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(57)【要約】
【課題】大気補正の精度を向上させ、ひいては酸素濃度
センサの出力値を用いた各種制御の精度を高める。
【解決手段】エンジン１０の吸気ポートには燃料噴射弁
１９が設けられ、排気管２４には排ガスを検出対象とし
て酸素濃度を検出するＡ／Ｆセンサ３２が設けられてい
る。ＥＣＵ４０は、所定の運転条件の成立に伴い燃料噴
射弁１９による燃料噴射を停止して燃料カットを実行す
るとともに、その燃料カットの実行中において大気補正
処理を実行し、Ａ／Ｆセンサ３２の出力値に基づいて同
出力値と酸素濃度との対応のずれを補正するための出力
補正値を算出する。また特に、ＥＣＵ４０は、燃料カッ
トの開始後における排気圧力情報を取得し、その排気圧
力情報に基づいて大気補正処理の実行態様を変更する。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃焼室に燃料を供給するための燃料供給手段と、排気通路を流れる排気を検出対象とし
て酸素濃度を検出する酸素濃度センサとを備える内燃機関に適用され、
　所定の運転条件の成立に伴い前記燃料供給手段による燃料供給を停止して燃料カットを
実行するとともに、その燃料カットの実行中において大気補正処理を実行し、前記酸素濃
度センサの出力値に基づいて同出力値と酸素濃度との対応のずれを補正するための出力補
正値を算出する内燃機関の制御装置であって、
　前記燃料カットの開始後における排気圧力情報を取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得した排気圧力情報に基づいて前記大気補正処理の実行態様を変
更する実行態様制御手段と、
を備えることを特徴とする内燃機関の制御装置。
【請求項２】
　前記実行態様制御手段は、前記排気圧力情報が、前記排気通路内の圧力があらかじめ定
めた規定値よりも大きいことを示す場合に、前記大気補正処理での出力補正値の算出を禁
止する請求項１に記載の内燃機関の制御装置。
【請求項３】
　前記排気通路内の圧力を判定するための前記規定値を、大気圧付近に設定された大気圧
判定値とした請求項２に記載の内燃機関の制御装置。
【請求項４】
　前記取得手段は、前記内燃機関の吸入空気量を前記排気圧力情報として取得し、
　前記実行態様制御手段は、前記吸入空気量があらかじめ定めた規定値よりも大きい場合
に前記大気補正処理での出力補正値の算出を禁止する請求項１乃至３のいずれかに記載の
内燃機関の制御装置。
【請求項５】
　前記内燃機関の回転速度を検出する回転速度検出手段を備え、
　前記実行態様制御手段は、前記内燃機関の回転速度があらかじめ定めた規定値よりも大
きい場合に前記大気補正処理での出力補正値の算出を禁止する請求項１乃至４のいずれか
に記載の内燃機関の制御装置。
【請求項６】
　内燃機関に連結された変速機のギア位置を検出するギア位置検出手段を備え、
　前記実行態様制御手段は、前記変速機のギア位置があらかじめ定めたギア位置よりも低
速ギアである場合に前記大気補正処理での出力補正値の算出を禁止する請求項１乃至５の
いずれかに記載の内燃機関の制御装置。
【請求項７】
　燃焼室内に吸入される空気量を調整する空気量調整弁を備える内燃機関に適用され、
　前記実行態様制御手段は、前記空気量調整弁が全閉状態になっていることを条件に、前
記大気補正処理での出力補正値の算出を許可する請求項１乃至６のいずれかに記載の内燃
機関の制御装置。
【請求項８】
　前記燃料カットの開始後において排気圧力が安定しているかどうかを判定する判定手段
を備え、
　前記実行態様制御手段は、前記排気圧力が安定していると判定されたことを条件に、前
記大気補正処理での出力補正値の算出を許可する請求項１乃至７のいずれかに記載の内燃
機関の制御装置。
【請求項９】
　前記内燃機関の吸入空気量の変化率を算出する手段を備え、
　前記判定手段は、前記吸入空気量の変化率が規定値よりも大きい場合に前記排気圧力が
安定していない旨判定する請求項８に記載の内燃機関の制御装置。
【請求項１０】
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　前記実行態様制御手段は、前記取得手段により取得した排気圧力情報に基づいて前記燃
料カット開始後の酸素濃度センサの出力値を修正し、その修正後のセンサ出力値を用いて
前記出力補正値を算出する請求項１乃至９のいずれかに記載の内燃機関の制御装置。
【請求項１１】
　前記排気通路内の圧力とセンサ出力値との関係、又は同排気通路内の圧力とセンサ出力
値の大気基準値からのずれ量との関係をあらかじめ規定しておき、
　前記実行態様制御手段は、前記規定した関係を用いて燃料カット開始後のセンサ出力値
の修正を実行する請求項１０に記載の内燃機関の制御装置。
【請求項１２】
　前記大気補正処理で算出した出力補正値を、学習値としてバックアップ用メモリに記憶
する請求項１乃至１１のいずれかに記載の内燃機関の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は内燃機関の制御装置に関し、詳しくは、燃料カットの実行により排気通路内を
大気雰囲気にした状態で、同排気通路に設けた酸素濃度センサの出力誤差の補正（大気補
正）を実行する技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　車両等に搭載される内燃機関の排気通路に、排気中の酸素濃度を検出する酸素濃度セン
サを設け、同センサの出力値に基づいて各種制御を実行することで排気エミッションの改
善等を図る技術が各種提案されている。例えば、ガソリンを燃料とするガソリンエンジン
では、酸素濃度センサの出力値により実空燃比を算出するとともに、その実空燃比と目標
空燃比との偏差に基づいて空燃比フィードバック制御を実行し、これにより排気エミッシ
ョンの改善を図っている。また、ディーゼルエンジンでは、酸素濃度センサの出力値に基
づいてＥＧＲ開度等を制御することにより、触媒等による排気浄化率を高めるようにして
いる。
【０００３】
　ここで、酸素濃度センサにおいては、製造ばらつき（すなわち個体差）や経時劣化に起
因して検出誤差が生じるという問題がある。そこで、内燃機関の運転途中に燃料カットが
実行される場合に排気通路内が大気雰囲気となることを利用して、その燃料カット時に大
気補正を実行する技術がある。
【０００４】
　例えば特許文献１の「内燃機関用制御装置」では、燃料カットの実行状態において、酸
素濃度センサの出力値の時間当たり変化量が、第１所定値を超える状態から同所定値以下
に変化した時に大気補正を実行する。又は、同じく燃料カットの実行状態において、燃料
カット開始後の吸入空気量の積算値が第２所定値以上になった時に大気補正を実行する。
【特許文献１】特開２００７－３２４６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記特許文献１では、排気通路内において酸素濃度センサ周辺の燃焼ガスが排出されて
完全に新気に入れ替わった状態で大気補正が実行されるため、大気補正の精度を高めるこ
とができるとしている。
【０００６】
　ここで、例えばガソリンエンジンでは、燃料カットの開始後においてスロットルバルブ
が一定開度（例えば全閉）で保持され、その状態で大気補正が実行されるが、燃料カット
の開始後にスロットルバルブの開度が変更される場合も想定される。かかる場合、燃料カ
ットの開始後において酸素濃度センサの出力値が概ね安定した状態、又は吸入空気量の積
算値が所定値以上になっている状態であっても、排気圧力が安定せず、それに起因して大
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気補正の精度が低下すると考えられる。
【０００７】
　本発明は、大気補正の精度を向上させ、ひいては酸素濃度センサの出力値を用いた各種
制御の精度を高めることができる内燃機関の制御装置を提供することを主たる目的とする
ものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以下、上記課題を解決するための手段、及びその作用効果について説明する。
【０００９】
　本発明の制御装置は、燃焼室に燃料を供給するための燃料供給手段（燃料噴射弁等）と
、排気通路を流れる排気を検出対象として酸素濃度を検出する酸素濃度センサとを備える
内燃機関に適用され、所定の運転条件の成立に伴い前記燃料供給手段による燃料供給を停
止して燃料カットを実行するとともに、その燃料カットの実行中において大気補正処理を
実行し、前記酸素濃度センサの出力値に基づいて同出力値と酸素濃度との対応のずれを補
正するための出力補正値を算出する。また、請求項１では特に、前記燃料カットの開始後
における排気圧力情報を取得し、その取得した排気圧力情報に基づいて前記大気補正処理
の実行態様を変更する。
【００１０】
　要するに、燃料カットの開始後においては、時間の経過に伴い排気通路内が次第に大気
雰囲気となるが、排気通路内の圧力（排気圧力）は都度の運転状態等により一定とならな
いことがあると考えられる。かかる場合、排気圧力が一定の値にならない、すなわち高低
ばらつくことに起因してセンサ出力値に誤差が生じ、それによって大気補正の精度が低下
する。この点、本発明によれば、燃料カットの開始後における排気圧力情報に基づいて大
気補正処理の実行態様を変更するため、排気圧力の高低の違いに起因して生じる大気補正
の精度低下を抑制することができる。その結果、大気補正の精度を向上させ、ひいては酸
素濃度センサの出力値を用いた各種制御の精度を高めることが可能となる。
【００１１】
　酸素濃度センサにおいては、検出対象となるガスの圧力が相対的に高い場合に、センサ
出力値に誤差が生じると考えられる。そこで、請求項２に記載したように、前記排気圧力
情報が、前記排気通路内の圧力があらかじめ定めた規定値よりも大きいことを示す場合に
、前記大気補正処理での出力補正値の算出を禁止するとよい。
【００１２】
　ここで、請求項３に記載したように、前記排気通路内の圧力を判定するための前記規定
値を、大気圧付近に設定された大気圧判定値とするとよい。これにより、排気圧力が大気
圧付近の圧力である場合にのみ出力補正値が算出されることとなり、当該補正値の信頼性
を高めることができる。
【００１３】
　内燃機関において、排気圧力は吸入空気量に依存して高低のばらつきが生じる。具体的
には、吸入空気量が多いほど、排気圧力が相対的に高くなる。そこで、請求項４に記載し
たように、内燃機関の吸入空気量を前記排気圧力情報として取得し、前記吸入空気量があ
らかじめ定めた規定値よりも大きい場合に前記大気補正処理での出力補正値の算出を禁止
するとよい。
【００１４】
　なお、吸入空気量は、内燃機関の吸気通路に設けた流量計（エアフロメータ等）により
計測される他、内燃機関の運転状態を表す他のパラメータにより推定可能であり、例えば
、吸気通路内の圧力（吸気負圧）と内燃機関の回転速度とに基づいて推定されるとよい。
【００１５】
　内燃機関の回転速度が比較的高い状態にある場合、又は変速機のギア位置が比較的低い
ギア位置にある場合には、吸入空気量（内燃機関の筒内充填空気量）が多くなり、排気圧
力の上昇が生じる。これにより、センサ出力値に誤差が生じ、大気補正の精度が低下する
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と考えられる。その対策として、請求項５に記載したように、内燃機関の回転速度を検出
し、その回転速度があらかじめ定めた規定値よりも大きい場合に前記大気補正処理での出
力補正値の算出を禁止するとよい。又は、請求項６に記載したように、内燃機関に連結さ
れた変速機のギア位置を検出し、そのギア位置があらかじめ定めたギア位置よりも低速ギ
アである場合に前記大気補正処理での出力補正値の算出を禁止するとよい。
【００１６】
　また、請求項７に記載の発明では、燃焼室内に吸入される空気量を調整する空気量調整
弁（スロットルバルブ等）を備える内燃機関に適用され、前記空気量調整弁が全閉状態に
なっていることを条件に、前記大気補正処理での出力補正値の算出を許可する。この場合
、空気量調整弁が全閉状態になっていることにより、燃焼室内への空気の吸入（流入）が
制限され、それに伴い排気圧力の高低のばらつきが抑制される。したがって、大気補正の
精度低下を抑制できる。
【００１７】
　請求項８に記載の発明では、前記燃料カットの開始後において排気圧力が安定している
かどうかを判定し、排気圧力が安定していると判定されたことを条件に、前記大気補正処
理での出力補正値の算出を許可する。つまり、燃料カットの開始後に排気通路内が概ね大
気雰囲気になった後でも、吸入空気量が変化するとそれに起因して排気圧力が不安定にな
って変動し、その影響でセンサ出力値に誤差が生じると考えられる。この点、排気圧力が
安定していると判定された場合にのみ出力補正値を算出する構成とすることで、大気補正
の精度低下を抑制できる。
【００１８】
　上記のように排気圧力の安定判定を実行する構成では、請求項９に記載したように、内
燃機関の吸入空気量の変化率を算出し、その吸入空気量の変化率が規定値よりも大きい場
合に排気圧力が安定していない旨判定するとよい。この場合、吸入空気量の変化率をモニ
タすることで、センサ出力値が安定した後でも排気圧力の変動を好適に把握できる。
【００１９】
　請求項９の発明に関してより望ましくは、吸入空気量の変化率が規定値以下となる状態
でありかつ当該状態が所定時間以上継続している場合に排気圧力が安定している旨判定す
るとよい。
【００２０】
　ところで、排気圧力の高低のばらつきによってセンサ出力値に誤差が生じる場合、同セ
ンサ出力値の誤差量と排気圧力とには相関があると考えられる。そこで、請求項１０に記
載の発明では、都度取得した排気圧力情報に基づいて前記燃料カット開始後の酸素濃度セ
ンサの出力値を修正し、その修正後のセンサ出力値を用いて前記出力補正値を算出する。
本構成によれば、排気圧力が基準値（例えば大気圧）とならない場合であっても、換言す
れば、吸入空気量がある程度大きい場合であっても、その時のセンサ出力値に基づいて適
正なる出力補正値を算出することができる。つまり、燃料カットの開始後において早期に
かつ適正に大気補正を実行することが可能となる。この場合特に、大気補正の実行条件を
緩める（すなわち、実行条件が成立しやすくする）ことができるため、大気補正の機会を
増やすことが可能となり、実用上好ましい構成を実現できる。
【００２１】
　ここで、請求項１１に記載したように、前記排気通路内の圧力とセンサ出力値との関係
、又は同排気通路内の圧力とセンサ出力値の大気基準値からのずれ量との関係をあらかじ
め規定しておき、前記規定した関係を用いて燃料カット開始後のセンサ出力値の修正を実
行するとよい。本構成によれば、規定の関係を用いてセンサ出力値の修正が行われるため
、都度の排気圧力（又はそれに相関する吸入空気量でも可）が分かればそれに対応する本
来のセンサ出力値を簡易に求めることができる。
【００２２】
　請求項１２に記載したように、前記大気補正処理で算出した出力補正値を、学習値とし
てバックアップ用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ等）に記憶することが望ましい。本構成では、製
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造ばらつき（個体差）や経時劣化に起因して定常的に生じるセンサ出力値の誤差分（又は
誤差相当値）を、学習値として記憶保持することができ、その誤差分に対応する正しいセ
ンサ出力値を好適に求めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　（第１の実施形態）
　以下、本発明を具体化した第１の実施の形態を図面に従って説明する。本実施の形態は
、内燃機関である車載多気筒ガソリンエンジンを対象にエンジン制御システムを構築する
ものとしており、当該制御システムにおいては電子制御ユニット（以下、ＥＣＵという）
を中枢として燃料噴射量の制御や点火時期の制御等を実施することとしている。先ずは、
図１を用いてエンジン制御システムの全体概略構成図を説明する。
【００２４】
　図１に示すエンジン１０において、吸気管１１（吸気通路）の最上流部にはエアクリー
ナ１２が設けられ、このエアクリーナ１２の下流側には吸入空気量を検出するためのエア
フロメータ１３が設けられている。エアフロメータ１３の下流側には、ＤＣモータ等のス
ロットルアクチュエータ１５によって開度調節されるスロットルバルブ１４が設けられて
いる。スロットルバルブ１４の開度（スロットル開度）は、スロットルアクチュエータ１
５に内蔵されたスロットル開度センサにより検出されるようになっている。スロットルバ
ルブ１４の下流側にはサージタンク１６が設けられ、このサージタンク１６には吸気管圧
力を検出するための吸気管圧力センサ１７が設けられている。また、サージタンク１６に
は、エンジン１０の各気筒に空気を導入する吸気マニホールド１８が接続されており、吸
気マニホールド１８において各気筒の吸気ポート近傍には燃料を噴射供給する電磁駆動式
の燃料噴射弁１９が取り付けられている。
【００２５】
　エンジン１０の吸気ポート及び排気ポートにはそれぞれ吸気バルブ２１及び排気バルブ
２２が設けられており、吸気バルブ２１の開動作により空気と燃料との混合気が燃焼室２
３内に導入され、排気バルブ２２の開動作により燃焼後の排ガスが排気管２４（排気通路
）に排出される。
【００２６】
　エンジン１０のシリンダヘッドには気筒毎に点火プラグ２７が取り付けられており、点
火プラグ２７には、点火コイル等よりなる点火装置（図示略）を通じて、所望とする点火
時期において高電圧が印加される。この高電圧の印加により、各点火プラグ２７の対向電
極間に火花放電が発生し、燃焼室２３内に導入した混合気が着火され燃焼に供される。
【００２７】
　排気管２４には、排出ガス中のＣＯ，ＨＣ，ＮＯｘ等を浄化するための三元触媒等の触
媒３１が設けられ、この触媒３１の上流側には、排ガスを検出対象として混合気の空燃比
（酸素濃度）を検出するためのＡ／Ｆセンサ３２が設けられている。Ａ／Ｆセンサ３２は
、ジルコニア（ＺｒＯ2）等の固体電解質や拡散抵抗層を積層してなる積層型のセンサ素
子を有するものであり、そのセンサ素子に設けた一対の電極（詳しくは、固体電解質を挟
んで両側に設けた一対の電極）に電圧が印加された状態で、排ガス中の酸素濃度に応じた
電流を流すものとなっている。なお、Ａ／Ｆセンサ３２には、センサ素子を所定の活性状
態に保持するためのヒータが一体で設けられている。
【００２８】
　また、エンジン１０のシリンダブロックには、冷却水温を検出する冷却水温センサ３３
や、エンジンの所定クランク角毎に（例えば３０°ＣＡ周期で）矩形状のクランク角信号
を出力するクランク角度センサ３５が取り付けられている。その他、本制御システムでは
、ドライバによるアクセル操作量（アクセルペダルの踏み込み操作量）を検出するアクセ
ルセンサ３６や、大気圧を検出する大気圧センサ３７、トランスミッションのギア位置（
シフト位置）を検出するギア位置センサ３８が設けられている。
【００２９】
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　ＥＣＵ４０は、周知の通りＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＥＥＰＲＯＭ等よりなるマイクロ
コンピュータ（以下、マイコンという）４１を主体として構成され、ＲＯＭに記憶された
各種の制御プログラムを実行することで、その都度のエンジン運転状態に応じてエンジン
１０の各種制御を実施する。すなわち、ＥＣＵ４０のマイコン４１には、前述した各種セ
ンサから各々検出信号が入力される。そして、同マイコン４１は、随時入力される各種の
検出信号に基づいて燃料噴射量や点火時期等を演算し、燃料噴射弁１９や点火装置の駆動
を制御する。燃料噴射量の制御について詳しくは、マイコン４１は、都度のエンジン運転
状態に基づいて目標空燃比を設定するとともに、Ａ／Ｆセンサ３２の出力値により算出し
た実空燃比が目標空燃比に一致するよう空燃比フィードバック制御を実施する。
【００３０】
　また、ＥＣＵ４０には、Ａ／Ｆセンサ３２のセンサ素子に流れる電流（前記一対の電極
間に流れるセンサ電流）を計測するためのセンサ制御回路４２が設けられている。センサ
制御回路４２について簡単に説明すれば、同制御回路４２は、センサ電流を計測する電流
計測部を備えており、その電流計測部での電流計測により得られたセンサ電流信号を所定
の増幅率にて増幅した後、マイコン４１に出力する。図２は、Ａ／Ｆとセンサ電流との関
係を示す図であり、例えば、Ａ／Ｆ＝ストイキ（１４．７）、すなわち酸素濃度＝０％で
ある場合のセンサ電流は「０ｍＡ」であり、Ａ／Ｆ＝大気、すなわち酸素濃度＝２０．９
％である場合のセンサ電流は「Ｉ１」である関係があらかじめ規定されている。
【００３１】
　なお、センサ制御回路４２は、上述したセンサ電流の計測機能以外に、都度のセンサ電
流に応じてセンサ印加電圧を可変に制御する印加電圧制御機能や、センサ素子を活性状態
に保持するべくヒータの通電制御を実行するヒータ制御機能を有する。
【００３２】
　ところで、Ａ／Ｆセンサ３２に流れるセンサ電流は個体差や経時劣化等に起因してばら
つき、そのセンサ電流のばらつきによってＡ／Ｆとセンサ電流との関係にずれが生じるこ
とが考えられる。図３には、Ａ／Ｆとセンサ電流との関係を表す基本特性Ｐ１（図２と同
じ特性）を実線にて示し、この基準特性Ｐ１に対して特性誤差を有する出力特性Ｐ２，Ｐ
３をそれぞれ一点鎖線、二点鎖線で示している。ここで、Ａ／Ｆ＝大気（酸素濃度＝２０
．９％）の場合で比較すると、基準特性Ｐ１ではセンサ電流＝Ｉ１であるのに対し、特性
Ｐ２ではセンサ電流＝Ｉ２、特性Ｐ３ではセンサ電流＝Ｉ３となっている（ただし本例で
は、Ａ／Ｆ＝ストイキでいずれもセンサ電流＝０ｍＡとしている）。上記のごとくＡ／Ｆ
とセンサ電流との関係にずれが生じると、Ａ／Ｆ（酸素濃度）の検出精度が低下する。
【００３３】
　そこで本実施形態では、所定の運転条件の成立に伴い燃料噴射弁１９による燃料噴射を
一時的に停止して燃料カットを実行するとともに、その燃料カットの実行中におけるＡ／
Ｆセンサ３２の出力値（センサ電流）に基づいて、当該出力値とＡ／Ｆ（大気状態での酸
素濃度）との対応のずれを補正するための大気補正を実行する。具体的には、マイコン４
１は、燃料カット条件として、例えばアクセル操作量が０であり、かつエンジン回転速度
が所定値（例えば１０００ｒｐｍ）以上であることを判定し、これら各条件が成立する場
合に燃料カットを実行する。そして、燃料カットの実行により排気管２４内が大気雰囲気
となった状態下で、Ａ／Ｆセンサ３２の出力値（センサ電流）を計測するとともに、その
センサ電流と同センサ電流の大気基準値とによる算出式（式１）、
　　補正ゲイン＝大気基準値／燃料カット時のセンサ電流計測値　　　…（式１）
により補正ゲインを算出する。
【００３４】
　補正ゲインは、Ａ／Ｆとセンサ電流との関係において基本特性からのセンサ電流のずれ
を表す出力補正値であり、例えば空燃比フィードバック制御に際し、Ａ／Ｆセンサ３２の
出力値（センサ電流）を補正ゲインにより補正するとともにその補正後のセンサ電流によ
り実空燃比を算出する。これにより、Ａ／Ｆセンサ３２の個体差や経時劣化等に関係なく
、実空燃比を正確に求めることができ、空燃比フィードバック制御の精度が向上する。
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【００３５】
　補正ゲインは、ＥＣＵ４０内のＥＥＰＲＯＭに学習値として記憶され、適宜更新される
。なお、バックアップ用メモリとして、ＥＥＰＲＯＭに代えてバックアップＲＡＭを用い
ることも可能である。
【００３６】
　ここで、本願発明者らの知見によれば、燃料カットの実行中において排気管２４内の圧
力（排気圧力）が一定にならない（高低ばらつく）と、それに起因して大気補正の精度が
低下する。すなわち、燃料カットの開始後は、一般にスロットル開度が直ちに全閉とされ
、それに伴い排気圧力が大気圧付近の値となるが、例えば燃料カットの開始後においてス
ロットル開度が直ちに全閉にされない場合には排気圧力が大気圧よりも高い圧力のままと
なる。かかる場合、排気圧力の影響によってセンサ電流に誤差が生じ、結果として大気補
正の精度が低下する。
【００３７】
　具体的には、図４に示すように、タイミングｔ１で燃料カットが開始された後、センサ
電流は図示のごとく増加する。このとき、排気圧力が大気圧相当の圧力になる以前（例え
ばタイミングｔ２）でセンサ電流が計測されると、センサ電流の計測誤差（図のΔＩＬ）
が生じる。このセンサ電流の計測誤差は排気圧力に応じて生じ、排気圧力が高いほど、セ
ンサ電流が大きい値となることが確認された。
【００３８】
　そこで本実施形態では、燃料カットの開始後における排気圧力情報を取得し、その排気
圧力情報に基づいて大気補正（補正ゲインの算出）を許可又は禁止することとしている。
より具体的には、排気圧力は吸入空気量（エンジンの筒内充填空気量）に依存して変化す
ることから、燃料カットの開始後において、排気圧力情報として、吸気管圧力センサ１７
の検出信号に基づいて算出した吸気管圧力とクランク角度センサ３５の検出信号に基づい
て算出したエンジン回転速度との積により吸入空気量を算出する（吸入空気量＝吸気管圧
力×エンジン回転速度）。そして、都度の吸入空気量があらかじめ定めた規定値よりも大
きい場合に、排気圧力が比較的高い圧力である、すなわちセンサ電流の計測誤差が大きい
と推測して大気補正の実行を禁止する。
【００３９】
　また、エンジン回転速度が比較的高い状態にある場合、又はトランスミッションのギア
位置が比較的低いギア位置にある場合には、吸入空気量（エンジンの筒内充填空気量）が
多くなり、やはり排気圧力が比較的高い圧力になる。これにより、前記同様、大気補正の
精度が低下すると考えられる。そこで本実施形態では、エンジン回転速度があらかじめ定
めた規定値（例えば１５００ｒｐｍ）よりも大きい場合、又は、トランスミッションのギ
ア位置が所定のギア位置（例えば３速ギア位置）よりも低速ギアである場合にも大気補正
の実行を禁止することとしている。
【００４０】
　さらに、燃料カットの開始後に排気管２４内が概ね大気雰囲気になった後でも、スロッ
トル開度の変化等が生じてそれにより吸入空気量が変化すると、その空気量変化に起因し
て排気圧力が不安定になり（変動し）、その影響でセンサ電流に誤差が生じると考えられ
る。そこで、吸入空気量の変化率を同吸入空気量の単位時間当たりの変化量（吸入空気量
の微分値でも可）により算出し、その吸入空気量の変化率があらかじめ定めた規定値より
も大きい場合に、大気補正の実行を禁止する。換言すれば、本実施形態では、吸入空気量
の変化率があらかじめ定めた規定値以下となり、かつかかる状態が所定時間以上継続して
いる場合に、大気補正の実行を許可する構成としている。
【００４１】
　また、燃料カットの開始後においては排気管２４内のガスが次第に新気に入れ替わるが
、実際に排気管２４内（少なくとも、センサ周囲の雰囲気）が完全に新気のみとなる、す
なわち酸素濃度が大気相当値（２０．９％）となるには時間がかかり、同酸素濃度が、燃
料カットが終了されるまでに大気相当の濃度にならないこともある。大気雰囲気への移行
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に時間がかかる理由としては、吸気ポート壁面等に付着している燃料ウエットや、ブロー
バイガスの影響が考えられる。この場合、排気管２４内の酸素濃度が実際には大気相当に
なっていないことに起因して大気補正の精度が低下してしまう。本願発明者らによれば、
図５に示すように、燃料カットを１０分以上継続しても、排気管２４内の酸素濃度が大気
相当値（２０．９％）に達しないことがあると確認されている。
【００４２】
　そこで本実施形態では、燃料カットの開始後において、排気管２４内の実際の酸素濃度
に相関する相関値として吸入空気量の積算値（以下、積算吸入空気量という）を算出し、
その積算吸入空気量に基づいて実酸素濃度に対応するセンサ電流の補正基準値（濃度対応
出力値）を算出する。そして、都度計測したセンサ電流と、補正基準値とによる算出式（
式２）、
　　補正ゲイン＝補正基準値／燃料カット時のセンサ電流計測値　　　…（式２）
により補正ゲインを算出する。
【００４３】
　なお、補正ゲインの算出式として（式１）、（式２）を記載したが、（式１）は固定値
である大気基準値を用いて補正ゲインを算出するものであり、（式２）は可変値である補
正基準値を用いて補正ゲインを算出するものであることが相違する。本実施形態では、（
式２）により補正ゲインを算出する。
【００４４】
　図６は、燃料カットの開始後におけるセンサ電流の推移を示すタイムチャートである。
図６中、Ｌ１は、燃料カットの開始後に排気管２４内が完全に大気雰囲気になる場合のセ
ンサ電流の推移を示し、Ｌ２は、同排気管２４内が大気雰囲気よりも低酸素濃度の状態に
しかならない場合のセンサ電流の推移を示す。Ｌ１が理想の変化であり、Ｌ２が実際の変
化である。また、Ｌ３は、Ａ／Ｆセンサ３２によるセンサ電流計測値の変化を示す。
【００４５】
　ここで、図６のように酸素濃度の理想変化（Ｌ１）と実際変化（Ｌ２）とが相違する場
合、大気補正処理において、大気基準値とセンサ電流計測値とにより補正ゲインを算出す
ると、補正誤差が生じる。これに対し、補正基準値（酸素濃度の実際変化に則したセンサ
電流）とセンサ電流計測値とにより補正ゲインを算出することにより、補正誤差が解消さ
れる。
【００４６】
　図７は、燃料カットの開始後における積算吸入空気量と酸素濃度との関係を示す図であ
る。これは、所定の走行モード（排気計測モード）にてエンジンを運転し、その時計測し
た積算吸入空気量と酸素濃度とを関連付けてプロットしたものである。図７によれば、燃
料カットの開始後における積算吸入空気量と酸素濃度とには相関があり、近似曲線ＬＫに
より近似できる。
【００４７】
　次に、燃料カット中に実行される大気補正の処理手順を図８～図１０に示すフローチャ
ートに基づいて説明する。本処理はＥＣＵ４０内のマイコン４１により所定の時間周期（
例えば１０ｍｓｅｃ周期）で繰り返し実行される。
【００４８】
　まず図８のステップＳ１０１では、燃料カットの実行中であるか否かを判定する。燃料
カットの実行中であれば、ステップＳ１０２に進み、燃料カットの開始後における積算吸
入空気量の算出処理を実行する。ここで、積算吸入空気量の算出処理では、図１１に示す
ように、吸気管圧力とエンジン回転速度との積により吸入空気量（体積流量［ｍ3／ｓｅ
ｃ］）を算出し（ステップＳ２０１）、その吸入空気量についてなまし処理を実行する（
ステップＳ２０２）。さらに、吸入空気量のなまし値を逐次積算して積算吸入空気量を算
出する（ステップＳ２０３）。なお、ステップＳ２０３では、都度の吸入空気量（ステッ
プＳ２０２の算出値）を単位時間相当値に換算するとともに、その単位時間相当値を積算
吸入空気量の前回値に逐次加算することで、積算吸入空気量を毎回更新して算出する。
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【００４９】
　また、燃料カットの実行中でなければ、ステップＳ１０３に進み、積算吸入空気量をリ
セットする。
【００５０】
　その後、ステップＳ１０４～Ｓ１０６では、大気補正を実行するための前提許可条件を
判定する。すなわち、ステップＳ１０４では、本制御システムにおけるダイアグ情報を読
み出し、システム異常が生じていないか否かを判定する。ステップＳ１０５では、Ａ／Ｆ
センサ３２が活性状態にあるか否かを判定する。ステップＳ１０６では、トランスミッシ
ョンの変速段が３段以上（高速ギア）であるか否かを判定する。そして、ステップＳ１０
４～Ｓ１０６が全てＹＥＳであれば、補正許可フラグＦ１を１（Ｈｉ）とし（ステップＳ
１０７）、同ステップＳ１０４～Ｓ１０６の少なくともいずれかがＮＯであれば補正許可
フラグＦ１を０（Ｌｏ）とする（ステップＳ１０８）。
【００５１】
　その後、ステップＳ１０９では、平均化済みセンサ電流についてのなまし処理を実行す
る。ここで、平均化済みセンサ電流は、所定の時間周期で計測したセンサ電流の気筒別平
均値であり、例えば４気筒エンジンの場合には１８０°ＣＡを計測区間として同区間内の
センサ電流が平均化されることで算出される。また、平均化済みセンサ電流を全気筒平均
値として算出することも可能であり、かかる場合には７２０°ＣＡを計測区間として同区
間内のセンサ電流が平均化されることで平均化済みセンサ電流が算出される。
【００５２】
　また、続くステップＳ１１０～Ｓ１１３では、燃料カットの開始後において排気管２４
内の燃焼ガスが排出されて新気に入れ替わり、センサ電流が安定してきたか否かを、セン
サ電流なまし値に基づいて判定する。
【００５３】
　すなわち、ステップＳ１１０では、センサ電流なまし値について今回値と前回値との差
（＝今回値－前回値）から電流変化量を算出するとともに、その電流変化量が規定値以下
であるか否かを判定する。ここで、電流変化量が規定値以下であることは、燃料カットの
開始後においてセンサ電流が安定してきたことを意味する。ステップＳ１１０がＹＥＳの
場合（電流変化量≦規定値の場合）、ステップＳ１１１に進んでセンサ電流安定判定カウ
ンタをカウントアップする。また、ステップＳ１１０がＮＯの場合（電流変化量＞規定値
の場合）、ステップＳ１１２に進んでセンサ電流安定判定カウンタをリセットする。
【００５４】
　その後、ステップＳ１１３では、燃料カットの開始後においてセンサ電流が安定してか
ら（すなわち、ステップＳ１１０の成立後）所定時間が経過したか否かを、センサ電流安
定判定カウンタの値に基づいて判定する。センサ電流が安定してから所定時間が経過して
いなければ、そのまま図９のステップＳ１２５に進んで補正実行フラグＦ２を０（Ｌｏ）
とする。
【００５５】
　また、センサ電流が安定してから所定時間が経過していれば、図９のステップＳ１１４
に進む。ステップＳ１１４～Ｓ１１７では、大気補正が許可されてから（補正許可フラグ
Ｆ１＝１のセット後）からの経過時間を判定する。
【００５６】
　すなわち、ステップＳ１１４では、補正許可フラグＦ１が１（Ｈｉ）であるか否かを判
定する。そして、Ｆ１＝１であればステップＳ１１５に進んで補正許可カウンタをカウン
トアップし、Ｆ１＝０であればステップＳ１１６に進んで補正許可カウンタをリセットす
る。その後、ステップＳ１１７では、補正許可フラグＦ１に１がセットされてから所定時
間が経過したか否かを、補正許可カウンタの値に基づいて判定する。補正許可フラグＦ１
に１がセットされてから所定時間が経過していなければ、そのままステップＳ１２５に進
んで補正実行フラグＦ２を０（Ｌｏ）とする。
【００５７】
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　また、補正許可フラグＦ１に１がセットされてから所定時間が経過していれば、後続の
ステップＳ１１８に進む。
【００５８】
　ステップＳ１１８，Ｓ１１９では、排気圧力が大気圧付近の圧力であるかどうかを、吸
入空気量とエンジン回転速度とに基づいて判定する。すなわち、ステップＳ１１８では、
吸入空気量が規定値以下であるか否かを判定する。また、ステップＳ１１９では、エンジ
ン回転速度が規定値以下であるか否かを判定する。このとき特に、吸入空気量を判定する
ための規定値は、排気圧力が大気圧付近の圧力であることを判定できるものであり、「大
気圧判定値」として設定されている。また、エンジン回転速度を判定するための規定値は
例えば１５００ｒｐｍである。
【００５９】
　ステップＳ１１８，Ｓ１１９のいずれかがＮＯであれば、排気圧力が大気圧に対して高
圧になっているとみなし、ステップＳ１２５に進んで補正実行フラグＦ２を０（Ｌｏ）と
する。また、ステップＳ１１８，Ｓ１１９が共にＹＥＳであれば、排気圧力が大気圧付近
の圧力であるとみなし、ステップＳ１２０に進む。
【００６０】
　その後、ステップＳ１２０～Ｓ１２３では、吸入空気量が安定した状態にあるかどうか
を判定する。すなわち、ステップＳ１２０では、吸入空気量について今回値と前回値との
差（＝今回値－前回値）から吸入空気の変化量（変化率に相当）を算出するとともに、そ
の変化量が規定値以下であるか否かを判定する。ステップＳ１２０がＹＥＳの場合（吸入
空気の変化量≦規定値の場合）、ステップＳ１２１に進んで吸入空気量安定判定カウンタ
をカウントアップする。また、ステップＳ１２０がＮＯの場合（吸入空気の変化量＞規定
値の場合）、ステップＳ１２２に進んで吸入空気量安定判定カウンタをリセットする。
【００６１】
　その後、ステップＳ１２３では、吸入空気量が安定した状態が所定時間継続しているか
否かを、吸入空気量安定判定カウンタの値に基づいて判定する。吸入空気量が安定した状
態が所定時間継続していなければ、ステップＳ１２５に進んで補正実行フラグＦ２を０（
Ｌｏ）とする。また、吸入空気量が安定した状態が所定時間継続していれば、ステップＳ
１２４に進んで補正実行フラグＦ２を１（Ｈｉ）とする。
【００６２】
　ちなみに、図８及び図９のステップＳ１０９～Ｓ１２５の各処理は、排気管２４内が大
気雰囲気安定の状態かどうかを判定する大気雰囲気安定判定処理に相当し、大気雰囲気安
定の状態である場合に、上記のごとく補正実行フラグＦ２に１がセットされる。
【００６３】
　その後、図１０のステップＳ１２６では、補正実行フラグＦ２が１（Ｈｉ）であるか否
かを判定する。そして、Ｆ２＝１であればステップＳ１２７に進み、積算吸入空気量（ス
テップＳ１０２の算出値）に基づいて補正基準値を算出する。このとき、例えば図１２に
示す関係を用いて補正基準値を算出する。図１２によれば、積算吸入空気量が増えるほど
補正基準値が大きくなり、次第に大気基準値に近づくような関係が規定されている。
【００６４】
　なお、図１２の関係（マップ又はテーブル）を参照して補正基準値を算出する構成に代
えて、積算吸入空気量と補正基準値との関係を数式化し、その数式を用いて補正基準値を
算出することも可能である。
【００６５】
　その後、ステップＳ１２８では、ステップＳ１２７で算出した補正基準値とその時のセ
ンサ電流計測値とにより補正ゲインを算出する（前述の（式２）参照）。続くステップＳ
１２９では、補正ゲインの平均化処理を実行する。そして、その補正ゲイン平均値を学習
値としてＥＥＰＲＯＭに記憶する。これにより、補正ゲインの学習が完了する。
【００６６】
　補正実行フラグＦ２＝０（ステップＳ１２６がＮＯ）の場合にはステップＳ１３０に進
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み、同補正実行フラグＦ２が「１→０」に移行したタイミングであるか否かを判定する。
すなわち同処理は、大気雰囲気安定の状態が不成立になったタイミング、又は燃料カット
の終了タイミングであるか否かを判定するものである。ステップＳ１３０がＹＥＳの場合
、ステップＳ１３１に進んで補正ゲイン（詳しくは、ステップＳ１２９で算出した補正ゲ
イン平均値）に対して上下限ガードを実施する。
【００６７】
　上記のごとく算出した補正ゲインは、例えば空燃比フィードバック制御に際し、Ａ／Ｆ
センサ３２の出力値（センサ電流）の補正に用いられる。すなわち、都度のセンサ電流計
測値に対して補正ゲインが乗算され、その積（補正後のセンサ電流）により実空燃比が算
出される。
【００６８】
　以上詳述した本実施形態によれば、以下の優れた効果が得られる。
【００６９】
　Ａ／Ｆセンサ３２の出力値についての大気補正処理に際し、燃料カットの開始後におけ
る排気圧力情報として吸入空気量を算出し、その吸入空気量が規定値よりも大きい場合に
は、補正ゲインを算出しない構成としたため、排気圧力が高低ばらつくことに起因して生
じる大気補正の精度低下を抑制することができる。その結果、大気補正の精度を向上させ
、ひいてはＡ／Ｆセンサ３２の出力値を用いた各種制御（空燃比フィードバック制御等）
の精度を高めることが可能となる。
【００７０】
　排気圧力情報としての吸入空気量を、吸気管圧力とエンジン回転速度との積により算出
（推定）する構成としたため、エンジン制御システムとして通常備えるセンサ類を用いて
排気圧力情報を取得することができる。これにより、排気圧力計（排気圧センサ）などの
装置を付加することなく適正な大気補正が実現できる。
【００７１】
　吸入空気量を判定するための規定値を、排気圧力が大気圧付近にあることを判定する「
大気圧判定値」としたため、排気圧力が大気圧付近の圧力である場合にのみ補正ゲインが
算出されることとなり、当該補正ゲインの信頼性を高めることができる。
【００７２】
　大気補正の実行条件（補正ゲインの算出条件）として、吸入空気量が規定値以下である
ことに加え、
・エンジン回転速度があらかじめ定めた規定以下であること、
・トランスミッションのギア位置が所定の高速ギアであること、
・燃料カットの開始後における吸入空気量が安定状態にあること（同吸入空気量の変化率
が略一定であること）、
を判定する構成としたため、排気圧力が大気圧付近の圧力で安定する運転条件にて大気補
正を実行できる。これにより、大気補正の一層の精度向上を図ることができる。
【００７３】
　また、吸入空気量が規定値以下であることを判定する以前に、燃料カット開始後におけ
るセンサ電流の安定判定を実行する構成としたため、燃料カットの開始後に、排気管２４
内が新気に入れ替わった状態で、大気補正を実行することができる。
【００７４】
　さらに、燃料カットの開始後において、排気管２４内の実際の酸素濃度に相関する積算
吸入空気量に基づいてセンサ電流の補正基準値を算出し、都度のセンサ電流計測値と補正
基準値とにより補正ゲインを算出する構成としたため、仮に、燃料カットの開始後におい
て実際の酸素濃度が大気相当の濃度と相違していてもそれに好適に対処できる。この場合
、燃料カット終了までに排気管２４内の酸素濃度が大気相当の濃度にならなくても、適正
なる大気補正を実行できる。
【００７５】
　大気補正処理で算出した補正ゲイン（出力補正値）を、学習値としてバックアップ用メ
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モリ（ＥＥＰＲＯＭ等）に記憶する構成としたため、製造ばらつき（個体差）や経時劣化
に起因して定常的にセンサ出力値の誤差が生じる場合にも、その誤差分に対応する正しい
センサ出力値を好適に求めることができる。
【００７６】
　（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態を第１の実施形態との相違点を中心に説明する。本実施
形態では、燃料カットの開始後に取得した排気圧力情報（吸入空気量）に基づいて、Ａ／
Ｆセンサ３２の出力値（センサ電流）を修正し、その修正後のセンサ出力値に基づいて大
気補正を実行する。
【００７７】
　図１３は、本実施形態における大気補正の処理手順を示すフローチャートである。本処
理は、上述した図８～図１０の処理に置き換えてマイコン４１により所定の時間周期（例
えば１０ｍｓｅｃ周期）で繰り返し実行される。
【００７８】
　図１３において、ステップＳ３０１では、大気補正の許可判定処理を実行する。この許
可判定処理は、上述した図８～図１０の処理におけるステップＳ１０１～Ｓ１２５に相当
する処理であり、吸入空気量が規定値以下であること（ステップＳ１１８参照）、エンジ
ン回転速度が規定値以下であること（ステップＳ１１９参照）、吸入空気量が安定状態に
あること（ステップＳ１２０～Ｓ１２３参照）、等々の各条件が成立する場合に、大気補
正の実行条件が成立するものとなっている。
【００７９】
　ただし本実施形態では、第１の実施形態とは異なり排気圧力が基準値（大気圧）から外
れていても大気補正を実行するものとしており、吸入空気量やエンジン回転速度を判定す
る「規定値」は相対的に大きい値となっている。つまり、大気補正の実行条件が成立し易
く（すなわち、補正実行フラグＦ２が１になり易く）、大気補正の機会を増やすことがで
きる構成としている。
【００８０】
　その後、ステップＳ３０２では、上記ステップＳ３０１の判定結果に基づいて、今回、
大気補正を実行するか否か（例えば、補正実行フラグＦ２＝１であるか否か）を判定する
。大気補正の実行が許可される場合、後続のステップＳ３０３に進む。
【００８１】
　ステップＳ３０３，Ｓ３０４では、都度のセンサ電流計測値を、排気圧力情報としての
吸入空気量に基づいて修正し、センサ電流修正値を算出する。すなわち、ステップＳ３０
３では、吸入空気量に基づいて修正係数を算出する。ここで、排気圧力とセンサ電流とは
図１４の（ａ）に示す関係にあり、大気圧でのセンサ電流がＩＸ［ｍＡ］である場合、そ
の電流値は排気圧力が大きくなるほど大きくなる。このことから、排気圧力と修正係数と
を図１４（ｂ）に示す関係とし、排気圧力が大きいほど修正係数が１に対して小さくなる
ように規定する。燃料カット状態では排気圧力と吸入空気量とは相関（ほぼ比例）してい
ることから、図１４（ｂ）の関係を基にして、吸入空気量に基づいて修正係数を算出する
。
【００８２】
　ステップＳ３０４では、センサ電流計測値に修正係数を掛け合わせてセンサ電流修正値
を算出する（センサ電流修正値＝センサ電流計測値×修正係数）。続くステップＳ３０５
では、積算吸入空気量に基づいて補正基準値を算出する（前述した図１０のステップＳ１
２７参照）。
【００８３】
　最後に、ステップＳ３０６では、センサ電流修正値と補正基準値とによる算出式（式３
）、
　　補正ゲイン＝補正基準値／センサ電流修正値　　　…（式３）
により補正ゲインを算出する。上記のごとく算出された補正ゲインは、前記同様、平均化
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処理が施された後、学習値としてＥＥＰＲＯＭ等に書き込まれる。
【００８４】
　以上詳述した本実施形態によれば、上述した第１の実施形態の効果に加え、以下の効果
が得られる。すなわち、燃料カット開始後の排気圧力情報（本実施形態では吸入空気量）
に基づいてセンサ電流（センサ出力値）を修正し、その修正後のセンサ電流を用いて補正
ゲインを算出するため、都度の排気圧力に応じて適正に補正ゲインを算出することができ
る。この場合特に、大気補正の実行条件を緩める（すなわち、実行条件が成立しやすくす
る）ことができるため、大気補正の機会を増やすことが可能となり、実用上好ましい構成
を実現できる。
【００８５】
　排気圧力と修正係数との関係をあらかじめ規定しておき、その関係を用いて燃料カット
開始後のセンサ電流を修正する構成としたため、都度の吸入空気量が分かればそれに対応
する本来のセンサ電流を簡易に求めることができる。
【００８６】
　（別の実施形態）
　本発明は上記実施形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施されても良い。
【００８７】
　上記各実施形態では、大気補正の実行条件（補正ゲインの算出条件）として、
（１）吸入空気量が規定値以下であること、
（２）エンジン回転速度が規定以下であること、
（３）トランスミッションのギア位置が所定の高速ギアであること、
（４）燃料カットの開始後における吸入空気量が安定状態にあること（同吸入空気量の変
化率が略０であること）、
を判定する構成としたが、これを変更する。例えば、上記（１）～（４）の条件のうち、
（２）～（４）の全てを又は少なくともいずれか１つを省略することが可能である。
【００８８】
　また、燃料カットの開始後において、スロットルバルブ１４が全閉状態になっているこ
とを条件に、大気補正（補正ゲインの算出）を許可する構成としてもよい。すなわち、ス
ロットルバルブ１４が全閉状態になっていることにより、燃焼室内への空気の吸入（流入
）が制限され、それに伴い排気圧力の高低のばらつきが抑制される。したがって、大気補
正の精度低下を抑制できる。
【００８９】
　上記各実施形態では、排気圧力情報としての吸入空気量を、吸気管圧力とエンジン回転
速度との積により算出（推定）したが、これを変更し、吸気管１１に設けた流量計（エア
フロメータ等）により計測する構成としてもよい。また、排気圧力情報として、排気圧力
の計測値又は推定値を用いることも可能である。例えば、排気管２４に排気圧センサを設
けることで排気圧力を逐次計測することができる。
【００９０】
　排気圧力は、大気圧の影響を受けて高低ばらつく。それゆえに、大気圧センサにより計
測した大気圧を加味して排気圧力情報を取得する構成としてもよい。
【００９１】
　上記第２の実施形態では、基本的に第１の実施形態と同様の大気補正許可判定を実行し
たが（ただし、実行条件が成立しやすくなっていることは既述した）、これを変更する。
すなわち、排気圧力情報により設定した実行条件（例えば、上記（１）～（４）の各条件
）を省略し、それに代えて、
・燃料カット開始から所定時間が経過したこと、
・燃料カット開始後にセンサ電流が安定してきたこと、
を判定し、その条件成立時に大気補正（補正ゲインの算出）を実行する。このように排気
圧力に関する条件判定を行わない構成であっても、上記のとおり燃料カット開始後の吸入
空気量に基づいてセンサ電流（センサ出力値）を修正し、その修正後のセンサ電流を用い
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て補正ゲインを算出する構成とすることにより、上記同様、適正なる大気補正を実現する
ことができる。
【００９２】
　上記各実施形態では、大気補正処理（例えば図８～図１０のフローチャート参照）にお
いて、排気管２４内の実際の酸素濃度に相関する積算吸入空気量に基づいてセンサ電流の
補正基準値を算出し、都度のセンサ電流計測値と補正基準値とにより補正ゲインを算出す
る構成（図１０のステップＳ１２７，Ｓ１２８）を採用したが、積算吸入空気量に基づい
てセンサ電流の補正基準値を算出する処理を省略することも可能である。この場合、図１
０のステップＳ１２８では、大気基準値とセンサ電流計測値とに基づいて、すなわち上記
（式１）を用いて、補正ゲインが算出されることとなる。本構成であっても、燃料カット
開始後における排気圧力情報に基づいて大気補正を許可／禁止することで、適正なる大気
補正を実現することができる。なお、積算吸入空気量に基づいてセンサ電流の補正基準値
を算出する処理（図１０のステップＳ１２７）を省略した場合、積算吸入空気量に関する
処理（図８のステップＳ１０２，Ｓ１０３）も併せて省略できる。
【００９３】
　ポート噴射式ガソリンエンジン以外の内燃機関について適用することも可能である。例
えば、同じくガソリンエンジンでも、直噴式エンジンについて適用する。又は、自己着火
式内燃機関であるディーゼルエンジンについて適用する。この場合、ディーゼルエンジン
ではスロットルバルブを持たない構成も想定されるが、同ディーゼルエンジンでは一般に
、排気の一部を吸気通路に環流させるＥＧＲ装置が設けられており、同ＥＧＲ装置を構成
するＥＧＲ弁の開度が変更されることによって、上記同様、排気圧力の高低のばらつきや
変動が生じうる。それゆえに、上記のとおり排気圧力情報に基づいて大気補正処理の実行
態様を変更することにより、所望とする効果を得ることができる。
【００９４】
　なお、ディーゼルエンジンでは、排気通路にＤＰＦ（ディーゼルパティキュレートフィ
ルタ）等の排気浄化装置が配設されており、そのＤＰＦ等の再生制御を行うために排気圧
力センサが設けられている。よって、この排気圧力センサの検出信号により排気圧力情報
を取得できる。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】発明の実施の形態におけるエンジン制御システムの概略を示す構成図。
【図２】Ａ／Ｆとセンサ電流との関係を示す図。
【図３】Ａ／Ｆとセンサ電流との関係を示す図。
【図４】燃料カット開始後におけるセンサ電流と排気圧力の推移を示すタイムチャート。
【図５】燃料カット開始後における酸素濃度の変化を示すタイムチャート。
【図６】燃料カット開始後におけるセンサ電流の変化を示すタイムチャート。
【図７】燃料カット開始後における積算吸入空気量と酸素濃度の関係を示す図。
【図８】大気補正の処理手順を示すフローチャート。
【図９】図８に引き続き、大気補正の処理手順を示すフローチャート。
【図１０】図９に引き続き、大気補正の処理手順を示すフローチャート。
【図１１】積算吸入空気量の算出手順を示すフローチャート。
【図１２】積算吸入空気量と補正基準値との関係を示す図。
【図１３】第２の実施形態における大気補正の処理手順を示すフローチャート。
【図１４】（ａ）は排気圧力とセンサ電流との関係を示す図、（ｂ）は排気圧力と修正係
数との関係を示す図。
【符号の説明】
【００９６】
　１０…エンジン、１１…吸気管、１４…スロットルバルブ、１９…燃料噴射弁、２４…
排気管、３２…Ａ／Ｆセンサ、３５…クランク角度センサ、４０…ＥＣＵ、４１…マイコ
ン、４２…センサ制御回路。
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