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(57)【要約】
【課題】油路を開閉するバルブの開閉異常を高い精度で
判定する。
【解決手段】ＯＳＶ７の油圧導入ポート７１ａをメイン
オイルホール２１に連通させる。ＯＳＶ７のバルブ圧力
ポート７１ｂをオイルジェット切り換えバルブ８の背圧
空間８１に連通させる。ＯＳＶ７のＯＮ時に各ポート７
１ａ，７１ｂ同士を連通させてオイルジェット切り換え
バルブ８を閉鎖させてオイルジェットを停止し、ＯＳＶ
７のＯＦＦ時に各ポート７１ａ，７１ｂ同士を遮断させ
てオイルジェット切り換えバルブ８を開放させてオイル
ジェットを実行する。ＯＳＶ７の切り換え時におけるメ
インオイルホール２１の油圧変化を油圧センサ１０５に
よってセンシングし、その油圧の変化量が所定量以下で
ある場合にはオイルジェット切り換えバルブ８の開閉動
作に異常が生じていると判定する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
油路を開閉する開閉バルブと、この開閉バルブを開閉作動させるための油圧を切り換え
る制御バルブとを備えたオイル供給装置に対し、前記開閉バルブの開閉作動の異常の有無
を判定するバルブ異常判定装置であって、
前記開閉バルブおよび制御バルブの上流側の油路に油圧検出手段が設けられており、前
記制御バルブの切り換え時において、前記油圧検出手段によって検出された油圧の変化が
所定値以下である場合に、前記開閉バルブの開閉作動に異常が生じていると判定する構成
となっていることを特徴とするバルブ異常判定装置。
【請求項２】
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請求項１記載のバルブ異常判定装置において、
前記制御バルブは、オイルポンプから吐出されたオイルを前記オイル供給装置に向けて
供給するメインオイル通路に連通する第１ポート、および、前記開閉バルブの背圧空間に
連通する第２ポートを備えている一方、前記開閉バルブには、前記油路を閉鎖する方向へ
の付勢力が付与されており、
前記制御バルブが第１ポートと第２ポートとを連通させる切り換え状態にある場合には
、前記背圧空間にメインオイル通路からの油圧が作用することによって前記開閉バルブが
前記油路内に向けて前進して油路を閉鎖する一方、前記制御バルブが第１ポートと第２ポ
ートとを遮断する切り換え状態にある場合には、前記背圧空間に作用する油圧が解除され
ることによって前記開閉バルブが前記油路内から後退して油路を開放する構成となってい

20

ることを特徴とするバルブ異常判定装置。
【請求項３】
請求項２記載のバルブ異常判定装置において、
前記制御バルブには、前記第１ポートと第２ポートとを遮断する切り換え状態にある場
合に、前記第２ポートに連通して前記背圧空間のオイルを排出するドレンポートが設けら
れていることを特徴とするバルブ異常判定装置。
【請求項４】
請求項１、２または３記載のバルブ異常判定装置において、
前記油圧検出手段は、オイルポンプから吐出されたオイルを、前記オイル供給装置、そ
の他の被潤滑部分および被冷却部分それぞれに向けて供給するメインオイル通路に配設さ
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れていることを特徴とするバルブ異常判定装置。
【請求項５】
前記オイル供給装置は内燃機関に備えられたものであって、
請求項１〜４のうち何れか一つに記載のバルブ異常判定装置によって前記開閉バルブの
開閉作動に異常が生じていると判定された場合に、内燃機関の出力を制限し、
この内燃機関の出力が制限されている状態で、前記油圧検出手段によって検出されてい
る油圧の単位時間当たりの変化量が所定量以上になった際には、内燃機関の出力制限を解
除する構成とされていることを特徴とする内燃機関の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、油路を開閉するバルブの異常を判定する装置、および、その判定結果に応じ
て内燃機関を制御する制御装置に係る。特に、本発明は、バルブ異常の判定精度を高める
ための改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、例えば特許文献１および特許文献２に開示されているように、エンジンには、被
潤滑部分や被冷却部分にエンジンオイル（潤滑油）を供給するためのオイル供給系が設け
られている。また、このオイル供給系に備えられる機器として、エンジンオイルの供給と
非供給とが切り換えられるものがある。例えば、ピストンの裏面側に向けてエンジンオイ
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ルを噴射する（以下、このオイル噴射をオイルジェットという）オイルジェット装置が挙
げられる。
【０００３】
具体的には、特許文献３および特許文献４に開示されているように、オイルジェット装
置のオイル供給経路にオイルジェット切り換えバルブが配設されており、エンジンの冷間
始動初期時に、このオイルジェット切り換えバルブを閉鎖してオイルジェットを停止する
一方、エンジンの暖機完了後であってエンジン回転数が所定回転数まで上昇すると、オイ
ルジェット切り換えバルブを開放してオイルジェットを実行する。これにより、無駄なオ
イルジェットを防止すると共に、必要に応じてピストンを冷却し、例えばノッキングの発
生を防止する。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平６−１０１４３９号公報
【特許文献２】特開２００９−１１５０７５号公報
【特許文献３】特開２００７−４０１４８号公報
【特許文献４】特開２００８−１９７５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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ところで、前記オイルジェット切り換えバルブを開閉してオイルジェットの実行と停止
とを切り換えるものにおいて、オイルジェット切り換えバルブの開閉動作が正常に行われ
ない異常状態になると、ピストンの冷却が十分に行えなくなる等といった不具合を招いて
しまう。例えば、オイルジェット切り換えバルブが閉鎖状態で固着してしまった場合には
、エンジン回転数が上昇してもオイルジェット装置のオイル供給経路にエンジンオイルが
供給されず、オイルジェットが不能になってピストンの冷却が十分に行えなくなる可能性
がある。
【０００６】
このため、このバルブ異常の有無を早期に且つ正確に判定することができる異常判定装
置が求められている。
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【０００７】
なお、前記オイルジェット切り換えバルブが固着する原因としては、オイル中のデポジ
ットや、電磁ソレノイドを利用してオイルジェット切り換えバルブを開閉するものにあっ
てはこの電磁ソレノイドの故障などが挙げられる。
【０００８】
前記バルブ異常の有無を判定する構成として、オイルジェット切り換えバルブの位置を
検出するセンサを設け、このセンサによってオイルジェット切り換えバルブの固着の有無
を判定することが考えられる。
【０００９】
しかしながら、このセンサの配設スペースを確保することは難しく、また、センサから
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のワイヤハーネスの取り回しや、センサの熱害等に鑑みると実用性に欠けるものである。
【００１０】
なお、オイルジェット切り換えバルブの開閉動作の異常としては、オイルジェット切り
換えバルブを開放させようとしても閉鎖状態が維持されてしまう「閉異常」だけでなく、
オイルジェット切り換えバルブを閉鎖させようとしても開放状態が維持されてしまう「開
異常」もある。
【００１１】
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、油路を開
閉するバルブの開閉異常を早期に且つ正確に判定することが可能なバルブ異常判定装置お
よび内燃機関の制御装置を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【００１２】
−発明の解決原理−
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、バルブによる油路の開閉
箇所よりも上流側に油圧センサを配設し、バルブ切り換え指令時に検出される油圧の変化
に基づいてバルブの開閉動作が正常であるか否かを判定するようにしている。
【００１３】
−解決手段−
具体的に、本発明は、油路を開閉する開閉バルブと、この開閉バルブを開閉作動させる
ための油圧を切り換える制御バルブとを備えたオイル供給装置に対し、前記開閉バルブの
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開閉作動の異常の有無を判定するバルブ異常判定装置を対象とする。このバルブ異常判定
装置に対し、前記開閉バルブおよび制御バルブの上流側の油路に油圧検出手段を設け、前
記制御バルブの切り換え時において、前記油圧検出手段によって検出された油圧の変化が
所定値以下である場合に、前記開閉バルブの開閉作動に異常が生じていると判定する構成
としている。
【００１４】
この特定事項により、制御バルブの切り換え動作に応じて、開閉バルブを開閉作動させ
るための油圧が切り換わる。そして、制御バルブおよび開閉バルブが正常に作動する状況
では、この油圧の切り換わりに応じて開閉バルブが開放状態になると油路が開放されてオ
イル供給装置にオイルが供給される一方、この油圧の切り換わりに応じて開閉バルブが閉
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鎖状態になると油路が閉鎖されてオイル供給装置へのオイル供給が停止されることになる
。このように開閉バルブが正常に作動する状況であれば、その上流側の油路に設けられて
いる油圧検出手段の油圧検出値が大きく変化する。具体的には、開閉バルブが閉鎖状態か
ら開放状態になった際には油圧検出値が大きく下降し、逆に、開閉バルブが開放状態から
閉鎖状態になった際には油圧検出値が大きく上昇する。この油圧検出値の変化を認識する
ことによって、開閉バルブの開閉作動が正常に行われていることが判定できる。一方、開
閉バルブに固着等の異常が生じている状況では、制御バルブの切り換え動作が行われても
開閉バルブが開閉作動しないため、油圧検出手段の油圧検出値が変化しない状況または油
圧検出値の変化が小さい状況となる。つまり、このような油圧検出値を認識することによ
って、開閉バルブの開閉作動に異常が生じていると判定できる。以上のように、本解決手
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段では、制御バルブの切り換え動作時に油圧検出手段によって検出される油圧の変化に応
じて、開閉バルブの開閉作動に異常が生じているか否かを早期に且つ正確に判定可能とな
る。
【００１５】
制御バルブによる油圧の切り換えによって開閉バルブを開閉作動させる構成として具体
的には以下のものが挙げられる。前記制御バルブに第１ポートおよび第２ポートを備えさ
せる。第１ポートは、オイルポンプから吐出されたオイルを前記オイル供給装置に向けて
供給するメインオイル通路に連通している。第２ポートは、前記開閉バルブの背圧空間に
連通している。また、開閉バルブに、前記油路を閉鎖する方向への付勢力を付与する。そ
して、前記制御バルブが第１ポートと第２ポートとを連通させる切り換え状態にある場合
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には、前記背圧空間にメインオイル通路からの油圧が作用することによって前記開閉バル
ブが前記油路内に向けて前進して油路を閉鎖する一方、前記制御バルブが第１ポートと第
２ポートとを遮断する切り換え状態にある場合には、前記背圧空間に作用する油圧が解除
されることによって前記開閉バルブが前記油路内から後退して油路を開放する構成として
いる。
【００１６】
この構成により、制御バルブの第１ポートと第２ポートとが連通すると、メインオイル
通路の油圧が、第１ポートおよび第２ポートを経て開閉バルブの背圧空間に導入される。
この背圧空間に導入された油圧および前記付勢力の作用により開閉バルブが前進移動して
油路を閉鎖することになる。その結果、オイル供給装置へのオイルの供給は停止される。
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一方、制御バルブの第１ポートと第２ポートとが遮断されると、メインオイル通路の油圧
は開閉バルブの背圧空間に導入されず、開閉バルブが後退移動して油路を開放することに
なる（例えば開閉バルブの先端部に作用する油圧の作用によって開閉バルブが後退移動し
て油路を開放することになる）。その結果、オイル供給装置へオイルが供給されることに
なる。このように制御バルブの切り換え動作に連動して開閉バルブに作用する油圧を切り
換えて開閉バルブの開閉が行われるため、制御バルブの機能としては油路の切り換え機能
のみを備えておればよく、比較的小型なものとして実現できる。このため、オイル消費量
の比較的多いオイル供給装置（例えばオイルジェット装置）であっても、その小型化を図
ることが可能である。
【００１７】
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また、前記制御バルブに、前記第１ポートと第２ポートとを遮断する切り換え状態にあ
る場合に、前記第２ポートに連通して前記背圧空間のオイルを排出するドレンポートを設
けている。
【００１８】
これによれば、第１ポートと第２ポートとを遮断させて開閉バルブを後退移動させる際
に、この開閉バルブの背圧空間の油圧を急速に下降させることが可能となり、開閉バルブ
の後退移動が迅速に行われる。その結果、油圧検出手段によって検出される油圧も短時間
のうちに大きく変化することになるため、開閉バルブの開閉作動に異常が生じている場合
（油圧検出手段によって検出される油圧が殆ど変化しない場合）との識別が確実に行える
ことになる。
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【００１９】
また、前記油圧検出手段の配設位置としては、オイルポンプから吐出されたオイルを、
前記オイル供給装置、その他の被潤滑部分および被冷却部分それぞれに向けて供給するメ
インオイル通路に設定している。
【００２０】
これによれば、油圧検出手段が、既存の手段（メインオイル通路用の油圧センサ）とし
ての機能と前記バルブ異常判定用の手段としての機能を兼用することになり、このバルブ
異常判定用の新たな油圧検出手段を設ける必要がなくなり、構成の簡素化を図ることがで
きる。
【００２１】
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前記開閉バルブの異常判定結果に応じて行われる内燃機関の制御として具体的には以下
のものが挙げられる。つまり、前記オイル供給装置を内燃機関に備えられたものとする。
また、前記解決手段のうち何れか一つのバルブ異常判定装置によって前記開閉バルブの開
閉作動に異常が生じていると判定された場合に、内燃機関の出力を制限する。そして、こ
の内燃機関の出力が制限されている状態で、前記油圧検出手段によって検出されている油
圧の単位時間当たりの変化量が所定量以上になった際に、内燃機関の出力制限を解除する
構成としている。
【００２２】
つまり、一旦、開閉バルブの開閉作動に異常が生じていると判定されたことで内燃機関
の出力を制限する制御を行っても、その後に、油圧検出手段によって検出されている油圧
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の単位時間当たりの変化量が所定量以上になった場合には、開閉バルブの開閉作動が正常
に復帰したと判断できるため、前記内燃機関の出力制限を解除するものである。これによ
り、内燃機関の出力制限が必要以上に継続されてしまうといった状況を回避することがで
きる。
【発明の効果】
【００２３】
本発明では、制御バルブの切り換え動作時における油圧の変化に基づいて開閉バルブの
開閉作動に異常が生じているか否かを判定するようにしている。このため、開閉バルブの
異常の有無を早期に且つ正確に判定することが可能である。
【図面の簡単な説明】
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【００２４】
【図１】実施形態に係るエンジンのオイル供給系統の概略構成を示す図である。
【図２】オイルジェット装置およびその周辺の断面図であって、オイルジェット切り換え
バルブの閉鎖状態を示す図である。
【図３】オイルジェット装置およびその周辺の断面図であって、オイルジェット切り換え
バルブの開放状態を示す図である。
【図４】ＯＳＶの制御系を示すブロック図である。
【図５】バルブ異常判定動作の手順を示すフローチャート図である。
【図６】ＯＳＶをＯＮからＯＦＦに切り換える場合におけるオイルジェット切り換えバル
ブの正常時および閉異常時それぞれのエンジン回転数と油圧センサ値との関係を示す図で
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ある。
【図７】ＯＳＶをＯＦＦからＯＮに切り換える場合におけるオイルジェット切り換えバル
ブの正常時および開異常時それぞれのエンジン回転数と油圧センサ値との関係を示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。本実施形態では、自動車用の多
気筒（例えば直列４気筒）ガソリンエンジンに本発明を適用した場合について説明する。
【００２６】
−エンジンのオイル供給系統−
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図１は、本実施形態に係るエンジン（内燃機関）１のオイル供給系統の概略構成を示す
図である。この図１に示すように、エンジン１は、エンジン本体を構成するシリンダヘッ
ド１１およびシリンダブロック１２と、このシリンダブロック１２の下端部に取り付けら
れたオイルパン１３と、エンジン１の内部潤滑や内部冷却等のためのエンジンオイル（以
下、単に「オイル」という場合もある）をエンジン１内で循環させるオイル供給系統２と
を備えている。
【００２７】
前記エンジン１の内部には、ピストン１４、クランクシャフト１５、カムシャフト１６
等の複数の被潤滑部材や被冷却部材が収容されている。
【００２８】

30

前記シリンダブロック１２には、４つのシリンダが形成されている。これらシリンダは
、気筒配列方向（図中左右方向）に亘って配置されており、その内部に前記ピストン１４
が図中上下方向に往復移動可能に収容されている。
【００２９】
オイル供給系統２は、オイルパン１３に貯留されているオイルが、このオイルパン１３
から吸い出されて前記各被潤滑部材や被冷却部材へ供給され、これら被潤滑部材や被冷却
部材からオイルパン１３内に還流し得るように構成されている。
【００３０】
オイルパン１３内の底部近傍には、このオイルパン１３の内部に貯留されているオイル
を吸い込むための吸込口３１ａを有するオイルストレーナ３１が配置されている。このオ

40

イルストレーナ３１は、シリンダブロック１２に設けられたオイルポンプ３２に対し、ス
トレーナ流路３１ｂを介して接続されている。
【００３１】
上記オイルポンプ３２は、周知のロータリポンプから構成されており、そのロータ３２
ａは、クランクシャフト１５と共に回転するように、このクランクシャフト１５と機械的
に結合されている。このオイルポンプ３２は、シリンダブロック１２の外部に設けられた
オイルフィルタ３３のオイル入口に対し、オイル輸送路３４を介して接続されている。ま
た、オイルフィルタ３３のオイル出口は、被潤滑部材や被冷却部材に向かうオイル流路と
して設けられたオイル供給路３５と接続されている。なお、オイルポンプ３２としては電
動オイルポンプであってもよい。
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【００３２】
前記オイル供給路３５を経てオイルが供給されるオイル供給系統２の具体構成について
以下に説明する。
【００３３】
このオイル供給系統２は、オイルパン１３からオイルストレーナ３１を介して汲み上げ
たオイルを、オイルポンプ３２によって各被潤滑部材に供給して潤滑油として利用したり
、ピストン１４等の被冷却部材に供給して冷却油として利用したり、油圧作動機器に供給
して作動油として利用したりするようになっている。
【００３４】
具体的に、オイルポンプ３２から圧送されたオイルは、オイルフィルタ３３を経た後、

10

気筒列方向に沿って延びるメインオイルホール（メインギャラリ；メインオイル通路）２
１に送り出される。このメインオイルホール２１の一端側および他端側には、シリンダブ
ロック１２からシリンダヘッド１１に亘って上方に延びるオイル通路２２，２３が連通さ
れている。
【００３５】
メインオイルホール２１の一端側（図１における左側）に連通されているオイル通路２
２は、さらに、チェーンテンショナ側通路２４と、ＶＶＴ（Ｖａｒｉａｂｌｅ
ｅ

Ｖａｌｖ

Ｔｉｍｉｎｇ）側通路２５とに分岐されている。

【００３６】
チェーンテンショナ側通路２４に供給されたオイルは、タイミングチェーンの張力を調

20

整するためのチェーンテンショナ４１の作動油として利用される。一方、ＶＶＴ側通路２
５に供給されたオイルは、ＯＣＶ（Ｏｉｌ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｖａｌｖｅ）用オイルフィル
タ４２ａを経て、ＶＶＴ用ＯＣＶ４２ｂおよび可変バルブタイミング機構４２，４３の作
動油として利用される。
【００３７】
一方、メインオイルホール２１の他端側（図１における右側）に連通されているオイル
通路２３は、ラッシュアジャスタ側通路２６とシャワーパイプ側通路２７とに分岐されて
いる。
【００３８】
ラッシュアジャスタ側通路２６は、吸気側通路２６ａと排気側通路２６ｂとに更に分岐

30

されている。吸気側通路２６ａにあっては、各気筒の吸気バルブに対応して配設されたラ
ッシュアジャスタ４４，４４，…の給油路に連通され、この給油路を経たオイルがラッシ
ュアジャスタ４４の作動油として利用されるようになっている。同様に、排気側通路２６
ｂにあっては、各気筒の排気バルブに対応して配設されたラッシュアジャスタ４５，４５
，…の給油路に連通され、この給油路を経たオイルがラッシュアジャスタ４５の作動油と
して利用されるようになっている。
【００３９】
なお、このラッシュアジャスタ側通路２６は、各カムシャフト１６のジャーナル部にも
オイルを分岐供給し、この各カムシャフト１６とシリンダヘッド１１のジャーナル軸受け
部との間、および、各カムシャフト１６と図示しないカムキャップのジャーナル軸受け部

40

との間の潤滑が行われるようになっている。
【００４０】
シャワーパイプ側通路２７も、吸気側通路２７ａと排気側通路２７ｂとに分岐されてい
る。吸気側通路２７ａにあっては、吸気カムシャフトのカムロブに対応して図示しないオ
イル散布孔が形成されており、この吸気側通路２７ａを流れるオイルがオイル散布孔から
吸気カムシャフトのカムロブとロッカアームのローラ部との接触部分に向けて散布される
ことで、この両者の潤滑に寄与するようになっている。同様に、排気側通路２７ｂにあっ
ても、排気カムシャフトのカムロブに対応して図示しないオイル散布孔が形成されており
、この排気側通路２７ｂを流れるオイルがオイル散布孔から排気カムシャフトのカムロブ
に散布されることで、この両者の潤滑に寄与するようになっている。
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【００４１】
−オイルジェット装置−
前記オイル供給系統２には、ピストン１４を冷却するためのオイルジェット装置（オイ
ル供給装置）５が備えられている。以下、このオイルジェット装置５について説明する。
【００４２】
図２は、オイルジェット装置５およびその周辺の断面図である。この図２は、後述する
オイルジェット切り換えバルブ（開閉バルブ）８が閉鎖されている状態を示している（オ
イルジェット切り換えバルブ８が開放されている状態については図３を参照）。なお、便
宜上、図２および図３では、ＯＳＶ７を水平方向（軸線方向を水平方向）に配置させ、油
10

圧センサ１０５を鉛直方向（軸線方向を鉛直方向）に配置させている。
【００４３】
図２に示すようにオイルジェット装置５は、オイルジェット機構５１とオイルジェット
切り換え機構５２とを備えている。
【００４４】
前記オイルジェット機構５１は、各気筒それぞれに対応して配設された複数（本実施形
態では４個）のピストンジェットノズル（オイルジェットノズル）６，６，…、および、
前記オイルジェット切り換え機構５２のオイルジェット切り換えバルブ８が開放状態にあ
る際に、前記メインオイルホール２１から流入したオイルをピストンジェットノズル６に
向けて供給するオイルジェットギャラリ５３を備えている。

20

【００４５】
一方、オイルジェット切り換え機構５２は、前記メインオイルホール２１に連通するオ
イルジェット流路５４、このオイルジェット流路５４に接続されたＯＳＶ（Ｏｉｌ
ｉｔｃｈｉｎｇ

Ｓｗ

Ｖａｌｖｅ；制御バルブ）７、および、オイルジェット切り換えバルブ

８を備えている。
【００４６】
以下、オイルジェット機構５１およびオイルジェット切り換え機構５２それぞれの具体
構成について説明する。
【００４７】
（オイルジェット機構）
前記オイルジェットギャラリ５３は、前記シリンダブロック１２の内部に形成されてお

30

り、上流端が前記オイルジェット切り換え機構５２を介してメインオイルホール２１に連
通可能となっている。また、このオイルジェットギャラリ５３の下流側は各気筒に対応し
て分岐しており、この分岐された油路それぞれの下流端近傍には前記ピストンジェットノ
ズル６が配設されている。これにより、前記オイルジェット切り換え機構５２のオイルジ
ェット切り換えバルブ８が開放状態にある際（図３を参照）には、前記メインオイルホー
ル２１からオイルジェット切り換え機構５２およびオイルジェットギャラリ５３を経て各
ピストンジェットノズル６，６，…に向けてオイルが供給されるようになっている（オイ
ルジェット切り換え機構５２におけるオイルジェット切り換えバルブ８の開閉動作につい
ては後述する）。
【００４８】

40

ピストンジェットノズル６は、本体部６１と、この本体部６１に取り付けられた管状の
ノズル６２とを備えている。
【００４９】
前記本体部６１の内部にはチェックボール機構６３が収容されている。このチェックボ
ール機構６３の構成として具体的には、前記本体部６１の内部に、上下方向に貫通する貫
通孔６１ａが形成されている。この貫通孔６１ａは、その上端開口が前記オイルジェット
ギャラリ５３に連通している。また、この貫通孔６１ａの内径寸法としては、上側部分が
小径（以下、小径部分という）とされ、下側部分が大径（以下、大径部分という）とされ
ている。そして、この小径部分の下端が弁座６１ｂとなっている。
【００５０】
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この貫通孔６１ａの内部には、前記弁座６１ｂに当接可能なチェックボール６３ａと、
このチェックボール６３ａを弁座６１ｂに向けて押圧する圧縮コイルバネで成るスプリン
グ６３ｂとが収容されている。チェックボール６３ａの外径寸法は、前記貫通孔６１ａの
小径部分の内径寸法よりも大きく、且つ大径部分の内径寸法よりも小さく設定されている
。さらに、本体部６１の下端には、前記貫通孔６１ａの下端開口を閉鎖すると共に、スプ
リング６３ｂの下端が当接するプラグ６３ｃが装着されている。これにより、スプリング
６３ｂは、前記弁座６１ｂとプラグ６３ｃとの間で圧縮されている。
【００５１】
一方、前記ノズル６２は、その内部空間が前記本体部６１の貫通孔６１ａの大径部分に
連通していると共に、前記本体部６１から略水平方向に延びた後、略鉛直上方に延び、そ

10

の上端部に、前記ピストン１４の裏面に向かう噴射孔が形成されている。
【００５２】
この構成により、前記オイルジェットギャラリ５３から前記貫通孔６１ａの上端開口に
作用する油圧が所定圧未満である場合には、前記スプリング６３ｂの付勢力によってチェ
ックボール６３ａが前記弁座６１ｂに当接することで前記貫通孔６１ａは閉鎖される（図
２を参照）。この場合、ノズル６２の噴射孔からのオイルジェットは実行されない。
【００５３】
一方、前記オイルジェットギャラリ５３から前記貫通孔６１ａの上端開口に作用する油
圧が所定圧以上に達すると、前記スプリング６３ｂの付勢力に抗してチェックボール６３
ａが前記弁座６１ｂから離脱して貫通孔６１ａを開放し（図３を参照）、オイルジェット

20

ギャラリ５３から貫通孔６１ａに流入したオイルがノズル６２に流れ込む。これにより、
ノズル６２に流れ込んだオイルがピストン１４の裏面に向けて噴射されることになる。こ
のオイルジェットによりピストン１４が冷却され、例えば筒内温度の過上昇を抑制してノ
ッキングの発生を防止できるようになっている。なお、チェックボール機構６３が開放す
る油圧の値は、前記スプリング６３ｂのバネ定数が適宜設定されることによって調整され
る。
【００５４】
（オイルジェット切り換え機構）
前記オイルジェット切り換え機構５２のオイルジェット流路５４は、前記シリンダブロ
ック１２の内部に形成されており、上流端が前記メインオイルホール２１に連通している

30

。また、このオイルジェット流路５４は、下流端がＯＳＶ７に繋がるパイロット流路５４
ａと、下流端が前記オイルジェット切り換えバルブ８の先端面に対向するオイルジェット
導入油路５４ｂとを有している。
【００５５】
前記オイルジェット切り換えバルブ８は、前記シリンダブロック１２の内部に形成され
た圧力空間（以下、バルブ背圧空間８１という）に収容されている。このバルブ背圧空間
８１は、一端側（図中の上端側）が前記ＯＳＶ７の内部空間に連通し、他端側（図中の下
端側）が前記オイルジェットギャラリ５３およびオイルジェット導入油路５４ｂに連通し
ている。
【００５６】

40

このバルブ背圧空間８１に収容されているオイルジェット切り換えバルブ８は、円筒形
状の胴部８２と、この胴部８２の下端に一体形成された円板形状の弁部８３とを有してい
る。胴部８２の外径寸法は前記バルブ背圧空間８１の内径寸法に略一致している。また、
弁部８３の外径寸法は前記オイルジェット導入油路５４ｂの内径寸法よりも僅かに大きく
設定されており、オイルジェット切り換えバルブ８が前進移動（図中の下側に移動）して
オイルジェット導入油路５４ｂの下流端の外縁部に当接した状態では、このオイルジェッ
ト導入油路５４ｂの下流端開口を閉鎖するようになっている。また、このオイルジェット
切り換えバルブ８は、圧縮コイルバネで成るスプリング８４によって前記オイルジェット
導入油路５４ｂに向かう方向への付勢力が付与されている。このため、バルブ背圧空間８
１の内圧とオイルジェット導入油路５４ｂの内圧とが略同一になった場合には、このスプ
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リング８４の付勢力によってオイルジェット切り換えバルブ８がオイルジェット導入油路
５４ｂ側へ移動し、このオイルジェット導入油路５４ｂが閉鎖することになる（図２の状
態を参照）。一方、オイルジェット導入油路５４ｂの内圧が、バルブ背圧空間８１の内圧
とスプリング８４の付勢力との和よりも高くなった場合には、このスプリング８４の付勢
力に抗してオイルジェット切り換えバルブ８がオイルジェット導入油路５４ｂから後退す
る方向に移動し（バルブ背圧空間８１の内部に引き込まれ）、このオイルジェット導入油
路５４ｂが開放することになる（図３の状態を参照）。
【００５７】
前記ＯＳＶ７は、ケーシング７１内にプランジャ７２が往復移動可能に収容されており
、電磁ソレノイド７７の通電／非通電に伴うプランジャ７２の往復移動によってオイルの

10

流路を切り換えるようになっている。
【００５８】
具体的に、前記ケーシング７１には、油圧導入ポート（第１ポート）７１ａ、バルブ圧
力ポート（第２ポート）７１ｂ、および、ドレンポート７１ｃが形成されている。前記油
圧導入ポート７１ａは、ケーシング７１の先端面に設けられ、前記パイロット流路５４ａ
に連通している。バルブ圧力ポート７１ｂは、ケーシング７１の側面（図２における下面
）に設けられ、前記バルブ背圧空間８１に連通している。ドレンポート７１ｃは、前記バ
ルブ圧力ポート７１ｂの形成位置よりも基端側（電磁ソレノイド７７側）におけるケーシ
ング７１の側面に設けられ、図示しないクランクケースに繋がるドレン油路１２ａに連通
している。

20

【００５９】
また、このケーシング７１内における前記油圧導入ポート７１ａおよびバルブ圧力ポー
ト７１ｂに対応する位置には、チェックボール７３が収容されている。このチェックボー
ル７３は、その位置によって、前記油圧導入ポート７１ａとバルブ圧力ポート７１ｂとを
連通させ、且つこれら油圧導入ポート７１ａおよびバルブ圧力ポート７１ｂをドレンポー
ト７１ｃから遮断するバルブ閉位置（図２の状態を参照）と、前記バルブ圧力ポート７１
ｂとドレンポート７１ｃとを連通させ、且つこれらバルブ圧力ポート７１ｂおよびドレン
ポート７１ｃを油圧導入ポート７１ａから遮断するバルブ開位置（図３の状態を参照）と
の間で移動可能となっている。
【００６０】

30

具体的に、チェックボール７３の収容位置に対して油圧導入ポート７１ａ側にはストッ
パ７４が固定されている。このストッパ７４は、前記油圧導入ポート７１ａとケーシング
７１の内部（チェックボール７３の収容空間）とを連通する油圧導入孔７４ａを有してい
る。この油圧導入孔７４ａの内径寸法は前記チェックボール７３の外径寸法よりも小さく
設定されている。このため、チェックボール７３がストッパ７４から後退した位置にある
場合には、図２に示すように、前記油圧導入孔７４ａが開放されることになり、前記油圧
導入ポート７１ａとバルブ圧力ポート７１ｂとが連通することになる。一方、チェックボ
ール７３がストッパ７４に向けて移動してストッパ７４に当接した場合には、図３に示す
ように、前記油圧導入孔７４ａが閉鎖されることになり、前記油圧導入ポート７１ａとバ
ルブ圧力ポート７１ｂとが遮断されることになる。

40

【００６１】
また、チェックボール７３の収容位置に対してドレンポート７１ｃ側にはバルブシート
７５が固定されている。このバルブシート７５は、前記ドレンポート７１ｃとケーシング
７１の内部（チェックボール７３の収容空間）とを連通するドレン孔７５ａを有している
。このドレン孔７５ａの内径寸法は前記チェックボール７３の外径寸法よりも小さく設定
されている。このため、チェックボール７３がバルブシート７５から後退した位置にある
場合には、図３に示すように、前記ドレン孔７５ａが開放されることになり、前記バルブ
圧力ポート７１ｂとドレンポート７１ｃとが連通することになる。一方、チェックボール
７３がバルブシート７５に向けて移動してバルブシート７５に当接した場合には、図２に
示すように、前記ドレン孔７５ａが閉鎖されることになり、前記バルブ圧力ポート７１ｂ
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とドレンポート７１ｃとが遮断されることになる。
【００６２】
また、前記プランジャ７２は、圧縮コイルバネで成るスプリング７６によって前記チェ
ックボール７３側に向かう付勢力が付与されていると共に、電磁ソレノイド７７によって
駆動するようになっている。つまり、電磁ソレノイド７７に電圧が印加されていないとき
には、図３に示すように、前記スプリング７６の付勢力によってプランジャ７２がケーシ
ング７１内において図中左側に前進移動している。この状態がＯＳＶ７のＯＦＦ状態であ
る。一方、電磁ソレノイド７７に電圧が印加されたときには、図２に示すように、前記ス
プリング７６の付勢力に抗してプランジャ７２がケーシング７１内において図中右側に後
退移動している。この状態がＯＳＶ７のＯＮ状態である。電磁ソレノイド７７への電圧の

10

印加および非印加はＥＣＵ１００によって制御される。
【００６３】
前記ＯＳＶ７のＯＮ状態では、図２に示すように、プランジャ７２がチェックボール７
３を押圧することなく、このチェックボール７３が前記パイロット流路５４ａからの油圧
を受けることによりストッパ７４から後退してバルブシート７５に当接した位置となり、
前記油圧導入ポート７１ａとバルブ圧力ポート７１ｂとが連通する。これにより、オイル
ジェット切り換えバルブ８のバルブ背圧空間８１に前記メインオイルホール２１からパイ
ロット流路５４ａを経た油圧が導入されることになる。この場合、オイルジェット切り換
えバルブ８の弁部８３の先端面および背面それぞれにメインオイルホール２１からの油圧
が作用しているため、このオイルジェット切り換えバルブ８は、その背面側に設けられた

20

スプリング８４の付勢力によってオイルジェット導入油路５４ｂ側に向けて移動する（図
中の下側に移動する）。これにより、オイルジェット導入油路５４ｂの下流端はオイルジ
ェット切り換えバルブ８によって閉鎖された状態となり、オイルジェット機構５１のオイ
ルジェットギャラリ５３にはオイルが供給されず、オイルジェットが停止される。
【００６４】
一方、前記ＯＳＶ７がＯＦＦ状態になると、図３に示すように、前記スプリング７６の
付勢力を受けてプランジャ７２が前進移動してチェックボール７３を押圧する。これによ
り、チェックボール７３がバルブシート７５から後退してストッパ７４に当接した位置と
なり、前記バルブ圧力ポート７１ｂとドレンポート７１ｃとが連通する。これにより、バ
ルブ背圧空間８１のオイルがバルブ圧力ポート７１ｂおよびドレンポート７１ｃからドレ

30

ン油路１２ａを経てクランクケース内にドレンされる。これによりバルブ背圧空間８１の
油圧が急速に下降する。また、オイルジェット切り換えバルブ８の弁部８３の先端面には
メインオイルホール２１からの油圧が作用しているため、このオイルジェット切り換えバ
ルブ８は、その背面側に設けられたスプリング８４の付勢力に抗してバルブ背圧空間８１
の内部に向けて移動する（図中の上側に移動する）。これにより、オイルジェット導入油
路５４ｂの下流端は開放されてオイルジェット機構５１のオイルジェットギャラリ５３に
連通することになり、このオイルジェットギャラリ５３にオイルが供給される。そして、
このオイルジェットギャラリ５３に供給されるオイルの油圧が所定値に達すると前記ピス
トンジェットノズル６のチェックボール機構６３が開放し、オイルジェットが実行されて
ピストン１４が冷却されることになる。

40

【００６５】
このピストン１４の冷却は、エンジン１の燃焼行程におけるノッキングの発生を防止す
ることを主な目的としている。このため、基本的には、エンジン１の暖機中などにあって
はピストン１４を冷却する要求は低く、エンジン１の暖機完了後（特に、暖機完了後の高
負荷運転域や高回転域）にはピストン１４を冷却する要求が高くなる。このため、例えば
、エンジン１の冷間始動の初期時には、冷却水温度が比較的低いため、ピストン１４を冷
却する要求は低く、前記ＯＳＶ７がＯＮ状態となって、オイルジェットは停止される。ま
た、エンジン１の暖機完了後の所定運転域（高負荷運転域や高回転域）においては、前記
ＯＳＶ７がＯＦＦ状態となって、オイルジェットギャラリ５３にエンジンオイルが供給さ
れ、各ピストンジェットノズル６，６，…からピストン１４，１４，…の裏面側に向けて
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エンジンオイルが噴射される。
【００６６】
−ＯＳＶの制御系−
図４は、前記ＯＳＶ７に係る制御系を示すブロック図である。ＥＣＵ１００は、エンジ
ン１の運転制御などを実行する電子制御装置であって、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ
ｃｅｓｓｉｎｇ
Ｒａｎｄｏｍ

Ｕｎｉｔ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ
Ａｃｃｅｓｓ

Ｏｎｌｙ

Ｐｒｏ

Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（

Ｍｅｍｏｒｙ）およびバックアップＲＡＭなどを備えてい

る。
【００６７】
ＲＯＭには、各種制御プログラムや、それら各種制御プログラムを実行する際に参照さ

10

れるマップ等が記憶されている。ＣＰＵは、ＲＯＭに記憶された各種制御プログラムやマ
ップに基づいて演算処理を実行する。また、ＲＡＭはＣＰＵでの演算結果や各センサから
入力されたデータ等を一時的に記憶するメモリであり、バックアップＲＡＭはエンジン１
の停止時などにおいて保存すべきデータ等を記憶する不揮発性のメモリである。
【００６８】
前記ＯＳＶ７に係る制御系にあっては、ＥＣＵ１００に複数のセンサが接続されている
。具体的には、エンジン１の出力軸であるクランクシャフト１５が所定角度だけ回転する
度にパルス信号を発信するクランクポジションセンサ１０１、吸入空気量を検出するエア
フロメータ１０２、アクセルペダルの踏み込み量であるアクセル開度を検出するアクセル
開度センサ１０３、エンジン冷却水の温度を検出する水温センサ１０４、および、前記メ

20

インオイルホール２１の内部の油圧を検出する油圧センサ（油圧検出手段）１０５などが
接続されており、これらセンサ１０１〜１０５からの信号がＥＣＵ１００に入力されるよ
うになっている。前記油圧センサ１０５は図１および図２にも示すように前記メインオイ
ルホール２１に取り付けられ、このメインオイルホール２１内部の油圧を検出する。この
油圧センサ１０５の主たる用途としては、前記オイル供給系統２の油圧を検出することに
よって、このオイル供給系統２における油量の不足の有無の判定に利用される。また、本
実施形態の特徴の一つとして、この油圧センサ１０５によって検出されたメインオイルホ
ール２１内部の油圧は、後述するバルブ異常判定にも利用されることになる。
【００６９】
なお、このＥＣＵ１００は、前記各センサ以外に、周知のセンサとして、油温センサ、

30

スロットル開度センサ、車輪速センサ、シフトポジションセンサ、ブレーキペダルセンサ
、吸気温センサ、Ａ／Ｆセンサ、Ｏ2センサ、カムポジションセンサ等（何れも図示省略
）が接続されており、これらセンサからの信号も入力されるようになっている。
【００７０】
そして、ＥＣＵ１００は、各種センサの出力信号に基づいて、エンジン１の各種アクチ
ュエータ（スロットルモータ、インジェクタ、イグナイタ等）の制御のほか、前記ＯＳＶ
７の開閉制御（オイルジェット制御）を行うようになっている。また、このＥＣＵ１００
は、後述するバルブ異常判定動作、および、オイルジェット切り換えバルブ８の開閉動作
に異常が生じていると判定された場合のエンジン１の制御等を行うようになっている。
【００７１】

40

−バルブ異常判定動作−
次に、本実施形態の特徴とする動作であるバルブ異常判定動作について説明する。
【００７２】
オイルジェット切り換えバルブ８の開閉動作が正常に行われる状況では、エンジン始動
時等であって所定のオイルジェット停止条件が成立している場合、前記ＯＳＶ７がＯＮと
なってオイルジェット切り換えバルブ８が閉鎖されてオイルジェットが停止される。具体
的に、冷却水温度が所定値以下である場合には、ＥＣＵ１００からオイルジェット停止信
号が出力され、前記ＯＳＶ７がＯＮとなってオイルジェット切り換えバルブ８が閉鎖され
てオイルジェットを停止する。
【００７３】
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これに対し、冷却水温度が所定値を超えており、且つエンジン回転数が所定値を超えて
いる場合には、ＥＣＵ１００からオイルジェット実行信号が出力され、前記ＯＳＶ７がＯ
ＦＦとなってオイルジェット切り換えバルブ８が開放されてオイルジェットを実行する。
【００７４】
ところで、オイルジェット切り換えバルブ８を開閉してオイルジェットの実行と停止と
を切り換える場合に、このオイルジェット切り換えバルブ８の開閉動作が正常に行われな
い異常状態になると、ピストン１４の冷却が十分に行えなくなる等といった不具合を招い
てしまう。例えば、オイルジェット切り換えバルブ８が閉鎖状態で固着してしまった場合
（閉異常）には、エンジン回転数が上昇してもオイルジェットギャラリ５３にエンジンオ
イルが供給されず、オイルジェットが不能になってピストンの冷却が十分に行えなくなる

10

可能性がある。また、オイルジェット切り換えバルブ８が開放状態で固着してしまった場
合（開異常）には、エンジン回転数が下降してもオイルジェットギャラリ５３にエンジン
オイルが供給され続け、オイルジェットの停止が不能になってオイルポンプ３２の負荷が
大きい状態が継続されることに起因して燃料消費率の悪化を招いてしまう。このため、こ
のオイルジェット切り換えバルブ８の開閉動作が正常に行われない異常状態になっている
ことを早期に且つ正確に判定する必要がある。
【００７５】
この点に鑑み、本実施形態では、前記ＯＳＶ７のＯＮ／ＯＦＦ動作時に、前記油圧セン
サ１０５によって検出される油圧の変化に基づいてオイルジェット切り換えバルブ８の開
閉異常を判定するようにしている。具体的に、ＯＳＶ７のＯＮ／ＯＦＦ動作において前記

20

油圧センサ１０５によって検出された油圧の変化が所定値以上である場合にはオイルジェ
ット切り換えバルブ８の開閉異常は生じていないと判定し、この油圧の変化が所定値未満
である場合にはオイルジェット切り換えバルブ８の開閉異常が生じていると判定するよう
にしている。
【００７６】
以下、バルブ異常判定動作の手順について、図５のフローチャートを用いて具体的に説
明する。この図５に示すフローチャートは、イグニッションスイッチ（またはスタートス
イッチ）がＯＮされている状態において数ｍｓｅｃ毎に実行される。
【００７７】
まず、ステップＳＴ１において、現在のエンジン運転状態量の情報を取得する。具体的

30

には、前記水温センサ１０４によって検出されているエンジン冷却水の温度、クランクポ
ジションセンサ１０１からの出力信号に基づいて算出されるエンジン回転数、油圧センサ
１０５によって検出される油圧等の情報を取得する。
【００７８】
ステップＳＴ２では、この取得したエンジン運転状態量の情報から、現在のエンジン運
転状態はオイルジェットが要求されている状態にあるか否かを判定する。つまり、上述し
た如く、エンジン冷却水の温度が所定値以下である場合にはオイルジェットが要求される
状態にはないと判定する一方、エンジン冷却水の温度が所定値を超えており且つエンジン
回転数も所定値を越えている場合にはオイルジェットが要求されていると判定する。この
際、ＯＳＶ７やオイルジェット切り換えバルブ８に異常が生じていない場合には、オイル

40

ジェットが要求されているエンジン運転状態にあれば、ＯＳＶ７がＯＦＦとされてオイル
ジェット切り換えバルブ８が開放状態にある。一方、オイルジェットが要求されているエ
ンジン運転状態になければ、ＯＳＶ７がＯＮとされてオイルジェット切り換えバルブ８が
閉鎖状態にある。
【００７９】
オイルジェットが要求されているエンジン運転状態になく、ステップＳＴ２でＮＯ判定
された場合にはステップＳＴ３に移り、エンジン運転状態がオイルジェット要求状態とな
ったか否か、つまり、オイルジェット切り換えバルブ８を開放させる条件が成立したか否
かを判定する。例えば、エンジン１の暖機完了後であってエンジン回転数が所定回転数に
達した時点でオイルジェット要求が発生したと判定する。
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【００８０】
エンジン運転状態が未だオイルジェット要求状態となっていない場合には、ステップＳ
Ｔ３でＮＯ判定されてリターンされる。
【００８１】
一方、エンジン運転状態がオイルジェット要求状態となりステップＳＴ３でＹＥＳ判定
された場合には、ステップＳＴ４においてＯＳＶ７をＯＦＦに切り換える。つまり、オイ
ルジェット切り換えバルブ８を開放させる動作を実行する。
【００８２】
その後、ステップＳＴ５に移り、前記油圧センサ１０５によって検出される油圧の情報
10

を取得する。
【００８３】
そして、ステップＳＴ６において、この取得された油圧の下降変化量（ＯＳＶ７がＯＮ
状態にあるときの油圧に対して、ＯＳＶ７がＯＦＦ状態となったときの油圧の下降変化量
）が所定値αを超えているか否かを判定する。この所定値αとしては、実験やシミュレー
ションによって予め設定されている。前記ステップＳＴ４におけるＯＳＶ７のＯＦＦ動作
によってオイルジェット切り換えバルブ８が正常に開放した場合には、オイルジェットギ
ャラリ５３へのエンジンオイルの導入が開始されることに伴ってメインオイルホール２１
内部の油圧は一時的に下降する。つまり、油圧センサ１０５によって検出される油圧の値
が一時的に下降する。これに対し、前記ステップＳＴ４におけるＯＳＶ７のＯＦＦ動作を
行ってもオイルジェット切り換えバルブ８が開放しない（閉異常）場合には、オイルジェ

20

ットギャラリ５３にエンジンオイルが導入されることがないため、メインオイルホール２
１内部の油圧は下降することがない。つまり、油圧センサ１０５によって検出される油圧
の値は殆ど変化しない。
【００８４】
前記取得された油圧の下降変化量が所定値αを超えており、ステップＳＴ６でＹＥＳ判
定された場合には、ステップＳＴ７に移り、オイルジェット切り換えバルブ８は正常に開
放されたと判定してリターンされる。この場合、前記アクセル開度センサ１０３によって
検出されているアクセルペダルの踏み込み操作量や、クランクポジションセンサ１０１か
らの出力信号に基づいて算出されるエンジン回転数等に基づいて求められる要求駆動力が
得られるようにエンジン１の制御（吸入空気量の制御および燃料噴射量の制御等）が行わ

30

れる。
【００８５】
一方、前記取得された油圧の下降変化量が所定値α以下であり、ステップＳＴ６でＮＯ
判定された場合には、ステップＳＴ８に移り、オイルジェット切り換えバルブ８は正常に
開放されない異常状態（閉異常）にあると判定し、ステップＳＴ９でＭＩＬ（Ｍａｌｆｕ
ｎｃｔｉｏｎ

Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ

Ｌａｍｐ）を点灯させ、ドライバに点検整備を促す

。また、車両の退避走行を行う。つまり、インジェクタからの燃料噴射量を減量させるな
どしてエンジン出力を低く設定し（内燃機関の出力を制限し）、ピストン１４の温度上昇
を抑える制御に移行する。また、前記ＥＣＵ１００に備えられたダイアグノーシスに異常
情報を書き込む。

40

【００８６】
一方、現在、オイルジェットが要求されているエンジン運転状態にあり、ステップＳＴ
２でＹＥＳ判定された場合にはステップＳＴ１０に移り、エンジン運転状態がオイルジェ
ット要求解除状態となったか否か、つまり、オイルジェット切り換えバルブ８を閉鎖させ
る条件が成立したか否かを判定する。例えば、オイルジェットの実行中にエンジン回転数
が所定回転数まで低下した時点でオイルジェット要求解除条件が成立したと判定する。
【００８７】
エンジン運転状態が未だオイルジェット要求状態にある場合には、ステップＳＴ１０で
ＮＯ判定されてリターンされる。
【００８８】
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一方、エンジン運転状態がオイルジェット要求解除状態となりステップＳＴ１０でＹＥ
Ｓ判定された場合には、ステップＳＴ１１においてＯＳＶ７をＯＮに切り換える。つまり
、オイルジェット切り換えバルブ８を閉鎖させる動作を実行する。
【００８９】
その後、ステップＳＴ１２に移り、前記油圧センサ１０５によって検出される油圧の情
報を取得する。
【００９０】
そして、ステップＳＴ１３において、この取得された油圧の上昇変化量（ＯＳＶ７がＯ
ＦＦ状態にあるときの油圧に対して、ＯＳＶ７がＯＮ状態となったときの油圧の上昇変化
量）が所定値βを超えているか否かを判定する。この所定値βとしては、実験やシミュレ

10

ーションによって予め設定されている。前記ステップＳＴ１１におけるＯＳＶ７のＯＮ動
作によってオイルジェット切り換えバルブ８が正常に閉鎖した場合には、オイルジェット
ギャラリ５３へのエンジンオイルの導入が停止されることに伴ってメインオイルホール２
１内部の油圧は一時的に上昇する。つまり、油圧センサ１０５によって検出される油圧の
値が一時的に上昇する。これに対し、前記ステップＳＴ１１におけるＯＳＶ７のＯＮ動作
を行ってもオイルジェット切り換えバルブ８が閉鎖しない（開異常）場合には、オイルジ
ェットギャラリ５３へのエンジンオイルの導入が継続されるため、メインオイルホール２
１内部の油圧は上昇することがない。つまり、油圧センサ１０５によって検出される油圧
の値は殆ど変化しない。
【００９１】

20

前記取得された油圧の上昇変化量が所定値βを超えており、ステップＳＴ１３でＹＥＳ
判定された場合には、ステップＳＴ１４に移り、オイルジェット切り換えバルブ８は正常
に閉鎖されたと判定してリターンされる。この場合、前記アクセル開度センサ１０３によ
って検出されているアクセルペダルの踏み込み操作量や、クランクポジションセンサ１０
１からの出力信号に基づいて算出されるエンジン回転数等に基づいて求められる要求駆動
力が得られるようにエンジン１の制御が行われる。
【００９２】
一方、前記取得された油圧の上昇変化量が所定値β以下であり、ステップＳＴ１３でＮ
Ｏ判定された場合には、ステップＳＴ１５に移り、オイルジェット切り換えバルブ８は正
常に閉鎖されない異常状態（開異常）にあると判定し、ステップＳＴ９でＭＩＬを点灯さ

30

せ、ドライバに点検整備を促す。また、車両の退避走行を行う。また、前記ＥＣＵ１００
に備えられたダイアグノーシスに異常情報を書き込む。
【００９３】
なお、このフローチャートにおいて、前記ステップＳＴ２での判定時に、エンジン運転
状態がオイルジェット要求状態にない状況で、既に開異常が発生している場合（本来閉鎖
状態にあるべきオイルジェット切り換えバルブ８が開放状態となっている場合）には、オ
イルジェット要求が発生してＯＳＶ７がＯＦＦされても油圧下降量は所定値αよりも小さ
いため、この場合にも開閉異常が生じていると判定されることになる。同様に、前記ステ
ップＳＴ２での判定時に、エンジン運転状態がオイルジェット要求状態にある状況で、既
に閉異常が発生している場合（本来開放状態にあるべきオイルジェット切り換えバルブ８

40

が閉鎖状態となっている場合）には、オイルジェット要求が解除されてＯＳＶ７がＯＮさ
れても油圧上昇量は所定値βよりも小さいため、この場合にも開閉異常が生じていると判
定されることになる。
【００９４】
図６は、ＯＳＶ７をＯＮからＯＦＦに切り換える場合におけるオイルジェット切り換え
バルブ８の正常時および閉異常時それぞれのエンジン回転数と油圧センサ値との関係を示
す図である。
【００９５】
エンジン回転数が上昇していく場合、オイルポンプ３２のオイル吐出量の増大に伴って
油圧センサ１０５のセンシング値（油圧センサ値）が次第に上昇していく。そして、エン
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ジン回転数が所定回転数Ｎｅ１に達した時点でＯＳＶ７をＯＦＦしてオイルジェット切り
換えバルブ８を開放させる場合に、この開放が正常に行われると、図中に実線で示すよう
に油圧センサ１０５のセンシング値は一時的に下降することになる。図６のものにあって
は、このセンシング値がＰ１からＰ２に下降している。上記所定値αは、このＰ１とＰ２
との差圧よりも僅かに小さな値として設定されている。
【００９６】
一方、オイルジェット切り換えバルブ８の開放が正常に行われず閉鎖状態が維持された
場合には、図中に一点鎖線で示すようにＯＳＶ７をＯＦＦしても油圧センサ１０５のセン
シング値は下降することなく、エンジン回転数の上昇に従って上昇していくことになる。
つまり、油圧センサ１０５のセンシング値が下降しないことを認識することにより、オイ

10

ルジェット切り換えバルブ８の開放が正常に行われなかった（閉異常である）ことが判定
できることになる。
【００９７】
図７は、ＯＳＶをＯＦＦからＯＮに切り換える場合におけるオイルジェット切り換えバ
ルブの正常時および開異常時それぞれのエンジン回転数と油圧センサ値との関係を示す図
である。
【００９８】
エンジン回転数が下降していく場合、オイルポンプ３２のオイル吐出量の減少に伴って
油圧センサ１０５のセンシング値（油圧センサ値）が次第に下降していく。そして、エン
ジン回転数が所定回転数Ｎｅ２に達した時点でＯＳＶ７をＯＮしてオイルジェット切り換
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えバルブ８を閉鎖させる場合に、この閉鎖が正常に行われると、図中に実線で示すように
油圧センサ１０５のセンシング値は一時的に上昇することになる。図７のものにあっては
、このセンシング値がＰ３からＰ４に上昇している。上記所定値βは、このＰ３とＰ４と
の差圧よりも僅かに小さな値として設定されている。
【００９９】
一方、オイルジェット切り換えバルブ８の閉鎖が正常に行われず開放状態が維持された
場合には、図中に一点鎖線で示すようにＯＳＶ７をＯＮしても油圧センサ１０５のセンシ
ング値は上昇することなく、エンジン回転数の下降に従って下降していくことになる。つ
まり、油圧センサ１０５のセンシング値が上昇しないことを認識することにより、オイル
ジェット切り換えバルブ８の閉鎖が正常に行われなかった（開異常である）ことが判定で

30

きることになる。
【０１００】
前記図６では、エンジン回転数が上昇していく途中でＯＳＶ７をＯＦＦする場合につい
て示したが、オイルジェット切り換えバルブ８の閉異常の有無を判定する動作（オイルジ
ェット要求に関わりなく閉異常の有無を判定する動作）として、エンジン回転数が下降し
ていく途中で、ＯＮ状態にあるＯＳＶ７をＯＦＦ状態にするようにした場合にも同様に油
圧センサ値に応じて閉異常の有無を判定することが可能である。
【０１０１】
同様に、前記図７では、エンジン回転数が下降していく途中でＯＳＶ７をＯＮする場合
について示したが、オイルジェット切り換えバルブ８の開異常の有無を判定する動作（オ
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イルジェット要求に関わりなく開異常の有無を判定する動作）として、エンジン回転数が
上昇していく途中で、ＯＦＦ状態にあるＯＳＶ７をＯＮ状態にするようにした場合にも同
様に油圧センサ値に応じて開異常の有無を判定することが可能である。
【０１０２】
なお、前記オイルジェット切り換えバルブ８の開閉異常（閉異常または開異常）が生じ
て車両の退避走行を行っている状況において、この開閉異常が解消された場合には、この
退避走行から通常走行に復帰させる。つまり、油圧の変化量が所定値以下であったことで
開閉異常が生じていると判断された後、ＯＳＶ７の切り換え動作を行うことなく短期間の
うちに油圧の変化量が所定値を超える状況となった場合（例えば１ｓｅｃ以内に油圧下降
量が前記αを超えた場合や油圧上昇量が前記βを超えた場合）には開閉異常が解消された
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と判断して通常走行に復帰させる。例えば、図６に二点鎖線で示すように、油圧センサ値
が一時的に大きく下降した場合には、開閉異常（図６の場合には閉異常）が解消されたと
判断して通常走行（アクセルペダルの踏み込み操作量やエンジン回転数等に基づいて求め
られる要求駆動力を得るためのエンジン制御）に復帰させる。これにより、車両の退避走
行（内燃機関の出力制限）が必要以上に継続されてしまうといった状況を回避できる。
【０１０３】
以上説明したように、本実施形態では、オイルジェット切り換えバルブ８が正常に閉鎖
状態から開放状態になった際には油圧センサ１０５による油圧検出値が大きく下降し、逆
に、オイルジェット切り換えバルブ８が正常に開放状態から閉鎖状態になった際には油圧
センサ１０５による油圧検出値が大きく上昇し、オイルジェット切り換えバルブ８に固着
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等の異常が生じている場合には、油圧センサ１０５による油圧検出値の変化が少ないとい
ったことを利用して、オイルジェット切り換えバルブ８の開閉作動が正常に行われている
か否かを早期に且つ確実に判定することができる。例えば、ＯＳＶ７の切り換え動作と略
同時にオイルジェット切り換えバルブ８の開閉作動が正常に行われているか否かを判定す
ることができる。
【０１０４】
また、本実施形態では、メインオイルホール２１に設けられている既存の油圧センサ１
０５をバルブ異常判定のための油圧検出手段として兼用している。このため、バルブ異常
判定のための新たな油圧センサを備えさせる必要がなく、構成の簡素化およびコストの低
廉化を図ることができる。

20

【０１０５】
また、前記ＯＳＶ７にはドレンポート７１ｃが備えられ、ＯＳＶ７がＯＦＦ状態になる
と、前記バルブ圧力ポート７１ｂとドレンポート７１ｃとが連通してバルブ背圧空間８１
のオイルがドレンポート７１ｃからドレン油路１２ａへ排出されるようになっている。こ
のため、ＯＳＶ７がＯＦＦ状態となるのに伴ってバルブ背圧空間８１の油圧を急速に下降
させることができ、オイルジェット切り換えバルブ８の後退移動が迅速に行われる。その
結果、油圧センサ１０５によって検出される油圧も短時間のうちに大きく変化することに
なるため、オイルジェット切り換えバルブ８の開閉作動に異常が生じている場合（検出さ
れる油圧が殆ど変化しない場合）との識別が確実に行える。
【０１０６】
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また、図２に仮想線Ａで示すように油圧センサをオイルジェットギャラリ５３に配設し
た場合に比べて、本実施形態の如く油圧センサ１０５をオイルジェット流路５４の上流側
（メインオイルホール２１）に配設した場合には、以下の効果を奏することもできる。つ
まり、油圧センサＡをオイルジェットギャラリ５３に配設した場合、ＯＳＶ７がＯＦＦか
らＯＮに切り換わってオイルジェット切り換えバルブ８が正常に開放状態から閉鎖状態に
移行した際、オイルジェットギャラリ５３の内部に残存するオイルは前記ノズル６２の噴
射孔からシリンダ内部に漏れ出る状況となるため、このオイルジェットギャラリ５３の内
部圧力の変化は比較的小さく（ＯＳＶ７がＯＦＦからＯＮに切り換わっても内部圧力（オ
イルジェットギャラリ５３の内部圧力）の変化は僅かである）、オイルジェット切り換え
バルブ８に開異常が生じた場合（オイルジェット切り換えバルブ８が開放状態で固着して

40

しまった場合）との識別が困難になる。具体的には、図７に二点鎖線で示すように、エン
ジン回転数が所定回転数Ｎｅ２に達してＯＳＶ７をＯＮしてオイルジェット切り換えバル
ブ８を閉鎖させたとしても油圧センサＡのセンシング値としては変化が少ないことになり
、オイルジェット切り換えバルブ８に開異常が生じている場合（図７に一点鎖線で示した
油圧センサＡのセンシング値の変化）との識別が困難である。これに対し、本実施形態の
ものでは、図７に実線で示すように、ＯＳＶ７をＯＮしてオイルジェット切り換えバルブ
８を閉鎖させた時点で油圧センサ１０５のセンシング値は一時的に大きく上昇することに
なるため、オイルジェット切り換えバルブ８に開異常が生じた場合との識別が確実に行え
る。
【０１０７】
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−他の実施形態−
以上説明した実施形態は、直列４気筒ガソリンエンジンに本発明を適用した場合につい
て説明したが、本発明は、気筒数やエンジンの形式（Ｖ型や水平対向型等）は特に限定さ
れるものではない。また、ディーゼルエンジンに対しても本発明は適用が可能である。
【０１０８】
また、前記実施形態では、オイルジェット切り換え機構５２にＯＳＶ７を設けていた。
本発明はこれに限らず、開度調整可能なＯＣＶ（Ｏｉｌ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｖａｌｖｅ）を
設けるようにしてもよい。
【０１０９】
また、前記実施形態ではコンベンショナル車両（駆動力源としてエンジン１のみを搭載

10

した車両）に本発明を適用した場合について説明したが、ハイブリッド車両（駆動力源と
してエンジンおよび電動モータを搭載した車両）に対しても本発明は適用可能である。
【０１１０】
また、前記実施形態では、エンジンオイルの供給と非供給とが切り換えられる機器とし
てオイルジェット装置５を例に挙げて説明した。本発明はこれに限らず、カムシャワーや
タイミングチェーンジェットに対してエンジンオイルの供給と非供給とを切り換えるもの
に対しても適用が可能である。つまり、前記シャワーパイプ側通路２７に対するエンジン
オイルの供給と非供給とを切り換える場合や、図示しないタイミングチェーンジェットに
対するエンジンオイルの供給と非供給とを切り換える場合に適用するものである。これら
の機器はエンジン回転数が所定回転数以下となり、エンジンオイルの飛散による潤滑が行
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えなくなる状況においてＯＳＶをＯＦＦにして切り換えバルブを開放し、これによりエン
ジンオイルを供給するようにしたものである。
【０１１１】
さらに、前記実施形態では、オイルジェット導入油路５４ｂの下流端をオイルジェット
切り換えバルブ８の先端面に対向させ、この先端面に対して垂直方向に油圧を作用させる
ものとしていた。本発明はこれに限らず、オイルジェット切り換えバルブ８の側面に傾斜
面を設け、このオイルジェット切り換えバルブ８の側方から油圧を作用させることで、前
記傾斜面に作用する油圧の分力によりオイルジェット切り換えバルブ８を開放させるよう
にしたものに対しても適用が可能である。
【０１１２】
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また、前記実施形態では、バルブ異常としてオイルジェット切り換えバルブ８の固着を
例に挙げて説明したが、ＯＳＶ７の故障によって前記閉異常や開異常が生じている場合に
も前記実施形態の場合と同様に異常判定を行うことができる。
【０１１３】
また、前記実施形態では、メインオイルホール２１に設けられている既存の油圧センサ
１０５をバルブ異常判定のための油圧センサとして兼用させる構成としたが、この既存の
油圧センサとは別にバルブ異常判定のための専用の油圧センサを設けるようにしてもよい
。
【産業上の利用可能性】
【０１１４】

40

本発明は、オイルジェット装置に備えられたオイルジェット切り換えバルブの開閉異常
の判定に適用可能である。
【符号の説明】
【０１１５】
１

エンジン

２

オイル供給系統

２１

メインオイルホール（メインオイル通路、上流側の油路）

３２

オイルポンプ

５

オイルジェット装置（オイル供給装置）

５１

オイルジェット機構
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５２

オイルジェット切り換え機構

５３

オイルジェットギャラリ

５４

オイルジェット流路

５４ａ

パイロット流路

５４ｂ

オイルジェット導入油路

７

ＯＳＶ（制御バルブ）

７１ａ

油圧導入ポート（第１ポート）

７１ｂ

バルブ圧力ポート（第２ポート）

７１ｃ

ドレンポート

８

オイルジェット切り換えバルブ（開閉バルブ）

８１

バルブ背圧空間

８４

スプリング

１００

ＥＣＵ

１０５

油圧センサ（油圧検出手段）

【図１】

【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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