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日野自動車（株）

小・中型トラックに
お客様のスペースを確保せよ

8Chapter

Development of Urea-less After-treatment System for Simultaneous NOx and PM Reduction

尿素水を必要としないNOx，PM同時低減システムの開発

世界で最高水準の排出ガス規制，ポスト新長期はディーゼルエンジンを大きく変えた。
世界のメーカは尿素水を使ってNOxを還元させる方法を採り，厳しい規制に対応してきた。

しかし，定期的に尿素水を補充する手間とタンクの搭載は、小型／中型トラックユーザには負担だった。
日野は’80年代からの研究で、HCつまり燃料を使ってNOxを還元する方法を見つけていた。

写真：桜井 健雄
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小・中型トラックにお客様のスペースを確保せよ
―日野自動車（株）―

NOx選択還元触媒用尿素水は
全国で6％のGSにしかない

　国内物流の90％以上を担うトラックや，
安価で身近な移動を提供するバスの動力源
となるディーゼルエンジンは，大きな力を
発揮すると同時に，高圧縮比により燃費に
優れる貴重な内燃機関である。一方，大気
汚染物質を浄化する排出ガス対策には，永
年苦心してきた歴史もある。
　現在施行されている平成 22 年排出ガス
規制（通称：ポスト新長期規制）は，世界
最高水準のディーゼル排出ガス規制となっ
ている。粒子状物質（PM）と窒素酸化物

（NOx）について，従来の新長期規制に比
べ，大幅な削減を求める厳しい規制内容だ。
　それを達成するため，大型トラック／
バスにおいては，PM 処理のための DPF

（Diesel Particulate Filter）と，尿素水を
使った NOx 選択還元触媒が用いられてい
るが，この場合，NOx 選択還元触媒のた
めに消費される尿素水を，燃料の軽油と同
じように補給する必要がある。そして，尿
素水を運搬するためのタンクの追加搭載や，
補給ステーションの整備が負担となってい
る。
　とくに，小型／中型トラックにおいては，
尿素水タンクの追加搭載と，尿素水補給ス
テーション整備の両面で，厳しい現実と向
き合うことになる。なぜなら，定期的な運
航を行う大型トラックや定期便バスなどは，
車体が大きいことからタンク搭載の空間を
確保しやすく，また拠点となるターミナル
で尿素水が補給できたりするが，行動範囲
を特定しにくい小型／中型トラックでは，
それらがままならない。尿素水を供給でき
るガソリンスタンドは，全国で6％ほどに
限定されるのが現状だという。
　日野自動車は，小型／中型トラック利用
者の利便性を求め，新たな排出ガス浄化処
理技術の開発に乗り出した。他社とは異な
る排出ガス浄化方法を目指した背景を，エ
ンジン設計部 吸気系・冷却系設計室の室長
で技術士である木村 昌裕は，次のように語
る。
「欧州では，尿素水の方式が先に実用化し

ており，国内でもそれが早道ではないかと
いう声が社内にもありました。しかし，と
くに小型／中型トラックでは，お客様に
とって重要な床下架装スペースをできるだ
け自由に使っていただける空間を確保した
いというお客様優先の考えが，当社の姿勢
です。尿素水を用いるシステムでは，排出
ガス浄化装置が大型化してしまい，上物架
装スペースが確保出来なくなって，消防車
や4輪駆動車の対応が難しくなった例が出
てきているようです」。
　 中 型 ト ラ ッ ク に 搭 載 さ れ た 今 回 の
「NOx，PM同時低減システム」の排出ガ
ス浄化装置を実際に見てみると，従来から
の排出ガス浄化システムとほぼ同等の寸法
に収められ，床下のフレーム周辺は，4輪
駆動用のトランスファや，バントラックの
テールゲートリフト機構など，様々な機能
を取り付ける空間が残されている。また日

野が普及を目指してきたハイブリッドシス
テム用バッテリの搭載空間も得られる。
「今回の排出ガス浄化装置なら，従来通り
あらゆるトラックに搭載しながら，排出ガ
ス浄化と燃費を両立することができます」。

大学と共にHCで
NOxを還元させる研究

　こうした日野の独自路線は，そもそもど
のような研究から始まったのであろうか。
技術研究所 排気システム研究室の室長　
細谷 満は，次のように説明する。
 「日野では，1980 年代から NOx の分解に
ついて，大学と研究を始めていました。そ
して’90年代になって，排出ガスに炭化水素

（HC）が加わると，NOx が還元することが
分かってきました。しかし当時は，触媒劣
化の課題が残っていました。劣化の原因の

　ターボインタークーラ付
直噴ディーゼルエンジンは，
高効率で燃費がよく，低速
からのトルクも大きく，大
型のトラック／バスはもちろ
ん，昨今では乗用車にも採
用され販売を拡大している。
一方で，ディーゼルエンジ
ンの排出ガス浄 化は，燃
焼での NOx（窒素酸化物）
と，不完全燃焼によって生
じる煤に代表される PM（粒
子状物質）の排出ガス浄化
が大きな課題となってきた。
NOx を還元し，PM を酸化
させて無害化をはかり，同
時に燃費も落とさずに，と
いうところが難しい。PM を
酸化する DPF（ディーゼル・
パティキュレート・フィルタ）
は不可欠であり，NOx をど
う還元するかで幾つかの方
法がある。中でも今回日野
自動車が取り組んだのは，
大きな追加装置や社会基盤
に頼らず，小型／中型トラッ
クを利用者が手軽に愛用でき，排出ガス浄化も燃費も，また動力性能をも満たす排出ガス浄化
システムである。燃料の軽油を利用することで NOx 処理を行う新発想は，新興国にも適用範
囲を広げる可能性を持っている。

8Chapter

ポスト新長期規制を燃料の軽油を使ってクリア
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一つは，軽油に含まれる硫黄成分が多かっ
たことです。また，銅ゼオライト触媒（図
1）を使っており，燃料中の硫黄成分によ
り劣化することが分かりました。また，白
金触媒は硫黄成分が酸化され硫酸塩（サル
フェート）を形成し，PM が増加してしま
う課題がありました。
　そのほか，1999年の「東京都ディーゼル
車NO作戦」によって，先にPMの対策，す
なわち黒煙を出さないことを優先したいと
いう事情も，HCを使ったNOx還元触媒の
開発が，今になってしまった要因でもあり
ました」。
　実用化へ向けた周辺環境が整うまで，待
ち時間があったと言うのである。ちなみに，
HCとは，化石燃料そのものであり，ここで
は軽油をNOx還元の促進に使うという発
想である。
　ポスト新長期規制の施行を前にして，厳
しい排出ガス規制対応には，いよいよこの
触媒の出番が来るという手応えを掴むこと
になる。この段階に時代が進むと，ガソリ
ンスタンドで扱われる軽油の硫黄成分も大
幅に低減されるようになっていた。
　開発の進展を紹介する前に，改めて，な
ぜHCでNOxが還元されるのか。その原理
を，技術研究所 排気システム研究室のグ
ループ長である佐藤 信也に説明してもら
おう。
「ディーゼル排出ガスには酸素が多く含ま
れており，そこに軽油を噴射してもただ燃
えるだけではないかと当初は思ったのです
が……。燃えるという酸化反応が起こると

き，同時に還元の作用も起きて，NOxが還
元されないだろうかと考えたわけです。そ
の還元を起こす材料に何があるだろうとい
うことで，そこに白金を使ったのです」。
　白金アルミナの触媒にセリアを添加し，
触媒上の酸素濃度をセリアの持つ酸素の吸
収と放出の能力を利用して制御することに
より，そこで生じる含酸素化合物が，NOx
と反応して還元作用を促し，NOxを浄化す
る。ここで，白金粒子のサイズを小さくす
ることで，含酸素化合物の生成をより促進
することになる。
　加えて，セリアの活性酸素によってPM
の燃焼を促進することで，PMの酸化開始
温度を低くすることが可能となる。
「そういう仮説を立てて，材料の検討を行
いました（図2）。NOxが還元される結果
が出たとしても，なぜそれが起こったのか
データで実証しなければ実用化へつなげる
ことができません。そこで，赤外線吸収分
析器という装置を使い，酸素濃度を調節す
るセリアの量や状態，還元を促す白金粒子
の大きさを変えながら，赤外線の吸収状態
を解析の切り口としました。試料を極薄い
ディスク状に成形して載せるなど，試験を
適正に行うための前準備の腕を磨くことも
必要でした」と，佐藤は，確かな結果を立
証するため労を惜しまなかった。

分からないことを
楽しむ風土

　こうした新しい触媒の原理を実際の成果

で示す取り組みと同時進行で，システムと
して構築することも進められる。佐藤と共
に研究の立場ながらシステム構築を担った
のは，技術研究所 排気システム研究室のサ
ブリーダである平林 浩であった。
「基礎研究から実用化へ向けた段階で，実
際にエンジンで排出ガスを見ていくと，エ
ンジン回転数やトルク値，触媒の温度や排
出ガスの濃度などの条件が変わることに
よって，排出ガス浄化の程度も違ってきま
すので，実機での確認作業を行いました。そ
のための制御ロジックを作ることも自分で
やります。初めはベーシックプログラムを
使っていましたが，それでは追いつかなく
なってプログラミングの仕方を教わりなが
ら続けていましたが，最終的には制御の担
当者にも協力してもらって実験を進めまし
た。
　研究部門では，そのように基本的には何
でも自分でやらなければなりませんが，同
時にまた，分からないことに取り組むこと
を楽しむ風土が日野にはありますね」。
　HCを添加するこの排出ガス浄化システ
ムの特徴として，触媒の手前で軽油を排出
ガス中へ噴射することを行っている。その
噴射装置も，世の中にはほかになく，手探
りで作りながら実験を進めることになった。
細谷は，
「一般に使われているスプレーやポンプを
買ってきて，エンジンに取り付けてやって
みるということから始めました」と，’90年
代の開発の様子を振り返る。
　補足して平林は，

図 1　ゼオライト系触媒試料 図 2　研究過程で各種材料を試験
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「分析に使う液体クロマトグラフィー用の
加圧ポンプを使って，定量的に軽油を送れ
るようにしたり，化学実験用のケミカルポ
ンプに軽油を入れて，外部コントロールで
動かしたりしていました」と説明する。
　細谷はまた，添加するHCの一つとして，
「軽油の代わりに，潤滑油を試したことも
ありましたが，炭化して煤が増えてしまい
ダメでしたね」と，失敗談も披露してくれ
た。
　結果，「燃料消費の 1％以下の軽油を実際
には添加しています。噴射圧力は，0．7MPa

（メガパスカル）前後です（図 3）」と，平
林。
　こうして目途をつけたシステムの全体像
を，改めて平林に説明してもらおう。
「採用するディーゼルエンジンは，ターボ
チャージャによる高過給，コモンレールに
よる高圧燃料直噴，EGR（排気再循環）を用
い，エンジンの燃焼制御によりNOxとPM
をしっかり下げ，燃費も向上させます。そ
うした高性能エンジンであることが，この
排出ガス浄化システムを搭載する前提です。

細谷 満 Mitsuru HOSOYA

日野自動車株式会社
技術研究所
排気システム研究室　室長

「2004 年に DPF で一度，技 術 開
発賞を受賞したことがあります。今回
は 2 回目となり，有り難く思っていま
す。開発過程では，部門を超え若い
人たちとワイワイガヤガヤやりながら
成果を上げることができ，そういう仕
事を進める上での環境づくりにもなっ
た開発でした。次にもまた受賞した
いですし，若い人たちに受賞を目指
す新しい開発にどんどん取り組んで
もらいたいと思っています」

木村 昌裕 Masahiro KIMURA

日野自動車株式会社
エンジン設計部
吸気系・冷却系設計室　室長
技術士（機械部門）

「受賞を家でかみさんに話したら，何
それって（笑），落ち込んでいたら子
供が，よかったね！ と言ってくれまし
た。車両発売後，架装メーカ殿から
上物架装についてお褒めの言葉を多
数いただき，開発の狙い通りの反応
が非常にうれしかったです」

大井 寛 Hiroshi OHI

日野自動車株式会社
パワートレーン実験部
第4エンジン実験室　室長

「私の部署では，数年周期で次々と
開発を回しているので，この触媒の
開発が 1980 年代から始まっていた
のは，きょうのインタビューで初めて
知りました（笑）。そうした歳月を経
た開発の受賞に名前を連ねてもらう
ことができ，いま改めて嬉しさがこみ
上げてきました」

佐藤 信也 Shinya SATO

日野自動車株式会社
技術研究所
排気システム研究室　グループ長

「基礎研究からやってきましたので，20
年経ってようやく日の目を見ることができ，
途中で止めなくてよかったと思いました。
他社ではやっていない開発であり，経営
の判断もあることですから，それが受賞
に結びついた喜びとともに，さらによい
ものを出していきたいという新たな思い
になっています」

平林 浩 Hiroshi HIRABAYASHI

日野自動車株式会社
技術研究所
排気システム研究室　サブリーダ

「このシステムを開発する際，多くの方
に苦労を掛けましたが，お客様のために
役に立つシステムであるという点を信じ
実用化の開発を進めてきました。今回，
自動車技術会賞へのエントリーは，研
究所の最後の仕事として行ったもので
す。技術の先進性，日野の技術力を
評価して頂き受賞できたことで，ほっと
一安心したところです。これまで，苦労
を掛けた多くの人に少しだけ恩返しがで
きたのではないかと思います。そういう
意味で，かかわったもっと多くの仲間た
ちの名前をここで挙げたい気持がありま
す」

図 3　触媒の手前で軽油を噴射させるインジェクタ
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　その上で，ターボチャージャの直下に
ATC（After Turbo Catalyst）という小型の
酸化触媒を装着しています（図4）。これは，
実際に市街地など発進・停止の連続でDPF
の温度が低下しPMを燃焼再生しにくくな
る条件においても，ATCを発熱させること
によって，DPFの温度を上昇させ自動強制
再生できるようにしました。
　ATCの後方に，軽油の添加弁を装備して
おり，NOx，PM同時低減システムの触媒
反応を促します。
　排出ガス浄化装置の本体構造は，DPFを
前後で挟むかっこうで酸化触媒があります。
この構造とすることにより，低温から高温
まで幅広くNOxを低減することができま
す」。

システムをいかに有効に
シンプルに小型化させるか

　その排出ガス浄化装置の大きさは，従来
とほとんど寸法的な差がなく構成されてい
る。
　新しい排出ガス浄化システムを，量産へ
つなげていったのが木村である。
「このシステムをいかに有効に働かせる
か。排出ガスを均一に分散させるため，分
散板というものを設け，その穴の数を調整
することによって排出ガスの分散性を改善
しました。うまく排出ガスを分散させない
と，排出ガスの浄化率が確保できないので
す。そのために排気管のガスの流れについ
てCFDを活用し，一様度や日野独自の評価
方法である軸方向率を考案して均一な排出

ガスの分散を実現しました（図5）。
　DPFにはエンジンオイルの灰分が堆積
する懸念があり，分解掃除できるようにし
たほうがいいのではないかと当初は考えま
したが，実走行で問題がないことが分かり，
分割構造にしないことによって，さらなる
小型化ができました。
　小型化という点では，分散板とDPFの
フィルタがあることにより排気騒音も下げ
ることができたため，別体の消音器を持た
ずに済み，システムをいっそう簡素に仕上
げる一助になりました（図6）」。

まずエンジンが
高性能でなければならない

　量産への道筋が整ってきたところで，適
合の作業が待っている。パワートレーン実

図 4　DPF の温度が上がらない条件のときに触媒反応を向上させる ATC

図 5　排気管のガスの流れを均一に分散させる分散板

図 6　分散板と DPF のフィルタにより消音機能を備えたマフラ



49

小・中型トラックにお客様のスペースを確保せよ
―日野自動車（株）―

験部 第4エンジン実験室室長の大井 寛は，
　「量産するためのエンジンと排出ガス浄
化装置の適合を担当しました。まずエンジ
ン側で性能を上げるため，大型EGRクー
ラを採用し，ターボチャージャで効率よく
EGRを燃焼室へ導入することにより，NOx
を下げていきました。またPMについては，
ピストンの燃焼室形状を変更すると共に，
燃料噴射の燃料の微粒化や，噴霧方向など
検討を重ねていきました」と話し，この大
井の作業が，先に平林が触れた，前提とし
て高性能エンジンであることと述べたこと
につながる。加えて，
「排出ガス規制値に適合させるのは当然で
すが，さらに，実用の運転で性能がしっかり
出なければ意味がありません。そこで，エ
ンジン側と排出ガス浄化装置側で，運転状
況に合わせ働きを分担し，その組み合わせ
で常に優れた排出ガス浄化性能が出せるよ
うに工夫していきました」と苦労を語った。
　その上で，燃費を落としてはならないと
いう苦心もあった。
「エンジンでの燃焼のほかに，軽油を排出
ガスへ添加するシステムですから，燃費を

悪化させないことは重要課題でした。
　排出ガスへ添加する軽油の噴射時期は，
エンジンでの燃焼のように噴射すべき時期
や量が機械的に決まるわけではありません。
そこで，排出ガス流量に合わせた噴射や，噴
射間隔の決め方など，試行錯誤で適合を進
めていきました。
　試験室では燃費に悪影響を及ぼさない
適合ができましたが，実走行では運転状
況の変化で触媒の温度分布が変わるので，
フィードバックに時間差が生じ，燃料がそ
のまま排出され白煙があがったこともあり
ました。改善のため，温度センサや，制御
の作り込みなどで苦労しました」と，実用
域での性能の確保に苦心があった。
　基礎研究でまとめ役だった細谷は，
「研究部門と開発部門で，やり取りをしな
がらの開発でした」と，多くの手間がかかっ
たことを言葉に滲ませた。
　こうして，2010年に国内で小型／中型ト
ラックでの販売が開始され，10万7000台の
生産実績を積み上げ，今後はさらに尿素水
の社会基盤整備がされていないアジア諸国
を含め，更なる展開が期待されるところと

なっている。
　細谷は，「研究を開始したときには，実用
化できるかどうか見えずにいましたが，全
世界で使ってもらえたら嬉しいですね」と，
喜びを語る。
　平林も，「実用化のまだ第一歩だと思って
います。世界へ羽ばたく技術開発を続けて
いきたい」と，抱負を述べる。
　佐藤は，「世に出すことができましたが，
これは通過点だと思っています。さらに，燃
費と排出ガス浄化をよくするよう，工夫を
加えていきたい」と，展望を話す。
　木村は，「お客様にとってトラックとして
の商品性を犠牲にせず実現できた技術です
が，尿素水の方式へ時代が流れていたとき，
この開発に舵を切ってくれた役員，上司に
感謝したいです」と，自らの思いが実現へ
向かった喜びをかみしめる。
　大井は，「発売から4年が経ち，ようやく
市場での評価も定まって安心することがで
きました」と，市場導入へ向けた実用域で
の適合に苦労した成果をいま実感している
ところである。


