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１．はじめに 

日産ディーゼルは 1935 年創業当時

日本デイゼル工業㈱という社名であった

が、以来その製品開発思想は他社にな

いユニークなエンジンと国内 高出力、

国内 大積載量と国内 初の技術で貫

かれていた。 

即ち第二次世界大戦終結後、社名を

民生産業㈱（後に民生デイゼル工業㈱）

と改め、廃墟で燃料事情の悪いなか、い

すゞ自動車とともにディーゼルバスの試

作車を世に送り出し、ディーゼルバスの

経済性と信頼性を実証し、わが国のディ

ーゼルバスの本格的普及に貢献した。 

次いで旅客定員 大の路線バスＫＢ

３Ｂ型を 1949 年に市場に送りだし、更に

1950 年にはわが国初のモノコック・リヤ

エンジン・バスを富士重工業と協同開発

し現在のような形態の大型バスを市場投

入し、以後他社もこれを追随するきっか

けを作った。 

トラックにおいても1949年にはわが国

大の積載量である 7.5 トン積みトラック

（ボンネット形）ＴＮ９３型を市場に投入し

た。こういう一連の新型車開発において

1956 年にはわが国 大の積載量で初

の 10.5 トン積み後２軸駆動トラック６ＴＷ

型を市場に投入した。当時このトラックは

わが国 強 高速のトラックで、折から

の大量高速輸送時代の先駆車として高

度経済成長時代の重厚長大産業の発展

に貢献した。 

以下はこの名車６ＴＷ型およびその

後継車に関する物語である。性能値等

当時の単位のまゝを敢えて使った個所

のあることを予めお断りしておく。 

 

２．新型ｴﾝｼﾞﾝＵＤ型ｼﾘｰｽﾞの発売 

民生デイゼル工業㈱（現在の日産デ

ィーゼル工業㈱）は 1955 年に新型のＵ

Ｄ型エンジンシリーズ（直列３，４および

６気筒）を発売し、創業以来それまで生

産を続けていたドイツのクルップユンカ

ース社のライセンスによる対向ピストン・

ユニフロー・ポートスカベンジ方式ＫＤ

型エンジンシリーズ（70PS、および

120PS）を置き換えた。 

理由は対向ピストン式エンジンは三高

といわれて、1)背が高い、2)騒音レベル

が高い、3)製造コストが高い上に、回転

速度が 1800rpm と低く 高出力も 70PS

（２気筒）および 120PS（３気筒）と低く車

両の大型高速化傾向にそぐわないと判

断されたためである。その 1800rpm も長

年の設計速度の1500rpmから1951年に

至り 20％の速度向上に成功してギリギリ

得られたものであった。 

この新ＵＤ型エンジンは頭上弁式ユ

ニフロー掃気の新方式を採用したため、

そのエンジン出力が大幅に増大したば

かりか、回転速度がそれまでの 1800rpm

という低回転から 2000rpm に高速化され

た。ＵＤエンジンの名前は掃気方式の

名前であるユニフロー・スカベンジの頭

文字のＵから命名された。同社はこれら

小さい方の２種類のエンジンを搭載した

２クラスのトラック・バスシリーズに搭載し

同時に発売した。即ち、３気筒エンジン

（110PS）は日産自動車製の５～６トン積

みトラックに、４気筒エンジン（150PS）は

7.5トン積みトラックに搭載され1955年に

発売された。 

 

３．重厚長大産業発展の担い手 

6TW型3軸トラック 

そして、２年後の 1956 年にはわが

國における民生用としては初の 10.5
トン積み後２軸駆動３軸トラック６Ｔ

Ｗ型を発売した。この車は、新発売の

日産ディーゼル 

「国内初の 10.5 トン積み 6×4 トラック 6TW 系」 
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図１．初代６ＴＷ（1956年） 

 
図２．ＵＤ６型エンジン外観 
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ＵＤ型２サイクル直接噴射式ディーゼ

ルエンジンシリーズの中から最高出力

の 230PS（172kW）を発揮する直列

６気筒のＵＤ６型を搭載し、当時わ 
表１．ＵＤ６型エンジン主要諸元表 
シリンダ配列・数 直列・６ 

弁形式/気筒当たり数 頭上弁/2 

燃焼方式 直接噴射 

燃焼室形状 浅皿形 

掃気方式 頭上弁式ユニフロー

掃気ポンプ形式 ２葉ルーツブロワ 

シリンダ口径×行程 110×130mm 

総排気量 L 7.412 

最高出力kW(PS) 

/rpm 

172（230） 

/2000 

最大トルク 

Nm（kgm）/rpm 

882（90）/1300 

比出力kW(PS)/L 23.2（31.0） 

全負荷時最低燃料 

消費率 g/kWh(g/PSh) 

258（190） 

/1200rpm 

整備質量 kg 880 

 
が国最大の積載量 10.5 トンを誇った。

図２にＵＤ６型エンジン外観を、表１

に同エンジンの主要諸元を示す。また、

図１に初代６ＴＷ型シャシの外観写

真を示す。 
当時の日本は折からの重厚長大産業

発展のさなかにありはしたが、幹線国道

といえども舗装率が３０％程度と劣悪な

道路条件下にあって、それまで主流の６

～８トン積みトラックでの輸送が一般的

であった。しかし、段々と製品が大型化

すると８トン車では運び切れないような

重量物運搬の需要が高まりこの６ＴＷ型

はその威力を発揮した。 

４．民生用トラックとしては 
初の６×４駆動 

わが国の自動車史上軍用車では６輪

車と称して後２軸駆動（全軸シングルタイ

ヤ）の車はあったが、民生用トラックとし

ては６ＴＷ型が初の車種であり、しかも

後２軸にダブルタイヤを使用したのであ

る。そして車両総質量を当時の法規上

許される 20 トン未満ギリギリいっぱいに

とり、積載量も 10.5 トンと初めて 10 トンを

超えたのである。しかも駆動方式が６×

４で駆動輪荷重比率が定積載状態で

75％と高かったことと、後述の副変速機

のおかげで、牽引力は5800kgf（56.8kN）

と国産車随一を誇った。 

当時の劣悪な道路事情下では、東京

と関西を結ぶ 重要の幹線道路の国道

１号線（東海道）といえども、路肩が不確

かなところが随所にみられ、道路から外

れて畑にとびこんだ事故等の際にはこ

の６ＴＷが通りかかって救済の手をさし

のべれば、簡単に道路上に引き上げる

ことができ、運転手仲間からは尊敬のま

なざしでみられるところとなった。 

当時の後２軸駆動は現在では常識と

なっているインライン・タンデム式と大き

く異なり、図３のようにオーバドライブ５段

トランスミッションから出た動力はトランス

ファー・ケースに入り、ここでハイ・ロー２

段変速と第３ディファランシャル・ギヤを

経て第２軸および第３軸へいく別々のプ

ロペラシャフトを経て駆動軸に伝達され

た。第３軸へいくプロペラシャフトが第２

軸をまたぐところにはピロー・ブロックを

備え一旦プロペラシャフトはフレーム内

のかなり高いところを経由して第３軸の

タイヤ中心の高さへと下がっていく方式

である。このやり方は俗にスパゲッティ・

ドライブとも呼ばれた。 

従って、運転席の床には３本のシフト

レバー（内１本はデフロックレバー）が生

えていた。この副変速機の使い方は、空

車の時はHi位置に、積車の時はLow位

置で使ったり、主変速機の段間を補う副

変速機と組み合わせて１０段変速機代わ

りにも使うなど道路及び積載状況により

便利な使い方ができた。 

 表２．初代６ＴＷ型主要諸元 
型式 ６ＴＷ 
モデル名  ミンセイ 
製作年/月  1957／10 

全長 9,850 
全幅 2,495 
全高 2,630 
荷台内寸長 6,000 
軸距 4650+1300 

寸法 mm 

徹距 前1,835 後1,800 
乗車定員  名 ３ 

空車質量 9,060 
積載質量 10,500 

質量 kg 

車両総質量 19,725 
車 台 フレーム 並行梯子形

ﾁｬﾝﾈﾙ材 
前車軸 鍛造逆エリオット式 
後車軸 鋳鋼一体バンジョー式 

前：並行半楕円形ﾘｰﾌ 
    円筒式油圧ダンパ   

懸 架 

後：ﾄﾗﾆｵﾝ式重ね板ばね 
クラッチ 乾燥単板 
主変速機 OD5段 

駆動系 

副変速機 
変速比 

高：1.000 
低：1.345 

終減速機 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾍﾞﾍﾞﾙ 5.14 
操 舵 ウォーム＆ローラ 
タイヤ 9.00－20－14PR 
最高速度 km/h 90 

型式 ＵＤ６型 
最高出力 
kW（PS） 

180 
(230) 

エンジン 

最大ﾄﾙｸ 
Nm(kgm) 

882 
（90） 

図３．6TWシャシ平面図 
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上記動力伝達装置と 172kW(230PS)の

高出力エンジンとの組み合わせによりそ

れまで日本国内にはみられなかった

高速度 90km/h という走行性能を発揮し

た。表２に初代６ＴＷ型トラックの主要諸

元を示す。 

この車のフレームは一般的なプレス

鋼板製ではなく、形鋼の一種であるチャ

ンネル材（高 300×幅 95×厚９mm）をサ

イドメンバーに用いたものであった。こ

れは少量生産車種の開発を短期間に経

済的に行う智恵のひとつであった。また、

後軸のサスペンションはトラニオン式の

ため、駆動力や制動力によらず軸荷重

比が一定である（後２軸間で軸重の移動

がない）などの特徴により今日の後２軸

車用サスペンションの標準ともなってい

る。（図４） 

ボンネットは7.5トン車のＴ７５型と造形

デザイン共通のいわゆる「剣道のお面」

形であったが、２気筒分だけ長いＵＤ６

型エンジンを収納するためボンネットの

開閉可能部分で長さを伸ばしたものとな

った。当時運転台はシャシメーカでは製

造しておらず、ボンネットに計器板の取

り付けられるカウルまでが搭載され、風

防ガラスも運転席もなく木製の陸送用仮

運転席が取り付けされ出荷され、車体メ

ーカで運転台や荷台が架装された。現

在考えると陸送のドライバーの安全性な

ど殆ど考慮されていない恐ろしい時代

であった。 

 

５．２サイクルエンジンの長所と短所 
-ダブルクラッチ操作がやりやすい- 

２サイクルエンジンの長所としては、 

１）毎回転ごとに各気筒で動力を発生

するため４サイクルエンジンの半分の気

筒数で同等の滑らかさの運転ができる

ので、気筒数を３，４，６などと変えるだ

けで広い出力範囲をカバーでき、部品

の共通化ができ流通とサービスの効率

化が可能である。 

２）単位気筒容積当たりの出力が大き

く自然吸気の４サイクルエンジンの約1.5

倍の出力が発揮でき、従って

軽量でコンパクトな動力源が得られる。 

３）運動部分の質量が少なくて済むの

で、エンジン本体の加減速が早く、特

にエンジンの等価回転質量が車両の加

速性能に占める比率の高まる変速機の

低速段では胸のすくような加速が体感

できる。 
減速の早いことが車両の運動性能に

いかに大切かということを、こゝでやゝ詳

しく言及させて貰おう。当時の日本の車

両にはトラックは勿論のこと、乗用車に

おいてもシンクロメッシュ式トランスミッシ

ョンが装着されたものはかなり少なく、コ

ンスタントメッシュ式（同期機構がなく単

にドッグクラッチのオン・オフを行う方式）

または一部の低速段では摺動選択式で

あった。 

このタイプのトランスミッション装着車

の運転にはそれなりの運転技術が必要

である。車両の加速の途中で例えば２速

から３速に変速する必要が生じた時、ド

ライバーはアクセルペダルを放すととも

にクラッチを切り、ギヤを素早くニュート

ラル位置（以下Ｎと略記）にして再びクラ

ッチを瞬間的につないでエンジン回転

速度の下がった時期を見はからってクラ

ッチを切り、ギヤシフト・レバーをすかさ

ず３速に入れてクラッチをつなぎアクセ

ルペダルを踏み込むのである。この一

連の操作を「ダブルクラッチ」操作とい

う。 
これはトランスミッションのかみ合わせ

をしようとする２つの歯車（実際はドッグ

クラッチ）の回転速度をクラッチ操作によ

り同期させようとするものである。増速時

にはエンジン回転速度の落ち方の早い

ほど同期まで待たねばならぬ時間が短

くなるので素早い変速ができるのである。

ＵＤエンジンの場合は減速が素早かっ

た（むしろ早すぎた）ので多くのドライバ

ーは増速の時にも途中でアクセルを軽

く吹かして運転していた。 
また、ギヤのシフトダウン時のダブル

クラッチ操作は更にややこしくなる。例と

して４速から３速に落とす時は次のように

する。先ずアクセルペダルから足を放し

ながらクラッチを切り、直ぐギヤをＮにし

直ちにクラッチを素早くつなぎながらア

クセルペダルを一杯に吹かして３速で必

要なエンジン回転になったと思った瞬間

に再びクラッチを切り、すかさず３速にシ

フトしながらアクセルペダルを相当踏み

ながらクラッチをつなぐ。こうすれば短時

間の間にギヤ鳴きをさせないでスムース

に減速ができる。エンジンの加減速時間

が短いと、この一連のダブルクラッチ操

作が速やかに行えるのでキビキビした

運転が行えるのである。 

ＵＤ６型エンジンは４サイクルでいえ

ば１２気筒分に匹敵する滑らかな回転で

あるので、アイドリングスピードの350rpm

から 高回転の 2000rpm までクラッチを

つないだまゝ、アクセルペダルの操作で

自由に車速を制御でき有効回転速度比

は実に６倍強にも達したので、ドライバ

ーには大変好まれたのである。特に坂

道での追い越しにおいてはその威力を

 
 

(a) 正面図 
図４．リヤサスペンション 

 
(ｂ) 側面図 

（６ＴＷ型） 
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発揮した。今から考えるとこの減速の早

さはルーツブロワ（３気筒用のもの）２台

を直列につないで駆動していたのでそ

の駆動馬力がかなり大きかったことを物

語っていることになる。（図５、６参照） 

次に短所として 
１） ２サイクルエンジンには気筒内を

短時間内に掃除するためにブロワーが

必要であるが、これの駆動動力損失を

伴うので軽～低負荷で燃料消費率が高

めになる。 

２） 燃焼方式が浅皿式燃焼室を有す

る直接噴射式であったので燃焼時の筒

内圧力上昇率が高く、燃焼騒音レベル

も高い上、掃除ポンプのルーツブロワー

のキーンという駆動音が加わり特異なエ

ンジン騒音がする。排気ガスの清浄性

についても電子制御燃料噴射装置のな

かった当時としては NOx の制御が困難

であった。 

３）シリンダライナーに 16 個もの大き

いポートが設けられているので、潤滑油

の制御が難しく、ポートから掃気溜まりに

下がって来る潤滑油の処理が必要とな

る。 

４）エンジン性能を発揮させるために

は多くの設計パラメータ同志の調和をう

まくとる必要があるが、そのパラメータの

数が４サイクルエンジンの場合では、①

吸気渦流強さ、②ピストン内の燃焼室形

状寸法、③燃料噴射率、④ノズルの噴

孔諸元の４要素であるのに対し、２サイク

ルエンジンの場合はこれに、⑤ポートタ

イミング、⑥バルブタイミング、⑦掃気ポ

ートの形状の３要素が加わるのでマッチ

ングを取る難しさが高く、エンジン開発

の実験作業量がその分ふくれ上がり、開

発の予定を立てにくい。それはちょうど４

サイクルエンジンの燃焼マッチングが４

元連立方程式を解く難しさであるとする

と、２サイクルエンジンのそれは７元連立

方程式を解く難しさに匹敵する。 

特に難しさを痛感したのは噴射タ

イミングでスカベンジング効率が左右さ

れることで、これが排気浄化対策を一層

困難なものにした。 

現在ではコンピュータによる各種シミ

ュレーションが可能であり、コンピュータ

により予め性能予測することができるよう

になったが、当時はディジタル電子計算

機というものが一般企業にはなく、手回

し式（ガイガー）計算機かせいぜい電動

計算機（モンロー）で設計していたので、

性能はいちいち実験して確認を要し多

大の労力と智恵を使わざるをえなかった。

当時の設計者が感じたいかんともしがた

い歯がゆさは平方根をワンタッチで開け

る計算機が未だなく、１桁の数字を特定

するまでに 大６ステップの引き算を要

したことである。それがワンタッチで可能

になったフリーデンというネオン管表示

式計算機が世の中に出まわったのは

1965 年頃であった。 

５）そのほか、単位気筒容積あたり出

力が大きいので当然のことながら燃焼室

まわりの熱負荷が高く、自然吸気の４サ

イクルエンジンに比べてはるかに上等

の材料と加工法を選ばねばならず、開

発および製造コストを押し上げることに

つながった。その苦労の例の２、３を紹

介する。 

①第一がピストンである。(a)ピストンの

材質はパーライトマリアブルの鋳造品で、

ピストンヘッドをオイルジェットにより冷

却するためピストンヘッドは薄肉に鋳造

されリブが効果的に配置されていた。コ

ネクティングロッドの幹部には全長にわ

たり油道がドリル加工され、小端部には

２孔のオイルジェットノズルが圧入されて

いた。 

(b)ピストンのスカートは真円に加工さ

れていたが、シリンダライナとの焼き付き

を防止するために特殊な表面粗さに機

械加工された上に、スカート全面にわた

り厚い錫メッキを施す必要があった。 

(c)ピストンヘッドには浅皿形燃焼室が形

成されていたがその表面には溶損防止

のため硬質クロームメッキが施された上

バフによる光輝仕上げを必要とした。 

②第２の例燃料噴射ノズル 

(a)ＤＬＬ型ノズル 

噴射ノズルはシリンダ中心に垂直取

付のためボッシュのＤＬＬ型ロングステム

ノズルを日本の自動車としては初めて採

用し、ノズル針弁の嵌合部分の位置をウ

ォータージャケット内に十分持ち上げて

よく冷えるようにした。(b)ノズルホルダの

回りには薄肉のカッパーチューブを（当

時としては珍しい）深絞り工法により成形

しシリンダヘッドの下面にかしめて取り

付けるという現在のエンジンで広く採用

されている方法を編みだして解決した。

(c)ノズル開弁圧力も当時予燃焼室用ノ

ズルとして一般的であった 100kgf/cm2

（9.8MPa）に対して 2.5 倍の 250kgf/cm2

（24.7MPa）と高くするとともに針弁リフトも

ボッシュ推奨の 0.5 を改め 0.25～0.30 と

 

 
図５．ＵＤ６型エンジン断面図 図６.UD43Ｎハイカムエンジン 
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小さく抑え、閉弁時間を短縮することに

より長時間の運転にもノズル噴孔つまり

の問題を解決した。 

 
６．６ＴＷ型の進化 
－６ＴＷ１１型と６ＴＷ１２型－ 
初代６ＴＷ型の発売は大量輸送用トラ

ックの開発競争において他社を大いに

刺激した。競合各社は更に積載量の大

きいキャブオーバ形車を出すなどで対

抗してきた。民生デイゼルも 大積載量

の更なる増大を図るためと、運転のしや

すさ向上のため６ＴＷ１１型（1958 年）、６

ＴＷ１２型（1960 年４月）、６ＴＷ１３型

（1969年４月）と段階を踏んで進化をとげ

ていった。 

１） ６ＴＷ１１型 

６ＴＷ型は国内の運送業者の間に一

大センセーションを巻き起こしたが、チ

ャンネル型鋼を用いたフレームはいか

にも鈍重であった。従ってこのチャンネ

ルフレームは発売から 50 台限りで打ち

切られ、ホイールベースの異なる３車種

への展開を機にフレームのサイドレー

ルを８mmのプレス鋼板製に切り替えたり、

トランスファーケースの機能の一部（第３

デフ）をオプション設定にして軽量化を

図り、 大積載量を１１トンとした。この時

点で初代６ＴＷを区別して６ＴＷ１０型と

呼称した。 

こうして生まれた６ＴＷ１１シリーズ

はホイールベースの短い方から、６Ｔ

Ｗ１１Ｓ型（WB：3650+1300）および ６

ＴＷ１１（ＷＢ：4650+1300）である。 

 

７．ＵＤエンジンの高出力化 

１）前述のようにＵＤ６の 230PS とい

う高出力は大型バス、トラック業界で

群を抜いていたが、高出力化競争に

火をつけたに違いなく他社も遅れば

せながら予燃焼室式ターボ過給エン

ジンなどで高出力エンジンを投入し

始めた。 

ＵＤエンジンもこれに対抗するため

次の２段階の設計変更により回転速

度を 2000→2200 

→2400rpm と向上

させた。2200rpmま

では燃料噴射ポン

プのカムプロフィ

ルの再設計と動弁

系のリファインで達

成できたが、

2400rpm はカムシ

ャフトの位置をシリ

ンダーブロックの

低所からシリンダ

ーヘッド取付面直下の 高所まで持っ

ていく（ハイカム化）と、排気弁の４弁化

で達成した。（図６参照） 

２サイクルで 2400rpm というのは４サイ

クルでは4800rpm相当であり、今日の小

型高速エンジンでも 4000rpm 程度であ

るので、110mm のボアの大型大噴射量

のエンジンをこれだけの回転速度で回

すのには並々ならぬ努力を要した。表３

に高速化されたＵＤエンジンの諸元の

一覧を示す。同表にはその後開発追加

された５気筒のＵＤ５と高速バスや空港

用被災機救難消防車に搭載されたＵＤ

Ｖ８をも含め、各機種の も出力の大き

いものを示す。これ以外に38～45トン積

み重ダンプトラック用にＵＤＶ１２(500PS/ 

2200rpm)も 1972 年に開発されたが、一

般路上を走行する車両でないので記載

を省略する。 

このハイカム４弁化によりＵＤエンジン

は高出力化と低燃費化を達成したわけ

であるが、その時蓄積された高噴射率

噴射装置の技術は日産ディーゼルが

1969 年以降に発表した４サイクルエンジ

ンシリーズのＰＤ系、ＮＤ系およびＲＤ系

の自然吸気ならびにターボ過給の各エ

ンジンに引き継がれていった。 

２）ＵＤ６３型エンジン 

ＵＤ６型エンジンも高出力化の波の中で

高速化された。しかし、６気筒エンジン

はクランクシャフトが長いのでその捩り

振動対策がネックになって、高価なビス

カスダンパーを使っても 終的に

2200rpm に留まり、カムシャフトの位置も

低位置のまゝ、排気弁の数も２個のまゝ

据え置かれた。しかし、噴射系と動弁系

はリファインされエンジン回転も１０％ア

 
図７．３３年ぶりに復元された1968年型６ＴＷ１２ 

表３ ．ＵＤエンジン系列の最後の形（1969 年）    

  ＵＤ３３ ＵＤ４３ ＵＤ５０ ＵＤ６３ ＵＤＶ８１ 

気筒配列 直列３ 直列４ 直列５ 直列６ Ｖ型８ 

総排気量L 3.706 4.941 6.177 7.41 9.982 

動弁系・数 ﾊｲｶﾑ４ ﾊｲｶﾑ４ ﾊｲｶﾑ４ ﾛｰｶﾑ２ ﾊｲｶﾑ４ 

最高出力 

  PS/rpm 130/2400 175/2400 215/2400 240/2200 

330/2400 

(350)* 

最大ﾄﾙｸ 

  kgm/rpm 45.5/1400 63/1400 75/1400 92/1300 122/1400 

整備質量kg 545 630 715 960 1170 

搭載車種 5-6t 車 

(日産車） 8t 車・ﾊﾞｽ 

10-12t 車 

ﾊﾞｽ 

10-12t 車 

観光ﾊﾞｽ 

高速ﾄﾗｸﾀ 

（高速ﾊﾞｽ）* 

発売年 1966 年 1966 年 1966 年 1968 年 1968 年 
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ップの 2200rpm にスピードアップされた。

そ して 高出力が 240PS （ 179kW ）

/2200rpm となり、 大トルクも 92kgm

（902Nm）/1400rpm に増強された。出力

向上に伴い降坂性能の改善のためＵＤ

エンジンブレーキと称するリターダー機

能が追加された。これは排気弁を 0.3  

mm ほどリフトしたままにしておく機構に

より、シリンダー内の圧縮空気を下降工

程までに排気管へ抜いてしまうことによ

りエンジンブレーキを向上させるようにし

たものである。この装置は 1969 年の６Ｔ

Ｗ１３型から採用された。 

 

８．ＵＤ６３型エンジン搭載車の時代 
１）６ＴＷ１２型 

前モデルの６ＴＷ１１型と初期の６ＴＷ

１２型が、230PS/2000rpm に対して、

1968 年からは 240PS /2200rpm に高速・

高出力化された  ＵＤ６３型エンジンを

搭載し、パワステアリングも新規採用して

操作性を向上させたのが 1968 年型６Ｔ

Ｗ１２型である。そしてホイールベースを

３通りとし、トラクタの６ＴＷ１２Ｔ（WB：

3150+1300）、ダンプトラック用６ＴＷ１２Ｓ

(Ｄ)（ＷＢ：3650＋1300）、カーゴトラック６

ＴＷ１２ （ＷＢ：4450+1300）が設定され

た。 

３軸トラックにおいてはご承知の通り

後軸は操舵せず直進しようとする２軸を

無理やりスリップさせて旋回するわけで、

ステアリングホイール（俗称ハンドル）の

操作力の大きさは相当なものであった。

２軸7.5トン積みのＴ７５車や８トン車はパ

ワステアリングのない車でも何とか操れ

たわけであるが、後２軸車の操舵力の大

きさは想像を絶するものがあった。積車

状態で片輪が悪路にでも突っ込むとハ

ンドルを取られてしまいよほど腕力の強

い屈強な人でないと御しえないような有

様であった。これに対処するためステア

リングホイールの直径が 7.5 トン車の

460mm から 530mm に増大された。 

当時ようやくパワステアリングの技術

が日本に入ってきたので、これを早速採

用することになったが、従来のボンネット

のお面（グリル）のデザインではパワステ

アリングの装着スペースが確保できず、

６ＴＷ１２型の 1968 年型からは剣道のお

面の下のグリルを廃止し、バンパーのす

ぐ後の部分全体を平場に段上げしてそ

の中にパワステアリング（リンケージ式）

を仕込むことになった。図６は６ＴＷ１２

型の外観を示す。この写真は 2000 年に

日産ディーゼルの有志が集まり 33 年ぶ

りに復元したもので、一部の部品はオリ

ジナルデザインとは異なることをお断り

する。 

２）６ＴＷの最後を飾る６ＴＷ１３型 
6TW 系トラックの 後をしめくくった車

が６ＴＷ１３型である。 

ボンネットもフルモデルチェンジを受

けてアリゲータ式に進化した。このボン

ネットは日産ディーゼルとしては初めて

上尾工場内で内製されたボンネットと運

転台である。このスタイルは８トン積みの

２軸トラックのＴ８１（ＵＤ４型エンジン搭

載）およびＰＴ８１型（ＰＤ６型エンジン搭

載）と供用された。このボンネットの構造

的特徴は①剛性のある特徴的なカウル

がエンジンルームを大きく囲うように構

成されている、②その上フェンダーは張

り出し寸法の少ない極く小型で質量の

小さいものになっている、③３点支持構

造になっているためフレームがいかに

捩れてもボンネットは捩れないというもの

である。その結果、長年の使用に対して

も十分な耐久性を有し世界中で好評を

博した。フレームは8mmの鋼板のプレス

品で高さ 300×幅 100 とし、軽量化され

た。 

 
表４．６ＴＷ１３型主要諸元 

型式 ６ＴＷ１３ 
モデル名 日産ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 
製作年/月  1969／4 

全長 9,400 
全幅 2,490 
全高 2,605 
有効荷台長 6,400 
軸距 4450+1300 

寸法 mm 

徹距 前1,932 後1,880 
乗車定員  名 ３ 

空車質量 8,350 
積載質量 11,000 

質量 kg 

車両総質量 19,515 
車 台 フレーム 並行梯子形 

300x100x8 
前車軸 鍛造逆エリオット式 
後車軸 鋳鋼一体バンジョー式 

前：並行半楕円形ﾘｰﾌ 
    円筒式油圧ダンパ   

懸 架 

後：ﾄﾗﾆｵﾝ式重ね板ばね 
クラッチ 乾燥単板 
主変速機 OD5段 

駆動系 

副変速機 
変速比 

高：1.100 
低：1.265 

終減速機 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾍﾞﾍﾞﾙ 5.143 
操 舵 ｲﾝﾃｸﾞﾗﾙﾊﾟﾜｽﾃｱﾘﾝｸﾞ 
タイヤ 9.00－20－14PR 
 

運転台は全鋼製で、フロントウィンドシ

ールドは２枚構成の曲面ガラスに改めら

れた。全天候式のベンチレータを備え

ており、ラヂエータグリルの 前部から

温度の低い外気を導入し、ドライバーの

足下に吹き出せるようになっている。 

 
図８． 最後の２サイクルＵＤ６３型エンジン搭載車６ＴＷ１３Ｓ（Ｄ）型 
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このような数々の特徴を有する６ＴＷ１

３型も騒音公害および排気ガス対策の

上から限界に達し、1972 年をもって、惜

しまれながらその生産の終焉を迎えた。

そして、４サイクルＶ型８気筒のＲＤ８型

エンジン搭載ティルトボンネット式のＴＷ

５０型にその座を譲り渡すことに至るの

である。 

 

９．おわりに 
以上紹介してきたように、わが国の第

２次大戦の廃墟から欧米に追いつき追

い越せのかけ声のもと、しゃにむに復興

を遂げた中で大量輸送の先駆的役割を

果たした６ＴＷ系トラックの開発の情況

および日産ディーゼルの２サイクルエン

ジンに対するたゆまぬ情熱について述

べた。これには多くの諸先輩が関わり、

小さい会社ながらも,また、設計ツールの

不十分ななかで、夢だけ 

は大きく持って、市場の要望に沿った開

発を続けた努力の一端をご理解いただ

ければ幸いである。 

これら車両やエンジンの開発は協力

部品メーカーの方々の絶大なるご協力

をいただき初めて達成されたわけであり、

このウェブ誌上をかりて厚く御礼申し上

げます。 

また、本稿をまとめるに当たり資料の

提供をして下さったご関係の方々に心

から謝意を表したい。 

 

 
 
＜参考文献＞ 

１．「６ＴＷ型トラックについて」民生技

報No.21, p.2-6,1958.9. 

２．清水正夫「６ＴＷ１２Ｓ型および６Ｔ

Ｗ１２Ｔ型トラックについて」日産ディー

ゼル技報No.24, p.17-22,1961.3. 

３．新井邦和,早坂舜,山口邦彦「日産

ディーゼル トレーラートラクタシリーズ

に つ い て 」  日産デ ィ ー ゼ ル 技報

No.29,p.1-12,1968.10. 

４．井上淳、小笠原紀男「新ＵＤ６３型

エンジンについて」日産ディーゼル技報

No.29,p.27-29,1968.10. 

５．長谷川航「６ＴＷ１３，６ＴＷ１３Ｓお

よび６ＴＷ１３Ｔ型高速重トラック」日産デ

ィーゼル技報No.30,p.37-42. 

６．阿知波二郎,富塚清「バス・トラック

用２サイクルディーゼル機関衰退の原

因 」  内 燃 機 関 Vol.15, No.185. 

p.29-36,1976.10. 

７．大塚新太郎、石原荘一「我が国に

おける２サイクル自動車用エンジンの変

遷（5）日産ディーゼル工業㈱」内燃機関

Vol.30,No.376,p.36-44,1991.2. 

８．阿知波二郎「ディーゼルエンジン

研究の歩みとバスの開発」エンジンテク

ノロジーNo.17,2001.1,Ｎo.18, 2002.2. 

 


