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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機関排気通路内に排気浄化触媒を配置すると共に排気浄化触媒上流の機関排気通路内に
炭化水素供給弁を配置し、該排気浄化触媒の排気ガス流通表面上には貴金属触媒が担持さ
れていると共に該貴金属触媒周りには塩基性の排気ガス流通表面部分が形成されており、
該排気浄化触媒は、排気浄化触媒に流入する炭化水素の濃度を予め定められた範囲内の振
幅および予め定められた範囲内の周期でもって振動させると排気ガス中に含まれるNOｘを
還元する性質を有すると共に、該炭化水素濃度の振動周期を該予め定められた範囲よりも
長くすると排気ガス中に含まれるNOｘの吸蔵量が増大する性質を有しており、機関運転時
に炭化水素供給弁から該予め定められた範囲内の周期でもって炭化水素が噴射されると排
気ガス中に含まれるNOxが排気浄化触媒において浄化される内燃機関において、排気浄化
触媒下流の機関排気通路内の排気ガスを吸気通路内に再循環させる低圧排気ガス再循環装
置を具備しており、ロックアップクラッチを備えたトルクコンバータが機関の出力軸と変
速機との間に配置されており、ロックアップクラッチの係合作用が行われていないときに
は機関の出力軸が変速機の入力軸に流体的に連結され、ロックアップクラッチの係合作用
が行われると機関の出力軸が変速機の入力軸に機械的に連結され、ロックアップクラッチ
の係合作用を行うべきときに、上記低圧排気ガス再循環装置による排気ガス再循環作用が
行われておりかつ炭化水素供給弁から上記予め定められた範囲内の周期でもって炭化水素
が噴射されている場合には、常に又は機関出力のトルク変動の大きさに応じてロックアッ
プクラッチの非摺動係合が禁止され、ロックアップクラッチの摺動係合が行われる内燃機
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関。
【請求項２】
　ロックアップクラッチの係合作用を行うべきときに、上記低圧排気ガス再循環装置によ
る排気ガス再循環作用が行われておりかつ炭化水素供給弁から上記予め定められた範囲内
の周期でもって炭化水素が噴射されている場合には、機関出力のトルク変動の大きさが予
め定められた値を超えたときに、ロックアップクラッチの非摺動係合が禁止され、ロック
アップクラッチの摺動係合が行われる請求項１に記載の内燃機関。
【請求項３】
　ロックアップクラッチの係合状態を制御するための圧力制御装置を具備しており、ロッ
クアップクラッチの摺動係合が行われるときには、変速機の入力軸のトルク変動レベルが
予め定められた境界トルク変動レベルとなるように該圧力制御装置によってロックアップ
クラッチの係合状態がフィードバック制御される請求項２に記載の内燃機関。
【請求項４】
　ロックアップクラッチの係合作用を行うべきときに、上記低圧排気ガス再循環装置によ
る排気ガス再循環作用が行われておりかつ炭化水素供給弁から上記予め定められた範囲内
の周期でもって炭化水素が噴射されている場合には、機関出力のトルク変動の大きさが予
め定められた値を超えたときに、ロックアップクラッチの非摺動係合が禁止されると共に
ロックアップクラッチの摺動係合が禁止され、機関出力のトルク変動の大きさが予め定め
られた値よりも小さいときにはロックアップクラッチの摺動係合が行われる請求項１に記
載の内燃機関。
【請求項５】
　炭化水素供給弁から該予め定められた範囲内の周期でもって炭化水素を噴射することに
より排気ガス中に含まれるNOxを浄化する第１のNOx浄化方法と、排気浄化触媒に流入する
排気ガスの空燃比を該予め定められた範囲内の周期よりも長い周期でもってリッチにする
ことにより排気浄化触媒から吸蔵NOxを放出させてNOxを浄化する第２のNOx浄化方法とが
選択的に用いられ、上記低圧排気ガス再循環装置による排気ガス再循環作用が行われてい
る状態で第２のNOx浄化方法によるNOx浄化作用が行われているときに、排気浄化触媒から
吸蔵NOxを放出すべく排気浄化触媒に流入する排気ガスの空燃比がリッチにされたときに
は該低圧排気ガス再循環装置による排気ガス再循環作用が一時的に停止される請求項１に
記載の内燃機関。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は内燃機関に関する。
【背景技術】
【０００２】
　機関排気通路内にNOx吸蔵還元触媒が配置されると共にNOx吸蔵還元触媒上流の機関排気
通路内に炭化水素供給弁が配置されており、NOx吸蔵還元触媒下流の機関排気通路内の排
気ガスを吸気通路内に再循環させる低圧排気ガス再循環装置を具備しており、NOx吸蔵還
元触媒に吸蔵されたNOxを放出させるときには炭化水素供給弁から炭化水素を供給してNOx
吸蔵還元触媒に流入する排気ガスの空燃比を一時的にリッチにするようにした内燃機関が
公知である（例えば特許文献１を参照）。ところが、この内燃機関ではNOx吸蔵還元触媒
からNOxを放出すべく炭化水素供給弁から炭化水素が噴射されると、多量の炭化水素を含
んだ排気ガスが低圧排気ガス再循環装置により吸気通路内に再循環される。その結果燃焼
室内の空燃比が低くなるために燃焼変動が生じ、搭乗者に不快感を与えるトルク変動が発
生してしまう。そこで、この内燃機関では、このようなトルク変動が生じるのを阻止する
ために、NOx吸蔵還元触媒からNOxを放出すべく炭化水素供給弁から炭化水素が噴射された
ときには、低圧排気ガス再循環装置による炭化水素の再循環時期に同期させて吸気通路内
に再循環される再循環排気ガス量を低下させるようにしている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２２２９７２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、NOx吸蔵還元触媒からNOxを放出させるための炭化水素供給弁からの炭化水素
の噴射作用は比較的長い周期でもって行われる。このように炭化水素供給弁からの炭化水
素の噴射周期が比較的長い場合には、低圧排気ガス再循環装置による炭化水素の再循環時
期に同期させて吸気通路内に再循環される再循環排気ガス量を低下させることは可能であ
る。しかしながら、NOx吸蔵還元触媒からNOxを放出させるための炭化水素の噴射周期より
も短い周期でもって炭化水素供給弁から炭化水素を噴射することによりNOxを浄化するよ
うにした新たなNOx浄化方法を用いたときには、炭化水素の噴射周期が短いために、低圧
排気ガス再循環装置による炭化水素の再循環時期に同期させて吸気通路内に再循環される
再循環排気ガス量を低下させることは不可能である。また、吸気通路内に再循環される排
気ガス量を低下させると、燃焼室内で発生するNOx量が増大するという別の問題がある。
【０００５】
　本発明の目的は、NOx吸蔵還元触媒からNOxを放出させるための炭化水素の噴射周期より
も短い周期でもって炭化水素供給弁から炭化水素を噴射することによりNOxを浄化するよ
うにした新たなNOx浄化方法を用いたときに、搭乗者に伝わるトルク変動のレベルを低下
させるようにした内燃機関を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によれば、機関排気通路内に排気浄化触媒を配置すると共に排気浄化触媒上流の
機関排気通路内に炭化水素供給弁を配置し、排気浄化触媒の排気ガス流通表面上には貴金
属触媒が担持されていると共に貴金属触媒周りには塩基性の排気ガス流通表面部分が形成
されており、排気浄化触媒は、排気浄化触媒に流入する炭化水素の濃度を予め定められた
範囲内の振幅および予め定められた範囲内の周期でもって振動させると排気ガス中に含ま
れるNOｘを還元する性質を有すると共に、炭化水素濃度の振動周期をこの予め定められた
範囲よりも長くすると排気ガス中に含まれるNOｘの吸蔵量が増大する性質を有しており、
機関運転時に炭化水素供給弁からこの予め定められた範囲内の周期でもって炭化水素が噴
射されると排気ガス中に含まれるNOxが排気浄化触媒において浄化される内燃機関におい
て、排気浄化触媒下流の機関排気通路内の排気ガスを吸気通路内に再循環させる低圧排気
ガス再循環装置を具備しており、ロックアップクラッチを備えたトルクコンバータが機関
の出力軸と変速機との間に配置されており、ロックアップクラッチの係合作用が行われて
いないときには機関の出力軸が変速機の入力軸に流体的に連結され、ロックアップクラッ
チの係合作用が行われると機関の出力軸が変速機の入力軸に機械的に連結され、ロックア
ップクラッチの係合作用を行うべきときに、低圧排気ガス再循環装置による排気ガス再循
環作用が行われておりかつ炭化水素供給弁から上術の予め定められた範囲内の周期でもっ
て炭化水素が噴射されている場合には、常に又は機関出力のトルク変動の大きさに応じて
ロックアップクラッチの非摺動係合が禁止され、ロックアップクラッチの摺動係合が行わ
れる内燃機関が提供される。
【発明の効果】
【０００７】
　低圧排気ガス再循環装置により炭化水素が再循環されたときに機関において発生するト
ルク変動がトルクコンバータにおいて吸収されるようにロックアップクラッチの係合作用
が制御され、それによって搭乗者に伝わるトルク変動のレベルが低下される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は圧縮着火式内燃機関の全体図である。



(4) JP 5949945 B2 2016.7.13

10

20

30

40

50

【図２】図２Ａおよび２Ｂはトルクコンバータを図解的に示した図である。
【図３】図３はトルクコンバータにおける動力伝達効率等を示す図である。
【図４】図４は触媒担体の表面部分を図解的に示す図である。
【図５】図５は排気浄化触媒における酸化反応を説明するための図である。
【図６】図６は排気浄化触媒への流入排気ガスの空燃比の変化を示す図である。
【図７】図７はNOx浄化率を示す図である。
【図８】図８Ａおよび８Ｂは排気浄化触媒における酸化還元反応を説明するための図であ
る。
【図９】図９Ａおよび９Ｂは排気浄化触媒における酸化還元反応を説明するための図であ
る。
【図１０】図１０は排気浄化触媒への流入排気ガスの空燃比の変化を示す図である。
【図１１】図１１はNOx浄化率を示す図である。
【図１２】図１２は炭化水素の噴射周期ΔＴとNOx浄化率との関係を示す図である。
【図１３】図１３Ａおよび１３Ｂは炭化水素の噴射時間等を示す図である。
【図１４】図１４はNOx放出制御を示す図である。
【図１５】図１５は排出NOx量NOXAのマップを示す図である。
【図１６】図１６は燃料噴射時期を示す図である。
【図１７】図１７は炭化水素供給量WRのマップを示す図である。
【図１８】図１８はNOx浄化制御を行うためのフローチャートである。
【図１９】図１９は排気浄化触媒への流入排気ガスの空燃比の変化等を示す図である。
【図２０】図２０Ａ、２０Bおよび２０Cは低圧排気ガス再循環装置LPLによる排気ガス再
循環作用が行われる運転領域等を示す図である。
【図２１】図２１はロックアップ制御を行うためのフローチャートである。
【図２２】図２２はロックアップ制御を行うための別の実施例を示すフローチャートであ
る。
【図２３】図２３は排気浄化触媒への流入排気ガスの空燃比の変化等を示す図である。
【図２４】図２４はロックアップ制御を行うための更に別の実施例を示すフローチャート
である。
【図２５】図２５はロックアップ制御を行うための更に別の実施例を示すフローチャート
である。
【図２６】図２６はロックアップ制御を行うための更に別の実施例を示すフローチャート
である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図１に圧縮着火式内燃機関の全体図を示す。
　図１を参照すると、１は機関本体、２は各気筒の燃焼室、３は各燃焼室２内に夫々燃料
を噴射するための電子制御式燃料噴射弁、４は吸気マニホルド、５は排気マニホルドを夫
々示す。吸気マニホルド４は吸気ダクト６ｂを介して排気ターボチャージャ７のコンプレ
ッサ７ａの出口に連結され、コンプレッサ７ａの入口は吸気ダクト６ａおよび吸入空気量
検出器８を介してエアクリーナ９に連結される。吸気ダクト６ｂ内にはアクチュエータに
より駆動されるスロットル弁10が配置され、吸気ダクト６ｂ周りには吸気ダクト６ｂ内を
流れる吸入空気を冷却するための冷却装置11が配置される。図１に示される実施例では機
関冷却水が冷却装置11内に導かれ、機関冷却水によって吸入空気が冷却される。
【００１０】
　一方、排気マニホルド５は排気ターボチャージャ７の排気タービン７ｂの入口に連結さ
れ、排気タービン７ｂの出口は排気管12ａを介して排気浄化触媒13の入口に連結される。
本発明による実施例では、この排気浄化触媒13はNOx吸蔵触媒からなる。排気浄化触媒13
の下流にはパティキュレートフィルタ14が配置されており、パティキュレートフィルタ14
の出口は排気管12ｂに連結される。排気浄化触媒13上流の排気管12ａ内には圧縮着火式内
燃機関の燃料として用いられる軽油その他の燃料からなる炭化水素を供給するための炭化
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水素供給弁15が配置される。図１に示される実施例では炭化水素供給弁15から供給される
炭化水素として軽油が用いられている。なお、本発明はリーン空燃比のもとで燃焼の行わ
れる火花点火式内燃機関にも適用することができる。この場合、炭化水素供給弁15からは
火花点火式内燃機関の燃料として用いられるガソリンその他の燃料からなる炭化水素が供
給される。
【００１１】
　一方、排気マニホルド５と吸気マニホルド４とは排気ガス再循環（以下、EGRと称す）
通路16を介して互いに連結され、EGR通路16内には電子制御式EGR制御弁17が配置される。
また、各燃料噴射弁３は燃料供給管18を介してコモンレール19に連結され、このコモンレ
ール19は電子制御式の吐出量可変な燃料ポンプ20を介して燃料タンク21に連結される。燃
料タンク21内に貯蔵されている燃料は燃料ポンプ20によってコモンレール19内に供給され
、コモンレール19内に供給された燃料は各燃料供給管18を介して燃料噴射弁３に供給され
る。
【００１２】
　一方、パティキュレートフィルタ14下流の排気管12ｂ内にはアクチュエータによって駆
動される排気制御弁22が配置され、この排気制御弁22とパティキュレートフィルタ14との
間の排気管14内はEGR通路23を介して吸気管６ａに連結される。このEGR通路23内には電子
制御式EGR制御弁24が配置され、更にEGR通路23周りにはEGR通路23内を流れる排気ガスを
冷却するための冷却装置24が配置される。図１に示される実施例では機関冷却水が冷却装
置24内に導かれ、機関冷却水によって排気ガスが冷却される。また、機関本体１には、機
関の出力軸に連結されたトルクコンバータ27が取り付けられており、このトルクコンバー
タ27には変速機28が連結される。即ち、トルクコンバータ27が機関の出力軸と変速機28と
の間に配置されている。
【００１３】
　電子制御ユニット30はデジタルコンピュータからなり、双方向性バス31によって互いに
接続されたROM（リードオンリメモリ）32、RAM（ランダムアクセスメモリ）33、CPU（マ
イクロプロセッサ）34、入力ポート35および出力ポート36を具備する。排気浄化触媒13の
下流には排気浄化触媒13の温度を検出するための温度センサ25が取付けられており、この
温度センサ25および吸入空気量検出器８の出力信号は夫々対応するAD変換器37を介して入
力ポート35に入力される。また、アクセルペダル40にはアクセルペダル40の踏込み量Ｌに
比例した出力電圧を発生する負荷センサ41が接続され、負荷センサ41の出力電圧は対応す
るAD変換器37を介して入力ポート35に入力される。更に入力ポート35にはクランクシャフ
トが例えば15°回転する毎に出力パルスを発生するクランク角センサ42が接続される。一
方、出力ポート36は対応する駆動回路38を介して燃料噴射弁３、スロットル弁10の駆動用
アクチュエータ、炭化水素供給弁15、EGR制御弁17,24、燃料ポンプ20および排気制御弁22
の駆動用アクチュエータに接続される。また、トルクコンバータ27および変速機28は入力
ポート35および出力ポート36の双方に接続されている。
【００１４】
　上述したように、図１に示される実施例では、EGR通路16および EGR制御弁17からなる
排気ガス再循環装置HPLと、EGR通路23および EGR制御弁24からなる排気ガス再循環装置LP
Lとの二つの排気ガス再循環装置が設けられている。この場合、図１からわかるように、
排気ガス再循環装置HPLでは排気マニホルド５内の排気ガスが再循環され、排気ガス再循
環装置LPLでは排気浄化触媒13およびパティキュレートフィルタ14下流の排気管12ｂ内の
排気ガスが再循環される。ところでこの場合、排気マニホルド５内の排気ガスの圧力は、
排気浄化触媒13およびパティキュレートフィルタ14下流の排気管12ｂ内の排気ガスの圧力
に比べてかなり高い。従って、排気ガス再循環装置HPLを以下、排気タービン７ｂ上流の
機関排気通路内の比較的高圧の排気ガスをコンプレッサ７a下流の吸気通路内に再循環さ
せる高圧排気ガス再循環装置と称し、排気ガス再循環装置LPLを以下、排気浄化触媒13お
よびパティキュレートフィルタ14下流の機関排気通路内の比較的低圧の排気ガスをコンプ
レッサ７ａ上流の吸気通路内に再循環させる低圧排気ガス再循環装置と称する。
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【００１５】
　図２Ａおよび２Ｂはトルクコンバータ27の構造を図解的に示している。なお、図２Ａお
よび２Ｂにおいて、鎖線Ｚはトルクコンバータ27の中心軸線を示しており、図２Ａおよび
２Ｂはこの中心軸線Ｚに対して片側のみの構造を示している。図２Ａおよび２Ｂを参照す
ると、60は機関の出力軸と共に回転するフロントカバー、61は変速機28の入力軸、62はフ
ロントカバー60に固定されてフロントカバー60と共に回転するポンプインペラ、63は変速
機28の入力軸61に固定されて変速機28の入力軸61と共に回転するタービンランナ、64は変
速機28の本体により支持された一方向クラッチ機構65により中心軸線Ｚの回りにおいて一
方向にのみ回転可能なステータ、66は変速機28の入力軸61と共に回転しかつ中心軸線Ｚ方
向に移動しうるように変速機28の入力軸61にスプライン嵌合されたロックアップクラッチ
、67は図２Ａおよび２Ｂにおいてロックアップクラッチ66の左側に作用する作動油圧とロ
ックアップクラッチ66の右側に作用する作動油圧との油圧差を制御するための圧力制御装
置を夫々示す。
【００１６】
　圧力制御装置67は、例えばソレノイドにより駆動されるスプール弁を有している。図２
Ａにおいて矢印Ｆで示されるように、オイルポンプから吐出された作動油が圧力制御装置
67のスプール弁による流路切替え作用によりフロントカバー60の内壁面とロックアップク
ラッチ66との間に送り込まれと、図２Ａにおいてロックアップクラッチ66の左側に作用す
る作動油圧がロックアップクラッチ66の右側に作用する作動油圧よりも高くなる。このと
きには、ロックアップクラッチ66がフロントカバー60の内壁面から離れ、従ってロックア
ップクラッチ66は係合していない。これに対し、図２Ｂにおいて矢印Ｆで示されるように
、オイルポンプから吐出された作動油が圧力制御装置67のスプール弁による流路切替え作
用によりロックアップクラッチ66の右側に送り込まれと、図２Ｂにおいてロックアップク
ラッチ66の右側に作用する作動油圧がロックアップクラッチ66の左側に作用する作動油圧
よりも高くなる。このときには、ロックアップクラッチ66がフロントカバー60の内壁面上
に圧接され、それによりロックアップクラッチ66は係合状態となる。
【００１７】
　図２Ａに示されるように、ロックアップクラッチ66がフロントカバー60の内壁面から離
れているとき、即ちロックアップクラッチ66の係合作用が行われていないときには、矢印
Ｋで示されるように作動油が流れ、ポンプインペラ62の回転に引きずられてタービンラン
ナ63が回転する。即ち、このときには、機関の出力軸が変速機28の入力軸61に流体的に連
結され、それによって変速機28の入力軸61が回転せしめられる。一方、図２Ｂに示される
ようにロックアップクラッチ66がフロントカバー60の内壁面上に圧接せしめられていると
き、即ちロックアップクラッチ66の係合作用が行われているときには、フロントカバー60
の回転力がロックアップクラッチ66を介して変速機28の入力軸61に伝達される。即ち、こ
のときには、機関の出力軸が変速機28の入力軸61に機械的に連結される。
【００１８】
　なお、図２Ｂに示されるようにロックアップクラッチ66の係合作用が行われているとき
のロックアップクラッチ66の係合状態には二つの係合状態がある。一つは、ロックアップ
クラッチ66がフロントカバー60の内壁面上に摺動することなく圧接せしめられているとき
、即ちロックアップクラッチ66がフロントカバー60の内壁面上に完全に結合されていると
きである。このときには、フロントカバー60、ポンプインペラ62、タービンランナ63およ
び変速機28の入力軸61が一緒に回転する。このようにロックアップクラッチ66がフロント
カバー60の内壁面上に完全に結合されているときのロックアップクラッチ66の係合状態を
、以下非摺動係合と称する。
【００１９】
　もう一つは、ロックアップクラッチ66がフロントカバー60の内壁面上に摺動しつつ圧接
せしめられているときである。このときには、フロントカバー60の回転力が一方ではロッ
クアップクラッチ66を介して変速機28の入力軸61に伝達され、他方ではポンプインペラ62
とタービンランナ63との流体的な結合を介して変速機28の入力軸61に伝達される。このと
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きには、変速機28の入力軸61の回転速度は機関の出力軸の回転速度よりも遅くなる。この
ようにロックアップクラッチ66がフロントカバー60の内壁面上に摺動しつつ圧接せしめら
れているときのロックアップクラッチ66の係合状態を、以下摺動係合、或いはフレックス
ロックアップと称する。この場合、ロックアップクラッチ66の係合状態は圧力制御装置67
のソレノイドに印加される駆動パルスのデューティー比を変化させることによって任意に
制御することができる。
【００２０】
　図３に、トルクコンバータ27の動力伝達効率と、変速機28の入力軸61におけるトルク変
動レベルと、圧力制御装置67のソレノイドに印加される駆動パルスのデューティー比と、
トルクコンバータ27の動力伝達における流体分担率（＝流体的な結合により伝達される動
力/全伝達動力）との関係を示している。この流体分担率が０（％）であると言うことは
、全ての動力が機械的に伝達されること、即ちロックアップクラッチ66が非摺動係合をし
ていることを意味している。これに対して、流体分担率が１００（％）であると言うこと
は、全ての動力が流体的に伝達されること、即ちロックアップクラッチ66が係合していな
いことを意味している。また、流体分担率が０（％）でもなく１００（％）でもないと言
うことは、一部の動力が機械的に伝達され、一部の動力が流体的に伝達されること、即ち
ロックアップクラッチ66が摺動係合をしていることを意味している。
【００２１】
　図３に示されるように、トルクコンバータ27の動力伝達効率は、流体分担率が０（％）
のとき、即ちロックアップクラッチ66が非摺動係合しているときには１００（％）であり
、このトルクコンバータ27の動力伝達効率は流体分担率が増大するにつれて低下する。一
方、図３には、変速機28の入力軸61におけるトルク変動レベルの変化が示されている。な
お、このトルク変動レベルは基準振動加速度に対する実際の振動加速度の比を表しており
、図３に示される変速機28の入力軸61におけるトルク変動レベルは、機関出力のトルク変
動レベルが７０（ｄＢ）であるときを例にとって示されている。図３からわかるように、
変速機28の入力軸61におけるトルク変動レベルは流体分担率が増大すると急速に低下する
。なお、本発明による実施例では、ロックアップクラッチ66の係合状態は圧力制御装置67
のソレノイドに印加される駆動パルスのデューティー比を変化させることによって制御さ
れており、図３に示される例では、圧力制御装置67のソレノイドに印加される駆動パルス
のデューティー比が大きくされるほど、ロックアップクラッチ66の係合の度合いが強くな
る。
【００２２】
　ところで、機関の出力トルクが変動し、それにより変速機28の入力軸61がトルク変動を
生じると車両の駆動力が変動する。このとき、トルク変動が生じたことが搭乗者によって
感知される。この場合、ロックアップクラッチ66が非摺動係合状態から摺動係合状態に切
換えられていると、変速機28の入力軸61に生ずるトルク変動は小さくなり、従って、搭乗
者に伝わるトルク変動のレベルが小さくなる。なお、この場合、変速機28の入力軸61にお
けるトルク変動レベルが低い場合には、搭乗者は特に不快感を与えることはないが、変速
機28の入力軸61におけるトルク変動レベルが大きくなると、搭乗者に不快感を与えるよう
になる。図３におけるトルク変動レベルＸＤは、搭乗者に不快感を与えるトルク変動レベ
ルの境界値を示しており、変速機28の入力軸61におけるトルク変動レベルがこの境界トル
ク変動レベルＸＤよりも低くなれば、搭乗者に不快感を与えることがなくなる。即ち、変
速機28の入力軸61におけるトルク変動レベルが境界トルク変動レベルＸＤとなる流体分担
率ＨＲよりも流体分担率が低くされれば、搭乗者に不快感を与えないことになる。このト
ルク変動レベルＸＤは実験により予め求められている。
【００２３】
　次に、図４を参照しつつ図１に示される排気浄化触媒13について説明する。なお、図４
は、図１に示される排気浄化触媒13の基体上に担持された触媒担体の表面部分を図解的に
示している。この排気浄化触媒13では図４に示されるように例えばアルミナからなる触媒
担体50上には白金Ptからなる貴金属触媒51が担持されており、更にこの触媒担体50上には
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カリウムＫ、ナトリウムNa、セシウムCsのようなアルカリ金属、バリウムBa、カルシウム
Caのようなアルカリ土類金属、ランタノイドのような希土類および銀Ag、銅Cu、鉄Fe、イ
リジウムIrのようなNOxに電子を供与しうる金属から選ばれた少なくとも一つを含む塩基
性層53が形成されている。この場合、排気浄化触媒13の触媒担体50上には白金Ptに加えて
ロジウムRh或いはパラジウムPdを担持させることができる。なお、排気ガスは触媒担体50
上に沿って流れるので貴金属触媒51は排気浄化触媒13の排気ガス流通表面上に担持されて
いると言える。また、塩基性層53の表面は塩基性を呈するので塩基性層53の表面は塩基性
の排気ガス流通表面部分54と称される。
【００２４】
　炭化水素供給弁15から排気ガス中に炭化水素が噴射されるとこの炭化水素は排気浄化触
媒13において改質される。本発明ではこのとき改質された炭化水素を用いて排気浄化触媒
13においてNOxを浄化するようにしている。図５はこのとき排気浄化触媒13において行わ
れる改質作用を図解的に示している。図５に示されるように炭化水素供給弁15から噴射さ
れた炭化水素HCは触媒51によって炭素数の少ないラジカル状の炭化水素HCとなる。
【００２５】
　図６は炭化水素供給弁15からの炭化水素の供給タイミングと排気浄化触媒13への流入排
気ガスの空燃比（Ａ／Ｆ）inの変化とを示している。なお、この空燃比（Ａ／Ｆ）inの変
化は排気浄化触媒13に流入する排気ガス中の炭化水素の濃度変化に依存しているので図６
に示される空燃比（Ａ／Ｆ）inの変化は炭化水素の濃度変化を表しているとも言える。た
だし、炭化水素濃度が高くなると空燃比（Ａ／Ｆ）inは小さくなるので図６においては空
燃比（Ａ／Ｆ）inがリッチ側となるほど炭化水素濃度が高くなっている。
【００２６】
　図７は、排気浄化触媒13に流入する炭化水素の濃度を周期的に変化させることによって
図６に示されるように排気浄化触媒13への流入排気ガスの空燃比（Ａ／Ｆ）inを周期的に
リッチにしたときの排気浄化触媒13によるNOx浄化率を排気浄化触媒13の各触媒温度TCに
対して示している。さて、長期間に亘るNOx浄化に関する研究の結果、排気浄化触媒13に
流入する炭化水素の濃度を予め定められた範囲内の振幅および予め定められた範囲内の周
期でもって振動させると、図７に示されるように400℃以上の高温領域においても極めて
高いNOx浄化率が得られることが判明している。
【００２７】
　更にこのときには窒素および炭化水素を含む多量の還元性中間体が塩基性層53の表面上
に、即ち排気浄化触媒13の塩基性排気ガス流通表面部分54上に保持又は吸着され続けてお
り、この還元性中間体が高NOx浄化率を得る上で中心的役割を果していることが判明して
いる。次にこのことについて図８Ａおよび８Ｂを参照しつつ説明する。なお、これら図８
Ａおよび８Ｂは排気浄化触媒13の触媒担体50の表面部分を図解的に示しており、これら図
８Ａおよび８Ｂには排気浄化触媒13に流入する炭化水素の濃度が予め定められた範囲内の
振幅および予め定められた範囲内の周期でもって振動せしめたときに生ずると推測される
反応が示されている。
【００２８】
　図８Ａは排気浄化触媒13に流入する炭化水素の濃度が低いときを示しており、図８Ｂは
炭化水素供給弁15から炭化水素が供給されて排気浄化触媒13への流入排気ガスの空燃比（
Ａ／Ｆ）inがリッチにされたとき、即ち排気浄化触媒13に流入する炭化水素の濃度が高く
なっているときを示している。
【００２９】
　さて、図６からわかるように排気浄化触媒13に流入する排気ガスの空燃比は一瞬を除い
てリーンに維持されているので排気浄化触媒13に流入する排気ガスは通常酸素過剰の状態
にある。このとき排気ガス中に含まれるNOの一部は排気浄化触媒13上に付着し、排気ガス
中に含まれるNOの一部は図８Ａに示されるように白金51上において酸化されてNO2となり
、次いでこのNO2は更に酸化されてNO3となる。また、NO2の一部はNO2

-となる。従って白
金Pt51上にはNO2

- とNO3とが生成されることになる。排気浄化触媒13上に付着しているNO



(9) JP 5949945 B2 2016.7.13

10

20

30

40

50

および白金Pt51上において生成されたNO2
-とNO3は活性が強く、従って以下これらNO、NO2

-およびNO3を活性NOx
*と称する。

【００３０】
　一方、炭化水素供給弁15から炭化水素が供給されて排気浄化触媒13への流入排気ガスの
空燃比（Ａ／Ｆ）inがリッチにされるとこの炭化水素は排気浄化触媒13の全体に亘って順
次付着する。これら付着した炭化水素の大部分は順次酸素と反応して燃焼せしめられ、付
着した炭化水素の一部は順次、図５に示されるように排気浄化触媒13内において改質され
、ラジカルとなる。従って、図８Ｂに示されるように活性NOx

*周りの炭化水素濃度が高く
なる。ところで活性NOx

*が生成された後、活性NOx
*周りの酸素濃度が高い状態が一定時間

以上継続すると活性NOx
*は酸化され、硝酸イオンNO3

-の形で塩基性層53内に吸収される。
しかしながらこの一定時間が経過する前に活性NOx

*周りの炭化水素濃度が高くされると図
８Ｂに示されるように活性NOx

*は白金51上においてラジカル状の炭化水素HCと反応し、そ
れにより還元性中間体が生成される。この還元性中間体は塩基性層53の表面上に付着又は
吸着される。
【００３１】
　なお、このとき最初に生成される還元性中間体はニトロ化合物R-NO2であると考えられ
る。このニトロ化合物R-NO2は生成されるとニトリル化合物R-CNとなるがこのニトリル化
合物R-CNはその状態では瞬時しか存続し得ないのでただちにイソシアネート化合物R-NCO
となる。このイソシアネート化合物R-NCOは加水分解するとアミン化合物R-NH2となる。た
だしこの場合、加水分解されるのはイソシアネート化合物R-NCOの一部であると考えられ
る。従って図８Ｂに示されるように塩基性層53の表面上に保持又は吸着されている還元性
中間体の大部分はイソシアネート化合物R-NCOおよびアミン化合物R-NH2であると考えられ
る。
【００３２】
　一方、図８Ｂに示されるように生成された還元性中間体の周りに炭化水素HCが付着して
いるときには還元性中間体は炭化水素HCに阻まれてそれ以上反応が進まない。この場合、
排気浄化触媒13に流入する炭化水素の濃度が低下し、次いで還元性中間体の周りに付着し
ている炭化水素が酸化せしめられて消滅し、それにより還元性中間体周りの酸素濃度が高
くなると、還元性中間体は排気ガス中のNOxや活性NOx

*と反応するか、周囲の酸素と反応
するか、或いは自己分解する。それによって還元性中間体R-NCOやR-NH2は図８Ａに示され
るようにＮ2，CO2，H2Oに変換せしめられ、斯くしてNOxが浄化されることになる。
【００３３】
　このように排気浄化触媒13では、排気浄化触媒13に流入する炭化水素の濃度を高くする
ことにより還元性中間体が生成され、排気浄化触媒13に流入する炭化水素の濃度を低下さ
せた後、酸素濃度が高くなったときに還元性中間体が排気ガス中のNOxや活性NOx

*や酸素
と反応し、或いは自己分解し、それによりNOxが浄化される。即ち、排気浄化触媒13によ
りNOxを浄化するには排気浄化触媒13に流入する炭化水素の濃度を周期的に変化させる必
要がある。
【００３４】
　無論、この場合、還元性中間体を生成するのに十分高い濃度まで炭化水素の濃度を高め
る必要があり、生成された還元性中間体を排気ガス中のNOxや活性NOx

*や酸素と反応させ
、或いは自己分解させるのに十分低い濃度まで炭化水素の濃度を低下させる必要がある。
即ち、排気浄化触媒13に流入する炭化水素の濃度を予め定められた範囲内の振幅で振動さ
せる必要がある。なお、この場合、生成された還元性中間体R-NCOやR-NH2が排気ガス中の
NOxや活性NOx

*や酸素と反応するまで、或いは自己分解するまでこれら還元性中間体を塩
基性層53上に、即ち塩基性排気ガス流通表面部分54上に保持しておかなければならず、そ
のために塩基性の排気ガス流通表面部分54が設けられている。
【００３５】
　一方、炭化水素の供給周期を長くすると炭化水素が供給された後、次に炭化水素が供給
されるまでの間において酸素濃度が高くなる期間が長くなり、従って活性NOx

*は還元性中



(10) JP 5949945 B2 2016.7.13

10

20

30

40

50

間体を生成することなく硝酸塩の形で塩基性層53内に吸収されることになる。これを回避
するためには排気浄化触媒13に流入する炭化水素の濃度を予め定められた範囲内の周期で
もって振動させることが必要となる。
【００３６】
　そこで本発明による実施例では、排気ガス中に含まれるNOxと改質された炭化水素とを
反応させて窒素および炭化水素を含む還元性中間体R-NCOやR-NH2を生成するために排気浄
化触媒13の排気ガス流通表面上には貴金属触媒51が担持されており、生成された還元性中
間体R-NCOやR-NH2を排気浄化触媒13内に保持しておくために貴金属触媒51周りには塩基性
の排気ガス流通表面部分54が形成されており、塩基性の排気ガス流通表面部分54上に保持
された還元性中間体R-NCOやR-NH2はＮ2，CO2，H2Oに変換せしめられ、炭化水素濃度の振
動周期は還元性中間体R-NCOやR-NH2を生成し続けるのに必要な振動周期とされる。因みに
図６に示される例では噴射間隔が３秒とされている。
【００３７】
　炭化水素濃度の振動周期、即ち炭化水素供給弁15からの炭化水素HCの噴射周期を上述の
予め定められた範囲内の周期よりも長くすると塩基性層53の表面上から還元性中間体R-NC
OやR-NH2が消滅し、このとき白金Pt53上において生成された活性NOx

*は図９Ａに示される
ように硝酸イオンNO3

-の形で塩基性層53内に拡散し、硝酸塩となる。即ち、このときには
排気ガス中のNOxは硝酸塩の形で塩基性層53内に吸収されることになる。
【００３８】
　一方、図９ＢはこのようにNOxが硝酸塩の形で塩基性層53内に吸収されているときに排
気浄化触媒13内に流入する排気ガスの空燃比が理論空燃比又はリッチにされた場合を示し
ている。この場合には排気ガス中の酸素濃度が低下するために反応が逆方向（NO3

-→NO2
）に進み、斯くして塩基性層53内に吸収されている硝酸塩は順次硝酸イオンNO3

-となって
図９Ｂに示されるようにNO2の形で塩基性層53から放出される。次いで放出されたNO2は排
気ガス中に含まれる炭化水素HCおよびCOによって還元される。
【００３９】
　図１０は塩基性層53のNOx吸収能力が飽和する少し前に排気浄化触媒13に流入する排気
ガスの空燃比（Ａ／Ｆ）inを一時的にリッチにするようにした場合を示している。なお、
図１０に示す例ではこのリッチ制御の時間間隔は１分以上である。この場合には排気ガス
の空燃比（Ａ／Ｆ）inがリーンのときに塩基性層53内に吸収されたNOxは、排気ガスの空
燃比（Ａ／Ｆ）inが一時的にリッチにされたときに塩基性層53から一気に放出されて還元
される。従ってこの場合には塩基性層53はNOxを一時的に吸収するための吸収剤の役目を
果している。
【００４０】
　なお、このとき塩基性層53がNOxを一時的に吸着する場合もあり、従って吸収および吸
着の双方を含む用語として吸蔵という用語を用いるとこのとき塩基性層53はNOxを一時的
に吸蔵するためのNOx吸蔵剤の役目を果していることになる。即ち、この場合には、機関
吸気通路、燃焼室２および排気浄化触媒13上流の排気通路内に供給された空気および燃料
（炭化水素）の比を排気ガスの空燃比と称すると、排気浄化触媒13は、排気ガスの空燃比
がリーンのときにはNOxを吸蔵し、排気ガス中の酸素濃度が低下すると吸蔵したNOxを放出
するNOx吸蔵触媒として機能している。
【００４１】
　図１１は、排気浄化触媒13をこのようにNOx吸蔵触媒として機能させたときのNOx浄化率
を示している。なお、図１１の横軸は排気浄化触媒13の触媒温度TCを示している。排気浄
化触媒13をNOx吸蔵触媒として機能させた場合には図１１に示されるように触媒温度TCが3
00℃から400℃のときには極めて高いNOx浄化率が得られるが触媒温度TCが400℃以上の高
温になるとNOx浄化率が低下する。
【００４２】
　このように触媒温度TCが400℃以上になるとNOx浄化率が低下するのは、触媒温度TCが40
0℃以上になると硝酸塩が熱分解してNO2の形で排気浄化触媒13から放出されるからである
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。即ち、NOxを硝酸塩の形で吸蔵している限り、触媒温度TCが高いときに高いNOx浄化率を
得るのは困難である。しかしながら図６から図８Ｂに示される新たなNOx浄化方法では図
８Ａ，８Ｂからわかるように硝酸塩は生成されず或いは生成されても極く微量であり、斯
くして図７に示されるように触媒温度TCが高いときでも高いNOx浄化率が得られることに
なる。
【００４３】
　本発明による実施例では、この新たなNOx浄化方法を用いてNOｘを浄化しうるように、
炭化水素を供給するための炭化水素供給弁15を機関排気通路内に配置し、炭化水素供給弁
15下流の機関排気通路内に排気浄化触媒13を配置し、排気浄化触媒13の排気ガス流通表面
上には貴金属触媒51が担持されていると共に貴金属触媒51周りには塩基性の排気ガス流通
表面部分54が形成されており、排気浄化触媒13は、排気浄化触媒13に流入する炭化水素の
濃度を予め定められた範囲内の振幅および予め定められた範囲内の周期でもって振動させ
ると排気ガス中に含まれるNOxを還元する性質を有すると共に、炭化水素濃度の振動周期
をこの予め定められた範囲よりも長くすると排気ガス中に含まれるNOxの吸蔵量が増大す
る性質を有しており、機関運転時に炭化水素供給弁15から予め定められた周期でもって炭
化水素を噴射し、それにより排気ガス中に含まれるNOxを排気浄化触媒13において還元す
るようにしている。
【００４４】
　即ち、図６から図８Ｂに示されるNOx浄化方法は、貴金属触媒を担持しかつNOxを吸収し
うる塩基性層を形成した排気浄化触媒を用いた場合において、ほとんど硝酸塩を形成する
ことなくNOxを浄化するようにした新たなNOx浄化方法であると言うことができる。実際、
この新たなNOx浄化方法を用いた場合には排気浄化触媒13をNOx吸蔵触媒として機能させた
場合に比べて、塩基性層53から検出される硝酸塩は極く微量である。なお、この新たなNO

x浄化方法を以下、第１のNOx浄化方法と称する。
【００４５】
　さて、前述したように、炭化水素供給弁15からの炭化水素の噴射周期ΔＴが長くなると
炭化水素が噴射された後、次に炭化水素が噴射される間において、活性NOx

*周りの酸素濃
度が高くなる期間が長くなる。この場合、図１に示される実施例では、炭化水素の噴射周
期ΔＴが５秒程度よりも長くなると活性NOx

*が硝酸塩の形で塩基性層53内に吸収され始め
、従って図１２に示されるように炭化水素濃度の振動周期ΔＴが５秒程度よりも長くなる
とNOx浄化率が低下することになる。従って図１に示される実施例では、炭化水素の噴射
周期ΔＴは５秒以下とする必要がある。
【００４６】
　一方、本発明による実施例では、炭化水素の噴射周期ΔＴがほぼ0.3秒以下になると噴
射された炭化水素が排気浄化触媒13の排気ガス流通表面上に堆積し始め、従って図１２に
示されるように炭化水素の噴射周期ΔＴがほぼ0.3秒以下になるとNOx浄化率が低下する。
そこで本発明による実施例では、炭化水素の噴射周期が0.3秒から５秒の間とされている
。
【００４７】
　さて、本発明による実施例では、炭化水素供給弁15からの炭化水素噴射量および噴射時
期を変化させることによって排気浄化触媒13への流入排気ガスの空燃比（Ａ／Ｆ）inおよ
び噴射周期ΔＴが機関の運転状態に応じた最適値となるように制御される。この場合、本
発明による実施例では、低圧排気ガス再循環装置LPLによる排気ガス再循環作用を行ない
つつ第１のNOx浄化方法によるNOx浄化作用が行われているときの最適な炭化水素噴射量Ｗ
Ｔが、アクセルペダル40の踏み込み量Ｌおよび機関回転数Ｎの関数として図13Ａに示すよ
うなマップの形で予めROM32内に記憶されており、また、このときの最適な炭化水素の噴
射周期ΔＴもアクセルペダル40の踏み込み量Ｌおよび機関回転数Ｎの関数として図13Ｂに
示すようなマップの形で予めROM32内に記憶されている。同様に、高圧排気ガス再循環装
置HPLによる排気ガス再循環作用を行いつつ第１のNOx浄化方法によるNOx浄化作用が行わ
れているときの最適な炭化水素噴射量ＷＴおよび噴射周期ΔＴもアクセルペダル40の踏み
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込み量Ｌおよび機関回転数Ｎの関数として夫々予めROM32内に記憶されている。
【００４８】
　次に図１４から図１７を参照しつつ排気浄化触媒13をNOx吸蔵触媒として機能させた場
合のNOx浄化方法について具体的に説明する。このように排気浄化触媒13をNOx吸蔵触媒と
して機能させた場合のNOx浄化方法を以下、第２のNOx浄化方法と称する。
　この第２のNOx浄化方法では図１４に示されるように塩基性層53に吸蔵された吸蔵NOx量
ΣNOXが予め定められた許容量MAXを越えたときに排気浄化触媒13に流入する排気ガスの空
燃比（Ａ／Ｆ）inが一時的にリッチにされる。排気ガスの空燃比（Ａ／Ｆ）inがリッチに
されると、排気ガスの空燃比（Ａ／Ｆ）inがリーンのときに塩基性層53内に吸蔵されたNO

xが塩基性層53から一気に放出されて還元される。それによってNOxが浄化される。
【００４９】
　吸蔵NOx量ΣNOXは例えば機関から排出されるNOx量から算出される。本発明による実施
例では機関から単位時間当り排出される排出NOx量NOXAがアクセルペダル40の踏み込み量
Ｌおよび機関回転数Ｎの関数として図１５に示すようなマップの形で予めROM32内に記憶
されており、この排出NOx量NOXAから吸蔵NOx量ΣNOXが算出される。この場合、前述した
ように排気ガスの空燃比（Ａ／Ｆ）inがリッチにされる周期は通常１分以上である。
【００５０】
　この第２のNOx浄化方法では図１６に示されるように燃焼室２内に燃料噴射弁３から燃
焼用燃料Ｑに加え、追加の燃料WRを噴射することによって排気浄化触媒13に流入する排気
ガスの空燃比（Ａ／Ｆ）inがリッチにされる。なお、図１６の横軸はクランク角を示して
いる。この追加の燃料WRは燃焼はするが機関出力となって現われない時期に、即ち圧縮上
死点後ATDC90°の少し手前で噴射される。この燃料量WRはアクセルペダル40の踏み込み量
Ｌおよび機関回転数Ｎの関数として図１７に示すようなマップの形で予めROM32内に記憶
されている。無論、この場合炭化水素供給弁15からの炭化水素の噴射量を増大させること
によって排気ガスの空燃比（Ａ／Ｆ）inをリッチにすることもできる。
【００５１】
　次に、図１８を参照しつつNOｘ浄化制御ルーチンについて説明する。なお、このルーチ
ンは一定時間毎の割込みによって実行される。
【００５２】
　図１８を参照するとまず初めにステップ70において、機関の運転状態が、第１のNOｘ浄
化方法によるNOｘ浄化作用を行うべき運転状態であるか否かが判別される。なお、この第
１のNOｘ浄化方法によるNOｘ浄化作用が行われる機関の運転状態は予め定められている。
機関の運転状態が、第１のNOｘ浄化方法によるNOｘ浄化作用を行うべき運転状態でないと
きにはステップ71に進んで第２のNOｘ浄化方法によるNOｘ浄化作用が行われる。
【００５３】
　即ち、ステップ71では図１５に示すマップから単位時間当りの排出NOｘ量NOXAが算出さ
れる。次いでステップ72ではΣNOXに排出NOｘ量NOXAを加算することによって吸蔵NOｘ量
ΣNOXが算出される。次いでステップ73では吸蔵NOｘ量ΣNOXが許容値MAXを越えたか否か
が判別される。ΣNOX＞MAXになるとステップ74に進んで図１７に示すマップから追加の燃
料量WRが算出され、追加の燃料の噴射作用が行われる。このとき、排気浄化触媒13への流
入排気ガスの空燃比（Ａ／Ｆ）inがリッチにされる。次いで、ステップ75では、低圧排気
ガス再循環装置LPLを用いて排気ガスの再循環作用が行われているときには、EGR制御弁24
が閉弁せしめられる。次いでステップ76ではΣNOXがクリアされる。
【００５４】
　即ち、排気浄化触媒13からNOｘを放出すべく排気浄化触媒13への流入排気ガスの空燃比
（Ａ／Ｆ）inがリッチにされると、一部の炭化水素が排気浄化触媒13をすり抜ける。この
とき、低圧排気ガス再循環装置LPLを用いて排気ガスが再循環されていた場合には、排気
浄化触媒13をすり抜けた炭化水素が低圧排気ガス再循環装置LPLにより燃焼室２内に再循
環される。その結果、燃焼室２内における空燃比が低下し、機関の出力トルクが変動する
ことになる。そこで、排気浄化触媒13をすり抜けた炭化水素が燃焼室２内に再循環されな
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いように、排気浄化触媒13から炭化水素がすり抜けている間、EGR制御弁24が閉弁せしめ
られる。
【００５５】
　一方、ステップ70において、機関の運転状態が、第１のNOｘ浄化方法によるNOｘ浄化作
用を行うべき運転状態であると判別されたときには、ステップ77に進んで、第１のNOｘ浄
化方法によるNOｘ浄化処理が行われる。例えば、このとき低圧排気ガス再循環装置LPLを
用いて排気ガスが再循環されていたとすると、炭化水素供給弁15からは図１３Ａに示され
る噴射量ＷＴの炭化水素が図１３Ｂに示される噴射周期ΔＴでもって噴射される。このよ
うに、本発明による実施例では、炭化水素供給弁から予め定められた周期でもって炭化水
素を噴射することにより排気ガス中に含まれるNOxを浄化する第１のNOx浄化方法と、排気
浄化触媒13に流入する排気ガスの空燃比を予め定められた周期よりも長い周期でもってリ
ッチにすることにより排気浄化触媒13から吸蔵NOxを放出させてNOxを浄化する第２のNOx
浄化方法とが選択的に用いられ、低圧排気ガス再循環装置LPLによる排気ガス再循環作用
が行われている状態で第２のNOx浄化方法によるNOx浄化作用が行われているときに、排気
浄化触媒13から吸蔵NOxを放出すべく排気浄化触媒13に流入する排気ガスの空燃比がリッ
チにされたときには低圧排気ガス再循環装置LPLによる排気ガス再循環作用が一時的に停
止される。
【００５６】
　さて、排気浄化触媒13およびパティキュレートフィルタ14から排気管12ｂ内に流出する
排気ガスの温度は排気マニホルド５内に排出される排気ガスの温度に比べてかなり低く、
従って低圧排気ガス再循環装置LPLにより燃焼室２内に再循環される排気ガスの温度は高
圧排気ガス再循環装置HPLにより燃焼室２内に再循環される排気ガスの温度に比べてかな
り低くなる。従って低圧排気ガス再循環装置LPLにより排気ガスを再循環した場合の方が
、高圧排気ガス再循環装置HPLにより排気ガスを再循環した場合に比べて燃焼室２内にお
ける燃焼温が低下し、燃焼室２内におけるNOｘの生成量が低下する。即ち、低圧排気ガス
再循環装置LPLを用いて排気ガスを再循環した場合の方が、高圧排気ガス再循環装置HPLを
用いて排気ガスを再循環した場合に比べて燃焼室２から排出されるNOｘの量を低下させる
ことができる。
【００５７】
　従って、本発明による実施例ではできる限り、低圧排気ガス再循環装置LPLを用いて排
気ガスの再循環作用が行われ、低圧排気ガス再循環装置LPLを用いるよりも高圧排気ガス
再循環装置HPLを用いた方が好ましい場合に限って、高圧排気ガス再循環装置HPLが用いら
れる。従って、本発明による実施例では、第１のNOｘ浄化方法によるNOｘ浄化作用が行わ
れているときに、低圧排気ガス再循環装置LPLを用いて排気ガスが再循環されている場合
もあるし、第１のNOｘ浄化方法によるNOｘ浄化作用が行われているときに、高圧排気ガス
再循環装置HPLを用いて排気ガスが再循環されている場合もある。ところが、前者の場合
には、即ち第１のNOｘ浄化方法によるNOｘ浄化作用が行われているときに、低圧排気ガス
再循環装置LPLを用いて排気ガスが再循環されている場合には、若干問題を生ずる。この
ことについて、図19を参照しつつ説明する。
【００５８】
　第１のNOｘ浄化方法によるNOｘ浄化作用が行われているときには、即ち図19に示される
ように排気浄化触媒13への流入排気ガスの空燃比（Ａ／Ｆ）inがリッチになるように炭化
水素供給弁15から炭化水素が短い周期でもって噴射されているときには、前述したように
、噴射された一部の炭化水素は部分酸化されるが大部分の炭化水素は完全に酸化される。
従って炭化水素供給弁15から炭化水素が噴射されると排気浄化触媒13において多量の二酸
化炭素ＣＯ２が生成される。このとき、低圧排気ガス再循環装置LPLによる排気ガス再循
環作用が行なわれていたとすると、排気浄化触媒13において生成された多量の二酸化炭素
ＣＯ２は低圧排気ガス再循環装置LPLのEGR通路23および吸気通路６ａ、６ｂを介して燃焼
室２内に再循環される。このように多量の二酸化炭素ＣＯ２が燃焼室２内に再循環される
と図19に示されるように燃焼室２内に供給される吸入空気量中の酸素濃度が一時的に減少
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し、燃焼室２内における燃焼ガスの空燃比が一時的に低下する。その結果、図19に示され
るように機関の出力トルクが短い周期でもって低下し、従って機関の出力トルクが変動す
ることになる。
【００５９】
　この場合、第２のNOｘ浄化方法によるNOｘ浄化作用が行われている場合と同様に、排気
浄化触媒13への流入排気ガスの空燃比（Ａ／Ｆ）inがリッチにされる毎に低圧排気ガス再
循環装置LPLのEGR制御弁24を閉弁すれば機関の出力トルクが変動するのを阻止することが
できる。しかしながら、第１のNOｘ浄化方法によるNOｘ浄化作用が行われているときには
、排気浄化触媒13への流入排気ガスの空燃比（Ａ／Ｆ）inがリッチにされる周期が極めて
短く、このような短い周期で低圧排気ガス再循環装置LPLのEGR制御弁24を閉弁することに
より二酸化炭素ＣＯ２が燃焼室２内に再循環されるのを阻止することは実際には困難であ
る。一方、第１のNOｘ浄化方法によるNOｘ浄化作用が行われているときに、低圧排気ガス
再循環装置LPLによる排気ガスの再循環作用を停止すれば二酸化炭素ＣＯ２が燃焼室２内
に再循環されるのを阻止することができ、それにより機関の出力トルクが変動するのを阻
止することができる。しかしながら、第１のNOｘ浄化方法によるNOｘ浄化作用が行われて
いるときに、低圧排気ガス再循環装置LPLによる排気ガスの再循環作用を停止すると、機
関から排出されるNOｘ量が増大し、NOｘ浄化率が低下するという問題がある。
【００６０】
　これに対し、図３を参照しつつ説明したように、トルクコンバータ27のロックアップク
ラッチ66を非摺動係合状態から摺動係合状態に切換えると、搭乗者に伝わるトルク変動の
レベルを小さくすることができる。そこで、本発明では、低圧排気ガス再循環装置LPLに
よる排気ガスの再循環作用が行われておりかつ第１のNOｘ浄化方法によるNOｘ浄化作用が
行われているときには、ロックアップクラッチ66が非摺動係合状態とならないようにして
いる。一方、機関出力トルクの変動レベルが低い場合には、ロックアップクラッチ66を非
摺動係合状態にしておいても、搭乗者に伝わるトルク変動のレベルは低くなっている。従
って、機関出力トルクの変動レベルが低い場合には、ロックアップクラッチ66を非摺動係
合状態から摺動係合状態に切換える必要はない。
【００６１】
　そこで、本発明では、ロックアップクラッチ66の係合作用が行われていないときには機
関の出力軸が変速機28の入力軸61に流体的に連結され、ロックアップクラッチ66の係合作
用が行われると機関の出力軸が変速機28の入力軸61に機械的に連結され、ロックアップク
ラッチ66の係合作用を行うべきときに、低圧排気ガス再循環装置LPLによる排気ガス再循
環作用が行われておりかつ炭化水素供給弁15から予め定められた周期ΔＴでもって炭化水
素が噴射されている場合には、常に又は機関出力のトルク変動の大きさに応じてロックア
ップクラッチ66の非摺動係合が禁止される。
【００６２】
　次に、図２０Ａから図２０Ｃを参照しつつ、ロックアップクラッチ66の非摺動係合が禁
止される機関の運転状態について説明する。図２０Ａには、低圧排気ガス再循環装置LPL
による排気ガスの再循環作用が行われる機関の運転領域と、高圧排気ガス再循環装置HPL
による排気ガスの再循環作用が行われる機関の運転領域とが示されており、ハッチングは
低圧排気ガス再循環装置LPLによる排気ガスの再循環作用が行われる機関の運転領域を示
している。なお、図２０Ａにおいて、横軸は機関回転数Ｎを示しており、縦軸はアクセル
ペダル40の踏み込み量Ｌを示している。図２０Ａから、機関高負荷中高速運転時に低圧排
気ガス再循環装置LPLによる排気ガスの再循環作用が行われることがわかる。
【００６３】
　図２０Ｂには、第１のNOｘ浄化方法によるNOｘ浄化作用が行われる機関の運転領域と、
第２のNOｘ浄化方法によるNOｘ浄化作用が行われる機関の運転領域とが示されており、ハ
ッチングは第１のNOｘ浄化方法によるNOｘ浄化作用が行われる機関の運転領域を示してい
る。なお、図２０Ｂにおいても、横軸は機関回転数Ｎを示しており、縦軸はアクセルペダ
ル40の踏み込み量Ｌを示している。図２０Ｂから、機関高負荷中高速運転時に第１のNOｘ
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浄化方法によるNOｘ浄化作用が行われることがわかる。
【００６４】
　次に、図２０Ｃには、ロックアップ制御が実施される機関の運転領域と、ロックアップ
制御が実施されない機関の運転領域とが示されており、ハッチングはロックアップ制御が
実施される機関の運転領域を示している。なお、図２０Ｃにおいても、横軸は機関回転数
Ｎを示しており、縦軸はアクセルペダル40の踏み込み量Ｌを示している。また、図２０Ｃ
に示す例では、ロックアップ制御が実施されるとロックアップクラッチ66が非摺動係合状
態とされ、ロックアップ制御が実施されていないときには、ロックアップクラッチ66の係
合が解除されている。なお、図２０Ｃから、機関中高速運転時にロックアップ制御が実施
されることがわかる。
【００６５】
　図２０Ａから図２０Ｃにおいて、機関の運転状態が黒丸Ｘで示される運転状態であると
きには、低圧排気ガス再循環装置LPLによる排気ガスの再循環作用が行われており、第１
のNOｘ浄化方法によるNOｘ浄化作用が行われている。このとき、ロックアップ制御は実施
されていない。従って、このときには、機関出力トルクが変動したとしても、このトルク
変動がほとんど搭乗者に伝わらないので、何ら問題は生じない。一方、機関の運転状態が
黒丸Ｙで示される運転状態であるときには、低圧排気ガス再循環装置LPLによる排気ガス
の再循環作用が行われておりかつ第１のNOｘ浄化方法によるNOｘ浄化作用が行われている
状態で、ロックアップ制御が実施されている。従って、このときには、機関出力のトルク
変動のレベルによっては、このトルク変動が搭乗者に伝わる場合があるので、何らかの手
当てを講ずる必要がある。このとき、本発明による第１実施例では、ロックアップクラッ
チ66の非摺動係合が禁止される。
【００６６】
　図２１は、この第１実施例を実行するためのロックアップ制御ルーチンを示している。
なお、このルーチンは一定時間毎の割り込みによって実行される。
　図２１を参照すると、まず初めにステップ80では、機関の運転状態が図２０Ｃにおいて
ハッチングで示されるロックアップ制御実施領域であるか否かが判別される。機関の運転
状態がロックアップ制御実施領域でないときには処理サイクルを完了し、機関の運転状態
がロックアップ制御実施領域であるときにはステップ81に進む。ステップ81では、機関の
運転状態が図２０Ａにおいてハッチングで示されるLPL領域であるか否かが判別される。
機関の運転状態がLPL領域であるとき、即ち低圧排気ガス再循環装置LPLによる排気ガスの
再循環作用が行われているときにはステップ82に進む。
【００６７】
　ステップ82では、機関の運転状態が図２０Bにおいてハッチングで示される第１のNOｘ
浄化方法領域であるか否かが判別される。機関の運転状態が第１のNOｘ浄化方法領域であ
るときには、即ち第1のNOｘ浄化方法によるNOｘ浄化作用が行われているときには、ステ
ップ84に進んでロックアップ制御が禁止される。このとき、この第１実施例では、ロック
アップクラッチ66が非摺動係合状態にならないように圧力制御装置67のソレノイドに印加
される駆動パルスのデューティー比が小さくされる。これに対し、ステップ81において、
機関の運転状態が図２０Ａにおいてハッチングで示されるLPL領域でないと判断されたと
き、即ち低圧排気ガス再循環装置LPLによる排気ガスの再循環作用が行われていないとき
にはステップ83に進み、またステップ82において、機関の運転状態が図２０Ｂにおいてハ
ッチングで示される第１のNOｘ浄化方法領域でないと判断されたときには、即ち第1のNO

ｘ浄化方法によるNOｘ浄化作用が行われていないときにはステップ83に進む。ステップ83
では、ロックアップ制御が実施される。このとき、この第１実施例では、圧力制御装置67
のソレノイドに印加される駆動パルスのデューティー比が大きくされ、ロックアップクラ
ッチ66が非摺動係合される。
【００６８】
　次に、機関の出力トルクが変動したとしても、トルク変動が生じたことが搭乗者によっ
てほとんど感知されることがないようにした第２実施例について説明する。この第２実施
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例では、機関の出力トルクが変動したとしても、トルク変動が生じたことが搭乗者によっ
てほとんど感知されることがないように、低圧排気ガス再循環装置LPLによる排気ガスの
再循環作用が行われておりかつ第１のNOｘ浄化方法によるNOｘ浄化作用が行われていると
きには、ロックアップクラッチ66が全く係合していない状態とされる。即ち、この第２実
施例では、ロックアップクラッチ66の係合作用を行うべきときに、低圧排気ガス再循環装
置LPLによる排気ガス再循環作用が行われておりかつ炭化水素供給弁15から予め定められ
た周期ΔＴでもって炭化水素が噴射されている場合には、ロックアップクラッチ66の非摺
動係合に加えてロックアップクラッチ66の摺動係合も禁止される。この場合には、図２１
に示されるロックアップ制御ルーチンのステップ84において、ロックアップクラッチ66の
非摺動係合およびロックアップクラッチ66の摺動係合の双方が禁止される。
【００６９】
　次に、機関の出力トルクが変動したときに、搭乗者によって感知されるトルク変動のレ
ベルを低減するようにした第３実施例について説明する。この第３実施例では、搭乗者に
よって感知されるトルク変動のレベルを低減するために、ロックアップクラッチ66の係合
作用を行うべきときに低圧排気ガス再循環装置LPLによる排気ガスの再循環作用が行われ
ておりかつ第１のNOｘ浄化方法によるNOｘ浄化作用が行われている場合には、ロックアッ
プクラッチ66の摺動係合が行われる。即ち、ロックアップクラッチ66のフレックスロック
アップ制御が行われる。
【００７０】
　図２２は、この第３実施例を実行するためのロックアップ制御ルーチンを示している。
なお、このルーチンは一定時間毎の割り込みによって実行される。
　図２２を参照すると、まず初めにステップ90では、機関の運転状態が図２０Ｃにおいて
ハッチングで示されるロックアップ制御実施領域であるか否かが判別される。機関の運転
状態がロックアップ制御実施領域でないときには処理サイクルを完了し、機関の運転状態
がロックアップ制御実施領域であるときにはステップ91に進む。ステップ91では、機関の
運転状態が図２０Ａにおいてハッチングで示されるLPL領域であるか否かが判別される。
機関の運転状態がLPL領域であるとき、即ち低圧排気ガス再循環装置LPLによる排気ガスの
再循環作用が行われているときにはステップ92に進む。
【００７１】
　ステップ92では、機関の運転状態が図２０Bにおいてハッチングで示される第１のNOｘ
浄化方法領域であるか否かが判別される。機関の運転状態が第１のNOｘ浄化方法領域であ
るときには、即ち第1のNOｘ浄化方法によるNOｘ浄化作用が行われているときには、ステ
ップ94に進んで、ロックアップクラッチ66が摺動係合状態となるように、即ちフレックス
ロックアップ状態となるように圧力制御装置67のソレノイドに印加される駆動パルスのデ
ューティー比が制御される。これに対し、ステップ91において、機関の運転状態が図２０
Ａにおいてハッチングで示されるLPL領域でないと判断されたとき、即ち低圧排気ガス再
循環装置LPLによる排気ガスの再循環作用が行われていないときにはステップ93に進み、
またステップ92において、機関の運転状態が図２０Ｂにおいてハッチングで示される第１
のNOｘ浄化方法領域でないと判断されたときには、即ち第1のNOｘ浄化方法によるNOｘ浄
化作用が行われていないときにはステップ93に進む。ステップ93では、ロックアップ制御
が実施される。このとき、ロックアップクラッチ66が非摺動係合される。
【００７２】
　次に、機関出力61のトルク変動レベルΔＤを検出し、この検出されたトルク変動レベル
ΔＴと図３に示されるトルク変動レベルＸＤとを比較してロックアップクラッチ66の係合
作用を制御するようにした種々の実施例について説明する。前述したように、このトルク
変動レベルＸＤは、搭乗者に不快感を与えるトルク変動レベルの境界値を示しており、機
関出力のトルク変動レベルΔＴがこの境界トルク変動レベルＸＤよりも低くければ、搭乗
者に不快感を与えることがなくなる。図２３には、低圧排気ガス再循環装置LPLによる排
気ガスの再循環作用が行われておりかつ第１のNOｘ浄化方法によるNOｘ浄化作用が行われ
ているときの、排気浄化触媒13への流入排気ガスの空燃比（Ａ／Ｆ）in の変化と、燃焼
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室２内に供給される吸入空気量中の酸素濃度の変化と、機関の出力トルクの変化と、機関
出力のトルク変動レベルΔＴの変化とが示されている。また、図２３には、境界トルク変
動レベルＸＤも示されている。なお、図２３の（Ａ）は機関出力のトルク変動レベルΔＴ
が低いときを示しており、図２３の（Ｂ）は機関出力のトルク変動レベルΔＴが高いとき
を示している。
【００７３】
　機関出力のトルク変動レベルΔＴは、例えば機関の出力軸の回転数の変動量から電子制
御ユニット30において算出されている。また、本発明による実施例では、変速機28の入力
軸61のトルク変動レベルも、例えば変速機28の入力軸61の回転数の変動量から電子制御ユ
ニット30において算出されている。本発明による第４実施例では、低圧排気ガス再循環装
置LPLによる排気ガスの再循環作用が行われておりかつ第１のNOｘ浄化方法によるNOｘ浄
化作用が行われている場合において、図２３の（Ａ）に示されるように機関出力のトルク
変動レベルΔＴが境界トルク変動レベルＸＤよりも低いときには、ロックアップクラッチ
66が非摺動係合状態とされ、図２３の（Ｂ）に示されるように機関出力のトルク変動レベ
ルΔＴが境界トルク変動レベルＸＤよりも高いいときには、ロックアップクラッチ66が非
摺動係合状態となるのが禁止される。即ち、この第４実施例では、ロックアップクラッチ
66の係合作用を行うべきときに、低圧排気ガス再循環装置LPLによる排気ガス再循環作用
が行われておりかつ炭化水素供給弁15から予め定められた周期ΔTでもって炭化水素が噴
射されている場合には、機関出力のトルク変動の大きさが予め定められた値を超えたとき
に、ロックアップクラッチ66の非摺動係合が禁止される。
【００７４】
　図２４は、この第４実施例を実行するためのロックアップ制御ルーチンを示している。
なお、このルーチンは一定時間毎の割り込みによって実行される。
　図２４を参照すると、まず初めにステップ100では、機関の運転状態が図２０Ｃにおい
てハッチングで示されるロックアップ制御実施領域であるか否かが判別される。機関の運
転状態がロックアップ制御実施領域でないときには処理サイクルを完了し、機関の運転状
態がロックアップ制御実施領域であるときにはステップ101に進む。ステップ101では、機
関の運転状態が図２０Ａにおいてハッチングで示されるLPL領域であるか否かが判別され
る。機関の運転状態がLPL領域であるとき、即ち低圧排気ガス再循環装置LPLによる排気ガ
スの再循環作用が行われているときにはステップ102に進む。
【００７５】
　ステップ102では、機関の運転状態が図２０Bにおいてハッチングで示される第１のNOｘ
浄化方法領域であるか否かが判別される。機関の運転状態が第１のNOｘ浄化方法領域であ
るときには、即ち第1のNOｘ浄化方法によるNOｘ浄化作用が行われているときには、ステ
ップ103に進んで機関出力のトルク変動レベルΔＴが算出される。次いで、ステップ104で
は機関出力のトルク変動レベルΔＴが境界トルク変動レベルＸＤよりも大きいか否かが判
別される。トルク変動レベルΔＴが境界トルク変動レベルＸＤよりも大きいときにはステ
ップ106に進んでロックアップ制御が禁止される。このとき、この第４実施例では、ロッ
クアップクラッチ66が非摺動係合状態にならないように圧力制御装置67のソレノイドに印
加される駆動パルスのデューティー比が小さくされる。
【００７６】
　これに対し、ステップ101において、機関の運転状態が図２０Ａにおいてハッチングで
示されるLPL領域でないと判断されたとき、即ち低圧排気ガス再循環装置LPLによる排気ガ
スの再循環作用が行われていないときにはステップ105に進み、またステップ102において
、機関の運転状態が図２０Ｂにおいてハッチングで示される第１のNOｘ浄化方法領域でな
いと判断されたときには、即ち第1のNOｘ浄化方法によるNOｘ浄化作用が行われていない
ときにはステップ105に進む。更に、ステップ104において機関出力のトルク変動レベルΔ
Ｔが境界トルク変動レベルＸＤよりも小さいと判断されたときにもステップ105に進む。
ステップ105では、ロックアップ制御が実施される。このとき、この第４実施例では、ロ
ックアップクラッチ66が非摺動係合される。
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【００７７】
　次に、機関の出力トルクが変動したとしても、トルク変動が生じたことが搭乗者によっ
てほとんど感知されることがないようにした第５実施例について説明する。この第５実施
例では、機関の出力トルクが変動したとしても、トルク変動が生じたことが搭乗者によっ
てほとんど感知されることがないように、低圧排気ガス再循環装置LPLによる排気ガスの
再循環作用が行われておりかつ第１のNOｘ浄化方法によるNOｘ浄化作用が行われている場
合には、機関出力のトルク変動の大きさが予め定められた値を超えたときに、ロックアッ
プクラッチ66が全く係合していない状態とされる。即ち、この第５実施例では、ロックア
ップクラッチ66の係合作用を行うべきときに、低圧排気ガス再循環装置LPLによる排気ガ
ス再循環作用が行われておりかつ炭化水素供給弁15から予め定められた周期ΔＴでもって
炭化水素が噴射されている場合には、機関出力のトルク変動の大きさが予め定められた値
を超えたときに、ロックアップクラッチ66の非摺動係合に加えてロックアップクラッチ66
の摺動係合も禁止される。この場合には、図２４に示されるロックアップ制御ルーチンの
ステップ106において、ロックアップクラッチ66の非摺動係合およびロックアップクラッ
チ66の摺動係合の双方が禁止される。
【００７８】
　次に、機関の出力トルクが変動したときに、搭乗者によって感知されるトルク変動のレ
ベルを低減するようにした第６実施例について説明する。この第６実施例では、搭乗者に
よって感知されるトルク変動のレベルを低減するために、ロックアップクラッチ66の係合
作用を行うべきときに低圧排気ガス再循環装置LPLによる排気ガスの再循環作用が行われ
ておりかつ第１のNOｘ浄化方法によるNOｘ浄化作用が行われている場合には、機関出力の
トルク変動の大きさが予め定められた値を超えたときに、ロックアップクラッチ66の摺動
係合が行われる。即ち、ロックアップクラッチ66のフレックスロックアップ制御が行われ
る。
【００７９】
　図２５は、この第６実施例を実行するためのロックアップ制御ルーチンを示している。
なお、このルーチンは一定時間毎の割り込みによって実行される。
　図２５を参照すると、まず初めにステップ110では、機関の運転状態が図２０Ｃにおい
てハッチングで示されるロックアップ制御実施領域であるか否かが判別される。機関の運
転状態がロックアップ制御実施領域でないときには処理サイクルを完了し、機関の運転状
態がロックアップ制御実施領域であるときにはステップ111に進む。ステップ111では、機
関の運転状態が図２０Ａにおいてハッチングで示されるLPL領域であるか否かが判別され
る。機関の運転状態がLPL領域であるとき、即ち低圧排気ガス再循環装置LPLによる排気ガ
スの再循環作用が行われているときにはステップ112に進む。
【００８０】
　ステップ112では、機関の運転状態が図２０Bにおいてハッチングで示される第１のNOｘ
浄化方法領域であるか否かが判別される。機関の運転状態が第１のNOｘ浄化方法領域であ
るときには、即ち第1のNOｘ浄化方法によるNOｘ浄化作用が行われているときには、ステ
ップ113に進んで機関出力のトルク変動レベルΔＴが算出される。次いで、ステップ114で
は機関出力のトルク変動レベルΔＴが境界トルク変動レベルＸＤよりも大きいか否かが判
別される。トルク変動レベルΔＴが境界トルク変動レベルＸＤよりも大きいときにはステ
ップ116に進んでロックアップクラッチ66のフレックスロックアップ制御が行われる。
【００８１】
　これに対し、ステップ111において、機関の運転状態が図２０Ａにおいてハッチングで
示されるLPL領域でないと判断されたとき、即ち低圧排気ガス再循環装置LPLによる排気ガ
スの再循環作用が行われていないときにはステップ115に進み、またステップ112において
、機関の運転状態が図２０Ｂにおいてハッチングで示される第１のNOｘ浄化方法領域でな
いと判断されたときには、即ち第1のNOｘ浄化方法によるNOｘ浄化作用が行われていない
ときにはステップ115に進む。更に、ステップ114において機関出力のトルク変動レベルΔ
Ｔが境界トルク変動レベルＸＤよりも小さいと判断されたときにもステップ115に進む。
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ステップ115では、ロックアップクラッチ66のロックアップ制御が実施される。このとき
、この第６実施例では、ロックアップクラッチ66が非摺動係合される。
【００８２】
　次に、機関の出力トルクが変動したとしても、搭乗者に不快感を与えることがないよう
にした第７実施例について説明する。この第７実施例では、第６実施例と同様に、低圧排
気ガス再循環装置LPLによる排気ガスの再循環作用が行われておりかつ第１のNOｘ浄化方
法によるNOｘ浄化作用が行われている状態で、機関出力のトルク変動の大きさが予め定め
られた値を超えたときには、ロックアップクラッチ66のフレックスロックアップ制御が行
われる。しかしながら、このとき、この第７実施例では、機関の出力トルクが変動したと
しても、搭乗者に不快感を与えることがないように、変速機28の入力軸61のトルク変動レ
ベルΔＴが予め定められた境界トルク変動レベルＸＤとなるように圧力制御装置67によっ
てロックアップクラッチ66の係合状態がフィードバック制御される。具体的に言うと、変
速機の入力軸のトルク変動レベルΔＴが予め定められた境界トルク変動レベルＸＤとなる
ように圧力制御装置67のソレノイドに印加される駆動パルスのデューティー比がフィード
バック制御される。このとき、図３に示されるように、流体分担率はＨＲで示される率と
なる。
【００８３】
　次に、機関の出力トルクが変動したときに、搭乗者に不快感を与えないようにした第８
実施例について説明する。この第８実施例では、図２４に示される第４実施例と同様に、
ロックアップクラッチ66の係合作用を行うべきときに低圧排気ガス再循環装置LPLによる
排気ガスの再循環作用が行われておりかつ第１のNOｘ浄化方法によるNOｘ浄化作用が行わ
れている場合には、機関出力のトルク変動レベルΔＴが境界トルク変動レベルＸＤよりも
高いときには、ロックアップクラッチ66の非摺動係合が禁止される。但し、この第８実施
例では、このとき機関出力のトルク変動レベルΔＴが境界トルク変動レベルＸＤよりも低
い場合には、ロックアップクラッチ66の摺動係合が行われる。即ち、ロックアップクラッ
チ66のフレックスロックアップ制御が行われる。このように機関出力のトルク変動レベル
ΔＴが境界トルク変動レベルＸＤよりも低いときに、ロックアップクラッチ66が摺動係合
状態とされると、搭乗者に不快感を与えることなく、トルクコンバータ27の動力伝達効率
を高めることができる。
【００８４】
　このように、第８実施例では、ロックアップクラッチ66の係合作用を行うべきときに、
低圧排気ガス再循環装置LPLによる排気ガス再循環作用が行われておりかつ炭化水素供給
弁15から予め定められた周期ΔTでもって炭化水素が噴射されている場合には、機関出力
のトルク変動の大きさが予め定められた値を超えたときに、ロックアップクラッチ66の非
摺動係合が禁止されると共にロックアップクラッチ66の摺動係合が禁止され、機関出力の
トルク変動の大きさが予め定められた値よりも小さいときにはロックアップクラッチ66の
摺動係合が行われる。
【００８５】
　図２６は、この第８実施例を実行するためのロックアップ制御ルーチンを示している。
なお、このルーチンは一定時間毎の割り込みによって実行される。
　図２６を参照すると、まず初めにステップ120では、機関の運転状態が図２０Ｃにおい
てハッチングで示されるロックアップ制御実施領域であるか否かが判別される。機関の運
転状態がロックアップ制御実施領域でないときには処理サイクルを完了し、機関の運転状
態がロックアップ制御実施領域であるときにはステップ121に進む。ステップ121では、機
関の運転状態が図２０Ａにおいてハッチングで示されるLPL領域であるか否かが判別され
る。機関の運転状態がLPL領域であるとき、即ち低圧排気ガス再循環装置LPLによる排気ガ
スの再循環作用が行われているときにはステップ122に進む。
【００８６】
　ステップ122では、機関の運転状態が図２０Bにおいてハッチングで示される第１のNOｘ
浄化方法領域であるか否かが判別される。機関の運転状態が第１のNOｘ浄化方法領域であ
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ップ123に進んで機関出力のトルク変動レベルΔＴが算出される。次いで、ステップ124で
は機関出力のトルク変動レベルΔＴが境界トルク変動レベルＸＤよりも大きいか否かが判
別される。トルク変動レベルΔＴが境界トルク変動レベルＸＤよりも大きいときにはステ
ップ126に進んでロックアップクラッチ66の非摺動係合が禁止される。これに対し、ステ
ップ124において、機関出力のトルク変動レベルΔＴが境界トルク変動レベルＸＤよりも
小さいと判別されたときにはステップ12７に進んでロックアップクラッチ66が摺動係合さ
れる。即ち、ロックアップクラッチ66のフレックスロックアップ制御が行われる。
【００８７】
　一方、ステップ121において、機関の運転状態が図２０Ａにおいてハッチングで示され
るLPL領域でないと判断されたとき、即ち低圧排気ガス再循環装置LPLによる排気ガスの再
循環作用が行われていないときにはステップ125に進み、またステップ122において、機関
の運転状態が図２０Ｂにおいてハッチングで示される第１のNOｘ浄化方法領域でないと判
断されたときには、即ち第1のNOｘ浄化方法によるNOｘ浄化作用が行われていないときに
はステップ125に進む。ステップ125では、ロックアップクラッチ66のロックアップ制御が
実施される。このとき、この第８実施例では、ロックアップクラッチ66が非摺動係合され
る。
【００８８】
　なお、別の実施例として排気浄化触媒13上流の機関排気通路内に炭化水素を改質させる
ための酸化触媒を配置することもできる。
【符号の説明】
【００８９】
　４　　吸気マニホルド
　５　　排気マニホルド
　７　　排気ターボチャージャ
　12ａ、12ｂ　　排気管
　13　　排気浄化触媒
　14　　パティキュレートフィルタ
　15　　炭化水素供給弁
　28　　トルクコンバータ
　66　　ロックアップクラッチ
　HPL　　高圧排気ガス再循環装置
　LPL　　低圧排気ガス再循環装置
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