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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃焼室内に燃料を噴射する燃料噴射弁と、この燃料噴射弁に高圧の燃料を供給する高圧
ポンプとを備えるエンジンの燃圧制御装置であって、
　演算された燃料噴射パルス幅が、予め設定された最小燃料噴射パルス幅よりも小さく且
つ燃焼室内での燃料霧化悪化の影響が少ない所定の条件下にあるとき、上記高圧ポンプの
燃圧を低下させる燃圧低下手段を有し、
　上記所定の条件は、筒内温度を示すパラメータが高いときであることを特徴とするエン
ジンの燃圧制御装置。
【請求項２】
　演算された燃料噴射パルス幅が、予め設定された最小燃料噴射パルス幅よりも小さく且
つ燃焼室内での燃料霧化悪化の影響が少ない所定の条件下にないとき、上記高圧ポンプの
燃圧の低下を抑制し、スロットル弁を介した流入空気量の低下を抑制すると共に点火時期
をリタードする制御手段をさらに有する請求項１に記載のエンジンの燃圧制御装置。
【請求項３】
　上記燃圧低下手段により上記高圧ポンプの燃圧が低下されたとき、燃焼室内での燃焼が
安定しない所定の回転数以下及び所定の空気量以下では、上記燃料噴射弁の燃料噴射パル
ス幅を増大させる噴射パルス幅増大手段をさらに有する請求項１に記載のエンジンの燃圧
制御装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エンジンの燃圧制御装置に係り、特に、燃焼室内に燃料を噴射する燃料噴射
弁と、この燃料噴射弁に高圧の燃料を供給する高圧ポンプとを備えるエンジンの燃圧制御
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　燃焼室内に直接燃料を噴射する、いわゆる、直噴エンジンにおいては、一般に、インジ
ェクタで噴射する燃料は高圧であることが求められ、そのため、直噴エンジンには、燃料
タンクから供給される燃料の圧力を高める高圧ポンプが設けられ、この高圧ポンプからイ
ンジェクタに燃料が供給されるようになっている。
【０００３】
　また、このようなインジェクタは、所定の燃圧を維持した状態で、目標とする空燃比が
得られるような燃料噴射量を得るように、燃料噴射パルス幅（開弁時間）が制御されるよ
うになっている。即ち、所定の燃圧を維持した状態では、燃料噴射パルス幅にほぼ比例し
た燃料噴射量が得られる。ここで、燃料噴射パルス幅が、所定の最小燃料噴射パルス幅以
下になると、燃料噴射パルス幅に比例した燃料噴射量が得られず、燃料噴射量の直線性が
保たれない領域が存在することが知られている。そして、所定の燃圧を維持した状態では
、このような最小燃料噴射パルス幅に対応した、直線性が保たれる最小燃料噴射量も自ず
と定まる。
【０００４】
　このような領域において、要求燃料噴射量がそのような最小燃料噴射量以下の場合、即
ち、要求燃料噴射パルス幅が最小燃料噴射パルス幅以下の場合、燃圧を低下させれば燃料
噴射量は減少するので、燃料噴射パルス幅を最小燃料噴射パルス幅以下にしなくても、要
求燃料噴射量が得られることも知られている。
【０００５】
　例えば、特許文献１には、要求燃料噴射パルス幅が最小パルス幅以下の領域で、燃圧を
低下させるエンジンの燃料制御装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開昭６２－１０１８５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、直噴エンジンにおいては、インジェクタにより、吸気行程から圧縮行程
の間に高圧で燃料を噴射することにより燃料の霧化を促進して、霧化された燃料を気化さ
せ、蒸発率を高めるようにしている。従って、要求燃料噴射量が、上述したような最小燃
料噴射量以下の場合（要求燃料噴射パルス幅が最小燃料噴射パルス幅以下の場合）、燃圧
を低下させてしまうと、燃料の霧化の促進が悪化し、その結果、燃料の気化及び蒸発も不
十分となり、点火時の燃焼が不安定となってしまうという問題が生じる。
【０００８】
　本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、燃料の霧化が悪化す
ることを抑制しつつ、最小燃料噴射パルス幅より小さい燃料噴射パルス幅の使用を抑制す
ることが出来るエンジンの燃圧制御装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を達成するために本発明は、燃焼室内に燃料を噴射する燃料噴射弁と、この
燃料噴射弁に高圧の燃料を供給する高圧ポンプとを備えるエンジンの燃圧制御装置であっ
て、演算された燃料噴射パルス幅が、予め設定された最小燃料噴射パルス幅よりも小さく
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且つ燃焼室内での燃料霧化悪化の影響が少ない所定の条件下にあるとき、高圧ポンプの燃
圧を低下させる燃圧低下手段を有し、所定の条件は、筒内温度を示すパラメータが高いと
きであることを特徴としている。
　このように構成された本発明においては、演算された燃料噴射パルス幅が、予め設定さ
れた最小燃料噴射パルス幅よりも小さく且つ燃焼室内での燃料霧化悪化の影響が少ない所
定の条件下にあるとき、高圧ポンプの燃圧を低下させるので、燃圧低下による燃料の霧化
が悪化することを抑制して、燃焼安定性を確保することが出来る。さらに、燃圧を低下さ
せることにより、最小燃料噴射パルス幅より小さい燃料噴射パルス幅の使用を抑制するこ
とが出来るので、空燃比のずれを抑制して、目標とする空燃比を得ることが出来る。
　さらに、本発明において、所定の条件は、筒内温度を示すパラメータが高いときである
。これにより、筒内温度が高いときは燃料の気化霧化の条件が良いので、燃圧を低下させ
ても燃料の霧化の悪化の影響を小さくできる。
【００１２】
　本発明において、好ましくは、演算された燃料噴射パルス幅が、予め設定された最小燃
料噴射パルス幅よりも小さく且つ燃焼室内での燃料霧化悪化の影響が少ない所定の条件下
にないとき、上記高圧ポンプの燃圧の低下を抑制し、スロットル弁を介した流入空気量の
低下を抑制すると共に点火時期をリタードする制御手段をさらに有する。
　このように構成された本発明においては、燃料霧化悪化の影響が少なくない条件下では
、燃料噴射パルス幅が最小燃料噴射パルス幅よりも小さくならないよう空気量の低下を抑
制し、点火時期のリタードによりトルク制御することにより、燃料の霧化が悪化すること
を抑制しつつ、最小燃料噴射パルス幅に相当するトルク制御を行うことが出来る。
【００１３】
　本発明において、好ましくは、燃圧低下手段により上記高圧ポンプの燃圧が低下された
とき、燃焼室内での燃焼が安定しない所定の回転数以下及び所定の空気量以下では、上記
燃料噴射弁の燃料噴射パルス幅を増大させる噴射パルス幅増大手段をさらに有する。
　このように構成された本発明においては、燃圧の低下により燃料の霧化が悪化すること
を抑制しつつ、燃料噴射パルス幅を増大させることにより燃料を増量して、燃焼室内の混
合気をリッチにすることにより、燃焼安定性を安定させることが出来る。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によるエンジンの燃圧制御装置によれば、燃料の霧化が悪化することを抑制しつ
つ、最小燃料噴射パルス幅より小さい燃料噴射パルス幅の使用を抑制することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施形態による燃圧制御装置を備えたエンジンの概略構成図である。
【図２】本発明の実施形態による燃圧制御装置の構成を模式的に示す概略構成図である。
【図３】本実施形態によるインジェクタの燃料噴射パルス幅と燃料噴射量との関係を示す
線図である。
【図４】本発明の実施形態による燃圧制御装置により実行される制御の制御フローを示す
フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、添付図面を参照して、本発明の実施形態によるエンジンの燃圧制御装置を説明す
る。
　先ず、図１及び図２により、本発明の実施形態によるエンジンの燃圧制御装置を備えた
エンジンの概略構成及び本発明の実施形態によるエンジンの燃圧制御装置を説明する。図
１は本発明の実施形態による燃圧制御装置を備えたエンジンの概略構成図であり、図２は
本発明の実施形態による燃圧制御装置の構成を模式的に示す概略構成図である。
【００１７】
　先ず、図１に示すように、エンジン１は、燃焼室２ａを形成するシリンダ２と、このシ



(4) JP 5598665 B2 2014.10.1

10

20

30

40

50

リンダ２内で往復運動するピストン４と、このピストン４に一端が連結されたコネクティ
ングロッド６と、このコネクティングロッド６の他端が連結されたクランクシャフト８と
、燃焼室２ａに燃料を供給する燃料供給装置１０とを有する。
【００１８】
　また、エンジン１の燃焼室２ａに空気を供給する吸気系統には、吸気を浄化するエアク
リーナ１２と、このエアクリーナ１２から吸気ポート２０まで延びる吸気通路１３とが設
けられ、吸気通路１３には、エアクリーナ１２を介して吸入された空気の温度及び流量を
検出する吸気温／流量センサ１４と、吸入空気量を変化させる電子制御スロットルバルブ
１６と、このスロットルバルブ１６の開度を検出するスロットルバルブセンサ１８とが設
けられている。これらの吸気系統を介して吸入された空気は、燃焼室２ａの吸気開口に連
通した吸気ポート２０及びその吸気開口を開閉する吸気弁２２を介して、燃焼室２ａ内に
流入する。また、エンジン１は、燃焼室２ａ内に流入した空気に燃料を噴射することによ
って得られる混合気を燃焼させる点火プラグ２３を有する。
【００１９】
　燃焼室２ａ内で燃焼された排気ガスは、燃焼室２ａの排気開口に連通した排気ポート２
４及び排気開口を開閉する排気弁２６を介して、エンジン１の排気系統に排出される。エ
ンジン１の排気ガスを排気する排気系統には、空燃比を検出するためのリニアＯ2センサ
２８、ラムダＯ2センサ３２と、第１触媒３０及び第２触媒３４とが設けられている。
【００２０】
　また、エンジン１は、クランクシャフト８の回転角を検出するクランク角センサ３６と
、エンジンのシリンダブロックのウォータージャケットを流れるエンジン冷却水の温度を
検出するエンジン水温センサ３８とを有する。
【００２１】
　次に、図１に示すように、燃料供給装置１０は、燃料を貯留する燃料タンク４０と、こ
の燃料タンク４０内の燃料を圧送する低圧燃料ポンプ４２と、この低圧燃料ポンプ４２に
よって圧送された燃料を濾過する燃料フィルタ４４と、低圧燃料ポンプによる加圧圧力を
一定にする圧力レギュレータ４６と、低圧燃料ポンプ４２から圧送された燃料を加圧する
高圧燃料ポンプ４８と、高圧燃料ポンプ４８によって加圧された燃料の圧力を検出する燃
料圧力センサ５０と、高圧燃料ポンプ４８によって加圧された燃料を燃焼室２ａ内に噴射
する燃料噴射弁であるインジェクタ５２と、このインジェクタ５２に供給される圧力が所
定の圧力以上になったとき、加圧された燃料を高圧燃料ポンプ４８の上流側に戻す第２燃
料圧力調整手段であるリリーフ弁５４とを有する。
【００２２】
　次に、図１に示すように、エンジン１は、蒸発燃料制御装置６０を有する。この蒸発燃
料制御装置６０は、燃料タンク４０内の蒸発燃料を蓄える吸着剤（例えば活性炭など）が
充填されたキャニスタ６２と、燃料タンク４０とキャニスタ６２とを連通し、燃料タンク
４０の空間部に滞留する蒸発燃料をキャニスタ６２にリリーフするリリーフ通路６４とを
有する。キャニスタ６４には、このキャニスタ６４から延設され、先端が大気に開放され
た大気開放通路６５が設けられている。
【００２３】
　また、蒸発燃料制御装置６０は、キャニスタ５２と吸気系統の吸気通路１３におけるス
ロットルバルブ１６の下流側部分とを連通し、キャニスタ６２に吸着された蒸発燃料を吸
気通路１３に供給するためのパージ通路６６と、このパージ通路６６に設けられ、キャニ
スタ６２から吸気通路１３へ供給される蒸発燃料の供給量を制御するパージ弁６８とを有
する。
【００２４】
　次に、図２に示すように、燃料供給装置１０は、高圧燃料ポンプ４８による加圧圧力を
調整する燃料圧力調整手段であるスピル弁７０と、加圧された燃料圧力を測定する燃料圧
力センサ７２と、を有する。スピル弁７０は、低圧燃料ポンプ４２の下流側と高圧燃料ポ
ンプ４８の上流側の流路抵抗を調整する弁体７４と、この弁体７４を駆動するソレノイド
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７６と、弁体７４を閉鎖する方向に付勢する付勢バネ７８と、を有する。
【００２５】
　また、図２に示すように、高圧燃料ポンプ４８は、内部で燃料を加圧するポンプシリン
ダ８０と、このポンプシリンダ８０内で往復運動するポンプピストン８２と、このポンプ
ピストン８２を駆動するカム８４と、を有する。また、高圧燃料ポンプ４８は、インジェ
クタ５２側からポンプシリンダ８０への燃料の逆流を阻止する逆止弁８６を有する。この
高圧燃料ポンプ４８は、ポンプシリンダ８０内で往復運動されるポンプピストン８２によ
って、燃料を加圧するように構成されている。ポンプピストン８２は、エンジン１のカム
シャフト（図示せず）の回転によって回転されるカム８４によって、往復運動するように
駆動される。
【００２６】
　低圧燃料ポンプ４２は、燃料タンク４０内に貯留されている燃料を加圧し、燃料を、燃
料フィルタ４４、及びスピル弁７０を介して高圧燃料ポンプ４８に圧送するように構成さ
れている。
　ここで、スピル弁７０は、ソレノイド７６及び付勢バネ７８によって弁体７４を駆動し
て、その開度を変化させ、管路４４ａと高圧燃料ポンプ４８の上流側の管路抵抗を変化さ
せるように構成されている。スピル弁７０が開放された場合には、スピル弁７０の管路抵
抗が低いため、高圧燃料ポンプ４８のポンプシリンダ８０内で加圧された燃料の多くはス
ピル弁７０を介して管路４４ａに逆流し、逆止弁８６を通ってインジェクタ５２側へ流入
する燃料は少なくなる。このため、高圧燃料ポンプ４８による加圧圧力は低下する。また
、スピル弁７０が絞られた場合には、管路抵抗が大きくなるため、高圧燃料ポンプ４８の
ポンプシリンダ８０内で加圧された燃料の多くは逆止弁８６を通ってインジェクタ５２側
へ流入し、スピル弁７０を通って管路４４ａに逆流する燃料は少なくなる。このため、高
圧燃料ポンプ４８による加圧圧力は上昇する。
【００２７】
　次に、エンジン１は、各センサの検出信号に基づいてエンジン１を制御するエンジン制
御ユニット（ＥＣＵ）９０を有する。エンジン制御ユニット９０は、具体的には、マイク
ロプロセッサ、メモリ及びそれらを作動させるプログラム等（以上、図示せず）から構成
され、燃料噴射パルス幅制御手段９２、燃料圧力（燃圧）制御手段９４、スロットル開度
／点火時期制御手段９６を有する。
【００２８】
　次に、インジェクタ５２は、逆止弁６２の下流側に接続され、高圧燃料ポンプ４８によ
って加圧された燃料を、所定のタイミング及び所定の燃料噴射パルス幅（以下、「パルス
幅」）で燃焼室２ａ内に噴射するように構成されている。インジェクタ５２には、ソレノ
イド弁（図示せず）が内蔵されており、これを所定のパルス幅に基づいて開閉することに
よって所定量の燃料を噴射するように構成されている。
【００２９】
　インジェクタ５２は、エンジン制御ユニット９０から送られた電気信号を昇圧してイン
ジェクタ５２を駆動するインジェクタドライバ１００に接続されている。エンジン制御ユ
ニット９０からインジェクタドライバ１００に送られた電気信号は、インジェクタ５２の
燃料噴射パルス幅（燃料噴射時間）に関する信号を含み、燃料噴射パルス幅制御手段９２
により、インジェクタ５２によるパルス幅が制御されるように構成されている。
【００３０】
　次に、燃料圧力センサ７２は、インジェクタ５２に供給される燃料の圧力を測定し、測
定信号をエンジン制御ユニット９０に伝達するように構成されている。
　エンジン制御ユニット９０は、吸気温／流量センサ１４により検出された吸入された吸
気通路１３の空気の温度及び流量、クランク角センサ３６により検出されたエンジン回転
数、エンジン水温センサ３８により検出されたエンジン水温、燃料圧力センサ５０から入
力された圧力に基づいて、燃料圧力（燃圧）制御手段９４により、スピル弁７０のソレノ
イド７６を駆動し、インジェクタ５２に供給される燃料の圧力（燃圧）を制御するように
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構成されている。
【００３１】
　また、エンジン制御ユニット９０のスロットル開度／点火時期制御手段９６は、所定の
条件下、電子制御スロットルバルブ１６の開度、点火プラグ２３の点火時期を制御するよ
うに構成されている。
【００３２】
　次に、図３により、先ず、本実施形態によるインジェクタ５２の燃料噴射パルス幅と燃
料噴射量との関係を説明する。図３は、本実施形態によるインジェクタの燃料噴射パルス
幅と燃料噴射量との関係を示す線図である。
　図３に示すように、インジェクタ５２は、燃料圧力（以下、「燃圧」ともいう）が３Ｍ
Ｐａの場合、その燃料噴射パルス幅ｔｊ（開弁時間）が、最小燃料噴射パルス幅τｍｉｎ
（３ＭＰａ）付近以上では、燃料噴射パルス幅ｔｊに対して燃料噴射量Ｑｉｎｊが線形的
に得られるようになっているが、最小燃料噴射パルス幅τｍｉｎ（３ＭＰａ）付近以下に
なると、非線形となる。
【００３３】
　この燃料噴射パルス幅ｔｊに比例した燃料噴射量Ｑｉｎｊが得られない領域Ａは、最小
燃料噴射パルス幅τｍｉｎ（３ＭＰａ）で定まる領域であり、燃圧が３ＭＰａの場合、線
形的に安定して得られる燃料噴射量の最小値Ｑｍｉｎ（３ＭＰａ）は、最小燃料噴射パル
ス幅τｍｉｎ（３ＭＰａ）に対応して自ずと定まる。燃圧が２ＭＰａの場合も同様の傾向
を有し、図３に示すように、その最小燃料噴射パルス幅τｍｉｎ（２ＭＰａ）は、最小燃
料噴射パルス幅τｍｉｎ（３ＭＰａ）より小さくなり、燃料噴射量の最小値Ｑｍｉｎ（２
ＭＰａ）は、燃料噴射量の最小値Ｑｍｉｎ（３ＭＰａ）より小さくなる。
【００３４】
　本実施形態による燃圧制御装置は、図３に示すインジェクタ５２の最小燃料噴射パルス
幅τｍｉｎを、予めエンジン制御ユニット９０のメモリに記憶／設定し、図４に示す制御
で使用する。
【００３５】
　次に、図４により、本発明の実施形態による燃圧制御装置により実行される制御内容を
説明する。図４は本発明の実施形態による燃圧制御装置により実行される制御の制御フロ
ーを示すフローチャートである。
　図４に示すように、先ず、Ｓ１において、高圧燃料ポンプ４８により加圧される燃料圧
力を所定値（３ＭＰａ）に設定し、その燃圧を維持するように制御する。
【００３６】
　次に、Ｓ２に進み、演算された燃料噴射パルス幅（ｔｊ）が、図３に示す最小燃料噴射
パルス幅τｍｉｎ以下か否かを判定する。ここで、Ｓ２では、筒内に流入する空気量を吸
気温／流量センサ１４により検出し、高圧燃料ポンプ４８により３ＭＰａまで加圧された
燃料圧力を維持した状態で、理論空燃比（Ａ／Ｆ＝１）となるような燃料噴射量（要求燃
料噴射量）が得られるような、燃料噴射パルス幅ｔｊを演算している。
【００３７】
　Ｓ２において、演算された燃料噴射パルス幅（ｔｊ）が、最小燃料噴射パルス幅τｍｉ
ｎ以下でないと判定された場合は、図３で示すように、演算された燃料噴射パルス幅ｔｊ
に対して、要求燃料噴射量が線形的に得られる領域であるので、燃圧を３ＭＰａに維持し
たまま、演算された燃料噴射パルス幅ｔｊで、インジェクタ５２による燃料噴射を実行さ
せる。
【００３８】
　Ｓ２において、演算された燃料噴射パルス幅（ｔｊ）が、最小燃料噴射パルス幅τｍｉ
ｎ以下であると判定された場合は、図３で示すように、上述したような非線形領域Ａであ
り、演算された燃料噴射パルス幅ｔｊに対して、要求燃料噴射量が得られない場合である
。このように判定される場合は、例えば、車両の減速時、ドライバーがアクセルを離すと
、スロットルが全閉状態となり、また、燃料カットが実行されて高圧燃料ポンプ４８の燃
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圧が高圧のまま保持され、上述したような非線形領域Ａに入りやすくなるような場合であ
る。即ち、空気量が減少した状態で、Ａ／Ｆを目標値に保つために、必要な燃料噴射量が
少なくなるような場合である。
【００３９】
　Ｓ２において、演算された燃料噴射パルス幅（ｔｊ）が、最小燃料噴射パルス幅τｍｉ
ｎ以下であると判定された場合には、Ｓ３に進み、シリンダー（燃焼室２ａ内）における
吸気ガス内のパージガス量（パージ率）が、所定値以上か否かを判定する。パージ率は、
「パージ率＝パージ流量／空気量」で表され、パージ流量は、パージ中の空燃比のずれに
基づいて判定し、空気量は、吸気温／流量センサ１４により検出される、なお、パージガ
ス量は、通常のエンジン運転時において、パージ弁６８が制御されたときに、リニアＯ2

センサ２８により検出された空燃比の理論空燃比に対するずれをＥＣＵ９０のメモリに学
習させておき、その学習値から推定される。
【００４０】
　Ｓ３において、燃焼室２ａにおける吸気ガス内のパージガス量が所定値以上と判定され
た場合には、Ｓ４に進み、高圧燃料ポンプ４８により加圧される燃料圧力を所定値（２Ｍ
Ｐａ）へ低下させる。このように燃圧を低下させれば、図３に示すように、要求燃料噴射
量Ｑｒｅｑが、３ＭＰａにおける燃料噴射量の最小値Ｑｍｉｎよりも小さい場合でも、燃
料噴射パルス幅ｔｊを、上述した領域Ａから外れた燃料噴射パルス幅ｔｒｅｑに設定して
、要求燃料噴射量Ｑｒｅｑが得られる。
【００４１】
　一方、Ｓ３において、燃焼室２ａにおける吸気ガス内のパージガス量が所定値以上でな
いと判定された場合には、Ｓ５に進み、筒内温度が所定値以上の高い温度であるか否かを
判定する。ここで、筒内温度は、吸気温／流量センサ１４に検出された空気の温度と、エ
ンジン水温センサ３８に検出されたエンジン水温とにより推定される。
【００４２】
　Ｓ５において、筒内温度が所定値以上の高い温度であると判定された場合には、Ｓ４に
進み、高圧燃料ポンプ４８により加圧される燃料圧力を所定値（２ＭＰａ）へ低下させる
。
【００４３】
　一方、Ｓ５において、筒内温度が所定値以上でない低い温度であると判定された場合に
は、Ｓ６に進み、燃料噴射パルス幅（ｔｊ）が、最小燃料噴射パルス幅τｍｉｎになるよ
う電子制御スロットルバルブ１６を開くように制御すると共に点火プラグ２３の点火時期
のリタードを設定する。なお、このＳ６では、燃圧は３ＭＰａに維持された状態である（
Ｓ１参照）。
【００４４】
　このＳ６の段階では、この時点での空気量に応じて演算された燃料噴射パルス幅（ｔｊ
）が最小燃料噴射パルス幅τｍｉｎ以下である場合（Ｓ２参照）、即ち、要求燃料噴射量
が、燃料噴射量の最小値Ｑｍｉｎより小さい場合である。従って、Ｓ６では、燃料噴射パ
ルス幅ｔｊが最小燃料噴射パルス幅τｍｉｎなるようにスロットルを開き、燃焼室２ａ内
への流入空気量を増加させる。ただし、そのことにより、ドライバーの要求トルクより多
いエンジントルクが出力されるため、点火プラグ２３の点火時期をリタードさせてトルク
を減少させるようにしている。
【００４５】
　次に、Ｓ４のステップの後、Ｓ７に進み、クランク角センサ３６により検出された値に
基づいて、エンジン回転数が所定値以下か否かを判定し、所定値以下である場合には、Ｓ
８に進み、吸気温／流量センサ１４により検出された空気量が所定値以下か否かを判定す
る。エンジン回転数が所定値以下である場合及び空気量が所定値以下である場合は、燃圧
が低く（Ｓ４）、空気量が少ないため、燃焼が安定しない場合である。本実施形態では、
スロットルバルブ１６の開度が小さく、アイドリング時のような低回転時において、燃焼
が安定しないエンジン運転領域として、Ｓ８に進む。
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【００４６】
　Ｓ７及びＳ８において、エンジン回転数が所定値以下であると判定され且つ空気量が所
定値以下であると判定された場合は、Ｓ９に進み、燃料噴射パルス幅ｔｊを演算された燃
料噴射パルス幅より増大させ、燃料噴射量Ｑｉｎｊを増加させる。演算された燃料噴射パ
ルス幅より増大させ、燃料を増量することにより、燃焼室２ａ内の混合気はリッチ状態に
なる。
【００４７】
　次に、本発明の実施形態によるエンジンの燃圧制御装置の作用効果を説明する。
　本実施形態によれば、演算された燃料噴射パルス幅（ｔｊ）が、予め設定された最小燃
料噴射パルス幅τｍｉｎよりも小さく（Ｓ２）且つ燃焼室２ａ内での燃料霧化悪化の影響
が少ない条件下、即ち、パージガスが多量であるとき（Ｓ３）、或いは、筒内温度を示す
パラメータである吸気温／流量センサ１４に検出された空気の温度及びエンジン水温セン
サ３８に検出されたエンジン水温が高いとき（Ｓ５）、高圧燃料ポンプ４８の燃圧を低下
させるので、燃圧低下による燃料の霧化が悪化することを抑制して、燃焼安定性を確保す
ることが出来る。
【００４８】
　即ち、燃焼室２ａ内へのパージガスの供給自体により、燃料の霧化が悪化することをカ
バーすることが出来る。特に、そのパージガスが多量に供給されているときは、そのパー
ジガスの多量の供給により混合気の混合状態は良い状態であり、より効果的に、燃料の霧
化の悪化を抑制することが出来る。
　また、筒内温度が高いときは燃料の気化霧化の条件が良いので、燃圧を低下させても燃
料の霧化の悪化の影響を小さくすることが出来る。
【００４９】
　さらに、本実施形態によれば、燃圧を低下させることにより（Ｓ３）、最小燃料噴射パ
ルス幅τｍｉｎより小さい燃料噴射パルス幅ｔｊの使用を抑制することが出来る。言い換
えれば、図３に示すように、最小燃料噴射パルス幅τｍｉｎより大きい燃料噴射パルス幅
ｔｊを使用して、燃料噴射パルス幅ｔｊに対して燃料噴射量Ｑｉｎｊが線形的に得られる
、上述した図３に示す領域Ａから外れた燃料噴射パルス幅を使用して、演算された燃料噴
射量を得ることが出来る。その結果、空燃比の（理論空燃比に対する）ずれを抑制して、
目標とする空燃比（特に、理論空燃比）を得ることが出来る。
【００５０】
　また、本実施形態によれば、演算された燃料噴射パルス幅が、予め設定された最小燃料
噴射パルス幅よりも小さく且つ燃焼室２ａ内での燃料霧化悪化の影響が少ない条件下にな
いとき（パージガス量が所定値以下であり、筒内温度が所定値以上でないとき）、高圧燃
料ポンプ４８の燃圧の低下を抑制し、スロットルバルブ１６を介した流入空気量の低下を
抑制すると共に点火時期をリタードするので、燃料の霧化が悪化することを抑制しつつ、
最小燃料噴射パルス幅τｍｉｎに相当するトルク制御を行うことが出来る。
【００５１】
　また、本実施形態によれば、高圧燃料ポンプ４８の燃圧が低下されたとき（Ｓ４）、燃
焼室２ａ内での燃焼が安定しない所定の回転数以下及び所定の空気量以下では（Ｓ７及び
Ｓ８でＹＥＳと判定されたとき）、インジェクタ５２の燃料噴射パルス幅を増大させるの
で、燃圧の低下により燃料の霧化が悪化することを抑制しつつ、燃料噴射パルス幅ｔｊを
増大させることにより燃料を増量して、燃焼室２ａ内の混合気をリッチにすることにより
、燃焼安定性を安定させることが出来る。
【符号の説明】
【００５２】
１　エンジン
１４　吸気温／流量センサ
１６　電子制御スロットルバルブ
２３　点火プラグ
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３６　クランク角センサ
３８　エンジン水温センサ
４８　高圧燃料ポンプ
５２　インジェクタ
９０　エンジン制御ユニット
９２　燃料噴射パルス幅制御手段
９４　燃圧制御手段
９６　スロットル開度／点火時期制御手段

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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