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１． はじめに
自動車を取り巻く環境として，都市

内の環境改善のための排出ガス規
制とCO2削減を狙った燃費規制が世
界的に強化されつつある．その中で，
我国におけるディーゼルエンジンの
出ガス規制は，2003 年 10 月から

ーゼル新短期規制に
続

量
の

心とし
て

が
重要となる．また車両ほとんどがお客
様の荷物搭載スペースでありお客様
固有の仕様に対応しなければならな

量少スペースは必須となる．更に車
両

電動モータを組み合わせたもので，
ける

システム
・パラレル式ハイブリッドシステム

時の加速頻度が高いという特徴があ
る．これをエンジンの運転領域におけ
る燃料消費率頻度分布でみると，図
1のように中低速の高トルク域での燃
料消費量が多いことが判る．

この特徴を基軸にハイブリッド方式を
考察すると，シリーズ式ハイブリッド
やシリーズパラレル式ハイブリッドで
モータのみで高トルク域に対応さ

せる必要があるため大容量のモータ
よびインバータが必要となり，小型

排
施行されたディ
き 2005 年には新短期規制に対し

て NOx-40%，PM-85%の非常に厳し
い新長期規制が予定されている．
一方 CO2削減について米国ではラ

イトトラックに対するCAFE（Corporate

Average Fuel Economy：企業平均燃
費）規制の強化が予定されており，欧
州では 2008 年までに CO2排出量を
140g/km 以下とする自主規制が決定
している． このように CO2の排出
削減は世界的なニーズとしてクロ

ーズアップされて来ている．
このような状況の中で，日野自動
車では排出ガスとCO2を同時に改善
できる技術のひとつとしてハイブリッ
ドシステムに着目し 1981 年より研究
着手，1991年には世界に先駆けてデ
ィーゼル・電気ハイブリッド大型路線
バスを実用化，現在バスを中
約 300 台が全国で稼働中である．
しかし，全国のバス保有台数約 24万
台に対する比率は非常に低く，また
大型バスは商用車生産台数の約 1％
で，普及率は非常に少ない状況であ
る．そこで日野自動車では，都市内
で多く運行する 2 トンクラスの小型ハ
イブリッドトラックの開発に取り組んだ．
今般，日野独自のハイブリッド技術を
活かした小型軽量のハイブリッドシス
テムを開発したので，本システムの
技術的特長ならびに車両に於けるシ
ステムの効果について紹介する．

２． 小型ハイブリッドトラックの開発
目標
小型トラックは都市内での運行が

主体であり住宅街等の配送にも多く
使用されているため環境への配慮

いためハイブリッドユニットの小型軽

価格が中大型トラックにくらべ安価
で乗用車の価格とそれほど変わらな
いことからハイブリッドによる価格アッ
プを極力抑える必要がある．このよう
な様々な要求をまとめて以下の開発
目標とした．

・低排出ガス：新短期規制値-50%
以上 
・低燃費：従来車比 25%以上 
・小型トラック適用のための小型・
軽量・少スペース化 

３． 小型トラックに最適なハイブリッ
ドシステム
ハイブリッドシステムはエンジンと

その構造により以下の３種に分
ことが出来る．
・シリーズ式ハイブリッド

・シリーズ・パラレルハイブリッドシ
ステム
小型トラックの多くは都市内での集

配業務を主に運行をしている．よって，
その運行は発進停止頻度が多く発進

は

お
軽量化が困難である．一方，エンジン
とモータを合算させてトルクを得るパ
ラレル式ハイブリッドは，比較的小容
量のモータおよびインバータで性能を
満足させることが可能となり小型軽
量化も可能となる．小型トラックは車
両のほとんどがお客様の荷物搭載ス
ペースであることからハイブリッドシス
テムは出来るだけ小型少スペース化
が必須の条件となる．従って基本構
成をパラレルハイブリッド方式とし，エ
ンジンとモータの運転領域を最適化
することによって，排出ガス低減と燃
費向上および十分な動力性能を確保
することとした．

４． ハイブリッドシステムの構成
図 2 にシステムの基本構成を示す．

新開発のクリーンディーゼルエンジン，
エンジンに直結するモータ兼発電機，
これを駆動させるためのインバータ，



回生電力を蓄電するバッテリなどか
ら構成される． 
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５． 目標達成のための具体的方策
（1）ディーゼル新短期規制値-50%

エンジンは新

図2　システム構成図図2　システム構成図

開発の小型小排気量
高トルクのターボインタークーラ付き

の効率改善である．各々について
明する．

をベースとして、ハイブリッドに最適な
適合チューニングを行う。ハイブリッド
側としては以下のモータのトルク分担
分を考慮して低公害化に寄与する。
（2）燃費向上率 25%

本システム燃費向上手段は４つに
分類される．一つ目は，エンジン運転
域改善による燃費向上，二つ目は，
減速エネルギ回生による燃費向上，
三つ目は，エンジンを含む各要素部
品
説
①エンジン運転域の改善 ディーゼ
ルエンジンは低回転・高トルク域では
黒

ンな動力源を
成

ジン並のトルクを発生出

煙の発生や多くの燃料消費量を伴
う．一方，モータは低回転域では高ト
ルクが発生できるが中高回転域では
出力一定となりトルクは減少する．こ
のような特性を持つディーゼルエンジ
ンとモータの利点を組み合わせること
によって全領域でクリー
立させることが可能となる．具体的

トルク配分を図 3に示す．

発進加速時は主に応答性の良いモ
ータにてトルクアシストを行う．モータ
は定出力特性を有しているため低回
転域はエン
来る．このように比較的小出力モータ
で大きな効果を発揮するところが本
システムの大きな特長である．．

②減速エネルギ回生の改善 ハイブ
リッド車にあって、燃費を向上させる

為に実施すべきことは回生量の増加

合、空車時質量と最大積載

である．一般に商用車にあっては、空

車時と定積搭載時の車両総質量の

差が大きい。２トン小型トラックの場

時質量は、

が過大となり運転操作に影響を及ぼ

す恐れがある。そこで本ハイブリッド

システムでは空車時の回生力を最低

回生力としてテーブルとして持ちハイ

ブリッド ECU にて減速度を計算して

減速度に見合った回生力を得る減速

度制御を追加することでいつでも最

適な減速力即ち回生量を得ることが

出来た。（図

素部品効率改善

それぞれ 3520 [kg]，5685 であり約

1.6倍の質量比となる。空席時の質量

にあわせた回生力を設定すると最大

積載時には十分な回生量を得ること

が出来ず、最大積載時にあわせて回

生力を設定すると、空車時に減速力

4）

③要

用した．インバータについては冷却を

水冷化することで効率向上を図った． 
また，バッテリは今回電流受け入れ

性に優れる Ni-
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 ハイブリッドシ
ステムの主要要素はモータ・インバー

タ・バッテリである．今回各々におい

て高効率化を図った．まずモータは

誘導機ではあるが電流密度を向上さ

せ銅損・鉄損を低減させたモータを採

MH バッテリを用い

はできない，特に２トン小型トラックの
ショートホイールベース車両では軸間
距離が 2525［mm］しかなく，ハイブリ
ッド要素部品を搭載することは困難で

らハイブリッドによる価格アップ
は即座に車両価格の大幅アップに

と少コス
ト

た．

（3）小型・軽量・低コスト化
商用車はフレーム上面以上はお客

様スペースとなり部品を搭載すること

ある．また小型トラック自体が中堅乗
用車と同等のイニシャルコストである
ことか

ニッケル
水素バッテリ

インバータ
HV ECU

分
つながる．そこで少スペース
のため以下の方策を実施した．
①Ni-MHバッテリ 普及している乗用
車用 Ni-MH バッテリをパック毎使用
することで質量を 55［kg］，体積を
0.58［m3］に抑えることが可能となり小
型・軽量で低コスト化を実現させるこ
とができた．

②インバータ インバータは小型・軽
量・低コスト化を目的に新規開発を行
った．パワー素子の最適化，平滑コ
ンデンサの小型化および冷却方式の
冷化を実施することで質量 14［kg］，

3

イブリッド ・モータ が内蔵さ
れている．

水
体積を 0.17［m ］に抑えることが可能
となった．尚，このインバータにはハ

ECU ECU
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③PCU 上記主要部品を始めとする
ハイブリッド要素部品を全て PCU と
称すBOXにワンパッケージで収め小
型・軽量化を実現している．また，こ
の PCU はメインブラケットを燃料タン
ステー流用・地上高確保等により
他車系にも展開可能な構造としてい
ク

る．
③モータ＆ジェネレータ モータ＆ジ
ェネレータはエンジン後端部フライホ
イールハウジング内に設置．ユニット
長を極力抑え且つ出力を確保する
ため超薄型の構造とした．

６． ハイブリッドトラックとしての性能
 以上のシステム構成を有すハイブ
リッドトラックを試作し排出ガス・燃費
の性能確認を行った．
（1）排出ガス
エンジンの最適チューニングとハイ
リッドによるトルクアシスト量の最適

することが出
NOxとPM

の

ものである． 多くしか
停止時間が長い，また発進時の加

高いことが特徴である．

． まとめ
公害商用車として環境改善効果の
い小型トラック用ハイブリッドシステ

ムを開発し,排出ガスは新短期規制
に対し50%低減することができ，新
期規制値適合可能レベル相当をク
アした．燃費については現行車比

向上を得た．また，ハイブ

ブ
化および新開発の DPR（Diesel

Diesel Particulate Active Reduction

System）の採用効果により、新短期
規制値を大幅にクリヤ
来た。図 5，6にそれぞれ、
低減率を示す。NOxは新短期規制
に対し 50%低減し☆☆レベルを確保、
PM においては 95%低減し☆☆☆☆
の超低排出ガス規制値を上回ること
が出来た．これにより新長期規制適
合可能レベルに達している．なお、こ
こには示していないが，CO・HC も新
短期規制値☆☆をクリアしている。

（ 費
図 7 にシャシダイナモでの試験結
果を示す．この走行パターンは都市
内における小型集配トラックの走行
状態を調 れをパターン化した

図 PM低減率

HV

2）燃

査し，そ
発進停止頻度が

も
速頻度が
この試験結果，現行車に対して

30%の燃費向上が得られた．これは
目標とした 25%を上回る結果であっ
た．
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図7 シャシダイナモ実走行データ
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高
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長
リ
30%の燃費
リッド要素部品の小型軽量化を実現
することができた．
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