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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
内燃機関の排気ガス中に含まれる含炭素浮遊微粒子を浄化する排気ガス浄化装置であって
、
　前記内燃機関の排気通路に設けられて前記含炭素浮遊微粒子を捕集するとともに、該捕
集した含炭素浮遊微粒子を燃焼させることによって排気ガスを浄化する排気ガス浄化触媒
と、
　前記排気ガス浄化触媒上に堆積し前記含炭素浮遊微粒子の燃焼を促進させる燃焼促進制
御を開始するか否かを、該含炭素浮遊微粒子の堆積状況に基づいて判断する促進制御開始
判断手段と、
　前記燃焼促進制御を開始すると判断した場合には、前記排気ガス浄化触媒へ供給される
酸素量を制限しつつ、前記含炭素浮遊微粒子の燃焼を促進する燃焼促進手段とを備え、
　前記燃焼促進手段は、燃焼促進制御が開始された後、吸気側に還流するガス量を増加さ
せることにより前記排気ガス浄化触媒の温度を所定温度以上に昇温させるとともに、燃料
噴射量を増量して、希薄空燃比の排気ガスに代えて理論空燃比近傍または理論空燃比より
も酸素濃度の低い過濃空燃比の排気ガスを前記排気ガス浄化触媒に供給するとともに、間
欠的に理論空燃比よりも酸素濃度の高い希薄空燃比の排気ガスを前記排気ガス浄化触媒に
供給することにより、前記排気ガス浄化触媒へ供給される酸素量を制限する排気ガス浄化
装置。
【請求項２】
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請求項１に記載の排気ガス浄化装置であって、
　前記希薄空燃比の排気ガスを供給することによる前記排気ガス浄化触媒の昇温量を検出
する昇温量検出手段と、前記検出した昇温量が所定の閾値以下となった場合に、前記排気
ガス浄化触媒上に堆積した前記含炭素浮遊微粒子の燃焼が完了したものと判断して、前記
燃焼促進制御を終了させる促進制御終了手段とを備える排気ガス浄化装置。
【請求項３】
請求項２に記載の排気ガス浄化装置であって、
　前記排気ガス浄化触媒上に堆積した前記含炭素浮遊微粒子の堆積量を推定する堆積量推
定手段を備えるとともに、
　前記促進制御開始判断手段は、前記推定された堆積量に基づいて前記燃焼促進制御を開
始するか否かについての判断を行う手段であり、
　前記促進制御終了手段は、前記検出した昇温量が所定の閾値以上の値から該閾値以下の
値となったときには、前記燃焼促進制御を終了させるとともに前記含炭素浮遊微粒子の堆
積量の値を初期化する手段である排気ガス浄化装置。
【請求項４】
請求項１に記載の排気ガス浄化装置であって、
　前記排気ガス浄化触媒上に堆積した前記含炭素浮遊微粒子の堆積量を推定する堆積量推
定手段と、
　前記希薄空燃比の排気ガスを供給することによる前記排気ガス浄化触媒の昇温量を検出
する昇温量検出手段と、
　前記検出した昇温量に基づいて、前記推定された堆積量を補正する堆積量補正手段とを
備えるとともに、
　前記促進制御開始判断手段は、前記補正された堆積量に基づいて前記燃焼促進制御を開
始するか否かについての判断を行う手段である排気ガス浄化装置。
【請求項５】
請求項４に記載の排気ガス浄化装置であって、
　前記昇温量検出手段は、理論空燃比あるいは過濃空燃比の排気ガスを前記排気ガス浄化
触媒に供給しつつ、該排気ガスの空燃比を間欠的に希薄空燃比へと切り換えたときの、該
切換に同期した前記排気ガス浄化触媒の昇温量を検出する手段である排気ガス浄化装置。
【請求項６】
請求項１から請求項５までのうちのいずれか一項に記載の排気ガス浄化装置であって、
　前記排気ガス浄化触媒は、希薄空燃比の排気ガス中では窒素酸化物とともに該排気ガス
中の酸素を蓄積しておき、過濃空燃比あるいは理論空燃比の排気ガス中では、該蓄積した
酸素を活性酸素として放出することにより、前記捕集した含炭素浮遊微粒子を燃焼させる
触媒である排気ガス浄化装置。
【請求項７】
請求項６に記載の排気ガス浄化装置であって、
　前記排気ガス浄化触媒は、白金族に属する貴金属に加えて、アルカリ金属、アルカリ土
類金属、希土類、遷移金属の少なくとも１つが担持された触媒である排気ガス浄化装置。
【請求項８】
　請求項１から請求項７までのいずれか一項に記載の排気ガス浄化装置であって、
　前記促進制御開始判断手段は、前記排気ガス浄化触媒上に堆積している前記含炭素浮遊
微粒子の堆積量を推定することにより、前記判断を行う手段である排気ガス浄化装置。
【請求項９】
 請求項８に記載の排気ガス浄化装置であって、
　前記促進制御開始判断手段は、
　前記排気ガス浄化触媒の前後における排気ガスの圧力差を検出する圧力差検出手段を備
えるとともに、
　該検出した圧力差から前記含炭素浮遊微粒子の堆積量を推定することにより、前記判断
を行う手段である排気ガス浄化装置。
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【請求項１０】
 請求項８に記載の排気ガス浄化装置であって、
　前記促進制御開始判断手段は、前記内燃機関の運転条件を検出し、該運転条件に応じた
単位時間あたりの堆積量を累積することによって、前記排気ガス浄化触媒に堆積している
前記含炭素浮遊微粒子の堆積量を算出する堆積量算出手段を備えるとともに、
　該算出した堆積量と所定の閾値との大小関係に基づいて、前記判断を行う手段である排
気ガス浄化装置。
【請求項１１】
内燃機関の排気ガス中に含まれる含炭素浮遊微粒子を浄化する排気ガス浄化方法であって
、
　前記内燃機関の排気通路に排気ガス浄化触媒を設けることによって、前記含炭素浮遊微
粒子を捕集するとともに、該捕集した含炭素浮遊微粒子を燃焼させ、
　前記排気ガス浄化触媒上に堆積した前記含炭素浮遊微粒子の燃焼を促進させる燃焼促進
制御を開始するか否かを、該含炭素浮遊微粒子の堆積状況に基づいて判断し、
　前記燃焼促進制御を開始すると判断した場合には、燃焼促進制御が開始された後、吸気
側に還流するガス量を増加させることにより前記排気ガス浄化触媒の温度を所定温度以上
に昇温させるとともに、燃料噴射量を増量して、希薄空燃比の排気ガスに代えて理論空燃
比近傍または理論空燃比よりも酸素濃度の低い過濃空燃比の排気ガスを前記排気ガス浄化
触媒に供給するとともに、間欠的に理論空燃比よりも酸素濃度の高い希薄空燃比の排気ガ
スを前記排気ガス浄化触媒に供給することにより、前記排気ガス浄化触媒へ供給される酸
素量を制限しつつ、前記含炭素浮遊微粒子の燃焼を促進する排気ガス浄化方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、内燃機関の排気ガスに含まれる含炭素浮遊微粒子を浄化する技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
内燃機関、特にディーゼル機関の排気ガス中には、黒煙（スス）などの含炭素浮遊微粒子
が含まれており、大気の汚染を防止する観点から、排出される微粒子の総量を低減させる
ことが強く要請されている。また、燃焼室内に直接ガソリンを噴射する方式の、いわゆる
筒内噴射ガソリン機関からも、運転条件によっては排気ガスとともに含炭素浮遊微粒子が
排出される場合があるために、同様の要請が存在する。
【０００３】
これら内燃機関から排出される含炭素浮遊微粒子を大幅に低減可能性な技術として、機関
の排気通路中に耐熱性のフィルタを設け、排気ガスとともに排出される含炭素浮遊微粒子
を該フィルタで捕集するとともに、捕集した微粒子を、フィルタ上に担持した酸化触媒を
用いて燃焼させる技術が提案されている（特公平７－１０６２９０号など）。
【０００４】
かかる技術は、フィルタ上に酸化触媒を担持しておくことにより、比較的低温の排気ガス
中でも、捕集した含炭素浮遊微粒子をフィルタ上で燃焼させることが可能である。一方、
かかる技術においては、内燃機関を、排気ガス温度があまりに低い運転条件で長い期間運
転していると、フィルタ温度が次第に低下して、捕集した微粒子を燃焼させることができ
なくなり、フィルタの目詰まりが発生するおそれがある。そこで、低負荷の運転条件で長
時間連続して運転されフィルタの目詰まりが懸念される場合や、あるいはフィルタ前後の
差圧が増大している場合などには、排気ガスの温度を意図的に上昇させて、フィルタ上の
含炭素浮遊微粒子を強制的に燃焼させる。このようにして、捕集した含炭素浮遊微粒子を
必要に応じて強制的に燃焼させてやることで、内燃機関から排出される含炭素浮遊微粒子
を、大幅に、かつ安定して低減させることが可能となっている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
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しかし、フィルタ上に堆積している含炭素浮遊微粒子があまりに多くなると、強制的に燃
焼させたときに、堆積している微粒子が一気に燃焼してフィルタ温度を大幅に上昇させ、
触媒を劣化させるおそれがあるという問題があった。これは、堆積した含炭素浮遊微粒子
の燃焼が始まると、燃焼熱でフィルタ温度が上昇して燃焼が更に促進される結果、堆積し
た微粒子が一気に燃焼することによる。
【０００６】
もちろん、強制的な燃焼を頻繁に行って、フィルタ上に多量の含炭素浮遊微粒子が堆積し
ないようにしておけば、フィルタ温度が大幅に上昇することによる触媒の劣化を回避する
ことは可能であるが、強制的に燃焼させる頻度が高くなれば、それだけ燃料消費量が増大
したり、あるいは快適な運転が妨げられるといった新たな問題を引き起こす。
【０００７】
本発明は、従来技術における上述の課題を解決するためになされたものであり、フィルタ
上に含炭素浮遊微粒子が多量に堆積した場合であっても、フィルタ上の触媒を劣化させる
ことなく、適切に燃焼させることが可能な技術の提供を目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段およびその作用・効果】
上述の課題の少なくとも一部を解決するため、本発明の排気ガス浄化装置は次の構成を採
用した。すなわち、
内燃機関の排気ガス中に含まれる含炭素浮遊微粒子を浄化する排気ガス浄化装置であって
、
前記内燃機関の排気通路に設けられて前記含炭素浮遊微粒子を捕集するとともに、該捕集
した含炭素浮遊微粒子を燃焼させることによって排気ガスを浄化する排気ガス浄化触媒と
、
前記排気ガス浄化触媒上に堆積した前記含炭素浮遊微粒子の燃焼を促進させる燃焼促進制
御を開始するか否かを、該含炭素浮遊微粒子の堆積状況に基づいて判断する促進制御開始
判断手段と、
前記燃焼促進制御を開始すると判断した場合には、前記排気ガス浄化触媒へ供給される酸
素量を制限しつつ、前記含炭素浮遊微粒子の燃焼を促進する燃焼促進手段と
を備えることを要旨とする。
【０００９】
また、上記の排気ガス浄化装置に対応する本発明の排気ガス浄化方法は、
内燃機関の排気ガス中に含まれる含炭素浮遊微粒子を浄化する排気ガス浄化方法であって
、
前記内燃機関の排気通路に排気ガス浄化触媒を設けることによって、前記含炭素浮遊微粒
子を捕集するとともに、該捕集した含炭素浮遊微粒子を燃焼させ、
前記排気ガス浄化触媒上に堆積した前記含炭素浮遊微粒子の燃焼を促進させる燃焼促進制
御を開始するか否かを、該含炭素浮遊微粒子の堆積状況に基づいて判断し、
前記燃焼促進制御を開始すると判断した場合には、前記排気ガス浄化触媒へ供給される酸
素量を制限しつつ、前記含炭素浮遊微粒子の燃焼を促進することを要旨とする。
【００１０】
かかる本発明の排気ガス浄化装置および排気ガス浄化方法においては、前記排気ガス浄化
触媒上に前記含炭素浮遊微粒子が堆積すると、該触媒に酸素を供給することで堆積した含
炭素浮遊微粒子の燃焼を促進する。このとき、触媒へ供給される酸素量を制限しながら燃
焼を促進させる。このように、酸素の供給量を制限すれば、たとえ触媒上に多量の含炭素
浮遊微粒子が堆積している場合であっても、微粒子を少しずつ燃焼させることができるの
で、触媒の劣化を招くことなく、堆積した含炭素浮遊微粒子を適切に燃焼させることが可
能となる。尚、ここで言う「含炭素浮遊微粒子の堆積状況に基づいて」とは、微粒子の堆
積量を直接的にあるいは間接的に検出するものに限らず、例えば、運転時間や運転状況な
どから堆積状況を経験的に推定するものであっても構わない。
【００１１】
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かかる排気ガス浄化装置においては、前記排気ガス浄化触媒の温度を所定温度以上に昇温
させるとともに、該触媒へ供給される酸素量を制限しつつ前記含炭素浮遊微粒子の燃焼を
促進することとしても良い。
【００１２】
一般に触媒は、触媒温度が高くなると燃焼反応が盛んになるので、前記排気ガス浄化触媒
の温度を所定温度以上に昇温させて、供給量を制限しながら酸素を供給してやれば、供給
した酸素量に応じて含炭素浮遊微粒子を燃焼させることが可能となるので好ましい。尚、
ここで言う「触媒温度」あるいは「触媒の温度」とは、厳密な触媒の温度に限らず、例え
ば触媒を通過した排気ガス温度などのように、触媒の温度とともに変動する部分の温度で
代用することができるのは言うまでもない。
【００１３】
かかる排気ガス浄化装置においては、前記排気ガス浄化触媒上に堆積している前記含炭素
浮遊微粒子の堆積量を推定することにより、前記燃焼促進制御を開始するか否かについて
の判断を行うこととしても良い。
【００１４】
触媒上に堆積した含炭素浮遊微粒子の堆積量を推定すれば、前記燃焼促進制御の開始を適
切に判断することが可能となるので好ましい。尚、ここで言う「含炭素浮遊微粒子の堆積
量の推定」とは、含炭素浮遊微粒子の堆積量それ自体を明示的に算出することに限らず、
間接的に含炭素浮遊微粒子の堆積量に相当する数値あるいはパラメータを検出することに
よって、堆積量を暗示的に推定するものであっても構わない。
【００１５】
このような、含炭素浮遊微粒子の堆積量を推定する上記の排気ガス浄化装置においては、
前記排気ガス浄化触媒の前後における排気ガスの圧力差を検出し、検出した検出した圧力
差に基づいて、含炭素浮遊微粒子の堆積量を推定することとしても良い。
【００１６】
含炭素浮遊微粒子の堆積量が多くなれば、それに連れて前記排気ガス浄化触媒の前後にお
ける圧力差も大きくなることから、かかる圧力差に基づいて堆積量を推定すれば、比較的
簡便にかつ精度良く堆積量を推定することが可能となるので好ましい。
【００１７】
あるいは、含炭素浮遊微粒子の堆積量を推定する上記の排気ガス浄化装置においては、次
のようにして堆積量を算出しても良い。すなわち、前記内燃機関の運転条件を検出し、該
運転条件に応じた単位時間あたりの堆積量を累積することで、前記排気ガス浄化触媒に堆
積している前記含炭素浮遊微粒子の堆積量を算出する。次いで、得られた堆積量と所定の
閾値との大小関係に基づいて、前記燃焼促進制御を開始するか否かについての判断を行う
こととしてもよい。
【００１８】
内燃機関の運転条件を決めてやれば、該運転条件で内燃機関を運転したときに、前記含炭
素浮遊微粒子が、前記排気ガス浄化触媒に堆積する単位時間あたりの堆積量を実験的に求
めてやることができる。このことから、内燃機関の運転条件に応じて含炭素浮遊微粒子の
堆積量を予め求めておき、かかる堆積量を累積すれば、触媒上に堆積している含炭素浮遊
微粒子の堆積量を、比較的精度良く推定することができる。こうして得られた堆積量に基
づいて、前記燃焼促進制御の開始するか否かを判断すれば、適切に判断することが可能と
なるので好ましい。
【００１９】
あるいは、内燃機関の運転条件に応じて、単位時間あたりに期間が排出する微粒子量と、
その運転条件で排気ガス浄化触媒上で単位時間あたりに燃焼する微粒子量とを実験的に求
めておき、これらの差をとることによって、排気ガス浄化触媒上に単位時間あたりに堆積
する含炭素浮遊微粒子の堆積量を求め、得られた堆積量を累積することとしてもよい。
【００２０】
更には、内燃機関の運転条件に応じて得られた単位時間あたりの微粒子の堆積量を累積す
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る際に、補正係数を乗算してから累積することとしても構わない。こうして補正係数を乗
算してから累積することとすれば、実験条件との違いなどにより生じる要因を適宜補正す
ることで、触媒上に堆積する微粒子量の推定精度を向上させることが可能となるので好ま
しい。
【００２１】
また、上述した本発明の排気ガス浄化装置あるいは排気ガス浄化方法においては、前記含
炭素浮遊微粒子の燃焼を促進するに際して、理論空燃比あるいは過濃空燃比の排気ガスを
前記排気ガス浄化触媒に供給しつつ、該排気ガスの空燃比を間欠的に希薄空燃比とするこ
とによって、該排気ガス浄化触媒へ供給される酸素量を制限することとしてもよい。
【００２２】
こうして、希薄空燃比の排気ガスを間欠的に供給すれば、触媒に供給する酸素量を簡便に
制限することができるので好ましい。また、かかる方法においては、排気ガスの空燃比が
理論空燃比あるいは過濃空燃比を保っている時間に対して、希薄空燃比の排気ガスを短時
間だけ間欠的に供給することとすれば、該希薄空燃比としたときの排気ガスに含まれる酸
素濃度が多少濃くなったとしても、該触媒に多量の酸素が供給されることが無いので好ま
しい。
【００２３】
尚、排気ガス空燃比を切り換える方法については、内燃機関の運転空燃比を切り換える方
法に限定されるものではなく、例えば、排気ガス中に空気を導入することで排気ガスを希
薄空燃比としたり、あるいは排気ガス中に追加の燃料を噴射することで排気ガスを理論空
燃比あるいは過濃空燃比としても良い。また、もちろん、内燃機関の膨張行程や排気行程
中に追加の燃料を噴射することにより、排気ガスを理論空燃比あるいは過濃空燃比として
も構わない。
【００２４】
あるいは、上述した本発明の排気ガス浄化装置においては、理論空燃比に対して僅かに希
薄側の排気ガスを前記排気ガス浄化触媒に供給することによって、該排気ガス浄化触媒へ
供給される酸素量を制限しつつ、燃焼を促進することとしてもよい。
【００２５】
こうすれば、間欠的に空燃比を切り換えずとも、排気ガス浄化触媒に供給される酸素量を
制限することができるので好ましい。尚、理論空燃比近傍の希薄側の排気ガスとは、理論
空燃比に対して空燃比が「０．２」～「４」だけ大きな値の、より好ましくは空燃比が「
０．５」～「２」だけ大きな値の排気ガスとすることができる。値があまりに小さいと、
排気ガスを希薄空燃比に保つための制御が複雑化し、かといって値をあまりに大きくした
のでは、排気ガス浄化触媒に供給される酸素量を制限することができなくなるが、空燃比
の値をかかる範囲としておけば、排気ガスを理論空燃比近傍の希薄側に容易に保つことが
できるので好ましい。
【００２６】
上述した排気ガス浄化装置においては、前記希薄空燃比の排気ガスを供給することによる
前記排気ガス浄化触媒の昇温量を検出するとともに、該検出した昇温量が所定の閾値以下
となった場合に、触媒上に堆積した含炭素浮遊微粒子の燃焼が完了したものと判断して、
前記燃焼促進制御を終了してもよい。
【００２７】
含炭素浮遊微粒子が燃焼すると燃焼熱によって触媒温度が上昇することから、前記排気ガ
ス浄化触媒の昇温量が所定の閾値以下となったときには、触媒上に堆積していた含炭素浮
遊微粒子が全て燃焼したものと判断することができる。従って、かかる方法により堆積し
た微粒子の燃焼完了を判断すれば、燃焼促進制御を適切に終了させることが可能となるの
で好ましい。
【００２８】
加えて、かかる排気ガス浄化装置においては、前記検出した昇温量が前記所定の閾値以上
の値から該閾値以下となった場合には、前記燃焼促進制御を終了させるとともに前記含炭



(7) JP 4635373 B2 2011.2.23

10

20

30

40

50

素浮遊微粒子の堆積量の値を初期化することとしても良い。
【００２９】
こうすれば、触媒上に堆積する微粒子の推定量に例え誤差が含まれている場合でも、排気
ガス浄化触媒上に堆積した微粒子を全て燃焼させる度に誤差をリセットすることで、誤差
の蓄積が抑制される結果、堆積量の推定精度を改善することが可能となって好ましい。
【００３０】
あるいは、かかる排気ガス浄化装置においては、前記検出した昇温量に応じて前記推定さ
れた堆積量を補正し、補正した堆積量に基づいて前記燃焼促進制御を開始するか否かにつ
いての判断を行うこととしても良い。
【００３１】
すなわち、前記排気ガス浄化触媒上に堆積している含炭素浮遊微粒子が少なければ、前記
希薄空燃比の排気ガスを供給したときの昇温量は小さく、逆に、堆積している微粒子量が
多ければ、昇温量は大きくなる。このことから、該触媒の昇温量を検出し、検出した値に
応じて、堆積量の推定値を補正すれば、より適切に推定することが可能となるので好まし
い。
【００３２】
かかる排気ガス浄化装置においては、理論空燃比あるいは過濃空燃比の排気ガスを前記排
気ガス浄化触媒に供給しつつ、該排気ガスの空燃比を間欠的に希薄空燃比へと切り換えた
ときの、該切換に同期した前記排気ガス浄化触媒の昇温量を検出することにより、前記推
定された微粒子の堆積量を補正することとしても良い。
【００３３】
間欠的に希薄空燃比の排気ガスを供給すると、触媒上に堆積した微粒子も間欠的に燃焼す
るので、触媒温度はピーク状に、すなわち、一旦昇温した後直ちに低下する変化を示す。
このように触媒温度にピークが表れれば、希薄空燃比の排気ガスを供給したことによる昇
温量を容易に検出することができる。昇温量の検出が容易になれば、その分だけ、前記微
粒子堆積量を容易に補正することが可能となるので好適である。
【００３４】
上述した本発明の排気ガス浄化装置においては、前記排気ガス浄化触媒として次のような
触媒を用いることとしても良い。すなわち、希薄空燃比の排気ガス中では窒素酸化物とと
もに該排気ガス中の酸素を蓄積しておき、過濃空燃比あるいは理論空燃比の排気ガス中で
は、該蓄積した酸素を活性酸素として放出することにより、前記捕集した含炭素浮遊微粒
子を燃焼させる触媒を用いても良い。
【００３５】
かかる排気ガス浄化触媒は、白金族に属する貴金属に加えて、アルカリ金属、アルカリ土
類金属、希土類、遷移金属の少なくとも１つが担持された触媒とすることができる。
【００３６】
このような排気ガス浄化触媒は、排気ガス中の窒素酸化物を浄化するとともに、活性酸素
を放出することにより、触媒上に捕集された含炭素浮遊微粒子を燃焼させることができる
。その結果、含炭素浮遊微粒子と窒素酸化物とを同時に浄化することが可能となるので好
ましい。
【００３７】
【発明の実施の形態】
本発明の作用・効果をより明確に説明するために、次のような順序に従って、本発明の実
施例を説明する。
Ａ．第１実施例：
Ａ－１．装置構成：
Ａ－２．エンジン制御の概要：
Ａ－３．触媒再生処理：
Ｂ．第２実施例：
Ｂ－１．装置構成：
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Ｂ－２．触媒再生処理：
Ｂ－３．変形例：
【００３８】
Ａ．第１実施例：
以下、本発明の排気ガス浄化装置を、ディーゼルエンジンに適用した実施例について説明
する。もちろん、ディーゼルエンジンに限らず、燃料をシリンダ内に直接噴射する方式の
ガソリンエンジンなど、他の内燃機関に適用することも可能である。また、本発明は、車
両や船舶搭載用あるいは定置用などのあらゆる内燃機関に適用することができる。
【００３９】
Ａ－１．装置構成：
図１は、第１実施例の排気ガス浄化装置を装着したディーゼルエンジン１０の概略構成を
示した説明図である。ディーゼルエンジン１０は、いわゆる４気筒エンジンであり、＃１
ないし＃４の４つの燃焼室を有している。各燃焼室には吸気管１２を介して空気が供給さ
れ、各燃焼室に設けられた燃料噴射弁１４から燃料が噴射されると、燃焼室内で空気と燃
料とが燃焼して、排気管１６から排気ガスが排出される。
【００４０】
排気管１６の途中には、過給器２０が設けられている。過給器２０は、排気管１６内に設
けられたタービン２１と、吸気管１２内に設けられたコンプレッサ２２と、タービン２１
とコンプレッサ２２とをつなぐシャフト２３とから構成されている。燃焼室から排出され
た排気ガスが過給器２０のタービン２１を回すと、シャフト２３を介してコンプレッサ２
２が回転し、空気を圧縮して各燃焼室内に供給する。本実施例の過給器２０にはアクチュ
エータ７０が設けられており、タービン２１に排気ガスが流入する部分の開口面積（以下
、タービン開口面積と呼ぶ）を変更することが可能となっている。排気ガス流量に応じて
タービン開口面積を適切に制御することで、過給器２０の効率を向上させることができる
。
【００４１】
コンプレッサ２２の上流側にはエアクリーナ２６が設けられており、コンプレッサ２２は
エアクリーナ２６から取り入れた空気を圧縮して燃焼室内に供給する。コンプレッサ２２
で圧縮すると空気の温度が上昇するので、コンプレッサ２２の下流には空気を冷却するた
めのインタークーラ２４が設けられており、圧縮した空気をインタークーラ２４で冷却し
てから燃焼室内に供給することも可能である。
【００４２】
　また、吸気管１２には電動スロットル弁２８が設けられている。電動スロットル弁２８
は、通常は全開状態となっているが、排気ガス温度を上昇させたり、排気ガスの空燃比を
制御する必要がある場合などには、エンジン制御用ＥＣＵ３０の制御の下で所定開度に制
御される。
【００４３】
排気管１６と吸気管１２とはＥＧＲ通路６０でつながっており、排気ガスの一部を吸気管
１２内に導入可能となっている。吸気管１２内に導入する排気ガス（ＥＧＲガス）の流量
は、ＥＧＲ通路６０に設けられたＥＧＲ弁６２の開度を調整することで制御することがで
きる。高温のＥＧＲガスが吸気管１２に導入されて、燃焼室内に供給される空気の温度が
上昇することを避けるため、ＥＧＲ通路６０に設けたＥＧＲクーラ６４でＥＧＲガスを冷
却してから、吸気管１２内に供給することも可能となっている。
【００４４】
燃料供給ポンプ１８および燃料噴射弁１４は、エンジン制御用ＥＣＵ３０の制御のもとで
、適切な量の燃料を適切なタイミングで燃焼室内に噴射する。
【００４５】
エンジン制御用ＥＣＵ３０は、ＣＰＵや、ＲＡＭ、ＲＯＭ、Ａ／Ｄ変換器、Ｄ／Ａ変換器
、タイマなどがバスを介して相互にデータをやり取り可能に接続された構成となっている
。このようなエンジン制御用ＥＣＵ３０は、エンジン回転速度Ｎｅや、アクセル開度θac
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といったエンジンの運転条件を検出し、運転条件に応じて、燃料供給ポンプ１８や、燃料
噴射弁１４、ＥＧＲ弁６２、スロットル弁２８、過給器２０のアクチュエータ７０などを
適切に制御する。
【００４６】
本実施例のディーゼルエンジン１０は、後述する排気ガス浄化触媒１００が排気管１６内
に設けられており、排気ガス中に含まれる含炭素浮遊微粒子などを浄化することが可能で
ある。排気ガス浄化触媒１００上流側の排気管１６には、圧力センサ８２および排気温度
センサ８６が、下流側には、圧力センサ８４および排気温度センサ８８がそれぞれ設けら
れている。また、排気管１６内には空燃比センサ８０が設けられており、排気ガスの空燃
比を検出することも可能となっている。尚、図１では、排気ガス浄化触媒１００は過給器
２０の下流側に設けられている場合を示しているが、必ずしも過給器の下流側に設ける必
要はなく、上流側に設けても構わない。
【００４７】
図２は、排気ガス浄化触媒１００の構造を示した説明図である。図２（ａ）は、排気ガス
浄化触媒１００を排気ガスが流入する側から見た正面図であり、図２（ｂ）は側断面図で
ある。図示するように、排気ガス浄化触媒１００は、いわゆるハニカム構造をしたコージ
ライト製のセラミックスフィルタであり、フィルタ上に塗布されたアルミナなどの基材に
、白金系の貴金属触媒（例えば白金Ｐｔ、パラジウムＰｄ、ロジウムＲｈなどを活性元素
とする触媒）が担持されている。
ハニカム構造の内部には、排気ガスが通過する多数の通路１０２が形成されており、これ
ら通路の上流側あるいは下流側の一端には、図示するように互い違いに目止め１０４が設
けられている。図２では、目止め１０４をハッチングを付して示している。
【００４８】
排気ガスが、図２（ｂ）の左側から流れてくると、上流側に目止め１０４が設けられてい
ない通路１０２から、排気ガス浄化触媒１００内に流入する。しかし、その通路の下流側
は目止め１０４で閉塞されているので、図２（ｂ）に矢印で示すように、通路１０２の隔
壁１０６を通って、下流側に目止め１０４のされていない通路１０２に抜けて行く。コー
ジライトは焼成持に内部に多孔質構造が形成されており、排気ガスが隔壁１０６内の多孔
質構造を通過する際に、排気ガス中の含炭素浮遊微粒子などが捕集される。排気ガス温度
がある程度の温度に達していれば、担持された貴金属触媒に働きにより、捕集された微粒
子を燃焼させることができる。
【００４９】
Ａ－２．エンジン制御の概要：
図３は、エンジン制御用ＥＣＵ３０が行うエンジン制御ルーチンの概要を示すフローチャ
ートである。かかる制御ルーチンは、エンジンに始動用キーが挿入されて電源が「オン」
状態になると開始される。
【００５０】
エンジンに挿入されたキーが始動位置まで回されたことを検出すると、エンジン制御用Ｅ
ＣＵ３０はエンジン始動制御を開始する（ステップＳ１０）。かかる処理では、スタータ
モータでエンジンをクランキングしつつ、適切なタイミングで燃料を噴射してエンジンを
始動させる。エンジンの始動に際しては、吸気温度やエンジン水温を検出し、エンジンの
始動が困難なほど温度が低い場合には、吸入空気や燃焼室をヒータで適宜加熱する。噴射
した燃料が燃焼室内で燃焼すると、大きなトルクが発生してエンジン回転速度が上昇して
いき、エンジン制御用ＥＣＵ３０は、エンジン回転速度が所定の回転速度に達したことを
検出してエンジン始動制御を終了する。エンジン回転速度は、本実施例では、クランクシ
ャフトの先端に設けられたクランク角センサ３２の出力から検出している。
【００５１】
エンジンの始動制御が終了すると、エンジン運転条件を検出する（ステップＳ２０）。エ
ンジンの運転条件を規定する主なパラメータは、エンジン回転速度Ｎｅおよびアクセル開
度θacであり、その他の補助的なパラメータとして、吸入空気温度やエンジン冷却水温、
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燃料温度、吸気圧力などを使用しており、ステップＳ２０ではこれらパラメータを検出す
る。エンジン回転速度Ｎｅはクランク角センサ３２によって検出し、アクセル開度θacは
、アクセルペダルに装着されたアクセル開度センサ３４によって検出する。
【００５２】
エンジンの運転条件を検出すると、検出した運転条件に応じて、エンジンの制御モードを
設定する処理を行う（ステップＳ３０）。詳細には後述するが、本実施例のディーゼルエ
ンジン１０では、運転中に排気ガス浄化触媒１００の目詰まりを検出すると、エンジンの
制御状態を所定の手順で切り換えていくことにより、触媒上に堆積している含炭素浮遊微
粒子を燃焼させることが可能である。このような動作は、ステップＳ３０で設定した制御
モードに従って、後述する燃料噴射制御やＥＧＲ制御などの各制御を行うことで実施され
る。
【００５３】
制御モードの設定は、エンジン制御用ＥＣＵ３０に内蔵されているＲＡＭの所定アドレス
に、制御状態を示すデータを設定することで行う。図４は、このような制御状態を表示す
るアドレスのデータを概念的に示した説明図である。図４（ａ）に示すように、アドレス
には１バイト（８ビット）分のメモリが割り当てられていて、各ビットがそれぞれの制御
モードを示している。
【００５４】
図４（ｂ）は各ビットと制御モードとの対応関係を示した説明図である。先頭にあるビッ
ト（最上位ビット）はフラグＦｎに対応するビットであり、このフラグＦｎが「ＯＮ」す
なわち高電圧状態であることは、エンジンを通常運転制御中であることを示している。次
のビットはフラグＦａに対応するビットであり、このフラグＦａが「ＯＮ」であることは
、触媒再生制御中であることを示している。すなわち、排気ガス浄化触媒１００に堆積し
た含炭素浮遊微粒子を燃焼させるために、所定の手順に従って制御状態を切り換えながら
運転していることを示している。通常、フラグＦａが「ＯＮ」になると、フラグＦｎは「
ＯＦＦ」すなわち低電圧状態に切り換えられる。
【００５５】
フラグＦａに続く３ビットは予備のフラグ用のビットである。下位側に残った３つのビッ
トは、触媒再生制御中の制御状態を示すフラグＦ１，Ｆ２，Ｆ３に対応するビットである
。フラグＦ１が「ＯＮ」状態であることは、排気ガス浄化触媒１００に堆積した含炭素浮
遊微粒子を燃焼させるために、触媒温度を昇温中であることを示しており、フラグＦ２が
「ＯＮ」状態であることは、触媒昇温後、含炭素浮遊微粒子を燃焼中であることを示して
いる。また、フラグＦ３は含炭素浮遊微粒子の燃焼中に、触媒に供給され得る酸素量を制
御するためのフラグである。フラグＦ３の意味する内容、および各フラグを設定する処理
については後述する。
【００５６】
こうして制御モードを設定すると、かかる制御モードに基づいて燃料噴射制御を行う（ス
テップＳ４０）。燃料噴射制御は、エンジンの運転条件に応じて、適切な量の燃料を、適
切なタイミングで噴射する制御であり、制御の概要は次のようなものである。先ず、エン
ジン回転速度Ｎｅとアクセル開度θacとに基づいて基本となる燃料噴射量および燃料噴射
タイミングを算出する。次いで、この値に、吸入空気温度や、エンジン冷却水温、燃料温
度などの影響を考慮した補正を行って、エンジン運転条件に応じた最適な噴射量と最適な
噴射タイミングとを算出する。こうして算出した噴射量およびタイミングで燃料を噴射す
るよう、燃料供給ポンプ１８と燃料噴射弁１４とを制御する。
【００５７】
具体的には、基本燃料噴射量および基本燃料噴射タイミングが、エンジン回転速度Ｎｅお
よびアクセル開度θacに対するマップとして、エンジン制御用ＥＣＵ３０に内蔵されたＲ
ＯＭに記憶されている。また、吸入空気温度やエンジン冷却水温などの各種の補正係数も
、エンジン制御用ＥＣＵ３０内のＲＯＭにマップとして記憶されている。これらマップは
、エンジンの通常運転制御用のマップと、触媒再生制御用のマップの２組が用意されてい
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る。エンジン制御用ＥＣＵ３０は、制御モードに応じて適切なマップを参照することによ
り、基本となる燃料噴射量および噴射タイミング、各種補正係数を取得する。こうして得
た燃料噴射量や噴射タイミング、各種補正係数に基づいて、最適な燃料噴射量および燃料
噴射タイミングを算出し、燃料供給ポンプ１８および燃料噴射弁１４を制御する。
【００５８】
燃料噴射制御を終了すると、続いてＥＧＲ制御を開始する（ステップＳ５０）。ＥＧＲと
は、Ｅｘｈａｕｓｔ　Ｇａｓ　Ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ（排気ガス再循環装置）の略
語であって、排気ガスの一部を吸気管内に意図的に戻してやることを言う。通常の運転条
件では、排気ガスの一部を吸気に還流させれば燃焼室内での燃焼速度が低下するので、燃
焼最高温度が低くなって排気ガス中の窒素酸化物の濃度を減少させることができる。反面
、排気ガスの還流量が多くなると燃焼が不安定になる傾向があるので、エンジンの運転条
件に応じて、排気ガスの還流量が最適となるように制御してやる必要がある。ＥＧＲ制御
ではこのような制御を行う。
【００５９】
燃料噴射制御を終了すると、続いて過給圧制御を行う（ステップＳ６０）。図１を用いて
前述したように、ディーゼルエンジン１０には過給器２０が設けられており、吸気管１２
内の圧力を大気圧よりも高くすることによって、多量の空気を燃焼室に供給することがで
きる。このように、吸気管内の圧力を大気圧よりも高くすることを「過給する」と言い、
過給前の吸気管内からの圧力上昇分を「過給圧」という。過給圧を上げれば、それだけ燃
焼に使用し得る酸素量が増加するので、エンジンの最高出力を向上させたり、あるいは出
力一定の条件においてもススなどの含炭素浮遊微粒子の排出量を減少させるといった効果
が得られる。本実施例のディーゼルエンジン１０では、エンジンの運転条件に応じた適切
な過給圧を得ることができるように、過給器のタービン２１に排気ガスが流入する部分の
開口面積を制御している。
【００６０】
過給圧制御を終了すると、続いて微粒子堆積量推定処理を行う（ステップＳ７０）。図２
を用いて前述したように、本実施例の排気ガス浄化触媒１００は、排気ガス中の含炭素浮
遊微粒子を捕集するとともに、ある程度の触媒温度が保たれていれば、捕集した微粒子を
、貴金属触媒の働きによって連続的に燃焼させることができる。しかし、ディーゼルエン
ジン１０が、ごく低負荷条件で長時間運転された場合などには、触媒温度が低下して捕集
した含炭素浮遊微粒子を燃焼させることができないので、触媒上に捕集した微粒子が次第
に堆積してしまう。微粒子の堆積量が多くなると、触媒の機能が低下したり、あるいは排
気ガス浄化触媒１００の通路抵抗が増大して、延いてはエンジン性能の低下を来すおそれ
がある。そこで、本実施例のディーゼルエンジン１０では微粒子の堆積量を推定し、堆積
量が所定量を超えると後述する触媒再生処理を行う。微粒子の堆積量は種々の方法を適用
して推定することができるが、第１実施例においては、排気ガス浄化触媒１００の上流側
に設けた圧力センサ８２および下流側の圧力センサ８４の出力から、触媒前後の圧力差を
検出することで堆積量を推定している。
【００６１】
尚、触媒上に堆積した微粒子量を、圧力センサ８２，８４による触媒前後の差圧から推定
するのではなく、次のようにしてもよい。例えば、触媒前後の圧力差で接点が閉じるよう
な圧力スイッチを設けておき、接点の開閉を検出することにより、微粒子の堆積量が所定
値以上であることを、あるいは所定値以下であることを検出しても良い。あるいは、触媒
上流にのみ圧力センサを設けておき、エンジンを所定条件で運転しているときの触媒上流
での圧力を検出して、含炭素浮遊微粒子の堆積量を推定しても構わない。
【００６２】
以上のようにして微粒子堆積量推定処理を終了したら、エンジンに挿入されている始動用
キーが「オフ」位置まで戻されているか否かを検出し（ステップＳ８０）、「オフ」位置
まで戻されていなければ、再びステップＳ２０に戻って続く一連の処理を繰り返す。エン
ジン制御用ＥＣＵ３０は、始動用キーが「オフ」位置に戻されるまで、上述した処理を繰
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り返す。その結果、エンジンは運転条件の変化に応じて、常に最適に制御されることにな
る。
【００６３】
また、第１実施例のディーゼルエンジン１０では、排気ガス浄化触媒１００上に多量の含
炭素浮遊微粒子が堆積していると推定された場合には、後述する触媒再生処理を行って、
堆積している微粒子を強制的に燃焼させる。こうすることにより、排気ガス浄化触媒１０
０の機能を維持し、排気ガス中の含炭素浮遊微粒子を適切に浄化することが可能となって
いる。
【００６４】
Ａ－３．触媒再生処理：
前述したように、本実施例のディーゼルエンジン１０は、制御モードを示すデータ（図４
参照）の設定内容に従って制御されており、排気ガス浄化触媒１００上での微粒子の堆積
量が増大した場合にも、制御モードの設定内容に応じて触媒再生処理が行われる。そこで
、先ず、制御モードを表す各ビットを設定する処理について説明する。
【００６５】
図６は、本実施例において制御モードを設定する処理の流れを示すフローチャートである
。かかる処理は、ディーゼルエンジン１０のエンジン制御用ＥＣＵ３０に内蔵されたＣＰ
Ｕによって実行される。以下、図６に従って説明する。
【００６６】
制御モード設定処理を開始すると、先ず初めに、エンジンの運転条件が触媒再生制御可能
領域か否かを判断する（ステップＳ１００）。後述するように、触媒再生制御は排気ガス
浄化触媒１００の温度を所定温度以上に昇温させて実施するために、機関負荷が低く昇温
が困難な条件では触媒再生制御は行わない。図７は、横軸にエンジン回転速度Ｎｅ、縦軸
にアクセル開度θacを採って、触媒再生制御を行わない領域を概念的に示した説明図であ
る。図中に破線を付した部分は、触媒の昇温が困難なために触媒再生制御を行わない運転
領域（再生禁止領域）Ｌinh を示している。ステップＳ１００では、エンジンの運転条件
が再生禁止領域Ｌinh に入っていないことを確認する。
【００６７】
エンジンの運転条件が再生禁止領域に入っていると判断した場合は（ステップＳ１００：
ｎｏ）、通常運転制御を行うことを示すフラグＦｎを「ＯＮ」にして（ステップＳ１０２
）、制御モード設定処理を終了し、前述のエンジン制御ルーチンに復帰する。こうしてフ
ラグＦｎが「ＯＮ」に設定されている場合は、通常運転制御に従って、燃料噴射あるいは
ＥＧＲ制御、過給圧制御などの各種制御が行われる。
【００６８】
エンジンの運転条件が再生可能領域であると判断した場合は（ステップＳ１００：ｙｅｓ
）、排気ガス浄化触媒１００に堆積している微粒子の推定量が、予め定められた第１の閾
値ｔｈ１より大きいか否かを判断する（ステップＳ１０４）。微粒子の推定量は、エンジ
ン制御ルーチン中の微粒子堆積量推定処理（図３のステップＳ７０）において、直近に推
定された値を使用する。触媒上に第１の閾値ｔｈ１以上の微粒子が堆積していると判断し
た場合は（ステップＳ１０４：ｙｅｓ）、触媒再生制御を行うことを示すフラグＦａを「
ＯＮ」にセットする。
【００６９】
続いて触媒再生制御中であることを示すフラグＦａが「ＯＮ」になっているか否かを判断
し（ステップＳ１０８）、フラグＦａが「ＯＮ」の場合は、フラグＦｎを「ＯＦＦ」に設
定する（ステップＳ１１０）。後述する理由から、フラグＦｎとフラグＦａとがいずれも
「ＯＮ」になっている場合には、フラグＦｎの設定が優先される。そこで、触媒再生制御
を行うべくフラグＦａを「ＯＮ」に設定した場合はフラグＦｎを「ＯＦＦ」に設定してお
くのである。
【００７０】
また、詳細には後述するが、触媒の再生が完了して微粒子の堆積量が充分に少なくなった
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と判断されると、フラグＦａが「ＯＦＦ」に設定される。このことから、ステップＳ１０
８においてフラグＦａが「ＯＦＦ」となっている場合は（ステップＳ１０８：ｎｏ）、先
に触媒再生処理が完了してから、微粒子の堆積量が未だ所定の閾値に達していないものと
考えられるので、通常運転制御を行うことを示すフラグＦｎを「ＯＮ」にして（ステップ
Ｓ１０２）、制御モード設定処理を終了する。
【００７１】
こうして、フラグＦａが「ＯＮ」の状態でフラグＦｎが「ＯＦＦ」に設定されると、続い
て、触媒温度が閾値温度以上であるか否かを判断する（ステップＳ１１２）。すなわち、
排気ガス浄化触媒１００に堆積した含炭素浮遊微粒子を燃焼させるには、ある程度以上の
触媒温度となっていることが必要であり、更に触媒温度が高いほど堆積した微粒子を速や
かに燃焼させることができるので、先ず、排気ガス浄化触媒１００の温度が所定の閾値温
度であるか否かを判断する。本実施例においては、排気ガス浄化触媒１００の後流に設け
られた温度センサ８８で検出した排気ガス温度から触媒温度を推定している。もちろん、
触媒に温度センサを装着したり、あるいは黒体輻射に基づいた光学的な手法を用いて触媒
温度を直接計測したり、更には、金属板を用いて形成されたハニカム構造を有するいわゆ
るメタル触媒では、ハニカムの電気抵抗値から触媒温度を計測することも可能である。
【００７２】
触媒温度が所定の閾値温度以下と判断された場合は（ステップＳ１１２：ｎｏ）、排気ガ
ス浄化触媒１００を昇温させる制御を行うことを示すフラグＦ１を「ＯＮ」とした後、制
御モード設定処理を終了する。フラグＦ１が「ＯＮ」に設定されていると、エンジン制御
ルーチン中の燃焼噴射制御、ＥＧＲ制御、過給圧制御の各制御で、対応するマップを読み
出して制御が行われる結果、排気ガス浄化触媒１００の温度が次第に上昇していく。
【００７３】
排気ガス浄化触媒１００の温度を昇温させる手法としては種々の手法が知られており、い
ずれの手法を適用することも可能であるが、本実施例では、ＥＧＲガス量を通常運転状態
よりも増量させることで排気ガス温度を上昇させ、これによって触媒温度を上昇させる。
通常、ディーゼルエンジンでは、ＥＧＲガス量を増量すると、それに伴って排気ガス温度
が上昇する。これは次の理由による。燃焼室内に供給した燃料を空気とともに燃焼させる
と、燃焼熱の一部はエンジンを動かすための機械仕事に変換され、残りの燃焼熱は冷却水
や排気ガスの温度を上昇させるために使用される。ここで、吸気に高温の排気ガスを還流
させれば、燃焼室に供給される吸気の温度が上昇するので、その分だけ排気ガスの温度も
高くなる。高温になった排気ガスを吸気に還流させれば、排気ガス温度は更に上昇する。
すなわち、ＥＧＲを行って排気ガスの一部を吸気に還流させることにより、ＥＧＲを行わ
なければ排気ガスとともに捨てられる燃焼熱の一部が、排気から吸気に戻って再び排気さ
れるループの中に次第に蓄積されていき、その結果、排気ガス温度が上昇する。このよう
な理由からＥＧＲガス量を増量すると、その分だけ排気ガスの温度が上昇するのである。
【００７４】
尚、本実施例ではＥＧＲガス量を増量することで排気ガス温度を上昇させたが、これに限
らず、他の手法を用いても構わない。例えば、電動スロットル弁２８を閉じ気味として、
燃焼室内に吸入される空気量を減少させることで排気ガス温度を上昇させてもよく、ある
いは燃料の噴射時期を遅らせたり、更にはピストンが下降している膨張行程通に追加の燃
料を噴射することによって排気ガス温度を上昇させてもよい。もちろん、これら各種手法
を適宜組み合わせて、より迅速に触媒温度を上昇させることも可能である。
【００７５】
こうして触媒昇温制御を行って、触媒温度が所定の閾値温度に達したと判断されたら（ス
テップＳ１１２：ｙｅｓ）、触媒昇温制御中であることを示すフラグＦ１を「ＯＦＦ」に
戻した後、フラグＦ２を「ＯＮ」に設定する（ステップＳ１１６）。前述したように、フ
ラグＦ２は、触媒上に堆積している含炭素浮遊微粒子を燃焼させる制御（以下では、堆積
微粒子燃焼制御と言う）を実行することを示すフラグである。また、フラグＦ１とフラグ
Ｆ２とがいずれも「ＯＮ」に設定されている場合は、フラグＦ１の設定が優先される。こ
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のことから、触媒温度が閾値温度に達したら、一旦、フラグＦ１を「ＯＦＦ」に戻した後
に、堆積微粒子燃焼制御を行うべくフラグＦ２を「ＯＮ」に設定するのである。
【００７６】
こうしてフラグＦ２を「ＯＮ」に設定したら、続いてフラグＦ３を設定する（ステップＳ
１１８）。フラグＦ３は堆積微粒子燃焼制御中に、触媒に供給される酸素量を制限して制
御を行うためのフラグであり、フラグＦ３が「ＯＦＦ」の場合は、触媒が酸素欠乏状態と
なるように、また、フラグＦ３が「ＯＮ」の場合は触媒に過剰な酸素が供給されるように
制御される。本実施例では、フラグＦ３の初期状態は「ＯＦＦ」に設定されており、タイ
マによって定期的に所定期間だけ「ＯＮ」に設定される。こうして、排気ガス浄化触媒１
００を所定温度以上に昇温させた後、フラグＦ３の設定内容に応じて触媒への酸素供給状
態を制御可能に制限することで、触媒上に堆積した含炭素浮遊微粒子を適切に燃焼させる
ことが可能となる。堆積した微粒子を燃焼させる制御（堆積微粒子燃焼制御）については
、具体例を挙げて後述する。
【００７７】
次いで、排気ガス浄化触媒１００上に堆積した含炭素浮遊微粒子の燃焼が完了したか否か
を判断する（ステップＳ１２０）。かかる判断は、排気ガス浄化触媒１００前後に設けた
温度センサ８６，８８の温度差に基づいて判断する。すなわち、触媒上で含炭素浮遊微粒
子が燃焼している間は、燃焼熱によって排気ガス温度が上昇するので、触媒上流での排気
ガス温度よりも触媒下流での排気ガス温度が高くなる。このことから、触媒前後での温度
差が所定温度以下となったことを検出して、堆積した浮遊微粒子の燃焼が完了したと判断
するのである。
【００７８】
尚、本実施例では、堆積した浮遊微粒子の燃焼完了を排気ガス浄化触媒１００前後での排
気ガス温度差に基づいて判断したが、もちろん他の方法を用いて判断しても良い。例えば
、触媒前後での圧力差を検出して、圧力差が第２の閾値ｔｈ２より小さくなったときに堆
積した浮遊微粒子の燃焼が完了したと判断しても構わない。
【００７９】
ステップＳ１２０において、堆積した浮遊微粒子の燃焼が完了していないと判断した場合
は（ｎｏ）、そのまま制御モード設定処理を終了して、図３に示すエンジン制御ルーチン
に復帰する。浮遊微粒子の燃焼が完了したと判断した場合は（ステップＳ１２０：ｙｅｓ
）、通常運転制御に復帰すべくフラグＦｎを「ＯＮ」に、また、触媒再生制御に関する各
種フラグＦａ，Ｆ１、Ｆ２，Ｆ３を「ＯＦＦ」に設定して（ステップＳ１２２）、制御モ
ード設定処理を終了する。
【００８０】
図３に示したエンジン制御ルーチンでは、以上のようにして設定された制御モードに基づ
いて、続く燃料噴射制御、ＥＧＲ制御、過給圧制御などの各種制御が行われる結果、排気
ガス浄化触媒１００上に堆積した含炭素浮遊微粒子を、エンジン運転中に適切に燃焼させ
、触媒再生処理を実施することができる。
【００８１】
図８は、制御モード設定処理で設定された各フラグの状態と、エンジンの制御状態との対
応関係をまとめて示した説明図である。図示するように、フラグＦｎが「ＯＮ」に設定さ
れている場合は、他のフラグの設定状態に関わらず、エンジンは通常運転状態に制御され
る。尚、図中に「－」で示しているのは、「ＯＮ」，「ＯＦＦ」いずれの状態でも構わな
いことを示している。
【００８２】
フラグＦａが「ＯＮ」の場合は、エンジン制御が触媒再生制御中であることを示している
。これは、触媒上に第１の閾値以上の含炭素浮遊微粒子が触媒上に堆積していると判断さ
れた状態に対応する。フラグＦａもフラグＦｎもいずれも「ＯＮ」の場合は、エンジン運
転条件が再生禁止領域Ｌinh に入ったため、図６のステップＳ１００で「ｎｏ」と判断さ
れて、触媒再生制御を中断している状態を示している。このように、フラグＦｎとフラグ
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Ｆａとがいずれも「ＯＮ」となった場合は、フラグＦｎの設定が優先されるので、触媒再
生制御中にエンジン運転条件が再生禁止領域Ｌinh に入ると、エンジンの制御状態が直ち
に通常運転状態に切り換わり、また、再生禁止領域Ｌinh から外れると直ちに触媒再生制
御を再開することが可能となっている。
【００８３】
フラグＦｎが「ＯＦＦ」、フラグＦａおよびフラグＦ１がいずれも「ＯＮ」に設定されて
いる場合は、エンジン制御が触媒昇温制御中であることを示している。また、フラグＦｎ
およびフラグＦ１が「ＯＦＦ」で、かつフラグＦａおよびフラグＦ２がいずれも「ＯＮ」
である場合は、触媒再生制御中に触媒温度が所定温度に昇温し、堆積微粒子燃焼制御を行
っていることを示している。フラグＦ３の設定状態は、堆積微粒子燃焼制御中に初めて意
味を持ち、フラグＦ３が「ＯＦＦ」は、触媒に供給される排気ガス空燃比が理論空燃比と
なるようにエンジンが制御されることを、フラグＦ３が「ＯＮ」は、排気ガス空燃比がリ
ーンとなるようにエンジンが制御されることを示している。
【００８４】
尚、排気ガスの空燃比とは、排気ガス中に含まれる未燃の燃料ＨＣおよび一酸化炭素ＣＯ
と酸素とのバランスを示す指標である。排気ガス中に含まれるＨＣおよびＣＯと酸素とを
反応させたときに、酸素が余るようなガス組成となっているとき、「排気ガス空燃比がリ
ーンになっている」という。逆に、酸素が足らず、ＨＣあるいはＣＯが余るようなガス組
成となっている場合は、「排気ガス組成がリッチになっている」という。また、ＨＣおよ
びＣＯをちょうど燃焼させるだけの酸素が含まれているようなガス組成となっているとき
、「排気ガス空燃比が理論空燃比にある」という。理論空燃比はストイキオと呼ばれるこ
ともある。排気ガス空燃比は、厳密には燃料の性状にも依存するが、排気ガスの組成がス
トイキオの場合に「１４．６～１４．９」付近の値をとる。また、排気ガスの組成がリー
ンになっていくに従って排気ガス空燃比の値は大きくなり、排気ガスの組成がリッチにな
っていくに従って排気ガス空燃比の値は小さくなる。
【００８５】
図９は、本実施例のディーゼルエンジン１０が、排気ガス浄化触媒１００の触媒再生制御
、特に触媒昇温制御から堆積微粒子燃焼制御を行っている様子を示す説明図である。図中
の縦軸には、フラグＦ１，Ｆ２，Ｆ３の設定状態と、排気ガス浄化触媒１００に流入する
排気ガスの空燃比と、排気ガス浄化触媒１００前後での排気ガス温度とが示されている。
【００８６】
図９に示されているように、フラグＦ１が「ＯＮ」に設定されて触媒昇温制御が行われる
と、排気ガス浄化触媒１００に流れ込む排気ガス温度（図中では破線で表示）が次第に上
昇し、それに伴って触媒から流出する排気ガス温度（図中では実線で表示）も上昇してい
く。次いで時刻ｔ１になると、触媒下流側の排気ガス温度が閾値温度Ｔthに達し、触媒昇
温制御を示すフラグＦ１が「ＯＮ」から「ＯＦＦ」に切り換わるとともに、フラグＦ２が
「ＯＦＦ」から「ＯＮ」に切り換わり、堆積微粒子燃焼制御が開始される。本実施例では
、閾値温度Ｔthの値は、４００℃から５００℃の範囲に設定されている。もちろん、閾値
温度Ｔthはこの範囲に限定されるものではない。例えば、より高い温度に設定すれば、触
媒上での燃焼が促進されて、堆積した含炭素比粒子をより速やかに燃焼させることができ
る。また、より低い温度に設定すれば、触媒昇温制御に要する時間が短縮され、より速や
かに堆積微粒子燃焼制御を開始することが可能となる。尚、閾値温度の設定は、担持され
る触媒の酸化活性に応じて、適切な値に設定されることは言うまでもない。
【００８７】
こうして堆積微粒子燃焼制御が開始されると、フラグＦ３の設定に従って、排気ガス空燃
比がストイキオとなるように制御される。前述したように、フラグＦ３は初期状態ではス
トイキオを意味する「ＯＦＦ」に設定されている。本実施例では、ＥＧＲガス量を触媒昇
温制御時よりも更に増量するとともに、燃料噴射量を増量することによって、排気ガス空
燃比をストイキオに制御する。燃料噴射量を増量することによる機関出力の変動が出ない
ように、噴射時期も併せて変更する。もちろん、ＥＧＲガス量あるいは燃料噴射量のいず
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れか一方のみを増量して、排気ガス空燃比をストイキオとしても構わない。こうしてエン
ジンが制御される結果、排気ガス浄化触媒１００に流入する排気ガス空燃比が、触媒昇温
制御中のリーンの状態からストイキオの状態に速やかに切り換わる。
【００８８】
触媒昇温制御中は、排気ガス浄化触媒１００に流入する排気ガス温度に対して触媒出口側
の温度が若干高温となっているが、排気ガス空燃比がストイキオに切り換わると、触媒の
入口側の排気ガス温度と出口側の排気ガス温度との差は小さくなる。これは、触媒昇温制
御中は排気ガス空燃比がリーン、すなわち排気ガス中に過剰の酸素が存在しているので、
触媒上に堆積した含炭素浮遊微粒子が一部燃焼するが、堆積微粒子燃焼制御が開始されて
排気ガス空燃比がストイキオに切り換わると、酸素が足らなくなって触媒上に堆積した微
粒子の燃焼が抑制されるためである。
【００８９】
堆積微粒子燃焼制御の開始を示すフラグＦ２が「ＯＮ」になると同時に、エンジン制御用
ＥＣＵ３０に内蔵のタイマがセットされ、時間ｔs 経過後と、更に時間ｔL 経過後との２
回、周期的に割り込みを発生させる。タイマからの割り込みを受け付けると、その度にエ
ンジン制御用ＥＣＵ３０のＣＰＵは、フラグＦ３の設定を「ＯＦＦ」から「ＯＮ」に、あ
るいは「ＯＮ」から「ＯＦＦ」に交互に切り換える。前述した図６のステップＳ１１８で
は、このようにフラグＦ３の設定を周期的に切り換える処理を行っている。図９に示した
例では、時刻ｔ２で、フラグＦ３が「ＯＦＦ」から「ＯＮ」に初めて切り換わり、時間ｔ
L だけ「ＯＮ」の状態を保った後、再び「ＯＦＦ」の状態に復帰する。以降、フラグＦ３
は、このように時間ｔs および時間ｔL の周期で、「ＯＦＦ」と「ＯＮ」とを繰り返す。
本実施例では、時間ｔs は１５秒、時間ｔL は３秒としたが、もちろん、これら時間は実
験的に求めた適切な値を設定すればよい。
【００９０】
このようなフラグＦ３の動きに応じて、排気ガス浄化触媒１００に流入する排気ガス空燃
比も、ストイキオとリーンとの間で周期的に切り換わる。このように排気ガス浄化触媒１
００の温度が高い状態で排気ガス空燃比をリーンにすると、触媒上に堆積した含炭素浮遊
微粒子と排気ガス中の過剰な酸素とが、貴金属触媒の作用で燃焼して触媒温度を急激に上
昇させる。このことに対応して、触媒出口での排気ガス温度が急激に上昇する。しかし、
時間ｔL 経過すると、排気ガス空燃比は再びストイキオに戻され、触媒への過剰酸素の供
給が途絶えるので、堆積している含炭素浮遊微粒子の燃焼を持続することができなくなる
。このことに対応して、触媒出口での排気ガス温度は、入口での排気ガス温度まで次第に
低下する。その後、時刻ｔ３で、排気ガス空燃比が再びリーンとなると、触媒上に堆積し
ている含炭素浮遊微粒子の燃焼が開始され、時間ｔL 経過後に排気ガス空燃比がストイキ
オに切り換わると、酸素が不足して速やかに燃焼が終了する。
【００９１】
このように、堆積微粒子燃焼制御中は、フラグＦ３の設定に応じて排気ガス空燃比がスト
イキオとリーンとを周期的に繰り返しながら、触媒上に堆積している含炭素浮遊微粒子を
少しずつ燃焼させる。こうして含炭素浮遊微粒子が燃焼して、微粒子の堆積量が少なくな
って行くと、それに連れて、触媒前での排気ガス温度と触媒後での排気ガス温度との温度
差が次第に小さくなっていく。あるいは、触媒前後での排気ガス圧力差が次第に小さくな
っていく。温度差あるいは圧力差が所定の閾値以下となったら、触媒に堆積していた全て
の含炭素浮遊微粒子が燃焼したものと判断し、触媒再生制御に関する各種フラグＦａ，Ｆ
１，Ｆ２，Ｆ３を「ＯＦＦ」にするとともに、通常運転制御を表すフラグＦｎを「ＯＮ」
に設定する。こうして、触媒再生制御を終了し、通常運転制御に復帰する。
【００９２】
以上に説明したように、本実施例のディーゼルエンジン１０では、排気ガス浄化触媒１０
０に所定量以上の含炭素浮遊微粒子が堆積していると判断すると、触媒に流入する排気ガ
ス空燃比がストイキオとなるように制御しておき、短時間だけ排気ガス空燃比がリーンと
なるように制御する。こうすれば、排気ガス空燃比がリーンとなり過剰酸素が供給されて
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いる期間だけ、触媒上に堆積した含炭素浮遊微粒子を燃焼させることができる。従って、
例え、触媒上に多量の含炭素浮遊微粒子が堆積している場合でも、微粒子が一気に燃焼し
て触媒温度が異常に上昇し触媒を劣化させることがない。
【００９３】
以上に説明した触媒再生制御においては、フラグＦ３が「ＯＦＦ」の間は排気ガス空燃比
がストイキオとなるように制御するものとして説明した。もちろん、ストイキオではなく
、わずかにリッチとなるように制御してもよい。フラグＦ３が「ＯＦＦ」の期間は、排気
ガス空燃比がわずかにリッチとなるように制御しておけば、何らかの理由で制御空燃比が
リーン側に多少ずれたとしても、触媒上での堆積浮遊微粒子の燃焼を確実に終了させるこ
とが可能となる。これに対して、ストイキオに制御する場合には、空燃比をストイキオと
するために増量する燃料噴射量を最小限にすることができるので好ましい。
【００９４】
尚、以上の説明においては、時間の経過とともにフラグＦ３が「ＯＮ」と「ＯＦＦ」とを
繰り返したが、これに限らず、エンジンのサイクル数をカウントしてフラグＦ３を切り換
えることとしても構わない。例えば、フラグＦ３が「ＯＦＦ」の状態で所定のＭ回だけサ
イクルを行うと、続くサイクルＮ回はフラグＦ３が「ＯＮ」となり、再びフラグＦ３が「
ＯＦＦ」に戻ってサイクルをＭ回行うこととしてもよい。
【００９５】
また、以上の説明では、フラグＦ３が「ＯＦＦ」のときにはエンジンをストイキオあるい
はリッチ空燃比で運転しておき、フラグＦ３が「ＯＮ」になったときは、エンジンの運転
空燃比をリーンに変更するものとして説明した。これに対して、エアポンプを設けておき
、フラグＦ３が「ＯＮ」になった期間だけ、排気ガス浄化触媒１００上流の排気管１６か
らエアポンプで触媒に空気を供給することとしてもよい。つまり、フラグＦ２が「ＯＮ」
となり堆積触媒燃焼制御が開始されたら、エンジンをストイキオあるいはリッチ空燃比で
運転しておき、フラグＦ３が「ＯＮ」になった期間だけエアポンプで空気を供給する。こ
うすれば、フラグＦ３の変更にともなってエンジンの運転空燃比を変更する必要がないの
で、制御空燃比による出力の変動が発生するおそれが無く、更にエンジンの制御も簡便な
ものとすることができるので好ましい。
【００９６】
また、以上の説明においては、触媒再生制御中は、排気ガス空燃比を間欠的に短時間だけ
リーンとして、排気ガス浄化触媒１００に少しずつ酸素を供給することによって、堆積し
ている含炭素微粒子を少しずつ燃焼させた。これに対して、排気ガス空燃比を変動させる
のではなく、わずかにリーンの空燃比に保持することとしてもよい。すなわち、触媒温度
が昇温して堆積微粒子燃焼制御が開始されたら、排気ガス空燃比をわずかにリーンとなる
ように制御する。こうすれば、排気ガス浄化触媒に連続的に酸素が供給されるものの、時
間あたりの供給量はわずかであり、触媒上に堆積した含炭素浮遊微粒子が急激に燃焼する
ことがない。従って、触媒温度を異常に上昇させることなく、堆積した微粒子を確実に燃
焼させることができる。また、このようにすれば、堆積微粒子燃焼制御中にエンジンの運
転空燃比を変動させることがないので、空燃比の変更に伴って機関出力が変動することが
ないので好ましい。これに対して、周期的に排気ガス空燃比をリーンとする前述の手法で
は、リーンとなって触媒に酸素が供給される時間は短時間であることから、例え、リーン
の空燃比が想定している空燃比（例えば空燃比２０前後）から多少ずれたとしても、触媒
温度が大幅に昇温することがないので好ましい。
【００９７】
Ｂ．第２実施例：
以上に説明した第１実施例においては、排気ガス浄化触媒前後での排気圧力差に基づいて
、含炭素浮遊微粒子の堆積量を推定した。これに対して、ディーゼルエンジン１０の運転
履歴から含炭素浮遊微粒子の堆積量を推定することとしてもよい。以下、このような第２
実施例の排気ガス浄化装置について説明する。
【００９８】
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Ｂ－１．装置構成：
第２実施例の排気ガス浄化装置では、以下に説明するように、排気ガス空燃比を周期的に
変化させることによって、排気ガス中の含炭素浮遊微粒子に加えて窒素酸化物（以下では
、ＮＯｘという）も同時に浄化することが可能な排気ガス浄化触媒を使用している。もち
ろん、第１実施例で用いたような、ＮＯｘは浄化しない触媒を用いても構わない。
【００９９】
第２実施例で用いる排気ガス浄化触媒２００は、第１実施例の触媒に対して、更にＮＯｘ
蓄積剤が担持されている点が異なっている。ＮＯｘ蓄積剤としてはカリウムＫなどのアル
カリ金属類や、バリウムＢａなどのアルカリ土類金属などを用いることができる。このよ
うな第２実施例の排気ガス浄化触媒２００は、排気ガス空燃比がリーンの場合に、排気ガ
ス中のＮＯｘを取り込み、空燃比がストイキオあるいはリッチになると、取り込んだＮＯ
ｘを窒素に還元して放出する。また、この過程で発生する活性酸素を用いて含炭素浮遊微
粒子を燃焼させることにより、排気ガス中のＮＯｘと含炭素浮遊微粒子とを浄化すること
ができる。以下、図１０を参照することにより詳しく説明する。
【０１００】
図１０は、第２実施例の排気ガス浄化触媒２００の表面を拡大して示した概念図である。
第２実施例の排気ガス浄化触媒２００の表面には、カリウムＫやバリウムＢａなどのＮＯ
ｘ蓄積剤２０３と、白金ＰｔやパラジウムＰｄなどの白金系貴金属触媒２０４が担持され
ている。貴金属触媒２０４は粒径が１μｍ以下の微粒子状でＮＯｘ蓄積剤２０３の上に均
一に分布した状態で担持されている。
【０１０１】
図１０（ａ）は排気ガス空燃比がリーンの場合を示している。排気ガス中には、燃焼によ
って生じるＮＯｘが含まれている。ＮＯｘはほとんどが一酸化窒素ＮＯの状態で含まれて
いるので、図１０（ａ）ではＮＯｘを一酸化窒素ＮＯとして表示している。一酸化窒素Ｎ
Ｏは極性分子であることから、排気ガス中のＮＯは速やかに白金Ｐｔなどの貴金属触媒上
に吸着する。白金系の貴金属触媒は強い酸化活性を有しているため、一酸化窒素ＮＯは二
酸化窒素ＮＯ2 を経て硝酸イオンＮＯ3-に酸化される。こうして貴金属触媒上に発生した
硝酸イオンＮＯ3-は、いわゆる「スピルオーバ」と呼ばれる現象によって、ＮＯｘ蓄積剤
２０３まで移動する。「スピルオーバ現象」とは、金属触媒上で吸着分子が活発に動き回
る現象である。触媒上では、Ｐｔなどの貴金属微粒子はできるだけ均一に分散させている
とはいえ、分子レベルで言えば局在していることに変わりはないが、スピルオーバ現象に
よって吸着分子が表面を活発に移動し得るために、表面全体が触媒として機能しているも
のと考えられている。このように、排ガス中に酸素が過剰に存在している条件では、一酸
化窒素ＮＯが貴金属触媒上で酸化され、スピルオーバ現象によってＮＯｘ蓄積剤２０３ま
で運ばれて、硝酸塩の形で蓄えられる。尚、貴金属触媒上に吸着した一酸化窒素ＮＯの全
てが必ずしも硝酸イオンＮＯ3-まで酸化されるとは限らず、一部は亜硝酸イオンＮＯ2-の
状態でＮＯｘ蓄積剤２０３に蓄えられることもあり得ると考えられる。
【０１０２】
こうして、排気ガス中の一酸化窒素ＮＯが硝酸塩として取り込まれるときに、ＮＯｘ蓄積
剤２０３から活性酸素が発生する。活性酸素はたいへんに反応性が強いため、排気ガス浄
化触媒２００上に捕捉されている含炭素浮遊微粒子を酸化して二酸化炭素と水に変換する
ことができる。
【０１０３】
一酸化窒素ＮＯが硝酸塩の形で取り込まれる際に、ＮＯｘ蓄積剤２０３から活性酸素が放
出されるメカニズムは、次のようなものであると考えられる。ＮＯｘ蓄積剤２０３は排気
ガスによって高温に加熱されるため、通常は二酸化炭素と結合して炭酸塩の状態になって
いると考えられる。一酸化窒素ＮＯがＮＯｘ蓄積剤２０３に蓄積される際には、炭酸イオ
ンＣＯ3-が硝酸イオンＮＯ3-に置き換わって、追い出された炭酸イオンＣＯ3-が二酸化炭
素と活性酸素とに分解され、この結果、活性酸素が放出されるものと考えられる。
【０１０４】
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図１０（ｂ）は、排気ガス空燃比がリッチあるいはストイキオの場合を示している。排気
ガス空燃比がストイキオあるいはリッチの場合には、排気ガス中には炭化水素系化合物や
一酸化炭素ＣＯなどの還元物質が含まれている。ススなどの含炭素浮遊微粒子も還元物質
として作用する。図１０（ｂ）では、炭化水素系化合物をＨＣと表示し、ススなどの含炭
素浮遊微粒子は炭素を表すＣで模式的に表示している。前述したように白金系の貴金属触
媒は強い酸化活性を有しているので、排気ガス中に酸素が存在すれば、これら還元物質を
酸化して、二酸化炭素ＣＯ2 や水に変換することができる。
【０１０５】
ところが、排気ガス中に還元物質に見合うだけの酸素が存在していない場合には、図１０
（ｂ）に示すように、貴金属触媒２０４はＮＯｘ蓄積剤２０３に蓄えておいた硝酸イオン
ＮＯ3-を分解し、発生した活性酸素を用いて還元物質を酸化する。図１０（ｂ）を参照し
ながら、かかる現象について説明する。ＮＯｘ蓄積剤２０３に蓄えられていた硝酸イオン
ＮＯ3-は、スピルオーバ現象によって貴金属触媒２０４上に移動する。貴金属触媒２０４
上では、硝酸イオンＮＯ3-の電子雲が貴金属触媒側に吸い寄せられて偏在する結果、硝酸
イオンＮＯ3-の窒素原子と酸素原子との間の化学結合が切れ易い状態になっている。図１
０（ｂ）において、硝酸イオンを「Ｎ＋３・Ｏ」と表示しているのは、窒素原子と酸素原
子との間の結合が切れ易くなっている様子を模式的に表示したものである。このような状
態に還元物質が作用すると、窒素原子と酸素原子との結合が切断されて活性酸素が発生す
る。活性酸素は極めて反応性に富んだ物質であり、排気ガス中の炭化水素系化合物、一酸
化炭素に加えて、含炭素浮遊微粒子とも速やかに反応して、これらを二酸化炭素ＣＯ2 や
水などに変換する。また、硝酸イオンＮＯ3-を放出したＮＯｘ蓄積剤２０３は、排気ガス
による高温に晒される結果、排気ガス中の二酸化炭素と結合して炭酸塩の状態に復帰する
。
【０１０６】
このように、第２実施例の排気ガス浄化触媒２００は、排気ガス空燃比がリーンの条件で
は酸素とＮＯｘとを硝酸塩として取り込み、排気ガス空燃比がストイキオあるいはリッチ
の条件では硝酸塩を窒素に分解する。また、こうしてＮＯｘを浄化する際に発生する活性
酸素を利用して、含炭素浮遊微粒子も浄化することが可能である。
【０１０７】
第２実施例のディーゼルエンジン１０では、前述した触媒再生制御中ではない通常運転制
御中においても、排気ガス浄化触媒２００に流入する排気ガスの空燃比が、定期的にある
いは所定のタイミングで所定時間だけストイキオ（あるいはリッチ）となるように、エン
ジンを制御することによって、排気ガス中に含まれる含炭素浮遊微粒子およびＮＯｘを浄
化している。
【０１０８】
排気ガス空燃比をストイキオあるいはリッチにする方法としては種々の方法を適用するこ
とができるが、前述した第１実施例の触媒再生制御中に、排気ガス空燃比をストイキオあ
るいはリッチとするために用いた手法と同じ方法を用いている。すなわち、ＥＧＲガスを
多量に還流させるとともに、燃料噴射量を増量することによって、排気ガス空燃比をスト
イキオに制御する。
【０１０９】
第２実施例の排気ガス浄化装置においても、前述の第１実施例と同様に、触媒再生制御中
に排気ガス空燃比を切り換えていることから、同様の方法を用いて通常運転中の排気ガス
空燃比を切り換えれば、全体の構成を複雑化させることなく、排気ガス中のＮＯｘと含炭
素浮遊微粒子とを浄化することが可能となるので好ましい。
【０１１０】
Ｂ－２．微粒子堆積量推定処理：
第２実施例の排気ガス浄化装置においては、エンジン制御ルーチン中で、排気ガス浄化触
媒２００上に堆積した含炭素浮遊微粒子の堆積量を、エンジンの運転条件に基づいて推定
する（図３のステップＳ７０）。こうすることにより、触媒再生制御を適切に開始するこ
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とが可能となる。以下、第２実施例のエンジン制御ルーチン中で行っている微粒子堆積量
推定処理について説明する。
【０１１１】
図１１は、第２実施例のエンジン制御ルーチンで行われる微粒子堆積量推定処理の流れを
示すフローチャートである。かかる処理は、エンジン制御用ＥＣＵ３０に内蔵されたＣＰ
Ｕによって実行される。
【０１１２】
微粒子堆積量推定処理では、先ず初めに、エンジンの運転条件に基づいて、単位時間あた
りにディーゼルエンジン１０から排出される含炭素浮遊微粒子量（排出微粒子量Ｐeout）
を取得する（ステップＳ２００）。通常、エンジンの運転条件を決めてやれば、その条件
で排出される含炭素浮遊微粒子量も自ずから定まるので、この値を実験的に求めることが
可能である。そこで、種々の運転条件で、単位時間あたりの含炭素微粒子量の排出量を実
験的に求めて予め記憶しておき、ステップＳ２００の処理では、エンジン制御ルーチン中
のステップＳ２０において検出したエンジン運転条件に相当する微粒子排出量を読み出す
のである。エンジン制御用ＥＣＵ３０に内蔵されているＲＯＭには、各運転条件で排出さ
れる含炭素浮遊微粒子量が、エンジン回転速度Ｎｅおよびアクセル開度θacに対するマッ
プとして予め記憶されている。
【０１１３】
次いで、定常運転時に、排気ガス浄化触媒２００上で単位時間あたりに酸化される含炭素
浮遊微粒子量を取得する（ステップＳ２０２）。すなわち、運転条件（ここでは、エンジ
ン回転速度Ｎｅおよびアクセル開度θacの組合せ）を一つ定めてやれば、その条件でリー
ンとストイキオとを繰り返しながらディーゼルエンジンを運転したときの排気ガスのガス
組成、排気ガス浄化触媒２００の触媒温度などの各種条件が定まるので、排気ガス浄化触
媒２００上で燃焼可能な単位時間あたりの含炭素浮遊微粒子量（微粒子酸化量Ｐburn）を
実験的に求めることができる。エンジン制御用ＥＣＵ３０に内蔵されたＲＯＭには、各運
転条件毎に求められた微粒子酸化量Ｐburnがマップの形で予め記憶されており、ステップ
Ｓ２０２では、かかるマップを参照することによって微粒子酸化量Ｐburnを取得する。
【０１１４】
こうして、単位時間あたりにエンジンから排出される排出微粒子量Ｐeoutと、単位時間あ
たりに触媒上で燃焼する微粒子量（微粒子酸化量Ｐburn）とが分かれば、両者の差から、
触媒上に堆積した微粒子が次第に増加するのか、あるいは減少するのかを推測することが
できる。しかし、このような推定値が妥当な値となるのは、ディーゼルエンジン１０を定
常状態で長時間運転する場合であって、実際には、長時間定常状態で運転されることは少
ないため、推測値は実際の微粒子の増減値とは異なった値となる。特に、実際の運転条件
では長時間定常運転を続けた場合と異なり、触媒温度が大きく変動するので、単位時間あ
たりに燃焼する微粒子量が大きく異なった値となり、この分だけ推定値は実際の増減量と
は異なってくる。
【０１１５】
そこで、このような影響を補正すべく、先ず、排気ガス浄化触媒２００の実触媒温度Ｔca
tRを検出する（ステップＳ２０４）。実触媒温度ＴcatRは、排気ガス浄化触媒２００の下
流側に設けた温度センサ８８で検出した排気ガス温度から推定することができる。次いで
、検出した運転条件で長時間エンジンを定常運転したときの触媒温度、すなわち微粒子酸
化量Ｐburnを実験的に求めた条件での定常触媒温度ＴcatCを取得する（ステップＳ２０６
）。定常触媒温度ＴcatCも、エンジン制御用ＥＣＵ３０に内蔵されたＲＯＭに、エンジン
運転条件に対するマップとして予め記憶されており、かかるマップを参照することにより
取得する。
【０１１６】
次いで、ステップＳ２０４で検出した実触媒温度ＴcatRと、ステップＳ２０６で取得した
定常触媒温度ＴcatCとの温度差を算出して、得られた温度差に対応する温度補正係数Ｋtm
p を取得する（ステップＳ２０８）。図１２に示すように、温度補正係数Ｋtmp は温度差
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の値に対するマップとして予め記憶されている。
【０１１７】
こうして得られた温度補正係数Ｋtmp と、ステップＳ２０２で求めた微粒子酸化量Ｐburn
とを乗算することにより、触媒温度による影響を補正した含炭素浮遊微粒子の酸化量（補
正酸化量Ｐcbrn）を算出する（ステップＳ２１０）。次いで、次式（１）により、排気ガ
ス浄化触媒２００上に堆積している含炭素浮遊微粒子の増減量ｄＰを算出する（ステップ
Ｓ２１２）。
微粒子増減量ｄＰ＝排出微粒子量Ｐeout　－　補正酸化量Ｐcbrn　…（１）
【０１１８】
次いで、得られた微粒子増減量ｄＰを累積することにより、触媒上に堆積している含炭素
浮遊微粒子の堆積量（微粒子堆積量Ｐacc ）を算出する（ステップＳ２１４）。すなわち
、先の微粒子堆積量推定処理で得られた微粒子堆積量Ｐacc に、今回得られた微粒子増減
量ｄＰを加算して、新たな微粒子堆積量Ｐacc とする。以上のようにして微粒子堆積量の
推定値が得られたら、図１１の微粒子堆積量推定処理を終了して、図３に示すエンジン制
御ルーチンに復帰する。
【０１１９】
第２実施例のエンジン制御ルーチンにおける制御モード設定処理では、以上のようにして
推定した微粒子堆積量に基づいて、制御モード（図４参照）を設定し、かかる制御モード
に応じてエンジンの制御を行う。また、触媒再生制御を行って、触媒上に堆積した微粒子
の燃焼が完了したと判断した場合には（図６のステップＳ１２０参照）、制御モードを示
す各フラグを初期化するとともに、微粒子堆積量の推定値Ｐacc の値も「０」に初期化す
る。
【０１２０】
こうして、排気ガス浄化触媒２００上に堆積した含炭素浮遊微粒子の堆積量を推定すれば
、触媒再生制御を適切に開始することが可能となる。また、触媒再生制御を行って、触媒
上に堆積した微粒子の燃焼が完了したと判断された場合には微粒子堆積量を初期化すれば
、推定に伴う誤差もそのたびにリセットされることになる。その結果、誤差が蓄積するこ
となく、微粒子堆積量を正確に推定することが可能となる。
【０１２１】
Ｂ－３．変形例：
以上に説明したように、第２実施例においては、排気ガス浄化触媒２００上に堆積した含
炭素浮遊微粒子の堆積量を推定し、かかる推定値に基づいて触媒再生処理を開始した。こ
れに加えて、触媒再生処理中のデータを利用して、微粒子堆積量の推定精度を向上させる
ことも可能である。以下では、このような第２実施例の変形例について説明する。
【０１２２】
本実施例の排気ガス浄化装置においては、触媒再生制御を開始すると、少しずつ酸素を供
給しながら、堆積した含炭素浮遊微粒子を燃焼させる。堆積微粒子をこのようにして燃焼
させる場合、堆積している微粒子の量が多くなるほど触媒を再生するために多量の酸素を
供給しなければならないと考えられる。換言すれば、実際に触媒上に堆積している含炭素
浮遊微粒子の堆積量が微粒子堆積量の推定値にほぼ等しければ、ほぼ予想通りの酸素量を
供給した時点で触媒の再生が完了するはずであり、逆に、実際の微粒子堆積量が推定した
微粒子堆積量よりも多ければ、触媒の再生を完了するために要する酸素は、予想される酸
素量よりも多くなると考えられる。このような原理に基づいて、微粒子堆積量の推定精度
を向上させることができる。
【０１２３】
以下、具体例を挙げて説明する。先ず、触媒再生制御の開始後、堆積微粒子燃焼制御中に
、排気ガス浄化触媒２００に供給した酸素量を算出する。供給した酸素量は、排気ガス空
燃比をリーンとした回数、あるいはリーンとした累積時間で代表させることができる。次
いで、触媒の再生を開始すべき微粒子量を燃焼させるために供給しなければならない基準
の酸素量を求めておき、実際に供給した酸素量の基準の酸素量に対する比率あるいは偏差
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を算出する。
【０１２４】
こうして得られた比率あるいは偏差から、次式（２）によって、単位時間あたりの微粒子
増減量ｄＰを算出する。

ここで、補正係数Ｋの値は、実際に供給した酸素量と基準の酸素量との比率あるいは偏差
に対応付けて予め設定しておく。例えば、実際の酸素供給量の方が基準の酸素量よりも大
きい場合（比率が１より大）は、推定した微粒子堆積量よりも実際の堆積量の方が大きい
ことを示しているから、補正係数Ｋの値を「１」より大きな値とする。逆に、実際の酸素
供給量の方が基準の酸素量よりも小さい場合（比率が１より小）は、補正係数Ｋの値を「
１」より小さな値とする。こうすれば、触媒上に堆積する含炭素浮遊微粒子の推定値を、
実際の推定値により近づけて推定精度を向上させることが可能となる。
【０１２５】
以上、各種の実施例について説明してきたが、本発明は上記すべての実施例に限られるも
のではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々の態様で実施することができる。
【０１２６】
例えば、上述の変形例においては、触媒上に堆積する含炭素浮遊微粒子の推定値を、酸素
供給量に基づいて補正するものとして説明した。これに対して、体積微粒子燃焼制御中に
、排気ガス空燃比をリーンとしたときの触媒昇温量に基づいて補正しても良い。すなわち
、排気ガス浄化触媒上の含炭素浮遊微粒子の堆積量が少なくなれば、それに伴って触媒の
昇温量も小さくなり、逆に堆積量が多くなれば昇温量も大きくなる。このことから、例え
ば、排気ガス空燃比をリーンとしたときの触媒昇温量を検出し、検出した昇温量が所定の
閾値よりも大きければ、推定した堆積量よりも多くの微粒子が堆積していたことを示して
いる。逆に、検出した昇温量が小さければ、実際に堆積していた微粒子量は推定した堆積
量よりも少ないことを示している。従って、検出した昇温量に応じて、触媒上に堆積する
微粒子の推定値を補正すれば、実際の推定値により近づけることが可能となるので好まし
い。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施例の排気ガス浄化装置を適用したディーゼルエンジンの構成を示す説明図
である。
【図２】本実施例のディーゼルエンジンに搭載された排気ガス浄化触媒の構造を示す説明
図である。
【図３】本実施例のディーゼルエンジンのエンジン制御ルーチンの流れを示すフローチャ
ートである。
【図４】制御モードを表示するデータの構造を示す説明図である。
【図５】各種の制御量がエンジンの運転条件に対するマップとして記憶されている様子を
概念的に示した説明図である。
【図６】エンジンの制御内容を規定する制御モードを設定する処理の流れを示したフロー
チャートである。
【図７】触媒再生処理の禁止領域を概念的に示す説明図である。
【図８】制御モードの設定内容と、触媒再生制御の内容との対応関係をまとめて示した説
明図である。
【図９】制御モードの設定内容に応じて、制御モードを切換ながら触媒再生制御を行う様
子を示す説明図である。
【図１０】第２実施例における排気ガス浄化触媒が活性酸素を放出することにより、捕集
した含炭素浮遊微粒子を浄化する原理を示す説明図である。
【図１１】第２実施例の本実施例の排気ガス浄化装置において、微粒子の堆積量を推定す
る処理の流れを示すフローチャートである。



(23) JP 4635373 B2 2011.2.23

10

20

30

【図１２】実際の触媒温度と定常状態での触媒温度との偏差に対応付けて、温度補正係数
が記憶されている様子を概念的に示した説明図である。
【符号の説明】
１０…ディーゼルエンジン
１２…吸気管
１４…燃料噴射弁
１６…排気管
１８…燃料供給ポンプ
２０…過給器
２１…タービン
２２…コンプレッサ
２３…シャフト
２４…インタークーラ
２６…エアクリーナ
２８…スロットル弁
３０…エンジン制御用ＥＣＵ
３２…クランク角センサ
３４…アクセル開度センサ
６０…ＥＧＲ通路
６２…ＥＧＲ弁
６４…ＥＧＲクーラ
７０…アクチュエータ
８０…空燃比センサ
８２，８４…圧力センサ
８６，８８…温度センサ
１００…排気ガス浄化触媒
１０２…通路
１０６…隔壁
２００…排気ガス浄化触媒
２０３…ＮＯｘ蓄積剤
２０４…貴金属触媒
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