
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸入管と吐出管とが連通される容器と、
　該容器の内部に所定の空隙を置いて固定されるインナーステータ及びアウターステータ
から成る固定子と、それら２つのステータ間の空隙 (air gap)に配置されて往復運動する
稼動子と、から成る往復動式モータと、
　該往復動式モータの稼動子に結合されて共に往復運動し、その内部に内部流路が貫通形
成されるピストン及び該ピストンが滑動自在に挿合されるように往復動式モータの外側に
支持されるシリンダーを含んだ圧縮ユニットと、
　前記往復動式モータと圧縮ユニットとを機構的に連結して支持するフレームユニットと
、
　前記往復動式モータの稼動子を運動方向に弾支するスプリングユニットと、を包含して
構成される往復動式圧縮機において、
　前記インナーステータを貫通して吸入管とピストンの内部流路に夫々両方端が対向する
ように設置されて、容器の内部に吸入されたガスをピストンの内部流路に案内するガス案
内管を具備し

　ことを特徴とする往復動式圧縮機の吸入ガス案内システム。
【請求項２】
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、
　前記ガス案内管は、その先端がピストンの内部流路内壁面側に折曲される折曲部を有す
る、



　前記ガス案内管の一部又は全部は、ピストンの内部流路と重畳されるようにガス案内管
を内部流路まで延長形成されることを特徴とする請求項１記載の往復動式圧縮機の吸入ガ
ス案内システム。
【請求項３】
　前記ピストンは、稼動子と結合される結合部を基準にインナーステータ方向に延長され
た延長管部が追加して包含されることを特徴とする請求項１記載の往復動式圧縮機の吸入
ガス案内システム。
【請求項４】
　前記延長管部は、インナーステータの内側に形成された貫通流路まで延長されて少なく
とも何れか一部分において、インナーステータと重畳されるように形成されることを特徴
とする請求項３記載の往復動式圧縮機の吸入ガス案内システム。
【請求項５】
　前記ガス案内管は、その前方端からピストンの内側端部までの長さが稼動子とピストン
との結合部一側面からこれに対向されるシリンダーの後方側一側面までの長さより長くな
るように形成されることを特徴とする請求項１記載の往復動式圧縮機の吸入ガス案内シス
テム。
【請求項６】
　前記ガス案内管は、フレームユニットにそのガス案内管が結合されるようにフランジ部
が形成されることを特徴とする請求項１記載の往復動式圧縮機の吸入ガス案内システム。
【請求項７】
　前記往復動式モータの中央部には、インナーステータを支持する円筒状のモータ支持部
材が挿合され、該モータ支持部材は、その内径が他の部分より相対的に小さい小径部を具
備するように形成されることを特徴とする請求項４記載の往復動式圧縮機の吸入ガス案内
システム。
【請求項８】
　前記ガス案内管は、内径が拡大された 管部を含むことを特徴とする請求項１記載の
往復動式圧縮機の吸入ガス案内システム。
【請求項９】
　前記ガス案内管は、複数個から成ることを特徴とする請求項１記載の往復動式圧縮機の
吸入ガス案内システム。
【請求項１０】
　前記各ガス案内管中、少なくとも何れか１つは、直径が拡張された 管部を包含する
ことを特徴とする請求項９記載の往復動式圧縮機の吸入ガス案内システム。
【請求項１１】
　前記大径管部は、モータ支持部材の小径部と所定間隔を置いて固定されることを特徴と
する請求項１０記載の往復動式圧縮機の吸入ガス案内システム。
【請求項１２】
　前記各ガス案内管は、少なくとも一箇所で 重畳されるように配列されたことを特
徴とする請求項９記載の往復動式圧縮機の吸入ガス案内システム。
【請求項１３】
　前記各ガス案内管中、少なくとも１つは、フレームユニットに結合されるようにフラン
ジ部を具備したことを特徴とする請求項９記載の往復動式圧縮機の吸入ガス案内システム
。
【請求項１４】
　前記各ガス案内管は、吸入管と対向される第１案内管と、前記ピストンに対向される第
２案内管と、を包含して構成されることを特徴とする請求項９記載の往復動式圧縮機の吸
入ガス案内システム。
【請求項１５】
　前記第１案内管と第２案内管間には、少なくとも１つの中間案内管が追加して包含され
ることを特徴とする請求項１４記載の往復動式圧縮機の吸入ガス案内システム。
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【請求項１６】
　前記第１案内管、第２案内管又は中間案内管中、何れか１つは、直径が拡張された
管部を含むことを特徴とする請求項１４記載の往復動式圧縮機の吸入ガス案内システム。
【請求項１７】
　前記第１案内管、第２案内管又は中間案内管中、何れか１つは、フレームユニットに結
合されるフランジ部を具備したことを特徴とする請求項１４又は１５記載の往復動式圧縮
機の吸入ガス案内システム。
【請求項１８】
　前記第１案内管、第２案内管又は中間案内管中、何れか１つは、他の１つと重畳される
ように配列されることを特徴とする請求項１４又は１５記載の往復動式圧縮機の吸入ガス
案内システム。
【請求項１９】
　前記第１案内管又は第２案内管中、何れか１つは、フランジ部を形成してフレームユニ
ットの外側に結合され、他の１つは、前記フレームユニットの内側に結合されることを特
徴とする請求項１５記載の往復動式圧縮機の吸入ガス案内システム。
【請求項２０】
　前記第１案内管、第２案内管又は中間案内管中、何れか１つは、フランジ部を形成して
フレームユニットの外側に結合され、他の案内管は、前記フレームユニットの内側に結合
されることを特徴とする請求項１５記載の往復動式圧縮機の吸入ガス案内システム。
【請求項２１】
　前記 管部は、円筒状の管部と、該管部の外周両方端に連結されて該管部の内径より
小さい直径を有する通孔を具備した第１ 部及び第２ 部に構成され、
　それら第１ 部及び第２ 部中、何れか１つは、管部と一体に成形され、他の１つ
は、管部に超音波融着又は蝋付け等により加工して結合されることを特徴とする請求項８
、１０又は１６の何れか１つに記載の往復動式圧縮機の吸入ガス案内システム。
【請求項２２】
　前記 管部は、円筒状の管部と、該管部の外周両方端に連結されて該管部の内径より
小さい直径を有する通孔を具備した第１ 部及び第２ 部に構成され、
　それら第１ 部及び第２ 部中、少なくとも何れか１つは、管部と超音波融着又は
蝋付けにより結合されることを特徴とする請求項８、１０又は１６の何れか１つに記載の
往復動式圧縮機の吸入ガス案内システム。
【請求項２３】
　前記 管部は、フレームユニット中、容器の吸入管に対向されるフレームに固定され
ることを特徴とする請求項８、１０又は１６の何れか１つに記載の往復動式圧縮機の吸入
ガス案内システム。
【請求項２４】
　前記 管部は、その内部を連通される複数の共鳴空間に区画するバッフル部 (baffle)
を少なくとも１つ以上含むことを特徴とする請求項８、１０又は１６の何れか１つに記載
の往復動式圧縮機の吸入ガス案内システム。
【請求項２５】
　前記大径管部は、その内部を連通される複数の共鳴空間に区画するバッフル部 (baffle)
を少なくとも１つ以上包含して構成され、
　前記バッフル部は、吸入管と同一軸線上に通孔を具備することを特徴とする請求項８、
１０又は１６の何れか１つに記載の往復動式圧縮機の吸入ガス案内システム。
【請求項２６】
　前記ガス案内管は 同一中心軸上に配列されたことを特徴とする請求項１、２、３、４
、５、６、７、８、９、１０、１２、１３、１４、１５、１６、１９、２０の何れか１項
記載の往復動式圧縮機の吸入ガス案内システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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＜技術分野＞
本発明は、往復動式圧縮機の吸入ガス案内システムに係るもので、詳しくは、圧縮ユニッ
トを往復動式モータの外側に設置する場合、吸入ガスを圧縮ユニットに円滑に流入して吸
入騷音を低減し得る往復動式圧縮機の吸入ガス案内システムに関するものである。
【０００２】
＜背景技術＞
一般に、往復動式圧縮機は、駆動モータの回転運動をピストンの往復運動に転換させてガ
スを吸入して圧縮吐出させる方式と、駆動モータが直線方向に往復運動しながらピストン
を往復運動させガスを吸入して圧縮吐出させる方式と、に大別される。
【０００３】
図１は、駆動モータが直線方向に往復運動する往復動式圧縮機の一例を示した縦断面図で
ある。
図示するように、従来の往復動式圧縮機は、吸入管ＳＰと吐出管ＤＰとが連通される容器
(shell)１０と、該容器１０の内部に固定される往復動式モータ２０と、往復動式モータ
１０の外側に所定間隔を置いて設置されてガスを吸入圧縮して吐出させる圧縮ユニット３
０と、往復動式モータ２０及び圧縮ユニット３０を支持するフレームユニット４０と、往
復動式モータ２０の稼動子２２を運動方向に弾支して共振を誘導するスプリングユニット
５０とを具備している。
【０００４】
往復動式モータ２０は、インナーステータ (inner stator)２１Ａ及びアウターステータ (o
uter stator)２１Ｂから成る固定子２１と、インナーステータ２１Ａとアウターステータ
２１Ｂ間の空隙に介在されて往復運動する稼動子２２とを具備している。
【０００５】
圧縮ユニット３０は、往復動式モータ２０のマグネット支持部材２２Ａに結合されて共に
往復運動するピストン３１と、該ピストン３１が滑動自在に挿合されるように後述する前
方フレーム４１に固定されてピストン３１と共に圧縮空間を形成するシリンダー３２と、
ピストン３１の先端に装着されて、後述するピストン３１のガス通孔３１ｂを開閉しなが
らガスの吸入を制限する吸入バルブ３３と、シリンダー３２の先端面に装着されて圧縮空
間を覆蓋すると共に、圧縮されたガスの吐出を制限する吐出バルブ組立体３４とを具備し
ている。
【０００６】
ピストン３１は、内部に吸入管ＳＰと連通される内部流路３１ａが所定深さまで長く貫通
形成され、内部流路３１ａに連通されてピストン３１の先端面に貫通されるガス通孔３１
ｂが形成されている。
【０００７】
フレームユニット４０は、シリンダー３２を挿合結合する前方フレーム４１と、該フレー
ム４１に結合されて圧縮ユニット３０を保護する第１中間フレーム４２Ａと、該第１中間
フレーム４２Ａに結合されてアウターステータ２１Ｂの前方側面に接触する第２中間フレ
ーム４２Ｂと、該第２中間フレーム４２Ｂと結合されてインナーステータ２１Ａ及びアウ
ターステータ２１Ｂの後方側面に共に接触されて一括支持する後方フレーム４３とを具備
している。
【０００８】
スプリングユニット５０は、マグネット支持部材２２Ａとピストン３１との結合部前方面
とこれに対応される前方フレーム４１の内側面に両方端が夫々支持される前方スプリング
５１と、マグネット支持部材２２Ａとピストン３１との結合部後方面及びこれに対応され
るインナーステータ２１Ａの前方面に両方端が夫々支持される後方スプリング５２とを具
備している。
【０００９】
図面中、未説明符号の２２Ｂはマグネット、ＤＰは吐出管である。
以下、このように構成された従来の往復動式圧縮機の作用を説明する。
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先ず、往復動式モータ２０のアウターステータ２１Ｂに装着された巻線コイル２１Ｃに電
源が印加されてインナーステータ２１Ａとアウターステータ２１Ｂ間にフラックス (flux)
が形成されると、インナーステータ２１Ａとアウターステータ２１Ｂ間の空隙に置かれた
稼動子２２がフラックスの方向に従って動きながらスプリングユニット５０により持続的
に往復運動すると共に、稼動子２２結合されたピストン３１がシリンダー３２の内部で往
復運動しながら圧縮空間の体積が変化して冷媒ガスが圧縮空間に吸入圧縮されて吐出され
る。
【００１０】
冷媒ガスは、ピストンの吸入行程時に吸入管ＳＰを通して容器１０の内部に吸入された後
、ピストン３１の内部流路３１ａ及びガス通孔３１ｂを経て吸入バルブ３３を開放しなが
らシリンダー３２の圧縮空間に吸入され、ピストンの圧縮行程時に所定圧力まで圧縮され
た後、吐出バルブ組立体３４を開放しながら吐出管３４を通して吐出される一連の過程を
反復する。
【００１１】
然し、このような従来の往復動式圧縮機においては、吸入管ＳＰを通して容器１０の内部
に吸入される冷媒ガスが該容器１０の内部に均一に広がり単位体積当冷媒ガスの密度が低
減されることで、ピストン３１の往復運動時に実際圧縮空間に流入される冷媒ガスの量が
少なく、圧縮機の効率が低下されるという問題がある。
【００１２】
　また、容器１０の内部に流入された冷媒ガスが該容器１０の内部の往復動式モータ２０
に予め接触して予熱された後、圧縮空間に吸入されることで、冷媒ガスの が増加しな
がら圧縮機の性能が低下されるという問題がある。
【００１３】
また、吸入バルブ３３の開閉時、該吸入バルブ３３がピストン３１の先端面に衝突しなが
ら発生する衝突騷音がピストン３１の内部流路３１ａを通して容器１０の内部全体に伝達
されながら圧縮機の騷音が加重されるという問題がある。
【００１４】
また、吸入バルブ３３の開閉時、瞬間的に逆流する冷媒ガスが吸入される冷媒ガスとぶつ
かりながら圧力脈動が発生し、該圧力脈動がピストン３１の内部流路３１ａを通して吸入
管ＳＰ方向に伝達されながら冷媒ガスの吸入を妨害することで、圧縮機の効率が低減する
という問題がある。
【００１５】
＜発明の開示＞
本発明は、このような従来の課題に鑑みてなされたもので、容器の内部に吸入される冷媒
ガスを圧縮空間に迅速に流入させることで、冷媒ガスの単位体積当密度を増加させて圧縮
機の効率を向上し得る往復動式圧縮機の吸入ガス案内システムを提供することを目的とす
る。
【００１６】
更に、本発明は、吸入ガスがシリンダーの圧縮空間に流入される前に加熱されながらガス
の非体積が増加することを防止することで、圧縮機性能を向上し得る往復動式圧縮機の吸
入ガス案内システムを提供することを目的とする。
【００１７】
更に、本発明は、冷媒ガスの吸入時に吸入バルブがピストンの先端面とぶつかりながら発
生される衝突騷音を相殺することで、圧縮機の騷音を低減し得る往復動式圧縮機の吸入ガ
ス案内システムを提供することを目的とする。
【００１８】
更に、本発明は、吸入バルブの開閉時に発生される圧力脈動を相殺して冷媒ガスを円滑に
吸入し得る往復動式圧縮機の吸入ガス案内システムを提供することを目的とする。
【００１９】
本発明の目的を達成するために、吸入管と吐出管とが連通される容器と、該容器の内部に
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所定の空隙を置いて固定されるインナーステータ及びアウターステータから成る固定子と
、それら２つのステータ間の空隙 (air gap)に配置されて往復運動する稼動子と、から成
る往復動式モータと、該往復動式モータの稼動子に結合されて共に往復運動してその内部
に内部流路が貫通形成されるピストン及び該ピストンが滑動自在に挿合されるように往復
動式モータの外側に支持されるシリンダーを含んだ圧縮ユニットと、前記往復動式モータ
と圧縮ユニットとを機構的に連結して支持するフレームユニットと、前記往復動式モータ
の稼動子を運動方向に弾支するスプリングユニットと、を包含して構成される往復動式圧
縮機において、前記インナーステータを貫通して吸入管及びピストンの内部流路に夫々両
方端が対向するように設置されて、容器の内部に吸入されたガスをピストンの内部流路に
案内するガス案内管が備えられたことを特徴とする往復動式圧縮機の吸入ガス案内システ
ムが提供される。
【００２０】
＜発明を実施する最良の態様＞
以下、図面を参照して、本発明に係る往復動式圧縮機の吸入ガス案内システムを説明する
。
図２及び図３に示すように、本発明に係る吸入ガス案内システムが備えられた往復動式圧
縮機は、吸入管ＳＰと吐出管ＤＰとが連通される容器１０と、該容器１０の内部に固定さ
れる往復動式モータ２０と、該往復動式モータ２０の外側前方側に設置されて、ガスを吸
入圧縮して吐出させる圧縮ユニット３０と、往復動式モータ２０と圧縮ユニット３０とを
機構的に連結して支持するフレームユニット４０と、往復動式モータ２０の稼動子２２を
運動方向に弾支して共振を誘導するスプリングユニット５０と、圧縮ユニット３０とフレ
ームユニット４０間に装着して吸入ガスを誘導するガス案内ユニット１００とを具備して
いる。
【００２１】
往復動式モータ２０は、インナーステータ (inner stator)２１Ａ及びアウターステータ (o
uter stator)２１Ｂから成る固定子２１と、インナーステータ２１Ａとアウターステータ
２１Ｂ間の空隙に介在されて往復運動する稼動子２２とを具備している。
インナーステータ２１Ａは、円筒状に形成されて後述する後方フレーム４３に結合される
モータ支持部材４４の外周面に圧入されて支持される。
【００２２】
　モータ支持部材４４は、外周面が 状に形成される反面、内周面は小径部４４ａ及び

部４４ｂを具備するように中間部位が段差されるように形成される。小径部４４ａの
内周面は、後述するピストン３１の延長部３１ｄの外周面に近接されるように形成され、

部４４ｂの内周面は、後述するガス案内管１１０の外周面と所定間隔を置いて第１共
鳴空間Ｓ１を成すように形成される。
【００２３】
圧縮ユニット３０は、往復動式モータ２０のマグネット支持部材２２Ａに結合されて共に
往復運動するピストン３１と、該ピストン３１が滑動自在に挿合されるように後述する前
方フレーム４１に固定され、ピストン３１と共に圧縮空間を形成するシリンダー３２及び
ピストン３１の先端に装着されて後述するピストン３１のガス通孔３１ｂを開閉しながら
ガスの吸入を制限する吸入バルブ３３と、シリンダー３２の先端面に装着されて圧縮空間
を覆蓋すると共に、圧縮されたガスの吐出を制限する吐出バルブ組立体３４とを具備して
いる。
【００２４】
ピストン３１は、内部に吸入管ＳＰと連通される内部流路３１ａが所定深さまで長く形成
され、内部流路３１ａに連結されてピストン３１の先端面に貫通されるガス通孔３１ｂが
形成され、後方端にはマグネット支持部材２２Ａと結合されるフランジ部３１ｃが形成さ
れ、後方端から往復動式モータ２０方向に長く延長される延長管部３１ｄが内部流路３１
ａと連通されるように形成される。
【００２５】
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ピストン３１の延長管部３１ｄの長さは、ピストン３１の往復運動時に延長管部３１ｄの
長さ中、一部がモータ支持部材４４の小径部４４ａに対して恒常、所定区間で重畳される
ように延長させて形成される。
【００２６】
フレームユニット４０は、シリンダー３２を挿合結合する前方フレーム４１と、該前方フ
レーム４１に結合されて圧縮ユニット３０を保護する第１中間フレーム４２Ａと、該第１
中間フレーム４２Ａに結合されてアウターステータ２１Ｂの前方側面に接触する第２中間
フレーム４２Ｂと、該第２中間フレーム４２Ｂと結合されてインナーステータ２１Ａ及び
アウターステータ２１Ｂの後方側面に共に接触されて一括支持する後方フレーム４３とを
具備している。
【００２７】
スプリングユニット５０は、マグネット支持部材２２Ａとピストン３１との結合部前方面
及びこれに対応される前方フレーム４１の内側面に両方端が夫々支持される前方スプリン
グ５１と、マグネット支持部材２２Ａとピストン３１との結合部後方面及びこれに対応さ
れるインナーステータ２１Ａの前方面に両方端が夫々支持される後方スプリング５２とを
具備している。
【００２８】
ガス案内ユニット１００は、図２乃至図４に示すように、後方フレーム４３の後側面に結
合されてピストン３１の延長管部３１ｄに重畳するように前述したモータ支持部材４４の
内側に挿合される少なくとも１つ以上（図面においては、１つの場合を図示した）のガス
案内管１１０から成る。
【００２９】
ガス案内管１１０は、その前方側の延長管部３１ｄの内周面と所定間隔を置いて挿合され
るように延長管部３１ｄの内径より小さく形成される小径管部１１１と、該小径管部１１
１の入口側に拡張形成されて内部に複数の共鳴空間Ｓ２、Ｓ３を形成する大経管部１１２
とを具備している。
【００３０】
小径管部１１１は、ピストン３１の内部流路３１ａまで長く挿合し得るし、この場合、小
径管部１１１の端部（前方端）からピストン３１の内部流路３１ａ内側端部までの距離ａ
は、ピストン３１のフランジ部３１ｃ前方面及びこれに対応するシリンダー３２の後方端
までの距離ｂより長く形成されることが好ましい。
また、小径管部１１１の端部には、共鳴空間Ｓ１をフレーム３１の延長部３１ｄと共に形
成するように外側に拡大される折曲部１１１ａが突出形成される。
【００３１】
　一方、 管部１１２は、その内部を複数の共鳴空間Ｓ２、Ｓ３に区画するバッフル部
(baffle)１１２Ａが１つ以上（図面においては、１つを図示した）装着されるが、バッフ
ル部１１２Ａは、ガスの流動方向に対して大略垂直に装着されることが好ましい。
【００３２】
　 管部１１２は、バッフル部１１２Ａと、該バッフル部１１２Ａと共に体部を成し、
該バッフル部１１２Ａの両方側面に結合して第２共鳴空間Ｓ２及び第３共鳴空間Ｓ３を形
成する第１管部１１２Ｂ及び第２管部１１２Ｃと、それら第１管部１１２Ｂ及び第２管部
１１２Ｃの各他方側面に結合される第１ 部１１２Ｄ及び第２ 部１１２Ｅとを具備
している。
【００３３】
　第１管部１１２Ｂ及び第２管部１１２Ｃの外径は、バッフル部１１２Ａ及び各 部１
１２Ｄ、１１２Ｅの外径と同様に形成し、バッフル部１１２Ａ及び各 部１１２Ｄ、１
１２Ｅの中央部には、吸入管ＳＰ、小径管部１１１及び内部流路３１ａと同一軸線上に位
置する通孔１１２ａ、１１２ｄ、１１２ｅが夫々形成される。
【００３４】
　第１ 部１１２Ｄは、 管部１１２の前方側に位置し、通孔１１２ｄには、小径管
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部１１１が結合され、第２ 部１１２Ｅは、後方フレーム４３に結合されるフランジ部
（図示せず）が形成される。
【００３５】
　また、小径管部１１１の入口端１１１ｂは、その内側角を円く形成することが好ましく
、第１管部１１２Ｂと第１ 部１１２Ｄとは、場合によって一体に成形し得るし、残り
の部材は、超音波融着又は蝋付け (brazing)により熔接結合することができる。
【００３６】
図面中、従来と同様な構成要素には同様な符号を附与した。
図面中、未説明符号の２２Ｂはマグネットである。
以下、上記のように構成される本発明に係る往復動式圧縮機の吸入ガス案内システムの作
用を説明する。
【００３７】
先ず、往復動式モータ２０に電源が印加されてインナーステータ２１Ａとアウターステー
タ２１Ｂ間にフラックス (flux)が形成されると、稼動子２２がピストン３１と共にフラッ
クスの方向に従って動きながらスプリングユニット５０により直線方向に往復運動すと共
に、ピストン３１がシリンダー３２の内部で直線方向に往復運動しながらシリンダー３２
の圧縮空間に圧力差が発生され、該圧力差により冷媒ガスがピストン３１の内部流路３１
ａを通してシリンダー３２の圧縮空間に吸入された後、圧縮されて吐出される一連の過程
を反復する。
【００３８】
　以下、上記の動作を一層詳しく説明する。
　先ず、図５に示すように、ピストン３１の吸入行程時に冷媒ガス（図面においては、「
実線矢印」）が吸入管ＳＰを通して容器１０の内部に吸入されて充填され、以後ピストン
３１の吸入行程時に容器１０の内部に充填されてあった冷媒ガスがガス案内管１１０の

管部１１２、小径管部１１１、ピストン３１の内部流路３１ａ及びガス通孔３１ｂを通
して吸入バルブ３３を開放しながらシリンダー３２の圧縮空間に吸入される。
【００３９】
この時、容器１０の内部に吸入される冷媒ガスが容器１０の全体に広がる前にガス案内管
１１０及び延長管部３１ｄを通してピストン３１の内部流路３１ａに誘導され、該内部流
路３１ａに誘導された冷媒ガスは、ガス通孔３１ｂを通して直ちに吸入バルブ３３を開放
しながら圧縮空間に吸入されるため、冷媒ガスの単位体積当密度が増加されることで、圧
縮機の効率が向上される。
【００４０】
また、吸入管ＳＰを通して容器１０の内部に流入された冷媒ガスは、ガス案内管１１０を
通してシリンダー３２の圧縮空間に誘導されることで、モータ２０と直接接触されること
を遮断し得るし、モータ熱等により冷媒ガスの非体積が上昇することを抑制し得ることで
、冷媒ガスの吸入量が改善されて圧縮機の効率が向上される。
【００４１】
また、ガス案内管１１０及びピストン３１の延長管部３１ｄが往復運動時に恒常重畳され
るように配列されることで、冷媒ガスの吸入時に漏洩されることを防止し得ることで、冷
媒ガスの吸入率が改善されて圧縮機の効率が向上される。
【００４２】
また、吸入管ＳＰ、ガス案内管１１０及び延長管部３１ｄがピストン３１の内部流路３１
ａと同一軸線上に配置され、特に、ガス案内管１１０の小径管部１１１の入口端１１１ｂ
が円く形成されることで、冷媒ガスの流入が円滑に行われて冷媒ガスの吸入率が改善され
ると共に、圧縮機の効率が向上される。
【００４３】
次いで、図６に示すように、ピストン３１の圧縮行程時にシリンダー３２の圧縮空間にあ
った冷媒ガスが圧縮された後、どの時点で吐出バルブ組立体３４を開放しながら吐出され
る。
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【００４４】
この時、冷媒ガスの吸入時に開放された吸入バルブ３３が圧縮時に閉鎖されながらピスト
ン３１の先端面と衝突し、この過程でバルブ３３とピストン３１間に騷音（図面において
、「点線矢印」）が発生され、該騷音は、ピストン３１の内部流路３１ａを沿ってガスの
吸入方向と反対に流れるようになる。
【００４５】
　然し、この衝突騷音中、低周波領域の騷音は、モータ支持部材４４の 部４４ｂとガ
ス案内管１１０の小径管部１１１の外周面間に形成される第１共鳴空間Ｓ１で減衰される
一方、高周波領域の騷音は、ガス案内管１１０の 管部１１２に形成される第２共鳴空
間Ｓ２及び第３共鳴空間Ｓ３を順次に経ながら順次減衰されて消滅されるため、圧縮機の
信頼性が向上される。
【００４６】
また、吸入バルブ３３が開閉されながら吸入された冷媒ガスの一部が逆流し、該逆流する
冷媒ガスがピストン３１の内部流路３１ａを通して吸入される冷媒ガスとぶつかりながら
圧力脈動を誘発し、該圧力脈動が冷媒ガスの吸入方向とは反対方向に流れながら冷媒ガス
の新しい流入を妨害する。
【００４７】
然し、このような圧力脈動は、衝突騷音と共に各共鳴空間Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３を経ながら一
部相殺されるため、新しく吸入される冷媒ガスの量が増加して圧縮機の効率が向上される
。
【００４８】
　また、ガス案内管１１０の組立時に 管部１３０が複数の部材に分離成形された後、
超音波又は蝋付けなどの後組立により結合されることで、ガス案内管１１０の組立工程が
円滑で生産性が向上される。
【００４９】
以下、本発明に係る往復動式圧縮機の吸入ガス案内システムの変形例を説明する。
即ち、前述した一例においては、ガス案内ユニットが１つのガス案内管に構成されるが、
本変形例は、複数のガス案内管に構成される。
【００５０】
図７に示すように、本変形例は、インナーステータ２１Ａの内側貫通孔（図示せず）に挿
合されてピストン３１の延長管部３１ｄと重畳されるように挿合して後方フレーム４３に
結合される第１案内管２１０と、該第１案内管２１０に挿合されて後方フレーム４３に共
に結合される第２案内管２２０とを具備している。
【００５１】
　第１案内管２１０は、インナーステータ４３の内側面に密着される 管部２１１と、
該 管部２１１から軸中心方向に段差されてその内部にピストン３１の延長管部３１ｄ
が恒常重畳されるように挿合される小径管部２１２とを具備している。
【００５２】
小径管部２１２は、外径がピストン３１の延長管部３１ｄの内径より小さく形成されるこ
とが好ましいが、場合によって、内径が延長管部３１ｄの外径より大きく形成されて延長
管部３１ｄが小径管部２１２に挿合されるようにすることもできる。
【００５３】
　一方、第２案内管２２０は、ピストン３１の延長管部３１ｄ又は内部流路３１ａまで挿
合される小径管部２２１と、該小径管部２２１の入口側に拡張形成されて連通される
管部２２２とを具備している。
【００５４】
小径管部２２１は、外径を延長管部３１ｄの内径より小さく形成して深く挿合され、その
前方側端部には、ピストン３１の内部流路３１ａ内壁面又は延長管部３１ｄの内壁面に向
かうように外側に拡張された折曲部２２１ａが形成される。
【００５５】
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　 管部２２２は、その外周面が第１案内管２１０の 管部２１１内周面に密着され
るように形成され、横方向の長さは、第１案内管２１０と第２案内管２２０間に第１共鳴
空間Ｓ１が備えられるように第１案内管２１０の 管部２１１横方向の長さより短く形
成される。
【００５６】
　また、 管部２２２は、前述した一例と同様に、その内部を複数の共鳴空間Ｓ２、Ｓ
３に区画するバッフル部２２２Ａと、該バッフル部２２２Ａの両方側面に結合されて第２
共鳴空間Ｓ２及び第３共鳴空間Ｓ３を形成する第１管部２２２Ｂ及び第２管部２２２Ｃと
、それら第１管部２２２Ｂ及び第２管部２２２Ｃの他方側面に夫々結合されて小径管部２
２１と連結される第１ 部２２２Ｄ及び後方フレーム４３に固定される第２ 部２２
２Ｅとを具備している。
【００５７】
　このようにして吸入バルブ３３の開閉時に発生する衝突騷音中、低周波騷音は、第１共
鳴空間Ｓ１に流れ込んで減衰される一方、高周波騷音は、第２案内管２２０を通して
管部２２２の各共鳴空間Ｓ２Ｓ３に流入されて順次に経ながら減衰されるため、圧縮機の
騷音を效果的に低減し得る。
【００５８】
　以下、本発明に係る更に他の変形例を説明する。
　即ち、前述した各一例においては、 管部を夫々１つずつ具備するが、本変形例は、
複数の 管部を具備し、図８に示すように、インナーステータ２１Ａをモータ支持部材
４４の外周面に固定し、該モータ支持部材４４の 部４４ｂに前述したように、第１

管部３１２を具備した第１案内管３１０を挿合して後方フレーム４３に固定し、モータ
支持部材４４の外側に第２ 管部３２２を具備した第２案内管３２０を後方フレーム４
３に第１案内管３１０と共に固定して構成する。
【００５９】
モータ支持部材４４及び第１案内管３１０は、図２乃至図４に図示した一例と同様に形成
して配列する反面、第２案内管３２０は、容器１０の吸入管ＳＰ方向に延長形成される。
【００６０】
　第１案内管３１０の第１ 管部３１２は、その内部に第２共鳴空間Ｓ２及び第３共鳴
空間Ｓ３を形成するようにバッフル部３１２Ａ、第１管部３１２Ｂ及び第２管部３１２Ｃ
、第１ 部３１２Ｄ及び第２ 部３１２Ｅから成る。図面中、３１１は小径管部であ
る。
【００６１】
　第２案内管３２０は、後方フレーム４３に接する部位に第２ 管部３２２を具備する
が、第２ 管部３２２は、第１ 管部３１２と同様に、バッフル部３２２Ａと、該バ
ッフル部３２２Ａを中心に両方側に夫々第４共鳴空間Ｓ４及び第５共鳴空間Ｓ５を形成す
る第１管部３２２Ｂ及び第２管部３２２Ｃと、第１ 部３２２Ｄ及び第２ 部３２２
Ｅとを具備している。
【００６２】
この場合、吸入バルブ３３の開閉時に発生する衝突騷音中、低周波騷音は第１共鳴空間Ｓ
１で減衰される一方、高周波騷音は第２共鳴空間Ｓ２、第３共鳴空間Ｓ３、第４共鳴空間
Ｓ４及び第５共鳴空間Ｓ５を順次に経ながら減衰されて騷音低減の効果が一層向上される
。
【００６３】
一方、本発明に係るガス案内ユニットは、図面に例示しなかったが、図７と図８とを混合
した変形例も想定することができる。この場合、図７の第２案内管は、図７の第１案内管
と図８の第２案内管間に位置する中間案内管になることができる。以外にも、本発明の技
術的範囲に属する多様な例も共に含む。
【００６４】
＜産業上の利用可能性＞
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上記のように構成される本発明に係る往復動式圧縮機の吸入ガス案内システムにおいては
、容器の吸入管及びピストンの内部流路に夫々両方端が対向されるように設置されて、前
記吸入管を通して容器の内部に吸入されたガスをモータの外側に備えられたピストンの内
部流路に案内するように少なくとも１つ以上に組合わせたガス案内管が共鳴空間を具備し
て同一軸線上に装着されることで、冷媒ガスが前記ガス案内管を通してピストンの内部流
路に円滑に吸入されることで、冷媒ガスの吸入率が向上され、圧縮機の効率が向上され、
冷媒ガスの吸入時に発生される騷音及び振動が前記共鳴空間で減衰及び相殺されるため、
騷音及び吸入ガスに対する流路抵抗が低減されて圧縮機の信頼性と共に効率が向上される
。
【００６５】
また、容器に吸入される冷媒ガスがモータにより予熱されることを遮断して冷媒ガスの非
体積が増加されることを防止するため、圧縮機の効率が向上される。
また、前記ガス案内管が複数の部品により製作されて後組立されることで、ガス案内管の
組立が容易になって生産性が向上される。
【図面の簡単な説明】
【図１】　従来の往復動式圧縮機の一例を示した縦断面図である。
【図２】　本発明に係る往復動式圧縮機の一例を示した縦断面図である。
【図３】　本発明に係る往復動式圧縮機の吸入案内システムを中心に示した縦断面図であ
る。
【図４】　本発明に係る往復動式圧縮機の吸入案内システムを示した分解斜視図である。
【図５】　本発明に係る往復動式圧縮機の動作状態を示した縦断面図である。
【図６】　本発明に係る往復動式圧縮機の動作状態を示した縦断面図である。
【図７】　本発明に係る往復動式圧縮機の吸入案内システムの他の変形例を示した縦断面
図である。
【図８】　本発明に係る往復動式圧縮機の吸入案内システムの他の変形例を示した縦断面
図である。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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