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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリンダ（５２）と各シリンダ内において移動可能に配置されるとともにクランク軸（
５４）に接続されるピストン（５３）とにより形成される少なくとも１個の燃焼室と、燃
料を前記燃焼室内に直接噴射するように設計される噴射装置（５６）と、低圧ターボ（２
２）と前記低圧ターボ（２２）の下流に配置される高圧ターボ（１８）とからなるターボ
装置とから構成されるディーゼル式ピストンエンジンを制御する方法において、前記低圧
ターボ（２２）と高圧ターボ（１８）との各々は、６０～７０％のターボマップ効率を有
し、ガス交換弁の制御機構は、少なくとも第１の動作範囲である５．０～７．５ｍ／秒の
平均ピストン瞬間速度かつ１５～３０バールのＢＭＥＰのエンジン負荷を内燃機関にもた
らすように構成され、前記第１の動作範囲内における容積効率が４５～８５％となってい
ることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記燃焼室に取り付けられるガス交換弁（５７、５８）は、前記エンジンの動作状態に
よって、４５％～８５％の範囲内で変動する容積効率をもたらすように制御されることを
特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記燃焼室に取り付けられる吸気弁（５７）の閉弁は、前記内燃機関の動作状態によっ
て変動することを特徴とする請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
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　前記燃焼室に取り付けられる吸気弁（５７）は、前記内燃機関の最大容積効率が達成さ
れる閉弁時期の前または後に閉弁されることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記
載の方法。
【請求項５】
　前記噴射装置（５６）からの燃料の噴射は、７～３０バールのＢＭＥＰのエンジン負荷
における前記内燃機関の動作範囲内において、クランク角度０．１２度であり、少なくと
も０．１０度／（バール×ｍ／秒）を下回る比噴射時間を有することを特徴とする請求項
１乃至４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　前記噴射装置（５６）からの燃料の噴射は、１２～３０バールのＢＭＥＰのエンジン負
荷における前記内燃機関の動作範囲内において、クランク角度０．０９５度／（バール×
ｍ／秒）を下回る比噴射時間を有することを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載
の方法。
【請求項７】
　前記噴射装置（５６）からの燃料の噴射は、６．０～７．５ｍ／秒の平均ピストン瞬間
速度における前記内燃機関の動作範囲内において、クランク角度０．０９５度／（バール
×ｍ／秒）を下回る比噴射時間を有することを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記
載の方法。
【請求項８】
　前記噴射装置（５６）からの燃料の噴射は、１８～３０バールのＢＭＥＰのエンジン負
荷における前記内燃機関の動作範囲内において、クランク角度０．０９度／（バール×ｍ
／秒）を下回る比噴射時間を有することを特徴とする請求項１乃至７のいずれかに記載の
方法。
【請求項９】
　前記燃焼室への空気および燃料の供給は、１８～３０バールのＢＭＥＰの範囲内のエン
ジン負荷時において、１．７０～２．０５の範囲内の等価空気過剰係数（λ）が得られる
ように調節されることを特徴とする請求項１乃至８のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　燃料供給は、上死点より０～１０．０度手前の範囲内であり、少なくとも２．５～７．
５度手前の範囲内のクランク角度において開始されることを特徴とする請求項１乃至９の
いずれかに記載の方法。
【請求項１１】
　前記噴射装置（４６）の最大噴射圧力は、１６００バールであることを特徴とする請求
項１乃至１０のいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
　最高ニードル開き圧力ＮＯＰと最大噴射圧力ｍａｘＩＰとの間における比は、０．７で
あること、すなわちＮＯＰ／ｍａｘＩＰ＝０．７を特徴とする請求項１乃至１１のいずれ
かに記載の方法。
【請求項１３】
　噴射は、６個を超える穴を有する噴射ノズルを介して行なわれることを特徴とする請求
項１乃至１２のいずれかに記載の方法。
【請求項１４】
　給気冷却器（２７）が、前記低圧ターボと高圧ターボとの間において配置されることを
特徴とする請求項１乃至１３のいずれかに記載の方法。
【請求項１５】
　前記燃焼室内での燃焼プロセスによる排気ガスは、少なくとも部分的に断熱される排気
ダクトを通過することを特徴とする請求項１乃至１４のいずれかに記載の方法。
【請求項１６】
　前記燃焼室への空気および燃料の供給は、燃焼時の最大シリンダ圧力が８*ＢＭＥＰを
超えうるように調節されることを特徴とする請求項１乃至１５のいずれかに記載の方法。
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【請求項１７】
　前記燃焼室への空気および燃料の供給は、燃焼時の最大シリンダ圧力が９*ＢＭＥＰを
超えうるように調節されることを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記燃焼室への空気および燃料の供給は、燃焼時の最大シリンダ圧力が１０*ＢＭＥＰ
を超えうるように調節されることを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　シリンダ（５２）と各シリンダ内において移動可能に配置されるとともにクランク軸（
５４）に接続されるピストン（５３）とにより形成される少なくとも１個の燃焼室と、燃
料を前記燃焼室内に直接噴射するように設計される噴射装置（５６）と、低圧ターボ（２
２）と前記低圧ターボ（２２）の下流に配置される高圧ターボ（１８）とからなるターボ
装置とから構成されるディーゼル式ピストンエンジンにおいて、前記低圧ターボ（２２）
と高圧ターボ（１８）との各々は、６０～７０％のターボマップ効率を有し、ガス交換弁
（５７、５８）の制御機構は、少なくとも第１の動作範囲である５．０～７．５ｍ／秒の
平均ピストン瞬間速度かつ１５～３０バールのＢＭＥＰのエンジン負荷を内燃機関にもた
らすように構成され、前記第１の動作範囲内における容積効率が４５～８５％となってい
ることを特徴とするピストンエンジン。
【請求項２０】
　前記燃焼室に取り付けられるガス交換弁（５７、５８）は、前記エンジンの動作状態に
よって、４５％～８５％の範囲内で変動する容積効率をもたらすように制御されるべく設
計されることを特徴とする請求項１９に記載のピストンエンジン。
【請求項２１】
　前記燃焼室に取り付けられる吸気弁（５７）の閉弁は、前記内燃機関の動作状態によっ
て変動するべく設計されることを特徴とする請求項１９または２０に記載のピストンエン
ジン。
【請求項２２】
　前記燃焼室に取り付けられる吸気弁（５７）は、前記内燃機関の容積効率の最適条件が
達成される前または後に閉弁されるべく設計されることを特徴とする請求項１９乃至２１
のいずれかに記載のピストンエンジン。
【請求項２３】
　前記燃焼室に取り付けられる吸気弁（５７）は、下死点の手前または後で閉弁されるべ
く設計されることを特徴とする請求項１９乃至２２のいずれかに記載のピストンエンジン
。
【請求項２４】
　前記燃焼室に取り付けられる吸気弁（５７）の閉弁時期は、前記内燃機関の動作状態に
よって変動することを特徴とする請求項１９乃至２３のいずれかに記載のピストンエンジ
ン。
【請求項２５】
　前記噴射装置（５６）は、７～３０バールのＢＭＥＰのエンジン負荷における前記内燃
機関の動作範囲内において、クランク角度０．１２度であり、少なくとも０．１０度／（
バール×ｍ／秒）を下回る比噴射時間を有するべく設計されることを特徴とする請求項１
９乃至２４のいずれかに記載のピストンエンジン。
【請求項２６】
　前記噴射装置（５６）は、１２～３０バールのＢＭＥＰのエンジン負荷における前記内
燃機関の動作範囲内において、クランク角度０．０９５度／（バール×ｍ／秒）を下回る
比噴射時間を有するべく設計されることを特徴とする請求項１９乃至２５のいずれかに記
載のピストンエンジン。
【請求項２７】
　前記噴射装置（５６）は、６．０～７．５ｍ／秒の平均ピストン瞬間速度における前記
内燃機関の動作範囲内において、クランク角度０．０９５度／（バール×ｍ／秒）を下回
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る比噴射時間を有するべく設計されることを特徴とする請求項１９乃至２６のいずれかに
記載のピストンエンジン。
【請求項２８】
　前記噴射装置（５６）は、１８～３０バールのＢＭＥＰのエンジン負荷における前記内
燃機関の動作範囲内において、クランク角度０．０９度／（バール×ｍ／秒）を下回る比
噴射時間を有するべく設計されることを特徴とする請求項１９乃至２７のいずれかに記載
のピストンエンジン。
【請求項２９】
　前記燃焼室への空気および燃料の供給は、１８～３０バールのＢＭＥＰの範囲内のエン
ジン負荷時において、１．７０～２．０５の範囲内の等価空気過剰係数（λ）が得られる
ように調節されることを特徴とする請求項１９乃至２８のいずれかに記載のピストンエン
ジン。
【請求項３０】
　前記噴射装置（５６）は、上死点の０～１０．０度手前の範囲内であり、少なくとも２
．５～７．５度手前の範囲内のクランク角度において燃料供給を開始するべく設計される
ことを特徴とする請求項１９乃至２９のいずれかに記載のピストンエンジン。
【請求項３１】
　前記噴射装置（５６）は、１６００バールの最大噴射圧力を達成するべく設計されるこ
とを特徴とする請求項１９乃至３０のいずれかに記載のピストンエンジン。
【請求項３２】
　前記噴射装置（５６）は、ニードル開き圧力ＮＯＰと最大噴射圧力ｍａｘＩＰとの間に
おいて０．７の比を、すなわちＮＯＰ／ｍａｘＩＰ＝０．７を達成するべく設計されるこ
とを特徴とする請求項１９乃至３１のいずれかに記載のピストンエンジン。
【請求項３３】
　給気冷却器（２７）が、前記低圧ターボ（２２）と高圧ターボ（１８）との間において
配置されることを特徴とする請求項１９乃至３２のいずれかに記載のピストンエンジン。
【請求項３４】
　少なくとも部分的に断熱される排気ダクトが、前記燃焼室に取り付けられる排気ポート
に接続されることを特徴とする請求項１９乃至３３のいずれかに記載のピストンエンジン
。
【請求項３５】
　前記燃焼室への空気および燃料の供給は、燃焼時の最大シリンダ圧力が８*ＢＭＥＰを
超えうるように調節されることを特徴とする請求項１９乃至３４のいずれかに記載のピス
トンエンジン。
【請求項３６】
　前記燃焼室への空気および燃料の供給は、燃焼時の最大シリンダ圧力が９*ＢＭＥＰを
超えうるように調節されることを特徴とする請求項３５に記載のピストンエンジン。
【請求項３７】
　前記燃焼室への空気および燃料の供給は、燃焼時の最大シリンダ圧力が１０*ＢＭＥＰ
を超えうるように調節されることを特徴とする請求項３６に記載のピストンエンジン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の前提部分にしたがったピストンエンジンを制御する方法に関する
。本発明は、特に、燃料が燃焼室内に直接噴射されて点火されるディーゼル式内燃機関を
制御する方法に関する。本発明は、さらにまた、請求項２４の前提部分にしたがったピス
トンエンジンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　大型自動車用の標準の直接噴射ディーゼルエンジン、すなわち１シリンダ毎に０．５～
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４リットルの範囲内の気筒容積を有するディーゼルエンジンにおいて、前記機関は、２２
バールのＢＭＥＰにおいて約１８０バールに達する最大シリンダ圧力で燃焼するように制
御される。このようなエンジンにおいて、燃料は、内燃機関が最大負荷下にあるときに約
３０度のクランク角で燃焼室内に直接噴射される。最大負荷時には、前記噴射は、一般に
上死点の１０～１５度手前で開始されるとともに、エンジンの動作点によって、死点の最
大約１５～２０度後まで継続する。前記種類の従来式内燃機関は、約５５～６０％に達す
るターボマップ効率を有するターボ装置を備える。このターボ装置による最大吸気圧力は
、約３３０ｋＰａの絶対圧力に達する。前記の種類の従来式ディーゼルエンジンは、最大
で約４５～４６％に達する熱効率を有する。熱効率という用語は、燃焼時に放出される燃
料エネルギーの内でエンジンが有効な機械的動作に変換することができる割合を意味する
。
【０００３】
　ターボマップ効率ηｔｕｒｂｏに関して、ηｔｕｒｂｏ＝ηｃｏｍｐｒｅｓｓｏｒ・η

ｔｕｒｂｉｎｅ・ηｍｅｃｈａｎｉｃａｌの関係が成り立ち、ここで、ηｃｏｍｐｒｅｓ

ｓｏｒは、コンプレッサ段の効率であり、ηｔｕｒｂｉｎｅは、タービンの効率であり、
ηｍｅｃｈａｎｉｃａｌは、タービンとコンプレッサとの間における動力伝達装置の効率
である。コンプレッサおよびタービン段のそれぞれの効率は、構成要素に対して非脈動流
を用いた試験、またはそれに代わる計算により得られる表から導き出される。ターボマッ
プ効率という用語は、装置が駆動される動作点に関して、このような表から得られるター
ビン段とコンプレッサ段との効率値を互いに掛け合わせるとともに、その積に当該の動力
伝達効率を掛けることによって得られる効率を意味する。
【０００４】
　近年、ディーゼルエンジンからの排出物、特に酸化窒素化合物および粒子状物質の排出
に関する法的要件が厳しくなってきた。燃料がシリンダ内において燃焼されるときに形成
される窒素酸化物の物質量は、燃焼時の温度と燃焼持続時間とに従属する。温度が高いほ
ど、窒素酸化物に変換される空気中の窒素の比率は高くなる。形成される窒素酸化物の量
を減らすひとつの方法は、燃焼時の温度を低くすることである。しかしながら、燃焼時の
温度を低くすると、問題が生じる。ある一定の動作条件では、すす粒子の量が増加し、そ
のために、結果としてエンジンが現行の排出規制の下で承認を受けることができなくなる
可能性がある。さらにまた、内燃機関の熱効率は、温度が低下すると低くなりうる。しか
しながら、燃焼時に形成される窒素酸化物が減少するとともに、したがって、排気管内に
配置される触媒反応チャンバ内での排気ガスの後処理により窒素に再変換されうる。しか
し、触媒反応チャンバの存在により、排気ガスの背圧が増加する。排気ガスの背圧の増加
は、内燃機関の熱効率の低下を引き起こす。さらに、すす粒子の排出量削減の要求により
、内燃機関が、ある一定の動作点において、過剰な量の粒子状物質を生じしめるのであれ
ば、いわゆる粒子状物質減少装置を使用して、現行の排出規制を満たすことが必要とされ
うる。粒子状物質減少装置もまた、排気ガスの背圧の増加を、したがって内燃機関の熱効
率の低下をもたらす。
【０００５】
　すす粒子および酸化窒素化合物の最大許容排出レベルに関して法的要件が課せられる内
燃機関の製造元が直面しているひとつの問題は、要求される許容排出レベルが一貫して引
き下げられていくことである。排出レベルの引下げ要求は、第１に、エンジンを低燃料消
費量用に最適化することができないことを、第２に、内燃機関の熱効率の低下の一因とな
る、排出量を減少させる周辺装置が必要とされることを意味する。
【０００６】
【特許文献１】米国特許第２６７０５９５号明細書
【特許文献２】米国特許第５３０２７４５号明細書
【特許文献３】米国特許第６３４９７０６号明細書
【特許文献４】米国特許第６２５７１９０号明細書
【特許文献５】米国特許第６０５３１３４号明細書
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【特許文献６】米国特許第５５３７９６１号明細書
【特許文献７】米国特許第５１０３７７９号明細書
【特許文献８】米国特許第６０６３３５０号明細書
【特許文献９】米国特許第４９０２４８７号明細書
【発明の開示】
【０００７】
　本発明の目的は、内燃機関の熱効率を高めることができる一方で、窒素酸化物およびす
す粒子の排出に関する要件を満たし続けることができる、内燃機関の制御方法を提供する
ことにある。
【０００８】
　この目的は、請求項１の特徴部分に記載の方法によって達成される。
【０００９】
　この目的は、内燃機関に取り付けられる低圧ターボと高圧ターボとの各々が、６０％を
超えるターボマップ効率を有し、ガス切換え弁の制御機構が、少なくとも第１の動作範囲
である６ｍ／秒を超える平均ピストン瞬間速度かつ１５バールのＢＭＥＰを超えるエンジ
ン負荷を内燃機関にもたらすように構成され、第１の動作範囲内における容積効率が７０
％未満となっていることによって達成される。
【００１０】
　このような制御機構の効果を以下により詳細に説明する。
【００１１】
　本発明の１つの実施形態によれば、前記燃焼室に取り付けられるガス切換え弁は、５～
３０バールのＢＭＥＰの範囲内の負荷かつ５～７．５ｍ／秒の範囲内の平均ピストン瞬間
速度の内燃機関の動作範囲内において、８５％未満の最小ガス容積効率が得られるように
制御される。ガス交換弁という用語は、吸気弁と排気弁とを意味する。この制御は、内燃
機関に可能な限り高いガス容積効率を与えるように設定されている、一般に内燃機関に対
して設定されるそれぞれの開弁および閉弁時期に対して、ガス交換弁の開弁および閉弁時
期を変化させることによって達成される。吸気弁が、より低いガス容積効率が得られるよ
うに制御されるエンジンは、一般にミラーエンジンと呼ばれる。このミラーエンジンの概
念は、特許文献１において紹介されている。本発明のさらに他の実施形態によれば、容積
効率は、内燃機関に対する負荷と内燃機関の平均ピストン瞬間速度とによって変動する。
容積効率は、図１から明らかになる容積効率にしたがって、４５～８５％の範囲内におい
て変動可能とされる。この実施形態の変形例によれば、吸気弁は、低いガス容積効率を得
るために早期に閉じられる。近代的な標準のエンジンにおいては、吸気弁の閉弁は、ゼロ
弁すきまから下死点の５６度後のクランク角に至るまでに行なわれる。このことの効果は
、ガス容積効率が通常的に少なくとも９０％に達することである。本発明によれば、固定
カム形状が用いられる場合は、高負荷および高回転数で下死点の３０度手前のクランク角
までの吸気弁閉じ時期（ゼロ弁すきま）が用いられる。電気機械的に制御される吸気弁お
よび／または電気機械的に制御される排気弁を利用することも可能である。開弁および閉
弁プロセスは、それぞれ、電気機械式弁制御を用いることによって従来式カム軸を用いる
場合より一般に迅速に進行する。このことは、開弁時期と閉弁時期とが、従来のカム軸操
作弁を使用する場合に対して偏移せしめられなければならないことを意味する。電気機械
的に制御される弁の開弁時期および閉弁時期は、この場合は、シリンダ室内において所望
の給気密度またはガス容積効率が得られるように設定される。
【００１２】
　ガス容積効率という用語は、供給ガス量と燃焼室の容積との間における比を意味する。
排気ガス再循環、すなわちＥＧＲが用いられる場合は、供給ガス量は、供給ガス量と給気
量との総和からなる。ＥＧＲが用いられない場合は、供給ガス量は、単に給気量からなる
。
【００１３】
　１個以上のターボ装置を備える内燃機関においては、該内燃機関は、それぞれエンジン
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のガス容積効率の最適化または燃焼プロセスとガスタービン・プロセスとの間における最
適化により、シリンダ内での燃焼プロセスの効率を優先するか、またはターボ装置のガス
タービン・プロセスを優先するように制御されうる。シリンダ内での燃焼プロセスの効率
は、燃焼プロセスに供給されるガス量（摩擦、熱伝達およびガス交換動作の形態をとる寄
生損に影響を与える）を最適化することによって高められる。前記ガス量は、ガス容積効
率により（例証的な実施形態においては、吸気弁閉じ点を変動させることにより）制御さ
れる。ガスタービン・プロセスは、さらにまた、エンジンを通るガス流を制御することに
よって促進される。ある一定の動作点に関する最適なガス容積効率の選択は、ガスタービ
ン・プロセスと燃焼プロセスとが同時に高いプロセス効率で行なわれるように行なわれる
。最適なガス容積効率の選択は、ガスタービン・プロセスのプロセス効率に大きく依存す
る。ガスタービン・プロセスのプロセス効率が高くなるほど、所定の動作点における最適
なガス容積効率は低くなる。非常に効率的なガスタービン・プロセス（中間冷却と後冷却
とを有する直列２段装置での少なくとも７０％のターボマップ効率）の場合は、最適なガ
ス容積効率は、高出力ディーゼルエンジンにとって重要な動作点において７０％未満であ
ることがわかる。
【００１４】
　エンジンを通るガス流が熱効率にとって重要であることは、図２および３から明らかで
ある。動作点間においてガス容積効率を変動させることにより、空気過剰を制御すること
ができる。所定のターボ機構を有する内燃機関の場合は、所定の効率のターボ装置におい
て、ある所望の空気燃料比に関して、熱効率の点でエンジンが最適化される容積効率があ
る。図２において、熱効率は、第１の低圧ターボと前記低圧ターボの下流に設けられる第
２の高圧ターボとからなるターボ装置を形成する前記高圧ターボと低圧ターボとが５０％
に達する効率を有するターボ装置の空気過剰係数λの関数として示されている。この図か
ら、容積効率は、１．８未満の空気過剰係数の場合は、熱効率にとって重要ではないこと
がわかる。１．８を超える空気過剰係数の場合は、所定の値の空気過剰係数に関して、容
積効率が低いほど、熱効率は低くなる。
【００１５】
　図３において、熱効率は、第１の低圧コンプレッサと前記低圧ターボの下流に設けられ
る第２の高圧ターボとからなるターボ装置を構成するターボ段が７０％に達する効率を有
するターボ装置の空気過剰係数の関数として示されている。この図から、所定の値の空気
過剰係数に関して、容積効率が低いほど、熱効率は高くなることは明らかである。換言す
れば、ターボ段毎のターボマップ効率が十分に高い場合、すなわち第１の実施形態によれ
ば、ターボマップ効率が６０％を超える場合、第２の好適な実施形態によれば、ターボマ
ップ効率が６５％を超える場合、第３のさらに好適な実施形態によれば、ターボマップ効
率が７０％を超える場合に、熱効率は、容積効率を低下させることによって増加する。さ
らにまた、熱効率は、低い容積効率では、１．７～２．１の範囲内の正常空気過剰係数に
おいて相対的に一定であることが理解されうる。その一方で、容積効率が高くなると、熱
効率は大幅に低下する。好ましくは、６．２５ｍ／秒の平均ピストン瞬間速度かつ２６バ
ールのＢＭＥＰに達するエンジン負荷において、容積効率が７０％未満、好ましくは６０
％未満になることが保証される。
【００１６】
　図４～６に、ＢＳＦＣ（正味燃料消費率）として表される熱効率が、吸気弁閉じ時期の
関数として示されている。これらの研究は、２段過給装置を備える内燃機関に関する。吸
気弁は、固定カム形状を有するカム軸によって制御される。電気機械的に制御される吸気
弁が用いられる場合は、このような弁はより高速の開弁および閉弁プロセスを有するため
、弁操作時期を偏移させて、シリンダを通るガス流において所望のガス容積効率を得るこ
とが必要になる。
【００１７】
　図４～６において、ＢＳＦＣは、吸気弁閉じ時期が５００度未満のクランク角の場合に
、大幅に増加することが理解されうる。これは、この領域においてガス容積効率の低下速
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度が漸増することによる。
【００１８】
　図４において、ＢＳＦＣ（正味燃料消費率）として表される熱効率が、対をなすコンプ
レッサ／タービンに関して約５６％に達する従来の効率を有する従来式の２段過給装置を
備えるエンジンの吸気弁閉じ時期の関数として示されている。このエンジンは、本発明に
したがって高速燃焼用に設計されている。この場合は、低い容積効率を用いても熱効率が
有意に影響されることはないことが理解される。
【００１９】
　図５においては、熱効率は、対をなすコンプレッサ／タービンに関して約６５％に達す
るより高い効率を有する改良型の２段過給装置を備えるエンジンの吸気弁閉じ時期の関数
として表されている。このエンジンは、本発明にしたがって高速燃焼用に設計されている
。この場合は、熱効率は増加して、１．９のλ値（実線）では、吸気弁閉じ時期が５１５
度のクランク角、すなわち下死点の２５度手前のクランク角付近において最適条件に；２
．１のλ値（破線）では、吸気弁閉じ時期が５２５度のクランク角、すなわち下死点の１
５度手前のクランク角付近において最適条件に；２．３のλ値（点線）では、吸気弁閉じ
時期が５３５度のクランク角、すなわち下死点の５度手前のクランク角付近において最適
条件に達することが理解される。最適条件は、空気過剰係数λの値が大きくなると、より
不明確になる。
【００２０】
　図６において、ＢＳＦＣ（正味燃料消費率）として表される熱効率は、対をなすコンプ
レッサ／タービンに関して約７０％に達するより高い効率を有する従来式の２段過給装置
を備えるエンジンの吸気弁閉じ時期の関数として示されている。このエンジンは、本発明
にしたがって高速燃焼用に設計されている。この場合は、熱効率は増加し、すなわちＢＳ
ＦＣは低下して、１．９のλ値（実線）では、吸気弁閉じ時期が５０５度のクランク角、
すなわち下死点の３５度手前のクランク角付近において最適条件に；２．１のλ値（破線
）では、吸気弁閉じ時期が５１５度のクランク角、すなわち下死点の２５度手前のクラン
ク角付近において最適条件に；２．３のλ値（点線）では、吸気弁閉じ時期が５２５度の
クランク角、すなわち下死点の１５度手前のクランク角付近において最適条件に達するこ
とが理解される。この場合は、吸気弁の早期閉弁の有利性は、６５％の段毎の効率を有す
るターボ機構が用いられる場合よりさらに明確になっている。さらにまた、空気過剰係数
λ＝２．３の場合の曲線でも、吸気弁の早期閉弁の最適条件は、引き続き明確に示されて
いる。
【００２１】
　これまでの周知のエンジン設計においては、ミラー概念は、エンジンの熱効率の増加に
有意に寄与し得ないため、退けられてきた。本発明のこの好適な実施形態では、高速燃焼
、すなわちクランク角度０．１２度／（バール×ｍ／秒）未満の比噴射時間を有する内燃
機関を、各段が６０％より大、好ましくは６５％より大、特に好ましくは少なくとも７０
％に達する動力伝達効率を有する対状のタービン／コンプレッサからなる２段ターボ機構
とともに用いる場合に、より高い熱効率は、該内燃機関が、相対的に低い容積効率を有す
るとともに同時に熱効率が高い動作範囲内で動作しうることを保証することによって達成
されるという驚くべき事実が利用されている。
【００２２】
　本発明のひとつの実施形態によれば、前記燃焼室に取り付けられるガス交換弁を制御し
て、エンジンの動作状態によって４５％～８５％の範囲内で変動する容積効率が達成され
る。本発明のある実施形態によれば、開弁および／または閉弁プロセスを調節することが
できるガス交換弁が用いられる。
【００２３】
　本発明のこの実施形態によれば、燃焼室の吸気弁の閉弁時期が内燃機関の動作状態によ
って変動せしめられることにより、内燃機関は、適正な空気量を保証される。この実施形
態のひとつの変形態様によれば、ガス交換弁は、少なくとも第１の動作範囲である６ｍ／
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秒を超える平均ピストン瞬間速度かつ１５バールのＢＭＥＰを超えるエンジン負荷を内燃
機関にもたらすように制御され、第１の動作範囲内における容積効率が７０％未満となっ
ている。ガス容積効率の変更は、電子制御弁または可変カム形状を有する機械制御弁を設
けること、または当業者に周知の何らかのその他の方法で内燃機関の弁の閉弁時期を変動
させることによって達成されうる。
【００２４】
　以下の例において、固定カム形状を有するカム軸が用いられる場合の吸気弁の適切な閉
弁時期が示される。この例は、ガス容積効率をどのように選択して良好な熱効率を得るべ
きかを示している。
【００２５】
　第１の例証的な実施形態によれば、吸気弁閉じは、６５％の段毎の効率を有するターボ
機構に関して、下死点の３０度手前のクランク角から下死点の２０度後のクランク角まで
の範囲内に早められる。
【００２６】
　要約すれば、６５％の段毎の効率を有するターボ機構の場合は、吸気弁は、好ましくは
、２．１～２．３の範囲内のλでは、下死点の１０度手前のクランク角付近、すなわち下
死点の２０～０度手前のクランク角付近において、そして１．９に達するλでは、下死点
の２０度手前のクランク角付近、すなわち下死点の３０～１０度手前のクランク角付近に
おいて閉じられるべきであることがわかる。
【００２７】
　７０％のターボ装置毎の効率を有するターボ機構の場合は、吸気弁は、好ましくは、２
．１～２．３の範囲内のλでは、下死点の２０度手前のクランク角付近、すなわち下死点
の３０～１０度手前のクランク角付近において、そして下死点の３０度手前のクランク角
付近、すなわち下死点の４０～２０度手前のクランク角付近において閉じられるべきであ
ることになる。
【００２８】
　本発明の前記の例証的な実施形態においては、吸気弁の早期閉弁が、容積効率を８５％
未満に低下させる。ある一定の動作シナリオでは、容積効率は、内燃機関の熱効率が最適
条件である場合に、４８％と非常に低くなる。
【００２９】
　さらにまた、吸気弁閉じが前記説明にしたがって早められると、ＮＯｘの発生が減少す
ることがわかった。図４～６に、ＮＯｘの発生が、吸気弁閉じ時期の関数として示されて
いる。このこともまた、それ自体が内燃機関に負担をかける排気ガス後処理がそれほど必
要とされなくなるため、熱効率の向上に寄与する。
【００３０】
　ある実施形態によれば、前記燃焼室への空気および燃料の供給が調節されて、１．９を
超える空気過剰係数（λ）が達成される。標準を上回る空気過剰係数を用いることにより
、ＮＯｘの発生量は不変のままで、すすが減少すると同時に、内燃機関の熱効率が増加す
る。
【００３１】
　本発明の好適な実施形態の変形例によれば、吸気弁が下死点の手前で閉じられることに
よって、より低い容積効率が達成される。これらの場合には、容積効率は、ピストンが吸
気弁閉じ時期におけるピストン位置および下死点から移動するときに、燃焼室内に存在す
る空気が膨張すると同時に低下する。この膨張は、燃焼室内の空気のある程度の冷却をも
たらす。空気の冷却は、さらに、燃焼時に発生するＮＯｘの量を減少させるのに役立つ。
さらにまた、内燃機関の冷却装置に対する熱負荷が減少し、このことは、冷却損失の減少
に、以ってエンジンの熱効率の増加に寄与する。
【００３２】
　本発明のひとつの実施形態によれば、低いガス容積効率を生じしめる固定カムが用いら
れる。固定カムという用語は、開弁時期および閉弁時期を変動させることができない、機
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械的に制御される開閉装置を意味する。本発明のある変形例によれば、所望の容積効率は
、吸気弁が下死点の手前で閉じられることによって達成される。このようなエンジンは、
該エンジンが、ある動作点において良好な効率で駆動されなければならない固定装置に適
する。
【００３３】
　本発明のひとつの実施形態によれば、開弁および／閉弁プロセスを調節することができ
るガス交換弁が用いられる。この場合は、前記燃焼室に取り付けられるガス交換弁が制御
されて、エンジンの動作状態によって４５％～８５％の範囲内で変動する容積効率が達成
される。
【００３４】
　本発明のこの実施形態によれば、内燃機関は、該内燃機関の動作状態によって燃焼室の
吸気弁閉じ時期が変動せしめられることにより、適正な空気量を保証される。この実施形
態のある変形例によれば、前記ガス交換弁は、少なくとも第１の動作範囲である６ｍ／秒
を超える平均ピストン瞬間速度かつ１５バールのＢＭＥＰを超えるエンジン負荷を内燃機
関にもたらすように制御され、第１の動作範囲内における容積効率が７０％未満となって
いる。ガス容積効率の変動は、電子制御弁または可変カム形状を有する機械制御弁を設け
ること、または当業者に周知の何らかのその他の方法で内燃機関の弁の閉弁時期を変動さ
せることによって達成されうる。
【００３５】
　前記変動は、好ましくは、吸気弁閉じ時期が、エンジン負荷および速度の増加とともに
早められるようにして行なわれる。閉弁時期の変動がどのように行なわれうるかの一例が
、図７に示されている。この例証的な実施形態では、１５００ｒｐｍのエンジン速度にお
いて、全ての動作点における可能な限り早期の閉弁が用いられる。閉弁点は、５２０度の
クランク角に設定される。従来的には、閉弁点は、５９６度のクランク角に設定される。
１２５０ｒｐｍのエンジン速度では、５２０度のクランク角の閉弁点が、全負荷と全負荷
の７５％に対応する部分負荷とにおいて用いられる。全負荷の５０％に対応する部分負荷
では、５５０度のクランク角の閉弁点が用いられ、全負荷の２５％に対応する部分負荷で
は、５９６度のクランク角の閉弁点が用いられる。１０００ｒｐｍのエンジン速度では、
５４０度のクランク角の閉弁点が、全負荷において用いられる。全負荷の７５％に対応す
る部分負荷では、５５０度のクランク角の閉弁点が用いられる。全負荷の５０％および２
５％に対応する部分負荷では、５９６度のクランク角の閉弁点が用いられる。この実施形
態によれば、閉弁点の変動を用いて、内燃機関の燃焼室にさまざまな動作条件下で適正な
空気量が供給されることが保証される。過給装置は、これにより、より自由に制御されて
、該過給装置が、該過給装置の良好な効率が得られる動作条件下において動作することが
保証されうる。吸気弁が低負荷下かつ低エンジン速度においてより長時間にわたって開か
れたままになることは、内燃機関がこの動作範囲内において非常に良好な過渡応答を得る
ことを意味する。本用途においては、閉弁点は、４行程内燃機関の吸気段階における吸気
弁の開弁に関連ある上死点が、３６０°に位置するように寸法決めされる。続く下死点は
、５４０°に位置する。
【００３６】
　従来のディーゼル式内燃機関においては、噴射は、早期に、すなわち上死点の１０～１
５度手前のクランク角で開始されて、十分な量の燃料が上死点の手前で供給され、以って
膨張することによって冷却される燃焼室への噴射による悪影響が軽減されることが保証さ
れなければならない。このような悪影響の例は、熱効率の低下とスーチングの増加である
。従来のディーゼル式内燃機関では、さらにまた、噴射は、上死点の最大１５～２０度後
のクランク角まで継続する。緩慢な燃焼は、大量の熱が内燃機関の冷却装置に排出されて
、その結果として内燃機関の熱効率が低下することに繋がる。さらにまた、緩慢な燃焼に
おいては、高温の排気ガスがより大量に排出され、以ってこれもまた熱効率の低下に寄与
する。周知の直接噴射ディーゼルエンジンと比べて噴射時間を実質的に短縮することによ
り、長い噴射時間に付随する問題が緩和されるとともに、エンジンの熱効率が増加するこ
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とが保証される。本発明のひとつの実施形態によれば、燃料は、前記燃料噴射装置から、
内燃機関に対する負荷が７バールのＢＭＥＰを超える場合に、クランク角度０．１２度／
（バール×ｍ／秒）未満の比噴射時間で噴射される。
【００３７】
　比噴射時間は、エンジンの大きさと無関係な、噴射時間の長さの尺度である。この比噴
射時間（ψｓｐｅｃ）は、クランク角で表される噴射時期（ψｉｎｊ）と、バールを単位
とする平均有効圧力（ＢＭＥＰ）と、ｍ／秒を単位とする平均ピストン瞬間速度（ＶＰ）
とを用いて、以下のように計算される：
【数１】

ＢＭＥＰは、以下のように定義される：

【数２】

ここで、Ｔｂｒａｋｅは、Ｎｍを単位とする、クランク軸における測定軸トルクであり、
Ｖは、ｍ３を単位とする気筒容積である。したがって、ＢＭＥＰは、エンジンの大きさと
無関係な、吸気段階と圧縮段階と膨張段階と排気段階とを含む完全な１サイクルにおいて
伝達されるクランク軸トルクの平均値である。
【００３８】
　噴射時間の長さは、開弁および閉弁フランクに関する５０％のニードルリフト間のクラ
ンク角度で表される距離として定義される。図８に、ニードルリフトがクランク角の関数
として図示されたグラフが線図で示されている。噴射弁の開弁を表すフランクＯと噴射弁
の閉弁を表すフランクＣとのいずれもが相対的に急勾配である。一般に、噴射弁の弾性特
性によって、開弁段階において、ある程度の行過ぎ量Ｏｓが存在する。開弁の開始に先立
って、零点からのある一定のわずかな偏差Ｂが生じうる。さらにまた、反跳現象Ｒの結果
として、噴射弁の閉弁の瞬間が不明確になりうる。噴射時間を判断する際の困難をなくす
ために、前記説明にしたがって、噴射時間は、開弁フランクＯと閉弁フランクＣとに関す
る５０％のニードルリフト間のクランク角度で表される距離Ｄとして定義される。
【００３９】
　本発明では、相対的に高い負荷および回転数の下で短い比噴射時間が用いられる。この
クランク角度０．１２度／（バール×ｍ／秒）という比噴射時間のスレッショルド値は、
クランク角度として測定される噴射時間が、２２バールのＢＭＥＰかつ７．５ｍ／秒の平
均ピストン瞬間速度において１８度未満のクランク角度となるように選択される。２２バ
ールのＢＭＥＰは、大型自動車用の近代的なディーゼルエンジンにおいて略全負荷に対応
する。
【００４０】
　図９（ａ）から（ｄ）に、多数の動作シナリオにおける噴射時間の測定値が示されてい
る。
【００４１】
　本発明の開発過程において、研究から、内燃機関の熱効率に対する特に好ましい効果は
、ＢＭＥＰが高くなると得られることがわかった。本発明の好適な実施形態では、前記の
基準は、比噴射時間を、１２バールのＢＭＥＰを超えるエンジン負荷、特に１８バールの
ＢＭＥＰを超える負荷において、クランク角度０．０９５度／（バール×ｍ／秒）未満お
よびクランク角度０．０９度／（バール×ｍ／秒）未満とするという趣旨でいくらか改変
される。１組の平均ピストン瞬間速度に関する内燃機関に対する負荷の関数としての比噴
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射時間が、図１０に示されている。
【００４２】
　本発明のひとつの実施形態によれば、燃料供給は、上死点の１０度手前のクランク角か
ら上死点の１度後のクランク角までの範囲内において開始される。図１１に記録されてい
る計算から、熱効率は、噴射の開始点に大きく依存することがわかる。噴射は、好ましく
は、上死点の８度手前のクランク角から上死点までの間において行なわれる。前記の提案
にしたがって噴射時間の開始点を設定することにより、熱伝達および摩擦による寄生損が
減少することが保証される。噴射の持続時間もまた、燃料消費量に顕著な影響を及ぼす。
【００４３】
　内燃機関は、中間冷却を有する低圧ターボと高圧ターボとからなるターボ装置を介して
過給される。第６の実施形態の第１の変形例によれば、このターボ装置の高圧ターボと低
圧ターボとは、６０％を超える効率を有する。第２の変形例においては、効率は、６５％
を超える。第３の変形例では、効率は、７０％を超える。図１２～１５と関連して、約７
０％のターボマップ効率を有するターボ装置を説明する。このターボ装置は、中間冷却を
有する低圧ターボと高圧ターボとからなる。計算から、高速燃焼と可変吸気弁閉じ時期と
を併用すると、その結果として、内燃機関の熱効率は、ターボマップ効率の１パーセンテ
ージポイントの増加に対して０．１５パーセンテージポイントだけ増加する。従来の制御
方式のエンジンを用いた場合は、熱効率は、ターボマップ効率の１パーセンテージポイン
トの増加に対してわずか０．０５パーセンテージポイントしか増加しない。このように熱
効率の向上に対する貢献度が低いことは、歴史的に、単段タービンにおけるコンプレッサ
部の効率が、過去２５年間にわずか数パーセンテージポイントしか高められなかったこと
を意味した。周知の商業的に入手可能なトラック用ターボコンプレッサでは、効率は、１
９７７年の約７７％から２０００年の約７９％に高められた。ただ単に、さらなる効率の
向上は、行なうだけの価値がなかったのである。図１２～１５に関連して説明される新し
いターボ装置では、低圧コンプレッサおよび高圧コンプレッサは、約８３％の効率を有す
る。
【００４４】
　さらに熱効率を高めるために、排気ダクト、タービンケーシングおよび排気マニホルド
、すなわち排気ガスにより明らかに加熱される全ての部分に断熱被覆を施す。これは、排
気ダクトへの熱伝達の減少に繋がり、過給装置においてより大きい比率のエネルギーを再
生することが可能になる。
【００４５】
　さらに熱効率を高めるという観点から、前記燃焼室への空気および燃料の供給を調節し
て、燃焼時の最大シリンダ圧力を８*ＢＭＥＰバールより大とすることができる。好適な
実施形態においては、前記燃焼室への空気および燃料の供給が調節されて、燃焼時の最大
シリンダ圧力は、９*ＢＭＥＰバールより大とされ、さらに他の変形例では、前記燃焼室
への空気および燃料の供給が調節されて、燃焼時の最大シリンダ圧力は、１０*ＢＭＥＰ
バールより大とされる。
【００４６】
　本発明は、さまざまな実施形態および変形例を組み合わせることによって変化せしめら
れうる。
【００４７】
　本発明は、さらにまた、前記の原理が用いられた内燃機関に関する。本発明は、請求項
２２の特徴部分に記載の内燃機関に示されている。
【００４８】
　本発明の実施例は、従属請求項２３乃至４３に示されている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４９】
　以下に、添付図面と関連して、本発明の実施形態を説明する。
【００５０】
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　図１６に、良好な熱効率が得られるように制御される内燃機関の線図が示されている。
この内燃機関５１は、ピストンエンジン形であり、シリンダ５２と、各シリンダ内におい
て移動可能に配置されるとともに連接棒５５によりクランク軸５４に接続されるピストン
５３とによって形成される１組の各燃焼室を含む。前記燃焼室は、燃料を該燃焼室に直接
噴射するように設計される噴射装置５６を備える。前記噴射装置は、６バールのＢＭＥＰ
を超えるエンジン負荷で６ｍ／秒を超える平均ピストン瞬間速度における内燃機関の動作
範囲内においてクランク角度０．１２度／（バール×ｍ／秒）未満の比噴射時間が得られ
るように設計される。
【００５１】
　この目的のために、前記噴射装置は、クランク角度０．１２度／（バール×ｍ／秒）未
満の比噴射時間を可能にする噴射ノズルを含む。２リットル／シリンダの気筒容積を有す
る内燃機関の場合は、好ましくは、従来の噴射器に比べて大きい穴面積を有する噴射器が
用いられる。さらにまた、噴射装置を調節して、メートル毎秒を単位として測定される噴
射速度が従来の噴射器の場合と略同じに維持されるようにすることが望ましい。噴射器の
流量係数は、２リットル／シリンダに達する気筒容積を有する内燃機関に関しては２．５
リットル／シリンダを超える。急速噴射時間を可能にする噴射装置の構成については、特
許文献２および特許文献３を参照しており、前記特許の記載内容は、本明細書に取り入れ
られる。所望の比噴射時間を達成するための噴射器のカムおよび噴射ノズルの構成は、当
業者にはよく知られている。
【００５２】
　各シリンダ室５２は、少なくとも１個の吸気弁５７と排気弁５８とを備える。これらの
弁は、好ましくは、内燃機関を前記にしたがった低容積効率で動作させることができるよ
うに構成される。この目的のために、前記吸気弁および／または前記排気弁は、固定動作
状態において最適な低容積効率を可能にする固定カムを備えうる。これは、エンジンが定
負荷を有する設備において用いられる場合に可能である。エンジンが可変負荷を有する設
備において用いられる場合は、好ましくは、吸気弁および／または排気弁の調節可能な開
弁および閉弁が可能になる弁作動装置５９、６０が用いられる。ガス交換弁の調節可能な
開弁および閉弁は、本質的にすでに周知である。弁の可変的開弁および／または閉弁を達
成する装置の例は、特許文献４、特許文献５、特許文献６、特許文献７に示されており、
前記特許の記載内容は、本明細書に取り入れられる。
【００５３】
　吸気弁５７と排気弁５８との開弁および／または閉弁点をそれぞれ調節するために、制
御装置６１が設けられる。この制御装置６１は、それぞれの弁作動装置５９、６０と通信
して、開弁および閉弁時期を調節する。前記制御装置は、所望の容積効率がエンジン負荷
と平均ピストン瞬間速度との関数として示される第１の表示を含む。この表示は、マトリ
ックスの形態に構成されうるとともに、図１に示されている図と同様の図を表す。前記マ
トリックスに記憶される測定値は、現行の排出規制を満たす一方で最大限の熱効率を得る
ことができる最適な容積効率に関する、試験台での測定値である。前記マトリックスは、
所望の容積効率ηが、エンジン速度ｎと、たとえばＢＭＥＰで表されるエンジン負荷との
形態をとる入力データにより与えられるデータベース６２として記憶される。エンジン速
度情報は、周知の態様で、たとえばクランク軸に取り付けられる歯車の歯の通過を検出す
る誘導検出器によって得られる。エンジン負荷情報は、たとえば燃料噴射量に関するデー
タから、またはトルク伝達装置から直接測定により得られうる。さらにまた、所望の空気
過剰係数に関する情報または、該当する場合は、内燃機関が排気ガス再循環を備える場合
に、所望の等価空気過剰係数に関する情報がある。等価空気過剰係数という用語は、シリ
ンダ内の特定の空気および再循環される排気ガスの質量と、化学量論的燃焼を可能にする
空気の質量との間における比を意味する。この情報は、負荷およびエンジン速度の関数と
して示される所望の空気過剰に関する表示１３として記憶される。所望の容積効率に関す
る情報から、または、ＥＧＲが用いられる場合は、等価空気過剰係数から、ガス交換弁５
９、６０の開弁時期および閉弁時期が、第３の表示６４において得られる。本発明のひと
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つの実施形態によれば、表示６２～６４は、単純に、吸気弁閉じ時期がエンジン負荷とエ
ンジン速度との関数として示される単一の表示として表されうる。このような表示の一例
は、図７に示されている。
【００５４】
　本発明のひとつの実施形態によれば、以下により詳細に説明される過給装置が用いられ
る。この過給装置は、そもそも、好ましくはトラック、バスおよび建設機械等の大型自動
車に用いられる約６～約２０リットルの気筒容積を有するディーゼルエンジン用に意図さ
れている。前記過給装置は、現行の装置よりはるかに効率的な過給を達成するという特徴
を有する。この過給は、中間冷却を有する２個の直列接続ラジアル形コンプレッサを用い
て２段階で実現される。低圧コンプレッサと呼ばれる第１のコンプレッサ段は、軸流形の
低圧タービンによって駆動される。第２のコンプレッサ段である高圧コンプレッサは、ラ
ジアル形の高圧タービンによって駆動される。
【００５５】
　図１２に、吸気マニホルド１２および２個の別個の排気マニホルド１３、１４と従来式
の態様で連通する６個のエンジンシリンダ１１を有するエンジンブロック１０が示されて
いる。これらの２個の排気マニホルドの各々は、３個のエンジンシリンダから排気ガスを
受ける。これらの排気ガスは、別個の管路１５、１６を介して、タービン１７と共通の軸
に取り付けられるコンプレッサ１９からなる高圧ターボ装置１８内のタービン１７まで送
られる。
【００５６】
　前記排気ガスは、さらに管路２０を介して、タービン２１と共通の軸に取り付けられる
コンプレッサ２３からなる低圧ターボ装置２２内のタービン２１に送られる。前記排気ガ
スは、最終的に、さらに管路２４を介して、排気ガスの後処理装置からなりうる、エンジ
ンの排気装置に送られる。
【００５７】
　濾過された吸気は、管路２５を介してエンジンに引き込まれるとともに、低圧ターボ装
置２２のコンプレッサ２３に送られる。管路２６は、前記吸気をさらに第１の給気冷却器
２７を介して高圧ターボ装置１８のコンプレッサ１９に送る。この中間冷却を有する２段
過給後に、前記吸気は、さらに管路２８を介して第２の給気冷却器２９に送られ、その後
、前記吸気は、管路３０を介して吸気マニホルド１２に到達する。
【００５８】
　この実施形態にしたがったターボ過給装置は、入口ガイドレール１７ａによりタービン
の半分にガス流を供給する、高圧タービン１７への二重の螺旋状の各吸気管１５、１６が
図示されている図１３に、より詳細に図示されている。高圧タービン１７は、ラジアル形
であるとともに、低圧タービンが軸流形であるために用いられうる短い中間ダクト２０に
より低圧タービン２１に接続される。この短い流路は、タービン段間における圧力損失を
最小限に抑える。
【００５９】
　高圧タービン１７は、高圧コンプレッサ１９と一緒に軸３１に取り付けられる。低圧タ
ービン２１は、低圧コンプレッサ２３と一緒に軸３２に相応に取り付けられる。２個のタ
ーボ装置１８、２２は、本質的に同じ長手軸に沿って配向される。中間ダクト２０は、熱
応力とある一定の組立上の不具合とを吸収するある一定の軸方向および半径方向の可動性
を与えることによって設置引張力と漏れとに対抗するシール３３を備える。
【００６０】
　軸流形低圧タービンは、最大限の効率を得るために負荷をタービンの中心部分に近接し
て最適化するように構成される入口ガイドレール３４を備える（タービン段において、限
界効果および損失が最小となるタービン翼の中心の方向に負荷を最適化するように分散さ
せることを目的として、翼形の重心が曲線に沿って位置するガイドレールを有するいわゆ
る「コンパウンドリーン」構成）。低圧コンプレッサは、図１４を参照して以下により詳
細に説明されるように、大きい後退角を有して構成される羽根を備えたラジアル形である
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。高圧コンプレッサ１９も同様に、低圧コンプレッサ２３の羽根に対応する態様で適切に
後退せしめられる羽根を有するラジアル形である。
【００６１】
　図１４から、出口接線方向の付け根部分と先端部分との間における中心線に沿った羽根
３５の想像延長線と、コンプレッサ翼車の中心軸と羽根の外側先端部とを結ぶ線３６（鎖
線で示される）との間における羽根角βｂ２は、少なくとも約４０度、好ましくは少なく
とも約４５～５５度であることが理解されうる。市場で入手可能なターボコンプレッサは
、約２５～約３５度の範囲内の羽根角βｂ２を有する。この実施形態にしたがったターボ
過給装置の試験において、羽根角を少なくとも約４０度に増加させることが有利であるこ
とが立証された。この羽根角の増加の効果は、主として、付随するタービンを有するコン
プレッサ翼車が、所定の圧力比において、より高い速度で回転することによって構成され
る。この速度の増加は、タービン翼車の直径が、以ってさらにまた質量慣性モーメントが
減じられうることを意味する。さらにまた、質量慣性モーメントの減少は、タービン翼車
がより容易に自身の有効速度範囲まで加速されうることを意味するため、このことの副次
的効果として、エンジンの過渡応答が向上する。加えて、特に、二次流れの減少と、以っ
て損失の減少とにつながる、羽根の圧力側と吸込み側とに沿った流れの間における速度差
の減少の結果として、かつ、さらにまた、後続のディフューザにおける損失の減少につな
がる、ロータ出口における流量の減少の結果として、コンプレッサの効率が高まる。
【００６２】
　いずれのコンプレッサも、それぞれのコンプレッサ翼車の下流においてガイドレールを
備えて、圧力増大が最適化される。このディフューザは、羽根の長さが羽根間の距離（ピ
ッチ）に対して０．７５～１．５の範囲内のある比をなす空力学的に設計された羽根を有
するディフューザを意味するＬＳＡ（低弦節比翼）形であることが有利である。
【００６３】
　出口ディフューザ３７は、低圧タービン２１の後に配置されて、タービンから出る動圧
を回収する。このディフューザは、排気ガスを排気管２４に送り出す排気集合管３８内へ
と開口する。前記ディフューザは、軸方向の入口と実質的に半径方向の出口とを有する環
状ダクトとして設計される。前記ディフューザの外側ダクトは、フランジ３７ａによって
閉鎖されて、流出が後続の集合管からの再循環ガスによって妨害されることを防ぐ。この
フランジ３７ａを非対称に配置して、集合管の大きさを減じることができる。前記フラン
ジは、排気集合管３８の出口の直前に自身の半径方向最大高さを、その直径方向反対側に
自身の半径方向最小高さを有する。
【００６４】
　図１５に示される、高圧コンプレッサ１９を駆動する高圧タービン１７は、相対的に高
速で回転するために小直径を有して形成されるタービン翼車を有するラジアル形である。
このことは、この種のタービンにおいて一般に従来技術で用いられる種類のタービン翼車
ハブ４０内の凹部３９（いわゆる「扇形切欠き」）を排除することを可能にする。これら
の凹部３９は、単に従来技術を示すために、図１５に破線により示されている。これらの
凹部が排除されるため、タービン翼車は、より効果的に動作して、より高い全効率を達成
しうる。
【００６５】
　前記タービンは、翼車に対する流れを最適化するために、各翼車の上流において入口ガ
イドレールを有する。ラジアル形高圧および軸流形低圧タービンからなる前記構成は、タ
ービン段間における流れの損失が、短い中間ダクトによって、最小限に抑えられうること
を意味する。高圧タービンは、二重螺旋状入口を備えて、ディーゼルエンジンからの排気
ガス中のエネルギーを最適に利用することができた。しかしながら、前記実施形態の変形
例においては、単一、二重または多重の入口を有する従来式の入口も用いられうる。
【００６６】
　６～２０リットルの気筒容積のディーゼルエンジンに適する約４～６バールの絶対圧力
である圧力を生じしめるために、各コンプレッサは、入口圧力の２～２．５倍の圧力しか
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要さず、したがって標準の単段コンプレッサより低い圧力比に対して最適化される。
【００６７】
　前記説明のターボ過給装置は、いわゆるミラー機能を有する４行程ディーゼルエンジン
に有利に適用され得、このことは、有効圧縮比の一部がシリンダからターボコンプレッサ
へと移行され、その後、給気冷却装置において冷却が行なわれて、以って空気の温度が減
じられ、これによってシリンダ内におけるより効果的な熱力学的プロセスと、排気ガス排
出量、たとえば窒素酸化物（ＮＯｘ）の減少とがもたらされることを意味する。
【００６８】
　前記ターボ過給装置は、さらにまた、「ロングルートＥＧＲ」形の、すなわち、排気ガ
スが低圧タービン２１の出口の後で除去されるとともに低圧コンプレッサの入口の前でエ
ンジンの入口側に再循環される排気ガス再循環を有するエンジンにも用いられうる。
【００６９】
　内燃機関からの排出物を減少させるために、内燃機関は、排気ガスを触媒還元する手段
を、可能性としてＥＧＲとの組合せで備えうる。窒素酸化物を選択的に触媒還元する既存
の技術の一例は、特許文献８に示されており、前記特許の記載内容は、本出願に取り入れ
られる。
【００７０】
　内燃機関は、さらにまた、該内燃機関からのすすの排出を減少させる粒子状物質濾過装
置を備えうる。本発明にしたがったエンジン制御機構を用いるエンジンとともに用いられ
うる粒子状物質濾過装置の一例は、特許文献９に示されており、前記特許の記載内容は、
本出願に取り入れられる。
【００７１】
　本発明は、前記の実施形態に制限されると見なされるべきではなく、以下の特許請求の
範囲内において自由に改変されうる。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】最適な容積効率をエンジン負荷の関数として示す図である。
【図２】熱効率が、５０％に達する段毎のターボマップ効率を有するターボ装置の空気過
剰係数の関数として示されている図である。
【図３】熱効率が、７０％に達する段毎のターボマップ効率を有するターボ装置の空気過
剰係数の関数として示されている図である。
【図４】熱効率が、従来式の２段過給装置を有するエンジンの吸気弁閉じ時期の関数とし
て表されている図である。
【図５】熱効率が、約６５％に達する、より高いターボマップ効率を有する２段過給装置
を備えたエンジンの吸気弁閉じ時期の関数として示されている図である。
【図６】熱効率が、約７０％に達する、より高いターボマップ効率を有する２段過給装置
を備えたエンジンの吸気弁閉じ時期の関数として示されている図である。
【図７】吸気弁閉じ時期の変動がどのように行なわれうるかの一例を示す図である。
【図８】燃料噴射器におけるニードルリフトがクランク角度の関数として示されているグ
ラフである。
【図９】（ａ）から（ｄ）は、多数の動作シナリオにおいてニードルリフトの測定値がク
ランク角度の関数として示されている図である。
【図１０】１組の平均ピストン瞬間速度に関して比噴射時間が内燃機関のＢＭＥＰの関数
として示されている図である。
【図１１】噴射開始点と噴射の持続時間とに対する熱効率の依存性を示す図である。
【図１２】２段ターボ過給装置を有する内燃機関の線図である。
【図１３】前記ターボ過給装置を形成する２つのターボ過給段を通る縦断面図である。
【図１４】前記ターボ過給装置に用いられるコンプレッサホイールを示す部分切取平面図
である。
【図１５】高圧タービンのタービン翼車を示す平面図である。
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【図１６】良好な熱効率が得られるように制御される内燃機関を示す線図である。
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