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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空気を圧縮する圧縮機本体と、前記圧縮機本体のケーシングに形成されて冷却液が流通
する冷却液用流路とを備えた圧縮機において、
　前記圧縮機本体から吐出された圧縮空気を作動流体と熱交換して冷却する圧縮空気用の
熱交換器、及び前記冷却液用流路に流通されて加熱された冷却液を前記作動流体と熱交換
して冷却する冷却液用の熱交換器からなる、複数の熱交換器と、
　前記複数の熱交換器で加熱されて気化した前記作動流体を膨張させて駆動力を生成する
膨張機と、
　前記膨張機から供給された前記作動流体を冷却して液化し、この液化した作動流体を前
記複数の熱交換器に供給する凝縮器と、
　前記複数の熱交換器、前記膨張機、及び前記凝縮器の間で前記作動流体を循環させる循
環ポンプとを備え、
　前記複数の熱交換器、前記膨張機、前記凝縮器、及び前記循環ポンプでランキンサイク
ルを構成したことを特徴とする圧縮機。
【請求項２】
　空気を圧縮する圧縮機本体と、前記圧縮機本体のケーシングに形成されて冷却液が流通
する冷却液用流路と、前記圧縮機本体の動力を生成する原動機と、前記原動機と前記圧縮
機本体との間で接続されたギア装置とを備えた圧縮機において、
　前記圧縮機本体から吐出された圧縮空気を作動流体と熱交換して冷却する圧縮空気用の
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熱交換器、前記冷却液用流路に流通されて加熱された冷却液を前記作動流体と熱交換して
冷却する冷却液用の熱交換器、及び前記ギア装置で潤滑されて加熱された潤滑油を前記作
動流体と熱交換して冷却する潤滑油用の熱交換器からなる、複数の熱交換器と、
　前記複数の熱交換器で加熱されて気化した前記作動流体を膨張させて駆動力を生成する
膨張機と、
　前記膨張機から供給された前記作動流体を冷却して液化し、この液化した作動流体を前
記複数の熱交換器に供給する凝縮器と、
　前記複数の熱交換器、前記膨張機、及び前記凝縮器の間で前記作動流体を循環させる循
環ポンプとを備え、
　前記複数の熱交換器、前記膨張機、前記凝縮器、及び前記循環ポンプでランキンサイク
ルを構成したことを特徴とする圧縮機。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の圧縮機において、
　前記圧縮機本体から吐出された圧縮空気の温度を検出する温度検出手段と、
　前記温度検出手段の検出結果に応じて前記ランキンサイクルの循環流量を制御する流量
制御手段とを備えたことを特徴とする圧縮機。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項記載の圧縮機において、
　前記複数の熱交換器は、交換熱量が大きくなる順序で前記作動媒体が流通するように直
列接続されたことを特徴とする圧縮機。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項記載の圧縮機において、
　前記膨張機に接続された発電機を備えたことを特徴とする圧縮機。
【請求項６】
　請求項５記載の圧縮機において、
　前記圧縮機本体の動力を生成する原動機である電動機の回転数を可変するインバータを
備え、前記発電機に前記インバータが接続されることを特徴とする圧縮機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、気体を圧縮する圧縮機に係わり、特に、排熱を回収する圧縮機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　圧縮機は、例えば空気を圧縮する際に多大な熱量が発生し、圧縮空気が高温となる。圧
縮空気は、高温のまま使用される場合もあるが、一般的には、大気温度近くまで冷却され
、さらに除湿されて使用される。また、圧縮機では、潤滑や冷却のために油や水を使用す
ることがあり、高温となった油や水は冷却される。このように圧縮機で発生した熱は圧縮
空気、油、又は水などを介して排熱されることになるが、この排熱を回収する装置の一つ
として、圧縮機本体及び吐出配管に熱電変換素子を装着したものが提唱されている（例え
ば、特許文献１参照）。特許文献１に記載の従来技術では、圧縮機本体及び吐出配管など
の高温部からの熱を熱電変換素子で電力変換し、レギュレータを通じて電圧変換して、冷
却ファンやオイルポンプ等の補器に電力供給するようなっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１２５３０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来技術には以下のような課題が存在する。すなわち、上記特許文
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献１に記載の従来技術では、圧縮機本体及び吐出配管に熱電変換素子を装着している。と
ころが、圧縮機本体や吐出配管などの高温部は表面積に限りがあり、熱電変換素子の面積
を大きく確保することができない。そのため、排熱回収効率の点で改善の余地があった。
【０００５】
　本発明の目的は、排熱回収効率を向上させることができる圧縮機を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　（１）上記目的を達成するために、本発明は、空気を圧縮する圧縮機本体と、前記圧縮
機本体のケーシングに形成されて冷却液が流通する冷却液用流路とを備えた圧縮機におい
て、前記圧縮機本体から吐出された圧縮空気を作動流体と熱交換して冷却する圧縮空気用
の熱交換器、及び前記冷却液用流路に流通されて加熱された冷却液を前記作動流体と熱交
換して冷却する冷却液用の熱交換器からなる、複数の熱交換器と、前記複数の熱交換器で
加熱されて気化した前記作動流体を膨張させて駆動力を生成する膨張機と、前記膨張機か
ら供給された前記作動流体を冷却して液化し、この液化した作動流体を前記複数の熱交換
器に供給する凝縮器と、前記複数の熱交換器、前記膨張機、及び前記凝縮器の間で前記作
動流体を循環させる循環ポンプとを備え、前記複数の熱交換器、前記膨張機、前記凝縮器
、及び前記循環ポンプでランキンサイクルを構成する。
【０００７】
　このように本発明においては、排熱回収装置として、熱交換器、膨張機、凝縮器、及び
循環ポンプからなるランキンサイクルを構成することにより、圧縮機の排熱を回収して駆
動力を生成することができる。これにより、排熱回収効率を向上させることができる。
【０００９】
　（２）上記目的を達成するために、本発明は、空気を圧縮する圧縮機本体と、前記圧縮
機本体のケーシングに形成されて冷却液が流通する冷却液用流路と、前記圧縮機本体の動
力を生成する原動機と、前記原動機と前記圧縮機本体との間で接続されたギア装置とを備
えた圧縮機において、前記圧縮機本体から吐出された圧縮空気を作動流体と熱交換して冷
却する圧縮空気用の熱交換器、前記冷却液用流路に流通されて加熱された冷却液を前記作
動流体と熱交換して冷却する冷却液用の熱交換器、及び前記ギア装置で潤滑されて加熱さ
れた潤滑油を前記作動流体と熱交換して冷却する潤滑油用の熱交換器からなる、複数の熱
交換器と、前記複数の熱交換器で加熱されて気化した前記作動流体を膨張させて駆動力を
生成する膨張機と、前記膨張機から供給された前記作動流体を冷却して液化し、この液化
した作動流体を前記複数の熱交換器に供給する凝縮器と、前記複数の熱交換器、前記膨張
機、及び前記凝縮器の間で前記作動流体を循環させる循環ポンプとを備え、前記複数の熱
交換器、前記膨張機、前記凝縮器、及び前記循環ポンプでランキンサイクルを構成する。
【００１０】
　（３）上記（１）又は（２）において、好ましくは、前記圧縮機本体から吐出された圧
縮空気の温度を検出する温度検出手段と、前記温度検出手段の検出結果に応じて前記ラン
キンサイクルの循環流量を制御する流量制御手段とを備える。
【００１５】
　（４）上記（１）～（３）のいずれか１つにおいて、好ましくは、前記複数の熱交換器
は、交換熱量が大きくなる順序で前記作動媒体が流通するように直列接続される。
【００１６】
　これにより、作動流体を効率よく気化させることができ、排熱回収効率を向上させるこ
とができる。
【００１７】
　（５）上記（１）～（４）のいずれか１つにおいて、好ましくは、前記膨張機に接続さ
れた発電機を備える。
【００１８】
　これにより、圧縮機の排熱を回収して生成した駆動力を電力に変換することができる。
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【００１９】
　（６）上記（５）において、好ましくは、前記圧縮機本体の動力を生成する原動機であ
る電動機の回転数を可変するインバータを備え、前記発電機に前記インバータが接続され
る。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、排熱回収効率を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の第１の実施形態における圧縮機の要部構成を表す図である。
【図２】本発明の第２の実施形態における圧縮機の要部構成を表す図である。
【図３】本発明の第３の実施形態における圧縮機の要部構成を表す図である。
【図４】本発明の一変形例における圧縮機の要部構成を表す図である。
【図５】本発明の第４の実施形態における圧縮機の要部構成を表す図である。
【図６】本発明の他の変形例における圧縮機の要部構成を表す図である。
【図７】本発明の第５の実施形態における圧縮機の要部構成を表す図である。
【図８】本発明の第６の実施形態における圧縮機の要部構成を表す図である。
【図９】本発明の第７の実施形態における圧縮機の要部構成を表す図である。
【図１０】本発明の第８の実施形態における圧縮機の要部構成を表す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明の第１の実施形態を図１により説明する。図１は、本実施形態における圧縮機の
要部構成を表す概略図である。
【００２３】
　この図１において、無給油・無給水式の圧縮機は、スクリュー式の圧縮機本体１と、こ
の圧縮機本体１に図示しないギア装置（増速装置）を介し接続され、圧縮機本体１を駆動
する電動機２と、圧縮機本体１の吸込側に設けられた吸気フィルタ３及び吸込み絞り弁４
とを備えている。そして、電動機２によって圧縮機本体１が駆動すると、吸気フィルタ３
及び吸込み絞り弁４を経由して空気（大気）を吸い込み、所定の圧力まで圧縮し、圧縮空
気を吐出するようになっている。なお、図示しない制御装置は、吸込み絞り弁４を開放状
態から閉塞状態に切り換えることで、負荷運転から無負荷運転に切り換えるようになって
いる。
【００２４】
　ここで本実施形態の大きな特徴として、圧縮機本体１の吐出側には圧縮空気を例えば大
気温度近くまで冷却する熱交換器５が設けられており、この熱交換器５を介し圧縮空気か
ら排熱を回収する排熱回収装置が設けられている。この排熱回収装置は、圧縮空気との熱
交換により作動流体（水若しくは冷媒）を加熱して気化する熱交換器５と、この熱交換器
５で気化した作動流体を膨張させて駆動力を生成する膨張機６と、膨張機６からの作動流
体を冷却して液化する凝縮器７と、この凝縮器７で液化した作動流体を熱交換器５に供給
する循環ポンプ８とを備えており、ランキンサイクルを構成している。
【００２５】
　また、膨張機６には発電機９が接続されており、膨張機６で生成した駆動力を電力に変
換するようになっている。そして、発電機９で生成した電力は、例えば、電源系統に戻し
て他の装置に供給する電力を賄うことが可能である（言い換えれば、電力会社に売電する
ことが可能である）。その際、電力の周波数制御のためのインバータ（図示せず）を、発
電機９に接続してもよい。
【００２６】
　また、発電機９で生成した電力は、例えば圧縮機内の補器（例えば機内換気用の冷却フ
ァン等）を駆動するための電力を賄うことが可能である。また、例えば電動機２の回転数
制御のためのインバータ（図示せず）を搭載した圧縮機においては、このインバータに発
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電機９を接続してもよい。すなわち、インバータは、商用電源（主電源）からの電力だけ
でなく、発電機９からの電力も供給されるようにしてもよい。この場合、図示しない回転
数制御装置は、圧縮機本体１の吐出圧力と設定圧力との偏差から回転数指令値を演算し、
この回転数指令値をインバータに出力する。インバータは、回転数指令値に基づきスイッ
チング素子を制御して所望の周波数の電圧波形を生成し、電動機２へ供給する。
【００２７】
　また、図示しない電力供給制御装置は、発電機９からインバータへの供給電力（言い換
えれば、発電機９の発電量）を推定し、さらに、この推定した供給電力と主電源からイン
バータへの供給電力との総和が所定値となるように、主電源からインバータへの供給電力
を調整する。詳しく説明すると、発電機９の発電量（言い換えれば、排熱回収装置の回収
熱量）は圧縮機の発熱量に依存し、発熱量が大となれば発電量も大となる傾向がある。圧
縮機の発熱量は、圧縮機本体１の吐出圧力及び空気量、あるいは、電動機２の回転数及び
トルクに依存する。そのため、圧縮機本体１の吐出圧力の検出値、電動機２の回転数の検
出値（又は回転数指令値）、あるいは、電動機２のトルク電流の検出値に基づいて、発電
機９の発電量を推定する。また、回収熱量は圧縮空気の温度や周囲温度に依存するため、
これらの検出値を用いることで、推定精度が向上する。そして、発電機９の発電量の分だ
け主電源からの供給電力を抑制する。これにより、見掛け上、圧縮機に必要な電力を低減
でき、省エネルギー効果が期待できる。
【００２８】
　次に、本実施形態の作用効果を説明する。
【００２９】
　無給油・無給水式の圧縮機は、圧縮機本体１の圧縮室に油又は水を供給しない状態で運
転するため、圧縮空気が高温となる。例えば大気圧から０．７ＭＰａ（ゲージ圧）まで圧
縮した場合の圧縮空気の温度は３００～４００℃程度となる。この圧縮空気を使用するた
め、圧縮空気を熱交換器５で例えば大気温度近くまで冷却する。そして、本実施形態では
、圧縮空気から排熱を回収する排熱回収装置として、熱交換器５、膨張機６、凝縮器７、
及び循環ポンプ８からなるランキンサイクルを構成し、膨張機６で生成した駆動力を発電
機９により電力に変換する。これにより、例えば圧縮機本体１及び吐出配管に熱電素子を
装着するような場合と比べ、排熱回収効率を高めることができる。
【００３０】
　本発明の第２の実施形態を図２により説明する。図２は、本施形態における圧縮機の要
部構成を表す図である。なお、この図２において、上記第１の実施形態と同等の部分は同
一の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００３１】
　本実施形態では、圧縮機本体１のケーシングには冷却液（クーラント）が流通する冷却
液用流路（図示せず）が形成されており、この冷却液用流路に冷却液を供給する冷却液系
統が設けられている。この冷却液系統は、冷却液を冷却して圧縮機本体１の冷却液用流路
に供給する熱交換器１０と、圧縮機本体１の冷却液用流路に流通されて加熱された冷却液
を熱交換器１０に供給するポンプ１１とを備えている。
【００３２】
　そして、熱交換器１０を介し冷却液から排熱を回収するとともに、熱交換器５を介し圧
縮空気から排熱を回収する排熱回収装置が設けられている。この排熱回収装置は、冷却液
との熱交換により作動流体を加熱する熱交換器１０と、この熱交換器１０で加熱された作
動流体を、圧縮空気との熱交換により加熱して気化する熱交換器５と、この熱交換器５で
気化した作動流体を膨張させて駆動力を生成する膨張機６と、膨張機６からの作動流体を
冷却して液化する凝縮器７と、この凝縮器７で液化した作動流体を熱交換器１１に供給す
る循環ポンプ８とを備えており、ランキンサイクルを構成している。
【００３３】
　このように構成された本実施形態においても、排熱回収効率を向上させることができる
。また、本実施形態では、圧縮空気だけでなく冷却液からも排熱を回収するので、上記第
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１の実施形態よりも、排熱回収効率を高めることができる。また、本実施形態では、熱交
換器１０の熱交換量が熱交換器５の熱交換量より小さいことから、熱交換器１０から熱交
換器５へと順に作動流体を流すことにより、作動流体を効率よく気化させることができ、
排熱回収効率を向上させることができる。なお、例えば熱交換器５の熱交換量が熱交換器
１０の熱交換量より小さい場合は、熱交換器５から熱交換器１０へと順に作動流体を流す
ように構成したほうがよい。
【００３４】
　なお、上記第２の実施形態においては、熱交換器１０を介し冷却液から排熱を回収する
とともに、熱交換器５を介し圧縮空気から排熱を回収する排熱回収装置を説明したが、こ
れに代えて、例えば熱交換器１０を介し冷却液だけから排熱を回収する排熱回収装置とし
てもよい。すなわち、図示しないが、排熱回収装置は、冷却液との熱交換により作動流体
を加熱して気化する熱交換器１０と、この熱交換器１０で気化した作動流体を膨張させて
駆動力を生成する膨張機６と、膨張機６からの作動流体を冷却して液化する凝縮器７と、
この凝縮器７で液化した作動流体を熱交換器５に供給する循環ポンプ８とを備えて、ラン
キンサイクルを構成してもよい。
【００３５】
　本発明の第３の実施形態を図３により説明する。図３は、本実施形態における圧縮機の
要部構成を表す図である。なお、この図３において、上記第２の実施形態と同等の部分は
同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００３６】
　本実施形態では、圧縮機本体１はギア装置１２を介し電動機２に接続されており、この
ギア装置１２に潤滑油を供給する潤滑油系統が設けられている。この潤滑油系統は、潤滑
油を冷却してギア装置１２にする熱交換器１３と、ギア装置１２で潤滑されて加熱された
潤滑油を熱交換器１３に供給するポンプ１４とを備えている。
【００３７】
　そして、熱交換器１３を介し潤滑油から排熱を回収し、熱交換器１０を介し冷却液から
排熱を回収し、熱交換器５を介し圧縮空気から排熱を回収する排熱回収装置が設けられて
いる。この排熱回収装置は、潤滑油との熱交換により作動流体を加熱する熱交換器１３と
、この熱交換器１３で加熱された作動流体を、冷却液との熱交換により加熱する熱交換器
１０と、この熱交換器１０で加熱された作動流体を、圧縮空気との熱交換により加熱して
気化する熱交換器５と、この熱交換器５で気化した作動流体を膨張させて駆動力を生成す
る膨張機６と、膨張機６からの作動流体を冷却して液化する凝縮器７と、この凝縮器７で
液化した作動流体を熱交換器１３に供給する循環ポンプ８とを備えており、ランキンサイ
クルを構成している。
【００３８】
　このように構成された本実施形態においても、排熱回収効率を向上させることができる
。また、本実施形態では、圧縮空気及び冷却液だけでなく潤滑油からも排熱を回収するの
で、上記第２の実施形態よりも、排熱回収効率を高めることができる。また、本実施形態
では、熱交換器１３、熱交換器１１、及び熱交換器５の順序で熱交換量が大きくなること
から、その順序で作動流体を流すことにより、作動流体を効率よく気化させることができ
、排熱回収効率を向上させることができる。なお、熱交換器５，１１，１３における熱交
換量の順序が本実施形態と異なる場合は、その順序で作動流体を流すように構成したほう
がよい。
【００３９】
　なお、上記第３の実施形態においては、熱交換器１３を介し潤滑油から排熱を回収し、
熱交換器１０を介し冷却液から排熱を回収し、熱交換器５を介し圧縮空気から排熱を回収
する排熱回収装置を説明したが、これに代えて、例えば熱交換器１３を介し潤滑油から排
熱を回収するとともに、熱交換器５を介し圧縮空気から排熱を回収する排熱回収装置とし
てもよい。すなわち、図示しないが、排熱回収装置は、潤滑油との熱交換により作動流体
を加熱する熱交換器１３と、この熱交換器１３で加熱された作動流体を、圧縮空気との熱
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交換により加熱して気化する熱交換器５と、この熱交換器５で気化した作動流体を膨張さ
せて駆動力を生成する膨張機６と、膨張機６からの作動流体を冷却して液化する凝縮器７
と、この凝縮器７で液化した作動流体を熱交換器５に供給する循環ポンプ８とを備えて、
ランキンサイクルを構成してもよい。
【００４０】
　また、上記第１～第３の実施形態においては、１段の圧縮機本体１を備えた構成に適用
した場合を例にとって説明したが、これに限られず、例えば２段の圧縮機本体を備えた構
成に適用してもよい。このような変形例の一つを図４により説明する。
【００４１】
　図４は、本変形例における圧縮機の要部構成を表す概略図である。なお、この図４にお
いて、上記第１の実施形態と同等の部分は同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００４２】
　本変形例では、低圧段の圧縮機本体１Ａと、この圧縮機本体１Ａで圧縮された空気を冷
却する熱交換器５Ａと、この熱交換器５Ａで冷却した圧縮空気をさらに圧縮する高圧段の
圧縮機本体１Ｂと、この圧縮機本体１Ｂで圧縮された空気を例えば大気温度近くまで冷却
する熱交換器５Ｂとを備えている。なお、圧縮機本体１Ａ，１Ｂは、ギア装置１２Ａを介
し電動機２に接続されている。
【００４３】
　そして、熱交換器５Ａ，５Ｂを介し圧縮空気から排熱を回収する排熱回収装置が設けら
れている。この排熱回収装置は、低圧段の圧縮機本体１Ａで生成された圧縮空気との熱交
換により作動流体を加熱する熱交換器５Ａと、この熱交換器５Ａで加熱された作動流体を
、高圧段の圧縮機本体１Ｂで生成された圧縮空気との熱交換により加熱して気化する熱交
換器５Ｂと、この熱交換器５Ｂで気化した作動流体を膨張させて駆動力を生成する膨張機
６と、膨張機６からの作動流体を冷却して液化する凝縮器７と、この凝縮器７で液化した
作動流体を熱交換器５Ａに供給する循環ポンプ８とを備えており、ランキンサイクルを構
成している。
【００４４】
　このように構成された本変形例においても、上記第１の実施形態と同様、排熱回収効率
を向上させることができる。また、本実施形態では、熱交換器５Ａの熱交換量が熱交換器
５Ｂの熱交換量より小さく、熱交換器５Ａから熱交換器５Ｂへと順に作動流体を流すこと
により、作動流体を効率よく気化させることができ、排熱回収効率を向上させることがで
きる。なお、例えば熱交換器５Ｂの熱交換量が熱交換器５Ａの熱交換量より小さい場合は
、熱交換器５Ｂから熱交換器５Ａへと順に作動流体を流すように構成したほうがよい。
【００４５】
　本発明の第４の実施形態を図５により説明する。図５は、本実施形態における圧縮機の
要部構成を表す図である。なお、この図５において、上記第３の実施形態と同等の部分は
同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００４６】
　本実施形態では、例えば熱交換器５の下流側に圧縮空気の温度を検出する温度センサ１
５が設けられ、この温度センサ１５の検出信号がコントローラ１６に出力されている。コ
ントローラ１６は、圧縮空気の設定温度を予めメモリ（記憶手段）に記憶しており、温度
センサ１５で検出された圧縮空気の検出温度が設定温度となるように循環ポンプ９の吐出
量（すなわち、ランキンサイクルの循環量）を制御するようになっている。具体的には、
例えば圧縮空気の検出温度が設定温度より高い場合は、圧縮空気の検出温度と設定温度と
の差分に応じて循環ポンプ９の吐出量を大きくし、一方、例えば圧縮空気の検出温度が設
定温度より低い場合は、圧縮空気の検出温度と設定温度との差分に応じて循環ポンプ９の
吐出量を小さくするようになっている。これにより、圧縮機の負荷変動にかかわらず、圧
縮空気の温度を安定させることが可能である。
【００４７】
　このように構成された本実施形態においても、上記実施形態と同様、排熱回収効率を向
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上させることができる。
【００４８】
　なお、上記第４の実施形態においては、上記第３の実施形態のように熱交換器５，１０
，１３を介して排熱を回収する排熱回収装置を備えた構成において、温度センサ１５及び
コントローラ１６を設けた場合を例にとって説明したが、これに限られない。すなわち、
例えば上記第２の実施形態のように熱交換器５，１０を介して排熱を回収する排熱回収装
置を備えた構成、若しくは上記第１の実施形態のように熱交換器５を介して排熱を回収す
る排熱回収装置を備えた構成においても、温度センサ１５及びコントローラ１６を設けて
もよい。また、上記一変形例のように熱交換器５Ａ，５Ｂを介して排熱を回収する排熱回
収装置を備えた構成においても、温度センサ１５及びコントローラ１６を設けてもよく、
この場合には、例えば図６に示すように、低圧段の圧縮機本体５Ａと高圧段の圧縮機本体
５Ｂとの間に温度センサ１５を設けてもよい。これらの場合も、上記同様の効果を得るこ
とができる。
【００４９】
　本発明の第５の実施形態を図７により説明する。図７は、本実施形態における圧縮機の
要部構成を表す概略図である。なお、この図７において、上記実施形態と同等の部分は同
一の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００５０】
　本実施形態では、圧縮機は給油式であって、圧縮機本体１の吐出側には圧縮空気に含ま
れる油を分離する油分離器１７が設けられ、この油分離器１７で分離された油を圧縮機本
体１の圧縮室内に供給する油系統が設けられている。この油系統は、油を冷却する熱交換
器１８を備えており、油分離器１７の内部圧力によって油分離器１７から熱交換器１８に
油が供給されるようになっている。なお、図示しないが、油系統は熱交換器１８の下流側
で分岐されており、圧縮機本体１の圧縮室内に油を供給するとともに、ギア装置にも油を
供給するようになっている。
【００５１】
　そして、熱交換器１８を介し油から排熱を回収する排熱回収装置が設けられている。こ
の排熱回収装置は、油との熱交換により作動流体を加熱して気化する熱交換器１８と、こ
の熱交換器１８で気化した作動流体を膨張させて駆動力を生成する膨張機６と、膨張機６
からの作動流体を冷却して液化する凝縮器７と、この凝縮器７で液化した作動流体を熱交
換器１１に供給する循環ポンプ８とを備えており、ランキンサイクルを構成している。
【００５２】
　このように構成された本実施形態においても、例えば圧縮機本体１及び吐出配管に熱電
素子を装着するような場合と比べ、排熱回収効率を向上させることができる。
【００５３】
　本発明の第６の実施形態を図８により説明する。図８は、本実施形態における圧縮機の
要部構成を表す概略図である。なお、この図８において、上記第５の実施形態と同等の部
分は同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００５４】
　本実施形態では、油分離器１７で分離された圧縮空気を冷却する熱交換器１９が設けら
れている。
【００５５】
　そして、熱交換器１９を介し圧縮空気から排熱を回収するとともに、熱交換器１８を介
し油から排熱を回収する排熱回収装置が設けられている。この排熱回収装置は、圧縮空気
との熱交換により作動流体を加熱する熱交換器１９と、この熱交換器１９で加熱された作
動流体を、油との熱交換により加熱して気化する熱交換器１８と、この熱交換器１８で気
化した作動流体を膨張させて駆動力を生成する膨張機６と、膨張機６からの作動流体を冷
却して液化する凝縮器７と、この凝縮器７で液化した作動流体を熱交換器１１に供給する
循環ポンプ８とを備えており、ランキンサイクルを構成している。
【００５６】
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　このように構成された本実施形態においても、排熱回収効率を向上させることができる
。また、本実施形態では、油だけでなく圧縮空気からも排熱を回収するので、上記第５の
実施形態よりも、排熱回収効率を高めることができる。また、本実施形態では、熱交換器
１８の熱交換量が熱交換器１９の熱交換量より小さいことから、熱交換器１８から熱交換
器１９へと順に作動流体を流すことにより、作動流体を効率よく気化させることができ、
排熱回収効率を向上させることができる。なお、例えば熱交換器１９の熱交換量が熱交換
器１８の熱交換量より小さい場合は、熱交換器１９から熱交換器１８へと順に作動流体を
流すように構成したほうがよい。
【００５７】
　なお、上記第５及び第６の実施形態においては、給油式の圧縮機に適用した場合を例に
とって説明したが、給水式の圧縮機に適用してもよい。すなわち、図示しないが、例えば
、圧縮機本体の吐出側に設けられ圧縮空気に含まれる水を分離する水分離器と、この水分
離器で分離された水を冷却して圧縮機本体１の圧縮室内に供給する水用の熱交換器とを備
え、この水用の熱交換器を介し水から排熱を回収する排熱回収装置を設けてもよい。また
、例えば、水分離器で分離された圧縮空気を冷却する圧縮空気用の熱交換器をさらに備え
、この圧縮空気用の熱交換器を介し圧縮空気から排熱を回収するとともに、水用の熱交換
器を介し水から排熱を回収する排熱回収装置を設けてもよい。これらの場合も、上記同様
の効果を得ることができる。
【００５８】
　本発明の第７の実施形態を図９により説明する。図９は、本実施形態における圧縮機の
要部構成を表す概略図である。なお、この図９において、上記実施形態と同等の部分は同
一の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００５９】
　本実施形態では、圧縮機は給水式であって、圧縮機本体１の吐出側には圧縮空気に含ま
れる水を分離する水分離器２０が設けられ、この水分離器２０で分離された水を圧縮機本
体１の圧縮室内に供給する水系統が設けられている。この水系統は、水を冷却する熱交換
器２１を備えており、水分離器２１の内部圧力によって水分離器２０から熱交換器２１に
水が供給されるようになっている。また、水分離器２０で分離された圧縮空気を冷却する
熱交換器１９が設けられている。
【００６０】
　圧縮機本体１は、ギア装置１２を介し電動機２に接続されており、このギア装置１２に
潤滑油を供給する潤滑油系統が設けられている。この潤滑油系統は、潤滑油を冷却してギ
ア装置１２にする熱交換器１３と、ギア装置１２で潤滑されて加熱された潤滑油を熱交換
器１３に供給するポンプ１４とを備えている。
【００６１】
　そして、熱交換器１３を介し潤滑油から排熱を回収し、熱交換器１９を介し圧縮空気か
ら排熱を回収し、熱交換器２１を介し水から排熱を回収する排熱回収装置が設けられてい
る。この排熱回収装置は、潤滑油との熱交換により作動流体を加熱する熱交換器１３と、
この熱交換器１３で加熱された作動流体を、圧縮空気との熱交換により加熱する熱交換器
１９と、この熱交換器１９で加熱された作動流体を、水との熱交換により加熱して気化す
る熱交換器２１と、この熱交換器２１で気化した作動流体を膨張させて駆動力を生成する
膨張機６と、膨張機６からの作動流体を冷却して液化する凝縮器７と、この凝縮器７で液
化した作動流体を熱交換器１３に供給する循環ポンプ８とを備えており、ランキンサイク
ルを構成している。
【００６２】
　このように構成された本実施形態においても、排熱回収効率を向上させることができる
。また、本実施形態では、水及び圧縮空気だけでなく潤滑油からも排熱を回収するので、
排熱回収効率を高めることができる。また、本実施形態では、熱交換器１３、熱交換器１
９、及び熱交換器２１の順序で熱交換量が大きくなることから、その順序で作動流体を流
すことにより、作動流体を効率よく気化させることができ、排熱回収効率を向上させるこ
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とができる。なお、熱交換器１３，１９，２１における熱交換量の順序が本実施形態と異
なる場合は、その順序で作動流体を流すように構成したほうがよい。
【００６３】
　本発明の第８の実施形態を図１０により説明する。図１０は、本実施形態における圧縮
機の要部構成を表す図である。なお、この図１０において、上記第６の実施形態と同等の
部分は同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００６４】
　本実施形態では、油分離器１７の上流側で圧縮空気の温度を検出する温度センサ２２が
設けられ、この温度センサ２２の検出信号がコントローラ２３に出力されている。コント
ローラ２３は、内部メモリに圧縮空気の設定温度を予め記憶しており、温度センサ２２で
検出された圧縮空気の検出温度が設定温度となるように循環ポンプ９の吐出量（すなわち
、ランキンサイクルの循環量）を制御する。具体的には、例えば圧縮空気の検出温度が設
定温度より高い場合は、圧縮空気の検出温度と設定温度との差分に応じて循環ポンプ９の
吐出量を大きくし、一方、例えば圧縮空気の検出温度が設定温度より低い場合は、圧縮空
気の検出温度と設定温度との差分に応じて循環ポンプ９の吐出量を小さくするようになっ
ている。これにより、圧縮機の負荷変動にかかわらず、圧縮空気の温度を安定させ、また
油中のドレン析出を抑制することが可能である。
【００６５】
　このように構成された本実施形態においても、上記実施形態と同様、排熱回収効率を向
上させることができる。
【００６６】
　なお、上記第８の実施形態においては、上記第６の実施形態のように熱交換器１８，１
９を介して排熱を回収する排熱回収装置を備えた構成において、温度センサ２２及びコン
トローラ２３を設けた場合を例にとって説明したが、これに限られない。すなわち、上記
第５の実施形態のように熱交換器１８を介して排熱を回収する排熱回収装置を備えた構成
においても、温度センサ２２及びコントローラ２３を設けてもよい。また、上記第７の実
施形態も含め給水式の圧縮機に適用した場合においても、温度センサ２２及びコントロー
ラ２３を設けてもよい。これらの場合も、上記同様の効果を得ることができる。
【００６７】
　なお、以上においては、圧縮機本体は空気を圧縮する場合を例にとって説明したが、こ
れに限られず、他の気体（冷媒等）を圧縮してもよい。また、圧縮機本体はスクリュー式
とする場合を例にとって説明したが、これに限られず、他の方式（レシプロ等）としても
よい。また、圧縮機本体の動力を生成する原動機として電動機を備えた場合を例にとって
説明したが、これに限られず、他の原動機（エンジン等）を備えてもよい。また、膨張機
で生成した駆動力を発電機で電力に変換する場合を例にとって説明したが、これに限られ
ず、例えば膨張機で生成した駆動力によって他の装置（圧縮機内の補器等）を駆動しても
よい。これらの場合も、上記同様の効果を得ることができる。
　（付記１）気体を圧縮する圧縮機本体を備えた圧縮機において、前記圧縮機本体から吐
出された圧縮気体を作動流体と熱交換して冷却する圧縮気体用の熱交換器を含み、前記作
動流体が流通する少なくとも１つの熱交換器と、前記熱交換器で加熱されて気化した前記
作動流体を膨張させて駆動力を生成する膨張機と、前記膨張機から供給された前記作動流
体を冷却して液化し、この液化した作動流体を前記熱交換器に供給する凝縮器と、前記熱
交換器、前記膨張機、及び前記凝縮器の間で前記作動流体を循環させる循環ポンプとを備
え、前記熱交換器、前記膨張機、前記凝縮器、及び前記循環ポンプでランキンサイクルを
構成する。
　（付記２）付記１において、好ましくは、前記圧縮機本体の動力を生成する原動機と、
前記原動機と前記圧縮機本体との間で接続されたギア装置とを備えており、前記熱交換器
は、前記ギア装置で潤滑されて加熱された潤滑油を前記作動流体と熱交換して冷却する潤
滑油用の熱交換器をさらに含み、複数有する。
　（付記３）付記１又は２において、好ましくは、前記圧縮機本体から吐出された圧縮気
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体の温度を検出する温度検出手段と、前記温度検出手段の検出結果に応じて前記ランキン
サイクルの循環流量を制御する流量制御手段とを備える。
　（付記４）圧縮室内に油又は水が供給された状態で気体を圧縮する圧縮機本体と、前記
圧縮機本体から吐出された圧縮気体に含まれる油又は水を分離する分離器とを備えた圧縮
機において、前記分離器で分離された油又は水を前記作動流体と熱交換して冷却する油用
又は水用の熱交換器を含み、前記作動流体が流通する少なくとも１つの熱交換器と、前記
熱交換器で加熱されて気化した前記作動流体を膨張させて駆動力を生成する膨張機と、前
記膨張機から供給された前記作動流体を冷却して液化し、この液化した作動流体を前記熱
交換器に供給する凝縮器と、前記熱交換器、前記膨張機、及び前記凝縮器の間で前記作動
流体を循環させる循環ポンプとを備え、前記熱交換器、前記膨張機、前記凝縮器、及び前
記循環ポンプでランキンサイクルを構成する。
　（付記５）付記４において、好ましくは、前記熱交換器は、前記分離器で分離された圧
縮空気を前記作動流体と熱交換して冷却する圧縮気体用の熱交換器をさらに含み、複数有
する。
　（付記６）付記４又は５において、好ましくは、前記圧縮機本体の動力を生成する原動
機と、前記原動機と前記圧縮機本体との間で接続されたギア装置とを備えており、前記熱
交換器は、前記ギア装置で潤滑されて加熱された潤滑油を前記作動流体と熱交換して冷却
する潤滑油用の熱交換器をさらに含み、複数有する。
　（付記７）付記４～６のいずれか１つにおいて、好ましくは、前記分離器の上流側で油
又は水を含む圧縮空気の温度を検出する温度検出手段と、前記温度検出手段の検出結果に
応じて前記ランキンサイクルの循環流量を制御する流量制御手段とを備える。
　（付記８）付記１～７のいずれか１つにおいて、好ましくは、前記熱交換器は、複数有
し、交換熱量が大きくなる順序で前記作動媒体が流通するように直列接続される。
　（付記９）付記１～８のいずれか１つにおいて、好ましくは、前記膨張機に接続された
発電機を備える。
　（付記１０）付記９において、好ましくは、前記電動機の回転数を可変するインバータ
を備え、前記発電機に前記インバータが接続される。
【符号の説明】
【００６８】
　１，１Ａ，１Ｂ　圧縮機本体
　２　　電動機（原動機）
　５，５Ａ，５Ｂ　熱交換器
　６　　膨張機
　７　　凝縮器
　８　　循環ポンプ
　９　　発電機
　１０　熱交換器
　１２，１２Ａ　ギア装置
　１３　熱交換器
　１５　温度センサ（温度検出手段）
　１６　コントローラ（流量制御手段）
　１７　油分離器
　１８　熱交換器
　１９　熱交換器
　２０　水分離器
　２１　熱交換器
　２２　温度センサ（温度検出手段）
　２３　コントローラ（流量制御手段）
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