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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インバータ収容部にインバータ装置が収容設置され、そのインバータ収容部が蓋体によ
り密封構造とされているインバータ一体型電動圧縮機において、
　前記蓋体の外壁に、前記インバータ収容部の内部空間に貫通する検圧用の貫通穴を設け
るとともに、該貫通穴を封止する封止手段を備えていることを特徴とするインバータ一体
型電動圧縮機。
【請求項２】
　前記貫通穴は、ネジ穴とされ、該ネジ穴に対して前記封止手段であるボルトが螺着可能
な構成とされていることを特徴とする請求項１に記載のインバータ一体型電動圧縮機。
【請求項３】
　前記封止手段である前記ボルトは、ヘッド部またはネジ部にシール部材が設けられたシ
ール部材付きボルトとされていることを特徴とする請求項２に記載のインバータ一体型電
動圧縮機。
【請求項４】
　前記シール部材付きボルトは、ヘッド部のフランジに樹脂製シール材が一体成型された
ボルト、ヘッド部の首下にＯリングまたはシールパッキンが設けられたボルト、ヘッド部
にシーラ剤が塗布されたボルト、ネジ部にロックタイト剤が塗布されたボルト等から選択
された１のボルトとされていることを特徴とする請求項３に記載のインバータ一体型電動
圧縮機。



(2) JP 5558537 B2 2014.7.23

10

20

30

40

50

【請求項５】
　前記貫通穴は、前記蓋体の上面に設けられ、その周囲に座面が形成されていることを特
徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載のインバータ一体型電動圧縮機。
【請求項６】
　前記座面をシール面とし、前記ボルトのヘッド部とでシール部材を挟んでシールするこ
とを特徴とする請求項５に記載のインバータ一体型電動圧縮機。
【請求項７】
　インバータ収容部にインバータ装置が収容設置され、そのインバータ収容部が蓋体によ
り密封構造とされているインバータ一体型電動圧縮機において、
　前記インバータ収容部に、その内部空間に貫通する検圧用の貫通穴を設けるとともに、
前記貫通穴を封止する封止手段を備え、前記貫通穴には、その周囲に座面が形成されてい
ることを特徴とするインバータ一体型電動圧縮機。
【請求項８】
　インバータ収容部にインバータ装置が収容設置され、そのインバータ収容部が蓋体によ
り密封構造とされるとともに、前記蓋体または前記インバータ収容部に前記インバータ収
容部内に貫通する貫通穴が設けられ、その貫通穴が着脱可能な封止手段により封止可能と
されているインバータ一体型電動圧縮機の製造方法であって、
　前記インバータ収容部を前記蓋体によって密封した後、検圧工程で前記貫通穴を用いて
前記インバータ収容部内を検圧することにより密封シール性を確認し、その後、前記貫通
穴を前記封止手段により封止して密封構造となすことを特徴とするインバータ一体型電動
圧縮機の製造方法。
【請求項９】
　ハウジング側に設けたインバータ収容部にインバータ装置が収容設置され、そのインバ
ータ収容部に蓋体が液状ガスケットを介して固着されることにより、インバータ収容部が
密封構造とされているインバータ一体型電動圧縮機において、
　前記蓋体の外壁に、前記インバータ収容部の内部空間に貫通する検圧用、点検用、加圧
用、吸引用または前記液状ガスケットを硬化する通気用のいずれかの貫通穴を設けるとと
もに、該貫通穴を封止する着脱自在の封止手段を備えていることを特徴とするインバータ
一体型電動圧縮機。
【請求項１０】
　インバータ収容部にインバータ装置が収容設置され、そのインバータ収容部が蓋体によ
り密封構造とされているインバータ一体型電動圧縮機において、
　前記蓋体の外壁に、前記インバータ収容部の内部空間に貫通する加圧用または吸引用の
貫通穴を設けるとともに、該貫通穴を封止する封止手段を備えていることを特徴とするイ
ンバータ一体型電動圧縮機。
【請求項１１】
　インバータ収容部にインバータ装置が収容設置され、そのインバータ収容部が蓋体によ
り密封構造とされているインバータ一体型電動圧縮機の前記蓋体であって、
　前記蓋体の外壁に、前記インバータ収容部の内部空間に貫通する検圧用、加圧用または
吸引用のいずれかの貫通穴を設けるとともに、該貫通穴を封止する封止手段を備えている
ことを特徴とする蓋体。
【請求項１２】
　ハウジング側に設けたインバータ収容部にインバータ装置が収容設置され、そのインバ
ータ収容部に蓋体が液状ガスケットを介して固着されることにより、インバータ収容部が
密封構造とされているインバータ一体型電動圧縮機の前記蓋体であって、
　前記蓋体の外壁に、前記インバータ収容部の内部空間に貫通する検圧用、点検用、加圧
用、吸引用または前記液状ガスケットを硬化する通気用のいずれかの貫通穴を設けるとと
もに、該貫通穴を封止する封止手段を備えていることを特徴とする蓋体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、ハウジング側に設けられたインバータ収容部内に、インバータ装置が一体に
組み込まれているインバータ一体型電動圧縮機およびその製造方法並びに蓋体に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　ハイブリッド車や電気自動車等の車両用空調装置の圧縮機には、圧縮機ハウジングにイ
ンバータ装置が一体に組み込まれているインバータ一体型電動圧縮機が用いられている。
インバータ装置は、車両側に搭載されている電源（バッテリ）から供給される高電圧の直
流電力を、上位制御装置からの制御信号に基づいて所定周波数の三相交流電力に変換し、
その三相交流電力を電動モータに印加することにより、電動モータを所要の回転数で回転
し、圧縮機を駆動するものである。
【０００３】
　インバータ装置は、複数の半導体素子から構成されるスイッチング回路やその制御回路
等が実装された基板、平滑コンデンサ、インダクタコイル等の高電圧系の電気部品を備え
ており、インバータ収容部内に収容設置されるが、湿分等を嫌うことから、インバータ収
容部は、蓋体により密封構造とされている。この蓋体の密封シールには、Ｏリングやガス
ケット、特許文献１の如く、心金の周りにゴム材料を蒸着したシール材を用いたもの、あ
るいは特許文献２の如く、液状ガスケットを用いたもの等が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２２４９０２号公報
【特許文献２】特開２０１０－５９９４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　液状ガスケットによる密封シール構造の場合、液状ガスケットをシール面に塗布して蓋
体を密着後、液状ガスケットを空気等と接触させて硬化させるだけでよく、他の固体シー
ル材を用いたものに比べ、蓋体を簡易に密封シールできる等の利点がある。しかし、いっ
たん蓋体を密着して液状ガスケットを硬化させてしまうと、密封構造となるため、液状ガ
スケットを破壊しない限り、インバータ収容部内を加圧または吸引して検圧し、液状ガス
ケットによる密封シール性能を確認することも困難になる等の課題があった。
【０００６】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、インバータ収容部の密封シ
ール部のシール性能保証を行うことができるともに、インバータ収容部の密封シール性を
更に高め、製品の品質および信頼性を向上することができるインバータ一体型電動圧縮機
およびその製造方法並びに蓋体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記した課題を解決するために、本発明のインバータ一体型電動圧縮機およびその製造
方法並びに蓋体は、以下の手段を採用する。
　すなわち、本発明にかかるインバータ一体型電動圧縮機は、インバータ収容部にインバ
ータ装置が収容設置され、そのインバータ収容部が蓋体により密封構造とされているイン
バータ一体型電動圧縮機において、前記蓋体の外壁に、前記インバータ収容部の内部空間
に貫通する検圧用の貫通穴を設けるとともに、該貫通穴を封止する封止手段を備えている
ことを特徴とする。
【０００８】
　本発明によれば、インバータ装置が収容設置されたインバータ収容部が、蓋体により密
封構造とされているインバータ一体型電動圧縮機にあって、蓋体の外壁に、インバータ収
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容部の内部空間に貫通する検圧用の貫通穴を設けるとともに、該貫通穴を封止する封止手
段を備えているため、蓋体をインバータ収容部に固着してインバータ収容部を密封した後
も、封止手段を取り外した状態で、貫通穴を介してインバータ収容部内を加圧または吸引
し、その圧力変化をチェックして検圧することにより、密封シール性能を確認することが
できる。従って、インバータ収容部における密封シール部のシール性能保証を行い、製品
の品質および信頼性を向上することができる。また、貫通穴を利用し、その貫通穴から工
業用の内視鏡等を挿入することにより、蓋体を付けたままでインバータ収容部内のアフタ
ーメンテナンス、点検等を行うことができるようになる。
【０００９】
　さらに、本発明のインバータ一体型電動圧縮機は、上記のインバータ一体型電動圧縮機
において、前記貫通穴は、ネジ穴とされ、該ネジ穴に対して前記封止手段であるボルトが
螺着可能な構成とされていることを特徴とする。
【００１０】
　本発明によれば、貫通穴が、ネジ穴とされ、該ネジ穴に対して封止手段であるボルトが
螺着可能な構成とされているため、インバータ収容部を蓋体により密封した後も、ネジ穴
に対してボルトを着脱するだけで簡易に、しかも随時インバータ収容部を密封または開放
することができる。従って、密封シール性能を確認する検圧や内部のアフターメンテナン
ス、点検等を随時実施することができる。
【００１１】
　さらに、本発明のインバータ一体型電動圧縮機は、上記のインバータ一体型電動圧縮機
において、前記封止手段である前記ボルトは、ヘッド部またはネジ部にシール部材が設け
られたシール部材付きボルトとされていることを特徴とする。
【００１２】
　本発明によれば、封止手段であるボルトが、ヘッド部またはネジ部にシール部材が設け
られたシール部材付きボルトとされているため、ネジ穴とされた貫通穴にシール部材付き
ボルトを螺着することにより、そのシール部材で貫通穴を密封し、貫通穴を介してのイン
バータ収容部内への空気、湿分等の侵入をシャットアウトすることができる。従って、封
止手段であるボルトで貫通穴を封止後は、インバータ収容部を密封構造とし、湿分等の侵
入による絶縁性の低下等を確実に抑止することができる。
【００１３】
　また、本発明のインバータ一体型電動圧縮機は、上記のインバータ一体型電動圧縮機に
おいて、前記シール部材付きボルトは、ヘッド部のフランジに樹脂製シール材が一体成型
されたボルト、ヘッド部の首下にＯリングまたはシールパッキンが設けられたボルト、ヘ
ッド部にシーラ剤が塗布されたボルト、ネジ部にロックタイト剤が塗布されたボルト等か
ら選択された１のボルトとされていることを特徴とする。
【００１４】
　本発明によれば、シール部材付きボルトが、ヘッド部のフランジに樹脂製シール材が一
体成型されたボルト、ヘッド部の首下にＯリングまたはシールパッキンが設けられたボル
ト、ヘッド部にシーラ剤が塗布されたボルト、ネジ部にロックタイト剤（「ロックタイト
」は、ヘンケル・コーポレイション社の登録商標）が塗布されたボルト等から選択された
１のボルトとされているため、何れのシール部材付きボルトを用いた場合においても、そ
れぞれのシール部材によって貫通穴を密封し、貫通穴を介してのインバータ収容部内への
空気、湿分等の侵入をシャットアウトすることができる。従って、インバータ収容部の密
封性を確保し、内部に湿分等が侵入することによる不具合の発生を確実に抑止することが
できる。なお、シール部材付きボルトとしては、異金属の接触による電食を防止する観点
から、特にヘッド部のフランジに樹脂製シール材を一体成型したボルトが望ましい。
【００１５】
　さらに、本発明のインバータ一体型電動圧縮機は、上述のいずれかのインバータ一体型
電動圧縮機において、前記貫通穴は、前記蓋体の上面に設けられ、その周囲に座面が形成
されていることを特徴とする。
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【００１６】
　本発明によれば、貫通穴が、蓋体の上面に設けられ、その周囲に座面が形成されている
ため、密封シール性を確認するための検圧作業を行う際、封止手段を取り外した状態で蓋
体の上面に設けられている貫通穴に対し、周囲に形成されている座面を利用して上方から
吸盤等を吸着させ、その吸盤を介してインバータ収容部内の内圧を調整することにより、
インバータ収容部の密封性を精度よく確認することができるとともに、貫通穴をシール部
材付きボルトで封止する際に、その座面をシール部材のシール面として利用し、封止する
ことができる。これにより、検圧作業の容易化、高精度化と、インバータ収容部の密封シ
ール性の更なる向上を図ることができる。
【００１７】
　さらに、本発明のインバータ一体型電動圧縮機は、上記のインバータ一体型電動圧縮機
において、前記座面をシール面とし、前記ボルトのヘッド部とでシール部材を挟んでシー
ルすることを特徴とする。
【００１８】
　本発明によれば、座面をシール面とし、ボルトのヘッド部とでシール部材を挟んでシー
ルするようにしているため、貫通穴の周囲に形成された座面をシール部材のシール面とし
てボルトのヘッド部とでシール部材を挟んで、貫通穴をボルトで密封状態に封止すること
ができる。従って、インバータ収容部の密封シール性の更なる向上を図ることができる。
【００１９】
　さらに、本発明にかかるインバータ一体型電動圧縮機は、インバータ収容部にインバー
タ装置が収容設置され、そのインバータ収容部が蓋体により密封構造とされているインバ
ータ一体型電動圧縮機において、前記インバータ収容部に、その内部空間に貫通する検圧
用の貫通穴を設けるとともに、前記貫通穴を封止する封止手段を備え、前記貫通穴には、
その周囲に座面が形成されていることを特徴とする。
【００２０】
　本発明によれば、インバータ装置が収容設置されるインバータ収容部が、蓋体により密
封構造とされているインバータ一体型電動圧縮機にあって、インバータ収容部に、その内
部空間に貫通する検圧用の貫通穴を設けるとともに、該貫通穴を封止する封止手段を備え
、該貫通穴には、その周囲に座面が形成されているため、蓋体をインバータ収容部に固着
してインバータ収容部を密封した後も、封止手段を取り外した状態で、貫通穴およびその
周囲の座面を用いてインバータ収容部内を加圧または吸引し、その圧力変化をチェックし
て検圧することにより、密封シール性能を確認することができる。従って、インバータ収
容部における密封シール部のシール性能保証を行い、製品の品質および信頼性を向上する
ことができる。また、貫通穴を利用し、その貫通穴から工業用の内視鏡等を挿入すること
により、蓋体を付けたままでインバータ収容部内のアフターメンテナンス、点検等を行う
ことができるようになる。
【００２１】
　さらに、本発明にかかるインバータ一体型電動圧縮機の製造方法は、インバータ収容部
にインバータ装置が収容設置され、そのインバータ収容部が蓋体により密封構造とされる
とともに、前記蓋体または前記インバータ収容部に前記インバータ収容部内に貫通する貫
通穴が設けられ、その貫通穴が着脱可能な封止手段により封止可能とされているインバー
タ一体型電動圧縮機の製造方法であって、前記インバータ収容部を前記蓋体によって密封
した後、検圧工程で前記貫通穴を用いて前記インバータ収容部内を検圧することにより密
封シール性を確認し、その後、前記貫通穴を前記封止手段により封止して密封構造となす
ことを特徴とする。
【００２２】
　本発明によれば、インバータ収容部を密封する蓋体またはインバータ収容部に、インバ
ータ収容部内に貫通する貫通穴を設け、その貫通穴を着脱可能な封止手段により封止可能
な構成としているインバータ一体型電動圧縮機にあって、インバータ収容部を蓋体によっ
て密封した後、検圧工程で貫通穴を用いてインバータ収容部内を検圧することにより密封
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シール性を確認し、その後、貫通穴を封止手段により封止して密封構造となすようにして
いるため、インバータ収容部にインバータ装置を収容設置し、そのインバータ収容部を蓋
体により密封した後、貫通穴を利用して検圧工程でインバータ収容部内を検圧することに
より、密封シール性を確認することができる。従って、インバータ収容部の密封シール性
能を保証し、製品の品質および信頼性を向上することができる。
【００２３】
　さらに、本発明にかかるインバータ一体型電動圧縮機は、ハウジング側に設けたインバ
ータ収容部にインバータ装置が収容設置され、そのインバータ収容部に蓋体が液状ガスケ
ットを介して固着されることにより、インバータ収容部が密封構造とされているインバー
タ一体型電動圧縮機において、前記蓋体の外壁に、前記インバータ収容部の内部空間に貫
通する検圧用、点検用、加圧用、吸引用または前記液状ガスケットを硬化する通気用のず
れかの貫通穴を設けるとともに、該貫通穴を封止する着脱自在の封止手段を備えているこ
とを特徴とする。
【００２４】
　本発明によれば、インバータ装置が収容設置されたインバータ収容部に蓋体が液状ガス
ケットを介して固着されることにより、インバータ収容部が密封構造とされているインバ
ータ一体型電動圧縮機にあって、蓋体の外壁に、インバータ収容部の内部空間に貫通する
検圧用、点検用、加圧用、吸引用または前記液状ガスケットを硬化する通気用のいずれか
の貫通穴を設けるとともに、該貫通穴を封止する封止手段を備えているため、蓋体をイン
バータ収容部に液状ガスケットを介して固着し、液状ガスケットを硬化させてインバータ
収容部を密封した後も、封止手段を取り外した状態で、貫通穴を介してインバータ収容部
内を加圧または吸引し、その圧力変化をチェックして検圧することにより、液状ガスケッ
トによる密封シール性能を確認することができる。従って、液状ガスケットによる密封シ
ール部のシール性能保証を行って、製品の品質および信頼性を向上することができる。ま
た、蓋体でインバータ収容部に密着シールした後も、必要により貫通穴を介してインバー
タ収容部内に通気し、液状ガスケットを空気と接触させて硬化することができるため、液
状ガスケットによる密封シール性を確実に向上させ、安定化することができる。更には、
貫通穴を点検用とし、その貫通穴から工業用の内視鏡等を挿入することにより、蓋体を付
けたまま、液状ガスケットを破壊することなく、インバータ収容部内のアフターメンテナ
ンス、点検等を行うことができるようになる。
【００２５】
　さらに、本発明にかかるインバータ一体型電動圧縮機は、インバータ収容部にインバー
タ装置が収容設置され、そのインバータ収容部が蓋体により密封構造とされているインバ
ータ一体型電動圧縮機において、前記蓋体の外壁に、前記インバータ収容部の内部空間に
貫通する加圧用または吸引用の貫通穴を設けるとともに、該貫通穴を封止する封止手段を
備えていることを特徴とする。
【００２６】
　本発明によれば、インバータ装置が収容設置されたインバータ収容部が、蓋体により密
封構造とされているインバータ一体型電動圧縮機にあって、蓋体の外壁に、インバータ収
容部の内部空間に貫通する加圧用または吸引用の貫通穴を設けるとともに、該貫通穴を封
止する封止手段を備えているため、蓋体をインバータ収容部に固着してインバータ収容部
を密封した後も、封止手段を取り外した状態で、貫通穴を介してインバータ収容部内を加
圧または吸引し、その圧力変化をチェックして検圧することにより、密封シール性能を確
認することができる。従って、インバータ収容部における密封シール部のシール性能保証
を行い、製品の品質および信頼性を向上することができる。
【００２７】
　さらに、本発明にかかる蓋体は、インバータ収容部にインバータ装置が収容設置され、
そのインバータ収容部が蓋体により密封構造とされているインバータ一体型電動圧縮機の
前記蓋体であって、前記蓋体の外壁に、前記インバータ収容部の内部空間に貫通する検圧
用、加圧用または吸引用のいずれかの貫通穴を設けるとともに、該貫通穴を封止する封止
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手段を備えていることを特徴とする。
【００２８】
　本発明によれば、インバータ装置が収容設置されたインバータ収容部が、蓋体により密
封構造とされているインバータ一体型電動圧縮機用の蓋体にあって、蓋体の外壁に、イン
バータ収容部の内部空間に貫通する検圧用、加圧用または吸引用のいずれかの貫通穴を設
けるとともに、該貫通穴を封止する封止手段を備えているため、インバータ収容部を蓋体
により密封した後も、蓋体に設けられている貫通穴を封止する封止手段を取り外した状態
で、貫通穴を介してインバータ収容部内を加圧または吸引し、その圧力変化をチェックし
て検圧することにより、密封シール性能を確認することができる。従って、インバータ収
容部における密封シール部のシール性能保証を行い、製品の品質および信頼性を向上する
ことができる。
【００２９】
　さらに、本発明にかかる蓋体は、ハウジング側に設けたインバータ収容部にインバータ
装置が収容設置され、そのインバータ収容部に蓋体が液状ガスケットを介して固着される
ことにより、インバータ収容部が密封構造とされているインバータ一体型電動圧縮機の前
記蓋体であって、前記蓋体の外壁に、前記インバータ収容部の内部空間に貫通する検圧用
、点検用、加圧用、吸引用または前記液状ガスケットを硬化する通気用のいずれかの貫通
穴を設けるとともに、該貫通穴を封止する封止手段を備えていることを特徴とする。
【００３０】
　本発明によれば、インバータ装置が収容設置されたインバータ収容部に蓋体が液状ガス
ケットを介して固着されることにより、インバータ収容部が密封構造とされているインバ
ータ一体型電動圧縮機用の蓋体にあって、蓋体の外壁に、インバータ収容部の内部空間に
貫通する検圧用、点検用、加圧用、吸引用または前記液状ガスケットを硬化する通気用の
いずれかの貫通穴を設けるとともに、該貫通穴を封止する封止手段を備えているため、イ
ンバータ収容部に液状ガスケットを介して蓋体を固着し、液状ガスケットを硬化させてイ
ンバータ収容部を密封した後も、蓋体に設けられている貫通穴を封止する封止手段を取り
外した状態で、貫通穴を介してインバータ収容部内を加圧または吸引し、その圧力変化を
チェックして検圧することにより、液状ガスケットによる密封シール性能を確認すること
ができる。従って、液状ガスケットによる密封シール部のシール性能保証を行って、製品
の品質および信頼性を向上することができる。また、蓋体でインバータ収容部に密着シー
ルした後も、必要により貫通穴を介してインバータ収容部内に通気し、液状ガスケットを
空気と接触させて硬化することができるため、液状ガスケットによる密封シール性を確実
に向上させ、安定化することができる。更には、貫通穴を点検用とし、その貫通穴から工
業用の内視鏡等を挿入することにより、蓋体を付けたまま、液状ガスケットを破壊するこ
となく、インバータ収容部内のアフターメンテナンス、点検等を行うことができるように
なる。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明のインバータ一体型電動圧縮機およびその蓋体によると、蓋体をインバータ収容
部に固着して液インバータ収容部を密封した後も、封止手段を取り外した状態で、貫通穴
を介してインバータ収容部内を加圧または吸引し、その圧力変化をチェックして検圧する
ことにより、密封シール性能を確認することができるため、インバータ収容部における密
封シール部のシール性能保証を行い、製品の品質および信頼性を向上することができる。
また、貫通穴を利用し、その貫通穴から工業用の内視鏡等を挿入することにより、蓋体を
付けたままでインバータ収容部内のアフターメンテナンス、点検等を行うことができるよ
うになる。
【００３２】
　また、本発明のインバータ一体型電動圧縮機の製造方法によると、インバータ収容部に
インバータ装置を収容設置し、そのインバータ収容部を蓋体により密封した後、貫通穴を
利用して検圧工程でインバータ収容部内を検圧することにより、密封シール性を確認する
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ことができるため、インバータ収容部の密封シール性能を保証し、製品の品質および信頼
性を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の一実施形態に係るインバータ一体型電動圧縮機の外観斜視図である。
【図２】図１に示すインバータ一体型電動圧縮機の蓋体を取り外した状態の平面図である
。
【図３】図１に示すインバータ一体型電動圧縮機の側面図である。
【図４】図１に示すインバータ一体型電動圧縮機の蓋体から封止手段としてのボルトを取
り付けない状態で、インバータ収容部内を検圧している状態の側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下に、本発明の一実施形態について、図１ないし図４を参照して説明する。
　図１には、本発明の一実施形態に係るインバータ一体型電動圧縮機の外観斜視図が示さ
れており、図２には、その蓋体を取り外した状態の平面図、更に図３には、その側面図が
示されている。
　インバータ一体型電動圧縮機１は、ハウジング２を備えている。ハウジング２は、電動
モータを内蔵するモータ側ハウジング３と、圧縮機を内蔵する圧縮機側ハウジング４とか
ら構成させ、両ハウジング３，４のフランジ部をボルト５で締め付け結合することにより
一体化したものである。
【００３５】
　モータ側ハウジング３の後端側には、冷媒の吸入口６が設けられており、冷凍サイクル
を循環した低圧の冷媒ガスを、モータ側ハウジング３内に吸い込み、内部の電動モータの
周りを軸方向に流通させ、圧縮機により吸入可能な構成とされている。この低圧の冷媒ガ
スは、圧縮機で高温・高圧のガスに圧縮され、圧縮機側ハウジング４の前端側に開口され
ている吐出口７から冷凍サイクル側へと吐出されるようになっている。なお、ハウジング
２内に設けられる電動モータや圧縮機は、よく知られたものでよく、説明は省略する。
【００３６】
　本実施形態では、ハウジング２のモータ側ハウジング３の外周にインバータ収容部８を
設け、その内部にインバータ装置９（図２参照）を収容設置している。このインバータ装
置９は、車両側に搭載されている電源ユニット（バッテリ）から電源ケーブル１０を介し
て供給される高電圧の直流電力を、上位制御装置からの制御信号に基づいて所定周波数の
三相交流電力に変換し、その三相交流電力を電動モータに印加することによって、電動モ
ータを所要の回転数で回転し、圧縮機を駆動するものである。なお、インバータ装置９自
体は、複数の半導体素子から構成されるスイッチング回路やその制御回路が実装された制
御基板、平滑コンデンサ、インダクタコイル等の高電圧系部品を備えたものであり、公知
のもの故、ここでの説明は省略する。
【００３７】
　インバータ収容部８は、インバータ装置９が収容設置された後、蓋体１１によって密封
シールされる構成とされている。なお、本実施形態の場合、蓋体１１側にもインバータ装
置９を構成する部品の一部が組み込まれているものとする。インバータ収容部８および蓋
体１１の周囲には、それぞれフランジ部８Ａ，１１Ａが設けられており、一方のフランジ
部８Ａのフランジ面全周に液状ガスケット１２を塗布（図２に液状ガスケット１２を塗布
した状態が一部のみ斜線部で示されている。）した後、蓋体１１をボルト１３で締め付け
固定することにより、液状ガスケット１２を介してインバータ収容部８内が密封シールさ
れる構成とされている。
【００３８】
　液状ガスケット１２は、公知のものでよく、ここでは空気と接触し、空気中の水分と反
応することによって硬化するものが用いられている。この液状ガスケット１２は、上記の
如く、フランジ面に薄く塗布した後、蓋体１１を締め付け固定し、或る時間放置しておく
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ことにより硬化して密着シール性が得られるものである。なお、液状ガスケット１２を塗
布するフランジ面は、全面が平らな面であってもよいが、内周側の一部を内側に向って隙
間が僅かに広がる方向のテーパー面としてもよく、この場合、蓋体１１を締め付けること
によって内側に移動した液状ガスケット１２が、テーパー状に広がる隙間部分で硬化する
ことになり、引き剥がしに対する密着強度を高めることができる。
【００３９】
　一方、蓋体１１の上面外壁１１Ｂの一隅部には、座面１４が形成されており、この座面
１４には、図４に示されるように、インバータ収容部８の内部空間に貫通する通気および
検圧用の貫通穴（ネジ穴）１５が設けられている。この貫通穴１５は、主にインバータ収
容部８内を加圧または吸引することにより、液状ガスケット１２による密封シール性を確
認するための検圧穴として用いられるものであり、図２に示されるように、インバータ収
容部８内に設けられているインバータ装置９の主要部品から離れたＡ位置あるいはＢ位置
に設けるのが望ましい。
【００４０】
　なお、液状ガスケット１２による密封シール性能の確認は、例えば、図４に示されるよ
うに、貫通穴１５が設けられている蓋体１１の座面１４に上方から吸盤１７を下降させて
吸着し、該吸盤１７を介してインバータ収容部８の内部を加圧または吸引しながら、その
内部の圧力変化をチェックする検圧工程を設けることにより、該検圧工程で自動的に確認
することが可能となる。
【００４１】
　貫通穴（ネジ穴）１５は、検圧工程を経て密封シール性が確認された後、封止手段であ
るボルト（封止手段）１６を螺着することによって、封止される構成とされている。この
ため、貫通穴１５はネジ穴とされている。また、封止手段としてのボルト１６は、貫通穴
１５からの空気等の侵入を阻止するため、ヘッド部またはネジ部にシール部材が設けられ
たシール部材付きボルトとされている。このシール部材付きボルト１６としては、以下の
ような構成のボルトを使用することができる。
【００４２】
　（１）ヘッド部のフランジに樹脂製シール材が一体成型されたボルト
　（２）ヘッド部の首下にＯリングまたはシールパッキンが設けられたボルト
　（３）ヘッド部にシーラ剤が塗布されたボルト
　（４）ネジ部にロックタイト剤が塗布されたボルト（但し、「ロックタイト」は、ヘン
ケル・コーポレイション社の登録商標）
　これらのボルトの中でも、（１）のヘッド部のフランジに樹脂製シール材が一体成型さ
れたボルトが、異金属の接触による電食を防止する等の観点から最も望ましい。このよう
な構成のボルト１６で貫通穴（ネジ穴）１５を封止することにより、インバータ収容部８
を密封構造とすることができる。
【００４３】
　斯くして本実施形態によれば、以下の作用効果を奏する。
　インバータ装置９が収容設置されたインバータ収容部８に対して、蓋体１１が液状ガス
ケット１２を介してボルト１３により固着されており、この液状ガスケット１２を介して
インバータ収容部８が密封シールされる構成とされている。このため、インバータ収容部
８のフランジ部８Ａのフランジ面に液状ガスケット１２を塗布するだけで、固体シール材
等を用いることなく、簡易にインバータ収容部８を密封し、空気や湿分等の侵入による絶
縁性能の低下等を抑制することができる。
【００４４】
　また、インバータ収容部８を密封する蓋体１１の上面外壁１１Ｂに、インバータ収容部
８の内部空間に貫通する通気および検圧用の貫通穴（ネジ穴）１５を設けるとともに、こ
の貫通穴１５を封止する封止手段（ボルト）１６を備えているため、蓋体１１をインバー
タ収容部８に液状ガスケット１２を介して固着し、液状ガスケット１２を硬化させてイン
バータ収容部８を密封シールした後も、封止手段（ボルト）１６を取り外した状態で、貫
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通穴１５を介してインバータ収容部８の内部を加圧または吸引し、その圧力変化をチェッ
クして検圧することにより、液状ガスケット１２による密封シール性能を確認することが
できる。
【００４５】
　従って、液状ガスケット１２による密封シール部のシール性能保証を行い、インバータ
一体型電動圧縮機１の製品品質および信頼性を向上することができる。また、蓋体１１で
インバータ収容部８に密着シールした後も、必要に応じて貫通穴１５を介してインバータ
収容部８内に通気し、液状ガスケット１２を空気と接触させることにより硬化することが
できる。このため、液状ガスケット１２による密封シール性を確実に向上させ、安定化す
ることができる。更には、貫通穴１５を利用し、該貫通穴１５から工業用内視鏡等を挿入
することにより、蓋体１１を付けたままで液状ガスケット１２を破壊することなく、イン
バータ収容部８内のアフターメンテナンス、点検等を行うことができるようになる。
【００４６】
　また、貫通穴１５が、ネジ穴とされ、該ネジ穴１５に対して封止手段であるボルト１６
が螺着可能な構成とされている。このため、インバータ収容部８を蓋体１１により密封し
た後も、ネジ穴１５に対してボルト１６を着脱するだけで簡易に、しかも随時インバータ
収容部８を密封または開放することができる。従って、液状ガスケット１２による密封シ
ール性能を確認する検圧や、内部のアフターメンテナンス、点検等を随時実施することが
できるとともに、蓋体１１で密封後も必要に応じてインバータ収容部８内に通気し、液状
ガスケット１２を空気と接触させ、十分に硬化することにより、液状ガスケット１２によ
る密封シール性を更に向上し、安定化することができる。
【００４７】
　さらに、貫通穴（ネジ穴）１５を封止するボルト１６が、ヘッド部またはネジ部にシー
ル部材が設けられたシール部材付きボルト１６とされている。このため、ネジ穴とされた
貫通穴１５にシール部材付きボルト１６を螺着することにより、そのシール部材で貫通穴
１５を密封し、貫通穴１５を介してのインバータ収容部８内への空気、湿分等の侵入をシ
ャットアウトすることができる。従って、封止手段であるボルト１６により貫通穴１５を
封止後は、インバータ収容部８を密封構造とし、湿分等の侵入による絶縁性の低下等を確
実に抑止することができる。
【００４８】
　また、上記シール部材付きボルト１６としては、（１）ヘッド部のフランジに樹脂製シ
ール材が一体成型されたボルト、（２）ヘッド部の首下にＯリングまたはシールパッキン
が設けられたボルト、（３）ヘッド部にシーラ剤が塗布されたボルト、（４）ネジ部にロ
ックタイト剤が塗布されたボルト等から選択された１のボルト１６を用いることができ、
何れのシール部材付きボルト１６を用いた場合においても、それぞれのシール部材によっ
て貫通穴１５を密封し、貫通穴１５を介してのインバータ収容部８内への空気、湿分等の
侵入をシャットアウトすることができる。
【００４９】
　従って、インバータ収容部８の密封性を確保し、内部に湿分等が侵入することによる不
具合の発生を確実に抑止することができる。なお、上記（１）ないし（４）のシール部材
付きボルト１６の中、異金属の接触による電食を防止する観点から、特に（１）のヘッド
部のフランジに樹脂製シール材を一体成型したボルトが望ましい。
【００５０】
　さらに、貫通穴１５が、蓋体１１の上面外壁１１Ｂに設けられ、その周囲に座面１４が
形成されているため、液状ガスケット１２による密封シール性を確認するための検圧作業
を行う際、封止手段であるボルト１６を取り付けない状態で蓋体１１の上面外壁１１Ｂに
設けられている貫通穴１５に対し、周囲に形成されている座面１４を利用して上方から吸
盤１７を吸着させ、その吸盤１７を介してインバータ収容部８内の内圧を調整することに
より、インバータ収容部８の密封性を精度よく確認することができるとともに、貫通穴１
５をシール部材付きボルト１６で封止する際に、その座面１４をシール部材のシール面と
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して利用し封止することができる。従って、検圧作業の容易化、高精度化と、インバータ
収容部８の密封シール性の更なる向上を図ることができる。
【００５１】
　なお、本発明は、上記実施形態にかかる発明に限定されるものではなく、その要旨を逸
脱しない範囲において、適宜変形が可能である。例えば、上記実施形態では、インバータ
収容部８をモータ側ハウジング３の外周上面に設けた例について説明したが、モータ側ハ
ウジング３や圧縮機側ハウジング４の端面に設けてもよい。また、貫通穴１５を穿設する
位置は、上記実施形態の如く、蓋体１１の上面外壁１１Ｂ位置に限られるものではなく、
適宜変更してもよい。
【００５２】
　さらに、液状ガスケット１２による密封シール性を確認するための検圧方法も、上記実
施形態の如く、貫通穴１５に吸盤１７を吸着させて検圧する方法以外に、例えば、ネジ穴
である貫通穴１５を利用してネジプラグを接続し、該ネジプラグを介してインバータ収容
部８内の圧力を調整することにより検圧する方法等としてもよい。
【符号の説明】
【００５３】
１　インバータ一体型電動圧縮機
２　ハウジング
３　モータ側ハウジング
８　インバータ収容部
９　インバータ装置
１１　蓋体
１１Ｂ　上面外壁
１２　液状ガスケット
１４　座面
１５　貫通穴（ネジ穴）
１６　封止手段（ボルト）
１７　吸盤
 



(12) JP 5558537 B2 2014.7.23

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(13) JP 5558537 B2 2014.7.23

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  鈴木　学
            東京都港区港南二丁目１６番５号　三菱重工業株式会社内

    審査官  小河　了一

(56)参考文献  特開２０１３－１６００７７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－０７４４６９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－０５９９４１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－３０１５４１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－１１６８７０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－１４１５０４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１２７８０２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－１６３２３１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ０４Ｂ　　３９／００
              Ｈ０２Ｋ　　　５／０４　　　　
              　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

