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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冷媒を圧縮する圧縮要素が、
　円筒状の内周面が形成されたシリンダーと、
　該シリンダーの内部において、前記内周面の中心軸と所定の距離ずれた回転軸を中心に
回転する円筒形状のローター部、及び、該ローター部に外部からの回転力を伝達する回転
軸部を有したローターシャフトと、
　前記シリンダーの前記内周面の一方の開口部を閉塞し、主軸受部によって前記回転軸部
を支承するフレームと、
　前記シリンダーの前記内周面の他方の開口部を閉塞し、主軸受部によって前記回転軸部
を支承するシリンダーヘッドと、
　前記ローター部に設けられ、前記ローター部内から突出する先端部が外側に凸となる円
弧形状に形成された少なくとも１枚のベーンと、
　を備えたベーン型圧縮機において、
　前記ベーンの前記先端部の前記円弧形状の法線と、前記シリンダーの前記内周面の法線
とが常にほぼ一致する状態で、前記ベーン、前記ローター部の外周部、及び前記シリンダ
ーの前記内周面によって囲まれる空間で冷媒を圧縮するように前記ベーンを支持し、前記
ベーンを前記ローター部に対して揺動可能かつ移動可能に支持し、前記ベーンの前記先端
部が前記シリンダーの前記内周面側に最大限移動した場合に、該先端部と該内周面との所
定の間隙を有するように保持するベーン支持手段を備え、
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　前記ローターシャフトは、前記ローター部と前記回転軸部とが一体に形成されて構成さ
れ、
　前記ベーンは、前記フレーム側かつ前記ローター部の中心側の端面、及び、前記シリン
ダーヘッド側かつ前記ローター部の中心側の端面に設けられた一対の部分リング形状のベ
ーンアライナー部を有し、
　前記フレーム及び前記シリンダーヘッドの前記シリンダー側端面に、前記シリンダーの
前記内周面と同心の凹部が形成され、
　前記ベーンアライナー部は、前記凹部内に嵌入され、該凹部の外周面であるベーンアラ
イナー軸受部で支承され、
　前記フレーム及び前記シリンダーヘッドのうち少なくとも一方の前記凹部の内側に形成
され、前記ベーンアライナー部の前記ローター部の内側方向への移動を規制するストッパ
ーを備えた
　ことを特徴とするベーン型圧縮機。
【請求項２】
　前記ストッパーは、前記凹部内において、該凹部の外周側の深さを深くして形成された
環状の溝部における内周部であり、
　前記溝部は、その溝幅を前記ベーンアライナー部の径方向の幅よりも大きくなるように
形成され、
　前記ベーンアライナー軸受部は、前記溝部の外周面であり、
　前記ベーンアライナー部は、前記溝部に嵌入された
　ことを特徴とする請求項１記載のベーン型圧縮機。
【請求項３】
　前記ストッパーは、前記凹部内に形成され、外周面が前記ベーンアライナー軸受部と同
心であり、前記回転軸部と干渉する箇所が切れた部分リング形状物であり、
　前記ベーンアライナー部は、前記ストッパーの外周面と前記ベーンアライナー軸受部と
の間に嵌入された
　ことを特徴とする請求項１記載のベーン型圧縮機。
【請求項４】
　前記ストッパーの外周面の曲率半径は、前記回転軸部の外周と前記シリンダーの前記内
周面の中心との最大距離と略同一である
　ことを特徴とする請求項３記載のベーン型圧縮機。
【請求項５】
　前記ストッパーは、前記凹部内に形成され、中心軸が前記ベーンアライナー軸受部の同
心円上に配置された複数の円柱形状物であり、
　前記ベーンアライナー部は、前記同心円と前記ベーンアライナー軸受部との間に嵌入さ
れた
　ことを特徴とする請求項１記載のベーン型圧縮機。
【請求項６】
　前記各円柱形状物の外周と前記シリンダーの前記内周面の中心との最大距離は、前記回
転軸部の外周と前記シリンダーの前記内周面の中心との最大距離と略同一である
　ことを特徴とする請求項５記載のベーン型圧縮機。
【請求項７】
　前記ベーンの前記先端部の前記円弧形状の曲率半径は、前記シリンダーの前記内周面の
曲率半径と略同一である
　ことを特徴とする請求項１～請求項６のいずれか一項に記載のベーン型圧縮機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ベーン型圧縮機に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、ローターシャフト（シリンダー内で回転運動する円柱形のローター部と、ロータ
ー部に回転力を伝達するシャフトとが一体化されたものをローターシャフトという）のロ
ーター部内に一箇所又は複数箇所形成されたベーン溝内にベーンが嵌入され、そのベーン
の先端がシリンダーの内周面と当接しながら摺動する構成の一般的なベーン型圧縮機が提
案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、ローターシャフトの内側を中空に構成しその中にベーンの固定軸を配し、ベーン
はその固定軸に回転可能に取り付けられ、さらに、ローター部の外周部付近に半円棒形状
の一対の挟持部材（ブッシュ）を介してベーンがローター部に対して回転自在に保持され
ているベーン型圧縮機が提案されている（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－２５２６７５号公報（第４頁、第１図）
【特許文献２】特開２０００－３５２３９０号公報（第６頁、第１図）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載の従来の一般的なベーン型圧縮機は、ベーン先端の曲率半径とシリン
ダーの内周面の曲率半径が大きく異なるため、シリンダーの内周面とベーン先端との間に
油膜は形成されず、流体潤滑状態にはならずに境界潤滑状態となる。一般に潤滑状態によ
る摩擦係数は、流体潤滑状態においては０．００１～０．００５程度であるのに対し、境
界潤滑状態においては非常に大きくなり、概ね０．０５以上となる。
【０００６】
　このため、従来の一般的なベーン型圧縮機の構成では、ベーン先端とシリンダーの内周
面とが境界潤滑状態で摺動することによって摺動抵抗が大きくなり、機械損失の増大によ
る圧縮機効率の大幅な低下が発生してしまうという問題点があった。それと同時に、ベー
ン先端及びシリンダーの内周面が摩耗しやすく、長期の寿命を確保することが困難である
という問題点もあった。
【０００７】
　そこで、上記の問題点を改善するものとして、ローター部の内部を中空にし、その中に
ベーンをシリンダーの内周面の中心にて回転可能に支持する固定軸を有し、かつ、ベーン
がローター部に対し回転可能となるようにローター部の外周部近傍で狭持部材を介してベ
ーンを保持する方法（例えば、上記特許文献２）が提案された。
【０００８】
　この構成によって、ベーンはシリンダー内周面の中心にて回転支持されることになる。
これにより、ベーンの長手方向は常にシリンダー内周面の中心に向かうため、ベーン先端
はシリンダーの内周面に沿うように回転することとなる。このため、ベーン先端とシリン
ダーの内周面との間に微小な隙間を保ち、非接触にして運転することが可能となり、ベー
ン先端での摺動による損失が発生せず、また、ベーン先端及びシリンダーの内周面が摩耗
することのないベーン型圧縮機を得ることができる。
【０００９】
　しかしながら、特許文献２に記載された方法では、ローター部内部を中空に構成するこ
とにより、ローター部への回転力の付与、及び、ローター部の回転支持が難しくなる。ま
た、特許文献２では、ローター部の両端面に端板を設けている。片側の端板は、回転軸か
らの動力を伝達する必要があるため円盤状であり、端板の中心に回転軸が接続される構成
となっている。また、他側の端板は、ベーン固定軸やベーン軸支持材の回転範囲と干渉し
ないように構成する必要があるため、中央部に穴の開いたリング状に構成する必要がある
。このため、端板を回転支持する部分は、回転軸に比べて大径に構成する必要があり、軸
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受摺動損失が大きくなるという問題点があった。
【００１０】
　また、ローター部とシリンダーの内周面との間は、圧縮したガスが漏れないように狭い
隙間を形成するため、ローター部の外径及び回転中心部は高い精度が必要とされる。しか
し、ローター部と端板とは別々の部品で構成されるため、ローター部と端板との締結によ
り発生する歪み、及び、ローター部と端板との同軸ズレ等、ローター部の外径及び回転中
心の精度を悪化させる要因となってしまうという問題点もあった。
【００１１】
　本発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、ベーンの先端部の摩耗
を抑制し、回転軸部を小径で支持できることで軸受摺動損失を低減し、かつローター部の
外径及び回転中心の精度を向上させるベーン型圧縮機を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明に係るベーン型圧縮機は、冷媒を圧縮する圧縮要素が、円筒状の内周面が形成さ
れたシリンダーと、該シリンダーの内部において、前記内周面の中心軸と所定の距離ずれ
た回転軸を中心に回転する円筒形状のローター部、及び、該ローター部に外部からの回転
力を伝達する回転軸部を有したローターシャフトと、前記シリンダーの前記内周面の一方
の開口部を閉塞し、主軸受部によって前記回転軸部を支承するフレームと、前記シリンダ
ーの前記内周面の他方の開口部を閉塞し、主軸受部によって前記回転軸部を支承するシリ
ンダーヘッドと、前記ローター部に設けられ、前記ローター部内から突出する先端部が外
側に凸となる円弧形状に形成された少なくとも１枚のベーンと、を備えたベーン型圧縮機
において、前記ベーンの前記先端部の前記円弧形状の法線と、前記シリンダーの前記内周
面の法線とが常にほぼ一致する状態で、前記ベーン、前記ローター部の外周部、及び前記
シリンダーの前記内周部によって囲まれる空間で冷媒を圧縮するように前記ベーンを支持
し、前記ベーンを前記ローター部に対して揺動可能かつ移動可能に支持し、前記ベーンの
前記先端部が前記シリンダーの前記内周面側に最大限移動した場合に、該先端部と該内周
面との所定の間隙を有するように保持するベーン支持手段を備え、前記ローターシャフト
は、前記ローター部と前記回転軸部とが一体に形成されて構成され、前記ベーンは、前記
フレーム側かつ前記ローター部の中心側の端面、及び、前記シリンダーヘッド側かつ前記
ローター部の中心側の端面に設けられた一対の部分リング形状のベーンアライナー部を有
し、前記フレーム及び前記シリンダーヘッドの前記シリンダー側端面に、前記シリンダー
の前記内周面と同心の凹部が形成され、前記ベーンアライナー部は、前記凹部内に嵌入さ
れ、該凹部の外周面であるベーンアライナー軸受部で支承され、前記フレーム及び／又は
前記シリンダーヘッドの前記凹部の内側に形成され、前記ベーンアライナー部の前記ロー
ター部の内側方向への移動を規制するストッパーを備えたものである。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、ベーンの先端部とシリンダーの内周面との間に所定の適正な間隙を設
けることによって、先端部からの冷媒の漏れを抑制しつつ、機械損失の増大による圧縮機
効率の低下を抑制し、かつ、先端部の摩耗を抑制できる。また、ベーンの先端部の円弧形
状及びシリンダーの内周面の法線が常にほぼ一致するように圧縮動作を行うために必要な
ベーンがシリンダーの内周面の中心を回転中心として回転運動する機構を、ローター部と
回転軸部とを一体にした構成で実現できるため、回転軸部を小径で支持できることで軸受
摺動損失を低減し、かつローター部の外径及び回転中心の精度を向上させることができ、
ローター部とシリンダーの内周面との間を狭い隙間で形成して漏れ損失を低減することが
可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施の形態１に係るベーン型圧縮機２００の縦断面図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係るベーン型圧縮機２００の圧縮要素１０１の分解斜視
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図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係るベーン型圧縮機２００の第１ベーン５及び第２ベー
ン６の平面図及び正面図である。
【図４】本発明の実施の形態１に係るベーン型圧縮機２００のベーンアライナー軸受部２
ｂ周辺の縦断面図である。
【図５】本発明の実施の形態１に係るベーン型圧縮機２００において図１のＩ－Ｉ断面図
である。
【図６】本発明の実施の形態１に係るベーン型圧縮機２００の圧縮動作を示す図である。
【図７】本発明の実施の形態１に係るベーン型圧縮機２００のベーンアライナー部５ｃ、
６ｃの回転動作を示す図４におけるＪ－Ｊ断面図である。
【図８】本発明の実施の形態１に係るベーン型圧縮機２００の第１ベーン５のベーン部５
ａ周りの要部断面図である。
【図９】本発明の実施の形態１に係るベーン型圧縮機２００において図４におけるＪ－Ｊ
断面図、かつ、図７における回転角度０°における断面図の拡大図である。
【図１０】本発明の実施の形態２に係るベーン型圧縮機２００の第１ベーン５及び第２ベ
ーン６の平面図である。
【図１１】本発明の実施の形態２に係るベーン型圧縮機２００の圧縮動作を示す図である
。
【図１２】本発明の実施の形態３に係るベーン型圧縮機２００のベーンアライナー軸受部
２ｂ周辺の構造図である。
【図１３】本発明の実施の形態４に係るベーン型圧縮機２００のベーンアライナー軸受部
２ｂ周辺の構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
実施の形態１．
（ベーン型圧縮機２００の構造）
　図１は、本発明の実施の形態１に係るベーン型圧縮機２００の縦断面図であり、図２は
、同ベーン型圧縮機２００の圧縮要素１０１の分解斜視図である。また、図３は、同ベー
ン型圧縮機２００の第１ベーン５及び第２ベーン６の平面図及び正面図であり、図４は、
同ベーン型圧縮機２００のベーンアライナー軸受部２ｂ周辺の縦断面図である。このうち
、図１において、実線で示す矢印はガス（冷媒）の流れ、そして、破線で示す矢印は冷凍
機油２５の流れを示している。以下、図１～図４を参照しながら、ベーン型圧縮機２００
の構造ついて説明する。
【００１６】
　本実施の形態に係るベーン型圧縮機２００は、外形を形成する密閉容器１０３、その密
閉容器１０３内に収納された圧縮要素１０１、その圧縮要素１０１の上部に位置し、圧縮
要素１０１を駆動する電動要素１０２、及び、密閉容器１０３内の底部に設けられ、冷凍
機油２５を貯溜する油溜め１０４によって構成されている。
【００１７】
　密閉容器１０３は、ベーン型圧縮機２００の外形を形成するものであり、その内部に、
圧縮要素１０１及び電動要素１０２を収納し、冷媒及び冷凍機油を密閉するものである。
密閉容器１０３の側面には、冷媒を密閉容器１０３内部に吸入する吸入管２６が設置され
、密閉容器１０３の上面には、圧縮された冷媒を外部に吐出するための吐出管２４が設置
されている。
【００１８】
　圧縮要素１０１は、吸入管２６から密閉容器１０３内に吸入された冷媒を圧縮するもの
であり、シリンダー１、フレーム２、シリンダーヘッド３、ローターシャフト４、第１ベ
ーン５、第２ベーン６、及び、ブッシュ７、８によって構成されている。
【００１９】
　シリンダー１は、全体形状が略円筒状で、軸方向に円筒状の円の中心とは偏心した位置
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が中心となるように略円形状の貫通部１ｆが形成されている。また、その貫通部１ｆの内
周面であるシリンダー内周面１ｂの一部に、貫通部１ｆの中心から外側に向かってＲ形状
に抉られた切欠き部１ｃが設けられ、その切欠き部１ｃには吸入ポート１ａが開口してい
る。この吸入ポート１ａは、吸入管２６に連通しており、この吸入ポート１ａから貫通部
１ｆ内に冷媒が吸入されることになる。また、後述する最近接点３２を挟んで吸入ポート
１ａと反対側に位置し、その最近接点３２の近傍、かつ、後述するフレーム２に面した側
に吐出ポート１ｄが切り欠いて設けられている（図２参照）。また、シリンダー１の外周
部には軸方向に貫通し、貫通部１ｆの中心と対称となる位置に２つの油戻し穴１ｅが設け
られている。
【００２０】
　フレーム２は、縦断面形状が略Ｔ字状で、シリンダー１に接する部分が略円板形状であ
り、シリンダー１の貫通部１ｆの一方の開口部（図２における上側）を閉塞するものであ
る。また、フレーム２の中央部は円筒形状になっており、この円筒形状部は中空であり、
ここに主軸受部２ｃが形成されている。また、フレーム２のシリンダー１側の端面、かつ
、主軸受部２ｃ部分には、外周面がシリンダー内周面１ｂと同心円で形成される凹部２ａ
が形成されている。この凹部２ａは、外周側と内周側とで段差が設けられ、この外周側の
方に凹部の深さが深く環状の溝部２ｅが形成されており、この溝部２ｅに後述する第１ベ
ーン５のベーンアライナー部５ｃ、及び、第２ベーン６のベーンアライナー部６ｃが嵌入
される。このとき、ベーンアライナー部５ｃ、６ｃは、凹部２ａの外周面であるベーンア
ライナー軸受部２ｂで支承される。また、フレーム２において、シリンダー１に設けた吐
出ポート１ｄと連通し、軸方向に貫通した吐出ポート２ｄが設けられており、この吐出ポ
ート２ｄのシリンダー１と反対側の開口部には、吐出弁２７及びその吐出弁２７の開度を
規制するための吐出弁押え２８が取り付けられている。
【００２１】
　シリンダーヘッド３は、縦断面形状が略Ｔ字状で、シリンダー１に接する部分が略円板
形状であり、シリンダー１の貫通部１ｆの他方の開口部（図２では下側）を閉塞するもの
である。また、シリンダーヘッド３の中央部は円筒形状になっており、この円筒形状は中
空であり、ここに主軸受部３ｃが形成されている。また、シリンダーヘッド３のシリンダ
ー１側の端面、かつ、主軸受部３ｃ部分には、外周面がシリンダー内周面１ｂと同心円で
形成される凹部３ａが形成されている。この凹部３ａは、外周側と内周側とで段差が設け
られ、この外周側の方に凹部の深さが深く環状の溝部３ｅが形成されており、この溝部３
ｅに後述する第１ベーン５のベーンアライナー部５ｄ、及び、第２ベーン６のベーンアラ
イナー部６ｄが嵌入される。このとき、ベーンアライナー部５ｄ、６ｄは、凹部３ａの外
周面であるベーンアライナー軸受部３ｂで支承される。
【００２２】
　ローターシャフト４は、シリンダー１内でシリンダー１の貫通部１ｆの中心軸とは偏心
した中心軸上に回転運動を行う略円筒形状のローター部４ａ、そのローター部４ａの上面
である円の中心からその上面の垂直上向きに延設された回転軸部４ｂ、及び、ローター部
４ａの下面である円の中心からその下面の垂直下向きに延設された回転軸部４ｃが一体と
なった構造となっている。この回転軸部４ｂは、フレーム２の主軸受部２ｃに挿通して支
承され、回転軸部４ｃは、シリンダーヘッド３の主軸受部３ｃに挿通して支承されている
。ローター部４ａには、円筒形状のローター部４ａの軸方向に対する垂直方向の断面が略
円形でその軸方向に貫通してブッシュ保持部４ｄ、４ｅ及びベーン逃がし部４ｆ、４ｇが
形成されている。ブッシュ保持部４ｄ、４ｅは、それぞれ、ローター部４ａと対称となる
位置に形成されており、ブッシュ保持部４ｄ、４ｅの内側方向にそれぞれ、ベーン逃がし
部４ｆ、４ｇが形成されている。すなわち、ローター部４ａ、ブッシュ保持部４ｄ、４ｅ
、及び、ベーン逃がし部４ｆ、４ｇの中心は略直線状に並ぶように形成されている。また
、ブッシュ保持部４ｄとベーン逃がし部４ｆとは連通しており、ブッシュ保持部４ｅとベ
ーン逃がし部４ｇとは連通している。また、ベーン逃がし部４ｆ、４ｇの軸方向端部は、
フレーム２の凹部２ａ及びシリンダーヘッド３の凹部３ａに連通している。また、ロータ
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ーシャフト４の回転軸部４ｃの下端部には、例えば、特開２００９－６２８２０号公報に
記載されているようなローターシャフト４の遠心力を利用した油ポンプ３１が設けられて
いる。この油ポンプ３１は、ローターシャフト４の回転軸部４ｃの下端の軸中央部に設け
られ、回転軸部４ｃの下端からローター部４ａ及び回転軸部４ｂの内部にかけて上方向に
延在する給油路４ｈと連通している。また、回転軸部４ｂには、給油路４ｈと凹部２ａと
を連通させる給油路４ｉ、回転軸部４ｃには、給油路４ｈと凹部３ａとを連通させる給油
路４ｊが設けられている。さらに、回転軸部４ｂの主軸受部２ｃの上方の位置には、給油
路４ｈを密閉容器１０３の内部空間に連通させる排油穴４ｋが設けられている。
【００２３】
　第１ベーン５は、略四角形の板形状の部材であるベーン部５ａ、このベーン部５ａのフ
レーム２側、かつ、回転軸部４ｂ側の上端面に設けられた円弧形状、すなわち部分リング
形状のベーンアライナー部５ｃ、及び、ベーン部５ａのシリンダーヘッド３側、かつ、回
転軸部４ｃ側の下端面に設けられた円弧形状、すなわち部分リング形状のベーンアライナ
ー部５ｄによって構成されている。また、ベーン部５ａのシリンダー内周面１ｂ側の端面
であるベーン先端部５ｂは、外側に凸となる円弧形状に形成され、その円弧形状の曲率半
径は、シリンダー内周面１ｂの曲率半径と略同一となるように形成されている。また、第
１ベーン５は、図３で示されるように、ベーン部５ａの長さ方向に延びる、ベーン先端部
５ｂの円弧の法線が、ベーンアライナー部５ｃ、５ｄの円弧の中心を通るように形成され
ている。また、ベーンアライナー部５ｃの円弧形状の径方向の幅は、図４で示されるよう
に、このベーンアライナー部５ｃが嵌入するフレーム２の溝部２ｅの溝幅よりも小さくな
るように形成されている。同様に、ベーンアライナー部５ｄの円弧形状の径方向の幅は、
このベーンアライナー部５ｄが嵌入するシリンダーヘッド３の溝部３ｅの溝幅よりも小さ
くなるように形成されている。
【００２４】
　第２ベーン６は、略四角形の板形状の部材であるベーン部６ａ、このベーン部６ａのフ
レーム２側、かつ、回転軸部４ｂ側の上端面に設けられた円弧形状、すなわち部分リング
形状のベーンアライナー部６ｃ、及び、ベーン部６ａのシリンダーヘッド３側、かつ、回
転軸部４ｃ側の下端面に設けられた円弧形状、すなわち部分リング形状のベーンアライナ
ー部６ｄによって構成されている。また、ベーン部６ａのシリンダー内周面１ｂ側の端面
であるベーン先端部６ｂは、外側に凸の円弧形状に形成され、その円弧形状の曲率半径は
、シリンダー内周面１ｂの曲率半径と略同一となるように形成されている。また、第２ベ
ーン６は、図３で示されるように、ベーン部６ａの長さ方向に延びる、ベーン先端部６ｂ
の円弧の法線が、ベーンアライナー部６ｃ、６ｄの円弧の中心を通るように形成されてい
る。また、ベーンアライナー部６ｃの円弧形状の径方向の幅は、図４で示されるように、
このベーンアライナー部６ｃが嵌入するフレーム２の溝部２ｅの溝幅よりも小さくなるよ
うに形成されている。同様に、ベーンアライナー部６ｄの円弧形状の径方向の幅は、この
ベーンアライナー部６ｄが嵌入するシリンダーヘッド３の溝部３ｅの溝幅よりも小さくな
るように形成されている。
【００２５】
　ブッシュ７、８は、それぞれ略半円柱状に形成された一対の物体で構成されている。ブ
ッシュ７は、ローターシャフト４のブッシュ保持部４ｄに嵌入され、その一対のブッシュ
７の内側に板形状のベーン部５ａが挟持される。このときベーン部５ａは、ローター部４
ａに対して回転自在、かつ、その長さ方向に移動可能に保持される。ブッシュ８は、ロー
ターシャフト４のブッシュ保持部４ｅに嵌入され、その一対のブッシュ８の内側に板形状
のベーン部６ａが挟持される。このときベーン部６ａは、ローター部４ａに対して回転自
在、かつ、その長さ方向に移動可能に保持される。
【００２６】
　なお、ブッシュ保持部４ｄ、４ｅ、ベーン逃がし部４ｆ、４ｇ、ブッシュ７、８、及び
ベーンアライナー軸受部２ｂ、３ｂは、本発明の「ベーン支持手段」に相当する。
【００２７】
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　電動要素１０２は、例えば、ブラシレスＤＣモーターで構成され、図１で示されるよう
に、密閉容器１０３の内周に固定される固定子２１、及び、その固定子２１の内側に配置
され、永久磁石によって形成された回転子２２によって構成されている。固定子２１は、
密閉容器１０３の上面に固定されたガラス端子２３から電力が供給され、この電力によっ
て回転子２２が回転駆動する。また、この回転子２２には、前述のローターシャフト４の
回転軸部４ｂが挿通して固定されており、回転子２２が回転することによって、その回転
力が回転軸部４ｂに伝達し、ローターシャフト４全体が回転駆動することになる。
【００２８】
（ベーン型圧縮機２００の圧縮動作）
　図５は、本発明の実施の形態１に係るベーン型圧縮機２００において図１のＩ－Ｉ断面
図であり、図６は、同ベーン型圧縮機２００の圧縮動作を示す図である。以下、図５及び
図６を参照しながら、ベーン型圧縮機２００の圧縮動作について説明する。
【００２９】
　この図５においては、ローターシャフト４のローター部４ａが、シリンダー内周面１ｂ
の一箇所（最近接点３２）において最近接している状態が示されている。ここで、ベーン
アライナー軸受部２ｂ、３ｂの半径をｒａ（後述する図７参照）、そして、シリンダー内
周面１ｂの半径をｒｃとした場合、第１ベーン５のベーンアライナー部５ｃ、５ｄの外周
側とベーン先端部５ｂとの間の距離ｒｖ（図３参照）は、下記の式（１）で表される。
【００３０】
　ｒｖ＝ｒｃ－ｒａ－δ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１）
【００３１】
　ここで、δはベーン先端部５ｂとシリンダー内周面１ｂとの間の隙間を表すものであり
、式（１）のようにｒｖを設定することで、第１ベーン５のベーン先端部５ｂはシリンダ
ー内周面１ｂに接触することなく、回転することとなる。ここで、δが極力小さくなるよ
うにｒｖを設定すると、ベーン先端部５ｂからの冷媒の漏れが極力少なくなる。また、式
（１）の関係は、第２ベーン６においても同様で、第２ベーン６のベーン先端部６ｂとシ
リンダー内周面１ｂとの間は狭い隙間を保ちつつ、第２ベーン６は回転することとなる。
【００３２】
　以上のような構成にように、シリンダー内周面１ｂと近接する最近接点３２、第１ベー
ン５のベーン先端部５ｂ、及び、第２ベーン６のベーン先端部６ｂによって、シリンダー
１の貫通部１ｆ内に、３つの空間（吸入室９、中間室１０及び圧縮室１１）が形成される
。吸入室９には、切欠き部１ｃの吸入ポート１ａを介して、吸入管２６から吸入されてく
る冷媒が入り込む。この切欠き部１ｃは、図５（このローターシャフト４の回転角の位置
を９０°とする）で示されるように、最近接点３２の近傍から、第１ベーン５のベーン先
端部５ｂとシリンダー内周面１ｂとの近接点Ａの範囲まで形成されている。圧縮室１１は
、シリンダー１の吐出ポート１ｄを介して、冷媒の吐出時以外は吐出弁２７によって閉塞
されるフレーム２に設けた吐出ポート２ｄに連通している。したがって、中間室１０は、
回転角度９０°までは吸入ポート１ａと連通するが、その後、吸入ポート１ａ及び吐出ポ
ート１ｄのいずれとも連通しない回転角度範囲において形成される空間であり、その後、
吐出ポート１ｄと連通して、圧縮室１１となる。また、図５において、ブッシュ中心７ａ
、８ａは、それぞれ、ブッシュ７、８の回転中心であり、ベーン部５ａ、６ａの回転中心
でもある。
【００３３】
　次に、ベーン型圧縮機２００のローターシャフト４の回転動作について説明する。
　ローターシャフト４の回転軸部４ｂが電動要素１０２の回転子２２からの回転力を受け
、ローター部４ａは、シリンダー１の貫通部１ｆ内で回転する。このローター部４ａの回
転に伴い、ローター部４ａのブッシュ保持部４ｄ、４ｅは、ローターシャフト４を中心と
した円周上を移動する。そして、ブッシュ保持部４ｄ、４ｅ内にそれぞれ保持されている
一対のブッシュ７、８、及び、その一対のブッシュ７、８それぞれの間に回転可能に挟持
されている第１ベーン５のベーン部５ａ、及び、第２ベーン６のベーン部６ａもローター
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部４ａの回転と共に回転する。第１ベーン５及び第２ベーン６は、ローター部４ａの回転
による遠心力を受け、ベーンアライナー部５ｃ、６ｃ及びベーンアライナー部５ｄ、６ｄ
は、ベーンアライナー軸受部２ｂ、３ｂにそれぞれ押し付けられて摺動しながら、ベーン
アライナー軸受部２ｂ、３ｂの中心を回転中心として回転する。ここで、ベーンアライナ
ー軸受部２ｂ、３ｂとシリンダー内周面１ｂとは同心であるため、第１ベーン５及び第２
ベーン６はシリンダー内周面１ｂの中心を回転中心として回転することになる。そうする
と、第１ベーン５のベーン部５ａ、第２ベーン６のベーン部６ａの長さ方向の中心線がシ
リンダー内周面１ｂの中心を通るように、ブッシュ７、８が、それぞれブッシュ保持部４
ｄ、４ｅ内で、ブッシュ中心７ａ、８ａを回転中心として回転することになる。すなわち
、ベーン先端部５ｂ、６ｂの円弧形状及びシリンダー内周面１ｂの法線が常にほぼ一致す
る状態で、ローター部４ａが回転することになる。
【００３４】
　以上の動作において、ブッシュ７及び第１ベーン５のベーン部５ａの側面は、互いに摺
動を行い、ブッシュ８及び第２ベーン６のベーン部６ａの側面も、互いに摺動を行う。ま
た、ローターシャフト４のブッシュ保持部４ｄ及びブッシュ７は、互いに摺動を行い、ロ
ーターシャフト４のブッシュ保持部４ｅ及びブッシュ８も、互いに摺動を行う。
【００３５】
　次に、図６を参照しながら、吸入室９、中間室１０及び圧縮室１１の容積が変化する様
子を説明する。なお、図６においては簡単のため、吸入ポート１ａ、切欠き部１ｃ及び吐
出ポート１ｄの図示を略し、吸入ポート１ａ及び吐出ポート１ｄを矢印でそれぞれ吸入及
び吐出として示している。まず、ローターシャフト４の回転に伴い、吸入管２６を経由し
て低圧のガス冷媒が吸入ポート１ａから流入する。ここで、図６における回転角度を、ロ
ーターシャフト４のローター部４ａとシリンダー内周面１ｂとが最近接している最近接点
３２と、ベーン部５ａとシリンダー内周面１ｂとが相対する一箇所とが一致するときを、
「角度０°」と定義する。図６では、「角度０°」、「角度４５°」、「角度９０°」及
び「角度１３５°」の場合におけるベーン部５ａ及びベーン部６ａの位置、並びに、それ
ぞれの場合における吸入室９、中間室１０及び圧縮室１１の状態を示している。また、図
６の「角度０°」の図においては、ローターシャフト４の回転方向（図６では時計方向）
を矢印で示している。ただし、他の角度の図においては、ローターシャフト４の回転方向
を示す矢印は略している。なお、「角度１８０°」以降の状態を示していないのは、「角
度１８０°」になると、「角度０°」において、第１ベーン５と第２ベーン６が入れ替わ
った状態と同じになり、それ以降は「角度０°」から「角度１３５°」までと同じ圧縮動
作を示すためである。
【００３６】
　図６における「角度０°」では、最近接点３２と第２ベーン６のベーン部６ａとで仕切
られた右側の空間は中間室１０であり、切欠き部１ｃを介して吸入ポート１ａと連通して
おり、ガス冷媒を吸入する。最近接点３２と第２ベーン６のベーン部６ａとで仕切られた
左側の空間は吐出ポート１ｄに連通した圧縮室１１となる。
【００３７】
　図６における「角度４５°」では、第１ベーン５のベーン部５ａと最近接点３２とで仕
切られた空間は吸入室９となる。第１ベーン５のベーン部５ａと第２ベーン６のベーン部
６ａとで仕切られた中間室１０は、切欠き部１ｃを介して吸入ポート１ａと連通しており
、中間室１０の容積は「角度０°」のときより大きくなるので、ガス冷媒の吸入が継続さ
れる。また、第２ベーン６のベーン部６ａと最近接点３２とで仕切られた空間は圧縮室１
１であり、圧縮室１１の容積は「角度０°」のときより小さくなり、ガス冷媒は圧縮され
て徐々にその圧力が高くなる。
【００３８】
　図６における「角度９０°」では、第１ベーン５のベーン先端部５ｂがシリンダー内周
面１ｂ上の点Ａと重なるので、中間室１０は吸入ポート１ａと連通しなくなる。これによ
って、中間室１０へのガス冷媒の吸入は終了する。また、この状態で、中間室１０の容積
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は略最大となる。圧縮室１１の容積は「角度４５°」のときよりさらに小さくなり、ガス
冷媒の圧力は上昇する。吸入室９の容積は「角度４５°」のときより大きくなり、切欠き
部１ｃを介して吸入ポート１ａと連通して、ガス冷媒が吸入される。
【００３９】
　図６における「角度１３５°」では、中間室１０の容積は「角度９０°」ときより小さ
くなり、冷媒の圧力は上昇する。また、圧縮室１１の容積も「角度９０°」のときより小
さくなり、冷媒の圧力は上昇する。吸入室９の容積は「角度９０°」のときより大きくな
るので、ガス冷媒の吸入が継続される。
【００４０】
　その後、第２ベーン６のベーン部６ａが吐出ポート１ｄに近づくが、圧縮室１１内のガ
ス冷媒の圧力が、冷凍サイクルの高圧（吐出弁２７を開くのに必要な圧力も含む）を上回
ると、吐出弁２７が開く。そして、圧縮室１１内のガス冷媒は、吐出ポート１ｄ及び吐出
ポート２ｄを通って、図１で示されるように、密閉容器１０３内に吐出される。密閉容器
１０３内に吐出されたガス冷媒は、電動要素１０２を通過して、密閉容器１０３の上部に
固定された吐出管２４を通って、外部（冷凍サイクルの高圧側）に吐出される。したがっ
て、密閉容器１０３内の圧力は高圧である吐出圧力となる。
【００４１】
　また、第２ベーン６のベーン部６ａが吐出ポート１ｄを通過すると、圧縮室１１には高
圧のガス冷媒が若干残る（ロスとなる）。そして、「角度１８０°」（図示せず）で圧縮
室１１が消滅したとき、この高圧のガス冷媒は吸入室９において低圧のガス冷媒に変化す
る。なお、「角度１８０°」において、吸入室９が中間室１０に移行し、中間室１０が圧
縮室１１に移行して、以後、上記の圧縮動作を繰り返すことになる。
【００４２】
　このように、ローターシャフト４のローター部４ａの回転によって、吸入室９は徐々に
容積が大きくなり、ガス冷媒の吸入を継続する。以後、吸入室９は中間室１０に移行する
が、途中まで（吸入室９と中間室１０とを仕切るベーン部（ベーン部５ａ又はベーン部６
ａ）が点Ａと相対するまで）容積が徐々に容積が大きくなり、さらにガス冷媒の吸入が継
続される。その途中において、中間室１０の容積は最大となり、吸入ポート１ａに連通し
なくなるので、ここでガス冷媒の吸入が終了する。以後、中間室１０の容積は徐々に小さ
くなり、ガス冷媒を圧縮することになる。その後、中間室１０は圧縮室１１に移行して、
ガス冷媒の圧縮が継続される。所定の圧力まで圧縮されたガス冷媒は、吐出ポート１ｄ及
び吐出ポート２ｄを通って吐出弁２７を押し上げて、密閉容器１０３内に吐出される。
【００４３】
　図７は、本発明の実施の形態１に係るベーン型圧縮機２００のベーンアライナー部５ｃ
、６ｃの回転動作を示す図４におけるＪ－Ｊ断面図である。
　図７の「角度０°」の図においては、ベーンアライナー部５ｃ、６ｃの回転方向（図７
では時計方向）を矢印で示している。ただし、他の角度の図においては、ベーンアライナ
ー部５ｃ、６ｃの回転方向を示す矢印は略している。ローターシャフト４の回転により、
第１ベーン５のベーン部５ａ及び第２ベーン６のベーン部６ａがシリンダー内周面１ｂの
中心を回転中心として回転する。これによって、ベーンアライナー部５ｃ、６ｃは、図７
で示されるように、凹部２ａに形成された溝部２ｅ内を、ベーンアライナー軸受部２ｂに
支持されてシリンダー内周面１ｂの中心を回転中心として回転する。また、同様に、ベー
ンアライナー部５ｄ、６ｄは、凹部３ａに形成された溝部３ｅ内を、ベーンアライナー軸
受部３ｂに支持されてシリンダー内周面１ｂの中心を回転中心として回転する。
【００４４】
（冷凍機油２５の挙動）
　以上の動作において、図１で示されるように、ローターシャフト４の回転によって、油
ポンプ３１により油溜め１０４から冷凍機油２５が吸い上げられ、給油路４ｈに送り出さ
れる。この給油路４ｈに送り出された冷凍機油２５は、給油路４ｉを通ってフレーム２の
凹部２ａに、かつ、給油路４ｊを通ってシリンダーヘッド３の凹部３ａに送り出される。
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凹部２ａ、３ａに送り出された冷凍機油２５の一部は、それぞれ溝部２ｅ、３ｅに送られ
、ベーンアライナー軸受部２ｂ、３ｂを潤滑すると共に、凹部２ａ、３ａと連通したベー
ン逃がし部４ｆ、４ｇに供給される。ここで、密閉容器１０３内の圧力は高圧である吐出
圧力になっているため、凹部２ａ、３ａ及びベーン逃がし部４ｆ、４ｇ内の圧力も吐出圧
力となる。また、凹部２ａ、３ａに送り出された冷凍機油２５の一部は、フレーム２の主
軸受部２ｃ及びシリンダーヘッド３の主軸受部３ｃに供給され潤滑する。
【００４５】
　図８は、本発明の実施の形態１に係るベーン型圧縮機２００の第１ベーン５のベーン部
５ａ周りの要部断面図である。
　図８で示されるように、実線の矢印は冷凍機油２５の流れを示している。ベーン逃がし
部４ｆ内の圧力は吐出圧力であり、吸入室９及び中間室１０内の圧力よりも高いため、冷
凍機油２５は、ベーン部５ａの側面とブッシュ７と間の摺動部を潤滑しながら、圧力差及
び遠心力によって吸入室９及び中間室１０に送り出される。また、冷凍機油２５は、ブッ
シュ７とローターシャフト４のブッシュ保持部４ｄとの間の摺動部を潤滑しながら、圧力
差及び遠心力によって吸入室９及び中間室１０に送り出される。また、中間室１０に送り
出された冷凍機油２５の一部は、ベーン先端部５ｂとシリンダー内周面１ｂとの間の隙間
をシールしながら吸入室９に流入する。
【００４６】
　また、上記では、第１ベーン５のベーン部５ａで仕切られる空間が吸入室９及び中間室
１０である場合について示したが、ローターシャフト４の回転が進んで、第１ベーン５の
ベーン部５ａで仕切られる空間が中間室１０及び圧縮室１１である場合でも同様である。
すなわち、圧縮室１１内の圧力がベーン逃がし部４ｆの圧力と同じ吐出圧力に達した場合
でも、遠心力によって、冷凍機油２５は、圧縮室１１に向かって送り出されることになる
。
　なお、以上の動作は第１ベーン５に対して示したが、第２ベーン６においても同様であ
る。
【００４７】
　また、図１で示されるように、主軸受部２ｃに供給された冷凍機油２５は、主軸受部２
ｃと回転軸部４ｂとの隙間を通って、フレーム２の上方の空間に吐き出された後、シリン
ダー１の外周部に設けた油戻し穴１ｅを通って、油溜め１０４に戻される。また、主軸受
部３ｃに供給された冷凍機油２５は、主軸受部３ｃと回転軸部４ｃとの隙間を通って、油
溜め１０４に戻される。また、ベーン逃がし部４ｆ、４ｇを介して吸入室９、中間室１０
及び圧縮室１１に送り出された冷凍機油２５も、最終的にガス冷媒と共に吐出ポート２ｄ
からフレーム２の上方の空間に吐出された後、シリンダー１の外周部に形成された油戻し
穴１ｅを通って、油溜め１０４に戻される。また、油ポンプ３１により給油路４ｈに送り
出された冷凍機油２５のうち、余剰な冷凍機油２５は、ローターシャフト４の上方の排油
穴４ｋから、フレーム２の上方の空間に吐き出された後、シリンダー１の外周部に形成さ
れた油戻し穴１ｅを通って、油溜め１０４に戻される。
【００４８】
（ガス冷媒の圧力が異常に増加した場合の第１ベーン５及び第２ベーン６の挙動）
　図９は、本発明の実施の形態１に係るベーン型圧縮機２００において図４におけるＪ－
Ｊ断面図、かつ、図７における回転角度０°における断面図の拡大図である。このうち、
図９（ａ）及び図９（ｂ）は、凹部２ａに段差を設けない、すなわち、溝部２ｅを設けな
い場合を示した図であり、図９（ｃ）は、本実施の形態を示す図である。以下、図９を参
照しながら、吸入室９、中間室１０又は圧縮室１１内において液冷媒を圧縮する等により
異常に圧力が増加した場合における第１ベーン５及び第２ベーン６の挙動について説明す
る。
【００４９】
　まず、図９（ａ）において、圧縮室１１内の圧力が異常に増加すると、ベーン逃がし部
４ｆ、４ｇとの圧力差により、第１ベーン５及び第２ベーン６は矢印で示すシリンダー内
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周面１ｂの中心方向に押されることになる。ここで、第１ベーン５及び第２ベーン６をシ
リンダー内周面１ｂの中心方向に押す力が、第１ベーン５及び第２ベーン６に作用する遠
心力よりも大きくなると、第１ベーン５及び第２ベーン６はシリンダー内周面１ｂの中心
方向に押されて移動することとなる。このとき、第１ベーン５は、ベーンアライナー部５
ｃがローターシャフト４の回転軸部４ｂと接触するまでの距離ｆ１を移動する。一方、第
２ベーン６は、ベーンアライナー部６ｃがローターシャフト４の回転軸部４ｂと接触する
までの距離ｆ２、及び、ベーンアライナー部６ｃがベーンアライナー部５ｃと周方向端部
同士で接触するまでの距離ｆ３－ｆ１のいずれか短い方の距離を移動することとなる。し
かし、いずれにしても、第１ベーン５の移動距離に比べて、第２ベーン６の移動距離は長
くなる。
【００５０】
　図９（ｂ）は、上記の移動距離を短くするように、ベーンアライナー軸受部２ｂの径を
小さくしたものである。このようにすれば、ベーンアライナー部５ｃの移動距離である距
離ｆ１を短くすることができる。しかし、当然ながら、第１ベーン５の移動距離である距
離ｆ１と比べると、第２ベーン６の移動距離である距離ｆ２又は距離ｆ３－ｆ１はかなり
長くなる。そうすると、第２ベーン６の移動距離が長いことにより、元の状態に復帰する
のが遅れたり、あるいは、第２ベーン６に作用する慣性力が大きくなって、ベーンアライ
ナー部６ｃが、ローターシャフト４の回転軸部４ｂ又はベーンアライナー部５ｃと大きな
力で衝突して破損を招く恐れが有る。
【００５１】
　次に、図９（ｃ）を参照しながら、本実施の形態に係る第１ベーン５及び第２ベーン６
の挙動について説明する。図９（ｃ）において、圧縮室１１内の圧力が異常に増加し、第
１ベーン５及び第２ベーン６をシリンダー内周面１ｂの中心方向に押す力が、第１ベーン
５及び第２ベーン６に作用する遠心力よりも大きくなると、第１ベーン５及び第２ベーン
６はシリンダー内周面１ｂの中心方向に押されて移動する。このとき、ベーンアライナー
部５ｃ、６ｃが溝部２ｅの内径側と接触するので、移動が規制される。この場合、溝部２
ｅの溝幅とベーンアライナー部５ｃ、６ｃの径方向の幅との差ｆ０が第１ベーン５及び第
２ベーン６の移動距離となる。図９は、ローターシャフト４について回転角度０°の場合
を示しているが、他の回転角度においても、第１ベーン５及び第２ベーン６とも移動距離
は差ｆ０となる。したがって、差ｆ０を適正な量に設定すれば、第１ベーン５及び第２ベ
ーン６が、元の状態に復帰するのに遅れることはなく、ベーンアライナー部５ｃ、６ｃと
溝部２ｅとの間が接触するときの力は大きくならないので、第１ベーン５及び第２ベーン
６が破損することを抑制することができる。また、以上のような、溝部２ｅにおけるベー
ンアライナー部５ｃ、６ｃの挙動は、溝部３ｅにおけるベーンアライナー部５ｄ、６ｄに
ついても同様である。
【００５２】
　なお、上記のように、圧縮室１１内の圧力が異常に増加した場合について説明したが、
吸入室９又は中間室１０内の圧力が異常に増加した場合においても、第１ベーン５及び第
２ベーン６は同様の挙動を示す。
【００５３】
（実施の形態１の効果）
　以上の構成のように、上記の式（１）の関係を有するように、ベーン先端部５ｂ、６ｂ
とシリンダー内周面１ｂとの間に所定の適正な隙間δを設けることによって、ベーン先端
部５ｂ、６ｂからの冷媒の漏れを抑制しつつ、機械損失の増大による圧縮機効率の低下を
抑制し、かつ、ベーン先端部５ｂ、６ｂの摩耗を抑制できる。
【００５４】
　また、第１ベーン５のベーン先端部５ｂ及び第２ベーン６のベーン先端部６ｂの円弧形
状の曲率半径を、シリンダー内周面１ｂの曲率半径と略同一となるように形成したので、
ベーン先端部５ｂ、６ｂとシリンダー内周面１ｂとの間において流体潤滑状態を形成する
ことができ、摺動抵抗を抑制し、機械損失を低減することができる。
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【００５５】
　また、ベーンアライナー部５ｃ、６ｃの円弧形状の径方向の幅を、溝部２ｅの溝幅より
も小さくし、ベーンアライナー部５ｄ、６ｄの円弧形状の径方向の幅を、溝部３ｅの溝幅
よりも小さくし、これらの幅の差を所定の適正量としている。ここで、吸入室９、中間室
１０又は圧縮室１１内の圧力が異常に高くなった場合で、第１ベーン５及び第２ベーン６
がシリンダー内周面１ｂの中心方向に押されて移動した場合でも、ベーンアライナー部５
ｃ、６ｃは溝部２ｅの内径側と接触し、ベーンアライナー部５ｄ、６ｄは溝部３ｅの内径
側と接触して移動が規制される。これによって、第１ベーン５及び第２ベーン６が、元の
状態に復帰するのに遅れることはなく、ベーンアライナー部５ｃ、６ｃと溝部２ｅとの間
が接触するとき、及び、ベーンアライナー部５ｄ、６ｄと溝部３ｅとの間が接触するとき
の力は大きくならないので、第１ベーン５及び第２ベーン６が破損することを抑制するこ
とができ、高い信頼性を得ることが可能となる。
【００５６】
　なお、本実施の形態では、凹部２ａ、３ａにそれぞれ段差を設けて溝部２ｅ、３ｅを形
成し、溝部２ｅ、３ｅの両方の内径側と第１ベーン５及び第２ベーン６とが接触するので
、接触時に第１ベーン５及び第２ベーン６に接触時に作用する力を溝部２ｅ、３ｅの両方
で受け持つことができるものとしている。しかし、この構成に限定されるものではなく、
溝部２ｅ、３ｅのうちいずれか一方によって、第１ベーン５及び第２ベーン６の接触時に
作用する力を受け持つことができれば、溝部２ｅ、３ｅのいずれか一方のみを形成するも
のとしてもよい。
【００５７】
　また、上記のように、凹部２ａ、３ａにそれぞれ段差を設けて溝部２ｅ、３ｅを形成し
、第１ベーン５及び第２ベーン６のシリンダー内周面１ｂの中心方向への移動を規制する
ものとしているが、これに限定されるものではなく、シリンダー内周面１ｂの中心方向へ
の移動を規制できるものであれば、溝部２ｅ、３ｅを形成する代わりに、その他のストッ
パーを設ける構成としてもよい。
【００５８】
　さらに、ベーン先端部５ｂ、６ｂの円弧形状及びシリンダー内周面１ｂの法線が常にほ
ぼ一致するように圧縮動作を行うために必要なベーン（第１ベーン５、第２ベーン６）が
シリンダー内周面１ｂの中心を回転中心として回転運動する機構を、ローター部４ａと回
転軸部４ｂ、４ｃとを一体にした構成で実現できる。このため、回転軸部４ｂ、４ｃを小
径で支持できることで軸受摺動損失を低減し、かつローター部４ａの外径及び回転中心の
精度を向上させることができ、ローター部４ａとシリンダー内周面１ｂとの間を狭い隙間
で形成して漏れ損失を低減することが可能となる。
【００５９】
　なお、本実施の形態において、ローターシャフト４のローター部４ａに設置されるベー
ンとして第１ベーン５及び第２ベーン６の２枚としているが、これに限定されるものでは
なく、１枚又は３枚以上のベーンが設置される構成としてもよい。
【００６０】
実施の形態２．
　本実施の形態に係るベーン型圧縮機２００について、実施の形態１に係るベーン型圧縮
機２００と相違する点を中心に説明する。
【００６１】
（ベーン型圧縮機２００の構造）
　図１０は、本発明の実施の形態２に係るベーン型圧縮機２００の第１ベーン５及び第２
ベーン６の平面図であり、図１１は、同ベーン型圧縮機２００の圧縮動作を示す図である
。
　図１０で示されるように、Ｂは、ベーン部５ａ、６ａの長さ方向を示す線であり、Ｃは
、ベーン先端部５ｂ、６ｂの円弧形状の法線である。したがって、ベーンアライナー部５
ｃ、５ｄ、６ｃ、６ｄに対して、ベーン部５ａ、６ａは、Ｂの方向に傾いて取り付けられ
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ている。また、ベーン先端部５ｂ、６ｂの円弧の法線Ｃは、ベーン長手方向Ｂに対して傾
いており、ベーンアライナー部５ｃ、５ｄ、６ｃ、６ｄを形成する円弧の中心を通るよう
に形成されている。
【００６２】
　また、本実施の形態においては、ローター部４ａ及びブッシュ保持部４ｄ、４ｅの中心
は略直線状に並ぶように形成されているが、図１１の「角度０°」の図で示されるように
、ベーン逃がし部４ｆは、その直線の右寄りに、ベーン逃がし部４ｇは、その直線の左寄
りに形成されている。
【００６３】
（ベーン型圧縮機２００の圧縮動作）
　以上のような構成においても、図６に示す実施の形態１と同様に、ベーン先端部５ｂ、
６ｂの円弧形状及びシリンダー内周面１ｂの法線が常にほぼ一致する状態で圧縮動作を行
うことができ、ベーン先端部５ｂ、６ｂとシリンダー内周面１ｂとは常に微小な隙間を保
ちつつ、ベーン５、６は非接触で回転することが可能である。
【００６４】
（実施の形態２の効果）
　本実施の形態においても、フレーム２の凹部２ａ、シリンダーヘッド３の凹部３ａに段
差を設けて溝部２ｅ、３ｅを形成すれば、吸入室９、中間室１０又は圧縮室１１内の圧力
が異常に増加した場合における第１ベーン５及び第２ベーン６の動作は実施の形態１と同
様であり、実施の形態１と同様の効果が得られる。また、実施の形態１におけるその他の
効果も、本実施の形態においても得られる。
【００６５】
実施の形態３．
　本実施の形態に係るベーン型圧縮機２００について、実施の形態１に係るベーン型圧縮
機２００と相違する点を中心に説明する。
【００６６】
（ベーン型圧縮機２００の構造）
　図１２は、本発明の実施の形態３に係るベーン型圧縮機２００のベーンアライナー軸受
部２ｂ周辺の構造図である。このうち、図１２（ａ）は、ベーンアライナー軸受部２ｂ周
辺の縦断面図であり、図１２（ｂ）は、図１２（ａ）におけるＫ－Ｋ断面図である。
【００６７】
　図１２で示されるように、凹部２ａの内側にフレーム２と一体に部分リング形状のスト
ッパー２ｆが形成されている。このストッパー２ｆは、外周面が凹部２ａの外周面である
ベーンアライナー軸受部２ｂとほぼ同心となるように形成されており、図１２（ｂ）で示
されるように、回転軸部４ｂと干渉する箇所が切れた部分リング形状となっている。また
、ストッパー２ｆの外周面の曲率半径は、図１２（ｂ）に破線で示すように、回転軸部４
ｂの外周とシリンダー内周面１ｂの中心との最大距離とほぼ同一となるように設定されて
いる。
　なお、このストッパー２ｆの外周面の曲率半径は、上記の最大距離と、完全に同一でな
くてもよい。
【００６８】
（ガス冷媒の圧力が異常に増加した場合の第１ベーン５及び第２ベーン６の挙動）
　次に、図１２を参照しながら、吸入室９、中間室１０又は圧縮室１１内において異常に
圧力が増加した場合における第１ベーン５及び第２ベーン６の挙動について説明する。
【００６９】
　圧縮室１１内の圧力が異常に増加し、第１ベーン５及び第２ベーン６をシリンダー内周
面１ｂの中心方向に押す力が、第１ベーン５及び第２ベーン６に作用する遠心力よりも大
きくなると、第１ベーン５及び第２ベーン６はシリンダー内周面１ｂの中心方向に押され
て移動する。ここで、ベーンアライナー部５ｃ、６ｃの内周面の曲率半径とストッパー２
ｆの外周面の曲率半径の差をｆ０とすると、ストッパー２ｆの外周面の曲率半径は、回転
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軸部４ｂの外周とシリンダー内周面１ｂの中心との最大距離とほぼ同一となるように設定
されている。したがって、第１ベーン５のベーンアライナー部５ｃは、シリンダー内周面
１ｂの中心方向に差ｆ０だけ移動して、ストッパー２ｆ又は回転軸部４ｂの外周と接触す
る。また、第２ベーン６のベーンアライナー部６ｃは、シリンダー内周面１ｂの中心方向
に差ｆ０だけ移動して、ストッパー２ｆと接触する。したがって、第１ベーン５及び第２
ベーン６共に、常に同じ移動距離（差ｆ０）となる。この移動距離である差ｆ０を適正な
量に設定すれば、実施の形態１と同様の効果を得ることができる。
【００７０】
　なお、上記のように、圧縮室１１内の圧力が異常に増加した場合について説明したが、
吸入室９又は中間室１０内の圧力が異常に増加した場合においても、第１ベーン５及び第
２ベーン６は同様の挙動を示す。
【００７１】
（実施の形態３の効果）
　本実施の形態においては、第１ベーン５又は第２ベーン６が回転軸部４ｂ、４ｃと接触
してもよい構成としたので、第１ベーン５及び第２ベーン６の移動距離である差ｆ０が同
じであるとすると、実施の形態１で示した第１ベーン５又は第２ベーン６が溝部２ｅ、３
ｅの内周面と接触する場合と比べて、ベーンアライナー軸受部２ｂ、３ｂの直径を小さく
することが可能となる。このように、ベーンアライナー軸受部２ｂ、３ｂの径を小さくす
ることが可能になると、ベーンアライナー軸受部２ｂ、３ｂにおける摺動損失を小さくす
ることができるため、実施の形態３においては、実施の形態１よりも損失をより低減でき
るという効果を得ることができる。
【００７２】
　なお、本実施の形態においては、ストッパー２ｆのみ設けたが、シリンダーヘッド３の
凹部３ａの内側にもストッパー２ｆと同様の部分リング状のストッパー３ｆをシリンダー
ヘッド３と一体に形成（図示せず）してもよい。これによって、第１ベーン５又は第２ベ
ーン６に作用する力をストッパー２ｆ、３ｆの両方で受け持つことができるので、より確
実に第１ベーン５又は第２ベーン６の移動を規制することができる。
【００７３】
　また、本実施の形態においては、ストッパー２ｆの外周面の曲率半径を、図１２で示さ
れるように、回転軸部４ｂの外周とシリンダー内周面１ｂの中心との最大距離とほぼ同一
となるように設定したが、これに限定されるものではない。すなわち、ベーンアライナー
部５ｃ、６ｃを回転軸部４ｂと接触させたくなければ、ストッパー２ｆの外周面の曲率半
径を、回転軸部４ｂの外周とシリンダー内周面１ｂの中心との最大距離よりもわずかに大
きくしてやれば、第１ベーン５及び第２ベーン６は、ストッパー２ｆとのみ接触させるこ
とが可能となる。
【００７４】
実施の形態４．
　本実施の形態に係るベーン型圧縮機２００について、実施の形態３に係るベーン型圧縮
機２００と相違する点を中心に説明する。
【００７５】
（ベーン型圧縮機２００の構造）
　図１３は、本発明の実施の形態４に係るベーン型圧縮機２００のベーンアライナー軸受
部２ｂ周辺の構造図である。このうち、図１３（ａ）は、ベーンアライナー軸受部２ｂ周
辺の縦断面図であり、図１３（ｂ）は、図１３（ａ）におけるＬ－Ｌ断面図である。
【００７６】
　図１３で示されるように、本実施の形態では、実施の形態２において設けた部分リング
状のストッパー２ｆの代わりに、複数（図１３のおいては３つ）の円柱形状のストッパー
２ｇが、凹部２ａの内側にフレーム２と一体となるように形成されている。各円柱状のス
トッパー２ｇの外周とシリンダー内周面１ｂの中心との最大距離は、図１３（ｂ）で示さ
れるように、回転軸部４ｂの外周とシリンダー内周面１ｂの中心との最大距離とほぼ同一
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となるように設定されている。また、各円柱状のストッパー２ｇと回転軸部４ｂとは、ほ
ぼ等間隔に配置されている。
　なお、各円柱状のストッパー２ｇの外周とシリンダー内周面１ｂの中心との最大距離は
、回転軸部４ｂの外周とシリンダー内周面１ｂの中心との最大距離と、完全に同一でなく
てもよい。
【００７７】
（ガス冷媒の圧力が異常に増加した場合の第１ベーン５及び第２ベーン６の挙動）
　次に、図１３を参照しながら、吸入室９、中間室１０又は圧縮室１１内において異常に
圧力が増加した場合における第１ベーン５及び第２ベーン６の挙動について説明する。
【００７８】
　図１３で示される本実施の形態の構成においても、実施の形態３と同様に、圧縮室１１
内の圧力が異常に増加し、第１ベーン５及び第２ベーン６がシリンダー内周面１ｂの中心
方向に移動する場合、第１ベーン５のベーンアライナー部５ｃは、ストッパー２ｇ又は回
転軸部４ｂと接触することで、そして、第２ベーン６のベーンアライナー部６ｃは、スト
ッパー２ｇと接触することで移動が規制される。ここで、ベーンアライナー部５ｃ、６ｃ
の内周面の曲率半径と、ストッパー２ｇの外周部とシリンダー内周面１ｂの中心との間の
距離との差をｆ０とすると、この差ｆ０が第１ベーン５及び第２ベーン６の移動距離とな
る。この移動距離である差ｆ０を適正な量に設定すれば、実施の形態３と同様の効果が得
られる。
【００７９】
　なお、本実施の形態においては、ストッパー２ｇのみ設けたが、シリンダーヘッド３の
凹部３ａの内側にもストッパー２ｇと同様の複数の円柱状のストッパー３ｇをシリンダー
ヘッド３と一体に形成（図示せず）してもよい。これによって、第１ベーン５又は第２ベ
ーン６に作用する力をストッパー２ｇ、３ｇの両方で受け持つことができるので、より確
実に第１ベーン５又は第２ベーン６の移動を規制することができる。
【００８０】
　また、本実施の形態においても、ベーンアライナー部５ｃ、６ｃを回転軸部４ｂと接触
させたくなければ、各ストッパー２ｇの外周とシリンダー内周面１ｂの中心との最大距離
を、回転軸部４ｂの外周とシリンダー内周面１ｂの中心との最大距離よりもわずかに大き
くしてやれば、第１ベーン５及び第２ベーン６は、ストッパー２ｇとのみ接触させること
が可能となる。
【００８１】
　また、円柱状のストッパー２ｇが３本の場合について示したが、第１ベーン５及び第２
ベーン６が移動した際に確実にストッパー２ｇのいずれかに接触できれば３本でなくてよ
く、２本又は４本以上でもよい。また、上記において、各円柱状のストッパー２ｇと回転
軸部４ｂとをほぼ等間隔に配置するものとしたが、第１ベーン５及び第２ベーン６が移動
した際に確実にストッパー２ｇのいずれかに接触できれば、等間隔に配置しなくてもよい
。また、上記において、ストッパー２ｇを円柱状としたが、第１ベーン５及び第２ベーン
６の移動距離を適正に設定できれば、円柱状でなくてもよく、例えば、楕円形状等任意の
形状でもよい。
【００８２】
　また、実施の形態１～実施の形態４において、ローターシャフト４の遠心力を利用した
油ポンプ３１について説明したが、油ポンプ３１の形態はいずれでもよく、例えば、特開
２００９－６２８２０号公報に記載の容積形ポンプを油ポンプ３１として用いてもよい。
【符号の説明】
【００８３】
　１　シリンダー、１ａ　吸入ポート、１ｂ　シリンダー内周面、１ｃ　切欠き部、１ｄ
　吐出ポート、１ｅ　油戻し穴、１ｆ　貫通部、２　フレーム、２ａ　凹部、２ｂ　ベー
ンアライナー軸受部、２ｃ　主軸受部、２ｄ　吐出ポート、２ｅ　溝部、２ｆ、２ｇ　ス
トッパー、３　シリンダーヘッド、３ａ　凹部、３ｂ　ベーンアライナー軸受部、３ｃ　
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主軸受部、３ｅ　溝部、３ｆ、３ｇ　ストッパー、４　ローターシャフト、４ａ　ロータ
ー部、４ｂ、４ｃ　回転軸部、４ｄ、４ｅ　ブッシュ保持部、４ｆ、４ｇ　ベーン逃がし
部、４ｈ～４ｊ　給油路、４ｋ　排油穴、５　第１ベーン、５ａ　ベーン部、５ｂ　ベー
ン先端部、５ｃ、５ｄ　ベーンアライナー部、６　第２ベーン、６ａ　ベーン部、６ｂ　
ベーン先端部、６ｃ、６ｄ　ベーンアライナー部、７　ブッシュ、７ａ　ブッシュ中心、
８　ブッシュ、８ａ　ブッシュ中心、９　吸入室、１０　中間室、１１　圧縮室、２１　
固定子、２２　回転子、２３　ガラス端子、２４　吐出管、２５　冷凍機油、２６　吸入
管、２７　吐出弁、２８　吐出弁押え、３１　油ポンプ、３２　最近接点、１０１　圧縮
要素、１０２　電動要素、１０３　密閉容器、１０４　油溜め、２００　ベーン型圧縮機
。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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