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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車に搭載されかつ軽油を主成分とした燃料が供給されると共に、低負荷時の予混合
燃焼モードと、高負荷時の拡散燃焼モードとを切り替えて運転されるエンジン本体と、
　燃料噴射弁を通じた前記気筒内への前記燃料の噴射を、前記燃焼モードに応じて制御す
る噴射制御手段と、
　前記気筒内へのＥＧＲガス量を調整するＥＧＲ量制御手段と、を備え、
　前記噴射制御手段は、
　　前記エンジン本体が前記予混合燃焼モードで運転されるときには、１回又は２回以上
の噴射からなる予混合燃焼用パターンの燃料噴射を、前記気筒内の圧力が相対的に低い第
１のタイミングで実行する一方、
　　前記エンジン本体が前記拡散燃焼モードで運転されるときには、１回又は２回以上の
噴射からなる拡散燃焼用パターンの燃料噴射を、前記第１のタイミングよりも遅い第２の
タイミングで実行し、
　前記ＥＧＲ量制御手段は、少なくとも、前記予混合燃焼モード時、及び、前記予混合燃
焼モードから前記拡散燃焼モードへの移行時に、前記エンジン本体の運転状態に応じた量
のＥＧＲガスを前記気筒内に導入する制御を実行し、
　前記噴射制御手段はまた、前記エンジン本体の負荷上昇に伴い前記予混合燃焼モードか
ら拡散燃焼モードへ移行するときには、燃料噴射パターンを前記予混合燃焼用パターンか
ら拡散燃焼用パターンに切り替えると共に、その拡散燃焼用パターンの燃料噴射を前記第
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２のタイミングよりもさらに遅い第３のタイミングで実行し、その後、当該第３のタイミ
ングを、前記気筒内の酸素濃度の変化に応じて前記第２のタイミングに向かって変更して
いく過渡制御を実行し、
　前記噴射制御手段はさらに、
　　前記予混合燃焼モードにおいて前記気筒内の酸素濃度が所定値以下の状態である前記
エンジン本体の負荷が高い状態から、前記拡散燃焼モードへ移行するときに、前記過渡制
御を実行し、
　　前記予混合燃焼モードにおいて前記気筒内の酸素濃度が前記所定値よりも高い状態で
ある前記エンジン本体の負荷が低い状態から、前記拡散燃焼モードへ移行するときには、
前記過渡制御を禁止する自動車搭載用ディーゼルエンジン。
【請求項２】
　自動車に搭載されかつ軽油を主成分とした燃料が供給されると共に、低負荷時の予混合
燃焼モードと、高負荷時の拡散燃焼モードとを切り替えて運転されるエンジン本体と、
　燃料噴射弁を通じた前記気筒内への前記燃料の噴射を、前記燃焼モードに応じて制御す
る噴射制御手段と、
　前記気筒内へのＥＧＲガス量を調整するＥＧＲ量制御手段と、を備え、
　前記噴射制御手段は、
　　前記エンジン本体が前記予混合燃焼モードで運転されるときには、１回又は２回以上
の噴射からなる予混合燃焼用パターンの燃料噴射を、前記気筒内の圧力が相対的に低い第
１のタイミングで実行する一方、
　　前記エンジン本体が前記拡散燃焼モードで運転されるときには、１回又は２回以上の
噴射からなる拡散燃焼用パターンの燃料噴射を、前記第１のタイミングよりも遅い第２の
タイミングで実行し、
　前記ＥＧＲ量制御手段は、少なくとも、前記予混合燃焼モード時、及び、前記予混合燃
焼モードから前記拡散燃焼モードへの移行時に、前記エンジン本体の運転状態に応じた量
のＥＧＲガスを前記気筒内に導入する制御を実行し、
　前記噴射制御手段はまた、前記エンジン本体の負荷上昇に伴い前記予混合燃焼モードか
ら拡散燃焼モードへ移行するときには、燃料噴射パターンを前記予混合燃焼用パターンか
ら拡散燃焼用パターンに切り替えると共に、その拡散燃焼用パターンの燃料噴射を前記第
２のタイミングよりもさらに遅い第３のタイミングで実行し、その後、当該第３のタイミ
ングを、前記気筒内の酸素濃度の変化に応じて前記第２のタイミングに向かって変更して
いく過渡制御を実行し、
　前記噴射制御手段はさらに、前記予混合燃焼用パターンから拡散燃焼用パターンに切り
替える前に、前記第１のタイミング付近での燃料噴射と前記第２のタイミング付近での燃
料噴射とを少なくとも含む燃料噴射セットを実行する自動車搭載用ディーゼルエンジン。
【請求項３】
　自動車に搭載されかつ軽油を主成分とした燃料が供給されると共に、低負荷時の予混合
燃焼モードと、高負荷時の拡散燃焼モードとを切り替えて運転されるエンジン本体と、
　燃料噴射弁を通じた前記気筒内への前記燃料の噴射を、前記燃焼モードに応じて制御す
る噴射制御手段と、
　前記気筒内へのＥＧＲガス量を調整するＥＧＲ量制御手段と、を備え、
　前記噴射制御手段は、
　　前記エンジン本体が前記予混合燃焼モードで運転されるときには、１回又は２回以上
の噴射からなる予混合燃焼用パターンの燃料噴射を、前記気筒内の圧力が相対的に低い第
１のタイミングで実行する一方、
　　前記エンジン本体が前記拡散燃焼モードで運転されるときには、１回又は２回以上の
噴射からなる拡散燃焼用パターンの燃料噴射を、前記第１のタイミングよりも遅い第２の
タイミングで実行し、
　前記ＥＧＲ量制御手段は、少なくとも、前記予混合燃焼モード時、及び、前記拡散燃焼
モードから予混合燃焼モードへの移行時に、前記エンジン本体の運転状態に応じた量のＥ
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ＧＲガスを前記気筒内に導入する制御を実行し、
　前記噴射制御手段はまた、前記エンジン本体の負荷低下に伴い前記拡散燃焼モードから
予混合燃焼モードへ移行するときには、前記第２のタイミングよりもさらに遅い第３のタ
イミングで、前記拡散燃焼用パターンの燃料噴射を実行すると共に、前記気筒内の酸素濃
度が所定濃度になった後に、燃料噴射パターンを前記拡散燃焼用パターンから予混合燃焼
用パターンに切り替えかつ、その予混合燃焼用パターンの燃料噴射を、前記第１のタイミ
ングで実行する過渡制御を実行し、
　前記噴射制御手段はさらに、
　　前記拡散燃焼モードから、前記予混合燃焼モードにおいて前記気筒内の酸素濃度が所
定値以下の状態である前記エンジン本体の負荷が高い状態へ移行するときに、前記過渡制
御を実行し、
　　前記拡散燃焼モードから、前記予混合燃焼モードにおいて前記気筒内の酸素濃度が前
記所定値よりも高い状態である前記エンジン本体の負荷が低い状態へ移行するときには、
前記過渡制御を禁止する自動車搭載用ディーゼルエンジン。
【請求項４】
　自動車に搭載されかつ軽油を主成分とした燃料が供給されると共に、低負荷時の予混合
燃焼モードと、高負荷時の拡散燃焼モードとを切り替えて運転されるエンジン本体と、
　燃料噴射弁を通じた前記気筒内への前記燃料の噴射を、前記燃焼モードに応じて制御す
る噴射制御手段と、
　前記気筒内へのＥＧＲガス量を調整するＥＧＲ量制御手段と、を備え、
　前記噴射制御手段は、
　　前記エンジン本体が前記予混合燃焼モードで運転されるときには、１回又は２回以上
の噴射からなる予混合燃焼用パターンの燃料噴射を、前記気筒内の圧力が相対的に低い第
１のタイミングで実行する一方、
　　前記エンジン本体が前記拡散燃焼モードで運転されるときには、１回又は２回以上の
噴射からなる拡散燃焼用パターンの燃料噴射を、前記第１のタイミングよりも遅い第２の
タイミングで実行し、
　前記ＥＧＲ量制御手段は、少なくとも、前記予混合燃焼モード時、及び、前記拡散燃焼
モードから予混合燃焼モードへの移行時に、前記エンジン本体の運転状態に応じた量のＥ
ＧＲガスを前記気筒内に導入する制御を実行し、
　前記噴射制御手段はまた、前記エンジン本体の負荷低下に伴い前記拡散燃焼モードから
予混合燃焼モードへ移行するときには、前記第２のタイミングよりもさらに遅い第３のタ
イミングで、前記拡散燃焼用パターンの燃料噴射を実行すると共に、前記気筒内の酸素濃
度が所定濃度になった後に、燃料噴射パターンを前記拡散燃焼用パターンから予混合燃焼
用パターンに切り替えかつ、その予混合燃焼用パターンの燃料噴射を、前記第１のタイミ
ングで実行する過渡制御を実行し、
　前記噴射制御手段はさらに、前記拡散燃焼用パターンから予混合燃焼用パターンに切り
替える前に、前記第１のタイミング付近での燃料噴射と前記第２のタイミング付近での燃
料噴射とを少なくとも含む燃料噴射セットを実行する自動車搭載用ディーゼルエンジン。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の自動車搭載用ディーゼルエンジンにおいて、
　前記第３のタイミングは、膨張行程中に噴射した燃料噴霧が、前記気筒内のピストン頂
面で凹陥するキャビティ内に到達するように、煤の許容限界と失火限界との間に設定され
る自動車搭載用ディーゼルエンジン。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の自動車搭載用ディーゼルエンジンにおいて、
　前記拡散燃焼用パターンは、主噴射と、その主噴射の前に実行される複数回の前段噴射
とを含む自動車搭載用ディーゼルエンジン。
【請求項７】
　請求項６に記載の自動車搭載用ディーゼルエンジンにおいて、
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　前記前段噴射と主噴射との噴射間隔は、前記前段噴射同士の噴射間隔よりも短い自動車
搭載用ディーゼルエンジン。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の自動車搭載用ディーゼルエンジンにおいて、
　前記拡散燃焼用パターンは、主噴射と、その主噴射の後に所定間隔を空けて実行される
後段噴射とを含み、
　前記第３のタイミングに設定された前記拡散燃焼用の燃料噴射は、前記第２のタイミン
グに設定された前記拡散燃焼用の燃料噴射に対して、前記後段噴射を同じタイミングにし
、前記主噴射のタイミングのみを遅らせる自動車搭載用ディーゼルエンジン。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の自動車搭載用ディーゼルエンジンにおいて、
　前記ＥＧＲ量制御手段は、前記エンジン本体の吸気弁及び排気弁の内の少なくとも一方
の作動を制御することによって内部ＥＧＲガス量を調整する自動車搭載用ディーゼルエン
ジン。
【請求項１０】
　自動車に搭載されかつ軽油を主成分とした燃料が供給される自動車搭載用ディーゼルエ
ンジンの制御方法であって、
　前記エンジンが低負荷のときには、当該エンジンの運転状態に応じた量のＥＧＲガスを
前記気筒内に導入しながら、１回又は２回以上の噴射からなる予混合燃焼用パターンの燃
料噴射を第１のタイミングで実行することによって、前記エンジンを予混合燃焼モードで
運転し、
　前記エンジンが高負荷のときには、１回又は２回以上の噴射からなる拡散燃焼用パター
ンの燃料噴射を前記第１のタイミングよりも遅い第２のタイミングで実行することによっ
て、前記エンジンを拡散燃焼モードで運転し、
　前記エンジンの負荷上昇に伴い前記予混合燃焼モードから拡散燃焼モードへ移行すると
きには、前記エンジンの運転状態に応じた量のＥＧＲガスを前記気筒内に導入しながら、
燃料噴射パターンを前記予混合燃焼用パターンから拡散燃焼用パターンに切り替え、
　前記拡散燃焼用パターンに切り替えた直後は、燃料噴射のタイミングを前記第２のタイ
ミングよりもさらに遅い第３のタイミングに設定し、そしてその後、
　前記第３のタイミングを、前記気筒内の酸素濃度の変化に応じて前記第２のタイミング
に向かって変更し、
　前記予混合燃焼モードにおいて前記気筒内の酸素濃度が所定値以下の状態である前記エ
ンジン本体の負荷が高い状態から、前記拡散燃焼モードへ移行するときに、前記噴射のタ
イミングを前記第３のタイミングに設定し、
　前記予混合燃焼モードにおいて前記気筒内の酸素濃度が前記所定値よりも高い状態であ
る前記エンジン本体の負荷が低い状態から、前記拡散燃焼モードへ移行するときには、前
記噴射のタイミングを前記第３のタイミングに設定しない自動車搭載用ディーゼルエンジ
ンの制御方法。
【請求項１１】
　自動車に搭載されかつ軽油を主成分とした燃料が供給される自動車搭載用ディーゼルエ
ンジンの制御方法であって、
　前記エンジンが低負荷のときには、当該エンジンの運転状態に応じた量のＥＧＲガスを
前記気筒内に導入しながら、１回又は２回以上の噴射からなる予混合燃焼用パターンの燃
料噴射を第１のタイミングで実行することによって、前記エンジンを予混合燃焼モードで
運転し、
　前記エンジンが高負荷のときには、１回又は２回以上の噴射からなる拡散燃焼用パター
ンの燃料噴射を前記第１のタイミングよりも遅い第２のタイミングで実行することによっ
て、前記エンジンを拡散燃焼モードで運転し、
　前記エンジンの負荷上昇に伴い前記予混合燃焼モードから拡散燃焼モードへ移行すると
きには、前記エンジンの運転状態に応じた量のＥＧＲガスを前記気筒内に導入しながら、
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燃料噴射パターンを前記予混合燃焼用パターンから拡散燃焼用パターンに切り替え、
　前記拡散燃焼用パターンに切り替えた直後は、燃料噴射のタイミングを前記第２のタイ
ミングよりもさらに遅い第３のタイミングに設定し、そしてその後、
　前記第３のタイミングを、前記気筒内の酸素濃度の変化に応じて前記第２のタイミング
に向かって変更し、
　前記予混合燃焼用パターンから拡散燃焼用パターンに切り替える前に、前記第１のタイ
ミング付近での燃料噴射と前記第２のタイミング付近での燃料噴射とを少なくとも含む燃
料噴射セットをさらに実行する自動車搭載用ディーゼルエンジンの制御方法。
【請求項１２】
　自動車に搭載されかつ軽油を主成分とした燃料が供給される自動車搭載用ディーゼルエ
ンジンの制御方法であって、
　前記エンジンが低負荷のときには、当該エンジンの運転状態に応じた量のＥＧＲガスを
前記気筒内に導入しながら、１回又は２回以上の噴射からなる予混合燃焼用パターンの燃
料噴射を第１のタイミングで実行することによって、前記エンジンを予混合燃焼モードで
運転し、
　前記エンジンが高負荷のときには、１回又は２回以上の噴射からなる拡散燃焼用パター
ンの燃料噴射を前記第１のタイミングよりも遅い第２のタイミングで実行することによっ
て、前記エンジンを拡散燃焼モードで運転し、
　前記エンジンの負荷低下に伴い前記拡散燃焼モードから予混合燃焼モードへ移行すると
きには、前記エンジンの運転状態に応じた量のＥＧＲガスを前記気筒内に導入しながら、
前記第２のタイミングよりもさらに遅い第３のタイミングで、前記拡散燃焼用パターンの
燃料噴射を実行し、そして、
　前記気筒内の酸素濃度が所定濃度になった後に、燃料噴射パターンを前記拡散燃焼用パ
ターンから予混合燃焼用パターンに切り替えて、前記第１のタイミングで燃料噴射を実行
し、
　前記拡散燃焼モードから、前記予混合燃焼モードにおいて前記気筒内の酸素濃度が所定
値以下の状態である前記エンジン本体の負荷が高い状態へ移行するときに、前記噴射のタ
イミングを前記第３のタイミングに設定し、
　前記拡散燃焼モードから、前記予混合燃焼モードにおいて前記気筒内の酸素濃度が前記
所定値よりも高い状態である前記エンジン本体の負荷が低い状態へ移行するときには、前
記噴射のタイミングを前記第３のタイミングに設定しない自動車搭載用ディーゼルエンジ
ンの制御方法。
【請求項１３】
　自動車に搭載されかつ軽油を主成分とした燃料が供給される自動車搭載用ディーゼルエ
ンジンの制御方法であって、
　前記エンジンが低負荷のときには、当該エンジンの運転状態に応じた量のＥＧＲガスを
前記気筒内に導入しながら、１回又は２回以上の噴射からなる予混合燃焼用パターンの燃
料噴射を第１のタイミングで実行することによって、前記エンジンを予混合燃焼モードで
運転し、
　前記エンジンが高負荷のときには、１回又は２回以上の噴射からなる拡散燃焼用パター
ンの燃料噴射を前記第１のタイミングよりも遅い第２のタイミングで実行することによっ
て、前記エンジンを拡散燃焼モードで運転し、
　前記エンジンの負荷低下に伴い前記拡散燃焼モードから予混合燃焼モードへ移行すると
きには、前記エンジンの運転状態に応じた量のＥＧＲガスを前記気筒内に導入しながら、
前記第２のタイミングよりもさらに遅い第３のタイミングで、前記拡散燃焼用パターンの
燃料噴射を実行し、そして、
　前記気筒内の酸素濃度が所定濃度になった後に、燃料噴射パターンを前記拡散燃焼用パ
ターンから予混合燃焼用パターンに切り替えて、前記第１のタイミングで燃料噴射を実行
し、
　前記拡散燃焼用パターンから予混合燃焼用パターンに切り替える前に、前記第１のタイ
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ミング付近での燃料噴射と前記第２のタイミング付近での燃料噴射とを少なくとも含む燃
料噴射セットをさらに実行する自動車搭載用ディーゼルエンジンの制御方法。
【請求項１４】
　請求項１０～１３のいずれか１項に記載の自動車搭載用ディーゼルエンジンの制御方法
において、
　前記第３のタイミングは、膨張行程中に噴射した燃料噴霧が、前記気筒内のピストン頂
面で凹陥するキャビティ内に到達するように、煤の許容限界と失火限界との間に設定され
る自動車搭載用ディーゼルエンジンの制御方法。
【請求項１５】
　請求項１０～１４のいずれか１項に記載の自動車搭載用ディーゼルエンジンの制御方法
において、
　前記拡散燃焼用パターンは、主噴射と、その主噴射の前に実行される複数回の前段噴射
とを含む自動車搭載用ディーゼルエンジンの制御方法。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の自動車搭載用ディーゼルエンジンの制御方法において、
　前記前段噴射と主噴射との噴射間隔は、前記前段噴射同士の噴射間隔よりも短い自動車
搭載用ディーゼルエンジンの制御方法。
【請求項１７】
　請求項１０～１６のいずれか１項に記載の自動車搭載用ディーゼルエンジンの制御方法
において、
　前記拡散燃焼用パターンは、主噴射と、その主噴射の後に所定間隔を空けて実行される
後段噴射とを含み、
　前記第３のタイミングに設定された前記拡散燃焼用の燃料噴射は、前記第２のタイミン
グに設定された前記拡散燃焼用の燃料噴射に対して、前記後段噴射を同じタイミングにし
、前記主噴射のタイミングのみを遅らせる自動車搭載用ディーゼルエンジンの制御方法。
【請求項１８】
　請求項１０～１７のいずれか１項に記載の自動車搭載用ディーゼルエンジンの制御方法
において、
　前記ＥＧＲガスは、前記エンジンの吸気弁及び排気弁の内の少なくとも一方の作動を制
御することによって気筒内に導入される内部ＥＧＲガスである自動車搭載用ディーゼルエ
ンジンの制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　ここに開示する技術は、自動車搭載用ディーゼルエンジンに関し、特に予混合燃焼モー
ドと拡散燃焼モードとを切り替えながら運転されるディーゼルエンジンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、エンジンの負荷に応じて、エンジンの気筒内での燃料の燃焼形態を切り替え
制御するディーゼルエンジンが知られている。燃料の燃焼形態としては、気筒内に燃料を
噴射しながら燃料を燃焼させる拡散燃焼モードと、燃料が着火する前に気筒内で燃料を混
合させる予混合燃焼モードがあり、エンジンが高負荷下にあるときは拡散燃焼モードを用
い、エンジンが低負荷下にあるときは予混合燃焼モードを用いるようにしている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、燃焼モードの切り替えをスムースにしつつ、窒素酸化物（Ｎ
Ｏｘ）、煤（Ｓｏｏｔ）、騒音（ＮＶＨ： Noise Vibration Harshness）の発生を抑制す
るために、その燃焼モードの移行の際には、気筒内に燃料を噴射するタイミングや量、及
び気筒内の酸素濃度を連続的に変化させることが記載されている。具体的に特許文献１に
記載されている制御では、燃焼モードの移行過渡時に、移行前の燃料噴射のタイミング及
び酸素濃度から移行後の燃料噴射のタイミング及び酸素濃度へと至る移行経路を、ＮＯｘ
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、ＮＶＨ及び煤の発生がそれぞれ許容限界を超えないように設定すると共に、燃料噴射の
タイミング及び酸素濃度の双方を、その経路に沿って次第に変化させるようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１６２５４４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、燃焼モードの切り替えの際の条件によっては、例えば切り替え前後で筒
内の酸素濃度の差が大きい場合には、燃料噴射タイミングと酸素濃度との双方を連続的に
変化させたときに、燃焼室内の酸素濃度が過剰となって燃焼騒音（つまりＮＶＨ）が許容
限度を超えてしまうか、又は、燃焼室内の酸素濃度が希薄となって煤の発生が許容限度を
超えてしまうか、してしまう場合がある。つまり、燃料噴射タイミングと酸素濃度との双
方を連続的に変化させる前提でいかなる移行経路を設定しようとも、ＮＶＨ及び排気エミ
ッションの少なくとも一方が許容限界を超えてしまい、それらを共に回避するような移行
経路を設定することができない場合がある。この場合は、特許文献１に記載されているよ
うな燃料噴射タイミングと酸素濃度との双方を連続的に変化させることには問題がある。
【０００６】
　ここに開示する技術は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところ
は、自動車搭載用ディーゼルエンジンにおいて、予混合燃焼モードと拡散燃焼モードとの
間で燃焼モードを移行する際に、ＮＶＨ及び排気エミッションの双方についてその許容限
界を確実に回避することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本願発明者らは、予混合燃焼モードと拡散燃焼モードとの間で燃焼モードを移行する際
に、燃料噴射タイミング及び筒内の酸素濃度の内でも、相対的に制御自由度が高い燃料噴
射タイミングを、不連続的に変化させるようにした。
【０００８】
　つまり、予混合燃焼モードから拡散燃焼モードへの移行の際には、燃料噴射タイミング
を、予混合燃焼モードのタイミング（つまり、拡散燃焼モードの噴射タイミングよりも早
い第１のタイミング）から、拡散燃焼モードの噴射タイミング（つまり、第２のタイミン
グ）に向かって次第に遅くするのではなく、拡散燃焼モードの噴射タイミングよりもさら
に遅い第３のタイミングに一気に（言い換えると不連続的に）変更した後、気筒内の酸素
濃度の変化に応じて噴射タイミングを前記第２のタイミングに向かって変更していくこと
とした。
【０００９】
　また、拡散燃焼モードから予混合燃焼モードへの移行の際には、燃料噴射タイミングを
、拡散燃焼モードのタイミングである第２のタイミングから、予混合燃焼モードのタイミ
ングである第１のタイミングへと次第に進角させるのではなく、気筒内の酸素濃度の変化
に応じて、第２のタイミングよりもさらに遅い第３のタイミングへと変更していくと共に
、気筒内が所定の酸素濃度状態（言い換えると、その状態で予混合燃焼モードに切り替え
てもＮＶＨの限界を回避できる酸素濃度状態）に変化すれば、予混合燃焼モードの噴射タ
イミングである第１のタイミングまで一気に（言い換えると不連続的に）、燃料噴射タイ
ミングを変更することとした。
【００１０】
　具体的に、ここに開示するディーゼルエンジンは、自動車に搭載されかつ軽油を主成分
とした燃料が供給されると共に、低負荷時の予混合燃焼モードと、高負荷時の拡散燃焼モ
ードとを切り替えて運転されるエンジン本体と、燃料噴射弁を通じた前記気筒内への前記
燃料の噴射を、前記燃焼モードに応じて制御する噴射制御手段と、前記気筒内へのＥＧＲ
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ガス量を調整するＥＧＲ量制御手段と、を備える。
【００１１】
　そして、前記噴射制御手段は、前記エンジン本体が前記予混合燃焼モードで運転される
ときには、１回又は２回以上の噴射からなる予混合燃焼用パターンの燃料噴射を、前記気
筒内の圧力が相対的に低い第１のタイミングで実行する一方、前記エンジン本体が前記拡
散燃焼モードで運転されるときには、１回又は２回以上の噴射からなる拡散燃焼用パター
ンの燃料噴射を、前記第１のタイミングよりも遅い第２のタイミングで実行し、前記ＥＧ
Ｒ量制御手段は、少なくとも、前記予混合燃焼モード時、及び、前記予混合燃焼モードか
ら前記拡散燃焼モードへの移行時に、前記エンジン本体の運転状態に応じた量のＥＧＲガ
スを前記気筒内に導入する制御を実行し、前記噴射制御手段はまた、前記エンジン本体の
負荷上昇に伴い前記予混合燃焼モードから拡散燃焼モードへ移行するときには、燃料噴射
パターンを前記予混合燃焼用パターンから拡散燃焼用パターンに切り替えると共に、その
拡散燃焼用パターンの燃料噴射を前記第２のタイミングよりもさらに遅い第３のタイミン
グで実行し、その後、当該第３のタイミングを、前記気筒内の酸素濃度の変化に応じて前
記第２のタイミングに向かって変更していく過渡制御を実行する。
【００１２】
　ここで、予混合燃焼用パターン及び拡散燃焼用パターンに、複数回の燃料噴射が含まれ
る場合、燃料噴射のタイミングとしての第１のタイミング、第２のタイミング、及び第３
のタイミングは、複数の燃料噴射の内の当該噴射態様を代表する噴射、例えばエンジンの
トルク発生に最も寄与する燃料噴射（すなわち、主噴射）を基準に設定すればよい。
【００１３】
　具体的に、前記の「拡散燃焼用パターンを、前記第１のタイミングよりも遅い第２のタ
イミングで実行する」とは、拡散燃焼用パターンの主噴射のタイミングを、予混合燃焼用
パターンの主噴射のタイミングよりも遅くすることを意味し、「拡散燃焼用パターンのタ
イミングを前記第２のタイミングよりもさらに遅い第３のタイミングに設定」するとは、
拡散燃焼用パターンの主噴射のタイミングを、第２のタイミングで行う主噴射よりも遅く
することを意味する。
【００１４】
　さらに、第３のタイミングに設定した「拡散燃焼用パターンのタイミングを、前記気筒
内の酸素濃度の変化に応じて前記第２のタイミングに向かって変更していく」ことには、
第３のタイミングから第２のタイミングに向かって徐々にタイミングを変更していくこと
の他にも、気筒内の酸素濃度の変化に基づいて第２のタイミングに変更することが可能で
あれば、第３のタイミングから第２のタイミングに一気にタイミングを変更することも含
む。
【００１５】
　この構成によると、エンジン本体の負荷上昇に伴い予混合燃焼モードから拡散燃焼モー
ドへ移行する際には、燃料噴射パターンを予混合燃焼用パターンから拡散燃焼用パターン
に切り替えた上で、その拡散燃焼用パターンのタイミングを、拡散燃焼モードの噴射タイ
ミングとして予め設定されている第２のタイミングよりもさらに遅い第３のタイミングに
設定する。つまり、第１のタイミングから第３のタイミングに、不連続的に燃料噴射タイ
ミングを変更する。
【００１６】
　拡散燃焼モードの噴射タイミングである第２のタイミングは、概ね圧縮上死点付近にな
るのに対し、第３のタイミングは、その第２のタイミングよりも遅いタイミングであるた
め、概ね膨張行程中での燃料噴射となる。この拡散燃焼用パターンのタイミングを第３の
タイミングに設定することは、ピストンの下降中に燃料を噴射することになるため、燃料
のミキシング性で有利になり、ＮＯｘ及び煤の低減に有効である。また、その燃焼も緩慢
になり、ＮＶＨの点で有利になる。従って、燃料噴射タイミングを第３のタイミングに設
定して、拡散燃焼用パターンの燃料噴射を実行することは、ＮＶＨ及び排気エミッション
の問題を回避する。
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【００１７】
　一方で、ＥＧＲ量制御手段が、気筒内に導入するＥＧＲガス量の制御を通じて予混合燃
焼モードに対応する気筒内の状態から拡散燃焼モードに対応する気筒内の状態へと移行さ
せることに伴い、気筒内の酸素濃度は高くなっていくから、その酸素濃度の変化に応じて
第３のタイミングを第２のタイミングに向かって変更していく。前述したように、噴射タ
イミングを第２のタイミングに向かって次第に変化させてもよいし、第２のタイミングま
で一気に変化させてもよい。こうして、ＮＶＨ及び排気エミッションの問題を回避しつつ
、燃料噴射タイミングを第２のタイミングへと変更して、予混合燃焼モードから拡散燃焼
モードへの移行が完了する。
【００１８】
　この制御は、エンジン本体の負荷上昇に伴い燃料噴射量を増大させると同時に、気筒内
の酸素濃度も比較的大きく変化させる必要がある場合において、その酸素濃度は急激に変
更することができず、連続的にしか変化しない一方で、そのように酸素濃度が連続的に変
化することに対応して、燃料噴射の態様（つまり、ここでいう噴射の態様には、燃料噴射
のパターン、タイミング及び噴射量が含まれるが、その内でも、特に燃料噴射タイミング
）を連続的に変化させた場合に、ＮＶＨ又は排気エミッションが許容限界を必ず超えてし
まう場合に有効である。つまり、燃料噴射タイミングを、遅角側の第３のタイミングまで
一気に変更すると共に、遅角側の第３のタイミングに設定した状態で、酸素濃度の変化が
追従することを待つことにより、予混合燃焼モードから拡散燃焼モードへの移行の際のＮ
ＶＨ及び排気エミッションの許容限界を回避することが可能になる。
【００１９】
　前記噴射制御手段は、前記予混合燃焼モードにおいて前記気筒内の酸素濃度が所定値以
下の状態である前記エンジン本体の負荷が高い状態から、前記拡散燃焼モードへ移行する
ときに、前記過渡制御を実行し、前記予混合燃焼モードにおいて前記気筒内の酸素濃度が
前記所定値よりも高い状態である前記エンジン本体の負荷が低い状態から、前記拡散燃焼
モードへ移行するときには、前記過渡制御を禁止する。
 
【００２０】
　前記の第３のタイミングは、拡散燃焼モードにおける通常の燃料噴射タイミング（つま
り、第２のタイミング）よりも遅いタイミングであり、燃焼効率は相対的に低く、燃費の
点で不利になる。
【００２１】
　また、予混合燃焼モードから拡散燃焼モードへの移行に際し、気筒内の酸素濃度の変化
に対応するように燃料噴射タイミングを連続的に変化させた場合に、ＮＶＨ及び排気エミ
ッションの許容限界を避けることができない状況は、基本的には、燃焼モードの移行前後
で、気筒内の酸素濃度の差が大きくなるときである。具体的には予混合燃焼モードでも比
較的負荷が高いような気筒内の酸素濃度が低い状態から、気筒内の酸素濃度が相対的に高
い拡散燃焼モードに移行するような場合である。これとは異なり、予混合燃焼モードから
拡散燃焼モードへの移行であっても、比較的負荷が低いような気筒内の酸素濃度が高い状
態から、拡散燃焼モードに移行するような場合は、移行前後の気筒内の酸素濃度の差が比
較的小さく、この場合は、ＮＶＨ及び排気エミッションの許容限界を回避しながら、燃料
噴射タイミングを、気筒内の酸素濃度の変化に応じて連続的に変更することが可能である
。
【００２２】
　従って、ＮＶＨ及び排気エミッションの許容限界を回避することができない場合に限っ
て、前述の過渡制御を実行し、ＮＶＨ及び排気エミッションの許容限界を回避することが
できる場合には、前述の過渡制御を禁止することによって、予混合燃焼モードから拡散燃
焼モードへの移行に際して、ＮＶＨ及び排気エミッションの許容限界を確実に回避しつつ
も、燃費の向上が図られる。
【００２３】
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　前記噴射制御手段は、前記予混合燃焼用パターンから拡散燃焼用パターンに切り替える
前に、前記第１のタイミング付近での燃料噴射と前記第２のタイミング付近での燃料噴射
とを少なくとも含む燃料噴射セットを実行する。
 
【００２４】
　本願発明者らは、予混合燃焼と拡散燃焼とは、燃焼現象の相違に起因して燃焼音の音質
が相違することを見出した。このため、予混合燃焼モードから拡散燃焼モードへの移行に
際して、燃焼音の音圧変化を抑制したとしても、音質の急変が乗員に違和感を与える可能
性がある。
【００２５】
　そこで、予混合燃焼用パターンの燃料噴射によって予混合燃焼を行っている状態から、
拡散燃焼用パターンに切り替える前に、第１のタイミング付近での燃料噴射と前記第２の
タイミング付近での燃料噴射とを少なくとも含む燃料噴射セットを実行する。この燃料噴
射セットは、予混合燃焼モードに対応する第１のタイミング付近での燃料噴射と、拡散燃
焼モードに対応する第２のタイミング付近での燃料噴射との双方を含んでいる。言い換え
ると、前記の燃料噴射セットは、噴射タイミングが近いことによって、予混合燃焼用パタ
ーンの噴射特性と、拡散燃焼用パターンの噴射特性との双方を含んでいる。このため、燃
焼音の音質は、予混合燃焼及び拡散燃焼の中間的な音質となる。その結果、予混合燃焼モ
ードから拡散燃焼モードへの移行に際し、燃焼音の音質が急変することが回避され、乗員
の違和感が解消又は軽減される。
【００２６】
　ここに開示する自動車搭載用ディーゼルエンジンはまた、前記エンジン本体と、前記噴
射制御手段と、前記ＥＧＲ量制御手段と、を備え、前記噴射制御手段は、前記エンジン本
体の負荷低下に伴い前記拡散燃焼モードから予混合燃焼モードへ移行するときには、前記
第２のタイミングよりもさらに遅い第３のタイミングで、前記拡散燃焼用パターンの燃料
噴射を実行すると共に、前記気筒内の酸素濃度が所定濃度になった後に、燃料噴射パター
ンを前記拡散燃焼用パターンから予混合燃焼用パターンに切り替えかつ、その予混合燃焼
用パターンの燃料噴射を、前記第１のタイミングで実行する過渡制御を実行する。
【００２７】
　前記とは逆に、エンジン本体の負荷低下に伴い拡散燃焼モードから予混合燃焼モードへ
移行する際には、燃料噴射パターンを拡散燃焼用パターンのままで、その燃料噴射のタイ
ミングを、拡散燃焼モードの噴射タイミングとして予め設定されている第２のタイミング
よりもさらに遅い第３のタイミングに設定する。このことによって、ＮＶＨ及び排気エミ
ッションの問題を回避することができるから、この状態で、酸素濃度の変化が追従するこ
とを待つ。このときに、第３のタイミングを、気筒内の酸素濃度の変化に応じて遅角側に
変更していくようにしてもよい。このことによって、第３のタイミングを可及的に進角側
に設定することが可能になり、燃費の向上に有利になる。
【００２８】
　そうして、気筒内の酸素濃度が所定濃度になった後（換言すればその状態で、拡散燃焼
用パターンから予混合燃焼用パターンに切り替えると共に、噴射タイミングを第１のタイ
ミングに変更した場合に、ＮＶＨの許容限界を回避できるようになった後）に、燃料噴射
態様を切り替える。つまり、燃料噴射タイミングを遅角側の第３のタイミングから、第１
のタイミングへと一気に、不連続的に変更する。こうして、ＮＶＨ及び排気エミッション
の問題を回避しつつ、拡散燃焼モードから予混合燃焼モードへの移行が完了する。
【００２９】
　前記噴射制御手段は、前記拡散燃焼モードから、前記予混合燃焼モードにおいて前記気
筒内の酸素濃度が所定値以下の状態である前記エンジン本体の負荷が高い状態へ移行する
ときに、前記過渡制御を実行し、前記拡散燃焼モードから、前記予混合燃焼モードにおい
て前記気筒内の酸素濃度が前記所定値よりも高い状態である前記エンジン本体の負荷が低
い状態へ移行するときには、前記過渡制御を禁止する。
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【００３０】
　前記と同様に、拡散燃焼モードから予混合燃焼モードへの移行に際し、気筒内の酸素濃
度の変化に対応するように燃料噴射タイミングを連続的に変化させた場合に、ＮＶＨ及び
排気エミッションの許容限界を避けることができない状況は、基本的には、燃焼モードの
移行前後で、気筒内の酸素濃度の差が大きくなるときである。このため、気筒内の酸素濃
度が相対的に高い拡散燃焼モードから、予混合燃焼モードでも比較的負荷が高いような、
気筒内の酸素濃度が低い状態に移行するような場合に限って前述の過渡制御を実行し、拡
散燃焼モードから、予混合燃焼モードでも比較的負荷が低いような、気筒内の酸素濃度が
高い状態に移行するような場合には、前述の過渡制御を禁止することにより、燃費の向上
が図られる。
【００３１】
　前記噴射制御手段は、前記拡散燃焼用パターンから予混合燃焼用パターンに切り替える
前に、前記第１のタイミング付近での燃料噴射と前記第２のタイミング付近での燃料噴射
とを少なくとも含む燃料噴射セットを実行する。
 
【００３２】
　前記と同様に、拡散燃焼モードから予混合燃焼モードへの移行に際しても、燃焼音の音
質が急変する。そこで、燃料噴射パターンを拡散燃焼用パターンから予混合燃焼用パター
ンに切り替える前に、第１のタイミング付近での燃料噴射と第２のタイミング付近での燃
料噴射とを少なくとも含む燃料噴射セットを実行することは、音質の急変を回避して、乗
員の違和感を回避又は軽減する。
【００３３】
　前記第３のタイミングは、膨張行程中に噴射した燃料噴霧が、前記気筒内のピストン頂
面で凹陥するキャビティ内に到達するように、煤の許容限界と失火限界との間に設定され
る、とすることが望ましい。
【００３４】
　燃料噴射タイミングを遅くしすぎると、噴射した燃料が着火に至らずに失火となるため
、第３のタイミングは失火限界よりも早くに設定することが望ましくかつ、煤の許容限度
を超えないように、その許容限界よりも遅く設定することが望ましい。
【００３５】
　前記拡散燃焼用パターンは、主噴射と、その主噴射の前に実行される複数回の前段噴射
とを含む、としてもよい。
【００３６】
　複数回の前段噴射によってプレ燃焼が生起するため、主噴射の際には気筒内が着火しや
すい状態になる。その結果、主噴射の実行により噴射された燃料の着火遅れは短くなる。
このことは、主燃焼を緩慢にし、熱発生率の急上昇を回避又は抑制する。つまり、燃焼騒
音を低減する上で有利になる。また、複数回の前段噴射は、主噴射の燃料噴射量を少なく
して煤の抑制にも有利になる。
【００３７】
　前記前段噴射と主噴射との噴射間隔は、前記前段噴射同士の噴射間隔よりも短い、とし
てもよい。
【００３８】
　この構成は、主噴射に対し比較的近いタイミングで実行される前段噴射（プレ噴射）と
、主噴射に対し比較的離れたタイミングで実行される前段噴射（パイロット噴射）との、
少なくとも２回の前段噴射を実行することと等価である。この２回の前段噴射の内、パイ
ロット噴射は、燃料の予混合性を高めると共に、空気利用率を向上させる。一方、プレ噴
射は、主燃焼前のプレ燃焼を生起させ、前述したように、主噴射によって噴射された燃料
の着火遅れを短くする。
【００３９】
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　前記拡散燃焼用パターンは、主噴射と、その主噴射の後に所定間隔を空けて実行される
後段噴射とを含み、前記第３のタイミングに設定された前記拡散燃焼用の燃料噴射は、前
記第２のタイミングに設定された前記拡散燃焼用の燃料噴射に対して、前記後段噴射を同
じタイミングにし、前記主噴射のタイミングのみを遅らせる、としてもよい。
【００４０】
　後段噴射は、主噴射の後に所定間隔を空けて、言い換えると、主噴射から比較的離れた
タイミングで行われる。このため、後段噴射は、主燃焼の熱発生率のピークを経過した後
の、膨張行程にある気筒内の温度が低下することを抑制し、気筒内の温度を高い温度に保
持する。このことは、キャビティ外の空気を利用しながら、燃焼の初期や中期に発生した
煤の酸化を促進させて、煤の排出を低減する。
【００４１】
　また、予混合燃焼モード及び拡散燃焼モードの相互の切り替えに際し、拡散燃焼用パタ
ーンの燃料噴射を第３のタイミングで行う場合には、その主噴射のタイミングのみを遅ら
せ、後段噴射のタイミングは遅らせないことによって、前述した煤の酸化効果を確保しな
がら、主噴射のリタードによるＮＶＨ及び排気エミッションの許容限界の回避が実現する
。
【００４２】
　前記ＥＧＲ量制御手段は、前記エンジン本体の吸気弁及び排気弁の内の少なくとも一方
の作動を制御することによって内部ＥＧＲガス量を調整する、としてもよい。
【００４３】
　こうすることで、大量のＥＧＲガスを気筒内に導入することが可能になるから、特に低
負荷の予混合燃焼モードにおいて有利になると共に、その制御応答性も比較的高くなるか
ら、予混合燃焼モードと拡散燃焼モードとの間の燃焼モードの切り替えに際し、気筒内の
酸素濃度の変化が比較的早くなる点で有利になる。
【００４４】
　ここに開示する別の技術は、自動車に搭載されかつ軽油を主成分とした燃料が供給され
る自動車搭載用ディーゼルエンジンの制御方法である。
【００４５】
　この制御方法は、前記エンジンが低負荷のときには、当該エンジンの運転状態に応じた
量のＥＧＲガスを前記気筒内に導入しながら、１回又は２回以上の噴射からなる予混合燃
焼用パターンの燃料噴射を第１のタイミングで実行することによって、前記エンジンを予
混合燃焼モードで運転し、前記エンジンが高負荷のときには、１回又は２回以上の噴射か
らなる拡散燃焼用パターンの燃料噴射を前記第１のタイミングよりも遅い第２のタイミン
グで実行することによって、前記エンジンを拡散燃焼モードで運転し、前記エンジンの負
荷上昇に伴い前記予混合燃焼モードから拡散燃焼モードへ移行するときには、前記エンジ
ンの運転状態に応じた量のＥＧＲガスを前記気筒内に導入しながら、燃料噴射パターンを
前記予混合燃焼用パターンから拡散燃焼用パターンに切り替え、前記拡散燃焼用パターン
に切り替えた直後は、燃料噴射のタイミングを前記第２のタイミングよりもさらに遅い第
３のタイミングに設定し、そしてその後、前記第３のタイミングを、前記気筒内の酸素濃
度の変化に応じて前記第２のタイミングに向かって変更する。
　そして、前記予混合燃焼モードにおいて前記気筒内の酸素濃度が所定値以下の状態であ
る前記エンジン本体の負荷が高い状態から、前記拡散燃焼モードへ移行するときに、前記
噴射のタイミングを前記第３のタイミングに設定し、前記予混合燃焼モードにおいて前記
気筒内の酸素濃度が前記所定値よりも高い状態である前記エンジン本体の負荷が低い状態
から、前記拡散燃焼モードへ移行するときには、前記噴射のタイミングを前記第３のタイ
ミングに設定しない。
　または、前記予混合燃焼用パターンから拡散燃焼用パターンに切り替える前に、前記第
１のタイミング付近での燃料噴射と前記第２のタイミング付近での燃料噴射とを少なくと
も含む燃料噴射セットをさらに実行する。
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【００４６】
　また、別の制御方法は、前記エンジンの負荷低下に伴い前記拡散燃焼モードから予混合
燃焼モードへ移行するときには、前記エンジンの運転状態に応じた量のＥＧＲガスを前記
気筒内に導入しながら、前記第２のタイミングよりもさらに遅い第３のタイミングで、前
記拡散燃焼用パターンの燃料噴射を実行し、そして、前記気筒内の酸素濃度が所定濃度に
なった後に、燃料噴射パターンを前記拡散燃焼用パターンから予混合燃焼用パターンに切
り替えて、前記第１のタイミングで燃料噴射を実行する。
　そして、前記拡散燃焼モードから、前記予混合燃焼モードにおいて前記気筒内の酸素濃
度が所定値以下の状態である前記エンジン本体の負荷が高い状態へ移行するときに、前記
噴射のタイミングを前記第３のタイミングに設定し、前記拡散燃焼モードから、前記予混
合燃焼モードにおいて前記気筒内の酸素濃度が前記所定値よりも高い状態である前記エン
ジン本体の負荷が低い状態へ移行するときには、前記噴射のタイミングを前記第３のタイ
ミングに設定しない。
　または、前記拡散燃焼用パターンから予混合燃焼用パターンに切り替える前に、前記第
１のタイミング付近での燃料噴射と前記第２のタイミング付近での燃料噴射とを少なくと
も含む燃料噴射セットをさらに実行する。
 
【発明の効果】
【００４７】
　以上説明したように、前記の自動車搭載用ディーゼルエンジン及びそれの制御方法によ
ると、予混合燃焼モードから拡散燃焼モードへの移行時、又は、拡散燃焼モードから予混
合燃焼モードへの移行時には、燃料噴射のタイミングを不連続的に変化させることで、Ｎ
ＶＨ及び排気エミッションの許容限界を回避しながら燃焼モードを移行させることが実現
する。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】ディーゼルエンジンの構成を示す概略図である。
【図２】ディーゼルエンジンの状態に応じた燃焼モードのマップの一例である。
【図３】燃料噴射量と気筒内の酸素濃度との関係を例示する図である。
【図４】酸素濃度－燃料噴射時期の関係を示すマップ上での、（ａ）予混合燃焼モードか
ら拡散燃焼モードへの連続的な移行経路が存在しない場合の移行の一例、（ｂ）予混合燃
焼モードから拡散燃焼モードへの連続的な移行経路が存在する場合の移行の一例を示す図
である。
【図５】酸素濃度－燃料噴射時期の関係を示すマップ上での、（ａ）拡散燃焼モードから
予混合燃焼モードへの連続的な移行経路が存在しない場合の移行の一例、（ｂ）拡散燃焼
モードから予混合燃焼モードへの連続的な移行経路が存在する場合の移行の一例を示す図
である。
【図６】（ａ）予混合燃焼モードにおける燃料噴射態様の一例及び、それに伴う熱発生率
の履歴の一例、（ｂ）拡散燃焼モードにおける燃料噴射態様の一例及び、それに伴う熱発
生率の履歴の一例、（ｃ）拡散リタードモードにおける燃料噴射態様の一例及び、それに
伴う熱発生率の履歴の一例を示す図である。
【図７】予混合燃焼モードから拡散燃焼モードへの移行制御に係るフローチャートである
。
【図８】拡散燃焼モードから予混合燃焼モードへの移行制御に係るフローチャートである
。
【図９】実施形態２に係る、（ａ）予混合燃焼モードにおける燃料噴射態様の一例、（ｂ
）拡散燃焼モードにおける燃料噴射態様の一例、（ｃ）拡散リタードモードにおける燃料
噴射態様の一例、（ｄ）移行燃焼モードにおける燃料噴射態様の一例を示す図である。
【図１０】予混合燃焼、拡散燃焼及び移行燃焼のそれぞれについての、燃焼音の周波数帯
と音圧との関係を示す図である。
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【図１１】実施形態２において、予混合燃焼モードから拡散燃焼モードへの移行時におけ
る酸素濃度の変化の一例と、その酸素濃度の変化に対応する予混合燃焼モード、移行燃焼
モード及び拡散燃焼モードの切り替えを示す図である。
【図１２】（ａ）（ｂ）実施形態２に係る、予混合燃焼モードから拡散燃焼モードへの移
行制御に係るフローチャートの一部である。
【図１３】実施形態２に係る、拡散燃焼モードから予混合燃焼モードへの移行制御に係る
フローチャートの一部である。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　以下、実施形態に係るディーゼルエンジンを図面に基づいて説明する。尚、以下の好ま
しい実施形態の説明は、本質的に例示に過ぎない。図１はエンジンＡの一例を示し、１は
車両に搭載されたエンジン本体である。このエンジン本体１は軽油を主成分とした燃料が
供給されるディーゼルエンジンであって、複数の気筒２，２，…（１つのみ図示する）を
有する。各気筒２内には、往復動可能にピストン３が嵌挿されていて、このピストン３の
頂面にはリエントラント形燃焼室４を区画するキャビティ３１が形成されている。また、
燃焼室４の天井部にはインジェクタ５（燃料噴射弁）が配設されている。インジェクタ５
は、その先端部の噴口から高圧の燃料を燃焼室４に直接、噴射する。ここで、このエンジ
ン本体１は、幾何学的圧縮比が１５以下（かつ１２以上）の比較的、低圧縮比のエンジン
に構成されていると共に、後述するようにＥＧＲ通路３４，４４上のＥＧＲ弁３５，４５
の制御や排気弁８２の開閉制御を通じて、大量のＥＧＲガスを気筒２内に導入することに
よって、予混合着火燃焼（ＰＣＩ（Premixed Charge compression Ignition）燃焼）を可
能にしている。
【００５０】
　各気筒２毎のインジェクタ５に燃料を供給する構成は、図示は省略するが、各インジェ
クタ５が接続される共通の燃料分配管（コモンレール）を備えたいわゆるコモンレールタ
イプとされており、これによってエンジンの１サイクル中に、気筒２内に複数回の燃料の
噴射を可能にしている。インジェクタ５は、一例として、但しそれに限定するものではな
いが、制御弁を内蔵し、当該インジェクタ５への通電量に応じて制御弁のリフト量が変化
することにより燃料が噴射されるタイプとしてもよい。
【００５１】
　エンジン本体１の上部には、吸気弁８１及び排気弁８２をそれぞれ開閉させる、動弁機
構７１，７２が配設されている。吸気弁８１側及び排気弁８２側の動弁機構７１，７２の
内、排気弁８２側の動弁機構７２としては、当該排気弁８２の作動モードを通常モードと
特殊モードとに切り替える油圧作動式の可変機構（以下、ＶＶＭ（Variable Valve Motio
n）と称し、このＶＶＭについて符号７２を付す）が設けられている。このＶＶＭ７２は
、その構成の詳細な図示は省略するが、カム山を１つ有する第１カムとカム山を２つ有す
る第２カムとの、カムプロファイルの異なる２種類のカム、及び、その第１及び第２カム
のいずれか一方のカムの作動状態を選択的に排気弁に伝達するロストモーション機構を含
んで構成されている。ＶＶＭ７２は、第１カムの作動状態を排気弁８２に伝達していると
きには、排気弁８２は、排気行程中において一度だけ開弁される通常モードで作動するの
に対し、第２カムの作動状態を排気弁８２に伝達しているときには、排気弁８２が、排気
行程中において開弁すると共に、吸気行程中においても開弁するような、いわゆる排気の
二度開きを行う特殊モードで作動する。ＶＶＭ７２の通常モードと特殊モードとの切り替
えは、エンジン駆動の油圧ポンプ（図示省略）から供給される油圧によって行われ、特殊
モードは、後述するように、内部ＥＧＲに係る制御の際に利用される。尚、吸排気弁８１
，８２の制御を通じて内部ＥＧＲガスの導入が可能な構成であれば、どのような構成を採
用してもよい。例えば吸排気弁８１，８２を電磁アクチュエータによって駆動する電磁駆
動式の動弁系を採用してもよい。
【００５２】
　エンジン本体１の一側（つまり、図の右側）の側面には、各気筒２の燃焼室４に対しエ
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アクリーナ（図示省略）で濾過した空気（言い換えると新気）を供給するための吸気通路
１６が接続されている。この吸気通路１６には、上流側から下流側に向かって順に、バタ
フライバルブからなる吸気絞り弁２２と、後述のタービン２７により駆動されて吸気を圧
縮するコンプレッサ２０と、このコンプレッサ２０により圧縮した吸気を冷却するインタ
ークーラ２１と、バタフライバルブからなるインタークーラ（Ｉ／Ｃ）経路絞り弁２３と
が設けられている。
【００５３】
　一方、エンジン本体１の反対側（つまり、図の左側）の側面には、各気筒２の燃焼室４
からそれぞれ燃焼ガス（つまり、排気）を排出するための排気通路２６が接続されている
。この排気通路２６の上流端部は各気筒２毎に分岐して、それぞれ排気ポートにより燃焼
室４に連通する排気マニホルドであり、該排気マニホルドよりも下流の排気通路２６には
上流側から下流側に向かって順に、排気流を受けて回転されるタービン２７と、排気中の
有害成分を浄化可能なディーゼル酸化触媒２８及びＤＰＦ（Diesel Particulate Filter
）２９と、が配設されている。酸化触媒２８及びＤＰＦ２９は１つのケース内に収容され
ている。酸化触媒２８は、白金又は白金にパラジウムを加えたもの等を担持した酸化触媒
を有していて、排気ガス中のＣＯ及びＨＣが酸化されてＣＯ２及びＨ２Ｏが生成する反応
を促すものである。また、前記ＤＰＦ２９は、エンジン本体１の排気ガス中に含まれる煤
等の微粒子を捕集するものである。尚、ＤＰＦ２９に酸化触媒をコーティングしてもよい
。
【００５４】
　前記排気通路２６には、ＤＰＦ２９よりも排気下流側の部位に臨んで開口するように、
排気の一部を吸気側に還流させるための第１の排気還流通路（以下第１のＥＧＲ通路とい
う）３４の上流端が接続されている。この第１のＥＧＲ通路３４の下流端は吸気絞り弁２
２とコンプレッサ２０との間で吸気通路１６に接続されていて、排気通路２６から取り出
された排気の一部を吸気通路１６に還流させるようになっている。また、第１のＥＧＲ通
路３４の途中には、その内部を流通する排気を冷却するためのＥＧＲクーラ３７と、開度
調節の可能な排気還流量調節弁（以下第１のＥＧＲ弁という）３５とが配置されている。
【００５５】
　また、前記排気マニホールドには、第２の排気還流通路（以下第２のＥＧＲ通路という
）４４の上流端が接続されている。この第２のＥＧＲ通路４４の下流端はインタークーラ
２１（より正確には、Ｉ／Ｃ経路絞り弁２３）よりも下流側で吸気通路１６に接続されて
いる。また、第２のＥＧＲ通路４４の途中には、開度調節の可能な第２の排気還流量調節
弁（以下第２のＥＧＲ弁という）４５が配置されている。尚、第２のＥＧＲ通路４４の途
中に、ＥＧＲクーラを介設してもよい。
【００５６】
　そして、前記各インジェクタ５、動弁系のＶＶＭ７２、吸気絞り弁２２、Ｉ／Ｃ経路絞
り弁２３、第１及び第２のＥＧＲ弁３５，４５等は、いずれもコントロールユニット（El
ectronic Control Unit：以下ＥＣＵという）４０からの制御信号を受けて作動する。Ｅ
ＣＵ４０は、ＣＰＵ、メモリ、カウンタタイマ群、インターフェース及びこれらのユニッ
トを接続するパスを有するマイクロプロセッサで構成されている。ＥＣＵ４０には、少な
くとも、エンジン本体１のクランク軸の回転角度を検出するクランク角センサ５１、吸気
の圧力状態を検出する吸気圧センサ５２、排気中の酸素濃度を検出するＯ２センサ５３、
外部からエンジン本体１に吸入される空気の流量を検出するエアフローセンサ５４、ＥＧ
Ｒガス混合後の吸気の温度を検出する吸気温度センサ５５、及び図示省略のアクセルペダ
ルの踏み操作量（つまり、アクセル開度）を検出するアクセル開度センサ５６、等からの
出力信号がそれぞれ入力される。これらの信号に基づいて種々の演算を行うことによって
エンジン本体１や車両の状態を判定し、これに応じて前述した、インジェクタ５、動弁系
のＶＶＭ７２、各種の弁２２，２３，３５，４５のアクチュエータへ制御信号を出力する
。このＥＣＵ４０が噴射制御手段及びＥＧＲ量制御手段を構成する。
【００５７】
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　（エンジンの燃焼制御の概要）
　前記ＥＣＵ４０によるエンジン本体１の基本的な制御は、主にアクセル開度に基づいて
目標トルク（言い換えると、目標となる負荷）を決定し、これに対応する燃料の噴射量や
噴射時期等をインジェクタ５の作動制御によって実現するものである。また、絞り弁２２
，２３や第１及び第２のＥＧＲ弁３５，４５の開度の制御（つまり、外部ＥＧＲ制御）や
、ＶＶＭ７２の制御（つまり、内部ＥＧＲ制御）によって、気筒２内への排気の還流割合
を制御する。
【００５８】
　図２は、エンジンの状態に応じた燃焼モードを示すマップである。図２に示すように、
エンジン本体１は、エンジン回転数とエンジン負荷（言い換えると、燃料の実総噴射量）
とに応じて、拡散燃焼モードと予混合燃焼モードとの２つの燃焼モードを切り替える。
【００５９】
　この内、拡散燃焼モードでは、図６（ｂ）の上図に例示するように、ピストン３が圧縮
上死点近傍にあるときに、気筒２内に燃料が噴射される（つまり、主噴射）。これによっ
て、インジェクタ５による燃料の噴射と燃料の着火とが並行して行われる。この実施形態
では、拡散燃焼モードにおいては、主噴射に先立って前段噴射が行われると共に、主噴射
後に後段噴射が行われる。この態様の燃料噴射を以下においては、拡散燃焼用燃料噴射又
は拡散燃焼用パターンと呼ぶ場合がある。尚、拡散燃焼モードにおける燃料噴射の回数は
３回に限定されるものではなく適宜設定すればよい。尚、図６（ｂ）の下図は、前記の燃
料噴射に伴う気筒２内の熱発生率の履歴の一例を示している。
【００６０】
　一方で、予混合燃焼モードは、圧縮行程中の早いタイミングで気筒２内に燃料が噴射さ
れ、燃料が着火する前に燃料の噴射を終える。例えば図６（ａ）の上図に示すように、こ
の実施形態では、予混合燃焼モード時の燃料噴射態様（つまり、予混合燃焼用パターン）
として、圧縮上死点に至る前の圧縮行程中において、所定の時間間隔を空けて３回の燃料
噴射が実行される。尚、図６（ａ）の下図は、前記の燃料噴射に伴う気筒２内の熱発生率
の履歴の一例を示している。ここで、予混合燃焼用の燃料噴射態様としては、相対的に早
いタイミングで噴射する燃料噴射量を相対的に多く、相対的に遅いタイミングで噴射する
燃料噴射量を相対的に少なくしている。これは、可及的に多くの燃料を早期に噴射するこ
とで、燃料の予混合性を高めるためである。尚、予混合燃焼モードにおける燃料噴射の回
数は３回に限定されるものではなく適宜設定すればよい。こうして噴射した燃料は、空気
と十分に混合された状態で圧縮上死点付近において自着火により燃焼する（つまり、ＰＣ
Ｉ燃焼）。この予混合燃焼モードでは、燃料の着火前に燃料が均一な雰囲気を作り出すこ
とができ、燃料と空気との当量比を比較的低くして、燃料の不完全燃焼及び煤の発生が抑
制される。この予混合燃焼モードは、燃費及びエミッションの点で有利である一方で、燃
料を均一にするための時間を確保する必要があるため、エンジン負荷が比較的低くかつ、
回転数が比較的低い場合に使用される。従って、図２に示すように、それ以外の高回転乃
至高負荷の領域では、前記拡散燃焼モードとなる。
【００６１】
　図６（ａ）（ｂ）の比較から明らかなように、予混合燃焼モードの燃料噴射態様と拡散
燃焼モードの燃料噴射態様とは、互いに異なっており、予混合燃焼モードにおける３回の
燃料噴射タイミングを代表するタイミングとして、２回目の燃料噴射のタイミングを主噴
射のタイミング（つまり、第１のタイミング）と設定した場合に、拡散燃焼モードにおけ
る主噴射のタイミング（つまり、第２のタイミング）は、第１のタイミングよりも遅く設
定される。尚、図６（ａ）（ｂ）及び後述する図６（ｃ）に示す燃料噴射量や熱発生率は
、これらの図を相互に比較したときに、必ずしも、相対的な燃料噴射量の大小や熱発生率
の大小を示していない。
【００６２】
　ここで、拡散燃焼モードを実行するときの、気筒内の酸素濃度は、予混合燃焼モードを
実行するときの酸素濃度よりも高く設定される。図３は、所定のエンジン回転数における
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、燃料噴射量に対する気筒内の酸素濃度の関係の一例を示している。相対的に燃料噴射量
の多い領域（図３における右側の領域）が拡散燃焼モードに相当し、相対的に燃料噴射量
の少ない領域（図３における左側の領域）が予混合燃焼モードに相当する。
【００６３】
　拡散燃焼モードを実行しているときには、当量比が高くなる（つまり、酸素が少なくな
る）とＣＯ、ＨＣ、又は煤が発生しやすくなるので、気筒内の酸素の濃度を、予混合燃焼
モードを実行する場合よりも高くして、不完全燃焼を抑制する必要がある。このことを言
い換えると、予混合燃焼モードを実行しているときには、拡散燃焼モードを実行している
ときよりもＥＧＲ量を増量させているということができる。前記のエンジンＡでは、少な
くとも予混合燃焼モード、及び、後述する、燃焼モード間の移行時には、前記ＶＶＭ７２
の制御を通じて、気筒２内に比較的大量の内部ＥＧＲガスを導入している。ＶＶＭ７２の
制御を通じた内部ＥＧＲガス量の制御は、燃焼モード間の移行の際に、気筒２内の酸素濃
度の変化の応答性を高め、燃焼モードの移行が早期に完了する点で有利である。
【００６４】
　予混合燃焼モードにおいても、燃料噴射量がさらに少なくなるような、相対的に負荷の
低いときには、燃焼安定性の観点から酸素濃度を再び高くする。従って、図３では、燃料
噴射量が多いとき（つまり、拡散燃焼モード、同図の右端付近）と、燃料噴射量が少ない
とき（つまり、予混合燃焼モードにおける負荷の低いとき、同図の左端付近）とは、酸素
濃度が相対的に高くなり、燃料噴射量が中程度のとき（つまり、予混合燃焼モードにおけ
る負荷の高いとき、同図の中央付近）は、酸素濃度が相対的に低くなり、全体としては、
その中央部が下向きに凸となった特性を有することになる。
【００６５】
　そうして、例えばエンジンの負荷変動に伴い、燃料噴射量の変更を伴うような予混合燃
焼モードと拡散燃焼モードとの切り替えに際しては、図３に示すように、予混合燃焼モー
ドにおいて酸素濃度が比較的高い領域Ａ１から、拡散燃焼モードの領域Ａ２に移行する、
又は、拡散燃焼モードの領域Ａ２から、予混合燃焼モードにおける領域Ａ１に移行するよ
うな場合と、予混合燃焼モードにおいて酸素濃度が比較的低い領域Ａ３から、拡散燃焼モ
ードの領域Ａ２に移行する、又は、拡散燃焼モードの領域Ａ２から、予混合燃焼モードに
おける領域Ａ３に移行するような場合と、の２種類の移行形態が存在している。
【００６６】
　この内、前者の移行形態（つまり、領域Ａ１－領域Ａ２）では、移行前後における、気
筒内の酸素濃度の変化が比較的小さいため、基本的には、ＶＶＭ７２等を通じて内部ＥＧ
Ｒガス量の変更制御を行いながら、燃料噴射量、噴射パターン、噴射タイミングを連続的
に変更していくことにより、ＮＯｘ、ＮＶＨ、及び煤の全てについて発生限界を回避しつ
つ、スムースな燃焼モードの移行が可能である。
【００６７】
　これに対し、後者の移行形態（つまり、領域Ａ２－領域Ａ３）では、移行前後における
、気筒内の酸素濃度の変化が比較的大きいため、ＶＶＭ７２等を通じて内部ＥＧＲガス量
の変更制御を行いながら、燃料噴射量、噴射パターン及び噴射タイミング等を連続的に変
更していったときに、ＮＶＨ及び煤の少なくとも一方の発生限界を回避することができな
い場合があり得る。
【００６８】
　このことについて、図４，５を参照しながら説明する。図４，５はそれぞれ、酸素濃度
－噴射時期の関係を示すマップであり、横軸における右側に行けばいくほど筒内の酸素濃
度が低くなり（言い換えると、ＥＧＲ量が多くなり）、横軸における左側に行けばいくほ
ど筒内の酸素濃度が高くなる（言い換えると、ＥＧＲ量が少なくなる）一方、縦軸におけ
る上側に行けばいくほど噴射時期が進角し、縦軸における下側に行けばいくほど噴射時期
が遅角する。またこのマップには、ＮＶＨ、煤（Ｓｏｏｔ）、ＮＯｘの許容限界と、失火
限界とがそれぞれ示されている。図中における１０Ｑ、１５Ｑ、及び２５Ｑはそれぞれ、
燃料噴射量を示しており、燃料噴射量の大小によって、ＮＶＨ、煤（Ｓｏｏｔ）及びＮＯ
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ｘの許容限界及び失火限界は、それぞれ変化する。具体的に、燃料噴射量の大小関係は、
１０Ｑ＜１５Ｑ＜２５Ｑであり、燃料噴射量が増量することに伴い各許容限界は拡大する
。
【００６９】
　先ず図４（ａ）は、エンジンの負荷上昇に伴い燃料噴射量が１５Ｑから２５Ｑに変更さ
れると共に、燃焼モードが予混合燃焼モードから拡散燃焼モードへ移行する場合の例を示
している。移行前の状態は、同図に白丸Ｐ１１で示され、この状態は、予混合燃焼モード
において比較的負荷の高い状態、つまり図３においては領域Ａ３に相当し、酸素濃度が低
い状態である。また、移行後の状態は、同図における黒丸Ｐ１２で示され、図３における
領域Ａ２に相当し、酸素濃度が高い状態である。ここで、白丸Ｐ１１から黒丸Ｐ１２に移
行する場合に、噴射時期を次第に遅角させると共に、酸素濃度を次第に高くしようとして
も、つまり、同図において白丸Ｐ１１から黒丸Ｐ１２に向かって斜め下向きに真っ直ぐに
延びる移行経路を設定しようとしても、白丸Ｐ１１と黒丸Ｐ１２との間では、２５ＱのＮ
ＶＨの許容限界と２５Ｑの煤の許容限界とが互いに重なっていることから、その移行経路
は、ＮＶＨの許容限界及び／又は煤の許容限界と干渉してしまう。仮に斜め下向きの移行
経路を設定してそれに沿うように、噴射時期及び酸素濃度を連続的に変化させた場合は、
ＮＶＨ及び煤が、その許容限界を必ず超えてしまう。尚、燃料噴射量を増量せずに１５Ｑ
のままで、白丸Ｐ１１から黒丸Ｐ１２に向かって斜め下向きに移行経路を設定しようとし
ても、１５ＱのＮＶＨの許容限界と１５Ｑの煤の許容限界とは、白丸Ｐ１１と黒丸Ｐ１２
との間で互いに接していることから、ＮＶＨ又は煤の許容限度のいずれかと干渉してしま
うことになる。従って、燃料噴射量を１５Ｑから２５Ｑに変更しつつ、燃焼モードを予混
合燃焼モードから拡散燃焼モードへ移行する場合は、白丸Ｐ１１から黒丸Ｐ１２への、最
短の移行経路は存在しない。
【００７０】
　一方、図４（ｂ）は、エンジンの負荷上昇に伴い燃料噴射量が１０Ｑから２５Ｑに変更
されると共に、燃焼モードが予混合燃焼モードから拡散燃焼モードへ移行する場合の例を
示している。移行前の状態は、同図に白丸Ｐ２１で示され、この状態は、予混合燃焼モー
ドにおいて比較的負荷の低い状態、つまり図３においては領域Ａ１に相当し、酸素濃度が
比較的高い状態である。また、移行後の状態は、同図における黒丸Ｐ２２で示される。こ
こで、白丸Ｐ２１から黒丸Ｐ２２に移行する場合は、燃料噴射量を２５Ｑに変更しつつ、
噴射時期を遅角させることによって、ＮＶＨの許容限度を回避しつつ、煤の許容限度も回
避することが可能である（同図の符号Ｌ２１，Ｌ２２，Ｌ２３を参照）。そうして、ＮＶ
Ｈ、煤、及びＮＯｘの全ての許容限界を回避しつつ、燃焼モードを予混合燃焼モードから
拡散燃焼モードへと移行することが可能であり、言い換えると、燃料噴射量を１０Ｑから
２５Ｑに変更しつつ、燃焼モードを予混合燃焼モードから拡散燃焼モードへ移行する場合
は、白丸Ｐ２１から黒丸Ｐ２２に向かって、燃料噴射態様及び気筒内の酸素濃度の双方を
連続的に変化させる最短の移行経路が存在している。
【００７１】
　図５（ａ）は、エンジンの負荷低下に伴い燃料噴射量が２５Ｑから１５Ｑに変更される
と共に、燃焼モードが拡散燃焼モードから予混合燃焼モードへ移行する場合の例を示して
いる。移行前の状態は、同図に白丸Ｐ３１で示され、図３における領域Ａ２に相当する。
一方、移行後の状態は、同図に黒丸Ｐ３２で示され、前述したように、予混合燃焼モード
において比較的負荷の高い状態、図３においては領域Ａ３に相当し、酸素濃度が低い状態
である。図４（ａ）と同様に、白丸Ｐ３１から黒丸Ｐ３２に移行する場合に、噴射時期を
次第に進角させると共に、酸素濃度を次第に低くしようとしても、つまり、同図において
白丸Ｐ３１から黒丸Ｐ３２に向かって斜め上向きに真っ直ぐに延びる移行経路を設定しよ
うとしても、その移行経路は、ＮＶＨの許容限界及び／又は煤の許容限界と干渉してしま
う。従って、燃料噴射量を２５Ｑから１５Ｑに変更しつつ、燃焼モードを拡散燃焼モード
から予混合燃焼モードへ移行する場合は、白丸Ｐ３１から黒丸Ｐ３２への最短の移行経路
は存在しない。
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【００７２】
　一方、図５（ｂ）は、エンジンの負荷低下に伴い燃料噴射量が２５Ｑから１０Ｑに変更
されると共に、燃焼モードが拡散燃焼モードから予混合燃焼モードへ移行する場合の例を
示している。移行前の状態は、同図における白丸Ｐ４１で示され、図３における領域Ａ２
に相当する。移行後の状態は、同図に黒丸Ｐ４２で示され、予混合燃焼モードにおいて比
較的負荷の低い状態、図３においては領域Ａ１に相当し、酸素濃度が比較的高い状態であ
る。ここで、白丸Ｐ４１から黒丸Ｐ４２に移行する場合は、燃料噴射量を２５Ｑから１０
Ｑに変更しつつ、噴射時期を進角させることによって、ＮＶＨの許容限度を回避しつつ、
煤の許容限度も回避することが可能である（同図の符号Ｌ４１，Ｌ４２を参照）。そうし
て、ＮＶＨ、煤、及びＮＯｘの全ての許容限界を回避しつつ、燃焼モードを予混合燃焼モ
ードから拡散燃焼モードへと移行することが可能であり、言い換えると、燃料噴射量を２
５Ｑから１０Ｑに変更しつつ、燃焼モードを拡散燃焼モードから予混合燃焼モードへ移行
する場合は、白丸Ｐ４１から黒丸Ｐ４２に向かって、燃料噴射態様及び気筒内の酸素濃度
の双方を連続的に変化させる最短の移行経路が存在している。
【００７３】
　このように、前記の例では１５Ｑから２５Ｑへの燃料噴射量の変更を伴う燃焼モードの
移行、及び、２５Ｑから１５Ｑへの燃料噴射量の変更を伴う燃焼モードの移行のように、
予混合燃焼モードにおける相対的に負荷の高い領域と拡散燃焼モードとの間で移行を行う
ときには、移行前後の酸素濃度差が大きいことに起因して、燃料噴射タイミングを連続的
に変更することができない場合がある。
【００７４】
　そこで、ここに開示するディーゼルエンジンＡでは、図４（ａ）及び図５（ａ）に白抜
きの矢印で示すように、白丸と黒丸との間に存在するＮＶＨや煤の許容限界を迂回するよ
うな移行経路を設定し、そこに沿うように燃料噴射態様及び気筒内の酸素濃度を変更させ
て、燃焼モードの移行を行う。
【００７５】
　具体的には、予混合燃焼モードから拡散燃焼モードへの移行時には、図４（ａ）に符号
Ｐ１４で示すように、燃料噴射タイミングを、拡散燃焼モードにおける燃料噴射タイミン
グ（Ｐ１２参照）よりもさらに遅角させる。これを拡散リタードモードと呼ぶ。
【００７６】
　図６（ｃ）は、拡散リタードモードにおける燃料噴射態様の一例を示しており、この燃
料噴射態様は、そのパターンは、拡散燃焼モードと同様に、主噴射と、前段噴射及び後段
噴射との３回の燃料噴射を実行するパターンである一方で、主噴射及び後段噴射の噴射タ
イミングを、拡散燃焼モードにおける主噴射及び後段噴射の噴射タイミングである第２の
タイミングよりも遅角させた第３のタイミングにしている（図６（ｂ）（ｃ）を参照）。
尚、前段噴射のタイミングは圧縮上死点前であって、これは、拡散燃焼モードでの前段噴
射のタイミングとほぼ同じである（図６（ｂ）参照）。ピストン３が下降する膨張工程中
において主噴射及び後段噴射を実行することで、燃料のミキシング性で有利になり、ＮＯ
ｘ及び煤の低減に有効であると共に、燃焼も緩慢になり、ＮＶＨの点で有利になる。つま
り、拡散リタードモードでは、図４（ａ）に符号Ｌ１２で示すように、燃料噴射タイミン
グを一気に、遅角側に変更することによって、ＮＶＨ及びＮＯｘの許容限界を回避するこ
とは勿論のこと、煤の許容限界も回避し得る。
【００７７】
　その後は、気筒２内の酸素濃度が変化することに応じて、煤の許容限界を回避しながら
、燃料噴射タイミングを、拡散燃焼モードの燃料噴射タイミングである第２のタイミング
に向かって進角させていき、最終的に、符号Ｐ１２で示される第２のタイミングにする（
同図の符号Ｌ１３参照）。こうして、ＮＶＨ、ＮＯｘ及び煤の許容限界を回避しながら、
Ｐ１１の予混合燃焼モードから、Ｐ１２の拡散燃焼モードへの移行が可能となる。
【００７８】
　ここで、前記の拡散リタードモードの実行開始は次のように設定してもよい。つまり、
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図４（ａ）に符号Ｌ１１で示すように、予混合燃焼モードから拡散燃焼モードへの切り替
え当初は、燃料噴射態様（つまり、燃料噴射量、噴射タイミング及び噴射パターン）を連
続的に変更していく通常制御をし、ＮＶＨ、煤、又はＮＯｘの許容限界を超えるときに（
同図の符号Ｐ１３参照）、拡散リタードモードを実行すべく、噴射パターンを拡散燃焼用
パターンに切り替えると共に、燃料噴射タイミングを第３のタイミングに一気に変更する
ようにしてもよい。
【００７９】
　ここで、主噴射を大きく遅角させると失火となってしまうことから、第３のタイミング
は失火限界を超えない範囲で設定される。従って、第３のタイミングは、符号Ｐ１４で示
すように、煤の許容限界と失火限界との間に設定されることになる。また、燃費の悪化を
抑制する観点からは、第３のタイミングはできるだけ早いことが望ましく、このため第３
のタイミングは、煤の許容限界の近傍に設定され、煤の許容限界に沿って第２のタイミン
グへと変更されることになる。
【００８０】
　これとは逆の拡散燃焼モードから予混合燃焼モードへの移行時には、図５（ａ）に符号
Ｐ３３で示すように、燃料噴射タイミングを、拡散燃焼モードにおける燃料噴射タイミン
グＰ３１よりもさらに遅角させる拡散リタードモードを実行する（同図のＬ３１参照）。
これによって、ＮＶＨ及びＮＯｘの許容限界は勿論のこと、煤の許容限界をも回避するよ
うにする。そうして、気筒２内の酸素濃度が低下することに応じて、煤の許容限界を回避
しながら燃料噴射タイミングを遅角させる。具体的には、燃料噴射量を２５Ｑから１５Ｑ
へと変更することによって、１５Ｑでの煤の許容限界に沿うように噴射タイミングを遅角
させていけばよい（同図の符号Ｌ３２参照）。このことにより、燃費の悪化が回避される
。そうして、予混合燃焼モードに移行した場合に、ＮＶＨの許容限界を回避し得るような
酸素濃度になるまで待ち、ＮＶＨを回避し得る状態となった時点で（Ｐ３４参照）、予混
合燃焼モードとして設定されている噴射タイミングである第１のタイミングに一気に進角
させる（Ｌ３３，Ｐ３５参照）。その後は、酸素濃度の変化に伴い、所定の予混合燃焼モ
ードの状態へと移行することになる（Ｌ３４，Ｐ３２参照）。こうして、ＮＶＨ及び煤の
許容限界を回避しながら、Ｐ３１の拡散燃焼モードからＰ３２の予混合燃焼モードへの移
行が可能となる。
【００８１】
　ここで、前記と同様に、主噴射を大きく遅角させると失火となってしまうことから、第
３のタイミングは失火限界を超えない範囲で設定されるが、燃費を可及的に低減させる観
点からは、図４（ａ）に符号Ｌ３２を付して示すように、煤の許容限界の付近において、
その許容限界に沿うように、噴射タイミングを遅角させることが好ましい。
【００８２】
　次に、図７，８を参照しながら、ＥＣＵ４０が実行する燃焼モードの移行制御について
説明する。図７は、予混合燃焼モードから拡散燃焼モードへの移行制御に係り、これは、
図４（ａ）（ｂ）に対応する。このフローは、アクセル開度センサ５６の検出結果に基づ
いて、予混合燃焼モードから拡散燃焼モードへの移行要求があったときにスタートする。
【００８３】
　先ずステップＳ７１では、例えばＯ２センサ５３の検出値、つまり、排気通路２６内の
酸素濃度の検出結果に基づいて、気筒２内の酸素濃度を予測し、現状の気筒２内の酸素濃
度で煤の許容限界を超えないか否かを判定する。煤の許容限界を超えないとき（ＹＥＳの
とき）にはステップＳ７２に移行をして、通常制御を実行する。この通常制御は、予混合
燃焼モードから拡散燃焼モードへの移行経路を設定して、それに沿うように燃料噴射態様
（つまり、燃焼噴射パターン、噴射タイミング及び噴射量）を次第に変更していくと共に
、ＥＧＲ弁３５，４５及びＶＶＭ７２の制御を通じて気筒２内の酸素濃度を次第に変更し
ていく（ここではＥＧＲ量を減量していき、酸素濃度を高くしていく）制御である。これ
によって、図４（ａ）に示すマップ上では、Ｌ１１に示すように状態が移行してＰ１３に
至ると共に、図４（ｂ）に示すマップ上では、Ｌ２１、Ｌ２２及びＬ２３に示すように状
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態が移行する。
【００８４】
　続くステップＳ７７では、燃焼モードの移行が完了したか否かを判定し、移行が完了し
たとき（ＹＥＳのとき）にはフローは終了する。一方、移行が完了していないとき（ＮＯ
のとき）には、ステップＳ７１に戻る。従って、前記の通常制御を実行している最中であ
っても、気筒２内の状態が、煤の許容限界を超える状態に変化すれば、通常制御を止めて
、ステップＳ７３に移行することになる。
【００８５】
　ステップＳ７１で、煤の許容限界を超えると判定されたときには、ステップＳ７３に移
行して、拡散リタードモードを実行する。つまり、続くステップＳ７４で、煤の許容限界
及び失火限界に基づいて、拡散燃焼用燃料噴射の遅角量を設定する。つまり、前述した煤
の許容限界を回避する第３のタイミングを設定すると共に、その第３のタイミングに基づ
いて、前段噴射、主噴射及び後段噴射をそれぞれ実行する。これによって、図４（ａ）に
示すマップ上では、Ｌ１２に示すように状態が移行してＰ１４に至る。
【００８６】
　その後は、気筒２内の酸素濃度の変化に応じて、煤の許容限界を超えない範囲で、燃料
噴射タイミングを、拡散燃焼モードの噴射タイミングである第２のタイミングに向かって
進角していき（ステップＳ７５参照）、燃焼モードの移行が完了するまで噴射タイミング
の進角を継続する（ステップＳ７６参照）。これによって、図４（ａ）に示すマップ上で
は、Ｌ１３に示すように状態が移行する。
【００８７】
　そうして、拡散燃焼用燃料噴射のタイミングが、拡散燃焼モードでの噴射タイミングと
なって燃焼モードの移行が完了することで（言い換えると、ステップＳ７６の判定がＹＥ
Ｓになることで）、フローは終了する。
【００８８】
　図８は、拡散燃焼モードから予混合燃焼モードへの移行制御に係り、これは、図５（ａ
）（ｂ）に対応する。このフローは、アクセル開度センサ５６の検出結果に基づいて、拡
散燃焼モードから予混合燃焼モードへの移行要求があったときにスタートする。
【００８９】
　先ずステップＳ８１では、例えばＯ２センサ５３の検出値に基づいて予測した気筒２内
の酸素濃度に基づき、現在の状態で、予混合燃焼モードの燃料噴射態様に変更した場合に
、ＮＶＨの許容限界を回避し得るか否かを判定する。このステップではまた、ＮＯｘの許
容限界も考慮して、ＮＶＨの許容限界及びＮＯｘの許容限界を共に回避し得るか否かを判
定してもよい。ステップＳ８１の判定でＹＥＳのときには、ステップＳ８２に移行をして
、通常制御を実行する。この通常制御は、拡散燃焼モードから予混合燃焼モードへの移行
経路を設定して、それに沿うように燃料噴射態様（つまり、燃焼噴射パターン、噴射タイ
ミング及び噴射量）を次第に変更していくと共に、ＥＧＲ弁３５，４５及びＶＶＭ７２の
制御を通じて気筒２内の酸素濃度を次第に変更していく（ここではＥＧＲ量を増量してい
き、酸素濃度を低くしていく）制御である。これによって、図４（ｂ）に示すマップ上で
は、Ｌ４１、Ｌ４２に示すように状態が移行する。
【００９０】
　続くステップＳ８５では、燃焼モードの移行が完了したか否かを判定し、移行が完了し
たとき（ＹＥＳのとき）にはフローは終了する。一方、移行が完了していないとき（ＮＯ
のとき）には、ステップＳ８１に戻る。
【００９１】
　ステップＳ８１でＮＶＨの許容限界を超えてしまうと判定されたとき（ＮＯのとき）に
は、ステップＳ８３に移行し、拡散リタードモードを実行する。つまり、続くステップＳ
８４で、煤の許容限界及び失火限界に基づいて、拡散燃焼用燃料噴射のタイミングの遅角
量を設定する。具体的には、前述した煤の許容限界を回避する第３のタイミングを設定す
ると共に、その第３タイミングに基づいて、前段噴射、主噴射及び後段噴射をそれぞれ実
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行する。これによって、図５（ａ）に示すマップ上では、Ｌ３１，Ｌ３２に示すように状
態が移行して、Ｐ３３，Ｐ３４に至る。尚、第３のタイミングを第２のタイミングより遅
角しなくても、煤の許容限界を回避し得る場合には、遅角量を０（ゼロ）としてもよい。
【００９２】
　そうして、ステップＳ８４において、煤の許容限界を回避するために第３のタイミング
を遅角しながら、気筒２内の酸素濃度が変化するのを待ち、ステップＳ８１の判定でＮＶ
Ｈの許容限界を回避し得る状態になったときには、ステップＳ８２に移行をして、拡散リ
タードモードから通常制御に切り替える。これに伴い、燃料噴射パターンは、予混合燃焼
用パターンに切り替わると共に、その噴射タイミングも、第１のタイミングへと一気に進
角する。つまり、図５（ａ）に示すマップ上では、Ｌ３３に示すように状態が移行してＰ
３５に至る。
【００９３】
　その後は、移行が完了するまで通常制御を継続することで、図５（ａ）に示すマップ上
では、Ｌ３４に示すように状態が移行し、酸素濃度が所定の状態となって移行が完了した
ときにフローが終了する。
【００９４】
　このように、前記のディーゼルエンジンＡでは、エンジン本体１の負荷上昇に伴い予混
合燃焼モードから拡散燃焼モードへ移行する際には、燃料噴射パターンを予混合燃焼用パ
ターンから拡散燃焼用パターンに切り替えた上で、その燃料噴射のタイミングを、拡散燃
焼モードの噴射タイミングである第２のタイミングよりもさらに遅い第３のタイミングに
設定している。これによって、ＮＶＨ及び排気エミッションの問題を回避した状態で、気
筒２内の酸素濃度の変化を待つことになり、酸素濃度の変化に応じて、燃料噴射タイミン
グを第３のタイミングから第２のタイミングに向かって変更していくことで、燃焼モード
の移行を完了させることが可能になる。
【００９５】
　逆に、エンジン本体１の負荷低下に伴い拡散燃焼モードから予混合燃焼モードへ移行す
る際には、燃料噴射パターンを拡散燃焼用パターンのままにして、その燃料噴射のタイミ
ングを、拡散燃焼モードの第２のタイミングよりもさらに遅い第３のタイミングに設定す
る。これによって、前記と同様に、ＮＶＨ及び排気エミッションの問題を回避した状態で
、気筒２内の酸素濃度の変化を待つことになり、酸素濃度の変化に伴い予混合燃焼モード
に切り替えることが可能な状態になれば、燃料噴射パターンを予混合燃焼用パターンに切
り替えると共に、燃料噴射タイミングを第３のタイミングから、予混合燃焼モードの第１
のタイミングに一気に変更することで、燃焼モードの移行を完了させることが可能になる
。
【００９６】
　こうした拡散リタードモードは、燃焼モードの移行に際し、燃料噴射態様及び気筒２内
の酸素濃度を連続的に変化させた場合に、ＮＶＨ又は排気エミッションが許容限界を必ず
超えてしまうようなときでも、ＮＶＨ又は排気エミッションの許容限界を超えずに燃焼モ
ードを移行することを可能にする。
【００９７】
　一方で、前記の拡散リタードモードは燃費の点では不利であるため、前述したように、
燃焼モードの移行に際し燃料噴射態様及び気筒２内の酸素濃度を連続的に変化させた場合
に、ＮＶＨ又は排気エミッションが許容限界を必ず超えてしまうようなときに限って実行
し、それ以外のときには禁止する（つまり、通常制御を実行する）ことにより、燃費の向
上に寄与し得る（図３の白抜きの矢印も参照）。
【００９８】
　（実施形態２）
　図９は、実施形態２に係る各燃焼モードでの燃料噴射態様の一例を示している。実施形
態２では、予混合燃焼モードと拡散燃焼モード（拡散リタードモードを含む）との間で、
相互に燃焼モードを切り替える際に、移行燃焼モードを行う。この移行燃焼モードは、燃
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焼モードの切り替えの際に燃焼音の音質が急変することに起因する乗員の違和感を回避又
は軽減するためのモードである。
【００９９】
　先ず、図９（ａ）に示す予混合燃焼モードの燃料噴射態様は、図６（ａ）に示す燃料噴
射態様と同様に、圧縮行程中の早いタイミングで気筒２内に、３回の燃料噴射を実行する
。このことにより、噴射された燃料は空気と十分に混合された状態で圧縮上死点付近にお
いて自着火により燃焼する。ここでは、３回の燃料噴射の内の２回目の燃料噴射付近のタ
イミングを、予混合燃焼モードの燃料噴射タイミング、つまり第１のタイミングと定義す
る。
【０１００】
　次に、図９（ｂ）に示す拡散燃焼モードの燃料噴射態様は、図６（ｂ）に示す燃料噴射
態様とは若干異なり、圧縮上死点付近の主噴射に先立って、２回の前段噴射を実行する。
２回の前段噴射の内の、最初の前段噴射は、主噴射に対し比較的離れたタイミングで実行
されるパイロット噴射であり、このパイロット噴射は、燃料の予混合性を高めると共に、
空気利用率を向上させる。一方、次の前段噴射は、主噴射に対し比較的近いタイミングで
実行されるプレ噴射である。このプレ噴射は、パイロット噴射と組み合わさることによっ
て、主燃焼前のプレ燃焼を生起させ、気筒２内を着火しやすい状態にする。このことは、
主噴射の実行により噴射された燃料の着火遅れを短くして、主燃焼を緩慢にし、熱発生率
の急上昇を回避又は抑制する。つまり、複数回の前段噴射は、燃焼騒音を低減する上で有
利になる。
【０１０１】
　また、図９（ｂ）に示す拡散燃焼モードの燃料噴射態様では、主噴射の後に実行される
後段噴射を含んでいる。この後段噴射は、図６（ｂ）に示す燃料噴射態様における後段噴
射とは若干異なり、主噴射に対して所定間隔を空けて実行される。こうした後段噴射は、
主燃焼の熱発生率のピークを経過した後の、膨張行程にある気筒２内の温度が低下するこ
とを抑制し、気筒２内の温度を高い温度に保持する。このことは、キャビティ外の空気を
利用しながら、燃焼の初期や中期に発生した煤の酸化を促進させて、煤の排出を低減する
上で有利である。この拡散燃焼モードの燃料噴射態様の燃料噴射タイミング、つまり第２
のタイミングは、圧縮上死点付近の主噴射のタイミングと定義する。
【０１０２】
　次に、図９（ｃ）に示す拡散リタードモードの燃料噴射態様は、図９（ｂ）に示す拡散
燃料モードの燃料噴射態様と比較して、その主噴射のタイミングのみを遅角させ、パイロ
ット噴射、プレ噴射及び後段噴射のタイミングはそれぞれ、拡散燃料モードの燃料噴射態
様と実質的に同じタイミングに設定している。このことは、前述した、パイロット噴射及
びプレ噴射による、主燃焼前のプレ燃焼の生起や、後段噴射による煤の酸化効果は、その
まま維持しながら、予混合燃焼モードと拡散燃焼モードとの間で相互に移行する際の、主
噴射のリタードによるＮＶＨ及び排気エミッションの許容限界の回避が実現する。拡散リ
タードモードの燃料噴射タイミングは、その遅角させた主噴射のタイミングによって定義
され（つまり、第３のタイミング）、この第３のタイミングは、前述したとおり、気筒２
内の酸素濃度の変化に合わせて変更する。
【０１０３】
　そうして、図９（ｄ）に示す移行燃焼モードでは、図９（ａ）に示す予混合燃焼モード
の燃料噴射タイミングである第１のタイミング付近で行う燃料噴射及びその直後の燃料噴
射と、図９（ｂ）に示す拡散燃焼モードの燃料噴射タイミングである第２のタイミング付
近で行う燃料噴射及び後段噴射のタイミング付近で行う燃料噴射との、合計４回の燃料噴
射を含む。この燃料噴射態様は、言い換えると、予混合燃焼モードの燃料噴射態様に含ま
れる、圧縮行程中の３回の燃料噴射の間隔をそれぞれ広げつつ、４回の燃料噴射を行う拡
散燃焼モードの燃料噴射形態に近づける燃料噴射態様である。
【０１０４】
　ここで、図１０は、予混合燃焼、拡散燃焼及び移行燃焼それぞれの、燃焼音の特性を比
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較しており、同図における横軸は周波数帯、縦軸は音圧である。これによると、予混合燃
焼の燃焼音は、図１０の破線で示すように、比較的低周波数帯では、拡散燃焼の燃焼音（
図１０の一点鎖線参照）よりも音圧が高い一方で、比較的高周波数帯では、拡散燃焼の燃
焼音よりも音圧が低くなるような特性を有している。この燃焼音の特性の相違（音質の相
違）が、燃焼モードの切り替えの際に燃焼音の音質の急変を招く。
【０１０５】
　これに対し、移行燃焼は、前述の通り、予混合燃焼モードの燃料噴射タイミングに対応
する第１のタイミング付近で行う燃料噴射と、拡散燃焼モードの燃料噴射タイミングに対
応する第２のタイミング付近で行う燃料噴射との双方を含んでいる。この例ではさらに、
拡散燃焼モードの後段噴射のタイミング付近で行う燃料噴射も含んでいる。このことによ
り、図１０に実線で示すように、この移行燃焼の燃焼音の特性は、予混合燃焼及び拡散燃
焼の中間の特性を有する。つまり、移行燃焼の燃焼音の音圧は、低周波数帯から高周波数
帯までの広い周波数帯域において、予混合燃焼と拡散燃焼との間に位置している。
【０１０６】
　このため、予混合燃焼モードから拡散燃焼モードへの移行、及び、拡散燃焼モードから
予混合燃焼モードへの移行に先立って、移行燃焼モードを実行することは、燃焼音の音質
が急変してしまうことを回避する。
【０１０７】
　図１１は、予混合燃焼モード、拡散燃焼モード及び移行燃焼モードの遷移を説明する図
であり、同図は、横軸が時間、縦軸が気筒２内の酸素濃度である。ここでは、図１１にＰ
５１で示す予混合燃焼モードの状態からアクセルペダルの踏み込みに伴いエンジンの負荷
が増大して、Ｐ５２で示す拡散燃焼モードの状態へと移行する場合を例に説明を行う。こ
の例は、移行の前後で気筒２内の酸素濃度の差が大きいため、拡散リタードモードを実行
する例である。
【０１０８】
　先ず、Ｐ５１の予混合燃焼モードの状態では、図９（ａ）に示すように、圧縮行程中に
おいて３回の燃料噴射が実行され、ＰＣＩ燃焼が行われる。そうして、アクセルペダルの
踏み込みに伴い燃料噴射量が増大したときには、気筒２内の酸素濃度は、一時的に低下す
るようになる。つまり、気筒２内の酸素濃度は、図１１に一点鎖線で示すようにＰ５１か
らＰ５２まで単調に高まるのではなく、同図に実線で示すように、一旦、低下し、その後
、酸素濃度が徐々に高まるようになる。このＰ５１の状態から酸素濃度が最も低くなるＰ
５３までの間は、予混合燃焼モードがそのまま継続される。その後、アクセルペダルの踏
み込み操作に対し遅れていたＥＧＲ制御が追従し始め、気筒２内の酸素濃度が次第に高ま
るが、このＰ５３の状態から、Ｐ５４に示されるように、酸素濃度が当初の酸素濃度より
も若干高くなるまでの間において、前述した移行燃焼モードが実行される（図９（ｄ）参
照）。拡散燃焼モードへ移行する前に、移行燃焼モードを実行することで、燃焼音の音質
の急変が回避される。
【０１０９】
　そうして、気筒２内の酸素濃度がＰ５４に示される状態になれば、拡散燃焼モードへと
移行する。この場合、移行直後は、拡散リタードモードとなる。つまり、図９（ｃ）に示
すように、主噴射のタイミングのみが遅角される。これによって、前述の通り、ＮＶＨ及
び排気エミッションの許容限界の回避が実現する。
【０１１０】
　その後、気筒２内の酸素濃度が高まるに従い、主噴射のタイミングを次第に進角させる
。そうして、主噴射が、図９（ｂ）に示すように所定のタイミングとなり、気筒２内の酸
素濃度がＰ５２の状態に到達することで、燃焼モードの移行が完了する。
【０１１１】
　予混合燃焼モードから拡散燃焼モードへの移行時にＥＣＵ４０が実行する制御フローは
、図１２（ａ）に示すように、図７のフローチャートにおけるステップＳ７３とステップ
Ｓ７４との間に、移行燃焼モードを実行するステップＳ７８が追加されることになる。ま
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た、図１２（ｂ）に示すように、図７のフローチャートにおけるステップＳ７２が、ステ
ップＳ７９に置き換えられる。ステップＳ７９は、ステップＳ７２の通常制御のステップ
と実質的に同じであるが、拡散燃焼モードへの移行の前に、前述した移行燃焼モードを実
行することが追加されている。
【０１１２】
　尚、図４（ａ）と図１１とは、Ｐ１１とＰ５１、Ｐ１２とＰ５２、Ｐ１４とＰ５４とが
それぞれ対応し、Ｐ５３は、Ｐ１１からＰ１３までの間に対応する。
【０１１３】
　一方、拡散燃焼モードから予混合燃焼モードへの移行時に、ＥＣＵ４０が実行する制御
フローは、図１３に示すように、図８のフローチャートにおけるステップＳ８２が、ステ
ップＳ８６に置き換えられる。ステップＳ８６は、ステップＳ８２の通常制御のステップ
と実質的に同じであるが、予混合燃焼モードへの移行の前に、前述した移行燃焼モードを
実行することが追加されている。
【０１１４】
　こうして、予混合燃焼モードから拡散燃焼モードへの移行、及び、拡散燃焼モードから
予混合燃焼モードへの移行のそれぞれにおいて、移行燃焼モードを介在させることによっ
て、燃焼音の音質が急変することが回避され、乗員の違和感を回避又は軽減することが可
能になる。
【０１１５】
　尚、図６に示す各燃焼モードの燃料噴射態様と、図９に示す各燃焼モードの燃料噴射態
様とは、相互に入れ替えることが可能である。
【符号の説明】
【０１１６】
１　エンジン本体
２　気筒
３　ピストン
３１　キャビティ
３５　第１のＥＧＲ弁（ＥＧＲ量制御手段）
４０　ＥＣＵ（噴射制御手段、ＥＧＲ量制御手段）
４５　第２のＥＧＲ弁（ＥＧＲ量制御手段）
５　インジェクタ（燃料噴射弁）
７２　ＶＶＭ（ＥＧＲ量制御手段）
８１　吸気弁
８２　排気弁
Ａ　ディーゼルエンジン
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【図１３】



(29) JP 5392293 B2 2014.1.22

10

20

30

40

50

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｆ０２Ｂ  23/06     (2006.01)           Ｆ０２Ｄ  43/00    ３０１Ｚ          　　　　　
   　　　　                                Ｆ０２Ｄ  45/00    ３１２Ａ          　　　　　
   　　　　                                Ｆ０２Ｄ  45/00    ３１４Ｈ          　　　　　
   　　　　                                Ｆ０２Ｄ  13/02    　　　Ｋ          　　　　　
   　　　　                                Ｆ０２Ｂ  23/06    　　　Ａ          　　　　　

(74)代理人  100117581
            弁理士　二宮　克也
(74)代理人  100117710
            弁理士　原田　智雄
(74)代理人  100124671
            弁理士　関　啓
(74)代理人  100131060
            弁理士　杉浦　靖也
(74)代理人  100131200
            弁理士　河部　大輔
(74)代理人  100131901
            弁理士　長谷川　雅典
(74)代理人  100132012
            弁理士　岩下　嗣也
(74)代理人  100141276
            弁理士　福本　康二
(74)代理人  100143409
            弁理士　前田　亮
(74)代理人  100157093
            弁理士　間脇　八蔵
(74)代理人  100163186
            弁理士　松永　裕吉
(74)代理人  100163197
            弁理士　川北　憲司
(74)代理人  100163588
            弁理士　岡澤　祥平
(72)発明者  森永　真一
            広島県安芸郡府中町新地３番１号　マツダ株式会社内
(72)発明者  志茂　大輔
            広島県安芸郡府中町新地３番１号　マツダ株式会社内
(72)発明者  林原　寛
            広島県安芸郡府中町新地３番１号　マツダ株式会社内
(72)発明者  谷村　兼次
            広島県安芸郡府中町新地３番１号　マツダ株式会社内

    審査官  吉村　俊厚

(56)参考文献  特開２００９－１１４８５７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－０４６３０３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１２４７３２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－１４８１２８（ＪＰ，Ａ）　　　



(30) JP 5392293 B2 2014.1.22

10

              特開２００９－２９９４９６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－２９１０９９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－１１４８８８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ０２Ｄ　　４１／０４　　　　
              Ｆ０２Ｂ　　２３／０６　　　　
              Ｆ０２Ｄ　　１３／０２　　　　
              Ｆ０２Ｄ　　４１／３８　　　　
              Ｆ０２Ｄ　　４３／００　　　　
              Ｆ０２Ｄ　　４５／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

