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まえがき＝建設機械などのオフロードディーゼルエンジ
ンの排出ガス規制は，1996年の米国連邦環境保護局

（EPA），欧州連合（EU），1997年の日本の第一次基準
排出ガス対策型建設機械指定制度により，日欧米で実施
された。その後，日本では，特定特殊自動車排出ガスの
規制に関する法律が2006年（ 3 次規制）より施行され，
2011年（3.5次規制），2014年（ 4 次規制）と規制が強化
されてきた。いっぽう，北米ではTier3，Tier4-interim，
Tier4-final，欧州ではStage3A，Stage3B，Stage4と日
本とほぼ同様の規制値で同時期に強化されてきた。この
規制強化に合わせて，コベルコ建機では油圧ショベル，
クローラクレーンともに新機種の開発を行ってきた。本
稿では，近年，建設機械に用いられてきたディーゼルエ

ンジンの排出ガス低減技術と，油圧ショベル，クローラ
クレーンの機械側での対応技術について紹介する。

1 . 各国のオフロードディーゼルエンジンの排出
ガス規制値

　 2 次規制以降の日欧米における排出ガス規制値の代表
である窒素酸化物（以下，NOxという）と粒子状物質（以
下，PMという）の規制値の推移を図 1 に示す。日欧米
で多少の差異はあるが，ほぼ同じように規制を強化して
きた。一例として，20 tクラスのショベルの出力帯であ
る75-130 kWでの規制値の推移を図 2 に示す。4 次規制
ではNOx，PMともそれぞれ規制値が 2 次規制時の
1 /15以下となっており，大幅に強化されていることが
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図 1  日欧米の排出ガス規制
Fig. 1  Exhaust emission regulations of Japan, USA and Europe
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分かる。
　 2 次規制以降の油圧ショベルと主な排出ガス低減技術
を表 1 に示す。2 次， 3 次規制ではエンジンの改良で対
応できていたが，3.5次以降は後処理装置を用いて，排
出ガス低減を行っている。排出ガス規制の代表値である
NOxとPMの低減はトレードオフの関係にある。NOxは
燃焼室内で空気中の窒素（N2）と酸素（O2）が化合物
となるもので，燃焼温度が高いほど排出量が大きくな
る。いっぽう，PMの主成分であるススは，燃焼温度が
高くなるとスス自身が燃えて発生が低減される。当初
は，エンジン本体側の機器や制御によって，トレードオ
フの関係のバランスをとりながら規制物質の低減を図っ
てきた。しかし，規制の強化に従いエンジン本体側の改
良だけではクリアすることができなくなり，排出後のガ
スを直接処理するための後処理装置が追加されることに
なった。次章にて 3 次排出ガス規制以降の主な排出ガス
低減技術を説明する。

2 ．排出ガス低減技術

2. 1　コモンレール（Common rail）
　ディーゼルの超高圧燃料に対応した電子制御燃料噴射
装置であり，各インジェクタ共通に高圧燃料を蓄えるパ
イプ状のコモンレールを設けている。これにより，高圧
ポンプで 1 サイクルの間に複数回噴射が可能となり，メ

イン噴射の前に極微量の燃料を噴射することで主燃料の
着火遅れが低減できる。また，温度・圧力上昇の大きな
予混合燃焼が抑制されNOx排出量を低減することがで
きる。図 3 にコモンレールの概略を示す。さらに，後述
するDPF再生のためのポスト噴射に利用することがで
きる。
2. 2　EGR （Exhaust Gas Recirculation）
　EGRは，排出ガスの一部を吸気側に戻し，燃焼を緩
慢にすることにより燃焼温度を下げてNOx排出量を低
減させる技術である。通常，建設機械に使用するエンジ
ンはEGRの経路にエンジンの冷却水により，EGRでの
還流ガスを冷却するEGRクーラを設け，高温の還流ガ
スを新気と合流させるクールドEGRが行われる（図 4 ）。
クールドEGRは還流ガスの冷却により密度を高めてよ
り大量のEGRを行い，かつEGR合流後の吸入ガス温度
を低減してより大きなNOx低減効果を得ている。
2. 3　DPF （Diesel Particulate Filter）
　DPFは，エンジンとマフラーの間に装着されて排出
ガス中のPMを捕集するためのフィルタである。DPF
は，多孔質のセラミックスでできたハニカムの端面を交
互に塞いだ形状になっている（図 5 ）。PMはこの細か
い孔を通ることができず，排出ガスは必ず多孔質のセラ
ミックスの壁を通るため， 80～95%のPMを除去するこ
とができる。DPFにはPMが堆積するため，DPFの温
度を上昇させて堆積したPMを燃やして取り除く必要が
ある（DPF再生）。再生を行うためには，メインの燃料
噴射の後に少量の燃料を噴射（ポスト噴射）し，DPF
の前に設置している酸化触媒（DOC）にて排気温度を

図 2  排出ガス（NOx，PM）規制値の変遷（75～＜130 kW）
Fig. 2  Change of exhaust emission regulations (75～＜130 kW)

表 1  油圧ショベルと排出ガス低減技術
Table 1  Hydraulic excavator and exhaust emission reduction 

technology

図 4  クールドEGRシステム 2 ）

Fig. 4  Cooled EGR system

図 3  コモンレールシステム 1 ）

Fig. 3  Common rail system
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上昇させ，DPF内に溜まったPMを燃やして取り除く。
ただし，低負荷・低温状態では触媒が活性化されないた
め，機械側で負荷を掛け，排気温度を上げる必要がある。
とくに，通常使用では負荷が低いクレーンの場合は，油
圧回路内（油圧ポンプとコントロールバルブの間）に負
荷掛けバルブを設置する。これにより，エンジンからの
DPF再生の要求をもとに，油圧にてエンジンに対して
負荷を掛けて，排気温度を上げて再生を行う。バルブに
よる負荷掛けによって作業を止めずに再生を行うことが
できる。
2. 4　尿素SCR（Selective Catalytic Reduction）システム
　尿素SCRシステムは，後処理装置内で高温の排出ガ
ス中に尿素水を噴射してアンモニアを生成し，アンモニ
アと排出ガス中のNOxを無害な窒素と水に分解するシ
ステムである。SCRの外観と尿素水によるSCR還元の
概要を図 6 ，建設機械の尿素水システム全体概要を図
7 に示す。尿素水を貯蔵するタンク，圧送するポンプ，
配管，温度・濃度・量を検出する尿素水センサユニット
が必要になる。尿素水は－11℃で凍結し温度が高くなる
と劣化するため，尿素水タンクは高温排気の影響を受け
ず，かつ外気で低温になり過ぎない位置に配置する必要
がある。また，寒冷地においては，凍結した尿素水を解
凍するためのエンジン冷却水による解凍システムが必要
となる。解凍システムと尿素水センサユニットを図 8 に
示す。給水部，センサ部の周囲にカバーを取り付けるこ
とで，確実に解凍を早める工夫を行っている。
　最新の北米と欧州の法規には，お客様に排出ガス浄化
が適正でないことを知らしめる要件（インデュースメン
ト）がある。その要件として，尿素水が少なくなったと
き，尿素水の不正使用時，SCR関係の機器故障時など
には，エンジンの出力を段階的に下げる必要がある。機
械側もインデュースメント時にはエンスト防止のため
に，エンジン出力低下に見合ったポンプの減馬力制御を
行う必要がある。

3 ．今後の排出ガス規制動向

3. 1　新興国対応，信頼性向上
　中国では，すでに 3 次規制が実施されており，2020年
頃からは 4 次規制（ただし，規制値は欧州のStage3B相
当）が開始される見込みである。また，インドでは日本

の 4 次規制相当，インドネシアでも日本の 2 次規制相当
の導入が検討されている。このように，日欧米と比較し
て燃料品質や使用環境が劣悪な新興国においても，排出
ガス規制が段階的に実施されていく。燃料を高圧噴射す
るコモンレールは，性状不良の燃料を使用するとインジ
ェクタの目詰まりの原因となる。このため，機械側にて
燃料フィルタを追加し，フィルトレーションを高精度化
している。同様に，吸気系もエアークリーナ前にプレク
リーナを取り付けて，粉塵（ふんじん）に対する信頼性
向上を図っている（図 9 ）。
3. 2　欧州Stage 5 と実機排出ガス計測
　欧州では2019年からStage5が施行される。これまで
のPM，NOxに加えて，排出微粒子の粒子数（Particle 
Number：PN）が規制される（表 2 ）。また，実際の使

図 5  ディーゼル微粒子捕集フィルタ
Fig. 5  Diesel particulate filter (DPF)

図 8  尿素水センサ
Fig. 8  Urea sensor

図 6  SCR還元の概要
Fig. 6  SCR Reduction Mechanism

図 7  SCRシステム
Fig. 7  SCR system
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用環境や経年変化を踏まえたIn Service Monitoring （以
下，ISMという）も実施される。これに対応するために，
車 載 式 排 出 ガ ス 測 定 シ ス テ ム（Portable Emissions 
Measurement System：PEMS）を機械に搭載して，排出
ガスを計測する必要がある。現状では，ISMによる計測
値に規制はなく，NOxなどの排出ガス成分の報告のみが
求められている。

　日米では 5 次規制に関して明確な動きはないが，今
後，同様の規制導入が予測される。日本では，油圧ショ
ベルでの掘削，積み込み，ならし，走行，待機の動作ご
との排出ガス計測が，土木研究所により行われている

（図10）。これによると，NOxなどの排出ガスはエンジ
ン単体での規制値を下回っており，負荷が大きい掘削と
積み込みでNOxの発生量が大きいことが確認されてい
る 3 ）。今後，計測方法の標準化を目的とした活動がさら
に行われる見込みである。将来的には，エンジン単体で
はなく，エンジンを機械に搭載した状態における排出ガ
スの規制が行われる可能性がある。

むすび＝日欧米で強化されてきた排出ガス規制に対応す
る技術を紹介した。大気汚染の深刻化に伴い，今後は電
子化して後処理を追加したエンジンを必要とするエリア
が拡大していく。排出ガス低減には，機械側の対応だけ
でなく適正な燃料，メンテナンスも必要である。そのた
めにも，各国政府，メーカ，サービス，お客様がより一層
環境改善に対する認識を高める必要があると考える。
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図 9   新興国対応の燃料フィルタ，エアークリーナ
Fig. 9  Countermeasure of fuel filter and air cleaner for the emerging 

countries

表 2  StageV排出ガス規制値
Table 2  StageV exhaust emission regulations

図10  実機PEMS計測 4 ）

Fig.10  PEMS measurement on the machine


