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技術紹介

ベーンロータリ式コンプレッサの起動トルク解析
Start-up Torque Analysis of Vane Rotary Compressor

山田　竜介 * 山村　聡史 **
Ryusuke Yamada Satoshi Yamamura

要　　　旨
　近年，自動車の燃費向上のため各コンポーネントのエンジン負荷の軽減が求められている．カーエア
コン用固定容量ベーンロータリ式コンプレッサは負荷抵抗が小さいという長所を有する一方，起動時の
トルク急変動によるエンジン制御への影響が課題となっている．そのため著者らはベーンロータリ式コ
ンプレッサの起動時の過渡的なトルクに着目し，その特性を詳細に調べるために計算モデルを構築し実
験確認を行った．ここではその内容について報告する．

Abstract
In recent years, reduction of the engine load due to each of the auxiliary components such as compressor, is 
required to improve the fuel efficiency at a vehicle level. In the case of fixed displacement vane rotary type 
compressor for air conditioning, although its advantage of low resistance load is recognized, sudden torque 
fluctuation at start-up timing could cause undesirable impact including additional engine control for transient 
stability. This report describes the detailed study on this transient torque generation during the start up. To 
understand the mechanism, the authors have developed a numerical model for a vane rotary type compressor along 
with experimental verifications.
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1.　は　じ　め　に
　昨今，ＣＯ２排出量をはじめとした環境問題への関心
が高まっている．その動向に伴い，当社ではベーンロー
タリ式コンプレッサ（ＣＲシリーズ）使用時の燃費向上
技術を開発している．コンプレッサ定常運転時には，コ
ンプレッサ自身のエネルギー効率向上が求められてお
り，前報 (1) でその消費動力解析技術を紹介した．一方，
過渡運転時はコンプレッサトルク変動の影響を軽減しエ
ンジン制御を妨げないことが求められるため，トルク挙
動を正確に推定する技術や急変動を緩和する技術が必要
となる．今回は特にトルクが急変動する起動時に着目し，
開発の基礎となるトルク特性の計算モデルを構築した．
そのモデルの概要と実験検証を行った結果を報告する．

2.　ＣＲコンプレッサの構造
　ＣＲコンプレッサは固定容量同心形ベーンロータリ構
造を採用している．Fig. 1 にＣＲコンプレッサの部品構
成，Fig. 2 に圧縮機構部の断面図，Fig. 3 に冷媒ガスと
オイルの流れを示す．エンジンからの動力は乾式単板
電磁クラッチを介して圧縮機構部に伝えられる．冷媒は
フロントヘッドに設けられた吸入ポートから，フロント
ヘッドとフロントサイドブロックで囲まれた吸入室を通
過し圧縮機構部に導入される．圧縮機構部は楕円シリン
ダと両サイドブロックで密閉された空間にロータと５枚
のベーンが内蔵された構造となっている．圧縮は１回転
あたり 10 回行われる．圧縮された冷媒はリード弁，遠
心分離式のオイルセパレータ，ケースとリアサイドブ
ロックで囲まれた吐出室を通過しポートから吐出され
る．オイルセパレータでは冷媒とオイルが分離される．
また，ベーンは背面に供給されるオイルによってシリン
ダに押しつけられている．
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Fig. 1 Structure of vane rotary compressor

Fig. 2 Compression chamber

Fig. 3 Refrigerant and oil flow

3.　計算モデル
　今回，起動時のロータの回転挙動と電磁クラッチの連
結挙動をモデル化し，トルク特性を求めた．剛体と仮定
するロータ慣性系には圧縮機構トルクと摩擦によって発
生する電磁クラッチのトルク（以下クラッチ摩擦トルク）
が作用して回転運動し，その挙動は式 (1) で表される．

2

2 = −            ・・・(1) 

：ロータ慣性モーメント 

2

2 ：ロータ角加速度 

：クラッチ摩擦トルク 

：圧縮機構トルク 

以下に各々のトルクの計算式を示す．

3.1.　圧縮機構トルク…  

　圧縮機構トルクは過渡的な冷媒圧力変化を計算し，そ
の圧力によってロータの回転方向に作用する力から求め
る．

3.1.1.　過渡的な冷媒圧力変化
　コンプレッサ内の冷媒の流れを一次元的に表した
Fig. 4 のモデルを用い，過渡的な圧力変化を計算する．
吸入ポート，吐出ポート，リード弁の流量はそれぞれの
流路抵抗と圧力差に基づいて計算される．吸入ポートに
は逆流防止弁が設けられ，吸入室圧力が吸入配管圧力よ
り低下すると冷媒が圧縮機へと吸入される．起動時は吸
入室と圧縮室と吐出室の圧力が等しくなり，逆流防止弁
は閉じられている．本モデルでは起動時の短時間の計算
を行うため，吐出配管と吸入配管の圧力は変化せず一定
と仮定する．圧縮室圧力は幾何学的に求められる圧縮室
体積とリード弁の流路抵抗，内部漏れに起因する再圧縮
による冷媒密度変化を算出し，断熱圧縮過程として式 (2)
により求める．また，複数の圧縮室が並行して圧縮を行っ
ているので，各々の圧力を計算する．

= ・・・(2)

：圧縮室圧力 

：比熱比 

：圧縮室密度 

Fig. 4 Numerical model of refrigerant flow

3.1.2.　ロータに作用するトルク
　ロータの回転方向に作用するトルクは，Fig. 5 に示す
ベーン接触力とその摩擦力，潤滑油膜力，ロータスリッ
トに作用する圧力によるトルクの合計値として計算す
る．ベーン接触力とその摩擦力は，前項で計算した圧縮
室圧力，ロータスリットに作用する圧力，遠心力，慣性力，
コリオリ力，潤滑油膜力を力と回転モーメントのつり合
いの連立方程式から計算する．
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Fig. 5 Force acting on the rotor

0, 1：ロータ-ベーン接触点の垂直抗力

：ロータ-ベーン接触点の摩擦係数

, ′ ：ロータ-ベーン隙間圧力により作用する力

, ′：ロータ-ベーン隙間の潤滑油膜力

：ベーン背圧により作用する力

3.2.　クラッチ摩擦トルク…  

　クラッチ摩擦トルクを式 (3) に示す．電磁クラッチは
電圧を印加し起動させると，コイルの吸引力上昇によっ
て摩擦面同士が接触し動摩擦トルクが作用する．クラッ
チプーリ回転速度が一定の時，連結が完了すると摩擦面
は静止摩擦状態になってロータ回転速度と等しくなり，
クラッチ摩擦トルクと圧縮機構トルクも等しくなる．

=        
連結中           

連結完了後（回転速度一定時）
・・・(3) 

：クラッチ摩擦面動摩擦係数 

：クラッチ吸引力 

：クラッチ摩擦面有効半径 

�

4.　実験装置と測定方法
　実験装置を Fig. 6 に示す．コンプレッサの電磁クラッ
チはベルトを介し可変速モータによって駆動される．コ
ンプレッサは凝縮器，膨張弁，蒸発器で構成されたカー
エアコン用サイクルシステムに接続する．サイクルに使
用する冷媒は HFC134a，冷凍機油は PAG 油である．コ
ンプレッサは定常運転停止後に任意のタイミングで起動
運転する．冷媒の圧力と温度は吸入室，吐出室にそれぞ
れ圧力変換器と熱電対を取り付け測定する．実験で計測
した圧縮機構トルク𝛵𝛵� はロータ軸部に取り付けたひ
ずみゲージの出力信号をスリップリングにより外部に取
り出し測定する．ロータの角速度，角加速度はクラッチ
表面に取り付けた４分円のマーカーを高速度カメラで撮

影し画像解析して算出する．連結中のクラッチ摩擦トル
ク𝛵𝛵� は式 (4) に示すように慣性トルクと圧縮機構トルク
の合計値として算出する．

=
2

2 + ・・・(4) 𝛵𝛵�𝛵𝛵� �

Fig. 6 Experimental apparatus

5.　結果と考察
　コンプレッサの定常回転速度 5000rpm，吸入配管圧力
0.2MPaG，吐出配管圧力 1.0MPaG の運転条件で起動実験
と計算を行った．Fig. 7 に計算結果，Fig. 8 に実験結果を
それぞれ示す．それぞれのグラフ (a) は圧縮機構トルク，
クラッチ摩擦トルク，ロータ回転速度の時間変化を表し，
グラフ (b) は各室圧力の時間変化を表す．各グラフ横軸の
0 秒はクラッチが起動し摩擦面同士が接触して回転が開始
されるタイミングである．
　計算では Fig. 7(a) に示すように，クラッチ摩擦トルク
が時間経過に伴い増加すると，ロータも加速され回転速
度が上昇する．ロータの回転により圧縮機構部は吸入・
圧縮・吐出工程を行い，Fig. 7(b) に示すように圧縮室圧力
は変化する．この最大圧力は両矢印 が指し示すように
流路抵抗によって吐出室圧力よりも上昇する．吸入室の
圧力，および冷媒密度は圧縮機構部へ冷媒が吸入される
ことで徐々に低下し，いずれ に収束する．一方，吐出
室圧力は圧縮機構部からの吐出を受けて徐々に上昇する．
　 で連結が完了すると回転速度が最大の一定値となる
一方，吸入室圧力はその後も低下するので，結果として

で質量流量は最大となる．従って圧縮室最大圧力は
付近で最大となり，その反力で発生する圧縮機構トルク
も最大となる．
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(a) Torque and rotation speed

(b) Chamber pressure

Fig. 7 Numerical result at start-up

　実験でも Fig. 8(a) に示すように，クラッチ摩擦トルク
は起動してから連結が完了する ̂ まで時間経過に伴い増
加することが確認できる．これはコイルの吸引力が上昇
するためである．また，計算結果と同様に ̂ 付近で圧縮
機構トルクはピーク値を持ち，Fig. 8(b) の吸入室圧力 �
も収束値 �より高い．計算結果の方が速く吸入室圧力が
低下するのは，モデル計算では体積効率を考慮しておら
ず実機より速く吸入室内の冷媒を吸入し圧力を低下させ
るためである．

6.　お　わ　り　に
　ベーンロータリ式コンプレッサの起動時のトルクモデ
ルを構築し，実験結果と比較検証も行いトルク特性を計算
上で再現することができた．その結果，電磁クラッチの連
結完了時に吸入室圧力が高いと大きな過圧縮を生じ圧縮
機構トルクにピークが生じることが分かった．今後はこの
原理に基づいたトルク挙動の正確な推定や急変化を緩和
するコンプレッサの開発を行い，車両燃費に貢献する．

(a) Torque and rotation speed

(b) Chamber pressure

Fig. 8 Experimental result at start-up

　最後に，本研究の計算モデル構築にご助力頂いた静岡大
学の福田充宏教授に謝意を表します．
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