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図２．冷凍サイクル基本構成−冷蔵庫用
冷凍サイクルの基本構成です。一つの冷却
器で冷蔵庫全室を冷却します。

ついて，冷蔵ゾーンと冷凍ゾーンの同時冷却及び交互
3 方弁

冷却による多彩な冷却運転モードの実現によって，冷蔵庫

冷凍用）に分流・切替えできるようにしたものです。
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図４．2 ステージパラレル冷凍サイクル−
2 ステージ圧縮機，及び PMV の切替え・分流
・流量調整機能により，二つの冷却器で冷蔵
ゾーンと冷凍ゾーンを同時に冷却します。

図５．パラレル冷凍サイクル−新規開発の
パラレル冷凍サイクルです。PMV の切替え・分流
・流量調整機能により，二つの冷却器で冷蔵
ゾーンと冷凍ゾーンの同時冷却及び交互冷却
を自在に行います。

パラレル
冷凍サイクル

セミパラレル
冷凍サイクル

この技術は，2005 年 2 月から発売の ナノ光プラズマ
脱臭鮮蔵庫 GR-W41FA（図１）などに， パラレル
エンジン として応用されています。

冷凍サイクルで起こっていた冷蔵ゾー
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図３．セミパラレル冷凍サイクル−従来
採用されていたセミパラレル冷凍サイクル
です。3 方弁の切替えにより，二つの冷却器
で冷蔵ゾーンと冷凍ゾーンを交互に冷却します。

消し，冷蔵用冷却器をより適した温度
（約−10 ℃，従来は約−15 ℃）に設定
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図１．ナノ光プラズマ脱臭
鮮蔵庫 GR-W41FA −パラ
レル冷凍サイクルの技術を応
用した冷蔵庫です。

に並列接続することで，セミパラレル

ン冷却時の冷凍用冷却器への影響を解
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ル冷凍サイクルに比べ約 10 % 高め
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（図６），冷凍サイクル全体として約

図６．冷蔵冷却時の P − h 線図（圧力−エンタルピー線図）−冷却器温度を高くすることで，
圧縮機入力を低減します。
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そこで東芝は，1998 年に冷却器を
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サイクル（図５）を開発しました。

二つ設けたセミパラレル冷凍サイクル

2004 年には，新規構造の 2 ステージ

（図３）によるツイン冷却方式を採用し

圧縮機を採用し，冷媒を 2 段圧縮する

ました。この方式は，3 方弁で冷媒流
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時の冷却器温度を高めることができ，

冷凍サイクル（図４）を開発しました。

パラレル冷凍サイクル
今回，これらの課題を解決するため，
性能と汎用性に優れるパラレル冷凍
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この冷凍サイクル構成により，冷蔵
ゾーンと冷凍ゾーンを同時又は交互に
冷却することができるようになり，冷

冷蔵庫用 パラレル冷凍サイクル

ことができました。
一方，交互冷却では，冷却器を完全
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