
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下方向に少なくとも二分割可能なエンジンケースを備え、上下のエンジンケースの合
せ面を後ろ上がりにすると共に、上記下側のエンジンケース下面を略水平に形成し、この
略水平面にオイルパンを取り付ける一方、このオイルパン内の潤滑オイルをオイルポンプ
からメインギャラリに導くオイル通路を上記下側のエンジンケース内に形成し、このオイ
ル通路の途中にオイルフィルタおよびオイルクーラを配置した４サイクルエンジンにおい
て、 上記下側のエ
ンジンケース２１ｃの正面を上記オイルパン４２との合せ面と直交する面に形成し、この
面に上記オイルフィルタの取付座５２および上記オイルクーラの取付座５３を上記エンジ
ン１６の幅方向に配置すると共に、上記オイルポンプ４３から上記オイルフィルタ４４の
オイル入口５５に延びる第一オイル通路５０を上記エンジンケース２１の合せ面と平行に
配設

し、上記オイルフィルタ４４のオイル出口５４と上記オイルクーラ４
５のオイル入口とを連通する

上記下側のエンジンケース２１ｃの正面に対して直交し且つ上記下側エンジ
ンケースと上記オイルパン４２との合せ面と平行に配設 第二オイル通路６１
ｂ さらに上記オイルクーラ４５のオイル出口から上記メインギャラリ６２
に延びる第三オイル通路６３を上記エンジンケース２１の合せ面と平行に配設したことを
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上記下側のエンジンケース２１ｃ内に上記オイルポンプ４３を配置し、

すると共に上記第一オイル通路５０の上方に上記メインギャラリ６２を上記エンジン
１６の幅方向に配設

連通路６１を、上記オイルフィルタ４４の取付座５２および
上記オイルクーラの取付座５３の後方に上記メインギャラリ６２と平行に配設される主通
路６１ａと、

される二本の
とから構成し、



特徴とする４サイクルエンジンの潤滑装置。
【請求項２】
　上記オイルフィルタの取付座５２にオイル流入口５７およびオイル流出口５８を同心上
に配置し、また、上記オイルクーラの取付座５３にオイル流入口５９およびオイル流出口
６０を同心上に配置し、上記下側エンジンケース２１ｃの正面に対して直交する上記第二
オイル通路６１ｂに繋がる上記オイルフィルタのオイル流出口５８および上記オイルクー
ラのオイル流入口５９をそれぞれ中心側に配置すると共に、上記エンジンケース２１の合
せ面と平行に配設される上記第一オイル通路５０および上記第三オイル通路６３に繋がる
上記オイルフィルタのオイル流入口５７および上記オイルクーラのオイル流出口６０をそ
れぞれ外周側に配置した請求項１記載の４サイクルエンジンの潤滑装置。
【請求項３】
　上記第一オイル通路５０および上記第三オイル通路６３に繋がる上記オイルフィルタの
オイル流入口５７および上記オイルクーラのオイル流出口６０を正面視で互いに上下方向
に離間して配置した請求項２記載の４サイクルエンジンの潤滑装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、４サイクルエンジンの潤滑装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
自動二輪車等の車両に搭載されるエンジンは、その内部に多くの摺動部や回転部を有する
ため、潤滑装置を用いて各部に潤滑オイルを供給し、潤滑オイルの働きにより各部の摩擦
抵抗を減らし、エンジンの機能を充分に発揮させるようになっている。また、潤滑オイル
でエンジン各部を積極的に冷却するようにしたものもある。
【０００３】
例えば、ウェットサンプ方式を採用するサイクルエンジンの潤滑装置の一般的な潤滑オイ
ルの経路は、エンジンのエンジンケース下部に設けられたオイルパンに貯留されている潤
滑オイルが、オイルポンプで吸い上げられ、オイルフィルタで瀘過されて、場合によって
はオイルクーラによって冷却された後、エンジンケース内に形成されたメインギャラリを
経由してエンジン内各潤滑部に送られるようになっている。
【０００４】
そして、オイルポンプからメインギャラリに至るオイル通路は、エンジンケースの型構成
上の理由から、オイルフィルタの取付面と直交させるのが一般的である。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、オイルポンプやオイルフィルタ、オイルクーラの配置などエンジンの構成
によってはオイル通路を構成するために多くの連絡通路が必要になる。その結果、エンジ
ンケースの加工時間が上昇したり、連絡通路のメクラ栓が多く必要になるなど、コストア
ップの要因となる。
【０００６】
また、連絡通路はオイル通路同様、エンジンケースの型構成上の理由から互いに直交して
配置されるが、その結果オイル通路が長くなると共に、互いに直交して配置されるため、
油圧の低下を招くおそれがある。この不要な油圧低下はオイルポンプの不要な大型化を招
き、レイアウトの制約や重量の増加、メカニカルロスの増加など、好ましいものではない
。
【０００７】
本発明は上述した事情を考慮してなされたもので、オイルポンプからメインギャラリに至
るオイル通路の簡素化および短縮化を図った４サイクルエンジンの潤滑装置を提供するこ
とを目的とする。
【０００８】
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【課題を解決するための手段】
　本発明に係る４サイクルエンジンの潤滑装置は、上述した課題を解決するために、請求
項１に記載したように、上下方向に少なくとも二分割可能なエンジンケースを備え、上下
のエンジンケースの合せ面を後ろ上がりにすると共に、上記下側のエンジンケース下面を
略水平に形成し、この略水平面にオイルパンを取り付ける一方、このオイルパン内の潤滑
オイルをオイルポンプからメインギャラリに導くオイル通路を上記下側のエンジンケース
内に形成し、このオイル通路の途中にオイルフィルタおよびオイルクーラを配置した４サ
イクルエンジンにおいて、 上
記下側のエンジンケースの正面を上記オイルパンとの合せ面と直交する面に形成し、この
面に上記オイルフィルタの取付座および上記オイルクーラの取付座を上記エンジンの幅方
向に配置すると共に、上記オイルポンプから上記オイルフィルタのオイル入口に延びる第
一オイル通路を上記エンジンケースの合せ面と平行に配設

し、上記オイルフィルタのオ
イル出口と上記オイルクーラのオイル入口とを連通する

上記下側のエンジンケースの正面に対して直交し且つ上記下側エンジンケース
と上記オイルパンとの合せ面と平行に配設 第二オイル通路 さ
らに上記オイルクーラのオイル出口から上記メインギャラリに延びる第三オイル通路を上
記エンジンケースの合せ面と平行に配設したものである。
【０００９】
また、上述した課題を解決するために、請求項２に記載したように、上記オイルフィルタ
の取付座にオイル流入口およびオイル流出口を同心上に配置し、また、上記オイルクーラ
の取付座にオイル流入口およびオイル流出口を同心上に配置し、上記下側エンジンケース
の正面に対して直交する上記第二オイル通路に繋がる上記オイルフィルタのオイル流出口
および上記オイルクーラのオイル流入口をそれぞれ中心側に配置すると共に、上記エンジ
ンケースの合せ面と平行に配設される上記第一オイル通路および上記第三オイル通路に繋
がる上記オイルフィルタのオイル流入口および上記オイルクーラのオイル流出口をそれぞ
れ外周側に配置したものである。
【００１０】
さらに、上述した課題を解決するために、請求項３に記載したように、上記第一オイル通
路および上記第三オイル通路に繋がる上記オイルフィルタのオイル流入口および上記オイ
ルクーラのオイル流出口を正面視で互いに上下方向に離間して配置したものである。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１２】
図１は、この発明を適用した自動二輪車の一例を示す左側面図である。
【００１３】
図１に示すように、この自動二輪車１は車体フレーム２を有し、その前方にヘッドパイプ
３が設けられる。ヘッドパイプ３には図示しないサスペンション機構を内装し、前輪４を
回動自在に支持する左右一対のフロントフォーク５やハンドルバー６等から構成されるス
テアリング機構７が設けられ、ハンドルバー６により前輪４が左右に回動自在に操舵され
る。
【００１４】
一方、車体フレーム２は、例えばツインチューブ型のもので、ヘッドパイプ３の直後で左
右方向に拡開された後、互いに平行に後斜下方に延びる左右一対のタンクレール８と、こ
のタンクレール８の後端部に接続され、略上下方に向かって延びる左右一対のセンターフ
レーム９と、このセンターフレーム９の後上端から後方に延びる左右一対のシートレール
１０とから構成される。
【００１５】
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上記下側のエンジンケース内に上記オイルポンプを配置し、

すると共に上記第一オイル通路
の上方に上記メインギャラリを上記エンジンの幅方向に配設

連通路を、上記オイルフィルタの
取付座および上記オイルクーラの取付座の後方に上記メインギャラリと平行に配設される
主通路と、

される二本の とから構成し、



タンクレール８の上方には燃料タンク１１が配置され、シートレール１０の上方には運転
シート１２が配置される。また、センターフレーム９の略中央下部にはピボット軸１３が
架設され、このピボット軸１３にスイングアーム１４がピボット軸１３廻りにスイング自
在に枢着されると共に、このスイングアーム１４の後端に後輪１５が回動自在に軸支され
る。そして、前後輪４，１５間の車体中央下部、燃料タンク１１下方にはエンジン１６が
配置される。
【００１６】
さらに、この自動二輪車１は車体の前部が流線形のカウリング１７で覆われており、走行
中の空気抵抗低減と、走行風圧からのライダの保護とが図られている。
【００１７】
図２はエンジン１６の左側面図あり、大部分を縦断面で示す。また、図３はエンジン１６
の右側面図であり、一部分を縦断面で示す。さらに、図４は図２のＩＶ－ＩＶ線に沿う断
面図である。図２～図４に示すように、エンジン１６は４サイクル並列四気筒エンジンで
あり、主にシリンダヘッドカバー１８、シリンダヘッド１９、シリンダブロック２０、そ
してエンジンケース２１から外形が構成される。
【００１８】
エンジンケース２１は分割式であり、例えば図における上下方向に三分割され、シリンダ
ブロック２０が一体に形成されたアッパーエンジンケース２１ａと、センターエンジンケ
ース２１ｂと、ロアーエンジンケース２１ｃとから構成される。
【００１９】
シリンダブロック２０は直立よりやや前傾して配置され、各エンジンケース２１ａ，２１
ｂ，２１ｃの合せ面はシリンダブロック２０の中心軸に直交して前下がり（または後ろ上
がり）に形成される一方、下側のエンジンケースであるロアーエンジンケース２１ｃの下
面は略水平に形成される。
【００２０】
アッパーエンジンケース２１ａとセンターエンジンケース２１ｂとの合せ面内側には軸受
部２２がそれぞれ上下に分割して形成され、これらの軸受部２２にエンジン１６の幅方向
に延びるクランクシャフト２３が回転自在に支持される。
【００２１】
クランクシャフト２３には、コンロッド２４の大端部２４ａが連結され、また、コンロッ
ド２４の小端部２４ｂにはピストン２５が連結される。そして、シリンダブロック２０内
にはピストン２５が図における上下方向摺動自在に収納される。また、シリンダヘッド１
９とピストン２５との間の空間には燃焼室２６が形成され、その中央部には外方から点火
プラグ２７がねじ結合される。
【００２２】
ピストン２５の往復ストロークはクランクシャフト２３により回転運動に変換され、セン
ターエンジンケース２１ｂとロアーエンジンケース２１ｃとによって形成される空間内の
図示しないクラッチ機構およびミッション機構を経てドライブチェーン２８（図１参照）
を介して駆動輪である後輪１５に伝達される。
【００２３】
クランクシャフト２３の一端には充電装置２９が設けられる。一方、クランクシャフト２
３の他端にはカムチェーンドライブスプロケット３０が設けられる。カムチェーンドライ
ブスプロケット３０は、シリンダヘッド１９内に設けられた動弁装置３１のカムシャフト
３２端に設けられたカムスプロケット３３にカムチェーン３４を介して作動連結される。
そして、クランクシャフト２３の回転がカムチェーン３４を介してカムシャフト３２に伝
達されることにより、動弁装置３１が作動され、吸・排気バルブ３５を開閉操作する。な
お、シリンダヘッド１９の上部はシリンダヘッドカバー１８により塞がれる。
【００２４】
この自動二輪車１に用いられるエンジン１６への混合気供給手段は燃料噴射式であって、
シリンダヘッド１９に形成された吸気ポート３６にフューエルインジェクタ３７を備えた
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スロットルボディ３８が接続される。スロットルボディ３８は、その吸気通路３９内にス
ロットルバルブ４０を備え、このスロットルバルブ４０の下流側に直接燃料を噴射するフ
ューエルインジェクタ３７が設けられる。そして、スロットルボディ３８はエンジン１６
の後上方に配置され、スロットルボディ３８の上流側にはエアクリーナ４１が接続される
。
【００２５】
ところで、エンジン１６にはエンジン潤滑装置が備えられており、ロアーエンジンケース
２１ｃ下部に設けられたオイルパン４２内に貯留された潤滑オイルがオイルポンプ４３に
よってオイルフィルタ４４およびオイルクーラ４５を経由してクランクシャフト２３や動
弁装置３１、ミッション機構（図示せず）等のエンジン１６内各部に圧送される。
【００２６】
図５はロアーエンジンケース２１ｃの平面図であり、図６はロアーエンジンケース２１ｃ
の正面図である。図２～図６に示すように、ロアーエンジンケース２１ｃの例えば車両の
進行方向に向かって右側面には例えばクランクシャフト２３によって駆動されるオイルポ
ンプ４３が配置される。オイルポンプ４３のオイル汲み上げ口４６からはオイルパン４２
内に向かってオイル汲み上げ通路４７が延設され、その上流端には潤滑オイル中の比較的
大きな異物を除去するストレイナ４８が設けられる。
【００２７】
一方、オイルポンプ４３のオイル吐出口４９からは第一オイル通路であるオイル吐出通路
５０がロアーエンジンケース２１ｃの正面に向かってセンターエンジンケース２１ｂとロ
アーエンジンケース２１ｃとの合せ面と平行に、すなわち前下がりに、且つ車両の進行方
向軸５１線と平行に配設される。
【００２８】
ロアーエンジンケース２１ｃの正面は略水平に形成されたオイルパン４２との合せ面と直
交して、すなわち略垂直に形成され、この面にオイルフィルタの取付座５２およびオイル
クーラの取付座５３がエンジン１６の幅方向に配置される。本実施形態においては、オイ
ルフィルタの取付座５２はオイルポンプ４３が配置された側、すなわち車両の進行方向に
向かって右側に配置され、オイルクーラの取付座５３は反対側の左側に配置される。なお
、図６はロアーエンジンケース２１ｃの正面図であるため、オイルフィルタの取付座５２
は左側、オイルクーラの取付座５３は右側に示される。
【００２９】
オイルフィルタの取付座５２に取り付けられるオイルフィルタ４４は、詳細には図示しな
いが、円形状の取付面を有し、その中央部にオイル出口５４が、このオイル出口５４の周
囲にオイル入口５５が形成され、オイル入口５５とオイル出口５４との間にフィルタエレ
メント５６が設けられた一般的なものである。また、オイルフィルタの取付座５２にはオ
イル流入口５７およびオイル流出口５８が同心上に配置され、オイルフィルタのオイル出
口５４に対応してオイル流出口５８が中心側に、オイルフィルタのオイル入口５５に対応
してオイル流入口５７が外周側にそれぞれ配置され、オイル流入口５７にオイル吐出口４
９から延設された前記オイル吐出通路５０の下流端が接続される。
【００３０】
一方、オイルクーラの取付座５３に取り付けられるオイルクーラ４５も、詳細には図示し
ないが、円形状の取付面を有し、その中央部にオイル入口（図示せず）が、このオイル入
口の周囲にオイル出口（図示せず）が形成され、オイル入口とオイル出口との間にウォー
タジャケット（図示せず）が設けられた水冷式のものである。また、オイルクーラの取付
座５３にはオイル流入口５９およびオイル流出口６０が同心上に配置され、オイルクーラ
４５のオイル出口に対応してオイル流出口６０が外周側に、オイルクーラ４５のオイル入
口に対応してオイル流入口５９が中心側にそれぞれ配置される。
【００３１】
そして、オイルフィルタのオイル流入口５７およびオイルクーラのオイル流出口６０は互
いに上下方向に離間して、本実施形態においてはオイルフィルタのオイル流入口５７の上
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方にオイルクーラのオイル流出口６０が配置される（図６参照）。
【００３２】
オイルフィルタのオイル出口５４に接続されるオイル流出口５８とオイルクーラ４５のオ
イル入口に接続されるオイル流入口５９とは連通路６１によって連通される。連通路６１
は、オイルフィルタ４４およびオイルクーラの取付座５３後方、オイル吐出通路５０の下
方にクランクシャフト２３と平行に配置された主通路６１ａと、この主通路６１ａとオイ
ルフィルタのオイル流出口５８およびオイルクーラのオイル流入口５９とを繋ぐ第二オイ
ル通路である二本の接続路６１ｂとから構成され、これらの接続路６１ｂはオイルフィル
タの取付座５２およびオイルクーラの取付座５３が形成されるロアーエンジンケース２１
ｃの正面に対して直交し、且つ略水平に形成されたロアーエンジンケース２１ｃとオイル
パン４２との合せ面と平行、すなわち略水平に配設される。
【００３３】
オイル吐出通路５０の上方、且つクランクシャフト２３の下方にはメインギャラリ６２が
エンジン１６の幅方向にクランクシャフト２３と平行に配設される。また、オイルクーラ
４５のオイル出口に接続されるオイル流出口６０からメインギャラリ６２に向かって第三
オイル通路であるオイル供給通路６３がセンターエンジンケース２１ｂとロアーエンジン
ケース２１ｃとの合せ面と平行に、すなわち後ろ上がりに、且つ車両の進行方向軸５１線
と平行に配設される。
【００３４】
そして、オイル吐出通路５０、連通路６１およびオイル供給通路６３とでオイルポンプ４
３からメインギャラリ６２に至るオイル通路を形成し、さらに、メインギャラリ６２から
アッパーエンジンケース２１ａとセンターエンジンケース２１ｂとの合せ面内側に設けら
れたクランクシャフト２３の軸受部２２に向かってオイル供給路６４が延設される。
【００３５】
次に、本実施形態の作用について説明する。
【００３６】
オイルパン４２内の潤滑オイルはオイルポンプ４３によって汲み上げられ、オイル吐出通
路５０を経てオイルフィルタ４４に圧送される。潤滑オイルはオイル入口５５からオイル
フィルタ４４内に導かれ、フィルタエレメント５６によって濾過された後、オイル出口５
４から連通路６１（主通路６１ａおよび接続路６１ｂ）を経てオイル入口からオイルクー
ラ４５に導かれる。オイルクーラ４５にて冷却された潤滑オイルはオイル出口からオイル
供給通路６３を経てメインギャラリ６２に導かれ、さらにオイル供給路６４を通ってクラ
ンクシャフト２３の軸受部２２に達し、この軸受部２２を潤滑すると共に、潤滑オイルは
クランクシャフト２３内に形成された別のオイル供給路６５を経てクランクシャフト２３
とコンロッド２４の大端部２４ａとの摺接面に導かれると共に、メインギャラリ６２から
は図示しない他のオイル供給路を経てエンジン１６各部に導かれる。
【００３７】
そして、エンジン１６各部を潤滑した潤滑オイルはエンジンケース２１内を自然落下した
り、図示しないオイル戻し穴やオイル戻し通路等を経由してオイルパン４２内に戻され、
再循環される。
【００３８】
オイル吐出通路５０およびオイル供給通路６３を共にセンターエンジンケース２１ｂとロ
アーエンジンケース２１ｃとの合せ面と平行に、すなわち前下がり（または後ろ上がり）
に配設すると共に、オイルフィルタのオイル出口５４とオイルクーラ４５のオイル入口と
を連通させる連通路６１の接続路６１ｂをロアーエンジンケース２１ｃの正面に対して直
交し、且つロアーエンジンケース２１ｃとオイルパン４２との合せ面と平行に、すなわち
略水平に配設したことにより狭い範囲内でも各通路が互いに干渉することなく、また、最
短距離で配設可能になる。その結果、オイル通路が簡素化し、エンジンケース２１の加工
時間の短縮化や部品点数の削減が図られ、コストダウンが可能となる。
【００３９】
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また、オイルフィルタの取付座５２にオイル流入口５７およびオイル流出口５８を同心上
に配置し、また、オイルクーラの取付座５３にオイル流入口５９およびオイル流出口６０
を同心上に配置し、ロアーエンジンケース２１ｃの正面に対して直交する連通路６１の接
続路６１ｂに繋がるオイルフィルタのオイル流出口５８およびオイルクーラのオイル流入
口５９をそれぞれ中心側に配置したことにより、オイル通路の不用意な交差、すなわち各
通路の互いの干渉が防げる。
【００４０】
さらに、オイル吐出通路５０およびオイル供給通路６３が接続されるオイルフィルタのオ
イル流入口５７およびオイルクーラのオイル流出口６０をそれぞれ外周側に配置し、且つ
正面視で互いに上下方向に離間して配置したことにより、オイル通路の不用意な交差、す
なわち各通路の互いの干渉が防げる。
【００４１】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明に係る４サイクルエンジンの潤滑装置によれば、上下方向
に少なくとも二分割可能なエンジンケースを備え、上下のエンジンケースの合せ面を後ろ
上がりにすると共に、上記下側のエンジンケース下面を略水平に形成し、この略水平面に
オイルパンを取り付ける一方、このオイルパン内の潤滑オイルをオイルポンプからメイン
ギャラリに導くオイル通路を上記下側のエンジンケース内に形成し、このオイル通路の途
中にオイルフィルタおよびオイルクーラを配置した４サイクルエンジンにおいて、

上記下側のエンジンケースの正面を
上記オイルパンとの合せ面と直交する面に形成し、この面に上記オイルフィルタの取付座
および上記オイルクーラの取付座を上記エンジンの幅方向に配置すると共に、上記オイル
ポンプから上記オイルフィルタのオイル入口に延びる第一オイル通路を上記エンジンケー
スの合せ面と平行に配設

し、上記オイルフィルタのオイル出口と上記オイルクーラのオ
イル入口とを連通する

上記下側のエンジンケ
ースの正面に対して直交し且つ上記下側エンジンケースと上記オイルパンとの合せ面と平
行に配設 第二オイル通路 さらに上記オイルクーラのオイル出
口から上記メインギャラリに延びる第三オイル通路を上記エンジンケースの合せ面と平行
に配設したため、各通路を互いに干渉させずに最短距離で配設可能になり、オイル通路が
簡素化してコストダウンが可能になる。
【００４２】
また、上記オイルフィルタの取付座にオイル流入口およびオイル流出口を同心上に配置し
、また、上記オイルクーラの取付座にオイル流入口およびオイル流出口を同心上に配置し
、上記下側エンジンケースの正面に対して直交する上記第二オイル通路に繋がる上記オイ
ルフィルタのオイル流出口および上記オイルクーラのオイル流入口をそれぞれ中心側に配
置すると共に、上記エンジンケースの合せ面と平行に配設される上記第一オイル通路およ
び上記第三オイル通路に繋がる上記オイルフィルタのオイル流入口および上記オイルクー
ラのオイル流出口をそれぞれ外周側に配置したため、各通路の互いの干渉が防げる。
【００４３】
さらに、上記第一オイル通路および上記第三オイル通路に繋がる上記オイルフィルタのオ
イル流入口および上記オイルクーラのオイル流出口を正面視で互いに上下方向に離間して
配置したため、各通路の互いの干渉が防げる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る４サイクルエンジンの潤滑装置の一実施形態を示す自動二輪車の左
側面図。
【図２】エンジンの左側面断面図。
【図３】エンジンの右側面図。
【図４】図２のＩＶ－ＩＶ線に沿う断面図。
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上記下
側のエンジンケース内に上記オイルポンプを配置し、

すると共に上記第一オイル通路の上方に上記メインギャラリを上
記エンジンの幅方向に配設

連通路を、上記オイルフィルタの取付座および上記オイルクーラの
取付座の後方に上記メインギャラリと平行に配設される主通路と、

される二本の とから構成し、



【図５】ロアーエンジンケースの平面図。
【図６】ロアーエンジンケースの正面図。
【符号の説明】
１６　４サイクルエンジン
２１ａ　アッパーエンジンケース
２１ｂ　センターエンジンケース
２１ｃ　ロアーエンジンケース（下側のエンジンケース）
４２　オイルパン
４３　オイルポンプ
４４　オイルフィルタ
４５　オイルクーラ
５０　オイル吐出通路（第一オイル通路）
５２　オイルフィルタの取付座
５３　オイルクーラの取付座
５４　オイルフィルタのオイル出口
５５　オイルフィルタのオイル入口
５７　オイルフィルタ取付座のオイル流入口
５８　オイルフィルタ取付座のオイル流出口
５９　オイルクーラ取付座のオイル流入口
６０　オイルクーラ取付座のオイル流出口
６１ａ　連通路の主通路
６１ｂ　連通路の接続路（第二オイル通路）
６２　メインギャラリ
６３　オイル供給通路（第三オイル通路）
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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