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1． はじめに 

1．1． 輸送部門におけるトラック・バスの役割 

熱効率が高いディーゼルエンジンは，二酸化炭素（CO2）排出

量が少なく，地球温暖化防止に有効なエンジンです．その高い経

済性，信頼性，耐久性からトラック・バスの動力源として多く用いら

れてきました． 

日本の 2009 年度のトンキロベースでの輸送機関別分担率は，

自動車が 62％，内航海運が 34％，鉄道が 4％です（１）．一方，二

酸化炭素排出量は，運輸部門が 20.1％，運輸部門における自動

車が87.8％，貨物自動車が34.1％，バスが1.8％で，トラック・バス

が自動車の約 4 割を占めていることが分かります（Fig.1）． 

このようにトラック・バスは，日本の輸送を支える重要な交通手

段です． 

 

 

Fig.1 運輸部門における二酸化炭素排出量（２） 

 

1．2． 大気環境と環境行政 

1960～70年代，日本は高度成長にともない，産業は大きく発展

しましたが，それとともに環境が悪化しました．その頃の東京の風

景を Fig.２に示します．遠くがかすんで見にくくなっていることがわ

かります．大気環境悪化の原因の一つが自動車走行台数の増加

にともなう排出ガス量の増加でした． 

このような状況を改善するため，1971 年に環境庁が発足し，環

境行政が本格化し，その後，2001 年に環境省となりました． 

環境省は，環境基準（人の健康の保護及び生活環境の保全の

うえで維持されることが望ましい基準として，終局的に，大気，水，

土壌，騒音をどの程度に保つことを目標に施策を実施していくの

かという目標を定めたもの）を設定し，環境改善に努めてきました．

大気環境基準としては，二酸化硫黄（SO2），一酸化炭素（CO），

浮遊粒子状物質（SPM），二酸化窒素（NO2）および光化学オキシ

ダント（Ox）が設定されています． 

 

 

Fig.2 1960～70 年代の東京の風景（３） 

 

環境省は，これらの環境基準を達成するため，環境大臣が有

識者により構成される中央環境審議会に諮問し，中央環境審議

会の答申を受けて排出ガス規制の強化等を定め，国土交通省が

実施してきました． 

ここでは，主に車両総重量 3.5t 超（GVW＞3.5t）のトラック・バス

の排出ガス規制について述べます． 

 

2． 大型ディーゼル車の排出ガス規制 

2．1． 排出ガス規制の歴史 

前述のとおり 1970 年代から大気環境が悪化し，1973 年からガ

ソリン車，1974 年からディーゼル車の排出ガス規制が開始，段階

的に強化されてきました（Fig.3）． 
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Fig.3 ディーゼル車の排出ガス規制強化の推移（GVW＞3.5t） 

 

ポスト新長期排出ガス規制（2009 年：現行規制）では，未規制

時のエンジンに比べて窒素酸化物（NOx）は 1/20，粒子状物質

（PM）は 1/100 の排出量レベルまで低減しています． 

また，ガソリンエンジン車と比較すると，ＮＯx と PM は同等，一酸

化炭素（CO）と非メタン炭化水素（NMHC）についてはむしろクリ

ーンと言えます． 

 

2．2． 日米欧の排出ガス規制 

日本の排出ガス規制レベルを欧米と比較したものを Fig.４に示

します．試験法は日米欧で異なりますが，段階的に規制が強化さ

れるとともに，世界の排出ガスレベルが2010年頃を目安にほぼ同

様なレベルに近づいたことがわかります． 

 

 

Fig.4 日米欧の大型ディーゼルエンジン排出ガス規制推移 

 

2．3． 燃料中の硫黄分の低減 

大型車用ディーゼルエンジンは，高い信頼性を要求されるた

め，ガソリンエンジンでは既に採用されていた EGR や酸化触媒も

燃料中の硫黄分が硫酸塩となり，エンジン部品の摩耗や腐食の

原因となるため採用できませんでした． 

さらに，1990 年代，沿道の浮遊粒子状物質（SPM）による健康

影響が社会問題となり，東京都のディーゼル対策が実施されまし

た．この対応としてディーゼルパティキュレートフィルタ（DPF）が

研究され，連続再生式 DPF を正しく働かせるために燃料中の硫

黄分を非常に低いレベルに維持する必要がありました． 

一方，ディーゼルエンジンは希薄燃焼で燃焼ガス中に酸素が

多く存在するため，理論混合比で燃焼するガソリンエンジンとは

異なり三元触媒が使えませんでした．しかし，最近の排出ガス規

制強化，特に窒素酸化物の低減には NOx 触媒技術の採用が必

須となり，触媒の被毒防止には燃料中の硫黄分の低減がなくては

なりませんでした． 

このような背景から，石油業界の協力のもと燃料中の硫黄分が

徐々に低減され（50ppm 化については 21 ヶ月，10ppm 化につい

ては 2 年，国の規制より前倒し実施），2005 年には硫黄分 10ppm

軽油が導入されました（Fig.5）． 

 

 

Fig.5 日米欧の軽油中の硫黄分低減の推移 

 

2．4． 排出ガス試験法 

車両が大きく，車種も多様な大型車は，乗用車のように直接試

験機に載せて排出ガスを計測することが困難であったため，エン

ジン単体による排出ガス試験が実施されています． 

当初，エンジンベンチに設置し，定常運転の組合せである D6

モード，1994 年の短期規制からは D13 モードに変更されました．

さらに 2005 年の新長期規制からは，市場の実態をより反映できる

ように定常運転の組合せである D13 モードからエンジンベンチ上

での過渡運転モードである JE05 モードに変更されました．大型車

の排出ガス試験はエンジンを台上で試験するため，実際の試験

モードはエンジンごとに代表走行モードからエンジン回転数およ

び負荷に変換し，エンジンおよび車両の諸元から計算で求めま

す．Fig.6 に JE05 走行モードを示します． 

 

 
Fig.6 JE05 走行モード 

 

2．5． これまでの排出ガス規制対応技術 
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トラック･バスに搭載されるディーゼルエンジンでは長寿命が要

求されるため，排出ガス規制対応技術にも高い信頼性が要求さ

れます． 

排出ガス規制開始当初，窒素酸化物（ＮＯｘ）の低減が主でし

た．前述のとおりディーゼルエンジンは乗用車で多用されていた

ガソリンエンジンと異なり希薄燃焼であるため，ガソリンエンジンの

排出ガス低減技術として最も有効な三元触媒技術を採用できま

せんでした． 

そこで燃料噴射ポンプの燃料噴射時期を遅延することにより，

燃焼温度を低減し，ＮＯx の生成を抑制するものでした．噴射時

期の遅延により燃焼が緩慢となったため，燃費や排煙が悪化しま

した．これをリカバーするため，シリンダーヘッドの吸気ポートの流

れの適正化，ピストンの燃焼室の形状の工夫，燃焼室隙間容積

の低減，噴射ノズルの噴霧角度の適正化，燃料噴射圧力の高圧

化と噴射ノズル噴孔径絞りによる噴霧の微粒化などで対応しまし

た． 

その後，燃料噴射ポンプに電子制御（電子タイマ，電子ガバ

ナ）が用いられるようになり，過給インタクーラの採用，４弁化が導

入されました．1994 年の短期規制からは，PM 規制が追加となり，

燃料中の硫黄分の低減（500ppm）と平行して乗用車用エンジンで

は既に採用されていた EGR や酸化触媒，可変ノズル過給機

（VGT），コモンレール式燃料噴射ポンプ（CRS）が採用されるよう

になりました． 

1998 年の長期規制からは，エンジン本体の燃焼改善に加え，

EGR ガス温度を冷却しさらなるＮＯx の低減を図るためクールド

EGR も採用されました． 

 

 
Fig.7 長期規制対応エンジン搭載技術（４） 

 

2005年の新長期規制では，Fig.3 およびFig.4に示すようにPM

と NOx について大幅な低減が中央環境審議会第 5 次答申（５）で

求められ，連続再生式DPF および NOx 触媒といった後処理装置

の採用が必要となりました． 

 

3． ポスト新長期排出ガス規制対応技術について 

3．1． 中央環境審議会第 8 次答申（６））の概要 

2005 年 4 月 8 日，中央環境審議会は，『世界最高レベルの規

制』を目指し，軽油中の硫黄分 10ppm の導入を前提にポスト新長

期規制を答申しました．その概要は， 

①目標値：PM および NOx の大幅な低減を図り，基本的にガソリ

ン車と同レベルの排出ガス規制を行う． 

特に，大都市の環境対策上焦点となっている PM については，

DPF 技術の進展を前提に，現行測定法における定量限界以下

のいわゆる「PM フリー化」を目指す． 

NOx については，重量車（GVW＞3.5t）において，2009 年に

おける世界最高レベルの目標値を定める．これのみならず，今

後の技術開発の進展を期待する２段階の目標を定める（挑戦

目標の設定：ポストポスト新長期規制）．  

②達成時期：原則，2009 年末までとする．ただし，1.7t＜GVW

≦2.5t および 3.5t＜GVW≦12t のバス，トラックについては

2010 年末までとする．なお，挑戦目標については，2008 年頃

技術レビューを行い，必要に応じて、目標値および目標達成時

期を最終決定する． 

次にポスト新長期規制対応技術の概要を説明します． 

 

3．2． エンジン燃焼の改良技術 

(1) コモンレール式（CRS）高圧燃料噴射装置 

コモンレール式燃料噴射装置は，サプライポンプのプランジャ

により加圧された燃料がいったんコモンレールと呼ばれる蓄圧室

に蓄えられ，ECU 制御のもと噴射ノズルに設けられた電磁弁の開

閉により針弁が上下することで噴射が制御されます．電子制御に

より，各気筒に適切な噴射時期に適切な噴射量を噴射することが

可能であり，制御により多段，複数回の噴射が可能です． 

噴射圧力を自由に設定でき，エンジン低速回転でも高い燃料

噴射圧力を得ることができるため，燃料を微粒化し，粒子状物質

(PM)の発生を抑えることができます． 

 

 

Fig.8 コモンレール式高圧燃料噴射装置（７） 

 

燃料の高圧噴射化に伴い単位時間あたりの噴射量（噴射率）も

小径多噴口噴射ノズル

低スワール吸気ポート
コモンレール

高圧燃料
供給ポンプ

インジェクター

VGT

口径大浅皿燃焼室

EGR弁
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増加しますが，噴射から燃焼開始までの遅れは一定時間以下に

は短縮できません．そのため着火までに噴射された燃料が増加し，

着火と同時に爆発的な燃焼が起きてしまい，NOxおよび騒音を増

加させてしまいます． 

そこで主噴射の直前に少量の燃料を噴射する（パイロット噴射）

ことで騒音やＮＯx が低減，逆に噴射終了後に再度少量の燃料を

噴射する（後噴射，ポスト噴射）ことで排気温度を上昇させ DPF の

強制再生が可能となります． 

 

 

Fig.9 噴射事例（８） 

 

(2) クールド EGR システム 

EGR（Exhaust Gas Recirculation）は吸気中の酸素濃度を下げ，

燃焼温度が低下し，ＮＯx の生成を抑制する技術です．EGR 経路

にエンジン冷却水を利用した熱交換器である EGR クーラを設置，

還流されるガスの温度を低減することでさらに燃焼温度を低減で

きるクールド EGR システムを採用しています（Fig.10）． 

高負荷域でEGRを行う場合，新気の吸入量が減少すること，噴

射開始時の圧縮空気温度が高く燃料の混合が十分進展しないう

ちに着火と燃焼が進行することから，煤の排出が増加する問題が

ありました．クールド EGR は，還流されるガスの温度を低減するこ

とでガス体積が減少し，高い圧力で吸気を圧縮することが可能な

VGT の採用と相俟って，高負荷運転で新気の吸気量を確保しつ

つ高いEGR率を確保できます．また，着火遅れ期間を確保できる

ため煤（PM）排出の低減にも有効です． 

 

 
Fig.10 クールド EGR システム（８） 

 

3．3． 後処理装置 

(1) 連続再生式 DPF 

DPFは排気中のPMをフィルタで捕捉除去する装置で，排気管

やマフラ内に取り付けられます．フィルタは 10μm 程度の微細な

穴の開いた多孔質セラミック等，耐熱性が高く，フィルタ構造を有

した材料を使います．フィルタに排気物質を通すことにより煤を捕

集しますが，そのままでは煤がフィルタに堆積して目詰まりを起こ

し，排気抵抗増加，エンジン出力低下に至り，排気温度が高まっ

て，堆積した煤が一気に高温で燃焼し，フィルタ自身も溶損してし

まいます．フィルタの目詰まりを防止するためには，堆積した煤を

酸化除去する仕組みが不可欠となります． 

そのために，NO2 雰囲気下で煤が酸化し CO2 気化する性質を

利用する仕組みや，排気温度が低く触媒活性が得られにくい運

転が連続する場合に燃料噴射制御により排気温度を高めて触媒

による酸化反応を促進したり，煤堆積量に応じて燃料を添加し，

煤が燃焼除去する仕組みが開発されています．また，PM に含ま

れる炭化水素分は酸化触媒により酸化除去することができます． 

このように DPF はエンジンの特性に適合するように，フィルタ，

触媒および燃料添加制御等の適切な組み合わせで構成されたシ

ステムです． 

DPF の PM 低減効果は，長期規制エンジンに比べ DPF を装着

した新長期エンジンが排出する PM は 95％以上低減されていま

す．この低減効果はDPFだけでなく，エンジン本体の改良技術や

電子制御技術を組合せることで達成されました． 

 

 

Fig.11 連続再生式 DPF システム（６） 

 

 

Fig,12 DPF の構造例（８） 

 

(2) NOx 触媒 

NOx 触媒としては尿素選択還元（尿素 SCR：Selective Catalytic 
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Reduction）方式と吸蔵還元方式の 2 種類が開発されていますが，

ここでは燃費に有利なため大型車に多く用いられている尿素SCR

方式 NOx 触媒について説明します． 

尿素SCRは排気中に尿素水溶液を添加し，尿素の分解で発生

させたアンモニアを還元剤として NOx と触媒上で反応させ窒素と

水に分解します．尿素水の供給インフラが必要になる，尿素水タ

ンクを車両に搭載する必要があります． 

尿素 SCR はアンモニアの一部がそのまま排出されるアンモニ

アスリップの問題があります．このため尿素水溶液の添加制御は

ECU を用い，NOx 排出量をあらかじめ予測するとともに触媒の活

性温度および吸脱着を考慮した噴射の最適化を行うことで，アン

モニアスリップを抑えつつ高い NOx 浄化率を得ています． 

尿素 SCR でも燃料中の硫黄分は重要です．低温で NOx 浄化

性能を向上させるため，SCR 触媒の前段に酸化触媒の装着が要

求されますが，この酸化触媒は硫黄により被毒されます．尿素

SCR であっても軽油中の硫黄分は少ない方が望ましいのです． 

 

 

Fig.13 尿素 SCR 方式ＮＯx 触媒（６） 

 

 

Fig.14 尿素 SCR 方式 NOx 触媒構造図（８） 

 

DPF と尿素 SCR 方式 NOx 触媒を組合せたエンジンの概要を

Fig.15 に示します． 

ディーゼルエンジン後処理技術では，触媒の環境（排気温度

や酸素濃度）を整えるための高度な制御技術が必要で，各所に

採用されています． 

 

Fig.15 DPF と尿素 SCR 方式 NOx 触媒を装着したエンジン例（９） 

 

ディーゼルエンジンの排出ガス規制と対応技術の経緯を一覧

にしたものを Fig.16 に示します． 

 

Fig.16 重量ディーゼルエンジンの排出ガス規制と対応技術の経緯 
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４． 排出ガス規制の効果 

4．1． 大気環境の改善 

環境基準の設定されている二酸化窒素（NO2）と浮遊粒子状物

質（SPM）濃度の年平均値の 1970 年度から 2008 年度の推移を

Fig.17 および Fig.18 に示します．自排局の方が一般局に比べ高

いですが，年々改善されているのがわかります． 

 

 

Fig.17 二酸化窒素（NO2）濃度の年平均値推移（１０） 

 

 

Fig.18 浮遊粒子状物質(SPM)濃度の年平均値推移（１０） 

 

さらに大気汚染物質広域監視システム（そらまめ君）によれば，

首都圏ですが大気環境が良好なことがわかります． 

 

 

Fig.19 首都圏の浮遊粒子状物質濃度（2012 年 2 月 14 日）（1１） 

 

最近の東京の風景をFig.20に示します．1960～70年代のFig.2

に比べ大きく改善したことが分かります． 

 

 

 

Fig.20 2011 年の東京の風景(３) 

 

5． まとめ 

5．1． さらなる排出ガス低減に向けて 

2010 年 7 月 28 日にＮＯx のさらなる規制強化を目標（挑戦目

標）とする中央環境審議会第 10 次答申(１２)が出ました．その概要

は， 

①排出ガス試験モード：現在のJE05モードとの相関もあることから，

わが国も参画のもと国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フ

ォーラム（UN-ECE/WP29）において策定された世界統一試験

サイクルである WHTC（World Harmonized Transient Cycle）モ

ードに変更． 

②コールドスタート要件の導入：排出ガス後処理装置の浄化率

が低いエンジン冷間時の排出ガスの低減を図るため，従来の

エンジン暖機時（ホットスタート）排出ガス試験に加え，エンジン

冷間時（コールドスタート）排出ガス試験を導入（コールドスター

ト排出ガス試験による測定値を 14％，ホットスタート排出ガス試

験による測定値を 86％の比率でそれぞれ重み付けして合計し

た値を排出ガス測定値とする）． 

③ＮＯx 許容限度目標値：0.4g/kWh(←0.7g/kWh) 

④規制開始時期：2016 年末 

さらに，実使用環境において排出ガスの低減を確保するための

追加的対策として 

 (1)オフサイクル対策（試験モード以外での走行時の排出ガス対

策）の導入． 

 (2)高度なOBDシステム（使用過程時において個々の自動車の

排出ガス後処理装置等の排出ガス低減装置の性能劣化等を

各種センサー等により検出）の導入． 

 

5．2． SPM（浮遊粒子状物質）から PM2.5（微小粒子状物質）へ 

呼吸によりヒトが吸入したPM（粒子状物質）の多くは，呼気ととも

に再び外部に排出されますが，一部は呼吸器内に沈着します．

粒径の小さなPMは呼吸器の最深部である肺胞に到達し，その沈

着割合も高くなる傾向にあります．肺の奥深くに侵入した PM が人

の健康に影響をおよぼすことは，健康影響指標と粒子の短期間
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および長期間暴露の関連を調査した研究結果から，数多く報告さ

れています．近年，米国において，大気中の PM の短期間および

長期間暴露が関連する健康影響に関する疫学調査が数多く報告

され，PM の中でも粒径の小さな PM2.5 の関係が明らかとなったた

め，1997 年に PM2.5の環境基準が導入されました． 

日本では，従来のSPM（10μmを越える粒子を100%カット）の環

境基準に加え，中央環境審議会大気部会が，欧米と日本の疫学

知見に基づき，2009 年 9 月 9 日に米国と同レベルの PM2.5（2.5μ

m の粒子を 50%カット）の環境基準を設定しました（Table 1）． 

 

 

Table 1 各国の粒子状物質環境基準 

 

 

Fig.21 ディーゼル排気微粒子の一般的な粒径分布 

（Kittelson，1998 年）（１３） 

 

 

Fig.22 PM の粒径と呼吸器内到達部位（８） 

 

PM2.5 の発生源寄与を CMB 法（ Chemical Mass Balance 

method）で推定した結果を Fig.23 に示します．近年では自動車か

ら一次粒子として排出される微小粒子の寄与は 20％以下であり，

二次生成粒子の寄与率が大きくなっています．二次生成粒子の

発生源は多様であり，今後研究が必要です． 

 

 

Fig.23 微小粒子の発生源割合（１４） 

 

自動車メーカとしては，これまでの PM 低減対策やＮＯｘ低減の

対策を継続することと考えています． 

 

5．3． 燃費低減も重要な項目 

一方，地球温暖化防止の観点から次の国際公約をしています， 

①地球温暖化対策基本法案（2010 年 10 月 8 日 閣議決定）では，

“2020 年までに 90 年比 25％削減”（前提条件付き），“2050 年ま

でに 90 年比 80％削減” 

②気候変動枠組条約事務局への2020年目標提出（2010年1月）

では，“90 年比 25％削減”（前提条件付き） 

Fig.１に示すように自動車の CO2排出量の約 40％はトラック・バ

スから排出されおり，その改善は重要です． 

そこで，国土交通省と経済産業省は，2005 年に重量車の燃費

基準を定めました．その概要は， 

①対象：車両総重量 3.5ton 超のディーゼルエンジンを搭載したト

ラック･バス 

②目標：平均燃費値を 2002 年の基準年に対し平均で 12.2%以上

改善する 

③達成時期：2015 年度 

④計測モード：JE05 モードおよび高速モード 

 

現在，トラック･バスメーカ各社は上記燃費基準を早期に達成す

るために懸命に研究開発を実施しているところです． 

さらに乗用車・貨物車の 2015 年燃費基準はほぼ達成のため，

2020 年燃費基準が設定され，燃費が強化されようとしています．

重量車の 2015 年燃費基準についてもさらなる強化の議論が開始

されようとしています． 
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Table 2 重量車燃費基準 

 

5．4． 大型車にもハイブリッド車（HEV） 

最近は，大型車にもハイブリッド化が進んでいます．HEV 用エ

ンジンシステムの進化・最適化も必要です．小型トラック用パラレ

ル式 HEV と路線バス用シリーズ式 HEV を Fig.24 に示しますが，

現時点の最大の課題は価格です．しかし先進ディーゼルエンジ

ンと組合せた HEV は，環境性能を確保し経済性や運転の容易性

と安全性および CO2 抑制のためのトラック・バスの将来のトレンド

でもあり，各国・地域毎や車両毎の使用環境に応じた低価格の

HEV を開発する必要が有ります．HEV の各コンポーネントや制御

システムの進化，すなわちバッテリやモータおよびインバータおよ

びそれらの統合制御システムの進化は，将来の燃料電池車

（FCV：Fuel Cell Vehicle）へ繋がります．つまり HEV は，ディーゼ

ルエンジンと発電機を燃料電池スタックに置換する事で FCV とな

ります．さらに各コンポーネントの進化はトラック・バス用電気自動

車（EV：Electric Vehicle)の技術ノウハウの蓄積もでき，未来の水

素や電気をエネルギー源とする社会に繋がります．ただ，トラック・

バス車のFCVやEVが市場に出回る時期はかなり先になると予想

されます．従って将来も，ディーゼルエンジンがトラック・バス用動

力源の主流であると考えております． 

 

 

Fig.24 ハイブリッド車の例 

 

このように,我々自動車メーカは，排出ガスの低減と燃費の向上，

市場に受け入れられる価格での提供に向け日夜たゆまぬ研究開

発，早期の市場投入に努力しています． 

 

参 考 文 献 

(1) 国土交通省モーダルシフト等推進官民協議会「中間とりまと

め」について（平成 23 年 10 月 17 日報道発表資料）  

(2) 国土交通省ホームページ 

(3) 東京都環境局シンポジウム「気候変動対策としてのディーゼ

ル車対策」（2011 年 1 月 17 日） 

(4) 上瀧ら，自動車技術会 2000 年春季講演会前刷集 20005034 

(5) 中央環境審議会第 5 次答申 

(6) 中央環境審議会第 8 次答申 

(7) デンソーホームページ 

(8) いすゞ自動車ホームページ 

(9) 一般社団法人 日本自動車工業会ホームページ 微小粒子

状物質 SPM から PM2.5へ 

(10) 環境省 平成 20 年度大気汚染状況について 

(11) 大気汚染物質広域監視システムホームページ（そらまめ君） 

(12) 中央環境審議会第 10 次答申 

(13) 自動車技術会 No.04-11 講習会「自動車排出微粒子の評価

手法の基礎と実践」資料「自動車排出微粒子の計測法」（2011 年

11 月 18 日） 

(14) 東京都環境局シンポジウム「微小粒子状物質（PM2.5）」

（2010 年 10 月 22 日） 

 

 

Motor Ring No.35 2012 自動車技術会 
http://www.jsae.or.jp/motorring/




