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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　排気通路に排気浄化装置を備える内燃機関において、
　排気浄化装置の状態に基づく所定の条件のときに、主トルクを発生させる主燃焼と、主
燃焼に先立ってなされる少なくとも１回の予備燃焼とを行わせ、前記予備燃焼は、少なく
とも１つが圧縮上死点を跨いで起こるように、また、前記主燃焼は、前記予備燃焼が終了
した後に開始するように、機関への燃料噴射を制御する燃焼制御を行う一方、
　前記排気浄化装置の触媒活性状態を判断し、触媒未活性と判断されたときに前記燃焼制
御を行うときは、目標空気過剰率を維持したまま、機関燃焼室から排出されるＨＣ，ＣＯ
を減少する制御を行うことを特徴とする内燃機関の燃焼制御装置。
【請求項２】
　前記触媒未活性と判断されたときにＨＣ，ＣＯを減少する制御は、ＥＧＲ（排気再循環
）を減少する制御であることを特徴とする請求項１に記載の内燃機関の燃焼制御装置。
【請求項３】
　前記触媒が活性したと判断されたときは、ＥＧＲを増加することを特徴とする請求項２
に記載の内燃機関の燃焼制御装置。
【請求項４】
　前記ＥＧＲを減少する制御に伴い、主燃焼の噴射時期を進角させることを特徴とする請
求項２または請求項３に記載の内燃機関の燃焼制御装置。
【請求項５】
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　前記ＥＧＲを増加する制御に伴い、主燃焼の噴射時期を遅角させることを特徴とする請
求項３または請求項４に記載の内燃機関の燃焼制御装置。
【請求項６】
　前記触媒活性状態を判断するしきい値として、触媒内温度を用いることを特徴とする請
求項１～請求項５のいずれか１つに記載の内燃機関の燃焼制御装置。
【請求項７】
　前記触媒活性状態を判断するしきい値として、触媒出口のＨＣまたはＣＯの少なくとも
一方の濃度を用いることを特徴とする請求項１～請求項６のいずれか１つに記載の内燃機
関の燃焼制御装置。
【請求項８】
　前記ＥＧＲの基本値を、機関回転速度及び負荷によって設定することを特徴とする請求
項１～請求項７のいずれか１つに記載の内燃機関の燃焼制御装置。
【請求項９】
　排気浄化触媒の状態に基づいて、排気温度を上昇させる要求があったときに、吸気絞り
を行いつつ、前記主トルクを発生させる主燃焼と、主燃焼に先立ってなされる少なくとも
１回の予備燃焼とを行わせることを特徴とする請求項１～請求項８のいずれか１つに記載
の内燃機関の燃焼制御装置。
【請求項１０】
　前記予備燃焼は、複数回行われるように燃料噴射を制御することを特徴とする請求項１
～請求項９のいずれか１つに記載の内燃機関の燃焼制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内燃機関の燃焼制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、特許文献１に開示されているように、ディーゼルエンジンの燃料噴射装置におい
て、触媒の昇温を促す時などに、エンジンの要求トルクに対応する基本燃料噴射量の燃料
を、燃料噴射弁により、各気筒の圧縮上死点近傍で３回に分割して噴射することが知られ
ている。これに併せて、燃料噴射量を増量することも知られている。
【特許文献１】特開２０００－３２０３８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、特許文献１に記載の装置においては、分割噴射された燃料の燃焼が継続
するように燃料を噴射しているため、最初に噴射された燃料の火炎中に燃料を噴射してい
くこととなり、２回目以降に噴射された燃料が拡散燃焼主体の燃焼となってしまう。この
ような燃焼状態で空燃比をリッチ化していくと、スモークの大幅な悪化は避けられない。
　本発明は、このような実情を踏まえ、排気温度を上昇させるときなどに、空燃比をリッ
チ化しても、スモークの悪化を招くことのない燃焼を実現することを目的とする。また、
燃焼を切換える際に、トルク変化を生じさせることなく、目標とする空燃比を実現できる
ようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　このため本発明は、内燃機関の排気通路に備えられた排気浄化装置の状態に基づく所定
の条件のときに、主トルクを発生させる主燃焼と、主燃焼に先立ってなされる少なくとも
１回の予備燃焼とを行わせ、前記予備燃焼は、少なくとも１つが圧縮上死点を跨いで起こ
るように、また、前記主燃焼は、前記予備燃焼が終了した後に開始するように、機関への
燃料噴射を制御する燃焼制御を行う一方、
　前記排気浄化装置の触媒活性状態を判断し、触媒未活性と判断されたときに前記燃焼制
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御を行うときは、目標空気過剰率を維持したまま、機関燃焼室から排出されるＨＣ，ＣＯ
を減少する制御を行う構成とした。
【発明の効果】
【０００５】
　かかる構成によると、予備燃焼が終了した後に主燃焼が開始することで、前記主燃焼を
予混合燃焼主体の燃焼とすることができ、リッチ化によるスモークの悪化を抑制できる。
　また、予備燃焼により筒内温度が高められるので、主燃焼の発生時期をリタードするこ
とができ、これにより排気温度を高くできる。
　従って、前記燃焼モードに切り換えることで、排気空燃比のリッチ化及び／又は昇温に
よる排気浄化装置の再生を、スモークを悪化させることなく、実現できる。
【０００６】
　また、排気浄化装置の触媒活性状態を判断し、触媒未活性と判断されたときに前記燃焼
制御を行うときは、目標空気過剰率を維持したまま、機関燃焼室から排出されるＨＣ，Ｃ
Ｏを減少する制御を行う構成としたことにより、ＨＣ，ＣＯエミッションの悪化を防止で
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、図面に基づき、本発明の実施形態について説明する。
　図１は、車両用内燃機関としてのディーゼルエンジン１の燃焼制御装置を示すシステム
構成図である。
　エンジン１の吸気通路２の上流に、ターボチャージャ３のコンプレッサ３ａが配置され
、吸入空気は、前記コンプレッサ３ａによって過給された後、インタークーラ４で冷却さ
れ、吸気絞り弁５を通過した後、コレクタ６を経て各気筒の燃焼室内へ流入する。燃料は
、燃料噴射ポンプ７により高圧化されてコモンレール８に送られ、各気筒の燃料噴射弁９
から燃焼室内へ直接噴射される。燃焼室内に流入した空気と噴射された燃料とは、ここで
圧縮着火により燃焼し、排気は排気通路１０へ流出する。前記燃料噴射ポンプ７，コモン
レール８及び燃料噴射弁９によって、コモンレール式燃料噴射装置が構成される。
【０００８】
　排気通路１０へ流出した排気の一部は、ＥＧＲガスとして、ＥＧＲ通路１１によりＥＧ
Ｒ弁１２を介して吸気側へ還流される。排気の残りは、ターボチャージャ３の排気タービ
ン３ｂを通り、これを駆動する。
　ここで、排気通路１０の排気タービン下流には、排気浄化のため、排気空燃比がリーン
のときに排気中のＮＯｘをトラップし、トラップしたＮＯｘを排気空燃比がリッチのとき
に脱離浄化することのできるＮＯｘトラップ触媒１３を配置してある。また、このＮＯｘ
トラップ触媒１３には、酸化触媒（貴金属）を担持させて、流入する排気成分（ＨＣ、Ｃ
Ｏ）を酸化する機能を持たせてある。
【０００９】
　更に、このＮＯｘトラップ触媒１３の下流には、排気中の粒子状物質であるＰＭ（Part
iculate Matter）を捕集するディーゼルパティキュレートフィルタ（以下ＤＰＦという）
１４を配置してある。また、このＤＰＦ１４にも、酸化触媒（貴金属）を担持させて、流
入する排気成分（ＨＣ、ＣＯ）を酸化する機能を持たせてある。尚、ＮＯｘトラップ触媒
１３とＤＰＦ１４とは、逆に配置してもよいし、ＤＰＦにＮＯｘトラップ触媒を担持させ
て一体に構成してもよい。
【００１０】
　コントロールユニット２０には、エンジン１の制御のため、エンジン回転速度Ｎｅ検出
用の回転速度センサ２１、アクセル開度ＡＰＯ検出用のアクセル開度センサ２２、吸入空
気量Ｑａｃ検出用のエアフローメータ２３、エンジン冷却水温Ｔｗ検出用の水温センサ２
４から、信号が入力されている。
　また、ＮＯｘトラップ触媒１３の温度（触媒温度）を検出する触媒温度センサ２５、排
気通路１０のＤＰＦ１４入口側にて排気圧力を検出する排気圧力センサ２６、ＤＰＦ１４
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の温度（ＤＰＦ温度）を検出するＤＰＦ温度センサ２７、更に排気通路１０のＤＰＦ１４
出口側にて排気空燃比（以下排気λといい、数値としては空気過剰率で表す）を検出する
空燃比センサ２８が設けられ、これらの信号もコントロールユニット２０に入力されてい
る。但し、ＮＯｘトラップ触媒１３の温度やＤＰＦ１４の温度はこれらの下流側などに排
気温度センサを設けて、排気温度より間接的に検出するようにしてもよい。
【００１１】
　コントロールユニット２０は、これらの入力信号に基づいて、燃料噴射弁９による燃料
噴射の燃料噴射量及び噴射時期制御のための燃料噴射弁９への燃料噴射指令信号、吸気絞
り弁５への開度指令信号、ＥＧＲ弁１２への開度指令信号等を出力する。
　ここにおいて、コントロールユニット２０では、ＤＰＦ１４に捕集されて堆積したＰＭ
の燃焼除去によるＤＰＦ１４の再生、ＮＯｘトラップ触媒１３にトラップされたＮＯｘの
脱離浄化、ＮＯｘトラップ触媒１３のＳ（硫黄）被毒解除を含む、排気浄化制御を行うよ
うにしており、かかる排気浄化制御について、以下に詳細に説明する。
【００１２】
　図２～図１２はコントロールユニット２０にて実行される排気浄化制御のフローチャー
トである。
　先ず図２のフローに沿って説明する。
　Ｓ１では、各種センサ信号を読込み、エンジン回転速度Ｎｅ、アクセル開度ＡＰＯ、吸
入空気量Ｑａｃ、触媒温度、ＤＰＦ入口側排気圧力、ＤＰＦ温度、ＤＰＦ出口側排気λを
検出する。
【００１３】
　Ｓ２では、排気系のＮＯｘトラップ触媒の暖機（活性）・冷機（未活性）状態を判定す
る。触媒温度がその活性温度であるＴ５以下の場合は、冷機状態（未活性状態）と判定し
て、後述する図１２の暖機促進モードの制御へ移行する。また、暖機状態（暖機完了後の
活性状態）と判定した場合は、Ｓ３へ進む。なお、ＮＯｘトラップ触媒の活性状態を触媒
出口のＨＣ，ＣＯの少なくとも一方の濃度に基づいて判断する構成としてもよい。すなわ
ち、ＨＣ，ＣＯの少なくとも一方の濃度がしきい値より大きい場合は、触媒が未活性状態
と判断する。また、このＨＣ，ＣＯの濃度判定は、前記空燃比センサ２８の出力レベルで
判定することもできる（リッチ度合いが高いときほどＨＣ，ＣＯの濃度が高いと推定する
）。
【００１４】
　Ｓ３では、ＮＯｘトラップ触媒にトラップされて堆積したＮＯｘ堆積量を計算する。例
えば特許第２６００４９２号公報第６頁に記載されているＮＯｘ吸収量の計算のようにエ
ンジン回転速度の積算値から推測してもよいし、走行距離から推測してもよい。尚、積算
値を用いる場合は、ＮＯｘ脱離浄化が完了した時点（Ｓ被毒解除の実施によりＮＯｘ脱離
浄化が同時になされた時点も含む）で、その積算値をリセットする。
【００１５】
　Ｓ４では、ＮＯｘトラップ触媒にＳ被毒により堆積したＳ堆積量を計算する。ここでも
、上記ＮＯｘ堆積量の計算と同様に、エンジン回転速度積算値や走行距離から推測すれば
よい。尚、積算値を用いる場合は、Ｓ被毒解除が完了した時点で、その積算値をリセット
する。
　Ｓ５では、ＤＰＦに捕集されて堆積しているＰＭ堆積量を次のように計算する。ＤＰＦ
のＰＭ堆積量が増えれば、当然ＤＰＦ入口側排気圧力が上昇することから、排気圧力セン
サにより、ＤＰＦ入口側排気圧力を検出し、現在の運転状態（エンジン回転速度、負荷）
での基準排気圧力との比較により、ＰＭ堆積量を推定する。尚、前回のＤＰＦ再生からの
エンジン回転速度積算値や走行距離と、排気圧力とを組み合わせて、ＰＭ堆積量を推定す
るようにしてもよい。
【００１６】
　Ｓ６では、ＤＰＦ再生モード中であることを示すｒｅｇフラグが立っているか否かを判
定する。ｒｅｇフラグ＝１の場合は、後述する図３のＤＰＦ再生モードの制御へ進む。
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　Ｓ７では、ＮＯｘトラップ触媒のＳ被毒解除モード中であることを示すｄｅｓｕｌフラ
グが立っているか否かを判定する。ｄｅｓｕｌフラグ＝１の場合は、後述する図４のＳ被
毒解除モードの制御へ進む。
【００１７】
　Ｓ８では、ＮＯｘトラップ触媒のＮＯｘ脱離浄化のためのリッチスパイクモード中であ
ることを示すｓｐフラグが立っているか否かを判定する。ｓｐフラグ＝１の場合は、後述
する図５のリッチスパイクモードの制御へ進む。
　Ｓ９では、ＤＰＦ再生及びＳ被毒解除後の溶損防止モード中であることを示すｒｅｃフ
ラグが立っているか否かを判定する。ｒｅｃフラグ＝１の場合は、後述する図６の溶損防
止モードの制御へ進む。
【００１８】
　Ｓ１０では、ＤＰＦ再生要求が出ていることを示すｒｑ－ＤＰＦフラグが立っているか
否かを判定する。ＤＰＦ再生要求が出ていてｒｑ－ＤＰＦフラグ＝１の場合は、後述する
図７のフローへ進み、ＤＰＦ再生要求が出ている場合の再生の優先順位を決定する。
　Ｓ１１では、Ｓ被毒解除要求が出ていることを示すｒｑ－ｄｅｓｕｌフラグが立ってい
るか否かを判定する。Ｓ被毒解除要求が出ていてｒｑ－ｄｅｓｕｌフラグ＝１の場合は、
後述する図８のフローへ進み、Ｓ被毒解除要求が出ている場合の再生の優先順位を決定す
る。
【００１９】
　Ｓ１２では、Ｓ５で計算したＤＰＦのＰＭ堆積量が所定量ＰＭ１に達して、ＤＰＦ再生
時期になったか否かを判定する。
　ＰＭ堆積量＞ＰＭ１で、ＤＰＦ再生時期と判定された場合は、図９のフローへ進み、Ｓ
７０１でｒｑ－ＤＥＦフラグを１にして、ＤＰＦ再生要求を出す。
　Ｓ１３では、Ｓ４で計算したＮＯｘトラップ触媒のＳ堆積量が所定量Ｓ１に達して、Ｓ
被毒解除時期になったか否かを判定する。
【００２０】
　Ｓ堆積量＞Ｓ１で、ＮＯｘトラップ触媒のＳ被毒解除時期と判定された場合は、図１０
のフローへ進み、Ｓ８０１でｒｑ－ｄｅｓｕｌフラグを１にして、Ｓ被毒解除要求を出す
。
　Ｓ１４では、Ｓ３で計算したＮＯｘトラップ触媒のＮＯｘ堆積量が所定量ＮＯｘ１に達
して、ＮＯｘ脱離浄化時期になったか否かを判定する。
【００２１】
　ＮＯｘ堆積量＞ＮＯｘ１で、ＮＯｘトラップ触媒のＮＯｘ脱離浄化時期と判定された場
合は、図１１のフローへ進み、Ｓ９０１でｒｑ－ｓｐフラグを１にして、ＮＯｘ脱離浄化
要求（リッチスパイク要求）を出す。
　次に図３のＤＰＦ再生モードの制御について説明する。ＰＭ堆積量が所定量ＰＭ１に達
してｒｑ－ＤＰＦフラグ＝１となり、これを受けて後述する図７のフローによりｒｅｇフ
ラグ＝１となると、図３のフローが開始される。
【００２２】
　Ｓ１０１では、ＤＰＦの再生のため、エンジンの燃焼を、通常のリーン燃焼から、本発
明に係る分割リタード燃焼に切換える。
　ここで、本発明に係る分割リタード燃焼について説明する。尚、本燃焼はＤＰＦ再生の
他、Ｓ被毒解除、ＮＯｘ脱離浄化（リッチスパイク）、暖機促進にも用いられる。
　ＤＰＦの再生を行う場合、排気λを１～1.4 の間で制御し、且つＤＰＦの温度を６００
℃以上にする必要がある。また、Ｓ被毒解除を行う場合、λ≦１、且つ排温≧６００℃を
実現する必要がある。
【００２３】
　リーン条件の常用運転領域では、通常、パイロット噴射を行っており、パイロット噴射
時期は４０～１０°BTDC、パイロット噴射量は１～３mm3/st、主噴射時期は１０～－５°
BTDC程度で、パイロット噴射と主噴射との間隔は１０～３０°CA程度の設定である。
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　通常の運転から、ＤＰＦ再生やＳ被毒解除等の低λで且つ高排温を実現するためには、
吸気量を絞る必要がある。ところが、吸気量を絞った場合、筒内の圧縮端温度が低下して
しまうことから、燃焼が不安定となり、通常のリーン燃焼と同じようなパイロット噴射の
設定では、主噴射の噴射時期を進角する必要がある（図１３；参考例（１））。このよう
な燃料噴射量と噴射時期の設定では、排温を上げるために噴射時期をリタードさせたくと
も、燃焼が不安定になってしまうことから、リタードにも限界があり、低λ、高排温を実
現することは難しい。
【００２４】
　そこで特許文献１では、主噴射を分割することで噴射時期のリタード限界を広げ、低λ
、高排温の実現を図っている（図１４；参考例（２））。
　しかしながら、前に吹いた燃料の燃焼が活発な状態で次の燃料を噴射しているため、燃
焼は図１４に示すように連続したものとなる。すなわち、主燃焼のために分割された燃料
は、前に噴かれた燃焼の火炎中に噴射されることから、噴射されるや否や燃焼が開始し、
拡散燃焼割合が増え、部分的な当量比は非常にリッチとなり、スモークが大幅に悪化して
しまう。
【００２５】
　そこで、本発明では、図１５に示すように、主トルクを発生させる主燃焼と、主燃焼に
先立ってなされる予備燃焼とを行わせ、前記予備燃焼は、圧縮上死点（ＴＤＣ）近傍で起
き、また、前記主燃焼は、前記予備燃焼が終了した後に開始するように、燃料噴射（ａ、
ｂ）を制御する。
　すなわち、圧縮行程でまず燃料を噴射し（ａ）、ＴＤＣ近傍での筒内温度（圧縮端温度
）を高めるための予備燃焼を行う。運転条件に応じて、予備燃焼の熱発生が起こる噴射量
は異なるが、少なくとも予備燃焼の熱発生が確認でき、主燃焼のための燃料噴射時の筒内
温度が自己着火可能な温度を上回るために必要な量の燃料を噴射する。また、各運転条件
において予想される圧縮端温度に応じて予備燃焼のための燃料噴射量、及び時期を変える
ことで、予備燃焼の安定性を向上できる。
【００２６】
　続いて、予備燃焼が終了してから、主燃焼が開始するように、主燃焼のための燃料をＴ
ＤＣ以降に噴射する（ｂ）。
　つまり、予備燃焼によって筒内温度を高めることで、主燃焼のリタード限界を広げて、
目標温度への制御性を向上させる一方、予備燃焼が確実に終了した後に主燃焼の燃料を噴
射することで、主燃焼のための着火遅れ期間を確保し、主燃焼の予混合燃焼割合を高くし
て、スモークの排出を抑制する。
【００２７】
　予備燃焼の開始時期から主燃焼の開始時期までの間隔は、エンジン回転速度にもよるが
、少なくとも２０°CA以上は離れていないと、予備燃焼（予備燃焼による熱発生）が完全
には終了しない。このような間隔の設定により、主燃焼の悪化を抑制して、スモークの悪
化を防ぐことができる。また、膨張行程で主燃焼が開始することから、燃焼速度は非常に
遅く、主燃焼の燃焼終了は５０°ATDC以降となる。主燃焼の終了時期をできるだけ遅くす
ることで、主燃焼が緩慢になり、燃焼騒音の悪化を抑制できる。
【００２８】
　本発明に係る分割リタード燃焼を実現すれば、図１６の（３）に示すように、参考例（
１）、（２）と比較して、リッチ条件を実現した際にも、高排温で、且つ低スモークな燃
焼が実現できている。更に、ＨＣについても非常に低い値を示している。
　また、予備燃焼によって主燃焼のリタード限界が広がることから、主噴射の噴射時期を
リタードしても低λ条件での燃焼は安定し、高い排気温度の実現が可能となった。
【００２９】
　図１７を参照し、主燃焼の時期がリタードすれば、主燃焼の予混合割合が増えるため、
λが小さい条件であってもリタードすればするだけ、スモークが抑制されている。また、
主燃焼の時期がリタードすれば、より高い排気温度を実現でき、主燃焼のための燃料噴射
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時期を変えることで、排気温度を制御できる。
　図１８は、エンジン運転条件（エンジン回転速度Ｎｅ、負荷Ｑ）をパラメータとして、
予備燃焼のための目標燃料噴射時期を示している。
【００３０】
　図１９は、エンジン運転条件（エンジン回転速度Ｎｅ、負荷Ｑ）をパラメータとして、
予備燃焼のための目標燃料噴射量を示している。
　図２０は、エンジン運転条件（エンジン回転速度Ｎｅ、負荷Ｑ）をパラメータとして、
ある目標排気温度を実現するための、主燃焼のための目標燃料噴射時期（主噴射時期）を
示している。
【００３１】
　尚、負荷が低い状態では、目標排温を達成するための主燃焼の燃焼時期が非常にリター
ドするため、予備燃焼が一度だけでは主燃焼の噴射時期の筒内温度を高く維持できない場
合もある。その場合は図２１に示すように予備燃焼を複数回行い、それぞれの熱発生が重
ならないようにすることで、低負荷条件であっても低スモークと高排温の両立を図ること
ができる。
【００３２】
　以上から、ＤＰＦ再生やＳ被毒解除などで、低λ、高排温が要求される場合は、本発明
に係る分割リタード燃焼への切換えを行う。具体的には、図２２のフローチャートに示す
ように、Ｓ１１０１で、予備燃焼のための燃料噴射時期（図１８）に、予備燃焼のための
燃料噴射量（図１９）で、燃料噴射を行う。そして、Ｓ１１０２で、主燃焼のための燃料
噴射を、燃料噴射時期をリタードさせて行う（図２０）。
【００３３】
　図３に戻って、Ｓ１０１でＤＰＦ再生のためにエンジンの燃焼を通常のリーン燃焼から
本発明に係る分割リタード燃焼に切換えた後は、Ｓ１０２へ進む。
　Ｓ１０２では、排気λを目標値に制御する。ＤＰＦの再生では排気λの目標値はＰＭ堆
積量によって異なる。従って、ＤＰＦ入口側排気圧力を検出し、現在の運転状態（エンジ
ン回転速度、負荷）での基準排気圧力との比較により、ＰＭ堆積量を推定し、図２３に示
すＰＭ堆積量に対応した目標λを設定して、制御する。
【００３４】
　ここでは、Ｓ１０１において上記分割リタード燃焼への切換えを行った後、吸気絞り弁
６及び／又はＥＧＲ弁１９による新気量の調整によって前記目標空燃比に制御する。具体
的には、目標吸入空気量とするため、目標λに図２４に示すマップの値を乗じた目標吸入
空気量（λ＝１の運転のための目標吸入空気量）となるように吸気絞り弁６により制御し
た後、空燃比が目標値から乖離した場合は、吸気絞り弁６及び／又はＥＧＲ弁１９によっ
て目標λに調整する。
【００３５】
　ただし、上記分割リタード燃焼に切り換える際は、燃料噴射時期が大幅にリタードする
ことから、上記吸気量の制御に加え、切換時のトルク変動を抑制するため図２５に示す目
標噴射時期（主噴射時期）に従ったトルク補正係数Ｋ１で前記図２４の目標吸入空気量及
び燃料噴射量を補正する。
　更に、目標空燃比が理論空燃比もしくはそれに近い値まで小さくなった場合は、吸気絞
りによるポンピングロスが生じるため、図２６に示すように目標λに応じたトルク補正係
数Ｋ２で目標吸入空気量及び主燃焼のための燃料噴射量を補正する。
【００３６】
　Ｓ１０３では、ＤＰＦ温度が再生中の目標上限値Ｔ２２を超えたか否かを判定する。
　ＤＰＦ温度＞Ｔ２２の場合は、再生中に上限値を超えたため、Ｓ１１１へ進んで、主燃
焼の燃料噴射時期を進角して、排気温度を低下させ、次いでＳ１１２で、燃料噴射時期の
進角によるトルク増加を抑制するためのトルク補正（主燃焼用噴射量の減量補正）を行う
。
【００３７】
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　ＤＰＦ温度≦Ｔ２２の場合は、Ｓ１０４へ進んで、ＤＰＦ温度が再生中の目標下限値Ｔ
２１を下回ったか否かを判定する。
　ＤＰＦ温度＜Ｔ２１の場合は、再生中に下限値を下回ったため、Ｓ１０９へ進んで、主
燃焼の燃料噴射時期をリタードして、排気温度を上昇させ、次いでＳ１１０で、燃料噴射
時期のリタードによるトルク落ちを補償するためのトルク補正（主燃焼用噴射量の増量補
正）を行う。
【００３８】
　Ｓ１０５では、ＤＰＦの再生開始から所定時間ｔdpfreg経過したかを否かを判定する。
所定時間経過すれば、ＤＰＦに堆積したＰＭは確実に燃焼除去されるので、Ｓ１０６へ進
む。
　Ｓ１０６では、ＤＰＦの再生が完了したので、本発明に係る分割リタード燃焼から通常
の燃焼に切換えて、ＤＰＦの加熱を停止する。
【００３９】
　Ｓ１０７では、ＤＰＦの再生が完了したので、ｒｅｇフラグを０にする
　Ｓ１０８では、ＤＰＦの再生は完了したものの、ＤＰＦにＰＭの燃え残りがあった場合
に排気λを急に大きくすると、ＤＰＦでＰＭが一気に燃えてしまい溶損する恐れがあるこ
とから、溶損防止モードに入るために、ｒｅｃフラグを１にする。
　次に図４のＳ被毒解除モードの制御について説明する。ＮＯｘトラップ触媒のＳ堆積量
が所定値Ｓ１に達してｒｑ－ｄｅｓｕｌフラグ＝１となり、これを受けて後述する図８の
フローによりｄｅｓｕｌフラグ＝１となると、図４のフローが開始される。
【００４０】
　Ｓ２０１では、ＮＯｘトラップ触媒のＳ被毒解除のため、エンジンの燃焼を、通常のリ
ーン燃焼から、本発明に係る分割リタード燃焼に切換える。
　Ｓ２０２では、排気λをストイキに制御する。すなわち、目標λをストイキに設定して
、制御する。
　Ｓ２０３では、触媒温度が所定値Ｔ４より高くなっているか否かを判定する。例えばＢ
ａ系のＮＯｘトラップ触媒の場合は、リッチ～ストイキ雰囲気で６００℃以上にする必要
があることから、Ｔ４は６００℃以上に設定される。
【００４１】
　触媒温度が所定値Ｔ４より低い場合は、Ｓ２１０へ進んで、主燃焼の燃料噴射時期を遅
角して、排気温度を上昇させる。
　Ｓ２０４では、Ｓ被毒解除モードで所定時間ｔdesul 経過したか否かを判定する。所定
時間経過すれば、Ｓ被毒が解除されるので、Ｓ２０５へ進む。
　Ｓ２０５では、Ｓ被毒解除が完了したので、本発明に係る分割リタード燃焼から通常の
燃焼に切換えて、ＮＯｘトラップ触媒の加熱を停止する。もちろん同時に、ストイキ運転
を解除する
　Ｓ２０６では、Ｓ被毒解除が完了したので、ｄｅｓｕｌフラグを０にする。
【００４２】
　Ｓ２０７では、Ｓ被毒解除は完了したものの、このような高温の条件下でＤＰＦにＰＭ
が堆積している場合に排気λを急に大きくすると、ＤＰＦでＰＭが一気に燃えてしまい溶
損する恐れがあることから、溶損防止モードに入るために、ｒｅｃフラグを１にする。
　Ｓ２０８では、ｒｑ－ｓｐフラグを０にする。Ｓ被毒解除を行うと、ＮＯｘトラップ触
媒が長時間ストイキにさらされることで、ＮＯｘ脱離浄化が同時に行われるので、ＮＯｘ
脱離浄化要求（リッチスパイク要求）が出ていた場合に、これを取下げるためである。
【００４３】
　次に図５のリッチスパイクモード（ＮＯｘ脱離浄化モード）の制御について説明する。
ＮＯｘトラップ触媒のＮＯｘ堆積量が所定値ＮＯｘ１に達してｒｑ－ｓｐフラグ＝１とな
り、これを受けて後述する図７又は図８のフローによりｓｐフラグ＝１となると、図５の
フローが開始される。
　Ｓ３０１では、ＮＯｘトラップ触媒のＮＯｘ脱離浄化のため、エンジンの燃焼を、通常
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のリーン燃焼から、本発明に係る分割リタード燃焼に切換える。
【００４４】
　Ｓ３０２では、排気λをリッチに制御する。排気λの制御は、図２７に示すリッチスパ
イク運転での目標吸入空気量となるように吸気絞り弁６により制御した後、前記同様に、
吸気絞り弁６やＥＧＲ弁１９による新気量の調整で行われる。
　Ｓ３０３では、リッチスパイクモードにて所定時間ｔspike 経過したか否かを判定し、
経過した場合は、ＮＯｘ脱離浄化完了と見なして、Ｓ３０４へ進む。
【００４５】
　Ｓ３０４では、ＮＯｘ脱離浄化が完了したので、本発明に係る分割リタード燃焼から通
常の燃焼に切換える。もちろん同時に、リッチ運転を解除する
　Ｓ３０５では、ＮＯｘ脱離浄化が完了したので、ｓｐフラグを０にする。
　次に図６の溶損防止モードの制御について説明する。ＤＰＦ再生又はＳ被毒解除が終了
し、図３又は図４のフローによりｒｅｃフラグ＝１となると、図６のフローが開始される
。
【００４６】
　Ｓ４０１では、ＤＰＦ再生直後などは未だ高温状態にあり、排気λを急激にリーン化す
ると、ＤＰＦ内の燃え残ったＰＭが一気に燃焼して溶損する恐れがあるため、排気λを目
標値、例えばλ≦1.4 に制御する。尚、溶損防止モードでは、排気温度は低いことが望ま
しいので、本発明に係る分割リタード燃焼ではなく、通常燃焼で排気λを目標値に制御す
る。
【００４７】
　Ｓ４０２では、ＤＰＦ温度がＰＭの急激な酸化が開始する恐れのない所定温度Ｔ３（例
えば５００℃）より低くなったか否かを判定する。Ｔ３より高い場合は、排気λ制御を続
行する。Ｔ３より低くなれば、酸素濃度が大気並になってもＤＰＦの溶損は回避可能とな
るので、Ｓ４０３へ進む。
　Ｓ４０３では、ＤＰＦの溶損の恐れがないことから、排気λ制御を止める。
【００４８】
　Ｓ４０４では、溶損防止モードが終了したので、ｒｅｃフラグを０にする。
　次に図７の再生優先順位決定フロー（１）について説明する。ＤＰＦ再生要求（ｒｑ－
ＤＰＦフラグ＝１）が出されると、図６のフローが開始される。尚、本フローは、ＤＰＦ
再生要求と、Ｓ被毒解除要求又はＮＯｘ脱離浄化要求とが、同時におきたときの優先順位
についての規定するものである。
【００４９】
　Ｓ５０１では、ＤＰＦ再生要求が出た後に、Ｓ堆積量が所定値Ｓ１に達してＳ被毒解除
時期になっているか否かを、Ｓ１３と同様の手法で、判定する。
　Ｓ堆積量＞Ｓ１の場合は、図１０のフローのＳ８０１へ進んで、ｒｑ－ｄｅｓｕｌフラ
グ＝１とし、Ｓ被毒解除要求を出す。この場合、後述する図８のフローにより優先順位が
決定される。
【００５０】
　Ｓ堆積量＜Ｓ１の場合は、Ｓ５０２へ進む。
　Ｓ５０２では、ｒｑ－ｓｐフラグ＝１、すなわちＮＯｘ脱離浄化要求（リッチスパイク
要求）が出ているか否かを判定し、出ていない場合は、Ｓ５０３へ進む。
　Ｓ５０３では、ＤＰＦ再生要求が出された後に、ＮＯｘ堆積量が所定値ＮＯｘ１に達し
てＮＯｘ脱離浄化時期になっているか否かを、Ｓ１４と同様の手法で、判定する。
【００５１】
　ＮＯｘ堆積量＞ＮＯｘ１の場合は、図１１のフローのＳ９０１へ進んで、ｒｑ－ｓｐフ
ラグ＝１とし、ＮＯｘ脱離浄化要求（リッチスパイク要求）を出す。
　Ｓ５０３での判定で、ＮＯｘ堆積量＜ＮＯｘ１の場合は、ＤＰＦ再生要求のみが出てい
る場合であり、この場合は、Ｓ５０４へ進む。
　Ｓ５０４では、図２８に示すＤＰＦ再生及びＳ被毒解除の可能領域（低回転・低負荷以
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外の領域；昇温代が比較的少なく、排気性能の悪化代が許容値を超えない領域）であるか
否かを判定する。再生可能領域の場合は、Ｓ５０５へ進み、ｒｅｇフラグ＝１として、Ｄ
ＰＦの再生に移行する。
【００５２】
　Ｓ５０２での判定で、ｒｑ－ｓｐフラグ＝１の場合は、ＤＰＦ再生要求とＮＯｘ脱離浄
化要求とが同時に出ている場合であり、この場合は、Ｓ５０６へ進む。
　Ｓ５０６では、エンジンの運転条件がＮＯｘ排出量の少ない条件（例えば定常条件）で
あるか否かを判定する。ＮＯｘ排出量が少ない条件であれば、ＮＯｘトラップ触媒の再生
を多少遅らせても、テールパイプでの排気の悪化は殆ど無いため、運転性に影響を大きく
及ぼすＤＰＦの再生を優先させるのが望ましい。従って、この場合はＳ５０７へ進む。
【００５３】
　ＮＯｘ排出量が多い条件（例えば加速条件等）ではテールパイプでの排気悪化を防止す
るためにＮＯｘトラップ触媒の再生を優先させるのが望ましい。従って、この場合はＳ５
０８へ進み、ｓｐフラグ＝１として、ＮＯｘ脱離浄化（リッチスパイク）に移行する。
　Ｓ５０７では、ＤＰＦ温度がＤＰＦに担持させた酸化触媒が活性化する温度Ｔ６より高
いか否かを判定する。昇温を開始するにあたり、ＤＰＦに担持させた酸化触媒が活性化す
る温度Ｔ６よりも低い場合は、昇温開始しても、再生可能温度に到達するまで時間がかか
り、昇温中にテールパイプでのＮＯｘの悪化も懸念されるため、ＮＯｘトラップ触媒の再
生を優先させるのが望ましい。従って、この場合もＳ５０８へ進み、ｓｐフラグ＝１とし
て、ＮＯｘ脱離浄化（リッチスパイク）に移行する。
【００５４】
　Ｓ５０７での判定で、ＤＰＦ温度＞Ｔ６の場合は、ＤＰＦの再生を優先させるため、前
述のＳ５０４、５０５へ進む。
　次に図８の再生優先順位決定フロー（２）について説明する。Ｓ被毒解除要求（ｒｑ－
ｄｅｓｕｌフラグ＝１）が出されると、図８のフローが開始される。尚、本フローは、Ｓ
被毒解除要求とＮＯｘ脱離浄化要求とが同時におきたときの優先順位について規定するも
のである。
【００５５】
　Ｓ６０１では、Ｓ被毒解除要求が出た後に、ＰＭ堆積量が所定値ＰＭ１に達してＤＰＦ
再生時期になっているか否かを、Ｓ１２と同様の手法で、判定する。
　ＰＭ堆積量＞ＰＭ１の場合は、図９のフローのＳ７０１へ進んで、ｒｑ－ＤＰＦフラグ
＝１とし、ＤＰＦ再生要求を出す。この場合、前述の図７のフローにより優先順位が決定
される。
【００５６】
　ＰＭ堆積量＜ＰＭ１の場合は、Ｓ６０２へ進む。
　Ｓ６０２では、触媒温度が所定温度Ｔ１より高いか否かを判定し、高い場合には、Ｓ６
０３へ進む。
　Ｓ６０３では、図２４に示すＤＰＦ再生及びＳ被毒解除の可能領域（低回転・低負荷以
外の領域；昇温代が比較的少なく、排気性能の悪化代が許容値を超えない領域）であるか
否かを判定する。Ｓ被毒解除可能領域の場合は、Ｓ６０４へ進み、ｄｅｓｕｌフラグ＝１
として、Ｓ被毒解除に移行する。
【００５７】
　Ｓ６０２での判定で、触媒温度＜Ｔ１の場合は、昇温を開始しても、Ｓ被毒解除の可能
温度に到達するまで時間がかかり、昇温中にテールパイプでのＮＯｘの悪化も懸念される
ことから、ＮＯｘ脱離浄化を優先させるのが望ましい。このため、Ｓ６０５へ進む。
　Ｓ６０５では、ｒｑ－ｓｐフラグ＝１、すなわちＮＯｘ脱離浄化要求が出ているか否か
を判定し、出ている場合は、Ｓ６０７へ進み、ｓｐフラグ＝１として、ＮＯｘ脱離浄化（
リッチスパイク）に移行する。
【００５８】
　ｒｑ－ｓｐフラグ＝１でない場合は、Ｓ６０６へ進む。
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　Ｓ６０６では、Ｓ被毒解除要求が出された後に、ＮＯｘ堆積量が所定値ＮＯｘ１に達し
てＮＯｘ脱離浄化時期になっているか否かを、Ｓ１４と同様の手法で、判定する。
　ＮＯｘ堆積量＞ＮＯｘ１の場合は、図１１のフローのＳ９０１へ進み、ｒｑ－ｓｐフラ
グ＝１とする。
【００５９】
　次に図１２の暖機促進モードの制御について説明する。これは触媒温度がＴ５以下のと
き（または触媒出口のＨＣ，ＣＯの少なくとも一方の濃度がしきい値より大きいとき）に
実行される。
　Ｓ１００１では、暖機促進運転可能領域か否かを判定する。ここでの暖機促進運転は、
本発明に係る分割リタード燃焼により行うため、この燃焼が可能な領域か否かを判定する
。具体的には、図２８に示したＤＰＦ再生及びＳ被毒解除の可能領域を、暖機促進運転可
能領域とし、この領域の場合に、Ｓ１００２へ進む。
【００６０】
　Ｓ１００２では、暖機促進のため、エンジンの燃焼を、通常のリーン燃焼から、本発明
に係る分割リタード燃焼に切換える。本燃焼への切換えにより、高排温となり、触媒の暖
機を促進することができる。ここでも、目標λを設定して、制御する。
　Ｓ１００３では、機関回転速度と負荷（燃料噴射量）によって設定されるＥＧＲ目標値
（目標ＥＧＲ率）を、図２９に示すＥＧＲを減少する冷間時用のものに変更する。また、
ＥＧＲを減少した場合に排気温度が上昇するので、排気温度を維持する場合には、図３０
に示す主噴射時期の補正マップを用いるなどして主噴射時期を進角させる（図１７（Ａ）
参照）。
【００６１】
　Ｓ１００４では、触媒温度がその活性温度であるＴ５より高くなったか否か（または触
媒出口のＨＣ，ＣＯの少なくとも一方の濃度がしきい値以下となったか否か）を判定し、
触媒温度＞Ｔ５の場合に、Ｓ１００５へ進んで、本発明に係る分割リタード燃焼から通常
の燃焼に切換えて、暖機促進運転を終了する。なお、暖機完了後（触媒活性後）に本発明
に係る分割リタード燃焼を行うときは、暖機完了前（触媒未活性状態）と同一の回転速度
、負荷条件に対して、ＥＧＲを増加し、また、主噴射時期を進角していた場合は遅角する
。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明の一実施形態を示すエンジンのシステム図
【図２】排気浄化制御のフローチャート（その１）
【図３】排気浄化制御のフローチャート（その２）
【図４】排気浄化制御のフローチャート（その３）
【図５】排気浄化制御のフローチャート（その４）
【図６】排気浄化制御のフローチャート（その５）
【図７】排気浄化制御のフローチャート（その６）
【図８】排気浄化制御のフローチャート（その７）
【図９】排気浄化制御のフローチャート（その８）
【図１０】排気浄化制御のフローチャート（その９）
【図１１】排気浄化制御のフローチャート（その１０）
【図１２】排気浄化制御のフローチャート（その１１）
【図１３】参考例１の燃焼形態を示す
【図１４】参考例２の燃焼形態を示す図
【図１５】本発明の燃焼形態を示す図
【図１６】参考例１、２と本発明の排気ガス状態を比較した図
【図１７】主燃焼時期と排気ガスの状態との関係を示す図
【図１８】予備燃焼のための目標燃料噴射時期を示す図
【図１９】予備燃焼のための目標燃料噴射量を示す図



(12) JP 4158645 B2 2008.10.1

10

20

30

【図２０】主燃焼のための目標燃料噴射時期を示す図
【図２１】本発明の別の燃焼形態を示す図
【図２２】分割リタード燃焼への切換えのフローチャート
【図２３】ＰＭ堆積量と再生中の目標λとの関係を示す図
【図２４】λ＝１運転のための目標吸入空気量算出用マップを示す図
【図２５】主噴射時期とトルク補正係数Ｋ１との関係を示す図
【図２６】目標λとトルク補正係数Ｋ２との関係を示す図
【図２７】リッチスパイク運転のための目標吸入空気量算出用マップを示す図
【図２８】ＤＰＦ再生及びＳ被毒解除の可能領域を示す図
【図２９】冷間時のＥＧＲ目標値を示す図
【図３０】ＥＧＲ減少に伴う主噴射時期の進角を示す図
【符号の説明】
【００６３】
　　　　　　　１　ディーゼルエンジン
　　　　　　　２　吸気通路
　　　　　　　５　吸気絞り弁
　　　　　　　９　燃料噴射弁
　　　　　　　１０　排気通路
　　　　　　　１１　ＥＧＲ通路
　　　　　　　１２　ＥＧＲ弁
　　　　　　　１３　ＮＯｘトラップ触媒
　　　　　　　１４　ＤＰＦ
　　　　　　　２０　コントロールユニット
　　　　　　　２１　回転速度センサ
　　　　　　　２２　アクセル開度センサ
　　　　　　　２３　エアフローメータ
　　　　　　　２４　水温センサ
　　　　　　　２５　触媒温度センサ
　　　　　　　２６　排気圧力センサ
　　　　　　　２７　ＤＰＦ温度センサ
　　　　　　　２８　空燃比センサ
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