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(57)【要約】
【課題】スロットルで吸入空気量制御をする火花点火式
内燃機関に対して内部ＥＧＲを実施する場合において、
適正量のＥＧＲを高負荷域でも確実かつ精度よく実施す
ることができる排気還流装置を提供する。
【解決手段】ガソリンエンジンシステム２は、排気バル
ブ２０ｂと、第１ＥＧＲバルブ２０ａと、排気管２４と
、ＥＧＲ通路５０と、排気動弁装置２８と、第２ＥＧＲ
バルブ５２と、ＥＣＵ９０とを備える。ＥＧＲ通路５０
は、一端が排気ポート２２ａに連通し、他の一端が排気
管２４に連通する。排気動弁装置２８は、排気行程で排
気バルブ２０ｂを開き且つ吸気行程で第１ＥＧＲバルブ
２０ａを開く内部ＥＧＲ駆動モードを有する。第２ＥＧ
Ｒバルブ５２は、ＥＧＲ通路５０において一端と他の一
端との間に設けられ、開度を変更可能なバルブであるＥ
ＣＵ９０は、内部ＥＧＲ駆動モード中にエンジン負荷が
高くなるほど第２ＥＧＲバルブ５２の開度を大きくする
。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スロットル付の火花点火式内燃機関の燃焼室に連通する第１排気ポートに備えられ、前
記第１排気ポートの開閉をする排気バルブと、
　前記燃焼室に連通する第２排気ポートに備えられ、前記第２排気ポートの開閉をする第
１バルブと、
　前記第１排気ポートに連通する排気管と、
　一端が前記第２排気ポートに連通し、他の一端が前記排気管に連通するＥＧＲ通路と、
　前記内燃機関の排気行程で前記排気バルブを開き且つ前記内燃機関の吸気行程で前記第
１バルブを開く駆動モードを有する動弁装置と、
　前記ＥＧＲ通路において前記一端と前記他の一端との間に設けられ、開度を変更可能な
第２バルブと、
　前記駆動モード中に前記内燃機関の負荷が高くなるほど前記第２バルブの開度を大きく
する制御部と、
　を備えることを特徴とする火花点火式内燃機関の排気還流装置。
【請求項２】
　前記火花点火式内燃機関が、過給機を備える過給内燃機関であり、
　前記燃焼室に連通する吸気ポートに備えられた吸気バルブと、
　前記吸気バルブを駆動し、当該吸気バルブの位相が可変な吸気側可変動弁装置と、
　前記火花点火式内燃機関で吸気圧が排気圧よりも高くなる運転域である正圧域において
、前記第１バルブと前記吸気バルブとの間のバルブオーバーラップ量の減少をするように
、前記吸気弁の位相を遅角する吸気バルブ制御部と、
　を備え、
　前記制御部が、前記正圧域での前記第２バルブの開度を前記火花点火式内燃機関の吸気
圧が排気圧よりも低い負圧域での前記第２バルブの開度よりも大きな開度に設定する設定
部を、含むことを特徴とする請求項１に記載の火花点火式内燃機関の排気還流装置。
【請求項３】
　前記ＥＧＲ通路において前記第２バルブと前記他の一端との間に設けられたＥＧＲクー
ラを、更に備えることを特徴とする請求項２に記載の火花点火式内燃機関の排気還流装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、火花点火式内燃機関の排気還流装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、排気ガス再循環（ＥＧＲ）を行う排気還流装置を備えた各種の内燃機関が知られ
ている。特に、昨今では、火花点火式内燃機関（以下、特に「ガソリンエンジン」ともい
う）において、ポンピングロス低減の観点から、多量のＥＧＲガスを再循環させるいわゆ
る大量ＥＧＲを実施する技術が知られている。
【０００３】
　この点、特開平６－１０７７４号公報（以下、「特許文献１」とも称す）は、火花点火
式内燃機関の排気還流装置を開示している。この公報の排気還流装置は、複数の排気ポー
トにそれぞれ排気バルブを設け、一部の排気バルブをＥＧＲバルブとして使い、残りの排
気バルブを通常の排気バルブとして使う。各排気ポートは、排気ガス下流側で合流部を介
して互いに連通している。ＥＧＲバルブとして用いる排気バルブを吸気行程中に開くこと
で、一方の排気ポートからの排気ガスが開かれた他方の排気ポートへと合流部を介して流
れる。つまり、ＥＧＲバルブ側の排気ポートから排気ガスが再度気筒内に吸入される。こ
の仕組みは、いわゆる内部ＥＧＲ方式の排気還流装置に属するものといえる。以下、排気
行程で排気バルブが開く排気ポートを「排気バルブ側排気ポート」と称し、吸気行程で排
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気バルブが開く排気ポートを「ＥＧＲ側排気ポート」と称す。
【０００４】
　特許文献１にかかる内部ＥＧＲ方式によれば、２つの排気バルブのうち１つを吸気行程
中に開くことで、吸気行程のピストン下降に伴い排気ポートから排気ガスを吸入する。こ
の方式は、いわゆる外部ＥＧＲ方式のように吸気通路のＥＧＲガス導入部における吸気側
圧力に左右されることがない。よって、低負荷域から高負荷域にわたって確実にＥＧＲを
実施でき、過給内燃機関の過給域でも確実にＥＧＲを実施できるという利点がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平６－１０７７４号公報
【特許文献２】特開２００４－２９３３４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１にかかる技術は、スロットル付の一般的なガソリンエンジン向けのものでは
ない。スロットルで吸入空気量制御をする一般的なガソリンエンジンに対してその内部Ｅ
ＧＲ方式を適用するには不十分な点がある。この点について以下説明する。
【０００７】
　特許文献１にかかる技術は、スロットル付の一般的なガソリンエンジンを念頭においた
ＥＧＲ量の適正化について検討がされていない。特許文献１は「ＥＧＲバルブ側排気ポー
ト」の側の排気通路にバルブ（調整弁）を設けてＥＧＲ量を調節する技術を開示するもの
の、その調整弁の制御は特殊である。特許文献１にかかる排気還流装置は、低負荷時には
、調整弁１１の開度を負荷が小さくなるほど大きく制御している（特許文献１の段落００
２４参照）。このような制御を採用する理由は、主に、特許文献１の内燃機関が有する特
殊な構成（特殊なハードウェア及び制御）に起因している。
【０００８】
　特許文献１に係る技術はガソリンエンジンを対象とするものだが、そのガソリンエンジ
ンはスロットルを有さない等の特殊なハードウェア構成を有している（特許文献１の段落
００２１参照）。特許文献１の調整バルブの制御が実効性を持つかどうかは、特許文献１
で前提とする特殊なハードウェア構成に起因する部分が大きい。特許文献１にかかるガソ
リンエンジンと吸入空気量をスロットルで調節する仕組みの一般的なガソリンエンジンと
では、スロットルでの吸入空気量制御等の面で前提が大きく異なる。
【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、スロットルで吸入空気
量制御をする火花点火式内燃機関に対して内部ＥＧＲを実施する場合において、適正量の
ＥＧＲを高負荷域でも確実かつ精度よく実施することができる排気還流装置を提供するこ
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、火花点火式内燃機関の排気還流装置であっ
て、
　スロットル付の火花点火式内燃機関の燃焼室に連通する第１排気ポートに備えられ、前
記第１排気ポートの開閉をする排気バルブと、
　前記燃焼室に連通する第２排気ポートに備えられ、前記第２排気ポートの開閉をする第
１バルブと、
　前記第１排気ポートに連通する排気管と、
　一端が前記第２排気ポートに連通し、他の一端が前記排気管に連通するＥＧＲ通路と、
　前記内燃機関の排気行程で前記排気バルブを開き且つ前記内燃機関の吸気行程で前記第
１バルブを開く駆動モードを有する動弁装置と、
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　前記ＥＧＲ通路において前記一端と前記他の一端との間に設けられ、開度を変更可能な
第２バルブと、
　前記駆動モード中に前記内燃機関の負荷が高くなるほど前記第２バルブの開度を大きく
する制御部と、
　を備えることを特徴とする。
【００１１】
　第２の発明は、第１の発明において、
　前記火花点火式内燃機関が、過給機を備える過給内燃機関であり、
　前記燃焼室に連通する吸気ポートに備えられた吸気バルブと、
　前記吸気バルブを駆動し、当該吸気バルブの位相が可変な吸気側可変動弁装置と、
　前記火花点火式内燃機関で吸気圧が排気圧よりも高くなる運転域である正圧域において
、前記第１バルブと前記吸気バルブとの間のバルブオーバーラップ量の減少をするように
、前記吸気弁の位相を遅角する吸気バルブ制御部と、
　を備え、
　前記制御部が、前記正圧域での前記第２バルブの開度を前記火花点火式内燃機関の吸気
圧が排気圧よりも低い負圧域での前記第２バルブの開度よりも大きな開度に設定する設定
部を、含むことを特徴とする。
【００１２】
　第３の発明は、第１または第２の発明において、
　前記ＥＧＲ通路において前記第２バルブと前記他の一端との間に設けられたＥＧＲクー
ラを、更に備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　第１の発明によれば、負荷に応じてＥＧＲガスを増量でき、適正量のＥＧＲガスを、高
負荷域においても精度よく確実に燃焼室に再循環させることができる。これにより、スロ
ットル付の火花点火式内燃機関における大量ＥＧＲを、高負荷域を含む広範囲の運転域に
渡って、適正量かつ確実に実施することができる排気還流装置が提供される。
【００１４】
　第２の発明によれば、吸気圧が排気圧より高い過給域においても、第１バルブ開による
ＥＧＲガス導入量の確保をすることができる。
【００１５】
　第３の発明によれば、高負荷運転域においても低温度かつ適正量の排気ガスを、ＥＧＲ
ガスとして燃焼室に循環させることができる。失火抑制とノッキング抑制の双方の要求を
満たしつつ、高負荷運転域でのＥＧＲを内部ＥＧＲ方式で実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施の形態にかかる火花点火式内燃機関の排気還流装置の構成を示す図
である。
【図２】本発明の実施の形態にかかる火花点火式内燃機関の排気還流装置の動作を説明す
るための図である。
【図３】本発明の実施の形態にかかる火花点火式内燃機関の排気還流装置の動作を説明す
るための図である。
【図４】本発明の実施の形態にかかる火花点火式内燃機関の排気還流装置の動作を説明す
るための図である。
【図５】本発明の実施の形態にかかる火花点火式内燃機関の排気還流装置の動作を説明す
るための図である。
【図６】本発明の実施の形態にかかる火花点火式内燃機関の排気還流装置において、ＥＣ
Ｕが実行するルーチンのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】



(5) JP 2013-130121 A 2013.7.4

10

20

30

40

50

［実施の形態の構成］
　図１は、本発明の実施の形態にかかる火花点火式内燃機関の排気還流装置の構成を示す
図である。図１は、本実施の形態にかかる排気還流装置が適用されるガソリンエンジンシ
ステム２を模式的に示している。ガソリンエンジンシステム２は、スロットル３４を備え
、ガソリンを燃料とする火花点火式内燃機関である。
【００１８】
　ガソリンエンジンシステム２は、その内部にピストンを備える気筒１０を備えている。
気筒１０内には、ピストン上面およびシリンダヘッド内面からなる燃焼室が形成される。
気筒１０には、点火プラグ１２および筒内燃料噴射弁１４が設けられている。
【００１９】
　気筒１０には、吸気ポート１８ａおよび吸気ポート１８ｂが連通している。吸気ポート
１８ａおよび吸気ポート１８ｂには、それぞれの吸気ポートを開閉する吸気バルブ１６ａ
および吸気バルブ１６ｂが設けられている。気筒１０の燃焼室には、排気ポート２２ａお
よび排気ポート２２ｂが連通している。排気ポート２２ａにはその開閉を担う第１ＥＧＲ
バルブ２０ａが設けられており、排気ポート２２ｂにはその開閉を担う排気バルブ２０ｂ
が設けられている。気筒１０に設けられたこれら４つのバルブは、いずれも一般的なポペ
ットバルブである。以下の説明では、便宜上、吸気バルブ１６ａ、１６ｂ、第１ＥＧＲバ
ルブ２０ａおよび排気バルブ２０ｂを総括的に、「吸排気バルブ群１６ａ、１６ｂ、２０
ａ、２０ｂ」とも称する。
【００２０】
　なお、ガソリンエンジンシステム２は実際には車両搭載用の直列４気筒ガソリンエンジ
ンであるが、図１では便宜上１つの気筒１０のみを図示している。ガソリンエンジンシス
テム２は直列４気筒のシリンダブロック（不図示）を有し、このシリンダブロックには気
筒１０周辺の構成（点火プラグ、筒内燃料噴射弁、吸気バルブ、吸気ポート、第１ＥＧＲ
バルブ、排気バルブ、排気ポート）が４セット組み込まれているものとする。４つの気筒
１０の各吸気ポートと接続する吸気マニホールド、および４つの気筒１０の各排気ポート
と接続する排気マニホールドは、図示を省略する。
【００２１】
　吸気ポート１８ａ、１８ｂは、サージタンク３０に連通している。サージタンク３０は
、吸気管３２に連通している。吸気管３２はスロットル３４、インタークーラ３６、およ
びエアフローメータ３８を備えており、上流においてエアクリーナ４０と連通している。
【００２２】
　排気ポート２２ｂは、排気管２４と連通している。排気管２４には、スタート触媒４２
、メイン触媒４４が排気ガスの下流側に向かって順次設けられている。排気管２４におけ
るスタート触媒４２の上流部には、空燃比センサ４６が設けられている。排気管２４にお
けるスタート触媒４２とメイン触媒４４の間には、サブ酸素センサ４８が設けられている
。
【００２３】
　ガソリンエンジンシステム２は、ＥＧＲ通路５０を備えている。ＥＧＲ通路５０の一端
は、排気ポート２２ａに連通している。ＥＧＲ通路５０の他の一端は、排気管２４におけ
るスタート触媒４２とメイン触媒４４の間の部位に連通している。
【００２４】
　ＥＧＲ通路５０には、第２ＥＧＲバルブ５２およびＥＧＲクーラ５４が備えられている
。第２ＥＧＲバルブ５２は、ＥＧＲ通路５０における上記一端と上記他の一端との間に設
けられ、開度を変更可能なバルブである。
　ＥＧＲガスの導入量が適正でないと失火等の問題が生じるため、ＥＧＲ量を適正量とす
る要請がある。そこで、ＥＧＲ量の調節を精度よく行うため、排気ポート２２ａ側に調整
バルブとして第２ＥＧＲバルブ５２を設ける。吸気行程中の第１ＥＧＲバルブ２０ａの開
弁とともにこの第２ＥＧＲバルブ５２でＥＧＲガスの流量を調整することで、ＥＧＲ量の
調節精度を高めることができる。
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　第２ＥＧＲバルブ５２は好ましくはバタフライバルブとする。バタフライバルブによれ
ば、開度調整（流量調整）が連続的かつ精度良く実施可能であり、流路抵抗も少なく、大
量のＥＧＲを導入する上で好適である。
【００２５】
　ＥＧＲクーラ５４は、ＥＧＲ通路５０において第２ＥＧＲバルブ５２と合流部２４ａと
の間に設けられている。ガソリンエンジンシステム２によれば、タービン６４およびスタ
ート触媒４２を経由して温度が低下した排気ガスを合流部２４ａからＥＧＲ通路５０へと
導き、さらにＥＧＲクーラ５４で冷やすことができる。このようにして十分に冷却したＥ
ＧＲガスを導入することで、ノッキングを避けつつ大量のＥＧＲガスを導入することがで
きる。
【００２６】
　ガソリンエンジンシステム２は、吸気動弁装置２６および排気動弁装置２８を備えてい
る。吸気動弁装置２６は、吸気バルブ１６ａ、１６ｂを駆動する装置であり、吸気バルブ
１６ａ、１６ｂの位相が可変である。排気動弁装置２８は、第１ＥＧＲバルブ２０ａおよ
び排気バルブ２０ｂを駆動する装置であり、同じく位相可変な可変動弁装置である。特に
、排気動弁装置２８は、第１ＥＧＲバルブ２０ａの位相を、吸気バルブ１６ａ、１６ｂお
よび排気バルブ２０ｂに対して独立に変化させることができるように構成されている。バ
ルブの位相が可変な可変動弁装置は既に各種の技術文献が公知となっており、新規な事項
ではないため、詳細な説明は省略する。
【００２７】
　排気動弁装置２８は、気筒１０の排気行程で排気バルブ２０ｂを開き、且つ気筒１０の
吸気行程（吸気ＴＤＣ以後）に第１ＥＧＲバルブ２０ａを開く駆動モードを有している。
以下、この駆動モードを「内部ＥＧＲ駆動モード」とも称す。
　この内部ＥＧＲ駆動モードによれば、特許文献１に記載された排気還流装置と同様の原
理で内部ＥＧＲを実施することができる。つまり、排気ポート２２ａ、２２ｂにそれぞれ
ポペットバルブを設け、一方を通常の排気バルブ（排気バルブ２０ｂ）として使い、他方
をＥＧＲバルブ（第１ＥＧＲバルブ２０ａ）として使う。排気ポート２２ａ、２２ｂは、
排気ガス下流側で合流部２４ａを介して互いに連通している。第１ＥＧＲバルブ２０ａを
吸気行程中に開くことで、排気ポート２２ｂからの排気ガスが排気ポート２２ａへと合流
部２４ａを介して流れる。排気ポート２２ｂが「排気バルブ側排気ポート」に相当し、排
気ポート２２ａが「ＥＧＲ側排気ポート」に相当する。内部ＥＧＲ駆動モードによれば、
外部ＥＧＲ方式のように吸気通路のＥＧＲガス導入部における吸気側圧力に左右されるこ
とがなく、低負荷域から高負荷域にわたって確実にＥＧＲを実施できるという利点がある
。
【００２８】
　ガソリンエンジンシステム２は過給機を備える過給内燃機関である。本実施の形態では
過給機をターボチャージャ６０とする。ターボチャージャ６０は、コンプレッサ６２およ
びタービン６４を備えている。コンプレッサ６２は、吸気管３２に設けられており、その
位置は吸気管３２におけるインタークーラ３６上流であってエアクリーナ４０下流（エア
フローメータ３８下流）である。タービン６４は、排気管２４（排気ポート２２ｂ下流）
のスタート触媒４２上流に設けられている。ターボチャージャ６０に代えてスーパーチャ
ージャを過給機として用いてもよい。
【００２９】
　本実施の形態のシステムは、ガソリンエンジンシステム２のエンジン運転状態の把握等
のための各種センサを含むセンサ系統と、エンジン制御のためのＥＣＵ(Electronic Cont
rol Unit)９０とを備えている。まず、センサ系統について説明すると、クランク角セン
サは、クランク軸の回転に同期した信号を出力するもので、エアフローメータ３８は吸入
空気量を検出する。また、水温センサは、エンジンの温度状態が反映される機関温度の一
例として、エンジン冷却水の温度（エンジン水温）を検出し、吸気温センサは吸気温度を
検出する。センサ系統には、この他にも、エンジン制御に必要な各種のセンサ（スロット
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ル３４の開度検出用のスロットルセンサ等）が含まれている。
【００３０】
　ＥＣＵ９０は、例えばＲＯＭ、ＲＡＭ、不揮発性メモリ等を含む記憶回路を備えた演算
処理装置により構成されている。ＥＣＵ９０の入力側には、センサ系統の各センサが接続
されており、ＥＣＵ９０の出力側には、スロットル３４、点火プラグ１２、筒内燃料噴射
弁１４等を含む各種のアクチュエータが接続されている。また、ＥＣＵ９０は、クランク
角に応じて変化する各種のデータを、当該クランク角と共に時系列データとして記憶する
機能を備えている。この時系列データには、各センサの出力値、及び当該出力値に基づい
て算出される各種の指標、パラメータ等が含まれる。
【００３１】
　そして、ＥＣＵ９０は、エンジンの運転情報をセンサ系統により検出しつつ、各アクチ
ュエータを駆動して運転状態を制御する。具体的には、クランク角センサ（図示せず）の
出力に基づいてエンジン回転数（機関回転数）とクランク角とを検出し、エアフローメー
タ３８の出力に基づいて吸入空気量を算出する。吸気圧センサや吸気温センサを用いても
よい。また、吸入空気量、エンジン回転数等に基づいてエンジンの負荷（負荷率）を算出
する。そして、クランク角に基づいて燃料噴射時期や点火時期を決定し、これらの時期が
到来したときには、点火プラグ１２や筒内燃料噴射弁１４を駆動する。これにより、気筒
１０内で混合気を燃焼させ、エンジンを運転することができる。
【００３２】
　ＥＣＵ９０は、第２ＥＧＲバルブ５２と接続しており、具体的には第２ＥＧＲバルブ５
２の開度調節用アクチュエータ（モータ）と接続している。第２ＥＧＲバルブ５２の開度
は、ＥＣＵ９０からの制御信号に従って調節される。ＥＣＵ９０は、吸気動弁装置２６お
よび排気動弁装置２８とも接続している。ＥＣＵ９０は、ＲＯＭに記憶された可変動弁装
置制御用の制御プログラムに従って、吸排気バルブ群１６ａ、１６ｂ、２０ａ、２０ｂを
駆動する。「内部ＥＧＲ駆動モード」も、あらかじめこの制御プログラムの一部として記
憶されている。
【００３３】
［実施の形態の動作］
　図２乃至５は、本発明の実施の形態にかかる火花点火式内燃機関の排気還流装置の動作
を説明するための図である。このうち、図２、図４および図５は、運転状態に応じた各バ
ルブ位相タイミングを示す図である。具体的には、図２は、エンジン暖機後のＥＧＲ導入
時における、各バルブ位相タイミングを示す図である。図４は、高負荷運転域でのＥＧＲ
導入時における、各バルブ位相タイミングを示す図である。図５は、ＷＯＴ（Wide open 
throttle）域でのＥＧＲ導入時における、各バルブ位相タイミングを示す図である。一方
、図３は、エンジン負荷に対する第２ＥＧＲバルブ５２の開度および吸気バルブ１６ａ、
１６ｂの開弁タイミングを示す図である。
【００３４】
（暖機後の低、中負荷域）
　本実施の形態では、エンジンが暖機された状態においてエンジン負荷が低負荷域から中
負荷域に属するときは、図２に示す開弁特性で吸排気バルブ群１６ａ、１６ｂ、２０ａ、
２０ｂを駆動する。図２に示す開弁特性は「内部ＥＧＲ駆動モード」のときのものであり
、気筒１０の排気行程で排気バルブ２０ｂを開き、且つ気筒１０の吸気行程（吸気ＴＤＣ
以後）に第１ＥＧＲバルブ２０ａを開く制御動作が実施されている。なお、図２で斜線を
付した領域（吸気バルブ特性と第１ＥＧＲバルブ特性の重複領域）がバルブオーバーラッ
プ区間である。この領域の面積が吸気バルブ１６ａ、１６ｂと第１ＥＧＲバルブ２０ａの
バルブオーバーラップ量に相当する。
【００３５】
　図２では第２ＥＧＲバルブ５２については開度５０％として記載しているが、本実施の
形態においては、第２ＥＧＲバルブ５２の制御はエンジン負荷に応じた開度コントロール
である。
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　ガソリンエンジンシステム２では、一般的なスロットル付の火花点火式内燃機関がそう
であるように、負荷増大に伴ってスロットル３４開度増大及び吸入空気量増加となる。Ｅ
ＣＵ９０は、図３に示すように、内部ＥＧＲ駆動モード中にエンジン負荷が高くなるほど
第２ＥＧＲバルブ５２の開度を大きくする。これにより、負荷の増大（吸入空気量増大）
に応じてＥＧＲ量を増大させることができる。本実施の形態では、開度と負荷の関係を直
線的な比例関係としている。本実施の形態では、開度と負荷を比例させる制御を、エンジ
ン負荷が所定の低中負荷域内にあるときに実行する。図３で「負圧域」と示した領域で実
行される。負圧域とは、吸気通路（吸気管３２内の圧力）の圧力が負圧である負荷域を意
味している。
【００３６】
　上記制御によれば、吸気行程における第１ＥＧＲバルブ２０ａの開弁で、内部ＥＧＲを
実施でき、高負荷域を含む広範囲の運転域に渡って、確実にＥＧＲを実施できる。さらに
、第１ＥＧＲバルブ２０ａに第２ＥＧＲバルブ５２でＥＧＲ量調節機能を付加することで
、精度よくＥＧＲ量を調節できる。さらに、負荷増大に応じて第２ＥＧＲバルブ５２を開
度増大することで、負荷に応じてＥＧＲガスを増量でき、適正量のＥＧＲを実施すること
ができる。従って、負荷に応じてＥＧＲガスを増量でき、適正量のＥＧＲガスを、高負荷
域を含む広範囲の運転域に渡って、精度よく確実に燃焼室に再循環させることができる。
これにより、一般的なスロットル付火花点火式内燃機関における大量ＥＧＲに適した排気
還流装置が提供される。
【００３７】
（高負荷運転域・過給域）
　本実施の形態では、エンジン負荷が高負荷域（過給域）に属するときは、図４に示す開
弁特性で吸排気バルブ群１６ａ、１６ｂ、２０ａ、２０ｂを駆動する。図４に示す開弁特
性は「内部ＥＧＲ駆動モード」のときのものであるが、図２に示す開弁特性とは吸気バル
ブ１６ａ、１６ｂの位相が異なる。図４に示す開弁特性では、吸気バルブ１６ａ、１６ｂ
の位相が遅角されており、バルブオーバーラップ量が減少している。本実施の形態では、
ＥＣＵ９０が、図３における「正圧域」において上記図４の開弁特性制御を実施する。こ
の正圧域は、吸気圧が排気圧よりも高くなる運転域である。ＥＣＵ９０が吸気動弁装置２
６を制御して、第１ＥＧＲバルブ２０ａと吸気バルブ１６ａ、１６ｂの間のバルブオーバ
ーラップ量の減少をするように、吸気バルブ１６ａ、１６ｂの位相を遅角する。なお、図
３の「吸気バルブ開きタイミング」に破線で示すように、本実施の形態では、エンジン負
荷増大に応じて開弁タイミングを比例的に遅角側へ推移させている。
【００３８】
　また、ＥＣＵ９０は、正圧域での第２ＥＧＲバルブ５２の開度を、図３のように所定負
荷（閾値）で全開へと切り替える。図４でも「第２ＥＧＲバルブ開度％」を１００％と記
載している。なお、必ずしも所定高負荷域で第２ＥＧＲバルブ５２をステップ的に全開と
しなくともよく、８０％→９０％→１００％のように複数段階に分けてステップ的又は連
続的に全開に近づけてもよい。負圧域での第２ＥＧＲバルブ５２の開度よりも更に大きな
開度に設定すればよい。
【００３９】
　正圧域では、吸気圧が排気圧より高い。オーバーラップ量が大きいと、第１ＥＧＲバル
ブ２０ａのＥＧＲガス吸入が高圧の吸気（新気）によって妨げられてしまう。そこで、本
実施の形態ではこれを避けるためにオーバーラップ量を低減している。また、第２ＥＧＲ
バルブ５２を増大させることにより、正圧域での多量の新気に見合った大量のＥＧＲガス
を確保することができる。
【００４０】
（ＷＯＴ域）
　本実施の形態では、エンジン負荷がＷＯＴ域に属するときは、図５に示す開弁特性で吸
排気バルブ群１６ａ、１６ｂ、２０ａ、２０ｂを駆動する。図５に示す開弁特性はもはや
「内部ＥＧＲ駆動モード」ではなく、第１ＥＧＲバルブ２０ａに排気バルブの役割を持た
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せる駆動モードである。すなわち、第１ＥＧＲバルブ２０ａは排気行程中（ＢＤＣからＴ
ＤＣの区間）に開弁される。第２ＥＧＲバルブ５２も全開（開度１００％）とされる。そ
の結果、排気行程で排気ポート２２ａを介してＥＧＲ通路５０へと排気ガスが流れて、そ
の排気ガスが第２ＥＧＲバルブ５２を通過して排気管２４へと流れ出る。その結果、排気
ポンプ損失を低減することができる。
【００４１】
（ＥＧＲガスの冷却）
　本実施の形態によれば、タービン６４、スタート触媒４２およびＥＧＲクーラ５４を経
て十分に冷却したＥＧＲガスを導入することで、ノッキングを避けつつ大量ＥＧＲを実施
することができる。従って、高負荷運転域においても低温度かつ適正量の排気ガスを、Ｅ
ＧＲガスとして燃焼室に循環させることができる。これにより失火およびノッキングの双
方を回避しつつＥＧＲを実施可能となる。
【００４２】
　この有利な効果について、従来技術との関係を以下説明する。
　特許文献２は、ディーゼルエンジンを前提とする内部ＥＧＲ方式の排気還流装置を開示
する。ディーゼルエンジンがＮＯｘ低減をＥＧＲの主たる目的の一つとしているのに対し
、スロットル付の火花点火式内燃機関はポンピングロス低減による燃費向上をＥＧＲの主
たる目的の一つとしている。両者を同一視することはできない。特許文献１と特許文献２
は、ともに、高温のＥＧＲガスを再循環させる目的があるという共通点がある。両者は、
内部ＥＧＲ方式により、その共通目的を達成している。しかし、火花点火式内燃機関にお
ける大量ＥＧＲを考える場合には、事情が異なる。高温ＥＧＲガスの大量に導入すること
はノッキングを誘発するおそれがあり、火花点火式内燃機関ではノッキングを軽視するこ
とはできないからである。
　先行技術文献にかかる排気還流装置は、火花点火式内燃機関での大量ＥＧＲを念頭に置
いていない。これに対して、本実施の形態にかかる排気還流装置は、失火抑制とノッキン
グ抑制の双方の要求を満たしつつ高負荷運転域でのＥＧＲを内部ＥＧＲ方式で実現するこ
とができる装置であり、一般的なスロットル付火花点火式内燃機関での大量ＥＧＲを実現
可能である。
【００４３】
［実施の形態の具体的処理］
　図６は、本発明の実施の形態にかかる火花点火式内燃機関の排気還流装置において、Ｅ
ＣＵ９０が実行するルーチンのフローチャートである。このルーチンは、ガソリンエンジ
ンシステム２のエンジン運転中に、所定の周期で繰り返し実行されるものである。
【００４４】
　図６のルーチンでは、先ず、ＥＣＵ９０が、ガソリンエンジンシステム２においてエン
ジン暖機後か否かを判定する処理を実行する（ステップＳ１００）。暖機後で無い場合に
は、今回のルーチンが終了する。
【００４５】
　ステップＳ１００の結果がＹＥＳであった場合には、次に、ＥＣＵ９０が、エンジン負
荷が高負荷域に属するか否かを判定する処理を実行する（ステップＳ１０２）。このステ
ップでは、現在のエンジン負荷と予め定めた負荷の値（図３の「閾値」）とを比較する比
較処理が実行される。エンジン負荷が閾値以上であればステップＳ１０２の結果はＹＥＳ
となり、エンジン負荷が閾値未満であればステップＳ１０２の結果はＮＯとなる。
【００４６】
　ステップＳ１０２の結果がＮＯであった場合には、ＥＣＵ９０は、ステップＳ１０４の
処理を実行する。ステップＳ１０４の処理は、上述した実施の形態にかかる動作の説明の
うち「暖機後の低、中負荷域」で説明した動作を実現する制御処理である。すなわち、下
記のサブステップＡ１およびサブステップＡ２が実行される。
　サブステップＡ１では、ＥＣＵ９０が、排気動弁装置２８を前述した内部ＥＧＲ駆動モ
ードに設定する。その結果、図２に示す開弁特性で吸排気バルブ群１６ａ、１６ｂ、２０
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ａ、２０ｂが駆動される。
　サブステップＡ２では、ＥＣＵ９０が、エンジン負荷増大に応じて比例的に大きな開度
となるように第２ＥＧＲバルブ５２を制御する。前提として、本実施の形態では、ＥＣＵ
９０が「第２ＥＧＲバルブ開弁特性マップ」を記憶している。「第２ＥＧＲバルブ開弁特
性マップ」は、図３に示すエンジン負荷と第２ＥＧＲバルブ開度との関係を規定したマッ
プであり、事前に作成してＥＣＵ９０のＲＯＭに記憶しておく。ステップＳ１０４では、
ＥＣＵ９０が、現在のエンジン負荷に基づいて、「第２ＥＧＲバルブ開弁特性マップ」に
従って、現時点での第２ＥＧＲバルブ５２の目標開度を取得する。この目標開度を実現す
るように、第２ＥＧＲバルブ５２のアクチュエータに対して制御信号が送られる。
その後、今回のルーチンが終了する。
【００４７】
　ステップＳ１０２の結果がＹＥＳであった場合には、次に、ＥＣＵ９０が、ＷＯＴ領域
に該当するか否かを判定する処理を実行する（ステップＳ１０６）。ＷＯＴ領域に該当す
るかどうかの判定は、例えばスロットルセンサの出力に基づく検出等により実施すればよ
い。
【００４８】
　ステップＳ１０６の結果がＮＯであった場合には、ＥＣＵ９０は、ステップＳ１０８の
処理を実行する。ステップＳ１０８の処理は、上述した実施の形態にかかる動作の説明の
うち「高負荷運転域・過給域」で説明した動作を実現する制御処理である。この時点では
、ターボチャージャ６０による過給が行われており、過給圧が高くなっている。ステップ
Ｓ１０２の結果がＹＥＳであるため、エンジン負荷が閾値以上となっており、吸気圧が排
気圧よりも高い正圧域に存在している。ステップＳ１０８では下記のサブステップＢ１お
よびサブステップＢ２が実行される。
【００４９】
　サブステップＢ１では、ＥＣＵ９０が排気動弁装置２８を前述した内部ＥＧＲ駆動モー
ドに設定する。さらに、ＥＣＵ９０は、吸気バルブ１６ａ、１６ｂの開弁タイミング（位
相）がエンジン負荷に応じて比例的に遅角させられるように、吸気動弁装置２６を制御す
る。前提として、本実施の形態では、ＥＣＵ９０が「吸気バルブ開弁特性マップ」を記憶
している。「吸気バルブ開弁特性マップ」は、図３に示すエンジン負荷と吸気バルブ開き
タイミングとの関係を規定したマップであり、事前に作成してＥＣＵ９０のＲＯＭに記憶
しておく。ステップＳ１０８では、ＥＣＵ９０が、現在のエンジン負荷に基づいて、「吸
気バルブ開弁特性マップ」に従って、現時点での吸気バルブ１６ａ、１６ｂの開弁タイミ
ングを取得する。ここでいう開弁タイミングとは、図２に示した基準特性からの遅角量で
ある。ＥＣＵ９０は、この遅角量だけ位相が遅角するように吸気動弁装置２６に対して制
御信号が送られる。この結果、図４に示す開弁特性で吸排気バルブ群１６ａ、１６ｂ、２
０ａ、２０ｂが駆動される。
　一方、サブステップＢ２では、第２ＥＧＲバルブ５２が全開（開度１００％）に設定さ
れる。その後、今回のルーチンが終了する。
【００５０】
　ステップＳ１０６の結果がＹＥＳであった場合には、ＥＣＵ９０は、ステップＳ１１０
の処理を実行する。ステップＳ１１０の処理は、上述した実施の形態にかかる動作の説明
のうち「ＷＯＴ域」で説明した動作を実現する制御処理である。ＥＣＵ９０は、吸排気バ
ルブ群１６ａ、１６ｂ、２０ａ、２０ｂが図５に示す開弁特性に従うように、第１ＥＧＲ
バルブ２０ａが排気行程中に開弁するように所定量だけその位相をコントロールする。こ
れにより、第１ＥＧＲバルブ２０ａが排気バルブの役割を果たすようになる。さらに、第
２ＥＧＲバルブ５２は全開とされる。その後、今回のルーチンが終了する。
【００５１】
　以上説明した具体的処理によれば、エンジン負荷に応じてＥＧＲガスを増量でき（図３
参照）、適正量のＥＧＲガスを、高負荷域においても精度よく確実に燃焼室に再循環させ
ることができる。これにより、スロットル３４を備えるガソリンエンジンシステム２にお
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いて、大量ＥＧＲを、高負荷域を含む広範囲の運転域に渡って（図３参照）、適正量かつ
確実に実施することができる排気還流装置が提供される。
　また、上記の具体的処理によれば、バルブオーバーラップ量の調節および第２ＥＧＲバ
ルブ５２の開度増大（全開）によって、正圧域においても、第１ＥＧＲバルブ２０ａの開
弁によるＥＧＲガス導入量を十分に確保することができる。
　また、本実施の形態によれば、タービン６４、スタート触媒４２およびＥＧＲクーラ５
４を経由させることで冷却したＥＧＲガスを得ることができる。高負荷運転域においても
低温度かつ適正量の排気ガスを、ＥＧＲガスとして燃焼室に循環させることができる。失
火抑制とノッキング抑制の双方の要求を満たしつつ、高負荷運転域でのＥＧＲを内部ＥＧ
Ｒ方式で実現することができる。
【符号の説明】
【００５２】
２　ガソリンエンジンシステム、１０　気筒、１１　調整弁、１２　点火プラグ、１４　
筒内燃料噴射弁、１６ａ　吸気バルブ、１６ｂ　吸気バルブ、１８ａ　吸気ポート、２０
ａ　第１ＥＧＲバルブ、２０ｂ　排気バルブ、２２ａ　排気ポート、２２ｂ　排気ポート
、２４　排気管、２４ａ　合流部、２６　吸気動弁装置、２８　排気動弁装置、３０　サ
ージタンク、３２　吸気管、３４　スロットル、３６　インタークーラ、３８　エアフロ
ーメータ、４０　エアクリーナ、４２　スタート触媒、４４　メイン触媒、４６　空燃比
センサ、４８　サブ酸素センサ、５０　ＥＧＲ通路、５２　第２ＥＧＲバルブ、５４　Ｅ
ＧＲクーラ、６０　ターボチャージャ、６２　コンプレッサ、６４　タービン

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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