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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
エンジンルームの上部に配置される上部の遮蔽構造物として、エンジンルーム内でエンジ
ン（２１）と変速機（２２）が組み合わされたパワートレインの上側を囲むように設置さ
れるエンジンルームカプセル化部材（１１０）と、エンジンルームの下部に配置される下
部の遮蔽構造物として、パワートレインの下側を囲むように設置されるアンダーボディー
カプセル化部材（１２０）と、を含んで構成され、前記エンジンルームカプセル化部材（
１１０）とアンダーボディーカプセル化部材（１２０）は、それぞれ上下位置で互いに組
み合わされた状態でパワートレインを囲むようにパワートレインと車体との間に設置され
、上下に組み合わされた状態の前面流入口を介して流入されて内部を通過する間、パワー
トレインを冷却した空気をアンダーボディーカプセル化部材（１２０）の開放された後面
出口を介して排出するように設置され、前記エンジンルームカプセル化部材（１１０）は
、エンジンルームの上側遮蔽のための上面カバー（１１１）と、側面遮蔽のための左右両
側面カバー（１１２）が一体に形成された構造を有し、前記上面カバー（１１１）と側面
カバー（１１２）の後端には後面を遮蔽する後面カバー（１１３）が一体に形成されると
共に前面は空気が流入されるように開放された構造であり、前記エンジンルームカプセル
化部材（１１０）の側面遮蔽のための左右両側面カバー（１１２）には、内側面の上下の
各位置に沿って前後に長く形成され、前記前面流入口を介して流入された空気を後方に案
内する冷却空気流動用ガイド（１１５）が設けられることを特徴とする車両のエンジンカ
プセル化構造物。
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【請求項２】
前記エンジンルームカプセル化部材（１１０）は、車体のフロントエンドモジュール（１
４）、ダッシュパネル（１１）、左右両側のサイドメンバー（１２）の間の空間をエンジ
ンルーム内の上部で遮蔽するように設置されることを特徴とする請求項１に記載の車両の
エンジンカプセル化構造物。
【請求項３】
前記エンジンルームカプセル化部材（１１０）の内側面には遮熱及び吸音用インシュレー
ターが装着されることを特徴とする請求項１または２に記載の車両のエンジンカプセル化
構造物。
【請求項４】
前記エンジンルームカプセル化部材（１１０）の内側面に遮熱及び吸音用インシュレータ
ーが装着され、前記エンジンルームカプセル化部材（１１０）の内側面または前記インシ
ュレーターの内側面で排気系部品の周辺部分に熱害防止板が装着されることを特徴とする
請求項１または２に記載の車両のエンジンカプセル化構造物。
【請求項５】
前記アンダーボディーカプセル化部材（１２０）は、エンジンルームの下側遮蔽のための
下面カバー（１２１）と、側面遮蔽のための左右両側面カバー（１２２）が一体に形成さ
れた構造を有し、前面と後面は空気の流入及び排出を可能にするために、開放された構造
であることを特徴とする請求項１に記載の車両のエンジンカプセル化構造物。
【請求項６】
前記アンダーボディーカプセル化部材（１２０）の内側面で排気系部品の周辺部分に熱害
防止板が装着されることを特徴とする請求項１または５に記載の車両のエンジンカプセル
化構造物。
【請求項７】
前記アンダーボディーカプセル化部材（１２０）の内側面でエンジン（２１）及び変速機
（２２）のオイルパン（２３），（２４）の下側部分に遮熱用インシュレーターが装着さ
れることを特徴とする請求項１または５に記載の車両のエンジンカプセル化構造物。
【請求項８】
前記エンジンルームカプセル化部材（１１０）のエンジンルームの上側遮蔽のための上面
カバー（１１１）と、前記アンダーボディーカプセル化部材（１２０）のエンジンルーム
の下側遮蔽のための下面カバー（１２１）には、前側部分にそれぞれ内側に突出したノズ
ル喉フォーミング部（１１４），（１２３）が形成され、前記ノズル喉フォーミング部（
１１４），（１２３）が上側と下側に配置された状態で前記前面流入口を介して流入され
て通過する空気の流動断面積を縮小することにより、空気の加速を誘導することを特徴と
する請求項１に記載の車両のエンジンカプセル化構造物。
【請求項９】
前記アンダーボディーカプセル化部材（１２０）の下面カバー（１２１）には、開放され
た後面出口を介して排出される空気の流動断面積を縮小して空気の加速を誘導するノズル
喉フォーミング部（１２４）が後側部分にさらに形成されることを特徴とする請求項８に
記載の車両のエンジンカプセル化構造物。
【請求項１０】
前記冷却空気流動用ガイド（１１５）は、排気パイプを含む排気系部品（１５）の配置経
路に沿って配置され、前記前面流入口を介して流入された空気を排気系部品（１５）の配
置経路に沿って案内するように設けられることを特徴とする請求項１に記載の車両のエン
ジンカプセル化構造物。
【請求項１１】
前記エンジンルームカプセル化部材（１１０）とアンダーボディーカプセル化部材（１２
０）が組み合わされた状態の前面流入口を開閉するエアフラップが設置され、前記エアフ
ラップは、制御部が車両運転状態に応じて出力する制御信号により開閉作動が制御される
ことにより、パワートレインが配置された内部空間の冷却及び熱保存を行うことを特徴と
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する請求項１に記載の車両のエンジンカプセル化構造物。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、車両のエンジンカプセル化構造物に係り、より詳しくは、冷却性能を改善する
ために、エンジンルームの熱流動の最適化と共にエンジンルームの熱管理の最適化を図っ
て、燃費、騒音、空気力学などの関連性能を同時に改善できる車両のエンジンカプセル化
構造物に関する。
【背景技術】
【０００２】
自動車は、構造的に車体とサッシに分けられる。そして、車体は、エンジンルームを初め
自動車の外形部分を指す。前記エンジンルームには、通常、エンジン及び変速機、冷却装
置、各種補機類などが設置される。
このようなエンジンルームは、走行時に高温発熱するエンジンが搭載される空間であるた
め、エンジンの効果的な冷却及び熱害防止のためには、車両開発段階でエンジンルームの
レイアウトに対する熱流動の最適化を考慮しなければならない。
そのため、各自動車メーカーでは、エンジンルーム内のレイアウトに対する熱流動因子の
影響度分析などの様々な研究を通して冷却性能を改善しようとしている。
【０００３】
すなわち、エンジンルーム内の熱流動に影響を及ぼす要素の改善、左右サイドメンバーの
スパン距離及びストラットハウジングの左右距離の増大、エンジンルーム内の部品と補機
類構成の単純化及び最適配置、冷却ファンのティルティング、エアガイド構造の最適化な
どにより熱流動の最適化を図り、これによって、冷却及び熱害防止などの一定水準の改善
効果が得られた。
しかし、エンジンルームのレイアウトに対する熱流動の最適化だけではエンジンの冷却及
び熱害防止などの部分的な性能改善は可能となったが、エンジンルームの全体的なエンジ
ニアリング性能、すなわち燃費や排気（ｅｍｉｓｓｉｏｎ）、騒音（ａｃｏｕｓｔｉｃｓ
）、空気力学（ａｅｒｏｄｙｎａｍｉｃｓ）などの総合的な側面では十分な改善効果が得
られていない。
【０００４】
また、従来、冷却モジュールの構造及び配置の最適化（冷却ファンのティルティングなど
）、アクティブエアフラップの適用、エアガイドの配置、及び構造の最適化などにより、
冷却性能及び効率を改善しようとする所期の効果は達成したが、エンジンルームの総合的
な側面での改善効果及び範囲が限定的であり、複雑なエンジンルーム内の流動特性により
適材適所に熱流動を分配することが難しかった。
また、通常、車両の騒音を低減するために、エンジンルームには、エンジンの上部を覆う
エンジンカバー、エンジンルームの下部に設置されるアンダーカバーなどが装着されてい
るが、このような部材に対して騒音低減、熱気排出などのために構造の改善及び最適化、
材質の改善などが行われるだけで、燃費や空気力学などの考慮されていない。
したがって、冷却という観点でエンジンルームの熱流動を最適化するために、さらに発展
したエンジンルームの熱管理の最適化が必要である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－２１１６５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本発明は、上記のような点に鑑みてなされたものであって、冷却性能を改善するために、
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エンジンルームの熱流動の最適化と共にエンジンルームの熱管理の最適化を図って、燃費
、騒音、空気力学などの関連性能を同時に改善できる車両の多目的エンジンカプセル化構
造物を提供することにその目的がある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記の目的を達成するために、本発明は、エンジンルームの上部に配置される上部の遮
蔽構造物として、エンジンルーム内でエンジンと変速機が組み合わされたパワートレイン
の上側を囲むように設置されるエンジンルームカプセル化部材と、エンジンルームの下部
に配置される下部の遮蔽構造物として、パワートレインの下側を囲むように設置されるア
ンダーボディーカプセル化部材と、を含んで構成され、前記エンジンルームカプセル化部
材とアンダーボディーカプセル化部材は、それぞれ上下位置で互いに組み合わされた状態
でパワートレインを囲むようにパワートレインと車体との間に設置され、上下に組み合わ
された状態の前面流入口を介して流入されて内部を通過する間、パワートレインを冷却し
た空気をアンダーボディーカプセル化部材の開放された後面出口を介して排出するように
設置され、前記エンジンルームカプセル化部材は、エンジンルームの上側遮蔽のための上
面カバーと、側面遮蔽のための左右両側面カバーが一体に形成された構造を有し、前記上
面カバーと側面カバーの後端には後面を遮蔽する後面カバーが一体に形成されると共に前
面は空気が流入されるように開放された構造であり、前記エンジンルームカプセル化部材
の側面遮蔽のための左右両側面カバーには、内側面の上下の各位置に沿って前後に長く形
成され、前記前面流入口を介して流入された空気を後方に案内する冷却空気流動用ガイド
が設けられることを特徴とする。
 
【０００８】
前記エンジンルームカプセル化部材は、車体のフロントエンドモジュール、ダッシュパネ
ル、左右両側のサイドメンバーの間の空間をエンジンルーム内の上部で遮蔽するように設
置されることを特徴とする。
【００１０】
前記エンジンルームカプセル化部材の内側面には遮熱及び吸音用インシュレーターが装着
されることを特徴とする。
【００１１】
前記エンジンルームカプセル化部材の内側面に遮熱及び吸音用インシュレーターが装着さ
れ、前記エンジンルームカプセル化部材の内側面または前記インシュレーターの内側面で
排気系部品の周辺部分で熱害防止板が装着されることを特徴とする。
【００１２】
前記アンダーボディーカプセル化部材は、エンジンルームの下側遮蔽のための下面カバー
と、側面遮蔽のための左右両側面カバーが一体に形成された構造を有し、前面と後面は空
気の流入及び排出を可能にするために、開放された構造であることを特徴とする。
【００１３】
前記アンダーボディーカプセル化部材の内側面で排気系部品の周辺部分に熱害防止板が装
着されることを特徴とする。
【００１４】
前記アンダーボディーカプセル化部材の内側面でエンジン及び変速機のオイルパンの下側
部分に遮熱用インシュレーターが装着されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
本発明よれば、車両のエンジンカプセル化構造物がエンジンと変速機を囲んで遮熱性能を
有するように設置されることにより、エンジンルームの熱を保存して次の運転初期にエン
ジン及び変速機の迅速なウォームアップを可能にし、これによって、機械的な摩擦力を減
少させて燃費を向上させる効果がある。
特に、ウォームアップ時間を短縮してＣＯ２などの排気ガスの低減、初期燃費の改善、初
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期暖房性能の向上、エンジン及び変速機の摩耗減少などを図ることができ、冷間時のアイ
ドル騒音の低減と共に吸音性能を有するように設けられ、ダッシュパネルを通過して室内
に流入される騒音（エンジン騒音、走行時の路面騒音）を改善でき、歩行者との衝突時に
緩衝構造物の役割をするため、歩行者の傷害を減らすことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施例によるエンジンカプセル化構造物の構成及び設置状態を示す斜視
図である。
【図２】本発明の実施例によるエンジンカプセル化構造物の設置状態を示す断面図である
。
【図３】本発明の実施例によるエンジンカプセル化構造物の設置状態を示す断面図である
。
【図４】本発明の実施例によるエンジンカプセル化構造物の適用時、空気流動状態を概略
的に示す図面である。
【図５】本発明のエンジンカプセル化の概念を説明するための参考図である。
【図６】本発明の他の実施例によるエンジンカプセル化構造物を適用した断面図であって
、排気系冷却空気誘導用ガイドを形成した実施例の図面である。
【図７】本発明の他の実施例によるエンジンカプセル化構造物を適用した断面図であって
、入口及び出口側の空気加速用ノズル喉フォーミング部と排気系冷却空気誘導用ガイドを
形成した実施例の図面である。
【図８】図６及び図７に示す実施例のエンジンカプセル化構造物を適用した状態で初期始
動、走行中冷却、キーオフ時の冷却水の温度を示す図面である。
【図９】図６及び図７に示す実施例のエンジンカプセル化構造物を適用した状態で初期始
動、走行中冷却、キーオフ時のエンジンルームの熱管理状態を説明するための図面である
。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
以下、図面を参照し本発明の実施例について詳細に説明する。
本発明は、冷却性能を改善するために、エンジンルームの熱流動の最適化と共にエンジン
ルームの熱管理の最適化を図るものであって、燃費、騒音、空気力学などの関連性能を同
時に改善できる車両の多目的エンジンカプセル化構造物（ｅｎｇｉｎｅ　ｅｎｃａｐｓｕ
ｌａｔｉｏｎ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）を提供する。
本発明のエンジンカプセル化構造物は、後述するように、エンジン及びそれに付属した排
気パイプなどの排気系部品、変速機などを囲む構造で設置されると共に、遮熱性能を有す
るように設けられることにより、エンジンルームの熱を保存して次の運転初期にエンジン
（排気系部品含む）及び変速機などのパワートレイン（ｐｏｗｅｒ　ｔｒａｉｎ）の迅速
なウォームアップ（ｗａｒｍ－ｕｐ）を可能にし、これによって、機械的な摩擦力を減少
させて燃費を向上させる。
【００１８】
特に、本発明のエンジンカプセル化構造物は、ウォームアップ時間を短縮してＣＯ２など
の排気ガスの低減、初期燃費の改善、初期暖房性能の向上、エンジン及び変速機の摩耗減
少などを図ることができ、騒音と関連しては冷間時のアイドル騒音の低減と共に吸音性能
を有するように設けられることにより、ダッシュパネルを通過して室内に流入される騒音
（エンジン騒音、走行時の路面騒音）を改善でき、歩行者との衝突時に緩衝構造物の役割
をするため、歩行者の傷害を減らすことができる。
【００１９】
以下、本発明のエンジンカプセル化構造物の構造及び設置状態に対して図面を参照して詳
細に説明する。
図１は、本発明の実施例によるエンジンカプセル化構造物１００の構成及び設置状態を示
す斜視図であり、図２と図３は、本発明の実施例によるエンジンカプセル化構造物１００
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の設置状態を示す断面図である。図２は、図１の「Ａ－Ａ」線に沿って切断した際の断面
図であり、図３は、図１の「Ｂ－Ｂ」線に沿って切断した際の断面図である。
また、図４は、本発明の実施例によるエンジンカプセル化構造物１００の適用時、空気流
動状態を概略的に示す図面であり、図５は、本発明のエンジンカプセル化の概念を説明す
るための参考図である。
【００２０】
先ず、本発明のエンジンカプセル化に対する概念を説明する。本発明者は明確な説明のた
めに、図５に示すようにニアフィールドカプセル化（Ｎｅａｒｆｉｅｌｄ　Ｅｎｃａｐｓ
ｕｌａｔｉｏｎ）の概念、ミッドフィールドカプセル化（Ｍｉｄｆｉｅｌｄ　Ｅｎｃａｐ
ｓｕｌａｔｉｏｎ）の概念、車体形状カプセル化（Ｃａｒ　Ｂｏｄｙ　Ｓｈａｐｅｄ　Ｅ
ｎｃａｐｓｕｌａｔｉｏｎ）の概念を導入して説明する。
ニアフィールドカプセル化は、エンジンと変速機を囲むようにカプセル化する概念であり
、カプセル化部材をエンジン及び変速機の表面に直接付着して主にエンジン／変速機のみ
カプセル化するが、エンジンと変速機及びその付属部品の構造及び配置が多様であるため
、レイアウトの構成が困難である。
【００２１】
また、車体形状カプセル化は、エンジンルーム内の車体形状に応じて車体の表面に部材を
付着して全エンジンルームをカプセル化する概念であり、これを実際に適用する場合、レ
イアウトの構成は容易であるが、原価／重量が増大する問題がある。
したがって、本発明のエンジンカプセル化構造物１００は、ミッドフィールドカプセル化
の概念を適用している。ミッドフィールドカプセル化はニアフィールドカプセル化に比し
ては空間が拡張された概念であり、車体形状カプセル化に比しては狭い概念である。
すなわち、ミッドフィールドカプセル化は、エンジン（付属の排気系部品含む）と変速機
が組み合わされたパワートレインと車体との間でカプセル化する概念で、これは性能、レ
イアウト、原価、重量の最適化を考慮した複合（Ｈｙｂｒｉｄ）カプセル化の概念である
。
【００２２】
このような本発明のエンジンカプセル化構造物１００に対して図１を参照して説明する。
エンジンカプセル化構造物１００は、エンジンルームの上部に配置されるエンジンルーム
カプセル化部材１１０と、エンジンルームの下部に配置されるアンダーボディーカプセル
化部材１２０で構成される。
エンジンルームカプセル化部材１１０は、エンジンルーム内の上部に固定される上部の遮
蔽構造物であって、エンジン（図２の図面符号「２１」）及び変速機（図３の図面符号「
２２」）などの上側空間を含んで、車体前端のフロントエンドモジュール１４、エンジン
ルームと車室の境界位置に配置されるダッシュパネル１１、左右両側のサイドメンバー１
２の間の空間をエンジンルーム内の上部で遮蔽するように設置される。
【００２３】
このようなエンジンルームカプセル化部材１１０は、エンジンルームの上側遮蔽のための
上面カバー１１１と、側面遮蔽のための左右両側面カバー１１２が一体に形成され、図２
に示すように、車体を基準として横方向を切断した際の断面形状が「ｎ」字断面形状を有
する構造である。
また、上面カバー１１１と側面カバー１１２の後端には、後面を遮蔽する後面カバー１１
３が一体に形成された構造であり、前面は空気が流入されるように開放された構造である
。
このようなエンジンルームカプセル化部材１１０は、エンジンルーム内の車体部分または
車体に付着された固定構造物に固定されるが、例えば、上面カバー１１１の前端部はその
対応位置のフロントエンドモジュール１４のキャリア１３に、左右両側面カバー１１２は
エンジンルーム内の側面車体部分及びサイドメンバー１２に、後面カバー１１３はダッシ
ュパネル１１に固定される。
【００２４】
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このように固定されるエンジンルームカプセル化部材１１０は、軽量化のために合成樹脂
を所定の厚さで成形して製作するが、好ましくは合成樹脂にガラス繊維などの補強材で補
強した複合材料、例えばＰＰ－ＧＦ３０（ｐｏｌｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ　ｇｌａｓｓ　ｆ
ｉｂｅｒ）を材質として製作される。
また、好ましい実施例で、エンジンルームカプセル化部材１１０の内側面には、所定の厚
さの保温（遮熱）及び吸音用インシュレーター（図示せず）が装着されるが、この時、イ
ンシュレーターはポリウレタンフォーム（ｐｏｌｙｕｒｅｔｈａｎｅ　ｆｏａｍ）材質に
より製作されたものが使用される。しかし、本発明はこれに限定されることはなく、その
他の遮熱及び吸音素材として使用されるものを選択してもよい。
【００２５】
また、エンジンルームカプセル化部材１１０の内側面またはインシュレーターの内側面で
排気系部品の周辺部分には熱害防止板（図示せず）がさらに装着されるが、熱害防止板と
して所定の厚さのアルミニウム合金薄板が用いられる。
一方、アンダーボディーカプセル化部材１２０は、既存のエンジンルームアンダーボディ
ーの代わりに使用され、その機能をさらに補完した部材である。平板構造として装着され
る通常のアンダーボディーとは異なり、エンジンルームの下側遮蔽のための下面カバー１
２１と、側面遮蔽のための左右両側面カバー１２２が一体に形成され、図２に示すように
、「Ｕ」字断面形状を有する構造である。
アンダーボディーカプセル化部材１２０は、エンジンルーム内の下部に固定される下部の
遮蔽構造物であって、エンジン２１及び変速機２２などの下側空間を含んで、車体前後端
及び左右両側のサイドメンバー１２の間の空間をエンジンルーム内の下部で遮蔽するよう
に設置される。
【００２６】
このようなアンダーボディーカプセル化部材１２０もエンジンルーム内の車体部分または
車体に付着された固定構造物に固定されるが、例えば、左右両側面カバー１２２がエンジ
ンルーム内の側面車体部分及びサイドメンバー１２に固定される。
このように固定されるアンダーボディーカプセル化部材１２０も軽量化のために合成樹脂
を所定の厚さで成形して製作するが、好ましくは合成樹脂にガラス繊維などの補強材で補
強された複合材料、例えばＰＰ－ＧＦ３０を材質として製作される。
また、アンダーボディーカプセル化部材１２０の内側面で排気系部品の周辺部分には熱害
防止板（図示せず）がさらに装着されるが、熱害防止板として所定の厚さのアルミニウム
合金薄板が用いられる。
【００２７】
そして、　アンダーボディーカプセル化部材１２０の内側面で、エンジン２１及び変速機
２２のオイルパン２３，２４の下側部分には所定の厚さの保温（遮熱）用インシュレータ
ー（図示せず）が装着されるが、この時、インシュレーターはポリウレタンフォーム材質
により製作されたものが使用される。しかし、本発明はこれに限定されることはなく、そ
の他の遮熱素材として使用されるものを選択してもよい。
上述した本発明のエンジンカプセル化構造物１００は、図１及び図３に示すように、エン
ジンルームの内部に設置され、図１の図面符号「２５」は車体前端に設置される冷却ダク
トであり、冷却ダクト２５には制御部（図示せず）の制御信号によりエンジンカプセル化
構造物１００の前面流入口を開閉するアクティブエアフラップ（ａｃｔｉｖｅ　ａｉｒ　
ｆｌａｐ）が設置される。
【００２８】
アクティブエアフラップは、エンジンカプセル化構造物１００の前面流入口を開閉するた
めの装置であって、開閉作動によりエンジンカプセル化構造物１００の内部への空気の流
入及び排出を制御する。
アクティブエアフラップは、図面に示していない制御部が車両運転状態に応じて出力する
制御信号により開閉作動を制御するが、初期始動やキーオフ（Ｋｅｙ－Ｏｆｆ）時には制
御部により閉鎖状態に制御し、車両走行中の冷却時には開放状態に制御する。



(8) JP 6091782 B2 2017.3.8

10

20

30

40

50

【００２９】
即ち、車両走行中、冷却水、排気ガス、エンジンオイル、変速機オイルなどの温度が基準
以上になる温度条件で、制御部は、冷却のためにエアフラップを開放状態に制御し、車両
初期始動時（迅速なウォームアップ（ｗａｒｍ－ｕｐ）の誘導）や低負荷走行条件、定速
走行条件、キーオフ（熱保存のため）時のように基準以下の温度条件ではエアフラップを
閉鎖状態に制御する。
このようなエアフラップは、車両に既に適用されているものであって、ラジエーターグリ
ル、バンパー穴などを開閉するように設置されるエアフラップであってもよく、冷却モジ
ュールを構成する冷却ファンシュラウド（ｓｈｒｏｕｄ）の通風口を開閉するように設置
されるファン一体型エアフラップ（ｆａｎ　ｌｏｕｖｅｒ　ａｃｔｉｖｅ　ａｉｒ　ｆｌ
ａｐ）であってもよい。
【００３０】
以下、図４を参照して空気流動状態について説明する。エアフラップの開放状態でエンジ
ンカプセル化構造物１００の前面流入口を介して空気が流入されるが、この時、流入され
た空気がエンジンカプセル化構造物１００の内部を通過してエンジン２１（排気パイプな
ど排気系部品を含む）及び変速機２２などのパワートレイン部品を冷却した後、アンダー
ボディーカプセル化部材１２０の開放された後面出口を介して後方に排出される。
また、車両のキーオフ（Ｋｅｙ－Ｏｆｆ）時や停車、初期始動時、低負荷高速または低速
走行時にエアフラップが閉鎖されると、エンジンカプセル化構造物１００の前面流入口が
閉鎖されると共にエンジンカプセル化構造物１００がエンジン２１の周辺を遮蔽するため
、エンジンルームの熱を保存する。
【００３１】
特に、キーオフ（Ｋｅｙ－Ｏｆｆ）時や初期始動時には、エアフラップの閉鎖状態でエン
ジンルームの熱を保存することになるため、次の運転初期にエンジン２１及び変速機２２
の迅速なウォームアップ（ｗａｒｍ－ｕｐ）を可能にし、これによって、機械的な摩擦力
を減少させて燃費を向上させる。
さらに、初期始動時のエアフラップの閉鎖状態で、エンジン２１及び変速機２２を囲んで
いるエンジンカプセル化構造物１００の内部が密閉状態になるため、従来と比較して本発
明のエンジンカプセル化構造物１００によりエンジンと変速機がより早くウォームアップ
することになり、ウォームアップ時間を短縮してＣＯ２などの排気ガスの低減、初期暖房
性能の向上、エンジン及び変速機の摩耗減少などを図ることができる。
【００３２】
また、高負荷低速または高速走行時、フラップを開放すると、前方に流入する空気がエン
ジンカプセル化構造物１００の内部を通過してエンジン及び排気系部品の表面を冷却させ
る。
それと共に、エンジン及び変速機の迅速なウォームアップにより冷間時のアイドル騒音が
低減され、ダッシュパネル１１を通過して室内に流入される騒音（エンジン騒音、走行時
の路面騒音）を改善でき、歩行者との衝突時に緩衝構造物の役割をするため、歩行者の傷
害を減らすことができる。
したがって、本発明のエンジンカプセル化構造物を適用する場合、燃費、騒音、空気力学
など関連性能を同時に改善することができる。
【００３３】
図６と図７は、本発明の他の実施例によるエンジンカプセル化構造物を適用した断面図で
あって、入口及び出口側空気加速用ノズル喉フォーミング部１１４，１２３，１２４と排
気系冷却空気誘導用ガイド１１５を形成した実施例の図面である。
図６及び図７の実施例は、図面に示すように、エンジンカプセル化構造物１００で空気が
流入される前側部分と空気が排出される後側部分に空気加速のためのノズル喉フォーミン
グ部１１４，１２３，１２４を設置したもので、エンジンカプセル化構造物１００を構成
するエンジンルームカプセル化部材１１０の上面カバー１１１の内側面と、アンダーボデ
ィーカプセル化部材１２０の下面カバー１２１の内側面に、それぞれ内側に凸状の構造を
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有するようにノズル喉フォーミング部１１４，１２３，１２４を形成する。
【００３４】
この時、エンジンカプセル化構造物１００の前側部分で、上面カバー１１１の内側面と下
面カバー１２１の内側面にそれぞれ上下位置に配置されるようにノズル喉フォーミング部
１１４，１２３を突出形成するが、空気の前後方向の流動経路上でノズル喉フォーミング
部１１４，１２３により、空気が流入されるエンジンカプセル化構造物１００の前側部分
の流動断面積が縮小される。
また、エンジンカプセル化構造物１００の内部を通過した後、アンダーボディーカプセル
化部材１２０の開放された後面出口を介して後方に排出される空気が加速されるように、
アンダーボディーカプセル化部材１２０の下面カバー１２１の後端部の内側面に排出空気
の流動断面積を縮小させる凸状の構造を有するノズル喉フォーミング部１２４をさらに形
成する。
【００３５】
下面カバー１２１の後端部のノズル喉フォーミング部１２４は、排出空気を加速させてエ
ンジン及び変速機を冷却する空気の排出速度を増加させるためのものである。すなわち、
エンジンカプセル化構造物１００の前側部分に形成されたノズル喉フォーミング部１１４
，１２３と、後側部分に形成されたノズル喉フォーミング部１２４は、エンジンカプセル
化構造物１００の入口側及び出口側でそれぞれ流入空気と排出空気を加速させて冷却効果
を増大させる構造である。
したがって、エンジンカプセル化構造物１００の前面流入口を介して流入された空気がノ
ズル喉フォーミング部１１４，１２３，１２４により流動断面積が縮小される部分を順番
に通過して空気の流れが加速され、これによって、エンジンカプセル化構造物１００の内
部を空気が加速された状態でより早く通過するため、さらに効果的な冷却が行われる。
【００３６】
また、図６及び図７の実施例で、エンジンルームカプセル化部材１１０の左右の各側面カ
バー１１２の内側面には、エンジンカプセル化構造物１００の内部に流入した空気が排気
系部品（排気パイプなど）１５に沿って流れるように、空気の流れを排気系部品１５の配
置経路に沿って後方に案内する排気系冷却空気誘導用ガイド１１５が設置される。
排気系冷却空気流動用ガイド１１５は、左右の各側面カバー１１２の内側面で上下位置に
それぞれ形成され、車体方向を基準として前後に長く形成されるが、これによって、ガイ
ド１１５によりエンジンカプセル化構造物１００の内部に流入された空気の流動が排気系
が配置された経路に沿って集中されるようにする。
【００３７】
このように車両走行中の高温状態に維持される排気系部品１５の配置経路に沿って冷却空
気を案内して流動を集中させるガイド１１５が設置されることにより、さらに効果的な排
気系部品１５の冷却が行われ、このような排気系冷却空気誘導用ガイド１１５はノズル喉
フォーミング部１１４，１２３，１２４と共にエンジンルームの最適の熱管理及び冷却性
能の改善を達成できるようにする主要構成部である。
上記のような本実施例のエンジンカプセル化構造物１００に前面流入口を開閉するアクテ
ィブエアフラップ（ａｃｔｉｖｅ　ａｉｒ　ｆｌａｐ）が設置されることにより、エンジ
ンカプセル化構造物１００の内部への空気の流入及び排出が制御される。
【００３８】
具体的には、車両走行中、冷却水、排気ガス、エンジンオイル、変速機オイルなどの温度
が基準以上となる温度条件で、制御部が冷却のためにエアフラップを開放状態に制御し、
車両初期始動時（迅速なウォームアップ（ｗａｒｍ－ｕｐ）の誘導）や低負荷走行条件、
定速走行条件、キーオフ（熱保存のためのものである）時などの基準以下の温度条件では
エアフラップを閉鎖状態に制御する。
図８は、図６及び図７に示した実施例のエンジンカプセル化構造物を適用した状態で初期
始動、走行中冷却、キーオフ時の冷却水の温度を示す図面である。
図９は、図６及び図７に示した実施例のエンジンカプセル化構造物を適用した状態で初期
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である。
【００３９】
先ず、初期始動時、エアフラップの閉鎖状態ではエンジン及び変速機などを囲んでいるエ
ンジンカプセル化構造物の熱保存作用（図９参照）により、エンジンがより迅速にウォー
ムアップ（ｗａｒｍ－ｕｐ）できるが、エンジンの迅速なウォームアップにより図８に示
すように、初期始動の間、エンジン冷却水の温度が従来に比べて早く上昇することになり
、サーモスタットの完全開放時点も早めることができる。
【００４０】
図８を参照すると、エンジンのウォームアップの完了時点（サーモスタットの完全開放時
点）が従来１５分から５分になり、大きく短縮されたことが分かる。
また、走行中冷却時、エアフラップの開放状態で図９に示すように、エンジンカプセル化
構造物に流入された空気が排気系部品の経路に沿って流れるように誘導されて排気系部品
の表面が効果的に冷却され、キーオフ（Ｋｅｙ－Ｏｆｆ）の後は、エアフラップの閉鎖状
態でエンジンの駆動が停止し、長時間の熱保存がなされるため、エンジンルーム内の温度
が外気温よりも高温に維持される。
外気温２５℃条件でエンジンオフの後、１５時間が経過したにもかかわらず、エンジンカ
プセル化構造物の熱保存作用により、４５℃の温度が維持されることが分かる。
しかし、従来は、約５時間が経過すると、エンジンカプセル化構造物内の温度が外気温に
到達することが分かる。
【００４１】
　以上、本発明に関する好ましい実施形態を説明したが、本発明は前記実施形態に限定さ
れるものではなく、本発明の属する技術分野を逸脱しない範囲での全ての変更が含まれる
。
【符号の説明】
【００４２】
１００　エンジンカプセル化構造物
１１０　エンジンルームカプセル化部材
１１１　上面カバー
１１２　側面カバー
１１３　後面カバー
１１４　ノズル喉フォーミング部
１１５　冷却空気誘導用ガイド
１２０　アンダーボディーカプセル化部材
１２１　下面カバー
１２２　側面カバー
１２３，１２４　ノズル喉フォーミング部
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