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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冷凍室と冷蔵室が区画され、前記冷凍室に製氷装置が具備される冷蔵庫において、
　前記製氷装置の一方の側に形成され使われた冷気を製氷装置から排気する製氷冷気排出
ダクトと、
　前記製氷冷気排出ダクトを通して排気される冷気が流入され冷蔵室に供給されるように
する冷気供給ダクトと、
　前記製氷冷気排出ダクトと冷気供給ダクトが互いに密着され気密を維持するように具備
されるパッキング部材と、を含むことを特徴とする冷蔵庫の製氷用冷気吐出流路。
【請求項２】
　前記冷気供給ダクトは冷蔵室の内側に更に延長され形成されることを特徴とする請求項
１に記載の冷蔵庫の製氷用冷気吐出流路。
【請求項３】
　前記製氷冷気排出ダクトが冷凍室のドアライナーに形成されることを特徴とする請求項
１に記載の冷蔵庫の製氷用冷気吐出流路。
【請求項４】
　前記冷気供給ダクトは、前記冷蔵室と冷凍室を区画するバリア及び/または冷蔵室ドア
ライナーに形成されることを特徴とする請求項１に記載の冷蔵庫の製氷用冷気吐出流路。
【請求項５】
　前記冷蔵室に供給される冷気の流量を調節するように前記冷気供給ダクトに設けられる
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ダンパーを含むことを特徴とする請求項１に記載の冷蔵庫の製氷用冷気吐出流路。
【請求項６】
　前記製氷装置から流入される冷気が冷蔵室にもれなく供給されるように冷気供給ダクト
の排出口は、多数個形成されて上下に配置されることを特徴とする請求項１に記載の冷蔵
庫の製氷用冷気吐出流路。
【請求項７】
　前記製氷冷気排出ダクトと冷気供給ダクトが着脱可能に凹凸結合されることを特徴とす
る請求項１に記載の冷蔵庫の製氷用冷気吐出流路。
【請求項８】
　前記製氷冷気排出ダクト及び/または冷気供給ダクトに送風ファンが設けられ前記製氷
装置の冷気が冷蔵室に強制排気されることを特徴とする請求項１に記載の冷蔵庫の製氷用
冷気吐出流路。
【請求項９】
　前記冷凍室ドアには製氷装置を内部に収容するための製氷機カーバーと前記製氷装置を
保護し製氷機カーバーから開閉可能に設けられる製氷機蓋体を更に含むことを特徴とする
請求項１に記載の冷蔵庫の製氷用冷気吐出流路。
【請求項１０】
　前記製氷装置は密閉される形状を有し一方の側に冷凍室の冷気が流入される開放口が形
成されることを特徴とする請求項１に記載の冷蔵庫の製氷用冷気吐出流路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は製氷装置が設けられる冷蔵庫に関し、特にサイドバイサイドタイプ冷蔵庫にお
いて、冷凍室ドアに製氷装置を設け前記製氷装置により製氷用に使われた冷気を冷蔵室に
供給する冷気吐出流路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、冷蔵庫は冷媒が圧縮－凝縮－膨張－蒸発する冷凍サイクルを繰り返すことに
より冷蔵庫の内部を低温化させ飲食物を一定期間の間新鮮に維持したり若しくは冷凍する
装置として生活においての必需品の一つである。
【０００３】
　現在冷蔵庫は益々大型化していて、更に使用者の要求を満たすためにサイドバイサイド
タイプ冷蔵庫などのように色々な形態の冷蔵庫がたくさん開発されている。
【０００４】
　このようなサイドバイサイドタイプ冷蔵庫の場合冷凍室と冷蔵室に分けられ、単純な冷
凍、冷蔵の機能以外にも付加的機能として供給用水を製氷しこれを取出及び収納するため
の製氷装置が付設されている。
【０００５】
　しかし、前記のようなサイドバイサイドタイプ冷蔵庫の冷凍室ドアに製氷装置が設けら
れることにより、製氷装置で使われた冷気がアイスメーカーを通過してから再び冷凍室に
循環して製氷効率が落ちる問題がある。
【０００６】
　また、冷蔵室に冷気を供給するため別のダクトを埋設しファンを設け冷蔵室に冷気を循
環する流路を備えなければならない問題がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は冷凍室に製氷装置を設け、前記製氷装置により製氷で使われた冷気を冷
蔵室に供給できるダクトを備える冷蔵庫の製氷用冷気吐出流路構造を提案することにある
。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記のような目的を達成するための本発明に係る冷蔵庫の製氷用冷気吐出流露は、冷凍
室と冷蔵室がバリアにいより区画される冷蔵庫と、前記冷凍室ドア内側に設けられ供給さ
れた用水を凍らせる製氷装置と、前記製氷装置の一側に形成され使われた冷気を製氷装置
から排出する製氷冷気排出ダクトと、前記製氷冷気排出ダクトを通して排出される冷気が
流入され冷蔵室に供給されるよう前記バリアに形成される冷気供給ダクトと、前記製氷冷
気排出ダクトと冷気供給ダクトが互いに密着され気密を維持するように備えられるパッキ
ング部材と、が含まれる。
【０００９】
　そして、本発明に係る冷蔵庫の製氷用冷気吐出流路は、冷凍室と冷蔵室はバリアにより
区画される冷蔵庫と、前記冷凍室ドア内側に設けられ供給された用水を凍らせる製氷装置
と、前記製氷装置の一方の側と前記冷凍室ドアダイクが連通される製氷冷気排出ダクトと
前記製氷冷気排出ダクトを通して排気される冷気が流入され冷蔵室に供給されるように前
記冷蔵室ドアに形成される冷気供給ダクトと、前記冷凍室及び冷蔵室のドアダイクに備え
られ前記製氷冷気排出ダクトと冷気供給ダクトが密着され気密を維持するパッキング部材
と、が含まれる。
【００１０】
　さらに、本発明に係る冷蔵庫の製氷用冷気吐出流路は、冷凍室と冷蔵室に区画される冷
蔵庫本体と、前記冷蔵庫本体に設けられ供給された用水を凍らせる製氷装置と、前記製氷
装置で使われた冷気が冷蔵室に供給されるように前記製氷装置と冷蔵室が連通される冷気
移動ダクトと、が含まれる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係る冷蔵庫の製氷用冷気吐出流路構造は、前記製氷装置により製氷用に使われ
た冷気を冷蔵室に移動させ再使用するので冷蔵時の熱効率が増大する。
　また、製氷装置で使われた冷気を移動させるため別の配管を露出せず冷蔵庫のバリア及
び冷蔵庫のドア側に埋設できるので、冷凍/冷蔵室の空間確保が容易になる効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の具体的な実施例を図面を参照して詳しく説明する。
　図１乃至図２はサイドバイサイドタイプ冷蔵庫に設けられる製氷装置の構成を示すもの
で、まず図１と図２を参照すると冷蔵庫１００はほぼ冷凍室１と冷蔵室２とに区分され、
前記冷凍室１と冷蔵室２を開閉するようにドア３、４が設けられる。そして、前記冷凍室
ドア３内側には図３のように製氷装置５０が設けられ、前記冷凍室ドア３の外側面には使
用者が冷蔵庫の機能を選択するためにコントロールパネル６が設けられる。
【００１３】
　前記製氷装置５０は冷凍室ドア３内側に設けられ、大きく氷を製造するアイスメーカー
１０と、製造された氷を収納するアイスバンク２０とから構成され、これに付加的に前記
アイスバンク２０の氷を外部に排出する氷移送手段２２及び氷を直接獲得できるようにデ
ィスペンサー(Dispenser)７が設けられる。
【００１４】
　図３乃至図５を参照すると、前記アイスメーカー１０には氷が生成されるモールド部１
１と、前記モールド部１１の一方の側に形成されモールド部１１に水を供給するための給
水部１２が形成される。
【００１５】
　前記モールド部１１はほぼ半円筒形からなり、内側に氷が分離されるよう区画リブ１１
ａが所定間隔ごと上向きに突出して形成される。また、前記モールド部１１の後側所定部
分には製氷装置５０を冷凍室に固定させるために締結部１５が形成される。前記モールド
部１１の一方の側にはモーター部１３が設けられるが、前記モーター部１３にはモーター
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が内臓され、前記モーターの回転軸にはエゼクター(Ejector)が回転可能に連結される。
【００１６】
　前記エゼクター１４は前記回転軸がモールド部１１の中央を横切るように設けられ、前
記エゼクター１４の回転軸には回転軸に大略垂直するように多数のエゼクターピン１４ａ
が所定間隔ごと離隔して設けられる。この際、前記各エゼクターピン１４ａは区画リブ１
１ａにより区画された区間ごとそれぞれ配置される。
【００１７】
　前記モールド部１１の前方側上端部にはほぼエゼクター１４の回転軸付近までスライド
バー(Slide bar)１６が多数延長される。
【００１８】
　また、前記モールド部１１の底面にはヒーター１７(図５参照)が付着される。前記ヒー
ター１７は、モールド部表面を短い時間加熱してモールド部表面に付着された氷の表面を
若干溶かすことで、前記氷がモールド部１１から容易に分離されるようにする。
【００１９】
　前記アイスメーカー１０にはアイスバンク２０に詰められた氷の量を測定するように満
氷感知アーム１８が設けられる。前記満氷感知アーム１８は上下に移動可能に設けられる
と同時にモーター部１３に内装されるコントロール部に連結される。このような満氷感知
アーム１８とコントロール部の作用により、前記アイスバンク２０に一定量の氷が詰めら
れる。
【００２０】
　前記アイスバンク２０は落ちる氷を収容するように上面が開放され、底面の所定部分に
氷排出口２１が形成される。このような氷排出口２１は氷移送装置の一方の側端に形成さ
れる。
【００２１】
　また、前記アイスバンク２０には氷移送手段２２、モーター装置２３、アイス粉砕機３
０及びアイス排出機４０が設けられる。
【００２２】
　前記氷移送手段２２はネジ山形に形成され前記アイスバンク２０内部を横切るように設
けられる。このような氷移送手段２２はモーター装置２３に回転可能に軸結合される。従
って、前記モーター装置２３が回転すると、前記氷移送手段２２が回転することによって
氷がアイス粉砕機３０に移動される。
【００２３】
　前記アイス粉砕機３０はハウジング３１、固定ブレード３２及び可動ブレード３３とか
ら構成される。この際、前記ハウジング３１は上端部が開放される円筒形で形成される。
前記ハウジング３１内部には固定ブレード３２がハウジング内部を横切るように固定され
、前記固定ブレード３２の中心部には氷移送手段２２の端部が挿入され回転軸部の役割を
し、前記氷移送手段の端部には可動ブレード３３が少なくとも一つ以上設けられる。この
ような可動ブレード３３は固定ブレード３２間に設けられる。
【００２４】
　また、前記アイス排出機４０はシャッター(Shutter)４１とソレノイド４２とから構成
される。即ち、前記ハウジング３１の氷排出口２１には大略板状のシャッター４１が氷排
出口２１を所定角度で開放するように設けられ、前記シャッター４１にはソレノイド４２
が連結される。
【００２５】
　前記氷排出口の下部は外部に露出されるディスペンサー７とアイスバンク２０を連通さ
せるように形成される。この際、前記ディスペンサー７には氷を排出しない時に外部空気
が流入されることを遮断する遮断装置(図示せず)が設けられる。
【００２６】
　このように構成される冷蔵庫の製氷装置についてその作用を説明する。
　前記満氷感知アーム１８により前記アイスバンク２０に氷が足りないと判断されると、
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前記アイスメーカー１０の給水部１２に水が供給される。この水はモールド部１１に一定
の水位まで詰められると同時に冷凍室の冷気により凍る。この際、前記モールド部１１の
区画リブ１１ａはモールド部１１で製作される氷を一定の大きさで分ける役割を行う。
【００２７】
　このように氷が製造されると、前記製氷装置のヒーター１７が短い時間可動されモール
ド部１１の表面と接する氷の接触面を溶かす。続いて、前記モーター部１３によりエゼク
ターピン１４ａが回転することにより該当空間に位置する各氷が外部へ排出される。この
氷は図５のようにアイスバンク２０に排出される。
【００２８】
　斯かる一連の過程を繰り返し前記アイスバンク２０内に一定量の氷が詰められると前記
コントロール部によりアイスメーカー１０の氷製作過程は終了する。また、前記満氷感知
アーム１８で氷が足りないと判断されると再び前記の氷製作過程を実施することで、前記
アイスメーカー１０には一定量の氷が詰められる。
【００２９】
　このようにアイスバンク２０に氷が詰められた状態で、使用者がコントロールパネルの
所定ボタンを選択すると粉砕されていない氷、若しくは粉砕された氷がディスペンサー７
に排出される。従って、使用者が粉砕されていない氷と、粉砕された氷を選択的に得られ
るようになる。
【００３０】
　斯かる製氷装置は冷蔵庫のドア内側に突出して設けられ、または冷蔵庫のライナーに埋
設され設けられることもある。
　前記のような製氷装置に供給された用水を凍らせた後の冷気を冷凍室に残存させず、冷
蔵室に供給されるようにするため前記製氷装置から冷蔵室へと連通される冷気が移動する
流路を形成するが、これを図面に基づいて説明する。
【００３１】
　図６は本発明に係る冷蔵庫の製氷用冷気の吐出流路構造を示す斜視図であり、図７は図
６の製氷用冷気吐出流路を示す断面図である。
　図面に図示したサイドバイサイドタイプ冷蔵庫１００はバリア１０５により冷凍室１と
冷蔵室２が左右に区画され、前記冷凍室１と冷蔵室２にはドア３，４が設けられるが、前
記冷凍室ドア３の内側に図５のような製氷装置５０が設けられる。
【００３２】
　前記製氷装置５０には図５のようにアイスメーカー１０及びアイスバンク２０が含まれ
、前記アイスメーカー１０は蒸発器８及び送風ファン９により冷凍室１に供給される冷気
を用いて供給された用水を製氷し、製氷された氷は取出されアイスバンク２０に収納され
る。
【００３３】
　斯かる冷凍室ドア３内側に設けられる製氷装置５０は、外側へ製氷機カーバー１１０内
に実装され、前面にモールド部蓋体１１１が製氷機カーバー１１０から開閉できる構造で
設けられ、内部の製氷装置５０を保護するように形成される。
【００３４】
　そして、製氷機カーバー１１０の一方の側面に第１冷気流入口１０７が形成され第１冷
気流入口１０７を通して冷凍室冷気が製氷空間１１２に流入され、内部の製氷装置５０に
より製氷用に使用された冷気が製氷装置５０から抜けるように冷気排出口ダクト１１５が
形成される。
【００３５】
　ここで、第１冷気流入口１０７及び製氷冷気排出ダクト１１５は製氷機カーバー１１０
に設けず冷凍室ドアライナー１０６またはドアダイク(Dike)１７３などに設けることもで
きる。また、製氷機カーバー１１０を冷凍室ドアライナー１０６またはドアダイク１７３
に一体に形成することもできる。
【００３６】
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　一方、製氷装置５０と連通される製氷冷気排出ダクト１１５に排出される冷気がバリア
１０５を通して冷蔵室２に容易に排出されるように、製氷機カーバー１１０内部に送風フ
ァン１１６が設けられる。
【００３７】
　これのため、製氷に使われた冷気が前記バリア１０５を経由して冷蔵室２に供給される
冷気供給ダクト１２０が形成されるが、前記冷気供給ダクト１２０には、第２冷気流入口
１２１及び第２冷気排出口１２２が形成される。前記第２冷気流入口１２１は前記製氷機
カーバー１１０に形成される製氷冷気排出ダクト１１５と密着結合され、第２冷気排出口
１２２は多数で構成され冷蔵室２の上/中/下部分と連通され、前記バリア１０５に分散設
置される。
【００３８】
　また、冷気供給ダクト１２０はバリア１０５に沿って冷蔵室２内側へさらに延長して設
けられ、前記製氷装置５０で使われた冷気が製氷冷気排出ダクト１１５を通してバリア１
０５に形成される冷気供給ダクト１２０に流動され前記冷蔵室２にもれなく供給される。
【００３９】
　図７は図６の製氷用冷気が冷蔵室に供給される構造を示す平断面図である。図面に図示
したように、前記製氷装置５０で供給された用水を凍らせた後の冷気は、前記製氷機カー
バー１１０に形成される製氷冷気排出ダクト１１５に排出され前記バリア１０５の一方の
側に形成される第２冷気流入口１２１に流入される。そして前記第２冷気流入口１２１に
流入された冷気は冷気供給ダクト１２０に沿って流動して多数の第２冷気排出口１２２を
通して冷蔵室に供給される。ここで、前記冷気供給ダクト１２０にダンパー１９０が設け
られるが、前記ダンパー１９０は製氷装置５０から流入される冷気の流量を調節して冷蔵
室に供給する。
【００４０】
　前記のようなバリアに形成される冷気供給ダクト１２０をより詳しく説明すると、前記
第２冷気排出口１２２は冷蔵室２と連通されバリア１０５の上側や冷蔵室上面、内側面に
多数形成される構造で、製氷装置５０で使われた冷気がバリア１０５に形成される冷気供
給ダクト１２０に流動して第２冷気排出口１２２から冷蔵室２に供給される構造になって
いる。ここで、製氷装置から冷気供給ダクト１２０に設けられるダンパー１９０を通過し
た冷気が冷蔵室２に漏れなく供給されるように前記バリア１０５に上/下方向に形成され
る複数の第２冷気排出口１２２を通して冷蔵室に供給される。
【００４１】
　従って、冷凍室後壁から吐出される冷気は、冷凍室１を通して製氷機カーバー１１０内
に実装される製氷装置５０のアイスメーカー１０により製氷用に使われ、アイスバンク２
０下部に設けられる送風ファン１１６により製氷冷気排出ダクト１１５に流動する。
【００４２】
　以後、製氷冷気排出ダクト１１５とバリア１０５側壁に形成される第２冷気流入口１２
１が密着結合され、それにより製氷装置５０から供給される冷気が流動し、前記第２冷気
流入口１２１に流入される冷気は冷気供給ダクト１２０に沿ってダンパー１９０に到達し
冷気の流量が調節され、多数に分岐された第２冷気排出口１２２を通して冷蔵室３０２に
もれなく供給される。
【００４３】
　このような製氷装置、製氷機カーバー、製氷冷気排出ダクト、冷気供給ダクト、冷蔵室
に連通される流路上には必要時少なくとも一つ以上の送風ファン及びダンパーが設けられ
るのが好ましい。
【００４４】
　一方、前記冷凍室ドアライナー１０６の側壁とバリア１０５の左側壁に延長される製氷
冷気排出ダクトと冷気供給ダクトを形成し前記製氷装置で用水を凍らせた後の冷気が流動
されることもできる。
【００４５】
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　また、図７に図示したように、製氷冷気排出ダクトと冷気供給ダクトが連接される部分
が着脱可能に凹凸形状に形成されることができる。例えば、互いに対応し密着されるよう
に凹凸形状を有する製氷冷気排出ダクト１１５及び第２冷気流入口１２１に形成し冷気の
流動時に冷気が外部に漏れないようにする。このように、前記製氷冷気排出ダクト１１５
と冷気供給ダクト１２０が形成される冷蔵庫の製氷用冷気吐出流路では、図８のように、
製氷に使われた冷気が第２冷気排出口１２２に流動され冷蔵室２にもれなく供給される。
【００４６】
　そして、前記製氷冷気排出ダクト１１５と冷気供給ダクト１２０が連接する部分にパッ
キング部材１３０が設けられ気密を維持して冷気が外部へ漏れないようにする。前記パッ
キング部材１３０は、例えば、復元力を有するゴム材質のパッキング部材１３０が前記製
氷冷気排出ダクト１１５と冷気供給ダクト１２０に設けられ互いに密着させることもでき
る。従って、前記冷凍室の製氷装置５０で使われた製氷用冷気を冷気供給ダクト１２０を
通して冷蔵室２に供給することにより、冷蔵室冷気循環流路の確保が可能で、既存のよう
に冷蔵室２後壁に冷蔵室冷気供給ダクト及びファンを別に構成せず、追加的構成が必要な
くなり、それにより電源の供給が必要なくなることで冷蔵庫の電源効率が増大する。
【００４７】
　また、製氷装置で使われた冷気が冷蔵室に抜け製氷装置に新しい冷気が円滑に供給され
製氷効率が増大する。
【００４８】
　図９乃至図１２は本発明の他の実施例で、冷凍室ドア３の製氷機カーバー１１０内部に
図５のような製氷装置５０を設け、前記の製氷装置５０は図５のようにアイスメーカー１
０及びアイスバンク２０を含む。前記アイスメーカー１０は蒸発器８及び送風ファン９に
より冷凍室１に供給される冷気により供給用水を製氷し、製氷された氷を取出しアイスバ
ンク２０に収納する。
【００４９】
　前記製氷機カーバー１１０にはモールド部蓋１１１を被せて製氷装置を保護し開閉可能
にする。そして、前記冷凍室１の冷気は製氷機カーバー１１０に形成される冷気流入口１
０７を通して製氷装置５０に流入され製氷用冷気として使われる。
【００５０】
　一方、前記冷凍室ドアダイク１７３の内部には製氷空間１１２と連通される製氷冷気排
出ダクト１１５が形成され、冷凍室ドアダイク１７３の側面に延長される第１冷気排出口
１１７が形成され、製氷用に使われた冷気が製氷冷気排出ダクト１１５を通して冷凍室ド
アダイク１７３の側面に流動される。
【００５１】
　ここで、製氷冷気排出ダクト１１５に排出される製氷用冷気が容易に排出されるように
製氷装置５０及び/または冷凍ドアダイク１７３内側に送風ファン１１６が設けられ、製
氷用冷気の温度が下がる場合冷凍室の蒸発器から新しい空気が供給されるようにして、残
存する使われた冷気、即ち、用水と熱交換して温度が上昇した冷気が速やかに製氷装置か
ら抜け、製氷効率を増大させるようになる。
【００５２】
　一方、冷蔵室ドア４内部に冷蔵室ドアダイク１７４に沿って冷気供給ダクト１２０が垂
直上/下方向に形成され、前記製氷冷気排出ダクト１１５から供給される冷気が流動され
るように前記第１冷気排出口１１７と連接する冷気供給ダクト１２０の一方の側に第２冷
気流入口１２１及び他方の側に多数の第２冷気排出口１２２が形成される。
【００５３】
　図１０及び図１１に図示したように、前記第２冷気流入口１２１は冷蔵室ドア４のドア
ダイク１７４に形成され前記冷凍室ドアダイク１７３に形成される第１冷気排出１１７と
対向し、前記第２冷気排出口１２２は冷蔵室ドアライナー１０８の上/中/下など所定領域
に形成され冷気供給ダクト１２０に沿って流動する冷気を冷蔵室２に供給する。ここで、
冷蔵室ドアダイク１７４内部には冷気供給ダクト１２０が垂直上/下方向に形成され、冷
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気供給ダクト１２０内に冷気の流量を調節するダンパー１９０が設けられ、製氷用に使わ
れた冷気が冷気流入口に流入されると多数の第２冷気排出口１２２から冷蔵室２にもれな
く供給される。
【００５４】
　一方、図１２に図示したように、冷凍室ドア３と冷蔵室ドア４の間を流動する製氷用冷
気が外部へ漏れないようにパッキング部材１３１を設けるが、前記パッキング部材１３１
は軟質のガスケットで設ける。
【００５５】
　即ち、パッキング部材１３１は冷凍室ドアのダイク１７３に形成される第１ガスケット
１３４と冷蔵室ドア４のドアダイク１７４に形成される第２ガスケット１３５が密着され
るが、前記第１及び第２ガスケット１３４，１３５は円筒形のしわくちゃな管が好ましく
、その中心部に冷気が流動される第１冷気排出口１１７と第２冷気流入口１２１が形成さ
れ、前記第１冷気排出口１１７と第２冷気流入口１２１は着脱可能に凹凸結合する。
【００５６】
　また、前記ガスケット１３４、１３５のしわくちゃな蛇腹状内には磁化鉄片１３３が互
いに反対の極性で設けられ、冷凍室ドア３及び冷蔵室ドア４を閉める時互いに電子気力に
より引っ張りながら可変する軟質の第１及び第２ガスケット１３４，１３５が密着される
ので、内部の第１冷気排出口１１７及び第２冷気流入口１２１に流動する冷気が外部に露
出されず流動するようになる。
【００５７】
　図１３は本発明に係るまた他の実施例を示す概略図で、図面を参照して説明すると、冷
蔵庫の本体２００は冷凍室２０１と冷蔵室２０２がバリア２０５により区画され前記冷凍
室２０１には氷を作る製氷装置５０が設けられる。そして、前記製氷装置５０を保護する
ため製氷機カーバー２１０が形成され、前記製氷機カーバー２１０には冷凍室２０１の冷
気が流入されるように通孔２１１が形成され前記通孔２１１を通して冷凍室の冷気が製氷
装置５０に流れ込むようになる。
【００５８】
　そして、前記製氷装置５０が設けられる冷凍室２０１と冷蔵室２０２に区画するバリア
２０５に冷凍室２０１と冷蔵室２０２が連通される冷気移動ダクト２２０が形成される。
ここで製氷装置５０から流入される冷気の流量を調節するためにダンパー２９０が設けら
れ、前記冷気移動ダクト２２０は前記ダンパー２９０で複数に分岐される。
【００５９】
　前記のような本発明の作動を説明すると、冷凍室２０１の冷気が製氷機カーバー２１０
に形成される通孔２１１を通して製氷装置５０に流入され、製氷装置５０に供給された用
水を凍らせた後冷気はバリア２０５に形成される冷気移動ダクト２２０を通してダンパー
２９０により流量が調節され冷蔵室に供給される。
【００６０】
　前記のような冷蔵庫の製氷用冷気吐出流路は製氷装置が冷凍室ドアに設けられず冷凍室
内に設けられる場合前記冷凍室と冷蔵室を区画するバリアに冷凍室の冷気が冷蔵室に供給
されるように冷気移動ダクトを形成し、冷蔵室の温度を下げるための別の追加構成が必要
なくなる。
【００６１】
　前記のように、本発明に係る冷蔵庫の製氷用冷気吐出流路は製氷装置で使われた冷気を
冷凍室に再循環させず、冷蔵室に流入させ蒸発器から新しい冷気を冷凍室に循環させ使う
ことにより、冷蔵室の温度を下げる要因となる別の追加構成が必要なくなり、それによる
電源の供給が必要なくなり冷蔵庫の電源効率が増大する。
【００６２】
　また、製氷装置で使われた冷気が冷蔵室に速やかに抜け製氷装置に新しい冷気が円滑に
供給され製氷効率が増大する。
【００６３】
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　更に、製氷装置で使われた冷気を移動させるために別の配管を露出させず冷蔵庫のバリ
ア及び冷蔵庫のドア側に埋設するので、冷凍/冷蔵室の空間確保が容易になる効果がある
。
【００６４】
　一方、本発明は前述した実施例に限定されるものでなく本発明の要旨から外れない範囲
内で修正及び変形して実施することができ、そのような修正及び変形を加えた技術思想も
以下の特許請求範囲に属するものである。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】図１は、冷蔵庫に製氷装置が設けられた状態を示す斜視図である。
【図２】図２は、図１の冷蔵庫前面に設けられるディスペンサーを示す斜視図である。
【図３】図３は、図１の冷凍室ドアに設けられる製氷装置を示す斜視図である。
【図４】図４は、図３のアイスバンク内で氷移送装置を設けた例を示す断面図である。
【図５】図５は、図３のアイスバンクに氷が収納される過程を示す断面図である。
【図６】図６は、本発明に係る製氷用冷気の吐出流路を適用した冷蔵庫の斜視図である。
【図７】図７は、図６の製氷用冷気吐出流路を示す平断面図である。
【図８】図８は、図６の製氷用冷気が冷蔵室に供給される構造を示す斜視図である。
【図９】図９は、本発明の他の実施例に係る冷蔵庫を示す斜視図である。
【図１０】図１０は、図９の製氷用冷気供給ダクトを示す斜視図である。
【図１１】図１１は、図９の製氷用冷気吐出流路を示す断面図である。
【図１２】図１２は、図９のパッキング部材を示す平面図である。
【図１３】図１３は、本発明のまた他の実施例に係る冷蔵庫を示す概略図である。
【符号の説明】
【００６６】
　１　　冷凍室
　２　　冷蔵室
　３　　冷凍室ドア
　４　　冷蔵室ドア
　５　　バリア
　６　　コントロールパネル
　７　　ディスペンサー
　１０　　アイスメーカー
　１１　　モールド部
　１１ａ　　区画リブ
　１２　　給水部
　１３　　モーター部
　１４　　エゼクター
　１４ａ　　エゼクターピン
　１５　　締結部
　１６　　スライドバー
　１７　　ヒーター
　１８　　満氷感知アーム
　２０　　アイスバンク
　２１　　氷排出口
　２２　　氷移送手段
　２３　　モーター装置
　３０　　アイス粉砕機
　３１　　ハウジング
　３２　　固定ブレード
　３３　　移動ブレード
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　４０　　アイス排出機
　４１　　シャッター
　４２　　ソレノイド
　５０　　製氷室
　１００　　サイドバイサイドタイプ冷蔵庫
　１０５　　バリア
　１０６　　冷凍室ドアライナー
　１０７　　第１冷気流入口
　１０８　　冷蔵室ドアライナー
　１１０　　製氷機カーバー
　１１１　　モールド部蓋体
　１１２　　製氷空間
　１１５　　冷気排出口ダクト
　１１６　　送風ファン
　１１７　　第１冷気排出口
　１２０　　冷気供給ダクト
　１２１　　第２冷気流入口
　１２２　　第２冷気排出口
　１３０　　パッキン部材
　１３１　　パッキン部材
　１３３　　磁化鉄片
　１３４　　第１ガスケット
　１３５　　第２ガスケット

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１３】
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