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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　点火時期が変更可能で排気系に排気を浄化する触媒を有する浄化装置が取り付けられた
内燃機関の制御装置であって、
　前記触媒が未暖機状態にある前記内燃機関を始動する際には、始動直後から点火時期を
徐々に遅角させる始動時点火制御を実行し、該始動時点火制御による点火時期の遅角が開
始されてから失火を抑制するために予め定められた所定の増量条件が成立するまでは目標
空燃比となる燃料噴射量を燃料噴射弁から噴射すると共に前記所定の増量条件が成立した
以降は前記目標空燃比となる燃料噴射量を増量補正した燃料噴射量を燃料噴射弁から噴射
する始動時燃料噴射制御を実行する
　内燃機関の制御装置。
【請求項２】
　請求項１記載の内燃機関の制御装置であって、
　前記所定の増量条件は、前記点火時期が所定の角度に至った条件である
　内燃機関の制御装置。
【請求項３】
　請求項１記載の内燃機関の制御装置であって、
　前記所定の増量条件は、前記始動時点火制御による点火時期の遅角が開始されてから所
定時間経過した条件である
　内燃機関の制御装置。
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【請求項４】
　請求項１記載の内燃機関の制御装置であって、
　前記目標空燃比となる燃料噴射量は、理論空燃比となる基本燃料噴射量に前記内燃機関
の状態に基づく補正係数を乗じて演算されてなる噴射量である
　内燃機関の制御装置。
【請求項５】
　請求項１ないし４いずれか記載の内燃機関の制御装置であって、
　前記始動時燃料噴射制御による燃料噴射量の増量補正が行なわれた以降に所定開度に至
るまでスロットル開度を徐々に大きくする始動時スロットル制御を実行すると共に前記始
動時燃料噴射制御としてスロットル開度が前記所定開度に至った以降に燃料噴射量の増量
補正を終了する制御を実行する
　内燃機関の制御装置。
【請求項６】
　請求項５記載の内燃機関の制御装置であって、
　前記始動時燃料噴射制御は、スロットル開度が前記所定開度に至ってから所定時間経過
したときに燃料噴射量の増量補正を終了する制御である
　内燃機関の制御装置。
【請求項７】
　請求項５または６記載の内燃機関の制御装置であって、
　前記始動時スロットル制御は、該制御を実行している最中に前記内燃機関への出力要求
がなされたときには該制御を中止する制御であり、
　前記始動時燃料噴射制御は、前記始動時スロットル制御が中止されたときには前記内燃
機関の始動から所定時間経過したときに燃料噴射量の増量補正を終了する制御である
　内燃機関の制御装置。
【請求項８】
　請求項１ないし４いずれか記載の内燃機関の制御装置であって、
　前記始動時燃料噴射制御は、前記内燃機関の始動から所定時間経過したときに燃料噴射
量の増量補正を終了する制御である
　内燃機関の制御装置。
【請求項９】
　請求項５ないし８いずれか記載の内燃機関の制御装置であって、
　前記始動時燃料噴射制御は、燃料噴射量の増量補正を終了するときには終了直前の空燃
比に基づく減衰程度をもって燃料噴射量の増量補正を終了する制御である
　内燃機関の制御装置。
【請求項１０】
　排気系に排気を浄化する触媒を有する浄化装置が取り付けられた内燃機関の制御装置で
あって、
　前記触媒が未暖機状態にある前記内燃機関を始動する際には、始動後の第１のタイミン
グからスロットル開度を所定開度に至るまで徐々に大きくする始動時スロットル制御を実
行し、前記内燃機関の始動に伴う第２のタイミングから目標空燃比となる燃料噴射量を増
量補正した燃料噴射量を燃料噴射弁から噴射すると共にスロットル開度が前記所定開度に
至った以降に燃料噴射量の増量補正を終了する始動時燃料噴射制御を実行する
　内燃機関の制御装置。
【請求項１１】
　請求項１０記載の内燃機関の制御装置であって、
　前記始動時燃料噴射制御は、スロットル開度が前記所定開度に至ってから所定時間経過
したときに燃料噴射量の増量補正を終了する制御である
　内燃機関の制御装置。
【請求項１２】
　請求項１０または１１記載の内燃機関の制御装置であって、
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　前記始動時スロットル制御は、該制御を実行している最中に前記内燃機関への出力要求
がなされたときには該制御を中止する制御であり、
　前記始動時燃料噴射制御は、前記始動時スロットル制御が中止されたときには前記内燃
機関の始動から所定時間経過したときに燃料噴射量の増量補正を終了する制御である
　内燃機関の制御装置。
【請求項１３】
　点火時期が変更可能で排気系に排気を浄化する触媒を有する浄化装置が取り付けられた
内燃機関の制御方法であって、
　前記触媒が未暖機状態にある前記内燃機関を始動する際には、始動直後から点火時期を
徐々に遅角させる始動時点火制御を実行し、該始動時点火制御による点火時期の遅角が開
始されてから失火を抑制するために予め定められた所定の増量条件が成立するまでは目標
空燃比となる燃料噴射量を燃料噴射弁から噴射すると共に前記所定の増量条件が成立した
以降は前記目標空燃比となる燃料噴射量を増量補正した燃料噴射量を燃料噴射弁から噴射
する始動時燃料噴射制御を実行する
　内燃機関の制御方法。
【請求項１４】
　請求項１３記載の内燃機関の制御方法であって、
　前記始動時燃料噴射制御による燃料噴射量の増量補正が行なわれた以降に所定開度に至
るまでスロットル開度を徐々に大きくする始動時スロットル制御を実行すると共に前記始
動時燃料噴射制御としてスロットル開度が前記所定開度に至った以降に燃料噴射量の増量
補正を終了する制御を実行する
　内燃機関の制御方法。
【請求項１５】
　請求項１３記載の内燃機関の制御方法であって、
　前記始動時燃料噴射制御は、前記内燃機関の始動から所定時間経過したときに燃料噴射
量の増量補正を終了する制御である
　内燃機関の制御方法。
【請求項１６】
　請求項１４または１５記載の内燃機関の制御装置であって、
　前記始動時燃料噴射制御は、燃料噴射量の増量補正を終了するときには終了直前の空燃
比に基づく減衰程度をもって燃料噴射量の増量補正を終了する制御である
　内燃機関の制御方法。
【請求項１７】
　排気系に排気を浄化する触媒を有する浄化装置が取り付けられた内燃機関の制御方法で
あって、
　前記触媒が未暖機状態にある前記内燃機関を始動する際には、始動後の第１のタイミン
グからスロットル開度を所定開度に至るまで徐々に大きくする始動時スロットル制御を実
行し、前記内燃機関の始動に伴う第２のタイミングから目標空燃比となる燃料噴射量を増
量補正した燃料噴射量を燃料噴射弁から噴射すると共にスロットル開度が前記所定開度に
至った以降に燃料噴射量の増量補正を終了する始動時燃料噴射制御を実行する
　内燃機関の制御方法。
【請求項１８】
　請求項１７記載の内燃機関の制御方法であって、
　前記始動時スロットル制御は、該制御を実行している最中に前記内燃機関への出力要求
がなされたときには該制御を中止する制御であり、
　前記始動時燃料噴射制御は、前記始動時スロットル制御が中止されたときには前記内燃
機関の始動から所定時間経過したときに燃料噴射量の増量補正を終了する制御である
　内燃機関の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、内燃機関の制御装置および内燃機関の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の内燃機関の制御装置としては、未暖機状態の内燃機関を始動したときに
は、排気を浄化する浄化装置内の触媒の暖機を促進するために点火時期を遅角すると共に
燃料噴射量を増量補正するものが提案されている（例えば、特開平８－８６２３６号公報
など）。この装置では、点火時期を遅角することによって生じる失火やアイドルスピード
コントロールバルブの開度を増大する際に生じるリーンを抑制するために、点火時期の遅
角開始と同時に燃料噴射量の増量補正を行ない、アイドルスピードコントロールバルブの
開度増大が終了した時点で燃料噴射量の増量補正を終了し、空燃比がリーンに傾くのを抑
制し、触媒の迅速な暖機を促進している。なお、触媒の迅速な暖機は、内燃機関からの排
気の迅速な浄化に繋がり、エミッションを向上させるものとなる。
【発明の開示】
【０００３】
　このように内燃機関の始動時の触媒暖機は、エミッションを向上させるものであり、有
効なものであるが、燃料噴射量を増量補正するために、燃費の悪化や過剰な燃料によるエ
ミッションの悪化が生じる場合もある。このため、燃料噴射量の増量補正をより適正な時
期に開始すると共により適正な時期に終了することが望まれる。
【０００４】
　本発明の内燃機関の制御装置および内燃機関の制御方法は、未暖機状態の内燃機関を始
動して点火時期遅角による触媒暖機を行なう際の燃料噴射量の増量補正をより適正なタイ
ミングで開始することを目的の一つとする。また、本発明の内燃機関の制御装置および内
燃機関の制御方法は、未暖機状態の内燃機関を始動して点火時期遅角による触媒暖機を行
なう際の燃料噴射量の増量補正をより適正なタイミングで終了することを目的の一つとす
る。
【０００５】
　本発明の内燃機関の制御装置および内燃機関の制御方法は、上述の目的の少なくとも一
部を達成するために以下の手段を採った。
【０００６】
　本発明の第１の内燃機関の制御装置は、点火時期が変更可能で排気系に排気を浄化する
触媒を有する浄化装置が取り付けられた内燃機関の制御装置であって、前記触媒が未暖機
状態にある前記内燃機関を始動する際には、始動直後から点火時期を徐々に遅角させる始
動時点火制御を実行し、該始動時点火制御による点火時期の遅角が開始されてから所定の
増量条件が成立するまでは目標空燃比となる燃料噴射量を燃料噴射弁から噴射すると共に
前記所定の増量条件が成立した以降は前記目標空燃比となる燃料噴射量を増量補正した燃
料噴射量を燃料噴射弁から噴射する始動時燃料噴射制御を実行することを要旨とする。
【０００７】
　この本発明の第１の内燃機関の制御装置では、点火時期の遅角が開始されてから所定の
増量条件が成立するまでは目標空燃比となる燃料噴射量を燃料噴射弁から噴射し、所定の
増量条件が成立した以降は目標空燃比となる燃料噴射量を増量補正した燃料噴射量を燃料
噴射弁から噴射する。即ち、点火時期遅角による触媒暖機の際の燃料噴射量の増量補正の
タイミングを点火時期の遅角を開始してから所定の増量条件が成立したときとするのであ
る。このため、点火時期の遅角の開始と同時に燃料噴射量の増量補正を行なうものに比し
て内燃機関の始動時の燃費を向上させることができると共に過剰な燃料噴射によるエミッ
ションの悪化を抑制することができる。ここで、所定の増量条件としては、点火時期が所
定の角度に至った条件を用いることもできるし、始動時点火制御による点火時期の遅角が
開始されてから所定時間経過した条件を用いることもできる。また、「目標空燃比となる
燃料噴射量」は、理論空燃比となる基本燃料噴射量に内燃機関の状態に基づく補正係数を
乗じて演算されてなる噴射量であるものとすることもできる。
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【０００８】
　こうした本発明の第１の内燃機関の制御装置において、前記始動時燃料噴射制御による
燃料噴射量の増量補正が行なわれた以降に所定開度に至るまでスロットル開度を徐々に大
きくする始動時スロットル制御を実行すると共に前記始動時燃料噴射制御としてスロット
ル開度が前記所定開度に至った以降に燃料噴射量の増量補正を終了する制御を実行するも
のとすることもできる。こうすれば、スロットル開度を増大する際に生じ得るリーンを抑
制することができると共にこうしたリーンの抑制を終了した後に燃料噴射量の増量補正を
終了することができる。もとより、スロットル開度を増加することにより吸入空気量を多
くして触媒暖機を促進することができる。この場合、前記始動時燃料噴射制御は、スロッ
トル開度が前記所定開度に至ってから所定時間経過したときに燃料噴射量の増量補正を終
了する制御であるものとすることもできる。ここで、所定時間は、スロットル開度の増加
に対する空気流量の遅れなどを考慮するものである。また、こうした態様の本発明の第１
の内燃機関の制御装置において、前記始動時スロットル制御は該制御を実行している最中
に前記内燃機関への出力要求がなされたときには該制御を中止する制御であり、前記始動
時燃料噴射制御は前記始動時スロットル制御が中止されたときには前記内燃機関の始動か
ら所定時間経過したときに燃料噴射量の増量補正を終了する制御であるものとすることも
できる。こうすれば、始動時スロットル制御が中止されたことに伴って燃料噴射量の増量
補正を終了するタイミングが失われても内燃機関の始動から所定時間経過したときに燃料
噴射量の増量補正を終了することができ、不要な燃料噴射量の増量補正を抑制することが
できる。
【０００９】
　また、本発明の第１の内燃機関の制御装置において、前記始動時燃料噴射制御は、前記
内燃機関の始動から所定時間経過したときに燃料噴射量の増量補正を終了する制御である
ものとすることもできる。こうすれば、燃料噴射量の増量補正が長時間に亘って実行され
るのを防止することができる。
【００１０】
　さらに、本発明の第１の内燃機関の制御装置において、前記始動時燃料噴射制御は、燃
料噴射量の増量補正を終了するときには終了直前の空燃比に基づく減衰程度をもって燃料
噴射量の増量補正を終了する制御であるものとすることもできる。こうすれば、燃料噴射
量の増量補正を終了する際に生じ得る空燃比の急変を抑制することができる。
【００１１】
　本発明の第２の内燃機関の制御装置は、排気系に排気を浄化する触媒を有する浄化装置
が取り付けられた内燃機関の制御装置であって、前記触媒が未暖機状態にある前記内燃機
関を始動する際には、始動後の第１のタイミングからスロットル開度を所定開度に至るま
で徐々に大きくする始動時スロットル制御を実行し、前記内燃機関の始動に伴う第２のタ
イミングから目標空燃比となる燃料噴射量を増量補正した燃料噴射量を燃料噴射弁から噴
射すると共にスロットル開度が前記所定開度に至った以降に燃料噴射量の増量補正を終了
する始動時燃料噴射制御を実行することを要旨とする。
【００１２】
　この本発明の第２の内燃機関の制御装置では、内燃機関の始動後の第１のタイミングか
らスロットル開度を所定開度に至るまで徐々に大きくする始動時スロットル制御を実行し
、内燃機関の始動に伴う第２のタイミングから目標空燃比となる燃料噴射量を増量補正し
た燃料噴射量を燃料噴射弁から噴射し、スロットル開度が所定開度に至った以降に燃料噴
射量の増量補正を終了する。したがって、スロットル開度を増加することにより吸入空気
量を多くして触媒暖機を促進することができる。また、スロットル開度を増大する際に生
じ得るリーンを抑制することができると共にこうしたリーンの抑制を終了した後に燃料噴
射量の増量補正を終了することができる。この結果、より適正に燃料噴射量の増量補正を
行なうことができ、内燃機関の始動時の燃費を向上させることができると共に過剰な燃料
噴射によるエミッションの悪化を抑制することができる。
【００１３】
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　こうした本発明の第２の内燃機関の制御装置において、前記始動時燃料噴射制御は、ス
ロットル開度が前記所定開度に至ってから所定時間経過したときに燃料噴射量の増量補正
を終了する制御であるものとすることもできる。ここで、所定時間は、スロットル開度の
増加に対する空気流量の遅れなどを考慮するものである。したがって、より適正なタイミ
ングで燃料噴射量の増量補正を終了することができる。
【００１４】
　また、本発明の第２の内燃機関の制御装置において、前記始動時スロットル制御は該制
御を実行している最中に前記内燃機関への出力要求がなされたときには該制御を中止する
制御であり、前記始動時燃料噴射制御は前記始動時スロットル制御が中止されたときには
前記内燃機関の始動から所定時間経過したときに燃料噴射量の増量補正を終了する制御で
あるものとすることもできる。こうすれば、始動時スロットル制御が中止されたことに伴
って燃料噴射量の増量補正を終了するタイミングが失われても内燃機関の始動から所定時
間経過したときに燃料噴射量の増量補正を終了することができ、不要な燃料噴射量の増量
補正を抑制することができる。
【００１５】
　本発明の第１の内燃機関の制御方法は、点火時期が変更可能で排気系に排気を浄化する
触媒を有する浄化装置が取り付けられた内燃機関の制御方法であって、前記触媒が未暖機
状態にある前記内燃機関を始動する際には、始動直後から点火時期を徐々に遅角させる始
動時点火制御を実行し、該始動時点火制御による点火時期の遅角が開始されてから所定の
増量条件が成立するまでは目標空燃比となる燃料噴射量を燃料噴射弁から噴射すると共に
前記所定の増量条件が成立した以降は前記目標空燃比となる燃料噴射量を増量補正した燃
料噴射量を燃料噴射弁から噴射する始動時燃料噴射制御を実行することを要旨とする。
【００１６】
　この本発明の第１の内燃機関の制御方法では、点火時期の遅角が開始されてから所定の
増量条件が成立するまでは目標空燃比となる燃料噴射量を燃料噴射弁から噴射し、所定の
増量条件が成立した以降は目標空燃比となる燃料噴射量を増量補正した燃料噴射量を燃料
噴射弁から噴射する。即ち、点火時期遅角による触媒暖機の際の燃料噴射量の増量補正の
タイミングを点火時期の遅角を開始してから所定の増量条件が成立したときとするのであ
る。このため、点火時期の遅角の開始と同時に燃料噴射量の増量補正を行なうものに比し
て内燃機関の始動時の燃費を向上させることができると共に過剰な燃料噴射によるエミッ
ションの悪化を抑制することができる。
【００１７】
　こうした本発明の第１の内燃機関の制御方法において、前記始動時燃料噴射制御による
燃料噴射量の増量補正が行なわれた以降に所定開度に至るまでスロットル開度を徐々に大
きくする始動時スロットル制御を実行すると共に前記始動時燃料噴射制御としてスロット
ル開度が前記所定開度に至った以降に燃料噴射量の増量補正を終了する制御を実行するも
のとすることもできる。こうすれば、スロットル開度を増大する際に生じ得るリーンを抑
制することができると共にこうしたリーンの抑制を終了した後に燃料噴射量の増量補正を
終了することができる。もとより、スロットル開度を増加することにより吸入空気量を多
くして触媒暖機を促進することができる。
【００１８】
　また、本発明の第１の内燃機関の制御方法において、前記始動時燃料噴射制御は、前記
内燃機関の始動から所定時間経過したときに燃料噴射量の増量補正を終了する制御である
ものとすることもできる。こうすれば、燃料噴射量の増量補正が長時間に亘って実行され
るのを防止することができる。
【００１９】
　さらに、本発明の第１の内燃機関の制御方法において、前記始動時燃料噴射制御は、燃
料噴射量の増量補正を終了するときには終了直前の空燃比に基づく減衰程度をもって燃料
噴射量の増量補正を終了する制御であるものとすることもできる。こうすれば、燃料噴射
量の増量補正を終了する際に生じ得る空燃比の急変を抑制することができる。
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【００２０】
　本発明の第２の内燃機関の制御方法は、排気系に排気を浄化する触媒を有する浄化装置
が取り付けられた内燃機関の制御方法であって、前記触媒が未暖機状態にある前記内燃機
関を始動する際には、始動後の第１のタイミングからスロットル開度を所定開度に至るま
で徐々に大きくする始動時スロットル制御を実行し、前記内燃機関の始動に伴う第２のタ
イミングから目標空燃比となる燃料噴射量を増量補正した燃料噴射量を燃料噴射弁から噴
射すると共にスロットル開度が前記所定開度に至った以降に燃料噴射量の増量補正を終了
する始動時燃料噴射制御を実行することを要旨とする。
【００２１】
　この本発明の第２の内燃機関の制御方法では、内燃機関の始動後の第１のタイミングか
らスロットル開度を所定開度に至るまで徐々に大きくする始動時スロットル制御を実行し
、内燃機関の始動に伴う第２のタイミングから目標空燃比となる燃料噴射量を増量補正し
た燃料噴射量を燃料噴射弁から噴射し、スロットル開度が所定開度に至った以降に燃料噴
射量の増量補正を終了する。したがって、スロットル開度を増加することにより吸入空気
量を多くして触媒暖機を促進することができる。また、スロットル開度を増大する際に生
じ得るリーンを抑制することができると共にこうしたリーンの抑制を終了した後に燃料噴
射量の増量補正を終了することができる。この結果、より適正に燃料噴射量の増量補正を
行なうことができ、内燃機関の始動時の燃費を向上させることができると共に過剰な燃料
噴射によるエミッションの悪化を抑制することができる。
【００２２】
　また、本発明の第２の内燃機関の制御方法において、前記始動時スロットル制御は該制
御を実行している最中に前記内燃機関への出力要求がなされたときには該制御を中止する
制御であり、前記始動時燃料噴射制御は前記始動時スロットル制御が中止されたときには
前記内燃機関の始動から所定時間経過したときに燃料噴射量の増量補正を終了する制御で
あるものとすることもできる。こうすれば、始動時スロットル制御が中止されたことに伴
って燃料噴射量の増量補正を終了するタイミングが失われても内燃機関の始動から所定時
間経過したときに燃料噴射量の増量補正を終了することができ、不要な燃料噴射量の増量
補正を抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　次に、本発明を実施するための最良の形態を実施例を用いて説明する。図１は、本発明
の一実施例である内燃機関の制御装置を搭載したハイブリッド自動車２０の構成の概略を
示す構成図である。実施例のハイブリッド自動車２０は、図示するように、エンジン２２
と、エンジン２２の出力軸としてのクランクシャフト２６にダンパ２８を介して接続され
た３軸式の動力分配統合機構３０と、動力分配統合機構３０に接続された発電可能なモー
タＭＧ１と、動力分配統合機構３０に接続された駆動軸としてのリングギヤ軸３２ａに取
り付けられた減速ギヤ３５と、この減速ギヤ３５に接続されたモータＭＧ２と、動力出力
装置全体をコントロールするハイブリッド用電子制御ユニット７０とを備える。
【００２５】
　エンジン２２は、例えばガソリンまたは軽油などの炭化水素系の燃料により動力を出力
可能な内燃機関として構成されており、図２に示すように、エアクリーナ１２２により清
浄された空気をスロットルバルブ１２４を介して吸入すると共に燃料噴射弁１２６からガ
ソリンを噴射して吸入された空気とガソリンとを混合し、この混合気を吸気バルブ１２８
を介して燃料室に吸入し、点火プラグ１３０による電気火花によって爆発燃焼させて、そ
のエネルギにより押し下げられるピストン１３２の往復運動をクランクシャフト２６の回
転運動に変換する。エンジン２２からの排気は、一酸化炭素（ＣＯ）や炭化水素（ＨＣ）
，窒素酸化物（ＮＯｘ）の有害成分を浄化する浄化装置（三元触媒）１３４を介して外気
へ排出される。
【００２６】
　エンジン２２は、エンジン用電子制御ユニット（以下、エンジンＥＣＵという）２４に
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より制御されている。エンジンＥＣＵ２４には、エンジン２２の状態を検出する種々のセ
ンサからの信号が図示しない入力ポートを介して入力されている。例えば、エンジンＥＣ
Ｕ２４には、エアクリーナ１２２に取り付けられた温度センサ１２２ａからの吸気温Ｔａ
やクランクシャフト２６の回転位置を検出するクランクポジションセンサ１４０からのク
ランクポジション，エンジン２２の冷却水の温度を検出する水温センサ１４２からの冷却
水温Ｔｗ，燃焼室へ吸排気を行なう吸気バルブ１２８や排気バルブを開閉するカムシャフ
トの回転位置を検出するカムポジションセンサ１４４からのカムポジション，スロットル
バルブ１２４のポジションを検出するスロットルバルブポジションセンサ１４６からのス
ロットルポジション，エンジン２２の負荷としての吸入空気量を検出するバキュームセン
サ１４８からの吸入空気量Ｑａ、浄化装置１３４の上流側に取り付けられた空燃比センサ
１３５ａからの空燃比ＡＦ，浄化装置１３４の下流側に取り付けられた酸素センサ１３５
ｂからの酸素信号などが入力ポートを介して入力されている。また、エンジンＥＣＵ２４
からは、エンジン２２を駆動するための種々の制御信号が図示しない出力ポートを介して
出力されている。例えば、エンジンＥＣＵ２４からは、燃料噴射弁１２６への駆動信号や
、スロットルバルブ１２４のポジションを調節するスロットルモータ１３６への駆動信号
、イグナイタと一体化されたイグニッションコイル１３８への制御信号、吸気バルブ１２
８の開閉タイミングの変更可能な可変バルブタイミング機構１５０への制御信号などが出
力ポートを介して出力されている。エンジンＥＣＵ２４は、ハイブリッド用電子制御ユニ
ット７０と通信しており、ハイブリッド用電子制御ユニット７０からの制御信号によりエ
ンジン２２を運転制御すると共に必要に応じてエンジン２２の運転状態に関するデータを
出力する。なお、エンジンＥＣＵ２４は、クランクポジションセンサ１４０からのクラン
クポジションに基づいてエンジン２２の回転数Ｎｅなども計算している。
【００２７】
　動力分配統合機構３０は、外歯歯車のサンギヤ３１と、このサンギヤ３１と同心円上に
配置された内歯歯車のリングギヤ３２と、サンギヤ３１に噛合すると共にリングギヤ３２
に噛合する複数のピニオンギヤ３３と、複数のピニオンギヤ３３を自転かつ公転自在に保
持するキャリア３４とを備え、サンギヤ３１とリングギヤ３２とキャリア３４とを回転要
素として差動作用を行なう遊星歯車機構として構成されている。動力分配統合機構３０は
、キャリア３４にはエンジン２２のクランクシャフト２６が、サンギヤ３１にはモータＭ
Ｇ１が、リングギヤ３２にはリングギヤ軸３２ａを介して減速ギヤ３５がそれぞれ連結さ
れている。リングギヤ軸３２ａは、ギヤ機構６０およびデファレンシャルギヤ６２を介し
て車両の駆動輪６３ａ，６３ｂに連結されている。
【００２８】
　モータＭＧ１およびモータＭＧ２は、いずれも発電機として駆動することができると共
に電動機として駆動できる周知の同期発電電動機として構成されており、インバータ４１
，４２を介して電力ライン５４によりバッテリ５０に接続されている。モータＭＧ１，Ｍ
Ｇ２は、いずれもモータ用電子制御ユニット（以下、モータＥＣＵという）４０により駆
動制御されている。モータＥＣＵ４０には、モータＭＧ１，ＭＧ２を駆動制御するために
必要な信号、例えばモータＭＧ１，ＭＧ２の回転子の回転位置を検出する回転位置検出セ
ンサ４３，４４からの信号や図示しない電流センサにより検出されるモータＭＧ１，ＭＧ
２に印加される相電流などが入力されており、モータＥＣＵ４０からは、インバータ４１
，４２へのスイッチング制御信号が出力されている。モータＥＣＵ４０は、ハイブリッド
用電子制御ユニット７０と通信しており、ハイブリッド用電子制御ユニット７０からの制
御信号によってモータＭＧ１，ＭＧ２を駆動制御すると共に必要に応じてモータＭＧ１，
ＭＧ２の運転状態に関するデータをハイブリッド用電子制御ユニット７０に出力する。
【００２９】
　バッテリ５０は、バッテリ用電子制御ユニット（以下、バッテリＥＣＵという）５２に
よって管理されている。バッテリＥＣＵ５２には、バッテリ５０を管理するのに必要な信
号、例えば，バッテリ５０の端子間に設置された図示しない電圧センサからの端子間電圧
，バッテリ５０の出力端子に接続された電力ライン５４に取り付けられた図示しない電流
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センサからの充放電電流，バッテリ５０に取り付けられた温度センサ５１からの電池温度
Ｔｂなどが入力されており、必要に応じてバッテリ５０の状態に関するデータを通信によ
りハイブリッド用電子制御ユニット７０に出力する。なお、バッテリＥＣＵ５２では、バ
ッテリ５０を管理するために電流センサにより検出された充放電電流の積算値に基づいて
残容量（ＳＯＣ）も演算している。
【００３０】
　ハイブリッド用電子制御ユニット７０は、ＣＰＵ７２を中心とするマイクロプロセッサ
として構成されており、ＣＰＵ７２の他に処理プログラムを記憶するＲＯＭ７４と、デー
タを一時的に記憶するＲＡＭ７６と、図示しない入出力ポートおよび通信ポートとを備え
る。ハイブリッド用電子制御ユニット７０には、イグニッションスイッチ８０からのイグ
ニッション信号，シフトレバー８１の操作位置を検出するシフトポジションセンサ８２か
らのシフトポジションＳＰ，アクセルペダル８３の踏み込み量を検出するアクセルペダル
ポジションセンサ８４からのアクセル開度Ａｃｃ，ブレーキペダル８５の踏み込み量を検
出するブレーキペダルポジションセンサ８６からのブレーキペダルポジションＢＰ，車速
センサ８８からの車速Ｖなどが入力ポートを介して入力されている。ハイブリッド用電子
制御ユニット７０は、前述したように、エンジンＥＣＵ２４やモータＥＣＵ４０，バッテ
リＥＣＵ５２と通信ポートを介して接続されており、エンジンＥＣＵ２４やモータＥＣＵ
４０，バッテリＥＣＵ５２と各種制御信号やデータのやりとりを行なっている。
【００３１】
　こうして構成された実施例のハイブリッド自動車２０は、運転者によるアクセルペダル
８３の踏み込み量に対応するアクセル開度Ａｃｃと車速Ｖとに基づいて駆動軸としてのリ
ングギヤ軸３２ａに出力すべき要求トルクを計算し、この要求トルクに対応する要求動力
がリングギヤ軸３２ａに出力されるように、エンジン２２とモータＭＧ１とモータＭＧ２
とが運転制御される。エンジン２２とモータＭＧ１とモータＭＧ２の運転制御としては、
要求動力に見合う動力がエンジン２２から出力されるようにエンジン２２を運転制御する
と共にエンジン２２から出力される動力のすべてが動力分配統合機構３０とモータＭＧ１
とモータＭＧ２とによってトルク変換されてリングギヤ軸３２ａに出力されるようモータ
ＭＧ１およびモータＭＧ２を駆動制御するトルク変換運転モードや要求動力とバッテリ５
０の充放電に必要な電力との和に見合う動力がエンジン２２から出力されるようにエンジ
ン２２を運転制御すると共にバッテリ５０の充放電を伴ってエンジン２２から出力される
動力の全部またはその一部が動力分配統合機構３０とモータＭＧ１とモータＭＧ２とによ
るトルク変換を伴って要求動力がリングギヤ軸３２ａに出力されるようモータＭＧ１およ
びモータＭＧ２を駆動制御する充放電運転モード、エンジン２２の運転を停止してモータ
ＭＧ２からの要求動力に見合う動力をリングギヤ軸３２ａに出力するよう運転制御するモ
ータ運転モードなどがある。
【００３２】
　次に、こうして構成された実施例のハイブリッド自動車２０の動作、特にハイブリッド
自動車２０がシステム起動されて最初にエンジン２２を始動する際の動作について説明す
る。エンジン２２の始動は、モータ運転モードにより走行しているときには、モータＭＧ
１から動力分配統合機構３０を介してエンジン２２をモータリングするトルクを出力する
と共にエンジン２２をモータリングする際に動力分配統合機構３０を介してリングギヤ軸
３２ａに出力されるトルクをキャンセルするトルクと運転者のアクセルペダル８３の操作
に伴って設定されるリングギヤ軸３２ａに出力すべき要求トルクとの和がリングギヤ軸３
２ａに出力されるようモータＭＧ２から出力することにより行なわれる。図３は、モータ
ＭＧ１とモータＭＧ２とによりエンジン２２のモータリングが開始された際にエンジンＥ
ＣＵ２４により実行される始動時制御ルーチンの一例を示すフローチャートである。
【００３３】
　始動時制御ルーチンが実行されると、エンジンＥＣＵ２４は、まず、スロットル開度Ｔ
Ｈがアイドリング運転時の開度より若干小さな開度に絞り込まれるようスロットルモータ
１３６を駆動してスロットルバルブ１２４を閉弁すると共に点火プラグ１３０の点火時期
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θを予め設定された始動時点火時期θｓｔに調整する（ステップＳ１００）。ここで始動
時点火時期θｓｔは、エンジン２２の初爆が生じやすい点火時期として実験などにより定
めることができる。そして、エンジン２２の回転数Ｎｅが閾値Ｎｒｅｆ以上になるのを待
って（ステップＳ１１０，Ｓ１２０）、燃料噴射弁１２６から燃料を噴射する燃料噴射制
御と点火プラグ１３０の点火を制御する点火制御とを開始し（ステップＳ１３０）、浄化
装置１３４の触媒を迅速に暖機するために点火時期θを徐々に遅角するのを開始する（ス
テップＳ１４０）。点火プラグ１３０の点火時期θを遅角すると、エンジン２２における
燃焼が通常の点火時期に比して後段で行なわれるから、比較的高温の排気が浄化装置１３
４に供給され、浄化装置１３４の触媒は迅速に暖機されるようになる。なお、点火時期θ
の遅角を徐々に行なうのは、点火時期θの急激な遅角により失火するのを防止するためで
ある。したがって、点火制御は、失火していないか否か（燃焼が生じているか否か）を確
認しながら点火時期θを徐々に遅角する制御となる。
【００３４】
　次に、点火時期θが閾値θｒｅｆまで遅角されるのを待って燃料増量フラグＦ１に値１
をセットする（ステップＳ１５０，Ｓ１６０）。点火時期θの遅角がある程度進むと失火
しやすくなるため、燃料噴射弁１２６からの燃料噴射量を増量補正することにより、失火
を防止するのである。燃料噴射制御については後述する。
【００３５】
　続いて、エンジン２２の始動を開始してから所定時間ｔ１が経過するのを待って絞り込
まれていたスロットルバルブ１２４をスロットル開度ＴＨが触媒暖機用に予め設定された
開度ＴＨｓｅｔに至るまで徐々に開弁するのを開始する（ステップＳ１７０，Ｓ１８０）
。ここで、スロットル開度ＴＨを大きくするのは吸入空気量を多くしてより迅速に浄化装
置１３４の触媒を暖機するためである。こうした吸入空気量の増加と前述した点火時期θ
の遅角とにより浄化装置１３４の触媒は迅速に暖機されることになる。実施例では、これ
らの制御を触媒暖機制御と呼ぶ。
【００３６】
　次に、エンジン２２の始動を開始してから所定時間ｔ２が経過するかスロットル開度Ｔ
Ｈが開度ＴＨｓｅｔに至ってから所定時間ｔ３だけ経過するかのいずれかを待って燃料噴
射量の増量補正を終了するために燃料増量フラグＦ１を値０にリセットすると共に燃料増
量終了フラグＦ２に値１をセットし（ステップＳ１９０～Ｓ２１０）、始動時制御ルーチ
ンを終了する。ここで、モータ運転モードにより走行しながら上述の触媒暖機制御を実行
することができる通常時では、スロットル開度ＴＨが開度ＴＨｓｅｔに至ってから所定時
間ｔ３だけ経過するタイミングの方がエンジン２２の始動を開始してから所定時間ｔ２が
経過するタイミングより早くなるように設定されている。したがって、通常はスロットル
開度ＴＨが開度ＴＨｓｅｔに至ってから所定時間ｔ３だけ経過したときに燃料増量フラグ
Ｆ１を値０にリセットすると共に燃料増量終了フラグＦ２を値１にセットすることになる
。スロットル開度ＴＨが開度ＴＨｓｅｔに至ってから所定時間ｔ３だけ経過するのを待つ
のは、スロットル開度ＴＨの増加に対する吸入空気量の時間遅れを考慮するためである。
また、スロットル開度ＴＨが開度ＴＨｓｅｔに至った以降に燃料噴射量の増量補正を終了
するのはスロットル開度ＴＨの増加の終了に伴ってスロットル開度ＴＨの増加の際に生じ
得る空燃比ＡＦがリーン（希薄）となる現象も終了するからである。これにより、燃料噴
射量の増量補正をその必要性が終了した時点で迅速に終了させることができる。一方、モ
ータ運転モードにより走行しながら上述の触媒暖機制御を実行することができない非通常
時、例えば触媒暖機制御を行なっている最中にアクセルペダル８３が大きく踏み込まれた
り車速Ｖが大きくなってエンジン２２からの動力が必要になったときには、点火時期θの
遅角や吸入空気量の増加などの触媒暖機制御は中止される。即ち、スロットル開度ＴＨの
増加が中止される。このため、スロットル開度ＴＨが開度ＴＨｓｅｔに至ってから所定時
間ｔ３だけ経過するタイミングを待つのは無意味なものとなり、このタイミングで燃料噴
射量の増量補正を終了することができなくなる。実施例では、こうした事態にも対処でき
るよう、エンジン２２の始動を開始してから所定時間ｔ２が経過するタイミングで燃料噴
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射量の増量補正を終了させるのである。これにより、燃料噴射量の増量補正が長時間継続
するのを抑制することができる。
【００３７】
　次に、始動時の燃料噴射制御について説明する。図４はエンジン２２の始動時にエンジ
ンＥＣＵ２４により実行される燃料噴射時間設定ルーチンの一例を示すフローチャートで
ある。このルーチンは、図３に例示した始動時制御ルーチンが実行されている最中に割り
込み処理として繰り返し実行される。
【００３８】
　燃料噴射時間設定ルーチンが実行されると、エンジンＥＣＵ２４は、まず、エンジン２
２の回転数Ｎｅやバキュームセンサ１４８からの吸入空気量Ｑａ，温度センサ１２２ａか
らの吸気温Ｔａ，水温センサ１４２からの冷却水温Ｔｗ，空燃比センサ１３５ａからの空
燃比ＡＦなど燃料噴射制御に必要なデータを入力する処理を実行する（ステップＳ３００
）。そして、入力したエンジン２２の回転数Ｎｅと吸入空気量Ｑａと吸気温Ｔａとに基づ
いて基本燃料噴射時間ＴＰを設定する（ステップＳ３１０）。基本燃料噴射時間ＴＰは、
基本的には、理論空燃比となるよう設定される。
【００３９】
　続いて、燃料噴射制御を開始してからの経過時間ｔと冷却水温Ｔｗと吸気温Ｔａとに基
づいて補正係数ＦＦを計算する（ステップＳ３２０）。補正係数ＦＦは、例えば、減衰の
程度が異なるが経過時間ｔに従って減衰する二つの時間係数と、冷却水温Ｔｗの上昇に伴
って減衰する水温係数と、基準温度（例えば２５℃）と吸気温Ｔａとの差に応じた吸気温
係数との和として計算することができる。実施例では、補正係数ＦＦとして基準値の値１
に加える程度（例えばその絶対値が０．３までの範囲）となるよう計算するものとした。
【００４０】
　次に、空燃比センサ１３５ａにより検出される空燃比ＡＦの目標空燃比（例えば理論空
燃比）からのズレを補正するフィードバック補正項ＦＡＦに値１をセットし（ステップＳ
３３０）、燃料増量フラグＦ１が値０のときには増量補正ＴＫに値０を設定し（ステップ
Ｓ３４０，Ｓ３５０）、燃料増量フラグＦ１が値１のときには増量補正ＴＫに所定増量時
間Ｔｓｅｔを設定する（ステップＳ３４０，Ｓ３６０）。そして、燃料増量終了フラグＦ
２が値０のときには（ステップＳ３７０）、計算した基本燃料噴射時間ＴＰや設定した補
正係数ＦＦ，フィードバック補正項ＦＡＦ，増量補正ＴＫに基づいて次式（１）により燃
料噴射時間ＴＡＵを計算して（ステップＳ３９０）、燃料噴射時間設定ルーチンの終了す
る。上述したように、燃料増量フラグＦ１に値０が設定されていると共に燃料増量終了フ
ラグＦ２に値０が設定されているときには増量補正ＴＫには値０が設定されているから、
燃料噴射量の増量補正は行なわれず、燃料増量フラグＦ１に値１が設定されていると共に
燃料増量終了フラグＦ２に値０が設定されているときには増量補正ＴＫには所定増量時間
Ｔｓｅｔが設定されているから、増量補正ＴＫによる燃料噴射量の増量補正が行なわれる
。ここで、所定増量時間Ｔｓｅｔは、点火時期θの遅角の際に生じ得る失火を防止するの
に必要な燃料噴射時間の増加分やスロットル開度ＴＨの増加に伴って生じ得る失火を防止
するのに必要な燃料噴射時間の増加分などと設定することができる。
【００４１】
　　ＴＡＵ＝ＴＰ・ＦＡＦ・（１＋ＦＦ）＋ＴＫ　　（１）
【００４２】
　一方、燃料増量終了フラグＦ２が値１のときには増量補正ＴＫに対して空燃比ＡＦによ
るなまし処理を施して（ステップＳ３８０）、なまし処理が施された増量補正ＴＫを用い
て式（１）により燃料噴射時間ＴＡＵが計算され（ステップＳ３９０）、燃料噴射時間設
定ルーチンは終了する。ここで、空燃比ＡＦによるなまし処理は、空燃比ＡＦがリッチ側
のときには迅速に増量補正ＴＫが値０となるようなましの程度を小さくし、空燃比ＡＦが
リーン側のときにはゆっくりの増量補正ＴＫが値０となるようなましの程度を大きくする
ように行なうことができる。これにより、燃料噴射量の増量補正を終了する際の燃料噴射
量の急変に伴う空燃比ＡＦの変動を抑制することができ、安定した燃料噴射制御を行なう



(12) JP 4420024 B2 2010.2.24

10

20

30

40

50

ことができる。
【００４３】
　図５は、始動時制御ルーチンによりエンジン２２が始動される際のエンジン２２の回転
数Ｎｅや空燃比ＡＦ，点火時期θ，スロットル開度ＴＨ，燃料増量フラグＦ１の時間変化
の一例を示す説明図である。図中、実線は実施例の始動時制御を行なったときのものであ
り、一点鎖線は燃料噴射量の増量補正を行なわないときの空燃比ＡＦを示す。図示するよ
うに、時間Ｔ０にモータＭＧ１とモータＭＧ２とによるエンジン２２のモータリングが開
始され、スロットル開度ＴＨが絞り込まれると共に点火時期θが始動時点火時期θｓｔに
調整される。エンジン２２の回転数Ｎｅが閾値Ｎｒｅｆに至った時間Ｔ１に燃料噴射制御
と点火制御が開始され（ステップＳ１１０～Ｓ１３０）、点火時期θは、その後、遅角が
開始される（ステップＳ１４０）。点火時期θが閾値θｒｅｆまで遅角された時間Ｔ２に
は、燃料増量フラグＦ１に値１がセットされるから（ステップＳ１５０，Ｓ１６０）、増
量補正ＴＫに所定増量時間Ｔｓｅｔがセットされ（ステップＳ３６０）、燃料噴射量の増
量補正が開始される。燃料噴射量の増量補正が行なわれないときには空燃比ＡＦが大きく
なりリーンになるため失火しやすくなるが、実施例では、燃料噴射量の増量補正が行なわ
れるため、空燃比ＡＦは理論空燃比（図中ＡＦ０）より若干リッチ側となり、失火は防止
される。したがって、点火時期θが閾値θｒｅｆまで遅角されたタイミングで燃料噴射量
の増量補正を行なうことにより、早すぎるタイミングで燃料噴射量の増量補正を行なうも
のに比して燃費やエミッションを改善することができる。エンジン２２の始動から時間ｔ
１が経過した時間Ｔ３では、絞り込まれたスロットル開度ＴＨを開度ＴＨｓｅｔまで徐々
に大きくする処理が開始され（ステップＳ１７０，Ｓ１８０）、これに伴って失火しない
ように点火時期θも調整される。スロットル開度ＴＨを増加させると、燃料噴射量の増量
補正を行なわないとこれに伴ってリーンになるが、燃料噴射量の増量補正を行なうことに
より、空燃比ＡＦは理論空燃比（図中ＡＦ０）より若干リッチ側となり、失火は防止され
る。スロットル開度ＴＨが開度ＴＨｓｅｔに至った時間Ｔ４から所定時間ｔ３だけ経過し
た時間Ｔ５に至ると、燃料増量フラグＦ１に値０がセットされると共に燃料増量終了フラ
グＦ２に値１がセットされるから（ステップＳ１９０～Ｓ２１０）、燃料噴射量の増量補
正は終了される。これにより、燃料噴射量の増量補正をその必要性が終了した時点で迅速
に終了させることができる。なお、燃料噴射量の増量補正を終了する際には増量補正ＴＫ
は空燃比ＡＦによるなまし処理が施されるから、燃料噴射量の急変に伴う空燃比ＡＦの変
動を抑制することができ、安定した燃料噴射制御を行なうことができる。なお、図５には
、このなまし処理の程度を表現するために燃料増量フラグＦ１に値０が設定されているに
も拘わらず、燃料増量フラグＦ１がなまされて値０となるように示した。また、触媒暖機
制御を行なっている最中にアクセルペダル８３が大きく踏み込まれたり車速Ｖが大きくな
ってエンジン２２からの動力が必要になったときには、点火時期θの遅角や吸入空気量の
増加は中止され、スロットル開度ＴＨが開度ＴＨｓｅｔに至るようにはならない場合が生
じるが、この場合、エンジン２２の始動を開始してから所定時間ｔ２が経過した時間Ｔ６
に燃料噴射量の増量補正は終了される。これにより、燃料噴射量の増量補正が長時間継続
するのを抑制することができる。
【００４４】
　以上説明した実施例のハイブリッド自動車２０が搭載する内燃機関の制御装置によれば
、システム起動されて最初にエンジン２２を始動する際には、浄化装置１３４の触媒の暖
機を促進するために点火時期θを遅角し、点火時期θが閾値θｒｅｆまで遅角されたタイ
ミングで失火を防止するために燃料噴射量の増量補正を行なうから、点火時期θの遅角を
開始したタイミングやこれより若干遅いタイミングで燃料噴射量を増量補正するものに比
して燃費の向上を図ることができると共にエミッションの悪化を抑制することができる。
また、触媒暖機を促進するためにスロットル開度ＴＨを増加し、スロットル開度ＴＨが目
標値である開度ＴＨｓｅｔに至ってから所定時間ｔ３だけ経過したときに燃料噴射量の増
量補正を終了するから、燃料噴射量の増量補正をその必要性が終了した時点で迅速に終了
させることができる。この結果、過剰な燃料噴射量の増量補正により生じる不都合、例え
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ば、燃費の悪化やエミッションの悪化を抑制することができる。さらに、触媒暖機制御を
行なっている最中にエンジン２２からの動力が必要になり触媒暖機制御が中止されたとき
には、エンジン２２の始動を開始してから所定時間ｔ２が経過したときに燃料噴射量の増
量補正を終了するから、燃料噴射量の増量補正が長時間継続するのを抑制することができ
る。加えて、燃料噴射量の増量補正を終了するときには、増量補正ＴＫに対して空燃比Ａ
Ｆによるなまし処理が施されるから、燃料噴射量の増量補正を終了する際の燃料噴射量の
急変に伴う空燃比ＡＦの変動を抑制することができ、安定した燃料噴射制御を行なうこと
ができる。
【００４５】
　実施例のハイブリッド自動車２０が搭載する内燃機関の制御装置では、点火時期θが閾
値θｒｅｆまで遅角されたタイミングで燃料噴射量の増量補正を開始するものとしたが、
エンジン２２の始動を開始してから所定時間経過したタイミングで燃料噴射量の増量補正
を開始するものとしてもよいし、点火時期θの遅角を開始してから所定時間経過したタイ
ミングで燃料噴射量の増量補正を開始するものとしてもよい。
【００４６】
　実施例のハイブリッド自動車２０が搭載する内燃機関の制御装置では、スロットル開度
ＴＨが目標値である開度ＴＨｓｅｔに至ってから所定時間ｔ３だけ経過したときに燃料噴
射量の増量補正を終了するものとしたが、スロットル開度ＴＨが目標値である開度ＴＨｓ
ｅｔに至ったときに燃料噴射量の増量補正を終了するものとしてもよいし、スロットル開
度ＴＨの増加を開始してから所定時間経過したときに燃料噴射量の増量補正を終了するも
のとしてもよい。
【００４７】
　実施例のハイブリッド自動車２０が搭載する内燃機関の制御装置では、点火時期θの遅
角を開始してからスロットル開度ＴＨの増加を開始するものとしたが、点火時期θの遅角
の開始と同時にスロットル開度ＴＨの増加を開始するものとしても構わない。
【００４８】
　実施例のハイブリッド自動車２０が搭載する内燃機関の制御装置では、点火時期θの遅
角とスロットル開度ＴＨの増加による吸入空気量の増加とにより触媒暖機を行なうものと
したが、点火時期θの遅角による触媒暖機は行なうがスロットル開度ＴＨの増加による触
媒暖機は行なわないものとしてもよく、逆に、スロットル開度ＴＨの増加による触媒暖機
は行なうが点火時期θの遅角による触媒暖機は行なわないものとしてもよい。点火時期θ
の遅角による触媒暖機だけを行なう場合、燃料噴射量の増量補正はエンジン２２の始動を
開始してから所定時間ｔ２が経過したときに終了すればよい。また、スロットル開度ＴＨ
の増加による触媒暖機だけを行なう場合、燃料噴射量の増量補正はスロットル開度ＴＨの
増加を開始したときやエンジン２２を始動してから所定時間経過したときに開始すればよ
い。
【００４９】
　実施例のハイブリッド自動車２０が搭載する内燃機関の制御装置では、触媒暖機制御を
行なっている最中にエンジン２２からの動力が必要になり触媒暖機制御が中止されたとき
には、エンジン２２の始動を開始してから所定時間ｔ２が経過したときに燃料噴射量の増
量補正を終了するものとしたが、エンジン２２からの動力の必要の有無に拘わらず、エン
ジン２２の始動を開始してから所定時間ｔ２が経過したときに燃料噴射量の増量補正を終
了するものとしてもよい。この場合、スロットル開度ＴＨの増加を行なわないものとして
も構わない。
【００５０】
　実施例のハイブリッド自動車２０が搭載する内燃機関の制御装置では、燃料噴射量の増
量補正を終了するときには、増量補正ＴＫに対して空燃比ＡＦによるなまし処理を施すも
のとしたが、空燃比ＡＦに基づいて燃料噴射量の増量分を減衰すればよいから、なまし処
理以外の処理によって燃料噴射量の増量分を減衰させるものとしてもよい。また、燃料噴
射量の増量補正を終了する際には、燃料噴射量の増量分を減衰させずに直ちに終了させる
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ものとしても構わない。
【００５１】
　実施例のハイブリッド自動車２０が搭載する内燃機関の制御装置では、システム起動さ
れて最初にエンジン２２を始動する際に浄化装置１３４の触媒を暖機するために始動時制
御を行なうものとしたが、浄化装置１３４の触媒の暖機が未完了であれば、システム起動
されて最初にエンジン２２を始動する際以降のエンジン２２の始動の際にも始動時制御を
行なうものとしても構わない。
【００５２】
　実施例では、内燃機関の制御装置をハイブリッド自動車２０に搭載するものとしたが、
走行用のモータを搭載しない自動車に搭載するものとしてもよい。この場合、走行要求に
迅速に対応するために、触媒暖機のためにスロットル開度ＴＨを増加して吸入空気量Ｑａ
を大きくする処理は行なわない方が好ましい。この場合、燃料噴射量の増量補正の終了は
エンジン２２の始動を開始してから所定時間ｔ２が経過したときに行なえばよい。
【００５３】
　上述した実施例や変形例の内燃機関の制御装置は、自動車に搭載される場合に限られず
、自動車以外の列車などの車両，船舶や航空機などの移動体に搭載されるものとしてもよ
いし、移動体以外の設備に組み込まれるものとしてもよい。
【００５４】
　実施例では、ハイブリッド自動車２０に搭載された内燃機関の制御装置として説明した
が、内燃機関の制御方法の形態としてもよいのは勿論である。
【００５５】
　以上、本発明を実施するための最良の形態について実施例を用いて説明したが、本発明
はこうした実施例に何等限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内にお
いて、種々なる形態で実施し得ることは勿論である。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　本発明は、内燃機関の制御装置の製造産業などに利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の一実施例である内燃機関の制御装置を搭載したハイブリッド自動車２０
の構成の概略を示す構成図である。
【図２】エンジン２２の構成の概略を示す構成図である。
【図３】エンジンＥＣＵ２４により実行される始動時制御ルーチンの一例を示すフローチ
ャートである。
【図４】エンジンＥＣＵ２４により実行される燃料噴射時間設定ルーチンの一例を示すフ
ローチャートである。
【図５】エンジン２２が始動される際のエンジン２２の回転数Ｎｅや空燃比ＡＦ，点火時
期θ，スロットル開度ＴＨ，燃料増量フラグＦ１の時間変化の一例を示す説明図である。
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