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久々 の過給エンジンは

The Inline 4 Cylinder 1.2L Turbocharged Direct Injection Gasoline Engine

世界戦略の必然だった

トヨタ自動車（株）

直列4気筒1.2L直噴過給
ガソリンエンジン

3Chapter
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久々の過給エンジンは世界戦略の必然だった
―トヨタ自動車（株）―

トヨタ自動車（株）

グローバル戦略の中での
ダウンサイジング

　排気量を従来に比べ小さくし，燃費性能
を高めたうえで，出力を補うため過給を用
いる，いわゆるダウンサイジング直噴過給
ガソリンエンジンは，2008年にフォルクス
ワーゲンのゴルフで，ツインクラッチ式ト
ランスミッション（DCT）と組み合わさ
れて日本市場にお目見えした．当初は，排
気量1.4Lの直噴ガソリンエンジンに装備す
る過給装置に，ターボチャージャとスー
パーチャージャを併用するシステムで登場
したが，約半年後にはターボチャージャの
みの仕様も誕生した．以後，ターボチャー
ジャのみで同社のダウンサイジング直噴過
給ガソリンエンジンは構成され，最終的に
最小排気量は1.2Lまで引き下げられている．
　これをきっかけに，ヨーロッパの自動車
メーカー各社は，ドイツ勢を手始めに，ダ
ウンサイジング直噴過給ガソリンエンジン
の普及に取り組んでいる．そして現在では，
V型エンジンを搭載してきたような上級車
種にも，2.0L級の直列4気筒ダウンサイジ
ング直噴過給ガソリンエンジンの適用が広
がっている状況だ．
　背景にあるのは，温室効果ガスの削減へ
向け，欧州連合（EU）と欧州自動車工業
会（ACEA）が2008年までに，排出される
CO2量を各自動車メーカー平均値で140g/
kmとする合意に至ったことに始まる．こ
の規制は順次厳しさを増し，2021年には
95g/kmまで削減する目標が掲げられてい
る．CO2排出量に関するこうした欧州情勢
は，アメリカを含め，世界的な動向となり
つつある．
　トヨタ自動車は，1997年に世界初の量

産ハイブリッド車プリウスを発売して以
来，ハイブリッド車の普及によりCO2削減
を追求してきた．だが，ここにいよいよダ
ウンサイジング直噴過給ガソリンエンジン
を登場させた．そのトヨタブランド第一
弾が，排気量1.2Lの8NR-FTS型ガソリン
エンジンである．トヨタがダウンサイジン
グ直噴過給ガソリンエンジンの開発に取り
組み始めた背景を，パワートレーンカンパ
ニー エンジン開発推進部 エンジン企画推
進室の池田 晃浩室長は次のように語る．
「トヨタの環境戦略の中で，ハイブリッド
システムに限らず，電気自動車や過給エン
ジンなど，様々に先行開発をしてきていま
す．ダウンサイジング直噴過給エンジンの
コンセプトについては，10年以上前から東
富士研究所で進めていました．
　2010年 ご ろ か ら， 弊 社 で は〈 も っ と
いいクルマづくり〉や，〈Fun to Drive 
Again〉などをスローガンに，走る喜びや
乗る楽しさをもった商品を，環境性能と両
立させながら実現するため，ダウンサイジ
ング直噴過給ガソリンエンジンを搭載する
商品の必要性が高まってきたのです」．
　こうして，ダウンサイジング直噴過給ガ
ソリンエンジンの量産市販へ向けた開発が

本格化する．その際，ダウンサイジングす
る排気量は，どのように決められていった
のだろう．
「トヨタのグローバルな商品戦略の中で，
今年50周年を迎えるカローラクラスは大
きな存在です．自然吸気エンジン1.5〜1.8L
級を代替するエンジンを考えた結果，出力
と燃費性能からダウンサイジング率を検
討し，1.2Lとしました．決定には，お客様
にその性能が納得していただけるかどうか，
競合他社の動向も調査しています」（表1）．

トヨタが久しぶりに出す
過給エンジン

　トヨタが過給ガソリンエンジンを実用化
するのは，かなり間をおいてのこととなる．
エンジン本体の基本設計について，池田は，
「ボア×ストロークは，熱効率を上げるた
めにはできるだけロングストロークにした
いのですが，直噴を使う上でボアを小さく
し過ぎると，筒内に燃料を噴射した際に内
壁に燃料が付着してしまいます．また，筒
内へ空気を入れるうえでもボアを小さくし
すぎないようにしなければなりません．こ
の三つの要件をうまく調和させる諸元を，
机上の構想とシミュレーションをあわせて
確認し，決めていきました」と話す（図1）．
　過給を行うターボチャージャについて
は，パワートレーンカンパニー パワート
レーン先行総括室の品川 知広グループ長
が，次のように説明する．
「今回は，かつてドッカンターボと言われ
た時代ほど高い出力を目指すのではなく，
トルクの出るエンジン回転数をいかに下げ
るかを考えました．社内でも走りの質に対
する機運が高まっていましたし，お客様の
アクセル操作に的確に応答するトルクカー
ブとはどういったものか考えれば，おのず
と高出力より低速トルクが重視すべき目標
になります．また，排気量1.2Lエンジンの，
素のトルクの大きさと，過給によるトルク
増大との調和を図ることも大事なことだと
考えました」．
　以上のような基本概念のもと，実際に
ターボチャージャをどう選定し，どう使い
こなすかに苦労があったと，品川は続ける．

ドイツ勢が先行したダウンサイジング直噴過給ガソリンエンジンだが，
トヨタは10年も前から先行開発を続けていた．
それはエンジン開発の多角化の一つであった．
走る喜びと環境性能を両立し，
グローバルに展開する時が来たと判断したトヨタは，
より高度なエンジン効率のため，様々な新機構を投入した．

表1　8NR-FTSエンジン主要緒元

Displacement (cc) 1196

Bore × Stroke (mm) Φ71.5 × 74.5

Compression Ratio 10.0

Injection System DI

Spray Shape Fan Spray

Valve Mechanism 16-Valve DOHC, chain drive, 
VVT with mid-position lock system 

(Intake), VVT (Exhaust)

Intercooler Water-cooled

Max. Power (kW/rpm) 85/5200-5600

Max.Torque (Nm/rpm) 185/1500-4000

Fuel 95RON

Emission Euro6，J-SULEV

Turbocharger Single-scroll

Transmission 6 speed MT, CVT
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ド技術が活きています」と，トヨタが20
年に及ぶハイブリッド車開発で培ったエン
ジン技術の成果を紹介する．加えて，品川は，
「しかし，渦を作ることによる背反は，ポー
トを通る空気量が減ってしまうことです」

と言う．「それでもハイブリッド車は，出
力性能が落ちるところをモータ駆動で補え
ます．ターボエンジンでは，過給されるこ
とで吸気の空気量が増えるため，さらに渦
を強くしていかないと筒内で燃料がよく混

3Chapter

図2　シングルスクロールターボチャージャ外観

「ドッカンターボの時代とは空気の使い方
が異なります．以前は，自然吸気エンジン
にターボチャージャを追加する考え方でし
たが，今回は，ダウンサイジングによって
小さくなった排気量に，過給による空気を
どう入れていくかに苦労しました．
　ターボチャージャは，レクサス用の排気
量2.0Lにはツインエントリーターボを使っ
ていますが，この1.2Lにはシングルエント
リーターボを選んでいます（図2）．ここで，
ターボチャージャの大きさや，カムの作用
角，制御の仕方など，シミュレーションも
しましたが，久しぶりの過給エンジンとい
うことで，やはり実際のエンジンで試して
みないと分からない点も多く，先行開発の
段階で，吸気ポートは4〜5種類，ターボ
チャージャも3〜4種類は仕様の異なるも
のを使って，試行錯誤しました．
　また，CVT（ベルト式無段変速機）との
協調も含め，システムとしての設計が，今
回のエンジンの要だったと思います．
　過給することで，空気を入れればトルク
も上がるし出力も出るだろうとの大枠は分
かっていても，ターボチャージャのタービ
ンは，エンジン回転を上げるだけでは実は
空気が十分に入らず，排気圧力が高まった
ところでどう回転を制御するかが勝負所に
なりました．また，ドライブトレーンの
CVT担当から，これまでCVTは自然吸気
エンジンに対する適合しか経験がないため，
ターボラグによって，エンジン回転数が上
がっているのになぜ出力がついてこない
のかと言われることもありました（図3）．
そうした一つひとつの事象を，エンジン側
とドライブトレーン側とで一緒に検証し，
解決していく必要がありました」．
　動力性能の作り込みと同時に，8NR-
FTS型エンジンでは理論空燃比で運転さ
れる領域がエンジン回転数のほぼ全域と広
く，燃費性能が優れる点も見逃せない．池
田は，
「それを実現するうえで，ハイブリッド用
エンジン開発によって応用できたのが，燃
焼速度を上げるため，吸気に強い渦を作る
ところでした（図4）．鍵を握るのは，吸
気ポートを高タンブル形状にすること，そ
れから，燃焼室形状です．ここにハイブリッ

図1　高タンブルポートと最適化された
　　　　　 ピストン形状
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図3　CVT変速制御の最適化

図4　吸気乱れと流量係数を両立するポート形状の最適化
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―トヨタ自動車（株）―

ざってくれないということも起こります」
と，補足する．
　池田は，「ハイブリッド用エンジンで積
み上げてきた技術に加え，エキゾーストマ
ニホールド一体のシリンダヘッド（図5）
という新技術を加えていくことで，過給エ

ンジンでの理論空燃比の実現を果たしてい
ます．そのために，シミュレーションもし
ましたが，最終的には実際のエンジンで確
認することが不可欠でした」と話す．品川も，
「エキゾーストマニホールド一体シリンダ
ヘッドと燃焼室形状を決め込むところは最

後まで手が掛かり，ピストン形状は3ヵ月
で10種類くらい試しました．ここで，東
富士研究所が総力を結集し，尽力してくれ
たのです」と振り返る．
「たとえば，実験するためのピストン交換
を，通常1〜2日は掛かるところ，半日で
やってほしいとお願いし，実験現場の方か
らは『俺たちを殺す気か？』と言われたり
もしましたが，わずかな差にもこだわって
より良い燃焼を求め，必死だったのです」．

ターボエンジンであることを
意識させない快適性能

　性能開発から量産へ向けて，新たな課題
も生じた．
「量産の間際になって問題になったのは，
騒音です」と，品川．「ターボチャージャ
が回転する際に生じるヒューンという音や，
スロットルオフでの空気が抜ける音，ウェ
イストゲートのバルブが振動して出る音な

池田 晃浩 Akihiro IKEDA

トヨタ自動車株式会社
パワートレーンカンパニー
エンジン開発推進部
エンジン企画推進室長

「このエンジンは，いわゆるカタログ諸元
的にはそれほどずば抜けた性能値を持っ
ているわけではありませんので，受賞の
第一報を聞いて，驚いたというのが最
初の気持ちです．私が入社して 10 年
でこの開発が始まりましたので，これま
での 10 年間のすべてを入れ込んだ集
大成にしようと取り組んだ開発でしたか
ら，それが認められたことに喜びを感じ
ています．同時に，多くの仲間と開発し
てきましたので，彼らへの感謝の思いが
改めてこみ上げてきました」

工藤 雅仁 Masahito KUDO

トヨタ自動車株式会社
パワートレーンカンパニー
エンジン設計部
エンジン開発統括室 主幹

「技術開発賞をエンジンで獲るのは
難しいと聞いていましたので，内定
を戴いた際はビックリしました．今
回は，私が代表として申し込みまし
たが，私がやったことは一部で，開
発にかかわったみんなで作ったエン
ジンですので，そこが嬉しく，感謝
の気持ちで一杯です」

品川 知広 Tomohiro SHINAGAWA

トヨタ自動車株式会社
パワートレーンカンパニー
パワートレーン先行総括室
グループ長

「賞に申請をしたとき，エンジン単
体では無理だろうと話していました
ので，受賞を工藤から聞き，思わ
ず嘘つくなと言ってしまいました

（笑）．今回は企画段階からかかわ
り，思いを込めて取り組んだエンジ
ンでしたから，素直に嬉しかったで
す．私は，適合を担当した仲間の代
表者なので，みんなに感謝していま
す．家では，妻が楯をもって〈重た
い！〉と言った一言が忘れられませ
ん」

大脇 一之 Kazuyuki OWAKI

トヨタ自動車株式会社
パワートレーンカンパニー
エンジン開発推進部
エンジン企画推進室 グループ長

「当初は，そういう賞に申し込んだ
のだという程度の認識でしたので，
受賞を聞いて驚きました．本社の実
験現場の皆さんたちも良い開発だっ
たと言ってくださっていたので，一
緒に取り組んだ苦労が賞として認め
られ，嬉しいですし，改めてみんな
に感謝しています．家では子供に楯
を見せると〈パパ凄い〉と言ってく
れ，家族と一緒に喜べたことも嬉し
かったです」

Upper water jacket

Lower water jacket Sub-water jacket

IN

OUT

OUT

Cooling water flow

図5　エキゾーストマニホールド一体型シリンダヘッド
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ど．それこそドッカンターボ時代は，そう
した騒音もターボエンジンらしさというこ
とで受け入れられたかもしれませんが，ダ
ウンサイジング直噴過給ガソリンエンジン
では，ターボエンジンであることを意識せ
ず，誰でも快適に使えることが必要です．
もちろん，いまでもターボエンジンらしい
音を聞きたいという声もありますが（笑）」．
　量産へ向けた開発段階から生産に至るま
でを担当したパワートレーンカンパニー 
エンジン設計部 エンジン開発統括室の工
藤 雅仁主幹は，この騒音問題について次
のように振り返る．
「騒音対策では，たとえば，ターボチャー
ジャの回転軸を一品一品バランスの修正を
しています．修正すること自体は従来も
やっていることですが，我々が求める要求

精度の高さに，部品メーカーの方も驚かれ
ていました．それを実現するため，部品メー
カーの方にも一緒に現象を確認していただ
き，共に開発を進めることで前進させるこ
とができました．その際には，部品メーカー
の方にも，騒音の現象を掴むことに興味を
持っていただくことができました．
　品質管理の部署からは，これで大丈夫だ
と言われた水準に達していても，自分が買
うとしたらこうあって欲しいというところ
まで騒音対策を徹底することで，やり切っ
たという思いになりました．同時にまた，
生産へ向けて時間が限られるなか，問題解
決のスピードアップも求められ，この段階
まで来ると関係する部署や人も多くなりま
すから，量産へ向けてこの騒音問題が山場
だったと思います」．

　ほかにも，量産へ向けては，車両に搭載
した際の熱の課題もあったと，池田は話す．
「カローラクラスということで，ターボ
チャージャが追加されるエンジンを，小さ
なエンジンルームに納めるところに苦労し
ました．しかも，このエンジンは，客室側
にターボチャージャを取り付ける配置なの
で，熱が篭りやすく，熱の歪みがたまって
しまうのです．
　解決策は主に二つで，一つはエンジン
ルーム内のターボチャージャの熱をいかに
外へ抜くか．ここは，導風を制御するガイ
ドを設け，その際，エンジンルーム内を実
測した温度を基に，シミュレーションを通
じて解明していきました．
　もう一つは，ターボチャージャを水冷式
とすることですが，そのウォータジャケッ
トをどういう形にすればいいか，地道に対
策を積み上げていきました．
　ターボチャージャが一つ追加になること
で，大変さが倍々で増えていきました」．

問題は議論で解決した
開発チーム

　量産段階で，信頼性を実現していくのは，
パワートレーンカンパニー エンジン開発
推進部 エンジン企画推進室の大脇 一之グ
ループ長の役割である．
「エンジン本体の基本設計部分，シリンダ
ブロック，ピストン，クランクシャフト，
コンロッドといったところは，設計のチー
フが細部まで丁寧に設計してくれていたお
かげで，開発中に問題を生じることはほと
んどありませんでした．この開発は，燃焼
や制御に苦労しましたので，そこでエンジ
ンが壊れていたら，かなり難しい状況に
なっていたでしょう．
　また，私自身も，ターボエンジンは初め
てでしたから，熱の課題解決は難しかった
ですね．エキゾーストマニホールド一体シ
リンダヘッドのような新技術も，あるとき
急に採用が決まったりして，常に駆け回っ
ていたという印象です．
　それでも，問題が起こるとみんなで議論
を重ね，各々の部署の意見を押し付けるの
ではなく，みんなで一緒に解決していこう

3Chapter

　ダウンサイジング過給エンジンとは，小さ
な排気量で，およそ 1.5 倍の排気量の自然吸
気エンジン並みの動力性能を得られるように
開発されたエンジンである．排気量を小さく
抑えることで燃費を改善し，一方，排気量が
小さくなることで不足する出力を過給で補う
手法である．受賞した排気量 1.2L のトヨタ
8NR-FTS 型は，コンパクト・ミドルクラス車
両への搭載を前提に，適正コストと十分な動
力性能を得るため，シングルエントリーターボ
チャージャを選択している．そのうえで，排気
カムの作用角を小さくしオーバラップ期間と
脈動のタイミングをずらして排気干渉を最小
化したり，低回転時の吸入空気量を増加させ
たりすることにより低速トルクの向上を図って
いる．その結果，1500 〜 4000rpmで最大
トルク 185Nm を実現した．同時に，エキゾー
ストマニホールド一体シリンダヘッドを新採用

し，排気冷却を行い，理論空燃比での運転
領域を最高車速の 97％まで，ほぼ全域に広
げている．

世界展開を見据えたコンパクト・ミドルクラスのダウンサイジング過給エンジン
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―トヨタ自動車（株）―

というチームワークのいい開発プロジェク
トでした．誰かが話していると，自然に周
りに人が増え，議論が熱を帯びていくこと
が何度もありました」．
　池田も，「そうですね．課題をどう解決
すればいいか，議論を尽くしたうえで設
計し，実験してみるという手順でしたか
ら，実験で物が壊れて奔走したという苦労
はありませんでした」と振り返り，加えて，
「生産技術の部隊とも一体となって取り組
んできたため，たとえば，エキゾーストマ
ニホールド一体シリンダヘッドは，ターボ
チャージャをすぐ近くに取り付けたいため
排気ポート出口が下を向くという，独特の
形状になっているのですが，生産側からす
ればおかしな形状であるため，難しいとい
う話になるところです．しかし今回，同じ
組織で，同じ空気を吸って，一緒の仲間と
して仕事を進めてきたので，生産の方たち
もトヨタ初のダウンサイジング直噴過給ガ
ソリンエンジンを一緒に実現しようと，協
力していただけました」．
　トヨタとして久しぶりのターボエンジン
で，しかもトヨタ初のダウンサイジング直
噴過給ガソリンエンジンの開発に携わった
開発者たちは，この開発で何を手にしたの

だろうか．
　エンジン設計のリーダーを担った池田は，
「基本パッケージから細部設計まで，どの
ようにエンジン全体をまとめ，進行してい
くかという開発に携われたことによって，
技術者として成長できたのではないかと思
います．また，新しい技術に挑戦するうえ
で，実現したいという思いがあれば叶えら
れるという手ごたえを感じています」と言
う．
　量産段階から生産へ向けて担当した工藤
は，「これまでは要素部品の担当でしたが，
今回はエンジン全体を初めて担当し，技術
者として，部品〜エンジン〜車両性能とい
うように，より視野を広げて見ることがで
きました．そして工場出荷まで立ち会えた
ことが自信になっています」と語る．
　初期開発から量産まで立ち会った品川は，
「もともとは東富士研究所の所属で，今回
初めて本社で開発の仕事につき，しかも適
合のリーダーとしてかかわり，やりたいこ
とを実現できた経験が自信につながってい
ます．試験や評価の仕方や考え方について
も，当初は不安もありましたが，これまで
の東富士研究所で行ってきた手法が本社で
も通じたことで安堵しています．また，東

富士研究所では仕事柄，構成要素の性能中
心に物事を見がちですが，車両全体を具現
化する視点で開発に携わることを本社で体
験し，これを今後の東富士研究所でも活か
していきたいと思っています」と話す．
　永年にわたり信頼性評価に携わってきた
大脇は，「およそ5年にわたり，先行開発
から量産の立ち上げまで一気通貫でかかわ
れたのは今回が初めてで，しかも信頼性の
リーダーとしての責任もあり，エンジン全
体の信頼性評価を見ることができたことが，
自分の成長につながったのではないかと
思っています．最後までやり遂げた達成感，
満足感があります」と思いを語った．
　ダウンサイジング直噴過給ガソリンエン
ジンとCVTの組み合わせは，トヨタ初の
ことであると同時に，欧州で先行するダウ
ンサイジング直噴過給ガソリンエンジンの
競合は，DCT（デュアルクラッチ・トラン
スミッション）との組み合わせが多く，当
初はCVTとの相性を疑問視する声もあっ
たという．だが，最終的には，トヨタの
CVTとの組み合わせを選びたいとの声を
欧州で手にするまでになり，この開発は，
先行する欧州の競合に一矢報いる成果も達
成したのである．




