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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　偏心部（26）が形成されて上下に延びる駆動軸（23）を有する駆動機構（20）と、
　　上記偏心部（26）の外周を覆う筒状のシリンダ（34）と、該シリンダ（34）内に配置
されて上記偏心部（26）に外嵌されたピストン（50）と、上記シリンダ（34）の上端を閉
塞する上端板（31）と、上記シリンダ（34）の下端を閉塞する下端板（35）とを有する圧
縮機構（30）とを備え、
　　上記偏心部（26）の下端面に上記下端板（35）の上端面（35b）と摺接するスラスト
軸受面（26a）が形成されると共に、上記駆動軸（23）内に潤滑油が流通する油通路（70
）が形成された回転式圧縮機であって、
　　上記偏心部（26）には、上記スラスト軸受面（26a）の内周寄りの位置に開口して周
方向に延び、上記油通路（70）の潤滑油が供給されて該潤滑油を減圧する減圧溝（65）が
形成されている
ことを特徴とする回転式圧縮機。
【請求項２】
　　請求項１において、
　　上記下端板（35）と上記駆動軸（23）との間には、周方向に延びて上記油通路（70）
の潤滑油が供給される油溝（74）が形成され、
　　上記減圧溝（65）は、上記油溝（74）に連通部分（65a）を介して連通し、該連通部
分（65a）は上記油溝（74）から上記減圧溝（65）に供給される潤滑油を減圧する絞り部
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となるように構成されている
ことを特徴とする回転式圧縮機。
【請求項３】
　　請求項１において、
　　上記下端板（35）と上記駆動軸（23）との間には、周方向に延びて上記油通路（70）
の潤滑油が供給される油溝（74）が形成され、
　　上記減圧溝（65）と上記油溝（74）とは、上記スラスト軸受面（26a）と上記下端板
（35）の上端面（35b）との間の隙間（65b）を介して連通すると共に該隙間（65b）が上
記油溝（74）から上記減圧溝（65）に供給される潤滑油を減圧する絞り部となるように構
成されている
ことを特徴とする回転式圧縮機。
【請求項４】
　　請求項１又は２において、
　　上記下端板（35）の上端面（35b）における上記駆動軸（23）が挿通される孔部の周
辺部には、周方向に延びて内周縁部に弾性軸受（62）を形成する溝部（61）が形成され、
　　上記減圧溝（65）は、平面視において上記弾性軸受（62）と重なる位置に形成されて
いる
ことを特徴とする回転式圧縮機。
【請求項５】
　　請求項４において、
　　上記減圧溝（65）は、外周縁が上記溝部（61）の外周縁よりも内周側に位置するよう
に形成されている
ことを特徴とする回転式圧縮機。
【請求項６】
　　請求項１乃至５のいずれか１つにおいて、
　　上記偏心部（26）には、上記減圧溝（65）の上部と上記油通路（70）とを連通する連
通路（66）が形成されている
ことを特徴とする回転式圧縮機。
【請求項７】
　　請求項１乃至６のいずれか１つにおいて、
　　上記偏心部（26）の側面には、上記油通路（70）から上記偏心部（26）の上方に供給
された潤滑油を上記偏心部（26）の下方に導く側方給油溝（72）が形成され、
　　上記減圧溝（65）は、上記側方給油溝（72）の下端が上記減圧溝（65）に開口するよ
うに形成されている
ことを特徴とする回転式圧縮機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、回転式圧縮機に関し、特にスラスト軸受面の冷却対策に係るものである。
【背景技術】
【０００２】
　　従来からシリンダと、該シリンダ内に配置されて駆動軸の偏心部に外嵌されたピスト
ンと、シリンダの軸方向の端部を閉塞する端板とを有し、シリンダ内においてピストンが
偏心回転することによって流体が圧縮される回転式圧縮機が知られている（例えば、下記
特許文献１を参照）。
【０００３】
　　上記回転式圧縮機では、偏心部の下端面と下方の端板を構成する下端板の上端面とに
よってスラスト荷重を受け止めるスラスト軸受が構成されている。また、スラスト軸受の
摺動面を構成する偏心部の下端面と下端板の上端面との間には潤滑油が供給され、該潤滑
油によってスラスト軸受の摺動面間を冷却することによって該スラスト軸受の摺動面にお
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ける焼き付きを抑制することとしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平３－７０８９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　　しかしながら、運転条件によっては駆動軸内を流れる潤滑油に多量のガス冷媒が溶け
込むことがあり、そのような潤滑油がスラスト軸受の摺動面間に供給されると、摩擦力を
受けて発泡することがある。スラスト軸受の摺動面間にガスが存在すると、気体と金属と
の熱伝達率は液体と金属との熱伝達率よりも低いため、スラスト軸受の摺動面を十分に冷
却できないという問題があった。
【０００６】
　　また、近年、ルームエアコン等に用いられる小型の圧縮機において、設置場所の制約
や重量コストの低減を目的にさらなる小型化が望まれている。これに伴い、駆動軸の偏心
部が小径化してスラスト軸受の摺動面の面積が減少してしまうために、スラスト軸受の摺
動面の面圧が増大して摩擦による発熱量が増大する傾向にある。そのため、スラスト軸受
の摺動面の潤滑油による効率のよい冷却が望まれている。
【０００７】
　　本発明は、斯かる点に鑑みてなされたものであり、その目的は、回転式圧縮機におい
て、スラスト軸受の摺動面の潤滑油による冷却を促進することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　　第１の発明は、偏心部（26）が形成されて上下に延びる駆動軸（23）を有する駆動機
構（20）と、上記偏心部（26）の外周を覆う筒状のシリンダ（34）と、該シリンダ（34）
内に配置されて上記偏心部（26）に外嵌されたピストン（50）と、上記シリンダ（34）の
上端を閉塞する上端板（31）と、上記シリンダ（34）の下端を閉塞する下端板（35）とを
有する圧縮機構（30）とを備え、上記偏心部（26）の下端面に上記下端板（35）の上端面
（35b）と摺接するスラスト軸受面（26a）が形成されると共に、上記駆動軸（23）内に潤
滑油が流通する油通路（70）が形成された回転式圧縮機であって、上記偏心部（26）には
、上記スラスト軸受面（26a）の内周寄りの位置に開口して周方向に延び、上記油通路（7
0）の潤滑油が供給されて該潤滑油を減圧する減圧溝（65）が形成されている。
【０００９】
　　第１の発明では、駆動軸（23）内の油通路（70）を流れる潤滑油が偏心部（26）に形
成された減圧溝（65）に供給される。また、減圧溝（65）に供給された潤滑油は、互いに
摺接する偏心部（26）のスラスト軸受面（26a）と下端板（35）の上端面（35b）との間に
供給され、遠心力によって径方向外側へ流れていく。ところで、油通路（70）から減圧溝
（65）に供給された潤滑油にはガス冷媒が溶け込んでいるが、該潤滑油は減圧溝（65）に
おいて減圧される。その結果、潤滑油に溶け込んでいたガス冷媒が分離されて発泡する。
潤滑油はガス冷媒に比べて比重が大きいため、潤滑油が受ける遠心力はガス冷媒が受ける
遠心力よりも大きくなる。そのため、減圧溝（65）において潤滑油からガス冷媒が分離さ
れると、ガス冷媒は減圧溝（65）の上部に溜まる一方、ガス冷媒よりも比重が大きい潤滑
油は大きな遠心力を受けて減圧溝（65）から径方向の外側へ流出してスラスト軸受面（26
a）と下端板（35）の上端面（35b）との間に供給される。つまり、スラスト軸受の摺動面
を構成するスラスト軸受面（26a）と下端板（35）の上端面（35b）との間にはガス冷媒が
分離された後の潤滑油が供給されるため、スラスト軸受の摺動面間において潤滑油に溶け
込んでいたガス冷媒が発泡することがない。
【００１０】
　　第２の発明は、第１の発明において、上記下端板（35）と上記駆動軸（23）との間に
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は、周方向に延びて上記油通路（70）の潤滑油が供給される油溝（74）が形成され、上記
減圧溝（65）は、上記油溝（74）に連通部分（65a）を介して連通し、該連通部分（65a）
は上記油溝（74）から上記減圧溝（65）に供給される潤滑油を減圧する絞り部となるよう
に構成されている。
【００１１】
　　第２の発明では、油通路（70）の潤滑油は、下端板（35）と上記駆動軸（23）との間
において周方向に延びる油溝（74）を介して減圧溝（65）に供給されるが、油溝（74）と
減圧溝（65）との連通部分（65a）が絞り部となっているため、減圧溝（65）に流入した
潤滑油は、急激に減圧されて溶け込んでいたガス冷媒が分離されて発泡することとなる。
【００１２】
　　第３の発明は、第１の発明において、上記下端板（35）と上記駆動軸（23）との間に
は、周方向に延びて上記油通路（70）の潤滑油が供給される油溝（74）が形成され、上記
減圧溝（65）と上記油溝（74）とは、上記スラスト軸受面（26a）と上記下端板（35）の
上端面（35b）との間の隙間（65b）を介して連通すると共に該隙間（65b）が上記油溝（7
4）から上記減圧溝（65）に供給される潤滑油を減圧する絞り部となるように構成されて
いる。
【００１３】
　　第３の発明では、油通路（70）の潤滑油は、油溝（74）を通過した後、スラスト軸受
面（26a）と下端板（35）の上端面（35b）との間の隙間（65b）を介して減圧溝（65）に
供給されるが、この隙間（65b）が絞り部となっているため、減圧溝（65）に流入した潤
滑油は、急激に減圧されて溶け込んでいたガス冷媒が分離されて発泡することとなる。
【００１４】
　　第４の発明は、第１又は第２の発明において、上記下端板（35）の上端面（35b）に
おける上記駆動軸（23）が挿通される孔部の周辺部には、周方向に延びて内周縁部に弾性
軸受（62）を形成する溝部（61）が形成され、上記減圧溝（65）は、平面視において上記
弾性軸受（62）と重なる位置に形成されている。
【００１５】
　　ところで、上記回転式圧縮機では、圧縮された流体の圧力がピストン（50）を介して
駆動軸（23）の偏心部（26）に作用する。そのため、高負荷運転等の流体の圧縮室の内圧
が比較的高い際には駆動軸（23）が大きく撓むおそれがあった。駆動軸（23）が撓むと、
下端板（35）の上端面（35b）と内周面とによって形成される角部が駆動軸（23）の主軸
部に摺接する所謂角当たりが生じてしまう。角当たりが生じると、接触面圧が増大して、
下端板の軸受部における摺動損失及び摩耗が増大し、回転式圧縮機の運転効率及び信頼性
の低下を招いてしまう。そこで、上記発明では、下端板（35）の上端面（35b）における
駆動軸（23）が挿通される孔部の周辺部に、内周縁部に弾性軸受（62）を形成する溝部（
61）を形成し、該弾性軸受（62）で駆動軸（23）を弾性的に支持することで、角当たりに
よる接触面圧の増大を抑制するようにしている。しかしながら、弾性軸受（62）は撓むこ
とによって駆動軸（23）を弾性的に支持するが、撓む際に上端の一部が偏心部（26）のス
ラスト軸受面（26a）にひっかかり、スラスト軸受面（26a）が損傷するおそれがあった。
【００１６】
　　そこで、第４の発明では、上記減圧溝（65）を、平面視において弾性軸受（62）と重
なる位置に設けることとした。これにより、弾性軸受（62）が変形しても、該弾性軸受（
62）の上端は、減圧溝（65）に侵入するために偏心部（26）のスラスト軸受面（26a）に
ひっかからなくなる。また、弾性軸受（62）は下端板（35）の内周縁部に形成されるため
、減圧溝（65）を平面視において弾性軸受（62）と重なる位置に設けることにより、減圧
溝（65）がスラスト軸受面（26a）の内周端部に形成されることとなる。このように減圧
溝（65）がスラスト軸受面（26a）の内周端部に形成されることにより、減圧溝（65）か
ら流出した潤滑油は、スラスト軸受面（26a）全域に行き渡ることとなる。
【００１７】
　　第５の発明は、第４の発明において、上記減圧溝（65）は、外周縁が上記溝部（61）
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の外周縁よりも内周側に位置するように形成されている。
【００１８】
　　第５の発明では、外周縁が溝部（61）の外周縁よりも内周側に位置するように減圧溝
（65）が形成されている。つまり、減圧溝（65）は、弾性軸受（62）を形成する溝部（61
）よりも小径に形成されている。ところで、スラスト軸受面（26a）に開口する減圧溝（6
5）の径を大きくすればする程、スラスト軸受面（26a）の面積が減少することとなる。し
かしながら、上記発明では、減圧溝（65）が弾性軸受（62）を形成する溝部よりも小径に
形成されているため、スラスト軸受面（26a）の面積の減少が必要最低限の減少に抑制さ
れる。
【００１９】
　　第６の発明は、第１乃至第５のいずれか１つの発明において、上記偏心部（26）には
、上記減圧溝（65）の上部と上記油通路（70）とを連通する連通路（66）が形成されてい
る。
【００２０】
　　第６の発明では、減圧溝（65）において潤滑油から分離されたガス冷媒は、連通路（
66）を介して油通路（70）に排出される。
【００２１】
　　第７の発明は、第１乃至第６のいずれか１つの発明において、上記偏心部（26）の側
面には、上記油通路（70）から上記偏心部（26）の上方に供給された潤滑油を上記偏心部
（26）の下方に導く側方給油溝（72）が形成され、上記減圧溝（65）は、上記側方給油溝
（72）の下端が上記減圧溝（65）に開口するように形成されている。
【００２２】
　　第７の発明では、偏心部（26）の側面に、偏心部（26）の上方から下方に潤滑油を導
く側方給油溝（72）が形成されている。つまり、側方給油溝（72）は、偏心部（26）の側
面において上端から下端に亘って延びている。ところで、上記側方給油溝（72）をスラス
ト軸受面（26a）において開口するように形成すると、側方給油溝（72）を形成する壁面
とスラスト軸受面（26a）との間に角部が生じ、スラスト軸受面（26a）が下端板（35）の
上端面（35b）に対して摺動する際に該下端板（35）の上端面（35b）を削ってしまうおそ
れがある。そこで、上記発明では、側方給油溝（72）の下端が減圧溝（65）において開口
するように減圧溝（65）が形成されている。そのため、側方給油溝（72）を形成する壁面
と減圧溝（65）の上端を形成する壁面との間に角部が生じても、該角部によって下端板（
35）の上端面（35b）が削られない。
【発明の効果】
【００２３】
　　第１の発明によれば、駆動軸（23）内の油通路（70）を流れる潤滑油の一部を、スラ
スト軸受面（26a）において開口する減圧溝（65）に供給して減圧することとした。その
結果、減圧溝（65）において潤滑油に溶け込んだガス冷媒が分離され、ガス冷媒よりも大
きな遠心力を受ける潤滑油のみを減圧溝（65）から径方向の外側へ流出させてスラスト軸
受の摺動面を構成するスラスト軸受面（26a）と下端板（35）の上端面（35b）との間に供
給することができる。よって、スラスト軸受の摺動面間におけるガス冷媒の発生を抑制す
ることができるため、スラスト軸受の摺動面を潤滑油によって効果的に冷却することがで
き、焼き付きを抑制することができる。
【００２４】
　　また、第２の発明によれば、油通路（70）の潤滑油を減圧溝（65）に導く油溝（74）
と減圧溝（65）とを連通部分（65a）を介して連通させると共に、該連通部分（65a）が油
溝（74）から減圧溝（65）に供給される潤滑油を減圧する絞り部となるように構成した。
そのため、簡単な構成により、減圧溝（65）においてガス冷媒が溶け込んだ潤滑油を急激
に減圧することができ、ガス冷媒を確実に潤滑油から分離させることができる。
【００２５】
　　また、第３の発明によれば、油通路（70）の潤滑油を減圧溝（65）に導く油溝（74）
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と減圧溝（65）とをスラスト軸受面（26a）と下端板（35）の上端面（35b）との間の隙間
（65b）を介して連通させると共に、該隙間（65b）が油溝（74）から減圧溝（65）に供給
される潤滑油を減圧する絞り部となるように油溝（74）と減圧溝（65）とを構成すること
とした。そのため、簡単な構成により、減圧溝（65）においてガス冷媒が溶け込んだ潤滑
油を急激に減圧することができ、ガス冷媒を確実に潤滑油から分離させることができる。
【００２６】
　　また、第４の発明によれば、減圧溝（65）を、平面視において弾性軸受（62）と重な
る位置に設けることとしたため、弾性軸受（62）の変形に伴う該弾性軸受（62）の上端の
偏心部（26）のスラスト軸受面（26a）に対するひっかかりを防止することができる。従
って、スラスト軸受面（26a）の損傷を防止することができる。また、減圧溝（65）をス
ラスト軸受面（26a）の内周端部に形成したため、減圧溝（65）から流出した潤滑油がス
ラスト軸受面（26a）全域に行き渡り、スラスト軸受面（26a）全域を潤滑油によって冷却
することができる。
【００２７】
　　また、第５の発明によれば、減圧溝（65）を、弾性軸受（62）を形成する溝部（61）
よりも小径に形成したため、スラスト軸受面（26a）に開口する減圧溝（65）を形成する
ことによるスラスト軸受面（26a）の面積の減少を必要最小限に抑制することができる。
【００２８】
　　また、第６の発明によれば、減圧溝（65）において潤滑油から分離されたガス冷媒を
排出することができる。そのため、高回転数で長時間運転されるような場合であっても、
ガス冷媒が分離された潤滑油のみをスラスト軸受の摺動面間に供給することができる。従
って、スラスト軸受の摺動面となる偏心部（26）のスラスト軸受面（26a）と下端板（35
）の上端面（35b）とを確実に冷却することができる。
【００２９】
　　また、第７の発明によれば、偏心部（26）の側面に側方給油溝（72）を設けると共に
、該側方給油溝（72）の下端が減圧溝（65）において開口するように減圧溝（65）を形成
することとした。そのため、側方給油溝（72）の下端部に形成される角部によってスラス
ト軸受面（26a）と摺接する下端板（35）の上端面（35b）が削られるのを防止することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】図１は、本発明の実施形態１に係る圧縮機の縦断面図である。
【図２】図２は、図１の圧縮機の圧縮機構の横断面図である。
【図３】図３は、図１の圧縮機のリアヘッドの平面図である。
【図４】図４は、図１の圧縮機の部分拡大図である。
【図５】図５は、図４のV－V断面図である。
【図６】図６は、本発明の実施形態２に係る圧縮機の部分拡大図である。
【図７】図７は、図６のVII－VII断面図である。
【図８】図８は、本発明の実施形態３に係る圧縮機の部分拡大図である。
【図９】図９は、本発明の実施形態４に係る圧縮機の部分拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００３２】
　　《発明の実施形態１》
　　本発明の実施形態１に係る回転式圧縮機（10）は、例えば空気調和装置の冷媒回路に
設けられ、蒸発器から吸入した冷媒を圧縮して放熱器へ吐出する。図１に示すように、回
転式圧縮機（10）は、ケーシング（11）と電動機（20）と圧縮機構（30）とを備えている
。
【００３３】



(7) JP 5370450 B2 2013.12.18

10

20

30

40

50

　　上記ケーシング（11）は、円筒状の胴部（12）と、該胴部（12）の上端側を閉塞する
上部鏡板（13）と、該胴部（12）の下端側を閉塞する下部鏡板（14）とを備えている。上
記胴部（12）には、該胴部（12）の下側部分を貫通して第１吸入管（15a）及び第２吸入
管（15b）が取り付けられている。また、上部鏡板（13）の上側部分には、該上部鏡板（1
3）を貫通するように吐出管（16）が取り付けられている。ケーシング（11）には、上記
電動機（20）及び圧縮機構（30）が収容されている。また、下部鏡板（14）の底部には、
上記圧縮機構（30）の摺動部を潤滑する潤滑油が貯留される油溜まり（17）が形成されて
いる。
【００３４】
　　上記電動機（20）は、円筒状のステータ（21）と円筒状のロータ（22）と駆動軸（23
）とを備えている。ステータ（21）は上記ケーシング（11）の胴部（12）に固定されてい
る。一方、ロータ（22）は、ステータ（21）の中空部に配置されている。ロータ（22）の
中空部には、該ロータ（22）を貫通するように駆動軸（23）が固定されている。
【００３５】
　　上記駆動軸（23）は、上下に延びる主軸部（24）と、該主軸部（24）の下端寄りに該
主軸部（24）と一体に形成された２つの偏心部（25,26）とを有している。該２つの偏心
部（25,26）は、上方の上側偏心部（25）と該上側偏心部（25）の下方に設けられた下側
偏心部（26）とによって構成され、いずれも主軸部（24）よりも大径に形成されている。
上側偏心部（25）及び下側偏心部（26）は、それぞれの軸心が主軸部（24）の軸心に対し
て所定距離だけ偏心している。なお、本実施形態１では、上側偏心部（25）と下側偏心部
（26）の主軸部（24）に対する偏心方向は１８０度ずれている。また、下側偏心部（26）
の下端面には、後述するリアヘッド（35）の上端面（35b）と摺接するスラスト軸受面（2
6a）が形成されている。
【００３６】
　　図１に示すように、駆動軸（23）の下端には、油溜まり（18）に浸漬する遠心ポンプ
（27）が設けられている。駆動軸（23）の内部には、遠心ポンプ（27）が汲み上げた潤滑
油が流通する給油通路（油通路）（70）が軸方向に形成されている。給油通路（70）には
、第１～第５通路（70a～70e）が接続されている。第１～第５通路（70a～70e）は、それ
ぞれ駆動軸（23）の径方向に延び、それぞれの流出端が駆動軸（23）の外周面において開
口している。第１通路（70a）は、給油通路（70）の内部で発泡した冷媒ガスを排出する
ための排ガス通路であり、第２～第５通路（70b～70e）は、給油通路（70）に汲み上げら
れた潤滑油を流出させるための油流出通路である。
【００３７】
　　具体的には、第１通路（70a）は、駆動軸（23）の圧縮機構（30）の上端の上側近傍
に形成されている。第２通路（70b）は、駆動軸（23）の上側偏心部（25）の上側近傍に
形成され、第３通路（70c）は、上側偏心部（25）の内部に形成されている。第４通路（7
0d）は、下側偏心部（26）の内部に形成され、第５通路（70e）は、駆動軸（23）の下側
偏心部（26）の下側近傍に形成されている。上側偏心部（25）に形成された第３通路（70
c）と下側偏心部（26）に形成された第４通路（70d）とは、各偏心部（25,26）の偏心方
向に対して１２０°位相がずれ、且つ互いに１８０°位相がずれる方向に延びている。
【００３８】
　　駆動軸（23）の外周面には、第１及び第２縦溝（71,72）が形成されている。第１縦
溝（71）は、駆動軸（23）の上側偏心部（25）の外周面において軸方向に延び、上記第３
通路（70c）の流出端が開口している。第１縦溝（71）は、上側偏心部（25）の上端面の
潤滑油を下端面と後述するミドルプレート（33）の上端面との間に導く。第２縦溝（72）
は、駆動軸（23）の下側偏心部（26）の外周面において軸方向に延び、上記第４通路（70
d）の流出端が開口している。第２縦溝（72）は、下側偏心部（26）の上端面の潤滑油を
下端面と後述するリアヘッド（35）の上端面（35b）との間に導く。
【００３９】
　　また、駆動軸（23）の外周面には、第１及び第２環状溝（73,74）が形成されている
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。第１環状溝（73）は、駆動軸（23）の上側偏心部（25）の上側近傍の外周面において周
方向に延び、上記第２通路（70b）の流出端が開口している。第１環状溝（73）は、第２
通路（70b）から流出した潤滑油を周方向に導いて上側偏心部（25）の上端面と後述する
フロントヘッド（31）の下端面との間に流入させる。第２環状溝（74）は、本発明に係る
油溝を構成し、駆動軸（23）の下側偏心部（26）の下側近傍の外周面において周方向に延
び、上記第５通路（70e）の流出端が開口している。第２環状溝（74）は、第５通路（70e
）から流出した潤滑油を周方向に導きつつ、該潤滑油を後述する減圧溝（65）（図４参照
）に供給する。
【００４０】
　　このような構成により、上記駆動軸（23）の回転に伴って上記遠心ポンプ（27）によ
って上記油溜まり（17）の潤滑油が給油通路（70）へ汲み上げられる。給油通路（70）に
汲み上げられた潤滑油は、第２～第５通路（70b～70e）のそれぞれから流出し、第１及び
第２縦溝（71,72）や第１及び第２環状溝（73,74）を介して圧縮機構（30）の摺動部に流
れて該摺動部を潤滑及び冷却する。
【００４１】
　　上記圧縮機構（30）は、環状に形成されたフロントヘッド（31）、上側シリンダ（32
）、ミドルプレート（33）、下側シリンダ（34）及びリアヘッド（下端板）（35）を有し
ている。これらの環状部材（31～35）は、上側から下側に向かって順に積層され、軸方向
に延びる複数のボルトによって締結されている。上記駆動軸（23）は、上記環状部材（31
～35）を上下に貫通している。
【００４２】
　　上記上側シリンダ（32）及び下側シリンダ（34）は、それぞれ肉厚の円筒部材によっ
て構成されている。一方、フロントヘッド（31）、ミドルプレート（33）及びリアヘッド
（35）は、肉厚の円板部材によって構成され、それぞれ中心部に上述した駆動軸（23）が
挿通される孔部が形成されている。上記フロントヘッド（31）及びリアヘッド（35）にお
ける孔部を形成する内周縁部は、それぞれ上記駆動軸（23）の主軸部（24）を回転自在に
支持する滑り軸受部（31a,35a）を構成している。なお、実施形態１では、フロントヘッ
ド（31）が主軸受を構成し、リアヘッド（35）が副軸受を構成している。
【００４３】
　　上側シリンダ（32）は、上端がフロントヘッド（31）によって閉塞される一方、下端
がミドルプレート（33）によって閉塞され、内部の閉空間が上側シリンダ室（C1）を構成
している。該上側シリンダ室（C1）内には、上記駆動軸（23）の上側偏心部（25）に摺動
自在に外嵌された上側ピストン（40）が収容されている。図２に示すように、上側ピスト
ン（40）の外周面には、該外周面から径方向外側へ延びる上側ブレード（41）が一体に形
成されている。上側シリンダ室（C1）は、上側ブレード（41）によって第１吸入管（15a
）に連通する低圧室（C11）と後述する上側吐出ポート（46）が開口する高圧室（C12）と
に仕切られている。
【００４４】
　　なお、図２は、圧縮機構（30）の上側シリンダ室（C1）付近の横断面図であるが、下
側シリンダ室（C2）付近の横断面の構成も上側シリンダ室（C1）付近の横断面の構成とほ
ぼ同様であるため、下側シリンダ室（C2）における各構成部材の符号を括弧内に記載して
図示を省略している。
【００４５】
　　一方、下側シリンダ（34）は、図１に示すように、上端がミドルプレート（33）によ
って閉塞される一方、下端がリアヘッド（35）によって閉塞され、内部の閉空間が下側シ
リンダ室（C2）を構成している。該下側シリンダ室（C2）内には、上記駆動軸（23）の下
側偏心部（26）に摺動自在に外嵌された下側ピストン（50）が収容されている。図２に示
すように、下側ピストン（50）の外周面には、該外周面から径方向外側へ延びる下側ブレ
ード（51）が一体に形成されている。下側シリンダ室（C2）は、下側ブレード（51）によ
って第２吸入管（15b）に連通する低圧室（C21）と後述する下側吐出ポート（56）が開口
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する高圧室（C22）とに仕切られている。
【００４６】
　　図２に示すように、上側シリンダ（32）には、平面視で円形の溝が形成されている。
該円形溝は、一対のブッシュ（43,43）を収容するブッシュ溝（42）に構成されている。
該ブッシュ溝（42）には、平面視で半月状に形成された一対のブッシュ（43,43）が上側
ブレード（41）を挟むような状態で内嵌されている。一方、下側シリンダ（34）にも、上
側シリンダ（32）と同様に、平面視で円形の溝が形成されている。該円形溝は、一対のブ
ッシュ（53,53）を収容するブッシュ溝（52）に構成されている。該ブッシュ溝（52）に
は、平面視で半月状に形成された一対のブッシュ（53,53）が下側ブレード（51）を挟む
ような状態で内嵌されている。
【００４７】
　　また、上側シリンダ（32）には、内周面と外周面との間を径方向へ貫通する吸入貫通
路（44）が形成されている。該吸入貫通路（44）に、第１吸入管（15a）の端部が挿入さ
れている（図１参照）。一方、下側シリンダ（34）には、内周面と外周面との間を径方向
へ貫通する吸入貫通路（54）が形成されている。該吸入貫通路（54）には、第２吸入管（
15b）の端部が挿入されている。
【００４８】
　　図１に示すように、上記フロントヘッド（31）の上面には、上方に向かって開口する
凹部が形成され、該凹部は内側カバー（36）によって覆われている。また、該内側カバー
（36）の上面は、外側カバー（37）によって覆われている。上記凹部が形成されたフロン
トヘッド（31）の上面と内側カバー（36）との間には内側吐出空間（81）が形成される一
方、内側カバー（36）と外側カバー（37）との間には外側吐出空間（82）が形成されてい
る。
【００４９】
　　上記フロントヘッド（31）には、上下方向に貫通して内側吐出空間（81）と上側シリ
ンダ室（C1）の高圧室（C12）とを連通する上側吐出ポート（46）が形成されている。ま
た、フロントヘッド（31）には、上側吐出ポート（46）を開閉するための吐出弁（47）が
取り付けられている。該吐出弁（47）が開閉することによって上側吐出ポート（46）は、
上側シリンダ（32）の内部に形成される高圧室（C12）に間欠的に連通する。さらに、内
側カバー（36）には、内側吐出空間（81）と外側吐出空間（82）とを連通する貫通孔（図
示省略）が形成され、外側カバー（37）には、外側吐出空間（82）とケーシング（11）の
内部空間とを連通する貫通孔（図示省略）が形成されている。
【００５０】
　　上記リアヘッド（35）の下面には、周方向に延びて下方に向かって開口する凹部が形
成され、該凹部は閉塞板（38）によって覆われ、内部に閉空間が形成されている。該閉空
間は、下側吐出空間（83）を構成している。該下側吐出空間（83）は、リアヘッド（35）
、下側シリンダ（34）、ミドルプレート（33）、上側シリンダ（32）及びフロントヘッド
（31）を貫通する冷媒貫通孔（84）を介してフロントヘッド（31）と内側カバー（36）と
の間に形成された内側吐出空間（81）と連通している。
【００５１】
　　上記リアヘッド（35）には、上下方向に貫通して下側吐出空間（83）と下側シリンダ
室（C2）における高圧室（C22）とを連通する下側吐出ポート（56）が形成されている。
また、リアヘッド（35）には、下側吐出ポート（56）を開閉するための吐出弁（57）が取
り付けられている。該吐出弁（57）が開閉することによって下側吐出ポート（56）は、下
側シリンダ（34）の内部に形成される高圧室（C22）に間欠的に連通する。
【００５２】
　　ここで、上述のように、リアヘッド（35）の孔部を形成する内周縁部は、駆動軸（23
）の主軸部（24）の下端部を回転自在に支持する滑り軸受部（35a）に構成されている。
また、図３に示すように、リアヘッド（35）には、上端面（35b）の中央部の上部に平面
視において環状の溝部（61）が形成されている。このようにリアヘッド（35）の上端面（
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35b）に環状の溝部（61）を形成することにより、滑り軸受部（35a）の上側部分であって
上記溝部（61）の内側の部分が、駆動軸（23）を弾性的に支持する弾性軸受（62）に構成
されている。つまり、駆動軸（23）の主軸部（24）の下端部に溝部（61）方向に荷重が加
えられた場合に、弾性軸受（62）が撓んで溝部（61）内に陥入することによって、駆動軸
（23）が弾性的に支持される。
【００５３】
　　図４に拡大して示すように、下側偏心部（26）の下端面には、リアヘッド（35）の上
端面（35b）と摺接するスラスト軸受面（26a）が形成されている。スラスト軸受面（26a
）は、下側偏心部（26）の下端面のその他の部分よりも下方に位置するように下方に突出
する突出部の端面によって構成されている。なお、上記回転式圧縮機（10）では、下側偏
心部（26）のスラスト軸受面（26a）とリアヘッド（35）の上端面（35b）とが、スラスト
荷重を支持するスラスト軸受の摺動面を構成している。
【００５４】
　　下側偏心部（26）には、下端がスラスト軸受面（26a）に開口して周方向に延びる減
圧溝（65）が形成されている。該減圧溝（65）は、駆動軸（23）の主軸部（24）を取り巻
くように形成されている。
【００５５】
　　本実施形態１では、図５に示すように、減圧溝（65）は、リアヘッド（35）と駆動軸
（23）との間に形成された第２環状溝（74）に連通部分（65a）を介して連通するように
構成されている。減圧溝（65）と第２環状溝（74）とは、連通部分（65a）が第２環状溝
（74）から減圧溝（65）に供給する潤滑油を減圧する絞り部となるように構成されている
。具体的には、減圧溝（65）の下端部と第２環状溝（74）の上端部とが連通し、該連通部
分（65a）の断面積が減圧溝（65）の断面積（減圧溝（65）の内側面の面積）よりも狭く
なるように形成されている。このように減圧溝（65）と第２環状溝（74）が形成されるこ
とにより、第２環状溝（74）に供給された潤滑油が連通部分（65a）を介して減圧溝（65
）に流入すると、急激に減圧されることとなる。
【００５６】
　　さらに、本実施形態１では、減圧溝（65）は、平面視において弾性軸受（62）と重な
る位置に形成されている。具体的には、減圧溝（65）は、外周縁が弾性軸受（62）の外周
縁（溝部（61）の内周縁）よりも外周側に位置し、且つ内周縁が弾性軸受（62）の内周縁
（リアヘッド（35）の内周縁）と同じ位置に位置するように形成されている。なお、減圧
溝（65）は、内周縁が弾性軸受（62）の内周縁（リアヘッド（35）の内周縁）の僅かに内
周側に位置するように形成されていてもよい。
【００５７】
　　また、減圧溝（65）は、外周縁が溝部（61）の外周縁よりも内周側に位置するように
形成されている。つまり、減圧溝（65）は、溝部（61）よりも内周側に形成され、溝部（
61）よりも小径に形成されている。
【００５８】
　　また、減圧溝（65）は、下側偏心部（26）の外周面に形成された第２縦溝（72）の下
端が減圧溝（65）に開口するように形成されている。なお、上記第２縦溝（72）の下端は
、減圧溝（65）には開口する一方、スラスト軸受面（26a）の減圧溝（65）が開口する部
分を除く部分とは重ならない位置に形成されている。このように減圧溝（65）及び第２縦
溝（72）を形成することにより、第２縦溝（72）を形成する壁面と減圧溝（65）の上端を
形成する壁面との間に生じる角部がリアヘッド（35）の上端面（35b）に当接しなくなる
。
【００５９】
　　　－運転動作－
　　上記回転式圧縮機（10）では、上記電動機（20）が起動されて駆動軸（23）が回転に
伴って、各偏心部（25,26）に外嵌された各ピストン（40,50）が各シリンダ室（C1,C2）
内において偏心回転する。これにより、各ピストン（40,50）と各シリンダ室（C1,C2）の
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低圧室（C11,C21）と高圧室（C12,C22）との容積が周期的に変動し、該高圧室（C12,C22
）において冷媒の吸入動作、圧縮動作及び吐出動作が連続的に行われる。
【００６０】
　　上記各吸入管（15a,15b）から上記各シリンダ室（C1,C2）の低圧室（C11,C21）へ吸
入された冷媒は、各シリンダ室（C1,C2）の高圧室（C12,C22）で圧縮された後、各吐出ポ
ート（46,56）から吐出される。上側吐出ポート（46）から吐出された冷媒は、上記内側
吐出空間（81）へ流入する。一方、上記下側吐出ポート（56）から下側吐出空間（83）に
吐出された冷媒は、冷媒貫通孔（84）を介して内側吐出空間（81）に流入し、該内側吐出
空間（81）において上側シリンダ室（C1）から吐出された冷媒と合流する。内側吐出空間
（81）において合流した上側シリンダ室（C1）と下側シリンダ室（C2）の吐出冷媒は、内
側カバー（36）に形成された貫通孔を介して外側吐出空間（82）へ流入した後、外側カバ
ー（37）に形成された貫通孔を介してケーシング（11）の内部空間に流入し、やがて吐出
管（16）からケーシング（11）の外部へ流出する。
【００６１】
　　ところで、上記回転式圧縮機（10）では、下側偏心部（26）の下端面にリアヘッド（
35）の上端面（35b）と摺接するスラスト軸受面（26a）が形成され、該スラスト軸受面（
26a）とリアヘッド（35）の上端面（35b）とがスラスト軸受の摺動面を構成している。ま
た、上記回転式圧縮機（10）では、各シリンダ室（C1,C2）の内圧が各ピストン（40,50）
を介して駆動軸（23）の各偏心部（25,26）に作用する。そのため、高負荷運転等の各シ
リンダ室（C1,C2）の内圧が比較的高い際には駆動軸（23）が大きく撓むおそれがあった
。駆動軸（23）が撓むと、リアヘッド（35）の上端面（35b）と内周面とによって形成さ
れる角部が駆動軸（23）の下側偏心部（26）のスラスト軸受面（26a）に摺接する所謂角
当たりが生じてしまう。角当たりが生じると、下側偏心部（26）のスラスト軸受面（26a
）とリアヘッド（35）の上端面（35b）との接触面圧が増大して、スラスト軸受における
摺動損失及び摩耗が増大し、回転式圧縮機の運転効率及び信頼性の低下を招いてしまう。
【００６２】
　　そこで、本実施形態１では、上述のように、リアヘッド（35）の上端面（35b）にお
ける駆動軸（23）が挿通される孔部の周辺部に、内周縁部に弾性軸受（62）を形成する環
状の溝部（61）を形成して、弾性軸受（62）で駆動軸（23）を弾性的に支持することとし
ている。これにより、駆動軸（23）の撓みによる所謂角当たりが回避され、接触面圧の増
大が抑制される。
【００６３】
　　－潤滑油による冷却－
　　上記駆動軸（23）が回転すると、遠心ポンプ（27）によって油溜まり（17）の潤滑油
が駆動軸（23）の内部の給油通路（70）に汲み上げられる。給油通路（70）に汲み上げら
れた潤滑油は、下方から上方に向かって流れた後、遠心力を受けて第２～第５通路（70b
～70e）から駆動軸（23）の外周面に流出する。
【００６４】
　　第２通路（70b）から流出した潤滑油は、第１環状溝（73）に溜まる。第１環状溝（7
3）に溜まった潤滑油は、フロントヘッド（31）の滑り軸受部（31a）の内周面に形成され
た図示しない螺旋溝を伝ってフロントヘッド（31）の上端まで導かれ、その際に、フロン
トヘッド（31）の滑り軸受部（31a）と駆動軸（23）の主軸部（24）との間の摺動面を潤
滑すると共に冷却する。また、第１環状溝（73）に溜まった潤滑油は、上側ピストン（40
）の上端面とフロントヘッド（31）の下端面との間の摺動面間に流入し、該摺動面を潤滑
すると共に冷却する。
【００６５】
　　第３通路（70c）から流出した潤滑油は、第１縦溝（71）に溜まる。第１縦溝（71）
に溜まった潤滑油は、駆動軸（23）の上側偏心部（25）と上側ピストン（40）の滑り軸受
部との間の摺動面に流入し、該摺動面間を潤滑すると共に冷却する。また、第１縦溝（71
）に溜まった潤滑油は、上側ピストン（40）の上端面とフロントヘッド（31）の下端面と
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の間の摺動面、及び上側ピストン（40）の下端面とミドルプレート（33）の上端面との間
の摺動面間に流入し、該摺動面を潤滑すると共に冷却する。
【００６６】
　　第４通路（70d）から流出した潤滑油は、第２縦溝（72）に溜まる。第２縦溝（72）
に溜まった潤滑油は、駆動軸（23）の下側偏心部（26）と下側ピストン（50）の滑り軸受
部との間の摺動面に流入し、該摺動面間を潤滑すると共に冷却する。また、第２縦溝（72
）に溜まった潤滑油は、下側ピストン（50）の上端面とミドルプレート（33）の下端面と
の間の摺動面、下側ピストン（50）の下端面とリアヘッド（35）の上端面との間の摺動面
及び駆動軸（23）の下側偏心部（26）の下端面のスラスト軸受面（26a）とリアヘッド（3
5）の上端面（35b）との間の摺動面間に流入し、各摺動面間を潤滑すると共に冷却する。
【００６７】
　　第５通路（70e）から流出した潤滑油は、第２環状溝（74）に溜まる。第２環状溝（7
4）に溜まった潤滑油は、リアヘッド（35）の滑り軸受部（35a）と駆動軸（23）の主軸部
（24）との間の摺動面、下側ピストン（50）の下端面とリアヘッド（35）の上端面との間
の摺動面、及び駆動軸（23）の下側偏心部（26）の下端面のスラスト軸受面（26a）とリ
アヘッド（35）の上端面（35b）との間の摺動面、即ち、スラスト軸受の摺動面間に流入
し、各摺動面間を潤滑すると共に冷却する。
【００６８】
　　ここで、第２環状溝（74）内の潤滑油は、連通部分（65a）を介して減圧溝（65）に
流入した後にスラスト軸受の摺動面間に流入する。上述のように連通部分（65a）の断面
積は、減圧溝（65）の断面積よりも狭くなるように形成されている。そのため、連通部分
（65a）を介して減圧溝（65）に流入した潤滑油は急激に減圧される。その結果、潤滑油
に溶け込んでいたガス冷媒が潤滑油から分離されて発泡する。ここで、潤滑油はガス冷媒
よりも比重が大きいため、潤滑油が受ける遠心力はガス冷媒が受ける遠心力よりも大きく
なる。そのため、減圧溝（65）において潤滑油からガス冷媒が分離されると、ガス冷媒は
減圧溝（65）の上部に溜まる一方、ガス冷媒よりも比重が大きい潤滑油は大きな遠心力を
受けて減圧溝（65）から径方向の外側へ流出して、下側偏心部（26）の下端面のスラスト
軸受面（26a）とリアヘッド（35）の上端面（35b）との間の摺動面間に流入する。駆動軸
（23）の下側偏心部（26）の下端面のスラスト軸受面（26a）とリアヘッド（35）の上端
面（35b）との間の摺動面、即ち、スラスト軸受の摺動面間に供給された潤滑油は、該摺
動面を径方向外側に向かって流れる。つまり、スラスト軸受の摺動面間にはガス冷媒が分
離された後の潤滑油だけが供給される。よって、スラスト軸受の摺動面間において、スラ
スト荷重を受けた潤滑油からガス冷媒が分離されて発泡することがなく、スラスト軸受の
摺動面はガス冷媒が分離された後の潤滑油によって冷却されることとなる。
【００６９】
　　　－実施形態１の効果－
　　上記実施形態１によれば、駆動軸（23）内の給油通路（70）を流れる潤滑油の一部を
、スラスト軸受面（26a）において開口する減圧溝（65）に供給して減圧することとした
。その結果、減圧溝（65）において潤滑油に溶け込んだガス冷媒が分離され、ガス冷媒よ
りも大きな遠心力を受ける潤滑油のみを減圧溝（65）から径方向の外側へ流出させてスラ
スト軸受の摺動面を構成するスラスト軸受面（26a）とリアヘッド（35）の上端面（35b）
との間に供給することができる。よって、スラスト軸受の摺動面間におけるガス冷媒の発
生を抑制することができるため、スラスト軸受の摺動面を潤滑油によって効果的に冷却す
ることができ、焼き付きを抑制することができる。
【００７０】
　　また、上記実施形態１によれば、給油通路（70）の潤滑油を減圧溝（65）に導く第２
環状溝（74）と減圧溝（65）とを連通部分（65a）を介して連通させると共に、該連通部
分（65a）が第２環状溝（74）から減圧溝（65）に供給される潤滑油を減圧する絞り部と
なるように構成した。そのため、簡単な構成により、減圧溝（65）においてガス冷媒が溶
け込んだ潤滑油を急激に減圧することができ、ガス冷媒を確実に潤滑油から分離させるこ
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とができる。
【００７１】
　　ところで、上記回転式圧縮機（10）では、各シリンダ室（C1,C2）の内圧が各ピスト
ン（40,50）を介して駆動軸（23）の各偏心部（25,26）に作用する。そのため、高負荷運
転等の各シリンダ室（C1,C2）の内圧が比較的高い際には駆動軸（23）が大きく撓むおそ
れがあった。駆動軸（23）が撓むと、リアヘッド（35）の上端面と内周面とによって形成
される角部が駆動軸（23）の主軸部（24）に摺接する所謂角当たりが生じてしまう。角当
たりが生じると、接触面圧が増大して、リアヘッド（35）の滑り軸受部（35a）における
摺動損失及び摩耗が増大し、回転式圧縮機の運転効率及び信頼性の低下を招いてしまう。
そこで、上記回転式圧縮機（10）では、リアヘッド（35）の上端面（35b）における駆動
軸（23）が挿通される孔部の周辺部に、内周縁部に弾性軸受（62）を形成する環状の溝部
（61）を形成して、弾性軸受（62）で駆動軸（23）を弾性的に支持することによって、角
当たりによる接触面圧の増大を抑制するようにしている。しかしながら、弾性軸受（62）
は撓むことによって駆動軸（23）を弾性的に支持するが、撓む際に上端の一部が下側偏心
部（26）のスラスト軸受面（26a）にひっかかり、スラスト軸受面（26a）が損傷するおそ
れがあった。
【００７２】
　　そこで、上記実施形態１では、上記減圧溝（65）を、平面視において弾性軸受（62）
と重なる位置に設けることとした。これにより、弾性軸受（62）が変形しても、該弾性軸
受（62）の上端は、減圧溝（65）に侵入するために下側偏心部（26）のスラスト軸受面（
26a）にひっかからなくなる。従って、スラスト軸受面（26a）の損傷を防止することがで
きる。また、弾性軸受（62）はリアヘッド（35）の内周縁部に形成されるため、減圧溝（
65）を平面視において弾性軸受（62）と重なる位置に設けることにより、減圧溝（65）が
スラスト軸受面（26a）の内周端部に形成されることとなる。このように減圧溝（65）を
スラスト軸受面（26a）の内周端部に形成すると、減圧溝（65）から流出した潤滑油をス
ラスト軸受面（26a）全域に行き渡らせることができる。従って、スラスト軸受面（26a）
全域を潤滑油によって冷却することができる。
【００７３】
　　また、上記実施形態１では、減圧溝（65）を、外周縁が溝部（61）の外周縁よりも内
周側に位置するように形成することとした。つまり、減圧溝（65）を、弾性軸受（62）を
形成する溝部（61）よりも小径に形成することとした。ところで、スラスト軸受面（26a
）に開口する減圧溝（65）の径を大きくすればする程、スラスト軸受面（26a）の面積が
減少することとなるが、上述のように、上記回転式圧縮機（10）では、減圧溝（65）を弾
性軸受（62）を形成する溝部（61）よりも小径に形成することとした。そのため、スラス
ト軸受面（26a）に開口する減圧溝（65）を形成することによるスラスト軸受面（26a）の
面積の減少を必要最小限に抑制することができる。
【００７４】
　　ところで、上記回転式圧縮機（10）では、下側偏心部（26）の側面に下側偏心部（26
）の上端から下端に亘って延びる第２縦溝（72）が形成されている。このような第２縦溝
（72）の下端をスラスト軸受面（26a）において開口させると、第２縦溝（72）を形成す
る壁面とスラスト軸受面（26a）との間に角部が生じ、スラスト軸受面（26a）がリアヘッ
ド（35）の上端面（35b）に対して摺動する際に該リアヘッド（35）の上端面（35b）を削
ってしまうおそれがある。
【００７５】
　　そこで、実施形態１によれば、下側偏心部（26）の側面に形成された第２縦溝（72）
の下端が減圧溝（65）において開口するように減圧溝（65）を形成することとした。その
ため、第２縦溝（72）の下端部に形成される角部によってスラスト軸受面（26a）と摺接
するリアヘッド（35）の上端面（35b）が削られるのを防止することができる。
【００７６】
　　《発明の実施形態２》
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　　実施形態２の回転式圧縮機（10）は、実施形態１の弾性軸受（62）を形成する溝部（
61）を省略すると共に、減圧溝（65）と第２環状溝（74）とが直接的には連通せず、スラ
スト軸受面（26a）とリアヘッド（35）の上端面（35b）との間の隙間（65b）を介して間
接的に連通するように形成したものである。
【００７７】
　　具体的には、図６及び図７に示すように、減圧溝（65）は、内周縁がスラスト軸受面
（26a）の内周縁よりも外周側に位置するように形成されている。実施形態２では、この
ような位置に減圧溝（65）を形成することにより、減圧溝（65）と第２環状溝（74）とが
直接的に連通するのではなく、スラスト軸受面（26a）とリアヘッド（35）の上端面（35b
）との間の隙間（65b）を介して間接的に連通するように構成されている。
【００７８】
　　ここで、上述のように、スラスト軸受面（26a）とリアヘッド（35）の上端面（35b）
とは摺接しているため、両者の間の隙間（65b）は僅かなものである。そのため、第２環
状溝（74）から減圧溝（65）に供給される潤滑油は、減圧溝（65）と第２環状溝（74）と
を連通させる隙間（65b）において急激に減圧されることとなる。つまり、減圧溝（65）
と第２環状溝（74）とは、両者を連通させるスラスト軸受面（26a）とリアヘッド（35）
の上端面（35b）との間の隙間（65b）が潤滑油を減圧する絞り部となるように構成されて
いる。その他の構成は実施形態１と同様である。
【００７９】
　　上述のような構成により、実施形態２では、第５通路（70e）を介して第２環状溝（7
4）に流出した給油通路（70）の潤滑油は、遠心力を受けて径方向外側へ流出し、スラス
ト軸受面（26a）とリアヘッド（35）の上端面（35b）との間の隙間（65b）を通過して減
圧溝（65）に供給される。上述のように、第２環状溝（74）と減圧溝（65）とを連通させ
る隙間（65b）は、第２環状溝（74）から減圧溝（65）に供給される潤滑油を減圧する絞
り部となるように構成されている。そのため、スラスト軸受面（26a）とリアヘッド（35
）の上端面（35b）との間の隙間（65b）を介して減圧溝（65）に流入した潤滑油は急激に
減圧される。その結果、潤滑油に溶け込んでいたガス冷媒が潤滑油から分離されて発泡す
る。
【００８０】
　　ここで、潤滑油はガス冷媒よりも比重が大きいため、潤滑油が受ける遠心力はガス冷
媒が受ける遠心力よりも大きくなる。そのため、減圧溝（65）において潤滑油からガス冷
媒が分離されると、ガス冷媒は減圧溝（65）の上部に溜まる一方、ガス冷媒よりも比重が
大きい潤滑油は大きな遠心力を受けて減圧溝（65）から径方向の外側へ流出して、下側偏
心部（26）の下端面のスラスト軸受面（26a）とリアヘッド（35）の上端面（35b）との間
の摺動面間に流入する。
【００８１】
　　駆動軸（23）の下側偏心部（26）の下端面のスラスト軸受面（26a）とリアヘッド（3
5）の上端面（35b）との間の摺動面、つまり、スラスト軸受の摺動面間に供給された潤滑
油は、該摺動面を径方向外側に向かって流れる。つまり、スラスト軸受の摺動面間にはガ
ス冷媒が分離された後の潤滑油だけが供給される。よって、スラスト軸受の摺動面間にお
いて、スラスト荷重を受けた潤滑油からガス冷媒が分離されて発泡することがなく、スラ
スト軸受の摺動面はガス冷媒が分離された後の潤滑油によって冷却されることとなる。
【００８２】
　　以上により、実施形態２によっても実施形態１と同様の効果を奏することができる。
【００８３】
　　《発明の実施形態３》
　　実施形態３の回転式圧縮機（10）は、実施形態１の減圧溝（65）の形状を変更したも
のである。
【００８４】
　　具体的には、図８に示すように、実施形態３では、減圧溝（65）は、実施形態１より
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も軸方向長さが短く（溝深さが浅く）なるように形成され、実施形態１と同様に、外周縁
が弾性軸受（62）の外周縁（溝部（61）の内周縁）よりも外周側に位置し、且つ内周縁が
弾性軸受（62）の内周縁（リアヘッド（35）の内周縁）と同じ位置に位置するように形成
されている。また、実施形態３では、減圧溝（65）の弾性軸受（62）の上端面に対向する
部分が連通部分（65a）に形成され、該連通部分（65a）を介して減圧溝（65）は第２環状
溝（74）に連通している。
【００８５】
　　実施形態３では、減圧溝（65）は、連通部分（65a）と該連通部分（65a）よりも径方
向外側の非連通部分とで溝深さが一様になるように形成されている。しかし、減圧溝（65
）の上記非連通部分は、溝部（61）に対向するように形成され、該溝部（61）と一体とな
って連通部分（65a）に比べて大きな空間を形成している。このような構成により、連通
部分（65a）を介して第２環状溝（74）から減圧溝（65）に流入する潤滑油は、連通部分
（65a）を通過して非連通部分に流入する際に急激に減圧されることとなる。つまり、実
施形態３においても、連通部分（65a）は、第２環状溝（74）から減圧溝（65）に供給す
る潤滑油を減圧する絞り部となるように構成されている。その他の構成は実施形態１と同
様である。
【００８６】
　　上述のような構成により、実施形態３では、第５通路（70e）を介して第２環状溝（7
4）に流出した給油通路（70）の潤滑油は、連通部分（65a）を介して減圧溝（65）に供給
される。上述のように、減圧溝（65）の非連通部分と溝部（61）とからなる空間は、減圧
溝（65）の連通部分（65a）に比べて大きな空間に形成されている。言い換えると、減圧
溝（65）の連通部分（65a）は、減圧溝（65）の非連通部分と溝部（61）とからなる空間
に比べて小さな空間に形成され、第２環状溝（74）から減圧溝（65）に供給される潤滑油
を減圧する絞り部となるように構成されている。そのため、連通部分（65a）を介して減
圧溝（65）に流入した潤滑油は連通部分（65a）から非連通部分に流入する際に、急激に
減圧される。その結果、潤滑油に溶け込んでいたガス冷媒が潤滑油から分離されて発泡す
る。
【００８７】
　　ここで、潤滑油はガス冷媒よりも比重が大きいため、潤滑油が受ける遠心力はガス冷
媒が受ける遠心力よりも大きくなる。そのため、減圧溝（65）において潤滑油からガス冷
媒が分離されると、ガス冷媒は減圧溝（65）の上部に溜まる一方、ガス冷媒よりも比重が
大きい潤滑油は大きな遠心力を受けて減圧溝（65）から径方向の外側へ流出して、下側偏
心部（26）の下端面のスラスト軸受面（26a）とリアヘッド（35）の上端面（35b）との間
の摺動面間に流入する。
【００８８】
　　駆動軸（23）の下側偏心部（26）の下端面のスラスト軸受面（26a）とリアヘッド（3
5）の上端面（35b）との間の摺動面、つまり、スラスト軸受の摺動面間に供給された潤滑
油は、該摺動面を径方向外側に向かって流れる。つまり、スラスト軸受の摺動面間にはガ
ス冷媒が分離された後の潤滑油だけが供給される。よって、スラスト軸受の摺動面間にお
いて、スラスト荷重を受けた潤滑油からガス冷媒が分離されて発泡することがなく、スラ
スト軸受の摺動面はガス冷媒が分離された後の潤滑油によって冷却されることとなる。
【００８９】
　　以上により、実施形態３によっても実施形態１と同様の効果を奏することができる。
【００９０】
　　《発明の実施形態４》
　　実施形態４の回転式圧縮機（10）は、実施形態１の回転式圧縮機（10）に、減圧溝（
65）の上部に溜まったガス冷媒を給油通路（70）に導くガス抜き穴（66）を加えたもので
ある。具体的には、図９に示すように、ガス抜き穴（66）は、減圧溝（65）の上部と給油
通路（70）とを連通する連通路に構成されている。このようにガス抜き穴（66）を形成す
ることにより、減圧溝（65）の上部に溜まったガス冷媒がガス抜き穴（66）を介して給油
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、ガス冷媒が分離された潤滑油のみをスラスト軸受の摺動面間に供給することができる。
従って、スラスト軸受の摺動面となるスラスト軸受面（26a）とリアヘッド（35）の上端
面（35b）とを確実に冷却することができる。
【００９１】
　　《その他の実施形態》
　　上記各実施形態では、回転式圧縮機（10）は、圧縮機構（30）が２つのシリンダ室（
C1,C2）を有する所謂２気筒の圧縮機構に構成されていた。しかしながら、本発明に係る
回転式圧縮機の圧縮機構は、下側シリンダ室（C2）のみを有する所謂１気筒の圧縮機構で
あってもよい。具体的には、下側シリンダ（34）は、上端がフロントヘッド（31）によっ
て閉塞される一方、下端がリアヘッド（35）によって閉塞され、内部の閉空間によって下
側シリンダ室（C2）が構成されるものであってもよい。このような１気筒の圧縮機構であ
ってもリアヘッド（35）の上端面（35b）と摺接する下側偏心部（26）にスラスト軸受面
（26a）に開口して周方向に延びる減圧溝（65）を形成することにより、上記各実施形態
と同様の効果を奏することができる。
【００９２】
　　なお、以上の実施形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、あ
るいはその用途の範囲を制限することを意図するものではない。
【産業上の利用可能性】
【００９３】
　　以上説明したように、本発明は、回転式圧縮機について有用である。
【符号の説明】
【００９４】
　　　　　１０　　　回転式圧縮機
　　　　　２０　　　電動機（駆動機構）
　　　　　２３　　　駆動軸
　　　　　２６　　　下側偏心部（偏心部）
　　　　　２６ａ　　スラスト軸受面
　　　　　３０　　　圧縮機構
　　　　　３１　　　フロントヘッド（上端板）
　　　　　３４　　　下側シリンダ（シリンダ）
　　　　　３５　　　リアヘッド（下端板）
　　　　　３５ｂ　　上端面
　　　　　５０　　　下側ピストン（ピストン）
　　　　　６１　　　溝部
　　　　　６２　　　弾性軸受
　　　　　６５　　　減圧溝
　　　　　６５ａ　　連通部分
　　　　　６５ｂ　　隙間
　　　　　６６　　　ガス抜き穴（連通路）
　　　　　７０　　　給油通路（油通路）
　　　　　７２　　　第２縦溝（側方給油溝）
　　　　　７４　　　第２環状溝（油溝）
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