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(57)【要約】
【課題】エンジンに対する密着性を確保しつつ、少ない
ボルト本数でオイルコントロールバルブユニット設置す
ること。
【解決手段】バルブハウジング（６３）に支持されたコ
ントロールバルブ（６２）によって、エンジン（４１）
の可変バルブタイミング装置に対する油圧を制御するオ
イルコントロールバルブユニット（６１）の設置構造で
あって、エンジンにはバルブハウジングが設置される設
置面が形成され、設置面に対して２本のボルト（８１）
でバルブハウジングが設置され、２本のボルトがエンジ
ンのシリンダ軸方向に沿う方向で、バルブハウジングの
中心を挟んだ対向箇所に取り付けられたことを特徴とす
る。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バルブハウジングに支持されたコントロールバルブによって、エンジンの可変バルブタ
イミング装置に対する油圧を制御するオイルコントロールバルブユニットの設置構造であ
って、
　前記エンジンには前記バルブハウジングが設置される設置面が形成され、
　前記設置面に対して複数本のボルトで前記バルブハウジングが設置され、
　前記複数本のボルトのうち２本のボルトが、前記エンジンのシリンダ軸方向に沿う方向
で、前記バルブハウジングの中心を挟んだ対向箇所に取り付けられたことを特徴とするオ
イルコントロールバルブユニットの設置構造。
【請求項２】
　前記エンジンの外壁には前記バルブハウジングが差し込み可能な開口が形成され、
　前記エンジンの内壁には前記開口を通じて差し込まれた前記バルブハウジングが設置さ
れる前記設置面が形成されたことを特徴とする請求項１に記載のオイルコントロールバル
ブユニットの設置構造。
【請求項３】
　前記バルブハウジングには、前記２本のボルト用の２つの取付穴が形成されると共に、
シリンダ軸方向で２つの取付穴よりも前記バルブハウジングの中心寄りにオイル通路が形
成されたことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のオイルコントロールバルブユニ
ットの設置構造。
【請求項４】
　前記バルブハウジングには、前記コントロールバルブに向かって前記オイル通路がスト
レートに形成されたことを特徴とする請求項３に記載のオイルコントロールバルブユニッ
トの設置構造。
【請求項５】
　前記バルブハウジングには、鋳造時の型抜き方向に対して前記オイル通路が平行に形成
されたことを特徴とする請求項４に記載のオイルコントロールバルブユニットの設置構造
。
【請求項６】
　前記コントロールバルブはスプール式のバルブであり、
　シリンダ軸方向に対してバルブ軸方向が交差するように前記バルブハウジングが前記設
置面に設置されたことを特徴とする請求項１から請求項５のいずれかに記載のオイルコン
トロールバルブユニットの設置構造。
【請求項７】
　シリンダ軸方向に対してバルブ軸方向が４５度以上かつ９０度以下で交差するように前
記バルブハウジングが前記設置面に設置されたことを特徴とする請求項６に記載のオイル
コントロールバルブユニットの設置構造。
【請求項８】
　前記コントロールバルブは弁体を駆動する駆動部を有しており、
　前記バルブハウジングには前記弁体を収容するバルブケースが一体的に形成されると共
に、前記２本のボルトの少なくとも一方が取り付けられるボスと前記駆動部のブラケット
が取り付けられるボスとが一体的に形成されたことを特徴とする請求項１から請求項７の
いずれかに記載のオイルコントロールバルブユニットの設置構造。
【請求項９】
　前記駆動部が前記エンジンの後方を向くように前記バルブハウジングが設置されたこと
を特徴とする請求項８に記載のオイルコントロールバルブユニットの設置構造。
【請求項１０】
　請求項１から請求項９のいずれかに記載のオイルコントロールバルブユニットの設置構
造を備えたことを特徴とする車両。
【発明の詳細な説明】



(3) JP 2020-23945 A 2020.2.13

10

20

30

40

50

【技術分野】
【０００１】
　本開示は、オイルコントロールバルブユニットの設置構造及び車両に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、高出力、低燃費、低排気ガスを目的として、エンジンの運転状態に応じて吸気バ
ルブ及び排気バルブのバルブタイミングを制御する可変バルブタイミング装置を搭載した
エンジンが増加している。この種のエンジンにおいて、シリンダの外面に設置したオイル
コントロールバルブユニットで、可変バルブタイミング装置に対する油圧を制御するもの
が知られている（例えば、特許文献１参照）。可変バルブタイミング装置にはオイルコン
トロールバルブユニットからオイルが供給され、クランクシャフトに対するカムシャフト
の回転位相が進角側又は遅角側に変化してバルブタイミングが調整される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第５３４５４４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載のオイルコントロールバルブユニットは、バルブハウジングのブラケ
ットに複数の取付穴が形成されており、この取付穴に差し込んだボルトをエンジンの外面
のネジ穴に捩じ込むことで固定されている。しかしながら、エンジンの外面が振動するた
め、ボルトによる締め付けではエンジンに対するオイルコントロールバルブユニットの密
着性を確保できないおそれがあった。エンジンとオイルコントロールバルブユニットの密
着性を確保できたとしても、多数のボルトを用意しなければならなかった。
【０００５】
　本開示はかかる点に鑑みてなされたものであり、エンジンに対する密着性を確保しつつ
、少ないボルト本数で設置することができるオイルコントロールバルブユニットの設置構
造及び車両を提供することを目的の１つとする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の一態様のオイルコントロールバルブユニットの設置構造は、バルブハウジング
に支持されたコントロールバルブによって、エンジンの可変バルブタイミング装置に対す
る油圧を制御するオイルコントロールバルブユニットの設置構造であって、前記エンジン
には前記バルブハウジングが設置される設置面が形成され、前記設置面に対して複数本の
ボルトで前記バルブハウジングが設置され、前記複数本のボルトのうち２本のボルトが、
前記エンジンのシリンダ軸方向に沿う方向で、前記バルブハウジングの中心を挟んだ対向
箇所に取り付けられたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本開示の一態様のオイルコントロールバルブユニットの設置構造によれば、バルブハウ
ジングがシリンダ軸方向における対向箇所で固定されているため、エンジンのシリンダ軸
方向のエンジン振動によるバルブハウジングの振れが抑えられている。よって、エンジン
の設置面に対するバルブハウジングの密着性を確保しつつ、エンジンに対して少ないボル
ト本数でオイルコントロールバルブユニットを設置することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本実施の形態の自動二輪車の左側面図である。
【図２】比較例のオイルコントロールバルブユニットの設置構造の説明図である。
【図３】本実施の形態のエンジン周辺の斜視図である。
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【図４】本実施の形態の自動二輪車の前半部分の右側面図である。
【図５】本実施の形態のエンジン周辺の背面図である。
【図６】本実施の形態のコントロールバルブの模式図である。
【図７】本実施の形態のオイルコントロールバルブユニットの斜視図である。
【図８】本実施の形態のバルブハウジングの平面図である。
【図９】本実施の形態のバルブハウジングの断面図である。
【図１０】本実施の形態のオイルコントロールバルブの設置図である。
【図１１】本実施の形態のシリンダヘッドの部分断面図である。
【図１２】本実施の形態のシリンダヘッド及びクランクケースの締結構造の説明図である
。
【図１３】本実施の形態のエンジンの流路構造を示す斜視図である。
【図１４】本実施の形態のエンジンの流路構造を示す側面図である。
【図１５】本実施の形態の可変バルブタイミングシステムの模式図である。
【図１６】本実施の形態の車体フレームの組み付け動作の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本実施の形態について添付図面を参照して詳細に説明する。ここでは、本実施の
形態のオイルコントロールバルブユニットの設置構造をスポーツタイプの自動二輪車に適
用した例について説明するが、適用対象はこれに限定されることなく、適宜変更が可能で
ある。例えば、オイルコントロールバルブユニットを、他のタイプの自動二輪車に適用し
てもよい。図１は、本実施の形態の自動二輪車の左側面図である。以下の図では、車体前
方を矢印ＦＲ、車体後方を矢印ＲＥ、車体左側をＬ、車体右側をＲでそれぞれ示す。
【００１０】
　図１に示すように、自動二輪車１は、アルミ鋳造で形成されるツインスパー型の車体フ
レーム１０にエンジン４１や電装系等の各種部品を搭載して構成されている。車体フレー
ム１０のメインフレーム１２は、ヘッドパイプ１１から左右に分岐して後方に向かって延
びている。左右一対のメインフレーム１２はエンジン４１の後方に回り込むように湾曲し
、メインフレーム１２の後方のボディフレーム１５でエンジン４１の後方側が支持されて
いる。車体フレーム１０のダウンフレーム１３（図３参照）は、ヘッドパイプ１１から左
右に分岐して下方に延びており、左右一対のダウンフレーム１３の下部でエンジン４１の
前方側が支持されている。
【００１１】
　メインフレーム１２の前側部分の一部はタンクレール１４になっており、タンクレール
１４上に燃料タンク２１が設置されている。メインフレーム１２の後側部分はボディフレ
ーム１５になっており、ボディフレーム１５の上下方向の略中間位置にスイングアーム１
８を揺動可能に支持するスイングアームピボット１７が形成されている。ボディフレーム
１５の上部には、後方に向かって延びるシートレール（不図示）及びバックステー１６が
設けられている。シートレール上には、燃料タンク２１に連接されるライダーシート２３
及びピリオンシート２４が設けられている。
【００１２】
　車体フレーム１０には、車体外装として各種カバーが装着されている。例えば、車体前
半部はフロントカウル２６に覆われており、車体側面はサイドカウル２７に覆われている
。また、シートレールはリヤカウル２８に覆われており、エンジン４１の前下方はアンダ
ーカウル２９に覆われている。ヘッドパイプ１１には、ステアリングシャフト（不図示）
を介して左右一対のフロントフォーク３２が操舵可能に支持されている。フロントフォー
ク３２には、前輪緩衝用のフロントサスペンションが内装されている。フロントフォーク
３２の下部には前輪３３が回転可能に支持され、前輪３３の上方はフロントフェンダ３４
によって覆われている。
【００１３】
　スイングアーム１８は、スイングアームピボット１７から後方に向かって延びている。
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スイングアーム１８とボディフレーム１５の間には、後輪緩衝用のリヤサスペンション３
６が設けられている。リヤサスペンション３６は、一端がボディフレーム１５の上端側に
支持され、他端がサスペンションリンク３７を介してスイングアーム１８に連結されてい
る。スイングアーム１８の後端には後輪３８が回転可能に支持されている。エンジン４１
及び後輪３８は減速機構を介して連結されており、減速機構を介してエンジン４１からの
動力が後輪３８に伝達される。後輪３８の上方は、リヤカウル２８の後部に設けられるリ
ヤフェンダ３９によって覆われている。
【００１４】
　エンジン４１は、例えば、並列４気筒エンジンのクランクシャフト（不図示）等が収容
されるクランクケース４２上にシリンダヘッド４３（図３参照）を取り付けて構成されて
いる。エンジン４１が車体フレーム１０に支持されることで、車体全体の剛性が確保され
ている。エンジン４１には、インテークパイプ（不図示）を通じて空気が取り込まれ、燃
料噴射装置にて空気と燃料とが混合されて燃焼室に供給される。燃焼後の排気ガスは、エ
ンジン４１の右側面において後方に延出されたエキゾーストパイプ（不図示）を経てマフ
ラ４４から排出される。
【００１５】
　このように構成されたエンジン４１には、運転状態に応じて吸気バルブの駆動タイミン
グを制御する可変バルブタイミングシステムが採用されている。エンジン４１の外面には
オイルコントロールバルブユニット６１（図３参照）が設置されており、オイルコントロ
ールバルブユニット６１によって可変バルブタイミングシステムに対する油圧が制御され
ている。可変バルブタイミングシステムにはカムチェーンを介してクランクシャフトから
の動力が伝達され、オイルコントロールバルブユニット６１に制御された駆動タイミング
で吸気バルブが動かされる。
【００１６】
　ところで、オイルコントロールバルブユニット６１はシリンダヘッド４３の外壁に形成
された開口に部分的に差し込まれ、オイルコントロールバルブユニット６１の内部流路が
シリンダヘッド４３の内部流路に連通されている。このとき、オイルコントロールバルブ
ユニット６１がシリンダヘッド４３の設置面にボルトでネジ止めされることで、オイルコ
ントロールバルブユニット６１が設置面に強く押さえつけられている。しかしながら、シ
リンダヘッド４３にはシリンダ軸方向にエンジン振動が生じており、このエンジン振動に
よってオイルコントロールバルブユニット６１とシリンダヘッド４３の設置面の密着性が
低下する。
【００１７】
　例えば、図２Ａの比較例に示すように、シリンダヘッド４３に対してオイルコントロー
ルバルブユニット６１が車両前後方向の２箇所でネジ止めされている。しかしながら、図
２Ｂに示すように、シリンダ軸方向ではシリンダヘッド４３にオイルコントロールバルブ
ユニット６１が１箇所しかネジ止めされていない。このため、シリンダ軸方向のエンジン
振動によってオイルコントロールバルブユニット６１の自由端側にモーメントが作用し、
ネジ止め箇所を支点にしてオイルコントロールバルブユニット６１が揺さ振られる。そこ
で、本実施の形態では、シリンダ軸方向に沿う２箇所でオイルコントロールバルブユニッ
ト６１をネジ止めしている（図３参照）。
【００１８】
　また、シリンダヘッド４３の外壁にオイルコントロールバルブユニット６１用に開口８
３（図１１Ａ参照）が形成されることで、シリンダヘッド４３の外壁の剛性が低下してエ
ンジン振動が大きくなる。このため、振動騒音が大きくなると共に、オイルコントロール
バルブユニット６１とシリンダヘッド４３の外壁の開口縁との密着性を確保することが難
しい。そこで、本実施の形態では、この開口を挟んで離間した一対のボルトでシリンダヘ
ッド４３とクランクケース４２の合わせ面８８を締結して、クランクケース４２の剛性を
利用してシリンダヘッド４３の剛性低下を抑えている（図１２Ｃ参照）。
【００１９】
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　以下、図３から図６を参照して、本実施の形態のオイルコントロールバルブユニットの
設置構造について説明する。図３は、本実施の形態のエンジン周辺の斜視図である。図４
は、本実施の形態の自動二輪車の前半部分の右側面図である。図５は、本実施の形態のエ
ンジン周辺の背面図である。図６は、本実施の形態のコントロールバルブの模式図である
。なお、図３から図６では、説明の便宜上、車体外装としての各種カバーを省略して記載
している。
【００２０】
　図３及び図４に示すように、車体フレーム１０にエンジン４１が支持されており、エン
ジン４１の前方にはラジエータ４７が設置されている。エンジン４１は、クランクケース
４２上にシリンダヘッド４３が設けられている。シリンダヘッド４３の上方でヘッドパイ
プ１１から後方に左右一対のメインフレーム１２が延びており、シリンダヘッド４３の前
方でヘッドパイプ１１から下方に左右一対のダウンフレーム１３が延びている。車体フレ
ーム１０の前側部分でメインフレーム１２とダウンフレーム１３に二股に分かれることで
、シリンダヘッド４３の側方（右側方）にオイルコントロールバルブユニット６１の設置
スペース４９が確保されている。
【００２１】
　この場合、ダウンフレーム１３がエンジン４１の前側を支持している。ダウンフレーム
１３はシリンダヘッド４３の前側を支持しており、ダウンフレーム１３の幅はエンジン４
１に対する支持位置１９からヘッドパイプ１１に向かうにしたがって前後に広がる略三角
形状に形成されている。エンジン４１の上部のシリンダヘッド４３をダウンフレーム１３
で支持することで、エンジン４１の下部をダウンフレーム１３で支持する構造とは異なり
、ダウンフレーム１３の幅の前後方向への広がりを抑えて、シリンダヘッド４３の側方に
オイルコントロールバルブユニット６１の設置スペース４９が確保されている。
【００２２】
　エンジン４１の側方で、メインフレーム１２とダウンフレーム１３で挟まれた設置スペ
ース４９にオイルコントロールバルブユニット６１が設置されることで、ダウンフレーム
１３によってラジエータ４７とオイルコントロールバルブユニット６１の間が遮られてい
る。これにより、ラジエータ４７からの熱が車体フレーム１０の一部のダウンフレーム１
３で遮熱されて、オイルコントロールバルブユニット６１の温度上昇による作動特性の悪
化が抑えられる。さらに、メインフレーム１２とダウンフレーム１３でオイルコントロー
ルバルブユニット６１が挟まれることで、車体前方の飛び石等からオイルコントロールバ
ルブユニット６１が保護される。
【００２３】
　オイルコントロールバルブユニット６１の前方がダウンフレーム１３で遮られるため、
ラジエータ４７からの熱の影響を抑えられるが、オイルコントロールバルブユニット６１
に走行風が当たり難くなる。このため、シリンダヘッド４３の前後一対のＩＮカム軸心Ｏ
１、ＥＸカム軸心Ｏ２のうち、ダウンフレーム１３がＥＸカム軸心Ｏ２の前側を通り、メ
インフレーム１２がＩＮカム軸心Ｏ１の後側を通るようにして、オイルコントロールバル
ブユニット６１の設置スペース４９を広くしている。設置スペース４９を広く取ることで
、設置スペース４９に熱気が籠り難くなって雰囲気温度が低下されている。
【００２４】
　さらに、クランクケース４２内に変速機が収容されており、クランクケース４２には変
速機を側方から覆うように変速機カバー４５が設けられている。変速機カバー４５は側方
に膨出しており、オイルコントロールバルブユニット６１が変速機カバー４５の上方に設
置されている。オイルコントロールバルブユニット６１が変速機カバー４５、メインフレ
ーム１２、ダウンフレーム１３で囲まれており、変速機カバー４５、メインフレーム１２
、ダウンフレーム１３で囲まれた空間が設置スペース４９として有効利用される。これに
より、ダウンフレーム１３によって車体前方の飛び石からオイルコントロールバルブユニ
ット６１が保護されるだけでなく、変速機カバー４５によって車体下方の飛び石からオイ
ルコントロールバルブユニット６１が保護される。
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【００２５】
　変速機カバー４５の上部は前方に向かってオイルコントロールバルブユニット６１との
間隔を広げるように形成されている。変速機カバー４５の上部は前方に向かって斜め下方
に傾斜しており、変速機カバー４５の上部とオイルコントロールバルブユニット６１の上
下間隔が大きくなっている。変速機カバー４５とオイルコントロールバルブユニット６１
が離間することで、オイルコントロールバルブユニット６１の設置スペース４９を広く取
ることができ、設置スペース４９に熱気が籠り難くなって雰囲気温度が低下されている。
このように、メインフレーム１２、ダウンフレーム１３、変速機カバー４５によってエン
ジン４１の側面に十分な広さの設置スペース４９が確保されている。
【００２６】
　左右一対のメインフレーム１２はヘッドパイプ１１から斜め後方に向かって延びており
、オイルコントロールバルブユニット６１の設置スペース４９の後方でメインフレーム１
２の対向間隔が狭くなっている（特に図５参照）。さらに、オイルコントロールバルブユ
ニット６１が変速機カバー４５の上方に設置されている。これにより、オイルコントロー
ルバルブユニット６１の後方でメインフレーム１２及び変速機カバー４５によって空気の
流れが阻害されることがない。後方視でオイルコントロールバルブユニット６１が露出さ
れることで、走行時に設置スペース４９から熱気が後方に流されてオイルコントロールバ
ルブユニット６１が効果的に冷却される。
【００２７】
　また、ラジエータ４７から後方に向かってラジエータホース４８が延びており、エンジ
ン４１の側面でオイルコントロールバルブユニット６１がラジエータホース４８の上方に
設置されている。ラジエータホース４８によってラジエータ４７からエンジン４１に冷却
水が送られ、ラジエータホース４８内の冷却水によってオイルコントロールバルブユニッ
ト６１が冷却される。ラジエータホース４８がオイルコントロールバルブユニット６１の
直下を横切るため、ラジエータホース４８によって車体下方の飛び石からオイルコントロ
ールバルブユニット６１が保護される。ラジエータホース４８がゴム等で形成されている
ため、ラジエータホース４８自体が飛び石で破損し難くなっている。
【００２８】
　図３及び図５に示すように、オイルコントロールバルブユニット６１がメインフレーム
１２と上面視で重なり、ダウンフレーム１３、変速機カバー４５と前後方向視で重なって
いる。オイルコントロールバルブユニット６１が上面視でメインフレーム１２に重なるこ
とで、メインフレーム１２が雨除けになって雨水によるオイルコントロールバルブユニッ
ト６１の破損が防止される。オイルコントロールバルブユニット６１がダウンフレーム１
３、変速機カバー４５と前後方向視で重なることで、車体前方及び車体下方の飛び石から
オイルコントロールバルブユニット６１が保護され、さらにダウンフレーム１３によって
ラジエータ４７の熱に対する遮熱効果が高められている。
【００２９】
　オイルコントロールバルブユニット６１は、変速機カバー４５、メインフレーム１２、
ダウンフレーム１３の全てに対して前後方向視で内側に設置されている。変速機カバー４
５、メインフレーム１２、ダウンフレーム１３によって車体転倒時の衝撃やその他の外部
の衝撃からオイルコントロールバルブユニット６１が保護される。また、前後方向視で車
体フレーム１０内にオイルコントロールバルブユニット６１が収まることで、車体全体の
車幅寸法の増加が抑えられている。なお、前後方向視で内側とは、変速機カバー４５、メ
インフレーム１２、ダウンフレーム１３の最外面よりも内側であればよい。
【００３０】
　オイルコントロールバルブユニット６１は、シリンダヘッド４３の設置スペース４９に
一対のボルト８１によって２箇所でネジ止めされている。上記したように、エンジン４１
にはシリンダ軸方向（図２参照）でエンジン振動が発生しているため、シリンダ軸方向に
離間した一対のボルト８１によってエンジン振動によるオイルコントロールバルブユニッ
ト６１の振れが抑え込まれている。また、オイルコントロールバルブユニット６１には、
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一対のボルト８１の間に給気側のバルブタイミングを制御する円筒状のコントロールバル
ブ６２が横向き姿勢で設けられている。
【００３１】
　図６Ａに示すように、コントロールバルブ６２は、円筒状に形成されたスプール式のバ
ルブであり、ソレノイド６６が収容されたソレノイド側とバルブスプール６７が収容され
たバルブスプール側とで長手方向で分かれている。ソレノイド６６は、いわゆる円筒状の
導線コイルであり、通電によって磁場を発生させることで、ソレノイド６６の内側の鉄芯
６８に連結したバルブスプール６７を進退させている。バルブスプール６７の進退によっ
てコントロールバルブ６２内でオイルの供給先が進角室又は遅角室に切り換えられて、吸
気バルブのバルブタイミングが調整される。
【００３２】
　このようなコントロールバルブ６２は、ソレノイド６６の通電によって発熱し易く、ソ
レノイド６６の温度上昇によって作動特性が悪化する。そこで、本実施の形態では、コン
トロールバルブ６２のソレノイド６６側が後方に向けられている。ソレノイド６６が熱源
であるラジエータ４７（図３参照）から離されるため、ラジエータ４７によるソレノイド
６６の加熱が抑えられて、ソレノイド６６の温度上昇によるコントロールバルブ６２の作
動特性の悪化が抑えられている。また、コントロールバルブ６２のソレノイド６６の軸心
が水平又は後ろ斜め上方に向けられることが好ましい。
【００３３】
　例えば、図６Ｂの比較例に示すように、コントロールバルブ６２のソレノイド６６の軸
心が後斜め下方に向けられていると、バルブスプール６７側で発生したコンタミＣ等の異
物が自重によってオイル内をソレノイド６６側に移動する。このため、ソレノイド６６側
にコンタミＣ等の異物が溜まるおそれがある。このため、図６Ａに示す本実施の形態では
、ソレノイド６６の軸心が水平又は後ろ斜め上方（図では水平）に向けられている。これ
により、バルブスプール６７側で発生したコンタミＣ等の異物がソレノイド６６側に入り
込み難くなってソレノイド６６が破損し難くなっている。
【００３４】
　続いて、図７から図１２を参照して、オイルコントロールバルブユニットの設置構造に
ついて詳細に説明する。図７は、本実施の形態のオイルコントロールバルブユニットの斜
視図である。図８は、本実施の形態のバルブハウジングの平面図である。図９は、本実施
の形態のバルブハウジングの断面図である。図１０は、本実施の形態のオイルコントロー
ルバルブの設置図である。図１１は、本実施の形態のシリンダヘッドの部分断面図である
。図１２は、本実施の形態のシリンダヘッド及びクランクケースの締結構造の説明図であ
る。なお、図８では説明の便宜上、ソレノイド側を二点鎖線で示している。
【００３５】
　図７に示すように、オイルコントロールバルブユニット６１のバルブハウジング６３は
、複数のオイル通路が形成されたハウジング本体６４の上部に、バルブスプール（不図示
）が差し込まれるバルブケース６５が一体的に形成されている。ハウジング本体６４は、
シリンダヘッド４３（図１１Ａ参照）の外壁に差し込まれて使用されるものであり、ハウ
ジング本体６４の外面にはシリンダヘッド４３の外壁との隙間を封止するＯリング８２が
装着されている。このＯリング８２を境にして、ハウジング本体６４側がシリンダヘッド
４３の内部に収容され、バルブケース６５側がシリンダヘッド４３から外部に突出される
。
【００３６】
　図７及び図８Ａ－図８Ｄに示すように、ハウジング本体６４には、ボルト８１（図１０
Ａ参照）用の一対の取付穴７１ａ、７１ｂが貫通形成されると共に、コントロールバルブ
６２に向かって４つのオイルポート（オイル通路）７２ａ－７２ｄが形成されている。各
オイルポートは、供給ポート７２ａ、進角ポート７２ｂ、遅角ポート７２ｃ、ドレンポー
ト７２ｄであり、バルブスプールが収容されたバルブケース６５の内側に接続されている
。コントロールバルブ６２の駆動によって各オイルポート７２ａ－７２ｄの連通状態が切
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り換えられることで、可変バルブタイミング装置の進角室又は遅角室にオイルが供給され
る。
【００３７】
　ハウジング本体６４の中央の供給ポート７２ａにオイルが入り込み、供給ポート７２ａ
のフィルタ７３で濾過されたオイルがコントロールバルブ６２に供給される。コントロー
ルバルブ６２が切り換わることで、供給ポート７２ａが進角ポート７２ｂ及び遅角ポート
７２ｃのいずれか一方に連通され、ドレンポート７２ｄが進角ポート７２ｂ及び遅角ポー
ト７２ｃのいずれか他方に連通される。これにより、可変バルブタイミング装置の進角室
又は遅角室のいずれか一方に供給ポート７２ａからオイルが供給され、いずれか他方から
ドレンポート７２ｄを通じてオイルが排出される。
【００３８】
　図９Ａから図９Ｄに示すように、ハウジング本体６４には、エンジン４１の壁面に設置
される下面７４からバルブケース６５に向かってオイルポート７２ａ－７２ｄがストレー
トに形成されている。このため、ハウジング本体６４内の通路形状による圧力損失を減ら
して、各オイルポート７２ａ－７２ｄ内のオイルの流れがスムーズになって可変バルブタ
イミング装置の応答性能が向上される。ドレンポート７２ｄの排出口は部分的に切り欠か
れており、ハウジング本体６４の下面７４がエンジン４１の壁面に設置しても切欠き部分
７５からオイルの排出を可能にしている。
【００３９】
　図９Ｅに示すように、ハウジング本体６４には、Ｏリング８２のリング溝７６の内側に
十分な肉厚を確保してオイルポート７２ａ－７２ｄ及び取付穴７１ａ、７１ｂが形成され
ている。また、各オイルポート７２ａ－７２ｄは、一対の取付穴７１ａ、７１ｂの中心同
士を結んだ直線Ｌ１に対して垂直で、かつ各取付穴７１ａ、７１ｂの中心を通る直線Ｌ２
、Ｌ３の間に配置されている。一対の取付穴７１ａ、７１ｂの内側にバルブケース６５が
位置付けられているため（図８Ｄ参照）、ハウジング本体６４の下面に垂直な方向で各オ
イルポート７２ａ－７２ｄがバルブケース６５の内側に連通している。
【００４０】
　また、ハウジング本体６４の全てのオイルポート７２ａ－７２ｄ及び取付穴７１ａ、７
１ｂがバルブハウジング６３の鋳造時の型抜き方向に対して平行に形成されている。これ
により、鋳造時にバルブハウジング６３の外形を形成する外型とバルブハウジング６３の
オイルポート７２ａ－７２ｄや取付穴７１ａ、７１ｂを形成する鋳抜きピンを同方向に抜
くことができ、作業工数を減らして生産性を向上させることができる。このように、オイ
ルコントロールバルブユニット６１の各オイルポート７２ａ－７２ｄは、オイルの圧力損
失だけでなく製造工数を考慮してストレート形状に形成されている。
【００４１】
　図８Ｄ及び図９Ｂに示すように、バルブケース６５を挟んだ２箇所には取付穴７１ａ、
７１ｂが開口した一対のボス７７が形成されている。各ボス７７は、取付穴７１ａ、７１
ｂを補強するだけでなく、バルブケース６５を補強してバルブケース６５の剛性が高めら
れている。また、一方のボス７７には、ソレノイド６６（図７参照）のブラケット７９（
図７参照）が取り付けられるボス７８が一体的に形成されて剛性が高められている。これ
により、ハウジング本体６４、バルブケース６５、ボス７７、７８を一体的に形成して、
バルブハウジング６３に対するソレノイド６６の取り付け剛性を高めることが可能になっ
ている。
【００４２】
　図１０Ａに示すように、オイルコントロールバルブユニット６１は、シリンダヘッド４
３に対して側方から一対のボルト８１でネジ止めされている。この場合、シリンダヘッド
４３の外壁８５が円形に開口されており、この開口部分にバルブハウジング６３が部分的
に差し込まれる。シリンダヘッド４３の内壁８６（図１０Ｂ参照）には、開口を通じて差
し込まれたバルブハウジング６３が設置される設置面８０（図１０Ｂ参照）が形成されて
いる。設置面８０には、バルブハウジング６３の各オイルポート７２ａ－７２ｄ及び取付
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穴７１ａ、７１ｂに対応した位置にオイル通路やネジ穴（不図示）が形成されている。
【００４３】
　バルブハウジング６３の取付穴７１ａ、７１ｂ（図７参照）が設置面８０（図１０Ｂ参
照）のネジ穴に位置合わせて一対のボルト８１でネジ止めされることで、シリンダヘッド
４３に対してオイルコントロールバルブユニット６１が取り付けられる。これにより、バ
ルブハウジング６３とシリンダヘッド４３の内壁８６（図１０Ｂ参照）の合わせ面が液密
に封止され、ハウジング本体６４の各オイルポート７２ａ－７２ｃがシリンダヘッド４３
の内壁のオイル通路に連通される。このとき、オイルコントロールバルブユニット６１は
、シリンダヘッド４３のシリンダ軸方向に沿う方向で、バルブハウジング６３の中心を挟
んだ対向箇所に一対のボルト８１でネジ止めされている。
【００４４】
　シリンダ軸方向はエンジン４１内のピストンの往復方向であり、シリンダヘッド４３に
は主にピストンの往復動作によってシリンダ軸方向にエンジン振動が生じている。シリン
ダ軸方向に沿う方向でオイルコントロールバルブユニット６１の対向箇所が一対のボルト
８１によって固定されるため、シリンダ軸方向のエンジン振動によるバルブハウジング６
３の振れが抑えられている。これにより、シリンダヘッド４３の設置面８０（図１０Ｂ参
照）に対するオイルコントロールバルブユニット６１の密着性が確保され、バルブハウジ
ング６３とシリンダヘッド４３の内壁８６の合わせ面でオイル通路のシール性が向上され
ている。
【００４５】
　より詳細には、図１０Ｂに示すように、シリンダ軸方向ではバルブハウジング６３の中
心を挟んだ２箇所でシリンダヘッド４３の設置面８０にネジ止めされている。このため、
シリンダ軸方向のエンジン振動によってバルブハウジング６３の自由端側にモーメントが
作用しても、シリンダ軸方向の両端でバルブハウジング６３のモーメントによる振れが強
く押え込まれる。オイルコントロールバルブユニット６１がシリンダヘッド４３と一体的
に振動するため、エンジン振動によってバルブハウジング６３とシリンダヘッド４３の内
壁８６の合わせ面の密着性が低下することがない。
【００４６】
　また、バルブハウジング６３には、シリンダ軸方向において一対の取付穴７１ａ、７１
ｂよりもバルブハウジング６３の中心寄りにオイルポート７２ａ－７２ｄが形成されてい
る（図９Ｅ参照）。一対のボルト８１の内側で特にバルブハウジング６３とシリンダヘッ
ド４３の設置面８０が密着するため、バルブハウジング６３とシリンダヘッド４３の合わ
せ面でオイル漏れが防止される。よって、油圧が高いオイルポート７２ａ－７２ｄであっ
ても高いシール性を維持することができる。バルブハウジング６３からのオイル漏れが抑
えられてオイルが十分な圧力に維持されるため、可変バルブタイミング装置の応答性能が
悪化することがない。
【００４７】
　図１０Ａに戻り、シリンダ軸方向に対してコントロールバルブ６２のバルブ軸方向が交
差するように、バルブハウジング６３がシリンダヘッド４３に設置されている。シリンダ
軸方向のエンジン振動にバルブ軸方向が交差することで、コントロールバルブ６２に対す
るエンジン振動のバルブ軸方向の振動成分を減らすことができる。よって、バルブ軸方向
の振動成分によるコントロールバルブ６２の誤作動を抑えて作動安定性を向上させること
ができる。この場合、バルブ軸方向の振動成分を効果的に減らすために、シリンダ軸方向
に対してバルブ軸方向が４５度以上かつ９０度以下で交差することが好ましい。
【００４８】
　図１１Ａ及び図１１Ｂに示すように、シリンダヘッド４３及びクランクケース４２（図
１２Ｂ参照）には、可変バルブタイミング装置に動力を伝達するカムチェーン５６のチェ
ーン室８４が形成されている。チェーン室８４の外方はシリンダヘッド４３及びクランク
ケース４２の外壁８５に区画され、チェーン室８４の内方はシリンダヘッド４３及びクラ
ンクケース４２の内壁８６に区画されている。シリンダヘッド４３の外壁８５には上記し
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たように開口８３が形成され、カムチェーン５６の内側を通ってオイルコントロールバル
ブユニット６１が開口８３に部分的に差し込まれるように設置されている。
【００４９】
　カムチェーン５６の内側に部材を設置することは組み付け性の観点からは好ましくない
が、オイルコントロールバルブユニット６１を着脱可能にしたことで、カムチェーン５６
の組み付け時にオイルコントロールバルブユニット６１が障害になることがない。自動二
輪車１（図１参照）等ではチェーンカバーがシリンダヘッド４３に一体化されており、シ
リンダヘッド４３からチェーンカバーだけを外すことができない。このため、カムチェー
ン５６の内側に部材を設置されていると、エンジン４１に対してカムチェーン５６を後か
ら組み付ける際の障害になる。
【００５０】
　そこで、本実施の形態では、オイルコントロールバルブユニット６１を着脱可能にして
、エンジン４１にカムチェーン５６を組み付けた後に、カムチェーン５６の内側にオイル
コントロールバルブユニット６１のバルブハウジング６３を差し込んでいる。これにより
、カムチェーン５６の組み付け時に干渉することがなく、カムチェーン５６の内側のデッ
ドスペースが有効利用される。また、オイルコントロールバルブユニット６１のバルブハ
ウジング６３をカムチェーン５６の内側に通すようにしたことで、オイルコントロールバ
ルブユニット６１が可変バルブタイミング装置に近づけられている。
【００５１】
　よって、メインギャラリ５３（図１４参照）からオイルコントロールバルブユニット６
１までの内部流路が長くなり、オイルコントロールバルブユニット６１から可変バルブタ
イミング装置までの進角側及び遅角側の内部流路が短くなる。オイルコントロールバルブ
ユニット６１の下流側では流路構造が複雑になるが、オイルコントロールバルブユニット
６１と可変バルブタイミング装置の内部流路が短くなることで圧力損失が最小限に抑えら
れている。よって、オイルコントロールバルブユニット６１にはメインギャラリ５３から
高い油圧でオイルが送り込まれ、可変バルブタイミング装置に高い油圧をかけることが可
能になっている。
【００５２】
　シリンダヘッド４３の内側にはチェーン室８４が広がっており、シリンダヘッド４３の
外壁８５にはチェーン室８４に連なる開口８３が形成されている。このため、シリンダヘ
ッド４３の外壁８５の剛性を補うように、一対のボルト８７でシリンダヘッド４３とクラ
ンクケース４２を締結している。シリンダヘッド４３の外壁８５の剛性が高められること
で、振動騒音が低減されると共に、バルブハウジング６３の外周面に装着されたＯリング
８２と開口８３の内周面のシール性が向上される。また、シリンダヘッド４３の内壁８６
にボルト８７が設けられないため、内壁８６にカムハウジング８９を設置することができ
る。
【００５３】
　より詳細には、図１２Ａ及び図１２Ｂに示すように、シリンダヘッド４３の開口８３を
挟んで離間した一対のボルト８７によってシリンダヘッド４３とクランクケース４２の合
わせ面８８が締結されている。一対のボルト８７は、シリンダヘッド４３の取り付け穴に
上方から差し込まれて、開口８３の側方を通ってクランクケース４２のネジ穴に捩じ込ま
れる。このとき、一対のボルト８７によってオイルコントロールバルブユニット６１の装
着が阻害されることがない。また、十分な剛性が確保されたクランクケース４２にシリン
ダヘッド４３が締結されることでシリンダヘッド４３の剛性が向上されている。
【００５４】
　特に、一対のボルト８７がシリンダ軸方向からシリンダヘッド４３をクランクケース４
２に締結しているため、一対のボルト８７によってシリンダ軸方向のエンジン振動が効果
的に抑えられる。一対のボルト８７は、圧縮荷重に強く剪断荷重に弱い長尺状に形成され
ている。このため、ボルト８７の軸方向をシリンダ軸方向に向けて、エンジン振動による
剪断荷重が抑えられている。シリンダヘッド４３の外壁８５には、エンジン４１の前面を
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車体フレーム１０（図１参照）で懸架する懸架ブラケット５９が設けられている。懸架ブ
ラケット５９はシリンダヘッド４３の開口８３付近に設けられているが、シリンダヘッド
４３の開口８３付近の剛性が高められることで、車体フレーム１０に対する懸架ブラケッ
ト５９の締結剛性が高められている。
【００５５】
　図１２Ａ及び図１２Ｃに示すように、オイルコントロールバルブユニット６１のバルブ
ハウジング６３は、カムチェーン５６の内側でスプロケット１１２の下方に、ドレンポー
ト７２ｄの出口を下向きにした位置決め状態で設置されている。ドレンポート７２ｄの出
口はカムチェーン５６の内周面に向けられており、ドレンポート７２ｄの出口から落下し
たオイルでカムチェーン５６が潤滑される。カムチェーン５６の内周面にオイルが供給さ
れることで、カムチェーン５６とスプロケット１１２の噛合い箇所が適度に潤滑されてカ
ムチェーン５６とスプロケット１１２の耐久性が向上される。
【００５６】
　この場合、ドレンポート７２ｄの出口からカムチェーン５６に落下するオイルの供給経
路上には部材が介在しないことが好ましい。ドレンポート７２ｄの出口からカムチェーン
５６の内周面にダイレクトにオイルが供給されることで、カムチェーン５６に対するオイ
ルの供給量を十分に確保することができる。このように、オイルコントロールバルブユニ
ット６１のドレンポート７２ｄから排出されたオイルを利用するというシンプルな構造で
、シリンダヘッド４３内に専用のオイル通路やチェーンジェット等を設けることなく、カ
ムチェーン５６を良好に潤滑することができる。
【００５７】
　さらに、バルブハウジング６３がシリンダヘッド４３の内壁８６（図１１Ａ参照）に突
き当てられることで、シリンダヘッド４３の外面からコントロールバルブ６２が離間され
る。すなわち、オイルコントロールバルブユニット６１のソレノイド６６がシリンダヘッ
ド４３の外面から車幅方向に離間している。このため、オイルコントロールバルブユニッ
ト６１のソレノイド６６がシリンダヘッド４３の外面に接することがなく、シリンダヘッ
ド４３の熱によるソレノイド６６の温度上昇が抑えられる。よって、オイルコントロール
バルブユニット６１の作動特性の悪化が効果的に抑えられる。
【００５８】
　図１３及び図１４を参照して、エンジンの流路構造について説明する。図１３は、本実
施の形態のエンジンの流路構造を示す斜視図である。図１４は、本実施の形態のエンジン
の流路構造を示す側面図である。なお、図１３及び図１４においては、説明の便宜上、部
材の外形を二点鎖線で示し、オイル通路を実線で示している。
【００５９】
　図１３及び図１４に示すように、クランクケース４２内には、オイルポンプ５２（図１
５参照）からオイルが送られるメインギャラリ５３が形成されている。メインギャラリ５
３には、クランクシャフト（不図示）の軸受を介して動弁系に向かう第１のオイル通路９
１と、オイルコントロールバルブユニット６１を介して可変バルブタイミング装置１１０
（図１５参照）の進角室又は遅角室に向かう第２のオイル通路９６とが接続されている。
第１、第２のオイル通路９１、９６は、メインギャラリ５３で独立した２つの油圧回路に
分岐しているため、互いの影響を大きく受けることなく高い油圧を確保することが可能に
なっている。
【００６０】
　第１のオイル通路９１は、クランクシャフトの軸受を通ってシリンダヘッド４３側に延
びるケース内通路９２と、シリンダ軸方向に延びる分岐路９３と、分岐路９３で分岐した
カムシャフト及びチェーンアジャスター用の供給通路９４、９５とで構成されている。カ
ムシャフト用の供給通路９４は、分岐路９３の下端側から斜め前方に向かって延びて、途
中で一対のカムシャフトの軸受に向かって分岐している。チェーンアジャスター用の供給
通路９５は、分岐路９３の上端側から斜め後方に向かって延びている。第１のオイル通路
９１は、様々に分岐しているが、チェーンアジャスター及びカムシャフトに適切な油圧が
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確保されている。
【００６１】
　第２のオイル通路９６の前半は、メインギャラリ５３から前方に延びる迂回通路９７と
、迂回通路９７の途中からメインギャラリ５３と平行に延びる平行通路９８と、平行通路
９８からクランクシャフトを迂回してシリンダヘッド４３側に延びる供給通路９９とで構
成されている。迂回通路９７及び平行通路９８はメインギャラリ５３と略同じ高さで形成
されているため、迂回通路９７及び平行通路９８にもメインギャラリ５３と同様に高い油
圧が作用している。供給通路９９は、平行通路９８からオイルコントロールバルブユニッ
ト６１まで最短距離で接続してオイルコントロールバルブユニット６１に高い油圧を供給
している。
【００６２】
　また、第２のオイル通路９６の供給通路９９は、直線的な複数の通路を組み合わせて、
第１のオイル通路９１のケース内通路９２と略平行に形成されている。クランクケース４
２の製造時に、第２のオイル通路９６の供給通路９９や第１のオイル通路９１のケース内
通路９２が鋳抜きピンを同方向から抜くことで形成されて生産性が向上される。第２のオ
イル通路９６の後半は、オイルコントロールバルブユニット６１から進角室に向かう進角
通路１００と、オイルコントロールバルブユニット６１から遅角室に向かう遅角通路１０
１とで構成されている。
【００６３】
　進角通路１００及び遅角通路１０１には曲がりが存在しており、進角通路１００及び遅
角通路１０１内でオイルの曲がり損失が発生する。しかしながら、オイルコントロールバ
ルブユニット６１が可変バルブタイミング装置１１０（図１５参照）の近くに設置され、
進角通路１００及び遅角通路１０１が短く形成されていることから通路内の圧力損失が抑
えられている。第２のオイル通路９６では、供給通路９９によってオイルコントロールバ
ルブユニット６１に高い油圧でオイルが供給され、オイルコントロールバルブユニット６
１から進角通路１００又は遅角通路１０１に高い油圧でオイルを送り出すことが可能にな
っている。
【００６４】
　このように、第２のオイル通路９６によって可変バルブタイミング装置１１０（図１５
参照）に対する油圧を高く維持することができるため、可変バルブタイミング装置１１０
を低回転時から作動させてドライバビリティを向上させることが可能になっている。また
、第１、第２のオイル通路９１、９６が独立した油圧回路を形成しているため、可変バル
ブタイミング装置１１０の作動時の第２のオイル通路９６の油圧低下の影響を動弁系の第
１のオイル通路９１が受け難くなっている。よって、動弁系の潤滑性を向上させると共に
、可変バルブタイミング装置１１０の応答性を向上させることができる。
【００６５】
　次に、図１５を参照して、可変バルブタイミングシステムについて簡単に説明する。図
１５は、本実施の形態の可変バルブタイミングシステムの模式図である。なお、吸気側の
可変バルブタイミングシステムを説明するが、吸気側及び排気側の両方に可変バルブタイ
ミングシステムが設けられていてもよい。また、図１５では説明の便宜上、カムチェーン
を二点鎖線で示している。
【００６６】
　図１５に示すように、可変バルブタイミングシステムは、クランクシャフト（不図示）
に対するカムシャフト５５の回転位相を変化させてバルブタイミングを可変するものであ
り、油圧式の可変バルブタイミング装置１１０を有している。カムシャフト５５には、ク
ランクシャフトからの動力がカムチェーン５６によって可変バルブタイミング装置１１０
を介して伝達される。可変バルブタイミング装置１１０は、カムシャフト５５の一端部に
設けられており、内部に供給されたオイルを介してカムシャフト５５に動力を伝達するよ
うに構成されている。
【００６７】
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　可変バルブタイミング装置１１０のケース１１１は、カムチェーン５６が掛け渡された
スプロケット１１２に固定されている。スプロケット１１２は、ケース１１１と共にカム
シャフト５５の一端部に相対回転可能に支持されている。また、カムシャフト５５の一端
部には、ベーン１１３付きのロータ１１４が固定されており、ロータ１１４はケース１１
１の内側に相対回転可能に収容されている。ケース１１１の内側には複数の油圧室が形成
されており、各油圧室にロータ１１４の各ベーン１１３が収容されている。各油圧室は、
それぞれベーン１１３によって進角室Ｓ１と遅角室Ｓ２に仕切られている。
【００６８】
　進角室Ｓ１及び遅角室Ｓ２は、カムシャフト及びカムハウジングに形成されたオイル通
路に連通されている。油圧によって進角室Ｓ１の容積が拡大すると、ケース１１１に対し
てロータ１１４が相対的に進角側に回転される。これにより、ロータ１１４に固定された
カムシャフト５５が回転して、バルブタイミングが進角側に変化する。一方、油圧によっ
て遅角室Ｓ２の容積が拡大すると、ケース１１１に対してロータ１１４が相対的に遅角側
に回転される。これにより、ロータ１１４に固定されたカムシャフト５５が回転して、バ
ルブタイミングが遅角側に変化する。
【００６９】
　可変バルブタイミング装置１１０は、オイルコントロールバルブユニット６１からの油
圧によって作動される。オイルポンプ５２によってオイルパン５１内からフィルタ等を介
してメインギャラリ５３にオイルが汲み上げられて、クランクケース及びシリンダヘッド
の内部流路を通じてオイルコントロールバルブユニット６１のコントロールバルブ６２に
オイルが供給される。そして、コントロールバルブ６２の進角ポート、遅角ポート、入力
ポート、排気ポートのポート間の連通状態を切り換えることで、可変バルブタイミングが
進角側又は遅角側に切り替えられる。
【００７０】
　このとき、クランクケース及びシリンダヘッドには、動弁系の第１のオイル通路９１と
オイルコントロールバルブユニット６１用の第２のオイル通路９６が形成されている。第
２のオイル通路９６は、メインギャラリ５３で分岐して第１のオイル通路９１から独立し
た油圧回路になっているため、第２のオイル通路９６の油圧が他の油圧回路に使用される
ことがない。また、第２のオイル通路９６は最小限の曲がりで略直線的な通路を組み合わ
せて形成されているため、第２のオイル通路９６の油圧曲がり損失等の通路内の圧力損失
が抑えられている（図１３参照）。
【００７１】
　また、オイルコントロールバルブユニット６１が可変バルブタイミング装置１１０の近
くに設置されているため、第２のオイル通路９６を通じて可変バルブタイミング装置１１
０の近くまで高い油圧でオイルが送り出すことができる。よって、コントロールバルブ６
２から可変バルブタイミング装置１１０に高い油圧でオイルが供給され、可変バルブタイ
ミング装置１１０の応答速度が高められている。また、カムチェーン５６の内側のデッド
スペースをオイルコントロールバルブユニット６１のオイル通路に有効利用することがで
き、エンジン内部のオイル通路が複雑になることがない。
【００７２】
　次に、図１６を参照して、車体フレームの組み付け動作について説明する。図１６は、
本実施の形態の車体フレームの組み付け動作の一例を示す図である。
【００７３】
　図１６Ａ及び図１６Ｂに示すように、エンジン４１の側面から変速機カバー４５が膨出
しており、車体フレーム１０の後側部分ではボディフレーム１５が変速機カバー４５の膨
出部の一部を後方から囲む（後方に回り込む）ように形成されている。また、車体フレー
ム１０の前側部分ではメインフレーム１２とダウンフレーム１３に二股に分岐しており、
メインフレーム１２とダウンフレーム１３の間にオイルコントロールバルブユニット６１
用のスペースが確保されている。オイルコントロールバルブユニット６１は、車体フレー
ム１０を避けるようにソレノイド６６をエンジン４１の後方を向くように設置されている
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。
【００７４】
　この場合、車体前後方向において変速機カバー４５の下側でボディフレーム１５の最前
部１５ａとダウンフレーム１３の最後部１３ａの間に、オイルコントロールバルブユニッ
ト６１と変速機カバー４５の膨出部を配置するようにする。エンジン４１の上方から車体
フレーム１０が鉛直方向下向きに組み付けられると、ボディフレーム１５の最前部１５ａ
及びダウンフレーム１３の最後部１３ａによって移動軌跡Ｌ４、Ｌ５が描かれる。移動軌
跡Ｌ４、Ｌ５がオイルコントロールバルブユニット６１や変速機カバー４５から外れるた
め、オイルコントロールバルブユニット６１をシリンダヘッド４３の側面に設置した状態
で車体フレーム１０をエンジン４１に組み付けることが可能になっている。
【００７５】
　以上のように、本実施の形態によれば、バルブハウジング６３がシリンダ軸方向におけ
る対向箇所で固定されているため、エンジン４１のシリンダ軸方向のエンジン振動による
バルブハウジング６３の振れが抑えられている。よって、エンジン４１の設置面に対する
バルブハウジング６３の密着性を確保しつつ、エンジン４１に対して少ないボルト本数で
オイルコントロールバルブユニット６１を設置することができる。
【００７６】
　なお、本実施の形態において、エンジンとして並列４気筒エンジンを例示したが、この
構成に限定されない。エンジンの構成は特に限定されるものではなく、例えば、単気筒エ
ンジン、並列２気筒エンジン、Ｖ型エンジン、水平対向式エンジン、直列２気筒エンジン
でもよい。
【００７７】
　また、本実施の形態において、車体フレームとしてツインスパーフレームを例示したが
、この構成に限定されない。車体フレームは、エンジンにオイルコントロールバルブユニ
ットの設置スペースを確保できる形状であればよく、例えば、クレードルフレームで構成
されてもよい。
【００７８】
　また、本実施の形態において、オイルコントロールバルブユニットがエンジンの右側方
に設置される構成にしたが、エンジンの左側方に設置されてもよい。
【００７９】
　また、本実施の形態において、シリンダの側方にオイルコントロールバルブユニットが
設置される構成にしたが、この構成に限定されない。オイルコントロールバルブユニット
はエンジンの側方に設置されればよく、例えば、エンジンケースの側方に設置されてもよ
い。
【００８０】
　また、本実施の形態において、オイルコントロールバルブユニットとしてスプールバル
ブを例示したが、この構成に限定されない。オイルコントロールバルブユニットはエンジ
ンの可変バルブタイミング装置に対する油圧を制御可能な構成であればよく、特にバルブ
の種類は限定されない。
【００８１】
　また、本実施の形態において、オイルコントロールバルブユニットが吸気用のコントロ
ールバルブを有する構成にしたが、この構成に限定されない。オイルコントロールバルブ
ユニットは、吸気用コントロールバルブ及び排気用コントロールバルブの少なくとも一方
を有していればよい。
【００８２】
　また、本実施の形態において、メインギャラリから延びる内部流路でオイルコントロー
ルバルブユニットにオイルが供給される構成にしたが、この構成に限定されない。オイル
コントロールバルブユニットにはメインギャラリから延びる外部配管でオイルが供給され
てもよい。
【００８３】
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　また、本実施の形態において、ドレンポートの出口がカムチェーンの内周面に向けられ
る構成にしたが、この構成に限定されない。ドレンポートの出口はカムチェーンの外周面
に向けられてもよいし、ドレンポートの出口がカムチェーンに向けられなくてもよい。
【００８４】
　また、本実施の形態において、オイルコントロールバルブユニットがシリンダヘッドに
設置される構成にしたが、この構成に限定されない。オイルコントロールバルブユニット
はエンジンに設置される構成であればよく、例えば、クランクケースに設置されてもよい
。
【００８５】
　また、本実施の形態において、オイルコントロールバルブユニットがエンジンの内壁に
ネジ止めされる構成にしたが、この構成に限定されない。オイルコントロールバルブユニ
ットはエンジンの外壁にネジ止めされてもよい。
【００８６】
　また、本実施の形態において、オイルコントロールバルブユニットが一対のボルトでエ
ンジンに取り付けられる構成にしたが、この構成に限定されない。少なくとも２本のボル
トによってシリンダ軸方向に沿う方向でバルブハウジングの中心を挟んだ対向箇所でオイ
ルコントロールバルブユニットが取り付けられればよく、例えば、３本以上のボルトでオ
イルコントロールバルブが取り付けられてもよい。
【００８７】
　また、本実施の形態において、供給ポート、進角ポート、遅角ポート、ドレンポートの
各オイル通路がストレートに形成される構成にしたが、この構成に限定されない。各オイ
ル通路は、バルブハウジングの下面とバルブケースに連通するように形成されていればよ
い。
【００８８】
　また、本実施の形態において、供給ポート、進角ポート、遅角ポート、ドレンポートの
各オイル通路が鋳造時の型抜き方向に対して平行に形成されたが、この構成に限定されな
い。バルブハウジングは鋳造以外の方法で成形されてもよく、各オイル通路は型抜き方向
に平行に形成されていなくてもよい。
【００８９】
　また、本実施の形態において、ソレノイドがエンジンの後方を向くようにバルブハウジ
ングをエンジンに設置することで、車体フレームをエンジンに組み付け可能にしたが、こ
の構成に限定されない。ソレノイドがエンジンの前方を向くようにバルブハウジングをエ
ンジンに設置してよい。オイルコントロールバルブが後付け可能であるため、車体フレー
ムをエンジンに組み付け可能である。
【００９０】
　また、本実施の形態及び変形例を説明したが、他の実施の形態として、上記実施の形態
及び変形例を全体的又は部分的に組み合わせたものでもよい。
【００９１】
　また、本開示の技術は上記の実施の形態及び変形例に限定されるものではなく、技術的
思想の趣旨を逸脱しない範囲において様々に変更、置換、変形されてもよい。さらには、
技術の進歩又は派生する別技術によって、技術的思想を別の仕方で実現することができれ
ば、その方法を用いて実施されてもよい。したがって、特許請求の範囲は、技術的思想の
範囲内に含まれ得る全ての実施態様をカバーしている。
【００９２】
　また、本実施の形態では、本発明を自動二輪車に適用した構成について説明したが、こ
の構成に限定されない。オイルコントロールバルブユニットが設置される他の乗り物、例
えば、自動四輪車、バギータイプの自動三輪車の他に、水上バイク、芝刈り機、船外機等
の特機に適宜適用することも可能である。
【００９３】
　下記に、上記の実施形態における特徴点を整理する。
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　上記実施形態に記載のオイルコントロールバルブユニットの設置構造は、バルブハウジ
ングに支持されたコントロールバルブによって、エンジンの可変バルブタイミング装置に
対する油圧を制御するオイルコントロールバルブユニットの設置構造であって、エンジン
にはバルブハウジングが設置される設置面が形成され、設置面に対して複数本のボルトで
バルブハウジングが設置され、複数本のボルトのうち２本のボルトが、エンジンのシリン
ダ軸方向に沿う方向で、バルブハウジングの中心を挟んだ対向箇所に取り付けられたこと
を特徴とする。この構成によれば、バルブハウジングがシリンダ軸方向における対向箇所
で固定されているため、エンジンのシリンダ軸方向のエンジン振動によるバルブハウジン
グの振れが抑えられている。よって、エンジンの設置面に対するバルブハウジングの密着
性を確保しつつ、エンジンに対して少ないボルト本数でオイルコントロールバルブユニッ
トを設置することができる。
【００９４】
　上記実施形態に記載のオイルコントロールバルブユニットの設置構造において、エンジ
ンの外壁にはバルブハウジングが差し込み可能な開口が形成され、エンジンの内壁には開
口を通じて差し込まれたバルブハウジングが設置される設置面が形成されている。この構
成によれば、エンジンの内壁に対してバルブハウジングの密着性を確保することができる
。
【００９５】
　上記実施形態に記載のオイルコントロールバルブユニットの設置構造において、バルブ
ハウジングには、２本のボルト用の２つの取付穴が形成されると共に、シリンダ軸方向で
２つの取付穴よりもバルブハウジングの中心寄りにオイル通路が形成されている。この構
成によれば、２つのボルトの間にオイル通路が位置付けられるため、エンジンの設置面に
対するバルブハウジングの密着によってオイル漏れが防止される。
【００９６】
　上記実施形態に記載のオイルコントロールバルブユニットの設置構造において、バルブ
ハウジングには、コントロールバルブに向かってオイル通路がストレートに形成されてい
る。この構成によれば、オイル通路の通路形状による圧力損失を減らして、オイルの流れ
がスムーズになって可変バルブタイミング装置の応答性能を向上させることができる。
【００９７】
　上記実施形態に記載のオイルコントロールバルブユニットの設置構造において、バルブ
ハウジングには、鋳造時の型抜き方向に対してオイル通路が平行に形成されている。この
構成によれば、鋳造時にバルブハウジングの外形を形成する外型とバルブハウジングのオ
イル通路を形成する鋳抜きピンを同方向に抜くことができ、作業工数を減らして生産性を
向上させることができる。
【００９８】
　上記実施形態に記載のオイルコントロールバルブユニットの設置構造において、コント
ロールバルブはスプール式のバルブであり、シリンダ軸方向に対してバルブ軸方向が交差
するようにバルブハウジングが設置面に設置されている。この構成によれば、シリンダ軸
方向のエンジン振動にバルブ軸方向が交差することで、コントロールバルブに作用するバ
ルブ軸方向の振動成分を減らすことができる。よって、バルブ軸方向の振動成分によるコ
ントロールバルブの誤作動を抑えて作動安定性を向上させることができる。
【００９９】
　上記実施形態に記載のオイルコントロールバルブユニットの設置構造において、シリン
ダ軸方向に対してバルブ軸方向が４５度以上かつ９０度以下で交差するようにバルブハウ
ジングが設置面に設置されている。この構成によれば、コントロールバルブに作用するバ
ルブ軸方向の振動成分を効果的に減らすことができる。
【０１００】
　上記実施形態に記載のオイルコントロールバルブユニットの設置構造において、コント
ロールバルブは弁体を駆動する駆動部を有しており、バルブハウジングには弁体を収容す
るバルブケースが一体的に形成されると共に、２本のボルトの少なくとも一方が取り付け
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の構成によれば、バルブハウジングの各部を一体的に形成して、バルブハウジングに対す
る駆動部の取り付け剛性を高めることができる。
【０１０１】
　上記実施形態に記載のオイルコントロールバルブユニットの設置構造において、駆動部
がエンジンの後方を向くようにバルブハウジングが設置されている。この構成によれば、
側面視にてエンジンの前面よりも後ろ側に駆動部が位置付けられるため、エンジンにオイ
ルコントロールバルブを装着した状態で車体フレームをエンジンに組み付けることができ
る。
【０１０２】
　上記実施形態に記載の車両は、上記のオイルコントロールバルブユニットの設置構造を
備えたことを特徴とする。この構成によれば、オイル漏れを無くして可変バルブタイミン
グ装置の応答性を向上させて高出力、低燃費、低排気ガスを実現することができる。
【符号の説明】
【０１０３】
１　　　　　　：自動二輪車（車両）
４１　　　　　：エンジン
６１　　　　　：オイルコントロールバルブユニット
６２　　　　　：コントロールバルブ
６３　　　　　：バルブハウジング
６５　　　　　：バルブケース
６６　　　　　：ソレノイド
６７　　　　　：バルブスプール（弁体）
７１ａ、７１ｂ：取付穴
７２ａ－７２ｄ：オイルポート
７７　　　　　：バルブハウジングのボス
７８　　　　　：ソレノイドのボス
７９　　　　　：ブラケット
８０　　　　　：設置面
８１　　　　　：ボルト
８３　　　　　：開口
１１０　　　　：可変バルブタイミング装置
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【図１５】 【図１６】
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