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マツダ（株）

低圧縮比という非常識にある
ディーゼルの未来

2Chapter

New Generation Clean Diesel Engine that Combines the Joy of Driving with Outstanding Environmental Performance

走る歓びと環境性能を両立する新世代クリーンディーゼルエンジン

日本では全く日の目を見ていなかったディーゼル乗用車だったが，
マツダのディーゼル技術「SKYACTIV‐D」搭載車は急速に販売を伸ばしている。

この技術開発の始まりは，「わが社からディーゼルエンジンがなくなる」という強烈な危機意識だった。
起死回生で企画された新エンジンコンセプトは，世界で最も圧縮比の低いディーゼルエンジン。

それはディーゼルに携わってきた仲間には常識を覆すエンジンだった。

写真：桜井 健雄
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低圧縮比という非常識にあるディーゼルの未来
―マツダ（株）―

危機感の中から生まれた
もっと自由なクルマ作り

　国内では，1999年（平成11年）8月から施
行された東京都の「ディーゼルNO作戦」
を発端に，乗用車におけるディーゼルエン
ジン車の販売は途絶えた。以後，トラック／
バスでのディーゼルエンジンの排ガス浄化
対策は大きく前進し，今日も物流や輸送の
要となっている。ヨーロッパでは，CO2排
出規制の観点から，伝統的に燃費のよさで
小型車を中心に愛用されてきたディーゼル
乗用車が，上級車種でも適用範囲を広げて
市場が形成されてきた。
　こうした動向を踏まえ，マツダがグ
ローバルを視野に新世代のディーゼル
エンジンとして開発に取り組んだのが，
SKYACTIV-Dと呼ばれる，排気量2.2Lのエ
ンジンである。その特徴は，ディーゼルエ
ンジンの燃費のよさを維持しながら，ガソ
リンエンジンのように伸びやかに高回転ま
で回る特性とし，なおかつ，ディーゼルエ
ンジンの前に大きく立ちはだかる排ガス浄
化において，高価なNOx触媒を使わずに規
制対応することにある。
　ガソリンエンジンのハイブリッド車と価
格的な競合となりつつあるディーゼルエン
ジンにとって，排ガス触媒の原価低減は大
きな課題となっている。それは，ヨーロッ
パの自動車メーカが近年，ガソリンエンジ
ンのダウンサイジングに力を注いでいるこ
とからもうかがえるところだ。
　SKYACTIV‐Dの開発には，そうした時
代背景があるのは事実だが，ディーゼルエ
ンジンの取り組みにおいて，マツダ社内で
は，どのような議論が重ねられてきたのだ
ろうか。パワートレイン開発本部 走行・
環境性能開発部 第2走行・環境性能開発グ
ループ主幹の林原 寛は，こう振り返る。
「当時の私は，マツダ技術研究所に在籍し
ていました。そして2004，2005年ごろの
ことだったと思いますが，マツダの中では，
ディーゼルエンジンには後がないという危
機感がありました」。
　後がないという危機感とは，具体的にど
ういうことだったのか。

　パワートレイン開発本部 パワートレイ
ン技術開発部主幹の片岡 一司は，
「当時，マツダはフォードグループに属し
ていました。フォードは合理的な経営を考
える会社で，当時，フォードグループに同
じく属していたボルボと，マツダと，そし
てフォードなどのグループメーカが使うエ
ンジンについて，一番いいエンジンを作る
メーカのものを調達し，グループ内で共有
して使おうとしたのです。ガソリンエンジ
ンもディーゼルエンジンも同様です。ヨー
ロッパではディーゼルエンジンが定着して
いますから，マツダではもうディーゼルエ
ンジンをやれないかもしれないという雰囲
気がありました。ところが，急に風向きが変
わってきたのです」と経緯を解説する。続
けて，
「マツダは生き残れるのか？　……そうい
う危機感のなかで，シニアマネージメント
のほうから，『もっと自由にクルマ作りを
しよう』との声が上がりました。『のびの
びPT（パワートレイン）』とか，『わくわく
シャシー』という言葉が生まれ，自由に発
想し，やりたいことを言ってみろという機
運が起こったのです」。
　マツダは，1996年にフォードから社長を
迎えたあと，2004年からは日本人社長に戻
る。この時期に，片岡の話はおよそ重なっ
てくる。
　この機会を逃すまいと，マツダ技術研究
所でディーゼルエンジンを担当していた片
岡や林原は，思い描く理想のディーゼルエ
ンジンを構想した。それが，低圧縮比で高
回転まで回るディーゼルエンジンであった。

気持ちよく上まで回る
低圧縮ディーゼル

「時代の流れとしても，ディーゼルエンジ
ンの低圧縮比の傾向はすでにありました。
ただしそれは，かつて18：1くらいであっ
たのを16にする程度で，14にするというの
は，我々が作成した構想書に書いてあるも
のの，我々自身，当時の感触としては14に
到達できるのは2020年ごろだろうと考え
ていました」と片岡は語る。続けて林原は，
「構想の主旨は，トルクがあって燃費がい
いというディーゼルエンジンの特徴に加え
て，気持ち良く高回転まで回すところにあ
ります。そのためには，高圧縮比で頑丈な
従来のエンジンは，エンジンの内部抵抗が
大きく，限界がある。そこで低圧縮比・軽
量エンジンに行き着きます（図1，2）。ま
た，低圧縮比にすれば排ガスにもいい。さ
らにその背景にあったのは，究極のエンジ
ンはガソリンもディーゼルも一つに集約さ
れるという我々の考えでした」。
　圧縮比を高め，ガソリンを自己着火させ
るHCCI（予混合圧縮着火）は，ガソリンエ
ンジンをディーゼルエンジンのように運転
する構想だ（図3）。
　こうして，低圧縮比のディーゼルエンジ
ン開発が動き出すわけだが，そこで片岡が
驚いたのは，
「マツダ技術研究所では，まだ構想書しか
出来上がっていないのに，量産へ向けた先
行開発へ移管されたことです。これまでで
あれば，構想を技術に実現してから量産へ
向けた開発が始まるのですけれども，技術

　SKYACTIV‐D は，世界で最も圧縮比の低いディーゼルエンジンである。これは，従来，高
圧縮比であることで効率が高く，燃費がいいというディーゼルエンジンの常識を覆す開発であっ
た。発想の原点について，現執行役員（当時の開発責任者）の人見 光夫は，次のように語って
いる。「排ガス低減のため，いまのディーゼルエンジンは上死点からピストンが下がったところで
燃やしているのです。ならば，低圧縮比でしっかり燃やせばいいではないか」。結果，NOx も煤も，
従来の 1/10 にまで大幅に減った。また圧縮比を下げることで，エンジンの機械損失も大幅に
下げることができ，より低燃費に成果をもたらすことになる。さらに，損失の低減は，高回転
化への道筋にも通じる。こうして，SKYACTIV‐Dは，NOx 触媒なしで排ガス規制を達成し，ディー
ゼルエンジンならではの燃費はもちろん，同時にまた，高回転まで伸びやかに回る運転性を実
現したのである。

世界で最も圧縮比の低いディーゼルの意味

2Chapter
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も何もないのに，もう量産の先行開発をす
るということなので，技術研究所から，ま
ずは林原と，その上司が量産技術へ異動し
ていきました」。
　ある意味では無謀ともいえる経営判断が
行われたわけだが，それは逆に，経営側の
ディーゼルエンジンに対する並々ならぬ決
意の表れであったともいえるだろう。
　とはいえ，ディーゼルエンジンの量産化
で永い経験を持つパワートレイン開発本部 
走行・環境性能開発部 第2走行・環境性能
開発グループでアシスタントマネージャー
を務める山田 薫は当初，
「これほどの低圧縮比では，低温でエンジ
ンが始動しないだろうと思いました」と振
り返る。それほど，ディーゼルエンジンの
専門家の目からすれば常識外れの取り組み
であった。片岡たちも，構想書の上で圧縮
比14の実現は2020年ごろになると考えて
いたほどの低い圧縮比への挑戦であった。

机上の理論をどう具体化するか
着火から拡散燃焼の研究

　そうした難関を乗り越えるためには，新
たな開発手法が必要だった。
　林原は，「燃焼タスクというのを立ち上
げ，各専門家を集めて，どうすれば低圧縮
比でも着火できるか，構想を練り上げまし
た。それに半年ぐらいの時間をかけました。
たとえば，我々が予混合燃焼と呼んでいる，
空気と軽油が十分に混ざり合ったところで
着火する領域をいかに広げられるか，そし
て，通常のディーゼルエンジンの拡散燃焼
にどうつないでいけるか，みんなで知恵を
出し合いました」と明かす。
　マツダの技術研究所時点での構想は，机
上の理想像でしかない。それを，どのよう
にすれば現実に実行できるのか。その具体
策を練ったのである。理論を実像にするた
めに，半年の時間を要した。
　ディーゼルエンジンは，空気だけをシリ
ンダ内に導入し，これを圧縮し，温度が高
くなったところで燃料を噴射することで自
己着火を起こさせる。着火したところから，
燃焼室内へ火炎が伝播していく燃焼を，拡
散燃焼という。これに対し，予混合着火は，

図 1　軽量化が可能となったピストン、ピストンピン，コンロッド。下が SKYACTIV-D

図 3　内燃機関の進化ビジョン
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図３ 内燃機関の進化ビジョン

図 2　クランクシャフトの軽量化。上が SKYACTIV-D
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低圧縮比という非常識にあるディーゼルの未来
―マツダ（株）―

圧縮された空気に燃料を噴射するが，それ
が十分に混合するまで待って自己着火を起
こさせる手法である。とはいえ，空気が圧
縮され温度の上がったところへ燃料噴射し
ながら，混ざるまでどうやって燃え出さな
いようにするのか？
「そこは，大量のEGR（排気再循環）を使
います。ただし， EGRが大量にあると，筒
内環境が大きく変化するため燃焼の始まる
時期が大きく外れます。そこで，吸気の酸
素濃度を含め筒内環境から燃焼の始まる時
期を推定して燃料噴射時期を決定する制御
を開発しました」。
と説明するのは，パワートレイン開発本部 
パワートレインシステム開発部 PT制御シ
ステム設計グループのアシスタントマネー
ジャーである鐵野 雅之だ。
　しかし，制御のソフトウェア開発だけで
はとても間に合わなかった。
「燃焼タスクのあと，制御タスクを立ち上
げ，予混合燃焼と拡散燃焼の移行など含め，
どう燃焼をコントロールするか，専門家が

集まって構想を組み立てていったのですが，
短期間のうちに制御のソフトウェアだけで
解決するのは難しかったです。また，2ス
テージターボチャージャ（図4，5）や，可
変バルブリフト機構（IDEVA）など新しい
装置の導入などもあったので，エンジン側
の変更や，キャリブレーション（適合）に
制約を設けるなど，相互の協力をしながら
開発を進めることになりました」と，鐵野
は説明する。
　従来であれば，エンジンがほぼ出来上
がったところで，次は制御のソフトウェア
を構築するという開発手順であった。しか
し，それではとても突破口の開けない状態
だった。
「鐵野の仕事を見ていて凄いと思ったのは，
一般的に燃料噴射のソフトウェアは，部品
メーカが作った基本ロジックを基に，各自
動車メーカが改造して使っていくのですが，
今回は，すべてを新しくSKYACTIV-D専
用に，一から作り直してしまったことです」と，
林原は補足する。これを聞いた片岡が，

片岡 一司 Motoshi KATAOKA

マツダ株式会社
パワートレイン開発本部
パワートレイン技術開発部
主幹

「マツダ技術研究所の少ない人数で
構想したものが，次第にいろいろな
関係部署から人が大勢集まり，世に
出すことができ，しかも受賞するこ
とができた，その開発に，初めから
量産までずっとかかわれたのは初め
てのことで，とても嬉しいです。マ
ツダはもちろん，ほかの会社を含め，
同期で社会人になった友人に，ちゃ
んと仕事をしているよと伝えられる
ことにもなり，嬉しく思っています」

鐵野 雅之 Masayuki TETSUNO

マツダ株式会社
パワートレイン開発本部
パワートレインシステム開発部
PT制御システム設計グループ
アシスタントマネージャー

「栄えある賞を，ありがとうござい
ます。自分の名前が受賞者の中に入
るとは思ってもいませんでした。こ
の開発は，かかわった全員の汗と努
力の賜物だと思っていますので，受
賞はみんなの代表としていただいた
と思っており，みんなに感謝してい
ます」

林原 寛 Hiroshi HAYASHIBARA

マツダ株式会社
パワートレイン開発本部
走行・環境性能開発部
第2走行・環境性能開発グループ
主幹

「今回は代表として受賞しましたが，
この 5 人だけでなく，みんなの力に
よる成果であり，そこに感謝しつつ，
頑張れば報われるという例となって，
若い人たちがこれを見習い育っても
らえればと思います」

山田 薫 Kaoru YAMADA

マツダ株式会社
パワートレイン開発本部
走行・環境性能開発部
第2走行・環境性能開発グループ
アシスタントマネージャー

「受賞の一員として名前を入れてもら
えて感謝しています。部下を含め，み
んなの頑張りがあってできたことなの
で，私が受賞していいのかという思い
もありましたが，代表として受け取っ
たつもりです。受賞をチームのみんな
も喜んでくれて，次ももらえるように
邁進していきたいと思います」

旗生 篤宏 Atsuhiro HATABU

マツダ株式会社
パワートレイン開発本部
エンジン設計部
第1エンジン設計グループ
アシスタントマネージャー

「新米設計者の時期から共に育って
きたエンジンでこのような賞をいた
だき，大変嬉しく思います。指導い
ただいた諸先輩方や，支えてくれた
同僚，家族に感謝すると共に，もっ
ともっと楽しいクルマと，その原動
力となる良いエンジンを生み出せる
よう，今後も精進して参ります」
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「そういえば，最初にエンジンを回そうと
したとき，何も制御が入っていなくて大変
だったね」と，笑う。量産エンジンへの道
筋をつけた山田も，
「低圧縮比によって，拡散燃焼でも火がつ
かないということが起きましたから……」
と振り返る。
　それほど，低圧縮比の実現そのものが大
ごとであったうえ，予混合燃焼の領域を広
げ，そして拡散燃焼へと移行していく燃
焼の両立を図ったSKYACTIV-Dの制御は，
独創に満ちたものとなっていったのであった。

動力性能と排ガス浄化
燃焼と音，振動の両立

　そして量産化へ向けては，現実問題とし
ての動力性能の確保，排ガス浄化の対応，そ
して音や振動などの快適性にかかわる課題
の作り込みも必要になってくる（図6，7）。
　エンジン性能の改善に取り組んだ山田は，

「燃焼をしっかり行わせながら，たとえば
音の問題を解決するには，熱の発生を寝か
せる必要があり，そのための熱発生量の調
節に苦労しました。熱量が，不足しても多
すぎても，ノッキングを起こします」と語
る。
　騒音を抑えながら，しっかり燃焼させる
ためには，燃焼室内に火種を作るプレ噴射
の時期や噴射量の調整が不可欠だ。それを，
あらゆる運転領域で，最適に実現できなけ
れば，走行中に騒音が大きくなったり，燃
焼が悪化したりということが起こる。
「これまで以上に苦労しました」という，
山田の一言に，低圧縮比というかつてない
ディーゼルエンジンの挑戦を，市販できる
量産に持ち込む苦労がにじみ出る。
　SKYACTIV-Dが，いよいよ市販に移さ
れ，2012年2月に発売されたCX-5では，序
盤の販売台数の80％以上がディーゼルエ
ンジンという評判を得た。
　片岡は，

「好評なのは嬉しい反面，不具合が出ない
か不安なところもありました。従来の開発
と異なり，実験を省き，机上での作り込み
に時間をかけたので，そこで考えたことが
適切であったことにホッとしたというのが，
正直な気持ちです。
　これまでのように，一つひとつを実験で
確かめるということをしていたら，とても
開発は間に合いませんでした。また，実験
をするといっても，ある特定の条件で確認
できるだけですから，性能を網羅的に確認
できるわけではありません。今回，性能目
標を機能目標へ，そして物理量へと落とし
込み，やるべきことの数を絞り込んでいく
開発を採り入れたことにより，ここを押さ
えれば大丈夫という開発の仕方をしたこと
が重要でした」と解説する。
「開発では，崖をちゃんと見て，そこから
距離をもっていれば機能が破綻することは
ないという開発のやり方を採りました。こ
の機能開発を信じてやってきたのです」と

図 4　2 ステージターボチャージャ外観
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図４．出力性能

図５．ワイドレンジ2ステージターボ
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図３．燃費性能

図 7　出力性能

図 6　燃費性能

図 5　2 ステージターボチャージャで実現した特性

図３．燃費性能

図４．出力性能
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低圧縮比という非常識にあるディーゼルの未来
―マツダ（株）―

は，林原である。この手法を採り入れた上
司は凄いと，改めて語る。
　制御の部分では，
「ソフトウェアを大きく変えたので，新し
く採用した装置の役割をしっかり決めると
ともに，装置の応答性の時間差に応じて，制
御の優先順位を定めるということをやりま
した。ターボチャージャのような応答の遅
れが出る装置は先に動かすようにして，燃
料噴射のように速く動く装置で補正すると
いうことをやっています。
　ソフトウェアをごっそり変えたので，適
合が大変ではないかと思い，キャリブレー
ションの担当の人たちと協力して作業を進
めました。とはいえ，それがきちんと出来
上がっているかどうか，そこは不安があり
ました。いよいよ量産され，好評を得たこ
とで，嬉しさよりまずホッとしたというの
が正直な気持ちです」と，鐵野は安堵の面
持ちである。
　山田も，
「これまで永いことディーゼルエンジンの
開発にかかわってきましたが，最後の最後
までドタバタしたのは久しぶりのことで
す」と，苦笑いする。「排ガス浄化のとこ

ろで，未燃焼のHCが出たり，COが出たり，
それには排ガス温度が低い影響なども絡み，
制御はもちろん，設計にも迷惑を掛けなが
ら量産化に持ち込めたというのが実際です。
　そのうえで，’90年代のカペラ以来，何十
年ぶりかで乗用のディーゼルエンジン車を
国内に出せたのは感激でした」。

人は一度の驚きでは忘れてしまう
何度でも驚かせるつもりで

　NOx触媒を使わずに，世界で最新のディー
ゼル排ガス規制を達成したSKYACTIV-D
に，世界の自動車メーカが驚嘆した。それ
でも，挑戦は終わらないという。
　片岡は，「今回，アッと驚かせるエンジン
を出すことができたので，今後も定期的に
アッと驚かせるエンジンを出していきたい
とうのが，次への思いです」と語る。
　林原も，「人は，一度驚いたくらいでは
すぐにそれを忘れてしまうものです。何度
か続くことで，初めて，おおやるな！と思
われるようになります。また，後続のメー
カが当然現われ，いまわれわれが成し遂げ
たことは常識になっていきます。ですから，

もう一度驚かすような非常識なことに挑戦
していきたいですね」と続けた。
　鐵野は，「これまで制御開発というと，エ
ンジンのコンセプトが決まり，スペックが
決まり，そして制御に移るという手順でし
たが，商品やユニットの目標を定める段階
で，制御も対等にかかわり，設計や適合の
各部門と一緒に機能配分できるような開発
工程にしていけるようにしたいと考えてい
ます。みなさんにアッと驚いていただくた
めにも，開発の改善にこれから力を注いで
いきたいと思っています。次は，一皮むけ
て頑張りたいですね」と，微笑んだ。
　山田は，「ここまで高い評価を戴き，これ
を持続するには，常に攻める姿勢でいなけ
ればなりません。とはいえ，攻めるのは疲
れることでもあるので（笑），休みを入れな
がらやっていきたい」と，口では言いなが
ら，目の輝きは衰えさせてはいない。
　世界一低圧縮比のディーゼルエンジン開
発は，マツダが，一躍世界の最先端に躍り出
た開発であったといえる。その自信が，一
人ひとりの発言に力強さを与えるとともに，
驕らず次への目標を定めた姿勢に，技術者
としての真摯な姿が重なった。


