
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機関燃焼室に燃料を噴射する燃料噴射弁を備えた内燃機関の燃料噴射制御装置であって
、
　機関燃焼室内の圧力を検出する筒内圧センサを備え、
　前記筒内圧センサで検出した燃焼室内圧力Ｐと、クランク角θから定まる燃焼室容積Ｖ
と、予め定めた定数γとを用いて、Ｖのγ乗とＰとの積として算出されるパラメータＰＶ
γ のクランク角θに対する変化率ｄ（ＰＶγ ）／ｄθの値を算出し、前記変化率の値に基
づいて、燃焼室内での燃焼開始時期と終了時期とを含む燃焼期間を検出するとともに、前
記燃焼期間が予め定めた期間に一致するように、前記燃料噴射弁からの燃料噴射時期と燃
料噴射圧との少なくとも一方を補正
　更に、

。
【請求項２】
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し、
前記燃焼室内圧力Ｐと前記燃焼室容積Ｖとの積として算出されるパラメータＰＶ

の前記燃焼開始時期における値ＰＶｓｔａｒｔと前記燃焼終了時期とにおける値ＰＶｅｎ
ｄとを用いて前記燃焼期間における筒内発熱量を算出するとともに、算出した筒内発熱量
が予め定めた量になるように前記燃料噴射弁からの燃料噴射量を補正する、内燃機関の燃
料噴射制御装置

主燃料噴射に加えて、主燃料噴射の前または後、若しくは前と後との両方に機関燃焼室
に燃料を噴射するマルチ燃料噴射を行い、マルチ燃料噴射における少なくとも１つ以上の
燃料噴射に対して前記ｄ（ＰＶγ ）／ｄθの値に基づく燃料噴射時期または燃料噴射圧の



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、内燃機関の燃料噴射制御装置に関し、詳細にはディーゼル機関の燃焼を最適化
する燃料噴射制御装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年の排気ガス規制の強化や騒音低減に対する要求から、ディーゼル機関においても燃焼
室内での燃焼最適化の要求が高まってきている。燃焼最適化のためにはディーゼル機関に
おいても燃料噴射量、燃料噴射時期、噴射期間などを正確に制御することが必要となる。
【０００３】
しかし、ディーゼル機関では、一般に吸入空気量の調整は行わず機関負荷は燃料噴射量に
より制御している。従って、ディーゼル機関では理論空燃比よりかなり高いリーン空燃比
領域で燃焼が行われ、しかも負荷に応じて空燃比が変化する。このため、従来ディーゼル
機関では、ガソリン機関のように、空燃比を厳密に制御することは行われておらず、従来
、燃料噴射量、燃料噴射時期などの燃料噴射パラメータもガソリン機関ほどには精密な制
御は行われていない。又、従来、ディーゼル機関では機関運転条件（回転数、アクセル開
度など）から燃料噴射量、噴射時期、噴射圧などの燃料噴射特性値の目標値を決定し、こ
の目標値に応じて燃料噴射弁をオープンループ制御しているが、オープンループ制御では
、実際の燃料噴射量が目標噴射量に対して誤差を生じることを防止できず、燃焼状態を目
標とする状態に正確に制御することは困難であった。
【０００４】
更に、排気ガス性状の改善と騒音の低減のためには、各気筒の１サイクル中に、主燃料噴
射の前後に複数回の燃料噴射を行い、燃焼状態を最適に調整するマルチ燃料噴射が有効で
ある。しかし、マルチ燃料噴射を行うためには、複数回の燃料噴射のそれぞれの燃料噴射
量と噴射時期とを精密に制御する必要がある。
また、燃焼状態改善のために最近ディーゼル機関において採用されるようになったコモン
レール式高圧燃料噴射装置では、燃料噴射時間が短く、しかも噴射中に燃料噴射圧が変化
する等のため、燃料噴射量に誤差を生じやすい問題がある。このため、コモンレール式高
圧燃料噴射装置では燃料噴射弁の公差を小さく設定して燃料噴射精度を向上させる等の対
策が取られているが、実際には燃料噴射弁は各部の摩耗などにより使用期間ともに燃料噴
射特性が変化するため、オープンループ制御を行っていたのでは燃料噴射特性値を常に正
確に目標値に一致させることは困難である。
【０００５】
このように、ディーゼル機関では燃料噴射量などに誤差が生じやすいため最適な燃焼状態
を得る目標値を設定できても、実際にその燃料噴射量を目標値に合致させることが困難な
事情がある。
燃焼状態を目標とする燃焼状態に合致させるためには、実際の燃焼状態を何らかの形で検
出し、実際の燃焼状態が目標とする燃焼状態に合致するように燃料噴射量や燃料噴射時期
などの燃料噴射特性値をフィードバック制御することが有効である。
【０００６】
このように、燃焼状態を検出して燃料噴射特性値をフィードバック制御する内燃機関の燃
焼制御装置の例としては特許文献１に記載されたものがある。
【０００７】
特許文献１の装置は、ディーゼル機関の燃焼騒音を計測し、計測した燃焼騒音に基づいて
パイロット噴射量が多すぎるのか少なすぎるのかを判断し、これに基づいてパイロット噴
射量を補正するものである。また、燃焼騒音としては、燃焼室内圧力を検出する筒内圧セ
ンサで検出した筒内圧の微分値または２階微分値を用いることによりメカニカルな振動の
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補正と、前記ＰＶの値に基づく燃料噴射量の補正を行う、請求項１に記載の内燃機関の燃
料噴射制御装置。



影響を除いて燃焼騒音の検出精度を向上させるようにしている。
【０００８】
すなわち、特許文献１の装置は実際に計測した燃焼騒音に基づいてパイロット噴射量をフ
ィードバック制御することにより、燃焼騒音を常に目標レベル以下に抑制するものである
。
【０００９】
【特許文献１】
特開２００１－１２３８７１号公報
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
上述のように、特許文献１の装置では、実際に計測した燃焼騒音に基づいてパイロット噴
射量をフィードバック制御するため、燃焼騒音を常に目標レベル以下に抑制することがで
きる。しかし、特許文献１の装置では、燃焼騒音は目標値以下に抑制されるものの、必ず
しも常に良好な燃焼状態が得られるとは限らず、逆に排気性状が悪化する場合も生じる。
【００１１】
すなわち、良好な排気性状を得るためには、パイロット噴射の噴射量のみではなく噴射時
期をも適切に制御する必要があるが、特許文献１の装置では、燃焼騒音に基づいてパイロ
ット噴射の噴射量のみを制御しており、噴射時期については実際の燃焼状態に基づく制御
は行っていない。このため、特許文献１のそうちでは、仮に燃焼騒音は低下したとしても
、排気性状が常に向上するとは限らない問題がある。
【００１２】
更に、特許文献１の装置は、パイロット噴射、それもパイロット噴射を１回だけ行う運転
のみを対象としているため、複数回のパイロット噴射や、主燃料噴射の後にアフター噴射
を行う場合があるマルチ燃料噴射については、各燃料噴射の噴射量や噴射時期を適切に制
御することができない問題がある。
【００１３】
本発明は、上記従来技術の問題に鑑み、複数回の燃料噴射を行うマルチ噴射の場合にも各
燃料噴射の噴射量と噴射時期などの噴射特性値を実際の燃焼状態に基づいて最適な値にフ
ィードバック制御することが可能な内燃機関の燃料噴射制御装置を提供することを目的と
している。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に記載の発明によれば、機関燃焼室に燃料を噴射する燃料噴射弁を備えた内燃
機関の燃料噴射制御装置であって、機関燃焼室内の圧力を検出する筒内圧センサを備え、
前記筒内圧センサで検出した燃焼室内圧力Ｐと、クランク角θから定まる燃焼室容積Ｖと
、予め定めた定数γとを用いて、Ｖのγ乗とＰとの積として算出されるパラメータＰＶγ

のクランク角θに対する変化率ｄ（ＰＶγ ）／ｄθの値を算出し、前記変化率の値に基づ
いて、燃焼室内での燃焼開始時期と終了時期とを含む燃焼期間を検出するとともに、前記
燃焼期間が予め定めた期間に一致するように、前記燃料噴射弁からの燃料噴射時期と燃料
噴射圧との少なくとも一方を補正 更に、

が提供される。
【００１５】
すなわち、請求項１の発明では、筒内圧センサで検出した燃焼室内圧力Ｐに基づいて算出
されるパラメータＰＶγ に基づいて燃焼室内での燃焼期間が検出される。気筒内で燃焼が
生じていない場合、すなわち気筒内で発熱がない場合には気筒内でのピストンによる圧縮
はポリトロープ変化であり、圧力Ｐと容積Ｖから算出されるパラメータＰＶγ の値は常に
一定値になる（γはポリトロープ指数）。従って、発熱がない場合にはパラメータＰＶγ
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し、 前記燃焼室内圧力Ｐと前記燃焼室容積Ｖとの
積として算出されるパラメータＰＶの前記燃焼開始時期における値ＰＶｓｔａｒｔと前記
燃焼終了時期とにおける値ＰＶｅｎｄとを用いて前記燃焼期間における筒内発熱量を算出
するとともに、算出した筒内発熱量が予め定めた量になるように前記燃料噴射弁からの燃
料噴射量を補正する、内燃機関の燃料噴射制御装置



はクランク角θにかかわらず一定であるため、ｄ（ＰＶγ ）／ｄθの値はゼロになる。
【００１６】
一方、気筒内に発熱があると、すなわち燃焼が生じていると発熱がある間は入熱によりＰ
Ｖγ の値は増大するため、ｄ（ＰＶγ ）／ｄθの値は正になる。このため、ｄ（ＰＶγ ）
／ｄθの値が正の値になっている期間は気筒内で燃焼が生じていると判定できる。また、
気筒内で燃焼が開始した点はｄ（ＰＶγ ）／ｄθの値がゼロから正の値に変化した時点と
して、燃焼が終了した点はｄ（ＰＶγ ）／ｄθの値が正の値から０に変化した時点として
検出することができる。
【００１７】
また、燃焼開始時点は燃料噴射開始時期に応じて変化する。更に、燃焼期間は燃料噴射期
間に応じて変化し、燃料噴射期間は燃料噴射量が一定であれば燃料噴射圧に応じて変化す
る。
このため、予め機関運転状態に応じて最適な燃焼期間（燃焼開始及び終了時期）を求めて
おき、パラメータＰＶγ から求められる実際の燃焼期間が上記最適な燃焼期間に一致する
ように、燃料噴射開始時期又は／及び燃料噴射圧をフィードバック補正することにより、
実際の運転においても燃焼期間を最適に制御することが可能となる。
【００１９】
　 、パラメータＰＶの値から発熱量が求められる。圧力と容積との積ＰＶ
の値は筒内ガスのもつエネルギーに対応した値となり、ＰＶの単位時間当たりの変化量は
筒内ガスに付与されたエネルギー、すなわちピストンの上昇による圧縮仕事と燃焼による
発熱量との和になる。
　従って、燃焼終了時のＰＶの値と燃焼開始時のＰＶの値との差は燃焼期間に筒内ガスに
与えられたエネルギーの総量、すなわち燃焼による総発熱量とピストンの圧縮仕事との和
になる。一方、ピストンの圧縮仕事はクランク角の関数として容易に算出されるため、燃
焼開始時と終了時のＰＶの値から燃焼による総発熱量が算出できる。
【００２０】
燃焼による総発熱量は燃料噴射量に対応しているため、予め機関運転状態に応じて最適な
燃焼の発熱量を求めておき、パラメータＰＶから求められる実際の燃焼の発熱量が上記最
適な発熱量に一致するように、燃料噴射量をフィードバック補正することにより、実際の
運転においても発熱量（燃料噴射量）を最適に制御することが可能となる。
【００２１】
　 に記載の発明によれば、主燃料噴射に加えて、主燃料噴射の前または後、若し
くは前と後との両方に機関燃焼室に燃料を噴射するマルチ燃料噴射を行い、マルチ燃料噴
射における少なくとも１つ以上の燃料噴射に対して前記ｄ（ＰＶγ ）／ｄθの値に基づく
燃料噴射時期または燃料噴射圧の補正と、前記ＰＶの値に基づく燃料噴射量の補正を行う
、 に記載の内燃機関の燃料噴射制御装置が提供される。
【００２２】
　すなわち、 の発明では、マルチ燃料噴射を行う場合に、マルチ燃料噴射を構成
する少なくとも１つ以上の燃料噴射に対して 説明した補正が行われる。
　パラメータＰＶγ に基づく燃料噴射開始時期、燃料噴射圧の補正、及びパラメータＰＶ
に基づく燃料噴射の補正は、気筒の１行程サイクルに複数回の燃料噴射が行われる場合に
も、各々の燃料噴射に対して適用することが可能である。
　このため、マルチ燃料噴射における少なくとも１つ以上の燃料噴射に対して上記補正を
行うことにより、マルチ燃料噴射のそれぞれの燃料噴射の燃料噴射量、噴射時期、噴射圧
が正確に最適値にフィードバック補正される。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面を用いて本発明の実施形態について説明する。
図１は、本発明の燃料噴射装置を自動車用ディーゼル機関に適用した場合の実施形態の概
略構成を示す図である。
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本発明では更に

請求項２

請求項１

請求項２
請求項１で



図１において、１は内燃機関（本実施形態では＃１から＃４の４つの気筒を備えた４気筒
４サイクルディーゼル機関が使用される）、１０ａから１０ｄは機関１の＃１から＃４の
各気筒燃焼室に直接燃料を噴射する燃料噴射弁を示している。燃料噴射弁１０ａから１０
ｄは、それぞれ燃料通路（高圧燃料配管）を介して共通の蓄圧室（コモンレール）３に接
続されている。コモンレール３は、高圧燃料噴射ポンプ５から供給される加圧燃料を貯留
し、貯留した高圧燃料を高圧燃料配管を介して各燃料噴射弁１０ａから１０ｄに分配する
機能を有する。
【００２４】
図１に２０で示すのは、機関の制御を行う電子制御ユニット（ＥＣＵ）である。ＥＣＵ２
０は、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、マイクロプ
ロセッサ（ＣＰＵ）、入出力ポートを双方向バスで接続した公知の構成のマイクロコンピ
ュータとして構成されている。ＥＣＵ２０は、本実施形態では、燃料ポンプ５の吐出量を
制御してコモンレール３圧力を機関運転条件に応じて定まる目標値に制御する燃料圧制御
を行っている他、機関運転状態に応じて燃料噴射の噴射時期及び噴射量の目標値を設定す
るとともに、後述する筒内圧センサ出力に基づいて求めたパラメータを用いて燃料噴射量
、噴射時期、燃料噴射圧等の燃料噴射特性値をフィードバック制御する燃料噴射制御等の
機関の基本制御を行う。
【００２５】
これらの制御を行なうために、本実施形態ではコモンレール３にはコモンレール内燃料圧
力を検出する燃料圧センサ２７が設けられている他、機関１のアクセルペダル（図示せず
）近傍にはアクセル開度（運転者のアクセルペダル踏み込み量）を検出するアクセル開度
センサ２１が設けられている。また、図１に２３で示すのは機関１のカム軸の回転位相を
検出するカム角センサ、２５で示すのはクランク軸の回転位相を検出するクランク角セン
サである。カム角センサ２３は、機関１のカム軸近傍に配置され、クランク回転角度に換
算して７２０度毎に基準パルスを出力する。また、クランク角センサ２５は、機関１のク
ランク軸近傍に配置され所定クランク回転角毎（例えば１５度毎）にクランク角パルスを
発生する。
【００２６】
ＥＣＵ２０は、クランク角センサ２５から入力するクランク回転角パルス信号の周波数か
ら機関回転数を算出し、アクセル開度センサ２１から入力するアクセル開度信号と、機関
回転数とに基づいて燃料噴射弁１０ａから１０ｄの燃料噴射時期と燃料噴射量との目標値
を算出する。
【００２７】
また、図１に２９ａから２９ｄで示すのは、各気筒１０ａから１０ｄに配置され、気筒燃
焼室内の圧力を検出する公知の形式の筒内圧センサである。筒内圧センサ２９ａから２９
ｄで検出された各燃焼室内圧力は、ＡＤコンバータ３０を経てＥＣＵ２０に供給される。
【００２８】
本実施形態では、コモンレール３の燃料圧力はＥＣＵ２０により機関運転状態に応じた圧
力に制御され、例えば１０ＭＰａから１５０ＭＰａ程度の高圧で、しかも広い範囲で変化
する。
また、本実施形態では、機関１は各気筒の行程１サイクルの間に複数回気筒内に燃料を噴
射するマルチ燃料噴射を行う。
【００２９】
図２は、本実施形態におけるマルチ燃料噴射を構成するそれぞれの燃料噴射を説明する図
である。
図２において、横軸はクランク角（ＣＡ）を示し、横軸上のＴＤＣは圧縮上死点を表して
いる。また図２の縦軸はそれぞれの燃料噴射の噴射率を表しており、それぞれの山の面積
は概略各燃料噴射の相対的な燃料噴射量を示している。図に示すように、マルチ燃料噴射
では早期パイロット噴射、近接パイロット噴射、メイン噴射（主燃料噴射）、アフター噴
射、ポスト噴射等の全部または一部が行われる。
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【００３０】
以下、メイン噴射以外のそれぞれの燃料噴射について簡単に説明する。
（１）早期パイロット噴射
早期パイロット噴射は、メイン噴射よりかなり早い時期（例えばメイン噴射開始よりクラ
ンク角で２０度（２０°ＣＡ）以上早い時期に行われるパイロット噴射である。早期パイ
ロット噴射で噴射された燃料は予混合気を形成し、圧縮着火するためＮＯ Xやパティキュ
レートをほとんど生成せず、早期パイロット噴射を行うことにより排気性状を向上させる
ことができる。また、早期パイロット噴射は燃焼室内の温度と圧力とを上昇させ、後述す
る近接パイロット噴射やメイン噴射の着火遅れ期間を短縮するため、メイン噴射による燃
焼の騒音やＮＯ X生成を抑制することができる。
【００３１】
早期パイロット噴射は、比較的燃焼室内の温度圧力が低い時点で行われるため、噴射量が
多い場合には噴射された燃料が液状のままシリンダ壁に到達して、潤滑油希釈などの問題
を起こす。このため、噴射量が多い場合には早期パイロット噴射は必要とされる噴射量を
分割して少量ずつ複数回に分けて噴射することによりシリンダ壁への液状燃料の到達を防
止する。
【００３２】
（２）近接パイロット噴射
近接パイロット噴射は、メイン噴射の直前（例えば、メイン噴射開始より２０°ＣＡ以内
）に行われるパイロット噴射である。近接パイロット噴射は、早期パイロット噴射に較べ
て炭化水素の発生が少なく、早期パイロット噴射と同様にメイン噴射の着火遅れ期間を短
縮してメイン噴射の騒音やＮＯ X生成を抑制することができる。
【００３３】
（３）アフター噴射
アフター噴射は、メイン噴射終了直後、または比較的短い間隔（例えばメイン噴射終了後
１５°ＣＡ以内）に開始される噴射である。
アフター噴射は、メイン噴射の燃料の燃焼後期に再度燃焼室内の温度、圧力、乱れなどを
増加させて燃焼を良好にすることと、メイン噴射の噴射量を減らすことを目的として行わ
れる。
【００３４】
すなわち、メイン噴射の燃焼後期には燃焼室内の温度、圧力は低下し、筒内の乱れも小さ
くなっているため、燃料が燃焼しにくくなっている。この状態でアフター噴射を行うこと
により、燃料の噴射による乱れの増大と噴射された燃料の燃焼による温度、圧力の増大が
生じるため、燃焼室内の雰囲気が燃焼を促進する方向に改善される。また、アフター噴射
の噴射量分だけメイン噴射の噴射量を減らすことができるため、メイン噴射燃料により生
成される局所的な過濃領域の生成が抑制されるとともに、メイン噴射量の低下により燃焼
による筒内最高温度が低下して、ＮＯ Xの生成が抑制される効果がある。
【００３５】
（４）ポスト噴射
ポスト噴射は、メイン噴射終了後比較的間隔をあけて（例えばメイン噴射終了後１５°Ｃ
Ａ以上）開始される燃料噴射である。ポスト噴射の主な目的は排気温度、圧力を上昇させ
ることである。
例えば、排気系に配置した排気浄化触媒の温度が低く活性化温度に到達しないため排ガス
浄化作用を得られないような場合には、ポスト噴射を行うことにより排気温度を上昇させ
て短時間で触媒温度を活性化温度まで上昇させることができる。また、ポスト噴射を行う
ことにより排気の温度、圧力が上昇するため、ターボチャージャを有する機関ではタービ
ンの仕事を増大させて過給圧上昇による加速性能の向上や加速時のスモーク抑制などの効
果を得ることができる。
また、排気浄化触媒として、ＨＣ成分を用いて排気中のＮＯ Xを浄化する選択還元触媒を
使用する場合には、ポスト噴射を行うことにより触媒にＨＣを供給してＮＯ Xの浄化率を
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向上させることができる。
【００３６】
上記のようにマルチ燃料噴射を行うことにより、ディーゼル機関の排気性状や騒音を大幅
に改善することが可能であるが、この改善効果を得るためにはマルチ燃料噴射における各
燃料噴射の噴射量と噴射時期とを精密に制御する必要がある。例えば、最も噴射量と噴射
時期との精度が要求される近接パイロット噴射では、１回の燃料噴射噴射量は１．５～２
．５ｍｍ 3程度に、噴射時期は±２°ＣＡ以内程度に制御する必要がある。
【００３７】
ところが、前述したように、燃料噴射弁には公差による個体間のばらつきや、使用期間に
よる燃料噴射特性の変化などが生じるため、通常のオープンループ制御では燃料噴射の精
度を向上させることはできず、充分にマルチ燃料噴射による効果を得ることはできない。
【００３８】
また、例えば前述の特許文献１の装置のように燃焼騒音に基づいて燃料噴射を制御しても
、一部のパイロット噴射の噴射量は制御できるものの、各燃料噴射の噴射量を個別に制御
することはできず、更に噴射時期については全く制御することができない問題がある。
【００３９】
本実施形態では、筒内圧センサ２９ａ～２９ｄ（以下、「筒内圧センサ２９」と総称する
）を用いて検出した燃焼室内圧力Ｐとそのときの燃焼室容積Ｖとを用いて算出するパラメ
ータＰＶγ とＰＶとを用いてそれぞれの燃料噴射の噴射量、噴射時期、噴射圧などを個別
に正確に正確に制御することを可能としている。
【００４０】
図３（Ａ）は、本実施形態における燃焼時期の検出原理を説明する図である。図３（Ａ）
は気筒の圧縮行程後期から膨張行程前記における燃焼室内の種々の燃焼に関連するパラメ
ータのクランク角θに対する変化を示している（クランク角θ＝０は圧縮上死点を示す）
。図３（Ａ）においてカーブＰは筒内圧センサ２９で検出した実際の燃焼室内圧の変化を
示す。又、カーブＱは、筒内の熱発生率を示している。カーブＱから判るように、本実施
形態ではメイン噴射に加えて早期パイロット噴射とアフター噴射とを含むマルチ燃料噴射
が行われており、図３（Ａ）の熱発生率の山Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３はそれぞれ早期パイロット
噴射、メイン噴射、アフター噴射に相当している。
【００４１】
図３（Ａ）カーブＰから判るように、熱発生率Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３からはマルチ噴射におけ
る各燃料噴射の燃焼期間を判別することができるものの、燃焼室内圧力の変化には各燃料
噴射の燃焼期間は明確に現れておらず、カーブＰから各燃料噴射を判別することはできな
い。
一方、熱発生率を算出すれば一応図３（Ａ）に示すように各燃料噴射の燃焼期間を判別す
ることは可能である。また、熱発生率ｄＱ自体も燃焼室内圧力に基づいて次の計算式から
算出することができる。
【００４２】
ｄＱ／ｄθ＝（κ・Ｐ・（ｄＶ／ｄθ）＋Ｖ（ｄＰ／ｄθ））／（κ－１）
（θはクランク角、κは筒内混合気の比熱比をそれぞれ表している）
ところが、この熱発生率の計算は複雑であり、しかもクランク角θを含む項を多く含むた
め、比較的検出精度の低いクランク角の誤差の影響を受けやすい。このため、実際の制御
に熱発生率を制御指標として使用することは、計算負荷の増大と誤差との問題があり実際
的ではない。
【００４３】
そこで、本実施形態では燃焼期間を検出するために熱発生率を用いずに、筒内圧センサ２
９で検出した圧力Ｐとそのときの体積Ｖをγ乗して得た値ＰＶγ のクランク角θに対する
一次変化率（一次微分値）（以下「ＰＶγ 微分値」という）を用いる。ここで、γはポリ
トロープ指数である。
【００４４】
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ポリトロープ指数γは予め実験などにより求めて置くことができ、更にＶはθのみの関数
となるため、各θの値に対してＶを予め算出しておくことも可能である。従って、各クラ
ンク角においてＰＶγ 値は簡易な計算で算出することができ、そのθに対する変化率であ
るＰＶγ 微分値は、後述するように簡単な差分計算で求めることができる。
図３（Ａ）のカーブＲは、各クランク角において算出したＰＶγ 微分値を示す。カーブＲ
に示すように、ＰＶγ 微分値の値は大部分０となり、燃焼期間に相当する部分のみ正の値
となるため、極めて明確に各燃料噴射の燃焼期間を判別することが可能となる。
【００４５】
気筒内のピストンの移動による圧縮を指数γのポリトローブ変化で近似すると、圧力Ｐと
燃焼室容積Ｖとは、ＰＶγ ＝Ｃ（一定値）の関係を有する。すなわち、燃焼が生じず、気
筒内のガスに圧縮による仕事以外のエネルギーが付与されないポリトロープ変化では、Ｐ
Ｖγ 値は常に一定となる。このため、燃焼室内で燃焼が生じていない場合には、ＰＶγ 値
のクランク角による一次微分値ｄ（ＰＶγ ）／ｄθの値は０になる。
【００４６】
一方、気筒内で燃焼が生じると気筒内のガスには圧縮による仕事以外にエネルギ（熱）が
加えられるため、気筒内のガスの変化はもはやポリトロープ変化ではなくなり、ＰＶγ 値
は燃焼が生じている間増大を続けるため、ＰＶγ 微分値は正の値をとるようになる。
このため、燃焼室内で燃焼が生じている期間は、ＰＶγ 微分値が正になる期間として明確
に判別することができる。これは、図３（Ａ）カーブＲに示すように、気筒の１行程サイ
クルに複数回の燃料噴射（燃焼）Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３が行われる場合も同様である。
【００４７】
本実施形態では、機関運転中に筒内圧センサ２９で検出した各気筒の燃焼室内圧力に基づ
いてＰＶγ 微分値を算出し、このＰＶγ 微分値が正の値になっている期間を燃焼期間と判
定する。図３（Ａ）カーブＲにｓｔａｒｔで示すのは燃焼開始時期、ｅｎｄで示すのは燃
焼終了時期であり、ｓｔａｒｔとｅｎｄとの間が燃焼期間を表す。
【００４８】
ところで、燃焼期間の開始時期（クランク角）は燃料噴射時期と強い相関がある。更に、
燃焼期間の長さ（燃焼開始時期から終了時期までの長さ）は燃料噴射期間と強い相関があ
る。又、燃料噴射期間は燃料噴射量が一定であれば噴射率により変化し、噴射率は燃料噴
射圧によって変化する。
【００４９】
本実施形態では、機関の運転条件（例えば機関回転数とアクセル開度、及びマルチ燃料噴
射の種類との組み合わせ）毎に最適な燃焼状態を与える各燃料噴射の発熱量、燃焼期間を
予め実験などにより求めてあり、例えば、マルチ燃料噴射の各燃料噴射毎（早期パイロッ
ト噴射、近接パイロット噴射、メイン噴射、アフター噴射、ポスト噴射）に上記最適値を
それぞれ機関回転数とアクセル開度とを用いた数値テーブルとして、ＥＣＵ２０のＲＯＭ
に格納してある。
【００５０】
ＥＣＵ２０は、筒内圧センサ２９で検出した各気筒の燃焼室内圧力Ｐに基づいて各クラン
ク角におけるＰＶγ 微分値を算出して、各噴射の実際の燃焼期間を判別するとともに、こ
の実際の燃焼期間（開始時期、長さ）がＲＯＭに記憶した、現在の機関運転状態に最適な
燃焼期間になるように、燃料噴射時期と噴射圧とをフィードバック制御する。これにより
、簡易かつ正確に各気筒の燃料噴射時期と噴射圧とが最適な燃焼時期を得る値に制御され
るようになる。
【００５１】
次に、本実施形態における燃料噴射量の制御について図３（Ｂ）を用いて説明する。
各気筒の実際の燃料噴射量は、気筒の圧縮行程から膨張行程にかけての気筒内の発熱量に
対応している。この発熱量は、前述の式を用いて算出される熱発生率を積分することによ
っても算出可能であるが、前述したように熱発生率ｄＱを用いた計算は実際的ではない。
そこで、本実施形態では燃焼室内圧力Ｐとそのときの燃焼室内容積Ｖとの積ＰＶ（以下「
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ＰＶ値」という）を用いて実際の筒内発熱量を算出する。
【００５２】
燃焼室内の気体の有するエネルギーは圧力と容積との積ＰＶで表される。このため、単位
クランク角あたりに燃焼室内の気体に与えられるエネルギーは、ｄ（ＰＶ）／ｄθで表さ
れる。
前述したように、燃焼室内の気体に単位クランク角あたりに与えられるエネルギーは、ピ
ストンの圧縮による機械的エネルギーと燃焼により発生する化学的エネルギーの和となる
。
【００５３】
いま、気体の状態方程式ＰＶ＝（ｍ／Ｗ）ＲＴを微分形式にして、
ｄ（ＰＶ）＝（ｍ／Ｗ）ＲｄＴ　…（１）
を得る。ここで、ｍは燃焼室内の気体の質量（ｋｇ）、Ｗは気体の分子量、Ｔは温度（Ｋ
）、Ｒは一般ガス定数（Ｊ／ｍｏｌ・Ｋ）である。
【００５４】
又、（１）式は気体の有するエネルギーの変化量を表しており、この変化量は、上記した
ように、ピストンの圧縮による機械的エネルギーｄ（ＰＶ）ｐｉｓｔと燃焼により発生す
る化学的エネルギーｄ（ＰＶ）ｃｈｅｍとの和として表される。すなわち、
ｄ（ＰＶ）＝ｄ（ＰＶ）ｐｉｓｔ＋ｄ（ＰＶ）ｃｈｅｍ　…（２）
上記（２）式中、燃焼により気体に与えられるエネルギーｄ（ＰＶ）ｃｈｅｍは、上記（
１）の気体の状態方程式を用いて、以下のように表される。
【００５５】
ｄ（ＰＶ）ｃｈｅｍ＝（ｍ／Ｗ）ＲｄＴｃｈｅｍ　…（３）
ここで、ｄＴｃｈｅｍは、燃焼による気体の温度上昇である。
（３）式を（２）式に代入してｄＴｃｈｅｍを求めると、
ｄＴｃｈｅｍ＝（Ｗ／ｍ・Ｒ）（ｄ（ＰＶ）－ｄ（ＰＶ）ｐｉｓｔ）…（４）
となる。燃焼による発熱量ｄＱ（Ｊ）は温度上昇ｄＴｃｈｅｍ（Ｋ）と気体質量ｍ（ｋｇ
）と定容比熱（Ｊ／ｍｏｌ・Ｋ）Ｃｖとの積として求められるため、（４）式から、
【００５６】
　
　
　
噴射毎の発生熱量ΔＱは、図３（Ａ）で噴射毎の燃焼期間が判っているのであるから、（
５）式を各燃料噴射の燃焼開始（ｓｔａｒｔ）から燃焼終了（ｅｎｄ）まで積分すること
により求められる。
すなわち
【００５７】
【数１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５８】
ここで、（ＰＶ）ｅｎｄ、（ＰＶ）ｓｔａｒｔは、それぞれ筒内圧センサで検出した燃焼
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室内圧力Ｐと燃焼室容積Ｖとの積の、燃焼終了時と燃焼開始時の値である。
また（ＰＶ）ｐｉｓｔ，ｅｎｄ、（ＰＶ）ｐｉｓｔ，ｓｔａｒｔは、燃焼が生じなかった
場合のピストン圧縮のみの場合（いわゆるモータリング時）の燃焼室内圧力と燃焼室容積
Ｖとの積の、燃焼終了時（図３（Ａ）、（Ｂ）、ｅｎｄ）と燃焼開始時（図３（Ａ）、（
Ｂ）、ｓｔａｒｔ）に相当するクランク角における値である。
【００５９】
図３（Ｂ）は、図３（Ａ）の場合のＰＶ値の変化と、（ＰＶ）ｐｉｓｔ値の変化を示す図
であり、図３（Ｂ）のカーブＰは図３（Ａ）のカーブＰと同じ燃焼室内圧力変化を、カー
ブＱは熱発生率を、それぞれ表している。
また図３（Ｂ）のカーブＳは、カーブＰの圧力変化時のＰＶ値を、カーブＴは（ＰＶ）ｐ
ｉｓｔ値を、それぞれ表している。（ＰＶ）ｐｉｓｔ値は、機関が定まれば常に一定のカ
ーブとなる。
【００６０】
さて、上記（６）式から、例えばメイン噴射Ｑ１の発熱量ΔＱは、図３（Ｂ）のＡ点にお
けるＰＶ値（（ＰＶ）ｓｔａｒｔ）と（ＰＶ）ｐｉｓｔ値（（ＰＶ）ｐｉｓｔ，ｓｔａｒ
ｔ）とＢ点におけるＰＶ値（（ＰＶ）ｅｎｄ）と（ＰＶ）ｐｉｓｔ値（（ＰＶ）ｐｉｓｔ
，ｅｎｄ）とを用いて簡単に求めることができる。
【００６１】
発熱量ΔＱは燃料噴射量と強い相関を有する。本実施形態では、予め機関運転状態に応じ
て各噴射の理想的な発熱量が実験などにより求めてあり、ＥＣＵ３０のＲＯＭに格納され
ている。このため、（６）式から求めた実際の発熱量が、ＲＯＭに記憶した理想的な発熱
量と一致するように燃料噴射量をフィードバック補正することにより、燃料噴射量を最適
な値に制御することが可能となる。
【００６２】
図４は、上述した燃焼時期と発熱量との実際の算出操作を示すフローチャートである。本
操作は、ＥＣＵ２０により一定クランク角毎に実行される。
図４において、ステップ４０１では現在のクランク角θと、筒内圧センサ２９で検出した
燃焼室内圧力Ｐとが読み込まれる。そして、ステップ４０３では、クランク角θに基づい
て現在の燃焼室内容積Ｖが算出される。本実施形態では、θとＶとの関係は予め計算によ
り求められ、θを用いた１次元数値テーブルとしてＥＣＵ２０のＲＯＭに格納されている
。ステップ４０３では、ステップ４０１で読み込んだθの値を用いてこの数値テーブルか
ら燃焼室内容積Ｖを求める。
【００６３】
次いでステップ４０５では、ステップ４０１で読み込んだ圧力Ｐとステップ４０３で算出
した容積Ｖとを用いてＰＶγ が算出される。γ（ポリトロープ指数）は予め実験により求
められ、ＥＣＵ２０のＲＯＭに格納されている。
ステップ４０７はＰＶγ 微分値の算出操作を示す。本実施形態では、ＰＶγ 微分値ｄ（Ｐ
Ｖγ ）／ｄθは、今回算出したＰＶγ 値（ＰＶγ ） iと、前回本操作実行時に算出した（
ＰＶγ ） i - 1との差分として算出される。
【００６４】
次に、ステップ４０９から４１７は燃焼開始時期の検出を示す。
ステップ４０９ではフラグＸＳの値が１にセットされているか否かが判定される。フラグ
ＸＳは、燃焼期間の開始時期の検出が完了したか否かを示すフラグであり、ＸＳ＝１は検
出完了を表している。
【００６５】
ステップ４０９で検出が完了していない場合（Ｘ≠１）にはステップ４１１に進み、ステ
ップ４０７で算出したＰＶγ 微分値が所定値Ｃ１以上になるまでステップ４１３以下の操
作実行を保留して待機する。前述のように、ＰＶγ 微分値は燃焼機関以外は略ゼロの値と
なり、燃焼期間中のみ正の値となる。Ｃ１は、雑音などによる誤検出を防止するための判
定値であり、できるだけゼロに近い正の値に設定される。燃焼が開始されると、ステップ

10

20

30

40

50

(10) JP 3854209 B2 2006.12.6



４１１ではＰＶγ 微分値がＣ１より大きくなるが、ステップ４１１で最初にｄ（ＰＶγ ）
／ｄθ＞Ｃ１が成立すると、次にステップ４１３でフラグＸＳの値が１に設定されるため
、次回からはステップ４１１から４１７は実行されない。
これにより、燃焼開始時期が正確に検出されるようになる。すなわち、ステップ４１１で
最初にｄ（ＰＶγ ）／ｄθ＞Ｃ１が成立すると、ステップ４１５、４１７ではそのときの
クランク角θを燃焼開始時のクランク角θｓｔａｒｔとして記憶するとともに、このとき
のＰＶ値を算出して、燃焼開始時のＰＶ値（ＰＶ）ｓｔａｒｔとして記憶する。又、ステ
ップ４１９ではモータリング中のＰＶ値である（ＰＶ）ｐｉｓｔの燃焼開始時の値を予め
算出しておいた、図３（Ｂ）のカーブＴの関係から求め、（ＰＶ）ｐｉｓｔ，ｓｔａｒｔ
として記憶する。
【００６６】
ステップ４１９から４２５は、燃焼期間の終了時期の検出操作を示す。終了時期の検出操
作は、ステップ４１１から４１７の燃焼期間開始時期の検出が完了して、ＸＳが１にセッ
トされた場合にのみ行われる。
ステップ４１９から４２５の操作はステップ４１１から４１７の操作と同様であるが、ス
テップ４１９でｄ（ＰＶγ ）／ｄθ＜Ｃ１となったときのクランク角を燃焼終了時期θｅ
ｎｄ、そのときの（ＰＶ）、（ＰＶ）ｐｉｓｔの値をそれぞれ（ＰＶ）ｅｎｄ、（ＰＶ）
ｐｉｓｔ，ｅｎｄとして記憶する点が相違している。そして、上記の値を記憶した後、ス
テップ４２５ではフラグＸＳの値が０にリセットされる。これにより、再度ステップ４１
１から４１７で燃焼開始時期が検出されるまではステップ４１９以下のステップは実行さ
れなくなる。
【００６７】
そして、上記の操作終了後、ステップ４２７では前述の（６）式を用いて、今回の燃焼期
間における発熱量ΔＱが算出される。
【００６８】
上述のように、図４の操作を実行することにより、複数の燃料噴射のそれぞれについて、
燃焼開始時期θｓｔａｒｔ、燃焼終了時期θｅｎｄ、及び発熱量ΔＱが算出され、記憶さ
れる。
【００６９】
次に、上記により算出した燃焼開始時期θｓｔａｒｔ、燃焼終了時期θｅｎｄ、及び発熱
量ΔＱを用いた燃料噴射制御について説明する。
本実施形態では、燃料噴射量、噴射時期、燃料噴射圧の基本値、及び噴射の形態（マルチ
燃料噴射のタイプ）は、ＥＣＵ３０により別途実行される図示しない燃料噴射設定操作に
より、機関回転数とアクセル開度とを用いて予め定めた関係に基づいて設定されている。
本来この基本値の通りに実際の燃料噴射が行われれば、機関の燃焼状態は最適になる。し
かし、実際には燃料噴射弁の噴射特性のばらつきや変化等により、基本値に相当する指令
信号を燃料噴射弁に与えても実際の燃料噴射が基本値通りにはならない。
【００７０】
本実施形態では、燃焼開始時期θｓｔａｒｔ、燃焼終了時期θｅｎｄ、及び発熱量ΔＱを
用いて、実際の燃料噴射が基本値で行われるように燃料噴射をフィードバック補正するも
のである。
図５は、ＥＣＵ２０により行われる、本実施形態の燃料噴射補正操作の手順を説明するフ
ローチャートである。
【００７１】
図５、ステップ５０１では、まず補正しようとする燃料噴射の判別が、機関運転条件と算
出したθｓｔａｒｔとに基づいて行われる。すなわち、いま補正しようとしている燃料噴
射が、どのタイプのマルチ燃料噴射のどの燃料噴射（例えば早期パイロット噴射か、近接
パイロット噴射か等）であるかの判定が行われる。
【００７２】
そして、ステップ５０３では、現在補正しようとしている燃料噴射の発熱量の目標値が、
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機関運転条件（機関回転数、アクセル開度）に基づいて予めＥＣＵ２０のＲＯＭに記憶し
た数値テーブルから読み出される。
そして、ステップ５０５では、前述の図４の操作で算出した発熱量ΔＱが、ステップ５０
３で設定した目標値に一致するように燃料噴射量が増減補正される。すなわち、実際の発
熱量ΔＱが目標値より小さい場合には、燃料噴射量が所定量増大され、目標値より大きい
場合には所定量低減される。
【００７３】
そして、ステップ５０７では同様に機関運転条件に基づいて予めＥＣＵ２０のＲＯＭに記
憶した数値テーブルから、燃焼開始時期と終了時期との目標値が読み出され、ステップ５
０９では、実際の燃焼開始時期θｓｔａｒｔが目標値に一致するように燃料噴射時期が補
正される。例えば燃焼開始時期が目標値より遅い場合には燃料噴射開始時期が進角され、
早い場合には遅角される。
【００７４】
更に、ステップ５１１では、燃料噴射圧が補正される。本実施形態ではコモンレール圧力
を変えることにより燃料噴射圧が調整される。すなわち、ステップ５１１では、ステップ
５０９で燃焼開始時期θｓｔａｒｔが目標値に一致した状態で、実際の燃焼終了時期θｅ
ｎｄが目標値より遅いか早いかを判定し、遅い場合（実際の燃焼期間が目標値より長い場
合）には、燃料噴射圧を所定量だけ上昇させて、その分だけ燃料噴射の終了時期（燃料噴
射弁の閉弁時期）を進角させ燃料噴射量を一定に維持しながら燃料噴射期間を変化させる
。また、逆に実際の燃焼終了時期が目標値より早い場合には、燃料噴射圧を所定量だけ低
下させて燃料噴射の終了時期を遅角させる。
【００７５】
上記各操作を、それぞれの値が目標値と一致するまで繰り返すことによりマルチ燃料噴射
の各燃料噴射における実際の燃料噴射量、燃料噴射時期、燃料噴射圧が運転状態に応じた
最適な燃焼を得る値になるようにフィードバック補正される。
【００７６】
上述したように、図４の操作では、簡易な差分演算で算出可能なＰＶγ の微分値を用いて
燃焼期間を、また、ＰＶ値の簡易な演算で発熱量を求めることが可能となり、発熱量や燃
焼期間の検出のために複雑な計算を行う必要がなくなる。このため、ＥＣＵ２０の計算負
荷が増大することが防止され、簡易かつ確実に各噴射毎の発熱量と燃焼期間とを正確に検
出することができ、各噴射の噴射量、噴射時期、噴射圧を正確にフィードバック制御する
ことが可能となる。
【００７７】
また、本実施形態ではマルチ燃料噴射の各噴射量と噴射時期、噴射圧とが実際の発熱量、
燃焼期間に基づいてフィードバック制御されるため、例えば燃料噴射弁の公差による燃料
噴射特性の個体間ばらつきが比較的大きい場合や、或いは使用とともに燃料噴射特性が変
化するような場合であっても各燃料噴射特性を正確に補正することが可能となる。このた
め、コモンレール式燃料噴射装置においても、燃料噴射弁の特性のばらつきをある程度許
容することができ、従来のように燃料噴射弁の特性のばらつきを厳しく管理する必要がな
くなるため、燃料噴射弁のコストを低減することが可能となる。
【００７８】
【発明の効果】
各請求項に記載の発明によれば、マルチ燃料噴射を行う機関においても各燃料噴射の噴射
量と噴射時期、噴射圧などの噴射特性を実際の燃焼データに基づいて適正な値にフィード
バック制御することが可能となる共通の効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を自動車用４気筒ディーゼル機関に適用した実施形態の概略構成を示す図
である。
【図２】マルチ燃料噴射を構成する各燃料噴射を説明する図である。
【図３】本実施形態における燃焼期間の検出原理（図３（Ａ））及び、発熱量の検出原理
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（図３（Ｂ））を説明する図である。
【図４】各燃料噴射における燃焼時期と発熱量との算出操作を説明するフローチャートで
ある。
【図５】本実施形態の燃料噴射補正操作の手順を説明するフローチャートである。
【符号の説明】
１…ディーゼル機関
３…コモンレール
１０ａ～１０ｄ…筒内燃料噴射弁
２０…電子制御ユニット（ＥＣＵ）
２１…アクセル開度センサ
２５…クランク角センサ
２９ａ～２９ｄ…筒内圧センサ
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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