
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　定常時における燃焼状態を検出する燃焼状態検出手段と、
　燃焼状態に係わる制御パラメータを調整する制御パラメータ調整手段とを備え、
　前記制御パラメータ調整手段は、検出された燃焼状態が部分燃焼であるときには、前記
制御パラメータの次回サイクルでの設定値をより部分燃焼する側に調整することを特徴と
する内燃機関の制御装置。
【請求項２】
　定常時における燃焼状態を検出する燃焼状態検出手段と、
　燃焼状態に係わる制御パラメータを調整する制御パラメータ調整手段とを備え、
　前記制御パラメータ調整手段は、検出された燃焼状態が急速燃焼であるときには、前記
制御パラメータの次回サイクルでの設定値をより急速燃焼する側に調整することを特徴と
する内燃機関の制御装置。
【請求項３】
　前記燃焼状態検出手段は、機関のトルクに相関する出力パラメータに基づいて燃焼状態
を検出することを特徴とする請求項１又は２記載の内燃機関の制御装置。
【請求項４】
　気筒間の定常的なトルク差を縮小するように各気筒のトルクを調整するトルク差補正手
段を備え、
　前記燃焼状態検出手段は、前記トルク差補正手段による気筒間のトルク差の補正後、前
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記出力パラメータに基づいて燃焼状態を検出することを特徴とする請求項３記載の内燃機
関の制御装置。
【請求項５】
　前記燃焼状態検出手段は、前記出力パラメータの検出値と過去の検出値との比較に基づ
いて燃焼状態を検出することを特徴とする請求項３又は４記載の内燃機関の制御装置。
【請求項６】
　定常時における機関のトルクに相関する出力パラメータを検出する出力パラメータ検出
手段と、
　前記出力パラメータの大小に係わる制御パラメータを調整する制御パラメータ調整手段
とを備え、
　前記制御パラメータ調整手段は、前記出力パラメータの検出値が所定範囲以下であれば
、前記制御パラメータの次回サイクルでの設定値を前記出力パラメータがより小さくなる
側に調整し、
　前記出力パラメータの検出値が前記所定範囲以上であれば、前記制御パラメータの次回
サイクルでの設定値を前記出力パラメータがより大きくなる側に調整することを特徴とす
る内燃機関の制御装置。
【請求項７】
　前記出力パラメータの過去複数サイクルにおける検出値のばらつきの程度を判定するば
らつき判定手段を備え、
　前記制御パラメータ調整手段は、前記出力パラメータのばらつきが所定程度よりも大き
いと判定されたときに、前記制御パラメータの次回サイクルでの設定値の調整を行うこと
を特徴とする請求項６記載の内燃機関の制御装置。
【請求項８】
　前記ばらつき判定手段は、前記出力パラメータの過去複数サイクルにおける検出値の相
関によってばらつきの程度を判定し、
　前記制御パラメータ調整手段は、前記出力パラメータの相関が負相関にあるときに、前
記制御パラメータの次回サイクルでの設定値の調整を行うことを特徴とする請求項７記載
の内燃機関の制御装置。
【請求項９】
　前記制御パラメータ調整手段は、主となる制御パラメータを含む少なくとも２つの制御
パラメータを調整可能であり、
　前記主制御パラメータが所定の調整範囲内にあるときには、前記主制御パラメータの次
回サイクルでの設定値を調整し、
　前記主制御パラメータが所定の調整範囲を超えるときには、他の制御パラメータの次回
サイクルでの設定値を調整することを特徴とする請求項６乃至８の何れか１項に記載の内
燃機関の制御装置。
【請求項１０】
　触媒暖機のための点火時期遅角制御の実行中か否かを判定する運転状態判定手段をさら
に備え、
　前記制御パラメータ調整手段は、前記点火時期遅角制御が実行されているときには、
　前記出力パラメータの検出値が前記所定範囲をトルクが小さくなる側に外れていれば、
点火時期の次回サイクルでの設定値を遅角し、
　前記出力パラメータの検出値が前記所定範囲をトルクが大きくなる側に外れていれば、
前記点火時期の進角度が所定程度を超えるまでは前記点火時期の次回サイクルでの設定値
を進角し、前記点火時期の進角度が前記所定程度を超えるときには燃料噴射量の次回サイ
クルでの設定値を増量することを特徴とする請求項９記載の内燃機関の制御装置。
【請求項１１】
　気筒間の定常的なトルク差を縮小するように各気筒のトルクを調整するトルク差補正手
段を備え、
　前記制御パラメータ調整手段は、前記トルク差補正手段による気筒間のトルク差の補正
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後、前記出力パラメータの検出値に基づいて前記制御パラメータの次回サイクルでの設定
値の調整を行うことを特徴とする請求項６乃至１０の何れか１項に記載の内燃機関の制御
装置。
【請求項１２】
　前記制御パラメータ調整手段は、前記出力パラメータの検出値を過去の検出値によって
相対値化し、前記相対値化された検出値に基づいて前記制御パラメータの次回サイクルで
の設定値の調整を行うことを特徴とする請求項６乃至１１の何れか１項に記載の内燃機関
の制御装置。
【請求項１３】
　前記出力パラメータの過去複数サイクルにおける検出値の相関から燃料性状を判定する
燃料性状判定手段を備えることを特徴とする請求項８記載の内燃機関の制御装置。
【請求項１４】
　前記制御パラメータが点火時期であって、前記出力パラメータの検出値と過去の平均値
との乖離状態に応じて前記点火時期の次回サイクルでの設定値を調整するように前記制御
パラメータ調整手段が構成されるとともに、
　前記制御パラメータ調整手段による前記点火時期の調整量から燃料性状を判定する燃料
性状判定手段を備えることを特徴とする請求項６記載の内燃機関の制御装置。
【請求項１５】
　前記出力パラメータの過去複数サイクルにおける検出値の相関から触媒暖機のための点
火時期の遅角補正量を決定する点火時期制御手段を備えることを特徴とする請求項８記載
の内燃機関の制御装置。
【請求項１６】
　前記出力パラメータの過去複数サイクルにおける検出値の相関から機関の内部ＥＧＲ量
を決定する内部ＥＧＲ量制御手段を備えることを特徴とする請求項８記載の内燃機関の制
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制御技術に関し、特に、アイドル時における燃焼状態の変動の抑制
に用いて好適な内燃機関の制御技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内燃機関のアイドル時には、各気筒の燃焼状態にばらつきが生じるために内燃機関には
トルク変動がおきやすい。トルク変動はアイドル回転数を不安定にするとともに振動の原
因となる。このようなアイドル時のトルク変動を抑制するための技術としては、従来、例
えば特許文献１に記載された技術が知られている。
【０００３】
　特許文献１に記載された技術では、アイドル時の各気筒の回転変動差を検出し、ある気
筒の回転変動差が上限値を超えているときには、その気筒の噴射補正量を減量するととも
に、他の気筒の噴射補正量を増量している。また、ある気筒の回転変動差が下限値よりも
低いときには、その気筒の噴射補正量を増量するとともに、他の気筒の噴射補正量を減量
している。また、噴射補正量を増量する場合に噴射補正量が上限値を超えたときには、代
わりに点火時期補正量を進角し、噴射補正量を減量する場合に噴射補正量が下限値より低
いときには、代わりに点火時期補正量を遅角している。
【特許文献１】特許第２５０５３０４号公報
【特許文献２】特開平１１－１０７８２２号公報
【特許文献３】特開平９－１２６０３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　上記の従来技術によれば、暖機後のアイドルのように、気筒間の吸気分配の違い等によ
って多少の燃焼のばらつきが生じている状態では、その効果が見込まれると考えられる。
【０００５】
　ところで、アイドルの中でも、特に冷間始動直後の冷間ファーストアイドルでは、燃費
の観点からの要求によって空燃比がリーン化され、同じく燃費の観点からの要求と排気対
策としての触媒暖機のために点火時期が遅角されており、その結果、燃焼は非常に不安定
になっている。本出願に係る発明者らの実験によれば、冷間ファーストアイドルのような
燃焼が非常に不安定な状況では、上記従来技術が想定していないような現象が生じている
ことが分かった。
【０００６】
　図１は、冷間ファーストアイドルにおいて特別な制御を行わない場合に生じる特定気筒
のトルク変化について示したグラフである。図１において上下２つの閾値ではさまれたト
ルク領域がアイドル時の適正トルク領域を示し、適正トルク領域よりも高い領域は急速燃
焼領域、適正トルク領域よりも低い領域は部分燃焼領域を示している。ここでは、部分燃
焼とは大きなトルクの発生しない燃焼を意味し、急速燃焼とは大きなトルクの発生する燃
焼を意味するものとする。図中では適正トルク領域に入ったサイクルは白丸で示し、適正
トルク領域から外れたサイクルは黒丸で示している。この図に示すように、部分燃焼によ
ってトルクが低下した場合、次回のサイクルでは、その気筒の燃焼は急速燃焼となりトル
クは急激に上昇する。逆に、急速燃焼によってトルクが上昇した場合には、次回のサイク
ルでは、その気筒の燃焼は部分燃焼となりトルクは急激に低下する。
【０００７】
　部分燃焼の次のサイクルで急速燃焼が起きる理由としては、部分燃焼では燃料のエネル
ギーがトルクの発生に用いられなかった分だけ排気温度が高くなるため、次サイクルでの
残留ガス割合が低下したり、未燃ガス温度が上昇したりするためだと考えられる。多くの
残留ＨＣの発生により次サイクルでの当量比が増大することも、次サイクルで急速燃焼が
起きる理由の一つと考えられる。また、急速燃焼の次のサイクルで部分燃焼が起きるのは
、以上の理由とは逆の理由によるものと考えられる。いずれにしても、冷間ファーストア
イドルでは、部分燃焼と急速燃焼とが交互に起きており、これがトルク変動を誘発してい
る。
【０００８】
　上記従来技術では、特定の気筒のトルクが大きいときにはその気筒のトルクを小さくす
るように、逆に、トルクが小さいときには大きくするように、燃料噴射量や点火時期等の
制御パラメータが調整される。このため、図１のように部分燃焼と急速燃焼とが交互に起
きている状況において上記従来技術の制御が実施された場合には、急速燃焼によりトルク
が上昇したときには、次回サイクルでの制御パラメータの設定値はトルクが低下するよう
に調整され、次回サイクルで起きる部分燃焼が助長されてしまう。逆に、部分燃焼により
トルクが低下したときには、次回サイクルでの制御パラメータの設定値はトルクが上昇す
るように調整され、次回サイクルで起きる急速燃焼が助長されてしまう。つまり、冷間フ
ァーストアイドルでは、上記従来技術の制御を実施したとしても燃焼状態の変動を有効に
抑えることはできず、逆に燃焼状態の変動を助長してしまう可能性があった。燃焼状態の
変動は、トルク変動を招いてドライバビリティを低下させてしまうだけでなく、排気ガス
性能の悪化も招いてしまう虞がある。
【０００９】
　本発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、燃焼状態の変動を抑制
できるようにした内燃機関の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】
【００１０】
　第１の発明は、上記の目的を達成するため、内燃機関の制御装置であって、
　定常時における燃焼状態を検出する燃焼状態検出手段と、
　燃焼状態に係わる制御パラメータを調整する制御パラメータ調整手段とを備え、
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　前記制御パラメータ調整手段は、検出された燃焼状態が部分燃焼であるときには、前記
制御パラメータの次回サイクルでの設定値をより部分燃焼する側に調整することを特徴と
している。
【００１１】
　第２の発明は、上記の目的を達成するため、内燃機関の制御装置であって、
　定常時における燃焼状態を検出する燃焼状態検出手段と、
　燃焼状態に係わる制御パラメータを調整する制御パラメータ調整手段とを備え、
　前記制御パラメータ調整手段は、検出された燃焼状態が急速燃焼であるときには、前記
制御パラメータの次回サイクルでの設定値をより急速燃焼する側に調整することを特徴と
している。
【００１２】
　第３の発明は、第１又は第２の発明において、前記燃焼状態検出手段は、機関のトルク
に相関する出力パラメータに基づいて燃焼状態を検出することを特徴としている。
【００１３】
　第４の発明は、第３の発明において、気筒間の定常的なトルク差を縮小するように各気
筒のトルクを調整するトルク差補正手段を備え、
　前記燃焼状態検出手段は、前記トルク差補正手段による気筒間のトルク差の補正後、前
記出力パラメータに基づいて燃焼状態を検出することを特徴としている。
【００１４】
　第５の発明は、第３又は第４の発明において、前記燃焼状態検出手段は、前記出力パラ
メータの検出値と過去の検出値との比較に基づいて燃焼状態を検出することを特徴として
いる。
【００１５】
　第６の発明は、上記の目的を達成するため、内燃機関の制御装置であって、
　定常時における機関のトルクに相関する出力パラメータを検出する出力パラメータ検出
手段と、
　前記出力パラメータの大小に係わる制御パラメータを調整する制御パラメータ調整手段
とを備え、
　前記制御パラメータ調整手段は、前記出力パラメータの検出値が所定範囲以下であれば
、前記制御パラメータの次回サイクルでの設定値を前記出力パラメータがより小さくなる
側に調整し、
　前記出力パラメータの検出値が前記所定範囲以上であれば、前記制御パラメータの次回
サイクルでの設定値を前記出力パラメータがより大きくなる側に調整することを特徴とし
ている。
【００１６】
　第７の発明は、第６の発明において、前記出力パラメータの過去複数サイクルにおける
検出値のばらつきの程度を判定するばらつき判定手段を備え、
　前記制御パラメータ調整手段は、前記出力パラメータのばらつきが所定程度よりも大き
いと判定されたときに、前記制御パラメータの次回サイクルでの設定値の調整を行うこと
を特徴としている。
【００１７】
　第８の発明は、第７の発明において、前記ばらつき判定手段は、前記出力パラメータの
過去複数サイクルにおける検出値の相関によってばらつきの程度を判定し、
　前記制御パラメータ調整手段は、前記出力パラメータの相関が負相関にあるときに、前
記制御パラメータの次回サイクルでの設定値の調整を行うことを特徴としている。
【００１８】
　第９の発明は、第６乃至第８の何れか１つの発明において、前記制御パラメータ調整手
段は、主となる制御パラメータを含む少なくとも２つの制御パラメータを調整可能であり
、
　前記主制御パラメータが所定の調整範囲内にあるときには、前記主制御パラメータの次
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回サイクルでの設定値を調整し、
　前記主制御パラメータが所定の調整範囲を超えるときには、他の制御パラメータの次回
サイクルでの設定値を調整することを特徴としている。
【００１９】
　第１０の発明は、第９の発明において、触媒暖機のための点火時期遅角制御の実行中か
否かを判定する運転状態判定手段をさらに備え、
　前記制御パラメータ調整手段は、前記点火時期遅角制御が実行されているときには、
　前記出力パラメータの検出値が前記所定範囲をトルクが小さくなる側に外れていれば、
前記主制御パラメータとしての点火時期の次回サイクルでの設定値を遅角し、
　前記出力パラメータの検出値が前記所定範囲をトルクが大きくなる側に外れていれば、
前記点火時期の進角度が所定程度を超えるまでは前記点火時期の次回サイクルでの設定値
を進角し、前記点火時期の進角度が前記所定程度を超えるときには燃料噴射量の次回サイ
クルでの設定値を増量することを特徴としている。
【００２０】
　第１１の発明は、第６乃至第１０の何れか１つの発明において、気筒間の定常的なトル
ク差を縮小するように各気筒のトルクを調整するトルク差補正手段を備え、
　前記制御パラメータ調整手段は、前記トルク差補正手段による気筒間のトルク差の補正
後、前記出力パラメータの検出値に基づいて前記制御パラメータの次回サイクルでの設定
値の調整を行うことを特徴としている。
【００２１】
　第１２の発明は、第６乃至第１１の何れか１つの発明において、前記制御パラメータ調
整手段は、前記出力パラメータの検出値を過去の検出値によって相対値化し、前記相対値
化された検出値に基づいて前記制御パラメータの次回サイクルでの設定値の調整を行うこ
とを特徴としている。
【００２２】
　第１３の発明は、第８の発明において、前記出力パラメータの過去複数サイクルにおけ
る検出値の相関から燃料性状を判定する燃料性状判定手段を備えることを特徴としている
。
【００２３】
　第１４の発明は、第６の発明において、前記制御パラメータが点火時期であって、前記
出力パラメータの検出値と過去の平均値との乖離状態に応じて前記点火時期の次回サイク
ルでの設定値を調整するように前記制御パラメータ調整手段が構成されるとともに、
　前記制御パラメータ調整手段による前記点火時期の調整量から燃料性状を判定する燃料
性状判定手段を備えることを特徴としている。
【００２４】
　第１５の発明は、第８の発明において、前記出力パラメータの過去複数サイクルにおけ
る検出値の相関から触媒暖機のための点火時期の遅角補正量を決定する点火時期制御手段
を備えることをしている。
【００２５】
　第１６の発明は、第８の発明において、前記出力パラメータの過去複数サイクルにおけ
る検出値の相関から機関の内部ＥＧＲ量を決定する内部ＥＧＲ量制御手段を備えることを
特徴としている。
【発明の効果】
【００２６】
　第１の発明によれば、燃焼状態が部分燃焼になったときには、燃焼状態に係わる制御パ
ラメータの次回サイクルでの設定値がより部分燃焼する側に調整されるので、次回サイク
ルで急速燃焼が起きるのを抑制することができる。つまり、部分燃焼後に急速燃焼が起き
るという燃焼状態の変動を抑制することができる。
【００２７】
　第２の発明によれば、燃焼状態が急速燃焼になったときには、燃焼状態に係わる制御パ
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ラメータの次回サイクルでの設定値がより急速燃焼する側に調整されるので、次回サイク
ルで部分燃焼が起きるのを抑制することができる。つまり、急速燃焼後に部分燃焼が起き
るという燃焼状態の変動を抑制することができる。
【００２８】
　また、第３の発明によれば、機関のトルクに相関する出力パラメータに基づいた燃焼状
態の検出により、機関の燃焼状態が急速燃焼であるか部分燃焼であるかを正確に判定する
ことができる。
【００２９】
　第４の発明によれば、気筒間に存在する定常的なトルク差によって機関の燃焼状態を急
速燃焼或いは部分燃焼と誤判定してしまうことを防止することができる。
【００３０】
　第５の発明によれば、出力パラメータの検出値と過去の検出値との比較に基づいて燃焼
状態が検出されることで、検出値の絶対値精度によらず機関の燃焼状態が急速燃焼である
か部分燃焼であるかをより正確に判定することができる。
【００３１】
　第６の発明によれば、機関のトルクに相関する出力パラメータの検出値が所定範囲以下
であれば、出力パラメータの大小に係わる制御パラメータの次回サイクルでの設定値は出
力パラメータがより小さくなる側に調整されるので、次回サイクルで出力パラメータが大
きくなる方向にトルクが急変するのを抑制することができる。また、出力パラメータの検
出値が所定範囲以上であれば、制御パラメータの次回サイクルでの設定値は出力パラメー
タがより大きくなる側に調整されるので、次回サイクルで出力パラメータが小さくなる方
向にトルクが急変するのを抑制することができる。つまり、急速燃焼後に部分燃焼が起き
、部分燃焼後に急速燃焼が起きるという燃焼状態の変動を抑制することができる。
【００３２】
　第７の発明によれば、出力パラメータの過去複数サイクルにおける検出値のばらつきの
程度が所定程度よりも大きいことが、制御パラメータの次回サイクルでの設定値が調整さ
れる条件になっているので、燃焼状態の変動が問題にならない状況での無駄な制御パラメ
ータの調整を防止することができる。
【００３３】
　第８の発明によれば、出力パラメータの相関が負相関にあるときに制御パラメータの次
回サイクルでの設定値の調整が行われるので、急速燃焼と部分燃焼が交互に起きる状況で
のみ制御パラメータを調整することができる。
【００３４】
　第９の発明によれば、主制御パラメータが所定の調整範囲を超えるときには、他の制御
パラメータの次回サイクルでの設定値が調整されるので、調整代が足りなくなることがな
く、燃焼状態の変動を確実に抑制することができる。
【００３５】
　第１０の発明によれば、触媒暖機のための点火時期遅角制御が実行されている状況にお
いて、点火時期の進角度が所定程度を超えるときには、点火時期がそれ以上進角される代
わりに燃料噴射量の次回サイクルでの設定値が増量されるので、点火時期遅角による触媒
の暖機作用を維持しながら燃焼状態の変動を抑制することができる。
【００３６】
　また、気筒間に定常的なトルク差がある場合には、出力パラメータの検出値にも気筒間
で定常的な差が生じるが、第１１の発明によれば、気筒間のトルク差が補正されることで
出力パラメータの検出値に含まれる気筒間の定常的な差は縮小される。これにより、出力
パラメータの検出値と所定範囲との比較において気筒間のトルク差による誤判定が防止さ
れるので、制御パラメータを的確に調整して燃焼状態の変動を抑制することができる。
【００３７】
　第１２の発明によれば、出力パラメータの検出値が過去の検出値によって相対値化され
ることで、検出値に含まれる誤差は過去の検出値との間で相殺される。これにより、出力
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パラメータの検出値と所定範囲との比較において出力パラメータの絶対値精度に起因する
誤判定が防止されるので、制御パラメータを的確に調整して燃焼状態の変動を抑制するこ
とができる。
【００３８】
　ところで、燃料性状は燃焼状態に影響し、燃料が重質の場合には燃焼が不安定になって
燃焼状態が変動しやすい。このとき、トルクの過去複数サイクルにおける値の相関関係は
負相関を示す。したがって、第１３の発明によれば、出力パラメータの過去複数サイクル
における検出値の相関を見ることで、燃料性状を正確に判定することができる。
【００３９】
　燃料性状が変わると燃焼状態が変化するが、燃焼状態は出力パラメータの検出値と過去
の平均値との乖離状態によって表される。したがって、第１４の発明によれば、前記乖離
状態に応じて点火時期の次回サイクルでの設定値が調整される際、その調整量から燃料性
状を判定することで、燃料性状を正確に判定することができる。
【００４０】
　また、第１５の発明によれば、燃焼状態に応じた触媒の暖機制御が可能になる。例えば
、負の相関がない安定した燃焼状態のときには点火時期の遅角補正量を大きくして触媒を
早期に暖機することもできる。
【００４１】
　第１６の発明によれば、燃焼状態に応じた内部ＥＧＲ量の制御が可能になる。例えば、
負の相関がない安定した燃焼状態のときには内部ＥＧＲ量を大きくしてＮＯｘを低減する
こともできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
実施の形態１．
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態１について説明する。
　図２～図１０は本発明の実施の形態１としての内燃機関の制御装置について説明するた
めの図である。本実施形態の内燃機関の制御装置は、ＥＣＵ (Electronic Control Unit)
として構成されている。ＥＣＵ２は、複数のセンサの出力信号に基づき、内燃機関の運転
状態に係わる各種アクチュエータを総合的に制御する。本実施形態では、図２に示すよう
に、ＥＣＵ２の入力側には、クランク角センサ６が接続され、その出力側には、点火プラ
グ８と燃料噴射弁１０が接続されている。クランク角センサ６はクランク軸の近傍に設け
られ、所定のクランク角位置でＥＣＵ２に信号を出力している。ＥＣＵ２は、クランク角
センサ６から出力信号の供給を受けていると共に、点火プラグ８と燃料噴射弁１０に対し
て駆動信号を供給している。なお、ＥＣＵ２には、クランク角センサ６や上記のアクチュ
エータ８，１０以外にも複数のセンサ（例えば筒内圧センサ）やアクチュエータが接続さ
れているが、ここではその説明は省略する。また、点火プラグ８、燃料噴射弁１０は気筒
毎に設けられているが、ここでは代表してそれぞれ１つのみ示している。
【００４３】
　図３～図５は本実施形態においてＥＣＵ２が行う制御の内容をフローチャートで示した
ものである。ＥＣＵ２は、冷間ファーストアイドル時のように部分燃焼と急速燃焼とが交
互に起こり得る状況において、気筒別に燃焼を安定化させることで燃焼状態の変動を抑制
する気筒別燃焼安定化制御を実施する。この気筒別燃焼安定化制御の概要は、部分燃焼が
起きたら、次回サイクルでの制御パラメータの設定値をより部分燃焼する側に調整し、急
速燃焼が起きたら、次回サイクルでの制御パラメータの設定値をより急速燃焼する側に調
整するというものである。前述したように部分燃焼の次回サイクルでは急速燃焼が起きや
すく、急速燃焼の次回サイクルでは部分燃焼が起こることが予想されるので、このように
制御パラメータを調整することで燃焼を安定化させ、燃焼状態の変動を抑制することが可
能になると考えられる。
【００４４】
　具体的には、先ず、気筒別燃焼安定化制御を実行するか否かの判定が実施される。上記
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のように制御パラメータの設定値を調整する場合、実際に燃焼状態に大きなばらつきが生
じていない状況では、かえって燃焼を悪化させてしまう可能性がある。例えば、図１のグ
ラフを用いて考えると、内燃機関の経年変化によってトルクが全体的に低下し、グラフ上
ではトルクが部分燃焼領域に入ってしまう場合が想定される。このような場合に次回サイ
クルでの制御パラメータの設定値をより部分燃焼する側に調整してしまうと、部分燃焼が
さらに助長されてしまいトルクが大きく低下してしまう可能性がある。そこで、ＥＣＵ２
は、実際に燃焼状態に大きなばらつきが生じている状況でのみ気筒別燃焼安定化制御を実
施すべく、図３のフローチャートで示すルーチンを実行する。
【００４５】
　図３は、気筒別燃焼安定化制御の実行の可否について判定するためのルーチン（制御実
行判定ルーチン）を示している。図３のルーチンでは、先ず、気筒毎に過去ｍサイクル（
例えば１０サイクル）におけるトルクの相関係数が算出される（ステップ１００）。図３
のルーチンは、クランク角センサ６からの信号をトリガとして各気筒の１サイクル毎に所
定のタイミングで実行されており、ステップ１００での相関係数の算出はサイクル毎に逐
次行われる。トルクは、例えば、以下に説明するように、クランク角センサ６から供給さ
れる出力信号（クランク角信号）から運動方程式に則って算出することができる。
【００４６】
　以下の（１）式，及び（２）式は、クランク角センサ６から供給される出力信号からト
ルクを算出するための式である。
　Ｔ i＝Ｊ×（ｄω／ｄｔ）＋Ｔ f＋Ｔ l　・・・（１）
　Ｔ i＝Ｔ gas＋Ｔ inertia　・・・（２）
上記の（１）式、（２）式において、Ｔ iはエンジンの燃焼によってクランク軸に発生す
る図示トルクである。ここで、（２）式の右辺は図示トルクＴ iを発生させるトルクを示
しており、（１）式の右辺は図示トルクＴ iを消費するトルクを示している。
【００４７】
　（１）式の右辺において、Ｊは混合気の燃焼によって駆動される駆動部材の慣性モーメ
ント、ｄω／ｄｔはクランク軸の角加速度、Ｔ fは駆動部のフリクショントルク、Ｔ lは走
行時に路面から受ける負荷トルク、を示している。ここで、Ｊ×（ｄω／ｄｔ）はクラン
ク軸の角加速度に起因する動的な損失トルク（＝Ｔ ac）である。フリクショントルクＴ f
は、ピストンとシリンダ内壁の摩擦など各嵌合部の機械的な摩擦によるトルクであって、
補機類の機械的な摩擦によるトルクを含むものである。負荷トルクＴ lは、走行時の路面
状態などの外乱によるトルクである。冷間ファーストアイドル時はシフトギヤはニュート
ラル状態であるので、以下の説明ではＴ l＝０とする。
【００４８】
　また、（２）式の右辺において、Ｔ gasはシリンダの筒内ガス圧によるトルク、Ｔ inert
iaはピストンなどの往復慣性質量による慣性トルクを示している。筒内ガス圧によるトル
クＴ gasは、シリンダ内の混合気の燃焼によって発生するトルクである。燃焼状態を正確
に推定するためには、筒内ガス圧によるトルクＴ gasを求める必要がある。
【００４９】
　（１）式に示されるように、図示トルクＴ iは、角加速度に起因する動的な損失トルク
Ｊ×（ｄω／ｄｔ）、フリクショントルクＴ f、及び負荷トルクＴ lの和として求めること
ができる。しかし、（２）式に示されるように、図示トルクＴ iと筒内ガス圧によるトル
クＴ gasは一致しないため、図示トルクＴ iから燃焼状態を正確に推定することはできない
。
【００５０】
　図８は、（２）式の各トルクとクランク角との関係を示す特性図である。図８において
、縦軸は各トルクの大きさを、横軸はクランク角を示しており、図８中の一点鎖線は図示
トルクＴ iを、実線は筒内ガス圧によるトルクＴ gasを、破線は往復慣性質量による慣性ト
ルクＴ inertiaをそれぞれ示している。ここで、図８は４気筒の場合の特性を示したもの
であり、図８中のＴＤＣ、ＢＤＣは、４気筒のうちの１気筒のピストン３４が上死点（Ｔ
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ＤＣ）、又は下死点（ＢＤＣ）の位置にある場合のクランク角（０°，１８０°）を示し
ている。内燃機関１０が４気筒の場合、クランク軸が１８０°回転する度に１気筒づつ爆
発行程が行われ、１回の爆発毎に図８中のＴＤＣからＢＤＣまでのトルク特性が繰り返し
現れる。
【００５１】
　図８中の実線に示すように、筒内ガス圧によるトルクＴ gasは、ＴＤＣからＢＤＣの間
で急激に増加し、減少する。ここで、Ｔ gasの急激な増加は、爆発行程で燃焼室内の混合
気が爆発するためである。爆発後、Ｔ gasは減少し、他の圧縮行程或いは排気行程にある
気筒の影響により、負の値となる。その後、クランク角がＢＤＣに達するとシリンダの容
積変化がゼロとなり、Ｔ gasは０になる。
【００５２】
　一方、往復慣性質量による慣性トルクＴ inertiaは、筒内ガス圧によるトルクＴ gasとは
無関係に、ピストンなど往復運動する部材の慣性質量によって発生する慣性トルクである
。往復運動する部材は加減速を繰り返しており、Ｔ inertiaはクランクが回転していれば
角速度一定の場合であっても常に発生する。図８中の破線に示すように、クランク角がＴ
ＤＣの位置では往復運動する部材は停止しており、Ｔ inertia＝０である。クランク角が
ＴＤＣからＢＤＣに向かって進むと、往復運動する部材が停止状態から運動し始める。こ
の際、これらの部材の慣性によってＴ inertiaは負の方向に増加する。クランク角が９０
°近傍に達した時点では、往復運動する部材が所定の速度で運動しているため、これらの
部材の慣性によってクランク軸が回転する。従って、Ｔ inertiaはＴＤＣとＢＤＣの間で
負の値から正の値へ変わる。その後、クランク角がＢＤＣまで到達すると往復運動する部
材は停止し、Ｔ inertia＝０となる。
【００５３】
　（２）式に示されるように、図示トルクＴ iは筒内ガス圧によるトルクＴ gasと往復慣性
質量による慣性トルクＴ inertiaの和である。このため、図８の一点鎖線に示されるよう
に、ＴＤＣとＢＤＣの間では、図示トルクＴ iは混合気の爆発によるＴ gasの増加によって
増加し、一旦減少した後、Ｔ inertiaによって再び増加するという複雑な挙動を示してい
る。
【００５４】
　しかし、ＴＤＣからＢＤＣまでのクランク角１８０°の区間に着目すると、この区間で
の往復慣性質量による慣性トルクＴ inertiaの平均値は０となる。これは、往復慣性質量
を有する部材が、クランク角０°～９０°とクランク角９０°～１８０°で反対の動きを
するためである。従って、（１）式および（２）式の各トルクをＴＤＣからＢＤＣまでの
平均値として算出すると、往復慣性質量による慣性トルクＴ inertia＝０として計算する
ことができる。これにより、往復慣性質量による慣性トルクＴ inertiaが図示トルクＴ iに
与える影響を排除することができ、正確な燃焼状態を簡単に推定することが可能となる。
【００５５】
　そして、ＴＤＣからＢＤＣまでの区間において各トルクの平均値を求めると、Ｔ inerti
aの平均値が０となるため、（２）式から、図示トルクＴ iの平均値と筒内ガス圧によるト
ルクＴ gasの平均値とが等しくなる。このため、図示トルクＴ iに基づいて正確に燃焼状態
を推定することができる。
【００５６】
　さらに、ＴＤＣからＢＤＣまでの区間でクランク軸の角加速度の平均値を求めると、こ
の区間でのＴ inertiaの平均値は０であるため、往復慣性質量が角加速度に与える影響を
排除して角加速度を求めることができる。従って、燃焼状態のみに起因する角加速度を算
出することができ、角加速度に基づいて正確に燃焼状態を推定することが可能となる。
【００５７】
　次に、（１）式の右辺の各トルクを算出する方法を説明する。最初に、角加速度に起因
する動的な損失トルクＴ ac＝Ｊ×（ｄω／ｄｔ）の算出方法を説明する。図９は、クラン
ク軸の角加速度を求める方法を示す模式図であり、クランク角信号とトルク算出タイミン
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グを示す図である。図９に示すように、本実施形態では、クランク軸の回転の１０°毎に
クランク角センサ６からクランク角信号が供給される。
【００５８】
　ＥＣＵ２は、角加速度に起因する動的な損失トルクＴ acをＴＤＣからＢＤＣまでの平均
値として算出する。このために、本実施形態の装置は、ＴＤＣとＢＤＣの２ヶ所のクラン
ク角位置で角速度ω 0 (k)，ω 0 (k+1)をそれぞれ求め、同時にクランク軸がＴＤＣからＢＤ
Ｃまで回転する時間Δｔ (k)を求める。
【００５９】
　角速度ω 0 (k)を求める際には、例えば図９に示すように、クランク角がＴＤＣの位置か
ら前後１０°づつ回転している間の時間Δｔ 0 (k)，Δｔ 1 0 (k)をクランク角センサ６から
検出する。そして、時間Δｔ 0 (k)＋Δｔ 1 0 (k)の間にクランク軸が２０°回転しているた
め、ω 0 (k)＝（２０／（Δｔ 0 (k)＋Δｔ 1 0 (k)）×（π／１８０）を演算することによっ
てω 0 (k)［ｒａｄ／ｓ］を算出できる。同様に、ω 0 (k+1)を算出する際は、クランク角が
ＢＤＣの位置から前後１０°づつ回転している間の時間Δｔ 0 (k+1)，Δｔ 1 0 (k+1)を検出
する。そして、ω 0 (k+1)＝（２０／（Δｔ 0 (k+1)＋Δｔ 1 0 (k+1)））×（π／１８０）を
演算することによってω 0 (k+1)［ｒａｄ／ｓ］を算出できる。角速度ω 0 (k)，ω 0 (k+1)を
求めた後は、（ω 0 (k+1)－ω 0 (k)）／Δｔ (k)を演算し、ＴＤＣからＢＤＣまでクランク
軸が回転する間の角加速度の平均値を算出する。
【００６０】
　そして、角加速度の平均値を求めた後は、（１）式の右辺に従って、角加速度の平均値
と慣性モーメントＪを乗算する。これにより、クランク軸がＴＤＣからＢＤＣまで回転す
る間の動的な損失トルクＪ×（ｄω／ｄｔ）の平均値を算出できる。なお、駆動部の慣性
モーメントＪは、駆動部品の慣性質量から予め求めておく。
【００６１】
　次にフリクショントルクＴ fの算出方法を説明する。図１０はフリクショントルクＴ fと
内燃機関の機関回転数Ｎ e、冷却水温 thwとの関係を表したマップである。図１０において
、フリクショントルクＴ f、機関回転数Ｎ e、冷却水温 thwは、ＴＤＣからＢＤＣまでクラ
ンク軸が回転した場合の平均値である。また、冷却水温は、ｔｈｗ１→ｔｈｗ２→ｔｈｗ
３の順に高温になる。図１０に示すように、フリクショントルクＴ fは機関回転数（Ｎｅ
）が増えると増加し、また冷却水温 thwが低くなると増加する。図１０のマップは、機関
回転数Ｎ e、冷却水温 thwをパラメータとして可変し、ＴＤＣからＢＤＣまでクランク軸を
回転させた際に発生するフリクショントルクＴ fを測定し、その平均値を算出することで
予め作成しておく。そして、燃焼状態を推定する際には、ＴＤＣからＢＤＣまでの区間に
おける冷却水温の平均値、機関回転数の平均値を図１０のマップに当てはめて、フリクシ
ョントルクＴ fの平均値を求める。この際、冷却水温は水温センサ（図示略）から、機関
回転数はクランク角センサ６からそれぞれ検出する。
【００６２】
　クランク角の変動に伴うフリクショントルクＴ fの挙動は非常に複雑であり、バラツキ
も大きい。しかし、フリクショントルクＴ fの挙動は主としてピストンの速度に依存して
いるため、往復慣性質量による慣性トルクＴ inertiaの平均値が０となる区間毎のフリク
ショントルクＴ fの平均値はほぼ一定している。従って、往復慣性質量による慣性トルク
Ｔ inertiaの平均値が０となる区間（ＴＤＣ→ＢＤＣ）毎にフリクショントルクＴ fの平均
値を求めることで、複雑な瞬時挙動を示すフリクショントルクＴ fを精度良く求めること
ができる。また、フリクショントルクＴ fをこの区間毎の平均値とすることで、図１０に
示すマップを正確に作成することができる。
【００６３】
　また、上述したようにフリクショントルクＴ fには補機類の摩擦によるトルクが含まれ
る。ここで、補機類の摩擦によるトルクは、補機類が動作しているか否かによって値が異
なる。例えば、補機の１つであるエアコンのコンプレッサには、エンジンの回転がベルト
等によって伝達されており、エアコンが実際に動作していない状態であっても摩擦による
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トルクが発生している。
【００６４】
　一方、補機類を動作させた場合、例えばエアコンのスイッチをＯＮした場合は、エアコ
ンを動作させていない状態に比べてコンプレッサで消費されるトルクは大きくなる。この
ため、補機類の摩擦によるトルクが大きくなり、フリクショントルクＴ fの値も増大する
。従って、フリクショントルクＴ fを正確に求めるためには、補機類の動作状態を検出し
、補機類のスイッチがＯＮしている場合には、図１０のマップから求めたフリクショント
ルクＴ fの値を補正することが望ましい。
【００６５】
　なお、極冷間始動時などにおいては、実際にフリクショントルクＴ fが発生している部
位の温度と冷却水温との差を考慮して、フリクショントルクＴ fを補正することがより好
適である。この場合、冷間始動後の機関始動時間、筒内流入燃料量等を考慮して補正を行
うことが望ましい。
【００６６】
　本実施形態では、上記の図示トルク（推定図示トルクとも言う）Ｔ iが機関のトルクの
代表値として用いられている。ＥＣＵ２は各気筒についてトルク（図示トルクＴ i）を算
出する。ＥＣＵ２の内部にはメモリが備えられ、過去ｍサイクル分のトルクがメモリに記
憶されている。メモリの記憶内容はサイクル毎に更新され、最新の過去ｍサイクルのトル
クがメモリに記憶されるようになっている。
【００６７】
　燃焼状態のばらつきは、図６を用いて評価することができる。図６は前回サイクルにお
けるトルクを縦軸にとり、今回サイクルにおけるトルクを横軸にとったグラフであり、こ
れによりサイクル間のトルクの相関関係が明らかになる。燃焼状態にばらつきがある場合
において、気筒別燃焼安定化制御による効果がより顕著に発揮されるのは、部分燃焼と急
速燃焼とが交互に起きている状況である。図１に示すようにトルクがサイクル毎に上下に
変動している場合には、グラフ上の点は左上から右下に向かって並ぶ傾向を示す。このよ
うに左上から右下に向かってグラフ上の点が並ぶ傾向を示す場合には、相関係数はマイナ
スの値を示す。トルクのサイクル毎の上下変動が明確なほど、グラフ上の点は一本の直線
上に集まってくるようになり、それに応じて相関係数は小さくなる。相関係数は、全ての
点が左上から右下に向かう１本の直線上に乗ったときに最小になり、－１がその最小値で
ある。
【００６８】
　ステップ１０２では、ステップ１００で算出した相関係数が所定の閾値（例えば－０ .
６）と比較され、相関係数が閾値よりも小さくなった場合には、過去ｍサイクルのトルク
には負相関があると判定される。そして、負相関がある場合には、気筒別燃焼安定化制御
を実施すべく制御実行フラグはＯＮにされ（ステップ１０４）、負相関がない場合には、
気筒別燃焼安定化制御を実施しないように制御実行フラグはＯＦＦにされる（ステップ１
０６）。
【００６９】
　気筒別燃焼安定化制御は、具体的には、図４のフローチャートに示すルーチン（気筒別
燃焼安定化制御ルーチン）によって実行される。図４のルーチンは、クランク角センサ６
からの信号をトリガとして、図３のルーチンを実行した後の所定のタイミングで実行され
る。このルーチンでは、先ず、制御実行フラグがＯＮになっているか否かを判定される（
ステップ２００）。そして、制御実行フラグがＯＮになったときのみ、ステップ２０２以
降の処理が実施される。
【００７０】
　ステップ２０２では、内燃機関のトルクが算出される。ここでのトルクとしては、上述
のようにクランク角センサ６から供給される出力信号から運動方程式に則って気筒別に算
出される図示トルクを用いることができる。その他、各気筒に燃焼室内の圧力を検出する
筒内圧センサを備えた内燃機関であれば、筒内圧センサから供給される出力信号とクラン
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ク角センサ６から供給される出力信号とに基づいて算出できる図示トルクを用いてもよい
。また、公知の方法によりクランク角センサ６から供給される出力信号の変動、すなわち
、クランク角速度からトルクを算出してもよい。
【００７１】
　次のステップ２０４では、ステップ２０２で算出されたトルクの値から、内燃機関の燃
焼状態が部分燃焼か否かが判定される。具体的には、算出されたトルクは所定の判定値Ｔ
１と比較され、トルクが判定値Ｔ１よりも小さいときには、そのサイクルでの燃焼状態は
部分燃焼であると判定される。判定値Ｔ１は適正トルク領域の下限値である。ステップ２
０４で部分燃焼と判定された場合には、次回サイクルで起こることが予想される急速燃焼
を抑制すべく、次回サイクルでの点火時期の設定値が所定の遅角補正量だけ遅角される（
ステップ２０６）。
【００７２】
　ステップ２０４で部分燃焼でないと判定された場合には、続いてステップ２０８の判定
が行われる。ステップ２０８では、内燃機関の燃焼状態が急速燃焼か否かが判定される。
具体的には、ステップ２０２で算出されたトルクは所定の判定値Ｔ２と比較され、トルク
が判定値Ｔ２よりも大きいときには、そのサイクルでの燃焼状態は急速燃焼であると判定
される。判定値Ｔ２は適正トルク領域の上限値であり、当然、判定値Ｔ１よりも大きい値
である。ステップ２０８で急速燃焼と判定された場合には、次回サイクルで起こることが
予想される部分燃焼を抑制すべく、次回サイクルでの点火時期の設定値が所定の進角補正
量だけ進角される（ステップ２１０）。
【００７３】
　ステップ２０８で急速燃焼と判定されなかった場合には、適正な燃焼状態にあると判断
される。この場合、次回サイクルでの点火時期は現状の設定値に維持されるか、或いは、
本制御以外の他の要因で決まる設定値に調整される。
【００７４】
　ステップ２０６或いはステップ２１０の処理により補正された点火時期の設定値は、次
回サイクルにおいて、点火プラグ８を駆動するドライバにセットされる。ただし、ステッ
プ２１０において進角された点火時期の設定値については、所定の条件を満たす場合のみ
、そのまま点火プラグ８の駆動ドライバにセットされる。その条件は、図５のルーチンに
おいて定められている。
【００７５】
　図５は、点火時期の遅角によって触媒暖機効果を保持するための制御ルーチン（触媒暖
機効果保持制御ルーチン）を示している。内燃機関の排気通路に配置される触媒は、所定
の活性温度にあるときに排気ガスの浄化性能を発揮するが、冷間始動時には触媒温度は活
性温度よりも大きく低下している。このため、内燃機関の始動後は触媒を活性温度まで早
期に昇温させる必要があり、その手段として点火時期の遅角によって排気温度を上昇させ
る手法が用いられている。このような状況では、ステップ２１０での点火時期の進角側へ
の補正には限度があり、点火時期を進角側に補正しすぎると点火時期の遅角による排気温
度の昇温効果が損なわれ、触媒を速やかに暖機できなくなってしまう。そこで、図５のル
ーチンでは、点火時期が所定量まで進角された場合には、点火時期に代えて他の制御パラ
メータ、具体的には燃料噴射量の設定値を調整することで、急速燃焼後の部分燃焼の抑制
に対応するようにしている。
【００７６】
　具体的には、先ず、現在、触媒の暖機のために点火時期の遅角が行われている否かが判
定される（ステップ３００）。点火時期の遅角は、排気温度センサの出力信号等に基づい
て別の制御ルーチンで実行されている。点火時期遅角制御の内容については公知であるの
で、説明は省略する。ここでは、例えば、点火時期遅角制御の制御ルーチンにおいて、点
火時期を遅角させる実行フラグがＯＮになっていれば、点火時期の遅角が行われていると
判定する。
【００７７】
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　ステップ３００の判定において点火時期が遅角されている場合には、続いて、点火時期
の進角補正の有無について判定される（ステップ３０２）。ここでは、図４のルーチンに
おけるステップ２１０の処理が実行された場合に、点火時期が進角補正されたものと判定
される。
【００７８】
　点火時期が進角補正された場合には、ステップ３０４において、次の（３）式に従って
進角補正積算値Ｓａｓの更新が行われる。
　Ｓａｓ＝Ｓａｓ＋ａｓ　・・・（３）
上記（３）式中、左辺のＳａｓは更新後の値であり、右辺のＳａｓは更新前の値である。
進角補正積算値Ｓａｓは、ベースの点火時期（上述の遅角制御において決定される点火時
期の設定値）からの進角側への補正量であり、ステップ２１０の処理が実行される毎に更
新される。進角補正積算値Ｓａｓに積算される進角補正量ａｓは、ステップ２１０におけ
る進角補正量に等しい。なお、ステップ３００の判定において点火時期が遅角されていな
いとき、或いは、触媒温度の活性温度への到達により途中で点火時期遅角制御が終了した
ときには、進角補正積算値Ｓａｓはゼロにリセットされる（ステップ３１０）。
【００７９】
　次のステップ３０６では、進角補正積算値Ｓａｓが所定の閾値より大きいか否かが判定
される。触媒の暖機効果は点火時期が進角補正されるほど小さくなるので、上記の閾値に
よって触媒の暖機効果を十分に得ることができる進角補正積算値の限度が定められている
。進角補正積算値Ｓａｓが閾値よりも大きくなったときには、点火時期の進角補正は停止
され、代わりに次回サイクルでの燃料噴射量の設定値が所定の増量補正量だけ増量される
（ステップ３０８）。
【００８０】
　ステップ３０８の処理が実行された場合、ステップ２１０で実施された点火時期の設定
値の進角補正はキャンセルされる。次回サイクルでは、点火プラグ８の駆動ドライバには
今回サイクルでの点火時期の設定値がそのままセットされる。また、ステップ３０８の処
理により増量補正された燃料噴射量の設定値は、次回サイクルにおいて燃料噴射弁１０を
駆動するドライバにセットされる。
【００８１】
　以上の制御が実行されることにより、内燃機関の燃焼状態が部分燃焼になったときには
、次回サイクルでの点火時期の設定値が遅角側に補正されるので、次回サイクルで急速燃
焼が起きるのを抑制することができる。逆に、燃焼状態が急速燃焼になったときには、次
回サイクルでの点火時期の設定値が進角側に補正されるので、次回サイクルで部分燃焼が
起きるのを抑制することができる。つまり、本実施形態の制御装置によれば、急速燃焼後
に部分燃焼が起き、部分燃焼後に急速燃焼が起きることによる燃焼状態の変動を抑制する
ことができ、ドライバビリティや排気浄化性能を向上させることができる。
【００８２】
　図７は、冷間ファーストアイドルにおいて上記制御を実行した場合に生じる特定気筒の
トルク変化について示したグラフである。図７において上下２つの閾値ではさまれたトル
ク領域が適正トルク領域を示し、適正トルク領域よりも高い領域は急速燃焼領域、適正ト
ルク領域よりも低い領域は部分燃焼領域を示している。図中では適正トルク領域に入った
サイクルは白丸で示し、適正トルク領域から外れたサイクルは黒丸で示している。そして
、図中に二重丸で示すサイクルは、気筒別燃焼安定化制御によってトルク変動が抑制され
たサイクルを示している。ここでは一部で部分燃焼後が起きているが、その後の急速燃焼
は確実に抑制されている。図１のグラフと比較すると明らかなように、全体のトルク変動
は極めて低く抑えられている。
【００８３】
　また、上記制御が実行される際、触媒暖機の観点から点火時期をそれ以上進角できない
場合には、代わりに次回サイクルでの燃料噴射量の設定値が増量補正されるので、点火時
期をそれ以上進角することなく次回サイクルで急速燃焼が起きるのを抑制することができ
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る。つまり、本実施形態の制御装置によれば、点火時期遅角による触媒の暖機作用を維持
しながらも、急速燃焼後に部分燃焼が起きることによる燃焼状態の変動を抑制することが
できる。
【００８４】
　ところで、上述した実施の形態においては、トルクによって燃焼状態を判断しているが
、トルク以外の出力パラメータに基づいて燃焼状態を判断してもよい。例えば、燃焼割合
、熱発生量、燃焼速度等が燃焼状態を判断するための出力パラメータとして用いることが
できる。何れも筒内圧センサを実装している内燃機関であれば、その出力信号に基づいて
算出することができる。
【００８５】
　また、上述の実施の形態では、点火時期を主制御パラメータとし、主に点火時期を調整
することで燃焼状態を制御しているが、燃料噴射量を主制御パラメータとして燃焼状態を
制御するようにしてもよい。さらに、点火時期や燃料噴射量以外にも燃焼状態に係わる制
御パラメータであれば、燃焼状態の制御に用いることができる。例えば、燃料噴射量の噴
射タイミングによっても燃焼状態を制御することができる。燃料噴射には、吸気弁が開い
ているときに噴射する同期噴射と吸気弁が閉じているときに噴射する非同期噴射とがある
が、同期噴射の場合には噴射燃料のポートウェットを減らして確実に燃焼室内に供給でき
る分、空燃比はリッチになる。したがって、同期噴射と非同期噴射とを切り換えることで
空燃比を変更し、燃焼状態を変化させることができる。また、燃料噴射を同期噴射と非同
期噴射とに分けて２回行い、各回の燃料噴射量の比率を調整するようにしてもよい。さら
に、電磁駆動弁のように気筒毎に吸気量を調整できる手段を有する場合には、吸気量の調
整によって燃焼状態を制御してもよい。
【００８６】
　また、上述の実施の形態では、図３の制御実行判定ルーチンを各気筒の１サイクル毎に
逐次実行するようにしているが、このように頻繁に実行するのではなく、運転毎（或いは
冷間始動毎）に実行するようにしてもよい。つまり、運転毎に負相関の有無を判定して記
憶しておき、次回の運転時には前回の運転時に記憶された負相関の有無に従い、制御実行
フラグをＯＮに設定したりＯＦＦに設定したりするのでもよい。
【００８７】
　また、図５の触媒暖機効果保持制御ルーチンでは、点火時期から燃料噴射量への制御パ
ラメータの切り換え条件として、進角補正量の積算値を用いているが、点火時期の遅角に
よる触媒暖機効果の低減度合いを表すものであれば他のパラメータを用いてもよい。例え
ば、進角補正回数によって切り換えを判定してもよい。さらに、図５のルーチンでは、点
火時期から燃料噴射量へ制御パラメータを切り換えているが、調整によって部分燃焼を抑
制できるものであれば燃料噴射量以外の他の制御パラメータへ切り換えてもよい。例えば
、噴射量を変えることなく、非同期噴射による１回噴射から非同期噴射と同期噴射による
２回噴射に切り換えるようにしてもよい。
【００８８】
　また、上述の実施の形態では、部分燃焼後の急速燃焼を抑制する制御（図４のルーチン
におけるステップ２０４，２０６）と、急速燃焼後の部分燃焼を抑制する制御（図４のル
ーチンにおけるステップ２０８，２１０）とを実行しているが、何れか一方の制御のみを
実行するようにしてもよい。部分燃焼と急速燃焼との相関関係を考慮すれば、何れか一方
を抑制することによって他方も抑制することができると考えられる。
【００８９】
　さらに、上述の実施の形態では、図３～図５の各ルーチンを冷間ファーストアイドル時
に実行しているが、これらルーチンによる制御は、冷間ファーストアイドル時にしか効果
が得られないものではない。つまり、燃焼状態が変動している状況であれば、上記ルーチ
ンによる制御を実行することで燃焼状態の変動を抑制することができる。ただし、加速時
や登坂時のように負荷が変動する状況では、燃焼状態は負荷の変動に応じて制御されてお
り、このときの燃焼状態の変動は積極的な制御の結果生じたものであるので、このような
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状況では上記ルーチンによる制御を実行する必要はない。上記ルーチンによる制御が効果
を発揮するのは、負荷の変動のない定常時において燃焼状態が変動している状況である。
したがって、定常時であれば逐次、図３のルーチンを実行し、制御実行フラグがオンにな
れば図４のルーチンを実行するようにしてもよい。
【００９０】
　なお、上述した実施の形態においては、ＥＣＵ２による上記ステップ２０４，２０６の
処理の実行により、第１の発明の「制御パラメータ調整手段」が実現されている。また、
ＥＣＵ２による上記ステップ２０８，２１０の処理の実行により、第２の発明の「制御パ
ラメータ調整手段」が実現されている。さらに、ＥＣＵ２による上記ステップ２０４，２
０６，２０８，２１０の処理の実行により、第６の発明の「制御パラメータ調整手段」が
実現されている。また、ＥＣＵ２による図３のルーチンの実行により、第７の発明及び第
８の発明の「ばらつき判定手段」が実現されている。さらに、ＥＣＵ２による上記ステッ
プ３０４，３０６，３０８の処理の実行により、第９の発明の「制御パラメータ調整手段
」が実現され、ＥＣＵ２による上記ステップ３０２，３０４，３０６，３０８の処理の実
行により、第１０の発明の「制御パラメータ調整手段」が実現されている。また、ＥＣＵ
２による上記ステップ３００の処理の実行により、第１０の発明の「運転状態判定手段」
が実現されている。
【００９１】
実施の形態２ .
　以下、図１１を参照して、本発明の実施の形態３について説明する。
　本実施形態の内燃機関の制御装置は、実施の形態１において、ＥＣＵ２にさらに図１１
のルーチンを実行させることにより実現することができる。
【００９２】
　自動車等の車両用の内燃機関としては、一般に複数の気筒を有する複数気筒エンジンが
用いられている。このような複数気筒エンジンでは、通常、各気筒は同一構造であって且
つ同一の制御が行われており、設計上は全ての気筒が同一トルクを出力するようになって
いる。しかしながら、実際は、インジェクタの燃料噴射特性のばらつき、タペットクリア
ランスのばらつきや気筒間の吸気干渉等による吸気量の不均一、各気筒の燃焼室容積やピ
ストン形状等の製造上のばらつき等によって、気筒間には定常的なトルク差が生じている
場合が多い。ここでいう定常的なトルク差とは、サイクル毎のトルク変動を平滑化して得
られるトルク（例えば平均トルク）の差を意味している。
【００９３】
　このような気筒間の定常的なトルク差は、燃焼状態の判定（実施の形態１におけるステ
ップ２０４，２０８の判定）において誤判定を招く可能性がある。例えば、トルクが他の
気筒と比較して定常的に高い気筒では、実際には適正な燃焼状態であるにもかかわらず、
閾値との比較の上では適正トルク領域から急速燃焼領域に外れるために急速燃焼であると
判定されてしまう可能性がある。逆に、実際には部分燃焼であるにもかかわらず、閾値と
の比較の上では適正トルク領域に入るために適正な燃焼状態であると判定されてしまう可
能性がある。急速燃焼後に部分燃焼が起き、部分燃焼後に急速燃焼が起きることによる燃
焼状態の変動を抑制するためには点火時期等の制御パラメータを的確に調整する必要があ
るが、そのためには、上記のような燃焼状態の誤判定を何らかの手段によって防止するこ
とが重要である。
【００９４】
　図１１は、本実施形態において、内燃機関の制御装置としてのＥＣＵ２が実行するトル
ク差補正制御の流れを説明するためのフローチャートである。本実施形態では、図３のル
ーチンを実行する前に図１１のルーチン（トルク差補正制御ルーチン）が実行される。図
１１に示すルーチンでは、先ず、所定の運転条件が成立したか否か判定される（ステップ
４００）。運転条件は、実施の形態１で説明した一連の燃焼安定化制御（図３乃至図５の
フローチャートで表される制御）を実施するのにふさわしい内燃機関の運転状態を定めた
ものである。ここでは、冷間始動直後の冷間ファーストアイドル中であることを運転条件
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としている。
【００９５】
　運転条件が成立している場合には、ステップ４０２に進み、燃焼安定化制御実施条件フ
ラグがセットされているか、或いはクリアされているか判定される。燃焼安定化制御実施
条件フラグは、後述するステップ４０４乃至ステップ４０８の処理によって燃焼安定化制
御を実施するための条件が整ったときにセットされるフラグである。このフラグは、初期
状態ではクリアされており、セット後はステップ４００の運転条件が不成立になった場合
（例えば、冷間ファーストアイドルが終了した場合）にクリアされる（ステップ４１２）
。
【００９６】
　ステップ４０２の判定で燃焼安定化制御実施条件フラグがクリアされている場合、まず
、各気筒について過去Ｎサイクルの平均トルクが算出される（ステップ４０４）。そして
、平均トルクに気筒間で差があるかないか判定される（ステップ４０６）。気筒間トルク
差は、標準トルク（例えば、全気筒の平均トルク）に対する各気筒の平均トルクの偏差の
有無によって判定される。ステップ４０６の判定の結果、気筒間トルク差が生じている場
合には、各気筒のトルクが標準トルクになるように、燃料噴射量や点火時期が気筒別に補
正される（ステップ４０８）。
【００９７】
　ステップ４００乃至ステップ４０８の処理は、ステップ４０８の処理により気筒間トル
ク差が解消されるまで繰り返し行われる。そして、気筒間トルク差が解消されることによ
りステップ４０６のＮｏルートに進み、燃焼安定化制御実施条件フラグがセットされる（
ステップ４１０）。このフラグがセットされることにより、実施の形態１と同様、図３の
制御実行判定ルーチンが実行される。
【００９８】
　以上説明したトルク差補正制御ルーチンが制御実行判定ルーチンに先立ち実行されるこ
とにより、気筒間に存在する定常的なトルク差によって内燃機関の燃焼状態を誤判定して
しまうことが防止される。したがって、本実施形態の制御装置によれば、気筒間トルク差
による誤判定が防止される結果、点火時期や燃料噴射量などの制御パラメータを的確に調
整して燃焼状態の変動をより確実に抑制することが可能になる。
【００９９】
　なお、上述した実施の形態においては、ＥＣＵ２による上記ステップ４０４，４０６，
４０８の処理の実行により、第４の発明及び第１１の発明の「トルク差補正手段」が実現
されている。
【０１００】
実施の形態３ .
　以下、図１２を参照して、本発明の実施の形態３について説明する。
　本実施形態の内燃機関の制御装置は、実施の形態１において、ＥＣＵ２に、図４のルー
チンに代えて図１２のルーチンを実行させることにより実現することができる。
【０１０１】
　実施の形態１では、クランク角センサ６から供給される出力信号に基づいて図示トルク
を推定し、これを所定の判定値Ｔ１，Ｔ２と比較することで内燃機関の燃焼状態が部分燃
焼か否か、或いは急速燃焼か否かを判定している。ところが、フリクショントルクのばら
つきや経年変化、クランク角センサ６の信号精度などの影響により、トルクの絶対値精度
を確保することは難しい。このため、上述のようにトルクの絶対値で閾値（判定値Ｔ１，
Ｔ２）をもつ場合には、トルクの絶対値精度によっては誤判定の可能性がある。そこで、
本実施形態では、トルクの絶対値精度に起因する誤判定を防止すべく、以下のような気筒
別燃焼安定化制御ルーチンを実行する。
【０１０２】
　図１２は、本実施形態において、内燃機関の制御装置としてのＥＣＵ２が実行する気筒
別燃焼安定化制御の流れを説明するためのフローチャートである。図１２のルーチンは、
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クランク角センサ６からの信号をトリガとして、図３のルーチンを実行した後の所定のタ
イミングで実行される。なお、図では省略しているが、このルーチンでも、図３のルーチ
ンでセットされる制御実行フラグがＯＮになっているか否か判定し、制御実行フラグがＯ
Ｎになったときのみ、ステップ５００以降の処理が実施される。
【０１０３】
　ステップ５００では、過去Ｎサイクルの平均トルク mtin (k)が気筒毎に算出される。Ｅ
ＣＵ２の内部にはメモリが備えられ、過去Ｎサイクル分の各気筒のトルクＴ in (k-N)～Ｔ i

n (k-1)がメモリに記憶されている。平均トルク mtin (k)は、メモリに記憶されているトル
クＴ in (k-N)～Ｔ in (k-1)の平均値として算出される。なお、括弧内のｋはサイクル数を示
している。
【０１０４】
　ステップ５０２では、今回サイクルにおける各気筒のトルクＴ in (k)が算出される。ト
ルクＴ in (k)としては、実施の形態１と同様、クランク角の時間信号から運動方程式に則
って気筒別に算出された図示トルクを用いることができる。また、筒内圧とクランク角と
に基づき算出される図示トルクや、公知の方法である機関回転数の回転変動からトルクを
算出してもよい。
【０１０５】
　次のステップ５０４では、今回トルクＴ in (k)の平均トルク mtin (k)に対する比であるト
ルク比率Ｒ (k)｛Ｒ (k)＝Ｔ in (k)/mtin (k)｝が算出される。本実施形態では、このトルク
比率Ｒ (k)が、内燃機関の燃焼状態が部分燃焼であるか否か、急速燃焼であるか否かを判
定するための指標となる。
【０１０６】
　ステップ５０６では、ステップ５０４で算出されたトルク比率Ｒ (k)が所定の判定値Ｒ
１と比較される。判定値Ｒ１は適正トルク領域の下限値に対応しており、１より小さい値
に設定されている。トルク比率Ｒ (k)が判定値Ｒ１よりも小さいときには、そのサイクル
での燃焼状態は部分燃焼であると判定され、次回サイクルで起こることが予想される急速
燃焼を抑制すべく、次回サイクルでの点火時期の設定値が遅角される（ステップ５０８）
。点火時期の遅角補正量は、一定値に設定してもよく、トルク比率Ｒ (k)の大きさ、或い
はトルク比率Ｒ (k)と判定値Ｒ１との差に応じた値に設定してもよい。
【０１０７】
　ステップ５０６で部分燃焼でないと判定された場合には、続いてステップ５１０の判定
が行われる。ステップ５１０では、ステップ５０４で算出されたトルク比率Ｒ (k)が所定
の判定値Ｒ２と比較される。判定値Ｒ２は適正トルク領域の上限値に対応しており、１よ
り大きい値に設定されている。トルク比率Ｒ (k)が判定値Ｒ２よりも大きいときには、そ
のサイクルでの燃焼状態は急速燃焼であると判定され、次回サイクルで起こることが予想
される部分燃焼を抑制すべく、次回サイクルでの点火時期の設定値が進角される（ステッ
プ５１２）。点火時期の進角補正量は、一定値に設定してもよく、トルク比率Ｒ (k)の大
きさ、或いはトルク比率Ｒ (k)と判定値Ｒ２との差に応じた値に設定してもよい。
【０１０８】
　ステップ５１０で急速燃焼と判定されなかった場合には、適正な燃焼状態にあると判断
される。この場合、次回サイクルでの点火時期は現状の設定値に維持されるか、或いは、
本制御以外の他の要因で決まる設定値に調整される。
【０１０９】
　点火時期の設定後は、ステップ５１４に進む。このステップではサイクル数ｋが一つ更
新される。また、メモリの記憶内容が更新され、最新の過去Ｎサイクルのトルクがメモリ
に記憶される。
【０１１０】
　以上説明した気筒別燃焼安定化制御ルーチンの実行により、今回トルクＴ in (k)の平均
トルク mtin (k)に対する比がとられることで、今回トルクＴ in (k)は過去のトルクＴ in (k-N
)～Ｔ in (k-1)によって相対値化され、今回トルクＴ in (k)に含まれる誤差は過去のトルク
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Ｔ in (k-N)～Ｔ in (k-1)との間で相殺される。したがって、本実施形態の制御装置によれば
、相対値であるトルク比率Ｒ (k)が内燃機関の燃焼状態が部分燃焼であるか否か、急速燃
焼であるか否かを判定するための指標とされることでトルクＴ in (k)の絶対値精度に起因
する誤判定は防止され、その結果、点火時期や燃料噴射量などの制御パラメータを的確に
調整して燃焼状態の変動をより確実に抑制することが可能になる。
【０１１１】
　ところで、上述した実施の形態では、過去ＮサイクルのトルクＴ in (k-N)～Ｔ in (k-1)の
平均値を平均トルク mtin (k)として算出しているが、急速燃焼や部分燃焼と判定されたサ
イクルのトルクは平均値の算出から除外してもよい。これによれば、平均トルク mtin (k)
の値がサイクル毎に変動するのを抑制することができる。また、フィルタ処理を施すこと
によって平均トルク mtin (k)のサイクル毎の変動を抑制するようにしてもよい。
【０１１２】
　また、上述の実施の形態では、トルク比率Ｒ (k)を燃焼状態の判定に用いているが、今
回トルクＴ in (k)の前回トルクＴ in (k-1)に対する差を用いても良い。つまり、今回トルク
Ｔ in (k)を過去の値によって相対値化した値であれば、今回トルクＴ in (k)に含まれる誤差
は過去の値との間で相殺されるので、トルクＴ in (k)の絶対値精度に起因する誤判定を防
止することができる。燃焼割合、熱発生量、燃焼速度等、トルク以外の出力パラメータに
基づいて燃焼状態を判定することも可能であるが、この場合も、出力パラメータの検出値
を過去の検出値によって相対値化し、相対値化された検出値に基づいて燃焼状態を判定す
ればよい。
【０１１３】
　また、説明は省略するが、上述した実施の形態にかかる気筒別燃焼安定化制御は、実施
の形態１と同様、図５にフローチャートで示される触媒暖機効果保持制御を組み合わせる
ことも可能である。さらに、実施の形態２にかかるトルク差補正制御を組み合わせること
も可能である。
【０１１４】
　なお、上述した実施の形態においては、ＥＣＵ２による上記ステップ５００，５０２，
５０４，５０６，５１０の処理の実行により、第５の発明の「燃焼状態検出手段」が実現
されている。また、ＥＣＵ２による図１２のルーチンの実行により、第１２の発明の「制
御パラメータ調整手段」が実現されている。
【０１１５】
実施の形態４ .
　以下、図１３を参照して、本発明の実施の形態４について説明する。
　本実施形態の内燃機関の制御装置は、実施の形態１において、ＥＣＵ２に、図３乃至図
５のルーチンに代えて図１３のルーチンを実行させることにより実現することができる。
【０１１６】
　内燃機関の燃料として、通常の燃料（軽質燃料）に比べて揮発性の低い重質燃料が使用
される場合がある。重質燃料が使用されている場合、吸気ポートの内壁面や吸気バルブの
表面への燃料の付着量が多くなるため、空燃比はリーン傾向になる。特に壁面温度が低い
冷間ファーストアイドル時には、壁面に付着した燃料の気化が進まないため、空燃比は大
きくリーン化する。一般に、冷間ファーストアイドル時には燃費の観点からの要求によっ
て空燃比はリーン化され、同じく燃費の観点からの要求と排気対策としての触媒暖機のた
めに点火時期は遅角される。ところが、重質燃料の使用時にもこのような制御が行われる
と急激なトルクの落ち込みが発生し、ドライバビリティの悪化を招いてしまう。したがっ
て、重質燃料が使用されている場合には、ドライバビリティの悪化を防止するために通常
燃料の使用時とは異なる制御が必要となる。本実施形態では、重質燃料が使用される場合
には燃焼が不安定になってトルク変動が大きくなることに着目し、以下に説明する手段に
よって燃料性状を判定し、その判定結果に基づいて燃焼の安定化を図るための制御を行っ
ている。
【０１１７】
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　図１３は、本実施形態において、内燃機関の制御装置としてのＥＣＵ２が実行する気筒
別燃焼安定化制御の流れを説明するためのフローチャートである。本実施形態にかかる気
筒別燃焼安定化制御も実施の形態１と同様に、燃焼が特に不安定になりやすい冷間ファー
ストアイドル中に実行される。
【０１１８】
　まず、ステップ６００では、各気筒についてサイクル毎にトルクが検出される。トルク
検出は所定の複数サイクル（例えば１０サイクル）について行われる。トルクの検出方法
（算出方法）は実施の形態１で説明したのと同様の方法を用いればよい。検出されたトル
クは、ＥＣＵ２の内部に備えられたメモリに記憶されていく。
【０１１９】
　ステップ６０２では、過去所定サイクルにおけるトルクの相関係数が算出される。前回
サイクルにおけるトルクを縦軸にとって今回サイクルにおけるトルクを横軸にとったグラ
フを作成すると、トルクがサイクル毎に上下に変動している場合には、図６に示すように
グラフ上の点は左上から右下に向かって並ぶ傾向を示す。このときの負の傾きが大きいほ
ど燃焼は不安定であり、使用されている燃料は重質燃料であると判定できる。また、この
とき相関係数はマイナスの値を示し、トルクのサイクル毎の上下変動が明確なほど、グラ
フ上の点は一本の直線上に集まってくるようになり、それに応じて相関係数は小さくなる
。
【０１２０】
　ステップ６０４では、ステップ６０２で算出した相関係数が所定の閾値（マイナス値）
と比較される。そして、相関係数が閾値よりも小さい場合には、燃料性状は重質であると
判定され（ステップ６０６）、トルクに係わる制御パラメータである点火時期及び燃料噴
射量の設定値が重質燃料に応じた値に切り換えられる（ステップ６０８）。具体的には、
点火時期は進角側に切り換えられ、燃料噴射量は空燃比がリッチ化するように増量される
。冷間ファーストアイドル時には重質燃料は気化しにくく失火しやすいため、上記のよう
に点火時期及び燃料噴射量の設定値が切り換えられることで燃焼は安定し、トルクの急激
な落ち込みによるドライバビリティの悪化が防止される。
【０１２１】
　以上説明した気筒別燃焼安定化制御ルーチンの実行により、過去複数サイクルにおける
トルクの相関関係から燃料性状を判定することで、特別なセンサを用いることなく正確に
燃料性状を判定することができる。そして、燃料が重質燃料の場合には、点火時期及び燃
料噴射量が通常の設定から重質燃料に応じた設定に切り換えられるので、燃焼を安定させ
てドライバビリティの悪化を防止することができる。
【０１２２】
　なお、上述した実施の形態においては、ＥＣＵ２による上記ステップ６００，６０２，
６０４の処理の実行により、第１３の発明の「燃料性状判定手段」が実現されている。
【０１２３】
実施の形態５ .
　以下、図１４及び図１５を参照して、本発明の実施の形態５について説明する。
　本実施形態の内燃機関の制御装置は、実施の形態１において、ＥＣＵ２に、図３乃至図
５のルーチンに代えて図１４のルーチンを実行させることにより実現することができる。
【０１２４】
　本実施形態にかかる気筒別燃焼安定化制御は、部分燃焼か急速燃焼かによって制御パラ
メータの設定値を調整する制御（実施の形態１にかかる気筒別燃焼安定化制御）に、燃料
性状に応じて制御パラメータの設定値を切り換える制御（実施の形態４にかかる気筒別燃
焼安定化制御）を組み合わせたものである。ただし、実施の形態４では、過去複数サイク
ルにおけるトルクの相関関係から燃料の質を判定しているのに対し、本実施形態では、制
御パラメータの設定値を調整する際の調整量から燃料性状を判定するようになっている。
【０１２５】
　図１４は、本実施形態において、内燃機関の制御装置としてのＥＣＵ２が実行する気筒
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別燃焼安定化制御の流れを説明するためのフローチャートである。本実施形態にかかる気
筒別燃焼安定化制御も実施の形態１と同様に、燃焼が特に不安定になりやすい冷間ファー
ストアイドル中に実行される。
【０１２６】
　まず、ステップ７００では、各気筒についてサイクル毎にトルクが検出される。トルク
検出は所定の複数サイクルについて行われ、検出されたトルクはＥＣＵ２の内部に備えら
れたメモリに記憶されていく。次のステップ７０２では、過去所定サイクルにおけるトル
クの相関係数が算出される。相関係数については上述のとおりである。ステップ７０４で
は、ステップ７０２で算出した相関係数が所定の閾値（マイナス値）と比較され、相関係
数が閾値よりも小さくなった場合には、過去複数サイクルのトルクには負相関があると判
定される。
【０１２７】
　ステップ７０４で負相関があると判定された場合には、ステップ７０６の処理が行われ
る。ステップ７０６では、まず、過去複数サイクルのトルクの平均値が算出され、平均ト
ルクに対する今回トルクの乖離率（今回トルクから平均トルクを引き、それを平均トルク
で割った値）が算出される。そして、図１５に示すマップから乖離率に応じた点火時期補
正量が算出される。図１５において横軸が乖離率を示し、縦軸が点火時期補正量を示して
いる。乖離率は今回トルクが平均トルクに等しいときに０になる。マップでは乖離率がＲ

L（Ｒ L＜０）からＲ H（Ｒ H＞０）までの間は不感帯になっており、点火時期補正量はゼロ
になる。この不感帯は適正トルク領域に対応し、Ｒ L、Ｒ Hはそれぞれ適正トルク領域の下
限値、上限値に対応している。そして、乖離率がＲ Hよりも大きくなったときには、点火
時期補正量は乖離率の増加量に比例して進角側に増加するように設定され、乖離率がＲ L

よりも小さくなったときには、点火時期補正量は乖離率の減少量に比例して遅角側に増加
するように設定される。
【０１２８】
　ステップ７０８では、ステップ７０６で算出された点火時期補正量の大きさが所定の閾
値（プラス値）と比較される。この閾値は、点火時期補正量から燃料性状が重質であるか
否かを判定するための判定値である。燃料が重質燃料の場合にはトルクの変動が大きいた
め、図１５に示すマップによって点火時期補正量は大き値に設定されることになる。した
がって、点火時期補正量の大きさが所定の閾値を超えたら、燃料性状は重質であると判定
することができる。
【０１２９】
　ステップ７０８の判定の結果、点火時期補正量が閾値以下の場合には、次回サイクルに
おいて点火時期の補正が実行される（ステップ７１０）。一方、点火時期補正量が閾値を
超えた場合には、使用されている燃料は重質燃料であると判定され（ステップ７１２）、
トルクに係わる制御パラメータである点火時期及び燃料噴射量の設定値が重質燃料に応じ
た値に切り換えられる（ステップ７１４）。具体的には、点火時期は進角側に切り換えら
れ、燃料噴射量は空燃比がリッチ化するように増量される。冷間始動時には重質燃料は気
化しにくく失火しやすいため、上記のように点火時期及び燃料噴射量の設定値が切り換え
られることで燃焼は安定し、トルクの急激な落ち込みによるドライバビリティの悪化が防
止される。
【０１３０】
　以上説明した気筒別燃焼安定化制御ルーチンの実行により、使用されている燃料が通常
の軽質燃料の場合には、今回トルクの平均トルクに対する乖離率に応じて点火時期の次回
サイクルでの設定値が調整されるので、トルク変動を速やかに抑制することができる。ま
た、使用されている燃料が重質燃料の場合には、点火時期及び燃料噴射量が通常の設定か
ら重質燃料に応じた設定に切り換えられるので、燃焼を安定させてドライバビリティの悪
化を防止することができる。さらに、乖離率に応じて点火時期の次回サイクルでの設定値
が調整される際、その調整量から燃料性状が判定されるので、特別なセンサを用いること
なく正確に燃料性状を判定することができるという利点もある。
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【０１３１】
　なお、上述した実施の形態においては、ＥＣＵ２による上記ステップ７０６の処理の実
行により、第１４の発明の「制御パラメータ調整手段」が実現されるとともに、ＥＣＵ２
による上記ステップ７０８の処理の実行により、第１４の発明の「燃料性状判定手段」が
実現されている。
【０１３２】
実施の形態６ .
　以下、図１６を参照して、本発明の実施の形態６について説明する。
　本実施形態の内燃機関の制御装置は、実施の形態１において、ＥＣＵ２に、図３乃至図
５のルーチンに代えて図１６のルーチンを実行させることにより実現することができる。
【０１３３】
　実施の形態５のように、今回トルクの乖離率に応じた点火時期補正量をマップによって
予め設定しておくことで、トルク変動を速やかに抑制することが可能になる。ところが、
乖離率に対する点火時期補正量の最適値は、内燃機関の機差、適合のずれ、経時変化、使
用条件等によって少なからず変化する。このため、マップに従い点火時期補正量を決めて
次回サイクルでの点火時期を調整したにもかかわらず、トルク変動が許容範囲に収まらな
い可能性がある。そこで、本実施形態では、内燃機関の機差等によらずトルク変動を確実
に抑制にすべく、以下に説明するような気筒別燃焼安定化制御を実行する。
【０１３４】
　図１６は、本実施形態において、内燃機関の制御装置としてのＥＣＵ２が実行する気筒
別燃焼安定化制御の流れを説明するためのフローチャートである。本実施形態にかかる気
筒別燃焼安定化制御も実施の形態１と同様に、燃焼が特に不安定になりやすい冷間ファー
ストアイドル中に実行される。なお、ステップ８００乃至ステップ８０４の処理は実施の
形態４にかかるステップ７００乃至ステップ７０４の処理と同処理であるので、その説明
は省略する。
【０１３５】
　ステップ８０６では、過去複数サイクルのトルクの平均値が算出され、平均トルクに対
する今回トルクの乖離率が算出される。そして、マップ（図１５に示すマップ）から乖離
率に応じた点火時期補正量が算出される。ステップ８０８では、マップから算出された点
火時期補正量に従い、次回サイクルにおいて点火時期の補正が実行される。
【０１３６】
　本実施形態にかかる気筒別燃焼安定化制御ルーチンでは、点火時期補正の実行後、再度
、過去複数サイクルのトルクの平均値が算出され、平均トルクに対する今回トルクの乖離
率が算出される（ステップ８１０）。そして、次のステップ８１２では、ステップ８１０
で算出された乖離率の大きさが所定の閾値と比較され、乖離率の大きさが所定の閾値より
も大きい、すなわち、トルク変動が許容範囲に収まっていないと判定された場合には、再
びマップから乖離率に応じた点火時期補正量が算出され、算出された点火時期補正量に従
い、次回サイクルにおいて点火時期の補正が実行される（ステップ８１４）。なお、点火
時期補正量には図では省略しているが最大値と最小値が設定されており、点火時期が過剰
に補正されることは防止されている。
【０１３７】
　以上説明した気筒別燃焼安定化制御ルーチンの実行により、点火時期の補正によってト
ルク変動が許容範囲に収まっていない場合には、トルク変動の状況に応じて再度、点火時
期の補正が実行されるので、内燃機関の機差や経時変化等によらずトルク変動を確実に抑
制することができる。なお、点火時期の再補正は一度に限定されず、トルク変動が許容範
囲に収まるまで点火時期の再補正を繰り返し行うようにしてもよい。
【０１３８】
　本実施形態においても、実施の形態５と同様、ステップ８０６で算出される点火時期補
正量から燃料性状を判定し、燃料が重質燃料の場合には、点火時期及び燃料噴射量の設定
を重質燃料に応じた設定に切り換えるようにしてもよい。
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【０１３９】
実施の形態７ .
　以下、図１７を参照して、本発明の実施の形態７について説明する。
　本実施形態の内燃機関の制御装置は、実施の形態１において、ＥＣＵ２に、図３乃至図
５のルーチンに代えて図１７のルーチンを実行させることにより実現することができる。
【０１４０】
　冷間ファーストアイドル時には、排気温度を上昇させ触媒の温度を速やかに活性温度ま
で上昇させるべく、始動直後から点火時期を遅角させることが行われている。ところが、
点火時期の遅角は上述のように燃焼の不安定化を招くため、点火時期を遅角しすぎるトル
ク変動によってドライバビリティを低下させてしまう。したがって、ドライバビリティと
エミッションが両立する範囲で点火時期の遅角量を定めることが要求されるが、使用され
る燃料の性状によってトルク変動を招かない限界遅角量は変化するため、最適な遅角量を
定めるのは難しい。本実施形態では、以下に説明するように、部分燃焼と急速燃焼の頻度
から遅角量の余裕度を判断することで、最適な遅角量の設定を可能にした。
【０１４１】
　図１７は、本実施形態において、内燃機関の制御装置としてのＥＣＵ２が実行する気筒
別点火時期遅角制御の流れを説明するためのフローチャートである。図１７の気筒別点火
時期遅角制御ルーチンは、燃焼が特に不安定になりやすい冷間ファーストアイドル中にお
いて、気筒毎に膨張行程単位（例えば４気筒では１８０度、６気筒では１２０度）で実行
される。
【０１４２】
　最初のステップ９００では、内燃機関が始動したか否か判定される。そして、内燃機関
が始動したら、まず、トルクが算出される（ステップ９０２）。トルクの算出は実施の形
態１で説明した方法で行われ、クランク角センサ６から供給される出力信号から運動方程
式に則って気筒別に算出される図示トルク（推定図示トルク）が用いられる。
【０１４３】
　次のステップ９０４では、算出されたトルクから内燃機関の燃焼状態が急速燃焼か部分
燃焼か、或いは適正な燃焼状態（通常燃焼）であるのかが判定される。トルクから内燃機
関の燃焼状態を判定する方法は、上述の各実施形態で用いられている何れの方法を用いて
もよい。ステップ９０４の判定の結果、通常燃焼と判定された場合には、カウント値Ｎ１
に１が加算され（ステップ９０６）、急速燃焼或いは部分燃焼と判定された場合には、カ
ウント値Ｎ２に１が加算される（ステップ９０８）。カウント値Ｎ１，Ｎ２はともに初期
値は０であり、また、冷間ファーストアイドル状態から脱したときに０にリセットされる
。
【０１４４】
　ステップ９１０では、二つのカウント値Ｎ１，Ｎ２の合計値と所定の閾値との比較が行
われる。カウント値Ｎ１，Ｎ２の合計値は当該気筒の始動からのサイクル数を表しており
、閾値は、ステップ９１２以降の処理において遅角量を算出するのに十分なデータが収集
できる程度のサイクル数に設定されている。
【０１４５】
　ステップ９１０の判定の結果、カウント値Ｎ１，Ｎ２の合計値が閾値を超えたら、まず
、ステップ９１２において急速燃焼、部分燃焼の通常燃焼に対する割合Ｒ（Ｒ＝Ｎ２／Ｎ
１）が算出される。そして、ステップ９１４では急速・部分燃焼割合Ｒと所定の閾値Ｒ o
との比較が行われる。閾値Ｒ oは、ドライバビリティとエミッションの双方が満足できる
レベルにあるときの急速燃焼、部分燃焼の通常燃焼に対する割合を実験等によって求めた
値である。
【０１４６】
　ステップ９１４の比較の結果、急速・部分燃焼割合Ｒが閾値Ｒ oを超える場合には、触
媒の暖機のための遅角量ＳＡの減算が行われる（ステップ９１６）。つまり、現在の遅角
量ＳＡから所定値αを減算された値が次回サイクルにおける遅角量ＳＡとして設定される
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。これにより、次回サイクルでは点火時期は進角されることになり、燃焼の安定化が図ら
れる。また、燃焼が安定することで、急速燃焼、部分燃焼の通常燃焼に対する割合Ｒは低
下することになる。
【０１４７】
　一方、ステップ９１４の比較において急速・部分燃焼割合Ｒが閾値Ｒ o以下と判定され
た場合には、触媒暖機遅角量ＳＡの加算が行われる（ステップ９１８）。つまり、現在の
遅角量ＳＡに所定値αを加算された値が次回サイクルにおける遅角量ＳＡとして設定され
る。これにより、次回サイクルでは点火時期はさらに遅角されることになり、エミッショ
ンの向上が図られる。また、点火時期の遅角により燃焼は不安定になるので、急速燃焼、
部分燃焼の通常燃焼に対する割合Ｒは増加することになる。
【０１４８】
　以上説明した気筒別点火時期遅角制御ルーチンの実行により、急速燃焼、部分燃焼の通
常燃焼に対する割合Ｒは閾値Ｒ oに収束することになる。したがって、本実施形態の制御
装置によれば、点火時期の遅角量をドライバビリティとエミッションの双方を両立できる
最適値に容易に調整することができる。
【０１４９】
　なお、点火時期の遅角量は気筒平均で算出することも可能である。ただし、空気量，燃
料量，圧縮比，温度等には気筒毎のばらつきが存在するため、燃焼状態は気筒毎に異なっ
ており、当然、最適な限界遅角量も気筒毎に異なっている。したがって、上述の実施形態
のように気筒毎に急速燃焼、部分燃焼の発生頻度を算出し、気筒毎に点火時期の遅角量を
補正することで、全ての気筒について最適な遅角量を実現することが可能になる。
【０１５０】
　上述した実施の形態においては、ＥＣＵ２による図１７のルーチンの実行により、第１
５の発明の「点火時期制御手段」が実現されている。
【０１５１】
実施の形態８ .
　以下、図１８を参照して、本発明の実施の形態８について説明する。
　本実施形態の内燃機関の制御装置は、実施の形態１において、ＥＣＵ２に、図３乃至図
５のルーチンに代えて図１８のルーチンを実行させることにより実現することができる。
【０１５２】
　クランク軸に対するカム軸の位相角を変化させることで吸気弁の開閉タイミングを可変
制御するバルブタイミング可変機構（以下、ＶＶＴという）が知られている。ＶＶＴを備
えた内燃機関では、ＶＶＴにより吸気弁の開弁タイミングを進角させることで、吸気弁と
排気弁の開時期のオーバーラップを大きくして内部ＥＧＲ量を増加させ、これにより排気
ガス中のＮＯｘを低減することが可能である。しかしながら、冷間ファーストアイドル時
のような燃焼が不安定な状況において過剰に内部ＥＧＲ量を増加させると、燃焼をより不
安定にしてしまいトルク変動によってドライバビリティを低下させてしまう。したがって
、ドライバビリティとＮＯｘが両立するような内部ＥＧＲ量になるように吸気弁の開弁タ
イミングの進角量（以下、ＶＶＴ進角量）を定めることが要求されるが、使用される燃料
の性状によってトルク変動を招かない限界進角量は変化するため、最適なＶＶＴ進角量を
定めるのは難しい。本実施形態では、以下に説明するように、部分燃焼と急速燃焼の頻度
からＶＶＴ進角量の余裕度を判断することで、最適なＶＶＴ進角量の設定を可能にした。
【０１５３】
　図１８は、本実施形態において、内燃機関の制御装置としてのＥＣＵ２が実行する気筒
別ＶＶＴ進角制御の流れを説明するためのフローチャートである。図１８の気筒別ＶＶＴ
進角制御ルーチンは、燃焼が特に不安定になりやすい冷間ファーストアイドル中において
、気筒毎に膨張行程単位（例えば４気筒では１８０度、６気筒では１２０度）で実行され
る。なお、ステップ１０００乃至ステップ１０１２の処理は実施の形態７にかかるステッ
プ９００乃至ステップ９１２の処理と同処理であるので、その説明は省略する。
【０１５４】
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　ステップ１０１４では急速・部分燃焼割合Ｒと所定の閾値Ｒ oとの比較が行われる。こ
こでの閾値Ｒ oは、ドライバビリティとＮＯｘの双方が満足できるレベルにあるときの急
速燃焼、部分燃焼の通常燃焼に対する割合を実験等によって求めた値である。
【０１５５】
　ステップ１０１４の比較の結果、急速・部分燃焼割合Ｒが閾値Ｒ oを超える場合には、
ＶＶＴ進角量ＳＡの減算が行われる（ステップ１０１６）。つまり、現在のＶＶＴ進角量
ＳＡから所定値αを減算された値が次回サイクルにおけるＶＶＴ進角量ＳＡとして設定さ
れる。これにより、次回サイクルでは吸気弁の開弁タイミングは遅角されることになり、
内部ＥＧＲ量の減少によって燃焼の安定化が図られる。また、燃焼が安定することで、急
速燃焼、部分燃焼の通常燃焼に対する割合Ｒは低下することになる。
【０１５６】
　一方、ステップ１０１４の比較において急速・部分燃焼割合Ｒが閾値Ｒ o以下と判定さ
れた場合には、ＶＶＴ進角量ＳＡの加算が行われる（ステップ１０１８）。つまり、現在
のＶＶＴ進角量ＳＡに所定値αを加算された値が次回サイクルにおけるＶＶＴ進角量ＳＡ
として設定される。これにより、次回サイクルでは吸気弁の開弁タイミングはさらに進角
されることになり、内部ＥＧＲ量の増加によりＮＯｘの低減が図られる。また、内部ＥＧ
Ｒ量の増加により燃焼は不安定になるので、急速燃焼、部分燃焼の通常燃焼に対する割合
Ｒは増加することになる。
【０１５７】
　以上説明した気筒別ＶＶＴ進角制御ルーチンの実行により、急速燃焼、部分燃焼の通常
燃焼に対する割合Ｒは閾値Ｒ oに収束することになる。したがって、本実施形態の制御装
置によれば、ＶＶＴ進角量をドライバビリティとＮＯｘの双方を両立できる最適値に容易
に調整することができる。
【０１５８】
　なお、ＶＶＴ進角量は気筒平均で算出することも可能である。ただし、空気量，燃料量
，圧縮比，温度等には気筒毎のばらつきが存在するため、燃焼状態は気筒毎に異なってお
り、当然、最適な限界進角量も気筒毎に異なっている。したがって、上述の実施形態のよ
うに気筒毎に急速燃焼、部分燃焼の発生頻度を算出し、気筒毎にＶＶＴ進角量を補正する
ことで、全ての気筒について最適なＶＶＴ進角量を実現することが可能になる。
【０１５９】
　上述した実施の形態においては、ＥＣＵ２による図１８のルーチンの実行により、第１
６の発明の「内部ＥＧＲ量制御手段」が実現されている。なお、上述の実施の形態では、
ＶＶＴにより吸気弁の開弁タイミングを制御することで内部ＥＧＲ量を制御しているが、
ＶＶＴにより排気弁の閉弁タイミングを制御することでも内部ＥＧＲ量を制御することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【０１６０】
【図１】冷間ファーストアイドル時に生じる特定気筒のトルク変化について示したグラフ
である。
【図２】本発明の実施の形態１としての内燃機関の制御装置の構成を説明するための図で
ある。
【図３】本発明の実施の形態１において実行される制御実行判定ルーチンのフローチャー
トである。
【図４】本発明の実施の形態１において実行される気筒別燃焼安定化制御ルーチンのフロ
ーチャートである。
【図５】本発明の実施の形態１において実行される触媒暖機効果保持制御ルーチンのフロ
ーチャートである。
【図６】図１に示す状態におけるサイクル間のトルクの相関関係について示すグラフであ
る。
【図７】冷間ファーストアイドル時に本発明にかかる制御を実行した場合に生じる特定気
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筒のトルク変化について示したグラフである。
【図８】図示トルク、筒内ガス圧によるトルク及び往復慣性質量による慣性トルクと、ク
ランク角との関係を示す特性図である。
【図９】クランク角信号とトルク算出タイミングを示す模式図である。
【図１０】フリクショントルクと機関回転数及び冷却水温との関係を表すマップを示す模
式図である。
【図１１】本発明の実施の形態２において実行されるトルク差補正制御ルーチンのフロー
チャートである。
【図１２】本発明の実施の形態３において実行される気筒別燃焼安定化制御ルーチンのフ
ローチャートである。
【図１３】本発明の実施の形態４において実行される気筒別燃焼安定化制御ルーチンのフ
ローチャートである。
【図１４】本発明の実施の形態５において実行される気筒別燃焼安定化制御ルーチンのフ
ローチャートである。
【図１５】平均トルクに対する今回トルクの乖離率から点火時期補正量を算出するための
マップである。
【図１６】本発明の実施の形態６において実行される気筒別燃焼安定化制御ルーチンのフ
ローチャートである。
【図１７】本発明の実施の形態７において実行される気筒別点火時期遅角制御ルーチンの
フローチャートである。
【図１８】本発明の実施の形態８において実行される気筒別ＶＶＴ進角制御ルーチンのフ
ローチャートである。
【符号の説明】
【０１６１】
２　ＥＣＵ
６　クランク角センサ
８　点火プラグ
１０　燃料噴射弁
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】

(30) JP 3991992 B2 2007.10.17



フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｆ０２Ｄ  43/00    ３０１Ｎ          　　　　　
   　　　　                                Ｆ０２Ｄ  43/00    ３１０Ａ          　　　　　
   　　　　                                Ｆ０２Ｄ  45/00    ３６４Ａ          　　　　　
   　　　　                                Ｆ０２Ｄ  45/00    ３６４Ｂ          　　　　　
   　　　　                                Ｆ０２Ｄ  45/00    ３６４Ｋ          　　　　　
   　　　　                                Ｆ０２Ｐ   5/15    　　　Ｅ          　　　　　

(72)発明者  吉田　庄三
            愛知県豊田市トヨタ町１番地　トヨタ自動車株式会社内

    審査官  所村　陽一

(56)参考文献  特開平１０－０３０５３７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－３０７２８５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－２６４１２４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特許第２５０５３０４（ＪＰ，Ｂ２）　　
              特開平０８－１２１３００（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－１６４９４９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ０２Ｄ　　４１／００－４１／４０　　　　
              Ｆ０２Ｄ　　１３／０２　　　　
              Ｆ０２Ｄ　　４３／００　　　　
              Ｆ０２Ｄ　　４５／００　　　　
              Ｆ０２Ｐ　　　５／１５　　　　

(31) JP 3991992 B2 2007.10.17


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

