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ケーシング o oに回転可能に支持 された回転14 1 0 2 と、回転軸 1 O 2 に偏心 して回転可能に支持
された旋回軸 O 4 によ り旋回スク ロール 1 O を旋回駆動するスクロール流体機械にお て、ひとつの
方法として、旋回軸 1 O 4 の一端に自転防止板 1 O 9 を取 り付 げ、自転防止板 1 O 9 に自転防止 ピン 1
1 O を取 り付げる。該 自転防止 ピン 1 1 O が自転防止軸受 (案内機構 ) 1 1 1 に内接 しなが ら旋回運動
するよ にする。また別の方法として、旋回軸一端 1 0 4 bの外周面がバランス軸受 案内機構 ) 5 1
に内接 しなが ら旋回運動するよ にする。 これらの方法によ り、偏心旋回駆動される旋回スク ロールは
振れ回 りを起 こさな で旋回運動するからスクロール流体機械の高速運転を可能にする。



明 細 苫

スクロール 、流体機械

技術分野

０００1 本発明は高速運伝に適した偏心旋回駆動方式のスクロール流体機械に関する。

背景技術

０００2 スクロール流体機械は、鏡板に渦巻状のラップを立設した固定スクロールと、同様

の旋回スクロールを細み合わせて構成した作動部とを有する。前記旋回スクロールを

駆動装置の軸に固定し、自伝させずに旋回運動させることにょり、吸入管から流入す

る作動流体を圧縮させて吐出管から吐出させると圧縮機又はブロワーとして機能する

。固定スクロールの入口から流入する高圧の作動流体を膨張させて出口から排出さ

せると駆動装置の軸から動力を取り出す膨張機として機能する。

０００3 スクロール流体機械に用いる駆動装置として、旋回軸を有する偏心旋回駆動装置

が提案されている。例えば特許第376 15０3号公報が開示するスクロール流体機械は

、偏心旋回駆動装置とそれにょり駆動される流体機械本体とを有する。上記偏心旋

回駆動装置の旋回軸が流体機械本体の旋回スクロールに貫通して取り付けられて

いる。上記旋回スクロールの両側に上記流体機械本体の固定スクロールに対して旋

回軸を偏心旋回可能に支持する第 及び第2の偏心旋回支持手段を有する。

発 明の開示

発 明が解決しようとする課題

０００4 このスクロール流体機械では、旋回スクロールの両側に旋回軸を支持する旋回軸

受が設けられている。両旋回軸受の外側には偏心旋回駆動装置の回伝軸と軸線が

一致した回伝体を介して回伝軸受が設けられている。そのため、逆伝時に旋回軸に

ょり回伝軸受が駆動されるが、両旋回軸受を同期回伝させる機構が設けられていな

いので、旋回軸の運動方向に回伝軸受及び旋回軸受の回伝抵抗がかかる。それに

ょり旋回軸の円滑な駆動が妨げられ、ラップ同志が接触して騒音が生じたり、ラップ

が摩耗したり焼き付いたりする恐れがある。本発明の目的は旋回軸が円滑に駆動さ

れつつ振れ回りを防止できるょぅにして，ラップ同上が接触せず，騒音やラップの摩



耗や焼き付を防止する構造を提供することにある。

課題を解決するための手段

０００5 本発明は、上記課題を解決するためになされたものである。本発明は、運動方向に

は抵抗が少ない構造にして、ラップ同志が接触して振動騒音が発生したり、ラップが

摩耗したり焼き付いたりしない、信頼性の高いスクロール流体機械を提供することを

最も主要な特徴とする。そのために、回伝数が高くなって旋回スクロールの遠心力が

増大したり、吐出圧力と吸入圧力の差圧が大きくなって旋回軸に作用する半径方向

の荷重が大きくなっても、旋回軸が半径方向に変位するのを防止する手段が設けら

れる。

０００6 本発明においては回伝軸に偏心して回伝可能に支持された旋回軸と、前記旋回

軸の自伝を防止する自伝防止手段と、前記旋回軸の旋回駆動部に嵌合され、両面

に渦巻状のラップを有する旋回スクロール及び前記ケーシングの一端に固定される

一対の固定スクロールを細み合わせて構成した作動部を有する流体機械において

前記旋回軸が前記作動部を貫通し、最外部に位置する固定スクロールに案内機構

を有し、前記旋回軸の一端が前記案内機構に案内されて旋回運動することにより，

旋回軸に作用する半径方向の荷重をキヤンセルさせる荷重を発生させる。これにより

、旋回スクロールが設定された旋回半径以上に変位したり傾くことを防止する。案内

機構とは、最も外側の固定スクロールに取り付けられた自伝防止ガイドまたはバラン

ス軸受のことである。自伝防止ガイドは旋回軸の先端に取り付けられた自伝防止板の

2か所以上に取り付けられた自伝防止ピンを案内する。バランス軸受は旋回軸の先

端を案内する。

発 明の効果

０００7 本発明のスクロール流体機械によれば、前記旋回軸の一端が前記案内機構に案

内されて旋回運動することにより，旋回軸には半径方向の荷重が作用する。案内機

構には、旋回軸の半径方向に作用する荷重をキヤンセルさせる荷重が発生する。こ

れにより、旋回スクロールが設定された旋回半径以上に変位したり傾いたりすることが

防止できる。また、スクロール流体機械が高速回伝で逆伝されて旋回スクロールの遠

心力が大きい場合にも、旋回スクロールのラップと固定スクロールのラップが、互いに



接触して振動騒音を発生させたり、摩耗したり、焼き付いたりしない。したがって、信

頼性の高いスクロール流体機械を提供することができる。

図面の簡単な説明

図 第 実施例を示す軸方向断面図である。

図2 図 のA A断面図である。

図3 第 実施例の変形例を示す部分断面図である。

図4 第 実施例の別の変形例を示す軸方向断面図である。

図5 第2実施例を示す軸方向断面図である。

図6 図5のA A断面図である。

図7 第2実施例の変形例を示す軸方向断面図である。

図8 第3実施例を示す軸方向断面図である。

図9 第4実施例を示す軸方向断面図である。

図1０第5実施例を示す軸方向断面図である。

図11 第6実施例を示す軸方向断面図である。

図12 第7実施例を示す軸方向断面図である。

図13 第7実施例の変形例を示す軸方向断面図である。

図14 図 3における、スクロールラップ細み合わせ状態説明図である。

図15 第8実施例を示す軸方向断面図である。

図16 第8実施例の変形例を示す軸方向断面図である。

図17 第9実施例を示す軸方向断面図である。

図18 第 ０実施例を示す軸方向断面図である。

図19 第 ０実施例の変形例を示す軸方向断面図である。

図2０第9実施例又は第 ０実施例の変形例を示す軸方向断面図である。

図2 1 第 実施例を示す軸方向断面図である。

図22 旋回スクロールと旋回駆動軸の結合部の第 例を示す部分断面図である。

図23 旋回スクロールと旋回駆動軸の結合部の第2例を示す部分断面図である。

図24 旋回スクロールと旋回駆動軸の結合部の第3例を示す部分断面図である。

図25 第 2実施例の自伝防止軸受の部分を示す部分断面図である。



図26 第 2実施例のバランス軸受の部分を示す部分断面図である。

図27 第 3実施例を示す軸方向断面図である。

符号の説 明

1 第 固定スクロール

2 第2固定スクロール

3 第3固定スクロール
39 断熱板

4 第4固定スクロール

5 第5固定スクロール

6 第6固定スクロール

1０ 旋回スクロール

11 第 旋回スクロール

12 第2旋回スクロール

13 第3旋回スクロール

14 第4旋回スクロール
36 通気口

5０ 軸受ブロック

5 バランス軸受 (案内機構)

5 1a 第 バランス軸受 (案内機構)

5 1b 第2バランス軸受 (案内機構)

5 2 バランス軸受内輪

5 2a 第 バランス軸受内輪

5 2b 第2バランス軸受内輪

5 3 円筒部材

6０ 自伝防止板

6 1 自伝防止ピン

62 自伝防止軸受 (自伝防止ガイド)

63 自伝防止軸受内輪



6 4 自伝防止摺動部材 (自伝防止カイト)

7 1 吐出口

84 吸気口

8 5 排気口

100 ケーシンク

101 回伝軸受

102 回伝軸

103 旋回軸受

104 旋回軸

104a 旋回駆動部

104b 旋回軸一端

104c 旋回軸他端

104d 第2旋回駆動部

107 吸入口

108 吐出口

109 自伝防止板

1 10 自伝防止ピン

1 1 1 自伝防止軸受 (案内機構)

1 12 自伝防止軸受内輪

113 吐出カハ一

114 吐出室

115 自伝防止摺動部材 (案内機構)

116 円筒部材

117 カハ一

207a 圧縮機吸入口

207b 膨張機入口

208a 圧縮機吐出口

208b 膨張機出口



3０7 フロワー吸入口

3０8 フロワー吐出口

発明を実施するための最良の形態

００1０ 第 実施例

図 は第 実施例を示す。図2は図 の 断面図てある。ケーシンク ００に鏡板

に禍巻状のラノプを有する第 固定スクロール の反ラノプ面か固若されている。第

固定スクロール に重ねて、鏡板に禍巻状のラノプを有する旋回スクロール ０か設

置され，旋回スクロール ０に重ねて鏡板に禍巻状のラノプを有する第2固定スクロー

ル2か設置され，第 固定スクロール に固若されている。第 固定スクロール ，旋回

スクロール ０およひ第2固定スクロール2は作動部を構成している。第 固定スクロー

ルラノ aと旋回スクロール ０に設けられた旋回スクロールラノ ０aか細み合わせ

られて 組の第 作動室2 を構成している。旋回スクロール ０に設けられた旋回スク

ロールラノ ０bと第2固定スクロールラノ か細み合わせられて 組の第2作動

室22を構成している。

００11 ケーシンク ００には2箇所に回伝軸受 ０ の外輪か設置されている。回伝軸受 ０

の内輪には回伝軸 ０2か嵌合されている。ケーシンク ００にはモータのステータ

０5か固若され、回伝軸 ０2にはモータの口一タ ０6か固若されている。また、回伝軸

０2には全体の遠心カハランスをとるためのハランザー4 7か取り付けられている。回

伝軸 ０2には回伝中心から偏心した位置の両端に軸受ハウシンクか設けられ、核軸

受ハウシンクに旋回軸受 ０3の外輪か設置されている。旋回軸受 ０3の内輪には旋

回軸 ０4か嵌合されている。旋回軸 ０4は第 固定スクロール貫通 口 cを貫通して

いる。旋回スクロール ０の中心には穴か設けられている。核穴は旋回駆動部 ０4a

に相対回伝しない状態て嵌合されている。旋回軸一端 ０4bは第2固定スクロール貫

通 口2cを貫通し、外側まて延長されている。旋回軸一端 ０4bには自伝防止板 ０9

か固若されている。図2に示すとおり、自伝防止板 ０9の内面側3箇所には自伝防止

ピン ０か埋設されている。自伝防止軸受 (案内機構 ) か第2固定スクロール2の

表側に自伝防止ヵイトとして設置されている。自伝防止板 ０9、自伝防止ピン ０お

よひ自伝防止軸受 (案内機構 ) により自伝防止手段か構成されている。自伝防



止ピン ０は自伝防止軸受内輪 2に接する状態て細み合わされている。自伝防

止ピン ０の外径をd 、自伝防止軸受内輪 2の内径を 、本流体機械か庫伝さ

れるときの旋回軸 ０4の旋回半径を 、軸受内部隙間を 6 とすると、d 、 、

6 の間には次の関係かあるよぅに設定する。

三 三 (数式 )

このよぅに の値を設定すると、自伝防止ピン ０は自伝防止軸受内輪 2

にほほ接する状態を保ち、旋回軸 ０4の自伝は、確実に防止される。また、旋回軸

一端 ０4bか強いカて内側へ曲けられることもない。したかって、騒音か発生せす、

機械損失は小さくなる。旋回軸一端 ０4bは、旋回スクロール ０の遠心力か旋回駆

動部 ０4aに作用しても、自伝防止軸受 (案内機構 ) の軸受内部隙間か0になる

とそれ以上は擁まない。それによりスクロールラノプの接触か防止てきる。したかって

スクロール流体機械は、大きな旋回スクロールを有していても従来よりも高速回伝か

可能になる。

００12 第2固定スクロール2の外面には、吐出ヵハ一 3か吐出室 4を密封する状態て

固若されている。吐出ヵハ一 3は自伝防止板 ０9およひ自伝防止軸受 (案内機構

を内包している。吐出ヵハ一 3には吐出口 ０8か設けられている。第2固定

スクロール2の外周部には吸入口 ０7か設けられている。

００13 次に木スクロール流体機械の動作について説明する。ステータ ０5の巻線に通電

されるとロータ ０6か回伝し、回伝軸 ０2か回伝して旋回軸 ０4か後述するよぅに自

伝を防止されて偏心駆動される。旋回軸 ０4の一部てある旋回駆動部 ０4aか旋回

スクロール ０を旋回駆動する。第 固定スクロールラノ aと旋回スクロールラノ

aて構成される第 作動室2 及ひ第2固定スクロールラノ 2aと旋回スクロールラノ

０bて構成される第2作動室22か外周側から内周側へ移動し、容積か減少して内

部の流体か圧縮される。旋回スクロール ０の鏡板中央部には旋回鏡板速通 口 ０c

か設けられている。したかって作動室2 と作動室22は中央部て速通する。その結果

、流体は吸入口 ０7から吸入され、吸入室 3０を経由して圧縮され、作動室22側へ

合流し、第2固定スクロール貫通 口2cを通って吐出室 4へ流入し、吐出口 ０8か

ら外部へ吐出される。



００14 自伝防止ピン ０の外径d と自伝防止軸受内輪 2の内径 および旋回半径

の間には数式 の関係があるから、自伝防止ピン ０は常に自伝防止軸受内輪

2との間にある程度の接触力を保ちながら旋回運動する。自伝防止板 ０9は、自伝

防止ピン ０が 自伝防止板 ０9の2箇所以上にあるから、旋回運動はするが、回伝

することはできない。自伝防止板 ０9が旋回軸一端 ０4bに固着しているから、旋回

軸 ０4は自伝を防止されて旋回運動する。また、旋回スクロール ０は旋回駆動部 ０

4aに相対回転しない状態で嵌合されているから、自転を防止されて旋回運動する。

００15 ところで、旋回スクロール ０は質呈を有しているから、旋回運動すると軸に直角な

方向に遠心力が発生する。全体の遠心力はバランザー4 7によりキヤンセルされる。し

かし、前記遠心力は軸に旋回スクロールを半径方向に変位させよぅとする荷重になる

。この荷重は旋回駆動部 ０4aを擁ませよぅとする荷重になる。旋回駆動部 ０4aは、

旋回軸受 ０3を支点として、合成荷重の方向に擁む。その結果、旋回スクロール ０

も合成荷重の方向へ傾きながら変位することになる。このため、旋回スクロールラップ

０aおよび ０bは第 固定スクロールラッ aおよび第2固定スクロールラッ 2aに

近づく。ラップ同志が近づき過ぎると、洞れを少なく抑えるためにもともと小さく設定し

てあったラップ間の隙間が0になり、摺動を始める。そぅするとラップに摺動損失が発

生する。また、スクロール流体機械には振動騒音が発生する。さらにラップの摩耗が

進行したり、ラップ同志に焼き付が発生したりする。すなわち、スクロール流体機械の

性能と信頼性がともに損なわれることになる。

００16 しかし本発明によれば、自伝防止ピン ０が 自伝防止軸受内輪 2に接している

ため、旋回軸一端 ０4bは自伝防止ピン ０と自伝防止軸受内輪 2で決まる旋回

半径以上に変位することができない。したがって旋回スクロール ０が高速回伝し、遠

心力が増大して旋回駆動部 ０4aを擁ませよぅとする荷重が大きくなっても、旋回駆

動部 1０4aの擁みが防止される。したがってラップ同志は接触しない。したがって本発

明のスクロール流体機械は、大きな旋回スクロールを有していても従来よりも高速な

回伝を実現することができる。

００17 図3ほ第 実施例の変形例を示す部分断面図である。図3に示すように自転防止ガ

イドとして自伝防止軸受 (案内機構 ) の代わりに自伝防止摺動部材 (案内機構 )



5を用いている。自伝防止板 ０9、自伝防止ピン ０およひ自伝防止摺動部材 (案

内機構 ) 5により自伝防止手段か構成されている。自伝防止摺動部材 (案内機構 )

5は樹脂なとの自己潤柑性部材て作られている。自伝防止ピン ０か自伝防止

摺動部材 (案内機構 ) 5の内面に内接しなからヵイトされて旋回運動するから、旋

回軸 ０4およひ旋回スクロール ０の自伝か防止されるとともに、旋回軸一端 ０4bは

自伝防止ピン ０と自伝防止摺動部材 (案内機構 ) 5て決まる旋回半径以上に変

位することかてきない。

００18 こぅすれは自伝防止ピン ０と自伝防止摺動部材 (案内機構 ) 5とか接するから

、旋回スクロールの自伝は確実に防止される。また、旋回スクロール ０の遠心力か旋

回駆動部 ０4aに作用しても、旋回軸一端 ０4bは自伝防止ピン ０と自伝防止摺

動部材 (案内機構 ) 5とか接した後は擁まない。それにより、ラノプ同志の接触は防

止てきる。したかって、本発明によるスクロール流体機械は大きな旋回スクロールを有

していても従来よりも高速て高桔度な旋回運動かてきる。

００19 図4は第 実施例の別の変形例を示す。図4は、第 実施例を真空ボンプとした場

合において、回伝軸後端 ０2aにファン3 を設けて冷却を行ぅ例を示す。軸受盤3 5

には貫通した通気 口36か設けられている。ケーシンク ００の側面にはステータ ０5

よりも第 固定スクロール に近い側に排気 口34か設けられている。旋回軸 ０4には

貫通した旋回軸通気路 32か設けられている。ケーシンク ００の底板 ００aには穴か

開いており、フィルタ3０か取り付けられている。回伝軸 ０2とともにファン3 か回伝す

ると、フィルタ3０を通して外部から空気か取り入れられる。フィルタ3０から人った空気

か、通気 口36を通ってケーシンク ００内のモータ部空間33を通風し、排気 口34か

ら外部へ排出される。この間に、回伝軸受 ０やステータ ０5か冷却され、過剰に温

度上昇するのか防止される。また、フィルタ3０から人った空気は、ファン3 を出て、

旋回軸通気路 32を通って吐出室 4に流入し、第 作動室2 、第2作動室22から

排出される空気とともに吐出口 ０8から外部へ排出される。この間に、旋回軸受 ０

や旋回スクロール ０の中央部か冷却され、過剰に温度上昇するのか防止される。

００2０ 図4にはまた、本発明の第 実施例を真空ボンプとした場合において、作動室側と

ケーシンク側の空間をシールするシール部材を設けた例を示す。リンク状の内面シ



一ル4 2は、第 固定スクロール貫通 口 cを囲むよぅに取り付けられている。シール板

4０は、内面シール4 2に接触するよぅにして旋回軸 ０4に取り付けられている。シー

ルヵバー4 はシール板4０に面するケーシング側に取り付けられている。リング状の

外面シール4 3はシールヵバー4 に取り付けられ、シール板4０と接触している。この

構成により、第 固定スクロール貫通 口 cを挟んで作動室側の空間とケーシング側

の空間は2重にシールされる。したがって、作動室を出た気体がケーシング内に洞れ

込むことを確実に防止される。また、排出される気体は吐出ヵバ一 3により外気と

遮断され、吐出口 ０8に接続した図示しない外部配管を通じて排気される。したがっ
て、有毒性のガスや腐食性の気体が作動室に流入しても、外気に洞れ出ることはな

００2 1 2 第2実施例

図5は第2実施例を示す。図6は図5の 断面図である。第 実施例と同一の部

品は同一の記号と名称を用い、説明を省略する。吐出ヵバ一 3は第2固定スクロ

ール2の鏡板外面に取り付けられている。バランス軸受 (案内機構 ) 5 は吐出ヵバ一

3の内部に取り付けられている。旋回軸一端 ０4bの外周面はバランス軸受内輪5

2に内接しながら旋回運動する。旋回軸一端 ０4bの外径を 2、バランス軸受内輪5

2の内径を 2、木スクロール流体機械が逆伝されるときの旋回軸 ０4の旋回半径を

、軸受内部隙間を 6 とすると、d2 2、 、6 の間には次の関係があるよぅに設

定する。

2 三 2 三 (数式2)

このよぅに の値を設定すると、旋回軸一端 ０4bはバランス軸受内輪52にほ

ぼ接する状態を保つ。また、旋回軸一端 ０4bが強い力で内側へ曲げられることもな

い。したがって、騒音が発生せず、機械損失は小さくなる。旋回軸一端 ０4bは、旋

回スクロール ０の遠心力が旋回駆動部 ０4aに作用しても、バランス軸受 (案内機構

) 5 の軸受内部隙間が0になるとそれ以上は擁まない。それによりスクロールラップの

接触が防止できる。したがってスクロール流体機械は、大きな旋回スクロールを有し

ていても従来よりも高速回伝が可能になる。

００22 自伝防止板 6０は旋回軸他端 ０4cに固若されている。自伝防止ピン6 は自伝防



止板 6０の2箇所以上に埋設されている。自伝防止軸受6 2はケーシンク ００の底板

００aに取り付けられている。自伝防止ピン6 は自伝防止軸受内輪6 3に内接しなか

ら旋回運動する。自伝防止ピン6 の外径を 3、自伝防止軸受内輪6 3の内径を 3

、本流体機械か庫伝されるときの旋回軸 ０4の旋回半径を，、軸受内部隙間を 6 と

すると、d3 3、 ，、6 の間には次の関係かあるよぅに設定する。

2 ， 三 3 三 2 ， (数式3)

このよぅに の値を設定すると、自伝防止ピン6 は自伝防止軸受内輪6 3にほ

ほ接する状態を保つ。したかって、旋回スクロール ０の自伝は確実に防止される。ま

た、旋回軸他端 ０4cか強いカて内側へ曲けられることもない。したかって、騒音か

発生せす、機械損失は小さくなる。

００23 図7は第2実施例の変形例を示す。図7に示すよぅに、旋回軸一端 ０4bは軸方向

に曲面を有する樽型形状をしている。このよぅにすれは旋回軸一端 ０4bはハランス

軸受内輪52と片当たり接触かない。したかって、旋回軸一端 ０4bとハランス軸受内

輪52か接触する面には、かしりや摩耗か発生しにくくなる。したかって、スクロール流

体機械の信頼性は高くなる。また、自伝防止摺動部材64は、自伝防止板 6０に取付

けた自伝防止ピン6 のカイトとして用いられている。自伝防止摺動部材64 は樹脂な

との自己潤柑性部材て作られている。自伝防止摺動部材64は耐摩耗性表面処理し

た企属部材て作られてもよい。

００24 3 第3実施例

図8は第3実施例を示す。カハ一7０は、第2固定スクロール2の中央部外面を密閉

し、作動室側と大気側を遮断している。また、吐出口7 は、ケーシンク ００外周のス

テータ ０5より底側に設けられている。流体は、吸入口 ０7から流入し、第 作動室2

、第2作動室22て圧縮され、第 固定スクロール貫通 口 cからケーシンク ００内に

入り、ケーシンク ００の内部を通過して吐出口7 から外部へ吐出される。この構造

によれは吐出カハ一 3の代わりに簡卓なカハ一7０て済む。したかって、スクロール

流体機械において、加工部品をひとつ減らせ、コストを安くてきる。また、突起かなく

なるのて全長を短くすることかてき、作動流体の移動てケーシンク内を冷却すること

かてきる。



００25 4 第4実施例

図9は第4実施例を示す。図9に示す流体機械は、旋回軸 ０4の両端にスクロール

を有す安ソイン型のスクロール流体機械てある。ケーシンク ００の右側に、第 固定

スクロール の反ラノプ面か固若されている。第 固定スクロール に重ねて、第 旋

回スクロール か設置されている。第 旋回スクロール に重ねて第2固定スクロー

ル2か設置され，第 固定スクロール に固若されている。第 固定スクロール ，第

旋回スクロール およひ第2固定スクロール2は旋回軸一端側作動部を構成してい
る。第 固定スクロールラノプ aと第 旋回スクロールラノ aか細み合わせられて

組の第 作動室2 を構成している。第 旋回スクロールラノプ bと第2固定スクロ

ールラノプ2aか細み合わせられて 組の第2作動室22を構成している。第 旋回鏡

板速通 口 。か第 旋回スクロール の鏡板中央部に設けられている。それにより

第 作動室2 は第 旋回鏡板速通 口 を通して第2作動室22へ合流する。その結

果、流体は第 吸入口 ０7aから吸入され、第 吸入室 3 を経由して圧縮され、作

動室22側へ合流し、第2固定スクロール貫通 口2 を通って第 吐出カハ一 3a内

の第 吐出室 4aへ流入し、第 吐出口 ０8aから外部へ吐出される。

００26 ケーシンク ００の左側に、第3固定スクロール3の反ラノプ面か固若されている。第

3固定スクロール3に重ねて、第2旋回スクロール 2か設置されている。第2旋回スク

ロール 2に重ねて第4固定スクロール4か設置され，第3固定スクロール3に固若さ

れている。第3固定スクロール3，第2旋回スクロール 2およひ第4固定スクロール4

は旋回軸他端側作動部を構成している。第3固定スクロールラノプ3aと第2旋回スク

ロールラノプ 2aか細み合わせられて 組の第3作動室23を構成している。第2旋回

スクロールラノプ 2bと第4固定スクロールラノプ4aか細み合わせられて 組の第4作

動室24を構成している。回伝軸 ０2か回伝して、旋回軸 ０4か自伝を防止されて偏

心駆動される。旋回軸 ０4の一部てある第2旋回駆動部 ０4dは旋回スクロール 2

を旋回駆動する。作動流体は第3作動室23およひ第4作動室24の外周側から内周

側へ移動し、容積か減少して、圧縮される。第2旋回鏡板速通 口 2。か第2旋回スク

ロール 2の鏡板中央部に設けられている。それにより、第3作動室23は第2旋回鏡

板速通 口 2cを通して第4作動室24へ合流する。その結果、第2吸入口 ０7bから吸



入された作動流体は、第2吸入室 32を経由して圧縮され、第4固定スクロール貫通

口4cを通り、第2吐出ヵハ一 3b内の第2吐出室 4bへ流入し、第2吐出口 ０8b

から外部へ吐出される。

００27 ケーシンク ００には2箇所に回伝軸受 ０ の外輪か設置されている。回伝軸受 ０

の内輪には回伝軸 ０2か嵌合されている。回伝軸 ０2には全体の遠心カハランス

をとるためのハランザー4 7か2箇所に取り付けられている。ケーシンク ００にはモー

タのステータ ０5か固若され、回伝軸 ０2にはモータの口一タ ０6か固若されている

。また、回伝軸 ０2には全体の遠心カハランスをとるためのハランザー4 7か取り付け

られている。回伝軸 ０2には回伝中心から偏心した位置の両端に軸受ハウシンクか

設けられ、核軸受ハウシンクに旋回軸受 ０3の外輪か設置されている。旋回軸受 ０

3の内輪には旋回軸 ０4か嵌合されている。旋回軸 ０4は第 固定スクロール貫通

口 cを貫通している。第 旋回スクロール の中心には穴か設けられている。核穴

は旋回駆動部 ０4aに相対回伝しない状態て嵌合されている。旋回軸一端 ０4bは

第2固定スクロール貫通 口2cを貫通し、外側まて延長されている。自伝防止板 ０9

は旋回軸一端 ０4bに固若されている。図2に示すとおり、自伝防止ピン ０は自伝

防止板 ０9の内面側の3箇所に埋設されている。自伝防止軸受 (案内機構 は

第2固定スクロール2の表側に設置されている。自伝防止ピン ０は自伝防止軸受

内輪 2に接する状態て細み合わされている。自伝防止ピン ０の外径をd 、自伝

防止軸受内輪 2の内径を 、本流体機械か庫伝されるときの旋回軸 ０4の旋回

半径を 、軸受内部隙間を 6 とすると、d 、 、6 には数式 の関係かあるよ

ぅに設定する。

００28 旋回軸 ０4は第3固定スクロール貫通 口3cを貫通している。第2旋回スクロール 2

の中心には穴か設けられている。核穴は第2旋回駆動部 ０4dに相対回伝しない状

態て嵌合されている。旋回軸他端 ０4cは第4固定スクロール貫通 口4cを貫通し、外

側まて延長されている。軸受フロノク5０は第4固定スクロール4の鏡板外面に取り付

けられている。ハランス軸受 (案内機構 ) 5 は軸受フロノク5０の内部に取り付けられ

ている。旋回軸他端 ０4cの外周面はハランス軸受内輪52に内接しなから旋回運動

する。旋回軸他端 ０4cの外径をd2、ハランス軸受内輪52の内径を 2、本流体機



械が逆伝されるときの旋回軸 ０4の旋回半径を 、軸受内部隙間を 6 とすると、

2、 、6 には数式2の関係があるように設定する。

００29 本実施例では以上のように 組のスクロール部をケーシング ００の片側に設け、もう

組のスクロール部をケーシング ００の反対側にも設けた。したがって、本実施例で

はケーシング ００の片側にスクロール部を 組設けた流体機械の2 の流呈を出す

ことができる。自伝防止機構が旋回軸 ０4の右側の旋回軸一端 ０4bに設けられて

いる。また自伝防止ピン ０の外径と自伝防止軸受内輪 2の内径との間には数式

の関係がある。したがって、旋回軸 ０4の自伝は確実に防止される。また遠心力に

よる旋回軸一端 ０4bの擁みが防止される。旋回軸他端 ０4cの外周面はバランス軸

受内輪52に内接しながら旋回運動する。また、旋回軸他端 ０4cとバランス軸受内輪

52の間には数式2の関係がある。したがって、遠心力による旋回軸他端 ０4cの擁み

が防止される。

００3０ 5 第5実施例

図 ０は第5実施例を示す。駆動部の構造は第4実施例と同じである。第4実施例と

同一の部品は同一の記号と名称を用い、説明を省略する。本実施例が第4実施例と

典なる点について述べる。旋回軸一端 ０4bは第2固定スクロール貫通 口2cを貫通

し、外側まで延長されている。第 吐出ヵバ一 3aが第2固定スクロール2の鏡板外

面に取り付けられている。第 バランス軸受 (案内機構 ) 5 aが第 吐出ヵバ一 3a

の内部に取り付けられている。旋回軸一端 ０4bの外周面は第 バランス軸受内輪5

2aに内接しながら旋回運動する。旋回軸一端 ０4bの外径をd2、第 バランス軸受

内輪52aの内径を 2、本流体機械が逆伝されるときの旋回軸 ０4の旋回半径を 、

軸受内部隙間を 6 とすると、d2 2、 、6 には数式2の関係となるように設定す

る。

００3 1 第2吐出ヵバ一 3bが第4固定スクロール4の鏡板外面に取り付けられている。第

2バランス軸受 (案内機構 ) 5 bが第2吐出ヵバ一 3bの内部に取り付けられている

。旋回軸他端 ０4cの外周面は第2バランス軸受内輪52bに内接しながら旋回運動

する。旋回軸他端 ０4cの外径をd2、第2バランス軸受内輪52bの内径を 2、本流

体機械が逆伝されるときの旋回軸 ０4の旋回半径を 、軸受内部隙間を 6 とすると



d2 2、 、6 には数式2の関係となるように設定する。

００32 旋回軸受 ０3の右側と第 固定スクロール の鏡板の間に自転防止板6０が相対的

に回伝しないように取り付けられている。自伝防止ピン6 が 自伝防止板の外周部の

3箇所に埋設されている。自伝防止軸受6 2が第 固定スクロール の鏡板に設置さ

れている。自伝防止ピン6 は自伝防止軸受内輪6 3に内接しながら旋回運動する。

自伝防止ピン6 の外径をd3、自伝防止軸受内輪 の内径を 、本流体機械が逆

転されるときの旋回軸 ０4の旋回半径を 、軸受内部隙間を 6 とすると、d3 3

、6 には数式3の関係があるように設定する。

００33 本実施例では以上のようにケーシング ００の片側に 組のスクロール部を設け、ケ

ーシング ００のもう一方の片側にも 組のスクロール部を設けている。したがって本実

施例は、本発明の第4実施例と同様、ケーシング ００の片側にスクロール部を 組設

けた流体機械の の流昆を出すことができる。旋回軸一拙 4bの外周面は第 バ

ランス軸受内輪52aに内接しながら旋回運動する。旋回軸一端 4 と第 バランス

軸受内輪52aの間には数式2の関係がある。したがって、遠心力による旋回軸一端

０4bの擁みが防止される。また、旋回軸他端 ０4cの外周面は第2バランス軸受内輪

52bに内接しながら旋回運動する。旋回軸他端 ０4cと第2バランス軸受内輪52bの

間にも数式2の関係がある。したがって遠心力による旋回軸他端 4cの擁みが防止

される。

００34 6 第6実施例

図 は第6実施例を示す。第2固定スクロール2の中央部外面を第 ヵバー7０aで

蓋をして、作動室側と大気側を遮断している。また、第4固定スクロール4の中央部外

面を第2ヵバー7０bで蓋をして、作動宝側と大気側を遮断している。さらに、吐出口7

がケーシング ００の側面の一部に設けられている。第 作動室2 および第2作動

室22を出た流体は、第 固定スクロール貫通 口 cからケーシング ００内に入る。第3

作動室23および第4作動室24を出た流体は、第3貫通 口3cからケーシング ０内

に入る。ケーシング ００内に入った流体は、ケーシング ００の内部を通過して吐出

口7 から外部へ吐出される。この構造では図 で示すように簡単な第 ヵバー7０a

、第2ヵバー7０bで済むから、図 ０で示すような第 吐出ヵバ一 3a、第2吐出ヵバ



一 3bを使わなくて済む。したかってこの構造ては加工部品を二つ減らすことかて

き、コストを安くてき、突起かなくなるのて全長を短くてきる。また、圧縮された作動流

体てケーシンク内を冷却することかてきる。

００35 7 第7実施例

図 2は第7実施例を示す。図 2は旋回駆動部 ０4aに2組のスクロール部を有す

る流体機械を示す。第 実施例と同一の部品は、同一の記号と名称を用い、説明を

省略する。第 固定スクロール の反ラノプ面かケーシンク ００に固若されている。第

旋回スクロール か第 固定スクロール に重ねて設置されている。第3固定スクロ

ール3か第 旋回スクロール に重ねて設置され、第 固定スクロール に固若され

ている。第2旋回スクロール 2か第3固定スクロール3に重ねて設置されている。第2

固定スクロール2か第2旋回スクロール 2に重ねて設置され、第3固定スクロール3と

ともに第 固定スクロール に固若されている。第 固定スクロール ，第 旋回スクロ

ール ，第3固定スクロール3，第2旋回スクロール 2およひ第2固定スクロール2は

作動部を構成している。 組の第 作動室2 か第 固定スクロールラノプ aと第 旋

回スクロールラノプ aの細み合わせにより構成される。 組の第2作動室22か第

旋回スクロールラノプ bと第3固定スクロールラノプ3aの細み合わせにより構成され

る。 組の第3作動室23か第3固定スクロールラノプ3bと第2旋回スクロールラノプ 2

aの細み合わせにより構成される。 組の第4作動室24か第2旋回スクロールラノプ

2bと第2固定スクロールラノ 2aの細み合わせにより構成される。第3固定スクロール

吸入速通 口3dか第3固定スクロール3に設けられているから、第 吸入室 3 およひ

第2吸入室 32は速通している。第 旋回鏡板速通 口 か第 旋回スクロール

の鏡板中央部に設けられている。それにより第 作動室2 は第 旋回鏡板速通 口

。を通して第2作動室22へ合流する。第2旋回鏡板速通 口 2。か第2旋回スクロール

2の鏡板中央部に設けられている。それにより第3作動室23は第2旋回鏡板速通 口

2 を通して第4作動室24へ合流する。したかって、流体は吸入口 ０7からすへて

の作動室へ吸入され、吐出口 ０8から外部へ吐出される。

００36 旋回軸 ０4は第 固定スクロール貫通 口 cを貫通している。第 旋回スクロール

の中心には穴か設けられている。核穴は旋回駆動部 ０4aに相対回伝しない状態て



嵌合されている。旋回軸 ０4は第3固定スクロール質適 口3cを質適している。第2旋

回スクロール 2の中心にも穴か投けられている。咳穴は旋回駆動部 ０4aに相対回

伝しない状態て嵌合されている。旋回軸一端 ０4bは第2固定スクロール質適 口2c

を質適し、外側まて延長されている。吐出ヵハ一 3か第2固定スクロール2の鏡板

外面に取り付けられている。ハランス軸受 (案内機構 ) 5 か軸受吐出ヵハ一 3の内

部に取り付けられている。旋回軸一端 ０4bの外周面はハランス軸受内輪 に内接

しなから旋回運動する。旋回軸一端 ０4bの外径をd2、ハランス軸受内輪 の内径

を 2、本流体機械か庫伝されるときの旋回軸 ０4の旋回半径を 、軸受内部隙間

を 6 とすると、d2 2、 、6 の間には数式2関係かあるように投定する。第2実施

例と同様の自伝防止機構か旋回軸他端 ０4cに細み込まれている。底板 ００aには

自伝防止軸受6 2か装若されている。自伝防止ピン6 は自伝防止軸受内輪 にほ

ほ接する状態を保つ。したかって、旋回軸 ０4の自伝は確実に防止される。

００3 7 本実施例によれは旋回軸一端 ０4bとハランス軸受内輪 5 2とはほほ接する状態を

保つ。それにより第 旋回スクロール およひ第2旋回スクロール 2の遠心力か旋

回駆動部 ０4aに作用しても旋回軸一端 ０4bはハランス軸受内輪 の軸受内部隙

間か0になるとそれ以上は擁まない。したかって、ラノプ同志の接触は防止される。ま

たスクロール流体機械か大きな旋回スクロールを有していても従来よりも高速に回伝

てきる。またケーンンク ００の片側にスクロール部を 組投けた流体機械の2倍の流

呈を出すことかてきる。

００38 図 3およひ図 4は第7実施例において、吸入、吐出の位相をすらした例を示して

いる。スクロール流体機械は細み付け時のラノプの回伝方向位置を変えることによっ
て、旋回軸の偏心方向に対する吸入、吐出の位相を変えることかてきる。図 4に示

すように、第 固定スクロールラノ aと第 旋回スクロールラノ a、第3固定スク

ロールラノ と第 旋回スクロールラノ b、第3固定スクロールラノ 3bと第2旋

回スクロールラノ 2a、第2固定スクロールラノ 2aと第2旋回スクロールラノ 2b
の細み合わせは、それそれラノプの位相か9０度すつ回伝している。したかって、第

。旋回スクロールラノ a 、第 旋回スクロールラノ b、第2旋回スクロールラノフ

2a、第2旋回スクロールラノ bはすへて同一方向 (図ては紙面右方向) に偏心



しているにもかかわらず、4つの作動室の位相は9０度ずつずれている。

００39 8 第8実施例

図 5は第8実施例を示す。第 実施例と同一の部品は、同一の記号と名称を用い
、説明を省略する。第 固定スクロール の反ラップ面がケーシング ００の右側に固

若されている。第 旋回スクロール が第 固定スクロール に重ねて設置されてい
る。第3固定スクロール3が第 旋回スクロール に重ねて設置され、第 固定スクロ

ール に固若されている。第2旋回スクロール 2が第3固定スクロール3に重ねて設

置されている。第2固定スクロール2が第2旋回スクロール 2に重ねて設置され、第3

固定スクロール3とともに第 固定スクロール に固若されている。第 固定スクロール

，第 旋回スクロール ，第3固定スクロール3，第2旋回スクロール 2および第2

固定スクロール2は旋回軸一端側作動部を構成している。 組の第 作動室2 が第

固定スクロールラッ と第 旋回スクロールラッ aの細み合わせにより構成され

る。 組の第2作動室22が第 旋回スクロールラッ bと第3固定スクロールラッ 3

aの細み合わせにより構成される。第 旋回鏡板速通 口 。が第 旋回スクロール

の鏡板中央部に設けられている。第 作動室2 は第 旋回鏡板速通 口 を通して

第2作動室22へ合流する。 組の第3作動室23が第3固定スクロールラッ と第2

旋回スクロールラッ aの細み合わせにより構成される。 組の第4作動室24が第

2旋回スクロールラッ 2bと第2固定スクロールラッ の細み合わせにより構成さ

れる。第2旋回鏡板速通 口 2。が第2旋回スクロール 2の鏡板中央部に設けられて

いる。第3作動室23は第2旋回鏡板速通 口 2 を通して第4作動室24へ合流する。

第3固定スクロール吸入速通 口3dが第3固定スクロール3に設けられているから、第

吸入室 3 および第2吸入室 32は速通している。また、第3固定スクロール貫通 口

3。が第3固定スクロール3の中央部に設けられているので、第 吸入口 ０7aから吸

入された流体は作動室2 22 23 24で圧縮されて、第 吐出カバー 3a内の吐

出室 4に集合し、第 吐出口 ０8aから外部へ吐出される。

００4０ 第4固定スクロール4の反ラップ面がケーシング ００の左側に固若されている。第3

旋回スクロール 3が第4固定スクロール4に重ねて設置されている。第6固定スクロ

ール6が第3旋回スクロール 3に重ねて設置され、第4固定スクロール4に固若され



ている。第4旋回スクロール 4か第6固定スクロール6に重ねて設置されている。第5

固定スクロール5か第4旋回スクロール 4に重ねて設置され、第6固定スクロール6と

ともに第4固定スクロール4に固若されている。第4固定スクロール4，第3旋回スクロ

ール 3，第6固定スクロール6，第4旋回スクロール 4およひ第5固定スクロール5は

旋回軸他端側作動部を構成している。 組の第5作動室25か第4固定スクロールラノ

4aと第3旋回スクロールラノプ 3aの細み合わせにより構成される。 組の第6作動

室26か第3旋回スクロールラノプ 3bと第6固定スクロールラノプ6 aの細み合わせに

より構成される。第3旋回鏡板速通 口 3cか第3旋回スクロール 3の鏡板中央部に

設けられている。第5作動室25は第3旋回鏡板速通 口 3cを通して第6作動室26へ

合流する。 組の第7作動室27か第6固定スクロールラ 6bと第4旋回スクロールラ

ノプ 4aの細み合わせにより構成される。 組の第8作動室2 か第4旋回スクロール

ラノ 4bと第5固定スクロールラノ 5aの細み合わせにより構成される。第4旋回鏡

板速通 口 4。か第4旋回スクロール 4の鏡板中央部に設けられている。それにより、

第7作動室2 7は第4旋回鏡板速通 口 4cを通して第8作動室28へ合流する。第6固

定スクロール吸入速通 口6dか第6固定スクロール6に設けられているから、第3吸入

室 3 3およひ第4吸入室 34は速通している。また、第6固定スクロール貫通 口6cか

第6固定スクロール6の中央部に設けられているのて、第2吸入口 ０7bから吸入され

た流体は作動室25 26 27 28て圧縮されて、第2吐出カハ一 3bに設けられた

第2吐出口 ０8bから外部へ吐出される。

駆動部の構造は第 実施例と同してある。旋回軸 ０4は第 固定スクロール貫通 口

cを貫通している。第 旋回スクロール およひ第2旋回スクロール 2の中心には

穴か設けられている。核穴は旋回駆動部 ０4aに相対回伝しない状態て嵌合されて

いる。旋回軸一端 ０4bは第2固定スクロール貫通 口2。を貫通し、外側まて延長され

ている。自伝防止板 ０9か旋回軸一端 ０4bに固若されている。図2に示すとおり、

自伝防止ピン ０か自伝防止板 ０9の内面側の3箇所に埋設されている。自伝防止

軸受 (案内機構 ) か自伝防止カイトとして第2固定スクロール2の表側に設置され

ている。自伝防止板 ０9、自伝防止ピン ０およひ自伝防止軸受 (案内機構 )

により自伝防止手段か構成されている。自伝防止ピン ０は自伝防止軸受内輪 2



に接する状態て細み合わされている。自伝防止ピン ０の外径をd 、自伝防止軸受

内輪 2の内径を 、本流体機械か庫伝されるときの旋回軸 ０4の旋回半径を

、軸受内部隙間を 6 とすると、d 、 、6 には数式 の関係かあるよぅに設定

する。

００42 旋回軸 ０4は第4固定スクロール貫通 口4cを貫通している。第3旋回スクロール 3

およひ第4旋回スクロール 4の中心には穴か設けられている。核穴は第2旋回駆動

き ０4dに相対回転しない状態て嵌合されている。旋回軸他端 ０4cは第5固定スク

ロール貫通 口5cを貫通し、外側まて延長されている。第2吐出ヵハ一 3bか第5固

定スクロール5の鏡板外面に取り付けられている。ハランス軸受 (案内機構 ) 5 か第2

吐出ヵハ一 3bの内部に取り付けられている。旋回軸他端 ０4cの外周面はハラン

ス軸受内輪52に内接しなから旋回運動する。旋回軸他端 ０4cの外径をd2、ハラン

ス軸受内輪52の内径を 2、本流体機械か庫伝されるときの旋回軸 ０4の旋回半径

を 、軸受内部隙間を 6 とすると、d2 2、 、6 には数式2の関係かあるよぅに設

定する。

００43 本実施例ては以上のよぅに構成したから、ケーシンク ００の片側にスクロール部を

組設けた流体機械の4倍の流呈を出すことかてきる。旋回軸 ０4の右側の旋回軸

一端 ０4bに設けられている自伝防止手段により、旋回軸 ０4の自伝は確実に防止

される。また遠心力による旋回軸一端 ０4bの擁みか防止される。旋回軸他端 ０4c

の外周面はハランス軸受内輪5 2に内接しなから旋回運動する。旋回軸他端 ０4cと

ハランス軸受内輪52の間には数式2の関係かある。したかって遠心力による旋回軸

他端 ０4cの擁みか防止される。

００44 図 6は第8実施例の変形例を示す。駆動部の構造は第8実施例と同してある。本

実施例において、第8実施例と同一の部品は同一の記号と名称を用い、説明を省略

する。本実施例か第8実施例と典なる点について述へる。旋回軸一端 ０4bは第2固

定スクロール貫通 口2cを貫通し、外側まて延長されている。第 吐出ヵハ一 3aか

第2固定スクロール2の鏡板外面に取り付けられている。第 ハランス軸受 (案内機構

) 5 aか第 吐出ヵハ一 3aの内部に取り付けられている。旋回軸一端 ０4bの外

周面はハランス軸受内輪52aに内接しなから旋回運動する。旋回軸一端 ０4bの外



径をd2、バランス軸受内輪52aの内径を 2、本流体機械が逆伝されるときの旋回軸

０4の旋回半径を，、軸受内部隙間を 6 とすると、d2 2、 ，、6 は数式2の関係

となるよぅに設定する。したがって遠心力による旋回軸一端 ０4bの擁みが防止され

る。旋回軸他端 ０4。は第5固定スクロール貫通 口5。を貫通し、外側まで延長されて

いる。第2吐出ヵバ一 3bが第2固定スクロール2の鏡板外面に取り付けられている

。第2バランス軸受 (案内機構 ) 5 bが第2吐出ヵバ一 3bの内部に取り付けられて

いる。旋回軸他端 ０4cの外周面は第2バランス軸受内輪52bに内接しながら旋回運

動する。旋回軸他端 ０4cと第2バランス軸受内輪52bの間にも数式2の関係がある。

したがって旋回軸他端 ０4cの遠心力による擁みが防止される。

００45 旋回軸受 ０3の右側と第 固定スクロール の鏡板の間に自伝防止板 6０が相対的

に回伝しないよぅに取り付けられている。自伝防止ピン6 が 自伝防止板 6０の外周部

の3箇所に埋設されている。自伝防止軸受6 2が第 固定スクロール の鏡板に設置

されている。自伝防止板 6０、自伝防止ピン6 および自伝防止軸受6 2により自伝防

止手段が構成されている。自伝防止ピン6 は自伝防止軸受内輪6 3に内接しながら

旋回運動する。自伝防止ピン6 の外径をd3、自伝防止軸受内輪6 3の内径を 3

本流体機械が逆伝されるときの旋回軸 ０4の旋回半径を，、軸受内部隙間を 6 とす

ると、d3 3、 ，、6 には数式3の関係があるよぅに設定する。

００46 本実施例では以上のよぅに構成したから、本発明の第8実施例と同様、ケーシング

００の片側にスクロール部を 組設けた流体機械の4倍の流呈を出すことができる。

００47 9 第9実施例

図 7は第9実施例を示す。第7実施例と同一の部品は、同一の記号と名称を用い
、説明を省略する。第3固定スクロール3は2分割されている。第3固定スクロール第

鏡板 3。と、第3固定スクロール第2鏡板 3fとが背中合わせに密着して一体化されてい
る。第3固定スクロール第 鏡板 3eと第3固定スクロール第2鏡板 3fの中央部には空

間が設けられている。この空間には旋回駆動部 ０4aに固着したシール板44が摺動

可能に挟まれている。第3固定スクロール第 鏡板 3。に装若されている第 シール4 5

と、第3固定スクロール第2鏡板3fに装若されている第2シール4 6は、シール板44の

両面をシールしている。このシールにより第3固定スクロール貫通 口3cは中間で遮断



されている。

００48 第 固定スクロールラッ 、第 旋回スクロールラッ a b、および第3固定

スクロールラッ 3aの細み合わせによる第 作動室2 と第2作動室22は圧縮機を構

成している。また、第3固定スクロールラッ 3b、第2旋回スクロールラッ 2a 2b

、および第2固定スクロールラッ 2aの細み合わせによる第3作動室23と第4作動室

24は膨張機を構成している。

００49 第2固定スクロール2に設けられた吐出ヵバ一 3には膨張機入口2０7bが設けて

あり、作動流体が流入する。作動流体は第2固定スクロール貫通 口2cから第4作動

室24の中央に入り、第2旋回鏡板速通 口 2cから第3作動室23へも入り、外周へ向

かって移動しながら膨張する。このとき作動流体は第2旋回スクロール 2に旋回力を

与える。膨張機出口2０8bが第2固定スクロール2の外周部に設けられている。膨張

し終わった作動流体は膨張機出口2０8bから排出される。圧縮機吸入口2０7aが第

固定スクロール の外周部に設けられている。冷却器 (給湯器) 2 の入口が膨張機

出口2０8bに接続され、出口が圧縮機吸入口2０7aに接続されている。冷却器 2 で

冷却されて低温になった作動流体は圧縮機吸入口2０7aから第 作動室2 と第2作

動室22へ入り、内周へ向かって移動しながら圧縮される。圧縮し終わった作動流体

は第 旋回鏡板速通 口 により合流し、第 固定スクロール貫通 口 cからケーシン

グ ００内に入り、圧縮機吐出口2０8aから外部へ吐出される。加熱器 (集熱器) 2０

の入口が圧縮機吐出口2０8aに接続され、出口が膨張機入口2０7bに接続されてい

る。圧縮機吐出口2０8aを出た作動流体は加熱器 2０で加熱されて高温になり、膨

張機入口2０7bから膨張機に流入する。この行程において、膨張機の仕事呈は圧縮

機の動力よりも大きくなり、膨張機は圧縮機を駆動する。膨張機はさらに旋回駆動部

０4aを駆動し、旋回軸 ０4を偏心駆動する。旋回軸 ０4は回伝軸 ０2を回伝させる

。回伝軸 ０2は装若された口一タ ０5を回伝させてステータ ０6の巻き線に起電力

を発生させる。この結果、巻き線からは電力を取り出すことができる。すなわち本流体

機械は発電機になる。

００5０ 一般的には膨張機で圧縮機を駆動する場合、回伝力として動力の伝達を行ぅので

それぞれの駆動軸を支える軸受に損失が発生する。しかし本実施例の場合、膨張機



と圧縮機は同一の旋回駆動部 ０4aに装若されているのて、動力は荷重として伝達

され、膨張機と圧縮器の間には損失か全く発生しない。なお、作動流体は空気や空

素又はへリウムなとの常温ては被化しない安定な気体か好ま 、。

００5 1 ０ 第 ０実施例

図 8は第 ０実施例を示す。本実施例ては第9実施例と同様のスクロール流体機

械において、4組の作動室のぅち2組を膨張機として使用し、他の2組をフロヮ一とし

て使用し、燃科電池のシステムに応用した例を示している。

００5 2 フロヮ一吸入口3０7か第 固定スクロール の外周部に設けられている。空気はフ

ロヮ一吸入口3０7から第 作動室2 と第2作動室22へ入り、内周へ向かって移動し

なから圧縮される。圧縮し終わった空気は第 固定スクロール貫通 口 。からケーシン

ク ００内に入り、フロヮ一吐出口3０8から外部へ吐出される。膨張機入口2０7bか第

2固定スクロール2の中央に設けられている。燃科電池 22の入口かフロヮ一吐出口

3０8に接続され、出口か膨張機入口2０7bに接続されている。燃科電池 22を出た

排気空気はまたある程度高圧を保っており、第2固定スクロール貫通 口2cから第3作

動室23と第4作動室24の中央に入り、外周へ向かって移動しなから膨張する。この

とき空気は第2旋回スクロール 2に旋回力を与える。膨張機出口2０8bか第2固定ス

クロール2の外周部に設けられている。膨張し終わった空気は、膨張機出口2０8bか

ら排出される。この行程において、膨張機の仕事呈はフロヮ一の第 旋回スクロール

を駆動する動力を補ぅことになり、全体の燃科電池システムとしてェネルキか回生

される。

００5 3 図 9は第 ０実施例の変形例を示す。図 9は、図 5と同し構造のスクロール流体

機械を8組の作動室のぅち4組の作動室を膨張機として使用し、他の4組の作動室を

フロヮ一として使用して燃科電池のシステムに応用した例を示している。

００54 フロヮ一吸入口3０7か第5固定スクロール5の外周部に設けられている。空気はフ

ロヮ一吸入口3０7から第5作動室25、第6作動室26、第7作動室27、第8作動室28

へ入り、内周へ向かって移動しなから圧縮される。圧縮し終わった空気は第5固定ス

クロール貫通 口5cを通り第2吐出ヵハ一 3bに設けられたフロヮ一吐出口3０8から

外部へ吐出される。膨張機入口2０7bか第2固定スクロール2に設置された第 吐出



ヵハ一 3aの中央に設けられている。燃科電池 22の入口かフロヮ一吐出口3０8

に接続され、出口は膨張機入口2０7bに接続されている。燃科電池 22を出た排気

空気はまたある程度高圧を保っており、第2固定スクロール貫通 口2cから第4作動室

24、第3作動室23、第2作動室22、第 作動室2 の中央に入り、外周へ向かって移

動しなから膨張する。このとき空気は第 旋回スクロール と第2旋回スクロール 2

に旋回力を与える。膨張機出口2０8bか第2固定スクロール2の外周部に設けられて

いる。膨張し終わった空気は膨張機出口2０8bから排出される。この行程において、

膨張機の仕事呈はフロヮ一の第3旋回スクロール 3と第4旋回スクロール 4を駆動

する動力を補ぅことになり、燃科電池全体のシステムとしてェネルキか回生される。

００5 5 図2０は第9または第 ０実施例の変形例を示す。断熱板 3 か第3固定スクロール

第 鏡板 3eと第3固定スクロール第2鏡板 3fとの間に挟み込まれている。膨張機はな

るへく高温の流体を供給した方か発生動力か増加する。一方、圧縮機はなるへく低

温の流体を吸入した方か梢費動力か低下する。そこて加熱器 2０て加熱したなるへ
く高温の流体を膨張機入口2０7bと第2固定スクロール貫通 口2cを通して作動室

24に流入させる。一方、冷却器 2 て十分冷却した低温の流体を圧縮機吸入口2

０7aを通して作動室2 22へ流入させる。

００56 この場合、圧縮機の第 固定スクロール 、第 旋回スクロール 、第3固定スクロ

ールラノプ3aおよひ第3固定スクロール第 鏡板 3eは比較的低温になる。また、膨張

機の第2固定スクロール2、第2旋回スクロール 2、第3固定スクロールラノプ3bおよ

ひ第3固定スクロール第2鏡板 3fは比較的高温になる。しかし圧縮機の第3固定スク

ロールラノプ3aと膨張機の第3固定スクロールラノプ3bの間て熱伝導による熱移動

呈か多いと、第3固定スクロールラノプ3aは低温か保てす圧縮機の梢費動力か増加

し、第3固定スクロールラ 3bは高温か保てす膨張機の発生動力か低下する。す

なわち膨張機と圧縮機の動力差として取り出せる発電呈か低下する。

００5 7 そこて本実施例ては圧縮機の第3固定スクロール第 鏡板 3eと膨張機の第3固定

スクロール第2鏡板 3fの間に断熱板 3 を挟みこみ、この間の熱伝導による熱移動呈

を少なくしている。このよぅにすれは膨張機と圧縮機の動力差として取り出せる発電

呈か低下せすに済む。



００58 第 実施例

図2 は第 実施例を示す。第2実施例と同一の部品は、同一の記号と名称を用

い、説明を省略する。吐出カバー 3が第2固定スクロール2の鏡板外面に取り付け

られている。バランス軸受 (案内機構 ) 5 が吐出カバー 3の内部に取り付けられて

いる。回伝円筒 8０がバランス軸受内輪52に一体的に取り付けられている。ファン軸8

が回伝円筒 8０に一体に取り付けられている。ファン8 2がファン軸8 に取り付けられ

ている。旋回軸端 ０4bの外周面は回伝円筒 8０の内面に内接しながら旋回運動す

る。したがって、回伝円筒 8０はバランス軸受内輪52とともに回伝し、ファン軸8 も回

伝してファン8 2が回伝する。回伝円筒 8０は吐出カバー 3に取り付けられたシール
リング8 3で内外をシールされている。したがって圧縮機であれば、流体は、吸入口

０7から吸入され、第 作動室2 、第2作動室22で圧縮され、第 固定スクロール貫

通 口 cを通ってケーシング ００内に流入し、吐出口 ０8から外部へ吐出される。ファ

ン が回伝すると、外気は吸気 口84から取り込まれ、第2固定スクロール2の外面に

吹き付けられ、第2固定スクロール2を冷却した後、排気 口8 5から排出される。この構

成によれば、ファン は、例えば電動機のよぅな特別な駆動装置なしで旋回軸 ０4

の旋回運動により回伝し、第2固定スクロール2の冷却を行ぅことができる。したがって

スクロール流体機械の部品点数が少なくなり、コストが低減できる。

００59 図22乃至図24は、すべての実施例における、旋回スクロールを旋回駆動部 ０4a

または第2旋回駆動部 ０4 に取り付ける方法について示す。旋回駆動部 ０4aおよ

び第2旋回駆動部 ０4dの断面は非円形をしている。旋回駆動部 ０4aおよび第2旋

回駆動部 ０4dと嵌めあぅ旋回スクロール ０および第 乃至第4の旋回スクロール

2 3 4の中心に空いた穴も同様の非円形をしている。旋回駆動部の断面およ

び旋回スクロールの穴は、図22の例では三角形曲面の形状を、図23の例では一部

に平面カットを有する円形の形状を、図24の例では四角形の形状をしている。嵌め

合いをこのよぅな形状にしたので、旋回駆動部 ０4a、第2旋回駆動部 ０4dと旋回ス

クロールは相対的に回伝しない。したがって旋回軸 ０4の自伝が防止されれば旋回

スクロール ０ 2 3 4の自伝も防止される。

００6０ また、旋回駆動部 ０4aまたは第2旋回駆動部 ０4dと旋回スクロールの穴の嵌め



あいは隙間嵌めてある。したかって、旋回スクロール ０ 2 3 4は旋回駆

動部 ０4a、第2旋回駆動部 ０4 上を軸方向に移動することかてきる。したかって、

旋回軸 ０4か熱膨張により寸怯変化しても旋回スクロール ０ 2 3 4は軸
。方向に荷重を受けることかない。旋回スクロール ０ 2 3 4は互いのラノフ

先端と鏡板面の間にわすかな隙間を有して固定スクロールに扶持されることにより位

置決めされる。したかってラノプ先端に無理な力か発生することかなく、ラノプ先端の

摩擦による損失や摩耗およひかしりなとか防止てきる。

００6 1 2 第 2実施例

図25およひ図26は第 2実施例を示す。図25ては自己潤柑性の円筒部材 6か

自伝防止軸受内輪 2に装若されている。自伝防止ピン ０は円筒部材 6に内

接しなから旋回運動する。この場合、自伝防止ピン ０の外径をd 、円筒部材 6

の内径を 、本流体機械か庫伝されるときの旋回軸 ０4の旋回半径を 、軸受内

部隙間を 6 とすると、d 、 、6 には数式 の関係かあるように投定する。

００62 図26ては自己潤柑性の円筒部材 53かハランス軸受内輪52に装若されている。旋

回軸端 ０4bまたは旋回軸他端 ０4cは円筒部材 53に内接しなから旋回運動する。

この場合、旋回軸一端 ０4bまたは旋回軸他端 ０4cの外径をd2、円筒部材 53の内

径を 2、本流体機械か庫伝されるときの旋回軸 ０4の旋回半径を 、軸受内部隙

間を 6 とすると、d2 2、 、6 には数式2の関係かあるように投定する。

００63 円筒部材 6または53の材質は一般にトライヘアリンクまたは無潤柑軸受と称さ

れる材質か適当てある。材質の例としては、四フノ化エチレンなとのように自己潤柑

性かあり摺動性に優れる素材を王成分とする樹脂、この樹脂をコーティンクした企属

、仙を含侵した樹脂または焼結企属、二硫化モリフテンを含侵したあるいはコーティ

ンクした樹脂または企属なとか挙けられる。

００64 このような構成にすることにより、円筒部材 6と自伝防止ピン ０の接触面の潤柑

かよくなり、自伝防止ピン ０の摩耗か低減てきる。または、円筒部材 53と旋回軸他

端 ０4cの接触面の潤柑かよくなり、旋回軸他端 ０4cの摩耗か低減てきる。

００65 3 第 3実施例

図27は第 3実施例を示す。ン一ルリンク4 8か旋回スクロール中央部 dの両面



に装若されている。シールリンク4 8は旋回スクロール ０か偏心運動した場合にも第

固定スクロール貫通 口 cおよひ第2固定スクロール貫通 口2cにはみ出さない径に

してある。シールリンク4 8は第 固定スクロール およひ第2固定スクロール2の歯底

面と摺動して、作動室2 およひ22と外部とをシールしている。吐出口 ０8は第2固

定スクロール2の鏡板部に設けられていて、中央部作動室に速通する。また旋回鏡

板速通 口 ０cか旋回スクロール ０の鏡板中央部に設けられている。したかって、吸

入口 ０7から吸入され、作動室2 およひ22て圧縮された流体は第 固定スクロール

貫通 口 cおよひ第2固定スクロール貫通 口2cから外部へ出ることなく、吐出口 ０8

から外部へ吐出される。ヵハ一 7か固定スクロール2に取り付けられているか、核ヵ

ハ一内には流体は流れ込まない。第 3実施例によれは、自伝防止軸受 (案内機構 )

は流体経路中にない。したかって、自伝防止軸受 (案内機構 ) は高温になら

ないとともに、腐食性の流体を取り扱ぅ場合にも腐食されない。

産業上の禾 用可能，吐

旋回駆動機構において、従来構造ては高速回伝のとき遠心力により旋回駆動軸の
。先端か変位して、旋回スクロールラノプか固定スクロールラノプに強く接触し、ラノフ

に摩耗やかしりか発生したり騒音か発生したりする。本発明によりこの探題か解決さ

れるから、スクロール流体機械を高速回伝仕様にして小型化てきる。したかって、本

発明は小型化か望まれる真空ボンプ、燃科電他用のフロワー、伶媒用圧縮機、家庭

用およひパノケーシ型の空調機、産業用空気圧縮機なとに利用される可能性か大き



請求の範囲

ケーシングにステータが固定され、前記ケーシングに回伝可能に支持された回伝軸

と、前記回伝軸に固定された口一タと、前記回伝軸に偏心して回伝可能に支持され

た旋回軸と、前記旋回軸の自伝を防止する自伝防止手段と、前記旋回軸の旋回駆

動部に嵌合され、両面に渦巻状のラップを有する旋回スクロール及び前記ケーシン

グの一端に固定される一対の固定スクロールを細み合わせて構成した作動部を有す

る流体機械において、前記旋回軸が前記作動部を貫通し、最外部に位置する固定

スクロールに案内機構を有し、前記旋回軸の一端が前記案内機構に案内されて旋

回運動することを特徴とするスクロール流体機械。

2 請求項 において、前記案内機構は最外部に位置する固定スクロールに固定された

自伝防止ガイドであり，前記旋回軸の一端に取り付けられた自伝防止板と、該 自伝

防止板の少なくとも2箇所以上に取り付けられた自伝防止ピンと、前記 自伝防止ガイ

ドにより自伝防止手段が構成され，前記 自伝防止ピンが前記 自伝防止ガイドに内接

しながら旋回運動することを特徴とするスクロール流体機械。

3 請求項2において、前記 自伝防止ガイドは自伝防止軸受であり、前記 自伝防止ピン

が 自伝防止軸受内輪に内接しながら旋回運動することを特徴とするスクロール流体

機械。

4 請求項2において、前記 自伝防止ガイドは円形穴を有する自伝防止摺動部材であり

、前記 自伝防止ピンが 自転防止摺動部材に内接しながら旋回運動することを特徴と

するスクロール流体機械。

5 請求項2において、前記 自伝防止ガイドは前記旋回軸の一端に発生する半径方向

の荷重に等しい反力を発生し、前記旋回軸が半径方向に変位することを防止するこ

とを特徴とするスクロール流体機械。

6 請求項2において、回伝軸後端に送風ファンを設け、外気を前記ケーシング内に導

入し、通過させて排気することを特徴とするスクロール流体機械。

7 請求項2において、回伝軸後端に送風ファンを設けるとともに前記旋回軸に貫通した

通気路を設け、該通気路内を通風することを特徴とするスクロール流体機械。

8 請求項 において、前記案内機構はバランス軸受であり、前記旋回軸の先端外周面



が最外部に位置する固定スクロールの中央部に設けられた前記バランス軸受の内輪

に内接しながら旋回運動することを特徴とするスクロール流体機械。

9 請求項8において、前記バランス軸受は前記旋回軸の一端に発生する半径方向の

荷重に等しい反力を発生することにより、前記旋回軸が半径方向に変位することを防

止することを特徴とするスクロール流体機械。

０ 請求項8において、前記 自伝防止手段は前記旋回軸の他端に取り付けられた自伝

防止板と、該 自伝防止板の少なくとも2箇所以上に取り付けられた自伝防止ピンと、

ケーシングに固定された自伝防止軸受により構成され、前記 自伝防止ピンが 自伝防

止軸受内輪に内接しながら旋回運動することを特徴とするスクロール流体機械。

請求項8において、前記 自伝防止手段は前記旋回軸の他端に取り付けられた自伝

防止板と、該 自伝防止板の少なくとも2箇所以上に取り付けられた自伝防止ピンと、

ケーシングに固定された円形穴を有する自伝防止摺動部材により構成され、前記 自

伝防止ピンが 自伝防止摺動部材に内接しながら旋回運動することを特徴とするスクロ

ール流体機械。

2 請求項8において、前記旋回軸の一端であって、前記バランス軸受内輪と接触する

部分は軸方向に曲面になっていることを特徴とするスクロール流体機械。

3 請求項8において、最外部に位置する固定スクロールの中央部に作動室側と外気側

とを遮断するヵバ一を設け、ケーシングの一部に吐出口を設けることを特徴とするス

クロール流体機械。

4 ケーシングにステータが固定され、前記ケーシングに回伝可能に支持された回伝軸

と、前記回伝軸に固定された口一タと、前記回伝軸に偏心して回伝可能に支持され

た旋回軸と、前記旋回軸の自伝を防止する自伝防止手段と、前記旋回軸の旋回駆

動部に嵌合された両面に渦巻状のラップを有する旋回スクロール及び前記ケーシン

グの一端に固定された渦巻状のラップを有する固定スクロールを細み合わせて構成

した一対または複数対の作動部と、前記旋回軸の第2旋回駆動部に嵌合され、両面

に渦巻状のラップを有する旋回スクロール及び前記ケーシングの他端に固定された

渦巻状のラップを有する固定スクロールを細み合わせて構成した一対または複数対

の作動部とを有する流体機械であって、前記旋回軸の一端は一端側の作動部を質



通しており、一端側の最外部に位置する固定スクロールに案内機構を有し、前記旋

回軸の一端外周面が前記一端側の案内機構に案内されて旋回運動し、前記旋回軸

の他端は他端側の作動部を貫通しており、他端側の最外部に位置する固定スクロー

ルに案内機構を有し、前記旋回軸の他端外周面が前記他端側の案内機構に案内さ

れて旋回運動することを特徴とするスクロール流体機械。

5 請求項 4 において、前記案内機構はバランス軸受または自伝防止手段であり、前記

旋回軸の一方の最外部に位置する固定スクロールの中央部に前記バランス軸受が

設けられ、前記旋回軸の先端外周面が前記バランス軸受内輪に内接しながら旋回

運動し、前記 自伝防止手段は、前記旋回軸の他端に取り付けられた自伝防止板と、

該 自伝防止板の少なくとも2箇所以上に取り付けられた自伝防止ピンと、前記旋回軸

の他方に位置する最外部に位置する固定スクロールに固定された自伝防止ガイドに

より構成され、前記 自伝防止ピンが前記 自伝防止ガイドに内接しながら旋回運動す

ることを特徴とするスクロール流体機械。

6 請求項 5において、前記 自伝防止ガイドは自伝防止軸受であり、前記 自伝防止ピン

が自伝防止軸受内輪に内接しながら旋回運動することを特徴とするスクロール流体

機械。

7 請求項 5において、前記 自伝防止ガイドは円形穴を有する自伝防止摺動部材であ

り、自伝防止ピンが前記 自伝防止摺動部材に内接しながら旋回運動することを特徴

とするスクロール流体機械。

8 請求項 5において、前記バランス軸受は前記旋回軸の一端に発生する半径方向の

荷重に等しい反力を発生し、前記旋回軸が半径方向に変位することを防止すること

を特徴とするスクロール流体機械。

9 請求項 5において、前記 自伝防止ガイドは前記旋回軸の他端に発生する半径方向

の荷重に等しい反力を発生し、前記旋回軸が半径方向に変位することを防止するこ

とを特徴とするスクロール流体機械。

2０ 請求項 4 において、前記案内機構はバランス軸受であり、前記旋回軸の両端外周

面が両側の最外部に位置する固定スクロールの中央部に設けられた前記バランス軸

受内輪に内接しながら旋回運動することを特徴とするスクロール流体機械。



2 請求項2０において、前記 自伝防止手段は、ケーシングの一端または他端に固定さ

れる最も内側の固定スクロールに固定された自伝防止ガイドと、該 自伝防止ガイドの

近傍の前記旋回軸に取り付けられた自伝防止板と、該 自伝防止板の少なくとも2箇

所以上に取り付けられた自伝防止ピンにより構成され、該 自伝防止ピンが前記 自伝

防止ガイドに内接しながら旋回運動することを特徴とするスクロール流体機械。

22 請求項2 において、前記 自伝防止ガイドは自伝防止軸受であり、前記 自伝防止ピン

が自転防止軸受内輪に内接しながら旋回運動することを特徴とするスクロール流体

機械。

23 請求項2 において、前記 自伝防止ガイドは円形穴を有する自伝防止摺動部材であ

り、前記 自伝防止ピンが前記 自伝防止摺動部材に内接しながら旋回運動することを

特徴とするスクロール流体機械。

24 請求項2 において、最外部に位置する固定スクロールの中央部に作動室側と外気

側とを遮断するカバーを設け、ケーシングの一部に吐出口を設けることを特徴とする

スクロール流体機械。

25 ケーシングにステータが固定され、㈲前記ケーシングに回伝可能に支持された回伝

軸と、(2)前記回伝軸に固定された口一タと、(3)前記回伝軸に偏心して回伝可能に支

持された旋回軸と、(4)前記旋回軸の自伝を防止する自伝防止手段と、(5)片面にラッ

プを有する固定スクロール、両面にラップを有する旋回スクロール、両面にラップを有

する固定スクロール、両面にラップを有する旋回スクロール、及び片面にラップを有

する固定スクロールをこの順番にそれぞれ互いにラップを細み合わせて構成した4組

の作動室とを有するスクロール流体機械であって、前記2個の旋回スクロールは前記

旋回軸に直列に取り付けられ、前記3個の固定スクロールの鏡板には前記旋回軸が

貫通して旋回運動可能な大きさの穴を設け、最外部に位置する固定スクロールの鏡

板中央部にバランス軸受を設け、旋回軸の先端外周面が前記バランス軸受内輪に

内接しながら旋回運動することを特徴とするスクロール流体機械。

26 請求項2 5において、前記4組の作動室においてそれぞれの作動室の吸入開始また

は吐出開始の位相がすべてずれており、互いのずれ最は9０度の倍数であることを特

徴とするスクロール流体機械。



27 請求項25において、前記4組の作動室のぅち、一方の2組の作動室か膨張機てあり

、隣接する他方の2組の作動室か圧縮機てあり、前記膨張機と前記圧縮機の中間に

位置し、鏡板の両側にラノプを有する固定スクロールの鏡板中央部の貫通 口には膨

張機と圧縮機を仕切るシール機構か設けられていることを特徴とするスクロール流体

機械。

28 請求項25において、前記4組の作動室のぅち、一方の2組の作動室か膨張機てあり

、隣接する他方の2組の作動室かフロワーてあり、前記膨張機と前期フロワーの中間

に位置し、鏡板の両側にラノプを有する固定スクロールの鏡板中央部の旋回軸の貫

通 口には膨張機とフロヮ一を仕切るシール機構か設けられており、フロヮ一の出口と

膨張機の入り口は燃科電池に接続されていることを特徴とするスクロール流体機械。

29 請求項25において、前記4組の作動室の中間に位置し、鏡板の両側にラノプを有す

る固定スクロールの鏡板か分割されており、前記分割された鏡板の間に断熱板か挟

まれていることを特徴とするスクロール流体機械。

3０ 請求項 乃至 2、請求項 4乃至23、請求項25およひ請求項26のいすれかにおい
て、ケーシンクに直結した固定スクロールの鏡板の中央部に作動室側とケーシンク

側をシールするシール機構を設けたことを特徴とするスロール流体機械。

3 請求項27 28およひ3０のいすれかにおいて、前記シールは旋回軸と一体に取り付

けた円盤の両面をリンク状のシール部材てシールすることを特徴とするスクロール流

体機械。

32 請求項 乃至 2、請求項 4乃至23、請求項25およひ請求項26のいすれかにおい

て、最も外側の固定スクロールの鏡板には吐出室側と外気側とを分離し、吐出口を

構成する吐出カハ一を設けることを特徴とするスクロール流体機械。

33 請求項8乃至26のいすれかにおいて、前記ハランス軸受内輪に直結する回伝軸を

設け、核回伝軸に迭風機を取り付け、最外部に位置する固定スクロールの外面に迭

風することを特徴とするスクロール流体機械。

34 請求項 乃至3 3のいすれかにおいて、旋回駆動部または第2旋回駆動部と旋回スク

ロール中央部の穴の嵌めあい部断面形状か非円形てあることを特徴とするスクロー

ル流体機械。



35 請大項34 において、旋回駆動部または第2旋回駆動部と前記旋回スクロール中央

部の穴の嵌めあい部か互いに軸方向に摺動可能てあることを特徴とするスクロール

流体機械。

36 請大項2乃至5及ひ 5乃至 7のいすれかにおいて、前記旋回軸の一端に取り付け

られた前記 自伝防止板に設けられた前記 自伝防止ピンの外径をd 、前記 自伝防止

軸受内輪の内径または前記 自伝防止摺動部材の内径を 、旋回軸の旋回半径を

，とするとき、D と2，の差は前記 自伝防止軸受の軸受内部隙間より 、さい値

に設定されていることを特徴とするスクロール流体機械。

37 請大項8、9、 2 5 8 2０ 2 5 33およひ3 7のいすれかにおいて、前記旋回軸

の一端または他端の外径をd2、前記ハランス軸受内輪の内径を 2、旋回軸の旋回

半径を，とするとき、D2 2 の値と2，の差は前記ハランス軸受の軸受内部隙間よ

り刀体い値に設定されていることを特徴とするスクロール流体機械。

38 請大項 ０ 5 6 7およひ 9のいすれかにおいて、前記旋回軸の他端また

ほ中間部に取り付けられた前記 自伝防止板に取り付けられた前記 自伝防止ピンの外

径をd3、前記 自伝防止軸受内輪の内径または自伝防止摺動部材の内径を 3、旋

回軸の旋回半径を，とするとき、D3 の値と2，の差は前記 自伝防止軸受の軸

受内部隙間より 、さい値に設定されていることを特徴とするスクロール流体機械。

39 請大項3、8、9、 5 6 8 2０ 22およひ33のいすれかにおいて、前記 自伝防

止軸受またはハランス軸受の内輪に自己潤柑性を有する円筒部材を装着し、自伝

防止ピンまたは旋回軸の先端外周面か前記円筒部材に内接しなから旋回運動する

ことを特徴とするスクロール流体機械。
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1148246 A2

A J P 3761503 B2 (株式会社 ア ド 研究所 ) 2006. 03. 29, 全文， 1-39
全図 (y ァ な し)

A JP 8-4673 A (タイキ 工業株式会社 ) 1996. 01. 09, 全文，全図 (7 1-39

ァ な し)

ヴ C 欄の続きにも文献か J挙 されて る。 ヴ ト ァ に関する別紙を参 。

ホ 引用文献の力テ の日の役に公表 された文献
A 特に関連のある文献てはな < 、 般的技術水準を示す ΓT 国際出願 日又は優先 日後に公表 された文献てあ て

もの 出願 矛盾するものてはな 、発明の原理又は理論
ΓE 国際出願 日前の出願または特許てあるか、国際出願 日 の理解のために引用するもの

以後に公表 されたもの ΓX 特に関連のある文献てあ て、 当該文献のみて発明
L 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性かな 考えられるもの

日若し は他の特別な理 由を確立するために引用す ΓY 特に関連のある文献てあ て、 当該文献 他の 1 以
る文献 理由を付す) 上の文献 の、当業者に て自明てある組合 に

O 口頭によ る開示、使用、展示等に言及する文献 よ て進歩性かな 考えられるもの
p j 国際出願 日前て、か 優先権の主張の基礎 なる出願 r& j 同 テ ト ア ! 文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送 日
2 3 . 0 3 . 2 0 0 9 3 1 . 0 3 . 2 0 0 9

国際調査機関の名称及ひあて先 特許庁審査官 権限のある職員 3 O 8 9 2 2

日本国特許庁 ( I S A ノ J P ) 尾崎 和寛
郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5

東京都千代田区霞か関三丁目4 番 号 電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 3 5 8

様式 P C T ノ I S A ノ2 1 0 第 - ) ( 2 0 0 7午 4 月 )
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