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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】回転部に自ら発生した圧力エネルギーと回転エ
ネルギーを加え、外部動力を補助する空圧式回転補助装
置により、原資源、原動力を省エネルギー化する。また
、空圧式回転補助装置を、重量の増加無しに空圧ロスの
無い機構とする。
【解決手段】空気加圧装置により加圧された空気をクラ
ンクシャフトの同軸上に設置される空気圧駆動装置に送
りこみ、作動させる事により、回転体の回転に要する外
部動力を補助する。このとき、空気圧駆動装置のクラン
クピン軸内に内蔵される増速装置により空気加圧装置を
増速し、空気圧駆動装置からの圧力エネルギーとは異な
る回転エネルギーを出力する。また、隣接する空気加圧
装置シリンダー１と空気圧駆動装置シリンダー２間にお
いて圧力タンクに代わり空気加圧装置シリンダーヘッド
、空気加圧装置排気ポートと排吸気管に蓄圧する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本発明の空圧式回転補助装置は人力、原動機、電動機、その他の自然エネルギー等の外
部動力要因、あるいは慣性により回転するホイール、ドライブシャフト、ブレード、ノー
ズコーン、ローターケーシング、ランナコーン、インペラー等の回転体に一体化された形
状と構造を持ち、上記回転体の回転を原動力として、固定されたクランクシャフトの同軸
上に設置されるクランクピンの周囲を回転するコンロッドにより空気加圧装置、空気圧駆
動装置、ならびに増速装置を作動する事により、上記回転体の回転力を補助する機構と構
造を特徴とする空圧式回転補助装置である。
【請求項２】
　本発明の空圧式回転補助装置において、クランクシャフトの同軸上に設置される空気加
圧装置の空気加圧装置クランクピンを中心軸として回転するコンロッドに連結されるピス
トンにより加圧された圧縮空気は、クランクシャフトが固定されている事により、圧縮時
の反発力が空気加圧装置クランクピンを押す事で回転方向に圧力エネルギーを加える特徴
的な機構と構造の請求項１記載の空圧式回転補助装置である。
【請求項３】
　本発明の空圧式回転補助装置において、空気加圧装置により加圧された圧縮空気はクラ
ンクシャフトの同軸上に設置される空気圧駆動装置クランクピンにコンロッドの一方を連
結される空気圧駆動装置に送りこまれるものであるが、本発明の空圧式回転補助装置は空
気加圧装置と空気圧駆動装置間に圧力タンクを有さず、隣接する空気加圧装置シリンダー
と空気圧駆動装置シリンダー間において圧力タンクに代わり空気加圧装置シリンダーヘッ
ド、空気加圧装置排気ポートと排吸気管に蓄圧する事で回転初動時より圧力エネルギーを
発生する機構と構造を特徴とする請求項１記載の空圧式回転補助装置である。
【請求項４】
　本発明の空圧式回転補助装置において、空気圧駆動装置スライド式バルブは空気圧駆動
装置シリンダー、ならびに空気圧駆動装置シリンダーヘッド内部を上下にスライドし、空
気圧駆動装置ピストン、圧縮空気、バルブスプリングによりコントロールされるものであ
り、空気圧駆動装置シリンダーの頂部に設けられる空気圧駆動装置排気孔、空気圧駆動装
置ピストン用コントロールバルブならびに空気圧駆動装置スライドバルブスカート部エッ
ジと組み合される機構により、空気圧駆動装置ピストン上昇時における排気抵抗を減少し
、ピストン上死点における圧縮空気流入機構を一体で確保する特徴的な形状と構造の請求
項１記載の空圧式回転補助装置である。
【請求項５】
　本発明の空圧式回転補助装置において、空気圧駆動装置クランクピン軸内に内蔵される
増速装置は空気圧駆動装置クランクピンとしての機能を兼ねるため、増速装置ケースはク
ランクシャフトの空気圧駆動装置クランクピンとして回転しない構造を有するものであり
、空気圧駆動装置メインコンロッドに圧入されてキーにより固定されるリングギヤの回転
を増速装置ケースからギヤ部が突出した増速装置遊星歯車により入力し、増速装置ケース
内においてダウンギヤのセットにより出力軸を増速装置ケース後端より出力する事で、本
発明の空圧式回転補助装置が装着されるホイール、ドライブシャフト、ブレード、ノーズ
コーン、ローターケーシング、ランナコーン、インペラー、スクリュープロペラ等の回転
部の回転数とは異なる回転数の回転エネルギーを出力する機構と構造を特徴とする請求項
１記載の空圧式回転補助装置である。
【請求項６】
　本発明の空圧式回転補助装置は人力、原動機、電動機、その他の自然エネルギー等の外
部動力要因、あるいは慣性により回転するホイール、ドライブシャフト、ブレード、ノー
ズコーン、ローターケーシング、ランナコーン、インペラー等の回転体の回転を原動力と
して、固定されたクランクシャフトの同軸上に設置されるクランクピンの周囲を回転する
コンロッドにより空気加圧装置、空気圧駆動装置、ならびに増速装置を作動する事により
、上記回転体の回転力を補助する空圧式回転補助装置であり、上記回転体の回転１回転に
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対し常時プラスアルファの補助回転エネルギーが加わる機構と構造を有する事から、２回
目の回転の回転力は回転する回転体の回転力にプラスアルファの補助回転エネルギーが加
わったものになり、さらに３回目の回転の原動力は２回目の回転する回転体の回転力にプ
ラスアルファの補助回転エネルギーが加わったものとなるものである。
　したがって、上記回転体の回転は回転すればするほど上昇する事から、原動力の原質で
ある人力、原動機、電動機、その他の自然エネルギー等の外部動力要因のエネルギーを絞
り回転数をコントロールする事により、装置全体として、原資源の省エネルギー化を具体
的に実現する機構と構造を特徴とする請求項１記載の空圧式回転補助装置である。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の空圧式回転補助装置は、人力、原動機、電動機、その他の自然エネルギー等の
外部動力要因、あるいは慣性により回転するホイール、ドライブシャフト、ブレード、ノ
ーズコーン、ローターケーシング、ランナコーン、インペラー、スクリュープロペラ等の
回転体の回転を原動力として、本発明の空圧式回転補助装置が装着される車両、船舶、航
空機、あるいは建築物、構造物等にクランクシャフトが固定されるものであり、このクラ
ンクシャフト同軸上のクランクピン周囲を回転する空気加圧装置から、加圧された空気を
上記のクランクシャフトの同軸上に別途設置されるクランクピンにコンロッドの一方を連
結される空気圧駆動装置に送りこみ、空気圧駆動装置を作動させる事で、空気加圧装置に
よる圧縮時の反発力でクランクピンを押す力、ならびに加圧された空気により空気圧駆動
装置がクランクピンを押す力により、ホイール、ドライブシャフト、ブレード、ノーズコ
ーン、ローターケーシング、ランナコーン、インペラー、スクリュープロペラ等の回転に
要する外部動力を補助する装置であり、これらの装置がホイール、ドライブシャフト、ブ
レード、ノーズコーン、ローターケーシング、ランナコーン、インペラー、スクリュープ
ロペラ等と一体化された形状と剛性を有するものである。
　また本発明の空圧式回転補助装置は空気圧駆動装置のコンロッドの回転をクランクピン
軸内に内蔵される増速装置により上記の回転部の回転数とは異なる回転数を取り出す事が
できる出力軸を有するものであり、この出力軸が空気加圧装置と空気圧駆動装置からの圧
力エネルギーとは異なる回転エネルギーを出力するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、圧縮空気を圧力タンクに充填し、圧縮空気を動力として空気圧駆動装置を駆動し
車両等のホイールを回転させる機構を装着する発明、考案は存在するが、回転部と一体型
で圧力タンクを有せずにホイールの回転に要する外部動力を補助する装置を有する機構、
構造の装置は存在しない。
【０００３】
　従来、人力、原動機、電動機、その他の自然エネルギー等の外部動力要因により回転す
る装置においては、ホイール、ドライブシャフト、ブレード、ノーズコーン、ローターケ
ーシング、ランナコーン、インペラー、スクリュープロペラ等の回転を摩擦係数の低減化
、軽量化、変速ギアによる回転に要するエネルギーの均一化、可変ブレード、装置の流体
力学上の高効率化等により、回転効率の効率化を図ってきたものであるが、本発明のよう
に、回転体の回転を原動力として、補助エネルギーの空気圧を発生させ、その空気圧縮時
の反発力、ならびに膨張時の膨張力を補助回転力として利用する機構、構造の装置は存在
しない。
【先行技術文献】

【実用新案文献】
【０００４】
　実用新案登録第３１１２５９８号／国際公開番号ＰＣＴ／ＪＰ２００５／０２１３２６
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、以上の技術によれば、［０００４］のホイールイン式回転補助空圧装置
においては圧力タンクを使用する事から、回転初動時においては空気加圧装置より圧力タ
ンクへの充填にタイムラグがあり、空気圧駆動装置に充分な空圧が送り込まれないという
問題があった。
　そこで、この考案は、回転初動時より空気圧駆動装置に充分な空圧が送り込まれる機構
を装置の重量増加無くして提供することを課題とする。
【０００６】
　また、以上の技術によれば、［０００４］のホイールイン式回転補助空圧装置は圧力タ
ンクに加圧された空気が充填された時点においても、ホイールの回転が停止した時点にお
いてはバルブ開放位置にある空気圧駆動装置より、圧力タンクより加圧された空気が抜け
るという問題点があった。
　そこで、この考案は、回転停止時に空圧ロスの無い機構を装置の重量増加無くして提供
することを課題とする。
【０００７】
　そこで、本発明の第一の課題は、人力、原動機、電動機、その他の自然エネルギー等の
外部動力要因により回転するホイール、ドライブシャフト、ブレード、ノーズコーン、ロ
ーターケーシング、ランナコーン、インペラー、スクリュープロペラ等の回転を原動力と
して、本発明の空圧式回転補助装置が装着される車両、船舶、航空機、あるいは発電機、
産業機械等の回転部に要する外部動力を補助する装置である事である。
【０００８】
　本発明の第二の課題は、人力、原動機、電動機、その他の自然エネルギー等の外部動力
要因により回転するホイール、ドライブシャフト、ブレード、ノーズコーン、ローターケ
ーシング、ランナコーン、インペラー、スクリュープロペラ等の回転部に空気加圧装置、
空気圧駆動装置等の本発明の空圧式回転補助装置を構築する全ての装置が内蔵され、空圧
式回転補助装置としての機構が完結している装置である事である。
【０００９】
　本発明の第三の課題は、人力、原動機、電動機、その他の自然エネルギー等の外部動力
要因により回転する本発明の空圧式回転補助装置が装着されるホイール、ドライブシャフ
ト、ブレード、ノーズコーン、ローターケーシング、ランナコーン、インペラー、スクリ
ュープロペラ等の回転部が回転体としての剛性を有する機構、構造の装置である事である
。
【００１０】
　本発明の第四の課題は、本発明の空圧式回転補助装置が装着されるホイール、ドライブ
シャフト、ブレード、ノーズコーン、ローターケーシング、ランナコーン、インペラー、
スクリュープロペラ等において、装置そのものが回転する構造を有する事から回転バラン
スの向上の為、空気加圧装置、空気圧駆動装置等の本発明の空圧式回転補助装置を構築す
る全ての装置がクランクシャフトを中心軸として放射状に配置される機構、構造の装置で
ある事である。
【００１１】
　本発明の第五の課題は、人力、原動機、電動機、その他の自然エネルギー等の外部動力
要因により回転するホイール、ドライブシャフト、ブレード、ノーズコーン、ローターケ
ーシング、ランナコーン、インペラー、スクリュープロペラ等の回転を原動力として、本
発明の空圧式回転補助装置が装着される車両、船舶、航空機、あるいは発電機、産業機械
等において、省エネルギー化こそが社会的に求められる最大の訴求点である事から、本発
明の空圧式回転補助装置が外部動力を補助する装置として、原動力の省エネルギー化を具
体的に実現する装置である事である。
【００１２】
　本発明の第六の課題は、回転初動時より本発明の空圧式回転補助装置が装着されるホイ
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ール、ドライブシャフト、ブレード、ノーズコーン、ローターケーシング、ランナコーン
、インペラー、スクリュープロペラ等の回転部の回転方向に圧力エネルギーを加える機構
、構造の装置である事である。
【００１３】
　本発明の第七の課題は、本発明の空圧式回転補助装置が装着されるホイール、ドライブ
シャフト、ブレード、ノーズコーン、ローターケーシング、ランナコーン、インペラー、
スクリュープロペラ等の回転部の回転方向に圧力エネルギーを加える事に加え、上記の回
転部の回転数とは異なる回転数の回転エネルギーを加える出力軸を備える機構、構造の装
置である事である。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　以上の課題を解決するために、本発明の空圧式回転補助装置は、人力、原動機、電動機
、その他の自然エネルギー等の外部動力要因により回転する本発明の空圧式回転補助装置
が装着されるホイール、ドライブシャフト、ブレード、ノーズコーン、ローターケーシン
グ、ランナコーン、インペラー、スクリュープロペラ等の回転部に一体化された形状と構
造を有する空気加圧装置、空気圧駆動装置等を備える事を特徴とし、空気加圧装置と空気
圧駆動装置間に圧力タンクを介さない事により、上記、ホイール、ドライブシャフト、ブ
レード、ノーズコーン、ローターケーシング、ランナコーン、インペラー、スクリュープ
ロペラ等の回転部に回転初動時より回転方向に圧力エネルギーを加える機構、構造の空圧
式回転補助装置であるものである。
【００１５】
　また本発明の空圧式回転補助装置は、空圧式回転補助装置が装着されるホイール、ドラ
イブシャフト、ブレード、ノーズコーン、ローターケーシング、ランナコーン、インペラ
ー、スクリュープロペラ等を備える車両、船舶、航空機、あるいは建築物、構造物等に固
定されたクランクシャフトにコンロッドの一方を連結され周囲を回転する空気加圧装置に
より、加圧された空気を上記のクランクシャフトの同軸上にコンロッドの一方を連結され
る空気圧駆動装置に送りこみ、空気圧駆動装置を作動させる事で、空気加圧装置による圧
縮時の反発力でクランクシャフトのクランクピンを押す力、ならびに加圧された空気によ
り空気圧駆動装置がクランクシャフトのクランクピンを押す力により、ホイール、ドライ
ブシャフト、ブレード、ノーズコーン、ローターケーシング、ランナコーン、インペラー
、スクリュープロペラ等の回転に要する外部動力を補助する機構、構造の装置であるもの
である。
【００１６】
　次に、本発明の空圧式回転補助装置においては、上記の空圧式回転補助装置が装着され
る車両、船舶、航空機、あるいは建築物、構造物等に固定されたクランクシャフトにコン
ロッドの一方を連結され周囲を回転する空気加圧装置と上記のクランクシャフトの同軸上
にコンロッドの一方を連結される空気圧駆動装置が、空気加圧装置においてはピストン上
昇時、空気圧駆動装置においてはピストン下降時にクランクシャフトのクランクを押す位
置にクランク角が設定されている機構、構造の装置である事である。
【００１７】
　本発明の空圧式回転補助装置においては、上記の空圧式回転補助装置が装着される車両
、船舶、航空機、あるいは建築物、構造物等に固定されたクランクシャフトを軸として、
本発明を構成する空気加圧装置、空気圧駆動装置等がホイール、ドライブシャフト、ブレ
ード、ノーズコーン、ローターケーシング、ランナコーン、インペラー、スクリュープロ
ペラ等の回転部の回転方向に圧力エネルギーを加える事に加え、空気圧駆動装置のコンロ
ッドの回転をクランクピン軸内に内蔵される増速装置により、上記の回転部の回転数とは
異なる回転数を取り出す事ができる出力軸を備える機構、構造の装置である事である。
【００１８】
　以下の００１９項より００２６項において本発明の空圧式回転補助装置の機構、構造を
明らかにするものである。
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【００１９】
　本発明の空圧式回転補助装置は、人力、原動機、電動機、その他の自然エネルギー等の
外部動力要因により回転するホイール、ドライブシャフト、ブレード、ノーズコーン、ロ
ーターケーシング、ランナコーン、インペラー、スクリュープロペラ等の回転部内にクラ
ンクシャフトを中心軸として空気加圧装置を構成するコンロッド、ピストン、シリンダー
、吸排気バルブ、排吸気管、ならびに空気圧駆動装置を構成するコンロッド、ピストン、
シリンダー、給排気バルブ等の空圧式回転補助装置を構築する全ての装置が内蔵され、空
圧式回転補助装置としての機構が完結している装置である事である。
【００２０】
　本発明の空圧式回転補助装置は、空圧式回転補助装置が装着されるホイール、ドライブ
シャフト、ブレード、ノーズコーン、ローターケーシング、ランナコーン、インペラー、
スクリュープロペラ等の回転部内にクランクシャフトを中心軸として回転するものである
が、中心軸となるクランクシャフトは空圧式回転補助装置が装着されるホイール、ドライ
ブシャフト、ブレード、ノーズコーン、ローターケーシング、ランナコーン、インペラー
等を備える車両、船舶、航空機、あるいは建築物、構造物等に固定され回転しないもので
ある。
【００２１】
　本発明の空圧式回転補助装置において中心軸となる固定されたクランクシャフトは、空
気加圧装置を構成するシリンダー内のピストンが圧縮時の反発力でクランクシャフトに連
結されたコンロッドを通じてクランクピンを押す力、ならびに加圧された空気により空気
圧駆動装置を構成するシリンダー内のピストンが押し下げられクランクシャフトに連結さ
れたコンロッドを通じてクランクピンを押す力が連続して発生する事が望ましく、その為
に給排気バルブのタイミング間隔を短く、空気加圧装置、空気圧駆動装置間の排吸気管の
距離を短く構成する事からクランク角が小さく設定されるものである。
【００２２】
　なお、空気加圧装置を構成するシリンダー内のピストンが圧縮時の反発力でクランクシ
ャフトに連結されたコンロッドを通じてクランクシャフトのクランクピンを押す力、なら
びに加圧された空気により空気圧駆動装置を構成するシリンダー内のピストンが押し下げ
られクランクシャフトのクランクピンに連結されたコンロッドを通じてクランクピンを押
す力が連続して発生する事が望ましい事から、空気加圧装置、空気圧駆動装置を多気筒の
配列とした場合、空気加圧装置、空気圧駆動装置は星型の配置とし、星型空気加圧装置と
星型空気圧駆動装置を複列配置とする事で、それぞれにクランクシャフト同軸上に設けら
れるクランクピンを中心軸として回転するものである。
【００２３】
　したがって、上記００２１項、ならびに００２２項から、空気加圧装置のコンロッドが
連結されるクランクピンと空気圧駆動装置のコンロッドが連結されるクランクピンはクラ
ンクシャフト同軸上において、星型空気加圧装置と星型空気圧駆動装置をそれぞれ９気筒
とした場合は２０度、星型空気加圧装置と星型空気圧駆動装置をそれぞれ１０気筒とした
場合は１８度、１２気筒とした場合は１５度、１８気筒とした場合は１０度のクランク角
を与えられるものである。
【００２４】
　本発明の空圧式回転補助装置においては、空圧式回転補助装置を構築する全ての装置が
クランクシャフトを中心軸として放射状に配置される事により、空圧式回転補助装置その
ものが本発明の空圧式回転補助装置が装着されるホイール、ドライブシャフト、ブレード
、ノーズコーン、ローターケーシング、ランナコーン、インペラー、スクリュープロペラ
等の回転部の剛性体として機能する構造であるのみならず、回転体としての回転バランス
に優れた構造と配置を有するものである。
　また、上記００２２項、ならびに００２３項に記した星型空気加圧装置と星型空気圧駆
動装置を複列配置とした事で多気筒の配列とした場合にも装置の幅が拡大する事無く、多
気筒化を実現するものである。
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【００２５】
　次に、本発明の空圧式回転補助装置においては、空気加圧装置のピストン上昇時のシリ
ンダー内の圧縮空気の圧縮時の抵抗がコンロッドを通じクランクを押す構造を有する為に
圧縮空気が空気圧駆動装置シリンダー内部で開放されるタイミングが遅い方が好ましく、
その為に空気圧駆動装置の給気バルブは空気圧駆動装置シリンダーヘッド内部でスライド
しピストンにより同期する特殊なスライドバルブ構造を有するものであり、ピストン上死
点で開き、シリンダーヘッド上部、スライドバルブ頂部に設けられるバルブスプリングで
閉じられる構造を有するものである。
【００２６】
　本発明の空圧式回転補助装置においては、空気加圧装置と空気圧駆動装置においては、
空気加圧装置におけるボアとストロークが空気圧駆動装置のボアとストロークを上回る設
定がなされるものである事から、人力、原動機、電動機、その他の自然エネルギー等の外
部動力要因、あるいは慣性ならびに本発明の空圧式回転補助装置のエネルギーにより回転
する本発明の空圧式回転補助装置が装着されるホイール、ドライブシャフト、ブレード、
ノーズコーン、ローターケーシング、ランナコーン、インペラー、スクリュープロペラ等
の回転部が回転する限り、空気加圧装置における圧縮空気圧縮時の反発力でクランクシャ
フトのクランクピンを押す力、ならびに加圧された空気により空気圧駆動装置がクランク
シャフトのクランクピンを押す力が発生し、回転方向に圧力エネルギーを加える装置とし
て作動するものである。
【００２７】
　本発明の空圧式回転補助装置においては、空気圧駆動装置のコンロッドの回転をクラン
クピン軸内に内蔵される増速装置により、上記の回転部の回転数とは異なる回転数を取り
出す事ができる出力軸出力軸を有するものであり、この出力軸が本発明の空圧式回転補助
装置が装着されるホイール、ドライブシャフト、ブレード、ノーズコーン、ローターケー
シング、ランナコーン、インペラー、スクリュープロペラ等の回転部に接続される事によ
り、空気加圧装置と空気圧駆動装置からの圧力エネルギーとは異なる回転エネルギーを上
記回転体に加える機構と構造を有するものである。
【００２８】
　前記００２７項の空気圧駆動装置のコンロッドの回転をクランクピン軸内に内蔵される
増速装置により増速した出力軸は、本発明の空圧式回転補助装置が装着されるホイール、
ドライブシャフト、ブレード、ノーズコーン、ローターケーシング、ランナコーン、イン
ペラー、スクリュープロペラ等の回転数とは異なる回転数を出力する事から、隣接する別
途の装置を駆動する事が可能な機構と構造を有するものである。
【００２９】
　前記００２７項、００２８項の空気圧駆動装置のコンロッドの回転を増速装置により上
記の回転部の回転数とは異なる回転数を取り出す事ができる出力軸は、増速装置と共にク
ランクシャフトの空気圧駆動装置クランクピン軸内に内蔵される構造を有する事からクラ
ンクシャフトの剛性に大きく寄与するものである。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明の空圧式回転補助装置は人力、原動機、電動機、その他の自然エネルギー等の外
部動力要因により回転するホイール、ドライブシャフト、ブレード、ノーズコーン、ロー
ターケーシング、ランナコーン、インペラー、スクリュープロペラ等の回転部に一体化さ
れた形状と構造を持ち、空気加圧装置と空気圧駆動装置間に圧力タンクを介さない事によ
り、回転初動時より空気加圧装置よりクランク角分のバルブタイミングで空気圧駆動装置
へ圧縮空気が送り込まれる事から、０００５項のホイールイン式回転補助空圧装置による
回転初動時の圧力タンクへの充填における課題を解決したものである。
【００３１】
　また、本発明の空圧式回転補助装置においては、圧力エネルギーとなる空気圧は空気加
圧装置と空気圧駆動装置のボア、ストロークの差により発生するものであるが、回転初動
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時より常時同圧の圧縮空気を空気加圧装置から空気圧駆動装置へ送り込むものであり、本
発明の空圧式回転補助装置が装着されるホイール、ドライブシャフト、ブレード、ノーズ
コーン、ローターケーシング、ランナコーン、インペラー、スクリュープロペラ等の回転
部が回転する限り、回転数に関係なく回転部の回転方向に圧力エネルギーを加え、外部動
力を補助するものである。
【００３２】
　なお、０００６項に記したホイールイン式回転補助空圧装置による回転停止時の空圧ロ
スの課題も、圧力タンクへの充填、ならびに蓄圧の必要性が、本発明の空圧式回転補助装
置においては圧力タンクを有さない事から無くなったものであり、同時に圧力タンクを使
用しない事がホイールイン式回転補助空圧装置に比較して本発明の空圧式回転補助装置が
機構、構造の軽量化を具現化したものである。
【００３３】
　本発明の空圧式回転補助装置においては、空気加圧装置のピストン上昇時のシリンダー
内の圧縮空気の圧縮時の反発力がコンロッドを通じクランクを押す事により、第１段の圧
力エネルギーが回転方向に加えられるものであり、次に空気圧駆動装置のシリンダーに圧
縮空気が送り込まれる事でシリンダー内のピストンが押し下げられクランクシャフトに連
結されたコンロッドを通じてクランクピンを押す力により第２段の圧力エネルギーが回転
方向に加えられるものである。
【００３４】
　本発明の空圧式回転補助装置においては、空気圧駆動装置のコンロッドの回転を増速装
置により増速した出力軸を有するものであり、この出力軸が本発明の空圧式回転補助装置
が装着されるホイール、ドライブシャフト、ブレード、ノーズコーン、ローターケーシン
グ、ランナコーン、インペラー、スクリュープロペラ等の回転部に接続される事により、
空気加圧装置と空気圧駆動装置からの圧力エネルギーとは異なる回転エネルギーが上記回
転体に第３段のエネルギーとして加えられるものである。
【００３５】
　本発明の空圧式回転補助装置においては、本発明の空圧式回転補助装置は人力、原動機
、電動機、その他の自然エネルギー等の外部動力要因により回転するホイール、ドライブ
シャフト、ブレード、ノーズコーン、ローターケーシング、ランナコーン、インペラー、
スクリュープロペラ等の回転を原動力として作動するものであり、他エネルギーを必要と
しないものであり、省エネルギー化を具体的に実現する装置である。
【００３６】
　本発明の空圧式回転補助装置においては、一般的に抵抗エネルギーとなる、空気加圧装
置のピストン上昇時のシリンダー内における圧縮時の反発力をクランクシャフトを固定し
空圧式回転補助装置のコンロッド、ピストン、シリンダー、給排気バルブ側が回転する事
で、理想的なクランクピン位置と共に圧力エネルギーが回転方向に加えられる独特な機構
と構造により、一般的な抵抗エネルギーを変換する、エネルギー変換装置として機能する
ものである。
【００３７】
　また、００３３項に記した、空気加圧装置の圧縮空気を空気圧駆動装置のシリンダーに
送り込まれる事でシリンダー内のピストンが押し下げられクランクシャフトに連結された
コンロッドを通じてクランクピンを押す力は００３６項で使用した圧縮空気と同じものが
利用される為、こちらも省エネルギー化を具体的に実現する装置である。
【００３８】
　なお、００３４項の空気圧駆動装置のコンロッドの回転をクランクピン軸内に内蔵され
る増速装置により増速した出力軸は、本発明の空圧式回転補助装置が装着されるホイール
、ドライブシャフト、ブレード、ノーズコーン、ローターケーシング、ランナコーン、イ
ンペラー、スクリュープロペラ等の回転部の回転が００３６項、００３７項の回転補助機
構が作動した状態と共に作動する機構と構造であり、上記回転部とは異なる回転数を出力
する事から、必要であれば、隣接する別途の装置を駆動する事が可能な機構と構造を有す
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る省エネルギー装置であるものである。
【００３９】
　本発明の空圧式回転補助装置においては、人力、原動機、電動機、その他の自然エネル
ギー等の外部動力要因により回転するホイール、ドライブシャフト、ブレード、ノーズコ
ーン、ローターケーシング、ランナコーン、インペラー、スクリュープロペラ等の回転部
の回転を空気加圧装置と空気圧駆動装置からの圧力エネルギーにより補助するものである
が、上記、ホイール、ドライブシャフト、ブレード、ノーズコーン、ローターケーシング
、ランナコーン、インペラー、スクリュープロペラ等の回転１回転に対し常時プラスアル
ファの補助回転エネルギーが加わる事から、２回目の回転の原動力はプラスアルファの補
助回転エネルギーが加わったものになり、さらに３回目の回転の原動力は２回目の回転の
原動力にプラスアルファの補助回転エネルギーが加わったものとなるものである。
　したがって、上記、ホイール、ドライブシャフト、ブレード、ノーズコーン、ローター
ケーシング、ランナコーン、インペラー、スクリュープロペラ等の回転は回転すればする
ほど上昇する事から、原動力の原質である人力、原動機、電動機、その他の自然エネルギ
ー等の外部動力要因のエネルギーを絞り回転数をコントロールする事により原資源の省エ
ネルギー化を具体的に実現する装置である。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の空圧式回転補助装置を多気筒化した場合のシリンダー配列とクランクピ
ン位置、コンロッドの関連を示す概念図。
【図２】本発明の空圧式回転補助装置を多気筒化した場合のシリンダー配列とクランクピ
ン位置、コンロッドとピストンの概念図。
【図３】本発明の空圧式回転補助装置を多気筒化した場合のシリンダーとクランクピン位
置、コンロッドとピストンならびに増速装置の概念図。
【図４】本発明の空圧式回転補助装置を多気筒化し、回転体に組み込んだ状態を示す概念
図。
【図５】本発明の空圧式回転補助装置における空気加圧装置のシリンダーとシリンダーヘ
ッドならびに吸排気バルブの概念図。
【図６】本発明の空圧式回転補助装置における空気加圧装置のピストンの概念図。
【図７】本発明の空圧式回転補助装置における空気圧駆動装置のシリンダーとシリンダー
ヘッドならびにスライド式バルブの概念図。
【図８】本発明の空圧式回転補助装置における空気圧駆動装置のピストンの概念図。
【図９】本発明の空圧式回転補助装置における空気加圧装置のメインコンロッドの概念図
。
【図１０】本発明の空圧式回転補助装置における空気圧駆動装置のメインコンロッドの概
念図。
【図１１】本発明の空圧式回転補助装置におけるクランクピン軸内に内蔵される増速装置
の概念図。
【図１２】本発明の空圧式回転補助装置を自転車のホイールに組み込んだ場合の一実施形
態を示す概念図。
【図１３】本発明の空圧式回転補助装置を船舶のスクリュープロペラに組み込んだ場合の
一実施形態を示す概念図。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　本発明の空圧式回転補助装置は、人力、原動機、電動機、その他の自然エネルギー等の
外部動力要因により回転する本発明の空圧式回転補助装置が装着されるホイール、ドライ
ブシャフト、ブレード、ノーズコーン、ローターケーシング、ランナコーン、インペラー
、スクリュープロペラ等の回転部に一体化された形状と構造を有する空気加圧装置、空気
圧駆動装置等を備える事を特徴とし、上記、ホイール、ドライブシャフト、ブレード、ノ
ーズコーン、ローターケーシング、ランナコーン、インペラー、スクリュープロペラ等を
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備える車両、船舶、航空機、あるいは建築物、構造物等に固定されたクランクシャフトに
コンロッドの一方を連結され周囲を回転する空気加圧装置により、加圧された空気を上記
のクランクシャフトの同軸上にコンロッドの一方を連結される空気圧駆動装置に送りこみ
、空気圧駆動装置を作動させる事で、空気加圧装置による圧縮時の反発力でクランクシャ
フトのクランクピンを押す力、ならびに加圧された空気により空気圧駆動装置がクランク
シャフトのクランクピンを押す力により、ホイール、ドライブシャフト、ブレード、ノー
ズコーン、ローターケーシング、ランナコーン、インペラー、スクリュープロペラ等の回
転に要する外部動力を補助する機構、構造の装置であるものである事から、以下に空気の
流れる順にその作動を記すものである。
【００４２】
　また本発明の空圧式回転補助装置は空気圧駆動装置のコンロッドの回転をクランクピン
軸内に内蔵される増速装置により上記の回転部の回転数とは異なる回転数を取り出す事が
できる出力軸を有するものであり、００４１項の空気圧駆動装置が作動する事で、この出
力軸が空気加圧装置と空気圧駆動装置からの圧力エネルギーとは異なる回転エネルギーを
第３段のエネルギーとして出力されるものである。
【００４３】
　本発明のエネルギー要因となる空気は、本発明の空圧式回転補助装置が装着されるホイ
ール、ドライブシャフト、ブレード、ノーズコーン、ローターケーシング、ランナコーン
、インペラー、スクリュープロペラ等の回転部内部において空気加圧装置のシリンダーヘ
ッド側面に設けられる大気流入孔より、ピストンが下死点方向に作動した時点で吸気バル
ブを通りシリンダー内部に流入するものである。
　なお、特殊な形状のピストンにはバルブが組み込まれ、ピストンが下死点方向に作動し
た時点でバルブが開く事によりはピストンヘッド中心よりピストン内部を気流が通過する
ことで、ピストンの下死点方向作動時の抵抗を減少している。
【００４４】
　本発明の空圧式回転補助装置において、本発明の空圧式回転補助装置が装着されるホイ
ール、ドライブシャフト、ブレード、ノーズコーン、ローターケーシング、ランナコーン
、インペラー、スクリュープロペラ等を備える車両、船舶、航空機、あるいは建築物、構
造物等に固定されたクランクシャフトは、上記、ホイール、ドライブシャフト、ブレード
、ノーズコーン、ローターケーシング、ランナコーン、インペラー、スクリュープロペラ
等の回転体の主軸としてのみならず、本発明の中心軸としても共有あれるものであるが、
空圧式回転補助装置を多気筒構成とした場合においては、前述の００２３項に記したよう
に星型空気加圧装置と星型空気圧駆動装置をそれぞれ９気筒とした場合は２０度、１０気
筒とした場合は１８度、１２気筒とした場合は１５度、１８気筒とした場合は１０度のク
ランク角を与えられた形状と構造を有し、９気筒であれば０度と２０度においてコンロッ
ドで中心軸の外周位置に設置される空気加圧装置と空気圧駆動装置のピストンへとそれぞ
れ連結され、人力、原動機、電動機、その他の自然エネルギー等の外部動力要因、あるい
は慣性ならびに本発明の空圧式回転補助装置のエネルギーにより回転する回転部が回転す
る事でピストンは必然的に空気加圧装置と空気圧駆動装置のシリンダー内部を往復する事
となる。
【００４５】
　前述の００４４項に記した空気加圧装置と空気圧駆動装置を多気筒構成とした場合にお
いては本発明の空圧式回転補助装置が装着されるホイール、ドライブシャフト、ブレード
、ノーズコーン、ローターケーシング、ランナコーン、インペラー、スクリュープロペラ
等の回転体内部においてクランクシャフトを中心軸として星型に配列されるものであり、
それぞれの気筒のピストンがメインコンロッドならびにサブコンロッドによりクランクシ
ャフトのクランクピンへと連結されるものである。
　この星型空気加圧装置と星型空気圧駆動装置がクランクシャフト同軸上のクランクピン
にクランクシャフトに対し直列に配置される構造は、星型空気加圧装置と星型空気圧駆動
装置のシリンダーが、それぞれ並列に配列される事から、多気筒化の場合においても気筒
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数による装置のサイズが拡大する事がない事と回転装置としてのバランス面において望ま
しいものである。
【００４６】
　本発明の空圧式回転補助装置においては人力、原動機、電動機、その他の自然エネルギ
ー等の外部動力要因により回転するホイール、ドライブシャフト、ブレード、ノーズコー
ン、ローターケーシング、ランナコーン、インペラー、スクリュープロペラ等の回転体と
空圧式回転補助装置が一体構造を有する事から前記のメインコンロッドがクランクシャフ
トの周囲を回転する回転数と回転体の回転数は１：１の関係式にあるものである。
【００４７】
　空気加圧装置のシリンダー内部に流入した大気は、人力、原動機、電動機、その他の自
然エネルギー等の外部動力要因、あるいは慣性により回転する回転体の回転により、前述
の００４４項に示したように空気加圧装置のピストンが上昇する機構と構造を有する事か
らシリンダー内の大気が圧縮され、圧縮時の反発力によりメインコンロッドとサブコンロ
ッドが固定されているクランクシャフトのクランクピンを押す事で回転方向に圧力エネル
ギーを加えるものである。
【００４８】
　空気加圧装置のシリンダー内において圧縮された空気はピストン上死点付近で圧縮空気
によりシリンダーヘッド内部に設けられる頭上弁式の空気加圧装置排気弁を開ける事によ
り圧縮空気の状態のまま排吸気管を通じ空気圧駆動装置シリンダーヘッドに設けられる給
気孔からスライドバルブ間に送られ蓄圧される。
【００４９】
　空気圧駆動装置のシリンダー内部におけるピストンは前述の００４４項に記したように
、多気筒構成とした場合、空気加圧装置のピストンが上死点に達した後にクランク角分遅
れて上死点に達する機構と構造を有するものであり、当然の事ながら、人力、原動機、電
動機、その他の自然エネルギー等の外部動力要因、あるいは慣性により回転する回転体の
回転により、前述の００４４項に示したように空気加圧装置のピストンが上昇する機構と
構造を有するものである。
【００５０】
　空気圧駆動装置の給気バルブは空気圧駆動装置シリンダーヘッドならびにシリンダー内
部でスライドしピストンにより同期する特殊なスライドバルブ構造を有するものであり、
ピストンがスライドバルブ内で往復する構造により、ピストン上死点で給気孔が開き、シ
リンダーヘッド上部、スライドバルブ頂部に設けられるバルブスプリングでピストン降下
時にはピストンと共に押下げられる事により給気孔を閉じる構造を有するものである。
【００５１】
　空気加圧装置と空気圧駆動装置間の排吸気管ならびに空気圧駆動装置シリンダーヘッド
のスライドバルブ間に蓄圧された圧縮空気は、前述の００４９項、００５０項に記したよ
うに、空気圧駆動装置シリンダーヘッドならびにシリンダー内部でスライドしピストンに
より同期する特殊なスライドバルブにより、ピストン上死点で給気孔が開き空気圧駆動装
置のスライドバルブ内に開放されピストンを押し下げる事によりメインコンロッドとサブ
コンロッドが固定されているクランクシャフトのクランクピンを押す事で回転方向に圧力
エネルギーを加えるものである。
【００５２】
　空気圧駆動装置のシリンダー内において開放された空気はピストンが上死点方向へ上昇
する際には、シリンダーとスライドバルブ間においてはシリンダーヘッドの排気孔から排
出され、スライドバルブとピストン間においてはバルブが組み込まれた特殊な形状のピス
トンにより、ピストンが上死点方向に作動した時点ではバルブが開きピストンヘッド中心
よりピストン内部を気流が通過することでピストンの上死点方向作動時の抵抗を減少する
と共に排気するものである。
【００５３】
　なお、００４４項で記した通り空気加圧装置ならびに空気圧駆動装置のシリンダー内に
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おいてピストンはクランク角により必然的にコントロールされるものであり、００４３項
から００５３項までの作動が本発明の空圧式回転補助装置が装着されるホイール、ドライ
ブシャフト、ブレード、ノーズコーン、ローターケーシング、ランナコーン、インペラー
、スクリュープロペラ等の回転体が意図的に停止されるか、何らかの外部要因による抵抗
が回転体を停止させるまで繰り返されるものである。
【００５４】
　本発明の空圧式回転補助装置においては、空気加圧装置と空気圧駆動装置を多気筒構成
として星型空気加圧装置と星型空気圧駆動装置とした場合、隣接した空気加圧装置と空気
圧駆動装置の間で、前記、００４３項から００５３項までの作動が本発明の空圧式回転補
助装置が装着されるホイール、ドライブシャフト、ブレード、ノーズコーン、ローターケ
ーシング、ランナコーン、インペラー、スクリュープロペラ等の回転体が１回転の間に作
動するものであり、星型空気加圧装置と星型空気圧駆動装置を、それぞれ９気筒とした場
合は９回、１０気筒とした場合は１０回、１２気筒とした場合は１２回、１８気筒とした
場合は１８回が１回転の間に作動するものである。
【実施例】
【００５５】
　以下、添付図に従って実施例を説明する。
【００５６】
　図１は、本発明の空圧式回転補助装置を多気筒化した場合のシリンダー配列とクランク
ピン位置、コンロッドの関連を示す一実施形態である。
　本発明の空圧式回転補助装置の空気加圧装置と空気圧駆動装置を多気筒構成とした場合
においては本発明の空圧式回転補助装置が装着されるホイール、ドライブシャフト、ブレ
ード、ノーズコーン、ローターケーシング、ランナコーン、インペラー、スクリュープロ
ペラ等の回転体内部において、図１に示すようにクランクシャフトを中心軸として星型に
配列されるものであり、この星型空気加圧装置と星型空気圧駆動装置がクランクシャフト
同軸上のクランクピンにクランクシャフトに対し直列に配置される構造は、星型空気加圧
装置と星型空気圧駆動装置のシリンダーが、それぞれ並列に配列され、それぞれの気筒の
ピストンがメインコンロッドならびにサブコンロッドによりクランクシャフトのクランク
ピンへと連結されるものである。
　図中、シリンダーのボア、ストローク共に大きいシリンダーが空気加圧装置シリンダー
１であり、ボア、ストロークの小さいシリンダーが空気圧駆動装置シリンダー２である。
　また、空気加圧装置シリンダー１には空気加圧装置ピストンが挿入されており、空気加
圧装置メインコンロッド３が空気加圧装置ピストンとクランクシャフトのクランクピンを
つなぐものである。
　なお、図１は一実施形態として星型空気加圧装置とした事から、空気加圧装置シリンダ
ー１を９基装備するものであり、上記の空気加圧装置メインコンロッド３が挿入される空
気加圧装置シリンダー１を１番シリンダーとすると、２番から９番までの空気加圧装置シ
リンダー１の空気加圧装置ピストンと空気加圧装置メインコンロッド３が空気加圧装置サ
ブコンロッド４により連結されているものである。
　また、空気圧駆動装置シリンダー２も一実施形態として星型空気圧駆動装置とした事か
ら、空気圧駆動装置シリンダー２を９基装備するものであり、上記の空気圧駆動装置メイ
ンコンロッド５が挿入される空気圧駆動装置シリンダー２を１番シリンダーとすると、２
番から９番までの空気圧駆動装置シリンダー２の空気圧駆動装置ピストンと空気圧駆動装
置メインコンロッド５が空気圧駆動装置サブコンロッド６により連結されているものであ
る。
　次に、クランクシャフト位置７は本発明の空圧式回転補助装置の中心軸であり、人力、
原動機、電動機、その他の自然エネルギー等の外部動力要因により回転する本発明の空圧
式回転補助装置が装着されるホイール、ドライブシャフト、ブレード、ノーズコーン、ロ
ーターケーシング、ランナコーン、インペラー、スクリュープロペラ等の回転部の中心軸
を兼ねるか、その延長線上にあるものである。
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　また、クランクシャフトの同軸上に設けられるクランクピンは、本発明の空圧式回転補
助装置の空気加圧装置の空気加圧装置メインコンロッド３が連結される空気加圧装置クラ
ンクピンとなる空気加圧装置クランクピン位置８と空気圧駆動装置の空気圧駆動装置メイ
ンコンロッド５が連結される空気圧駆動装置クランクピンとなる空気圧駆動装置クランク
ピン位置９となり、前述の００２３項に記したように星型空気加圧装置と星型空気圧駆動
装置をそれぞれ９気筒とした場合は２０度、１０気筒とした場合は１８度、１２気筒とし
た場合は１５度、１８気筒とした場合は１０度のクランク角を与えられるものである。
　ちなみに、図１は空気加圧装置を９気筒、空気圧駆動装置を９気筒に設定した場合の一
実施形態である事から２０度のクランク角を与えられるものであり、空気加圧装置メイン
コンロッド３は空気加圧装置クランク位置８を中心に回転し、空気圧駆動装置メインコン
ロッド５は空気圧駆動装置クランク位置９を中心に回転するものである。
　なお、空気加圧装置シリンダー１と空気圧駆動装置シリンダー２の内部に表示される◎
はピストン位置である。
【００５７】
　図２は、本発明の空圧式回転補助装置を多気筒化した場合のシリンダー配列とクランク
ピン位置、コンロッドとピストンの関連を示す一実施形態であり、前記の００５６項に示
した空気加圧装置を９気筒、空気圧駆動装置を９気筒に設定した場合の一実施形態を基に
、空気加圧装置シリンダー１に装着される空気加圧装置シリンダーヘッド１０、空気加圧
装置ピストン１１、ならびに空気圧駆動装置シリンダー２に装着される空気圧駆動装置シ
リンダーヘッド１２、空気圧駆動装置スライドバルブ１３、空気圧駆動装置ピストン１４
の関連を示したものである。
【００５８】
　図３は、本発明の空圧式回転補助装置を多気筒化した場合のシリンダーとクランクピン
位置、コンロッドとピストンならびに増速装置の一実施形態を示すものであり、一例とし
て自転車の前輪ホイール、風力発電のノーズコーン等に組み込んだ場合の空圧式回転補助
装置の配置をクランクシャフトに沿った形で断面を表したものである。
　図中においては回転体は本発明の空圧式回転補助装置以外に回転体自体は動力装置を有
さず、本発明の空圧式回転補助装置自転車が組み込まれた自転車の前輪ホイール、風力発
電のノーズコーン等が人力、原動機、電動機、その他の自然エネルギー等の外部動力要因
、あるいは慣性等により回転するものとしての一実施形態であり、空気加圧装置シリンダ
ー１、空気加圧装置シリンダーヘッド１０、空気加圧装置メインコンロッド３、空気圧駆
動装置シリンダー２、空気圧駆動装置メインコンロッド５については００５６項、００５
７項と同様のレイアウトで圧力エネルギーによりクランクピンを押す構造であり、空気圧
駆動装置クランクピン９軸内に内蔵される増速装置１５は空気圧駆動装置メインコンロッ
ド５の回転により駆動され、空気圧駆動装置クランクピン位置９を中心軸として増速装置
１５の遊星歯車が空気圧駆動装置メインコンロッド５に装備されるリングギヤと噛合い、
上記の回転部の回転数とは異なる回転数を取り出す事ができる出力軸１６を有する事で回
転エネルギーが出力されるものである。
　なお図３は、人力、その他の自然エネルギー等の外部動力要因により回転するホイール
、ブレード、ノーズコーン、ローターケーシング、ランナコーン、インペラー、スクリュ
ープロペラ等の回転部の回転を原動力とした場合の一例であり、図中左方のクランクシャ
フトは固定軸としてクランク角の設定等の機能を果たし、空気圧駆動装置クランクピン９
軸内に内蔵される増速装置１５内部より出力軸１６として回転エネルギーが出力されるも
のであり、この出力軸１６は本発明の空圧式回転補助装置の中心軸位置に設定されている
ものである。
【００５９】
　図４は、本発明の空圧式回転補助装置を多気筒化し回転体に組み込んだ状態の一実施形
態を示すものであり、一例として自転車の後輪ホイール等に代表される回転力を機械的な
機構で得ている装置に組み込んだ場合の空圧式回転補助装置の配置をクランクシャフトに
沿った形で断面を表したものである。
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　図中においては本発明の空圧式回転補助装置が装着され一体化された形状と構造により
作動する回転体としてのホイールが人力、原動機、電動機、その他の自然エネルギー等の
外部動力要因、あるいは慣性等により回転する要素となる原エネルギーを機械的な機構に
より入力する装置として、ドライブシャフト１７からベベルギヤ１８により後輪ホイール
１９を回転させる機構と空圧式回転補助装置を一体化した場合の一実施形態を示したもの
である。
　なお、本発明においては当然の事ながら回転体としてのホイールが回転する事により空
圧式回転補助装置が作動する機構と構造である事から、上記の後輪ホイール１９を原エネ
ルギーで機械的な機構により入力する装置と空圧式回転補助装置は中心軸を共有している
事、ホイールと一体である空気加圧装置シリンダーならびに空気圧駆動装置シリンダー以
外には機構として縁が切れているものである。
　図４において後輪ホイールを回転させるための原動力は、ドライブシャフト１７からベ
ベルギヤ１８により角度を変えて入力され、中心軸として機能する固定軸２１にベアリン
グ２２によりフロートマウントされる駆動軸２０を経て、駆動軸２０と後輪ホイール１９
間でキーを備えるワンウェイクラッチ２３により、後輪ホイール１９に前進方向のみの推
進力を与えられるものである。
　後輪ホイール１９の中心軸として機能する固定軸２１は本発明の空圧式回転補助装置の
中心軸でもあり、また空圧式回転補助装置のクランクシャフトとして機能するものであり
、空気加圧装置クランクピン８には空気加圧装置メインコンロッド３が、空気圧駆動装置
クランクピン９は増速装置１５を兼ね空気圧駆動装置メインコンロッド５が装着されるも
のである。
　本図においては、空気加圧装置の空気加圧装置ピストン１１が上昇時の空気加圧装置シ
リンダー１内の圧縮空気の圧縮時の反発力が空気加圧装置メインコンロッド３を通じ空気
加圧装置クランクピン８を押す事により、第１段の圧力エネルギーが回転方向に加えられ
るものであり、次に空気圧駆動装置の空気圧駆動装置シリンダー２に圧縮空気が送り込ま
れる事で空気圧駆動装置シリンダー２内の空気圧駆動装置ピストン１４が押し下げられ空
気圧駆動装置クランクピン９に連結された空気圧駆動装置メインコンロッド５を通じて空
気圧駆動装置クランクピン９を押す力により第２段の圧力エネルギーが回転方向に加えら
れるものである。
　また、、空気圧駆動装置クランクピン９軸内に内蔵される増速装置１５内部より出力軸
１６として回転エネルギーが出力されるものであり、出力軸１６は後輪ホイールに直結し
ているものである。
【００６０】
　図５は、本発明の空圧式回転補助装置における空気加圧装置シリンダー１と空気加圧装
置シリンダーヘッド２６ならびに空気加圧装置吸気バルブ２４、空気加圧装置排気バルブ
２５の一実施形態を示すものである。
　図中においては、空気加圧装置シリンダーヘッド２６は２分割され、ヘッドボルトで組
み立てられるものであり、排吸気管３４の装着部も含むものである。
　また、空気加圧装置シリンダーヘッド２６側面と頂部に設けられ、大気吸入孔である空
気加圧装置吸気孔２７と空気加圧装置吸気バルブ２４間は吸気ポート３５により空気加圧
装置シリンダーヘッド２６内部で通じているものであり、１気筒あたり２基の空気加圧装
置吸気バルブ２４と共に大気吸入効率に優れた形状と構造を有するものである。
【００６１】
　図６は、本発明の空圧式回転補助装置における空気加圧装置ピストン１１とピストンリ
ング２９、バックアップリング３０、ならびに空気加圧装置ピストン用コントロールバル
ブ３６の一実施形態を示すものである。
　図中においては、空気加圧装置ピストン１１はピストン内部に気流流通装置を有し、空
気加圧装置ピストン用コントロールバルブ３６により、空気加圧装置シリンダー１の内部
において空気加圧装置ピストン１１下降時には、ピストン下部よりピストン内部を通り、
ピストン頂部に設けられる空気加圧装置ピストン用排気孔３７から気流が流出する事で、
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大気吸入時の空気加圧装置吸気バルブ２４の吸入効率を補助する形状と構造を有するもの
である。
　なお、空気加圧装置ピストン１１上昇時には、空気加圧装置ピストン用コントロールバ
ルブ３６が閉じる事で通常の圧縮工程を利用した圧縮時の反発力でクランクシャフトのク
ランクピンを押す力が発生するものである。
【００６２】
　図７は、本発明の空圧式回転補助装置における空気圧駆動装置シリンダー２と空気圧駆
動装置シリンダーヘッド１０ならびに空気圧駆動装置スライド式バルブ１３の一実施形態
を示すものである。
　図中においては、空気圧駆動装置スライド式バルブ１３は空気圧駆動装置シリンダー２
と空気圧駆動装置シリンダーヘッド１０の内部において空気圧駆動装置ピストン１４によ
りコントロールされるものであり、空気圧駆動装置ピストン１４が上死点方向へ上昇時に
は、空気圧駆動装置ピストン１４が空気圧駆動装置シリンダー２と空気圧駆動装置シリン
ダーヘッド１０の内部において、空気圧駆動装置スライド式バルブ１３を押し上げるもの
であるが、空気圧駆動装置シリンダー２の頂部に設けられる空気圧駆動装置排気孔３８よ
り気流が流出する事で空気圧駆動装置シリンダー２と空気圧駆動装置スライド式バルブ１
３間の空気圧駆動装置ピストン１４の上死点方向へ上昇時の圧縮抵抗ロスを減少する形状
と構造を有するものである。
　なお、空気圧駆動装置ピストン１４が上死点方向へ上昇時には、空気圧駆動装置スライ
ド式バルブ１３と空気圧駆動装置ピストン１４間においても圧縮抵抗ロスが発生するもの
であるが、空気圧駆動装置ピストン１４に設けられる、空気圧駆動装置ピストン用コント
ロールバルブにより解決するものであり、空気圧駆動装置ピストン１４については下記０
０６３項で述べるものとする。
　また、上死点において空気圧駆動装置スライド式バルブ１３が開き流入する圧縮空気に
より空気圧駆動装置ピストン１４が下死点方向へ下降時には、空気圧駆動装置シリンダー
ヘッド内部の空気圧駆動装置スライド式バルブ１３の頂部に装備するバルブスプリングの
作用により、空気圧駆動装置スライド式バルブ１３内部で空気圧駆動装置ピストン１４が
押し下げられ、下死点付近においては空気圧駆動装置スライド式バルブ１３のスカート部
に設けられるエッジが空気圧駆動装置ピストン１４により引き下げられ下死点方向へ向か
う機構と構造を有するものである。
【００６３】
　図８は、本発明の空圧式回転補助装置における空気圧駆動装ピストン１４の一実施形態
を示すものである。
　図中においては、空気圧駆動装ピストン１４はピストン内部に気流流通装置を有し、空
気圧駆動装置ピストン用コントロールバルブ３９により、空気圧駆動装置スライドバルブ
１３の内部において空気圧駆動装置ピストン１４上昇時には、ピストン頂部の空気圧駆動
装置ピストン用吸気孔４０よりピストン内部を通り、ピストン下部に設けられる空気圧駆
動装置ピストン用排気孔４４から気流が流出する事で、空気圧駆動装置ピストン１４上昇
時の空気圧駆動装置排気孔３８の排気効率を補助する形状と構造を有するものである。
　なお、空気圧駆動装ピストン１４が下死点方向へ下降時には、空気圧駆動装置ピストン
用コントロールバルブ３９が閉じる事で空気圧駆動装置ピストン１４は空気圧駆動装置ス
ライドバルブ１３内に流入した圧縮空気の圧力により下降しクランクシャフトのクランク
ピンを押す機構と構造を有するものである。
【００６４】
　図９は、本発明の空圧式回転補助装置における空気加圧装置メインコンロッド３の一実
施形態を示すものである。
　頂部は空気加圧装置シリンダー１内に位置する空気加圧装置ピストン１１とピストンピ
ン４５で連結され、回転中心軸はベアリングで空気加圧装置クランクピン８と連結される
ものである。
　なお、空気加圧装置メインコンロッド３に設けられるサブコンロッド連結位置４６はサ
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ブコンロッドにより、それぞれ星型に隣接する空気加圧装置シリンダー１内に位置する空
気加圧装置ピストン１１とピストンピン４５で連結されるものである。
【００６５】
　図１０は、本発明の空圧式回転補助装置における空気圧駆動装置メインコンロッド５の
一実施形態を示すものである。
　頂部は空気圧駆動装置シリンダー２内に位置する空気圧駆動装置ピストン１４とピスト
ンピン４５で連結され、中心軸は空気圧駆動装置クランクピン９にクランクとしての機能
を兼ねるものであり、増速装置１５の増速装置遊星歯車４７と噛合うリングギヤ４８を有
する特徴的な形状と機構を有するものである。
　なお、空気圧駆動装置メインコンロッド５に設けられるサブコンロッド連結位置４６は
サブコンロッドにより、それぞれ星型に隣接する空気圧駆動装置シリンダー２内に位置す
る空気圧駆動装置ピストン１４とピストンピン４５で連結されるものである。
【００６６】
　図１１は、本発明の空圧式回転補助装置における増速装置１５の一実施形態を示すもの
である。
　前記００６５項に記したように空気圧駆動装置クランクピン９軸内に内蔵される増速装
置１５は空気圧駆動装置クランクピン９としての機能を兼ねる物である事から、増速装置
ケース４９はクランクシャフトの空気圧駆動装置クランクピン９として回転しない構造を
有するものであり、空気圧駆動装置メインコンロッド５に圧入されてキーにより固定され
るリングギヤ４８の回転を増速装置ケース４９からギヤ部が突出した増速装置遊星歯車４
７により入力し、本図においては７軸のダウンギヤのセットにより出力軸１６を増速装置
ケース４９後端より取り出しているものである。
　なお増速装置１５より出力される出力軸１６は、本発明の空圧式回転補助装置が装着さ
れるホイール、ドライブシャフト、ブレード、ノーズコーン、ローターケーシング、ラン
ナコーン、インペラー、スクリュープロペラ等の回転部の回転数とは異なる回転数を出力
する機構と構造を有する装置として機能するものである。
【００６７】
　図１２は、使用の一例として、本発明の空圧式回転補助装置を自転車等のホイールに組
み込んだ場合の一実施形態を示す概念図である。
　ちなみに自転車等においては、人力、自然エネルギー等の外部動力要因を機械的機構に
よりホイールの回転力に変換し、ホイールと一体を成すタイヤによる対地駆動、あるいは
慣性により走行するものであるが、本発明の空圧式回転補助装置をホイールに組み込んだ
場合、ホイールが回転する事により、空気加圧装置による圧縮時の反発力で空気加圧装置
クランクピン８を押す力、ならびに加圧された空気により空気圧駆動装置が空気圧駆動装
置クランクピン９を押す力、そして増速装置１５より出力される出力軸１６の回転力によ
り、ホイールが回転する限り、常時ホイールの回転を補助するものである。
　また、自転車等においては一般的に人力の外部動力要因をクランク、スプロケット、チ
ェーンリング、チェーン又はドライブシャフト、フリーギヤ等の機械的機構により後ホイ
ールの回転力に変換し、ホイールと一体を成すタイヤによる対地摩擦駆動、あるいは慣性
により走行するものであり、前ホイールは多くの場合、対地摩擦により回転はしているも
のの駆動力は発生しておらず、操舵、および車体バランスのために存在しているものであ
るが、本発明の空圧式回転補助装置をホイールに組み込んだ場合、ホイールと一体を成す
タイヤによる対地摩擦駆動、あるいは慣性により回転するホイールが回転する事により空
圧式回転補助装置が作動する機構と構造で駆動力が発生する事から、後ホイールは勿論、
走行と同時に回転する前ホイールにおいても駆動力を発生するものである。
　なお、本図は自転車を一実施形態として表示したものであるが、電動自転車、モーター
サイクル、その他の車両等においても同様の使用が可能であるものである。
【００６８】
　図１３は、使用の一例として、本発明の空圧式回転補助装置を船舶のスクリュープロペ
ラ５５に組み込んだ場合の一実施形態を示す概念図である。
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　船舶等においてスクリュープロペラ５５のボス内部に本発明の空圧式回転補助装置を装
着する場合、プロペラシャフト５６に本発明の空圧式回転補助装置を装着する場合、ある
いは双方に本発明の空圧式回転補助装置を装着する場合の設置位置を表示するものであり
、本発明の空圧式回転補助装置が回転方向を選ばず機能するのみならず規模的なサイズを
選ばず機能する機構と構造を有する事で一実施形態として示したものである。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　本発明の空圧式回転補助装置は、人力、原動機、電動機、その他の自然エネルギー等の
外部動力要因、あるいは慣性により回転するホイール、ドライブシャフト、ブレード、ノ
ーズコーン、ローターケーシング、ランナコーン、インペラー、スクリュープロペラ等の
回転を原動力として、回転部に一体化された形状と構造の空気加圧装置、空気圧駆動装置
、増速装置により、圧力エネルギーと回転エネルギーを常時、回転部の回転方向に加える
事から、外部動力エネルギーならびに回転エネルギーを補助する装置であり、外部動力エ
ネルギーの省エネルギー化を成すものである。
【００７０】
　本発明の空圧式回転補助装置は、人力、原動機、電動機、その他の自然エネルギー等の
外部動力要因、あるいは慣性により回転する本発明の空圧式回転補助装置が装着されるホ
イール、ドライブシャフト、ブレード、ノーズコーン、ローターケーシング、ランナコー
ン、インペラー、スクリュープロペラ等を装着する車両、船舶、航空機、発電機、その他
回転機構を有する機械等において、上記、ホイール、ドライブシャフト、ブレード、ノー
ズコーン、ローターケーシング、ランナコーン、インペラー、スクリュープロペラ等の回
転１回転に対し常時プラスアルファの補助回転エネルギーが加わる事から、２回目の回転
の回転体の回転力は回転体の回転力にプラスアルファの補助回転エネルギーが加わったも
のになり、さらに３回目の回転の回転力は２回目の回転する回転体の回転力にプラスアル
ファの補助回転エネルギーが加わったものとなるものである。
　したがって、上記、ホイール、ドライブシャフト、ブレード、ノーズコーン、ローター
ケーシング、ランナコーン、インペラー、スクリュープロペラ等の回転は回転すればする
ほど上昇する事から、原動力の原質である人力、原動機、電動機、その他の自然エネルギ
ー等の外部動力要因のエネルギーを絞り回転数をコントロールする事により、原資源の省
エネルギー化を具体的に実現する装置である
【００７１】
　前記の００７１項に記したように、本発明の空圧式回転補助装置が装着されるホイール
、ドライブシャフト、ブレード、ノーズコーン、ローターケーシング、ランナコーン、イ
ンペラー、スクリュープロペラ等の回転は回転すればするほど上昇する機構と構造を有し
、外部動力要因のエネルギーを絞り回転数をコントロールする事が可能となる事から、上
記回転体を有する車両、船舶、航空機、発電機、その他回転機構を有する機械等において
は、従来に比較して動力要因となる原動機、電動機等の小型化、自然エネルギーを動力要
因とする場合は装置ならびに設備全体の小型化が可能となるものである。
【００７２】
　本発明の空圧式回転補助装置においては、本発明の空圧式回転補助装置が装着されるホ
イール、ドライブシャフト、ブレード、ノーズコーン、ローターケーシング、ランナコー
ン、インペラー、スクリュープロペラ等の回転体が人力、原動機、電動機、その他の自然
エネルギー等の外部動力要因、あるいは慣性により回転する限り作動する機構と構造を有
する装置であり、一例として自転車のホイールに本発明の空圧式回転補助装置が装着され
た場合、登攀時においてもホイールが回転する限りホイールに回転方向への補助回転エネ
ルギーが加えられるものである。
　したがって、人力と回転効率、車体軽量化等で支えられてきた従来の自転車による登攀
とは異なり、路面が走行可能な条件下であれば適切なギヤ比の選択と人力でホイールが回
転する限り登攀可能なものであり、平地における走行と勾配がある路面における人力エネ
ルギー消費の差は、従来の自転車と比較すると大幅に減少するものである。
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　なお、当然の事ながら、自転車の場合、原エネルギーの人力エネルギーには限りがある
為、走行距離においては従来の自転車に比較し本発明の空圧式回転補助装置が装着された
ホイールを有する自転車の走行距離は人力エネルギーを省力化する事から大幅に増加する
ものである。
　また、本発明の空圧式回転補助装置においては、ホイールの回転を原動力とするために
、自転車車体の荷重ならびに積載荷重の問題は登攀時同様に路面が走行可能な条件下であ
れば適切なギヤ比の選択と人力でホイールが回転する限り走行が可能なものである事から
、インフラ設備の整わない地域への長距離交通手段、輸送手段として活用可能であり、ま
た大都市部、国立公園内等における大気汚染防護手段等の環境問題に完全対応が可能なも
のである。
【００７３】
　本発明の空圧式回転補助装置においては、本発明の空圧式回転補助装置が装着されるホ
イール、ドライブシャフト、ブレード、ノーズコーン、ローターケーシング、ランナコー
ン、インペラー、スクリュープロペラ等の回転体別に独立した装置であり、上記の回転体
が回転する事で作動する事から、本発明の空圧式回転補助装置が装着されるホイールの場
合には、２輪車の場合には２輪駆動、４輪車の場合には４輪駆動、６輪車の場合には６輪
駆動が容易に実現するものであり、同様の理由から前後左右のホイールに回転差を生じる
デフ装置にも対応するものである。
【００７４】
　本発明の空圧式回転補助装置においては、本発明の空圧式回転補助装置が回転方向を選
ばず機能する機構と構造を有する事で、車両、船舶、航空機等の正逆切替回転運転を必要
とする装着対象に対応が可能なものである。
　また、正逆運転切替時においても一切の切替操作を要せず、かつ機械的な切替装置を機
構と構造上に有さない事から、運転、保守等の省力化が可能なものである。
【００７５】
　本発明の空圧式回転補助装置が装着されるホイール、ドライブシャフト、ブレード、ノ
ーズコーン、ローターケーシング、ランナコーン、インペラー、スクリュープロペラ等の
回転体を装備する船舶、航空機、水力発電機等の低中速回転を常用回転とする使用対象に
おいては、前記のように、原動力の原質である原動機、電動機、その他の自然エネルギー
等の外部動力要因のエネルギーを絞り回転数をコントロールする事により、原資源である
、化石燃料、水流等の省エネルギー化を具体的に実現する装置であり、同時に動力要因と
なる原動機、電動機等の小型化、自然エネルギーを動力要因とする場合は装置ならびに設
備全体の小型化による省エネルギー化が可能となるものであるが、空圧式回転補助装置の
増速装置から取り出した内側出力軸と上記の空圧式回転補助装置が装着される回転体の回
転を取り出した外側出力軸との２重の出力軸を設定する事で、船舶、航空機等においては
原動機、電動機につながる低中速回転の外側出力軸と発電機等につながる高速回転の内側
出力軸とを同時に取り出す事が可能な事から省スペース化にも貢献するものである。
　なお、当然の事ながら空圧式回転補助装置の増速装置から取り出した出力軸のみの回転
出力、空圧式回転補助装置が装着される回転体の回転を取り出した出力軸のみの回転出力
、あるいは空圧式回転補助装置の増速装置の出力を回転出力として圧力エネルギーで回転
補助された回転体の回転に加える事も可能である事から、本発明の空圧式回転補助装置が
装着される使用機器の特性に合わせた設定が可能なものである。
【００７６】
　本発明の空圧式回転補助装置は、空気加圧装置と空気圧駆動装置間に圧力タンクを有さ
ない機構と構造から圧力タンクに空気圧駆動装置が圧力エネルギーを発生するだけの空圧
を蓄圧する工程が存在しないを特徴とするものである。
　この圧力タンクが存在しない事から、圧力タンクに代わり空気加圧装置シリンダーヘッ
ド、空気加圧装置排気ポートと排吸気管が圧力エネルギーを発生するだけの空圧を蓄圧す
るものであり、本発明の空圧式回転補助装置が装着されるホイール、ドライブシャフト、
ブレード、ノーズコーン、ローターケーシング、ランナコーン、インペラー、スクリュー
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プロペラ等の回転体が回転初動時より回転を補助する圧力エネルギーと回転エネルギーが
回転方向に加えられると共に、装置全体のコンパクト化ならびに軽量化にも大きく貢献す
るものである。
【符号の説明】
【００７７】
１　　空気加圧装置シリンダー
２　　空気圧駆動装置シリンダー
３　　空気加圧装置メインコンロッド
４　　空気加圧装置サブコンロッド
５　　空気圧駆動装置メインコンロッド
６　　空気圧駆動装置サブコンロッド
７　　クランクシャフト位置
８　　空気加圧装置クランクピン
９　　空気圧駆動装置クランクピン
１０　空気加圧装置シリンダーヘッド
１１　空気加圧装置ピストン
１２　空気圧駆動装置シリンダーヘッド
１３　空気圧駆動装置スライドバルブ
１４　空気圧駆動装置ピストン
１５　増速装置
１６　出力軸
１７　ドライブシャフト
１８　ベベルギヤ
１９　後輪ホイール
２０　駆動軸
２１　固定軸
２２　ベアリング
２３　ワンウェイクラッチ
２４　空気加圧装置吸気バルブ
２５　空気加圧装置排気バルブ
２６　空気加圧装置シリンダーヘッド
２７　空気加圧装置吸気孔
２８　空気加圧装置排気孔
２９　ピストンリング
３０　バックアップリング
３１　バルブスプリング
３２　空気加圧装置吸気ポート
３３　空気加圧装置排気ポート
３４　排吸気管
３５　吸気ポート
３６　空気加圧装置ピストン用コントロールバルブ
３７　空気加圧装置ピストン用排気孔
３８　空気圧駆動装置排気孔
３９　空気圧駆動装置ピストン用コントロールバルブ
４０　空気圧駆動装置ピストン用吸気孔
４１　空気圧駆動装置シリンダーヘッド吸気孔
４２　空気圧駆動装置スライドバルブ吸気孔
４３　空気圧駆動装置スライドバルブバルブスプリング
４４　空気圧駆動装置ピストン用排気孔
４５　ピストンピン
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４６　サブコンロッド連結位置
４７　増速装置遊星歯車
４８　リングギヤ
４９　増速装置ケース
５０　クランクジャーナル
５１　クランクピン
５２　クランクアーム
５３　空圧式回転補助装置装着ホイール
５４　ディスクブレーキ
５５　スクリュープロペラ
５６　プロペラシャフト
５７　空圧式回転補助装置

【図１】 【図２】



(21) JP 2013-96402 A 2013.5.20

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(22) JP 2013-96402 A 2013.5.20

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(23) JP 2013-96402 A 2013.5.20

【図１１】 【図１２】

【図１３】



(24) JP 2013-96402 A 2013.5.20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｆ０１Ｂ  13/06     (2006.01)           Ｆ０１Ｂ  13/06    　　　　          　　　　　
   Ｂ６３Ｈ  21/20     (2006.01)           Ｂ６３Ｈ  21/20    　　　　          　　　　　


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

