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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】２ステージターボエンジンが備える高速用排気
ターボ過給機を稼働させて吸気の過給を実行している際
の、低速用排気ターボ過給機の軸受部分からの潤滑油の
漏出を抑制する。
【解決手段】低速用タービン及び低速用コンプレッサを
要素とする低速用排気ターボ過給機と、高速用タービン
及び高速用コンプレッサを要素とする高速用排気ターボ
過給機と、低速用タービンを迂回するバイパス通路を開
閉する排気バイパスバルブと、低速用コンプレッサを迂
回するバイパス通路を開閉する吸気バイパスバルブと、
低回転運転領域にて両バイパスバルブを閉止ないし開度
縮小して低速用排気ターボ過給機による過給を実行する
一方、高回転運転領域にて両バイパスバルブを開放ない
しその開度を拡大して高速用排気ターボ過給機による過
給を実行するとともに、その際の低速用排気ターボ過給
機の回転数を所定回転数又はその近傍に維持する制御を
行う制御装置とを具備する内燃機関。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
排気通路上に配置され排気のエネルギを利用して回転する低速用のタービン、及び吸気通
路上に配置され前記低速用タービンに従動して回転し吸気を加圧圧縮する低速用のコンプ
レッサを要素とする低速用の排気ターボ過給機と、
排気通路上における前記低速用タービンの下流に配置され排気のエネルギを利用して回転
する高速用のタービン、及び吸気通路上における前記低速用コンプレッサの上流に配置さ
れ前記高速用タービンに従動して回転し吸気を加圧圧縮する高速用のコンプレッサを要素
とする高速用の排気ターボ過給機と、
前記低速用タービンを迂回する排気バイパス通路を開閉する排気バイパスバルブと、
前記低速用コンプレッサを迂回する吸気バイパス通路を開閉する吸気バイパスバルブと、
エンジン回転数が所定以下の低回転運転領域にて前記排気バイパスバルブ及び前記吸気バ
イパスバルブを閉止ないしその開度を縮小して前記低速用排気ターボ過給機による吸気の
過給を実行する一方、エンジン回転数が所定以上の高回転運転領域にて前記排気バイパス
バルブ及び前記吸気バイパスバルブを開放ないしその開度を拡大して前記高速用排気ター
ボ過給機による吸気の過給を実行するとともに、高速用排気ターボ過給機による吸気の過
給を実行する際の低速用排気ターボ過給機の回転数を、当該低速用排気ターボ過給機にお
いて潤滑油漏れを起こさないような回転数に維持する制御を行う制御装置と
を具備する内燃機関。
【請求項２】
前記高速用排気ターボ過給機による吸気の過給を実行する際の前記制御装置による制御に
おいて、前記低速用排気ターボ過給機の回転数を、低速用排気ターボ過給機による吸気の
過給を実行することで最大のエンジントルクが出力される状態における低速用排気ターボ
過給機の回転数よりも低い回転数に保つ請求項１記載の内燃機関。
【請求項３】
前記高速用排気ターボ過給機による吸気の過給を実行する際、前記制御装置が、前記低速
用コンプレッサの上流側の吸気圧と下流側の吸気圧との差圧が所定以下となるように前記
排気バイパスバルブを操作する請求項１記載の内燃機関。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、排気ターボ過給機が付随する内燃機関に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両用の内燃機関として、排気ターボ過給機を備えたターボエンジンが公知である。排
気ターボ過給機は、内燃機関の排気通路側に配置した駆動タービンと、吸気通路側に配置
したコンプレッサとを同軸で連結し連動するように構成したものである。そして、排気が
持つ残存エネルギを利用してタービンひいてはコンプレッサのインペラ（コンプレッサホ
イール）を回転させ、コンプレッサにポンプ作用を営ませることにより、吸入空気を加圧
圧縮（過給）して気筒に送り込むことができる。
【０００３】
　近時では、二基の排気ターボ過給機を併用する２ステージターボ（シーケンシャルター
ボ）エンジンも開発されている（例えば、下記特許文献を参照）。直列式の２ステージタ
ーボシステムでは、二基の排気ターボ過給機を直列に接続する。吸気通路上では、高速用
ターボ過給機のコンプレッサが低速用ターボ過給機のコンプレッサよりも上流に位置する
。排気通路上では、高速用ターボ過給機のタービンが低速用ターボ過給機のタービンの下
流に位置する。吸気通路には、低速用ターボ過給機のコンプレッサを迂回する吸気バイパ
ス通路が設けられ、排気通路にも、低速用ターボ過給機のタービンを迂回する排気バイパ
ス通路が設けられる。
【０００４】
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　エンジン回転数が比較的低い運転領域においては、上記の吸気バイパス通路及び排気バ
イパス通路を閉鎖し、低速用ターボ過給機による吸気の過給を実行する。他方、エンジン
回転数が比較的高い運転領域においては、吸気バイパス通路及び排気バイパス通路を開通
して、高速用ターボ過給機による吸気の過給を実行する。
【０００５】
　高速用ターボ過給機により吸気を過給している際には、圧縮された吸気が吸気バイパス
通路を流通する。このとき、低速用ターボ過給機のコンプレッサの入口側が負圧となるこ
とがあり、低速用ターボ過給機の軸受けから潤滑油が吸い出される懸念があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１４－２１４７３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、２ステージターボエンジンが備える高速用排気ターボ過給機を稼働させて吸
気の過給を実行している際の、低速用排気ターボ過給機の軸受部分からの潤滑油の漏出を
抑制することを所期の目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明では、排気通路上に配置され排気のエネルギを利用して回転する低速用のタービ
ン、及び吸気通路上に配置され前記低速用タービンに従動して回転し吸気を加圧圧縮する
低速用のコンプレッサを要素とする低速用の排気ターボ過給機と、排気通路上における前
記低速用タービンの下流に配置され排気のエネルギを利用して回転する高速用のタービン
、及び吸気通路上における前記低速用コンプレッサの上流に配置され前記高速用タービン
に従動して回転し吸気を加圧圧縮する高速用のコンプレッサを要素とする高速用の排気タ
ーボ過給機と、前記低速用タービンを迂回する排気バイパス通路を開閉する排気バイパス
バルブと、前記低速用コンプレッサを迂回する吸気バイパス通路を開閉する吸気バイパス
バルブと、エンジン回転数が所定以下の低回転運転領域にて前記排気バイパスバルブ及び
前記吸気バイパスバルブを閉止ないしその開度を縮小して前記低速用排気ターボ過給機に
よる吸気の過給を実行する一方、エンジン回転数が所定以上の高回転運転領域にて前記排
気バイパスバルブ及び前記吸気バイパスバルブを開放ないしその開度を拡大して前記高速
用排気ターボ過給機による吸気の過給を実行するとともに、高速用排気ターボ過給機によ
る吸気の過給を実行する際の低速用排気ターボ過給機の回転数を、当該低速用排気ターボ
過給機において潤滑油漏れを起こさないような回転数に維持する制御を行う制御装置とを
具備する内燃機関を構成した。
【０００９】
　前記高速用排気ターボ過給機による吸気の過給を実行する際の前記制御装置による制御
においては、前記低速用排気ターボ過給機の回転数を、低速用排気ターボ過給機による吸
気の過給を実行することで最大のエンジントルクが出力される状態における低速用排気タ
ーボ過給機の回転数よりも低い回転数に保つ。
【００１０】
　また、前記高速用排気ターボ過給機による吸気の過給を実行する際、前記制御装置が、
前記低速用コンプレッサの上流側の吸気圧と下流側の吸気圧との差圧が所定以下となるよ
うに前記排気バイパスバルブを操作することが好ましい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、高速用排気ターボ過給機を稼働させて吸気の過給を実行している際の
、低速用排気ターボ過給機の軸受部分からの潤滑油の漏出を好適に抑制できる。
【図面の簡単な説明】
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【００１２】
【図１】本発明の一実施形態の車両用内燃機関の構成を示す図。
【図２】同実施形態の内燃機関の運転領域と排気ターボ過給機による過給との関係を示す
図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の一実施形態を、図面を参照して説明する。図１に、本実施形態における車両用
内燃機関の概要を示す。本実施形態の内燃機関は、例えばディーゼルエンジンやＨＣＣＩ
（Ｈｏｍｏｇｅｎｅｏｕｓ－Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ｉｇｎｉｔｉｏｎ
）エンジン等のような圧縮着火式の４ストロークエンジンであり、複数の気筒１（図１に
は、そのうち一つを図示している）を具備している。各気筒１の燃焼室の天井部には、当
該気筒１の燃焼室内に直接に燃料を噴射するインジェクタ１１を設置している。また、各
気筒１の吸気ポート近傍に、グロープラグ（余熱プラグ）１２及びスワールコントロール
バルブ１３を設けている。
【００１４】
　吸気を供給するための吸気通路３は、外部から空気を取り入れて各気筒１の吸気ポート
へと導く。吸気通路３上には、エアクリーナ３１、排気ターボ過給機５のコンプレッサ５
１、排気ターボ過給機６のコンプレッサ６１、水冷式インタクーラ３５、電子スロットル
バルブ３２、サージタンク３３及び吸気マニホルド３４を、上流からこの順序に配置して
いる。
【００１５】
　排気を排出するための排気通路４は、気筒１内で燃料を燃焼させた結果発生した排気を
各気筒１の排気ポートから外部へと導く。この排気通路４上には、排気マニホルド４２、
排気ターボ過給機６の排気タービン６２、排気ターボ過給機５の排気タービン５２及び排
気浄化装置４１を配置している。排気浄化装置４１は、排気に含まれる粒子状物質（Ｐａ
ｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｍａｔｅｒｉａｌ）を漉し取るフィルタ（Ｐｒａｔｉｃｕｌａｔｅ
　Ｆｉｌｔｅｒ）や、有害物質の酸化または還元を促す触媒を包含する。
【００１６】
　排気ターボ過給機５、６は、排気タービン５２、６２とコンプレッサ５１、６１のイン
ペラとをシャフトを介して同軸で連結し、連動するように構成したものである。そして、
タービン５２、６２及びコンプレッサ５１、６１のインペラを排気のエネルギを利用して
回転駆動し、その回転力を以てコンプレッサにポンプ作用を営ませることにより、吸入空
気を加圧圧縮（過給）して気筒１に送り込む。
【００１７】
　本実施形態の内燃機関は、排気ターボ過給機５、６を二基備える、いわゆる２ステージ
ターボ（シーケンシャルターボ）エンジンである。排気ターボ過給機５は、エンジン回転
数が比較的高い運転領域で仕事をする高速用ターボ過給機である。他方、排気ターボ過給
機６は、エンジン回転数が比較的低い運転領域で仕事をする低速用ターボ過給機である。
低速用ターボ過給機６の容量は、高速用ターボ過給機５の容量と比較して小さい。
【００１８】
　吸気通路３においては、低速用ターボ過給機６のコンプレッサ６１を迂回する吸気バイ
パス通路３６を設け、かつこの吸気バイパス通路３６の出口を開閉するバルブ３７を設置
している。吸気バイパスバルブ３７は、吸気バイパス通路３６を流通する吸気の流量を制
御する。高速用ターボ過給機５のコンプレッサ５１を迂回する吸気バイパス通路は、存在
しない。
【００１９】
　さらに、排気通路４においても、低速用ターボ過給機６のタービン６２を迂回する排気
バイパス通路４３、及び高速用ターボ過給機５のタービン５２を迂回する排気バイパス通
路４４を設けており、かつこれら排気バイパス通路４３、４４のそれぞれの入口を開閉す
る排気バイパスバルブ４５、４６を設置している。バルブ４５は排気バイパス通路４３を
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流通する排気の流量を制御し、バルブ４６は排気バイパス通路４４を流通する排気の流量
を制御する。排気バイパスバルブ４５、４６は、ＷＧＶ（Ｗａｓｔｅ　Ｇａｔｅ　Ｖａｌ
ｖｅ）と呼称されることもある。
【００２０】
　バルブ３７、４６は、負圧アクチュエータ３７１、４６１を使用したＶＳＶ（Ｖａｃｃ
ｕｍ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｖａｌｖｅ）である。負圧アクチュエータ３７１、４６１は
ダイヤフラム式アクチュエータであり、そのダイヤフラムの一方の面には負圧及び内蔵の
スプリングによる弾性付勢力が、他方の面には大気圧が加わる。負圧は、バキュームポン
プ９１から供給される。バキュームポンプ９１は、一定の大きさの負圧を発生させる。ダ
イヤフラム式アクチュエータ３７１、４６１とバキュームポンプ９１とを接続する管路上
にはそれぞれ、電磁ソレノイドバルブ３７２、４６２を設置している。ダイヤフラム式ア
クチュエータ３７１、４６１のダイヤフラムの一方の面に実際に作用する負圧の大きさは
、電磁ソレノイドバルブ３７２、４６２の開度に応じて変化する。そして、バルブ３７、
４６の開度は、ダイヤフラムの両面に作用する負圧及び大気圧の差圧と、ダイヤフラムを
弾性付勢するスプリングの弾性付勢力との差に応じて変化する。つまり、電磁ソレノイド
バルブ３７２、４６２の開度の操作を通じて、バルブ３７、４６の開度を操作することが
可能である。
【００２１】
　これに対し、バルブ４５は、電磁バルブであるＥＶＲＶ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｖａｃｕ
ｕｍ　Ｒｅｇｕｌａｔｉｎｇ　Ｖａｌｖｅ）である。
【００２２】
　外部ＥＧＲ（Ｅｘｈａｕｓｔ　Ｇａｓ　Ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ）装置２、７は、
排気通路４を流れる排気の一部を吸気通路３に還流して吸気に混交せしめるものである。
本実施形態の内燃機関は、ＥＧＲ装置２、７を二基備える。ＥＧＲ装置２は、いわゆる低
圧ループＥＧＲを実現するものであり、排気通路４における排気浄化装置４１の下流側を
吸気通路３における高速用ターボ過給機５のコンプレッサ５１の上流側に連通させるＥＧ
Ｒ通路２１と、当該ＥＧＲ通路２１を開閉するＥＧＲバルブ２２とを要素に含む。ＥＧＲ
バルブ２２は、ＥＧＲ通路２１を流通する低圧ループＥＧＲガスの流量を制御する。
【００２３】
　ＥＧＲ装置７は、いわゆる高圧ループＥＧＲを実現するものであり、排気通路４におけ
る低速用ターボ過給機６のタービン６２の上流側を吸気通路３におけるインタクーラ３５
の下流側に連通させるＥＧＲ通路７１と、当該ＥＧＲ通路７１を開閉するＥＧＲバルブ７
２とを要素に含む。ＥＧＲバルブ７２は、ＥＧＲ通路７１を流通する高圧ループＥＧＲガ
スの流量を制御する。
【００２４】
　加えて、排気通路４における、低圧ループＥＧＲ通路２１の接続箇所よりも下流の箇所
に、排気絞りバルブ４７を設置している。低圧ループＥＧＲ通路２１が接続している吸気
通路のコンプレッサ５１の上流側の圧力は、当該コンプレッサ５１による過給の度合いに
応じて変動する。その結果として、低圧ループＥＧＲ通路２１を流れるＥＧＲガスの流量
が変化する。排気絞りバルブ４７は、ＥＧＲバルブ２２とともに、低圧ループＥＧＲガス
の流量、ひいては気筒１に充填される吸気に占めるＥＧＲガスの割合であるＥＧＲ率を目
標値に収束させるために機能する。
【００２５】
　本実施形態の内燃機関の制御装置たるＥＣＵ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
　Ｕｎｉｔ）０は、プロセッサ、メモリ、入力インタフェース、出力インタフェース等を
有したマイクロコンピュータシステムである。
【００２６】
　ＥＣＵ０の入力インタフェースには、車両の実車速を検出する車速センサから出力され
る車速信号ａ、クランクシャフトの回転角度及びエンジン回転数を検出するエンジン回転
センサから出力されるクランク角信号ｂ、アクセルペダルの踏込量またはスロットルバル



(6) JP 2016-125407 A 2016.7.11

10

20

30

40

50

ブ３２の開度をアクセル開度（いわば、要求されるエンジントルクまたは負荷）として検
出するセンサから出力されるアクセル開度信号ｃ、吸気通路３のサージタンク３３内の（
即ち、気筒１に流入する）吸気の温度及び圧力（過給圧）を検出する吸気温・吸気圧セン
サから出力される吸気温・吸気圧信号ｄ、大気圧を検出する大気圧センサから出力される
大気圧信号ｅ、吸気通路３の最上流即ちエアクリーナ３１の下流かつ低圧ループＥＧＲ通
路２１の接続箇所の上流における新気の流量及び温度を検出するエアフローメータ・新気
温センサから出力される新気流量・温度信号ｆ、吸気通路３のコンプレッサ５１の下流か
つコンプレッサ６１の上流における吸気の圧力（高速用ターボ過給機５による過給圧）を
検出する吸気圧センサから出力される吸気圧信号ｇ、内燃機関の温度を示唆する冷却水温
を検出するセンサから出力される冷却水温信号ｈ等が入力される。
【００２７】
　ＥＣＵ０の出力インタフェースからは、インジェクタ１１に対して燃料噴射信号ｉ、ス
ロットルバルブ３２に対して開度操作信号ｊ、ＥＧＲバルブ２２に対して開度操作信号ｋ
、ＥＧＲバルブ７２に対して開度操作信号ｌ、ＶＳＶ３７の開閉駆動を司る電磁ソレノイ
ドバルブ３７２に対して開度操作信号ｍ、ＥＶＲＶ４５に対して開度操作信号ｎ、ＶＳＶ
４６の開閉駆動を司る電磁ソレノイドバルブ４６２に対して開度操作信号ｏ、排気絞りバ
ルブ４７に対して開度操作信号ｐ等を出力する。
【００２８】
　ＥＣＵ０のプロセッサは、予めメモリに格納されているプログラムを解釈、実行し、運
転パラメータを演算して内燃機関の運転を制御する。ＥＣＵ０は、内燃機関の運転制御に
必要な各種情報ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆ、ｇ、ｈを入力インタフェースを介して取得し、
エンジン回転数を知得するとともに、気筒１に充填される吸気（新気）量に見合った燃料
噴射量を推算する。また、それとともに、燃料噴射タイミング（一度の燃焼に対する燃料
噴射の回数を含む）、燃料噴射圧、要求ＥＧＲ率（または、ＥＧＲ量）、排気ターボ過給
機５、６による過給の目標過給圧等といった各種運転パラメータを決定する。ＥＣＵ０は
、運転パラメータに対応した各種制御信号ｉ、ｊ、ｋ、ｌ、ｍ、ｎ、ｏ、ｐを出力インタ
フェースを介して印加する。
【００２９】
　図２に、本実施形態の内燃機関の運転領域と、排気ターボ過給機５、６による過給との
関係を示している。図２に関し、横軸はエンジン回転数、縦軸はエンジントルクである。
アクセル開度が小さく、内燃機関が出力するエンジントルクが比較的小さい領域Ａ１では
、排気通路４を流れる排気の流量が小さく、排気ターボ過給機５、６が殆どないし全く仕
事をしない。よって、ＥＣＵ０は、ＶＳＶ３７、４６及びＥＶＲＶ４５をそれぞれ開弁し
、バイパス通路３６、４３、４４を開通させて内燃機関のポンピングロスをできる限り低
減する。このとき、吸気圧信号ｇを参照して知得される、コンプレッサ５１の下流かつコ
ンプレッサ６１の上流の吸気圧が目標吸気圧となるよう、ＶＳＶ４６の開度をフィードバ
ック制御しても構わない。その目標吸気圧は、大気圧信号ｅを参照して知得される大気圧
またはその近傍の値に設定することが好ましい。さすれば、吸気通路３における、高速用
ターボ過給機５のコンプレッサ５１によるロスが小さくなり、燃費性能の向上に寄与し得
る。
【００３０】
　アクセル開度がある程度以上大きく、エンジントルクもある程度以上大きいが、エンジ
ン回転数が比較的低い領域Ａ２では、低速用ターボ過給機６による過給を行う。当該領域
Ａ２において、ＥＣＵ０は、ＶＳＶ３７を全閉して吸気バイパス通路３６を閉鎖し、吸気
通路３を流れる吸気を全てコンプレッサ６１に流入させる。それとともに、ＥＶＲＶ４５
を全閉するかその開度を絞り、排気通路４を流れる排気を十分にタービン６２に流入させ
る。このとき、吸気温・吸気圧信号ｄを参照して知得される吸気圧を目標過給圧に追従さ
せるよう、ＥＶＲＶ４５の開度をフィードバック制御してもよい。加えて、ＥＣＵ０は、
吸気圧信号ｇを参照して知得される、コンプレッサ５１の上流かつコンプレッサ６１の下
流の吸気圧が目標吸気圧となるように、ＶＳＶ４６の開度をフィードバック制御する。そ
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の目標吸気圧は、大気圧信号ｅを参照して知得される大気圧またはその近傍の値に設定す
ることが好ましい。さすれば、低速用ターボ過給機６のコンプレッサ６１の入口側が負圧
とならず、気筒１に充填される吸気の過給が効率化する上、高速用ターボ過給機５のコン
プレッサ５１によるロスが小さくなり、燃費性能の向上に寄与し得る。
【００３１】
　アクセル開度がある程度以上大きく、エンジントルクもある程度以上大きく、エンジン
回転数が比較的高い領域Ａ４では、高速用ターボ過給機５による過給を行う。当該領域Ａ
４において、ＥＣＵ０は、ＶＳＶ３７及びＥＶＲＶ４５を開弁してバイパス通路３６、４
３を開通させる。その上で、ＶＳＶ４６を全閉するかその開度を絞り、排気通路４を流れ
る排気を十分にタービン５２に流入させる。このとき、吸気温・吸気圧信号ｄを参照して
知得される吸気圧、及び／または、吸気圧信号ｇを参照して知得されるコンプレッサ５１
の上流かつコンプレッサ６１の下流の吸気圧を目標過給圧に追従させるように、ＶＳＶ４
６の開度をフィードバック制御する。
【００３２】
　アクセル開度がある程度以上大きく、エンジントルクもある程度以上大きく、エンジン
回転数が中程度の領域Ａ３は、上述の低速ターボ領域Ａ２と高速ターボ領域Ａ４との間の
過渡領域である。この過渡領域Ａ３においては、低速用ターボ過給機６及び高速用ターボ
過給機５の両方による過給を行う。低速ターボ領域Ａ２から高速ターボ領域Ａ４へと遷移
する過程では、エンジン回転数が上昇するにつれて、ＶＳＶ３７及びＥＶＲＶ４５のそれ
ぞれの開度が略全閉から略全開に向かうように徐々に拡大してゆく。このとき、ＥＣＵ０
は、吸気温・吸気圧信号ｄを参照して知得される吸気圧を目標過給圧に追従させるよう、
ＥＶＲＶ４５の開度をフィードバック制御する。翻って、ＶＳＶ４６の開度は、エンジン
回転数が上昇するにつれて徐々に縮小してゆく。ＥＣＵ０は、吸気圧信号ｇを参照して知
得される、コンプレッサ５１の上流かつコンプレッサ６１の下流の吸気圧を目標過給圧に
追従させるよう、ＶＳＶ４６の開度をフィードバック制御する。
【００３３】
　なお、高速ターボ領域Ａ４では、積極的には低速用ターボ過給機６による過給を行わな
いが、コンプレッサ６１及びタービン６２の回転は、過回転とならない程度の回転数に維
持する。これは、低速用ターボ過給機６の軸受のシールが軸の回転を前提としており、コ
ンプレッサ６１及びタービン６２の回転が衰えまたは止まってしまうと潤滑油漏れが起こ
る（吸気バイパス通路３６が開通しており、コンプレッサ５１の入口側が負圧の状態にな
ると潤滑油が吸われてしまう）ことによる。
【００３４】
　そのために、ＥＣＵ０は、吸気バイパスバルブであるＶＳＶ３７の開度をできる限り大
きく開いておく一方で、排気バイパスバルブであるＥＶＲＶ４５の開度を、低速用ターボ
過給機６（のコンプレッサ６１及びタービン６２）の回転数が所定回転数（例えば、１０
００００ｒｐｍ程度）またはその近傍の範囲に維持されるように、全開よりもやや絞る操
作をする。換言すれば、ＥＣＵ０が、低速用ターボ過給機６の回転数と所定回転数との差
の絶対値が所定以下に収まるように、ＥＶＲＶ４５の開度を制御する。ここで、所定回転
数は、低速ターボ領域Ａ２にて最大のエンジントルクが出力される点Ｘにおける低速用タ
ーボ過給機６の回転数よりも低い回転数とする。また、低速用ターボ過給機６の回転数が
所定回転数近傍に収束することにより、コンプレッサ６１の上流側の吸気圧と下流側の吸
気圧との差圧が所定以下となる。
【００３５】
　ＥＣＵ０のメモリには予め、内燃機関の運転領域［エンジン回転数，アクセル開度（ま
たは、エンジントルク、サージタンク３３内吸気圧、気筒１に充填される吸気（新気）量
）］と、ＶＳＶ３７及びＥＶＲＶ４５の各々の開度との関係を規定したマップデータが格
納されている。高速ターボ領域Ａ４にあって、ＥＣＵ０は、現在の内燃機関の運転領域を
表すパラメータをキーとして当該マップを検索し、ＶＳＶ３７及びＥＶＲＶ４５の各開度
を知得して、ＶＳＶ３７及びＥＶＲＶ４５を当該開度に操作する。結果として、低速用タ
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ーボ過給機６の回転数が、所定回転数の近傍の範囲に維持される。なお、マップデータか
ら知得したＶＳＶ３７の開度及び／またはＥＶＲＶ４５の開度を、そのときの大気圧や外
気温（エアクリーナ３１近傍の新気温）、内燃機関の冷却水温または潤滑油温等を基づき
補正し、その補正した開度にＶＳＶ３７及び／またはＥＶＲＶ４５を操作するようにして
もよい。
【００３６】
　本実施形態では、排気通路４上に配置され排気のエネルギを利用して回転する低速用の
タービン６２、及び吸気通路３上に配置され前記低速用タービン６２に従動して回転し吸
気を加圧圧縮する低速用のコンプレッサ６１を要素とする低速用の排気ターボ過給機６と
、排気通路４上における前記低速用タービン６２の下流に配置され排気のエネルギを利用
して回転する高速用のタービン５２、及び吸気通路３上における前記低速用コンプレッサ
６１の上流に配置され前記高速用タービン５２に従動して回転し吸気を加圧圧縮する高速
用のコンプレッサ５１を要素とする高速用の排気ターボ過給機５と、前記低速用タービン
６２を迂回する排気バイパス通路４３を開閉する排気バイパスバルブ４５と、前記低速用
コンプレッサ６１を迂回する吸気バイパス通路３６を開閉する吸気バイパスバルブ３７と
、エンジン回転数が所定以下の低回転運転領域Ａ２にて前記排気バイパスバルブ４５及び
前記吸気バイパスバルブ３７を閉止ないしその開度を縮小して前記低速用排気ターボ過給
機６による吸気の過給を実行する一方、エンジン回転数が所定以上の高回転運転領域Ａ４
にて前記排気バイパスバルブ４５及び前記吸気バイパスバルブ３７を開放ないしその開度
を拡大して前記高速用排気ターボ過給機５による吸気の過給を実行するとともに、高速用
排気ターボ過給機５による吸気の過給を実行する際の低速用排気ターボ過給機６の回転数
を、当該低速用排気ターボ過給機６において潤滑油漏れを起こさないような所定回転数ま
たはその近傍に維持する制御を行う制御装置０とを具備する内燃機関を構成した。
【００３７】
　本実施形態によれば、２ステージターボエンジンが備える高速用排気ターボ過給機５を
稼働させて吸気の過給を実行している際の、低速用排気ターボ過給機６の軸受部分からの
潤滑油の漏出を抑制することができる。
【００３８】
　加えて、前記高速用排気ターボ過給機５による吸気の過給を実行する際の前記制御装置
０による制御において、前記低速用排気ターボ過給機６の回転数を、低速用排気ターボ過
給機６による吸気の過給を実行することで最大のエンジントルクが出力される状態（点Ｘ
）における低速用排気ターボ過給機６の回転数よりも低い回転数に保つように前記排気バ
イパスバルブ４５の開度を操作し、前記低速用コンプレッサ６１の上流側の吸気圧と下流
側の吸気圧との差圧が所定以下となるようにしているため、高速ターボ領域Ａ４において
低速用ターボ過給機６のタービン６１が徒に排気のエネルギを奪ってしまうことがなく、
高速用ターボ過給機５による過給の効率が高まり、内燃機関の出力の増大及び燃費性能の
良化に奏功する。
【００３９】
　なお、本発明は以上に詳述した実施形態に限られるものではない。例えば、上記実施形
態では、高速ターボ領域Ａ４における排気バイパスバルブ４５の開度を予め策定したマッ
プデータに則って操作するようにしていたが、低速用ターボ過給機６（のタービン６１及
びコンプレッサ６２）の回転数をセンサを介して実測できる場合には、その実測の回転数
が所定回転数に収束するように排気バイパスバルブ４５をフィードバック制御することが
できる。
【００４０】
　さらに、高速ターボ領域Ａ４において、吸気温・吸気圧信号ｄを参照して知得されるサ
ージタンク３３内の過給圧と、吸気圧信号ｇを参照して知得されるコンプレッサ５１の下
流かつコンプレッサ６１の上流の過給圧との差圧が所定以下となるように、排気バイパス
バルブ４５をフィードバック制御することも考えられる。
【００４１】
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　その他各部の具体的構成は、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形が可能である。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本発明は、車両等に搭載される内燃機関に適用することができる。
【符号の説明】
【００４３】
　０…制御装置（ＥＣＵ）
　１…気筒
　３…吸気通路
　３６…吸気バイパス通路
　３７…吸気バイパスバルブ（ＶＳＶ）
　４…排気通路
　４３…排気バイパス通路
　４５…排気バイパスバルブ（ＥＶＲＶ）
　５…高速用排気ターボ過給機
　５１…高速用コンプレッサ
　５２…高速用タービン
　６…低速用排気ターボ過給機
　６１…低速用コンプレッサ
　６２…低速用タービン

【図１】 【図２】
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