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序章 はじめに 

 

０．１ 背 景 

 

燃料効率を改善し、排出ガスを減らすため、軽量車（LD）と同様、重量車（HD）にも新技術

を導入する必要がある。こうした新技術導入の目的は、大気の改善と総エネルギー消費量の

削減である。これは政治家のみならず、社会全体ひいては生産者にとっても大きな関心事で

あり、世界中で実証実験が行なわれている。 

多くの国際エネルギー機関（IEA）加盟国により、代替燃料で走行する重量車のフリートの

実証実験が行われた。１９９６年６月にオックスフォードで開催された第２０回 IEA-AMF 執行委

員会において、Vito は重量車用の代替燃料に関する調査研究レポートを提出した［１］。この

レポートでは、IEA-AMF アネックスⅧの参加国（ベルギー、カナダ、フィンランド、日本、スウェ

ーデン、オランダ、英国、米国）で実施されたフリート試験に関して多くの基礎情報が提供され

ている。これらの国々においては、代替燃料を利用した重量車に関する数々の技術的経験が

すでに存在している。 

しかし、重量車の実証実験の結果を比較することは難しいと思われる。これは、様々な実証

実験の方法、車両或いは燃料の多様性に起因しており、とりわけ排出ガスの測定に関して当

てはまる。通常、ある自動車の排出ガス性能に関する情報のほとんどは、いくつかある既存の

試験手順（公式あるいは非公式）のひとつに基づいたものであり、実際に車両が走行した運転

パターンに基づくものではない。 

これらの試験手順の排出ガス結果と実際の路上走行において発生した排出ガス（距離当た

りの量）との関係は、試験手順そのものの関係と同様にあまりわかっていない。 

現 在 、 重 量 車 の 試 験 は 認 証 と 確 認 の 目 的 の た め、 エン ジ ン 台 上 で 行 な わ れ て き た 。

IEA-AMF 参加国においては、重量車のエンジンを認証するために３つの異なる排出ガス試験

手順が用いられている。しかし、これらの試験結果からは輸送時の総排出ガス量と燃料消費

量を計算するための適切なデータを得ることはできない。代替燃料の導入に当たり、そのような

データの必要性が高く、総排出ガス量や燃料消費量を計算してこそ、環境およびエネルギー

供給に関する代替燃料の効果について合理的評価が可能となる。 

アネックスⅦ「代替燃料および従来の燃料の環境影響の相対的比較」では、普通の条件の

もとで運行される自動車の大気への影響に関するデータを集めるために、更なる作業が行な

われなければならないことが強 調 されている。これは代 替 燃 料 で走 行 する重 量 車 に関 する

NREL（国立再生エネルギー研究所：米国）の評価プログラムの基本的な考え方でもある。この
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ため、実際の走行をシミュレートするために、いくつかの運転モードが開発されている。これらは

すべて、シャシダイナモメーター上の試験モードである。使用される運転モードのほとんどは、

時間対車速の図式に基づく過渡運転サイクルである。２つのよく知られた運転サイクルは都市

中心部走行モードとオランダ都市バス運転モードである。これらの非公式な試験の排出ガス量

は距離/質量の単位で示される。 

認証試験および非公式試験の両方とも、それらの排出ガス結果と現実の排出ガスの関係

に関する知見は未だ得られていない。 

 

０．２ 目 標 

 

このプロジェクトの目的はいろいろな試験手順および実走行条件のもとで、様々な車両技術

の排出ガスを調査することであり、新しい自動車技術の総排出ガス効果を予測する方法を探

ることである。 

このプロジェクトは燃料消費量と排出ガスに影響を与える変数についての文献調査から開

始された。その結果は第１章に述べる。 

自動車とエンジン技術の排出ガスを評価するために多くの試験手順が使用されている。自

動車とエンジンレベルの両方に関する重量車向けの主要な試験手順は第２章に述べる。 

３台の車両が広範な測定のために選ばれた。選択の基準と選ばれた技術の特性は第３章

に述べる。 

選択された技術について、シミュレートされた車両走行モード、エンジン試験手順、実走行

運転において、燃料消費量と排出ガス量の評価がなされた。第４章では様々な技術の間の燃

料消費量と排出ガスの結果について比較を行った。 

第５章では、様々な試験手順の負荷特性について分析した。この分析はエンジンレベル（エ

ンジン速度－負荷）および車両レベル（車速－加速）の両方で行った。 

最後の第６章では、排出ガスと燃料消費量に関する試験手順の重要性が比較されている。こ

れらのサイクルがどれだけうまく現実を再現しているかを理解するために、シミュレートされた走

行モードの結果が実際の運転モードと比較されている。 

 - 2 - 



 

第 1 章 燃料消費量と排出ガスに影響を与える要素 

 

自動車の排出ガス量と燃料消費量はいろいろな要素に依存しているが、それはすべて内

燃機関の出力が基本となる。エンジン出力は以下の要素にも対処する： 

 ころがり抵抗 

 空気抵抗 

 道路勾配 

 加速度 

 動力伝達損失 

 補機類 

 

下図は実際の道路交通における様々な出力要求の平均割合を示している［２］。 

 

図 1.1 ： 実際の道路走行における各出力の割合［２］ 

 

加速度と空気抵抗に打ち克つために必要な出力は、道路状況および自動車のクラスにより

大きく変化する。都市内走行における加速出力は必要とされる出力全体の 50%に達する。都

市内走行においては平均速度が比較的低いため、空気抵抗も低くなる。高速道路では状況

が全く逆になる。通常、平均速度は速く、このため空気抵抗が非常に重要となる。高速道路で

は速度の変化は少ないため、加速出力は少ない。伝達損失と補機類に必要な出力は必要と

される出力全体の約 20%となる。 

エンジン出力は運動方程式で表すことができる。これは、必要出力に影響を与える多くの変数

から直接表すことができる。 
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P＝FwhV＋P0    

 

        Fwh＝ρ．S．Cx．0.5．（V-V0）
2＋m．g．（Cr＋C ｒ，v

．V）＋m．g．sin（α）＋m．a 

             Fair               Froll               Fincl          Facc 

 
P     ＝エンジン出力［W］ 
P0    ＝補機類と伝達損失のためのエンジン出力［W］ 
Fwh   ＝車輪抵抗［N］ 
Fair   ＝空気抵抗［Ｎ］ 

Froll   ＝ころがり抵抗［N］ 

Fincl  ＝勾配抵抗［N］ 

Facc  ＝加速抵抗［N］ 
ρ    ＝空気密度［kg/m3］ 
S     ＝自動車の前面投影面積［㎡］ 
Cx    ＝空気抵抗係数［］ 
V     ＝車速［m/s］ 
V0      ＝風速［m/s］ 

m     ＝車両重量［kg］ 
g     ＝重力加速度［＝9.81m/s2］ 
Cr     ＝速度に依存しないころがり抵抗係数［］ 
C ｒ，v   ＝速度に依存したころがり抵抗係数［］ 

α     ＝道路の縦方向の傾斜角度［°］ 
a      ＝自動車の加速［m/s2］ 

 

内燃機関の運転点（速度－トルク）に直接的に関係するのは、車速に結びつく必要エンジ

ン出力である。運転モードを特性付けるため、自動車の速度－加速の組み合わせとその時間

の経過の両方が基本に扱われており、エンジンの速度－出力（トルク）の組み合わせも基本と

して扱われている［３、４、５、６］。 

 

エンジンが燃料を消費し、排出ガスが排出されるのは特定の運転点（速度と出力の組み合

わせ）で走行している時である。また、エンジン制御や特定のエンジン、補機類のいろいろな伝

達効果が、とりわけ排出ガスに重大な影響を与える可能性がある。 

影響を与える変数は３つの大きなカテゴリーに分けることができる［７］： 

 技術要素、自動車の設計と工学に関係したもの 

⇒ 自動車のサイズと重量、空力特性、エンジン型式、排出ガスの後処理等 

 運転要素、自動車の使用方法に関係したもの 

⇒ 運転手の行動、保守、負荷、運転経路の選択等 

 外部要素、自動車の使用者や設計者により制御できないもの 

⇒ 交通状況、温度、湿度、燃料成分等 
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１．１ 技術要素 

 

１．１．１ 自動車のクラス 

重量車（HD）クラスでは、トラックとバスが２つの主要な自動車である。各カテゴリーはさらに

細分化できる。下表は様々なクラスの車両概要、それらが典型的に使用される交通状況、そ

の負荷およびいくつかのサイズと定格出力を提示している［８、９］。 

 

種類  典型的な交通状況 負荷 例 

バス 

都市バス 
停止と発進 

低速 
負荷は変動 

典型的な都市バス： 

12m、150→200kW 

自動変速装置 

地域バス 

地方および 

停止と発進 

高速と低速 

負荷は変動 

典型的な地域バス： 

12m、150→200kW 

自動変速装置 

長距離バス 

ほとんど高速道路 

地域交通 

都市走行はわずか； 

高速 

通常最大負荷 

典型的なコーチ： 

12m、200→300kW 

手動変速装置 

 

トラック 

国内（外）貨物輸送 

ほとんど高速道路 

地域交通はわずか 

平均速度は高い 

通常最大負荷 

 

牽引トラック/トレーラ 

18m、250→400kW 

＋ 33 トン 

手動変速装置 

地域配送 

高速道路と 

地域交通 

中速から高速 

負荷は変動の可能性

あり 

用途による 

100→400kW 

7.5→44 トン 

手動変速装置 

都市内配送 停止と発進、低速 負荷は変動 

100→400kW 

3.5 → 12 トン 

手動変速装置 

都市内の特殊用途 停止と発進、低速 

負荷は変動 

用途によりエンジン出

力が奪われる 

ゴミ収集車、清掃車 

その他の特殊用途 

停止と発進、地域、 

しばしば道 路は未 舗

装、高速と低速 

用途によりエンジン出

力が奪われる 

コ ン ク リ ー ト ミ キ サ

ー、クレーン、例外的

輸送 
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１．１．２ 自動車の仕様 

ほとんどの自動車の仕様は、排出ガスと燃料消費量に間接的な影響を与える。しかしなが

ら、自動車の出力に直接的に関係するのは： 自動車の重量、空力特性およびころがり抵抗

特性（運動方程式を参照）である。自動車の仕様によっては追加的な出力が求められるため、

内燃機関の負荷が増す（例えばゴミ収集車、コンクリート・ミキサー）。 

自動車の重量とその負荷は、加速、勾配出力およびころがり抵抗にとって決定的な要素

である（運動方程式を参照）。すべての自動車はある点からある点へ一定の負荷（荷物あるい

は人）を輸送するために設計されている。自動車それ自体の質量（空車重量）は可能な限り

軽くされるべきである。エンジン出力は自動車の重量に関連して表現される（特定出力＝エン

ジン出力/車両総重量）。自動車の実走行中の重量は空車重量と（運転要素である負荷に

依存する）車両総重量の間に位置すると考えられる。 

自動車の空気抵抗に関係する２変数は、自動車の高さと幅で決定される前面投影面積

（S）と自動車の形に関係した空気抵抗係数（CX）である。 

車輪の数、直径、幅、タイヤトレッドの溝形模様、車輪全体への負荷の配分などは、ころが

り抵抗に関係がある。さらに道路表面の種類やその状態という外部要素も重要である。 

 

１．１．３ エンジンの種類 

内燃機関（ICE）は、燃料が消費されエミッションが排出される場所である。このため、エンジ

ンの制御、燃料と排出ガスの後処理とともに、エンジンのサイズと種類は自動車の排出ガスに

影響を与える主要な技術的要素である。 

エンジン定格（速度に対する最大トルク/出力）は、自動車の性能（加速率等）の限界を規定

する。これらのエンジン定格はエンジンの設計に依存する（シリンダ数、シリンダ容積、ボアとス

トローク、圧縮比、バルブ数、ターボ過給機/中間冷却器、エンジン制御等）。エンジンの排出

ガスと燃料消費量はエンジンマップとして表現することができる（トルク/速度の運転点に関連し

た排出ガス）。通常これらは定常状態で排出されたとみなされる。実際の走行による排出ガス

は、過渡的な効果に影響される。 

内燃機関は大きく２つに分けることができる：圧縮着火エンジンと火花点火エンジンである。効

率が良く信頼性が高いため、一般的に圧縮着火ディーゼルエンジンが重量車で使用される。

ディーゼル噴射システムはディーゼルエンジンの燃料消費量と排出ガスに重要な役割を演じ

る。効率が高いことから、直噴（DI）が間接噴射（IDI）を凌駕して標準となっている。これまでデ

ィーゼル噴射は機械的に制御されてきた。新しい技術では、ユニットポンプやコモンレール噴

射システムが使われるなど、ディーゼル噴射の電子制御化がますます進んでいる。 
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環境面の理由から（とりわけ都市内走行において排出ガスを削減するために）、天然ガス、

LPG およびエタノール・エンジンが重量車の分野で関心を集めている。これらの燃料は火花点

火エンジンで使用されている。大きな違いは、主に排出ガス低減技術に関するものであるが、

量論比燃焼エンジン（ λ＝１）と希薄燃焼エンジン（ λ＞１）の空燃比に関係している。この空

燃比は通常電子的に制御されている。空気と燃料の混合気を形成する場所もまた排出ガスに

大きな影響を与える。初期のシステムでは、中央部（一ヶ所）で混合気を（ガソリンエンジンの気

化器のように）形成したのに対し、新技術では電子的に制御された多点燃料噴射を使う傾向

がある。燃料によっては、ガス状燃料噴射と液体燃料噴射の選択がある（たとえば LPG）。 

 

１．１．４ 燃 料 

以下のリストは様々なエンジン技術で使用される現在の燃料の概要を示している［10］ 

圧縮着火エンジン（C.I.） 

 軽油（排出ガスと排出ガスの後処理に直接的影響を持つ硫黄分の重要性） 

 バイオディーゼル（通常 RME）、軽油と混合可能 

 DME（ジメチル-エーテル） 

 複合燃料（エタノール＋軽油又は天然ガス＋軽油）；ここでは軽油は着火促進剤として働く 

火花点火エンジン（S.I.） 

 石油（ガソリン） 

 天然ガス（CNG あるいは LNG） 

 LPG（プロパンとブタンの混合物） 

 水素 

 エタノール（石油と混合可能、たとえば E85） 

 メタノール（石油と混合可能、たとえば M85） 

 バイフューエル、ここでは運転手は異なる燃料の選択が可能（たとえば LPG とガソリンある

いは天然ガスとガソリン） 

 

１．１．５ 排出ガス低減技術 

排出ガス低減技術が排出ガスに大きな影響を持っていることは言うまでもない。排出ガス低

減技術には 2 つの主要なカテゴリーがある［10、11］ 

1.  燃焼を通じた排出ガスの削減 

2.  排出ガスの後処理による排出ガス削減 

 

 - 7 - 



 

燃焼改善： 

炭化水素（HC）と一酸化炭素（CO）の排出限界は、燃焼の最適化に直接関係している。燃

焼が完全になればなるほど、これらの汚染物の発生量は減る。窒素酸化物（NOX）の制限は以

下の 3 つの例に示されているように、追加的な手法を要する： 

 希薄燃焼（しばしば成層燃焼）は、熱効率を高め、（エンジンから出る）窒素酸化物の排

出量を減らすために火花点火エンジンで採用される。しかしながら、三元触媒と同等のレ

ベルを達成するためには窒素酸化物の更なる後処理が必要である。 

 排出ガス再循環では、排出ガスの一部が燃焼室に戻される。これにより燃焼温度が下げ

られ、窒素酸化物の排出が抑制される。 

 先進電子制御燃料噴射システム（たとえばコモンレール）により、すすと窒素酸化物をかな

りの程度削減することができる。 

 

排出ガスの後処理： 

後処理は排出ガスを大幅に削減するための効果的な方法と認識されている。しかしながら、

ほとんどのシステムが温度の変化に非常に敏感であるということに留意すべきである。とりわけ

冷間始動時からエンジンが暖機されるまでの過渡的状態での排出が多い。また、いくつかの

技術では硫黄に敏感であり、低硫黄燃料の使用が必要である（とりわけ軽油に関して重要）。 

以下の 4 つの技術は主要な排出ガスの後処理システムである。 

 

 三元触媒（TWC）は炭化水素と一酸化水素を酸化することができ、同時に窒素酸化物を

削減できる。しかしながら、これを実現するために、エンジンが量論比（ λ=1）で燃焼する

必要がある。空燃比電子制御の使用が基本となる。三元触媒は量論比燃焼方式の火花

点火エンジンの場合にのみ使用される。触媒材料の成分は燃料と適合していなければな

らない。 

 酸化触媒の作用原理では、酸素が豊富な環境で炭化水素、一酸化炭素、およびすす粒

子を酸化する。このことはエンジンがディーゼルエンジンや希薄燃焼火花点火エンジンの

ような余剰空気（λ＞１）で作動する必要があることを示している。 

 酸素の豊富な排出ガス中で窒素酸化物の排出を削減するために、特別な窒素酸化物除

去触媒が開発されている。とりわけ圧縮着火エンジンや希薄燃焼火花点火エンジンでの

利用が考えられている。ほとんどの窒素酸化物除去システムは硫黄の存在に非常に敏感

である。 

 排出ガスの中のすす粒子は粒子状物質除去装置で制御できる。捕集された粒子は粒子
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状物質除去装置で酸化される（たとえば CRT=連続再生トラップフィルター）。エンジンの

負荷に大きく関係するフィルターの温度は再生の程度に関して重要な要素である。再生

温度を下げるために添加物を燃料に加えることが可能である。 

 

１．１．６ 変速機 

変速機は内燃機関と車輪の間を連結している。主要な部品はクラッチ、ギヤボックス、ディフ

ァレンシャルおよび駆動軸である。すべての部品（特にギヤ数とギヤ比）がエンジン定格と自動

車の装備に適合していることが重要である。ギヤボックスはギヤの数とギヤ比により特定される。

非常に重要な違いは、手動および自動のギヤボックスの間で発生する。自動変速機のなかで

独立して区分されている分野は CVT（連続可変変速機）である。自動変速機の場合、ギヤシ

フトは通常電子制御である。ギヤシフト･プログラムは自動車の加速能力に関して非常に重要

であるが、燃費と排出ガスにもまた大きな影響を与える。もちろん、同じことが手動変速機に関

する運転手のギヤシフトの仕方に関しても言える（以下を参照）。 

 

１．２ 運転要素 

 

技術要素は自動車の可能性と限度を決定する。現実には燃料消費量と排出ガスは自動

車の実際の使用と要求出力に依存している。 

 

自動車の使用に関係した主要な要素 

 運転手（速度、加速および運転手の行動） 

 負荷/乗客 

 経路 

 自動車の状態 

 寒冷状態での使用（寒冷時起動） 

 

１．２．１ 運転手 

重量車については、特に、運転手の運転方法が出力と自動車の重量に大きく関連している。

とりわけ、要求出力（たとえばスロットル全開の加速、停止の予測、エンジンブレーキの使用等

に関わらず）、自動車の速度目標およびギヤシフトの操作（手動ギヤボックスの場合）を通じて、

運転手は燃料消費量と排出ガスに大きな影響力を持っている。もちろん、運転手の行動は交

通の流れや気候条件といった外部変数にも影響される（以下参照）。 
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運転手の行動はエコノメーターやクルーズ・コントロール、ITS（高度道路交通システム）ある

いは AHS（自動高速道路システム）のようなインテリジェント制御システムによって制御すること

が可能である。 

 

１．２．２ 負荷/乗客 

すでに述べたように、自動車の重量（負荷を含む）は要求出力に大きな影響を持ち、その結

果排出ガスや燃料消費量にも影響を持つ［12］。しばしば、重量車の排出ガスと燃料消費量

は実負荷（⇒ トン・キロメートル当たりの排出ガスあるいは燃料消費）あるいは輸送されている

乗客数（⇒ 人・キロメートル当たりの排出ガスあるいは燃料消費）に関係する。この観点から、

自動車を負荷なしで走行することは常に回避されるべきである。車輪全体の重量配分もまた

影響力を持つ（たとえば、タイヤの摩擦ところがり抵抗）。 

 

１．２．３ 経 路 

重量車は貨物や多くの乗客をある地点からある地点へ輸送するために使用される。この距

離をカバーするために特定の経路が使用される必要がある。 

 

その経路として、都市区域、地方区域および高速道路を通ることが可能である。交通それ自

体を除き（後述）、以下の要素が運転手の行動に影響を与える［１３］。 

 道路の広さ/狭さ、走行レーンの数 

 道路表面の質（ころがり抵抗にも影響を与える） 

 速度制限 

 カーブ 

 傾斜路、交差点、信号機、ロータリー、安全地帯 

 方向転換（左－右） 

 駐車 

 

出力要求に非常に重要なものは道路の勾配である。経路の高度（海抜↔山岳）は空気密

度の変化につながり、結果的にエンジン運転状況と空気抵抗に影響する。 
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１．２．４ 車両メンテナンス 

燃料消費量と排出ガスに関係する要素の効果は、車両状態により影響される可能性がある。

この状態は自動車の使用年数とともに変化するが、保守にも関わってくる。保守状況はフィル

ター（空気、オイルおよび燃料フィルター）の状況、潤滑油および油圧オイルの質、燃料噴射ノ

ズルへの付着物の状況から判断できる。排出ガス削減システムは排出ガスに大きな影響を持

っている。触媒の排出ガス低減効率は、時間とともに低下する可能性がある。これは触媒の劣

化と呼ばれる。いくつかの部品は、しばらくすると機能しなくなる可能性がある（空燃比センサー、

点火プラグのように）。他の部品も損傷される恐れがあるため、これは適宜チェックされるべきで

ある。不良作動の検知のための道具として、車載診断装置がますます活用されつつある。 

タイヤの状況は自動車の安全性に影響を与えるだけでなく、自動車のころがり抵抗にも直

接関係している。適正なタイヤ空気圧が維持されるべきで、タイヤの摩耗は可能な限り少なく

維持されるべきである（たとえば、適正な自動車のアラインメントにより）。 

 

１．２．５ コールド状態のエンジン 

冷間始動時やエンジンおよび排出ガス低減システム（触媒や粒子状物質除去装置のよう

な）の暖機中の排出ガスと燃料消費量は、暖機後の条件下に比較してかなり高くなる可能性

がある［14］。とりわけ触媒が付いている場合、この過渡期間は大きな影響を持っている。過度

のエンジンの摩耗を避けるために、冷間条件下ではエンジンの負荷は制限されるべきである。 

 

１．３ 外部要因 

 

いくつかの要因は運転手や設計者には制御できない。たとえば：交通状況、気候状況、燃

料成分/燃料品質である。 

 

１．３．１ 交通状況 

運転行動はかなりの程度、道路上の他の交通に依存する。交通渋滞は自動車の速度と加

速可能性を大きく制約する。自動車に起因する、交通に起因するおよび運転手に起因する、

という区別が可能である［参考］。交通に起因する状況は交通状況によって自動車が一定の

速度と加速を強いられる場合である（交通渋滞、信号機、速度制限等）。自動車に起因する

状況では速度と加速を制限するのはエンジンの最高出力とトルクである。運転手に起因する

状況の場合、運転手は自動車の出力や交通状況に制限されることなしに、自分自身で速度

と加速を制限する。 
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１．３．２ 天候条件 

天候条件は様々な方法で燃料消費量と排出ガス量に影響を与え得る。最初に運転行動

は天候条件に影響を受ける。雨、雪あるいは霧はより慎重な運転行動をもたらし、速度と加速

を制限する。天候条件が運転行動に与える影響は、運転手によって異なることは言うまでもな

い。天候条件はエンジン運転にも影響を与える。温度、気圧および湿度が重要な変数となる。 

要求出力も天候条件の影響を受ける。風力は空気抵抗に明らかな影響を持っている。寒

冷な空気は密度が大きいため、空気抵抗（運動方程式を参照）とエンジン出力にも影響を与

える。雨や雪はころがり抵抗に影響を与える可能性がある。周辺温度は車内の暖房や空調の

必要性に関係し、エンジン出力の増加をもたらす可能性がある。自動車の窓が開いていると

空気抵抗が増す。ライトを使用（暗い気候あるいは夜間を通じ）することも、エンジン必要出力

を(わずかに)増やす。 

 

１．３．３ 燃料の品質と成分 

ほとんどの燃料の組成は法律で制限されている。しかしながら添加物は燃料ごとに異なり、燃費

と排出ガスに影響を与える可能性がある。ディーゼル燃料の硫黄分に関する議論が頻繁に行なわ

れている。燃料中の硫黄分はすすの量に影響を与えるだけではなく、触媒の機能にも影響を与え

る可能性がある。 

天然ガスは産地により、メタン、炭化水素および窒素の組成割合が大きく異なることがある。

これが熱量の差異（最高 15%ほど）につながり、希薄ガスとリッチガスの区別がなされる［15］。エ

ンジンは様々な天然ガスに対して柔軟性をもつ必要があり、燃料の成分が変っても、混合器

や噴射システムが稼動するように調整されなければならない。 

LPG は、プロパンとブタンの混合物に対する総称である。正確な成分は国毎にまた季節毎

に大きく変化し、LPG のエネルギー量に影響を与える。しかしながら、プロパンとブタンの間の

発熱量（kJ/kg）の違いはわずか 3%であり、その影響は天然ガスの場合ほどには重大でない。 
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第２章 試験モード 

 

排出ガスは、エンジンあるいは自動車の試験モードによって測定される。法律で規定された

試験手順は、様々な基準を確認し、これに適合していることを保証することが必要とされる。こ

れらの試験モードは、反復可能な排出ガス測定条件を設定し、同時に所与のアプリケーション

について実際の運転条件をシミュレートするものとされている。 

エミッションサイクルはエンジン、シャシダイナモメーター、あるいはサーキット上で実施される

速度と負荷条件の結果である。自動車の排出ガスは通常、走行した距離に対する汚染物質

の質量（たとえば、g/km）で表現される。エンジンダイナモメーターの試験サイクルに従って測

定された排出ガスは、エンジンからの供給エネルギーに対する汚染物質の時間あたり排出量

（典型的に g/kWh）で表現される。 

 

２．１ エンジン試験モード 

 

重量車には多くの種類があるため、認証と確認はエンジンレベルで実施される。しかしなが

ら、各国の監督当局は排出ガス試験手順を採用するうえで歩調をあわせておらず、多くの種

類の試験モードが使用されている。排出ガスはエンジンの速度と負荷の状況に影響されるた

め、異なったモードで測定されたエンジンの排出ガスは、たとえそれらが同じ単位で表現され、

あるいは同じ単位に換算されているとしても、同様に比較することはできない。このことは様々

な国々の排出基準を比較する時には常に留意すべき事項である。 

エンジンサイクルは定常モードと過渡モードに分けることができる。定常モードは一定したエ

ンジン速度と負荷モードの連続である（たとえば、欧州定常モード、日本の１３モード）。排出ガ

スは試験モード毎に分析される。その後、全体の排出結果がすべての試験モードの（加重）平

均として計算される。過渡モードは、エンジンの加速、減速、速度変化や負荷変化等を含む

運転パターンに従う（たとえば、欧州過渡モード、US-FTP 重量車過渡･試験）。最終的な試験

結果は、試験モードを通じてプラステックバッグに捕集された排出ガスのサンプル分析、あるい

は高速連続排出ガス測定の電子的な積算結果によって得られる。 

次は、IEA-AMF の国々で使用される試験手順の概要である。 

 

２．１．１ 欧州連合 

ＥＳＣモード（欧州定常モード-または OICA/ACEA モードとしても知られる）は、2000 年にス

タートした欧州における重量車のディーゼルエンジンの排出ガス認証のために、ＥＴＣ（欧州過
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渡モード）および ELR（欧州負荷反応）とともに導入された［3,16,17,18］。ＥＳＣは R-４９試験に

代わる１３モードの定常運転手順である。 

エンジンは連続した定常モードで、エンジンダイナモメーターで試験される。排出ガスは各モ

ードを通じて測定され、重み係数を使用しサイクル全体で平均化される。最終的な排出ガスの

結果は g/kWh で表される。エミッション認証テスの際に、試験官により、追加的な任意試験モ

ードが要求される可能性がある（図 2.1）。これらの特別モードでの最大排出量は、隣接した通

常の試験モードからの結果から、補間法により判定される。 

 

図 2.1 ： 欧州定常モード（ＥＳＣ）［18］ 

 

ELR 試験（欧州負荷反応）はＥＳＣに追加して使用され、ディーゼルエンジンのすすの不透

過度を測定するために使用される［16］。試験はＥＳＣ試験の 3 つのエンジン速度（A,B,C）の

各々につき、連続した 3 つの負荷段階（10%から 100%の負荷）で構成される。 

 

ＥＴＣモード（欧州過渡モードＦＩＧＥ過渡モードとしても知られる）は、2000 年にスタートした

欧州における重量車用エンジンの排出ガス認証のために、ＥＳＣとともに制定された［16］。都

市、地方および高速道路での運転を含む、様々な運転状況がＥＴＣサイクルの３パートで示さ

れる。エンジンの運転時間は 1800 秒である。各パートの運転間は 600 秒である。 

 パート１は最高速度 50km/h、頻繁な発進、停止およびアイドリングによる都市部での

運転を代表している。 
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 パート２は急速な加速による発進を行う地方での運転である。平均速度は約 72km/h

である。 

 パート３は平均速度約 88km/h の高速道路での運転である。 

 

ＦＩＧＥ協会は、シャシダイナモメーター試験及びエンジンダイナモメーター上の試験として、

２つの異なる走行モードを開発した。このモードの自動車の速度対時間を図２．２に示す。エン

ジン認証の目的のために、ＥＴＣモードはエンジンダイナモメーターで実施された。エンジン速

度とトルクの曲線は図 2.3 および図 2.4 に示すとおりである。 

 

図２．２ ＥＴＣ過渡モード車速［18］ 

 

図２．３ ＥＴＣ－エンジン速度［18］       図２．４ ＥＴＣ－エンジントルク［18］ 
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２．１．２ 米 国 

US-FTP（連邦試験手順）重量車過渡モードは現在米国において、道路用重量エンジンの

排出ガス試験のために使用されている。この過渡･試験は、都市内や都市周辺の道路や高速

道路での走行を含め、米国の都市における様々な重量トラックやバスを考慮して開発された。

この過渡モードは 4 つの段階から構成されている：1 番目は頻繁な停止と発進による軽度の都

市内交通の典型である NYNF（New York Non Freeway）であり、2 番目は停止が少ない渋滞

した都市交通の典型である LANF（Los Angels Non Freeway）である。3 番目はロサンゼルスに

おける渋滞した高速道路をシミュレートした LAFY（Los Angels Freeway）であり、4 番目は最初

の NYNF の繰り返しである［18］。これは夜間に駐車したあとの冷間始動とそれに続くアイドリン

グ、加速および減速の段階からなり、様々な速度と負荷が設定されている。安定した走行条件

は少なく、平均的な負荷レベルは所与の速度での最高馬力の約２０%から２５%である。このサイ

クルは２度実行され、２度目は最初のサイクルが完了して 1200 秒（20 分）の停止の後、温暖時

始動で行われる。1200 秒の走行時間に対し、対応する平均速度は約 30km/h であり、対応す

る走行距離は 10.3km である。時間とともに標準化された速度とトルクの変化は図２．５のとおり

である。 

 

図２．５ US-FTP 過渡モード［18］ 
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２．１．３ 日 本 

重量車に関する試験方法は１３モードである（以前の６モードに代わるもの）。この試験は連

続した１３の定常モードからなる。排出ガス量は、重み付けによってモード全体にわたり平均化

され、g/kWh で示される。この試験は低速の運転条件が強調されており、平均エンジン負荷も

排気温度も低いのが特徴である。ディーゼルエンジンとガソリンエンジンに関しては、試験モー

ドに違いがあり、重み係数も異なっている。ディーゼル車用のモードを図２．６に示す。 

 

図２．６ 日本のＤ 13 モード（ディーゼル車用）［19］ 

 

２．１．４ 排出ガス基準 

以下の排出ガス基準は、重量バスに対するものである（車両総重量 12 トン）。 

ユーロⅢ(2000 年)では、ディーゼルエンジンの型式認定を受けるためには、ＥＳＣ試験又はＥＴ

Ｃ試験のどちらかを実施すればよい。ユーロⅣでは、型式認定のための試験として、ＥＴＣ試験

とＥＳＣ試験を両方実施しなければならない[18]。ガス燃料エンジンについては、常に、ＥＴＣ試

験を実施することが定められている(ユーロⅢも同じ)。 

＊試験方法の性質の違いにより、数値の単純比較は不可能。 
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表 2.1  重量車バスエンジンに対する排出ガス基準の概要 
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２．２ 車両走行試験モード 

 

エンジンの排出ガス試験結果は通常 g/kWh の単位で示される。現実には、実際の自動車

の走行による g/km の単位での排出ガス量に関心が集中する。このような運転サイクルは自動

車全体（エンジン、駆動系統および車台）の性能を評価するために使用することができる。車

両走行試験モードは通常、路上走行負荷を模擬して、シャシダイナモメーター上で行われる。

また、車載排出ガス測定装置（たとえば Vito の VOEM システム）を利用してテストコース上でも

試験を実施することは可能である。自動車の車両走行試験サイクルには非常に多くの種類が

ある。いくつかのサイクルは公式のエンジン試験モード（ＦＩＧＥサイクルの様な）を開発するため

に使用されるが、ほとんどは研究と実証の目的にだけ使用される。 

都市バスの正確な運転サイクルは以下のような条件に基づく必要がある［4］ 

   － 加速と減速の経路と程度 

   － 最高速度 

   － 交通事情および業務での停止を含む運行可能速度 

   － 速度変化の程度 

   － 停止回数 

   － 現在のバス技術に対する適性 

ほとんどのサイクルは時間対速度の運転サイクルである。これは求められる速度が秒きざみで

変更することを意味する。他の方法には、目標速度（速度 x に対するスロットル全開の加速の

ように）で作動する距離ベースのサイクルである［8］。 

 

２．２．１ 時間ベースの試験モード 

都市中心部走行モード（CBDC）は、米国およびカナダにおいて輸送バスを評価するために

共通して使用される重量車用の試験方法である（SAE 推奨慣行 J1376）［18、20］。ダウンタウ

ンビジネス区域の輸送バスの走行を一般的に代表するものとして開発された。このサイクルは

14 の同一の部分からなり、各部分は 10 秒間の加速と 32km/h（20mph）一定速度での 18.5 秒

の走行、4.5 秒間の減速および７秒間のアイドリングがある。全体のサイクルは 574 秒で総走行

距離は 3.2km（2 マイル）になる。 

CBD サイクルは自動車の評価のために非常に頻繁に使用される。しかしながら、このサイク

ルの欠点は 32km/h というひとつの一定速度に焦点があてられており、自動車によっては、特

定のギヤ比の結果として試験で恩恵を受けている可能性があることである［20］。 
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図２．７：都市中心部走行モード 

 

オランダ都市バス運転モード（ＤＵＢＤＣ）は都市バスに関する時間ベースの試験サイクルであ

る。1992 年に TNO により開発されたもので、オランダの 4 つの主要都市における、2 台の都市

バスをモニターした結果に基づいている［21］。入手したデータは代表する運転サイクルを得る

ために統計的手法を用いて処理された。モード全体は約 15 分あり、累積走行距離は 5.2km

である。 

 

図２．８：オランダ都市バス運転モード 

 

ブラウンシュバイク（Braunschweig）都市運転モードは、ブラウンシュバイク工科大学で開発さ

れた。これは頻繁に停止する都市バスの運転をシミュレートした過渡モードである。加速、減速、

停止および運転速度を調整することにより、FTP75 自動車サイクルから作成された［18、22］。

モード全体は 29 分あり、累積走行距離は約 11km である。 
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図２．９：ブラウンシュバイク都市運転モード 

 

文献に述べられているその他の時間ベースのモードは下記のとおり［1］ 

 ＦＩＧＥサイクル（～ＥＴＣ） 

 EPA 重量車シャシ･過渡モード（HDTC）、（～US-FTP HD） 

 ニューヨーク都市サイクル（NYCC） 

 ニューヨーク都市混合モード（NYCOMP） 

 ウェストバージニア大学重量車運転サイクル：都市－郊外－州間 

 ブリティッシュ･ペトロリアム･ロンドン･試験サイクル（BP/LONDON） 

 先進デザイン・バス・サイクル（ADB） 

 ベルリン･サイクル 

 MAN サイクル 

 

次の表は大部分の都市モード及び、エンジン試験モード関連した 2 つのモード（HDTC～

US FTP HD およびＦＩＧＥ～ＥＴＣ）の特徴を示している。 

 

表２．２： 時間ベースの自動車試験モードの特徴 

サイクル  CBDC DUB 

DC 

Brun 

schw. 

NYCC NYC 

Comp 

WVU 

City 

HDTC ＦＩＧＥ 

時間 

アイドリング 

加速 

一定速走行 

減速 

秒 

% 

% 

% 

% 

574 

20 

28 

41 

15 

897 

27 

37 

8 

30 

1740 

25 

36 

15 

26 

598 

35 

28 

9 

29 

1029 

33 

30 

11 

28 

1408 

30 

26 

24 

20 

1060 

33 

26 

20 

22 

1800 

4 

24 

54 

19 

距離 km 3.23 5.24 10.87 1.90 4.03 5.32 8.93 29.48 

速度－平均 

平均速度 

最高速度 

km/h 

km/h 

km/h 

20.2 

25.3 

32.2 

21.0 

28.9 

63.4 

22.5 

30.1 

58.2 

11.4 

17.6 

44.6 

14.1 

21.1 

58.0 

13.6 

19.5 

57.7 

30.3 

45.5 

93.4 

59.0 

61.5 

91.1 

加速－平均 

最大加速 

相対正加速 

m/s2 

m/s2 

m/s2 

0.77 

1.03 

0.17 

0.62 

1.79 

0.27 

0.58 

2.13 

0.21 

0.67 

2.68 

0.30 

0.40 

1.64 

0.19 

0.37 

1.04 

0.16 

0.43 

1.69 

0.12 

0.31 

1.99 

0.06 

減速－平均 

最大減速 

m/s2 

m/s2 

-1.44 

-2.03 

-0.77 

-2.40 

-0.80 

-3.11 

-0.65 

-2.28 

-0.44 

-1.65 

-0.50 

-2.70 

-0.53 

-1.81 

-0.40 

-4.02 

停止 km-1 4.3 2.7 2.7 9.5 4.7 2.6 1.6 0.1 
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図２．１０： 自動車試験モードの比較 

 

ＦＩＧＥサイクルは部分的にのみ都市内走行をベースとしているため、純粋な都市ベースの

運転サイクルと違う点が大きい（高速、一定速走行が多い、アイドリングが少ない）。 

スウェーデンにおいて MTC が実施した試験［22］では、ブラウンシュバイク・サイクルと比較し、

ＦＩＧＥサイクルは燃料消費量が約４０％少なく、排出ガスも４０％～７０％少なかった。 

 

２．２．２ 距離ベースの試験モード 

時間ベースの試験モードを実施するのは非常に簡単だが、こうしたモードは、実際には、限

られた車両クラス、出力および特定の車両重量に適している。たとえば、出力対重量比が高い

自動車の場合、試験モードの加速基準に達するためにスロットルを全開にする必要はないで

あろう。出力対重量比の少ない自動車の場合は、スロットルを全開にしても試験サイクルの加

速基準には到達しないと思われる。これでは試験モードの累積距離に届かないであろう。実走

行では、他の交通に妨げられない場合、重量車の加速は通常スロットルを全開にして行われ

る［5、8］。 

距離ベースの試験モードを実施するのは比較的困難であるが、時間ベースの試験モードよ

り、実走行に近いとみられる。総走行距離は固定され、停止点は常に同じ地点であり、自由な

加速が、決められた速度目標に達するまで使用される（速度制限や交通の流れに関係する）。

このことはすべての自動車が出力対重量比やギヤを考えずにその経路を運転できることを意

味する。出力の大きい自動車はその経路をより短い時間で走り終える。 

ウェストバージニア大学は距離ベースの“WVU ５マイル走行モード”と時間ベースの“WVU ５

ピーク走行試験”を比較するため、重量ディーゼル・トラックを用いた試験を実施した。特に最

大出力での加速の部分が多くなることから、一酸化炭素と粒子状物質の排出量が著しく高い
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という傾向が示された［5］。 

複数の欧州の輸送会社及び組織が、すでに距離ベースのモードで試験を計画し、試験を

実施している。適用されて数年になる距離ベースの試験モードは“De Lijn”都市サイクルであ

る。De Lijn はフランドル地方の輸送会社であり、同社はこのモードを新しい都市バスの燃料消

費量、排出ガス量および加速性能を評価するために使用している。“De Lijn”都市サイクルは、

15km/h～60km/h の範囲の、予め規定した速度まで 25 回のスロットル全開加速を行うモード

で構成されるサイクルである。加速と一定速走行が強調されている；アイドリングは停止毎に１

秒 と制 限 されている。このモードの累 積 走 行 距 離 は 5.8 ｋｍ、平 均 車 速 は通 常 21km/h～

23km/h の間だが、これは車両の出力対重量比に影響される。 

 

図２.１１ “Ｄｅ Ｌｉｊｎ”都市サイクル 
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第３章 試験車両と試験モードの選択 

 

都市交通は人口密集区域に隣接しており、このため都市交通に起因する排出ガスに対す

る意識は非常に高い。今後はできる限り都市交通を回避するか、あるいは都市交通にクリーン

な自動車技術を使用するかのどちらかである。このため、クリーンな都市ガスについて多くの取

組みがなされている。 

バスによる環境へのマイナスの影響を減らすための取組みは、ディーゼル技術の最適化に

重点が置かれている。この分野で期待されているものは、ディーゼル燃料電子制御（EDC）の

一般使用と粒子状物質除去装置(DPF)の導入である。圧縮天然ガスは、現在最もガソリンお

よびディーゼルに競合し得る燃料とみられており、これを商業的に利用可能な解決策として提

供する事業者が増えている。天然ガスは大量に利用可能で、資源は世界中に散在しており、

ガスの採掘も容易で、既存の他の化石燃料にくらべて排出ガスも少ない。天然ガスエネルギー

の開発はバイオガス･エネルギーにも活路を開く。 

 

３．１ 試験車両 

 

第１章において、自動車の燃料消費量と排出ガスに影響を与える多くの変数（とりわけ多く

の技術要素）が提示された。エンジンの種類や燃料のような特定の変数の効果に重点を置く

ためには、自動車の特徴など他の変数ができる限り多く、相互に比較されるべきである。 

下表は主要な技術要素の概要を示している。 

表３．１： 主要な技術要素 

要素 選択肢 

車両クラス バス / トラック 

→ 都市 / 地方 / 長距離  

仕様 サイズ / 空力特性 / ころがり抵抗 / 出力配分 

車両重量 車両重量 → 車両総重量 

エンジン・サイズ 出力および速度定格 

燃料の種類／成分 ディーゼル/ ガソリン/ 天然ガス/ LPG/ その他代替燃料 

エンジンの種類 圧縮着火（CI）、 

火花点火（SI） → 理論空燃比 / 希薄燃焼 

エンジン処理 燃料噴射の量とタイミング（電子的/機械的）、 

点火のタイミング（電子的/機械的） 

排出ガス低減技術 EGR / 酸化触媒 / 三元触媒 / 脱窒素酸化物触媒 

粒子状物質除去装置 

変速装置 自動 / 手動 
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このプロジェクトにおいては、広範な評価を行うため、ディーゼルバス、量論比燃焼方式ＣＮ

Ｇバス、希薄燃焼方式ＣＮＧバスの都市バス３台が選択された。これらは都市バスにおける最

高の技術を代表するものと考えられる。 

選択にあたり、都市バスの典型的な特性が以下のように求められた： 全長は１２ m（40 フィ

ート）、車両総重量は約 19 トン、エンジン出力は 150kW～200kW。バスはすべて、自動変速機

である。 

 

３．１．１ ディーゼルバス 

現在のバスのほとんどが、依然としてディーゼル技術を使用している。2000 年にスタートした

Euro ３ 認証のため、欧州のエンジン製造者は現在、多くの場合電子燃料制御を使用した新

しいディーゼルエンジンあるいはディーゼルエンジンの改造に取り組んでいる。しかしながら開

発のこの段階（市場への投入直前）において、エンジンと自動車の製造者が協力することは非

常に困難である。 

このため、フランドルの公共輸送会社である“De Lijn”が保有する新しい営業走行中のバス

を評価することが決定された。このバスは Euro ２ で認証された DAF のディーゼルエンジンを

搭載した Van Hool A600 バスである。ディーゼル燃料噴射ポンプは機械式で、排出ガス後処

理装置は装着されていなかった。そこで、エンジン試験を行うために同じ種類のエンジンに交

換された（同様に“De Lijn”が保有）。 

 

図３．１：試験されたディーゼルバスの写真（Malle の試験コースにて） 

 

３．１．２ 量論比燃焼方式ＣＮＧバス 

ＣＮＧエンジンの仕様は量論比燃焼方式と希薄燃焼方式の両方とされた。一般的に、三元

触媒とあわせて、量論比燃焼方式を利用することで、最低レベルの排出ガス量を達成できると
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みられている。しかしながら、燃料消費量は通常、希薄燃焼方式ＣＮＧエンジンよりやや多い

［23,24］。量論比燃焼方式ＣＮＧバスは欧州において多く見られる（MAN、Mercedes-Benz、

IVECO）。 

バスを製造した IVECO 社は、最新の量論比燃焼方式ＣＮＧエンジンを搭載した都市型の

新しいデモンストレーション･バスの貸し出しに前向きである。エンジンの排出ガス対策は、三元

触媒とあわせた閉ループ空燃比制御を採用し、多点燃料噴射（MPI）が使用されている。 

エンジン試験のために同一のエンジン（同じく IVECO 保有）が試験された。このエンジンは

バスのエンジンと同一である。 

 

図３．２： 試験された量論比燃焼方式 CNG バスの写真（ブラッセルの王宮の前にて） 

 

３．１．３ 希薄燃焼方式 CNG バス 

欧州においては量論比燃焼方式と希薄燃焼方式の両方が適用されているが、北米におい

ては希薄燃焼方式のＣＮＧ技術が最も一般的である（カミンズ、デトロイト･ディーゼルなど）。希

薄燃焼方式のＣＮＧエンジンには酸化触媒が装着されることがあるが、必ずしも一般的ではな

い。米国においては希薄燃焼方式ＣＮＧバスとディーゼルバスの排出ガスを比較するために

（比較には通常 CBD サイクルを使用）、多くの研究が既に進められている。ほとんどの研究結

果では、希薄燃焼方式ＣＮＧバスの窒素酸化物、一酸化炭素および粒子状物質の排出量は、

ディーゼルバスよりかなり少ないことが示されている［25、26、27］。しかしながら、ディーゼルバ

スと比べて一酸化炭素、炭化水素および窒素酸化物の排出量が非常に多いことが指摘され

ており、自動車用燃料として天然ガスを使用することで排出ガスが低減されることを保証するも

のではない［28］。 
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米国では、最新世代の希薄燃焼方式ＣＮＧバスが模索された。北米において、ＣＮＧバス

用に最も頻繁に使用されているエンジンは、DDC シリーズ 50G と(現在カミンズ C8.3G に置き

換わっている)カミンズ L10G の 2 種類である。カミンズはエンジン試験のために新しい技術の

C8.3G エンジンを貸与することに同意した。カナダのオンタリオ州ハミルトンにも、同じエンジン

を持ったバスが 1 台ある。これは、ハミルトン･ストリート･レイルウェーズ社が保有している。同社

はハミルトンでの試験にそのバスを貸与することに同意した。 

 

図３．３： 試験された希薄燃焼方式ＣＮＧバスの写真（ハミルトンの試験コースにて） 
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３．１．４ 試験車両の概要 

表３．２は 3 台のバスについてエンジン、変速装置等の仕様を示したものである。 

 

表３．２： 試験車両の仕様 

バス    

 製造者 VAN HOOL IRISBUS-IVECO ORION 

 種 類 A600 Diesel 
CityClass－491.12 

CNG 
Orion V / CNG 

 全 長 11.620m 11.992m 12m 

 全 幅 2.490m 2.500m 2.590m 

 全 高 3.025m 3.230m 3.200m 

 車両重量* 11,000kg 12,800kg 13,600kg 

 車両総重量 18,900kg 19,000kg 18,400kg 

 座 席 39 28 45 

 最大乗員数 99 102 65 

 型式年 1998 1999 

1992 

（1996年にエンジン等が採用さ

れ、1999年にギヤボックスが採

用された） 

 走行距離（テスト当時） 25,000km 2,000km 
517,000km 

(エンジン～250,000km) 

エンジン    

 製造者 DAF IVECO CUMMINS 

 種 類 GS160M 8469.21 MPI C8.3-275G 

 最高出力 160kW＠2300rpm 161kW＠2100rpm 206kW＠2400rpm 

 最大トルク 850Nm＠1100rpm 873Nm＠1100rpm 1018Nm＠1400rpm 

 シリンダー容積 8.66l 9.5l 8.3l 

 燃料システム 直噴 多点噴射 セントラル･ガスミキサー 

 規 制 機械的ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･ﾎﾟﾝﾌﾟ 
閉ループ 

量論比燃焼制御方式 

閉ループ 

希薄燃焼制御方式 

 後処理 なし 三元触媒 なし 

ギヤボックス    

 製造者 ZF VOITH ALLISON 

 種 類 5HP500 D851.3 B400R 

 ギヤの数 5 3 6 

 比 
2.81 - 1.84 - 1.36 

‐ 1.00 -0.80 
5.35 - 1.36 - 1.00 

3.49 - 1.86 - 1.41 

- 1 -0.75 -0.65 

バックギヤ比 3.97 3.66 5.03 

＊ 燃料＋運転手を含む 
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３．２ 試験モード 

 

自動車の負荷もまた注目すべき事項であるため、試験には様々な負荷が用いられる：  

 空 車 （運転手、測定システムおよび技術スタッフのみ） 

 半積載 

 全積載 

 

３．２．１ 実走行での測定 

すべてのエンジン及び試験モードは、実走行における自動車（あるいは複数の自動車の平均）

の燃料消費量と排出ガス量をできるだけ反映することを目標としている。都市バスは都市交通のな

かで運行しているほか、一部、地方交通も含まれる可能性がある。この結果、基本的に、実走行時

の測定は VOEM システムを使用し、都市交通及び地方交通のなかで実施された。代表とされた都

市の路線はベルギーのブラッセル（59 番系統と 21 番系統）、および北米のバスに関してはカナダ

のハミルトン（2 番系統）が選択された。代表とされた地方の路線はベルギーの Mol 周辺とカナダの

ハミルトン周辺が選ばれた。 

 

３．２．２ 車両走行試験モード 

実際の路上走行における車両の動きと比較するために、いくつかの共通の運転サイクルが選択

された。これらは、時間ベースの都市モードである CBDC（都市中心部走行モード）とＤＵＢＤＣ（オ

ランダ都市バス運転モード）および距離ベースの De Lijn 都市モードである。測定には VOEM シス

テムを使用し、試験はテストコースで実施された。 

 

３．２．３ エンジン試験モード 

IEA-AMF 参加国における重量車の公式なエンジン排出ガス試験方法を、試験車両のエンジン

に適用した。試験方法は以下のとおり。 

 

 欧州定常モード（13 モード） 

 欧州過渡モード 

 重量車エンジンのための米国連邦試験方法 

 重量車ディーゼルエンジン用の日本の 13 モード（ＣＮＧエンジンにも適用） 
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第４章 試験結果 

 

付録 A に VOEM システムで実施された試験の結果概要を示した。付録 B には様々なエンジン

試験ベンチで実施されたエンジン試験の結果を示している。 

 

４．１ 試験の経過 

 

1999 年 10 月 13 日から 11 月 4 日まで、ブラッセルの都市交通、Mol の周辺の地方交通、およ

び Malle のテストコース（すべてベルギー）においてディーゼルバスの試験が実施された。使用され

た燃料は標準的なディーゼル燃料である（0.05%の硫黄を含む）。 

2000 年 4 月 7 日から 4 月 12 日まで、オランダのデルフトにある TNO でディーゼルエンジンの

試験が行われた。 

1999 年 11 月 19 日から 12 月 22 日まで、ブラッセルの都市交通、Mol の周辺の地方交通およ

び Mol のテストコースにおいて量論比燃焼方式ＣＮＧバス（ＣＮＧ_SM バス）の試験が実施された。

燃料は商業用 Slochteren（NL）天然ガスである（39,970kJ/kg）。 

1998 年 11 月 19 日から 11 月 26 日まで、スイスのデューベンドルフの EMPA により量論比燃

焼方式ＣＮＧエンジンの試験が行われた。この US-FTP 試験では、瞬時のデータ計測が行われな

かったため、利用可能なのは全体的な結果のみである。 

2000 年 4 月にイタリアのトリノにおいて、CFR により、日本の 13 モードに従った試験が実施され

た。主要な試験は G20（純粋メタン）で実施された。G25（86%のメタン、14%の窒素）と商業用ガス

（Gxy と呼ばれる）を用いていくつかの比較試験が実施された。 

2000 年 3 月 1 日から 3 月 9 日には、カナダのハミルトンの都市交通、地方交通および試験コ

ースにおいて希薄燃焼方式ＣＮＧバスの試験が実施された。これらの試験のために商業用カナダ

天然ガス（ユニオン･ガス）が使用された（47,430kJ/kg）。 

2000 年 4 月 11 日から 4 月 17 日にかけて、米国モーガンタウンのウェストバージニア大学おい

て希薄燃焼方式ＣＮＧエンジンの試験が行われた。使用された燃料は、商業用天然ガスである

（49,000kJ/kg）。 

 

４．２ エネルギー計算 

 

車両走行試験の基礎的な結果は g/km で表示される。エンジン試験の基礎的な結果は g/kWh

で表示される。車両のエンジン出力を計算するためには、エンジントルクとエンジン回転数が必要
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である。 

エンジン回転数は車両試験とエンジン試験の両方で測定されが、車両走行試験ではエンジント

ルクを測定することは非常に困難である。そこで、エンジンと車両の試験を比較するために、次の 2

つの手順がある。 

1．車両の速度と加速に基づいてエンジントルクを推定する。これは Cx,、Cr,、風速、伝達損失、

補機類出力、道路の傾斜等のようないくつかの変数が利用できると仮定する。 

２．マニホールド圧力（火花点火エンジンに関してのみ）または燃料噴射といった他のエンジン

変数に基づいてエンジントルクを推定する。 

ここでは、２番目の手法が用いられている。エンジントルクとエンジンサイクルあたりの燃料噴射

量の関係は熱効率である。 

Pengine［W］＝ω［rad/s］ ｘ Tengine［N.ｍ］＝ηx LHVfuel［kJ/kg］ x FuelCons.［g/s］ 

                                               （η＝熱効率； LHV＝低発熱量） 

            T engine［N.ｍ］＝K xηx FuelCons.［g/s］／n［rev/s］ 

                         ＝ K xηx FuelCons.［g/rev］ 

                                      （K＝定数（＝πx LHV fuel［kJ/kg］）） 

次図に、ＥＴＣエンジン試験での 3 台のエンジンに関するトルクと燃料噴射の関係を示す。 

 
図４．１： エンジントルクとエンジン回転あたりの燃料噴射量の比較 
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ほとんどの時間で、トルクと燃料噴射量の間の関係は非常に明らかである。いくつかのケースで

偏差があったが、これは以下の理由による。 

 熱効率はエンジントルクのみならず、エンジン速度の機能にも関係している（特 0 により高

速において） 

 燃料エネルギーの一部はエンジン自身（慣性）の加速のために使用され、エンジン・シャ

フトから発生するトルクに反映されていない。このため、プラスの偏差（平均値より燃料噴

射量が多いこと）はほとんど加速によるものである。 マイナスの偏差（平均値より燃料噴

射量が少ないこと）はほとんど減速によるものである。 

 

車両試験におけるエンジン出力を推定するため、エンジントルクが、エンジン試験ベンチでの測

定に基づく燃料消費から計算された（図 4.1 参照）。 

また、エンジン出力は、バスの一般走行負荷からも推定された。これは、以下を仮定して、運動方

程式（第 1 章参照）に基づいたものである。 

 ρ＝1.23kg/m3       （空気密度） 

 S＝0.9 x 高さ x 幅 （横断面） 

 Cx＝0.8             （空気抵抗係数） 

 Cr＝0.01            （ころがり抵抗係数） 

 勾配は０と仮定 

車両の走行負荷とエンジン出力の間の差は伝達損失と補機類のためのエネルギーである。図４．

２をみると、この差は都市内走行における測定では約４０％であり、地方郊外走行における測定で

は２０％～３０％となっている。 

 
図４．２： 都市内走行と地方郊外走行における総エンジンエネルギーを比較した、 

伝達損失と補機類エネルギーの平均割合 
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伝達損失は車両の負荷に多かれ少なかれ比例するものであるが、補機類の出力は車両の負荷

に、ほとんど影響されない。平均のエンジン負荷が高くなればなるほど、補機類の出力の相対的割

合は低くなる。地方の郊外走行では平均エンジン出力がより大きくなり（アイドリング部分がより少な

い）、このため補機類のエネルギーと伝達損失の割合が少なくなる。 

この関係を詳細に分析すると、下図のようになる。平均エンジン出力が増加すると伝達損失と補機類のエネルギー損失

が少なくなる。 

 
図４．３ 平均エンジン出力による、伝達ロスと補機類エネルギーへの影響 

 
希薄燃焼方式ＣＮＧバスは、非常にロスの割合が高い。これは、恐らく空調システムによると思わ

れる。また、空調システムは、燃料消費量の増加の一因でもある。 

 

４．３ ３種類の技術の比較 

 

３種類のエンジンについて測定し、燃料消費量と排出ガスについては、いくつかの明らかな差が

指摘された（付録 A 参照）。 

 

４．３．１ 燃料消費量 

異なった技術（異なった燃料を使用）の燃費を比較するために、燃料消費量はディーゼル相当

で表示されている。 

ディーゼルエンジンは燃料効率が明らかに最良である。試験の結果、エンジンレベルの平均燃

料消費量は、230～240g/kWh となり、希薄燃焼方式ＣＮＧエンジンより約１５％低く、量論比燃焼

方式ＣＮＧエンジンより２５％低い（軽油換算による）。 
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図４．４ ：３種類のエンジンの燃料消費量比較 

（都市内実走行時の燃料消費量は第 4.2 章のエンジンエネルギー計算に基づく） 

 

自動車レベル（走行距離当たりの燃料消費量）でみると、ディーゼルバスの利点はより一層鮮明

である。ここでは、自動車の重量が重要な影響を持っている。ＣＮＧバスは、主としてＣＮＧボンベが

重いため、車両重量がディーゼルバスより１５～２０％程度重くなる。走行負荷（都市内走行、中負

荷で比較すると、希薄燃焼方式ＣＮＧバスはディーゼルバスよりも 40％以上多くの燃料を消費する。

量論比燃焼方式ＣＮＧバスの燃料消費量は希薄燃焼方式ＣＮＧバスよりもやや少ないが、これは

主として、走行負荷が低いこと（バスの加速能力が低いこと）に関係している。 

どの試験モードでも、車両重量が増えれば燃料消費量も増えることは明らかである。地方郊外

走行においては必ずしもあてはまらないが、これは主として、地方郊外走行の測定において変動が

大きいことによる。 
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図４．５ ： 様々な自動車試験モードにおける 3 台のバスの燃料消費量 

 

 

 

４．３．２ 二酸化炭素排出量 

天然ガスはディーゼル燃料に対してエネルギー単位当たりの二酸化炭素(CO2)排出量が 約２

５％少ないため、明らかな優位性を持っている。もし､エネルギー効率が同じであれば、天然ガスを

出力とするエンジンの排出ガスは 25％少なくなることになる。しかし、実際には天然ガスエンジンは

ディーゼルエンジンよりエネルギー効率が低く、この CO2 低減効果は部分的となる。 

エンジン試験を見ると、ＣＮＧエンジンが CO2排出量に関して利点があることは事実である。量論

比燃焼方式ＣＮＧエンジンに関してはわずか２～５％、希薄燃焼方式ＣＮＧエンジンに関しては最

高 15％、それぞれ CO2 排出量が少ない。 

車両試験をみると、ＣＮＧバスの CO2 排出量は、ディーゼルバスに対する明らかな優位性はない。

これは、ＣＮＧバスのベース重量が重いことに関係している。 
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図４．６ ： ３種類のエンジンの二酸化炭素排出量比較 

（実走行の CO2 は第 4.2 章のエンジンエネルギー計算に基づく） 

 

 
図４．７： 様々な試験モードによる 3 台のバスの二酸化炭素排出量 
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４．３．３ 一酸化炭素排出量 

一酸化炭素(CO)の排出量に関しては、ＣＮＧバスのどちらも（0.5－1g/km）、ディーゼルバス（3

－4g/km）に対し明らかな優位性がある。 

 
図４．８ ： 様々な試験モードによる 3 台のバスの一酸化炭素排出量 

 

これらの数値をエンジン試験と比較した場合、違いはそれほど明らかではない。特に希薄燃焼

方式ＣＮＧエンジンのエンジン試験ベンチのＣＯ排出量は、ディーゼルエンジンと同程度である。こ

れについては後述する。 

 
図４．９ ： ３種類のエンジンの一酸化炭素排出量比較 

（都市内実走行のＣＯ排出量は第 4.2 章のエンジンエネルギー計算に基づく） 
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４．３．４ 全炭化水素排出量 

天然ガスエンジンの場合、排出される全炭化水素(THC)はメタンと非メタン炭化水素（NMHC）

に分けられる。非メタン炭化水素の割合は通常、ＴＨＣの５％～１０％である。希薄燃焼方式ＣＮＧ

エンジンに関して、これは非常に重要なことである。希薄燃焼方式ＣＮＧエンジンの THC 排出量は

ディーゼルエンジンの約 4 倍であるが、ＮＭＨＣの排出量だけに限れば、ディーゼルエンジンより恐

らくやや少ないであろう。量論比燃焼方式ＣＮＧエンジンは THC で見た場合でも極めてＴＨＣ排出

量が少ない。 

 
図４．１０ ：様々な試験モードによる３台のバスの全炭化水素排出量 

 

図４．１１：３種類のエンジンの全炭化水素の排出量比較 
（都市内実走行の全炭化水素は第 4.2 章のエンジンエネルギー計算に基づく） 
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４．３．５ 窒素酸化物排出量 

ディーゼルエンジンの短所のひとつと考えられているのが、窒素酸化物(ＮＯｘ)（粒子状物質を

含む）の排出量の多さで、特にこの観点からＣＮＧ技術が促進されている。ＣＮＧエンジンにおける

ＮＯｘ削減の取り組みとして希薄燃焼と量論比燃焼の 2 つがあり、ここではどちらも検討の対象とし

ている。量論比燃焼方式ＣＮＧエンジンはその有利性をすべて満たしており、ディーゼルエンジン

に比べてＮＯｘ排出量が約 1/10 以下となる。 

しかし、希薄燃焼方式ＣＮＧエンジンではＮＯｘの排出量が非常に多い。このエンジンは米国に

おいて 2g/hph（～2.7g/kWh）未満で認証されているが、エンジンテストベンチの場合、ＮＯｘ排出

量は US-FTP 試験で 4g/kWh、日本の試験モードで 7g/kWh となった。バスエンジンのＮＯｘ排出

量はさらに多かった（約 10g/kWh）。車両走行試験とエンジン試験での違いは後述する。 

 

図４．１２ ： ３種類のエンジンの窒素酸化物排出量比較 

（都市内実走行は、第 4.2 章のエンジンエネルギー計算に基づく） 

 

実走行における希薄燃焼方式ＣＮＧバスのＮＯｘ排出量はディーゼルバスに比べて約８０％多か

ったが、これは、ＣＮＧバスのほうが重く、補機類の出力が高かったことに関係している。 
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図４．１３： 様々な試験モードによる 3 台のバスの窒素酸化物排出量 

 

 

４．４ 車両重量の影響 

 

車両重量は燃料消費量と排出ガスに重要な影響を与える変数である。それは加速性（図 5.2 参

照）と自動車の一般走行負荷要求（図 4.14 参照）に直接的な影響を及ぼす。 

 

図４．１４ ：一般走行負荷に対する車両重量の影響（都市内走行） 
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４．４．１ 燃料消費量と排出ガス 

下図は、実際に都市を走行するバスについて、車両重量と燃料消費量、排出ガスとの関係を示

したものである。 

 

図４．１５： バスの車両重量による燃料消費量及び排出ガスへの影響 

 

表４．１は、平均的な影響（スロープ=％燃料消費量／％重量増加に関連した排出ガス増加量）

で、各種のバスと結果の重要度を加味している。（実際の都市内走行、シミュレーション走行） 
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表４．１ (相対)重量増加と(相対)燃料消費量／排出ガス増加の関係についての回帰パラメータ 

 

 

太字で示したものは、重要なトレンドである。特に、３台のバスとも、燃料消費量と CO2 排出量は、

負荷が大きくなるにつれ、明らかな増加傾向を示している。重量が 25％増加すれば燃料消費量は

希薄燃料ＣＮＧバスで約 10％、ディーゼルバスで約 15％増加することになる。 

規制対象の排出ガスの場合、ディーゼルバスのＮＯｘ排出量に対してのみ、負荷の影響が指摘

されている。ＴＨＣ、ＣＯおよびＮＯｘの排出量（ＣＮＧバスの場合）については、車両重量の影響は

明らかには示されていない。ＮＯｘについては、常に負荷に影響されやすいと考えられていることか

ら、このことは非常に驚くべきことである。ＮＯｘに対しては、両方のＣＮＧバスに備わっている空気

過剰率の制御システムのほうが、車両重量よりも決定的なものと思われる。 

 

４．４．２ 乗客に関連した燃料消費量と排出ガス 

バスの実質的な機能は乗客をある地点から他の点へ輸送することである。このため、乗客数と燃

料消費量および排出ガスを関連付けるとよい。図４．１６はバスが輸送する乗客数との関連でみた

比較である。 

図４．１６は第４．３章と同じ結論を示している。燃料消費量の点ではディーゼルバスが最も優れ

ている。CO2 の排出量は３台のバスとも同程度である。CO の排出量はディーゼルバスが最も多い。

ＴＨＣの排出量は希薄燃焼方式ＣＮＧバスが最も多く、量論比燃焼方式ＣＮＧバスが最も少ない。

ＮＯｘは希薄燃焼方式ＣＮＧバスが最も多く、量論比燃焼方式ＣＮＧバスが最も少ない。 

バスの乗客が多いほど乗客 1 人当たりの燃料消費量及び排出ガス量が少なくなることは明らか

である。この図から、乗用車、バン、あるいはミニバス等の他の自動車とを比較することも可能である。

たとえば、4 人乗り乗用車の燃料消費量は都市内走行において約 12L/100km（ディーゼル換算）

であり、乗客 1 人当たりでは 3L/100km である。このケースではディーゼルバスが 20 人以上の乗客

を乗せているとしたら、さらにエネルギー効率が高くなる。 
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図４．１６： 乗客数との関連でみた 3 台のバスの燃料消費量と排出ガス 

 

 

４．４．３ ＣＯ 2 とＮＯｘの関係 

全般的に(特にディーゼルバスの場合)、CO2 と NOx の間には明らかな相関がある。次の図は、３

台のバスについて、ＣＯ 2 とＮＯｘの関係を示したものである。ＣＮＧバスの場合、ＮＯｘは、ＣＯ 2 とほ

とんど又は全く関係がない。量論比燃焼方式ＣＮＧバスのＮＯｘは、他のバスに比べて非常に少な

い。 
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図４．１７ 3 台のバスの CO2 と NOx の関係 
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４．５ 燃料消費量と排出ガスの時系列変化 

 

DUBDC モードから導かれた燃料消費量と排出ガスの変化を、速度と時間を軸にとってグラフ化

した。エンジン回転数と空気過剰率の変化も可能なところでグラフ化している。エンジン回転数と空

気過剰率も、示している(ＣＮＧバス)。 

 

４．５．１ ディーゼルバス 

ディーゼルバスの燃料消費量は明らかに自動車の加速に関係している。ＮＯｘの排出も、負荷に

関係しているが、燃料消費量以上にエンジン回転数の影響を受けている（95 秒と 105 秒の間のギ

ヤシフト点を参照）。ＣＯとＴＨＣの排出量はＮＯｘよりはるかに少ない。両者は燃料消費量に直接

関係していると見られる。 

 

図４．１８ ：ディーゼルバスの燃料消費量と排出ガスの時系列変化 
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４．５．２ 量論比燃焼方式ＣＮＧバス 

量論比燃焼方式ＣＮＧバスの燃料消費量も明らかに車両の加速と関係しているが、排出ガスと

の関係はそれほど明確ではない。三元触媒の浄化効率に大きな影響を持つ空気過剰率は、燃料

カット時以外は λ＝１に近い水準を維持した。ＣＯの排出量はＮＯｘが増加するところを除いて、燃

料消費量に関係している。詳細なテスト結果を更に分析すると、ＮＯｘ排出量のピークは燃料カット

時に続いてエンジン負荷（加速）が高いところで発生することが明らかとなった。このことは燃料カッ

ト（希薄）によって触媒の緩衝効果が妨げられたことに関係している可能性がある。いずれにせよ、

ＮＯｘのピークはそれが達成された後（空気過剰率＞1.5）、通常急速に低下する。更なる分析から

推定されることは、ＮＯｘとＣＯが補完的であるということである。つまり、ＮＯｘが比較的多い時には

ＣＯは非常に少なく、この逆もまた然りということである。 

 

 

図４．１９： 量論比燃焼方式ＣＮＧバスの燃料消費量と排出ガスの時系列変化 
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THC の排出量は非常に少なく、ほとんどの場合燃料カットの直前に存在する。三元触媒の平均

浄化率を推定するために、ETC テストで触媒の前後で排出ガスを測定した。 

 

表４．１： ETC による量論比燃焼方式ＣＮＧエンジンの触媒前後の排出ガス比較（燃料＝G20） 

 
二酸化炭素 

g/kWh  

一酸化炭素 

g/kWh 

全炭化水素 

g/kWh 

窒素酸化物 

g/kWh 

触媒前 

触媒後 

 

浄化率 

643 

696 

 

 

27.1 

1.5 

 

94％ 

2.8 

0.30 

 

91％ 

13.9 

0.56 

 

96％ 

 

触媒の浄化率は一酸化炭素、全炭化水素および窒素酸化物については 90％以上である。二

酸化炭素が増加しているのは一酸化炭素と全炭化水素が二酸化炭素に転換されたことによる。 
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４．５．３ 希薄燃焼方式ＣＮＧバス 

他のバスと同様、希薄燃焼方式ＣＮＧの燃料消費は明らかに車両の加速に関係している。また、

窒素酸化物排出量は燃料消費に関係し、排出量は他のバスより大きいことが指摘される。空気過

剰率の影響は非常に大きい。希薄燃焼時の空気過剰率制御は空気過剰率が燃料消費の増加に

つれて増加するように行われる。これは窒素酸化物の排出を低く維持するためである。しかしなが

ら、空気過剰率制御は窒素酸化物を減らすためにより高い値に設定する必要がある。 

エンジンでは通常減速中に燃料カットが行われる。しかし、燃料カットの直前に、非常に短時間

に燃料リッチで稼動する。このことがＴＨＣの増加、及び、しばしば（それほど頻繁ではないが）ＣＯ

の増大につながる。 

 

図４．２０： 希薄燃焼方式ＣＮＧバスの燃料消費量と排出ガスの時系列変化 
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第５章 試験サイクル分析 

 

この章においては、車両走行試験とエンジンテストについて、エンジン及び自動車の負荷を分

析する。燃料消費量と排出ガスに関する負荷の影響は第６章で述べる。３台の選択されたバスは

すべて、低負荷、中負荷および全負荷の３負荷条件でテストされた。バスの加速能力は車両重量

によって変化するため、様々な運転モードによる比較は、同じバス、同じ負荷で実施されねばなら

ない（特に速度－加速の関係に重点を置いた時）。このため、試験は全部で９種類になった。付録

B に９種類すべて（各々２回再走行）で運転された全試験モードの主な特徴の概要を示した。 

 

５．１ 加速能力 

 

バスの加速能力は主としてエンジン定格（速度－最大トルク）、ギヤ比、および車両重量に依存

している。図５．１は速度を関数として、様々な運転モードを通じて記録された 3 台のバスの最大加

速度を示している。車両重量が軽くなればなるほど、加速能力が高まることが明らかである。 

 

図５．１： 様々な負荷のもとでの 3 台のバスの加速能力 

 

ギヤシフトは加速能力に重大な影響を与える。３台のバスはすべて自動変速装置を有しており、

ギヤシフトは変速機にプログラム化されている。以下の図は車速とエンジン回転数の間の典型的な
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関係を示したものである。同時に、様々なギヤ点と典型的なギヤシフト点も示している。 

 

図５．２： ３台のバスのギヤシフト 

 

ディーゼルバスには 5 速ギヤがある。発進の際にトルク変換機が作動する（10km/h まで）。シフト点

は負荷と速度に関係している。スロットル全開の加速時では、さらに高いギヤへのシフトは通常約

1700rpm で行われる。最も高いギヤ（＝70km/h 以上）の場合にのみ、ギヤシフトのエンジン回転は

1700rpm 以上となる。 

量論比燃焼方式ＣＮＧバスは低速（20km/h まで）走行のための油圧ギヤが１段、高速走行のた

めの機械的ギヤを 2２段備えている。シフト点は同様に負荷と速度に関係している。このバスの最高

速度は 73km/h である。速度が 50km/h を超えない場合、エンジン回転数は通常 1500rpm 以下に

保たれる。 

希薄燃焼方式ＣＮＧバスには機械式の 6 速ギヤがある。加速のあいだエンジン回転数は約

2000rpm に保たれる。20km/h まで（1 速ギヤ）、エンジン回転数は 2000rpm 以下であり、これは、

20km/h 以下では加速能力が比較的低いことの理由にもなろう（図 5.1 参照）。 

変速機の影響は非常に重要である。変速機はエンジンの運転点に直接対応し、自動車の加速

能力にとって決定的で、さらに燃料消費量と排出ガスにも関係している。 
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５．２ 現実の交通における測定 

 

実際には、道路状況は日々刻々変化するため、可能な限り現実に近い走行条件を得る努力が

なされた。このため、実走行によるテストは平日（週末や休日はなし）の同じ時間帯（午前 11 時と午

後 2 時の間）で実施された。 

 

５．２．１ 現実の都市内走行 

とりわけベルギーのブラッセルでの測定結果は交通状況の変化の影響を受けた。ディーゼルバ

スは高積載量時に、低負荷条件時よりかなり渋滞した都市内走行にて測定され、１km 当たり停止

回数が多くなり、平均車速が低くなった（付録 B 参照）。他方、量論比燃焼方式ＣＮＧバスは高積

載時、低負荷条件時より渋滞の少ない都市内走行で測定され、１km 当たりの停止回数は少なく、

平均車速はやや高くなった（付録 B 参照）。カナダのハミルトンで行われた希薄燃焼方式ＣＮＧバ

スの測定の際は、比較的一定した交通状況であった。 

現実の都市内走行での走行状況は、図５．１に示されたように車両の加速能力(自動車に起因)、

交通状況(交通に起因)および運転手の行動（運転手に起因）による。[8] 

次の図はブラッセル(ベルギー)とハミルトン(カナダ)における走行時の車速の変化を示したもの

である。一見してこれらの速度変化の様子はかなり類似しているように思える。これらの運転サイク

ルを実際に比較するために、付録 B には様々なサイクルの特徴の全てを示したが、ここでは一部の

特徴を取り上げる。 
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図５．３ ：ブラッセルとハミルトンにおける都市内走行時の車速変化 

 

図５．４は現実の都市内走行で実施された様々なテストにおけるアイドリング、加速、一定速走行

及び減速の時間割合を示している。加速は 0.1m/s2 以上、減速は－0.1m/s2 以下で、一定速走行

は－0.1 と 0.1m/s2 の加速の間、アイドリングは 0km/h とされている。 

 

図５．４：都市内走行における 3 台のバスのアイドリング、加速、一定速走行及び減速の時間割合 
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各状況の時間割合は負荷により大きく変わるわけではない。都市（ブラッセル-ハミルトン）の間

の違いはアイドリング運転時間において最もよくみられる。アイドリングの時間割合はブラッセルに

おいては１５％～２５％となっているのに対し、ハミルトンにおいては２５％～３０％で変化している。

加速は両方の都市とも３０％～４０％である。一定速走行の割合はすべてのケースで非常に低い

（５％～１５％）。 

都市内走行における車両の出力のほとんどは加速のために使われている（図１．１参照）。運転

サイクルにおける加速を特徴付ける３つの主要な変数がある。これらは、最大加速、平均加速およ

び相対的正の加速（RPA）である。相対的正の加速とは速度に関連した加速の平均であり、加速

力に直接関係する。 

                                     ∫∫

X

( v *a  ).dt i i
+

T

0

X

( v *a  ).dt i i
+

T

0
相対的正の加速の定義は［４］： RPA＝ 

 

（T＝総サイクル時間(s)；    x＝総距離数（m） ） 

（v1＝瞬時速度（m/s）；     a1＝瞬時加速（m/s2） ） 

 

図５．５は現実の交通における測定のための加速パラメータを示している。特に最大加速と、わず

かではあるが平均加速は車両重量に関係している。相対的正の加速は車両重量に密接に関係し

ているとは思われない。相対的正の加速は量論比燃焼方式ＣＮＧバスで比較的低い値となったが、

これは恐らくこのバスの加速能力が低いことに起因すると思われる（図５．１参照）。 

 

 

図５．５ ：都市内走行における３台のバスの加速パラメータ 
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平均的な数値は、運転サイクルの全体の特性を考えるのに役立つ。しかしながら、速度－加速

頻度分布やエンジンの速度－トルクの分布に関する結果を見ることもまた興味深い。 

エンジントルクが車両では測定されないこと、しかしながら燃料噴射量はエンジントルクに非常に

密接に関係するということは第４章で既に説明した。これゆえ、エンジン回転数当たりの燃料噴射

量は、エンジントルクに代わり、エンジンマップの基礎とされている。ＣＮＧバスとエンジンに関する

テストは様々なガスで実施されているため、エンジン回転数当たりの燃料噴射量は、（ガスの発熱

量をベースとして）再計算され、純粋メタンに換算される。 

付録Ｃではバス（すべて中負荷）のエンジン負荷―加速の頻度分布が描かれている。頻度度数

は自動車の速度－加速マップについてはひとマスが 5km/h 対 0.2m/s2、エンジンマップについて

はひとマスが 100rpm 対 0.02g/rev となっている。図 C.1(付録 C)は都市内走行における３台のバス

のエンジン負荷―加速の頻度分布を示している。ブラッセルのモード（ディーゼルおよび量論比燃

焼方式ＣＮＧバス）がハミルトンのモード（希薄燃焼方式ＣＮＧバス）と大きく異なることがすぐにわか

る。ハミルトンのサイクルはほとんどスロットル全開で加速され 30km/h～40km/h の間で運転されて

いる。ブラッセルにおける都市モードは、低速からスロットル全開まで、および 10km/h～40km/h と

いうように、より一般的な加速分布となっている。エンジン運転点の使用頻度に関して、図 C.1 から

以下のことが結論付けられる。 

－ ディーゼルエンジンは、ほとんど 1500rpm あたりで稼動する（アイドリングと減速を除く）。 

－ 量論比燃焼方式ＣＮＧエンジンは低速からスロットル全開への負荷増大に伴い 1000rpm から

1500rpm へと速度が増加する。減速中の燃料カットはほんのわずかである。 

－ 希薄燃焼方式ＣＮＧエンジンはエンジン負荷の分布が全く異なっている（ギヤ変換の相違とあ

る程度のサイクルの違いに関係している）。中負荷は約 1500rpm のあたり、高負荷は約 2000rpm

のあたりである。 

すべての運転モードは 2 度実施された。2 つの都市モード間の相関については表 D.1（付録 D）に

示した(エンジン回転数－負荷分布及び車速－加速分布)。都市サイクルの再現性は、エンジン負

荷の分布と同様、加速の分布も非常に良好である（ピアソン相関は常に 0.95 より良い）。 

すべての試験モードをさらに比較するために、付録 E ではエンジン負荷分布を定量的に示して

いる。このためにエンジンの作動領域を以下のような少数の範囲に分割した。 

 

エンジン回転数： エンジン負荷： 
アイドリング ＜750 rpm モータリング ＜0.3g_fuel/rev  
低速 750－1250 rpm 低負荷 0.3 - 1.5 g_fuel/rev 
中速 1250―1750 rpm 中負荷 1.5 - 2.5 g_fuel/rev 
高速 ＞ 1750 rpm 高負荷 ＞2.5 g_fuel/rev 
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これらの数値から、エンジン運転条件が平均的に分散しているかどうか、あるいはエンジン運転

条件がある一定の速度と負荷の組み合わせが中心になっているかどうかがはっきりと示される。 

 

５．２．２ 実際の地方郊外走行 

現実の地方郊外走行は都市内走行よりさらに変化に富む。都市内走行の平均速度が通常

10km/h～25km/h であるのに対し、地方郊外走行の平均速度は、場所と交通状況により、30km/h

～70km/h の間で変化する可能性がある。 

ディーゼルバスと量論比燃焼方式ＣＮＧバスについては、同じ地方路線（ベルギーの Mol と

Turnhout の間）が使用された。このため、これらの測定条件は、かなり似ている（平均車速 35km/h

～40km/h）。希薄燃焼方式ＣＮＧバスは、カナダで測定されたため、同じ地方路線は使用すること

ができなかった。最初、測定はハミルトンとカレドニアの間で実施されたが、この区間では実際上停

止がなく、平均車速が非常に高い（～70km/h）という結果になった。このため、カナダのバーリント

ンにおける別の路線に変更することが決定された。この結果、停止回数が増え、平均車速はベル

ギーにおける測定時の平均速度に近づいた（～35km/h）。しかしながら、平均速度は同水準にな

ったものの、図５．６からわかるように、速度のプロフィールは全く異なっている。 

 

図５．６：ベルギー（Turnhout↔Mol）とカナダ（Burlington↔Caledonia）における地方運転サイクル 
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図５．７は実際の地方郊外走行において実施された様々なテストでの、アイドリング、加速、定速走

行および減速の時間割合を示している（付録 B も参照）。同じコースでの測定でさえ、アイドリングと

一定速の間に違いがある。アイドリングの割合は Turnhout（地名）では 5％～20％、バーリントンで

は 10％～15％の間で変化する。平均速度はすべての測定について同等であるが、バーリントンで

の測定では、明らかに加速の割合が高く、一定速の割合が低いことが示されている。 

 

図５．７：地方郊外走行における３台のバスのアイドリング、加速、定速および減速の時間割合 

図５．８は地方郊外走行における加速パラメータを示している。最大加速と平均加速は明らかに車

両重量に関係している。ベルギーの Turnhout とカナダのバーリントンにおける相対的正の加速の

間には大きな違いがある。これは、都市内走行の場合と違い、バスの加速性能の違いによるだけで

なく、運転サイクルの違いにも大きく起因している。 

 

図５．８： 地方郊外走行における 3 台のバスの加速パラメータ 
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図 C.2（付録 C）は地方サイクルにおけるバスの加速とエンジン負荷（全て中負荷）の頻度分布を

示したものである。カナダのバス（希薄燃焼方式ＣＮＧ）の地方における加速分布は都市における

分布に非常によく対応していることは印象的である。唯一、定速走行の割合が高くなっているが、こ

れは 40km/h～60km/h の間である。エンジン運転点の分布も、都市内走行の分布に非常に類似し

ている（同じエンジン運転点が使用された；変化するのは絶対的度数のみとなろう）。ベルギーにお

ける地方郊外走行はカナダの地方郊外走行と全く異なっている。ディーゼルバスと量論比燃焼方

式ＣＮＧバスに関して、特に加速と 70km/h の定速走行が中心である。量論比燃焼方式ＣＮＧエン

ジンは主にギヤ・ボックスが特殊なため（30km/h から 70km/h の 3 速ギヤ）、全く異なっ作動をする。 

表 D.1（付録 D）は、エンジン回転数－負荷分布、及び車速－加速分布に関して、地方サイクル

どうしの相関を示したものである。都市内走行と違い、速度－加速分布についての再現性は地方

郊外走行においては必ずしも明らかでない。特に、最初の走行と 2 回目の走行とで、明らかな平均

速度の違いが指摘された所では、相関を示す数値は非常に小さかった。 

 

 

５．３ 現実の交通と自動車試験モードの比較 

 

９条件（バス 3 台×負荷 3 種）すべてに対して下記の 3 つの試験モードによる運転が行われた。 

都市中心部走行モード（CBDC） 

オランダ都市バス運転モード（DUBDC） 

“De Lijn”都市モード 

これらのモードは全てシミュレートされた都市サイクルである。CBDC と DUBDC は時間ベースの、モ

ードである。“De Lijn”サイクルは距離ベースのモードである。 

 

図５．９はすべての運転モードに必要な３台のバスの（推定された）走行エネルギーの比較を示し

ている。 

ディーゼルバスに関しては DUBDC モードだけが現実の都市内走行における一般走行負荷に近

似している。CBDC と De Lijn モードの走行エネルギーは著しく低くなっている。 

量論比燃焼方式ＣＮＧバスは最も加速能力が低く（図 5.1 参照）、都市内走行においては一段と走

行エネルギーが少ない。DUBDC モードでは、このバスに関しては都市内走行よりさらに多くの走行

エネルギーを必要とする。CBDC モード及び特に De Lijn モードは、走行エネルギーに関してはより

現実的に見える。 

希薄燃焼方式ＣＮＧバスに関して注目すべき点は、地方郊外走行における走行エネルギーが都
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市内走行と同じレベルかあるいはそれより高いということである。これは主に（欧州のバスの地方郊

外走行とは異なり）、加速の割合が大きいという地方郊外走行の特殊性に起因している。希薄燃焼

方式ＣＮＧバスについて DUBDC モードは走行エネルギーが多いように見えるが、他の 2 つのサイ

クルは走行エネルギーが少ないように見える。試験モード分析の結論は、技術に関連したものとな

るであろうということは既に明らかである。以下のセクションでは、個々の試験モードを取り上げる。 

 

 

 

図５．９： 様々な運転モードにおける 3 台のバスの走行エネルギー（推定） 

 - 58 - 



 

５．３．１ 都市中心部走行モード 

CBDC モードは、普通の速度－加速分布の使用割合が非常に少ないごく単純なモードである。

図５．１０は３台のバスの CBDC モードの要求加速と現実の加速能力（３つの異なった負荷におけ

る）の比較を示している。 

図５．１０：異なった負荷における 3 台のバスの加速能力と比較した CBDC モードの要求加速 

 

要求加速は通常、ほとんどの時間でスロットルを全開にすることなしに達成可能である。（全負荷

の）量論比燃焼方式ＣＮＧバスだけが 25km/h～30km/h の必要な加速能力を有していない。 

次の表はオリジナル走行データと運転された CBDC モード全体（574 秒）の速度のピアソン相関

係数を示している。相関係数は概して 0.99 以上であり、平均偏差は約 1km/h である。 

表 5.1： オリジナルデータファイルとの比較による CBDC モード全体の速度の相関係数 

ディーゼルバス 全負荷１ 全負荷２ 中負荷１ 中負荷２ 低負荷１ 低負荷２ 

相関係数＿速度 
平均偏差（km/h） 

0.994 
1.0 

0.995 
１.0 

0.991 
1.3 

0.994 
1.0 

0.998 
0.9 

0.996 
0.9 

量論比燃焼方式ＣＮＧバス 全負荷１ 全負荷２ 中負荷１ 中負荷２ 低負荷１ 低負荷２ 

相関係数＿速度 
平均偏差（km/h） 

0.996 
0.9 

0.996 
0.8 

0.986 
1.5 

0.93 
1.0 

0.992 
1.2 

0.995 
1.0 

希薄燃焼方式ＣＮＧバス 全負荷１ 全負荷２ 中負荷１ 中負荷２ 低負荷１ 低負荷２ 

相関係数＿速度 
平均偏差（km/h） 

0.991 
1.2 

0.994 
１.4 

0.994 
1.2 

0.994 
1.5 

0.991 
1.2 

0.993 
1.1 
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CBDC モードの一般的な特徴を現実の都市運転サイクル（付録 B 参照）と比較すると、以下の結

論が引き出せる。 

時間割合： 

－  アイドリング時間割合（20%）は同等である（あるいはやや低い）、 

－  定速走行の時間割合ははるかに高い（30%↔10%）。 

速度： 

－  平均車速は同等である、 

－  最大速度は著しく低い（35↔60km/h）。 

加速度： 

－  平均加速度（～0.6m/s2）はディーゼルバスと希薄燃焼方式ＣＮＧバスについては同等である； 

量論比燃焼方式ＣＮＧバスについては、実走行における平均加速度のほうが低いが（～0.4 

m/s2）、これは大部分が、実走行において高速加速であるためである。 

－  最大加速は都市内走行と同等である 

－  相対的正の加速（～0.20 m/s2）はディーゼルバスと希薄燃焼方式ＣＮＧバスについては、低

いが（0.25－0.30 m/s2）、量論比燃焼方式ＣＮＧバスは同等である。 

停止： 

－  km 当たりの停止回数は同等である。 

 

図 C.3 は CBDC モードでの加速とエンジン負荷の度数分布を示している。時間ベースのサイクル

から予見できる通り、3 台のバスの加速状況は非常に類似している。量論比燃焼方式ＣＮＧバスの

み加速が約 30km/h 付近でやや低い。 

 

表 D.1（付録 D）は、エンジン速度－負荷、及び車速－加速の両方に関して、CBDC モードの再走

行時の相関関係を示したものである。速度－加速分布の相関度は非常に高い；異なる点は速度

分類が異なること起因すると見られる（例えば、32km/h は運転点 30km/h に、33km/h は運転点

35km/h に含められる）。特に CBDC モードでは、この影響は、中心的な速度 32.2km/h で現われ

る。 

CBDC のエンジン速度－負荷の相関度はディーゼルバスの再走行時に関して高いが、他のバ

スについては高くない。このことは CBDC の中心的な走行速度（32.2ｋｍ/ｈ）付近でのバスのギヤシ

フトによって説明可能であろう（図 5.2 参照）。ディーゼルバスは 32km/h 近辺では常に 3 速ギヤで

あるが、量論比燃焼方式ＣＮＧバスと希薄燃焼方式ＣＮＧバスは共に 2 速か 3 速のいずれかが可

能であり、エンジンの運転点に直接の影響がでる。特に希薄燃焼方式ＣＮＧバスの場合、定速走
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行での 2 つのギヤ位置に関して集中するエンジン回転数（約 1400rpm と約 1700rpm）に溝があるこ

とを図 C.1 が示している。 

また、加速とエンジン負荷の分布も現実の都市運転サイクルと比較することができる（全体の概

要については図 C.1 及び C.2 参照、定量的な分布状況については図 E.1、E.3 及び E.5 を参照）。

一見して CBDC モードの加速分布だけが都市内走行における希薄燃焼方式ＣＮＧバスと同様に

みえる。しかしながら、すべてのケースにおいて、現実の都市内走行と比べて、中速･低負荷の割

合がはるかに支配的であることが明らかである。表 D.2（付録 D）は CBDC モードと現実の都市内走

行との相関度を示している。頻度分布間のピアソン相関係数は約 0.50 である。 

 

５．３．２ オランダ都市バス運転モード 

オランダ都市バス運転モード（DUBDC モード）は、オランダにおける都市バスの、都市内実走行

による大量な速度データの統計から設定された。 

図５．１１は DUBDC モードの要求加速と 3 台のバスの実際の加速能力（3 負荷における）の比較

である。積載重量の低いディーゼルバスのみが、多少なりとも要求される加速能力を有している。

重量を積載したディーゼルバスはその速度範囲全体にわたり、要求されたよりも低い加速能力しか

備わっていない。量論比燃焼方式ＣＮＧバスはあらゆる状況において加速能力が非常に低い。希

薄燃焼方式ＣＮＧバスは、他の 2 つのバスに比べ定格出力が大きく、30km/h 以上を達成できる。 

 

図５.１１： 様々な負荷条件下の 3 台のバスの加速能力と DUBDC モードの要求加速の比較 
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下表はオリジナルのデータファイルと試験した DUBDC モード全体（897 秒）の速度のピアソン相

関係数を示している。相関係数は車両の加速性能に影響される。予想できるとように、積載重量の

低いディーゼルバスがこのモードに最もよく合致し得る。量論比燃焼方式ＣＮＧバスは多くの問題

を抱えており、特に重量が増した場合に問題がある。 

 

表５.２： オリジナルのデータファイルと比較した DUBDC モード全体の速度の相関係数 

ディーゼルバス 全負荷１ 全負荷２ 中負荷１ 中負荷２ 低負荷１ 低負荷２ 

相関係数＿速度 
平均偏差（km/h） 

0.990 
2.0 

0.991 
１.7 

0.989 
1.8 

0.993 
1.5 

0.997 
1.1 

0.995 
1.2 

量論比燃焼方式ＣＮＧバス 全負荷１ 全負荷２ 中負荷１ 中負荷２ 低負荷１ 低負荷２ 

相関係数＿速度 
平均偏差（km/h） 

0.979 
2.6 

0.978 
2.6 

0.986 
2.3 

0.981 
2.5 

0.990 
1.8 

0.990 
1.8 

希薄燃焼方式ＣＮＧバス 全負荷１ 全負荷２ 中負荷１ 中負荷２ 低負荷１ 低負荷２ 

相関係数＿速度 
平均偏差（km/h） 

0.990 
1.8 

0.987 
2.1 

0.985 
2.2 

0.993 
1.4 

0.988 
1.9 

0.989 
1.9 

 

図５．１２に、DUBDC のオリジナルデータファイルと、全負荷におけるバス 3 台の DUBDC モード

試験との比較（一部）を示す。明らかに、モードの特性が意図されたところと乖離している可能性が

ある。 

 

図５.１２： 3 台のバス（全負荷）の DUBDC モード試験結果とＤＵＢＤＣモード 

（80 秒～140 秒の間）と比較 
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DUBDC モードの一般的な特性を、現実の都市運転サイクル（付録 B 参照）と比較すると、以下の

結論が引き出せる。 

時間割合 

－  すべての時間割合は非常に似ている 

速度 

－  平均走行速度は約 5km/h 高い 

－  最大速度はほぼ同じである 

加速度 

－  平均加速度はすべてのバスについて、現実の都市内走行サイクルと同水準である 

－  最大加速度は同水準である 

－  相対的正の加速度（～0.20 m/s2）はディーゼルバスと希薄燃焼方式ＣＮＧバスについては同

水準である。量論比燃焼方式ＣＮＧバスは現実の都市内走行サイクルにおいて、相対的正の

加速度が小さい。 

停止 

－  km 当たりの停止回数はやや少ない。 

一般的に DUBDC モードの全体的なパラメーターは、現実の都市内走行での運転サイクルに非常

によく合致するということが言える。 

 

図 C.4 は DUBDC モードでの加速度とエンジン負荷の頻度分布を示している。エンジン負荷の

分布でも確認されたことだが、明らかに、どのバスもスロットル全開の加速の割合が大きい。 

エンジン速度－負荷分布、及び車速－加速度分布の両方について、DUBDC モードの再走行

時の相関関係を表 D.1（付録 D）に示す。再走行時の加速度の相関とエンジン負荷の相関はすべ

てのバスについて非常に高く、これは、CBDC モードの場合よりもはるかに高い。一般的な特徴で

既に理解されたとおり、DUBDC モードは、現実の都市内走行サイクルに非常によく合致する。特

にアイドリング部分の合致が相関度を高めている傾向がある。図 E.1、図 E.3 および図 E.5(付録 E)

から、特に量論比燃焼方式ＣＮＧバスについては、現実の都市内走行の場合より、全負荷が中心

的であると思われる。 

DUBDC モード自体は、部分的に地方郊外走行と比較される。エンジンの運転点も、特にディー

ゼルバスと希薄燃焼方式ＣＮＧバスは非常によく合致する。量論比燃焼方式ＣＮＧバスについては

変速機が異なるのため事情も異なる。（地方郊外走行において、より高速） 
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５．３．３ “De Lijn”都市モード 

De Lijn 都市モードは距離ベースのサイクルである。スロットル全開加速後、定速走行からアイドリン

グへの減速という構成となっている。速度は、目標速度として定義されているため、このサイクルに

は直接的な要求加速度はない。すべての自動車はその性能に応じ、このモードを走行する。 

De Lijn 都市モードの一般的な特徴を、現実の都市運転サイクル（付録 B 参照）と比較すると、以下

の結論が引き出せる。 

時間割合 

－  停止は全て 1 秒間だけであり、モード全体に占める時間割合は約 5%である。これは現 

    実の都市内走行運転サイクルの場合（20%～30%）に比べてかなり低い 

－  加速時間は自動車の加速性能に関係しており、都市内走行と同じ程度である 

－  定速走行も自動車の加速性能に関係しているが、一般的には 30%～50%の間である 

    これは現実の都市内走行サイクル（～10%）の場合よりかなり高い 

速度 

－  平均車速は同水準である 

－  最大速度もほぼ同じである 

加速度 

－  平均加速度はすべてのバスに関して、現実の都市内走行の場合より高く、明らかに積載重量

に関係している（現実の都市内走行と同様） 

－  最大加速度は同水準である 

－  相対的正の加速度（0.17－0.21 m/s2）はだいたい、現実の都市内走行（0.20－0.30 m/s2）よ

り小さい 

停止 

－  １km 当たりの停止回数は現実の都市内走行サイクルと同水準である 

 

図 C.5（付録 C）は De Lijn 都市モードにおける加速度とエンジン負荷の頻度分布を示している。モ

ードを通じたエンジンの運転点は、主に、スロットル全開加速と低負荷の定速走行（様々な速度に

おける）の 2 つに分けられる。中加速あるいはアイドリングは特にない。 

エンジン速度－負荷分布、及び車速－加速分布について、De Lijn 都市モードの再走行時の相関

関係を表 D.1（付録 D）に示す。再走行時の加速の相関度とエンジン負荷の相関度はすべてのバ

スについて非常に高い。一部のエンジン負荷の相関度は、一定速走行時のギヤ選択の違いで、

やや低くなっている。 
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図 E.1、図 E.3 および図 E.5 から、アイドリング割合が非常に低く、定速走行の割合が高いため、

加速、エンジン負荷とも、現実の都市内走行サイクルとの相関度は非常に低いことが明らかである。

同じことは地方郊外走行に関してもあてはまる。 

 

５．３．４ 自動車両走行モードについての結論 

この章の分析に基づいて、以下の結論が引き出せる。 

DUBDC モードは、テストされた 3 つの運転サイクルのうち、最も現実的なモードである。

DUBDC モードは、ディーゼルバスに関する現実の都市データに基づいて作成された、時間ベ

ースのサイクルである。試験では、ディーゼルバスについて、都市内走行における測定結果と

非常に高い相関関係が示された。しかし、すべてのバスがこのモードで要求される最高加速を

満たすことができたわけではないため、高負荷の割合は実際の走行より高いものになる傾向が

ある（特に量論比燃焼方式ＣＮＧバスのように、車両の加速性能がかなり低い場合）。 

CBDC モードはある一定速度に重点を置いた非常に簡単な時間ベースの試験モードである

が、これは特定のエンジン－変速機の組み合わせに有利になる可能性がある。特に定速走行

の速度が異なったギヤで得られる場合、運転手がエンジン運転点に関して重大な影響を与え

る可能性がある（ひいては、燃料消費量と排出ガスにも）。明らかに重点は低いエンジン負荷

に置かれる。ほとんどの車両はこのモードを走行するのにスロットル全開加速を必要としないが、

このことは実際の走行と明らかな違いである。 

“De Lijn”モードも、ごく簡単なモードであるが、様々な一定速走行速度に重点が置かれる。

距離ベースのモードであるため、加速は車両の（スロットル全開の）性能に応じ行なわれる。ア

イドリングはほとんど含まれておらず、一定速走行の割合は現実の都市内走行よりはるかに多

い。CBDC モードに関するのと同様、一定速走行の割合が高いことで、エンジンの低負荷の割

合が中心となる。 

 

５．４ 実際の走行とエンジン試験モードの比較 

 

３種類のエンジンにつて、下記の４種類のエンジン試験が実施された。 

欧州定常モード（ＥＳＣモード） 

欧州過渡モード（ＥＴＣモード） 

US-FTP 重量車 

日本のディーゼルエンジン用の１３モード(D13 モード) 
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図 5.13 は平均エンジン出力が現実の都市内走行とは非常に異なる可能性があることを示している。

特に ESC モードの平均出力はかなり高い（都市内走行の約 2 倍）。ETC も一般的、に高い出力が

必要で、これは特にＣＮＧエンジンについて当てはまる。US-FTP と日本の１３モードは非常に低い

平均エンジン出力しか必要とせず、都市内走行におけるＣＮＧバスの出力と同水準である。 

 

図５.１３： 様々な試験モードにおける 3 種類のエンジンの平均エンジン出力 

 

図 E.2、図 E.4 および図 E.6（付録 E）は、様々なエンジン試験における 3 種類のエンジンのエン

ジン･マップ概要である。これらを都市内走行における測定を通じたエンジン･マップ（図 E.1、図 E.3

および図 E.5）と比較すると、以下の結論を引き出すことができる。 

欧州定常モードは、より高い負荷に重点が置かれる。高速の割合は現実の都市内走行サイクルの

割合と比較し、非常に高い（特にディーゼルエンジンと量論比燃焼方式ＣＮＧエンジンに関して）。 

欧州過渡モードのエンジン作動状況は、実際の走行におけるエンジン作動状況により近い。重点

は明らかに中速に置かれている。アイドリング割合は現実の都市内走行サイクルの場合よりはるか

に低い。 

重量車エンジンのための US-FTP はエンジンの作動領域は全体に拡散しており、アイドリングの割

合が高い。高速の割合は（比較的低負荷でさえ）現実の都市内走行よりかなり高い。 

日本の１３モードはアイドリングの割合が大きい。同様のエンジンの作動ゾーンが現実の都市内走

行の場合にも使用される。エンジン高負荷の割合は低めである。 
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第６章 燃料消費量と排出ガスに対する試験モードの影響 
 

第５章では車両とエンジンの運転点の分布に重点を置いた。排出ガス及び燃料消費量にと

って、この分布の違いが非常に重要なこともあろうう。本章では結果として得られた排出ガスと

燃料消費量に基づいて試験モードの比較を行う。 

 

６．１ エンジンおよび車両走行マップ 

 

付録Ｄは、車両走行試験モードにおける多数の要素の再現性を相関因子で表示している。

頻度の再現性は既に第 5 章で論じている。この章では、エンジンマップと車両走行マップに重

点を置く。エンジンマップはエンジンの速度－負荷の観点からの排出ガス（あるいは燃料消費）

を g/s で示したものである。車両走行マップは自動車の速度－加速の観点からの排出ガス（あ

るいは燃料消費量）を g/s で示したものである。路上での測定から得られたエンジンマップは、

過渡運転状態及び定常運転状態に関するエンジンテストベンチでの測定から得られたエンジ

ンマップと比較する。これにより車両テストとエンジンテストの間の相違が指摘される。エンジン

の過渡状態の影響についても論じる。 

 

６．１．１ 燃料消費量 

燃料消費量は負荷と速度に大きく関係している。 

図６．１は 3 種類の技術すべての（現実の都市内走行において測定された）車両の燃料消

費マップを示している。車両の燃料消費マップの再現性は非常に高い（表 D.3 参照。サイクル

の再走行時のピアソン相関は約 0.98 である）。試験モードを実際の走行と比較すると、自動車

の燃料消費マップの相関も高い。自動車の燃料消費マップのピアソン相関係数は 3 種類の技

術すべてにおいて大体 0.95 以上である（表 D.4 参照）。 

異なった試験モードの間でさえも燃料消費量は非常に再現性の強い変数であると結論付

けることができる。 

エンジン負荷に使用されたパラメーターが燃料消費量自体であるため（エンジン 1 回転当た

りの燃料噴射量）、エンジンの燃料消費マップは含まれていない。 

 

 - 67 - 



 

 

図６.１：自動車の燃料消費マップ（現実の都市内走行による測定） 

 

６．１．２ 一酸化炭素排出量 

一酸化炭素(CO)の排出量は、特に動的な環境において、大きく変動することが知られてい

る。 

ディーゼルエンジンによる路上テストに関して、エンジンの CO 排出量マップのピアソン相関

係数は通常 0.80 以上である（表 D.5 および表 D.6 参照）。このことは、変動もあり得るものの、

異なった試験モードで考慮される時でさえも一般的な傾向は同じであるということを意味してい

る。 

図 6.2 は現実の都市内走行、過渡エンジンテストおよび定常エンジンテストから得られた、

ディーゼルエンジンの CO 排出量マップを比較したものである。 
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図６．２： ディーゼルエンジンの CO 排出量マップ 

－ 現実の都市内走行－トランジェント（ETC）－定常状態（日本の 13 モード） 

 

CO 排出量は、車両テストとエンジンテストで異なる。特に低負荷においては、エンジンテスト

の CO 排出量のほうが高い傾向があるが（トランジェント、定常状態ともに）、一方、実際の走行

において、エンジン高負荷条件での CO 排出量は高くならない。特に低速エンジン運転にお

いて、トランジェントのエンジンマップと定常状態のエンジンマップの間で、いくつかの違いがあ

る。 

量論比燃焼方式ＣＮＧエンジンについては、路上での CO 排出量は一般的に非常に低い。

触媒の影響によって（燃料カットを先行して行うことに関係している。第 4 章参照）、自動車の

加速時に、CO か NO ｘの排出量が増加することがある。この影響は、その時々のエンジン負荷

にのみ起因するものではないため、エンジンの CO 排出量マップはかなり変動する。このため、

エンジンの CO 排出量マップどうしの相関係数は、同じモードを再走行したときでさえ非常に低

い（表 D.5 および表 D.6 参照）。 

図６．３は、現実の都市内走行、過渡エンジンテスト及び定常エンジンテストによる、量論比

燃焼方式ＣＮＧエンジンの CO 排出量マップを比較したものである。 

 

 - 69 - 



 

 

図６.３：量論比燃焼方式ＣＮＧエンジンの CO 排出量マップ 

－ 現実の都市内走行－トランジェント（ETC）－定常状態（ESC） 

 

実際の走行における CO 排出量は、定常状態においてさえも、エンジンテストによる CO 排

出量を下回る。定常エンジンテストにおいて、CO 排出量のピークは高速域で発生するが、こう

した高速は現実の都市内走行では決して達成されない速度である（第６．２章参照）。過渡エ

ンジンテストにおいて CO 排出量がピークとなるのは、中速および中負荷のときであるが、これも

実際の走行ではみられない領域である。この違いはエンジンに関係している可能性がある。エ

ンジンテストに使用されたエンジンは同じ種類であるが、車両走行試験におけるエンジンとは

物理的に同じではない。CO 排出量に差が生じたのは多くの理由があると思われる。空燃比制

御信号が少しずれて、その結果エンジンが燃料過濃な運転になる、エンジンと触媒の温度条件

が同じでない、触媒の状態が異なっている、といった多くの要因があると思われる。 

 

希薄燃焼方式ＣＮＧエンジンは一般的に、路上走行による CO 排出量は非常に少ない。しかしな

がら、ほとんどの場合、空気過剰率がわずかに１を下回ることで、CO 排出量が極めて増加する可

能性がある（第 4 章参照）。CO 排出量がピークになるのは時々で（5 分か 10 分毎に 1 回）、規則

性はない。ピークは負荷との関係からではなく、むしろ空気過剰率の低下によって生じるため、特
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定のエンジン負荷点と関連づけることはできない。このため、希薄燃焼方式ＣＮＧエンジンの CO 排

出量マップの相関度はかなり変動する（表 D.5 および表 D.6 参照）。しかしながら、CO 排出量のピ

ークが、モード全体の CO 総排出量に占める割合は大きくない。 

図６．４は現実の都市内走行、過渡エンジンテストおよび定常エンジンテストから得られた希薄燃

焼方式ＣＮＧエンジンの CO 排出量マップを比較したものである。 

 

 

図６．４：希薄燃焼方式ＣＮＧエンジンの CO 排出量マップ 

― 現実の都市内走行－トランジェント（ETC）－定常状態（日本の１３モード） 

 

実際の走行におけるＣＯ排出量は、定常状態においてさえも、エンジンテストによるＣＯ排出

量をはるかに下回る。エンジンテストに使用されたエンジンは同じ種類であるが、車両走行試

験におけるエンジンとは物理的に同じエンジンではない。空燃比制御信号が少しずれて燃料リ

ッチの走行になる、エンジンと触媒の温度条件が同じでない、触媒の状態が異なっている、といっ

た多くの要因により、CO の排出量に違いが生じ得る。空燃比制御信号がチェックされたが、車両

テストとエンジンテストとで空気過剰率(空燃比値)に違いはなかった。エンジンテストのほうが、エン

ジン温度が低い可能性があると思われる（70℃での冷却水温度制御および 40℃でのインタークー

ラから出る空気温度の制御）。エンジン温度が低いと、NO ｘの排出量が少なく、CO および THC の
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排出量が多くなる。これら 3 点の効果については、すべて車両テストとエンジンテストとを比較した

際に観察された。 

 

６．１．３ 全炭化水素排出量 

全炭化水素(THC)排出量も特に動的環境において大きく変動することが知られている。 

ディーゼルエンジンの、THC 排出量マップのピアソン相関係数は通常 0.80 以上であり（表 D.7

および表 D.8 参照）、共通する一般的な傾向があることが示されている。事実、値は常にごく低

いままである。 

図６．５は現実の都市内走行、過渡エンジンテストおよび定常エンジンテストから得られたディー

ゼルエンジンの THC 排出量マップを比較したものである。 

 

図６．５： ディーゼルエンジンの THC 排出量マップ 

－ 現実の都市内走行－過渡（ETC）－定常状態（日本の 13 モード） 

 

現実の THC 排出量が同じ水準であるのに対し、エンジン運転を通じた THC 排出量の分布は両

テストとエンジンテストとでやや異なる。特に高速および低負荷において、THC 排出量はエンジン

テストのほうが高い傾向があり（過渡と定常状態ともに）、一方、実際の走行では、エンジンを高負

荷で運転させたときにＴＨＣが増える。 
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量論比燃焼方式ＣＮＧエンジンは三元触媒を利用しているため、ＴＨＣ排出量が極めて少ない。エ

ンジンの過渡運転時に、ピークが生じるが、このため、再現性に関する相関係数は約 0.50 にとどま

る（表 D.7 および表 D.8 参照）。 

図 6.6 は現実の都市内走行、過渡運転エンジンテストおよび定常運転エンジンテストから得られ

た量論比燃焼方式ＣＮＧエンジンのＴＨＣ排出量マップを比較したものである。 

 

図６．６：量論比燃焼方式ＣＮＧエンジンのＴＨＣ排出量マップ 

－ 現実の都市内走行－トランジェント（ETC）－定常状態（ESC） 

 

過渡のＴＨＣ排出量マップは、定常状態とは大きく異なっており、特にＴＨＣのピークが集中して

いる。一般的にエンジンテストのピークは頻繁であり、全体のＴＨＣ排出量が多くなる。 

希薄燃焼方式ＣＮＧエンジンのＴＨＣ排出量は非常に多く、その大部分がメタンである。ＴＨＣ排出

量のピークは通常空気過剰率が１を下回る燃料カットの直前で非常に高くなる（第４章参照）。エン

ジンマップ上でＴＨＣ排出量がピークとなる場所は、燃料カット直前のエンジン負荷にかかっている。

この点は変動する可能性があり、そうなればピアソン相関係数は低くなる（表 D.7 および表 D.8）。

通常、モード全体のＴＨＣ排出量はそう大きくは変動しない。 

図 6.7 は現実の都市内走行、過渡エンジンテストおよび定常エンジンテストから得られた希薄燃焼

方式ＣＮＧエンジンのＴＨＣ排出量マップを比較したものである。 
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図６．７：希薄燃焼方式ＣＮＧエンジンのＴＨＣ排出量マップ 

－現実の都市内走行－過渡（ETC）－定常状態（日本の 13 モード） 

 

ＴＨＣ排出量のピークを中心に、過渡試験と定常状態の試験とでは大きなな違いがある。一般

的にエンジンテストのＴＨＣ排出量は多いが、これはエンジン温度に起因する可能性がある（６．４

参照）。 

 

６．１．４ 窒素酸化物排出量 

ディーゼルエンジンの窒素酸化物(NOx)の排出量は負荷に関係しており、通常、非常に再現性が

ある。このことは、様々な車両走行試験におけるエンジンのＮＯｘ排出量マップの相関係数が一般

的に 0.80 を超過することからも明らかである（表 D.9 および表 D.10 参照）。 

図 6.8 は現実の都市内走行、過渡エンジンテストおよび定常エンジンテストから得られたディー

ゼルエンジンのＮＯｘ排出量マップを比較したものである。実際の走行におけるディーゼルエンジン

のＮＯｘ排出量は、テストベンチ上での排出量よりわずかに多いように見えるが、この違いはそれほ

ど大きくない。定常状態のＮＯｘ排出量は過渡と同じ水準である。 
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図６.８： ディーゼルエンジンのＮＯｘ排出量マップ 

－ 現実の都市内走行－過渡（ETC）－定常状態（日本の 13 モード） 

 

量論比燃焼方式ＣＮＧエンジンの場合、触媒の機能は排出ガスに対し大きな影響を持っている。

触媒はＮＯｘの排出量を低く抑えるが、ほとんどの場合、加速時にＮＯｘ排出量のピークが生じる。

こうしたピークはその前の運転状態に起因する（例えば、燃料カット。第 4 章参照）触媒の影響によ

るものである。このため、ＮＯｘ排出量のピークは加速時を通じて規則正しく発生するものではなく、

ピークの大きさも著しく変化する。このため、様々なテストでのエンジンのＮＯｘ排出量マップの間の

相関係数は通常非常に小さい（表 D.9 および表 D.10 参照）。 

図 6.9 は現実の都市内走行、過渡エンジンテストおよび定常エンジンテストから得られた量論比

燃焼方式ＣＮＧエンジンのＮＯｘ排出量マップを比較したものである。 
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図６．９：量論比燃焼方式ＣＮＧエンジンのＮＯｘ排出量マップ 

－ 現実の都市内走行－過渡（ETC）－定常状態（ESC） 

 

エンジンマップから、ＮＯｘはエンジン負荷が高まるについて増加することは明らかである。過渡テス

トは定常状態のテストと大きく異なっている。実際のＮＯｘ排出量が非常に少なく、特に定常状態と

過渡で触媒の作用が全く違うため、異なったテストのエンジンマップどうしを比較することは困難で

ある。 

ディーゼルエンジンの場合と同様に、希薄燃焼方式ＣＮＧエンジンのＮＯｘ排出量は負荷に関係し

ており、非常に再現性がある。異なった両テストによるエンジンのＮＯｘ排出量マップの相関係数は、

一般的に 0.90 を超えている（表 D.9 および表 D.10 参照）。他の技術に比べ、ＮＯｘ排出量は多い。 

 

図６．１０は現実の都市内走行、過渡エンジンテストおよび定常エンジンテストから得られた希薄

燃焼方式ＣＮＧエンジンのＮＯｘ排出量マップを比較したものである。エンジンテストベンチの過渡

及び定常状態のエンジンマップを比較すると、ＮＯｘ排出量は同程度である。しかしながら、両テス

トにおけるＮＯｘ排出量は極めて多い。すでに述べたように、これはエンジンの設定の違い（あるい

は特定の信号の変化）が関係していることが考えられ、あるいはエンジンの状態の違い（温度等）に

関係していることが考えられる。空気過剰率の動向（燃料消費量に関係）はテストベンチ上のエン
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ジンと自動車のエンジンとではかなり近いため、路上走行においてＮＯｘ排出量が多い理由は、温

度の違いによる可能性があると考えられる。ＣＯとＴＨＣが少ないこと（前を参照）も同じ理由で説明

できよう。 

 

図６．１０：希薄燃焼方式ＣＮＧエンジンのＮＯｘ排出量マップ 

－ 現実の都市内走行－過渡（ETC）－定常状態（ESC） 

 

６．１．５ 車両走行マップ及びエンジンマップについての結論 

試験された 3 台のバスとも、テストベンチ上でも(両テストと)同じ種類のエンジンが用いられたが、

物理的には決して同じエンジンではないため、車両テストとエンジンテストとの間のいくつかの違い

は、このことによって説明できる可能性がある。しかしながら、一部の結果はあまりに違いが大きく、

エンジンの製造許容誤差とすることはできない。全般的に、実走行におけるエンジンのＣＯとＴＨＣ

の排出量は、過渡エンジンテストの結果よりも低かった。他方、ディーゼルエンジン及び、特に希薄

燃焼方式ＣＮＧエンジンのＮＯｘ排出量は多かった。こうしたことは、エンジンテストベンチのエンジ

ンの状態と比較して、自動車のエンジンの温度条件が異なる（高い）ことによると言える可能性があ

る。 

燃料消費量と排出ガスの動的挙動をみると、燃料消費量と（エンジンからの）ＮＯｘ排出量は、過

渡エンジン挙動による影響はほとんど受けなかった。しかしながら、三元触媒の作動は（これは量
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論比燃焼方式ＣＮＧエンジンのＮＯｘ排出量を平均で 95%減らすことができる。第 4 章参照）過渡エ

ンジン挙動に敏感である。ＣＯとＴＨＣの排出量は過渡的なエンジンの挙動に最も影響を受け、エ

ンジンが過渡状態のときに実際に排出量のピークが現われる。 

 

６．２ 試験モードの影響 

 

たとえ、エンジンと自動車の排出ガスマップ/燃料消費量マップが似ている場合でも、実際

の排出量と燃料消費量は、エンジンの負荷と速度にも関係している。 

ここでは、様々な試験モードについて、全体的な排出ガスと燃料消費量の比較を行う（第 4

章及び付録 A 参照）。違いは単純化されたエンジン運転状況マップと関係付けられる（付録 E

参照）。エンジン運転領域におけるこの部分は第５章で既に説明されているが、この領域ごと

に燃料消費量と排出ガスが付け加えられるため、異なったモード間の比較が非常に容易にで

きる。マップ表示は中負荷テストに限定されているが、全体的な比較を行うには、高、中、低積

載重量条件によるテストの平均が考慮される。 

 

６．２．１ ディーゼルエンジン 

表６．１は、様々な試験モードにおけるディーゼルバスの平均燃料消費量とエミッションを示

している。結果は、負荷を 3 種類変えて 2 回ずつ、合計 6 回の平均値である。 

 

表６．１ ディーゼルエンジンに関する平均結果 
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燃料消費量と CO2 排出量は、非常に関連しているので(ひとつの燃料のみの結果で比較し

た場合)、一緒に論じる。 

燃料消費量と CO2 排出量 

負荷エネルギーをみると（図 5.9 参照）、現実の都市内走行においては DUBDC モードのみ、

ディーゼル自動車の走行エネルギーに近似していることが明らかだった。負荷エネルギーに加

え、補機類のエネルギー損失もある。 

図 4.3 から、伝達損失と補機類の相対影響は、平均エンジン出力が増大するに従って薄く

なることが示される。DUBDC モードの負荷エネルギー需要は実走行に近いが、平均速度は高

い。このため、DUBDC モードの平均エンジン出力は、実際の都市内走行より大きく、損失の割

合が少ないこともこれで説明できる。 

エンジン負荷の差異につながるその他の要素としては、モードの低速部分で発生する出力

（出力が部分的にまたは完全にトルクコンバータに伝わるところのエンジン回転数であり、ここで

は伝達損失が大きいことが知られている）が挙げられる。 

全ての測定結果(実走行、シミュレーションしたモード)を総合すると、次の関係が見えてく

る。 

 

図６．１１ディーゼルバスの平均出力と低速時の出力割合、(伝達･補機類)損失の関係 

 

図６．１１から、DUBDC 及び地方都市モードでは、低速で出力割合が小さいと、伝達損失

が小さいことが分かる。 

このため、負荷エネルギーがほとんど同じでも、DUBDC モードの燃料消費量と CO2 排出量

は、実際の都市走行より 10%少ない。CBDC モードと De Lijn 都市モードは、明らかに、負荷エ
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ネルギーが低く、燃料消費量及び CO2 排出量は、実際の都市内走行よりも 20％少ない。 

エンジンレベルに注目すると、燃料消費率は 224g/kWh～240g/kWh であるので、エンジン

レベルの差異は非常に小さい。 

エンジン運転領域の燃料消費量の分布からは、エンジン高負荷域での燃料消費割合がや

や高いにもかかわらず、DUBDC モードは実際の走行と最も相関性があることが分かる。CBDC

モード及び De Lijn 都市モードはエンジン負荷の低い割合が高いが、このことから、等価燃料

消費率がわずかに高いことが理解できる。De Lijn 都市モードのアイドリングの割合が非常に

小さいことは、燃料消費量の違いにとって重要とは思われない。 

エンジンテストベンチ上でのテストで得られた燃料消費率も、路上走行時とほぼ同水準であった。 

ESC （２２７ g/kWh）は高速域の割合がかなり多いが、エンジン効率について、現実の都市内走行

との間に大きな違いは生じない（図 E.3 および図 E.4 参照）。中速域の割合が大きい ETC サイクル

（235g/kWh）は、現実の都市内走行と同様な燃料消費分布を示しているが、低負荷域により重点

が置かれており、これが、燃料消費率がわずかに増加する理由となっている可能性がある。日本の

13 モードテスト（241g/kWh）は低負荷および高速において燃料消費量がやや多くなり、このため平

均燃費がやや低下している。 

US-FTP（254g/kWh）は、燃料消費率に関して、現実の都市内走行とは最も異なっている。燃料

は高速域において 75%が消費されたが、実際の走行においてこれの割合は、わずか 10%である。

US-FTP モードは、低負荷にも重点が置かれいる。高速と低負荷では燃費が悪くなるため、これが

US-FTP と現実の都市内走行との燃料消費率の違う理由となる。 

 

CO2 排出量 

DUBDC モードの一酸化炭素(CO)排出量は、現実の都市内走行（3.5g/km）と同水準である。

CBDC および De Lijn 都市モードの CO 排出量は増加の傾向がある。エンジンレベルでみると（図

E.5）、DUBDC の CO 排出分布は、現実の都市内走行に近く、CO 排出量が同水準である。CBDC

と De Lijn 都市モードのＣＯ排出量は現実の都市内走行に比べてはるかに多いが、これは明らか

に低負荷エンジン運転割合が高いことに関係している。 

CO エンジンマップがやや異なっている(図 6.2)ものの、エンジンテストベンチでのテストの結果は、

実走行の結果と同水準である。エンジンテストベンチでのテストを比較すると、日本の１３モード

（2.3g/kWh）の CO 排出分布は、CBDC テストと似ており、現実の都市内走行の場合と比較して CO

排出量が多くなっていると思われる。US-FTP（2.6g/kWh）の CO 排出分布、高速部分により集中し

ており、CO 排出量が多くなる原因となっている。ESC（1.3g/kWh）のＣＯ排出分布は平均的に拡散

しているが、これは現実の都市内走行より高速の割合が大きいためである。しかしながら、ＣＯ総排
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出量は同水準である。ETC（1.9g/kWh）は、現実の都市内走行と全く同様に中速に重点が置かれ

ている。しかしながら、低負荷エンジン運転において CO 排出量が少なくなる現実の都市内走行と

は異なり、（第 6.1 章参照）、や CO 排出量はやや多いという結果になっている。 

THC 排出量 

ディーゼルバスの全炭化水素(THC)の排出量は、両試験モードすべてにおいて、全く同水準で

あった(図 E.7)。DUBDC モード（0.60g/kWh）のエンジンの THC 排出分布は現実の都市内走行と

ほとんど同じであるが、トランジェントの影響により、DUBDC の THC 排出量はやや少ない。CBDC

と De Lijn 都市モードは比較的低負荷のエンジン稼動であるので、THC 排出量がやや増加してい

る。 

THC 排出量マップは、いくぶん異なるが(図 E6.5)、テストベンチの結果は車両テストの結果と同

水準である。全体的に、THC 排出量は、実際の走行のほうが多い。ESC（0.7g/kWh）は高速にお

ける炭化水素(HC)排出量がやや多いが、動的影響を加味すると、HC 総排出量は都市内走行の

場合とほぼ同じである。ETC（0.9g/kWh）は同じエンジン運転点を使用するが（図 E.20）、低負荷に

重点が置かれているため、HC 排出量はやや多くなっている。US-FTP（1.2g/kWh）と日本の１３モ

ード（1.5g/kWh）の場合、速度が高く、平均負荷が低いので、HC 排出量は比較的多い。 

NOx 排出量 

窒素酸化物(NOx)の排出量は負荷に関係しており、このためモードごとの（図 5.9 参照）走行エ

ネルギーの違いが、NOx 総排出量に反映される。DUBDC（12.8g/km）の一般走行負荷は、ディー

ゼル自動車に最も近いため、NOx の排出量も現実の都市内走行（15.2g/km）に最も近い。CBDC

（12.5g/km）と De Lijn 都市モード（11.5g/km）は、現実の都市内走行と比べて、一般走行負荷が

小さく、NOx 排出量も少ない。 

エンジンレベルでみると、現実の都市内走行における平均 NOx 排出量は 6.5g/kWh である。エ

ンジンの NOx 排出量は（図 E.9）、ほとんどのモードについて、エンジン運転全体を通じて、非常に

平均的に分布している。DUBDC（6.4g/kWh）は高負荷の割合が多く、一方、CBDC（7.2g/kWh）と

De Lijn 都市モード（6.9g/kWh）は低負荷の割合が多い。これらの違いは、NOx 排出量全体にほと

んど影響ない。 

一般的に、エンジンテストベンチでのテストによる NOx 排出量は、車両エンジンテストとほぼ同じ

である。ETC（5.8g/kWh）におけるエンジンの NOx マップは、実際の走行に最も近い（図 E.9）。そ

の他のエンジンサイクルは、高速の割合がより大きく、このため ESC（5.7g/kWh）と US-FTP

（5.9g/kWh）の NOx 排出量は、ETC と同水準となっている。日本の 13 モード（7.2g/kWh）は部分

負荷のエンジン運転により重点を置いており、このモードによる NOx 排出量は ETC における排出

量よりも高くなっている。 
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６．２．２ 量論比燃焼方式ＣＮＧエンジン 

表６．２は、様々な試験モードにおける量論比燃焼方式ＣＮＧバスの平均燃料消費量とエミ

ッションを示ししている。結果は、負荷を 3 種類変えて 2 回ずつ、合計 6 回の平均値である。 

 

表６.２  量論比燃焼方式ＣＮＧエンジンに関する平均結果 

 

 

燃料消費量と CO2 排出量 

図５．９より、量論比燃焼方式ＣＮＧバスについては、現実の都市内走行における一般走行負荷

は、CBDC と De Lijn 都市モードに最も近い値であることが明らかであった。DUBDC モードの一般

走行負荷は明らかに非常に高かった。ディーゼルバスについては、シミュレートされた試験モード

(特に DUBDC)は、現実の都市内走行に比べ、伝達ロスと補機類の割合が少ない。こうしたことから、

現実の都市内走行と比べた燃料消費量及び CO2 排出量は、DUBDC が 3%高く、CBDC と De Lijn

都市モードは 6%～10%低い。 

エンジンレベルに重点を置いた場合の燃料消費量は、DUBDC モード（268g/kWh：ディーゼル

相当）のほうが現実の都市内走行（291g/kWh）より良い。高負荷でのエンジン稼働の割合が多いこ

とから、平均燃料効率も高くなる(図 E13)。CBDC モード（290g/kWh）の燃料消費分布は、より現実

の都市内走行に近く、燃料消費量は(実際の走行と)同じである。De Lijn 都市モード（278g/kWh）

は、主に、全負荷の中速、低負荷の低速一定走行において燃料が消費される。この結果、現実の

都市内走行に比べ、燃料消費量が少ない。 

エンジンテストベンチでのテストも、実際の交通における燃料消費量と同等であった。ESC モード

（274g/kWh ディーゼル相当）の燃料消費量のみが現実の都市内走行より少なかったが、これはお

そらく高負荷のエンジン運転部分の割合が高いことに起因すると思われる（図 E.9 および図 E.10）。
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US-FTP と ETC の試験結果では、燃料消費量は約 300g/kWh であった。ここでは、特に、低負荷

の割合が高いことが決定要素となっている。 

CO 排出量 

量論比燃焼方式ＣＮＧバスの CO 排出量は非常に低く、走行ルートによって値は異なる。ブラッ

セルの 59 系統（平均 0.8g/km）を走行した際の CO 排出量は、ブラッセルの 21 系統（0.55g/km）

走行時より 50%多い。CO 排出量は、CBDC でやや多く、DUBDC は同水準、De Lijn ではやや少な

い。 

現実の都市内走行において、排出される CO は、エンジンが稼動している間を通じて、平均的に

拡散しているように思われるが、試験モードでは事情が異なる（図 E.15 参照）。シミュレートされた試

験モードすべて、高負荷の部分が中心であるが、現実の都市内走行ではこのようなことはない。し

かしながらこの場合、エンジンの CO 排出マップは、CO 総排出量にとって実際上は重要ではな

い。 

エンジンテスト（～１ g/kWh）による CO 排出量は、両テスト（～0.3g/kWh）の結果よりも明らかに

多くなっており、このことは、空燃比制御信号のわずかなずれやエンジンの状態が異なることに関

係している可能性がある。可能性のある原因は第 6.4 章に示す。 

定常状態および過渡試験モードは、エンジンの稼動している間を通して、全く異なった CO 排出

分布を示す（図 E.16）。ESC（1.2g/kWh）は高負荷に重点が置かれているが、トランジェントの影響

がないため、CO 排出量は ETC と変わらない。日本のモードは低負荷に重点が置かれており、トラ

ンジェントの影響がないことから、CO 排出量が少ない。US-FTP モードは、CO 排出量が増加しが

ちな高速の割合が多いので、CO 排出量は他の試験モードを上回った。 

THC 排出量 

量論比燃焼方式ＣＮＧバスの THC 排出量は、すてべの試験モードにおいて非常に低かった

（0.1g/kWh のレベル）。このレベルが極端に低いため、測定の精度があらゆる比較に大きく影響す

る。ほとんどの THC はエンジン高負荷時に排出される（図 E.17）。 

エンジンテストの THC 排出量は、概して、現実の都市内走行に比べて多い、それでも依然とし

て非常に低い。また、同じ試験においても大きく変動する可能性がある（ETC サイクルでは 0.08 

g/kWh～0.26g/kWh）。過渡エンジンテストは、概して、定常モードより THC 排出量が多い。特に

US-FTP の THC 排出量の平均値は極めて高いが（0.9g/kWh）、これはおそらく高速の運転と低温

始動を含んでいることに起因するものである。 

NOx 排出量 

三元触媒を装着しているため、量論比燃焼式ＣＮＧバスの NOx 排出量は、走行エネルギーにほ

とんど関係しない。NOx 総排出量は、他のバスと比較してはるかに少ない。 
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NOx 排出量は、試験走行によって差がある。ブラッセルの 59 系統（1.1g/km）における NOx 排出

量は、ブラッセルの 21 系統（2.5g/km）の半分以下である。これらをＣＯ排出量と比較した場合、既

に第 4 章で述べたように、NOx と CO との間では補完性があることが指摘される。 

燃料カットと関連があるらしいということも前述のとおりである。NOx の排出ピークは通常、燃料カ

ットが先行するが、これはおそらく燃料カット（希薄燃焼）により NOx に対する触媒の浄化性能が妨

げられることに関係がある。量論比燃焼式ＣＮＧバスは燃料カットがほとんどない。結果を詳細に分

析すると、ほとんどの燃料カットは、スロットル全開の加速から減速に（定速走行なしに）急速に変

化する時に発生すると見られている。この状況は自動車に起因する運転行動（自動車の全加速能

力が使われる）に関係している可能性があり、一方で交通に起因する運転行動では加速と定速走

行は比較的制限されている。 

ブラッセルの 59 系統（＝最初の走行）はより交通に起因しているように見え、ブラッセルの 21 系

統（＝2 番目の走行）はより自動車に起因しているように見え、より燃料カットが頻繁になり、NOx 排

出量が約 2 倍（同時に CO 排出量は約半分）といる結果につながっている。 

CBDC モードは実際上、燃料カットがなく（常に減速の前に定速走行がある）、NOx 排出量は非

常に低い値（0.5g/km）となっている。DUBDC モード（2.5g/km）は、量論比燃焼方式ＣＮＧバスに

対し、非常に多くのことを要求する。そのため、車両は、実際のところ、減速が始まる点まで、常にス

ロットル全開の加速を求められる。これは、頻繁な燃料カットと NOx 排出量の増加につながる。De 

Lijn 都市モード（1.9g/km）はその中間あたりであるが、定速走行部分もあり、減速が始まる点まで

スロットル全開の加速が求められる部分もあることがこの理由である。 

エンジンレベルでみると、交通に起因するものと、自動車に起因するものの影響が存在する。平

均 NOx 排出量は、CBDC モードが 0.3g/kWh、DUBDC モードが 1.1g/kWh である。すべての

場合において（図 E.27）、NOx 排出量全体の 70%～80%が、エンジン高負荷で排出されることが

明らかであり、加速を通じて NOx が排出されることを意味している。 

エンジンテストベンチでのＮＯｘ排出量は、ほぼ同じ水準を示した（～0.7g/kWh）。ESC モード

（0.8g/kWh）においては、13 のモードのひとつ（中速－全負荷）で、モード全体の NOx 排出量の

80%が排出された。その他の部分は非常に低い値にとどまっている。日本の 13 モードテストは

100%全負荷に到達しないため、実際上、支配的なモードが存在しない。このため、日本の試験の

ＮＯｘ排出量（0.28g/kWh）は、非常に低い値にとどまっている。定常状態の測定においては、CO

排出量と NOx 排出量の補完性も確認されている。 

過渡エンジンサイクルは、自動車エンジンと比較し、やや異なった NOx 排出量分布を示す（図６．

９）。ETC（0.6g/kWh）においては、中負荷のＮＯｘ排出量の割合が高いという結果になる（図

E.20）。 
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６．２．３ 希薄燃焼方式ＣＮＧエンジン 

表６．３は、様々な試験モードにおける希薄燃焼方式ＣＮＧバスの平均燃料消費量とエミッ

ションを示ししている。結果は、負荷を 3 種類変えて 2 回ずつ、合計 6 回の平均値である。 

 

表６.３  希薄燃焼方式ＣＮＧエンジンに関する平均結果 

 
 

燃料消費量と CO2 排出量  

図５．９によれば、実際の都市内走行と比較した走行エネルギーは、DUBDC が大きく、CBDC

と De Lijn は小さいことを示している。ディーゼルバスについては、DUBDC モードと地方交通にお

ける試験では、実際の都市内走行と比較して、伝達ロスおよび補機類の割合が小さい。こうしたこ

とから、実際の都市内走行と比較した燃料消費量及び CO2 排出量は、DUBDC が 1%高く、

CBDC が 3%低く、De Lijn 都市モードは 11%も低かった。 

エンジンレベルでみると、DUBDC モードの燃料消費量は、実際の都市内走行より良い。燃料

消費は高負荷のエンジン運転において一段と促進され、これにより平均燃費の改善が説明される

（図 E.23）。また、これは地方交通における測定結果に似ていると思われる。CBDC モードの燃料

消費分布はさらに実際の都市内走行に近く、燃料消費量が同じという結果になっている。De Lijn

都市モード（272g/kWh）の燃料消費分布も類似であるが、低負荷の割合（一定走行）が増加して

いる。 

エンジンテストベンチでのテストも、道 路 での燃 料 消 費 量 と同 等 であった。 ESC モード

（247g/kWh ディーゼル相当）だけが、実際の都市内走行と比べて、燃料消費量が少なかった。こ

れはおそらく現実の地方交通との比較の方がふさわしいがこれは、高負荷のエンジン運転割合が

高いことに起因している（図 E.23 および図 E.24）。日本の 13 モード（266g/kWh）と ETC（269g/k
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Ｗｈ）の燃料消費分布の状況はかなり似ており、燃料消費量もほぼ同じという結果になっている。 

US-FTP（282g/kWh）の燃料消費量は、実際の都市内走行と比べて多く、これは、大部分は、

高速、低負荷のエンジン運転割合が高いことに関係している。 

CO 排出量 

希薄燃焼方式ＣＮＧバスの CO 排出量も非常に少なく、また、再走行時には値が異なることがあ

る。しかしながら、CBDC（0.75g/km）、DUBDC（0.80g/km）および De Lijn（0.63g/km）の平均

CO 排出量は実際の都市内走行（0.76 ｇ/ｋｍ）に非常に近い。CO 排出量のピークはエンジン運転

領域の様々な場所で発生し、この結果 CO 排出分布は試験モードによって大きく変化する可能性

がある（図 E.25）。 

エンジンテスト（～2.5g/kWh）の CO 排出量は、明らかに両テスト（～0.3g/kWh）の結果より多い

が、これは間違いなくエンジンの状態の違いに起因するものである。これについては、第 6.4 章でさ

らに論じる。このため、自動車の CO 排出量とエンジンの CO 排出量との比較は有効でない。エン

ジンテストを相互比較した場合、トランジェントのエンジンテスト ETC（2.7g/kWh）と US-FTP

（2.6g/kWh）は定常状態のエンジンテスト ESC および日本の１３モード（各々2.2g/kWh）に比べ、

CO 排出量が多いが、エンジンが稼動している間を通じての CO 排出分布ではそうはならない（図

E.26）。 

THC 排出量 

希薄燃焼方式ＣＮＧエンジンの THC 排出量は、量論比燃焼方式ＣＮＧエンジンよりかなり高い。

試験モードによっても変動することが多く指摘されている。CBDC と De Lijn 都市モードの THC 排

出量は、実際の都市内走行と同水準だが、DUBDC の排出量はかなり多い。 

エンジンレベルについてみると、エンジンの THC 排出マップが同様であるため（図 E.27）、

DUBDC と実際の都市内走行の違いを直接説明することはできない。THC の大半は、燃料カット

の直前（エンジン運転が短時間に燃料リッチとなる）に、高いピークとなって排出される。加速局面

(燃料消費量大)が、燃料カット(減速)局面に先立つ場合、THC 排出量はピークレベルに達する可

能性がある。希薄燃焼方式ＣＮＧバスは、モード要件を満たすことが困難であることから、DUBDC

モードはには、こうした過渡の局面が多くある。 

動的なエンジン運転が THC の排出に影響を与えるため、過渡エンジンテストはすべて実際の

走行（2.9g/kWh）に近いものとなろう。しかしながら、ETC（4.4g/kWh）と US-FTP（6.8g/kWh）の

THC 排出量は、明らかに実走行における排出量を上回っている。これは間違いなく、エンジンの

状態の違い（温度）に起因するものである。これについては 6.4 でさらに論じる。 

各々のエンジンテストを相互に比較した場合、定常試験 ESC（2.2g/kWh）と日本の１３モード

（2.8g/kWh）の THC 排出量は、ETC および US-FTP よりはるかに少ない。これは THC の排出に
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与える動的エンジン運転の影響に関係している。US-FTP は高速（およびやや低い負荷）エンジン

運転の割合が高いため、過渡の ETC モードより THC 排出量が多い。 

NOx 排出量 

希薄燃焼方式ＣＮＧバスの NOx 排出量は多かれ少なかれ負荷に関係しており、このためモード

による走行エネルギーの違いが NOx 総排出量の違いに反映される(図 5.9)。DUBDC モードは走

行エネルギー負荷が高く、実際の都市内走行に比べて伝達ロスと補機類の割合が低いため、ＮＯ

ｘ排出量が非常に多いという結果にはならない。このため、DUBDC（25.5g/km）のＮＯｘ排出量は、

実際の都市内走行（25.1g/km）と同水準である。CBDC（21.7g/km）と De Lijn 都市モード

（18.8g/km）のＮＯｘ排出量は、明らかに少ない。 

エンジンレベルでみると、すべての車両テストにおいて、NOx 排出量は 8g/kWh から 10g/kWh

の間である。ほとんどのＮＯｘは、高速・高負荷領域で排出される（図 E.29）。 

エンジンテスト（4－7g/kWh）は、車両テスト（～10g/kWh）と比べて、NOx 排出量が著しく少な

いが、これはエンジン状態の違いに起因すると思われる。これについては 6.4 章でさらに論じる。エ

ンジンテストを相互比較した場合、NOx 排出量は過渡エンジン運転にほとんど影響されないもの

の、排出量には大きな違いがある。ETC（5.1g/kWh）の NOx 排出量分布は、実際の走行に最も

類似している（図 E.30）。ESC（6.3g/kWh）は高負荷の割合が大きく、NOx 排出量が多い。

US-FTP（3.8g/kWh）は全負荷のエンジン運転割合が非常に小さく、NOx 排出量は著しく少ない。

日本の 13 モード（7.1g/kWh）は中速に重点が置かれており、NOx 排出量は多い。 

 

６．３ 試験モードの影響についての比較 

 

６．３．１ 車両走行試験モード 

以下の表は実際の都市内走行の平均と比較した車両走行試験モードの平均的な燃料消

費量及び排出ガス量を示している。平均には、すべての加重段階に関して 3 つの異なった加

重と 2 つの試算を考慮している。g/kWh で表示されるエンジンレベルに関する燃料消費量と

排出ガス量と同様に g/km で表示される自動車レベルに関する全体の影響の両方について

比較をている。すべての測定は同じバスの測定結果と比較する。燃料消費量と排出ガスの違

いは、実際は運転モードの違いのみに関係しているが、外部の要因（温度など）に影響される

可能性もある。 
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ディーゼルバス 

表６.４： ディーゼルバス：実際の都市内走行と車両走行試験モードの影響の比較 

自動車レベル（g/km） エンジンレベル（g/kWh） ディーゼル 

CBDC DUBDC De Lijn CBDC DUBDC De Lijn 

燃料消費量 

CO 

THC 

NOx 

-20% 

+29% 

-18% 

-18% 

-12% 

-12% 

-31% 

-15% 

-23% 

+44% 

+7% 

-24% 

+5% 

+67% 

+7% 

+8% 

0% 

-1% 

-21% 

-3% 

+5% 

+96% 

+43% 

+4% 

 

自動車レベルでは、実際の都市内走行におけるディーゼルバスの燃料消費量に近い試験モー

ドは、実際上存在しない。DUBDC モードの走行エネルギーがほぼ同水準であるものの、伝達ロス

と補機類の割合が少ないため、エンジン・エネルギー需要の合計は実際の都市内走行の場合より

低かった。エンジンレベルでは、DUBDC モードの燃料消費量と排出ガスは、実際の都市内走行に

非常よく合致している。CBDC モードと De Lijn 都市モードについても、CO 排出量が著しく多いこ

とを除けば、エンジンレベルに関しては都市交通と同様である。 

 

量論比燃焼方式ＣＮＧバス 

表６.５： 量論比燃焼方式ＣＮＧバス：実際の都市内走行と車両走行試験モードの影響比較 

自動車レベル（g/km） エンジンレベル（g/kWh） 量論比燃焼方式 

ＣＮＧ CBDC DUBDC De Lijn CBDC DUBDC De Lijn 

燃料消費量 

CO 

THC 

NOx 

-6% 

+33% 

-71% 

-71% 

+3% 

0% 

-51% 

+40% 

-10% 

-38% 

-18% 

+8% 

-1% 

+42% 

-71% 

-69% 

-6% 

-9% 

-56% 

＋25% 

-5% 

-34% 

-14% 

+16% 

 

自動車レベルでは、量論比燃焼方式ＣＮＧバスに関して、ほとんどの試験モードで、実際の都市

内走行と同等の燃料消費量となった。排出ガスに関しては、実際の都市内走行に合致する試験モ

ードは存在しない。言うまでもなく、これも量論比燃焼方式ＣＮＧバスの排出ガスが少ないことに関

係している。CBDC モードは実際の都市内走行と同等の燃料消費量であるが、CO は明らかに多

く、THC と NOx ははるかに低いものとなっている。DUBDC モードは燃料消費量（エンジンレベル

で見ればやや少ない）と CO 排出量は同水準であるが、明らかに NOx 排出量が多い。THC 排出

量の相対比較は、値が極端に低いため重要とはならない。De Lijn 都市モードは、燃料消費量が

比較的少なく、NOx 排出量がやや多く、CO 排出量がやや少ないという結果である。平均すれば、

これは、量論比燃焼方式ＣＮＧバスに関して、実際の都市内走行に最もよく合致する。 
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希薄燃焼方式ＣＮＧバス 

表６.６： 希薄燃焼方式ＣＮＧバス：実際の都市内走行と車両走行試験モードの影響の比較 

自動車レベル（g/km） エンジンレベル（g/kWh） 希薄燃焼方式ＣＮＧ 

CBDC DUBDC De Lijn CBDC DUBDC De Lijn 

燃料消費量 

CO 

THC 

NOx 

-3% 

-1% 

-5% 

-14% 

-1% 

+4% 

+69% 

+2% 

-11% 

-18% 

+6% 

-25% 

0% 

+3% 

-2% 

-10% 

-5% 

0% 

+61% 

-3% 

+1% 

-5% 

+20% 

-14% 

 

自動車レベルとエンジンレベルの両方において、CBDC モードの希薄燃焼方式ＣＮＧバスの燃

料消費量及び排出ガス量は、実際の都市内走行における測定結果と良く合致する。DUBDC モ

ードも、THC 排出量が著しく多いことを除けば、都市内走行と同水準である。De Lijn 都市モード

は、走行エネルギーが少ないため、自動車レベルに関して燃料消費量が少なくなっている。エンジ

ンレベルに関しては、燃料消費量は同水準であるが、THC 排出量は多く、NOx 排出量は少な

い。 

すべての試験モードに長所と短所があるが、結果的には、実際の都市内走行をシミュレートする

のに最適なのは、ディーゼルバスに関しては DUBDC、量論比燃焼方式ＣＮＧバスに関しては De 

Lijn、希薄燃焼方式ＣＮＧバスは CBDC となっている。 

 

６．３．２ エンジン試験モード 

以下の表は実際の都市内走行の平均と比較した時のエンジンレベル（g/kWh）に関する公

式エンジン試験モードの平均的な燃料消費量及び排出ガスを示している。燃料消費量と排出

ガスにおける違いは、試験モードのパラメータの違いに関係しているだけではない。テスト対象

のエンジンの種類は 3 つとも同じであるが、製造の許容誤差と部品の使用年数によって、依然

として違いが存在する可能性がある。テストを通じてのエンジンの状態も（例えば冷却水温度、

吸入空気温度等）重要な役割を果たし得る。こうした未知の要素があることから、結果の差に

対する理由を見出すことは困難である。 

 

ディーゼルエンジン 

表６.７： ディーゼルバス：実際の都市内走行とエンジン試験モードの結果の比較 

ディーゼル ETC US-FTP ESC 日本の１３モード 

燃料消費量 

CO 

THC 

NOx 

+3% 

+19% 

+22% 

-13% 

+11% 

+66% 

+53% 

-12% 

-1% 

-14% 

-4% 

-15% 

+5% 

+46% 

+93% 

+8% 
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ETC、ESC および日本の１３モードにおけるディーゼルエンジンの燃料消費量は、実際の都市

内走行と同水準となっている。ディーゼルエンジンに関しては、実際には、日本の 13 モードと

US-FTP は実際の都市内走行に近くはない。日本の 13 モードが定常モードではあるが、特に CO

排出量及び THC 排出量は著しく多い。ETC と ESC は実際の都市内走行により近い結果を示し

ている。CO および THC の排出量は、過渡エンジン稼動に最も影響を受けるため、定常モードの

ETC の CO 排出量及び THC 排出量が定常モードの ESC の結果を上回っていることは驚くに値

しない。 

 

量論比燃焼方式ＣＮＧエンジン 

表６.８： 量論比燃焼方式ＣＮＧバス：実際の都市内走行とエンジン試験モードの結果の比較 

量論比燃焼ＣＮＧ ETC US-FTP ESC 日本の１３モード 

燃料消費量 

CO 

THC 

NOx 

+2% 

+246% 

+152% 

-34% 

+3% 

+497% 

+1091% 

-19% 

-6% 

+277% 

+138% 

-11% 

－ 

+104% 

+82% 

-67% 

 

量論比燃焼方式ＣＮＧエンジンは、すべてのテストにおいて燃料消費量が同水準となった。

ESC は平均負荷がやや高めなため、燃料消費量が少ない。排出ガス量は、実際上、実際の都市

内走行における排出量とは同水準ではない。いくつかの点で、これはこのエンジンの排出ガスが非

常に少ないことと関係しており、ゆえに小さな絶対的な違いが大きな相対的相違につながる可能性

がある（特に THC の排出量について）。しかしながら、明らかに、CO と THC の排出量は試験モー

ドにおいて多く、NOx の排出量は少ない。 

 

希薄燃焼方式ＣＮＧエンジン 

表６.９： 希薄燃焼方式ＣＮＧバス：実際の都市内走行とエンジン試験モードの結果の比較 

希薄燃焼方式ＣＮＧ ETC US-FTP ESC 日本の１３モード 

燃料消費量 

CO 

THC 

NOx 

0% 

+817% 

50% 

-48% 

+5% 

+783% 

+132% 

-60% 

-8% 

+647% 

-22% 

-36% 

-2% 

+647% 

-5% 

-27% 

 

希薄燃焼方式ＣＮＧバスもまた、すべてのテストにおいて燃料消費量が同水準となっている。

ESC は、平均負荷がやや高いため、燃料消費量が少なくなっている。排出ガス量は、実際上実際

の都市内走行における排出ガス量と同水準ではない。しかしながら、明らかに、試験モードによる

CO と THC の排出量は、実際の都市内走行の場合に比べて多く、（THC は定常モードにおいて

のみ低い）、一方、NOx 排出量は少ない。 
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６．４ エンジン試験と車両走行試験の差異 

 

エンジンの設定や諸元をあわせて試験を行っても、エンジン自体は、車両試験とエンジン試験と

同じではない。このため、さらに、燃料消費量と排出ガス量が異なることがある。こうした差異は、試

験モードのパラメータによるためだけではない。特に希薄燃焼方式ＣＮＧエンジンでは、非常に多

い NOx 及び THC についてさえ極端に違うことがある。 

ほとんどの場合、CO 及び THC の排出量は現実の路上走行のほうが少なく、通常、NOx の排

出量は実際の走行のほうが多い。こうしたことは、実際の走行における燃焼温度のほうが高いことを

示しているように思われる。エンジンテストベンチでのシミュレーションでは、冷却水温度と中間冷却

器の後の空気温度をの制御して燃焼温度を低下させる傾向がある。もちろん、燃焼温度や排出ガ

スの温度は車両テストで測定されていないため、これはあくまで推測である。 

こうした影響について記述するため、イタリアのナポリにある自動車研究所で、IVECO 社製の量

論比燃焼方式ＣＮＧエンジンの追加試験を実施した。 

排出ガスに影響を与え得る要素は以下のとおり。 

燃焼温度(マニホールドの空気温度と冷却水温度) 

空気過剰率 

着火時期 

エンジン（耐久性、コンポーネントの違い） 

冷却水温度の影響を調べるための試験も行った。空気過剰率、早期着火、マニホールド吸入空気

温度については、文献調査を実施した。 

 

６．４．１ 冷却水温度 

IVECO 社の量論比燃焼方式ＣＮＧエンジン(三元触媒)について試験を行った。 

EST 試験で頻度の高い 4 つのエンジン運転点が選ばれた。 

 1240rpm@600Nm 

 1240rpm@710Nm(最大トルク) 

 1570rpm@790Nm(最大トルク) 

 1890rpm@750Nm(最大トルク) 

冷却水温度は 70℃～90℃であった。 

どの測定も、10 分間の安定させた後、3 回づつ実施した。温度変化は、2 種類の方法で行われ

た（70℃→90℃、90℃→70℃）ため、統計的に好ましい結果が得られる。 

図 6.12 は、冷却水温度を変えた排出ガス測定結果の概要を示したものである(単位は ppm)。 
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図６．１２  4 つのエンジン運転点における冷却水温度による排出ガスへの影響 

冷却水温度と大半の排出ガスの関係はほとんど重大ではない。 

表６．１０ 排出ガスと冷却水温度の関係の重要度 
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高速運転での CO 排出についてのみ、冷却水温度が上がるにつて、CO 排出量(ある程度 THC

も)が増加している。NOx 排出レベルは、冷却水温度によって大きな差はない。 

このエンジンについては、排出ガスは、冷却水温度よりも空気過剰率や三元触媒に影響を受け

ると結論付けることができる。 

測定を通じて、排出ガス温度を記録した。驚くことに、図６.１３及び表６.１１が示すように、冷却水

温度は、排出ガス温度(タービンの前)に影響を与えていない。また、エンジンから排出されるエミッ

ション(燃焼温度と非常に関係がある)も、冷却水温度の影響をほとんど受けない。 

そこで、冷却水温度とエンジンからの排出ガスの関係について、さらなる調査を行った。 

イタリア自動車研究所の測定では、70℃から 90℃の間で冷却水温度が変っても、排出ガス温度

に大きな影響はないと結論できる。排出ガスに関しては、冷却水温度による影響はほとんどない。

差異がみられるとしても、これは、むしろ三元触媒の状態による。 

 
図６.１３ 冷却水温度が排出ガスに与える影響 

 

表６.１１ 排出ガス温度（タービン出口）と冷却水温度の関係の重要度 
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６．４．２ マニホールド吸入空気温度 

マニホールド吸入空気温度は、燃焼温度にとって重要な要素とされている。大半の最近のター

ボエンジンには、下記の 2 つの理由から、マニホールド吸入空気温度を下げるためインタークーラ

がついている。 

温度が低いと、燃焼シリンダーの中の空気量が増加する(温度が低いと密度が高くなるので)た

め、より多くの燃料を噴射することができ、エンジンの出力密度が高まる。 

マニホールド吸入空気温度が低いと、燃焼温度も低くなり、燃焼シリンダーでの NOx 発生を抑

えられる。 

残念ながら、IVECO 社のエンジンにはインタークーラはなく、エンジンの吸気管の温度をコント

ロールすることができなかった。このため、今回のプロジェクト期間中に、マニホールド吸入空気温

度に関する試験は不可能であった。 

イタリア自動車研究所によるこれまでの調査では、希薄燃焼方式ＣＮＧエンジンにおいて、NOx

排出量に与えるマニホールド吸入空気温度の影響は大きいことが示されている[30]。 

 

図６．１４  1250rpm でのインタークーラの影響；WOT(850Nm)、点火進角 15℃CA、 

空気過剰率 1.31 及び 1.37(IVECO 9.51 希薄燃焼方式ＣＮＧエンジン)[30] 
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図６．１４では、インタークーラ付き、インタークーラ無し、のワイド･オープン･スロットル(WOT)、速

度と点火進角が同じ、という条件での HC と NOx の排出量が報告された。空気過剰率は 2 種類と

したが、インタークーラによる排出ガスへの影響は同じであった。インタークーラは、液体の熱交換

器で、エンジン冷却器とは共に作動しない。このため、マニホールド吸入空気温度は、水がラジエ

タ－に循環している場合には約 35℃、水の循環がない場合には約 85℃であった。 

吸気管の温度が 85℃から 35℃に低下すると(インタークーラにより)、NOx 排出量は大幅に(最

大 50%)減少し、THC 排出量が増加(約 10％)する。CO は、インタークーラの有無によってあまり

変らないため、特に報告されていない。 

こうした影響を加味すると、車両試験とエンジン試験における NOx 排出量の差異は、マニホー

ルド吸入空気温度の差異(例えば、テストベンチで、インタークーラの影響が非常に大きいくなる場

合)と関連づけることが出来る。 

 

６．４．３ 空気過剰率 

特に希薄燃焼方式ＣＮＧエンジンに関しては、空気過剰率は、燃料消費量と排出ガスの兼ね合

いを決める。空気過剰率が違えば、排出ガスも違ってくる。 

自動車研究所での調査では、希薄燃焼方式ＣＮＧエンジンは、空気過剰率が、燃料効率と排出ガ

スに大きな影響を与えることが示された。 

 
図６．１５ HC、NOx と燃料消費量、空気過剰率の関係 

1250rpm、WOT(850Nm)、点火進角 12℃CA ( IVECO 9.51 希薄燃焼方式ＣＮＧエンジン) 
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空気過剰率が約 1.5 で、NOx 排出量は非常に低くなっている。反対に、HC 排出量は、空気過

剰率が高くなるにつれ増加する。点火進角が一定の 12 度に設定されているため、エンジン効率は、

空気過剰率が上昇するにつれ低下する。次の章で明らかなとおり、エンジン進角を上げれば、エン

ジン効率は再び向上する。ただ、これは排出ガス量の増加につながる。 

自動車研究所の試験では、希薄燃焼方式ＣＮＧエンジンの排出ガスは、空気過剰率に大きく左

右される。このため、本プロジェクトにおいて試験された希薄燃焼方式ＣＮＧ技術について、車両試

験に用いたエンジンとエンジン試験に用いたエンジンの間の空気過剰率制御に明らかな相違があ

るかどうかをチェックした。図６．１６は、2 つの結果を比較したものである。 

 

図６．１６ 車両試験とエンジン試験の空気過剰率制御の比較 

 

図より、空気過剰率制御については同じ傾向が導き出される。すなわち、空気過剰率は、車両

負荷が増大するにつれ上昇する。エンジン試験では、空気過剰率はいくぶん低かった。これは、通

常は、NOx の増加につながるが、測定では反対に減少がみられた。 

車両試験とエンジン試験の排出ガスに違いがあった理由は、空気過剰率制御方式の違いでは

ないようである。 

 

６．４．４ 点火進角 

点火進角は、エンジン出力と燃焼効率の最適な組み合わせが得られるように決められる。点火

進角は、排出ガスにも影響を与える。 

イタリア自動車研究所が、同じ希薄燃焼方式ＣＮＧエンジンについて調べたところ、点火進角が

高まる(あるレベルまで)と、燃焼効率に良い影響を与えるが、NOx と HC の排出量は増加すること
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が示された。図６．１６は、この点についての結果をいくつかあらわしたものである。 

このプロジェクトで測定された希薄燃焼方式ＣＮＧエンジンの点火進角に関するメーカーのデー

タはない。エンジンの制御設定は同じであるとのことであったが、点火進角が、車両試験とエンジン

試験における排出ガスの相違に関係しているかどうかは不明である。 

 

図６．１７ HC と NOx、燃料消費量と、点火進角の関係 

1250rpm、WOT(850Nm)、空気過剰率 1.45 ( IVECO 9.51 希薄燃焼方式ＣＮＧエンジン) [29] 

 

６．４．５ まとめ 

希薄燃焼方式ＣＮＧエンジンを中心に、車両試験とエンジン試験の排出ガスの差異を説明し得

る原因が多く挙げられた。IVECO エンジンを用いての追加試験では、冷却水温度が、燃焼温度

や排出ガスに大きな影響を与えることはなかった。希薄燃料式ＣＮＧで、車両試験とエンジン試験

の排出ガスが異なるのは、マニホールド吸入空気温度の違いによるものと思われる。理由は、テスト

ベンチでは、インタークーラの効率を過大視していたことである。空気過剰率設定または点火進角

の違いは、排出ガスに明らかに影響を与えるが、これが排出ガスに差異を生じる主な原因とは言い

がたい。エンジンの状態とエンジンのコンポーネントについては、ここでは調査していない。使いこま

れた点火プラグの場合、燃焼が不完全(CO と THC の排出量増加につながる)で、燃焼温度が低く

なる（NOx 排出量の低減につながる）。排出ガスには、こうした影響もあるであろう。 

まとめると、エンジンの種類が同じでも、多くの要素が燃焼過程に影響を与える。実際の走行で

発生する排出ガスとテストベンチでの排出ガスの比較も、多数の不確定要素に左右される。 
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第７章 結 論 
 

重量車の排出ガス及び燃料消費量は、技術（自動車、エンジンおよび変速機の設計、エンジニ

アリング）、運転（自動車が使用される方法）、およびある程度、自動車の使用者や設計者がコント

ロールできない外部要素に左右される。実際の走行における重量車の実際の環境影響は、距離

ベース（g/km）あるいは時間ベース（g/s）で表示することができる。 

排出ガス規制を目的として、試験方法は、様々な基準が守られているかどうかへの遵守を確認し

保証するために使用されている。これらの試験モードは、再現可能な排出ガス測定条件を設定

し、同時に所与の装置の実際の運転条件を代表するものと見なされている。さまざま機器が同

じ重量車のエンジンのために存在する可能性があるため、エンジンレベルで認証が実施される。そ

の結果はエンジンが供給する機械エネルギーの単位あたりの排出汚染物質の重量で表示される

（g/kWh）。エンジン試験の例としては、欧州定常モード（ESC）、欧州過渡モード（ETC）、米国重

量車過渡モード試験（US-FTP-HD）および日本のディーゼルエンジン用 13 モードがある。様々

な試験の結果と道路で実際に排出された排出ガスの間の関係は、試験方法どうしの関係と同様、

不明な部分が多い。 

多くの場合、実証の目的のために、自動車走行試験は現実の運転（エンジン、駆動系統および

シャーシを含む）を再現するように開発された。これらの運転サイクルは通常、路上走行シミュレー

ションを用いて、シャシダイナモメータ上で実施されるが、車載排出ガス測定装置を使用してテスト

コースで実施することも可能である。結果は単位走行距離あたりの排出量(グラム数)で表示される

が、これは実際の走行により近いものである。車両走行試験モードの例は、時間ベースの都市中

心部走行モード（CBDC）、オランダ都市バス運転モード（DUBDC）あるいはブラウンシュバイク都

市モード、および距離ベースの“De Lijn“都市モードである。これらのモードは、すべて都市バスの

実際の走行をシミュレーションする意図があるものの、実際にどの程度、実際の都市内走行に合致

するかは依然として不明である。これらの車両テストどうしの関係も不確定である。 

いくつかの車両走行試験モードおよび主要な公式エンジン試験モードによる排出ガスと燃

料消費量の結果と、実走行における排出ガスと燃料消費量を比較するため、このプロジェクト

では３種類の都市バスが選択された（ディーゼルバス、三元触媒付きの量論比燃焼方式ＣＮＧ

バス、希薄燃焼方式ＣＮＧバス。この目的は、各試験方法の明確な関係を見出すことであった。

同時に、これら最高水準の技術の、実際的な影響（実際の走行における燃料消費量と排出ガ

ス量）を比較することも興味深いものであった。 

都市内の実走行状態における 3 種類の技術を比較した結果、以下の結論が引き出され

た。 
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ＣＮＧバスの燃料消費量（ディーゼル換算）は明らかにディーゼルバスより多い。これは、平

均エンジン効率が低く、ＣＮＧバスの車両重量が重い(ＣＮＧシリンダーが重いため)という両方

に起因する。 

ＣＮＧは、ディーゼルより CO2 排出量が燃料のエネルギー単位あたり約 25%少ないが、CO2

排出量は 3 つのバスについて同水準であった。CO2 排出量が少ないという天然ガスの長所は、

ＣＮＧバスの燃料消費量が多いことで相殺された。 

二つＣＮＧバスの CO 排出量は、ディーゼルバスの 1/4～1/5 であった。これは、量論比燃焼

方式ＣＮＧバスに関しては、三元触媒の CO 浄化率が高いことと関係があり、希薄燃焼方式Ｃ

ＮＧバスに関しては、希薄燃焼と関係がある。 

量論比燃焼方式ＣＮＧバスは、ディーゼルバスに比べ THC 排出量が約 1/10 となっており、これ

は主として、三元触媒の CO 浄化率が高いことに関係している。他方、希薄燃焼ＣＮＧバスは、ディ

ーゼルバスより THC 排出量が 4 倍高い。もしメタンの排出量が比較対象から除外されれば（つまり、

非メタン系炭化水素のみを比較すれば）、希薄燃焼制御方式エンジンの非メタン系炭化水素の排

出量は、ディーゼルエンジンに比べて一段と低いレベルに到達すると予想される。 

量論比燃焼方式ＣＮＧバスの NOx 排出量は、ディーゼルバスの 1/8 倍であった。これは主とし

て、三元触媒の NOx 浄化率が高いことに関係している。他方、希薄燃焼方式ＣＮＧバスは、希薄

燃焼技術が NOx 低減に寄与している考えられているものの、平均して、NOx 排出量がディーゼル

バスより 60%多かった。空燃比の測定結果から、量論比より低いため、NOx 増加につながっている

と結論することができた。空燃比（特に高いエンジン負荷で）を高めれば NOx 排出量が減る。 

粒子状物質の排出量は、エンジンテストにおいてのみ測定された。トランジェントな試験法である

ETC エンジンテストにおいて、ＣＮＧエンジンの粒子状物質(PM)の排出量はディーゼルエンジン

の 1/20 であった。 

量論比燃焼方式ＣＮＧバスは、ディーゼルバスと比較して非常に低い排出ガスレベルに到達し

たと結論することができる。希薄燃焼方式ＣＮＧバスは、NOx 排出量を低減するために、空燃比制

御の設定においてさらに調整が必要である。 

 

車両テスト 

同じバスについて、実走行及び車両テスト（CBDC、DUBDC および De Lijn 都市モード）によ

る測定が実施されたが、燃料消費量及び排出ガス量の違いは、試験モードのパラメータの違いの

みに関係するが、おそらく外部要因（周辺温度や気圧など）にも影響された可能性があることを示

している。 

3 つの車両走行試験モードを比較した時、DUBDC モードの自動車の負荷分布が、実際の都
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市内走行に最も近かった。ただ、このモードは、オランダにおけるディーゼルバスの実際の都市デ

ータに基づいているため、この結果は驚くにあたらない。CBDC モードと De Lijn 都市モードは、

一連のアイドリング、加速、定速走行、減速およびアイドリングで構成される、非常に簡単なモード

である。これらのモードの自動車の負荷分布は、特定の状態に集中している（スロットル全開での

加速や定速走行など）。 

DUBDC モードは、モードづくりの対象となったバスにとっては非常に現実性がある。このことは

このテスト・プログラムにおけるディーゼルバスに関して完全にあてはまる。DUBDC モードの走行

エネルギーは、実際の都市内走行と同水準であり、自動車とエンジンの負荷分布は非常に似てお

り、この結果、ディーゼルバスの DUBDC モードの燃料消費量及び排出ガス量も、実際の都市内

走行走行の結果に非常に近似した。しかしながら、このテスト・プログラムにおいて、ＣＮＧバスは加

速能力が非常に低く、DUBDC の加速基準を満たすことができなかった。結果的に、ＣＮＧエンジ

ンの負荷は、実際の都市内走行テストの場合より、DUBDC モードのほうが明らかに高く、特にスロ

ットル全開の加速の割合が支配的であった。驚くべきことに、このことは燃料消費量の増加にはつ

ながらなかったが、おそらく高負荷領域における燃費が良好であったためと思われる。しかしながら、

ＣＮＧの技術に関して、一部の排出ガスは、全負荷の割合が高いことに大きく影響された。量論比

燃焼方式ＣＮＧバスは、実際の都市内走行テストの場合に比べ、明らかに NOx 排出量が多く、

THC 排出量が少なかった。希薄燃焼方式ＣＮＧバスは、実際の都市内走行テストの場合に比べ、

THC 排出量がはるかに多かった。 

CBDC モードは、特定のエンジン－変速機の組み合わせに有利に働く可能性がある、ある定速

走行に重点を置いた、非常に簡単な時間ベースの試験モードである。加速基準は、試験対象とな

ったＣＮＧバスの加速能力と同等であったが、試験されたディーゼルバスは、このモードをこなす上

でスロットル全開の加速を必要としなかったため、実際の走行とは明らかに違いがある。CBDC モ

ードにおいて、ＣＮＧバスの走行エネルギーは、実走行の場合と同水準であるが、ディーゼルバス

の場合、これははるかに低い。 

CBDC テストにおいては、希薄燃焼方式ＣＮＧバスの運転とエンジンの負荷分布、および結果と

しての燃料消費量と排出ガスは、カナダのハミルトンにおける実走行試験の場合とかなり同水準で

あった。量論比燃焼方式ＣＮＧバスの CBDC テストにおける燃料消費量は、ブラッセルの現実の都

市テストの結果と同水準であったが、排出ガス量は全く異なっていた（現実の都市走行に比べて

CO が多く THC、NOx が少ない）。これは主に触媒の効果によるもの（燃料カットに関係）。CBDC

テストにおけるディーゼルバスの車両負荷ははるかに小さく、ブラッセルにおける実際の都市内走

行における結果と比べ、燃料消費量、NOx 排出量と THC 排出量がともに 20%少なかった。他方、

エンジン低負荷の割合が支配的なため、CO 排出量は多かった。 
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“De Lijn”都市モードも非常に簡単なサイクルであるが、これは様々な定速が設定されている。

距離ベースのサイクルであるため、加速は自動車の（スロットル全開の）可能性に応じて実行される。

アイドリングはほとんど含まれておらず、定速走行の部分は、実走行時よりはるかに頻繁である。

CBDC モードの場合と同様、定速走行の割合が高いことで、低負荷のエンジン運転が非常に支配

的となる。一般的に De Lijn 都市モードの一般走行負荷は、CBDC と DUBDC モードより低く、こ

れが少ない燃料消費につながる。ディーゼルバスの場合、燃料消費量は現実の都市テストの場合

に比べて 20%以上少ないが、ＣＮＧバスの場合、その差は約 10%である。排出ガスも、全般的に現

実の都市テストの場合に比べて 10%～20%少ない。例外はディーゼルバスの CO 排出量と THC

排出量、および希薄燃焼方式ＣＮＧバスの THC 排出量で、これらは De Lijn 都市モードでは低負

荷が支配的であるため、明らかに現実の都市テストの結果より高くなっている。量論比燃焼方式Ｃ

ＮＧバスについては、特に量論比燃焼制御方式バスの排出ガス量の絶対値が低いことを考慮すれ

ば、排出ガス量は実際の走行テストの結果にかなり近い。 

実際の都市内走行とシミュレートされた都市サイクルの間に特有の関係はない。現実の都市テ

ストに最も近いモードは、ディーゼルバスに関しては DUBDC モード、希薄燃焼方式ＣＮＧバスに

関しては CBDC モード、量論比燃焼方式ＣＮＧバスに関しては De Lijn 都市モードであった。他の

モードも燃料消費量の値はかなり近い（エンジン負荷に関係した時）が、排出ガス量は大きく異なる

可能性がある。量論比燃焼方式ＣＮＧバスを例外として、CBDC モードの排出ガス結果は De Lijn

都市モードの結果に非常に近い。DUBDC モードの結果は、通常他の 2 つのモードと異なってい

る。エンジン負荷分布が異なるため、特に CO と THC の排出量に違いが出る傾向がある。 

 

エンジンテスト 

３種類の同じエンジンについて、４つの公式のエンジン試験方法に従い、エンジンテストベンチ

上で測定を実施した。これらの結果を実走行による結果と比較すると、いくつかのパラメータによっ

て、燃料消費量及び排出ガス量に違いが生じる。まずテストサイクルパラメータであるが、これは実

際の走行とエンジン試験モードとの間で異なる可能性がある。テストベンチ上のエンジンは自動車

に搭載されている状態とは物理的に同じでないため、製造の許容誤差や部品（触媒など）使用時

間の相違等からいくつかの違いが生じる可能性がある。テストを通じたエンジンの状態（たとえば、

冷却水温度、中間冷却器の機能等）もこの違いを生むであろう。こうした様々な要因が考えられる

ため、燃料消費量及び排出ガスの結果における違いに対する理由を説明することは困難となって

いる。 

車両テスト（実際の都市内走行における）における平均的なエンジン・エネルギーは、希薄燃焼

方式ＣＮＧバスが約 2.5kWh/km、ディーゼルバスが約 2.3kWh/km、および量論比燃焼方式ＣＮ
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Ｇバスが約 2.0kWh/km である。これらの要素は、エンジンテストの結果と自動車テストの結果との

関係付けに利用される。エンジンテストの燃料消費量と排出ガス量を実際の走行テストと比較する

と、たいてい燃料消費量は非常に近い値となるが、排出ガス量は異なる傾向があり、特に希薄燃

焼方式ＣＮＧエンジンに関してその傾向が強い。ほとんどの場合、CO と THC の排出量は、実際の

走行のほうが少なく、たいてい NOx 排出量は多い。これは、エンジンテストベンチの場合よりも実際

の走行のほうが燃焼温度が高いとことを示しているように思われる。このため、実走行試験とエンジ

ンテストベンチ上の試験との比較は、エンジンの速度－負荷の分布に重点を置く。 

ギヤボックスとギヤシフトの役割は非常に重要である。ディーゼルバスと量論比燃焼方式ＣＮＧバ

スのギヤボックスは、エンジン回転を低く維持することに重点を置いている（約 1500rpm）。希薄燃

焼方式ＣＮＧエンジンのギヤボックスは、特に加速中のより高いエンジン回転に重点を置いている

（約 2000rpm）。ギヤシフトにおけるこれらの違いが、エンジン回転－負荷の分布の違いにつなが

っている。 

ESC テストは高いエンジン負荷に重点を置いた定常モードである。平均出力は 3 つのエンジン

すべてについて、現実の都市テストにおける平均出力の約 2 倍である。この高負荷運転のため、燃

料消費量は少ない。定常モードであるため、エンジンの過渡運転の効果が無視されている。これが、

特に（ETC および US-FTP と比較して）THC 及び CO の排出量が少ないという結果につながって

いる。 

ETC テストは都市交通、地方交通および高速道路交通の組み合わせをシミュレーションするよう

な設定である。現実の都市テストと比較し、エンジンのアイドリング割合が少なく、低エンジン負荷の

割合（定速走行）が多い。ETC モードの平均的なエンジン出力は現実の都市テストの場合に比べ

て 10%～30%大きい。エンジンの回転－負荷分布をみると、ETC は特にディーゼルエンジンにつ

いて CBDC モードと非常に似ている。ギヤボックスが異なるため、2 つのＣＮＧバスに関してはこれ

とはやや事情が異なっていた。 

日本の 13 モードは定常モードであり、低エンジン負荷が中心である。平均出力は実際の都市内

走行テストと同水準である。ディーゼルバスと量論比燃焼方式ＣＮＧバスに関して、高速の割合は

現実の都市テストの場合より多く、これが燃料消費量がやや多いことにつながっている。希薄燃焼

方式ＣＮＧエンジンの場合、日本の１３モードのエンジン速度－負荷分布は、現実の都市テストと

非常に良く合致する。これは定常モードであるため、いくつかの過渡エンジン運転の効果は無視さ

れており、これが、特に（ETC および US-FTP と比較し）、THC 及び CO の排出量が少ないという

結果になっている。 

US-FTP 重量車過渡モードもまた、都市、特別都市および高速道路交通の組み合わせをシミュ

レートしている。平均出力は実際の走行における試験と同水準である。US-FTP のエンジン回転－
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負荷分布は、実際の都市内走行における試験結果と比べ、3 つのエンジンすべてに関して高速－

低負荷領域のエンジン運転の割合が増加した。全負荷のエンジン運転には重点が置かれていな

いが、これは、燃料消費量の増加につながる。また、注目すべきことに、他のエンジンテストに比べ、

希薄燃焼エンジンでは NOx 排出量がはるかに少ないという結果にもつながる。 

実際の都市内走行テストと様々なエンジン試験モードの間に特段の関係はない。これは主として

テストされた３台の都市バスのギヤボックスが異なっていることに起因する。US-FTP テストと ESC

の場合、３つのエンジンどれもが、エンジン負荷分布は実際の都市内走行テストの結果とは明らか

に異なっていた。ETC（ディーゼルエンジンに関して）と日本の１３モードテスト（希薄燃焼方式ＣＮ

Ｇエンジンに関して）のエンジン負荷は、より現実的であると思われる。しかしながら、排出ガス量の

違いは、エンジンの状態の違いに影響を受けているとみられ（特に希薄燃焼方式ＣＮＧエンジンに

関して）、これゆえ、どの程度エンジン負荷の分布の違いが影響しているのかは明らかでない。 
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