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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内燃機関の排気通路に設けられた酸化機能を有する排気浄化手段と、
　該排気浄化手段より上流側から該排気浄化手段に燃料成分を供給する燃料成分供給手段
と、
　前記内燃機関の吸入空気量を制御する吸入空気量制御手段と、
　前記燃料成分供給手段からの燃料成分の供給が実行されていない状態における、前記内
燃機関の吸入空気量と前記排気浄化手段の温度との関係を学習する学習手段と、を備え、
　前記排気浄化手段の排気浄化能力を再生すべく前記排気浄化手段を目標温度に昇温させ
る昇温条件が成立しているときに、前記内燃機関の機関負荷が規定機関負荷より低い場合
は、前記燃料成分供給手段から前記排気浄化手段に供給される燃料成分量を制御すること
で前記排気浄化手段の温度を前記目標温度に上昇または維持させると共に、前記吸入空気
量制御手段によって前記内燃機関の吸入空気量を該内燃機関の機関回転数および該内燃機
関の機関負荷から定められる吸入空気量に制御し、
　前記昇温条件が成立しているときに、前記内燃機関の機関負荷が前記規定機関負荷以上
の場合は、前記燃料成分供給手段からの燃料成分の供給を禁止すると共に、前記吸入空気
量制御手段によって前記内燃機関の吸入空気量を制御することで前記排気浄化手段の温度
を前記目標温度に上昇または維持させ、
　前記昇温条件が成立しているときに、前記内燃機関の運転状態が、前記燃料成分供給手
段から前記排気浄化手段に供給される燃料成分量を制御することで前記排気浄化手段を前
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記目標温度に昇温させる運転領域から、前記吸入空気量制御手段によって前記内燃機関の
吸入空気量を制御することで前記排気浄化手段を前記目標温度に昇温させる運転領域に移
行した場合、前記燃料成分供給手段からの燃料成分の供給を停止した後、前記排気浄化手
段の温度が定常状態となってから、前記学習手段によって、前記内燃機関の吸入空気量と
前記排気浄化手段の温度との関係の学習を実行し、
　前記学習手段によって学習された前記内燃機関の吸入空気量と前記排気浄化手段の温度
との関係に基づいて、前記排気浄化手段の温度を前記目標温度とすべく前記吸入空気量制
御手段によって前記内燃機関の吸入空気量を制御することを特徴とする内燃機関の排気浄
化装置。
【請求項２】
　前記燃料成分供給手段が、前記内燃機関の気筒内において主燃料噴射よりも後の時期で
あって膨張行程または排気行程で副燃料噴射を実行することで、前記排気浄化手段より上
流側から該排気浄化手段に燃料成分を供給する場合において、
　前記昇温条件が成立しているときに前記内燃機関の機関負荷が規定機関負荷より低い場
合であっても、前記内燃機関の機関回転数が規定機関回転数以上の場合は、前記燃料成分
供給手段からの燃料成分の供給を禁止すると共に、前記吸入空気量制御手段によって前記
内燃機関の吸入空気量を制御することで前記排気浄化手段の温度を前記目標温度に上昇ま
たは維持させることを特徴とする請求項１記載の内燃機関の排気浄化装置。
【請求項３】
　前記規定機関負荷を、前記昇温条件が成立しているときの前記内燃機関の機関回転数が
高いほど低い値に設定することを特徴とする請求項１または２記載の内燃機関の排気浄化
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内燃機関の排気通路に設けられ、酸化機能を有する排気浄化手段を備えた内
燃機関の排気浄化装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内燃機関の排気浄化装置においては、排気中の粒子状物質（以下、ＰＭと称する）を捕
集するパティキュレートフィルタ（以下、フィルタと称する）や、吸蔵還元型ＮＯｘ触媒
等を、内燃機関の排気通路に設ける場合がある。例えば、フィルタを排気通路に備えた場
合、該フィルタに堆積したＰＭを除去するときに該フィルタを昇温させる必要がある。ま
た、吸蔵還元型ＮＯｘ触媒を排気通路に備えた場合、該吸蔵還元型ＮＯｘ触媒に吸蔵され
たＳＯｘを還元させるときに該吸蔵還元型ＮＯｘ触媒を昇温させる必要がある。
【０００３】
　排気浄化手段としてフィルタを排気通路に設けた内燃機関の排気浄化装置において、フ
ィルタの排気浄化能力を再生させるべく該フィルタを昇温させて堆積したＰＭを除去する
場合、（１）高負荷運転領域での通常運転による排気温度の上昇、（２）燃料噴射時期の
遅角、（３）膨張行程副燃料噴射およびＥＧＲガスの導入、（４）、膨張行程副燃料噴射
および吸気／排気絞り、のうちいずれかの方法を内燃機関の運転状態に応じて選択し、そ
れぞれの方法によってフィルタを昇温させる技術が知られている（例えば、特許文献１参
照。）。
【０００４】
　また、排気通路に設けられた排気浄化手段が酸化機能を有している場合においては、該
排気浄化手段を昇温させるために、該排気浄化手段より上流側から該排気浄化手段に燃料
成分を供給する技術がある。
【特許文献１】特開２０００－１６１０４４号公報
【特許文献２】特開２００２－２８５８９６号公報
【特許文献３】特開２００２－２３５５８９号公報
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【特許文献４】特開平５－１０６５１８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　内燃機関の排気通路に設けられた酸化機能を有する排気浄化手段を備えた内燃機関の排
気浄化装置において、排気浄化手段の浄化能力を再生すべく該排気浄化手段を昇温させる
場合、例えば、内燃機関での主燃料噴射の後の時期に行われる副燃料噴射や、排気浄化手
段より上流側の排気通路への燃料添加によって、排気浄化手段より上流側から該排気浄化
手段に燃料成分を供給する。この場合、燃料成分が排気浄化手段において酸化することで
発生する酸化熱によって排気浄化手段の温度が上昇する。
【０００６】
　しかしながら、内燃機関の運転状態によっては、排気浄化手段の浄化能力を再生するこ
とが可能となる目標温度に該排気浄化手段を昇温させるのに十分な量の燃料成分を排気浄
化手段に供給するのが困難な場合がある。例えば、内燃機関の機関負荷が高くなるほど気
筒内温度や排気温度が高くなる。そのため、副燃料噴射によって噴射された燃料もしくは
排気通路へ添加された燃料が、気筒内もしくは排気通路で燃焼してしまい、その結果、排
気浄化手段に十分な量の燃料成分が供給されない虞がある。
【０００７】
　本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであって、内燃機関の排気浄化装置において
、内燃機関の排気通路に設けられた排気浄化手段をより広範囲の運転状態で目標温度に昇
温させることを可能とすることで、排気浄化手段の浄化能力をより好適に再生させること
が可能な技術を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、内燃機関の排気通路に設けられた酸化機能を有する排気浄化手段の排気浄化
能力を再生すべく該排気浄化手段を目標温度に昇温させるときに、排気浄化手段に供給さ
れる燃料成分量を制御することで該排気浄化手段を昇温させるか、もしくは、排気浄化手
段への燃料成分の供給を禁止し内燃機関の吸入空気量を制御することで該排気浄化手段を
昇温させるかを、内燃機関の運転状態に応じて切り換えるものである。
【０００９】
　より詳しくは、本発明に係る内燃機関の排気浄化装置は、
　内燃機関の排気通路に設けられた酸化機能を有する排気浄化手段と、
　該排気浄化手段より上流側から該排気浄化手段に燃料成分を供給する燃料成分供給手段
と、
　前記内燃機関の吸入空気量を制御する吸入空気量制御手段と、を備え、
　前記排気浄化手段の排気浄化能力を再生すべく前記排気浄化手段を目標温度に昇温させ
る昇温条件が成立しているときに、前記内燃機関の機関負荷が規定機関負荷より低い場合
は、前記燃料成分供給手段から前記排気浄化手段に供給される燃料成分量を制御すること
で前記排気浄化手段の温度を前記目標温度に上昇または維持させると共に、前記吸入空気
量制御手段によって前記内燃機関の吸入空気量を該内燃機関の機関回転数および該内燃機
関の機関負荷から定められる吸入空気量に制御し、
　前記昇温条件が成立しているときに、前記内燃機関の機関負荷が前記規定機関負荷以上
の場合は、前記燃料成分供給手段からの燃料成分の供給を禁止すると共に、前記吸入空気
量制御手段によって前記内燃機関の吸入空気量を制御することで前記排気浄化手段の温度
を前記目標温度に上昇または維持させることを特徴とする。
【００１０】
　本発明に係る排気浄化手段としては、酸化触媒または吸蔵還元型ＮＯｘ触媒を担持した
フィルタや、吸蔵還元型ＮＯｘ触媒等が例示出来る。
【００１１】
　また、本発明に係る燃料成分供給手段は、内燃機関の気筒内において主燃料噴射よりも
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後の時期であって膨張行程または排気行程で副燃料噴射を実行することによって排気浄化
手段に燃料成分を供給するものであっても良く、また、排気浄化手段より上流側の排気通
路に燃料成分を添加することによって排気浄化手段に燃料成分を供給するものであっても
良い。
【００１２】
　昇温条件は排気浄化手段の種類等に応じて変更される。例えば、排気浄化手段がフィル
タの場合は、昇温条件を、フィルタに堆積したＰＭの除去を実行する条件としても良く、
また、排気浄化手段が吸蔵還元型ＮＯｘ触媒の場合は、昇温条件を、吸蔵還元型ＮＯｘ触
媒に吸蔵されたＳＯｘの還元を実行する条件としても良い。また、目標温度も昇温の目的
に応じて変更される。
【００１３】
　本発明において、排気浄化手段を目標温度に昇温させる昇温条件が成立しているときに
、内燃機関の機関負荷が規定機関負荷より低い場合は、燃料成分供給手段から排気浄化手
段に供給される燃料成分量を制御することで排気浄化手段の温度を前記目標温度に上昇ま
たは維持させる。また、このとき、吸入空気量制御手段は、内燃機関の吸入空気量を該内
燃機関の機関回転数および該内燃機関の機関負荷から定められる吸入空気量に制御される
。
【００１４】
　ところが、上述したように、内燃機関の機関負荷が高くなるほど気筒内温度や排気温度
は高くなるため、高負荷領域では、排気浄化手段より上流側から燃料成分供給手段によっ
て供給される燃料成分が気筒内もしくは排気通路内において燃焼してしまう虞がある。
【００１５】
　そこで、本発明においては、排気浄化手段を目標温度に昇温させる昇温条件が成立して
いるときに、内燃機関の機関負荷が規定機関負荷以上の場合は、燃料成分供給手段からの
燃料成分の供給を禁止する。そして、吸入空気量制御手段によって内燃機関の吸入空気量
を制御することで排気浄化手段の温度を前記目標温度に上昇または維持させる。
【００１６】
　ここで、規定機関負荷とは、気筒内もしくは排気温度が高温となり、燃料成分供給手段
から供給された燃料成分が気筒内もしくは排気通路内において燃焼してしまう機関負荷の
閾値であってもよい。
【００１７】
　排気浄化手段へ燃料成分を供給しなくても、吸入空気量を低下させることによって排気
の流量を減少させれば、排気の温度を高くすることが出来、それに伴って排気浄化手段を
昇温させることが出来る。そして、内燃機関の機関負荷がある程度高い場合は、吸入空気
量の制御のみによって排気浄化手段の温度を目標温度にすることが出来る。また、内燃機
関の機関負荷が規定機関負荷以上の場合には燃料成分の供給を禁止することによって、気
筒内もしくは排気通路内で該燃料成分が燃焼することで排気の温度が過剰に上昇すること
を抑制することが出来る。
【００１８】
　従って、本発明によれば、内燃機関の機関負荷が高い場合であっても低い場合であって
も、排気浄化手段の温度を目標温度に上昇または維持させることが出来る。即ち、より広
範囲の運転状態で排気浄化手段を目標温度に昇温させることが可能となり、以って、排気
浄化手段の浄化能力をより好適に再生することが可能となる。
【００１９】
　また、内燃機関の気筒内において主燃料噴射よりも後の時期であって膨張行程または排
気行程で副燃料噴射を実行することで、排気浄化手段より上流側から該排気浄化手段に燃
料成分を供給する場合、内燃機関の機関回転数が高くなるほど１回の燃焼サイクルにかか
る時間が短くなるため、１回の燃焼サイクル毎に実行可能な副燃料噴射の回数が少なくな
る。そのため、高回転運転領域では、副燃料噴射によっては、排気浄化手段を目標温度に
昇温させるのに十分な量の燃料成分を供給することが困難な場合がある。
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【００２０】
　そこで、本発明において、燃料成分供給手段が、内燃機関の気筒内において主燃料噴射
よりも後の時期であって膨張行程または排気行程で副燃料噴射を実行することで、排気浄
化手段より上流側から該排気浄化手段に燃料成分を供給するものである場合は、前記昇温
条件が成立しているときに前記内燃機関の機関負荷が規定機関負荷より低い場合であって
も、内燃機関の機関回転数が規定機関回転数以上の場合は、燃料成分供給手段からの燃料
成分の供給を禁止する。そして、吸入空気量制御手段によって内燃機関の吸入空気量を制
御することで排気浄化手段の温度を目標温度に上昇または維持させるのが好ましい。
【００２１】
　ここで、規定機関回転数とは、予め定められた機関回転数であって、排気浄化手段を目
標温度に昇温させるのに十分な量の燃料成分を供給するのが可能となる副燃料噴射の回数
を確保するのが困難となる機関回転数の閾値としても良い。
【００２２】
　本発明によれば、排気浄化手段への燃料供給が副燃料噴射によって行われる場合におい
て、内燃機関の機関回転数が高い場合であっても、排気浄化手段をより確実に目標温度に
昇温させることが出来る。即ち、より広範囲の運転状態で排気浄化手段を目標温度に昇温
させることが可能となり、以って、排気浄化手段の浄化能力をより好適に再生することが
可能となる。
【００２３】
　また、内燃機関においては、機関回転数が高くなるほど、気筒内壁面とピストンとの間
等におけるフリクションが増大する。そのため、機関回転数が高いときであっても機関回
転数が低いときと同様のトルクを発生させるために、機関負荷を同様とした場合、機関回
転数が高くなるほど主燃料噴射における燃料噴射量を増大させている。しかしながら、こ
のような燃料噴射量の制御を行った場合、機関回転数が高くなるほど、気筒内温度および
排気温度が主燃料噴射における燃料噴射量の増大分だけ高くなる虞がある。その結果、機
関回転数が高くなるほど、燃料成分供給手段から供給された燃料成分が気筒内もしくは排
気通路内において燃焼し易くなる虞がある。
【００２４】
　そこで、本発明においては、前記規定機関負荷を、前記昇温条件が成立しているときの
内燃機関の機関回転数が高いほど低い値に設定するのが好ましい。
【００２５】
　規定機関負荷をこのように設定することで、燃料成分が気筒内もしくは排気通路内にお
いて燃焼し易いときに燃料成分供給手段による燃料供給によって排気浄化手段の昇温が行
われるのを抑制することが出来る。即ち、より広範囲の運転状態で排気浄化手段をより確
実に目標温度に昇温させることが可能となる。
【００２６】
　本発明において、燃料成分供給手段からの燃料成分の供給が実行されていない状態にお
ける、内燃機関の吸入空気量と排気浄化手段の温度との関係を学習する学習手段をさらに
備えた場合、昇温条件が成立しているときに、内燃機関の運転状態が、燃料成分供給手段
から排気浄化手段に供給される燃料成分量を制御することで該排気浄化手段を目標温度に
昇温させる運転領域（以下、燃料成分量制御領域と称する）から、吸入空気量制御手段に
よって内燃機関の吸入空気量を制御することで排気浄化手段を目標温度に昇温させる運転
領域（以下、吸入空気量制御領域と称する）に移行したときは、燃料成分供給手段からの
燃料成分の供給を停止した後、排気浄化手段の温度が定常状態となってから、学習手段に
よって、内燃機関の吸入空気量と排気浄化手段の温度との関係の学習を実行する。そして
、この学習手段によって学習された内燃機関の吸入空気量と排気浄化手段の温度との関係
に基づいて、排気浄化手段の温度を目標温度とすべく吸入空気量制御手段によって内燃機
関の吸入空気量を制御するのが好ましい。
【００２７】
　昇温条件が成立しているときに、内燃機関の運転状態が燃料成分量制御領域から吸入空
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気量制御領域に移行した場合、燃料成分供給手段からの排気浄化手段への燃料供給が停止
される。そのため、排気浄化手段の温度は低下し始めることになる。このとき、排気浄化
手段の温度が低下している最中に内燃機関の吸入空気量と排気浄化手段の温度との関係を
学習手段が学習すると実際の関係とずれが生じる虞がある。
【００２８】
　そこで、本発明では、吸入空気量と排気浄化手段の温度との関係を学習手段によって学
習する場合、学習する時点での吸入空気量に対応した温度にまで排気浄化手段の温度が低
下してから、即ち、排気浄化手段の温度が定常状態となってから学習を実行する。尚、こ
こでは、排気浄化手段の単位時間当りの温度変化量が予め定められた規定量以下となった
ときに排気浄化手段の温度が定常状態となったと判断しても良い。
【００２９】
　このように、排気浄化手段の温度が定常状態にあるときに吸入空気量と排気浄化手段の
温度との関係を学習し、この学習した関係に基づいて排気浄化手段の温度を目標温度とす
べく吸入空気量を制御することで、昇温条件が成立しているときに、内燃機関の運転状態
が低負荷から高負荷に変化した場合であっても、排気浄化手段の温度をより正確に目標温
度に制御することが出来る。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明に係る内燃機関の排気浄化装置によれば、内燃機関の排気通路に設けられた排気
浄化手段を、より広範囲の運転状態で目標温度に昇温させることが出来、以って、排気浄
化手段の浄化能力をより好適に再生することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、本発明に係る内燃機関の排気浄化装置の具体的な実施の形態について図面に基づ
いて説明する。
【実施例１】
【００３２】
　＜内燃機関とその吸排気系および制御系の概略構成＞
　ここでは、本発明を車両駆動用のディーゼル機関に適用した場合を例に挙げて説明する
。図１は、本実施例に係る内燃機関とその吸排気系の概略構成を示す図である。
【００３３】
　内燃機関１は車両駆動用のディーゼル機関である。この内燃機関１には、吸気通路４と
排気通路２が接続されている。吸気通路４には、エアフローメータ１１とスロットル弁８
とが設けられている。一方、排気通路２には、排気に含まれる煤等のＰＭを捕集するパテ
ィキュレートフィルタ３（以下、単にフィルタ３と称する）が設けられている。このフィ
ルタ３には酸化触媒が担持されている。尚、フィルタ３には酸化触媒の代わりに吸蔵還元
型ＮＯｘ触媒が担持されていても良い。また、フィルタ３に触媒を担持させず該フィルタ
より上流側の排気通路２に酸化触媒等を配置した構成としても良い。
【００３４】
　フィルタ３より上流側の排気通路２には、排気中に燃料を添加する燃料添加弁５が設け
られている。フィルタ３より下流側の排気通路２には、該排気通路２を流通する排気の温
度に対応した電気信号を出力する排気温度センサ７が設けられている。
【００３５】
　以上述べたように構成された内燃機関１には、この内燃機関１を制御するための電子制
御ユニット（ＥＣＵ）１０が併設されている。このＥＣＵ１０は、内燃機関１の運転条件
や運転者の要求に応じて内燃機関１の運転状態を制御するユニットである。ＥＣＵ１０は
、エアフローメータ１１や、排気温度センサ７、さらに、内燃機関１のクランク角に対応
した電気信号を出力するクランクポジションセンサ６、アクセル開度に対応した電気信号
を出力するアクセル開度センサ９等の各種センサと電気的に接続されており、これらの出
力信号がＥＣＵ１０に入力される。そして、ＥＣＵ１０は、クランクポジションセンサ６
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の出力値から内燃機関１の機関回転数を導出し、アクセル開度センサ９の出力値から内燃
機関１の機関負荷を導出する。また、ＥＣＵ１０は、排気温度センサ７の出力値からフィ
ルタ３の温度を推定する。また、ＥＣＵ１０は、スロットル弁８や燃料添加弁５、内燃機
関１の燃料噴射弁等と電気的に接続されており、これらを制御することが可能となってい
る。
【００３６】
　＜フィルタ昇温制御＞
　本実施例において、フィルタ３にＰＭが堆積すると該フィルタ３の排気浄化能力が低下
することになる。そのため、本実施例では、フィルタ３に規定堆積量以上のＰＭが堆積し
た場合、フィルタ３に堆積したＰＭを酸化・除去して該フィルタ３の排気浄化能力を再生
させるべく該フィルタ３を目標温度に昇温させるフィルタ昇温制御が実行される。ここで
、規定堆積量とは、ＰＭが酸化するときに発生する熱によってフィルタ３が過昇温する虞
があるＰＭの堆積量よりも少ない量であって、実験等によって予め定められた量である。
また、目標温度とは、堆積したＰＭが酸化し除去される温度である。尚、予め定められた
規定時間毎、もしくは、予め定められた規定走行距離毎にフィルタ昇温制御を実行しても
良い。
【００３７】
　ここで、本実施例に係るフィルタ昇温制御ルーチンについて図２に示すフローチャート
図に基づいて説明する。本ルーチンは、ＥＣＵ１０に予め記憶されており、内燃機関１の
運転中、予め定められた制御実行時間毎に繰り返される。
【００３８】
　本ルーチンでは、先ず、ＥＣＵ１０は、Ｓ１０１において、フィルタ昇温制御の実行条
件が成立しているか否かを判別する。Ｓ１０１において、肯定判定された場合、ＥＣＵ１
０はＳ１０２に進み、否定判定された場合、ＥＣＵ１０は本ルーチンの実行を終了する。
【００３９】
　Ｓ１０２に進んだＥＣＵ１０は、現時点での内燃機関１の機関負荷が規定機関負荷以上
であるか否かを判別する。
【００４０】
　ここで、規定機関負荷とは、フィルタ３より上流側の排気通路２内を流れる排気の温度
が、燃料添加弁５から燃料を添加した場合に該燃料が排気通路２内で燃焼してしまうほど
高温となっていると判断出来る機関負荷の閾値である。尚、内燃機関１の機関負荷を同様
とした場合、内燃機関１の機関回転数が高いほど、主燃料噴射による燃料噴射量が増大さ
れるため気筒２内の温度および排気温度が高くなる虞がある。そのため、本実施例におい
ては、規定機関負荷は、現時点での内燃機関１の機関回転数が高いほど低い値に設定され
る。ここでは、内燃機関１の機関回転数と規定機関負荷との関係を定めたマップをＥＣＵ
１０に予め記憶させておいても良い。Ｓ１０２において、肯定判定された場合、ＥＣＵ１
０はＳ１０３に進み、否定判定された場合、ＥＣＵ１０はＳ１０４に進む。
【００４１】
　Ｓ１０４に進んだＥＣＵ１０は、燃料添加弁５からの燃料添加を実行することでフィル
タ３に燃料を供給し、燃料添加量を制御することで、現時点でのフィルタ３の温度が目標
温度より低い場合は該フィルタ３を目標温度にまで昇温させ、現時点でのフィルタ３の温
度が目標温度である場合はこの目標温度を維持させる。
　る。つまり、この場合、燃料添加弁５から燃料が添加されることでフィルタ３に担持さ
れた酸化触媒に該燃料が供給される。そして、この燃料が酸化触媒にて酸化することで発
生する熱によってフィルタ３が昇温される。尚、Ｓ１０４において、燃料添加弁５からの
燃料添加が実行される場合、スロットル弁８の開度は内燃機関１の機関回転数および機関
負荷から定められる開度に制御される。このときのスロットル弁８の開度は、通常の運転
状態において内燃機関１の機関回転数および機関負荷を同様とした場合とは異なる開度で
あっても良い。Ｓ１０４において、フィルタ３を目標温度に昇温させた後、ＥＣＵ１０は
本ルーチンの実行を終了する。
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【００４２】
　一方、Ｓ１０３に進んだＥＣＵ１０は、燃料添加弁５からの燃料添加を禁止すると共に
、スロットル弁８の開度を小さくすることで吸入空気量を減少させ、フィルタ３を目標温
度に昇温させる。
【００４３】
　上述したように、機関負荷が規定機関負荷以上のときに燃料添加弁５から燃料を添加す
ると該燃料が排気通路２内で燃焼してしまう。そのため、燃料添加弁５からの燃料添加で
は、フィルタ３の温度を目標温度とするのに十分な燃料をフィルタ３に担持された酸化触
媒に供給するのが困難となる虞がある。そこで、このＳ１０３では、スロットル弁８の開
度を制御する、即ち吸入空気量を制御することで、現時点でのフィルタ３の温度が目標温
度より低い場合は該フィルタ３を目標温度にまで昇温させ、現時点でのフィルタ３の温度
が目標温度である場合はこの目標温度を維持させる。
【００４４】
　この場合、吸入空気量を減少させることで排気温度が上昇し、排気温度の上昇に伴って
フィルタ３が昇温されることになる。尚、この場合、スロットル弁８の開度を変更する前
に、燃料添加弁５からの燃料添加が行われていない状態におけるスロットル弁８の開度と
フィルタ３の温度との関係を学習し、この学習した関係に基づいてスロットル弁８の開度
を制御する。Ｓ１０３において、フィルタ３を目標温度に昇温させた後、ＥＣＵ１０は本
ルーチンの実行を終了する。
【００４５】
　以上説明した制御ルーチンによれば、内燃機関１の機関負荷が高い場合であっても低い
場合であっても、フィルタ３を目標温度に昇温することが出来る。即ち、より広範囲の運
転状態でフィルタ３を目標温度に昇温させることが可能となるため、堆積したＰＭの酸化
・除去をより広範囲の運転状態で実行することが出来る。また、内燃機関１の機関負荷が
規定機関負荷以上の場合には燃料添加弁５からの燃料添加を禁止することによって、排気
通路２内で燃料が燃焼することで排気の温度が過剰に上昇することを抑制することが出来
る。このように、本実施例によれば、フィルタ３の浄化能力をより好適に再生することが
可能となる。
【００４６】
　尚、上記制御ルーチンにおいては、フィルタ３を昇温させるべく該フィルタ３に燃料を
供給する場合、排気中に燃料添加弁５から燃料を添加するとしたが、燃料添加弁５からの
燃料添加の代わりに、内燃機関１の気筒内において主燃料噴射よりも後の時期であって膨
張行程または排気行程で副燃料噴射を実行することで、フィルタ３より上流側から該フィ
ルタ３に燃料を供給しても良い。
【００４７】
　また、上記制御ルーチンは、フィルタ３に吸蔵還元型ＮＯｘ触媒（以下、ＮＯｘ触媒と
称する）を担持した場合において、ＮＯｘ触媒に吸蔵されたＳＯｘを還元する場合にも適
用出来る。この場合、フィルタ昇温条件を、ＮＯｘ触媒に吸蔵されたＳＯｘ量が規定吸蔵
量以上となった場合としても良い。また、目標昇温を、ＮＯｘ触媒に吸蔵されたＳＯｘを
還元可能な温度とする。
【００４８】
　さらに、フィルタ３の代わりにＮＯｘ触媒を配置した場合において、該ＮＯｘ触媒を昇
温させる場合に適用しても良い。
【００４９】
　＜スロットル弁開度とフィルタ温度との関係の学習＞
　次に、フィルタ昇温制御実行中に内燃機関１の機関負荷が規定機関負荷より低い状態か
ら規定機関負荷以上に移行した場合の制御について図３に基づいて説明する。図３は、フ
ィルタ昇温制御実行中における、機関負荷および燃料添加弁５からの燃料添加、フィルタ
３の温度、スロットル弁８の開度の関係を示すタイムチャートである。機関負荷における
一点鎖線は規定機関負荷を表し、フィルタ温度における一点鎖線は目標温度を表している
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。
【００５０】
　上述したように、フィルタ昇温制御の実行時であって内燃機関１の機関負荷が規定機関
負荷より低い場合は、燃料添加弁５からの燃料添加が実行されている。このときに、内燃
機関１の機関負荷が規定機関負荷以上に移行した場合、図３に示すように、移行した時点
で燃料添加弁５からの燃料添加が停止される。その結果、目標温度に制御されていたフィ
ルタ３の温度が低下し始める。
【００５１】
　ここで、本実施例においては、フィルタ昇温制御の実行時であって内燃機関１の機関負
荷が規定機関負荷以上の場合は、スロットル弁８の開度を制御することによってフィルタ
３を目標温度に昇温させる。そして、この場合、燃料添加弁５からの燃料添加が行われて
いない状態でのフィルタ３の温度とスロットル弁８の開度との関係をＥＣＵ１０によって
学習し、この学習した関係に基づいてスロットル弁８の開度が制御される。しかしながら
、フィルタ３の温度が低下している最中にフィルタ３の温度とスロットル弁８の開度との
関係を学習すると、スロットル弁８の開度に実際に対応したフィルタ３の温度よりも該フ
ィルタ３の温度が高いものとして学習してしまう。そして、このように学習したフィルタ
３の温度とスロットル弁８の開度との関係に基づいて、フィルタ３の温度を目標温度とす
べくスロットル弁８の開度を制御した場合、実際のフィルタ３の温度は目標温度とずれて
しまう。
【００５２】
　そこで、本実施例では、燃料添加弁５からの燃料添加を停止した後、フィルタ３の温度
が定常状態となってから（即ち、図３のａの時期）ＥＣＵ１０によってフィルタ３の温度
とスロットル弁８の開度との関係を学習する。そして、このタイミングで学習した両者の
関係に基づいて、フィルタ３の温度を目標温度とすべくスロットル弁８の開度を制御する
。
【００５３】
　＜フィルタ昇温制御実行中に機関負荷が変化した場合の制御ルーチン＞
　ここで、フィルタ昇温制御実行中に内燃機関１の機関負荷が規定機関負荷より低い状態
から規定機関負荷以上に移行した場合の制御ルーチンについて図４に示すフローチャート
に基づいて説明する。本ルーチンは、ＥＣＵ１０に予め記憶されており、フィルタ昇温制
御の実行中、予め定められた制御実行時間毎に繰り返される。
【００５４】
　本ルーチンでは、先ず、ＥＣＵ１０は、Ｓ２０１において、内燃機関１の機関負荷が規
定機関負荷より低い状態から規定機関負荷以上に移行したか否かを判別する。このＳ２０
１において、肯定判定された場合、ＥＣＵ１０はＳ２０２に進み、否定判定された場合、
ＥＣＵ１０は本ルーチンの実行を終了する。
【００５５】
　Ｓ２０２に進んだＥＣＵ１０は、燃料添加弁５からの燃料添加を停止する。
【００５６】
　次に、ＥＣＵ１０は、Ｓ２０３に進み、フィルタ３の温度が定常状態であるか否かを判
別する。ここでは、フィルタ３の単位時間当たりの温度変化量が予め定められた規定量以
下となったときにフィルタ３の温度が定常状態となったと判断する。このＳ２０３におい
て、肯定判定された場合、ＥＣＵ１０はＳ２０４に進み、否定判定された場合、ＥＣＵ１
０は本ルーチンの実行を終了する。尚、Ｓ２０３において、否定判定された場合、ＥＣＵ
１０はＳ２０３を繰り返すとしても良い。
【００５７】
　Ｓ２０４に進んだＥＣＵ１０は、スロットル弁８の開度とフィルタ３の温度との関係を
学習する。
【００５８】
　次に、ＥＣＵ１０は、Ｓ２０５に進み、Ｓ２０４にて学習したスロットル弁８の開度と
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フィルタ３の温度との関係に基づいて、フィルタ３の温度を目標温度とすべくスロットル
弁８の開度制御を実行する。その後、ＥＣＵ１０は本ルーチンの実行を終了する。
【００５９】
　以上説明した制御ルーチンによれば、フィルタ３の温度が定常状態にあるときにスロッ
トル弁８の開度とフィルタ３の温度との関係を学習し、この学習した関係に基づいてフィ
ルタ３の温度を目標温度とすべくスロットル弁８の開度を制御することで、昇温条件が成
立しているときに、内燃機関１の運転状態が低負荷から高負荷に変化した場合であっても
、フィルタ３の温度をより正確に目標温度に制御することが出来る。
【００６０】
　尚、本実施例において、排気通路２に排気絞り弁が設けられている場合は、スロットル
弁８の開度制御と併用して排気絞り弁の開度制御を実行しても良い。
【実施例２】
【００６１】
　＜内燃機関とその吸排気系の概略構成＞
　図５は、本実施例に係る内燃機関とその吸排気系の概略構成を示す図である。図５に示
すように、本実施例に係る内燃機関とその吸排気系の概略構成は、上述した実施例１に係
る内燃機関とその吸排気系の概略構成から燃料添加弁５を除いた点のみが異なりその他の
構成は同様である。
【００６２】
　＜フィルタ昇温制御＞
　本実施例においては、フィルタ３（フィルタ３に担持された酸化触媒）に燃料を供給す
ることで該フィルタ３を昇温させる場合、内燃機関１の気筒内において主燃料噴射よりも
後の時期であって膨張行程または排気行程で副燃料噴射を実行することで、フィルタ３よ
り上流側から該フィルタ３に燃料を供給する。
【００６３】
　ここで、副燃料噴射によってフィルタ３に燃料を供給する場合、内燃機関１の機関回転
数が高くなるほど１回の燃焼サイクルにかかる時間が短くなるため、１回の燃焼サイクル
毎に実行可能な副燃料噴射の回数が少なくなる。そのため、高回転運転領域では、副燃料
噴射によっては、フィルタ３を目標温度に昇温させるのに十分な量の燃料を供給すること
が困難な場合がある。
【００６４】
　そこで、本実施例では、図６に示すように、フィルタ昇温制御を実行するときに、内燃
機関１の運転状態が（Ａ）の領域にあるとき、即ち、内燃機関１の機関負荷が規定機関負
荷より低く且つ内燃機関１の機関回転数が規定機関回転数より低い場合は、副燃料噴射を
実行しその噴射量を制御することでフィルタ３を目標温度に昇温させる。そして、フィル
タ昇温制御を実行するときに、内燃機関１の運転状態が（Ｂ）の領域にあるとき、即ち、
内燃機関１の機関負荷が規定機関負荷以上の場合または内燃機関１の機関回転数が規定機
関回転数以上の場合は、副燃料噴射を禁止すると共に、スロットル弁８の開度を制御する
ことでフィルタ３を目標温度に昇温させる。
【００６５】
　図６は、内燃機関１の運転状態とフィルタ３の昇温方法との関係を示す図である。　図
６において、縦軸は機関負荷を表し、横軸は機関回転数を表している。また、破線は、領
域（Ａ）と領域（Ｂ）との境界を表し、実線は機関回転数に応じた最大機関負荷を表して
いる。
【００６６】
　ここで、領域（Ａ）と領域（Ｂ）との境界は規定機関負荷と規定回転数とで定められて
いる。規定機関負荷は、上述した実施例１に係る規定機関負荷と同様であり、機関回転数
が高いほど低い値となっている。また、規定機関回転数とは、予め定められた機関回転数
であって、フィルタ３を目標温度に昇温させるのに十分な量の燃料を供給するのが可能と
なる副燃料噴射の回数を確保するのが困難となる機関回転数の閾値である。
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【００６７】
　次に、本実施例に係るフィルタ昇温制御ルーチンについて図７に示すフローチャート図
に基づいて説明する。尚、本ルーチンは、図２に示すフィルタ昇温制御ルーチンにおける
Ｓ１０４をＳ３０４とし、さらにＳ３０３を加えたものである。そのため、ここではＳ３
０３およびＳ３０４についてのみ説明し、その他のステップの説明を省略する。本ルーチ
ンも、前記と同様、ＥＣＵ１０に予め記憶されており、内燃機関１の運転中、予め定めら
れた制御実行時間毎に繰り返される。
【００６８】
　本ルーチンにおいては、Ｓ１０２において、否定判定された場合、ＥＣＵ１０はＳ３０
３に進む。
【００６９】
　Ｓ３０３において、ＥＣＵ１０は、内燃機関１の機関回転数が規定機関回転数以上であ
るか否か判別する。このＳ３０３において、肯定判定された場合、ＥＣＵ１０はＳ１０３
に進み、否定判定された場合、ＥＣＵ１０はＳ３０４に進む。
【００７０】
　Ｓ３０４に進んだＥＣＵ１０は、内燃機関１の気筒内での副燃料噴射を実行し、この副
燃料噴射による噴射量を制御することで、現時点でのフィルタ３の温度が目標温度より低
い場合は該フィルタ３を目標温度にまで昇温させ、現時点でのフィルタ３の温度が目標温
度である場合はこの目標温度を維持する。尚、Ｓ３０４において、副燃料噴射が実行され
る場合、スロットル弁８の開度は内燃機関１の機関負荷から定められる開度に制御される
。
【００７１】
　以上説明した制御ルーチンによれば、フィルタ３への燃料供給が副燃料噴射によって行
われる場合において、内燃機関の機関回転数が高い場合であっても、より確実にフィルタ
３を目標温度に昇温することが出来る。即ち、より広範囲の運転状態でフィルタ３を目標
温度に昇温させることが可能となるため、堆積したＰＭの酸化・除去をより広範囲の運転
状態で実行することが出来る。
【００７２】
　尚、本実施例において、フィルタ昇温制御実行中に、内燃機関１の運転状態が、図６に
示す領域（Ａ）から領域（Ｂ）に移行した場合、移行した時点で副燃料噴射は停止される
。そして、副燃料噴射を停止した後、フィルタ３の温度が定常状態となってからＥＣＵ１
０によってフィルタ３の温度とスロットル弁８の開度との関係を学習し、このタイミング
で学習した両者の関係に基づいて、フィルタ３の温度を目標温度とすべくスロットル弁８
の開度を制御する。
【００７３】
　このような制御を行うことによって、フィルタ昇温制御の実行中に、内燃機関１の運転
状態が変化した場合であっても、フィルタ３の温度をより正確に目標温度に制御すること
が出来る。
【００７４】
　また、本実施例に係る上記制御ルーチンも、実施例１に係るフィルタ昇温制御ルーチン
と同様、フィルタ３にＮＯｘ触媒を担持した場合、もしくは、フィルタ３の代わりにＮＯ
ｘ触媒を配置した場合において、ＮＯｘ触媒に吸蔵されたＳＯｘを還元する場合にも適用
することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】本発明の実施例１に係る内燃機関およびその吸排気系の概略構成を示す図。
【図２】本発明の実施例１に係るフィルタ昇温制御ルーチンを示すフローチャート図。
【図３】フィルタ昇温制御実行中における、機関負荷および燃料添加弁からの燃料添加、
フィルタの温度、スロットル弁の開度の関係を示すタイムチャート。
【図４】フィルタ昇温制御実行中に内燃機関の機関負荷が規定機関負荷より低い状態から
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規定機関負荷以上に移行した場合の制御ルーチンを示すフローチャート図。
【図５】本発明の実施例２に係る内燃機関およびその吸排気系の概略構成を示す図。
【図６】本発明の実施例２に係る、内燃機関の運転状態とフィルタの昇温方法との関係を
示す図。
【図７】本発明の実施例２に係るフィルタ昇温制御ルーチンを示すフローチャート図。
【符号の説明】
【００７６】
１・・・内燃機関
２・・・排気通路
３・・・パティキュレートフィルタ
５・・・燃料添加弁
７・・・排気温度センサ
８・・・スロットル弁
１０・・ＥＣＵ

【図１】 【図２】
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