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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インナーローターと、アウターローターと、該アウターローターを回転自在に収容保持
するアウターリングと、該アウターリングの移動を制御する圧縮ばねを有する可変容量歯
車ポンプの動作を計算する数値演算モデルを計算機上のメモリに構築し、該数値演算モデ
ルにおいて、前記アウターリングに１または２以上の仮設レバーを設け、該仮設レバーに
は前記圧縮ばねの当接点を想定し、前記アウターリングを併進移動、回転移動、若しくは
併進移動と回転移動させる移動ルールを定義したうえで前記計算機上のメモリに保持し、
前記計算機の演算により、前記移動ルールに基づいて前記アウターリングを移動させて、
該移動した範囲に亘って前記当接点の位置座標値を算出して座標値集合とし、該座標値集
合を統計処理した統計量に基づいて、仮設レバー位置の適否を判定することを特徴とする
可変容量歯車ポンプ設計方法。
【請求項２】
　請求項１において、前記座標値集合を移動軌跡とし、前記移動軌跡から直線性指標値を
算出し、予め定めた直線性指標値範囲内への、前記直線性指標値の属否に基づいて、前記
仮設レバー位置の適否を判定することを特徴とする可変容量歯車ポンプ設計方法。
【請求項３】
　請求項２において、前記直線性指標値が、座標値である変数間の直線近似誤差の絶対値
の総和若しくは平均値であることを特徴とする可変容量歯車ポンプ設計方法。
【請求項４】
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　請求項２において、前記直線性指標値が、座標値である変数間の直線近似誤差の二乗値
の総和若しくは平均値であることを特徴とする可変容量歯車ポンプ設計方法。
【請求項５】
　請求項２において、前記直線性指標値が、座標値である変数間の相関係数二乗値である
ことを特徴とする可変容量歯車ポンプ設計方法。
【請求項６】
　請求項５において、前記予め定めた直線性指標値範囲内を前記相関係数二乗値が０．９
以上であることを特徴とする可変容量歯車ポンプ設計方法。
【請求項７】
　請求項２，３，４，５または６のいずれか１項において、前記直線性指標値が前記予め
定めた直線性指標値範囲内に属する場合は、座標値である変数間の近似直線の方向を前記
圧縮ばねの方向とすることを特徴とする可変容量歯車ポンプ設計方法。
【請求項８】
　インナーローターと、アウターローターと、該アウターローターを回転自在に収容保持
するアウターリングと、該アウターリングの移動を制御する圧縮ばねを有する可変容量歯
車ポンプの動作を計算する数値演算モデルにおいて、前記アウターリングに１または２以
上の仮設レバーを設け、該仮設レバーには前記圧縮ばねの当接点を想定し、前記アウター
リングを併進移動、回転移動、若しくは併進移動と回転移動させる移動ルールを定義し、
該移動ルールに基づいて前記アウターリングを移動させて、該移動した範囲に亘って前記
当接点の位置座標値を算出して移動軌跡とし、前記移動軌跡から直線性指標値を算出し、
予め定めた直線性指標値範囲内への、前記直線性指標値の属否に基づいて、仮設レバー位
置の適否を判定する機能を計算機に演算させることを特徴とする可変容量歯車ポンプ設計
支援プログラム。
【請求項９】
　制御部と、データ・コマンド入力部と、記憶部と、演算部と、出力部を有する可変容量
歯車ポンプ設計支援装置であって、インナーローターと、アウターローターと、該アウタ
ーローターを回転自在に収容保持するアウターリングと、該アウターリングの移動を制御
する圧縮ばねを有する可変容量歯車ポンプの動作を計算する数値演算モデルを前記記憶部
に構築し、該数値演算モデルにおいて、前記アウターリングに１または２以上の仮設レバ
ーを設け、該仮設レバーには前記圧縮ばねの当接点を想定し、前記アウターリングを併進
移動、回転移動、若しくは併進移動と回転移動させる移動ルールを定義したうえで前記記
憶部に保持し、前記演算部により、前記移動ルールに基づいて前記アウターリングを移動
させて、該移動した範囲に亘って前記当接点の位置座標値を算出して移動軌跡とし、前記
演算部によって前記移動軌跡から直線性指標値を算出し、予め定めた直線性指標値範囲内
への、前記直線性指標値の属否に基づいて、仮設レバー位置の適否を判定することを特徴
とする可変容量歯車ポンプ設計支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内接歯車タイプの可変容量歯車ポンプ設計方法、その設計支援プログラム、
及び、その設計支援装置、並びに可変容量歯車ポンプに関する。
【背景技術】
【０００２】
　内接歯車タイプの可変容量歯車ポンプは、自動車のエンジンやトランスミッションなど
に潤滑油を供給するのに利用されている。このポンプは、ポンプハウジング内で回転する
インナーローターの外歯と、一定の偏心量を持ってこれに噛合うアウターローターの内歯
によって形成される噛合い空間の拡大と縮小により、吸引ポートから吐出ポートへオイル
を送るものである。そして、前記アウターローターの位置を移動させて偏心方向を変化さ
せることでオイルの送量を調節することができる。
【０００３】
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　前記インナーローターは前記ポンプハウジングに対して固定した回転軸を有し、該回転
軸を中心として回転する。一方、前記アウターローターはアウターリングに回転自在に保
持される円板であって、その内歯の内部に前記インナーローターを収容する構成である。
そして、前記アウターローターの回転中心は前記インナーローター回転軸から一定の偏心
量ｅを維持するように、前記アウターリングの位置が調整されている。前記アウターリン
グは上記制約下で併進と回転を合成した動きをする。そしてこの動きは、該アウターリン
グに設けたレバーへ加えられる圧縮ばね力と流路等を通じて加えられる油圧との釣り合い
によって自動的に調整される。例えば、特許文献１に上記のような可変容量歯車ポンプが
記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】ＷＯ２０１０／０１３６２５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、前記レバーと前記圧縮ばね端部の当接位置によっては前記レバーが直線的に移
動しない。このため圧縮ばねの反発力がレバーに効率的に伝わらず、設計通りのオイル送
量を実現できないという課題がある。これは前記アウターリングに設けたレバーの位置及
び圧縮ばねの向きの適否によって生じる課題である。
【０００６】
　そこで、本発明はアウターリングに設けたレバーへの圧縮ばねの当接点の移動を数値計
算し、該演算結果に基づいて、前記レバーの適した位置と、前記圧縮ばねの適した方向を
出力する、可変容量歯車ポンプ設計方法、その設計支援プログラム及び、その設計支援装
置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】
【０００７】
　本発明の目的は、インナーローターと、アウターローターと、該アウターローターを回
転自在に収容保持するアウターリングと、該アウターリングの移動を制御する圧縮ばねを
有する可変容量歯車ポンプの動作を計算する数値演算モデルを計算機上のメモリに構築し
、該数値演算モデルにおいて、前記アウターリングに１または２以上の仮設レバーを設け
、該仮設レバーには前記圧縮ばねの当接点を想定し、前記アウターリングを併進移動、回
転移動、若しくは併進移動と回転移動させる移動ルールを定義したうえで前記計算機上の
メモリに保持し、前記計算機の演算により、前記移動ルールに基づいて前記アウターリン
グを移動させて、前記移動した範囲に亘って前記当接点の位置座標値を算出して座標値集
合とし、該座標値集合を統計処理した統計量に基づいて、前記仮設レバー位置の適否を判
定することを特徴とする可変容量歯車ポンプ設計方法によって達成される。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の可変容量歯車ポンプ設計方法は、偏心軸線方向を変えるに際しての該アウター
リング外縁、若しくは、前記仮設レバーへのばね当接点の移動軌跡を算出し、直線に近い
移動軌跡を生じる、前記アウターリング外縁、若しくは、前記仮設レバーへのばね当接点
を見つけることができるという効果を有する。
【０００９】
　直線に近い移動軌跡を生じる、前記アウターリング外縁部分に実際にレバーを設けて、
前記直線に近い軌跡上に前記圧縮ばねを配置することで、該圧縮ばねの反発力を効率的に
前記実際のレバーに伝えることができ、設計通りのオイル送量を実現できるという効果が
ある。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
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【図１】は本発明の可変容量歯車ポンプ設計方法のフローチャートの例を示す図である。
【図２】は本発明の可変容量歯車ポンプ設計方法における、アウターリングへの座標系の
設定例を示す図である。
【図３】は本発明の可変容量歯車ポンプ設計方法における、ばねの想定当接点の軌跡の表
の例である。
【図４】（Ａ）は本発明の可変容量歯車ポンプ設計方法における、軌跡の具体例を示す図
、（Ｂ）は他のアウターリング移動ルールによる、ピアソン相関係数二乗の直線性指標の
プロファイルを示す図である。
【図５】は本発明の可変容量歯車ポンプ設計方法における、アウターリングの移動ルール
の例を示す図である。
【図６】（Ａ）は本発明の可変容量歯車ポンプの主要部を単純化した図であって、偏心軸
線Ｌａが初期位置にある図、（Ｂ）は同図において偏心軸線Ｌａが９０度の位置にある図
である。
【図７】（Ａ）は本発明の可変容量歯車ポンプの主要部を単純化した図であって、アウタ
ーリング移動前の図、（Ｂ）は同図においてインナーローター中心Ｐａを中心として回転
した図、（Ｃ）は同図において、アウターローター中心Ｐｂを中心としてアウターリング
を回転した図である。
【図８】（Ａ）は本発明の可変容量歯車ポンプの主要部を単純化した図であって、偏心軸
線Ｌａを回転させた例を示す図、（Ｂ）は同図において偏心軸線Ｌａを回転させたときの
仮設レバーの移動軌跡の例を示す図である。
【図９】は本発明の可変容量歯車ポンプ設計支援装置の構成例を示す図である。
【図１０】（Ａ）は可変容量歯車ポンプにおける偏心軸線Ｌａが初期位置にある図、（Ｂ
）は同ポンプにおける偏心軸線Ｌａが９０度の角度にある図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
［可変容量歯車ポンプ］
　まず、可変容量歯車ポンプの説明をする。図１０（Ａ）と図１０（Ｂ）は可変容量歯車
ポンプ要部の例を示す図である。可変容量歯車ポンプは、ポンプハウジング１に対して固
定された回転軸Ｐａを中心として回転するインナーローター２と、これを収容して回転自
在なアウターローター３を有する。アウターローター３は軸支されているのでなく、アウ
ターリング４に回転自在に周囲から保持されている。アウターリング４は所定の移動が可
能なようにアウターリング支持歯部１２で支持されている。
【００１２】
　そして、アウターローター３の中心Ｐｂは常に回転軸Ｐａに対して固定量ｅだけ偏位し
ている。さらに、アウターローター３に設けられた内歯３１は、インナーローター２に設
けられた外歯２１と噛み合っていて、インナーローター２の回転がアウターローター３を
回転させる。
【００１３】
　外歯２１と内歯３１の噛み合いの隙間にはオイルで満たされている。また、外歯２１と
内歯３１の接点ではオイルは通過することができない。そして、回転軸Ｐａと中心Ｐｂを
結ぶ線分を偏心軸線Ｌａとする。偏心軸線Ｌａ下にある一方の隙間は、各隙間の中で最大
の隙間容積を持ち（斜線部Ｓａ）、他方は最小の隙間容積となる。図１０（Ａ）において
は、Ｓａの隙間容積が最大で、図面最上方の隙間容積が最小でほぼゼロになっている。
【００１４】
　これらの配置でインナーローター２が反時計回りに回ると、アウターローター３も噛み
合って反時計回りに回る。そうすると、両歯車の隙間が形成する隙間空間は図面上部から
反時計回りに、容積が増加して最下方で最大となり、再び減少する。このとき、内部のオ
イルは前記最下方隙間の左側では負圧を生じて、右側では正圧を生じる。
【００１５】
　アウターローター３を挟んで吸入ポート５１と吐出ポート５２が設けられている。両者
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の間には、仕切り壁５３が設けられていて、吸入ポート５１と吐出ポート５２の間でオイ
ルが直接行き来することはできない。両ポート間のオイルは、前記両歯車の隙間空間を経
て行き来することができる。
【００１６】
　ここで、左側の隙間に通じる吸入ポート５１を通じてオイルパン５（図示せず）と接続
しておけば、吸入ポート５１を通じてオイルが前記左側の隙間に流れ込む。また、右側の
隙間に通じる吐出ポート５２を通じてオイルパン５に接続しておけば、吐出ポート５２を
通じてオイルが前記右側の隙間から流出する。
【００１７】
　前述の通り、吸入ポート５１と吐出ポート５２間には直接のオイル通り道はない。オイ
ルは前記歯車間の隙間を通じて両ポートが接続されている。以上の構成で、インナーロー
ター２と、アウターローター３が反時計回りに回転すると、オイルが吸入ポート５１から
吐出ポート５２へ流れる。そして、オイルパン５を介してオイル巡回路が形成される。こ
の時のアウターローター３の偏位を初期偏位位置という。または、偏心軸線Ｌａが初期位
置にあるという。または、偏心軸線Ｌａの角度が０であるという。
【００１８】
　図１０（Ｂ）に、偏心軸線Ｌａが、回転軸Ｐａを中心として時計回りに９０度回転した
場合を示す。この時は最左方に最大の隙間空間Ｓａが生じて、最右方の隙間空間は最小に
なっている。この状態でインナーローター２とアウターローター３を反時計回りに回転さ
せる。すると、図面左側では、隙間空間容積が反時計回りに回るにつれて大きくなって、
最大容積になった後、小さくなって、最下方へ行ったときには最初の容積に戻っている。
【００１９】
　一方、図面右側では、隙間空間容積が反時計回りに回るにつれて小さくなって、最小容
積になった後、大きくなって、最上方へ行ったときには最初の容積に戻っている。つまり
、左側と右側でそれぞれ隙間空間の容積は変動するものの、１８０度回転するごとに元の
容積に戻っている。
【００２０】
　この構成では、吸入ポート５１からいったん吸い込まれたオイルは再び吸入ポート５１
を通って流出し、吐出ポート５２から吸入されたオイルは再び吐出ポート５２を通って流
出する。これを１８０度回転ごとに繰り返すので、結局、インナーローター２とアウター
ローター３を反時計回りに回転させても、図１０（Ａ）のように、一定方向にオイルが流
れることが無い。
【００２１】
　前述の通りインナーローター２の回転軸Ｐａの位置は、ポンプハウジング１に対して不
変である。そこで、偏心軸線Ｌａの向きは、アウターリング４を回転移動や併進移動若し
くはこれらの組合せ移動によって、アウターローター３の中心Ｐｂを移動して行う。偏心
軸線Ｌａが初期位置の場合のオイル送量が最も効率が良く、インナーローター２が１回転
する間のオイル送量は最も多い。一方、偏心軸線Ｌａが９０度の場合のオイル送量がゼロ
である。偏心軸線Ｌａの方向は、回転軸Ｐａを起点とした回転角度で規定される。一般的
には、偏心軸線Ｌａを０～９０度の間で変化させることによって、可変容量歯車ポンプは
インナーローター２の回転当たりのオイル送量を変化させることができる。
【００２２】
　アウターリング４に上記のような所望の移動をさせるために、該アウターリング４の移
動を規制する必要がある。このために、図１０（Ａ）（Ｂ）に示すように、凸部からなる
アウターリング支持歯部１２が、ポンプハウジング１の内部に設けられて、アウターリン
グ４の移動を規制している。これらの指示をした上で、アウターリング４の動きを制御す
るためには、適宜位置に設けられたレバー４１と、これに付勢する圧縮ばね７が重要であ
る。尚、オイルをシールするために、圧縮ばねを有するチップシール１１も配置される。
【００２３】
［可変容量歯車ポンプの主要部の単純化表記］
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　以下では、アウターリング４の移動に伴い、これに設けたレバー４１の移動軌跡がどう
なるかが議論の中心となる。そこで、可変容量歯車ポンプの主要部を図６のように単純化
表記とする。また、レバー４１を設ける位置は、これから説明する解析の結果に基づいて
決まるので、ここでは仮設レバー４２，４３，４４，４５，４６が設定されているとする
。また、インナーローター２は、外歯２１の記載を省略し、該外歯２１間の谷部の一番低
い部分同士の包絡線としての円で表記する。アウターローター３は、内歯３１の記載を省
略し、該内歯３１間の山部の一番高い部分同士の包絡線としての円で表記する。
【００２４】
　図６（Ａ）は偏心軸線Ｌａが初期位置にあるときのインナーローター２とアウターロー
ター３とアウターリング４の位置関係を示す。図面最下方に最大容積の隙間Ｓａが生じる
（図示せず）。この配置では、図示していないが、左側の吸入ポート５１から右側の吐出
ポート５２に回転当たりのオイル最大送量となる。図６（Ｂ）は偏心軸線Ｌａが、初期位
置から９０度をなす配置を示す。この場合、最大容積の隙間Ｓａは図面左側に生じる。こ
の配置では、吸入ポート５１から吐出ポート５２へのオイル送量はゼロである。
【００２５】
［アウターローターとアウターリングの移動例の説明］
　次にアウターリング４を介したアウターローター３の移動を説明する。上述のように、
インナーローター２は回転軸Ｐａを中心に回転するのみで併進を伴う動きはない。一方、
アウターローター３は、中心Ｐｂと前記回転軸Ｐａとの偏心量ｅを保つ条件の上で、回転
運動と併進運動が可能である。
【００２６】
　図７に基づいて、アウターローター３とアウターリング４の移動の一例を説明する。図
７（Ａ）は偏心軸線Ｌａの移動前の状態である。例えば、偏心軸線Ｌａを初期位置から時
計回りに３０度回転させる場合、まず、インナーローター２の回転軸Ｐａを中心にアウタ
ーローター３とアウターリング４を回転させると考えると理解し易い。この移動で、図７
（Ｂ）のように、偏心軸線Ｌａは３０度回転している。
【００２７】
　ここで、アウターローター３に対して、アウターリング４は回転自在である。したがっ
て、前記アウターローター３がインナーローター２と噛み合っていて回転が規制されてい
ても、アウターリング４はＰｂを中心に回転自在である。そこで、アウターリング４を反
時計回りに２５度回転させると図７（Ｃ）の状態になる。つまり、アウターリング４を、
回転軸Ｐａを中心として時計回りに３０度回転させた後に、Ｐｂを中心として反時計回り
に２５度回転させた例を示した。この状態でも、偏心軸線Ｌａの角度は３０度を保ってい
る。
【００２８】
　説明のためにアウターリング４の移動を２段階に分けて説明したが、実際にはこれらの
移動は同時に行ってもよい。このような動きによれば、回転軸Ｐａを中心とした回転移動
のみの移動よりも、アウターリング４の移動量を小さく納めることが可能で、可変容量歯
車ポンプのコンパクト設計に有利である。勿論、アウターリング４の移動はこれに限るも
のでなく他の移動の仕方でもよい。
【００２９】
［アウターリングの仮設レバーの軌跡］
　アウターリング４の、仮設レバーの軌跡について説明する。図８（Ａ）は、偏心軸線Ｌ
ａが０度（初期位置）から、３０度毎に、１２０度まで回転させた様子を示す。図８（Ｂ
）に、これら０～１２０度のアウターリング４を重ねて移動軌跡を矢印で示した。同図に
示した矢印の向き、長さ、曲線形状の違いから、前記仮設レバーは場所によって動き方に
差異があることがわかる。
【００３０】
　ここでは、一定間隔ごとに仮設レバー４２～４６までの５か所の軌跡を表示した。しか
し、同様に、アウターリング４の周囲部には連続的に仮設レバーを設けて、その移動軌跡
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を計算することができる。これらの軌跡に沿って、アウターリング４を連続的に移動させ
れば、上記に例示の０，３０，６０，１２０度などの離散値でなく、連続的な角度で偏心
軸線Ｌａの角度を変えることができる。
【００３１】
　例えば、図８（Ａ）に示したアウターリング４の移動を実現するには、仮設レバー４２
～４６を設けた、該アウターリング４の周囲部が、同図（Ｂ）に示す移動軌跡に従って移
動すればよい。このために、ポンプハウジング１の内部には、前記移動軌跡に沿って前記
アウターリング４が移動するように歯形形状をした規制壁などのアウターリング支持歯部
がポンプハウジング１の内部に設けられている。図１０（Ａ）（Ｂ）に示すアウターリン
グ支持歯部１２もこのアウターリング支持歯部の例である。
【００３２】
　アウターリング４の周囲部の移動軌跡の中の１箇所若しくは２箇所以上に圧縮ばねで付
勢したり、あるいは、圧縮ばね７と対抗する油圧で付勢したりして、該アウターリング４
の移動を制御することができる。このような圧縮ばね７等による付勢部を設ける箇所は、
前記移動軌跡のうち、直線的な軌跡を有する部分であることが望ましい。直線的であるほ
うが、前記圧縮ばね７の反発力を効率的に作用させることができるからである。
【００３３】
　そこで、本発明はアウターリング４の移動ルールに従って移動する、アウターリング４
の周囲部の移動軌跡を算出して、その移動軌跡の直線性を判定し、前記アウターリング４
を付勢するばねを取り付けるべき位置の適否を判定出力する、可変容量歯車ポンプ設計方
法と、その設計支援プログラム及び、その設計支援装置を提供するものである。
【００３４】
　図１は、計算機上で実行される、本発明の可変容量歯車ポンプ設計方法の一実施例のフ
ローチャートを示す。処理フローの開始後、偏位量ｅを設定する（ｓｔｅｐ１）。該偏位
量ｅは、前述の通り、ＰｂのＰａからの偏位量である。前記インナーローター２の回転軸
Ｐａはポンプハウジング１に対して固定であるから、該偏位量ｅを設定することで、アウ
ターローター３の中心Ｐｂ（アウターリングの回転中心でもある）の移動範囲を規定する
ことになる。
【００３５】
　次いで、アウターリングパラメータを設定する（ｓｔｅｐ２）。アウターリングパラメ
ータとは、アウターリング４の周囲部に仮想的に仮設したレバー上の仮想的な当接点の座
標である。該当接点は前記圧縮ばね７が当接すると想定される地点である。設定の具体例
は後記する。前記仮設レバーは１つでもよく、複数設けてもよい。
【００３６】
　次いで、アウターリング移動ルールを設定する（ｓｔｅｐ３）。該移動ルールは、偏心
軸線Ｌａを所定の角度だけ回転させるために、アウターリング４を移動させる際の移動の
仕方を規定するものである。該移動ルールの具体例は後記する。
【００３７】
　次いで、偏心軸線Ｌａを回転させる角度範囲を設定する（ｓｔｅｐ４）。一般的には、
０～９０度であるが、これに限るものではなく、例えば、０～１２０度でもよい。
【００３８】
　次いで、直線性を示す指標のしきい値を設定する（ｓｔｅｐ５）。軌跡データが直線的
であるか否かの数値化としての指標には、ピアソンの相関係数を用いることができる。ま
たは、最小二乗法で直線近似して、該直線と前記軌跡データとの誤差を指標とすることも
できる。適用する直線性評価指標に応じた値であって、本件発明に係る可変容量歯車ポン
プの設計上許容できる直線性の下限に当たる数値をしきい値として設定する。以上ｓｔｅ
ｐ１～５はユーザが、前記計算機に設けられた、データ入力のためのグラフィカルユーザ
インタフェース等を介して入力するものである。あるいはこれらの数値はファイル化され
て磁気ディスク等に保存されているものを演算装置に読み込ませてもよい。
【００３９】
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　アウターリング４を初期位置にセットした時、すなわち、偏心軸線Ｌａの角度が０度の
時の、圧縮ばね７の前記当接点の座標値を記憶する（ｓｔｅｐ６）。前述の通り、前記当
接点は前記圧縮ばね７が当接すると想定される地点である。
【００４０】
　ｓｔｅｐ７は条件分岐処理である。ｓｔｅｐ４で設定した、偏心軸線Ｌａの、角度範囲
の演算が全て完了した場合にはｓｔｅｐ１０に進むが、未だ完了していなければｓｔｅｐ
８に進む。ここでは、未だ完了していないので、ｓｔｅｐ８に進む。
【００４１】
　ｓｔｅｐ３で定めた移動ルールに従って、所定ピッチだけ前記偏心軸線Ｌａを回転させ
るべく、アウターリング４を移動させる（ｓｔｅｐ８）。前記所定ピッチは例えば、１度
毎でもよく、これ以上でも以下でもよい。ｓｔｅｐ３またはｓｔｅｐ４の設定処理の際に
選択できるようにしてあってもよい。
【００４２】
　前のｓｔｅｐで所定ピッチだけ回転した後の、前記当接点の座標値を記憶する（ｓｔｅ
ｐ９）。前記当接点とは、前記圧縮ばね７の想定当接位置であって、その座標値を記憶す
る。その後、ｓｔｅｐ７の条件分岐で、条件を満たす、すなわち「真」であればｓｔｅｐ
１０に進む。
【００４３】
　前記設定範囲の演算が完了し、前記当接点の全ての座標値が記憶された後は、これらの
座標値から、前記想定される当接点の軌跡を算出する。併せて、該軌跡が直線からどの程
度逸脱するか、若しくは、直線上にどの程度近いのかを、直線性の指標として算出する（
ｓｔｅｐ１０）。直線性の指標として算出具体例は後記する。
【００４４】
　ｓｔｅｐ１１は条件分岐処理である。ｓｔｅｐ１０で算出した直線性指標が、ｓｔｅｐ
５で予め定めたしきい値範囲内であれば、直線性条件を充足するものとしてステップ１２
に進む。そうでなければ、すなわち、「偽」であれば、ｓｔｅｐ１３に進む。
【００４５】
　ｓｔｅｐ１２は、前記軌跡の直線性が範囲内の場合である。この場合は、該当する仮設
レバーの位置は、レバー４１を設けるのに適した場所であるとして出力する。前記軌跡の
近似直線の方向を適切なばねの方向として出力してもよい。以上を出力して処理フローを
終了する。
【００４６】
　ｓｔｅｐ１３は、前記軌跡の直線性が範囲外の場合である。この場合は、該当する仮設
レバーの位置は、レバー４１を設けるのに不適切な場所であるとして出力し、全処理フロ
ーを終了する。
【００４７】
［アウターリングパラメータ］
　次にアウターリングパラメータの説明をする。アウターリングパラメータはアウターリ
ング４の周囲部に仮想的に仮設したレバー上の仮想的な当接点の座標を規定するパラメー
タである。まず、図２は本発明の可変容量歯車ポンプ設計方法に係る、アウターリング座
標系の例を示す図である。仮設レバーは１つでもよいし、複数設けてもよい。
【００４８】
　図２には、簡略化されたインナーローター２と、アウターローター３と、アウターリン
グ４が記載されている。Ｐａはインナーローターの回転中心で、Ｐｂはアウターローター
３とアウターリング４の回転中心である。外歯２１と内歯３１の記載は省略されている。
外歯２１の谷部の一番低いところ同士の包絡線は円になるが、同図のインナーローター２
の輪郭はこの円を表している。内歯３１の山の一番高いところ同士の包絡線は円になるが
、同図のアウターローター３の輪郭はこの円を表している。が、これらの歯の谷部の一番
低い部分同士の包絡線は円である。
【００４９】
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　アウターリングの座標系は、Ｐａを原点として、初期位置すなわち角度０度の時の偏心
軸線Ｌａの方向にＹ軸を取る。向きはＰｂからＰａの向き（図面上方向）を正とする。Ｘ
軸はＰａを通り、Ｙ軸に直交して図面右方を正とする。アウターリング４の外周４８は真
円とは限らないので、ここでは略楕円形状で表記する。
【００５０】
　ところで、アウターリング４の外周部にレバー４１を設けて圧縮ばね７で付勢する場合
、該圧縮ばね７と前記レバー４１の当接点は更に外側になる。その距離分を外側にとって
、これを、ばね想定当接点列Ｆｐとする。該Ｆｐは想定されるレバーの、ばね想定当接点
の点列である。アウターリング４が初期位置にある時の、前記はね想定当接点列Ｆｐの中
、仮設レバーを設けた位置の（Ｘ，Ｙ）座標がアウターリングパラメータである。仮設レ
バーは複数設けてもよいから、該アウターリングパラメータは複数組の（Ｘ，Ｙ）座標で
もよい。
【００５１】
　アウターリングパラメータは極座標に基づくものでもよい。Ｐａを原点として、Ｘ軸か
らの偏角θで動径方向が決まり、Ｆｐ上の点は動径の距離ＡＲｒ（θ）で決まる。この、
ＡＲｒ（θ）でアウターリングパラメータを表現してもよい。ただし、０≦θ＜３６０度
である。
【００５２】
［アウターリング４の移動ルール］
　アウターリング４の移動ルールの例を説明する。アウターリング４の移動ルールの例と
して次のものが挙げられる。アウターリング４を、Ｐａを中心に回転移動させる角度と、
次いでＰｂを中心に回転させる角度を指定して、移動ルールとすることができる。更に、
Ｐｂを中心にする回転角度を、Ｐａを中心にする回転角度の比率とすることもできる。
【００５３】
　図５はアウターリング４の、移動ルールの例を示す図である。尚、ここでは、反時計回
りを正の回転方向、時計回りを負の回転方向とする。図５（Ａ）は、初期位置にあるアウ
ターリング４の図であって、外歯２１の記載を省略したインナーローター２と、内歯３１
の記載を省略したアウターローター３と、アウターリング４が記載されている。破線は、
ばね想定当接点列Ｆｐである。偏心軸線Ｌａを－α度回転する場合、インナーローター２
の回転軸Ｐａを中心に－α度回転する（同図（Ｂ））。
【００５４】
　次いで、アウターローター３の中心Ｐｂを中心にβ度回転する（同図（Ｃ））。同図（
Ｃ）は、前記移動ルールに従って、アウターリング４の移動が完了した図である。αとβ
間には一定の比を定めてもよい。例えば、α＝６０、一定比を５／６とした場合、β＝５
０となる。符号も含めて、α’＝－６０、比率＝－５／６により、β’＝５０となるよう
に前記移動ルールを定めてもよい。以上は偏心軸線Ｌａをα度回転させるための、アウタ
ーリング４の移動ルールである。このルールに従い、アウターリング４を移動させれば、
前記偏心軸線Ｌａを所望の角度回転させることができる。
【００５５】
［当接点の軌跡算出］
　前述の通り、当接点は、圧縮ばね７の想定当接位置であって、ばね想定当接点列Ｆｐ上
にある。例えば、図５（Ａ）において仮設レバー４７を想定すると、当接点は点Ｆである
。この座標を（Ｘ，Ｙ）として、Ｐａを中心とした－αの回転後の座標を（Ｘ’，Ｙ’）
とする。（Ｘ，Ｙ）から（Ｘ’，Ｙ’）への変換は回転行列を乗じることで変換できる。
【００５６】
　前述の通り、ＰｂはＰａからｅだけ偏位しているから、初期状態では、Ｐｂの座標は、
（０，－ｅ）である。そして、上記－α回転後の座標も上記回転行列を乗じて得られる。
これは、同図（Ｂ）の状態である。
【００５７】
　次にＰｂを中心に回転する。しかし、その前にＰｂを原点とする座標系へ変換する必要
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点Ｆの座標は、回転行列を乗じて得られる。この座標値をＦ（Ｘ’’，Ｙ’’）とする。
【００５８】
　しかし、Ｆ（Ｘ’’，Ｙ’’）は、Ｐｂを原点としている。そこで、元の原点すなわち
、Ｐａを原点とする座標系に戻す必要がある。これは座標値の原点をＰａからＰｂへ変換
する際に減じた値を、符号付で加えればよい。こうして得た座標値が、同図（Ｃ）に示す
当接点Ｆの最終的な座標Ｆ（Ｘ’’’，Ｙ’’’）である。
【００５９】
　以上、偏心軸線Ｌａをα度回転させるために、アウターリング４の移動ルールに従って
、アウターリング４を移動させる前後の、当接点Ｆの座標を示した。図１に示すフローチ
ャートのｓｔｅｐ６では、初期状態における、当接点Ｆの座標Ｆ（Ｘ，Ｙ）を記憶するこ
ととなる。そして、ｓｔｅｐ９では、所定の角度だけ回転させるための移動後の座標、す
なわち、Ｆ（Ｘ’’’，Ｙ’’’）の座標値を記憶することとなる。
【００６０】
［軌跡データ］
　図１フローチャートのｓｔｅｐ７分岐条件にあるように、設定範囲の演算、すなわち、
アウターリング４移動後の当接点の座標算出と記憶が完了すると、該当接点の軌跡データ
が得られる（ｓｔｅｐ１０）。該軌跡データは、例えば図３の表に示すことができる。
【００６１】
　図３は、ばねの想定当接点の軌跡を表す表であって、最左の縦欄は、偏心軸線Ｌａの角
度を表す。図３においては、１度間隔で０～１２０度の範囲が示されている。勿論角度範
囲と間隔は適宜決めてよい。同表の第１行目は、アウターリング４の初期位置、すなわち
、偏心軸線Ｌａの角度が０のときの、ばね想定当接点の位置を表している。同表では、θ
＝０～３５９度まで、１度間隔で３６０個のばね想定当接点の位置を表している。これは
、仮設レバーを１度間隔で３６０個想定したことでもある。軌跡も０～３５９の３６０個
が生じている。
【００６２】
　図３において、最左欄と第１行目以外の□□は、座標値が記載されているものとする。
該座標値は直交座標系によるものである。各軌跡データの最初の座標は、初期位置におけ
るばね想定当接点の位置であるが、これを極座標で表すと、第１行目の記載の通り、θ＝
０，１，２，・・・，３５８，３５９となる。
【００６３】
［直線性指標］
　次に、ｓｔｅｐ１０でなされる、前記軌跡データからの直線性指標の算出の例を示す。
これに先立ち、軌跡の具体例を図４（Ａ）に示す。図４（Ａ）は、偏心軸線Ｌａを０～１
２０度回転させるために、アウターリング４を移動させるときに生じた当接点の軌跡であ
る。軌跡６０はアウターリング４のθ＝０度の部分に仮設レバーを設けた場合の軌跡、軌
跡６１は同アウターリング４のθ＝３０度の部分に仮設レバーを設けた場合の軌跡、軌跡
６２は同アウターリング４のθ＝２１７度の部分に仮設レバーを設けた場合の軌跡である
。ただし、アウターリング４の移動ルールはＰａを中心としてγ回転させた後、Ｐｂを中
心として逆方向にγ×２／３だけ回転させるというものである。
【００６４】
　該軌跡データの直線性指標には、ピアソンの相関係数を適用することができる。ピアソ
ンの相関係数は下記によって算出される。上部にバーつきのＸとＹはそれぞれ、平均値を
表す。
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【数１】

　前記軌跡データはＸ軸に関する座標値とＹ軸に関する座標値の集合と見なせる。そこで
、[数１]にＸ座標値とＹ座標値を代入して、各軌跡データの相関係数ｒを求めて、これに
基づいて直線性の指標とする。相関係数は正負の符号を有するので、相関係数ｒの二乗を
、本発明の可変容量歯車ポンプの設計法では、軌跡データの直線性の指標として用いるこ
とができる。
【００６５】
　上記の直線性指標は０～１の値をとり、直線性が良いほど、１に近づく。例えば、図４
（Ａ）の軌跡６０と、軌跡６１と、軌跡６２の、ピアソン相関係数二乗による直線性指標
はそれぞれ、０．９８２，０．９９７，０．２６８である。前記指標によれば、軌跡６１
が０．９９７で最も１に近く、直線性が良いと評価されている。また、軌跡６２は０．２
６８で最も直線性が悪いと評価されている。軌跡６０は０．９８２で直線性の良さは軌跡
６１に次ぐものと評価されている。このように、ピアソン相関係数の二乗による直線性評
価は、外観に基づく直線性評価とも一致して、その効果は明らかである。
【００６６】
　軌跡データのＸ，Ｙ座標値集合の直線性指標として、該Ｘ，Ｙ座標値に対して最小二乗
法によって近似直線を求め、この直線上の座標値と、軌跡データの座標値の誤差絶対値や
誤差二乗の総和をデータ数で除したものを直線性の指標としても良い。この場合、総和は
少ない方が、直線性が良い。例えば、軌跡６０、軌跡６１、軌跡６２の近似直線からの誤
差二乗総和をデータ数で除したものはそれぞれ、０．９２３，０．２１５，３６．３８で
ある。これから、直線性の良い軌跡ほど数値が小さいことが分かる。
【００６７】
　図４（Ｂ）には、他のアウターリング移動ルールによるものであるが、ピアソン相関係
数二乗の直線性指標のプロファイルを示す。横軸は仮設レバーの位置（角度）を示し、縦
軸は直線性評価指標としての、ピアソン相関係数二乗である。例えば、本発明の可変容量
歯車ポンプ設計方法では、ピアソン相関係数二乗の数値が０．９以上の値をとる仮設レバ
ーの位置を、レバー４１を設けるのに適した場所として出力することができる。以上、ｓ
ｔｅｐ１０でなされる想定当接点の軌跡の直線性指標の算出例を説明した。
【００６８】
　ｓｔｅｐ１２は、該軌跡データの直線性が許容できるしきい値範囲内の場合の処理であ
る。この場合、該軌跡に対して最小二乗法等で近似直線を求め、この方向に圧縮ばね７を
設ける旨を出力することができる。
【００６９】
　本発明の可変容量歯車ポンプ設計方法は、偏心軸線Ｌａの方向を変えるに際しての該ア
ウターリング外縁に仮設したレバーへのばねの想定当接点の移動軌跡を算出し、直線に近
い移動軌跡を生じる、前記仮設レバーの設置位置を計算によって見つけることができると
いう効果を有する。直線に近い移動軌跡を生じる、前記仮設レバー取り付け位置にレバー
を設けて、前記直線に近い軌跡上に前記圧縮ばねを配置することで、該圧縮ばねの反発力
を効率的に前記レバーに伝えることができ、設計通りのオイル送量を実現できるという効
果がある。
【００７０】
　本発明の可変容量歯車ポンプ設計方法は、図９に示す、可変容量歯車ポンプ設計支援装
置によって実現することができる。本発明の可変容量歯車ポンプ設計支援装置は、少なく
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とも、データ及びコマンド入力部Ｅ２と、記憶部Ｅ３と、演算部Ｅ４と、出力部Ｅ５を有
する。また、これらの要素を制御する制御部Ｅ１を有する。制御部Ｅ１は演算部Ｅ４と兼
用していても良い。また、データ、コマンド入力部Ｅ２と、記憶部Ｅ３と、演算部Ｅ４と
、出力部Ｅ５の間のデータ入出力はデータバスを介して行われる。処理は図１に示すフロ
ーチャートに従って行われる。
【００７１】
　本発明の可変容量歯車ポンプの設計支援装置は、データ及びコマンド入力部Ｅ２から、
ｓｔｅｐ１～ｓｔｅｐ５で設定すべきデータを入力する。すなわち、偏位量ｅ、アウター
リングパラメータ、アウターリング移動ルール、計測すべき偏心軸線Ｌａの角度範囲と角
度ピッチ、直線性指標の選択と、「直線性あり」として許容できるしきい値を入力する。
これらのデータは記憶部Ｅ３に記憶される。
【００７２】
　ユーザがデータ及びコマンド入力部Ｅ２から、演算を開始すべくコマンドを入力すると
、制御部Ｅ１を介して、そのコマンドが演算部Ｅ４に伝わる。該演算部Ｅ４が前記コマン
ドにより演算処理を開始し、偏心軸線Ｌａが所定角度回転するときのばね想定当接点の移
動軌跡を演算処理する。
【００７３】
　演算部Ｅ４での演算に際しては、記憶部Ｅ３にあらかじめ記憶してある、アウターリン
グパラメータと、アウターリング移動ルールと、偏心軸線Ｌａの角度計測範囲の情報が使
用される。演算部Ｅ４の処理によって、前記ばね想定当接点の移動軌跡が算出されるので
、移動軌跡データとして、記憶部Ｅ３に記憶される。移動軌跡データとしては、例えば、
図３を使って先に説明した、ばね想定当接点の軌跡表からなるものである。
【００７４】
　移動軌跡データが完成した後は、演算部Ｅ４にて、該軌跡データの直線性判定処理が行
われる。処理に当たっては、記憶部Ｅ３に記憶の移動軌跡データの使用は勿論のこと、予
め記憶部Ｅ３に記憶されていた直線性評価指標の算出法および、直線性としての許容範囲
である、直線性指標のしきい値情報が使用される。この処理により、移動軌跡データの直
線性が許容範囲ならば、該移動軌跡データに係る仮設レバーの位置は、レバー４１を設け
る場所としても可能であると出力部Ｅ５から出力し、併せて、該移動軌跡データの近似直
線の方向を、圧縮ばね７を設置し得る方向として出力部Ｅ５から出力する。出力形式はテ
キストデータファイル、ディスプレイ、その他一般的な出力デバイスを介して出力するこ
とができる。
【００７５】
　本発明の可変容量歯車ポンプ設計支援装置は、可変容量歯車ポンプ設計支援装置を構築
できる。該可変容量歯車ポンプ設計支援装置は、偏心軸線Ｌａの方向を変えるに際しての
、該アウターリング外縁に仮設したレバーへのばねの想定当接点の移動軌跡を算出し、直
線に近い移動軌跡を生じる、前記仮設レバーの設置位置を計算によって見つけることがで
きるという効果を有する。直線に近い移動軌跡を生じる、前記仮設レバー取り付け位置に
レバーを設けて、前記直線に近い軌跡上に前記圧縮ばね７を配置することで、該圧縮ばね
７の反発力を効率的に前記レバーに伝えることができ、設計通りのオイル送量を実現でき
るという効果がある。
【００７６】
　本発明の可変容量歯車ポンプ設計支援装置は、計算機上で動作するプログラムとして実
現することができる。本発明の可変容量歯車ポンプの設計支援プログラムは、図１に示す
フローチャートにしたがって、計算機上で動作する。該計算機は、少なくとも、データ及
びコマンド入力部Ｅ２と、記憶部Ｅ３と、演算部Ｅ４と、出力部Ｅ５を有する。また、こ
れらの要素を制御する制御部Ｅ１を有する。制御部Ｅ１は演算部Ｅ４と兼用していても良
い。また、データ、コマンド入力部Ｅ２と、記憶部Ｅ３と、演算部Ｅ４と、出力部Ｅ５の
間のデータ入出力はデータバスを介して行われる。
【００７７】
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　本発明の可変容量歯車ポンプ設計支援プログラムは、身近な計算機に該プログラムをイ
ンストールするだけで、可変容量歯車ポンプ設計支援装置を構築できる。該可変容量歯車
ポンプ設計支援装置は、偏心軸線Ｌａの方向を変えるに際しての、該アウターリング外縁
に仮設したレバーへのばねの想定当接点の移動軌跡を算出し、直線に近い移動軌跡を生じ
る、前記仮設レバーの設置位置を計算によって見つけることができるという効果を有する
。直線に近い移動軌跡を生じる、前記仮設レバー取り付け位置にレバー４１を設けて、前
記直線に近い軌跡上に前記圧縮ばね７を配置することで、該圧縮ばね７の反発力を効率的
に前記レバー４１に伝えることができ、設計通りのオイル送量を実現できるという効果が
ある。
【００７８】
　尚、仮設レバーと圧縮ばね７との当接点、及び、レバー４１と圧縮ばね７との当接点と
は、前記レバー（仮設レバー又はレバー４１）と前記圧縮ばね７が直接、接する場合を意
味する。更に、図１０（Ａ），（Ｂ）に示すように、圧縮ばね７が、ピストン７１を介す
など間接的に、レバー４１に作用する場合も含んでいることとする。
【符号の説明】
【００７９】
　１…ポンプハウジング、１１…チップシール、１２…アウターリング支持歯部、
Ｐａ…インナーローター２の回転軸、２…インナーローター、
２１…インナーローター外歯、３…アウターローター、３１…アウターローター内歯、
Ｐｂ…アウターローター３の中心、４…アウターリング、４１…レバー、
４２，４３，４４，４５，４６，４７…仮設レバー、４８…アウターリング外周、
Ｆｐ…ばね想定当接点列、ｅ…偏位量、Ｌａ…偏心軸線、５…オイルパン、
５１…吸入ポート、５２…吐出ポート、５３…仕切り壁、６０，６１，６２…軌跡、
７…圧縮ばね、７１…ピストン、Ｅ１…制御部、Ｅ２…データ及びコマンド入力部、
Ｅ３…記憶部、Ｅ４…演算部、Ｅ５…出力部。
【図１】 【図２】

【図３】



(14) JP 6535477 B2 2019.6.26

【図４】 【図５】

【図６】 【図７】



(15) JP 6535477 B2 2019.6.26

【図８】 【図９】

【図１０】



(16) JP 6535477 B2 2019.6.26

10

フロントページの続き

(72)発明者  小河原　正樹
            群馬県桐生市広沢町１丁目２７５７番地　株式会社山田製作所内

    審査官  田中　幸雄

(56)参考文献  国際公開第２０１０／０１３６２５（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　１７／５０　　　　
              Ｆ０４Ｃ　　　２／１０　　　　
              Ｆ０４Ｃ　　１４／２０　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

