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(57)【要約】
【課題】ピストンモーションの適正化により、オーバー
ラップ期間の掃気性能を向上させる。
【解決手段】本発明は、シリンダ内を往復動するピスト
ンを備え、単一コンロッドエンジンとクランクジャーナ
ル中心及びピストンピン中心のシリンダ軸方向の距離を
等しくして比較したときに、ピストンの上死点位置付近
の速度が遅いエンジンであって、吸気系に設けられ大気
圧よりも高圧の空気をシリンダに供給する過給手段と、
吸気弁開時期及び排気弁閉時期の双方、又は一方を制御
してオーバーラップ期間を設定するオーバーラップ期間
設定手段と、過給手段によって大気圧よりも高圧の空気
がシリンダに供給されているときは、設定したオーバー
ラップ期間を拡大してシリンダ内の排ガスを掃気する排
ガス掃気手段（Ｓ１９）と、を含むことを特徴とする。
【選択図】図１５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリンダ内を往復動するピストンを備え、単一コンロッドエンジンとクランクジャーナ
ル中心及びピストンピン中心のシリンダ軸方向の距離を等しくして比較したときに、ピス
トンの上死点位置付近の速度が遅いエンジンであって、
　吸気系に設けられ、大気圧よりも高圧の空気を前記シリンダに供給する過給手段と、
　吸気弁開時期及び排気弁閉時期の双方、又は一方を制御してオーバーラップ期間を設定
するオーバーラップ期間設定手段と、
　前記過給手段によって大気圧よりも高圧の空気が前記シリンダに供給されているときは
、前記オーバーラップ期間を拡大して前記シリンダ内の排ガスを掃気する排ガス掃気手段
と、
を備えたことを特徴とするエンジン。
【請求項２】
　ピストンの上死点位置付近の速度を変化させるピストン速度調整手段を備え、
　過給が行われ、バルブオーバラップ期間が拡大されるときに、前記ピストン速度調整手
段によって、前記ピストンの上死点付近のピストン速度が低下させられる
ことを特徴とする請求項１に記載のエンジン。
【請求項３】
　前記ピストン速度調整手段は、
　　一端が前記ピストンにピストンピンを介して連結される第１リンクと、
　　一端が前記第１リンクの他端に連結されるとともに、クランクシャフトに回転自由に
装着される第２リンクと、
　　一端が前記第２リンクの他端に連結される第３リンクと、
　　回転中心軸に対して偏心した偏心軸部を有し、その偏心軸部に前記第３リンクの他端
を揺動自由に連結するコントロールシャフトと、
　を備え、
　　前記コントロールシャフトを回転して前記偏心軸部を上下動することで前記ピストン
の上死点位置を変化させて圧縮比を変更し、圧縮比の低下に伴いピストンの上死点位置付
近の速度が低下するよう変化させる圧縮比可変機構である
ことを特徴とする請求項１又は２に記載のエンジン。
【請求項４】
　前記ピストンのストローク特性を、ピストンの上死点位置付近の速度の絶対値が下死点
付近の速度の絶対値と略同等となるように、又はピストンの上死点位置付近の速度の絶対
値が下死点付近の速度の絶対値よりも小さくなるように、前記第１リンク、第２リンク及
び第３リンクのリンク構成を設定する
ことを特徴とする請求項３に記載のエンジン。
【請求項５】
　前記オーバーラップ期間設定手段は、
　　エンジン回転に連動して回転する駆動軸と、
　　前記駆動軸に回転自在に支持されるとともに、吸気弁のバルブリフタに当接し、揺動
運動によってそのバルブリフタを介して吸気弁をリフトさせる揺動カムと、
　を備え、
　　前記駆動軸の回転運動を複数のリンクを介して前記揺動運動に変換することによって
、前記吸気弁のリフトカーブの上り加速度が下り加速度より大きくなるようにし、前記揺
動カムの位相を連続的に変化させることで吸気弁のバルブリフト量を連続的に変化させる
可変動弁機構である
ことを特徴とする請求項１から４までのいずれか１つに記載のエンジン。
【請求項６】
　前記排ガス掃気手段は、
　　圧縮比が低圧縮比であるほど、オーバーラップ期間を拡大して前記シリンダ内の排ガ
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スを掃気する
ことを特徴とする請求項１から５までのいずれか１つに記載のエンジン。
【請求項７】
　前記過給手段は、クラッチを介してエンジンの出力軸によって駆動される容積型の機械
式過給機であって、
　実圧縮比が所定圧縮比より小さくなるまではその過給機の駆動を禁止する過給機駆動禁
止手段を備える
ことを特徴とする請求項１から６までのいずれか１つに記載のエンジン。
【請求項８】
　前記過給手段は、クラッチを介してエンジンの出力軸によって駆動される遠心型の機械
式過給機であって、
　エンジン回転速度が高回転のときは、実圧縮比が所定圧縮比より小さくなるまではその
過給機の駆動を禁止する過給機駆動禁止手段を備える
ことを特徴とする請求項１から６までのいずれか１つに記載のエンジン。
【請求項９】
　エンジン回転速度が低回転のときは、実圧縮比にかかわらず前記過給機を駆動する
ことを特徴とする請求項８に記載のエンジン。
【請求項１０】
　エンジン回転に連動して回転するカムシャフトに設けられ、排気弁のバルブリフタに当
接し、そのバルブリフタを介して排気弁をリフトさせる排気カムを備え、
　前記カムシャフト軸心を前記バルブリフの中心軸から径方向に所定量オフセットするこ
とで、排気弁のリフトカーブの下りの作動角を上りの作動角よりも小さくした
ことを特徴とする請求項１から９までのいずれか１つに記載のエンジン。
【請求項１１】
　シリンダ内に直接燃料を噴射する燃料噴射弁を備え、
　排気弁閉時期が遅角するほど、燃料噴射時期を遅角させる
ことを特徴とする請求項１から１０までのいずれか１つに記載のエンジン。
【請求項１２】
　シリンダ内に直接燃料を噴射する燃料噴射弁を備え、
　圧縮比が高圧縮比になるほど、燃料噴射時期を遅角させる
ことを特徴とする請求項１から１１までのいずれか１つに記載のエンジン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はエンジンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のエンジンのバルブタイミング制御装置は、吸気弁が開弁し始めてから排気弁が閉
弁し終わるまでの期間（以下「オーバーラップ期間」という）を、機械式過給機を駆動し
ていないときよりも、駆動しているときのほうが長くなるように設定している（例えば、
特許文献１参照）。これにより、過給圧を利用して燃焼室内の既燃ガスを積極的に掃気し
ている。
【特許文献１】特開昭６１－１８５６２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、前述した従来の装置は、ピストンモーションについて全く考慮されてい
なかった。そのため、エンジン回転速度が高回転になり上死点付近でのピストン速度が速
くなると、ピストン運動によって生じる負圧により、十分な掃気ができないという問題点
があった。
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【０００４】
　本発明は、このような従来の問題点に着目してなされたものであり、オーバーラップ期
間におけるピストンモーションの適正化を図ることで、高回転時の掃気性能を向上させる
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は以下のような解決手段によって、前記課題を解決する。なお、理解を容易にす
るため、本発明の実施形態に対応する符号を付するが、これに限定されるものではない。
【０００６】
　本発明は、シリンダ（１２０）内を往復動するピストン（１２２）を備え、単一コンロ
ッドエンジンとクランクジャーナル中心及びピストンピン中心のシリンダ軸方向の距離を
等しくして比較したときに、ピストン（１２２）の上死点位置付近の速度が遅いエンジン
であって、吸気系に設けられ、大気圧よりも高圧の空気をシリンダ（１２０）に供給する
過給手段（１１，３１）と、吸気弁開時期及び排気弁閉時期の双方、又は一方を制御して
オーバーラップ期間を設定するオーバーラップ期間設定手段（２００）と、過給手段（１
１，３１）によって大気圧よりも高圧の空気がシリンダ（１２０）に供給されているとき
は、オーバーラップ期間を拡大してシリンダ（１２０）内の排ガスを掃気する排ガス掃気
手段（Ｓ１９）と、を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　ピストンが上死点付近に滞在する期間を長くしたので、エンジン回転速度が高回転のと
きに掃気できる排ガス量を増加させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
【０００９】
　（第１実施形態）
　図１は、本発明の第１実施形態によるエンジンの吸気装置の概略構成図である。
【００１０】
　エンジンのシリンダ１に連通する吸気通路１０には、上流から順に、スーパーチャージ
ャ１１と、インタークーラ１２と、スロットル弁１３とが設けられる。
【００１１】
　スーパーチャージャ１１は、クランクプーリ２とベルト３とを介してクランクシャフト
（図３参照）によって駆動される容積型の機械式過給機である。スーパーチャージャ１１
は、運転条件に応じて過給を停止することができるように、ベルトプーリ１１ａに電磁ク
ラッチを内蔵している。電磁クラッチを締結（ＯＮ）すると、スーパーチャージャ１１が
クランクシャフトによって駆動され、過給を開始する。一方、電磁クラッチの締結を解除
（ＯＦＦ）すると、スーパーチャージャ１１はクランクシャフトの回転から切り離され作
動を停止する。
【００１２】
　なお、過給を停止したときなど、必要に応じてスーパーチャージャ１１をバイパスして
外気を自然吸気としてシリンダ１に取り入れることができるように、バイパス吸気通路２
０が設けられる。バイパス吸気通路２０には、バイパス吸気通路２０を開閉するバイパス
弁２１が設けられる。バイパス弁２１は、スーパーチャージャ１１の入口側の吸気通路１
０ａの圧力に対する出口側の吸気通路１０ｂの圧力（以下「圧力比」という）に応じて開
閉され、圧力比が大きくなると開く。
【００１３】
　インタークーラ１２は、吸気通路１０を流れる空気を冷却する。
【００１４】
　スロットル弁１３は、吸気コレクタ１４に流入する空気量を調整する。吸気コレクタ１
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４には、内部の圧力を検出する圧力センサ１５が設けられる。
【００１５】
　図２は、本発明の第１実施形態によるエンジンに適用される圧縮比可変機構１００及び
吸気弁可変動弁機構２００の概略構成を示す図である。
【００１６】
　圧縮比可変機構１００は、エンジンの圧縮比を圧縮比制御アクチュエータ１３１によっ
て変化させる。
【００１７】
　吸気弁可変動弁機構２００は、リフト・作動角可変機構２１０と位相可変機構２４０と
を備える。リフト・作動角可変機構２１０は、吸気弁２１１のリフト・作動角をリフト量
制御アクチュエータ２３０によって変化させる。位相可変機構２４０は、吸気弁２１１の
中心角（吸気弁２１１が最大リフトを迎えるクランク角度位置）の位相を位相角制御アク
チュエータ２４１によって進角又は遅角させる。
【００１８】
　コントローラ３００は中央演算装置（ＣＰＵ）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、ラン
ダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）及び入出力インタフェース（Ｉ／Ｏインタフェース）を備
えたマイクロコンピュータで構成される。コントローラ３００は、クランク角センサ３１
１の検出信号に基づいてエンジン回転数を演算し、エアーフローメータ３１２の検出信号
に基づいて負荷を演算し、水温センサ３１３の検出信号に基づいて水温を検出し、筒内圧
力センサ３１４の検出信号に基づいて筒内圧を検出する。コントローラ３００は、このよ
うにして演算又は検出した現在のエンジン運転状態に基づいて、圧縮比可変機構１００の
圧縮比制御アクチュエータ１３１と、吸気弁可変動弁機構２００のリフト量制御アクチュ
エータ２３０及び位相角制御アクチュエータ２４１と、を制御する。
【００１９】
　以下では、図３～図５を参照して圧縮比可変機構１００を備えたエンジンについて詳し
く説明する。
【００２０】
　図３は、圧縮比可変機構１００を備えたエンジンを示す図である。
【００２１】
　圧縮比可変機構１００を備えたエンジンは、ピストン１２２とクランクシャフト１２１
とを２つのリンク(アッパリンク１１１、ロアリンク１１２)で連結するとともに、コント
ロールリンク１１３でロアリンク１１２を制御して圧縮比を変更する。
【００２２】
　アッパリンク１１１は、上端をピストンピン１２４を介してピストン１２２に連結し、
下端を連結ピン１２５を介してロアリンク１１２の一端に連結する。ピストン１２２は、
シリンダブロック１２３に嵌着させたシリンダライナ１２９に摺動自在に嵌合しており、
燃焼圧力を受け、シリンダ１２０内を往復動する。
【００２３】
　ロアリンク１１２は、一端を連結ピン１２５を介してアッパリンク１１１に連結し、他
端を連結ピン１２６を介してコントロールリンク１１３に連結する。また、ロアリンク１
１２は、ほぼ中央の連結孔に、クランクシャフト１２１のクランクピン１２１ｂを挿入し
、クランクピン１２１ｂを中心軸として揺動する。ロアリンク１１２は左右の２部材に分
割可能である。クランクシャフト１２１は、複数のジャーナル１２１ａとクランクピン１
２１ｂとを備える。ジャーナル１２１ａは、シリンダブロック１２３及びラダーフレーム
１２８によって回転自在に支持される。クランクピン１２１ｂは、ジャーナル１２１ａか
ら所定量偏心しており、ここにロアリンク１１２が揺動自在に連結する。
【００２４】
　コントロールリンク１１３は、連結ピン１２６を介してロアリンク１１２に連結する。
またコントロールリンク１１３は、他端を連結ピン１２７を介してコントロールシャフト
１１４に連結する。コントロールリンク１１３は、この連結ピン１２７を中心として揺動
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する。またコントロールシャフト１１４にはギアが形成されており、そのギアが圧縮比制
御アクチュエータ１３１の回転軸１３３に設けられたピニオン１３２に噛合する。圧縮比
制御アクチュエータ１３１によってコントロールシャフト１１４が回転させられ、連結ピ
ン１２７が移動する。
【００２５】
　図４は圧縮比可変機構１００による圧縮比変更方法を説明する図である。
【００２６】
　圧縮比可変機構１００は、コントローラ３００が圧縮比制御アクチュエータ１３１を制
御することでコントロールシャフト１１４を回転させて連結ピン１２７の位置を変更させ
て、圧縮比を変更する。例えば図４(Ａ)、図４(Ｃ)に示すように連結ピン１２７を位置Ｐ
にすれば、上死点位置(ＴＤＣ)が高くなり高圧縮比になる。
【００２７】
　そして図４(Ｂ)、図４(Ｃ)に示すように、連結ピン１２７を位置Ｑにすれば、コントロ
ールリンク１１３が上方へ押し上げられ、連結ピン１２６の位置が上がる。これによりロ
アリンク１１２はクランクピン１２１ｂを中心として反時計方向に回転し、連結ピン１２
５が下がり、ピストン上死点におけるピストン１２２の位置が下降する。したがって圧縮
比が低圧縮比になる。
【００２８】
　図５は、圧縮比可変機構１００を備えたエンジンのピストンストローク特性を示す図で
ある。
【００２９】
　圧縮比可変機構１００を備えたエンジンは、ピストンとクランクシャフトとを１つのリ
ンク（コンロッド）で連結し、圧縮比が一定である通常の単一コンロッドエンジン（以下
「ノーマルエンジン」という）と、クランクジャーナル中心及びピストンピン中心とのシ
リンダ軸方向の距離を等しくして比べた場合に、ピストンの上死点付近に滞在する期間が
長いという特性がある。
【００３０】
　この点について、図５を参照して説明する。図５において、太線は圧縮比可変機構１０
０を備えたエンジンのピストンストローク特性を示し、細線はノーマルエンジンのピスト
ンストローク特性を示す。なお、圧縮比可変機構１００の圧縮比は、ノーマルエンジンの
圧縮比と同じに設定してある。
【００３１】
　図５に示すように、圧縮比可変機構１００を備えたエンジンは、ノーマルエンジンより
も上死点付近ではカーブの傾斜が緩く、下死点付近ではカーブの傾斜がきつい。つまり、
ノーマルエンジンの場合、ピストンは上死点付近で早い動き（加速度大）になり、下死点
付近では鈍い動き（加速度小）になる。
【００３２】
　これに対し、圧縮比可変機構１００の場合、リンク構成を適切に設定することで、単振
動に近いピストンストローク特性を得ることができる。そのため、バランサシャフトが不
要（４気筒）となるような振動低減効果が得られるとともに、ピストン加速度が平準化さ
れ、上死点付近でのピストン速度がノーマルエンジンに比べて遅くなる。その結果、圧縮
比可変機構１００は、同じ圧縮比にしたノーマルエンジンに比べて、ピストンが上死点付
近に滞在する期間が長くなる。
【００３３】
　上死点付近では、吸気通路から供給される高圧の新気によって掃気、充填、混合気形成
が行われ、さらに点火も行われる。このように行程の集中する上死点付近のピストン速度
を低下させることで、出力可能な回転速度を上げることができる。
【００３４】
　また、圧縮比可変機構１００の場合、リンク構成を適切に設定することで、低圧縮比時
の上死点付近でのピストン速度を高圧縮比時に比べて遅くして、低圧縮比時にピストンが
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上死点付近に滞在する期間を高圧縮比時よりも長くすることができる。そのため、高圧縮
比時よりも排ガス量が増大する低圧縮比時において、掃気を行う時間を長くすることがで
きる。
【００３５】
　次に、図６～図１０を参照して吸気弁可変動弁機構２００について説明する。
【００３６】
　図６は、本発明の第１実施形態によるエンジンの吸気弁可変動弁機構２００を示す斜視
図である。図６では１つの気筒に対応する一対の吸気弁２１１及びその関連部品のみを簡
略的に図示している。図７は、吸気弁可変動弁機構２００の一部を構成するリフト・作動
角可変機構２１０の駆動軸方向視図である。
【００３７】
　まず、リフト・作動角可変機構２１０の構成について説明する。
【００３８】
　エンジンの各気筒には、一対の吸気弁２１１と一対の排気弁（図示せず）が設けられる
。吸気弁２１１の上方には、気筒列方向に延びる中空状の駆動軸２１３が設けられる。駆
動軸２１３は、一端部に設けられたスプロケット２４２等を介して、図示しないベルトや
チェーンでクランクシャフトと連係され、クランクシャフトに連動して軸周りに回転する
。
【００３９】
　駆動軸２１３には、気筒ごとに、一対の揺動カム２２０が駆動軸２１３に対して回転自
在に取り付けられる。その作用については後で詳述するが、この一対の揺動カム２２０が
駆動軸２１３を中心として所定の回転範囲で揺動（上下動）することによって、その下方
に位置する吸気弁２１１のバルブリフタ２１９が押圧され、吸気弁２１１が下方にリフト
する。なお、一対の揺動カム２２０は、互いに円筒等で同位相に固定されている。
【００４０】
　図７に示すように、揺動カム２２０は、ベースサークル２２４ａと、ベースサークル２
２４ａからカムノーズ２２３側に円弧状に延びるカム面２２４ｂとを備える。ベースサー
クル２２４ａ及びカム面２２４ｂは、揺動カム２２０の揺動位置に応じてバルブリフタ２
１９に当接する。
【００４１】
　駆動軸２１３の外周には、円筒状の駆動カム２１５が圧入等によって固定される。駆動
カム２１５の中心Ｐ４は、駆動軸２１３の軸心Ｐ３から所定量だけ偏心した位置にある。
駆動カム２１５は、揺動カム２２０から軸方向に所定の距離だけ離れた位置に固定される
。そして、駆動カム２１５の外周面には、リンクアーム２２５の基端２２５ａが、回転自
在に嵌合する。
【００４２】
　駆動軸２１３の斜め上方には、制御軸２１６が、駆動軸２１３と平行に気筒列方向へ延
びて、回転自在に支持される。
【００４３】
　制御軸２１６の一端部には、制御軸２１６を所定回転角度範囲内で回転させるリフト量
制御アクチュエータ２３０が設けられる。リフト量制御アクチュエータ２３０は、エンジ
ン１００の運転状態を検出するコントローラ３００からの制御信号に基づいて、第１油圧
装置３０１によって制御される。
【００４４】
　制御軸２１６の外周面には、制御カム２１７が圧入等によって固定される。制御カム２
１７の中心Ｐ１は、制御軸２１６の軸心Ｐ２から所定量だけ偏心した位置にある。制御カ
ム２１７には、ロッカアーム２１８が、制御カム２１７の外周面に回転自在に嵌合する。
ロッカアーム２１８は、制御カム２１７の軸心Ｐ１を支点として揺動する。
【００４５】
　ロッカアーム２１８とリンクアーム２２５とは、ロッカアーム２１８が上方に位置する
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ように、両者を挿通する連結ピン２２１によって相対回転可能に連結される。連結ピン２
２１の中心をＰ５とする。
【００４６】
　ロッカアーム２１８とリンク部材２２６とは、両者を挿通する連結ピン２２８によって
連結される。
【００４７】
　リンク部材２２６と揺動カム２２０とは、両者を挿通する連結ピン２２９によって、ロ
ッカアーム２１８の下方に揺動カム２２０が位置するように連結される。
【００４８】
　各ピン２２１，２２８，２２９の一端部には、リンクアーム２２５やリンク部材２２６
の軸方向の移動を規制するスナップリングが設けられる。
【００４９】
　続いてリフト・作動角可変機構２１０の作用を詳述する。
【００５０】
　駆動軸２１３がクランクシャフトに連動して回転すると、駆動カム２１５及びその外周
に回転自在に嵌合しているリンクアーム２２５を介してロッカアーム２１８が制御カム２
１７の中心Ｐ１を中心として揺動（上下動）する。ロッカアーム２１８の揺動は、リンク
部材２２６を介して揺動カム２２０へ伝達され、揺動カム２２０が所定角度範囲を揺動す
る。この揺動カム２２０が揺動、すなわち上下動することによって、バルブリフタ２１９
が押圧され、吸気弁２１１が下方にリフトする。
【００５１】
　ここで、リフト量制御アクチュエータ２３０を介して制御軸２１６が回転すると、ロッ
カアーム２１８の揺動支点となる制御カム２１７の中心Ｐ１も回転変位して、エンジン本
体に対してロッカアーム２１８の支持位置が変化し、ひいては揺動カム２２０の初期揺動
位置が変化する。したがって、揺動カム２２０と、バルブリフタ２１９との初期接触位置
も変化する。クランクシャフト一回転あたりの揺動カム２２０の揺動角は常に一定なので
、以下で説明する図８及び図９のように最大リフト量が変化する。
【００５２】
　図８は、吸気弁２１１のゼロリフト時における揺動カム２２０の最小揺動時及び最大揺
動時の位置を示す図である。図９は、吸気弁２１１のピークリフト時における揺動カム２
２０の最小揺動時及び最大揺動時の位置を示す図である。ここで、吸気弁のゼロリフト時
とは、吸気弁２１１がリフトしないことをいう（つまり吸気弁のリフト量はゼロ）。また
、吸気弁のピークリフト時とは、吸気弁２１１が最大のリフト量となることをいう。
【００５３】
　図８に示すように、制御カム２１７の中心Ｐ１が制御軸２１６の軸心Ｐ２の上方に位置
し、制御カムの厚肉部２１７ａが上方に位置しているときは、ロッカアーム２１８は全体
として上方へ位置し、揺動カム２２０の連結ピン２２９側の端部が相対的に上方へ引き上
げられた状態となる。つまり、揺動カム２２０の初期位置は、カム面２２４ｂがバルブリ
フタ２１９から離れる方向に傾く（図８（Ａ）参照）。したがって、駆動軸２１３の回転
に伴って揺動カム２２０が揺動した際に、ベースサークル２２４ａが長くバルブリフタに
接触し続け、カム面２２４ｂがバルブリフタに接触する期間が短くなる。このため、吸気
弁２１１の最大リフト量が小さくなる（図８（Ｂ）参照）。また、吸気弁２１１の開時期
から閉時期までのクランク角度区間、つまり吸気弁２１１の作動角も縮小する。
【００５４】
　一方、図９に示すように、制御カム２１７の中心Ｐ１が制御軸２１６の軸心Ｐ２の下方
に位置し、制御カムの厚肉部２１７ａが下方に位置している場合には、ロッカアーム２１
８は全体として下方へ位置し、揺動カム２２０の連結ピン２２９側の端部が相対的に下方
へ押し下げられた状態となる。つまり、揺動カム２２０の初期位置は、カム面２２４ｂが
バルブリフタ２１９に近付く方向に傾く（図９（Ａ）参照）。したがって、駆動軸２１３
の回転に伴って揺動カム２２０が揺動した際に、バルブリフタ２１９と接触する部位がベ
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ースサークル２２４ａからカム面２２４ｂへと直ちに移行する。このため、吸気弁２１１
の最大リフト量が大きくなる（図９（Ｂ）参照）。また、吸気弁２１１の作動角も拡大す
る。
【００５５】
　次に、再び図６を参照して位相可変機構２４０の構成・作用について説明する。
【００５６】
　位相可変機構２４０は、位相角制御アクチュエータ２４１と第２油圧装置３０２とを備
える。
【００５７】
　位相角制御アクチュエータ２４１は、スプロケット２４２と駆動軸２１３とを所定の角
度範囲内において相対的に回転させる。
【００５８】
　第２油圧装置３０２は、エンジンの運転状態を検出するコントローラ３００からの制御
信号に基づいて、位相角制御アクチュエータ２４１を制御する。
【００５９】
　第２油圧装置３０２による位相角制御アクチュエータ２４１への油圧制御によって、ス
プロケット２４２と駆動軸２１３とが相対的に回転し、リフト中心角が進角又は遅角する
。
【００６０】
　図１０は、吸気弁可変動弁機構２００による作用を説明する図である。
【００６１】
　先に図８及び図９を参照して説明したように、制御カム２１７の初期位置は連続的に変
化させ得るので、これに伴って、吸気弁２１１のバルブリフト特性は連続的に変化する。
つまり、図１０の実線に示したように、吸気弁可変動弁機構２００は、リフト・作動角可
変機構２１０によって、吸気弁２１１のリフト量及び作動角を、両者同時に連続的に拡大
、縮小させることができる。各部のレイアウトによるが、例えば、吸気弁２１１のリフト
量及び作動角の大小変化に伴い、吸気弁２１１の開時期と閉時期とがほぼ対称に変化する
。
【００６２】
　さらに、図１０の破線に示したように、吸気弁可変動弁機構２００は、位相可変機構２
４０によって、リフト中心角を進角又は遅角させることができる。
【００６３】
　このように、リフト・作動角可変機構２１０と位相可変機構２４０とを組み合わせるこ
とによって、吸気弁可変動弁機構２００は、任意のクランク角度位置で吸気弁２１１を開
閉できる。
【００６４】
　なお、排気弁側には位相可変機構２４０のみが備えられており、排気弁の中心角の位相
を任意に進角又は遅角させることができるようになっている。これにより、排気弁の開閉
時期を任意に設定することができる。
【００６５】
　図１１は、図７において駆動軸２１３が一回転したときのＰ３～Ｐ５の軌跡を模式的に
表す図である。
【００６６】
　機関の回転に伴って駆動軸２１３が回転すると、駆動カム２１５の軸心Ｐ４は、駆動軸
２１３の軸心Ｐ３を中心とする円上を移動する。
【００６７】
　一方、制御カム２１７の軸心Ｐ１から連結ピン２２１の軸心Ｐ５までの長さ（Ｐ１、Ｐ
５間の長さ）及び駆動軸２１３の軸心Ｐ３から連結ピン２２１の軸心Ｐ５までの長さ（Ｐ
４、Ｐ５間の長さ）は常に一定である。
【００６８】
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　したがって、図１１に示すように、ロッカアーム２１８の揺動中心が軸心Ｐ１に保持さ
れた状態で、駆動軸２１３の回転に伴って軸心Ｐ４が軸心Ｐ３の周りを移動すると、軸心
Ｐ５は、軸心Ｐ１を中心とする円上の一部を上下に移動する。
【００６９】
　駆動軸２１３の回転に伴って、揺動カム２２０が開弁方向に揺動するとバルブリフトが
開始する。バルブリフトは、駆動カム２１５の軸心Ｐ４がＰ４OPENに位置したときに開始
する。そして、Ｐ４OPENから駆動軸回転方向（時計回り）に移動してＰ４CLOSEに位置し
たときに終了する。すなわち、Ｐ４OPENからＰ４CLOSEまでの間は、カム面２２４ｂがバ
ルブリフタ２１９と当接し、Ｐ４CLOSEからＰ４OPENまでの間は、ベースサークル２２４
ａがバルブリフタ２１９と当接している。
【００７０】
　そして、軸心Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５が一直線上に並ぶ状態、つまりＰ４、Ｐ５がそれぞれＰ
４PEAK、Ｐ５PEAKに位置する状態のときに、揺動カム２２０が最も開弁方向に揺動し、バ
ルブリフト量が最大（ピークリフト）となる。バルブリフト開始時と終了時では、駆動カ
ム２１５の軸心Ｐ４の位置はそれぞれ異なる（Ｐ４OPEN、Ｐ４CLOSE）が、連結ピン２２
１の軸心Ｐ５は同じ位置となる（Ｐ５OPEN、Ｐ５CLOSE）。
【００７１】
　ここで、吸気弁可変動弁機構２００では、図１２に示すように、リフト開始点Ｐ４OPEN

からピークリフト点Ｐ４PEAKまでの駆動軸角度αは、ピークリフト点Ｐ４PEAKからリフト
終了点Ｐ４CLOSEまでの駆動軸角度βより大きくなり、ずれ角Δ（＝α－β）が生じる。
【００７２】
　一方で、駆動軸２１３の回転速度は一定なので、軸心Ｐ５がＰ５OPENからＰ５PEAKまで
移動する時間と、Ｐ５PEAKからＰ５OPENまで移動する時間とは同じである。すなわち、リ
フト開始点Ｐ４OPENからピークリフト点Ｐ４PEAKまでにかかる時間と、ピークリフト点Ｐ
４PEAKからリフト終了点Ｐ４CLOSEまでにかかる時間とは同じである。
【００７３】
　そうすると、吸気弁２１１のバルブリフト時の加速度は、同じ時間でずれ角Δだけ多く
進む上りの加速度のほうが下りの加速度よりも大きくなる。
【００７４】
　このように、吸気弁可変動弁機構２００は、吸気弁２１１のバルブリフト時のリフトカ
ーブの上りの加速度が、下りの加速度よりも大きくなるという特性を有する。これにより
、オーバーラップ期間に吸気弁２１１が開口する面積が増加するので、掃気効果を増大さ
せることができる。
【００７５】
　次に、図１３を参照してオーバーラップ期間（吸気弁の開弁時期ＩＶＯから排気弁の閉
弁時期ＥＶＣまでの期間）の設定について説明する。
【００７６】
　図１３は、各エンジン回転速度における排気弁近傍の圧力脈動を示す図である。
【００７７】
　図１３に示すように、排気弁が開くとブローダウンにより排気圧力が増加する。このブ
ローダウンによって生じた圧力波（正圧波）は、排気通路を伝わっていくと、排気通路合
流部などの開放端で位相が反転して反射し、負圧波となって戻ってくる。
【００７８】
　図１３（Ｃ）（Ｄ）に示すように、エンジン回転速度が中高～高回転のときは、このブ
ローダウンによって生じた圧力波の反射によってオーバーラップ期間近傍の排気圧力が大
気圧より小さくなる。そのため、排気をシリンダから引っ張り出して掃気し、新気を引き
込むことができる。
【００７９】
　一方で、図１３（Ａ）（Ｂ）に示すように、エンジン回転速度が低～中回転のときは、
オーバーラップ期間近傍の排気圧力は大気圧近傍となる。



(11) JP 2009-138638 A 2009.6.25

10

20

30

40

50

【００８０】
　したがって、エンジン回転速度が中高～高回転のときは、低～中回転のときと比較して
オーバーラップ期間を長くしたほうが掃気効果を得ることができる。
【００８１】
　そこで、本実施形態では、図１４に示すように、エンジン回転速度に応じてオーバーラ
ップ期間を変更する。
【００８２】
　図１４は、スーパーチャージャ１１の駆動時及び非駆動時におけるエンジン回転速度に
応じたオーバーラップ期間を示した図である。
【００８３】
　図１３を参照して説明したように、エンジン回転速度が中高～高回転のときは、低～中
回転のときと比較してオーバーラップ期間を長くしたほうが掃気効果を得ることができる
。
【００８４】
　したがって、スーパーチャージャ１１の非駆動時は、エンジン回転速度が低～中回転の
ときはオーバーラップ期間を小とする一方で、中高回転のときはオーバーラップ期間を大
とする。そして、高回転になると、オーバーラップ期間を中とする。これは、高回転にな
ると、吸入空気の流速が増し、オーバーラップ期間が中でも掃気効果を得られるからであ
る。
【００８５】
　また、スーパーチャージャ１１の駆動時は、エンジン回転速度が低～中回転のときはオ
ーバーラップ期間を中に設定する。これは、容積型のスーパーチャージャ１１を使用して
いるので、低回転から過給圧を上昇させることができるからである。エンジン回転速度が
中高～高回転のときは、過給機の非駆動時と同様である。
【００８６】
　図１５は、本発明の第１実施形態による加速時のスーパーチャージャ１１の駆動及びオ
ーバーラップ期間の制御を示すフローチャートである。
【００８７】
　ステップＳ１０において、コントローラ３００は、車両が加速状態か否かを判定する。
具体的には、アクセル踏込み量ＡＰＯが所定量ＡＰＯ1より大きいか否かを判定する。コ
ントローラ３００は、アクセル踏込み量ＡＰＯが所定量ＡＰＯ1より大きければ、加速状
態であると判定してステップＳ１２に処理を移行する。一方、アクセル踏込み量ＡＰＯが
所定量ＡＰＯ1より小さければ、加速状態ではないと判定してステップＳ１１に処理を移
行する。
【００８８】
　ステップＳ１１において、コントローラ３００は、スーパーチャージャ１１の駆動を停
止する。具体的には、電磁クラッチをオフとする。
【００８９】
　ステップＳ１２において、コントローラ３００は、スーパーチャージャ１１が駆動して
いるか否かを判定する。具体的には、スーパーチャージャ１１の回転速度が所定回転速度
より大きいか否かを判定する。コントローラ３００は、スーパーチャージャ１１の回転速
度が所定回転速度より大きければ、スーパーチャージャ１１が駆動していると判定してス
テップＳ１７に処理を移行する。一方、スーパーチャージャ１１の回転速度が所定回転速
度より小さければ、スーパーチャージャ１１が駆動していないと判定してステップＳ１３
に処理を移行する。
【００９０】
　ステップＳ１３において、コントローラ３００は、バイパス弁２１を開弁する。
【００９１】
　ステップＳ１４において、コントローラ３００は、実圧縮比がスーパーチャージャ１１
を駆動してもノッキングやプレイグニッションなどの異常燃焼を引き起こさない圧縮比か
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否かを判定する。具体的には、実圧縮比が所定圧縮比より小さいか否かを判定する。コン
トローラ３００は、実圧縮比が所定圧縮比より小さければ、スーパーチャージャ１１を駆
動しても異常燃焼を引き起こさないと判定してステップＳ１６に処理を移行する。一方、
実圧縮比が所定圧縮比より大きければ、スーパーチャージャ１１を駆動すると異常燃焼を
引き起こすと判定してステップＳ１５に処理を移行する。
【００９２】
　ステップＳ１５において、コントローラ３００は、オーバーラップ期間を自然吸気時（
すなわち、スーパーチャージャ１１の非駆動時）のオーバーラップ期間に設定する。
【００９３】
　ステップＳ１６において、コントローラ３００は、スーパーチャージャ１１を駆動する
。具体的には、電磁クラッチをオンとする。
【００９４】
　ステップＳ１７において、コントローラ３００は、バイパス弁２１を閉弁する。
【００９５】
　ステップＳ１８において、コントローラ３００は、吸気コレクタ１４の内部圧力が掃気
効果を得ることができる圧力に達しているか否かを判定する。具体的には、吸気コレクタ
１４の内部圧力が所定圧力より大きいか否かを判定する。コントローラ３００は、吸気コ
レクタ１４の内部圧力が所定圧力より大きければ、掃気効果を得ることができると判定し
て、ステップＳ１９に処理を移行する。一方、吸気コレクタ１４の内部圧力が所定圧力よ
り小さければ、掃気効果を得ることが出来ないと判定して、今回の処理を終了する。
【００９６】
　ステップＳ１９において、コントローラ３００は、オーバーラップ期間を過給時（すな
わち、スーパーチャージャ１１の駆動時）のオーバーラップ期間に設定する。
【００９７】
　図１６は、本発明の第１実施形態による加速時のスーパーチャージャ１１の駆動及びオ
ーバーラップ期間の制御の動作を示すタイムチャートである。なお、図１５のフローチャ
ートとの対応を明確にするため、フローチャートのステップ番号を併記して説明する。
【００９８】
　時刻ｔ１で、アクセルが所定量（ＡＰＯ1）より多く踏み込まれると（図１６（Ａ）；
Ｓ１０でＹｅｓ）、バイパス弁２１の開閉を決定するため、スーパーチャージャ１１の回
転速度が所定回転速度より高いか否かを判定する（Ｓ１２）。時刻ｔ１では、スーパーチ
ャージャ１１の回転速度は所定回転速度より低いので（図１６（Ｆ）；Ｓ１２でＮｏ）、
バイパス弁２１を開弁する（図１６（Ｂ）；Ｓ１３）。これは、過給圧はスーパーチャー
ジャ１１の回転速度で決まるので、スーパーチャージャ１１の回転速度が低いときはバイ
パス弁２１を開いていたほうが好ましいからである。
【００９９】
　次に、スーパーチャージャ１１を駆動するか否かを決定するため、実圧縮比が所定圧縮
比より小さいか否かを判定する（Ｓ１４）。時刻ｔ１では、実圧縮比が所定圧縮比より大
きいので（図１６（Ｈ）；Ｓ１４でＮｏ）、スーパーチャージャ１１を駆動せずに、オー
バーラップ期間を、エンジン回転速度に応じて自然吸気のときのオーバーラップ期間に制
御する（図１６（Ｅ）；Ｓ１５）。なお、実圧縮比が高いときにスーパーチャージャ１１
を駆動しないのは、実圧縮比が高いときに過給すると、ノッキングやプレイグニッション
などの異常燃焼を引き起こす可能性があるからである。
【０１００】
　時刻ｔ２で、実圧縮比が所定圧縮比より小さくなると（図１６（Ｈ）；Ｓ１４でＹｅｓ
）、電磁クラッチをＯＮにしてスーパーチャージャ１１を駆動する（図１６（Ｄ）；Ｓ１
６）。
【０１０１】
　時刻ｔ３で、スーパーチャージャ１１の回転速度が所定回転速度より高くなると（図１
６（Ｆ）；Ｓ１２でＹｅｓ）、バイパス弁２１を閉じる（図１６（Ｂ）；Ｓ１７）。
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【０１０２】
　時刻ｔ４で、吸気コレクタ１４の内部圧力が所定圧力より高くなると（図１６（Ｃ）；
Ｓ１８でＹｅｓ）、オーバーラップ期間を、エンジン回転速度に応じて過給時のオーバー
ラップ期間に制御する（図１６（Ｅ）；Ｓ１９）。
【０１０３】
　以上説明した本実施形態によれば、エンジン回転速度が低～中回転時のオーバーラップ
期間を、スーパーチャージャ１１の非駆動時よりも駆動時のほうが大きくなるようにした
。これにより掃気効果が高まるので、エンジン回転速度が低～中回転の運転状態における
吸気（新気）の充填効率が高まる。その結果、エンジン出力が増大し、良好な加速を得る
ことができる。
【０１０４】
　また、上死点付近でのピストン速度をノーマルエンジンに比べて遅くして、ピストンが
上死点付近に滞在する時間を長くした。これにより、掃気効果を高めることができる。
【０１０５】
　また、上死点付近でのピストン速度を、高圧縮比時よりも低圧縮比時のほうが遅くなる
ように圧縮比可変機構１００のリンク構成を設定した。すなわち、低圧縮比時の上死点付
近でのピストン速度を高圧縮比時に比べて遅くして、低圧縮比時にピストンが上死点付近
に滞在する期間を長くした。これにより、ガス量が増大する低圧縮比時における掃気効果
を高めることができる。
【０１０６】
　このように、オーバーラップ期間のピストンモーションを適正化することで、エンジン
回転速度が高回転のときであっても、排ガスを十分に掃気できる。
【０１０７】
　また、吸気弁のバルブリフト時の加速度を、下りの加速度よりも上りの加速度が大きく
なるようにした。これにより、オーバーラップ時の吸気弁２１１の開口面積が拡大する。
その結果、より多くの過給された新気をシリンダ内に取り込むことができるので、掃気効
果を高めることができる。
【０１０８】
　（第２実施形態）
　次に、図１７を参照して本発明の第２実施形態について説明する。本発明の第２実施形
態は、排気弁３１のリフトカーブの下りの作動角を上りの作動角よりも短くした点で第１
実施形態と相違する。以下、その相違点について説明する。なお、以下に示す各実施形態
では前述した第１実施形態と同様の機能を果たす部分には、同一の符号を用いて重複する
説明を適宜省略する。
【０１０９】
　図１７は、本発明の第２実施形態による排気カム３２及びバルブリフタ３３の関係を示
した図である。なお、図１７（Ａ）は排気カム３２及びバルブリフタ３３の正面図であり
、図１７（Ｂ）はバルブリフタ頂面３３ａのカムトラベル（排気カムのカム面がバルブリ
フタ頂面と接触する領域）を示した図である。
【０１１０】
　図１７（Ａ）（Ｂ）に示すように、本実施形態では、リフタ中心軸から径方向に所定量
だけオフセットさせた位置に排気カム３２の軸心が位置するように排気カム３２を配置す
る。
【０１１１】
　排気弁３１のバルブリフトは、排気カム３２がカム軸を中心に回転し、カム面３２ａが
ＱOPENに達すると開始する。そして、カム面３２ａがＱPEAKに達したときにピークリフト
となり、ＱCLOSEに達したときにバルブリフトが終了する。このとき、カム軸心とＱOPEN

及びＱPEAKとを結ぶ線で挟まれる角をθ１、カム軸心とＱPEAK及びＱCLOSEとを結ぶ線で
挟まれる角をθ２とする。
【０１１２】
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　そうすると、θ１＞θ２とすることで、図１７（Ｂ）に示すように、ＱPEAKからＱCLOS

EまでのカムトラベルをＱOPENからＱPEAKまでのカムトラベルよりも短くできる。すなわ
ち、排気弁３１の下りの作動角を上りの作動角よりも短くできる。そうすると、カム軸の
回転速度は一定なので、下りのときのリフト形状の傾きが上りのときのリフト形状の傾き
よりも大きくなる。これにより、オーバーラップ期間における排気弁のリフト量が大きく
なるので、オーバーラップ時の排気弁３１の開口面積を拡大できる。
【０１１３】
　以上説明した本実施形態によれば、第１実施形態の効果に加えて、排気弁３１の下りの
作動角を上りの作動角よりも短くしてオーバーラップ期間における排気弁３１のリフト量
が大きくした。これにより、オーバーラップ時の排気弁３１の開口面積を拡大できる。そ
の結果、掃気できるガス量が増大するので、掃気効果を高めることができる。
【０１１４】
　（第３実施形態）
　次に、図１８を参照して本発明の第３実施形態について説明する。本発明の第３実施形
態は、遠心型の機械式過給機を用いた点で第１実施形態と相違する。以下、その相違点に
ついて説明する。
【０１１５】
　図１８は、本発明の第３実施形態によるエンジンの吸気装置の概略構成図である。
【０１１６】
　吸気通路１０には、スーパーチャージャ４１が設けられる。スーパーチャージャ４１は
、クランクシャフトによって駆動される遠心型の機械式過給機である。スーパーチャージ
ャ４１は、ベルトプーリ４１ａに電磁クラッチを内蔵している。この電磁クラッチをＯＮ
にすると、スーパーチャージャ４１がクランクシャフトによって駆動され、過給を開始す
る。一方、電磁クラッチをＯＦＦにすると、スーパーチャージャ４１はクランクシャフト
の回転から切り離され作動を停止する。
【０１１７】
　また、吸気通路１０には、スーパーチャージャ４１で過給された空気をスーパーチャー
ジャ４１の上流側の吸気通路１０ａに戻すリサーキュレーション通路４２が設けられる。
リサーキュレーション通路４２には、リサーキュレーション通路４２を開閉するリサーキ
ュレーション弁４３が設けられる。リサーキュレーション弁４３は、圧力比が高くなり過
ぎると過給された空気を上流側の吸気通路１０ａに還流させる。これにより、過給圧の過
増大を防止して、減速時のサージ音の発生等を防止している。
【０１１８】
　図１９は、エンジン回転速度と圧力比との関係を、本実施形態による遠心型のスーパー
チャージャ４１と第１実施形態による容積型のスーパーチャージャ１１とで比較して示し
た図である。
【０１１９】
　図１９に示すように、エンジン回転速度が低回転のときは、遠心型は遠心力を利用する
ので過給圧は上がらず圧力比は低いままである。一方で、容積型は、エンジン回転速度に
比例して圧力比が増加する。そのため、エンジン回転速度が低回転のときは遠心型より容
積型のほうが圧力比は高くなる。そして、エンジン回転速度が高くなると、遠心型のほう
が圧力比は高くなる。
【０１２０】
　ところで、図５を参照して前述したように、ピストンストローク特性を単振動に近づけ
ると、上死点近傍のピストン滞在期間は長くなるが、下死点近傍のピストン滞在期間は短
くなる。そうすると、エンジン回転速度が低回転のときは吸気の動的効果を有効に活用で
き体積効率が向上するが、高回転のときは吸気の動的効果により体積効率が低減すること
になる。そのため、ピストンストローク特性を単振動に近づけると、高回転時のエンジン
トルクが低下する。
【０１２１】
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　そこで、本実施形態のように遠心型のスーパーチャージャ４１を用いることで、容積型
のスーパーチャージャ１１を用いたときよりも、高回転時の圧力比を大きくできるので、
高回転時の充填効率をあげてエンジントルクの低下を抑制することができる。
【０１２２】
　図２０は、スーパーチャージャ４１の駆動時及び非駆動時におけるエンジン回転速度に
応じたオーバーラップ期間を示した図である。
【０１２３】
　図１９を参照して前述したように、遠心型のスーパーチャージャ４１を用いると、エン
ジン回転速度が低回転のときは、圧力比は低いままなので過給圧により掃気効果は容積型
のスーパーチャージャ１１を用いたときよりも低くなる。そのため、スーパーチャージャ
４１を駆動しているときであっても、エンジン回転速度が低～中回転のときはオーバーラ
ップ期間を小に設定する。
【０１２４】
　以下では、加速時のスーパーチャージャ４１の駆動及びオーバーラップ期間の制御につ
いて説明する。
【０１２５】
　図２１は、本発明の第３実施形態による加速時のスーパーチャージャ４１の駆動及びオ
ーバーラップ期間の制御を示すフローチャートである。
【０１２６】
　ステップＳ３０において、コントローラ３００は、エンジン回転速度が高回転か否かを
判定する。具体的には、エンジン回転速度が所定回転速度より大きいか否かを判定する。
コントローラ３００は、エンジン回転速度が所定回転速度より大きければステップＳ３４
に処理を移行し、小さければステップＳ３１に処理を移行する。
【０１２７】
　ステップＳ３１において、コントローラ３００は、スーパーチャージャ４１を駆動する
。具体的には、電磁クラッチをオンとする。
【０１２８】
　ステップＳ３２において、コントローラ３００は、吸気コレクタ１４の内部圧力が掃気
効果を得ることができる圧力に達しているか否かを判定する。具体的には、吸気コレクタ
１４の内部圧力が所定圧力より大きいか否かを判定する。コントローラ３００は、吸気コ
レクタ１４の内部圧力が所定圧力より大きければ、掃気効果を得ることができると判定し
て、ステップＳ３３に処理を移行する。一方、吸気コレクタ１４の内部圧力が所定圧力よ
り小さければ、掃気効果を得ることができないと判定して、ステップＳ３５に処理を移行
する。
【０１２９】
　ステップＳ３３において、コントローラ３００は、オーバーラップ期間を過給時のオー
バーラップ期間に設定する。
【０１３０】
　ステップＳ３４において、コントローラ３００は、実圧縮比がスーパーチャージャ１１
を駆動してもノッキングやプレイグニッションなどの異常燃焼を引き起こさない圧縮比か
否かを判定する。具体的には、実圧縮比が所定圧縮比より小さいか否かを判定する。コン
トローラ３００は、実圧縮比が所定圧縮比より小さければ、スーパーチャージャ１１を駆
動しても異常燃焼を引き起こさないと判定してステップＳ３１に処理を移行する。一方、
実圧縮比が所定圧縮比より大きければ、スーパーチャージャ１１を駆動すると異常燃焼を
引き起こすと判定してステップＳ３５に処理を移行する。
【０１３１】
　ステップＳ３５において、コントローラ３００は、オーバーラップ期間を自然吸気時の
オーバーラップ期間に設定する。
【０１３２】
　図２２及び図２３は、本発明の第３実施形態による加速時のスーパーチャージャ４１の
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駆動及びオーバーラップ期間の制御の動作を示すタイムチャートである。図２２は加速時
のエンジン回転速度が低回転だった場合のタイムチャートであり、図２３は加速時のエン
ジン回転速度が高回転だった場合のタイムチャートである。
【０１３３】
　まず図２２を参照して、加速時のエンジン回転速度が低回転の場合の動作について説明
する。なお、図２１のフローチャートとの対応を明確にするため、フローチャートのステ
ップ番号を併記して説明する。
【０１３４】
　時刻ｔ１で、アクセルが所定量（ＡＰＯ1）より多く踏み込まれると（図２２（Ａ）；
Ｓ１０でＹｅｓ）、エンジン回転速度と実圧縮比とに応じてスーパーチャージャ４１を駆
動するか否かを決定する（Ｓ３０、Ｓ３４）。時刻ｔ１では、エンジン回転速度が低回転
なので（図２２（Ｆ）；Ｓ３０でＮｏ）、実圧縮比にかかわらず、スーパーチャージャ４
１を駆動する（図２２（Ｃ）；Ｓ３１）。これは、エンジン回転速度が低回転であれば、
スーパーチャージャ４１を駆動しても過給圧はあまり上がらないので、ノッキング等も発
生しないからである。
【０１３５】
　そして次に、吸気コレクタ１４の内部圧力に応じてオーバーラップ期間を決定する（Ｓ
３２）。時刻ｔ１では、吸気コレクタ１４の内部圧力は所定圧力より低いので（図２２（
Ｂ）；Ｓ３２でＮｏ）、オーバーラップ期間を、エンジン回転速度に応じて自然吸気時の
オーバーラップ期間に制御する（図２２（Ｄ）；Ｓ３５）。
【０１３６】
　時刻ｔ２で、吸気コレクタ１４の内部圧力が所定圧力より高くなると（図２２（Ｂ）；
Ｓ３２でＹｅｓ）、オーバーラップ期間を、エンジン回転速度に応じて過給時のオーバー
ラップ期間に制御する（図２２（Ｄ）；Ｓ３３）。
【０１３７】
　次に図２３を参照して、加速時のエンジン回転速度が高回転の場合の動作について説明
する。
【０１３８】
　時刻ｔ１で、アクセルが所定量（ＡＰＯ1）より多く踏み込まれると（図２３（Ａ）；
Ｓ１０でＹｅｓ）、エンジン回転速度と実圧縮比とに応じてスーパーチャージャ４１を駆
動するか否かを決定する（Ｓ３０，Ｓ３４）。時刻ｔ１では、エンジン回転速度が高回転
で（図２３（Ｆ）；Ｓ３０でＹｅｓ）、かつ実圧縮比が所定圧縮比より大きいので（図２
３（Ｇ）；Ｓ３４でＮｏ）、電磁クラッチをＯＦＦのままとして、スーパーチャージャ４
１を駆動しない（図２３（Ｃ））。そのため、オーバーラップ期間は、エンジン回転速度
に応じて自然吸気時のオーバーラップ期間に設定される（図２３（Ｄ）；Ｓ３５）。
【０１３９】
　時刻ｔ２で、実圧縮比が所定圧縮比より小さくなると（図２３（Ｇ）；Ｓ３４でＹｅｓ
）、電磁クラッチをＯＮにしてスーパーチャージャ４１を駆動する（図２３（Ｃ）；Ｓ３
１）。このとき、吸気コレクタ１４の内部圧力は所定圧力より低いので（図２３（Ｂ）；
Ｓ３２でＮｏ）、オーバーラップ期間は自然吸気時のオーバーラップ期間に設定される（
図２３（Ｄ）；Ｓ３５）。
【０１４０】
　時刻ｔ３で、吸気コレクタ１４の内部圧力が所定圧力より高くなると（図２３（Ｂ）；
Ｓ３２でＹｅｓ）、オーバーラップ期間を、エンジン回転速度に応じて過給時のオーバー
ラップ期間に制御する（図２３（Ｄ）；Ｓ３３）。
【０１４１】
　以上説明した本実施形態によれば、遠心型のスーパーチャージャ４１を用いたので、高
回転時の充填効率を上げることができる。そのため、第１実施形態の効果に加えて、ピス
トンストローク特性を単振動に近づけたときの高回転時におけるエンジントルクの低下を
抑制することができる。
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【０１４２】
　（第４実施形態）
　次に、図２４を参照して本発明の第４実施形態について説明する。本発明の第４実施形
態は、燃料をシリンダ内に直接噴射する点で第１実施形態と相違する。以下その相違点に
ついて説明する。
【０１４３】
　図２４は、排気弁閉時期ＥＶＣと燃料噴射時期との関係を示した図である。
【０１４４】
　シリンダ内に直接燃料を噴射することとした場合、オーバーラップ期間に燃料を噴射す
ると、噴射した燃料が排気通路に吹き抜けることがある。したがって、オーバーラップ期
間を拡大して排気弁閉時期ＥＶＣを遅角したときは、それに応じて排気弁閉時期ＥＶＣよ
りも燃料噴射時期が遅くなるように、燃料噴射時期を遅角する。
【０１４５】
　一方、高圧縮比に設定したときは、低圧縮比のときよりも噴射燃料がピストン冠面に付
着しやすい。したがって、高圧縮比に設定したときは、低圧縮比のときよりも燃料噴射時
期を遅角する。これにより、噴射燃料がピストン冠面に付着することを防止できる。
【０１４６】
　以上説明した本実施形態によれば、第１実施形態の効果に加えて、噴射燃料を有効に活
用でき、燃費の向上が図れる。
【０１４７】
　なお、本発明は上記の実施形態に限定されずに、その技術的な思想の範囲内において種
々の変更がなしうることは明白である。
【０１４８】
　例えば、高圧縮比時よりも低圧縮比時のほうが掃気しなければならない排気が増加する
ので、低圧縮比になるにつれてオーバーラップ期間を拡大してもよい。これにより、掃気
効果が向上する。
【図面の簡単な説明】
【０１４９】
【図１】第１実施形態によるエンジンの吸気装置の概略構成図である。
【図２】第１実施形態によるエンジンに適用される圧縮比可変機構及び吸気弁可変動弁機
構の概略構成を示す図である。
【図３】圧縮比可変機構を備えたエンジンを示す図である。
【図４】圧縮比可変機構による圧縮比変更方法を説明する図である。
【図５】圧縮比可変機構を備えたエンジンのピストンストローク特性を示す図である。
【図６】第１実施形態によるエンジンの吸気弁可変動弁機構を示す斜視図である。
【図７】吸気弁可変動弁機構の一部を構成するリフト・作動角可変機構の駆動軸方向視図
である。
【図８】吸気弁のゼロリフト時における揺動カムの最小揺動時及び最大揺動時の位置を示
す図である。
【図９】吸気弁のピークリフト時における揺動カムの最小揺動時及び最大揺動時の位置を
示す図である。
【図１０】吸気弁可変動弁機構による作用を説明する図である。
【図１１】駆動軸が一回転したときのＰ３～Ｐ５の軌跡を模式的に表す図である。
【図１２】駆動軸が一回転したときのＰ３～Ｐ５の軌跡を模式的に表す図である。
【図１３】各エンジン回転速度における排気弁近傍の圧力脈動を示す図である。
【図１４】容積型のスーパーチャージャの駆動時及び非駆動時におけるエンジン回転速度
に応じたオーバーラップ期間を示した図である。
【図１５】第１実施形態による加速時のスーパーチャージャの駆動及びオーバーラップ期
間の制御を示すフローチャートである。
【図１６】第１実施形態による加速時のスーパーチャージャの駆動及びオーバーラップ期
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【図１７】第２実施形態による排気カム及びバルブリフタの関係を示した図である。
【図１８】第３実施形態によるエンジンの吸気装置の概略構成図である。
【図１９】エンジン回転速度と圧力比との関係を、遠心型のスーパーチャージャと容積型
のスーパーチャージャとで比較して示した図である。
【図２０】遠心型のスーパーチャージャの駆動時及び非駆動時におけるエンジン回転速度
に応じたオーバーラップ期間を示した図である。
【図２１】第３実施形態による加速時のスーパーチャージャの駆動及びオーバーラップ期
間の制御を示すフローチャートである。
【図２２】加速時のエンジン回転速度が低回転だった場合のタイムチャートである。
【図２３】加速時のエンジン回転速度が高回転だった場合のタイムチャートである。
【図２４】第４実施形態による排気弁閉時期ＥＶＣと燃料噴射時期との関係を示した図で
ある。
【符号の説明】
【０１５０】
　　１１　　スーパーチャージャ（過給手段）
　　３１　　排気弁
　　３２　　排気カム
　　３３　　バルブリフタ
　　４１　　スーパーチャージャ（過給手段）
　１００　　圧縮比可変機構（ピストン速度調整手段）
　１１１　　アッパリンク（第１リンク）
　１１２　　ロアリンク（第２リンク）
　１１３　　コントロールリンク（第３リンク）
　１１４　　コントロールシャフト
　１２０　　シリンダ
　１２１　　クランクシャフト
　１２２　　ピストン
　１２４　　ピストンピン
　２００　　吸気弁可変動弁機構（オーバーラップ期間設定手段）
　２１１　　吸気弁
　２１３　　駆動軸
　２１９　　バルブリフタ
　２２０　　揺動カム
　３００　　コントローラ
　Ｓ１９　　排ガス掃気手段
　Ｓ３３　　排ガス掃気手段
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【図１５】 【図１６】



(23) JP 2009-138638 A 2009.6.25
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【図１９】 【図２０】
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【図２３】 【図２４】
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