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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　気筒内での燃焼直後におけるピストン下降中において、気筒内が大気圧未満となる時に
吸気弁用可変動弁系によって吸気弁を開弁させ、前記ピストン下降中における前記吸気弁
の開弁以前に、排気弁用可変動弁系によって前記ピストン下降中に排気弁を開弁させて気
筒内の圧力を低下させることを特徴とする可変動弁系を有する内燃機関の制御装置。
【請求項２】
　前記吸気弁用可変動弁系による前記ピストン下降中における前記排気弁の開弁により排
気を実施し、前記吸気弁用可変動弁系による前記ピストン下降中における前記吸気弁の開
弁により吸気を実施することにより、４サイクル運転から２サイクル運転へ切り換え可能
となっていることを特徴とする請求項１に記載の可変動弁系を有する内燃機関の制御装置
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は可変動弁系を有する内燃機関の制御装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
機関始動直後から排気ガスを浄化するために、機関排気系に設けられた触媒装置を早期に
活性化させなければならない。このために、従来の制御装置では、可変動弁系を使用して
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膨張行程で排気弁を一時的に開弁させ、膨張行程における高温度の排気ガスを触媒装置へ
流入させて触媒装置を活性化温度へ早期に昇温させることが意図されている（例えば、特
許文献１参照）。
【０００３】
ところで、一般的に、機関始動直後の燃焼は不安定であり、これを安定化させるために、
燃焼空燃比は理論空燃比よりリッチとされ、排気ガス中には未燃燃料が比較的多く含まれ
ている。それにより、確かに、前述の制御装置によれば、通常に比較して触媒装置を早期
に活性化させることができるが、排気ガス温度だけによって触媒装置を昇温させるより、
例え、排気行程での排出によって排気ガス温度が低下したとしても、二次空気によって排
気ガス中の未燃燃料を触媒装置において燃焼させた方が、触媒装置の早期活性化に有利で
ある。
【０００４】
【特許文献１】
特開２０００－１７０５５６号公報（段落番号００１１－００３２、
図３）
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、機関排気系へ二次空気を供給するために、エアクリーナから機関排気系へ
通じる配管やポンプを設けたのでは、車両搭載性が悪化する。
【０００６】
従って、本発明の目的は、可変動弁系を有する内燃機関の制御装置において、触媒装置を
早期に活性化するために、車両搭載性を悪化させる配管等を必要とせずに、リッチ空燃比
の排気ガスに容易に二次空気を供給可能とすることである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明による請求項１に記載の可変動弁系を有する内燃機関の制御装置は、気筒内での
燃焼直後におけるピストン下降中において、気筒内が大気圧未満となる時に吸気弁用可変
動弁系によって吸気弁を開弁させ、前記ピストン下降中における前記吸気弁の開弁以前に
、排気弁用可変動弁系によって前記ピストン下降中に排気弁を開弁させて気筒内の圧力を
低下させることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明による請求項２に記載の可変動弁系を有する内燃機関の制御装置は、請求
項１に記載の可変動弁系を有する内燃機関の制御装置において、前記吸気弁用可変動弁系
による前記ピストン下降中における前記排気弁の開弁により排気を実施し、前記吸気弁用
可変動弁系による前記ピストン下降中における前記吸気弁の開弁により吸気を実施するこ
とにより、４サイクル運転から２サイクル運転へ切り換え可能となっていることを特徴と
する。
【００１０】
【発明の実施の形態】
図１は本発明による制御装置が取り付けられる内燃機関の全体構成図である。１は機関本
体、２はシリンダブロック、３はシリンダヘッド、４はピストン、５は燃焼室である。シ
リンダヘッド３には、吸気弁６を介して燃焼室５へ通じる吸気ポート７と、排気弁８を介
して燃焼室５へ通じる排気ポート９とが形成されている。１０は燃焼室５を臨む点火プラ
グであり、１１は燃焼室５内へ直接的に燃料を噴射する燃料噴射弁である。１１ａは各気
筒の燃料噴射弁１１へ高圧燃料を供給するための蓄圧室であり、燃料ポンプ１１ｂから圧
送される燃料によって所望高燃料圧力に維持されるようになっている。
【００１１】
吸気ポート７にはサージタンク１２の下流側に位置するインテークマニホルドの枝管１３
が接続され、気筒毎の各枝管１３には吸気制御弁１４が配置されている。吸気制御弁１４
はステップモータ等の駆動装置１５によって自由に開度制御可能とされている。サージタ



(3) JP 4062056 B2 2008.3.19

10

20

30

40

50

ンク１２の上流側に位置する吸気ダクト１６には、下流側からインタークーラ１７、バイ
パス流量調整弁１８、ターボチャージャ１９のコンプレッサ、及び、エアフローメータ２
０が配置され、エアクリーナ２１を介して大気へ通じている。各枝管１３の吸気制御弁１
４に代えて、サージタンク１２の直上流側において、吸気ダクト１６にスロットル弁を配
置するようにしても良い。この場合において、スロットル弁は、吸気制御弁１４と同様に
、ステップモータ等によって駆動され、アクセルペダルとは機械的に連動せずに自由に開
度設定可能なものとすることが好ましい。
【００１２】
インタークーラ１７は、吸気を冷却するためのものであり、例えば、水冷式とされ、ラジ
エタ１７ａと循環ポンプ１７ｂとを有している。バイパス流量調整弁１８は、インターク
ーラ１７をバイパスするバイパス通路１８ａを有し、インタークーラ１７へ流入する吸気
流量を調整するためのものである。
【００１３】
一方、気筒毎の排気ポート９には、ターボチャージャ１９のタービンの上流側に位置する
エキゾーストマニホルドの枝管２２が接続されている。ターボチャージャ１９のタービン
下流側は、三元触媒装置及びＮＯX吸蔵還元触媒装置が直列に配置された触媒装置２３を
介して大気へ通じている。１９ａは、ターボチャージャ１９のタービンをバイパスするウ
ェストゲート通路１９ｂに配置された過給圧調整弁である。
【００１４】
吸気弁６及び排気弁８は、それぞれに、吸気弁用可変動弁系としての電磁アクチュエータ
６ａ及び排気弁用可変動弁系としての電磁アクチュエータ８ａによって自由な時期に開閉
可能とされている。２４は電磁アクチュエータ６ａ，８ａを駆動するための駆動回路であ
り、制御装置３０によって制御される。制御装置３０は、駆動回路２４を介しての吸気弁
６及び排気弁８の開閉制御だけでなく、駆動装置１５を介しての吸気制御弁１４の開度制
御と、燃料噴射弁１１を介しての燃料噴射量制御及び燃料噴射時期制御と、点火プラグ１
０を介しての点火時期制御と、燃料ポンプ１１ｂを介しての蓄圧室１１ａ内の燃料圧力制
御と、バイパス流量調整弁１８を介しての吸気温制御と、過給圧調整弁１９ａを介しての
過給圧制御等とを担当する。
【００１５】
図２は、制御装置３０による電磁アクチュエータ６ａ，８ａを介しての吸気弁６及び排気
弁８の開閉制御を示すタイムチャートである。図２おいて、Ｂは下死点を示し、Ｔは上死
点を示している。図２（Ａ）は、通常時における吸気弁６及び排気弁８の開閉制御を示し
ている。この通常時においては、吸気行程、圧縮行程、膨張行程、及び、排気行程を有す
る４サイクル運転を実施し、吸気弁６は排気上死点直前に開弁されて吸気下死点直後に閉
弁され、一方、排気弁８は膨張下死点直前に開弁されて排気上死点直後に閉弁される。
【００１６】
この４サイクル運転では、例えば、必要燃料噴射量が少ない時には、圧縮行程後半に燃料
を噴射して点火プラグ近傍に可燃混合気を形成し、気筒内全体としてはリーン空燃比での
燃焼を可能とする成層燃焼を実施し、また、機関負荷の増加に伴って必要燃料噴射量が多
くなると、吸気行程で燃料を噴射して気筒内全体に均質混合気を形成し、主には理論空燃
比での均質燃焼を実施するようになっている。成層燃焼及び均質燃焼のいずれにおいても
、圧縮上死点近傍で点火プラグ１０によって点火が実施され、圧縮上死点直後まで燃焼が
行われる。
【００１７】
成層燃焼のようにリーン空燃比での燃焼では、排気ガス中にはＨＣ及びＣＯに比較して多
くのＮＯXが含まれ、このＮＯXを浄化するためにＮＯX吸蔵還元触媒装置が使用される。
また、均質燃焼のように理論空燃比での燃焼では、排気ガス中のＨＣ、ＣＯ、及びＮＯX

は、三元触媒装置を使用して過不足無く良好に浄化される。
【００１８】
こうして、通常時においては、いずれの燃焼が実施されてもＮＯX吸蔵還元触媒装置又は
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三元触媒装置によって排気ガスを良好に浄化することができる。ところで、機関始動中及
び機関始動直後には、例えば、均質燃焼が実施されるが、この時には、三元触媒装置の触
媒が活性化温度となっておらず、排気ガスを良好に浄化することができない。三元触媒装
置は、いずれ暖機されて、担持されたほぼ全ての触媒が完全に活性化し、排気ガスを良好
に浄化することが可能となるが、それまでには十分に浄化されない排気ガスが大気中へ放
出されることとなる。それにより、この放出量を少なくするために、三元触媒装置をでき
る限り早く暖機して触媒全体を活性化温度に昇温することが望まれている。
【００１９】
機関始動中及び機関始動直後は、噴射された燃料が良好に気化せずに燃焼が不安定となり
易い。それにより、燃焼空燃比は理論空燃比よりリッチとされ、排気ガス中には比較的多
くの未燃燃料が含まれている。それにより、三元触媒装置の排気上流部に担持された触媒
だけが活性化温度に昇温された時点で、触媒により未燃燃料を燃焼させれば、非常に早期
に触媒装置全体を触媒の活性化温度に昇温することができるが、通常では酸素不足のため
にこれを実現することができない。
【００２０】
図２（Ｂ）は、機関始動直後における吸気弁６及び排気弁８の開閉制御を示している。こ
の時において、圧縮上死点直後の燃焼終了後における膨張行程初期に排気弁８を開弁して
気筒内の圧力を、好ましくは、ほぼ大気圧まで低下させた後に排気弁８を閉弁している。
それにより、膨張行程中期から膨張下死点直後までは、ピストン下降に伴う容積増加によ
って気筒内は大気圧未満となり、この間において吸気弁６を開弁させ、気筒内へ吸気を導
入している。
【００２１】
こうして気筒内へ導入された吸気は、排気行程において、排気弁８が再び開弁されること
により、未燃燃料を多く含む排気ガスと共に、二次空気として三元触媒装置へ供給される
こととなり、三元触媒装置の排気上流部に担持された触媒だけが活性化温度に昇温されて
いれば、吸気に含まれる十分な酸素を使用してこの触媒により未燃燃料を燃焼させること
ができ、非常に早期に三元触媒装置全体を触媒の活性化温度に昇温することが可能となる
。三元触媒装置の上流部における未燃燃料の燃焼熱は、三元触媒装置全体を昇温させるだ
けでなく、下流側に位置するＮＯX還元浄化触媒装置全体も早期に活性化温度へ昇温させ
る。
【００２２】
全気筒完爆する以前の機関始動中においても、全気筒完爆以降の機関始動直後と同様に、
膨張行程において排気弁８及び吸気弁６を開弁させても良いが、機関始動中は、各気筒の
完爆が最優先であり、確実な着火燃焼のために、このような吸気弁６及び排気弁８の開閉
制御は実施しないことが好ましい。
【００２３】
機関始動直後においては、必要吸気量はそれほど多くなく、吸気制御弁１４又はスロット
ル弁によって吸気行程で気筒内へ供給される吸入量は絞られる。それにより、燃焼直後の
膨張行程初期に排気弁８を開弁させて気筒内の圧力を低下させなくても、膨張行程中期又
は膨張行程末期には、気筒内が大気圧未満となる場合もある。この場合には、気筒内が大
気圧未満となった時に吸気弁６を開弁させれば、気筒内へ吸気を供給することができ、特
に膨張行程初期に排気弁８を開弁させる必要はない。
【００２４】
しかしながら、膨張行程において気筒内へ吸気を導入して、これを三元触媒装置へ供給し
ても、三元触媒装置の触媒が全て活性化していない時には、排気ガス中の未燃燃料を燃焼
させることができない。それにより、燃焼直後の膨張行程初期に排気弁８を開弁させれば
、気筒内の圧力が低下すると同時に燃焼直後の高温度の排気ガスが三元触媒装置へ供給さ
れることとなり、これは、三元触媒装置の排気上流部の触媒を早期に活性化温度にするの
に有利である。
【００２５】
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本実施形態において、触媒装置２３において、三元触媒装置がＮＯX吸蔵還元触媒装置の
上流側に位置する場合を説明したが、ＮＯX吸蔵還元触媒装置が上流側に位置している場
合には、ＮＯX吸蔵還元触媒装置に担持された酸化触媒によって前述同様に排気ガス中の
未燃燃料が燃焼させられ、ＮＯX吸蔵還元触媒装置全体と共に三元触媒装置全体をそれぞ
れの活性化温度へ早期に昇温させることができる。また、本実施形態において、機関始動
中及び機関始動直後の燃焼は、吸気行程燃料噴射によるリッチ空燃比の均質燃焼としたが
、圧縮行程後半の燃料噴射によるリッチ空燃比での成層燃焼としても良い。
【００２６】
こうして、触媒装置２３において良好な排気ガスの浄化が可能となれば、図２（Ｂ）に示
すような膨張行程での吸気弁６及び排気弁８の開閉制御は中止されて図２（Ａ）に示すよ
うな通常の開閉制御が実施されることとなる。しかしながら、本実施形態において、機関
低負荷時には、図２（Ｃ）に示すような吸気弁６及び排気弁８の開閉制御によって、４サ
イクル運転から２サイクル運転へ切り換えるようにしても良い。
【００２７】
この２サイクル運転において、吸気弁６及び排気弁８は、オーバラップ期間が設けられる
が、図２（Ｂ）における膨張行程での開閉とほぼ同様に開閉される。すなわち、燃焼直後
の掃気行程初期に排気弁が開弁されて排気ガスが排出され、それにより気筒内の圧力が低
下するために、掃気行程中期に吸気弁が開弁されると吸気が気筒内へ導入される。次いで
、圧縮行程となり、圧縮上死点近傍で燃焼が開始される。この２サイクル運転において、
燃料噴射時期は掃気行程における排気弁８の閉弁後とされる。
【００２８】
本２サイクル運転において、圧縮上死点近傍で点火プラグ１０によって点火を実施しても
良いが、混合気を自着火させれば、燃焼時間が短縮されてＮＯX生成量を低減させること
ができるために、本２サイクル運転では自着火とされている。
【００２９】
一般的に、混合気を燃焼させると、ＨＣ等のラジカル成分が生成され、このラジカル成分
を気筒内に残留させれば、その活性によって次回において混合気は自着火し易くなる。こ
のラジカル成分の活性は極めて高く、４サイクル運転では、ラジカル成分が生成される燃
焼直後から次回の圧縮行程末期の着火時点までの時間が長く、この時には既にラジカル成
分は他の物質と化学反応しており、混合気の自着火にラジカル成分の活性を利用すること
ができない。
【００３０】
これに対して２サイクル運転では、燃焼直後から圧縮行程末期までの時間が短く、燃焼に
より生成されたラジカル成分を圧縮行程末期まで混合気内に存在させることができ、混合
気の自着火が可能となる。すなわち、掃気行程において排気弁８が開弁されても全ての排
気ガスが気筒外へ排出されることはなく、気筒内に残留する排気ガスにＨＣのラジカル成
分が含まれており、このラジカル成分を自着火に利用することができる。また、こうして
、気筒内に比較的多くの排気ガスを残留させることにより排気ガスの主成分である不活性
ガスが燃焼温度を低下させてＮＯX生成量を減少させると共に、着火時点までの時間が短
い２サイクル運転では、この排気ガス温度を自着火に利用することもできる。
【００３１】
２サイクル運転が実施される機関低負荷時には、排気ガス量が少なく、ターボチャージャ
１９が良好に作動せず、吸気の過給は困難である。しかしながら、機関始動直後の開閉制
御（図２（Ｂ））において説明したように、燃焼直後の掃気行程初期に排気弁を開弁させ
て気筒内の圧力を低下させれば、吸気量の少ない機関低負荷時においては、その後のピス
トン下降に伴う容積増加によって気筒内は確実に大気圧未満となり、過給が無くても気筒
内へは確実に吸気を供給することができる。
【００３２】
本実施形態において、吸気弁用の可変動弁系及び排気弁用の可変動弁系として、それぞれ
に電磁アクチュエータを使用したが、これを油圧アクチュエータに置き換えても良い。ま
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た、このようなアクチュエータを使用しなくても良く、吸気弁６及び排気弁８が、図２（
Ａ）、図２（Ｂ）、及び、図２（Ｃ）に示す三つのパターンだけで制御される場合には、
これら三つのパターンをそれぞれに実現する三つのカムを吸気弁用及び排気弁用のカムシ
ャフトのそれぞれに設けて、必要なカムだけを有効とするように、吸気弁用及び排気弁用
のそれぞれの三つのカムを切り換えて使用するようにしても良い。
【００３３】
【発明の効果】
　本発明による可変動弁系を有する内燃機関の制御装置は、気筒内での燃焼直後における
ピストン下降中において、気筒内が大気圧未満となる時に吸気弁用可変動弁系によって吸
気弁を開弁させ、ピストン下降中における吸気弁の開弁以前に、排気弁用可変動弁系によ
ってピストン下降中に排気弁を開弁させて気筒内の圧力を低下させるようになっている。
それにより、吸気弁の開弁によって気筒内へは吸気が供給され、この吸気を機関始動直後
のリッチ空燃比の排気ガスと共に触媒装置へ供給することができる。こうして、車両搭載
性を悪化させる配管等を必要とせずに、リッチ空燃比の排気ガスに容易に二次空気を供給
することができ、触媒装置での排気ガス中の未燃燃料の燃焼が可能となり、触媒装置全体
を早期に活性化温度へ昇温することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による制御装置が取り付けられる内燃機関の全体構成図である。
【図２】吸気弁及び排気弁の開閉制御を示すタイムチャートであり、（Ａ）は通常運転時
を、（Ｂ）は機関始動直後を、（Ｃ）は低負荷時を示している。
【符号の説明】
５…燃焼室
６…吸気弁
６ａ…吸気弁用電磁アクチュエータ
８…排気弁
８ａ…排気弁用電磁アクチュエータ
１０…点火プラグ
１１…燃料噴射弁
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