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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】限界電流式ガスセンサにおいて、内燃機関の排
気ガス中のＳＯｘ濃度を、精度良く測定できる方法を提
供する。
【解決手段】限界電流式センサへの印加電圧を、所定電
圧から低下させた時の、出力電流の変化のピーク値を用
いることにより、又は、所定電圧よりも低い電圧を印加
しておき、印加電圧を所定電圧に上げ、その後印加電圧
を低下させた時の、出力電流の変化のピーク値を用いる
ことにより、ＳＯｘ濃度を算出する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　限界電流式センサを有する内燃機関の特定成分パラメータ検出装置において、前記セン
サへの印加電圧を所定電圧から低下させたときの前記センサの出力電流を用いて被検ガス
中の特定成分に関するパラメータを検出する検出部を有する内燃機関の特定成分パラメー
タ検出装置。
【請求項２】
　前記特定成分がＳＯｘである請求項１に記載の内燃機関の特定成分パラメータ検出装置
。
【請求項３】
　前記検出部は、前記パラメータ検出用の出力電流として、前記センサへの印加電圧を前
記所定電圧から低下させたときの前記センサの出力電流のピーク値を用いる請求項１また
は２に記載の内燃機関の特定成分パラメータ検出装置。
【請求項４】
　前記検出部は、前記所定電圧の印加前に当該所定電圧よりも低い電圧を印加しておき、
印加電圧を前記所定電圧まで上昇させ、その後、印加電圧を低下させたときの前記センサ
の出力電流を、前記パラメータ検出用の出力電流として用いる請求項１～３のいずれか１
つに記載の内燃機関の特定成分パラメータ検出装置。
【請求項５】
　前記所定電圧が０．８Ｖ以上の電圧である請求項１～４のいずれか１つに記載の内燃機
関の特定成分パラメータ検出装置。
【請求項６】
　前記所定電圧からの印加電圧の低下終了時点の印加電圧が０．７Ｖ以下の電圧である請
求項１～５のいずれか１つに記載の内燃機関の特定成分パラメータ検出装置。
【請求項７】
　前記検出部は、印加電圧を前記所定電圧から低下させるときの電圧変化の周波数を１０
０Ｈｚ以下の周波数に設定する請求項１～６のいずれか１つに記載の内燃機関の特定成分
パラメータ検出装置。
【請求項８】
　前記検出部は、前記所定電圧よりも低い電圧を印加してから前記所定電圧まで印加電圧
を上昇させた後に印加電圧を前記所定電圧から低下させるときの電圧変化の周波数を１０
０Ｈｚ以下の周波数に設定する請求項４に記載の内燃機関の特定成分パラメータ検出装置
。
【請求項９】
　前記内燃機関がガソリンエンジンである請求項１～８のいずれか１つに記載の内燃機関
の特定成分パラメータ検出装置。
【請求項１０】
　前記センサへの印加電圧を前記所定電圧から低下させたときの前記センサの出力電流の
絶対値が第１の所定値以上である場合、Ｓ被毒回復制御を実行する制御部をさらに有する
請求項１～９のいずれか１つに記載の内燃機関の特定成分パラメータ検出装置。
【請求項１１】
　前記センサへの印加電圧を前記所定電圧から低下させたときの前記センサへの出力電流
の絶対値が第２の所定値以上である場合、燃料性状の異常を警告する制御部をさらに有す
る請求項１～１０のいずれか１つに記載の内燃機関の特定成分パラメータ検出装置。
【請求項１２】
　限界電流式センサを有する内燃機関において、前記センサへの印加電圧を所定電圧から
低下させる電圧低下ステップと、該電圧低下ステップ中の前記センサの出力電流を取得す
る出力電流取得ステップと、該出力電流取得ステップにおいて取得された出力電流を用い
て被検ガス中の特定成分に関するパラメータを検出する特定成分パラメータ検出ステップ
と、を具備する特定成分パラメータ検出方法。
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【請求項１３】
　限界電流式センサであって、印加電圧を所定電圧から低下させたときの当該センサの出
力電流を用いて被検ガス中の特定成分に関するパラメータを検出するために用いられる限
界電流式センサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内燃機関の特定成分パラメータ検出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ガス混合物中の含酸素ガスの相対的量の測定用センサが特許文献１に記載されている。
このセンサは２つのポンプセルを有する。これらポンプセルは直列的に配置されている。
このセンサでは、上流側のポンプセルに低電圧を印加することによって、ガス混合物中の
一部の含酸素ガス（特に、Ｏ２）を排除し、下流側のポンプセンサに高電圧を印加するこ
とによって、ガス混合物中の残りの含酸素ガス（特に、Ｈ２ＯとＣＯ２）の相対的量が測
定される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平２－１２２２５５号公報
【特許文献２】特開２００２－３４９２５０号公報
【特許文献３】特開２００８－２５５９５２号公報
【特許文献４】特開平７－２７７３８号公報
【特許文献５】特開平１１－２３０９３１号公報
【特許文献６】特開２００９－２４４２７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、限界電流式センサが知られている。このセンサでは、被検ガス中の特定成分
に関するパラメータ（以下「特定成分パラメータ」）の検出に際し、一般的には、或る一
定の電圧が印加される。しかしながら、こうした電圧の印加手法では、容易には精度良く
検出できない特定成分パラメータ（たとえば、内燃機関の排気中のＳＯｘ濃度）が存在す
る。
【０００５】
　ところが、本願の発明者らの研究により、限界電流式センサへの電圧の印加手法に工夫
を凝らせば、従来では精度良く検出できなかった特定成分パラメータを限界電流式センサ
によって精度良く検出できることが判明した。
【０００６】
　こうした本願の発明者らの知見に基づき、本発明の目的は、被検ガス中の特定成分に関
するパラメータを限界電流式センサによって精度良く検出することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本願の１つの発明は、限界電流式センサを有する内燃機関の特定成分パラメータ検出装
置に関する。そして、本発明の特定成分パラメータ検出装置は、前記センサへの印加電圧
（以下単に「印加電圧」）を所定電圧から低下させたときの前記センサの出力電流（以下
単に「出力電流」）を用いて被検ガス中の特定成分に関するパラメータ（以下「特定成分
パラメータ」）を検出する検出部を有する。
【０００８】
　これによれば、特定成分パラメータを検出することができる。特に、印加電圧が一定の
電圧に維持されているときの出力電流に占める特定成分の影響、または、印加電圧が上昇
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されたときの出力電流に占める特定成分の影響が、同出力電流に占める他の成分の影響に
比べて小さい場合であっても、印加電圧が所定電圧から低下されたときの出力電流に占め
る特定成分の影響が、同出力電流に占める他の成分の影響に比べて大きい場合、特定成分
パラメータを精度良く検出することができる。
【０００９】
　また、前記特定成分は、たとえば、ＳＯｘである。この場合、ＳＯｘに関するパラメー
タを検出することができる。
【００１０】
　また、前記検出部は、前記パラメータ検出用の出力電流として、印加電圧を前記所定電
圧から低下させたときの出力電流のピーク値を、前記パラメータ検出用の出力電流として
用いると好ましい。ピーク値は、印加電圧の低下中の出力電流のうち、最も小さい出力電
流（または、最も大きい出力電流）である。したがって、ピーク値は、特定成分パラメー
タに精度良く対応する出力電流であると言える。このため、パラメータ検出用の出力電流
としてピーク値を用いることによって、特定成分パラメータをより精度良く検出すること
ができる。
【００１１】
　また、前記検出部は、前記所定電圧の印加前に当該所定電圧よりも低い電圧を印加して
おき、印加電圧を前記所定電圧まで上昇させ、その後、印加電圧を低下させたときの出力
電流を、前記パラメータ検出用の出力電流として用いるようにしてもよい。この場合、印
加電圧の低下開始前にセンサに印加させておく電圧は、前記所定電圧よりも低い。このた
め、印加電圧の低下開始前にセンサに印加させておく電圧が前記所定電圧である場合に比
べて、特定成分パラメータ検出に消費される電力を少なくすることができる。
【００１２】
　また、前記所定電圧が０．８Ｖ以上の電圧であると好ましい。これによれば、ＳＯｘに
関するパラメータに精度良く対応する出力電流を得ることができ、ひいては、ＳＯｘに関
するパラメータを精度良く検出することができる。
【００１３】
　また、前記所定電圧からの印加電圧の低下終了時点の印加電圧が０．７Ｖ以下の電圧で
あると好ましい。これによれば、ＳＯｘに関するパラメータに精度良く対応する出力電流
を得ることができ、ひいては、ＳＯｘに関するパラメータを精度良く検出することができ
る。
【００１４】
　また、前記検出部は、印加電圧を前記所定電圧から低下させるときの電圧変化の周波数
を１００Ｈｚ以下の周波数に設定するようにしてもよい。これによれば、特定成分パラメ
ータに精度良く対応する出力電流を確実に得ることができ、ひいては、特定成分パラメー
タを精度良く検出することができる。
【００１５】
　また、前記検出部は、前記所定電圧よりも低い電圧を印加してから前記所定電圧まで印
加電圧を上昇させた後に印加電圧を前記所定電圧から低下させるときの電圧変化の周波数
を１００Ｈｚ以下の周波数に設定するようにしてもよい。これによれば、特定成分パラメ
ータに精度良く対応する出力電流を確実に得ることができ、ひいては、特定成分パラメー
タを精度良く検出することができる。
【００１６】
　また、前記内燃機関が、たとえば、ガソリンエンジンである。ガソリンエンジンは、大
部分の機関運転領域において空燃比が理論空燃比で運転される。したがって、被検ガスで
ある排気中の酸素濃度が低い。このため、特定成分パラメータを検出しやすい。
【００１７】
　また、前記特定成分パラメータ検出装置は、前記センサへの印加電圧を前記所定電圧か
ら低下させたときの前記センサの出力電流の絶対値が第１の所定値以上である場合、Ｓ被
毒回復制御を実行する制御部をさらに有していてもよい。これによれば、Ｓ被毒によるセ
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ンサの検出精度の低下が生じている可能性がない場合に限り、特定成分パラメータが検出
される。このため、特定成分パラメータをより精度良く検出することができる。
【００１８】
　また、前記特定成分パラメータ検出装置は、前記センサへの印加電圧を前記所定電圧か
ら低下させたときの前記センサへの出力電流の絶対値が第２の所定値以上である場合、燃
料性状の異常を警告する制御部をさらに有していてもよい。これによれば、燃料性状が異
常である可能性がある場合、当該特定成分パラメータ検出装置の利用者は、燃料性状が異
常である可能性があることを知ることができる。
【００１９】
　本願の別の発明は、限界電流式センサを有する内燃機関における特定成分パラメータ検
出方法に関する。そして、この方法は、前記センサへの印加電圧を所定電圧から低下させ
る電圧低下ステップと、該電圧低下ステップ中の前記センサの出力電流を取得する出力電
流取得ステップと、該出力電流取得ステップにおいて取得された出力電流を用いて被検ガ
ス中の特定成分に関するパラメータを検出する特定成分パラメータ検出ステップと、を具
備する。
【００２０】
　これによれば、特定成分パラメータを検出することができる。特に、印加電圧が一定の
電圧に維持されているときの出力電流に占める特定成分の影響、または、印加電圧が上昇
されたときの出力電流に占める特定成分の影響が、同出力電流に占める他の成分の影響に
比べて小さい場合であっても、印加電圧が所定電圧から低下されたときの出力電流に占め
る特定成分の影響が、同出力電流に占める他の成分の影響に比べて大きい場合、特定成分
パラメータを精度良く検出することができる。
【００２１】
　なお、前記出力電流取得ステップにおいて、前記センサの出力電流のピーク値を取得す
ると好ましい。ピーク値は、印加電圧の低下中の出力電流のうち、最も小さい出力電流（
または、最も大きい出力電流）である。したがって、ピーク値は、特定成分パラメータに
精度良く対応する出力電流であると言える。このため、パラメータ検出用の出力電流とし
てピーク値を用いることによって、特定成分パラメータをより精度良く検出することがで
きる。
【００２２】
　また、上記方法が、前記所定電圧の印加前に当該所定電圧よりも低い電圧を印加してお
き、印加電圧を前記所定電圧まで上昇させる電圧上昇ステップであって、前記電圧低下ス
テップの前に実行される電圧上昇ステップをさらに具備していてもよい。この場合、印加
電圧の低下開始前にセンサに印加させておく電圧は、前記所定電圧よりも低い。このため
、印加電圧の低下開始前にセンサに印加させておく電圧が前記所定電圧である場合に比べ
て、特定成分パラメータ検出に消費される電力を少なくすることができる。
【００２３】
　また、上記方法によって検出される特定成分に関するパラメータは、たとえば、ＳＯｘ
に関するパラメータである。この場合、ＳＯｘに関するパラメータを検出することができ
る。
【００２４】
　また、上記方法において、前記所定電圧が０．８Ｖ以上の電圧であると好ましい。これ
によれば、ＳＯｘに関するパラメータに精度良く対応する出力電流を得ることができ、ひ
いては、ＳＯｘに関するパラメータを精度良く検出することができる。
【００２５】
　また、前記電圧低下ステップにおいて前記所定電圧からの印加電圧の低下終了時点の印
加電圧が０．７Ｖ以下の電圧であると好ましい。これによれば、ＳＯｘに関するパラメー
タに精度良く対応する出力電流を得ることができ、ひいては、ＳＯｘに関するパラメータ
を精度良く検出することができる。
【００２６】
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　また、前記電圧低下ステップにおいて印加電圧を前記所定電圧から低下させるときの電
圧変化の周波数が１００Ｈｚ以下の周波数であると好ましい。これによれば、特定成分パ
ラメータに精度良く対応する出力電流を確実に得ることができ、ひいては、特定成分パラ
メータを精度良く検出することができる。
【００２７】
　また、前記電圧上昇ステップにおいて印加電圧を前記所定電圧まで上昇させるときの電
圧変化の周波数が１００Ｈｚ以下の周波数であると好ましい。これによれば、特定成分パ
ラメータに精度良く対応する出力電流を確実に得ることができ、ひいては、特定成分パラ
メータを精度良く検出することができる。
【００２８】
　また、上記方法が実行される内燃機関が、たとえば、ガソリンエンジンである。ガソリ
ンエンジンは、大部分の機関運転領域において空燃比が理論空燃比で運転される。したが
って、被検ガスである排気中の酸素濃度が低い。このため、特定成分パラメータを検出し
やすい。
【００２９】
　本願のさらに別の発明は、限界電流式センサに関する。本発明の限界電流式センサは、
印加電圧を所定電圧から低下させたときの当該センサの出力電流（以下単に「出力電流」
）を用いて被検ガス中の特定成分に関するパラメータ（以下「特定成分パラメータ」）を
検出するために用いられる。
【００３０】
　これによれば、特定成分パラメータを検出するための限界電流式センサを提供すること
ができる。特に、印加電圧が一定の電圧に維持されているときの出力電流に占める特定成
分の影響、または、印加電圧が上昇されたときの出力電流に占める特定成分の影響が、同
出力電流に占める他の成分の影響に比べて小さい場合であっても、印加電圧が所定電圧か
ら低下されたときの出力電流に占める特定成分の影響が、同出力電流に占める他の成分の
影響に比べて大きい場合、特定成分パラメータを精度良く検出するための限界電流式セン
サを提供することができる。
【００３１】
　また、印加電圧を前記所定電圧から低下させたときの出力電流のピーク値を、前記パラ
メータ検出用の出力電流として用いて前記パラメータを検出するために本発明の限界電流
式センサが用いられると好ましい。ピーク値は、印加電圧の低下中の出力電流のうち、最
も小さい出力電流（または、最も大きい出力電流）である。したがって、ピーク値は、特
定成分パラメータに精度良く対応する出力電流であると言える。このため、パラメータ検
出用の出力電流としてピーク値を用いることによって、特定成分パラメータを精度良く検
出するための限界電流式センサを提供することができる。
【００３２】
　また、前記所定電圧の印加前に当該所定電圧よりも低い電圧を印加しておき、印加電圧
を前記所定電圧まで上昇させ、その後、印加電圧を低下させたときの出力電流を、前記パ
ラメータ検出用の出力電流として用いて前記パラメータを検出するために本発明の限界電
流式センサが用いられてもよい。この場合、印加電圧の低下開始前にセンサに印加させて
おく電圧は、所定電圧よりも低い。このため、印加電圧の低下開始前にセンサに印加させ
ておく電圧が所定電圧である場合に比べて、少ない消費電力によって特定成分パラメータ
を検出するための限界電流式センサを提供することができる。
【００３３】
　また、本発明の限界電流式センサは、たとえば、前記パラメータとしてＳＯｘに関する
パラメータを検出するために用いられる。この場合、ＳＯｘに関するパラメータを検出す
るための限界電流式センサを提供することができる。
【００３４】
　また、前記所定電圧が０．８Ｖ以上の電圧に設定されて本発明の限界電流式センサが用
いられると好ましい。これによれば、ＳＯｘに関するパラメータに精度良く対応する出力
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電流を得ることができ、ひいては、ＳＯｘに関するパラメータを精度良く検出するための
限界電流式センサを提供することができる。
【００３５】
　また、前記所定電圧から低下させたときの電圧が０．７Ｖ以下の電圧に設定されて本発
明の限界電流式センサが用いられると好ましい。これによれば、ＳＯｘに関するパラメー
タに精度良く対応する出力電流を得ることができ、ひいては、ＳＯｘに関するパラメータ
を精度良く検出するための限界電流式センサを提供することができる。
【００３６】
　また、印加電圧を前記所定電圧から低下させるときの電圧変化の周波数が１００Ｈｚ以
下の周波数に設定されて本発明の限界電流式センサが用いられると好ましい。これによれ
ば、特定成分パラメータに精度良く対応する出力電流を確実に得ることができ、ひいては
、特定成分パラメータを精度良く検出するための限界電流式センサを提供することができ
る。
【００３７】
　また、前記所定電圧よりも低い電圧を印加してから前記所定電圧まで印加電圧を上昇さ
せた後に印加電圧を前記所定電圧から低下させるときの電圧変化の周波数が１００Ｈｚ以
下の周波数に設定されて本発明の限界電流式センサが用いられると好ましい。これによれ
ば、特定成分パラメータに精度良く対応する出力電流を確実に得ることができ、ひいては
、特定成分パラメータを精度良く検出するための限界電流式センサを提供することができ
る。
【００３８】
　また、本発明の限界電流式センサは、前記内燃機関がガソリンエンジンである場合にお
いて、前記パラメータを検出するために用いられてもよい。ガソリンエンジンは、大部分
の機関運転領域において空燃比が理論空燃比で運転される。したがって、被検ガスである
排気中の酸素濃度が低い。このため、特定成分パラメータを検出しやすい限界電流式セン
サを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】図１は本発明の限界電流式センサの１つの実施形態（２セルタイプ限界電流式セ
ンサ）を示している。
【図２】図２は図１の限界電流式センサの出力特性を示している。
【図３】図３はＳＯｘ濃度と出力電流のピーク値との関係を示している。
【図４】図４は本発明の限界電流式センサの別の実施形態（１セルタイプ限界電流式セン
サ）を示している。
【図５】図５は図４の限界電流式センサの出力特性を示している。
【図６】図６は図１または図４の限界電流式センサを有するＳＯｘ濃度検出装置を備えた
内燃機関を示している。
【図７】図７は第１実施形態の印加電圧の変化に対応する出力電流を示したタイムチャー
トを示している。
【図８】図８は印加電圧の上昇および低下の形態を示している。
【図９】図９（Ａ）は図１の限界電流式センサにて採用される回路の一例を示し、図９（
Ｂ）は図４の限界電流式センサにて採用される回路の一例を示している。
【図１０】図１０は第１実施形態のＳＯｘ濃度検出フローの一例を示している。
【図１１】図１１は第２実施形態のＳＯｘ濃度検出フローの一例を示している。
【図１２】図１２は第３実施形態のＳＯｘ濃度検出フローの一例を示している。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　図面を参照して本発明の限界電流式センサの実施形態、および、該限界電流式センサを
有する内燃機関の特定成分パラメータ検出装置の実施形態について説明する。以下、内燃
機関から排出される排気を被検ガスとして採用し、且つ、排気中の硫黄酸化物（以下「Ｓ



(8) JP 2015-17932 A 2015.1.29

10

20

30

40

50

Ｏｘ」）を特定成分として採用し、且つ、ＳＯｘ濃度を特定成分パラメータとして採用し
た場合を例に本発明の実施形態について説明する。つまり、以下、本発明の実施形態とし
て、ＳＯｘ濃度検出用の限界電流式センサ、および、該限界電流式センサを有する内燃機
関のＳＯｘ濃度検出装置について説明する。
【００４１】
＜２セルタイプ限界電流式センサの構成＞
　図１に本発明の第１実施形態の限界電流式センサの１つが示されている。図１の限界電
流式センサは、２セルタイプの限界電流式センサである。図１において、１０は限界電流
式センサ、１１Ａは第１固体電解質層、１１Ｂは第２固体電解質層、１２Ａは第１アルミ
ナ層、１２Ｂは第２アルミナ層、１２Ｃは第３アルミナ層、１２Ｄは第４アルミナ層、１
２Ｅは第５アルミナ層、１２Ｆは第６アルミナ層、１３は拡散律速層、１４はヒータ、１
５はポンプセル、１５Ａは第１ポンプ電極、１５Ｂは第２ポンプ電極、１５Ｃはポンプセ
ル電圧源、１６はセンサセル、１６Ａは第１センサ電極、１６Ｂは第２センサ電極、１６
Ｃはセンサセル電圧源、１７Ａは第１大気導入路、１７Ｂは第２大気導入路、１８は内部
空間をそれぞれ示している。
【００４２】
　固体電解質層１１Ａ、１１Ｂは、ジルコニア等からなる層であり、酸素イオン伝導性を
有する。アルミナ層１２Ａ～１２Ｆは、アルミナからなる層である。拡散律速層１３は、
多孔質の層であり、排気を通すことができる。センサ１０では、各層は、図１において下
方から、第６アルミナ層１２Ｆ、第５アルミナ層１２Ｅ、第４アルミナ層１２Ｄ、第２固
体電解質層１１Ｂ、拡散律速層１３および第３アルミナ層１２Ｃ、第１固体電解質層１１
Ａ、第２アルミナ層１２Ｂ、第１アルミナ層１２Ａの順で積層されている。ヒータ１４は
、第５アルミナ層１２Ｅと第６アルミナ層１２Ｆとの間に配置されている。
【００４３】
　第１大気導入路１７Ａは、第１アルミナ層１２Ａと第２アルミナ層１２Ｂと第１固体電
解質層１１Ａとによって形成された空間であり、その一部は大気に開放されている。第２
大気導入路１７Ｂは、第２固体電解質層１１Ｂと第４アルミナ層１２Ｄと第５アルミナ層
１２Ｅとによって形成された空間であり、その一部は大気に開放されている。内部空間１
８は、第１固体電解質層１１Ａと第２固体電解質層１２Ｂと拡散律速層１３と第３アルミ
ナ層１２Ｃとによって形成された空間であり、その一部は拡散律速層１３を介してセンサ
外部に連通している。
【００４４】
＜ポンプセルの構成＞
　第１ポンプ電極１５Ａおよび第２ポンプ電極１５Ｂは、白金もしくはロジウム等の白金
族元素またはその合金からなる電極である。第１ポンプ電極１５Ａは、第２固体電解質層
１１Ｂの一方の側の壁面（すなわち、内部空間１８を形成する第２固体電解質層１１Ｂの
壁面）に配置され、第２ポンプ電極１５Ｂは、第２固体電解質層１１Ｂの他方の側の壁面
（すなわち、第２大気導入路１７Ｂを形成する第２固体電解質層１１Ｂの壁面）に配置さ
れている。これら電極１５Ａ、１５Ｂと第２固体電解質層１１Ｂとは、ポンプセル１５を
構成している。センサ１０は、ポンプセル１５（具体的には、第１ポンプ電極１５Ａと第
２ポンプ電極１５Ｂとの間）にポンプセル電圧源１５Ｃから電圧を印加可能に構成されて
いる。なお、第１ポンプ電極１５Ａは陰極側の電極であり、第２ポンプ電極１５Ｂは陽極
側の電極である。
【００４５】
＜ポンプセルの機能＞
　ポンプセル１５に電圧が印加されると、内部空間１８内の酸素が第１ポンプ電極１５Ａ
に接触したときに、この酸素が第１ポンプ電極１５Ａ上で酸素イオンとなり、この酸素イ
オンが第２固体電解質層１１Ｂの内部を第２ポンプ電極１５Ｂに向かって移動する。この
とき、第１ポンプ電極１５Ａと第２ポンプ電極１５Ｂとの間には、第２固体電解質層１１
Ｂの内部を移動した酸素イオン量に比例した電流が流れる。そして、酸素イオンが第２ポ
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ンプ電極１５Ｂに達すると、酸素イオンは第２ポンプ電極１５Ｂにおいて酸素となって第
２大気導入路１７Ｂに放出される。つまり、ポンプセル１５は、排気中の酸素を排気から
ポンピングによって大気に放出し、排気中の酸素濃度を低下させることができる。このポ
ンプセル１５のポンピング能力は、ポンプセル電圧源１５Ｃから当該ポンプセル１５に印
加される電圧が高いほど高い。
【００４６】
＜センサセルの構成＞
　第１センサ電極１６Ａおよび第２センサ電極１６Ｂは、白金もしくはロジウム等の白金
族元素またはその合金からなる電極である。第１センサ電極１６Ａは、第１固体電解質層
１１Ａの一方の側の壁面（すなわち、内部空間１８を形成する第１固体電解質層１１Ａの
壁面）に配置され、第２センサ電極１６Ｂは、第１固体電解質層１１Ａの他方の側の壁面
（すなわち、第１大気導入路１７Ａを形成する第１固体電解質層１１Ａの壁面）に配置さ
れている。これら電極１６Ａ、１６Ｂと第１固体電解質層１１Ａとは、センサセル１６を
構成している。センサ１０は、センサセル１６（具体的には、第１センサ電極１６Ａと第
２センサ電極１６Ｂとの間）にセンサセル電圧源１６Ｃから電圧を印加可能に構成されて
いる。なお、第１センサ電極１６Ａは陰極側の電極であり、第２センサ電極１６Ｂは陽極
側の電極である。
【００４７】
＜センサセルの機能＞
　センサセル１６に電圧が印加されると、内部空間１８内のＳＯｘが第１センサ電極１６
Ａに接触したときに、このＳＯｘが第１センサ電極１６Ａ上で分解され、ＳＯｘの酸素が
酸素イオンとなり、この酸素イオンが第１固体電解質層１１Ａの内部を第２センサ電極１
６Ｂに向かって移動する。このとき、第１センサ電極１６Ａと第２センサ電極１６Ｂとの
間には、第１固体電解質層１１Ａの内部を移動した酸素イオン量に比例した電流が流れる
。そして、酸素イオンが第２センサ電極１６Ｂに達すると、酸素イオンは第２センサ電極
１６Ｂにおいて酸素となって第１大気導入路１７Ａに放出される。
【００４８】
＜２セルタイプ限界電流式センサの出力特性＞
　ところで、本願の発明者らの研究により、２セルタイプの限界電流式センサへの印加電
圧（具体的には、センサセル電圧源１６Ｃからセンサセル１６への印加電圧）を所定電圧
から低下させることによって、排気中のＳＯｘ濃度に対応する電流をこの限界電流式セン
サから得られることが新たに判明した。次に、このことについて説明する。なお、以下の
説明において、出力電流とはセンサセル１６から出力される電流である。
【００４９】
　図２に、印加電圧を０．１Ｖから１．０Ｖまで徐々に上昇させ、その後、１．０Ｖから
０．１Ｖまで徐々に低下させた場合の出力電流の変化が示されている。図２の横軸は印加
電圧であり、図２の縦軸は出力電流である。なお、このように印加電圧を変化させている
間、ポンプセル１５には、内部空間１８内の排気中の酸素濃度を零（または、略零）にす
る電圧が印加されている。
【００５０】
　図２において、実線ＬＵ０は、排気中にＳＯｘが含まれていない（すなわち、排気中の
ＳＯｘ濃度が零である）場合において印加電圧を０．１Ｖから１．０Ｖまで上昇させたと
きの出力電流の変化を示し、実線ＬＤ０は、同じく排気中にＳＯｘが含まれていない場合
において印加電圧を１．０Ｖから０．１Ｖまで低下させたときの出力電流の変化を示して
いる。図２において、一点鎖線ＬＵ１は、排気中にＳＯｘが含まれている場合において印
加電圧を０．１Ｖから１．０Ｖまで上昇させたときの出力電流の変化を示し、一点鎖線Ｌ
Ｄ１は、同じく排気中にＳＯｘが含まれている場合において印加電圧を１．０Ｖから０．
１Ｖまで低下させたときの出力電流の変化を示している。
【００５１】
　排気中にＳＯｘが含まれていない場合、印加電圧が０．１Ｖから約０．２Ｖまで上昇さ
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れると、図２の実線ＬＵ０で示されているように、出力電流が約４μＡまで急激に上昇す
る。そして、印加電圧が約０．２Ｖから約０．８５Ｖまで上昇する間は、出力電流が約４
μＡで略一定である。そして、印加電圧が約０．８５Ｖを上回ると、出力電流が上昇し始
める。そして、印加電圧が約０．８５Ｖから１．０Ｖまで上昇される間、出力電流は徐々
に上昇し、印加電圧が１．０Ｖに達したときに、出力電流が約７μＡに達する。
【００５２】
　そして、その後、印加電圧が１．０Ｖから０．４Ｖに向けて徐々に低下されると、図２
の実線ＬＤ０で示されているように、出力電流が約７μＡから徐々に低下し、印加電圧が
約０．８５Ｖを下回ってから０．４Ｖに達するまでの間は、出力電流が約３．５μＡで略
一定である。
【００５３】
　一方、排気中にＳＯｘが含まれている場合、印加電圧が０．１Ｖから約０．２Ｖまで上
昇されると、図２の一点鎖線ＬＵ１で示されているように、出力電流が約０．４μＡまで
急激に上昇する。そして、印加電圧が約０．２Ｖから約０．６Ｖまで上昇する間は、出力
電流が約４μＡで略一定である。そして、印加電圧が約０．６Ｖを上回ると、出力電流が
上昇し始める。そして、印加電圧が約０．６Ｖから１．０Ｖまで上昇される間、出力電流
は徐々に上昇し、印加電圧が１．０Ｖに達したときに約７μＡに達する。
【００５４】
　そして、その後、印加電圧が１．０Ｖから０．４Ｖに向けて徐々に低下されると、図２
の一点鎖線ＬＤ１で示されているように、出力電流が約７μＡから徐々に低下し、印加電
圧が約０．８Ｖを下回ってから約０．７Ｖに達するまでの間に、出力電流が急激に低下し
て当該出力電流の流れる方向が逆転し、約－５μＡに達する。そして、印加電圧がさらに
約０．７Ｖから０．４Ｖまで低下される間に、出力電流が急激に上昇して当該出力電流の
流れる方向が元の方向に戻り、印加電圧が０．４Ｖに達すると、出力電流が約３．５μＡ
となる。
【００５５】
　したがって、排気中にＳＯｘが含まれている場合、印加電圧が０．４Ｖから０．８Ｖに
上昇され、その後、印加電圧が０．８Ｖから０．４Ｖに低下されると、印加電圧が低下さ
れる間に出力電流が急激に低下した後に急激に上昇する。つまり、印加電圧が０．８Ｖか
ら０．４Ｖまで低下されると、出力電流は最小値（すなわち、ピーク値）のある変化を示
す。ここで、印加電圧が約０．７Ｖに達したときに、出力電流がピーク値となる。
【００５６】
　なお、排気中にＳＯｘが含まれている場合において印加電圧が約０．６Ｖを上回ってか
ら１．０Ｖに達するまでの出力電流は、排気中にＳＯｘが含まれていない場合において印
加電圧が約０．６Ｖを上回ってから１．０Ｖに達するまでの出力電流よりも大きい。
【００５７】
＜第１実施形態の２セルタイプの限界電流式センサの利点＞
　そして、本願の発明者らの研究により、２セルタイプの限界電流式センサにおいて、上
述したように印加電圧を０．８Ｖから０．４Ｖまで低下させたときの出力電流のピーク値
とＳＯｘ濃度との間には、図３に示されている関係があることが判明した。つまり、参照
電流（すなわち、印加電圧が０．８Ｖに達した時点の出力電流）と前記ピーク値との差が
大きいほど、排気中のＳＯｘ濃度が高いことが判明した。したがって、第１実施形態の２
セルタイプの限界電流式センサによれば、前記ピーク値を用いてＳＯｘ濃度を算出（すな
わち、検出）することができる。
【００５８】
＜１セルタイプ限界電流式センサの構成＞
　図４に本発明の第１実施形態の限界電流式センサのさらに１つが示されている。図４の
限界電流式センサは、１セルタイプの限界電流式センサである。図４において、３０は限
界電流式センサ、３１は固体電解質層、３２Ａは第１アルミナ層、３２Ｂは第２アルミナ
層、３２Ｃは第３アルミナ層、３２Ｄは第４アルミナ層、３２Ｅは第５アルミナ層、３３
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は拡散律速層、３４はヒータ、３５はセンサセル、３５Ａは第１センサ電極、３５Ｂは第
２センサ電極、３５Ｃはセンサセル電圧源、３６は大気導入路、３７は内部空間をそれぞ
れ示している。
【００５９】
　固体電解質層３１は、ジルコニア等からなる層であり、酸素イオン伝導性を有する。ア
ルミナ層３２Ａ～３２Ｅは、アルミナからなる層である。拡散律速層３３は、多孔質の層
であり、排気を通すことができる。センサ３０では、各層は、図４において下方から、第
５アルミナ層３２Ｅ、第４アルミナ層３２Ｄ、第３アルミナ層３２Ｃ、固体電解質層３１
、拡散律速層３３および第２アルミナ層３２Ｂ、第１アルミナ層３２Ａの順で積層されて
いる。ヒータ３４は、第４アルミナ層３２Ｄと第５アルミナ層３２Ｅとの間に配置されて
いる。
【００６０】
　大気導入路３６は、固体電解質層３１と第３アルミナ層３２Ｃと第４アルミナ層３２Ｄ
とによって形成された空間であり、その一部は大気に開放されている。内部空間３７は、
第１アルミナ層３２Ａと固体電解質層３１と拡散律速層３３と第２アルミナ層３２Ｂとに
よって形成された空間であり、その一部は拡散律速層３３を介してセンサ外部に連通して
いる。
【００６１】
＜センサセルの構成＞
　第１センサ電極３５Ａおよび第２センサ電極３５Ｂは、白金もしくはロジウム等の白金
族元素またはその合金からなる電極である。第１センサ電極３５Ａは、固体電解質層３１
の一方の側の壁面（すなわち、内部空間３７を形成する固体電解質層３１の壁面）に配置
され、第２センサ電極３５Ｂは、固体電解質層３１の他方の側の壁面（すなわち、大気導
入路３６を形成する固体電解質層３１の壁面）に配置されている。これら電極３５Ａ、３
５Ｂと固体電解質層３１とは、センサセル３５を構成している。センサ３０は、センサセ
ル３５（具体的には、第１センサ電極３５Ａと第２センサ電極３５Ｂとの間）にセンサセ
ル電圧源３５Ｃから電圧を印加可能に構成されている。なお、第１センサ電極３５Ａは陰
極側の電極であり、第２センサ電極３５Ｂは陽極側の電極である。
【００６２】
＜センサセルの機能＞
　センサセル３５に電圧が印加されると、内部空間３７内のＳＯｘが第１センサ電極３５
Ａに接触したときに、このＳＯｘが第１センサ電極３５Ａ上で分解され、ＳＯｘの酸素が
酸素イオンとなり、この酸素イオンが固体電解質層３１の内部を第２センサ電極３５Ｂに
向かって移動する。このとき、第１センサ電極３５Ａと第２センサ電極３５Ｂとの間には
、固体電解質層３１の内部を移動した酸素イオン量に比例した電流が流れる。そして、酸
素イオンが第２センサ電極３５Ｂに達すると、酸素イオンは第２センサ電極３５Ｂにおい
て酸素となって大気導入路３６に放出される。
【００６３】
＜１セルタイプ限界電流式センサの出力特性＞
　ところで、本願の発明者らの研究により、２セルタイプの限界電流式センサと同様に、
１セルタイプの限界電流式センサへの印加電圧（具体的には、センサセル電圧源３５Ｃか
らセンサセル３５への印加電圧）を所定電圧から低下させることによって、排気中のＳＯ
ｘ濃度に対応する電流をこの限界電流式センサからも得られることが判明した。次に、こ
のことについて説明する。なお、以下の説明において、出力電流とはセンサセル３５から
出力される電流であり、当該排気中の酸素濃度は１％で一定である。
【００６４】
　図５に、印加電圧を０．１Ｖから１．０Ｖまで徐々に上昇させ、その後、１．０Ｖから
０．１Ｖまで徐々に低下させた場合の出力電流の変化が示されている。図５の横軸は印加
電圧であり、図５の縦軸は出力電流である。
【００６５】
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　図５において、一点鎖線ＬＵ１は、排気中にＳＯｘが含まれている場合において印加電
圧を０．１Ｖから１．０Ｖまで上昇させたときの出力電流の変化を示し、一点鎖線ＬＤ１
は、同じく排気中にＳＯｘが含まれている場合において印加電圧を１．０Ｖから０．１Ｖ
まで低下させたときの出力電流の変化を示している。
【００６６】
　排気中にＳＯｘが含まれている場合において印加電圧が０．１Ｖから約０．２Ｖまで上
昇されると、図５の一点鎖線ＬＵ１で示されているように、出力電流が約１００μＡまで
急激に上昇する。そして、印加電圧が約０．２Ｖから約０．６Ｖまで上昇する間は、出力
電流が約１００μＡで略一定である。そして、印加電圧が約０．６Ｖを上回ると、出力電
流が上昇し始める。そして、印加電圧が約０．６Ｖから１．０Ｖまで上昇される間、出力
電流は若干ではあるが徐々に上昇し、印加電圧が１．０Ｖに達したときに約１０５μＡに
達する。
【００６７】
　そして、その後、印加電圧が１．０Ｖから０．４Ｖに向けて徐々に低下されると、図５
の一点鎖線ＬＤ１で示されているように、出力電流が約１０５μＡから徐々に低下し、印
加電圧が約０．８Ｖを下回ってから約０．７Ｖに達するまでの間に、出力電流が急激に低
下し、約８０μＡに達する。そして、印加電圧が約０．７Ｖから０．４Ｖまで低下される
間に、出力電流が急激に上昇し、印加電圧が０．４Ｖに達すると、出力電流が約１００μ
Ａとなる。
【００６８】
　したがって、排気中にＳＯｘが含まれている場合、印加電圧が０．４Ｖから０．８Ｖに
上昇され、その後、印加電圧が０．８Ｖから０．４Ｖに低下されると、印加電圧が低下さ
れる間に出力電流が急激に低下した後に急激に上昇する。つまり、印加電圧が０．８Ｖか
ら０．４Ｖまで低下されると、出力電流は最小値（すなわち、ピーク値）のある変化を示
す。ここで、印加電圧が約０．７Ｖに達したときに、出力電流がピーク値となる。
【００６９】
＜第１実施形態の１セルタイプの限界電流式センサの利点＞
　そして、本願の発明者らの研究により、１セルタイプの限界電流式センサにおいて、上
述したように印加電圧を０．８Ｖから０．４Ｖまで低下させたときの出力電流のピーク値
とＳＯｘ濃度との間にも、図３に示されている関係と同様の関係があることが判明した。
つまり、参照電流（すなわち、印加電圧が０．８Ｖに達した時点の出力電流）と前記ピー
ク値との差が大きいほど、排気中のＳＯｘ濃度が高いことが判明した。したがって、第１
実施形態の１セルタイプの限界電流式センサによれば、前記ピーク値を用いてＳＯｘ濃度
を算出（すなわち、検出）することができる。
【００７０】
＜第１実施形態のＳＯｘ濃度検出装置＞
　図６に、図１の限界電流式センサ１０または図４の限界電流式センサ３０を有するＳＯ
ｘ濃度検出装置を備えた内燃機関が示されている。図６の内燃機関は、火花点火式内燃機
関（いわゆるガソリンエンジン）である。しかしながら、本発明は、圧縮自着火式内燃機
関（いわゆるディーゼルエンジン）にも適用可能である。また、図６の内燃機関は、大部
分の機関運転領域において、空燃比が理論空燃比（ストイキ）にて運転される。
【００７１】
＜内燃機関の構成＞
　図６において、１０または３０は図１または図４の限界電流式センサ、５０は内燃機関
の本体、５１はシリンダヘッド、５２はシリンダブロック、５３は燃焼室、５４は燃料噴
射弁、５５は点火プラグ、５６は燃料ポンプ、５７は燃料供給管、６０はピストン、６１
はコネクティングロッド、６２はクランクシャフト、６３はクランク角度センサ、７０は
吸気弁、７１は吸気ポート、７２は吸気マニホルド、７３はサージタンク、７４はスロッ
トル弁、７５は吸気管、７６はエアフローメータ、７７はエアフィルタ、８０は排気弁、
８１は排気ポート、８２は排気マニホルド、８３は排気管、９０は電子制御装置（ＥＣＵ
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）、９１はアクセルペダル、９２はアクセルペダル踏込量センサをそれぞれ示している。
【００７２】
＜ＥＣＵの構成・機能＞
　燃料噴射弁５４、点火プラグ５５、スロットル弁７４、クランク角度センサ６３、エア
フローメータ７６、アクセルペダル踏込量センサ９２、および、限界電流式センサ１０、
３０は、ＥＣＵ９０に電気的に接続されている。ＥＣＵ９０は、燃料噴射弁５４、点火プ
ラグ５５、および、スロットル弁７４を動作させるための信号をこれらに送信する。また
、ＥＣＵ９０は、クランク角度センサ６３、エアフローメータ７６、および、アクセルペ
ダル踏込量センサ９２から信号を受信する。クランク角度センサ６３からは、クランクシ
ャフト６２の回転速度に対応する信号が出力される。ＥＣＵ９０は、クランク角度センサ
６３から受信した信号に基づいて機関回転数を算出する。エアフローメータ７６からは、
そこを通過する空気の流量（ひいては、燃焼室５３に吸入される空気の流量）に対応する
信号が出力される。ＥＣＵ９０は、エアフローメータ７６から受信した信号に基づいて吸
入空気量を算出する。アクセルペダル踏込量センサ９２からは、アクセルペダル９１の踏
込量に対応する信号が出力される。ＥＣＵ９０は、アクセルペダル踏込量センサ９２から
受信した信号に基づいて機関負荷を算出する。
【００７３】
＜限界電流式センサ＞
　限界電流式センサ１０、３０は、排気管８３に取り付けられている。したがって、限界
電流式センサ１０、３０の検出対象となるガス（すなわち、被検ガス）は、燃焼室５３か
ら排出される排気である。限界電流式センサ１０、３０からは、そこに到来する排気中の
ＳＯｘ濃度に対応する電流が出力される。ＥＣＵ９０は、限界電流式センサ１０、３０か
ら受信した電流に基づいてＳＯｘ濃度を算出する（この算出方法の詳細は後述する）。
【００７４】
＜第１実施形態のＳＯｘ濃度検出＞
　第１実施形態のＳＯｘ濃度検出について図７を参照しつつ説明する。第１実施形態では
、印加電圧が定常的に０．４Ｖに維持されている（図７の時刻Ｔ０以前の期間参照）。す
なわち、センサに定常的に０．４Ｖが印加されている。そして、第１実施形態のＳＯｘ濃
度検出では、印加電圧が０．４Ｖから０．８Ｖまで上昇され（図７の時刻Ｔ０から時刻Ｔ
１までの期間参照）、その後、印加電圧が０．８Ｖから０．４Ｖまで低下される（図７の
時刻Ｔ１から時刻Ｔ２までの期間参照）。このとき、ＥＣＵは、印加電圧が０．８Ｖから
０．４Ｖまで低下される間に当該ＥＣＵに入力された出力電流のピーク値と参照電流とを
用いてＳＯｘ濃度を算出（すなわち、検出）する。このとき、参照電流とピーク値との差
が大きいほど、算出されるＳＯｘ濃度は高い。
【００７５】
　なお、ピーク値と参照電流との差（以下「電流差」）を用いてＳＯｘ濃度を算出する場
合、たとえば、電流差に対応するＳＯｘ濃度が電流差毎に予め実験等によって求められ、
これら求められたＳＯｘ濃度が電流差の関数のマップの形でＥＣＵに記憶され、ＳＯｘ濃
度の検出中に算出される電流差に対応するＳＯｘ濃度をマップから読み出すことによって
、ＳＯｘ濃度が算出される。
【００７６】
＜第１実施形態のＳＯｘ濃度検出装置の利点＞
　第１実施形態のＳＯｘ濃度検出装置によれば、排気中のＳＯｘ濃度を検出することがで
きる。すなわち、印加電圧が一定の電圧（たとえば、０．４Ｖ）に維持されているときの
出力電流に占めるＳＯｘの影響、または、印加電圧が上昇されたときの出力電流に占める
ＳＯｘの影響が、同出力電流に占める他の成分（たとえば、Ｏ２やＮＯｘ）の影響に比べ
て小さいが、印加電圧が所定電圧（たとえば、０．８）から低下されたときの出力電流に
占めるＳＯｘの影響が、同出力電流に占める他の成分の影響に比べて大きいという知見を
本願の発明者らが得ており、このため、第１実施形態のＳＯｘ濃度検出装置によれば、Ｓ
Ｏｘ濃度を精度良く検出することができるのである。
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【００７７】
　また、ピーク値は、印加電圧の低下中の出力電流のうち、ＳＯｘ濃度が零である場合の
出力電流から最も大きく異なる出力電流である。したがって、ピーク値は、ＳＯｘ濃度に
精度良く対応する出力電流であると言える。このため、ＳＯｘ濃度検出用の出力電流とし
てピーク値を用いることによって、ＳＯｘ濃度をより精度良く検出することができる。
【００７８】
　また、第１実施形態では、印加電圧の低下開始前にセンサに印加させておく電圧は０．
４Ｖである。したがって、この電圧は、印加電圧の低下開始時点の印加電圧である０．８
Ｖよりも低い。このため、第１実施形態によれば、印加電圧の低下開始前にセンサに印加
させておく電圧が０．８Ｖである場合に比べて、ＳＯｘ濃度検出に消費される電力を少な
くすることができる。
【００７９】
＜第１実施形態の適用範囲＞
　なお、第１実施形態のＳＯｘ濃度検出において、印加電圧の上昇開始時点の印加電圧（
すなわち、センサに定常的に印加しておく印加電圧）は、０．４Ｖに限定されず、印加電
圧の上昇後に印加電圧を低下させたときにピーク値を持つ出力電流の変化を発生させる電
圧であればよく、たとえば、０．６Ｖ以下であればよく、好ましくは、０．４Ｖである。
【００８０】
　また、印加電圧の上昇終了時点の印加電圧は、０．８Ｖに限定されず、印加電圧の上昇
後に印加電圧を低下させたときにピーク値を持つ出力電流の変化を発生させる電圧、また
は、出力安定電圧範囲（すなわち、ＳＯｘ濃度が零である場合に、印加電圧に依らず出力
電流が略一定である範囲であって、たとえば、０．２Ｖ～０．８Ｖの範囲）の最大電圧以
上の電圧であればよく、たとえば、０．８Ｖ以上であればよい。
【００８１】
　また、印加電圧の低下終了時点の印加電圧は、０．４Ｖに限定されず、ピーク値に対応
する印加電圧以下であればよく、たとえば、０．７Ｖ以下であればよく、好ましくは、０
．４Ｖである。したがって、印加電圧の上昇開始時点の印加電圧は、印加電圧の低下終了
時点の印加電圧と同じであっても異なっていてもよい。
【００８２】
　また、第１実施形態のＳＯｘ濃度検出では、ピーク値が用いられるが、これに代えて、
印加電圧が０．８Ｖから０．４Ｖまで低下される間に出力電流が急激に低下する範囲また
は急激に上昇する範囲の出力電流が用いられてもよい。
【００８３】
＜参照電流＞
　なお、センサの内部空間に流入する排気中の酸素濃度が印加電圧の低下中に変化する場
合がある。この場合、印加電圧の低下に一定時間を要することを考慮すれば、印加電圧が
０．８Ｖであるときの出力電流よりも、印加電圧が０．４Ｖであるときの出力電流のほう
が、ピーク値の出力時点のセンサの内部空間内の排気中の酸素濃度をより正確に反映して
いると言える。そこで、第１実施形態のＳＯｘ濃度検出において、印加電圧が０．８Ｖか
ら０．４Ｖまで低下される場合、前記参照電流に代えて、印加電圧が０．４Ｖに達した時
点（または、その時点から所定時間経過後の出力電流）が参照電流として用いられてもよ
い。これによれば、排気中の酸素濃度が印加電圧の低下中に変化したとしても、ＳＯｘ濃
度を精度良く検出することができる。
【００８４】
　また、第１実施形態において、ピーク値と参照電流とを用いてＳＯｘ濃度を算出する代
わりに、ピーク値と変換係数とを用いてＳＯｘ濃度を算出するようにしてもよい。このと
き、ピーク値がマイナス方向に大きいほど、算出されるＳＯｘ濃度は高い。なお、変換係
数とは、図３の関係に従ってピーク値をＳＯｘ濃度に変換する係数である。もちろん、ピ
ーク値がプラスの値として出現する場合には、ピーク値がプラス方向に大きいほど、算出
されるＳＯｘ濃度は高いことになる。
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【００８５】
＜第１実施形態のスイープ速度＞
　第１実施形態のＳＯｘ濃度検出において、印加電圧の上昇速度または低下速度（スイー
プ速度）が速すぎると、印加電圧が低下されたとしても、ピーク値が出力されなかったり
、ＳＯｘ濃度に十分に対応するピーク値が出力されなかったりする可能性がある。そこで
、第１実施形態のＳＯｘ濃度検出において、印加電圧が低下されたときにＳＯｘ濃度に十
分に対応するピーク値が出力される印加電圧の上昇速度と低下速度とが選択されると好ま
しい。
【００８６】
　具体的には、図８（Ａ）に示されているように、印加電圧の上昇速度が徐々に減少する
ように印加電圧が上昇された後、印加電圧の低下速度が徐々に増大するように印加電圧が
低下されると好ましい。あるいは、図８（Ｂ）に示されているように、印加電圧の上昇速
度が一定に維持されるように印加電圧が上昇された後、印加電圧の低下速度が一定に維持
されるように印加電圧が低下されると好ましい。
【００８７】
　さらに具体的には、第１実施形態のＳＯｘ濃度検出において、印加電圧が０．４Ｖから
０．８Ｖまで上昇された後、０．８Ｖから０．４Ｖまで低下されるまでの印加電圧の変化
を周波数で表したとき、この周波数は、１００Ｈｚ以下であることが好ましい。別の言い
方をすると、印加電圧の上昇が開始されてから印加電圧の低下が終了されるまでの時間が
０．００５秒以上であることが好ましい。
【００８８】
＜ＳＯｘ検出回路の構成１＞
　なお、内燃機関が図１の限界電流式センサ（２セルタイプ限界電流式センサ）を有する
場合、ＳＯｘ検出回路として、たとえば、図９（Ａ）に示されている回路が採用される。
図９（Ａ）において、１０は限界電流式センサ（すなわち、図１の限界電流式センサ）、
１４はヒータ、１５はポンプセル、１６はセンサセル、９０はＥＣＵ、９１は印加電圧指
令部、９２はパラメータ算出部、９３はヒータ制御部、９４Ｐおよび９４Ｓは印加電圧制
御回路、９５Ｐおよび９５Ｓは出力電流検出回路をそれぞれ示している。
【００８９】
　印加電圧指令部９１、パラメータ算出部９２、および、ヒータ制御部９３は、ＥＣＵ９
０の構成要素である。
【００９０】
　印加電圧指令部９１は、ポンプセル１５への印加電圧に関する指令を印加電圧制御回路
９４Ｐに送信するとともに、センサセル１６への印加電圧に関する指令を印加電圧制御回
路９４Ｓに送信する。
【００９１】
　パラメータ算出部９２は、ポンプセル出力電流に対応する信号を出力電流検出回路９５
Ｐから受信し、この受信した信号に基づいてポンプセル出力電流を算出する。さらに、パ
ラメータ算出部９２は、センサセル出力電流に対応する信号を出力電流検出回路９５Ｓか
ら受信し、この受信した信号に基づいてセンサセル出力電流を算出し、この算出した出力
電流に基づいて排気中のＳＯｘ濃度を算出する。さらに、パラメータ算出部９２は、出力
電流検出回路９５Ｐ、９５Ｓから受信した信号に基づいてセンサ１０内の回路のインピー
ダンスを算出し、この算出したインピーダンスに関する情報をヒータ制御部９３に送信す
る。ヒータ制御部９３は、パラメータ算出部９２から受信したインピーダンスに関する情
報に基づいてヒータ１４を制御する制御信号をヒータ１４に送信する。
【００９２】
　印加電圧制御回路９４Ｐは、印加電圧指令部９１から受信した指令に基づいて（あるい
は、印加電圧指令部９１から受信した指令、および、出力電流検出回路９５Ｐから提供さ
れるポンプセル出力電流に対応する信号に基づいて）ポンプセル印加電圧を制御する。
【００９３】
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　出力電流検出回路９５Ｐは、ポンプセル出力電流を検出し、この検出した出力電流に対
応する信号をパラメータ算出部９２および印加電圧制御回路９４Ｐに送信する。
【００９４】
　印加電圧制御回路９４Ｓは、印加電圧指令部９１から受信した指令に基づいて（あるい
は、印加電圧指令部９１から受信した指令、および、出力電流検出回路９５Ｓから提供さ
れるセンサセル出力電流に対応する信号に基づいて）センサセル印加電圧を制御する。
【００９５】
　出力電流検出回路９５Ｓは、センサセル出力電流を検出し、この検出した出力電流に対
応する信号をパラメータ算出部９２および印加電圧制御回路９４Ｓに送信する。
【００９６】
＜ＳＯｘ検出回路の構成２＞
　また、内燃機関が図４の限界電流式センサ（１セルタイプ限界電流式センサ）を有する
場合のＳＯｘ検出回路として、たとえば、図９（Ｂ）に示されている回路が採用される。
図９（Ｂ）において、３０は限界電流式センサ（すなわち、図４の限界電流式センサ）、
３４はヒータ、３５はセンサセル、９０はＥＣＵ、９１は印加電圧指令部、９２はパラメ
ータ算出部、９３はヒータ制御部、９４は印加電圧制御回路、９５は出力電流検出回路を
それぞれ示している。
【００９７】
　印加電圧指令部９１、パラメータ算出部９２、および、ヒータ制御部９３は、ＥＣＵ９
０の構成要素である。
【００９８】
　印加電圧指令部９１は、センサセル３５への印加電圧に関する指令を印加電圧制御回路
９４に送信する。
【００９９】
　パラメータ算出部９２は、センサセル出力電流に対応する信号を出力電流検出回路９５
から受信し、この受信した信号に基づいてセンサセル出力電流を算出し、この算出した出
力電流に基づいて排気中のＳＯｘ濃度を算出する。さらに、パラメータ算出部９２は、出
力電流検出回路９５から受信した信号に基づいてセンサ３０内の回路のインピーダンスを
算出し、この算出したインピーダンスに関する情報をヒータ制御部９３に送信する。ヒー
タ制御部９３は、パラメータ算出部９２から受信したインピーダンスに関する情報に基づ
いてヒータ３４を制御する制御信号をヒータ３４に送信する。
【０１００】
　印加電圧制御回路９４は、印加電圧指令部９１から受信した指令に基づいて（あるいは
、印加電圧指令部９１から受信した指令、および、出力電流検出回路９５から提供される
センサセル出力電流に対応する信号に基づいて）センサセル印加電圧を制御する。
【０１０１】
　出力電流検出回路９５は、センサセル出力電流を検出し、この検出した出力電流に対応
する信号をパラメータ算出部９２および印加電圧制御回路９４に送信する。
【０１０２】
＜第１実施形態のＳＯｘ濃度検出フロー＞
　上述した第１実施形態のＳＯｘ濃度検出フローの一例について説明する。このフローが
図１０に示されている。
【０１０３】
　図１０のフローが開始されたときには、印加電圧が０．４Ｖに維持されている。そして
、ステップ１０において、印加電圧Ｖｓが０．４Ｖから０．８Ｖに向かって上昇される。
次いで、ステップ１１において、印加電圧Ｖｓが０．８Ｖに達した（Ｖｓ＝０．８Ｖ）か
否かが判別される。ここで、Ｖｓ＝０．８Ｖであると判別されたときには、フローはステ
ップ１２に進む。一方、Ｖｓ＝０．８Ｖではないと判別されたときには、フローはステッ
プ１０に戻る。したがって、ステップ１１においてＶｓ＝０．８Ｖであると判別されるま
で、印加電圧Ｖｓの上昇が継続される。
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【０１０４】
　ステップ１２では、印加電圧Ｖｓが０．８Ｖから０．４Ｖに向かって低下されるととも
に、出力電流Ｉｓが検出される。次いで、ステップ１３において、印加電圧Ｖｓが０．４
Ｖに達した（Ｖｓ＝０．４Ｖ）か否かが判別される。ここで、Ｖｓ＝０．４Ｖであると判
別されたときには、フローはステップ１４に進む。一方、Ｖｓ＝０．４Ｖではないと判別
されたときには、フローはステップ１２に戻る。したがって、ステップ１３においてＶｓ
＝０．４Ｖであると判別されるまで、印加電圧Ｖｓの低下と出力電流Ｉｓの検出とが継続
される。
【０１０５】
　ステップ１４では、ステップ１２で検出された出力電流Ｉｓのうち、ピーク値に基づい
てＳＯｘ濃度Ｃｓｏｘが算出され、その後、フローは終了する。
【０１０６】
＜センサ素子温度＞
　なお、上述した実施形態のＳＯｘ濃度検出において、印加電圧が低下されたときにＳＯ
ｘ濃度に対応する電流がセンサから出力される理由は、センサセルにおいてＳＯｘに関連
する反応が生じていることであると推察される。一方、この反応は、センサセルの温度の
影響を大きく受ける。したがって、排気中のＳＯｘ濃度が極めて低いことを考慮すれば、
センサセルの温度が一定に維持されていることが好ましい。そこで、上述した実施形態に
おいて、ＳＯｘ濃度検出の実行時には、センサセルの温度が一定に維持されるように、ヒ
ータが制御されるようにしてもよい。これによれば、ＳＯｘ濃度がより精度高く検出され
る。
【０１０７】
＜センサ搭載位置＞
　また、排気中の成分を浄化する触媒が排気管に設けられている場合、排気中のＳＯｘが
触媒に捕捉される可能性がある。この場合、限界電流式センサが触媒下流の排気管に取り
付けられていると、ＳＯｘ濃度が精度良く検出されない可能性がある。そこで、上述した
実施形態において、触媒が排気管に設けられている場合、限界電流式センサが触媒上流の
排気管に取り付けられていることが好ましい。
【０１０８】
＜第２実施形態＞
　第２実施形態について説明する。なお、以下で説明されない第２実施形態の構成および
制御は、それぞれ、第１実施形態の構成および制御と同じであるか、あるいは、以下で説
明する第２実施形態の構成または制御に鑑みたときに第１実施形態の構成または制御から
当然に導き出される構成および制御である。
【０１０９】
＜第２実施形態のＳＯｘ濃度検出・Ｓ被毒回復＞
　第２実施形態では、印加電圧が定常的に０．４Ｖに維持されている。そして、第２実施
形態のＳＯｘ濃度検出では、印加電圧が０．４Ｖから０．８Ｖまで上昇され、その後、印
加電圧が０．８Ｖから０．４Ｖまで低下される。このとき、ＥＣＵは、印加電圧が０．８
Ｖから０．４Ｖまで低下される間に当該ＥＣＵに入力された出力電流のピーク値の絶対値
が第１の所定値以上であるか否かを判別する。ここで、ピーク値の絶対値が第１の所定値
以上である場合、ＥＣＵは、Ｓ被毒回復制御（この制御の詳細は後述する）を実行する。
一方、ピーク値の絶対値が第１の所定値よりも小さい場合、ＥＣＵは、ピーク値と参照電
流とを用いてＳＯｘ濃度を算出（すなわち、検出）する。
【０１１０】
＜第２実施形態の所定値＞
　なお、第２実施形態の第１の所定値は、たとえば、以下のように設定される。排気中の
ＳＯｘの硫黄分が第１センサ電極に付着することがある。この付着Ｓ量（すなわち、第１
センサ電極に付着している硫黄の量）が多くなると、前記ピーク値の絶対値が大きくなる
ことが本願の発明者らの研究により判明している。そして、この付着Ｓ量が非常に多い場
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合、限界電流式センサの検出精度（特に、ＳＯｘ濃度の検出精度）が低下する可能性があ
る。したがって、付着Ｓ量が多い場合、第１センサ電極に付着している硫黄を除去するこ
と（すなわち、Ｓ被毒回復制御を実行すること）が好ましい。そこで、第２実施形態の第
１の所定値は、たとえば、Ｓ被毒回復制御の実行が必要とされる場合におけるピーク値の
絶対値（すなわち、印加電圧が０．８Ｖから０．４Ｖまで低下される間にＥＣＵに入力さ
れた出力電流のピーク値の絶対値）に設定される。
【０１１１】
＜Ｓ被毒回復制御＞
　なお、Ｓ被毒回復制御は、公知の制御を採用可能であり、たとえば、印加電圧を比較的
高い電圧（たとえば、０．８Ｖ以上の電圧であって、特に、１．０Ｖ）まで上昇させる制
御を採用可能である。
【０１１２】
＜第２実施形態のＳＯｘ濃度検出装置の利点＞
　第２実施形態のＳＯｘ濃度検出装置によれば、Ｓ被毒（すなわち、第１センサ電極への
硫黄の付着）によってセンサの検出精度が低下している可能性がある場合、Ｓ被毒回復制
御が実行される。言い換えれば、Ｓ被毒によるセンサの検出精度の低下が生じている可能
性がない場合に限り、ＳＯｘ濃度の検出が実施される。このため、第２実施形態のＳＯｘ
濃度検出装置によれば、ＳＯｘ濃度をより精度良く検出することができる。
【０１１３】
＜第２実施形態のＳＯｘ濃度検出フロー＞
　第２実施形態のＳＯｘ濃度検出フローの一例について説明する。このフローが図１１に
示されている。
【０１１４】
　図１１のフローが開始されたときには、印加電圧が０．４Ｖに維持されている。そして
、ステップ２０において、印加電圧Ｖｓが０．４Ｖから０．８Ｖに向かって上昇される。
次いで、ステップ２１において、印加電圧Ｖｓが０．８Ｖに達した（Ｖｓ＝０．８Ｖ）か
否かが判別される。ここで、Ｖｓ＝０．８Ｖであると判別されたときには、フローはステ
ップ２２に進む。一方、Ｖｓ＝０．８Ｖではないと判別されたときには、フローはステッ
プ２０に戻る。したがって、ステップ２１においてＶｓ＝０．８Ｖであると判別されるま
で、印加電圧Ｖｓの上昇が継続される。
【０１１５】
　ステップ２２では、印加電圧Ｖｓが０．８Ｖから０．４Ｖに向かって低下されるととも
に、出力電流Ｉｓが検出される。次いで、ステップ２３において、印加電圧Ｖｓが０．４
Ｖに達した（Ｖｓ＝０．４Ｖ）か否かが判別される。ここで、Ｖｓ＝０．４Ｖであると判
別されたときには、フローはステップ２４に進む。一方、Ｖｓ＝０．４Ｖではないと判別
されたときには、フローはステップ２２に戻る。したがって、ステップ２３においてＶｓ
＝０．４Ｖであると判別されるまで、印加電圧Ｖｓの低下と出力電流Ｉｓの検出とが継続
される。
【０１１６】
　ステップ２４では、ステップ２２で検出された出力電流Ｉｓのうち、ピーク値の絶対値
｜Ｉｓ｜が第１の所定値Ｉｓｔｈ１よりも大きい（｜Ｉｓ｜＞Ｉｓｔｈ１）か否かが判別
される。ここで、｜Ｉｓ｜＞Ｉｓｔｈ１であると判別されたときには、フローはステップ
２５に進み、Ｓ被毒回復制御が実行され、その後、フローは終了する。一方、｜Ｉｓ｜＞
Ｉｓｔｈ１ではないと判別されたときには、フローはステップ２６に進み、ステップ２２
で検出された出力電流Ｉｓのうち、ピーク値に基づいてＳＯｘ濃度Ｃｓｏｘが算出され、
その後、フローは終了する。
【０１１７】
＜第３実施形態＞
　第３実施形態について説明する。なお、以下で説明されない第３実施形態の構成および
制御は、それぞれ、上記実施形態の構成および制御と同じであるか、あるいは、以下で説
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明する第３実施形態の構成または制御に鑑みたときに上記実施形態の構成または制御から
当然に導き出される構成および制御である。
【０１１８】
＜第３実施形態のＳＯｘ濃度検出・燃料性状異常警告＞
　第３実施形態では、印加電圧が定常的に０．４Ｖに維持されている。そして、第３実施
形態のＳＯｘ濃度検出では、印加電圧が０．４Ｖから０．８Ｖまで上昇され、その後、印
加電圧が０．８Ｖから０．４Ｖまで低下される。このとき、ＥＣＵは、印加電圧が０．８
Ｖから０．４Ｖまで低下される間に当該ＥＣＵに入力された出力電流のピーク値の絶対値
が第２の所定値以上であるか否かを判別する。ここで、ピーク値の絶対値が第２の所定値
以上である場合、ＥＣＵは、燃料性状の異常を警告する。一方、ピーク値の絶対値が第２
の所定値よりも小さい場合、ＥＣＵは、ピーク値と参照電流とを用いてＳＯｘ濃度を算出
（すなわち、検出）する。
【０１１９】
＜第３実施形態の所定値＞
　なお、第３実施形態の所定値は、たとえば、以下のように設定される。上述したように
、排気中のＳＯｘの硫黄分が第１センサ電極に付着することがあり、この付着Ｓ量が多く
なると、前記ピーク値の絶対値が大きくなることが本願の発明者らの研究により判明して
いる。そして、この付着Ｓ量が非常に多い場合、限界電流式センサの検出精度（特に、Ｓ
Ｏｘ濃度の検出精度）が低下する可能性がある。ここで、付着Ｓ量が多くなる原因の１つ
として、排気中のＳＯｘ濃度が高いことが挙げられる。そして、燃料中の硫黄成分濃度が
高いと、排気中のＳＯｘ濃度が高い。そして、燃料中の硫黄成分濃度が許容できない程度
に高く、したがって、燃料性状が異常である可能性がある場合、その旨を警告することが
好ましい。
【０１２０】
　そこで、第３実施形態の第２の所定値は、たとえば、燃料性状が許容可能な範囲の性状
ではない場合（特に、燃料中のＳ濃度が許容可能な濃度よりも高い場合）におけるピーク
値の絶対値（すなわち、印加電圧が０．８Ｖから０．４Ｖまで低下される間にＥＣＵに入
力された出力電流のピーク値の絶対値）の最小値以上の適宜選択される値に設定される。
【０１２１】
　なお、第３実施形態の第２の所定値は、第２実施形態の第１の所定値と同じ値であって
もよいし、異なる値であってもよい。
【０１２２】
＜第３実施形態のＳＯｘ濃度検出装置の利点＞
　第３実施形態のＳＯｘ濃度検出装置によれば、燃料性状が異常である可能性がある場合
、その旨が警告されるので、ＳＯｘ濃度検出装置の利用者は、燃料性状が異常である可能
性があることを知ることができる。
【０１２３】
＜第３実施形態のＳＯｘ濃度検出フロー＞
　第３実施形態のＳＯｘ濃度検出フローの一例について説明する。このフローが図１２に
示されている。
【０１２４】
　図１２のフローが開始されたときには、印加電圧が０．４Ｖに維持されている。そして
、ステップ３０において、印加電圧Ｖｓが０．４Ｖから０．８Ｖに向かって上昇される。
次いで、ステップ３１において、印加電圧Ｖｓが０．８Ｖに達した（Ｖｓ＝０．８Ｖ）か
否かが判別される。ここで、Ｖｓ＝０．８Ｖであると判別されたときには、フローはステ
ップ３２に進む。一方、Ｖｓ＝０．８Ｖではないと判別されたときには、フローはステッ
プ３０に戻る。したがって、ステップ３１においてＶｓ＝０．８Ｖであると判別されるま
で、印加電圧Ｖｓの上昇が継続される。
【０１２５】
　ステップ３２では、印加電圧Ｖｓが０．８Ｖから０．４Ｖに向かって低下されるととも
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に、出力電流Ｉｓが検出される。次いで、ステップ３３において、印加電圧Ｖｓが０．４
Ｖに達した（Ｖｓ＝０．４Ｖ）か否かが判別される。ここで、Ｖｓ＝０．４Ｖであると判
別されたときには、フローはステップ３４に進む。一方、Ｖｓ＝０．４Ｖではないと判別
されたときには、フローはステップ３２に戻る。したがって、ステップ３３においてＶｓ
＝０．４Ｖであると判別されるまで、印加電圧Ｖｓの低下と出力電流Ｉｓの検出とが継続
される。
【０１２６】
　ステップ３４では、ステップ３２で検出された出力電流Ｉｓのうち、ピーク値の絶対値
｜Ｉｓ｜が第２の所定値Ｉｓｔｈ２よりも大きい（｜Ｉｓ｜＞Ｉｓｔｈ２）か否かが判別
される。ここで、｜Ｉｓ｜＞Ｉｓｔｈ２であると判別されたときには、フローはステップ
３５に進み、燃料性状異常が警告され、その後、フローは終了する。一方、｜Ｉｓ｜＞Ｉ
ｓｔｈ２ではないと判別されたときには、フローはステップ３６に進み、ステップ３２で
検出された出力電流Ｉｓのうち、ピーク値に基づいてＳＯｘ濃度Ｃｓｏｘが算出され、そ
の後、フローは終了する。
【０１２７】
＜実施形態の適用範囲＞
　上述した実施形態は、排気中のＳＯｘ濃度を検出する場合の実施形態である。しかしな
がら、上述した実施形態の考え方は、広く、印加電圧を所定の電圧から低下させたときの
出力電流に相関を持つ特定成分に関するパラメータを検出する場合にも適用可能である。
もちろん、この場合、検出しようとする特定成分パラメータに相関を持つ出力電流を、そ
れ以外の特定成分に関するパラメータに相関を持つ出力電流から切り分け可能であること
が条件となる。
【０１２８】
　別の表現をすれば、上述した実施形態の考え方は、印加電圧が一定の電圧に維持されて
いるときの出力電流に相関を持たない（または、相関が極めて小さい）か、あるいは、印
加電圧が上昇されたときの出力電流に相関を持たない（または、相関が極めて小さい）が
、印加電圧が所定電圧から低下されたときの出力電流に相関を持つ特定成分に関するパラ
メータを検出する場合にも適用可能である。
【０１２９】
　上述した実施形態は、印加電圧の低下時の出力電流の最小値を用いてＳＯｘ濃度を検出
する実施形態である。しかしながら、上述した実施形態の考え方は、広く、印加電圧の低
下時の出力電流の最大値を用いて特定成分に関するパラメータを検出する場合にも適用可
能である。
【０１３０】
　また、上述した実施形態のＳＯｘ濃度検出では、印加電圧の低下前に印加電圧の上昇が
行われる。しかしながら、印加電圧の低下さえ行われれば、その前に印加電圧の上昇が行
われなくても、上述した実施形態の利益が少なからず得られる。
【０１３１】
＜実施形態の総括＞
　上述した実施形態の内燃機関のＳＯｘ濃度検出装置は、広く表現すれば、限界電流式セ
ンサへの印加電圧を所定電圧（たとえば、０．８Ｖ以上の電圧であり、特に、０．８Ｖ）
から低下させたときの前記センサの出力電流を用いて被検ガス中の特定成分に関するパラ
メータ（たとえば、排気中のＳＯｘ濃度）を検出する検出部（たとえば、ＥＣＵ）を有す
る内燃機関の特定成分パラメータ検出装置であると言える。
【０１３２】
　より限定的に表現すれば、前記検出部は、前記パラメータ検出用の出力電流として、前
記センサへの印加電圧を前記所定電圧から低下させたときの前記センサの出力電流のピー
ク値を用いるものであると言える。
【０１３３】
　同様に、限定的に表現すれば、前記検出部は、前記パラメータ検出用の出力電流として
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、前記所定電圧の印加前に当該所定電圧よりも低い電圧（たとえば、０．６Ｖ以下の電圧
であり、特に、０．４Ｖ）を印加し、その後、印加電圧を前記所定電圧まで上昇させ、そ
の後、印加電圧を低下させたときの前記センサの出力電流を用いるものであると言える。
なお、この場合、印加電圧の低下は、印加電圧の上昇に続いて連続的に行われる。
【０１３４】
　また、上述した実施形態の内燃機関のＳＯｘ濃度検出装置は、広く表現すれば、前記セ
ンサへの印加電圧を前記所定電圧（たとえば、０．８Ｖ以上の電圧であり、特に、０．８
Ｖ）から低下させたときの前記センサの出力電流の絶対値が第１の所定値以上である場合
、Ｓ被毒回復制御を実行する制御部（たとえば、ＥＣＵ）をさらに有するものであると言
える。
【０１３５】
　また、上述した実施形態の内燃機関のＳＯｘ濃度検出装置は、広く表現すれば、前記セ
ンサへの印加電圧を前記所定電圧（たとえば、０．８Ｖ以上の電圧であり、特に、０．８
Ｖ）から低下させたときの前記センサへの出力電流の絶対値が第２の所定値以上である場
合、燃料性状の異常を警告する制御部をさらに有するものであると言える。
【０１３６】
　また、上述した実施形態のＳＯｘ濃度検出装置は、広く表現すれば、前記センサへの印
加電圧を所定電圧（たとえば、０．８Ｖ以上の電圧であり、特に、０．８Ｖ）から低下さ
せる電圧低下ステップと、該電圧低下ステップ中の前記センサの出力電流を取得する出力
電流取得ステップと、該出力電流取得ステップにおいて取得された出力電流を用いて被検
ガス中の特定成分に関するパラメータ（たとえば、排気中のＳＯｘ濃度）を検出する特定
成分パラメータ検出ステップと、を具備する方法を実行するものであると言える。
【０１３７】
　より限定的に表現すれば、上記方法は、前記出力電流取得ステップにおいて、前記セン
サの出力電流のピーク値を取得するものであると言える。
【０１３８】
　同様に、限定的に表現すれば、上記方法は、前記所定電圧の印加前に当該所定電圧より
も低い電圧（たとえば、０．６Ｖ以下の電圧であり、特に、０．４Ｖ）を印加しておき、
印加電圧を前記所定電圧まで上昇させる電圧上昇ステップであって、前記電圧低下ステッ
プの前に実行される電圧上昇ステップをさらに具備するものであると言える。なお、この
場合、電圧低下ステップは、電圧上昇ステップに続いて連続的に実行される。
【０１３９】
　また、上述した実施形態の限界電流式センサは、広く表現すれば、印加電圧を所定電圧
（たとえば、０．８Ｖ以上の電圧であり、特に、０．８Ｖ）から低下させたときの当該セ
ンサの出力電流を用いて被検ガス中の特定成分に関するパラメータ（たとえば、排気中の
ＳＯｘ濃度）を検出するために用いられる限界電流式センサであると言える。
【０１４０】
　より限定的に表現すれば、上述した実施形態のセンサは、印加電圧を前記所定電圧から
低下させたときの当該センサの出力電流のピーク値を前記パラメータ検出用の出力電流と
して用いて前記パラメータを検出するために用いられるセンサであると言える。
【０１４１】
　同様に、限定的に表現すれば、上述した実施形態のセンサは、前記所定電圧の印加前に
当該所定電圧よりも低い電圧（たとえば、０．６Ｖ以下の電圧であり、特に、０．４Ｖ）
を印加し、その後、印加電圧を前記所定電圧まで上昇させ、その後、印加電圧を低下させ
たときの当該センサの出力電流を前記パラメータ検出用の出力電流として用いて前記パラ
メータを検出するために用いられるセンサであると言える。なお、この場合、印加電圧の
低下は、印加電圧の上昇に続いて連続的に行われる。
【符号の説明】
【０１４２】
　１０…限界電流式センサ、１１Ａ、１１Ｂ…固体電解質層、１３…拡散律速層、１５…
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ポンプセル、１５Ａ、１５Ｂ…ポンプ電極、１６…センサセル、１６Ａ、１６Ｂ…センサ
電極、３０…限界電流式センサ、３１…固体電解質層、３３…拡散律速層、３５…センサ
セル、３５Ａ、３５Ｂ…センサ電極、９０…ＥＣＵ
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【手続補正書】
【提出日】平成26年7月23日(2014.7.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内燃機関のＳＯｘ濃度検出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ガス混合物中の含酸素ガスの相対的量の測定用センサが特許文献１に記載されている。
このセンサは２つのポンプセルを有する。これらポンプセルは直列的に配置されている。
このセンサでは、上流側のポンプセルに低電圧を印加することによって、ガス混合物中の
一部の含酸素ガス（特に、Ｏ２）を排除し、下流側のポンプセンサに高電圧を印加するこ
とによって、ガス混合物中の残りの含酸素ガス（特に、Ｈ２ＯとＣＯ２）の相対的量が測
定される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平２－１２２２５５号公報
【特許文献２】特開２００２－３４９２５０号公報
【特許文献３】特開２００８－２５５９５２号公報
【特許文献４】特開平７－２７７３８号公報
【特許文献５】特開平１１－２３０９３１号公報
【特許文献６】特開２００９－２４４２７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、限界電流式センサが知られている。このセンサでは、内燃機関から排出され
る排気中のＳＯｘ濃度の検出に際し、一般的には、或る一定の電圧が印加される。しかし
ながら、こうした電圧の印加手法では、ＳＯｘ濃度を容易には精度良く検出できない。
【０００５】
　ところが、本願の発明者らの研究により、限界電流式センサへの電圧の印加手法に工夫
を凝らせば、従来では精度良く検出できなかったＳＯｘ濃度を限界電流式センサによって
精度良く検出できることが判明した。
【０００６】
　こうした本願の発明者らの知見に基づき、本発明の目的は、内燃機関の排気中のＳＯｘ
濃度を限界電流式センサによって精度良く検出することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本願の１つの発明は、限界電流式センサを有する内燃機関のＳＯｘ濃度検出装置に関す
る。そして、本発明のＳＯｘ濃度検出装置は、前記センサへの印加電圧（以下単に「印加
電圧」）を所定電圧から低下させたときの前記センサの出力電流（以下単に「出力電流」
）を用いて前記内燃機関から排出される排気中のＳＯｘ濃度を検出する検出部を有する。
【０００８】
　これによれば、ＳＯｘ濃度を検出することができる。特に、印加電圧が一定の電圧に維
持されているときの出力電流に占めるＳＯｘの影響、または、印加電圧が上昇されたとき
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の出力電流に占めるＳＯｘの影響が、同出力電流に占める他の成分の影響に比べて小さい
場合であっても、印加電圧が所定電圧から低下されたときの出力電流に占めるＳＯｘの影
響が、同出力電流に占める他の成分の影響に比べて大きい場合、ＳＯｘ濃度を精度良く検
出することができる。
【０００９】
【００１０】
　また、前記検出部は、印加電圧を前記所定電圧から低下させたときの出力電流のピーク
値を、前記ＳＯｘ濃度検出用の出力電流として用いると好ましい。ピーク値は、印加電圧
の低下中の出力電流のうち、最も小さい出力電流（または、最も大きい出力電流）である
。したがって、ピーク値は、ＳＯｘ濃度に精度良く対応する出力電流であると言える。こ
のため、ＳＯｘ濃度検出用の出力電流としてピーク値を用いることによって、ＳＯｘ濃度
をより精度良く検出することができる。
【００１１】
　また、前記検出部は、前記センサへの前記所定電圧の印加前に当該所定電圧よりも低い
電圧を印加しておき、印加電圧を前記所定電圧まで上昇させ、その後、印加電圧を低下さ
せたときの出力電流を、前記ＳＯｘ濃度検出用の出力電流として用いるようにしてもよい
。この場合、印加電圧の低下開始前にセンサに印加させておく電圧は、前記所定電圧より
も低い。このため、印加電圧の低下開始前にセンサに印加させておく電圧が前記所定電圧
である場合に比べて、ＳＯｘ濃度検出に消費される電力を少なくすることができる。
【００１２】
　また、前記所定電圧が０．８Ｖ以上の電圧であると好ましい。これによれば、ＳＯｘ濃
度に精度良く対応する出力電流を得ることができ、ひいては、ＳＯｘ濃度を精度良く検出
することができる。
【００１３】
　また、前記所定電圧からの印加電圧の低下終了時点の印加電圧が０．７Ｖ以下の電圧で
あると好ましい。これによれば、ＳＯｘ濃度に精度良く対応する出力電流を得ることがで
き、ひいては、ＳＯｘ濃度を精度良く検出することができる。
【００１４】
　また、前記検出部は、１００Ｈｚの電圧変化の速度以下の速度にて印加電圧を前記所定
電圧から低下させるようにしてもよい。これによれば、ＳＯｘ濃度に精度良く対応する出
力電流を確実に得ることができ、ひいては、ＳＯｘ濃度を精度良く検出することができる
。
【００１５】
　また、前記検出部は、１００Ｈｚの電圧変化の速度以下の速度にて、前記所定電圧より
も低い電圧を前記センサに印加してから前記所定電圧まで印加電圧を上昇させた後に印加
電圧を前記所定電圧から低下させるようにしてもよい。これによれば、ＳＯｘ濃度に精度
良く対応する出力電流を確実に得ることができ、ひいては、ＳＯｘ濃度を精度良く検出す
ることができる。
【００１６】
　また、前記内燃機関が、たとえば、ガソリンエンジンである。ガソリンエンジンは、大
部分の機関運転領域において空燃比が理論空燃比で運転される。したがって、排気中の酸
素濃度が低い。このため、ＳＯｘ濃度を検出しやすい。
【００１７】
　また、前記ＳＯｘ濃度検出装置は、前記センサへの印加電圧を前記所定電圧から低下さ
せたときの前記センサの出力電流の絶対値が第１の所定値以上である場合、Ｓ被毒回復制
御を実行する制御部をさらに有していてもよい。これによれば、Ｓ被毒によるセンサの検
出精度の低下が生じている可能性がない場合に限り、ＳＯｘ濃度が検出される。このため
、ＳＯｘ濃度をより精度良く検出することができる。
【００１８】
　また、前記ＳＯｘ濃度検出装置は、前記センサへの印加電圧を前記所定電圧から低下さ
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せたときの前記センサの出力電流の絶対値が第２の所定値以上である場合、前記内燃機関
の燃焼室に供給される燃料の性状の異常を警告する制御部をさらに有していてもよい。こ
れによれば、燃料性状が異常である可能性がある場合、当該ＳＯｘ濃度検出装置の利用者
は、燃料性状が異常である可能性があることを知ることができる。
【００１９】
　本願の別の発明は、限界電流式センサを有する内燃機関から排出される排気中のＳＯｘ
濃度を検出する方法に関する。そして、この方法は、前記センサへの印加電圧を所定電圧
から低下させる電圧低下ステップと、該電圧低下ステップ中の前記センサの出力電流を取
得する出力電流取得ステップと、該出力電流取得ステップにおいて取得された出力電流を
用いて排気中のＳＯｘ濃度を検出するＳＯｘ濃度検出ステップと、を具備する。
【００２０】
　これによれば、ＳＯｘ濃度を検出することができる。特に、印加電圧が一定の電圧に維
持されているときの出力電流に占めるＳＯｘの影響、または、印加電圧が上昇されたとき
の出力電流に占めるＳＯｘの影響が、同出力電流に占める他の成分の影響に比べて小さい
場合であっても、印加電圧が所定電圧から低下されたときの出力電流に占めるＳＯｘの影
響が、同出力電流に占める他の成分の影響に比べて大きい場合、ＳＯｘ濃度を精度良く検
出することができる。
【００２１】
　なお、前記出力電流取得ステップにおいて、前記センサの出力電流のピーク値を取得す
ると好ましい。ピーク値は、印加電圧の低下中の出力電流のうち、最も小さい出力電流（
または、最も大きい出力電流）である。したがって、ピーク値は、ＳＯｘ濃度に精度良く
対応する出力電流であると言える。このため、ＳＯｘ濃度検出用の出力電流としてピーク
値を用いることによって、ＳＯｘ濃度をより精度良く検出することができる。
【００２２】
　また、上記方法が、前記所定電圧の印加前に当該所定電圧よりも低い電圧を印加してお
き、印加電圧を前記所定電圧まで上昇させる電圧上昇ステップであって、前記電圧低下ス
テップの前に実行される電圧上昇ステップをさらに具備していてもよい。この場合、印加
電圧の低下開始前にセンサに印加させておく電圧は、前記所定電圧よりも低い。このため
、印加電圧の低下開始前にセンサに印加させておく電圧が前記所定電圧である場合に比べ
て、ＳＯｘ濃度検出に消費される電力を少なくすることができる。
【００２３】
【００２４】
　また、上記方法において、前記所定電圧が０．８Ｖ以上の電圧であると好ましい。これ
によれば、ＳＯｘ濃度に精度良く対応する出力電流を得ることができ、ひいては、ＳＯｘ
濃度を精度良く検出することができる。
【００２５】
　また、前記電圧低下ステップにおいて前記所定電圧からの印加電圧の低下終了時点の印
加電圧が０．７Ｖ以下の電圧であると好ましい。これによれば、ＳＯｘ濃度に精度良く対
応する出力電流を得ることができ、ひいては、ＳＯｘ濃度を精度良く検出することができ
る。
【００２６】
　また、前記電圧低下ステップにおいて１００Ｈｚの電圧変化の速度以下の速度にて印加
電圧を前記所定電圧から低下させると好ましい。これによれば、ＳＯｘ濃度に精度良く対
応する出力電流を確実に得ることができ、ひいては、ＳＯｘ濃度を精度良く検出すること
ができる。
【００２７】
　また、前記電圧上昇ステップにおいて１００Ｈｚの電圧変化の速度以下の速度にて、印
加電圧を前記所定電圧まで上昇させると好ましい。これによれば、ＳＯｘ濃度に精度良く
対応する出力電流を確実に得ることができ、ひいては、ＳＯｘ濃度を精度良く検出するこ
とができる。
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【００２８】
　また、上記方法が実行される内燃機関が、たとえば、ガソリンエンジンである。ガソリ
ンエンジンは、大部分の機関運転領域において空燃比が理論空燃比で運転される。したが
って、排気中の酸素濃度が低い。このため、ＳＯｘ濃度を検出しやすい。
【００２９】
　本願のさらに別の発明は、限界電流式センサに関する。本発明の限界電流式センサは、
当該センサへの印加電圧を所定電圧から低下させたときの当該センサの出力電流（以下単
に「出力電流」）を用いて内燃機関から排出される排気中のＳＯｘ濃度を検出するために
用いられる。
【００３０】
　これによれば、ＳＯｘ濃度を検出するための限界電流式センサを提供することができる
。特に、印加電圧が一定の電圧に維持されているときの出力電流に占めるＳＯｘの影響、
または、印加電圧が上昇されたときの出力電流に占めるＳＯｘの影響が、同出力電流に占
める他の成分の影響に比べて小さい場合であっても、印加電圧が所定電圧から低下された
ときの出力電流に占めるＳＯｘの影響が、同出力電流に占める他の成分の影響に比べて大
きい場合、ＳＯｘ濃度を精度良く検出するための限界電流式センサを提供することができ
る。
【００３１】
　また、印加電圧を前記所定電圧から低下させたときの出力電流のピーク値を、前記ＳＯ
ｘ濃度検出用の出力電流として用いて前記ＳＯｘ濃度を検出するために本発明の限界電流
式センサが用いられると好ましい。ピーク値は、印加電圧の低下中の出力電流のうち、最
も小さい出力電流（または、最も大きい出力電流）である。したがって、ピーク値は、Ｓ
Ｏｘ濃度に精度良く対応する出力電流であると言える。このため、ＳＯｘ濃度検出用の出
力電流としてピーク値を用いることによって、ＳＯｘ濃度を精度良く検出するための限界
電流式センサを提供することができる。
【００３２】
　また、前記所定電圧の印加前に当該所定電圧よりも低い電圧を印加しておき、印加電圧
を前記所定電圧まで上昇させ、その後、印加電圧を低下させたときの出力電流を、前記Ｓ
Ｏｘ濃度検出用の出力電流として用いて前記ＳＯｘ濃度を検出するために本発明の限界電
流式センサが用いられてもよい。この場合、印加電圧の低下開始前にセンサに印加させて
おく電圧は、所定電圧よりも低い。このため、印加電圧の低下開始前にセンサに印加させ
ておく電圧が所定電圧である場合に比べて、少ない消費電力によってＳＯｘ濃度を検出す
るための限界電流式センサを提供することができる。
【００３３】
【００３４】
　また、前記所定電圧が０．８Ｖ以上の電圧に設定されて本発明の限界電流式センサが用
いられると好ましい。これによれば、ＳＯｘ濃度に精度良く対応する出力電流を得ること
ができ、ひいては、ＳＯｘ濃度を精度良く検出するための限界電流式センサを提供するこ
とができる。
【００３５】
　また、前記所定電圧から低下させたときの電圧が０．７Ｖ以下の電圧に設定されて本発
明の限界電流式センサが用いられると好ましい。これによれば、ＳＯｘ濃度に精度良く対
応する出力電流を得ることができ、ひいては、ＳＯｘ濃度を精度良く検出するための限界
電流式センサを提供することができる。
【００３６】
　また、印加電圧を前記所定電圧から低下させるときの電圧変化の速度が１００Ｈｚの電
圧変化の速度以下に設定されて本発明の限界電流式センサが用いられると好ましい。これ
によれば、ＳＯｘ濃度に精度良く対応する出力電流を確実に得ることができ、ひいては、
ＳＯｘ濃度を精度良く検出するための限界電流式センサを提供することができる。
【００３７】
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　また、前記所定電圧よりも低い電圧を印加してから前記所定電圧まで印加電圧を上昇さ
せた後に印加電圧を前記所定電圧から低下させるときの電圧変化の速度が１００Ｈｚの電
圧変化以下に設定されて本発明の限界電流式センサが用いられると好ましい。これによれ
ば、ＳＯｘ濃度に精度良く対応する出力電流を確実に得ることができ、ひいては、ＳＯｘ
濃度を精度良く検出するための限界電流式センサを提供することができる。
【００３８】
　また、本発明の限界電流式センサは、前記内燃機関がガソリンエンジンである場合にお
いて、前記ＳＯｘ濃度を検出するために用いられてもよい。ガソリンエンジンは、大部分
の機関運転領域において空燃比が理論空燃比で運転される。したがって、排気中の酸素濃
度が低い。このため、ＳＯｘ濃度を検出しやすい限界電流式センサを提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】図１は本発明の限界電流式センサの１つの実施形態（２セルタイプ限界電流式セ
ンサ）を示している。
【図２】図２は図１の限界電流式センサの出力特性を示している。
【図３】図３はＳＯｘ濃度と出力電流のピーク値との関係を示している。
【図４】図４は本発明の限界電流式センサの別の実施形態（１セルタイプ限界電流式セン
サ）を示している。
【図５】図５は図４の限界電流式センサの出力特性を示している。
【図６】図６は図１または図４の限界電流式センサを有するＳＯｘ濃度検出装置を備えた
内燃機関を示している。
【図７】図７は第１実施形態の印加電圧の変化に対応する出力電流を示したタイムチャー
トを示している。
【図８】図８は印加電圧の上昇および低下の形態を示している。
【図９】図９（Ａ）は図１の限界電流式センサにて採用される回路の一例を示し、図９（
Ｂ）は図４の限界電流式センサにて採用される回路の一例を示している。
【図１０】図１０は第１実施形態のＳＯｘ濃度検出フローの一例を示している。
【図１１】図１１は第２実施形態のＳＯｘ濃度検出フローの一例を示している。
【図１２】図１２は第３実施形態のＳＯｘ濃度検出フローの一例を示している。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　図面を参照して本発明のＳＯｘ濃度検出用の限界電流式センサの実施形態、および、該
限界電流式センサを有する内燃機関から排出される排気中の硫黄酸化物（以下「ＳＯｘ」
）の濃度を検出するＳＯｘ濃度検出装置の実施形態について説明する。
【００４１】
＜２セルタイプ限界電流式センサの構成＞
　図１に本発明の第１実施形態の限界電流式センサの１つが示されている。図１の限界電
流式センサは、２セルタイプの限界電流式センサである。図１において、１０は限界電流
式センサ、１１Ａは第１固体電解質層、１１Ｂは第２固体電解質層、１２Ａは第１アルミ
ナ層、１２Ｂは第２アルミナ層、１２Ｃは第３アルミナ層、１２Ｄは第４アルミナ層、１
２Ｅは第５アルミナ層、１２Ｆは第６アルミナ層、１３は拡散律速層、１４はヒータ、１
５はポンプセル、１５Ａは第１ポンプ電極、１５Ｂは第２ポンプ電極、１５Ｃはポンプセ
ル電圧源、１６はセンサセル、１６Ａは第１センサ電極、１６Ｂは第２センサ電極、１６
Ｃはセンサセル電圧源、１７Ａは第１大気導入路、１７Ｂは第２大気導入路、１８は内部
空間をそれぞれ示している。
【００４２】
　固体電解質層１１Ａ、１１Ｂは、ジルコニア等からなる層であり、酸素イオン伝導性を
有する。アルミナ層１２Ａ～１２Ｆは、アルミナからなる層である。拡散律速層１３は、
多孔質の層であり、排気を通すことができる。センサ１０では、各層は、図１において下
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方から、第６アルミナ層１２Ｆ、第５アルミナ層１２Ｅ、第４アルミナ層１２Ｄ、第２固
体電解質層１１Ｂ、拡散律速層１３および第３アルミナ層１２Ｃ、第１固体電解質層１１
Ａ、第２アルミナ層１２Ｂ、第１アルミナ層１２Ａの順で積層されている。ヒータ１４は
、第５アルミナ層１２Ｅと第６アルミナ層１２Ｆとの間に配置されている。
【００４３】
　第１大気導入路１７Ａは、第１アルミナ層１２Ａと第２アルミナ層１２Ｂと第１固体電
解質層１１Ａとによって形成された空間であり、その一部は大気に開放されている。第２
大気導入路１７Ｂは、第２固体電解質層１１Ｂと第４アルミナ層１２Ｄと第５アルミナ層
１２Ｅとによって形成された空間であり、その一部は大気に開放されている。内部空間１
８は、第１固体電解質層１１Ａと第２固体電解質層１１Ｂと拡散律速層１３と第３アルミ
ナ層１２Ｃとによって形成された空間であり、その一部は拡散律速層１３を介してセンサ
外部に連通している。
【００４４】
＜ポンプセルの構成＞
　第１ポンプ電極１５Ａおよび第２ポンプ電極１５Ｂは、白金もしくはロジウム等の白金
族元素またはその合金からなる電極である。第１ポンプ電極１５Ａは、第２固体電解質層
１１Ｂの一方の側の壁面（すなわち、内部空間１８を形成する第２固体電解質層１１Ｂの
壁面）に配置され、第２ポンプ電極１５Ｂは、第２固体電解質層１１Ｂの他方の側の壁面
（すなわち、第２大気導入路１７Ｂを形成する第２固体電解質層１１Ｂの壁面）に配置さ
れている。これら電極１５Ａ、１５Ｂと第２固体電解質層１１Ｂとは、ポンプセル１５を
構成している。センサ１０は、ポンプセル１５（具体的には、第１ポンプ電極１５Ａと第
２ポンプ電極１５Ｂとの間）にポンプセル電圧源１５Ｃから電圧を印加可能に構成されて
いる。なお、第１ポンプ電極１５Ａは陰極側の電極であり、第２ポンプ電極１５Ｂは陽極
側の電極である。
【００４５】
＜ポンプセルの機能＞
　ポンプセル１５に電圧が印加されると、内部空間１８内の酸素が第１ポンプ電極１５Ａ
に接触したときに、この酸素が第１ポンプ電極１５Ａ上で酸素イオンとなり、この酸素イ
オンが第２固体電解質層１１Ｂの内部を第２ポンプ電極１５Ｂに向かって移動する。この
とき、第１ポンプ電極１５Ａと第２ポンプ電極１５Ｂとの間には、第２固体電解質層１１
Ｂの内部を移動した酸素イオン量に比例した電流が流れる。そして、酸素イオンが第２ポ
ンプ電極１５Ｂに達すると、酸素イオンは第２ポンプ電極１５Ｂにおいて酸素となって第
２大気導入路１７Ｂに放出される。つまり、ポンプセル１５は、排気中の酸素を排気から
ポンピングによって大気に放出し、排気中の酸素濃度を低下させることができる。このポ
ンプセル１５のポンピング能力は、ポンプセル電圧源１５Ｃから当該ポンプセル１５に印
加される電圧が高いほど高い。
【００４６】
＜センサセルの構成＞
　第１センサ電極１６Ａおよび第２センサ電極１６Ｂは、白金もしくはロジウム等の白金
族元素またはその合金からなる電極である。第１センサ電極１６Ａは、第１固体電解質層
１１Ａの一方の側の壁面（すなわち、内部空間１８を形成する第１固体電解質層１１Ａの
壁面）に配置され、第２センサ電極１６Ｂは、第１固体電解質層１１Ａの他方の側の壁面
（すなわち、第１大気導入路１７Ａを形成する第１固体電解質層１１Ａの壁面）に配置さ
れている。これら電極１６Ａ、１６Ｂと第１固体電解質層１１Ａとは、センサセル１６を
構成している。センサ１０は、センサセル１６（具体的には、第１センサ電極１６Ａと第
２センサ電極１６Ｂとの間）にセンサセル電圧源１６Ｃから電圧を印加可能に構成されて
いる。なお、第１センサ電極１６Ａは陰極側の電極であり、第２センサ電極１６Ｂは陽極
側の電極である。
【００４７】
＜センサセルの機能＞
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　センサセル１６に電圧が印加されると、内部空間１８内のＳＯｘが第１センサ電極１６
Ａに接触したときに、このＳＯｘが第１センサ電極１６Ａ上で分解され、ＳＯｘの酸素が
酸素イオンとなり、この酸素イオンが第１固体電解質層１１Ａの内部を第２センサ電極１
６Ｂに向かって移動する。このとき、第１センサ電極１６Ａと第２センサ電極１６Ｂとの
間には、第１固体電解質層１１Ａの内部を移動した酸素イオン量に比例した電流が流れる
。そして、酸素イオンが第２センサ電極１６Ｂに達すると、酸素イオンは第２センサ電極
１６Ｂにおいて酸素となって第１大気導入路１７Ａに放出される。
【００４８】
＜２セルタイプ限界電流式センサの出力特性＞
　ところで、本願の発明者らの研究により、２セルタイプの限界電流式センサへの印加電
圧（具体的には、センサセル電圧源１６Ｃからセンサセル１６への印加電圧）を所定電圧
から低下させることによって、排気中のＳＯｘ濃度に対応する電流をこの限界電流式セン
サから得られることが新たに判明した。次に、このことについて説明する。なお、以下の
説明において、出力電流とはセンサセル１６から出力される電流である。
【００４９】
　図２に、印加電圧を０．１Ｖから１．０Ｖまで徐々に上昇させ、その後、１．０Ｖから
０．１Ｖまで徐々に低下させた場合の出力電流の変化が示されている。図２の横軸は印加
電圧であり、図２の縦軸は出力電流である。なお、このように印加電圧を変化させている
間、ポンプセル１５には、内部空間１８内の排気中の酸素濃度を零（または、略零）にす
る電圧が印加されている。
【００５０】
　図２において、実線ＬＵ０は、排気中にＳＯｘが含まれていない（すなわち、排気中の
ＳＯｘ濃度が零である）場合において印加電圧を０．１Ｖから１．０Ｖまで上昇させたと
きの出力電流の変化を示し、実線ＬＤ０は、同じく排気中にＳＯｘが含まれていない場合
において印加電圧を１．０Ｖから０．１Ｖまで低下させたときの出力電流の変化を示して
いる。図２において、一点鎖線ＬＵ１は、排気中にＳＯｘが含まれている場合において印
加電圧を０．１Ｖから１．０Ｖまで上昇させたときの出力電流の変化を示し、一点鎖線Ｌ
Ｄ１は、同じく排気中にＳＯｘが含まれている場合において印加電圧を１．０Ｖから０．
１Ｖまで低下させたときの出力電流の変化を示している。
【００５１】
　排気中にＳＯｘが含まれていない場合、印加電圧が０．１Ｖから約０．２Ｖまで上昇さ
れると、図２の実線ＬＵ０で示されているように、出力電流が約４μＡまで急激に上昇す
る。そして、印加電圧が約０．２Ｖから約０．８５Ｖまで上昇する間は、出力電流が約４
μＡで略一定である。そして、印加電圧が約０．８５Ｖを上回ると、出力電流が上昇し始
める。そして、印加電圧が約０．８５Ｖから１．０Ｖまで上昇される間、出力電流は徐々
に上昇し、印加電圧が１．０Ｖに達したときに、出力電流が約７μＡに達する。
【００５２】
　そして、その後、印加電圧が１．０Ｖから０．４Ｖに向けて徐々に低下されると、図２
の実線ＬＤ０で示されているように、出力電流が約７μＡから徐々に低下し、印加電圧が
約０．８５Ｖを下回ってから０．４Ｖに達するまでの間は、出力電流が約３．５μＡで略
一定である。
【００５３】
　一方、排気中にＳＯｘが含まれている場合、印加電圧が０．１Ｖから約０．２Ｖまで上
昇されると、図２の一点鎖線ＬＵ１で示されているように、出力電流が約４μＡまで急激
に上昇する。そして、印加電圧が約０．２Ｖから約０．６Ｖまで上昇する間は、出力電流
が約４μＡで略一定である。そして、印加電圧が約０．６Ｖを上回ると、出力電流が上昇
し始める。そして、印加電圧が約０．６Ｖから１．０Ｖまで上昇される間、出力電流は徐
々に上昇し、印加電圧が１．０Ｖに達したときに約７μＡに達する。
【００５４】
　そして、その後、印加電圧が１．０Ｖから０．４Ｖに向けて徐々に低下されると、図２
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の一点鎖線ＬＤ１で示されているように、出力電流が約７μＡから徐々に低下し、印加電
圧が約０．８Ｖを下回ってから約０．７Ｖに達するまでの間に、出力電流が急激に低下し
て当該出力電流の流れる方向が逆転し、約－５μＡに達する。そして、印加電圧がさらに
約０．７Ｖから０．４Ｖまで低下される間に、出力電流が急激に上昇して当該出力電流の
流れる方向が元の方向に戻り、印加電圧が０．４Ｖに達すると、出力電流が約３．５μＡ
となる。
【００５５】
　したがって、排気中にＳＯｘが含まれている場合、印加電圧が０．４Ｖから０．８Ｖに
上昇され、その後、印加電圧が０．８Ｖから０．４Ｖに低下されると、印加電圧が低下さ
れる間に出力電流が急激に低下した後に急激に上昇する。つまり、印加電圧が０．８Ｖか
ら０．４Ｖまで低下されると、出力電流は最小値（すなわち、ピーク値）のある変化を示
す。ここで、印加電圧が約０．７Ｖに達したときに、出力電流がピーク値となる。
【００５６】
　なお、排気中にＳＯｘが含まれている場合において印加電圧が約０．６Ｖを上回ってか
ら１．０Ｖに達するまでの出力電流は、排気中にＳＯｘが含まれていない場合において印
加電圧が約０．６Ｖを上回ってから１．０Ｖに達するまでの出力電流よりも大きい。
【００５７】
＜第１実施形態の２セルタイプの限界電流式センサの利点＞
　そして、本願の発明者らの研究により、２セルタイプの限界電流式センサにおいて、上
述したように印加電圧を０．８Ｖから０．４Ｖまで低下させたときの出力電流のピーク値
とＳＯｘ濃度との間には、図３に示されている関係があることが判明した。つまり、参照
電流（すなわち、印加電圧が０．８Ｖに達した時点の出力電流）と前記ピーク値との差が
大きいほど、排気中のＳＯｘ濃度が高いことが判明した。したがって、第１実施形態の２
セルタイプの限界電流式センサによれば、前記ピーク値を用いてＳＯｘ濃度を算出（すな
わち、検出）することができる。
【００５８】
＜１セルタイプ限界電流式センサの構成＞
　図４に本発明の第１実施形態の限界電流式センサのさらに１つが示されている。図４の
限界電流式センサは、１セルタイプの限界電流式センサである。図４において、３０は限
界電流式センサ、３１は固体電解質層、３２Ａは第１アルミナ層、３２Ｂは第２アルミナ
層、３２Ｃは第３アルミナ層、３２Ｄは第４アルミナ層、３２Ｅは第５アルミナ層、３３
は拡散律速層、３４はヒータ、３５はセンサセル、３５Ａは第１センサ電極、３５Ｂは第
２センサ電極、３５Ｃはセンサセル電圧源、３６は大気導入路、３７は内部空間をそれぞ
れ示している。
【００５９】
　固体電解質層３１は、ジルコニア等からなる層であり、酸素イオン伝導性を有する。ア
ルミナ層３２Ａ～３２Ｅは、アルミナからなる層である。拡散律速層３３は、多孔質の層
であり、排気を通すことができる。センサ３０では、各層は、図４において下方から、第
５アルミナ層３２Ｅ、第４アルミナ層３２Ｄ、第３アルミナ層３２Ｃ、固体電解質層３１
、拡散律速層３３および第２アルミナ層３２Ｂ、第１アルミナ層３２Ａの順で積層されて
いる。ヒータ３４は、第４アルミナ層３２Ｄと第５アルミナ層３２Ｅとの間に配置されて
いる。
【００６０】
　大気導入路３６は、固体電解質層３１と第３アルミナ層３２Ｃと第４アルミナ層３２Ｄ
とによって形成された空間であり、その一部は大気に開放されている。内部空間３７は、
第１アルミナ層３２Ａと固体電解質層３１と拡散律速層３３と第２アルミナ層３２Ｂとに
よって形成された空間であり、その一部は拡散律速層３３を介してセンサ外部に連通して
いる。
【００６１】
＜センサセルの構成＞
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　第１センサ電極３５Ａおよび第２センサ電極３５Ｂは、白金もしくはロジウム等の白金
族元素またはその合金からなる電極である。第１センサ電極３５Ａは、固体電解質層３１
の一方の側の壁面（すなわち、内部空間３７を形成する固体電解質層３１の壁面）に配置
され、第２センサ電極３５Ｂは、固体電解質層３１の他方の側の壁面（すなわち、大気導
入路３６を形成する固体電解質層３１の壁面）に配置されている。これら電極３５Ａ、３
５Ｂと固体電解質層３１とは、センサセル３５を構成している。センサ３０は、センサセ
ル３５（具体的には、第１センサ電極３５Ａと第２センサ電極３５Ｂとの間）にセンサセ
ル電圧源３５Ｃから電圧を印加可能に構成されている。なお、第１センサ電極３５Ａは陰
極側の電極であり、第２センサ電極３５Ｂは陽極側の電極である。
【００６２】
＜センサセルの機能＞
　センサセル３５に電圧が印加されると、内部空間３７内のＳＯｘが第１センサ電極３５
Ａに接触したときに、このＳＯｘが第１センサ電極３５Ａ上で分解され、ＳＯｘの酸素が
酸素イオンとなり、この酸素イオンが固体電解質層３１の内部を第２センサ電極３５Ｂに
向かって移動する。このとき、第１センサ電極３５Ａと第２センサ電極３５Ｂとの間には
、固体電解質層３１の内部を移動した酸素イオン量に比例した電流が流れる。そして、酸
素イオンが第２センサ電極３５Ｂに達すると、酸素イオンは第２センサ電極３５Ｂにおい
て酸素となって大気導入路３６に放出される。
【００６３】
＜１セルタイプ限界電流式センサの出力特性＞
　ところで、本願の発明者らの研究により、２セルタイプの限界電流式センサと同様に、
１セルタイプの限界電流式センサへの印加電圧（具体的には、センサセル電圧源３５Ｃか
らセンサセル３５への印加電圧）を所定電圧から低下させることによって、排気中のＳＯ
ｘ濃度に対応する電流をこの限界電流式センサからも得られることが判明した。次に、こ
のことについて説明する。なお、以下の説明において、出力電流とはセンサセル３５から
出力される電流であり、当該排気中の酸素濃度は１％で一定である。
【００６４】
　図５に、印加電圧を０．１Ｖから１．０Ｖまで徐々に上昇させ、その後、１．０Ｖから
０．１Ｖまで徐々に低下させた場合の出力電流の変化が示されている。図５の横軸は印加
電圧であり、図５の縦軸は出力電流である。
【００６５】
　図５において、一点鎖線ＬＵ１は、排気中にＳＯｘが含まれている場合において印加電
圧を０．１Ｖから１．０Ｖまで上昇させたときの出力電流の変化を示し、一点鎖線ＬＤ１
は、同じく排気中にＳＯｘが含まれている場合において印加電圧を１．０Ｖから０．１Ｖ
まで低下させたときの出力電流の変化を示している。
【００６６】
　排気中にＳＯｘが含まれている場合において印加電圧が０．１Ｖから約０．２Ｖまで上
昇されると、図５の一点鎖線ＬＵ１で示されているように、出力電流が約１００μＡまで
急激に上昇する。そして、印加電圧が約０．２Ｖから約０．６Ｖまで上昇する間は、出力
電流が約１００μＡで略一定である。そして、印加電圧が約０．６Ｖを上回ると、出力電
流が上昇し始める。そして、印加電圧が約０．６Ｖから１．０Ｖまで上昇される間、出力
電流は若干ではあるが徐々に上昇し、印加電圧が１．０Ｖに達したときに約１０５μＡに
達する。
【００６７】
　そして、その後、印加電圧が１．０Ｖから０．４Ｖに向けて徐々に低下されると、図５
の一点鎖線ＬＤ１で示されているように、出力電流が約１０５μＡから徐々に低下し、印
加電圧が約０．８Ｖを下回ってから約０．７Ｖに達するまでの間に、出力電流が急激に低
下し、約８０μＡに達する。そして、印加電圧が約０．７Ｖから０．４Ｖまで低下される
間に、出力電流が急激に上昇し、印加電圧が０．４Ｖに達すると、出力電流が約１００μ
Ａとなる。
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【００６８】
　したがって、排気中にＳＯｘが含まれている場合、印加電圧が０．４Ｖから０．８Ｖに
上昇され、その後、印加電圧が０．８Ｖから０．４Ｖに低下されると、印加電圧が低下さ
れる間に出力電流が急激に低下した後に急激に上昇する。つまり、印加電圧が０．８Ｖか
ら０．４Ｖまで低下されると、出力電流は最小値（すなわち、ピーク値）のある変化を示
す。ここで、印加電圧が約０．７Ｖに達したときに、出力電流がピーク値となる。
【００６９】
＜第１実施形態の１セルタイプの限界電流式センサの利点＞
　そして、本願の発明者らの研究により、１セルタイプの限界電流式センサにおいて、上
述したように印加電圧を０．８Ｖから０．４Ｖまで低下させたときの出力電流のピーク値
とＳＯｘ濃度との間にも、図３に示されている関係と同様の関係があることが判明した。
つまり、参照電流（すなわち、印加電圧が０．８Ｖに達した時点の出力電流）と前記ピー
ク値との差が大きいほど、排気中のＳＯｘ濃度が高いことが判明した。したがって、第１
実施形態の１セルタイプの限界電流式センサによれば、前記ピーク値を用いてＳＯｘ濃度
を算出（すなわち、検出）することができる。
【００７０】
＜第１実施形態のＳＯｘ濃度検出装置＞
　図６に、図１の限界電流式センサ１０または図４の限界電流式センサ３０を有するＳＯ
ｘ濃度検出装置を備えた内燃機関が示されている。図６の内燃機関は、火花点火式内燃機
関（いわゆるガソリンエンジン）である。しかしながら、本発明は、圧縮自着火式内燃機
関（いわゆるディーゼルエンジン）にも適用可能である。また、図６の内燃機関は、大部
分の機関運転領域において、空燃比が理論空燃比（ストイキ）にて運転される。
【００７１】
＜内燃機関の構成＞
　図６において、１０または３０は図１または図４の限界電流式センサ、５０は内燃機関
の本体、５１はシリンダヘッド、５２はシリンダブロック、５３は燃焼室、５４は燃料噴
射弁、５５は点火プラグ、５６は燃料ポンプ、５７は燃料供給管、６０はピストン、６１
はコネクティングロッド、６２はクランクシャフト、６３はクランク角度センサ、７０は
吸気弁、７１は吸気ポート、７２は吸気マニホルド、７３はサージタンク、７４はスロッ
トル弁、７５は吸気管、７６はエアフローメータ、７７はエアフィルタ、８０は排気弁、
８１は排気ポート、８２は排気マニホルド、８３は排気管、９０は電子制御装置（ＥＣＵ
）、９１はアクセルペダル、９２はアクセルペダル踏込量センサをそれぞれ示している。
【００７２】
＜ＥＣＵの構成・機能＞
　燃料噴射弁５４、点火プラグ５５、スロットル弁７４、クランク角度センサ６３、エア
フローメータ７６、アクセルペダル踏込量センサ９２、および、限界電流式センサ１０、
３０は、ＥＣＵ９０に電気的に接続されている。ＥＣＵ９０は、燃料噴射弁５４、点火プ
ラグ５５、および、スロットル弁７４を動作させるための信号をこれらに送信する。また
、ＥＣＵ９０は、クランク角度センサ６３、エアフローメータ７６、および、アクセルペ
ダル踏込量センサ９２から信号を受信する。クランク角度センサ６３からは、クランクシ
ャフト６２の回転速度に対応する信号が出力される。ＥＣＵ９０は、クランク角度センサ
６３から受信した信号に基づいて機関回転数を算出する。エアフローメータ７６からは、
そこを通過する空気の流量（ひいては、燃焼室５３に吸入される空気の流量）に対応する
信号が出力される。ＥＣＵ９０は、エアフローメータ７６から受信した信号に基づいて吸
入空気量を算出する。アクセルペダル踏込量センサ９２からは、アクセルペダル９１の踏
込量に対応する信号が出力される。ＥＣＵ９０は、アクセルペダル踏込量センサ９２から
受信した信号に基づいて機関負荷を算出する。
【００７３】
＜限界電流式センサ＞
　限界電流式センサ１０、３０は、排気管８３に取り付けられている。したがって、限界
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電流式センサ１０、３０の検出対象となるガス（すなわち、被検ガス）は、燃焼室５３か
ら排出される排気である。限界電流式センサ１０、３０からは、そこに到来する排気中の
ＳＯｘ濃度に対応する電流が出力される。ＥＣＵ９０は、限界電流式センサ１０、３０か
ら受信した電流に基づいてＳＯｘ濃度を算出する（この算出方法の詳細は後述する）。
【００７４】
＜第１実施形態のＳＯｘ濃度検出＞
　第１実施形態のＳＯｘ濃度検出について図７を参照しつつ説明する。第１実施形態では
、印加電圧が定常的に０．４Ｖに維持されている（図７の時刻Ｔ０以前の期間参照）。す
なわち、センサに定常的に０．４Ｖが印加されている。そして、第１実施形態のＳＯｘ濃
度検出では、印加電圧が０．４Ｖから０．８Ｖまで上昇され（図７の時刻Ｔ０から時刻Ｔ
１までの期間参照）、その後、印加電圧が０．８Ｖから０．４Ｖまで低下される（図７の
時刻Ｔ１から時刻Ｔ２までの期間参照）。このとき、ＥＣＵは、印加電圧が０．８Ｖから
０．４Ｖまで低下される間に当該ＥＣＵに入力された出力電流のピーク値と参照電流とを
用いてＳＯｘ濃度を算出（すなわち、検出）する。このとき、参照電流とピーク値との差
が大きいほど、算出されるＳＯｘ濃度は高い。
【００７５】
　なお、ピーク値と参照電流との差（以下「電流差」）を用いてＳＯｘ濃度を算出する場
合、たとえば、電流差に対応するＳＯｘ濃度が電流差毎に予め実験等によって求められ、
これら求められたＳＯｘ濃度が電流差の関数のマップの形でＥＣＵに記憶され、ＳＯｘ濃
度の検出中に算出される電流差に対応するＳＯｘ濃度をマップから読み出すことによって
、ＳＯｘ濃度が算出される。
【００７６】
＜第１実施形態のＳＯｘ濃度検出装置の利点＞
　第１実施形態のＳＯｘ濃度検出装置によれば、排気中のＳＯｘ濃度を検出することがで
きる。すなわち、印加電圧が一定の電圧（たとえば、０．４Ｖ）に維持されているときの
出力電流に占めるＳＯｘの影響、または、印加電圧が上昇されたときの出力電流に占める
ＳＯｘの影響が、同出力電流に占める他の成分（たとえば、Ｏ２やＮＯｘ）の影響に比べ
て小さいが、印加電圧が所定電圧（たとえば、０．８Ｖ）から低下されたときの出力電流
に占めるＳＯｘの影響が、同出力電流に占める他の成分の影響に比べて大きいという知見
を本願の発明者らが得ており、このため、第１実施形態のＳＯｘ濃度検出装置によれば、
ＳＯｘ濃度を精度良く検出することができるのである。
【００７７】
　また、ピーク値は、印加電圧の低下中の出力電流のうち、ＳＯｘ濃度が零である場合の
出力電流から最も大きく異なる出力電流である。したがって、ピーク値は、ＳＯｘ濃度に
精度良く対応する出力電流であると言える。このため、ＳＯｘ濃度検出用の出力電流とし
てピーク値を用いることによって、ＳＯｘ濃度をより精度良く検出することができる。
【００７８】
　また、第１実施形態では、印加電圧の低下開始前にセンサに印加させておく電圧は０．
４Ｖである。したがって、この電圧は、印加電圧の低下開始時点の印加電圧である０．８
Ｖよりも低い。このため、第１実施形態によれば、印加電圧の低下開始前にセンサに印加
させておく電圧が０．８Ｖである場合に比べて、ＳＯｘ濃度検出に消費される電力を少な
くすることができる。
【００７９】
＜第１実施形態の適用範囲＞
　なお、第１実施形態のＳＯｘ濃度検出において、印加電圧の上昇開始時点の印加電圧（
すなわち、センサに定常的に印加しておく印加電圧）は、０．４Ｖに限定されず、印加電
圧の上昇後に印加電圧を低下させたときにピーク値を持つ出力電流の変化を発生させる電
圧であればよく、たとえば、０．６Ｖ以下であればよく、好ましくは、０．４Ｖである。
【００８０】
　また、印加電圧の上昇終了時点の印加電圧は、０．８Ｖに限定されず、印加電圧の上昇
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後に印加電圧を低下させたときにピーク値を持つ出力電流の変化を発生させる電圧、また
は、出力安定電圧範囲（すなわち、ＳＯｘ濃度が零である場合に、印加電圧に依らず出力
電流が略一定である範囲であって、たとえば、０．２Ｖ～０．８Ｖの範囲）の最大電圧以
上の電圧であればよく、たとえば、０．８Ｖ以上であればよい。
【００８１】
　また、印加電圧の低下終了時点の印加電圧は、０．４Ｖに限定されず、ピーク値に対応
する印加電圧以下であればよく、たとえば、０．７Ｖ以下であればよく、好ましくは、０
．４Ｖである。したがって、印加電圧の上昇開始時点の印加電圧は、印加電圧の低下終了
時点の印加電圧と同じであっても異なっていてもよい。
【００８２】
　また、第１実施形態のＳＯｘ濃度検出では、ピーク値が用いられるが、これに代えて、
印加電圧が０．８Ｖから０．４Ｖまで低下される間に出力電流が急激に低下する範囲また
は急激に上昇する範囲の出力電流が用いられてもよい。
【００８３】
＜参照電流＞
　なお、センサの内部空間に流入する排気中の酸素濃度が印加電圧の低下中に変化する場
合がある。この場合、印加電圧の低下に一定時間を要することを考慮すれば、印加電圧が
０．８Ｖであるときの出力電流よりも、印加電圧が０．４Ｖであるときの出力電流のほう
が、ピーク値の出力時点のセンサの内部空間内の排気中の酸素濃度をより正確に反映して
いると言える。そこで、第１実施形態のＳＯｘ濃度検出において、印加電圧が０．８Ｖか
ら０．４Ｖまで低下される場合、前記参照電流に代えて、印加電圧が０．４Ｖに達した時
点の出力電流（または、その時点から所定時間経過後の出力電流）が参照電流として用い
られてもよい。これによれば、排気中の酸素濃度が印加電圧の低下中に変化したとしても
、ＳＯｘ濃度を精度良く検出することができる。
【００８４】
　また、第１実施形態において、ピーク値と参照電流とを用いてＳＯｘ濃度を算出する代
わりに、ピーク値と変換係数とを用いてＳＯｘ濃度を算出するようにしてもよい。このと
き、ピーク値がマイナス方向に大きいほど、算出されるＳＯｘ濃度は高い。即ち、ピーク
値が負の値である場合には、ピーク値の絶対値が大きいほど、算出されるＳＯｘ濃度は高
く、ピーク値が正の値である場合には、ピーク値の絶対値が小さいほど、算出されるＳＯ
ｘ濃度は高い。なお、変換係数とは、図３の関係に従ってピーク値をＳＯｘ濃度に変換す
る係数である。もちろん、ピーク値がプラスの値として出現する場合には、ピーク値がプ
ラス方向に大きいほど、算出されるＳＯｘ濃度は高いことになる。
【００８５】
＜第１実施形態のスイープ速度＞
　第１実施形態のＳＯｘ濃度検出において、印加電圧の上昇速度または低下速度（スイー
プ速度）が速すぎると、印加電圧が低下されたとしても、ピーク値が出力されなかったり
、ＳＯｘ濃度に十分に対応するピーク値が出力されなかったりする可能性がある。そこで
、第１実施形態のＳＯｘ濃度検出において、印加電圧が低下されたときにＳＯｘ濃度に十
分に対応するピーク値が出力される印加電圧の上昇速度と低下速度とが選択されると好ま
しい。
【００８６】
　具体的には、図８（Ａ）に示されているように、印加電圧の上昇速度が徐々に減少する
ように印加電圧が上昇された後、印加電圧の低下速度が徐々に増大するように印加電圧が
低下されると好ましい。あるいは、図８（Ｂ）に示されているように、印加電圧の上昇速
度が一定に維持されるように印加電圧が上昇された後、印加電圧の低下速度が一定に維持
されるように印加電圧が低下されると好ましい。
【００８７】
　さらに具体的には、第１実施形態のＳＯｘ濃度検出において、印加電圧が０．４Ｖから
０．８Ｖまで上昇された後、０．８Ｖから０．４Ｖまで低下されるまでの印加電圧の変化
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を周波数で表したとき、この周波数は、１００Ｈｚ以下であることが好ましい。別の言い
方をすると、印加電圧の上昇が開始されてから印加電圧の低下が終了されるまでの時間が
０．０１秒以上であることが好ましい。
【００８８】
＜ＳＯｘ検出回路の構成１＞
　なお、内燃機関が図１の限界電流式センサ（２セルタイプ限界電流式センサ）を有する
場合、ＳＯｘ検出回路として、たとえば、図９（Ａ）に示されている回路が採用される。
図９（Ａ）において、１０は限界電流式センサ（すなわち、図１の限界電流式センサ）、
１４はヒータ、１５はポンプセル、１６はセンサセル、９０はＥＣＵ、９１は印加電圧指
令部、９２はパラメータ算出部、９３はヒータ制御部、９４Ｐおよび９４Ｓは印加電圧制
御回路、９５Ｐおよび９５Ｓは出力電流検出回路をそれぞれ示している。
【００８９】
　印加電圧指令部９１、パラメータ算出部９２、および、ヒータ制御部９３は、ＥＣＵ９
０の構成要素である。
【００９０】
　印加電圧指令部９１は、ポンプセル１５への印加電圧に関する指令を印加電圧制御回路
９４Ｐに送信するとともに、センサセル１６への印加電圧に関する指令を印加電圧制御回
路９４Ｓに送信する。
【００９１】
　パラメータ算出部９２は、ポンプセル出力電流に対応する信号を出力電流検出回路９５
Ｐから受信し、この受信した信号に基づいてポンプセル出力電流を算出する。さらに、パ
ラメータ算出部９２は、センサセル出力電流に対応する信号を出力電流検出回路９５Ｓか
ら受信し、この受信した信号に基づいてセンサセル出力電流を算出し、この算出した出力
電流に基づいて排気中のＳＯｘ濃度を算出する。さらに、パラメータ算出部９２は、出力
電流検出回路９５Ｐ、９５Ｓから受信した信号に基づいてセンサ１０内の回路のインピー
ダンスを算出し、この算出したインピーダンスに関する情報をヒータ制御部９３に送信す
る。ヒータ制御部９３は、パラメータ算出部９２から受信したインピーダンスに関する情
報に基づいてヒータ１４を制御する制御信号をヒータ１４に送信する。
【００９２】
　印加電圧制御回路９４Ｐは、印加電圧指令部９１から受信した指令に基づいて（あるい
は、印加電圧指令部９１から受信した指令、および、出力電流検出回路９５Ｐから提供さ
れるポンプセル出力電流に対応する信号に基づいて）ポンプセル印加電圧を制御する。
【００９３】
　出力電流検出回路９５Ｐは、ポンプセル出力電流を検出し、この検出した出力電流に対
応する信号をパラメータ算出部９２および印加電圧制御回路９４Ｐに送信する。
【００９４】
　印加電圧制御回路９４Ｓは、印加電圧指令部９１から受信した指令に基づいて（あるい
は、印加電圧指令部９１から受信した指令、および、出力電流検出回路９５Ｓから提供さ
れるセンサセル出力電流に対応する信号に基づいて）センサセル印加電圧を制御する。
【００９５】
　出力電流検出回路９５Ｓは、センサセル出力電流を検出し、この検出した出力電流に対
応する信号をパラメータ算出部９２および印加電圧制御回路９４Ｓに送信する。
【００９６】
＜ＳＯｘ検出回路の構成２＞
　また、内燃機関が図４の限界電流式センサ（１セルタイプ限界電流式センサ）を有する
場合のＳＯｘ検出回路として、たとえば、図９（Ｂ）に示されている回路が採用される。
図９（Ｂ）において、３０は限界電流式センサ（すなわち、図４の限界電流式センサ）、
３４はヒータ、３５はセンサセル、９０はＥＣＵ、９１は印加電圧指令部、９２はパラメ
ータ算出部、９３はヒータ制御部、９４は印加電圧制御回路、９５は出力電流検出回路を
それぞれ示している。
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【００９７】
　印加電圧指令部９１、パラメータ算出部９２、および、ヒータ制御部９３は、ＥＣＵ９
０の構成要素である。
【００９８】
　印加電圧指令部９１は、センサセル３５への印加電圧に関する指令を印加電圧制御回路
９４に送信する。
【００９９】
　パラメータ算出部９２は、センサセル出力電流に対応する信号を出力電流検出回路９５
から受信し、この受信した信号に基づいてセンサセル出力電流を算出し、この算出した出
力電流に基づいて排気中のＳＯｘ濃度を算出する。さらに、パラメータ算出部９２は、出
力電流検出回路９５から受信した信号に基づいてセンサ３０内の回路のインピーダンスを
算出し、この算出したインピーダンスに関する情報をヒータ制御部９３に送信する。ヒー
タ制御部９３は、パラメータ算出部９２から受信したインピーダンスに関する情報に基づ
いてヒータ３４を制御する制御信号をヒータ３４に送信する。
【０１００】
　印加電圧制御回路９４は、印加電圧指令部９１から受信した指令に基づいて（あるいは
、印加電圧指令部９１から受信した指令、および、出力電流検出回路９５から提供される
センサセル出力電流に対応する信号に基づいて）センサセル印加電圧を制御する。
【０１０１】
　出力電流検出回路９５は、センサセル出力電流を検出し、この検出した出力電流に対応
する信号をパラメータ算出部９２および印加電圧制御回路９４に送信する。
【０１０２】
＜第１実施形態のＳＯｘ濃度検出フロー＞
　上述した第１実施形態のＳＯｘ濃度検出フローの一例について説明する。このフローが
図１０に示されている。
【０１０３】
　図１０のフローが開始されたときには、印加電圧が０．４Ｖに維持されている。そして
、ステップ１０において、印加電圧Ｖｓが０．４Ｖから０．８Ｖに向かって上昇される。
次いで、ステップ１１において、印加電圧Ｖｓが０．８Ｖに達した（Ｖｓ＝０．８Ｖ）か
否かが判別される。ここで、Ｖｓ＝０．８Ｖであると判別されたときには、フローはステ
ップ１２に進む。一方、Ｖｓ＝０．８Ｖではないと判別されたときには、フローはステッ
プ１０に戻る。したがって、ステップ１１においてＶｓ＝０．８Ｖであると判別されるま
で、印加電圧Ｖｓの上昇が継続される。
【０１０４】
　ステップ１２では、印加電圧Ｖｓが０．８Ｖから０．４Ｖに向かって低下されるととも
に、出力電流Ｉｓが検出される。次いで、ステップ１３において、印加電圧Ｖｓが０．４
Ｖに達した（Ｖｓ＝０．４Ｖ）か否かが判別される。ここで、Ｖｓ＝０．４Ｖであると判
別されたときには、フローはステップ１４に進む。一方、Ｖｓ＝０．４Ｖではないと判別
されたときには、フローはステップ１２に戻る。したがって、ステップ１３においてＶｓ
＝０．４Ｖであると判別されるまで、印加電圧Ｖｓの低下と出力電流Ｉｓの検出とが継続
される。
【０１０５】
　ステップ１４では、ステップ１２で検出された出力電流Ｉｓのうち、ピーク値に基づい
てＳＯｘ濃度Ｃｓｏｘが算出され、その後、フローは終了する。
【０１０６】
＜センサ素子温度＞
　なお、上述した実施形態のＳＯｘ濃度検出において、印加電圧が低下されたときにＳＯ
ｘ濃度に対応する電流がセンサから出力される理由は、センサセルにおいてＳＯｘに関連
する反応が生じていることであると推察される。一方、この反応は、センサセルの温度の
影響を大きく受ける。したがって、排気中のＳＯｘ濃度が極めて低いことを考慮すれば、
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センサセルの温度が一定に維持されていることが好ましい。そこで、上述した実施形態に
おいて、ＳＯｘ濃度検出の実行時には、センサセルの温度が一定に維持されるように、ヒ
ータが制御されるようにしてもよい。これによれば、ＳＯｘ濃度がより精度高く検出され
る。
【０１０７】
＜センサ搭載位置＞
　また、排気中の成分を浄化する触媒が排気管に設けられている場合、排気中のＳＯｘが
触媒に捕捉される可能性がある。この場合、限界電流式センサが触媒下流の排気管に取り
付けられていると、ＳＯｘ濃度が精度良く検出されない可能性がある。そこで、上述した
実施形態において、触媒が排気管に設けられている場合、限界電流式センサが触媒上流の
排気管に取り付けられていることが好ましい。
【０１０８】
＜第２実施形態＞
　第２実施形態について説明する。なお、以下で説明されない第２実施形態の構成および
制御は、それぞれ、第１実施形態の構成および制御と同じであるか、あるいは、以下で説
明する第２実施形態の構成または制御に鑑みたときに第１実施形態の構成または制御から
当然に導き出される構成および制御である。
【０１０９】
＜第２実施形態のＳＯｘ濃度検出・Ｓ被毒回復＞
　第２実施形態では、印加電圧が定常的に０．４Ｖに維持されている。そして、第２実施
形態のＳＯｘ濃度検出では、印加電圧が０．４Ｖから０．８Ｖまで上昇され、その後、印
加電圧が０．８Ｖから０．４Ｖまで低下される。このとき、ＥＣＵは、印加電圧が０．８
Ｖから０．４Ｖまで低下される間に当該ＥＣＵに入力された出力電流のピーク値の絶対値
が第１の所定値以上であるか否かを判別する。ここで、ピーク値の絶対値が第１の所定値
以上である場合、ＥＣＵは、Ｓ被毒回復制御（この制御の詳細は後述する）を実行する。
一方、ピーク値の絶対値が第１の所定値よりも小さい場合、ＥＣＵは、ピーク値と参照電
流とを用いてＳＯｘ濃度を算出（すなわち、検出）する。
【０１１０】
＜第２実施形態の所定値＞
　なお、第２実施形態の第１の所定値は、たとえば、以下のように設定される。排気中の
ＳＯｘの硫黄分が第１センサ電極に付着することがある。この付着Ｓ量（すなわち、第１
センサ電極に付着している硫黄の量）が多くなると、前記ピーク値の絶対値が大きくなる
ことが本願の発明者らの研究により判明している。そして、この付着Ｓ量が非常に多い場
合、限界電流式センサの検出精度（特に、ＳＯｘ濃度の検出精度）が低下する可能性があ
る。したがって、付着Ｓ量が多い場合、第１センサ電極に付着している硫黄を除去するこ
と（すなわち、Ｓ被毒回復制御を実行すること）が好ましい。そこで、第２実施形態の第
１の所定値は、たとえば、Ｓ被毒回復制御の実行が必要とされる場合におけるピーク値の
絶対値（すなわち、印加電圧が０．８Ｖから０．４Ｖまで低下される間にＥＣＵに入力さ
れた出力電流のピーク値の絶対値）に設定される。
【０１１１】
＜Ｓ被毒回復制御＞
　なお、Ｓ被毒回復制御は、公知の制御を採用可能であり、たとえば、印加電圧を比較的
高い電圧（たとえば、０．８Ｖ以上の電圧であって、特に、１．０Ｖ）まで上昇させる制
御を採用可能である。
【０１１２】
＜第２実施形態のＳＯｘ濃度検出装置の利点＞
　第２実施形態のＳＯｘ濃度検出装置によれば、Ｓ被毒（すなわち、第１センサ電極への
硫黄の付着）によってセンサの検出精度が低下している可能性がある場合、Ｓ被毒回復制
御が実行される。言い換えれば、Ｓ被毒によるセンサの検出精度の低下が生じている可能
性がない場合に限り、ＳＯｘ濃度の検出が実施される。このため、第２実施形態のＳＯｘ
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濃度検出装置によれば、ＳＯｘ濃度をより精度良く検出することができる。
【０１１３】
＜第２実施形態のＳＯｘ濃度検出フロー＞
　第２実施形態のＳＯｘ濃度検出フローの一例について説明する。このフローが図１１に
示されている。
【０１１４】
　図１１のフローが開始されたときには、印加電圧が０．４Ｖに維持されている。そして
、ステップ２０において、印加電圧Ｖｓが０．４Ｖから０．８Ｖに向かって上昇される。
次いで、ステップ２１において、印加電圧Ｖｓが０．８Ｖに達した（Ｖｓ＝０．８Ｖ）か
否かが判別される。ここで、Ｖｓ＝０．８Ｖであると判別されたときには、フローはステ
ップ２２に進む。一方、Ｖｓ＝０．８Ｖではないと判別されたときには、フローはステッ
プ２０に戻る。したがって、ステップ２１においてＶｓ＝０．８Ｖであると判別されるま
で、印加電圧Ｖｓの上昇が継続される。
【０１１５】
　ステップ２２では、印加電圧Ｖｓが０．８Ｖから０．４Ｖに向かって低下されるととも
に、出力電流Ｉｓが検出される。次いで、ステップ２３において、印加電圧Ｖｓが０．４
Ｖに達した（Ｖｓ＝０．４Ｖ）か否かが判別される。ここで、Ｖｓ＝０．４Ｖであると判
別されたときには、フローはステップ２４に進む。一方、Ｖｓ＝０．４Ｖではないと判別
されたときには、フローはステップ２２に戻る。したがって、ステップ２３においてＶｓ
＝０．４Ｖであると判別されるまで、印加電圧Ｖｓの低下と出力電流Ｉｓの検出とが継続
される。
【０１１６】
　ステップ２４では、ステップ２２で検出された出力電流Ｉｓのうち、ピーク値の絶対値
｜Ｉｓ｜が第１の所定値Ｉｓｔｈ１よりも大きい（｜Ｉｓ｜＞Ｉｓｔｈ１）か否かが判別
される。ここで、｜Ｉｓ｜＞Ｉｓｔｈ１であると判別されたときには、フローはステップ
２５に進み、Ｓ被毒回復制御が実行され、その後、フローは終了する。一方、｜Ｉｓ｜＞
Ｉｓｔｈ１ではないと判別されたときには、フローはステップ２６に進み、ステップ２２
で検出された出力電流Ｉｓのうち、ピーク値に基づいてＳＯｘ濃度Ｃｓｏｘが算出され、
その後、フローは終了する。
【０１１７】
＜第３実施形態＞
　第３実施形態について説明する。なお、以下で説明されない第３実施形態の構成および
制御は、それぞれ、上記実施形態の構成および制御と同じであるか、あるいは、以下で説
明する第３実施形態の構成または制御に鑑みたときに上記実施形態の構成または制御から
当然に導き出される構成および制御である。
【０１１８】
＜第３実施形態のＳＯｘ濃度検出・燃料性状異常警告＞
　第３実施形態では、印加電圧が定常的に０．４Ｖに維持されている。そして、第３実施
形態のＳＯｘ濃度検出では、印加電圧が０．４Ｖから０．８Ｖまで上昇され、その後、印
加電圧が０．８Ｖから０．４Ｖまで低下される。このとき、ＥＣＵは、印加電圧が０．８
Ｖから０．４Ｖまで低下される間に当該ＥＣＵに入力された出力電流のピーク値の絶対値
が第２の所定値以上であるか否かを判別する。ここで、ピーク値の絶対値が第２の所定値
以上である場合、ＥＣＵは、燃料性状の異常を警告する。一方、ピーク値の絶対値が第２
の所定値よりも小さい場合、ＥＣＵは、ピーク値と参照電流とを用いてＳＯｘ濃度を算出
（すなわち、検出）する。
【０１１９】
＜第３実施形態の所定値＞
　なお、第３実施形態の所定値は、たとえば、以下のように設定される。上述したように
、排気中のＳＯｘの硫黄分が第１センサ電極に付着することがあり、この付着Ｓ量が多く
なると、前記ピーク値の絶対値が大きくなることが本願の発明者らの研究により判明して
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いる。そして、この付着Ｓ量が非常に多い場合、限界電流式センサの検出精度（特に、Ｓ
Ｏｘ濃度の検出精度）が低下する可能性がある。ここで、付着Ｓ量が多くなる原因の１つ
として、排気中のＳＯｘ濃度が高いことが挙げられる。そして、燃料中の硫黄成分濃度が
高いと、排気中のＳＯｘ濃度が高い。そして、燃料中の硫黄成分濃度が許容できない程度
に高く、したがって、燃料性状が異常である可能性がある場合、その旨を警告することが
好ましい。
【０１２０】
　そこで、第３実施形態の第２の所定値は、たとえば、燃料性状が許容可能な範囲の性状
ではない場合（特に、燃料中のＳ濃度が許容可能な濃度よりも高い場合）におけるピーク
値の絶対値（すなわち、印加電圧が０．８Ｖから０．４Ｖまで低下される間にＥＣＵに入
力された出力電流のピーク値の絶対値）の最小値以上の適宜選択される値に設定される。
【０１２１】
　なお、第３実施形態の第２の所定値は、第２実施形態の第１の所定値と同じ値であって
もよいし、異なる値であってもよい。
【０１２２】
＜第３実施形態のＳＯｘ濃度検出装置の利点＞
　第３実施形態のＳＯｘ濃度検出装置によれば、燃料性状が異常である可能性がある場合
、その旨が警告されるので、ＳＯｘ濃度検出装置の利用者は、燃料性状が異常である可能
性があることを知ることができる。
【０１２３】
＜第３実施形態のＳＯｘ濃度検出フロー＞
　第３実施形態のＳＯｘ濃度検出フローの一例について説明する。このフローが図１２に
示されている。
【０１２４】
　図１２のフローが開始されたときには、印加電圧が０．４Ｖに維持されている。そして
、ステップ３０において、印加電圧Ｖｓが０．４Ｖから０．８Ｖに向かって上昇される。
次いで、ステップ３１において、印加電圧Ｖｓが０．８Ｖに達した（Ｖｓ＝０．８Ｖ）か
否かが判別される。ここで、Ｖｓ＝０．８Ｖであると判別されたときには、フローはステ
ップ３２に進む。一方、Ｖｓ＝０．８Ｖではないと判別されたときには、フローはステッ
プ３０に戻る。したがって、ステップ３１においてＶｓ＝０．８Ｖであると判別されるま
で、印加電圧Ｖｓの上昇が継続される。
【０１２５】
　ステップ３２では、印加電圧Ｖｓが０．８Ｖから０．４Ｖに向かって低下されるととも
に、出力電流Ｉｓが検出される。次いで、ステップ３３において、印加電圧Ｖｓが０．４
Ｖに達した（Ｖｓ＝０．４Ｖ）か否かが判別される。ここで、Ｖｓ＝０．４Ｖであると判
別されたときには、フローはステップ３４に進む。一方、Ｖｓ＝０．４Ｖではないと判別
されたときには、フローはステップ３２に戻る。したがって、ステップ３３においてＶｓ
＝０．４Ｖであると判別されるまで、印加電圧Ｖｓの低下と出力電流Ｉｓの検出とが継続
される。
【０１２６】
　ステップ３４では、ステップ３２で検出された出力電流Ｉｓのうち、ピーク値の絶対値
｜Ｉｓ｜が第２の所定値Ｉｓｔｈ２よりも大きい（｜Ｉｓ｜＞Ｉｓｔｈ２）か否かが判別
される。ここで、｜Ｉｓ｜＞Ｉｓｔｈ２であると判別されたときには、フローはステップ
３５に進み、燃料性状異常が警告され、その後、フローは終了する。一方、｜Ｉｓ｜＞Ｉ
ｓｔｈ２ではないと判別されたときには、フローはステップ３６に進み、ステップ３２で
検出された出力電流Ｉｓのうち、ピーク値に基づいてＳＯｘ濃度Ｃｓｏｘが算出され、そ
の後、フローは終了する。
【０１２７】
【０１２８】
【０１２９】
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【０１３０】
　上述した実施形態のＳＯｘ濃度検出では、印加電圧の低下前に印加電圧の上昇が行われ
る。しかしながら、印加電圧の低下さえ行われれば、その前に印加電圧の上昇が行われな
くても、上述した実施形態の利益が少なからず得られる。
【０１３１】
＜実施形態の総括＞
　上述した実施形態の内燃機関のＳＯｘ濃度検出装置は、広く表現すれば、限界電流式セ
ンサへの印加電圧を所定電圧（たとえば、０．８Ｖ以上の電圧であり、特に、０．８Ｖ）
から低下させたときの前記センサの出力電流を用いて排気中のＳＯｘ濃度を検出する検出
部（たとえば、ＥＣＵ）を有する内燃機関のＳＯｘ濃度検出装置であると言える。
【０１３２】
　より限定的に表現すれば、前記検出部は、前記ＳＯｘ濃度検出用の出力電流として、前
記センサへの印加電圧を前記所定電圧から低下させたときの前記センサの出力電流のピー
ク値を用いるものであると言える。
【０１３３】
　同様に、限定的に表現すれば、前記検出部は、前記ＳＯｘ濃度検出用の出力電流として
、前記所定電圧の印加前に当該所定電圧よりも低い電圧（たとえば、０．６Ｖ以下の電圧
であり、特に、０．４Ｖ）を印加し、その後、印加電圧を前記所定電圧まで上昇させ、そ
の後、印加電圧を低下させたときの前記センサの出力電流を用いるものであると言える。
なお、この場合、印加電圧の低下は、印加電圧の上昇に続いて連続的に行われる。
【０１３４】
　また、上述した実施形態の内燃機関のＳＯｘ濃度検出装置は、広く表現すれば、前記セ
ンサへの印加電圧を前記所定電圧（たとえば、０．８Ｖ以上の電圧であり、特に、０．８
Ｖ）から低下させたときの前記センサの出力電流の絶対値が第１の所定値以上である場合
、Ｓ被毒回復制御を実行する制御部（たとえば、ＥＣＵ）をさらに有するものであると言
える。
【０１３５】
　また、上述した実施形態の内燃機関のＳＯｘ濃度検出装置は、広く表現すれば、前記セ
ンサへの印加電圧を前記所定電圧（たとえば、０．８Ｖ以上の電圧であり、特に、０．８
Ｖ）から低下させたときの前記センサの出力電流の絶対値が第２の所定値以上である場合
、燃料性状の異常を警告する制御部をさらに有するものであると言える。
【０１３６】
　また、上述した実施形態のＳＯｘ濃度検出装置は、広く表現すれば、前記センサへの印
加電圧を所定電圧（たとえば、０．８Ｖ以上の電圧であり、特に、０．８Ｖ）から低下さ
せる電圧低下ステップと、該電圧低下ステップ中の前記センサの出力電流を取得する出力
電流取得ステップと、該出力電流取得ステップにおいて取得された出力電流を用いて排気
中のＳＯｘ濃度を検出するＳＯｘ濃度検出ステップと、を具備する方法を実行するもので
あると言える。
【０１３７】
　より限定的に表現すれば、上記方法は、前記出力電流取得ステップにおいて、前記セン
サの出力電流のピーク値を取得するものであると言える。
【０１３８】
　同様に、限定的に表現すれば、上記方法は、前記所定電圧の印加前に当該所定電圧より
も低い電圧（たとえば、０．６Ｖ以下の電圧であり、特に、０．４Ｖ）を印加しておき、
印加電圧を前記所定電圧まで上昇させる電圧上昇ステップであって、前記電圧低下ステッ
プの前に実行される電圧上昇ステップをさらに具備するものであると言える。なお、この
場合、電圧低下ステップは、電圧上昇ステップに続いて連続的に実行される。
【０１３９】
　また、上述した実施形態の限界電流式センサは、広く表現すれば、印加電圧を所定電圧
（たとえば、０．８Ｖ以上の電圧であり、特に、０．８Ｖ）から低下させたときの当該セ
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ンサの出力電流を用いて排気中のＳＯｘ濃度を検出するために用いられる限界電流式セン
サであると言える。
【０１４０】
　より限定的に表現すれば、上述した実施形態のセンサは、印加電圧を前記所定電圧から
低下させたときの当該センサの出力電流のピーク値を前記ＳＯｘ濃度検出用の出力電流と
して用いて前記ＳＯｘ濃度を検出するために用いられるセンサであると言える。
【０１４１】
　同様に、限定的に表現すれば、上述した実施形態のセンサは、前記所定電圧の印加前に
当該所定電圧よりも低い電圧（たとえば、０．６Ｖ以下の電圧であり、特に、０．４Ｖ）
を印加し、その後、印加電圧を前記所定電圧まで上昇させ、その後、印加電圧を低下させ
たときの当該センサの出力電流を前記ＳＯｘ濃度検出用の出力電流として用いて前記ＳＯ
ｘ濃度を検出するために用いられるセンサであると言える。なお、この場合、印加電圧の
低下は、印加電圧の上昇に続いて連続的に行われる。
【符号の説明】
【０１４２】
　１０…限界電流式センサ、１１Ａ、１１Ｂ…固体電解質層、１３…拡散律速層、１５…
ポンプセル、１５Ａ、１５Ｂ…ポンプ電極、１６…センサセル、１６Ａ、１６Ｂ…センサ
電極、３０…限界電流式センサ、３１…固体電解質層、３３…拡散律速層、３５…センサ
セル、３５Ａ、３５Ｂ…センサ電極、９０…ＥＣＵ
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　限界電流式センサを有する内燃機関のＳＯｘ濃度検出装置において、
　前記センサへの印加電圧を所定電圧から低下させたときの前記センサの出力電流を用い
て前記内燃機関から排出される排気中のＳＯｘ濃度を検出する検出部を有する内燃機関の
ＳＯｘ濃度検出装置。
【請求項２】
　前記検出部は、前記センサへの前記印加電圧を前記所定電圧から低下させたときの前記
センサの出力電流のピーク値を前記ＳＯｘ濃度検出用の出力電流として用いる請求項１に
記載の内燃機関のＳＯｘ濃度検出装置。
【請求項３】
　前記検出部は、前記センサへの前記所定電圧の印加前に当該所定電圧よりも低い電圧を
印加しておき、前記センサへの前記印加電圧を前記所定電圧まで上昇させ、その後、同印
加電圧を低下させたときの前記センサの出力電流を前記ＳＯｘ濃度検出用の出力電流とし
て用いる請求項１または請求項２に記載の内燃機関のＳＯｘ濃度検出装置。
【請求項４】
　前記所定電圧が０．８Ｖ以上の電圧である請求項１～３のいずれか１つに記載の内燃機
関のＳＯｘ濃度検出装置。
【請求項５】
　前記所定電圧からの前記センサへの前記印加電圧の低下終了時点の印加電圧が０．７Ｖ
以下の電圧である請求項１～４のいずれか１つに記載の内燃機関のＳＯｘ濃度検出装置。
【請求項６】
　前記検出部は、１００Ｈｚの電圧変化の速度以下の速度にて前記センサへの前記印加電
圧を前記所定電圧から低下させる請求項１～５のいずれか１つに記載の内燃機関のＳＯｘ
濃度検出装置。
【請求項７】
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　前記検出部は、１００Ｈｚの電圧変化の速度以下の速度にて、前記所定電圧よりも低い
電圧を前記センサに印加してから前記所定電圧まで前記センサへの印加電圧を上昇させた
後に同印加電圧を前記所定電圧から低下させる請求項３に記載の内燃機関のＳＯｘ濃度検
出装置。
【請求項８】
　前記内燃機関がガソリンエンジンである請求項１～７のいずれか１つに記載の内燃機関
のＳＯｘ濃度検出装置。
【請求項９】
　前記センサへの前記印加電圧を前記所定電圧から低下させたときの前記センサの出力電
流の絶対値が第１の所定値以上である場合、Ｓ被毒回復制御を実行する制御部をさらに有
する請求項１～８のいずれか１つに記載の内燃機関のＳＯｘ濃度検出装置。
【請求項１０】
　前記センサへの前記印加電圧を前記所定電圧から低下させたときの前記センサの出力電
流の絶対値が第２の所定値以上である場合、前記内燃機関の燃焼室に供給される燃料の性
状の異常を警告する制御部をさらに有する請求項１～９のいずれか１つに記載の内燃機関
のＳＯｘ濃度検出装置。
【請求項１１】
　限界電流式センサを有する内燃機関から排出される排気中のＳＯｘ濃度を検出する方法
において、
　前記センサへの印加電圧を所定電圧から低下させる電圧低下ステップと、
　該電圧低下ステップ中の前記センサの出力電流を取得する出力電流取得ステップと、
　該出力電流取得ステップにおいて取得された出力電流を用いて排気中のＳＯｘ濃度を検
出するＳＯｘ濃度検出ステップと、
　を具備するＳＯｘ濃度検出方法。
【請求項１２】
　限界電流式センサであって、当該センサへの印加電圧を所定電圧から低下させたときの
当該センサの出力電流を用いて内燃機関から排出される排気中のＳＯｘ濃度を検出するた
めに用いられる限界電流式センサ。



(45) JP 2015-17932 A 2015.1.29

10

フロントページの続き

(72)発明者  青木　圭一郎
            愛知県豊田市トヨタ町１番地　トヨタ自動車株式会社内
(72)発明者  若尾　和弘
            愛知県豊田市トヨタ町１番地　トヨタ自動車株式会社内
(72)発明者  金子　豊治
            愛知県豊田市トヨタ町１番地　トヨタ自動車株式会社内
(72)発明者  橋田　達弘
            愛知県豊田市トヨタ町１番地　トヨタ自動車株式会社内
Ｆターム(参考) 3G091 AA17  AA18  BA11  EA01  EA05  EA07  FB11 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	overflow

