
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

底パネルをもつハウジングと、ガスエン
ジンと、前記ガスエンジンにより駆動され冷媒を圧縮するコンプレッサと、冷媒の熱交換
を行う熱交換器と、前記ガスエンジンに使用するオイルを収容するオイルタンクとを具備
するガスエンジン駆動式空調装置において、
　
　前記ハウジングの底パネルは、

ることを特徴とするガスエンジン駆動式空調装置。
【請求項２】
請求項 おいて、前記ハウジングの前記底パネルは、上向きに膨出され少なくとも前記
ガスエンジンを搭載する膨出壁部を有することを特徴とするガスエンジン駆動式空調装置
。
【請求項３】
請求項１ において、ガスエンジン駆動式空調装置に収容されているオイル
の流量体積をＶ１とし、前記ハウジングの前記底パネルのオイル貯留室の貯留可能体積を
Ｖ２とすると、Ｖ２はＶ１の９０％以上に設定されていることを特徴とするガスエンジン
駆動式空調装置。
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設置面に直接的または間接的に対面する金属製の

前記底パネルの４つの隅領域に支柱が設けられ、
プレス成形することにより形成され、前記底パネルの４

つの隅領域に設けられ水が流入可能な水切り室と、オイルを貯留可能なオイル貯留室と、
前記ハウジングの前記底パネルにおいて上向きに突出され前記オイル貯留室と前記水切り
室とを仕切るオイル堰とを有す

１に

または請求項２



【請求項４】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はオイルが貯留されるオイルタンクを有するガスエンジン駆動式空調装置に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
ガスエンジン駆動式空調装置は、ガスエンジンによって駆動したコンプレッサにより冷媒
を圧縮し、ヒートポンプにより空調を行うものである。ガスエンジン駆動式空調装置は、
ハウジングと、ガスエンジンと、ガスエンジンにより駆動され冷媒を圧縮するコンプレッ
サと、冷媒の熱交換を行う熱交換器と、ガスエンジンに使用するオイルを収容するオイル
タンクとを具備する（特開平８－２１５５５号公報等）。オイルタンクのオイルはエンジ
ンオイルであり、エンジン駆動時に使用される。前記したガスエンジン駆動式空調装置で
は、オイルの漏れ対策が行われており、オイルを流すオイル配管に対して、充分なるシー
ル構造が施されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで一般的にはガスエンジン駆動式空調装置では定期的なメンテナンスが行われる。
メンテナンスでは、一般的には、上記したオイルの補給が行われる。近年、次回のメンテ
ナンスまでの期間を長くするため、大型化されたオイルタンクが使用され、オイルタンク
に収容されるオイル量が多くなりつつある。そこで、上記したようにオイルを流すオイル
配管に対するシール構造の耐久性を一層高めている。しかしながら、オイルタンクに収容
されるオイル量が多くなりつつある現状下では、予想外の事情も考慮すると、更なる対策
を施すことが好ましい。
【０００４】
本発明は上記した実情に鑑みてなされたものであり、万一、オイル配管からオイルが漏れ
たときであっても対処することができるガスエンジン駆動式空調装置を提供することを課
題とするにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係るガスエンジン駆動式空調装置は、

底パネルをもつハウジングと、ガスエンジンと、ガスエンジンにより駆動され冷
媒を圧縮するコンプレッサと、冷媒の熱交換を行って空調を行う熱交換器と、ガスエンジ
ンに使用するオイルを収容するオイルタンクとを具備するガスエンジン駆動式空調装置に
おいて、
　
　ハウジングの底パネルは、

ることを特徴とするものである。
【０００６】
万一、オイル配管からオイルが漏れたときであっても、漏れたオイルは、ハウジングの底
パネルのオイル貯留室に溜まるため、ガスエンジン駆動式空調装置の外部に流出すること
を抑えることができる。
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請求項２または請求項３において、前記膨出壁部は前記底パネルに複数設けられており、
前記複数の膨出壁部間に補強リブが上向きに膨出されて前記底パネルに形成されており、
前記補強リブには前記オイル貯留室を連通させる連通路が形成されており、且つ、膨出壁
部の高さはオイル堰の高さよりも高く設定されていることを特徴とするガスエンジン駆動
式空調装置。

設置面に直接的または間接的に対面する
金属製の

底パネルの４つの隅領域に支柱が設けられ、
プレス成形することにより形成され、底パネルの４つの隅領

域に設けられ水が流入可能な水切り室と、オイルを貯留可能なオイル貯留室と、ハウジン
グの前記底パネルにおいて上向きに突出されオイル貯留室と水切り室とを仕切るオイル堰
とを有す



【０００７】
【発明の実施の形態】
　本発明に係るガスエンジン駆動式空調装置によれば、 底パネ
ルをもつハウジングと、ガスエンジンと、ガスエンジンにより駆動され冷媒を圧縮するコ
ンプレッサと、冷媒の熱交換を行って空調を行う熱交換器と、ガスエンジンに使用するオ
イルを収容するオイルタンクとを備えている。ハウジングの底パネルは、

オイルを貯留可能なオイル貯留室を形成している。ハウジングの底パネルと
しては、一般的には、炭素鋼や合金鋼等の金属で形成されてい ガスエンジンに空気を
吸気させる吸気口を形成する必要があるが、本発明によれば、ハウジングの底パネルはオ
イル貯留室を形成するため、オイル貯留室のオイル洩れを回避するためには、ハウジング
の底パネルに吸気口を設けない方が好ましい。故にハウジングの側面板また天井板に吸気
口を設けることが好ましい。
【０００８】
　本発明に係るガスエンジン駆動式空調装 よれば、ハウジングの底パネルは、オイル
を貯留可能なオイル貯留室と、底パネルのうちの に設けられ水が流入可能な
水切り室と、ハウジングの底パネルの隅領域において上向きに突出されオイル貯留室と水
切り室とを仕切るオイル堰とを有する。オイル堰の遮蔽作用により、オイル貯留室のオイ
ルが水切り室に流入することが抑えられる。
【０００９】
　オイル堰としては、底パネルを一体的に上向きに膨出させても良いし、あるいは、別体
の堰を底パネルの底面に取り付けても良い。水切り室は、ハウジングの底パネルの
隅領 設け ハウジングの底パネルが四角形状である場合には、水切り室は、ハウジ
ングの底パネルの４つの隅領 。水切り室には、水切り室に流入した水を流出さ
せる排水孔を形成しておくことが好ましい。
【００１０】
本発明に係るガスエンジン駆動式空調装置の好ましい形態によれば、ハウジングの底パネ
ルは、上向きに膨出されガスエンジンを搭載する膨出壁部を有する。底パネルの膨出壁部
の膨出により、ガスエンジンはハウジングの底パネルのうち膨出壁部以外の部位よりも持
ち上げられる。従って、万一、オイル配管等が破損し、オイル配管等から漏れたオイルが
底パネルのオイル貯留室に溜まったときであっても、ガスエンジンがハウジングの底パネ
ルのオイル貯留室のオイルに浸漬または過剰浸漬されることを防止することができる。
【００１１】
本発明に係るガスエンジン駆動式空調装置の好ましい形態によれば、ガスエンジン駆動式
空調装置に収容されているオイルの流量体積をＶ１とし、ハウジングの底パネルのオイル
貯留室の貯留可能体積をＶ２とすると、Ｖ２はＶ１の９０％以上に設定されている。オイ
ルがオイル配管から漏れたときであっても、ある程度のオイルはオイル配管に保持され、
漏れが抑えられるからである。オイル貯留室の余裕確保を考慮すると、Ｖ２はＶ１の１０
０％以上または、Ｖ２はＶ１の１０５％以上に設定することができる。
【００１２】
【実施例】
以下、本発明の実施例について図面を参照して説明する。図１及び図２は側面パネルを外
して内部構造を透視した全体構成を示す。本実施例に係るガスエンジン駆動式空調装置（
ＧＨＰ）は、下ユニット部１と、下ユニット部１の上側に位置する上ユニット部４とで構
成されている。下ユニット部１の下ハウジング部１０は、底パネル１１と支柱１２と天井
板１３とを有すると共に、機関室１４と制御室１５とをもつ。
【００１３】
下ユニット部１の機関室１４には、燃料ガスの燃焼で駆動するガスエンジン１６と、ガス
エンジン１６を支持するマウント１７と、ガスエンジン１６によりエンドレスベルト１８
を介して回転駆動され冷媒を圧縮する複数のコンプレッサ１９と、ガスエンジン１６に供
給するオイルを溜めるオイルタンク２０と、エンジン冷却水の流路を切り替える電動三方
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プレス成形された金属製の

水が流入可能な
水切り室と、

る。

置に
４つの隅領域

４つの
域に る。

域に設ける



弁２５と、吐出温度センサ２７と、水温センサ２８と、ガスミキサ２９と、排気熱交換器
３０とガスエンジン１６の下側に設けられオイルを受けるオイルパン２３と、オイルを清
浄化させるオイルフィルタ２１と、ガスエンジン油圧スイッチ２２と、ガスエンジン１６
に供給する吸気を清浄化するエアクリーナ２４とが搭載されている。
【００１４】
　下ハウジング部１０の制御室１５には電源ユニット部３１、制御基板３２が設けられて
いる。即ち下ユニット部１には、ガスエンジン系部品、冷媒系部品、電気制御系部品、燃
料系部品、吸気系部品が搭載さ ている。なお、エンジン１６が駆動するときには、図略
のオイルポンプによりオイルパン２３内のオイルは循環し、エンジン１６に供給されてい
る。
【００１５】
図２に示すように下ユニット部１の側面には、ガスエンジン１６に空気を供給するための
吸気口１ｒが形成されている。吸気口１ｒは下ユニット部１の機関室１４と外気とを連通
させる。
【００１６】
上ユニット部４の上ハウジング部４０は、底パネル４１と支柱４２と天井板４３とを有す
る。底パネル４１は上ハウジング部４０の底を形成する。上ユニット部４には、熱交換器
４４、ラジエータ４５、通風口４６に設けられたファン４７、ファン４７を回転駆動させ
るモータ４８、吸気サイレンサ４９が搭載されている。
【００１７】
図３（Ａ）は下ハウジング部１０の底パネル１１の平面図を示す。図３（Ｂ）は底パネル
１１の側面図を示す。下ハウジング部１０の底パネル１１は金属製であり、平面視で四角
形状をなしており、本実施例に係る空調装置の設置面に直接的または間接的に対面するも
のである。
【００１８】
底パネル１１は、オイルを貯留可能な薄型の偏平形状をなすオイル貯留室１１０と、底パ
ネル１１の４つの隅領域に設けられドレンするための水が流入可能な水切り室１２０と、
底パネル１１の４つの隅領域に設けられたオイル堰１３０とを有する。各水切り室１２０
の底面には、常時開口している径小の水抜孔１２２が形成されている。
【００１９】
オイル貯留室１１０は、底パネル１１の長片側の互いに対向する２個の長壁１１ｘと、底
パネルの短片側の互いに対向する２個の短壁１１ｙとを折り曲げて立起させることにより
形成されており、平坦な貯留底面１１１を有する。オイル貯留室１１０からのオイル漏れ
の回避のため、オイル貯留室１１０の貯留底面１１１には、通孔は形成されていない。
【００２０】
前記したオイル堰１３０は、底パネル１１をプレス成形で上向きに膨出させることにより
設けられている。オイル堰１３０は、平面視で、四角形状の底パネル１１の角を中心とす
る曲率円弧に沿ってほぼ１／４円状に形成されている。オイル堰１３０の高さはＨ１とさ
れている。オイル堰１３０は、オイル貯留室１１０と水切り室１２０とを仕切ることによ
り、オイル貯留室１１０に溜まったオイルが水切り室１２０に流入して水抜孔１２２から
漏れないようにされている。
【００２１】
オイル堰１３０は、オイル貯留室１１０と水切り室１２０とを仕切る機能を有すると共に
、底パネル１１を部分的に補強するリブ機能も兼ねることができる。前述したように水切
り室１２０は、底パネル１１の４つの隅部領域に形成されている。従ってオイル堰１３０
は底パネル１１の４つの隅部領域において形成されている。オイル堰１３０の遮蔽作用に
より、オイル貯留室１１０のオイルが水切り室１２０に流入することが抑えられる。なお
、図５に示すように、長壁１１ｘ及び短壁１１ｙが底パネル１１に対して立起した状態で
は、長壁１１ｘと短壁１１ｙとの間は合わせ面１１ｚとされている。
【００２２】

10

20

30

40

50

(4) JP 3931709 B2 2007.6.20

れ



図５に示すように、長壁１１ｘ及び短壁１１ｙを折り曲げて立起させたとき、長壁１１ｘ
及び短壁１１ｙはオイル堰１３０の端１３０ｅに当接する。この当接部分にシール材を塗
布してシール部１３０ｍを形成し、耐オイル洩れ性を高めている。
【００２３】
図５に示すように、横断面Ｌの形状をなす支柱１２は、平面視で四角形状をなす底パネル
１１の４つの隅部領域において、長壁１１ｘと短壁１１ｙとの隣設部分に宛われており、
取付具として機能する取付ボルト１２ｍにより固定されている。水切り室１２０の底面に
は、底パネル４１に接続された冷却水ホース１６０を差し込んで保持するホース差込口１
２５が形成されている。
【００２４】
なお図３（Ａ）において、ホース差込口１２５は、４つの水切り室１２０のうち対角線上
の２個の水切り室１２０に形成されている。また、ガスエンジン駆動式空調装置に降りか
かった雨水等の水は、ハウジングパネル等の合わせ面の隙間を通り、支柱１２に沿って流
下することが多いため、その水が水切り室１２０に流下しやすい。
【００２５】
前記したように雨水等の水は、支柱１２に沿って流下することが多いが、その水は水切り
室１２０に流入し、水切り室１２０の水抜孔１２２から底パネル１１の下方に排出される
。前記したように長壁１１ｘと短壁１１ｙとの間は合わせ面とされているため、長壁１１
ｘと短壁１１ｙとの合わせ面１１ｚの隙間から水が吐出されるおそれがあるが、この隙間
から水は吐出されても特に支障がない。しかしオイル貯留室１１０のオイルが漏れること
は避ける必要がある。オイル貯留室１１０のオイルに溜まったとしても、そのオイルはオ
イル堰１３０によりせき止められ、水切り室１２０に流入することが抑えられている。こ
のため長壁１１ｘと短壁１１ｙとの合わせ面１１ｚの隙間から、オイル貯留室１１０のオ
イルが漏れることは抑えられる。
【００２６】
　図３に示すように、底パネル１１において、複数の膨出壁部２００（高さ：Ｈ２）がプ
レス成形により上向きに膨出されて形成されている。更に、底パネル１１において、複数
の膨出壁部２００の間には補強リブ２２０（高さ：Ｈ３）がプレス成形により上向きに膨
出されて形成されている。膨出壁部２００及び補強リブ２２０は、長方形状をなす底パネ
ル１１の長手方向に沿って形成されている。補強リブ２２０の長さ方向の端側には、オイ
ル貯留室１１ 室部位を連通させる連通路２２２が形成されている。膨出壁部２００は
底パネル１１の補強リブ作用も果たすことができる。更に補強リブ２２０により底パネル
１１の強化が一層図られる。このためオイル貯留室１１０に溜まるオイルの重量等で底パ
ネル１１が過剰変形することは抑えられる。
【００２７】
膨出壁部２００の高さＨ２は、オイル堰１３０の膨出壁部２００の高さＨ１、補強リブ２
２０の高さＨ３よりも高く設定されており、長壁１１ｘ及び短壁１１ｙの立起高さと同程
度とされている。膨出壁部２００は、その周囲を１周するように上昇傾斜部２０１を有す
る。上昇傾斜部２０１は、貯留底面１１１から膨出壁部２００の上面２００ｃに向かうに
つれて次第に上昇するように傾斜している。
【００２８】
膨出壁部２００の上面２００ｃには、部品を取り付けるための取付具が挿通される複数の
通孔２０３が形成されている。従って図７に示すように、膨出壁部２００にはガスエンジ
ン１６等の部品が防振ゴム等のマウント１７を介して搭載される。従って底パネル１１は
、オイル配管が破損したときの非常時用オイルパンとしても機能することができる他に、
ガスエンジン１６等の各部品を搭載する機能も果たすことができる。
【００２９】
底パネル１１には膨出壁部２００が上向きに膨出されているため、膨出壁部２００に相当
する体積分、オイル貯留室１１０における貯留可能体積が低下する。但し、底パネル１１
は平面視で広い面積を有している。このため、ガスエンジン駆動式空調装置に収容されて
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いるオイルの流量体積をＶ１とし、底パネル１１のオイル貯留室１１０の貯留可能体積を
Ｖ２としたとき、Ｖ２はＶ１の９５％以上に設定されている。万一、オイル配管からオイ
ルが漏れ始めたときであっても、ある程度のオイルはオイル配管に保持されるからである
。具体的には、オイル貯留室１１０の余裕確保を考慮すると、Ｖ２はＶ１の１００％以上
、１０５％以上に設定することが好ましい。
【００３０】
　本実施例によれば、ガスエンジン１６等の部品は、膨出壁部２００に搭載されているた
め、底パネル１１のうちオイル貯留室１ ０の貯留底面１１１よりも持ち上げられる。即
ち、万一、オイル配管等の破損が発生したときには、オイル配管等から漏れたオイルが底
パネル１１のオイル貯留室１１０に溜まる。このようにオイルが底パネル１１のオイル貯
留室１１０に溜まったときであっても、ガスエンジン１６は底パネル１１のオイル貯留室
１１０のオイルに浸漬または過剰浸漬されることを防止することができる。更に、冷媒部
品、エンジン部品、制御ボックス内の電気部品がオイルに浸漬されることを防止すること
ができ、各部品の保護性を高めることができる。エンジン１６、冷媒部品、エンジン部品
、制御ボックス内の電気部品は底パネル１１のオイル貯留室１１０の上方に配置されてい
るためである。
【００３１】
なお前記したように、底パネル１１のうち膨出壁部２００には部品を取り付けるための通
孔２０３が形成されているが、底パネル１１のうちオイル貯留室１１０の貯留底面１１１
には、オイル漏れ回避のため、通孔は形成されていない。
【００３２】
（その他）
図８は他の実施例を示す。この実施例は基本的には前記した実施例と同様の構成であり、
基本的には同様の作用効果を奏する。但し図８に示すように、底パネル１１のうちオイル
貯留室１１０の貯留底面１１１においても、部品取付用の通孔２０４が形成されている。
オイル貯留室１１０の貯留底面１１１に形成されている通孔２０４は、シール材で封止さ
れてシールされている。故に、オイル貯留室１１０に溜まったオイルが貯留底面１１１の
通孔２０４から漏れないようにされている。なお、図示はしないものの、通孔２０４を介
して取り付けられた部品は、オイル貯留室１１０の貯留底面１１１から持ち上げられるよ
うに設置され、オイル貯留室１１０にオイルが溜まったときであっても、部品がオイル貯
留室１１０のオイルに浸漬または過剰浸漬されないようにされている。
【００３３】
その他、本発明は上記した実施例のみに限定されるものではなく、要旨を逸脱しない範囲
内で適宜変更して実施できるものである。
【００３４】
上記した実施例では、オイル堰１３０の平面視は１／４円の円弧形状に曲成されているが
、これに限らず、平面視で直線状とすることもできる。図５に示す実施例によれば、長壁
１１ｘ及び短壁１１ｙを折り曲げて立起させたとき、長壁１１ｘ及び短壁１１ｙはオイル
堰１３０の端１３０ｅに当接し、当接部分にシール材を塗布してシール部１３０ｍを形成
している。本発明はこれに限らず、図示はしないものの、プレス成形で膨出させるオイル
堰１３０を長壁１１ｘ及び短壁１１ｙに延長させても良い。
【００３５】
上記した記載から次の技術的思想も把握できる。
（付記項１）各請求項において、オイル貯留室の貯留底面は通孔が形成されていないこと
を特徴とするガスエンジン駆動式空調装置。
（付記項２）各請求項において、オイル貯留室の貯留底面は通孔が形成されており、通孔
はシール材で封止されていることを特徴とするガスエンジン駆動式空調装置。
（付記項３）各請求項において、エンジンの下方で且つ底パネルのオイル貯留室の上方に
オイルパンが設けられていることを特徴とするガスエンジン駆動式空調装置。オイルパン
が破損してオイル漏れを生じたとしても、そのオイルは底パネルのオイル貯留室に溜まる
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ため、対処することができる。
（付記項４）請求項１において、前記ハウジングの底パネルは、オイルを貯留可能なオイ
ル貯留室と、前記ハウジングの前記底パネルにおいて上向きに突出され前記オイル貯留室
の少なくとも一部を仕切るオイル堰とを有することを特徴とするガスエンジン駆動式空調
装置。オイル堰の遮蔽作用により、オイル貯留室のオイルの吐出を抑えることができる。
【００３６】
【発明の効果】
以上説明したように本発明に係るガスエンジン駆動式空調装置によれば、万一、オイル配
管からオイルが漏れたときであっても、漏れたオイルは、ハウジング部の底パネルのオイ
ル貯留室に溜まるため、ガスエンジン駆動式空調装置の外部に流出することを抑えること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】側面パネルを外した状態のガスエンジン駆動式空調装置の正面図である。
【図２】側面パネルを外した状態のガスエンジン駆動式空調装置の側面図である。
【図３】（Ａ）は底面パネルの平面図であり、（Ｂ）は底面パネルの側面図である。
【図４】水切り室付近を示す要部の平面図である。
【図５】水切り室付近を示す要部の平面図である。
【図６】水切り室付近を示す要部の断面図である。
【図７】膨出壁部にエンジンを搭載している状態を示す断面図である。
【図８】他の実施例に係り、底面パネルの平面図である。
【符号の説明】
図中、１０は下ハウジング部、１１は底パネル、１１０はオイル貯留室、１２０は水切り
室、１３０はオイル堰を示す。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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