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(57)【要約】
【課題】エンジンがどんな姿勢でも各部の潤滑を適正に
行なえるとともに、動弁室内等の余剰オイルの回収能力
及び各部へのオイル供給能力を向上させ得、動弁室に設
けられたブリーザ口からのオイル流出を確実に防止でき
る４サイクルエンジンの潤滑装置を提供する。
【解決手段】オイル室１７からクランク室１５へのオイ
ル流入は許容するが、クランク室１５からオイル室１７
へのオイル流入は阻止するリード弁４０と、クランク室
１５から動弁室１８にオイルを供給するためのオイル供
給通路３５と、動弁室１８の余剰オイルをオイル室１７
に回収するための、入出口の位置が異なる複数本の独立
したオイル回収通路５１、５２と、を備え、運転時には
オイル室１７が常時負圧を維持するように各部の寸法形
状が設定されるとともに、オイル室１７の負圧を利用し
てクランク室１５内の余剰オイルをオイル室１７に戻す
ようにされている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ピストンが嵌挿されたシリンダ部、該シリンダ部の上方に形成された動弁室、前記シリ
ンダ部の下方に形成されたクランク室、及び該クランク室の外周に形成されたオイル室を
有し、前記ピストンの上下動を利用して、前記オイル室内のオイルを前記クランク室にミ
スト状で流入させるようにされている４サイクルエンジンの潤滑装置であって、
　前記オイル室から前記クランク室へのオイル流入は許容するが、前記クランク室から前
記オイル室へのオイル流入は阻止する一方向弁と、前記クランク室から前記動弁室にオイ
ルを供給するためのオイル供給通路と、前記動弁室の余剰オイルを前記オイル室に回収す
るための、入出口の位置が異なる複数本の独立したオイル回収通路と、を備え、
　運転時には前記オイル室を常時負圧に維持するように各部の寸法形状が設定されるとと
もに、前記オイル室の負圧を利用して前記クランク室内の余剰オイルを前記オイル室に戻
すようにされていることを特徴とする４サイクルエンジンの潤滑装置。
【請求項２】
　前記一方向弁として、リード弁が用いられていることを特徴とする請求項１に記載の４
サイクルエンジンの潤滑装置。
【請求項３】
　前記オイル室が前記クランク室を囲繞するように隔壁を挟んで隣接配置されるとともに
、前記オイル室の負圧を利用して前記クランク室内の余剰オイルを前記オイル室に戻すべ
く、前記隔壁に所定個数の細孔が形成されていることを特徴とする請求項１又は２に記載
の４サイクルエンジンの潤滑装置。
【請求項４】
　前記オイル室へのオイル吸込能力の向上並びに逆流防止を図るべく、前記オイル回収通
路における最細部の実効通路断面積が所定値以下に設定されていることを特徴とする請求
項１から３のいずれか一項に記載の４サイクルエンジンの潤滑装置。
【請求項５】
　前記クランク室内のオイルミストは、クランク軸内に形成されたL形通路部、その外周
に設けられた気液分離室、及び前記オイル供給通路を介して前記動弁室に供給されるよう
になっていることを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の４サイクルエンジ
ンの潤滑装置。
【請求項６】
　前記リード弁の弁口が、クランク軸より下側でエンジン中心線より特定方向に所定の距
離だけ離れた位置に配在され、これに合わせて、エンジンがいかなる姿勢にされても、前
記リード弁の弁口がオイル室内のオイルの液面より高い位置をとるように、前記クランク
室を囲繞する前記オイル室の形状は、クランク軸より下側でエンジン中心線から見て前記
リード弁の弁口が位置する側に、他の側よりも外方に大きく張り出す拡張膨出部を設けて
いることを特徴とする請求項２から５のいずれか一項に記載の4サイクルエンジンの潤滑
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、刈払機、チェーンソー等の携帯型作業機の動力源として好適な４サイクルエ
ンジンの潤滑装置に係り、特に、前記作業機(エンジン)がどんな姿勢でも各部の潤滑を適
正に行なえるとともに、動弁室内等の余剰オイルの回収能力及び各部へのオイル供給能力
を向上させ得、動弁室に設けられるブリーザ口(ブローバイガス排出口)からのオイル流出
を確実に防止できるようにした４サイクルエンジンの潤滑装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　刈払機、チェーンソー等の携帯型作業機の動力源として好適な４サイクルエンジンとし
て、特許文献１等にも見られるように、ピストンが嵌挿されたシリンダ部、該シリンダ部
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の上方に形成された動弁室、前記シリンダ部の下方に形成されたクランク室、及び該クラ
ンク室の外周に形成されたオイル室(油溜め室)を有するオーバーヘッドカム式のものが知
られており、このものでは、前記ピストンの上下動(で生じる正圧・負圧)を利用して、前
記オイル室内のオイルを前記クランク室にミスト状で流入させ、クランク室内のオイルミ
ストを、クランク軸内に形成されたL形通路部、その外周に設けられた気液分離室、及び
シリンダ部に形成されたオイル供給通路を介して動弁室に供給するようになっている。
【０００３】
　また、特許文献２等に見られるように、クランク室とオイル室との間に一方向弁を設け
、各部へのオイル供給にはクランク室の正圧を利用し、クランク室から動弁室を経てオイ
ル室に至る一定方向のオイル循環路を形成するようにしたものも知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－１８８４２３号公報
【特許文献２】特開平１１－３６８３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記した如くの従来の４サイクルエンジンの潤滑装置では、エンジンの
姿勢の変化に対する対応が不十分であるとともに、動弁室内等の余剰オイルの回収能力及
び各部へのオイル供給能力にも難があり、動弁室内の余剰オイルがブリーザ口(ブローバ
イガス排出装置)から外部に流出する等の問題があった。
【０００６】
　本発明は、上記問題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、エンジンがど
んな姿勢でも各部の潤滑を適正に行なえるとともに、動弁室内等の余剰オイルの回収能力
及び各部へのオイル供給能力を向上させ得、動弁室に設けられたブリーザ口(ブローバイ
ガス排出口)からのオイル流出を確実に防止できる４サイクルエンジンの潤滑装置を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的を達成すべく、本発明に係る４サイクルエンジンの潤滑装置は、基本的には、
ピストンが嵌挿されたシリンダ部、該シリンダ部の上方に形成された動弁室、前記シリン
ダ部の下方に形成されたクランク室、及び該クランク室の外周に形成されたオイル室を有
し、前記ピストンの上下動を利用して、前記オイル室内のオイルを前記クランク室にミス
ト状で流入させるようにされていて、前記オイル室から前記クランク室へのオイル流入は
許容するが、前記クランク室から前記オイル室へのオイル流入は阻止する一方向弁と、前
記クランク室から前記動弁室にオイルを供給するためのオイル供給通路と、前記動弁室の
余剰オイルを前記オイル室に回収するための、入出口の位置が異なる複数本の独立したオ
イル回収通路と、を備え、運転時には前記オイル室を常時負圧に維持するように各部の寸
法形状が設定されるとともに、前記オイル室の負圧を利用して前記クランク室内の余剰オ
イルを前記オイル室に戻すようにされていることを特徴としている。
【０００８】
　好ましい態様では、前記一方向弁として、リード弁が用いられる。
　他の好ましい態様では、前記オイル室が前記クランク室を囲繞するように隔壁を挟んで
隣接配置されるとともに、前記オイル室の負圧を利用して前記クランク室内の余剰オイル
を前記オイル室に戻すべく、前記隔壁に所定個数の細孔が形成される。
【０００９】
　他の好ましい態様では、前記オイル室へのオイル吸込能力の向上並びに逆流防止を図る
べく、前記オイル回収通路における最細部の実効通路断面積が所定値以下に設定される。
【００１０】
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　他の好ましい態様では、前記クランク室内のオイルミストは、クランク軸内に形成され
たL形通路部、その外周に設けられた気液分離室、及び前記オイル供給通路を介して前記
動弁室に供給されるようになっている。
【００１１】
　更に他の好ましい態様では、前記クランク室を囲繞する前記オイル室の形状が、クラン
ク軸より下側でエンジン中心線から見て前記リード弁の弁口が位置する側に、他の側より
も外方に大きく張り出す拡張膨出部を設けている。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る４サイクルエンジンの潤滑装置では、クランク室とオイル室との間にリー
ド弁等の一方向弁が所定の態様で配置されているので、クランク室内に発生する圧力変動
を正圧と負圧に分けることが可能となり、これにより、正圧はオイル圧送(各部への供給)
に、負圧はオイル室へのオイル吸込(回収)とオイル室を常時負圧に保つことに使用するこ
とができる。
【００１３】
　また、一方向弁としてリード弁を用いた場合には、ピストンの上昇によりクランク室が
負圧(オイル室より低圧)になると、リード弁が開き、これによってオイル室からクランク
室内にオイルが流入する際、リード弁の弁体と弁シートとの間に形成される小さな隙間(
通常は約１mm程度)を空気と共にオイルが高速で通過することになり、これによって、オ
イルのミスト化がさらに促進されてクランク室内に流入する(リード弁がオイルミスト生
成を促進する手段として働く)。
【００１４】
　ピストンの下降によりクランク室が正圧(オイル室より高圧)になると、リード弁が閉じ
、クランク室内のオイルミストが各部に供給される。この場合、クランク室内のオイルミ
ストの一部は、クランク軸内に形成されたL形通路部、その外周に設けられた気液分離室
、及びオイル供給通路を介して動弁室に供給される。このときは、オイル室は負圧で維持
されるので、動弁室の余剰オイルが、入出口の位置が異なる複数本の独立したオイル回収
通路を介して負圧状態のオイル室に吸い込まれて回収されるとともに、クランク室の余剰
オイルも例えば隔壁に形成された細孔を通じてオイル室に戻される。
【００１５】
　このように、オイル室を負圧にすることにより、各オイル通路に流れの方向性を持たせ
ることができ、エンジンの姿勢(正立、傾斜、倒立等)に関わりなく、オイル回収が可能と
なる。なお、オイル室内は気体、液体部共に負圧になるので、オイル回収通路の出口(終
端部)の配置自由度(通路レイアウトの自由度)は極めて高く、全方位運転を可能としてい
る。
【００１６】
　このように、本発明の潤滑装置によれば、エンジンがどんな姿勢でも各部の潤滑を適正
に行なえるとともに、動弁室内の余剰オイルの回収能力及び各部へのオイル供給能力を向
上させ得、動弁室に設けられたブリーザ口(ブローバイガス排出口)からのオイル流出を確
実に防止できる。
【００１７】
　また、上記のようにオイル回収能力を向上させたことで、オイルを各部に充分に大量に
送り込むことができ(オイル循環流量の増大)、結果として潤滑性の向上を図ることができ
ると同時に、エンジン各部の冷却性を向上させることができる。
【００１８】
　さらに、複数本のオイル回収通路を途中で統合(合流)させた場合には、液体より気体を
吸い込むことがが多くなり、オイル回収が難しくなるが、本発明のように入出口の位置が
異なる複数本のオイル回収通路を独立して設けることにより、各オイル回収通路の吸込能
力を低下させることなくオイル回収が可能となる。
【００１９】
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　また、オイル室の負圧を利用してクランク室内の余剰オイルをオイル室に戻すためのオ
イル戻し手段として、オイル室とクランク室とを仕切る隔壁に所定個数の細孔(正圧には
鈍感で負圧には敏感)を形成しているので、弁装置等の他のオイル戻し手段を用いる場合
に比してに全体の簡素化、低コスト化等を図ることができる。
【００２０】
　また、前記クランク室を囲繞する前記オイル室は、エンジンの姿勢に関わらず、常に一
方向弁の位置が油面より高く維持されるように、一方向弁を配設する方向に拡張膨出部を
有する形状をしているので、オイルが液体のままクランク室へ流入することを回避し、確
実にミスト化されたオイルをクランク室へ供給することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明に係る潤滑装置の一実施形態が適用されたオーバーヘッドカム式４サイク
ルエンジンの部分切欠正面図。
【図２】図１のＸ矢視線に従う部分切欠側面図。
【図３】オイル供給経路及びオイル回収経路の説明に供される、図１に対応した模式図。
【図４】オイル供給経路及びオイル回収経路の説明に供される、図２に対応した模式図。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら説明する。
　図１は、本発明に係る潤滑装置の一実施形態が適用されたオーバーヘッドカム式４サイ
クルエンジンの部分切欠正面図、図２は、図１のＸ矢視線に従う部分切欠側面図である。
【００２３】
　なお、図１、２の模式図である図３、図４中の白抜き矢印は、オイル供給経路を、また
、ハッチング入矢印は、オイル回収経路を示している。
【００２４】
　図１のエンジン１０は、刈払機、チェーンソー等の携帯型作業機の動力源として好適な
排気量が約３０cc程度のオーバーヘッドカム式４サイクルエンジンであり、ピストン１１
が嵌挿されたシリンダ部１２、該シリンダ部１２の上方に設けられた上部室形成部１３、
及びシリンダ部１２の下方に設けられた二つ割り構造の下部室形成部１４からなっており
、上部室形成部１３には、吸排気弁開閉駆動用のカム軸２５が配在された動弁室１８が形
成され、下部室形成部１４には、ピストン１１にコンロッド２２を介して連結されたクラ
ンク軸２０が配在されたクランク室１５とこのクランク室１５を囲繞するように隔壁１６
を挟んで隣接配置されたオイル室１７(オイル５の溜め室)が形成されている。
【００２５】
　クランク室１５とオイル室１７を仕切る隔壁１６の正面視斜め左下部は開口しており、
該開口部を塞ぐようにリード弁４０が取着されている。
【００２６】
　ここで、リード弁４０が取り付けられた正面視斜め左下部に対応して、オイル室の同方
向位置の容積が、他の方向に比して大きく設けられている。これは、いかなる姿勢や状態
によってもリード弁４０が油面位置よりも高く維持され、オイルが液体の状態でクランク
室へ流入することを回避するためである。この観点で、オイル室の拡張部分とリード弁の
相対位置が保たれる限り、いずれの方向にも拡張部分とリード弁を配設することが可能で
ある。
【００２７】
　なお、本実施形態のように正面視斜め左下部に配設すれば、デッドスペースを有効に活
用でき、エンジンの縦方向長さを大きくすることなくオイル室の容積が確保され、かつ、
いかなる姿勢においても、ミスト化されたオイルのみがクランク室に流入して好適である
。
【００２８】
　リード弁４０は、所定口径の弁口４２が形成された金属板材からなる弁シート４１と、
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この弁シート４１のクランク室１５側の面に一端側が固着され、他端側で前記弁口４２を
覆って閉塞するようにされた弾性撓曲性を持つ舌状の弁体４３から構成されている。した
がって、このリード弁４０は、オイル室１７からクランク室１５へのオイル流入は許容す
るが、クランク室１５からオイル室１７へのオイル流入は阻止するように働く。
【００２９】
　また、前記隔壁１６には、オイル室１７の負圧を利用してクランク室１５内の余剰オイ
ルをオイル室１７に戻すべく、細孔４５が３個(３箇所)に設けられている。細孔４５の断
面形状は、正圧には鈍感、負圧には敏感となるように、ここでは直径約１ｍｍの円形に設
定されている。
【００３０】
　また、前記動弁室１８の中央部には、ブリーザ口(ブローバイガス排出口)１９が設けら
れている。
【００３１】
　前記シリンダ部１２、下部室形成部１４、及び上部室形成部１３の壁部内には、クラン
ク室１５から動弁室１８にオイルを供給するためのオイル供給通路３５と、動弁室１８内
の余剰オイルをオイル室１７に回収するための、２本の独立したオイル回収通路５１、５
２とが形成されている。
【００３２】
　ここでは、動弁室１８へのオイル供給はクランク室１５の正圧が使用され、クランク室
１５内のオイルミストは、クランク軸２０内に形成されたL形通路部３１、その外周に設
けられた気液分離室３２、及び前記オイル供給通路３５を介して動弁室１８に供給される
ようになっている(詳細は、必要なら、前記特許文献１を参照されたい)。なお、供給量(
循環量)の増大を図るべく、通路３５の通路径(断面直径)は約３ｍｍ以上に設定されてい
る。
【００３３】
　前記２本の独立したオイル回収通路５１、５２のうちの一方(第１のオイル回収通路５
１)は、その入口(上端部)５１ａが動弁室１８の底部側の側面視左側に設けられた余剰オ
イル溜め室１８ａ(主にエンジン正立時用)に開口せしめられ、他方(第２のオイル回収通
路５２)の入口(上端部)５２ａは、動弁室１８の天井部側の側面視右側に設けられた余剰
オイル溜め室１８ｂ(主にエンジン倒立時用)に開口せしめられている。また、第１及び第
２のオイル回収通路５１、５２の出口(下端部)５１ｂ、５２ｂは、オイル室１７の上部に
開口せしめられている。
【００３４】
　加えて、オイル室１７へのオイル吸込能力の向上並びに逆流防止を図るべく、前記オイ
ル回収通路５１、５２における出口５１ｂ、５２ｂ部分(下流部分)は上流部分に比して細
くされている。具体的には、オイル回収通路５１、５２の上流部分の通路径(断面直径)は
、十分な吸込能力が得られる約２.５ｍｍに設定されており、その出口５１ｂ、５２ｂ部
分(下流部分)は、逆流(オイル室１７→動弁室１８)防止のため、その通路径が約１ｍｍに
設定されている。なお、通路５１、５２を細くする代わりに通路途中にオリフィスを設け
てもよく、また、前記通路３５、５１、５２の断面形状はここでは円形とされているが、
他の形状でも同じ実効通路断面積であれば略同様の作用効果が得られる。
【００３５】
　このような構成とされた本実施形態の４サイクルエンジンの潤滑装置では、クランク室
１５とオイル室１７との間にリード弁４０が所定の態様で配置されているので、クランク
室１５内に発生する圧力変動を正圧と負圧に分けることが可能となり、これにより、正圧
はオイル圧送(各部への供給)に、負圧はオイル室へのオイル吸込(回収)とオイル室を常時
負圧に保つことに使用することができる。
【００３６】
　ピストン１１の上昇によりクランク室１５が負圧(オイル室より低圧)になると、リード
弁４０が開き、これによってオイル室１７からクランク室１５内にオイルが流入する際、
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リード弁４０の弁体４３と弁シート４１との間に形成される小さな隙間(通常は約１mm程
度)を空気と共にオイルが高速で通過することになり、これによって、オイルがミスト状
となってクランク室内に流入する(リード弁４０がオイルミスト生成手段として働く)。な
お、前記オイル室内のオイルを前記クランク室にミスト状で流入させるオイルミスト生成
手段として、前記オイル室内に振動体を設けてもよい。
【００３７】
　また、このときには、クランク室の負圧により、気液分離室３２内のオイルがオイル回
収通路３８を介してクランク室１５に流入する。
【００３８】
　一方、ピストンの下降によりクランク室１５が正圧(オイル室より高圧)になると、リー
ド弁４０が閉じ、クランク室１５内のオイルミストが各部に供給される。この場合、クラ
ンク室１５内のオイルミストの一部は、クランク軸２０内に形成されたL形通路部３１、
その外周に設けられた気液分離室３２、及びオイル供給通路３５を介して動弁室１８に供
給される。このときは、オイル室１７は負圧で維持されるので、動弁室１８の余剰オイル
が、入出口の位置が異なる２本の独立したオイル回収通路５１、５２を介して負圧状態の
オイル室１７に吸い込まれて回収されるとともに、クランク室１５の余剰オイルも隔壁１
６に形成された３個の細孔４５、４５、４５を通じてオイル室１７に戻される。
【００３９】
　このように、オイル室１７を負圧にすることにより、各オイル通路に流れの方向性を持
たせることができ、エンジン１０の姿勢(正立、傾斜、倒立等)に関わりなく、オイル回収
が可能となる。なお、オイル室１７内は気体、液体部共に負圧になるので、オイル回収通
路５１、５２の出口(下流端部)５１ｂ、５２ｂの配置自由度(通路レイアウトの自由度)は
極めて高く、全方位運転を可能としている。
【００４０】
　以上のように、本実施形態の潤滑装置によれば、エンジンがどんな姿勢でも各部の潤滑
を適正に行なえるとともに、動弁室１８内の余剰オイルの回収能力及び各部へのオイル供
給能力を向上させ得、動弁室１８に設けられたブリーザ口(ブローバイガス排出口)１９か
らのオイル流出を確実に防止できる。
【００４１】
　また、上記のようにオイル回収能力を向上させたことで、オイルを各部に充分に送り込
むことができ(オイル循環流量の増大)、結果として潤滑性の向上を図ることができると同
時に、エンジン各部の冷却性を向上させることができる。
【００４２】
　さらに、２本のオイル回収通路５１、５２を途中で統合(合流)させた場合には、いずれ
か一方が気体を吸い込むと、液体より気体を優先的に吸い込むことがあり、オイル回収が
難しくなるが、本発明実施形態のように入出口の位置が異なる２本のオイル回収通路５１
、５２を独立して設けることにより、各オイル回収通路５１、５２の吸込能力を低下させ
ることなくオイル回収が可能となる。
【００４３】
　また、オイル室１７の負圧を利用してクランク室１５内の余剰オイルをオイル室１７に
戻すためのオイル戻し手段として、オイル室１７とクランク室１５とを仕切る隔壁１６に
３個の細孔４５(正圧には鈍感で負圧には敏感)を形成しているので、弁装置等の他のオイ
ル戻し手段を用いる場合に比して全体の簡素化、低コスト化等を図ることができる。
【符号の説明】
【００４４】
１０　オーバーヘッドカム式４サイクルエンジン
１１　ピストン
１５　クランク室　
１６　隔壁
１７　オイル室
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１８　動弁室
２０　クランク軸
３５　オイル供給通路
４０　リード弁(一方向弁)
４５　細孔(戻し孔)
５１、５２　オイル回収通路

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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