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(57) 要約 : 弁はね装置(16A) は、互いに直列に組合
わされた第 1 のコ イルはね(41) と、第 2 のコ イルは
ね(42) とを備えている。第 2 のコイルはね(42)の内径
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と第 2 のコイルはね(42)の端部 (42b) とが接続部材 (43)
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2 のコ イルはね(42) は、軸線 (X)方向に圧縮 された状
態で、シ リンダ ッド(10) とリテーナ (22) との間に直
列に配置されている。 コイルはね(41,42) の内側にバ
ルブ(15)の軸 |5(2O)が挿通 している。



IE, IS, IT, LT,LU, LV,MC, MT, 1皿 Nの_, PL, PT, Rの_, SE, 添付公開書類
SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,
GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).



明 細 苫

弁はね装置と、それを用いたエンジンの動弁機構

技術分野

０００1 本発明は、例えば自動亜等のエンジンに設けられる弁はね装置と、該弁はね装置

を用いた動弁機構 (va ve a n)に関する。

背景技術

０００2 内燃機関 (以下、単にエンジンと称する) の動弁機構は、吸気 ( n ake)用および排気

(ex haus )用のバルブと、弁はねと、駆動機構などを含んでいる。前記各バルブは、そ

れぞれ、シリンダヘッドに形成されたポートを開閉する。前記弁はねは、前記バルブ

を閉弁方向に付勢する。前記駆動機構は、前記バルブを開弁方向に駆動する力ム

を備えている。弁はねの取付け荷重および最大荷重は、エンジンの高回伝時にバル

ブがジヤン ( ump)やバウンス(bo u c
。)を起こさないよぅに適切な値に設定されてレ巧

。ジヤンプは、力ムによって高速で開閉されるバルブが、最大リフト付近において所定

の開弁位置よりも跳ね上がる現象である。バウンスは、力ムの回伝に伴ってバルブが

閉じたときにバルブが弁座から反発し、全閉状態を維持できなくなる現象である。

０００3 エンジンの高回伝時に弁はねが高速で駆動されると、弁はねがザ一ジングを起こ

すことが知られている。ザ一ジングが起きると、弁はねの荷重が変動する。特に、ザ一

ジングによって弁はねが 自ら圧縮する方向に擁むことによる荷重の低下が、ジヤンプ

やバウンスの原因となる。このため弁はねの最大荷重はザ一ジングを考慮して高め

に設定されている。しかし弁はねの荷重が高くなればなるほど、動弁系のフリクション

ロスが大きくなり、エンジンの燃費を悪ィヒさせる原因となる。このため、弁はねの荷重

を 、さくすることが望まれている。

０００4 一方、ザ一ジングが増大することを防ぐために、不等2段ピッチの弁はねが提案さ

れている。不等2段ピッチの弁はねは、素線の巻き部間のピッチが 、さい密巻き部分

と、ピッチが大きい粗巻き部分とを有している。ザ一ジングが発生したときに、前記密

巻き部分が接触と離反を繰り返すことにより、ザ一ジングをある程度抑制することがで

きる。



０００5 しかし前記不等2段ピッチの弁はねは、ザ一ジングが増大したときに共振振動数に

よってほ前記密巻き部分と粗巻き部分の双方が振動し、荷重が低下する。このため、

ジヤンプやバウンスを抑制できないことがある。しかも不等2段ピッチの弁はねは、ザ

一ジングの捻り波が、粗巻き部分から密巻き部分に伝播する。このため、特に大きな

ザ一ジングに対してザ一ジング抑制効果が 、 、刮 とレぢ問題があった。

０００6 ザ一ジングを防止するための弁はね装置が、日本の特開2０００ ０7０5号公報

に記載されている。この弁はね装置では、圧縮コイルはねからなる弁はねと、弾性変

形可能なかソシヤとが直列に配置されている。そして弁はねに生じるザ一ジ波を前記

少ソシヤによって弾性的に吸収するよぅに構成されている。

発明の開示

０００7 前記の特開2０００ ０7０5号公報の弁はね装置は、2種類のばね (圧縮コイル

はねと、弾性変形可能なワッシヤ) が直列に配置されるため、弁はね装置の軸線方向

の長さ (セット高刮が大きくなる。このためエンジンの高回伝時等に大きな慣性力が

発生し、種々の問題を生じるだけでなく、動弁機構が大きくなるためエンジン上部が

大きくなるといぅ問題がある。

０００8 従って本発明の目的は、ザ一ジングを抑制でき、しかも軸線方向の寸法を 、さくす

ることができる弁はね装置と、それを用いたエンジンの動弁機構を提供することにある

０００9 本発明は、エンジンのポートに設けられたバルブを閉弁方向に付勢する弁はね装

置であって、該弁はね装置は、前記バルブのリテーナ側に配置される第 のコイルば

ねと、シリンダヘッド側に配置されかつ前記第 のコイルはねと直列に接続される第2

のコイルばねとを具備している。第 の発明では、前記第2のコイルばねの内径が前

記第 のコイルはねの外径よりも大きく、前記第 のコイルはねの端部を含む軸線方

向の一部が前記第2のコイルばねの内側に挿入されている。第2の発明では、前記

第 のコイルばねの内径が前記第2のコイルばねの外径よりも大きく、前記第2のコイ

ルばねの端部を含む軸線方向の一部が前記第 のコイルはねの内側に挿入されて

いる。いずれの場合も、前記第 のコイルはねの端部と前記第2のコイルはねの端部

とが接続部材によって互いに接続されている。また、前記バルブの軸部が前記第 の



コイルはねと第2のコイルはねの内側を挿適し、前記第 のコイルはねと第2のコイル

はねか前記リテーナと前記シリンタヘ外 との間に圧縮した状態て取付けられている

。第 のコイルはねと第2のコイルはねは、互いに典なるはね特性を有している。

００1０ 本発明によれは、互いにはね特性か典なる第 のコイルはねと第2のコイルはねを

直列に組合わせたことによりザ一シンクの発生を抑制することかてきる。しかも2種類

のコイルはねか「入れ子」状に配置されるため、軸線方向の合計長さ (セオ高ぎか
」大きくなることを抑制てき、高速て往復運動する動弁機構の慣性力幻椿くすること

かてきる。これら第 のコイルはねと第2のコイルはねは互いに別体てある。このため

弁はね装置に要大される耐ザ一シンク特性およひセオ高さ等に応して、互いに典

なるはね特性を有する第 のコイルはねと第2のコイルはねを適宜に選択して組合わ

せることにより、所望の弁はね装置を得ることかてきる。

００11 この発明の好ましい形態の弁はね装置ては、前記ハルフのリフト呈か所定の値を

超えたとき、前記第 のコイルはねと第2のコイルはねのいすれか一方の素線の少な

くとも一部か笘若する。あるいは、前記ハルフか閉弁位置にあるときに前記第 のコイ

ルはねと前記第2のコイルはねのいすれか一方の素線の少なくとも一部か笘若する

よぅに構成されていてもよい。

００12 また、前記第2のコイルはねか圧縮され予荷重か与えられた状態て咳コイルはねか

所定長さ以上伸ひないよぅにストノパによって拘束され、ハルフのリフト呈か小刮ぢ

ちは前記第 のコイルはねのみか圧縮されて擁み、ハルフのリフト呈か所定値を越え

たときに前記第2のコイルはねか前記所定長さ以下に圧縮されて擁むよぅに構成され

００13 本発明の動弁機構は、前記弁はね装置と、ェンシンのシリンタヘ外 に形成された

ポートを開閉する弁体と軸部およひリテーナを有するハルフと、回伝する力ムによっ
て前記ハルフの前記軸部を前記弁体の開弁方向に駆動する駆動機構とを具備して

いる。

図面の簡単な説明

００14 図 図 は、本発明の第 の実施形態に係る弁はね装置を備えた動弁機構の断面

図てある。



図2 図2は、本発明の第2の実施形態に係る弁はね装置を備えた動弁機構の断面

図てある。

図3 図3は、本発明の第3の実施形態に係る弁はね装置を備えた動弁機構の断面

図てある。

図4 図4は、本発明の第4の実施形態に係る弁はね装置を備えた動弁機構の断面

図てある。

図5 図5は、本発明の第5の実施形態に係る弁はね装置を備えた動弁機構の断面

図てある。

発明を実施するための最良の形態

００15 以下に本発明に係る弁はね装置の第 の実施形態について、図 を参照して説明

する。図 に示されるよぅに、エンシンのシリンタヘノト ０に吸気ポート か形成され

ている。シリンタヘノト ０に吸気用の動弁機構 2か設けられている。吸気用の動弁

機構 2は、ハルフ (吸気ハルフ) 5と、弁はね装置 6 と、駆動機構 7なとを含ん

ている。ハルフ 5は、吸気ポート を開閉する。弁はね装置 6 は、ハルフ 5を閉

弁方向に付勢する。駆動機構 7は、ハルフ 5を開弁方向に駆動する。

００16 シリンタヘノト ０に、排気ポート(図示せす) と、排気ポートを開閉するための排気

用の動弁機構 (図示せす) か設けられている。排気用の動弁機構は吸気用の動弁機

構 2とほほ同様に構成されているため説明を省略し、以下に吸気用の動弁機構 2

を代表して説明する。

００17 吸気ポート に設けられたハルフ 5は、軸部2０と、弁体2 と、リテーナ22なとを

備えている。軸部2０は軸線Xを有している。弁体2 は、吸気ポート を開閉する。

はね受け部材として機能するリテーナ22は、軸部2０の端部に取付けられている。軸

部2０は軸線X方向に延ひている。軸部2０は、シリンタヘノト ０に設けられた筒形の

ハルフカイト23に挿入されている。軸部2０はリテーナ22と一体に軸線X方向に往復

移動することかてきる。

００18 駆動機構 7は、力ムシヤフト3０と、力ムシヤフト3０に取付けられた力ム3 と、伝達

部材32とを含んている。伝達部材32は、ハルフ 5と力ム3 との間に配置されている

。力ム3 は、エンシンのクランクシヤフト(図示せす) の回伝に伴って、力ムシヤフト3０



を中心として図 に矢印 で示す方向に回伝する。

００19 カム3 が矢印 方向に回伝すると、バルブ 5の軸部2０が伝達部材32を介して軸

線X方向に往復運動する。すなわちこのバルブ 5は、矢印 で示す開弁方向と、矢

印Cで示す閉弁方向に往復移動する。駆動機構 7の他の形態は、力ムによって駆

動されるロツカアーム (図示せず)を備え、ロッカアームによってバルブ 5を軸線X方

向に押すよぅに構成される。この場合にはロッカアームが伝達部材として機能する

弁はね装置 6 は、シリンダヘッド ０に設けられたばね受け部4０と、前記リテーナ

22との間に配置されている。この弁はね装置 6 は、圧縮コイルはねからなる第 の

コイルばね4 と、圧縮コイルばねからなる第2のコイルばね4 2と、接続部材4 3とを備

えている。接続部材4 3は、コイルばね4 42どぅしを直列に接続している。第 のコ

イルばね4 と第2のコイルばね4 2は、リテーナ22とばね受け部4０との間に、圧縮さ

れた状態で配置されている。バルブ 5の軸部2０には、駆動機構 7によって軸荷重

Pが加わる。軸荷重Pは、軸線Xに沿って、第 のコイルはね4 と第2のコイルはね4 2

を圧縮する方向に加わる。

００2０ 第 のコイルばね4 は、ばね鋼からなる素線4 aを螺旋状に巻回してなる。このコイ

ルばね4 は、図 において上側に位置する第 の端部4 bと、下側に位置する第2

の端部4 cとを有している。第 の端部4 bの端面は、リテーナ22に当接している。

第2のコイルばね4 2も、ばね鋼からなる素線42a を螺旋状に巻回してなる。このコイ

ルばね4 2は、図 において上側に位置する第 の端部42b と、下側に位置する第2

の端部42c とを有している。第2の端部42c の端面は、ばね受け部4０に当接している

。本実施形態では、第 のコイルはね4 の巻き数が第2のコイルはね4 2の巻き数より

も多い。しかし第 のコイルはね4 と第2のコイルはね4 2の巻き数が同等であっても

よレ七、あるいは第2のコイルばね4 2の巻き数が第 のコイルばね4 の巻き数より多

くてもよい。

００2 1 第2のコイルばね4 2の内径 (コイル内径 ) は、第 のコイルばね4 の外径 (コイル外

径 ) よりも大きい。第 のコイルはね4 の下部、すなわち第2の端部4 cを含む軸線X

方向の一部が、第2のコイルばね4 2の内側に挿入されている。つまり第 のコイルば

ね4 と第2のコイルはね4 2とが 「入れ子」状に配置されている。しかもこれらコイルは



ね4 42か直列に接続されている。

００22 接続部材4 3は、内側のはね座44と、外側のはね座4 5と、連結部4 6とを有している

。連結部4 6は、はね座44 45間に位置している。連結部4 6は、軸線X方向に延ひ

ている。内側のはね座44に、第 のコイルはね4 の第2の端部4 cか当接している。

外側のはね座4 5に、第2のコイルはね4 2の第 の端部42b か当接している。接続部

材4 3によって、第 のコイルはね4 と第2のコイルはね4 2の径方向の相対位置か規

制されている。

００23 接続部材4 3の中心部に貫通孔4 7か形成されている。この貫通孔4 7に、ハルフ 5

の軸部2０とハルフカイト23か挿通されている。ハルフ 5の軸部2０とハルフカイト2

3は、コイルはね4 42の内部を軸線X方向に挿通している。

００24 第 のコイルはね4 の取付け状態ての長さは てある。第2のコイルはね4 2の取

付け状態ての長さはS 2てある。本実施形態ては、第 のコイルはね4 の一部か第2

のコイルはね4 2の内側に挿入されている。このため、弁はね装置 6 の長さS 3は、

第 のコイルはね4 の長さ と第2のコイルはね4 2の長さS 2の和よりも短い。よって

2種類のコイルはね4 42を備えていなから、弁はね装置 6 のセノト高さを低くす

ることかてきるとともに、ハルフ 5の軸部2０を短くすることか可能てある。このため高

速て往復運動する動弁機構 2の慣性力を低減させることかてきる。

００25 本実施形態の第2のコイルはね4 2の素線42a の径は、第 のコイルはね4 の素線

4 aの径と同してある。しかし第2のコイルはね4 2の素線42a の径か第 のコイルは

ね4 の素線4 aの径よりも大きくもよいし、第 のコイルはね4 の素線4 aの径か第

2のコイルはね4 2の素線42a の径よりも大きくてもよい。要するに弁はね装置 6 の

仕様に応して、各コイルはね4 42の素線径と巻き数、コイル径なとか選択される。

００26 以下に本実施形態 (図 ) の弁はね装置 6 を備えた動弁機構 2の作用について

説明する。

ェンシンか回伝すると、クランクシヤフトの回伝に連動して駆動機構 7の力ム3 か

図 に矢印 て示す方向に回伝する。力ム3 か回伝することにより、ハルフ 5か図

に2点鎖線て示す開弁位置に向かって移動する。

００27 例えは、図 に示す状態から力ム3 か矢印 方向に回伝すると、第 の力ム面3 a



に連なる第2の力ム面3 bによってバルブ 5の軸部2０が矢印 方向に押される。こ

のことにより、バルブ 5が図 に2点鎖線で示す開弁位置に向かってリフトするととも

に、第 のコイルはね4 と第2のコイルはね4 2が同時に圧縮される。

００28 バルブ 5のリフト呈が所定値を越えると、第2のコイルばね4 2の素線42a の少なくと

も一部が密着する。そしてヵム3 の頂部3 cがバルブ 5を押したときに、コイルばね

4 42の圧縮呈が最大となり、バルブ 5が開弁位置 (最大リフト位置) に達する。バ

ルブ 5が最大リフト位置を過ぎると、前記とは逆に第 のコイルばね4 と第2のコイル

ばね4 2が伸び側に擁むことにより、バルブ 5が図 に実線で示す閉弁位置に戻る。

００29 このよぅに本実施形態のコイルはね4 42の荷重一擁み特性は、バルブ 5のリフ

ト呈が 、 、刮 ぅちはコイルはね4 42が圧縮されて擁み、リフト呈が増大する途中で

第2のコイルはね4 2の素線42a が密着するよぅに設定されている。

００3０ エンジンが高回伝数で逆伝されると、第 のコイルばね4 と第2のコイルばね4 2が

軸線X方向に高速で振動することにより、ザ一ジングを生じる可能性が出てくる。第

のコイルはね4 にザ一ジングが生じると、ザ一ジ波が第2のコイルはね4 2に伝播す

る。そして第2のコイルばね4 2が密着と離反を繰り返すことにより、弁はね装置 6

の固有振動数が変化する。このため第 のコイルばね4 のザ一ジングが抑制される

。このことにより、バルブ 5の慣性力が最大となる最大リフト付近での弁はね装置 6

の荷重を安定させることができる。

００3 1 本実施形態の弁はね装置 6 は、バルブ 5がリフトする途中で第2のコイルはね4

2の素線42a が密着するよぅに構成されている。しかしこれとは逆に、バルブ 5がリフ

トする途中で、第 のコイルばね4 の素線4 aが密着するよぅに構成されていてもよ

い０

００32 図2は、本発明の第2の実施形態に係る弁はね装置 6 を備えた動弁機構 2を示

している。弁はね装置 6 は、第 の実施形態の弁はね装置 6 と同様に、第 のコ

イルばね4 と、第2のコイルばね4 2とを備えている。第 のコイルばね4 は、リテー

ナ22に当接している。第2のコイルばね4 2は、シリンダヘッド ０によって支持されて

いる。コイルばね4 42は、リテーナ22とばね受け部4０との間に、圧縮された状態

で直列に配置されている。



００33 この実施形態の場合、第2のコイルばね4 2の外径 (コイル外径 ) が第 のコイルばね

4 の内径 (コイル内径 ) よりも 、 、刮 。第2のコイルはね4 2の端部42b を含む軸線X

方向の一部が、第 のコイルはね4 の内側に挿入されている。それ以外の構成は第

の実施形態の弁はね装置 6 と共通である。

００34 図2に示す閉弁位置から力ム3 が矢印 方向に回伝する。バルブ 5が開弁位置

に向かってリフトする途中で、第2のコイルばね4 2の素線42a の少なくとも一部が密

若する。この実施形態の弁はね装置 6 は、第 の実施形態の弁はね装置 6 と

同様に、ばね特性が典なる2種類のコイルはね4 42が直列に配置されている。こ

のことにより、ザ一ジングを抑制することができる。しかも弁はね装置 6 の軸線X方

向の長さS 3が大きくなることが抑制されている。なお、バルブ 5がリフトする途中で、

第 のコイルはね4 の素線4 aが密着するよぅに構成されていてもよい。

００35 図3は、本発明の第3の実施形態に係る弁はね装置 6Cを備えた動弁機構 2を示

している。この弁はね装置 6Cは、バルブ 5が閉弁位置にあるときに第2のコイルは

ね4 2の素線42a が密着している点で、第 の実施形態 (図 ) の弁はね装置 6 と相

違している。すなわちこの弁はね装置 6Cは、バルブ 5がリフトする前に、第2のコイ

ルばね4 2の素線42a が密着する。それ以外は第 の実施形態の弁はね装置 6 と

共通である。

００36 図3に示す閉弁位置から、力ム3 が矢印 方向に回伝する。力ム3 によって軸部2

0が押され、第 のコイルはね4 が圧縮されることにより、バルブ 5がリフトする。エン

ジンが高回伝数で逆伝され、第 のコイルはね4 が軸線X方向に高速で振動するこ

とによってザ一ジ波が生じると、ザ一ジ波が第2のコイルばね4 2に伝播する。そぅする

と第2のコイルはね4 2が密着と離反を繰り返し、高回伝数城で弁はね装置 6Cの固

有振動数が変化する。このことにより、ザ一ジングが抑制される。この実施形態の弁

はね装置 6 Cも、ばね特性が互いに典なる2種類のコイルはね4 42が、直列に配

置されている。しかし軸線X方向の長さS 3が大きくなることを抑制できる。

００37 図4は、本発明の第4の実施形態に係る弁はね装置 6 を備えた動弁機構 2を

示している。この弁はね装置 6 において、第 の実施形態の弁はね装置 6 と共

通の部位には、第 の実施形態の弁はね装置 6 と共通の符号が付されている。



００38 この弁はね装置 6 も、前記それそれの実施形態と同様に、第 のコイルはね4

と、第2のコイルはね4 2とを備えている。第 のコイルはね4 は、リテーナ22に当接し

ている。第2のコイルはね4 2は、シリンタヘノト ０によって支持されている。コイルは

ね4 42は、リテーナ22とシリンタヘノト ０との間に圧縮された状態て、直列に配

置されている。

００39 第2のコイルはね4 2の内径は、第 のコイルはね4 の外径よりも大きい。第 のコイ

ルはね4 の端部4 cを含む軸線X方向の一部か、第2のコイルはね4 2の内側に挿

入されている。コイルはね4 42によって、いわゆる「入れ子」状の組合わせはねか

構成されている。第 のコイルはね4 の端部4 cと第2のコイルはね4 2の端部42b と

か、接続部材4 3によって直列に接続されている。

００4０ 第 のコイルはね4 は、リテーナ22と接続部材4 3の内側のはね座44との間に圧

縮した状態て配置されている。第 のコイルはね4 の取付け状態ての長さは てあ

る。第 のコイルはね4 か駆動機構 7によって押されていないとき、このコイルはね

4 の長さは てある。第 のコイルはね4 の取付け荷重は、このコイルはね4 か長

さ のときに、軸線X方向に生しる反カてある。

００4 1 第2のコイルはね4 2は、ストノパ6０を有する保持部材6 によって、予め圧縮された

状態、すなわち予荷重を与えた状態て保持されている。第2のコイルはね4 2の取付

け状態ての長さは52てある。第2のコイルはね4 2に与えられた前記予荷重は、第

のコイルはね4 の前記取付け荷重よりも大きい。第2のコイルはね4 2の予荷重は、

第 のコイルはね4 の素線4 aの少なくとも一部か互いに笘若するまて圧縮されたと

きの軸荷重Pよりも大きい。または、第2のコイルはね4 2の予荷重は、第 のコイルは

ね4 の素線4 aか完全笘若状態近くまて圧縮されたときの軸荷重Pよりも大きい。

００42 コイルはね4 42の荷重一擁み特性は、軸荷重Pか所定値以下のときに第 のコ

イルはね4 のみか擁み、軸荷重Pか前記所定値を越えた状態において第 のコイル

はね4 と第2のコイルはね4 2の双方か擁む特性てある。

００43 以下に本実施形態 (図4)の弁はね装置 6 を備えた動弁機構 2の作用について

脱明する。

ェンシンか回伝すると、駆動機構 7の力ム3 か、図4に矢印 て示す方向に回伝



する。バルブ 5は、図4に実線で示す閉弁位置から、2点鎖線で示す開弁位置に向

かって矢印 で示す方向に移動する。第 の力ム面3 aは、第 のコイルはね4 の素

線4 aの少なくとも一部が密着または密着に近い状態になるまでは、第 のコイルは

ね4 のみを擁ませる。すなわち軸荷重Pが 、さレぢちは、第 のコイルばね4 のみが

圧縮されてその長さ が短くなってゆく。

００44 軸部2０が第2の力ム面3 bによって押され、軸荷重Pが増大すると、第 のコイルは

ね4 の素線4 aの少なくとも一部が互いに密着する。そうすると第 のコイルばね4

の荷重 (反力) が急に大きくなる。このため第2のコイルはね4 2も圧縮され、その長さ

S 2が短くなってゆく。そしてヵム3 の頂部3 cがバルブ 5を押したときに、バルブ

5が開弁位置 (最大リフト位置) となる。

００45 バルブ 5が最大リフト位置を過ぎると、前記とは逆に、第2のコイルばね4 2が伸び

ることにより、接続部材4 3がストッパ6０に当る。このため第2のコイルばね4 2は、取付

け長さS 2まで伸びた時点でストッパ6０によって保持される。さらに力ム3 が回伝して

バルブ 5が閉弁方向に移動する。このことにより、第 のコイルはね4 が取付け長さ

に復帰するとともに、バルブ 5が全閉状態となる。

００46 エン、ジンが高回伝数で逆伝され、第 のコイルはね4 が軸線X方向に高速で振動

すると、ザ一ジングを生じる可能性が出てくる。仮に第 のコイルばね4 にザ一ジン

グが発生しても、バルブ 5のリフト中に第 のコイルばね4 の素線4 aの少なくとも

一部が密着する。このことにより、圧縮方向 (軸線X方向) の変位が拘束される。この

ためバルブ 5に対する荷重の低下を抑制でき、バルブ 5がジヤンプやバウンスを生

じることを抑制できる。すなわちザ一ジングを無告化することができる。

００47 しかも本実施形態の弁はね装置 6 は、前記それぞれの実施形態と同様に、コイ

ルばね4 42が互いに軸線X方向に分かれている。このため、ザ一ジング発生時に

第 のコイルはね4 に発生するザ一ジ波が、第2のコイルはね4 2に伝播することを

防止できる。よってバルブ 5の慣性力が最大となる最大リフト付近での弁はね装置

6 の荷重を安定させることができる。

００48 これらのことにより、第 のコイルばね4 の荷重を従来の弁はねと比べて低く設定

することが可能となり、フリクションロスを低減することが可能である。また、ばね特性が



互いに典なる2種類のコイルはね4 42を備えていなから、コイルはね4 42か「入

れ子」状に配置されているため、軸線X方向の長さS 3を小さくすることかてきる。

００49 図5は、本発明の第5の実施形態に係る弁はね装置 6 を備えた動弁機構 2を示

している。この弁はね装置 6 も、前記弁はね装置 6 と同様に、ストノパ6０によっ
て、第2のコイルはね4 2に予荷重を与えている。第2のコイルはね4 2は、ストノパ6０

によって、取付け長さ52に保持されている。第2のコイルはね4 2の外径 (コイル外径

) は、第 のコイルはね4 の内径 (コイル内径 ) よりも小 、刮 。第2のコイルはね4 2の端

部42b を含む軸線X方向の一部か、第 のコイルはね4 の内側に挿入されている。

コイルはね4 42は、いわゆる「入れ子」状の組合わせはねを構成している。それ以

００5０ この弁はね装置 6 も、ストノパ6０によって第2のコイルはね4 2に予荷重か与えら

れている。このため、ハルフ 5のリフト呈か小刮づちは、第 のコイルはね4 のみか

圧縮されて長さ か小さくなってゆく。リフト呈か大きくなって、第 のコイルはね4

の少なくとも一部か密着状態になるかまたは密着状態近くになると、第2のコイルは

ね4 2も圧縮されるため、第2のコイルはね4 2の長さ52か小さくなってゆく。

００5 1 この実施形態 (図5) の弁はね装置 6 も、第4の実施形態 (図4)の弁はね装置 6

と同様の理由により、ザ一シンクを抑制することかてきる。しかもコイルはね4 42

か「入れ子」状に配置されているため、2種類のコイルはね4 42を備えていなから、

軸線X方向の長さS 3を小さくすることかてきる。

産業上の禾 用可能，生

００5 2 本発明は前記実施形態に限定されるものてはなく、本発明を実施するに当たって、

例えはハルフや駆動機構、第 のコイルはね、第2のコイルはね、接続部材をはしめ

として、発明の構成要素を適宜に変形して実施することかてきる。



請求の範囲

エンジンのポート( 1 1)に設けられたバルブ(15)を閉弁方向に付勢する弁はね装置( 1

6A 6C 6D)であって、

該弁はね装置は、

前記バルブ(15)のリテーナ(22)側に配置される第 のコイルはね(41)と、

シリンダヘッド( 1０)側に配置されかつ前記第 のコイルはね(41)と直列に接続される

第2のコイルばね(42)とを兵備し、かつ、

前記第2のコイルはね(42)の内径が前記第 のコイルはね(41)の外径よりも大きく、

前記第 のコイルはね(41)の端部(41c)を含む軸線 (X)方向の一部が前記第2のコイ

ルばね(42)の内側に挿入され、

前記第 のコイルはね(41)の端部(41c)と前記第2のコイルはね(42)の端部(42b)とが

接続部材 (43)によって互いに接続され、

前記バルブ(15)の軸部 (2０)が前記第 のコイルはね(41)と第2のコイルはね(42)の内

側を挿通し、

前記第 のコイルばね(41)と第2のコイルばね(42)が前記リテーナ(22)と前記シリンダ

ヘッド( 1０)との間に圧縮した状態で取付けられている。

2 エンジンのポート( 1 1)に設けられたバルブ(15)を閉弁方向に付勢する弁はね装置( 1

6B 6E)であって、

該弁はね装置は、

前記バルブ(15)のリテーナ(22)側に配置される第 のコイルはね(41)と、

シリンダヘッド( 1０)側に配置されかつ前記第 のコイルはね(41)と直列に接続される

第2のコイルばね(42)とを兵備し、かつ、

前記第 のコイルはね(41)の内径が前記第2のコイルはね(42)の外径よりも大きく、

前記第2のコイルはね(42)の端部(42b)を含む軸線 (X)方向の一部が前記第 のコイ

ルばね(41)の内側に挿入され、

前記第 のコイルはね(41)の端部(41c)と前記第2のコイルはね(42)の端部(42b)とが

接続部材 (4 )によって互いに接続され、



側を挿通し、

前記第 のコイルはね(41)と第2のコイルはね(42)が前記リテーナ(22)と前記シリンダ

ヘッド( 1０)との間に圧縮した状態で取付けられている。

3 請求項 または2に記載された弁はね装置において、

前記バルブ(15)のリフト呈が所定の値を超えたとき、前記第 のコイルはね(41)と前

記第2のコイルはね(42)のいずれか一方の素線(41a,42a)の少なくとも一部が密着す

る。

4 請求項 または2に記載された弁はね装置において、

前記バルブ(15)が閉弁位置にあるときに前記第 のコイルはね(41)と前記第2のコイ

ルばね(42)のいずれか一方の素線(41a,42a)の少なくとも一部が密着する。

5 請求項 または2に記載された弁はね装置において、

前記第2のコイルはね(42)が圧縮され予荷重が与えられた状態で該コイルはね(42)

が所定長さ以上伸びないよぅにストッパ (6０)によって拘束され、前記バルブ(15)のリフ

ト呈が 、 、刮 ぅちは前記第 のコイルはね(41)のみが圧縮されて擁み、前記バルブ(15

)のリフト呈が所定値を越えたときに前記第2のコイルはね(42)が前記所定長さ以下に

圧縮されて擁む。

6 ェンジンの動弁機構であって、

請求項 に記載された弁はね装置と、

ェンジンのシリンダヘッド( 1０)に形成されたポート( 1 1)を開閉する弁体 (21)と軸部 (2０)

およびリテーナ(22)を有するバルブ(15)と、

回伝する力ム(3 1)によって前記バルブ(15)の前記軸部 (2０)を前記弁体 (21)の開弁方

向に駆動する駆動機構(17)とを具備している。

7 ェンジンの動弁機構であって、

請求項2に記載された弁はね装置と、

ェンジンのシリンダヘッド( 1０)に形成されたポート( 1 1)を開閉する弁体 (21)と軸部 (2０)

およびリテーナ(22)を有するバルブ(15)と、

回伝する力ム(3 1)によって前記バルブ(15)の前記軸部 (2０)を前記弁体 (21)の開弁方

向に駆動する駆動機構 (17)とを具備している。



8 ェンジンの動弁機構であって、

請求項3に記載された弁はね装置と、

ェンジンのシリンダヘッド( 1０)に形成されたポート( 1 1)を開閉する弁体 (21)と軸部 (2０)

およびリテーナ(22)を有するバルブ(15)と、

回伝する力ム(3 1)によって前記バルブ(15)の前記軸部 (2０)を前記弁体 (21)の開弁方

向に駆動する駆動機構 (17)とを具備している。

9 ェンジンの動弁機構であって、

請求項4に記載された弁はね装置と、

ェンジンのシリンダヘッド( 1０)に形成されたポート( 1 1)を開閉する弁体 (21)と軸部 (2０)

およびリテーナ(22)を有するバルブ(15)と、

回伝する力ム(3 1)によって前記バルブ(15)の前記軸部 (2０)を前記弁体 (21)の開弁方

向に駆動する駆動機構 (17)とを具備している。

０ ェンジンの動弁機構であって、

請求項5に記載された弁はね装置と、

ェンジンのシリンダヘッド( 1０)に形成されたポート( 1 1)を開閉する弁体 (21)と軸部 (2０)

およびリテーナ(22)を有するバルブ(15)と、

回伝する力ム(3 1)によって前記バルブ(15)の前記軸部 (2０)を前記弁体 (21)の開弁方

向に駆動する駆動機構 (17)とを具備している。













INTERNATIONAL SEARCH REPORT International application No.

PCT/JP2008/064134
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

FOl五3/1 0(2006 . 0 1 ) i , F1 6F3/04 ( 2 0 0 6 . 0 1 ) i

According to International Patent Classi cation (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
F 0 1L3 / 1 0 , F 1 6 F 3 / 0 4

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2008
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2008 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2008

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

X Microfilm of the specification and drawings 1 , 2 , 6 , 7
Y annexed to the request of Japanese Utility 3 - 5 , 8 - 1 0

Model Application No. 011113/1979 (Laid-open
No. 112008/1980)
(Isuzu Motors Ltd.),
06 August, 1980 (06.08.80),
Full text; Fig. 3
(Family: none)

JP 8-177422 A (Nissan Motor Co., Ltd.), 3 , 4 , 8 , 9
09 July, 1996 (09.07.96) ,
Par. Nos. [0002] to [0005]; Figs. 3 to 4
(Family: none)

Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* Special categories of cited documents: "T" later document published after the international filing date or pπoπty
"A" document defining the general state of the art which is not considered to date and not in conflict with the application but cited to understand

be of particular relevance the pπnciple or theory underlying the invention

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
date considered novel or cannot be considered to involve an inventive

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is step when the document is taken alone

cited to establish the publication date of another citation or other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
special reason (as specified) considered to involve an inventive step when the document is

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means combined with one or more other such documents, such combination

"P" document published pπor to the international filing date but later than the being obvious to a person skilled in the art

pπoπty date claimed "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report
2 8 August , 2 0 0 8 ( 2 8 . 0 8 . 0 8 ) 0 9 September, 2008 ( 0 9 . 0 9 . 0 8 )

Name and mailing address of the ISA/ A thonzed officer
Japanese Patent Office

Facsimile No. Telephone No.
Form PCT/ISA/210 (second sheet) (April 2007)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT International application No.

PCT/JP2008/064134

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

Microfilm of the specification and drawings 5 , 1 0
annexed to the request of Japanese Utility
Model Application No. 081178/1977 (Laid-open
No. 9207/1979)
(Isuzu Motors Ltd.),
22 January, 1979 (22.01.79),
Full text; all drawings
(Family: none)

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (April 2007)



国際\ 調f l査_ 報告 国際出願番号- ノ ノ

A ・ 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 ( I P C ) )
IntCl F01L3/10 (2006. 01) i F16F3/04(2006. 01) i

B ・ 調査を行 た分野
調査を行 た最小限資料 (国際特許分類 ( I P C ) )

IntCl F01L3/10, F16F3/04

最小限資料以外の資料て調査を行 た分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1 9 2 2 - 1 9 9 6 午
日本国公開実用新案公報 1 9 7 1 2 0 0 8 午
日本国実用新案登録公報 1 9 9 6 2 0 0 8 午
日本国登録実用新案公報 1 9 9 4 2 0 0 8 午

国際調査て使用した電子テ タ ス (テ タ ス の名称、調査に使用した用譜 )

C ・ 関連する 認められる文献
引用文献の 関連する
カテ ホ 引用文献名 及ひ—部の箇所か関連する t きは、 その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号

X 日本国実用新案登録出願 54-0111 13 号 (日本国実用新案登録出願公開 1, 2, 6, 7
55-112008 号) の願苦に添付 した明細苦及び図面の内容を撮影 した•7

Y イク ィ ム す ビ 自動車株式会社 ) 1980 . 08 06, 全文、第 3 3-5, 8-10
図 (y ァ な し)

Y JP 8-177422 ( 日産自動車株式会社 ) 1996. 07. 09, 段落 [0002] 3, 4, 8, 9
[0005] 、図 3 4 {7 ァ な し)

洋 C 欄の続きにも文献か IJ 挙 されて る。 ヴ テ y ト ア y に関する別紙を参 B 。

ホ 引用文献の力テ y の日の役に公表 された文献
ΓA 特に関連のある文献てはな < 、 般的技術水準を示す ΓT 国際出願 日又は優先 日後に公表 された文献てあ て

もの 出願 矛盾するものてはな < 、発明の原理又は理論
ΓE 国際出願 日前の出願または特許てあるか、国際出願 日 の理解のために引用するもの

以後に公表 されたもの ΓX 特に関連のある文献てあ て、 当該文献のみて発明
ΓL 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性かな 考えられるもの

日若し< は他の特別な理 由を確立するために引用す ΓY J 特に関連のある文献てあ て、 当該文献 :他の 1以
る文献 (理由を付す) 上の文献 t の、当業者に て自明てある組合 に

ΓO 口頭によ る開示、使用、展示等に言及する文献 よ て進歩性かな 考えられるもの
r p 国際出願 日前て、か 優先権の主張の基礎 t なる出願 Γ& J 同 テ ト ア y 文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送 日
2 8 . 0 8 2 0 0 0 9 . 0 9 . 2 0 0 8

国際調査機関の名称及ひあて先 特許庁審査官 (権限のある職員 ) 3 G 3 7 2 8

日本国特許庁 1 A ノ J P ) 二之揚 正俊
郵便番号 1 0 0 8 9 1 5

東京都千代田区霞か関三T 4 番 3 号 電話番号 0 3 - 3 5 8 1 1 1 0 1 内線 3 3 5 5

様式 P C T ノ I S A ノ2 1 0 (第 2 - ) ( 2 0 0 7 午 4 月 )



国際洞査報告 国際出悼番号 ノ

C (続き) ・ 関連する と沼められる文献
引用文献の 関連する
テ ) 引用文献名 及ひ 部の箇所か関連する ときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号

日本国実用新案登録出願 52-081178 号 (日本国実用新案登録出願公開 5, 10

54-9207 号)の願菩に添付 した明細菩及ひ図面の内容を撮影
ク 7 ィJ ム す ビ 自動車株式会社) 1979. 01. 22, 全文、全図 (7

ァ な し)

様式 P C T ノ I S A ノ2 1 O (第 2 - の続き 2 O O 7 午 4 月


	front-page
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

