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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端板上に渦巻状の固定スクロール翼を有する固定スクロールと、端板上に渦巻状の旋回
スクロール翼を有する旋回スクロールとを組み合わせて、前記旋回スクロールを固定スク
ロールに対して自転防止機構を介して旋回運動をなすことによって、前記固定スクロール
翼と旋回スクロール翼とによって形成される圧縮室の容積を減少させてガスを圧縮して、
該圧縮ガスを中心部から吐出するように構成した密閉形スクロール圧縮機において、前記
固定スクロール翼と旋回スクロール翼とによって形成される圧縮室に液冷媒を注入する液
インジェクション孔と圧縮室内の圧力が一定圧力以上に上昇した場合に自動的に開作動す
ることにより圧縮室の圧力を開放する吐出バイパス孔とを前記固定スクロールの端板に設
け、
　更に、前記旋回スクロールの端板の背面側に導いて該旋回スクロールを前記固定スクロ
ール側へ押付ける押付力を生じせしめる中間圧力ガスを取り出す中間圧孔を、前記旋回ス
クロールの端板に設けると共に、該固定スクロールと旋回スクロールとを組み合わせた状
態で前記中間圧孔の位置が、前記吐出バイパス孔が位置する圧縮室に対して渦巻方向の外
側における他の圧縮室に位置するように構成したことを特徴とする密閉形スクロール圧縮
機。
【請求項２】
　前記中間圧孔は前記固定スクロールと旋回スクロールとを組み合わせた状態で、前記吐
出バイパス孔より１８０°以上渦巻方向の外側に設置されることを特徴とする請求項１記
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載の密閉形スクロール圧縮機。
【請求項３】
　前記液インジェクション孔、吐出バイパス孔、中間圧孔がそれぞれ複数個設置されて、
複数の圧縮室それぞれにおいて前記関係を有することを特徴とする請求項１または２に記
載の密閉形スクロール圧縮機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、密閉形スクロール圧縮機に関し、特に、圧縮機からの吐出ガス冷媒の温度を
低温化するために圧縮室内に液冷媒を噴射する液インジェクション装置を具えたに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　スクロール圧縮機では、蒸発器での熱負荷が少ない時には、圧縮機からの冷媒吐出量を
多くする必要がないため、圧縮途中のガスを吸入側へ戻して容量制御を行うようにしてい
るガスを逃す技術も知られている。
　さらに、高負荷時には圧縮室内の冷媒ガス圧力が目標設定値以上に高圧化しないように
して、駆動源の使用電力を低減して、圧縮機の摺動部の損傷等を防止する技術についても
知られている。
【０００３】
　例えば、特開２００３－１８４７７５号公報（特許文献１）には、アンモニアを冷媒と
する冷凍装置に用いられるスクロール圧縮機において、吐出ガス冷媒の温度が設定値を超
えないように、アンモニアの液冷媒をスクロール圧縮機の圧縮室に注入するための液イン
ジェクション回路が示されている。
【０００４】
　さらに、特開平６－２６４７４号公報（特許文献２）においては、図８に示すように、
液インジェクション孔０１が固定スクロール０２の端板０３に形成された渦巻き状の固定
スクロール翼０４の間に設けられ、吐出ガス温度が設定値より高くなったときに液インジ
ェクション回路上の電磁弁を開いて液冷媒を圧縮室内に噴射して、ガス温度を下げる構成
が開示されている。
　なお、図８は固定スクロール０２を底面側から見た図面であり、さらに、この特許文献
２には、ガス戻しポート０５が圧縮機の吸入管に接続され、蒸発器における熱負荷が小さ
い時、または電源設備容量によって高負荷運転ができない時は、圧縮行程中のガス冷媒を
吸入側へ戻す構成が示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－１８４７７５号公報
【特許文献２】特開平６－２６４７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前記したように特許文献１、特許文献２には、アンモニアの液冷媒をスクロール圧縮機
の圧縮室に注入するための液インジェクション回路（孔）が示されており、さらに、特許
文献２には、液インジェクション孔０１に加えて、ガス戻しポート０５が圧縮室に形成さ
れている。
【０００７】
　しかし、液インジェクション孔が設置されている圧縮室において、圧縮室内の圧力が吐
出圧力を越えると、液インジェクションされた冷媒液の蒸発により作動圧縮室内の圧力が
大きく上昇し作動圧縮室内の圧力増大による動力増大による効率低下やラップ破損や荷重
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増大の問題が生じる問題がある。しかも、特に特許文献２の場合にガス戻しポート０５が
仮に液インジェクション孔０１と同じ圧縮室に配置されていたとしても、吸入側に戻すた
め、圧縮室内の圧力が液インジェクションによって大きく上昇する問題に対して効果的で
はない。
【０００８】
　さらに、特許文献１、特許文献２のいずれにおいても、旋回スクロールを固定スクロー
ル側に押し付けるために、圧縮室行程の中間圧力や高圧力を旋回スクロールの端板の背面
側に導くための中間圧ポートと液インジェクション孔との関係や、圧縮ガスを密閉容器内
に放出するガス逃しポートと液インジェクション孔との関係については示されていない。
【０００９】
　そこで、本発明は、このような背景に鑑みてなされたものであり、固定スクロールまた
は旋回スクロールの端板に設けられる、圧縮室内の圧力を一定圧力以上において放出する
吐出バイパス孔と、液冷媒を注入する液インジェクション孔と、中間圧孔との配置関係、
特に吐出バイパス孔と中間圧孔とを最適な関係に設定して、液インジェクションによる作
動圧縮室内のガス冷媒の圧力増大に伴う効率低下やラップ破損や摺動部損傷等の問題を低
減して、液インジェクションの冷媒ガスの冷却効果を最大限に発揮することができる密閉
形スクロール圧縮機を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記課題を解決するため、本発明は、端板上に渦巻状の固定スクロール翼を有する固定
スクロールと、端板上に渦巻状の旋回スクロール翼を有する旋回スクロールとを組み合わ
せて、前記旋回スクロールを固定スクロールに対して自転防止機構を介して旋回運動をな
すことによって、前記固定スクロール翼と旋回スクロール翼とによって形成される圧縮室
の容積を減少させてガスを圧縮して、該圧縮ガスを中心部から吐出するように構成した密
閉形スクロール圧縮機において、前記固定スクロール翼と旋回スクロール翼とによって形
成される圧縮室に液冷媒を注入する液インジェクション孔と圧縮室内の圧力が一定圧力以
上に上昇した場合に自動的に開作動することにより圧縮室の圧力を開放する吐出バイパス
孔とを前記固定スクロールの端板に設け、
　更に、図５に示すように、前記旋回スクロールの端板の背面側に導いて該旋回スクロー
ルを前記固定スクロール側へ押付ける押付力を生じせしめる中間圧力ガスを取り出す中間
圧孔を、前記旋回スクロールの端板に設けると共に、該固定スクロールと旋回スクロール
とを組み合わせた状態で前記中間圧孔の位置が、前記吐出バイパス孔が位置する圧縮室に
対して渦巻方向の外側における他の圧縮室に位置するように構成したことを特徴とする。
【００１１】
　かかる発明によれば、圧縮室に液冷媒を注入する液インジェクション孔が設置されてい
る圧縮室において、該液インジェクション孔よりも渦巻方向の中心側に位置する吐出バイ
パス孔を前記圧縮室と対応する固定スクロールの端板に設けたため、液インジェクション
によって作動圧縮室内の圧力が大きく上昇した場合でも、吐出バイパス孔から圧縮ガスが
吐出空間に放出されるようになり、液インジェクションによる作動圧縮室内の圧力増大に
よる効率低下、さらに荷重増大によるラップ破損や摺動部の損傷等を防止することができ
る。
【００１２】
　また、本発明において好ましくは、前記中間圧孔は前記固定スクロールと旋回スクロー
ルとを組み合わせた状態で、前記液インジェクション孔より１８０°以上渦巻方向の外側
に設置され、更に前記吐出バイパス孔は、液インジェクション孔よりも渦巻方向の中心側
に位置しているために、前記吐出バイパス孔と前記中間圧孔との関係において、前記固定
スクロールと旋回スクロールとを組み合わせた状態で、必然的に前記中間圧孔は前記吐出
バイパス孔より１８０°以上渦巻方向の外側に設置されることになる。
【００１３】
　従ってかかる発明によれば、前記中間圧孔を前記吐出バイパス孔より１８０°以上渦巻
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方向の外側に設置させることにより、中間圧孔の位置が吐出バイパス孔の設置されている
作動圧縮室とは確実に別の圧縮室に設置され、前記作動圧縮室内の液インジェクションに
よる圧力増大による効率低下、さらに荷重増大によるラップ破損や摺動部の損傷等を防止
することができる。
【００１４】
　また、本発明において好ましくは、前記液インジェクション孔、吐出バイパス孔、中間
圧孔がそれぞれ複数個設置されて、複数の圧縮室それぞれにおいて前記関係を有すること
が望ましい。
　かかる構成によれば、複数の圧縮室のそれぞれにおいて、吐出バイパス孔を液インジェ
クション孔の位置に対して同一圧縮室内において渦巻方向の中心側に設置する関係、およ
び中間圧孔を液インジェクション孔の位置に対して渦巻方向の外側における他の圧縮室に
設置する関係を有する。
　従って、圧縮行程にある複数の圧縮室のそれぞれにおいて液インジェクションによって
発生するおそれがある作動圧縮室内の圧力増大による効率低下、さらに荷重増大によるラ
ップ破損や摺動部の損傷等を回避することができ、液インジェクションによる冷媒ガスの
冷却効果を効果的に得ることができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、固定スクロールまたは旋回スクロールの端板に設けられる液インジェ
クション孔と、吐出バイパス孔と、中間圧孔との配置関係を最適な関係に設定して、液イ
ンジェクションによる作動圧縮室内のガス冷媒の圧力増大に伴う効率低下やラップ破損や
摺動部損傷等の問題を低減して、液インジェクションの冷媒ガスの冷却効果を最大限に発
揮することができる密閉形スクロール圧縮機を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明にかかる密閉形スクロール圧縮機の実施形態を示す全体構成断面図である
。
【図２】図１の全体断面図のうちの上方の部分の拡大図である。
【図３】固定スクロールの底面図である。
【図４】旋回スクロールを示す図面であり、（ａ）は平面図であり、（ｂ）は、（ａ）の
Ｂ－Ｂ断面図である。
【図５】図２のＡ－Ａ断面図である。
【図６】他の実施形態を示す図５対応図である
【図７】圧縮室の動作状態説明図である。
【図８】従来技術の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して本発明の好適な実施の形態を例示的に詳しく説明する。但しこの
実施の形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対的配置等は特に特定
的な記載がない限りは、この発明の範囲をそれに限定する趣旨ではなく、単なる説明例に
過ぎない。
【００１８】
　図１は、本発明にかかる密閉形スクロール圧縮機の実施形態を示す全体構成断面図であ
り、図２は図１の全体断面図のうちの上方の部分の拡大図である。図３は固定スクロール
の底面図である。図４は旋回スクロールを示す図面であり、（ａ）は平面図であり、（ｂ
）は、（ａ）のＢ－Ｂ断面図である。図５は図２のＡ－Ａ断面図である。図６は他の実施
形態を示す図５対応図である。図７は圧縮室の動作状態説明図である。
【００１９】
　図１、図２を参照して密閉形スクロール圧縮機の全体構成について説明する。図１に示
すように、密閉形スクロール圧縮機１を構成する縦長の円筒形状の密閉ケース２は、湾曲
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形状の下ケース３と湾曲形状の上ケース５と円筒状の中ケース６とがそれぞれ溶接接合さ
れて形成されている。
　密閉ケース２内の上方寄りに、密閉ケース２内を上下に仕切るようにフレーム部材７が
中ケース６の内部に取付けられている。
　そして、フレーム部材７の上方にはスクロール圧縮機構部９が配置され、下方にはスク
ロール圧縮機構部９を構成する旋回スクロール１１に旋回運動の回転力を与えるモータ１
３が配置されている。さらに、密閉ケース２の底部には潤滑油が収容されるようになって
いて、底部に貯留された潤滑油を汲み上げる給油ポンプ１５がモータ１３の下方に配置さ
れている。
【００２０】
　図２に示すように、スクロール圧縮機構部９は、固定スクロール１７と、この固定スク
ロール１７の下方に配置された旋回スクロール１１とによって構成されている。固定スク
ロール１７は、円板状の端板１９と、この端板１９の一方の面の周縁部に突設された環状
壁２１と、この環状壁２１で囲まれた部分に該環状壁２１とほぼ等しい高さに突設された
固定スクロール翼２３と、端板１９の略中央部に設けられた吐出口２５と、端板１９の周
縁部に設けられた吸入口２７とで構成されている。そして、環状壁２１の延長部分がボル
ト２９でフレーム部材７に固定されている。
【００２１】
　一方、旋回スクロール１１は、前記環状壁２１より大きい外径を有して円板状の旋回ス
クロール１１の端板３１と、この端板３１の一方の面に前記固定スクロール翼２３と等し
い高さに突設された旋回スクロール翼３３と、他方の面の中央部には軸受ボス部３５が突
設されて構成されている。
【００２２】
　また、旋回スクロール１１の端板３１に渦巻状に突設され上方向を向いた旋回スクロー
ル翼３３と、固定スクロール１７の端板１９に渦巻状に突設され下方向を向いた固定スク
ロール翼２３とが噛合い、それぞれの壁の間に圧縮室３７を形成している。
【００２３】
　そして、固定スクロール１７と旋回スクロール１１との噛み合い状態を保持して旋回ス
クロール１１を固定スクロール１７に対して相対的に旋回運動させるために、旋回スクロ
ール１１の端板３１とフレーム部材７との間にオルダム機構３８が設けられている。
【００２４】
　フレーム部材７には、旋回スクロール１１の軸受ボス部３５の軸心線に対して偏心した
筒状空間３９が上下方向に貫通して設けられており、この筒状空間３９の下端部分にはモ
ータ１３の駆動軸４１を回転自在に支持する主軸受４３が設けられている。
【００２５】
　駆動軸４１の上端部には、駆動軸４１の軸中心線と偏心した位置にクランク部４５が形
成され、該クランク部４５が旋回スクロール１１の軸受ボス部３５に嵌入している。この
軸受ボス部３５がクランク部４５の旋回軸受を形成している。
　また、図１に示すように、駆動軸４１の下端部には、給油ポンプ１５が接続されていて
、この給油ポンプ１５は潤滑油をパイプ４７によって汲み上げて、駆動軸４１の軸中心部
を貫通して設けられた貫通油路４９を介して前記クランク部４５の上端から軸受ボス部３
５内に放出するようになっている。
【００２６】
　なお、使用される圧縮ガスはアンモニア冷媒を用いており、吐出ガス温度の上昇を抑え
るためにアンモニアの液冷媒を固定スクロール１７の端板１９に取付けられた液インジェ
クション配管５７から圧縮室３７内に噴射するようになっている。この液インジェクショ
ンについては後述する。
【００２７】
　また、図１に示すように、駆動軸４１に対して偏心したクランク部４５の回転に伴うア
ンバランスを打ち消すために、駆動軸４１には、上から順に上バランサ５９、中バランサ



(6) JP 5348596 B2 2013.11.20

10

20

30

40

50

６１、下バランサ６３の３つのバランサが取り付けられている。
　さらに、前記固定スクロール１７の吸入口２７には、吸入管６５が上ケース５を貫通し
て設けられ、中ケース６にはケース内の高圧ガスを吐出する吐出管６７が設けられている
。
【００２８】
　次に、以上のように構成された密閉形スクロール圧縮機において、前記スクロール圧縮
機構部９による冷媒ガスの圧縮動作について説明する。
　まず、モータ１３に給電すると、駆動軸４１が回転を開始する。そして、回転力が旋回
スクロール１１に伝えられる。
　旋回スクロール１１の軸受ボス部３５は駆動軸４１に対して、偏心して設けられクラン
ク部４５と嵌合しており、しかもオルダム機構３８によって支持されているため、この旋
回スクロール１１は自転の伴わない旋回運動を行う。
　従って、旋回スクロール１１に植設された旋回スクロール翼３３も旋回運動を行い、こ
の旋回運動に伴って、旋回スクロール翼３３と固定スクロール翼２３との間に形成された
圧縮室３７が周期的に小さくなり、吸入管６５を介して吸入されたガスが圧縮されて吐出
口２５から吐出されて、密閉ケース２内の上方に吐出されてからフレーム部材７の周囲に
形成された図示しない連通孔を通って下方側に流れて密閉ケース２内のフレーム部材７の
下方の空間内に高圧ガスが貯留され、吐出管６７から外部へ排出される。
【００２９】
　次に、液インジェクションについて説明する。
　図３は、固定スクロール１７を下面側から見た図面であり、固定スクロール翼２３が渦
巻形状に形成され、その隣り合う渦巻形状の固定スクロール翼２３との間には旋回スクロ
ール翼３３が嵌り合う渦巻状の渦巻溝８０が凹状に形成されている。この渦巻溝８０の入
口は吸入口２７に繋がり、出口は吐出口２５に繋がっている。
【００３０】
　また、固定スクロール１７の端板１９の周縁部分には、固定スクロール１７をフレーム
部材７に取り付けるボルト２９の貫通穴８３が形成されている。
　そして、渦巻溝８０の底の部分である端板１９には、固定スクロール翼２３の縦壁に接
する位置に液インジェクション孔８５、８５が位置を隔てて２個所に穿設されている。
【００３１】
　この液インジェクション孔８５には液インジェクション配管５７が連結している。そし
て、図示しない液インジェクション回路に設けられた液インジェクションバルブまたは電
子制御膨張弁を吐出口２５から吐出される圧縮ガスの温度に関連して制御して、液インジ
ェクション配管５７に供給する液冷媒の量が制御されるようになっている。
【００３２】
　このように液インジェクションを行うことによって、圧縮室内の圧縮行程にある圧縮ガ
スに液冷媒のアンモニア液が噴射されて冷却されて、スクロール圧縮機構部９で圧縮され
て吐出口２５から吐出される圧縮ガスの温度が高温になることを抑えることができ、その
結果、密閉ケース２内のガス温度の温度上昇を抑えてモータ１３の冷却効果を発揮できモ
ータ１３の効率を向上することができる。
【００３３】
　図３に示すように、固定スクロール翼２３の渦巻方向に沿って液インジェクション孔８
５と吐出バイパス孔８７とが並んで穿設され、また、液インジェクション孔８５と吐出バ
イパス孔８７とは、一対になって配置されている。
　さらに、図３に示すように、吐出バイパス孔８７は、液インジェクション孔８５より渦
巻きの内側に設けて、渦巻き角で９０°以内の範囲に設置されている。
　渦巻きの内側に逃し孔を設けることで、圧縮室での圧縮は渦巻きの中心に向かって旋回
して容積が小さくなり高圧化されていくため、この高圧化される位置で圧力を開放するよ
うにして、吐出バイパス孔８７の機能を信頼性あるものとしている。
　さらに、隣の圧縮室３７には、別の一対の液インジェクション孔８５と吐出バイパス孔
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８７が設けられるように、それぞれの圧縮室３７内に位置されるように設置されている。
【００３４】
　この吐出バイパス孔８７は、固定スクロール１７の上部に設置された吐出バイパス制御
弁８９によって、圧縮室３７内の圧力に基づいて開閉制御されるようになっているため、
圧縮室３７内の圧力が冷凍装置の負荷やガス温度によって異常に上昇した場合には、自動
的に開作動してスクロール圧縮機構部９から密閉ケース２内の吐出空間に放出されて圧縮
室３７内の圧力が異常上昇しないように制御されている。
【００３５】
　また、固定スクロール１７のスクロール翼２３の先端面と相手側の旋回スクロール１１
の端板３１の鏡面との接触、および旋回スクロール１１のスクロール翼３３の先端面と相
手側の固定スクロール１７の端板１９の鏡面との接触を、圧縮室３７内の圧縮圧力に抗し
て相互に密着状態にして摺接させるために、旋回スクロール１１を固定スクロール１７側
に押し付けている。
【００３６】
　この押付け力は、旋回スクロール１１の端板３１の背面側に、中心部には圧縮機の吐出
圧力である高圧力を作用させ、その外側域には圧縮行程の中間の中間圧力を供給して、旋
回スクロール１１をバランスよく押し付けている。
　そしてこの中間圧力を旋回スクロール１１の端板３１の背面側に導くために、図４に示
すように旋回スクロール１１の端板３１に中間圧孔９１が穿設されて、中間圧力を取り出
している。
【００３７】
　図４に示すようにおいて、旋回スクロール１１の端板３１には旋回スクロール翼３３が
渦巻曲線状に形成され、その渦巻形状の旋回スクロール翼３３間には渦巻通路９３が形成
されていて、入口部近傍と該入口近傍からほぼ１周の中心側の位置に、旋回スクロール翼
３３を挟むように、中間圧孔９１が２個所穿設されている。
【００３８】
　中間圧孔９１は、端板３１の内部を径方向に伸びる中間圧力通路９５によって端板３１
の側端面に連通して、フレーム部材７の中間圧力室９７へ導かれて、中間圧孔９１からの
圧縮行程途中の圧力が旋回スクロール１１の端板３１の背面側に作用するようになってい
る。
　なお、旋回スクロール１１の端板３１の中央部分の軸受ボス部３５内には、給油ポンプ
１５によって密閉ケース２の底に貯まっている潤滑油を汲み上げて供給と同時に密閉ケー
ス２内の高圧ガスも供給されて高圧力室が形成されている。
【００３９】
　次に、図５と図６を参照して、これら旋回スクロール１１と固定スクロール１７とを組
み合わせた状態での、液インジェクション孔８５と、吐出バイパス孔８７と、中間圧孔９
１との位置関係を説明する。図５は、図２のＡ－Ａ断面図であり、この図に示すように、
旋回スクロール１１の内側に形成される内室圧縮室３７Ａには、液インジェクション孔８
５Ａと、吐出バイパス孔８７Ａとが設置され、旋回スクロール１１の外側に形成される外
室圧縮室３７Ｂには液インジェクション孔８５Ｂと、吐出バイパス孔８７Ｂがそれぞれ設
置されている。
【００４０】
　また、図５に示すように、液インジェクション孔８５と中間圧孔９１との相対位置は、
旋回スクロール１１と固定スクロール１７との組み付け状態で略２７０°以上渦外側に離
すことによって、液インジェクションによる液冷媒が中間圧孔９１とは完全に別の圧縮室
３７に位置させるようにしている。
【００４１】
　なお、それぞれの圧縮室３７Ａ、３７Ｂにおいて、液インジェクション孔８５Ａ、８５
Ｂの１個に対して、吐出バイパス孔８７Ａ、８７Ｂと、中間圧孔９１をそれぞれ１個設け
た例を説明したが、液インジェクション孔８５を複数、それに対し吐出バイパス孔８７、
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中間圧孔９１を複数個設けてもよい。
【００４２】
　また、図６には、液インジェクション孔の位置を吸入口２７に近い位置に配置した仕様
を示す。このように吸入口２７に近い位置に設置することで低圧縮比仕様（高温仕様）の
圧縮機に対しても圧縮室内への液インジェクションを効率的に行える。
　図６には、旋回スクロール１１の内側に形成される内室圧縮室９７Ａには、液インジェ
クション孔１０５Ａと、吐出バイパス孔１０７Ａとが設置され、旋回スクロール１１の外
側に形成される外室圧縮室９７Ｂには液インジェクション孔１０５Ｂと、吐出バイパス孔
１０７Ｂがそれぞれ設置されている。さらに中間圧孔９１が穿設されている。
【００４３】
　この図６に示したスクロール圧縮機の圧縮室の軸の回転に伴う動作状態と、前記３種類
の孔との関係を図７に示す。
　図７（ａ）図は、旋回スクロール１１の旋回スクロール翼３３の渦巻き外壁と固定スク
ロール１７の渦巻き溝８０の外壁間で形成される外室圧縮室９７Ｂが最大密閉空間を形成
し、吸入が完了し圧縮行程開始の状態を示している。この状態から軸が９０°ピッチで回
転して圧縮動作が進む状態を順に（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）に示している。
　また、旋回スクロール１１の旋回スクロール翼３３の渦巻き内壁と固定スクロール１７
の渦巻き溝８０の内壁間で形成される内室圧縮室９７Ａが最大密閉空間を形成するのは（
ｃ）に示されている。
【００４４】
　圧縮室は吸入から圧縮行程を経て吐出行程に至る全行程を１系統とすると、旋回スクロ
ール１１の旋回スクロール翼３３の渦巻き外壁と固定スクロール１７の渦巻き溝８０の外
壁間で形成される外室圧縮室９７Ｂでの圧縮系統と、旋回スクロール１１の旋回スクロー
ル翼３３の渦巻き内壁と固定スクロール１７の渦巻き溝８０の内壁間で形成される内室圧
縮室９７Ａでの圧縮例との２系統形成されるので、それぞれに配置される上記３種類の孔
の位置関係を見ると、渦巻き方向において外側に中間圧孔９１、内側に吐出バイパス孔１
０７Ａ、１０７Ｂそして、その間に液インジェクション孔１０５Ａ、１０５Ｂが配置され
ている。この位置関係は、２系統ともに同じとなる。
【００４５】
　それぞれの孔の位置関係を、図７を用いて具体的に説明する。
　始めに、中間圧孔９１と液インジェクション孔１０５Ａ、１０５Ｂの位置関係を見ると
、互いに渦巻き曲線のおよそ反対側に位置しているので、軸１回転中同じ圧縮室に開口し
ている期間は（ｄ）図で見られるように少なく、距離も離れており互いの影響は少ない。
　次に、液インジェクション孔１０５Ａ、１０５Ｂと吐出バイパス孔１０７Ａ、１０７Ｂ
の位置関係を見ると、吐出バイパス孔８７Ａ、８７Ｂが一つの圧縮室３７Ａ、３７Ｂそれ
ぞれにおいて液インジェクション孔８５Ａ、８５Ｂよりも渦巻方向の中心側に位置して且
つ互いに近接しているので、軸１回転中同じ圧縮室に開口している期間は（ａ）～（ｃ）
図で見られるように半回転以上あり、液インジェクションにより圧縮室圧力が異常に上昇
した場合に、吐出バイパス孔１０７Ａ、１０７Ｂから圧力を逃がすことが可能となる。
【００４６】
　以上のような本実施形態によれば、図５に示す３種類の孔の配置関係では、吐出バイパ
ス孔８７Ａ、８７Ｂが一つの圧縮室３７Ａ、３７Ｂそれぞれにおいて液インジェクション
孔８５Ａ、８５Ｂよりも渦巻方向の中心側に位置して、圧縮室３７Ａ、３７Ｂ内の圧力を
一定圧力以上において放出するように、固定スクロール１７の端板１９に設けられたため
、液インジェクションによって作動圧縮室内の圧力が大きく上昇した場合でも、吐出バイ
パス孔８７Ａ、８７Ｂから圧縮ガスが放出されるようになり、液インジェクションによる
作動圧縮室内の圧力増大による効率低下、さらに荷重増大によるラップ破損や摺動部の損
傷等を防止することができる。
　また、図６、７に示す孔の配置関係においても液インジェクションによって作動圧縮室
内９７Ａ、９７Ｂの圧力が大きく上昇した場合に、吐出バイパス孔１０７Ａ、１０８Ｂか
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ら圧縮ガスが放出されるようになる。
【００４７】
　また、本実施形態によれば、旋回スクロール１１の端板３１の背面側に導いて該旋回ス
クロール１１を固定スクロール１７側へ押付ける押付力を生じせしめる中間圧力ガスを取
り出す中間圧孔９１を、一つの圧縮室３７Ａ、３７Ｂそれぞれにおいて液インジェクショ
ン孔８５Ａ、８５Ｂよりも渦巻方向の中心側に位置している吐出バイパス孔８７Ａ，８７
Ｂ、１０７Ａ、１０７Ｂ１０５Ａ、１０５Ｂの位置に対して渦巻方向の外側における他の
圧縮室の位置の旋回スクロールの端板に設けたため、液インジェクションによる作動圧縮
室内の圧力増大による効率低下、さらに荷重増大によるラップ破損や摺動部の損傷等を防
止することができるとともに、中間圧力室９７内において液がガス化することに伴い中間
圧力が異常上昇して、旋回スクロール１１を固定スクロール１７側へ押付ける力が増大し
て、効率低下や摺動部の損傷の問題を防止することができる。
【００４８】
　さらに、図５に示す中間圧孔９１、液インジェクション孔８５Ａ、８５Ｂ、吐出バイパ
ス孔８７Ａ、８７Ｂの関係によれば、中間圧孔９１は固定スクロール１７と旋回スクロー
ル１１とを組み合わせた状態で、液インジェクション孔８５Ｂより約２７０°以上渦巻方
向の外側に設置されため、中間圧孔９１の位置が液インジェクションの設置されている作
動圧縮室とは確実に別の圧縮室に設置されるようになり、前記のような中間圧力室９７に
液インジェクションの液冷媒が流れ込んで潤滑不良の発生や効率低下等の問題を確実に防
止することができる。
【００４９】
　また、図６に示す中間圧孔９１、吐出バイパス孔１０７Ａ、１０７Ｂの関係によれば、
中間圧孔９１は固定スクロール１７と旋回スクロール１１とを組み合わせた状態で、吐出
バイパス孔１０７Ａ、１０７Ｂより１８０°以上渦巻方向の外側に設置されため、前記し
た効率低下等の発生を極力抑えることができる。
【００５０】
　また、図５、図６における複数の圧縮室３７Ａ、３７Ｂ、９７Ａ、９７Ｂのそれぞれに
おいて、液インジェクション孔、吐出バイパス孔、中間圧孔の前記関係を有するので、す
なわち、吐出バイパス孔を液インジェクション孔の位置に対して同一圧縮室内において渦
巻方向の中心側に設置する関係、および中間圧孔を液インジェクション孔の位置に対して
渦巻方向の外側における他の圧縮室にあるように、または同一圧縮室内であっても１８０
°近く隔たっている関係を有するので、圧縮行程にある複数の圧縮室３７Ａ、３７Ｂ、９
７Ａ、９７Ｂそれぞれにおいて、液インジェクションによって発生する作動圧縮室内の圧
力増大による効率低下、さらに荷重増大によるラップ破損や摺動部の損傷等を効果的に回
避することができ、液インジェクションによる冷媒ガスの冷却効果を向上し、さらには、
中間圧力室９７に液インジェクションの液冷媒が流れ込んでの潤滑不良の発生を極力抑え
ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
　本発明によれば、固定スクロールまたは旋回スクロールの端板に設けられる液インジェ
クション孔と、吐出バイパス孔と、中間圧孔との配置関係を最適な関係に設定して、液イ
ンジェクションによる作動圧縮室内のガス冷媒の圧力増大に伴う効率低下やラップ破損や
摺動部損傷等の問題を低減して、液インジェクションの冷媒ガスの冷却効果を最大限に発
揮することができるので、密閉形スクロール圧縮機への適用に際して有益である。
【符号の説明】
【００５２】
　　１　　　　　　　　　密閉形スクロール圧縮機
　　２　　　　　　　　　密閉ケース
　　７　　　　　　　　　フレーム部材　
　　９　　　　　　　　　スクロール圧縮機構部
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　　１１　　　　　　　　旋回スクロール
　　１７　　　　　　　　固定スクロール
　　１９、３１　　　　　端板
　　２３　　　　　　　　固定スクロール翼
　　３３　　　　　　　　旋回スクロール翼　
　　３７　　　　　　　　圧縮室
　　８０　　　　　　　　渦巻溝
　　８５　　　　　　　　液インジェクション孔
　　８５Ａ、８５Ｂ、１０５Ａ、１０５Ｂ　　液インジェクション孔
　　８７　　　　　　　　吐出バイパス孔
　　８７Ａ、８７Ｂ、１０７Ａ、１０７Ｂ　　吐出バイパス孔
　　９１　　　　　　　　中間圧孔
　　９３　　　　　　　　渦巻通路
　　９５　　　　　　　　中間圧力通路

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】 【図８】
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