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(57)【要約】
【課題】内燃機関の排ガス性状及び燃費の制御を可能と
する多種燃料に対応可能な燃料噴射装置を提供する。
【解決手段】ディーゼル機関１０の気筒内に燃料を噴射
する燃料供給系４８として、主燃料タンク５２に蓄えら
れた主燃料を機械式燃料噴射ポンプ５０により加圧して
燃料噴射弁２６に送る主燃料系と、副燃料タンク５６に
蓄えられた副燃料を加圧ポンプ５８で加圧してコモンレ
ール６０に送り副燃料供給弁６４を開放することにより
合流部６５を経て燃料噴射弁２６に送る副燃料系とが設
けられ、システム制御部１１４により、主燃料の噴射前
に前記副燃料を噴射すると共に、副燃料の噴射の初期燃
焼の変化に基づき副燃料供給弁６４と燃料噴射弁２６を
制御する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
内燃機関の気筒内に燃料を噴射する燃料噴射装置であって、
主燃料を噴射する主燃料噴射手段と、
副燃料を噴射する副燃料噴射手段と、
前記主燃料の噴射前に前記副燃料を噴射すると共に、前記副燃料の噴射の初期燃焼の変
化に基づき前記副燃料噴射手段を制御する制御手段と、
を備えることを特徴とする燃料噴射装置。
【請求項２】
請求項１に記載の燃料噴射装置であって、
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前記制御手段は、前記初期燃焼の変化に基づいて前記副燃料の噴射条件を制御すること
を特徴とする燃料噴射装置。
【請求項３】
請求項１又は２に記載の燃料噴射装置であって、
前記気筒内の圧力を測定する圧力測定手段を備え、
前記制御手段は、前記初期燃焼の変化を前記圧力測定手段によって測定された前記気筒
内の圧力を基に得られた熱発生率の立ち上がり勾配に基づいて定めることを特徴とする燃
料噴射装置。
【請求項４】
請求項１〜３のいずれか１項に記載の燃料噴射装置であって、
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前記制御手段は、前記主燃料の噴射前に前記副燃料を噴射するタイミングを前記主燃料
の噴射時のクランク角度に対して所定範囲内とすることを特徴とする燃料噴射装置。
【請求項５】
請求項４に記載の燃料噴射装置であって、
前記副燃料を噴射するタイミングは、前記クランク角度において、前記副燃料の着火限
界から前記主燃料の噴射時までの範囲であることを特徴とする燃料噴射装置。
【請求項６】
請求項４又は５に記載の燃料噴射装置であって、
前記内燃機関の運転開始の初期において、前記制御手段は、前記副燃料の噴射量の最適
化処理を行うことを特徴とする燃料噴射装置。
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【請求項７】
請求項４〜６のいずれか１項に記載の燃料噴射装置であって、
前記内燃機関の運転開始の初期において、前記制御手段は、前記副燃料を噴射するクラ
ンク角度の最適化処理を行うことを特徴とする燃料噴射装置。
【請求項８】
請求項４〜７のいずれか１項に記載の燃料噴射装置であって、
前記所定範囲は、前記クランク角度において上死点に対して−２５度から−１５度まで
の範囲であることを特徴とする燃料噴射装置。
【請求項９】
内燃機関の気筒内に燃料を噴射する燃料噴射装置であって、
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主燃料を噴射する主燃料噴射手段と、
副燃料を噴射する副燃料噴射手段と、
前記内燃機関の排ガス中の窒素酸化物の濃度を計測する窒素酸化物濃度計測手段と、
前記排ガス中の窒素酸化物濃度が窒素酸化物濃度限界値以下となるように前記主燃料噴
射手段又は前記副燃料噴射手段を制御する制御手段と、
を備えることを特徴とする燃料噴射装置。
【請求項１０】
内燃機関の気筒内に燃料を噴射する燃料噴射装置であって、
主燃料を噴射する主燃料噴射手段と、
副燃料を噴射する副燃料噴射手段と、
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前記気筒内の圧力を計測する気筒内圧力計測手段と、
前記気筒内圧力が気筒内圧力目標値となるように前記主燃料噴射手段又は前記副燃料噴
射手段を制御する制御手段と、
を備えることを特徴とする燃料噴射装置。
【請求項１１】
請求項１０に記載の燃料噴射装置であって、
前記制御手段は、前記気筒内圧力の最高気筒内圧力を前記気筒内圧力目標値に近づける
ように前記主燃料噴射手段又は前記副燃料噴射手段を制御することを特徴とする燃料噴射
装置。
【請求項１２】
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請求項１１に記載の燃料噴射装置であって、
前記制御手段は、前記気筒内圧力と前記内燃機関のクランク角度との関係において、所
定のクランク角度における前記気筒内圧力が前記気筒内圧力目標値に最も近づくように前
記主燃料噴射手段又は前記副燃料噴射手段を制御することを特徴とする燃料噴射装置。
【請求項１３】
請求項１２に記載の燃料噴射装置であって、
前記所定のクランク角度は、前記気筒内圧力目標値の最高気筒内圧力値におけるクラン
ク角度であることを特徴とする燃料噴射装置。
【請求項１４】
請求項９〜１３のいずれか１項に記載の燃料噴射装置であって、
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前記内燃機関の燃料消費量を計測する燃料消費量計測手段と、
前記内燃機関の出力を導出する出力導出手段と、
をさらに備え、
前記燃料消費量と前記出力との関係に基づいて前記主燃料噴射手段又は前記副燃料噴射
手段を制御することを特徴とする燃料噴射装置。
【請求項１５】
請求項９〜１４のいずれか１項に記載の燃料噴射装置であって、
前記内燃機関の排ガスの温度を計測する排ガス温度計測手段と、
をさらに備え、
前記排ガスの温度が最低となるように前記主燃料噴射手段又は前記副燃料噴射手段を制
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御することを特徴とする燃料噴射装置。
【請求項１６】
請求項９〜１５にいずれか１項に記載の燃料噴射装置であって、
前記主燃料噴射手段による前記主燃料の噴射開始以降に前記副燃料噴射手段による前記
副燃料の噴射を行うことを特徴とする燃料噴射装置。
【請求項１７】
請求項１〜８のいずれか１項に記載の燃料噴射装置と、請求項９〜１６のいずれか１項
に記載の燃料噴射装置と、を組み合わせたことを特徴とする燃料噴射装置。
【請求項１８】
請求項１６に記載の燃料噴射装置であって、
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前記主燃料の噴射圧力と、前記副燃料の噴射圧力と、を異ならせたことを特徴とする燃
料噴射装置。
【請求項１９】
請求項１〜１８のいずれか１項に記載の燃料噴射装置であって、
前記主燃料及び前記副燃料は、セタン価が４５以下又はＣＣＡＩが８１０以上の燃料で
あることを特徴とする燃料噴射装置。
【請求項２０】
請求項１〜１９のいずれか１項に記載の燃料噴射装置であって、
前記内燃機関は、ディーゼル機関であり、
前記主燃料噴射手段は、機械的制御により前記主燃料を噴射し、
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前記副燃料噴射手段は、加圧された燃料を蓄えるコモンレールを含む蓄圧部を有し、電
気的制御により前記副燃料を噴射することを特徴とする燃料噴射装置。
【請求項２１】
請求項１〜２０のいずれか１項に記載の燃料噴射装置を搭載した陸舶産業用内燃機関。
【請求項２２】
請求項２１に記載の陸舶産業用内燃機関であって、
前記陸舶産業用内燃機関の低負荷時に前記副燃料を噴射することを特徴とする陸舶産業
用内燃機関。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、内燃機関の気筒内に燃料を噴射する燃料噴射装置及び陸舶産業用内燃機関に
関し、特に多種の燃料に対応可能な燃料噴射装置及びこれを用いた陸舶産業用内燃機関に
関する。
【背景技術】
【０００２】
石油資源の枯渇、地球温暖化を背景に多種の燃料で運転可能な内燃機関およびこのよう
な内燃機関に用いられる燃料噴射装置が求められている。例えば、より低質の石油系の燃
料を用いること、バイオ燃料を用いることなどが提案されている。燃料はその種によって
着火性が異なり、多種の燃料で運転可能とするためには、燃料の噴射タイミング等を調整
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して燃焼性を向上させる必要がある。
【０００３】
例えば、ディーゼル機関の燃料噴射装置において、燃料噴射時に高圧の主噴射の前に低
圧のパイロット噴射を行う構成が開示されている。このような燃料噴射装置において、主
噴射用の高圧用コモンレールとパイロット噴射用の低圧用コモンレールとを備えた構成が
開示されている（下記、特許文献１参照）。
【０００４】
また、内燃機関の燃料噴射装置において、高圧の燃料を噴射する主噴射と、主燃料の噴
射前後に主噴射より低圧で燃料を噴射するポスト噴射を行う構成が開示されている（下記
、特許文献２参照）。また、燃焼室内圧力や熱発生率の変化を判定し、それらに基づいて
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燃料噴射量や燃料噴射時期を制御する技術が開示されている（下記、特許文献３，４，５
参照）。
【０００５】
また、主噴射とパイロット噴射又はアフター噴射等の副噴射とを組み合わせる際に、燃
料噴射量及びエンジン回転数に基づき機関燃焼状態を間接的に把握し、当該燃焼状態に応
じて制御モードを変更する技術が開示されている（下記、特許文献６参照）。また、主噴
射とパイロット噴射を組み合わせて行う際に、内燃機関の気筒内の圧力Ｐを検出し、最高
圧力Ｐｍａｘ及びｄＰ／ｄθに基づいて燃焼状態と着火状態を把握し、その結果をパイロ
ット燃料供給装置にフィードバックする構成が開示されている（下記、特許文献７参照）
。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８−１１１４０４号公報
【特許文献２】特開２００７−７１１８１号公報
【特許文献３】特開２００４−１００５６６号公報
【特許文献４】特開２００４−１００５５９号公報
【特許文献５】特開２０００−５４８８９号公報
【特許文献６】特開２００３−１２０３９２号公報
【特許文献７】特開平６−１５９１８２号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
ところで、従来の船舶用ディーゼル機関にこのような電気制御式の燃料噴射システムを
増設し、ディーゼル機関をより高効率化すると共に排気ガス特性を改善することが考えら
れている。特に、環境問題対策として注目されているバイオ燃料や廃食油等の燃料に対応
したディーゼル機関の高効率化や排気ガス特性の改善が必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
請求項１に対応した内燃機関の気筒内に燃料を噴射する燃料噴射装置は、主燃料を噴射
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する主燃料噴射手段と、副燃料を噴射する副燃料噴射手段と、前記主燃料の噴射前に前記
副燃料を噴射すると共に、前記副燃料の噴射の初期燃焼の変化に基づき前記副燃料噴射手
段を制御する制御手段と、を備える。主燃料噴射手段と副燃料噴射手段を制御することに
より、排ガス中の一酸化炭素（ＣＯ）やスモークの濃度等を低減する。このとき、副燃料
噴射手段は電気的に高精度に制御されることが好適である。
【０００９】
請求項２に対応した燃料噴射装置は、前記制御手段は、前記初期燃焼の変化に基づいて
前記副燃料の噴射条件を制御する。副燃料噴射手段は、例えば、燃料の性状、気筒内圧力
、機関の負荷条件、地理的条件等の条件に基づき、副燃料の噴射タイミングや噴射量等の
噴射条件、副燃料の噴射弁の開閉制御等を行うことができるが、そのうち副燃料の噴射条
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件を制御する。特に、排ガスの性状が変化するように、特に一酸化炭素（ＣＯ）やスモー
クの濃度等が変化するように副燃料の噴射条件を制御する。
【００１０】
請求項３に対応した燃料噴射装置は、前記気筒内の圧力を測定する圧力測定手段を備え
、前記制御部は、前記初期燃焼の変化を前記圧力測定手段によって測定された前記気筒内
の圧力を基に得られた熱発生率の立ち上がり勾配に基づいて定める。例えば、内燃機関に
設けられた圧力センサによって測定される最高筒内圧から熱発生率の時間的変化である勾
配を算出し、その勾配が基準値より緩やかになるように副燃料噴射手段を制御する。
【００１１】
請求項４に対応した燃料噴射装置は、前記制御手段は、前記主燃料の噴射前に前記副燃
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料を噴射するタイミングを前記主燃料の噴射時のクランク角度に対して所定範囲内とする
。また、請求項５に対応した燃料噴射装置は、前記副燃料を噴射するタイミングは、前記
クランク角度において、前記副燃料の着火限界から前記主燃料の噴射時までの範囲とする
。請求項８に対応した燃料噴射装置は、前記所定範囲は、前記クランク角度において上死
点に対して−２５度から−１５度までの範囲である。このように前記主燃料の噴射前に前
記副燃料を噴射するタイミングを設定することによって、ノッキングを抑制し、排ガス中
の窒素酸化物（ＮＯｘ）等を低減することができる。
【００１２】
請求項６に対応した燃料噴射装置は、前記内燃機関の運転開始の初期において、前記制
御手段は、前記副燃料の噴射量の最適化処理を行う。また、請求項７に対応した燃料噴射
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装置は、前記内燃機関の運転開始の初期において、前記制御手段は、前記副燃料を噴射す
るクランク角度の最適化処理を行う。このような最適化処理を行うことによって、前記副
燃料の噴射のタイミングを所定範囲に設定した際にノッキングを最大限抑制したり、排ガ
ス中の窒素酸化物（ＮＯｘ）等を最大限低減したりすることができる。
【００１３】
請求項９に対応した内燃機関の気筒内に燃料を噴射する燃料噴射装置では、主燃料を噴
射する主燃料噴射手段と、副燃料を噴射する副燃料噴射手段と、前記内燃機関の排ガス中
の窒素酸化物の濃度を計測する窒素酸化物濃度計測手段と、前記排ガス中の窒素酸化物濃
度が窒素酸化物濃度限界値以下となるように前記主燃料噴射手段又は前記副燃料噴射手段
を制御する制御手段と、を備える。窒素酸化物の濃度を低減させるためには、排ガス中の

50

(6)

JP 2013‑36462 A 2013.2.21

窒素酸化物の濃度を測定し、その濃度が基準値以下となるように主燃料噴射手段又は副燃
料噴射手段を制御する。このとき、副燃料噴射手段を制御する場合には、主燃料の噴射開
始時期以降で副燃料の噴射を行う制御とすることが好ましい。例えば、主燃料の噴射タイ
ミング、副燃料の噴射圧（コモンレール圧）、副燃料の噴射タイミング及び副燃料の噴射
量のいずれかを制御する。
【００１４】
請求項１０に対応した内燃機関の気筒内に燃料を噴射する燃料噴射装置では、主燃料を
噴射する主燃料噴射手段と、副燃料を噴射する副燃料噴射手段と、前記気筒内の圧力を計
測する気筒内圧力計測手段と、前記気筒内圧力が気筒内圧力目標値となるように前記主燃
料噴射手段又は前記副燃料噴射手段を制御する制御手段と、を備える。窒素酸化物の濃度
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を低減させるためには、内燃機関の最高筒内圧を測定し、その値に応じて主燃料噴射手段
又は副燃料噴射手段を制御する。このとき、副燃料噴射手段を制御する場合には、主燃料
の噴射開始時期以降で副燃料の噴射を行う制御とすることが好ましい。例えば、主燃料の
噴射タイミング、副燃料の噴射圧（コモンレール圧）、副燃料の噴射タイミング及び副燃
料の噴射量のいずれかを制御する。
【００１５】
請求項１１に対応した燃料噴射装置において、前記制御手段は、前記気筒内圧力の最高
気筒内圧力を前記気筒内圧力目標値に近づけるように前記主燃料噴射手段又は前記副燃料
噴射手段を制御する。請求項１２に対応した燃料噴射装置は、前記気筒内圧力と前記内燃
機関のクランク角度との関係において、所定のクランク角度における前記気筒内圧力が前
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記気筒内圧力目標値に最も近づくように前記主燃料噴射手段又は前記副燃料噴射手段を制
御する。請求項１３に対応した燃料噴射装置は、前記所定のクランク角度は、前記気筒内
圧力目標値の最高気筒内圧力値におけるクランク角度とする。例えば、主燃料の噴射タイ
ミング、副燃料の噴射圧（コモンレール圧）、副燃料の噴射タイミング及び副燃料の噴射
量のいずれかを制御することによって、気筒内圧力が上記条件となるようにする。
【００１６】
請求項１４に対応した燃料噴射装置は、前記内燃機関の燃料消費量を計測する燃料消費
量計測手段と、前記内燃機関の出力を導出する出力導出手段と、をさらに備え、前記燃料
消費量と前記出力との関係に基づいて前記主燃料噴射手段又は前記副燃料噴射手段を制御
する。例えば、燃料消費量の上限値を設定し、出力を確保した上で、燃料消費量が上限値
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を超えないように前記主燃料噴射手段又は前記副燃料噴射手段を制御する。例えば、主燃
料の噴射タイミング、副燃料の噴射圧（コモンレール圧）、副燃料の噴射タイミング及び
副燃料の噴射量のいずれかを制御することにより、燃料消費量が上限値を超えないように
する。また、燃料消費量と出力の比率に基づき、前記主燃料噴射手段や前記副燃料噴射手
段を制御してもよい。
【００１７】
請求項１５に対応した燃料噴射装置は、前記内燃機関の排ガスの温度を計測する排ガス
温度計測手段をさらに備え、前記排ガスの温度が最低となるように前記主燃料噴射手段又
は前記副燃料噴射手段を制御する。例えば、主燃料の噴射タイミング、副燃料の噴射圧（
コモンレール圧）、副燃料の噴射タイミング及び副燃料の噴射量のいずれかを制御するこ
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とにより、排ガスの温度が最低となるようにする。
【００１８】
請求項１６に対応した燃料噴射装置は、前記主燃料噴射手段による前記主燃料の噴射以
降に前記副燃料噴射手段による前記副燃料の噴射を行う。
【００１９】
請求項１７に対応した燃料噴射装置は、請求項１〜８のいずれか１項に記載の燃料噴射
装置と、請求項９〜１６のいずれか１項に記載の燃料噴射装置と、を組み合わせたもので
ある。すなわち、主燃料の噴射、副燃料のプレ噴射及び主燃料の噴射開始時期以降での噴
射の制御を組み合わせることによって、排ガスの性状及び燃費等の制御を行う。
【００２０】
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請求項１８に対応した燃料噴射装置は、前記主燃料の噴射圧力と、前記副燃料の噴射圧
力と、を異ならせたものである。請求項１９に対応した燃料噴射装置は、前記主燃料及び
前記副燃料は、セタン価が４５以下又はＣＣＡＩが８１０以上の燃料である。請求項２０
に対応した燃料噴射装置は、前記内燃機関は、ディーゼル機関であり、前記主燃料噴射手
段は、機械的制御により前記主燃料を噴射し、前記副燃料噴射手段は、加圧された燃料を
蓄えるコモンレールを含む蓄圧部を有し、電気的制御により前記副燃料を噴射する。これ
により、副燃料の着火性を主燃料より高め、排ガスの性状及び燃費等の制御を行う。この
ような構成は、特に、主燃料及び副燃料を廃食油、バイオ燃料、重油、ＬＣＯ（分解軽質
軽油）又はこれらの混合燃料としたときに有効である。
【００２１】
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請求項２１に対応した陸舶産業用内燃機関は、上記燃料噴射装置を搭載したものである
。なお、他の移動体、例えば鉄道車両、自動車等の内燃機関についても本発明における燃
料噴射装置を適用することができる。また、ディーゼル機関以外の間欠燃焼を行う機関（
直噴式のオットー機関等）についても適用することができる。さらに、陸上に設置される
発電システム等においても本発明を適用することができる。
【００２２】
請求項２２に対応した陸舶産業用内燃機関は、前記陸舶産業用内燃機関の低負荷時に前
記副燃料を噴射する。上記の燃料噴射装置は、低負荷時（最大負荷の７５％未満の負荷）
においてノッキングの抑制効果、排ガス中の窒素酸化物（ＮＯｘ）等の低減効果が顕著と
なる。
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【発明の効果】
【００２３】
本発明の内燃機関の気筒内に燃料を噴射する燃料噴射装置によれば、副燃料の噴射の初
期燃焼の変化に基づき前記副燃料噴射手段を制御する制御手段を備える。これにより、排
ガスの性状を制御した状態で内燃機関を運転することができる。例えば、排気ガス中の一
酸化炭素（ＣＯ）やスモークの濃度を低減することができる。
【００２４】
また、本発明の燃料噴射装置によれば、初期燃焼の変化に基づいて副燃料の噴射条件を
制御する。副燃料噴射手段の制御としては、副燃料の噴射条件、副燃料の噴射弁の開閉制
御等が挙げられるが、そのうち副燃料の噴射タイミングや噴射量等の噴射条件を制御する
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ことにより排ガス中の一酸化炭素（ＣＯ）やスモークの濃度等を効果的に制御することが
できる。
【００２５】
また、本発明の燃料噴射装置によれば、熱発生率の立ち上がり勾配に基づいて副燃料の
噴射条件を制御する。熱発生率の勾配は排ガス中の一酸化炭素（ＣＯ）やスモークの濃度
と強い相関関係を有するので、熱発生率の勾配に基づいて副燃料の噴射条件を制御するこ
とにより排ガス中の一酸化炭素（ＣＯ）やスモークの濃度等をより効果的に制御すること
ができる。
【００２６】
また、本発明の燃料噴射装置によれば、副燃料のプレ噴射の噴射タイミングを主燃料の

40

噴射時のクランク角度に対して所定範囲内とすることにより、また、副燃料の着火限界か
ら主燃料の噴射時までの範囲とすることにより、内燃機関のノッキングを抑制し、排ガス
中の窒素酸化物（ＮＯｘ）、一酸化炭素（ＣＯ）やスモークの濃度を低減することができ
る。また、内燃機関の運転開始の初期において、副燃料の噴射量又は噴射のタイミングを
調整することによって、上記効果を顕著なものとすることができる。
【００２７】
また、本発明の燃料噴射装置によれば、排ガス中の窒素酸化物濃度が窒素酸化物濃度限
界値以下となるように主燃料噴射手段又は副燃料噴射手段を制御する制御手段を備えるこ
とにより、排ガス中の窒素酸化物の濃度を低減させることができる。また、本発明の燃料
噴射装置によれば、気筒内圧力が気筒内圧力目標値となるように主燃料噴射手段又は副燃
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料噴射手段を制御する制御手段を備えることにより、内燃機関から排出される排ガス中の
窒素酸化物濃度を制御することができる。
【００２８】
また、本発明の燃料噴射装置によれば、気筒内圧力の最高気筒内圧力を気筒内圧力目標
値に近づけるように主燃料噴射手段又は副燃料噴射手段を制御することにより、より容易
に排ガス中の窒素酸化物濃度を制御することができる。特に、気筒内圧力と内燃機関のク
ランク角度との関係において、所定のクランク角度における気筒内圧力が気筒内圧力目標
値に最も近づくように主燃料噴射手段又は副燃料噴射手段を制御することが好適である。
所定のクランク角度は、気筒内圧力目標値の最高気筒内圧力値におけるクランク角度とす
ることが制御的にも好適である。
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【００２９】
また、本発明の燃料噴射装置によれば、内燃機関の燃料消費量を計測する燃料消費量計
測手段と、内燃機関の出力を導出する出力導出手段をさらに備え、燃料消費量と出力との
関係に基づいて主燃料噴射手段又は副燃料噴射手段を制御する。これによれば、内燃機関
の燃費をより正確に制御することができる。
【００３０】
また、本発明の燃料噴射装置によれば、内燃機関の排ガスの温度を計測する排ガス温度
計測手段をさらに備え、排ガスの温度が最低となるように主燃料噴射手段又は副燃料噴射
手段を制御することにより、内燃機関の燃費をよくする制御をより速く、正確に行うこと
ができる。
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【００３１】
また、本発明の燃料噴射装置によれば、主燃料噴射手段による主燃料の噴射開始以降に
副燃料噴射手段による前記副燃料の噴射を行うことにより、内燃機関からの排ガスの窒素
酸化物の濃度を低減させつつ、燃費を向上させる制御を行うことができる。
【００３２】
また、本発明の燃料噴射装置によれば、上記の燃料噴射装置を組み合わせたものとする
ことにより、排ガスの一酸化炭素、スモーク及び窒素酸化物の濃度を低減しつつ、内燃機
関の燃費を向上させることができる。
【００３３】
また、本発明の燃料噴射装置によれば、主燃料の噴射圧力と、副燃料の噴射圧力と、を
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異ならせることにより、きめ細かく排ガス中の窒素酸化物濃度を低減させつつ、燃費を向
上できる。特に、内燃機関はディーゼル機関であり、主燃料噴射手段は、機械的制御によ
り主燃料を噴射し、副燃料噴射手段は、加圧された燃料を蓄えるコモンレールを含む蓄圧
部を有し、電気的制御により副燃料を噴射することが好適である。これにより、主燃料の
噴射が機械的制御であっても、副燃料噴射手段によりディーゼル機関における燃焼を細か
く制御することができ、排ガスの一酸化炭素、スモーク及び窒素酸化物の濃度を低減しつ
つ、内燃機関の燃費を向上させることができる。
【００３４】
また、本発明の燃料噴射装置によれば、主燃料及び副燃料は、セタン価が４５以下又は
ＣＣＡＩが８１０以上の燃料とする。例えば、廃食油、バイオ燃料、重油、ＬＣＯ（分解
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軽質軽油）又はこれらの混合燃料のいずれかとする。本発明は、このように複数の燃料を
用いる内燃機関において、排ガスの一酸化炭素、スモーク及び窒素酸化物の濃度を低減し
つつ、内燃機関の燃費を向上させるために好適である。特に、着火性の悪い燃料を主燃料
として用いる場合等において、排ガスの一酸化炭素、スモーク及び窒素酸化物の濃度を低
減しつつ、内燃機関の燃費を向上させるために好適である。
【００３５】
なお、多種燃料に対応可能な燃料噴射装置は、陸舶産業用内燃機関に適用することがで
きる。また、他の移動体、例えば鉄道車両、自動車等の内燃機関についても本発明を適用
することができる。また、ディーゼル機関以外の間欠燃焼を行う機関にも適用することが
できる。さらに、陸上に設置される発電システム等にも適用することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】実施形態のディーゼル機関の概略構成を示す断面図である。
【図２】実施形態のシリンダヘッドの構成を示す部分拡大断面図である。
【図３】実施形態の燃料供給系の構成図を示す図である。
【図４】プレ噴射と主噴射とのタイミングの関係を示す図である。
【図５】主噴射と副燃料の主噴射の噴射開始時期以降での噴射のタイミングの関係を示す
図である。
【図６】実施の形態におけるディーゼル機関の制御ブロック図である。
【図７】プレ噴射の制御のフローチャートを示す図である。
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【図８】主噴射又は副燃料の第２の噴射の制御のフローチャートを示す図である。
【図９】主噴射又は副燃料の第２の噴射の制御のフローチャートを示す図である。
【図１０】プレ噴射による作用・効果を説明するためのクランク角度に対する筒内圧及び
熱発生率の関係を示す図である。
【図１１】主噴射又は副燃料の第２の噴射による作用・効果を説明するためのクランク角
度に対する筒内圧、熱発生率及び燃料噴射圧の関係を示す図である。
【図１２】副燃料のプレ噴射のタイミング（クランク角度）と排ガス中の窒素酸化物（Ｎ
Ｏｘ）及び一酸化炭素（ＣＯ）の濃度の関係を示す図である。
【図１３】副燃料のプレ噴射のクランク角度と筒内圧、燃料噴射圧及び熱発生率の関係を
示す図である。
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【図１４】副燃料のプレ噴射のクランク角度と筒内圧、燃料噴射圧及び熱発生率の関係を
示す図である。
【図１５】副燃料のプレ噴射のクランク角度と筒内圧、燃料噴射圧及び熱発生率の関係を
示す図である。
【図１６】副燃料のプレ噴射のクランク角度と筒内圧、燃料噴射圧及び熱発生率の関係を
示す図である。
【図１７】副燃料のプレ噴射のクランク角度と排ガス中の窒素酸化物（ＮＯｘ）及び全炭
化水素(ＴＨＣ)の濃度の関係を示す図である。
【図１８】副燃料のプレ噴射のクランク角度と排ガス中の窒素酸化物（ＮＯｘ）及び一酸
化炭素（ＣＯ）の濃度の関係を示す図である。
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【図１９】副燃料のプレ噴射の制御のフローチャートを示す図である。
【図２０】内燃機関の負荷に対する窒素酸化物（ＮＯｘ）の排出濃度の変化を示す図であ
る。
【図２１】内燃機関の負荷に対するスモークの排出濃度の変化を示す図である。
【図２２】内燃機関の負荷に対する一酸化炭素（ＣＯ）の排出濃度の変化を示す図である
。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
以下、本発明の実施の形態を、図面に従って説明する。図１は、内燃機関、特に船舶用
ディーゼル機関１０の概略の断面図である。ディーゼル機関１０は多気筒機関であり、図
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１の紙面を貫く方向に複数の気筒が直列に配置されている。ピストン１２は、シリンダラ
イナ１４の円筒内周面に沿って摺動しつつ往復運動し、この往復運動が連接棒１６を介し
てクランク軸１８の回転運動に変換される。シリンダライナ１４はエンジンフレーム２０
に支持され、シリンダライナ１４とエンジンフレーム２０の間には、冷却水の流れる水ジ
ャケットが形成される。このエンジンフレーム２０の、シリンダライナを囲みこれを支持
する部分と、シリンダライナ１４とでシリンダが構成される。エンジンフレーム２０には
、クランク軸１８を支持する軸受が設けられているが、図１においては省略されている。
【００３８】
エンジンフレーム２０の上部には、シリンダヘッド２２がヘッドボルトにより締結され
ており、これによりシリンダヘッド２２がシリンダライナ１４の上部の開口に当接し、密
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着している。ピストン１２の頭頂面と、これに対向するシリンダヘッド２２の下面と、シ
リンダライナ１４の内周面により燃焼室が形成される。シリンダヘッド２２の燃焼室の中
央にあたる部分に燃料噴射弁２６が設けられている。燃料噴射弁の配置は、噴射される燃
料の噴霧の拡がり方など、燃焼状況により適切に定められればよく、中央以外の部分に設
けられてもよい。シリンダヘッド２２には、燃焼室に通じる吸気ポートおよび排気ポート
が形成されており、さらに、これらのポートの燃焼室に対する開口を開閉するための吸気
弁、排気弁が配置される。吸排気弁は、燃料噴射弁２６の紙面奥側と手前側に配置されて
おり、図１においては示されていない。吸気ポートは吸気管３２に連通しており、排気ポ
ートは排気管３４に連通している。
【００３９】
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また、図２の部分拡大図に示すように、シリンダヘッド２２には、インジケータコック
（計測用コック）５３が設けられる。インジケータコック５３は、シリンダライナ１４の
内部の圧力等を計測するためにシリンダヘッド２２に管路５３ａを形成し、管路５３ａの
端部をシリンダヘッド２２の外部まで引き出して構成される。本実施の形態では、管路５
３ａ内の圧力を計測するための圧力センサ１０２が設けられている。圧力センサ１０２は
、管路５３ａ内の圧力を検出し、後述のエンジン状態推定部１１０へ出力する。温度セン
サ５３ｂは、排ガスの温度を測定するために設けられる。温度センサ５３ｂで計測された
排ガスの温度は後述のシステム制御部１１４へ出力される。
【００４０】
出力センサ５３ｃ（図６に記載）は、ディーゼル機関１０からの出力軸のねじれ等から
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ディーゼル機関１０の出力値（パワー値）を計測する。出力センサ５３ｃで計測された出
力値は後述のシステム制御部１１４へ出力される。
【００４１】
シリンダの側方には、ギア、チェーンなどの伝達装置を介してクランク軸１８に駆動さ
れるカム軸３６が配置される。カム軸３６は、気筒の配列方向と平行に配置され、各気筒
の吸気弁、排気弁に対応したカム３８を備えている。カム３８のカム面に接するカムフォ
ロワ４０が設けられ、さらに、カムフォロワ４０に接続され、シリンダヘッド２２に向け
てプッシュロッド４２が延びて配置される。シリンダヘッド２２には、ロッカーアーム４
４が配置され、ロッカーアーム４４の一端にはプッシュロッド４２が接続し、他端は吸気
弁と排気弁のステム端４６に接続している。カム軸３６の回転により、カム３８がカムフ
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ォロワ４０を揺動させ、この動きがプッシュロッド４２を介してロッカーアーム４４に伝
達される。そして、ロッカーアーム４４も揺動して吸気弁および排気弁が駆動され、吸気
ポート、排気ポートの開閉が実行される。
【００４２】
燃料噴射弁２６には、燃料供給系４８により燃料が供給される。このディーゼル機関１
０には、二つの燃料供給系が設けられる。一つの燃料供給系は機械式燃料噴射ポンプ５０
を備え、このポンプは燃料タンク５２内の燃料を加圧して、逆止弁５１を備えた燃料供給
管５４を介して燃料噴射弁２６に供給する。この燃料供給系を主燃料供給系と記し、燃料
タンク５２を主燃料タンク５２、燃料供給管５４を主燃料供給管５４、さらに主燃料供給
系で供給される燃料を主燃料として以下説明する。
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【００４３】
もう一つの燃料供給系を副燃料供給系と記す。副燃料供給系は、燃料噴射弁２６に供給
される副燃料を蓄える燃料タンク５６、副燃料を加圧し送る加圧ポンプ５８、加圧ポンプ
により送られる加圧された燃料を蓄える蓄圧部としてのコモンレール６０を含む。コモン
レール６０内に蓄えられた加圧燃料が、逆止弁６３及び副燃料供給弁６４を有する燃料供
給管６２を介して主燃料供給管５４に送出される。主燃料供給管５４に送出された燃料は
、更に燃料噴射弁２６に向かい、ここから燃焼室内に向けて噴射される。この副燃料タン
ク５６から燃料噴射弁２６に至る、副燃料を噴射するための系を副燃料系と記し、燃料タ
ンク５６を副燃料タンク５６、燃料供給管６２を副燃料供給管６２として以下説明する。
【００４４】

50

(11)

JP 2013‑36462 A 2013.2.21

したがって、この燃料供給系４８においては、主、副の燃料供給管５４，６２の合流部
６５より下流においては、主、副燃料系が構成要素（例えば燃料噴射弁２６）を共有して
いる。
【００４５】
コモンレールを含む副燃料系は、自動車用のシステムを転用することができる。自動車
用の需要は、船舶用のそれよりも多く、量産効果により副燃料系導入のコストを抑制する
ことができる。また、副燃料系に軽油を用いるのであれば、自動車用のシステムを導入す
るための改造が少なくなり、更に導入コストの抑制が期待できる。また、自動車用のシス
テムが、船舶用としては容量が不足する場合には、システムを複数備え、１気筒に複数の
コモンレールシステムから燃料を噴射するようにできる。また、燃料噴射量を増加するた

10

めに、コモンレールの容積を増加して対応してもよい。
【００４６】
図３は、燃料供給系４８および燃料噴射弁２６を示す図である。主燃料系においては、
主燃料タンク５２に蓄えられている主燃料は、機械式燃料噴射ポンプ５０により加圧され
て送出され、主燃料供給管５４を介して燃料噴射弁２６に送られる。なお、逆止弁５１よ
り下流へ送り出された主燃料は、逆止弁５１によって機械式燃料噴射ポンプ５０側へ逆流
することが防がれている。また、燃料注入により加圧される部分の容積を小さくし、燃料
圧の高圧化とその応答性（加圧速度）を向上させて燃料を噴射させることができる。
【００４７】
副燃料系においては、副燃料タンク５６に蓄えられた副燃料は、加圧ポンプ５８で加圧
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、送出され、圧力が高い状態でコモンレール６０に蓄えられる。コモンレール６０から主
燃料供給管５４に向かう副燃料供給管６２の途中には副燃料供給弁６４が設けられており
、この副燃料供給弁６４を開放することによって、合流部６５より下流に副燃料が供給さ
れる。副燃料供給弁６４は、電気的に制御される電気制御式とする。
【００４８】
このように、主燃料系においては、燃料の加圧は、燃料噴射のたびにそれぞれ独立して
行われるのに対し、副燃料系においては、燃料は予め加圧されて、加圧された状態で蓄え
られており、燃料噴射のタイミングで予め加圧されていた燃料が供給される。主燃料系に
おいては、燃料噴射の初期においては、圧力が低く、噴射される燃料の粒子が比較的大き
い。一方、副燃料系においては、燃料は予め加圧されているので、噴射期間の初期から高
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い圧力で噴射することが可能であり、噴射のタイミングを制御し易く、噴射時の燃料の噴
射量や噴射圧力も制御が容易となる。また、主燃料より高い噴射圧力で副燃料を噴射する
ことにより、副燃料の粒子は主燃料より微細な状態で噴射される。これにより、副燃料の
着火性や燃焼性を高めることができる。また、コモンレール内の圧力は、変更することが
容易である。具体的には、例えば、加圧ポンプ５８に電気式のポンプを採用した場合は、
ポンプを駆動するモータの回転速度を変更して、コモンレール内圧力を調整することがで
きる。また、加圧ポンプ５８として機械式のポンプを用いる場合には、コモンレール６０
から副燃料タンク５６に副燃料を戻すリターン経路に調圧弁を設け、この調圧弁が開放す
る圧力を変更して、コモンレール内圧力を調整することができる。
【００４９】

40

なお、逆止弁６３を経て合流部６５へ送り出された副燃料は、逆止弁６３によってコモ
ンレール６０へ逆流することが防がれている。また、逆止弁５１により機械的燃料噴射ポ
ンプ５０側に流出することが防がれている。また、コモンレール６０に蓄えられた燃料が
、主燃料供給管５４を介して燃料噴射弁２６に送られる。加圧ポンプ５８およびコモンレ
ール６０は全気筒または複数の気筒に共通に設けられ、副燃料供給弁６４が各気筒に設け
られる。
【００５０】
また、逆止弁６３は副燃料の注入が無いときに、主燃料の逆流を防いでいる。逆止弁５
１は副燃料の注入の際にこの燃料が主燃料系の逆止弁５１より上流に流出することを防い
でいる。なお、逆止弁５１は、主燃料供給管５４の機械式燃料噴射ポンプ５０から合流部
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６５までの間の配管の半分の位置よりも合流部６５に近い位置に配置することが好適であ
る。また、逆止弁６３は、副燃料供給管６２の副燃料供給弁６４から合流部６５までの間
の配管の半分の位置よりも合流部６５に近い位置に配置することが好適である。特に、副
燃料はコモンレール６０（蓄圧部）によって予備的に加圧された状態で燃料供給管６２，
５４へと導入され、燃料噴射弁２６から気筒内へ主燃料よりも高い圧力で噴射されるので
、逆止弁５１，６３の位置による圧力低下の影響を受け易い。したがって、コモンレール
６０のような蓄圧部を用いた燃料供給系を有する場合には、逆止弁５１，６３を上記のよ
うに配置することによる効果が顕著となる。また、プレ噴射(副燃料)→主噴射(主燃料)→
副燃料の主燃料の噴射開始時期以降の噴射（以下、副燃料の第２の噴射又は単に第２の噴
射という）のサイクルとすることにより、特に精密な制御が必要なプレ噴射に対して、管
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路が副燃料で満たされた状態での噴射制御が可能となる。特に、副燃料を主燃料の燃焼期
間以降で噴射することにより、確実に主燃料の噴射を終えてからの副燃料の噴射が可能と
なり、管路を満たす副燃料の比率をさらに上げることができる。
【００５１】
また、副燃料供給弁６４として電気的に制御できるものを付加することにより、自動車
用のコモンレールシステムの導入が容易となる。また、電気制御式とすることで、燃料噴
射タイミングや、燃料噴射期間（噴射量）、燃料噴射パターン等が電気信号で制御可能と
なり、制御の自由度が拡大する。
【００５２】
さらに、本実施の形態では、主燃料系から供給される主燃料を噴射する主噴射と、主噴
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射とは異なるタイミングで副燃料系から供給される副燃料を噴射する副噴射を行う。より
具体的には、図４の燃料噴射のタイミングチャートに示すように、主噴射の前であって、
繰り返し行われる主噴射の半周期（Ｔ／２）より短い時間だけ前に副燃料を噴射するプレ
噴射を行う。プレ噴射は、パイロット噴射とも呼ばれる。なお、プレ噴射は、主噴射によ
る燃料の供給と重なるタイミングでおこなってもよい。また、プレ噴射は、複数回行って
もよい。
【００５３】
また、図５の燃料噴射のタイミングチャートに示すように、主噴射による主燃料の噴射
開始時期以降であって、繰り返し行われる主噴射の半周期（Ｔ／２）より短い時間だけ後
に副燃料を噴射する副燃料の第２の噴射（副噴射（ａ））を行う。これにより、管路を満
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たす副燃料の比率を上げることができる。なお、副燃料の第２の噴射は、主噴射による燃
料の供給と重なるタイミング（副噴射（ａ），（ｂ））以外に燃焼が終わってから行って
もよい（副噴射（ｃ））。さらに、プレ噴射と副燃料の第２の噴射とは組み合わせて行っ
てもよい。また、第２の噴射は複数回行ってもよい。なお、主燃料の噴射開始時期以降に
は、主燃料の燃焼期間を含むものとする。
【００５４】
特に、副燃料供給弁６４を電気制御式とすることで、副噴射であるプレ噴射や第２の噴
射のように、主噴射のタイミングに合わせて高い精度で噴射条件（燃料噴射タイミング、
燃料噴射期間（噴射量）、噴射圧力、噴射パターン等）の制御を行う必要がある場合に有
利である。また、副燃料供給弁６４は、単なる開閉機能のみを有した構成とし、副燃料の
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噴射タイミングや噴射条件等は燃料噴射弁２６や他の手段に委ねることもできる。
【００５５】
また、燃料噴射弁２６は、燃料の噴射に電気的制御を行う電気制御式燃料噴射弁として
もよい。電気制御式噴射弁は、気筒内に燃料を噴射する噴射弁として機能すると共に、主
燃料及び副燃料の供給を制御する燃料制御弁としても機能する。電気制御式燃料噴射弁は
、制御信号を受けて、電磁弁を備えた噴射ノズルから制御信号で示される噴射量の燃料を
噴射する。噴射された燃料は、細かな粒子（液滴）となってシリンダ内を拡がり、ピスト
ンによる圧縮で気筒内の温度が上昇すると自己着火して燃焼する。主燃料系は、カム９２
によるプランジャのストロークのたびに燃料が加圧される。なお、燃料噴射弁２６は、一
つの弁体に主燃料系と副燃料系が独立して存在し、各々機械式あるいは電気制御式、ある
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いはその組み合わせをもって機能する燃料噴射弁であってもよい。また燃料噴射弁２６が
主燃料系及び副燃料系に共通に設けられることにより、例えば、既存船の内燃機関に副燃
料系を後付設置する場合に、シリンダヘッド２２に取付口を別途設ける必要が無く燃料噴
射弁２６の交換だけで済む。また、新造船であってもシリンダヘッド２２への穴あけが従
来通り各気筒ごとに1か所で済み、加工が容易にできる。
【００５６】
主、副燃料は、同種の燃料を用いることも、異種の燃料の組み合わせとすることもでき
る。主、副燃料は、廃食油、バイオ燃料、重油、軽油、ＬＣＯ（分解軽質軽油）又はこれ
らの混合油のうち少なくとも１つを含むことが好適である。同種の燃料を用いる場合であ
っても、後述するように、副燃料系においては、噴射初期から高い圧力で噴射することに
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よって、燃料粒子が微細となって、着火性や燃焼性が改善される。特に、前述の燃料噴射
弁による低負荷時の着火性の悪化を改善することができる。同種の燃料を副燃料系により
噴射しても、十分な着火性を得られない場合に、主、副燃料に異種の燃料を使用すること
もできる。この場合、副燃料に着火性の良い燃料を使用し、副燃料を火種として、着火性
の悪い燃料を燃焼させるようにすることができる。ディーゼル機関における着火性は、セ
タン価又はＣＣＡＩ（Ｃａｌｃｕｒａｔｅｄ

Ｃａｒｂｏｎ

Ａｒｏｍａｔｉｃｉｔｙ

Ｉｎｄｅｘ）で評価され、この場合は、セタン価の高い燃料又はＣＣＡＩが低い燃料を副
燃料として使用し、セタン価のより低い燃料又はＣＣＡＩのより高い燃料を主燃料として
使用する。主燃料に着火性の悪い燃料を使用する場合、副燃料として軽油、バイオディー
ゼル油、ＧＴＬ（Ｇａｓ

Ｔｏ

Ｌｉｑｕｉｄ）、ＤＭＥ（ジメチルエーテル）を使用す
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ることが好適である。主燃料として重油を使用した場合、相対的に着火性のよい菜種油等
を用いてもよい。セタン価は、留出油の着火性を示す指数であり、この値が大きい燃料ほ
ど着火性が良い。ＣＣＡＩは、残渣油の着火性を示す指数であり、この値が小さい燃料ほ
ど着火性が良い。例えば、主燃料及び副燃料は、セタン価が４５以下又はＣＣＡＩが８１
０以上の着火性の悪い燃料としても、副燃料の噴射により着火性や燃焼性が改善され、良
好に燃焼させることができる。この場合、主燃料と副燃料のセタン価又はＣＣＡＩの値の
関係は、主燃料の方が副燃料よりも低い場合、高い場合、同じ場合、全ての場合をとり得
る。また、主燃料のセタン価が４５以下又はＣＣＡＩが８１０以上の燃料として、副燃料
をセタン価が４５以上又はＣＣＡＩが８１０以下の燃料とすると着火性はより良くなる。
セタン価の値としては、例えば廃食油３８、バイオ燃料の１種である菜種油３４、Ａ重油
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４３、軽油５８、ＬＣＯ２８等の報告がある。また、ＣＣＡＩの値としては、例えば廃食
油８２２、菜種油８２０、Ａ重油８３６、Ｃ重油８４３、軽油７９９、ＬＣＯ８９８等の
報告がある。
【００５７】
図６は、主燃料系および副燃料系の噴射条件の制御に関する制御ブロック図である。こ
の制御ブロック図は、主、副の燃料系において燃料噴射弁、特にそのノズルが共用される
構成例を対象とした制御ブロック図である。既出の構成要素については、同一の符号を付
してその説明を省略する。ディーゼル機関１０の運転状態を検出するために、回転センサ
１００、圧力センサ１０２および排気ガスセンサ１０４が備えられる。また、燃料噴射弁
２６に実際に供給される主燃料および副燃料の量をそれぞれ検出する主燃料流量センサ１
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０６、副燃料流量センサ１０８を備えてもよい。回転センサ１００は、クランク軸１８の
回転速度を検出するセンサである。
【００５８】
圧力センサ１０２は、上記のようにシリンダヘッド２２の管路５３ａに設けることがで
きる。圧力センサ１０２によって検出された燃焼室内の圧力はエンジン状態推定部１１０
へ入力される。
【００５９】
なお、圧力センサ１０２は、より簡易な方法として、後付け、または外付けのセンサと
してもよい。例えば、圧力センサ１０２は、燃焼室内の燃焼圧がシリンダヘッドボルトに
作用する力に基づくセンサとしてもよい。より具体的には、シリンダヘッド２２をエンジ
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ンフレーム２０に対して締結するシリンダヘッドボルトに圧力センサ１０２を設けてもよ
い。シリンダヘッドボルトのボルトのナットとシリンダヘッドの間に、圧力センサ１０２
であるロードワッシャを配置する。ロードワッシャには、シリンダヘッドの締め付け時に
加えられる軸力と、気筒内圧を受けて発生する軸力が作用する。このロードワッシャに作
用する力は、気筒内圧と良好な相関を有することが分かっており、気筒内圧を直接測定す
るのではなく、気筒の外部に設けたロードワッシャにより気筒内圧を測定することが可能
である。
【００６０】
また、圧力センサ１０２としての歪みゲージを用いてもよい。圧力センサ１０２として
用いる歪みゲージは、シリンダヘッドボルトの軸部に装着することが好適である。歪みゲ

10

ージは、エンジンフレーム２０と、シリンダヘッド２２の間の隙間に対応して装着される
。しかし、シリンダヘッドボルトの延びを適切に検出できる位置であれば、どこに装着さ
れても良く、例えばシリンダヘッド２２内のボルト軸部に装着されてもよい。シリンダヘ
ッドボルトの伸びに作用する力は、気筒内圧と良好な相関を有していることが分かってお
り、気筒内圧を直接測定するのではなく、気筒の外部に設けた歪みゲージより気筒内圧を
測定することが可能である。ロードワッシャ型、歪みゲージ型のいずれも、気筒の外部に
装着可能であるため、副燃料系としてコモンレールシステムを後付けする場合や、故障時
や寿命時の取り替えがボルトの脱着だけで簡単にできる。また、ボルトの緩みや締め付け
トルクが不足した場合に、異常が検出可能となる。
【００６１】
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圧力センサ１０２は、各気筒に設けることができ、また代表となる１つまたは複数の気
筒に対応して設けることもできる。気筒配置がＶ型の機関であれば、左右のバンクにそれ
ぞれ１つの圧力センサを設けることができる。気筒ごとに圧力センサを設けた場合、噴射
条件の制御も気筒ごとに行うことができる。また、Ｖ型のバンクごとなど、いくつかの気
筒ごとに圧力センサを設けた場合、バンクごと、その気筒群ごとに噴射制御を行うことも
できる。圧力センサ１０２により検出された気筒内圧に基づき、エンジン状態推定部１１
０において、内燃機関の運転状態を推定する。
【００６２】
排気ガスセンサ１０４は、内燃機関の排気ガス中の窒素酸化物（ＮＯｘ）、一酸化炭素
（ＣＯ）、スモーク、粒子状物質（ＰＭ）、全炭化水素(ＴＨＣ)等を検出するセンサであ
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る。これらは個別に設けることも組み合わせて設けることもできる。排気ガスセンサ１０
４は、排気管３４以外に各気筒に設けることができ、また代表となる１つまたは複数の気
筒に対応して設けることもできる。排気ガスセンサ１０４からの出力信号はエンジン状態
推定部１１０へ送られ、エンジン状態推定部１１０において排気ガスの性状に応じて内燃
機関の運転状態を推定する。
【００６３】
エンジン状態推定部１１０は、排気ガスの性状、着火時期、図示平均有効圧、最高気筒
内圧の少なくとも一つの情報に基づき、内燃機関における燃焼状態について推定を行う。
例えば、主燃料の燃料噴射時期を変化させたときに圧力センサ１０２によって気筒内圧を
検出することで、最高気筒内圧、図示平均有効圧を算出でき、また気筒内圧から求めた熱
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発生率から、着火時期を推定することができる。熱発生率から着火時期の推定を行うに当
たり、あるサイクルの最大値と最低値より定められる閾値を用いて推定を行うことができ
る。例えば、熱発生率の最大値と最小値の差の１０％を最小値に加算した値を閾値とし、
あるサイクルにおいて、この値を超えたときを、そのサイクルの着火時期とすることがで
きる。
【００６４】
また、エンジン状態推定部１１０は、排気ガスの性状に応じて内燃機関の燃焼状態を推
定する。内燃機関の負荷に対して排気ガス中の窒素酸化物（ＮＯｘ）、一酸化炭素（ＣＯ
）、スモーク及び全炭化水素（ＴＨＣ）の濃度が変化する。スモークは、排気ガス中の粒
子状物質（ＰＭ）の量に対応する。すなわち、エンジン状態推定部１１０は、排気ガス中
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の窒素酸化物（ＮＯｘ）、一酸化炭素（ＣＯ）、スモーク及び全炭化水素（ＴＨＣ）の測
定値の少なくとも一つを排気ガスセンサ１０４から受けて、受け取った測定値から内燃機
関の燃焼状態を推定する。この推定された内燃機関の燃焼状態又は窒素酸化物（ＮＯｘ）
、一酸化炭素（ＣＯ）、スモーク及び全炭化水素（ＴＨＣ）の測定値自体に応じて、主燃
料及び副燃料の噴射時期、噴射圧力、噴射量（噴射燃料比）等の噴射条件を制御する。
【００６５】
エンジン状態推定部１１０は、このようにして得られた排気ガスの性状、着火時期、図
示平均有効圧、最高気筒内圧等のパラメータ、燃料の性状、圧力センサ１０２の検出値及
び排気ガスセンサ１０４の検出値等の運転条件に基づいて主燃料及び副燃料の噴射時期、
噴射圧力、噴射量（噴射燃料比）等の噴射条件を制御するためのデータをシステム制御部

10

１１４へ出力する。
【００６６】
一方、ディーゼル機関１０の運転条件は、運転操作盤１２０に入力された条件に基づき
定められ、これに基づき前述のエンジン状態推定部１１０および各センサによる検出値を
フィードバックしてシステム制御部１１４によりディーゼル機関１０が制御される。
【００６７】
運転操作盤１２０には、ディーゼル機関１０の始動・停止を行う運転スイッチ１２２、
出力レベルを制御するスロットルレバー１２４が備えられ、また燃料の種類や搭載量、排
気ガス等に関する規制値、運転モードを入力する条件設定部１２６を備える。燃料の種類
としては、重油、軽油、廃食油、ＬＣＯ（分解軽質軽油）、バイオ燃料としての菜種油、
パーム油やバイオディーゼル油、又はこれらの混合燃料やＧＴＬ（Ｇａｓ

Ｔｏ
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Ｌｉｑ

ｕｉｄ）、ＤＭＥ（ジメチルエーテル）等が想定されており、それぞれの代表的な性状が
予め記憶されている。また、主燃料と副燃料にそれぞれにどの種類の燃料を使用するか、
設定することができる。また、排気ガス規制値（ＮＯｘ規制、ＣＯ規制、スモーク規制、
ＳＯｘ規制、ＣＯ２排出量規制）等の設定をすることができる。さらに、環境を重視する
設定（環境モード）とするか、燃費を重視する設定（エコモード）とするかの運転モード
の選択も行うことができる。
【００６８】
操作者によりこれらの操作、入力がなされ、運航条件算出部１２８にて、これらの条件
に適した、運航条件が算出される。具体的には、主燃料及び副燃料の比率、燃料の性状（
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セタン価、発熱量）、排気温度目標値、効率の目標値、負荷条件等の算出を行う。
【００６９】
また、ＧＰＳ１３０を搭載し、ＧＰＳ（全地球測位システム）情報、レーダ情報等に基
づき現在の位置を取得し、これも合わせて運航条件を算出してもよい。ＧＰＳまたはレー
ダにより、陸からの距離、目的地からの方位や距離、航行時の目標物との位置関係を取得
することができ、これらに応じた運航条件を算出することができる。例えば、現在位置が
港湾内、陸地から近い位置であれば、排気ガス浄化を優先した運転モード（環境モード）
とし、外洋であれば、燃費を優先した運転モード（エコモード）とするようにできる。
【００７０】
運航条件算出部１２８により算出された運航条件に基づき、運転条件設定部１１２にお
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いて、ディーゼル機関１０の運転条件がシステム制御部１１４に設定される。この設定さ
れた条件に基づきシステム制御部１１４によって主燃料及び副燃料の噴射時期、噴射圧力
、噴射量（噴射燃料比）等の噴射条件の制御が実行される。
【００７１】
特に、本実施の形態では、主燃料の主噴射と異なるタイミングで副燃料の副噴射を行う
制御を行う。すなわち、主燃料の主噴射と異なるタイミングで副燃料のプレ噴射及び第２
の噴射を行う。
【００７２】
以下、図７及び図８のフローチャートを参照して、燃費を優先した運転モード（エコモ
ード）での燃料噴射の制御について説明する。すなわち、運転操作盤１２０から燃費を優
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先した運転モード（エコモード）に設定され、又は、ＧＰＳ１３０により燃費を優先した
運転モード（エコモード）に設定された場合について説明する。
【００７３】
以下の処理では、第１のアシスト噴射であるプレ噴射で初期燃焼を改善し、排ガス中の
一酸化炭素やスモーク濃度を低減し、その後、主噴射又は第２の噴射で窒素酸化物（ＮＯ
ｘ）排出量や燃費を制御する。
【００７４】
ステップＳ１０では、プレ噴射の制御のための初期設定が行われる。ここでは、運転操
作盤１２０から操作者により少なくとも熱発生率の勾配の基準値及びプレ噴射の噴射量が
設定される。熱発生率の勾配の基準値及びプレ噴射の噴射量は、プレ噴射による一酸化炭

10

素（ＣＯ）及びスモークの濃度の低減の指標として用いられる。また、ＧＰＳ１３０によ
り得られる現在位置から、その地域に対して規制上限として定められている一酸化炭素（
ＣＯ）及びスモークの濃度から導かれる熱発生率の勾配の基準値及びプレ噴射の噴射量を
設定するものとしてもよい。この場合、条件設定部１２６のメモリに各地域に対する一酸
化炭素（ＣＯ）及びスモークの排出量の上限値から決定される熱発生率の勾配の基準値及
びプレ噴射の噴射量のマップを予め登録しておき、ＧＰＳ１３０から得られる現在位置に
相当する熱発生率の勾配の基準値を読み出せばよい。このとき、熱発生率の勾配が一定で
あったとしても、プレ噴射における噴射量によって一酸化炭素（ＣＯ）及びスモークの濃
度は増減する。そこで、一酸化炭素（ＣＯ）及びスモークの排出量が低減されるように、
熱発生率の勾配の基準値と共にプレ噴射が最適な範囲内となるような噴射量も同時に設定
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される。
【００７５】
また、プレ噴射の副燃料の噴射圧（コモンレール圧）、燃料噴射量（噴射期間）及び燃
料噴射タイミングの初期値を設定する。本実施の形態では、副燃料の噴射圧（コモンレー
ル圧）及び燃料噴射タイミングは固定値に設定し、燃料噴射量（噴射期間）は制御の最小
値に設定される。ここでは、例えば、副燃料の噴射圧（コモンレール圧）は１５０ＭＰａ
とし、燃料噴射タイミングはクランク角度の上死点から２０°前に設定することが好適で
ある。また、燃料噴射量（噴射期間）の制御の最小値は例えば０に設定することが好適で
ある。
【００７６】
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なお、主噴射の噴射条件の初期値も設定される。主噴射の噴射条件は、運航条件算出部
１２８にて予め設定された主燃料及び副燃料の比率、燃料の性状（セタン価、発熱量）、
排気温度目標値、効率の目標値、負荷条件等に基づいて設定される。例えば、主燃料及び
副燃料の比率、燃料の性状（セタン価、ＣＣＡＩ、発熱量）、排気温度目標値、効率の目
標値、負荷条件の組み合わせに対して主燃料の噴射量（噴射期間）、主燃料の噴射圧及び
クランク角度に対する主噴射の噴射タイミングを予め定めた主噴射データベースを登録し
ておき、システム制御部１１４にて現在の主燃料及び副燃料の比率、燃料の性状（セタン
価、ＣＣＡＩ、発熱量）、排気温度目標値、効率の目標値、負荷等の条件に対応する値を
読み出して設定すればよい。これにより、設定された条件において主燃料の噴射が行われ
る。なお、これらの設定は後述の主燃料の噴射又は副燃料の第２の噴射の制御では変更し
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てもよい。
【００７７】
ステップＳ１２では、プレ噴射の制御が行われる。プレ噴射の制御は、システム制御部
１１４によって行われる。プレ噴射の制御としては、副燃料の噴射圧（コモンレール圧）
、燃料噴射量（噴射期間）及び燃料噴射タイミングの制御が挙げられる。本実施の形態で
は、副燃料の噴射圧力及び噴射タイミングは固定し、副燃料供給弁６４を開いている期間
（噴射期間）を制御し、燃料噴射量を変更するものとする。
【００７８】
ここでは、システム制御部１１４は、副燃料の噴射量（噴射期間）を現在値より大きく
する。具体的には、副燃料供給弁６４を開いている期間（噴射期間）を現在値より予め定
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められた変更ステップ（指定変更量）分だけ大きくする等の処理とすればよい。噴射期間
が短いと燃料の供給配管内の圧力が高くなるだけで実際に燃料が噴射されない状態となり
、プレ噴射における一酸化炭素（ＣＯ）及びスモークの濃度の低減効果が得られない。そ
こで、噴射期間を繰り返し大きくすることによって、燃料圧が燃料噴射弁２６の開弁圧力
以上になると初めて燃料が噴射され、これによって燃焼初期の熱発生率の勾配は急激に改
善され、排ガス中の一酸化炭素（ＣＯ）及びスモークの濃度を低減させることができる。
このとき、副燃料が噴射される状態であるが、副燃料の噴射量はできるだけ少ないことが
好ましい。
【００７９】
また、着火性の悪い燃料を使用している場合、着火が遅くなり、プレ噴射の噴射量のみ

10

の制御では十分に効果が得られない場合がある。このような場合、さらにプレ噴射の噴射
タイミングを変更する制御を行うことが好適である。ここでは、システム制御部１１４は
、噴射タイミングを現時点より早める制御を行う。具体的には、副燃料供給弁６４を開く
タイミングを現在値より予め定められた変更ステップ（指定クランク角度）分だけ早める
等の処理とすればよい。これにより、一回のプレ噴射における副燃料の噴射による排ガス
中の一酸化炭素（ＣＯ）及びスモークの濃度をより低減させることができる。なお、プレ
噴射の噴射タイミングを早める代りに、主噴射のタイミングを遅らせて、プレ噴射と主噴
射との間隔を広げることによって同様の効果を得ることもできる。
【００８０】
ステップＳ１４では、現在のプレ噴射の制御条件下における熱発生率の勾配が取得され
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る。熱発生率は圧力センサ１０２によって取得される気筒内圧から求めることができる。
システム制御部１１４は、圧力センサ１０２から現在の気筒内圧を取得し、クランク角度
の変化量（時間変化量）に対する熱発生率の変化量を熱発生率の勾配として算出する。
【００８１】
ステップＳ１６では、熱発生率の勾配が基準値以下であるか否かが判定される。システ
ム制御部１１４は、ステップＳ１４で算出された熱発生率の勾配がステップＳ１０で設定
された熱発生率の勾配の基準値以下であればプレ噴射の制御処理を終了し、そうでなけれ
ばステップＳ１２へ処理を戻し、ステップＳ１２以降の処理を繰り返す。
【００８２】
このようなプレ噴射の制御により、図１０に示すように、内燃機関（ディーゼル機関１
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０）の気筒内での燃焼の立ち上がりが滑らかになる。また、熱発生率の変化が緩やかにな
り、プレ噴射を行わない場合に比べて熱発生率の振動が低減する。これにより、一酸化炭
素（ＣＯ）及びスモークの濃度が低減される。特に、熱発生率の測定は排ガスの性状を測
定するよりもデータの取得を迅速に行うことができ、熱発生率の勾配を用いることにより
プレ噴射を迅速に制御することができる。
【００８３】
なお、熱発生率の勾配を用いて制御することに代えて、排ガス中の一酸化炭素（ＣＯ）
及びスモークの濃度を直接監視して制御を行ってもよい。
【００８４】
この場合、ステップＳ１０では、運転操作盤１２０から操作者により少なくとも排ガス
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中の一酸化炭素（ＣＯ）及びスモークの上限値の排出量の上限値が設定される。また、Ｇ
ＰＳ１３０により得られる現在位置から、その地域に対して規制上限として定められてい
る一酸化炭素（ＣＯ）及びスモークの排出量の上限値を設定するものとしてもよい。この
場合、条件設定部１２６のメモリに各地域に対する一酸化炭素（ＣＯ）及びスモークの排
出量の上限値のマップを予め登録しておけばよい。ステップＳ１４では、現在の一酸化炭
素（ＣＯ）及びスモークの濃度を取得する。排気中の一酸化炭素（ＣＯ）及びスモークの
濃度は、排気ガスセンサ１０４により測定され、エンジン状態推定部１１０を介してシス
テム制御部１１４へ入力される。ステップＳ１６では、一酸化炭素（ＣＯ）及びスモーク
の濃度が排出量の上限値以下であるか否かが判定される。システム制御部１１４は、ステ
ップＳ１４で取得された一酸化炭素（ＣＯ）及びスモークの濃度がステップＳ１０で設定
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された一酸化炭素（ＣＯ）及びスモークの排出量の上限値以下であればプレ噴射の制御処
理を終了し、そうでなければステップＳ１２へ処理を戻し、ステップＳ１２以降の処理を
繰り返す。
【００８５】
また、予め燃料の着火性（例えばセタン価等）が判明している場合は、その性状に合わ
せて燃料噴射量や燃料噴射のタイミングを設定するようにしてもよい。例えば、着火性の
良い燃料の場合はクランク角度の上死点から１５°前にプレ噴射を行い、着火性がより悪
い燃料の場合は上死点から２５°前のプレ噴射を行う。また、主噴射のタイミングを変え
てもよい。
【００８６】

10

第１のアシスト噴射であるプレ噴射で初期燃焼の改善処理が終了すると、続いて、主燃
料の噴射と副燃料の第２の噴射の制御が行われる。第２の噴射の制御は、主噴射の噴射開
始時期以降であれば、主燃料の噴射による主燃料の燃焼期間で行ってもよいし、主燃料の
燃焼期間後に副燃料の第２の噴射を行ってもよい。本実施の形態では、主燃料の噴射によ
る燃焼期間中に第２の噴射を行って制御するものとして説明を行う。
【００８７】
ステップＳ２０では、初期設定が行われる。ここでは、運転操作盤１２０から操作者に
より少なくとも窒素酸化物（ＮＯｘ）の排出量の上限値が設定される。また、ＧＰＳ１３
０により得られる現在位置から、その位置に対して規制上限として定められている窒素酸
化物（ＮＯｘ）の排出量の上限値を設定するものとしてもよい。
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【００８８】
ステップＳ２２では、排気中の窒素酸化物（ＮＯｘ）の濃度が取得される。排気中の窒
素酸化物（ＮＯｘ）の濃度は、排気ガスセンサ１０４により測定され、エンジン状態推定
部１１０を介してシステム制御部１１４へ入力される。
【００８９】
ステップＳ２４では、窒素酸化物（ＮＯｘ）の濃度が上限値を超えず、上限値に最も近
づいたか否かを判定する。この判定処理は、システム制御部１１４において行われる。シ
ステム制御部１１４は、例えば、後述のステップＳ２６において窒素酸化物（ＮＯｘ）の
濃度がステップＳ２０で設定された上限値を超えたと判断され、さらにステップＳ２８に
おけるプレ噴射の制御によって再び上限値以下となった場合に窒素酸化物（ＮＯｘ）の濃
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度が上限値に最も近づいたと判定する。また、ステップＳ２０で設定された上限値から所
定の基準範囲分だけ小さい基準値を設定し、窒素酸化物（ＮＯｘ）の濃度が基準値以上上
限値以下となった場合に窒素酸化物（ＮＯｘ）の濃度が上限値に最も近づいたと判定して
もよい。
【００９０】
窒素酸化物（ＮＯｘ）の濃度が上限値を超えず、上限値に最も近づいたと判定された場
合にはステップＳ３２へ処理を移行させ、そうでない場合にはステップＳ２６へ処理を移
行させる。
【００９１】
ステップＳ２６では、窒素酸化物（ＮＯｘ）の濃度が上限値を超えたか否かが判定され
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る。システム制御部１１４は、窒素酸化物（ＮＯｘ）の濃度が上限値を超えていればステ
ップＳ２８へ処理を移行させ、そうでなければステップＳ３０へ処理を移行させる。
【００９２】
ステップＳ２８では、排ガス中の窒素酸化物（ＮＯｘ）の濃度を低減させるように主燃
料の噴射の制御を行う。ここでは、システム制御部１１４は、主燃料の噴射タイミングを
現在値より遅らせる。具体的には、燃料噴射弁２６を開くタイミングを現在値より予め定
められた変更ステップ（指定時間）分だけ遅くする。これにより、主燃料の噴射タイミン
グが遅れ、排ガス中の窒素酸化物（ＮＯｘ）の濃度を低減させることができる。
【００９３】
ステップＳ３０では、排ガス中の窒素酸化物（ＮＯｘ）の濃度を増加させるように主燃
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料の噴射の制御を行う。ここでは、システム制御部１１４は、主燃料の噴射タイミングを
現在値より早める。具体的には、燃料噴射弁２６を開くタイミングを現在値より予め定め
られた変更ステップ（指定時間）分だけ早くする。これにより、主燃料の噴射タイミング
が早まり、排ガス中の窒素酸化物（ＮＯｘ）の濃度を増加させることができる。
【００９４】
なお、主燃料の噴射タイミングの代りに、副燃料の第２の噴射の噴射圧（コモンレール
圧）、副燃料の噴射タイミング及び副燃料の噴射量の少なくとも１つを制御するものとし
てもよい。副燃料の第２の噴射の噴射圧（コモンレール圧）を制御する場合、ステップＳ
２８では第２の噴射の噴射圧を高くし、ステップＳ３０では第２の噴射の噴射圧を低くす
る。副燃料の噴射タイミングを制御する場合、ステップＳ２８ではタイミングを遅らせ、

10

ステップＳ３０ではタイミングを早める。副燃料の噴射量を制御する場合、ステップＳ２
８では副燃料の噴射量を増加し、ステップＳ３０では副燃料の噴射量を低減させる。この
とき、制御対象以外は適切な量において固定しておけばよい。
【００９５】
ステップＳ２４〜Ｓ３０の処理を繰り返すことによって、上限値を超えず、上限値に最
も近づいた窒素酸化物（ＮＯｘ）の濃度となるように主燃料の噴射（又は副燃料の第２の
噴射）が制御された状態となる。
【００９６】
ステップＳ３２では、窒素酸化物（ＮＯｘ）の濃度を増加させない条件下において主燃
料の噴射の制御が行われる。ここでは、システム制御部１１４は、主燃料の噴射タイミン
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グを現在値より遅らせる。具体的には、燃料噴射弁２６を開くタイミングを現在値より予
め定められた変更ステップ（指定時間）分だけ遅くする。これにより、低負荷率でのエン
ジン運転等において燃費を向上させることができる可能性がある。
【００９７】
ステップＳ３４では、燃費のデータが取得される。出力センサ５３ｃによりエンジンの
出力値（パワー値）及び流量センサ１０６，１０８により燃料の噴射量（主燃料及び副燃
料の噴射量）が測定され、システム制御部１１４へ入力される。システム制御部１１４は
、燃料の噴射量に対するエンジンの出力値の割合（エンジンの出力値／燃料の噴射量）か
ら熱効率を算出する。ここで、熱効率を算出する前の現在値Ａを前回の熱効率の値Ａ０に
代入し、新たに算出された熱効率を現在値Ａに代入する。
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【００９８】
ステップＳ３６では、前回の判定時に比べて燃費（熱効率）が向上したか否かが判定さ
れる。システム制御部１１４は、前回の熱効率の値Ａ０と現在の値Ａとを比較し、現在値
Ａの方が大きければステップＳ３２に処理を戻し、前回の熱効率の値Ａ０の方が大きけれ
ば、前回の熱効率の値Ａ０の状態となるように制御したうえで処理を終了する。このよう
に、ステップＳ３２〜Ｓ３６の処理を繰り返すことにより、主燃料の噴射（又は副燃料の
第２の噴射）の条件が最適化されて燃費（熱効率）が向上される。
【００９９】
なお、ステップＳ３２においても、主燃料の噴射タイミングの代りに、副燃料の第２の
噴射の噴射圧（コモンレール圧）、副燃料の噴射タイミング及び副燃料の噴射量の少なく
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とも１つを制御するものとしてもよい。例えば、副燃料の第２の噴射の噴射圧を高くする
、副燃料の噴射タイミングを遅らせる、副燃料の噴射量を増加する、のいずれかの処理を
行えばよい。このとき、制御対象となる量以外は固定しておけばよい。
【０１００】
このようにして、窒素酸化物（ＮＯｘ）の濃度を基準値を超えない範囲で近づけた状態
において燃費を最良化することができる。
【０１０１】
なお、ステップＳ２０〜Ｓ３０の処理において、窒素酸化物（ＮＯｘ）の濃度の代りに
最高筒内圧に基づいて制御を行うものとしてもよい。最高筒内圧は排ガス中の窒素酸化物
（ＮＯｘ）の濃度と相関関係があるので、圧力センサ１０２で取得できる最高筒内圧が上
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限値を超えず、上限値に最も近づく状態となるように主燃料の噴射（又は、副燃料の第２
の噴射）を制御すればよい。例えば、排気ガスセンサ１０４が設けられていない場合等に
有効である。また、窒素酸化物（ＮＯｘ）の濃度を測定するためには時間が掛かるので、
より測定に時間が掛からない最高筒内圧を用いることで制御の時間を短縮することができ
る。
【０１０２】
また、ステップＳ３２〜Ｓ３６の処理において、燃費の代りに排気温度に基づいて制御
を行うものとしてもよい。排気温度は燃費と相関関係があるので、温度センサ５３ｂで取
得できる排気温度に基づいて主燃料の噴射（又は、副燃料の第２の噴射）を制御すればよ
い。例えば、出力センサ５３ｃが設けられていない場合等に有効である。また、燃費を測

10

定及び算出するためには時間が掛かるので、より測定に時間が掛からない排気温度を用い
ることで制御の時間を短縮することができる。
【０１０３】
＜変形例＞
上記処理におけるステップＳ２０〜Ｓ３６の代りに、以下のようにディーゼル機関１０
の筒内圧を目標の波形に近づける処理としてもよい。本実施の形態における変形例につい
て図９のフローチャートを参照して説明する。
【０１０４】
ステップＳ４０では、ディーゼル機関１０の筒内圧の目標波形が設定される。目標波形
は、ディーゼル機関１０のクランク角度に対する筒内圧の変化として設定される。本変形
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例において、目標波形は、ディーゼル機関１０の排気ガス中の窒化酸化物（ＮＯｘ）を基
準値以下にしつつ、燃費（燃料の噴射量／エンジンの出力値）を最良とする運転モード（
エコモード）に応じて設定されるものとする。目標波形は、ディーゼル機関１０が搭載さ
れる船舶等の運転状況（船舶の種類、負荷、運転地域等）に応じて予め定められ、運転条
件算出部１２８のメモリ等に登録しておけばよい。システム制御部１１４は、運転状況に
応じた目標波形を読み出して設定する。
【０１０５】
ステップＳ４２では、所定のクランク角度におけるディーゼル機関１０の現在の筒内圧
を測定して取得する。ディーゼル機関１０の筒内圧は、圧力センサ１０２により測定する
ことができる。システム制御部１１４は、ディーゼル機関１０の所定のクランク角度にお
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ける現在のディーゼル機関１０の筒内圧を圧力センサ１０２から取得する。
【０１０６】
ここで、所定のクランク角度は、主燃料の燃焼期間における任意のクランク角度であれ
ばよい。特に、所定のクランク角度は、主燃料の燃焼期間において筒内圧が最高となるク
ランク角度とすることが好適である。すなわち、主燃料の燃焼期間において筒内圧が最高
となるクランク角度においてディーゼル機関１０の筒内圧の現在値を取得することが好適
である。または、少なくとも主燃料の燃焼期間に亘ってディーゼル機関１０の筒内圧を測
定しておき、その中から最高筒内圧を抽出してもよい。
【０１０７】
ステップＳ４４では、ステップＳ４２で測定されたディーゼル機関１０の現在の筒内圧
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が目標波形における値から所定の基準範囲内にあるか、基準範囲より大きいか小さいかが
判定される。システム制御部１１４は、ステップＳ４２の所定のクランク角度における目
標波形における筒内圧を中心値として、その上下に所定の圧力範囲を設定し、その範囲を
所定の基準範囲とする。そして、システム制御部１１４は、ステップＳ４２で測定された
ディーゼル機関１０の現在の筒内圧が設定した基準範囲より大きければステップＳ４６へ
処理を移行させ、小さければステップＳ４８へ処理を移行させる。また、基準範囲内にあ
れば処理を終了させる。
【０１０８】
ステップＳ４６では、現時点より筒内圧を低下させるように主燃料の噴射の制御が行わ
れる。ここでは、システム制御部１１４は、主燃料の噴射タイミングを変更する処理が行
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われる。具体的には、燃料噴射弁２６を開くタイミングを現在値より予め定められた変更
ステップ（指定時間）分だけ遅くする。
【０１０９】
ステップＳ４８では、現時点より筒内圧を増加させるように主燃料の噴射の制御が行わ
れる。ここでは、システム制御部１１４は、主燃料の噴射タイミングを変更する処理が行
われる。具体的には、燃料噴射弁２６を開くタイミングを現在値より予め定められた変更
ステップ（指定時間）分だけ進める。
【０１１０】
なお、主燃料の噴射タイミングの代りに、副燃料の第２の噴射の噴射圧（コモンレール
圧）、副燃料の噴射タイミング及び副燃料の噴射量の少なくとも１つを制御するものとし

10

てもよい。副燃料の第２の噴射の噴射圧（コモンレール圧）を制御する場合、ステップＳ
４６では第２の噴射の噴射圧を高くし、ステップＳ４８では第２の噴射の噴射圧を低くす
る。副燃料の噴射タイミングを制御する場合、ステップＳ４６ではタイミングを遅らせ、
ステップＳ４８ではタイミングを早める。副燃料の噴射量を制御する場合、ステップＳ４
６では副燃料の噴射量を増加し、ステップＳ４８では副燃料の噴射量を低減させる。この
とき、制御対象以外は適切な量において固定しておけばよい。
【０１１１】
このようにして、ステップＳ４２において測定されたディーゼル機関１０の現在の筒内
圧が目標波形における値から所定の基準範囲内となるまでステップＳ４２〜Ｓ４８の処理
が繰り返される。
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【０１１２】
図１１は、上記処理を行った具体例を示す。図１１のスタートの波形から主噴射の噴射
タイミングを変更する。このとき、目標波形が最大筒内圧となるクランク角度における筒
内圧を測定し、その筒内圧が目標波形の最大筒内圧に近づくようにステップ１からステッ
プ３へと徐々に主噴射の噴射タイミングを変更する。これにより、窒素酸化物（ＮＯｘ）
の濃度を基準値に近づけた状態において燃費を最良化することができる。
【０１１３】
なお、本実施の形態では、燃費を重視する設定（エコモード）における主燃料及び副燃
料の噴射の制御について説明したが、環境を重視する設定（環境モード）においても同様
に制御を行うことができる。環境を重視する設定（環境モード）では、燃費を所定値以下
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になるような条件で、排ガス中の窒素酸化物（ＮＯｘ）を最小となるように主燃料（又は
副燃料の第２の噴射）を制御すればよい。また、環境を重視する設定（環境モード）に適
した筒内圧の目標波形を設定し、その目標波形に近づけるように主燃料（又は副燃料の第
２の噴射）を制御すればよい。
【０１１４】
また、副燃料をプレ噴射する際には、主燃料の噴射前に副燃料を噴射するタイミングを
主燃料の噴射時のクランク角度に対して所定範囲内に設定するとよい。すなわち、副燃料
をプレ噴射する際に主燃料の噴射に対応するクランク角度に対して所定範囲内に設定する
ことによって、内燃機関のノッキングを抑制することができ、窒素酸化物（ＮＯｘ）、一
酸化炭素（ＣＯ）、スモーク及び全炭化水素（ＴＨＣ）等の濃度を抑制することができる
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。これらにより、ノッキング振動の抑制による聴感的な騒音の低減やスモークの抑制によ
る視覚的な黒煙の低減等が図れる。
【０１１５】
ここで、副燃料を噴射するタイミングは、副燃料の着火限界のクランク角度から主燃料
の噴射時のクランク角度の範囲とするとよい。着火限界のクランク角度を超え副燃料の噴
射を早く行い過ぎると筒内圧が不足して着火しなかったり、着火しても主燃料の着火前に
燃え尽きたりしてしまう。一般的なディーゼル機関では、クランク角度の上死点を０°（
３６０°）としてクランク角度が−２５°から主燃料の噴射時のクランク角度までの範囲
で副燃料を噴射するとさらによい。すなわち、クランク角度が上死点に到達する２５°前
から主燃料を噴射するまでの間に副燃料をプレ噴射するとよい。所定範囲は、例えば、ク
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ランク角度において上死点に対して−２５°から−１５°までの範囲である。
【０１１６】
図１２は、副燃料のプレ噴射のタイミング（クランク角度）と窒素酸化物（ＮＯｘ）及
び一酸化炭素（ＣＯ）の排出濃度との関係を解析した結果を示す。図１２の横軸は上死点
を０°（３６０°）として副燃料のプレ噴射のタイミングをクランク角度で示し、縦軸は
窒素酸化物（ＮＯｘ）及び一酸化炭素（ＣＯ）の排出濃度を示す。また、図１２において
、棒グラフが窒素酸化物（ＮＯｘ）及び折れ線グラフが一酸化炭素（ＣＯ）の排出濃度を
示す。副燃料のプレ噴射のタイミングは上死点前４０°（−４０°と示す）から上死点前
１０°（−１０°と示す）までの範囲とした。また、解析に使用した燃料はセタン価３０
とし、エンジン負荷率は２５％とした。また、以下の説明では、主燃料の噴射のタイミン
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グは上死点前１０°（−１０°と示す）とした。
【０１１７】
図１２から、副燃料のプレ噴射のタイミングを上死点から−３０°から−１５°と−１
０°との間とすることが好ましいが、上死点から−２５°から−１５°とすることによっ
て、窒素酸化物（ＮＯｘ）及び一酸化炭素（ＣＯ）の排出を抑制することができることが
わかる。
【０１１８】
図１３〜図１６は、副燃料のプレ噴射のクランク角度に対する筒内圧、燃料噴射圧及び
熱発生率の変化を示す。図１３（ａ）及び（ｂ）は、それぞれ副燃料のプレ噴射をしなか
った場合及びクランク角度−１０°でした場合の結果を示す。図１４（ａ）及び（ｂ）は
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、それぞれ副燃料のプレ噴射をクランク角度−１５°及び−２０°でした場合の結果を示
す。図１５（ａ）及び（ｂ）は、それぞれ副燃料のプレ噴射をクランク角度−２５°及び
−３０°でした場合の結果を示す。図１６（ａ）及び（ｂ）は、それぞれ副燃料のプレ噴
射をクランク角度−３５°及び−４０°でした場合の結果を示す。
【０１１９】
副燃料のプレ噴射のクランク角度が早くなるにつれて、燃料噴射圧の上昇のタイミング
も早くなる。また、副燃料のプレ噴射をクランク角度で−２５°から−１５°の範囲で行
った場合には上死点（０°）付近において熱発生率の急激な上昇がみられない。一方、副
燃料のプレ噴射を行わなかった場合、副燃料のプレ噴射をクランク角度で−１０°で行っ
た場合及び−３５°と−４５°で行った場合では、上死点（０°）付近において熱発生率
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の急激な上昇がみられた。熱発生率の急激な上昇は、これらの結果から−１０°と−１５
°との間、また−３０°を超えたクランク角度で発生するものと推定されるが、熱発生率
の急激な上昇は内燃機関のノッキングを招くので、副燃料のプレ噴射はクランク角度で−
２５°から−１５°の範囲で行うことが好ましい。
【０１２０】
また、図１７は、燃料としてＣ重油を用いた場合の副燃料のプレ噴射のクランク角度と
窒素酸化物（ＮＯｘ）及び全炭化水素（ＴＨＣ）の排出濃度との関係を示す。図１７の横
軸は上死点を０°（３６０°）として副燃料のプレ噴射のタイミングをクランク角度で示
し、縦軸は窒素酸化物（ＮＯｘ）及び全炭化水素（ＴＨＣ）の排出濃度を示す。また、図
１７において、棒グラフが窒素酸化物（ＮＯｘ）及び折れ線グラフが全炭化水素（ＴＨＣ
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）の排出濃度を示す。また、図１８は、菜種油５０％及びＡ重油５０％の混合油を用いた
場合の副燃料のプレ噴射のクランク角度（プレ噴射のタイミング）と窒素酸化物（ＮＯｘ
）及び一酸化炭素（ＣＯ）の排出濃度との関係を示す。図１８の横軸は上死点を０°（３
６０°）として副燃料のプレ噴射のタイミングをクランク角度で示し、縦軸は窒素酸化物
（ＮＯｘ）及び一酸化炭素（ＣＯ）の排出濃度を示す。また、図１８において、棒グラフ
が窒素酸化物（ＮＯｘ）及び折れ線グラフが一酸化炭素（ＣＯ）の排出濃度を示す。
【０１２１】
図１７及び図１８に示されるように、副燃料のプレ噴射をクランク角度で−２５°から
−１０°の範囲、特に−２５°から−１５°の範囲において窒素酸化物（ＮＯｘ）、一酸
化炭素（ＣＯ）、スモーク及び全炭化水素（ＴＨＣ）等の排出濃度を抑制することができ
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る。
【０１２２】
次に、図１９のフローチャートに沿って内燃機関の運転開始の初期において、副燃料の
噴射量及び噴射のタイミング（プレ噴射クランク角度）の最適化処理について説明する。
【０１２３】
ステップＳ５０では、初期設定が行われる。初期設定は、上記ステップＳ１０と同様に
行うことができる。すなわち、運転操作盤１２０から操作者により少なくとも熱発生率の
勾配の基準値及びプレ噴射の噴射量及び噴射タイミングの初期値が設定される。また、プ
レ噴射の副燃料の噴射圧（コモンレール圧）、主噴射の噴射条件の初期値も設定される。
ステップＳ５２では、副燃料のプレ噴射の噴射量の調整処理を開始する。ここでは、副燃
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料のプレ噴射のタイミングをクランク角度で−２５°から−１５°の範囲内、例えば−２
０°に固定し、副燃料の噴射量を所定のステップで増加させる。ステップＳ５４では、熱
発生率の勾配を取得する。これは、上記ステップＳ１４と同様に行うことができる。ステ
ップＳ５６では、熱発生率の勾配が基準値以下であるか否かが判定される。システム制御
部１１４は、ステップＳ５４で算出された熱発生率の勾配がステップＳ５０で設定された
熱発生率の勾配の基準値以下であればプレ噴射の噴射量の調整処理を終了し、そうでなけ
ればステップＳ５２へ処理を戻し、ステップＳ５２以降の処理を繰り返す。このようにし
て、まず副燃料のプレ噴射に適した噴射量を決定する。
【０１２４】
ステップＳ５８では、副燃料のプレ噴射のタイミングの調整処理を開始する。ここでは
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、副燃料のプレ噴射の噴射量をステップＳ５６までの処理で決定した値に設定し、副燃料
の噴射のタイミングを所定のステップで遅らせる（上死点に近づける）。このとき、副燃
料のプレ噴射のタイミングは上死点から−２５°から−１５°の範囲で変化させる。ステ
ップＳ６０では、熱発生率の勾配を取得する。これは、上記ステップＳ１４と同様に行う
ことができる。ステップＳ６２では、熱発生率の勾配が基準値以下であるか否かが判定さ
れる。システム制御部１１４は、ステップＳ６０で算出された熱発生率の勾配がステップ
Ｓ５０で設定された熱発生率の勾配の基準値以下であればステップＳ５８へ処理を戻し、
ステップＳ５８以降の処理を繰り返し、そうでなければステップＳ６４へ処理を移行させ
る。ステップＳ６４では、プレ噴射のタイミングを１つ前のステップの値に戻す。このよ
うにして、熱発生率の勾配が基準値以下となるタイミングであって、できるだけ上死点に
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近い副燃料のプレ噴射のタイミングに決定する。以上のように、副燃料のプレ噴射の噴射
量及び噴射のタイミングを設定することができる。
【０１２５】
なお、副燃料のプレ噴射の噴射量及び噴射のタイミングを決定する処理は上記処理に限
定されるものでない。
【０１２６】
副燃料のプレ噴射は内燃機関の負荷に応じて行ったり、停止させたりしてもよい。図２
０は、内燃機関の負荷に対する窒素酸化物（ＮＯｘ）の排出濃度の変化を示す。図２１は
、内燃機関の負荷に対するスモークの排出濃度の変化を示す。図２２は、内燃機関の負荷
に対する一酸化炭素（ＣＯ）の排出濃度の変化を示す。図２０〜図２２において、黒丸が

40

副燃料のプレ噴射無し、白抜き丸が副燃料のプレ噴射有りを示す。
【０１２７】
なお、使用した内燃機関（エンジン）は、船用中速４ストロークディーゼル機関（３気
筒、過給機付、最大出力２５７．４ｋＷ／４２０ｒｐｍ、ボア×ストローク：２３０ｍｍ
×３８０ｍｍ、圧縮比１３：松井鉄工所製）である。また、燃料はＬＣＯ（分解軽質軽油
）を用いた。副燃料のプレ噴射は上死点前２０°（−２０°）で行った。
【０１２８】
図２０〜図２２に示されるように、内燃機関の負荷率が７５％以上となると窒素酸化物
（ＮＯｘ）及び一酸化炭素（ＣＯ）の排出濃度はプレ噴射を行わない方が低くなり、スモ
ークの排出濃度はプレ噴射を行った場合とほぼ変わりがなくなる。すなわち、内燃機関の
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負荷率が７５％未満では、窒素酸化物（ＮＯｘ）、一酸化炭素（ＣＯ）及びスモークの排
出濃度の低減効果があり、特に負荷率が５０％以下では低減効果が顕著となる。そこで、
内燃機関の負荷率が７５％未満では副燃料のプレ噴射を実行し、それ以下ではプレ噴射を
実行しないようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１２９】
以上の実施形態においては、船舶用のディーゼル機関に関連して説明したが、他の移動
体、例えば鉄道車両、自動車等の内燃機関についても本発明を適用することができる。ま
た、ディーゼル機関以外の間欠燃焼を行う機関（直噴式のオットー機関等）についても適
用することができる。さらに、陸上に設置される発電システム等においても本発明を適用
することができる。
【符号の説明】
【０１３０】
１０

ディーゼル機関、２６

ポンプ、５１
、６０

逆止弁、５３

コモンレール、６３

気ガスセンサ、１１０

燃料噴射弁、４８

燃料供給系、５０

インジケータコック、５３ａ
逆止弁、６４

ム制御部。

【図１】

管路、１０２

副燃料供給弁、６５

エンジン状態推定部、１１２

【図２】

機械式燃料噴射
圧力センサ

合流部、１０４

運転条件設定部、１１４

排

システ
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Ｆターム(参考) 3G066 AA07 AA16 AB06 BA24 BA25 DA01 DA04 DA06 DA09 DA10
DC24
3G301 HA02 HA04 HA24 JA24 JA25 LB11 MA11 MA18 MA23 MA28
ND03 ND04 PA17Z PC01A PC01Z PD01A PD01Z PD11A PD11Z PE01Z
PE04Z
3G384 AA03 AA06 AA16 AA26 BA03 BA13 BA15 BA16 BA18 DA14
EA02 FA14Z FA15Z FA16Z FA18Z FA29B FA29Z FA39B FA39Z FA45B
FA45Z

20

