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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジンから排出された流通媒体をメインラジエータに導入して冷却した後、エンジン
へ再び導入する第１冷却経路と、
　前記第１冷却経路で冷却された流通媒体の一部をサブラジエータに導入してさらに冷却
した後、ＥＧＲクーラに導入すると共に、このＥＧＲクーラから排出された流通媒体をエ
ンジンへ再び導入する第２冷却経路と、
　前記サブラジエータに導入する第１冷却経路で冷却された流通媒体の流量を調整可能な
流量調整手段と、
　を備え、
　前記メインラジエータとサブラジエータを一体的に形成したラジエータを設けると共に
、このラジエータのタンクの内部を、流通孔を有するデバイドで仕切ることによりメイン
ラジエータのタンクとサブラジエータのタンクを形成し、
　前記流量調整手段を、前記デバイドの流通孔に対して所定の開口面積を確保するオリフ
ィスを有して開閉可能なピストンと、このピストンを駆動させる駆動手段で構成されたピ
ストン型のオリフィスバルブとしたことを特徴とするＥＧＲ装置。
【請求項２】
　請求項１記載のＥＧＲ装置において、
　前記第１冷却経路で冷却された流通媒体の一部をサブラジエータに導入してさらに冷却
した後、水冷式インタークーラ、ＥＧＲクーラの順に導入したことを特徴とするＥＧＲ装
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置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＥＧＲ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自動車のエンジンでは、排気系から排気ガスの一部を抜き出して吸気系へと戻し
、エンジン内での燃料の燃焼を抑制させて燃焼温度を下げることによりＮＯｘの発生を低
減するようにしたＥＧＲ（Exhaust Gas Recirculation）装置の技術が公知になっている
（特許文献１、２参照）。
【０００３】
　このようなＥＧＲ装置では、図７に示すように、エンジン０２からエキゾーストマニホ
ールド０８ｄを介して排気ガスの一部をＥＧＲクーラ０５に導入する一方、このＥＧＲク
ーラ０５から排出された排気ガスをターボチャージャー０３のコンプレッサ０３ａ及びイ
ンタークーラ０４を介して吸気管０８ａと接続されたインテークマニホールド０８ｃに導
入するようにしている。
  また、ＥＧＲクーラ０５は、エンジン０２とラジエータ０６を循環する流通媒体の一部
を導入して排気ガスと熱交換させることにより排気ガスの温度を低下させるようになって
いる。
【０００４】
　そして、近年、主にエンジン出力の向上に対応してラジエータに高い冷却性能が要求さ
れている。
  そこで、ラジエータを大型化することが考えられるが、設置スペース、重量、及び製造
コスト等を考慮すると、ラジエータのコアサイズを拡大には限界があるため、図８に示す
ように、メインラジエータ０６ａとサブラジエータ０６ｂを並列に繋いで設置したり、図
９に示すように、メインラジエータ０６ａとサブラジエータ０６ｂを直列に繋いで設置す
るようにしている。
【特許文献１】特開２００４－１３２１８０号公報
【特許文献２】特開２００３－２７８６０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の発明において、図８で説明したラジエータとサブラジエータを並
列に繋いだ場合には、流通媒体の温度が比較的高く、ＥＧＲクーラで排気ガスを十分に冷
却できないという問題点があった。
  また、図９で説明したラジエータとサブラジエータを直列に繋いだ場合には、エンジン
低負荷時であってもラジエータの流通媒体の全量をサブラジエータに流通させなければな
らず、無駄が多いという問題点があった。
【０００６】
　なお、ラジエータの冷却経路とＥＧＲクーラの冷却経路とを完全に分けて設置した場合
には、流通媒体を循環させるポンプや配管等の部品を２経路の分だけ設置しなければなら
ず、製造コストが大幅にアップしてしまう。
【０００７】
　本発明は上記課題を解決するためになされたものであって、その目的とするところは、
ラジエータの高い冷却性能の要求に対向しつつ、ＥＧＲクーラを流通する排気ガスを冷却
できるＥＧＲ装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の請求項１記載の発明では、エンジンから排出された流通媒体をメインラジエー
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タに導入して冷却した後、エンジンへ再び導入する第１冷却経路と、前記第１冷却経路で
冷却された流通媒体の一部をサブラジエータに導入してさらに冷却した後、ＥＧＲクーラ
に導入すると共に、このＥＧＲクーラから排出された流通媒体をエンジンへ再び導入する
第２冷却経路と、前記サブラジエータに導入する第１冷却経路で冷却された流通媒体の流
量を調整可能な流量調整手段と、を備え、前記メインラジエータとサブラジエータを一体
的に形成したラジエータを設けると共に、このラジエータのタンクの内部を、流通孔を有
するデバイドで仕切ることによりメインラジエータのタンクとサブラジエータのタンクを
形成し、前記流量調整手段を、前記デバイドの流通孔に対して所定の開口面積を確保する
オリフィスを有して開閉可能なピストンと、このピストンを駆動させる駆動手段で構成さ
れたピストン型のオリフィスバルブとしたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の請求項１記載の発明では、エンジンから排出された流通媒体をメインラジエー
タに導入して冷却した後、エンジンへ再び導入する第１冷却経路と、前記第１冷却経路で
冷却された流通媒体の一部をサブラジエータに導入してさらに冷却した後、ＥＧＲクーラ
に導入すると共に、このＥＧＲクーラから排出された流通媒体をエンジンへ再び導入する
第２冷却経路を備えるため、ラジエータの高い冷却性能の要求に対向しつつ、ＥＧＲクー
ラを流通する排気ガスを冷却できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、この発明の実施例を図面に基づいて説明する。
【実施例１】
【００１１】
　以下、実施例１を説明する。
  図１は本発明の実施例１のＥＧＲ装置のシステム構成図、図２は本実施例１のＥＧＲ装
置の制御ロジックを示す図、図３はラジエータとサブラジエータを一体的に形成したラジ
エータの一例を示す図、図４は同ラジエータのタンクの内部と流量調整制御弁の全閉状態
を示す図（ａ）と全開状態を示す図（ｂ）、図５はラジエータとサブラジエータを一体的
に形成した熱交換器の他の例を示す図、図６は同ラジエータのタンクの内部と流量調整制
御弁の全閉状態を示す図（ａ）と全開状態を示す図（ｂ）である。
【００１２】
　先ず、全体構成を説明する。
  図１に示すように、本実施例１のＥＧＲ装置１では、ディーゼル機関であるエンジン２
と、ターボチャージャー３と、水冷式インタークーラ４と、空冷式インタークーラ５と、
ＥＧＲクーラ６と、メインラジエータ７と、サブラジエータ８が備えられている。
【００１３】
　また、図示を省略するエアクリーナから導いた吸気を、吸気管９ａを介してターボチャ
ージャー３のコンプレッサ３ａへ導入して加圧し、さらに、接続管9b,9cを介して水冷式
インタークーラ４及び空冷式インタークーラ５の順に導入して冷却した後、インテークマ
ニホールド９ｄを介してエンジン２の各気筒（図示せず）に分配するようにしている。
【００１４】
　また、エンジン２から排出された排気ガスを、エキゾーストマニホールド９ｅを介して
ターボチャージャー３のタービン３ｂへ導入して駆動した後、排気管９ｆから車外へ排出
するようにしている。
【００１５】
　また、エキゾーストマニホールド９ｅの分岐部ａから排気ガスの一部を、接続管９ｇを
介してＥＧＲクーラ５に導入して冷却した後、接続管９ｈを介してインテークマニホール
ド９ｄの合流部ｂで吸気と合流させるようにしている。
【００１６】
　一方、エンジン２から排出された高温の流通媒体を、接続管９ｉを介してメインラジエ
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ータ７に導入して冷却した後、接続管9j,9k及び流量調整制御弁１０を介してエンジンへ
再び導入する第１冷却経路（破線矢印で図示）を構成している。
【００１７】
　また、流量調整制御弁１０で分岐された流通媒体の一部を、接続管９ｍを介してサブラ
ジエータ８に導入してさらに冷却した後、接続管９ｎを介して水冷式インタークーラ４に
導入するようになっている。
【００１８】
　また、水冷式インタークーラ４に導入された流通媒体を、該水冷式インタークーラ４を
流通する吸気と熱交換させた後、接続管９ｏを介してＥＧＲクーラ６に導入して、該ＥＧ
Ｒクーラ６を流通する排気ガスと熱交換させるようになっている。
【００１９】
　次に、ＥＧＲクーラ６の出力ポートから排出された流通媒体を、接続管９ｐを介して接
続管９ｋの合流部ｃで流通媒体と合流させてエンジン２に再び戻すようにしている。
【００２０】
　なお、接続管9k,9pの流通媒体同士はエンジン２内で合流させても良い。
【００２１】
　従って、第１冷却経路で冷却された流通媒体の一部をサブラジエータ８に導入してさら
に冷却した後、水冷式インタークーラ４及びＥＧＲクーラ６の順に導入すると共に、この
ＥＧＲクーラ６から排出された流通媒体をエンジンへ再び導入する第２冷却経路（一点鎖
線矢印で図示）を構成している。
【００２２】
　その他、第１冷却経路の途中には図外のポンプが設けてある。
【００２３】
　また、第１冷却経路内の流通媒体の温度は８０℃～１００℃であり、第２冷却経路内の
流通媒体の温度は５０℃～６０℃である。
【００２４】
　このように構成されたＥＧＲ装置１では、メインラジエータ７で冷却された流通媒体の
一部を流量調整制御弁１０でサブラジエータ８に導入して冷却した後、ＥＧＲクーラ６の
排気ガスを冷却でき、これによって、メインラジエータ７に掛かる負担を減らしてエンジ
ンの高出力化に対応した冷却性能を実現できる。
【００２５】
　従って、従来の発明のように、メインラジエータで冷却される前の流通媒体をサブラジ
エータに導入する場合に比べて、第２冷却経路内の温度を３０℃以上低くすることができ
、ＥＧＲクーラ６の排気ガスを十分に冷却できる。
【００２６】
　加えて、第２冷却経路内には第１冷却経路内の流通媒体の一部を導入するため、エンジ
ンの低負荷時でも無駄が生じない。
【００２７】
　さらに、上述のように、従来の発明に比べて第２冷却経路内の温度を３０℃以上低くで
きることにより、サブラジエータ８で冷却した流通媒体を水冷式インタークーラ４に流通
させて吸気を冷却でき、ターボチャージャー３による超高温・高圧化に対応できる。
  なお、吸気は５０℃付近まで冷却する必要があるため、第１冷却経路内の流通媒体を採
用することはできない。
【００２８】
　次に、流量調整制御弁１０による第１冷却経路側（メインラジエータ側）と第２冷却経
路側（サブラジエータ側）の流量制御について詳述する。
  流量調整制御弁１０の流量制御は、エンジン２の運転状況、例えば車速を一定時間間隔
で検出し、基本流量比を第１冷却経路側（メインラジエータ側）：第２冷却経路側（サブ
ラジエータ側）＝７５：２５として、図２に示す制御ロジックに基づいて行う。
【００２９】
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　具体的には、車速が一定速の場合には、排気ガス中のＮＯｘが非常に多く、高いＥＧＲ
導入率が必要であること、及びエンジンの負荷が低く、エンジンの発熱が少ないことを考
慮して流量比を第１冷却経路側（メインラジエータ側）：第２冷却経路側（サブラジエー
タ側）＝６０：４０とする。
【００３０】
　また、車速が緩い加減速の場合には、排気ガス中のＮＯｘが比較的多く、高いＥＧＲ導
入率が必要であること、及びエンジンの負荷が低く、エンジンの発熱が少ないことを考慮
して流量比を第１冷却経路側（メインラジエータ側）：第２冷却経路側（サブラジエータ
側）＝６５：３５とする。
【００３１】
　また、車速が中間加速の場合には、排気ガス中のＮＯｘが比較的多く、高いＥＧＲ導入
率が必要であること、及びエンジンの負荷が比較的あり、エンジンの発熱が比較的あるこ
とを考慮して流量比を第１冷却経路側（メインラジエータ側）：第２冷却経路側（サブラ
ジエータ側）＝７５：２５とする。
【００３２】
　また、車速がフル加速の場合には、排気ガス中のＮＯｘが少なく、高いＥＧＲ導入率が
不要であること、及びエンジンの負荷が高く、エンジンの発熱が多いことを考慮して流量
比を第１冷却経路側（メインラジエータ側）：第２冷却経路側（サブラジエータ側）＝９
０～９５：５～１０とする。なお、上記流量比の具体的な数値は適宜設定できる。
【００３３】
　また、本実施例１では、メインラジエータ７とサブラジエータ８を分けて図示したが、
図３に示すように、ラジエータ２０のタンク20a,20bの内部を該タンク20a,20bの長手方向
に仕切るデバイド20c,20dで２つに分割すると共に、それぞれ対応するコア部20e,20fを形
成し、タンク２０ｂのデバイド２０ｄに後述する流通孔３０を形成して連通することによ
り、一方側に第１冷却経路の流通媒体を流通させる一方、他方に第２冷却経路用の流通媒
体を流通させることにより、コンパクト化を図ることができる。
【００３４】
　この際、図４に示すように、ラジエータ２０のタンク２０ｂを流通孔３０を有するデバ
イド２０ｄで仕切ることにより、メインラジエータ７のタンクとサブラジエータ８のタン
クを一体的に形成できる。
【００３５】
　そして、本実施例１では、前述した流量調整制御弁１０として、デバイド２０ｄの流通
孔３０に対して所定の開口面積を確保するオリフィス３１を有して開閉可能なピストン３
２と、このピストン３２のロッド３２ａに連結されてタンク２０ｂの外部から該ピストン
３２を駆動させる油圧式のアクチュエータ３３で構成された所謂ピストン型のオリフィス
バルブが採用されている。
  なお、オリフィス３１の開口形状やピストン３２の詳細な部位の形状は適宜設定できる
。
  また、駆動手段としてのアクチュエータは油圧式に限らず、電動式、温度感応式等の様
々なタイプを適宜採用することができる。
【００３６】
　従って、従来のバタフライ式やゲード型のバルブに比べて構造の簡略化、流量の精密制
御、流通抵抗の改善、部品信頼性の向上が可能となる。
【００３７】
　また、メインラジエータ７とサブラジエータ８を一体的に形成したことによって、コン
パクト化を図ることができ、エンジンルームのスペースを有効に活用できる。
【００３８】
　或いは、図５に示すように、ラジエータ２０のタンク20a,20bの内部を該タンク20a,20b
の厚み方向に仕切るデバイド20c,20dで２つに分割すると共に、それぞれ対応するコア部2
0e,20fを形成し、さらに、タンク２０ｂのデバイド２０ｄに後述する流通孔３０を形成し
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て連通することにより、一方側に第１冷却経路の流通媒体を流通させる一方、他方に第２
冷却経路用の流通媒体を流通させることができる。これにより、コンパクト化を図ること
ができる。
【００３９】
　この際、図４で説明した場合と同様に、図６に示すようなピストン型のオリフィスバル
ブを採用することで同様の効果を得ることができる。
  なお、図６において図４と同様の部材については同一の符号を伏してその説明は省略す
る。
【００４０】
　次に、効果を説明する。
  以上、説明したように、本実施例１のＥＧＲ装置１にあっては、エンジン２から排出さ
れた流通媒体をメインラジエータ７に導入して冷却した後、エンジン２へ再び導入する第
１冷却経路と、第１冷却経路で冷却された流通媒体の一部をサブラジエータ８に導入して
さらに冷却した後、ＥＧＲクーラ６に導入すると共に、このＥＧＲクーラ６から排出され
た流通媒体をエンジン２へ再び導入する第２冷却経路を備えるため、ラジエータ（メイン
ラジエータ７、サブラジエータ８）の高い冷却性能の要求に対向しつつ、ＥＧＲクーラ６
を流通する排気ガスを冷却できる。
【００４１】
　また、サブラジエータ８に導入する第１冷却経路で冷却された流通媒体の流量を調整可
能な流量調整手段（流量調整制御弁１０）を備えるため、エンジンの運転状況に応じた最
適な第１冷却経路と第２冷却経路の流量調整が可能となる。

【００４２】
　また、メインラジエータ７とサブラジエータ８を一体的に形成したラジエータ２０を設
けると共に、このラジエータ２０のタンク２０ｂの内部を、流通孔３０を有するデバイド
２０ｄで仕切ることによりメインラジエータ７のタンクとサブラジエータ０のタンクを形
成し、流量調整手段（流量調整制御弁１０）を、デバイド２０ｄの流通孔３０に対して所
定の開口面積を確保するオリフィス３１を有して開閉可能なピストン３２と、このピスト
ン３２を駆動させるアクチュエータ３３で構成されたピストン型のオリフィスバルブとし
たため、従来のバタフライ式やゲード型のバルブに比べて構造の簡略化、流量の精密制御
、流通抵抗の改善、部品信頼性の向上が可能となる。
【００４３】
　また、メインラジエータ７とサブラジエータ８を一体的に形成したことによって、コン
パクト化を図ることができ、エンジンルームのスペースを有効に活用できる。
【００４４】
　また、第１冷却経路で冷却された流通媒体の一部をサブラジエータ８に導入してさらに
冷却した後、水冷式インタークーラ４、ＥＧＲクーラ６の順に導入したため、ターボチャ
ージャー３による超高温・高圧化に対応できる。
【００４５】
　以上、本実施例を説明してきたが、本発明は上述の実施例に限られるものではなく、本
発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等があっても、本発明に含まれる。
  例えば、流量調整制御弁の流量調整は、流路切り替え制御弁の切り替えは、アクセル開
度、エンジン流入空気量、ＥＧＲ導入率を含め他の情報値を関連させて制御することもで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の実施例１のＥＧＲ装置のシステム構成図である。
【図２】本実施例１のＥＧＲ装置の制御ロジックを示す図である。
【図３】ラジエータとサブラジエータを一体的に形成したラジエータの一例を示す図であ
る。
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【図４】ラジエータとサブラジエータを一体的に形成したラジエータの一例におけるタン
クの内部と流量調整制御弁の全閉状態を示す図（ａ）と全開状態を示す図（ｂ）である。
【図５】ラジエータとサブラジエータを一体的に形成したラジエータの他の例における流
量調整バルブを説明する図である。
【図６】ラジエータとサブラジエータを一体的に形成したラジエータの他の例におけるタ
ンクの内部と流量調整制御弁の全閉状態を示す図（ａ）と全開状態を示す図（ｂ）である
。
【図７】従来のＥＧＲ装置のシステム構成図である。
【図８】ラジエータとサブラジエータを並列に繋いだ例を示す図である。
【図９】ラジエータとサブラジエータを直列に繋いだ例を示す図である。
【符号の説明】
【００４７】
１　ＥＧＲ装置
２　エンジン
３　ターボチャージャー
３ａ　コンプレッサ
３ｂ　タービン
４　水冷式インタークーラ
５　空冷式インタークーラ
６　ＥＧＲクーラ
７　メインラジエータ
８　サブラジエータ
９ａ　吸気管
９ｂ、９ｃ、９ｇ、９ｈ、９ｉ、９ｊ、９ｋ、９ｍ、９ｎ、９ｏ、９ｐ　接続管
９ｄ　インテークマニホールド
９ｅ　エキゾーストマニホール
９ｆ　排気管
１０　流量調整制御弁
２０、２１　ラジエータ
２０ａ、２０ｂ、２１ａ、２１ｂ　タンク
２０ｃ、２０ｄ、２１ｃ、２１ｄ　デバイド
２０ｅ、２１ｅ　コア部
３０　流通孔
３１　オリフィス
３２　ピストン
３２ａ　ロッド
３３　アクチュエータ
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【図７】 【図８】

【図９】



(10) JP 4679485 B2 2011.4.27

フロントページの続き

    審査官  粟倉　裕二

(56)参考文献  特開２００６－１３２４６９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－５１７８５７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ０２Ｍ　　２５／０７　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

