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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　旋回スクロールとフロントケースとが、複数のピンとリング、あるいは複数のピンとリ
ング穴とで係合されて、前記旋回スクロールの自転が防止されるスクロール圧縮機であっ
て、
　前記リングあるいは前記リング穴が、前記リングと前記ピンとで決まる旋回半径、ある
いは前記リング穴と前記ピンとで決まる旋回半径が、固定スクロールの歯面と前記旋回ス
クロールの歯面との噛み合いで決まる理論旋回半径よりも大きくなるような内径を有して
いるとともに、
　前記リングあるいは前記リング穴もしくは前記ピンが、前記固定スクロールに対する前
記旋回スクロールのねじれを低減させる方向にずらされていることを特徴とするスクロー
ル圧縮機。
【請求項２】
　旋回スクロールの外側端面に設けられた複数のピンと、フロントケースの内側端面に設
けられた複数のリングあるいはリング穴とで係合されて、前記旋回スクロールの自転が防
止されるスクロール圧縮機であって、
　前記リングあるいは前記リング穴が、前記リングと前記ピンとで決まる旋回半径、ある
いは前記リング穴と前記ピンとで決まる旋回半径が、固定スクロールの歯面と前記旋回ス
クロールの歯面との噛み合いで決まる理論旋回半径よりも大きくなるような内径を有して
いるとともに、
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　前記ピンが、前記固定スクロールに対する前記旋回スクロールのねじれを低減させる方
向にずらされていることを特徴とするスクロール圧縮機。
【請求項３】
　旋回スクロールの外側端面に設けられた複数のピンと、フロントケースの内側端面に設
けられた複数のリングあるいはリング穴とで係合されて、前記旋回スクロールの自転が防
止されるスクロール圧縮機であって、
　前記リングあるいは前記リング穴が、前記リングと前記ピンとで決まる旋回半径、ある
いは前記リング穴と前記ピンとで決まる旋回半径が、固定スクロールの歯面と前記旋回ス
クロールの歯面との噛み合いで決まる理論旋回半径よりも大きくなるような内径を有して
いるとともに、
　前記リングあるいは前記リング穴が、前記固定スクロールに対する前記旋回スクロール
のねじれを低減させる方向にずらされていることを特徴とするスクロール圧縮機。
【請求項４】
　旋回スクロールの外側端面に設けられた複数のリングあるいはリング穴と、フロントケ
ースの内側端面に設けられた複数のピンとで係合されて、前記旋回スクロールの自転が防
止されるスクロール圧縮機であって、
　前記リングあるいは前記リング穴が、前記リングと前記ピンとで決まる旋回半径、ある
いは前記リング穴と前記ピンとで決まる旋回半径が、固定スクロールの歯面と前記旋回ス
クロールの歯面との噛み合いで決まる理論旋回半径よりも大きくなるような内径を有して
いるとともに、
　前記ピンが、前記固定スクロールに対する前記旋回スクロールのねじれを低減させる方
向にずらされていることを特徴とするスクロール圧縮機。
【請求項５】
　旋回スクロールの外側端面に設けられた複数のリングあるいはリング穴と、フロントケ
ースの内側端面に設けられた複数のピンとで係合されて、前記旋回スクロールの自転が防
止されるスクロール圧縮機であって、
　前記リングあるいは前記リング穴が、前記リングと前記ピンとで決まる旋回半径、ある
いは前記リング穴と前記ピンとで決まる旋回半径が、固定スクロールの歯面と前記旋回ス
クロールの歯面との噛み合いで決まる理論旋回半径よりも大きくなるような内径を有して
いるとともに、
　前記リングあるいは前記リング穴が、前記固定スクロールに対する前記旋回スクロール
のねじれを低減させる方向にずらされていることを特徴とするスクロール圧縮機。
【請求項６】
　前記リングあるいは前記リング穴もしくは前記ピンが、前記旋回スクロールの回転方向
と同じ方向あるいは回転方向と反対の方向で、かつ、周方向に沿ってずらされていること
を特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記載のスクロール圧縮機。
【請求項７】
　前記リングあるいは前記リング穴もしくは前記ピンが、前記旋回スクロールの回転方向
と同じ方向あるいは回転方向と反対の方向で、かつ、複数の前記リングあるいは複数の前
記リング穴もしくは複数の前記ピンを通る円の接線方向にずらされていることを特徴とす
る請求項１から５のいずれか一項に記載のスクロール圧縮機。
【請求項８】
　旋回スクロールの外側端面に複数の旋回スクロール側ピンを設け、これら旋回スクロー
ル側ピンに対向するようにフロントケースの内側端面に複数のフロントケース側ピンを設
け、対応する前記旋回スクロール側ピンおよび前記フロントケース側ピンを共通の円環リ
ングの内周に係合させることによって、前記旋回スクロールの自転が防止されるスクロー
ル圧縮機であって、
　対応する前記旋回スクロール側ピンおよび前記フロントケース側ピンと前記円環リング
とによって決まる旋回半径が、固定スクロールの歯面と前記旋回スクロールの歯面との噛
み合いで決まる理論旋回半径よりも大きくなるように、前記円環リングの内径が決定され
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ているとともに、
　前記旋回スクロール側ピンおよび前記フロントケース側ピンが、前記固定スクロールに
対する前記旋回スクロールのねじれを低減させる方向にずらされていることを特徴とする
スクロール圧縮機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気調和装置や冷凍装置等に具備されるスクロール圧縮機に関し、より詳し
くは、いわゆるピン－リング式自転防止機構を備えたスクロール圧縮機に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　ピン－リング式自転防止機構を備えたスクロール圧縮機としては、例えば、特許文献１
に開示された構成を有するものがある。
【特許文献１】特開平５－３２１８５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ピン－リング式自転防止機構を備えたスクロール圧縮機では、スクロールで決まる（す
なわち、固定スクロールの歯面と旋回スクロールの歯面との噛み合いで決まる）理論旋回
半径ρｔｈが、リングとピンで決まる旋回半径ρｐｉｎよりも大きいと、固定スクロール
の歯面と旋回スクロールの歯面との噛み合いが悪くなり、圧縮漏れが大きくなり、スクロ
ール圧縮機の圧縮性能が低下してしまうといった問題点があった。
　一方、リングとピンで決まる旋回半径ρｐｉｎが、スクロールで決まる理論旋回半径ρ

ｔｈよりも大きいと、旋回スクロールがねじれて（すなわち、旋回スクロールが固定スク
ロールに対して回転して）、圧縮漏れが大きくなり、スクロール圧縮機の圧縮性能が低下
してしまうといった問題点があった。
【０００４】
　本発明は、上記の事情に鑑みてなされたもので、固定スクロールの歯面と旋回スクロー
ルの歯面との噛み合わせを良好なものとすることができるとともに、圧縮漏れを最小限に
することができて、圧縮性能の低下を回避することができるスクロール圧縮機を提供する
ことを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、上記課題を解決するため、以下の手段を採用した。
　本発明によるスクロール圧縮機は、旋回スクロールとフロントケースとが、複数のピン
とリング、あるいは複数のピンとリング穴とで係合されて、前記旋回スクロールの自転が
防止されるスクロール圧縮機であって、前記リングあるいは前記リング穴が、前記リング
と前記ピンとで決まる旋回半径、あるいは前記リング穴と前記ピンとで決まる旋回半径が
、固定スクロールの歯面と前記旋回スクロールの歯面との噛み合いで決まる理論旋回半径
よりも大きくなるような内径を有しているとともに、前記リングあるいは前記リング穴も
しくは前記ピンが、前記固定スクロールに対する前記旋回スクロールのねじれを低減させ
る方向にずらされている。
　このようなスクロール圧縮機によれば、旋回半径が理論旋回半径よりも大きくなるよう
に設定されているので、固定スクロールの歯面と旋回スクロールの歯面とが噛み合わなく
なることを防止することができる。
　また、リングあるいはリング穴もしくはピンが、固定スクロールに対する前記旋回スク
ロールのねじれを低減させる方向にずらされているので、旋回スクロールのねじれ（すな
わち、旋回スクロールが固定スクロールに対して回転してしまうこと）を最小限に抑える
ことができる。
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　これにより、スクロール圧縮機の組立性を向上させることができるとともに、圧縮漏れ
を最小限にすることができて、スクロール圧縮機の圧縮性能の低下を回避することができ
る。
【０００６】
　本発明によるスクロール圧縮機は、旋回スクロールの外側端面に設けられた複数のピン
と、フロントケースの内側端面に設けられた複数のリングあるいはリング穴とで係合され
て、前記旋回スクロールの自転が防止されるスクロール圧縮機であって、前記リングある
いは前記リング穴が、前記リングと前記ピンとで決まる旋回半径、あるいは前記リング穴
と前記ピンとで決まる旋回半径が、固定スクロールの歯面と前記旋回スクロールの歯面と
の噛み合いで決まる理論旋回半径よりも大きくなるような内径を有しているとともに、前
記ピンが、前記固定スクロールに対する前記旋回スクロールのねじれを低減させる方向に
ずらされている。
　このようなスクロール圧縮機によれば、旋回半径が理論旋回半径よりも大きくなるよう
に設定されているので、固定スクロールの歯面と旋回スクロールの歯面とが噛み合わなく
なることを防止することができる。
　また、ピンが、固定スクロールに対する旋回スクロールのねじれを低減させる方向、す
なわち、旋回スクロールの回転方向と同じ方向にずらされているので、旋回スクロールの
ねじれ（すなわち、旋回スクロールが固定スクロールに対して回転してしまうこと）を最
小限に抑えることができる。
　これにより、スクロール圧縮機の組立性を向上させることができるとともに、圧縮漏れ
を最小限にすることができて、スクロール圧縮機の圧縮性能の低下を回避することができ
る。
【０００７】
　本発明によるスクロール圧縮機は、旋回スクロールの外側端面に設けられた複数のピン
と、フロントケースの内側端面に設けられた複数のリングあるいはリング穴とで係合され
て、前記旋回スクロールの自転が防止されるスクロール圧縮機であって、前記リングある
いは前記リング穴が、前記リングと前記ピンとで決まる旋回半径、あるいは前記リング穴
と前記ピンとで決まる旋回半径が、固定スクロールの歯面と前記旋回スクロールの歯面と
の噛み合いで決まる理論旋回半径よりも大きくなるような内径を有しているとともに、前
記リングあるいは前記リング穴が、前記固定スクロールに対する前記旋回スクロールのね
じれを低減させる方向にずらされている。
　このようなスクロール圧縮機によれば、旋回半径が理論旋回半径よりも大きくなるよう
に設定されているので、固定スクロールの歯面と旋回スクロールの歯面とが噛み合わなく
なることを防止することができる。
　また、リングあるいはリング穴が、固定スクロールに対する旋回スクロールのねじれを
低減させる方向、すなわち、旋回スクロールの回転方向と反対の方向にずらされているの
で、旋回スクロールのねじれ（すなわち、旋回スクロールが固定スクロールに対して回転
してしまうこと）を最小限に抑えることができる。
　これにより、スクロール圧縮機の組立性を向上させることができるとともに、圧縮漏れ
を最小限にすることができて、スクロール圧縮機の圧縮性能の低下を回避することができ
る。
【０００８】
　本発明によるスクロール圧縮機は、旋回スクロールの外側端面に設けられた複数のリン
グあるいはリング穴と、フロントケースの内側端面に設けられた複数のピンとで係合され
て、前記旋回スクロールの自転が防止されるスクロール圧縮機であって、前記リングある
いは前記リング穴が、前記リングと前記ピンとで決まる旋回半径、あるいは前記リング穴
と前記ピンとで決まる旋回半径が、固定スクロールの歯面と前記旋回スクロールの歯面と
の噛み合いで決まる理論旋回半径よりも大きくなるような内径を有しているとともに、前
記ピンが、前記固定スクロールに対する前記旋回スクロールのねじれを低減させる方向に
ずらされている。
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　このようなスクロール圧縮機によれば、旋回半径が理論旋回半径よりも大きくなるよう
に設定されているので、固定スクロールの歯面と旋回スクロールの歯面とが噛み合わなく
なることを防止することができる。
　また、ピンが、固定スクロールに対する旋回スクロールのねじれを低減させる方向、す
なわち、旋回スクロールの回転方向と反対の方向にずらされているので、旋回スクロール
のねじれ（すなわち、旋回スクロールが固定スクロールに対して回転してしまうこと）を
最小限に抑えることができる。
　これにより、スクロール圧縮機の組立性を向上させることができるとともに、圧縮漏れ
を最小限にすることができて、スクロール圧縮機の圧縮性能の低下を回避することができ
る。
【０００９】
　本発明によるスクロール圧縮機は、旋回スクロールの外側端面に設けられた複数のリン
グあるいはリング穴と、フロントケースの内側端面に設けられた複数のピンとで係合され
て、前記旋回スクロールの自転が防止されるスクロール圧縮機であって、前記リングある
いは前記リング穴が、前記リングと前記ピンとで決まる旋回半径、あるいは前記リング穴
と前記ピンとで決まる旋回半径が、固定スクロールの歯面と前記旋回スクロールの歯面と
の噛み合いで決まる理論旋回半径よりも大きくなるような内径を有しているとともに、前
記リングあるいは前記リング穴が、前記固定スクロールに対する前記旋回スクロールのね
じれを低減させる方向にずらされている。
　このようなスクロール圧縮機によれば、旋回半径が理論旋回半径よりも大きくなるよう
に設定されているので、固定スクロールの歯面と旋回スクロールの歯面とが噛み合わなく
なることを防止することができる。
　また、リングあるいはリング穴が、固定スクロールに対する旋回スクロールのねじれを
低減させる方向、すなわち、旋回スクロールの回転方向と同じ方向にずらされているので
、旋回スクロールのねじれ（すなわち、旋回スクロールが固定スクロールに対して回転し
てしまうこと）を最小限に抑えることができる。
　これにより、スクロール圧縮機の組立性を向上させることができるとともに、圧縮漏れ
を最小限にすることができて、スクロール圧縮機の圧縮性能の低下を回避することができ
る。
【００１０】
　上記スクロール圧縮機において、前記リングあるいは前記リング穴もしくは前記ピンが
、前記旋回スクロールの回転方向と同じ方向あるいは回転方向と反対の方向で、かつ、周
方向に沿ってずらされているとさらに好適である。
　このようなスクロール圧縮機によれば、固定スクロールに対する旋回スクロールのねじ
れを最も少なくすることができるので、圧縮漏れを最も少なくすることができて、スクロ
ール圧縮機の圧縮性能の低下を最も少なくすることができる。
【００１１】
　上記スクロール圧縮機において、前記リングあるいは前記リング穴もしくは前記ピンが
、前記旋回スクロールの回転方向と同じ方向あるいは回転方向と反対の方向で、かつ、複
数の前記リングあるいは複数の前記リング穴もしくは複数の前記ピンを通る円の接線方向
にずらされているとさらに好適である。
　このようなスクロール圧縮機によれば、加工性が向上し、製造費の低減化を図ることが
できる。
【００１２】
　また、本発明のスクロール圧縮機は、旋回スクロールの外側端面に複数の旋回スクロー
ル側ピンを設け、これら旋回スクロール側ピンに対向するようにフロントケースの内側端
面に複数のフロントケース側ピンを設け、対応する旋回スクロール側ピンおよびフロント
ケース側ピンを共通の円環リングの内周に係合させることによって、前記旋回スクロール
の自転が防止されるスクロール圧縮機であって、対応する前記旋回スクロール側ピンおよ
び前記フロントケース側ピンと前記円環リングとによって決まる旋回半径が、固定スクロ
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ールの歯面と前記旋回スクロールの歯面との噛み合いで決まる理論旋回半径よりも大きく
なるように、前記円環リングの内径が決定されているとともに、前記旋回スクロール側ピ
ンおよび前記フロントケース側ピンが、前記固定スクロールに対する前記旋回スクロール
のねじれを低減させる方向にずらされていることを特徴とする。
　このようなスクロール圧縮機のように、旋回スクロールおよびフロントケースの両者に
ピンを立設し、対応するピン同士を円環リングの内周に係合させることによって旋回スク
ロールの自転を防止する構成に対しても、上述のような発明を適用することもできる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によるスクロール圧縮機によれば、固定スクロールの歯面と旋回スクロールの歯
面との噛み合わせを良好なものとすることができるとともに、圧縮漏れを最小限にするこ
とができて、圧縮性能の低下を回避することができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明に係るスクロール圧縮機の第１実施形態を、図１および図２を参照しなが
ら説明する。図１は本発明に係るスクロール圧縮機の構成を示す断面図、図２は図１の実
線矢印Ａの方向から見た図であって、フロントケースの内側端面に設けられたリングと旋
回スクロールの外側端面に設けられたピンとの関係を示す図である。
【００１５】
　図１に示すように、スクロール圧縮機１は、ハウジング７にボルト１２で固定された固
定スクロール２に対して旋回スクロール３が自転を防止しつつ公転旋回運動することによ
り冷媒等を圧縮するものである。
　旋回スクロール３の背面側（図１において左側）では、フロントケース６がハウジング
７に対して固定されている。また、フロントケース６は、旋回スクロール３からのスラス
ト力を支持するように構成されているとともに、フロントケース６の内側端面（すなわち
、旋回スクロール３の背面側の端面と接触する略円環状の面）には、複数個（本実施形態
では周方向に９０度おきに４個）のリング穴４が設けられているとともに、それぞれのリ
ング穴４にはリング１１が圧入もしくは遊嵌されている。
【００１６】
　旋回スクロール３の背面側（外側）の端面（フロントケース６の内側端面と接触する面
）には、ピン５が、対応するリング１１内に突出するように挿嵌されている。ピン５はリ
ング穴４の数（本実施形態では４本）だけあり、ピン５の突出部はリング１１に遊挿され
ている。フロントケース６の内側中心部には、偏心軸９やバランスウェイト８が格納され
るクランク室１０が設けられている。
　そして、旋回スクロール３は、ピン５がリング１１内に遊挿されることでフロントケー
ス６と係合し、偏心軸９によって公転旋回するときの自転が防止されるようになっている
。このときピン５は、リング１１の内周面に沿って旋回スクロール３の公転方向と同一方
向に回転するようになっている。
【００１７】
　さて、本実施形態においては、図２に示すように、リング１１とピン５とで決まる旋回
半径ρｐｉｎが、スクロールで決まる（すなわち、固定スクロール２の歯面と旋回スクロ
ール３の歯面との噛み合いで決まる）理論旋回半径ρｔｈよりも若干大きくなる（例えば
、公差分（０．０５mm～０．２mm）だけ大きくなる）内径を有するリング１１およびリン
グ穴４を備えているとともに、ピン５が、図６に示す方向と反対の方向、すなわち、旋回
スクロール３の回転方向と同じ方向で、かつ、周方向（円弧）に沿って若干ずらされてい
る（例えば、公差分（０．０５mm～０．２mm）だけずらされている）。
【００１８】
　本実施形態によるスクロール圧縮機１によれば、旋回半径ρｐｉｎが理論旋回半径ρｔ

ｈよりも大きくなるように設定されているので、固定スクロール２の歯面と旋回スクロー
ル３の歯面とが噛み合わなくなることを防止することができる。
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　また、ピン５が、旋回スクロール３の回転方向と同じ方向で、かつ、周方向（円弧）に
沿って若干ずらされているので、旋回スクロール３のねじれ（すなわち、旋回スクロール
３が固定スクロール２に対して回転してしまうこと）を最小限に抑えることができる。
　これにより、スクロール圧縮機１の組立性を向上させることができるとともに、圧縮漏
れを最小限にすることができて、スクロール圧縮機１の圧縮性能の低下を回避することが
できる。
【００１９】
　本発明に係るスクロール圧縮機の第２実施形態を、図３を参照しながら説明する。図３
に示すように、本実施形態におけるスクロール圧縮機２０は、リング１１とピン５とで決
まる旋回半径ρｐｉｎが、スクロールで決まる（すなわち、固定スクロール２の歯面と旋
回スクロール３の歯面との噛み合いで決まる）理論旋回半径ρｔｈよりも若干大きくなる
（例えば、公差分（０．０５mm～０．２mm）だけ大きくなる）内径を有するリング１１お
よびリング穴４を備えているとともに、これらリング１１およびリング穴４が、図６に示
す方向、すなわち、旋回スクロール３の回転方向と反対の方向で、かつ、周方向（円弧）
に沿って若干ずらされている（例えば、公差分（０．０５mm～０．２mm）だけずらされて
いる）という点で前述した第１実施形態のものと異なる。その他の構成要素については前
述した第１実施形態のものと同じであるので、ここではそれら構成要素についての説明は
省略する。
　なお、前述した第１実施形態と同じ構成要素には同じ符号を付している。
【００２０】
　本実施形態によるスクロール圧縮機２０によれば、旋回半径ρｐｉｎが理論旋回半径ρ

ｔｈよりも大きくなるように設定されているので、固定スクロール２の歯面と旋回スクロ
ール３の歯面とが噛み合わなくなることを防止することができる。
　また、リング１１およびリング穴４が、旋回スクロール３の回転方向と反対の方向で、
かつ、周方向（円弧）に沿って若干ずらされているので、旋回スクロール３のねじれ（す
なわち、旋回スクロール３が固定スクロール２に対して回転してしまうこと）を最小限に
抑えることができる。
　これにより、スクロール圧縮機２０の組立性を向上させることができるとともに、圧縮
漏れを最小限にすることができて、スクロール圧縮機２０の圧縮性能の低下を回避するこ
とができる。
【００２１】
　本発明に係るスクロール圧縮機の第３実施形態を、図４を参照しながら説明する。図４
に示すように、本実施形態におけるスクロール圧縮機３０は、フロントケース６の内側端
面にピン５が設けられ、旋回スクロール３の外側端面にリング１１およびリング穴４が設
けられているとともに、リング１１とピン５とで決まる旋回半径ρｐｉｎが、スクロール
で決まる（すなわち、固定スクロール２の歯面と旋回スクロール３の歯面との噛み合いで
決まる）理論旋回半径ρｔｈよりも若干大きくなる（例えば、公差分（０．０５mm～０．
２mm）だけ大きくなる）内径を有するリング１１およびリング穴４を備えているとともに
、ピン５が、図６に示すような方向、すなわち、旋回スクロール３の回転方向と反対の方
向で、かつ、周方向（円弧）に沿って若干ずらされている（例えば、公差分（０．０５mm
～０．２mm）だけずらされている）という点で前述した実施形態のものと異なる。その他
の構成要素については前述した実施形態のものと同じであるので、ここではそれら構成要
素についての説明は省略する。
　なお、前述した実施形態と同じ構成要素には同じ符号を付している。
【００２２】
　本実施形態によるスクロール圧縮機３０によれば、旋回半径ρｐｉｎが理論旋回半径ρ

ｔｈよりも大きくなるように設定されているので、固定スクロール２の歯面と旋回スクロ
ール３の歯面とが噛み合わなくなることを防止することができる。
　また、ピン５が、旋回スクロール３の回転方向と反対の方向で、かつ、周方向（円弧）
に沿って若干ずらされているので、旋回スクロール３のねじれ（すなわち、旋回スクロー
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ル３が固定スクロール２に対して回転してしまうこと）を最小限に抑えることができる。
　これにより、スクロール圧縮機３０の組立性を向上させることができるとともに、圧縮
漏れを最小限にすることができて、スクロール圧縮機３０の圧縮性能の低下を回避するこ
とができる。
【００２３】
　本発明に係るスクロール圧縮機の第４実施形態を、図５を参照しながら説明する。図５
に示すように、本実施形態におけるスクロール圧縮機４０は、フロントケース６の内側端
面にピン５が設けられ、旋回スクロール３の外側端面にリング１１およびリング穴４が設
けられているとともに、リング１１とピン５とで決まる旋回半径ρｐｉｎが、スクロール
で決まる（すなわち、固定スクロール２の歯面と旋回スクロール３の歯面との噛み合いで
決まる）理論旋回半径ρｔｈよりも若干大きくなる（例えば、公差分（０．０５mm～０．
２mm）だけ大きくなる）内径を有するリング１１およびリング穴４を備えているとともに
、リング１１およびリング穴４が、図６に示す方向と反対の方向、すなわち、旋回スクロ
ール３の回転方向と同じ方向で、かつ、周方向（円弧）に沿って若干ずらされている（例
えば、公差分（０．０５mm～０．２mm）だけずらされている）という点で前述した第１実
施形態および第２実施形態のものと異なる。その他の構成要素については前述した第１実
施形態および第２実施形態のものと同じであるので、ここではそれら構成要素についての
説明は省略する。
　なお、前述した第１実施形態および第２実施形態と同じ構成要素には同じ符号を付して
いる。
【００２４】
　本実施形態によるスクロール圧縮機４０によれば、旋回半径ρｐｉｎが理論旋回半径ρ

ｔｈよりも大きくなるように設定されているので、固定スクロール２の歯面と旋回スクロ
ール３の歯面とが噛み合わなくなることを防止することができる。
　また、リング１１およびリング穴４が、旋回スクロール３の回転方向と同じ方向で、か
つ、周方向（円弧）に沿って若干ずらされているので、旋回スクロール３のねじれ（すな
わち、旋回スクロール３が固定スクロール２に対して回転してしまうこと）を最小限に抑
えることができる。
　これにより、スクロール圧縮機４０の組立性を向上させることができるとともに、圧縮
漏れを最小限にすることができて、スクロール圧縮機４０の圧縮性能の低下を回避するこ
とができる。
【００２５】
　なお、ピン５、リング１１、リング穴４は、図６に示す方向と同じ方向あるいは反対の
方向、すなわち、旋回スクロール３の回転方向と同じ方向あるいは反対の方向で、かつ、
同一半径上を周方向に沿って移動させる必要はなく、例えば、図７に示す方向と同じ方向
あるいは反対の方向、すなわち、旋回スクロール３の回転方向と同じ方向あるいは反対の
方向で、かつ、直線的に（すなわち、複数のピン５あるいは複数のリング１１もしくは複
数のリング穴４を通る円の接線方向に）移動させるようにすることもできる。
　そして、図７のように移動させた場合には、加工性が向上し、製造費の低減化を図るこ
とができる。
【００２６】
　また、上述した実施形態では、ピン５あるいはリング１１およびリング穴４のいずれか
一方をずらすようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、ピン５と、リ
ング１１およびリング穴４との両方をずらすようにすることもできる。
【００２７】
　さらに、上述した実施形態では、ピン５、リング１１、およびリング穴４がそれぞれ４
個ずつ設けられたものを一具体例として説明したが、本発明はこれに限定されるものでは
なく、３個以上であれば、５個でも６個でもよい。
【００２８】
　さらにまた、上述した実施形態では、リング穴４の中にリング１１が圧入もしくは遊嵌
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されたものを一具体例として説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、リン
グ穴４の中にリング１１を備えていないもの、すなわち、ピン５がリング穴４の内周面に
沿って、あるいはリング穴４がピン５の外周面に沿って回転するようなものにも適用する
ことができる。
【００２９】
　また、本発明は、図８及び図９に示したような自転防止機構を有するスクロール圧縮機
に対しても適用することができる。
　図８には、旋回スクロール３の端板周りを示した部分断面が示されている。旋回スクロ
ール３の端板の外側には、複数（同図では１つ）の旋回スクロール側ピン２１が外方に突
出するように設けられている。フロントケース６の壁部の内側には、複数（同図では１つ
）のフロントケース側ピン２２が外方に突出するように設けられている。このように、旋
回スクロール側ピン２１とフロントケース側ピン２２とは、対向するように設けられてい
る。
　旋回スクロール３の端板とフロントケース６との間には、各ピン２１，２２に対応させ
て、複数の（同図では１つ）円環リング２４が設けられている。この円環リング２４の内
周面に係合するように、対応する１対のピン２１，２２が挿入されている（図９参照）。
　対応する１対のピン２１，２２と円環リング２４とによって決まる旋回半径は、固定ス
クロールの歯面と旋回スクロール３の歯面との噛み合いで決まる理論旋回半径よりも大き
くなるように、円環リング２４の内径が決定されている。これにより、固定スクロールの
歯面と旋回スクロール３の歯面とが噛み合わなくなることを防止することができる。
　さらに、各ピン２１，２２は、固定スクロールに対する前記旋回スクロールのねじれを
低減させる方向にずらされている。これにより、旋回スクロール３のねじれ（すなわち、
旋回スクロール３が固定スクロールに対して回転してしまうこと）を最小限に抑えること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の第１実施形態に係るスクロール圧縮機の構成を示す断面図である。
【図２】図１の実線矢印Ａの方向から見た図であって、フロントケースの内側端面に設け
られたリングと旋回スクロールの外側端面に設けられたピンとの関係を示す図である。
【図３】本発明の第２実施形態に係るスクロール圧縮機の図であって、図２と同様の図で
ある。
【図４】本発明の第３実施形態に係るスクロール圧縮機の図であって、図２と同様の図で
ある。
【図５】本発明の第４実施形態に係るスクロール圧縮機の図であって、図２と同様の図で
ある。
【図６】ピン、リング、リング穴のずらす方向を説明するための図である。
【図７】ピン、リング、リング穴のずらす方向を説明するための図である。
【図８】旋回スクロールの端板周りを示した部分断面図である。
【図９】図８のａ－ａ矢視断面図である。
【符号の説明】
【００３１】
　１　スクロール圧縮機
　２　　固定スクロール
　３　旋回スクロール
　４　リング穴
　５　ピン
　６　フロントケース
１１　リング
２０　スクロール圧縮機
３０　スクロール圧縮機
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４０　スクロール圧縮機
ρｐｉｎ  　旋回半径
ρｔｈ　　理論旋回半径

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】

【図９】
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