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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クランク軸とカム軸との間にカムチェーンが巻きかけられ、カムチェーンテンショナが
設けられた頭上弁式内燃機関において、シリンダブロックの外壁に上記カムチェーンテン
ショナリフタ取付け座面が形成され、該カムチェーンテンショナリフタ取付け座面の側方
の上記座面と並ぶ位置のシリンダブロック外壁に、内燃機関内部から排出されるブローバ
イガスの気液を分離するブリーザ室の一部となる凹部とブリーザ室カバー部を取付ける合
せ面を形成したことを特徴とする内燃機関のブリーザ装置。
【請求項２】
　上記内燃機関は、クランク軸の軸線を車体の左右方向に向けて配置され、シリンダブロ
ックの後部にブリーザ室が設けられ、その後方に設けられたエアクリーナとの間を、ブリ
ーザ通路によって接続されることを特徴とする請求項１に記載の内燃機関のブリーザ装置
。
【請求項３】
　クランク室から上記ブリーザ室に通じるブリーザ通路は、クランクケースのシリンダブ
ロック挿入孔内周とシリンダブロック下部薄肉管状部の外周との間の隙間、及びクランク
室上面に当接するシリンダブロックの下面から上方へ向かって形成された環状溝を備えて
構成され、上記環状溝の溝底は、シリンダブロックの上部に位置するブリーザ室に向けて
上り傾斜に形成されることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の内燃機関のブリー
ザ装置。
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【請求項４】
　上記ブリーザ室凹部外周に設けてあるブリーザ室合せ面は、シリンダ軸線に対して下向
きに傾斜して設けられ、シリンダブロックの環状溝とブリーザ室との間は、それぞれ鈍角
に交差して形成されたブローバイガス排出通路とオイル戻り通路で結ばれることを特徴と
する請求項３に記載の内燃機関のブリーザ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内燃機関に設けられるブリーザ装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　４サイクル内燃機関では、エンジンの温度上昇に伴うクランク室の内圧上昇、ピストン
下降時のクランク室の内圧上昇、さらに、ピストンとシリンダとの間の隙間からクランク
室への若干のブローバイガスの漏出がある。このためブリーザ装置を設けてブローバイガ
スを外部へ逃がす必要がある。クランク室にはオイルが封入されて激しく攪拌され、微粒
オイルが飛散してクランク室内に充満しているので、ブローバイガスを外部へ逃がす途中
で、排出ガスを一旦適当な容積のブリーザ室に入れ、減圧と流速低下によってオイル分を
分離して回収する。
【０００３】
　従来の技術においては、シリンダブロック及びシリンダヘッドの側面、即ち頭上弁駆動
用のカムチェーン室の設けられている側に、ブリーザ装置が設けられていた（例えば、特
許文献１参照。）。上記の例においては、ブリーザ装置の設置スペースを確保するために
、カムチェーン巻回位置をずらしていた。即ち、ドライブスプロケットをクランク軸に設
けるのではなく、リヤバランサ軸に設けて、カムチェーンラインが斜めになるように、カ
ムチェーンを巻回していた。このように、カムチェーンをオフセットして設けると、カム
軸駆動機構が複雑化し、内燃機関のシリンダブロック回りが大型化せざるを得なかった。
【０００４】
【特許文献１】特公平７－９１７１号公報（図１、図３）。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、カムチェーンドライブプーリをクランク軸に設けることによって、即ちカム
チェーンドライブプーリをオフセットさせることなく、かつ、シリンダブロックを大形化
することなく、ブリーザ装置を設置しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は上記課題を解決したものであって、請求項１に記載の発明は、クランク軸とカ
ム軸との間にカムチェーンが巻きかけられ、カムチェーンテンショナが設けられた頭上弁
式内燃機関において、シリンダブロックの外壁に上記カムチェーンテンショナリフタ取付
け座面が形成され、該カムチェーンテンショナリフタ取付け座面の側方の上記座面と並ぶ
位置のシリンダブロック外壁に、内燃機関内部から排出されるブローバイガスの気液を分
離するブリーザ室の一部となる凹部とブリーザ室カバー部を取付ける合せ面を形成したこ
とを特徴とする内燃機関のブリーザ装置に関するものである。
【０００７】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の内燃機関のブリーザ装置において、上記内
燃機関は、クランク軸の軸線を車体の左右方向に向けて配置され、シリンダブロックの後
部にブリーザ室が設けられ、その後方に設けられたエアクリーナとの間を、ブリーザ通路
によって接続されることを特徴とするものである。
【０００８】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は請求項２に記載の内燃機関のブリーザ装置にお
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いて、クランク室から上記ブリーザ室に通じるブリーザ通路は、クランクケースのシリン
ダブロック挿入孔内周とシリンダブロック下部薄肉管状部の外周との間の隙間、及びクラ
ンク室上面に当接するシリンダブロックの下面から上方へ向かって形成された環状溝を備
えて構成され、上記環状溝の溝底は、シリンダブロックの上部に位置するブリーザ室に向
けて上り傾斜に形成されることを特徴とするものである。
【０００９】
　請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の内燃機関のブリーザ装置において、上記ブ
リーザ室凹部外周に設けてあるブリーザ室合せ面は、シリンダ軸線に対して下向きに傾斜
して設けられ、シリンダブロックの環状溝とブリーザ室との間は、それぞれ鈍角に交差し
て形成されたブローバイガス排出通路とオイル戻り通路で結ばれることを特徴とするもの
である。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１の発明において、ブリーザ室を、カムチェーンテンショナリフタ取付け座面の
側方空間を利用して形成すると共に、ブリーザ室合せ面を上記テンショナリフタ取付け座
面と並ぶように形成したので、ブリーザ室を大型化しつつ、ブリーザ室とカムチェーンテ
ンショナの組立性を向上できる。また、カムチェーンテンショナ取付け座面とブリーザ室
合せ面とが並んでいるので、これらの面の機械加工が容易である。
【００１１】
　請求項２の発明において、ブリーザ室を走行風の当たりにくいシリンダブロック後面に
形成し、かつ上記ブリーザ室と、同ブリーザ室に近い後方のエアクリーナとの間を短いブ
リーザ通路で結ぶ構造としたので、ブローバイガスが冷やされて結露することが低減でき
る。
【００１２】
　請求項３の発明において、クランク室から上記ブリーザ室に通じるブリーザ通路が、比
較的幅が狭く、かつ表面積の大きい隙間と環状溝とによって構成されているので、気液分
離が促進される。環状溝の溝底がブリーザ室に向けて上り傾斜に形成されているので、環
状溝内のブローバイガスを効率よくブリーザ室に導くことができる。また、ブリーザ室を
シリンダ上部の燃焼室に近い高温部に近づけて設けることが可能になるので、これによっ
てブリーザ性能を向上させることができる。
【００１３】
　請求項４の発明において、上記ブリーザ室凹部のブリーザ室合せ面がシリンダ軸線に対
して下向きに傾斜して設けられているので、ブローバイガス排出通路とオイル戻り通路の
シリンダブロック側の部分を穿設する際に、この合せ面を参照して、例えば合せ面に対し
て直角方向に上記通路孔を穿設するなどによって、ブローバイガス排出通路とオイル戻り
通路を鈍角に交差した通路として容易に加工することが出来る。シリンダの環状溝とブリ
ーザ室との間が、それぞれ鈍角に交差して形成されたブローバイガス排出通路とオイル戻
り通路で結ばれるので、シリンダ軸線方向のブローバイガスの流れをスムーズにブリーザ
室に導くことができ、また、ブリーザ室からの戻りオイルをスムーズに環状溝に流入させ
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　図１は本発明の一実施形態に係る空冷式内燃機関１を搭載した自動二輪車２の側面図で
ある。矢印Ｆは前方を指している（以下の図においても同じ）。この自動二輪車２のヘッ
ドパイプ３にはメインフレーム４とダウンフレーム５が接続され、それぞれ後方と下方へ
伸びている。これらのフレームに内燃機関１が懸架されている。ヘッドパイプ３にはフロ
ントフォーク６が回動可能に支持され、その上端には操縦用ハンドル７が装着され、下端
には前輪８が軸支されている。メインフレーム４の後部には、リヤフォーク９がその前端
を枢支され、上下方向に揺動可能になっている。リヤフォーク９の後端には後輪10が軸支
されている。この後輪10は上記内燃機関１の変速機のカウンタ軸の軸端に装着されている
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後輪駆動スプロケット11と後輪の軸に装着された後輪従動スプロケット12とに巻回された
後輪駆動チェーン13によって駆動される。変速機のカウンタ軸はクランク軸などと平行で
、車体の左右方向に向けて配置されている。内燃機関１の前側に設けられている排気ポー
トに連なる排気管14は内燃機関の下部側方を回って車体後部に至り、排気消音器15に接続
されている。メインフレーム４の上部には、燃料タンク16が装着され、その後方にシート
17が装備されている。車体の前部にヘッドライト94が装備され、同ヘッドライト94と燃料
タンクの前部等を覆うフロントカバー95が設けてある。
【００１５】
　図２は上記内燃機関１の略中心を通る面で切った断面を左側から見た図である。この内
燃機関は頭上弁式内燃機関であり、その外殻は、左クランクケース20Ｌ（図示なし）と右
クランクケース20Ｒとからなるクランクケース20、クランクケース20の上部に順次接続さ
れたシリンダブロック21、シリンダヘッド22、シリンダヘッドカバー23、及びクランクケ
ース20の左右を覆う左クランクケースカバー（図示なし）、右クランクケースカバー（図
示なし）とからなっている。シリンダブロック21の後部に詳細後述するブリーザ室68が設
けてある。
【００１６】
　クランク軸26に連なるクランクピン27にはコンロッド28が接続され、同コンロッド28に
はピストン29が接続されている。ピストン29はシリンダブロック21内で上下運動をし、こ
れに連動してクランク軸26が回転する。シリンダヘッド22の上記ピストン29に対向する部
分に燃焼室30が形成され、シリンダヘッド22の壁体を貫通して、先端が上記燃焼室30に臨
み、後端が外部に露出する点火プラグ（図示なし）が設けてある。燃焼室30には吸気ポー
ト31と排気ポート32が開口している。吸気ポート31は後方へ伸び、気化器33に接続されて
いる。排気ポート32は前方へ延び排気管14（図１）に接続されている。吸気ポート31には
吸気弁34、排気ポート32には排気弁35が設けてある。シリンダヘッド22とシリンダヘッド
カバー23との間に、カム軸36が回転可能に支持されている。カム軸36と平行に吸気ロッカ
ーアーム軸37と排気ロッカーアーム軸38が設けられ、これらのアーム軸に設けられた吸気
ロッカーアーム39と排気ロッカーアーム40は、上記カム軸36のカムに駆動されて、上記吸
気弁34、排気弁35を開閉駆動する。
【００１７】
　クランクケース20に覆われたクランク室19内において、上記クランク軸26の隣に変速機
のメイン軸43が設けてあり、その隣には変速機のカウンタ軸44が設けてある。メイン軸43
の下方にシフトドラム45、クランク軸26の前方にバランサ軸46が設けてある。上記各軸は
左右のクランクケースに回転可能に支持されている。クランクケース20の上部にクランク
軸初期駆動用のスタータモータ47が取付けられている。クランク軸26の右端部には、図示
していない駆動歯車が設けられ、メイン軸43の右端部には、図示していないクラッチを介
して図示していない従動歯車が設けてあり、これらによって、クランク軸26の駆動力はメ
イン軸43に伝達される。メイン軸43とカウンタ軸44との間には、常時噛合い式歯車群が設
けてあり、シフトドラム45のカム溝によって駆動される第１シフトフォーク48と第２シフ
トフォーク49とによって、所定の歯車が軸方向に移動させられ歯車の噛合い関係が変更さ
れ、これによって、メイン軸43の動力が変速されてカウンタ軸44に伝達される。
【００１８】
　図３は上記内燃機関１の左側部に設けられたカムチェーン室52を含む縦断面を左側から
見た図である。図には左クランクケースカバー取付け面24が見えている。クランク軸26の
左側部分にはドライブスプロケット53が嵌着され、カム軸36の左端部にはドリブンスプロ
ケット54が固定され、この両スプロケットにはカムチェーン55が掛け渡され、これによっ
てクランク軸26の回転駆動力がカム軸36へ伝達され、シリンダヘッド22に配置されている
吸排気弁が所定タイミングで駆動される。各スプロケットに付してある矢印はスプロケッ
トの回転方向である。
【００１９】
　ドライブスプロケット53によって引っ張られる側のカムチェーン55に沿って、同カムチ
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ェーンを案内する樹脂製のカムチェーンガイド56が設けてあり、カムチェーン室52の周囲
の固定部に固定されている。カムチェーンガイド56のカムチェーン摺動側の断面は、ほぼ
カムチェーン55の幅に相当する凹溝となっており、カムチェーン55はその溝底を摺動する
。ドライブスプロケット53によって押し出される側のカムチェーン55に沿って、カムチェ
ーンテンショナ57が設けてある。カムチェーンテンショナ57はその下端の支持部を中心と
して回動可能に支持されている。カムチェーンテンショナ57は弾力性に富んだスチール系
金属で作られたアーム58と、同アーム58のチェーン摺動側に取付けられた硬質ゴム系樹脂
で成型されたシュー59とから構成されている。シュー59のカムチェーン摺動部はカムチェ
ーン55の撓みの形に湾曲成型され、そのカムチェーン摺動側の断面は、ほぼカムチェーン
55の幅に相当する凹溝となっており、カムチェーン55はその溝底を摺動する。シリンダブ
ロック21を貫通してテンショナリフタ60が設けられ、カムチェーン室52内部に突出したそ
の先端でカムチェーンテンショナ57を押し、押されたカムチェーンテンショナ57がカムチ
ェーン55を押し、これによって、カムチェーン55の弛みが防止される。図には、クランク
ケース20の後部にカウンタ軸44と後輪駆動スプロケット11が見える。
【００２０】
　図４はクランクケース20の上部に接続されたシリンダブロック21の縦断面図である。シ
リンダブロック21は、上部のシリンダブロック本体部21ａと下部のシリンダブロック下部
薄肉管状部21ｂとシリンダライナ21ｃとからなっている。シリンダライナ21ｃはシリンダ
ブロックの内側に一体化されている。シリンダブロック21は、クランクケース20のシリン
ダブロック挿入孔67にシリンダブロック下部薄肉管状部21ｂを挿入して装着されている。
シリンダブロック21の後部には、ブリーザ室68が形成されている。ブリーザ室68はシリン
ダブロック21の後面に形成されたブリーザ室凹部69に、別体のブリーザ室カバー部70を取
付けて構成され、内部に、迷路状気体通路71（図５）が形成されている。ブリーザ室合せ
面79はシリンダ軸線Ａに平行な線Ｂに対して角θだけ下向きに傾斜して設けてある。ブリ
ーザ室カバー部70の後面上部にブローバイガス排出管72が設けてある。これは、ブリーザ
チューブ90を介して内燃機関１の後方に設けられたエアクリーナ91（図１）に接続される
。
【００２１】
　図５は図４のＶ方向矢視図である。これは、ブリーザ室カバー部70を除去したシリンダ
ブロック21を後方から見た図である。シリンダブロック21の後面の左側にテンショナリフ
タ挿入孔77が開口し、その回りにテンショナリフタ取付け座面78が設けてある。テンショ
ナリフタ取付け座面78の隣に、ブリーザ室合せ面79とブリーザ室凹部69とが形成されてい
る。図には、ブリーザ室凹部69に形成された迷路状気体通路71が見えている。矢印はブロ
ーバイガスの流れである。前記ブローバイガス排出管72の位置が一点鎖線で示してある。
【００２２】
　図６は図４のＶＩ方向矢視図である。これは、ブリーザ室カバー部70を除去したシリン
ダブロック21を上方から見た図である。シリンダブロック21の中心よりやや右側に、シリ
ンダ孔65が開口している。シリンダ孔65の内面のシリンダライナ21ｃが見える。シリンダ
ブロックの後部にブリーザ室凹部69とブリーザ室合せ面79が見える。シリンダブロック21
の左側にカムチェーン室52が開口し、シリンダブロック21の後部にテンショナリフタ挿入
孔77とテンショナリフタ取付け座面78が見える。
【００２３】
　図７は図４のＶＩＩ-ＶＩＩ断面矢視図である。これは、シリンダブロック本体部21ａ
の下面図である。シリンダ孔65、シリンダライナ21ｃ、ブリーザ室合せ面79の端、カムチ
ェーン室52、およびテンショナリフタ取付け座面78の端などが見える。また、シリンダブ
ロック本体部21ａの下面に環状溝82の開口が見える。
【００２４】
　図４において、シリンダブロック本体部21ａには、その下面からシリンダ軸線Ａに平行
に環状溝82が形成してある。この環状溝82はシリンダブロック21の後方に行くほどシリン
ダの上方に向けて深くなっている。即ちこの環状溝82の溝底83を連ねる線の側面視83ａは
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シリンダ軸線Ａに対して傾斜し、ブリーザ室68に向かって上り傾斜となっている。図７に
は上記環状溝82のクランクケースへ当接する側の開口が示してある。この環状溝82の幅は
、シリンダブロック21の前側に比して後方に行くほど幅広に形成してある。
【００２５】
　図４において、シリンダブロック下部薄肉管状部21ｂとクランクケース20との間には隙
間84が設けてある。この隙間84と上記環状溝82とは連通している。また、シリンダブロッ
ク本体部21ａの上面から上記環状溝82の最深部に達するドリル孔85がシリンダ軸線Ａに対
して平衡に穿設され、その上端開口は栓86で塞いである。更に、上記ドリル孔85とブリー
ザ室68とを結ぶ連通孔87が下向きに穿設してある。即ちドリル孔85の中心線Ｃと連通孔87
の中心線Ｄとの交差角αは鈍角である。これらの孔はブローバイガスの排出通路となる部
分であり、上記のようにガス通路が鈍角に交差していることはガスをスムーズに流すため
に好都合である。連通孔87を後方から見た位置は図５に示されている。
【００２６】
　図６には、シリンダブロック21を上から見た状態において、上記ドリル孔85と連通孔87
とが示してある。更に、シリンダブロック21を上から見て、上記ドリル孔85と重ならない
位置において、ブリーザ室凹部69の下部と環状溝82とを連通するよう穿設されたオイル戻
し孔88が示してある。
【００２７】
　図８は図６のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ断面矢視図である。ブリーザ室凹部69の下部と環状溝
82とを連通する上記オイル戻し孔88が下向きに設けてある。即ち環状溝82の中心線Ｅとオ
イル戻し孔88の中心線Ｇとの交差角βは鈍角である。このようにオイル通路が鈍角に交差
していることはオイルをスムーズに戻すために好都合である。オイル戻し孔88を後方から
見た位置は図５に示されている。
【００２８】
　図９は本実施形態の作用説明図である。内燃機関の燃焼行程において、シリンダ孔65内
で燃焼したガスの一部は、ピストン29とシリンダライナ21ｃとの間から、ブローバイガス
（細線矢印）としてクランク室19内へ洩れる。洩れたブローバイガスは、クランク室の内
圧増加時に、クランク室19内のオイルミストと共に、シリンダブロック下部薄肉管状部21
ｂとクランクケース20との間の隙間84から環状溝82へ流入し、ドリル孔85と連通孔87を経
てブリーザ室68へ入る。ここでブローバイガスは迷路状気体通路71（図５）を経由してブ
ローバイガス排出管72から排出され、ブリーザチューブ90を介して、シリンダブロック21
後方に配置されているエアクリーナ91（図１）へ送り込まれ、そこで新鮮な空気と混合し
て、再び気化器33（図１、図２）を経由して燃焼室30（図２）へ送られ、燃焼に供される
。
【００２９】
　ブローバイガスはブリーザ室68の迷路状気体通路71を経由する過程でガス中に含まれる
油分を壁面に付着させ、ブローバイガス排出管72からは油分を含まないガス（二重線矢印
）として排出される。壁面に付着した油分はブリーザ室68の中で下方へ流下し、液状油（
太線矢印）となってオイル戻し孔88と環状溝82を経てクランク室19内へ戻る。シリンダブ
ロック下部薄肉管状部21ｂの下端に対向するように、クランクケース20の内壁からリブ92
が設けてある。これはピストン29とシリンダライナ21ｃの隙間から洩れたブローバイガス
に含まれる水蒸気分をクランク室19内へ落とさないようにし、反転して隙間84へ向かって
上昇するブローバイガスと共に、積極的にブリーザ室68へ送り込むためのガイドの働きを
するものである。
【００３０】
　図１０はシリンダヘッド22及びシリンダブロック21と、エアクリーナ91との接続関係を
上方から見た図である。シリンダヘッド22の後部に設けられた吸気ポート31に気化器33が
接続され、その後方にエアクリーナ91設けてあり、気化器33との間は吸気管96によって接
続されている。シリンダヘッド22の下側に位置するシリンダブロック21の後部のブリーザ
室68からブローバイガス排出管72が突出し、ブリーザチューブ90を介して、エアクリーナ
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91の清浄空気側に接続されている。組立状態の上面図ではシリンダブロック21はシリンダ
ヘッド22の下側に隠れて見えないので、図の下の方にシリンダブロック21のみの上面図が
示してある。
【００３１】
　ブリーザ室68から排出されたブローバイガスはブローバイガス排出管72とブリーザチュ
ーブ90とを経てエアクリーナ91の清浄空気側へ送り込まれ、エアクリーナ91内で清浄空気
と混合されて吸気管96と気化器33を経て燃料と共に燃焼室30へ吸入され、燃焼に供される
。
【００３２】
　以上詳述した実施形態においては、次の効果がもたらされる。
（１）ブリーザ室68を、カムチェーンテンショナリフタ取付け座面78の側方空間を利用し
て形成すると共に、ブリーザ室合せ面79を上記テンショナリフタ取付け座面78と並ぶよう
に形成したので、ブリーザ室68を大型化しつつ、ブリーザ室68とカムチェーンテンショナ
57の組立性を向上できる。また、テンショナリフタ取付け座面78とブリーザ室合せ面79と
が並んでいるので、これらの面の機械加工が容易である。
（２）ブリーザ室68を走行風の当たりにくいシリンダブロック21後面に形成し、かつ上記
ブリーザ室68と、同ブリーザ室に近い後方のエアクリーナ91との間を短いブリーザチュー
ブ90で結ぶ構造としたので、ブローバイガスが冷やされて結露することが低減できる。
（３）クランク室19から上記ブリーザ室68に通じるブリーザ通路が、比較的幅が狭く、か
つ表面積の大きい隙間84と環状溝82とを備えて構成されているので、気液分離が促進され
る。環状溝82の溝底がブリーザ室68に向けて上り傾斜に形成されているので、環状溝82内
のブローバイガスを効率よくブリーザ室68に導くことができる。また、ブリーザ室68をシ
リンダ上部の燃焼室に近い高温部に近づけて設けることが可能となるので、ブリーザ性能
を向上させることができる。
（４）ブリーザ室合せ面79がシリンダ軸線Ａに平行な線Ｂに対して角θ（図４）だけ下向
きに傾斜して設けられているので、連通孔87とオイル戻し孔88を穿設する際に、このブリ
ーザ室合せ面79を参照して、例えば、ブリーザ室合せ面79に対して直角方向に上記連通孔
87とオイル戻し孔88とを穿設するなどによって、連通孔87をドリル孔85に対して鈍角αに
交差したブローバイガス排出通路とし、オイル戻し孔88を環状溝82に対して鈍角βに交差
したオイル戻り通路として容易に加工することが出来る。ブローバイガス排出通路とオイ
ル戻り通路とがそれぞれ鈍角に交差して形成されているので、ドリル孔85からブリーザ室
68へ向かうブローバイガスの流れをスムーズにブリーザ室68に導くことができ、また、ブ
リーザ室68からの戻りオイルをスムーズに環状溝82に流入させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の一実施形態に係る内燃機関を搭載した自動二輪車の側面図である。
【図２】上記内燃機関の略中心を通る面で切った断面を右側から見た図である。
【図３】上記内燃機関の左側部に設けられたカムチェーン室を含む縦断面を右側から見た
図である。
【図４】クランクケースの上部に接続されたシリンダブロックの縦断面図である。
【図５】図４のＶ方向矢視図である。
【図６】図４のＶＩ方向矢視図である。
【図７】図４のＶＩＩ-ＶＩＩ断面矢視図である。
【図８】図６のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ断面矢視図である。
【図９】本実施形態の作用説明図である。
【図１０】シリンダヘッド及びシリンダブロックと、エアクリーナとの接続関係を上方か
ら見た図である。
【符号の説明】
【００３４】
　19…クランク室、20…クランクケース、21…シリンダブロック、52…カムチェーン室、
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55…カムチェーン、56…カムチェーンガイド、57…カムチェーンテンショナ、60…テンシ
ョナリフタ、21ａ…シリンダブロック本体部、21ｂ…シリンダブロック下部薄肉管状部、
21ｃ…シリンダライナ、65…シリンダ孔、67…シリンダブロック挿入孔、68…ブリーザ室
、69…ブリーザ室凹部、70…ブリーザ室カバー部、71…迷路状気体通路、72…ブローバイ
ガス排出管、78…テンショナリフタ取付け座面、79…ブリーザ室合せ面、82…環状溝、83
…溝底、84…隙間、85…ドリル孔、86…栓、87…連通孔、88…オイル戻し孔、90…ブリー
ザチューブ、91…エアクリーナ、92…リブ、Ａ…シリンダ軸線、Ｂ…シリンダ軸線に平行
な線、θ…ブリーザ室合せ面の下向き角、α…ドリル孔85の中心線Ｃと連通孔87の中心線
Ｄとの交差角、β…環状溝82の中心線Ｅとオイル戻し孔88の中心線Ｇとの交差角。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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