
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
その内部に離間した第１及び第２の軸受を有するハウジングと、
このハウジングを貫通すると共に第１端部から第２端部まで上記軸受を貫通して延びるシ
ャフトであって、空気圧縮機が上記シャフトの第１の端部に取付け可能であり且つ排気ガ
スタービンが上記軸受内で上記シャフトを回転駆動するために上記シャフトの第２の端部
に取付け可能であるシャフトと、
上記ハウジング内の上記軸受間に取付けられた電気モータであって、この電気モータが上
記シャフト上に取付けられたロータと、上記ハウジングに固定されたステータとを有する
電気モータと、を備え、
予め選択された最低速度において、たとえそのような予め選択された最低速度を維持する
のに十分な排気ガスがタービンに供給されなくても、上記電気モータは上記シャフトの回
転を維持すべく電力を加えられることができ、この最低速度は排気ガスタービンだけによ
って与えられるであろう過給空気の量を越える過給空気をエンジンに提供するように予め
選択されて
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おり、
上記シャフトの第２の端部に取付けられたガスタービンロータが存在し、上記ガスタービ
ンロータと上記シャフトの上記第２の端部との間に断熱材をさらに含み、上記ガスタービ
ンロータから上記シャフトへの熱移動を禁止し、
上記シャフトは中空で、上記第１の端部から上記第２の端部へ向けて上記シャフトを通し
て空気を供給する手段をさらに含み、上記シャフトの上記第２の端部から上記モータヘ向



ことを特
徴とするターボチャージャシステム。
【請求項２】
上記ハウジングはその中に上記ステータと近接する流体通路を有し、上記ステータを冷却
する請求項１記載のターボチャージャシステム。
【請求項３】
上記通路は油通路で、上記油通路は上記軸受の潤滑にも接続されている請求項２記載のタ
ーボチャージャシステム。
【請求項４】
軸受油が上記ロータに流入するのを防止するために、上記ロータと上記軸受との間には分
離手段が存在する請求項３記載のターボチャージャシステム。
【請求項５】
上記モータロータは上記シャフト上に取付けられ、上記ロータと上記シャフトとの間に断
熱材を含み、上記モータロータは複数の磁石を含み、それぞれが実質的に円筒管の長手方
向の切片のような形状になっている請求項１記載のターボチャージャシステム。
【請求項６】
上記ロータ磁石の各端部と隣接して上記シャフト上に 輪金が取付けられており、上
記輪金は上記ロータ磁石を抱持してそれらを上記シャフト上に保持する請求項 記載のタ
ーボチャージャシステム。
【請求項７】
更に、実質的に磁石の中心に上記磁石を取巻く 輪金が含まれている請求項 記載の
ターボチャージャシステム。
【発明の詳細な説明】
発明の分野
本発明は、内燃機関の排気ガス駆動ターボチャージャと、特に、低い排気ガス体積のとき
に出力を高める一体型の電気モータの使用に関する。
発明の背景
個々の排気量の内燃機関のパワー出力を増加させるために、追加的な空気を、ターボチャ
ージャの手段によって空気を圧縮することによって、供給することができる。追加的な空
気は、より多い燃料の燃焼を許容し、パワー出力を増加させる。
例えば低速アイドルのような非常に低いエンジン速度では、十分なレベルの過給圧を生じ
させるべくターボチャージャを高速に駆動するための、十分な排気ガスエネルギーがない
。その結果、エンジンのスロットルの開口と、加速時の発煙を防止するのに十分な過給圧
力を生み出すようにターボチャージャが十分速く運転する時との間に相当のラグタイムが
存在する。ラックリミッタやアネロイド制御装置のような燃料制御装置は、無煙の燃焼を
生じさせるべくターボチャージャが十分な空気を供給することができるまで、エンジンシ
リンダに供給する燃料の量を制限するために採用される。これらの燃料制限装置は、スロ
ットルの開口に対するより遅いレスポンスと、のろいエンジン及び車両のレスポンスとを
もたらす。
エンジン出力パワーの増加が要求される時間の最中に排気ガス駆動ターボチャージャの出
力を昇圧させるニーズがある。
発明の要約
本発明を理解する助けのため、本発明を要約すると、本発明は十分なエンジン空気を供給
し、未燃焼炭化水素と排気煙を防止し、加速モードにおいてパワーを速く上昇させるべく
、低い排気ガス流量率のときに圧縮機速度を維持するための一体型の電気モータを有する
、排気ガス駆動ターボチャージャに関する。本発明は、モータの上限温度を制限し、及び
、モータへの熱流れを制限する構成を含む。
本発明の一つの観点は、一体型のモータを含むことによって、排気ガスの膨張と同じ方向
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けて伝導性であった上記シャフトから熱を除去し、
上記空気を供給する手段は空気ポンプを含み、たとえ上記シャフトが回転していないとき
でも、上記シャフトを通して空気を供給することができるように構成されている

第１の
５

第２の ６



のシャフトの回転を助けるべくトルクを供給し、排気ガスの膨張で駆動されるターボチャ
ージャにパワーを供給することである。
本発明の更なる観点は、動作中及び動作後のモータの温度を制限するようにモータを冷却
する設備を備えた、一体型の電気モータを備えた排気ガス駆動ターボチャージャを提供す
ることである。
本発明の更なる観点は、排気ガスタービンと電気モータとの間の熱絶縁を提供し、動作中
及び動作後の両方で、排気ガスタービンから電気モータへの熱流れを制限することである
。
本発明の他の観点は、内部モータから排気ガスタービンへ空気を流して、電気モータのま
わりの構造から熱を除去する、排気ガス駆動圧縮機を提供することである。
本発明の特徴は、添付された請求の範囲に記載された特徴事項により明らかとなる。本発
明は、その構成と動作の仕方の両方と、その更なる目的と有利性とともに、以下の添付図
面と関連づけられた詳細な説明によって、最良に理解されるだろう。
【図面の簡単な説明】
図１は、自動車用の排気ガス駆動ターボチャージャのガスタービンと空気圧縮機とを通り
、軸受とモータハウジングとを通り、軸受ハウジング内の軸受の間に配置された内部モー
タを示した、長手方向の断面図である。
図２は、図１の２－２線にほぼ沿った拡大横方向断面図である。
図３は、モータ及びその周囲の構造を示す拡大断面図である。
好ましい実施形態の説明
本発明のターボチャージャシステムは、図１において全体が符号１０で示される。ガスタ
ービン１２及び空気過給圧縮機１４は、それらの連結シャフト１６の中心軸上に、縦方向
の断面図で主として示されている。ガスタービンは、ディーゼルエンジンのような内燃機
関からの排気ガスを受入れるべく連結された、入力スクロール１８を有する。インペラ２
０は、シャフト１６上に取付けられ、排気ガスを膨張させる。廃排気ガスは排気管２２か
ら排気される。インペラ２０は、シャフト１６にトルクを伝え、シャフトを回転させる。
シャフトの他端では、空気取入口２４が外気から空気フィルタ又はその類似物を通過した
空気を受入れ、空気フィルタは大きな物質の汚染物を除去する。空気取入口２４はターボ
チャージャの一部であり、スクロール２６を含む。圧縮機インペラ２８はシャフト１６上
に取付けられて一体的に回転する。圧縮機インペラの回転はスクロールによって供給され
た取入空気を圧縮し、ときにはインタークーラー熱交換器を通って、内燃機関に入る。
全体が３０で示される軸受及びモータハウジングは、図２に見られるように、内部部品の
組立が容易なように分割されたハウジングである。しかしながら、ハウジング３０は、図
面の明瞭さのために、図１には断面図で示されている。軸受３２と軸受３４は、実質的に
軸受ハウジング３０の端部において、シャフト１６を抱持する。軸受はできるだけ離して
間隔をおくことが、シャフトの安定性を与えるために望ましい。軸受を支持するのに加え
て、圧縮機スクロール２６とタービンスクロール１８とが軸受ハウジング３０に取付けら
れる。油取入口３６はエンジンオイルを軸受ハウジングに供給し、油は環状の油通路３８
に入る。軸受３２と３４への潤滑油は、環状の油通路３８から、軸受油通路４０と４２に
よって与えられる。同様の構造が図２及び３にも見られる。環状の油通路３８は、ドレン
開口４４及び４６をドレン室４８へ通じて有し、ドレン室は油をエンジンへ戻して循環さ
せるための出口結合５０を有する。軸受３２及び３４から軸受ハウジングの内側に向けて
流出した油は、直接ドレン室に流入する。軸受からドレン室の外方向に移動した油は、戻
り通路５２と５４とを通ってドレン室に戻される。シャフトはシール５６及び５８を有し
、油が圧縮機及び膨張機に流出するのを防止する。
上述したように、例えばアイドルのような非常に低いエンジン速度では、十分なレベルの
過給圧を生じさせるべくターボチャージャを高速に駆動するための、十分な排気ガスエネ
ルギーがない。その結果、エンジンのスロットルの開口と、加速時の発煙を防止するのに
十分な過給圧力を生み出すようにターボチャージャが十分速く運転する時との間に相当の
ラグタイムが存在する。圧縮機が過度に低速で運転することの問題点に打勝つために、軸
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受ハウジング内の軸受同士の間に電気モータ５６が取付けられ、そのロータがシャフト上
に取付けられる。電気モータの好ましいタイプは、ロータに永久磁石を有するもので、モ
ータに期待される高速における整流の問題を避けることができる。図３に見られるように
、シャフト１６は直径の減少した首部５８を有し、そこに断熱材６０が配置される。断熱
材のまわりに４個の磁石６２，６４，６６及び６８が配置される（図２参照）。磁石は互
いにわずかに離されて、磁極端同士が接触しないようにされている。磁石は円筒管の長手
方向の切片のように形成されている。磁石の長さは首部５８を満たすようになっている。
輪金７０が磁石の中心のまわりに緊設され、磁石が高い遠心力に耐えるのを助ける。
モータの左側に示された油切り構造７２と、モータの右側に示された油切り構造７４との
それぞれが、３つの機能をはたす。油切り円板７６はモータから油を遠ざける。加えて、
シール７８が油をモータから遠ざける。そのうえ、シャフト１６を抱持する油切り構造の
輪金が凹部８０を有し、これが磁石の端部を抱持する。従って、油切り構造の輪金が磁石
の外周を抱持して、端部を長手方向及び放射状方向ともに所定の位置に保持する。
電気モータ５６のステータ８２は、積層８４のような複数の積層からなり、好適な透磁性
材料でできている。図２に見られるように、積層は磁極８６のような６個の磁極を画定す
るように形成される。磁極は、磁極８６上の巻線８８のように、巻線を有する。これらの
巻線はモータの外側に電気的に接続され、適切に選択されることができて、シャフトのま
わりに回転磁場を発生させるべく順々に電力を供給される。この回転磁場は、モータのロ
ータを形成する磁石６２～６８の磁場と結合して、シャフト１６の回転を起す。磁場の回
転速度の制御はモータの速度をコントロールする。
この性質の環境では、電気モータへの熱の流れを制御することと、モータが到達する最高
温度を制限することが非常に重要である。主要な熱源は、ターボチャージャシステムのス
クロール１８に到達する、内燃機関の排気である。スクロールは軸受ハウジング３０に直
接に取付けられているが、取付は最小面積になるように形づくられて、スクロールからハ
ウジングへの熱移動を減少させる。環状の油通路３８はモータの積層の直接外側にあり、
ハウジング３０に入った熱の大部分を除去するのは、この油流れである。環状の通路はモ
ータに近くなっており、それを通しての流れは、システムが平衡動作にあるときの、温度
を制限するのに適切である。断熱材６０は、ロータ磁石とのやりとりの熱移動を減少させ
る。加えて、ガスタービンインペラ２０は好ましくは、図１に見られるような、シャフト
１６のガスタービン側の端部を包む、断熱材カップ９０上に取付けられている。タービン
ロータの下、及び、モータロータマグネットの下の断熱材の設備と、連続的な油循環によ
る油冷却との組合わせは、実質的な平衡条件の最中にモータの温度を低く抑えるのに十分
である。
妥当な負荷での平衡条件の運転が続いた後にシステムがシャットダウンされたとき、他の
問題が生じる。ガスタービンスクロール１８とそのロータ２０とには相当な熱容量が存在
し、これは排気ガス温度で動作してきていた。スクロールは、これまた高温のエンジンの
排気システムと機械的に連結されている。タービン出力はマフラーに連結されているが、
排気管は通常は薄壁構造で、従って多くの熱を伝熱して逃すことができない。シャットダ
ウンすると、排気ガスタービンスクロールの熱容量の熱は、主として軸受とモータハウジ
ング３０へ通過して、それらの温度を上昇させる。このベアリングハウジングとモータへ
の熱の浸透は、熱が他に放熱されないかぎり、受入れ難い高温に昇温させるかも知れない
。磁石のキューリー点は越えてはならず、キューリー点は材料に依存する。より高価な材
料はより高いキューリー点を有する。従って、温度を制限することはまた、安価な磁石材
料の使用を許容する。ガスタービンインペラの下の断熱材と、磁石の下の断熱材６０とは
、共に磁石の温度を制限する。
現在の好ましい実施形態では、シャフト１６の中心に空気通路９０’を貫設することが望
ましい。モータ９２は空気ポンプ９４を駆動し、これがスクリーン９６を通して空気を吸
込む。スクリーンは従来型の空気フィルタかも知れない。空気ポンプは、空気を下向きの
逆流防止弁９８に通し、アーム１００を通してノズル１０２に達する。ノズル１０２は空
気を空気通路９０’に通して供給し、排気管２２内のシャフトの端部から排出する。これ
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は、熱がガスタービンスクロールからシャフトに浸透してきた方向とは逆向きの方向に、
熱をシャフトから除去するように移動させる。
空気を中空のシャフトに通して提供するこの冷却システムは、シャットダウンに際して熱
が軸受ハウジングへ浸透して電気モータの温度が過熱するのを防止するために原理的に必
要であるけれども、設けられている以上、ターボチャージャシステムの運転最中に動作さ
せてもよい。圧縮空気が空気圧縮機１４から入手可能なので、それをスクロール２６から
分岐取出して、逆流防止弁１０４に供給してＴ字管１０６に達し、そこで流れはアーム１
００の下方への通路へ接続する。逆流防止弁９８及び１０４の目的は、ターボチャージャ
システムのシャットダウン時に空気ポンプ９４がスクロールに空気を供給することを防止
するとともに、ターボチャージャシステムの動作中の時にスクロールが空気ポンプ９４に
空気を供給することを防止することである。上述したように、この中空のシャフトとその
空気冷却システムとの使用は、他の熱流制御と温度制限構造によっては不可欠ではない。
従って、それぞれを独立して使用しても良い。
本発明は、その現在予想されるベストモードで記述されたが、当業者の能力の範囲内で発
明的能力を行使せずに数々の変更，態様，実施形態が可能なことは明らかである。従って
、本発明の範囲は、以下の請求の範囲によって定められる。
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【 図 ３ 】
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