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(57)【要約】
　ディーゼル圧縮エンジン（１６）などのディーゼル燃
焼プロセス（１４）からの排気（１２）を処理するディ
ーゼル排気ガス後処理システム（１０）が提供される。
システム（１０）は、排気（１２）を高温でシステム（
１０）の残り部分に選択的に供給するバーナ（１８）と
、バーナ（１８）から排気（１２）を受け取るようにバ
ーナ（１８）の下流に接続されたディーゼル微粒子フィ
ルタ（２０）と、フィルタ（２０）から排気を受け取る
ようにフィルタ（２０）の下流に接続されたＮＯｘ還元
装置（２２）とを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディーゼル燃焼プロセスからの排気を処理するディーゼル排気ガス処理システムであっ
て、
　前記排気を受け取り、前記排気を火炎で選択的に加熱して、前記排気を高温で前記シス
テムの残り部分に供給するバーナと、
　前記バーナから前記排気を受け取るように前記バーナの下流に接続されたディーゼル微
粒子フィルタと、
　前記ディーゼル微粒子フィルタから前記排気を受け取るように前記ディーゼル微粒子フ
ィルタの下流に接続された選択的接触還元触媒及びＮＯｘトラップのうちの少なくとも１
つとを備える、システム。
【請求項２】
　前記バーナから前記排気を受け取るように前記バーナの下流で、前記ディーゼル微粒子
フィルタへ前記排気を送達するように前記ディーゼル微粒子フィルタの上流に接続された
ディーゼル酸化触媒をさらに備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記ディーゼル微粒子フィルタから前記排気を受け取るように前記ディーゼル微粒子フ
ィルタの下流で、前記選択的接触還元触媒へ前記排気を送達するように前記選択的接触還
元触媒の上流に接続されたディーゼル酸化触媒をさらに備える、請求項２に記載のシステ
ム。
【請求項４】
　前記バーナの下流で前記ディーゼル酸化触媒の上流に位置する燃料インジェクタをさら
に備える、請求項２に記載のシステム。
【請求項５】
　前記バーナが、少なくとも１つの燃料インジェクタ及び少なくとも１つの点火装置を備
える、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　選択的接触還元触媒及びＮＯｘトラップのうちの前記少なくとも１つが選択的接触還元
触媒であり、前記触媒の上流に接続された還元剤インジェクタをさらに備える、請求項１
に記載のシステム。
【請求項７】
　ディーゼル燃焼プロセスからのディーゼル排気を処理する方法であって、
　（ａ）前記ディーゼル燃焼プロセスの下流で前記排気流内の燃料を燃焼させることによ
って、前記排気の温度を選択的に増大させるステップと、
　（ｂ）ステップ（ａ）から提供される前記温度を増大させた排気中に炭素を酸化させる
ことによって、フィルタからすすを除去するステップと、
　（ｃ）ステップ（ｂ）から提供される前記排気内に保持されるＮＯｘを除去するステッ
プとを含む、方法。
【請求項８】
　前記ステップ（ｂ）の前に、前記ステップ（ａ）からの前記排気を酸化触媒に通すこと
によって、ＮＯ２を生じさせるステップをさらに含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ステップ（ｃ）の前に、前記ステップ（ｂ）からの前記排気を酸化触媒に通すこと
によって、ＮＯ２を生じさせるステップをさらに含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ステップ（ａ）の後及び前記ステップ（ｂ）の前に、前記排気内へ燃料を噴射する
ステップをさらに含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ステップ（ａ）が、前記排気内へ燃料を噴射するステップと、前記燃料に着火する
ステップとを含む、請求項７に記載の方法。
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【請求項１２】
　前記ステップ（ｃ）が、前記排気を選択的接触還元触媒に通すことによって、ＮＯｘを
Ｎ２に変換するステップを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ステップ（ｃ）が、ＮＯｘを捕集するステップを含む、請求項７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディーゼル圧縮エンジンなどのディーゼル燃焼プロセスからの排気ガスを処
理するシステム及び方法に関し、より詳細には、ディーゼル圧縮エンジンからの窒素酸化
物（ＮＯｘ）及び放出粒子状物質（ＰＭ）を還元するシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　環境規制は、ディーゼル燃焼プロセスから、特にディーゼル圧縮エンジンからのＮＯｘ

及びＰＭの還元を必要とする放出限界を増大させることを求めてきた。ディーゼル微粒子
フィルタ（ＤＰＦ）は、通常、すすの形の炭素質微粒子であるＰＭの必要な還元を実現す
ることが可能であるが、ＤＰＦによって提供される粒子状物質の還元とともにＮＯｘの必
要な還元を提供できる改善されたシステムが引き続き必要とされている。
【０００３】
　この点に関して、ＤＰＦ内で収集されたすすと反応してＤＰＦの所望の再生（受動的再
生と呼ばれることが多い）をもたらす排気内のＮＯ２のレベルを増大させるために、ＤＰ
Ｆの上流にディーゼル酸化触媒（ＤＯＣ）を提供するシステムが提案されてきた。しかし
、そのようなシステムは、３００℃未満の温度に制限されるようになり、通常、酸化触媒
の前後で圧力降下をもたらす。この圧力降下は、システムの残り部分の設計で補償しなけ
ればならない。加えて、水素又は炭化水素燃料などの燃料をＤＯＣの上流に送達して、Ｄ
ＰＦ内で３１５．６℃（６００°Ｆ）より大きい温度を生成することができる（能動的再
生と呼ばれることが多い）。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の１つの特徴によれば、ディーゼル燃焼プロセスからの排気を処理するディーゼ
ル排気ガス処理システムが提供される。このシステムは、排気を受け取り、排気を火炎で
選択的に加熱して、排気を高温でシステムの残り部分に供給するバーナと、バーナから排
気を受け取るようにバーナの下流に接続されたディーゼル微粒子フィルタ（ＤＰＦ）と、
ディーゼル微粒子フィルタから排気を受け取るようにディーゼル微粒子フィルタの下流に
接続された選択的接触還元触媒（ＳＣＲ）及びＮＯｘトラップのうちの少なくとも１つと
を含む。
【０００５】
　１つの特徴として、システムは、バーナから排気を受け取るようにバーナの下流で、Ｄ
ＰＦへ排気を送達するようにＤＰＦの上流に接続されたディーゼル酸化触媒をさらに含む
。さらなる特徴では、システムは、バーナの下流でＤＯＣの上流に位置する燃料インジェ
クタをさらに含む。
【０００６】
　１つの特徴では、システムは、ＤＰＦから排気を受け取るようにＤＰＦの下流で、ＳＣ
Ｒへ排気を送達するようにＳＣＲの上流に接続されたディーゼル酸化触媒をさらに含む。
【０００７】
　１つの特徴によれば、バーナは、少なくとも１つの燃料インジェクタ及び少なくとも１
つの点火装置を含む。
【０００８】
　１つの特徴として、前記「選択的接触還元触媒及びＮＯｘトラップのうちの少なくとも
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１つ」が選択的接触還元触媒であり、触媒の上流に接続された還元剤インジェクタをさら
に含む。
【０００９】
　本発明の１つの特徴によれば、ディーゼル燃焼プロセスからのディーゼル排気を処理す
る方法が提供される。この方法は、
【００１０】
　（ａ）ディーゼル燃焼プロセスの下流で排気流内の燃料を燃焼させることによって、排
気の温度を選択的に増大させるステップと、
【００１１】
　（ｂ）ステップ（ａ）から提供される温度を増大させた排気中に炭素を酸化させること
によって、フィルタからすすを除去するステップと、
【００１２】
　（ｃ）ステップ（ｂ）から提供される排気内で保持されるＮＯｘを除去するステップと
を含む。
【００１３】
　１つの特徴では、前記方法は、ステップ（ｂ）の前に、ステップ（ａ）からの排気を酸
化触媒に通すことによって、ＮＯ２を生じさせるステップをさらに含む。さらなる特徴と
して、前記方法は、ステップ（ａ）の後でステップ（ｂ）の前に、排気内へ燃料を噴射す
るステップをさらに含む。
【００１４】
　さらなる特徴では、前記方法は、ステップ（ｃ）の前に、ステップ（ｂ）からの排気を
酸化触媒に通すことによって、ＮＯ２を生じさせるステップをさらに含む。
【００１５】
　１つの特徴によれば、前記ステップ（ａ）は、排気内へ燃料を噴射するステップと、燃
料に着火するステップとを含む。
【００１６】
　１つの特徴として、前記ステップ（ｃ）は、排気を選択的接触還元触媒に通すことによ
って、ＮＯｘをＮ２に変換するステップを含む。
【００１７】
　１つの特徴では、前記ステップ（ｃ）は、ＮＯｘを捕集するステップを含む。
【００１８】
　本発明の他の目的、特徴、及び利点は、添付の特許請求の範囲及び図面を含めて、本明
細書全体を読めば、明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明を実施するディーゼル排気ガス処理システムを、ディーゼル燃焼エンジン
とともに示す図である。
【図２】図１に類似しているが、ディーゼル排気ガス処理システムの代替実施例を示す図
である。
【図３】図１に類似しているが、ディーゼル排気ガス処理システムの代替実施例を示す図
である。
【図４】図１に類似しているが、ディーゼル排気ガス処理システムの代替実施例を示す図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　ディーゼル圧縮エンジン１６などのディーゼル燃焼プロセス１４からの排気１２を処理
するディーゼル排気ガス後処理システム１０が提供される。排気１２は通常、とりわけ一
酸化窒素（ＮＯ）及び二酸化窒素（ＮＯ２）などの窒素酸化物（ＮＯｘ）、粒状物質（Ｐ
Ｍ）、炭化水素、一酸化炭素（ＣＯ）、並びに他の燃焼副生成物を含有する。
【００２１】
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　システム１０は、排気１２を高温でシステム１０の残り部分に選択的に供給するバーナ
１８と、バーナ１８から排気１２を受け取るようにバーナ１８の下流に接続されたディー
ゼル微粒子フィルタ（ＤＰＦ）２０と、ＤＰＦ２０から排気１２を受け取るようにＤＰＦ
２０の下流に接続された、図１に示す選択的接触還元触媒（ＳＣＲ）２４又は図２に示す
希薄ＮＯｘトラップ２６などのＮＯｘ還元装置２２とを含む。ディーゼル圧縮エンジン１
６などの希薄燃焼エンジンの排気１２内で動作温度がより低いことを克服するために、Ｄ
ＰＦ２０向けの能動的再生プロセスが用いられる。能動的再生プロセスでは、バーナ１８
内で燃料を着火して火炎２８を生じさせ、排気１２を高温に加熱し、それによってＤＰＦ
２０内でＰＭの酸化を可能にする。加えて、そのような能動的再生とともに、又は能動的
再生とは無関係に、バーナ１８を同様に使用して排気１２を高温に加熱し、それによって
ＳＣＲ２４の変換効率を高めることができる。有利には、バーナ１８は、エンジン１６を
出ると排気１２内で低温（３００℃未満）をもたらす動作状態を含めて、あらゆる特定の
エンジン動作状態とは無関係に、選択的に又は連続してそのような高温を提供できる。し
たがって、システム１０は、エンジン制御部の調整を必要とすることなく動作することが
できる。
【００２２】
　バーナ１８は、好適に、２つの例が水素及び炭化水素である適切な燃料を噴射する１つ
又は複数のインジェクタ３０と、スパーク・プラグ３２などの１つ又は複数の点火装置に
よって排気内にすでに保持された燃焼していない燃料と共に点火される空気などの酸素供
給物質を含む。この点に関して、各インジェクタ３０は、燃料と酸素供給物質の両方を噴
射する複合インジェクタ、又は燃料若しくは酸素供給物質のうちの１つに特有のインジェ
クタとすることができる。任意の適切な処理装置（複数可）、センサ、流れ制御弁、電気
コイルなどを使用してインジェクタ３０を通る流れ及び点火装置３２による着火を監視及
び制御する制御システムが提供されることが好ましい。この制御システムを、概略的に３
４で示す。
【００２３】
　ＤＰＦ２０は、任意の適切な構造又はタイプのものとすることができ、その多くが知ら
れている。
【００２４】
　ＳＣＲ２４には、任意の適切な触媒を利用することができ、触媒の例には、任意の適切
な構造又はタイプの銅ベース、鉄ベース、及びバナジアベースの触媒が含まれる。システ
ム１０はまた、還元剤インジェクタ３６を含むことが好ましい。還元剤インジェクタ３６
は、この場合も任意の適切な構造及びタイプのものであり、アンモニア、尿素、炭化水素
、水素、又は合成ガスなどの窒素還元剤を排気１２内へ導入して、排気１２内のＮＯｘ分
を、好ましくは少なくとも２５％、また適正な状態下では９９％も還元することができる
。この点に関して、ＳＣＲ内の温度は、使用される還元剤のタイプに大きく依存する。イ
ンジェクタ３６は、加圧された還元剤源（図示せず）によって供給され、制御装置３４又
は別個の制御装置（図示せず）によって制御される。
【００２５】
　図２を参照すると、任意の適切な構造及びタイプの希薄ＮＯｘトラップ２６を利用する
ことができ、希薄ＮＯｘトラップ２６は、有利には、希薄な燃料と空気の混合物を利用す
る動作状態中にＮＯ２を蓄積し、豊富な燃料と空気の混合物を利用する動作状態下で、蓄
積されたＮＯ２をＮ２及びＯ２に還元する。この点に関して、好ましくはないが必要に応
じて、予備の炭化水素燃料をトラップ２６の上流で噴射して、トラップ２６内で豊富な燃
料と空気の状態をもたらし、蓄積されたＮＯ２からＮ２、Ｈ２Ｏ、及びＣＯ２を形成する
のを助けることができる。
【００２６】
　動作の際には、ＤＰＦの圧力降下、ＤＰＦのすすの質量、所定の動作時間設定点、及び
燃料消費率などの複数のパラメータ又はパラメータの組合せに基づいて、システム１０に
よるＤＰＦ２０の能動的再生が必要かどうかを決定することができる。同様に、ＤＰＦの
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パラメータの組合せに基づいて、ＤＰＦ２０の能動的再生を終了させることができる。能
動的再生中、インジェクタ（複数可）３０を介する燃料及び空気の噴射は、排気１２の流
量、排気１２内の酸素濃度、並びにＤＰＦ２０への排気１２の入口温度及びＤＰＦ２０か
らの排気１２の出口温度を含めて、複数のパラメータ又はパラメータの組合せに基づいて
行うことができ、点火装置のイオン化検出によって、又はバーナ１８への排気１２の入口
温度とバーナ１８からの排気１２の出口温度を比較することによって、火炎の安定性が監
視される。
【００２７】
　ＳＣＲ２４及び／又は希薄ＮＯｘトラップ２６に対応する適切なパラメータを利用する
類似の制御方式を利用して、バーナ１８の能動的な使用を提供し、性能を改善し、及び／
又は再生を提供することができる。
【００２８】
　システム１０では、ＤＰＦの適切な再生を得るにはエンジン又はシステム内への過度の
燃料噴射を必要とする公知の後処理システムと比較すると、燃料効率を高めることができ
ることを理解されたい。バーナ１８は、特にＤＰＦの受動的再生に十分なＮＯ２を提供す
るために排気をＤＰＦの上流でＤＯＣに通すことによる受動的又は能動的再生に依拠する
システムと比較すると、バーナ１８を通る排気１２内で圧力降下を比較的低くするように
設計できることも理解されたい。排気１２をＳＣＲ２４の上流でＤＰＦ２０に通すことで
、ＳＣＲ２４内の熱変動を抑える傾向があり、それによって還元剤噴射の制御を簡略化で
きることをさらに理解されたい。
【００２９】
　図３を参照すると、システム１０の代替実施例が示されている。この代替実施例では、
バーナ１８とＤＰＦ２０の間にＤＯＣ４０が接続され、受動的再生に好ましい動作状態中
のあるレベルで、排気１２内にＮＯ２を提供してＤＰＦ２０の受動的再生を行う。これに
より、バーナ１８による能動的再生の必要を低減させることができ、それによってシステ
ム１０の全体的な燃料効率を増大させることができる。
【００３０】
　図４は、図３に類似しているが、ＤＰＦ２０とＳＣＲ２４の間にさらに別のＤＯＣ４２
を追加して追加のＮＯ２を提供し、ＳＣＲ２４内の反応を最適化するシステム１０のさら
に別の実施例を示す。システム１０に対するさらなる代替手段として、バーナ１８とＤＯ
Ｃ４０の間に燃料インジェクタ４４が追加され、燃料インジェクタ４４は２つの例が炭化
水素燃料及び水素である追加燃料を選択的に提供してＤＯＣ４０内の反応を高め、特定の
動作状態下で排気内に追加の量のＮＯ２を生じさせる。
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【図４】



(8) JP 2012-525540 A 2012.10.22

10

20

30

40

【国際調査報告】



(9) JP 2012-525540 A 2012.10.22

10

20

30

40

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｆ０１Ｎ   3/025    (2006.01)           Ｆ０１Ｎ   3/28    ３０１Ｅ          　　　　　
   Ｂ０１Ｄ  53/94     (2006.01)           Ｆ０１Ｎ   3/10    　　　Ａ          　　　　　
   　　　　                                Ｆ０１Ｎ   3/36    　　　Ｂ          　　　　　
   　　　　                                Ｆ０１Ｎ   3/02    ３３１Ｊ          　　　　　
   　　　　                                Ｆ０１Ｎ   3/02    ３３１Ｓ          　　　　　
   　　　　                                Ｂ０１Ｄ  53/36    １０１Ａ          　　　　　
   　　　　                                Ｂ０１Ｄ  53/36    １０３Ｂ          　　　　　

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,T
M),EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,SE,S
I,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,
BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,I
N,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM
,PE,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,
ZW

(74)代理人  100066692
            弁理士　浅村　皓
(74)代理人  100072040
            弁理士　浅村　肇
(74)代理人  100072822
            弁理士　森　徹
(74)代理人  100123180
            弁理士　白江　克則
(72)発明者  コトルバ、アダム、ジェイ．
            アメリカ合衆国、ミシガン、レイングスバーグ、ティレル　ロード　８２０１
(72)発明者  ジャクソン、ティモシー、イー．
            アメリカ合衆国、ミシガン、デクスター、シーダー　ヒルズ　ドライブ　８５７８
(72)発明者  イェトキン、デービス　エイ
            アメリカ合衆国、ミシガン、アナーバー、ローズフィールド　ドライブ　３０３１
(72)発明者  グンドーガン、アルダ
            アメリカ合衆国、ミシガン、イプシランティ、シェルバーク　ドライブ　４６０５
(72)発明者  ガードナー、ティモシー
            アメリカ合衆国、ミシガン、カントン、サンダルウッド　ロード　６３１
Ｆターム(参考) 3G090 AA02  BA02  CB02  CB08  DA04  DA09  DA10  DA12  DA13  EA02 
　　　　 　　  3G091 AA18  AB02  AB05  AB06  AB13  BA14  BA16  BA17  CA02  CA17 
　　　　 　　        CA18  DA02  DC03  EA17  EA18  EA21  EA30  EA32  EA34  HA08 
　　　　 　　        HA10  HA12  HA15  HA16 
　　　　 　　  4D048 AA06  AA14  AB01  AB02  AC10  CC47  CC61  CD05  DA01  DA02 
　　　　 　　        DA03  DA07  DA08 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

