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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
駆動機械（１００）と被駆動部（１０１）との間の出力伝達のための動力伝達装置（１
）であって、ダンパ装置（２）が設けられており、該ダンパ装置（２）が、直列接続可能
な第１のダンパ（３）及び第２のダンパ（４）と、回転数適応型の動吸振器（５）とを備
えている動力伝達装置（１）において、
回転数適応型の動吸振器（５）が、当該動力伝達装置（１）を経由する少なくとも１つ
の動力伝達方向で前記第１のダンパ（３）及び前記第２のダンパ（４）の間に配置されて
おり、
回転数適応型の動吸振器（５）が、遠心力振り子装置として形成されており、該遠心力
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振り子装置が、少なくとも１つの慣性質量体支持装置（１０）と、少なくとも１つの慣性
質量体（９．１，９．２，９．１１，９．１２，９．１３，９．１４）とを有しており、
該慣性質量体が、半径方向で慣性質量体支持装置（１０）に、該慣性質量体支持装置（１
０）に対して相対的に運動可能に、振り子式に揺動するように支承されており、
当該動力伝達装置（１）が、ポンプ車（Ｐ）として働く少なくとも１つの一次車と、タ
ービン車（Ｔ）として働く少なくとも１つの二次車とを備えたハイドロダイナミック式の
コンポーネント（６）を有しており、一次車と二次車とが、一緒になって１つの作業室（
ＡＲ）を形成しており、
当該動力伝達装置（１）が、ハイドロダイナミック式のコンポーネント（６）を経由す
る出力伝達を少なくとも部分的にバイパスするためのロックアップ装置（７）を有してお
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り、
駆動機械（１００）から被駆動部（１０１）へ向かう動力伝達方向において、前記第１
のダンパ（３）は、前記ロックアップ装置（７）に相対回動不能に連結された入力部分と
しての一次部分（１５）と、出力部分としての二次部分（１６）と、前記一次部分（１５
）及び前記二次部分（１６）を周方向で互いに対して相対的に制限された範囲で回動可能
に連結するばねユニット（２０）とを有し、前記第２のダンパ（４）は、前記第１のダン
パ（３）の二次部分（１６）に相対回動不能に連結された入力部分としての一次部分（２
１）と、前記被駆動部（１０１）に相対回動不能に連結された出力部分としての二次部分
（２２）と、前記一次部分（２１）及び前記二次部分（２２）を周方向で互いに対して相
対的に制限された範囲で回動可能に連結するばねユニット（２５）とを有し、
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前記第２のダンパ（４）は、前記第１のダンパ（３）に対し、半径方向内方に、且つ軸
方向で前記二次車側にオフセットするように配置されており、
前記第２のダンパ（４）の一次部分（２１）は、半径方向内方の一端で前記二次車に相
対回動不能に結合されているとともに、半径方向外方の他端で、前記第１のダンパ（３）
の外周面（２８）の範囲にまで延在する前記慣性質量体支持装置（１０）を構成しており
、
前記動吸振器（５）は、前記オフセットにより形成された、前記第２のダンパ（４）の
半径方向外方の、軸方向で前記第１のダンパ（３）と前記二次車との間に位置するスペー
スに配置されていることを特徴とする動力伝達装置。
【請求項２】
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前記遠心力振り子装置が、多数の慣性質量体（９．１，９．２，９．１１，９．１２，
９．１３，９．１４）を有している、請求項１記載の動力伝達装置。
【請求項３】
回転数適応型の動吸振器（５）が、軸方向で空間的に当該動力伝達装置（１）の入力側
（Ｅ）と出力側（Ａ）との間で見て、ダンパ装置（２）とハイドロダイナミック式のコン
ポーネント（６）との間に配置されている、請求項１又は２記載の動力伝達装置。
【請求項４】
回転数適応型の動吸振器（５）が、軸方向で空間的に前記第１のダンパ（３）及び前記
第２のダンパ（４）の間に配置されている、請求項１又は２記載の動力伝達装置。
【請求項５】
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回転数適応型の動吸振器（５）が、軸方向で空間的に、当該動力伝達装置（１）の入力
側（Ｅ）と出力側（Ａ）との間で見て、前記第１のダンパ（３）及び前記第２のダンパ（
４）の手前に配置されている、請求項１又は２記載の動力伝達装置。
【請求項６】
個々の慣性質量体（９．１，９．２，９．１１，９．１２，９．１３，９．１４）が、
半径方向でダンパ装置（２）の延在長さの範囲に配置されている、請求項１から５までの
いずれか１項記載の動力伝達装置。
【請求項７】
前記第１のダンパ（３）及び前記第２のダンパ（４）の、一次部分（１５，２１）また
は二次部分（１６，２２）が、フランジエレメント（３２，３４）または該フランジエレ
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メント（３２，３４）の両側に配置された連行ディスク（３３，３５）によって形成され
て、互いに同心的に配置されている、請求項１から６までのいずれか１項記載の動力伝達
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、特に駆動機械（動力装置、原動機）と被駆動部（動力取出し部）との間の出
力伝達のための動力伝達装置であって、入力側と、出力側と、該入力側と該出力側との間
に配置されたダンパ装置とが設けられており、該ダンパ装置が、直列に接続可能な少なく
とも２つのダンパと、回転数適応型（drehzahladaptiv）の動吸振器（Tilger）とを備え
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ている形式のものに関する。
【０００２】
駆動機械と被駆動部との間のパワートレーンに設けられた動力伝達装置は、公知先行技
術に基づき種々の構成が知られている。駆動機械として内燃機関が使用される場合、クラ
ンクシャフトには、回転運動に重畳するねじれ運動が発生する。このねじれ運動の振動数
はシャフトの回転数と共に変化する。振動低減のためには、動吸振器を備えた吸振装置が
使用される。吸振装置は、ばね系を介して振動系に結合されている付加質量体である。動
吸振器の作用形式は、特定の励起振動数において主質量体は静止したままとなり、付加質
量体が、強制された振動を実施することに基づいている。しかし、励起振動数は駆動機械
の回転数と共に変化するが、動吸振器の固有振動数は一定のままとなるので、この吸振効
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果は特定の回転数においてしか生じない。このような装置は、たとえばドイツ連邦共和国
特許出願公開第１０２３６７５２号明細書に基づき公知である。この公知の装置では、駆
動機械が、少なくとも１つの始動エレメント、特にクラッチまたはハイドロダイナミック
式（流体動力学式）の回転数／トルクコンバータを介して１つまたは複数の伝動装置部分
に結合されている。この場合、パワートレーンには、振動可能なばね−質量系が直列に結
合されているのではなく、パワートレーンに対して並列接続されている。これにより、パ
ワートレーンの弾性は損なわれない。この振動可能なばね−質量系は動吸振器として働く
。この動吸振器は特に有利な実施態様では、コンバータロックアップクラッチと相俟って
、コンバータロックアップクラッチの締結時に場合によっては生じる力衝撃を回避するた
めに、該コンバータロックアップクラッチに対応配置されている。さらに別の改良形によ
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れば、始動エレメントに、２つのトーションダンパ段を備えたトーションダンパが後置接
続される。この場合、このトーションダンパはパワートレーンの動力伝達経路内に位置し
ている。ばね−質量系は第１のトーションダンパ段と第２のトーションダンパ段との間に
配置され、これにより特に良好な伝達特性を得ようとしている。ばね−質量系は広い振動
数帯内での使用のために可変の固有振動数を有することができ、この場合、固有振動数に
は開ループ制御または閉ループ制御を介して影響を与えることができる。
【０００３】
さらに、ドイツ連邦共和国特許出願公開第１９７８１５８２号明細書に基づき、液体ク
ラッチと、この液体クラッチをバイパスするためのロックアップ装置とを有する動力伝達
装置が公知である。この場合、この出力伝達装置の入力装置と出力装置との間の相対ねじ
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れを制御するために働く機構アッセンブリが設けられている。
【０００４】
駆動機械の広い回転数範囲、有利には全回転数範囲にわたり励振の作用を抑制するため
に、ドイツ連邦共和国特許出願公開第１９８３１１６０号明細書に記載の構成では、回転
数適応型の動吸振器がパワートレーンに設けられる。固有振動数が回転数に対して比例す
ることにより、この回転数適応型の動吸振器は比較的大きな回転数範囲にわたりねじり振
動を吸振し、理想的には駆動機械の全回転数範囲にわたりねじり振動を吸振することがで
きる。この回転数適応型の動吸振器は、良く知られているように内燃機関のためのクラン
クシャフト振動を吸振するために既に使用されている遠心力分野における円錐振り子（Kr
eispendel）もしくは遠心力振り子（Fliehkraftpendel）の原理に基づき作動する。この
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遠心振り子では、複数の慣性質量体が１つの回転軸線を中心にして振り子式に揺動可能に
支承されている。これらの慣性質量体は、ねじり運動が導入されると、この回転軸線の周
りをできるだけ大きな間隔を置いて公転しようとしている。ねじり振動はこれらの慣性質
量体の振り子式に揺動する相対運動を生ぜしめる。この場合、慣性質量体がトルク導入軸
線に対して相対的に純並進的に円形の運動軌道を描くように運動するか、またはドイツ連
邦共和国特許出願公開第１９８３１１６０号明細書に記載されているように、この運動軌
道が、中心の位置からの慣性質量体の変位の増大と共に少なくとも所定の区分において変
化する曲率半径を有しているような、種々異なるシステムが知られている。
【０００５】
ドイツ連邦共和国特許出願公開第１９９２６６９６号明細書に基づき、ハイドロダイナ
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ミック式の回転数／トルクコンバータと、このハイドロダイナミック式の回転数／トルク
コンバータを経由する出力伝達をバイパスするためのロックアップ装置とを有する始動ユ
ニットが公知である。この始動ユニットは少なくとも１つの付加質量体を有しており、こ
の付加質量体の重心は、伝動装置エレメントの相対的な位置に関連して、トルク伝達経路
の回転軸線に対して半径方向に変位可能である。
【０００６】
ドイツ連邦共和国特許出願公開第１０２００６０２８５５６号明細書に基づき、駆動機
械と被駆動部との間のトルク伝達のための自動車のパワートレーンに設けられたトルク伝
達装置が公知である。このトルク伝達装置は切換可能なクラッチ装置の他に、少なくとも
１つのねじり振動減衰装置を有している。このねじり振動減衰装置には、遠心力振り子装
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置が対応配置されている。この遠心力振り子装置は複数の振り子質量体を有しており、こ
れらの振り子質量体は振り子質量体支持装置に設けられた転動ローラを用いてこの振り子
質量体支持装置に対して相対的に運動可能に枢着されている。
【０００７】
しばしば、動力伝達ユニットにおいては多重ダンパが使用される。この多重ダンパは特
に個々の回転数範囲において作用し、これらの個々の回転数範囲に合わせて最適に調整可
能である。しかし、このような多重ダンパを用いても、別個にかかる著しい手間なしに、
かつ部分的は構成スペースが原因となって、駆動機械の回転数範囲全体を振動減衰に関し
て満足し得る形でカバーすることは不可能である。
【０００８】
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したがって、本発明の根底を成す課題は、冒頭で述べた形式の動力伝達装置、特に少な
くとも１つの動力伝達方向で見て直列に接続された少なくとも２つのダンパを備えた多重
ダンパ装置を備えた動力伝達装置を改良して、該動力伝達装置における回転不整率（Dreh
ungleichfoermigkeit）が駆動機械の運転範囲全体にわたって低減されるか、または完全
に解消されるような動力伝達装置を提供することである。
【０００９】
本発明における解決手段は請求項１の特徴部に記載の特徴、すなわち回転数適応型の動
吸振器が、当該動力伝達装置を経由する少なくとも１つの動力伝達方向で前記ダンパの間
に配置されていることにより特徴付けられている。請求項２以下には、本発明の有利な構
成が記載されている。
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【００１０】
直列接続可能な少なくとも２つのダンパと、１つの回転数適応型の動吸振器とを備えた
ダンパ装置を有する、特に動力装置もしくは駆動機械と被駆動部との間の出力伝達のため
の本発明により形成された動力伝達装置は、回転数適応型の動吸振器が、ダンパ装置を経
由する少なくとも１つの動力伝達方向で前記ダンパの間に配置されていることにより特徴
付けられている。
【００１１】
本発明において「回転数適応型の動吸振器」とは、トルクを伝達するのではなく、駆動
機械の極めて広い範囲、有利には完全な回転数範囲にわたって励振を抑制するために適し
ている装置を意味する。回転数適応型の動吸振器の固有振動数は、回転数、特に励振源と
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なる機械の回転数に対して比例している。
【００１２】
本発明における解決手段は、特に、有利には常に主作業範囲において使用される動力伝
達方向において、パワートレーン内への回転むらもしくは回転不整の導入の低減または回
避を可能にする。さらに、減衰システム全体を、吸振したいねじり振動に、個々のダンパ
の著しい付加的な改良なしに良好に適合させることができる。
【００１３】
本発明による動力伝達装置は種々様々に形成されていてよい。特に有利な実施態様では
、動力伝達装置が、組み合わされた始動ユニットである。この始動ユニットは多機能ユニ
ットとしても使用され得る。この始動ユニットはハイドロダイナミック式のコンポーネン
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トを有しており、このハイドロダイナミック式のコンポーネントはポンプ車として働く少
なくとも１つの一次車と、タービン車として働く二次車とを備えており、一次車と二次車
とが一緒になって１つの作業室を形成しており、タービン車が、少なくとも間接的に相対
回動不能に、当該動力伝達装置の出力側に結合されており、連結が、ダンパ装置のダンパ
のうちの少なくとも１つのダンパを介して行われており、回転数適応型の動吸振器が、少
なくとも間接的に相対回動不能に二次車に結合されている。「少なくとも間接的に」とは
、連結が、別の伝達エレメントの中間接続なしに直接に行われ得るか、あるいはまた別の
伝達エレメントとの連結によって、もしくは別の伝達エレメントを介して間接的に行われ
得ることを意味する。
【００１４】
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回転数適応型の動吸振器をタービン車に対応させることにより、タービン車はパワート
レーン、特にダンパ装置へのタービン車の結合に基づき、有利には全ての運転状態におい
て有効になり得る。
【００１５】
特に有利な実施態様では、回転数適応型の動吸振器が、直接に相対回動不能に二次車に
結合されている。これにより、ダンパ装置とは無関係に実現することのできる配置が可能
となる。しかし、二次車とダンパ装置との連結に基づき、作用は損なわれない。
【００１６】
さらに別の実施態様では、回転数適応型の動吸振器が、ダンパ装置の１つのダンパに結
合されている。この実施態様により、減衰システムに対する直接的な対応配置が可能にな
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る。この場合、連結は、一方のダンパの、二次車に直接的に相対回動不能に結合されてい
るエレメントまたは他方のダンパの、一方のダンパの、二次車に相対回動不能に結合され
たダンパエレメントに結合されているエレメントと直接的に行われ得る。これにより、回
転数適応型の動吸振器のための種々の配置可能性が得られる。この場合、与えられた構成
スペース条件に関連して、機能を損なうことなしに最適な配置が選択可能となる。
【００１７】
回転数適応型の動吸振器は、別個に前組付け可能な構成部分として形成され得る。これ
により、規格化されたコンポーネントの改良が必要となることなしに、回転数適応型の動
吸振器を、これらの規格化されたコンポーネントと組み合わせることができる。さらに、
簡単な交換も与えられる。回転数適応型の動吸振器はさらに、予め前組立てしておいて、
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ストックしておくこともできる。
【００１８】
第２の構成では、回転数適応型の動吸振器もしくはこの回転数適応型の動吸振器の構成
要素、特に慣性質量体支持装置の構成要素が、接続エレメントの構成要素として形成され
る。この場合、接続エレメントはダンパ装置の１つのダンパの１エレメントにより形成さ
れるか、または二次車もしくはタービン車への直接的な結合の場合にはタービン車によっ
て形成される。このような構成は、たしかに相応する接続エレメントの所要の改良によっ
て特徴付けられているが、しかしこれにより特に組込み位置における軸方向において、入
力側から出力側に向かって見て、構成スペースが節約される。なぜならば、回転数適応型
の動吸振器がもはや別のエレメントの間に別個のエレメントとして配置されなくて済むか
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らである。
【００１９】
回転数適応型の動吸振器の別個の構成では、該回転数適応型の動吸振器を統合時に固定
エレメントを介して、もともと存在している接続エレメントに結合することができる。こ
の場合、回転数適応型の動吸振器の接続範囲はこれらの接続エレメントの間の固定範囲へ
設置され、そして有利にはもともと必要とされている固定エレメントが、回転数適応型の
動吸振器の結合のために利用される。
【００２０】
個々のダンパ自体の構成に関しては多数の可能性が存在している。ダンパ装置は、既に
説明したように、少なくとも一方の動力伝達方向において直列ダンパとして形成されてい
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る。ダンパ装置の個々のダンパは個別のダンパとして、あるいはまた直列ダンパ装置また
は並列ダンパ装置として形成されていてよい。これにより、個々の実現可能な減衰段に、
これらの減衰段を用いて達成可能な減衰特性線に関して、さらに影響を与えることができ
、こうしてこれらの減衰段を場合によっては特定の要件に合わせて一層最適に調整するこ
とができる。
【００２１】
ダンパの配置に関しては、多数の可能性が存在する。しかし、これらの可能性は個々の
ダンパの具体的な構成に関連している。この場合、ダンパの配置に関しては、機能的およ
び空間的な方向において区別される。空間的な方向、特に動力伝達装置の入力側と出力側
との間での軸方向において見て、ダンパ装置内部でのダンパの互いに相対的な空間的な配
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置を軸方向および／または半径方向において互いにずらして行うことができる。有利には
、常に半径方向にずらされた配置が選択される。なぜならば、この場合、重ね合わされた
配置による一層最適な構成スペース利用が可能になるからである。さらに、半径方向にお
けるずらされた配置に基づき、一方のダンパの外周面の範囲では、第２のダンパの半径方
向における延長上で見て、複数の間隙が生じる。これらの感激は理想的には、回転数適応
型の動吸振器の配置のために利用され得るので、スペース節約的な配置が可能になる。
【００２２】
純機能的には、前記ダンパのうちの少なくとも一方のダンパが、具体的に出力分岐路の
うちの一方の出力分岐路に、他方の出力分岐路において弾性的なカップリングとして作用
することなしに配置されていてよい。この場合には、このダンパが他方の出力分岐路にお
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いて純然たる吸振器として働く。これに関しては２つの構成が区別される。この場合、第
１の構成は、入力側から出力側への動力伝達経路において動力伝達方向で見て第１のダン
パが機械的な出力分岐路に配置されていることにより特徴付けられており、第２の事例で
は配置が流体動力学的な出力分岐路、つまりハイドロダイナミック的な出力分岐路におい
て行われる。その場合、ダンパ装置の第２のダンパは両分岐路に機能的にはたしかに直列
に後置接続されているが、しかし吸振器として働く。これにより、入力側から出力側への
動力伝達方向で見て、常に１つのダンパが有効となる。このダンパには、特に有利な実施
態様では、回転数適応型の動吸振器も対応配置される。
【００２３】
回転数適応型の動吸振器自体の構成は種々様々に行うことができる。全ての構成にとっ
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て共通していることは、これらの構成が、半径方向に延在する慣性質量体支持装置により
特徴付けられていることである。この場合、延在は平坦なディスクエレメントとして行わ
れ得るか、または相応して成形された構成部分として行われ得る。この構成部分は動力伝
達装置の回転軸線に対して同軸的に配置されている。この回転軸線を中心にして、慣性質
量体支持装置には、複数の慣性質量体が振り子式に揺動可能に支承されており、この場合
、有利にはそれぞれ慣性質量体支持装置の両側に、相応する慣性質量体が、互いに相対的
なずれなしに配置されている。このような振り子式に揺動可能に支承された慣性質量体は
、遠心力の影響を受けて半径方向における変位を受ける。遠心力振り子と同様に機能する
回転数適応型の動吸振器の基本原理は、慣性質量体支持装置における振り子式に揺動可能
に支承された質量体により特徴付けられている。これらの質量体は、たとえば騒音発生を
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改善するか、またはその可能な作用範囲を拡張させるために、付加手段によってさらに改
良され得る。このような構成は、公知先行技術に基づき十分に知られている。それゆえに
、本明細書中では遠心力振り子の構成について詳細には説明しない。
【００２４】
回転数適応型の動吸振器はこの場合、空間的にダンパ装置の手前、ダンパ装置の背後、
またはダンパ装置の個々のダンパの間に配置され得る。これらの配置はそれぞれ、与えら
れた具体的な条件に関して特に重要となり得る。しかし、両ダンパの間での配置は、もと
もと存在しかつ事情によっては利用されない構成スペースを最適に利用することができる
ようにすることを目標とされ得る。
【００２５】
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特に有利な実施態様では、回転数適応型の動吸振器が、常に駆動ユニット、特に駆動機
械の励振の次数（Ordnung）に合わせて設計されている。この場合、ハイドロダイナミッ
ク式のコンポーネントを備えた動力伝達装置において、個々の慣性質量体に対する、遠心
オイル圧によって減じられた遠心力影響が一緒に考慮される。このような考慮は、回転数
適応型の動吸振器を有しない構成よりも、すなわち乾式に働く動吸振器を有しない構成よ
りも＞０．０５〜０．５の範囲だけ高い次数に合わせた構成および設計によって行われる
。
【００２６】
以下に、本発明を実施するための形態を図面につき詳しく説明する。
【図面の簡単な説明】

10

【００２７】
【図１ａ】回転数適応型の動吸振器の機能的な配置を有する本発明による動力伝達装置の
基本構造を示す概略図である。
【図１ｂ】回転数適応型の動吸振器を備えたダンパ装置を有する本発明による動力伝達装
置の有利な構成を示す概略図である。
【図１ｃ】回転数適応型の動吸振器を備えたダンパ装置を有する本発明による動力伝達装
置の別の有利な構成を示す概略図である。
【図１ｄ】回転数適応型の動吸振器を備えたダンパ装置を有する本発明による動力伝達装
置のさらに別の有利な構成を示す概略図である。
【図２】本発明により形成された動力伝達装置の第１の実施形態を示す軸方向断面図であ
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る。
【図３】本発明により形成された動力伝達装置の第２の実施形態を示す軸方向断面図であ
る。
【図４】回転数適応型の動吸振器の１構成を例示的に示す側面図である。
【図５】回転数適応型の動吸振器とタービン車との直接的な連結の１構成を示す断面図で
ある。
【図６ａ】回転数適応型の動吸振器のための種々の結合可能性を有するダンパ装置の配置
構成を示す概略図である。
【図６ｂ】回転数適応型の動吸振器のための種々の結合可能性を有するダンパ装置の別の
配置構成を示す概略図である。

30

【図６ｃ】回転数適応型の動吸振器のための種々の結合可能性を有するダンパ装置のさら
に別の配置構成を示す概略図である。
【図６ｄ】回転数適応型の動吸振器のための種々の結合可能性を有するダンパ装置の配置
構成を示す概略図である。
【図７】回転数適応型の動吸振器を有しない構成に対する本発明の構成の利点を示す線図
である。
【００２８】
図１ａには、本発明の構成により形成された、パワートレーン、特に車両のパワートレ
ーンにおける出力伝達のための動力伝達装置１の基本構造が概略的に図示されている。こ
の動力伝達装置１は、たとえば内燃機関として形成されていてよい駆動機械１００と、被
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駆動部１０１との間での出力伝達のために働く。このためには、動力伝達装置１が少なく
とも１つの入力側Ｅと少なくとも１つの出力側Ａとを有している。入力側Ｅは少なくとも
間接的に駆動機械１００に結合されており、出力側Ａは少なくとも間接的に、被駆動部１
０１のユニット、たとえば変速機の形のユニットに結合されている。「少なくとも間接的
に」とは、連結が直接的に、つまり中間接続された別の伝達エレメントなしに行われ得る
か、または間接的に別の伝達エレメントを介して行われ得ることを意味する。用語「入力
側」および「出力側」は、駆動機械から被駆動部へ向かう動力伝達方向で見て機能的に表
現した用語であるに過ぎず、特定の構造的な細部構成に限定されるものではない。
【００２９】
動力伝達装置１はダンパ装置２を有している。このダンパ装置２は入力側Ｅと出力側Ａ
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との間に配置されている。ダンパ装置２は、ダンパ段を形成する直列接続可能な少なくと
も２つのダンパ３，４と、１つの回転数適応型の動吸振器５とを有している。「回転数適
応型の動吸振器５」とは、回転むらもしくは回転不整を抑制するための装置を意味する。
この装置を介して出力伝達が行われるのではなく、この装置を介して大きな回転数範囲、
有利には全回転数範囲にわたってねじり振動が吸振され得るようになる。この場合、慣性
質量体は遠心力に基づいて、トルク導入軸線の周りを最大間隔を置いて、いわば「公転」
しようと努めている。回転数適応型の動吸振器５はこの場合、遠心力振り子装置によって
形成される。回転数適応型の動吸振器５の固有振動数は、励振源となるユニット、特に駆
動機械１００の回転数に対して比例する。回転運動がねじれ振動によって重畳されること
により、慣性質量体の振り子式の揺動相対運動が生ぜしめられる。本発明によれば、回転
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数適応型の動吸振器５が、動力伝達経路において、理論的に可能となる動力伝達方向のう
ちの少なくとも１つの動力伝達方向で見てダンパ装置２の両ダンパ３，４の間に中間接続
されている。個々のダンパ３，４を介した振動の減衰に並んで、回転数適応型の動吸振器
５はこの場合、種々異なる振動数において作動する。
【００３０】
ダンパ装置２のダンパ３，４の構成およびこれらのダンパ３，４と、動力伝達装置１に
おける別のコンポーネントとの結合のためには、多数の可能性が存在する。この場合、特
に流体動力学的なコンポーネント、つまりハイドロダイナミック式のコンポーネント６と
、このハイドロダイナミック式のコンポーネント６を少なくとも部分的にバイパスするた
めのロックアップ装置７とを備えた構成においては、機能的に両出力分岐路において弾性
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的なカップリング、つまりトルク伝達および減衰を行うカップリングとして働くダンパ３
，４の直接接続を有する構成、または少なくとも前記コンポーネントのうちの１つのコン
ポーネントを介して行われる出力伝達の場合に弾性的なカップリングとして働くダンパ３
，４の直列接続を有する構成と、他方のコンポーネントを介して行われる出力伝達の場合
に両ダンパ３，４のうちの一方のダンパ３；４が弾性的なカップリングとして働き、他方
のダンパ４；３が動吸振器として働く構成との間で区別される。
【００３１】
図１ｂには、組み込まれた回転数適応型の動吸振器５を備えたダンパ装置２を有する動
力伝達装置１の特に有利な構成が示されている。この動力伝達装置１は少なくとも１つの
ハイドロダイナミック式のコンポーネント６と、このハイドロダイナミック式のコンポー
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ネント６を経由する動力伝達路を少なくとも部分的に迂回するためのロックアップ装置７
とを有している。ハイドロダイナミック式のコンポーネント６は、入力側Ｅとの連結時に
入力側Ｅから出力側Ａへの動力伝達方向でポンプ車（ポンプインペラ）Ｐとして働く少な
くとも１つの一次車と、少なくとも間接的に出力側Ａに相対回動不能に連結されかつ入力
側Ｅから出力側Ａへの出力伝達時にタービン車（タービンランナ）Ｔとして働く二次車と
を有している。一次車と二次車とは１つの作業室ＡＲを形成している。ハイドロダイナミ
ック式のコンポーネント６は、回転数変換によって作動するハイドロダイナミック式のク
ラッチとして形成されているか、あるいはまた特に有利な構成ではハイドロダイナミック
式の回転数／トルクコンバータとして形成されていてよい。この場合、ハイドロダイナミ
ック式の回転数／トルクコンバータを経由する出力伝達の際には回転数変換とトルク変換
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とが常に同時に行われる。この場合には、ハイドロダイナミック式のコンポーネント６が
少なくとももう１つの別の案内車（ステータ）Ｌを有している。この場合、この案内車Ｌ
は構成に応じて位置固定的に支承されているか、または回転可能に支承されていてよい。
さらに、案内車Ｌはフリーホイールを介して支持され得る。ハイドロダイナミック式のコ
ンポーネント６はこの場合、入力側Ｅと出力側Ａとの間に配置されている。ハイドロダイ
ナミック式のコンポーネント６は、このハイドロダイナミック式のコンポーネント６を経
由する入力側Ｅと出力側Ａとの間の動力伝達経路において見て、第１の出力分岐路Ｉを描
いている。ハイドロダイナミック式のコンポーネント６を迂回するためのロックアップ装
置７は、いわゆるロックアップクラッチの形に形成されていると有利である。ロックアッ
プクラッチは最も簡単な事例では、切換可能なクラッチ装置である。この切換可能なクラ
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ッチ装置は、同期的に切換可能なクラッチ装置として形成されていてよい。しかし、一般
にこの切換可能なクラッチ装置は摩擦接続式のクラッチ、有利にはディスク構造のクラッ
チとして形成される。クラッチ装置は同じく入力側Ｅと出力側Ａとの間に配置されていて
、このクラッチ装置を経由する出力伝達の際に第２の出力分岐路ＩＩを描く。この第２の
出力分岐路ＩＩでは、出力伝達が機械的に行われる。この場合、ダンパ装置２は入力側Ｅ
から出力側Ａへの動力伝達方向においてロックアップ装置７およびハイドロダイナミック
式のコンポーネント６に後置されている。これによって、回転数適応型の動吸振器５は入
力側Ｅから出力側Ａへの動力伝達方向で見てハイドロダイナミック式のコンポーネント６
にも、機械的なロックアップクラッチにも、後置接続されている、すなわち入力側Ｅから
出力側Ａへの動力伝達方向で見てハイドロダイナミック式のコンポーネント６および機械

10

的なロックアップクラッチの下流側に接続されている。このことは、回転数適応型の動吸
振器５が遠心力振り子の形で少なくとも間接的に、ハイドロダイナミック式のコンポーネ
ント６の、少なくとも１つの所定の運転状態においてタービン車Ｔとして働く二次車に相
対回動不能に結合され、さらにロックアップ装置７の出力側にも相対回動不能に結合され
ていることにより達成される。
【００３２】
図１ａおよび図１ｂには、直列接続可能な２つのダンパ３，４の間の回転数適応型の動
吸振器５を備えた本発明による動力伝達装置１における基本配置が、概略的に著しく簡略
化された図面で図示されている。両ダンパ３，４は動力伝達方向の少なくとも一方の方向
、この場合には両方向において直列に接続されていて、振動を減衰するための装置として
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、すなわちいわば弾性的なカップリングとして、個々のダンパ３，４が実際にはどのよう
に形成されているのかとは無関係に作用する。
【００３３】
図１ｃおよび図１ｄには、図１ｂに相応する概略的に著しく簡略化された図面で、本発
明により形成された別の動力伝達装置が示されている。しかしこの場合、両ダンパ３，４
はそれぞれ一方の動力伝達方向においてのみ、出力分岐路ＩまたはＩＩにおいて機能的に
弾性的なカップリングとして直列に接続されている。図１ｃに示した構成では、直列接続
された両ダンパ３，４から成る装置が、動力伝達経路で動力伝達方向において入力側Ｅと
出力側Ａとの間で見て常に機械的な出力分岐路ＩＩに後置されている。ハイドロダイナミ
ック式のコンポーネント６、特にタービン車Ｔの結合はこの場合、両ダンパ３，４の間で
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行われる。回転数適応型の動吸振器５は動力伝達方向において、この場合にもハイドロダ
イナミック式のコンポーネント６に後置されている。この動吸振器５は同じく両ダンパ３
，４の間に配置されており、この場合、結合は直接にタービン車Ｔにおいて行われるか、
あるいはまた接続部もしくはダンパ４へのタービン車Ｔの結合部の範囲において行われる
。
【００３４】
それに対して、図１ｄには、両ダンパ３，４が直列接続において入力側Ｅから出力側Ａ
への動力伝達経路で常にハイドロダイナミック式のコンポーネント６に後置されている構
成が図示されている。この場合、機械的な出力伝達時にダンパ３は動吸振器として働き、
ダンパ４は完全に、弾性的なカップリングの形の振動を減衰するための装置として働く。

40

この場合にも、回転数適応型の動吸振器５の結合は直接にダンパ４に前置されていて、こ
れによってハイドロダイナミック式のコンポーネント６を経由した出力伝達時にタービン
車Ｔに少なくとも間接的に、この場合にはダンパ３を介して間接的に連結されている。さ
らに、この構成では、第２の機械的な出力分岐路ＩＩにおける純機械的な出力伝達時にお
いても、回転数適応型の動吸振器５が常に有効となる。なぜならば、この動吸振器５はダ
ンパ４と一緒に接続されているからである。
【００３５】
図２および図３には、図１ｃに示した配置構成の本発明により形成された動力伝達装置
１の特に有利な２つの実施形態が、この動力伝達装置１の軸方向断面の一部につき例示的
に図示されている。
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【００３６】
図２には、回転数適応型の動吸振器５の別個の構成およびダンパ装置２への結合を有す
る実施形態が示されている。この回転数適応型の動吸振器５は遠心力振り子装置８として
形成されていて、１つの慣性質量体、有利には複数の慣性質量体９．１，９．２を有して
いる。これらの慣性質量体９．１，９．２は慣性質量体支持装置１０に、この慣性質量体
支持装置１０に対して相対的に運動可能に支承されている。この場合、たとえば支承は転
動ローラ１１を介して行われる。慣性質量体支持装置１０はこの場合、ディスク形のエレ
メントとして形成されている。このディスク形のエレメントはハブ部分１２を形成してい
る。このハブ部分１２は半径方向において回転軸線Ｒに関してディスク形のエレメントの
半径方向内側の範囲に形成されているか、あるいはまたこのようなハブ部分１２に結合さ

10

れていてもよい。慣性質量体支持装置１０は、平坦なディスク形のエレメントまたは少な
くとも環状ディスク形のエレメントとして形成されていると有利である。また、横断面で
見て加工成形された形状を有する構成、たとえば金属薄板成形部分の形の構成も考えられ
る。慣性質量体支持装置１０の両側に慣性質量体９．１，９．２が設けられていると有利
である。これらの慣性質量体９．１，９．２は慣性質量体支持装置１０の半径方向外側の
直径の範囲で転動軌道もしくは転動ローラ１１を介してこの慣性質量体支持装置１０に振
り子式に揺動するように支承されていると有利である。遠心力の影響に基づき、慣性質量
体９．１，９．２は少なくとも半径方向外側に向かって移動し、さらに少なくとも１つの
慣性質量体９．１，９．２は、動力伝達装置１の回転軸線Ｒに相当する中心軸線Ｍからの
重心Ｓの最大間隔が生ぜしめられる真ん中の位置を起点としてハブ部分１２に対して相対

20

的に所定の運動軌道に沿って変位位置において往復運動することができる。この場合、前
記少なくとも１つの慣性質量体９．１，９．２の重心Ｓの間隔は真ん中の位置に対して変
化する。慣性質量体支持装置１０はこの場合、別個のエレメントにより形成される。これ
によって、遠心力振り子装置８全体は別個に前組立て可能となるので、遠心力振り子装置
８全体を構成ユニットとして別個に保管しかつ取り扱うことができる。
【００３７】
動力伝達装置１はハイドロダイナミック式のコンポーネント６を有している。この場合
、図面には、タービン車Ｔとして働く二次車の一部しか図示されていない。この二次車は
少なくとも間接的に出力側Ａに相対回動不能に連結されている。出力側Ａは、たとえば自
動車のためのパワートレーンにおける使用時では同時に変速機入力軸によって形成され得
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るシャフト２９によって形成され得るか、またはこのシャフト２９と相対回動不能に連結
可能であるエレメント、特にハブ部分１２によって形成される。ハブ１２はダンパハブと
も呼ばれる。タービン車Ｔと出力側Ａとの連結は、ダンパ装置２、特に第２のダンパ４を
介して行われる。ダンパ装置２は、直列接続可能な２つのダンパ３，４を有しており、こ
の場合、これらのダンパ３，４はそれぞれ１つのダンパ段を形成しており、両ダンパ段は
半径方向において互いにずらされて配置されており、したがって外側の第１のダンパ段と
内側の第２のダンパ段とを形成している。ダンパ３，４はこの場合、個別ダンパとして形
成されている。しかし、ダンパ３，４を直列ダンパまたは並列ダンパとして形成すること
も考えられる。この場合、場所や構成スペースを節約する配置を実現するためには、半径
方向の第１のダンパ段が半径方向外側のダンパ段として形成されていると有利である。す
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なわち、半径方向外側のダンパ段は、半径方向内側の第２のダンパ段よりも大きな直径を
有する円周に沿って配置されている。両ダンパ３，４もしくはこれらのダンパ３，４によ
り形成されたダンパ段は、入力側Ｅと出力側Ａとの間の動力伝達経路で見て、ロックアッ
プクラッチの形のハイドロダイナミック式のコンポーネント６を迂回するためのロックア
ップ装置７を介して直列に接続されている。ロックアップクラッチの形のハイドロダイナ
ミック式のコンポーネント６を迂回するためのロックアップ装置７はこの場合、第１のク
ラッチ部分１３と、第２のクラッチ部分１４とを有している。第１のクラッチ部分１３と
第２のクラッチ部分１４とは、少なくとも間接的に互いに相対回動不能に作用結合にもた
らされるようになっており、すなわち直接的にまたは間接的に別の伝達エレメントを介し
て互いに相対回動不能に作用結合にもたらされるようになっている。連結はこの場合、第
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１のクラッチ部分１３と第２のクラッチ部分１４とにより形成される摩擦対偶を介して行
われる。第１のクラッチ部分１３は少なくとも間接的に入力側Ｅに、有利には直接的に入
力側Ｅに相対回動不能に結合されており、それに対して第２のクラッチ部分１４は少なく
とも間接的にダンパ装置２に、特に第１のダンパ３に相対回動不能に連結されていて、有
利には直接的に第１のダンパ３の入力側に連結されている。第１のクラッチ部分１３およ
び第２のクラッチ部分１４は、図示の事例では内側摩擦板ユニットおよび外側摩擦板ユニ
ットを有しており、この場合、図示の事例では内側摩擦板ユニットが、軸方向で内側摩擦
板支持体に支承された複数の内側摩擦板から成っている。これらの内側摩擦板は軸方向に
向けられた面範囲を形成しており、これらの面範囲は、これらの面範囲に対して相補的な
、第１のクラッチ部分１３の外側摩擦板支持体に配置された複数の外側摩擦板に設けられ

10

た面範囲と作用結合にもたらされるようになっている。このためには、内側摩擦板の少な
くとも一部および外側摩擦板の少なくとも一部が、軸方向において各摩擦板支持体に移動
可能に支承されている。第２のクラッチ部分１４は、入力側Ｅから出力側Ａへ向かう動力
伝達方向において第１のダンパ３の入力部分として機能するエレメントと連結されている
。このエレメントは一次部分１５と呼ばれる。さらに、第１のダンパ３は二次部分１６を
有しており、この場合、一次部分１５もしくは二次部分１６はトルク伝達のための手段１
７と、減衰カップリングのための手段１８とを介して互いに連結されている。この場合、
減衰カップリングのための手段１８はトルク伝達のための手段１７および最も単純な事例
では弾性的なエレメント１９、特にばねユニット２０によって形成される。一次部分１５
および二次部分１６はこの場合、周方向において互いに対して相対的に制限された範囲内

20

で回動可能である。このことは、同様に第２のダンパ４にも云える。第２のダンパ４はこ
の場合、半径方向内側に位置するダンパとして、つまり内側のダンパとして形成されてい
る。この第２のダンパ４は同じく一次部分２１と二次部分２２とを有しており、一次部分
２１と二次部分２２とはトルク伝達のための手段２３と、減衰カップリングのための手段
２４とを介して互いに連結されている。一次部分２１と二次部分２２とは互いに同軸的に
配置されていて、互いに対して相対的に制限された範囲内で周方向で互いに回動可能であ
る。この場合にも、トルク伝達のための手段２３は減衰カップリングのための手段２４に
よって形成され得るか、もしくはこれらの手段は１つの構成エレメントに、有利にはばね
ユニット２５の形の構成ユニットに機能的に統合され得る。両ダンパ３，４の一次部分１
５および二次部分１６もしくは一次部分２１および二次部分２２は、単一部分から一体に
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形成されているか、または複数の部分から形成されていてよい。有利には、両部分のそれ
ぞれ一方の部分が、互いに相対回動不能に連結された２つのディスクエレメントから形成
されており、両ディスクエレメントの間にそれぞれ他方の部分、つまり二次部分２２，１
６または一次部分２１，１５が配置されている。
【００３８】
図示の事例では、それぞれ一次部分１５；２１が、入力側Ｅと出力側Ａとの間の出力伝
達時に入力部分として働き、二次部分１６；２２は各ダンパ３，４の出力部分として働く
。入力部分、つまり第１のダンパ３の一次部分１５は、連行フランジ３２の形のディスク
形のエレメントによって形成される。二次部分１６は、連行ディスク３３とも呼ばれる２
つのディスク形のエレメントによって形成される。両エレメントは軸方向において一次部
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分１５の両側に配置されていて、相対回動不能に互いに連結されている。この場合、第１
のダンパ３の二次部分１６は第２のダンパ４の一次部分２１に相対回動不能に結合されて
いるか、または第２のダンパ４の一次部分２１と共に１つの構成ユニットを形成している
。この場合、第２のダンパ４の一次部分２１と第１のダンパ３の二次部分１６との間での
一体の構成も可能である。第２のダンパ４の一次部分２１は、連行ディスク３５とも呼ば
れる２つのディスク形のエレメントによって形成され、二次部分２２は、両連行ディスク
３５の間に軸方向で配置された１つのディスク形のエレメント、特に連行フランジ３４に
よって形成される。すなわち、二次部分２２は、出力側Ａ、この場合には特にハブ１２に
相対回動不能に結合されている中間ディスクによって形成される。さらに、第２のダンパ
４の一次部分２１はタービン車Ｔ、特にハイドロダイナミック式のコンポーネント６の二
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次車に相対回動不能に結合されている。連結部３０における連結は最も単純な事例では、
摩擦接続的な結合および／または形状接続的な結合、つまり係合に基づいた嵌合による結
合を介して行われる。図示の事例では、リベット結合の形の結合が選択されており、この
場合、リベットは押出成形されたリベットまたは別個のリベットとして形成されていてよ
い。さらに、二次部分２２とタービン車Ｔとの間の結合は、回転数適応型の動吸振器５と
の連結部３１を実現するために利用される。回転数適応型の動吸振器５、特にディスク形
のエレメントの形の慣性質量体支持装置１０は、軸方向において第２のダンパ４の、連行
ディスク３５により形成された一次部分２１と、タービン車Ｔもしくはこのタービン車Ｔ
と相対回動不能に連結されたエレメントとの間に配置されて結合されている。この構成で
は、別個の構造に基づき、ダンパ装置２の構成において特別な規格は必要にならない。こ

10

の場合、回転数適応型の動吸振器５の分だけ補うことのできる規格化された構成部分を選
択することができる。したがって、回転数適応型の動吸振器５を、別個に取扱い可能な構
成ユニットとして組立てすることができ、かつ交換することもできる。さらに、回転数適
応型の動吸振器５もしくはその一部、特に慣性質量体９．１，９．２は、第２のダンパ４
の上の半径方向における構成スペースを利用して配置され得る。回転数適応型の動吸振器
５の配置はこの場合、軸方向で見て空間的にダンパ装置２とハイドロダイナミック式のコ
ンポーネント６との間で行われる。
【００３９】
これに対して、図３には、図２に示した実施形態の特に有利な改良形が示されている。
この場合、回転数適応型の動吸振器５はダンパ装置２のエレメントの構成要素、特に第２
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のダンパ４の一次部分２１の構成要素である。この改良形では、一次部分２１の少なくと
も１つの連行ディスク３５と、慣性質量体支持装置１０とが、１つの構成ユニットを形成
しているか、もしくは１つの構成部分により形成される。このためには、連行ディスク３
５が、半径方向において内周面３６の方向へ延長されていて、その延在長さが、半径方向
において第１のダンパ３の外周面２８の範囲にまで、またはこの範囲を超えるまで延びて
いる。したがって、特に図３に図示された、軸方向および半径方向におけるオフセット、
つまりずれを有する両ダンパ３，４の配置形式では、これにより取得された構成スペース
もしくは自由に提供されている構成スペースを自由に利用することができる。
【００４０】
回転数適応型の動吸振器の構成は、種々様々の形で行うことができる。この場合、代表
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的なものとしては、とりわけドイツ連邦共和国特許出願公開第１０２００６０２８５５６
号明細書ならびにドイツ連邦共和国特許出願公開第１９８３１１６０号明細書に記載の構
成が挙げられる。したがって、これらの刊行物に開示されている回転数適応型の動吸振器
の構成に関する内容は十分に本願の内容に取り込まれる。振動吸振器が駆動機械の大きな
回転数範囲にわたって、理想的には回転数範囲全体にわたって回転振動もしくはねじり振
動を吸振し得る場合、この振動吸振器は回転数適応型であると云える。慣性質量体９．１
，９．２は遠心力に基づいて、トルク導入軸線に対してできるだけ大きな半径を描いて運
動しようと努める。回転運動がねじり振動によって重畳されることにより、慣性質量体９
．１，９．２の振り子式に揺動する相対運動が生じる。この振り子式に揺動する相対運動
はその位置において単独に遠心力もしくはその重量に基づいてのみ生じる。このことは戻
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しにも云える。別個の戻し力は存在しない。さらに、固有振動数は回転数に対して比例す
るので、シャフト回転数ｎに同様に比例する振動数を有するねじり振動は大きな回転数範
囲にわたり吸振可能となる。この場合、動吸振器５においては、慣性質量体９．１，９．
２がハブ部分に対して相対的に、円形の運動軌道に沿って純並進的に運動する。ドイツ連
邦共和国特許出願公開第１９８３１１６０号明細書に基づき公知の構成では、この運動軌
道が、たとえばさらに、中心位置からの慣性質量体９．１，９．２の変位の増大と共に少
なくとも所定の区分にわたり変化する曲率半径によって特徴付けられている。このことは
、ドイツ連邦共和国特許出願公開第１０２００６０２８５５６号明細書に基づき公知の構
成にも云える。このような構成は、回転数適応型の動吸振器５の構成として図４に側面図
で例示的に図示されている。このことは１例である。別の構成も考えられる。この場合、
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慣性質量体支持装置１０として環状ディスク形のエレメントが形成されており、そしてこ
の慣性質量体支持装置１０に周方向で均一に分配されて配置された個々の慣性質量体９．
１，９．ｎが形成されていることが判る。図示の事例では、４つの慣性質量体が振り子質
量体９．１１〜９．１４の形で運動可能に設けられている。これらの振り子質量体９．１
１〜９．１４は被覆された段付きピン２６と、転動ローラ２７とによって運動可能に振り
子質量体のための慣性質量体支持装置１０に保持される。
【００４１】
図２および図３には、動力伝達装置１における特に有利な使用可能性が示されているが
、さらに別の配置形式も考えられる。図５には、回転数適応型の動吸振器５とハイドロダ
イナミック式のコンポーネント６のタービン車Ｔとの直接的な連結が、概略的な簡略化さ

10

れた図面で示されている。ハイドロダイナミック式のコンポーネント６のタービン車Ｔは
第２のダンパ４の一次部分２１に、直接的にまたは別の中間エレメントを介して相対回動
不能に結合されているので、この場合にも入力側Ｅと出力側Ａとの間の動力伝達経路には
両ダンパ３，４の間での動吸振器５の中間接続が与えられている。タービン車Ｔにおける
配置はタービン車Ｔの半径方向の外周面３７の範囲において行われ得るが、この場合、こ
の配置はタービン車Ｔの半径方向の延在長さ（タービン車Ｔが半径方向に延在する長さ寸
法）に等しいか、またはそれよりも大きな半径を描くように行われ得るか、またはタービ
ン車Ｔの半径方向の延在長さよりも小さくかつ軸方向でいわばタービン車Ｔに並んで行わ
れ得る。
【００４２】
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図６ａ〜図６ｄには、さらに別の結合形式が概略的に記載されている。図６ａに示した
構成では、たとえば第１のダンパ３が、図２および図３につき説明した構成に類似して形
成されている。第２のダンパ４は、一次部分２１が中間ディスクによって形成され、出力
側Ａと相対回動不能に連結されている二次部分２２が、軸方向で中間の連行ディスク３４
に並んで配置された２つの側方の連行ディスク３５によって形成されることによって特徴
付けられている。この場合には、回転数適応型の動吸振器５が、連行ディスク３３の形の
第１のダンパ３の二次部分１６と、第２のダンパ４の二次部分２２の形の中間ディスク３
４との間の結合部と共に相対回動不能に配置されていて、有利には連行ディスク３３に相
対回動不能に結合されている。このことは、タービン車Ｔにも同様に云える。
【００４３】
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別の構成では、ダンパ装置２の第１のダンパ３において、一次部分１５が、たとえば少
なくとも間接的に入力側Ｅと連結されている２つの連行ディスク３３によって形成され、
二次部分１６が、連行フランジ３２の形の中間ディスクにより形成される。このような構
成では、二次部分１６の連結が、連行ディスク３５として形成された一次部分２１と行わ
れ得るか、または第２のダンパ４の、中間ディスクもしくはフランジ３４によって形成さ
れた一次部分２１と行われ得る。図６ｂに示した構成では、第２のダンパ４の一次部分２
１が、図２および図３につき説明した構成に類似して形成されている。すなわち、一次部
分２１は２つもしくは１つの連行ディスク３５によって形成される。二次部分２２はフラ
ンジ３４によって形成される。第１のダンパ３の一次部分１５は、互いに相対回動不能に
連結された２つの連行ディスク３３により形成され、二次部分１６はフランジ３２によっ
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て形成される。フランジ３２の形の二次部分１６は連行ディスク３５もしくはこれらの連
行ディスク３５のうちの１つ、ひいては第２のダンパ４の一次部分２１と共に１つの構成
ユニットを形成している。また、これらの構成部分を別個のエレメントによって形成し、
かつ相対回動不能に互いに連結することも考えられる。また、第１のダンパ３の連行ディ
スク３３も、第２のダンパ４の連行ディスク３５も、それぞれ相対回動不能に互いに連結
されており、この場合、連結は種々様々に行うことができる。ハイドロダイナミック式の
コンポーネント６のタービン車Ｔはこの構成では一次部分２１、特に連行ディスク３５と
連結されている。回転数適応型の動吸振器５の配置に関しては、この場合にも多数の可能
性が存在する。回転数適応型の動吸振器５は直接にタービン車Ｔ、第２のダンパの一次部
分２１、特に連行ディスク３５のうちの１つと連結されていてよいか、または第１のダン

50

(14)

JP 5675363 B2 2015.2.25

パ３のフランジ３２と連結されていてもよい。個々の配置可能性は図面には破線で描かれ
ている。
【００４４】
それに対して図６ｃには、図６ｂに示した第１のダンパ３の構成が示されているが、た
だしこの場合、第２のダンパ４の一次部分２１はフランジ３４によって形成される。二次
部分２２は連行ディスク３５によって形成される。タービン車Ｔの結合はこの場合にはフ
ランジ３４において行われる。その場合、回転数適応型の動吸振器５は直接にタービン車
Ｔと連結されるか、またはフランジ３４と連結され、このフランジ３４はそれと同時に第
１のダンパ３のフランジ３２をも形成している。
【００４５】
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図６ｃに示した構成では、第２のダンパ４が、ハイドロダイナミック的（流体動力学的
）な出力分岐路において弾性的なカップリングとして働き、第１のダンパ３が動吸振器と
して働く。このことは、図６ａおよび図６ｂに示した構成にも同様に言える。
【００４６】
図６ａおよび図６ｂに示した構成では、軸方向における両ダンパの配置が、空間的に動
力伝達装置１の入力側Ｅから出力側Ａに向かって見て互いにずらされて配置されている。
図６ｃには、両ダンパ段が同一の軸方向平面に配置されている構成が示されている。
【００４７】
図６ａ〜図６ｃには、さらに流体動力学的な、つまりハイドロダイナミック的な出力伝
達時において第１のダンパ３が動吸振器として作用する構成が示されている。これとは異
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なり、図６ｄには、両ダンパ３，４が両出力分岐路において弾性的なカップリングとして
機能する構成が示されている。この構成では、両ダンパ３，４の一次部分１５，２１なら
びに両ダンパ３，４の二次部分１６，２２が、それぞれ同じ構成エレメントによって形成
される。直列接続は周方向での両ダンパにおける自由角度もしくは隙間角度（Freiwinkel
）により実現される。たとえば、外側のダンパ３に設けられた、トルク伝達のための手段
を支持しかつ周方向でストッパを形成する開口が、負荷されていない状態において所定の
隙間角度範囲を備えており、内側のダンパ４に設けられた開口は、トルク伝達のための手
段、特にばねエレメント３５が常に接触するように形成されている。図示の事例では、た
とえば一次部分１５，２１が、２つの連行ディスク３３；３５によって形成され、二次部
分１６，２２は、両連行ディスクの間に配置されたフランジ３４；３２によって形成され
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、このフランジが出力側Ａと相対回動不能に連結されている。ロックアップ装置７の結合
も、タービン車Ｔの結合も、それぞれ両連行ディスク３３，３５のうちの一方の連行ディ
スクにおいて行われ、この場合、ダンパ装置２は軸方向において空間的に見てロックアッ
プ装置７とハイドロダイナミック式のコンポーネント６との間に配置されている。回転数
適応型の動吸振器５の結合はこの場合、両連行ディスク３３，３５のうちの一方の連行デ
ィスク、有利にはタービン車側の連行ディスクにおいて行われる。
【００４８】
入力側Ｅと出力側Ａとの間での空間的な配置は、図６ａ〜図６ｃに示したほぼ全ての構
成において、個々のダンパ３，４の配置に関連して軸方向および半径方向におけるずれ（
オフセット）を持って行われる。ずれが与えられていると、半径方向における中間スペー
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スを回転数適応型の動吸振器５の配置のために最適に利用することができる。さもないと
、回転数適応型の動吸振器５の配置は軸方向で個々のダンパに隣接して行われる。
【００４９】
図１〜図６に示したダンパ装置２では、個々のダンパ３，４が、たとえば、圧縮ばねま
たは円弧ばねダンパとして形成されている機械的なダンパの形の「個別ダンパ」により形
成される。すなわち、トルク伝達のための手段１７，１３および減衰カップリングのため
の手段１８，２４は、円弧ばねまたは圧縮ばねの形のばねユニット２０，２５によって形
成される。しかし、別のダンパコンセプト、たとえば組み合わされた機械式・ハイドロリ
ック式（液圧式）のダンパも考えられる。
【００５０】
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さらに、本発明の解決手段を多重ダンパ装置において使用することも考えられる。多重
ダンパ装置では、個々のダンパ３，４が既にそれ自体１つのダンパ段を形成していて、並
列ダンパまたは直列ダンパの形の多重ダンパとして形成されている。
【００５１】
図７には、パワートレーンにおける回転不整とエンジン回転数ｎとの関係を示す線図に
つき、回転数適応型の動吸振器５を有しない動力伝達装置１の構成（破線）と、回転数適
応型の動吸振器５を備えた動力伝達装置１の構成（実線）とが対峙して示されている。こ
の線図から判るように、パワートレーンにおける回転不整は、慣用の解決手段においては
著しく大きくなり、それに対して、たとえば図３に示した構成における出力伝達では、特
に臨界的な回転数範囲において著しく小さな回転不整しか生じない。
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【符号の説明】
【００５２】
１

動力伝達装置

２

ダンパ装置

３

ダンパ

４

ダンパ

５

回転数適応型の動吸振器

６

ハイドロダイナミック式のコンポーネント

７

ハイドロダイナミック式のコンポーネントをバイパスするためのロックアップ装置

８

遠心力振り子装置

９

慣性質量体

９．１，９．２，９．１１，９．１２，９．１３，９．１４
１０

慣性質量体支持装置

１１

転動ローラ

１２

ハブ部分

１３

第１のクラッチ部分

１４

第２のクラッチ部分

１５

一次部分

１６

二次部分

１７

トルク伝達のための手段

１８

減衰カップリングのための手段

１９

弾性的なエレメント

２０

ばねユニット

２１

一次部分

２２

二次部分

２３

トルク伝達のための手段

２４

減衰カップリングのための手段

２５

ばねユニット

２６

段付きピン

２７

転動ローラ

２８

外周面

２９

シャフト

３０

連結部

３１

連結部

３２

連行フランジ

３３

連行ディスク

３４

連行フランジ

３５

連行ディスク

３６

内周面

３７

外周面

20
慣性質量体

30

40
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(16)
１００

駆動機械

１０１

被駆動部

Ｅ

入力側

Ａ

出力側

Ｐ

ポンプ車

Ｔ

タービン車

ＡＲ
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作業室

Ｌ

案内車

Ｉ

第１の出力分岐路

ＩＩ

10

第２の出力分岐路

Ｒ

回転軸線

Ｓ

重心

Ｍ

中心軸線

ｎ

エンジン回転数
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