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(57)【要約】
【課題】エンジンの過給機３の非作動時に、吸気通路２
に導入した蒸発燃料が過給機３からその下流側に洩れる
ことを抑制する。
【解決手段】過給機３の非作動時に、吸気がスロットル
弁２２から過給機３に向かって流れる前進流９１，９２
と、吸気が過給機３側からバイパス通路２５の接続口７
９に向かって流れるバイパス指向流６３，９４とを生ず
る吸気通路２を備え、燃料タンクで発生した蒸発燃料を
吸気通路２に導く蒸発燃料導入口５６を吸気通路２にお
けるバイパス指向流９３を生ずる壁面に開口させる。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジンの燃焼室に吸気を導く吸気通路と、
　上記吸気通路に設けられたスロットル弁と、
　上記吸気通路における上記スロットル弁よりも下流側に設けられた過給機と、
　上記スロットル弁よりも下流側において上記吸気通路における上記過給機の上流側と下
流側を結び上記過給機の非作動時に開となるバイパス通路と、
　燃料タンクにおいて発生した蒸発燃料を上記吸気通路における上記スロットル弁よりも
下流側であり且つ上記過給機よりも上流側である部位に導くパージ通路とを備え、
　上記吸気通路は、上記過給機の非作動時において、吸気が上記スロットル弁から上記過
給機に向かって流れる前進流と、吸気が上記過給機によって前進を阻まれることにより反
転し、上記過給機側からその上流側の上記吸気通路に開口した上記バイパス通路の接続口
に向かって流れるバイパス指向流とを生ずるものであり、
　上記パージ通路の蒸発燃料導入口が上記吸気通路における上記バイパス指向流を生ずる
壁面に開口していることを特徴とするエンジンの蒸発燃料処理装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　上記スロットル弁は、バタフライ型の弁であり、
　上記バイパス通路の上記接続口は、上記スロットル弁の弁軸の軸心を通って上記吸気通
路の長手方向に延びる面で上記吸気通路を二分したときの該吸気通路の片側半周部に開口
していることを特徴とするエンジンの蒸発燃料処理装置。
【請求項３】
　請求項２において、
　上記バイパス通路の上記接続口は上記吸気通路の上記片側半周部の頂部に開口し、上記
蒸発燃料導入口は上記スロットル弁の弁軸方向に相対する上記吸気通路の側壁に開口して
いることを特徴とするエンジンの蒸発燃料処理装置。
【請求項４】
　請求項２又は請求項３において、
　上記蒸発燃料導入口は、上記吸気通路における上記バイパス通路の上記接続口の近傍の
上記バイパス指向流を生ずる部位に開口していることを特徴とするエンジンの蒸発燃料処
理装置。
【請求項５】
　請求項２乃至請求項４のいずれか一において、
　上記吸気通路の上記スロットル弁が設けられた部位から上記過給機に至る通路部は上記
エンジンの気筒列方向に延び、
　上記スロットル弁は、その弁軸が略水平に設けられ、
　上記バイパス通路の上記接続口は上記吸気通路の上半周部の頂部に開口し、
　上記蒸発燃料導入口は、上記吸気通路の側壁の上記バイパス指向流を生ずる部位に開口
していることを特徴とするエンジンの蒸発燃料処理装置。
【請求項６】
　請求項５において、
　上記蒸発燃料導入口は、上記吸気通路の側壁部の上半周側に開口していることを特徴と
するエンジンの蒸発燃料処理装置。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一において、
　上記吸気通路は、上記バイパス通路の上記接続口よりも下流側において、通路断面積が
上記過給機に向かって拡大していることを特徴とするエンジンの蒸発燃料処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明はエンジンの蒸発燃料処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両のエンジンには過給機が設けられることがある。特許文献１には、過給機を搭載し
たエンジンにおいて、吸気通路における過給機の上流側と下流側を結ぶバイパス通路を設
け、さらに、燃料タンクにおいて発生した蒸発燃料を吸気通路におけるスロットル弁より
も下流側であって過給機よりも上流側の部位に導くパージ通路を設けることが記載されて
いる。特許文献１では、過給機の作動を停止したときに、パージアシスタによってパージ
通路内の圧力を高めることにより、バイパス通路を逆流した吸気がパージ通路に流入する
ことを抑制するようにされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１８－３１３５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、過給機の作動を停止させた状態では、スロットル弁を通過した吸気はバイパ
ス通路を通ってエンジンの燃焼室に導入される。しかし、パージ通路からの蒸発燃料を含
む吸気の一部が作動を停止している過給機に入り、さらにはその下流側に洩れ、過給機の
内部やその下流側に燃料が溜まっていくことがある。その場合、その後に過給機を作動さ
せたとき、過給機内やその下流側等に溜まった燃料が一気に燃焼室に導入されてオーバー
リッチなる。その結果、エミッションの悪化を招き、車両ではトルクショックを招く懸念
がある。
【０００５】
　そこで、本発明は、過給機の非作動時に蒸発燃料が過給機からその下流側に洩れること
を抑制する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記課題を解決するために、吸気通路内に生ずる非作動状態の過給機側から
バイパス通路に向かって流れる吸気流にパージに係る蒸発燃料を乗せるようにした。
【０００７】
　ここに開示するエンジンの蒸発燃料処理装置は、
　エンジンの燃焼室に吸気を導く吸気通路と、
　上記吸気通路に設けられたスロットル弁と、
　上記吸気通路における上記スロットル弁よりも下流側に設けられた過給機と、
　上記スロットル弁よりも下流側において上記吸気通路における上記過給機の上流側と下
流側を結び上記過給機の非作動時に開となるバイパス通路と、
　燃料タンクにおいて発生した蒸発燃料を上記吸気通路における上記スロットル弁よりも
下流側であり且つ上記過給機よりも上流側である部位に導くパージ通路とを備え、
　上記吸気通路は、上記過給機の非作動時において、吸気が上記スロットル弁から上記過
給機に向かって流れる前進流と、吸気が上記過給機によって前進を阻まれることにより反
転し、上記過給機側からその上流側の上記吸気通路に開口した上記バイパス通路の接続口
に向かって流れるバイパス指向流とを生ずるものであり、
　上記パージ通路の蒸発燃料導入口が上記吸気通路における上記バイパス指向流を生ずる
壁面に開口していることを特徴とする。
【０００８】
　スロットル弁が開かれると、吸気がスロットル弁から過給機に向かって流れる前進流を
生ずる。過給機の非作動時には、吸気は過給機によって前進が阻まれる一方、バイパス通
路が開となるから、吸気が過給機の手前で反転してバイパス通路の接続口に向かって流れ



(4) JP 2020-12429 A 2020.1.23

10

20

30

40

50

るバイパス指向流を生ずる。本発明者による吸気の流れ解析によれば、過給機の非作動時
には、吸気通路内に、スロットル弁、過給機及びバイパス通路の接続口の位置、並びに吸
気通路の形状等に応じた所定経路の前進流及びバイパス指向流を生ずる。
【０００９】
　このことを踏まえて、当該エンジンの蒸発燃料処理装置では、パージ通路の蒸発燃料導
入口を吸気通路における上記バイパス指向流を生ずる壁面に開口している。従って、パー
ジ通路から吸気通路に導入される蒸発燃料は、吸気通路から当該バイパス指向流に乗って
バイパス通路に流入することになる。よって、蒸発燃料が非作動状態の過給機からその下
流側に洩れることが抑えられ、その後に過給機が作動したときにオーバーリッチになるこ
と（エミッションの悪化やトルクショックを招くこと）が避けられる。
【００１０】
　一実施形態では、上記スロットル弁は、バタフライ型の弁であり、
　上記バイパス通路の上記接続口は、上記スロットル弁の弁軸の軸心を通って上記吸気通
路の長手方向に延びる面で上記吸気通路を二分したときの該吸気通路の片側半周部に開口
している。
【００１１】
　バタフライ型のスロットル弁の場合、その部分開においては、スロットル弁の弁軸と直
交する方向に相対する吸気通路の片側半周部と反対側半周部の各々の頂部において、弁板
と吸気通路の内周面との隙間が最も大きくなる。従って、吸気がスロットル弁から吸気通
路の片側半周部と反対側半周部の各々の頂部付近に沿って過給機に向かって流れる前進流
を生ずる。
【００１２】
　上記前進流に係る吸気は過給機によって前進を阻まれるから、過給機の手前で反転して
バイパス通路の接続口に向かう吸気のバイパス指向流を生ずる。この場合、バイパス通路
の接続口は吸気通路の片側半周部の壁面に開口しているが、この片側半周部にはその頂部
に沿って吸気が前進する前進流を生じている。従って、過給機の手前で反転した吸気は、
片側半周部の頂部に沿った前進流と反対側半周部の頂部に沿った前進流の間から、片側半
周部の頂部に沿った前進流の脇を抜けてバイパス通路の接続口に向かう。すなわち、片側
半周部の頂部に沿った前進流と反対側半周部の頂部に沿った前進流の間から、片側半周部
の頂部に沿った前進流の脇を抜けてバイパス通路の接続口に向かう吸気のバイパス指向流
を生ずる。
【００１３】
　一実施形態では、上記バイパス通路の上記接続口が、上記吸気通路の上記片側半周部の
頂部に開口し、上記蒸発燃料導入口が、上記スロットル弁の弁軸方向に相対する上記吸気
通路の側壁（四分円範囲の側壁）に開口していることである。
【００１４】
　これにより、上記吸気通路の片側半周部の頂部に沿った前進流の脇を抜けてバイパス通
路の接続口に向かうバイパス指向流に蒸発燃料が乗りやすくなる。
【００１５】
　好ましいのは、各々上記バイパス通路の接続口の吸気通路長手方向の両端を通って吸気
通路の周方向に延びる区画線を引いたとき、この両区画線によって区画される該吸気通路
の側壁範囲に上記蒸発燃料導入口の少なくとも一部が開口していることである。
【００１６】
　一実施形態では、上記蒸発燃料導入口が、上記吸気通路における上記バイパス通路の上
記接続口の近傍の上記バイパス指向流を生ずる部位に開口している。この場合、バイパス
指向流はバイパス通路の接続口に近づくにつれて強くなるから、パージに係る蒸発燃料が
バイパス通路に導かれ易くなる。
【００１７】
　一実施形態では、上記吸気通路の上記スロットル弁が設けられた部位から上記過給機に
至る通路部は上記エンジンの気筒列方向に延び、
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　上記スロットル弁は、その弁軸が略水平に設けられ、
　上記バイパス通路の上記接続口は上記吸気通路の上半周部の頂部に開口し、
　上記蒸発燃料導入口は、上記吸気通路の側壁（四分円範囲の側壁）の上記バイパス指向
流を生ずる部位に開口している。
【００１８】
　この場合、吸気通路の上半周部及び下半周部各々の頂部に沿った吸気の前進流を生じ、
この上下の前進流の間から上半周側の前進流の両脇を抜けて、すなわち、吸気通路の側壁
に沿って上昇しバイパス通路の接続口に向かう吸気のバイパス指向流を生ずる。パージ通
路の蒸発燃料導入口は、上記吸気通路の側壁の上記バイパス指向流を生ずる部位に開口し
ているから、当該パージに係る蒸発燃料は吸気のバイパス指向流に乗ってバイパス通路に
導かれ易くなる。
【００１９】
　一実施形態では、上記蒸発燃料導入口は、上記吸気通路の側壁部の上半周側に開口して
いる。
【００２０】
　吸気通路の側壁の上半周側はバイパス通路の接続口に近いため、バイパス指向流が強く
なる。よって、パージに係る蒸発燃料は吸気のバイパス指向流に乗ってバイパス通路に導
かれ易くなる。
【００２１】
　しかも、ＥＧＲガスを含む吸気がバイパス通路から吸気通路に流入しても、そのＥＧＲ
ガスが蒸発燃料導入口からパージ通路に入り込むことが避けられる。この点について説明
すると、蒸発燃料導入口が吸気通路の側壁の上半周側に開口しているということは、蒸発
燃料導入口は斜め下向きに開口しているということである。従って、吸気通路の上半周部
の頂部に開口したバイパス通路の接続口からＥＧＲガスを含む吸気が吸気通路に流入して
も、そのＥＧＲガスを含む吸気が蒸発燃料導入口に直接入ることはない。
【００２２】
　一実施形態では、上記吸気通路は、上記バイパス通路の上記接続口よりも下流側におい
て、通路断面積が上記過給機に向かって拡大している。
【００２３】
　吸気は過給機によって前進が阻まれると、抵抗が小さい方へ流れようとするところ、上
記通路断面積の拡大と、この拡大による吸気の前進流速の低下とよって、過給機の手前側
において吸気が抵抗の小さい方へ流れる一定の反転経路を生成し易くなる。そのため、吸
気がバイパス通路の接続口に向かって流れるバイパス指向流も乱れが少ないものになる。
その結果、蒸発燃料導入口から導入される蒸発燃料が当該バイパス指向流に乗りやすくな
って、その蒸発燃料が過給機から下流側に洩れていくことが避けられる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、過給機の非作動時に、吸気がスロットル弁から過給機に向かって流れ
る前進流と、吸気が過給機側からバイパス通路の接続口に向かって流れるバイパス指向流
とを生ずる吸気通路を備え、燃料タンクからの蒸発燃料を吸気通路に導く蒸発燃料導入口
を上記吸気通路における上記バイパス指向流を生ずる壁面に開口させたから、蒸発燃料は
、吸気通路から当該バイパス指向流に乗ってバイパス通路に流入し易くなり、すなわち、
蒸発燃料が非作動状態の過給機からその下流側に洩れることが抑えられ、その結果、その
後に過給機が作動したときにオーバーリッチになること（エミッションの悪化やトルクシ
ョックを招くこと）が避けられる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】エンジンシステムの構成図。
【図２】エンジンの正面図。
【図３】エンジンの吸気系統の断面図。
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【図４】エンジンの吸気系統の斜視図。
【図５】吸気管へのパージ弁の取付部を示す斜視図。
【図６】同取付部の断面図。
【図７】吸気管の蒸発燃料導入口を示す断面図。
【図８】吸気通路における吸気の流れを示す斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明を実施するための形態を図面に基づいて説明する。以下の好ましい実施形
態の説明は、本質的に例示に過ぎず、本発明、その適用物或いはその用途を制限すること
を意図するものではない。
【００２７】
　＜エンジン全体構成＞
　図１に示す車両搭載エンジンシステムにおいて、１はエンジン、２はエンジン１の吸気
通路、３はエンジン１の排気通路、４は燃料タンクである。同システムは燃料タンク４で
発生する蒸発燃料をエンジン１の吸気通路２に導く蒸発燃料処理装置５を備えている。
【００２８】
　エンジン１は、直列４気筒圧縮着火式エンジンである。図１では、エンジン１の１気筒
のみを図示している。本実施形態で説明するエンジン１は一例に過ぎず、本発明において
、エンジンの種類や具体的構成は特に限定されるものでない。エンジン１は、各気筒の燃
焼室１０に臨む直噴式燃料噴射弁１１、点火プラグ１２及び筒内圧力センサ１３を備えて
いる。エンジン１の吸気ポートには吸気弁１４が設けられ、排気ポートには排気弁１５が
設けられている。エンジン１は、吸気弁１４及び排気弁１５各々の開閉駆動のための可変
動弁機構１６，１７を備えている。１８はエンジン１のピストンである。
【００２９】
　吸気通路２は、吸気を各気筒の燃焼室１０に分岐導入するための吸気マニホールド（図
示省略）を備えている。吸気通路２には、その上流側から下流側に向かって順に、エアク
リーナー２１、燃焼室１０への新気導入量を調節するスロットル弁２２、燃焼室１０に導
入するガスの圧力を高める過給機２３、並びに過給機３によって燃焼室１０に導入される
ガスを冷却するインタークーラ２４が配設されている。また、吸気通路２には、スロット
ル弁２２よりも下流側において、過給機２３よりも上流側とインタークーラー２４よりも
下流側を結ぶバイパス通路２５が設けられている。バイパス通路２５には、バイパス通路
２５を流れるガス流量を調節するバイパス弁２６が設けられている。
【００３０】
　本例の過給機２３は、エンジン１のクランク軸によってベルト駆動される機械式過給機
である。機械式の過給機４４は、例えばルーツ式とすることができ、或いはリショルム式
、ベーン式又は遠心式としてもよい。なお、機械式過給機に代えて、電動式の過給機、或
いは排気エネルギによって駆動されるターボ過給機を採用してもよい。
【００３１】
　過給機２３は、電磁クラッチ２７を介してエンジン１のクランク軸に接続されている。
電磁クラッチ２７の接続及び遮断により、エンジン１から過給機２３への動力の伝達とそ
の遮断が行なわれる。
【００３２】
　電磁クラッチ２７が遮断状態にされるときは（過給機２３の非作動時）、バイパス弁２
６は全開にされる。これにより、吸気は過給機２３を通らずバイパス通路２５によってエ
ンジン１の燃焼室１０に導入される。すなわち、エンジン１は自然吸気（非過給）状態で
運転される。
【００３３】
　電磁クラッチ２７が接続状態にされるときは（過給機２３の作動時）、バイパス弁２６
の制御によって過給圧が所望の圧力になるように調整される。すなわち、バイパス弁２６
の開かれると、過給機２３を通過した吸気の一部がバイパス通路２５を通って過給機２３



(7) JP 2020-12429 A 2020.1.23

10

20

30

40

50

の上流側に逆流する。バイパス弁２６の開度に応じて吸気の逆流量が変わるから、燃焼室
１０に導入する吸気の過給圧を制御することができる。
【００３４】
　排気通路３は、各気筒の排気ガスを集合させて排出するための排気マニホールド３１を
備えている。排気マニホールド３１よりも下流側の排気通路３には、排気ガスを浄化する
二つの触媒コンバーターが設けられている。上流側の触媒コンバーターは、三元触媒３２
とＧＰＦ（ガソリンパティキュレートフィルタ）３３とを有し、車両のエンジンルームに
配設される。下流側の触媒コンバーターは三元触媒３４を有し、エンジンルーム外に配設
される。排気マニホールド３１の各分岐管には排気シャッター弁３５が設けられている。
【００３５】
　吸気通路２と排気通路３は、排気ガスの一部をＥＧＲガスとして吸気通路２に還流させ
るＥＧＲ通路６によって結ばれている。ＥＧＲ通路６の上流端は、排気通路３における上
流側触媒コンバーターと下流側触媒コンバーターとの間に接続されている。ＥＧＲ通路６
の下流端は、ＥＧＲガスを吸気通路２におけるスロットル弁２２よりも下流側であって過
給機２３よりも上流側に供給すべく、バイパス通路２５の途中に接続されている。ＥＧＲ
ガスは、バイパス通路２５のバイパス弁２６を通らずに、吸気通路２における過給機２３
の上流側に入る。ＥＧＲ通路６には、ＥＧＲガスを冷却するＥＧＲクーラー６１、並びに
ＥＧＲガスの還流量を調節するＥＧＲ弁６２が配設されている。
【００３６】
　燃料タンク４は、燃料供給路４１によって燃料噴射弁１１に接続されている。燃料供給
路４１の上流端は燃料タンク４内の燃料ストレーナー４０に接続されている。燃料供給路
４１には、燃料ポンプ４２とコモンレール４３が設けられている。燃料ポンプ４２はコモ
ンレール４３に燃料を圧送する。コモンレール４３は、燃料ポンプ４２から圧送された燃
料を高い燃料圧力で蓄える。燃料噴射弁１１が開弁すると、コモンレール４３に蓄えられ
ていた燃料が燃料噴射弁１１の噴口から燃焼室１０の中に噴射される。
【００３７】
　蒸発燃料処理装置５は、燃料タンク４で発生した蒸発燃料を活性炭に吸着するキャニス
タ５１を備えている。燃料タンク４とキャニスタ５１がタンク側通路５２によって接続さ
れ、キャニスタ５１と吸気通路２がパージ通路５３によって接続されている。キャニスタ
５１には、大気開放口を有する外気導入路５４が接続されている。パージ通路５３には、
パージ通路５３を開閉するパージ弁５５が設けられている。パージ弁５５は、所定のパー
ジ条件が成立しているとき、例えば、燃料噴射弁１１による燃料噴射量の制御によってエ
ンジン１の空燃比を適正に制御し得る状態にあるときに、開となる。パージ通路５３の下
流端、すなわち、吸気通路２への蒸発燃料導入口５６については後述する。
【００３８】
  パージ弁５５が開いた状態において、吸気通路２におけるスロットル弁２２の下流側に
負圧が生じると、キャニスタ５１に捕集された蒸発燃料がパージされる。すなわち、外気
導入通路５４からキャニスタ５１に導入された空気と共に蒸発燃料がパージ通路５３から
吸気通路２１におけるスロットル弁２２の下流側にパージされる。パージされた蒸発燃料
は、過給機２３又はバイパス通路２５を通ってエンジン１の燃焼室１０に供給されて、燃
料噴射弁１１から供給された燃料と共に燃焼する。
【００３９】
　エンジンシステムはブローバイガス還流装置を備えている。ブローバイガス還流装置は
、ブローバイ通路５７と空気導入通路５８を備えている。ブローバイ通路５７は、その一
端がエンジン１のクランクケース１ａに接続され、他端は吸気通路２のスロットル弁２２
よりも下流側であって過給機２３よりも上流側に接続されている。ブローバイ通路５７に
は、ＰＣＶ（Positive Crankcase Ventilation）バルブ５９が設けられている。
【００４０】
　ＰＣＶバルブ５９は、クランクケース１ａ側から吸気通路２側に向かう方向へのガスの
通過のみを許容する。ＰＣＶバルブ５９は、吸気通路２のスロットル弁２２よりも下流側
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の圧力がクランクケース１ａの圧力に比べて低い負圧時に、該負圧の程度に応じて開度が
変化する。すなわち、当該負圧に応じてクランクケース１ａから吸気通路２へのブローバ
イガス流量が適量に調整される。
【００４１】
　空気導入通路５８は、その一端がエンジン１のシリンダヘッド１ｂを介してクランクケ
ース１ａに接続され、他端が吸気通路２のエアクリーナ２１とスロットル弁２２の間に接
続されている。空気導入通路５８には、吸気通路２側からクランクケース１ａ側へ向かう
方向への空気の通過のみを許容する逆止弁６０が設けられている。
【００４２】
　クランクケース１ａからブローバイガスがブローバイ通路５７を通して吸気通路２に出
されるとき、エアクリーナ２１でろ過された空気が空気導入通路５８をからクランクケー
ス１ａに導入される。これにより、クランクケース１ａが換気される。
【００４３】
　吸気通路２には、エンジン１を制御するための、吸入空気量を検出するエアフローセン
サ６３、スロットル弁２２よりも下流側（過給機２３よりも上流側）の吸気圧力を検出す
る圧力センサ６４、過給機２３から吐出された吸気の温度を検出する温度センサ６５、並
びにインタークーラ２４よりも下流側において吸気圧力を検出する圧力センサ６６が設け
られている。排気通路３には、三元触媒３２よりも上流側において排気ガス中の酸素濃度
を検知するリニアＯ２センサ６７、三元触媒３２よりも下流側において排気ガス中の酸素
濃度を検知するラムダＯ２センサ６８が設けられている。
【００４４】
　＜エンジンシステム構成要素の構造＞
　図２に示すように、過給機２３はエンジン１の上部において軸心を気筒列方向に延ばし
た状態に設けられている。この過給機２３に気筒列方向に延びる吸気通路２を構成する上
流側吸気管７１が結合されている。過給機２３における上流側吸気管７１の反対側に該過
給機２３の駆動部ハウジング７２が突出している。この駆動部ハウジング７２に、エンジ
ン１のクランク軸で過給機２３を駆動するための電磁クラッチ２７及び駆動軸が収容され
ている。その駆動軸に結合したプーリ７３に伝動ベルト７４が巻き掛けられている。
【００４５】
　過給機２３の側面には、加圧された吸気を気筒列方向に延びるサージタンク７５（図４
参照）に導くための吐出ダクト７６の上流端が接続されている。吐出ダクト７６は、過給
機２３の下方に延び、その下端が過給機２３の下方に配置したインタークーラ２４に接続
されている。
【００４６】
　図３に示すように、上流側吸気管７１の上流端部にはスロットル弁２２を備えたスロッ
トルボディ７７が設けられている。スロットル弁２２は、バタフライ弁であり、その弁軸
２２ａは水平に設けられている。スロットルボディ７７よりも下流側（過給機２３よりも
上流側）において、バイパス通路２５を形成するバイパス管７８が上流側吸気管７１の上
面から上流側吸気管７１の上流側に向かって斜めに立ち上がっている。すなわち、スロッ
トル弁２２よりも下流側において、上流側吸気管７１によって形成された吸気通路２の上
半周部の頂部に、バイパス通路２５の接続口７９が開口している。この吸気通路２の上半
周部は、スロットル弁２２の弁軸２２ａの軸心を通って吸気通路２の長手方向に延びる面
で該吸気通路２を二分したときの片側半周部に相当する。
【００４７】
　上流側吸気管７１は、バイパス通路２５の接続口７９よりも下流側において、通路断面
積が過給機３に向かって拡大した通路拡大部２ｂを形成しており、その拡大端が過給機３
に接続されている。
【００４８】
　バイパス管７８は、上述の斜めになった立上り部に続いて上流側吸気管７１の下流側に
向かうように湾曲して折り返された折返し部７８ａを有する。バイパス管７８は、当該折
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返し部７８ａに続いてサージタンク７５の中央側に向かって過給機２３の上側を気筒列方
向に延びている。バイパス管７８の折返し部７８ａよりも下流側には、ＥＧＲ通路６を形
成するＥＧＲ管（図示省略）が接続され、該接続部にＥＧＲ弁６２が設けられている。
【００４９】
　バイパス管７８は、サージタンク７５（図４参照）の中央部近傍において、図３に示す
ように、気筒列方向の一方に延びる第１枝管７８ｂと、気筒列方向の他方に延びる第２枝
管７８ｃとに分岐している。両枝管７８ｂ，７８ｃはサージタンク７５に接続されている
。また、ＥＧＲ弁６２よりも下流側のバイパス管７８内にバイパス弁２６が設けられてい
る。バイパス弁２６は、バタフライ弁であり、その弁軸２６ａは水平に設けられている。
【００５０】
　図４は上述の吸気系管構造から通路部分を抽出して表している。上流側吸気管７１によ
る吸気通路２は気筒列方向に延びている。吸気通路２のスロットル部２ａよりも下流側に
おいて、バイパス通路２５が吸気通路２の上半周部の頂部から斜めに立ち上がっている。
バイパス通路２５は、立上り部に続く折返し部２５ａを経てサージタンク７５に向かって
気筒列方向に延びている。
【００５１】
　バイパス通路２５の気筒列方向に延びる部分の上流部分にＥＧＲ弁部２５ｂ及びバイパ
ス弁部２５ｃが設けられている。バイパス通路２５の下流部は、枝管７８ｂ，７８ｃに係
る分岐部２５ｄ，２５ｅによってサージタンク７５に接続されている。サージタンク７５
には吸気導入路８０が一体に設けられている。吸気導入路８０はサージタンク７５の下方
に延びインタークーラ２４に接続されている。
【００５２】
　次に吸気通路２に対する蒸発燃料の導入部について説明する。図２に示すように、上流
側吸気管７１の側面にはパージ弁５５の取付部８１が設けられている。図５に示すように
、パージ弁５５は、上流側吸気管７１の側面の取付部８１に取付けられている。このパー
ジ弁５５の接続部５５ａにパージ通路５３を形成するパージ管（図示省略）が接続されて
いる。
【００５３】
　図６に示すように、上流側吸気管７１の吸気通路２を形成する通路壁に、パージ弁５５
の取付部８１から吸気通路２の上流側に向かって延びるパージ通路孔８２が形成されてい
る。このパージ通路孔８２は、その上流端がパージ弁５５の蒸発燃料供給孔５５ｂに連通
し、下流端は蒸発燃料導入口５６として吸気通路２に開口している。この蒸発燃料導入口
５６の開口位置は、吸気通路２における後述する吸気のバイパス指向流を生ずる部位であ
る。
【００５４】
　図７に示すように、蒸発燃料導入口５６は、吸気通路２におけるバイパス通路２５の接
続口７９の近傍に開口している。具体的には、蒸発燃料導入口５６は、吸気通路２の側壁
（スロットル弁２２の弁軸２２ａの方向に相対する吸気通路の四分円範囲の側壁）に開口
し、より詳細には、吸気通路２の側壁の上半周側に開口している。
【００５５】
　蒸発燃料導入口５６が開口することが好ましい吸気通路２の側壁範囲は、図３に示すよ
うに、バイパス通路２５の接続口７９の吸気通路長手方向の両端を通って吸気通路２の周
方向に延びる線Ａ１，Ａ２で区画される範囲である。この側壁範囲に蒸発燃料導入口５６
の少なくとも一部が開口していることが好ましい。これにより、蒸発燃料導入口５６から
吸気通路２に導入される蒸発燃料が後述する吸気のバイパス指向流に乗りやすくなる。
【００５６】
　なお、図２において、８３はスロットル弁２２の駆動部、８４はバイパス弁２６の駆動
部、８５はＥＧＲ弁６２の駆動部である。
【００５７】
　＜吸気通路における吸気の流れ＞
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　蒸発燃料は、エンジン１の空燃比を適正に制御し得るときに、すなわち、スロットル弁
２２が部分開状態にあるエンジン１の低負荷乃至中負荷運転域において、パージ通路８２
から吸気通路２に導入される。スロットル弁２２が部分開状態にあるときは、吸気通路２
の内周面とスロットル弁２２の弁板外周縁との隙間は、スロットル弁２２の弁軸２２ａと
直交する方向に相対する吸気通路２の上半周部及び下半周部各々の頂部において最も広く
、頂部からその両側にいくに従って漸次狭くなる。
【００５８】
　図８は過給機３の非作動時（バイパス弁２６全開）におけるスロットル弁２２の部分開
での吸気の流れを解析した結果を示す。
【００５９】
　吸気通路２の内周面とスロットル弁２２の弁板外周縁との隙間が上述の如くなっている
ことにより、吸気は、スロットル弁２２を抜けるとき、端的に言えば、吸気通路２の上半
周側と下半周側に分かれた形になる。且つ、吸気は、吸気通路２の上半周部及び下半周部
各々の頂部において最も高い流速になって、過給機３に向かって進んでいく。この過給機
３に向かう上側と下側の前進流９１，９２は、過給機３によって前進が阻まれるから、吸
気のほとんどは過給機３の手前で反転して、過給機３側から吸気通路２に開口したバイパ
ス通路２５の接続口７９に向かって流れるバイパス指向流９３，９４となる。なお、吸気
の一部は、流線９５で示すように、過給機３を抜けてその下流側に洩れる。
【００６０】
　吸気の反転及びバイパス指向流について説明する。吸気通路２は、バイパス通路２５の
接続口７９よりも下流側において、通路断面積が過給機３に向かって拡大している。吸気
は過給機３によって前進が阻まれると、抵抗が小さい方へ流れようとするところ、上記通
路断面積の拡大と、この拡大による吸気の前進流速の低下とよって、過給機３の手前側に
おいて吸気が抵抗が小さい方へ流れる一定の反転経路を生成し易くなる。
【００６１】
　本実施形態の場合、吸気通路２の上半周側及び下半周側をそれぞれ流れる上側前進流９
１と下側前進流９２が過給機３の手前まで延びてきている。従って、吸気は過給機３の手
前において、抵抗が小さい、上側前進流９１と下側前進流９２の間に向かって反転する。
【００６２】
　その反転した吸気はバイパス通路２５の接続口７９に向かうところ、この接続口７９は
吸気通路２の上半周部の頂部に開口している。吸気通路２における接続口７９の近傍では
、吸気通路２の上半周部の頂部に沿って吸気が高い流速で流れる上側前進流９１が存在す
る。従って、過給機３の手前で反転した吸気は、上側前進流９１と下側前進流９２の間（
抵抗が小さい部分）をスロットル弁２２に向かって戻り、さらに、バイパス通路２５の接
続口７９に向かって、上側前進流９１の両脇（抵抗が小さい部分）を抜けて上昇すること
になる。
【００６３】
　すなわち、上側前進流９１と下側前進流９２の間からバイパス通路２５の接続口７９に
向かって、上側前進流９１の片側の脇を通って吸気通路２の片側の側壁に沿って上昇する
バイパス指向流９３と、上側前進流９１の反対側の脇を通って吸気通路２の反対側の側壁
に沿って上昇するバイパス指向流９４を生ずる。
【００６４】
　＜蒸発燃料の吸気通路へのパージ＞
　図７に示すように、パージ通路５３の蒸発燃料導入口５６は、吸気通路２におけるバイ
パス通路２５の接続口７９の近傍の側壁部に開口している。この開口位置は、バイパス指
向流９３における吸気が吸気通路２の側壁に沿って上昇する部位である。従って、蒸発燃
料導入口５６から導入された蒸発燃料は、当該バイパス指向流９３の上昇する吸気に乗っ
てバイパス通路２５に流入することになる。特に、蒸発燃料導入口５６をバイパス指向流
が強くなる接続口７９の近傍に開口させているから、蒸発燃料導入口５６から導入された
蒸発燃料がバイパス指向流９３の上昇する吸気に乗り易くなる。
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【００６５】
　このように、蒸発燃料はバイパス指向流９３の上昇する吸気に乗ってバイパス通路２５
に流入するから、過給機３からその下流側に洩れることが抑えられる。よって、過給機を
作動させたとき、過給機３の下流側等に溜まった燃料が一気に燃焼室に導入されてオーバ
ーリッチなることが避けられる。すなわち、エミッションの悪化やトルクショックが避け
られる。
【００６６】
　しかも、蒸発燃料導入口５６が吸気通路２の側壁の上半周側に開口しているから、ＥＧ
Ｒガスを含む吸気がバイパス通路２５の接続口７９から吸気通路２に流入しても、そのＥ
ＧＲガスが蒸発燃料導入口５６からパージ通路５３に入り込むことが避けられる。すなわ
ち、蒸発燃料導入口５６が吸気通路２の側壁の上半周側に開口しているということは、蒸
発燃料導入口５６は斜め下向きに開口しているということであり、従って、ＥＧＲガスが
蒸発燃料導入口に入ることが避けられる。
【００６７】
　なお、本発明は、蒸発燃料導入口５６の開口位置をバイパス通路２５の接続口７９の近
傍に限るものではなく、蒸発燃料導入口５６は吸気通路２におけるバイパス指向流を生ず
る位置であればいずれであってもよい。
【符号の説明】
【００６８】
　　１　エンジン
　　２　吸気通路
　２ｂ　通路拡大部
　　３　排気通路
　　４　燃料タンク
　１０　燃焼室
　２２　スロットル弁
２２ａ　弁軸
　２３　過給機
　２５　バイパス通路
　５３　パージ通路
　５６　蒸発燃料導入口
　７９　バイパス通路の接続口
　９１　上側前進流
　９２　下側前進流
　９３　バイパス指向流
　９４　バイパス指向流
　Ａ１　区画線
　Ａ２　区画線
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