されても、Ｆモードと同時冷却
モードを交互に行うため、Ｆ室４０の温度が確実に下がり（図３の実線の状態）、従来の
交互冷却運転を続けた状態（図３の点線の状態）より、ＦＣ温度に到達する時間が早くな
る。
【００４６】
（４－２）常時冷蔵冷却運転
Ｒ室３０に高負荷食品が投入され、Ｆ室４０の庫内温度が通常の庫内温度の範囲にあると
常時冷蔵冷却運転を行う。この運転について、図７のフローチャート及び図４のグラフに
基づいて説明する。なお、図４のグラフにおいて、実線が本運転を示し、点線が従来の交
互冷却運転を継続した場合を示す。
【００４７】
ステップ１において、交互冷却運転が行われた状態で、Ｒ室３０に高負荷食品が投入され
る。
【００４８】
ステップ２において、Ｆ室４０においては、庫内温度が上昇していないため、冷凍室高温
検知レベルＴＦ２に到達しておらず、ステップ８に進む。
【００４９】
ステップ８において、Ｒ室３０には高負荷食品が投入されているため、Ｒ室３０の庫内温
度は冷凍室高温検知レベルＴＲ２に到達する。この場合に、冷蔵室高温検知レベルＴＲ２
は、Ｒモードの開始のためのＲモード開始温度ＴＲ１より高いものとする。
【００５０】
ステップ９において、Ｒ室３０に高負荷食品が投入されたため、まずＲ室３０をＲモード
によって冷却してステップ１０に進む。
【００５１】
ステップ１０において、３方弁２２を全開状態にして、Ｒエバ１０とＦエバ１２に同時に
冷媒を流し、Ｆ室４０とＲ室３０を同時に冷却する同時冷却モードを行う。この同時冷却
モードの場合に、能力可変型圧縮機１５の能力を最大とし、Ｆファン１３は低速回転とし
、Ｒファン１１は高速回転とする。これによってより多くの冷気がＲ室３０に送られ、冷
却が迅速に行われる。
【００５２】
ステップ１１において、Ｒ室３０の庫内温度が、図４に示すように、冷蔵室交互冷却開始
レベル（以下、ＲＣ温度という）まで下がった場合には、ステップ１２に進み、まだ下が
っていなければステップ９に戻って、Ｒモードと同時冷却モードを交互に行う。
【００５３】
ステップ１２においては、Ｒ室３０がＲＣ温度まで下がったため、Ｆモードを行った後、
交互冷却運転に復帰する。
【００５４】
図４に示すように、交互冷却運転を継続するよりも、常時冷蔵冷却運転を行うと、Ｒ室３
０を常時冷却しつつ、Ｆ室４０も冷却するため、高負荷食品が投入されたＲ室３０の温度
も下がり、Ｆ室４０の庫内温度も上昇することがない。
【００５５】
（４－３）常時冷蔵冷凍冷却運転
次に、Ｒ室３０とＦ室４０に同時に高負荷食品が投入された場合の常時冷蔵冷凍冷却運転
について、図７のフローチャート及び図５のグラフに基づいて説明する。なお、図５のグ
ラフにおいて、実線が本運転を示し、点線が従来の交互冷却運転を継続した場合を示す。
【００５６】
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ステップ１において、交互冷却運転が行われているときに、Ｒ室３０とＦ室４０の２つの
部屋に同時に高負荷食品が投入される。
【００５７】
ステップ２において、Ｆ室４０の庫内温度が冷凍室高温検知レベルＴＦ２に到達している
ためステップ３に進む。
【００５８】
ステップ３において、Ｒ室の庫内温度が冷蔵室高温検知レベルＴＲ２に到達しているため
ステップ４に進む。
【００５９】
ステップ１３において、同時冷却モードを行い、Ｆ室４０とＲ室３０を同時に冷却する。
これによって、両部屋の庫内温度が次第に低下してくる。このモードのときは、能力可変
型の圧縮機１５の能力を最大にし、Ｒファン１１及びＦファン１３の回転を高速回転とし
、冷気をより多くＲ室３０とＦ室４０に送り、冷却を促進する。
【００６０】
ステップ１４において、Ｆ室４０の庫内温度がＦＣ温度まで低下すればステップ２０に進
み、低下していなければステップ１５に進む。
【００６１】
ステップ１５において、Ｒ室３０の庫内温度がＲＣ温度まで低下すればステップ１６に進
み、そうでなければステップ１３に戻って同時モードを継続する。
【００６２】
ステップ１６においては、Ｆ室４０の庫内温度はまだ低下せず、Ｒ室３０の庫内温度がＲ
Ｃ温度まで低下しているため、Ｆモードを行い、Ｆ室４０を冷却する。そして所定時間経
過後にステップ１７に進む。
【００６３】
ステップ１７において、同時冷却モードを行いＦ室４０を冷却しつつＲ室３０も冷却する
。そして所定時間後ステップ１８に進む。
【００６４】
ステップ１８において、Ｆ室４０がＦＣ温度まで低下すればステップ１９に進み、低下し
ていなければステップ１６に戻りＦモードと同時冷却モードを交互に更に続ける。
【００６５】
ステップ１９においては、Ｆ室４０もＦＣ温度まで低下しており、また、Ｒ室３０もＲＣ
温度以下に低下しているので、交互冷却運転を開始する必要がある。そのため、まずＲモ
ードを行い、その後ステップ１に戻って交互冷却運転を復活させる。
【００６６】
また、ステップ１４において、Ｆ室４０の庫内温度がＦＣ温度まで低下している場合には
、ステップ２０に進む。
【００６７】
ステップ２０においては、Ｒ室３０の庫内温度が高いためＲモードを所定時間行いステッ
プ２１に進む。
【００６８】
ステップ２１において、Ｒ室３０を冷却しつつ、Ｆ室４０も冷却する同時冷却運転を行う
。そしてステップ２２に進む。
【００６９】
ステップ２２において、Ｒ室３０の温度がＲＣ温度まで低下した場合にはステップ２３に
進み、低下していなければステップ２０に戻って、Ｒモードと同時冷却モードを交互に行
う。
【００７０】
ステップ２３において、Ｆ室４０の庫内温度がＦＣ温度まで低下し、Ｒ室３０の庫内温度
がＲＣ温度まで低下しているため、Ｆモードを行った後、ステップ１に戻って交互冷却運
転を行う。
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【００７１】
図５に示すように、交互冷却運転を継続するよりも、常時冷蔵冷凍冷却運転を行うと、Ｒ
室３０とＦ室４０の両方に高負荷食品が投入されても、同時冷却モードによって両部屋を
冷却するため、庫内温度が上昇することがない。
【００７２】
（４－４）片流れが発生した場合
上記の（４－１）から（４－３）の制御の途中において、Ｒエバ１０またはＦエバ１２の
検知温度が所定温度以上に上昇する場合がある。これは、冷媒の片流れ状態が発生した場
合である。この片流れは各蒸発器の温度、圧力状態や冷媒の状態、３方弁２２内部での冷
媒の片寄りなど種々の状態で発生する可能性があり、この片流れが発生した場合は冷媒が
流れない部屋の温度上昇や冷媒の液バック現象が発生するため、即座に片流れを阻止する
必要がある。そのため、Ｒエバ１０とＦエバ１２の温度を常に検知し、図６に示すように
、一方の蒸発器の温度が所定温度以上に上昇した場合には、同時冷却運転を停止し、冷媒
をどちらか一方のＲエバ１０またはＦエバ１２に流す交互冷却運転を復活させる。
【００７３】
これによって、片流れの発生を確実に防止することができる。
【００７４】
（変更例１）
上記実施例では、高負荷食品が部屋に投入された場合に、常時冷却運転を行ったが、これ
に限らず、強制冷却運転をユーザから指示された時にも行ってもよい。
【００７５】
（変更例２）
上記各実施例では、不燃性冷媒を用いたが、これに代えて可燃性冷媒（ＨＣ冷媒）も用い
ることができる。これは、上記各実施例では、冷媒の量を少なくできるために、可燃性冷
媒でも安全だからである。
【００７６】
【発明の効果】
以上により本発明の冷蔵庫によれば、冷凍室及び冷蔵室のどちらか一方、または両方に高
負荷食品が投入され、庫内温度が上昇しても、その食品が投入された部屋の温度を下げつ
つ他方の部屋も庫内温度を下げる運転を行うことができ、バランスの良い冷却を行うこと
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例の冷蔵庫の縦断面図である。
【図２】同じく冷凍サイクルの構成図である。
【図３】Ｆ室に高負荷食品を投入した場合のグラフである。
【図４】Ｒ室に高負荷食品を投入した場合のグラフである。
【図５】Ｒ室とＦ室の両方に高負荷食品を投入した場合のグラフである。
【図６】片流れ現象が発生した場合のグラフである。
【図７】本実施例の制御方法のフローチャートである。
【符号の説明】
１　冷蔵庫本体
２　断熱仕切壁
３　冷蔵仕切板
４　冷蔵貯蔵庫
５　野菜室
６　第１冷凍室
７　第２冷凍室
８　内箱
９　断熱箱体
１０　Ｒエバ
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１１　Ｒファン
１２　Ｆエバ
１３　Ｆファン
１４　機械室
１  ５　圧縮機
１６　アキュームレータ
１７　逆止弁
１８　冷気循環路
３０　Ｒ室
４０　Ｆ室 10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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