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[要約] 

 

「環境の世紀」と言われる２１世紀の幕開けと共に、環境保全と省資源化を求める声が

世界中で大きくなっている。誕生後１世紀を経た自動車は文明の担い手でもあるその役割

から、地域環境と地球環境への影響が大きい。自動車メーカーは環境との調和を目指して

性能向上と同時に低公害化を積極的に進めてきたが、特に、トラック・バスなどのディ－

ゼル車から排出されるＮＯｘ（窒素酸化物）やＰＭ(粒子状物質 Particulate Matter)が、

都市部の大気汚染の一因となっている。また、これらの排出物は健康への影響も大きいと

の報告があり、排出ガス低減が強く求められている。翻って、地球温暖化防止のためのエ

ネルギー消費削減に向け、世界中が高効率でクリーンなディーゼルエンジンの出現を待望

している。ここでは、自動車用を対象として、ディーゼルエンジンの現状や環境への影響、

そして排ガス処理技術課題とファインセラミックスについて述べる。 

ディーゼルエンジンは熱効率が高いことに最大の特徴があり、また耐久信頼性に優れて

いることから、自動車だけでなく幅広い産業分野の動力源に使用されている。自動車用機

関としては、日本など多くの国で軽油の市販価格がガソリンより安価で燃料費の面で経済

的であることも加わって、トラック、バスなどの商用車用は 1920 年代に出現以来、圧倒的

な比率で普及している。また、乗用車用の出現は 1930 年代と遅かったが、その後、欧州を

主体に順調に増加してきた。その結果、ディーゼルエンジン搭載車は、２０世紀末に７億

台を越える世界の自動車保有台数の１５％近くを占めるまでに至っている。 

一方、最近の地球温暖化問題からＣＯ 2（二酸化炭素）削減、燃費低減への要求が高ま

り、その対応にディーゼルエンジンが有効と考えられている。この様な状況下で２１世紀

にもディーゼルエンジンを自動車用として普及・発展させるためには、ディーゼルエンジ

ン本来の特長である高熱効率をさらに改良しつつ、低公害化に向けて排出ガス対策等を確

立し、またガソリンエンジンを超える出力や低振動・低騒音にする必要がある。 

ディーゼルエンジンは熱効率が高く燃費が良い反面、黒煙やＰＭの排出量が多い。また、

排気ガス中に残存酸素が多いためガソリンエンジンのように三元触媒などの適用が困難で

ＮＯｘの排出量も多い。 

排出ガス規制導入とほぼ同時期に直噴(DI)化したディーゼルエンジンの排出ガス低減技

術の歴史は、噴射時期遅延による低ＮＯｘ化と噴射系の高圧化を主体にした低黒煙・低  

ＰＭ化の両立の歴史である。1980 年代中頃から噴射系の電子制御化が進み、プレストロー

ク制御式噴射ポンプ(TICS：Timing and Injection rate Control System)と呼ばれる燃料

噴射システムが使用され始めた。1996 年には、全運転域の高圧噴射と、噴射圧力と噴射時
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期の独立制御が可能なＣＲＳ(コモンレールシステム Common Rail System)の採用に到る。 

ＣＲＳはディーゼルエンジンのポテンシャルを大きく引き出し性能向上と排出ガス低減の

両立とパイロット噴射による騒音低減が図られた。1980 年代中頃から高出力低燃費化と低

排出ガス化を狙いに過給インタークーラの採用が始まった。４弁化による燃焼改善を進め、

1994 年規制からはＮＯｘ低減のためにＥＧＲ（排気ガス再循環 Eghaust  Gas 

Recirculation）を採用した。可変容量過給機が 1994 年規制頃から採用され始め、ＥＧＲ

の導入と空気量の確保による低ＮＯｘ化と低ＰＭ化の両立が図られた。国内の硫黄含有量

500ppm 軽油の導入に合わせ、米国の 1994 年規制に続いてディーゼル酸化触媒が７都県市

向けなどの低公害車用に開発された。1998 年からの長期規制では、噴射自由度の大きな 

ＣＲＳにＥＧＲ(一部機種は冷却化)を組み合わせた対応がとられている。 

低排出ガス化と低燃費化の両立を目指し、将来は 200MPa に達する噴射圧力と噴射波形制

御および噴射時期や噴射量の高精度制御と多段噴射が可能なＣＲＳが求められ、ピエゾ式

や増圧式などの新ＣＲＳが主流となろう。 

ディーゼル排ガスの排出抑制にあたっては、ＮＯｘ低減とＰＭ、スモーク、ＣＯ（一酸

化炭素）、ＨＣ（炭化水素）などの低減とのトレードオフを克服し、さらにＣＯ 2低減、

低燃費化を狙いとする熱効率向上といった複数の項目を同時に解決する必要がある。 

その対応技術は、 

1)エンジン本体に関わる噴射系システム、燃焼系、吸排気系における開発 

2)排ガス後処理システム 

に大別され、それぞれの最適化とそれを統括する高性能な制御システムの構築に集約さ

れる。 

それらを個別にみると、これまで効果の大きいとされる前者を主体とする開発が主流で

あった。すなわち、ＣＲＳと高圧噴射を組み合わせ、噴射燃料自体を微粒化する噴射系シ

ステム、あるいは排ガス再循環機構で燃焼温度を低減するクールＥＧＲは一般的になりつ

つあり、それらを精密な制御でおこなうといったシステムである。また排出ガスを大幅に

低減する燃焼方式として、予混合気を圧縮工程により圧縮し自己着火させるＨＣＣＩ

（Homogeneous Charge Compression Ignition）などの研究も盛んに行われているが、

ねらいとする燃焼の制御が難しく実用化を阻んでいる。 

 こうした最新技術によってもたらされる効果を、益々厳しくなる排ガス規制値と対応さ

せてみると、次期規制レベルには対応可能と考えられるが例えば、2008 年 Euro5 規制を  

クリアーするにはＤＰＦ（ディーゼルパーティキュレートフィルター）の装着は必須条件

とも言われている。 
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図１ 後処理技術の変遷と展望 

 

一方、排ガス中の超微粒子による健康リスクについても議論されており、ＰＭはすべて

の死亡とがん・呼吸器系原因の日々の死亡数に関係があり、何年かにわたる全死亡数と心

肺による死亡数と関係があり、死亡率の面では、ＰＭは、心肺が原因の日別入院率と関係

があること、また喘息の症状悪化と子供の呼吸器系健康の指標と関係があることが分かっ

ている。 

質量の大部分は、粒径 0.1～0.3μm の範囲にあるが、個数濃度では、大部分が粒径 0.005

～0.05μm の範囲にあり、質量は 1～20%に過ぎないが、粒子個数では 90％以上を占めると

されている。 

こうした議論や結果は粒径あるいは数量規制といった新しい規制に繋がっていく可能性が

高い。 

地球規模で、二酸化炭素削減が急務となっている中、クリーンなディーゼルエンジンの

開発は最も現実的で有効な手段と考えるが、二アゼロレベルに向けた排出ガスレベルの実

現には、エンジン本体に関わるアプローチのみでは困難といわざるを得ず、後処理装置シ

ステムの開発は不可欠と考えられている。 

以下に、代表的な後処理装置の内容や特徴について概要を述べる。 

 

フィードバック制御フィードバック制御
アンモニアスリップ量をフィードバック制御
DPFによる排圧変化をフィードバック制御

統合制御統合制御
後処理・EGR・燃料噴射・VGターボそれぞれの影響を加味した制御の最適化

モデルベース制御モデルベース制御

制御対象の物理量をモデルにて算出，実測可能なパラメータを比較し，補正を加えながら
フィードバックまたはフィードフォワード制御

酸化触媒酸化触媒

酸化触媒酸化触媒

DPFDPF

酸化触媒，酸化触媒，DPFDPF，，NOxNOx触媒触媒
フィードバック制御フィードバック制御

高効率触媒高効率触媒

統合制御統合制御

モデルベース制御モデルベース制御

19901990

20002000

20102010

20202020

DPFDPFSCRSCR
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（１）ＤＰＦ(触媒担持型) 

 連続再生式ＤＰＦには、ウォールフロータイプのフィルターが用いられており、このフ

ィルター構造はＰＭの捕集効率は 80%から 90%程度と高い。 

フィルター材料としてはコージエライトセラミックス及び、炭化ケイ素セラミックスが

用いられている。 

ＰＭは主に未燃燃料などのＳＯＦ（可溶有機成分）と、すすなどで構成されている。 

 

 

 

 

 

 

 

図２ ウォールフロータイプＤＰＦ 

 

ＳＯＦ分は触媒で酸化できるが、すすは固体のカーボンが主であり、ＤＰＦで捕集したの

ちに再燃焼（酸化）=再生させる必要がある。CRTTM では、排ガス中のＮＯ（一酸化窒素）

を触媒によって酸化力の強いＮＯ 2（二酸化窒素）に転化させ、酸化反応を利用して再生

を可能としている。 

連続再生式ＤＰＦの特徴は、装置が簡素な構成ですむことであり、また比較的低温（300℃

程度）でも再生が可能とされている。ただし排気温度は重要な因子であって、低い温度域

では触媒が有効に機能しない。温度が不足する応用では、結局、ＤＰＦの目詰まりが進行

して、背圧上昇による燃費の悪化を生じたり、最終的には溜まりすぎたＰＭが高負荷時に

は酸素により着火してＤＰＦが溶損するなどのトラブルが発生する。この温度の制約は、

特に大都市の渋滞領域での走行を中心とした使用環境ではかなり厳しい問題である。どう

しても排気温度が不足する場合、バーナーなどの補助装置によって排気ガスの全量を昇温

させる必要がある。また CRTTM の使用に際しては燃料として硫黄分 50ppm 以下のものを使

用するよう装置メーカーが推奨している。これはＤＰＦ前段の酸化触媒においてＮＯ 2 を

生成する機能が硫黄によって阻害されるためである。 

 

（２）ＤＰＦ (燃料添加型) 

燃料中に加えたセリウムなどの添加剤の触媒作用を併用し、ＰＭ堆積時にエンジン制御

．   
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で排気温度を上げて、ＰＭを燃焼させる方式である。フランスＰＳＡ社が炭化珪素ＤＰＦ

を用いて 2000 年よりＤＰＦ付き乗用車の市販を開始した。昇温に補助装置を必要とせず、

構造は簡単である。 

 

（３）ＮＯｘ吸蔵触媒 

通常運転時はＮＯｘを硝酸塩の形で触媒中に吸蔵し、間歇的に還元雰囲気中でＮＯｘを

浄化する方式の触媒である。浄化率は新品時最大 90％以上であり、実用運転でも 50～70%

程度が期待できる。30 秒～1分程度の周期で数秒間還元雰囲気にする運転制御が必要であ

り、この際のスモーク増加、燃費悪化、還元雰囲気切り替え時のトルク変動などが問題に

なる。 

 ＮＯｘ吸蔵触媒の最大の問題は、硫黄分による吸蔵性能の低下=被毒劣化である。燃料や

潤滑油中の硫黄分に起因するＳＯ x（硫黄酸化物）は、ＮＯｘよりも触媒に吸蔵されやす

い。ＳＯ xの離脱=被毒再生には触媒を 600℃程度で数分間保持する必要がある。米国エネ

ルギー省（ＤＯＥ）は被毒再生の累積によるＮＯｘの浄化率の劣化を報告しており、超低

硫黄軽油でも被毒劣化するとのことで、ＮＯｘ吸蔵触媒の実用化には、燃料、触媒、制御

の各方面から課題解決が必要である。 

 

（４）尿素ＳＣＲ 

 ＳＣＲ（Selective Catalytic Reduction）は、選択還元触媒を用いて排気中のＮＯｘを

浄化するものである。固定発生源ではアンモニアを還元剤としたものが実用化されている

が、車載用としては安全性の観点から尿素を還元剤として使用するシステムが検討されて

いる。ＳＣＲの前に尿素水を添加し、ＳＣＲ前段の加水分解触媒において尿素水をアンモ

ニアに変換し、ＳＣＲにおいてアンモニアを還元剤としてＮＯｘを浄化する。またＳＣＲ

出口にも尿素分解で生成した余剰のアンモニアを酸化するための酸化触媒を配置している。 

 

（５）連続再生式ＤＰＦと尿素ＳＣＲを組み合わせたシステム 

後処理装置として、最初に連続再生式ＤＰＦを、その後に尿素ＳＣＲを設置している。

前段の酸化触媒によりＮＯｘをＮＯ 2 に変換し、後段に設置したフィルターによりＰＭを

捕集してＮＯ 2により捕集したＰＭを酸化させる。連続再生式ＤＰＦによりすす（C）が浄

化されるが、このほかに、酸化触媒によりＳＯＦ、ＨＣ及びＣＯも浄化される。この工程

の後に、尿素ＳＣＲによりＮＯｘを浄化する。 

連続再生式ＤＰＦと尿素ＳＣＲを組み合わせたシステムの排出ガスに対する浄化性能
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を高めるためには、エンジンとのマッチングをとる必要がある。すなわち、連続再生式Ｄ

ＰＦにおいて、ＮＯ 2によるすす（C）の酸化性能を高めるには、ＮＯ 2 /ＰＭ比を高めた

排出ガスを連続再生式ＤＰＦに供給することがポイントとなる。そこで、ディーゼルエン

ジンにおいて燃料噴射時期を進めたり、燃料噴射圧力の高圧化などにより、ＰＭ排出を抑

えてＮＯｘ排出を暖めることが考えられる。 

 

以上のように後処理装置としてファインセラミックスの果たす役割は大きいが、その中

でさらに検討を進めた結果、触媒材料、フィルター・担体材料、計測評価技術、部品化基

礎技術の 4分野が、ファインセラミックス材料の寄与により将来的に排ガスの後処理シス

テムの革新的な技術開発に寄与できる可能性が高いとの結論に達した。 

各分野の技術的な課題と、それを解決するために材料に要求される機能、特性、構造等、

さらにそれらの要求を実現する可能性がある候補材料・プロセスについて以下に述べる。 

 

１．触媒材料：低温始動性・高還元率化（ＮＯｘ触媒） 

日本国内での特に都市部での走行モードは、低中速・低中負荷運転モードが主である。

したがって、エンジン始動時（コールドスタート）から都市部での走行時の排気温度であ

る 100－200℃までの温度域で高活性を示す材料が必要となる。 

低温で高活性を示す触媒材料としては、ＣＯの常温酸化が期待される Au 担持 TiO2や、

ペロブスカイト系複合酸化物、格子欠陥を用いた新規酸化物触媒、貴金属のナノ分散が可

能なマイクロポア材料などが考えられる。 

また、ＮＯｘ吸蔵還元触媒での問題点の１つは硫黄成分による貴金属触媒の被毒であり、

現在 600℃前後である再生（吸着硫黄の脱離）温度を、始動時や低速走行時にも再生可能

な 50-100℃まで低温化できることが望まれている。 

ＮＯｘ吸蔵用のファインセラミックス材料としては、現在アルカリ、アルカリ土類、希

土類の酸化物が用いられているが、これらの材料と硫黄が吸着しにくい TiO2、SiO2、ZrO2

などの材料との複合化や、アルミナ＋ゼオライト系でＮＯｘの吸着＋酸化を同時に実現す

る材料の開発が考えられる。 

 

２．フィルター・担体：超微粒子捕捉性・捕集効率向上 

フィルター・担体材料は、排ガスの後処理システムの中ではＰＭの捕集と、酸化・還元

触媒材料の担持という重要な役割を担う材料である。特に高温で高い透過性、気孔率、比

表面積、機械的強度などを維持する必要があることから、ファインセラミックス材料の寄
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与が大きい部材と思われる。 

ＤＰＦによるＰＭの捕集については、現在使用されている材料でも規制に対するかなり

の要求は満足されている。しかし今後その影響に関する調査が進むナノ粒子の捕集や、  

コールドスタートやＤＰＦ再生時のナノ粒子の放出、フィルター・担体材料の小型化など、

新たな要求が生じてくることが予想される。 

ＤＰＦによるナノＰＭの捕集については、10μm 以下の気孔径からなるマイクロポーラス

ハニカム構造、あるいはハニカム壁内に捕集可能な微構造を構築することなどが必要とな

る。 

現在用いられている炭化ケイ素（SiC）、窒化ケイ素（Si3N4）について細孔分布制御技

術を確立することが考えられる。 

 

３．計測評価技術 

触媒、フィルター・担体材料の機能、特性を最大限に発揮させるためには、最適な条件

になるように精度よく制御する必要がある。また処理すべき物質の物性およびその計測技

術、浄化システムおよびその構成材料の評価基準および試験方法の構築を適切に行うこと

が重要となる。 

微粒子計測技術の中で特にＰＭの粒径分布の把握は、触媒・フィルター材料の双方に非

常に重要な情報となる。現在１ミクロン以下のナノ粒子を含む微小粒子の粒径分布につい

ては、走査型モビリティ粒径分析装置（Scanning Mobility Particle Sizer、 SMPS）が主

に用いられている。しかし、計測に数分程度の時間が必要なため定常走行時外の計測は困

難とされている。したがって、過渡的な過程を含む実際の走行モードでの超微粒子計測が

可能な技術の開発が求められている。 

 

４．部品化基礎技術 

排ガス処理システム内で有効に機能するように部品化する技術も重要となる。 

少ない触媒で有効反応面積が確保できるように担体をマイクロポア＋マクロポアの複合化、

および耐熱衝撃性も含む機械的強度が求められる。またセラミックス多孔質材料の多孔特

性を最適な状態に厳密に制御することが求められる。 

 

ＣＯ 2 削減すなわちエネルギー消費削減による地球温暖化防止と、ＮＯｘやＰＭの削減

による大気環境の改善という相反する要素の多い課題の克服に向け、高効率でクリーンな

ディーゼルエンジンを実現するために、エンジン本体に関わる噴射系システム、燃焼系、
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吸排気系における開発と併せて、排ガス後処理システムの開発が極めて重要である。 

こうした後処理装置としてキーとなる材料が触媒材料、フィルター・担体材料としての

ファインセラミックスであり、本報告書にて明らかにした技術課題を着実に解決すること

で、排ガスの後処理システムの革新的な技術開発につながり、豊かで安心な社会の実現に

寄与できるものと考える。 

 

 

 

 

 
 
 

この事業は､競輪の補助金を受けて実施したものです。 

 


