
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　排気通路の途中に排気微粒子を捕集するパティキュレートフィルタを有する内燃機関の
燃料噴射制御装置であって、主噴射の後の膨張行程または排気行程において燃料を噴射

、前記パティキュレートフィルタの前段またはパティキュレート
フィルタに担持された酸化触媒の酸化反応熱により前記パティキュレートフィルタを昇温
し、前記パティキュレートフィルタに捕集された排気微粒子を燃焼除去して前記パティキ
ュレートフィルタを再生し、前記パティキュレートフィルタの排気微粒子の捕集能力を回
復可能な内燃機関の燃料噴射制御装置において、

　

　前記パティキュレートフィルタの再生開始初期において
前記ポスト噴射の噴射量が、

に向かって 漸増するように、 前
記ポスト噴射の噴射量を設定す とを特徴とする内燃機関の燃料噴射制御装置。
【請求項２】
　請求項１記載の内燃機関の燃料噴射制御装置において、前記酸化触媒周辺の温度を検出
する温度検出手段を具備せしめ、
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す
るポスト噴射を実行して

前記ポスト噴射の噴射量を設定する噴射
量設定手段を具備せしめ、

前記噴射量設定手段は、前記パティキュレートフィルタに捕集された排気微粒子を除去
可能な発熱量に見合う所定の基本ポスト噴射量と、前記所定の基本ポスト噴射量よりも少
ないポスト噴射量初期値を設定し、

は、１燃焼サイクルにて実行さ
れる 前記ポスト噴射量初期値から前記所定の基本ポスト噴射
量 燃焼サイクルを重ねるにつれて 各燃焼サイクルにおける

るこ



　前記噴射量設定手段を、検出温度が低いほど、 が小さくなるよ
うに設定した内燃機関の燃料噴射制御装置。
【請求項３】
　請求項１または２いずれか記載の内燃機関の燃料噴射制御装置において、前記酸化触媒
周辺の温度を検出する温度検出手段を具備せしめ、
　前記噴射量設定手段を、検出温度が低いほど、ポスト噴射の噴射量の漸増量が小さくな
るように設定した内燃機関の燃料噴射制御装置。
【請求項４】
　請求項１ないし３いずれか記載の内燃機関の燃料噴射制御装置において、前記酸化触媒
周辺の温度を検出する温度検出手段と、前記パティキュレートフィルタの再生を実行する
か否かを判定する判定手段とを具備せしめ、
　該判定手段における肯定判断の条件には、検出温度が予め設定したしきい値以上である
ことを含む内燃機関の燃料噴射制御装置。
【請求項５】
　請求項２ないし４いずれか記載の内燃機関の燃料噴射制御装置において、前記温度検出
手段を、前記パティキュレートフィルタを流通する排気ガスの温度を検出するように構成
した内燃機関の燃料噴射制御装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、内燃機関の燃料噴射制御装置に関し、特に排気ガスを浄化する技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、自動車等に搭載される内燃機関に排気エミッションの向上が要求されており、特に
軽油を燃料とする圧縮着火式のディーゼルエンジンでは、ＣＯ、ＨＣ、ＮＯ x に加え、排
気ガス中に含まれる煤やＳＯＦ等の排気微粒子を除去することが必要になる。このため、
ディーゼルエンジンにおいて、多孔質材により構成されたパティキュレートフィルタを排
気通路に配置し、ここで排気ガス中の排気微粒子を捕集している。
【０００３】
パティキュレートフィルタは、前記のごとく多孔質材により構成されているので、捕集量
が過剰に増えると、パティキュレートフィルタにおける流通抵抗の増大で内燃機関の背圧
が上昇し、出力の低下等をもたらす。このため、パティキュレートフィルタに捕集された
排気微粒子をパティキュレートフィルタから適宜、除去してパティキュレートフィルタを
再生し、パティキュレートフィルタの排気微粒子捕集能力を回復させる必要がある。
【０００４】
パティキュレートフィルタの再生を内燃機関の運転中に可能としたものとして、パティキ
ュレートフィルタに白金等の酸化触媒を設けて、酸化触媒の酸化作用を利用したものがあ
る。例えば、膨張行程または排気行程において燃料を噴射するポスト噴射を実行して燃料
をパティキュレートフィルタに供給して前記酸化触媒で酸化反応熱を得て、その時の熱を
利用して、パティキュレートフィルタに捕集された排気微粒子を燃焼させ除去する。例え
ば、酸化触媒をパティキュレートフィルタの要部である前記多孔質材に担持したものでは
、酸化触媒に到達したポスト噴射の燃料で得られる酸化反応熱は、パティキュレートフィ
ルタを、噴射燃料等の通常の燃料に比して燃焼しにくい排気微粒子を燃焼可能な温度まで
上昇させ、排気微粒子を除去する。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、酸化触媒の酸化能力には温度依存性があり、ポスト噴射において、前記パ
ティキュレートフィルタに捕集された排気微粒子を除去可能な発熱量に相当する理論的な
噴射量を噴射しても、触媒の酸化能力が追いつかずに、未燃成分であるホワイトスモーク
の原因となる。
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【０００６】
本発明は前記実情に鑑みなされたもので、ホワイトスモークの排出を防止することのでき
る内燃機関の燃料噴射制御装置を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　請求項１記載の発明では、排気通路の途中に排気微粒子を捕集するパティキュレートフ
ィルタを有する内燃機関の燃料噴射制御装置であって、主噴射の後の膨張行程または排気
行程において燃料を噴射 、前記パティキュレートフィルタの前
段またはパティキュレートフィルタに担持された酸化触媒の酸化反応熱により前記パティ
キュレートフィルタを昇温し、前記パティキュレートフィルタに捕集された排気微粒子を
燃焼除去して前記パティキュレートフィルタを再生し、前記パティキュレートフィルタの
排気微粒子の捕集能力を回復可能な内燃機関の燃料噴射制御装置において、

　

　前記パティキュレートフィルタの再生開始初期においては、
前記ポスト噴射の噴射量が、

に向かって 漸増するように、 前
記ポスト噴射の噴射量を設定する
【０００８】
パティキュレートフィルタの再生開始初期すなわち、初回のポスト噴射、これに続く初期
段階の回数のポスト噴射では酸化触媒周辺の温度は低いが、噴射量も少なく設定される。
そして、酸化触媒周辺の温度が高くなるほど、噴射量も多くなる。再生開始初期で酸化触
媒周辺が十分に昇温していなくとも、その温度のパティキュレートフィルタに設けられた
酸化触媒の酸化能力に見合った噴射量でポスト噴射が実行されることになる。したがって
、パティキュレートフィルタの再生開始でホワイトスモークが発生するのを防止すること
ができる。
【０００９】
　請求項２記載の発明では、請求項１の発明の構成において、前記酸化触媒周辺の温度を
検出する温度検出手段を具備せしめ、
　前記噴射量設定手段を、検出温度が低いほど、 が小さくなるよ
うに設定する。
【００１０】
前記酸化触媒周辺の温度が低いほど初回のポスト噴射の噴射量を小さくすれば、噴射量を
、さらに酸化触媒の酸化能力に見合ったものとすることができる。
【００１１】
請求項３記載の発明では、請求項１または２の発明の構成において、前記酸化触媒周辺の
温度を検出する温度検出手段を具備せしめ、
前記噴射量設定手段を、検出温度が低いほど、ポスト噴射の噴射量の漸増量が小さくなる
ように設定する。
【００１２】
前記酸化触媒周辺の温度が低くパティキュレートフィルタに設けられた酸化触媒の酸化能
力が低ければ、発熱量も小さいから、ポスト噴射による酸化触媒の温度の上昇速度も遅い
。酸化触媒の温度が低いほど、ポスト噴射の噴射量の漸増量を小さくすれば、噴射量を、
さらに酸化触媒の酸化能力に見合ったものとすることができる。
【００１３】
請求項４記載の発明では、請求項１ないし３の発明の構成において、前記酸化触媒周辺の
温度を検出する温度検出手段と、前記パティキュレートフィルタの再生を実行するか否か
を判定する判定手段とを具備せしめ、
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するポスト噴射を実行して

前記ポスト噴
射の噴射量を設定する噴射量設定手段を具備せしめ、

前記噴射量設定手段は、前記パティキュレートフィルタに捕集された排気微粒子を除去
可能な発熱量に見合う所定の基本ポスト噴射量と、前記所定の基本ポスト噴射量よりも少
ないポスト噴射量初期値を設定し、

１燃焼サイクルにて実行さ
れる 前記ポスト噴射量初期値から前記所定の基本ポスト噴射
量 燃焼サイクルを重ねるにつれて 各燃焼サイクルにおける

。
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該判定手段における肯定判断の条件には、検出温度が予め設定したしきい値以上であるこ
とを含むようにする。
【００１４】
酸化触媒周辺の温度が低すぎ、パティキュレートフィルタに設けられた酸化触媒が活性化
温度に達していない状況等でのパティキュレートフィルタの再生を禁止することで、より
ホワイトスモークの発生を抑制することができる。
【００１５】
請求項５記載の発明では、請求項２ないし４の発明の構成において、前記温度検出手段を
、前記パティキュレートフィルタを流通する排気ガスの温度を検出するように構成する。
【００１６】
パティキュレートフィルタを流通する排気ガスの温度が高ければ酸化触媒の温度が高く、
排気ガスの温度と酸化触媒の温度との間には一定の相関がある。したがって、排気ガスの
温度を検出することで、実質的に、酸化触媒の温度を検出することができる。パティキュ
レートフィルタの多孔質材等を、温度センサ取り付け可能に新たに設計する必要がないの
で簡易である。
【００１７】
【発明の実施の形態】
図１に本発明を適用した第１実施形態になるディーゼルエンジンの構成を示す。ディーゼ
ルエンジンは、４気筒を備えたエンジン本体１１と後処理装置１２とからなる。エンジン
本体１１には、吸気通路２の最下流部である吸気マニホールド２１と、排気通路３の最上
流部である排気マニホールド３１とが接続され、排気通路３は、排気マニホールド３１の
集合部以降に後処理装置１２の要部をなすパティキュレートフィルタ３２が連なっている
。パティキュレートフィルタ３２には各気筒からの排気ガスが流通する。パティキュレー
トフィルタ３２は一般的な構成のもので、例えば、排気ガスが流通可能なセラミック等の
多孔質材に白金等の酸化触媒を担持したものが用いられる。
【００１８】
各気筒に１対１に対応してインジェクタ４が設けられる。インジェクタ４はディーゼルエ
ンジン各部を制御するＥＣＵ６１により開閉駆動され、開弁期間の長さに応じた噴射量で
燃料を噴射する。燃料は、全インジェクタ４に共通のコモンレール５４から各インジェク
タ４に供給される。コモンレール５４には燃料タンク５１からポンプ５３で汲み上げられ
た燃料が圧送され、圧送量が調量弁５２にて調量される。調量弁５２は、ＥＣＵ６１が、
コモンレール５４内の燃料圧力（以下、適宜、コモンレール圧力という）を検出する圧力
センサ６４の検出信号に基づいて、コモンレール圧力が目標圧力となるように制御する。
目標圧力は運転状態に基づいて演算される。
【００１９】
ＥＣＵ６１には、前記圧力センサ６４の他、運転状態を示す種々の信号が入力している。
すなわち、パティキュレートフィルタ３２の直上流で排気通路３には管壁を貫通して温度
センサ６２が設けてあり、温度を検出するようになっている。この温度は、流通する排気
ガスの、パティキュレートフィルタ３２の入口３２ａでの温度であり、以下、適宜、ＤＰ
Ｆ入口温度という。ＤＰＦ入口温度は、パティキュレートフィルタ３２の温度状態を示す
指標であり、ＤＰＦ入口温度が高ければ酸化触媒を含むパティキュレートフィルタ３２の
全体の温度が上昇していることが知られる。このように、温度センサ６２は実質的にパテ
ィキュレートフィルタ３２の酸化触媒の温度を検出するものであるが、パティキュレート
フィルタ３２の多孔質材等を温度センサ取り付け可能に新たに設計する必要がないので簡
易である。
【００２０】
また、排気通路３には、パティキュレートフィルタ３２の直上流側で分岐する第１の分岐
通路３３と、パティキュレートフィルタ３２の直下流側で分岐する第２分岐通路３４とが
接続され、両分岐通路３３，３４に介設された差圧センサ６３が、パティキュレートフィ
ルタ３２の直上流側と直下流側との差圧（以下、適宜、前後差圧という）を検出するよう
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になっている。
【００２１】
また、ＥＣＵ６１には、アクセル開度、エンジン回転数等の運転状態を示すパラメータが
入力しているのは勿論である。
【００２２】
また、車室内の計器パネルに警告灯６５が設けられ、パティキュレートフィルタ３２が再
生が必要になった時、その他、パティキュレートフィルタ３２に異常が発生した時に、Ｅ
ＣＵ６１の駆動で点灯する。
【００２３】
図２は燃料噴射の態様を示すもので、略圧縮ＴＤＣで噴射を行うメイン噴射に先立ち、噴
射率を理想的なプロファイルに近づけるべくプレ噴射がなされる。一方、メイン噴射に続
いては、膨張行程でアフタ噴射がなされるとともに、膨張行程または排気行程ではポスト
噴射がなされる。アフタ噴射は、ポスト噴射に先立ち、予め高温の排気ガスをパティキュ
レートフィルタ３２に供給してパティキュレートフィルタ３２をある程度、高温にするた
めのものであり、例えばエンジン回転数が低いアイドリング状態のような排気ガス温度が
低い状態においての実行が有効である。本発明の特徴はパティキュレートフィルタ３２の
再生のための前記ポスト噴射についての燃料噴射制御にある。
【００２４】
図３、図４、図５にＥＣＵ６１で実行される燃料噴射制御を示す。これはパティキュレー
トフィルタ３２の再生のための処理を中心に表したものであり、図示はしないが、通常の
内燃機関のＥＣＵで実行される内燃機関各部についての制御がＥＣＵ６１で行われるのは
勿論である。先ずＩＧオンに伴い、ステップＳ１００でイニシャライズを行う。ＥＣＵ６
１の制御パラメータが初期値に設定され、以降の制御に備えられる。
【００２５】
ステップＳ１０１では、エンジン制御用のパラメータであるアクセル開度、エンジン回転
数等を取り込み、ステップＳ１０２で、取り込まれたアクセル開度ＡＣＣＰ、エンジン回
転数ＮＥに基づいてプレ噴射とメイン噴射とを合わせた全噴射量Ｑ t を演算する。次いで
、ステップＳ１０３で、全噴射量Ｑ t 、エンジン回転数ＮＥに基づいて、プレ噴射の噴射
量（以下、適宜、プレ噴射量という）Ｑ pre 、プレ噴射の時期θ pre を演算し、ステップ
Ｓ１０４で、全噴射量Ｑ t 、エンジン回転数ＮＥに基づいて、メイン噴射の噴射量（以下
、適宜、メイン噴射量という）Ｑ main、メイン噴射の時期θ mainを演算する。
【００２６】
続くステップＳ１０５はステップＳ１０７とともに判定手段としての処理であり、パティ
キュレートフィルタ３２の前後差圧Ｐ dif を所定値Ａと比較し、前後差圧Ｐ dif が所定値
Ａよりも大きいか否かを判定する。ここで、所定値Ａは、許容される前後差圧Ｐ dif の上
限値を考慮して設定され、前後差圧Ｐ dif があまり大きくならない前に、すなわち機関の
背圧があまり大きくならない前に、前後差圧Ｐ dif が所定値Ａを越えるようにする。肯定
判断されると、パティキュレートフィルタ３２における排気微粒子の堆積量がパティキュ
レートフィルタ３２の再生必要レベルに達したものとして、ステップＳ１０６以降の処理
を実行する。
【００２７】
先ず、ステップＳ１０６以降の処理について説明する。ステップＳ１０６では再生処理待
ちフラグｆ w をセットする（ｆ w ＝１）。フラグｆ w は、このようにｆ w ＝１のときにパ
ティキュレートフィルタ３２が再生が必要になったことを示し、他の制御ルーチンで参照
されたり、車両内の他のＥＣＵに報知されることになる。再生処理待ちフラグｆ w がセッ
トされたのを受けて、警告灯６５が点灯する。ステップＳ１０７ではＤＰＦ入口温度Ｔ em
p inをしきい値である所定温度Ｔ emp s と比較し、ＤＰＦ入口温度Ｔ emp inが所定温度Ｔ
emp s よりも高いか否かを判定する。ここで、所定温度Ｔ emp s は、パティキュレートフ
ィルタ３２に捕集された排気微粒子の浄化が可能な温度の下限値を考慮して設定される。
ステップＳ１０７が肯定判断されると、後述する、ポスト噴射実行処理に必要なパラメー
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タの設定（ステップＳ１０８～Ｓ１１２）およびポスト噴射実行処理（ステップＳ１１３
）を行う。否定判断されると、再生可能状態にないとして、ステップＳ１０８～Ｓ１１３
をスキップしてＳ１１４に進む。
【００２８】
ステップＳ１０８～Ｓ１１２では次の処理を行う。ステップＳ１０８では再生を実行する
フラグｆ j をセットする（ｆ j ＝１）。ステップＳ１０９では、全噴射量Ｑ t 、エンジン
回転数ＮＥに基づいて、ポスト噴射の噴射量（以下、適宜、基本ポスト噴射量という）Ｑ
post、ポスト噴射の噴射時期（以下、適宜、ポスト噴射時期という）θ postを演算し、ス
テップＳ１１０では、ＤＰＦ入口温度Ｔ emp inに基づいて、ポスト噴射の噴射量初期値（
以下、適宜、ポスト噴射量初期値という）Ｑ post fi を演算し、ステップＳ１１１では、
ＤＰＦ入口温度Ｔ emp inに基づいて、ポスト噴射の噴射量の単位漸増量（以下、適宜、ポ
スト単位漸増量という）ｄＱ post gr を演算する。ポスト噴射量初期値Ｑ post fi 、ポス
ト単位漸増量ｄＱ post gr はともに、ＤＰＦ入口温度Ｔ emp inが低いほど小さな値に設定
される。これは例えば、ＤＰＦ入口温度Ｔ emp inに対してポスト噴射量初期値Ｑ post fi 
、ポスト単位漸増量ｄＱ post gr をそれぞれ対応させるマップをＥＣＵ６１のＲＯＭに記
憶しておいて、該マップに基づいて設定する。
【００２９】
ステップＳ１１２では、再生処理中のポスト噴射量であるＱ post fi をリセットする（Ｑ
post fi ＝０）。
【００３０】
これら再生処理の内容を規定するパラメータを設定した後、ステップＳ１１３で再生処理
が実行される。再生処理の詳細については後述する。
【００３１】
また、前後差圧Ｐ dif が所定値Ａ以下で前記ステップＳ１０５が否定判断された場合につ
いて説明する。前後差圧Ｐ dif が所定値Ａ以下ということは、再生中か、再生処理の非実
行状態で堆積量が未だ再生必要レベルには達していない、ということである。先ず、ステ
ップＳ１１９では前記再生実行処理フラグｆ j がセットされている（ｆ j ＝１）か否かを
判定する。肯定判断されると、再生中であるとして、ステップＳ１２０に進み、否定判断
されると、再生処理の非実行状態で堆積量が未だ再生必要レベルには達していないとして
、ステップＳ１０８～Ｓ１１２（ポスト噴射実行処理で必要になるパラメータの設定）お
よびステップＳ１１３（ポスト噴射実行処理）をスキップしてステップＳ１１４に進む。
【００３２】
パティキュレートフィルタ３２が再生中でステップＳ１１９が肯定判断されたとき、ステ
ップＳ１２０では、前後差圧Ｐ dif を所定値Ｂと比較し、前後差圧Ｐ dif が所定値Ｂ以下
か否かを判定する。所定値Ｂは、パティキュレートフィルタ３２における排気微粒子の堆
積量が十分に減少し、機関の背圧が十分に低下したと判断し得る圧力値に設定される。ス
テップＳ１２０が否定判断されると、ステップＳ１２１に進む。ステップＳ１２１ではポ
スト噴射終了フラグｆ p がセットされている（ｆ p ＝１）か否かを判定し、肯定判断され
るとステップＳ１１４に進み、否定判断されると前記ステップＳ１１３に進む。ポスト噴
射終了フラグｆ p は、後述するように、ポスト噴射が許容されなくなると、すなわち、プ
レ噴射およびメイン噴射のみの通常の噴射に戻る時期になるとセットされるものである。
【００３３】
したがって、前後差圧Ｐ dif が所定値Ｂ以上でステップＳ１２０が否定判断されて、パテ
ィキュレートフィルタ３２における排気微粒子の堆積量が再生完了レベルに達していない
ものと判断されるときには、ポスト噴射終了フラグｆ p がセットされていないことを条件
として（ステップＳ１２１）、ポスト噴射実行処理が続行され（ステップＳ１１３）、ポ
スト噴射終了フラグｆ p がセットされるとポスト噴射実行処理（ステップＳ１１３）は非
実行となる。ポスト噴射実行処理（ステップＳ１１３）が非実行の場合は、後述するステ
ップＳ１１４～Ｓ１１８において、ポスト噴射についての噴射パルスの出力時間Ｔ post、
出力時期θ postは処理されず、実際のポスト噴射も実行されない。
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【００３４】
ポスト噴射実行処理（ステップＳ１１３）は、図５に示すように、ステップＳ２００で、
今回のポスト噴射量Ｑ post iをポスト噴射量Ｑ postと比較し、ポスト噴射量Ｑ post iがポ
スト噴射量Ｑ postよりも小さいか否かを判定する。肯定判断されると、ステップＳ２０１
で、ポスト噴射が初回か否かを判定する。ここで、再生実行処理フラグｆ j がセットされ
て（ステップＳ１０８）から最初のポスト噴射実行処理（ステップＳ１１３）であるか否
かに基づいて判断することになる。
【００３５】
ポスト噴射が初回でありステップＳ２０１が肯定判断されると、ステップＳ２０２でポス
ト噴射量Ｑ post iをポスト噴射量初回値Ｑ post fi に設定する。
【００３６】
２回目以降のポスト噴射ではステップＳ２０１が否定判断されて、ステップＳ２０３で、
前回のポスト噴射量Ｑ post iにポスト単位漸増量ｄＱ post gr を加算することで、ポスト
噴射量Ｑ post iを更新する。
【００３７】
したがって、前回のポスト噴射量Ｑ post iが基本ポスト噴射量Ｑ postを越えない限り、ポ
スト噴射量Ｑ post iはポスト噴射量初回値Ｑ post fi を初期値として一定幅（ポスト単位
漸増量ｄＱ post gr ）で段階的に漸増する。
【００３８】
そして、前回のポスト噴射量Ｑ post iが基本ポスト噴射量Ｑ postを越えステップＳ２００
が否定判断されると、ステップＳ２０４で、ポスト噴射量Ｑ post iを基本ポスト噴射量Ｑ
postに設定する。これはポスト噴射量Ｑ post iの最終値である。
【００３９】
続くステップＳ２０５では、ポスト噴射量Ｑ post iが基本ポスト噴射量Ｑ postに達してか
ら経過した時間ｔが、予め設定した基準時間ｔ 0 になったか否かを判定する。ここで、時
間の経過はタイマによりカウントしてもよいし、再生実行処理フラグｆ j がセット後にお
いてステップＳ２００が否定判断された回数をカウントしてもよいのは勿論である。前記
ステップＳ２０５が否定判断されると、ステップＳ１１４に進む。肯定判断されると、ス
テップＳ２０６で前記ポスト噴射終了フラグｆ p をセットし（ｆ p ＝１）、ステップＳ１
１４に進む。
【００４０】
ポスト噴射量Ｑ post iは、基本ポスト噴射量Ｑ postになるまで漸増して、その後、基本ポ
スト噴射量Ｑ postで推移することになるが、基本ポスト噴射量Ｑ postで推移する時間ｔは
基準時間ｔ 0 になるまでが上限となる。そして、途中で前後差圧Ｐ dif が所定値Ｂ以下に
なれば（ステップＳ１２０）、前記のごとくポスト噴射は終了となる（ステップＳ１１３
非実行）。
【００４１】
ステップＳ１２０が肯定判断されると、再生処理完了として、ステップＳ１２２で再生処
理待ちフラグｆ w 、再生実行フラグｆ j をリセットし、ステップＳ１１４に進む。すなわ
ち、再生処理（ステップＳ１１３）が非実行となった後も、前後差圧Ｐ dif が所定値Ｂ以
下になる（ステップＳ１２０）まで、再生処理待ちフラグｆ w 、再生実行フラグｆ j はリ
セットされず、再生完了とはみなされないことになる。
【００４２】
ステップＳ１１４～Ｓ１１８は演算された噴射時期θ pre ，θ main，θ post，噴射量Ｑ pr
e ，Ｑ main，Ｑ post i等に基づいて、インジェクタ４の噴射パルス等をセットする処理で
ある。先ず、ステップＳ１１４では、噴射量Ｑ pre ，Ｑ main，Ｑ post i　をそれぞれ、エ
ンジン回転数ＮＥ、実噴射圧Ｐ r に基づいて、インジェクタ４の駆動パルスの出力時間に
換算し、噴射量Ｑ pre から出力時間Ｔ pre を、噴射量Ｑ mainから出力時間Ｔ mainを、噴射
量Ｑ post iから出力時間Ｔ postを得る。
【００４３】
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続くステップＳ１１５では、インジェクタ４の目標の噴射圧（以下、適宜、設定噴射圧と
いう）Ｐ t をエンジン回転数ＮＥ、全噴射量Ｑ t に基づいて演算する。
【００４４】
ステップＳ１１６では、設定噴射圧Ｐ t と実噴射圧Ｐ r との差分に基づいて調量弁５２の
開度の補正値（以下、適宜、ポンプ調量弁補正値という）ΔＤを演算し、ステップＳ１１
７で、調量弁の開度の指令値（以下、適宜、ポンプ調量弁指令値という）ΣＤを、前回の
ポンプ調量弁指令値ΣＤに、前記ポンプ調量弁補正値ΔＤを加算することで求める。
【００４５】
ステップＳ１１８では、出力時間Ｔ pre ，Ｔ main，Ｔ post、噴射時期θ pre ，θ main，θ
post、ポンプ調量弁指令値ΣＤを出力段のレジスタにセットする。このセットされた内容
に基づいてインジェクタ４が所定時期になると所定時間、開弁し、開弁時間に応じて燃料
が噴射される。
【００４６】
そしてステップＳ１０１に戻り、ステップＳ１０１以降の手順が繰り返される。
【００４７】
図６に本燃料噴射制御装置を付設したディーゼルエンジンの作動状態を示す。図は、パテ
ィキュレートフィルタ３２の再生が実行される場合のものである。なお、図中、本燃料噴
射制御装置の場合（本発明）と併せて、エンジン回転数ＮＥ、全噴射量Ｑ t から演算され
た基本ポスト噴射量Ｑ postにてポスト噴射を行う従来の燃料噴射制御装置の場合（従来例
）を示している。図例では、説明の便宜のため、ポスト噴射量は連続した１本の線であら
わしているが、エンジン回転に応じて間欠的に噴射されるのは勿論である。パティキュレ
ートフィルタ３２に排気微粒子が堆積して、前後差圧Ｐ dif が所定値Ａを越え、パティキ
ュレートフィルタ３２の再生が必要になると、再生処理待ちフラグｆ w がセットされ（ｆ
w ＝１）、ＤＰＦ入口温度Ｔ emp inがＴ emp s 以上になるのを待って、パティキュレート
フィルタ３２の再生が開始される。
【００４８】
パティキュレートフィルタ３２の再生開始直後にはＤＰＦ入口温度Ｔ emp inが未だ十分に
昇温していないため、酸化能力が十分ではない。図中にはホワイトスモークが発生しない
温度の下限レベル（ホワイトスモークなし温度レベル）を示している。一点鎖線が本発明
で、二点鎖線が従来例である。ポスト噴射量が多いほど酸化触媒の酸化能力も要求される
から、ホワイトスモークなしとなるＤＰＦ入口温度レベルはポスト噴射量に依存し、ポス
ト噴射量が多いほど高くなる。従来例のポスト噴射のパターンでは、パティキュレートフ
ィルタ３２の再生開始により、ホワイトスモークなし温度レベルはステップ的に立ち上が
ることが必要になる。しかしながら、パティキュレートフィルタ３２の触媒の酸化反応熱
による昇温が追いつかず、従来例ではホワイトスモークが発生する。ＤＰＦ入口温度Ｔ em
p inはポスト噴射による作用で漸次、上昇するので、ホワイトスモークの発生量は徐々に
減少するが、ＰＤＦ入口温度Ｔ emp inが十分に上昇するまで暫くの間は、ホワイトスモー
クを排出し続けることになる。
【００４９】
一方、本発明では、再生開始直後でＤＰＦ入口温度Ｔ emp inが低くとも、ポスト噴射量Ｑ
post iが、基本ポスト噴射量Ｑ postよりも少量のポスト噴射量初回値Ｑ post fi からスタ
ートして、ＤＰＦ入口温度Ｔ emp inが上昇するのに合わせて漸増する。したがって、パテ
ィキュレートフィルタ３２の再生開始直後において、ホワイトスモークなしとなるＤＰＦ
入口温度レベルは図例のように漸増し、実際のＤＰＦ入口温度Ｔ emp inから大きく外れな
い。
【００５０】
ＤＰＦ入口温度Ｔ emp inに対してポスト噴射量初回値Ｑ post fi 、ポスト単位漸増量ｄＱ
post gr を対応させるマップは、ＤＰＦ入口温度Ｔ emp inがホワイトスモークなし温度レ
ベルを下回らない範囲でできる限りホワイトスモークなし温度レベルに近い温度をとって
上昇するように、ＤＰＦ入口温度Ｔ emp inに見合ったポスト噴射量Ｑ post iが与えられる
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ように、予め実験等で求めておく。速やかにＤＰＦ入口温度Ｔ emp inが上昇するからであ
る。
【００５１】
このように、本発明では、パティキュレートフィルタ３２の再生開始初期におけるスモー
クの発生を好適に防止することができる。
【００５２】
なお、ポスト噴射量Ｑ post iが基本ポスト噴射量Ｑ postに達した後は次のようになる。ポ
スト噴射量Ｑ post iが基本ポスト噴射量Ｑ postに達し基準時間ｔ 0 が経過すると、ポスト
噴射は非実行となるが、その後は、パティキュレートフィルタ３２に堆積している排気微
粒子の燃焼熱で、パティキュレートフィルタ３２の温度を維持しつつ、排気微粒子の堆積
量を減らしていく。そして、前後差圧Ｐ dif が所定値Ｂ以下になると、パティキュレート
フィルタ３２の再生が完了する。
【００５３】
なお、本実施形態では、ＤＰＦ入口温度Ｔ emp inが所定温度Ｔ emp s 以上になった時点の
ＤＰＦ入口温度Ｔ emp inに基づいてポスト噴射量初回値Ｑ post fi 、ポスト単位漸増量ｄ
Ｑ post gr を演算し、一定幅でポスト噴射量Ｑ post iが増大するようにしているが、ポス
ト噴射の回数を重ねるごとにポスト単位漸増量が漸変するようになっておればよく、必ず
しもポスト噴射量Ｑ post iが一定幅で増大する必要はない。例えば、ポスト噴射量Ｑ post
 iが速やかにポスト噴射量Ｑ postに達するように実験等で最適な関数形を定めるのがよい
。あるいは、ポスト噴射の際に、その都度、ＤＰＦ入口温度Ｔ emp inに基づいてポスト噴
射量Ｑ post iを求めるようにしてもよい。ＤＰＦ入口温度Ｔ emp inが高いほどポスト噴射
量Ｑ post iが多くなるようなマップを記憶しておけばよい。
【００５４】
また、ＤＰＦ入口温度Ｔ emp inが所定温度Ｔ emp s 以上のときのみパティキュレートフィ
ルタ３２の再生処理を許容している（ステップＳ１０７）が、この所定温度Ｔ emp s は、
ポスト噴射量がポスト噴射量初回値Ｑ post fi に対応するホワイトスモークなし温度レベ
ル以上の温度に設定する。また、所定温度Ｔ emp s は酸化触媒の活性温度等を考慮して設
定することになる。これにより、ホワイトスモークの発生をさらに好適に防止することが
できる。
【００５５】
また、ＤＰＦ入口温度を検出することで、実質的に酸化触媒の温度の高低が知られるよう
にしているが、パティキュレートフィルタ３２の多孔質材の温度を直接に検出する構成と
してもよい。
【００５６】
また、パティキュレートフィルタの再生が必要か否かを前後差圧Ｐ dif に基づいて判定す
るようにしているが、排気微粒子の堆積量が再生が必要なレベルに達したことが知られる
ものであれば、これに限られるものではない。
【００５７】
また、パティキュレートフィルタに酸化触媒を担持した例を説明してきたが、パティキュ
レートフィルタの直前位置（上流側）に酸化触媒を配置した構成としてもよい。
【００５８】
酸化触媒がパティキュレートフィルタの前に別置される場合では、酸化触媒の温度を測定
するのではなく、パティキュレートフィルタ温度を測定し、この測定温度から前置きの酸
化触媒の温度を推測する方法としてもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用した燃料噴射制御装置が付設された内燃機関の構成図である。
【図２】前記内燃機関の各部の作動状態を示すタイミングチャートである。
【図３】前記内燃機関の各部を制御し、前記燃料噴射制御装置を構成するＥＣＵで実行さ
れる制御内容を示す第１のフローチャートである。
【図４】前記ＥＣＵで実行される制御内容を示す第２のフローチャートである。
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【図５】前記ＥＣＵで実行される制御内容を示す第３のフローチャートである。
【図６】前記内燃機関の燃料噴射の態様を示すタイミングチャートである。
【符号の説明】
１１　エンジン本体
１２　後処理装置
２　吸気通路
２１　吸気マニホールド
３　排気通路
３１　排気マニホールド
３２　パティキュレートフィルタ
３２ａ　入口
３２ｂ　出口
４　インジェクタ
５１　燃料タンク
５２　調量弁
５３　ポンプ
５４　コモンレール
６１　ＥＣＵ（噴射量設定手段、判定手段）
６２　温度センサ（温度検出手段）
６３　差圧センサ
６４　圧力センサ
６５　警告灯

10

20

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

(10) JP 3969196 B2 2007.9.5



【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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