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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリンダボア内面を構成するシリンダライナを一体的に鋳込み且つオープンデッキタイ
プに構成されたシリンダブロックにおいて、
　軸心方向の長さ寸法がシリンダライナの軸心方向の長さ寸法よりも短く設定された筒形
状の多孔質体にシリンダブロック形成材料が含浸されて成る金属基複合体が、シリンダブ
ロックデッキ面部分における上記シリンダライナの外周囲に装着されており、この金属基
複合体は、外面がウォータジャケットに臨み、且つ内面の全面がシリンダライナの外面に
密着されている一方、上記シリンダライナの内面はシリンダボアに臨んだ構成とされてお
り、
　上記金属基複合体は、シリンダブロック形成材料がシリンダライナの軸線に沿う方向に
流れながら多孔質体に含浸されることで成形されており、この多孔質体において、シリン
ダブロック形成材料の溶湯が流れ込む面は、シリンダライナ側の領域がウォータジャケッ
ト側の領域よりも溶湯の流れ込み方向の下流側に位置していることを特徴とするシリンダ
ブロック。
【請求項２】
　シリンダボア内面を構成するシリンダライナを一体的に鋳込み且つオープンデッキタイ
プに構成されたシリンダブロックにおいて、
　軸心方向の長さ寸法がシリンダライナの軸心方向の長さ寸法よりも短く設定された筒形
状の多孔質体をシリンダブロックデッキ面部分における上記シリンダライナの外周囲に装
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着した状態で鋳造加工が行われることで、シリンダブロックデッキ面部分にあっては、シ
リンダボアとウォータジャケットとの間に、シリンダライナ及び、上記多孔質体にシリン
ダブロック形成材料が含浸されて成る金属基複合体のみが存在した構成とされており、
　上記金属基複合体は、シリンダブロック形成材料がシリンダライナの軸線に沿う方向に
流れながら多孔質体に含浸されることで成形されており、この多孔質体において、シリン
ダブロック形成材料の溶湯が流れ込む面は、シリンダライナ側の領域がウォータジャケッ
ト側の領域よりも溶湯の流れ込み方向の下流側に位置していることを特徴とするシリンダ
ブロック。
【請求項３】
　シリンダボア内面を構成するシリンダライナを一体的に鋳込み且つオープンデッキタイ
プに構成されたシリンダブロックにおいて、
　軸心方向の長さ寸法がシリンダライナの軸心方向の長さ寸法よりも短く設定された筒形
状の多孔質体にシリンダブロック形成材料が含浸されて成る金属基複合体が、シリンダブ
ロックデッキ面部分における上記シリンダライナの外周囲に装着されており、この金属基
複合体は、外面がウォータジャケットに臨み、且つ内面の全面がシリンダライナの外面に
密着されている一方、上記シリンダライナの内面はシリンダボアに臨んだ構成とされてお
り、
　上記金属基複合体は、シリンダブロック形成材料がシリンダライナの軸線に沿う方向に
流れながら多孔質体に含浸されることで成形されており、この多孔質体において、シリン
ダブロック形成材料の溶湯が流れ込む面には、シリンダライナ側からウォータジャケット
側に亘る中間部分に凹部が形成されていることを特徴とするシリンダブロック。
【請求項４】
　シリンダボア内面を構成するシリンダライナを一体的に鋳込み且つオープンデッキタイ
プに構成されたシリンダブロックにおいて、
　軸心方向の長さ寸法がシリンダライナの軸心方向の長さ寸法よりも短く設定された筒形
状の多孔質体をシリンダブロックデッキ面部分における上記シリンダライナの外周囲に装
着した状態で鋳造加工が行われることで、シリンダブロックデッキ面部分にあっては、シ
リンダボアとウォータジャケットとの間に、シリンダライナ及び、上記多孔質体にシリン
ダブロック形成材料が含浸されて成る金属基複合体のみが存在した構成とされており、
　上記金属基複合体は、シリンダブロック形成材料がシリンダライナの軸線に沿う方向に
流れながら多孔質体に含浸されることで成形されており、この多孔質体において、シリン
ダブロック形成材料の溶湯が流れ込む面には、シリンダライナ側からウォータジャケット
側に亘る中間部分に凹部が形成されていることを特徴とするシリンダブロック。
【請求項５】
　シリンダボア内面を構成するシリンダライナを一体的に鋳込み且つオープンデッキタイ
プに構成されたシリンダブロックにおいて、
　軸心方向の長さ寸法がシリンダライナの軸心方向の長さ寸法よりも短く設定された筒形
状の多孔質体にシリンダブロック形成材料が含浸されて成る金属基複合体が、シリンダブ
ロックデッキ面部分における上記シリンダライナの外周囲に装着されており、この金属基
複合体は、外面がウォータジャケットに臨み、且つ内面の全面がシリンダライナの外面に
密着されている一方、上記シリンダライナの内面はシリンダボアに臨んだ構成とされてお
り、
　上記金属基複合体は、多孔質体がシリンダライナの外面に圧入により嵌合され、その後
、この多孔質体にシリンダブロック形成材料が含浸されることにより成形されたものであ
って、上記シリンダライナの外面に嵌合される前における多孔質体の内面形状は、シリン
ダブロックデッキ面側の内径寸法が、反シリンダブロックデッキ面側の内径寸法よりも小
径に形成されていることを特徴とするシリンダブロック。
【請求項６】
　シリンダボア内面を構成するシリンダライナを一体的に鋳込み且つオープンデッキタイ
プに構成されたシリンダブロックにおいて、
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　軸心方向の長さ寸法がシリンダライナの軸心方向の長さ寸法よりも短く設定された筒形
状の多孔質体をシリンダブロックデッキ面部分における上記シリンダライナの外周囲に装
着した状態で鋳造加工が行われることで、シリンダブロックデッキ面部分にあっては、シ
リンダボアとウォータジャケットとの間に、シリンダライナ及び、上記多孔質体にシリン
ダブロック形成材料が含浸されて成る金属基複合体のみが存在した構成とされており、
　上記金属基複合体は、多孔質体がシリンダライナの外面に圧入により嵌合され、その後
、この多孔質体にシリンダブロック形成材料が含浸されることにより成形されたものであ
って、上記シリンダライナの外面に嵌合される前における多孔質体の内面形状は、シリン
ダブロックデッキ面側の内径寸法が、反シリンダブロックデッキ面側の内径寸法よりも小
径に形成されていることを特徴とするシリンダブロック。
【請求項７】
　シリンダボア内面を構成するシリンダライナを一体的に鋳込み且つオープンデッキタイ
プに構成されたシリンダブロックにおいて、
　軸心方向の長さ寸法がシリンダライナの軸心方向の長さ寸法よりも短く設定された筒形
状の多孔質体にシリンダブロック形成材料が含浸されて成る金属基複合体が、シリンダブ
ロックデッキ面部分における上記シリンダライナの外周囲に装着されており、この金属基
複合体は、外面がウォータジャケットに臨み、且つ内面の全面がシリンダライナの外面に
密着されている一方、上記シリンダライナの内面はシリンダボアに臨んだ構成とされてお
り、
　上記金属基複合体は、多孔質体がシリンダライナの外面に圧入により嵌合され、その後
、この多孔質体にシリンダブロック形成材料が含浸されることにより成形されたものであ
って、型締めされる前における多孔質体の外面形状は、シリンダブロックデッキ面側の外
径寸法が、反シリンダブロックデッキ面側の外径寸法よりも小径に形成されていることを
特徴とするシリンダブロック。
【請求項８】
　シリンダボア内面を構成するシリンダライナを一体的に鋳込み且つオープンデッキタイ
プに構成されたシリンダブロックにおいて、
　軸心方向の長さ寸法がシリンダライナの軸心方向の長さ寸法よりも短く設定された筒形
状の多孔質体をシリンダブロックデッキ面部分における上記シリンダライナの外周囲に装
着した状態で鋳造加工が行われることで、シリンダブロックデッキ面部分にあっては、シ
リンダボアとウォータジャケットとの間に、シリンダライナ及び、上記多孔質体にシリン
ダブロック形成材料が含浸されて成る金属基複合体のみが存在した構成とされており、
　上記金属基複合体は、多孔質体がシリンダライナの外面に圧入により嵌合され、その後
、この多孔質体にシリンダブロック形成材料が含浸されることにより成形されたものであ
って、型締めされる前における多孔質体の外面形状は、シリンダブロックデッキ面側の外
径寸法が、反シリンダブロックデッキ面側の外径寸法よりも小径に形成されていることを
特徴とするシリンダブロック。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車用エンジン等の内燃機関に使用されるシリンダブロックに係る。特に
、本発明は、シリンダブロックにおけるデッキ面部分の強度向上を図るための対策に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　自動車用エンジン等に使用されるシリンダブロックとして、その軽量化等を図るために
アルミニウム合金製のものが普及しつつある。
【０００３】
　また、シリンダブロックは、一般的に鋳造加工により製造されるが、高い加工精度や加
工時間の短縮化を図る観点からダイキャスト成形により製造される場合が多い。特に、上
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述したアルミニウム合金製のシリンダブロックにあっては、ピストンが摺接するシリンダ
ボア内面の機械的強度、耐摩耗性、耐熱性等を確保するために、ボア内面を形成する部材
として鋳鉄製等のシリンダライナを一体的に鋳込んで製造されることが多い（例えば下記
の特許文献１を参照）。
【０００４】
　また、シリンダブロックの形状として、その内部に成形される冷却水通路としてのウォ
ータジャケットがブロック上面（シリンダヘッドとの合わせ面：デッキ面）に開放するオ
ープンデッキタイプと、ウォータジャケットがブロック上面に開放しないクローズドデッ
キタイプとがあるが、オープンデッキタイプによれば鋳造加工に中子が必要なくなるため
、特に上記ダイキャスト成形に適している。
【０００５】
　一方、近年、エンジンの高出力化を図るために膨張行程時の筒内圧力を高めることが要
求されている。特に、ディーゼルエンジンにあってはガソリンエンジンに比べて筒内圧力
が高いため（現在、一般的には１６ＭＰａ程度）、更に筒内圧力を高めて高出力化を図ろ
うとすると、シリンダブロックには、よりいっそう高い強度が必要になってくる。
【０００６】
　ところが、上述したアルミニウム合金のダイキャスト成形によってシリンダブロックを
製造する場合、以下のような鋳造欠陥が発生する可能性があり、この鋳造欠陥部分では上
記筒内圧力の向上を図る上で十分な強度を得ることができない可能性があった。
【０００７】
　つまり、ダイキャスト成形はアルミニウム合金の溶湯を金型のキャビティ内に向けて加
圧して送り込むものであるため、空気も同時に送り込まれてしまう。そして、溶湯に気泡
が存在したままアルミニウム合金が冷却固化されてしまうと、この気泡が存在していた部
分が鋳巣となる。また、ダイキャスト成形はアルミニウム合金の溶湯を一旦射出スリーブ
に貯留するため、この射出スリーブ内において溶湯の表面にアルミニウム合金の酸化膜が
生成されてしまう場合が多い。そして、この酸化膜が金型のキャビティ内に送り込まれて
しまう可能性があり、この場合に、この酸化膜が混入されたままアルミニウム合金が冷却
固化されてしまうと、この酸化膜残存部分が鋳造欠陥となる。このような鋳巣や酸化膜の
鋳造欠陥の存在する部分は他の部分（鋳造欠陥の存在しない部分）に比べて強度が低くな
ってしまう。
【０００８】
　一方、異種材料を組み合わせることで強度を高めるものとして金属基複合材料（ＭＭＣ
：Ｍｅｔａｌ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ）が知られている。このＭＭＣをシリ
ンダブロックに適用する技術として、例えば下記の特許文献２や特許文献３に開示されて
いるものがある。
【０００９】
　特許文献２のものでは、シリンダライナの外壁に２つの環状突起を形成しておき、この
環状突起同士の間にアルミナで成る強化用繊維束のプリフォームを配設した状態でシリン
ダブロックの鋳造加工を行うようにしている。これにより、シリンダライナと強化用繊維
束とを、シリンダブロックに一体的に鋳込み、シリンダライナのシリンダヘッド側への膨
張を強化用繊維束によって抑制できるようにしている。
【００１０】
　また、特許文献３のものでは、シリンダライナの上端部（デッキ面側の端部）を薄肉化
してリブを形成しておき、このリブの外周囲に無機質繊維成形体を圧入する。そして、こ
れらシリンダライナ及び無機質繊維成形体をシリンダブロック一体的に鋳込んだ後、シリ
ンダブロックの上面を切削してデッキ面を形成すると共に、シリンダライナ内面を切削し
てボア内面を形成する。また、このシリンダライナ内面の切削に際し、シリンダライナ上
端部に形成されていた上記リブを無機質繊維成形体の内周縁部分と共に除去し、ＭＭＣ化
された無機質繊維成形体をボア内部空間に露出させるようにしている。
【特許文献１】特開平７－２８４９０５号公報
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【特許文献２】実開昭６３－１９０５０号公報
【特許文献３】特開平１０－２２０２７８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上記シリンダブロックに要求される強度は、エンジンの膨張行程時の筒内圧力に耐え得
るものであることが要求される。より詳しくは、筒内圧力が最大となる膨張行程初期時（
例えばピストンの上死点位置からクランク角度で十数度だけクランク回転角が進んだ時点
）の筒内圧力（燃焼圧）が作用する部分、つまり、シリンダブロックにおけるシリンダヘ
ッド側の部分（シリンダ軸が上下方向に延びるエンジンにあっては上側部分）には、特に
高い応力が作用するため、この部分には高い強度が必要である。特に上記オープンデッキ
タイプのシリンダブロックでは、上記応力はウォータジャケットの内側に形成されている
シリンダボア外壁部分に大きく作用することになるため、このシリンダボア外壁部分のシ
リンダヘッド側領域（シリンダブロック上端部分）での変形を抑制するべく十分な強度を
確保しておかねばならない。しかしながら、シリンダボア外壁部分に対する冷却性の点に
鑑みると、このシリンダボア外壁部分の肉厚は薄い方が好ましい。このように、このシリ
ンダボア外壁部分、特にシリンダヘッド側領域には、薄肉でありながらも高い強度が得ら
れていることが求められる。
【００１２】
　ところが、上記特許文献２に開示されているものでは、強化用繊維束のプリフォームは
シリンダライナの上端部分には配設されていない。つまり、最も高い強度が要求される部
分（シリンダブロック上端部分）には強化用プリフォームが配設されていない。そればか
りでなく、この部分では強化用プリフォームの外周側にシリンダブロック本体を構成する
材料（例えばアルミニウム合金）が溶湯として流れ込む構成となっているため、このシリ
ンダブロック上端部分に、上記空気の混入による鋳巣や酸化膜の混入による鋳造欠陥が存
在している場合があり、この部分での強度が低下している可能性がある。
【００１３】
　一方、上記特許文献３に開示されているものでは、上述した如くＭＭＣ化された無機質
繊維成形体がデッキ面部分においてボア内部空間に露出している。つまり、この特許文献
３のものでは、最も高い強度が要求される部分（シリンダブロック上端部分）にはＭＭＣ
化された無機質繊維成形体が配設されている。しかしながら、この無機質繊維成形体の外
周側にはシリンダブロック本体を構成する材料（アルミニウム合金）が溶湯として流れ込
む構成となっている。このため、このシリンダブロック上端部分に、上記空気の混入によ
る鋳巣や酸化膜の混入による鋳造欠陥が存在している場合があり、この場合にも、この部
分での強度が低下している可能性がある。
【００１４】
　また、この特許文献３のものでは、上述した如く、シリンダライナのリブは除去される
ため、ＭＭＣ化された無機質繊維成形体とシリンダライナとは、シリンダライナの先端面
部分のみで当接し、密着された状態とはなっていない。特に、この両者の当接部分は、膨
張行程時に高温度になるシリンダブロック上端部分に位置しているので、両材料の膨張率
の差等が原因となって、シリンダライナの先端面に対して無機質繊維成形体が剥離してし
まう虞がある。このような剥離が生じた場合、この無機質繊維成形体外周側のシリンダブ
ロック本体に亀裂を引き起こす原因となる可能性がある。
【００１５】
　更に、この特許文献３のものでは、シリンダライナ内面を切削する際、シリンダライナ
内面及び無機質繊維成形体の内面を共に切削する必要があり、高い加工精度を得ることが
難しい。つまり、ボア内面が均一な材料（例えば鋳鉄）で形成されているものに比べて、
切削特性の異なる２種類の材料を面一に加工する必要があることから、その面一加工が難
しく、切削方法や切削工具の選定が困難であり、実用性に劣るものである。
【００１６】
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　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、オープン
デッキタイプのシリンダブロックであって、デッキ面部分に金属基複合材料を適用するも
のにおいて、シリンダライナと金属基複合材料との密着状態を安定的に得ながらも、シリ
ンダブロックのデッキ面部分に高い強度が得られるシリンダブロックを提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　－課題の解決原理－
　上記の目的を達成するために講じられた本発明の解決原理は、シリンダボア内面をシリ
ンダライナにより形成するオープンデッキタイプのシリンダブロックに対し、デッキ面部
分（シリンダヘッドに対する合わせ面及びその周辺部分）においてシリンダライナの外周
側にＭＭＣ（金属基複合材料）が密着状態で配設され、このＭＭＣの外周側がウォータジ
ャケットに臨む構成とし、ウォータジャケットよりも内側（ボア側）の領域にあっては、
デッキ面部分にシリンダヘッド本体の形成材料（アルミニウム合金等）が単独では存在し
ないようにしている。
【００１８】
　－解決手段－
　具体的に、本発明は、シリンダボア内面を構成するシリンダライナを一体的に鋳込み且
つオープンデッキタイプに構成されたシリンダブロックを前提とする。このシリンダブロ
ックに対し、軸心方向の長さ寸法がシリンダライナの軸心方向の長さ寸法よりも短く設定
された筒形状の多孔質体にシリンダブロック形成材料が含浸されて成る金属基複合体を、
シリンダブロックデッキ面部分における上記シリンダライナの外周囲に装着させ、この金
属基複合体の外面をウォータジャケットに臨ませ、且つこの金属基複合体の内面の全面を
シリンダライナの外面に密着させる一方、上記シリンダライナの内面をシリンダボアに臨
ませた構成としている。また、上記金属基複合体を、シリンダブロック形成材料がシリン
ダライナの軸線に沿う方向に流れながら多孔質体に含浸されることで成形し、この多孔質
体において、シリンダブロック形成材料の溶湯が流れ込む面を、シリンダライナ側の領域
がウォータジャケット側の領域よりも溶湯の流れ込み方向の下流側に位置するようにして
いる。
【００１９】
　また、上記目的を達成するための他の解決手段としては以下の構成が挙げられる。つま
り、シリンダボア内面を構成するシリンダライナを一体的に鋳込み且つオープンデッキタ
イプに構成されたシリンダブロックを前提とする。このシリンダブロックに対し、軸心方
向の長さ寸法がシリンダライナの軸心方向の長さ寸法よりも短く設定された筒形状の多孔
質体をシリンダブロックデッキ面部分における上記シリンダライナの外周囲に装着した状
態で鋳造加工を行うことで、シリンダブロックデッキ面部分にあっては、シリンダボアと
ウォータジャケットとの間に、シリンダライナ及び、上記多孔質体にシリンダブロック形
成材料が含浸されて成る金属基複合体のみを存在させた構成としている。また、上記金属
基複合体を、シリンダブロック形成材料がシリンダライナの軸線に沿う方向に流れながら
多孔質体に含浸されることで成形し、この多孔質体において、シリンダブロック形成材料
の溶湯が流れ込む面を、シリンダライナ側の領域がウォータジャケット側の領域よりも溶
湯の流れ込み方向の下流側に位置するようにしている。
【００２０】
　これら特定事項により、シリンダブロックにおいて最も高い強度が要求される部分であ
るシリンダヘッドに対する合わせ面部分（デッキ面部分）におけるウォータジャケットの
内側領域にあっては、シリンダライナと、金属基複合材料で成る金属基複合体のみが存在
した状態となり、この部分にシリンダブロック形成材料（例えばアルミニウム合金）単独
の層（ＭＭＣ化されていないシリンダブロック形成材料）が存在することがない。つまり
、鋳造加工時においてデッキ面部分に流れ込もうとする空気や酸化膜は、多孔質体によっ
て捕捉され、このデッキ面部分への流れ込みが阻止される。従って、シリンダブロックの
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デッキ面部分に、空気の混入による鋳巣や酸化膜の混入による鋳造欠陥が存在するといっ
た状況は招かず、この部分での強度を十分に得ることができる。また、上記金属基複合体
は、その内面の全面がシリンダライナの外面に密着しているため、この金属基複合体とシ
リンダライナとの間の密着度を長期間に亘って安定的に維持することが可能になる。
【００２３】
　また、金型のキャビティを経て多孔質体の内部に溶湯（シリンダブロック形成材料の溶
湯）が流れ込む際には、この溶湯中に含まれる気泡や異物（アルミニウム合金の酸化物等
）は、多孔質体のシリンダライナ側、つまり内周側に流れ込んで、この内周側に堆積され
ることになる。このため、溶湯が冷却固化された状態にあっては、この多孔質体において
溶湯が流れ込む面（例えば下端面）に面しているシリンダブロック形成材料のうち、外周
側（ウォータジャケット側）には鋳巣や酸化膜の混入による鋳造欠陥が存在しない状態と
なる。特に、エンジンの膨張行程時における筒内圧力の応力は、シリンダボアとウォータ
ジャケットとの間にあっては外周側部分（ウォータジャケット側部分）に大きく作用する
が、この大きな応力が作用する領域に、鋳巣や酸化膜の混入による鋳造欠陥が存在しない
状態を得ることができるため、この部分での強度を十分に高めることができ、シリンダブ
ロックの信頼性の向上を図ることができる。
【００２４】
　また、多孔質体において溶湯の流れ込む面の他の具体的な形状としては、シリンダブロ
ック形成材料がシリンダライナの軸線に沿う方向に流れながら多孔質体に含浸されること
で金属基複合体が成形されるものに対し、上記多孔質体において、シリンダブロック形成
材料の溶湯が流れ込む面に、シリンダライナ側からウォータジャケット側に亘る中間部分
に凹部を形成するものが挙げられる。
【００２５】
　この特定事項によれば、金型のキャビティを経て多孔質体の内部に溶湯が流れ込む際に
は、この溶湯中に含まれる気泡や異物（アルミニウム合金の酸化物等）は、多孔質体に形
成されている凹部に向けて流れ込み、この凹部の周辺に堆積されることになる。このため
、溶湯が冷却固化された状態にあっては、この多孔質体において溶湯が流れ込む面（例え
ば下端面）に面しているシリンダブロック形成材料のうち、外周側（ウォータジャケット
側）には鋳巣や酸化膜の混入による鋳造欠陥が存在しない状態となる。従って、この構成
によっても、大きな応力が作用する領域（外周側部分：ウォータジャケット側部分）に、
鋳巣や酸化膜の混入による鋳造欠陥が存在しない状態を得ることができるため、この部分
での強度を十分に高めることができ、シリンダブロックの信頼性の向上を図ることができ
る。
【００２６】
　また、多孔質体の内面形状の具体構成として以下のものが挙げられる。つまり、シリン
ダライナの外面に嵌合される前における多孔質体の内面形状として、シリンダブロックデ
ッキ面側の内径寸法を、反シリンダブロックデッキ面側の内径寸法よりも小径に形成して
いる。
【００２７】
　この構成によれば、多孔質体に対するシリンダライナの圧入作業を容易にしながらも、
この圧入後の状態では、多孔質体とシリンダライナとの間に隙間が生じない状態を得るこ
とができる。このため、上記と同様に、多孔質体とシリンダライナとの間に、シリンダブ
ロック形成材料（例えばアルミニウム合金）単独の層（ＭＭＣ化されていないシリンダブ
ロック形成材料）が存在することが回避でき、この多孔質体とシリンダライナとの間に上
記鋳巣や鋳造欠陥が存在することを確実に阻止できる。
【００２８】
　更に、多孔質体の外面形状の具体構成として以下のものが挙げられる。つまり、型締め
される前における多孔質体の外面形状として、シリンダブロックデッキ面側の外径寸法を
、反シリンダブロックデッキ面側の外径寸法よりも小径に形成している。
【００２９】
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　本発明では、金属基複合体の外面がウォータジャケットに臨む構成としているため、鋳
造加工の際の型締め時にあっては、多孔質体の外面の略全周囲に亘ってウォータジャケッ
ト成形用金型が嵌め込まれることになる。この場合、上述した如く、多孔質体におけるシ
リンダブロックデッキ面側の外径寸法が、反シリンダブロックデッキ面側の外径寸法より
も小径に形成されておれば、多孔質体のシリンダブロックデッキ面側からのウォータジャ
ケット成形用金型の嵌め込み作業を容易にしながらも、この嵌め込み（型締め）状態では
、多孔質体の外面とウォータジャケット成形用金型との間に隙間が生じない状態を得るこ
とができる。このため、多孔質体とウォータジャケット成形用金型との間に、シリンダブ
ロック形成材料（例えばアルミニウム合金）の溶湯が流れ込むことが阻止され、金属基複
合体の外周側に上記鋳巣や鋳造欠陥が存在することを確実に阻止できる。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明では、オープンデッキタイプのシリンダブロックに対し、シリンダヘッドに対す
る合わせ面部分であるデッキ面部分においてシリンダライナの外周側にＭＭＣで成る金属
基複合体を密着状態で配設し、この金属基複合体の外周側がウォータジャケットに臨む構
成とすることで、ウォータジャケットの内側領域にあっては、デッキ面部分にシリンダヘ
ッド本体の構成材料（アルミニウム合金等）が単独では存在しないようにしている。この
ため、このデッキ面部分の強度を十分に得ることができる。また、金属基複合体の内面の
全面をシリンダライナの外面に密着させているため、この金属基複合体とシリンダライナ
との間の密着度を長期間に亘って安定的に維持することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。以下の各実施形態では、自動車
用直列４気筒ディーゼルエンジンに使用されるサイアミーズ構造のシリンダブロックに本
発明を適用した場合について説明する。
【００３４】
　（参考例）
　本発明の各実施形態について説明する前に参考例について説明する。
　－シリンダブロックの概略構成－
　図１は、本参考例に係る直列４気筒ディーゼルエンジンの各シリンダボア１１，１１，
…及びその周辺部を示すシリンダブロック１の平面図（シリンダブロック１上部の端面図
）であって、シリンダヘッドとの合わせ面であるデッキ面１ａ（シリンダブロック頂面）
、シリンダ列、ウォータジャケット（冷却水通路）１２の配置状態を示している。また、
図２は、図１におけるＩＩ－ＩＩ線に沿った断面図である。
【００３５】
　尚、以下の説明では、図１において左端に位置する気筒を第１番気筒♯１、その右側に
位置する気筒を第２番気筒♯２、更に、その右側に位置する気筒を第３番気筒♯３、そし
て、右端に位置する気筒を第４番気筒♯４として説明する。また、図１における上側を吸
気側とし、下側を排気側として説明する。気筒番号や吸排気系の形態はこれに限るもので
はない。
【００３６】
　本参考例に係るシリンダブロック１は、その大部分がアルミニウム合金製であって、図
１に示すように、直列状態で配置された４個のシリンダバレル２１，２１，…を有するサ
イアミーズシリンダバレル２を備えている。このサイアミーズシリンダバレル２の詳細な
構成については後述する。
【００３７】
　また、シリンダブロック１はオープンデッキ型に構成されている。つまり、シリンダヘ
ッドの組み付け面であるシリンダブロック１のデッキ面１ａにウォータジャケット１２が
開放されている。
【００３８】
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　また、このウォータジャケット１２は、上記サイアミーズシリンダバレル２の略全周囲
を囲むようにシリンダブロック１の外壁とサイアミーズシリンダバレル２との間に形成さ
れている。このため、このウォータジャケット１２は、図１の如く、各シリンダバレル２
１，２１，…の外周面である円筒面形状に沿って延びている。
【００３９】
　また、シリンダブロック１には、ウォータポンプ（図示省略）からの冷却水をウォータ
ジャケット１２に導入するための冷却水入口通路１２ａがシリンダ列方向の一端側（図１
における左端側）、つまり、第１番気筒♯１の近傍に形成されている。
【００４０】
　そして、このシリンダブロック１のウォータジャケット１２における冷却水の主な流れ
としては、上記冷却水入口通路１２ａから導入された冷却水が各シリンダバレル２１，２
１，…の配列方向に沿って略水平方向に流れていき、これによってシリンダブロック１の
冷却を行う。具体的には、冷却水入口通路１２ａから流入した冷却水が、サイアミーズシ
リンダバレル２の一方側（図１における上側である吸気側）及び他方側（図１における下
側である排気側）に分流されて、それぞれが第１番気筒♯１から第４番気筒♯４に向かっ
て略水平方向に流れ（図１における矢印参照）、これによってシリンダブロック１が冷却
されるようになっている。また、このシリンダブロック１を冷却した冷却水は、その後、
シリンダヘッドのウォータジャケットに流入されてシリンダヘッドの冷却を行うことにな
る。
【００４１】
　尚、このシリンダブロック１の複数箇所には、シリンダヘッドガスケット及びシリンダ
ヘッドを一体的に組み付けるためのヘッドボルトが挿通されるヘッドボルト孔１３，１３
，…が複数箇所に形成されている。
【００４２】
　－サイアミーズシリンダバレル２－
　次に、上記サイアミーズシリンダバレル２について説明する。上述した如く、このサイ
アミーズシリンダバレル２は４個のシリンダバレル２１，２１，…によって構成されてい
る。各シリンダバレル２１，２１，…の構成は互いに略同一であるので、ここでは一つの
シリンダバレル２１についてのみ説明する。
【００４３】
　シリンダバレル２１は、内周側に位置するシリンダライナ３と、このシリンダライナ３
の外周側に位置するＭＭＣ構造の偏平筒体４（以下、ＭＭＣリングと呼ぶ）とを備えてい
る。以下、具体的に説明する。
【００４４】
　シリンダライナ３は鋳鉄製の円筒体で成り、ピストンが摺動するシリンダボア１１の内
面を構成する部材である。これにより、シリンダボア１１の内面の機械的強度、耐摩耗性
、耐熱性等を確保するようになっている。
【００４５】
　ＭＭＣリング（金属基複合体）４は、予め略偏平円筒形状に成形された多孔質成形体（
プリフォーム）４１（図３参照）に、後述するダイキャスト成形時にアルミニウム合金（
シリンダブロック形成材料）の溶湯が含浸されることによって構成される金属基複合材料
（ＭＭＣ）で成っている。
【００４６】
　そして、このＭＭＣリング４は、内径寸法がシリンダライナ３の外径寸法に略一致して
形成されており、これにより、ＭＭＣリング４の内周面はシリンダライナ３の外周面に密
着している。一方、ＭＭＣリング４の外周面は上記ウォータジャケット１２に臨んでいる
。より詳しくは、各ＭＭＣリング４，４，…は隣接する（隣の気筒の）ＭＭＣリング４と
の合わせ面４２が平坦面となっており、これら合わせ面４２，４２同士が密着された状態
で配設されている。このため、各ＭＭＣリング４，４，…では、この合わせ面４２，４２
，…以外の外周面４３，４３，…が上記ウォータジャケット１２に臨んでいる。
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【００４７】
　また、このＭＭＣリング４の軸心方向（上下方向）の長さ寸法は上記シリンダライナ３
の軸心方向（上下方向）の長さ寸法に比べて大幅に短く（例えばシリンダライナ３の軸心
方向の長さ寸法に対して１／１０程度に）設定されており、ＭＭＣリング４の上端面４ａ
及びシリンダライナ３の上端面３ａがシリンダブロック１のデッキ面１ａに略面一となる
ように上記シリンダライナ３及びＭＭＣリング４は一体的に鋳込まれている。
【００４８】
　尚、上記シリンダライナ３の下側部分は、シリンダブロック１のスカート部１ｂ（クラ
ンク室の上側を構成する部分）の近傍まで延びている。また、上記ＭＭＣリング４の配設
領域よりも下側の領域におけるシリンダライナ３の外周側には、ウォータジャケット１２
との間にアルミニウム合金（シリンダブロック形成材料）が存在している。
【００４９】
　上記シリンダライナ３及びＭＭＣリング４をシリンダブロック１に一体的に鋳込む鋳造
加工については後述する。
【００５０】
　このように、シリンダバレル２１は、デッキ面部分においては、内周側のシリンダライ
ナ３と外周側のＭＭＣリング４との２層構造で構成されており、シリンダブロック１の構
成材料であるアルミニウム合金単独の層（ＭＭＣ化されていないアルミニウム合金の層）
がデッキ面部分には存在しない構成となっている。つまり、デッキ面部分におけるシリン
ダボア１１とウォータジャケット１２との間には、シリンダライナ３及びＭＭＣリング４
の２層構造のみが存在した構成とされている。
【００５１】
　－シリンダブロック１の鋳造加工－
　次に、上記構成のシリンダブロック１を製造するための鋳造加工について説明する。
【００５２】
　この鋳造加工では、前段階として上記シリンダライナ３とプリフォーム（多孔質体）４
１とを一体的に組み付ける工程が行われ、このシリンダライナ３とプリフォーム４１とが
一体化されたシリンダバレル成形物が金型５（図４参照）内に配置された状態でダイキャ
スト成形が行われることになる。
【００５３】
　先ず、シリンダライナ３とプリフォーム４１とを一体的に組み付ける工程について説明
する。本参考例に係るシリンダブロック１は４気筒であるため、図３に示すように４個の
シリンダライナ３，３，…と４個のプリフォーム４１，４１，…とが用いられる。
【００５４】
　各シリンダライナ３，３，…は、上述した如く鋳鉄製の円筒体で成り、互いに同一構造
である。
【００５５】
　一方、プリフォーム４１，４１，…としては、第１番気筒♯１及び第４番気筒♯４に対
応する外側プリフォーム４１Ａ，４１Ａと、第２番気筒♯２及び第３番気筒♯３に対応す
る内側プリフォーム４１Ｂ，４１Ｂとが用いられる。
【００５６】
　外側プリフォーム４１Ａ，４１Ａは、それぞれ隣接する内側プリフォーム４１Ｂとの合
わせ面４２が１箇所に形成されている。また、内側プリフォーム４１Ｂ，４１Ｂは、それ
ぞれ隣接する外側プリフォーム４１Ａ及び内側プリフォーム４１Ｂとの合わせ面４２，４
２が２箇所に形成されている。
【００５７】
　また、これらプリフォーム４１Ａ，４１Ｂとして、具体的には、セラミック繊維で成形
されている。例えばアルミナ繊維とカーボン繊維から成り、アルミナ繊維の成分はアルミ
ナ９７％、シリカ３％程度で、カーボン繊維の成分はカーボン９９．７％である。アルミ
ナ繊維とカーボン繊維の繊維長さは、共に平均長さ７０～１３０μｍで、繊維径は平均径
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３～６μｍを用いる。また、プリフォーム４１Ａ，４１Ｂの繊維体積率は１２～２１％と
し、その繊維配合比はアルミナ繊維体積率８～１６％、カーボン繊維体積率４～５％を混
合し、上記所定の繊維体積率（１２～２１％）に調節する。また、アルミナ繊維とカーボ
ン繊維を上述した繊維長さ、繊維径に設定する理由は、アルミニウム合金の溶湯の含浸性
を考慮し、繊維間の隙間を２０～８０μｍに保つためである。そして、アルミナ繊維とカ
ーボン繊維をセラミックバインダーで接着することで上記プリフォーム４１Ａ，４１Ｂを
成形している。
【００５８】
　また、このプリフォーム４１Ａ，４１Ｂの構成材料としては、セラミック繊維に限るも
のではなく、その他の繊維材料であってもよいし、多孔質金属材料であってもよい。つま
り、このプリフォーム４１Ａ，４１Ｂの機能として、後述するダイキャスト成形時におい
て、溶湯中に含まれる気泡やアルミニウム合金の酸化物が捕捉（トラップ）できる性能を
備えておればよい。
【００５９】
　これらプリフォーム４１Ａ，４１Ａ，４１Ｂ，４１Ｂに対してそれぞれシリンダライナ
３，３，…が圧入により嵌合され、その上端面４ａ，３ａ同士がそれぞれ面一な状態とさ
れる。これにより、シリンダライナ３の外周面の全体とプリフォーム４１の内周面の全体
とが密着状態で当接されることになる。
【００６０】
　その後、このシリンダライナ３とプリフォーム４１とが一体化されたシリンダバレル成
形物が予熱される。例えば４００℃程度の加熱炉によって所定時間加熱される。この加熱
は、その後に行われるダイキャスト成形時の溶湯の含浸性を良好にするためである。また
、この加熱温度は上述したものに限らず、例えば５００℃程度であってもよい。また、加
熱の方式も上述したものに限らず電磁誘導方式であってもよい。
【００６１】
　そして、それぞれシリンダライナ３，３，…が嵌合されたプリフォーム４１Ａ，４１Ａ
，４１Ｂ，４１Ｂが、互いに合わせ面４２，４２同士が当接された状態で金型５内に配置
される。図４は、このシリンダライナ３及びプリフォーム４１が金型５内に配置された状
態を気筒列に沿う方向から見た断面図である。
【００６２】
　この図４に示すように、金型５は、ボアピン５１、ウォータジャケット成形用金型５２
、側型５３、下型５４を備えている。
【００６３】
　ボアピン５１は、外径寸法が上記シリンダライナ３の内径寸法に略一致した円柱形状で
成っており、型締め状態では、シリンダライナ３の内部に挿入される。ウォータジャケッ
ト成形用金型５２は、上記ボアピン５１が挿通されるピン孔５２ａ、上記ウォータジャケ
ット１２を成形するためのウォータジャケット成形部５２ｂを備えている。この型締め状
態では、ウォータジャケット成形部５２ｂとシリンダライナ３との間に形成されるキャビ
ティ５７にプリフォーム４１の下端面４ｂが臨んだ状態となっている。側型５３は、シリ
ンダブロック１の外壁面を成形するためのものであって、上記ウォータジャケット成形部
５２ｂとの間に所定間隔のキャビティ５５を、また、シリンダライナ３との間に所定間隔
のキャビティ５８をそれぞれ形成している。下型５４は、シリンダブロック１のスカート
部１ｂを成形するためのものであって、上記ボアピン５１の先端面に当接した位置で位置
決めされ、上記側型５３との間に所定間隔のキャビティ５６を形成している。この状態で
は、上記シリンダライナ３の下端面３ｂが、このキャビティ５６に臨んだ状態となってい
る。
【００６４】
　このようにしてシリンダライナ３及びプリフォーム４１が収容された状態で金型５が型
締めされ、下型５４が形成しているキャビティ５６からシリンダブロック形成材料である
アルミニウム合金の溶湯が所定圧力で注入される。
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【００６５】
　この溶湯は、下型５４と側型５３との間のキャビティ５６を流れた後、上記キャビティ
５８，５７を順に流れてプリフォーム４１の下端面４ｂに達し、このプリフォーム４１の
内部に含浸されていく。このため、このプリフォーム４１とアルミニウム合金とによるＭ
ＭＣ化がなされ、この部分がＭＭＣリング４として成形されることになる。
【００６６】
　また、このプリフォーム４１の存在により、溶湯中に含まれる気泡やアルミニウム合金
の酸化物はプリフォーム４１の下端面４ｂ付近で捕捉（トラップ）され、プリフォーム４
１の内部にまで気泡やアルミニウム合金の酸化物が流入することが阻止される。これによ
りＭＭＣリング４の内部には、鋳巣や酸化膜の混入による鋳造欠陥が存在することがなく
なる。
【００６７】
　一方、上記ウォータジャケット成形用金型５２と側型５３との間のキャビティ５５に流
れ込んだ溶湯は、シリンダブロック１の外壁を成形する。
【００６８】
　このようにして、キャビティ５５に充填されたアルミニウム合金と、キャビティ５７に
充填されたアルミニウム合金及びＭＭＣリング４との間にウォータジャケット１２が成形
される（図２参照）。
【００６９】
　このように各キャビティ５５，５６，５７，５８にアルミニウム合金が充填されると共
に、プリフォーム４１がＭＭＣ化されてＭＭＣリング４が成形された状態で溶湯が冷却固
化され、その後、型開きされて上記構成のシリンダブロック１が得られることになる。
【００７０】
　以上の鋳造加工により製造されたシリンダブロック１にあっては、上述した如く、シリ
ンダバレル２１のデッキ面部分の構成として、内周側のシリンダライナ３と外周側のＭＭ
Ｃリング４との２層構造で成っており、シリンダブロック１の構成材料であるアルミニウ
ム合金単独の層（ＭＭＣ化されていないアルミニウム合金の層）を含まない構成となって
いる。つまり、図１及び図２に示すように、デッキ面部分におけるシリンダボア１１とウ
ォータジャケット１２との間には、シリンダライナ３及びＭＭＣリング４の２層構造のみ
が存在した構成となっている。このため、本参考例によれば、シリンダブロック１におい
て最も高い強度が要求される部分であるデッキ面１ａ及びその周辺部分におけるウォータ
ジャケット１２の内側領域にあっては、シリンダライナ３とＭＭＣリング４のみが存在し
た状態となり、この部分にシリンダブロック形成材料であるアルミニウム合金単独の層（
ＭＭＣ化されていない材料）が存在することがない。従って、シリンダブロック１におい
てデッキ面１ａ及びその周辺部分に、空気の混入による鋳巣や酸化膜の混入による鋳造欠
陥が存在するといった状況は招かず、この部分での強度を十分に得ることができる。また
、上記ＭＭＣリング４の内面全体がシリンダライナ３の外周面に密着しているため、この
ＭＭＣリング４とシリンダライナ３との間の密着度を長期間に亘って安定的に維持するこ
とも可能になっている。
【００７１】
　また、上記プリフォーム４１は略偏平円筒形状に形成されている。つまり、溶湯の流れ
込み方向に沿う厚さ寸法が比較的短く設定されている。このため、溶湯がデッキ面１ａま
で容易に到達することが可能になり、このデッキ面１ａにおける溶湯の流れ込み不足を招
くといったことはない。
【００７２】
　また、上記ＭＭＣリング４を構成しているＭＭＣ（金属基複合材料）の物性としては、
熱膨張率が１７×１０-6～１８×１０-6／℃であり、ヤング率が２００～２５０Ｍｐａで
あり、ビッカース硬さが１３５～１５０となっている。一般的なダイキャスト用アルミニ
ウム合金では、熱膨張率が２０×１０-6／℃程度であり、ヤング率が１５０～２５０Ｍｐ
ａであり、ビッカース硬さが９８～１０５である。このため、上記ＭＭＣリング４を備え
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させたことにより、熱膨張率の抑制に伴うシリンダボア１１内面の変形防止（真円度の維
持）、ヤング率の向上に伴うシリンダボア１１の強度向上、ビッカース硬さの向上に伴う
ヘッドガスケット当接部分での圧痕防止による高いシール性の維持といった優れた効果を
発揮することができる。
【００７３】
　（第１実施形態）
　次に、本発明の第１実施形態について説明する。本実施形態は、プリフォーム４１の形
状が上記参考例のものと異なっている。その他の構成及び鋳造加工の手法は上記参考例と
同様である。従って、ここではプリフォーム４１の形状について主に説明する。
【００７４】
　図５は、本実施形態においてシリンダライナ３及びプリフォーム４１が金型５内に配置
された状態において、このプリフォーム４１及びその周辺部分を拡大して示す断面図であ
る。
【００７５】
　この図５に示すように、本実施形態に係るプリフォーム４１は、その下端面４ｂ（上記
キャビティ５７に臨む面）の形状として、内周側に向けて上側（デッキ面側：図中左側）
に傾斜する傾斜面で形成されている。言い換えると、このプリフォーム４１の下端面４ｂ
は、シリンダライナ３側の領域がウォータジャケット１２側の領域よりも溶湯の流れ込み
方向の下流側に位置している。その他の部分は上述した参考例におけるプリフォーム４１
と同形状である。
【００７６】
　このような形状とされたプリフォーム４１が金型５内に配置された状態で溶湯が流し込
まれると、上記キャビティ５７からプリフォーム４１の内部に溶湯が流れ込む際には、こ
の溶湯中に含まれる気泡やアルミニウム合金の酸化物はプリフォーム４１の内周側に流れ
込んで、この内周側に堆積されることになる（図５において破線で示す矢印参照）。この
ため、溶湯が冷却固化された状態にあっては、このプリフォーム４１の下端面４ｂに面し
ているアルミニウム合金のうち、外周側（ウォータジャケット１２側）には鋳巣や酸化膜
の混入による鋳造欠陥が存在しない状態となる。
【００７７】
　特に、エンジンの膨張行程時における筒内圧力の応力はシリンダバレル２１の外周側部
分に大きく作用するが、この大きな応力が作用する領域に、鋳巣や酸化膜の混入による鋳
造欠陥が存在しない状態を得ることができるため、この部分での強度を十分に高めること
ができ、シリンダブロック１の信頼性の向上を図ることができる。
【００７８】
　（第２実施形態）
　次に、第２実施形態について説明する。本実施形態も、プリフォーム４１の形状が上記
参考例及び第１実施形態のものと異なっている。その他の構成及び鋳造加工の手法は参考
例及び第１実施形態と同様である。従って、ここでもプリフォーム４１の形状について主
に説明する。
【００７９】
　図６は、本実施形態においてシリンダライナ３及びプリフォーム４１が金型５内に配置
された状態において、このプリフォーム４１及びその周辺部分を拡大して示す断面図であ
る。
【００８０】
　この図６に示すように、本実施形態に係るプリフォーム４１は、その下端面４ｂ（上記
キャビティ５７に臨む面）の形状として、その中央部分に凹部４ｃが形成されている。こ
の凹部４ｃは、プリフォーム４１の軸心を中心とする円環形状で形成されている。言い換
えると、このプリフォーム４１の下端面４ｂには、シリンダライナ３側からウォータジャ
ケット１２側に亘る中間部分に凹部４ｃが形成されている。その他の部分は上述した参考
例及び第１実施形態におけるプリフォーム４１と同形状である。
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【００８１】
　このような形状とされたプリフォーム４１が金型５内に配置された状態で溶湯が流し込
まれると、上記キャビティ５７からプリフォーム４１の内部に溶湯が流れ込む際には、こ
の溶湯中に含まれる気泡やアルミニウム合金の酸化物はプリフォーム４１の下端面４ｂに
形成されている凹部４ｃに向けて流れ込んで、この凹部４ｃの周辺に堆積されることにな
る（図６において破線で示す矢印参照）。このため、溶湯が冷却固化された状態にあって
は、このプリフォーム４１の下端面４ｂに面しているアルミニウム合金のうち、外周側（
ウォータジャケット１２側）には鋳巣や酸化膜の混入による鋳造欠陥が存在しない状態と
なる。
【００８２】
　上述した如くエンジンの膨張行程時における筒内圧力の応力はシリンダバレル２１の外
周側部分に大きく作用するが、この大きな応力が作用する領域に、鋳巣や酸化膜の混入に
よる鋳造欠陥が存在しない状態を得ることができるため、この部分での強度を十分に高め
ることができ、シリンダブロック１の信頼性の向上を図ることができる。
【００８３】
　（第３実施形態）
　次に、第３実施形態について説明する。本実施形態も、プリフォーム４１の形状が上記
参考例及び各実施形態のものと異なっている。その他の構成及び鋳造加工の手法は上記参
考例及び各実施形態と同様である。従って、ここではプリフォーム４１の形状について主
に説明する。
【００８４】
　図７は、本実施形態においてシリンダライナ３及びプリフォーム４１が金型５内に配置
された状態において、このプリフォーム４１及びその周辺部分を拡大して示す断面図であ
る。また、この図７では、型締めされる前のプリフォーム４１の断面形状を仮想線で示し
ている。
【００８５】
　この図７に示すように、本実施形態に係るプリフォーム４１は、先ず、その内面形状と
して、デッキ面側（図中左側）の内径寸法が、反デッキ面側（図中右側）の内径寸法より
も小径に形成されている。そして、反デッキ面側の内径寸法はシリンダライナ３の外径寸
法に略一致しているのに対し、デッキ面側の内径寸法はシリンダライナ３の外径寸法より
も僅かに小径に設定されている。
【００８６】
　このような内径寸法の設定によれば、プリフォーム４１に対するシリンダライナ３の圧
入作業を容易にしながらも、この圧入後の状態では、プリフォーム４１とシリンダライナ
３との間に隙間が生じない状態を得ることができる。このため、プリフォーム４１とシリ
ンダライナ３との間に、シリンダブロック形成材料（アルミニウム合金）単独の層（ＭＭ
Ｃ化されていないシリンダブロック形成材料）が存在することが回避でき、このプリフォ
ーム４１とシリンダライナ３との間に上記鋳巣や鋳造欠陥が存在することを確実に阻止で
きることになる。
【００８７】
　また、本実施形態に係るプリフォーム４１のもう一つの特徴としては、その外面形状に
ある。つまり、プリフォーム４１の外面形状として、デッキ面側（図中左側）の外径寸法
が、反デッキ面側（図中右側）の外径寸法よりも小径に形成されている。そして、デッキ
面側の外径寸法は、ウォータジャケット成形用金型５２のウォータジャケット成形部５２
ｂの内径寸法に略一致しているのに対し、反デッキ面側の外径寸法は、ウォータジャケッ
ト成形用金型５２のウォータジャケット成形部５２ｂの内径寸法よりも僅かに大径に設定
されている。
【００８８】
　このような外径寸法の設定によれば、プリフォーム４１のデッキ面側からのウォータジ
ャケット成形用金型５２の嵌め込み作業を容易にしながらも、この嵌め込み（型締め）状
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態では、プリフォーム４１の外面とウォータジャケット成形用金型５２との間に隙間が生
じない状態を得ることができる。このため、プリフォーム４１とウォータジャケット成形
用金型５２との間に、シリンダブロック形成材料（アルミニウム合金）の溶湯が流れ込む
ことが阻止され、ＭＭＣリング４の外周側に上記鋳巣や鋳造欠陥が存在することを確実に
阻止できる。
【００８９】
　尚、本実施形態の構成は、上述した第１実施形態や第２実施形態の構成とも組み合わせ
ることが可能である。
【００９０】
　－その他の実施形態－
　以上説明した各実施形態は、自動車用直列４気筒ディーゼルエンジンに使用されるサイ
アミーズ構造のシリンダブロック１に本発明を適用した場合について説明した。本発明は
これに限らず、その他の形式のディーゼルエンジンやガソリンエンジンにも適用可能であ
る。また、サイアミーズ構造ではないシリンダブロックに対しても本発明は適用可能であ
る。更に、自動車用に限らず、その他の用途に使用されるエンジンにも適用可能である。
また、気筒数やエンジン形式（直列型やＶ型や水平対向型等の別）についても特に限定さ
れるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００９１】
【図１】参考例に係るシリンダブロックの平面図である。
【図２】図１におけるＩＩ－ＩＩ線に沿った断面図である。
【図３】シリンダライナとプリフォームとを一体的に組み付ける工程を説明するための斜
視図である。
【図４】シリンダライナ及びプリフォームが金型内に配置された状態を気筒列に沿う方向
から見た断面図である。
【図５】第１実施形態においてシリンダライナ及びプリフォームが金型内に配置された状
態において、このプリフォーム及びその周辺部分を拡大して示す断面図である。
【図６】第２実施形態における図５に相当する図である。
【図７】第３実施形態における図５に相当する図である。
【符号の説明】
【００９２】
１　　　　　シリンダブロック
１ａ　　　　デッキ面（頂面）
１１　　　　シリンダボア
１２　　　　ウォータジャケット
３　　　　　シリンダライナ
４　　　　　ＭＭＣリング（金属基複合体）
４１　　　　プリフォーム（多孔質体）
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