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(57)【要約】
【課題】
【解決手段】ある量の液体ガソリン燃料は、液体燃料か
らの望ましい蒸気排出量となるように制御可能に加熱さ
れ、導管装置は、蒸気を伝達し、蒸気を周囲空気と相互
に混合させ且つ相互混合気をエンジンの燃焼室まで移送
する。エンジン排気装置内のセンサは、排気ガスの炭化
水素物の含有率を監視し、また、制御弁装置は、監視装
置に応答して蒸気対空気の相互混合を制御し、望まれる
炭化水素含有率を生じさせる望ましい相互混合状態を維
持する。



(2) JP 2008-531920 A 2008.8.14

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃料を燃焼させる燃焼室と、燃焼した燃料の排気装置とを有するガソリン燃料型エンジ
ン用の燃料供給組立体において、
　蒸発タンクと、タンク内に保持されたある量の液体ガソリン燃料と、液体ガソリン燃料
を加熱して燃料の蒸発を促進させる加熱源と、加熱源を制御し、これによりタンク内に保
持された液体燃料の温度を制御する温度制御装置と、
　タンクからの蒸発したガソリン燃料を周囲空気と相互に混合すると共に、該混合された
燃料をガソリン燃料型エンジンの燃焼室まで移送する導管装置であって、前記蒸発した燃
料と周囲空気との相互混合状態を制御する制御可能な弁装置を含む、前記導管装置と、
　燃焼した燃料の排気装置を監視し且つ、これにより前記蒸発した燃料と周囲空気との所
望の相互混合状態からの変化を決定する監視装置とを備え、前記制御可能な弁装置は、前
記監視装置に応答して前記蒸発したガソリン燃料と前記周囲空気との相互混合状態を変化
させて所望の相互混合気を実現し、
　所望の相互混合気を受け取ったとき、エンジンの動力損失を感知し且つ前記タンク内に
て前記液体燃料の高温度を誘発して前記動力の損失を相殺するエンジン動力センサを備え
る、ガソリン燃料型エンジン用の燃料供給組立体。
【請求項２】
　請求項１に記載の燃料供給組立体において、燃料が所定の残留レベルまで消費されたこ
とを決定し且つ、前記レベルにて蒸発の終了を起動するシステムの設計を含む、燃料供給
組立体。
【請求項３】
　請求項２に記載の燃料供給組立体において、前記消費は、前記液体燃料の最高温度によ
って決定され、前記システムの設計は前記最高温度に応答して蒸発の終了を起動する、燃
料供給組立体。
【請求項４】
　請求項２に記載の燃料供給組立体において、前記消費は、前記蒸発タンク内の最小の液
体燃料レベルにより決定され、前記システムの設計は前記最小の液体燃料レベルに応答し
て蒸発の終了を起動する、燃料供給組立体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００３年１１月１１日付けで出願された「蒸気燃料型エンジン（Ｖａｐｏ
ｒ　Ｆｕｅｌｅｄ　Ｅｎｇｉｎｅ）」という名称の同時出願係属中の米国特許出願明細書
１０／７０６，５０７号の一部継続出願であり、及び第‘５０７号特許出願の優先権を主
張するものである。
【０００２】
　本発明は、エンジンを作動させるため蒸発した燃料を使用することに関し、より特定的
には、燃料効率を改善する改良に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ある状態において、ガソリン作動車に対して蒸発した燃料を使用することは、液体燃料
と比較して大気中に排出される炭化水素物の排出量を減少させる一方にて、燃料効率も向
上させることが既知である。問題点は、かかる車が典型的に運転される変化状態に渡って
これらの利点をいかに実現し且つ保持するかである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　既知であり且つ、共有する米国特許出願明細書１０／００２，３５１号、現在の米国特
許明細書６，６８１，７４９号（その内容を参考として引用し本明細書に含めてある）に
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記載されているように、ある量のガソリンを加熱して蒸発させ、その蒸気を周囲空気の流
れ中に導き、望まれる空気燃料混合気を確立し、その混合気をエンジンのマニホルド内に
導くことにより、燃料効率を改善することができる。
【０００５】
　上記の特許出願明細書に開示されたようなシステムの結果、顕著な改善が実現されるが
、このシステムは、望ましい作動の一貫性は実現していない。
　維持すべき最適な燃料空気の混合気が存在することは既知である。１対２０の燃料空気
混合気は、過度にリッチであり、その結果、適正に燃焼されない燃料中の炭化水素物の比
率は許容し得ないものとなり、また、燃料効率は低下する。１対４０の混合気は、今日の
触媒コンバータ（ＣＡＴ）にとって過度に薄く、米国環境保護庁（ＥＰＡ）排出基準によ
り禁止されている窒素酸化物の排出量を生じさせる。約１対３０の燃料空気混合気は、車
にて使用されている現在のガソリンエンジンにとってほぼ最適であり、本発明の１つの目
的は、混合比を実質的に例えば、１対３０の範囲内に維持すべく燃料空気混合状態を制御
することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的と整合して、混合気は、エンジンの作動の全体に渡って監視され且つ調節さ
れる。このことは、蒸気燃料がエンジンの吸気マニホルドに入る前に、混合される蒸気燃
料及び（又は）周囲空気の流れを制御する弁を使用することによって自動的に実現される
。これらの弁は、制御装置と接続される一方、該制御装置は、車の排気中のＯ2排出量を
検知する（最新型の車にて標準的な特徴である）車のＯ2センサに連結される。Ｏ2排出量
は、説明したように、燃料空気混合状態の反映である炭化水素物の排出量に直接、関係し
ている。
【０００７】
　好ましい実施の形態において、Ｏ2センサからの電気的出力は、上述した制御装置に伝
送される。制御装置により測定されたセンサの電圧出力に対する望ましい測定値は、例え
ば、３ボルトであることが既知である。始動時、測定値は、典型的に、例えば、４ボルト
であり、過度にリッチな混合気であるが、エンジンの始動及び暖機にとって望ましいこと
を示す。暖機に対応するための時間的遅れの後、例えば、３以上又は３以下のいかなる測
定値でも、制御装置は作動されて周囲空気の流れ及び蒸発した燃料の流れ（より正確には
、空気及び燃料のリッチ化した混合気）を制御する１つ又は複数の弁を開き且つ閉じる。
例えば、３．２の測定値であれば、周囲空気弁は開き且つ（又は）蒸発した燃料の流れは
閉じられる。２．８の測定値であれば、逆の結果が生じる。
【０００８】
　燃料空気混合気の確立された一定の設定値は、エンジンの作動の全体に渡って安定的な
混合気を生じさせるものと想定されるであろうし且つ、実際にそのように考えられている
が、実際はそうではないと判断された。制御し又は対応する必要のある多くの変動因子が
ある。液体燃料の温度は、炭化水素物の排出量及び燃料効率に最大の影響を与え、また、
その温度は、環境の変化、すなわち、温度、高度、湿度、及び同様のものに起因して僅か
ではあるが、極めて重大な温度だけ変化するであろう。このため、好ましい実施の形態に
おいて、蒸発すべき燃料の量は、かかる環境上の変動値の効果を実質的に解消するため、
正確に温度制御される。
【０００９】
　これにも拘らず、依然として、液体燃料の温度を維持するだけでは制御されない顕著な
変化がある。従って、これらの残る変動値は、Ｏ2センサを監視することにより対応して
いる。燃料の混合気がＯ2監視装置からの望ましい測定値から逸脱する程度に従って、混
合気は、１つ又は複数の弁の設定値を変化させることにより、補正される。
【００１０】
　上述の改良は、好ましい実施の形態の主たる特徴であると考えられるが、次のことは追
加的な利点を提供すると考えられる。
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　再度、好ましい実施の形態において、ある量の液体燃料、例えば、３．７９リットル（
１ガロン）の燃料を蒸発タンク内に挿入する。燃料は、例えば、タンクの下半分を占め、
また、タンクの燃料保持部分に加熱要素及び温度センサが設けられる。温度は、例えば、
７４℃に設定され且つ維持され、その温度によって燃料は蒸発して、蒸気は液体表面から
タンクの上半分内に上昇する。タンク内の上半分に、周囲空気入口及び蒸発した燃料の出
口がある。一連の反らせ板は、空気を入口から液体燃料の表面を渡って外側の第一の導管
と接続された出口まで導く。周囲空気の温度は、周囲空気が液体上を移動することにより
安定化し、また、その過程中、周囲空気は、上昇する燃料の蒸気と混合する。出口を通り
且つ第一の導管内に押し出されると、かかる燃料は、上記にて説明した蒸発した燃料とな
り、この蒸発した燃料は、より正確にリッチ化した燃料空気の混合とみなすことができる
であろう。周囲空気の第二の供給分は、第二の導管を通して伝達され且つ、第一の導管の
蒸発した燃料と合体する。かかる空気及び蒸発した燃料が上記のように結合する前に、第
一及び第二の導管の各々又はその選んだ１つに制御弁が設けられており、該制御弁は、そ
れぞれの導管からの流量を制御して、第三の導管又は連続的な導管（混合室とも称される
）内に組み合わされる周囲空気及び蒸発した燃料の量を変化させる一方、上記の第三の導
管又は連続的な導管は、混合気をエンジンの吸気マニホルドに運ぶ。
【００１１】
　解決策を講じなければならない更なる問題点は、上記のような過程は、商業的に利用可
能な一般的なガソリンを蒸発させるとき、例えば、その他の点にては最適である考えられ
る温度設定値にて容易に蒸発しない液体残留物を発生させることが判明していることであ
る。時間の経過に伴い、この液体残留物は、蒸発タンクの液体中身の益々、大きな部分と
なる。このため、液体残留物をタンクから定期的に排除するための措置が講じられている
。
【００１２】
　残留液体は、従来のエンジンにて許容可能な程度に、特に、好ましい実施の形態のシス
テムがかかる従来のエンジンに順応可能であり且つ改造として適用可能である程度まで、
許容可能に燃焼すると判断されているが、第一の解決策は、エンジンの交番的な運転、す
なわち、上述したように蒸発した燃料にて、次に、所望に応じて、従来の液体燃料運転に
変換して、残留液体がエンジンの燃料として使用されるようにすることである。再循環的
な手順は、（ａ）タンクを例えば、３．７９リットル（１ガロン）の液体ガソリンにて充
填し、（ｂ）燃料の８０％を蒸発させ且つ、従来のエンジン運転に切り換え、液体残留物
を燃焼させ、（ｃ）タンクを再充填し且つ、蒸発した燃料に切り換えて戻ることができる
ように設定することができる。その他の解決策とすることも当然、考えられる。残留物は
、タンクから定期的に簡単に排除することができ、また、再度燃料が使用される迄、貯蔵
され、次に、処分され又は好ましくは、従来のエンジンの使用のために搬送されるものと
する。
【００１３】
　蒸発タンク内の燃料を加熱するため、温度設定値を漸増的に上昇させることにより燃料
の経済性が更に向上することが分かった。例えば、燃料を始めに、例えば、８０℃の温度
まで加熱することが最適であることが判明しているが、その燃料を構成する化学物質は、
燃料のより活性な成分が蒸発するのに伴い変化することが分かっている。同じ温度では、
蒸気の発生量が少なく、エンジンは検知可能な程度に動力を損失することになろう。動力
の損失が検出されたとき、例えば、８２℃の温度まで上昇させることが望ましいであろう
し、この温度にて蒸発量は増大し且つ動力が回復されよう。理論的には、燃料の実質的に
全てが蒸発される温度となる迄、熱は反復的に増大させることができるが、残留成分が依
然として液体燃料として効果的に使用できる温度にて漸増的加熱を停止させることがより
望ましい手順であると考えられる。例えば、温度は、１００℃（または、燃料の実質的に
８０％が蒸発する温度）となる迄、１又は２℃の漸増温度にて上昇させることができる。
その温度にて、過程を中断し、蒸発タンクを排出し、新たな燃料を再充填する。
【００１４】
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　本発明は、以下の詳細な説明及び添付図面を参照することにより一層良く認識され且つ
理解されるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明に従ったシステムの構成要素の概略図的な全体図を示す図１に関して説明する。
図示したようなガソリン作動エンジンは、エンジンの絞り弁本体と接続された吸気ポート
１０を有する。エンジンは、作動したとき、空気及び燃料をポート１０を通じて吸引する
。エンジンは、Ｏ2センサ１４が設けられた排気管１２を有する。エンジン、吸気ポート
１０及びＯ2検出器１４は、従来のガソリン運転車に対して提供される標準的な装置とす
ることができ、図示した実施の形態の残りの構成要素は、本発明の目的を実現し得るよう
にシステム内に組み込まれる。
【００１６】
　部材１６は、エンジンを作動させると、その内部に周囲空気が吸引される空気ボックス
を表わす。空気ボックス１６からの空気伝達導管１８、２０は、以下に説明するように、
システムの他の部分に対し望まれる空気流を提供する。
【００１７】
　導管２０は、弁２２を有し、該弁２２は、導管２０を通して導かれ且つタンクの頂部又
はカバー２４を介して蒸気発生タンク２６に運ばれる空気の量を制御する。
　導管１８は、混合室３０内に導入される周囲空気の量を制御する弁２８を有している。
【００１８】
　蒸気発生タンク２６を再度、参照すると、タンクには、以下に説明するように、例えば
、反らせ板のような流れ制御装置が設けられるが、全体的な説明のため、以下のように理
解されたい。導管２０からの空気（弁２２により制御されている）は、頂部２４を通って
タンク２６に入り、液体燃料２８は、導管３４を介してガスタンク３２から吸引され、入
口３６及び出口３８を介して液体燃料中に浸漬させた温水加熱コイルが気体／燃料２８を
加熱して蒸気４０を発生させる。蒸気は、空気導管２０からの空気流によって取り上げら
れ、導管４２を通して混合室３０に向けられるが、弁４４によって制御される。導管４２
の空気蒸気の混合気は、混合室３０内にて導管１８からの周囲空気と相互に混合され、そ
の混合気は、吸気ポート１０を通り且つそこからエンジンの燃焼タンク内に導かれる。
【００１９】
　次に、図１に関して説明した空気、蒸気及び燃料の流量を自動的に制御する過程を示す
図２に関しても説明する。弁２２、２８、４４の各々は、モータ、例えば、ステッパモー
タ２２´、２８´、４４´によって所望に応じて開き且つ閉じられる（完全に開いた位置
と完全に閉じた位置との間の非限定的な任意の位置の間にて）。
【００２０】
　燃料効率は、車の排気ガスから排出された炭化水素物によって測定することができると
判断されている。残念なことに、現在利用可能なガソリンエンジンからの炭化水素物の解
消は、かかるエンジンは窒素酸化物の望ましくなく且つ許容されない排出量を発生させる
ため、完全ということはできない。このため、最初に、許容された窒素酸化物のレベルを
決定し、次に、窒素酸化物に関する制限に対して許容される限界範囲内に止まる最低の炭
化水素物のレベルを決定する。
【００２１】
　車の排気ガス中のＯ2レベルを検出し且つ、最新モデルの車の排気ガスシステム内に組
み込まれているＯ2検出器は、当該排気ガス中の炭化水素物のレベルに直接関係している
と更に判断されている。このため、検出器１４のどの程度のＯ2測定値が最適な燃料効率
をもたらすかを判断することができる。例えば、望ましい炭化水素物のレベルは、Ｏ2監
視装置が３ボルトの測定値を生じされるときであると判断することができる。
【００２２】
　図１を参照すると、混合気がそこからエンジン吸気絞り弁本体に入る混合室３０にて実
現される燃料空気混合気の比率を制御することにより、燃料効率が実現されると判断され



(6) JP 2008-531920 A 2008.8.14

10

20

30

40

50

ている。導管４２から混合室３０内に導かれた蒸気空気混合気は、例えば、空気１０部分
に対し燃料１部分のように過度にリッチであり、また、勿論、導管１８からのみ来る空気
の燃料部分は零であることも既知である。望まれる混合気は、弁２８を通る空気が、弁４
４を通る空気／蒸気の各立方フィート当たり２立方フィートの供給量であるような、３０
対１の比率を実現するものとすることできる。
【００２３】
　弁２８、４４は、所定の時点にて望まれる混合気を実現するよう設定することができる
一方、導管４２を通って流れる蒸気／燃料混合気にて実現される比率に対し多くの因子が
影響を与えることが分かった。
【００２４】
　特定の炭化水素物の排出量が望まれると想定して、Ｏ2検出器の測定値は、排気ガス中
の炭化水素物も表示するから、この望まれる混合が実現されることも確証するであろう。
説明したように、一定の設定値では、任意の所定の時間に渡って最適な比率が実現されな
いであろう。任意の温度変化、任意の高度変化、及び燃料の組成の相違さえもタンク２６
から混合室３０まで流れる蒸気／燃料混合気を変動させることになろう。
【００２５】
　従って、弁２２、２８、４４は、コンピュータＣによって自動的に作動されるステッパ
モータである、ステッパモータ２２´、２８´、４４´（図２のフローチャートに図示し
且つ図４の分解斜視図に図示）によって作動される。コンピュータＣは、排気ガス１２中
のＯ2、従って炭化水素物の排出量を監視し、これらの測定値が炭化水素物が過度に多量
又は過度に少量であることを示すならば、ステッパモータがコンピュータによって作動さ
れ、導管１８、導管４２からの相対的な流体量を変化させる。測定値が過度に多量の炭化
水素物レベルであることを示すならば、導管４４の蒸気／空気流れを減少させる必要があ
り、例えば、弁４４を閉じ、又は、例えば、弁２８を開き、又は、例えば、弁４４を閉じ
且つ弁２８を開く。
【００２６】
　調節は、段階的に、すなわち、弁４４を１°だけ閉じ、Ｏ2検出を再度読み取り、その
後、弁４４を反復的に部分的に閉じるか又はこれと代替的に、弁１８を部分的に開き又は
その双方を行うことにより実行することができる。弁２８を通して多くの空気流を偏向さ
せつつ、導管２０内への空気の流れを制限すれば、タンク２６、従って導管４２への空気
の流れは遅くなるから、弁２２は、１つのファクタともなる。
【００２７】
　上述したような構造体は、望ましいと考えられる燃料空気混合気（例えば、１対３０）
に理論的に所望の結果を与えるシステムを技術者が設計することを可能にするが、このと
き、効率の点にて顕著な偏差を生じさせる僅かな環境上の変化の影響を認識して、例えば
、Ｏ2検出器のような排気ガス監視装置からのリアルタイムの読み取り値に応答する自動
的な調節を提供する。
【００２８】
　次に、蒸発タンク２６の構成要素を示す図３に関して説明する。タンク２６は、約１０
．１６ｃｍ×２０．３２ｃｍ×３０．４８ｃｍ（約４インチ×８インチ×１２インチ）の
寸法を有する金属ボックス４８から成っている。入口５２及び出口５４を有し、ボックス
４８に組み付けられたとき、入口５２´、及び出口５４´を介してボックスから伸びる温
水コイル５０がタンクの底部に装着されている。
【００２９】
　反らせ板格子５６がボックスの底部及びコイル５０上に着座している。反らせ板格子５
６の板は、格子がコイル５０上に着座するのを可能にするスロット５８を有している。反
らせ板格子５６は、締結具タブ６０を有しており、隔たった円形の開口部６４を有する下
側反らせ板６２が締結具タブ６０に組み付けられている。反らせ板６２は、ボックス４８
の上端縁（フランジ８４により画成される）の下方に着座しており、また、上側反らせ板
６６はフランジ８４に固定されている。反らせ板６６の伸長するフランジ６８がボックス
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から側方向に突出しており、ボックス４８を車の車体に固定する手段を提供する。上側フ
ランジ６８は矩形の開口部７０を有する。
【００３０】
　第二の上側反らせ板７２が上側反らせ板６６に固定されており、また、説明する空気入
口と整合する状態にあり、該第二の上側反らせ板は、寸法が減少しており且つ開口部７０
´の実質的な部分を覆うように上側板６６に固定されている。この第二の板には、複数の
小穴、例えば、直径約６．３５ｍｍ（約４分の１インチ）の寸法を有する５つの穴７４が
設けられている。反らせ板７２は、空気入口７８からの空気流に対する障害物を提供し、
その空気流をタンク２６内にて側方向及び下方に向ける。
【００３１】
　変形した角錐形状体として説明することのできる複雑な形状の頂部又はカバー２４が組
立体を完成させる。空気入口７８が設けられた一端に角錐形状体の頂点が配置されている
。同一の端部に、但し、角錐形状体の側壁に沿って蒸気空気出口８０が設けられている。
頂部２４の周端縁を形成するフランジ８２は、反らせ板６６のフランジ部分７６のボルト
穴及びボックス４８の周端縁を形成するフランジ８４のボルト穴と整合したボルト穴を有
する。ボルト（図示せず）が整合したボルト穴を通して挿入され、構成要素を互いに締結
する。ボックス４８内に挿入されたフロート８６は、ボックス内に保持された液体ガソリ
ンのレベルを決定する。液体ガソリンは導管３４を通ってボックスに入り、また、必要に
応じて蒸発タンク２６内にてガソリンを排出し且つ（又は）循環させる再循環導管９０が
設けられる。
【００３２】
　作動時、液体ガソリンは、ヒータコイル５０の位置よりも上方で且つ反らせ板格子５６
の頂部より下方であるボックス４８の底部に約１９．１ｍｍ（約４分の３インチ）のレベ
ルまで充填される。反らせ板格子５６及び反らせ板６２は、主として、車の運転中のガソ
リンの動揺を防止する。液体ガソリンが蒸発すると（加熱コイル５０に誘起される）、入
口７８からの空気は、反らせ板７２、６８を介して液体表面に渡って分散され、該空気は
蒸気４０を集め（図１参照）次に、出口８０を通して導かれ且つ、上記に説明したように
、導管４２を介して混合室３０に導かれる。
【００３３】
　ガソリンが蒸発し且つ、液体ガソリンの表面から吸引されると、ガソリンの液位は低下
し、このことは、フロート８６によって検出される。システムによって望ましいと決定さ
れたとき、ガソリンは、入口３４を通じて補給される。ある時間の後、ガソリンは、汚れ
始め（蒸発せずに）、このため、タンクを洗浄することが望ましい。これは、エンジンを
ガソリン使用状態に変換し且つ、従来のガス噴射システムによってタンク２６から残留ガ
スを吸引することにより行うことができる。ガソリンは、単に保持タンク内に排出し且つ
、例えば、動力作動芝刈機のようなその他の動力装置にのため利用することができる。
【００３４】
　本発明の要約部分にて説明したように、更なる改良点は、蒸発タンク内の燃料の温度を
制御された状態で変化させることである。開始時の温度は、或る量の新たな燃料を望まし
いように蒸発させ得るよう、例えば、７４℃に確立される（但し、この初期の望ましい温
度は、異なる燃料型式の場合、相違するであろうし、例えば、８０°が丁度、有効な開始
温度となりうる）。上述した温度センサを利用して、例えば、液体燃料中に浸漬させた上
記の水加熱コイルのような、加熱源により発生される熱を制御することができる。
【００３５】
　初期の燃料期温度にてエンジンにより発生された動力を監視し、所定の動力損失が検出
されたとき、例えば、１又は２℃の漸増量にて蒸発タンク内の燃料の温度を上昇させる。
動力の損失は、上述した蒸発過程の結果にしか過ぎない。液体ガソリンは、時間の経過に
伴って蒸発させるよりも、最初のときにより多くの蒸気を発生させる。エンジンは、正確
に運転するためには、ある量の蒸気を必要とし、ガソリンが新しいときはその量の蒸気が
存在するが、ある時間の蒸発後には、存在しない。この動力の損失は、空気対燃料の比率
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又は低レベルかのような多数の情報をＯ2センサから得ることができる。動力損失がある
場合、炭化水素物及び二酸化炭素のレベルは極めて低くなり、酸素レベルは極めて高くな
り、また、空気対燃料の比率も増大する。これらの何れか又は全ては、動力の損失に対す
る信号として利用することができる。
【００３６】
　動力の損失に対する最初の対策は、周囲空気弁２８又は蒸気弁４４又はその双方を調節
することである。蒸発過程が継続するのに伴い、要求される蒸気を発生させる能力のある
液体ガソリンの減少に応答して、周囲空気弁は閉じ、蒸気弁は開く。最終的に、蒸気弁は
完全に開き、自由空気弁は完全に閉じられる。この時点にて、燃料の温度は上昇する。ガ
ソリンを１又は２℃の漸増量にて加熱することは、エンジンに対して必要とされる燃料の
蒸気を十分に提供し得るよう発生量を増すのに十分である。熱が上昇すると、蒸気弁は、
その完全に開いた位置から離れるように動き、その後、新たな温度が最早、十分でなくな
ると、その時点にて、蒸気弁は開き、最終的に、より多くの熱が液体ガソリンに加えられ
る迄、その完全に開いた状態であろう。この過程は、所定の温度に到達する迄、それ自体
、繰り返され、その所定の温度の時点にて、残っている液体は、例えば、標準的な燃料噴
射システムを使用して排出される。
【００３７】
　蒸気から液体燃料への切り換えを知らせる等式は次の通りである。すなわち、液体ガソ
リンの最高許容熱＋蒸気弁が完全に開いた状態＋エンジンが最早、適正に機能するのに必
要な蒸気を提供し得ないことの入力の合計＝蒸気システムから標準的な燃料噴射システム
及び残留液体の燃焼に切り換わることである。
【００３８】
　システムは、タンクの残留物が大きく汚れないような設計とされており、このため液体
燃料供給手段として効果的に使用することができない。例えば、１００℃まで加熱された
タンク内の燃料にて動力の損失が検出されると、切り換え、すなわちタンクのパージング
をトリガーするよう決定することができる。燃料の量を監視し、例えば、燃料の８０％が
消費されたようなとき、切り換えを起動するといった他のトリガー機構を利用することが
できる。
【００３９】
　上記のことは、好ましい実施の形態であるとみなされるが、本発明の所期の範囲から逸
脱せずに、多数の改変例及び変更例を為すことが可能であることは容易に理解されよう。
従って、本発明は、上記に記載した構造にのみ限定されず、特許請求の範囲により規定さ
れた内容を完全に包含するものである。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の１つの好ましい実施の形態を示す概略全体図である。
【図２】図１の実施の形態に対して利用されるシステムの作動線図である。
【図３】図１の蒸発タンクの分解図である。
【図４】図１及び図２のシステムの制御弁を特に、示す更なる分解図である。
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【手続補正書】
【提出日】平成20年1月30日(2008.1.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃料を燃焼させる燃焼室と、燃焼した燃料の排気装置とを有するガソリン燃料型エンジ
ン用の燃料供給組立体において、
　蒸発タンクと、タンク内に保持されたある量の液体ガソリン燃料と、液体ガソリン燃料
を加熱して燃料の蒸発を促進させる加熱源と、加熱源を制御し、これによりタンク内に保
持された液体燃料の温度を制御する温度制御装置と、
　タンクからの蒸発したガソリン燃料を周囲空気と相互に混合すると共に、該混合された
燃料をガソリン燃料型エンジンの燃焼室まで移送する導管装置であって、前記蒸発した燃
料と周囲空気との相互混合状態を制御する制御可能な弁装置を含む、前記導管装置と、
　燃焼した燃料の排気装置を監視し且つ、これにより前記蒸発した燃料と周囲空気との所
望の相互混合状態からの変化を決定する監視装置とを備え、前記制御可能な弁装置は、前
記監視装置に応答して前記蒸発したガソリン燃料と前記周囲空気との相互混合状態を変化
させて所望の相互混合気を実現し、
　所望の相互混合気を受け取ったとき、エンジンの動力損失を感知し且つ前記タンク内に
て前記液体燃料の高温度を誘発して前記動力の損失を相殺するエンジン動力センサを備え
る、ガソリン燃料型エンジン用の燃料供給組立体。
【請求項２】
　請求項１に記載の燃料供給組立体において、燃料が所定の残留レベルまで消費されたこ
とを決定し且つ、前記レベルにて蒸発の終了を起動するシステムの設計を含む、燃料供給
組立体。
【請求項３】
　請求項２に記載の燃料供給組立体において、前記消費は、前記液体燃料の最高温度によ
って決定され、前記システムの設計は前記最高温度に応答して蒸発の終了を起動する、燃
料供給組立体。
【請求項４】
　請求項２に記載の燃料供給組立体において、前記消費は、前記蒸発タンク内の最小の液
体燃料レベルにより決定され、前記システムの設計は前記最小の液体燃料レベルに応答し
て蒸発の終了を起動する、燃料供給組立体。
【請求項５】
　或る量の燃料を蒸発させる蒸発タンクと、
　空気を導入して燃焼室に移送する前に蒸発された量の燃料を空気と相互混合する空気導
管と、
　燃焼する前に或る量の燃料の温度を漸増的に上昇してある量の燃料の蒸発を制御する制
御装置とを備える、燃料供給組立体。
【請求項６】
　請求項５に記載の燃料供給組立体において、前記制御装置はさらに複数の弁を制御し、
該複数の弁は蒸発された量の燃料と空気との相互混合を制御する、燃料供給組立体。
【請求項７】
　請求項６に記載の燃料供給組立体において、前記制御装置は所望の空気対燃料の混合比
を維持するために複数の弁を制御する、燃料供給組立体。
【請求項８】
　　請求項５に記載の燃料供給組立体において、前記制御装置は状態の変化に応答して或
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る量の燃料の温度を漸増的に上昇する、燃料供給組立体。
【請求項９】
　請求項８に記載の燃料供給組立体において、前記状態の変化は動力の損失である、燃料
供給組立体。
【請求項１０】
　請求項５に記載の燃料供給組立体において、前記制御装置は低い炭化水素レベルを検出
するＯ２センサに応答してある量の燃料の温度を漸増的に上昇する、燃料供給組立体。
【請求項１１】
　請求項５に記載の燃料供給組立体において、前記制御装置は約１℃の漸増温度にてある
量の燃料の温度を漸増量にて上昇する、燃料供給組立体。
【請求項１２】
　請求項５に記載の燃料供給組立体において、前記制御装置は約２℃又はそれ以上の漸増
温度にて温度を漸増的に上昇する、燃料供給組立体。
【請求項１３】
　請求項５に記載の燃料供給組立体において、さらに、ある量の燃料の予め決定した残量
レベルまでの消費を決定し、該レベルで蒸発の終了を起動するようにしたシステム設計を
含む、燃料供給組立体。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の燃料供給組立体において、前記消費はある量の燃料の最高温度によ
り決定され、前記システム設計は蒸発の終了を起動するために前記最高温度に応答する、
燃料供給組立体。
【請求項１５】
　請求項１３に記載の燃料供給組立体において、前記消費は前記蒸発タンク内のある量の
燃料の最小量により決定され、前記システム設計は蒸発の終了を起動するために前記最少
量に応答する、燃料供給組立体。
【請求項１６】
　ある量の燃料を蒸発タンク内に導入し、
　ある量の燃料の異なった部分を蒸発するために前記蒸発タンク内のある量の燃料の温度
を漸増的に上昇し、
　或る量の空気をある量の燃料の異なった蒸発部分と相互混合し、
　所望の空気対燃料の混合比を維持するために前記ある量の燃料の異なった蒸発部分と或
る量の空気との相互混合を制御する、方法。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の方法において、前記ある量の燃料を漸増的に上昇することが、約２
℃又はそれ以上の漸増温度にて温度を上昇することからなる、方法。
【請求項１８】
　請求項１６に記載の方法において、前記或る量の空気を蒸発タンクに導入する制御が、
前記或る量の空気を導入する空気導管に結合された複数の弁を制御することを含む、方法
。
【請求項１９】
　請求項１６に記載の方法において、前記ある量の燃料の温度を漸増的に上昇することが
、低い動力の検出に応答して前記ある量の燃料の温度を漸増的に上昇することを含む、方
法。
【請求項２０】
　請求項１６に記載の方法において、さらに、燃焼排ガス中の炭化水素を監視することを
含み、前記蒸発タンク内のある量の燃料の温度を予め決定された炭化水素の検出に応答し
て漸増的に上昇する、方法。
【請求項２１】
　請求項１６に記載の方法において、さらに、前記蒸発タンクをパージングすることを含
む、方法。
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【請求項２２】
　請求項２１に記載の方法において、さらに、ある量の燃料の温度が予め決定した温度に
到達したことに応答して蒸発タンクをパージングすることを含む、方法。
【請求項２３】
　ある量の燃料を蒸発タンクに導入すること、
　所望の空気対燃料比の燃料の充填を生ずるため、或る量の空気とある量の燃料の蒸発部
分とを相互混合させること、
　燃焼室に入る燃料の充填に先立ち燃料充填の温度を上昇させることを含む、方法。
【請求項２４】
　請求項２３に記載の方法において、前記燃料の充填の温度上昇が、前記蒸発タンクへ導
入されるある量の燃料の温度を上昇させることからなる、方法。
【請求項２５】
　請求項２３に記載の方法において、前記燃料の充填の温度上昇が、前記蒸発タンクへ導
入されたある量の燃料の温度上昇による或る量の空気の温度上昇からなる、方法。
【請求項２６】
　請求項２３に記載の方法において、前記燃料充填の温度の上昇が、前記蒸発タンクへ導
入されたある量の燃料の温度上昇によるある量の燃料の蒸発された部分の温度上昇からな
る、方法。
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