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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　歯数がｎのインナーロータ（２）と歯数が（ｎ＋１）のアウターロータ（３）の噛み合
い点が、インナーロータ中心（ＯＩ）とアウターロータ中心（ＯＯ）が配置される偏心軸
（ＣＬ）に対してロータの回転方向後方に位置するポンプロータ（４）を備えた内接歯車
ポンプにおいて、
　前記アウターロータ（３）の噛み合い部付近の歯面曲線が、インナーロータ（２）の噛
み合い部付近の歯面形状を転写して構成された内接歯車ポンプ。
【請求項２】
　前記インナーロータ（２）の歯形が下記方法Ｉによって、前記アウターロータ（３）の
歯形が下記方法IIによってそれぞれ創成され、前記アウターロータ（３）の歯面曲線の、
ピッチ円近傍にある屈曲の正負の向きの変化点（ｑ）よりも少なくとも外径側に、インナ
ーロータ（２）の対応位置の歯面形状が転写された請求項１に記載の内接歯車ポンプ。
　方法Ｉ：歯先の創成円（Ｂ）、歯底の創成円（Ｃ）を下記（１）～（３）の条件に基づ
いて移動させ、その間にインナーロータ中心（ＯＩ）と同心の基準円（Ａ）上の基準点（
Ｊ）と重なる前記創成円（Ｂ，Ｃ）上の点（ｊ）が描く軌跡曲線を、基準円中心（ＯＩ）
から歯先頂点（ＴＴ）又は歯底頂点（ＴＢ）に至る直線（Ｌ２，Ｌ３）に対して対称形状
をなすように描いてインナーロータの歯面曲線となす。
－創成円（Ｂ，Ｃ）の移動条件－
　（１）創成円（Ｂ，Ｃ）を、それらの創成円上の点（ｊ）が基準円（Ａ）上の基準点（
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Ｊ）に重なるように配置し、このときに創成円中心（ｐａ，ｐｂ）がある位置を移動始点
にしてその移動始点（Ｓｐａ，Ｓｐｂ）から創成円（Ｂ，Ｃ）を一定角速度で自転させな
がら、創成円中心（ｐａ，ｐｂ）が移動終点（Ｌｐａ，Ｌｐｂ）に到達するまで創成円中
心をその中心の移動曲線（ＡＣ１，ＡＣ２）に沿って移動させる。
　（２）前記移動曲線（ＡＣ１，ＡＣ２）は、インナーロータ中心（ＯＩ）から創成円中
心（ｐａ，ｐｂ）までの基準円径方向距離を、前記移動始点（Ｓｐａ，Ｓｐｂ）から移動
終点（Ｌｐａ，Ｌｐｂ）まで、歯先の歯面曲線（２ａ）についてはその距離を増加させ、
歯底の歯面曲線（２ｂ）についてはその距離を減少させる。
　（３）歯先頂点（ＴＴ）又は歯底頂点（ＴＢ）は、基準円（Ａ）の径方向において、創
成円（Ｂ）の移動始点（Ｓｐａ）と基準円中心（ＯＩ）間の距離（ＲＯ）に移動始点にあ
る創成円（Ｂ）の半径を足した長さを超えて基準円中心（ＯＩ）から離れている。又は、
創成円（Ｃ）の移動始点（Ｓｐｂ）と基準円中心（ＯＩ）間の距離（ｒＯ）に移動始点に
ある創成円（Ｃ）の半径を差し引いた長さを超えて基準円中心（ＯＩ）に近づいている。
　方法II：アウターロータの中心（ＯＯ）を中心とする直径（２ｅ＋ｔ）（ｅとｔは、既
述の偏心量とチップクリアランス）の円上をインナーロータの中心（ＯＩ）が１周公転し
、その間にインナーロータが（１／ｎ）回自転し、このときのインナーロータの歯面曲線
群の包絡線をアウターロータの歯形となす。
【請求項３】
　アウターロータの歯面曲線を補正することと併せて、アウターロータ（３）の歯形創成
に用いるインナーロータを仮インナーロータとし、その仮インナーロータの歯の歯底側を
細らせたロータを本インナーロータにして歯底補正後のアウターロータと組み合わせた請
求項１又は２に記載の内接歯車ポンプ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、歯数がｎのインナーロータと、歯数が（ｎ＋１）のアウターロータを組み
合わせたポンプロータを有する内接歯車ポンプ、詳しくは、インナーロータとアウターロ
ータの噛み合い点が偏心軸に対して常に回転方向後方に位置する内接歯車ポンプに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　首記のインナーロータとアウターロータを偏心配置にして組み合わせ、その２者からな
るポンプロータをハウジングのロータ室に収納して構成される内接歯車ポンプは、車のエ
ンジンの潤滑用や自動変速機（ＡＴ）用のオイルポンプなどとして利用されている。
【０００３】
　その内接歯車ポンプは、ハウジングのロータ室の端面に吸入ポートと吐出ポートを有す
る。吸入ポート終端と吐出ポート始端間は、インナーロータとアウターロータの歯間に作
り出されるチャンバ（ポンプ室）を吸入ポートと吐出ポートから切り離す閉じ込み部とし
て構成されており、前記チャンバが吸入ポートに面して面積（容積）を拡大しながら移動
する間にそのチャンバに液体が吸入され、チャンバが吐出ポートに面して面積を縮小しな
がら移動する間にチャンバ内の液体が吐出ポートに送り出される。
【０００４】
　この内接歯車ポンプに、インナーロータの歯形を下記特許文献１の方法で創成したもの
がある。同文献の方法（これについては後に詳述する）で設計される歯形は、歯丈を自由
に増大させることが可能であり、チャンバの容積を大きくしてポンプの吐出量を増大させ
ることができる。
【０００５】
　この特許文献１の方法で歯形を創成したインナーロータは、それと組み合わせるアウタ
ーロータの歯形を下記特許文献２に記載された方法で創成すると比較的回転の滑らかなポ
ンプロータを実現できることから、組み合わせ相手のアウターロータの歯形を特許文献２
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の方法で創成することがなされている。
【０００６】
　特許文献２が開示している方法は、実際に多用されている方法であって、インナーロー
タ中心を、直径（２ｅ＋ｔ）（ｅ：インナーロータとアウターロータの偏心量，ｔ：イン
ナーロータとアウターロータのチップクリアランス）の円上で公転させ、かつ、公転１回
当りに１／ｎ回自転させて得られるインナーロータの歯面曲線群の包絡線をアウターロー
タの歯形となす。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第４６００８４４号公報
【特許文献２】実公平６－３９１０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記特許文献１の方法で歯形を創成したインナーロータと、特許文献２の方法で歯形を
創成したアウターロータを組み合わせたポンプロータは、インナーロータとアウターロー
タの噛み合い点が、常にインナーロータ中心とアウターロータ中心が置かれる偏心軸に対
してロータの回転方向後方に位置する場合がある。
【０００９】
　噛み合い点がロータの回転方向後方に位置するそのポンプロータは特に、回転に伴うイ
ンナーロータとアウターロータの噛み合いピッチ径や噛み合い圧力角の変動幅が大きくな
りやすい。その大きな変動が原因で、インナーロータとアウターロータ間でのトルク伝達
が不安定になったり、駆動源が負担増を強いられたり、ロータの歯面の摩耗状況に悪影響
がでたりする。
【００１０】
　そこで、この発明は、ロータの回転に伴う噛み合いピッチ径や噛み合い圧力角の変動を
抑制してポンプの性能を高めることを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の課題を解決するため、この発明においては、歯数がｎのインナーロータと歯数が
（ｎ＋１）のアウターロータの噛み合い点が、インナーロータ中心とアウターロータ中心
が配置される偏心軸に対してロータの回転方向後方に位置するポンプロータを備えた内接
歯車ポンプにおいて、前記アウターロータの噛み合い部付近の歯面曲線を、インナーロー
タの噛み合い部付近の歯面形状が転写されたものにした。
【００１２】
　このポンプは、具体的な形態として、例えば、前記インナーロータの歯形が下記方法Ｉ
によって、前記アウターロータの歯形が下記方法IIによってそれぞれ創成され、前記アウ
ターロータの歯底の歯面曲線の、ピッチ円近傍にある屈曲の正負の向きの変化点よりも少
なくとも外径側に、インナーロータの噛み合い部付近（転写箇所に対応した位置）の歯面
形状が転写されたものが挙げられる。
【００１３】
　ここで言うインナーロータの歯形の転写は、例えば、図面上でアウターロータを固定し
、この状態でインナーロータを噛み合い位置から微小角度回転させ（インナーロータを固
定してアウターロータを逆転方向に回転させてもよい）、このときにインナーロータの歯
がアウターロータ側に入り込んだ箇所（アウターロータの元歯面と重なる箇所）を除去す
る。それによって、アウターロータの歯面の一部がインナーロータの歯面形状に置き変わ
る。それが即ち転写である。
【００１４】
　この転写を行うときのインナーロータとアウターロータの相対回転の量は、例えば、０
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．５°～１°程度でよい。その回転量の設定は、ロータの噛み合いが偏心軸に最も近づく
インナー回転角度（インナーロータの回転角度）において、アウターロータの歯面曲線の
ピッチ円近傍にある屈曲の正負の向きの変化点よりも少なくとも外径側がインナーロータ
の歯面形状が転写される角度であればよい。
【００１５】
　なお、インナーロータとアウターロータの歯の噛み合いは、各歯の片面側でのみ起こる
が、両ロータは一面側と他面側の区別ができない場合が多い。従って、組み付けミスの防
止のために、組み付けに方向性が生じないように、歯面の補正は左右対称に行なう。
【００１６】
　この発明の内接歯車ポンプは、アウターロータの噛み合い部付近の歯面曲線を上記の通
りに補正することと併せて、アウターロータの歯形創成に用いるインナーロータを仮ロー
タとし、その仮ロータの歯の歯底側を細らせたものを本インナーロータとして歯面曲線の
補正されたアウターロータと組み合わせると好ましい。
【００１７】
　アウターロータの歯面曲線の補正において、噛み合い位置から微小角度回転させたイン
ナーロータの歯底側の歯面が、アウターロータの歯先側の歯面に転写されることがある。
この場合、ロータの出来栄えによって噛み合い点がインナーロータ歯底側に変動する虞が
ある。そこで、本インナーロータの歯底側を細らせることで、インナーロータ歯底側での
噛み合いを防いで噛み合い点の変動を無くす。その対応で、噛み合いピッチ径、噛み合い
圧力角の変動を抑制できる。
【発明の効果】
【００１８】
　この発明の内接歯車ポンプは、アウターロータの噛み合い部付近の歯面曲線を、インナ
ーロータの噛み合い部付近の歯面形状が転写された形状にしたので、ロータが回転しても
噛み合い点の極端な変動が起こらない。
【００１９】
　そのために、噛み合いピッチ径や噛み合い圧力角の変動が小さく抑えられ、インナーロ
ータとアウターロータとの間でのトルク伝達が安定して駆動源の負担軽減やロータの歯面
の変則的摩耗の抑制などにつながる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】この発明の内接歯車ポンプの一例を、ハウジングのカバーを外した状態にして示
す端面図
【図２】（ａ）一定径の創成円を用いて図１のインナーロータの歯形を創成する方法の解
説図、（ｂ）一定径の創成円の中心の移動状態を示すイメージ図
【図３】アウターロータ歯面曲線の創成方法の説明図
【図４】アウターロータ歯面曲線の補正方法の説明図
【図５】図４の丸枠部の拡大図
【図６】仮インナーロータと本インナーロータの歯底側の相違を示す図
【図７】（ａ）～（ｅ）：発明品１のポンプロータの噛み合いピッチ円径と噛み合い圧力
角の変動状況を示す図
【図８】噛み合い圧力角の変動を比較したデータをグラフ化して示す図
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、この発明の内接歯車ポンプの実施の形態を添付図面の図１～図６に基づいて説明
する。
【００２２】
　図１に示す内接歯車ポンプ１は、歯数がｎのインナーロータ２と、歯数が（ｎ＋１）の
アウターロータ３を偏心配置にして組み合わせてポンプロータ４を構成し、そのポンプロ
ータ４をハウジング５のロータ室６に収納して構成されている。図中ＯＩはインナーロー
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タ中心、ＯＯはアウターロータ中心、ｅは、インナーロータ２とのアウターロータ３の偏
心量を表す。ロータ室６の端面には、吸入ポート７と吐出ポート８が形成されている。
【００２３】
　インナーロータ２は、その歯形を、インナーロータと同心の基準円Ａと、歯先の創成円
Ｂと、歯底の創成円Ｃを用いて下記の方法Ｉによって創成する。創成円Ｂ，Ｃは、円周上
の点ｊが、基準円ＡとＹ軸の交点（基準点Ｊ）を通過する円である。
【００２４】
　インナーロータ２の歯形を創成する方法Ｉは、
　図２（ａ），（ｂ）に示すように、歯先の創成円Ｂ、歯底の創成円Ｃを下記（１）～（
３）の条件に基づいて移動させ、その間にインナーロータ中心ＯＩと同心の基準円Ａ上の
基準点Ｊと重なる前記創成円Ｂ，Ｃ上の点ｊが描く軌跡曲線を、基準円中心ＯＩから歯先
頂点ＴＴ又は歯底頂点ＴＢに至る直線Ｌ２，Ｌ３に対して対称形状をなすように描いて歯
形の歯先の歯面曲線、歯底の歯面曲線の少なくとも一方となす。
【００２５】
－創成円Ｂ，Ｃの移動条件（１）～（３）－
　（１）創成円Ｂ，Ｃを、それらの創成円上の点ｊが基準円Ａ上の基準点Ｊに重なるよう
に配置し、このときに創成円中心ｐａ，ｐｂがある位置を移動始点にしてその移動始点Ｓ
ｐａ，Ｓｐｂから創成円Ｂ，Ｃを一定角速度で自転させながら、創成円中心ｐａ，ｐｂが
移動終点Ｌｐａ，Ｌｐｂに到達するまで創成円中心をその中心の移動曲線ＡＣ１，ＡＣ２

に沿って移動させる。移動終点Ｌｐａ，Ｌｐｂは、創成円Ｂ，Ｃ上の点ｊが歯先頂点ＴＴ

又は歯底頂点ＴＢに到達する位置である。この条件（１）に基づいて創成円Ｂ,Ｃ上の点
ｊが描く軌跡曲線が歯形になる。
【００２６】
　（２）前記移動曲線ＡＣ１，ＡＣ２は、インナーロータ中心ＯＩから創成円中心ｐａ，
ｐｂまでの基準円径方向距離を、前記移動始点Ｓｐａ，Ｓｐｂから移動終点Ｌｐａ，Ｌｐ
ｂまで、歯先の歯面曲線２ａについてはその距離を増加させ、歯底の歯面曲線２ｂについ
てはその距離を減少させる。
【００２７】
　これにより、移動曲線ＡＣ１，ＡＣ２は、歯先側においては図２（ａ）において右上が
りの傾斜曲線、歯底側においては左下がりの傾斜曲線となり、それに伴い、上記点ｊの描
く軌跡曲線が滑らかな歯先、歯底を描く。
　（３）歯先頂点ＴＴ又は歯底頂点ＴＢは、基準円Ａの径方向において、創成円Ｂの移動
始点Ｓｐａと基準円中心ＯＩ間の距離ＲＯに移動始点にある創成円Ｂの半径を足した長さ
を超えて基準円中心ＯＩから離れている。又は、創成円Ｃの移動始点Ｓｐｂと基準円中心
ＯＩ間の距離ｒＯに移動始点にある創成円Ｃの半径を差し引いた長さを超えて基準円中心
ＯＩに近づいている。
【００２８】
　この条件により、点ｊの軌跡曲線によって描かれる歯の歯丈が、基礎円上を転がる転円
によって描かれるサイクロイド曲線の歯形に比べて高くなる。
【００２９】
　上記創成円Ｂ，Ｃは、それぞれの直径Ｂｄ，Ｃｄを一定に保って移動始点から移動終点
に移動する円と、それぞれの直径Ｂｄ，Ｃｄを縮めながら移動始点から移動終点に移動す
る円のどちらかが選択される。移動中に径変化を生じる後者の創成円は、移動始点での直
径に対して移動終点での直径が０．２倍以上、１倍以下にするのがよい。
【００３０】
　創成円中心ｐａ，ｐｂの移動始点Ｓｐａ，Ｓｐｂは、図２（ａ）では直線Ｌ１上に置か
れているが、直線Ｌ１よりも創成円に移動方向前方に配置されることもある。
【００３１】
　さらに、創成円中心ｐａ，ｐｂの移動終点Ｌｐａ，Ｌｐｂも、直線Ｌ２，Ｌ３からずれ
た位置に設定されることがある。
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【００３２】
　なお、移動曲線ＡＣ１，ＡＣ２としては、インナーロータ中心ＯＩから創成円中心ｐａ
、ｐｂまでの距離の変化率ΔＲ’が移動終点Ｌｐａ，Ｌｐｂにおいて０である曲線や正弦
関数を利用した下記の曲線などが用いられる。
【００３３】
　例えば、創成円中心ｐａ，ｐｂの移動始点Ｓｐａ，Ｓｐｂから移動終点Ｌｐａ，Ｌｐｂ
に至る間の基準円径方向移動量ΔＲが下式を満たす曲線である。
【００３４】
　ΔＲ＝Ｒ×ｓｉｎ｛（π／２）×（ｍ／Ｓ）｝
　ここに、Ｒ：創成円の径方向移動量（インナーロータ中心ＯＩから移動終点にある創成
円中心ｐａまでの距離）－（インナーロータ中心ＯＩから移動始点にある創成円中心ｐａ
までの距離）
　　　　　Ｓ：ステップ数（創成円の移動始点から移動終点までの移動角度θＴ又はθＢ

を等間隔に等分した数）
　　　　　ｍ：０→Ｓ
【００３５】
　創成円Ｂ，Ｃの移動角度θＴ，θＢは、歯数や歯先、歯底の設置領域の比率などを考慮
して設定される。
【００３６】
　次に、上記の方法Ｉで歯形を創成したインナーロータ２を用いてアウターロータ３の歯
形を方法IIに基づいて創成する。その方法IIは、図３に示すように、アウターロータ３の
中心ＯＯを中心とする直径（２ｅ＋ｔ）（ｅ：インナーロータとアウターロータの偏心量
，ｔ：インナーロータとアウターロータのチップクリアランス）の円上をインナーロータ
２の中心ＯＩが１周公転し、その間にインナーロータ２が（１／ｎ）回自転し、このとき
のインナーロータの歯面曲線群の包絡線をアウターロータ３の原形歯形となす。
【００３７】
　そして、その原形歯形に以下の補正（修正）を加える。詳細には、原形歯形の歯面曲線
の、ピッチ円近傍にある屈曲の正負の向きの変化点よりも少なくとも外径側を、インナー
ロータの対応位置の歯面形状が転写された形状にする。
【００３８】
　なお、インナーロータとアウターロータのチップクリアランスｔは、図１において、ア
ウターロータ３を固定し、インナーロータ２を偏心軸ＣＬの上方向（紙面上方向）にアウ
ターロータと接触するまで動かしたときに、接触点と反対側（ロータ中心を間にした反対
側）にできるインナーロータとアウターロータの歯面間の隙間である。
【００３９】
　図４、図５に上記補正方法の具体例を示す。インナーロータ２とアウターロータ３を偏
心軸上にｅ偏心させて配置して両ロータの歯を噛み合わせる。そして、その状態で例えば
アウターロータ３を固定し、インナーロータを微少角度回転させる。その際の回転角度は
、例えば０．５°～１°程度でよい。その回転により、図５に示すように、インナーロー
タ２の歯先がアウターロータの歯面の内側に入り込む。
【００４０】
　図４、図５の３Ｏｆは、アウターロータの原形歯形を、２Ｂｆは、インナーロータの回
転前の歯面を、２Ａｆは、インナーロータの回転後の歯面を、９は、アウターロータのピ
ッチ円をそれぞれ表す。
【００４１】
　インナーロータ２の回転により、インナーロータの歯面の一部がアウターロータの原形
歯形３Ｏｆの中に入り込む。その入り込みは、ピッチ円９の近傍にある歯面曲線の屈曲の
正負の向きの変化点ｑを境にしてその変化点ｑよりもロータの少なくとも外径側で起こる
。そこで、インナーロータの歯面がアウターロータの原形歯形と重なった位置を除去して
アウターロータの歯面にインナーロータの歯面形状を転写する。
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【００４２】
　これにより、インナーロータ２とアウターロータの噛み合い点がインナーロータにおい
ては歯先側に、アウターロータにおいては歯底側に極端に移動することがなくなり、噛み
合いピッチ径や噛み合い圧力角の変動を小さく抑えられる。
【００４３】
　なお、歯形次第では、図５に示すように、インナーロータ２を必要量回転させた位置で
ピッチ円９よりも内径側においてインナーロータ回転後の歯面２Ａｆがアウターロータの
原形歯形３Ｏｆの歯先側の歯面の内側に僅かに入り込むことがある。そのときには、アウ
ターロータの原形歯形３Ｏｆの歯面がインナーロータと重なった位置も補正して除去する
のがよい。
【００４４】
　インナーロータは、アウターロータの歯形創成に利用するもの（前記方法Ｉで歯形を創
成したもの）を仮インナーロータとし、その仮インナーロータの歯の歯底側を図６に一点
鎖線で示すように細らせたもの（同図の実線が仮インナーロータの歯形）を本インナーロ
ータとしてアウターロータ３と組み合わせると好ましい。
【００４５】
　仮インナーロータの歯の歯底側を細らせる方法として、例えば、前記方法Ｉで歯底側を
創成する創成円Ｃの基準円Ａに対する径方向の移動区間を変える方法がある。具体的には
、基準円Ａの中心と創成円Ｃの中心との距離が変化する角度θｍを仮インナーロータに対
して本インナーロータは小さくする。
【００４６】
　このほかに、前記方法Ｉで直径が移動中に減少する創成円Ｃを用いて仮インナーロータ
の歯形を描き、本インナーロータの歯形は前記方法Ｉで本インナーロータの歯形を創成す
るときに前記創成円Ｃの縮径割合を仮インナーロータの歯形創成時よりも小さくして歯底
の歯面曲線を描く方法でも、本インナーロータの歯底側を細らせることができる。
【００４７】
　仮インナーロータに対して本インナーロータの歯底側を細らせると、アウターロータの
歯面と本インナーロータの噛み合いにおいて、噛み合い点が本インナーロータの歯元側に
ずれることを抑制でき、アウターロータの歯面のみを補正したものに比べて噛み合いピッ
チ径と噛み合い圧力角の変動幅がより小さくなる。
【実施例】
【００４８】
　上記方法Ｉにより、基準円Ａの直径：３２．９ｍｍ、歯底～歯先までの半歯角度（創成
円の移動始点から移動終点までの移動角度（θＴ，θＢ）：２２．５°、創成円Ｂの直径
Ｂｄ：２．０５６ｍｍ、創成円Ｃの直径Ｃｄ：２．０５６ｍｍ、創成円Ｂの径方向移動量
：０．０２９ｍｍ、創成円Ｃの径方向移動量：１．７２７ｍｍ、創成円Ｂ、Ｃの移動のス
テップ数Ｓ：各６０、の条件で歯形を創成した大径：３７．０４ｍｍ、小径：２５．４ｍ
ｍの歯数：８のインナーロータを作成した。
【００４９】
　また、そのインナーロータを用いて上記方法IIで、偏心量ｅ：２．７６ｍｍ、チップク
リアランスｔ：０．０８ｍｍの条件に基づき、大径：４２．６４ｍｍ、小径：３１．６ｍ
ｍの歯数：９のアウターロータを作成した。
【００５０】
　次に、そのインナーロータとアウターロータを組み合わせ、インナーロータとアウター
ロータの噛み合いが偏心軸に最も近づくインナー回転角度において、アウターロータを固
定した状態でインナーロータを噛み合い位置から０．６３５°回転方向前方に回転させて
回転後のインナーロータ歯面が転写されるようにアウターロータの歯底の歯面曲線を補正
した。そして、その補正後アウターロータとインナーロータを組み合わせたポンプロータ
を試作した（発明品１）。
【００５１】
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　また、アウターロータの歯形を創成したインナーロータを仮インナーロータとし、その
仮インナーロータよりも歯底側を図６の鎖線のように細らせた本インナーロータを補正後
アウターロータと組み合わせたポンプロータも試作した（発明品２）。
【００５２】
　次に、発明品１，２のポンプロータと、アウターロータの歯形補正を行なっていない比
較品（アウターロータの歯形を除く仕様は発明品１と同じ）のポンプロータについて、噛
み合いピッチ径と噛み合い圧力角の変動を調べた。
【００５３】
　発明品１のポンプロータにおいて、インナーロータが基準位置にある状態を図７（ａ）
に、その基準位置からインナーロータが１０°回転した状態を図７（ｂ）に、２０°回転
した状態を図７（ｃ）に、３０°回転した状態を図７（ｄ）に、４０°回転した状態を図
７（ｅ）にそれぞれ示す。図中１０は、噛み合いピッチ円、γは、噛み合い圧力角を表す
。ここで、ロータの回転方向は、図中に矢印で示した通り、時計回りとし、各インナーロ
ータ回転角において、アウターロータを反時計回りに回転させ、インナーロータとアウタ
ーロータを噛み合わせた状態を示す。
【００５４】
　この発明品１と発明品２及び、比較品のポンプロータが理論偏心位置から５°，１０°
，１５°，２０°，２５°，３０°，３５°，及び４０°回転した位置での噛み合いピッ
チ円径と噛み合い圧力角の測定データを、表１、表２にまとめる。
【００５５】
【表１】

【００５６】
【表２】

【００５７】
　表２のデータをグラフ化して図８に示す。
【００５８】
　この評価結果からわかるように、比較品は噛み合いピッチ径が、３２．９０４～３４．
７０２ｍｍで比較的大きめに変動している。また、噛み合い圧力角γも、０．８５°～
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４３．４２°と大きく変動している。
【００５９】
　これに対し、発明品１は、噛み合いピッチ径は３０．８７７～３２．９０８ｍｍで変動
しているが、噛み合い圧力角γの変動は、０．８７°～６．９４°と比較品に対して小さ
い。
【００６０】
　また、発明品２は、噛み合いピッチ径が３２．６９６～３２．９０３ｍｍ、噛み合い圧
力角γは０．２９°～０．５３°であり、噛み合いピッチ径、噛み合い圧力角とも変動幅
が比較品に対して小さくなっている。
【符号の説明】
【００６１】
１　　　　　内接歯車ポンプ
２　　　　　インナーロータ
２ａ　　　　歯先の歯面曲線
２ｂ　　　　歯底の歯面曲線
２Ｂｆ　　　インナーロータの回転前の歯面
２Ａｆ　　　インナーロータの回転後の歯面
３　　　　　アウターロータ
３Ｏｆ　　　アウターロータの原形歯形
４　　　　　ポンプロータ
５　　　　　ハウジング
６　　　　　ロータ室
７　　　　　吸入ポート
８　　　　　吐出ポート
９　　　　　アウターロータのピッチ円
１０　　　　噛み合いピッチ円
ＯＩ　　　　 インナーロータ中心（基準円中心）
ＯＯ　　　　 アウターロータ中心
Ａ　　　　　基準円
Ａｄ　　　　基準円の直径
Ｂ　　　　　歯先創成円
Ｃ　　　　　歯底創成円
Ｂｄ，Ｃｄ　創成円の直径
ＡＣ１，ＡＣ２　創成円中心が通る移動曲線
Ｒ　　　　　創成円の径方向移動量
Ｒｏ　　　　創成円Ｂの移動始点Ｓｐａと基準円中心ＯＩ間の距離
ｒＯ　　　　 創成円Ｃの移動始点Ｓｐｂと基準円中心ＯＩ間の距離
θＴ，θＢ   創成円の移動角度
Ｊ　　　　　基準円上の基準点
ｊ　　　　　軌跡曲線を描く点
ＴＴ　　　　 歯先頂点
ＴＢ　　　　 歯底頂点
Ｌ１　　　　 インナーロータ中心と基準点Ｊを結ぶ直線
Ｌ２　　　　 インナーロータ中心と歯先を結ぶ直線 
Ｌ３　　　　 インナーロータ中心と歯底を結ぶ直線 
ｐａ，ｐｂ　 創成円中心
Ｓｐａ，Ｓｐｂ　創成円の移動始点
Ｌｐａ，Ｌｐｂ　創成円の移動終点
Ｓ　　　　  ステップ数
ｅ　　　　  インナーロータ中心とアウターロータ中心の偏心量



(10) JP 5674044 B2 2015.2.18

ｔ　　　　　チップクリアランス
ｑ　　　　　アウターロータの歯底の歯面曲線の屈曲の正負の向きの変化点
ＣＬ　　　　偏心軸

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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