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(57)【要約】
【課題】本発明の課題は、エンジンの側方に配置される
ラジエータを備える鞍乗型車両において、エンジンユニ
ットの大型化を抑えることにある。
【解決手段】鞍乗型車両の側面視において、ラジエータ
本体の上面の仮想延長線とマフラーとの交点は、後輪の
回転中心を通り仮想延長線に対して垂直な仮想垂直線よ
りも前方に位置している。マフラーの前端は、ラジエー
タ本体の下面の仮想延長線よりも上方に位置している。
マフラーの後端は、車両側面視において、後輪と重なる
。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車体フレームと、
　前記車体フレームに対して揺動可能に支持されるエンジンと、
　前記エンジンの側方に配置されるラジエータと、
　前記エンジンに接続され、前記エンジンから後方へ延びる外排気管と、
　前記ラジエータよりも後方に配置され、前記外排気管に接続され、前記エンジンに支持
されるマフラーと、
　前記エンジンの後方に配置される後輪と、
を備え、
　前記ラジエータは、ラジエータ本体と、前記ラジエータ本体の上面に取り付けられるラ
ジエータキャップと、を含み、
　車両側面視において、前記ラジエータ本体の上面の仮想延長線と前記マフラーとの交点
は、前記後輪の回転中心を通り前記仮想延長線に対して垂直な仮想垂直線よりも前方に位
置しており、
　前記マフラーの前端は、前記ラジエータ本体の下面の仮想延長線よりも上方に位置して
おり、
　前記マフラーの後端は、車両側面視において、前記後輪と重なる、
鞍乗型車両。
【請求項２】
　車両側面視において、前記ラジエータキャップの上面の仮想延長線と前記マフラーとの
交点は、前記仮想垂直線よりも前方に位置する、
請求項１に記載の鞍乗型車両。
【請求項３】
　車両側面視において、前記マフラーの後端は、前記仮想垂直線よりも後方、且つ、前記
後輪の回転中心を通り前記仮想延長線に対して平行な仮想平行線よりも上方に位置する、
請求項１又は２に記載の鞍乗型車両。
【請求項４】
　前記マフラーは、前記外排気管に接続される内排気管と、前記内排気管を収容する外管
とを含み、
　前記後輪は、タイヤと、前記タイヤが取り付けられるホイールとを含み、
　車両側面視において、前記外管の後端は、ホイールの内周面よりも内径側に位置する、
請求項３に記載の鞍乗型車両。
【請求項５】
　前記ラジエータは、ラジエータファンを含み、
　車両側面視において、前記ラジエータファンの回転中心と前記後輪の回転中心とを結ぶ
仮想線と、前記マフラーの中心軸線との交点は、前記後輪の回転中心よりも前方に位置す
る、
請求項１から４のいずれかに記載の鞍乗型車両。
【請求項６】
　車両側面視において、前記マフラーの後端は、前記エンジンの上端よりも上方に位置す
る、
請求項１から５のいずれかに記載の鞍乗型車両。
【請求項７】
　使用状態と収納状態とに姿勢変更可能に設けられるタンデムフートレストをさらに備え
、
　前記タンデムフートレストは、前記ラジエータよりも車幅方向における外方に位置して
おり、
　前記マフラーの外側端は、前記使用状態での前記タンデムフートレストの足載せ面の内
側端よりも、車幅方向における内方に位置する、
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請求項１から６のいずれかに記載の鞍乗型車両。
【請求項８】
　車両側面視において、前記ラジエータの後方に配置され、前記エンジンのオイルレベル
を確認するためのオイルレベルゲージをさらに備え、
　車両側面視において前記マフラーの前端は、前記オイルレベルゲージの下方に配置され
る、
請求項１から７のいずれかに記載の鞍乗型車両。
【請求項９】
　前記マフラーは、前記外排気管が接続される開口部と、前記開口部に向かって縮径した
形状を有する円錐部とを含み、
　車両側面視において、前記円錐部は、前記オイルレベルゲージの後方に位置する、
請求項８に記載の鞍乗型車両。
【請求項１０】
　前記エンジンの下方に配置される折りたたみ式の車両スタンドをさらに備え、
　車両側面視において、前記円錐部は、折りたたまれた状態の前記車両スタンドの上方に
配置される、
請求項９のいずれかに記載の鞍乗型車両。
【請求項１１】
　前記マフラーの前端は、前記ラジエータの下端よりも上方に位置している、
請求項１から１０のいずれかに記載の鞍乗型車両。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鞍乗型車両に関する。
【背景技術】
【０００２】
　鞍乗型車両には、ユニットスイング式のエンジンユニットを備えるものがある。ユニッ
トスイングとは、エンジンユニットとマフラーとが揺動可能に車体フレームに取り付けら
れた構造である。また、鞍乗型車両には、ラジエータが、エンジンの側方に配置されるも
のがある。例えば、特許文献１には、エンジンの側方に配置されるラジエータを含むユニ
ットスイング式のエンジンユニットを備えた自動二輪車が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－７６７５０号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ユニットスイング式のエンジンユニットにおいて、ラジエータがエンジンの側方に配置
される場合、ラジエータは、エンジンに取り付けられる。この場合、エンジンにはラジエ
ータを取り付けるための取付部が設けられるため、エンジンの外形が大きくなる。このた
め、マフラーは、ラジエータがエンジンの側方に配置されない場合と比べて、後方に配置
される。マフラーの位置が後方になるほど、マフラーの後端とエンジンユニットの揺動中
心との間の距離が大きくなるため、エンジンユニットの揺動時にエンジンユニットの支持
構造にかかる負荷が大きくなる。エンジンユニットの支持構造にかかる負荷が大きくなる
と、エンジンユニットの支持構造の強度を向上させる必要が生じるため、エンジンユニッ
トが大型化するという問題がある。
【０００５】
　本発明の課題は、エンジンの側方に配置されるラジエータを備える鞍乗型車両において
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、エンジンユニットの大型化を抑えることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の態様に係る鞍乗型車両は、車体フレームと、エンジンと、ラジエータと
、外排気管と、マフラーと、後輪と、を備える。エンジンは、車体フレームに対して揺動
可能に支持される。ラジエータは、エンジンの側方に配置される。外排気管は、エンジン
に接続され、エンジンから後方へ延びる。マフラーは、ラジエータよりも後方に配置され
る。マフラーは、外排気管に接続され、エンジンに支持される。後輪は、エンジンの後方
に配置される。ラジエータは、ラジエータ本体と、ラジエータキャップとを含む。ラジエ
ータキャップは、ラジエータ本体の上面に取り付けられる。車両側面視において、ラジエ
ータ本体の上面の仮想延長線とマフラーとの交点は、後輪の回転中心を通り仮想延長線に
対して垂直な仮想垂直線よりも前方に位置している。マフラーの前端は、ラジエータ本体
の下面の仮想延長線よりも上方に位置している。マフラーの後端は、車両側面視において
、後輪と重なる。
【０００７】
　本発明の第２の態様に係る鞍乗型車両は、第１の態様の鞍乗型車両であって、車両側面
視において、ラジエータキャップの上面の仮想延長線とマフラーとの交点は、仮想垂直線
よりも前方に位置する。
【０００８】
　本発明の第３の態様に係る鞍乗型車両は、第１又は第２の態様の鞍乗型車両であって、
車両側面視において、マフラーの後端は、仮想垂直線よりも後方、且つ、後輪の回転中心
を通り仮想延長線に対して平行な仮想平行線よりも上方に位置する。
【０００９】
　本発明の第４の態様に係る鞍乗型車両は、第３の態様の鞍乗型車両であって、マフラー
は、内排気管と外管とを含む。内排気管は、外排気管に接続される。外管は、内排気管を
収容する。後輪は、タイヤと、タイヤが取り付けられるホイールとを含む。車両側面視に
おいて、外管の後端は、ホイールの内周面よりも内径側に位置する。
【００１０】
　本発明の第５の態様に係る鞍乗型車両は、第１から第４の態様のいずれかの鞍乗型車両
であって、ラジエータは、ラジエータファンを含む。車両側面視において、ラジエータフ
ァンの回転中心と後輪の回転中心とを結ぶ仮想線と、マフラーの中心軸線との交点は、後
輪の回転中心よりも前方に位置する。
【００１１】
　本発明の第６の態様に係る鞍乗型車両は、第１から第５の態様のいずれかの鞍乗型車両
であって、車両側面視において、マフラーの後端は、エンジンの上端よりも上方に位置す
る。
【００１２】
　本発明の第７の態様に係る鞍乗型車両は、第１から第６の態様のいずれかの鞍乗型車両
であって、使用状態と収納状態とに姿勢変更可能に設けられるタンデムフートレストをさ
らに備える。タンデムフートレストは、ラジエータよりも車幅方向における外方に位置し
ている。マフラーの外側端は、使用状態でのタンデムフートレストの足載せ面の内側端よ
りも、車幅方向における内方に位置する。
【００１３】
　本発明の第８の態様に係る鞍乗型車両は、第１から第７の態様のいずれかの鞍乗型車両
であって、車両側面視において、エンジンのオイルレベルを確認するためのオイルレベル
ゲージをさらに備える。オイルレベルゲージは、ラジエータの後方に配置される。車両側
面視においてマフラーの前端は、オイルレベルゲージの下方に配置される。
【００１４】
　本発明の第９の態様に係る鞍乗型車両は、第８の態様の鞍乗型車両であって、マフラー
は、開口部と円錐部とを含む。開口部には、外排気管が接続される。円錐部は、開口部に
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向かって縮径した形状を有する。車両側面視において、円錐部は、オイルレベルゲージの
後方に位置する。
【００１５】
　本発明の第１０の態様に係る鞍乗型車両は、第９の態様の鞍乗型車両であって、折りた
たみ式の車両スタンドをさらに備える。車両スタンドは、エンジンの下方に配置される。
車両側面視において、円錐部は、折りたたまれた状態の車両スタンドの上方に配置される
。
【００１６】
　本発明の第１１の態様に係る鞍乗型車両は、第１から第１０の態様のいずれかの鞍乗型
車両であって、マフラーの前端は、ラジエータの下端よりも上方に位置している。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の第１の態様に係る鞍乗型車両では、マフラーの前端は、ラジエータ本体の下面
の仮想延長線よりも上方に位置している。また、マフラーの後端は、車両側面視において
、後輪と重なる。従って、マフラーが従来よりも水平方向に対して急角度で傾斜して配置
される。これにより、マフラーの後端とエンジンユニットの揺動中心との間の距離が短く
なるので、エンジンユニットの支持構造にかかる負荷が低減される。その結果、エンジン
ユニットの大型化を抑えることができる。なお、マフラーを従来よりも急角度で傾斜して
配置する場合、マフラーの前端の位置が低くなると、車両のバンク角が小さくなってしま
う可能性がある。しかし、本態様に係る鞍乗型車両では、マフラーの前端は、ラジエータ
本体の下面の仮想延長線よりも上方に位置しているので、バンク角が小さくなってしまう
ことを抑えることができる。
【００１８】
　本発明の第２の態様に係る鞍乗型車両では、マフラーが従来よりも水平方向に対して急
角度で傾斜して配置される。
【００１９】
　本発明の第３の態様に係る鞍乗型車両では、マフラーの後端が従来よりも前方に配置さ
れる。
【００２０】
　本発明の第４の態様に係る鞍乗型車両では、マフラーの外管の後端が従来よりも前方に
配置される。
【００２１】
　本発明の第５の態様に係る鞍乗型車両では、マフラーが従来よりも水平方向に対して急
角度で傾斜して配置される。
【００２２】
　本発明の第６の態様に係る鞍乗型車両では、マフラーが従来よりも水平方向に対して急
角度で傾斜して配置される。
【００２３】
　本発明の第７の態様に係る鞍乗型車両では、マフラーの車幅方向への張り出しが抑えら
れる。このため、マフラーの支持強度を容易に確保することができる。
【００２４】
　本発明の第８の態様に係る鞍乗型車両では、オイルレベルゲージへのアクセス性の低下
を抑えると共に、マフラーの配置の自由度を向上させることができる。
【００２５】
　本発明の第９の態様に係る鞍乗型車両では、マフラーをオイルレベルゲージに近接して
配置することができると共に、オイルレベルゲージへのアクセス性の低下を抑えることが
できる。
【００２６】
　本発明の第１０の態様に係る鞍乗型車両では、マフラーが車両スタンドの動作に干渉す
ることを抑えることができると共に、マフラーの配置の自由度を向上させることができる
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。
【００２７】
　本発明の第１１の態様に係る鞍乗型車両では、バンク角が小さくなってしまうことを抑
えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本実施形態に係る鞍乗型車両の側面図。
【図２】マフラーの断面図。
【図３】マフラーの図２におけるIII－III断面図。
【図４】鞍乗型車両の一部の側面図。
【図５】鞍乗型車両の一部を下から見た平面図。
【図６】鞍乗型車両の一部を示す背面図。
【図７】車両スタンドが使用状態での鞍乗型車両の一部を示す側面図。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明の一実施形態に係る鞍乗型車両について図面を参照して説明する。図１は
、本実施形態に係る鞍乗型車両１の側面図である。鞍乗型車両１は、スクータ型の自動二
輪車である。鞍乗型車両１は、車体フレーム２と、ステアリングシャフト３と、フロント
フォーク４と、前輪５と、シート６と、エンジンユニット７と、後輪８と、車体カバー９
と、を含む。なお、本実施形態において、特に説明がない限り、前後方向は、シート６に
着座したライダーから視たときの車両前後方向をいうものとする。左右方向は、シート６
に着座したライダーから視たときの車両左右方向をいうものとする。正面視及び側面視は
、それぞれ車両正面視及び車両側面視をいうものとする。また、本実施形態において「外
側方」とは、車幅方向における中心を通り前後方向に延びる車両の中心線から遠ざかる方
向を意味する。「内側方」とは、車幅方向における中心を通り前後方向に延びる車両の中
心線に近づく方向を意味する。
【００３０】
　車体フレーム２は、鉄製のパイプにより形成されている。車体フレーム２は、ヘッドパ
イプ部２１と、ダウンフレーム部２２と、アンダーフレーム部２３と、リアフレーム部２
４と、を備えている。なお、車体フレーム２は、曲げ加工等により一体的に成形されても
よく、或いは、複数の部品が溶接等によって一体化されることにより構成されてもよい。
ヘッドパイプ部２１は、車幅方向における車両中央に位置する。ヘッドパイプ部２１には
、ステアリングシャフト３が回転可能に挿入されている。ステアリングシャフト３の上部
には、ハンドル部１２が連結されている。ステアリングシャフト３の下部には、フロント
フォーク４が連結されている。フロントフォーク４は、前輪５を回転可能に支持する。
【００３１】
　ダウンフレーム部２２はヘッドパイプ部２１に接続されている。ダウンフレーム部２２
は、ヘッドパイプ部２１から下方に向かって延びている。アンダーフレーム部２３は、ダ
ウンフレーム部２２の下端部に接続されている。アンダーフレーム部２３は、ダウンフレ
ーム部２２から後方に向かって延びている。リアフレーム部２４は、アンダーフレーム部
２３の後端部に接続されている。リアフレーム部２４は、アンダーフレーム部２３の後端
部から、斜め後上方に向かって延びている。シート６は、リアフレーム部２４の上方に配
置されている。シート６は、ヘッドパイプ部２１より後方に位置している。シート６は、
車体フレーム２に支持されている。
【００３２】
　車体カバー９は、前部カバー１３と後部カバー１４とアンダーカバー１５とを含む。前
部カバー１３は、主としてヘッドパイプ部２１とダウンフレーム部２２との周囲を覆う。
後部カバー１４は、シート６の下方に位置している。後部カバー１４は、リアフレーム部
２４の前方及び両側方を覆っている。アンダーカバー１５は、前後方向において、前部カ
バー１３と後部カバー１４との間に位置している。アンダーカバー１５は、前部カバー１
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３と後部カバー１４とを連結する。アンダーカバー１５は、フートボード１６を含む。
【００３３】
　フートボード１６は、前後方向において前輪５とシート６との間に位置している。フー
トボード１６は、シート６より前方、かつ、下方に配置されている。フートボード１６は
、エンジンユニット７の前方に配置されている。フートボード１６は、シート６に着座し
たライダーが走行中に足を載せる面である。フートボード１６は、アンダーフレーム部２
３の上方に位置している。フートボード１６は、前後方向において、ダウンフレーム部２
２とリアフレーム部２４との間に位置している。フートボード１６は、車幅方向にわたっ
て平坦に形成されている。ここで、「フートボード１６が平坦である」とは、ライダーが
フートボード１６のいずれの部分にも足をのせることができる程度に平坦であることを意
味する。すなわち、フートボード１６には、例えば滑り止めのためなどの凹凸が形成され
ていてもよい。
【００３４】
　エンジンユニット７は、シート６の下方に配置されている。エンジンユニット７は、車
体フレーム２に支持されている。エンジンユニット７は、図示しないリンク機構７０を介
して車体フレーム２に揺動可能に取り付けられている。具体的には、図１に示すように、
エンジンユニット７とリンク機構７０とは、車体フレーム２に対して揺動中心Ｃ１を中心
として揺動する。また、エンジンユニット７は、リンク機構７０に対して揺動中心Ｃ２を
中心として揺動する。エンジンユニット７は、後輪８を回転可能に支持している。エンジ
ンユニット７と後輪８とは、車体フレーム２に対して揺動可能なユニットスイングを構成
している。エンジンユニット７は、エンジン１１と、ラジエータ１７と、外排気管１８と
、マフラー１９と、を含む。
【００３５】
　エンジン１１は、車体フレーム２に対して揺動可能に取り付けられている。エンジン１
１は、例えば電子制御燃料噴射装置（フューエル・インジェクション）を搭載している。
ラジエータ１７は、エンジン１１の側方に配置されている。外排気管１８は、エンジン１
１に接続され、エンジン１１から後方へ延びる。マフラー１９は、ラジエータ１７よりも
後方に配置される。マフラー１９は、外排気管１８に接続され、エンジン１１に支持され
る。マフラー１９は、後輪８の側方に配置されている。後輪８は、エンジン１１の後方に
配置される。後輪８は、ホイール２５と、ホイール２５に取り付けられるタイヤ２６とを
含む。
【００３６】
　次に、マフラー１９の構造について詳細に説明する。図２は、マフラー１９の断面図で
ある。図３は、図２におけるIII－III断面である。なお、図２は、マフラー１９の内部の
部品の平面展開図であるため、１つの平面で切断した断面を示すものではない。マフラー
１９は、外管３１と、内排気管３２と、触媒３３と、出口管３４とを備える。また、図１
に示すように、マフラー１９は、第１マフラーカバー３５と第２マフラーカバー３６とを
備える。第１マフラーカバー３５と第２マフラーカバー３６とは、樹脂製である。第１マ
フラーカバー３５は、外管３１の外周面に取り付けられる。第２マフラーカバー３６は、
外管３１の後面３１１に取り付けられる。なお、図２及び図３においては、第１マフラー
カバー３５及び第２マフラーカバー３６は省略されている。
【００３７】
　外管３１は、内排気管３２を収容する。外管３１は、第１開口部４１と、本体管部４２
と、円錐部４３とを含む。第１開口部４１は、外管３１の前端部に設けられている。第１
開口部４１には、内排気管３２の上流側端部が接続される。また、第１開口部４１には、
外排気管１８の下流側端部が接続される。外排気管１８は、エンジン１１と第１開口部４
１とを接続している。内排気管３２は、第１開口部４１を介して外排気管１８に接続され
る。なお、本実施形態の図２及び図３の説明において、マフラー１９の中心軸線すなわち
本体管部４２の中心軸線Ａｘ１に沿って本体管部４２の内部から第１開口部４１に向かう
方向（図２における右方）を前方、その反対方向（図２における左方）を後方と定義する
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。また、本実施形態の図２及び図３の説明において、上下の各方向は、本体管部４２の中
心軸線Ａｘ１が水平な状態での方向を意味するものとする。
【００３８】
　本体管部４２は、円筒状の形状を有する。本体管部４２は、所定の第１方向に延びてい
る。本実施形態において第１方向は、後方と同義である。従って、本体管部４２は、後方
へ延びている。本体管部４２は、内側管部４４と外側管部４５とを含む。内側管部４４は
外側管部４５の内部に配置されている。内側管部４４と外側管部４５との間には、断熱材
４６が配置されている。
【００３９】
　円錐部４３は、下流側に向かって拡径した形状を有する。すなわち、円錐部４３は、後
方に向かって拡径した形状を有する。円錐部４３は、第１開口部４１に向かって縮径した
形状を有する。円錐部４３は、第１開口部４１と本体管部４２との間に配置されている。
円錐部４３と第１開口部４１とは同心に配置されている。本体管部４２は、円錐部４３及
び第１開口部４１と同心に配置されている。
【００４０】
　外管３１は、第２開口部４７をさらに含む。第２開口部４７は、第１開口部４１から後
方に離れて配置される。第２開口部４７は、本体管部４２の中心軸線Ａｘ１よりも上方に
位置している。第２開口部４７は、外管３１の後面３１１に設けられている。
【００４１】
　内排気管３２は、触媒３３を収容する。触媒３３は、例えば、白金、パラジウム、ロジ
ウムなどを用いた三元触媒３３である。内排気管３２は、排気の経路長を長く確保するた
めに、複数個所で屈曲した形状を有する。具体的には、内排気管３２は、第１管部５１と
、第２管部５２と、第３管部５３と、第４管部５４とを含む。
【００４２】
　第１管部５１は、触媒３３を収容している。第１管部５１は、第１開口部４１から第２
方向に延びる。第２方向は、第１方向に対して傾斜している。第２方向は、第１開口部４
１の中心軸線に対して傾斜している。従って、第１管部５１の中心軸線Ａｘ２は、本体管
部４２の中心軸線Ａｘ１に対して傾斜している。具体的には、第１管部５１の中心軸線Ａ
ｘ２は、後斜め下方に向かって延びている。第１管部５１の外径は、第２管部５２の外径
よりも大きい。また、第１管部５１の内径は、第１開口部４１の内径よりも大きい。第１
管部５１の一部は、円錐部４３の内部に配置される。具体的には、第１管部５１の前部は
、円錐部４３の内部に配置される。第１管部５１の後部は、本体管部４２の内部に配置さ
れる。第１開口部４１の中心軸線の延長線は、触媒３３と重なる。すなわち、本体管部４
２の中心軸線Ａｘ１は、触媒３３と重なる。
【００４３】
　第２管部５２は、第１管部５１の後端部から、後方に延びる。第２管部５２の中心軸線
Ａｘ３は、本体管部４２の中心軸線Ａｘ１と平行である。第２管部５２の中心軸線Ａｘ３
は、本体管部４２の中心軸線Ａｘ１よりも下方に配置される。第２管部５２の全体が、本
体管部４２の中心軸線Ａｘ１よりも下方に配置される。第２管部５２は、本体管部４２の
内部に配置される。
【００４４】
　第３管部５３は、第２管部５２から、第１開口部４１に向かってＵ字状に折り曲げられ
た形状を有する。第３管部５３は、上流側端部５３１と下流側端部５３２とを含む。上流
側端部５３１は、第２管部５２の後端部に接続されている。下流側端部５３２は、第４管
部５４の後端部に接続されている。第３管部５３は、本体管部４２の内部に配置される。
【００４５】
　第４管部５４は、第３管部５３から、前方に延びている。第４管部５４の中心軸線Ａｘ
４は、本体管部４２の中心軸線Ａｘ１と平行である。第４管部５４の中心軸線Ａｘ４は、
本体管部４２の中心軸線Ａｘ１よりも上方に位置する。第４管部５４は、第２管部５２よ
りも上方に配置されている。第４管部５４は、本体管部４２の内部に配置される。図３に
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示すように、第４管部５４は、本体管部４２の中心軸線Ａｘ１よりも側方に位置している
。第４管部５４の先端は、第１方向に対して垂直な方向から見て、触媒３３と重ならない
。言い換えれば、第４管部５４の前端は、上方から見て、触媒３３と重ならない。さらに
言い換えれば、第４管部５４の前端は、触媒３３の後端よりも後方に位置している。
【００４６】
　マフラー１９の側面視において、第４管部５４から、前方に延ばした仮想延長線Ｌ１は
、触媒３３と交差する。具体的には、第４管部５４の底部の仮想延長線Ｌ１は、触媒３３
と交差する。第４管部５４の先端は、閉塞部５５によって閉じられている。また、第４管
部５４の側面は孔５６を含む。なお、図２では、複数の孔のうち１つのみに符号５６を付
している。第２管部５２と第４管部５４とは、本体管部４２の内部において支持部材５７
によって支持されている。
【００４７】
　出口管３４は、第２開口部４７に挿入される。出口管３４は、第１端部５８と第２端部
５９とを含む。第１端部５８は、外管３１の内部に配置される。第１端部５８は、第４管
部５４よりも後方に配置される。第１端部５８は、第３管部５３よりも後方に配置される
。第１端部５８は、本体管部４２の中心軸線Ａｘ１よりも上方に位置している。第１端部
５８は、上流側に向かって拡径した形状を有する。出口管３４の中心軸線Ａｘ５は、本体
管部４２の中心軸線Ａｘ１に対して傾斜している。具体的には、出口管３４の中心軸線Ａ
ｘ５は、後ろ斜め下方に向かって延びている。出口管３４は、第２マフラーカバー３６内
を通るように配置される。第２マフラーカバー３６内には、インナーカバー３６０が配置
されている。出口管３４は、インナーカバー３６０内を通るように配置される。第２端部
５９は、インナーカバー３６０の開口３６１から後方へ突出している。第２端部５９は、
本体管部４２の中心軸線Ａｘ１と重なるように配置されている。
【００４８】
　次に、鞍乗型車両１におけるマフラー１９の配置について説明する。図４は、鞍乗型車
両１の一部を示す側面図である。図５は、鞍乗型車両１の一部を下から見た平面図である
。図６は、鞍乗型車両１の一部を示す背面図である。図４に示すように、鞍乗型車両１は
、折りたたみ式の車両スタンド６１をさらに備える。車両スタンド６１は、使用状態と収
納状態とに姿勢を変更可能に設けられている。車両スタンド６１は、収納状態で後輪８の
底部よりも上方に位置する。車両スタンド６１は、エンジン１１の下方に配置される。上
述したラジエータ１７は、車両スタンド６１の上方に配置されている。なお、図４におい
ては、車両スタンド６１は、収納状態となっている。すなわち、図４は、車両スタンド６
１が収納状態でのエンジンユニット７の姿勢を示している。
【００４９】
　図４に示すように、車両側面視において、マフラー１９の上端Ｐ１は、エンジン１１の
上端Ｐ２よりも上方に位置する。マフラー１９の後端Ｐ３は、エンジン１１の上端Ｐ２よ
りも上方に位置する。ここでエンジン１１の上端Ｐ２とは、クランクケース、シリンダブ
ロック、シリンダヘッド、シリンダヘッドカバーなどのエンジンのケースにおける上端を
意味しており、これらのケースに取り付けられる補機を考慮していない。
【００５０】
　図４に示すように、ラジエータ１７は、ラジエータカバー１７１とラジエータ本体１７
２とを含む。車両側面視において、マフラー１９の上端Ｐ１は、ラジエータカバー１７１
の上端Ｐ４よりも上方に位置する。車両側面視において、マフラー１９の後端Ｐ３は、後
輪８と重なっている。車両側面視において、マフラー１９の上端Ｐ１は、後輪８と重なっ
ている。マフラー１９の前端Ｐ５は、ラジエータ本体１７２の下面の仮想延長線Ｌ３より
も上方に位置する。
【００５１】
　図５に示すように、平面視において、マフラー１９は、ラジエータ１７の後方に配置さ
れている。平面視において、マフラー１９の一部は、ラジエータ１７よりも車幅方向にお
ける内方に配置されている。具体的には、本体管部４２の内側端は、ラジエータ１７より
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も車幅方向における内方に配置されている。なお、エンジン１１の側方には、トランスミ
ッション２７が配置されている。
【００５２】
　図１及び図６に示すように、鞍乗型車両１は、折りたたみ式のタンデムフートレスト２
８を備えている。図６に示すように、タンデムフートレスト２８は、使用状態Ｓ１と収納
状態Ｓ２とに姿勢を変更可能に設けられる。タンデムフートレスト２８は、ラジエータ１
７よりも車幅方向における外方に位置する。タンデムフートレスト２８の上面は、タンデ
ムライダーが足を乗せるための足載せ面２８１を含む。タンデムフートレスト２８が使用
状態Ｓ１で、マフラー１９の外側端は、タンデムフートレスト２８の足載せ面２８１の内
側端よりも、車幅方向における内方に位置する。具体的には、タンデムフートレスト２８
が使用状態Ｓ１で、本体管部４２の外側端は、タンデムフートレスト２８の足載せ面２８
１の内側端よりも、車幅方向における内方に位置する。タンデムフートレスト２８が使用
状態Ｓ１で、第１マフラーカバー３５の外側端は、タンデムフートレスト２８の足載せ面
２８１の内側端よりも、車幅方向における内方に位置する。
【００５３】
　図７は、車両スタンド６１が使用状態での鞍乗型車両１の一部を示す側面図である。車
両スタンド６１の下端部は、使用状態で後輪８の底部よりも下方に位置している。車両ス
タンド６１は、使用状態で鞍乗型車両１を支持する。なお、図７では、理解の容易のため
、ラジエータカバー１７１と第１マフラーカバー３５とが省略されている。図７に示すよ
うに、ラジエータ１７は、ラジエータキャップ１７３と、ラジエータファン１７４とを含
む。ラジエータキャップ１７３は、ラジエータ本体１７２の上面に取り付けられる。ラジ
エータファン１７４は、ラジエータ本体１７２の側方に配置される。
【００５４】
　図７に示すように、エンジンユニット７は、ブラケット２９をさらに含む。ブラケット
２９は、エンジン１１に取り付けられている。具体的には、ブラケット２９は、第１固定
部２９１と第２固定部２９２とを含む。第１固定部２９１と第２固定部２９２とは、ブラ
ケット２９の前端部に設けられている。ブラケット２９は、第１固定部２９１と第２固定
部２９２とにおいてエンジン１１に固定されている。また、ブラケット２９の後縁部２９
３は、マフラー１９に固定されている。ブラケット２９の後縁部２９３は、マフラー１９
の円錐部４３と本体管部４２とに溶接されている。これにより、ブラケット２９は、マフ
ラー１９を片持ち状態で支持している。すなわち、ブラケット２９は、マフラー１９の一
端を支持しており、マフラー１９の他端は支持されていない。また、ブラケット２９は、
凹部２９４を含む。凹部２９４は、第１固定部２９１と第２固定部２９２との間に配置さ
れている。エンジン１１には、オイルレベルゲージ３０が取り付けられており、凹部２９
４を通してオイルレベルゲージ３０にアクセス可能となっている。オイルレベルゲージ３
０は、エンジン１１のオイルレベルを確認するための部材である。オイルレベルゲージ３
０は、ラジエータ１７の後方に配置されている。
【００５５】
　本体管部４２の中心軸線Ａｘ１は、後斜め上方へ向かって延びている。車両側面視にお
いて、ラジエータ本体１７２の上面の仮想延長線Ｌ４とマフラー１９との交点Ｐ６は、仮
想垂直線Ｌ５よりも前方に位置している。仮想垂直線Ｌ５は、後輪８の回転中心Ｐ７を通
り仮想延長線Ｌ４に対して垂直な仮想線である。車両側面視において、ラジエータキャッ
プ１７３の上面の仮想延長線Ｌ６とマフラー１９との交点Ｐ８は、仮想垂直線Ｌ５よりも
前方に位置する。車両側面視において、仮想線Ｌ７と、本体管部４２の中心軸線Ａｘ１と
の交点Ｐ１０は、後輪８の回転中心Ｐ７よりも前方に位置する。仮想線Ｌ７は、ラジエー
タファン１７４の回転中心Ｐ９と後輪８の回転中心Ｐ７とを結ぶ仮想線である。
【００５６】
　図７においても、マフラー１９の後端Ｐ３は、車両側面視において、後輪８と重なって
いる。マフラー１９の後端Ｐ３は、仮想垂直線Ｌ５よりも後方、且つ、後輪８の回転中心
Ｐ７を通り仮想延長線Ｌ４に対して平行な仮想平行線（本実施形態では、仮想線Ｌ７と一
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致）よりも上方に位置する。なお、マフラー１９の後端Ｐ３は、第２マフラーカバー３６
の後端を意味する。また、車両側面視において、外管３１の後端Ｐ１２は、ホイール２５
の内周面よりも内径側に位置する。外管３１の後面３１１全体が、ホイール２５の内周面
よりも内径側に位置する。
【００５７】
　マフラー１９の前端Ｐ５は、ラジエータ１７の下端よりも上方に位置している。車両側
面視においてマフラー１９の前端Ｐ５は、オイルレベルゲージ３０の下方に配置される。
マフラー１９の前端Ｐ５は、ラジエータ本体１７２の下面の仮想延長線Ｌ３よりも上方に
位置している。車両側面視において、円錐部４３は、オイルレベルゲージ３０の後方に位
置する。車両側面視において、円錐部４３は、折りたたまれた状態すなわち収納状態の車
両スタンド６１の上方に配置される。
【００５８】
　本実施形態に係る鞍乗型車両１では、マフラー１９の前端Ｐ５は、ラジエータ本体１７
２の下面の仮想延長線Ｌ３よりも上方に位置している。また、マフラー１９の後端Ｐ３は
、車両側面視において、後輪８と重なる。従って、マフラー１９が従来よりも水平方向に
対して急角度で傾斜して配置される。これにより、マフラー１９の後端Ｐ３とエンジンユ
ニット７の揺動中心との間の距離が短くなるので、エンジンユニット７の支持構造にかか
る負荷が低減される。その結果、エンジンユニット７の大型化を抑えることができる。な
お、マフラー１９を従来よりも急角度で傾斜して配置する場合、マフラー１９の前端Ｐ５
の位置が低くなると、鞍乗型車両１のバンク角が小さくなってしまう可能性がある。しか
し、本態様に係る鞍乗型車両１では、マフラー１９の前端Ｐ５は、ラジエータ本体１７２
の下面の仮想延長線Ｌ３よりも上方に位置しているので、バンク角が小さくなってしまう
ことを抑えることができる。
【００５９】
　車両側面視において、ラジエータキャップ１７３の上面の仮想延長線Ｌ６とマフラー１
９との交点Ｐ８は、仮想垂直線Ｌ５よりも前方に位置する。従って、マフラー１９が従来
よりも水平方向に対して急角度で傾斜して配置される。
【００６０】
　車両側面視において、マフラー１９の後端Ｐ３は、仮想垂直線Ｌ５よりも後方、且つ、
仮想平行線Ｌ７よりも上方に位置する。従って、マフラー１９の後端Ｐ３が従来よりも前
方に配置される。
【００６１】
　車両側面視において、外管３１の後端Ｐ１２は、ホイール２５の内周面よりも内径側に
位置する。従って、外管３１の後端Ｐ１２が従来よりも前方に配置される。
【００６２】
　車両側面視において、仮想線Ｌ７と、本体管部４２の中心軸線Ａｘ１との交点Ｐ１０は
、後輪８の回転中心Ｐ７よりも前方に位置する。従って、マフラー１９が従来よりも水平
方向に対して急角度で傾斜して配置される。
【００６３】
　車両側面視において、マフラー１９の後端Ｐ３は、エンジン１１の上端Ｐ２よりも上方
に位置する。従って、マフラー１９が従来よりも水平方向に対して急角度で傾斜して配置
される。
【００６４】
　マフラー１９の外側端は、使用状態でのタンデムフートレスト２８の足載せ面２８１の
内側端よりも、車幅方向における内方に位置する。従って、マフラー１９の車幅方向への
張り出しが抑えられる。このため、マフラー１９の支持強度を容易に確保することができ
る。
【００６５】
　車両側面視においてマフラー１９の前端Ｐ５は、オイルレベルゲージ３０の下方に配置
される。このため、オイルレベルゲージ３０へのアクセス性の低下を抑えると共に、マフ
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ラー１９の配置の自由度を向上させることができる。
【００６６】
　車両側面視において、円錐部４３は、オイルレベルゲージ３０の後方に位置する。マフ
ラー１９をオイルレベルゲージ３０に近接して配置することができると共に、オイルレベ
ルゲージ３０へのアクセス性の低下を抑えることができる。
【００６７】
　車両側面視において、円錐部４３は、折りたたまれた状態の車両スタンド６１の上方に
配置される。このため、マフラー１９が車両スタンド６１の動作に干渉することを抑える
ことができると共に、マフラー１９の配置の自由度を向上させることができる。
【００６８】
　マフラー１９の前端Ｐ５は、ラジエータ１７の下端よりも上方に位置している。これに
より、バンク角が小さくなってしまうことを抑えることができる。
【００６９】
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
【００７０】
　鞍乗型車両１には、自動二輪車、不整地走行用車両（ＡＬＬ－ＴＥＲＲＡＩＮ　ＶＥ
ＨＩＣＬＥ）、スノーモービルが含まれる。また、自動二輪車には、スクータ、モペット
が含まれる。
【００７１】
　マフラー１９の内部の構造は、上記の実施形態の構造から変更されても良い。
【００７２】
　マフラー１９の前端Ｐ５の位置は、上記の実施形態で述べた位置に限られない。マフラ
ー１９の前端Ｐ５の位置は、少なくとも、ラジエータ本体１７２の下面の仮想延長線Ｌ３
よりも上方に位置していればよく、その他の配置については変更されてもよい。
【００７３】
　マフラー１９の後端Ｐ３の位置は、上記の実施形態で述べた位置に限られない。マフラ
ー１９の後端Ｐ３の位置は、少なくとも、車両側面視において後輪８と重なる位置であれ
ばよく、その他の配置については変更されてもよい。
【００７４】
　上記の実施形態の各種の仮想線あるいは各種の交点の位置は、上記の実施形態で述べた
位置に限られない。ただし、これらの仮想線あるいは交点の位置は、マフラー１９の傾斜
角度と、ラジエータ１７やエンジン１１或いは他の部材との位置関係に基づいて定まるも
のである。従って、従来よりもマフラー１９を急な角度で配置することにより、エンジン
１１ユニット７の大型化を抑えるためには、上記のような仮想線あるいは交点の位置が好
ましい。
【産業上の利用可能性】
【００７５】
　本発明によれば、エンジンの側方に配置されるラジエータを備える鞍乗型車両において
、エンジンユニットの大型化を抑えることができる。
【符号の説明】
【００７６】
１　　　鞍乗型車両
２　　　車体フレーム
８　　　後輪
１１　　エンジン
１７　　ラジエータ
１８　　外排気管
１９　　マフラー
２５　　ホイール
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２６　　タイヤ
２８　　タンデムフートレスト
３０　　オイルレベルゲージ
３１　　外管
３２　　内排気管
４１　　第１開口部
４３　　円錐部
６１　　車両スタンド
１７２　ラジエータ本体
１７３　ラジエータキャップ
１７４　ラジエータファン

【図１】 【図２】
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