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1．自動車排ガス汚染とその対策 － 背景説明

1-3．何が健康と気候に影響を与える汚染なのか？

1-1どうして自動車の排気ガスは汚いか?
車を使った移動はいろんな場面で人々の移動や貨物の移動を自由にする
が、自動車での移動が増加するに伴い、道路混雑や大気汚染といった弊害
を作り出している。ガソリンやディーゼル油を燃料とするエンジン（内燃
機関）はみんな大気中に汚染物質を排出し、人体に健康被害を与え、空気
を汚染しており、環境に対する影響も無視できなくなっている。
1-２．どんな汚染物質が排出されているのか?

4 種の主な汚染物質とは、一酸化炭素（CO）、炭化水素（HC）、窒素酸化物
（NOｘ）とパティキュレート（PM）です。これら4 種の汚染物質は、各国政府
によって世界中で自動車排気ガス基準として規制されています。

一酸化炭素

窒素酸化物

パティキュレート

COは有毒性のあるガスで、一方HCを含む物質は発がん物質として、また地上近くでのオ
ゾンやスモッグ生成に寄与する光化学反応に活発な物質として知られています。排出され
たNOｘはスモッグや酸性雨と連携して呼吸器系の疾患を発病する危険があります。地表近
くに存在するオゾンは、高齢者、幼児あるいは心臓、肺などを患っている人に特に有害で
す。入院患者や呼吸器疾患患者の死亡率は、オゾン濃度が上がっているときによく上昇し
ます。

CO、ＨＣ、とＮＯはいずれも気体の汚染物質ですが、ＰＭあるいはスートと呼ばれるエン
ジンからの汚染排出物質は固体成分です。スートは黒鉛成分であるだけでなく、肉眼では
見えない非常に微細な粒子状物質を多く含んでいます。 ＰＭは、そのほとんどは炭素と
吸着された炭化水素から成っており、それらの微細な粒子は、呼吸時に吸収されることに
よって肺や心臓の病を引き起こしたり、それらを患っている患者さんの様態を悪化させま
す。ディーゼルエンジンはガソリンエンジンと比べ比較的このＰＭ排出量が多く、年々多
くの人々がＰＭを吸入したことが原因で早死にしているといわれており、ロンドンだけで
もその数は年間千人規模に及ぶと言われています。

炭化水素

二酸化炭素（CO2）もまた自動車から排出される望まれない排出物質で
はあるが、エンジン内での燃焼に深く関係しており、自動車の燃費に非
常に深くかかわっている。また、排出されたCO2は長期的な気候変動に
大きく関わっていると言われているが、局所的な大気汚染にはあまり影
響を与えず、排ガスの後処理装置ではほとんど除去できない。

きれいな日の上海市
スモッグで汚れた上海市
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1-4．汚染防止のためには何をすべきか?
エンジンからの排出ガス削減に向けて、エンジンあるいは自動車メーカーの技術開発は
非常に進んできており、排ガス浄化システムを応用して規制値を満足しています。有害
なガス状成分を浄化するために後処理装置には複数個の触媒を用いています。また、固
体成分であるＰＭ除去にはディーゼル・パティキュレート・フィルター（ＤＰＦ）も同
時に用いられることがあります。

現在では、大型トラック、バスそれに建設機械などにも触媒
やフィルターが装着されています。

燃料中の不純物レベルは法律で規制されており、最も重要な成分は硫黄です。硫黄成分
は多くの触媒に被毒作用があり、1970年代1980年代にかけて硫黄濃度は数千ppmにま
で削減され、今日ではすでに多くの国で10または15ppmにまで下がってきています。

1-5． どんな自動車に後処理装置はつくのか?

1-6． 触媒などの後処理装置は古い車両にも装着できるだろうか?

これまで長い間、触媒装置は乗用車にだけ付けられてきた。今では、大
型ディーゼル車、大型バスや建設工事用車両にも触媒やフィルターが付
けられるようになってきた。自動車用触媒は1974年のアメリカ、日本で
販売された乗用車への装着を皮切りに、年々厳しくなってきた排ガス規
制に適合できるように現在では世界のほとんどで販売される新車に装着
されている。

1990年代半ば以降の大型ディーゼル車両（ヨーロッパ仕様のHDD）に対し
て排ガス後処理技術は対応可能。これによって大気中の汚染レベルに敏
感な市内走行を可能にする。多くの場合、低排出地域（LEZ）などの指
定地域での必需品となっている。それらの地域では、指定された排出ガ
スの要求を満たせない場合、車両にDPFを後付けする必要がある。これ
は“レトロフィット”として知られている。

効果的な後処理装置を大型車両に装着させる規制は、ほんの最近始まりました。
それらの車両のほとんどは、ディーゼル燃料を使用し、規制を満足するための必
要性から、DPFだけでなく多くのディーゼル酸化触媒や、場合によってはNOｘ
処理触媒をも必要とするようになりました。

フィルターは乗用車にも装着する場合がある。DPF は大型車両では有効
だが、乗用車では搭載スペースと外観デザインがより重要視されるため
に装着はより困難である。

乗用車にもフィルター
がレトロフィットされ
ることがある。

1970 				

今日
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2. 自動車触媒とは
2-1 自動車触媒とは何?

2-2 触媒は何ができるか?
自動車触媒は自動車から排出される有害物質を９０％以上浄化している。

自動車触媒とは触媒コンバーターに収められている触媒活性な物質です。 骨格となる触媒担
体と、表面に塗布された貴金属触媒から構成されています。 触媒担体は金属製またはより一
般的にはセラミック製で、細かなチャネルがあります。このチャネルはウオッシュコートと呼
ばれる助触媒で覆われ、さらに表面積を広げて触媒材料の活性を高める働きをします。 白金
のような貴金属は極々微細に助触媒上に塗布され、あるいは助触媒と同時に塗布され、この助
触媒も細かく分散して担体上に塗布されています。
2
何も塗布されていない触媒担体ではその表面積は数m 程度なのに対し、助触媒で覆われるとサ
ッカー場の面積の3倍からそれ以上の面積にまで表面積を増やします。このことは、貴金属触媒
が排気ガスに接触する表面積を劇的に増加させたことになります。 そしてこのことがエンジ
ン起動時に自動車触媒が素早く活性を発揮することができる理由の一つなのです。

現在の最先端エンジンでさえ消費した燃料のすべてを燃焼することはで
きていない。したがって、燃料と空気による不完全燃焼の結果としてHC
とCOを排出しており、一方燃焼反応では窒素（N2）の酸化も含まれ、一
般にNOｘと呼ばれる一酸化窒素（NO）と二酸化窒素（NO2）を生成し
ている。
自動車触媒はこのようなエンジン排ガスから有害物質を酸化または還元
反応で除去し、より安全な二酸化炭素（CO2）、水（H2O）と窒素（N2）
に変換している。

自動車触媒は外側をセラミックマットでくるまれて缶に詰められ、コンバーターとしてステン
レス配管の中に組み込まれます。
触媒コンバーターは通常は自動車の排気系、中でもできるだけエンジンに近い位置に装着され
ます。

触媒担体がひとたび助触媒でコーティン
グされると、その表面積はサッカー場の
3倍ないしはそれ以上の広さがある。

[HC] + [NOx] + CO

三元触媒は、もし空気と燃料の比率
が正確に制御できる場合、CO,HCと
NOｘを99%以上浄化する。

N2 + CO2 + H2O
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2-3 触媒はどのように働くのか

2-4

白金族金属 ― 主に白金、パラジウムとロジウム － が主に排気ガ
スの化学反応を助長させる働きがある。 かといってすべての触媒がこ
れらすべての貴金属を必要とはしていない。

自動車触媒は反応開始が非常に速く、標準的には冷却状態での始動で
もエンジン始動から15から20秒後には効果的に反応を始め、短時間の運
転でも効果を発揮する。 燃料燃焼で発生する余剰の熱は排ガスを昇
温し、触媒をより速く活性温度に到達させるのに役立っている。触媒
はエンジンに近ければ近いほど早く昇温し、早く活性化する。

触媒の性能はエンジンからの排ガスの化学組成と、特に燃料と空気の比
率に依存している。燃焼過程で燃料に対して過剰な空気があった場合、
排気ガスは“リーン”であるといい、反対に過剰な燃料状態であったと
きその排気ガスは燃料“リッチ”である。リーン条件で自動車触媒は酸
化触媒として働き、COとHCを酸化してCO2と水に変換し、リッチ条件で
は優先的にNOｘを還元し、N2に変換する。

エンジン制御による燃料と空気の混合比
率は触媒の性能に大きく影響を及ぼす。

自動車触媒はいかに効果的か

自動車触媒は非常に速く
活性化し、一般的には冷
却状態からでもエンジン
始動後15から20秒後には活
性化される。

三元触媒はどのように作動しているのか?

変換効率（％）

３．ガソリンエンジンからの排ガス浄化
CO

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50

Total HC
リッチ

リーン

NOx

空気

0.990 0.992 0.994 0.996

リッチ

0.998 1.000

三元反応

1.002 1.004 1.006 1.008
空燃比 ( )

リーン

燃料

ガソリンエンジンでは、燃料対空気の混合比率が非常に精度よく制御されて
おり、燃焼の際に両者がちょうど消費される理想的な混合比率、すなわち燃
料1に対し空気約14.7に近い混合比になっています。ラムダ＝１と呼ばれる理
論当量にほぼ近い状態において自動車触媒は、酸化触媒と還元触媒の２つの
役割を同時にこなすことができます。最新の乗用車で、触媒コンバーターは
ひとたび活性温度に到達すれば、排気ガス中の3種類の有害物質を99%以上浄
化することができます。この種の触媒は三元触媒と呼ばれています。
三元触媒でのガス浄化反応
還元反応
2CO + 2NO ––> 2CO2 + N2
HC + NO ––> CO2 + H2O + N2
酸化反応
2CO + O2 ––> 2CO2
HC + O2 ––> CO2 + H2O
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4．ディーゼルエンジンからの排ガス浄化
４－１、ディーゼルエンジンからの排ガスはどのようにして低減
されるのか?
ディーゼルエンジンは通常リーン状態で運転され、したがって、
ディーゼル用触媒は通常酸化触媒として使われており、（これが
通常ディーゼル酸化触媒またはDOC として知られている理由）
CO とHC 排ガスを90%以上浄化する。

ジョンソン・マッセイの
CRT®システムは特許を取
得し、世界でも最も広くレ
トロフィット装置として認
識されている。

ガス入口

触媒

ここではNOｘ浄化に対しては限定的な作用しかないのでNOｘや
PM除去には他の技術を応用する必要がある。
４－２、ディーゼル・パティキュレート・フィルターとは?

ディーゼル・パティキュレート・フィルター（DPF）の構造は、自動車触媒の構造と似て
いますが、少なくともある比率の排ガスが物理的なフィルターを抜けているという違いが
あります。もっとも一般的で、よく知られているフィルターはウォール・フロー・フィル
ターで、代表的にはハニカム構造のコーディエライトないしはシリコン・カーバイドを使
ったセラミックでできています。チャンネルの片側を互い違いに、市松模様状に目詰めし
ています。排気ガスは直接フィルターを抜けることはできずに強制的にチャネル間の壁を
抜け、パティキュレート・マター（PM）は壁に堆積されることになります。

フィルター

CRT®システムの特性
ユーロ1トラック用エンジン、ESC
1.8

サイクル

1.6
1.4

エンジン出口
＋CRT®付き

1.2
1.0

エンジン出口

0.8
触媒

0.6
0.4

フィルター

0.2
0

そのほかのフィルター材料としては、ステンレスの薄板、細いメッシュ、または発泡材料
などです。
DPFは、表面が触媒加工してあるなしにかかわらずPMを捕集します。また、触媒をコーテ
ィングしたものはCSFと呼ばれています。

ガス出口

HCx10

CO

N0x/10

PMx10

ディーゼル・パティキュレート・フィルターは90重
量%以上の排出物質を除去し、99%以上のパティキュ
レートの個数を低減させる。
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4-4

どのようにDPFは働くのか？
フィルターに捕集される材料のほとんどは炭素(C）粒子で、吸着された炭化水素
を含んでいます。これらを除去するのに基本的に2つの方法があります。
強制再生
約600℃の温度で空気(O2)で燃焼させる。
[C] + O2 ––> CO2
自己再生
約250-300℃で二酸化窒素（NO2）
で燃焼させる
[C] + 2NO2 ––> CO2 + 2NO

ディーゼルエンジ
ンではガソリンエ
ンジンと比べPMの
排出量が多い

４-3 DPF は何をしているのか?

DPFはディーゼルエンジンの排ガスからPMあるいはスート（煤）を捕
集し、テールパイプからの排出を抑える。 捕集されたスートを燃焼さ
せ、フィルターの目詰まりを防止するために、フィルター温度を時々昇
温させる必要がある。 この工程は再生（リジェネレーション）工程と
呼ばれ、フィルター自身が損傷を受けることなく、車両が継続的になめ
らかで、効率的な運転を確かなものにするためには必要な工程である。

スート燃焼速度（CO2濃度）

フィルターは排出される物質の質量の90%以上を除去し、パティキュレ
ートの粒子数の99%以上を除去する能力を持っている。ある用途では、
パーシャル・フィルターも有効で、フルフィルターと比べ、性能は落ち
るものの、DOC単独よりもPM排出量を減少させる。

ディーゼル排ガス
の温度レンジ

NO2		

0

100

O2

200 300 400 500 600
ディーゼル排ガスの温度

700

800
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DPF システムで、追加の装置なしで、排ガスの流れ成分のみを使って再生するものを自己
再生式と呼んでいます。CRT®（連続再生式トラップ）やCCRT® (触媒付きCRT®) ではフ
ィルターを正常に保つのに必要なNO2を生成するためにフィルターの、時として触媒コート
されたフィルターの、前部に酸化触媒を配置しています。この技術は、他のどんな自己再生
式と比較しても、より広い運転条件でDPFの使用を可能にしました。

４－６ SCRシステムには主に２つの種類があり、
使用する還元剤の種類によって分類される。
アンモニアSCR －尿素水が最も一般的なアンモニアの原料です。

自己再生式はレトロフィットでは非常に重要です。なぜならば、この方式ではエンジンから
の制御信号のやり取りを必要とせず、排気ガス自体の熱以外追加的な加熱は不要で、複雑な
制御を必要としません。

炭化水素SCR －ディーゼル燃料が炭化水素の原料です。

排ガス条件が自己再生に十分である条件であっても動作保証することが難しい場合、時々
強制再生方式を組み込むことがあります。ほとんどの強制再生方式では、フィルター温度
を600℃以上にして使用されています。この温度では、フィルターに捕集されたスートは酸
素雰囲気で素早く燃焼します。排気ガス中のHC濃度を 時々リッチに制御することで、この
HCを触媒上で燃焼させ排気ガスを昇温させて、DPFに捕集されたPMを燃焼させます。リッ
チ制御の方法としては燃料をエンジンシリンダーへのポスト・インジェクション、または排
気管へ直接添加する方法があります。 このHCは、触媒上で燃焼され、DPFに捕集された
PMを燃焼するためにDPFの温度を上昇させます。

4NH3 + 4NO + O2 ––> 4N2 + 6H2O

アンモニアSCRシステム アンモニア（NH3）とNOｘとの反応で窒素と水が生成します。
三つの反応過程が考えられます。
2NH3 + NO + NO2 ––> 2N2 + 3H2O
8NH3 + 6NO2 ––> 7N2 + 12H2O
アンモニアはいかなる供給源のものでも使えますが、尿素の水溶液の物が最も一般的に使わ
れておりヨーロッパではAdBlue®として知られ、北米ではディーゼル排ガス液（DEF）、ブ
ラジルではARLA32と、呼ばれています。この水溶液は、排気ガス中でアンモニアと二酸化
炭素（CO2）に変換されます。

NOx
尿素SCRシステム
４－５ でも、ディーゼルエンジンからのNOｘ排出に対してはどうす
るのか?
エンジン制御のやり方だけでなく、特にNOｘ低減には後処理装置の中
で触媒も追加して使用されている。 エンジン排ガスからのNOｘ低減
には二つの主な方式がある。 選択的触媒還元（SCR）システムでは、
排気ガス中に尿素水などの還元剤を噴霧し、NOとNO2を化学的にN2に還
元する。 もう一つの方法は、NOｘ吸蔵触媒(NAC)である。 NOｘ吸
蔵触媒では、リーン状態のとき、触媒表面に塗布された化学吸着物質で
NOｘを吸着除去し、その後の化学理論当量ないしはリッチ状態の時に
脱離、浄化する。

尿素

N2 + CO2 + H2O
炭化水素SCRシステム 還元剤として炭化水素を用います。すでに排気ガス中に存在する、
あるいは添加した炭化水素を還元剤として用います。そのほかの(たとえば尿素のような)還
元剤を搭載する必要はありません。反応過程は添加される炭化水素の種類によって異なりま
すが、全体の反応は下記の反応過程が考えられます。
[HC] + [NOx] ––> N2 + CO2 + H2O

吸蔵とは固体または液体表面で
分子の薄い層が密着したもの
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４－７ NOｘ吸蔵触媒（NAC）

５－２

NACはリーンなガス条件下で触媒表面にNOｘを化学吸蔵する。 吸蔵
反応の過程でCO2を放出するが過程の後半にまた吸蔵される。 NACの
吸蔵能力には限界があるが、リッチガス条件にさらすことでまた再生す
る。 これらの条件下で、二つの反応が進行する。 初めに、触媒が
NOｘを放出し、そのことで触媒は再生する。この放出されたNOｘは次
に窒素まで還元される。

否、自動車触媒はすべてそれぞれのエンジン、車両に応じて設計さ
れる。 触媒の専門家は、車両の設計者、技術者とともに活動し、
より効果的で、耐久性に優れた触媒開発を目指している。

５．追加情報 － 触媒とフィルターについて

自動車触媒とDPFはどれも同じか?

触媒による浄化装置は排ガス制御に対するシステムアプローチの一
部である。燃焼室の改良設計や、より精度の高い燃料や空気量の計
測を通じて達成された燃焼工程の改善などで、近年のエンジンでは
排出する汚染物質を減少できるようになってきた。触媒やフィルタ
ーはこのようなエンジンと一緒に使用することで最大の効率を出す
ように設計される。

５－１触媒やフィルターの寿命は?

機械的な損傷がなければ、触媒やフィルターは自動車の寿命まで性能を保っています。自
動車が正しく整備された条件ではこれらは自動車の全寿命を満たす間性能を満足します。
自動車の排ガス規制では耐久性条件も含まれており、与えられた走行距離の間、排ガス規
制を満足する必要があります。この耐久条件は国によって異なり、８万kmからその２倍以
上までまちまちです。

ポンプ
５－３ 代替燃料では触媒に対してどんな影響
を及ぼすのか?
ガソリン

大型のトラックではこの要求はさらに厳しく、たとえば大型の場合で
は、排ガス規制を満たす耐久条件は５０万kmにも及ぶ。

500,000km以上

一般的に使用されるすべての代替燃料、たとえ
ばＣＮＧ，ＬＰＧ，バイオディーゼルやエタノ
ールなどで作用するように、排ガス処理システ
ムは設計することができる。他の多くのエンジ
ン部品と同様に、燃料の種類やその仕様は触媒
の性能や耐久性に影響を与える。

ディーゼル
CNG
LPG
バイオディーゼル
エタノール
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触媒性能に影響を与える主な項目は、燃料中の不純物質である。リン（P）
はバイオディーゼルに含まれる不純物質の一つであり、触媒性能を抑制する
ことがあるが、その濃度が一定の限界以下に保たれていれば悪い効果は表れ
てこないであろう。一般的に自動車メーカーでは代替燃料や標準外燃料の使
用について推奨条件を示している。
４－４ どのようにして排ガス処理用触媒は開発されているのか?

新しいタイプの触媒や触媒材料は初めに実験
室で開発されます。最も可能性のありそうな
ものは、その後エンジンや実車で様々な試験
条件で試験されます。実際の道路上での走行
速度や運転を模擬した条件で、シャシーロー
ラー上で実際に車を走らせる試験によって、
実走行条件を再現します。濃縮耐久試験はベ
ンチエンジンで試験され、最も厳しい運転条
件よりもさらに厳しい条件を模擬します。

６．ジョンソン・マッセイでの排ガス処理技術の専門性
ジョンソン・マッセイはどのようにして触媒技術を育てたのか?

ジョンソン・マッセイ
は世界的なリーダー

ジョンソン・マッセイは英国企業
であり、自動
車からの排ガス処理分野の市場に
おいて世界的
なリーダーです。

ジョ ンソ ン・ マッ セイ は世 界各
国に 研究 所
や生 産拠 点を 持ち 、そ のネ ット
ワー クを 活
かし て車 両や エン ジン が開 発製
造さ れる 場
所の 近く で自 動車 触媒 技術 を開
発し てい ま
す。 その 性能 と品 質に 対し て様
々な 賞が 贈
られています。

ジョンソン・マッセイはこれまでに５億個以上の自動車触媒を北米、南米、ヨーロッパ、
アフリカとアジアで製造してきました。

ジョ ンソ ン・ マッ セイ は19 74年
に米 国で 最初
に導 入さ れた 排ガ ス規 制に 対し
て、 触媒 技術
で適合できることを初めて証明し
た企業です。
その時以来触媒は生産され続け、
今ではすべ
ての触媒が装着された新車の３
台に1台はジョ
ンソン・マッセイの触媒が搭載さ
れています。
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験ができた
このプロジェクトを通してよい経
さらに深
ことと思います。www.jmect.comで
く検索してみてください、
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