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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸気路に配置されるスロットルバルブおよびチョークバルブと、前記スロットルバルブ
にギヤ機構を介して接続されて前記スロットルバルブを開閉するアクチュエータと、前記
ギヤ機構と前記チョークバルブに接続され、前記ギヤ機構の動作に連動して前記チョーク
バルブを開閉するチョークバルブ開閉機構と、周囲温度が上昇するに連れて膨張し、前記
周囲温度が低下するに連れて収縮するワックスが充填されるワックス部と、前記ワックス
部に接続され、前記ワックスの膨張・収縮に応じて前記チョークバルブ開閉機構を駆動し
て前記チョークバルブの開度を調節する駆動ピンと、前記ワックス部を加熱するヒータと
からなるチョークバルブ開度調節機構とを備える汎用内燃機関において、前記チョークバ
ルブによるチョークを続行すべきか否か判断するチョーク判断手段と、前記ヒータへの通
電量を制御するヒータ制御手段とを備え、前記ヒータ制御手段は、前記チョーク判断手段
によって前記チョークを続行すべきと判断されないとき、前記ヒータへの通電を開始する
と共に、前記チョークバルブを全開位置まで強制的に開弁させるように前記ヒータへの通
電量を制御することを特徴とする汎用内燃機関。
【請求項２】
　前記ヒータ制御手段は、操作者から機関停止指示がなされたとき、前記ヒータへの通電
を停止することを特徴とする請求項１記載の汎用内燃機関。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　この発明は汎用内燃機関に関し、より詳しくはスロットルバルブを開閉するアクチュエ
ータを備えた汎用内燃機関に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、発電機や農業機械など、様々な用途で駆動源として使用される汎用内燃機関
において、スロットルバルブをステッピングモータなどのアクチュエータで開閉する電子
制御式のスロットル装置（電子ガバナ）を用い、機関回転数を精度良く制御することが広
く行われている。
【０００３】
　ところで、近年、チョークバルブをアクチュエータで開閉するオートチョーク装置を用
い、冷間始動時などにチョークバルブを閉弁して空燃比をリッチ化することで、機関の始
動性を向上させる技術が提案されている。このオートチョーク装置を上記した汎用内燃機
関に設ける場合、例えば特許文献１記載の技術のように、スロットルバルブ用のアクチュ
エータに加え、チョークバルブ用のアクチュエータを新たに取り付けるのが一般的である
。
【特許文献１】特開２００７－２３８３８号公報（段落００２２，００３６、図２など）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１記載の技術の如くチョークバルブ用のアクチュエータを追加すると、アクチ
ュエータを配置するスペースなどが必要になり、汎用内燃機関全体が大型化するという不
具合が生じる。そこで、スロットルバルブ用のアクチュエータでチョークバルブを駆動す
るチョークバルブ開閉機構を設けることで、新たなアクチュエータを用いることなくチョ
ークバルブを駆動することが考えられる。
【０００５】
　しかしながら、汎用内燃機関に単にチョークバルブ開閉機構を設ける構成にすると、例
えば温間始動時（ホットリスタート）など周辺温度が比較的高く空燃比をリッチ化する必
要がないときであっても、チョークバルブ開閉機構がチョークバルブを閉弁して空燃比を
リッチ化させてしまい、燃費が悪化するという不都合が生じる。
【０００６】
　従って、この発明の目的は上記した課題を解決し、アクチュエータを新たに用いること
なくチョークバルブを駆動するチョークバルブ開閉機構を備えると共に、燃費も向上させ
るようにした汎用内燃機関を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するために、請求項１にあっては、吸気路に配置されるスロットルバ
ルブおよびチョークバルブと、前記スロットルバルブにギヤ機構を介して接続されて前記
スロットルバルブを開閉するアクチュエータと、前記ギヤ機構と前記チョークバルブに接
続され、前記ギヤ機構の動作に連動して前記チョークバルブを開閉するチョークバルブ開
閉機構と、周囲温度が上昇するに連れて膨張し、前記周囲温度が低下するに連れて収縮す
るワックスが充填されるワックス部と、前記ワックス部に接続され、前記ワックスの膨張
・収縮に応じて前記チョークバルブ開閉機構を駆動して前記チョークバルブの開度を調節
する駆動ピンと、前記ワックス部を加熱するヒータとからなるチョークバルブ開度調節機
構とを備える汎用内燃機関において、前記チョークバルブによるチョークを続行すべきか
否か判断するチョーク判断手段と、前記ヒータへの通電量を制御するヒータ制御手段とを
備え、前記ヒータ制御手段は、前記チョーク判断手段によって前記チョークを続行すべき
と判断されないとき、前記ヒータへの通電を開始すると共に、前記チョークバルブを全開
位置まで強制的に開弁させるように前記ヒータへの通電量を制御するように構成した。
【０００８】
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　請求項２に係る汎用内燃機関にあっては、前記ヒータ制御手段は、操作者から機関停止
指示がなされたとき、前記ヒータへの通電を停止するように構成した。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１に係る汎用内燃機関にあっては、スロットルバルブにギヤ機構を介して接続さ
れてスロットルバルブを開閉するアクチュエータと、ギヤ機構の動作に連動してチョーク
バルブを開閉するチョークバルブ開閉機構とを備えるように構成したので、スロットルバ
ルブを駆動するアクチュエータでチョークバルブも駆動することができる、換言すれば、
１個のアクチュエータでスロットルバルブとチョークバルブの両方を駆動することができ
るため、チョークバルブを新たなアクチュエータを用いることなく駆動でき、そのアクチ
ュエータを配置するためのスペースも不要になると共に、コスト的にも有利である。また
、周囲温度が上昇するに連れて膨張し、周囲温度が低下するに連れて収縮するワックスが
充填されるワックス部と、ワックス部に接続され、ワックスの膨張・収縮に応じてチョー
クバルブ開閉機構を駆動してチョークバルブの開度を調節する駆動ピンと、ワックス部を
加熱するヒータとからなるチョークバルブ開度調節機構と、チョークバルブによるチョー
クを続行すべきか否か判断するチョーク判断手段と、ヒータへの通電量を制御するヒータ
制御手段とを備え、ヒータ制御手段は、チョーク判断手段によってチョークを続行すべき
と判断されないとき、ヒータへの通電を開始すると共に、チョークバルブを全開位置まで
強制的に開弁させるようにヒータへの通電量を制御するように構成したので、例えば温間
始動時など周辺温度が比較的高いときはチョークバルブを開弁して空燃比をリッチ化させ
ないようにすることも可能となる、即ち、チョークバルブを周辺温度に応じて適宜な開度
に調節でき、燃費を向上させることができる。また、チョークを続行すべきと判断されな
いときは、チョークバルブを全開位置まで強制的に開弁させるようにヒータへの通電量を
制御することで、チョークバルブによるリッチ空燃比状態を中止することができる。
【００１１】
　請求項２に係る汎用内燃機関にあっては、ヒータ制御手段は、操作者から機関停止指示
がなされたとき、ヒータへの通電を停止するように構成したので、上記した効果に加え、
機関停止後は、ヒータへの通電を停止してもチョークバルブは直ちに全閉状態まで閉弁さ
れないため、例えば短時間で機関を再始動させる温間始動時であっても、チョークバルブ
は全開位置あるいはその近傍にあることとなり、機関を、空燃比を過度にリッチ化させる
ことなく始動させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、添付図面に即してこの発明に係る汎用内燃機関を実施するための最良の形態につ
いて説明する。
【実施例】
【００１４】
　図１は、この発明の実施例に係る汎用内燃機関の全体図である。
【００１５】
　図１において、符号１０は汎用内燃機関（以下「エンジン」という）を示す。エンジン
１０は空冷４サイクルの単気筒ＯＨＶ型エンジン（排気量は例えば４４０ｃｃ）であり、
発電機や農業機械など様々な用途で駆動源として使用される。
【００１６】
　エンジン１０は１個の気筒（シリンダ）１２を備え、その内部にピストン１４が往復動
自在に収容される。エンジン１０の燃焼室１６を臨む位置には吸気バルブ２０と排気バル
ブ２２が配置され、燃焼室１６と吸気ポート２４あるいは排気ポート２６の間を開閉する
。
【００１７】
　ピストン１４はクランクシャフト３０に連結され、クランクシャフト３０はカム用ギヤ
機構３２を介してカムシャフト３４と連結される。また、クランクシャフト３０の一端に
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は発電機などの図示しない負荷が接続される一方、他端にはフライホイール３６が取り付
けられる。
【００１８】
　フライホイール３６の内側には複数個の永久磁石３８が配置されると共に、フライホイ
ール３６の内側において永久磁石３８に対向するようにパワーコイル（発電コイル）４０
とフューエルカット・ソレノイドバルブ用コイル（後述の図４に示す。以下「ＦＳコイル
」という）が、外側において永久磁石３８に対向するようにパルサコイル４２が設置され
る。パワーコイル４０、パルサコイル４２およびＦＳコイルは、クランクシャフト３０の
回転に同期した出力（交流電流）を生じる。また、クランクシャフト３０には、操作者の
手動操作によってエンジン１０を始動するリコイルスタータ４４が取り付けられる。
【００１９】
　また、吸気ポート２４にはキャブレタ４６が接続される。
【００２０】
　図２は、図１に示すキャブレタ４６の拡大断面図である。
【００２１】
　図２に示す如く、キャブレタ４６は、吸気路５０と、モータケース５２と、キャブレタ
アセンブリ５４とを一体的に備える。吸気路５０はその下流側がインシュレータ５６を介
して吸気ポート２４に接続されると共に、上流側がエアクリーナエルボ５８を介して図示
しないエアクリーナに接続される。吸気路５０にはスロットルバルブ６０が配置されると
共に、吸気路５０においてスロットルバルブ６０よりも上流側にはチョークバルブ６２が
配置される。さらに、吸気路５０はスロットルバルブ６０とチョークバルブ６２の間で縮
径され、ベンチュリ６４が形成される。
【００２２】
　モータケース５２にはカバー６６が取り付けられると共に、モータケース５２とカバー
６６によって形成される内部空間には、スロットルバルブ６０とチョークバルブ６２を駆
動する電動モータ（アクチュエータ）７０が配置される。電動モータ７０は具体的にはス
テッピングモータであり、コイルが巻回されたステータとロータとを備える。電動モータ
７０は、スロットルバルブ６０にスロットルバルブ開閉機構（ギヤ機構）７２を介して接
続される。
【００２３】
　図３は、図２に示すキャブレタ４６の、モータケース５２のカバー６６を取り外した状
態を示す部分断面平面図である。尚、図３は、想像線で示す如く、スロットルバルブ６０
が全閉位置に、チョークバルブ６２が全開位置にある状態を示す。
【００２４】
　図２，３に示すように、スロットルバルブ開閉機構７２は４個のギヤを備える。各ギヤ
はいずれも外歯車である。具体的には、電動モータ７０の出力軸７０Ｓには第１のギヤ７
４が取り付けられ、第１のギヤ７４はモータケース５２の内部に回動自在に支持された第
２のギヤ７６と噛合される。第２のギヤ７６と同軸上には、第２のギヤ７６と一体的に回
動する第３のギヤ（偏心ギヤ）７８が取り付けられる。図３から分かるように、第３のギ
ヤ７８の歯は第３のギヤ７８の外周の一部（第４のギヤ（後述）に接続される部位）にの
み形成される。
【００２５】
　第３のギヤ７８は、スロットルバルブ６０を支持するスロットルシャフト８０に取り付
けられた第４のギヤ（偏心ギヤ）８２と噛合される。これにより、電動モータ７０の出力
は、各ギヤ７４，７６，７８，８２のギヤ比に応じて減速されつつスロットルシャフト８
０に伝達され、よってスロットルバルブ６０を開閉する。この実施例に係るスロットルバ
ルブ開閉機構７２において特徴的なことの１つは、電動モータ７０の動作に応じてスロッ
トルバルブ６０を全閉位置と全開位置を所定開度超えた位置の間で開閉、即ち、スロット
ルバルブ６０を全開位置からさらに開弁方向に所定開度超えた位置まで開閉させることで
あるが、それについては後述する。



(5) JP 5058058 B2 2012.10.24

10

20

30

40

50

【００２６】
　スロットルシャフト８０の外周には、スロットル用リターンスプリング８４（図２に示
す）が配置される。スロットル用リターンスプリング８４は、ねじりコイルバネからなる
。スロットル用リターンスプリング８４の一端は、スロットルシャフト８０に取り付けら
れた第４のギヤ８２に接続されると共に、他端は、モータケース５２の内部に突設された
フックピン８６（図２に示す）に接続される。尚、スロットル用リターンスプリング８４
の巻き方向は、スロットルシャフト８０を介してスロットルバルブ６０を開弁する方向に
設定される。
【００２７】
　上記のように構成されたスロットルバルブ開閉機構７２には、チョークバルブ開閉機構
９０を介してチョークバルブ６２が接続される。従って、電動モータ７０は、スロットル
バルブ開閉機構７２を介してスロットルバルブ６０に接続されると共に、スロットルバル
ブ開閉機構７２とチョークバルブ開閉機構９０を介してチョークバルブ６２にも接続され
ることとなる。
【００２８】
　チョークバルブ開閉機構９０は、チョークバルブ６２を支持するチョークシャフト９２
に取り付けられてチョークシャフト９２を回動させるアーム９４と、アーム９４とスロッ
トルバルブ開閉機構７２（正確には、スロットルバルブ開閉機構７２の第３のギヤ７８）
を連結するリンク９６からなる。
【００２９】
　リンク９６は、モータケース５２の内部に回動軸１００を中心に回動自在に支持される
。リンク９６においてアーム９４側の端部（一端）９６ａには、第１のピン９６ｂが図２
において上方に向けて伸びるように設けられる。第１のピン９６ｂは、アーム９４に穿設
された長孔９４ａに挿通される。
【００３０】
　リンク９６において第３のギヤ７８側の端部（他端）９６ｃには、第２のピン９６ｄが
図２において上方に向けて突設される。第２のピン９６ｄは、第３のギヤ７８の外周にお
いて歯が形成されない部位に当接される。第３のギヤ７８の外周において歯が形成されな
い部位（即ち、第２のピン９６ｄが当接する部位）は、略円盤状を呈すると共に、凹状に
形成された部位を備える。以下、第３のギヤ７８の外周において凹状に形成された部位を
「第１の当接部」といい、符号７８ａで示す。また、第３のギヤ７８の外周の歯が形成さ
れない部位において第１の当接部７８ａ以外の残余の部位（略円盤状の部位）を「第２の
当接部」といい、符号７８ｂで示す。尚、第３のギヤ７８の外周において第１、第２の当
接部７８ａ，７８ｂが形成される位置については後述する。
【００３１】
　チョークシャフト９２の外周には、図２に示す如く、チョーク用リターンスプリング１
０２が配置される。チョーク用リターンスプリング１０２も、スロットル用リターンスプ
リング８４と同様、ねじりコイルバネからなる。チョーク用リターンスプリング１０２の
一端は、アーム９４に接続されると共に、他端は、モータケース５２の内部に突設された
フックピン１０４に接続される。チョーク用リターンスプリング１０２の巻き方向は、チ
ョークシャフト９２を介してチョークバルブ６２を閉弁する方向に設定される。
【００３２】
　チョークバルブ開閉機構９０にあっては、チョークバルブ６２を閉弁方向（全閉位置）
に付勢するチョーク用リターンスプリング１０２を設けるように構成したので、その付勢
力はアーム９４を介してリンク９６に伝達される。従って、リンク９６には回動軸１００
を中心に反時計回りの力が作用し、よってリンク９６の第２のピン９６ｄは第３のギヤ７
８の外周面（具体的には、第１あるいは第２の当接部７８ａ，７８ｂ）に押圧されつつ（
押し付けられつつ）当接することとなる。
【００３３】
　このように、リンク９６は、その一端９６ａが第１のピン９６ｂ、アーム９４を介して
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チョークシャフト９２に接続されると共に、他端９６ｃが第２のピン９６ｄを介してスロ
ットルバルブ開閉機構７２（正確には、第３のギヤ７８の第１の当接部７８ａあるいは第
２の当接部７８ｂ）に接続（当接）される。
【００３４】
　モータケース５２の内部にはさらに、チョークバルブ６２の開度を調節するチョークバ
ルブ開度調節機構１０６（図３に示す）が設けられる。チョークバルブ開度調節機構１０
６は具体的にはサーモワックスであり、周囲温度に応じて膨張・収縮するワックス（正確
には、周辺温度が上昇するに連れて体積が膨張する一方、周辺温度が低下するに連れて収
縮するワックス。図示せず）が充填されるワックス部１０６ａと、ワックス部１０６ａに
接続され、ワックスの膨張・収縮によって直線変位するロッド１０６ｂと、ワックス部１
０６ａにロッド１０６ｂとフランジ１０６ｃを介して接続され、ロッド１０６ｂの変位に
連動して直線変位する駆動ピン１０６ｄと、それらを収容するケース１０６ｅとからなる
。尚、図３は、ワックスが収縮した状態のときのチョークバルブ開度調節機構１０６を示
す。
【００３５】
　駆動ピン１０６ｄの先端１０６ｄ１は、ケース１０６ｅに穿設された孔１０６ｅ１から
外方に向けて突出させられると共に、チョークバルブ開閉機構９０（正確には、チョーク
バルブ開閉機構９０のリンク９６であって回動軸１００と一端９６ａの間の側面９６ｅ）
に当接自在とされる。駆動ピン１０６ｄは通常、駆動ピン１０６ｄをケース１０６ｅに収
容する方向、即ち、先端１０６ｄ１の突出量（突出長さ）Ｌが短くなる方向（紙面下方）
に、リターンスプリング１０６ｆによって付勢される。従って、駆動ピン１０６ｄの突出
量Ｌは、図３に示すようにワックスが収縮しているとき、逆に言えば膨張していないとき
、リターンスプリング１０６ｆの付勢力によって最小とされる。
【００３６】
　チョークバルブ開度調節機構１０６は、さらに、ワックス部１０６ａを加熱するヒータ
１０６ｇを備える。ヒータ１０６ｇは、図示は省略するが、ニクロム線などの発熱線と、
それを被覆する絶縁材および保護管などからなり、前記したパワーコイル４０から動作電
流が供給されて通電されるときに発熱する電熱器である。
【００３７】
　図２の説明に戻ると、キャブレタアセンブリ５４は、図示は省略するが、燃料タンクに
接続されるフロートチャンバーと、フロートチャンバーにメインジェットとメイン燃料通
路を介して接続されるメインノズルと、メイン燃料通路から分岐したスロー燃料通路に接
続されるアイドルポートおよびスローポートとを備える。メインノズルはベンチュリ６４
を臨む位置に配置される一方、アイドルポートとスローポートはスロットルバルブ６０付
近を臨む位置に配置される。
【００３８】
　スロットルバルブ６０の開度が大きいときは、ベンチュリ６４を通過する吸入空気の負
圧によってメインノズルから燃料が噴射され、混合気が生成される。一方、スロットルバ
ルブ６０の開度が小さいときは、スロットルバルブ６０を通過する吸入空気の負圧によっ
てアイドルポートあるいはスローポートから燃料が噴射される。また、チョークバルブ６
２が閉弁されると、ピストン１４の下降によって生じる吸気路５０内の負圧が増大するた
め、燃料噴射量が増加して空燃比がリッチ化される。以下、吸気路５０内の空燃比がリッ
チ化された状態を「リッチ空燃比状態」という。
【００３９】
　尚、図２で符号１０８はフューエルカット・ソレノイドバルブ（以下「ＦＳバルブ」と
いう）を示す。ＦＳバルブ１０８のバルブ部（図示せず）はフロートチャンバーとメイン
ジェットの間に配置され、コイル（後述の図４に示す）に通電されたときに閉弁して燃料
の通過を遮断する。
【００４０】
　図１の説明に戻ると、上記の如く生成された混合気は吸気ポート２４と吸気バルブ２０
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を通って燃焼室１６に吸入される。燃焼室１６に吸入された混合気は、点火プラグ（後述
の図４に示す）によって点火されて燃焼し、よって生じた燃焼ガスは排気バルブ２２と排
気ポート２６と図示しない消音器などを介してエンジン１０の外部に排出される。
【００４１】
　操作者によって操作自在な位置には回転数設定ボリューム１１０が配置され、操作者の
操作に応じて目標エンジン回転数を示す出力を生じる。上記したパワーコイル４０、パル
サコイル４２および回転数設定ボリューム１１０の出力は、マイクロ・コンピュータから
なるＥＣＵ（Electronic Control Unit。電子制御ユニット）１１２に入力される。
【００４２】
　また、操作者によって操作自在な位置には、コンビネーション・スイッチ１１４が配置
される。コンビネーション・スイッチ１１４は、ＥＣＵ１１２に接続される。ＥＣＵ１１
２は、操作者によるコンビネーション・スイッチ１１４の位置と各種入力に基づき、エン
ジン１０の動作（例えば電動モータ７０やヒータ１０６ｇなどの動作）を制御する。
【００４３】
　図４は、ＥＣＵ１１２とコンビネーション・スイッチ１１４の構成を示す説明図である
。
【００４４】
　図４に示すように、ＥＣＵ１１２は、整流回路１１６と、ＮＥ（エンジン回転数）検出
回路１２０と、制御回路１２２とを備える。パワーコイル４０の出力は整流回路１１６に
入力されて１２Ｖの直流電流に変換され、図示しない回路を介し、ＥＣＵ１１２やヒータ
１０６ｇを含めたエンジン１０の各部に動作電流として供給される。パワーコイル４０の
出力はＮＥ検出回路１２０にも入力され、パルス信号に変換される。パルス信号は制御回
路１２２に入力され、そこでエンジン回転数が検出される。ＥＣＵ１１２は、さらに信号
成形回路１２４と点火回路１２６とを備える。パルサコイル４２の出力は信号成形回路１
２４に入力され、そこでクランクシャフト３２の回転に同期した点火信号に成形されて点
火回路１２６と制御回路１２２に入力される。
【００４５】
　コンビネーション・スイッチ１１４は、第１、第２のスイッチ１１４ａ，１１４ｂを備
える。尚、図４で、コンビネーション・スイッチ１１４がオフ・ポジションに操作された
ときのスイッチ１１４ａ，１１４ｂを実線で示し、オン・ポジションに操作されたときの
それらを想像線で示す。
【００４６】
　第１のスイッチ１１４ａは、ＦＳコイル１３０とＦＳバルブ（具体的にはそのコイル）
１０８の間に介挿される。第２のスイッチ１１４ｂはオンされるとき、パワーコイル４０
の出力から生成された１２Ｖの直流電流を制御回路１２２とＤＣ／ＤＣコンバータ１３２
に入力する。ＤＣ／ＤＣコンバータ１３２はコンデンサ１３４を介してイグニッション・
コイル１３６の１次コイルに接続され、コンデンサ１３４を充電する。イグニッション・
コイル１３６の２次コイルは点火プラグ１４０に接続されると共に、コンデンサ１３４は
サイリスタ１４２を介して接地させられる。
【００４７】
　点火回路１２６は信号成形回路１２４または制御回路１２２からの点火信号に応じてサ
イリスタ１４２のゲートに通電し、コンデンサ１３４に充電された電荷を放電させてイグ
ニッション・コイル１３６の１次コイルを通電する。それに伴って２次コイルには高電圧
が発生して点火プラグ１４０の電極間にスパークを生じて燃焼室１６内の混合気を点火す
る。
【００４８】
　制御回路１２２には、回転数設定ボリューム１１０が接続される。制御回路１２２は、
回転数設定ボリューム１１０およびＮＥ検出回路１２０などの出力に基づいてスロットル
バルブ６０とチョークバルブ６２の目標開度を決定すると共に、決定した目標開度に応じ
た制御信号をモータドライバ１４４に出力して電動モータ７０を動作させ、各バルブ６０
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，６２を開閉させてエンジン回転数やエンジン１０に供給される燃料量を調節する。さら
に、制御回路１２２はＮＥ検出回路１２０などの出力に基づいてヒータ１０６ｇの動作も
制御する。
【００４９】
　コンビネーション・スイッチ１１４が操作者によってオン・ポジションに操作されると
、第１のスイッチ１１４ａがオフされ、ＦＳバルブ１０８への動作電流の供給が遮断され
る。ＦＳバルブ１０８はノーマルオープン型であり、動作電流の供給が遮断されていると
きはキャブレタ４６からの燃料噴射を可能とする。他方、第２のスイッチ１１４ｂはオン
され、その状態でリコイルスタータ４４が操作されると、クランクシャフト３２の回転に
伴ってパワーコイル４０とパルサコイル４２が出力を生じて１２Ｖの直流電流と点火信号
が生成され、ＥＣＵ１１２が起動させられると共に、エンジン１０が始動させられる。
【００５０】
　コンビネーション・スイッチ１１４がオフ・ポジションに操作されると、第２のスイッ
チ１１４ｂはオフされ、それによって動作電流の供給が遮断された制御回路１２２は、点
火カットを行ってエンジン１０を停止させる。また、第１のスイッチ１１４ａがオンして
ＦＳコイル１３０とＦＳバルブ１０８の間が導通され、フューエルカットが行われる。即
ち、点火カットを行ってもクランクシャフト３２の回転は直ちには停止しないため、ＦＳ
コイル１３０の発電は継続されることとなり、よってＦＳバルブ１０８はＦＳコイル１３
０から動作電流の供給を受けて所定期間閉弁（フューエルカット）する。
【００５１】
　次いで、スロットルバルブ６０とチョークバルブ６２の開閉動作について、電動モータ
７０、スロットルバルブ開閉機構７２、チョークバルブ開閉機構９０およびチョークバル
ブ開度調節機構１０６の動作を中心に、図３と図５以降を参照して説明する。
【００５２】
　図５は、スロットルバルブ６０とチョークバルブ６２の開閉動作の特性を示す説明図で
ある。
【００５３】
　スロットルバルブ６０を全閉位置にするとき、電動モータ７０は、スロットルバルブ開
閉機構７２の第１から第４のギヤ７４，７６，７８，８２を介してスロットルシャフト８
０を回動させ、スロットルバルブ６０を図３および図５（ａ）に示す全閉位置まで閉弁さ
せる。このとき、図３から分かるように、リンク９６の第２のピン９６ｄは第３のギヤ７
８の第２の当接部７８ｂに当接した状態であり、チョークバルブ６２は全開位置とされる
。
【００５４】
　スロットルバルブ６０を全閉位置から全開位置に開弁する場合、電動モータ７０は、第
１から第４のギヤ７４，７６，７８，８２を、図６に矢印で示す方向に回転させることで
、スロットルシャフト８０を反時計回りに回動させ、スロットルバルブ６０を全開位置ま
で開弁させる。このとき、第２のピン９６ｄは、第１の当接部７８ａの近傍まで摺動する
が、未だ第２の当接部７８ｂに当接した状態であるため、図５（ｂ）にも示すように、チ
ョークバルブ６２は全開位置のまま保持される。このように、チョークバルブ開閉機構９
０は、スロットルバルブ６０が全閉位置と全開位置の間にあるとき、チョークバルブ６２
を全開位置に保持する。
【００５５】
　また、エンジン１０の始動時などチョークバルブ６２を閉弁して空燃比をリッチ化させ
るとき、電動モータ７０はスロットルバルブ開閉機構７２を動作させ、それに連動してリ
ンク９６を変位させてチョークシャフト９２を回動することでチョークバルブ６２を開閉
する。具体的には、電動モータ７０は、各ギヤ７４，７６，７８，８２を、図７に矢印で
示す方向に回転させてスロットルシャフト８０を反時計回りにさらに回動させ、スロット
ルバルブ６０を全開位置を所定開度（図７に符号αで示す）超えた位置（以下「オーバー
全開位置」という）まで開弁させる。
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【００５６】
　このとき、第２のピン９６ｄは第３のギヤ７８の回動によって第１の当接部７８ａまで
摺動する。それにより、リンク９６は回動軸１００を中心に反時計回りに変位させられ、
第１のピン９６ｂは長孔９４ａ内を摺動しつつアーム９４を変位させる。アーム９４の変
位によってチョークシャフト９２は図において時計回りに回動させられ、よって図５（ｃ
）にも示す如く、チョークバルブ６２は全閉位置まで閉弁される。
【００５７】
　このように、第３のギヤ７８において第１、第２の当接部７８ａ，７８ｂが形成される
位置は、第２のピン９６ｄが第２の当接部７８ｂに当接するとき、即ち、図３あるいは図
６に示す状態のとき、チョークバルブ６２は全開位置になると共に、第３のギヤ７８が電
動モータ７０によって図において時計回りに回動させられ、第２のピン９６ｄが第１の当
接部７８ａに当接するとき（図７に示す状態のとき）、チョークバルブ６２が全閉位置と
なるように設定される。
【００５８】
　上記および図５の（ａ）から（ｃ）に示すように、チョークバルブ開閉機構９０は、ス
ロットルバルブ開閉機構７２の動作に連動してチョークバルブ６２を開閉する、より具体
的には、スロットルバルブ６０が全閉位置と全開位置の間にあるとき、チョークバルブ６
２を全開位置に保持する一方、スロットルバルブ６０が全開位置とオーバー全開位置（全
開位置を所定開度α超えた位置）の間にあるとき、チョークバルブ６２を全開位置と全閉
位置の間で開閉するように構成される。
【００５９】
　尚、上記において、チョークバルブ６２の動作を全開位置と全閉位置の２種類で説明し
たが、第１の当接部７８ａは凹状に形成されるため、第２のピン９６ｄと第１の当接部７
８ａとの当接位置を適宜に調整することで、チョークバルブ６２を任意の開度にすること
ができる。即ち、スロットルバルブ６０を全開位置とオーバー全開位置の間で適宜に調整
することで、チョークバルブ６２を全開位置と全閉位置の間で開閉自在とすることができ
る。
【００６０】
　ここで、チョークバルブ開度調節機構１０６の動作について図３および図７，８を参照
して説明する。図７は、図３と同様、ワックスが収縮した状態のときのチョークバルブ開
度調節機構１０６を示すと共に、図８はワックスが膨張した状態のときのそれを示す。
【００６１】
　前述した如く、チョークバルブ開度調節機構１０６において、周囲温度が比較的低い、
具体的にはサーモワックスであるチョークバルブ開度調節機構１０６の作動温度未満のと
き、ワックス部１０６ａのワックスは収縮するため、駆動ピン１０６ｄの突出量Ｌは最小
とされる。このときの駆動ピン１０６ｄは、図３および図７に示す如く、リンク９６の側
面９６ｅに当接しない、あるいは僅かに接触する程度とされる。即ち、ワックスが収縮し
ているときの駆動ピン１０６ｄの先端１０６ｄ１は、チョークバルブ６２を全開位置に保
持するリンク９６（図３）と、全閉位置に保持するリンク９６（図７）のいずれの状態で
あっても、その側面９６ｅに当接しないように構成される。
【００６２】
　周囲温度がエンジン１０の排熱やヒータ１０６ｇの発熱によって上昇して作動温度以上
になると、ワックスは膨張し、図８に示すように、ロッド１０６ｂとフランジ１０６ｃを
紙面上方に押し出す。それに伴って駆動ピン１０６ｄはリターンスプリング１０６ｆの付
勢力に抗して紙面上方に変位し、突出量Ｌが増加する。尚、作動温度は例えば約７０℃に
設定される。
【００６３】
　従って、チョークバルブ６２が全閉位置にあるとき（図７）、上記したワックスの膨張
による駆動ピン１０６ｄの変位が生じると、図８に示す如く、駆動ピン１０６ｄがリンク
９６の側面９６ｅを押圧し、リンク９６は回動軸１００を中心に時計回りに変位させられ
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る。それによって第２のピン９６は第３のギヤ７８の外周面から離間する一方、第１のピ
ン９６ｂは長孔９４ａ内を摺動しつつアーム９４を変位させる。アーム９４の変位によっ
てチョークシャフト９２は図において反時計回りに回動させられ、チョークバルブ６２は
全開位置まで開弁される。このように、駆動ピン１０６ｄは、ワックスの膨張・収縮に応
じてチョークバルブ開閉機構９０（リンク９６やアーム９４など）を駆動してチョークバ
ルブ６２の開度を調節する。
【００６４】
　上記した如くこの実施例にあっては、チョークバルブ６２を、スロットルバルブ開閉機
構７２の動作に連動するチョークバルブ開閉機構９０によって開閉すると共に、チョーク
バルブ開閉機構９０によって開閉されたチョークバルブ６２の開度を、チョークバルブ開
度調節機構１０６を用いて周囲温度に応じて調節可能とするようにした。
【００６５】
　次いで、エンジン１０の始動時におけるスロットルバルブ６０とチョークバルブ６２の
開閉動作について説明する。
【００６６】
　図９は、ＥＣＵ１１２の動作の内、エンジン１０の始動時におけるスロットルバルブ６
０などの動作の制御を示すフロー・チャートである。尚、図示のプログラムは、エンジン
１０が始動されたとき、１回だけ実行される。また、エンジン１０の始動前において、ス
ロットルバルブ６０とチョークバルブ６２は図７および図５（ｃ）に示す状態、詳しくは
スロットルバルブ６０はスロットル用リターンスプリング８４の付勢力によってオーバー
全開位置とされると共に、チョークバルブ６２はチョーク用リターンスプリング１０２に
よって全閉位置とされる。また、エンジン１０においては、前回の停止後所定時間経過し
た、いわゆる冷間始動とし、チョークバルブ開度調節機構１０６の周囲温度が比較的低く
、ワックスは収縮しているものとする。
【００６７】
　以下、図９フロー・チャートを参照してスロットルバルブ６０とチョークバルブ６２の
開閉動作を説明する。操作者によってコンビネーション・スイッチ１１４がオン・ポジシ
ョンに操作された後、リコイルスタータ４４が操作され、パワーコイル４０が発電を開始
してＥＣＵ１１２が起動させられると、先ずＳ１０においてスロットルバルブ６０がオー
バー全開位置と全開位置の間で駆動（開閉）するように、電動モータ７０の動作を制御す
る。スロットルバルブ６０を上記の如く駆動することで、図５（ｂ）（ｃ）に示すように
、チョークバルブ６２は全閉位置と全開位置の間で開閉させられる。これにより、吸気路
５６における空燃比はリッチ化され（リッチ空燃比状態とされ）、エンジン１０の始動性
が向上する。
【００６８】
　次いで、Ｓ１２に進んでチョーク不要か否か、換言すれば、暖機運転が終了してチョー
クバルブ６２によるリッチ空燃比状態を中止する必要があるか否か判断する。Ｓ１２の判
断はＮＥ検出回路１２０の出力に基づいて行われ、エンジン回転数が所定値（例えば３０
００ｒｐｍ）を超えたとき、チョーク不要と判断する。
【００６９】
　Ｓ１２で否定されるときはＳ１０の処理に戻る、即ち、Ｓ１２でチョーク不要と判断さ
れるまでＳ１０の処理を繰り返す。このとき、エンジン回転数の上昇に伴ってエンジン１
０の排熱も増加する。エンジン１０の排熱によってチョークバルブ開度調節機構１０６の
周囲温度が上昇して作動温度以上になると、前記したようにワックスは膨張して駆動ピン
１０６ｄを徐々に突出させる。それにより、駆動ピン１０６ｄはリンク９６を変位させて
チョークバルブ６２を開弁方向に徐々に回動させる、換言すれば、エンジン回転数の上昇
による周囲温度の上昇に伴って燃料噴射量を減少させ、リッチ化された空燃比を徐々にリ
ーンにする。このように、ＥＣＵ１１２が起動して暖機運転が終了するまでの間、チョー
クバルブ６２の開度はチョークバルブ開度調節機構１０６によって周囲温度に応じて適宜
に調節される。
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【００７０】
　Ｓ１２で肯定されるときはＳ１４に進み、ヒータ１０６ｇへの通電を開始してワックス
部１０６ａを加熱する。これにより、ワックスはより一層膨張して駆動ピン１０６ｄをさ
らに駆動（突出）させ、チョークバルブ６２を全開位置まで強制的に開弁させることで、
チョークバルブ６２によるリッチ空燃比状態を中止する。
【００７１】
　次いで、Ｓ１６に進み、スロットルバルブ６０の通常制御を実行する。具体的には、ス
ロットルバルブ６０を全閉位置と全開位置の間で駆動するように（正確には、回転数設定
ボリューム１１０で入力された目標エンジン回転数を維持するべく、スロットルバルブ６
０が目標開度になるように）電動モータ７０の動作を制御する。スロットルバルブ６０を
全閉位置と全開位置の間で駆動することで、図５（ａ）（ｂ）に示すように、チョークバ
ルブ６２は全開位置に保持されると共に、チョークバルブ開度調節機構１０６の駆動ピン
１０６ｄによっても全開位置に保持されるため、エンジン運転中にチョークバルブ６２が
閉弁することはない。
【００７２】
　次いで、エンジン１０の停止時におけるスロットルバルブ６０とチョークバルブ６２の
開閉動作について説明する。
【００７３】
　図１０は、ＥＣＵ１１２の動作の内、エンジン１０の停止時におけるスロットルバルブ
６０などの動作の制御を示すフロー・チャートである。図示のプログラムは、ＥＣＵ１１
２において所定の周期（例えば１００ｍｓｅｃ）ごとに実行される。
【００７４】
　先ずＳ１００において、エンジン１０の停止指示が入力されたか否か、具体的には、コ
ンビネーション・スイッチ１１４がオフ・ポジションに操作されたか否か判断する。Ｓ１
００で否定されるときは以降の処理をスキップする一方、肯定されるときはＳ１０２に進
んでヒータ１０６ｇへの通電を停止し、ワックス部１０６ａの加熱を終了する。
【００７５】
　次いで、Ｓ１０４に進んでスロットルバルブ６０がオーバー全開位置まで駆動（開弁）
するように、電動モータ７０の動作を制御する。スロットルバルブ６０を上記の如く駆動
することで、チョークバルブ開閉機構９０のリンク９６は、チョークバルブ６２を全閉位
置まで閉弁させるように駆動する。しかしながら、Ｓ１０２においてヒータ１０６ｇへの
通電を停止した直後であるため、ワックスは未だ膨張した状態である。従って、ワックス
の膨張によって突出させられた駆動ピン１０６ｄはリンク９６に当接した状態であり、よ
ってチョークバルブ６２は駆動ピン１０６ｄによって全開位置に保持されることとなる。
即ち、チョークバルブ６２はエンジン停止後、直ぐに全閉位置まで閉弁されない。
【００７６】
　エンジン１０を停止した後、チョークバルブ６２は直ちに全閉位置まで閉弁されないた
め、例えば短時間でエンジン１０を再始動させる温間始動時であっても、チョークバルブ
６２は全開位置あるいはその近傍にあることとなり、エンジン１０を、空燃比を過度にリ
ッチ化させることなく始動させることができる。
【００７７】
　尚、エンジン停止後所定時間経過してチョークバルブ開度調節機構１０６の周囲温度が
低下すると、ワックスは収縮して駆動ピン１０６ｄの突出量Ｌを徐々に減少させる。それ
によってチョークバルブ６２は、図５（ｃ）や図７に示すように、全閉位置まで閉弁させ
られ、次回のエンジン１０の始動に備える。
【００７８】
　以上の如く、この発明の実施例にあっては、吸気路５０に配置されるスロットルバルブ
６０およびチョークバルブ６２と、前記スロットルバルブ６０にギヤ機構（スロットルバ
ルブ開閉機構）７２を介して接続されて前記スロットルバルブ６０を開閉するアクチュエ
ータ（電動モータ）７０と、前記ギヤ機構７２と前記チョークバルブ６２に接続され、前
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記ギヤ機構７２の動作に連動して前記チョークバルブ６２を開閉するチョークバルブ開閉
機構９０と、周囲温度が上昇するに連れて膨張し、前記周囲温度が低下するに連れて収縮
するワックスが充填されるワックス部１０６ａと、前記ワックス部１０６ａに接続され、
前記ワックスの膨張・収縮に応じて前記チョークバルブ開閉機構９０を駆動して前記チョ
ークバルブ６２の開度を調節する駆動ピン１０６ｄと、前記ワックス部１０６ａを加熱す
るヒータ１０６ｇとからなるチョークバルブ開度調節機構１０６とを備える汎用内燃機関
（エンジン）１０において、前記チョークバルブ６２によるチョークを続行すべきか否か
判断するチョーク判断手段（ＥＣＵ１１２，Ｓ１２）と、前記ヒータ１０６ｇへの通電量
を制御するヒータ制御手段（ＥＣＵ１１２，Ｓ１４，Ｓ１０２）とを備え、前記ヒータ制
御手段は、前記チョーク判断手段によって前記チョークを続行すべきと判断されないとき
、前記ヒータ１０６ｇへの通電を開始すると共に、前記チョークバルブ６２を全開位置ま
で強制的に開弁させるように前記ヒータ１０６ｇへの通電量を制御する（ＥＣＵ１１２，
Ｓ１４）ように構成した。
【００７９】
　これにより、スロットルバルブ６０を駆動する電動モータ７０でチョークバルブ６２も
駆動することができる、換言すれば、１個の電動モータ７０でスロットルバルブ６０とチ
ョークバルブ６２の両方を駆動することができるため、チョークバルブ６２を新たな電動
モータを用いることなく駆動でき、その電動モータを配置するためのスペースも不要にす
ることができる。また、特許文献１で用いられるチョークバルブ用の電動モータ、それに
対応するモータドライバ（駆動回路）（共に図４に想像線で示す）およびハーネスなどを
削減できるため、消費電力やコスト的にも有利である。
【００８０】
　また、チョークバルブ開度調節機構１０６を備えるように構成したので、温間始動時な
ど周辺温度が比較的高いときはチョークバルブ６２を開弁して空燃比をリッチ化させない
ようにすることも可能となる、即ち、チョークバルブ６２を周辺温度に応じて適宜な開度
に調節でき、燃費を向上させることができる。
【００８１】
　また、前記チョークバルブ開度調節機構１０６は、前記周囲温度に応じて膨張・収縮す
るワックスが充填されるワックス部１０６ａと、前記ワックス部１０６ａに接続され、前
記ワックスの膨張・収縮に応じて前記チョークバルブ開閉機構９０を駆動して前記チョー
クバルブ６２の開度を調節する駆動ピン１０６ｄとからなるように構成したので、チョー
クバルブ６２の開度の調節を簡易な構成で行うことができ、より一層の省スペース化を図
ることができる。
【００８２】
　また、前記チョークバルブ開度調節機構１０６は、さらに、前記ワックス部１０６ａを
加熱するヒータ１０６ｇを備えるように構成したので、暖機終了後にワックス部１０６ａ
をヒータ１０６ｇで加熱し、ワックスの熱膨張によって駆動ピン１０６ｄを介してチョー
クバルブ開閉機構９０を駆動してチョークバルブ６２を全開位置に保持する、即ち、暖機
終了後にチョークバルブ６２を強制的に全開位置にして保持するように構成することも可
能となる。従って、エンジン運転中にチョークバルブ６２が閉弁するのを確実に防止でき
ると共に、エンジン停止後短時間で再始動される温間始動時であっても、チョークバルブ
６２は全開位置あるいはその近傍にあるため、空燃比を過度にリッチ化させることがなく
、よって燃費をより一層向上させることができる。また、ヒータ制御手段は、操作者から
機関停止指示がなされたとき、ヒータへの通電を停止する（ＥＣＵ１１２，Ｓ１０２）よ
うに構成したので、エンジン停止後は、ヒータへの通電を停止してもチョークバルブは直
ちに全閉状態まで閉弁されないため、例えば短時間でエンジン１０を再始動させる温間始
動時であっても、チョークバルブ６２は全開位置あるいはその近傍にあることとなり、エ
ンジン１０を、空燃比を過度にリッチ化させることなく始動させることができる。
【００８３】
　尚、上記において、スロットルバルブ６０などを駆動するアクチュエータ（電動モータ
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７０）をステッピングモータとしたが、他の電動モータや電磁ソレノイドなどであっても
良いし、電動モータでポンプを駆動して動作する油圧機器などであっても良い。
【００８４】
　また、燃料の供給をキャブレタ４６によって行うように構成したが、それに限られるも
のではなく、吸気ポート２４にインジェクタ（燃料噴射弁）を配置して燃料を供給するよ
うに構成しても良い。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】この発明の実施例に係る汎用内燃機関（エンジン）の全体図である。
【図２】図１に示す汎用内燃機関のキャブレタの拡大断面図である。
【図３】図２に示すキャブレタの、モータケースのカバーを取り外した状態を示す部分断
面平面図である。
【図４】図１に示す電子制御ユニットとコンビネーション・スイッチの構成を示す説明図
である。
【図５】図１などに示すスロットルバルブとチョークバルブの開閉動作の特性を示す説明
図である。
【図６】図３と同様なキャブレタの平面図である。
【図７】図３と同様なキャブレタの平面図である。
【図８】図３と同様なキャブレタの平面図である。
【図９】図１に示す電子制御ユニットの動作の内、汎用内燃機関（エンジン）の始動時に
おけるスロットルバルブなどの動作の制御を示すフロー・チャートである。
【図１０】図１に示す電子制御ユニットの動作の内、汎用内燃機関（エンジン）の停止時
におけるスロットルバルブなどの動作の制御を示すフロー・チャートである。
【符号の説明】
【００８６】
　１０　エンジン（汎用内燃機関）、５０　吸気路、６０　スロットルバルブ、６２　チ
ョークバルブ、７０　電動モータ（アクチュエータ）、７２　スロットルバルブ開閉機構
（ギヤ機構）、９０　チョークバルブ開閉機構、１０６　チョークバルブ開度調節機構、
１０６ａ　ワックス部、１０６ｄ　駆動ピン、１０６ｇ　ヒータ
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