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improvements

have steadily led t()reduced exhaust emissions

in diesel engines、dfective after treatment technology is increasingly important f()rmeeting futurc
extremely low emissions targets. 0xidation catalysts have already been fittedto some passenger cars
andtrucks.H()wever､atlowload()peration
the exhaust gas temperature is only about 373 K､ toolow
f()rcatalyst activation. ln this study、to increase catalyst activation at low load､ throttling of intake
and exhaust gas now､ cylinder deactivation. and exhaust cam protilenlod雨cations were investigated
f()rincreasing the exhaust gas temperature. With an optimized conlbination of these nlethods、the
exhaust gas temperature could be increased to above 573 K and achieve catalyst activation even for
idlin紅conditi()ns.
ＫｅｙＷｏｒ[耘:Diese]Engine.Catalyst、Exhaust

Gas Temperature、 Ljght Load、 Unburned

1.まえがき

Fue1

ぼす影響について検討を行った．なお，これらの手法
はEGR制御，内部EGR，排気臭制御などで実用化さ

ディーゼル機関は，これまで燃焼改善による有害排
気ガスの低減を目指してきたが，将来の目標となって

れているが，本論文では，排気ガス温度の上昇に焦点

いる超低公害排出ガスの実現を目指す場合，後処理技

を当て，これらの手法を組み合わせた場合の気筒内燃

術の開発が重要になる．既に一部車両に酸化触媒が装

焼特性，排気ガス温度上昇と燃費との関連性あるいは

着され始めているが，ディーゼル機関の軽負荷運転領

残留ガス増大の推定などの解析を行うとともに，適切

域における排気ガス温度は約373K程度と低いため，

な排気ガス温度上昇方法についても提言しており，こ

この運転領域での触媒の活性化は期待できない(l)(2).

のような総合的な排気ガス温度特性に関する研究例は

しかし，走行時の負荷頻度パターンを見ると軽負荷領

少ない．

域の使用頻度は高く，また，この領域ではディーゼル
2.実験装置および方法

機関で問題となっている微粒子中のSOF分(可溶性有
2.1

機成分)が多く排出されることから，この負荷領域で

実験装置

本実験で用いた実験装置の概略を図１に示す．使用

の触媒の活性化はSOF分低減の点で重要となる0)(4).

した機関は，ボア115mm，ストローク125mm，総行

そこで本研究では，軽負荷運転領域における触媒の
活性化を目的として，吸・排気絞り，作動気筒数およ

程容積7.8L，圧縮比16.8の直列６気筒高圧DIディー

び排気カムプロフィールの変更(5)を行い，これらの組

ゼル機関である．燃料噴射システムにはコモンレール

み合わせによる相乗効果が排気ガス温度の上昇におよ

方式を用いており，噴射圧力，噴射期間，噴射タイミ
ングなどを任意に設定することが可能な電子制御ュニ

゛原稿受付2004年５月24日.
゛llF員，北見工業大学工学部(

090‑8507北見市公園町165).

゛2〔株〕本田技術研究所栃木研究所(

ット（ECU）付きである．標準とした運転条件は，噴

321‑3393栃木県芳賀郡

射圧力40MPa，噴射タイミング10°
BTDC， 機関回転
速度900rpmの無負荷運転（噴射量：約22.5mg/rpm）

芳賀町下高根沢4630).
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ディーゼル機関の軽負荷領域における触媒活性化のための排気温度上昇システム

H55

集合郎の排気ガス温度を示している．これを見ると，

気ガス温度を比較したものである．吸気絞り単独の場

吸気絞りおよび排気絞りいずれの場合も絞りが強くな

合に比べ，排気絞りを組み合わせると吸気絞り圧

るほど温度上昇が大きくなるが，同一の圧力変化では

‑26.7kPaでも約25Kの上昇となるが，吸気絞り圧

吸気絞りの方が効果は大きい．なお，吸気管内圧

‑40kPaのもとで排気絞り圧26.7kPaを適用すると約

‑53.3kPa程度まで絞った場合，絞り無しと比較して約

35Kの上昇が確認でき，燃焼圧力の変化に対応した結

90Kの上昇が得られた．これは，吸気絞りによるポン

果となっている．

ピングロスの増大によって噴射量が増加したことに加

図5(b)は，吸気絞りと排気絞りを組み合わせた場合

え，吸入空気量の減少による燃焼温度の上昇あるいは

と吸気絞り単独の場合のHC濃度を比較したものであ

燃焼時期の遅延によって燃焼が膨張行程に移動したこ

る．これを見ると，吸気絞り圧‑40.0kPaでは燃焼パタ

となどが影響したと考えられる．なお排気絞りでも，

ーンが改善されてはいるが，排圧の上昇による吹き返

ポンピングロスの増大と新気量の減少によって燃焼温

しも増大することからHC濃度は若干増加している．

度が上昇するが，吸気絞りに比べて15％程度上昇割合

それ以外では排気絞りによる燃焼温度の上昇効果もあ

が少ない．

り，吸気と排気を同時に絞った方がHC濃度は若干減
少している．

図3(b)は，両条件における排気管集合部でのHC濃
度を示している．吸気絞りでは，絞りが強くなるにし

図６は，同一燃料噴射量に対する吸・排気絞り時の
排気温度上昇効果を比較した結果である．

たがってHC濃度が急激に増加するが，排気絞りでは

吸・排気絞りの最大の欠点は，ポンピングロス増大

40kPa程度まで排圧を上げてもほとんど変化がない．
なお吸気絞りの場合，新気の減少によってHC濃度は

にともなう燃費の悪化である．なお，燃料噴射量は噴

上昇するものの，ガス量が減少しているので質量で算

射期間と噴射量の関係を大気圧条件下で求めたものか

出すると，濃度差ほどの違いはない．例えば，吸気負

ら推定しており，筒内噴射量とは若干異なると考えら

圧40kPaの場合，吸気絞りを適用しない場合に比べ濃

れる．図に見られるように，同じ噴射量であれば吸気

を推定すると２倍程度となる．また，排気絞りでは，
吹き返しによって新気の減少があるものの，燃焼温度
の上昇あるいは排気管内の滞留時間の長期化などによ
り,排圧が上昇してもHC濃度は変化しなかったものと
考えられる．なお触媒反応の持続性からは，HCの燃焼
による発熱も考えられ，1000ppm程度の濃度の場合，
反応による温度上昇は30K程度と考えられるから，触

０

(udS)lssl
aq
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度では約４倍になるが，充填効率の変化から質量変化

‑20

‑30

‑10 TDC

Crank

媒の反応限界近くの条件であればHCは助燃剤として
の効果が期待できる．

10

20
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40

angle (deg.)

Fig.4 Combustion characteristics
u nder combination
ofintake and exhaust throttling

これまでは，吸気絞りおよび排気絞りそれぞれ単独
の場合について燃焼特性と排気ガス温度の関係を見て

600

気

(a)

duJalsl?1

心

ガス温度の関係について検討を行った．
図４は，排気絞り圧を26.7kPaに固定し，吸気絞り
圧を‑26.7〜‑40.0kPaへと変化させた場合と，吸気絞り

Ｓ

Exh.＋26.7kPa

０ ０
０Ｄｔ
０
ｙ

きたが，次に両者の組み合わせによる燃焼特性と排気

台=＝==念=＝=＝=忿
‑4‑ln.十Exh.
−o‑ln.

300

のみを行った場合の燃焼特性を比較したものである．
この場合の燃焼圧力の特徴は，図２で見られた吸気絞

600
１

り,排気絞りの特徴を合せ持った状況になっているが，

400

吸気を絞って排圧を高くした方が予混合燃焼が活発に

Ｗ
§ｉ

200

なっている．これは，高温の残留ガスが増大すること
0

により，吸入端温度が上昇した効果によるものと考え

‑26.7

ている．

1ntake throtthg press･（kPa）

また図5(a)は，吸気絞りと排気絞りを組み合わせた

‑33.3

‑40.0

Fig.5 Exhaust characteristicsunder combination
ofintake and exhaust throttling

場合と吸気絞り単独の場合の排気管集合部における排
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れると仮定して求めている．すなわち，カムプロフィ

図9(b)は，３気筒運転と６気筒運転における燃料消
費量を比較したものである．３気筒運転の場合，不作

ールを変更し吸気絞りを行った場合の新気量の変化は，

動気筒の摩擦損失を補うため作動気筒あたりの噴射量

おおよそ排気C02濃度の変化割合として求めることが

が増大し，燃費の悪化傾向は６気筒運転とほぼ同じで

できる．一方，吸気絞り時の吸入効率の変化から，シ

ある．しかし，３気筒運転と６気筒運転で同一排気温

リンダ内ガス質量が推定できるので，新気量との差を

度を得るための噴射量は前者の方が20％程度少なく，

残留ガス量として扱っている．この結果，図に見られ

燃費の悪化を低減できる可能性がある.

るように吸気絞りがない場合を100％としたシリンダ

3.3

内総ガス質量変化割合は吸気絞り圧が増大するにっれ

カムプロフィールの変更

これまで述べたように，３気筒運転と吸気絞りの組

減少しているが，これは吸気絞り圧が大きくなること

み合わせにより排気ガス温度の上昇効果が得られたが，

により新気が減少することと，密度の小さな高温の排

過度の吸気絞りは燃費を悪化させる原因となる．そこ

気ガスの吸入量が増加したためと考えられる．なお，

で，３気筒運転と吸気絞りの組み合わせで吸気絞り圧

リフト２ｍｍと４ｍｍにおけるシリンダ内ガス質量分布

を抑えた上で，排気ガス温度の上昇を得るための方法

を見ると，吸気絞り圧‑26.7kPaの場合，リフト４ｍｍで

として，排気側のカムプロフィールの変更を試みた．

は40％近くが残留ガスとなり内部EGRが増大してお
り，２ｍｍに比べて倍近い値を示している．

図10は,変更後のカムプロフィールを示したもので

図12は，３気筒運転と吸気絞りの組み合わせにおい

あり，吸入行程中に排気バルブが一時期リフトし，温
度の高い排気をシリンダ内に吸入させ，内部EGRによ

て排気カムプロフィールを変更した場合の燃焼特性を

って圧縮端温度を高め燃焼温度を上昇させることを目

比較したものである．図から，吸気絞りの有無に関係

的としている．なお，変更した排気カムプロフィール

なく２ｍｍリフトの方が新気量が多いことにより燃焼が

部の吸気行程でのリフト量は，２ｍｍ，３ｍｍ，４ｍｍの３

促進でき，燃焼圧のピーク値も高くなっている．また

段階に設定しており，それぞれの条件において実験を

吸気絞り時には，内部ＥＧＲによって吸入行程における

行った．

シリンダ内温度が上昇することから，着火を促進する
効果が確認できる．

図Ｈは，リフト量を２ｍｍおよび４ｍｍに変化させ
た場合の吸気絞り圧に対するシリンダ内の総ガス質量

図13は,リフト量を変更した場合における各部の排

の変化と，新気と残留ガス質量の分布を示している．

気ガス温度を比較したものである．吸気絞りの有無に

なお残留ガス質量は，排気ガス中に含まれるC02濃度

かかわらず，リフト量を変更しても排気ガス温度に大

の測定結果を利用し,計算により推定したものである．

きな変化が認められなかった．なお，吸気絞り圧

ここで残留量の変化割合の推定は，燃料噴射量に相当

‑26.7kPaでは，絞り無しの場合に比べ約80Kの排気ガ

したC02がカムプロフィールを変更した場合も放出さ

ス温度の上昇が得られ，標準カムにおける吸気絞り圧
‑40.0kPaとほぼ同程度の約513Kにまで達している．
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これは，排気ガスの逆流によってシリンダ内ガス温度
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