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(57)【要約】
【課題】圧縮機の発生する熱を有効活用し、高効率で消
費電力の少ない密閉型圧縮機を得ることを目的とする。
【解決手段】モーター３等の電動要素と、該電動要素に
よって駆動されるクランクシャフト６，シリンダー７及
びローリングピストン８等の圧縮要素とが密閉容器１内
に収納され、冷凍サイクルで使用される密閉型圧縮機に
おいて、密閉容器１の内周面に断熱効果を有する塗料に
よる断熱塗装２を施すようにしたものである。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電動要素と、該電動要素によって駆動される圧縮要素とが密閉容器内に収納され、冷凍
サイクルで使用される密閉型圧縮機において、
　前記密閉容器の内周面に断熱効果を有する塗料による断熱塗装を施したことを特徴とす
る密閉型圧縮機。
【請求項２】
　電動要素と、該電動要素によって駆動される圧縮要素とが密閉容器内に収納され、冷凍
サイクルで使用される密閉型圧縮機において、
　前記圧縮要素から前記密閉容器内へ吐出されるガスの流路の表面に断熱効果を有する塗
料による断熱塗装を施したことを特徴とする密閉型圧縮機。
【請求項３】
　前記断熱効果を有する塗料による断熱塗装は、断熱性能に特化した特殊セラミックビー
ズを中心にアクリルシリコン樹脂とのハイブリッドにより形成した塗料による塗装である
ことを特徴とする請求項１又は２記載の密閉型圧縮機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば冷凍装置や空調装置や給湯装置等の冷凍サイクルに用いることができ
る密閉型圧縮機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　暖房、給湯などに密閉型圧縮機を使用する場合、冷凍サイクルにおける潜熱のみではな
く、圧縮機の吐出ガスに含まれる顕熱を利用して暖房、給湯することによってより少ない
電力での運転が可能で、高効率な暖房機、給湯器となり、使用電力が削減されＣＯ2発生
量も削減され、ひいては地球環境保護にも有効となる。
【０００３】
　しかし、通常の密閉型圧縮機の密閉容器の外周表面はメラミン塗膜や電着塗膜等であり
、圧縮機から発生する熱はそのまま外気に伝熱、輻射などの経路で流出しており、その大
半は無駄になっていた。
【０００４】
　これを解決するために、従来の密閉型圧縮機は、その密閉容器の外周部の全面または一
部にメラミン系塗膜や電着塗膜等の塗膜を形成した後、変性エポキシとポリエチレンに発
泡剤、充填剤を加えたものを共重合し発泡させる粉体塗装を施し、圧縮機から発生する熱
の外気への流出を抑え、顕熱として暖房、給湯に有効に活用しようとしたものがあった（
例えば特許文献１参照）。
【０００５】
【特許文献１】特開平４－１０１０７８号公報（第１頁、第１図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、上記の従来の密閉型圧縮機では、密閉容器の外周面へ塗膜を形成したので、密
閉容器内の高温となっている吐出ガスから密閉容器へ熱伝達により熱が伝わり、密閉容器
の温度が上昇し、その熱が容器自体を経路として熱伝導により熱が伝わり、低温となって
いる冷凍サイクルの吸入側へ流出するため、圧縮機の発生する熱を有効に顕熱として暖房
、給湯に有効活用できないという問題があった。
　本発明はかかる問題を解消するためになされたもので、圧縮機の発生する熱を有効活用
し、高効率で消費電力の少ない密閉型圧縮機を得るものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　本発明に係る密閉型圧縮機は、密閉容器内に収納され電動要素と、該電動要素によって
駆動される圧縮要素とが密閉容器内に収納され、冷凍サイクルで使用される密閉型圧縮機
において、前記密閉容器の内周面に断熱効果を有する塗装による断熱塗装を施すようにし
たものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係る密閉型圧縮機は、密閉容器の内周面に断熱効果を有する塗料による断熱塗
装を施したので、高温となっている密閉容器内の吐出ガスから密閉容器への熱伝達が断熱
塗装により抑えられるため、その熱が容器自体を経路として熱伝導により熱が伝わり、低
温となっている冷凍回路の吸入側へ流出することを防止し、圧縮機の発生する熱を有効に
顕熱として暖房、給湯に活用することができるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
実施の形態１．
　図１は本発明の実施の形態１の密閉型圧縮機を概略的に示す縦断面図である。
　図１において、密閉型圧縮機の密閉容器１の内周面全体に断熱塗装２が施されている。
　この断熱塗装２は断熱性能に特化した特殊セラミックビーズを中心にアクリルシリコン
樹脂とのハイブリッドにより形成した塗料（株式会社日進産業の商標名「ガイナ」の塗料
）による塗装である。
　その密閉容器１内には電動要素と圧縮要素とが収容されている。
　電動要素はモーター３であり、固定子４と回転子５とで構成されている。
　また、圧縮要素は、モーター３の回転子５により駆動されるクランクシャフト６と、ク
ランクシャフト６と同心のシリンダー７と、クランクシャフト６の偏芯軸に嵌り、シリン
ダー７内を偏芯回転するローリングピストン８と、シリンダー７の下側端面を閉塞するシ
リンダーヘッド９と、シリンダー７の上側端面を閉塞するフレーム１０とで構成されてい
る。
　１１は密閉容器１の底部に貯留されクランクシャフト６の内部を経由してローリングピ
ストン８の内部に導かれる冷凍機油である。
　吸入管１２は冷凍サイクルの蒸発器と接続され、冷媒を気液分離器１３を介してシリン
ダー７内に導き、吐出管１４は冷凍サイクルの凝縮器と接続され、密閉容器１内の高圧冷
媒を冷凍サイクルへ送り出す。
【００１０】
　次に、実施の形態１の密閉型圧縮機の動作について説明する。
　冷凍サイクルの低圧側（蒸発器側）と接続された吸入管１２から気液分離器１３を介し
てシリンダー７内に吸入される冷媒ガスが、クランクシャフト６の偏芯部の回転により偏
芯運動するローリングピストン８により圧縮され、低圧、低温の吸入ガスから高圧、高温
の吐出ガスに圧縮される。この高温となった吐出ガスは密閉容器１の内部に放出され、吐
出管１４から冷凍サイクルの凝縮器に送り出される。
　この実施の形態１では、高温となった吐出ガスは密閉容器１の内部に放出され、その後
吐出管１４から冷凍サイクルの凝縮器に送り出されるが、密閉容器１の内周面には断熱効
果を有する塗料による断熱塗装２が施されているので、密閉容器１と高温の吐出ガスは直
接触れることがない。
　したがって、吐出ガスからの熱伝達は断熱塗装２を経由したものとなり、その熱伝達量
は断熱塗装２の効果によって著しく低く抑えられ、密閉容器１の温度上昇は非常に少ない
。
【００１１】
　そのため、密閉容器１から低温となっている冷凍サイクルの吸入側への熱伝導が非常に
低く抑えられ、吐出ガスに含まれる顕熱は冷凍サイクルの高圧側に吐出ガスと共に流出し
て暖房、給湯の熱源として有効に活用することができる。
【００１２】
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　特に暖房に比べて一過式の給湯装置の場合、圧縮機の冷媒吐出温度が高いため、密閉容
器の内部で断熱を行うことで、より効率の良い圧縮機を得ることができる。
　また、冷媒にＣＯ2を用いた圧縮機に本発明を適用した場合、運転時の圧力が９ＭＰａ
と高くなるため、耐圧の関係から密閉容器の板厚を厚くする必要がある。そのため、外側
で断熱するより、内側で断熱する方が板厚の分奪われる熱量が低減できるので、より効率
がよい圧縮機を得ることができる。
【００１３】
　また、密閉容器の内側から断熱を行うことで、モーター３の発熱が密閉容器側部を通っ
て外部に逃げることを防ぐことができるため、モーター３の発熱も効率よく回収すること
ができ、冷媒ガスの温度上昇に用いることができる。
　さらに、従来圧縮機の外側に必要だった断熱材を配置する必要がなくなるため、その分
、室外機の機械室内の省スペース化を図ることができる。
【００１４】
　なお、上記実施の形態１では密閉容器の内側全体を断熱塗装する例について示したが、
従来より断熱材を配置するのが困難だった密閉容器の上部および下部のみに断熱塗装を行
い、圧縮機の密閉容器側部は従来の断熱材で断熱するように構成してもよい。
【００１５】
実施の形態２．
　図２はこの発明の実施の形態２による密閉型圧縮機を概略的に示す縦断面図である。
　この実施の形態２において、実施の形態１と同様の構成は、同一符号を付して重複した
構成の説明を省略する。
　この実施の形態２では、フレーム１０の上に圧縮された吐出ガスの消音のために一旦貯
留する吐出マフラー１５が設けられている。
　したがって、フレーム１０と吐出マフラー１５との間に、ガスの流路が形成され、その
ガスの流路の表面であるフレーム１０における吐出マフラー１５に臨む面に断熱塗装２が
施されている。
【００１６】
　この実施の形態２においては、冷凍サイクルの低圧側（蒸発器側）と接続された吸入管
１２から気液分離器１３を介してシリンダー７内に吸入される冷媒ガスが、クランクシャ
フト６の偏芯部の回転により偏芯運動するローリングピストン８により圧縮され、低圧、
低温の吸入ガスから高圧、高温の吐出ガスに圧縮される。
　この高温となった吐出ガスは一旦フレーム１０の上に設けられた吐出マフラー１５の内
部空間に放出されるが、フレーム１０における吐出マフラー１５に臨む面には断熱効果を
有する塗料による断熱塗装２が施されているので、フレーム１０と高温の吐出ガスは直接
触れることがない。
　したがって、吐出ガスからの熱伝達は断熱塗装２を経由したものとなり、その熱伝達量
は断熱塗装２の効果によって著しく低く抑えられ、フレーム１０の温度上昇は非常に少な
い。
【００１７】
　そのため、フレーム１０からシリンダー７への熱伝達も少なく、シリンダー７の温度上
昇も低く抑えられ、その結果、シリンダー７から密閉容器１への熱伝達も少なく、密閉容
器１の温度上昇も低く抑えられる。
　したがって、密閉容器１から低温となっている冷凍サイクルの吸入側への熱伝導が非常
に低く抑えられ、吐出ガスに含まれる顕熱は冷凍サイクルの高圧側に吐出ガスと共に流出
して暖房、給湯の熱源として有効に活用することができる。
【００１８】
　この実施の形態２では、フレーム１０と吐出マフラー１５との間に形成されたガスの流
路の表面であるフレーム１０における吐出マフラー１５に臨む面に断熱塗装２が施されて
いるが、それ以外にモーター３の固定子４と回転子５との間に形成されるガスの流路の表
面にも断熱塗装２を施すことにより、高温の吐出ガスの固定子４を介する密閉容器１への
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熱伝達も少なく、密閉容器１の温度上昇を低く抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施の形態１の密閉形圧縮機を概略的に示す断面図。
【図２】本発明の実施の形態２の密閉型圧縮機を概略的に示す断面図。
【符号の説明】
【００２０】
　１　密閉容器、２　断熱塗装、３　モーター、４　固定子、５　回転子、６　クランク
シャフト、７　シリンダー、８　ローリングピストン、９　シリンダーヘッド、１０　フ
レーム、１１　冷凍機油、１２　吸入管、１３　気液分離器、１４　吐出管、１５　吐出
マフラー。

【図１】

【図２】
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