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(57)【要約】
内燃機関との使用のためのターボチャージャが、提供さ
れる。ターボチャージャは、キャリア部分（２２６）を
有する差動デバイス（２０４）と、コンプレッサ部分（
２１２）と、タービン部分（２１０）とを備えている。
コンプレッサ部分は、差動デバイスの第１の部分（２２
２）と駆動係合する。タービン部分は、差動デバイスの
第２の部分（２２４）と駆動係合する。差動デバイスの
キャリア部分は、無段変速トランスミッション（２０８
）と駆動係合する。無段変速トランスミッションは、内
燃機関（２０２）と駆動係合する。ターボチャージャは
、簡単に制御され、ターボラグを短縮し、ターボチャー
ジャのブースト閾値を低下させ、内燃機関の効率を増加
させる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内燃機関との使用のためのターボチャージャであって、前記ターボチャージャは、
　キャリア部分を有する差動デバイスと、
　前記差動デバイスの第１の部分と駆動係合しているコンプレッサ部分と、
　前記差動デバイスの第２の部分と駆動係合しているタービン部分と
　を備え、
　前記差動デバイスの前記キャリア部分は、無段変速トランスミッションと駆動係合し、
前記無段変速トランスミッションは、前記内燃機関と駆動係合している、ターボチャージ
ャ。
【請求項２】
　前記差動デバイスの第１の部分は、第１のサイドギヤであり、前記差動デバイスの第２
の部分は、第２のサイドギヤである、請求項１に記載の内燃機関との使用のためのターボ
チャージャ。
【請求項３】
　前記第１のサイドギヤは、複数の磁石を備え、前記第２の駆動ギヤは、複数の磁石を備
えている、請求項２に記載の内燃機関との使用のためのターボチャージャ。
【請求項４】
　前記コンプレッサ部分は、複数の磁石を備え、タービン部分は、複数の磁石を備え、前
記コンプレッサ部分は、前記第１のサイドギヤと磁気駆動係合し、前記タービン部分は、
前記第２のサイドギヤと磁気駆動係合している、請求項３に記載の内燃機関との使用のた
めのターボチャージャ。
【請求項５】
　前記コンプレッサ部分と前記第１のサイドギヤとは、デバイスを調節する第１の磁気駆
動比率を形成し、前記タービン部分と前記第２のサイドギヤとは、デバイスを調節する第
２の磁気駆動比率を形成する、請求項４に記載の内燃機関との使用のためのターボチャー
ジャ。
【請求項６】
　複数の磁石を含む複数のスパイダギヤをさらに備え、前記複数のスパイダギヤは、前記
第１のサイドギヤおよび前記第２のサイドギヤと磁気駆動係合している、請求項３に記載
の内燃機関との使用のためのターボチャージャ。
【請求項７】
　少なくとも１つの中間フェライト部材をさらに備え、前記中間フェライト部材は、前記
複数のスパイダギヤと前記第１のサイドギヤおよび前記第２のサイドギヤのうちの一方と
の間に配置されている、請求項６に記載の内燃機関との使用のためのターボチャージャ。
【請求項８】
　前記差動デバイスの前記第１の部分は、第１の駆動リングであり、前記差動デバイスの
前記第２の部分は、第２の駆動リングである、請求項１に記載の内燃機関との使用のため
のターボチャージャ。
【請求項９】
　複数のボールをさらに備え、前記複数のボールは、前記差動デバイスの前記第１の駆動
リングおよび前記第２の駆動リングと駆動係合している、請求項８に記載の内燃機関との
使用のためのターボチャージャ。
【請求項１０】
　比率調節デバイスをさらに備え、前記比率調節デバイスは、前記差動デバイスおよび前
記無段変速トランスミッションと駆動係合している、請求項１に記載の内燃機関との使用
のためのターボチャージャ。
【請求項１１】
　複数のスパイダギヤをさらに備え、前記複数のスパイダギヤは、前記差動デバイスの前
記第１の部分および第２の部分と駆動係合している、請求項１に記載の内燃機関との使用
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のためのターボチャージャ。
【請求項１２】
　差動筐体をさらに備え、前記差動デバイスの前記第１の部分および第２の部分は、前記
差動筐体内に配置され、前記差動筐体は、前記無段変速トランスミッションと駆動係合し
ている、請求項１に記載の内燃機関との使用のためのターボチャージャ。
【請求項１３】
　出力シャフトをさらに備え、前記出力シャフトは、前記差動デバイスおよび前記無段変
速トランスミッションと駆動係合している、請求項１に記載の内燃機関との使用のための
ターボチャージャ。
【請求項１４】
　前記出力シャフトは、前記コンプレッサ部分および前記タービン部分の一方を通過する
、請求項１３に記載の内燃機関との使用のためのターボチャージャ。
【請求項１５】
　比率調節デバイスをさらに備え、前記比率調節デバイスは、前記コンプレッサ部分およ
び前記差動デバイスの前記第１の部分、および前記タービン部分および前記差動デバイス
の前記第２の部分のうちの少なくとも１つと駆動係合している、請求項１に記載の内燃機
関との使用のためのターボチャージャ。
【請求項１６】
　内燃機関との使用のためのターボチャージャであって、前記ターボチャージャは、
　キャリア部分を有する差動デバイスと、
　前記差動デバイスの第１の部分と駆動係合しているコンプレッサ部分と、
　前記差動デバイスの第２の部分と駆動係合しているタービン部分と、
　前記差動デバイスのキャリア部分および比率調節デバイスと駆動係合している出力シャ
フトと
　を備え、
　前記比率調節デバイスは、無段変速トランスミッションとさらに係合し、前記無段変速
トランスミッションは、前記内燃機関と駆動係合している、ターボチャージャ。
【請求項１７】
　第２の比率調節デバイスをさらに備え、前記第２の比率調節デバイスは、前記コンプレ
ッサ部分および前記差動デバイスの前記第１の部分、および前記タービン部分および前記
差動デバイスの前記第２の部分のうちの少なくとも１つと駆動係合している、請求項１６
に記載の内燃機関との使用のためのターボチャージャ。
【請求項１８】
　前記差動デバイスの前記第１の部分は、複数の磁石を備え、前記差動デバイスの前記第
２の部分は、複数の磁石を備えている、請求項１６に記載の内燃機関との使用のためのタ
ーボチャージャ。
【請求項１９】
　複数のボールをさらに備え、前記差動デバイスの前記第１の部分は、第１の駆動リング
であり、前記差動デバイスの前記第２の部分は、第２の駆動リングであり、前記複数のボ
ールは、前記差動デバイスの前記第１の駆動リングおよび前記第２の駆動リングと駆動係
合している、請求項１６に記載の内燃機関との使用のためのターボチャージャ。
【請求項２０】
　内燃機関との使用のためのターボチャージャであって、前記ターボチャージャは、
　キャリア部分を有する差動デバイスと、
　前記差動デバイスの第１の部分と駆動係合しているコンプレッサ部分と、
　前記差動デバイスの第２の部分と駆動係合しているタービン部分と、
　前記コンプレッサ部分および前記差動デバイスの第１の部分、および前記タービン部分
および前記差動デバイスの第２の部分のうちの少なくとも１つと駆動係合している第１の
比率調節デバイスと、
　前記差動デバイスの前記キャリア部分および第２の比率調節デバイスと駆動係合してい
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る出力シャフトと
　を備え、
　前記第２の比率調節デバイスは、無段変速トランスミッションとさらに係合し、前記無
段変速トランスミッションは、前記内燃機関と駆動係合している、ターボチャージャ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（優先権の主張）
　本願は、米国仮出願第６１／７６２，３７９号（２０１３年２月８日出願）に対する優
先権の利益を主張し、上記出願は、その全体が参照により本明細書に引用される。
【０００２】
　（技術分野）
　本発明は、エネルギー回収システムに関し、より具体的には、内燃機関とともに使用さ
れる廃熱回収システムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　従来の往復運動ピストン機関では、周囲空気が、典型的には、ピストンの吸気（または
、吸入）ストロークの間、機関シリンダの内側に引き込まれる。シリンダ容積によって除
算されるピストンによる機関シリンダの中に吸入される空気の量である、容積効率は、大
気圧と空気をシリンダの中に取り込むために必要とされる圧力変化との両方によって制限
される。容積効率の増加は、相対的機関損失を減少させ、機関効率を増加させ、また、機
関の変位を増加させることなく、機関のパワー出力を増加させる。関連する一般的傾向は
、機関のサイズ縮小であり、これは、機関からの略同一量のパワー出力を維持しながら、
機関損失を有意に減少させるために、機関のサイズが縮小されることを意味する。
【０００４】
　自然吸引型機関の容積効率を改善するために、２つの強制的吸入デバイスが、典型的に
は、使用され得る。すなわち、ターボチャージャまたはスーパーチャージャである。スー
パーチャージャは、典型的には、機関の中への吸気前に追加の空気を圧縮するために、機
関クランクシャフトと駆動係合しているコンプレッサを備えている。スーパーチャージャ
は、排ガス流から運動エネルギーを回収しないので、本明細書では詳細に論じられない。
代わりに、スーパーチャージャは、機関の容積効率を増加させることによって、機関のパ
ワーを増加させる。
【０００５】
　図１は、先行技術において公知のターボチャージャ１００の断面スケッチを示す。半径
方向流入タービンエキスパンダであるタービン１０２が示され、タービン１０２は、吸気
ポート１０４を有し、排ガス流は、吸気ポート１０４においてタービン１０２に半径方向
に進入し、出口ポート１０６を通して軸方向に退出する。タービン１０２の複数のブレー
ド１０８が、排ガス流からの運動エネルギーの回収を可能にし、排ガス流は、中心ロータ
ハブ１１０に向けられる。中心ロータハブ１１０はまた、コンプレッサ１１２と駆動係合
され、コンプレッサ１１２において、気流は、吸気ポート１１４に軸方向に進入し、コン
プレッサ１１２の複数のブレード１１８によって、半径方向に出口ポート１１６に押され
る。設計における固有の制限のため、ターボチャージャ１００は、複雑な制御方法論を使
用して、またはターボチャージャ１００へのコストがかかる技術の追加を通して解決され
得る、いくつかの問題にさらされる。
【０００６】
　そのようなターボチャージャに関連付けられた問題の１つは、圧力上昇による機関の構
成要素への損傷を伴わずに機関が耐えることができる最大ブースト圧である。さらに、機
関のノッキングは、ターボチャージャを損傷させ得る。ブースト圧は、コンプレッサが、
直接、タービンに連結されているので、排ガスの量に応じて増加する。ある点で、圧力は
、機関の吸気マニホールドにおける圧力上昇に関連した機関ノッキングおよび他の潜在的
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損傷を回避するために制限される必要がある。本問題は、一般に、ウエストゲートの使用
を通して補正される。ウエストゲートは、タービンからの排ガスの一部を迂回させ、した
がって、圧力およびタービンによって回収され得るエネルギーの量を制限する。ターボチ
ャージャの従来の構成では、過剰な廃排気およびウエストゲートの複雑な制御は、回避さ
れることができない。
【０００７】
　そのようなターボチャージャ問題に関連付けられた別の問題は、ターボラグとして知ら
れる動態である。ターボラグは、車両のスロットルにおける調節に応答して、ターボチャ
ージャのパワー出力を調節するために要求される時間である。ターボラグは、排気システ
ムおよびタービンによって要求される圧力ブーストを生成するために必要とされる時間の
量によって引き起こされる。ターボラグは、ターボチャージャの構成要素の慣性、ターボ
チャージャ内の摩擦の量、ターボチャージャの初期速度、およびタービンを通過する排ガ
スの量に著しく依存する。ターボラグを短縮するためのいくつかの方法が、存在する。例
えば、他の改良の中でもとりわけ、回転慣性を減少させ、タービンの縦横比を変更し、可
変幾何学形状構成要素を使用することが可能であるが、全ての改良は、ターボチャージャ
のコストおよび複雑性に著しく影響を及ぼす。
【０００８】
　そのようなターボチャージャに関連付けられた別の問題は、ブースト閾値である。ター
ボチャージャは、十分なエネルギーがタービンによって回収されることができるときだけ
、ブーストの産生を開始する。要求される運動エネルギー量がない場合、ターボチャージ
ャは、要求されるブースト量を提供することが不可能であろう。本制限が消失する機関速
度は、ブースト閾値速度と呼ばれる。ブースト閾値速度は、機関サイズおよび機関の動作
速度、スロットル開放、ならびにターボチャージャの設計に依存する。ブースト閾値の結
果、ターボチャージャを含む車両のオペレータは、機関がある速度下で動作されるとき、
ターボチャージャの無効性に気付き得る。
【０００９】
　そのようなターボチャージャに関連付けられた最終問題は、ターボチャージャのエネル
ギー回収能力に基づく。ターボチャージャのタービンは、吸気ガスを圧縮するために、エ
ネルギーを排ガス流から回収可能であるに過ぎない。車両のオペレータが、機関から低パ
ワー出力量を要求する場合、吸気ガスの圧縮は、必要なく、排ガス流内の運動エネルギー
は全て、ウエストゲートを使用して、タービンの周囲に向けられる。ウエストゲートを使
用してタービンの周囲に排ガス流を向けることは、ターボチャージャにとって、非効率的
動作様式である。
【００１０】
　簡単に制御され、ターボラグを短縮し、ターボチャージャのブースト閾値を低下させ、
内燃機関の効率を増加させる、内燃機関のためのターボチャージャを開発することが有利
となるであろう。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明によってここに提供されるように、簡単に制御され、ターボラグを短縮し、ター
ボチャージャのブースト閾値を低下させ、内燃機関の効率を増加させる、内燃機関のため
のターボチャージャが、驚くことに発見された。
【００１２】
　一実施形態では、本発明は、内燃機関のためのターボチャージャを対象とする。ターボ
チャージャは、キャリア部分を有する差動デバイスと、コンプレッサ部分と、タービン部
分とを備えている。コンプレッサ部分は、差動デバイスの第１の部分と駆動係合する。タ
ービン部分は、差動デバイスの第２の部分と駆動係合する。差動デバイスのキャリア部分
は、無段変速トランスミッションと駆動係合する。無段変速トランスミッションは、内燃
機関と駆動係合する。
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【００１３】
　別の実施形態では、本発明は、内燃機関のためのターボチャージャを対象とする。ター
ボチャージャは、キャリア部分を有する差動デバイスと、コンプレッサ部分と、タービン
部分と、出力シャフトとを備えている。コンプレッサ部分は、差動デバイスの第１の部分
と駆動係合する。タービン部分は、差動デバイスの第２の部分と駆動係合する。出力シャ
フトは、差動デバイスのキャリア部分および比率調節デバイスと駆動係合する。比率調節
デバイスはさらに、無段変速トランスミッションと係合する。無段変速トランスミッショ
ンは、内燃機関と駆動係合する。
【００１４】
　さらに別の実施形態では、本発明は、内燃機関のためのターボチャージャを対象とする
。ターボチャージャは、キャリア部分を有する差動デバイスと、コンプレッサ部分と、タ
ービン部分と、第１の比率調節デバイスと、出力シャフトを備えている。コンプレッサ部
分は、差動デバイスの第１の部分と駆動係合する。タービン部分は、差動デバイスの第２
の部分と駆動係合する。第１の比率調節デバイスは、コンプレッサ部分および差動デバイ
スの第１の部分、およびタービン部分および差動デバイスの第２の部分のうちの少なくと
も１つと駆動係合する。出力シャフトは、差動デバイスのキャリア部分および第２の比率
調節デバイスと駆動係合する。第２の比率調節デバイスはさらに、無段変速トランスミッ
ションと係合する。無段変速トランスミッションは、内燃機関と駆動係合する。
【００１５】
　本発明の種々の側面は、付随の図面に照らして熟読されることによって、好ましい実施
形態の以下の発明を実施するための形態から当業者に明白となるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
　本発明の前述ならびに他の利点は、付随の図面に照らして検討されることによって、以
下の発明を実施するための形態から当業者に容易に明白となるであろう。
【図１】図１は、従来技術において公知のターボチャージャの断面側面図の略図である。
【図２】図２は、本発明によるターボチャージャの実施形態の断面側面図の略図であり、
ターボチャージャは、比率調節デバイス、無段変速トランスミッション、および内燃機関
と駆動係合する。
【図３】図３は、本発明の別の実施形態によるターボチャージャの実施形態の断面側面図
の略図であり、ターボチャージャは、比率調節デバイス、無段変速トランスミッション、
および内燃機関と駆動係合する。
【図４】図４は、本発明の別の実施形態によるターボチャージャの実施形態の断面側面図
の略図であり、ターボチャージャは、比率調節デバイス、無段変速トランスミッション、
および内燃機関と駆動係合する。
【図５】図５は、本発明の別の実施形態によるターボチャージャの実施形態の断面側面図
の略図であり、ターボチャージャは、比率調節デバイス、無段変速トランスミッション、
および内燃機関と駆動係合する。
【図６】図６は、本発明の別の実施形態によるターボチャージャの実施形態の断面側面図
の略図であり、ターボチャージャは、比率調節デバイス、無段変速トランスミッション、
および内燃機関と駆動係合する。
【図７】図７は、本発明の別の実施形態によるターボチャージャの実施形態の断面側面図
の略図であり、ターボチャージャは、比率調節デバイス、無段変速トランスミッション、
および内燃機関と駆動係合する。
【図８】図８は、本発明の実施形態の任意のものによる、ターボチャージャの速度図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明は、そうではないことが明示的に規定されない限り、種々の代替の向きおよびス
テップシーケンスを想定し得ることを理解されたい。また、添付の図面に図示され、以下
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の明細書に説明される具体的デバイスおよびプロセスは、単に、本明細書に定義される本
発明の概念の例示的実施形態であることを理解されたい。故に、開示される実施形態に関
連する具体的寸法、方向、または他の物理的特性は、別様に明示的に記載されない限り、
限定として見なされない。
【００１８】
　図２は、内燃機関２０２との使用のためのターボチャージャ２００を図式的に図示する
。ターボチャージャ２００は、内燃機関２０２と駆動係合および流体連通する。ターボチ
ャージャ２００は、差動デバイス２０４、比率調節デバイス２０６、および無段変速トラ
ンスミッション２０８を通して、内燃機関２０２と駆動係合する。典型的には、内燃機関
２０２は、車両（図示せず）のための動力源として使用される。しかしながら、内燃機関
２０２は、固定動力発生用途等の他の用途において使用され得ることを理解されたい。
【００１９】
　ターボチャージャ２００は、タービン部分２１０と、コンプレッサ部分２１２と、差動
デバイス２０４と、出力シャフト２１４とを含む。タービン部分２１０、コンプレッサ部
分２１２、差動デバイス２０４、および出力シャフト２１４は、複数の軸受（図示せず）
を使用して、筐体２１６内に回転可能に搭載される。タービン部分２１０およびコンプレ
ッサ部分２１２は、差動デバイス２０４を通して、出力シャフト２１４と駆動係合される
。当技術分野において公知であるように、タービン部分２１０は、内燃機関２０２の排気
ポート２１８を介して排ガスによって駆動される。タービン部分２１０は、差動デバイス
２０４を通して、コンプレッサ部分２１２と駆動係合され、圧縮された空気を内燃機関２
０２の吸気ポート２２０に提供する。出力シャフト２１４はまた、比率調節デバイス２０
６および無段変速トランスミッション２０８を通して、内燃機関２０２と駆動係合される
。しかしながら、タービン部分２１０およびコンプレッサ部分２１２は、その間の無段変
速駆動係合を促進する別の様式において、内燃機関２０２と駆動係合され得ることを理解
されたい。図２に示されるように、出力シャフト２１４は、コンプレッサ部分２１２を通
して形成される中心穿孔２２１を通過する。しかしながら、出力シャフト２１４は、ター
ビン部分２１０を通過し得、または出力シャフト２１４は、別の様式において、内燃機関
２０２と駆動係合され得ることを理解されたい。
【００２０】
　差動デバイス２０４は、第１のサイドギヤ２２２と、第２のサイドギヤ２２４と、差動
キャリア２２６と、複数のスパイダギヤ２２８とを備えている。第１のサイドギヤ２２２
、第２のサイドギヤ２２４、差動キャリア２２６、および複数のスパイダギヤ２２８は、
タービン部分２１０とコンプレッサ部分２１２との間で筐体２１６内に配置される。第１
のサイドギヤ２２２および第２のサイドギヤ２２４は、それぞれ、コンプレッサ部分２１
２およびタービン部分２１０上に配置され、それらとスプライン係合される、べベルギヤ
である。代替として、第１のサイドギヤ２２２および第２のサイドギヤ２２４は、それぞ
れ、コンプレッサ部分２１２およびタービン部分２１０と一体的に形成され得ることを理
解されたい。差動キャリア２２６は、その上に複数のスパイダギヤ２２８が回転可能に配
置される、出力シャフト２１４と駆動係合する部材である。複数のスパイダギヤ２２８は
、各々、第１のサイドギヤ２２２および第２のサイドギヤ２２４と駆動係合する、べベル
ギヤであり、それらの間の差動作用を促進する。図２は、２つのスパイダギヤ２２８を有
する、差動デバイス２０４を図示する。しかしながら、差動デバイス２０４は、３つ以上
のスパイダギヤ２２８を含み得ることを理解されたい。また、図２に示されるべベルギヤ
式差動の代わりに、遊星式差動を含むように適合されるターボチャージャ２００も本発明
の範囲内であることを理解されたい。
【００２１】
　内燃機関２０２は、少なくとも、機関ブロック（図示せず）と、機関出力２３２とを備
えている。しかしながら、内燃機関２０２は、典型的には、複数の弁、複数のピストン、
少なくとも１つのクランクシャフト、複数の接続ロッド、クラッチデバイス、燃料送達シ
ステム、点火システム、および冷却システム等の他の構成要素を含むであろうことを理解
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されたい。内燃機関２０２は、吸気ポート２２０および排気ポート２１８を通して、ター
ボチャージャ２００と流体連通する。内燃機関２０２は、無段変速トランスミッション２
０８および比率調節デバイス２０６を通して、出力シャフト２１４と駆動係合する。内燃
機関２０２は、ターボチャージャに取り付けられ得る任意のタイプの内燃機関であり得る
。
【００２２】
　比率調節デバイス２０６は、出力シャフト２１４および無段変速トランスミッション２
０８と駆動係合する、駆動比率調節デバイスである。比率調節デバイス２０６は、出力シ
ャフト２１４と無段変速トランスミッション２０８との間の駆動比率を調節する、固定比
率デバイスである。非限定的実施例として、比率調節デバイス２０６は、互に駆動係合さ
れる、複数のギヤを備え得る。図２は、出力シャフト２１４の一部の周りに配置される、
比率調節デバイス２０６を図示する。しかしながら、比率調節デバイス２０６は、例えば
、ギヤ、ベルト、またはパワー・テイク・オフ等を通して、別の様式において、配列され
得ることを理解されたい。
【００２３】
　無段変速トランスミッション２０８は、比率調節デバイス２０６および内燃機関２０２
と駆動係合する、駆動比率調節デバイスである。無段変速トランスミッション２０８は、
無限数の駆動比率で設置され、比率調節デバイス２０６と内燃機関２０２との間の駆動係
合を促進し得る。無段変速トランスミッション２０８は、正駆動比率、負駆動比率、およ
びゼロ駆動比率で設置され得ることを理解されたい。無段変速トランスミッション２０８
は、内燃機関２０２をターボチャージャ２００から駆動係合解除するためのクラッチデバ
イス（図示せず）を含み得る。非限定的実施例として、無段変速トランスミッション２０
８は、傾斜ボール式無段変速トランスミッションまたは別のタイプの無段変速トランスミ
ッションであり得る。図２は、出力シャフト２１４の一部の周りに配置される、無段変速
トランスミッション２０８を図示する。しかしながら、無段変速トランスミッション２０
８は、例えば、ギヤ、ベルト、またはパワー・テイク・オフ等を通して、別の様式におい
て、配列され得ることを理解されたい。電気モータ（図示せず）と置換され、電気モータ
が、ターボチャージャ２００を組み込む車両の制御システム（図示せず）と電気通信する
、無段変速トランスミッション２０８も本発明の範囲内であることも理解されたい。
【００２４】
　図３は、本発明の別の実施形態による、内燃機関３０２との使用のためのターボチャー
ジャ３００を図式的に図示する。図３に示される実施形態は、図２に図示される内燃機関
２０２との使用のためのターボチャージャ２００と類似構成要素を含む。図３に示される
実施形態の類似特徴は、以下に説明される特徴を除き、類似系列で番号が付与される。
【００２５】
　図３は、内燃機関３０２との使用のためのターボチャージャ３００を図式的に図示する
。ターボチャージャ３００は、内燃機関３０２と駆動係合および流体連通する。ターボチ
ャージャ３００は、差動デバイス３４０、比率調節デバイス３０６、および無段変速トラ
ンスミッション３０８を通して、内燃機関３０２と駆動係合する。典型的には、内燃機関
３０２は、車両（図示せず）のための動力源として使用される。しかしながら、内燃機関
３０２は、固定動力発生用途等の他の用途において使用され得ることを理解されたい。
【００２６】
　差動デバイス３４０は、第１のサイドギヤ３４２と、第２のサイドギヤ３４４、差動キ
ャリア３４６と、複数のスパイダギヤ３４８とを備えている。第１のサイドギヤ３４２、
第２のサイドギヤ３４４、差動キャリア３４６、および複数のスパイダギヤ３４８は、タ
ービン部分３１０とコンプレッサ部分３１２との間で筐体３１６内に配置される。
【００２７】
　第１のサイドギヤ３４２および第２のサイドギヤ３４４は、それぞれ、コンプレッサ部
分３１２およびタービン部分３１０上に配置され、それらとスプライン係合される、磁気
べベルギヤである。サイドギヤ３４２、３４４の各々は、サイドギヤ３４２、３４４の面
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に円形パターンで配列される、複数の磁石を備えている。交互磁石の極性は、複数のスパ
イダギヤ３４８の各々を磁気係合するために逆転され得る。代替として、第１のサイドギ
ヤ３４２および第２のサイドギヤ３４４は、それぞれ、コンプレッサ部分３１２およびタ
ービン部分３１０と一体的に形成され得ることを理解されたい。
【００２８】
　差動キャリア３４６は、その上に複数のスパイダギヤ３４８が回転可能に配置される、
出力シャフト３１４と駆動係合する部材である。
【００２９】
　複数のスパイダギヤ３４８は、それぞれ、第１のサイドギヤ３４２および第２のサイド
ギヤ３４４と磁気係合する、磁気べベルギヤであり、その間の差動作用を促進する。スパ
イダギヤ３４８の各々は、ギヤ３４８の面に円形パターンで配列される、複数の磁石を備
えている。交互磁石の極性は、サイドギヤ３４２、３４４の各々を磁気係合するために逆
転され得る。図３は、２つのスパイダギヤ３２８を有する差動デバイス３４０を図示する
。しかしながら、差動デバイス３４０は、３つ以上のスパイダギヤ３４８を含み得ること
を理解されたい。
【００３０】
　図４は、本発明の別の実施形態による、内燃機関４０２との使用のためのターボチャー
ジャ４００を図式的に図示する。図４に示される実施形態は、図２に図示される内燃機関
２０２との使用のためのターボチャージャ２００と類似構成要素を含む。図４に示される
実施形態の類似特徴は、以下に説明される特徴を除き、類似系列で番号が付与される。
【００３１】
　図４は、内燃機関４０２との使用のためのターボチャージャ４００を図式的に図示する
。ターボチャージャ４００は、内燃機関４０２と駆動係合および流体連通する。ターボチ
ャージャ４００は、差動デバイス４５０、比率調節デバイス４０６、および無段変速トラ
ンスミッション４０８を通して、内燃機関４０２と駆動係合する。典型的には、内燃機関
４０２は、車両（図示せず）のための動力源として使用される。しかしながら、内燃機関
４０２は、固定動力発生用途等の他の用途において使用され得ることを理解されたい。
【００３２】
　差動デバイス４５０は、第１のサイドギヤ４５２と、第２のサイドギヤ４５４と、第１
の中間フェライト部材４５５と、第２の中間フェライト部材４５６と、差動キャリア４５
７と、複数のスパイダギヤ４５８とを備えている。第１のサイドギヤ４５２、第２のサイ
ドギヤ４５４、第１の中間フェライト部材４５５、第２の中間フェライト部材４５６、差
動キャリア４５７、および複数のスパイダギヤ４５８は、タービン部分４１０とコンプレ
ッサ部分４１２との間で筐体４１６内に配置される。
【００３３】
　第１のサイドギヤ４５２および第２のサイドギヤ４５４は、それぞれ、コンプレッサ部
分４１２およびタービン部分４１０上に配置され、それらとスプライン係合される、磁気
べベルギヤである。サイドギヤ４５２、４５４の各々は、サイドギヤ４５２、４５４の面
に円形パターンで配列される、複数の磁石を備えている。交互磁石の極性は、中間フェラ
イト部材４５５、４５６を通して、複数のスパイダギヤ４５８の各々を磁気係合するため
に逆転され得る。代替として、第１のサイドギヤ４５２および第２のサイドギヤ４５４は
、それぞれ、コンプレッサ部分４１２およびタービン部分４１０と一体的に形成され得る
ことを理解されたい。
【００３４】
　第１の中間フェライト部材４５５は、第１のサイドギヤ４５２と複数のスパイダギヤ４
５８との間に配置される部材である。第１の中間フェライト部材４５５は、フェライト材
料から形成され、第１のサイドギヤ４５２と複数のスパイダギヤ４５８との間の磁場の伝
達を促進する。
【００３５】
　第２の中間フェライト部材４５６は、第２のサイドギヤ４５４と複数のスパイダギヤ４
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５８との間に配置される部材である。第２の中間フェライト部材４５６は、フェライト材
料から形成され、第２のサイドギヤ４５４と複数のスパイダギヤ４５８との間の磁場の伝
達を促進する。
【００３６】
　差動キャリア４５７は、その上に複数のスパイダギヤ４５８が回転可能に配置される、
出力シャフト４１４と駆動係合する部材である。
【００３７】
　複数のスパイダギヤ４５８は、各々、中間フェライト部材４５５、４５６を通して、第
１のサイドギヤ４５２および第２のサイドギヤ４５４と磁気係合する、磁気べベルギヤで
あり、第１のサイドギヤ４５２と第２のサイドギヤ４５４との間の差動作用を促進する。
スパイダギヤ４５８の各々は、ギヤ４５８の面に円形パターンで配列される、複数の磁石
を備えている。交互磁石の極性は、中間フェライト部材４５５、４５６を通して、サイド
ギヤ４５２、４５４の各々を磁気係合するために逆転され得る。図４は、２つのスパイダ
ギヤ４５８を有する差動デバイス４５０を図示する。しかしながら、差動デバイス４５０
は、３つ以上のスパイダギヤ４５８を含み得ることを理解されたい。
【００３８】
　図５は、本発明の別の実施形態による、内燃機関５０２との使用のためのターボチャー
ジャ５００を図式的に図示する。図５に示される実施形態は、図２に図示される内燃機関
２０２との使用のためのターボチャージャ２００と類似構成要素を含む。図５に示される
実施形態の類似特徴は、以下に説明される特徴を除き、類似系列で番号が付与される。
【００３９】
　図５は、内燃機関５０２との使用のためのターボチャージャ５００を図式的に図示する
。ターボチャージャ５００は、内燃機関５０２と駆動係合および流体連通する。ターボチ
ャージャ５００は、差動デバイス５６０、比率調節デバイス５０６、および無段変速トラ
ンスミッション５０８を通して、内燃機関５０２と駆動係合する。典型的には、内燃機関
５０２は、車両（図示せず）のための動力源として使用される。しかしながら、内燃機関
５０２は、固定動力発生用途等の他の用途において使用され得ることを理解されたい。
【００４０】
　差動デバイス５６０は、第１の駆動リング５６２と、第２の駆動リング５６４と、ボー
ルキャリア５６６と、複数のボール５６８とを備えている。第１の駆動リング５６２、第
２の駆動リング５６４、ボールキャリア５６６、および複数のボール５６８は、タービン
部分５１０とコンプレッサ部分５１２との間で筐体５１６内に配置される。
【００４１】
　第１の駆動リング５６２は、金属から形成される環状部材である。第１の駆動リング５
６２は、コンプレッサ部分５１２上に配置され、それらとスプライン係合される。第１の
駆動リング５６２の外側表面の一部は、複数のボール５６８の各々の一部に接触するよう
に構成される。複数のボール５６８の各々の一部は、境界層式摩擦および弾性流体力学的
膜のうちの１つを通して、第１の駆動リング５６２と駆動係合する。そのような駆動係合
は、滑動を伴わずに、トルクの伝達をもたらす。筐体５１６の少なくとも一部は、剪断濃
密化流体（ｓｈｅａｒ　ｔｈｉｃｋｅｎｉｎｇ　ｆｌｕｉｄ）で充填され、第１の駆動リ
ング５６２および複数のボール５６８との駆動係合を促進する。
【００４２】
　第２の駆動リング５６４は、金属から形成される環状部材である。第２の駆動リング５
６４は、タービン部分５１０上に配置され、それらとスプライン係合される。第２の駆動
リング５６４の外側表面の一部は、複数のボール５６８の各々の一部に接触するように構
成される。複数のボール５６８の各々の一部は、境界層式摩擦および弾性流体力学的膜の
うちの１つを通して、第２の駆動リング５６４と駆動係合する。前述のように、筐体５１
６の少なくとも一部は、剪断濃密化流体で充填され、第２の駆動リング５６４および複数
のボール５６８との駆動係合を促進する。
【００４３】
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　ボールキャリア５６６は、出力シャフト５１４と駆動係合する部材である。ボールキャ
リアは、その上に複数のボール５６８が回転可能に配置される、複数の軸５６９を半径方
向配列に含む。
【００４４】
　複数のボール５６８は、剪断濃密化流体を通して、第１の駆動リング５６２および第２
の駆動リング５６４と駆動係合する、金属球体である。複数のボール５６８は、ボール５
６８が、複数の軸５６９の周りに回転するとき、第１の駆動リング５６２および第２の駆
動リング５６４との間の差動作用を促進する。差動デバイス５６０は、３つ以上のボール
５６８を含み得る。
【００４５】
　図６は、本発明の別の実施形態による、内燃機関６０２との使用のためのターボチャー
ジャ６００を図式的に図示する。図６に示される実施形態は、図２に図示される内燃機関
２０２との使用のためのターボチャージャ２００と類似構成要素を含む。図６に示される
実施形態の類似特徴は、以下に説明される特徴を除き、類似系列で番号が付与される。
【００４６】
　図６は、内燃機関６０２との使用のためのターボチャージャ６００を図式的に図示する
。ターボチャージャ６００は、内燃機関６０２と駆動係合および流体連通する。ターボチ
ャージャ６００は、差動デバイス６７０、比率調節デバイス６０６、および無段変速トラ
ンスミッション６０８を通して、内燃機関６０２と駆動係合する。典型的には、内燃機関
６０２は、車両（図示せず）のための動力源として使用される。しかしながら、内燃機関
６０２は、固定動力発生用途等の他の用途において使用され得ることを理解されたい。
【００４７】
　ターボチャージャ６００は、タービン部分６１０と、コンプレッサ部分６１２と、差動
デバイス６７０と、出力ギヤ６１３と、出力シャフト６１５とを含む。タービン部分６１
０、コンプレッサ部分６１２、差動デバイス６７０、出力ギヤ６１３、および出力シャフ
ト６１５は、複数の軸受（図示せず）を使用して、筐体６１６内に回転可能に搭載される
。タービン部分６１０およびコンプレッサ部分６１２は、差動デバイス６７０および出力
ギヤ６１３を通して、出力シャフト６１５と駆動係合される。当技術分野において公知で
あるように、タービン部分６１０は、内燃機関６０２の排気ポート６１８を介して排ガス
によって駆動される。タービン部分６１０は、差動デバイス６７０を通して、コンプレッ
サ部分６１２と駆動と係合され、圧縮された空気を内燃機関６０２の吸気ポート６２０に
提供する。出力シャフト６１５はまた、比率調節デバイス６０６および無段変速トランス
ミッション６０８を通して、内燃機関６０２と駆動係合される。しかしながら、タービン
部分６１０およびコンプレッサ部分６１２は、その間の無段変速駆動係合を促進する別の
様式において、内燃機関６０２と駆動係合され得ることを理解されたい。
【００４８】
　差動デバイス６７０は、第１のサイドギヤ６７２と、第２のサイドギヤ６７４と、差動
キャリア６７６と、複数のスパイダギヤ６７７と、差動筐体６７８とを備えている。第１
のサイドギヤ６７２、第２のサイドギヤ６７４、差動キャリア６７６、および複数のスパ
イダギヤ６７７は、タービン部分６１０とコンプレッサ部分６１２との間に回転可能に配
置され、差動筐体６７８内に配置される。第１のサイドギヤ６７２および第２のサイドギ
ヤ６７４は、それぞれ、コンプレッサ部分６１２およびタービン部分６１０上に配置され
、それらとスプライン係合される、べベルギヤである。代替として、第１のサイドギヤ６
７２および第２のサイドギヤ６７４は、それぞれ、コンプレッサ部分６１２およびタービ
ン部分６１０と一体的に形成され得ることを理解されたい。差動キャリア６７６は、差動
筐体６７８と駆動係合する部材である。複数のスパイダギヤ６７７は、差動キャリア６７
６上に回転可能に配置される。複数のスパイダギヤ６７７は、各々、第１のサイドギヤ６
７２および第２のサイドギヤ６７４と駆動係合する、べベルギヤであり、その間の差動作
用を促進する。図６は、２つのスパイダギヤ６７７を有する差動デバイス６７０を図示す
る。しかしながら、差動デバイス６７０は、３つ以上のスパイダギヤ６７７を含み得るこ
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とを理解されたい。
【００４９】
　差動筐体６７８は、その中に第１のサイドギヤ６７２、第２のサイドギヤ６７４、差動
キャリア６７６、および複数のスパイダギヤ６７７が配置される、中空部材である。差動
筐体６７８の外側表面は、そこに結合されたリングギヤ６７９を含む。代替として、リン
グギヤ６７９は、差動筐体６７８と一体的に形成され得ることを理解されたい。リングギ
ヤ６７９は、出力ギヤ６１３と駆動係合する。
【００５０】
　出力ギヤ６１３は、リングギヤ６７９および出力シャフト６１５と駆動係合される。出
力ギヤ６１３は、筐体６１６内に回転可能に配置され、軸受（図示せず）によって支持さ
れる。
【００５１】
　出力シャフト６１５は、内燃機関６０２および出力ギヤ６１３と駆動係合される部材で
ある。出力シャフト６１５は、比率調節デバイス６０６および無段変速トランスミッショ
ン６０８を通して、内燃機関６０２と駆動係合される。
【００５２】
　図７は、本発明の別の実施形態による、内燃機関７０２との使用のためのターボチャー
ジャ７００を図式的に図示する。図７に示される実施形態は、図２に図示される内燃機関
２０２との使用のためのターボチャージャ２００と類似構成要素を含む。図７に示される
実施形態の類似特徴は、以下に説明される特徴を除き、類似系列で番号が付与される。
【００５３】
　図７は、内燃機関７０２との使用のためのターボチャージャ７００を図式的に図示する
。ターボチャージャ７００は、内燃機関７０２と駆動係合および流体連通する。ターボチ
ャージャ７００は、差動デバイス７８０、比率調節デバイス７０６、および無段変速トラ
ンスミッション７０８を通して、内燃機関７０２と駆動係合する。典型的には、内燃機関
７０２は、車両（図示せず）のための動力源として使用される。しかしながら、内燃機関
７０２は、固定動力発生用途等の他の用途において使用され得ることを理解されたい。
【００５４】
　ターボチャージャ７００は、タービン部分７８２と、コンプレッサ部分７８４と、差動
デバイス７８０と、出力ギヤ７１３と、出力シャフト７１５とを含む。タービン部分７８
２、コンプレッサ部分７８４、差動デバイス７８０、出力ギヤ７１３、および出力シャフ
ト７１５は、複数の軸受（図示せず）を使用して、筐体７１６内に回転可能に搭載される
。出力シャフト７１５はまた、比率調節デバイス７０６および無段変速トランスミッショ
ン７０８を通して、内燃機関７０２と駆動係合される。しかしながら、タービン部分７８
２およびコンプレッサ部分７８４は、その間の無段変速駆動係合を促進する別の様式にお
いて、内燃機関７０２に駆動係合され得ることを理解されたい。
【００５５】
　タービン部分７８２およびコンプレッサ部分７８４は、差動デバイス７８０および出力
ギヤ７１３を通して、出力シャフト７１５と駆動係合される。当技術分野において公知で
あるように、タービン部分７８２は、内燃機関７０２の排気ポート７１８を介して排ガス
によって駆動される。タービン部分７８２は、差動デバイス７８０を通して、コンプレッ
サ部分７８４と駆動係合され、圧縮された空気を内燃機関７０２の吸気ポート７２０に提
供する。タービン部分７８２は、差動デバイス７８０との駆動係合を促進する第１の磁気
アレイ７８５を含む。図７に示されるように、第１の磁気アレイ７８５は、円筒形形状で
あり、差動デバイス７８０の一部内に配置される。コンプレッサ部分７８４は、差動デバ
イス７８０との駆動係合を促進する第２の磁気アレイ７８６を含む。図７に示されるよう
に、第２の磁気アレイ７８６は、円筒形形状であり、差動デバイス７８０の一部内に配置
される。
【００５６】
　差動デバイス７８０は、第１のサイドギヤ７８７と、第２のサイドギヤ７８８と、差動



(13) JP 2016-507032 A 2016.3.7

10

20

30

40

50

キャリア７８９と、複数のスパイダギヤ７９０と、一対の中間フェライト部材７９１と、
差動筐体７９２とを備えている。第１のサイドギヤ７８７、第２のサイドギヤ７８８、差
動キャリア７８９、および複数のスパイダギヤ７９０は、タービン部分７８２とコンプレ
ッサ部分７８４との間に回転可能に配置される差動筐体７９２内に配置される。中間フェ
ライト部材７９１の各々は、筐体７１６に対して固定され、各々は、第１のサイドギヤ７
８７とコンプレッサ部分７８４との間、および第２のサイドギヤ７８８とタービン部分７
８２との間にそれぞれ配置される。第１のサイドギヤ７８７および第２のサイドギヤ７８
８は、それぞれ、コンプレッサ部分７８４およびタービン部分７８２に隣接して配置され
、それらと磁気駆動係合する、べベルギヤである。第１のサイドギヤ７８７は、第３の磁
気アレイ７９３を含み、コンプレッサ部分７８４との駆動係合を促進する。図７に示され
るように、第３の磁気アレイ７９３は、円筒形形状であり、コンプレッサ部分７８４の第
２の磁気アレイ７８６の周りに配置される。第２のサイドギヤ７８８は、タービン部分７
８２との駆動係合を促進する第４の磁気アレイ７９４を含む。図７に示されるように、第
４の磁気アレイ７９５は、円筒形形状であり、タービン部分７８２の第１の磁気アレイ７
８５の周りに配置される。
【００５７】
　第３の磁気アレイ７９３と、中間フェライト部材７９１のうちの１つと、第２の磁気ア
レイ７８６とは、コンプレッサ部分７８４と第１のサイドギヤ７８７との間の駆動比率を
調節するために使用される、磁気駆動比率調節デバイスを形成する。磁気駆動比率調節デ
バイスは、コンプレッサ部分７８４と第１のサイドギヤ７８７との間の減速を生じさせる
ために使用される。他の磁気配列が、コンプレッサ部分７８４と第１のサイドギヤ７８７
との間の減速を生じさせるために使用され得ることを理解されたい。
【００５８】
　第４の磁気アレイ７９５と、中間フェライト部材７９１のうちの１つと、第１の磁気ア
レイ７８５とは、タービン部分７８２と第２のサイドギヤ７８８との間の駆動比率を調節
するために使用される、磁気駆動比率調節デバイスを形成する。磁気駆動比率調節デバイ
スは、タービン部分７８２と第２のサイドギヤ７８８との間の減速を生じさせるために使
用される。他の磁気配列が、タービン部分７８２と第２のサイドギヤ７８８との間の減速
を生じさせるために使用され得ることを理解されたい。さらに、磁気駆動比率調節デバイ
スの原理は、本明細書に前述の本発明の実施形態のいずれに適用され得ることを理解され
たい。
【００５９】
　差動キャリア７８９は、差動筐体７９２と駆動係合する部材である。複数のスパイダギ
ヤ７９０は、差動キャリア７８９上に回転可能に配置される。複数のスパイダギヤ７９０
は、それぞれ、第１のサイドギヤ７８７および第２のサイドギヤ７８８と駆動係合する、
べベルギヤであり、それらの間の差動作用を促進する。図７は、２つのスパイダギヤ７９
０を有する差動デバイス７８０を図示する。しかしながら、差動デバイス７８０は、３つ
以上のスパイダギヤ７９０を含み得ることを理解されたい。
【００６０】
　差動筐体７９２は、その中に第１のサイドギヤ７８７、第２のサイドギヤ７８８、差動
キャリア７８９、および複数のスパイダギヤ７９０が配置される、中空部材である。差動
筐体７９２の外側表面は、そこに結合されたリングギヤ７９５を含む。代替として、リン
グギヤ７９５は、差動筐体７９２と一体的に形成され得ることを理解されたい。リングギ
ヤ７９５は、出力ギヤ７１３と駆動係合する。
【００６１】
　出力ギヤ７１３は、リングギヤ７９５および出力シャフト７１５と駆動係合される。出
力ギヤ７１３は、筐体７１６内に回転可能に配置され、軸受（図示せず）によって支持さ
れる。
【００６２】
　出力シャフト７１５は、内燃機関７０２および出力ギヤ７１３と駆動係合される部材で
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ある。出力シャフト７１５は、比率調節デバイス７０６および無段変速トランスミッショ
ン７０８を通して、内燃機関７０２と駆動係合される。
【００６３】
　前述ならびに図６および７に示されるような内燃機関６０２、７０２と差動デバイス６
７０、７８０との間に駆動係合を提供する様式（差動筐体６７８、７９２、リングギヤ６
７９、７９５、および出力ギヤ６１３、７１３の使用を通して）は、内燃機関２０２、３
０２、４０２、５０２と差動デバイス２０４、３４０、４５０、５６０との間の駆動係合
を提供するように適合され得ることを理解されたい。
【００６４】
　使用時、ターボチャージャ２００、３００、４００、５００、６００、７００は、少な
くとも２つの目的のために、無段変速トランスミッション２０８、３０８、４０８、５０
８、６０８、７０８を通して、内燃機関２０２、３０２、４０２、５０２、６０２、７０
２と駆動係合される。第１の目的は、コンプレッサ部分２１２、３１２、４１２、５１２
、６１２、７８４が、少なくとも部分的に、内燃機関２０２、３０２、４０２、５０２、
６０２、７０２によって駆動されることを可能にすることである。第２の目的は、タービ
ン部分２１０、３１０、４１０、５１０、６１０、７８２が、無段変速トランスミッショ
ン２０８、３０８、４０８、５０８、６０８、７０８を通して、内燃機関２０２、３０２
、４０２、５０２、６０２、７０２、またはその出力（図示せず）と駆動係合されること
を可能にすることである。さらに、差動デバイス２０４、３４０、４５０、５６０、６７
０、７８０は、タービン部分２１０、３１０、４１０、５１０、６１０、７８２およびコ
ンプレッサ部分２１２、３１２、４１２、５１２、６１２、７８４が、異なる速度で回転
することを可能にし、ターボチャージャ２００、３００、４００、５００、６００、７０
０の性能を増加させる。
【００６５】
　図８は、ターボチャージャ２００、３００、４００、５００、６００、７００の３つの
異なる動作モードの間の差動デバイス２０４、３４０、４５０、５６０、６７０、７８０
のコンプレッサ部分２１２、３１２、４１２、５１２、６１２、７８４、キャリア２２６
、３４６、４５７、５６６、６７６、７８９、およびタービン部分２１０、３１０、４１
０、５１０、６１０、７８２の例示的速度図を図示する。無段変速トランスミッション２
０８、３０８、４０８、５０８、６０８、７０８と通信する制御システム（図示せず）が
、キャリア２２６、３４６、４５７、５６６、６７６、７８９の回転速度（したがって、
コンプレッサ部分２１２、３１２、４１２、５１２、６１２、７８４の回転速度）を制御
するために使用される。制御システムは、ドライバのアクション、ターボチャージャ２０
０、３００、４００、５００、６００、７００がその中に組み込まれる車両の速度、コン
プレッサ部分２１２、３１２、４１２、５１２、６１２、７８４の回転速度、およびター
ビン部分２１０、３１０、４１０、５１０、６１０、７８２の回転速度のうちの少なくと
も１つに基づいて、無段変速トランスミッション２０８、３０８、４０８、５０８、６０
８、７０８を調節し得る。非限定的実施例として、ドライバのアクションは、スロットル
調節であり得る。
【００６６】
　図８の３つの水平軸は、それぞれ、上から下に、コンプレッサ部分２１２、３１２、４
１２、５１２、６１２、７８４（および、サイドギヤ２２２、３４２、４５２、６７２、
７８７または駆動リング５６２）の回転速度、キャリア２２６、３４６、４５７、５６６
、６７６、７８９の回転速度、タービン部分２１０、３１０、４１０、５１０、６１０、
７８２（および、サイドギヤ２２４、３４４、４５４、６７４、７８８または駆動リング
５６４）の回転速度を表す。ＷＥとして速度図上に表される、タービン部分２１０、３１
０、４１０、５１０、６１０、７８２の回転速度は、タービン部分２１０、３１０、４１
０、５１０、６１０、７８２を通して流動する排ガスによって決定される。差動デバイス
２０４、３４０、４５０、５６０、６７０、７８０を通して、コンプレッサ部分２１２、
３１２、４１２、５１２、６１２、７８４の回転速度は、タービン部分２１０、３１０、
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４１０、５１０、６１０、７８２の回転速度を実質的に一定に保ちながら、変動させられ
得る。
【００６７】
　ターボチャージャ２００、３００、４００、５００、６００、７００の第１の動作モー
ドは、速度図上の点Ａに表される。第１の動作モードでは、キャリア２２６、３４６、４
５７、５６６、６７６、７８９の回転速度は、実質的に、ゼロに等しく、無段変速トラン
スミッション２０８、３０８、４０８、５０８、６０８、７０８の比率が、実質的に、ゼ
ロに等しいことを示す。第１の動作モードでは、コンプレッサ部分２１２、３１２、４１
２、５１２、６１２、７８４は、タービン部分２１０、３１０、４１０、５１０、６１０
、７８２と同一の速度であるが、反対方向において回転する。第１の動作モードでは、タ
ービン部分２１０、３１０、４１０、５１０、６１０、７８２から生じるエネルギーは、
全体的に、反対回転方向のみを伴って、コンプレッサ部分２１２、３１２、４１２、５１
２、６１２、７８４に適用される。
【００６８】
　ターボチャージャ２００、３００、４００、５００、６００、７００の第２の動作モー
ドは、速度図上のＢにおける速度範囲によって表される。第２の動作モードでは、キャリ
ア２２６、３４６、４５７、５６６、６７６、７８９の回転速度は、負値である（タービ
ン部分２１０、３１０、４１０、５１０、６１０、７８２に対して）。第２の動作モード
では、エネルギーは、内燃機関２０２、３０２、４０２、５０２、６０２、７０２から印
加され、コンプレッサ部分２１２、３１２、４１２、５１２、６１２、７８４を加速し、
追加のブーストを提供する。内燃機関２０２、３０２、４０２、５０２、６０２、７０２
から印加されるエネルギーは、ターボチャージャ２００、３００、４００、５００、６０
０、７００のターボラグを短縮させる。内燃機関２０２、３０２、４０２、５０２、６０
２、７０２から印加されるエネルギーは、タービン部分２１０、３１０、４１０、５１０
、６１０、７８２によって印加されるエネルギーに加えられる。キャリア２２６、３４６
、４５７、５６６、６７６、７８９の回転速度は、内燃機関２０２、３０２、４０２、５
０２、６０２、７０２の速度、無段変速トランスミッション２０８、３０８、４０８、５
０８、６０８、７０８によって採用される比率、および比率調節デバイス２０６、３０６
、４０６、５０６、６０６、７０６によって採用される比率の積である。前述の比率の各
々は、ターボチャージャ２００、３００、４００、５００、６００、７００の有効性を増
加させるために決定され得ることを理解されたい。
【００６９】
　ターボチャージャ２００、３００、４００、５００、６００、７００の第３の動作モー
ドは、速度図上のＣの速度範囲によって表される。第３の動作モードでは、キャリア２２
６、３４６、４５７、５６６、６７６、７８９の回転速度は、正値である（タービン部分
２１０、３１０、４１０、５１０、６１０、７８２に対して）。第３の動作モードでは、
エネルギーは、タービン部分２１０、３１０、４１０、５１０、６１０、７８２から内燃
機関２０２、３０２、４０２、５０２、６０２、７０２に印加される。タービン部分２１
０、３１０、４１０、５１０、６１０、７８２から印加されるエネルギーの量は、コンプ
レッサ部分２１２、３１２、４１２、５１２、６１２、７８４によって要求されない、余
剰量のエネルギーである。一実施例では、第３の動作モードの間、タービン部分２１０、
３１０、４１０、５１０、６１０、７８２からの実質的に全てまたは非常に大きな割合の
エネルギーが、キャリア２２６、３４６、４５７、５６６、６７６、７８９、比率調節デ
バイス２０６、３０６、４０６、５０６、６０６、７０６、無段変速トランスミッション
２０８、３０８、４０８、５０８、６０８、７０８、および内燃機関２０２、３０２、４
０２、５０２、６０２、７０２に印加される。第３の動作モードは、エネルギーが、回収
され、内燃機関２０２、３０２、４０２、５０２、６０２、７０２、またはその出力に印
加されることを可能にする。キャリア２２６、３４６、４５７、５６６、６７６、７８９
の回転速度は、内燃機関２０２、３０２、４０２、５０２、６０２、７０２の速度、無段
変速トランスミッション２０８、３０８、４０８、５０８、６０８、７０８によって採用
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によって採用される比率の積である。前述の比率の各々は、ターボチャージャ２００、３
００、４００、５００、６００、７００の有効性を増加させるために決定され得ることを
理解されたい。
【００７０】
　内燃機関２０２、３０２、４０２、５０２、６０２、７０２との使用のためのターボチ
ャージャ２００、３００、４００、５００、６００、７００は、従来のターボチャージャ
に優る多くの利点をもたらす。ターボチャージャ２００、３００、４００、５００、６０
０、７００の利点の１つは、運動エネルギーをタービン部分２１０、３１０、４１０、５
１０、６１０、７８２から内燃機関２０２、３０２、４０２、５０２、６０２、７０２お
よび関連付けられた駆動系（図示せず）に向けることが可能であることである。エネルギ
ーを回収可能である結果、内燃機関２０２、３０２、４０２、５０２、６０２、７０２は
、改良された燃料経済性を有する。ターボチャージャ２００、３００、４００、５００、
６００、７００はまた、エネルギーを内燃機関２０２、３０２、４０２、５０２、６０２
、７０２からコンプレッサ部分２１２、３１２、４１２、５１２、６１２、７８４に印加
可能であることによって、ターボラグを最小限にする。ターボチャージャ２００、３００
、４００、５００、６００、７００はまた、エネルギーを内燃機関２０２、３０２、４０
２、５０２、６０２、７０２からコンプレッサ部分２１２、３１２、４１２、５１２、６
１２、７８４に提供可能であることによって、ブースト閾値を低下させる。ターボチャー
ジャ２００、３００、４００、５００、６００、７００はまた、タービン部分２１０、３
１０、４１０、５１０、６１０、７８２内で回収されたエネルギーの少なくとも一部を内
燃機関２０２、３０２、４０２、５０２、６０２、７０２に向けることが可能であること
によって、最大ブースト圧が超過することを防止する。さらに、ターボチャージャ２００
、３００、４００、５００、６００、７００は、無段変速トランスミッション２０８、３
０８、４０８、５０８、６０８、７０８の比率を調節することによって、要求される圧縮
を達成するようにコンプレッサ部分２１２、３１２、４１２、５１２、６１２、７８４の
速度を適合させることが可能である。
【００７１】
　特許法の規定に従って、本発明は、その好ましい実施形態を表すと見なされるものにお
いて説明される。しかしながら、本発明は、その精神または範囲から逸脱することなく、
具体的に図示および説明されるものと別様に実践されることができることに留意されたい
。
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【国際調査報告】



(19) JP 2016-507032 A 2016.3.7

10

20

30

40



(20) JP 2016-507032 A 2016.3.7

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,
BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,H
R,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

(72)発明者  フェルスタイエ，　マルク　エール．イェー．
            ベルギー国　ベー－８０２０　オーストカンプ，　リヴィールストラート　７
(72)発明者  ドュシェーヌ，　ティボー　エー．
            ベルギー国　１２００　ウリュヴェ－サン－ランベー，　ショッセ　ドゥ　ストックル　２３１　
            ベーテーエー　４
(72)発明者  ビルティアウヴ，　マティアス　ヴェー．イェー．
            ベルギー国　ベー－８８３０　ホーフレーデ，　ルーセラーレストラート　６８　ベー
(72)発明者  レンボスキー，　ドナルド　ジェイ．
            アメリカ合衆国　ミシガン　４８１０５，　アン　アーバー，　オークデール　ロード　８８５
Ｆターム(参考) 3G005 DA07  EA16  FA37  GA12  GA13 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

