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1．は じ め に 

2005 年 10 月からディーゼル車の排気ガス新長期規制がス

タートする．また，3 月には中央環境審議会大気環境部会が，

ディーゼル車の排出する窒素酸化物(NOx）とPM（粒子状物質）

を2009年からガソリン車並に削減することを目標とする「ポ

スト新長期規制」の答申案をまとめた．これは新長期規制値

に対し更にPMを 53～63％，NOxを 40～65％それぞれ削減しよ

うというもので，世界 高水準であり，ディーゼル車のクリ

ーン化が進んでくる． 

一方， 近の原油価格の高騰と米国でのハリケーン「カト

リーナ」の影響などから，石油製品の高止まりが懸念されて

いるが，逆に軽油やガソリンに代わり得るクリーンな新燃料

が市場で十分戦える条件も整ってきているといえる．新燃料

の利用技術や排出ガス低減効果は，ジメチルエーテル（以下，

DME）(1)，バイオエタノール(2)，GTL（Gas to Liquid）(3)など

をエンジンや実車に適用して既に調査されており，また熱流

体数値シミュレーションコードによる理論解析も行われてい

る(4)．これら新燃料の 新動向については，自動車技術会誌

年鑑号の「その他の動力」(5)にまとめているが，なかでもDME

は，天然ガス，石炭またはバイオマスから製造でき，脱石油

燃料であるとともに硫黄や芳香族成分がない低エミッション

の将来型合成燃料である．また，含酸素であるため排気ガス

中に煤の発生がほとんどないことからディーゼル車の新燃料

として非常に有望である．ここでは，世界における DME 自動

車の研究開発状況をまとめる． 
 

2．国内におけるDME自動車の研究開発状況 
表１に，国内における DME 自動車の研究開発状況をまとめ

た．(1)の 2 トントラックは，JFE㈱がデモ用として自社開発

したものである．2002 年に大臣認定で車両ナンバを取得し，

2004年まで川崎地区で路上走行試験を行った． 

(2)，(3)は運輸省のプロジェクトとして進められた．(3)は

プロジェクト終了後，いすゞ自動車㈱とJFE㈱とで，JFEの川

崎工場内における社員用の連絡バスとして走行試験を継続し

て進めている． 

(4)は(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下，

NEDO）の ACE プロジェクトで，日野自動車㈱がハイブリッド

バスとして進めてきた．2003年に研究が一段落し，NEDOの研

究成果報告会で報告されている． 

(5)は石油公団のプロジェクトとして，(独)産業技術総合研

究所（以下，産総研）と岩谷産業㈱が，既存の分配型ディー

ゼルエンジンの改造部分を 小限に抑え低コスト化を目標と

し，2トンDMEトラックおよび福祉バスを開発した．大臣認定

により2003年には車両ナンバを取得し，つくば地区や産総研

のテストコースで走行試験を行っている． 

(6)はコープ低公害車開発㈱や産総研など7社が，ボッシュ

㈱により DME 用に開発された列型ポンプを採用し，総重量 8

トンの DME トラックを研究開発したものである．軽油運転以

上の出力が得られており，2004年 10月に車両ナンバを取得し

た．耐久性や量産化に向いていることから，定積載状態で高

速道路なども含めて約2万km走行している． 

(7)は (独)交通安全環境研究所および日産ディーゼル工業

㈱らが，前述のボッシュ㈱製 DME 用噴射システムを搭載した

20tクラスの大型DMEトラックを開発し， De-NOx触媒との組

み合わせで NOx および PM 排出量は新長期規制値の 1/20 を達

成している． 

(8)は，(1)，(3)，(5)，(6)の DME自動車を中心に国内で走

行可能な車両の走行試験を進めている．長距離公道走行試験

も実施し，つくば市－新潟市間の約420 kmの両都市間を燃料

補給無しで余裕を持って完走した．また，車両のみならず，

DME スタンドの実証試験や規制緩和も含めた充填システムの

インフラ整備も進めている．つくば市，新潟市，横浜市，お

よび川崎市の計 4 カ所に，走行試験用の DME 自動車用充填ス

テーションが設置され，DME自動車は実用化開発から実証試験

段階に進みつつある． 

 

3．海外におけるDME自動車関連の研究開発状況 

表2に海外におけるDME自動車関連の研究開発を示す．(1)，

(2)，(3)，(5)はテストベンチ開発が中心である．(1)の AVL  社

はコモンレールシステムを中心に研究開発を進めており，停

止時のパージシステムの必要性とともに，DMEの潤滑性，圧縮

性などの問題点をかなり早い時期から指摘している．10 年以



 

 
 
 

上の研究歴があり，近年車両を試作し，酸化触媒のみで排出

ガス規制値を達成したとしている． 

(4)はペンシルバニア大学において開発した車両で，大学構

内で走行試験を実施した．現在はプロジェクトが終了し走行

試験も行っていない． 

(6)は，ボルボ社やデンマーク工科大学が中心となり，18.9

トンの大型バスを開発したものである．プロジェクトが終了

し現在は稼動していない．それを発展させ，(8)の AFFORHDプ

ロジェクトが現在進行中である．北欧諸国はバイオマス利用

に積極的であり，LCA（Life Cycle Assessment）による CO2

排出を比較するとバイオマスから製造する DME 利用がベスト

であるという． 

(7)は IEA が主体となり，DMEの可能性調査や燃料の標準化

を進めている．日本からも予算を提供しておりかつオブザー

バを派遣している．今後，利用者への情報提供や世界規模で

の燃料の標準化などが望まれる．日本においても，DMEフォー

ラムと産総研が，燃料用DMEの TS案およびエンジン用DMEの

JIS案を提案中である． 

 (9)，(10)は韓国における研究開発であり，日本の研究開

発を参考に，普及基盤整備から車両の開発まで幅広く手がけ

ている．韓国や中国においても，2003 年に DME の研究交流を

目的とした DME フォーラム組織が発足し，かつ研究開発も盛

んになってきた． 

中国では，DMEは家庭用の燃料としてLPGの代替として普及

しつつあり，既に 3 万戸で使用実績がある．国民の生活レベ

ルの向上に伴い便利なガス燃料の利用が高まりつつあること，

LPGへの集中を避けること，DMEの原料としての石炭が豊富で

あることなどの理由による．自動車用としては，(11)のよう

に西安交通大学や上海交通大学などでベンチテスト段階の研

究が見られるようになってきている． 

モスクワでは，排気ガス対策の一環として DME 自動車の研

究開発が進められている．2002 年 5 月から，モスクワ市役所

交通局による排ガス対策プロジェクトがスタートし，(12)に

示すように 3 研究機関に 10 台ずつ，計 30 台の設計，開発，

運行試験を実施している．3 機関は， Engine Scientific 

Research Institute， FGUP-NAMI（ロシア連邦国家科学セン

ター中央科学研究所）およびモスクワ州立大などである．毎

年計画を見直しながら，将来は 5 万台規模まで進める予定で

ある． 

 

4．お わ り に 

将来における原油価格の高騰とエンジンのクリーン化の面

から，今後さまざまな新燃料が急速に台頭してくると思われ

る．脱石油，安価，供給量，クリーン性，可搬性，安全性な

どを満足する新燃料が求められている．燃料供給を軌道に載

せるととともに，DME自動車などの各種利用機器の早期開発が

急がれる． 
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表 1 国内におけるＤＭＥ自動車関連開発プロジェクト 

 
表 2 海外におけるＤＭＥ自動車関連開発プロジェクト 

 名称 スケジュール 実施主体 開発仕様 性能 
１ ２ﾄﾝ小型ﾄﾗｯｸ開発 

 
 
 

（図１①） 

1995 年度～継続中 
2002 年度大臣認定取得 
2003 年度まで公道走行

試験 

ＪＦＥﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱（旧 NKK） 車種：2 ﾄﾝ積載小型ﾄﾗｯｸ 

ｴﾝｼﾞﾝ排気量：3,600cc 

燃料噴射ｼｽﾃﾑ：列型ﾎﾟﾝﾌﾟ 

DME ﾀﾝｸ容量：62L 

排出ガス性能（D13 ﾓｰﾄﾞ結果） 

ＰＭ： 0.021 g/kWh 

ＮＯｘ：4.435 g/kWh 

航続距離：220～295 ｋｍ（一充填） 

燃費：5.6km/L(空)，4.2km/L（満載） 

２ 運輸省 
ｼﾞﾒﾁﾙｴｰﾃﾙ自動車評価事業 
 

1998～2001 年度 (独)交通安全環境研究所 
日産ディーゼル工業㈱ 

車種：4.1 ﾄﾝ積載中型ﾄﾗｯｸ 

ｴﾝｼﾞﾝ排気量：4,600cc w/ﾀｰﾎﾞｲﾝﾀｰｸ

ｰﾗ 

燃料噴射ｼｽﾃﾑ：ｺﾓﾝﾚｰﾙ 

DME ﾀﾝｸ容量：62L x 2 

排出ガス性能（D13 ﾓｰﾄﾞ結果） 

ＰＭ： - g/kWh 

ＮＯｘ：～2.25 g/kWh 

 

３ 運輸省 
ｼﾞﾒﾁﾙｴｰﾃﾙ自動車評価事業 
 
 

（図１②） 

1998～2001 年度 (独)交通安全環境研究所 
いすゞ自動車㈱ 
㈱いすゞ中央研究所 

車種：63 人乗中型ﾊﾞｽ 

ｴﾝｼﾞﾝ排気量：8,226 cc 

燃料噴射ｼｽﾃﾑ：ｺﾓﾝﾚｰﾙ 

DME ﾀﾝｸ容量：98L x 2 

排出ガス性能（D13 ﾓｰﾄﾞ結果） 

ＰＭ： 0.026 g/kWh 

ＮＯｘ：2.17 g/kWh 

航続距離：340 ｋｍ（一充填） 

燃費：1.4～2.0km/L 

４ NEDO 高効率ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ自

動車研究開発 

「DME ｴﾝｼﾞﾝ搭載ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾊﾞｽの

研究開発」 

1997～2003 年度 
 

日野自動車㈱ 車種：中型ﾊﾞｽ 

ｴﾝｼﾞﾝ排気量：7,961cc 

燃料噴射ｼｽﾃﾑ：ｺﾓﾝﾚｰﾙ 

DME ﾀﾝｸ容量：103L 

排出ガス性能： 

ＰＭ： 0.05 g/kWh（目標） 

ＮＯｘ：0.85 g/kWh（目標） 

 

５ 石油公団 大型研究 

「ﾚﾄﾛﾌｨｯﾄＤＭＥ自動車研究」 

 

 

（図１③） 

2001～2002 年度 
 

岩谷産業㈱ 
(独)産業総合研究所 
㈱コモテック 
三菱ふそう㈱ 

車種：①2 ﾄﾝ積載小型ﾄﾗｯｸ、 

②23 人乗ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ 

ｴﾝｼﾞﾝ排気量：4,214ｃｃ 

燃料噴射ｼｽﾃﾑ：分配型ﾎﾟﾝﾌﾟ 

DME ﾀﾝｸ容量：90L 

排出ガス性能（D13 ﾓｰﾄﾞ）： 

ＰＭ： 0.02 g/kWh 

ＮＯｘ：3.71 g/kWh 

 

６ 石油公団 特別研究 
「中大型ＤＭＥ自動車の実用化

研究開発」 
 

（図１④） 

2002～2003 年度 
 

ｺｰﾌﾟ低公害車開発㈱，(独)産業技術

総合研究所，ＪＦＥﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱，伊

藤忠商事㈱，三菱ガス化学，㈱/岩谷

産業㈱，伊藤忠エネクス㈱ 

車種：4 ﾄﾝ積載中型ﾄﾗｯｸ 

ｴﾝｼﾞﾝ排気量：7,166ｃｃ 

燃料噴射ｼｽﾃﾑ：列型噴射ﾎﾟﾝﾌﾟ 

DME ﾀﾝｸ容量：135L x 2 

排出ガス性能（D13 ﾓｰﾄﾞ）： 

ＰＭ： 0.010 g/kWh 

ＮＯｘ：2.479 g/kWh 

 

７ 国土交通省 自動車交通局/道
路局 次世代低公害車開発促進

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 
「ＤＭＥ大型ﾄﾗｯｸ開発」 
 

（図１⑤） 

2002～2004 年度 
 

(独)交通安全環境研究所 
日産ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ㈱ 

車種：長距離走行用大型ﾄﾗｯｸ 

（１０ﾄﾝ積載ﾄﾗｯｸ） 

ｴﾝｼﾞﾝ排気量：6,900ｃｃ w/ﾀｰﾎﾞｲﾝﾀｰ

 ｸｰﾗ 

燃料噴射ｼｽﾃﾑ：ｺﾓﾝﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ 

DME ﾀﾝｸ容量：未定 

新長期規制(JE-05 ﾓｰﾄﾞ)の４分の１ 

ＰＭ：≒0.0 

ＮＯｘ：0.5 g/kWh 

燃費：ﾍﾞｰｽ車と同等(発熱量ﾍﾞｰｽ) 

航続距離：ﾍﾞｰｽ車と同等 

８ 石油公団 特別研究 
「ＤＭＥ自動車の実用化ﾌﾘｰﾄ試

験研究開発」 

2003～2004 年度 ｺｰﾌﾟ低公害車開発㈱/(独)産業技術

総合研究所/ＪＦＥﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱/伊
藤忠商事㈱/三菱ｶﾞｽ化学㈱/伊藤忠

エネクス㈱/福山通運㈱/小野測器㈱ 

上記１，３，５，６のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに製作された５台に加え、㈱いすゞ中央研究所開発のクレ

ーン付き 3.5 ﾄﾝﾄﾗｯｸ（図 1⑥）１台の合計 6 台について、公道及びﾃｽﾄｺｰｽによるﾌﾘｰﾄ

試験をおこない、実用化を促進する 

 国/名称 スケジュール､出展 実施主体 開発仕様 性能 

１ ｵｰｽﾄﾘｱ 

DME ｴﾝｼﾞﾝ開発 

DME 燃料噴射ｼｽﾃﾑ開発 

SAE Paper 

No.950062，952754 

AVL ｵｰｽﾄﾘｱ 燃料噴射ｼｽﾃﾑ：ｺﾓﾝﾚｰﾙ 

  w/ﾊﾟｰｼﾞｼｽﾃﾑ 

排出ガス性能 

ＰＭ： 0.05 g/kWh 

ＮＯｘ：2.5 g/kWh 

２ ｵﾗﾝﾀﾞ 

DME 燃料噴射ｼｽﾃﾑ開発 

1996～ TNO 燃料噴射ｼｽﾃﾑ：分配型噴射ﾎﾟﾝﾌﾟ 

DME のﾗｲﾌｻｲｸﾙｱｾｽﾒﾝﾄ 

 

３ ｱﾒﾘｶ 

ＤＭＥｴﾝｼﾞﾝ試験 

1994 ＡＭOCO/Navistar/AVL ｱﾒﾘｶ ｴﾝｼﾞﾝ排気量：7,300 cc w/ﾀｰﾎﾞ 排出ガス性能：EURO3 ｸﾘｱｰ 

ＰＭ： ～0.05 g/kWh 

ＮＯｘ：3.85 g/kWh 

４ ｱﾒﾘｶ 

ﾍﾟﾝｼﾙﾊﾞﾆｱ州立大学 

    （図１⑦） 

SAE Paper  

No.2003-01-0756 

Air Products & Chemicals./DOE/ 

ﾍﾟﾝｼﾙﾊﾞﾆｱ州/Navistar/ﾃﾞﾕﾎﾟﾝ 

/ｷｬﾀﾋﾟﾗ 

車種：学内ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ 

ｴﾝｼﾞﾝ排気量：7,300 cc w/ﾀｰﾎﾞ 

燃料噴射ｼｽﾃﾑ：ｺﾓﾝﾚｰﾙ 

 

５ ｱﾒﾘｶ 

ｴﾈﾙｷﾞｰ省補助事業 

DME 噴射ｼｽﾃﾑ 

～1997：ｺﾓﾝﾚｰﾙ 

～1999：乗用車用ｴﾝｼﾞﾝ 

～2000：TierII ｸﾘｱｰﾃﾞﾓ   

AVL ｱﾒﾘｶ 燃料噴射ｼｽﾃﾑ：ｺﾓﾝﾚｰﾙ 排出ガス性能：TierII ｸﾘｱｰ 

ＮＯｘ：0.33 g/kWh 

６ ﾃﾞﾝﾏｰｸ 

ｽｶﾝｼﾞﾅﾋﾞｱﾝﾊﾞｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

 

（図１⑧） 

1999～2002 ﾎﾞﾙﾎﾞ/ﾊﾙﾀﾞｰﾄﾌﾟｿｰ 

ﾃﾞﾝﾏｰｸ工科大学/ｽﾀｯﾄｵｲﾙ 

ﾃﾞﾝﾏｰｸ環境省/ｴﾈﾙｷﾞｰ省 

車種：GVW18.9 ﾄﾝ大型ﾊﾞｽ 

ｴﾝｼﾞﾝ排気量：9,600 cc w/ﾀｰﾎﾞ 

燃料噴射ｼｽﾃﾑ：ｺﾓﾝﾚｰﾙ 

DME ﾀﾝｸ容量：138L x 5 

排出ガス性能：EURO４ｸﾘｱｰ 

ＰＭ： ～0.05 g/kWh 

ＮＯｘ：～3.0 g/kWh 

航続距離：600 ｋｍ（一充填） 

７ IEA（国際ｴﾈﾙｷﾞｰ機関） 

ANNEX 14/20/27 

自動車用ＤＭＥ燃料について 

ANNEX14：1997～1999 

ANNEX20：2000～2001 

ANNEX27：2002～2005 

他欧米各国の研究機関、企業 

ANNEX１４は、日本からｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 

参加（NEDO/JARI） 

ANNEX14：DieselEngine としての DME に関する可能性調査 

ANNEX20：自動車燃料としての DME-2 

ANNEX27：代替燃料の標準化 

８ AFFORHD ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

(Alternative fuel for Heavy Duty) 

（図１⑨） 

2002～2003 ﾎﾞﾙﾎﾞ/AVL/DTU/ﾊﾞｸｼｮ-市 

/TNO/BP/ 

DME 大型ﾄﾗｯｸの開発 

ｴﾝｼﾞﾝ排気量：9,400 cc w/ﾀｰﾎﾞ 

排出ガス性能（目標） 

PM： 0.02 g/kWh(EURO4)  

NOｘ：2.0 g/kWh(EURO5)  

９ 韓国 

韓国 DME ﾌｫｰﾗﾑ 

 

 

（図１⑩） 

2002～2005 

ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ車：2003 年完成 

Korea Institute Energy Research 

SK Corporation 

Inha University 

DME 中型ﾄﾗｯｸ 

ｴﾝｼﾞﾝ排気量：3,298 cc 

燃料噴射ｼｽﾃﾑ：列型噴射ﾎﾟﾝﾌﾟ 

大出力：120 ps 

大ﾄﾙｸ：30 kgｆ・m/1,800 rpm 

 

１０ 韓国 

国家プロジェクト 

 

2003～2008 

ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ車：2008 年迄に

完成 

KATEC(Korea Automotive 

Technology Institute )/KIER 

/全南大学 

ＤＭＥ小型車 

ｴﾝｼﾞﾝ排気量：2,600 cc 

 

排出ガス性能（目標）：EURO5 ｸﾘｱ 

 

１１ 中国 

 

（図１⑪） 

2005.5.16 

国内発の DME 都市バス

完成 

上海交通大学，上海汽車工業公司

（集団） 

他，上海申沃バス有限公司，上海ﾃﾞ

ｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ有限公司，上海華誼集

団公司，上海ｺｰｸｽ有限公司 

都市バス 

 

排ガス性能：EURO3 ｸﾘｱｰ 

PM： 0.050 g/kWh 

NOx：4.014 g/kWh 

１２ ﾛｼｱ 

ﾓｽｸﾜ市内ＤＭＥ小型ﾄﾗｯｸ走行

試験 

 

 （図１⑫） 

2002.5 スタート，1 年ごと

更新 

 3 チームｘ10 台 

2005～2010 

 5 万台 

ﾓｽｸﾜ市役所 交通局 

 Engine Scientific Research Institute

 FGUP-NAMI 

燃料供給系統変更のみ 

軽油と DME の 2 ラインバイフューエル
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図1 国内外におけるＤＭＥ自動車 

 
 


