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(57)【要約】
【課題】圧縮室内のガスの過熱を抑制することができる
スクロール圧縮機を提供する。
【解決手段】スクロール圧縮機１０１は、固定側鏡板２
４ａを有する固定スクロール２４と、可動側鏡板２６ａ
を有する可動スクロール２６とを備える。固定側鏡板２
４ａは、第１固定側溝２４ａ５と第２固定側溝２４ａ６
とを有する。第１固定側溝２４ａ５は、圧縮室４０と連
通する。第２固定側溝２４ａ６は、可動側鏡板２６ａの
側に形成される。可動側鏡板２６ａは、可動側孔２６ａ
２と可動側溝２６ａ３とを有する。可動側孔２６ａ２は
、圧縮室４０に対して可動側鏡板２６ａの背面側に形成
される背圧空間７２と連通する。可動側溝２６ａ３は、
固定側鏡板２４ａの側に形成される。背圧空間７２は、
可動スクロール２６が固定スクロール２４に対して旋回
する間、可動側孔２６ａ２、第２固定側溝２４ａ６、可
動側溝２６ａ３及び第１固定側溝２４ａ５を介して圧縮
室４０と連通する。
【選択図】図６Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固定側鏡板（２４ａ）を有する固定スクロール（２４）と、
　可動側鏡板（２６ａ）を有する可動スクロール（２６）と、
を備え、
　前記固定側鏡板は、
　　前記固定スクロールと前記可動スクロールとの間に形成される圧縮室（４０）と連通
する第１固定側溝（２４ａ５）と、
　　前記可動側鏡板の側に形成される第２固定側溝（２４ａ６）と、
　を有し、
　前記可動側鏡板は、
　　前記圧縮室に対して前記可動側鏡板の背面側に形成される背圧空間（７２）と連通す
る可動側孔（２６ａ２）と、
　　前記固定側鏡板の側に形成される可動側溝（２６ａ３）と、
　を有し、
　前記背圧空間は、前記可動スクロールが前記固定スクロールに対して旋回する間、前記
可動側孔、前記第２固定側溝、前記可動側溝及び前記第１固定側溝を介して前記圧縮室と
連通する、
スクロール圧縮機（１０１）。
【請求項２】
　前記第１固定側溝は、前記可動スクロールが前記固定スクロールに対して旋回する間、
前記可動側溝と連通し、
　前記第２固定側溝は、前記可動スクロールが前記固定スクロールに対して旋回する間、
前記可動側孔及び前記可動側溝と連通する、
請求項１に記載のスクロール圧縮機。
【請求項３】
　前記第１固定側溝、前記第２固定側溝、前記可動側孔及び前記可動側溝は、前記可動ス
クロールが前記固定スクロールに対して旋回する間、第１状態から第４状態まで順に繰り
返し移行するような位置に設けられ、
　前記第１状態は、前記第１固定側溝が前記可動側孔及び前記可動側溝と連通せず、かつ
、前記第２固定側溝が前記可動側孔及び前記可動側溝と連通する状態であり、
　前記第２状態は、前記第１固定側溝が前記可動側孔及び前記可動側溝と連通せず、かつ
、前記第２固定側溝が前記可動側孔及び前記可動側溝と連通しない状態であり、
　前記第３状態は、前記第１固定側溝が前記可動側孔と連通せず、かつ、前記第１固定側
溝が前記可動側溝と連通し、かつ、前記第２固定側溝が前記可動側孔及び前記可動側溝と
連通しない状態であり、
　前記第４状態は、前記第２状態と同じ状態である、
請求項１又は２に記載のスクロール圧縮機。
【請求項４】
　前記第１固定側溝、前記第２固定側溝、前記可動側孔及び前記可動側溝は、前記可動ス
クロールが前記固定スクロールに対して旋回する間、第１状態から第７状態まで順に繰り
返し移行するような位置に設けられ、
　前記第１状態は、前記第１固定側溝が前記可動側孔及び前記可動側溝と連通せず、かつ
、前記第２固定側溝が前記可動側孔及び前記可動側溝と連通する状態であり、
　前記第２状態は、前記第１固定側溝が前記可動側孔及び前記可動側溝と連通せず、かつ
、前記第２固定側溝が前記可動側孔と連通せず、かつ、前記第２固定側溝が前記可動側溝
と連通する状態であり、
　前記第３状態は、前記第１固定側溝が前記可動側孔及び前記可動側溝と連通せず、かつ
、前記第２固定側溝が前記可動側孔及び前記可動側溝と連通しない状態であり、
　前記第４状態は、前記第１固定側溝が前記可動側孔と連通せず、かつ、前記第１固定側
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溝が前記可動側溝と連通し、かつ、前記第２固定側溝が前記可動側孔及び前記可動側溝と
連通しない状態であり、
　前記第５状態は、前記第３状態と同じ状態であり、
　前記第６状態は、前記第１固定側溝が前記可動側孔と連通し、かつ、前記第１固定側溝
が前記可動側溝と連通せず、かつ、前記第２固定側溝が前記可動側孔及び前記可動側溝と
連通しない状態であり、
　前記第７状態は、前記第２状態と同じ状態である、
請求項１又は２に記載のスクロール圧縮機。
【請求項５】
　前記可動側孔、前記第２固定側溝、前記可動側溝及び前記第１固定側溝は、前記可動ス
クロールが前記固定スクロールに対して旋回する間、差圧により潤滑油を前記背圧空間か
ら前記圧縮室に供給する、
請求項１から４のいずれか１項に記載のスクロール圧縮機。
【請求項６】
　前記固定側鏡板は、前記可動側鏡板と摺動する面に形成される第３固定側溝（２４ａ７
）をさらに有する、
請求項１から５のいずれか１項に記載のスクロール圧縮機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　空気調和装置等に用いられるスクロール圧縮機
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１（特開２０１４－０７０５９８号公報）には、ケーシング内の高圧空間から
圧縮室に潤滑油を供給するための通路を備えるスクロール圧縮機が開示されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　高温高圧の潤滑油により圧縮室内のガスが過熱されて圧縮機の効率が低下する場合があ
る。本開示の目的は、圧縮機の効率の低下を抑制できるスクロール圧縮機を提供すること
である。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　第１観点のスクロール圧縮機は、固定側鏡板を有する固定スクロールと、可動側鏡板を
有する可動スクロールとを備える。固定側鏡板は、第１固定側溝と、第２固定側溝とを有
する。第１固定側溝は、固定スクロールと可動スクロールとの間に形成される圧縮室と連
通する。第２固定側溝は、可動側鏡板の側に形成される。可動側鏡板は、可動側孔と、可
動側溝とを有する。可動側孔は、圧縮室に対して可動側鏡板の背面側に形成される背圧空
間と連通する。可動側溝は、固定側鏡板の側に形成される。背圧空間は、可動スクロール
が固定スクロールに対して旋回する間、可動側孔、第２固定側溝、可動側溝及び第１固定
側溝を介して圧縮室と連通する。
【０００５】
　第１観点のスクロール圧縮機は、背圧空間から圧縮室に潤滑油を供給することで、圧縮
室内のガスの過熱を抑制することができる。
【０００６】
　第２観点のスクロール圧縮機は、第１観点のスクロール圧縮機であって、第１固定側溝
は、可動スクロールが固定スクロールに対して旋回する間、可動側溝と連通する。第２固
定側溝は、可動スクロールが固定スクロールに対して旋回する間、可動側孔及び可動側溝
と連通する。
【０００７】
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　第２観点のスクロール圧縮機は、背圧空間から圧縮室に潤滑油を供給することで、圧縮
室内のガスの過熱を抑制することができる。
【０００８】
　第３観点のスクロール圧縮機は、第１観点又は第２観点のスクロール圧縮機であって、
第１固定側溝、第２固定側溝、可動側孔及び可動側溝は、可動スクロールが固定スクロー
ルに対して旋回する間、第１状態から第４状態まで順に繰り返し移行するような位置に設
けられる。第１状態は、第１固定側溝が可動側孔及び可動側溝と連通せず、かつ、第２固
定側溝が可動側孔及び可動側溝と連通する状態である。第２状態は、第１固定側溝が可動
側孔及び可動側溝と連通せず、かつ、第２固定側溝が可動側孔及び可動側溝と連通しない
状態である。第３状態は、第１固定側溝が可動側孔と連通せず、かつ、第１固定側溝が可
動側溝と連通し、かつ、第２固定側溝が可動側孔及び可動側溝と連通しない状態である。
第４状態は、第２状態と同じ状態である。
【０００９】
　第３観点のスクロール圧縮機は、背圧空間から圧縮室に潤滑油を供給することで、圧縮
室内のガスの過熱を抑制することができる。
【００１０】
　第４観点のスクロール圧縮機は、第１観点又は第２観点のスクロール圧縮機であって、
第１固定側溝、第２固定側溝、可動側孔及び可動側溝は、可動スクロールが固定スクロー
ルに対して旋回する間、第１状態から第７状態まで順に繰り返し移行するような位置に設
けられる。第１状態は、第１固定側溝が可動側孔及び可動側溝と連通せず、かつ、第２固
定側溝が可動側孔及び可動側溝と連通する状態である。第２状態は、第１固定側溝が可動
側孔及び可動側溝と連通せず、かつ、第２固定側溝が可動側孔と連通せず、かつ、第２固
定側溝が可動側溝と連通する状態である。第３状態は、第１固定側溝が可動側孔及び可動
側溝と連通せず、かつ、第２固定側溝が可動側孔及び可動側溝と連通しない状態である。
第４状態は、第１固定側溝が可動側孔と連通せず、かつ、第１固定側溝が可動側溝と連通
し、かつ、第２固定側溝が可動側孔及び可動側溝と連通しない状態である。第５状態は、
第３状態と同じ状態である。第６状態は、第１固定側溝が可動側孔と連通し、かつ、第１
固定側溝が可動側溝と連通せず、かつ、第２固定側溝が可動側孔及び可動側溝と連通しな
い状態である。第７状態は、第２状態と同じ状態である。
【００１１】
　第４観点のスクロール圧縮機は、背圧空間から圧縮室に潤滑油を供給することで、圧縮
室内のガスの過熱を抑制することができる。
【００１２】
　第５観点のスクロール圧縮機は、第１乃至第４観点のいずれか１つのスクロール圧縮機
であって、可動側孔、第２固定側溝、可動側溝及び第１固定側溝は、可動スクロールが固
定スクロールに対して旋回する間、差圧により潤滑油を背圧空間から圧縮室に供給する。
【００１３】
　第５観点のスクロール圧縮機は、圧縮室に潤滑油を供給するための動力源を必要としな
い。
【００１４】
　第６観点のスクロール圧縮機は、第１乃至第５観点のいずれか１つのスクロール圧縮機
であって、固定側鏡板は、可動側鏡板と摺動する面に形成される第３固定側溝をさらに有
する。
【００１５】
　第６観点のスクロール圧縮機は、固定スクロールの摺動面の焼き付きを抑制することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】スクロール圧縮機１０１の縦断面図である。
【図２】固定スクロール２４の下面図である。
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【図３】可動スクロール２６の上面図である。
【図４】可動スクロール２６の可動側ラップ２６ｂ、及び、圧縮室４０が示された固定ス
クロール２４の上面図である。
【図５】オルダム継手３９の斜視図である。
【図６Ａ】第１状態の連通状態を表す図である。
【図６Ｂ】第２状態の連通状態を表す図である。
【図６Ｃ】第３状態の連通状態を表す図である。
【図６Ｄ】第４状態の連通状態を表す図である。
【図６Ｅ】第５状態の連通状態を表す図である。
【図６Ｆ】第６状態の連通状態を表す図である。
【図６Ｇ】第７状態の連通状態を表す図である。
【図７】可動スクロール２６が固定スクロール２４に対して１回旋回する間における連通
状態の変化を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　（１）全体構成
　スクロール圧縮機１０１は、冷媒を用いる蒸気圧縮式の冷凍サイクルを備える機器に用
いられる。スクロール圧縮機１０１が用いられる機器は、例えば、空気調和装置及び冷凍
装置である。スクロール圧縮機１０１は、冷凍サイクルを構成する冷媒回路を循環する冷
媒を圧縮する。
【００１８】
　図１は、スクロール圧縮機１０１の縦断面図である。図１において、矢印Ｕは、鉛直方
向上側を指している。スクロール圧縮機１０１は、主として、ケーシング１０と、圧縮機
構１５と、ハウジング２３と、オルダム継手３９と、モータ１６と、下部軸受６０と、ク
ランクシャフト１７と、吸入管１９と、吐出管２０とから構成される。
【００１９】
　（１－１）ケーシング１０
　ケーシング１０は、円筒形状の胴部ケーシング部１１と、椀形状の上壁部１２と、椀形
状の底壁部１３とから構成される。上壁部１２は、胴部ケーシング部１１の上端部に気密
的に溶接されている。底壁部１３は、胴部ケーシング部１１の下端部に気密的に溶接され
ている。
【００２０】
　ケーシング１０の内部には、主として、圧縮機構１５と、ハウジング２３と、オルダム
継手３９と、モータ１６と、下部軸受６０と、クランクシャフト１７とが収容されている
。ケーシング１０には、吸入管１９及び吐出管２０が気密的に溶接されている。
【００２１】
　ケーシング１０の内部空間の底部には、潤滑油が貯留される空間である油溜まり部１０
ａが形成されている。潤滑油は、スクロール圧縮機１０１の運転中において、圧縮機構１
５及びクランクシャフト１７等の潤滑性を良好に保つために使用される冷凍機油である。
【００２２】
　（１－２）圧縮機構１５
　圧縮機構１５は、低温低圧の冷媒ガスを吸引して圧縮し、高温高圧の冷媒ガス（以下、
「圧縮冷媒」と呼ぶ。）を吐出する。圧縮機構１５は、主として、固定スクロール２４と
可動スクロール２６とから構成される。固定スクロール２４は、ケーシング１０に対して
固定されている。可動スクロール２６は、固定スクロール２４に対して旋回する旋回運動
を行う。図２は、鉛直方向に沿って見た固定スクロール２４の下面図である。図３は、鉛
直方向に沿って見た可動スクロール２６の上面図である。
【００２３】
　（１－２－１）固定スクロール２４
　固定スクロール２４は、固定側鏡板２４ａと、固定側ラップ２４ｂとを有する。固定側
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鏡板２４ａは、円盤状の本体部２４ａ１と、固定側ラップ２４ｂを囲む周縁部２４ａ２と
を有する。固定側ラップ２４ｂは、固定側鏡板２４ａの本体部２４ａ１の第１下面２４ａ
３から突出している。固定側ラップ２４ｂは、鉛直方向に沿って見た場合に、渦巻き形状
を有する。固定側鏡板２４ａの周縁部２４ａ２の第２下面２４ａ４には、図２に示される
ように、第１固定側溝２４ａ５と、第２固定側溝２４ａ６と、第３固定側溝２４ａ７とが
形成されている。
【００２４】
　固定側鏡板２４ａには、主吸入孔２４ｃが形成されている。主吸入孔２４ｃは、吸入管
１９と、後述する圧縮室４０とを接続する空間である。主吸入孔２４ｃは、低温低圧の冷
媒ガスを吸入管１９から圧縮室４０に導入するための空間である。
【００２５】
　図２に示されるように、第１固定側溝２４ａ５及び第２固定側溝２４ａ６は、主吸入孔
２４ｃの近傍に形成されている。第１固定側溝２４ａ５及び第２固定側溝２４ａ６の詳細
については後述する。
【００２６】
　図２に示されるように、第３固定側溝２４ａ７は、Ｃ字形状を有する。固定側ラップ２
４ｂの外側において、固定側鏡板２４ａの内部には、油連絡通路２４ｆが形成されている
。油連絡通路２４ｆの一端は、第２下面２４ａ４に開口し、油連絡通路２４ｆの他端は、
第３固定側溝２４ａ７と連通している。
【００２７】
　図１に示されるように、固定側鏡板２４ａの上面には、円柱形状の窪みである拡大凹部
４２が形成されている。拡大凹部４２は、カバー部材４４によって覆われている。拡大凹
部４２の底面には、吐出孔４１が形成されている。吐出孔４１は、圧縮室４０と連通する
。
【００２８】
　固定側鏡板２４ａには、第１圧縮冷媒流路（図示せず）が形成されている。第１圧縮冷
媒流路は、拡大凹部４２と連通し、かつ、固定側鏡板２４ａの第２下面２４ａ４に開口し
ている。第１圧縮冷媒流路は、この開口を介して、後述する第２圧縮冷媒流路と連通して
いる。
【００２９】
　固定側鏡板２４ａの第２下面２４ａ４には、２つの第１キー溝２４ｇが形成されている
。それぞれの第１キー溝２４ｇには、後述するオルダム継手３９の第１キー部３９ｂが嵌
め込まれる。
【００３０】
　（１－２－２）可動スクロール２６
　可動スクロール２６は、可動側鏡板２６ａと、可動側ラップ２６ｂと、上端軸受２６ｃ
とを有する。可動側ラップ２６ｂは、円盤状の可動側鏡板２６ａの第１上面２６ａ１から
突出している。可動側ラップ２６ｂは、鉛直方向に沿って見た場合に、渦巻き形状を有す
る。上端軸受２６ｃは、可動側鏡板２６ａの下面の中央部から突出している。上端軸受２
６ｃは、円筒形状を有する。可動側鏡板２６ａは、可動側孔２６ａ２及び可動側溝２６ａ
３を有する。可動側孔２６ａ２は、可動側鏡板２６ａを鉛直方向に貫通する。可動側溝２
６ａ３は、図３に示されるように、第１上面２６ａ１に形成されている。可動側孔２６ａ
２及び可動側溝２６ａ３の詳細については後述する。
【００３１】
　固定スクロール２４及び可動スクロール２６は、固定側鏡板２４ａの第２下面２４ａ４
と、可動側鏡板２６ａの第１上面２６ａ１とが互いに接触し、かつ、固定側ラップ２４ｂ
と可動側ラップ２６ｂとが噛み合うように組み合わされることにより、圧縮室４０を形成
する。圧縮室４０は、固定側鏡板２４ａと、固定側ラップ２４ｂと、可動側鏡板２６ａと
、可動側ラップ２６ｂとによって囲まれる空間である。圧縮室４０の容積は、可動スクロ
ール２６の旋回運動によって周期的に変化する。可動スクロール２６の旋回中に、固定ス
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クロール２４の固定側鏡板２４ａ及び固定側ラップ２４ｂの表面は、可動スクロール２６
の可動側鏡板２６ａ及び可動側ラップ２６ｂの表面と摺動する。以下、可動スクロール２
６と摺動する固定側鏡板２４ａの表面を、スラスト摺動面２４ｄと呼ぶ。スラスト摺動面
２４ｄは、第２下面２４ａ４の一部である。
【００３２】
　図４は、可動側ラップ２６ｂ、可動側孔２６ａ２、可動側溝２６ａ３及び圧縮室４０が
示された固定スクロール２４の上面図である。図４において、ハッチングされた領域は、
スラスト摺動面２４ｄを表す。図４に示されるように、固定スクロール２４の第３固定側
溝２４ａ７は、スラスト摺動面２４ｄ内に納まるように、固定側鏡板２４ａの第２下面２
４ａ４に形成されている。
【００３３】
　可動側鏡板２６ａの第２下面２４ａ４には、２つの第２キー溝２６ｄが形成されている
。それぞれの第２キー溝２６ｄには、後述するオルダム継手３９の第２キー部３９ｃが嵌
め込まれる。
【００３４】
　（１－３）ハウジング２３
　ハウジング２３は、圧縮機構１５の下方、かつ、モータ１６の上方に配置されている。
ハウジング２３の外周面は、胴部ケーシング部１１の内周面に気密的に接合されている。
これにより、ケーシング１０の内部空間は、ハウジング２３の下方の高圧空間７１と、ハ
ウジング２３の上方かつ固定スクロール２４の上方の低圧空間７３と、背圧空間７２とに
区画されている。図１に示されるように、背圧空間７２は、ハウジング２３と固定スクロ
ール２４と可動スクロール２６とによって囲まれている空間である。背圧空間７２の圧力
によって、可動スクロール２６は、固定スクロール２４に押し付けられている。油溜まり
部１０ａは、高圧空間７１の底部に位置している。
【００３５】
　ハウジング２３は、固定スクロール２４を載置し、固定スクロール２４と共に可動スク
ロール２６を挟み込んでいる。ハウジング２３の外周部には、第２圧縮冷媒流路（図示せ
ず）が形成されている。第２圧縮冷媒流路は、ハウジング２３の外周部を鉛直方向に貫通
する孔である。第２圧縮冷媒流路は、ハウジング２３の上面において第１圧縮冷媒流路と
連通し、ハウジング２３の下面において高圧空間７１と連通する。言い換えると、圧縮機
構１５の吐出孔４１は、拡大凹部４２、第１圧縮冷媒流路及び第２圧縮冷媒流路を介して
、高圧空間７１と連通する。
【００３６】
　ハウジング２３の上面には、クランク室２３ａと呼ばれる窪みが形成されている。ハウ
ジング２３には、ハウジング貫通孔３１が形成されている。ハウジング貫通孔３１は、ク
ランク室２３ａの底面の中央部から、ハウジング２３の下面の中央部まで、ハウジング２
３を鉛直方向に貫通する孔である。以下、ハウジング２３の一部であり、かつ、ハウジン
グ貫通孔３１の周囲の部分を、上部軸受３２と呼ぶ。クランク室２３ａの底面の外周部に
は、環状溝２３ｇが形成されている。
【００３７】
　ハウジング２３には、クランク室２３ａと高圧空間７１とを連通する油排出通路２３ｂ
が形成されている。クランク室２３ａにおいて、油排出通路２３ｂの開口は、クランク室
２３ａの底面付近に形成されている。
【００３８】
　ハウジング２３には、圧縮機構１５に潤滑油を供給するためのハウジング給油路２３ｃ
が形成されている。ハウジング給油路２３ｃの一端は、環状溝２３ｇに開口している。ハ
ウジング給油路２３ｃの他端は、ハウジング２３の上面の外周部に開口し、固定スクロー
ル２４の油連絡通路２４ｆと連通している。クランク室２３ａの潤滑油は、環状溝２３ｇ
、ハウジング給油路２３ｃ及び油連絡通路２４ｆを経由して第３固定側溝２４ａ７に流入
し、スラスト摺動面２４ｄを介して圧縮室４０に供給される。ハウジング給油路２３ｃの
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内部には、ハウジング給油路２３ｃを流れる潤滑油を減圧する絞り機構（図示せず）が挿
入されている。
【００３９】
　（１－４）オルダム継手３９
　オルダム継手３９は、旋回している可動スクロール２６の自転を抑制するための部材で
ある。オルダム継手３９は、背圧空間７２において、可動スクロール２６とハウジング２
３との間に配置されている。図５は、オルダム継手３９の斜視図である。
【００４０】
　オルダム継手３９は、環状本体部３９ａと、一対の第１キー部３９ｂと、一対の第２キ
ー部３９ｃとを有する。第１キー部３９ｂ及び第２キー部３９ｃは、環状本体部３９ａの
上面から突出する部分である。第１キー部３９ｂは、固定スクロール２４の第１キー溝２
４ｇに嵌め込まれている。第２キー部３９ｃは、可動スクロール２６の第２キー溝２６ｄ
に嵌め込まれている。可動スクロール２６が旋回している間、第１キー部３９ｂは第１キ
ー溝２４ｇ内を所定の方向に沿って往復運動し、第２キー部３９ｃは第２キー溝２６ｄ内
を所定の方向に沿って往復運動する。これにより、旋回している可動スクロール２６の自
転が抑制される。
【００４１】
　（１－５）モータ１６
　モータ１６は、ハウジング２３の下方に配置される。モータ１６は、主として、ステー
タ５１と、ロータ５２とを有する。
【００４２】
　ステータ５１は、主として、ステータコア５１ａと、複数のコイル５１ｂとから構成さ
れる。ステータコア５１ａは、ケーシング１０の内周面に固定される円筒形状の部材であ
る。ステータコア５１ａは、複数のティース（図示せず）を有する。ティースに巻線が巻
かれることで、コイル５１ｂが形成される。
【００４３】
　ステータコア５１ａの外周面には、複数のコアカットが形成されている。コアカットは
、ステータコア５１ａの上端面から下端面に亘って鉛直方向に形成される溝である。
【００４４】
　ロータ５２は、ステータコア５１ａの内側に配置される円柱形状の部材である。ステー
タコア５１ａの内周面と、ロータ５２の外周面との間には、エアギャップが形成されてい
る。ロータ５２は、クランクシャフト１７に連結されている。ロータ５２は、クランクシ
ャフト１７を介して、圧縮機構１５に接続されている。ロータ５２は、回転軸１６ａの周
りにクランクシャフト１７を回転させる。回転軸１６ａは、ロータ５２の中心軸を通る。
【００４５】
　モータ１６は、クランクシャフト１７の回転を介して可動スクロール２６を旋回させて
、圧縮室４０内のガス冷媒を圧縮するための動力源として機能する。
【００４６】
　（１－６）下部軸受６０
　下部軸受６０は、モータ１６の下方に配置される。下部軸受６０の外周面は、ケーシン
グ１０の内周面に接合されている。下部軸受６０は、クランクシャフト１７を回転可能に
支持する。
【００４７】
　（１－７）クランクシャフト１７
　クランクシャフト１７は、その軸方向が鉛直方向に沿うように配置されている。クラン
クシャフト１７の上端部の軸心は、上端部を除く部分の軸心に対して偏心している。クラ
ンクシャフト１７は、バランスウェイト１８を有する。バランスウェイト１８は、ハウジ
ング２３の下方かつモータ１６の上方の高さ位置において、クランクシャフト１７に密着
して固定されている。
【００４８】
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　クランクシャフト１７は、ロータ５２の回転中心部を鉛直方向に貫通して、ロータ５２
に連結されている。クランクシャフト１７の上端部は、可動スクロール２６の上端軸受２
６ｃに嵌め込まれている。これにより、クランクシャフト１７が可動スクロール２６に接
続されているので、クランクシャフト１７の回転が可動スクロール２６に伝達される。ク
ランクシャフト１７は、上部軸受３２及び下部軸受６０によって回転可能に支持されてい
る。
【００４９】
　クランクシャフト１７の内部には、主給油路６１が形成されている。主給油路６１は、
クランクシャフト１７の軸方向（鉛直方向）に沿って延びている。主給油路６１の上端は
、クランクシャフト１７の上端面と可動側鏡板２６ａの下面との間の空間である油室８３
と連通している。主給油路６１の下端は、油溜まり部１０ａに連通している。
【００５０】
　クランクシャフト１７は、主給油路６１から分岐する第１副給油路６１ａ、第２副給油
路６１ｂ及び第３副給油路６１ｃを有する。第１副給油路６１ａ、第２副給油路６１ｂ及
び第３副給油路６１ｃは、水平方向に延びている。第１副給油路６１ａは、クランクシャ
フト１７と可動スクロール２６の上端軸受２６ｃとの摺動部に開口している。第２副給油
路６１ｂは、クランクシャフト１７とハウジング２３の上部軸受３２との摺動部に開口し
ている。第３副給油路６１ｃは、クランクシャフト１７と下部軸受６０との摺動部に開口
している。
【００５１】
　（１－８）吸入管１９
　吸入管１９は、ケーシング１０の外部から圧縮機構１５へ、冷媒回路の冷媒を導入する
ための管である。吸入管１９は、ケーシング１０の上壁部１２を貫通する。ケーシング１
０の内部において、吸入管１９の端部は、固定スクロール２４の主吸入孔２４ｃに嵌め込
まれている。
【００５２】
　（１－９）吐出管２０
　吐出管２０は、高圧空間７１からケーシング１０の外部へ、圧縮冷媒を吐出するための
管である。吐出管２０は、ケーシング１０の胴部ケーシング部１１を貫通する。
【００５３】
　（２）スクロール圧縮機１０１の動作
　最初に、スクロール圧縮機１０１内部における冷媒の流れについて説明する。次に、ス
クロール圧縮機１０１内部における潤滑油の流れについて説明する。
【００５４】
　（２－１）冷媒の流れ
　圧縮される前の低温低圧の冷媒は、吸入管１９から主吸入孔２４ｃを経由して、圧縮機
構１５の圧縮室４０に供給される。圧縮室４０において、冷媒は圧縮されて圧縮冷媒とな
る。圧縮冷媒は、吐出孔４１から拡大凹部４２に吐出された後、高圧空間７１へ供給され
て、吐出管２０からスクロール圧縮機１０１の外部に吐出される。
【００５５】
　（２－２）潤滑油の流れ
　圧縮機構１５が冷媒を圧縮し、高圧空間７１に圧縮冷媒が供給されると、高圧空間７１
の圧力が上昇する。高圧空間７１は、主給油路６１、クランク室２３ａ、環状溝２３ｇ、
ハウジング給油路２３ｃ及び油連絡通路２４ｆ等を介して、固定スクロール２４の第３固
定側溝２４ａ７と連通し、第３固定側溝２４ａ７はスラスト摺動面２４ｄを介して背圧空
間７２に連通している。背圧空間７２は、高圧空間７１よりも低圧の空間である。そのた
め、高圧空間７１と背圧空間７２との間には、差圧が発生している。この差圧によって、
高圧空間７１の油溜まり部１０ａに貯留されている潤滑油は、主給油路６１を上昇して背
圧空間７２に向かって吸引される。
【００５６】
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　主給油路６１を上昇する潤滑油は、各摺動部に供給される。摺動部とは、クランクシャ
フト１７と下部軸受６０との間の摺動部、クランクシャフト１７と上部軸受３２との間の
摺動部、及び、クランクシャフト１７と上端軸受２６ｃとの間の摺動部である。各摺動部
を潤滑した潤滑油の一部は、高圧空間７１に流入して油溜まり部１０ａに戻り、残りは、
クランク室２３ａに流入する。クランク室２３ａに流入した潤滑油の一部は、油排出通路
２３ｂを経由して高圧空間７１に流入し、油溜まり部１０ａに戻る。クランク室２３ａに
流入した潤滑油の大部分は、環状溝２３ｇ、ハウジング給油路２３ｃ及び油連絡通路２４
ｆを通過して、第３固定側溝２４ａ７に供給される。第３固定側溝２４ａ７に供給された
潤滑油の一部は、スラスト摺動面２４ｄをシールしながら、背圧空間７２及び圧縮室４０
に流入する。圧縮室４０に流入した潤滑油は、微小な油滴の状態で圧縮冷媒に混入され、
圧縮冷媒と共に高圧空間７１に流入し、油溜まり部１０ａに戻る。
【００５７】
　背圧空間７２に流入した潤滑油の一部は、可動側孔２６ａ２、第２固定側溝２４ａ６、
可動側溝２６ａ３及び第１固定側溝２４ａ５を順に通過して、圧縮室４０に流入する。次
に、この潤滑油の流れについて説明する。
【００５８】
　（３）詳細構成
　第１固定側溝２４ａ５、第２固定側溝２４ａ６、可動側孔２６ａ２及び可動側溝２６ａ
３は、可動スクロール２６が固定スクロール２４に対して旋回する間、差圧により潤滑油
を背圧空間７２から圧縮室４０に供給するための通路である。第１固定側溝２４ａ５及び
第２固定側溝２４ａ６は、固定側鏡板２４ａの第２下面２４ａ４において、可動側鏡板２
６ａの側に形成されている。可動側溝２６ａ３は、可動側鏡板２６ａの第１上面２６ａ１
において、固定側鏡板２４ａの側に形成されている。
【００５９】
　第１固定側溝２４ａ５は、圧縮室４０と連通する略Ｊ字形状の溝である。図２に示され
るように、第１固定側溝２４ａ５は、延伸部２４ａ８と湾曲部２４ａ９とを有する。延伸
部２４ａ８は、周縁部２４ａ２の内縁から外縁に向かって延びる。湾曲部２４ａ９は、周
縁部２４ａ２の外縁側における延伸部２４ａ８の端部から延び、固定側鏡板２４ａの周方
向に沿って湾曲している。
【００６０】
　第２固定側溝２４ａ６は、第１固定側溝２４ａ５の近傍、かつ、第１固定側溝２４ａ５
よりも周縁部２４ａ２の外縁側に形成される溝である。第２固定側溝２４ａ６は、おおむ
ね、固定側鏡板２４ａの周方向に沿って延びている。
【００６１】
　可動側孔２６ａ２は、背圧空間７２と連通する孔である。可動側溝２６ａ３は、可動側
孔２６ａ２の近傍に形成される溝である。可動側溝２６ａ３は、おおむね、可動側鏡板２
６ａの周方向に沿って延びている。
【００６２】
　背圧空間７２は、可動スクロール２６が固定スクロール２４に対して旋回する間、可動
側孔２６ａ２、第２固定側溝２４ａ６、可動側溝２６ａ３及び第１固定側溝２４ａ５を介
して圧縮室４０と連通する。具体的には、可動スクロール２６が固定スクロール２４に対
して１回旋回する過程において、第１固定側溝２４ａ５は、少なくとも可動側溝２６ａ３
と連通し、第２固定側溝２４ａ６は、少なくとも可動側孔２６ａ２及び可動側溝２６ａ３
と連通する。
【００６３】
　次に、図６Ａ～６Ｇ及び図７を参照しながら、可動スクロール２６が固定スクロール２
４に対して１回旋回する間における、可動側孔２６ａ２、第２固定側溝２４ａ６、可動側
溝２６ａ３及び第１固定側溝２４ａ５の連通状態（以下、単に「連通状態」と呼ぶ。）の
変化について説明する。図６Ａ～６Ｇは、図４と同様に、可動側ラップ２６ｂ、可動側孔
２６ａ２、可動側溝２６ａ３及び圧縮室４０が示された固定スクロール２４の上面図であ
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る。図７は、可動スクロール２６が固定スクロール２４に対して１回旋回する間における
連通状態の変化を示す図である。図７において、可動スクロール２６が旋回するに従って
、連通状態は反時計回りに変化する。
【００６４】
　可動スクロール２６が固定スクロール２４に対して１回旋回する間、連通状態は、図６
Ａから図６Ｇまで順に変化して図６Ａに戻る。以下、図６Ａ～６Ｇに示される連通状態を
、それぞれ第１状態～第７状態と呼ぶ。
【００６５】
　図７には、可動スクロール２６が固定スクロール２４に対して１回旋回する間における
、所定の連通状態を満たす第１期間Ｍ１～第４期間Ｍ４、及び、図６Ａ～６Ｇに示される
第１状態～第７状態のタイミングが示されている。第１期間Ｍ１では、第２固定側溝２４
ａ６が可動側孔２６ａ２と連通している。第２期間Ｍ２では、第２固定側溝２４ａ６が可
動側溝２６ａ３と連通している。第３期間Ｍ３では、第１固定側溝２４ａ５が可動側溝２
６ａ３と連通している。第４期間Ｍ４では、第１固定側溝２４ａ５が可動側孔２６ａ２と
連通している。第１期間Ｍ１は、第２期間Ｍ２に含まれている。可動スクロール２６が旋
回している間、第２期間Ｍ２、第３期間Ｍ３及び第４期間Ｍ４は、この順番で移行し、か
つ、これらの期間は、互いに重複しない。
【００６６】
　第１固定側溝２４ａ５、第２固定側溝２４ａ６、可動側孔２６ａ２及び可動側溝２６ａ
３は、可動スクロール２６が固定スクロール２４に対して１回旋回する間、第１状態から
第７状態まで順に繰り返し移行するような位置に設けられる。
【００６７】
　第１状態～第７状態において、可動側孔２６ａ２と連通する背圧空間７２の圧力は、第
１固定側溝２４ａ５と連通する圧縮室４０の圧力よりも常に高いとする。第１固定側溝２
４ａ５と連通する圧縮室４０は、固定側鏡板２４ａの径方向において最も外側に形成され
る最外圧縮室４０ａである。
【００６８】
　第１状態～第７状態において、可動側孔２６ａ２の圧力は、背圧空間７２の圧力と常に
同じである。第１状態～第７状態に繰り返し移行する過程において、第１固定側溝２４ａ
５、第２固定側溝２４ａ６及び可動側溝２６ａ３の圧力は変化する。
【００６９】
　以下において、図６Ａ～６Ｇにそれぞれ対応する第１状態～第７状態における、第１固
定側溝２４ａ５、第２固定側溝２４ａ６、可動側孔２６ａ２及び可動側溝２６ａ３の圧力
の大小関係を、次の符号を用いて説明する。
・ＰＦ１：第１固定側溝２４ａ５の圧力（最外圧縮室４０ａの圧力）
・ＰＦ２：第２固定側溝２４ａ６の圧力
・ＰＯ１：可動側孔２６ａ２の圧力（背圧空間７２の圧力）
・ＰＯ２：可動側溝２６ａ３の圧力
【００７０】
　（３－１）第１状態（図６Ａの連通状態）
　第１状態は、第１期間Ｍ１における状態である。第１状態では、第１固定側溝２４ａ５
は、可動側孔２６ａ２及び可動側溝２６ａ３と連通しておらず、第２固定側溝２４ａ６は
、可動側孔２６ａ２及び可動側溝２６ａ３と連通している。第１状態では、第１固定側溝
２４ａ５は、最外圧縮室４０ａと連通している。
【００７１】
　第１状態における圧力の大小関係は、ＰＯ２＝ＰＦ２＜ＰＯ１で表される。第１状態で
は、ＰＦ２＜ＰＯ１であるので、背圧空間７２の潤滑油が、差圧によって、可動側孔２６
ａ２を通過して第２固定側溝２４ａ６に移動する。これにより、ＰＯ２、ＰＦ２及びＰＯ
１が互いに等しくなる。第１状態では、第２固定側溝２４ａ６の潤滑油が、可動側溝２６
ａ３まで移動する。
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【００７２】
　（３－２）第２状態（図６Ｂの連通状態）
　可動スクロール２６が旋回して第１状態から第２状態に移行する過程で、可動側孔２６
ａ２と第２固定側溝２４ａ６との連通が終了する。第２状態では、第１固定側溝２４ａ５
は、第１状態で連通していた最外圧縮室４０ａと連通していない。
【００７３】
　第２状態は、第２期間Ｍ２における状態である。第２状態では、第１固定側溝２４ａ５
は、可動側孔２６ａ２及び可動側溝２６ａ３と連通しておらず、第２固定側溝２４ａ６は
、可動側孔２６ａ２と連通しておらず、第２固定側溝２４ａ６は、可動側溝２６ａ３と連
通している。
【００７４】
　第２状態における圧力の大小関係は、ＰＯ２＝ＰＦ２＝ＰＯ１で表される。第２状態で
は、第２固定側溝２４ａ６の潤滑油が、可動側溝２６ａ３まで移動する。
【００７５】
　（３－３）第３状態（図６Ｃの連通状態）
　可動スクロール２６が旋回して第２状態から第３状態に移行する過程で、可動側溝２６
ａ３と第２固定側溝２４ａ６との連通が終了し、新たな最外圧縮室４０ａが形成される。
第３状態では、第１固定側溝２４ａ５は、新たに形成された最外圧縮室４０ａと連通する
。
【００７６】
　第３状態では、第１固定側溝２４ａ５は、可動側孔２６ａ２及び可動側溝２６ａ３と連
通しておらず、第２固定側溝２４ａ６は、可動側孔２６ａ２及び可動側溝２６ａ３と連通
していない。
【００７７】
　第３状態における圧力の大小関係は、ＰＦ１＜ＰＯ２＝ＰＦ２＝ＰＯ１で表される。第
３状態では、第２固定側溝２４ａ６の潤滑油が、可動側溝２６ａ３まで移動する。
【００７８】
　（３－４）第４状態（図６Ｄの連通状態）
　可動スクロール２６が旋回して第３状態から第４状態に移行する過程で、可動側溝２６
ａ３と第１固定側溝２４ａ５との連通が開始する。第４状態では、第１固定側溝２４ａ５
は、第３状態で形成された最外圧縮室４０ａと連通する。
【００７９】
　第４状態は、第３期間Ｍ３における状態である。第４状態では、第１固定側溝２４ａ５
は、可動側孔２６ａ２と連通しておらず、第１固定側溝２４ａ５は、可動側溝２６ａ３と
連通しており、第２固定側溝２４ａ６は、可動側孔２６ａ２及び可動側溝２６ａ３と連通
していない。
【００８０】
　第４状態における圧力の大小関係は、ＰＦ１＜ＰＯ２＝ＰＦ２＝ＰＯ１で表される。第
４状態では、ＰＦ１＜ＰＯ２であるので、可動側溝２６ａ３の潤滑油が、差圧によって、
第１固定側溝２４ａ５を通過して最外圧縮室４０ａに移動する。これにより、ＰＦ１がＰ
Ｏ２と等しくなり、かつ、ＰＯ２がＰＦ２よりも低くなる。
【００８１】
　（３－５）第５状態（図６Ｅの連通状態）
　可動スクロール２６が旋回して第４状態から第５状態に移行する過程で、可動側溝２６
ａ３と第１固定側溝２４ａ５との連通が終了する。第５状態では、第１固定側溝２４ａ５
は、第３状態で形成された最外圧縮室４０ａと連通する。
【００８２】
　第５状態の連通状態は、第３状態と同じである。
【００８３】
　第５状態における圧力の大小関係は、ＰＦ１＝ＰＯ２＜ＰＦ２＝ＰＯ１で表される。
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【００８４】
　（３－６）第６状態（図６Ｆの連通状態）
　可動スクロール２６が旋回して第５状態から第６状態に移行する過程で、可動側孔２６
ａ２と第１固定側溝２４ａ５との連通が開始する。第６状態では、第１固定側溝２４ａ５
は、第３状態で形成された最外圧縮室４０ａと連通する。
【００８５】
　第６状態は、第４期間Ｍ４における状態である。第６状態では、第１固定側溝２４ａ５
は、可動側孔２６ａ２と連通しており、第１固定側溝２４ａ５は、可動側溝２６ａ３と連
通しておらず、第２固定側溝２４ａ６は、可動側孔２６ａ２及び可動側溝２６ａ３と連通
していない。図６Ｆでは、可動側孔２６ａ２は、第１固定側溝２４ａ５の幅方向の中心付
近に位置している。
【００８６】
　第５状態では、ＰＦ１はＰＯ１より小さい。第５状態から第６状態に移行する過程で、
ＰＦ１は増加する。図６Ｆに示される第６状態における圧力の大小関係は、ＰＦ１＝ＰＯ
１である。第６状態から第７状態に移行する過程で、ＰＦ１はさらに増加してＰＯ１より
大きくなる。
【００８７】
　（３－７）第７状態（図６Ｇの連通状態）
　可動スクロール２６が旋回して第６状態から第７状態に移行する過程で、可動側孔２６
ａ２と第１固定側溝２４ａ５との連通が終了し、可動側溝２６ａ３と第２固定側溝２４ａ
６との連通が開始する。第７状態では、第１固定側溝２４ａ５は、第３状態で形成された
最外圧縮室４０ａと連通する。
【００８８】
　第７状態は、第２期間Ｍ２における状態である。第７状態の連通状態は、第２状態と同
じである。
【００８９】
　第７状態における圧力の大小関係は、ＰＯ２＜ＰＦ２＝ＰＯ１で表される。第７状態で
は、ＰＯ２＜ＰＦ２であるので、第２固定側溝２４ａ６の潤滑油が、差圧によって、可動
側溝２６ａ３に移動する。これにより、ＰＯ２がＰＦ２と等しくなり、かつ、ＰＦ２がＰ
Ｏ１よりも低くなる。
【００９０】
　図７に示されるように、第６状態と第７状態との間に、第３状態及び第５状態と同じ連
通状態が短時間存在してもよい。
【００９１】
　（３－８）第１状態（図６Ａの連通状態）
　可動スクロール２６が旋回して第７状態から第１状態に移行する過程で、可動側孔２６
ａ２と第２固定側溝２４ａ６との連通が開始する。第１状態では、第１固定側溝２４ａ５
は、第３状態で形成された最外圧縮室４０ａと連通する。
【００９２】
　（４）特徴
　（４－１）
　スクロール圧縮機１０１では、図６Ａ～６Ｇに示されるように、背圧空間７２は、可動
スクロール２６が固定スクロール２４に対して旋回する間、可動側孔２６ａ２、第２固定
側溝２４ａ６、可動側溝２６ａ３及び第１固定側溝２４ａ５を介して圧縮室４０（最外圧
縮室４０ａ）と連通する。これにより、可動スクロール２６が固定スクロール２４に対し
て旋回する間、背圧空間７２の潤滑油は、差圧によって圧縮室４０（最外圧縮室４０ａ）
に供給される。
【００９３】
　背圧空間７２の潤滑油の温度は、高圧空間７１の潤滑油の温度よりも低い。そのため、
スクロール圧縮機１０１は、背圧空間７２から圧縮室４０に潤滑油を供給することで、高
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圧空間７１から圧縮室４０に潤滑油を供給する場合に比べて、圧縮室４０内のガスの過熱
を抑制することができる。これにより、スクロール圧縮機１０１の体積効率及び断熱効率
の低下が抑制される。
【００９４】
　（４－２）
　スクロール圧縮機１０１では、背圧空間７２の潤滑油は、差圧によって圧縮室４０に供
給されるので、圧縮室４０に潤滑油を供給するための動力源を必要としない。
【００９５】
　（４－３）
　スクロール圧縮機１０１では、第１固定側溝２４ａ５、第２固定側溝２４ａ６、可動側
孔２６ａ２及び可動側溝２６ａ３の位置及び寸法を変更することで、背圧空間７２と圧縮
室４０とが連通する時間及びタイミングを調節することができる。そのため、スクロール
圧縮機１０１では、圧縮室４０に潤滑油を供給するタイミング、及び、圧縮室４０に供給
される潤滑油の量を比較的容易に制御することができる。
【００９６】
　（４－４）
　スクロール圧縮機１０１では、固定スクロール２４は、潤滑油が供給される第３固定側
溝２４ａ７を有する。第３固定側溝２４ａ７に供給された潤滑油の一部は、スラスト摺動
面２４ｄをシールしながら、背圧空間７２及び圧縮室４０に流入する。これにより、固定
スクロール２４の摺動面の焼き付きが抑制される。
【００９７】
　（５）変形例
　スクロール圧縮機１０１では、図６Ａ～６Ｇに示されるように、第１固定側溝２４ａ５
、第２固定側溝２４ａ６、可動側孔２６ａ２及び可動側溝２６ａ３は、可動スクロール２
６が固定スクロール２４に対して１回旋回する間、第１状態から第７状態まで順に繰り返
し移行するような位置に設けられる。
【００９８】
　しかし、スクロール圧縮機１０１では、可動スクロール２６が固定スクロール２４に対
して１回旋回する過程において、第１固定側溝２４ａ５が、少なくとも可動側溝２６ａ３
と連通し、第２固定側溝２４ａ６が、少なくとも可動側孔２６ａ２及び可動側溝２６ａ３
と連通する条件を満たしていればよい。この条件が満たされていれば、第１固定側溝２４
ａ５、第２固定側溝２４ａ６、可動側孔２６ａ２及び可動側溝２６ａ３の形状、寸法、及
び連通状態の変化は限定されない。
【００９９】
　例えば、第１固定側溝２４ａ５、第２固定側溝２４ａ６、可動側孔２６ａ２及び可動側
溝２６ａ３は、可動スクロール２６が固定スクロール２４に対して１回旋回する間、最初
に第１状態から第３状態に移行し、次に第４状態に移行し、次に第３状態に移行し、次に
第１状態に移行するサイクルを繰り返すような位置に設けられてもよい。
―むすび―
　以上、本開示の実施形態を説明したが、特許請求の範囲に記載された本開示の趣旨及び
範囲から逸脱することなく、形態や詳細の多様な変更が可能なことが理解されるであろう
。
【符号の説明】
【０１００】
　２４　　　固定スクロール
　２４ａ　　固定側鏡板
　２４ａ５　第１固定側溝
　２４ａ６　第２固定側溝
　２４ａ７　第３固定側溝
　２６　　　可動スクロール
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　２６ａ　　可動側鏡板
　２６ａ２　可動側孔
　２６ａ３　可動側溝
　４０　　　圧縮室
　７２　　　背圧空間
１０１　　　スクロール圧縮機
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１０１】
【特許文献１】特開２０１４－０７０５９８号公報

【図１】 【図２】



(16) JP 2021-80903 A 2021.5.27

【図３】 【図４】

【図５】 【図６Ａ】
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【図６Ｂ】 【図６Ｃ】

【図６Ｄ】 【図６Ｅ】



(18) JP 2021-80903 A 2021.5.27

【図６Ｆ】 【図６Ｇ】

【図７】
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