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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　過給機付きディーゼル機関のスロットル開度を制御する装置であって、
　検出された大気圧に基づいて前記スロットル開度の大気圧補正値を算出する大気圧補正
値算出手段と、
　その算出された大気圧補正値に応じて前記スロットル開度の補正を実施する大気圧補正
手段と、
　目標過給圧に対する実過給圧の乖離度合が規定よりも小さいときには、前記大気圧補正
手段による前記大気圧補正値に応じた前記スロットル開度の補正を制限する大気圧補正制
限手段と、
　を備えることを特徴とする過給機付きディーゼル機関のスロットル制御装置。
【請求項２】
　過給機付きディーゼル機関のスロットル開度を制御する装置であって、
　検出された大気圧に基づいて前記スロットル開度の大気圧補正値を算出する大気圧補正
値算出手段と、
　その算出された大気圧補正値に応じて前記スロットル開度の補正を実施する大気圧補正
手段と、
　目標過給圧に対する実過給圧の乖離度合が規定よりも小さいときには、前記大気圧補正
手段による前記大気圧補正値に応じた前記スロットル開度の補正を禁止する大気圧補正禁
止手段と、
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　を備えることを特徴とする過給機付きディーゼル機関のスロットル制御装置。
【請求項３】
　過給機付きディーゼル機関のスロットル開度を制御する装置であって、
　検出された大気圧に基づいて前記スロットル開度の大気圧補正値を算出する大気圧補正
値算出手段と、
　その算出された大気圧補正値に応じて前記スロットル開度の補正を実施する大気圧補正
手段と、
　目標過給圧に対する実過給圧の乖離度合が規定よりも大きいときに限り、前記大気圧補
正手段による前記大気圧補正値に応じた前記スロットル開度の補正を許可する大気圧補正
許可手段と、
　を備えることを特徴とする過給機付きディーゼル機関のスロットル制御装置。
【請求項４】
　過給機付きディーゼル機関のスロットル開度を制御する装置であって、
　検出された大気圧に基づいて前記スロットル開度の大気圧補正値を算出する大気圧補正
値算出手段と、
　目標過給圧と実過給圧との偏差に基づいて前記スロットル開度の過給圧補正値を算出す
る過給圧補正値算出手段と、
　前記大気圧補正値と前記過給圧補正値とを比較するとともに前記スロットル開度の補正
の度合がより小さいものを選択してその選択された補正値による前記スロットル開度の補
正を実施する選択補正手段と、
　を備えることを特徴とする過給機付きディーゼル機関のスロットル制御装置。
【請求項５】
当該過給機付きディーゼル機関には、吸気中に排気を再循環させる排気再循環装置が備え
られてなる
　請求項１～４のいずれか１項に記載の過給機付きディーゼル機関のスロットル制御装置
。
【請求項６】
当該過給機付きディーゼル機関には、ＮＯｘ吸蔵還元型の排気浄化触媒が設置され、空燃
比のリッチ化を通じた同排気浄化触媒の硫黄被毒回復制御が必要に応じて実施されてなる
　請求項１～５のいずれか１項に記載の過給機付きディーゼル機関のスロットル制御装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、大気圧に応じたスロットル開度の補正を行う過給機付きディーゼル機関のス
ロットル制御装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　車載等のディーゼル機関では、基本的には、燃料噴射量の調整を通じて機関出力がコン
トロールされているため、スロットル開度の細密な制御は行われていなかった。しかしな
がら、近年には、排気再循環装置（ＥＧＲ装置）によって吸気中に再循環される排気の量
、いわゆるＥＧＲ量を細密に制御する必要から、例えば特許文献１に見られるように電子
制御式のスロットルバルブを備え、機関運転状態に応じてスロットル開度を細密にコント
ロールすることが行われるようになっている。
【０００３】
　ところで、高地のような大気圧の低い状況でディーゼル機関が運転されるときには、外
部より吸入される新気の量が減少するようになる。そのため、低大気圧下での新気吸入量
の減少を補償する必要がある。特に上記のような排気再循環装置を備えたディーゼル機関
では、低大気圧下の新気吸入量の減少により、ＥＧＲ率（シリンダに充填される総ガス量
に占める再循環排気量（ＥＧＲ量）の比率）が増大してしまい、燃焼状態が悪化してしま
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うため、上記のような低大気圧下での新気吸入量の減少の補償が重要となっている。そこ
で従来、車載等のディーゼル機関では、特許文献２に見られるように、低大気圧下での新
気吸入量の減少を補償すべく、大気圧に応じたスロットル開度の補正、いわゆるスロット
ル開度の大気圧補正、いわゆる高地補正を行うことがなされている。
【０００４】
　通常、こうした大気圧補正に係るスロットル開度の大気圧補正値は、図７に例示するよ
うな大気圧に基づく１次元の算出マップより求められるようになっている。この算出マッ
プは、大気圧のそれぞれの値（Ｐ０，Ｐ１，…，Ｐｎ）について適切な大気圧補正値の値
（Ａ０，Ａ１，…，Ａｎ）が記憶されたものとなっている。そして機関回転速度及び機関
負荷に基づいて算出されたスロットル開度のベース値（ベース開度）を、上記のような１
次元の算出マップより求められた大気圧補正値にて補正することで、最終的なスロットル
開度を設定するようにしている。
【特許文献１】特開２００２－３２７６４３号公報
【特許文献２】特開平９－６０５５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記のようなスロットル開度の大気圧補正を行えば、低大気圧下における新気吸入量の
減少を補償することができる。しかしながら、すべての機関運転条件において、大気圧に
応じたスロットル開度の補正を一律の態様で行えば、以下のような不具合が生じてしまう
ことがある。
【０００６】
　まず高地におけるＥＧＲ（エミッション）の制御性の悪化が挙げられる。機関運転条件
によっては、標準大気圧下において、燃焼状態の悪化を回避可能な限界付近にＥＧＲ率が
設定されていることがある。こうした機関運転条件では、低大気圧下で新気吸入量が減少
してＥＧＲ率が増大すると、直ちに燃焼状態が悪化してしまうようになる。そのため、上
記のようなスロットル開度の大気圧補正は、こうしたＥＧＲ率に余裕の無い機関運転条件
においても、燃焼状態の悪化を回避可能に行う必要がある。一方、機関運転条件によって
は、標準大気圧下においてＥＧＲ率がある程度増大しても、燃焼状態が悪化しない程度に
ＥＧＲ率が設定されていることもある。このようなＥＧＲ率に余裕の有る機関運転条件に
おいて、そうした余裕の無い機関運転条件を想定したスロットル開度の大気圧補正を行な
えば、過補正となって、排気再循環の実施によるエミッション性能の向上効果が十分に得
られなくなってしまうことがある。
【０００７】
　またスロットル開度の大気圧補正をすべての機関運転条件で一律の態様で行った場合に
は、高地における排気温度の制御性が悪化する懸念もある。機関運転条件によっては、標
準大気圧下でのＨＣ等の排出量が、そもそも許容限界に近い状態となっていることがある
。このような機関運転条件では、低大気圧下で新気吸入量が減少して排気温度が上ると、
ＨＣ等の排出量が直ちに許容限界を超えてしまうようになる。そのため、上記のようなス
ロットル開度の大気圧補正は、このようなＨＣ等の排出量に余裕の無い機関運転条件にお
いても、ＨＣ等の排出量が許容される範囲内に収まるように行う必要がある。一方、機関
運転条件によっては、標準大気圧下でのＨＣ等の排出量が十分に少なく、低大気圧下で新
気吸入量が減少してＨＣ等の排出量が多少増加しても、ＨＣ等の排出量を十分に許容され
る範囲内に留めることが可能となっていることがある。このようなＨＣ等の排出量に余裕
の有る機関運転条件において、そうした余裕の無い機関運転条件を想定したスロットル開
度の大気圧補正を行えば、新気吸入量が増加し過ぎて排気温度が必要以上に低下してしま
うことになり、排気浄化触媒の昇温制御に支障を来すことがある。
【０００８】
　更にスロットル開度の大気圧補正をすべての機関運転条件で一律の態様で行った場合に
は、高地における空燃比の制御性の悪化を招くこともある。ＮＯｘ吸蔵還元型の排気浄化
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触媒を備えるディーゼル機関では、排気中の硫黄成分が排気浄化触媒に次第に堆積して、
ＮＯｘ成分の浄化性能を低下させる、いわゆる硫黄被毒が発生する。そのため、こうした
ディーゼル機関では、硫黄被毒の進行に応じて、燃焼される混合気の空燃比を一時的にリ
ッチとして排気浄化触媒に堆積した硫黄成分を除去する硫黄被毒回復制御を実施する必要
がある。一方、標準大気圧下においても、燃焼される混合気の空燃比には、機関運転条件
によって違いがある。そして機関運転条件によっては、標準大気圧下での空燃比が、燃焼
状態を良好に維持可能な空燃比の範囲のリッチ側の限界に近い値に設定されており、低大
気圧下での新気吸入量の減少により、空燃比がリッチとなると、直ちに燃焼状態の悪化を
招くことがある。そのため、上記のようなスロットル開度の大気圧補正は、こうした機関
運転条件においても、燃焼状態を良好に維持可能な範囲に空燃比を維持可能なように行う
必要がある。一方、機関運転条件によっては、標準大気圧下において、空燃比が比較的リ
ーンな状態で運転が行われることがある。このような空燃比のリッチ化に余裕の有る機関
運転条件において、そうした余裕の無い機関運転条件を想定したスロットル開度の大気圧
補正を行えば、新気吸入量が増加し過ぎて空燃比が必要以上にリーンとなってしまうこと
がある。そしてそうした状態で上記のような硫黄被毒回復制御を実施しても、空燃比を十
分にリッチとすることができず、硫黄被毒からの回復を良好に行うことができなくなって
しまうことがある。
【０００９】
　以上のように、大気圧に応じたスロットル開度の補正を、すべての機関運転条件におい
て一律の態様で行うようにすれば、上記のような種々の制御性の悪化を招いてしまう。も
っとも、こうした問題は、大気圧だけでなく、過給圧などの他のパラメータも考慮して大
気圧補正値を算出するようにすることで、その回避を可能とすることができるようにはな
る。しかしながら、そうした場合には、大気圧補正値の算出を、２次元以上の算出マップ
を用いて行わなければならなくなり、そうした算出マップの作成に係る適合工数が増加し
てしまうようになる。また自ずと算出マップの容量は増加してしまい、制御装置の記憶容
量の圧迫を招くことにもなる。
【００１０】
　本発明は、こうした実状に鑑みてなされたものであって、その解決しようとする課題は
、制御構造の複雑化を抑えながらも、スロットル開度の大気圧補正をより好適に行うこと
のできる過給機付きディーゼル機関のスロットル制御装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　以下、上記課題を解決するための手段、及びその作用効果を記載する。
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の発明は、過給機付きディーゼル機関のスロ
ットル開度を制御する装置であって、検出された大気圧に基づいて前記スロットル開度の
大気圧補正値を算出する大気圧補正値算出手段と、その算出された大気圧補正値に応じて
前記スロットル開度の補正を実施する大気圧補正手段と、目標過給圧に対する実過給圧の
乖離度合が規定よりも小さいときには、前記大気圧補正手段による前記大気圧補正値に応
じた前記スロットル開度の補正を制限する大気圧補正制限手段と、を備えることをその要
旨としている。
【００１２】
　上記構成では、大気圧の検出結果に基づいてスロットル開度の大気圧補正値が算出され
、その算出された大気圧補正値によるスロットル開度の補正が行われる。ただし、目標過
給圧に対する実過給圧の乖離度合が規定よりも小さいときには、そうしたスロットル開度
の大気圧補正が制限されるようになる。すなわち、上記乖離度合が小さいときには、大気
圧に基づくスロットル開度の補正の度合が本来よりも小さくされたり、大気圧に基づくス
ロットル開度の補正が禁止されたりするようになる。そのため、目標過給圧に対する実過
給圧の乖離度合を確認し、その乖離度合に応じて大気圧補正を制限するか否かを決定する
という簡単なロジックの追加のみで、不必要なスロットル開度の大気圧補正を抑制するこ
とができるようになる。したがって、上記構成によれば、制御構造の複雑化を抑えながら
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も、スロットル開度の大気圧補正をより好適に行うことができるようになる。
【００１３】
　上記課題を解決するため、請求項２に記載の発明は、過給機付きディーゼル機関のスロ
ットル開度を制御する装置であって、検出された大気圧に基づいて前記スロットル開度の
大気圧補正値を算出する大気圧補正値算出手段と、その算出された大気圧補正値に応じて
前記スロットル開度の補正を実施する大気圧補正手段と、目標過給圧に対する実過給圧の
乖離度合が規定よりも小さいときには、前記大気圧補正手段による前記大気圧補正値に応
じた前記スロットル開度の補正を禁止する大気圧補正禁止手段と、を備えることをその要
旨としている。
【００１４】
　上記構成では、大気圧の検出結果に基づいてスロットル開度の大気圧補正値が算出され
、その算出された大気圧補正値によるスロットル開度の補正が行われる。ただし、目標過
給圧に対する実過給圧の乖離度合が規定よりも小さいときには、そうしたスロットル開度
の大気圧補正が禁止されるようになる。そのため、目標過給圧に対する実過給圧の乖離度
合を確認し、その乖離度合に応じて大気圧補正を禁止するか否かを決定するという簡単な
ロジックの追加のみで、不必要なスロットル開度の大気圧補正を抑制することができるよ
うになる。したがって、上記構成によれば、制御構造の複雑化を抑えながらも、スロット
ル開度の大気圧補正をより好適に行うことができるようになる。
【００１５】
　上記課題を解決するため、請求項３に記載の発明では、過給機付きディーゼル機関のス
ロットル開度を制御する装置であって、検出された大気圧に基づいて前記スロットル開度
の大気圧補正値を算出する大気圧補正値算出手段と、その算出された大気圧補正値に応じ
て前記スロットル開度の補正を実施する大気圧補正手段と、目標過給圧に対する実過給圧
の乖離度合が規定よりも大きいときに限り、前記大気圧補正手段による前記大気圧補正値
に応じた前記スロットル開度の補正を許可する大気圧補正許可手段と、を備えることをそ
の要旨としている。
【００１６】
　上記構成では、大気圧の検出結果に基づいてスロットル開度の大気圧補正値が算出され
、その算出された大気圧補正値によるスロットル開度の補正が行われる。ただし上記構成
では、こうしたスロットル開度の大気圧補正は、目標過給圧に対する実過給圧の乖離度合
が規定よりも大きいときに限って許可されるようになる。すなわち、上記構成では、目標
過給圧に対する実過給圧の乖離度合が規定よりも小さいときには、スロットル開度の大気
圧補正が行なわれないようになる。そのため、目標過給圧に対する実過給圧の乖離度合を
確認し、その乖離度合に応じて大気圧補正を許可するか否かを決定するという簡単なロジ
ックの追加のみで、不必要なスロットル開度の大気圧補正を抑制することができるように
なる。したがって、上記構成によれば、制御構造の複雑化を抑えながらも、スロットル開
度の大気圧補正をより好適に行うことができるようになる。
【００１７】
　上記課題を解決するため、請求項４に記載の発明は、過給機付きディーゼル機関のスロ
ットル開度を制御する装置であって、検出された大気圧に基づいて前記スロットル開度の
大気圧補正値を算出する大気圧補正値算出手段と、目標過給圧と実過給圧との偏差に基づ
いて前記スロットル開度の過給圧補正値を算出する過給圧補正値算出手段と、前記大気圧
補正値と前記過給圧補正値とを比較するとともに前記スロットル開度の補正の度合がより
小さいものを選択してその選択された補正値による前記スロットル開度の補正を実施する
選択補正手段と、を備えることをその要旨としている。
【００１８】
　上記構成では、大気圧の検出結果に基づいてスロットル開度の大気圧補正値が算出され
、また目標過給圧と実過給圧との偏差に基づいてスロットル開度の過給圧補正値が算出さ
れるようになる。そして、それら２つの補正値のうち、よりスロットル開度の補正の度合
がより小さい方の補正値のみを用いてスロットル開度の補正が行われるようになる。その
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ため、過給圧補正値によるスロットル開度の補正の度合がより小さいときには、目標過給
圧と実過給圧との偏差に基づくスロットル開度の補正のみが行われ、大気圧に基づくスロ
ットル開度の補正は行われないようになる。係る構成では、目標過給圧と実過給圧との偏
差に基づき過給圧補正値を算出し、その過給圧補正値と大気圧補正値とを比較して、いず
れの補正値を用いてスロットル開度の補正を行うかを決定するという簡単なロジックの追
加のみで、不必要なスロットル開度の大気圧補正を抑制することができるようになる。し
たがって、上記構成によれば、制御構造の複雑化を抑えながらも、スロットル開度の大気
圧補正をより好適に行うことができるようになる。
【００１９】
　請求項５に記載の発明は、請求項１～４のいずれか１項に記載の過給機付きディーゼル
機関のスロットル制御装置において、当該過給機付きディーゼル機関には、吸気中に排気
を再循環させる排気再循環装置が備えられてなることをその要旨としている。
【００２０】
　排気再循環装置を備えるディーゼル機関では、必要以上に大気圧補正が行われてＥＧＲ
率が過剰に低減されてしまうと、エミッションの悪化を招くことがある。そのため、不必
要なスロットル開度の大気圧補正を好適に抑制可能な本発明のスロットル制御装置は、こ
うした排気再循環装置を備えた過給機付きディーゼル機関への適用が特に好適なものとな
っている。
【００２１】
　請求項６に記載の発明は、請求項１～５のいずれか１項に記載の過給機付きディーゼル
機関のスロットル制御装置において、当該過給機付きディーゼル機関には、ＮＯｘ吸蔵還
元型の排気浄化触媒が設置され、空燃比のリッチ化を通じた同排気浄化触媒の硫黄被毒回
復制御が必要に応じて実施されてなることをその要旨としている。
【００２２】
　上記のような排気浄化触媒の硫黄被毒回復制御を実施するディーゼル機関では、必要以
上に大気圧補正が行われて空燃比が不必要にリーンとされてしまうと、空燃比をリッチ化
して行われる硫黄被毒回復制御を適切に行うことができなくなってしまう。そのため、不
必要なスロットル開度の大気圧補正を好適に抑制可能な本発明のスロットル制御装置は、
こうした硫黄被毒回復制御を実施する過給機付きディーゼル機関への適用が特に好適なも
のともなっている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　（第１の実施の形態）
　以下、本発明の過給機付きディーゼル機関のスロットル制御装置を具体化した第１の実
施の形態を、図１～図４を参照して詳細に説明する。
【００２４】
　図１に、本実施の形態の適用される過給機付きディーゼル機関の構成を示す。同図に示
すように、過給機付きディーゼル機関は、吸気通路１０、燃焼室１１及び排気通路１２を
備えて構成されている。
【００２５】
　吸気通路１０には、その上流側から順に、吸入された新気を浄化するエアクリーナ１３
、大気圧を検出する大気圧センサ１４、排気によりタービンを回転させることでコンプレ
ッサを稼働させ、過給を行うターボチャージャ１５が配設されている。またターボチャー
ジャ１５の下流には、そのターボチャージャ１５での断熱圧縮により加熱した新気を冷却
するインタークーラ１６が設置され、更にその下流側には、吸気通路１０を流れる新気の
流量を調整するスロットルバルブ１７が配設されている。また吸気通路１０のスロットル
バルブ１７の下流側には、ターボチャージャ１５にて過給された新気の圧力、すなわち過
給圧を検出する過給圧センサ１８が設置されている。
【００２６】
　こうした吸気通路１０を通じて吸入された空気は、燃焼室１１に導入される。燃焼室１
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１の上部には、燃料噴射弁１９が設置され、この燃料噴射弁１９より噴射された燃料が燃
焼室１１内で燃焼されるようになっている。こうした燃焼室１１での燃焼により発生した
排気は、排気通路１２に排出される。排気通路１２に排出された排気は、ターボチャージ
ャ１５のタービンホイールに吹き付けられ、ＮＯｘ吸蔵還元型の排気浄化触媒２０にて浄
化された後、外部に排出されるようになっている。
【００２７】
　一方、この過給機付きディーゼル機関には、吸気中に排気を再循環させるための排気再
循環（ＥＧＲ）装置が設けられている。この排気再循環装置は、排気通路１２と吸気通路
１０とを連通するＥＧＲ通路２１、再循環される排気を冷却するＥＧＲクーラ２２及び排
気の再循環を選択的に禁止／許容するＥＧＲバルブ２３を備えて構成されている。こうし
た排気再循環装置を通じて吸気中に再循環される排気の量、すなわちＥＧＲ量は、スロッ
トルバルブ１７の開度制御を通じてコントロールされる。すなわち、スロットルバルブ１
７の開度を小さくして新気の吸入量を減らせば、その分、ＥＧＲ量が増加し、逆にスロッ
トルバルブ１７の開度を大きくして新気の吸入量を増やせば、その分、ＥＧＲ量が減少す
るようになる。
【００２８】
　こうした過給機付きディーゼル機関の運転に係る各種の制御は、電子制御ユニット２４
により行われるようになっている。電子制御ユニット２４は、機関制御に係る各種の演算
処理を実行する中央演算処理装置（ＣＰＵ）、制御用のプログラムやデータの記憶された
リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）、ＣＰＵの演算結果等を一時的に記憶するランダムアク
セスメモリ（ＲＡＭ）及び外部との信号の入出力を行う入出力ポート（Ｉ／Ｏ）を備えて
構成されている。
【００２９】
　こうした電子制御ユニット２４の入力ポートには、上述の大気圧センサ１４や過給圧セ
ンサ１８に加え、機関回転速度を検出するＮＥセンサ２５やアクセル操作量を検出するア
クセルセンサ２６等の機関運転状況を検出する各種のセンサが接続されている。電子制御
ユニット２４は、これらセンサの検出結果より現状の機関運転状態を把握し、燃料噴射弁
１９の燃料噴射制御、スロットルバルブ１７やＥＧＲバルブ２３の開度制御などを実行す
る。
【００３０】
　また本実施の形態の適用されるディーゼル機関では、電子制御ユニット２４は、必要に
応じて排気浄化触媒２０の硫黄被毒回復制御を実行するようにしている。すなわち、電子
制御ユニット２４は、排気浄化触媒２０の硫黄被毒の進行状況を監視し、硫黄被毒がある
程度に進むと、燃料噴射量の増量することで燃焼される混合気の空燃比を一時的にリッチ
とするようにしている。そしてこの空燃比のリッチ化を通じて、排気浄化触媒２０に大量
の未燃燃料成分を供給し、その温度（触媒昇温）を上昇させることで、排気浄化触媒２０
に堆積した硫黄成分を除去するようにしている。
【００３１】
　以下、こうした本実施の形態における過給機付きディーゼル機関のスロットル開度制御
の詳細について説明する。
　電子制御ユニット２４は、以下の態様でスロットルバルブ１７の開度指令値を算出し、
その算出された開度指令値に応じてスロットルバルブ１７を制御する。なお、ここでのス
ロットルバルブ１７の開度指令値は、全開時を「０％」、全閉時を「１００％」とするス
ロットルバルブ１７の閉じ率として設定されるようになっている。したがって、開度指令
値の値が小さくなる程、スロットルバルブ１７の開度は大きくされ、開度指令値の値が大
きくなる程、スロットルバルブ１７の開度は小さくされるようになっている。
【００３２】
　さて、電子制御ユニット２４は、上記開度指令値の算出に際してまず、ベース開度指令
値を算出する。このベース開度指令値の算出は、電子制御ユニット２４のＲＯＭに予め記
憶された機関回転速度と機関負荷とに基づく２次元の算出マップを用いて行われる。なお
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、ここでは機関負荷の指標値として燃料噴射量を用いるようにしている。図２は、こうし
たベース開度指令値の算出マップの一例における、機関回転速度及び燃料噴射量とベース
開度指令値との関係を示したものである。同図に示されるように、ベース開度指令値は、
基本的には、燃料噴射量が多いほど、或いは機関回転速度が高いほど、その値が小さく設
定されるようになっている。
【００３３】
　こうしてベース開度指令値を算出した後、電子制御ユニット２４は、大気圧センサ１４
により検出された大気圧に基づいて、大気圧補正値を算出する。ここでの大気圧補正値の
算出は、電子制御ユニット２４のＲＯＭに予め記憶された、大気圧に基づく１次元の算出
マップを用いて行われる。こうして算出される大気圧補正値は、「０」以上、「１」以下
の値に設定され、基本的には、大気圧が低いほど、その値が小さくされるようになってい
る。図３は、こうした大気圧補正値の算出マップの一例における、大気圧と大気圧補正値
との関係を表形式で示したものである。同図に示されるように、大気圧補正値は、海抜「
０ｍ」における標準的な大気圧（１０１．３ＭＰａ）、或いはそれ以上の大気圧では、そ
の値が「１」に設定される。一方、高地のような低大気圧下では、大気圧補正値の値は「
１」よりも小さい値に設定されるようになっている。
【００３４】
　そして電子制御ユニット２４は、こうして算出された大気圧補正値を上記ベース開度指
令値に乗算することで、スロットル開度の大気圧補正を行うようにしている。このときの
最終的なスロットルバルブ１７の開度指令値は、大気圧補正値とベース開度指令値との乗
算値に設定されることになる。そのため、大気圧補正値の値が「１」よりも小さい値に設
定されているときには、大気圧補正後のスロットルバルブ１７の開度指令値は、ベース開
度指令値よりも小さくされる、すなわち、このときのスロットルバルブ１７は、ベース開
度指令値により指示される開度よりも大きい開度に制御されるようになる。
【００３５】
　さて上述したように、こうしたスロットル開度の大気圧補正を、すべての機関運転条件
において一律の態様で行えば、高地におけるＥＧＲ（エミッション）や排気温度、空燃比
の制御性が悪化してしまうようになる。そこで本実施の形態では、目標過給圧に対する実
過給圧の乖離度合に応じて、こうしたスロットル開度の大気圧補正を禁止するか、許可す
るかを決定するようにしている。なお、目標過給圧とは、現在の機関運転条件における過
給圧の目標値であり、機関回転速度及びアクセル操作量に基づいて算出されるものとなっ
ている。また実過給圧とは、過給圧センサ１８により検出された実際の過給圧である。ま
たここでは、目標過給圧に対する実過給圧の比を、上記乖離度合の指標値として用いるよ
うにしている。そして、その比が規定の補正実施判定値以上であれば、スロットル開度の
大気圧補正を許可し、同比が補正実施判定値未満であれば、スロットル開度の大気圧補正
を禁止するようにしている。したがって、ディーゼル機関の高負荷高回転運転時のように
、過給を十分に行うことのできる状況では、スロットル開度の大気圧補正は禁止されるよ
うになる。そして低負荷低回転運転時のように、本来必要とされるターボチャージャ１５
による過給を十分に行うことのできない状況でのみ、スロットル開度の大気圧補正が許可
されるようになる。
【００３６】
　図４は、上記態様でのスロットル開度の大気圧補正を行うための「スロットル開度補正
ルーチン」のフローチャートを示している。本ルーチンの処理は、上記のようなベース開
度指令値の算出に続いて電子制御ユニット２４により実行されるようになっている。
【００３７】
　さて本ルーチンが開始されると、電子制御ユニット２４はまずステップＳ１０にて、大
気圧の検出を、より具体的には、大気圧センサ１４の検出信号の読み込みを行う。そして
電子制御ユニット２４は、続くステップＳ２０において、その検出された大気圧に基づい
て、図３に例示したような算出マップを用いて、大気圧補正値を算出する。
【００３８】
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　こうした大気圧補正値の算出後、電子制御ユニット２４はステップＳ３０において、目
標過給圧に対する実過給圧の比が規定の補正実施判定値以上であるか否かを確認する。そ
して電子制御ユニット２４は、上記比が補正実施判定値以上であれば（Ｓ３０：ＹＥＳ）
、ステップＳ４０において、スロットル開度の大気圧補正を実施する。すなわち、このと
きの電子制御ユニット２４は、ベース開度指令値に大気圧補正値を乗算した値を最終的な
スロットルバルブ１７の開度指令値として設定する。一方、上記比が補正実施判定値未満
であれば（Ｓ３０：ＮＯ）、電子制御ユニット２４は、スロットル開度の大気圧補正を行
わずにそのまま今回の本ルーチンの処理を終了する。すなわち、このときの電子制御ユニ
ット２４は、ベース開度指令値をそのまま、最終的なスロットルバルブ１７の開度指令値
に設定する。
【００３９】
　なお、こうした本実施の形態では、こうしたスロットル開度補正ルーチンのステップＳ
２０の処理が、上記「大気圧補正値算出手段」の行う処理に相当する。またそのステップ
Ｓ４０の処理が、上記「大気圧補正手段」の行う処理に相当する。そしてそのステップＳ
３０の処理が、上記「大気圧補正制限手段」、「大気圧補正禁止手段」、及び「大気圧補
正許可手段」の行う処理に相当するものとなっている。
【００４０】
　以上説明した本実施の形態の過給機付きディーゼル機関のスロットル制御装置によれば
、次の効果を奏することができる。
　（１）本実施の形態では、大気圧の検出結果に基づいてスロットル開度の大気圧補正値
が算出され、その算出された大気圧補正値によるスロットル開度の補正を行うようにして
いる。ただし、目標過給圧に対する実過給圧の乖離度合が規定よりも小さいときには、そ
うしたスロットル開度の大気圧補正を制限する、具体的には大気圧補正を禁止するように
している。換言すれば、本実施の形態では、目標過給圧に対する実過給圧の乖離度合が規
定よりも大きいときに限って、スロットル開度の大気圧補正を許可するようにしている。
そのため、目標過給圧に対する実過給圧の乖離度合を確認し、その乖離度合に応じて大気
圧補正を制限（禁止）するか許可するかを決定するという簡単なロジックの追加のみで、
不必要なスロットル開度の大気圧補正を抑制することができるようになる。したがって、
制御構造の複雑化を抑えながらも、スロットル開度の大気圧補正をより好適に行うことが
できるようになる。
【００４１】
　（２）本実施の形態では、スロットル開度の補正用の算出マップとしては、大気圧に基
づく１次元の算出マップのみを備えるだけでありながらも、不必要なスロットル開度の大
気圧補正を抑制することができるようになっている。そのため、算出マップの作成に係る
適合工数を少なく抑えることができ、算出マップの記憶のために必要とされる制御装置の
記憶容量も少なく抑えることができる。
【００４２】
　（３）本実施の形態は、排気再循環装置を備える過給機付きディーゼル機関に、本発明
を適用したものとなっている。排気再循環装置を備えるディーゼル機関では、必要以上に
大気圧補正が行われてＥＧＲ率が過剰に低減されてしまうと、エミッションの悪化を招く
ことがある。その点、本実施の形態では、目標過給圧に対する実過給圧の乖離度合が小さ
いときの不必要なスロットル開度の大気圧補正が禁止されるため、上記のようなエミッシ
ョンの悪化を好適に回避することができるようになる。
【００４３】
　（４）本実施の形態は、ＮＯｘ吸蔵還元型の排気浄化触媒２０が設置され、空燃比のリ
ッチ化を通じた同排気浄化触媒２０の硫黄被毒回復制御が必要に応じて実施される過給機
付きディーゼル機関に、本発明を適用したものとなっている。排気浄化触媒２０の硫黄被
毒回復制御を実施するディーゼル機関では、必要以上に大気圧補正が行われて空燃比が不
必要にリーンとされてしまうと、空燃比をリッチ化して行われる硫黄被毒回復制御を適切
に行うことができなくなってしまう。その点、本実施の形態では、目標過給圧に対する実
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過給圧の乖離度合が小さいときの不必要なスロットル開度の大気圧補正が禁止される。そ
のため、大気圧補正の結果として硫黄被毒回復制御が適切に行うことができなくなるとい
う事態の発生を好適に回避することができるようになる。
【００４４】
　（第２の実の施形態）
　続いて、本発明の過給機付きディーゼル機関のスロットル制御装置を具体化した第２の
実施の形態を、図５及び図６を併せ参照して、上記実施形態と異なる点を中心に説明する
。なお本実施の形態において第１の実施の形態と共通する要素については、同一の符号を
付してその詳細な説明は省略する。
【００４５】
　第１の実施の形態では、目標過給圧に対する実過給圧の乖離度合に応じて大気圧補正値
に応じたスロットル開度の補正を制限（禁止）するか否かを決定するようにしていた。そ
してこれにより、十分な過給が行われてスロットル開度の大気圧補正が不要なときには、
大気圧補正を禁止するようにしていた。一方、本実施の形態では、次の態様で、不必要な
スロットル開度の大気圧補正を回避するようにしている。すなわち、本実施の形態では、
スロットル開度の補正値として、上述の大気圧補正値に加えて更に、目標過給圧と実過給
圧との偏差に基づき算出される過給圧補正値を求めるようにしている。そして、大気圧補
正値と過給圧補正値とを比較するとともにスロットル開度の補正の度合がより小さいもの
を選択して、その選択された補正値によるスロットル開度の補正を実施するようにしてい
る。
【００４６】
　こうした本実施の形態での過給圧補正値の算出は、図５に例示されるような目標過給圧
と実過給圧との偏差［ｋＰａ］に基づく、１次元の算出マップを用いて行われる。過給圧
補正値は、「０」以上、「１」以下の値に設定される。そして実過給圧が目標過給圧と一
致するとき、すなわちそれらの偏差が「０」のときには、過給圧補正値の値は「１」に設
定され、それらの偏差が大きくなるほど、過給圧補正値の値は小さく設定されるようにな
っている。
【００４７】
　こうした過給圧補正値によるスロットル開度の補正、すなわちスロットル開度の過給圧
補正は、上述したスロットルバルブ１７のベース開度指令値に過給圧補正値を乗算するこ
とで行われる。したがって、目標過給圧に対する実過給圧の偏差が大きく、過給圧補正値
が「１」よりも小さい値に設定されているときには、過給圧補正後の最終的なスロットル
バルブ１７の開度指令値は、ベース開度指令値よりも小さくされる。すなわち、このとき
のスロットルバルブ１７は、ベース開度指令値により指示される開度よりも大きい開度に
制御されるようになる。
【００４８】
　なお上述の態様で設定される大気圧補正値及び過給圧補正値は、それら補正値の値が小
さいときほど、その補正値によるスロットル開度の補正の度合が大きくなるようになって
いる。したがって、それら大気圧補正値と過給圧補正値とのうち、より大きい値に設定さ
れている補正値が、スロットル開度の補正の度合がより小さい補正値となるようになって
いる。
【００４９】
　図６は、上記態様でのスロットル開度の補正を行うための「スロットル開度補正ルーチ
ン」のフローチャートを示している。本ルーチンの処理は、上記のようなベース開度指令
値の算出に続いて電子制御ユニット２４により実行されるようになっている。
【００５０】
　さて本ルーチンが開始されると、電子制御ユニット２４はまずステップＳ１００にて、
大気圧の検出を、より具体的には、大気圧センサ１４の検出信号の読み込みを行う。そし
て電子制御ユニット２４は、続くステップＳ１１０において、その検出された大気圧に基
づいて、図３に例示したような算出マップを用いて、大気圧補正値を算出する。
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【００５１】
　続いて電子制御ユニット２４は、ステップＳ１２０において、過給圧偏差、すなわち目
標過給圧に対する実過給圧の偏差を算出する。そして電子制御ユニット２４は続くステッ
プＳ１３０において、その算出された偏差に基づいて、図５に例示したような算出マップ
を用いて過給圧補正値を算出する。
【００５２】
　こうして大気圧補正値及び過給圧補正値を算出した後、電子制御ユニット２４はステッ
プＳ１４０において、両補正値を比較し、いずれの補正値がより大きいかを、すなわちい
ずれの補正値がスロットル開度の補正の度合がより小さいかを確認する。ここで電子制御
ユニット２４は、過給圧補正値の方がより大きい値に設定されていれば（Ｓ１４０：ＹＥ
Ｓ）、ステップＳ１５０において過給圧補正のみを実施して本ルーチンの処理を一旦終了
する。すなわち、このときの電子制御ユニット２４は、ベース開度指令値に過給圧補正値
を乗算した値を最終的なスロットルバルブ１７の開度指令値として設定する。一方、大気
圧補正値の方がより大きい値に設定されていれば（Ｓ１４０：ＮＯ）、電子制御ユニット
２４はステップＳ１６０において大気圧補正のみを実施して本ルーチンの処理を一旦終了
する。すなわち、このときの電子制御ユニット２４は、ベース開度指令値に大気圧補正値
を乗算した値を最終的なスロットルバルブ１７の開度指令値として設定する。
【００５３】
　なお、こうした本実施の形態では、こうしたスロットル開度補正ルーチンのステップＳ
１１０の処理が、上記「大気圧補正値算出手段」の行う処理に相当する。またそのステッ
プＳ１３０の処理が、上記「過給圧補正値算出手段」の行う処理に相当する。更にそのス
テップＳ１４０～Ｓ１６０の処理が、上記「選択補正手段」の行う処理に相当するものと
なっている。
【００５４】
　以上説明した本実施の形態の過給機付きディーゼル機関のスロットル制御装置によれば
、上記（３）及び（４）に記載の効果に加え、更に次の効果を奏することができる。
　（５）本実施の形態では、大気圧の検出結果に基づいてスロットル開度の大気圧補正値
を算出し、また目標過給圧と実過給圧との偏差に基づいてスロットル開度の過給圧補正値
を算出するようにしている。そして、それら２つの補正値のうち、よりスロットル開度の
補正の度合が小さい補正値のみを用いてスロットル開度の補正を行うようにしている。そ
のため、過給圧補正値によるスロットル開度の補正の度合がより小さいときには、目標過
給圧と実過給圧との偏差に基づくスロットル開度の補正のみが行われ、大気圧に基づくス
ロットル開度の補正は行われないようになる。こうした本実施の形態では、目標過給圧と
実過給圧との偏差に基づき過給圧補正値を算出し、その過給圧補正値と大気圧補正値とを
比較して、その比較結果に応じて、いずれの補正値を用いてスロットル開度の補正を行う
かを決定するという簡単なロジックの追加のみで、不必要なスロットル開度の大気圧補正
を抑制することができるようになる。したがって、制御構造の複雑化を抑えながらも、ス
ロットル開度の大気圧補正をより好適に行うことができるようになる。
【００５５】
　（６）本実施の形態では、スロットル開度の補正用の算出マップとしては、大気圧に基
づく１次元の算出マップと、目標過給圧と実過給圧との偏差に基づく１次元の算出マップ
とのいずれも１次元の２つの算出マップを備えるだけでありながらも、不必要なスロット
ル開度の大気圧補正を抑制することができるようになっている。そのため、算出マップの
作成に係る適合工数を少なく抑えることができ、算出マップの記憶のために必要とされる
制御装置の記憶容量も少なく抑えることができる。
【００５６】
　なお、以上説明した各実施形態は以下のように変更してもよい。
　・第１の実施の形態では、目標過給圧に対する実過給圧の比が規定の補正実施判定値未
満のときには、大気圧補正を完全に禁止するようにしていたが、補正を禁止する代りに、
スロットル開度の大気圧補正の度合を本来よりも小さくするように大気圧補正の制限を行
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うようにしても良い。こうした場合にも、不必要な大気圧補正をある程度に抑制すること
が可能である。
【００５７】
　・第１の実施の形態では、目標過給圧に対する実過給圧の乖離度合の指標値として目標
過給圧に対する実過給圧の比を用いるようにしていたが、そうした指標値として目標過給
圧に対する実過給圧の偏差を用いるようにしても良い。
【００５８】
　・上記各実施の形態では、ベース開度指令値に補正値（大気圧補正値、過給圧補正値）
を乗算することで、スロットル開度の補正を行うようにしていたが、ベース開度指令値に
補正値を加減算することで、同様の補正を行うようにすることもできる。そうした場合に
は、大気圧補正値と過給圧補正値との２つの補正値のうち、その絶対値がより小さい値に
設定されているものが、スロットル開度の補正の度合がより小さい補正値となることがあ
る。
【００５９】
　・上記各実施の形態では、排気再循環装置を備える過給機付きディーゼル機関に本発明
を適用した場合を説明したが、排気再循環装置を備えていない過給機付きディーゼル機関
にも本発明は適用することができる。そうしたディーゼル機関においても、本来不要な大
気圧補正が行われることで、高地における排気温度や空燃比の制御性が悪化するという不
具合が生じるようになる。そして本発明の適用によりそれらの不具合を抑制することがで
きるようになる。
【００６０】
　・上記各実施の形態では、ＮＯｘ吸蔵還元型の排気浄化触媒２０が設置され、必要に応
じてその硫黄被毒回復制御が実施される過給機付きディーゼル機関に本発明を適用した場
合を説明したが、硫黄被毒回復制御を実施しない過給機付きディーゼル機関にも本発明は
適用することができる。そうしたディーゼル機関においても、本来不要な大気圧補正が行
われると、高地におけるエミッションや排気温度の制御性が悪化するという不具合が生じ
るようになる。そして本発明の適用によりそれらの不具合を抑制することができるように
なる。
【００６１】
　・上記各実施の形態では、ターボチャージャ１５を過給機として備えるディーゼル機関
に本発明を適用した場合を説明したが、スーパーチャージャ等の他のタイプの過給機を備
えるディーゼル機関にも、本発明は同様に適用することができる。
【００６２】
　次に、上記実施形態及び別例から把握できる技術的思想を以下に追記する。
　（イ）前記大気圧補正値算出手段は、前記大気圧が低いときほど、前記スロットル開度
がより大きくされるように前記大気圧補正値を算出する請求項１～５のいずれか１項に記
載の過給機付きディーゼル機関のスロットル制御装置。
【００６３】
　（ロ）前記過給圧補正値算出手段は、前記目標過給圧と前記実過給圧との偏差が大きい
とき程、前記スロットル開度がより大きくされるように前記過給圧補正値を算出する請求
項１～５及び上記（イ）のいずれか１項に記載の過給機付きディーゼル機関のスロットル
制御装置。
【００６４】
　（ハ）前記スロットル開度は、機関回転速度及び機関負荷に基づいて算出されたベース
開度に、必要に応じて補正を行うことで設定されてなる請求項１～５及び上記（イ）、（
ロ）のいずれか１項に記載の過給機付きディーゼル機関のスロットル制御装置。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明の第１実施形態についてその全体構成を模式的に示す略図。
【図２】同実施形態に採用されるベース開度算出マップの一例について同算出マップにお



(13) JP 4525735 B2 2010.8.18

10

ける機関回転速度及び燃料噴射量とベース開度との関係を示すグラフ。
【図３】同実施形態に採用される大気圧補正値算出マップの一例についてそのデータ構造
を表形式で示した図。
【図４】同実施形態に適用されるスロットル開度補正ルーチンの処理手順を示すフローチ
ャート。
【図５】本発明の第２実施形態に採用される過給圧補正値算出マップの一例についてその
データ構造を表形式で示した図。
【図６】同実施形態に適用されるスロットル開度補正ルーチンの処理手順を示すフローチ
ャート。
【図７】従来のディーゼル機関のスロットル制御装置に採用される大気圧補正値算出マッ
プの一例についてそのデータ構造を表形式で示した図。
【符号の説明】
【００６６】
　１０…吸気通路、１１…燃焼室、１２…排気通路、１３…エアクリーナ、１４…大気圧
センサ、１５…ターボチャージャ、１６…インタークーラ、１７…過給圧センサ、１８…
スロットルバルブ、１９…燃料噴射弁、２０…排気浄化触媒、２１…ＥＧＲ通路、２２…
ＥＧＲクーラ、２３…ＥＧＲバルブ、２４…電子制御ユニット、２５…ＮＥセンサ、２６
…アクセルセンサ。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】
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