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１．はじめに           
 1898 年に Rudolf Diesel によって

発明されて以来、ディーゼルエンジ

ンは 100 年あまりの間に急速な発

達を遂げた。20 世紀ではその熱効

率の良さ、低コスト、利便性などか

ら大型車に搭載され、常に物流の根

底を担ってきた。しかし、地球温暖

化や都市部の大気汚染問題など、デ

ィーゼルエンジンは 21 世紀を迎え

て 大の転機を迎えている。ここで

は大型車輌用燃料についての現状

の把握と、代替燃料を含めた将来の

展望についてまとめる。 
 

２．排ガス規制の現状       
 図１は日本と欧米における大型

車の排ガス規制値（NOx、PM）(1)

を示している。 
PM（パーティキュレートマター）

の低減には軽油の軽質化（硫黄分や

アロマ分含有率の低減、および燃料

蒸留温度の低温化）が有効である。

特に硫黄分の低減は、排ガス後処理

システムの信頼性確保にも重要で

ある。しかし、日本では主に硫黄濃

度の多い中東系原油を利用してい

ること、軽油および灯油など油種ご

との需要と供給のバランスを保つ

必要があることなどが背景にあり、

軽油の軽質化が欧米と比較し遅れ

ている。 
このため各自動車メーカは、エン

ジンモディファイと酸化触媒によ

る対応で現行の長期規制までをク

リアしてきた。しかしこの策でクリ

アできるのは、2003 年実施の新短

期規制が限界と想定されている。

2005 年実施予定の新長期規制をク

リアするためには、低硫黄軽油の導

入など燃料の改質は必須で、さらに

PM・NOx 同時低減触媒システムや

尿素還元型 NOx 触媒といった高度

な後処理システムが必要となる可

能性が高い。 
 
３．従来軽油での環境対策       
 従来の軽油（硫黄含有率 500ppm
以下）では、後処理装置の十分な機

能が期待できず、エンジン本体のモ

ディファイによる対応となる。 
これまでに、NOx 低減策では燃

料噴射時期の遅延、EGR（排ガス再

循環）など、PM 低減策では燃料噴

射圧の高圧化などが採用された。特

に噴射ポンプの構造から機械的に

制御されていた噴射量や噴射時期

が、電子制御式ガバナやタイマの登

場で自在に制御可能となり、現行規

制値クリアの原動力となった。近年

ではコモンレール式噴射装置の実

用化により、噴射圧力の更なる高圧

化と、１サイクル分の燃料噴射を数

回に分ける多段噴射も可能となっ

た。 
しかし、エンジンモディファイに

よる対応の限界から、新長期規制の

クリアには軽油の軽質化＋高度な

後処理システム（PM 採集フィルタ

や NOx 触媒）が必要で、燃料価格

の高騰や後処理システムの複雑化

による自動車生産コストの増大は

必須である。 
 
４．代替燃料の展望        
 大型車用エンジンに利用可能な

燃料として、CNG（圧縮天然ガス）、

LPG（液化石油ガス）、DME（ジメ

チルエーテル）、GTL（合成軽油）

などがあげられる。これら代替燃料

を使用する 大のメリットは、燃焼

による PM 発生量の低減が可能な

ことである。特に CNG、LPG およ

び DME は PM の大幅低減あるいは

極微量まで低減可能である。 
GTL は PM の発生に関して、従来 
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図１ 各国における大型車の排ガス規制値 



図２ GTL の機関性能 

図３ D13モード試験のPM採取フィルター 

の比較 

 
の軽油よりやや低減する程度（図２、

３）(2)なものの、硫黄含有率がゼロ

のため、後処理システムとの相性が

よいと推定される。新長期規制施行

までに、軽質化軽油の一種としての

期待は大きい。ただし、基本的には

従来軽油運転時と同様の後処理シ

ステムが必要となる。 
CNG は国の補助金制度などによ

り低公害車としての認知度は高い

が、オットーサイクルのため、熱効

率がやや低いこと、および車輌への

搭載が気体状態であるため、航続距

離が短いことなどの課題がある。 
LPG は充填施設が全国に 1900 ヶ

所存在し、代替燃料の中ではインフ

ラの整備がもっとも進んでいる。

CNG 同様オットーサイクルの採用

が大部分であるが、車輌への搭載が

液体であるため、航続距離の点では 
 

図４ LPG ディーゼル車公道走行試験 

 
CNG よりも優れている。また、さ

らなる熱効率の向上を狙った、セタ

ン価向上剤添加 LPG ディーゼルト

ラックが研究開発されている(3)。現

在公道による耐久試験が行われ、総

走行距離は 26000km を越えている

（図４）。近年 LPG は原油からのみ

ではなく、ガス精製から約 6 割も供

給されており、石油の代替燃料とし

て大きく期待されている。 
DME はセタン価が高く燃焼中に

煤を発生しないことから、近年大型

車用代替燃料として脚光を浴びて

いる。2006 年には年間 170～320 万

ton の供給が予定されており、資源

エネルギー庁の「DME 検討会」や

「DME 燃料普及課題検討委員会」

など、官民により DME の製造・流

通・保安の整備が進められている。 
DME ディーゼル車の研究開発は、

海外では TNO、AVL などが行って

おり、デンマークではバスが走行試

験を行っている。一方国内では、

NKK がトラック、いすゞ自動車が

バスを研究開発している。石油公団

のプロジェクト（産総研、岩谷産業、

コモテック、三菱自動車の共同研究

開発）では、レトロフィット対応で

の 2t トラックの早期実用化研究開

発が進められている。成果の一例(4)

として、DME エンジンの燃焼観察

結果を図５に示す。 
DME ディーゼル 大の利点は、

煤の排出が無いことから排ガス対

策を NOx のみに絞ることができる。

すなわち EGR の有効利用などによ

り、高度な後処理技術に頼らず新長

期規制をクリアできる可能性があ 
 

図５ DME エンジンの燃焼観察 

 
る。燃料インフラの整備も、物性が

LPG に近似していることから、LPG
の充填施設の流用が期待できる。 

また、次世代の超低公害・高効率

エンジンとして、均一予混合圧縮着

火（Homogenous Premixed Charge 
Compression Ignition : HCCI と略記）

エンジンが注目されている。希薄燃

焼による熱効率の向上および NOx
の低減と、均一予混合気の形成によ

る大幅な PM の低減が可能となる。

一方で急激な負荷変動に対して不

安定になり易いことから、大型車へ

の適用時は、HCCI エンジン＋電気

モータのハイブリッドが有効と思

われる。 
 

５．まとめ            
 大型車輌用は都市間の輸送など

が多いことから、その燃料は安価で

利便性がなければならない。従って、

軽油の低硫黄化や GTL 燃料などの

利用で当分は進むと思われるが、排

ガス規制が強化されるに従って軽

油のコスト増や後処理装置の設置

などにより、他の代替燃料が利用範

囲に入ってくる可能性がある。コス

ト、低公害性、エネルギー資源の分

散化の面から、CNG、LPG、DME
などの研究開発を平行して勧めて

おくことが非常に重要ではないだ

ろうか。 
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