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  ガソリンエンジンの熱効率向上の手段としてミラーサイクル，EGR，希薄燃焼（リーンバーン）等

の技術が自動車メーカ各社で検討されている。これらの技術を適用するために，過給効率の更な

る向上が求められており，可変容量ターボチャージャの採用が検討されている。しかしながら，ガ

ソリンエンジンの排気温度はディーゼルエンジンより高く，可変機構をはじめ高温部品の耐久性

を大きく向上させる必要がある。三菱重工エンジン＆ターボチャージャ(株)では排出ガス温度

950℃において充分な耐久性を有するガソリンエンジン向け可変容量ターボチャージャを開発し，

自動車メーカ各社にサンプル供給を開始した。 

  

   

 
 
|1. はじめに 

欧州自動車メーカから始まった過給ダウンサイジングガソリンエンジンによる乗用車の燃費改

善の流れは，米国，中国等その他の地域でも広く拡大しており，過給ダウンサイジングは一般的

な技術となりつつある。また，低燃費車としてハイブリッド車が幅広く普及している日本においても

近年，各社がコストパフォーマンスの高い過給ダウンサイジングガソリンエンジンに注目し始めた。

しかしながら，年々厳しくなる各国における環境規制を満足するためには更なる燃費の改善が求

められており，ガソリンエンジンの熱効率を改善する手段の一つとして，ミラーサイクル，EGR とい

った技術と可変容量ターボチャージャ（以下 VG※１ターボ）との組み合わせが検討されている。 

※１：Variable Geometry 

|2. ガソリンエンジンの燃費改善技術 

ガソリンエンジンの過給ダウンサイジングは，過給によるエンジンの低排気量化による機械損失

の低減により燃費を改善する手法である。今後，CO2 排出量規制（燃費規制）の更なる厳格化が

各国で予定されており，過給ダウンサイジングだけでは規制を満足できない可能性が指摘されて

いる。ここで，自動車用エンジンの最高熱効率は，ディーゼルエンジンで 40％，ガソリンエンジン

で30％前半，ハイブリッドエンジン用でも30％後半が一般的である。将来の燃費規制を満足すべ

く，ガソリンエンジンの熱効率向上を目指す開発が各国の自動車メーカで進められている。ガソリ

ンエンジンの熱効率向上のアイテムとして近年適用が進みつつある技術として EGR（Exhaust Gas 

Recirculation），可変動弁によるミラーサイクル化がある。EGR はエンジンの排出ガスを吸気に還
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流することで吸気におけるスロットルロスを低減，また，プレイグニッション，ノッキングといった異常

燃焼の回避を可能にする技術であり，ガソリンエンジンの熱効率の改善に有効である。図１に

EGR（低圧方式）を採用した過給エンジンシステム系統図を示す。ミラーサイクルはエンジンの膨

張比を圧縮比より大きくすることで燃焼ガスのエネルギーを有効に使う技術であり，これもエンジ

ンの熱効率向上に有効な技術である。また，更なる燃費改善に向けて，希薄燃焼や HCCI（予混

合圧縮着火）といった先進技術の将来的な適用も自動車メーカ各社で検討されている。しかしな

がら，このようなガソリンエンジンの熱効率向上技術はどれも原理的にトルクの低下を招くことが分

かっている。トルクを犠牲にすること無く燃費を改善するためには，エンジンが吸入できる空気量

を増やし，同一の排気量でも多くの燃料を燃やせるようにすることが必要である。このためターボ

チャージャ等により，過給圧を高めなければならない。図２はガソリンエンジンに EGR，ミラーサイ

クルを適用した場合のトルク，熱効率，過給圧の関係を示したイメージ図である。このようにトルク

を維持しつつ熱効率を向上するために，過給圧の向上が必要であり，ターボチャージャの更なる

効率の向上が求められている。 

  
 

 図１ EGR（低圧方式）を採用した過給エンジンシステム系統図 
 

 

 図２ ガソリンエンジンに EGR，ミラーサイクルを摘要した場合のトルク，過給

圧，熱効率の関係 
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|3. ガソリンエンジン向け可変容量ターボチャージャの課題 

VG ターボはタービンホイールの上流にノズル面積を可変に制御できる機構を装着したターボ

チャージャである。これにより，エンジン回転数に応じてタービンの特性を最適に制御することが

でき，過給効率が向上する。図３に VG ターボの構造と機能を示す(1)。 

  
 

 

 図３ VG ターボの構造と機能 

  

VG ターボはディーゼルエンジン向けでは排出ガスのクリーン化，出力向上，燃費改善を目的

に普及が進んでいる。ガソリンエンジンにおいては，一部のスポーツ車等で採用された事例があ

るものの，ディーゼルエンジンのそれに比べ市場実績はわずかである。理由はいくつか考えられ

るが，主に次のようなものがあると考えられる。 

① 燃費重視の過給ダウンサイジング用のターボは，低速トルクの向上を重視し，過度な最大

出力の向上を求めないマッチングとなっている。このため，可変式ではない小型ウェイストゲ

ートターボで大半の要求を満たすことが出来る。 

② 排気圧力がプレイグニッション，ノッキングといった異常燃焼に大きく影響するため，可変ノ

ズルの制御が難しい。 

③ 排出ガス温度がディーゼルエンジンより高く，可変ノズルの高温耐久性を確保するために

高コストとなる。 

①，②においては２章で言及したように，今後，EGR，ミラーサイクルといった熱効率改善技術

を適用する際には，過給効率の高い VG ターボが求められるようになると考えられる。また，異常

燃焼に関しても，燃料の直噴化，可変動弁，EGR 等により対策が可能となってきた。③に関する

対応策は５章で説明する。 

|4. VG ターボによる熱効率改善効果の検討 

VG ターボがガソリンエンジンの熱効率改善にどの程度有効かを検証するために，一次元エン

ジン性能シミュレーションによる検討を実施した(2)(3)。モデルエンジンは，1.6Ｌの直噴過給ガソリン

エンジンとし，ウェイストゲートバルブ（排気バイパスバルブ）付きのウェイストゲートターボチャージ

ャ（以下 W/G ターボ）と VG ターボとの比較を行った。また，車両のドライバビリティを W/G ターボ

と VG ターボで同等として比較検討するため，タービン径，コンプレッサ径とも同一のものを使用

し，ロータの慣性モーメントを同等とした。EGR の戻し方法としては，EGR 率向上に有効な低圧方

式（Low Pressure Loop方式）にて検討を行った。低圧方式はエンジンのEGRガス（排出ガス）をコ

ンプレッサ入口に還流させる方式である（図１）。 

 

 



三菱重工技報 Vol.53 No.3 (2016) 

 30 

 

計算は，W/G ターボと VG ターボそれぞれで同一目標トルクを設定し，EGR 量でトルクを調整，

各ターボにおいてどの程度の EGR を導入できるか確認した。この結果，図４に示すように VG ター

ボの方が W/Gターボよりも全回転域で EGR 率を高められる結果となった。これは，全負荷域にお

いて VG ターボの方が W/G ターボよりも過給効率が高いことにより，同一の排気圧力で高い過給

圧を発生できるからである。次に，燃費改善効果について検証するため，EGR を適用したときの

エンジン熱効率について比較を行った。計算にはノック予測モデルを導入し，点火タイミング，

W/G バルブ，VG ノズル開度の最適化を行い，目標トルクを達成したときの最高熱効率及びその

時の EGR 率を算出した。シミュレーション結果を図５に示す。 

この結果により，エンジン全域において VG ターボの方が W/G ターボよりも熱効率が高いという

結果となった。本検討は全負荷におけるものであるが，実際には EGR は部分負荷において多く

導入される。同じくエンジン性能シミュレーションにより部分負荷性能及びモード走行における燃

費改善効果の検討を行った結果，VG ターボを使用することで部分負荷でも EGR 率を向上するこ

とができ，JC08 モード※２における燃費を２～３％程度改善できる可能性があることを確認した。 

※２：国内における燃費計測で採用されている走行モード 

  
 

 図４ 全負荷における最大 EGR 率 
 

 

 図５ 最高熱効率条件におけるエンジン熱効率と EGR 率 

  

|5. 可変ノズル機構の高温耐久性検討 

可変ノズル機構を用いたVGターボは，これまで排出ガス温度700～850℃のディーゼルエンジ

ンに搭載されてきた。ガソリンエンジンの排出ガス温度は，880～1050℃であり，ディーゼルエンジ

ンに比べて過酷な高温環境となる。可変ノズル機構は，無潤滑・無冷却で長期間にわたって正確

に稼働することが求められるため，ガソリンエンジンに適用するためには このような高温環境下に

おける信頼性の向上が課題であった。 

自動車向けの VG ターボは急激な加速・減速を繰り返す運転モードで使用される。このため，

信頼性を向上するには過渡運転モードに対する緻密なクリアランス設計や耐熱応力設計が重要

となる。そこで，VG ターボ全体をモデル化し，排出ガスとメタルの熱交換・部品間の接触熱伝達・

輻射伝熱を考慮できる大規模 3D-FEM 熱解析モデルを構築した。解析モデルと過渡運転時の
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温度分布の一例を図６に示す。 

解析モデルの妥当性を検証するため，図７に示す VG ターボの測温試験を行った。解析結果と

測温試験結果は良く一致しており，過渡状態のメタル温度分布を精度良く推定できていることが

分かる。温度分布を正確に求めることで熱荷重による応答（変形・応力）の推定精度も向上し，数

十μm 単位の微細なクリアランス変化の予測や，急激な加熱・冷却に伴って生じる局所的な熱応

力の評価が可能となった。 

  
 

 

 図６ 大規模３Ｄ解析モデルとメタル温度分布の一例 
 

 

 

 図７ 測温試験による温度推定精度の検証 

  

この解析技術を用いて，ガソリンエンジン向けの可変ノズルを新開発した。尚，想定する排出ガ

ス温度は顧客要求と製品コストを考慮し 950℃とした。表１に，可変ノズル機構の強度評価及び耐

久試験結果を示す。比較のために，開発前の姿として，ディーゼル VG をガソリンエンジン環境下

で運転した場合の結果も併記している(2)。 

      

 表１ 可変ノズル機構の強度評価結果及び耐久試験結果 

  開発前 ガソリン VG 
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開発前は，クリアランス変化が大きく，熱疲労強度も不足するため，耐久試験時に作動不良や

マウント内周部に熱疲労き裂の発生が見られた。一方，新開発のガソリン VG では部品形状の改

良によってクリアランス変化を低減すると共に，初期クリアランスの設定値を適正化し作動不良の

問題を解決した。また，マウント内周部にインナーマウントを追加する熱応力低減構造を採用し，

熱疲労き裂の発生を防止した。可変ノズルの材質はステンレス鋼で構成しており，Ni 基合金など

の高価な耐熱材料は使用していない。 

以上より，大規模3D-FEM熱解析技術を用いて可変ノズル機構の構造・形状の最適化を行うこ

とで，高価な耐熱材料を使用することなく，ガソリンエンジンの高温環境下においても高い信頼性

を確保した。 

|6. ガソリンエンジン用 VG ターボ専用大容量タービンの開発 

ガソリンエンジンはディーゼルエンジンに比べ最高回転数が高く，タービンはエンジン低速から

高速まで幅広い排出ガスの流量範囲をカバーする必要がある。このため，可変式ノズルを採用し

ないターボチャージャでは，エンジンの高回転時には W/G バルブ開いて一部の排出ガスをター

ビン下流に逃がすことで，タービンに流れる排出ガスの流量を制御し，過給圧及びタービン入口

圧を調整している。ガソリンエンジンでは VG ターボを用いたとしても，エンジン高速でタービン入

口圧が高くなり，ポンプロスが増大し，燃費が悪化する懸念がある。また，シリンダ内残留ガスの掃

気が妨げられることにより，異常燃焼が起きやすくなる等の問題も発生する。タービン径を拡大す

ることでタービン入口圧を低減できるが，ターボの過渡応答性が悪化するため極力小型のタービ

ンを使用したい。このため，ガソリンエンジンでは VG ターボにおいても W/G 機構を追加すること

により，エンジン高回転時に排出ガスをバイパスさせることも考えられている。しかしながら，VG タ

ーボにW/G機構を装着すると，VG機構関連部品に加えアクチュエータやウェイストゲートバルブ

といった W/G 機構関連部品が追加となり，大きなコスト増加となる。そこで，ガソリン用 VG ターボ

専用の大容量タービンを開発した。図８はタービンの性能特性マップにガソリンエンジンの要求作

動点をプロットしたものである。ディーゼル用VGターボ等で使用される従来型のタービンでは，ガ

ソリンエンジンに要求される流量範囲をカバーすることが出来ず，排出ガス流量が増えるエンジン

高回転時に W/G バルブを開いて排出ガスを逃がさなければならない。これに対し，今回新たに

開発した新型大容量タービンは同一径で多くの流量を流せるため，タービン径を拡大することな

くガソリンエンジンで要求される流量範囲をカバーできることが分かる。この新型大容量タービンを

使用することで，ガソリンエンジン用 VG ターボにおいても W/G 機構を使用することなく，エンジン

低速トルクの向上と過渡応答性，高速時の燃費を同時に満足できるものと考える。 

  
 

 図８ ガソリンエンジン用 VG ターボ専用新型大容量タービン

の性能特性とガソリンエンジンの全負荷作動線 
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|7. まとめ 

地球環境保護の観点から自動車に関わる環境規制は年々厳しくなる方向性にあり，自動車メ

ーカ各社において，環境性能の向上は自動運転等の安全性に関連する技術と並んで車両の商

品力を訴求する大きな開発テーマになっている。車両の燃費性能向上においてハイブリッド車

（HV），プラグインハイブリッド車（PHV），電気自動車（EV）といった電動化は有効な技術であり，

今後も普及が進むことは確かである。しかしながら，しばらくは内燃機関が自動車の動力源の主

流であると考えられている。内燃機関にはまだまだ効率改善に向けた技術開発の余地が多く残さ

れている。過給技術はエンジンの効率向上に有効な手段の一つであり，HV，PHV 用のエンジン

においても同様である。過給機に求められる機能，特性は他の環境技術との関わり合いの中で将

来変わっていくことが予想される。今回，紹介したガソリンエンジン用 VG ターボもそのようなニー

ズの変化に対応した製品と言えるかもしれない。三菱重工エンジン＆ターボチャージャ(株)は今

後もお客様のニーズの変化に応える製品の開発を進めることで，自動車社会の発展，地球環境

保護に貢献していきたい。 

最後に一次元エンジン性能シミュレーションでご協力頂いた千葉大学の森吉教授，

窪山准教授に感謝の意を表します。 
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