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(57)【要約】
【課題】 玉の損傷を抑えて、低温から高温まで安定し
た回転を得ることができるターボチャージャ用軸受装置
を提供する。
【解決手段】　各アンギュラ玉軸受10,20は、ターボチ
ャージャの作動時の軸受内部すきまが正すきまとなるよ
うに、その外輪間距離Ｗｏおよび内輪間距離Ｗｉが設定
されている。
【選択図】　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　排気ガスによって回転させられるタービンが回転軸の一端に設けられているターボチャ
ージャで使用される軸受装置であって、回転軸を支持する複数の玉軸受を備えており、各
玉軸受は、ターボチャージャの作動時の軸受内部すきまが正すきまとなるように、その外
輪間距離および内輪間距離が設定されていることを特徴とするターボチャージャ用軸受装
置。
【請求項２】
　各玉軸受に予圧が付与されないようになされている請求項１のターボチャージャ用軸受
装置。
【請求項３】
　少なくとも玉がセラミックスとされている請求項１または２のターボチャージャ用軸受
装置。
【請求項４】
　前記軸受内部すきまは、２０μｍより大きくかつ６０μｍより小さく設定されている請
求項１から３までのいずれかのターボチャージャ用軸受装置。
【請求項５】
　前記軸受内部すきまは、４０μｍより大きく設定されている請求項４のターボチャージ
ャ用軸受装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、高温の排気ガスによって回転させられるタービンを有しているターボチャ
ージャの回転軸を転がり軸受で回転自在に支持するターボチャージャ用軸受装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、図５に示すように、排気ガスによって回転させられるタービン（タービン羽根車
）(34)が回転軸(33)の一端に設けられているターボチャージャで使用される軸受装置(31)
として、潤滑油入口、潤滑油出口、冷却水ジャケットなどが設けられているハウジング(3
2)に保持されて回転軸(33)を支持する複列のアンギュラ玉軸受(35)(36)を有しており、各
アンギュラ玉軸受(35)(36)は、回転軸(33)の高速回転に対応するため、コイルばね(37)で
予圧された一対のスリーブ(38)(39)を介して、ハウジング(32)の内面に取り付けられてい
るものが開示されている（例えば、特許文献１）。
【０００３】
　また、図示省略するが、特許文献２には、ターボチャージャ用の軸受装置において、予
圧の付与形態として、予圧用のコイルばねを使用せずに、定位置予圧とすることが提案さ
れている。
【特許文献１】特開２０００－２４８９５４号公報
【特許文献２】特開平８－２６１２３０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ターボチャージャでは、潤滑油中の異物により、アンギュラ玉軸受の玉が損傷し、異常
音が発生するという問題がある。アンギュラ玉軸受に予圧を付与すると、異物がアンギュ
ラ玉軸受の転走部に噛み込み易くなり、また、玉の自転軸が固定に近いものとなって、玉
の転走部位が変化せずに固定されるため、異物を噛み込んだ場合に玉の特定の部位にバン
ド（帯）状の摩耗が発生しやすく、玉の損傷に対して不利なものとなっている。
【０００５】
　この発明の目的は、玉の損傷を抑えて、低温から高温まで安定した回転を得ることがで
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きるターボチャージャ用軸受装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明によるターボチャージャ用軸受装置は、排気ガスによって回転させられるター
ビンが回転軸の一端に設けられているターボチャージャで使用される軸受装置であって、
回転軸を支持する複数の玉軸受を備えており、各玉軸受は、ターボチャージャの作動時の
軸受内部すきまが正すきまとなるように、その外輪間距離および内輪間距離が設定されて
いることを特徴とするものである。
【０００７】
　玉軸受は、通常、アンギュラ玉軸受とされるが、これに限定されるものではない。
【０００８】
　玉軸受の外輪は、しまりばめ、中間ばめの圧入またはすきまばめのルーズフィットなど
によりハウジングに取り付けられ、内輪は、しまりばめ、中間ばめの圧入またはすきまば
めのルーズフィットなどにより回転軸に取り付けられる。軸受の材質としては、セラミッ
クまたは金属（軸受鋼など）のいずれでもよく、特に限定されるものではない。
【０００９】
　各玉軸受は、外輪および内輪が、ハウジングおよび回転軸に対して、それぞれ位置決め
固定された状態、つまり、軸受として定位置状態で組み込まれる。この組込み状態での軸
受の内部すきまは、正すきまでも負すきまでも零すきまでも良い。
【００１０】
　一方、ターボチャージャ作動時には、玉軸受の温度が例えば２００～３００℃程度に上
昇し、回転軸、ハウジング、内輪、外輪、玉等が熱膨張する結果、軸受内部すきまは、組
込み時から変化する。このターボチャージャ作動時に軸受内部すきまが正すきまとなるよ
うに、軸受組込み時において、各軸受の外輪間距離Ｗｏおよび内輪間距離Ｗｉが設定され
る。
【００１１】
　上述したように、予圧を付与することは玉の損傷という点で不利なものであり、ターボ
チャージャ作動時（高温状態）において、軸受内部すきまの絶対値が所定範囲内の正すき
まに保持されることにより、玉の転走部位が変化することで低温から高温までの広い範囲
にわたって玉の摩耗が抑えられる。この結果、玉の損傷に伴う異常音の発生が防止され、
安定した回転を得ることができる。
【００１２】
　外輪間距離は、例えば、１対の外輪位置決め部を間隔がＷｏとなるようにハウジングに
形成し、各外輪の軸方向内側の端面をこの位置決め部に当接させることで所定値Ｗｏとす
ることができる。内輪間距離は、例えば、内輪間に長さがＷｉである間座を介在させ、各
内輪の軸方向内側の端面をこの間座端面に当接させることで所定値Ｗｉとすることができ
る。外輪間距離および内輪間距離を所定値とするには、外輪間に間座を介在させるととも
に、回転軸に内輪の位置決め部を形成するなどしてもよく、種々の方法が可能である。ま
た、複数の玉軸受の外輪または内輪を一体型とするようにしてもよい。
【００１３】
　ターボチャージャは、通常、回転軸の一端にタービン（タービン羽根車）が設けられ、
他端にコンプレッサ（コンプレッサ羽根車）が設けられたもので、タービンに高温の排気
ガス（例えば９００℃程度）が供給される。この軸受装置は、一般的なターボチャージャ
のほか、可変ノズルタイプや２ステージタイプなどの改良型ターボチャージャに対しても
適用できる。また、ターボチャージャは、ディーゼルエンジン用であってもよく、ガソリ
ンエンジン用であってもよい。
【００１４】
　外輪、内輪および玉のうち、少なくとも玉は、セラミックスであることが好ましい。こ
のようにすると、運転時の温度変化による軸受内部のすきまの変化が抑えられ、低温から
高温まで安定した回転が得られるとともに、玉損傷がより一層軽減され、低騒音かつ長寿
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命化が図られる。
【００１５】
　また、軸受内部すきまは、２０μｍより大きくかつ６０μｍより小さく設定されている
ことが好ましく、さらに、４０μｍより大きくかつ６０μｍより小さく設定されているこ
とがより好ましい。このようにすると、温度低下時の軸受内部すきまを適切にできるとと
もに、回転軸の振動を低減させ、回転軸に取り付けられる羽根車とハウジングとの干渉を
防止することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　この発明のターボチャージャ用軸受装置によると、軸受内部すきまが正すきまとなるよ
うに外輪間距離および内輪間距離を設定し、この際、ターボチャージャ作動時においても
正すきまが維持されるようにすることで、潤滑油中に混入した異物が玉軸受の転走部に噛
み込むことによって生じる玉の損傷を大幅に減少することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　この発明の実施の形態を、以下図面を参照して説明する。以下の説明において、各図の
左右を左右というものとする。
【００１８】
　図１は、この発明によるターボチャージャ用軸受装置の第１実施形態を示すもので、タ
ーボチャージャ用軸受装置(1)は、背面合せとなるように配置された左右１対のアンギュ
ラ玉軸受(10)(20)を備えており、各アンギュラ玉軸受(10)(20)は、ハウジング(2)に取り
付けられた外輪(11)(21)、回転軸(3)に取り付けられた内輪(12)(22)、両輪(11)(12)(21)(
22)間に配された複数の玉(13)(23)、および複数の玉(13)(23)を保持する保持器(14)(24)
を有している。
【００１９】
　ターボチャージャは、例えば図５に示した構成とされ、エンジンの排気エネルギを利用
してタービンを駆動し、回転軸(3)を介してタービンと同軸に連結されたインペラで空気
を圧縮し、エンジンに供給するもので、回転軸(3)が毎分数万～数１０万回転の高速で回
転し、タービンが高温の排気ガスにさらされることから、ターボチャージャ用軸受装置(1
)は、高温環境で高速回転を受けるという厳しい条件下で使用される。
【００２０】
　ハウジング(2)には、潤滑油入口(2a)および潤滑油出口(2b)が設けられており、各アン
ギュラ玉軸受(10)(20)は、ハウジング(2)の潤滑油入口(2a)から導入された潤滑油によっ
て潤滑されている。この潤滑油には、摩耗粉等の異物が混入しており、この異物の転走部
への噛み込みがアンギュラ玉軸受(10)(20)の損傷原因の１つとなっている。
【００２１】
　外輪(11)(21)および内輪(12)(22)は、高炭素クロム軸受鋼（ＪＩＳ規格ＳＵＪ２など）
や耐熱・耐食合金（ＡＩＳＩ規格Ｍ－５０、ＪＩＳ規格高速度工具鋼ＳＫＨなど）で形成
され、適宜焼入れ、焼戻し処理が施されている。また、玉(13)(23)は、セラミックス材料
で形成されている。セラミックス材料としては、焼結助剤として、イットリア（Ｙ２Ｏ３

）およびアルミナ（Ａｌ２Ｏ３）、その他、適宜、窒化アルミ（ＡｌＮ）、酸化チタン（
ＴｉＯ２）を用いた窒化けい素（Ｓｉ３Ｎ４）を主体とするものの他、アルミナ（Ａｌ２

Ｏ３）や炭化けい素（ＳｉＣ）、ジルコニア（ＺｒＯ２）、窒化アルミ（ＡｌＮ）などが
ある。
【００２２】
　ハウジング(2)の左右端部内径には、外輪(11)(21)の外径に等しい外径の環状の切欠き
部が設けられていることで、位置決め部（段差部）(4)(5)が形成されている。左右外輪(1
1)(21)は、その軸方向内側の端面がこの位置決め部(4)(5)に当接するように、圧入されて
おり、これにより、左右外輪(11)(21)間の距離Ｗｏが所定の値とされている。
【００２３】
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　左右内輪(12)(22)間には、間座(6)が設けられており、各内輪(12)(22)の軸方向内側の
端面をこの間座(6)の左右端面に当接させることにより、左右内輪(12)(22)間の距離Ｗｉ
が所定の値とされている。内輪(12)(22)間距離Ｗｉは、外輪(11)(21)間距離Ｗｏよりも小
さく設定されており、外輪(11)(21)がハウジング(2)に取り付けられた後に、内輪(12)(22
)を回転軸(3)に圧入することで、内輪(12)(22)間距離Ｗｉが確保されている。
【００２４】
　各アンギュラ玉軸受(10)(20)の軸受内部すきまδは、従来と同じばね等による予圧付与
状態ではなく、正すきま（δ＞０）とされている。この軸受内部すきまは、組込み状態に
おいて正すきまであることはもちろんのこと、ターボチャージャ作動時においても、正す
きまとされており、外輪(11)(21)間距離Ｗｏおよび内輪(12)(22)間距離Ｗｉは、ターボチ
ャージャ作動時の状態を考慮して、その値が設定されている。なお、軸受内部すきまδは
、ターボチャージャ作動時の高温状態（例えば軸受温度が２００～３００℃）を基準とし
て設定される。
【００２５】
　上述したように、本願発明によれば、ターボチャージャ作動時の軸受内部すきまδは、
正すきま（δ＞０）であればよいが、２０μｍ＜δ＜６０μｍとすることが好ましく、さ
らに、４０μｍ＜δ＜６０μｍとすることがより好ましい。
【００２６】
　次の理由により、好ましい軸受内部すきまδの下限値を２０μｍまたは４０μｍとした
。ターボチャージャの運転条件によってはターボチャージャの稼働時間が短くなり、軸受
(10)(20)の温度が低下することが考えられる。この際には、金属製の軌道輪である外輪(1
1)(21)および内輪(12)(22)は、高温状態（例えば軸受温度で２００～３００℃）に比べて
、寸法収縮するが、セラミック製の玉(13)(23)はほとんど寸法収縮しないため、軸受内部
すきまが小さくなる（詰まる）傾向にある。よって、温度低下時の軸受内部すきまの詰ま
りを考慮して、軸受内部すきまδの下限値を２０μｍまたは４０μｍとすることが好まし
い。
【００２７】
　また、次の理由により、好ましい軸受内部すきまδの上限値を６０μｍとした。軸受内
部すきまδが大きくなると、回転軸(3)の軸振れとそれに伴う振動が大きくなる。また、
軸振れが回転軸(3)の端部に設けられたタービン羽根車(34)（図５参照）とターボチャー
ジャのハウジング（図示略）との間のすきま（クリアランス）より大きくなると、タービ
ン羽根車(34)とハウジングとが干渉する問題がある。よって、振動低減およびタービン羽
根車(34)とハウジングとの干渉防止のため、軸受内部すきまδの上限値を６０μｍとする
ことが好ましい。
【００２８】
　なお、軸受内部すきまとして、ラジアルすきまおよびアキシアルすきまが考えられるが
、両者とも正すきま、もしくは片方のみ正すきまとなるように設定することができ、使用
条件に応じて適切に設定すればよい。
【００２９】
　従来のようにコイルばねなどによってアンギュラ玉軸受(10)(20)に予圧を付与すると、
潤滑油中に混入した異物がアンギュラ玉軸受(10)(20)の転走部に噛み込むことにより、玉
(13)(23)に摩耗が発生し、接触面圧が大きいことから、玉(13)(23)の損傷が大きいものと
なる。
【００３０】
　これに対し、上記ターボチャージャ用軸受装置(1)によると、ターボチャージャ作動時
（高温状態）においても、正すきまが維持され、また、外輪(11)(21)間距離Ｗｏおよび内
輪(12)(22)間距離Ｗｉが設定されていることで、すきまの絶対値が所定範囲内に保持され
るので、低温から高温までの広い範囲にわたって玉(13)(23)の損傷が抑えられ、安定した
回転を得ることができる。
【００３１】



(6) JP 2008-298284 A 2008.12.11

10

20

30

40

50

　外輪(11)(21)間距離Ｗｏおよび内輪(12)(22)間距離Ｗｉを設定するには、上記の実施形
態に限られるものではなく、以下に示すように、種々の形態が可能である。以下の説明に
おいて、第１実施形態と同じ構成には同じ符号を付し、その説明を省略する。
【００３２】
　図２は、この発明によるターボチャージャ用軸受装置の第２実施形態を示すもので、ハ
ウジング(2)に設けられている外輪(11)(21)の位置決め部（段差部）(4)(5)は、第１実施
形態のものと同じであり、第１実施形態で使用されていた左右内輪(12)(22)間の間座(6)
が省略されるとともに、回転軸(3)が段付き状とされることにより、各内輪(12)(22)を位
置決めするための位置決め部（段差部）(7)(8)が回転軸(3)に設けられている。回転軸(3)
は、中央部分(3a)よりも径が大きくかつ中央部分(3a)の右側に連なる大径部(3b)と、中央
部分(3a)よりも径が小さくかつ中央部分(3a)の左側に連なる小径部(3c)とを有している。
そして、右側の内輪(22)は、中央部分(3a)に左方から圧入されるとともに、大径部(3b)の
左面に位置する段差部(7)にその右面が当接させられており、左側の内輪(12)は、小径部(
3c)に左方から圧入されるとともに、中央部分(3a)の左面に位置する段差部(8)にその右面
が当接させられている。こうして、この実施形態では、回転軸(3)の中央部分(3a)の軸方
向長さから右側の内輪(22)の軸方向長さを引いたものが内輪(12)(22)間距離Ｗｉとされて
いる。
【００３３】
　図３は、この発明によるターボチャージャ用軸受装置の第３実施形態を示すもので、左
右内輪(12)(22)間に介在させられる間座(6)は、第１実施形態と同じものとされ、第１実
施形態ではハウジング(2)に設けられていた外輪(11)(21)の位置決め部（段差部）(4)(5)
に代えて間座(9)が使用されている。
【００３４】
　すなわち、左右外輪(11)(21)間にも、間座(9)が設けられており、各外輪(11)(21)の軸
方向内側の端面をこの間座(9)の左右端面に当接させることにより、左右外輪(11)(21)間
の距離Ｗｏが所定の値とされている。
【００３５】
　左右外輪(11)(21)間に介在させられている間座(9)には、ハウジング(2)の潤滑油入口(2
a)および潤滑油出口(2b)にそれぞれ通じている潤滑油流入通路(9a)および潤滑油排出通路
(9b)が設けられている。
【００３６】
　図４は、この発明によるターボチャージャ用軸受装置の第４実施形態を示すもので、左
右内輪(12)(22)間には間座(6)がなく、外輪(11)(21)間には間座(9)が介在させられている
。すなわち、内輪(12)(22)の位置決めは、図２に示した第２実施形態と同じにされ、外輪
(11)(21)の位置決めは、図３に示した第３実施形態と同じにされている。
【００３７】
　第２から第４までの各実施形態において、ターボチャージャ作動時の軸受内部すきまδ
は、第１実施形態のものと同様に、正すきま（δ＞０）とされるとともに、２０μｍ＜δ
＜６０μｍ、より好ましくは、４０μｍ＜δ＜６０μｍとされている。これにより、第２
から第４までの各実施形態においても、温度低下時の軸受内部すきまの詰まりが考慮され
た上で、振動低減およびタービン羽根車(34)とハウジングとの干渉防止が図られている。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】図１は、この発明によるターボチャージャ用軸受装置の第１実施形態を示す縦断
面図である。
【図２】図２は、この発明によるターボチャージャ用軸受装置の第２実施形態を示す縦断
面図である。
【図３】図３は、この発明によるターボチャージャ用軸受装置の第３実施形態を示す縦断
面図である。
【図４】図４は、この発明によるターボチャージャ用軸受装置の第４実施形態を示す縦断
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面図である。
【図５】図５は、この発明によるターボチャージャ用軸受装置が使用される１例としての
従来のターボチャージャを示す縦断面図である。
【符号の説明】
【００３９】
(1)　　　　 ターボチャージャ用軸受装置
(2)　　　　 ハウジング
(3)　　　　 回転軸
(10)(20)　　アンギュラ玉軸受
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【図３】

【図４】
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