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(57)【要約】
　ヒートエンジン用のエキスパンダー。当該エキスパン
ダーは高圧ガス状作動流体を有効仕事に変換することが
可能であり、・高圧作動流体供給手段と、・上死点（Ｔ
ＤＣ）と下死点（ＢＤＣ）との間で、ＴＤＣにおいて長
いドウェル時間を伴って、シリンダー内で往復運動する
少なくとも一つの往復運動ピストンと、・ＴＤＣにおい
てあるいはＴＤＣ付近で、作動流体供給手段からシリン
ダー内の膨張チャンバー内へと、開状態において、高圧
作動流体を導入するために開閉する作動流体インレット
バルブと、・作動流体によってピストンになされた仕事
を有効仕事出力の形態へと変換する出力変換手段と、・
膨張チャンバーから、ある体積の低圧作動流体へと、膨
張させられた作動流体を放出するためのエキゾーストバ
ルブとを含み、ピストントラベルは、開状態から閉状態
へおよび閉状態から開状態へインレットバルブが移行す
る間は小さなものである。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヒートエンジン用のエキスパンダーであって、このエキスパンダーは高圧ガス状作動流
体を有効仕事に変換することが可能であり、前記エキスパンダーは、
　・高圧作動流体供給手段と、
　・上死点（ＴＤＣ）と下死点（ＢＤＣ）との間で、ＴＤＣにおいて長いドウェル時間を
伴って、シリンダー内で往復運動する少なくとも一つの往復運動ピストンと、
　・ＴＤＣにおいてあるいはＴＤＣ付近で、前記作動流体供給手段から前記シリンダー内
の膨張チャンバー内へと、開状態において、高圧作動流体を導入するために開閉する作動
流体インレットバルブと、
　・前記作動流体によってピストンになされた仕事を有効仕事出力の形態へと変換する出
力変換手段と、
　・前記膨張チャンバーから、ある体積の低圧作動流体へと、膨張させられた作動流体を
放出するためのエキゾーストバルブと、
を含み、
　ピストントラベルは、開状態から閉状態へおよび閉状態から開状態へ前記インレットバ
ルブが移行する間は小さなものであるエキスパンダー。
【請求項２】
　前記ピストンはクランクシャフトをまたぐクランク・スライダー機構を含む、請求項１
に記載のエキスパンダー。
【請求項３】
　前記ピストンは、クランクシャフトが、ＴＤＣに向かって前記ピストンを引っ張り、そ
の後、ＢＤＣに向かってＴＤＣから離れるように前記ピストンを押しやるようコネクティ
ングロッドに作用するように、前記クランクシャフトに対して前記コネクティングロッド
を介して連結されている、請求項１に記載のエキスパンダー。
【請求項４】
　前記ピストンは前端部および後端部を備えた長尺ボディを有し、その前端部には、前記
膨張チャンバーに隣接して前記ピストンの作用面を提供するピストンヘッドが存在し、前
記クランクシャフトは、前記ピストンの前記前端部と前記後端部との間に存在するよう構
成される、請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載のエキスパンダー。
【請求項５】
　コネクティングロッドが、前記クランクシャフトから前記後端部に向って延在するよう
構成され、前記ピストンに対する前記コネクティングロッドの作用的連結が前記後端部に
あるいは前記後端部付近に存在する、請求項４に記載のエキスパンダー。
【請求項６】
　前記ピストンは、その前端部にピストンヘッドを、そしてその後端部にクロスメンバー
を含み、前記ピストンヘッドを前記クロスメンバーに対して連結するサポートメンバーを
両者の間に備える、請求項４または請求項５に記載のエキスパンダー。
【請求項７】
　ピストンは、コネクティングロッドを介して、クランクシャフトに対して連結され、か
つ、前記クランクシャフトの回転軸線は、前記シリンダーの中心線からオフセットしてい
る、請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載のエキスパンダー。
【請求項８】
　ピストンと、前記インレットバルブとは、前記インレットバルブの開放および閉鎖のタ
イミングおよび速度が前記ピストンの動作に応じて所望の範囲で生じるように、連携動作
可能に連結可能である、請求項１ないし請求項７のいずれか1項に記載のエキスパンダー
。
【請求項９】
　前記ピストンの往復運動が、適切な時刻および速度で前記インレットバルブの開放およ
び閉鎖を直接引き起こすように、前記インレットバルブおよび共有クランクシャフトを利
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用するピストンによって作用リンクが提供される、請求項１ないし請求項７のいずれか１
項に記載のエキスパンダー。
【請求項１０】
　前記インレットバルブ動作は往復動作である、請求項１ないし請求項９のいずれか１項
に記載のエキスパンダー。
【請求項１１】
　前記インレットバルブは、開状態の前記インレットバルブと関連付けられるトラベルの
終端における前記ドウェル時間がトラベルの他方の終端におけるドウェル時間に対して短
いように、単振動からの偏差を提供するバルブ作動機構を含む、請求項１０に記載のエキ
スパンダー。
【請求項１２】
　ヒートエンジン用のエキスパンダーを作動させる方法であって、前記エキスパンダーは
高圧ガス状作動流体を有効仕事に変換することが可能であり、前記方法は、
　・上死点（ＴＤＣ）と下死点（ＢＤＣ）との間で、ＴＤＣにおいて長いドウェル時間を
伴って、シリンダー内で少なくとも一つのピストンを往復運動させることと、
　・前記ピストンがＴＤＣにあるとき、高圧作動流体供給手段から前記シリンダー内の膨
張チャンバー内へと作動流体を導入するためにインレットバルブを開放することと、
　・前記膨張チャンバー内の前記作動流体の影響下でＴＤＣからＢＣＤへと各ピストンの
動作を継続させ、前記膨張チャンバー内の前記作動流体の膨張が、これによって、各ピス
トンに仕事を行うことと、
　・前記インレットバルブを閉鎖することと、
　・エキゾーストバルブを介して、ある体積の低圧作動流体へと前記膨張チャンバーから
、膨張させられた作動流体を放出することと、
　・前記ピストンへの仕事が、パワー変換手段によって有効仕事出力の形態で提供される
ことと、
を含み、
　ピストントラベルは、開状態から閉状態へおよび閉状態から開状態へと前記インレット
バルブが移行する間は小さなものである方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はヒートエンジンにおいて使用されるエキスパンダーに関する。本発明は、作動
流体に高圧を発生させるために内部燃焼に依存するエキスパンダーとは対照的に、高圧作
動流体供給手段を含むか、あるいはそれを利用するエキスパンダーに限定される。
【背景技術】
【０００２】
　エキスパンダーはヒートエンジンの重要な要素であり、その役割は、作動流体が膨張し
、そしてそれがそうするときに仕事をすることを可能とすることによって高圧作動流体の
エネルギーを機械的エネルギーへと変換することである。最も広い形態では、ヒートエン
ジンは、単に、熱エネルギーを機械的仕事に変換することができるデバイスであり、これ
は、したがって蒸気エンジンやディーゼルエンジン等の広い範囲のエンジン、そして、た
いていは、それが使用する熱力学サイクルによって呼称される（ランキンサイクルエンジ
ンまたはスターリングサイクルエンジンといった）その他のエンジンを包含する。
【０００３】
　熱を機械的なパワーに変換するためのランキンサイクルエンジンの使用は周知である。
大規模なランキンサイクルエンジンは、一般に、膨張段階のために、タービンなどの連続
流エキスパンダーを使用し、一方、小規模ランキンサイクルエンジンは、タービン等は小
規模では効率的でないために、一般に、（ピストンおよびシリンダー構造体といった）往
復運動エキスパンダーを使用する。
【０００４】
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　だが、このような小規模ランキンサイクルエンジンは、一般に、典型的な蒸気タービン
のそれよりも著しく効率が低い。特許文献１においては、そのような低効率の原因となる
問題が概説されており、そしてより効率的なヒートエンジンが説明されている。特に、イ
ンレットバルブを速やかに開閉する必要性が強調されている。インレットバルブが部分的
に開いている時間を最小化することは、高圧作動流体の絞り量を、そしてエネルギーの関
連損失を最小化する。説明された主要な改善は、短くかつ急速な「カットオフ」を実現で
きるインレットバルブであるが、やはり多くの利点を有するピストンに搭載されたエキゾ
ーストバルブもまた説明されている。それは、高圧作動流体のために有利である高膨張比
の提供に関して、短い「カットオフ」の利点を説明している。実際には、説明されたエン
ジンは良好に作動するが、複雑さ（したがってまたコスト）ならびにインレットバルブお
よびエキゾーストバルブの耐久性が問題となることが判明している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第７１８８４７４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、良好な運転効率を維持しながら、上記の困難が排除されるかあるいは
少なくとも著しく低減された、ヒートエンジン用のエキスパンダーを提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のエキスパンダーは、太陽熱エネルギーの有効仕事への変換といった用途のため
に意図されたヒートエンジンにおいて使用するために開発された。一例は、小さな家屋あ
るいは商業用ビルディングに電気を供給するための、適切な太陽コレクターを用いた太陽
熱エネルギーの回収、ヒートエンジンを用いた、このエネルギーの機械的エネルギーへの
変換、これに続く発電機を用いたこのエネルギーの電気への変換である。
【０００８】
　別の用途は、有効エネルギーを生み出すための、内燃エンジンからの冷却水およびの排
気ガスからの熱といった、さもなければ捨てられる熱の回収である。熱は本発明のエキス
パンダーを含むヒートエンジンに供給することができ、これは、直接利用することが、あ
るいは適切な発電機を用いて電気エネルギーに変換することが可能な機械的エネルギーを
発生させる。
【０００９】
　もちろん、本発明のエキスパンダーは、これらの用途のみに限定されない。実際、それ
は、圧力下でエキスパンダーに提供されるガス状作動流体から機械的仕事を提供するため
に使用することができる。
【００１０】
　本発明の要約に移る前に、従来技術の説明は、単に本発明のコンテクストを説明するた
めの背景として提供したに過ぎないことを理解されたい。それを、言及した事項が刊行さ
れるか公知であることの、あるいはオーストラリアまたはその他の地域において共通の一
般的知識の一部であることの容認として解釈すべきではない。
【００１１】
　本発明はヒートエンジン用のエキスパンダーを提供し、このエキスパンダーは高圧作動
流体を有効仕事に変換することができ、当該エキスパンダーは、
　・高圧作動流体供給手段と、
　・上死点（ＴＤＣ）と下死点（ＢＤＣ）との間で、ＴＤＣにおいて長いドウェル時間を
伴って、シリンダー内で往復運動する少なくとも一つの往復運動ピストンと、
　・ＴＤＣにおいて、作動流体供給手段からシリンダー内の膨張チャンバー内へと、開状
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態において、高圧作動流体を導入するために開閉する作動流体インレットバルブと、
　・作動流体によってピストンになされた仕事を有効仕事出力の形態へと変換する出力変
換手段と、
　・膨張チャンバーから、ある体積の低圧作動流体へと、膨張させられた作動流体を放出
するためのエキゾーストバルブとを含み、
　ピストントラベルは、開状態から閉状態へおよび閉状態から開状態へインレットバルブ
が移行する間は小さなものである。
【００１２】
　本発明はまた、ヒートエンジン用のエキスパンダーを作動させる方法を提供し、このエ
キスパンダーは高圧作動流体を有効仕事に変換することができ、当該方法は、
　・上死点（ＴＤＣ）と下死点（ＢＤＣ）との間で、ＴＤＣにおいて長いドウェル時間を
伴って、シリンダー内で少なくとも一つのピストンを往復運動させることと、
　・ピストンがＴＤＣにあるとき、高圧作動流体供給手段からシリンダー内の膨張チャン
バー内へと高圧作動流体を導入するためにインレットバルブを開放することと、
　・膨張チャンバー内の作動流体の影響下でＴＤＣからＢＣＤへと各ピストンの動作を継
続させ、膨張チャンバー内の前記作動流体の膨張が、これによって、各ピストンに仕事を
行うことと、
　・インレットバルブを閉鎖することと、
　・エキゾーストバルブを介して、ある体積の低圧作動流体へと膨張チャンバーから、膨
張させられた作動流体を放出することと、
　・ピストンへの仕事がパワー変換手段によって有効仕事出力の形態で提供されることと
を含み、
　ピストントラベルは、開状態から閉状態へおよび閉状態から開状態へとインレットバル
ブが移行する間は小さなものである。
【００１３】
　「シリンダー内で往復運動するピストンを少なくとも一つ」含む、本発明のエキスパン
ダーに対する上記の言及は、複数のシリンダーのそれぞれが、その中で往復運動するピス
トンを有し、各インレットバルブ、エキゾーストバルブおよび膨張チャンバーとの各ピス
トン／シリンダー構造体の通常の後続関係が存在する実施形態を含むことを意図している
。
【００１４】
　だが、この言及はまた、二つのピストンが単一のシリンダー内に配置され、ピストンが
対向する共直線形態で配置される実施形態を含むことを意図していることを理解されたい
。この実施形態では、ＴＤＣにおけるピストン間の空間が単一の膨張チャンバーを形成し
、さらに単一の高圧作動流体供給手段からの高圧作動流体を、開いている間に、単一の膨
張チャンバー内に導入するために開閉するよう構成された単一のインレットバルブが存在
するようにピストンが配置されることが好ましい。単一の膨張チャンバー内の作動流体は
、続いて、一つまたは二つのパワー伝達手段を介して、両方から有効仕事出力を生み出す
ために、両方のピストンに仕事を行うであろう。
【００１５】
　「ドウェル（dwell）時間」との用語は、往復運動ピストンの動きに関して本明細書中
で繰り返し使用される。この用語は、ピストンがある時間にわたって静止していることを
意味するものでない。当業者であれば、「ドウェル時間」との用語は、ピストンが、その
平均速度よりも低い速度で移動しながら、トラベルのその末端からある任意の距離内に存
在する時間を記述するのに使用されることは明らかである。それは、ＴＤＣおよびＢＤＣ
の両方である、ヒートエンジンのエキスパンダー内でのピストンのトラベルの各末端に関
して使用することができる用語である。
【００１６】
　これに関して、本発明の重要な態様は、各ピストンの往復運動がＴＤＣでのまたはＴＤ
Ｃ付近の「長い」ドウェル時間によって特徴付けられることである。本発明のエキスパン
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ダーのピストンについて、「長い」ドウェル時間に対する本明細書中の言及は、その往復
運動ピストンが単振動（当業者が認識するのは正弦波形態のものである）を伴って動作す
る（同じ膨張比を伴って構成されかつ一定のクランクシャフト速度で動作する）比較エキ
スパンダーと、一定のクランクシャフト速度で動作する本発明のエキスパンダーとの比較
に依存している。「長い」ドウェル時間とは、そうした比較エキスパンダーにおけるピス
トンの単振動と関連付けられるであろうドウェル時間よりも（ある量だけ）長いドウェル
時間を意味する。
【００１７】
　「ドウェル時間」との用語に関連し、エキスパンダーのピストンのドウェル時間は、主
にそうしたエキスパンダーが望ましくは一定クランクシャフト速度で動作することに起因
して、その「ドウェル角」と概念的に等価であることも理解されるであろう。これに関し
、概してクランクシャフト速度の変動がエンジンに望ましくないのは事実であり、これは
、多くのエンジンが一定のクランクシャフト速度を維持するためにフライホイールを利用
する理由である。この結果、「ドウェル時間」および「ドウェル角度」との用語を互換的
に使用することが可能である。本明細書を通じて「ドウェル時間」との用語を使用するが
、後述のタイミング図はドウェル角度に関して説明する。
【００１８】
　単振動との比較はまた、「ＴＤＣにおけるピストントラベルは小さい」とのフレーズに
おける「小さい」との語の使用を可能にする。参照は、その往復運動ピストンが再び単振
動をたどっていた（そしてやはり同じ膨張比を伴い、かつ、一定のクランクシャフト速度
で動作する）ならば比較エキスパンダーにおいて生じるピストントラベルの量に言及する
ことができる。本発明のエキスパンダーに関して、「小さい」との語は、したがって、そ
うしたエキスパンダーにおける往復運動ピストンの単振動の間に同じクランク角に関して
予想されるであろうピストントラベルよりも（ある量だけ）短いトラベルの量を意味する
。
【００１９】
　好ましい形態において、本発明のエキスパンダーはクランク・スライダー機構を含み、
これは、４本バーリンケージと呼ばれる機構の種類のサブセットである。クランク・スラ
イダー機構は、クランクシャフト、コネクティングロッドおよびシリンダー（その中でピ
ストンが軸方向に動くことができる）内のピストンを含む。そうした機構において、コネ
クティングロッドがクランク半径に対して非常に長い場合、ピストンの運動は単振動（単
振動）に近付き、単振動は無限に長いコネクティングロッドによって達成される。だが、
実際には、エキスパンダーを含むヒートエンジンが大きくなるので非常に長いコネクティ
ングロッドを有することは明らかに望ましくなく、それゆえ（代替機構および形態を採用
することなく）単振動を実現することは困難である。
【００２０】
　クランク・スライダー機構を利用する従来のエキスパンダーにおいては、ピストンの動
きは、ＢＤＣでの長いドウェル時間およびＴＤＣでの短いドウェル時間によって、単振動
から外れる。だが、ＴＤＣでの短いドウェル時間は望ましくない。というのは、インレッ
トバルブを通過する流れにとって、膨張チャンバー内に作動流体を供給するための時間が
僅かしかないからである。
【００２１】
　例えば、単段高効率エンジンで使用される伝統的なエキスパンダーに関して、膨張比は
大きいであろうし、これは、流入または「吸入」期間の終わりはピストンがそのストロー
クの僅か１／１０以下を移動してしまったポイントに存在するであろうことを意味する。
インレットバルブは、したがって、ＴＤＣからその下方へのストロークの１／１０までの
、ピストントラベルの一部に対応するクランク回転角に対応する非常に短い時間内で、作
動流体の新たなチャージを導入するために開き、続いて閉じることが要求されるであろう
。理想的には、やって来る作動流体を認識できる程度に制限しないよう、ピークインレッ
トバルブ開口が大きなものであるようにピークバルブトラベルは大きいであろう。だが、
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これは、インレットバルブ開放の非常に短い時間のために大きなピークバルブ加速度およ
び速度を必要とするであろうが、これは実際には耐久性のあるバルブ機構によって実現す
ることは困難である。
【００２２】
　本発明者はまた、インレットバルブ開口に、付随するエネルギーおよび効率の損失を伴
って、作動流体の流れが絞られるリスクがあることを突き止めた。理想的には、インレッ
トバルブが開くとき、高圧作動流体供給手段によって供給されるそれと同じ圧力で膨張チ
ャンバー内に作動流体が残っている状態でピストンは正確にＴＤＣに存在する。これは、
作動流体が、その後、部分的に開いたバルブを通って作動流体供給手段から膨張チャンバ
ー内へと入る傾向が存在しないことを保証する。というのは、それが開いている間、小さ
なバルブ開口によって、そうした流れは絞りにさらされる（やはりエネルギー損失を、し
たがってエキスパンダーの効率低下を生じる）からである。
【００２３】
　本発明によれば、インレットバルブの開閉速度と組み合わせた、各ピストンの長いドウ
ェル時間によって、インレットバルブが閉状態から開状態へと移行する間のピストントラ
ベルが望ましく小さくなる。したがってインレットバルブが開いている間はシリンダー内
でのピストンの非常に僅かな下方への移動しか存在することを考えると、膨張チャンバー
の容積は実質的に増大せず、部分的に開いたインレットバルブを経て作動流体を引き込む
増大する容積から生じる可能性のある作動流体流れの絞りのさらなる最小化が図れる。
【００２４】
　本発明によって提供される別の利点は、インレットバルブが閉鎖の過程にある場合に生
じるピストントラベルの量に関連する。一般的な言い方では、インレットバルブが閉じて
いる間、バルブを横切る大きな圧力降下を生じることなく、膨張チャンバーへとさらなる
作動流体を導入するその能力は減少する。この時間の間の急速なピストン運動は、シリン
ダー圧力が作動流体供給手段圧力であるいはその付近で維持されることになる場合に膨張
チャンバーに導入されなければならない作動流体の量を増大させる。これは、さらに、閉
状態の間にインレットバルブを横切って生じ得る圧力降下（または「絞り」）の程度を悪
化させる。
【００２５】
　これに関して、そうした絞りが生じるインレットバルブを通過する作動流体の流れはエ
ネルギーの直接的損失を伴い、エンジン効率に悪影響を与えるが、これは回避すべきであ
る。本発明者は、インレットバルブの閉鎖時期と一致するピストントラベルの量を最小化
することによって、絞りの問題が最小化されまたは完全に回避されることを見出した。
【００２６】
　ＴＤＣでの各往復運動ピストンの長いドウェル時間は、上述したように、ＢＤＣにおい
てではなく、（単振動と比較して）ＴＤＣにおいて長いドウェル時間の非対称性を提供す
ることが可能な好適な機構によって提供可能である。例えば、４バーリンクなどの機構が
好ましい。これに関して、（クランクシャフト速度はもはや一定ではなく、特に、長いド
ウェルが望まれるピストン位置と一致する回転角で相対的に遅くなるように）クランクシ
ャフト速度を操作することにより長いドウェル時間を達成することは少なくとも理論的に
は可能であるかもしれないが、これは望ましいとは見なされず、したがって本発明の好ま
しい実施形態ではない。
【００２７】
　ある形態では、ＴＤＣでの各往復運動ピストンの長いドウェル時間は、ピストンがクラ
ンクシャフトに対してコネクティングロッドを介して接続される４バーリンク機構によっ
て実現されてもよい。ほとんどのクランク・スライダー機構では、クランクは、通常、Ｔ
ＤＣに向かってピストンを押しやり、続いてＢＤＣに向ってＴＤＣから離れるようにピス
トンを引っ張るようにコネクティングロッドに作用するであろう。しかしながら、本発明
の好ましい形態では、好ましいクランク・スライダー機構は、クランクがＴＤＣに向かっ
てピストンを引っ張り、続いてＢＤＣに向かってＴＤＣから離れるようにピストンを押し
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やるようにコネクティングロッドに作用するよう構成される。これは、効果的に、ピスト
ンの伝統的なＴＤＣおよびＢＤＣ動作を逆転し、ＢＤＣでのドウェル時間に対してＴＤＣ
の所望の長いドウェル時間を提供する。
【００２８】
　ある特定の形態では、これは、クランクシャフトをまたぐクランク・スライダー機構を
有するピストンを提供することによって達成することができる。この形態では、ピストン
は、好ましくは、前端および後端を備えた長尺体を有し、膨張チャンバーに隣接してピス
トンの作用面を提供するその前端にピストンヘッドが存在する。クランクシャフトは、好
ましくは、ピストンに対するコネクティングロッドの作用的連結が後端にあるいはその付
近に存在する状態で、そのコネクティングロッド（あるいはコネクティングロッド群）が
クランクシャフトから後端に向って延在するように構成されるように、ピストンの前端と
後端との間に存在するように構成される（したがって、ピストに対する上記言及はクラン
クシャフトを「またぐ」クランク・スライダー機構を有する）。繰り返すが、これは、効
果的に、ピストンの従来のＴＤＣおよびＢＤＣ動作を逆転させ、ＢＤＣでのドウェル時間
に対してＴＤＣでの所望の長いドウェル時間を実現する。
【００２９】
　この形態では、ピストンは、クロスメンバーに対してピストンヘッドを連結するそれら
の間の適切なサポートメンバー（例えば多数の剛体ゴラム）と共に、その前端におけるピ
ストンヘッドと、その後端におけるクロスメンバーとから形成されてもよい。好ましくは
、そうしたピストンの形態は、ピストンの全体形状がエキスパンダーのシリンダー内で必
要とされる所望の往復運動に適しているようなものである。例えば、ある形態では、それ
が完全にシリンダー内に存在しかつその中で往復運動するように、ピストンがそれ自体概
して円筒形状を有することが望ましいであろう。だが、本発明の他の形態では、これは必
要ではないであろう。
【００３０】
　本発明の好ましい形態では、そして上述した理由のために、所望の動作速度でかなりの
回転慣性を持つフライホイールが、クランクシャフトの回転速度を実質的に一定に維持す
るために使用される。
【００３１】
　だが、別の形態のクランク・スライダー機構もまた、先に言及したＴＤＣにおいて所望
の長いドウェル時間を実現するために使用されてもよい。その一つは菱形駆動機構であり
、これは一般にスターリングエンジンの二つのピストンを駆動するために使用され、機構
の半分はパワーピストンを駆動し、別な半部はディスプレーサーピストンを駆動する。し
たがって、本発明の別な形態において、菱形駆動機構の半分は、ＴＤＣでの長いドウェル
時間を伴って、往復運動ピストン動作をクランクシャフトの実質的に一定の回転運動へと
変換するために使用される。
【００３２】
　シリンダー内に往復運動ピストンを有し、ピストンがクランクシャフトに対してコネク
ティングロッドを介して連結されたクランク・スライダー機構をやはり利用する本発明の
別の形態では、クランクシャフトの回転軸線が、理想的には、シリンダーの中心線からオ
フセットしている。この形態では、この偏心によって、ＴＤＣはドウェル期間の開始近く
へと僅かに移動して、インレットバルブがドウェルにおいてわずかに早く開放されること
を可能とし、作動流体が膨張チャンバー内に流入するためにより多くの時間を提供する、
【００３３】
　本発明のさらに別の形態では、各ピストンおよびインレットバルブは、インレットバル
ブの開閉のタイミングおよび速度が往復運動ピストンの動きに応じて所望の範囲まで生じ
るように作用的に連結されてもよい。例えば、本発明の実施形態に関して以下で説明する
ように、そうした作用的連結は、ピストンの往復運動が直接、適切な時間および速度でイ
ンレットバルブの開閉を引き起こすように、インレットバルブおよび共有のクランクシャ
フト、オフセットおよび／または必要に応じて減速機を利用するピストンによって提供可
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能である。
【００３４】
　本発明の好ましい形態では、インレットバルブ運動はまた往復運動である。本発明のこ
の形態は、開いているインレットバルブと関連付けられたトラベルの終端におけるドウェ
ル時間はトラベルの他端におけるドウェル時間に対して短いように、単振動からの偏差を
提供するバルブ作動機構を含むインレットバルブを提供する。これは、開および閉の両方
においてバルブ動作の速度を増大させ、作動流体絞りの量を最小化し、この結果、先に説
明したように効率を向上させる。
【００３５】
　この好ましい形態では、バルブ作動機構はクランク・スライダー機構であってもよく、
この場合、スライダーは、スプールのリセスと整列したとき作動流体が膨張チャンバー内
に流入することを可能とする壁のポートを有するスリーブ内をスライドするバルブスプー
ルを形成する。当該機構は、好ましくは、クランクシャフトのクランク半径よりも長いコ
ネクティングロッドを有し、かつ、バルブスプール（これはコネクティングロッドを介し
てクランクシャフトによって駆動される）のドウェルがスプールトラベルの他端でのドウ
ェル時間に対して短いように構成される。
【００３６】
　本発明はまた、それが完全に膨張させられたとき、膨張させられた作動流体が膨張チャ
ンバーを出ることを可能とするためのエキゾーストバルブを含む。このバルブは、適切な
タイミング手段によって提供される所望の時間において適切な作動手段によって作動させ
られるスライドバルブ、ロータリーバルブまたはポペットバルブなどの、当業者には公知
の多くの形態の一つをとることができる。本発明の好ましい形態において、エキゾースト
バルブは、ＢＤＣにおいてあるいはその直後に開き、そしてＴＤＣ直前まで開いたままで
ある。
【００３７】
　本発明は、高い膨張比を達成することを可能とし、膨張比は、インレットバルブが閉じ
るポイントでの膨張チャンバー内の作動流体の体積で割った、ＢＤＣでのあるいはエキゾ
ーストバルブが開いたとき（どちらか最初に起こる方）の膨張チャンバー内の膨張させら
れた作動流体の体積として規定される。高膨張比が望まれる。というのは、それは、エキ
ゾーストバルブが開いたときそれを経て膨張することによって捨てられるのではなく、作
動流体に含まれる圧力のより多くがピストンに仕事をすることを可能とするからである。
完全なボイラー温度に達していない蒸気エンジンにおけるような、ある状況下で、膨張容
積内の作動流体はエキゾーストバルブが開く前に完全に膨張してしまうことがある。これ
は望ましくない。というのは、ピストンは、この作動流体を過膨張させるために吸引作業
を行う必要があるからである。
【００３８】
　最後に、本発明のエキスパンダーにおいて利用される作動流体の種類はエキスパンダー
が設置される用途に依存することは明らかであるが、それは、蒸気、圧縮空気、冷媒蒸気
またはその他の有機物質蒸気、またはその他のガス、または実質的に気体である混合物で
あってもよい。
【００３９】
　もちろん、パワー伝達手段は、通常、クランクシャフトの回転運動が負荷を駆動できる
ように負荷に対して連結するのに適したクランクシャフトに対してそれを接続するそのコ
ネクティングロッドと共に、ピストンからなることも明らかである。この負荷は、電気を
発生させるオルタネーター、水を圧送するポンプ、または有用な目的のために回転機械パ
ワーを使用することができるその他のデバイスであってもよい。
【００４０】
　本発明に関連する一般的概念を簡潔に説明したので、以下、本発明に係るエキスパンダ
ーのいくつかの好ましい実施形態について説明する。だが、以下の説明は上記説明の一般
性を限定するものではないことに留意されたい。
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【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の第１の好ましい実施形態の概略平面図である。
【図２】第１の好ましい実施形態の概略側面図である。
【図３】本発明の第２の実施形態の概略側面図である。
【図３ａ】軽微な変更が加えられた第２の好ましい実施形態の概略側面図である。
【図４】本発明の第３の好ましい実施形態の概略側面図である。
【図５】本発明のための一般的なタイミンググラフである。
【図６】単振動、従来の運動および本発明の実施形態のための運動を比較したタイミング
図である。
【図７】単振動および本発明の実施形態のための運動に関するドウェル時間を比較したタ
イミング図である。
【図８】単振動および本発明の実施形態のための運動に関する（バルブ開閉中の）ピスト
ントラベルを比較したタイミング図である。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　図１を参照すると、本発明のエキスパンダーの第１実施形態はシリンダー１０を含み、
その中では、コネクティングロッド１４によって拘束された状態でピストン１２が往復運
動し、このコネクティングロッド１４は、今度は、クランクシャフト１８上のクランク１
６によって拘束される。
【００４３】
　ピストン１２は、その前端にはピストンヘッド１１を、そしてピストン１０の後端には
クロスメンバー１３に対してピストンヘッド１１を堅固に結合する複数の剛体コラム２０
の形態のサポートメンバーを含む。クランクシャフト１８は、ピストン１２がクランクシ
ャフト１８をまたぐように、ピストンヘッド１１とクロスメンバー１３との間に配置され
る。コネクティングロッド１４は、したがって、ピストン１２の後端においてクロスメン
バー１３上に存在する、ピストン１２に対するコネクティングロッド１４の作用的連結を
伴って、クランクシャフト１８から後端に向かって延びる。こうした構造体の機構はクラ
ンク・スライダー機構と呼ぶことができる。
【００４４】
　本実施形態のインレットバルブ２２はまたクランク・スライダー機構に基づくものであ
る。インレットバルブスプール２４はインレットバルブハウジング２６内で往復運動し、
これは、インレットポート３４を経て、シリンダー１０、シリンダーヘッド３２およびピ
ストン１２によって形成された可変膨張チャンバー３０内へとチューブ２８によって供給
される高圧作動流体のボイラーまたはその他の供給源（たとえば図示していない高圧ガス
の供給源）からの流れを調節する。インレットバルブスプール２４は、クランクシャフト
１８上のクランク３８によりコネクティングロッド３６によって駆動される。
【００４５】
　図２は第１実施形態の側面図であり、これは、ピン４０を用いたクロスメンバー１３上
でのコネクティングロッド１４に対するピストン１２の作用的連結をより良く示している
。同様に、この図は、ピン４２を用いた、そのコネクティングロッド３６に対するインレ
ットバルブスプール２４の連結状態を示している。
【００４６】
　この第１実施形態において、クランクシャフト１６が図１に示す方向に回転し、そして
コネクティングロッド１４がクロスメンバー１３を左に引っ張り、今度はＴＤＣに向かっ
てピストンヘッド１を移動させることで、ピストン１２がＴＤＣ（図１および図２におけ
るトラベルの最大範囲）に近づくとき、インレットバルブスプール２４は左側に平行移動
し、ピストンヘッド１１がＴＤＣに到達する直前に供給チューブ２８における供給圧力を
インレットポート３４に対して作用させ、高圧ガスが膨張チャンバーに流入することを可
能とする。この圧力は、続いて、ピストン１２をＴＤＣから離れるように右側に、そして
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ＢＣＤに向って押しやるが、これは、コネクティングロッド１４が右側にクロスメンバー
１３を押しやりながら、コネクティングロッド１４によって、それに対して加えられる力
によってクランクシャフト１８を回転させようとする。
【００４７】
　ピストン１２によって右側に僅かな量だけ移動した後、クランク３８は、右側にインレ
ットバルブスプール２４を移動させ、膨張チャンバー３０への高圧ガスの供給を遮断する
ことによって、インレットバルブ２２を閉鎖するように作用する。ピストン１２がＢＤＣ
に向かって右側に移動し続けるとき、ピストンヘッド１１に仕事をし続けながら、膨張チ
ャンバー３０内のガスは膨張する。ピストン１２は、その右側最大範囲、ＢＤＣ位置まで
移動するが、その時点あるいは略その時点でエキゾーストバルブ（図１および図２には示
していない）が開き、膨張させられたガスが膨張チャンバー３０を出て行くことが可能と
なる。
【００４８】
　図１および図２に示す実施形態の動作について、図３および図４のさらなる実施形態の
説明後、さまざまなタイミング図に関して以下でさらに説明する。
【００４９】
　図３は第２の好ましい実施形態を示しており、これは、第１実施形態と類似している（
したがって類似の形態に関して同じ参照数字を用いる）が、シリンダー１０ａがシリンダ
ーヘッドを持たず、その代わりに、第１のピストン１２と等しくかつ反対の動作で往復運
動する第２のピストン１２ａを収容する点で異なっている。この実施形態では、単一の膨
張チャンバー３０ａが、二つの対向する共直線ピストンヘッド１１および１１ａの二つの
対向する面間で、シリンダー１０ａ内に形成される。クランクシャフト１８および１８ａ
のギヤ４２および４４は、互いにギヤ４６によって連動するように結合され、そのそれぞ
れのコネクティングロッド１４および１４ａを介してピストン１２および１２ａの動作を
等しくかつ反対になるように拘束する。
【００５０】
　図３はまた、クランクシャフト１８ａ上のクランク５６によって駆動されるコネクティ
ングロッド５４の影響下で、エキゾーストバルブハウジング５２内を往復運動するエキゾ
ーストバルブスプール５０からなるエキゾーストバルブ４８を示している。エキゾースト
バルブ４８は、エキゾーストポート５８がエキゾーストアウトレット６０と連通すること
を可能とするためにエキゾーストバルブスプール５０が右側に十分に移動するときに開く
。エキゾーストバルブ４８は、ピストン１２および１２ａのＢＤＣにおいてあるいはその
付近において開き、ピストン１２および１２ａがＴＤＣに向かって戻るように移動すると
き、膨張させられたガスが単一のエキゾーストポート５８を経て単一の膨張チャンバー３
０ａから、そしてポート６０を経て外へ放出されることを可能とする。エキゾーストバル
ブ４８は、好ましくは、ＴＤＣ直前でかつインレットバルブ２２が開く前に閉じる。
【００５１】
　図３ａに示す第２実施形態に対する変形例の説明に移る前に、図３または図３ａのいず
れにも示されていない変形例について簡単に説明する。図３から、第２実施形態のピスト
ン１２および１２ａは、図１および図２の第１実施形態に関連して上述したように、同じ
様式で（そして同じ効果を伴って）、そのそれぞれのクランクシャフト１８および１８ａ
をまたぐように構成されていることは明らかである。だが、第２のピストン１２ａが、そ
れ自身のクランク・スライダー機構を持たず（したがってクランクシャフト１８ａは省略
）、その代わりに第１のピストン１２のクランク・スライダー機構に対して、クランクシ
ャフト１８の動作がまた第２のピストン１２ａの動作を指示するように作用するよう連係
動作可能に連結される本発明の別な実施形態（この第２実施形態の変形例）が考えられる
ことは明らかである。
【００５２】
　図３ａは、図３に示す実施形態に対するさらなる変形例を示す。図３ａにおいて、イン
レットバルブは、クランクシャフト１８にマウントされかつクランクシャフト１８と共に
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回転するカム１１０によって作動させられる。これは、ピストン１１，１１ａにとっての
ＴＤＣ付近のポイントにおいてインレットバルブスプール２４を開き、続いて、その直後
に、所望の膨張比を達成するために再びそれを閉じる。この好ましい実施形態において、
エキゾーストバルブスプール５４はまた、クランクシャフト１８ａに対して連結されかつ
それと共に回転するカムによって作動させられる。このカムの形状は、エキゾーストバル
ブ５２がＢＤＣ付近で開き、そしてピストン１１および１１ａのＴＤＣ直前で閉じること
を保証する。
【００５３】
　図４は、好ましい発明の第３実施形態を示す。逆回転ギヤ６２および６４は、その相対
的なタイミングが維持されるように噛み合っている。ギヤ６２および６４のそれぞれはク
ランクピン６６および６８をそれぞれ有し、それに対してコネクティングロッド７０およ
び７２がそれぞれ取り付けられている。これらは、クロスメンバー１３ｂならびにその上
でコネクティングロッド７０および７２が回転できるピン７６および７８を介して、ピス
トンロッド７４につながる。ピストンロッド７４はピストンヘッド１１ｂに対して連結さ
れるが、これはシリンダー１０ｂ内で往復移動する。クランクシャフト１８ｂは、やはり
、（ピストンヘッド１１ｂと、ピストンロッド７４の形態のサポートメンバーと、クロス
メンバー１３ｂとを含む）ピストン１２ｂがクランクシャフト１８をまたぐように、ピス
トンヘッド１１ｂとクロスメンバー１３ｂとの間に配置される。コネクティングロッド７
０および７２は、このようにして、ピストンに対するコネクティングロッド７０および７
２の作用的連結がピストンの後端部においてクロスメンバー１３ｂ上に存在する状態で、
概してクランクシャフト１８ｂから後端に向って延在する。
【００５４】
　ギヤ６２のカム８０はプッシュロッド８２を作動させるが、これは、今度は、膨張させ
られたガスがエキゾーストポート８８を経て膨張チャンバー３０を出て行くことを可能と
するためにスプリングの影響に抗してエキゾーストバルブ８６を開くロッカー８４を作動
させる。類似のバルブ機構（図示せず）は、（膨張チャンバー３０が最小である場合には
）ＴＤＣにおいてあるいはＴＤＣ付近で始まりＴＤＣ直後までの、ある期間にわたって、
高圧ガスが高圧ガス供給手段（図示せず）から膨張容積３０内に入ることを可能とするた
めに、第２のカム（やはり図示せず）によって作動させられる。
【００５５】
　このメカニズムは菱形駆動機構として知られており、クランクピン７６および７８の半
径、ならびにコネクティングロッド７０および７２の長さを適切に選択することで、ピス
トンヘッド１１ｂの動作は、それがＢＤＣで有するよりも非常に長いドウェル時間をＴＤ
Ｃにおいて備えることができることは明らかである。
【００５６】
　図５は、全てが概して本発明に基づく、ピストン、インレットバルブスプールおよびエ
キゾーストバルブスプールの変位が、クランクシャフトの一回転の間に、どのように変化
するかを示すタイミング図である。この図は、上述した本発明の第１および第２実施形態
の両方の動きを示しているが、それは概して本発明の全ての実施形態の典型である。
【００５７】
　図５から、ピストン（この図の対応一覧において「パワーピストン」と称する）は、Ｂ
ＤＣでのドウェル時間に対して、ＴＤＣ付近で長いドウェル時間を有することが分かる。
図５はまた、インレットバルブがＴＤＣの直前で開き、そしてクランクシャフトの回転の
約２８５度において閉じるポイントを示している。インレットバルブが閉じるとき、ピス
トン曲線は依然として全くフラットであり、ピストンが比較的低速で移動していることを
表していることが分かる。このポイントでのインレットバルブ曲線のスロープはかなり急
であり、バルブがかなり高い速度で移動していることを示している。速度のこの相対的な
差は急速なバルブ閉鎖すなわち「カットオフ」を実現し、これは、膨張チャンバーに供給
される高圧ガスの絞り量を最小化する。図５の分析により、インレットバルブは、約１７
．５の膨張比を提供しながら、クランクシャフト回転の約５５度の間、開いていることも
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分かる。これは、そうした高膨張比のための非常に長い持続時間であり、しかも、この比
が低いピークインレットバルブスプール加速度および力で達成されることを可能とする。
【００５８】
　図５から、ＴＤＣは中間点ではなくドウェル時間における早い時期に生じるので、ＴＤ
Ｃ付近でのピストンドウェル時間が対称ではないことも分かる。これは、ＴＤＣにおいて
あるいはその付近においてインレットバルブを開くことが望まれるとき、より長いインレ
ットバルブ開放時間を可能にするという点で有利である。この非対称性は、上述したよう
に、クランクシャフト軸線とシリンダー軸線との間にオフセットを提供することによって
達成される。
【００５９】
　図５はまた、エキゾーストバルブがピストンＢＤＣからＴＤＣ直前まで、ほぼ正確に開
いていることを示している。これによって、膨張させられたガスは、ピストン上昇行程（
すなわち図１および図２において左方向に移動するピストン１２）において膨張チャンバ
ーから排出されることが可能となる。
【００６０】
　図６は、本発明に基づく実施形態（「本発明」として指し示し、かつ、図５のピストン
変位に関して示されるものと同様）に関して、本発明に基づくが先に言及したオフセット
を持たない実施形態（「本発明、オフセットなし」として指し示す）に関して、単振動（
そのように指し示す）に関して、そしてＴＤＣに比べてＢＤＣにおいて長いドウェル時間
を有する従来型エキスパンダー（「従来型」として指し示す）に関して、ピストンの変位
がクランクシャフトの一回転の間に、どのように変化するかを示すタイミング図である。
【００６１】
　図６から、従来の装置の曲線は単振動に近付くが、それには到達しないことが、そして
、従来の装置のピストンの下死点でのドウェル時間がＢＤＣでの単振動のそれよりも長く
、そしてまた、ＴＤＣでの同じピストンのドウェル時間よりも長いことが分かる。比較に
よって、そのＴＤＣでの単振動曲線および従来の曲線の両方と比較したとき、ＴＤＣでの
両方の曲線の平坦化によって明らかであるように、二つの本発明の装置の曲線はＴＤＣに
おいて、より長いドウェル時間を有する。加えて、両方の本発明の装置に関するＢＤＣで
のドウェル時間は、単振動曲線および従来曲線の両方に関するＢＤＣでのドウェル時間よ
りも短いことがわかる。
【００６２】
　図７（これは図６に示す曲線の一部のみを、そして、説明のために「本発明」および「
単振動」曲線のみを示している）を参照すると、所望の膨張比のためのインレットバルブ
閉鎖に対応する任意のピストン変位距離が設定されている（「ドウェル時間変位」として
図中に記す）。この任意の距離の設定は、本発明によるエキスパンダーのピストンが、イ
ンレットバルブが閉じるポイントにおけるよりもＴＤＣに近い時間の考慮を可能とし、続
いて単振動とその時間の比較を可能にする。
【００６３】
　図から分かるように、ＴＤＣにおける曲線の大まかな平坦化は、「単振動ドウェル時間
」よりも長い「本発明ドウェル時間」をもたらし、そして、上述したように、前者のドウ
ェル時間が後者よりも、ある程度長い場合、これは、本発明によって要求されるような「
長いドウェル時間」であるとみなされる。
【００６４】
　さらなる説明として、図８は、任意に設定された「ドウェル時間変位」ラインを再び利
用して、本発明の手法と単振動との間の比較の異なる組を提供する。実際には（少なくと
も本発明においては）インレットバルブの開放はＴＤＣよりも僅かに手前で生じるであろ
うが、この比較のために、両方の曲線において、インレットバルブはＴＤＣにおいて正確
に開いた状態で示される。この比較において、そして実際、本明細書中で提供される全て
の比較において、両方の曲線に関する膨張比は同じになるように設定され、これは、この
例では１５である。
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【００６５】
　両方の曲線において、インレットバルブに関して完全閉状態から完全開状態へと動作す
るために仮定される時間は同じ（クランク回転の１４度）であり、かつ、閉鎖のための時
間もまた両方に関して１４度に設定される。これは、同じエンジン速度で両方の例におい
て開閉のためにバルブが同じ時間を持つことを保証し、それゆえ、バルブ加速度、力、そ
してその結果としての耐久性は比較のために同じになる。
【００６６】
　図８においては、以下の参考符号が使用される（下側の例の参照符号は本発明を表し、
上側の例の参照符号は単振動を表すことに留意されたい）。
　ａ，Ａは、インレットバルブが開くのに要する時間（またはクランク角）を表すために
使用され、「ａ」は本発明を表し、「Ａ」は単振動を表す。
　ｃ，Ｃは、インレットバルブが閉じるのに要する時間（またはクランク角）を表すため
に使用され、「ｃ」は本発明を表し、「Ｃ」は単振動を表す。
　ｂは、本発明に関してインレットバルブが完全に開いている時間（またはクランク角）
であり、一方、Ｂは、単振動に関してインレットバルブが完全に開いている時間（または
クランク角）である。
　ａ’は本発明に関してインレットバルブが開いている間にピストンが移動する距離を示
し、一方、Ａ’は単振動に関してインレットバルブが開いている間にピストンが移動する
距離を示す。ａ’はＡ’よりも短いことが分かる。
　ｃ’は本発明に関してインレットバルブが閉じている間にピストンが移動する距離を示
し、一方、Ｃ’は単振動に関してインレットバルブが閉じている間にピストンが移動する
距離を示す。ｃ’はＣ’よりも短いことが分かる。
　ｂ’およびＢ’は、本発明および単振動のそれぞれに関してインレットバルブが完全に
開いている各ピストン変位である。ｂ’はＢ’よりも短いことが分かる。
【００６７】
　最後に、やはり本発明の範囲に包含される、その他の変更ならび改変が、本明細書で説
明した形態に対してなされてもよい。
【符号の説明】
【００６８】
　１０　シリンダー
　１０ａ　シリンダー
　１０ｂ　シリンダー
　１１　ピストンヘッド
　１１ａ　ピストンヘッド
　１１ｂ　ピストンヘッド
　１２　第１のピストン
　１２ａ　第２のピストン
　１２ｂ　ピストン
　１３　クロスメンバー
　１３ｂ　クロスメンバー
　１４　コネクティングロッド
　１６　クランク
　１８　クランクシャフト
　１８ａ　クランクシャフト
　１８ｂ　クランクシャフト
　２２　インレットバルブ
　２０　剛体コラム
　２４　インレットバルブスプール
　２６　インレットバルブハウジング
　２８　供給チューブ
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　３０　膨張チャンバー
　３０ａ　膨張チャンバー
　３２　シリンダーヘッド
　３４　インレットポート
　３６　コネクティングロッド
　３８　クランク
　４０　ピン
　４２　ピン
　４４　ギヤ
　４６　ギヤ
　４８　エキゾーストバルブ
　５０　エキゾーストバルブスプール
　５２　エキゾーストバルブハウジング
　５４　コネクティングロッド
　５６　クランク
　５８　エキゾーストポート
　６０　エキゾーストアウトレット
　６２　逆回転ギヤ
　６６　クランクピン
　７０　コネクティングロッド
　７４　ピストンロッド
　７６　クランクピン
　８０　カム
　８２　プッシュロッド
　８４　ロッカー
　８６　エキゾーストバルブ
　８８　エキゾーストポート
　１１０　カム
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