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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸入管及び吐出管が連通するケーシングと、
　前記ケーシングの内部に設置されるフレームと、
　前記フレームに固定結合され、その内部には前記吸入管が直接連結される吸入流路が形
成され、前記吸入流路の一側の端部には吸入バルブが設置されるピストンと、
　前記ピストンが内部に挿入されて該ピストンに対して往復運動を行って冷媒を圧縮する
ように一側の端部に吐出バルブが設置されるシリンダと、
　前記シリンダの外周に挿入されて該シリンダと共に往復運動を行うインナー固定子と、
　該インナー固定子の外周に固定されて前記シリンダ及びインナー固定子と共に往復運動
を行うマグネットと、
　該マグネットと所定間隔に維持されるように該マグネットの外郭に配置されて前記フレ
ームに固定結合され、前記シリンダが前記インナー固定子及びマグネットと共に往復運動
を行うように磁束を形成するようにコイルが備えられるアウター固定子と、
　前記シリンダと連結されて該シリンダが共振運動を行うように誘導する共振スプリング
ユニットと、を具備することを特徴とする往復動式圧縮機。
【請求項２】
　前記ピストンの両端のうち前記吸入バルブが設置される側とは反対側には、前記吸入流
路を覆蓋する吸入カバーが設置され、該吸入カバーに前記吸入管が直接連結されることを
特徴とする請求項１に記載の往復動式圧縮機。
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【請求項３】
　前記インナー固定子は、粉末冶金工法により軟質磁性粉末から形成されることを特徴と
する請求項１に記載の往復動式圧縮機。
【請求項４】
　前記マグネットは、前記インナー固定子の外周に円周方向に複数設置されることを特徴
とする請求項１に記載の往復動式圧縮機。
【請求項５】
　前記マグネットは円筒状に形成されて前記インナー固定子の外周に設置されることを特
徴とする請求項１に記載の往復動式圧縮機。
【請求項６】
　前記吐出バルブを弾性的に支持するバルブスプリングと、
　前記吐出バルブ及びバルブスプリングを受容して前記シリンダの一側の端部に結合され
る吐出カバーと、をさらに具備することを特徴とする請求項１に記載の往復動式圧縮機。
【請求項７】
　前記吐出カバーには、吐出ガスが前記ケーシングの内部に吐出される吐出口が形成され
ることを特徴とする請求項６に記載の往復動式圧縮機。
【請求項８】
　前記共振スプリングユニットは、前記シリンダに固定されるスプリングシートパネルと
、
　該スプリングシートパネルの両側に備えられる複数のスプリングと、を具備することを
特徴とする請求項１に記載の往復動式圧縮機。
【請求項９】
　前記インナー固定子の軸線方向の幅は、前記アウター固定子の軸線方向の幅より大きく
形成されることを特徴とする請求項１に記載の往復動式圧縮機。
【請求項１０】
　前記マグネットの軸線方向の幅は、前記アウター固定子の軸線方向の幅の半分の幅に比
べて大きく形成されることを特徴とする請求項１に記載の往復動式圧縮機。
【請求項１１】
　前記シリンダは、非磁性体で形成されることを特徴とする請求項１に記載の往復動式圧
縮機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、往復動式圧縮機に係るもので、詳しくは、固定子及びマグネットをシリンダ
に固定させて、該シリンダを稼動し得る往復動式圧縮機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、往復動式圧縮機は、ピストンがシリンダの内部で直線上に往復運動しながらガ
スを吸入圧縮して吐出する装置である。
【０００３】
　従来の往復動式圧縮機は、図７に示したように、ガス吸入管１２及びガス吐出管１４を
備えるケーシング１０と、該ケーシング１０の内部に配置されて駆動力を発生させる往復
動式モータ３０と、該往復動式モータ３０の駆動力によりガスを吸入、圧縮、吐出させる
圧縮ユニット４０と、前記往復動式モータ３０の往復運動により共振運動を誘導する共振
スプリングユニット５０と、前記往復動式モータ３０、前記圧縮ユニット４０及び前記共
振スプリングユニット５０をそれぞれ支持するフレームユニット２０と、を具備する。
【０００４】
　前記往復動式モータ３０は、図８に示したように、巻線コイル３１ｂの外側に複数のシ
ート（lamination sheet）３１ａが放射状に積層されて円筒状に形成されるアウター固定
子３１と、該アウター固定子３１の内周と所定空隙が維持されるように配置されると共に
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複数のシート３２ａが放射状に積層されて円筒状に形成されるインナー固定子３２と、該
インナー固定子３２の外周から一定の間隔（Ａ）が維持されるように配置されて直線上に
往復運動をする稼動子３３と、を具備する。
【０００５】
　また、前記稼動子３３は、前記アウター固定子３１と前記インナー固定子３２との間に
配置されるマグネット３３ｂと、該マグネット３３ｂが固定される円筒状のマグネットフ
レーム３３ａと、を具備する。
【０００６】
　また、前記圧縮ユニット４０は、内部空間を有するシリンダ４１と、該シリンダ４１の
内側に配置されて前記往復動式モータ３０の稼動子３３と連結されて直線的に往復運動し
ながらシリンダの内部の圧縮空間（Ｐ）の容積を変化させるピストン４２と、該ピストン
４２の前方側（以下、ガスの吸入される方向を後方側と称し、ガスが吐出される方向を前
方側と称する）に装着されて前記圧縮空間（Ｐ）の内部の圧力によって動作しながらガス
の吸入流路（Ｆ）を開閉する吸入バルブ４３と、前記シリンダ４１の前方側に設置されて
圧縮されたガスの吐出流路を開閉する吐出バルブ４４と、該吐出バルブ４４を弾性的に支
持するバルブスプリング４５と、前記吐出バルブ４４及び前記バルブスプリング４５を受
容すると共に前記ガス吐出管１４と連結される吐出カバー４６と、を具備する。
【０００７】
　また、前記フレームユニット２０は、前記往復動式モータ３０及び前記シリンダ４１の
前方側に装着される第１フレーム２１と、該第１フレーム２１と連結されて該第１フレー
ム２１と共に前記往復動式モータ３０のアウター固定子３１を支持する第２フレーム２２
と、該第２フレーム２２と連結されて前記第２フレーム２２と共に前記共振スプリングユ
ニット５０を支持する第３フレーム２３と、を具備する。
【０００８】
　また、前記共振スプリングユニット５０は、前記第２フレーム２２と前記第３フレーム
２３との間に配置されると共に前記稼動子３３及び前記ピストン４２と連結されて直線的
に往復運動するスプリングシートパネル５１と、前記第２フレーム２２と前記スプリング
シートパネル５１との間に配置されて前記ピストン４２が前方側に移動する時に収縮され
ると共に後方に移動する時に伸長される第１スプリング５２と、前記第３フレーム２３と
前記スプリングシートパネル５１との間に配置されて前記ピストン４２が前方に移動する
時に伸長されると共に後方に移動する時に収縮される第２スプリング５３と、を具備する
。
【０００９】
　従来の往復動式圧縮機においては、図９に示したように、前記アウター固定子３１の巻
線コイル３１ｂに電力が加えられると、前記アウター固定子３１と前記インナー固定子３
２との間にフラックス（磁束）が形成され、前記稼動子３３が前記フラックスの方向に応
じて直線的に往復運動する。これにより、該稼動子３３と連結される前記ピストン４２が
前記圧縮空間（Ｐ）の体積を変化させるようになり、前記圧縮空間（Ｐ）の体積変化によ
り該圧縮空間（Ｐ）にガスが吸入圧縮されて、吐出される。この時、前記第１スプリング
５２及び第２スプリング５３により前記ピストン４２に共振運動が誘導されるため、前記
ピストン４２の往復運動が円滑に行われる。そして、このような一連の過程が反復的に行
われる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、上記のように構成された従来の往復動式圧縮機においては、前記アウタ
ー固定子３１と前記インナー固定子３２との間に前記稼動子３３を配置させて、該稼動子
３３を前記ピストン４２及び前記スプリングシートパネル５１に連結させる過程により組
立られるため、このような組立過程が複雑であるという不都合な点があった。
【００１１】
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　また、前記稼動子３３には、前記マグネット３３ｂを支持するマグネットフレーム３３
ａが別途に備えられなければならないため、部品点数の増加による原価上昇を誘発すると
いう不都合な点がった。
【００１２】
　さらに、前記稼動子３３と前記インナー固定子３２との間には、所定間隔（Ａ）が維持
されなければならないため、このような間隔（Ａ）により前記アウター固定子３１と前記
インナー固定子３２との間で磁力の損失が発生し、往復動式モータ３０の効率が低下する
という不都合な点があった。そして、前記稼動子３３と前記インナー固定子３２との間の
間隔（Ａ）によって、前記稼動子３３及び圧縮機の外径が大きくなるため、前記マグネッ
ト３３ｂの使用量が増加するという不都合な点があった。
【００１３】
　本発明は、上記問題点に鑑みて成されたものであり、固定子及びマグネットをシリンダ
に固定させて前記シリンダを稼動させることで、部品点数を減らして製造作業性を向上し
得る往復動式圧縮機を提供することを目的とする。
【００１４】
　また、本発明の目的は固定子及びマグネットをシリンダに固定させて前記シリンダを稼
動させることで、固定子等の間の空隙を小さくして作動効率を向上し得る往復動式圧縮機
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】
【００１５】
　上記目的を達成するため、本発明に係る往復動式圧縮機は、フレームと、前記フレーム
に固定結合され、その内部には前記吸入管が直接連結される吸入流路が形成され、前記吸
入流路の一側の端部には吸入バルブが設置されるピストンと、前記ピストンが内部に挿入
されて該ピストンに対して往復運動を行って冷媒を圧縮するように一側の端部に吐出バル
ブが設置されるシリンダと、前記シリンダの外周に挿入されて該シリンダと共に往復運動
を行うインナー固定子と、該インナー固定子の外周に固定されて前記シリンダ及びインナ
ー固定子と共に往復運動を行うマグネットと、該マグネットと所定間隔に維持されるよう
に該マグネットの外郭に配置されて前記フレームに固定結合され、前記シリンダが前記イ
ンナー固定子及びマグネットと共に往復運動を行うように磁束を形成するようにコイルが
備えられるアウター固定子と、前記シリンダと連結されて該シリンダが共振運動を行うよ
うに誘導する共振スプリングユニットと、を具備することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明に係る往復動式圧縮機においては、前記マグネット１３３が前記シリンダ１４１
と連結されるインナー固定子１３２に連結されることで、従来のマグネットフレームのよ
うな部品を排除させ得るため、部品点数の減少によって製造費用を節減し得るという効果
がある。
【００１７】
　また、前記マグネット１３３が前記インナー固定子１３２に連結されることで、前記マ
グネット１３３と前記インナー固定子１３２との間に間隔が形成されることはなく、また
、前記アウター固定子１３１と前記インナー固定子１３２との間の空隙（Ｔ）が小さくさ
れるため、磁力の損失を防止して圧縮機の性能を向上し得るという効果がある。
【００１８】
　また、前記アウター固定子１３１と前記インナー固定子１３２との間の空隙が小さくな
ることによって、前記マグネット１３３が形成する外径（Ｄ）が狭くなるため、前記マグ
ネット１３３の使用量を減らして製造費用を節減し得るという効果がある。
【００１９】
　さらに、前記インナー固定子１３２を軟質磁性粉末により製作する場合、加工が容易で
あるため、生産性を向上し得るという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２０】
　以下、本発明に係る実施形態について、図面を用いて説明する。
【００２１】
　本発明に係る往復動式圧縮機は、図１に示したように、ガス吸入管１１２及びガス吐出
管１１４を備えるケーシング１１０と、該ケーシング１１０の内部に配置されて駆動力を
発生させる往復動式モータ１３０と、該往復動式モータ１３０の駆動力によりガスを吸入
、圧縮、吐出させる圧縮ユニット１４０と、前記往復動式モータ１３０によって発生され
る往復運動により共振運動を誘導する共振スプリングユニット１５０と、前記往復動式モ
ータ１３０、前記圧縮ユニット１４０及び前記共振スプリングユニット１５０をそれぞれ
支持するフレームユニット１２０と、を具備する。
【００２２】
　前記ガス吸入管１１２は前記圧縮ユニット１４０に直接連通されるように設置され、前
記ガス吐出管１１４は前記ケーシング１１０の内部空間と連通されるように設置され、こ
れにより前記ケーシング１１０の内部空間は高圧の雰囲気に維持される。
【００２３】
　前記往復動式モータ１３０は、図２に示したように、巻線コイル１３１ｂの外側に複数
のシート１３１ａが放射状に積層されて円筒状に形成されるアウター固定子１３１と、該
アウター固定子１３１の内周と所定空隙が維持されるように配置される円筒状のインナー
固定子１３２と、該インナー固定子１３２の外周に設置されるマグネット１３３と、を具
備する。
【００２４】
　前記アウター固定子１３１は、ほぼ「Ｌ」字状のシート１３１ａを前記巻線コイル１３
１ｂの外周面に沿って一枚ずつ放射状に積層させるか、又は複数のシート１３１ａを一体
に積層させて形成される円筒状のコアブロックを前記巻線コイル１３１ｂの外側に固定さ
せる工程により形成される。
【００２５】
　前記インナー固定子１３２は、絶縁コーティング剤を上塗りした軟質の磁性粉末材料を
粉末冶金工法によって円筒状に加工することで製作され、後述するシリンダ１４１の外周
に設置される。
【００２６】
　前記マグネット１３３は、前記インナー固定子１３２の外周面上に円周方向に複数設置
される。また、これに限定されることなく、図３に示したように、前記マグネット１３３
は、円筒状に形成されて前記インナー固定子１３２の外周面上に設置することもできる。
【００２７】
　図４に示したように、前記インナー固定子１３２の軸線方向である往復運動方向の幅（
Ｗｉ）は、前記アウター固定子１３１の方向の幅（Ｗｏ）に比べて大きく形成されること
が好ましい。
【００２８】
　前記マグネット１３３の軸線方向の幅（Ｗｍ）は、前記アウター固定子１３１の軸線方
向の幅（Ｗｏ）の半分の幅（Ｗｏ／２）に比べて大きく形成されることが効果的な磁力線
を形成するのに有利である。
【００２９】
　前記圧縮ユニット１４０は、内部に圧縮空間（Ｐ）を有し且つ前記インナー固定子１３
２の内側に挿入されるように連結されて直線的に往復運動するシリンダ１４１と、該シリ
ンダ１４１の内部に挿入され且つ前記フレームユニット１２０に固定されると共に内部に
ガスが吸入される吸入流路（Ｆ）が形成されるピストン１４２と、該ピストン１４２の前
方側（以下、ガスの吸入される方向を後方側と称し、ガスが吐出される方向を前方側と称
す）に装着されて前記圧縮空間（Ｐ）の内部の圧力によって動作しながらガスの吸入流路
（Ｆ）を開閉する吸入バルブ１４３と、前記ピストン１４２の後方側に設置され且つ前記
吸入管１１２と連通されると共に前記吸入流路（Ｆ）を覆蓋する吸入カバー１４７と、前
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記シリンダ１４１の前方側に設置されて圧縮されたガスの吐出流路を開閉する吐出バルブ
１４４と、該吐出バルブ１４４を弾性的に支持するバルブスプリング１４５と、前記吐出
バルブ１４４及び前記バルブスプリング１４５を受容すると共に圧縮されたガスが前記ケ
ーシング１１０の内部に吐出される吐出口１４６ａを有する吐出カバー１４６と、を具備
する。
【００３０】
　前記シリンダ１４１は、非磁性体で形成されることが磁力の漏洩を遮断するのに効果的
である。
【００３１】
　前記フレームユニット１２０は、前記ピストン１４２が固定される第１フレーム１２１
と、該第１フレーム１２１と連結されて前記第１フレーム１２１と共に前記往復動式モー
タ１３０のアウター固定子１３１を支持する第２フレーム１２２と、該第２フレーム１２
２と連結されて該第２フレーム１２２と共に前記共振スプリングユニット１５０を支持す
る第３フレーム１２３と、を具備する。
【００３２】
　前記共振スプリングユニット１５０は、前記第２フレーム１２２と前記第３フレーム１
２３との間に配置されると共に前記シリンダ１４１と連結されて直線的に往復運動するス
プリングシートパネル１５１と、前記第２フレーム１２２と前記スプリングシートパネル
１５１との間に配置されて前記シリンダ１４１が前方側に移動する時に伸長されると共に
後方に移動する時に収縮される第１スプリング１５２と、前記第３フレーム１２３と前記
スプリングシートパネル１５１との間に配置されて前記シリンダ１４１が前方に移動する
時に収縮されると共に後方に移動する時に伸長される第２スプリング１５３と、を具備す
る。
【００３３】
　以下、上記のように構成される本発明に係る往復動式圧縮機の動作について説明する。
【００３４】
　図５及び図６に示したように、前記往復動式モータ１３０のアウター固定子１３１に設
置された巻線コイル１３１ｂに電力が加えられると、前記アウター固定子１３１と前記イ
ンナー固定子１３２との間にフラックスが形成されることで、前記マグネット１３３及び
前記インナー固定子１３２が前記フラックスの方向に応じて直線的に往復運動する。従っ
て、前記インナー固定子１３２と連結される前記シリンダ１４１が往復運動するようにな
ることで、該シリンダ１４１と前記ピストン１４２とが画成する圧縮空間（Ｐ）の体積が
変化せしめられる。
【００３５】
　該圧縮空間（Ｐ）の体積変化により該圧縮空間（Ｐ）にガスが吸入圧縮されて、吐出さ
れる。この時、前記第１スプリング１５２及び第２スプリング１５３により前記シリンダ
１４１に共振運動が誘導されるため、該シリンダ１４１の往復運動が円滑に行われる。
【００３６】
　ここで、前記ガス吸入管１１２は、前記ケーシング１１０を貫通して前記吸入カバー１
４７に直接連通されることで、ガスは前記ケーシング１１０の内部を通過しないで直ちに
前記ピストン１４２内の吸入流路（Ｆ）に流入され、前記シリンダ１４１の内部の圧縮空
間（Ｐ）で圧縮されたガスは、前記吐出カバー１４６の吐出口１４６ａを通って前記ケー
シング１１０の内部に吐出された後、前記ガス吐出管１１４を通って圧縮機の外部に吐出
される。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明に係る往復動式圧縮機が図示された断面図である。
【図２】図１のＶ－Ｖ線断面図である。
【図３】図１の往復動式圧縮機に備えられるマグネットの他の例が図示された断面図であ
る。
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【図４】図１の往復動式圧縮機に備えられる往復動式モータが図示された断面図である。
【図５】図１の往復動式圧縮機の動作状態が図示された断面図である。
【図６】図１の往復動式圧縮機の動作状態が図示された断面図である。
【図７】従来の往復動式圧縮機が図示された断面図である。
【図８】図７のＩＩ－ＩＩ線断面図である。
【図９】図７の往復動式圧縮機の動作状態が図示された断面図である。
【符号の説明】
【００３８】
　１１０　　ケーシング
　１１２　　ガス吸入管
　１１４　　ガス吐出管
　１２０　　フレームユニット
　１２１　　第１フレーム
　１２２　　第２フレーム
　１２３　　第３フレーム
　１３０　　往復動モータ
　１３１　　アウター固定子
　１３１ａ　　シート
　１３１ｂ　　巻線コイル
　１３２　　インナー固定子
　１３３　　マグネット
　１４０　　圧縮ユニット
　１４１　　シリンダ
　１４２　　ピストン
　１４３　　吸入バルブ
　１４４　　吐出バルブ
　１４５　　バルブスプリング
　１４６　　吐出カバー
　１４６ａ　　吐出口
　１４７　　吸入カバー
　１５０　　共振スプリングユニット
　１５１　　スプリングシートパネル
　１５２　　第１スプリング
　１５３　　第２スプリング
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