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(57)【要約】
　本発明のロータリ圧縮機１００は、冷媒を圧縮する圧
縮機構部５０と、圧縮機構部５０に回転駆動力を伝達す
るクランクシャフト５と、クランクシャフト５を摺動可
能に支持する内径面を有するすべり軸受である主軸受９
及び副軸受１２と、すべり軸受の内径面に設けられた溝
９ａに固定された外輪部１９ｂとすべり軸受に回転可能
に支持された内輪部１９ａとを有する転がり軸受１９と
を備え、クランクシャフト５の外径面と転がり軸受１９
の内輪部１９ａとの間にクリアランス２０を有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冷媒を圧縮する圧縮機構部と、
　前記圧縮機構部に回転駆動力を伝達するクランクシャフトと、
　前記クランクシャフトを摺動可能に支持する内径面を有するすべり軸受と、
　前記すべり軸受の内径面に設けられた溝に固定された外輪部と前記すべり軸受に回転可
能に支持された内輪部とを有する転がり軸受と
　を備え、前記クランクシャフトの外径面と前記転がり軸受の内輪部との間にクリアラン
スを有するロータリ圧縮機。
【請求項２】
　前記クリアランスの径方向の幅が１０～５０μｍである請求項１に記載のロータリ圧縮
機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ロータリ圧縮機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のロータリ圧縮機としては、例えば、すべり軸受の上部に転がり軸受構造を設けた
ものが提案されている（例えば、特許文献１参照）。また、従来のロータリ圧縮機として
は、すべり軸受の内径部に転がり軸受を設けたものが提案されている（例えば、特許文献
２～４参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１６９８２７号公報
【特許文献２】特開２００１－３２３８８６号公報
【特許文献３】特開２００７－２８５１８０号公報
【特許文献４】特開平５－２５６２８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載のようなすべり軸受では、冷凍機油が枯渇した場合に
、クランクシャフトとすべり軸受との接触部分が損傷する可能性があるという問題点があ
った。また、特許文献１～４に記載のような転がり軸受では、転がり軸受における摩擦に
よる一定の摺動損失が生じるという問題があった。
【０００５】
　本発明は、上述の問題を解決するためになされたものであり、クランクシャフトと軸受
との接触部分の損傷を防ぐとともに、摺動損失を低減することが可能なロータリ圧縮機を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のロータリ圧縮機は、冷媒を圧縮する圧縮機構部と、前記圧縮機構部に回転駆動
力を伝達するクランクシャフトと、前記クランクシャフトを摺動可能に支持する内径面を
有するすべり軸受と、前記すべり軸受の内径面に設けられた溝に固定された外輪部と前記
すべり軸受に回転可能に支持された内輪部とを有する転がり軸受とを備え、前記クランク
シャフトの外径面と前記転がり軸受の内輪部との間にクリアランスを有する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明のロータリ圧縮機は、クランクシャフトの外径面と転がり軸受の内輪部との間に
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クリアランスを有し、冷凍機油が枯渇した場合には、クランクシャフトの外径面は転がり
軸受の内輪部に接触したときに、転がり軸受の内輪部と一体となり摺動する。また、クリ
アランスにオイルシールが形成されている場合は、転がり軸受の内輪部はクランクシャフ
トのすべり軸受として機能する。したがって、本発明によれば、クランクシャフトとすべ
り軸受との接触部分の損傷を防ぐとともに、摺動損失を低減することが可能なロータリ圧
縮機を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施の形態１に係るロータリ圧縮機１００の一例を概略的に示す断面図
である。
【図２】本発明の実施の形態１に係るロータリ圧縮機１００の圧縮機構部５０を概略的に
示す拡大断面図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係るロータリ圧縮機１００のクランクシャフト５の構造
を概略的に示す平面図である。
【図４】本発明の実施の形態１に係るロータリ圧縮機１００の主軸受９及び転がり軸受１
９の構造を概略的に示す断面図である。
【図５】本発明の実施の形態１に係るロータリ圧縮機１００の転がり軸受１９の構造を概
略的に示す平面図である。
【図６】本発明の実施の形態１に係るロータリ圧縮機１００の効果を概略的に示すグラフ
である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
実施の形態１．
　本発明の実施の形態１に係るロータリ圧縮機１００の構成について図１～３を用いて説
明する。図１は、本発明の実施の形態１に係るロータリ圧縮機１００の一例を概略的に示
す断面図である。図２は、本発明の実施の形態１に係るロータリ圧縮機１００の圧縮機構
部５０を概略的に示す拡大断面図である。図３は、本発明の実施の形態１に係るロータリ
圧縮機１００のクランクシャフト５の構造を概略的に示す平面図である。なお、図１～３
を含む以下の図面では各構成部材の寸法の関係及び形状が、実際のものとは異なる場合が
ある。また、以下の図面では、同一の又は類似する部材又は部分には、同一の符号を付す
か、又は、符号を付すことを省略している。
【００１０】
　図１では、縦置型の２シリンダ型のロータリ圧縮機１００が一例として例示されている
。ロータリ圧縮機１００は、シリンダ形状の筐体である密閉容器１を備えている。密閉容
器１内上部にはモータ３０が収容されており、下部には圧縮機構部５０が収容されている
。密閉容器１の内部は、圧縮機構部５０で圧縮された高圧のガス冷媒で満たされており、
密閉容器１の底部には、圧縮機構部５０の潤滑のための冷凍機油２が封入されている。
【００１１】
　モータ３０は、回転子３と固定子４とを備えており、固定子４は密閉容器１の内側面に
固定されている。モータ３０は固定子４に通電することにより、回転子３を回転させるも
のであり、例えばＤＣブラシレスモータ等が用いられる。
【００１２】
　クランクシャフト５は、回転子３の中心部を貫通し、回転子３に固定されている。クラ
ンクシャフト５は、円筒形状の第１の偏心部５ａと、第１の偏心部５ａの下方に配置され
た円筒形状の第２の偏心部５ｂとを有している。第２の偏心部５ｂは、クランクシャフト
５の中心軸に対し、第１の偏心部５ａと１８０度対向するように配置される。
【００１３】
　図１、２に示すように、圧縮機構部５０は、クランクシャフト５の第１の偏心部５ａが
回転可能な円筒形の中空部分を有する第１のシリンダ６と、クランクシャフト５の第２の
偏心部５ｂが回転可能な円筒形の中空部分を有する第２のシリンダ７を備える。第１のシ
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リンダ６及び第２のシリンダ７の外側面は密閉容器１の内側面に固定されている。
【００１４】
　圧縮機構部５０は、第１のシリンダ６と第２のシリンダ７との間に固定され、第１のシ
リンダ６の中空部分と第２のシリンダ７の中空部分とを分離する中間板８を備える。中間
板８は、クランクシャフト５の第１の偏心部５ａと第２の偏心部５ｂとの間に位置する回
転部分を摺動可能に支持する内径面を有している。
【００１５】
　圧縮機構部５０は、すべり軸受である主軸受９と副軸受１２とを備えている。主軸受９
は、第１のシリンダ６の上面に固定され、クランクシャフト５を摺動可能に支持する内径
面を有する。副軸受１２は、第２のシリンダ７の下面に固定され、クランクシャフト５を
摺動可能に支持する内径面を有する。
【００１６】
　中間板８と主軸受９とに囲まれた第１のシリンダ６の中空部分は、第１の圧縮室１０を
構成する。第１の圧縮室１０には、クランクシャフト５の第１の偏心部５ａの外周に回転
自在に取付けられた第１のローリングピストン１１が配置される。また、中間板８と副軸
受１２とに囲まれた第２のシリンダ７の中空部分は第２の圧縮室１３を構成する。第２の
シリンダ７の中空部分には、クランクシャフト５の第２の偏心部５ｂの外周に回転自在に
取付けられた第２のローリングピストン１４が配置される。
【００１７】
　図１に示すように、クランクシャフト５は、密閉容器１の底部に封入された冷凍機油２
を圧縮機構部５０に給油可能なように、一端が密閉容器１の底部に延びている。密閉容器
１の上部方向のクランクシャフト５の一端には、ロータリ圧縮機１００の外へ冷凍機油２
が流出するのを抑制するための油分離器１５が嵌合されている。クランクシャフト５の軸
中心部には、図３に示すように、密閉容器１の底部側のクランクシャフト５の一端から軸
方向に沿って延在する、冷凍機油２を吸い上げるための中空穴５ｃが設けられている。
【００１８】
　また、図３に示すように、クランクシャフト５の内部には、第１の給油穴５ｄ、第２の
給油穴５ｅ、第３の給油穴５ｆ、及び第４の給油穴５ｇが設けられている。
【００１９】
　第１の給油穴５ｄは、クランクシャフト５の第１の偏心部５ａの上方に位置し、中空穴
５ｃから分岐しクランクシャフト５の外径面まで延びている。第１の給油穴５ｄは、主軸
受９の内径面とクランクシャフト５の外径面との間に冷凍機油２を供給するために設けら
れる。
【００２０】
　第２の給油穴５ｅは、クランクシャフト５の第１の偏心部５ａの内部に位置し、中空穴
５ｃから分岐し第１の偏心部５ａの外径面まで延びている。第２の給油穴５ｅは、第１の
圧縮室１０の内部に冷凍機油２を供給するために設けられる。
【００２１】
　第３の給油穴５ｆは、クランクシャフト５の第２の偏心部５ｂの内部に位置し、中空穴
５ｃから分岐し第２の偏心部５ｂの外径面まで延びている。第３の給油穴５ｆは、第２の
圧縮室１３の内部に冷凍機油２を供給するために設けられる。
【００２２】
　第４の給油穴５ｇは、クランクシャフト５の第２の偏心部５ｂの下方に位置し、中空穴
５ｃから分岐しクランクシャフト５の外径面まで延びている。第４の給油穴５ｇは、副軸
受１２の内径面とクランクシャフト５の外径面との間に冷凍機油２を供給するために設け
られる。
【００２３】
　図１に示すように、ロータリ圧縮機１００は、第１の冷媒配管１６と第２の冷媒配管１
７を備える。第１の冷媒配管１６は、密閉容器１の側面を貫通して第１の圧縮室１０と連
通する。第１の冷媒配管１６は、吸入マフラ（図示せず）からの低圧のガス冷媒を第１の
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シリンダ６内の第１の圧縮室１０に流入させるものである。第２の冷媒配管１７は、密閉
容器１の側面を貫通して第２の圧縮室１３と連通する。第２の冷媒配管１７は、吸入マフ
ラ（図示せず）からの低圧のガス冷媒を第２のシリンダ７内の第２の圧縮室１３に流入さ
せるものである。
【００２４】
　また、ロータリ圧縮機１００は、ロータリ圧縮機１００の密閉容器１内に充満した高圧
のガス冷媒を、冷凍サイクル回路の冷媒配管（図示せず）に吐出する吐出管１８を備えて
いる。吐出管１８は、密閉容器１の上面を貫通して密閉容器１の内部と連通している。
【００２５】
　本実施の形態１のすべり軸受である主軸受９及び副軸受１２は、図１に示すように、１
以上の転がり軸受１９を備えている。以降では、図４、５を用いて転がり軸受１９の構造
について詳しく説明する。
【００２６】
　図４は、本実施の形態１に係るロータリ圧縮機１００の主軸受９及び転がり軸受１９の
構造を概略的に示す断面図である。図５は、本発明の実施の形態１に係るロータリ圧縮機
１００の転がり軸受１９の構造を概略的に示す平面図である。
【００２７】
　図５に示すように、転がり軸受１９は、起動輪である内輪部１９ａ（内径部）及び外輪
部１９ｂ（外径部）と、内輪部１９ａと外輪部１９ｂとの間に配置される複数の転動体１
９ｃとを備える中空円筒状の外観を有する機械要素である。転がり軸受１９は、玉軸受で
あっても、円筒ころ軸受等のころ軸受であってもよい。
【００２８】
　本実施の形態１に係る転がり軸受１９では、外輪部１９ｂの外側面が主軸受９の内径面
に設けられた溝９ａに固定され、内輪部１９ａは回転可能に溝９ａに支持されている。す
なわち、本実施の形態１に係る転がり軸受１９は、主軸受９の内径面に設けられた溝９ａ
に固定された構成となっている。図４においては、主軸受９の内径面の上端部及び下端部
に階段状の溝９ａが設けられ、階段状の溝９ａに外輪部１９ｂの外側面が固定されること
により、転がり軸受１９は、主軸受９の内径面に設けられた溝９ａに固定されている。
【００２９】
　なお、本実施の形態１に係る転がり軸受１９の配置位置は、主軸受９の内径面の上端部
及び下端部に限られない。本実施の形態１に係る転がり軸受１９は、冷凍機油２が枯渇し
やすい主軸受９及び副軸受１２の内径部の任意の位置に溝９ａを設けて固定することがで
きる。
【００３０】
　本実施の形態１に係る転がり軸受１９の内輪部１９ａの中空部分には、クランクシャフ
ト５が内輪部１９ａに対し摺動可能に支持されている。本実施の形態１においては、クラ
ンクシャフト５と転がり軸受１９の内輪部１９ａとの間にはクリアランス２０が設けられ
ており、クリアランス２０の径方向の幅は、１０～５０μｍとなるように調整される。す
なわち、本実施の形態１においては、クランクシャフト５の外径部は、転がり軸受１９の
内輪部１９ａに嵌合も固定もされない構成となっている。
【００３１】
　クランクシャフト５と転がり軸受１９の内輪部１９ａとの間に冷凍機油２が潤沢にある
場合、図５（ａ）の斜線部分に示されるように、クリアランス２０はオイルシール７０（
油膜）となり、クランクシャフト５の外径部は、転がり軸受１９の内輪部１９ａと接触す
ることがなくなる。
【００３２】
　一方、クランクシャフト５と転がり軸受１９の内輪部１９ａとの間の冷凍機油２が枯渇
している場合、図５（ｂ）の黒塗りつぶし部分に示されるように、クリアランス２０は空
洞９０となり、クランクシャフト５の外径部は、転がり軸受１９の内輪部１９ａと接触可
能となる。



(6) JP WO2016/139735 A1 2016.9.9

10

20

30

40

50

【００３３】
　なお、転がり軸受１９が機能し始める冷媒ガスの荷重は、転がり軸受１９の内輪部１９
ａの耐力限界である内輪部１９ａが損傷し始める荷重よりも低く設定されている。
【００３４】
　次に、本実施の形態１に係るロータリ圧縮機１００の動作について説明する。
【００３５】
　モータ３０の固定子４に駆動電圧が供給されると、回転子３は、固定子４が発生する回
転磁界からの回転力を受けて回転する。回転子３が回転すると、回転子３に固定されたク
ランクシャフト５が回転し、クランクシャフト５の第１の偏心部５ａ及び第２の偏心部５
ｂが偏心回転する。第１の偏心部５ａの偏心回転運動と連動して、第１の圧縮室１０内で
第１のローリングピストン１１が偏心回転し、第１の圧縮室１０の体積が縮小される。第
２の偏心部５ｂの偏心回転運動と連動して、第２の圧縮室１３内で第２のローリングピス
トン１４が偏心回転し、第２の圧縮室１３の体積が縮小される。
【００３６】
　第１の圧縮室１０の体積が縮小されることによって、第１の冷媒配管１６から第１の圧
縮室１０内に吸入された低圧のガス冷媒が、高圧のガス冷媒に圧縮され、密閉容器１内に
吐出される。第２の圧縮室１３の体積が縮小されることによって、第２の冷媒配管１７か
ら第２の圧縮室１３内に吸入された低圧のガス冷媒が、高圧のガス冷媒に圧縮され、密閉
容器１内に吐出される。密閉容器１内に吐出された高圧のガス冷媒は、吐出管１８を介し
て冷凍サイクル回路の冷媒配管（図示せず）に吐出される。
【００３７】
　なお、本実施の形態１に係るロータリ圧縮機１００では、第２の偏心部５ｂは、クラン
クシャフト５の中心軸に対し、第１の偏心部５ａと１８０度対向するように配置されてい
る。したがって、第２の圧縮室１３での圧縮工程は、第１の圧縮室１０での圧縮工程に対
し、回転角で１８０度ずらすことができる。したがって、２シリンダ型のロータリ圧縮機
１００においては、クランクシャフト５の負荷を小さくし、信頼性を向上させることがで
きる。また、クランクシャフト５の回転トルクの変動を小さくし、回転方向の振動を低減
することができる。
【００３８】
　また、密閉容器１の底部に封入された冷凍機油２は、クランクシャフト５の回転による
遠心力により、クランクシャフト５に設けられた中空穴５ｃから遠心ポンプの原理で吸い
上げられる。中空穴５ｃに吸い上げられた冷凍機油２は、第１の給油穴５ｄ～第４の給油
穴５ｇを通って潤滑油（潤滑材）として、圧縮機構部５０に給油される。例えば、第１の
給油穴５ｄからは、主軸受９の内径面とクランクシャフト５の外径面との間に冷凍機油２
が供給される。第２の給油穴５ｅからは、第１の圧縮室１０の内部に冷凍機油２が供給さ
れる。第３の給油穴５ｆからは、第２の圧縮室１３の内部に冷凍機油２を供給される。第
４の給油穴５ｇからは、副軸受１２の内径面とクランクシャフト５の外径面との間に冷凍
機油２が供給される。
【００３９】
　例えば、冷凍機油２が第２の給油穴５ｅを介して第１の圧縮室１０の内部に給油される
ことにより、中間板８とクランクシャフト５との間の空隙部に冷凍機油２による油膜が形
成される。油膜の形成により、第１の圧縮室１０又は第２の圧縮室１３からの冷媒の漏れ
が回避されるため、第１の圧縮室１０又は第２の圧縮室１３における圧縮性能を向上させ
ることができる。また、油膜の形成により、中間板８の内径面とクランクシャフト５の外
径面とが直接的に接触することを回避できるため、圧縮機構部５０の損傷を防止すること
ができる。
【００４０】
　また、冷凍機油２は、第１の給油穴５ｄ及び第４の給油穴５ｇを介して、すべり軸受で
ある主軸受９及び副軸受１２の内径面に配置された転がり軸受１９の内輪部１９ａと、ク
ランクシャフト５の外径面との間のクリアランス２０に給油される。クリアランス２０に
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冷凍機油２が給油されることによって、図５（ａ）に示すように、クリアランス２０にオ
イルシール７０が形成される。オイルシール７０が形成されることによって、クランクシ
ャフト５は、転がり軸受１９の内輪部１９ａと接触することなく回転運動する。すなわち
、転がり軸受１９はすべり軸受として機能することとなる。
【００４１】
　ここで、長期間運転しなかったために冷凍機油２が密閉容器１の底部に溜り、更に冷媒
が液化して冷凍機油２に溶け込んでいる状態で、ロータリ圧縮機１００を起動した場合を
考える。ロータリ圧縮機１００の起動時は、クリアランス２０における冷凍機油２が枯渇
した状態となり、図５（ｂ）に示すように、クリアランス２０には空洞９０が形成される
。クリアランス２０に空洞９０が形成された場合、クランクシャフト５の外径部は、転が
り軸受１９の内輪部１９ａと接触可能となる。クランクシャフト５の外径部が転がり軸受
１９の内輪部１９ａと接触したとき、転がり軸受１９の内輪部１９ａは、クランクシャフ
ト５と一体となって摺動する。すなわち、冷凍機油２が枯渇した状態では、転がり軸受１
９の内輪部１９ａは、転がり軸受１９としての本来の機能を発揮する。
【００４２】
　なお、第１の圧縮室１０又は第２の圧縮室１３内に給油された冷凍機油２の一部は、第
１の圧縮室１０又は第２の圧縮室１３で圧縮された高圧のガス冷媒と一緒に、第１の圧縮
室１０又は第２の圧縮室１３から吐出される。吐出管１８へ向かって流れる高圧のガス冷
媒と冷凍機油２との混合流体は、クランクシャフト５上部に嵌められている油分離器１５
に衝突し、遠心力により冷媒と冷凍機油２とが分離され、冷凍機油２は密閉容器１の底部
に戻される。すなわち、本実施の形態１に係るロータリ圧縮機１００では、油分離器１５
の有する遠心分離構造によって、冷凍機油２が吐出管１８を介して冷凍サイクル回路の冷
媒配管（図示せず）に吐出されるのが抑制される。
【００４３】
　以上に説明したとおり、本実施の形態１に係るロータリ圧縮機１００は、すべり軸受で
ある主軸受９及び副軸受１２の内径面に設けられた溝９ａに転がり軸受１９の外輪部１９
ｂが固定され、転がり軸受１９の内輪部１９ａが摺動可能に支持され、内輪部１９ａに摺
動可能に支持されたクランクシャフト５の外径面と、前記転がり軸受１９の内輪部１９ａ
との間にクリアランス２０を有するものである。本実施の形態１に係るロータリ圧縮機１
００による効果について図６を用いて説明する。
【００４４】
　図６は、本発明の実施の形態１に係るロータリ圧縮機１００の効果を概略的に示すグラ
フである。グラフの横軸は、クリアランス２０における冷凍機油２の油量、すなわち、オ
イルシール７０の厚さを示す。グラフの縦軸は摺動損失を示す。横軸における符号Ａの領
域は冷凍機油２が枯渇した状態、すなわち、クリアランス２０に空洞９０が形成された状
態を示す。横軸における符号Ｂの領域は、冷凍機油２が潤沢な状態、すなわち、クリアラ
ンス２０にオイルシール７０が形成された状態を示す。符号Ａと符号Ｂとの境界は、一点
鎖線で示している。
【００４５】
　図６における実線は、本実施の形態１に係るロータリ圧縮機１００における摺動損失を
示すものである。図６の符号Ａの領域における点線は、冷凍機油２が枯渇した状態におい
て、従来の圧縮機の軸受がすべり軸受として機能する場合における摺動損失を示すもので
ある。図６の符号Ｂの領域における二重線は、冷凍機油２が潤沢な状態において、従来の
圧縮機の軸受が転がり軸受として機能する場合における摺動損失を示すものである。
【００４６】
　図６の点線のグラフに示すように、冷凍機油２が枯渇した状態において軸受がすべり軸
受として機能する場合、回転軸と軸受とが直接接触するために、油膜が少なくなるに従い
、摺動損失が大きくなる。そして、点線のグラフ上の×印の数値に摺動損失が達すると、
シャフトと軸受との接触部分が損傷するといった問題があった。
【００４７】
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　また、図６の二重線のグラフに示すように、冷凍機油２が潤沢な状態において軸受が転
がり軸受として機能する場合、回転軸と軸受とが常に接触して摺動するため、すべり軸受
を用いた場合と比較して、摺動損失が大きくなるという問題があった。
【００４８】
　これに対し、本実施の形態１に係るロータリ圧縮機１００は、クランクシャフト５の外
径面と転がり軸受１９の内輪部１９ａとの間にクリアランス２０を有している。
【００４９】
　冷凍機油２が枯渇した場合には、クリアランス２０に空洞９０が形成される。空洞９０
が形成された場合、クランクシャフト５の外径部は、転がり軸受１９の内輪部１９ａと接
触可能となる。クランクシャフト５の外径面は転がり軸受１９の内輪部１９ａに接触した
ときに、転がり軸受１９の内輪部１９ａと一体となり摺動する。すなわち、図６の領域Ａ
の実線のグラフに示されるように、クランクシャフト５と転がり軸受１９の内輪部１９ａ
が直接接触することで、摩擦係数は限りなく１に近くなり、転がり軸受１９の内輪部１９
ａは、転がり軸受１９としての本来の機能を発揮する。
【００５０】
　一方、冷凍機油２が潤沢な場合は、クリアランス２０にオイルシール７０が形成される
。オイルシール７０が形成されることによって、クランクシャフト５の外径面と転がり軸
受１９の内輪部１９ａとの間の摩擦係数は低下する。すなわち、クランクシャフト５は、
転がり軸受１９の内輪部１９ａと接触することなく回転運動するため、図６の領域Ｂの実
線のグラフに示されるように、転がり軸受１９はすべり軸受として機能することとなる。
【００５１】
　以上のように、本実施の形態１のロータリ圧縮機１００では、クリアランス２０に形成
されるオイルシール７０の状態によって、すべり軸受としての機能及び転がり軸受として
の本来の機能の両方の機能の利点を活かすことができ、部品損傷の低減と摺動損失の低減
を両立することができる。よって、本実施の形態１によれば、クランクシャフト５とすべ
り軸受である主軸受９及び副軸受１２との接触部分の損傷を防ぐとともに、摺動損失を低
減することが可能なロータリ圧縮機１００を提供することができる。
【００５２】
　また、本実施の形態１によれば、冷凍機油２が枯渇したときの耐力が大きく向上するた
め、長期使用可能なロータリ圧縮機１００を提供することができ、ロータリ圧縮機１００
に封入する冷凍機油２の量を少なくすることができる。よって、本実施の形態１によれば
、ロータリ圧縮機１００から冷媒とともに吐出される冷凍機油２の量を低減することがで
きる。ロータリ圧縮機１００から吐出される冷凍機油２の量を低減することによって、例
えば、冷凍サイクルの熱交換器における、冷凍機油２による熱交換の性能低下を回避する
ことができる。
【００５３】
　また、本実施の形態１によれば、ロータリ圧縮機１００に封入する冷凍機油２の量を少
なくすることができるため、例えば油分離器１５等の冷媒と冷凍機油２を分離する構造を
無くすことも可能となる。したがって、本実施の形態１の構成は、ロータリ圧縮機１００
の小型化及び材料費の低減にも効果があるといえる。
【００５４】
その他の実施の形態．
　上述の実施の形態に限らず種々の変形が可能である。例えば、上述の実施の形態１では
ロータリ圧縮機１００を縦置型のものとしたが、横置型のものとしてもよい。
【００５５】
　また、上述の実施の形態１では、２シリンダ型のロータリ圧縮機１００としたがこれに
限られない。例えば、１シリンダ型のロータリ圧縮機１００としてもよいし、３以上のシ
リンダを有するロータリ圧縮機１００としてもよい。
【符号の説明】
【００５６】
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　１　密閉容器、２　冷凍機油、３　回転子、４　固定子、５　クランクシャフト、５ａ
　第１の偏心部、５ｂ　第２の偏心部、５ｃ　中空穴、５ｄ　第１の給油穴、５ｅ　第２
の給油穴、５ｆ　第３の給油穴、５ｇ　第４の給油穴、６　第１のシリンダ、７　第２の
シリンダ、８　中間板、９　主軸受、９ａ　溝、１０　第１の圧縮室、１１　第１のロー
リングピストン、１２　副軸受、１３　第２の圧縮室、１４　第２のローリングピストン
、１５　油分離器、１６　第１の冷媒配管、１７　第２の冷媒配管、１８　吐出管、１９
　転がり軸受、１９ａ　内輪部、１９ｂ　外輪部、１９ｃ　転動体、２０　クリアランス
、３０　モータ、５０　圧縮機構部、７０　オイルシール、９０　空洞、１００　ロータ
リ圧縮機。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図６】

【手続補正書】
【提出日】平成29年5月26日(2017.5.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明のロータリ圧縮機は、冷媒を圧縮する圧縮機構部と、前記圧縮機構部に回転駆動
力を伝達するクランクシャフトと、前記クランクシャフトの外径面を冷凍機油を介して支
持する内径面を有するすべり軸受と、前記すべり軸受の内径面に設けられた溝に固定され
た外輪部と前記すべり軸受に回転可能に支持された内輪部とを有する転がり軸受とを備え
、前記クランクシャフトの外径面と前記転がり軸受の内輪部との間にクリアランスを有す
る。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冷媒を圧縮する圧縮機構部と、
　前記圧縮機構部に回転駆動力を伝達するクランクシャフトと、
　前記クランクシャフトの外径面を冷凍機油を介して支持する内径面を有するすべり軸受
と、
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　前記すべり軸受の内径面に設けられた溝に固定された外輪部と前記すべり軸受に回転可
能に支持された内輪部とを有する転がり軸受と
　を備え、前記クランクシャフトの外径面と前記転がり軸受の内輪部との間にクリアラン
スを有するロータリ圧縮機。
【請求項２】
　前記冷凍機油は、前記クランクシャフトに設けられた中空穴と給油穴とを介して、前記
クランクシャフトの外径面と前記すべり軸受の内径面との間、及び前記クリアランスに供
給される請求項１に記載のロータリ圧縮機。
【請求項３】
　前記クリアランスの径方向の幅が１０～５０μｍである請求項１又は２に記載のロータ
リ圧縮機。
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【国際調査報告】
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（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。
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