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Commendation

P.95 特許発明「ルーツ式流体機械」が全国発明表彰にて特許庁長官賞を受賞

P.98 特許発明「港湾荷役システムにおける無人搬送車の制御方法」が
愛知発明表彰にて愛知発明賞を受賞

P.101 新型Rinovaシリーズが第48回機械工業デザイン賞最優秀賞
（経済産業大臣賞）受賞
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1 はじめに
　2018年6月12日に公益社団法人発明協会主催
の平成30年度全国発明表彰の表彰式が開催され、
特許発明「ルーツ式流体機械」（特許第5353383
号）が特許庁長官賞を受賞した。また、これに先立
ち、2017年6月21日に一般社団法人愛知県発明
協会主催の平成29年度愛知発明表彰の表彰式が、
2017年11月22日に公益社団法人発明協会主催
の平成29年度中部地方発明表彰の表彰式が開催
され、愛知発明大賞および愛知県知事賞をそれぞ
れ受賞した。特許庁長官賞は、全国発明表彰の中で
も上位に位置づけられる特別賞であり、昭和30年
以来63年ぶり（入賞としては平成18年以来12年
ぶり）の栄えある受賞となった。
　今回受賞した特許発明は、コンプレッサー事業
部の平野貴之さん、佐藤一穂さん、藤井俊郎さん、奈
須田勉さん、城丸勝俊さん、鈴木文博さん、技術・開
発本部の曽和真理さんらによって創出されたもの
であり、記念の賞状並びに盾が贈られた（写真1）。
　全国発明表彰は、全国における発明の奨励と育
成を図るため、産業界において大きな実績を挙げ、

かつ特に優れていると認められた発明の完成者に
賞を授与すべく、毎年開催されている。
　今回受賞した特許発明「ルーツ式流体機械」は、
回転数に応じて圧縮メカニズムが切り替わるよ
う、ロータ形状を工夫することで、燃料電池車（以
下、FCV）の航続距離と加速性能の向上に大きく
寄与した点が認められた。

写真1 全国発明表彰授賞式（左から藤井さん、城丸さん、佐藤さん、
平野さん、曽和さん、奈須田さん、鈴木さん）

Photo1 Awarded Winners at Ceremony of National
Commendation for Invention （From left; Mr. Fujii,
Mr. Shiromaru, Mr. Sato, Mr. Hirano, Mr. Sowa, 
Mr. Nasuda and Mr.Suzuki）

特許発明「ルーツ式流体機械」が全国発明表彰にて特許庁長官賞を受賞
The Patented Invention of “Roots Type Fluid Machine” Won the Prize of 
Commissioner of the Japan Patent Office in the National Commendation 
for Invention

＊1
沢口 雄祐

Yusuke Sawaguchi

＊1 技術・開発本部 知的財産部 知財推進第一室 知財第11G

要　旨 　特許発明「ルーツ式流体機械」が全国発明表彰にて特許庁長官賞を受賞した。また、これに先立ち、愛知発明表彰に
て愛知発明大賞を受賞し、中部地方発明表彰にて愛知県知事賞を受賞した。受賞した「ルーツ式流体機械」（特許第
5353383号）は、ルーツ式圧縮機において、回転数に応じて圧縮メカニズムが切り替わるよう、ロータ形状を工夫した
ものである。本発明は、エアコンプレッサーとして世界初の量産型燃料電池車「MIRAI」に適用され、従来のガソリン車
と遜色ない航続距離と加速性能の両立に貢献している。特許発明の内容及び特許発明が生み出された当時の状況につ
いて紹介する。

キーワード：ルーツ式流体機械、燃料電池車、エアコンプレッサー

Abstract 　The patented invention of “Roots Type Fluid Machine” won the prize of commissioner of the Japan 
Patent Office in the national commendation for invention. Prior to the commendation, the invention won 
the grand prize in Aichi commendation for invention and the prize of Aichi prefectural governor in local 
commendation for invention of Chubu. The invention “Roots Type Fluid Machine”（patent No. 5353383） 
designs contours of rotor to enable mechanism change for compressing fluid that corresponds to 
rotation number. This invention is applied to “MIRAI” the world's first mass-produced Fuel Cell Vehicle 
as air compressor, and contributes to satisfy both of cruising distance and accelerating performance 
comparable to a conventional gasoline vehicle. This document explains the invention itself and the 
invented situation.

Keywords: Roots type fluid machine, Fuel Cell Vehicle, Air compressor
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2 発明の内容

2.1 発明が解決しようとする課題
　二酸化炭素排出規制や燃費規制などの観点か
ら、次世代自動車戦略の候補車両としてFCVが注
目されている。FCVとは、水素と酸素を化学反応
させて電気を作るFC（燃料電池）スタックを搭載
し、作られた電気を動力源にしてモータで走行す
る車両である。
　酸素を含む大気を吸引圧縮してFCスタックへ
供給する役割を果たすのがエアコンプレッサーで
あり、FCVの航続距離や加速性能に大きく寄与す
る重要機能部品となっている。
　FCV用エアコンプレッサーの効率を示す際の
代表的な運転条件として、低流量かつ低吐出圧で
ある燃費条件と、高流量かつ高吐出圧である定格
条件の２つがある（図1）。
　従来のルーツ式コンプレッサーは、高回転で運
転が可能だが、内部圧縮を行わないため吐出圧を
高めにくく、定格条件での効率が悪い。一方で、ス
クロール型などの内部圧縮を行う型式のコンプ
レッサーは、低回転数において必要以上に流体を
圧縮するので、燃費条件での効率が悪い。
　特に、燃費条件における効率は車両の航続距離
に影響を与え、定格条件における効率は車両の加
速性能に影響を与えるため、FCVの商品価値を
上げるためには、広い運転範囲でエアコンプレッ
サーの効率を高める必要がある。

2.2 発明を実施するための形態
　今回の発明に関するエアコンプレッサーの構成
を図2に示す。
　本発明は、前端面に対して後端面が回転した形
状となるよう、ロータにねじれ角を与えたヘリカ
ルルーツ式コンプレッサーに関するものである。

図1 エアコンプレッサーの運転条件
Fig.1 operating condition of air compressor
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発明者らは、ねじれ角を大きく設定することで、内
部圧縮が可能となるメカニズムに着目した。
　ロータにねじれ角を与えたヘリカルルーツ式コ
ンプレッサーは、これまでローブ数が2または3で
あるものが知られている。このようなロータ形状
では、ねじれ角を大きくすると、ロータ同士の噛合
い箇所を経由して吐出ポートから吸入ポートへ
と流体が漏れるので内部圧縮が充分に行われない
が、ローブ数を4以上とすることで上記の問題が解
決されることがわかった。特に車両搭載性やシー
ル長さとの兼ね合いから、FCV用として最適な
ローブ数を6とし、ねじれ角を120°とした（図3）。
　また、歯先から歯底に至る形状について、円弧
～インボリュート曲線～包絡線と変化させた（図
4）。これによりデッドボリュームが従来よりも小
さくなり、動力損失を生じ難くした。それととも
に、低回転において噛合い箇所での流体漏れを許
容しつつも、高回転において流体漏れが発生する
前に内部圧縮を完了させることで、回転数に応じ
て圧縮メカニズムが外部圧縮から内部圧縮へと切
り替わるようにした。
　以上により、燃費条件から定格条件まで高効率
を確保できるエアコンプレッサーを提供すること
ができた。

図2 エアコンプレッサーの構成
Fig.2 constitution of air compressor

図3 エアコンプレッサーのロータ
Fig.3 rotor of air compressor
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2.3 発明の効果
　本件特許発明は、燃費条件から定格条件まで高
効率を確保できるエアコンプレッサーを提供する
ことができる。

3 まとめ
　今回受賞した特許発明「ルーツ式流体機械」は、
FCV用エアコンプレッサーとして、世界初の量産
型FCV「MIRAI」に搭載された。これにより、従来の
ガソリン車と遜色ない航続距離と加速性能の両立
に貢献することができた。
　また、FCV用エアコンプレッサーについては、
本件特許発明の発明者に対して多くの発明賞が授
与されたのみならず、当該機種の開発者に対して
も、第7回ものづくり日本大賞にて経済産業大臣
賞が、平成29年度科学技術分野の文部科学大臣表

図4 ロータの輪郭形状
Fig.4 contours of rotor
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彰にて科学技術賞（開発部門）が授与された。もの
づくり日本大賞は、日本のものづくりの第一線で
活躍する各世代のうち、特に優秀と認められた者
に賞を授与すべく、経済産業省が毎年開催する制
度である。また、科学技術分野の文部科学大臣表彰
は、科学技術に関する研究開発、理解増進等におい
て顕著な成果を収めた者に賞を授与すべく、文部
科学省が毎年開催する制度である。
　知的財産部では、発明の益々の促進を図り、当社
の技術者が多くの技術的課題に取り組んだ成果を
もれなく特許出願して権利化することにより、よ
り強固な特許網を構築するとともにこのような名
誉ある賞を受賞することができるよう、今後も開
発部署と一丸となって努めていきたい。

■ 著 者 紹 介 ■

沢口 雄祐

特許発明「ルーツ式流体機械」が全国発明表彰にて特許庁長官賞を受賞

　FCV用エアコンプレッサーの開発当初は、一般的である2葉ルーツ式コンプレッサーを採用していまし
たが、性能や静粛性についてお客様からの要求を満足できず、とても厳しい開発状況でした。しかし、決して
諦めることなくメンバーでさまざまなアイデアを出し合い、議論や試作評価を繰り返して本件特許発明の
着想に至りました。本件特許発明である独自のロータ輪郭形状を有する6葉ヘリカルルーツ式コンプレッ
サーを用いることで、低速から高速まで高効率を実現し、FCVの航続距離と加速性能に貢献することがで
きました。
　今後もFCVの普及ひいては水素社会の実現に向けてTICOとして貢献できるよう、開発を進めるととも
に、更なる優れた発明を創出してまいります。

開発者　平野さんのコメント




