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(57)【要約】
【課題】本発明の課題は、可変動弁機構を備えたコンパ
クトなSOHC型のエンジンを提供することにある。
【解決手段】第１ロッカーアームは、ロッカー軸に支持
され、バルブを動作可能に設けられる。第２ロッカーア
ームは、ロッカー軸に支持され、カム軸の軸線方向に第
１ロッカーアームと並んで配置される。切換ピン部材は
、カム軸の軸線方向に移動可能であり、第１位置におい
て、第１ロッカーアームと第２ロッカーアームとを連結
し、第１ロッカーアーム及び第２ロッカーアームと共に
揺動する。切換ピン部材は、カム軸の軸線方向から見て
、ロッカー軸に対してバルブの端部側に位置する。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単気筒エンジンであって、
　燃焼室を含むシリンダ部と、
　前記シリンダ部に支持され、前記燃焼室の排気ポート又は吸気ポートを開閉するバルブ
と、
　吸気用カムと排気用カムとを含み、前記シリンダ部に支持されるカム軸と、
　前記シリンダ部に支持され、前記カム軸と平行なロッカー軸と、
　前記ロッカー軸に支持され、一方の端部が前記カム軸と当接可能であり、他方の端部が
前記バルブと当接可能であり、前記バルブを押し下げる方向に動作可能に設けられる第１
ロッカーアームと、
　前記ロッカー軸に支持され、一方の端部が前記カム軸と当接可能であり、前記カム軸の
軸線方向に前記第１ロッカーアームと並んで配置される第２ロッカーアームと、
　前記カム軸の軸線方向に移動可能であり、前記第１ロッカーアームと前記第２ロッカー
アームとを連結する第１位置と、前記第１ロッカーアームと前記第２ロッカーアームとを
非連結とする第２位置とに移動可能に設けられ、前記第１位置において前記第１ロッカー
アーム及び前記第２ロッカーアームと共に揺動する切換ピン部材と、
　前記切換ピン部材を前記カム軸の軸線方向に押圧して、前記切換ピン部材の位置を第１
位置と第２位置とに切り換えるアクチュエータと、
を備え、
　前記切換ピン部材は、前記カム軸の軸線方向から見て、前記ロッカー軸に対して前記バ
ルブの端部側に位置する、
エンジン。
【請求項２】
　前記アクチュエータは、前記切換ピン部材を押圧するロッドと、前記ロッドを駆動する
本体部とを含み、
　前記ロッカー軸と前記切換ピン部材との間の距離は、前記ロッカー軸と前記バルブの前
記端部との間の距離よりも短い、
請求項１に記載のエンジン。
【請求項３】
　前記第１ロッカーアームは、前記吸気用カム又は前記排気用カムと接触する第１ローラ
ーを含み、
　前記第１ローラーは、前記カム軸の軸線方向から見て、前記ロッカー軸に対して前記カ
ム軸側に位置する、
請求項１又は２に記載のエンジン。
【請求項４】
　前記第２ロッカーアームは、前記吸気用カム又は前記排気用カムと接触する第２ローラ
ーを含み、
　前記第２ローラーは、前記カム軸の軸線方向から見て、前記ロッカー軸に対して前記カ
ム軸側に位置する、
請求項１から３のいずれかに記載のエンジン。
【請求項５】
　前記カム軸の軸線に対して前記バルブ側に配置される締結ボルトをさらに備え、
　前記切換ピン部材の軸線は、前記締結ボルトのヘッド部の中心に対して前記ロッカー軸
側に位置する、
請求項１から４のいずれかに記載のエンジン。
【請求項６】
　前記カム軸の軸線方向における前記シリンダ部の側部に取り付けられており、前記シリ
ンダ部に支持される点火プラグをさらに備え、
　前記アクチュエータは、前記シリンダ部の前記側部に取り付けられており、前記点火プ
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ラグの軸線の延長線と重ならない、
請求項１から５のいずれかに記載のエンジン。
【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】
　複数のロッカーアームを連結するピン部材をアクチュエータで直接的に押圧することで
、ロッカーアームの連結と非連結とを切り換えることができる可変動弁機構を備えるSOHC
（Single OverHead Camshaft）型のエンジンが知られている。例えば、特許文献１に記載
のエンジンでは、シリンダヘッドとシリンダヘッドカバーとの合い面に、アクチュエータ
の駆動軸が配置されている。アクチュエータはシリンダヘッドとシリンダヘッドカバーに
取り付けられる。また、アクチュエータにより駆動されピン部材を押圧するロッドが、シ
リンダヘッドを貫通するように配置されており、シリンダヘッドに支持される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－７７７４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のエンジンはいわゆるSOHC型である。本来、SOHC型のエンジンでは、動弁機構をコ
ンパクトに配置することができる。しかし、上記のエンジンでは、ピン部材をアクチュエ
ータで直接的に押圧する構造を採用することで、簡単な機構で可変動弁機構を実現させて
いる反面、可変動弁機構を実現させるために、SOHC型のエンジンを大型化させてしまう。
【０００５】
　本発明の課題は、可変動弁機構を備えたコンパクトなSOHC型のエンジンを提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様に係るエンジンは、単気筒エンジンであって、シリンダ部と、バルブと
、カム軸と、ロッカー軸と、第１ロッカーアームと、第２ロッカーアームと、切換ピン部
材と、アクチュエータと、を備える。シリンダ部は、燃焼室を含む。バルブは、シリンダ
部に支持され、燃焼室の排気ポート又は吸気ポートを開閉する。カム軸は、吸気用カムと
排気用カムとを含み、シリンダ部に支持される。ロッカー軸は、シリンダ部に支持され、
カム軸と平行である。
【０００７】
　第１ロッカーアームは、ロッカー軸に支持され、バルブを押し下げる方向に動作可能に
設けられる。第１ロッカーアームの一方の端部は、カム軸と当接可能である。第１ロッカ
ーアームの他方の端部は、前記バルブと当接可能である。第２ロッカーアームは、ロッカ
ー軸に支持され、カム軸の軸線方向に第１ロッカーアームと並んで配置される。第２ロッ
カーアームの一方の端部は、カム軸と当接可能である。切換ピン部材は、カム軸の軸線方
向に移動可能であり、第１位置と第２位置とに移動可能に設けられる。切換ピン部材は、
第１位置において、第１ロッカーアームと第２ロッカーアームとを連結し、第１ロッカー
アーム及び第２ロッカーアームと共に揺動する。切換ピン部材は、第２位置において、第
１ロッカーアームと第２ロッカーアームとを非連結とする。
【０００８】
　アクチュエータは、切換ピン部材をカム軸の軸線方向に押圧して、切換ピン部材の位置
を第１位置と第２位置とに切り換える。切換ピン部材は、カム軸の軸線方向から見て、ロ
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ッカー軸に対してバルブの端部側に位置する。
【０００９】
　本態様に係るエンジンでは、第１ロッカーアームがバルブを押圧するときにバルブの押
圧方向と同じ方向に切換ピン部材も移動する。このため、可変動弁機構を実現するために
切換ピン部材を追加しても、シリンダ部が大型化することを抑制できる。これにより、可
変動弁機構を備えたSOHC型のエンジンを小型化することができる。
【００１０】
　好ましくは、アクチュエータは、切換ピン部材を押圧するロッドと、ロッドを駆動する
本体部とを含む。ロッカー軸と切換ピン部材との間の距離は、ロッカー軸とバルブの端部
との間の距離よりも短い。この場合、ロッカー軸と切換ピン部材との間の距離が小さいの
で、切換ピン部材の揺動時の移動距離が小さい。このため、ロッドの径を小さくすること
ができる。ロッドの径が小さくなると、ロッドを移動するための駆動力が小さくなるため
、本体部を小型化することができ、エンジンを小型化することができる。
【００１１】
　好ましくは、第１ロッカーアームは、吸気用カム又は排気用カムと接触する第１ローラ
ーを含む。第１ローラーは、カム軸の軸線方向から見て、ロッカー軸に対してカム軸側に
位置する。この場合、第１ローラーと切換ピン部材とがロッカー軸に対して互いに反対に
配置される。このため、第１ローラーを採用しても、切換ピン部材をロッカー軸に近い位
置に配置できる。これにより、ロッドの径を小さくすることができる。ロッドの径が小さ
くなると、ロッドを移動するための駆動力が小さくなるため、本体部を小型化することが
でき、エンジンを小型化することができる。これにより、可変動弁機構を小型化すること
ができ、可変動弁機構を備えたSOHC型のエンジンを小型化することができる。
【００１２】
　好ましくは、第２ロッカーアームは、吸気用カム又は排気用カムと接触する第２ローラ
ーを含む。第２ローラーは、カム軸の軸線方向から見て、ロッカー軸に対してカム軸側に
位置する。この場合、第２ローラーと切換ピン部材とがロッカー軸に対して互いに反対に
配置される。このため、第２ローラーとの干渉を回避しながら、切換ピン部材をロッカー
軸に近い位置に配置できる。これにより、ロッドの径を小さくすることができる。ロッド
の径が小さくなると、ロッドを移動するための駆動力が小さくなるため、本体部を小型化
することができ、エンジンを小型化することができる。
【００１３】
　好ましくは、カム軸の軸線に対してバルブ側に配置される締結ボルトをさらに備える。
切換ピン部材の軸線は、締結ボルトのヘッド部の中心に対してロッカー軸側に位置する。
この場合、切換ピン部材がロッカー軸に近いので、ロッカーアームを短くすることができ
る。これにより、可変動弁機構を小型化することができ、可変動弁機構を備えたSOHC型の
エンジンを小型化することができる。
【００１４】
　好ましくは、エンジンは、シリンダ部に支持される点火プラグをさらに備える。点火プ
ラグは、カム軸の軸線方向におけるシリンダ部の側部に取り付けられている。アクチュエ
ータは、シリンダ部の側部に取り付けられており、点火プラグの軸線の延長線と重ならな
い。
【００１５】
　この場合、アクチュエータが点火プラグに近接して配置することができる。これにより
、可変動弁機構を小型化することができ、可変動弁機構を備えたSOHC型のエンジンを更に
小型化することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、可変動弁機構を備えたコンパクトなSOHC型のエンジンを提供すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１７】
【図１】エンジンの一部の断面図である。
【図２】シリンダヘッド及びヘッドカバーをシリンダ軸線及びカム軸線に垂直な方向から
見た図である。
【図３】シリンダヘッド及びヘッドカバーをシリンダ軸線及びカム軸線に垂直な方向から
見た断面図である。
【図４】シリンダヘッドの内部の斜視図である。
【図５】シリンダヘッドの内部の斜視図である。
【図６】シリンダヘッドの内部をシリンダ軸線方向から見た図である。
【図７】シリンダヘッドの内部をカム軸線方向から見た断面図である。
【図８】第２支持壁及び付勢部材の近傍の断面図である。
【図９】シリンダヘッドの内部をカム軸線方向から見た断面図である。
【図１０】シリンダヘッド及びヘッドカバーをシリンダ軸線方向から見た図である。
【図１１】カム軸線及びシリンダ軸線に垂直な方向から見たエンジンの一部の断面図であ
る。
【図１２】カム軸線及びシリンダ軸線に垂直な方向から見たエンジンの一部の断面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、実施形態に係るエンジン１について図面を参照して説明する。本実施形態に係る
エンジン１は、水冷式の単気筒エンジンである。図１は、エンジン１の一部の断面図であ
る。図１に示すように、エンジン１は、クランク軸２と、クランクケース３と、シリンダ
部４とを含む。クランクケース３は、クランク軸２を収容している。シリンダ部４は、シ
リンダボディ５と、シリンダヘッド６と、ヘッドカバー７とを含む。シリンダボディ５は
、クランクケース３に接続されている。シリンダボディ５は、クランクケース３と一体で
あてもよく、或いは別体であってもよい。シリンダボディ５はピストン８を収容している
。ピストン８は、コンロッド９を介してクランク軸２に連結されている。
【００１９】
　なお、本実施形態において、シリンダボディ５のシリンダ軸線Ａｘ１方向において、シ
リンダヘッド６からヘッドカバー７に向かう方向を「ヘッドカバー側」と呼ぶ。また、シ
リンダ軸線Ａｘ１方向においてシリンダヘッド６からシリンダボディ５に向かう方向を「
シリンダボディ側」と呼ぶ。
【００２０】
　シリンダヘッド６は、シリンダボディ５のヘッドカバー側に配置されている。シリンダ
ヘッド６は、シリンダボディ５に取り付けられている。ヘッドカバー７は、シリンダヘッ
ド６のヘッドカバー側に配置されている。ヘッドカバー７は、シリンダヘッド６に取り付
けられている。シリンダ軸線Ａｘ１は、クランク軸２の中心軸線Ａｘ２（以下「クランク
軸線Ａｘ２」と呼ぶ）に対して垂直である。シリンダヘッド６は、燃焼室１１を含む。シ
リンダヘッド６には、点火プラグ１２が取り付けられている。点火プラグ１２の先端部は
、燃焼室１１に臨んで配置されている。点火プラグ１２の基端部は、エンジン１の外部に
配置されている。シリンダヘッド６とヘッドカバー７とには、動弁機構１３が収容されて
いる。
【００２１】
　動弁機構１３は、後述する排気用バルブ２４，２５と吸気用バルブ２６，２７とを開閉
するための機構である。動弁機構１３には、ＳＯＨＣ（Single OverHead Camshaft）式の
機構が採用されている。動弁機構１３には、吸気用バルブ２６，２７の開閉のタイミング
を切り換える、いわゆる可変動弁機構が採用されている。動弁機構１３は、カム軸１４を
含む。カム軸１４は、シリンダヘッド６に支持されている。カム軸１４の中心軸線Ａｘ３
（以下、「カム軸線Ａｘ３」と呼ぶ）は、シリンダ軸線Ａｘ１に対して垂直である。カム
軸線Ａｘ３は、クランク軸線Ａｘ２と平行である。
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【００２２】
　カム軸１４は、第１カム軸端部１４１と第２カム軸端部１４２とを含む。第１カム軸端
部１４１には第１カム軸駆動部１４３が設けられている。第１カム軸駆動部１４３はスプ
ロケットである。第１カム軸駆動部１４３はカムチェーン１５と噛み合っており、カムチ
ェーン１５はカム軸１４に連結されている。クランク軸２には、第２カム軸駆動部２０１
が設けられている。第２カム軸駆動部２０１はスプロケットである。第２カム軸駆動部２
０１はカムチェーン１５と噛み合っており、カムチェーン１５はクランク軸２に連結され
ている。すなわち、カムチェーン１５は、カム軸１４の第１カム軸駆動部１４３とクラン
ク軸２の第２カム軸駆動部２０１とに巻回されている。クランク軸２の回転が、カムチェ
ーン１５を介してカム軸１４に伝達されることにより、カム軸１４が回転する。
【００２３】
　シリンダヘッド６とシリンダボディ５とには、カムチェーン室１６が設けられている。
カムチェーン１５は、カムチェーン室１６に配置されている。カムチェーン室１６は、燃
焼室１１に対してシリンダ軸線Ａｘ１と垂直な方向に配置されている。すなわち、カムチ
ェーン室１６は、燃焼室１１とカム軸線Ａｘ３方向に並んで配置されている。
【００２４】
　第１カム軸端部１４１には、ウォーターポンプ１７が連結されている。ウォーターポン
プ１７は、カム軸１４のカム軸線Ａｘ３方向に配置される。ウォーターポンプ１７は冷却
液ホース１８を介してエンジン１内の図示しない冷却液通路とラジエータ１９と接続され
ている。ウォーターポンプ１７は、カム軸１４の回転によって駆動されることで、エンジ
ン１の冷却液を循環させる。
【００２５】
　図２は、シリンダヘッド６及びヘッドカバー７をシリンダ軸線Ａｘ１及びカム軸線Ａｘ
３に垂直な方向から見た図である。図３は、シリンダヘッド６及びヘッドカバー７をシリ
ンダ軸線Ａｘ１及びカム軸線Ａｘ３に垂直な方向から見た断面図である。なお、図２及び
図３では、ウォーターポンプ１７は、シリンダヘッド６及びヘッドカバー７から取り外さ
れている。
【００２６】
　シリンダヘッド６は、第１端部６０１と第２端部６０２とを含む。第１端部６０１は、
シリンダ軸線Ａｘ１方向においてヘッドカバー７の端部７０１と向き合って配置される。
第２端部６０２は、シリンダ軸線Ａｘ１方向においてシリンダボディ５の端部と向き合っ
て配置される。第１端部６０１と第２端部６０２とは、シリンダ軸線Ａｘ１に対して垂直
な方向に延びている。
【００２７】
　図３に示すように、シリンダヘッド６の第１端部６０１を含む第１仮想平面Ｐ１とヘッ
ドカバー７の端部７０１を含む第２仮想平面Ｐ２とは、カム軸１４と重なっている。詳細
には、第１仮想平面Ｐ１と第２仮想平面Ｐ２とは、カム軸線Ａｘ３よりヘッドカバー側に
位置している。なお、シリンダヘッド６の第１端部６０１とヘッドカバー７の端部７０１
との間には、ガスケット２１が挟持されている。
【００２８】
　シリンダヘッド６は、第１シリンダ側壁６０３と第２シリンダ側壁６０４とを含む。第
１シリンダ側壁６０３と第２シリンダ側壁６０４とは、カム軸線Ａｘ３方向に向き合って
配置される。第２シリンダ側壁６０４は、第１シリンダ側壁６０３よりもカムチェーン室
１６に近い。第２シリンダ側壁６０４は、第１シリンダ側壁６０３よりも第１カム軸駆動
部１４３に近い。
【００２９】
　ヘッドカバー７は、第１カバー側壁７０２と第２カバー側壁７０３とを含む。第１カバ
ー側壁７０２と第２カバー側壁７０３とは、カム軸線Ａｘ３方向に向き合って配置される
。第１カバー側壁７０２は、第１シリンダ側壁６０３のヘッドカバー側に位置しており、
第１シリンダ側壁６０３に接続される。第２カバー側壁７０３は、第２シリンダ側壁６０
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４のヘッドカバー側に位置しており、第２シリンダ側壁６０４に接続される。第２カバー
側壁７０３は、第１カバー側壁７０２よりもカムチェーン室１６に近い。第２カバー側壁
７０３は、第１カバー側壁７０２よりも第１カム軸駆動部１４３に近い。
【００３０】
　図４及び図５は、シリンダヘッド６の内部の斜視図である。図６は、シリンダヘッド６
の内部をシリンダ軸線Ａｘ１方向から見た図である。図６に示すように、第１シリンダ側
壁６０３は、第１突出壁部６０５と第２突出壁部６０６と凹部６０７とを含む。第１突出
壁部６０５と第２突出壁部６０６とは、カム軸線Ａｘ３方向においてシリンダヘッド６の
外方へ突出した形状を有する。凹部６０７は、第１突出壁部６０５と第２突出壁部６０６
との間に位置している。凹部６０７は、カム軸線Ａｘ３方向においてシリンダヘッド６の
内方に向かって凹んだ形状を有する。上述した点火プラグ１２は、第１シリンダ側壁６０
３に取り付けられている。点火プラグ１２の基端部は、第１シリンダ側壁６０３の凹部６
０７に配置されている。すなわち、点火プラグ１２の基端部は、第１突出壁部６０５と第
２突出壁部６０６との間に配置されている。
【００３１】
　シリンダヘッド６は、第３シリンダ側壁６０８と第４シリンダ側壁６０９とを含む。第
３シリンダ側壁６０８と第４シリンダ側壁６０９とは、カム軸線Ａｘ３及びシリンダ軸線
Ａｘ１に垂直な方向に並んで配置される。第３シリンダ側壁６０８には、排気管（図示せ
ず）の接続部６１０が設けられている。図４に示すように、第４シリンダ側壁６０９には
、吸気管（図示せず）の接続部６１１が設けられている。
【００３２】
　シリンダヘッド６は、第１支持壁６１２と第２支持壁６１３とを含む。第１支持壁６１
２と第２支持壁６１３とは、カム軸線Ａｘ３方向に並んで配置されている。第１支持壁６
１２と第２支持壁６１３とは、カム軸１４を回転可能に支持している。図３に示すように
、第１支持壁６１２は、第１軸受２２を介してカム軸１４を支持している。第２支持壁６
１３は、第２軸受２３を介してカム軸１４を支持している。第１支持壁６１２と第２支持
壁６１３とは、第１カム軸駆動部１４３と第１シリンダ側壁６０３との間に配置されてい
る。第２支持壁６１３は、第１支持壁６１２よりも第１カム軸駆動部１４３に近い。第２
支持壁６１３は、カム軸線Ａｘ３方向において第１支持壁６１２と第１カム軸駆動部１４
３との間に配置されている。第１支持壁６１２の頂上部は、シリンダヘッド６の第１端部
６０１よりもヘッドカバー側に位置している。第２支持壁６１３の頂上部は、シリンダヘ
ッド６の第１端部６０１よりもヘッドカバー側に位置している。
【００３３】
　図７は、シリンダヘッド６の内部をカム軸線Ａｘ３方向から見た断面図である。図４～
図７に示すように、シリンダヘッド６には、吸気用バルブ２６，２７と排気用バルブ２４
，２５とが取り付けられている。図７に示すように、シリンダヘッド６は、燃焼室１１に
連通する吸気ポート６１４と排気ポート６１５とを含む。吸気用バルブ２６，２７は、吸
気ポート６１４を開閉する。図６に示すように、吸気用バルブ２６，２７は、第１吸気バ
ルブ２６と第２吸気バルブ２７とを含む。第１吸気バルブ２６と第２吸気バルブ２７とは
、カム軸線Ａｘ３方向に並んで配置されている。図７に示すように、第１吸気バルブ２６
には、吸気バルブスプリング２６１が取り付けられている。吸気バルブスプリング２６１
は、第１吸気バルブ２６が吸気ポート６１４を閉じる方向に第１吸気バルブ２６を付勢し
ている。第２吸気バルブ２７についても同様に吸気バルブスプリング２７１（図４参照）
が取り付けられており、第２吸気バルブ２７が吸気ポート６１４を閉じる方向に第２吸気
バルブ２７を付勢している。
【００３４】
　排気用バルブ２４，２５は、排気ポート６１５を開閉する。図６に示すように、排気用
バルブ２４，２５は、第１排気バルブ２４と第２排気バルブ２５とを含む。第１排気バル
ブ２４と第２排気バルブ２５とは、カム軸線Ａｘ３方向に並んで配置されている。図５及
び図７に示すように、第１排気バルブ２４には、排気バルブスプリング２４１が取り付け
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られている。排気バルブスプリング２４１は、第１排気バルブ２４が排気ポート６１５を
閉じる方向に第１排気バルブ２４を付勢している。第２排気バルブ２５には排気バルブス
プリング２５１が取り付けられており、第２排気バルブ２５が排気ポート６１５を閉じる
方向に第２排気バルブ２５を付勢している。
【００３５】
　図３に示すように、カム軸１４は、第１吸気用カム１４４と第２吸気用カム１４５と排
気用カム１４６とを含む。第１吸気用カム１４４と第２吸気用カム１４５と排気用カム１
４６とは、カム軸線Ａｘ３方向に並んで配置されている。第１吸気用カム１４４と第２吸
気用カム１４５と排気用カム１４６とのなかで排気用カム１４６は最も第１カム軸駆動部
１４３に近い。第１吸気用カム１４４と第２吸気用カム１４５と排気用カム１４６とのな
かで第１吸気用カム１４４は最も第１カム軸駆動部１４３から遠い。第２吸気用カム１４
５は、カム軸線Ａｘ３方向において第１吸気用カム１４４と排気用カム１４６との間に配
置されている。
【００３６】
　図７に示すように、動弁機構１３は、排気ロッカー軸３１と排気ロッカーアーム３２と
を含む。排気ロッカー軸３１は、カム軸１４と平行に配置されている。排気ロッカー軸３
１は、シリンダヘッド６に支持されている。詳細には、排気ロッカー軸３１は、第１支持
壁６１２と第２支持壁６１３とに支持されている。排気ロッカー軸３１の中心軸線は、カ
ム軸線Ａｘ３よりもヘッドカバー側に位置している。
【００３７】
　排気ロッカーアーム３２は、排気ロッカー軸３１を中心に揺動可能に排気ロッカー軸３
１に支持されている。排気ロッカーアーム３２は、排気用バルブ２４，２５を動作可能に
設けられる。排気ロッカーアーム３２は、アーム本体３２１と、ローラー支持部３２２と
、ローラー３２３と、排気バルブ押圧部３２４とを含む。
【００３８】
　アーム本体３２１は貫通孔３２７を含み、この貫通孔３２７に排気ロッカー軸３１が通
されている。ローラー支持部３２２は、アーム本体３２１からカム軸１４側に突出してい
る。ローラー支持部３２２は、ローラー３２３を回転可能に支持している。ローラー３２
３の回転中心軸は、カム軸線Ａｘ３と平行である。ローラー３２３は、排気ロッカー軸３
１のカム軸１４側に位置する。ローラー３２３は、排気用カム１４６に接触しており、排
気用カム１４６の回転によって回転する。
【００３９】
　排気バルブ押圧部３２４は、アーム本体３２１からカム軸１４と反対側に突出している
。すなわち、排気バルブ押圧部３２４は、アーム本体３２１から第１排気バルブ２４のス
テムエンド２４２側（以下、「排気バルブ側」と呼ぶ）に突出している。図５及び図６に
示すように、排気バルブ押圧部３２４の先端には、第１アジャスタースクリュー３２５と
第２アジャスタースクリュー３２６とが設けられている。第１アジャスタースクリュー３
２５の先端は、第１排気バルブ２４のステムエンド２４２に対向している。第２アジャス
タースクリュ３２６ーの先端は、第２排気バルブ２５のステムエンド２５２に対向してい
る。
【００４０】
　排気用カム１４６によってローラー３２３が押し上げられると、排気ロッカーアーム３
２が揺動することにより、排気バルブ押圧部３２４が第１排気バルブ２４のステムエンド
２４２と第２排気バルブ２５のステムエンド２５２とを押し下げる。これにより、第１排
気バルブ２４と第２排気バルブ２５とが押し下げられて排気ポート６１５を開く。排気用
カム１４６によってローラー３２３が押し上げられていないときには、排気バルブスプリ
ング２４１，２５１によって第１排気バルブ２４と第２排気バルブ２５とが押し上げられ
て排気ポート６１５を閉じる。
【００４１】
　図３に示すように、動弁機構１３は、吸気ロッカー軸３３と、吸気ロッカーアーム３４
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と、切換ピン部材３５と、アクチュエータ３９を含む。吸気ロッカー軸３３は、カム軸１
４と平行に配置されている。吸気ロッカー軸３３は、シリンダヘッド６に支持されている
。詳細には、吸気ロッカー軸３３は、第１支持壁６１２と第２支持壁６１３とに支持され
ている。吸気ロッカー軸３３の中心軸線は、カム軸線Ａｘ３よりもヘッドカバー側に位置
している。
【００４２】
　吸気ロッカーアーム３４は、第１ロッカーアーム３６と第２ロッカーアーム３７とを含
む。第１ロッカーアーム３６は、吸気ロッカー軸３３を中心に揺動可能に吸気ロッカー軸
３３に支持されている。第１ロッカーアーム３６は、吸気用バルブ２６，２７を動作可能
に設けられる。第１ロッカーアーム３６は、図３に示す第１アーム本体３６１と、図６に
示す第１ローラー支持部３６２と、第１ローラー３６３と、吸気バルブ押圧部３６４と、
第１連結部３６５とを含む。
【００４３】
　図３に示すように、第１アーム本体３６１は貫通孔３６６を含み、この貫通孔３６６に
吸気ロッカー軸３３が通されている。第１ローラー支持部３６２は、第１アーム本体３６
１からカム軸１４側に突出している。第１ローラー支持部３６２は、第１ローラー３６３
を回転可能に支持している。第１ローラー３６３の回転中心軸は、カム軸線Ａｘ３と平行
である。第１ローラー３６３は、吸気ロッカー軸３３のカム軸１４側に位置する。第１ロ
ーラー３６３は、第１吸気用カム１４４に接触しており、第１吸気用カム１４４の回転に
よって回転する。
【００４４】
　吸気バルブ押圧部３６４は、第１アーム本体３６１からカム軸１４と反対側に突出して
いる。すなわち、吸気バルブ押圧部３６４は、第１アーム本体３６１から第１吸気バルブ
２６のステムエンド２６２側（以下、「吸気バルブ側」と呼ぶ）に突出している。図６に
示すように、吸気バルブ押圧部３６４の先端には、第１アジャスタースクリュー３６７と
第２アジャスタースクリュー３６８とが設けられている。第１アジャスタースクリュー３
６７の先端は、第１吸気バルブ２６のステムエンド２６２に対向している。第２アジャス
タースクリュー３６８の先端は、第２吸気バルブ２７のステムエンド２７２に対向してい
る。
【００４５】
　第１連結部３６５は、吸気バルブ押圧部３６４に接続されている。第１連結部３６５は
、吸気ロッカー軸３３よりもヘッドカバー側に位置している。第１連結部３６５は、吸気
ロッカー軸３３よりも吸気バルブ側に位置している。第１連結部３６５は、吸気バルブ押
圧部３６４よりもヘッドカバー側に位置している。図３に示すように、第１連結部３６５
は、貫通孔３６９を含む。貫通孔３６９は、カム軸線Ａｘ３方向に延びている。貫通孔３
６９には、切換ピン部材３５が挿入されている。
【００４６】
　図７に示すように、第２ロッカーアーム３７は、吸気ロッカー軸３３を中心に揺動可能
に支持されている。第２ロッカーアーム３７は、カム軸線Ａｘ３方向に第１ロッカーアー
ム３６と並んで配置される。第２ロッカーアーム３７は、第１ロッカーアーム３６のカム
チェーン室１６側に配置されている。すなわち、第２ロッカーアーム３７は、第１ロッカ
ーアーム３６よりも第１カム軸駆動部１４３に近い。第２ロッカーアーム３７は、第２ア
ーム本体３７１と、第２ローラー支持部３７２と、第２ローラー３７３と、第２連結部３
７４とを含む。
【００４７】
　第２アーム本体３７１は貫通孔３７５を含み、この貫通孔３７５に吸気ロッカー軸３３
が通されている。第２ローラー支持部３７２は、第２アーム本体３７１からカム軸１４側
に突出している。第２ローラー支持部３７２は、第２ローラー３７３を回転可能に支持し
ている。第２ローラー３７３の回転中心軸は、カム軸線Ａｘ３と平行である。第２ローラ
ー３７３は、吸気ロッカー軸３３のカム軸１４側に位置する。第２ローラー３７３は、第
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２吸気用カム１４５に接触しており、第２吸気用カム１４５の回転によって回転する。
【００４８】
　第２連結部３７４は、第２アーム本体３７１からカム軸１４と反対側に突出している。
すなわち、第２連結部３７４は、第２アーム本体３７１から吸気バルブ側に突出している
。第２連結部３７４は、吸気ロッカー軸３３よりもヘッドカバー側に位置している。第２
連結部３７４は、吸気バルブ押圧部３６４よりもヘッドカバー側に位置している。図３に
示すように、第２連結部３７４は、貫通孔３７６を含む。貫通孔３７６は、カム軸線Ａｘ
３方向に延びている。第２連結部３７４の貫通孔３７６は、第１連結部３６５の貫通孔３
６９とカム軸線Ａｘ３方向に並んで配置される。従って、第２連結部３７４の貫通孔３７
６には、切換ピン部材３５が挿入可能である。
【００４９】
　図６に示すように、動弁機構１３は、付勢部材３８を含む。付勢部材３８は、第２ロー
ラー３７３をカム軸１４に押し付ける方向に、第２ロッカーアーム３７を付勢する。本実
施形態において、付勢部材３８は、コイルスプリングであり、吸気ロッカー軸３３が付勢
部材３８に通されている。第２ロッカーアーム３７は、第１支持部材４１を含む。第１支
持部材４１は、付勢部材３８の一端を支持している。第１支持部材４１は、ピン状の形状
を有しており、第２ロッカーアーム３７からカム軸線Ａｘ３方向に突出している。図８は
、第２支持壁６１３及び付勢部材３８の近傍の断面図である。
【００５０】
　図８に示すように、動弁機構１３は、第２支持部材４２を含む。第２支持部材４２は、
付勢部材３８の他端を支持する。第２支持部材４２は、屈曲した板材で構成されており、
L字状の断面形状を有する。第２支持壁６１３には段部６１９が設けられており、第２支
持部材４２は段部６１９に支持されている。
【００５１】
　図３に示すように、切換ピン部材３５は、カム軸１４の軸線方向に移動可能であり、第
１位置と第２位置とに移動可能に設けられる。切換ピン部材３５は、第１位置において、
第１連結部３６５の貫通孔３６９と第２連結部３７４の貫通孔３７６とに亘って配置され
る。これにより、切換ピン部材３５は、第１ロッカーアーム３６と第２ロッカーアーム３
７とを連結し、第１ロッカーアーム３６と第２ロッカーアーム３７とが一体的に揺動する
。この状態で、切換ピン部材３５は、第１ロッカーアーム３６及び第２ロッカーアーム３
７と共に揺動する。
【００５２】
　切換ピン部材３５は、第２位置において、第１連結部３６５の貫通孔３６９に配置され
、且つ、第２連結部３７４の貫通孔３７６には配置されない。これにより、切換ピン部材
３５は、第２位置においては、第１ロッカーアーム３６と第２ロッカーアーム３７とを非
連結とし、第１ロッカーアーム３６と第２ロッカーアーム３７とは互いに独立して揺動す
る。この状態で、切換ピン部材３５は、第１ロッカーアーム３６と共に揺動する。
【００５３】
　第１連結部３６５には、弾性部材４４が設けられている。弾性部材４４は、第１連結部
３６５の貫通孔３６９内に配置されている。弾性部材４４は、切換ピン部材３５を第１位
置から第２位置へ向かう方向に付勢する。従って、切換ピン部材３５がアクチュエータ３
９によって押圧されていないときには、切換ピン部材３５は弾性部材４４によって第２位
置に保持される。切換ピン部材３５がアクチュエータ３９によって押圧されると、切換ピ
ン部材３５は弾性部材４４の付勢力に抗して第２位置から第１位置に移動する。
【００５４】
　図７に示すように、切換ピン部材３５は、シリンダヘッド６の第１端部６０１及びヘッ
ドカバー７の端部７０１よりもヘッドカバー側に位置している。従って、切換ピン部材３
５は、カム軸１４の軸線方向から見てヘッドカバー７に重なっている。図７に示すように
、切換ピン部材３５は、吸気ロッカー軸３３の吸気バルブ側に位置する。吸気ロッカー軸
３３の軸心と切換ピン部材３５の軸心との間の距離は、吸気ロッカー軸３３の軸心と第１
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吸気バルブ２６のステムエンド２６２との間の距離よりも短い。
【００５５】
　図９は、第１ロッカーアーム３６と第２ロッカーアーム３７とが揺動している状態を破
線で示している。切換ピン部材３５が第１位置に位置するとき、第１ロッカーアーム３６
は第２ロッカーアーム３７と連結され、第２ロッカーアーム３７と一体的に揺動する。こ
のため、第２ローラー３７３が第２吸気用カム１４５によって押し上げられると、第２ロ
ッカーアーム３７が吸気ロッカー軸３３を中心に揺動することにより、吸気バルブ押圧部
３６４を下げる方向に第１ロッカーアーム３６も揺動する。これにより、第１アジャスタ
ースクリュー３６７の先端が第１吸気バルブ２６のステムエンド２６２を押し下げると共
に、第２アジャスタースクリュー３６８の先端が第２吸気バルブ２７のステムエンド２７
２を押し下げる。これにより、第１吸気バルブ２６と第２吸気バルブ２７とが吸気ポート
６１４を開く。第２ローラー３７３が第２吸気用カム１４５によって押し上げられていな
いときには、吸気バルブスプリング２６１，２７１によって第１吸気バルブ２６と第２吸
気バルブ２７とが押し上げられて吸気ポート６１４を閉じる。
【００５６】
　切換ピン部材３５が第２位置に位置するとき、第１ロッカーアーム３６は第２ロッカー
アーム３７から独立して揺動する。このため、第１ローラー３６３が第１吸気用カム１４
４によって押し上げられると、第１ロッカーアーム３６が吸気ロッカー軸３３を中心に吸
気バルブ押圧部３６４を下げる方向に揺動する。これにより、第１アジャスタースクリュ
ー３６７の先端が第１吸気バルブ２６のステムエンド２６２を押し下げると共に、第２ア
ジャスタースクリュー３６８の先端が第２吸気バルブ２７のステムエンド２７２を押し下
げる。これにより、第１吸気バルブ２６と第２吸気バルブ２７とが吸気ポート６１４を開
く。第１ローラー３６３が第１吸気用カム１４４によって押し上げられていないときには
、吸気バルブスプリング２６１，２７１によって第１吸気バルブ２６と第２吸気バルブ２
７とが押し上げられて吸気ポート６１４を閉じる。
【００５７】
　なお、第１吸気用カム１４４と第２吸気用カム１４５との形状は、第１吸気用カム１４
４の先端が第１ローラー３６３に到達する前に第２吸気用カム１４５が第２ローラー３７
３を押し上げるように、設定されている。このため、切換ピン部材３５が第１位置に位置
するときには、第２吸気用カム１４５の回転によって第１ロッカーアーム３６が動作する
ことで、第１吸気用カム１４４の回転は、第１ロッカーアーム３６に伝達されない。従っ
て、切換ピン部材３５が第１位置に位置するときには、第２吸気用カム１４５の回転に応
じて第１吸気バルブ２６と第２吸気バルブ２７とが開閉動作を行う。一方、切換ピン部材
３５が第２位置に位置するときには、第２吸気用カム１４５の回転は、第１ロッカーアー
ム３６に伝達されない。このため、切換ピン部材３５が第２位置に位置するときには、第
１吸気用カム１４４の回転に応じて第１吸気バルブ２６と第２吸気バルブ２７とが開閉動
作を行う。
【００５８】
　アクチュエータ３９は、電磁ソレノイドであり、通電されることで、切換ピン部材３５
をカム軸１４の軸線方向に押圧して、切換ピン部材３５の位置を第２位置から第１位置に
切り換える。アクチュエータ３９への通電が停止されると、弾性部材４４の弾性力によっ
て切換ピン部材３５の位置が第１位置から第２位置に戻される。
【００５９】
　図６に示すように、アクチュエータ３９は、シリンダ軸線Ａｘ１方向から見てシリンダ
ヘッド６の第１端部６０１と重なる。すなわち、アクチュエータ３９の一部は、シリンダ
ヘッド６の第１端部６０１よりも内側に位置する。アクチュエータ３９は、シリンダ軸線
Ａｘ１方向から見て、カム軸１４に対してカムチェーン室１６と反対側に配置されている
。シリンダ軸線Ａｘ１方向から見て、カム軸線Ａｘ３は、排気管の接続部６１０とアクチ
ュエータ３９との間に位置する。図３に示すように、アクチュエータ３９は、シリンダヘ
ッド６の第１端部６０１よりもヘッドカバー側に位置する。
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【００６０】
　アクチュエータ３９は、切換ピン部材３５を押圧するロッド３９１と、ロッド３９１を
駆動する本体部３９２とを含む。ロッド３９１の中心軸線は、カム軸線Ａｘ３と平行であ
る。ロッド３９１は、切換ピン部材３５の揺動範囲においてカム軸線Ａｘ３方向から見て
切換ピン部材３５と重なるように配置されている。ロッド３９１は、本体部３９２によっ
て駆動されることにより、切換ピン部材３５を押圧する。ロッド３９１は、上述した第１
支持壁６１２に近接して配置されている。図４に示すように、第１支持壁６１２は、ロッ
ド３９１に対向する凹部６２０を含む。凹部６２０は、ロッド３９１を避けるように凹ん
だ形状を有する。
【００６１】
　アクチュエータ３９は、ヘッドカバー７に取り付けられている。詳細には、本体部３９
２がヘッドカバー７に取り付けられる。ロッド３９１は、ヘッドカバー７に支持される。
図３に示すように、ヘッドカバー７には貫通孔７０４設けられており、ロッド３９１は貫
通孔７０４に通されている。図６に示すように、アクチュエータ３９は、シリンダ軸線Ａ
ｘ１方向から見て、点火プラグ１２の軸線の延長線よりも吸気バルブ２６，２７側に位置
している。点火プラグ１２は、シリンダ軸線Ａｘ１方向から見て、カム軸線Ａｘ３方向に
カム軸１４と並んで配置されている。
【００６２】
　図１０は、シリンダヘッド６及びヘッドカバー７をシリンダ軸線Ａｘ１方向から見た図
である。図２及び図１０に示すように、アクチュエータ３９は、エンジン１の外部におい
てヘッドカバー７に取り付けられる。アクチュエータ３９は、第１カバー側壁７０２に取
り付けられている。アクチュエータ３９は、点火プラグ１２の軸線の延長線と重ならない
ように配置されている。第１カバー側壁７０２には、第１ボス部７０５と第２ボス部７０
６とが設けられている。第１ボス部７０５と第２ボス部７０６とは、カム軸線Ａｘ３方向
においてシリンダヘッド６の外方へ向かって第１カバー側壁７０２から突出している。第
１ボス部７０５と第２ボス部７０６とは、カム軸線Ａｘ３及びシリンダ軸線Ａｘ１に垂直
な方向に並んで配置されている。アクチュエータ３９は、本体部３９２から突出するフラ
ンジ部３９３を含む。フランジ部３９３は、ボルト５１，５２によって第１ボス部７０５
と第２ボス部７０６とに固定されている。これにより、アクチュエータ３９は、第１カバ
ー側壁７０２に固定されている。
【００６３】
　図１１は、カム軸線Ａｘ３及びシリンダ軸線Ａｘ１に垂直な方向から見たエンジン１の
一部の断面図である。図１１に示すように、シリンダヘッド６とシリンダボディ５とクラ
ンクケース３とは、第１締結ボルト６１と第２締結ボルト６２とによって締結される。シ
リンダヘッド６とシリンダボディ５とクランクケース３とは、図示しない第３締結ボルト
と第４締結ボルトとによって締結される。第１締結ボルト６１は、第１ヘッド部６５を含
む。第２締結ボルト６２は、第２ヘッド部６６を含む。第３締結ボルトは、図６に示す第
３ヘッド部６７を含む。第４締結ボルトは、図６に示す第４ヘッド部６８を含む。第１～
第４ヘッド部６５－６８は、シリンダヘッド６に固定される。第１ヘッド部６５は、第１
締結ボルト６１の軸部と別体のナットによって構成されているが、締結ボルト６１の軸部
と一体であってもよい。第２～第４ヘッド部６６－６８についても第１ヘッド部６５と同
様である。
【００６４】
　第１ヘッド部６５と第２ヘッド部６６とは、カム軸線Ａｘ３方向に並んで配置されてい
る。第３ヘッド部６７と第４ヘッド部６８とは、カム軸線Ａｘ３方向に並んで配置されて
いる。第１ヘッド部６５と第３ヘッド部６７とは、カム軸線Ａｘ３とシリンダ軸線Ａｘ１
と垂直な方向に並んで配置されている。第２ヘッド部６６と第４ヘッド部６８とは、カム
軸線Ａｘ３とシリンダ軸線Ａｘ１と垂直な方向に並んで配置されている。
【００６５】
　第１ヘッド部６５は、カム軸線Ａｘ３方向において第１シリンダ側壁６０３と第２ヘッ
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ド部６６との間に配置されている。第１シリンダ側壁６０３は、第２シリンダ側壁６０４
よりも第１ヘッド部６５に近い。第１ヘッド部６５は、第１シリンダ側壁６０３の第１突
出壁部６０５内に配置されている。第１ヘッド部６５は、シリンダボディ５のシリンダ軸
線Ａｘ１方向から見てアクチュエータ３９と重なる。切換ピン部材３５の軸線は、第１ヘ
ッド部６５の中心に対して吸気ロッカー軸３３側に位置する。
【００６６】
　第２ヘッド部６６は、カム軸線Ａｘ３方向において第２シリンダ側壁６０４と第１ヘッ
ド部６５との間に配置されている。第２シリンダ側壁６０４は、第１シリンダ側壁６０３
よりも第２ヘッド部６６に近い。カム軸線Ａｘ３方向において、カム軸１４駆動部は、第
２シリンダ側壁６０４と第２ヘッド部６６との間に配置されている。第２ヘッド部６６は
、第２支持壁６１３上に配置されている。第１ヘッド部６５と第２ヘッド部６６とは、カ
ム軸線Ａｘ３に対して吸気バルブ側に配置されている。カム軸線Ａｘ３方向における第１
シリンダ側壁６０３と第１ヘッド部６５との間の距離は、カム軸線Ａｘ３方向における第
２シリンダ側壁６０４と第２ヘッド部６６との間の距離よりも小さい。
【００６７】
　第３ヘッド部６７は、カム軸線Ａｘ３方向において第１シリンダ側壁６０３と第４ヘッ
ド部６８との間に配置されている。第１シリンダ側壁６０３は、第２シリンダ側壁６０４
よりも第３ヘッド部６７に近い。第３ヘッド部６７は、第１シリンダ側壁６０３の第２突
出壁部６０６内に配置されている。
【００６８】
　第４ヘッド部６８は、カム軸線Ａｘ３方向において第２シリンダ側壁６０４と第３ヘッ
ド部６７との間に配置されている。第２シリンダ側壁６０４は、第１シリンダ側壁６０３
よりも第４ヘッド部６８に近い。カム軸線Ａｘ３方向において、カム軸１４駆動部は、第
２シリンダ側壁６０４と第４ヘッド部６８との間に配置されている。第４ヘッド部６８は
、第２支持壁６１３上に配置されている。第３ヘッド部６７と第４ヘッド部６８とは、カ
ム軸線Ａｘ３に対して排気バルブ側に配置されている。カム軸線Ａｘ３方向における第１
シリンダ側壁６０３と第３ヘッド部６７との間の距離は、カム軸線Ａｘ３方向における第
２シリンダ側壁６０４と第４ヘッド部６８との間の距離よりも小さい。
【００６９】
　図１１に示すように、第１カバー側壁７０２の内面と第２カバー側壁７０３の内面とは
、ヘッドカバー側に向かって第１カバー側壁７０２と第２カバー側壁７０３との間が狭ま
るように傾斜している。
【００７０】
　シリンダヘッド６は、第１締結ボルト６１が配置される第１貫通孔６２１と、第２締結
ボルト６２が配置される第２貫通孔６２２とを含む。第１貫通孔６２１と第２貫通孔６２
２とは、シリンダ軸線Ａｘ１方向に延びている。第２貫通孔６２２は、第２支持壁６１３
を通るように設けられている。図１２に示すように、クランク軸線Ａｘ２を含みシリンダ
ボディ５のシリンダ軸線Ａｘ１に垂直な第３仮想平面Ｐ３からのシリンダ軸線Ａｘ１方向
における第１ヘッド部６５までの距離Ｄ１は、第３仮想平面Ｐ３からのシリンダ軸線Ａｘ
１方向における第２ヘッド部６６までの距離Ｄ２よりも小さい。すなわち、第１ヘッド部
６５は、第２ヘッド部６６よりもシリンダボディ側に位置している。
【００７１】
　第１締結ボルト６１は、カム軸線Ａｘ３方向から見てヘッドカバー７と重ならない。す
なわち、第１ヘッド部６５は、シリンダヘッド６の第１端部６０１よりもシリンダボディ
側に位置している。第２締結ボルト６２は、カム軸線Ａｘ３方向から見てヘッドカバー７
と重なっている。すなわち、第２ヘッド部６６は、シリンダヘッド６の第１端部６０１よ
りもヘッドカバー側に位置している。
【００７２】
　図示を省略するが、第３ヘッド部６７は、第１ヘッド部６５と同じ高さに位置しており
、第４ヘッド部６８は、第２ヘッド部６６と同じ高さに位置している。従って、第３ヘッ
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ド部６７は、第４ヘッド部６８よりもシリンダボディ側に位置している。
【００７３】
　従来技術にかかるエンジンのように、切換ピン部材がカム軸の軸線方向から見てロッカ
ー軸よりもバルブの端部の反対側に位置するエンジンでは、ロッカーアームがバルブの端
部を押し下げる方向にロッカー軸周りに回動すると、切換ピン部材は、反対に上方に移動
する。このため、切換ピン部材の上方に位置するシリンダヘッドカバーと切換ピン部材と
の間のクリアランスを大きく確保する必要がある。この場合、エンジンが大型化してしま
う。それに対し、本実施形態に係るエンジン１では、吸気用バルブ２６，２７をシリンダ
ボディ側に押し下げるときに、切換ピン部材３５もシリンダボディ側に移動する。このた
め、吸気用バルブ２６，２７をシリンダボディ側に押し下げるときに切換ピン部材３５が
ヘッドカバー側に移動する場合と比べて、切換ピン部材３５のヘッドカバー側のクリアラ
ンスを小さくすることができる。これにより、動弁機構１３を小型化することができ、エ
ンジン１を小型化することができる。
【００７４】
　吸気ロッカー軸３３の軸心と切換ピン部材３５の軸心との間の距離は、吸気ロッカー軸
３３の軸心と第１吸気バルブ２６のステムエンド２６２との間の距離よりも短い。この場
合、吸気ロッカー軸３３と切換ピン部材３５との間の距離が小さいので、切換ピン部材３
５の揺動時の移動距離が小さい。このため、ロッド３９１の径を小さくすることができる
。ロッド３９１の径が小さくなると、ロッド３９１を移動するための駆動力が小さくなる
ため、本体部３９２を小型化することができ、エンジン１を小型化することができる。
【００７５】
　第１ロッカーアーム３６が第１ローラー３６３を有しているため、カム軸１４と第１ロ
ッカーアーム３６との間でのフリクションロスを低減することができる。これにより、エ
ンジン１の燃費を向上させることができる。また、第１ローラー３６３の重量により、第
１ロッカーアーム３６のカム軸１４側の重量が重くなるが、切換ピン部材３５の重量によ
り、吸気バルブ２６，２７を押し下げるための力が軽減される。これにより、エンジン１
の燃費を向上させることができる。
【００７６】
　第１ローラー３６３は、カム軸線Ａｘ３方向から見て、吸気ロッカー軸３３に対してカ
ム軸１４側に位置する。従って、第１ローラー３６３と切換ピン部材３５とが吸気ロッカ
ー軸３３に対して互いに反対に配置される。従来技術にかかるエンジンのように、切換ピ
ン部材がカム軸の軸線方向から見て、ロッカー軸よりもバルブの端部の反対側に位置する
エンジンでは、切換ピン部材の下方には、カム軸のカムと接触するローラーが配置される
。このため、切換ピン部材の上方に位置するシリンダヘッドカバーと切換ピン部材との間
のクリアランスを小さくするために、切換ピン部材の位置を下方に下げることは容易では
ない。さらに、ロッカー軸とローラーとの間の距離を大きくして、ロッカー軸とローラー
との間に切換ピン部材を配置すれば、ローラーとの干渉を回避しながら切換ピン部材の位
置を下方に下げることができる。しかし、この場合、ロッカーアームが長くなり、可変動
弁機構が大型化する。このため、エンジンが大型化してしまう。それに対し、本実施形態
に係るエンジン１では、第１ローラー３６３と切換ピン部材３５とが吸気ロッカー軸３３
に対して互いに反対に配置されるので、第１ローラー３６３との干渉を回避しながら、切
換ピン部材３５を吸気ロッカー軸３３に近い位置に配置できる。これにより、ロッド３９
１の径を小さくすることができ、エンジン１を小型化することができる。
【００７７】
　第２ローラー３７３は、カム軸線Ａｘ３方向から見て、吸気ロッカー軸３３に対してカ
ム軸１４側に位置する。従って、第２ローラー３７３と切換ピン部材３５とが吸気ロッカ
ー軸３３に対して互いに反対に配置される。従来技術にかかるエンジンのように、切換ピ
ン部材がカム軸の軸線方向から見て、ロッカー軸よりもバルブの端部の反対側に位置する
エンジンでは、切換ピン部材の下方には、カム軸のカムと接触するローラーが配置される
。このため、切換ピン部材の上方に位置するシリンダヘッドカバーと切換ピン部材との間
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のクリアランスを小さくするために、切換ピン部材の位置を下方に下げることは容易では
ない。さらに、ロッカー軸とローラーとの間の距離を大きくして、ロッカー軸とローラー
との間に切換ピン部材を配置すれば、ローラーとの干渉を回避しながら切換ピン部材の位
置を下方に下げることができる。しかし、この場合、ロッカーアームが長くなり、可変動
弁機構が大型化する。このため、エンジンが大型化してしまう。それに対し、本実施形態
に係るエンジン１では、第２ローラー３７３と切換ピン部材３５とが吸気ロッカー軸３３
に対して互いに反対に配置されるので、第２ローラー３７３との干渉を回避しながら、切
換ピン部材３５を吸気ロッカー軸３３に近い位置に配置できる。これにより、ロッド３９
１の径を小さくすることができ、エンジン１を小型化することができる。
【００７８】
　切換ピン部材３５の軸線は、第１ヘッド部６５の中心に対して吸気ロッカー軸３３側に
位置する。従って、切換ピン部材３５が吸気ロッカー軸３３に近いので、第１ロッカーア
ーム３６及び第２ロッカーアーム３７を短くすることができる。これにより、動弁機構１
３を小型化することができ、エンジン１を小型化することができる。
【００７９】
　アクチュエータ３９は、第１シリンダ側壁６０３に取り付けられており、点火プラグ１
２の軸線の延長線と重ならない。従って、アクチュエータ３９が点火プラグ１２に近接し
て配置されても、アクチュエータ３９が点火プラグ１２の抜き差しに干渉することを抑え
ることができる。また、アクチュエータ３９が点火プラグ１２に近接して配置されること
で、エンジン１を更に小型化することができる。
【００８０】
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
【００８１】
　エンジン１は、水冷式の単気筒エンジンに限らない。例えば、エンジン１は空冷式であ
ってもよい。
【００８２】
　排気用バルブの数は２つに限らず、１つ或いは３つ以上であってもよい。吸気用バルブ
の数は２つに限らず、１つ或いは３つ以上であってもよい。
【００８３】
　第１ヘッド部６５と第２ヘッド部６６と第３ヘッド部６７と第４ヘッド部６８との位置
は、上記の実施形態の位置に限られず、変更されてもよい。例えば、上記の実施形態では
、第１ヘッド部６５はカム軸１４方向においてヘッドカバー７に重ならないが、第１ヘッ
ド部６５はカム軸１４方向においてヘッドカバー７に重なってもよい。すなわち、第１ヘ
ッド部６５は、ヘッドカバー７の端部７０１よりもヘッドカバー側に位置してもよい。
【００８４】
　シリンダヘッド６の第１端部６０１を含む第１仮想平面Ｐ１と、ヘッドカバー７の端部
７０１を含む第２仮想平面Ｐ２とは、カム軸線Ａｘ３と同じ高さ、或いは、カム軸線Ａｘ
３よりもシリンダボディ側に配置されてもよい。或いは、第１仮想平面Ｐ１と第２仮想平
面Ｐ２とは、カム軸１４と重なっていなくてもよい。
【００８５】
　動弁機構１３の構成及び配置は上記の実施形態のものに限らず、変更されてもよい。例
えば、アクチュエータ３９はシリンダヘッド６に取り付けられてもよい。或いは、アクチ
ュエータ３９はシリンダヘッド６の側方に配置されてもよい。或いは、アクチュエータ３
９は、シリンダ軸線Ａｘ１方向から見てヘッドカバー７の端部７０１と重ならないように
配置されてもよい。或いは、アクチュエータ３９は、シリンダ軸線Ａｘ１方向から見て第
１ヘッド部６５と重ならないように配置されてもよい。アクチュエータ３９の一部に限ら
ずアクチュエータ３９の全部がシリンダヘッド６の第1端部６０１よりも内側に位置して
もよい。
【００８６】
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　吸気ロッカー軸３３と切換ピン部材３５との間の距離は、吸気ロッカー軸３３と第１吸
気バルブ２６のステムエンド２６２との間の距離以上であってもよい。切換ピン部材３５
の軸線は、第１ヘッド部６５の中心に対して吸気ロッカー軸３３と反対側に位置してもよ
い。アクチュエータ３９は、点火プラグ１２の軸線の延長線と重なってもよい。
【００８７】
　上記の実施形態では、アクチュエータによってバルブの開閉のタイミングを切り換える
機構が、吸気用バルブに採用されているが、排気用バルブに採用されてもよい。すなわち
、上述した第１ロッカーアーム３６と第２ロッカーアーム３７と切換ピン部材３５とアク
チュエータ３９とを含む機構と同様の機構が、排気用バルブの開閉のために設けられても
よい。
【産業上の利用可能性】
【００８８】
　本発明によれば、可変動弁機構を備えたコンパクトなSOHC型のエンジンを提供すること
ができる。
【符号の説明】
【００８９】
１１　　燃焼室
４　　　シリンダ部
２６　　第１吸気バルブ
２４　　第１排気バルブ
１４４　第１吸気用カム
１４５　第２吸気用カム
１４６　排気用カム
１４　　カム軸
３３　　吸気ロッカー軸
３１　　排気ロッカー軸
３６　　第１ロッカーアーム
３７　　第２ロッカーアーム
３５　　切換ピン部材
３９　　アクチュエータ
３９１　ロッド
３９２　本体部
３６３　第１ローラー
３７３　第２ローラー
６１　　第１締結ボルト
６５　　第１ヘッド部
１２　　点火プラグ
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