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(57)【要約】
断熱材からできたコアー及び雰囲気ガスと水蒸気を殆ど透過しない障壁材からできた２枚
のパネル壁からなる熱障壁を有する封止真空断熱パネル。２枚のパネル壁はコアーの対向
する側面を覆う。封止パネルは更に雰囲気ガスと水蒸気を殆ど透過しない少なくとも１つ
の側面帯からなる。側面帯は２枚のパネル壁の表側端部を封止できるように包むのに適す
る。加えて封止パネルは更に夫々封止材からなる少なくとも１つの封止帯からなる。封止
帯は側面帯の内側へ端部を封止できるように結合するのに適する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
熱障壁を有する真空断熱用封止パネルであって、
断熱材からできたコアー；
夫々が雰囲気ガス及び水蒸気を殆ど透過しない第１障壁材材から作られ、夫々が表側と裏
側を有し、前記裏側はそれぞれ前記コアーの反対側を覆う、第１及び第２パネル壁；
雰囲気ガスと水蒸気を殆ど透過しない第２障壁材を備え、内側と外側を有し、前記第１と
第２のパネル壁の前記表側の端部を封止可能に包むのに適した、少なくとも１つの側面帯
；及び
封止材からなり前記側面帯の前記内側へ前記端部を封止可能に結合するのに適した少なく
とも１つの第１封止帯；
を備えるパネル。
【請求項２】
前記第１封止帯をそれぞれ前記第１と第２のパネル壁の前記表側に積層する、請求項１に
記載の封止パネル。
【請求項３】
請求項１又は請求項２に記載の封止パネルであって、更に前記側面帯の前記内側に積層さ
れる第２封止帯を備える封止パネル。
【請求項４】
前記第２障壁材の熱伝導率は前記第１障壁材の熱伝導率より低い、請求項１に記載の封止
パネル。
【請求項５】
前記第１障壁材と前記第２障壁材は同一材からできている、請求項１に記載の封止パネル
。
【請求項６】
前記第１と第２のパネル壁の前記表側及び前記側面帯の前記外側の１つ又は両方が更にア
ルミより比較的低い熱伝導率を有する被覆層を備える、請求項１に記載の封止パネル。
【請求項７】
前記被覆層は以下の材料、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、塩化
ポリビニリデン（ＰＶＤＣ）、ポリクロロトリフルオロエチレン（ＰＣＴＦＥ）、環状オ
レフィン共重合体、ポリプロピレン、液状結晶ポリマ、酸化シリコン、酸化アルミ及び金
属フィルム、の少なくとも１つから構成される、請求項６に記載の封止パネル。
【請求項８】
請求項１に記載の封止パネルであって、更に第１と第２のパネル壁の間に設置された少な
くとも１つの乾燥剤を備えるパネル。
【請求項９】
請求項１に記載の封止パネルであって、更に第１と第２のパネル壁の間に設置されたゲッ
タを備えるパネル。
【請求項１０】
前記第１封止材は以下の封止材、改良ゴム性アクリロニトリル共重合体、熱可塑性樹脂（
ＰＶＣ）、液状結晶ポリマ（ＬＣＰ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、塩化ポ
リビニリデン（ＰＶＤＣ）、及びポリクロロトリフルオロエチレン（ＰＣＴＦＥ）と混合
した塩化ポリビニリデン、の少なくとも１つから構成される、請求項１に記載の封止パネ
ル。
【請求項１１】
前記コアーは以下の材料、発熱性珪酸、ポリスチレン、ポリウレタン、ガラス繊維、パー
ライト、開放性有機発泡材、沈降シリカ、及びヒュームドシリカ、の少なくとも１つから
構成される、請求項１に記載の封止パネル。
【請求項１２】
前記第１封止材はナノコンポジット粘土と混合される、請求項１に記載の封止パネル。
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【請求項１３】
前記第１封止材は難燃材と混合される、請求項１に記載の封止パネル。
【請求項１４】
前記側面帯は以下の材料、チタン、鉄、ニッケル、コバルト、及びステンレス鋼、の少な
くとも１つから構成される合金からなる、請求項１に記載の封止パネル。
【請求項１５】
前記第１封止帯は：
雰囲気ガスを殆ど透過しない第１材及び水と水蒸気を殆ど透過しない第２材の１つの内層
；及び
前記第１材と前記第２材のもう１つの、前記内層を封止可能に覆う外層；
を備える二重層である、請求項１に記載の封止パネル。
【請求項１６】
前記第１材は改良ゴム性アクリロニトリル共重合体で、前記第２材はポリエチレンである
、請求項１５に記載の封止パネル。
【請求項１７】
前記第１障壁材は以下の材料、非鉄金属及び少なくとも１つの非鉄金属からなる合金、の
少なくとも１つから構成される、請求項１に記載の真空断熱パネル。
【請求項１８】
前記第１と第２のパネル壁の１つ又は両方、および前記側面帯がラミネートであり、前記
ラミネートが以下の層材、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタ
レート（ＰＥＮ）、環状オレフィン共重合体（ＣＯＣ），液状結晶ポリマ（ＬＣＰ）、塩
化ポリビニリデン（ＰＶＤＣ）、及びＰＶＤＣのような障壁接着剤、からなる少なくとも
１つの層から構成される、請求項１に記載の真空断熱パネル。
【請求項１９】
真空化断熱用封止パネルであって：
ガスに対する第１所定非透過性により及び水蒸気に対する第２所定非透過性により特徴付
けられ、前記第１所定非透過性は高密度ポリエチレンガスに対する非透過性より高く、そ
して前記第２所定非透過性は高密度ポリエチレン水蒸気に対する非透過性より低い、第１
封止材からなる第１封止帯；
及び少なくとも１つの乾燥剤；
を備える封止パネル。
【請求項２０】
前記第１封止材は改良ゴム性アクリロニトリル共重合体である、請求項１９に記載の封止
パネル。
【請求項２１】
請求項１９の封止パネルであって、更に：
断熱材からできたコアー；
それぞれガスと水蒸気を殆ど透過しない第１障壁材で作られ、夫々表側と裏側を有し、前
記裏側は夫々前記コアーの対向する側を覆い、前記第１封止帯は前記裏側端部を封止可能
に結合するように設置される、第１と第２のパネル壁；を備える封止パネル。
【請求項２２】
前記第１封止帯は前記第１と第２のパネル壁の前記表側に積層される、請求項２１に記載
の封止パネル。
【請求項２３】
請求項２１に記載の封止パネルであって、更に雰囲気ガスと水蒸気を殆ど透過しない第２
障壁材を備え、前記第１と第２のパネル壁の前記表側端部を封止可能に包むのに適した少
なくとも１つの側面帯を備える封止パネル。
【請求項２４】
前記第2障壁材熱伝導率は前記第１障壁材の熱伝導率より低い、請求項２３に記載の封止
パネル。
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【請求項２５】
前記第１封止材はナノコンポジット粘土と混合される、請求項１９に記載の封止パネル。
【請求項２６】
前記第１封止材は混合難燃材からなる、請求項１９に記載の封止パネル。
【請求項２７】
前記第１封止帯は、水と水蒸気を殆ど透過しない高密度ポリエチレンの水蒸気に対する非
透過性より高い水蒸気に対する非透過性により特徴付けられる材料からなる第２封止帯と
積層される、請求項１９に記載の封止パネル。
【請求項２８】
封止真空断熱パネルの製造法であって、以下のステップ：
ａ）断熱材コアーの提供；
ｂ）ガスと水蒸気をほとんど透過しない第１材から作られ、表側と裏側を有する第１と第
２のパネル壁の提供；
ｃ）夫々前記コアーの対向する側を覆うように前記第１と第２のパネル壁の前記裏側の設
置；
ｄ）ガスと水蒸気を殆ど透過しない第２材から作られ、外側と内側を有する少なくとも１
つの側面帯の提供；
ｅ）封止材の第１被覆層の前記第１と第２の表側への積層；及び
ｆ）前記側面帯の前記内側を使用して前記第１と第２のパネル壁の前記表側端部の封止可
能な包装；
のステップからなる方法。
【請求項２９】
請求項２８に記載の方法であって、更に前記第１と第２のパネル壁の裏側へ接着剤の接着
層を積層する、ステップ”ｂ”とステップ”ｃ”の間のステップからなる方法。
【請求項３０】
請求項２８に記載の方法であって、更に前記側面帯の内側へ前記封止材の第２被覆層を積
層する、ステップ”ｄ”とステップ”ｅ”の間のステップからなる方法。
【請求項３１】
請求項２８に記載の方法であって、更に前記第１と第２のパネル壁の裏側へ接着剤の接着
層を積層する、ステップ”ｂ”とステップ”ｃ”の間のステップからなる方法。
【請求項３２】
前記ステップｆ）は更に前記第１と第２のパネル壁の前記表側端部と前記側面帯の間の非
封止窓を残し、更に以下のステップ：
ｇ）前記窓への吸引源の接続；
ｈ）前記窓を介しての雰囲気ガス、水及び水蒸気の真空化；
ｉ）前記窓の封止；
からなる請求項２８に記載の方法。
【請求項３３】
前記封止材は以下の封止材、接着性改良ゴム性アクリロニトリル共重合体、塩化ポリビニ
ル、塩化サランポリビニリデン、液状結晶ポリマ、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ
エチレンテレフタレート及び環状オレフィン共重合体、の少なくとも１つからなる、請求
項２８に記載の方法。
【請求項３４】
前記第２材の熱伝導率は前記第１材の熱伝導率より低い、請求項２８に記載の方法。
【請求項３５】
前記側面帯は前記第１と第２のパネル壁の熱伝導率より低い熱伝導率を備える材料からで
きている、請求項２８に記載の方法。
【請求項３６】
前記封止は前記側面帯を介して前記被覆層に高周波放射を伝送することにより行われる、
請求項２８に記載の方法。
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【請求項３７】
前記封止は更に前記側面帯と前記第１と第２のパネル壁の前記表側端部との接線エリアの
前記被覆層に圧力を加えるのに適したローラを使用して行われる、請求項２８に記載の方
法。
【請求項３８】
前記封止は更に前記側面帯を介して前記被覆層に高周波を伝送することにより行われる、
請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
請求項２８に記載の方法であって、更に前記第１と第２のパネル壁の間に少なくとも１つ
の乾燥剤を設置する、ステップ”ｅ”と”ｆ“の間のステップからなる方法。
【請求項４０】
前記封止材は雰囲気ガスを殆ど透過しない第１封止材及び水と水蒸気を殆ど透過しない第
２封止材のうちの１つであり；
更に前記第１封止材と前記第２封止材のうちのもう１つからできた追加被覆層で前記被覆
層を覆う、ステップ”ｅ”と”ｆ“の間のステップからなる、請求項２８に記載の方法。
【請求項４１】
前記水と水蒸気を殆ど透過しない封止材はポリクロロトリフルオロエチレン（ＰＣＴＦＥ
）である、請求項４０に記載の方法。
【請求項４２】
前記封止材は以下の封止材、改良ゴム性アクリロニトリル共重合体、熱可塑性樹脂（ＰＶ
Ｃ）、液状結晶ポリマ（ＬＣＰ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、及び塩化ポ
リビニリデン（ＰＶＤＣ）と混合した塩化ポリビニリデン、ポリエチレン、ポリプロピレ
ン、環状オレフィン共重合体、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、の少なくとも１つ
から構成される、請求項２８に記載の方法。
【請求項４３】
その所定圧レベルを維持するための器具を備えた真空化断熱パネルであって：
ガスと水蒸気を殆ど透過しない材料のフィルムからなる封止断熱パネル；
前記封止断熱パネルに備えられた真空化口；
前記真空化口に重なるように設置され、その一部が前記封止断熱パネル内にあり、その一
部が前記封止断熱パネルの外面にあり、前記弁の初期状態は閉である真空弁と、
前記弁ストッパの近辺に設置され、真空吸引源に接続されるのに適した吸引インタフェー
ス、を備える、
所定圧レベルを維持するための器具；
を備えるパネル。
【請求項４４】
前記吸引インタフェースは更に前記真空吸引源のアダプタに接続されるのに適した、　請
求項43に記載の真空化断熱パネル。
【請求項４５】
請求項43に記載の真空化断熱パネルであって、更に開放第１端部と開放第2端部を備える
弁チューブを本質的に形成する口を備え、前記真空弁は前記弁チューブ内に設置され、前
記口は前記真空化口に重なる、パネル。
【請求項４６】
前記口は雰囲気ガスを殆ど透過しない材料からできている、請求項４５に記載の真空化断
熱パネル。
【請求項４７】
前記口は圧縮又は注入された改良ゴム性アクリロニトリルからなる、請求項４６に記載の
真空化断熱パネル。
【請求項４８】
前記真空弁は：
少なくとも１つの窓と弁ストッパを有するシンク型チャンバ；
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前記シンク型チャンバに設置されたバネリセッス；
前記リセッスに契合するのに適し、前記弁ストッパを前記真空化口の方へ押し、前記弁ス
トッパにより押された時、解放または開の場合、前記真空弁を閉に維持するのに適したバ
ネ；
を備える、請求項４３に記載の真空化断熱パネル。
【請求項４９】
前記真空弁は更に前記弁ストッパに取り外し可能に接続されるのに適し、押し込まれた場
合、前記弁ストッパの動きを防ぐのに適した真空弁プラグを備える、請求項４３に記載の
真空化断熱パネル。
【請求項５０】
請求項４３に記載の真空化断熱パネルであって、更に前記吸引インタフェースを介して前
記真空弁に接続されるのに適し、前記真空弁と吸引装置又はそのアダプタの間で吸引圧を
移転するのに適し、前記弁ストッパへのアクセスを容易にするために作動可能な組み込み
チューブを有する接続器具を備えるパネル。
【請求項５１】
請求項４３に記載の真空化断熱パネルであって、更に：
封止断熱パネル内に設置される圧力表示器；及び
前記封止断熱パネルの外側に設置され、前記封止断熱パネルの口を通して前記圧力表示器
に接続され、前記接続を介して前記封止断熱パネル内の圧力レベルに関する情報を受ける
ために作動するプラグ；を備えるパネル。
【請求項５２】
請求項４３に記載の真空化断熱パネルであって、更に：
前記封止断熱パネル内に設置され、温度と共に変動する抵抗を有する電気抵抗器；
前記封止断熱パネルの内部空間の温度以上にそれを所定温度まで加熱するため前記電気抵
抗器に電流を供給し、前記封止断熱パネルの口を通して前記電気抵抗器に接続される電源
供給装置；及び
前記電気抵抗器の抵抗変化を測定するための、前記封止断熱パネルの内部空間の熱拡散速
度の測定、及び、前記封止断熱パネル内の圧力レベルの測定に使用され、前記封止断熱パ
ネルの外側に設置され、前記真空化口を通して前記電気抵抗器に配線される処理装置；
を備えるパネル。
【請求項５３】
前記電気抵抗器はサーミスタである、請求項５２に記載の真空化断熱パネル。
【請求項５４】
請求項４３に記載の真空化断熱パネルであって、更に：
前記圧力表示器は前記封止断熱パネルの内部空間の熱拡散速度の測定、及び前記封止断熱
パネル内の圧力レベルの測定のために作動可能な温度検出素子であり、
断熱パネル近辺に設置されるのに適した、磁束発生器により発生する磁束の作用による電
磁誘導により熱を発生させるための前記封止パネル内に設置されるのに適した誘導加熱素
子；を備えるパネル。
【請求項５５】
前記圧力表示器は：
真空封止カプセルであって、前記真空封止カプセルの曲げが、前記バネ圧縮度に影響する
ように、前記真空封止カプセルの壁を支持するバネを囲む曲げ膜の真空封止カプセル；及
び
前記真空封止カプセル曲率の測定、及び前記封止断熱パネルの圧力レベルの測定のために
バネ圧縮を測定するため作動可能で、前記測定により前記プラグへ前記情報を伝送するた
めに作動する圧力評価器；
を備える、請求項５１に記載の真空化パネル。
【請求項５６】
前記圧力表示器は：
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曲げ膜の真空封止カプセル；
前記真空封止カプセル近辺に設置され、前記真空封止カプセル曲率の測定、及び前記封止
パネルの圧力測定のため、前記レーザ式距離測定器と前記曲げ膜の間の距離を測定するた
めに作動し、前記測定により前記プラグに前記情報を伝送するために作動する、レーザ式
距離検出器；及び
前記レーザ式距離検出器に電流を供給し、封止パネルの窓を通して前記レーザ式距離検出
器に接続された電源供給装置；
を備える、請求項５１に記載の真空化パネル。
【請求項５７】
前記圧力表示器は：
圧電装置であって、前記封止断熱パネル内に設置され、圧力レベルの測定のため、および
前記機械的圧力を前記圧力レベルを代表する電圧に変換するため、前記圧電装置の機械的
圧力を測定するために作動可能で、前記電圧により前記情報を前記圧力表示器が伝送する
、圧電装置；
前記圧電圧力検出装置へ電流を供給するための前記真空化口を通して前記圧電圧力検出装
置へ接続された、電源供給装置；
を備える、請求項５１に記載の真空化パネル。
【請求項５８】
請求項４３に記載の真空化パネルであって、さらに前記封止断熱パネル内に詰め込まれた
断熱材からなる、パネル。
【請求項５９】
前記断熱材は以下の材料、発熱性珪酸、ポリスチレン、ポリウレタン、ガラスと鉱物繊維
、パーライト、開放性有機発泡材、ヒュームドシリカ、及び沈降シリカ、の少なくとも１
つから構成される、請求項５８に記載の真空化パネル。
【請求項６０】
雰囲気ガスと水蒸気を殆ど透過しない前記フィルムは以下の材料、非鉄金属及び少なくと
も１つの非鉄金属からなる合金、の少なくとも１つからなる、請求項４３に記載の真空化
パネル。
【請求項６１】
前記真空弁は、更に：
少なくとも１つのガス透過性壁と真空化窓を有し、ゲッタと乾燥剤を保持するために作動
するシンク型チャンバ；及び
雰囲気ガスと水蒸気を殆ど透過しない材料から作り、前記シンク型チャンバへ封止可能に
重なるように設計され、前記弁ストッパに接続されるのに適した、取り外し可能なカバー
；
を備える請求項４３に記載の真空化断熱パネル。
【請求項６２】
封止断熱パネルの所定圧力レベルを維持するための真空弁であって：
封止断熱パネルの真空化窓に重なるのに適し、真空化口を有する、シンク型チャンバ；
前記真空化口に重なるのに適し、前記封止断熱パネルの外面に設置されるのに適し、前記
弁ストッパの初期状態破壊は閉である、弁ストッパ；及び
前記真空化口近辺に設置され、吸引源に接続されるのに適した吸引インタフェース；
を備えるパネル。
【請求項６３】
前記吸引インタフェースは、更に前記真空源のアダプタに接続されるのに適した、請求項
６２に記載の真空弁。
【請求項６４】
前記真空弁は口内に設置され、前記口は、封止断熱パネルの真空化窓に重なるのに適し、
開放第１端部と開放第２端部を備えるチューブを本質的に形成する、請求項６２に記載の
封止断熱パネル。
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【請求項６５】
前記真空弁は：
前記シンク型チャンバに設置されたバネリセッス；
前記リセッスに契合されるのに適し、前記弁ストッパを前記真空化口の方へ押し、前記弁
ストッパにより押された時、開放又は開く場合、前記真空弁を閉に維持するのに適したバ
ネ；
を備える請求項４３に記載の封止断熱パネル。
【請求項６６】
真空弁を有する封止真空断熱パネルの製造法であって、以下のステップ：
ａ）雰囲気ガスと水蒸気を殆ど透過しない、窓を有する封止断熱パネルの提供；
ｂ）弁ストッパを有し、前記窓に重なるのに適し、真空吸引源に接続されるのに適した吸
引インタフェースを有する、恒久真空弁の提供；
ｃ）前記窓に前記恒久真空弁の設置；
ｄ）前記吸引インタフェースへの真空吸引源の接続；及び
ｅ）前記真空吸引源を使用した前記封止断熱パネルの真空化；
からなる方法。
【請求項６７】
封止断熱パネルの恒久真空弁と吸引装置の間の吸引移転用真空ポンプアダプタであって：
恒久真空弁を封止可能に接続するための下部ダクト及び吸引装置を封止可能に接続するた
めの上部出口を有する直ちに取り外し可能な台；
前記直ちに取り外し可能な台を通してねじ込まれ、旋回軸のねじ込み又はねじ戻しを容易
にするために作動可能な回転ハンドルを有し、吸引移転の間前記真空弁を開に保持するた
めに作動可能な旋回軸；を備えるアダプタ。
【請求項６８】
前記底部ダクトは底部溝が前記恒久真空弁に接続された場合、前記吸引移転の間前記真空
ポンプ内の圧力レベルを維持するために作動可能なＯ－リングに接続される、請求項６７
に記載の真空ポンプアダプタ。
【請求項６９】
前記上部出口は水平軸周りで前記上部出口の回転を容易にするように前記台に封止可能に
接続された直角曲げを備える導管である、請求項６７に記載の真空ポンプアダプタ。
【請求項７０】
前記直ちに取り外し可能な台は真空断熱パネルと保護フィルムの間に恒久的に設置される
のに適し；
前記旋回軸は直ちに取り外し可能で、更に前記真空弁に接続するための一端部及び真空吸
引源に接続するための他端部を有する組み込みチューブを備え；
前記旋回軸へ接続されるのに適した前記真空弁上部出口は直ちに取り外し可能である、請
求項６７から６９のいずれかの真空ポンプアダプタ。
【請求項７１】
真空封止パネルのゲッタと乾燥剤交換のための交換装置であって：
前記真空封止パネルの封止の窓へ重なるように設置されるのに適し、少なくとも１つのガ
ス透過性壁と窓を有し、ゲッタと乾燥剤を保持するために作動するシンク型チャンバ；
雰囲気ガスと水蒸気を殆ど透過しない材料から作り、前記窓へ封止可能に重なるように設
計され、前記真空封止パネルの外側に接近して設置されたカバー；を備えるアダプタ。
【請求項７２】
前記カバーは取り外し可能カバーである、請求項７１に記載の交換装置。
【請求項７３】
前記カバーは恒久的カバーである、請求項７１に記載の交換装置。
【請求項７４】
前記シンク型チャンバは、更に：
前記シンク型チャンバに備えられ、前記窓に合う一端部接続と真空吸引源に合う別の端部
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接続を有する吸引インタフェース、を備える、請求項７１に記載の交換装置。
【請求項７５】
前記シンク型チャンバは、更に前記シンク型チャンバの内壁の溝に設置され、前記シンク
型チャンバと前記カバーの間の結合部を封止するのに適したＯ－リングを備える、請求項
７１に記載の交換装置。
【請求項７６】
ゲッタと乾燥剤用ハウジングを有する封止真空断熱パネルの製造法であって、以下のステ
ップ：
ａ）雰囲気ガスと水蒸気を殆ど透過しないフィルムから作り、窓と真空弁を有する封止断
熱パネルの提供；
ｂ）前記窓に重なり少なくとも１つのガス透過性壁と雰囲気ガスと水蒸気を殆ど透過しな
いカバーを備えるシンク型チャンバを備える交換装置の提供；
ｃ）前記窓に前記交換装置の設置；
ｄ）真空吸引源への前記真空弁の接続；
ｅ）前記真空吸引源を使用した前記封止パネルの真空化；
ｆ）前記シンク型チャンバへの少なくとも１つの吸収剤の挿入；及び
ｇ）前記カバーを使用した前記窓の閉鎖；
からなる方法。
【請求項７７】
請求項７６の封止真空断熱パネルの製造法であって、更にステップｇ）前記カバーの取り
外し及びステップｄ－ｇの繰り返し、ステップからなる方法。
【請求項７８】
請求項７６の封止真空断熱パネルの製造法であって、更に、前記シンク型チャンバの内部
空間を充填するため前記シンク型チャンバに充填剤を設置する、ステップｂ）とｃ）の間
のステップからなり、そして更に前記充填剤を除去する、ステップｅ）とｃ）の間のステ
ップからなる、方法。
【請求項７９】
断熱装置の断熱パネルに隔壁フィルムを結合する方法であって、以下のステップ：
ａ）表側と裏側を有する少なくとも１つの断熱パネルと少なくとも１つの隔壁フィルムの
提供；
ｂ）前記断熱パネルの前記表側への熱活性接着剤の第１層の積層；
ｃ）断熱装置の内側壁への前記断熱パネルの前記裏側の結合；
ｄ）室温で前記断熱パネルの近くへの前記隔壁の封止可能な設置；
ｅ）それにより熱活性接着剤の前記第１層を活性化し、前記断熱パネルの表側に前記隔壁
フィルムを接着するための、前記設置の結果的な配置への活性放射の伝送；からなる方法
。
【請求項８０】
前記活性放射は高周波放射である、請求項７９に記載の方法。
【請求項８１】
請求項７９に記載の方法であって、更に、前記断熱パネルの前記裏側に熱活性接着剤の第
２層を積層する、ステップｂ）とｃ）の間のステップからなり；
熱活性接着剤の前記第２層を活性化し、断熱装置の内側壁に前記断熱パネルの裏側を接着
するため、前記設置の結果的配置に活性放射を伝送する、ステップｅ）からなる、方法。
【請求項８２】
封止層を介して溶接される複数の殆ど透過しない金属化フィルムを有する封止バッグに詰
め込まれた断熱多孔質材からなる真空断熱パネルであって、前記複数の金属化フィルムは
５５℃で０．００５（ｃｃ mm/m2・日ＡＴＭ）以下の酸素転移速度を有すように配置され
る、パネル。
【請求項８３】
その中にアルミ以外の少なくとも１つの金属化層を有する少なくとも１つの殆ど透過しな
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いフィルムを有する封止バッグに詰め込まれた断熱多孔質材からなる真空断熱パネル。
【請求項８４】
その中に少なくとも１層のポリエチレンナフタレートを有する少なくとも１つの殆ど透過
しないフィルムを有する封止バッグに詰め込まれた断熱多孔質材からなる真空断熱パネル
。
【請求項８５】
その中に少なくとも１層のポリビニルアルコールを有する少なくとも１つの殆ど透過しな
いフィルムを有する封止バッグに詰め込まれた断熱多孔質材からなる真空断熱パネル。
【請求項８６】
その中に少なくとも１層のシクロオレフィン共重合体を有する少なくとも１つの殆ど透過
しないフィルムを有する封止バッグに詰め込まれた断熱多孔質材からなる真空断熱パネル
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は真空断熱パネルとその製造法、特に限定しないが長期間所定圧力レベルを維持
するための低伝導率と実用性を備える真空断熱パネル及び断熱装置壁にパネルを接着する
方法に関する。
【０００２】
効果的断熱は広範囲な領域で必要とされる。例えば断熱は冷蔵製品、冷蔵コンテナ及び空
間の輸送、輸送ボックス、冷凍庫とフリーザ、冷蔵室、冷蔵輸送車、建物及び熱湯貯蔵装
置では必需品である。断熱は、伝導、対流及び輻射効果を抑えることにより外部環境から
断熱空間へ、又はその逆で熱移転を最小化する障壁である。特に断熱装置の温度を維持す
るためのエネルギ必要量が効果的断熱性でそれらの装置を断熱することにより著しく削減
できるので、従っていかなる断熱装置の断熱レベルも非常に重要である。更により良い熱
伝導率は、薄い改良型断熱パネルが通常断熱パネルと同レベルの断熱性を達成できるので
、断熱壁の必要幅を減らすことができる。断熱装置で通常使用される断熱壁は広範囲の断
熱製品から作られる。例えば発泡ポリウレタン、ポリスチレンベースの発泡材、粉末は鉱
物又はガラス繊維のような閉鎖発泡材が通常使用される。更に、通常使用されないが２～
３のより知られたコアーは例えばとりわけガラス繊維ベースの粉末コアー又は繊維コアー
である。上記断熱材は比較的低熱伝導率を有する。例えば、硬い発泡プラスチックのコア
ーは約０．０２Ｗ／ｍ・Ｋと０．０５Ｗ／ｍ・Ｋの間の低熱伝導率を有する。
【０００３】
断熱材の熱抵抗は多くの要因、とりわけ発泡材、吹込み剤、水分含有量、密度、セル構造
とサイズ、セルガス成分及び乳白剤等の存在下で発泡材が使用される温度に依存する。
【０００４】
真空断熱パネルは伝統的断熱パネルの付加的改善を構成する。
【０００５】
断熱コアーの熱伝導率を減らすため、コアーを雰囲気ガスと水蒸気を真空化した空間で封
止するべきである。
【０００６】
真空断熱パネルは雰囲気ガスと水蒸気を殆ど透過しない包装材に包まれた、断熱材のコア
ーを備える。パネルをコアー材による所定圧力迄真空化する。
【０００７】
このようなパネルは類似材料と同一又はこれより薄い厚さに対してでさえ非常に優れた耐
熱性を備える。従って、コンテナ、部屋及び他の空間の断熱に真空断熱パネルを使用して
、その全外寸法の縮小、内寸法の増加を可能にするか又はコンテナの熱性能の向上を可能
にする。
【０００８】
例えば、硬い発泡プラスチックのコアーを雰囲気圧力より著しく低い圧力迄真空化し、気
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密フィルムで包む場合、その熱伝導率は低下し、略０．００１Ｗ／ｍ・Ｋ～０．００９Ｗ
／ｍ・Ｋの範囲に入る。
【０００９】
従って、最新技術は単用途又は多用途断熱コンテナの場合、真空断熱パネルを使用するこ
とを示唆する。
【００１０】
例えば、雰囲気圧より著しく低い圧力迄真空化した気密フィルムに包まれた硬い発泡プラ
スチックのコアーから構成されるパネルがある。孔から空気を吸引することにより、ほぼ
低熱伝導率を達成する。従って、可能最高断熱特性を備える断熱材の選択の他に、断熱パ
ネル内の圧力レベルの生成及び維持における重要な要因は気密フィルムの選択である。こ
のような気密フィルムは安価であり、好ましくは可能最低熱伝導率を有し、可能な限り雰
囲気ガスと水蒸気を殆ど透過せず、そのため所定圧力レベルを可能な長期間このような断
熱パネル内に保持することができる。
【００１１】
実際には、従来技術の断熱真空パネルの圧力レベルは主としてパネル包装の継ぎ目を通し
ての雰囲気ガス及び水蒸気の透過により絶えず上昇する。従って、こうして設けられた断
熱は絶えず低下する。
【００１２】
この問題に対する既知の解決法は雰囲気ガス吸収剤と水蒸気吸収剤を付加することである
。吸収剤は、それが封止され、真空化される前にパネル内部空間へ挿入される化学剤であ
る。化学剤は残留ガスと封止パネル包装から絶えず漏れてくる避けることができないガス
の両方を吸収する。化学剤は、パネルの内部空間に何とか透過して来た自由雰囲気ガス及
び水蒸気分子を捕まえる。従って、所定圧力レベルを有限期間維持する。
【００１３】
しかし、化学剤の付加は製造コストを増加させる。更に、化学剤は有限有効期間と有限吸
収と吸収容量を有し、従ってそれに基づくパネルの有効寿命を限定する。
【００１４】
別の既知解決法は、シリカ蒸気又はエーロゲルのような本質的に小孔を備える断熱材を使
用することである。このような材料は広範囲の圧力レベルにわたり本質的に低熱伝導率レ
ベルを維持する能力を有する。例えば１００ｍｂ以下の圧力で封止されたこのような材料
は、０．９ｍｂ以下の圧力に封止された他の発泡材と実際、同様の本質的に低熱伝導率を
維持するだろう。このように蒸気シリカコアー材料が真空パネルに封止されると、パネル
の圧力レベルの増加は平均３０μｍの一般的セルサイズを備える開放発泡ポリスチレンを
考慮して、その低熱伝導率レベルへの影響は比較的小さいだろう。しかし現在蒸気シリカ
材は比較的高価であり、そして断熱パネル構造のための硬い骨組として使用できる開放発
泡材のような他のコアー材の硬さによる利点を欠いている。
【００１５】
ある構成では、断熱パネルの壁を形成するために使用されるフィルムは金属である。製造
コスト関係のため、一般にアルミフィルムを使用する。アルミフィルムは比較的高熱伝導
率を有するので、パネル側面を介してパネルの一つの側から他の側へ熱を伝導し、これに
より包装コアー材の断熱効果を逃がす。明らかに、サーマルエッジ又はサーマルブリッジ
としても知られるこの伝導はパネルの断熱性能を本質的に低下させることができる。
【００１６】
パネル表皮を横断して伝達される熱量を減らすため、アルミより低い熱伝導率を備える気
密フィルム又はラミネートを備える要望がある。パネル内の圧力を維持するため、熱障壁
をフィルムに結合しなければならない。更にガスの不透過性及び水蒸気の不透過性の封止
能力の間の最適値として熱障壁材を選ばなければならない。どんな材料を選ぼうと、ガス
又は水蒸気のいずれかをいくらか透過する。従って、従来技術には欠点があり、断熱パネ
ル内の圧力レベルを維持し、そしてその表皮について効果的な熱障壁として機能する断熱
パネルを有することは非常に有利である。
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【００１７】
１９９８年９月７日発行の国際特許出願番号ＷＯ９８／２９３０９で、断熱コアー用ケー
スとしてバッグを使用する。真空断熱パネルが開示された。このバッグは蓄積真空化用管
状部を有する。パネル生成プロセスで、パネル内部空間を断熱発泡固体プラスチック微細
多孔質材で充填し、次に真空吸引源を利用して真空化する。固体プラスチックの微細多孔
質封止真空コンテナは良好な断熱層を備えるが、ＷＯ９８／２９３０９真空断熱パネルは
パネルの断熱潜在能力の利用を最大化することはできない。この理由は例えばアルミフィ
ルムや金属化フィルムのような高熱伝導率を備えるフィルムからできている外枠材の高熱
伝導率のためである。
【００１８】
比較的低伝導率を備えるフィルムはこの伝導率問題を解決できるが、このような物の使用
により高価になるか又は、不安定性、脆弱性又は耐熱性の低下等のような他の理由により
適当でないかいずれかである。
【００１９】
別の真空断熱パネルが２００５年３月８日発行の米国特許番号６、８６３、９４９で開示
されている。この開示パネルはフィルム包装真空断熱パネルである。
【００２０】
特許番号６、８６３、９４９は真空を生成するために真空化されたガス封止単票フィルム
に包まれた多孔質材から予備成形された安定した断熱コアーについて開示する。この教示
で、先のＷＯ９８／２９３０９の発明におけるように、取り組むべき主な問題はパネル包
装の高伝導率である。使用されるフィルムは、その熱伝導率潜在能力を抑制するためのい
かなる熱障壁も組み込まずに断熱材コアーを一様に包む。従って、ＷＯ９８／２９３０９
による真空断熱パネルは一側面から反対側面へ熱を伝導することができる。従ってパネル
の熱伝導率を低下させるためには、フィルムを高価な又はアルミより雰囲気ガスを透過し
にくい、比較的熱伝導性のないフィルム材から作る。
【００２１】
熱伝導性問題の別の解決法としては１層の金属フィルムからできている従来の断熱パネル
を数層のポリマを含む柔軟なラミネートからできた又はポリマで被覆された封止からなる
パネルと交換することである。非金属又は金属化材料の使用により熱伝導率及び熱端部効
果を減少させることができる。
【００２２】
袋物を作るのに便利な色々なタイプの被覆をした、及び被覆されないポリマ、及び金属箔
及びその組み合わせからなる積層フィルムではガス透過問題を完全には解決できない。熱
伝導性でないが、封止継ぎ目はなお一部外部環境に曝される。このように、継ぎ目を通し
ての分子のガス透過率を減らすため、比較的ガスタイトな封止層を有することが非常に有
利である。標準雰囲気圧は１０１３．２５ｍｂで、パネルの内圧レベルは０．０１ｍｂ～
１００ｍｂ近辺であり、そのため継ぎ目は圧力差を維持し、基本的に真空を維持するため
、ガスの透過率は低くなければならない。継ぎ目からのガス漏れは絶えず真空レベルを低
下させ、パネルの熱伝導率レベルを上昇させる。
【００２３】
上記のように、最新技術の１つの欠点は長期間真空を経済的に維持することの困難性であ
る。
【００２４】
増加圧問題の解決のため、色々な試みがテストされ、実施されてきた。例えば従来技術は
、乾燥剤のような水と水蒸気の吸収剤の挿入及びゲッタのような雰囲気ガス吸収剤の封止
真空パネルへの挿入について開示する。しかし、吸収剤はパネルが封止又は真空化される
前に、挿入されるので、吸収剤は部分的解決法でしかない。従って、ゲッタや乾燥剤のい
くつかはポンプによる指定圧レベルを達成する以前にさえ水分と空気を吸収し、このため
貴重な容量を使い果たす。更に、パネルは挿入後に封止されるので、再ポンピングを実施
しないのであれば、吸収剤を交換する実用的方法はない。
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【００２５】
最新技術のパネルは、ポンプによるか、又はパネル内の雰囲気ガス吸収剤及び水蒸気吸収
剤の交換のいずれかにより、断熱パネルの再真空化を容易にするいかなる効率的メカニズ
ムも現在は含んでいないことは注目すべきである。
【００２６】
パネル内の所定圧レベルは周期的に再真空化することにより、又は圧力が低下した場合、
そうすることにより維持できる。封止コンテナの圧力レベルの測定は多くの広い用途で利
用され、多くの異なるタイプの圧力測定装置が各特定用途向けに開発されてきた。圧力レ
ベル検出器の１つの分類はガスの圧力変化、従って密度変化に伴う熱伝導率の変化の測定
を基にしている。
【００２７】
しかし、最新技術は従ってパネルの再真空化をタイムリに促進するため、素人にいかなる
瞬間でも断熱パネルの圧力レベルを指示できるパネルを開示していない。既知解決法は真
空断熱パネル表面の熱伝導率を測定する機構である。しかし前記機構は外側を取り巻く温
度と湿度に曝されているので、それは十分に正確ではない。
【００２８】
従来技術での別の既知問題は断熱装置内の断熱パネルの位置決めに関する。断熱装置に対
し良い断熱を達成するには、断熱装置の内面を断熱パネルで覆う。
【００２９】
真空断熱パネルは通常断熱装置の内壁と外壁の間に設置される。
【００３０】
真空断熱パネルは通常外壁の内側または外側近辺に設置され、断熱パネルと外壁の間に隙
間を残す。後に、液状ポリウレタンを前記隙間に注入し、これにより隙間を封止し、そし
て断熱パネルを外壁へ接続する。従って、ポリウレタンはパネルをその場所に固定する。
同じ手順は通常断熱装置の内壁を断熱パネルに結合するために使用される。
【００３１】
この手順は硬化ポリウレタン層を断熱装置壁の全幅へ付加する。全寸法は限定され、その
ため断熱厚の増加が使用可能容積と、従って機能を低下させるので、多くの状況で、この
ような手順は可能でない。
【００３２】
硬化ポリウレタン層は比較的容積があり、壁厚を増加させることにより相対的効果的冷蔵
貯蔵空間を削減する。
【００３３】
従って、断熱装置壁の厚さを本質的に増加させずに、断熱装置ケースと隔壁へ真空断熱パ
ネルを接着することを可能にする方法が必要とされる。
【００３４】
パネル壁厚は断熱装置を設計及び製造する際に重要な考慮すべき事項である。このような
断熱要素の利点は明らかである。
【００３５】
このように、断熱パネルとその製造法に対しては、従来技術で満足できない広く認識され
るニーズがあり、上記限界を避ける断熱パネルを有することは非常に有利である。
【発明の開示】
【００３６】
この発明の一態様によると、熱障壁を有する真空断熱のための封止パネルを提供し、該パ
ネルは、断熱材からできたコアー；夫々雰囲気ガスと水蒸気を殆ど透過しない第１障壁材
からできた、夫々表側と裏側を有し、その反対側は夫々コアーの反対側を覆う、第１と第
２のパネル壁；
雰囲気ガスと水蒸気を殆ど透過しない第２障壁材を備え、内側と外側を有し、第１と第２
のパネル壁の表側端部を封止可能に包むのに適した少なくとも１つの側面帯；そして
端部を側面帯の内側へ封止結合させるのに適した少なくとも１つの第１封止帯；を備える
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。
【００３７】
この発明の１つの好適実施形態によると、第１封止帯を、夫々第１と第２のパネル壁の表
側上に積層する。
【００３８】
好ましくは、封止パネルは更に側面帯の内側上に積層された第２封止帯を備える。
【００３９】
好ましくは、第２障壁材の熱伝達率は第１障壁材の熱伝達率より低い。
【００４０】
より好ましくは、第１と第２パネル壁の表側及び側面帯の外側の１つ又は両方は更にアル
ミより比較的低い熱伝導率を有する被覆層を備える。
【００４１】
好ましくは、封止パネルは更に第１と第２パネル壁の間に設置される少なくとも１つの乾
燥剤又はゲッタを備える。
【００４２】
好ましくは、第１封止材は以下の封止材の少なくとも１つから構成される；改良ゴム性ア
クリロニトリル共重合体、熱可塑性樹脂（ＰＶＣ）、液状結晶ポリマ（ＬＣＰ）、ポリエ
チレンテレフタレート（ＰＥＴ）、塩化ポリビニリデン（ＰＶＤＣ）、及びポリクロロ・
トリフルオロエチレン（ＰＣＴＦＥ）と混合した塩化ポリビニリデン。
【００４３】
より好ましくは、コアーは以下の材料の少なくとも１つから構成される：
発熱性ケイ酸、ポリスチレン、ポリウレタン、ガラス繊維、パーライト、開放有機発泡材
、沈降シリカ、及びヒュームドシリカ。
【００４４】
より好ましくは、第１封止材をナノコンポジット粘度又は難燃材と混合する。
【００４５】
より好ましくは、側面帯は以下の材料の少なくとも１つから構成される合金からなる：
チタン、鉄、ニッケル、コバルト及びステンレス鋼。
【００４６】
より好ましくは、第１封止帯は以下からなる二重層帯である：
雰囲気ガスを殆ど透過しない第１材料及び水と水蒸気を殆ど透過しない第２材料の内の１
つの内層；及び　
第１材料と第２材料の内の他の１つ、内層を封止可能に覆う外層；。
【００４７】
　好ましくは、第１材料は改良ゴム性アクリロニトリル共重合体で、ここで第２材料はポ
リエチレンである。
【００４８】
好ましくは、第１障壁材は以下の材料の少なくとも１つから構成される：
非鉄金属及び少なくとも１つの非鉄金属からなる合金。
【００４９】
好ましくは、第１と第２パネル壁の１つ又は両方と側面帯の１つ又は両方はラミネートで
あり、ここでラミネートは以下の層材の少なくとも１つから構成される：
ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、環状オ
レフィン共重合体（ＣＯＣ）、液状結晶ポリマ（ＬＣＰ）、塩化ポリビニリディン（ＰＶ
ＤＣ）、及びＰＶＤＣのような障壁接着剤。
【００５０】
この発明の別の態様によると、以下からなる真空断熱材用封止パネルが提供される：
ガスに対する第１所定不透過性及び水蒸気に対する第２所定不透過性により特徴づけられ
る第１封止材からなる第１封止帯、ここで第１所定不透過性は高密度ポリエチレンのガス
に対する不透過性より高く、そして第２所定不透過性は高密度ポリエチレンの水蒸気に対
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する不透過性より低く；及び
少なくとも１つの乾燥剤からなる。
【００５１】
好ましくは、第１封止材は改良ゴム性アクリロニトリル共重合体である。好ましくは、封
止パネルは更に以下からなる：
断熱材からできたコアー及び夫々雰囲気ガス及び水蒸気を殆ど透過しない第１障壁材から
できた夫々表側と裏側を有する、第１と第２パネル壁、ここで第１と第２のパネル壁の裏
側は夫々コアーの反対側を覆い、ここで第１封止帯は第１と第２のパネル壁の裏側の端部
を封止可能に接続するように設置される。
【００５２】
この発明の別の態様によると、以下のステップからなる封止真空断熱パネルの製造法が提
供される：
ａ）断熱材のコアーの提供；
ｂ）表側と裏側を有する、ガスと水蒸気を殆ど透過しない第１材料の第１と第２のパネル
壁の提供；
ｃ）夫々コアーの反対側を覆うため、第１と第２のパネル壁の裏側の設置；
ｄ）外側と内側を有する、ガスと水蒸気を殆ど透過しない第２材料の少なくとも１つの側
面帯の提供；
ｅ）第１と第２のパネル壁の表側と封止材の第１被覆層の積層；及び
ｆ）側面帯の内側を使用して第１と第２のパネル壁の表側端部の封止可能な包装。
【００５３】
好ましくは、この方法は更に第１と第２のパネル壁の裏側を接着剤の接着層と積層するス
テップ”ｂ”と”ｃ”の間のステップからなる。
【００５４】
より好ましくは、この方法は側面帯の内側を封止材の第２被覆層へ積層するステップ”ｄ
”と”ｅ”の間のステップからなる。
【００５５】
より好ましくは、この方法のステップｆ）は更に第１と第２のパネル層の裏側端部と側面
帯との間に非封止窓を残すことからなり、更に以下のステップからなる：
ｇ）吸引源を窓に接続する；
ｈ）窓を介して雰囲気ガス、水及び水蒸気を真空化する；及び
ｉ）窓を封止する。
【００５６】
この発明の別態様によると、以下からなるその所定圧力レベルを維持するための機器を備
える真空断熱パネルが提供される：
雰囲気ガスと水蒸気を殆ど透過しない材料のフィルムからなる封止断熱パネル；
封止断熱パネル内に設けられた真空口；
所定圧レベルを維持するための以下からなる機器：
　封止断熱パネル内に一部が、封止断熱パネル外面上に一部が設置される真空口に重なる
ように
　設置された弁ストッパを有する真空弁、閉止された弁初期状態、弁ストッパ近辺に設置
され、
　真空吸引源に接続されるのに適した吸引インタフェース。
【００５７】
好ましくは、吸引インタフェースは更に真空吸引源のアダプタへ接続されるのに適してい
る。
【００５８】
より好ましくは、真空断熱パネルは更に開放第１端部と開放第２端部を備える弁チューブ
を本質的に形成する口を備え、ここで真空弁は弁チューブ内に設置され、口は真空口に重
なる。
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【００５９】
より好ましくは、口は雰囲気ガスを透過しない材料からできている。
【００６０】
より好ましく、真空弁は以下からなる：少なくとも１つの窓と弁ストッパを有するシンク
型チャンバ；弁ストッパにより押された場合、解放又は開く場合、真空弁を閉に維持する
のに適した、真空口へ向かって弁ストッパを押す、リセスを通り抜けるのに適したバネ。
【００６１】
好ましくは、真空弁は更に真空弁プラグを備え、真空弁プラグは弁ストッパへ取り外し可
能に接続されるのに適し、プラグをする時、弁ストッパの動きを防ぐのに適する。
【００６２】
より好ましくは、請求項４３の真空断熱パネルは更に吸引インタフェースを介して真空弁
へ接続されるのに適した接続器具を備え、接続器具は真空弁と吸引装置又はそのアダプタ
の間で吸引圧を移転させるのに適し、弁ストッパへのアクセスを容易にするため作動可能
な組み込みチューブを有する。
【００６３】
より好ましく、真空断熱パネルは更に以下を備える：
封止断熱パネル内に設置された圧力表示器；及び
封止断熱パネルの口を通して圧力表示器に接続され、その接続を介して封止断熱パネル内
の圧力レベルに関する情報を受けるように作動する、封止断熱パネルの外側に設置される
プラグ。
【００６４】
より好ましくは、真空断熱パネルは更に以下を備える：
封止断熱パネル内に設置される温度で変化する抵抗を有する電気抵抗器；
封止断熱パネルの内部空間温度より高い所定温度へ加熱するため、電気抵抗器へ電気を供
給し、封止断熱パネルの口を通じて電気抵抗器へ接続される電源供給装置；及び
電気抵抗器の抵抗変化を測定するための封止断熱パネルの内部空間の熱拡散速度の測定、
従って封止断熱パネル内の圧力レベル測定に使用される、真空口を通して電気抵抗器に接
続され、封止断熱パネルの外側に設置される熱プロセッサ。
【００６５】
より好ましくは、電気抵抗器はサーミスタである。
【００６６】
より好ましくは、真空断熱パネルは更に以下を備える：
断熱パネル近辺に設置されるのに適した磁束発生器により発生する磁束作用により電磁誘
導により熱を発生させるための、封止パネル内に設置されるのに適した誘導加熱素子を備
え；ここで圧力表示器は封止断熱パネルの内部空間の熱拡散速度を測定するために、従っ
て封止断熱パネル内の圧力レベルを測定するために作動する温度検出素子である。
【００６７】
より好ましくは、圧力表示器は以下を備える：
封止カプセルの曲げがバネ圧縮度に影響するように真空封止カプセル壁を支持するバネを
囲む曲げ膜の真空封止カプセル；及び
真空封止カプセル曲率の測定、従って封止断熱パネルの圧力レベルの測定のためのバネ圧
縮測定のために、測定によりプラグへ情報を伝送するために作動する圧縮評価装置。
【００６８】
より好ましくは、圧力表示器は以下を備える：
曲げ膜の真空封止カプセル；
真空封止カプセル曲率の測定、従って封止断熱パネルの圧力測定のためレーザ式距離測定
器と曲げ膜との間の距離測定のため作動する真空封止カプセル近辺に設置されるレーザ式
距離測定器、（ここで圧力表示器は測定によりプラグへ情報を伝送するため作動する）；
及び
パネル封止の窓を通してレーザ式距離測定器に接続された、レーザ式距離測定器へ電流を
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供給するための電源供給装置。
【００６９】
より好ましくは、圧力表示器は以下を備える：
圧力レベルの測定、従って機械的圧力を圧力レベルを代表する電圧に変換するため圧電装
置上の機械的圧力を測定するために作動する、封止断熱パネル内に設置される圧電装置（
圧力表示器は電圧により情報を伝送する）；
真空口を通して圧電圧力検知装置ヘ接続された、圧電圧力検出器へ電流を供給するための
電源供給装置。この発明の別の態様によると、以下を備える封止断熱パネルの所定圧力レ
ベルを維持するための真空弁が提供される：
封止断熱パネルの真空窓に重なることに適した真空口を有するシンク型チャンバ；
真空口に重なるのに適し、封止断熱パネルの外面上に設置されるのに適し、初期状態は閉
である、弁ストッパ；及び
真空口近辺に設置され、真空吸引源に接続されるのに適した吸引インタフェース；を備え
る。
【００７０】
好ましくは、吸引インタフェースは更に真空吸引源のアダプタへ接続されるのに適する。
【００７１】
この発明の別の態様によると、以下のステップからなる真空弁を有する封止真空断熱パネ
ルの製造法が提供される：
ａ）雰囲気ガスと水蒸気を殆ど透過しない窓を有するフィルムの封止断熱パネルを備え、
ｂ）弁ストッパを有し、窓に重なるのに適し、吸引インタフェースを有する恒久真空弁を
備え、ここで吸引インタフェースは真空吸引源に接続されるのに適し、
ｃ）窓に恒久真空弁を設置し、
ｄ）真空吸引源を吸引インタフェースへ接続し、
ｅ）真空吸引源を使用して、封止断熱パネルを真空化する。
【００７２】
この発明の別の態様によると、封止断熱パネルの恒久真空弁と吸引装置との間の吸引移転
のための真空ポンプアダプタが提供され、これは恒久真空弁を封止接続するための底部ダ
クト及び吸引装置を封止可能に接続するための上部出口を有する直ちに除去できる台と、
吸引移転中真空弁を開に維持するように作動する、旋回軸のねじ込み又は戻しを容易にす
るように作動する回転ハンドルを有する、直ちに除去できる台を通してねじ込まれる旋回
軸を備える。
【００７３】
この発明の別の態様によると、以下を備える真空封止パネルのゲッタと乾燥剤を交換する
ための交換装置が提供される：
これは少なくとも１つのガス透過壁と窓を有し、真空封止パネルの封止に窓を重ねるよう
に設置されるのに適したゲッタと乾燥剤を保持するように作動するシンク型チャンバ；及
び
雰囲気ガスと水蒸気を殆ど透過しない材料から作り、窓に封止可能に重なるように設計さ
れ、真空封止めパネルの外側に接近して設置されるカバー；を備える。
【００７４】
好ましくは、カバーは取り外し可能のカバーである。好ましくは、カバーは恒久カバーで
ある。
【００７５】
より好ましくは、シンク型チャンバは更に以下を備える：
シンク型チャンバに備えられ、窓に合致する一端部接続と真空吸引源に合致する他端部接
続を有する吸引インタフェース。
【００７６】
より好ましくは、シンク型チャンバは更にシンク型チャンバ内壁の溝に設置され、シンク
型チャンバとカバーの間の結合を封止するのに適したＯ－リングを備える。
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【００７７】
この発明の別の態様によると、以下のステップからなる、ゲッタと乾燥剤のハウジングを
有する封止真空断熱パネルの製造法が提供される：
ａ）雰囲気ガスと水蒸気を殆ど透過しない、窓と真空弁を有する封止断熱パネルのフィル
ムの提供；
ｂ）シンク型チャンバ口に重なるように配置され、少なくとも１つのガス透過壁と雰囲気
ガスと水蒸気を殆ど透過しないカバーを備えるシンク型チャンバを備える窓に重なる交換
装置の提供；
ｃ）窓への交換装置の設置；
ｄ）真空吸引源への真空弁の接続；
ｅ）真空吸引源を使用した封止断熱パネルの真空化；
ｆ）少なくとも１つの吸収剤のシンク型チャンバへの挿入；及び
ｇ）カバーを使用した窓の閉鎖。
【００７８】
この発明の別の態様によると、以下のステップからなる断熱装置の断熱パネルへ隔壁フィ
ルムを結合するための方法を提供する。
ａ）表側と裏側を有する少なくとも１つの断熱パネル及び少なくとも１つの隔壁フィルム
の提供；
ｂ）断熱パネル表側上への熱活性接着剤第１層の積層；
ｃ）断熱装置の内壁への断熱パネルの裏側の結合；
【００７９】
ｄ）室温での断熱パネル近辺への隔壁の封止可能な設置
ｅ）熱活性接着剤の第１層をそれにより活性化し、断熱パネルの表側と隔壁フィルムを接
着するための設置の結果的配置上への活性放射の伝送。
【００８０】
この発明の別の態様によると、封止層を介して溶接された複数の殆ど透過しない金属フィ
ルムを有する封止バッグに包まれた断熱多孔質材を備える、真空断熱パネルを提供し、こ
こで複数の金属フィルムを５５℃で０．００５（ｃｃｍｍ／ｍ２日ＡＴＭ）より低い酸素
転移速度を有するように配置する。
【００８１】
この発明の別の態様によると、その中にアルミ以外の少なくとも１つの金属層を有する少
なくとも１つの殆ど透過しないフィルムを有する封止バッグに包まれた断熱多孔質パネル
を備える真空断熱材を提供する。
【００８２】
この発明の別の態様によると、その中に少なくとも１層のポリエチレンナフタレートを有
する少なくとも１つの殆ど透過しない金属化フィルムを有する封止バッグに包まれた断熱
多孔質材を備える、真空断熱パネルを提供する。
【００８３】
この発明の別の態様によると、その中に少なくとも１層のポリビニルアルコールを有する
少なくとも１つの殆ど透過しない金属化フィルムを有する封止バッグに包まれた断熱多孔
質材を備える、真空断熱パネルを提供する。
【００８４】
この発明の別の態様によると、その中に少なくとも１層のシクロオレフィン共重合体を有
する少なくとも１つの殆ど透過しない金属化フィルムを有する封止バッグに包まれた断熱
多孔質材を備える、真空断熱パネルを提供する。
【００８５】
他に規定がなければ、ここで使用される技術的及び科学的用語は全てこの発明が属する技
術分野の通常の熟練者が普通理解するのと同一意味を有する。ここで提供される材料、方
法及び例は全て説明のためだけであり、限定する意図はない。
【００８６】
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この発明の方法とシステムの実施は、ある選択された作業、又はステップを手動で、自動
で又はその組み合わせで実施又は達成することを含む。更に、この発明方法とシステムの
好適実施形態の実際の機器及び設備によると、いくつかの選択ステップをハードウエア又
はファームウエアのＯＳ上のソフトウエア又はその組み合わせにより実施できる。
【００８７】
本発明は付属図面に関して例にのみによりここで記述する。詳細な図面に関して、示され
た特例は例によってであり、この発明の好適実施例の説明的議論のためだけであり、最も
有益であると信じられるものを提供するために提示され、本発明の原理と概念的側面の直
ちに理解される記述である。この点で、本発明の基本的理解に必要である以上により詳細
に本発明の構造的詳細を示す意図はなく、図面による記述はいかに本発明のいくつかの形
体が実際に具体化するかを当業者に明らかにする。
【００８８】
この実施形態は低熱伝導率と長期間所定圧力レベル範囲を維持するための特徴を備える真
空断熱パネルからなる。更に、この実施形態は真空断熱パネルの製造法及び隔壁を断熱装
置の断熱パネルへ結合させる方法からなる。
【００８９】
装置の原理と操作及びこの発明による方法は図面と付属する記述に関してよりよく理解さ
れる。
【００９０】
本発明の少なくとも１つの実施形態を詳細に説明する前に、本発明は以下の記述で説明さ
れる、又は図面で説明される構成要素の構築詳細及び配置へのその適用に限定されないと
理解すべきである。本発明は他の実施形態又は色々な方法での実施又は実行が可能である
。又ここで採用される熟語及び専門用語は説明のためであって、限定と見なすべきではな
いと理解すべきである。
【００９１】
この実施形態は真空断熱パネル、断熱パネルと断熱パネルを含む壁の製造法及び断熱パネ
ル内の所定圧力レベルを維持するために使用される装置に関する。
【００９２】
この発明の１つの好適な実施形態で断熱用真空封止パネルを開示する。真空封止パネルを
移動断熱装置、冷蔵室、冷蔵庫、フリーザ、熱湯貯蔵タンク、建物壁などのような空間を
断熱するように設計する。パネルは雰囲気ガスと水蒸気を殆ど透過しない材料からできた
２枚のフィルム間に設置される断熱材からできたコアーを備える。
【００９３】
パネル側面領域を封止するため、側面帯でフィルムの外側端部を包み、フィルム間の隙間
を覆う。封止帯を側面帯とフィルム外側端部との間に積層し、フィルムと側面帯を封止可
能に結合する。この実施形態の独特の構造は低熱伝導率と高断熱レベルを備えるパネルを
提供する。
【００９４】
この発明の別の好適な実施形態はこのような断熱パネルの製造法を教示する。
【００９５】
この発明の別の実施形態で、別の真空封止パネルを開示する。この実施形態で、封止パネ
ルは各々が雰囲気ガスと水蒸気を殆ど透過しない材料のフィルムで覆われた、２つの対向
する側を有する断熱材からできたコアーを備える。このパネルは更に改良ゴム性アクリロ
ニトリル共重合体を含む封止帯を備える。好ましくは、封止帯をフィルムの外側に積層す
る。好ましくは、付加封止帯を側面帯の内側に積層する。封止帯はフィルムの外側端部を
封止可能に結合する。そうすることにより、封止帯はパネルの側面領域を封止可能に覆う
。しかし封止帯は改良ゴム性アクリロニトリル共重合体からできているので、高密度ポリ
エチレン（ＨＤＰＥ）の水と水蒸気に対する透過率より比較的より高い水と水蒸気に対す
る透過率を有する。従って、フィルムと封止帯の間に生成された内部空間への封止におけ
る継ぎ目を通して外部環境から透過する水蒸気を吸収するように封止帯を設置する前に乾
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燥剤も設置される。
【００９６】
この発明のこの実施形態による封止パネルは、改良ゴム性アクリロニロリル共重合体をガ
ス障壁として使用するので、雰囲気ガスに対して比較的低い透過率を有する。
【００９７】
この発明の別の実施形態で、長時間所定圧力レベルを維持する性能を備える独特のパネル
を開示する。好適実施形態による、このパネルは恒久真空弁で覆われた真空口を有する封
止断熱パネルである。真空弁はインタフェースを有する。吸引インタフェースは真空吸引
源の真空弁への接続を容易にし、これにより取り付けた断熱パネルの再真空化を容易にす
る。この発明の別の実施形態は断熱パネルを維持する機能が備えないがパネル内の圧力レ
ベルに関する表示を受ける性能を備えるパネルを開示する。
【００９８】
この発明の別の実施形態で、色々な吸引源の断熱パネルの真空弁への接続を容易にするア
ダプタを開示する。好ましくは、アダプタは隔壁を除去することなく、隔壁の後に設置さ
れる断熱パネルの真空弁へのアクセスを容易にする。使用に際し、アダプタは弁開放に先
立ち、弁周りに独特な圧力環境を生成する。次に弁を開き、パネルの内部空間からの雰囲
気ガスと水蒸気の吸引を促進する。このように、パネル内の圧力は弁開放の間、上昇しな
い。
【００９９】
この発明の別の実施形態で、真空弁を有する封止真空断熱パネルの製造法を開示する。第
１ステップは雰囲気ガスと水蒸気を殆ど透過しないフィルムを有し、更に窓と弁ストップ
を有する恒久真空弁を有する封止断熱パネルを提供することである。次のステップで真空
弁を封止窓を覆うために重ねる。次のステップで真空吸引源を真空弁内の吸引インタフェ
ースへ接続する。この接続により吸引源を使用して封止断熱パネルを所定レベル迄真空化
する次のステップが容易になる。真空弁を、初期状態を閉にして弁ストッパと接続するの
で、吸引源の切り離しはパネル内の達成所定真空レベルを妨げない。このように真空弁組
み込み断熱パネルは、このような真空弁は断熱パネルの内部空間からのガスと水蒸気の真
空化及び再真空化の両方に使用できるので非常に有利である。
【０１００】
この発明の別の実施形態で、真空断熱パネルのためのガス・水蒸気吸収剤交換装置を開示
する。この実施形態は真空断熱パネル内の所定圧力レベルを、とりわけ維持する能力を促
進する。この実施形態では真空断熱パネルの外部封止における窓内に設置されるのに適し
たシンク型チャンバを備える装置を開示する。シンク型チャンバは、シンク型チャンバと
真空断熱パネルの内部空間との間に雰囲気ガスと水蒸気の比較的遅い拡散を容易にする、
ガスと水蒸気を半ば透過する壁を有する。シンク型チャンバを、ゲッタを収容するような
型にする。このチャンバを使用済みガスと水蒸気の吸収剤の交換を容易にする除去可能な
カバーでガス気密に覆う。
【０１０１】
ゲッタ、分子ふるい及び乾燥剤は分子を吸収する、又は分子と反応してそれらを気相から
固相へ転移させる性能を有する。従って新ゲッタ、ガス吸収剤及び乾燥剤の断熱パネルの
内部空間への挿入はパネル内部空間内の圧力を維持することに役立つ。
【０１０２】
この発明の別の好適実施形態は吸収剤と乾燥剤の交換用弁を備えた断熱パネルの製造法を
教示する。
【０１０３】
この発明の別の好適実施形態は断熱装置の断熱パネルへ隔壁フィルムを結合させる方法を
開示する。この独特な方法は断熱パネルに隔壁フィルムを密着して取りつけるため熱活性
接着剤を使用する。
【０１０４】
次にこの発明の好適実施形態による真空断熱パネル用の典型的封止パネルを示す図１Ａに
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言及する。図１で、参照番号１は雰囲気ガスと水蒸気を殆ど透過しない材料の２つのパネ
ル壁２の間にある断熱材コアーを示す。側面帯３はパネル壁２を封止可能に包む。パネル
壁６の外側と側面帯の内側の両端部の間の隙間は封止材４の帯で封止される。特に、断熱
パネル用の独特な真空封止パネルは、例えば移動式断熱装置や冷蔵室等の所定温度を維持
するために指定された空間を断熱するように設計される。断熱材１のコアーは断熱材から
できている。断熱材は粉末、発熱性ケイ酸、ポリスチレン、ポリウレタン、ガラス繊維、
パーライト、開放有機発泡材、沈降シリカ、又はその組み合わせから作られる。
【０１０５】
好ましくは断熱コアー１は硬いプラスチック微少多孔質発泡材からできている。
【０１０６】
断熱材の熱伝導率は、その近辺の水、水蒸気及びガスの温度が上昇すれば増加する。
【０１０７】
例えば、硬い発泡プラスチックのコアーが、約０．０２～０．０５Ｗ／ｍ・Ｋ間の低熱伝
導率を有する。
【０１０８】
しかし、硬い発泡プラスチックのコアーが気密フィルムで巻かれ、雰囲気圧より著しく低
い圧力迄真空化されると、その熱伝導率はおよそ０．００１Ｗ／ｍ・Ｋ～０．００９Ｗ／
ｍ・Ｋの範囲迄減少する。更に、封止真空パネル用に特に開発された既知材料がある。例
えばダウケミカル社のＩｎｓｔｉｌｌ（商標）真空断熱コアーは０．１ｍｂで０．００４
８W／ｍ・Ｋの熱伝導率を有する。Ｉｎｓｔｉｌｌ（商標）の熱伝導率は環境の圧力に依
存する。
【０１０９】
従って、断熱コアー１の熱伝導率を低下させるため、パネルの内部空間５を２００ｍｂ以
下の所定圧力レベルに維持するよう設計する。従って雰囲気ガスと水蒸気を殆ど透過しな
い材料の２つのパネル壁２を断熱コアー１の対向する側を覆うように設置し、断熱コアー
側面領域は覆わないようにする。
【０１１０】
好ましくは、パネル壁２はパネルの大部分を覆うので、それらを好ましくは高価な製造費
を回避するため、アルミフィルムのような比較的安価な材料から作る。この発明の１つの
好適実施形態で、厚さにより、雰囲気ガスや湿分を殆ど透過しないアルミでフィルムを作
る。各アルミフィルムは一般的に６μｍ厚迄又はそれ以上である。
【０１１１】
しかし、アルミフィルムのようなフィルムは優れた非透過性を示し、使用するのに高価で
はないが、このようなフィルムの高熱伝導率は断熱空間の熱損失率を著しく増加させる。
アルミフィルムの高熱伝導率を図７に明確に示す。この図はフィルム厚と組成の異なるフ
ィルムの熱伝導率への影響を明らかにしている。グラフによると、プラスチックラミネー
ト（５０μｍ厚）を備える薄いアルミフィルム（～７．５μｍ厚）は端部で高い熱伝導率
を有し、これによりパネルの断熱レベル（０．０２ｍＷ／ｍ・Ｋ）を明らかに突破する。
【０１１２】
例えば、図７に示すように６００ｍｍのコアー単独又は６００ｍｍのプラスチックフィル
ム（５０μｍ厚迄の）０．００２ｍＷ／ｍ・Ｋの熱伝導率を有する。しかし、同一６００
ｍｍのプラスチックフィルムを６００ｍｍの薄いアルミフィルム（７．５μｍ厚迄）と接
続すると、フィルムの熱伝導率は０．００６６ｍＷ／ｍ・Ｋ迄増加する。同一プラスチッ
クフィルムの熱伝導率は、ステンレス鋼（５μｍ厚迄）の６００ｍｍフィルムへ接続する
と、０．００４迄増加するだけである。
【０１１３】
図７は又、プラスチックフィルム又は極薄層アルミで覆われたプラスチックフィルム（金
属化フィルム‐一般に３００オンスストローム迄のアルミ層を有する。）を使用すること
はパネル端部の伝導率を低下させる可能な解決法であることを教示する。しかし前記フィ
ルムはアルミ箔又は他の金属箔より雰囲気ガスと水蒸気に対する透過率が高い。所定圧力
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レベルの維持に悪影響なく、そしてパネル封止力を妨げることなく、フィルムの熱伝導率
を低下させるため、側面帯３を２つのパネル壁２の間の熱障壁として備える。側面帯３を
フィルム外端部６を封止可能に包むように設置し、パネルの側面領域を覆う。
【０１１４】
好ましくは、パネル壁はアルミフィルム以外のガス層及び水蒸気層を透過しないラミネー
トである。このようなフィルムの例はステンレス鋼フィルム、ＰＥＮ、ＰＥＴ、ＣＯＣ及
び他のポリマの多層金属化又は被覆フィルム、又はその組み合わせである。
【０１１５】
好ましくは、側面帯３とパネル壁２は同一材料からできている。
【０１１６】
好ましくは、側面帯３は、熱流に曝された場合、アルミより低い伝導率レベルを有する、
低熱伝導率により特徴付けられる帯である。側面帯３は数層のフィルム、ポリマ及びセラ
ミックフィルムの金属化フィルム、又は薄い金属帯を含むラミネートから作ることができ
る。断熱パネル熱伝導率を低下させるため、側面帯３幅のラミネート中のステンレス鋼の
ような金属箔障壁層の厚さは、好ましくは～５～１２μｍ厚迄で、一般的に２５℃で３０
Ｗ／ｍ・Ｋ以下の熱伝導率レベルを有する。この記述に合う２～３の既知材料としてチタ
ン合金、Ｋｏｖａｒ（商標）とＩｎｖａｒ（商標）、ステンレス鋼、及び多くの鋼金属が
ある。
【０１１７】
ここに挙げた材料はパネル全面を覆って使用するには余りにも高価であることは注目され
る。その材料は従って全面で使用するのではなく、フィルム層間の熱障壁に備えるだけで
ある。このような熱障壁で、全パネルの所望熱伝導率レベルを、包装材の非透過特性に妥
協することなく、より経済的に達成できる。このような側面帯３の使用は、パネル壁２は
如何なる点でも互いに接触せず、従って述べたようにより低い熱伝導率を有する帯３を介
してのみ一側面から他側面へ熱を移転することを約束する。
【０１１８】
パネルの硬さ及び気密性と雰囲気ガスおよび水と水蒸気に対するその相対的な非透過性を
約束するため、側面帯３をパネル６へ封止可能に結合する。
【０１１９】
好ましくは、接着封止剤又はその混合物を含む封止帯４をパネル壁６の外側端部に沿って
積層する。封止帯４はパネル型６の外側端部と側面帯３の内側の間の隙間を封止する。パ
ネルのパネル壁２と側面帯３に関しては、封止帯４は、好ましくは封止層として機能し、
外部環境７からの雰囲気ガス、水蒸気及び水のパネル内部空間５への進入をほぼ防止する
。
【０１２０】
次にこの発明の別の典型的説明的好適実施形態を示す図１Ｂに言及する。コアー１、パネ
ル壁２及び側面帯３は上の図１Ａと同様であるが、この実施形態では、封止帯４を変更し
、別の封止帯が付加されている。
【０１２１】
この発明のこの好適実施形態で、封止帯４Ａをパネル壁２に沿って全て積層する。更に、
付加的封止３Ａを側面流れ３に沿って積層する。この実施形態で、積層パネル壁と積層側
面帯は好ましくは数層からなるラミネートである。
【０１２２】
一好適実施形態で、側面帯３とパネル壁２は薄い金属層を含む多層ラミネートから作るこ
とができる。このようなラミネートを層状にして、雰囲気ガスと水蒸気の両方を殆ど透過
しない高い障壁帯を提供する。
【０１２３】
この発明の一好適実施形態で、前記ラミネートは金属化ポリエチレンテレフタレート（Ｐ
ＥＴ）又はポリエチレン‐Ｎ‐フタレート（ＰＥＮ）の組み合わせを含む。
【０１２４】
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別の実施形態で、前記ラミネート層の１つは以下のいずれかの金属化フィルムである：
環状オレフィン共重合体（ＣＯＣ）、液状結晶ポリマ（ＬＣＰ）及び塩化ポリビニリデン
（ＰＶＤＣ）、及びＰＶＤＣのような障壁接着剤。
【０１２５】
この側面帯３の表面領域はパネル壁２（約３～８％、パネル壁長とコアー１幅に依存する
）の表面領域より本質的に小さいので、比較的高価な材料を側面帯ラミネートを備えるた
めに使用できる。
【０１２６】
例えば、高温環境（例、蓄積温度が９０℃に達する壁が太陽に曝される冷蔵庫で）で良好
な断熱性を達成するため、アルミフィルムの熱伝導率より低い熱伝導率を備える金属フィ
ルムの～５～１２μｍの薄い層を備えるラミネートの側面帯３を使用することができる。
【０１２７】
好ましくは、側面帯３はステンレス鋼又はＫｏｖａｒ（商標）、又はＩｎｖａｒ（商標）
を含む。又チタン合金を使用できる。
【０１２８】
このような側面帯３の組み込みはコアーを気密包装する金属カバーを生成する。この発明
のこの実施形態によるパネルを高温に曝す場合、雰囲気ガス又は水蒸気に対するその非透
過レベルは非常に低く留まる。しかし、ポリマ又は金属化ポリマの層からなるラミネート
のような他の材料の包装を高温に曝すと、その非透過性は本質的に低下する。
【０１２９】
しかし、この実施形態によるパネルは室温で非常に良好な熱障壁を有するので、アルミの
ような高熱伝導率を備える材料さえ、家庭用冷蔵庫のような用途に実際使用できる。
【０１３０】
この発明の一好適実施形態で、パネル壁２と側面帯を更に低熱伝導率被覆層と積層する。
低熱伝導率被覆層はパネル壁と側面帯の外側を封止可能に被覆するのに適する。
【０１３１】
被覆層は以下のいずれかで構成される：酸化珪素（ＳｉＯＸ）、酸化アルミＡｉ２Ｏ３及
びダイヤモンド類似被覆。被覆をＰＥＮ（ポリエチレン‐ｎ‐フタレート）、ＰＥＴ（ポ
リエチレンテレフタレート）、ＰＶＯＨ（ポリビニルアルコール）、ＣＯＣ（環状オレフ
ィン共重合体）ＢＯＰＡ（二配向ポリアミド）、及びＢＯＰＰ（二配向ポリプロピレン）
などのポリマ上に施す。
【０１３２】
次にこの発明の別の典型的説明的好適実施形態を示す図２へ言及する。コアー１、パネル
壁２及び側面帯３は上記図１Ａのようであるが、しかしこの実施形態で、封止帯４を変更
し、更に２～３の構成要素を付加する。
【０１３３】
この発明のこの好適実施形態で、封止帯９は改良ゴム性アクリロニトリルからできている
。
【０１３４】
改良ゴム性アクリロニトリルは通常のアクリロニトリルフィルムより非常に柔軟性がある
。改良ゴム性アクリロニトリルの改良ゴムはこの用途で使用できる柔軟性を生成する。こ
れらのタイプのポリマを、ＩＮＥＯＳグループの一部、ＢＰケミカルズインタナショナル
により供給される商品各Ｂａｒｅｘ（商標）樹脂で市販されている。Ｂａｒｅｘ（商標）
封止帯９は熱に低伝導率の柔軟な封止層を形成する。
【０１３５】
更に、Ｂａｒｅｘ（商標）封止帯も、２３℃相対湿度０％で、１ＯＴＲ（ｃｃｍｍ／ｍ２

日ＡＴＭ）以下の酸素移転速度の真空を維持するための封止層を構成する。低酸素移転速
度を備える封止剤としてＢａｒｅｘ（商標）の優位性を図６に明確に示し、これは酸素と
水蒸気の両方に対し色々な封止材の２３℃相対湿度０％での移転速度（ｃｃｍｍ／ｍ２日
ＡＴＭ）を図示する比較グラフを示す。図６によると、Ｂａｒｅｘ（商標）は高密度ポリ
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エチレン（ＨＤＰＥ）及びポリプロピレン（ＰＰ）よりかなり低い酸素移転速度を有する
。しかし、この図は又Ｂａｒｅｘ（商標）の弱点（ＨＤＰＥに比較して高水蒸気移転速度
）を示す。
【０１３６】
この発明の一好適実施形態で、パネル内部空間内の水蒸気積層の結果としての圧力レベル
低下を防止するため、乾燥剤８をパネルを封止する前に、内部空間へ加える。
【０１３７】
乾燥剤はゲッタより安価であることは注目すべきである。このように、Ｂａｒｅｘ（商標
）と乾燥剤の組み合わせは、ゲッタと、水と水蒸気を殆ど透過しないが雰囲気ガスを比較
的透過する材料の組み合わせより非常に経済的であるが、このような湿分を殆ど透過しな
い材料の例は高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）である。
【０１３８】
封止空間への乾燥剤８の付加はパネルの内部空間からの水蒸気分子の長期間にわたる吸収
を可能にする。これは水と水蒸気をパネル内部空間から吸収するための乾燥剤の能力によ
り行われる。パネルに加えられる乾燥剤には、ＣａＯ、分子ふるい、Ｐ２Ｏ５及び他の既
知乾燥剤がある。
【０１３９】
封止材としてのＢａｒｅｘ（商標）とパネル内部空間への乾燥剤の追加との組み合わせは
、雰囲気ガスの高非透過性とパネル内部空間内の水蒸気蓄積を防ぐ吸収能力を備えた真空
封止パネルを提供する。こうして、Ｂａｒｅｘ（商標）乾燥剤の組み合わせを使用して、
パネルの真空を長期間保持し、パネルの断熱レベルを維持する。
【０１４０】
この発明の一好適実施形態で、ゲッタ１２を、パネルを封止する前に内部空間へ付加する
。ゲッタは、活性の場合、パネル内部空間から雰囲気ガスを吸収する。従って、ゲッタは
パネルの内部空間内の雰囲気ガスの蓄積による圧力レベルの低下を本質的に緩やかにする
ことができる。
【０１４１】
残留又は透過ガスが真空封止断熱パネル内に自由状態で留まることを防止するために、ゲ
ッタ１２を挿入する。
【０１４２】
好ましくは、ゲッタ１２は迅速酸化金属（例バリウム）で充填された小型円形容器であり
、そして分子ふるいのような可能なガス吸収剤も使用できる。
【０１４３】
この発明の別の好適実施形態で、封止帯９は塩化ポリビニリデン又は塩化ポリビニル又は
それらの混合物で作られる。このように形成された封止帯９は同様に雰囲気ガスと水蒸気
に対する非常に効果的封止層を形成する。更に、このような封止層も２３℃で０．１ＯＴ
Ｒ（ｃｃｍｍ／ｍ２日ＡＴＭ）以下の酸素移転速度で真空を維持するための封止層を構成
する。
【０１４４】
この発明の別の好適実施形態で、封止帯９は液状結晶ポリマから作られる。液状結晶ポリ
マは広い温度範囲にわたり非常に高障壁特性を備えたポリマグループである。液状結晶ポ
リマの封止帯９は非常に効果的な封止層を形成する。
【０１４５】
従って、このような封止帯も、２３℃で０．１ＯＴＲ（ｃｃｍｍ／ｍ２日ＡＴＭ）より低
い酸素転送速度で真空を維持するための封止層を構成する。使用できる他の封止材は熱可
塑性樹脂（ＰＶＣ）である。
【０１４６】
この発明の一好適実施形態で、封止材をナノコンポジット粘土と混合する。このような混
合は、例えばモノトモリロナイトを使用して、封止材の熱たわみ温度を上昇させるために
行う。ナノコンポジット粘土との混合は高レベルのガス非透過性と耐熱性を提供する。
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【０１４７】
ナノコンポジット粘土の混合によりガスの非透過性を２～１０倍増加させることができる
。更に、封止材とナノコンポジット粘土の混合物はより高い耐熱性を有する。このような
混合物はよりよい耐防火性を備えた材料を生成する。更に、この混合は通常ポリマの熱た
わみ温度を向上させ、これによりパネル壁２と側面帯３の溶接に対しより広い温度範囲を
可能にする。更に、この混合は通常障壁と機械的特性を改善する。
【０１４８】
この発明の一好適実施形態で、封止材を難燃材と混合する。この混合は大火災の危険を減
らすために行われる。難燃材を付加することによりポリマの燃える傾向を減らす。使用で
きる難燃材のタイプには以下がある；ハロゲン化難燃材（塩素又は臭素原子を含む）、ホ
ウ素化合物及びホウ化亜鉛。次に、この発明の別の典型的実施形態である図３Ａに言及す
る。断熱材１のコアー及びパネル壁は上の図１Ａにおけるようであるが、この実施形態で
は封止帯と側面帯位置と形状は変化している。この実施形態で、封止帯４を側面帯３に沿
って積層する。
【０１４９】
好ましくは、封止帯４は２つの層を備える。内層１１は雰囲気ガス転送の低速度の層か、
又は水と水蒸気転送の低速層のいずれかである。外層１０はそれの補間層であり、それは
内層に選ばれたのではない特性を有することを意味する。外層はそれが内層を完全に、封
止可能に覆うように積層する。二重層構造は水と水蒸気及び雰囲気ガスの両方に高い非透
過性を備える。外層１０は内層を完全に覆うので、雰囲気ガス又は水と水蒸気のいずれか
を透過する二重層に沿う領域はない。このような二重層の例は酸素と窒素を封止するＢａ
ｒｅｘ（商標）の外層１０及び水と水蒸気に対しパネルを封止するポリエチレン１１の内
層である。
【０１５０】
この例で、外層は酸素と窒素の透過を阻止するが、外層を通しての水と水蒸気の通過は阻
止しない。しかし、内層は外層を通して拡散する水と水蒸気を阻止する。外層１０は内層
１１を完全に覆うので、酸素と窒素は通過できない。
【０１５１】
好ましくは、外層はＨＤＰＥを備える。
【０１５２】
一好適実施形態で、二重層はパネル壁２の外側端部と熱障壁３の内側端部の間の接続点６
のみをコートする。この実施形態で、層は垂直方向に重ねて設置されるのではなく、断熱
パネル端部に沿って水平に重なるように積層される。好ましくは、側面帯は溶接領域を封
止可能に覆うために、パネル壁２の外側の方へ少し折れ曲がる３Ａ。
【０１５３】
次に真空断熱用の別の典型的説明的独特封止パネルを示す図３Ｂに言及する。この好適実
施形態による、封止帯４は２つの所定特徴を有する材料からなる。この封止帯４を、断熱
用封止パネルを生成する２つのパネル壁２を封止可能に接続するように設計する。最新技
術で、封止帯用に通常使用される材料は高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）である。高密度
ポリエチレンは、多くの異なる溶剤に高い抵抗を備える油から作られる熱可塑性材料であ
る。ＨＤＰＥは色々な容器（即ち、牛乳、液体洗濯洗剤用容器）用包装の製造工程で通常
使用される。ＨＤＰＥは図６に示すように水蒸気に対する比較的高い非透過性及び雰囲気
ガスに対する比較的低い非透過性を有する。
【０１５４】
この好適実施形態で、封止帯は、雰囲気ガスの外部環境から封止パネルの内部空間への通
過及びその逆を殆ど阻止するために開発された材料から作られる。封止帯の封止材の第１
所定特徴は雰囲気ガスに対する非透過性レベルである。第２の所定特徴は水と水蒸気に対
する非透過性レベルである。雰囲気ガスに対する封止材の非透過性は雰囲気ガスに対する
高密度ポリエチレンの非透過性より高い。水と水蒸気に対する封止材の非透過性は高密度
ポリエチレンの水と水蒸気に対する非透過性より低い。
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【０１５５】
従って、雰囲気ガスに対する高レベルの非透過性を備える封止材を選び、水と水蒸気に対
する封止材の非透過性レベルと妥協する。従って、パネルは水と水蒸気に対する高い透過
性を有する。水と水蒸気に対する封止パネルの高透過性から生じる封止パネル内の水分蓄
積の結果として圧力レベルの低下を防ぐため、乾燥剤８を、パネルを封止する前に内部空
間へ加える。
【０１５６】
この発明の一好適実施形態で、真空断熱用封止パネルは断熱材から作られたコアー１を含
む。コアー１の裏面と表面は雰囲気ガスと水蒸気を殆ど透過しない材料フィルム６０２で
覆われる。更に、乾燥剤８をフィルム間の空間へ設置する。改良ゴム性アクリロニトリル
共重合体（Ｂａｒｅｘ（商標））の封止帯４はフィルム内側端部６０６を封止可能に接続
する。
【０１５７】
この実施形態で、パネル壁２とＢａｒｅｘ（商標）６０６は断熱材１のコアーに対し封止
ケーシングを形成する。パネルの断熱レベルを増加させるため、ケーシングを雰囲気ガス
と水分から真空化する。
【０１５８】
更に、２枚のフィルム間の障壁としてＢａｒｅｘ（商標））６０６の設置により１つのフ
ィルムから他のフィルムへの熱の移転を防ぐ。しかし、断熱パネルコアーの低熱伝導率を
効率的に維持するため、低熱伝導率の帯は２つのパネル壁２の間で分離すべきである。従
って、この実施形態によるパネルは低い熱伝導率を有し、冷蔵室を効率的に断熱できる。
このようなパネルへの乾燥剤８の付加は重要であることは注目すべきである。上で述べた
Ｂａｒｅｘ（商標）６０６は水分に対し比較的高い透過性を有する。パネル内部空間内の
水分蓄積の結果としての圧力レベルの低圧を防ぐため、乾燥剤８を上記の如くパネルを封
止する前に内部空間へ加える。
【０１５９】
次にこの発明の好適実施形態による典型的方法の簡略フローチャートである図４に言及す
る。図４に示す方法は封止真空断熱パネルの製造ステップに従う。
【０１６０】
一般に、真空化断熱パネルの製造において、その目的は雰囲気ガスと水分を真空化し、所
定圧力レベルを維持するため雰囲気ガスと水蒸気を殆ど透過しない材料の壁を有するパネ
ルを製造することである。
【０１６１】
従って、第１ステップ４１は断熱コアーを提供することである。第２ステップ４２は雰囲
気ガスと水蒸気を殆ど透過しないパネル壁２の２つのパネル壁及び同じ又は雰囲気ガスを
殆ど透過しない別の材料の側面帯を提供することである。パネル壁を断熱材コアーの裏側
と表側を覆うように設置するが、断熱コアーの側面領域はなお覆われていない。
【０１６２】
好ましくは、パネル壁の内側を接着剤層で積層する。使用では、接着剤層はパネル壁を断
熱材コアーの裏側と表側に強固に取り付ける。
【０１６３】
次のステップ４３で、パネル壁の外側と側面帯の内側を封止材被覆層を積層する。
【０１６４】
この発明の一好適実施形態で、パネル壁の外側と側面帯に付加層を積層する。層の１つは
雰囲気ガスを殆ど透過しない材料であり、１つの層は水と水蒸気を殆ど透過しない材料で
ある。そうすることにより、外部環境からの分子に対するパネル非透過性は増加し、従っ
てより長期間圧力をより高いレベルに維持する能力を増加させる。
【０１６５】
続くステップ４４の間に、側面帯を２つのパネル壁に封止可能に接続するように設置し、
パネルの側面領域を覆う。側面帯は封止材層を覆うような形状で、断熱パネル壁を包む。
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従って、側面帯とパネル壁はガスと水分を透過しないケーシングを形成し、断熱コアーを
包む。この発明の１つの重要な利点は封止材被覆層へのアクセス性であることに注目すべ
きである。
【０１６６】
側面帯とパネル壁の封止材被覆層は、パネル内部空間を透過する雰囲気ガスと水蒸気の通
路を開くことができる小さな割れ目を有し、これが所定圧の低下を起こす。従って、封止
材被覆層へ容易にアクセスでき、これにより容易に再封止されることが重要である。
【０１６７】
次に、次ステップ４５の間に封止処理を開始し、側面帯の内側をパネル壁外側端部と溶接
する。
【０１６８】
好ましくは、封止材被覆層は側面帯とパネル壁外側端部の間の連続金属接続を生成するた
めに使用される。
【０１６９】
好ましくは、封止材被覆層は１つ以上の金属タイプを備える。金属タイプは異なる熱伝導
率を有する。
【０１７０】
好ましくは、溶接工程の間、側面帯とパネル壁外側端部の間の接続部上の小キャビティは
封止されずに留まる。結果的なキャビディは下記のように空気の真空化を容易にする。こ
の発明の別の好適実施形態で、キャビティをパネルの１つに組み込む。
【０１７１】
この発明のこの好適実施形態で、パネル壁外側上で封止を行う。従って、パンクした場合
、同じ封止材被覆層のラミネートのパッチを使用してパンクした領域を封止する。
【０１７２】
封止材被覆層は容易にアクセスでき、割れ目領域の修理を容易にする。
【０１７３】
好ましくは、パッチは障壁層と封止層を含むラミネートから作る。使用時に、パッチをパ
ンクに重ねるように設置し、封止層を加熱する。加熱により封止とパネルは封止可能に一
体化し、これによりパンクを封止する。
【０１７４】
次にこの発明の別の好適実施形態による典型的方法の別のフローチャートである図５Ａに
言及する。ステップ４１～４５は上の図４のようであるが、しかしステップ４６と４７を
追加している。図５Ａで、封止ステップ４５には２つの追加ステップが続く。最初の追加
ステップ４６の間に、雰囲気ガスと水分を全てパネル壁と側面帯の間に形成される内部空
間から真空化する。好ましくは、パネル内部空間を真空化するため、真空化チューブと真
空ポンプを使用する。真空化チューブは２つの端部接続を備え、１つの端部接続を真空ポ
ンプへ接続し、他の端部をパネル封止上へ非封止キャビティを取り付けるように指定する
。
【０１７５】
真空化の始めでは、チューブを非封止キャビティへ挿入する。次に真空ポンプの作動で真
空化工程が始まる。
【０１７６】
好ましくは、真空ポンプをパネル内部空間内圧力レベルが一般に０．１～２００ｍｂの間
の所定圧レベルに到達するまで作動させる。
【０１７７】
次のステップ４７の間、非封止キャビディをパッチする。キャビディのパッチで雰囲気ガ
スと水蒸気を真空化した封止パネルの生成工程を終える。
【０１７８】
真空化パネルの封止は通常パネルに圧力を加え、パネル壁を加熱し、パネル壁外側上及び
側面帯内側上の封止材被覆層を溶解又は溶接し、これによりパネル壁を封止可能に接続す



(28) JP 2008-528884 A 2008.7.31

10

20

30

40

50

ることにより行われる。
【０１７９】
この発明の一好適実施形態で、パネル封止はローラを使用して行われ、熱ラミネーション
又はカプセル化とも呼ばれる。ローラを使用してパネル壁外側端部に接する側面帯領域へ
圧力を加える。加えられた圧力は封止材を封止し、これにより側面帯とパネル外側端部の
間の継ぎ目を閉じる。
【０１８０】
この発明の一好適実施形態で、封止は無線周波数放射を使用する。時には誘電封止又は高
周波（ＨＦ）封止として知られるむすう無線周波（ＲＦ）封止を使用して無線周波数エネ
ルギを封止材帯上へ与えることにより側面帯とパネル壁と共に封止材を溶解させる。高周
波溶接は迅速に変化する電界中で熱を発生させるため封止材のある特性に依存する。
【０１８１】
従って、使用される封止材は高周波放射を使用して活性化されるように調整されなければ
ならない。この記述に適合する少数の既知の材料にはＢａｒｅｘ（商標）、ＰＶＣ及びＰ
ＶＤＣがある。
【０１８２】
この発明の好適実施例で、側面帯は高周波放射を十分に又は一部透過する。この特性を促
進するため、側面帯は本質的にアルミ、金属箔及び他の金属化箔を含むことはできない。
【０１８３】
好ましくは、側面帯を例えば酸化珪素や酸化アルミの障壁被膜層で被覆する。
【０１８４】
このような側面帯は、側面帯とパネル壁の間に積層される封止帯へのその到着を促進する
放射を妨げないので、高周波発信器を使用した封止帯の溶接を容易にする。高周波はパネ
ル型と側面帯への封止帯の溶接を容易にする。この工程は、それを加熱し、それにより封
止をもたらすため、封止帯を高周波（１３～１００ＭＨｚ）電磁界に曝すように回転する
。
【０１８５】
この実施形態で、封止材は放射に影響される。従って、ある封止のみが使用できる。
【０１８６】
好ましくは、封止材は改良ゴム性アクリロニロリル共重合体（Ｂａｒｅｘ(商標)）、塩化
ポリビニル（ＰＶＣ）である。
【０１８７】
好ましくは、上記のように高周波放射とローラを使用した圧力を加えることの両方で溶接
を行う。
【０１８８】
この発明の別の好適実施形態で、封止パネルは更にポリマ基質上にセラミック材層を被覆
する。このような層の利点は高周波伝送を透過し、雰囲気ガスと水蒸気に高い障壁を有す
ることである。
【０１８９】
次にこの発明の別の好適実施形態による方法の簡略化フローチャートである図５Ｂに言及
する。断熱材、パネル壁及び側面帯の提供ステップ、積層ステップ、溶接ステップ及び真
空化ステップは上の図５Ａのようであるが、この実施形態は、更に乾燥剤を備えるステッ
プを含む。この好適実施形態はＨＤＰＥより高速の水と水蒸気移転を備える封止材（例Ｂ
ａｒｅｘ(商標)）を使用する場合、水と水蒸気蓄積の問題を扱う。
【０１９０】
封止パネルの境界内の水分の蓄積を避けるため、乾燥剤をパネル４８内部空間へ加える。
乾燥剤は側面帯を、パネル４４端部を包むように設置する前に加える。
【０１９１】
次に、断熱パネルの初期真空化を可能にし、そしてパネル内部空間内の圧力レベルの周期
的維持のための固定真空弁５１を有する真空断熱用典型的、封止パネルを示す図８に言及
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する。
【０１９２】
好ましくは、真空弁５１を真空化断熱パネル５５のパネル封止５４に形成される窓５３内
に封止可能に設置する。
【０１９３】
前に述べたように、真空断熱パネルを使用して長期間断熱装置、部屋の断熱を１０～６０
年又はそれ以上の期間行う。このような長期間の間には、良く封止された容器さえ真空を
失うようである。圧力の低下又は内部圧力の上昇はパネルにより提供される断熱又はパネ
ルの熱伝導率の増加に至る。従って、パネルの断熱レベルを維持するため、真空を回復し
、維持するための道具が必要となる。
【０１９４】
この実施形態は恒久真空弁５１を含む真空断熱パネルを含む。恒久真空弁５１はパネル封
止５４の窓５３に封止可能に重なるのに適し、パネルの内部空間５６へ又はそこからの雰
囲気ガス又は水蒸気の通路を防ぐ。恒久真空弁５１は一般に閉じられパネル内部空間内の
所定圧レベルを損なわない。弁本体をパネル外面上に吸引インタフェース５７のみを有す
る大部分パネル内部空間５６内に設置する。従って、弁はパネルの外形寸法に干渉せず、
他のパネル近辺で断熱装置又は冷蔵室の壁に沿ってパネルの円滑な設置を可能にする。
【０１９５】
真空弁は真空弁５１への接続用一端と真空ポンプのような真空源への接続用他端を有する
吸引インタフェース５７を備える。使用に際し、真空弁を吸引インタフェース５７を介し
て吸引源又はアダプタへ接続する。
【０１９６】
好ましくは、真空弁５１を囲むのに適した口５２は、封止層５４の窓５３に封止可能に重
なる。この実施形態で、真空弁５１は断熱パネル５５へ強く固定されておらず、口５２に
設置される。
【０１９７】
好ましくは、口はＢａｒｅｘ(商標)を使用して、注入鋳造ポリマから作り、パネル封止５
４内の窓を覆う熱封止表面を生成する比較的広い平坦なフランジを有する。
【０１９８】
更に、口を直接パネル封止へ接続するので、それが雰囲気ガスを殆ど透過せずに留まるこ
とは重要である。口用透過材の使用により、断熱パネル内の圧力レベルを明らかに低下さ
せることができる。従って、雰囲気ガスを殆ど透過しないＢａｒｅｘ（商標）は口用の良
好な原料である。
【０１９９】
断熱パネル壁はアルミの薄いフィルム又は他のガスと水蒸気を殆ど透過しないフィルムか
らしばしば作られる。このようなフィルムは容易に損傷し破損し又は穴があく。フィルム
のクラックやパンクは圧力レベルの本質的増加を招く。このような損傷フィルムを修理す
るため、クラックやパンクに継ぎ当てを当て、水分と雰囲気ガスをパネル内の所定圧力レ
ベルを回復するため次に真空化する。このような真空化は弁を使用して、容易に達成され
る。
【０２００】
しかし、全ての断熱パネルが真空化を容易にする真空弁を備えるわけではない。真空弁を
含む口は、もしパネルに組み込むならば後に役立つ。クラックやパンクを封止の後、真空
弁を使用して断熱パネルの内部空間を真空化する。
【０２０１】
次に、真空封止断熱パネル内の所定圧力レベル範囲を維持するための典型的、恒久弁を示
す図９に言及する。真空封止パネルと窓は上の図８に示すが、図９はこの発明の一実施形
態による好適真空弁の構成要素をより徹底して示す。
【０２０２】
図９はこの発明の好適実施形態により、パネル５６の内部空間に向かう真空化窓６２と弁
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ストッパ６３を有するチャンバ６１を備える、口５２内に設置された真空弁５１を示す。
【０２０３】
真空弁５１は更にチャンバ底側ヘ接続されたバネリセス６４を備える。バネ６５をリセス
６６に装着し、口５２の隙間６７へ向かって弁ストッパ６３を押す。
【０２０４】
好ましくは、Ｏリングとして柔軟なポリマリングを前記隙間へ設置する。Ｏリング上の圧
力は真空弁を封止する。
【０２０５】
弁ストッパ６３を口５２により阻止し、真空化口を覆う。従ってバネ６５を解放すると、
弁ストッパは弁５１を閉に保ち、ガスと水蒸気通過を防ぐ。弁ストッパ６３を押すと、真
空弁が開く。開くと、真空化窓６２はパネル５６の内部空間から吸引源へのガスと水蒸気
の通過を容易にする。
【０２０６】
図１０Ａはその底面を示す真空弁を包む口の外部斜視図である。
【０２０７】
図１０Ｂはその上面を示す真空弁を包む口の外部斜視図である。
【０２０８】
低部床通路７１は雰囲気ガスと水蒸気の通過を容易にする。床通路７１の構造はパネル内
部に設置される断熱材粒子が弁真空窓を阻止するのを防止するフィルタとして機能できる
。
【０２０９】
弁上部の弁ストッパ７２は、開放されるように押された場合、上部真空窓７４を介して雰
囲気ガスと水蒸気の通過を容易にする。図１０Ｂに明確に示すように、弁ストッパ７２を
口７３内に包む。口７３は、この発明の好適実施形態に従って、弁ストッパ７２が誤って
押される機会を減らす。更に、上で詳述したように、口７３の構造は口７３又は真空弁の
いずれも断熱装置内のパネルの設置を妨げないことを保証する。
【０２１０】
次に４つの異なる短点からの典型的な弁プラグを示す図１５に言及する。弁プラグは上部
真空化窓を介して真空弁へ接続されるのに適する。弁プラグは真空弁の上部真空化窓を充
填し、真空化窓内の空気の蓄積を防ぐ。この図は真空弁内の真空化窓に合うように突起１
０１を有する除去可能プラグ１００の好適実施形態を示す。真空弁の目的は真空断熱パネ
ル内の所定範囲の圧力レベルを維持することであるので、雰囲気ガスと水分は、真空弁が
閉じると真空弁を通って通過しないことが好ましい。この発明の一好適実施形態で、真空
化弁の真空化窓は真空弁ストッパを押すと開く。
【０２１１】
しかし、雰囲気ガスは真空ストッパ近辺の真空化窓を通過する機会があるので、別の封止
窓が必要である。
【０２１２】
好ましくは、弁ストッパの上部で追加の封止層として、継ぎ当ても使用できる。このよう
な次当ては真空弁を封止可能に覆うように使用でき、真空弁の真空化穴を通っての空気の
通過を防ぐ。しかし雰囲気ガスと水蒸気はなお、継ぎ当てと真空弁の間で捕らえられるが
、又は継ぎ当てとパネル封止間の隙間を透過する。
【０２１３】
従って、除去可能プラグ１００は、この発明の一好適実施形態に従って、真空化窓を封止
可能に栓をするように調整される突起１０１を使用して、真空化弁の前記真空化窓を常に
封止する。除去可能なプラグ１００で真空弁に栓をして、真空処理を可能にするためだけ
に除去する。更に、除去可能プラグ１００で栓をする場合、突起１０１をストッパの真空
化窓内に重ね、ストッパを定位置に固定し、ストッパの望まない開放に至るストッパの望
まない動きを防ぐ。好ましくは、除去可能プラグはゴム又は柔軟ポリマで作られる。
【０２１４】
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次に、真空弁ポンプアダプタへ接続された典型的恒久真空弁を示す図１１に言及する。真
空弁とこれに関連する全ての要素は上の図９のようであるが、図１１は更に真空ポンプア
ダプタを示す。
【０２１５】
真空ポンプアダプタ８１は、恒久真空弁５１を封止可能に接続するための底部ダクト８９
及び吸引装置を封止可能に接続するための上部出口８２を有する迅速に除去可能な台８５
を備える。
更に、旋回軸８３を迅速に除去可能な台８５を通してねじ込む。その台は旋回軸８３のね
じ込み込み又はねじ戻しを容易にするための回転ハンドル８８を有する。旋回軸８３は真
空弁５１を吸引移転中、開に維持する。
【０２１６】
より実際的には、上記のようにこの発明の一好適実施形態によると、真空弁５１の開放を
、弁ストッパ６３を押し、これによりバネ６５に圧力を加えることにより行う。
【０２１７】
好ましくは、弁ストッパ６３を口５７のキャビティ内に設置する。この実施形態は、弁ス
トッパ６３へ圧力を加えるためインタフェースのような補完型の使用を容易にする。全て
の真空ポンプ又は吸引道具をこのような弁と接続するために、このような補完型で調整す
るわけではない。従って、この実施形態で、真空ポンプアダプタ８１を備え、真空弁５１
と異なる真空ポンプの間を接続する。
【０２１８】
一好適実施形態で、アダプタ８１を、円形断面（Ｏ‐リング）を備えたループ状エラスト
マ８４を使用して、口５２へ接続する。Ｏ‐リングをアダプタ台８５内の溝８５に設置し
、アダプタ８１と口５２の間で組み立て中に圧縮し、インタフェースに封止を生成する。
封止接続を、アダプタ８９の内部空間の吸引転送により生成された力により達成する。真
空圧力はアダプタ除去可能台８５を口５２の方へ押し、除去可能台８５をパネルに気密接
続する。
【０２１９】
好ましくは、アダプタ８１は更に吸引源８２への接続を備える。
【０２２０】
好ましくは、接続は水平軸の周りに回転でき、異なる角度からの真空ポンプとの接続を容
易にする。
【０２２１】
上記のように、口５２へのアダプタ８１の接続は真空ポンプのような吸引源８２ヘ接続さ
れる吸引インタフェース５７と吸引源との間のガスと水分の通路８７を生成する。弁スト
ッパ６３を押して開にすると、通路８７はパネル５６の内部空間からの雰囲気ガスと水分
の真空化を容易にする。前記真空化はパネル内の所定圧レベルを維持する。アダプタ８１
の別の重要な構成要素は旋回軸８３である。図１１に示すように、旋回軸は、ねじ込みに
より弁ストッパ６３へ圧力を加え、空気と水蒸気へ真空弁５１を開放するように、台８５
を通してねじ込む。そうして、旋回軸８３は通路８７の最終障壁を開き、真空弁５１へ適
していない吸引源を使用して、パネル５６の内部空間の真空化を容易にする。
【０２２２】
好ましくは、Ｏ‐リングを旋回軸と台の間の隙間を封止するように設置する。
【０２２３】
好ましくは、回転ハンドル８８を旋回転８３へ接続し、旋回軸８３のねじ込み又はねじ戻
しを容易にする。
【０２２４】
使用時、アダプタは弁が解放前に弁周辺に独特の圧力環境を生成する。アダプタ内の圧力
レベルはパネル内部空間内の圧力レベルと同一か又はこれより低いかのいずれかである。
好ましくは、アダプタ内圧力レベルを断熱パネル（例、０．０１ｍｂ）内の所望所定圧力
レベルに等しいかこれより低い圧力レベルに低下させる。次に、旋回軸を使用して、上記
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のように弁を開け、パネル内部空間からの雰囲気ガスと水蒸気の吸引を容易にする。この
ように、パネル内の圧力は弁の開放中には上昇しない。
【０２２５】
図１２Ａはその上面を示すパネル壁５４に設置された口５２へ接続されたアダプタ８１の
外部斜視図である。
【０２２６】
図１２Ｂはその下面を示すパネル壁５４に設置された口５２へ接続されたアダプタ８１の
外部斜視図である。
【０２２７】
好ましくは、断熱パネルを断熱装置の内側に沿って異なる角度で設置し、異なる真空弁の
角度位置は異なり、アクセスを厄介にし、吸引源をアダプタへ接続することを困難にする
。従って、真空弁へのアクセスを容易にするため、異なる角度へ対応するため吸引源端部
接続調整を容易にする万能アダプタを有することは非常に有利である。
【０２２８】
図１２Ａと１２Ｂはこの発明によるアダプタの一好適実施形態を示す。この好適実施形態
で、吸引源端部接続８２は、アダプタ台８５に封止可能に接続される直角曲げを備えるノ
ズルである。このような形状のノズルは吸引源端部接続９１の角度調整を容易にする。
【０２２９】
アダプタ８１はこのような真空弁５１を備える全てのパネルに適用できる。従って、この
発明のこの好適実施形態によるアダプタ８１に適合するように調整する場合、真空化断熱
パネルを維持するのに１つのアダプタ８１だけしか必要としない。
【０２３０】
好ましくは、アダプタと真空ポンプは指定技術キットの一部である。保守は毎日ペースで
行うのではないので、このようなキットは技術者へ供給するだけでよい。
【０２３１】
次に恒久アダプタ台へ接続された典型的説明的独特な恒久真空弁を示す図１３に言及する
。真空弁と真空化断熱パネルは上記図９のようであるが、図１３は更に接続器具と適用可
能アダプタを示す。接続器具１１０を断熱パネル５６と隔壁の窓１２０の間に設置する。
接続器具１１０は指定ダクト１１４を通して真空弁５１を接続する一端及び指定窓１２０
を通して指定ネジ状旋回軸１１６と接続する他端を有するチューブ１１５を備える。接続
器具１１０と吸引源の間を接続するように設計されたネジ状旋回軸１１６は接続器具１１
０を通してねじ込まれる。
【０２３２】
真空化断熱パネルは一般に、説明したように冷蔵室や断熱装置で使用される。ある冷蔵室
と断熱装置で、パネルを隔壁又はフィルムの後に設置する。真空化断熱パネルの簡単な保
守を容易にするため、隔壁を通してパネルの真空弁へのアクセスを容易にする器具を好ま
しくは備える。この発明の一好適実施形態で、接続器具１１０を真空弁５１と隔壁１１３
の間に設置する。接続器具１１０は図１１と図１２（図１１、符号８１）に概説した台に
似ている。しかし、この実施形態では、接続器具１１０を旋回軸又は真空ポンプ（図１１
、符号８１、８２）に適した端部接続へ接続しない。接続器具はむしろ指定ダクト１１４
を通して一端から真空弁５１ヘ接続され、別の端部から隔壁１２０の窓へ接続される。好
ましくは、接続器具はＢａｒｅｘ（商標）から作る。更に接続器具１１０は更に、ネジ状
旋回軸１１６上に取り付けられる内部ネジ溝１１５を形成する内部チューブを備える。ネ
ジ状旋回軸１１６は真空弁１１８への接続用の一端部及び真空吸引源１１９への接続用の
別の端部を有する内部チューブ１１７を備える。
【０２３３】
図１３に示すように、ネジ状旋回転１１６を、ネジ状旋回軸１１６をねじ込むことにより
弁ストッパ６３へ圧力を加え、真空弁５１の開放を起こすように、接続器具１１０を通し
てねじ込む。そうすることによりネジ状旋回軸１１６は通路８７の最終障壁を開き、こう
してパネル５６の内部空間の真空化を容易にする。回転ハンドル１２１をネジ状旋回軸１
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１６へ接続し、ネジ状旋回軸１１６のねじ込み又はねじ戻しを容易にする。ネジ状旋回軸
１１６は取り外し可能であり、従って１枚以上のパネルの維持に使用できる。更にネジ状
旋回軸１１６は取り外し可能であり、断熱パネルはより少ない空間しか必要としない。
【０２３４】
次に真空弁と図１３の接続器具を示す図１４Ａに言及する。先の図におけると同様の部品
は同一参照番号をつけ、再度記述しない。真空弁と真空断熱パネルは図１３のようである
が、図１４Ａはネジ状旋回軸のない接続器具１１０を示す。
【０２３５】
次にこの発明の好適実施形態による真空弁を備えた断熱パネルの典型的製造法のフローチ
ャートである図１４Ｂに言及する。
【０２３６】
図１４Ｂは真空弁を有する封止真空断熱パネルの製造法を示す。第１ステップ７０１は雰
囲気ガスと水蒸気を殆ど透過しないフィルムを有し、更に窓と弁ストッパを有する恒久真
空弁を有する封止断熱パネルを提供することである。次のステップ７０２で、真空弁を、
封止窓を覆うように重ねる。次のステップ７０３で、真空吸引源を真空弁内の吸引インタ
フェースへ接続する。この接続は吸引を使用して所定レベル迄封止断熱パネルを真空化す
る次のステップ７０４を容易にする。真空弁を、初期状態を閉で弁ストッパと接続するの
で、吸引源の切り離しはパネル内の達成所定真空レベルを妨げない。
【０２３７】
アダプタの切り離しを２つのステップで実施する。第１ステップの間、旋回軸を上げ、こ
れにより真空弁を閉める。第２ステップの間、真空ポンプを停止し、次にアダプタを真空
断熱パネルから切り離す。
【０２３８】
この方法は上記のように真空弁を通して容易に真空化できる断熱パネルを製造する。この
実施形態もパンクしたパネルの比較的容易な修理を可能にする。この方法により製造され
るパンクした断熱パネルを封止可能に継ぎ当てを当て、恒久真空弁を通して再真空化でき
る。指定口を真空工程のため生成しなければならず、後に封止しなければならないので、
恒久真空弁のない従来技術の断熱パネルを容易に再真空化できる。
【０２３９】
本発明の好適実施形態による断熱パネルの修理を、断熱装置からパネルを外すことなく行
うことができる。従って、遅れなく、即ち特定の断熱装置の場所から断熱パネルを動かす
必要なく、断熱パネルを取り付けることができる。
【０２４０】
次に、恒久真空弁と圧力表示器を備える典型的封止断熱パネルを示す図１６Ａに言及する
。パネル、真空弁及び窓は上記図８のようであるが、図１６Ａは更に、圧力表示器２００
が封止容器５６、口５２及びパネル近辺の封止パネル外側上に設置されたプラグ２０１内
に設置された状態を示す。
【０２４１】
真空弁５１を有する封止パネルは上記のようにパネル内の圧力レベルを維持する能力を提
供し、圧力レベルの安定範囲を維持する能力を約束する。
【０２４２】
しかし、もし、又はいつパネルの真空化が必要かに関し、保守要員への表示器は備えられ
ない。
【０２４３】
この実施形態で、圧力表示器２００を封止容器５６内に設置する。圧力表示器２００を、
パネル５６が封止又は真空化する前に挿入する。圧力表示器２００を封止パネル５５の外
側に設置されるプラグ２０１へ接続する。好ましくは、圧力表示器２００をパネル封止５
３の口を通してプラグ２０１へ接続する。プラグ２０１を、好ましくは配線２０２を介し
て、封止パネル５６内の圧力レベルに関する情報を受けるように設計する。
【０２４４】
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所定圧力レベルの維持を容易にする真空弁５１及び圧力レベルの所定範囲での増加につい
て保守要員に知らせる表示器２００の組み合わせにより、長期間パネルの冷却力の有用性
を最大化する能力を保守要員に提供する。
【０２４５】
好ましくは、圧力表示器２００へ電流を供給するための電源供給装置２０５をパネル５４
の外側へ結合する。電源供給装置２０３を真空化口５２を通る配線２０６を介して圧力表
示器２００へ接続する。
【０２４６】
好ましくは、プラグ２０１とＬＥＤダイオードへ接続する。ＬＥＤダイオードは配線２０
２を介して封止パネル５６内の圧力レベルに関する受けた情報により圧力レベルの低下を
表示する。好ましくは、プラグ２０１をスクリーンへ接続し、パネル内部空間内の圧力レ
ベルを提示させる。
【０２４７】
好ましくは、プラグ２０１を中央コンピュータ又は中央処理装置へ接続する。
【０２４８】
断熱パネルを通常他のパネルの近辺に設置するので、中央コンピュータ又は処理装置を使
用して、１つ以上のプラグからの情報を集める。
【０２４９】
本発明の一好適実施形態によると、プラグ２０１を保守システムの一部として中央コンピ
ュータへ接続する。このような保守システムは１つ以上の断熱装置からの多くのパネルか
らの情報を集めることができる。このような保守システムは、好ましくはいかなる時点で
も各断熱パネルの現状を出力することができる。
【０２５０】
好ましくは、保守システムは圧力閾値を規定する能力を保守要員に与えることを容易にす
る。このような圧力閾値を使用して断熱パネルの１つの圧力レベルが低下し、効率的断熱
を回復するため再真空化するべき時を保守要員へ警告する。
【０２５１】
好ましくは、保守システムは更に要求により各断熱パネルの現状を表示するためのスクリ
ーン表示器を備える。
【０２５２】
一好適実施形態で、圧力表示器２００は変換器（例ロッシェル塩結晶）を含む圧電装置で
ある。圧電装置２００は圧縮時変換器が作り出す電荷により変換器上の機械的圧力を測定
する。圧電装置２００は発生電荷による圧力レベルの測定を行う。圧電装置２００は配線
２０２を介して圧力レベルに関する情報をプラグ２０１へ伝送する。
【０２５３】
この発明の一好適実施形態で、圧力表示器２００は誘導加熱素子と温度検出素子を備える
。誘導加熱素子は断熱パネル近辺に設置される磁束発生器の作用による電磁誘導により熱
を発生させるために使用される。
【０２５４】
温度検出素子は、封止断熱パネル５１の内部空間の熱拡散速度を測定し、これにより封止
断熱パネル５１内の圧力レベルを測定する。
【０２５５】
次にパネル内の圧力レベルを維持するための圧力表示器と恒久真空弁を備える別の典型的
真空断熱パネルを示す図１６Ｂへ言及する。パネル、真空弁及び真空化窓は上の図１６Ａ
のようであるが、しかし図１６Ｂでは配線は処理装置２２２へ接続され、プラグへではな
い。更に、図１６Ｂは電気抵抗器２００、加熱素子及び処理装置２２２を備える圧力表示
器２００を示す。
【０２５６】
この実施形態で、圧力表示器２００は加熱パネルの内部空間内の温度に応じて変動する抵
抗を有する電気抵抗器である。この実施形態で、電源供給装置２０５は封止容器５６の内



(35) JP 2008-528884 A 2008.7.31

10

20

30

40

50

部空間温度のそれ以上に所定温度までそれを加熱するため、加熱素子へ電流を供給する。
【０２５７】
好ましくは、加熱素子と電気抵抗器２００を互いに接続する。
【０２５８】
更に、電気抵抗器２００の抵抗変化を測定するための処理装置を、配線２０２を介して電
気抵抗器２００へ接続する。処理装置２２２は抵抗の測定変化により封止容器５６の内部
空間の熱拡散速度を測定し、これにより封止容器５６内の圧力レベルを測定する。処理装
置２２２を封止容器５６の外側へ設置し、容器５３の窓を通して電気抵抗器２００へ配線
する。好ましくは、電気抵抗器はサーミスタである。
【０２５９】
次にパネル内の所定圧力レベルを維持するため、表示器と恒久真空弁を備えた別の典型的
真空断熱パネルを示す図１７に言及する。パネル真空弁及び真空化窓は上の図１６Ａのよ
うであるが、図１７は圧力基準カプセル２１０を備える圧力表示器を示す。この実施形態
で、圧力表示器は曲げ膜の真空封止圧力基準カプセル２１０を備える。圧力基準カプセル
２１０は、封止カプセルの曲げがバネ圧縮度に影響するように圧力基準カプセル２１０の
内壁を支持するバネ２１１を囲む。圧力基準カプセル２１０は断熱パネルの圧力レベルよ
り低い所定圧力レベルに到達するように予め真空化される。所定圧力レベルをパネル５６
内部空間内の圧力レベルに対する基準圧力レベルとして使用する。カプセルは気密封止さ
れているので、それは基準圧力レベルとして使用できる固定圧力レベルを有する。
【０２６０】
断熱パネルの内部空間の圧力レベルが低下すると、カプセル内部空間とパネル内部空間の
間に本質的圧力差が形成される。その圧力差はパネル内部空間のガスが空間間の圧力平衡
を回復しようとして、カプセル外部膜２１１上へ機械力を加えるようにする。加えられた
機械力はカプセル膜２１１を曲げさせる。膜の曲げはカプセル内のバネ２１２を圧縮する
。バネ２１２の圧縮を圧力基準カプセル２１０内の圧縮検出器２１３により検出する。
【０２６１】
この発明の一好適実施形態で、圧縮検出器２１３は電気回路でバネの圧縮は回路の電気通
過を容易にする電気回路を閉じる。圧縮検出器は配線２１５を介して圧力基準カプセル２
１０内のバネ２１２の状態に関する情報を伝送する。
【０２６２】
この発明の別の好適実施形態で、圧縮検出器は真空封止カプセル２１２近辺に設置された
レーザ式距離検出器である。レーザ距離検出器は曲げ膜２１１迄の距離を測定し、真空封
止カプセルの曲率測定、従って封止パネル５６内部空間の圧力測定を行う。
【０２６３】
図１８は、その上面から見たパネル壁５４の外側上に設置されたプラグ２０１を示す外部
斜視図である。好ましくは電源配線２０６を真空化口５２を通して接続する。
【０２６４】
次に、この発明の好適実施形態による、吸収剤交換用典型的交換装置、真空断熱パネルを
示す図１９へ言及する。図１９はガス透過壁３０３と真空化窓３０４を有する真空断熱パ
ネルの外部封止３０２における窓３０１内に設置される、シンク型チャンバ３００を示す
。シンク型チャンバ３００は吸収剤３０５を含む。雰囲気ガスと水蒸気を殆ど透過しない
材料からできた除去可能カバー３０６は窓３０１へ重なる。吸収剤３０５は、水と水蒸気
を吸収するための乾燥剤、又は分子ふるいとしてガス水子を吸収するための又はガス分子
と結合し、これによりそれらを気相から固相へ変換させるためのゲッタのいずれかを含む
。ゲッタと乾燥剤の両方の機能は上で説明した。
【０２６５】
図２に関して上記のように、透過ガス分子を吸収するため又はガス自由分子と反応し、そ
れらを気相から固相へ変換するため、吸収剤３０５を真空化封止容器に挿入する。これら
の化学的手順はガスの一部が真空封止断熱パネルに自由状態で留まることを防ぐ。吸収剤
３０５は、活性であれば好ましくはパネル内の自由酸素分子を酸化し、窒素分子と反応す
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ることにより、又は分子ふるいとして吸収することにより、ガス分子を吸収する。これら
の分子はこのように固相に結合され、パネル内の圧力レベルに影響しない。
【０２６６】
しかし、吸収剤３０５は吸収容量が有限である。吸収剤はある吸収容量を有する。従って
、吸収剤３０５はそれらがある量の分子を吸収又は結合した後はその効力を失う。
【０２６７】
この実施形態は、真空断熱パネルを封止し、真空化した後に吸収剤３０５の交換を容易に
する。交換装置３１０をパネル封止近辺でパネル内に設置する。交換装置３１０はパネル
外封止３０７内の窓３０１を覆う。
【０２６８】
交換装置３１０は更に吸収剤３０５を保持するシンク型チャンバ３００と、シンク型チャ
ンバ３００を封止する除去可能カバー３０６を備える。
【０２６９】
シンク型チャンバ３００を、吸収剤３０５を保持するように設計する。ゲッタ又は乾燥剤
がパネル内部空間から雰囲気ガスを吸収し続けられるように、チャンバ内部空間とパネル
内部空間の間の雰囲気ガスの通過を可能にするインタフェースを備える。従って、シンク
型チャンバ３００は前記空間の間で低速度で比較的遅い雰囲気ガスの拡散を容易にする半
透過壁３０３を備える。チャンバ３００とパネル内部空間３０８の間に配置された半透過
壁はガスには半透過であるが、好ましくは水と水蒸気には非透過である。従って、パネル
内部空間内の水分レベルは、チャンバ３００が封止されない場合は上昇しない。比較的遅
い拡散の適切な半透過膜の例としては半透過単独重合体又は共重合体がある。例えば半透
過膜はポリスチレン又はシリコン共重合体からできている。
【０２７０】
更に半透過フィルムはゲッタや乾燥剤の効率的交換を容易にする。吸収剤３０５の交換中
、半透過壁３０３を数秒間雰囲気ガスと水蒸気に曝す。こうしていくらかのガスと水蒸気
は半透過壁３０３を通って断熱パネル内部空間へ透過する。しかし、曝露期間が短く、半
透過壁３０３が遅い拡散速度だけであれば、半透過膜３０３を介しては余り多くの分子は
通過しない。従ってプラグを閉にして、吸収剤３０５がチャンバ３００にあると、分子が
パネル５６内部空間から吸収剤チャンバ３００へ自由に拡散できる時間は非常に長くなる
。
【０２７１】
こうして、チャンバ３００を封止とした場合、吸収剤３０５により吸収又は結合される分
子の量は、チャンバ３００を封止しない場合、半透過壁３０３を透過する分子の量より本
質的に多い。
【０２７２】
次に図２０Ａ、２０Ｂ及び２０Ｃに言及する。
【０２７３】
図２０Ａはパネル壁内に設置された交換装置３１０の断面斜視図である。
【０２７４】
図２０Ｂは弁の除去可能カバーと弁のチャンバ内壁の間の結合部の拡大断面斜視図である
。
【０２７５】
図２０Ｃはその上面を示す交換装置３１０の外部斜視図である。
【０２７６】
図２０Ａ、２０Ｂ及び２０Ｃはこの発明による吸収剤交換装置の好適実施例を示す。この
実施例で、シンク型チャンバの側壁３２０を除去可能カバー３２２の外側壁上に結合され
たネジ状パターンに合う内部ネジ山３２１と結合させる。
【０２７７】
好ましくは、側壁３２０と除去可能カバー３２２はＢａｒｅｘ（商標）から作る。
【０２７８】
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好ましくは、半透過壁３２３はポリスチレンから作る。好ましくはＯリング封止３２３を
チャンバ内壁へ接合させる。Ｏ－リング封止を弁カバー３０２と弁チャンバ３０４の間の
溝３２４に設置し、その間で組み立て中圧縮し、これによりシンク型チャンバ３０４の壁
とカバー３０２の間の隙間を封止する。
【０２７９】
次に再度図１９に言及する。この発明の一好適実施形態による交換装置３１０は更なる封
止問題を解決できる。一般に真空断熱パネルの製造工程の間パネル内部空間を真空化窓を
通して真空吸引源を使用して、真空化する。しかし、真空化工程の間、空気と水蒸気はパ
ネル内部空間内に比較的高率で存在する。従って、吸収剤は空気と水蒸気分子を活発に吸
収し、これらと反応する。
【０２８０】
従って、所定圧レベルを維持するため断熱パネル内部空間を封止する前にさえ吸収剤はそ
れらの吸収力のいくらか又は全てを消耗する。
【０２８１】
この発明の一好適実施形態で、パネル内部空間の真空化を上記のように、パネル内の恒久
真空弁を通して行う。断熱パネルからの空気の真空化の間、真空パネル内部空間内の空気
を真空化する。
【０２８２】
半透過壁３２３はシンク型チャンバ３０５と断熱パネル内部空間の間の雰囲気ガスの比較
的遅い拡散を促進するので、断熱パネルの真空化工程が終了後、雰囲気ガスはシンク型チ
ャンバ３０５に留まる。従って好ましくは上記のように、チャンバ３０５内の雰囲気ガス
蓄積を防止するため、真空化工程の間チャンバ内部空間内に充填材を設置する。好ましく
は充填材はプラスチックのような不活性材で作る。充填材はガス吸収剤カプセルと全く同
一の形状である。
【０２８３】
更に、この発明の好適実施形態によると、交換装置３１０は、シンク型チャンバ３００へ
の吸収剤３０５の付加を容易にする。従って、吸収剤３０５を真空化処理が終了後に加え
る。この処理段階の吸収剤の設置によりシンク型チャンバ３００の内部空間からの雰囲気
ガスの除去が行われ、達成された圧力レベルを維持することに役立つ。
【０２８４】
更に、この実施形態はパネル寿命の間、使用済み吸収剤３０５の交換により所定圧レベル
の維持を容易にする。
【０２８５】
好ましくは、パネルは更に、保守要員にパネル内の圧力レベルを表示する圧力表示器を備
える。吸収剤３０５を圧力表示器により交換できる。
【０２８６】
好ましくは、圧力表示器をパネル内に設置し、パネル内部空間内の圧力を伝送又は表示す
るため、プラグ又は表示器へパネル封止の窓を通して、配線３０９を介して接続するのに
適する。
【０２８７】
次に、この発明の別の好適実施形態による典型的方法のフローチャートである図２１に言
及する。図２１に示す方法は、吸収剤ハウジングを有する封止真空断熱パネルの製造ステ
ップに続く。
【０２８８】
この処理で、第１ステップ４０１は窓と真空弁を有する、ガスと水蒸気を殆ど透過しない
フィルムの封止容器を提供することである。
【０２８９】
更に、第１ステップ４０１の間に、交換装置を提供する。交換装置は封止容器の窓に重な
るのに適する。交換装置は、水蒸気と雰囲気ガスに対し、半透過の壁及び、例えばアルミ
被覆層を備えたポリマのような、雰囲気ガスと水蒸気を殆ど透過しない材料からできたカ
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バーを備えるシンク型チャンバを備える。このカバーは、シンク型チャンバ口を封止可能
に覆い、封止チャンバを生成するように設計する。
【０２９０】
次に、次ステップ４０２で、交換装置を封止容器窓に設置する。窓を使って真空吸引源を
接続する。
【０２９１】
続くステップ４０３で、真空弁を真空源へ接続する。明らかに接続はアダプタを介した間
接的又は真空ポンプを介した直接的である。次のステップ４０４で、封止容器を真空源を
使用して、雰囲気ガスと水分を真空化する。次のステップ４０５で吸引源を切り離した後
、吸収剤をシンク型チャンバへ挿入する。最終ステップ４０６で、シンク型チャンバをカ
バーを使用して封止する。図１８と１９に関して述べたように、前記方法により製造され
たような交換装置を備えたパネルはパネルの内部空間を真空化する能力を備える。これら
のパネルは長期間その真空レベルを維持できる。
【０２９２】
次に、この発明の好適実施形態による典型的方法の別のフローチャートである図２２に言
及する。ステップ４０１～４０６は上の図２１のようであるが、ステップ４０７と４０８
を追加する。図２２に示す方法に吸収剤ハウジングとその保守を有する封止真空断熱パネ
ルの製造ステップが続く。ステップ４０７は除去可能カバーを除去することによりシンク
型チャンバの再開放を示す。次にステップ４０８は、ステップ４０４～４０６の繰り返し
、即ち真空化パネルに新吸収剤を加えることによる所定圧力レベルの維持を示す。上記の
ように、この発明による一実施形態はパネル内の吸収剤の交換を容易にする。交換は除去
可能カバーを除去し、吸収剤を交換することにより実施される。
【０２９３】
次に、この発明の別の好適実施形態による典型的方法のフローチャートである図２３に言
及する。図２３に示す方法は隔壁に対する真空断熱パネルの追加ステップが続く。
【０２９４】
断熱パネルは一般に説明したように冷蔵室と断熱装置で使用される。一般に、冷蔵室にお
いて、断熱装置の断熱パネルは隔壁の後に設置される。隔壁を使用して断熱パネルを損傷
から守る。隔壁を付加する他の共通的動機は設計思想からである。
【０２９５】
例えば、家庭用冷蔵庫の壁は一般に冷蔵庫の棚を支えるように設計される内部隔壁フィル
ムと結合される。
【０２９６】
製造工程中、断熱パネルを、通常金属ケースである外部隔壁と、通常設計されたプラスチ
ックケースである内壁の間に設置する。
【０２９７】
内部隔壁を断熱装置の内側を被覆するように設計するので、断熱パネルを隔壁に取り付け
るのに適した接着層と予め積層する。隔壁の設置工程の間、壁を断熱装置の内側へ接着す
る。しかし、一旦隔壁が活性接着帯へ接触すると、壁は直ちに接着され、位置決め工程の
細かい調整を妨げるので、隔壁挿入の前にパネルを活性接着剤と積層することは位置決め
工程を妨げる。従って、接着作用が起こる前に、フィルム設置を容易にする方法を有する
ことが非常に有利である。発泡接着剤の使用は位置決め後接着法を容易にする。隔壁間の
パネルの位置決め後にのみ発泡接着剤を取り除いて、隔壁と断熱パネルを固定する。しか
し、発泡接着剤層の容積は比較的大きい。断熱装置壁の容積は冷蔵容積の有効容量に直接
影響する。
【０２９８】
次に、上記容積の欠点を回避する隔壁フィルムへ断熱パネルを結合する方法を示す図２３
に言及する。従って、第１ステップ５０１は断熱パネルと隔壁を提供することである。次
にステップ５０２で、パネルを熱活性接着剤と積層する。このステップで、熱活性接着剤
は活性でなく、パネル壁上の追加外層として積層される。好ましくは、パネル壁の２つの
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対向側を熱活性接着剤層と積層する。次のステップ５０３の間、断熱パネルを断熱装置内
壁と結合する。好ましくは、断熱装置内壁を完全に覆うように、パネルを断熱装置内壁へ
結合する。この気密カバーは断熱装置の効果的断熱を提供する。続くステップ５０４で、
内部隔壁を断熱パネル近辺に設置し、パネルを覆う気密封止を形成する。熱活性接着剤の
早発活性化を防ぐため、設置を好ましくは室温で行う。熱活性接着剤は室温では活性化し
ないので、この手順は断熱パネルと隔壁の設置を妨げない。
【０２９９】
次のステップ５０４で、活性化熱を既に位置決めした配置に提供する。熱は熱活性接着剤
を活性化し、これにより断熱パネルと隔壁を固く接着させる。
【０３００】
この方法の１つの主な利点はこの処理がドライ式であることである。液状接着剤を使用し
て、断熱パネルを接着するのと異なり、熱活性接着剤の使用はドライ環境での断熱パネル
の固定を約束する。従ってこの工程で使用する機械類は液体強化式である必要はない。
【０３０１】
好ましくは、熱は断熱装置内壁へ接近するパネル壁上の熱活性接着剤層を活性化し、断熱
パネルと断熱装置内壁とを強固に接合する。
【０３０２】
好ましくは、熱活性接着剤層を高周波放射により活性化する。この実施形態で、断熱装置
壁は高周波放射透過材で作る。
【０３０３】
次にこの発明の実施例による冷蔵車用の典型的封止断熱装置を示す図２４と２７に言及す
る。
【０３０４】
真空断熱パネルは、冷蔵庫、フリーザ、乗物、熱湯貯蔵器、及び建物で共通的に使用され
る非真空断熱パネルより良い断熱性を促進する。
【０３０５】
上記のように、真空断熱パネルの熱伝導率は発泡断熱材の断熱パネルのような非真空断熱
パネルより一般に４～１２倍良い。熱に対する改良された抵抗は熱に対する改良された抵
抗のない場合より比較的薄い断熱パネルの生成を可能にする。このような断熱パネルは、
トラックの全体寸法は限定されており、断熱厚の増加は使用可能容積を、従ってトラック
貯蔵空間の機能を減らすので、このような断熱パネルは冷蔵車コンテナ（例、トラックコ
ンテナ、船舶コンテナ、列車コンテナ又は空輸コンテナ）に良く適する。
【０３０６】
例えば、一般的欧州の環境では、冷蔵車は当局により決められた標準幅を有する。従って
、トラックの外形寸法は決められている。こうしてこの実施形態で、このような決められ
た厚さ壁でより良い断熱を達成する。
【０３０７】
更に、最近のエネルギ源の単価は上昇している。従って、各エネルギ装置の力の有効利用
を進めることが必要である。
【０３０８】
従って、より良い断熱抵抗を備えたより薄い断熱パネルが共に必要である。
【０３０９】
このような効果を、真空断熱パネルを使用して達成できる。このようなパネルでの使用は
平均的エネルギ消費を低下させる。
【０３１０】
加えて、前記断熱パネルの別の可能な利点は、それらがトラックや列車に現在使用される
冷蔵装置の容積を削減することである。
【０３１１】
真空断熱パネルの使用により冷蔵装置の寸法を削減することができる。
【０３１２】
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更に、真空断熱パネルの使用により、比較的大量のエネルギを消費する独立エンジンに対
するニーズを除き又は減らすことができる。
【０３１３】
断熱パネルの冷蔵車への組み込みは、トラック製造業者や所有者に非常に有利な効率的シ
ステムを生成し、各冷蔵車の保守費用を低下させる。
【０３１４】
しかし、前記組み込みはいくらかの反論がある。
【０３１５】
もし、冷蔵車の断熱装置のドアーが開くと、外部環境からの空気が断熱装置の内部空間へ
進入する。
【０３１６】
もし外部環境からの空気がトラックコンテナの内部冷蔵空間へ進入すれば、本質的に大量
のエネルギが断熱装置内の必要な冷蔵温度を回復するのに必要であろう。
【０３１７】
従って、この進入空気を可能な限り急速に冷却しなければならない。加えて、冷蔵空間へ
進入する水蒸気は冷蔵空間内の水分を増加させ、これにより冷蔵装置に更なる負担をかけ
ることになる。
【０３１８】
この発明のここで述べる実施形態は前記欠点を克服するように設計されたシステムについ
て述べる。この発明の好適実施形態によるシステムは冷蔵システム、冷蔵乾燥システム又
はその両方を含む。
【０３１９】
断熱装置のドアーが開の期間は通常比較的短いので、断熱装置のドアーの開時点の後冷却
空間を解放できる、冷却固体又は液体を貯蔵する付加的急速冷却装置を有することは非常
に有利である。急速冷却装置の例には共晶装置により冷却する装置又は相変化（ＰＣＭ）
材により冷却する装置がある。
【０３２０】
好ましくは、付加急速冷却装置はエネルギ源としてトラック主エンジンを使用する。共晶
又はＰＣＭ装置を、ドアーが閉の比較的長期間に再充電できドアー開の短期間に使用でき
る。
【０３２１】
このようなシステムの利点は付加急速冷却装置を、冷蔵車ドアーが開の時間中作動するこ
とである。
【０３２２】
冷蔵庫ドアーが、開の後、冷却レベルを回復するため、冷蔵庫ドアー開の期間、又はドア
ー開の結果として、付加急速冷却装置は余り多くのエネルギ又は冷却容量を消費しない。
更に、断熱装置内部空間の冷却レベルを回復するため、主断熱冷却装置からの追加冷却は
より少なくて済む。
【０３２３】
本発明の別の実施形態で、乾燥剤を使用する。ドアー開時進入空気を冷却するのに必要な
エネルギの大部分は空気の乾燥である。空気温度は低下するので、相対温度は同様に低下
し、水蒸気は液化する。
【０３２４】
この液化と冷却に必要なエネルギは環境の水蒸気の相対比率に依存する。
【０３２５】
ドアー開時とその後活性化する乾燥剤を車の断熱装置へ付加し、これによりコンテナ内の
所定温度レベルを達成し、維持するために必要なエネルギを削減することが可能である。
乾燥剤は時間が経過すれば消耗する傾向があるので、乾燥剤を再生する。塩化リチウム、
分子ふるい、塩化カルシウム、粘度及びその他を乾燥剤として使用できる。再生処理は一
般に熱により行う。
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【０３２６】
真空パネルにより断熱されたコンテナと冷蔵貯蔵と空気乾燥の組み合わせは上記のように
多くの利点を有する。
【０３２７】
次にこの発明の好適実施形態による冷却と加熱用圧縮ヘリウムを使用するシステムを組み
込む典型的封止断熱装置を示す図２６と２９に言及する。
【０３２８】
本発明の別の好適実施形態で、圧縮ヘリウムを使用する。多くの場合、冷蔵コンテナトラ
ック、船舶コンテナ等は電気モータにより独立して冷却される。この好適実施形態で、冷
却装置を冷却伝導剤の少なくとも１つの他のソースへ接続する。１つの冷却伝導剤は、使
用温度範囲では凍結しない非常に高い熱伝達容量を備える液体である圧縮ヘリウムである
。ヘリウムはコンテナから中央装置への熱伝達のための時間を短縮する。
【０３２９】
一好適実施形態で、ヘリウム式システムを船の電源供給装置から供給される断熱装置を備
える船舶輸送コンテナへ組み込む。圧縮ヘリウムパイプを船舶輸送コンテナへ組み込み、
中央断熱装置からの熱を各船舶輸送コンテナへ伝送する。この好適実施形態で、このよう
な船舶輸送コンテナは独立した冷却エンジンを組み込んでいないので、このようなシステ
ムの利用はより効率的にコンテナ容量を利用できる。
【０３３０】
通常の冷却コンテナは独立エンジンと独立熱交換器を有する。従ってエンジンと熱交換器
からの熱放射の促進のために、通常の冷蔵コンテナ間に分離空間を必要とする。この発明
によるコンテナは連続運転の必要はなく、又は独立エンジンと独立熱交換器さえ有する。
それらは、それらの間に分離空間なしに互いに接近して設置される。
【０３３１】
一実施形態で、乾燥剤を家庭用冷蔵庫、コンテナ又はフリーザで使用する。
【０３３２】
別の実施形態で、相変化材を熱エネルギの貯蔵又は吸収のため、家庭用冷蔵庫又はフリー
ザで使用する。これらは再生乾燥剤と組み合わせて提供される。
【０３３３】
上で詳述したように、真空断熱パネルにおける使用は冷却装置の所要容量を削減する。
【０３３４】
従って、節約した容量のいくらかを熱貯蔵剤の冷却に使用できる。例えば、冷却貯蔵とし
て低電気料金期間に冷蔵庫又はフリーザを内部冷却空間の冷却と熱貯蔵剤の冷却を行うよ
うにプログラムできる。このような冷蔵庫又はフリーザでは、冷却された熱貯蔵剤が電気
料金が高い期間の熱を吸収する。従って電気料金が高い期間の電気消費を削減する。
【０３３５】
冷却熱貯蔵剤も、電気供給の故障の間冷却を提供するため冷蔵庫の内部空間用バックアッ
プとして使用する。より小さい冷却装置を備えたフリーザを設計することも可能である。
このようなシステムの１つの利点は、システムは１日の限られた時間だけ作動するので、
非作動時間枠の間はより静かである。
【０３３６】
更に、真空断熱パネルはより良い断熱を構成するので、従って冷却装置内で所定温度を維
持するために必要なエネルギはより少なくて済む。
【０３３７】
更に、真空断熱パネルの使用は同じ断熱効果を達成するため、より薄いパネルの使用を容
易にする。より薄いパネルは貯蔵エリアの拡大又は冷却装置内へのより多くの相変化材（
ＰＣＭ）の収容のいずれかを容易にする。
【０３３８】
本発明の別の好適実施形態は熱湯貯蔵に関する。相変化材（ＰＣＭ）での熱湯の貯蔵は空
間を節約でき、又は同一空間でより多くの熱を貯蔵することができる。熱湯貯蔵、ＰＣＭ
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及び真空断熱の組み合わせは、再度オフピーク電気使用の利点がある。この概念を太陽エ
ネルギと組み合わせる。
【０３３９】
この特許有効期間中、多くの関係装置とシステムが開発されここでの言語の範囲特に言語
、溶接材、封止材、雰囲気ガスと水蒸気を殆ど透過しない材料、ゲッタ、乾燥剤はこのよ
うな新技術を先験的に含むつもりである。
【０３４０】
明確化のため、別の実施形態の流れで記述される本発明のある特徴は一つの実施形態にお
ける組み合わせでも提供される。反対に簡単化のため単一実施形態の流れで記述される本
発明の色々な特性も分離して、又は色々の適切な下位の組み合わせでも提供される。
【０３４１】
本発明をその特定実施形態と合わせて記述して来たが、多くの代案、修正及び変更は当業
者に明らかであることは明確である。従って付属の特許請求の範囲の精神と広い範囲内に
入るような代案、修正及び変更の全てを包装することを意図する。この明細書に述べた出
版物、特許及び特許出願を、あたかも各個々の出版物、特許又は特許出願が参考としてこ
こに組み込まれるよう特別にそして個別に表示されると同様の程度に明細書へ参考として
その全てをここに組み込む。更に、この出願で参考の引用又は確認はこのような参考をこ
の発明に対し従来技術として利用できる許可として解釈すべきでない。
【図面の簡単な説明】
【０３４２】
【図１Ａ】本発明の実施形態による真空断熱用典型的封止パネル
【図１Ｂ】本発明の実施形態による積層封止帯を備える真空断熱用典型的封止パネル
【図２】本発明の実施形態による更にゲッタ及び乾燥剤を備える別の真空断熱用典型的封
止パネル
【図３Ａ】本発明の好適実施形態による２層の封止帯を備える別の真空断熱用典型的封止
パネル
【図３Ｂ】本発明の実施形態による熱障壁を備えた真空断熱用典型的封止パネル
【図４】本発明の好適実施形態による溶接真空断熱パネルの製造法の簡略化フローチャー
ト図
【図５Ａ】本発明の好適実施形態による溶接真空断熱パネルの製造法、更に真空化及び気
密封止のステップからなる、別の簡略化フローチャート図
【図５Ｂ】本発明の好適実施形態による溶接真空断熱パネルを製造し、そして乾燥材を補
足する能力を提供する、方法の別の簡略化フローチャート図
【図６】選択されたポリマ材の酸素転送速度及び水蒸気転送速度を示す比較図
【図７】色々のサイズで真空断熱パネルの熱伝導率への真空断熱パネル包装内のアルミ箔
層厚の影響を表す比較図
【図８】本発明の実施形態による固定真空弁を備える真空断熱用の典型的封止パネル
【図９】本発明の好適実施形態による初期ポンピング及び所定圧レベルを維持するための
ポンピングを可能にする典型的恒久弁
【図１０Ａ】本発明の好適実施形態による真空弁を包む口の外部斜視図
【図１０Ｂ】本発明の好適実施形態による図１０Ａの口の別の外部斜視図
【図１１】本発明の好適実施形態による真空ポンプアダプタへ接続された典型的説明的恒
久真空弁
【図１２Ａ】本発明の好適実施形態による口に接続されたアダプタの外部斜視図
【図１２Ｂ】本発明の好適実施形態による図１２Ａのアダプタ及び口の別の外部斜視図
【図１３】本発明の好適実施形態による壁と真空パネルの間の中間発泡層を通してポンプ
にアクセスできる、更に接続部品を備える真空弁ポンプアダプタへ接続された別の典型的
恒久真空弁
【図１４Ａ】本発明の好適実施形態による接続部品に接続された別の典型的恒久真空弁
【図１４Ｂ】本発明の好適実施形態による真空弁を備えた断熱パネルの典型的製造法のフ
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ローチャート
【図１５】本発明の実施形態による真空弁窓を封止するための典型的弁プラグ
【図１６Ａ】本発明の実施形態によるパネル内の所定圧レベルを維持するための恒久真空
弁と圧力表示器を備える典型的封止断熱パネル
【図１６Ｂ】本発明の実施形態による恒久真空弁と圧力表示器としての電気抵抗器を備え
る別の典型的説明的封止断熱パネル
【図１７】本発明の実施形態による所定圧レベル又は圧力レベル範囲を維持するための恒
久真空弁と圧力表示器としての曲げ膜のカプセルを備える別の典型的説明的封止断熱パネ
ル
【図１８】パネル壁の外側に配置された圧力表示器プラグの外部斜視図
【図１９】本発明の実施形態による圧力表示器を備えた真空化封止容器の典型的説明的ガ
ス・水蒸気吸収剤交換装置
【図２０Ａ】パネル壁内に設置されたガス・水蒸気吸収剤交換装置の断面斜視図
【図２０Ｂ】弁の除去可能カバーと弁チャンバ内壁の間の結合のクローズアップ断面斜視
図
【図２０Ｃ】その上面を示す吸収剤交換装置の外部斜視図
【図２１】本発明の好適実施形態による吸収剤ハウジングを有する溶接真空断熱パネルの
製造法の簡略化フローチャート図
【図２２】本発明の好適実施形態による断熱パネルに隔壁フィルムを結合する方法の簡略
化フローチャート図
【図２３】本発明の好適実施形態によるパネル保守ステップを含む断熱パネルに隔壁フィ
ルムを結合する方法の別の簡略化フローチャート図
【図２４】本発明の好適実施形態による冷蔵車用典型的断熱装置
【図２５】本発明の好適実施形態による別の冷蔵車用典型的断熱装置
【図２６】本発明の好適実施形態による冷却及び加熱用に圧縮ヘリウムを使用するシステ
ムを組み込む典型的断熱装置
【図２７】本発明の好適実施形態による冷却及び加熱用に圧縮ヘリウムを使用するシステ
ムを組み込む別の典型的断熱装置
【符号の説明】
【０３４３】
1：断熱材
２、６：パネル壁
3：側面帯
3Ａ，4Ａ：封止帯
4：封止材
5：パネル内部空間
8：乾燥剤
9：封止帯
10：外層
11：内層
12：ゲッタ
51：真空弁
52：口
53：窓
54：パネル封止
55：真空化断熱パネル
56：パネル
57：吸引インタフェース
61：チャンバ
62：真空窓
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63：弁ストッパ
64：バネリセッス
65：バネ
67：すき間
71：床通路
72：弁ストッパ
73：口
74：真空化窓
81：真空ポンプアダプタ
82：上部出口
83：旋回軸
84：エラストマ
85：台
87：通路
88：回転ハンドル
89：底部ダクト
91：吸引源端部接続
100：プラグ
101：突起
110：接続器具
113：隔壁
114：指定ダクト
115：チューブ
116：ネジ状旋回軸
117：内部チューブ
118：真空弁
119：真空吸引源
120：窓
121：回転ハンドル
200：圧力表示器
201：プラグ
202、206：配線接続
205：電源装置
210：圧力基準カプセル
211：膜
212：バネ
213：圧力検出器
222：処理装置
300：シンク型チャンバ
301：窓
302：外部封止
303：ガス透過壁
304：真空窓
305：吸収剤
306、322：カバー
310：交換装置
321：内部ネジ
323：Ｏ－リングシール
324：溝
602：フィルム
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