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エンジンオイルで
1Chapter

Engine Oil Development for Preventing Pre-Ignition in Turbocharged Gasoline Engine

ダウンサイジング過給ガソリンエンジンでの
異常燃焼抑制エンジンオイルの開発

日本でも一般化しつつあるダウンサイジングターボエンジンは，
エンジンの小型化によって燃費性能を向上させ，ターボ化によって出力性能を確保するというエンジンである．

しかし低回転から高過給を試みると，早期着火による異常燃焼つまりプレイグニッションが起きやすいという宿命をもっている．
頻発するとエンジン部品へダメージを与えるこの現象，トヨタ自動車はその頻度を抑制するエンジンオイルの研究を続けていた．

異常燃焼抑制に挑む

トヨタ自動車（株）



3

エンジンオイルで異常燃焼抑制に挑む
―トヨタ自動車（株）―

低回転高負荷での
異常燃焼を防げ

　世界的に，ダウンサイジング過給ガソリ
ンエンジン搭載車が急速に増えている．背
景にあるのは，CO2（二酸化炭素）排出量
の削減である．
　トヨタ自動車は，1997年に世界で初め
てハイブリッド車を量産市販し，これに
よって従来の自動車に比べ燃費性能を約2
倍に高め，CO2排出量の削減に邁進してき
た．一方，パワーユニットの種類としては，
ダウンサイジング過給ガソリンエンジンや，
クリーンディーゼルエンジンの国内におけ
る乗用車への搭載は，時機を待っていた．
　こうした経緯を踏まえ，ダウンサイジン
グ過給ガソリンエンジンをトヨタがいよい
よ市場投入するに際し，小さな排気量であ
りながら，過給により低回転から高いトル
クを得ることのできるエンジン特性を活か
すうえで，低回転・高トルク域で起こる可
能性のある異常燃焼（プレイグニッショ
ン）を抑制する手段の一つとして，発火源
と言われているエンジンオイルの自着火を
抑制するエンジンオイルの開発に世界で初
めて乗り出した．それが，今回の開発である．
　そもそも，エンジンオイルが燃焼室で自
着火するものなのかどうか，エンジン開発
担当のトヨタ自動車株式会社ユニットセン
ター エンジン統括部主査の渡邊 泉は，次
のように説明する．
「エンジンオイルはシリンダ内壁に油膜を
形成し，ピストンやピストンリングの摺動
を滑らかにしていますが，その一部が蒸発
したり油滴としてシリンダ内に飛び出した
りして混合気と一緒に燃えています．エン
ジンオイルが交換時期に少し減っているの
はこのためです．直噴エンジンでは，シリ
ンダ内壁に噴射ガソリンが極少量当たるこ
とがあり，そこでシリンダ壁の油膜と混
ざった燃料／オイル混合物が火種として作
用する確率が，ポート噴射より高まる可能
性があります」．
　入社以来エンジンオイル開発一筋という，
材料技術開発部 トライボロジ材料室主任
の藤本 公介は，こう補足する．

「エンジンオイルはそもそも燃えやすいも
のですが，低回転域でのトルクを活かそう
とするダウンサイジング過給ガソリンエン
ジンでは，よりそれが顕著に現れ，プレイ
グニッションが発生しやすくなるのです」．
　トヨタの材料技術部でエンジンオイルに
かかわってきた山下 実は，現在，中国の
研究開発センターに勤務し，材料技術部 
材料技術室の室長を務める．藤本の話を引
き継いで，
「エンジンオイルの発火点は，ガソリンよ
り低いのです．それでも従来は，自着火す
るような燃焼雰囲気にあまりなかったので
すが，ダウンサイジング過給ガソリンエン
ジンとなって，発火の火種になるというこ
とが起きたのです」と説明する．

　今回の開発で，エンジンオイル開発と，
エンジン開発の橋渡し役となった，ユニッ
トセンター エンジン設計部 第１基盤技術
設計室主幹の平野 聡伺も，
「筒内の空気の圧力と温度が高くなる中で
は，エンジンオイルもガソリンも，発火と
いう点ではそれほど違わないのです」と話
す（図1）．
　スパークプラグによる点火の前に，エン
ジンオイルとガソリンが混ざった火種から
自己着火するプレイグニッションを起こす
と，エンジン部品，特にピストン系の部品
にダメージが蓄積する．このため，ダウン
サイジング過給ガソリンエンジンには対応
策が不可欠だ．これはトヨタに限らず，こ
のエンジン故の宿命でもある．

　燃費向上のため，小排気量化する時代の流れがある．そして排気量を下げても動力性能を
確保するため排気エネルギーを使ったターボチャージャを装備するのが，ダウンサイジング過給
ガソリンエンジンである．低回転域でも高いトルクを得られ，胸のすく加速を実現する．ただし，
低回転・高トルクの運転状況において，スパークプラグで点火する前に燃料が燃え始める異常
燃焼，プレイグニッションが起こる可能性が生まれる．このプレイグニッションに，エンジンオ
イルがかかわることを突き止め，エンジンオイルに添加される材料の配合を変え，抑制する性能
を与えたのが今回の開発である．市販用ダウンサイジング過給ガソリンエンジンとしてトヨタ初
のエンジン開発と，オイル開発が同時に進行し，互いの進化の過程でエンジンオイルの性能を
評価するうえで苦労があったが，プレイグニッションを 90% 以上も抑制することが可能な高性
能オイルを開発し，その性能が推奨オイル交換距離以上に維持される品質を達成した．

エンジンオイルによる異常燃焼を防ぐ
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何万回の燃焼のうち1度という
プレイグニッションを探る

「そこを，エンジンオイルに任せればいい
ということではありません」と渡邊．「エ
ンジン設計でまず，ガソリンの噴射タイミ
ングや，噴霧の改良，オイル消費を減らす
などの対策を徹底的に進め，発生確率を限
りなくゼロに近づけたうえで，さらにプレ
イグニッションの発生を抑える手立てを加
えたエンジンオイルを開発したということ
です（図2）．
　グローバルに自動車販売を展開するトヨ
タとしては，地域によって燃料やオイルの
質が多様化していることに対し，プレイグ
ニッションを起き難くするための手立ては，
多いにこしたことがありません」．
　では実際に，エンジンオイルの開発はど
のように進められたのだろう．開発を遡っ
て，平野はこう話す．
「エンジンオイルを開発する前に，まず，
エンジンオイルがプレイグニッションにど
のようなかかわりを持っているのか，ある
いはかかわっていないのか，その確認作業
から始まりました．実験をして確かめるわ
けですが，実は，プレイグニッションは頻
繁に起きているのではなく，何万回の燃焼
のうち1度という確率です」．
　その具体例を，エンジン開発の渡邊は，
「エンジンの油水温を下げたプレイグニッ
ションが発生し易い状態で，毎分2000回転
で最大トルクを出し続ける運転をして，6
万回の燃焼で1回程度の確率，つまり１時
間に１回発生するかしないかという確率で
す」と，補足する．
　これでは，いつプレイグニッションが起
こるか，それを待つだけで膨大な時間を要
し，実験を容易には進められなくなる．ま
た開発段階に入って，オイル添加剤の配合
などを変更するたびに，その効果をタイム
リーに確認することさえままならなくなる．
「そこで，エンジン設計としては，プレイ
グニッションをいかに起こし難くするかと
いう開発を続けているわけですから，逆に，
こうすればプレイグニッションが起こりや
すくなるという状況も分かるわけで，意識
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図 1　エンジンオイル液滴の自然着火機構

図 3　エンジンオイル添加剤の LSPI 現象への作用メカニズム

図 2　高効率化による低燃費を狙い，各種技術が取り入れられたダウンサイジング過給ガソリンエンジン
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エンジンオイルで異常燃焼抑制に挑む
―トヨタ自動車（株）―

的にシリンダ内壁にガソリンが当たり，そ
の際にガソリンがすぐに蒸発しないよう，
エンジンの水温を低く保つなど，少なくと
も6万回の燃焼で1回程度の確率から，2桁
の発生確率になるような，実験のための専
用仕様にしていくこともできるわけです」
と，渡邊は，実験を進めるための打開策を
打ち明けた．

オイル添加剤の組み合わせ確認に役立った
レース用エンジン開発手法

　エンジンオイルとプレイグニッションの
関係性を確認したあとは，藤本がオイル添
加剤の配合を調節していく．
「オイル添加剤はいろいろありますが，プ
レイグニッション発生頻度にかかわる
添加剤として，カルシウム（Ca）系清
浄剤，モリブデンジチオカーバメイト
（MoDTC），ジチリオン酸亜鉛（ZnDTP）
などの寄与が大きいことを見出しました．
そして，劣化防止やデポジットを防止する
Ca系清浄剤を減らし，摩擦や酸化劣化を

防ぐMoDTCと，摩耗劣化を防ぐZnDTP
を増やす配合を行いました．エンジンオイ
ルの自己着火は酸化反応と大きく関係して
おり，酸化安定性を向上することでプレイ
グニッション発生頻度を抑制することが出
来ることが分かりました」（図3）．
「ただし，Ca系清浄剤は，ピストン周辺
のデポジット抑制に効果があり，エンジン
オイル自体も劣化による性能低下をするの
で，その予防効果を落とすことなくプレイ
グニッションを抑えることができる配合を
探すのが，開発の要点となりました」と，
山下は詳細に語る．
　実験によって，オイル添加剤の配合の成
果を一つひとつ確認していったのが，ユ
ニットセンター エンジン設計部 第１基盤
技術設計室の加藤 勝善であった．
「エンジン自体も，開発当初は試作機とい
う開発途上であるため，プレイグニッショ
ンが多発するセッティングで試験を実施す
ると，数回試験したらエンジンのリビルト
が必要な状態でした．そこで，エンジンを
壊さないでプレイグニッション発生の有無

を発見する探知方法や，それでもプレイグ
ニッションが連発したらすぐに停止する方
法などの実験手法を，チームメンバーと繰

藤本 公介 Kosuke FUJIMOTO

トヨタ自動車 株式会社
材料技術開発部
トライボロジ材料室 主任

「受賞決定後，関係した仲間と祝杯を
あげることが出来たのも嬉しかったです
が，お世話になったサプライヤ様にも一
緒に喜んで頂いたり，社内報に掲載さ
れたおかげで他部署のメンバーからも声
をかけてもらったりと，とても嬉しく思いま
した．この開発に関係した社外協力会
社様や，社内の調達部門やアフターサー
ビス部門の方々へも，この場を借りてお
礼を言いたいと思います」

山下 実 Minoru YAMASHITA

トヨタ自動車研究開発センター（中
国）有限会社
材料技術部 材料技術室 室長

「従来，他社でもオイルでの受賞はなく，
受賞はないと思っていましたので，我々
の成果が認められたと思いました．いま
は日本に居ないので，仲間と感激を分
かち合う機会がなく寂しい思いをしてい
ました（笑）．社内報に載ることで，中
国の人にも声をかけてもらえました．ただ，
中国では，栄誉というより，何をもらった
のかとか，パーティを開かないのかと言
われ，文化の違いを体感しています」

平野 聡伺 Satoshi HIRANO

トヨタ自動車 株式会社
ユニットセンター エンジン設計部
第1基盤技術設計室 主幹

「自動車メーカのオイル担当は縁の
下の力持ちで，家庭でも仕事を分
かってもらえずにいましたが，立派
な楯も頂き，すごい仕事をしたのだ
と理解してもらうことができました．
一緒に開発してきた石油メーカの方
からも，お祝いの言葉を頂き，嬉し
かったです」

渡邊 泉 Izumi WATANABE

トヨタ自動車 株式会社
ユニットセンター エンジン統括部
主査

「会社生活 28 年の間，この類の賞
には全く縁がなく，50 歳を過ぎてか
ら受賞できるとは夢にも思っていませ
んでした．初めて賞をいただき，素
直に大変嬉しい．このエンジンはト
ヨタ自動車九州やヤマハ発動機で生
産していますが，一緒に苦労してき
た工場の仲間からもメールなど頂き，
嬉しかったです」

加藤 勝善 Katsuyoshi KATO

トヨタ自動車 株式会社
ユニットセンター エンジン設計部
第1基盤技術設計室

「現在は正社員ですが，プロジェクトに
入った当初は，派遣社員としてトヨタ自
動車で働いていました．賞にかかわれる
とは思っていませんでしたので，受賞で
き，嬉しく思っています．家族や友人な
どには，エンジン評価の実験と言っても
分からないので仕事の話はあまりしない
のですが，自分がやっている仕事をア
ピールできてよかったです」
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り返し議論しながら評価を進めて来まし
た」．
　そのときに役立ったのが，モータース
ポーツ用エンジン開発の経験であったと，
平野は言う．
「モータースポーツの拠点が東富士研究所
にあり，レース用エンジンは，壊れるか壊
れないかのギリギリ限界で性能を追求して
いるので，異常があればすぐ運転を停止で
きる設備を持っています．加藤は，寮に
泊まり込みながらそこで1ヵ月以上かけて，
試験法を手に入れるまでやり続けた苦労が
あったと思います．
　トヨタのモータースポーツの取り組みが
非常に役立ったことと，このように部門を
越えて取り組めたことが，実現の鍵にも
なっているのです」．
「試験結果の解釈について，加藤とはよく
論争しました」と，藤本は振り返る．「プ
レイグニッションの頻度を計測する試験法
が確立できないうちは，行なっている試験
自体の正当性がどうなのか，本当にオイル
組成の影響を切り分けて評価できているの
か，エンジン試験担当の加藤と毎日のよう
に議論をぶつけ合いました．短い開発期間
の中で試験できる回数も限られており，オ
イルメーカさんも結果を今か今かと待って
いる，そのような状況で，試験のやり直し
をする余裕はありませんでした．加藤と私
がやったことは，事前に仮説を立て評価サ
ンプルの優先順位を付けることと，エンジ
ンへのダメージが小さいものを予測して，
順番を決めることでした」．
　また，山下は「エンジンの開発が進むに
従い，プレイグニッションが起こり難くな
るため，試験での比較は一定の条件でやり
たいわけですが，エンジンが進化すると前
にやった実験結果との比較が難しくなるの
で，そこも苦労の種でした」とも話す．
「そこは，やはり加藤が苦労した点だと思
います」と渡邊．「エンジン試作のフェー
ズが進むと，当然プレイグニッションは起
き難くなります．プレイグニッションを起
こしやすい試作初期のエンジンは，プレイ
グニッションを考慮した強度設計が後期試
作ほど進んでおらず，比較的壊れやすかっ
たので，開発エンジンの進化とオイル評価

を開発プロセスの中で整合させるのは，大
変だったでしょう」．

手の内を明かした
学会発表

　性能マップを見ながら配合を調整する藤
本と，それをエンジンの進化と並行して実
験で確認する加藤の二人で，いい配合がど
こにあるのか突き止めていく作業が続いた．
「実験室レベルで有機化合物の酸化特性や，
熱分解特性を測れる装置があるので，当初
は，それでできないかも検討しましたが，
やはり実機で評価しないと本当のところは
分からないという結論でした」と，平野は
言う．
「評価サンプルを絞り込むためにはまず何
が起きているか仮説を立てる必要がありま
したが，当時は何も分からないゼロからの
スタートでしたので，会社の図書館に引き
篭もって，色んな文献を読み漁るというと
ころから始めました」と藤本．
　山下は，「エンジンオイルを評価するこ
と自体，まだ十分に確立されていなかった
ので，どう評価すればよいかから開発は始
まったといえます」と打ち明ける．
　そしてトヨタは，2012年にプレイグニッ
ションとエンジンオイルの関係を，学会で
論文発表した．
「このとき，他社の方から，『自動車メー
カなのに，実験室レベルでそういう基礎的
な実験をトヨタはやらせてくれるのか』
と，羨ましがられました」と渡邊は振り返
る．藤本も，「それを学会で発表し，公に
してしまうことを驚かれました」と言うの
である．「肝心のエンジンがまだ量産化し
ていない時期に，手の内を明かして見せた
と言ってね（笑）」とは山下．そして山下
は，「今回のオイルは製品化が早かったの
で，情報を公開したあと，他社に先を越さ
れずによかったです」と苦笑する．
　平野は，「トヨタ自動車は，エンジンオ
イルメーカではなく自動車メーカなので，
お客様に，安心，安全，快適にクルマを
使っていただくため，エンジンオイルの技
術情報は早く世に提示し規格化すべきと考
え，他社が驚くタイミングでデータを開示

したのです．エンジンオイルは，人間でい
えば血液で，すごく大事な部分です．トヨ
タには，エンジンとともにオイルを開発し
ていくことがごく自然な取り組みであると
いう歴史があります」と語る．
　エンジンオイルについて，ユーザは必ず
しも純正オイルを継続して使い続けるとは
限らない．オイル交換の際，他銘柄を使う
ことが当たり前に行われている．そこで，
今回開発したプレイグニッションを抑制す
るオイルの配合を規格化して広く世に示し，
同様の性能を備えたエンジンオイルを広く
普及させることも，自動車メーカとして重
要なのである．

開発品を使ってもらうよう
社内関係部署を説得し続けた

　こうして，出来上がったエンジンオイル
は，長時間の耐久試験を行っても，プレイ
グニッション抑制性能が持続することを確
認している．
「この耐久試験がオイルに与える負荷は，
およそ推奨オイル交換距離の2倍に相当し
ます．したがって，通常のオイル交換時期
に対して，十分余裕をもってプレイグニッ
ションを抑制できます．もちろんエンジン
オイルは劣化していきますが，劣化しても
なお，プレイグニッションの抑制効果を維
持する配合をしたということです」と，平
野は品質を語る．
「お客様の印象として，自動車メーカの純
正オイルに対する良さをあまり実感されて
いないかもしれませんが，自信をもって開
発していますし，純正オイルが一番エンジ
ンに合っているのです」と，山下は力説する．
　できあがったプレイグニッションを抑制
するエンジンオイルではあったが，そこか
ら先にまた一つ難関は待ち構えていた．
「工場や販売店も，既存のオイルを貯蔵す
る場所に苦労しているなか，さらに新しい
エンジンオイルを追加で置いてもらうのは
至難の業でした．ですから，当初はあま
り，『いいね』と言ってもらえませんでし
た．相談とか説得というより，社内関係部
署と白熱した議論を戦わせながら，なんと
か必要性を納得してもらい採用してもらっ
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た経緯があります．いまでは，販売店でも
よく使っていただいているとのことで，諦
めずに説得してよかった」と渡邊．平野も，
「ほかがやっていないのに，なぜ？　と言
われました．世界初ですから参考になる前
例がないので，良いと言い切れる自信をつ
けるのに苦労しました．社内でも賛否両論，
色々な意見があり，サービスと技術が一緒
になって一年以上論議を尽くし，やっと市
販にこぎつけたというところです」と話す
のである．
　こうした市場導入の苦労も含め，プレイ
グニッションを抑制するエンジンオイルの
完成をどう感じたのか？
　渡邊は，「私はエンジン屋として，欧米
メーカに比べ後発となったダウンサイジン
グ過給ガソリンエンジンを世に出せたこと
に達成感を感じるとともに，プレイグニッ
ションという世界の自動車メーカが注目し
ている課題に応えるエンジンオイルも出来
上がったことを大変誇りに思っています」
と言う．
　加藤は，「自分がかかわったエンジンオ
イルが世に出たのは初めてだったので，特

別な嬉しさがあります．前例のないことに
挑戦し，議論し，知見を増やし，次へ向か
う楽しさを実感しました」と話す．
　藤本は，「企画段階から市販化まで漕ぎ
着けたという経験は貴重ですし，感無量で
す．今後，自分たちの仕事の成果が市場一
般のエンジンオイル品質向上にも反映され
るだろうということを考えると，世の役に
立つ仕事が出来たという意味で，自動車業
界人としてエンジニアとして大きな喜びで
す」と充実の表情だ．
　山下は，「いま中国に居て，頭で考える
のではなく本当にグローバルに世界各地で
使われるエンジンオイルができたことを実
感しています」と感慨深げである．
　そして平野は，「規格を定める仕事をし
ているので，このエンジンオイルの完成で，
ようやく5合目に来た感じでいます．理屈
で説明してもなかなか認知してもらえませ
んが，現物ができて初めて認知してもらう
ことができ，さらに規格に織り込めて初め
て完成したと言えると思っています．トヨ
タの綱領に，世のため人のためになること
をしなさいというのがあって，規格作りと

は，まさにそういう仕事で，誇りに思って
います」と，締め括った．
　その上で，渡邊と平野は異口同音に，こ
の開発は楽しかったと言う．
「この開発では，異常燃焼ワーキングを毎
週2時間くらい開いたのですが，毎回大盛
況でした．本社はもちろん，東富士研究所
も交え，燃焼の専門家をはじめピストン設
計やピストンリング設計，またオイル消費
の担当や今回の材料開発メンバーなど，あ
らゆる技術者が集まり，意見を自由に交換
し合いました」と渡邊．
「最近のものづくりは，コンピュータで計
算したりシステマチックで流れ作業のよう
になったりしているところがありますが，
この開発では，全く新しい知らないことば
かりなので，実験データなど，自分が知ら
なかったことが現れたりすると自由に発言
し，議論を重ねることができ，理系の仕事
の本来の楽しさがありました．出口の見え
ない辛さはあっても，みな目がイキイキし
ていましたよ」と，平野は開発現場の様子
を懐かしく語るのであった．
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