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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
歯車ポンプ又はモータ用の複数の非対称歯（１４）を備える形式の歯車であって、前記
歯（１４）の各々は、凸形状であって対向する歯車の対応する凸状側に嵌合する駆動側（
１５）と、吐出側（１６）であって、キャビティ（２５）を形成する前記吐出側（１６）
の大部分の所定長さに沿う凹状プロフィールと、前記吐出側（１６）の前記所定長さの残
りの部分に沿う凸状プロフィールとを有する前記吐出側（１６）とを備え、前記吐出側（
１６）は、前記歯（１４）の歯先を通る半径（Ｌ）が、前記吐出側（１６）に少なくとも
接するか又はこれと交差し、対称歯が複数の前記非対称歯を備える前記歯車と同じ直径及
び歯丈を有し、前記対称歯が前記非対称歯の前記駆動側（１５）の縁のプロフィールと同
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じ縁のプロフィールを両側に有するインボリュートを形成し、前記非対称歯の間のピッチ
が、前記対称歯の間のピッチの９／１０未満であり、前記非対称歯（１４）の前記縁のプ
ロフィールは、前記キャビティ（２５）に沿う部分以外の前記吐出側（１６）及び前記駆
動側（１５）の両方の部分において前記対称歯の前記縁のプロフィールと同じであるよう
に構成された歯車。
【請求項２】
前記半径（Ｌ）は、２地点（１７，１８）で吐出側（１６）と交差して、前記歯（１４
）の外側のセクション（Ｌ

）を定める、請求項１に記載の歯車。

【請求項３】
前記凹状プロフィールは、前記駆動側（１５）に対して同じ方向に向く、請求項１又は
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２に記載の歯車。
【請求項４】
前記吐出側（１６）は、前記駆動側（１５）に対して平行である、請求項１に記載の歯
車。
【請求項５】
軸（１２）の周りを回転方向（Ｍ）で回転する第１の駆動歯車と、前記第１の歯車（１
１）に係合する第２の駆動歯車（１３）とを有する形式の歯車ポンプ又はモータ（１０）
であって、前記歯車（１１、１３）の歯（１４）の各々は、駆動側（１５）及び吐出側（
１６）を備え、前記歯（１４）の各々の駆動側（１５）及び吐出側（１６）は、互いに非
対称であり、前記歯車（１１、１３）の前記対応する歯（１４）の駆動側（１５）は、互
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いに嵌合し、前記吐出側（１６）は、キャビティ（２５）を形成する前記吐出側（１６）
の大部分の所定長さに沿う凹状プロフィールと、前記吐出側（１６）の前記所定長さの残
りの部分に沿う凸状プロフィールとを有し、前記歯車（１１、１３）の前記歯（１４）の
前記吐出側（１６）は、互いに嵌合せず、前記吐出側（１６）は、前記歯（１４）の歯先
を通る半径（Ｌ）が、前記吐出側（１６）に接するか又はこれと交差し、対称歯が複数の
前記非対称歯を備える前記歯車と同じ直径及び歯丈を有し、前記対称歯が前記非対称歯の
前記駆動側（１５）の縁のプロフィールと同じ縁のプロフィールを両側に有するインボリ
ュートを形成し、前記非対称歯の間のピッチが、前記対称歯の間のピッチの９／１０未満
であり、前記非対称歯（１４）の前記縁のプロフィールは、前記キャビティ（２５）に沿
う部分以外の前記吐出側（１６）及び前記駆動側（１５）の両方の部分において前記対称
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歯の前記縁のプロフィールと同じであるように構成された歯車ポンプ又はモータ（１０）
。
【請求項６】
前記半径（Ｌ）は、２地点（１７、１８）で吐出側（１６）と交差して、前記歯（１４
）の外側のセクション（Ｌ

）を定める、請求項５に記載の歯車ポンプ又はモータ（１０

）。
【請求項７】
吐出側（１６）は、対向する前記歯車の対応する前記歯に嵌合する第１の先端セクショ
ン（１６

）と、対向する前記歯車の対応する歯に嵌合しない前記歯の（１４）のスロー

ト部をもつ第２の結合セクション（１６

）とを備える、請求項５又は６に記載の歯車ポ
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ンプ又はモータ（１０）。
【請求項８】
前記凹状プロフィールは、前記駆動側（１５）に対して同じ方向に向く、請求項７に記
載の歯車ポンプ又はモータ（１０）。
【請求項９】
前記吐出側（１６）の前記第２の結合セクション（１６

）は、前記駆動側（１５）に

対して平行である、請求項８に記載の歯車ポンプ又はモータ（１０）。
【請求項１０】
前記吐出側（１６）は、前記歯の頭部に向かう第１の先端セクション（１６
て、前記第１の先端セクション（１６
６

）は凸状である、前記第１の先端セクション（１

）と、第２の結合セクション（１６
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）であって、前記第２の結合セクション（１６

）は、凹状であり、前記第１の先端セクション（１６
、前記第２の結合セクション（１６

）であっ

）を前記歯の底部に接続させる

）とを備え、前記第１の先端セクション（１６

）

はピッチ円の完全に外側に位置する、請求項７に記載の歯車ポンプ又はモータ（１０）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、歯車ポンプ／モータに関する。
【背景技術】
【０００２】
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モータが回転する際に加圧流体をポンプ送給するのに適した歯車ポンプは、吐出側を加
圧流体源に接続するとモータとして動作可能なことが知られている。従って、一般的に、
ポンプ構造体は、当業者には公知の二次的構成要素の構成を適用することでモータとして
動作するのに適している。
【０００３】
以下の説明において、本出願人は、簡潔にするために、「歯車モータ」としても動作す
るのに適した装置を示唆するために用語「歯車ポンプ」を用いるが、そのようなものとし
て表現「ポンプ」は「ポンプ／モータ」と定義することができる。
【０００４】
特に、本発明は、相互に係合して通常オイルである流体を移送する２つの歯車を備えた
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歯車ポンプに関する。
現在、市場には数多くの種類の歯車ポンプが存在し、これらは関連する歯車の歯部の構
成が基本的に互いに異なっている。
例示的に、直歯式ポンプ、ヘリカル歯式ポンプ、及び非対称歯式ポンプを挙げることが
できる。
【０００５】
一般に、歯車ポンプは、連続的で分離された低容積ステージを通って流体を移送するの
で、瞬間的な流量、従って圧力は、ある期間にわたって不連続のプロフィールを有する。
このような圧力の不連続性又は脈動的プロフィールは、「圧力リップル」又は単純に「
リップル」として知られており、作動時のポンプの騒音性（ｎｏｉｓｉｎｅｓｓ）に影響
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に与える。
【０００６】
この現象に関して多くの研究が行われており、「リップル」が低減すると、対応してポ
ンプの騒音性が低下することが分かっている。
一般に、最小の動作精度を必要とする最も単純で費用効率の良いポンプは、単一の接触
点を有する直歯歯車を備えた歯車ポンプと言うことができる。
しかしながら、このような経済的利点に対して、このような直歯式ポンプは、前述の他
のポンプに比べて騒音が大きい。
【０００７】
直歯歯車ポンプの「リップル」、結果として騒音を低減するためには、歯車の歯数を少
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なくするか又は歯丈を高くする必要がある。また、「二重接触」として知られている解決
手法があり（幾分議論を呼ぶが）、歯の両側をゼロに近い間隙で接触状態に位置付けるこ
とで、リップルの観点から良好な結果を得ることができる。
間隙「ゼロ」又はほぼ「ゼロ」の係合を得ることは、動作精度の観点から非常に問題が
あることは明らかであり、実際には、これらのポンプの耐用期間は限られ、係合作用によ
り騒音が発生するので、ポンプは何らかの歯形成誤差の影響を非常に受ける。
【０００８】
しかしながら、従来、単純に歯数を増やすと、歯直角モジュールの比率に配慮して歯丈
を低くする必要があり、歯直角モジュール＝ピッチ円直径／歯数である。
しかしながら、歯丈の低減には、ポンプの比容積が低減するという悪影響があり、従来
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の対称構成の歯数を単純に増やすことは、現在、騒音性低減の問題に関する有効な解決手
法を提供しない。
他方で、一方で尖状歯の制限、他方で底部のアンダーエッチングの制限に直面するので
、歯丈を自由に高くすることは不可能である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
従って、現在提案されている解決手法も好都合ではない。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
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効果的な方法で解決されてきたこのような問題点を発端として、本出願人は、新規かつ
発明性のある機能的な解決手法を探し求めており、これは特に直歯式又はねじれ角の小さ
な歯車ポンプの騒音性を低減でき、相応に歯丈を低くすることなく、結果的にポンプの流
量を低減することなく、歯丈及び各歯車の相互貫入に比例するポンプの比流量（流量／歯
車容積）を維持又は増加させながら実質的に歯数を増やすものである。
【００１１】
本発明の目的は、従来の同じ流量の歯車に対する同じ嵩及び歯丈に関して、多くの歯数
を有し、結果的に騒音が低いポンプを製作することである。
【００１２】
本発明の別の目的は、歯形成の精度を要求することなく（二重接触ポンプで生じるよう
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な）、又は複雑かつ高価な力の軸方向バランス調整システムを想定することなく（ポンプ
が大きなねじれ角をもつことが必要となる）、特に費用効率の高い方法でリップル低減を
実現することである。
【００１３】
本発明の別の目的は、従来のポンプに対する同じ嵩に関して、高い比容積を得ることを
可能にするポンプを提供することであり、高い歯丈と同時に大きな各歯車の相互貫入が可
能になり、これらに特性に流量が依存することは知られている。
【００１４】
本発明の目的は、請求項１に定義したポンプを製作することで実現される。本発明の別
の特徴点は、従属の請求項によって明らかになる。
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本発明によるポンプの特徴点及び利点は、添付の図面を参照しながら例示的で非限定的
な以下の説明から明らかになるはずである。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】従来のポンプ用歯車を示す。
【図２】本発明のポンプ用歯車を示す。
【図３】公知の歯車の歯と本発明の歯車の歯との比較を示す。
【図４】公知の歯車の歯と本発明の歯車の歯との間のピッチの差異を示す。
【図５】本発明の２つの歯車の拡大詳細図である。
【図６】公知の歯車の歯と本発明の歯車の歯との別の比較を示す。
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【発明を実施するための形態】
【００１６】
以下の説明から分かるように、本発明のポンプ１０は、類似の公知の直歯式ポンプとは
異なる構成であり、動作特性に関して重要な技術的効果がもたらされる。
図２を参照すると、本発明のポンプ１０は、２つの歯車１１及び１３だけで例示される
が、残りのポンプの構成部分自体は公知である。
公知のように、歯車１１は、中心点１２の周りを回転Ｍで回転する形式であり、対応す
る遊び係合歯車１３を回転させるようになっている。
【００１７】
本発明の原則を成す発明概念をより明確にするために、図１に示す公知のポンプ用直歯
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歯車を検討することは価値がある。
図１及び２を比較すると明らかなように、本発明の歯車は、歯の嵩（ｂｕｌｋ）及び歯
丈は同じで、歯１４の数が非常に多い。
２つの歯車は、本発明のポンプ体において、同じ又は実質的に同じ歯数を有する。
【００１８】
図３を参照すると、歯車１１及び１３の各々の歯１４の「作動」面１５は、最初の係合
において対応する歯車の歯１４の作動面１５の上に載り、例えばインボリュートとしてそ
れ自体公知の典型的な嵌合プロフィールを保っていることを理解できる。
他方で、同じ歯１４の反対側の「吐出」側１６は、対称な歯をもつ構成に対して、より
低いプロフィールを有する。
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【００１９】
特に、本発明によれば、嵌合プロフィールに対して歯１４のプロフィールの減少部２５
は、この歯を非対称にするだけではなく、吐出側１６に沿って相互に嵌合しないようにす
る。「吐出」側の頭部に向かう凸状端部だけが、反対側の歯車の底部に向かって設けられ
た凹状部に嵌合することができる。図面から頭部に向かう凸状部の長さが、底部に向かう
凹状部よりも短いことが明らかである。この理由から、吐出プロフィールが、２つの異な
るセクション、つまり凸状セクション及び凹状セクションを有することを理解できる。凸
状セクションの長さは制限されており、長さゼロとすることができ、歯は鋭角に仕上げる
ことができるが、短い凸状部が製造時の寸法管理ステップ及びポンプの運転ステップの両
方において有用であり、格納ボックス上での歯の応力が管理可能になり、凹状部はより長
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く、凸状部の端部から大きな半径の底部に向かって延びる。図面から分かるように、吐出
側の凸状部は、完全にピッチ円の外側に位置付けられており、ゼロまで低減することがで
きる。
【００２０】
図４から、好ましくは、歯湾曲部の底部は、非常に大きな曲げ半径を有することが分か
る。最も一般的には、歯湾曲部の底部が円弧外周を形成するスポークヘッドを有するミル
又はネジ研磨機（被覆ホブ）で形成されたトロコイドである場合、これらの工具ヘッドス
ポークは、０．２から０．３モジュールの通常の値に対して、好ましくは、０．５−０．
７モジュール、典型的には０．５モジュールである。この特徴は、得られた歯が公知のも
のよりも薄く、エッチング効果を低減して曲げ耐性を改善するために密にスポークする必

20

要がある構造的問題、及び高圧であっても動作できるようにするために必要な或る条件に
特に適している。また、単に幾何学的な嵌合比例はこの選択肢の好ましい影響を受ける。
【００２１】
従って、概括的には、本発明は、典型的には必須ではないが直歯歯車を採用することを
想定するが、このような非対称な歯は、概して嵌合せず（又は、前述のように嵌合する、
つまり凸状部１６ａが、反対側の凹状部１６ｂと嵌合する）、嵌合プロフィールに対して
非常に凹型になった、吐出側１６を有する。
図３に示すように、作動側１５の基部及び吐出側１６の基部の両方において、歯１４の
スロート部にさらに低い部分つまりキャビティ２６を有することが想定される。明らかな
ように、このようなスロート部の低い部分つまりキャビティ２６によって、歯の高さが増
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加する。
【００２２】
非対称の歯１４とすること、具体的には、吐出側１６に沿って歯１４の低い部分つまり
キャビティ２４を想定すること自体は知られている。
実際には、吐出側に凹部が形成された液体用歯車ポンプの歯車自体は知られている。
【００２３】
例えば、米国特許第６，１２３，５３３号には歯車ポンプが実際に開示されており、各
々の歯車は、高さ及びピッチに関して通常の方法で大きさが決められた歯を有し、歯の一
部は、各歯の間に閉じ込められる流体容積を増やすために吐出側に沿って除去されている
40

。
同様に英国特許第２０１２８７６号には、各歯の間の流体容積を増やして、特に燃料の
ような揮発性流体のポンプ給送でのキャビテーション現象を防ぐために、吐出側が凹部を
有する歯車ポンプが示されている。
独国特許２７３７７６１号には、吐出側が凹部を備えた歯車ポンプが示されており、ポ
ンプの高速回転を可能にするために、歯車の係合領域に過剰圧力が発生する現象を防止す
るようになっている。
【００２４】
本出願人の知識では、これらの従来技術での歯の吐出側に凹部を備えた構成は、ポンプ
の効率を低下させる。
従って、凹部を備えた歯は、流体と歯車との間に最小の動力伝達を必要とする、米国特
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許第２９４，０２６号に示された体積カウンタ（ｖｏｌｕｍｅｔｒｉｃ

ｃｏｕｎｔｅｒ

）に見られる。
【００２５】
この従来技術の解決策において、歯数を増やすために歯の吐出側に凹型構成を用いるこ
とは示唆されていない。
歯車付き機械に関する従来技術は、本発明が対処する問題点が存在せず当業者が有用な
技術を得ることができないので、本明細書では無視する。
本発明によれば、嵌合する必要がない歯１４の吐出側１６の容積減少部２５は、各歯の
間に閉じ込められる流体の体積を増やすために用いるのではなく、各歯１４の間のピッチ
を低減するために用いる。
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【００２６】
概略図である図４は、歯１４の吐出側１６の減少部２５のおかげで、ポンプの作動に悪
影響を及ぼすことなく、同じ歯丈の公知の歯車に想定されるピッチＰ２に対してピッチＰ
１を実質的に低減できことを正確に示す。
ピッチが低減すると、結果的に歯数が増える。
実際には、所定直径のピッチ線をもつ嵌合プロファイルを有する最大数の対称歯の形成
を想定した従来の歯を検討する。この歯の寸法決定により、図４において破線２０で示さ
れる実質的に先の尖った構造がもたらされ、対応するポンプ歯車の歯の側面に載るのに適
する嵌合側は２１で示されている。歯２０の吐出側のプロフィールは２２で示されている
20

。
【００２７】
従来のこの歯プロフィールと一緒に、並置された実線で本発明の一連の歯１４が図示さ
れている。歯１４の嵌合側１５のプロフィールは、対称プロフィールを有するものよりも
過大な高さを有することになる歯１４のプロフィールで構成される。最大高さに関して、
２辺のプロフィールは、対称プロフィールを有する場合、この歯を先の尖ったものにする
。
【００２８】
図４に示すように、同じ歯車径及び同じ歯丈に関して、従来構造の１２の歯を有する歯
車は、本発明では１７の歯を有する。
本発明の歯車のピッチＰ１は、同じ直径かつ同じ歯丈の従来構造の歯車のピッチＰ２の
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０．９倍未満、好ましくは０．８倍未満、より好ましくは約０．７倍である。
前述のように、歯の吐出側１６は、嵌合プロフィール１５の頂部から始まり、材料の除
去によって窪んだ凹状プロフィールを有する。
【００２９】
幾何学的な視点から、吐出側１６のキャビティ２５は、歯の端点を通る半径Ｌが側面１
６のプロフィールに実質的に接するように形成される。
歯は、鋭角の形状ではない端部を有するが、構造的理由及び歯車が収容されるシートに
対して有効なシールを形成するために、端部は小さな円周面の形に広がる。本明細書では
、半径Ｌは、歯先を構成する面の中点を通る半径として解釈する必要がある。
【００３０】
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各歯車の歯先は、２つの歯車の歯の間の二重接触を回避すると共に２つの歯車の歯の各
作動面の間のしっかりしたシール接触を助長するために、他方の歯車の歯と干渉又は接触
してはいけない。
特に、この半径Ｌは、わずかに吐出側１６の内側にあるか、又は１つの点で吐出側１６
に接するか、又は２つの点１７、１８で交差して結果的に歯１４の実質的に外側の短い部
分を特定することができる。
【００３１】
この状况は、図５に示され、従来技術との違いを示し、歯の最高点を通る半径は、完全
に及び非対称の歯の場合であっても実質的に関連する歯の内側にある。
図５に示す実施形態の詳細において、吐出側１６は、対向する歯車の対応する歯に嵌合
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と、対向する歯車の対応する歯に嵌合しないスロート部を有する

第２の結合セクション１６

とを備える。

【００３２】
好ましくは、吐出側１６のこの第２の結合セクション１６

は、駆動側１５に対して同

じ方向を向く凹面を有する。
さらに好都合には、吐出側１６の第２の結合セクション１６

は、駆動側１５に対して

実質的に平行である。
【００３３】
尖状部１６

は、インボリュートとして、つまり従来構造の歯を形成することになるプ

ロフィールと実質的に同じプロフィールに選択すること、又は例えば円弧に形成されたプ

10

ロフィールの形状とは異なることができる。
尖状部１６

とセクション１６

との間には、ポンプ性能に影響を与えることなく、構

造的なニーズに合わせて種々の形態の短い結合セクションを設けることができる。
【００３４】
この最後の実施形態では、歯１４は、実質的にまさに作動面１５で圧潰されると言うこ
ともでき、いずれにしてもポンプの使用時に生じる機械的応力及び高圧に耐えるように寸
法決めされた歯厚を定める。
図４から分かるように、歯のピッチＰ１が約０．７×Ｐ２（いずれの場合も０．９×Ｐ
２か又はそれ以下、好ましくは０．８×Ｐ２未満）である、本発明による歯の構成は、同
じ直径かつ同じ歯丈の従来の歯車の歯が有することになる作動側のプロフィールを備えた
凹部１６

20

と実質的に一致するように凹状にされた吐出側のプロフィールをもたらす。

【００３５】
歯の高さ及びピッチに関して、本発明により得られる驚くべき結果は、図６を参照して
示すこともできる。通常、高性能かつ高圧を得るための直歯式歯車ポンプは、９から１２
の間の歯数をもつことができ、この革新的な幾何学的形状は、一方で、同じ比容積に関し
て約２倍の歯数を導入して圧力リップルを劇的に低減すること、他方で、同じ歯数を導入
して比容積を５０％だけ増加させることを可能にし、非常に理論的に中間的な選択肢を可
能にする。
【００３６】
同じ歯丈に関して歯数を増やすか、同じ歯数に関して歯丈を増やすか、中間的な選択を
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行うかのいずれの場合も、係合を示す式で知られているように、横方向カバリング係数（
ｔｒａｎｓｖｅｒｓａｌ

ｃｏｖｅｒｉｎｇ

ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ）が劇的に大きく

なり、知られているように、機械的騒音に好ましく作用して騒音が低減する。
【００３７】
符号３０は、本技術による両側が嵌合する歯を示す。
図示のように、側面３１のプロフィールは、側面３２のプロフィールと地点３３で交差
するので、歯の理論的な最大許容高さが決まる。
【００３８】
歯のプロフィールの完全に尖った形状は許容できないので、実際には、歯の最大高さは
実質的にそれよりも低い。

40

本発明では、嵌合プロフィールに従って歯の吐出側を作る必要は全くない。
このような方法で、本発明による歯は、地点３３を越えたとしても理論的な嵌合プロフ
ィール３１に従う作動側を有することができるので、非常に高い歯を定める。
【００３９】
本発明による歯の吐出側は、３６で示すプロフィールを有することになり、対称歯の材
料が存在できないであろう、存在可能な歯部３７を定め、一方で、対称プロフィールの歯
では許容される部分３８が存在しないことになるが、係合する歯の間の干渉を防ぐために
本発明の歯には存在しない。
歯の大きな相互貫入を得る目的、及び中心とピッチ円直径との間の小さな距離で作動す
る歯車を作る目的、及び歯数を増やす目的が円ピッチ線を縮小することで達成される。
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【００４０】
前記の説明から分かるように、本発明の非対称側を備えた歯は嵌合プロフィールとは程
遠い基本的に凹状、しかし実質的に直線的とすることもできるプロフィールを備えた吐出
側を有する。
吐出側「局所」圧力角は、基本的に負とすることができ、最大約１−２．５度に至る。
【００４１】
円周歯厚は、基本的に仮想的であり、実際には、円周歯厚の計算は、式「線ピッチ円周
／歯数／２

」でもたらされ、歯の材料厚（実質的に小さい）に影響を与えず、歯が完成

した場合に有する厚さ（実質的に大きく、最小圧力角にも関する）ではない値につながる
10

。
実モジュール（ｒｅａｌ

ｍｏｄｕｌｅ）にパラメータ化された場合、係合して相互貫

入する歯の高さは、現在の技術で用いるパラメータに対して適切な範囲を超える。実モジ
ュールを作動ピッチ直径／歯数として定めると、従来のポンプ用歯車において、直径と、
各中心の間の距離との間に差異が生じる。（相互貫入の歯丈／実モジュールは約２−２．
２に等しく、本パラメータに関して本発明に起因する幾何学的形状での値は３−３．５程
度である）。
【００４２】
その結果、凹部又は直線部での吐出側の局所圧力角は、好ましくは５度未満、より好ま
しくは２．５度未満、好ましくは負である。
リップルの観点から特に好都合な歯車は、本発明により構成され、１５から２３の間、
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より好ましくは１６から２２の間、さらに好ましくは１７から２１の間に含まれる歯数を
有する。
【００４３】
従って、本発明の歯車ポンプは前述の目的を達成することが分かる、
実際には、このようなポンプは、同じ嵩に関して、ポンプの機能性を損なうことなく、
多くの歯数を有し、その結果、「リップル」現象に起因する騒音が小さい。
【００４４】
さらに、歯数の増加は、対応する歯丈及び相互貫入の減少につながることはなく、反対
に実際にはこれらの増大につながる。
従って、このように想定された本発明のポンプは、多くの変更及びへ変形を行うことが
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可能であり、これら全ては、同じ発明概念に包含することができ、さらに全ての詳細は、
技術的な均等物で置換することができる。実際には、使用する材料並びにその寸法は、技
術的要件に応じて任意とすることができる。
【００４５】
本発明の歯の構成は、特に直歯歯車に適するが、特にねじれ角の小さなヘリカル歯車に
適する。
前述のように、本発明で得られる利点は、特に比較的多数の歯数によって決まる流体の
送給容積、リップル低減、及び作動静粛性の観点から、本装置を前記の「ポンプ」として
使用した場合、同様に本装置を「モータ」として使用した場合に実現される。
【符号の説明】
【００４６】
１０

ポンプ

１１

歯車

１２

軸

１３

歯車

１４

歯
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【図３】

【図２】
【図４】

【図５】

【図６】
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