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1 はじめに

1.1 ハイブリッドショベルのニーズ
　自動車の分野で先行する動力源「ハイブリッド
システム」は省エネ（燃費）、クリーン化（排出ガス）
に大きく貢献している。産業車両の分野に於いて
も同様のニーズが高まり各社から電動化を始めと
するさまざまな省エネ、クリーン化技術が投入さ
れる傾向である。建設機械、特に油圧ショベルのカ
テゴリーでは車格が小さい機械ではランニングコ
ストが低いため電動化の開発が進んでおり、ハイ
ブリッド化のメリットが小さいと言われている。
しかし中核製品である20t油圧ショベルは作業負
荷が高く連続稼動の市場ニーズがありハイブリッ
ド化の開発メリットがあるため多くの建設機械
メーカが市場に参入している。

1.2 油圧ショベルとは
　油圧ショベルとは「主にディーゼルエンジンを
動力源とした油圧装置により動作する掘削機械」
のことである。構造をフォークリフトの作動原理
と比較するとエンジンの駆動力を直接走行に繋げ

るギア駆動装置とフォークを上げ下げする油圧装
置の組み合わせに対して、油圧ショベルはエンジ
ンの駆動力で発生する油圧で「走行」「掘削」「旋回」
の全てを作動させる構造である。

1.3 開発体制
　今回の開発ユニットに必要なエンジン、モータ、
PCUの開発基盤は各事業部で保有しているが、そ

図1.1 油圧ショベル動作説明
Fig.1.1 Explanation of operation of construction machine

【原動機】

油圧をコントロールし各部を動作

回転運動

走行 旋回掘削

油を圧送 機械運動

【アクチュエータ】【油圧ポンプ】
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要　旨 　産業車両分野の電動化は急速に進展し、建設機械向けに於いても主要各社の電動化の動きが見られる中、豊田自動
織機として建設機械向けに初のディーゼルハイブリッドエンジンユニットを5事業体（エンジン事業部、技術開発本部
開発第二部、エレクトロニクス事業部、トヨタL&Fカンパニー、産業用コンポーネント事業室）を横断した協業プロジェ
クトで開発した。開発目標として低燃費、コンパクト、最新の排出ガス規制対応を各事業部の技術力でクリアしお客様
の製品開発に大きく貢献した。今回、環境負荷の少ない社会の実現に向けて、環境・エネルギーに関わる技術の事業部
協業イノベーションの第一歩として紹介する。
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Abstract 　Development field of industrial vehicle, electricization is rapidly progressing. Also In the construction 
machinery industry, major manufacturers also are concentrating on electricization. We developed the 
first diesel hybrid engine for construction machinery as Toyota Industries. Moreover, it was developed 
in cooperation project crossing 5 business divisions (Engine Division, R&D Headquarters, Electronics 
Division, Toyota L&F Company, Industrial Component Division). As a development goal, we achieved 
high fuel efficiency, compactness and latest emissions regulation compliance with the technical 
capabilities of each business division and contributed greatly to Construction machine makers. To 
realize a society with less environmental impact, we will introduce it as the first step of collaborative 
innovation of business division of technology related to environment and energy.

Keywords:  Construction machine, Diesel hybrid engine, 5 business divisions collaboration
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れらを繋げる仕組みはなかった。その為、産業用コ
ンポーネント事業室が各事業部を取りまとめる豊
田自動織機初の協業体制で開発に臨んだ。
　また、今回の共同開発先となる日立建機株式会
社（以下日立建機）は、ユーザーより高い信頼性を
得ている会社であるため我々としても万全の体制
で取り組む姿勢が必要だった。

2 開発コンセプト

2.1 背景
　建設機械の排出ガス規制は1991年から導入
され、1次規制、2次規制、3次規制、2011年規制、
2014年規制と進んでいる。また、省エネ化も国主
導で推進。そのような中、日立建機が考える“環境
建機”仕様のひとつとしてストロングハイブリッ
ドショベルの構想があった。この構想を実現する
ために、排出ガス規制に対しては豊田自動織機が
自動車で培った排出ガスクリーン化技術、省エネ
についてはフォークリフトや自動車で培ったモー
タ、PCU技術、これらをマッチングさせた仕様を
要望された。
　建設機械の現状を調査すると通常このクラス
ではNOx低減の為に、尿素SCRシステムを設定す
る。しかし建設機械は自動車と違い尿素水の補給
が容易でないエリアで作業する事が多い。そこで
エンジン出力74kWクラスの建設機械として世
界初の尿素SCRレス技術は、大きな商品力となる
と考えた。
　その結果、豊田自動織機が提案する日立建機の
新しい油圧ショベルは、お客様から高く評価され
ている「操作性」を維持し、環境建機としての「低燃
費」を高いレベルで実現させ、維持管理の負担を軽
減しながら排出ガス規制に対応できる商品と確信
した。

図1.2 組織体制
Fig.1.2 Organizational Structure

日立建機 株式会社

株式会社 豊田自動織機
産業用コンポーネント事業室

（日立建機 窓口）

技術・開発本部
ハイブリッドリフト用

アシストモータ
PCUソフトウエア

フォークリフト用
1KDエンジン 車載用小型インバータ

エンジン事業部 エレクトロニクス事業部

トヨタL&Fカンパニー

2.2 燃費
　今回の開発は従来のハイブリッド機（※）から
10％低減を目標とし他社比トップクラスを狙う。
※ 蓄電装置キャパシタとし、旋回電動モータとの

電力入出力を制御するアシスト発電モータを搭
載した仕様。

主な低燃費技術
　・エンジンのフリクション低減や燃焼改善
　・アシスト発電モータの出力アップ
　・油圧システムの効率改善
　・旋回電動モータのエネルギー回収能力向上
　・大容量リチウムイオンバッテリ化

2.3 排出ガス規制
　販売時に適用となる「国内オフロード法2014年
基準適合」「欧州StageⅣ適合」を目標とする（※）。
※ 従来のオフロード規制値からの特徴はNOxが

3.3g/kWh→0.4g/kWhで約1/8低減が必要と
なる。

　 他社エンジンメーカの規制対応技術は展示会情
報からも尿素SCR採用で統一されており、「尿素
SCRレス」で対応する事は尿素水の補充や管理
の負担軽減となりユーザーへの有効な商品力と
なる。

図2.1 従来機の構成
Fig.2.1 Structure of conventional machine

建設機械向けディーゼルハイブリッドエンジンユニットの開発
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尿素水の手間

2.4 ユニットサイズと出力
　従来機搭載エンジンは4気筒5.2L。
　機体サイズを変えずにエンジンとモータを搭載
する為ベースエンジンを自動車フォークリフトで
実績のある4気筒3.0Lの1KDを使い、同軸に搭載
するモータは薄型化により従来機エンジン全長と
同一を目標とする。
　また、エンジン＋モータの総合出力を従来機と
同等の118kWを目標とし操作性を維持する。

図2.2 他社のエンジン仕様（尿素SCR使用）
Fig.2.2 Engine specifications of other companies（using SCR）

C社 SCR D社 DOC+SCR

I社 DOC+SCR D社 DOC+SCR

2014年CONEXPO エンジン展示品

図2.3 ユーザー負担の尿素水供給設備
Fig.2.3 Users urea water supply facility

・定期的に尿素水を補充
（ex. 給油2回に1回）

・インフラの無い場所で尿素水管理

〈尿素水タンク〉 〈尿素水補充〉

〈作業する場所〉 〈尿素水保管装置〉

出典：三井物産

2.5 信頼性
　ショベル用エンジンユニットに求められる信頼
性で自動車と比較して特徴的な項目は主に以下の
要求がある。
・高振動環境に対応する各機器の強度
・転倒しても燃焼室にオイルが入らないこと

2.6 その他
　エンジンの開発ベースはフォークリフト用に搭
載されている1KDを使い、ショベル特有の設計が
必要。主なアイテムは以下の通りである。
・ エンジンオイルは500hrまで無給油/無交換の

為オイルパン容量2倍以上
・ ラジエータ他7種の冷却装置を冷やす大型ファ

ンを搭載
・ 全方位35°で稼動してもオイル噴出しないブ

ローバイオープン構造
・ショベルの電装品に合わせた24V仕様化
・ 動力側と油圧ポンプの接続を日立建機指定の樹

脂カップリング接続
・後処理装置DPFが交換できる構造化
・ 油圧ポンプを片持ちで支える高強度構造のハウ

ジング

図2.4 ユニットサイズと出力
Fig.2.4 Unit size and driving force

図2.5 岩場で走行及び転倒リスク
Fig.2.5 Running and falling risk at rocky place
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3.1.1 EGRシステム
　排出ガス規制の主なものはNOxの大幅低減で
ある。お客様の利便性とランニングコスト低減を
達成する為、尿素SCRを使わずにEGR率を上げて
NOx大幅低減の方策を取った。

　HPL-EGRのみで対応した場合、ポンプ損失大と
なり燃費悪化を伴う為、触媒後に排出するガスを
再循環させるLPL-EGRシステムを新設。

図3.2 ハイブリッドエンジンユニット
Fig.3.2 Hybrid engine unit

EGRsystem

HYBsystem

DPFsystem

2011年/StageⅢＢ 2014年/StageⅣ
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排気ガス規制〔g/kWh〕

5.０

表2 排出ガス規制値（新旧比較）
Table2 Exhaust gas regulation value（Comparison）

図3.3 EGR率とNOxの関係
Fig.3.3 EGR rate and NOx
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3 開発内容（各ユニット）
　今回搭載するZH200－6に搭載したユニットの
開発内容を3つのシステムに分けて説明する。

3.1 エンジンユニット
　開発のベースとなるエンジンはGENEO3.5～
8.0tで既に量産化した1KDエンジンを使用。この
エンジンはトヨタ自動車の車両用としても世界
157の国と地域の方々に使われている信頼と実績
のあるエンジンを改良。

図3.1 各ユニット搭載位置
Fig.3.1 Unit mounting position

エンジン

アシスト発電モータ

PCU（アシスト発電モータ用）
PCU（旋回電動モータ用）

表1 エンジン仕様
Table1 Engine Specification
エンジン

基本諸元
機関型式 水冷4サイクル
シリンダー形式 直列4気筒
排気量 2,982cc
圧縮比 15
ボア径×行程 96mm×103mm

噴射システム
噴射ポンプ仕様 HP3
インジェクタ仕様 G3S
コモンレール圧 最大180MPa

EGRシステム
HPL-EGRクーラ仕様 積層式8段
LPL-EGRクーラ仕様 多管式×2（直列）

DPFシステム
DOC直径×長さ 190.5mm×83.8mm
DPF直径×長さ 190.5mm×203.2mm

アシスト発電モータ
基本諸元

モータ仕様 永久磁石型同期電動機
最高出力 44kW
最大トルク 210Nm

建設機械向けディーゼルハイブリッドエンジンユニットの開発
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　自動車等ではエンジン回転数が一定でない為、
EGRガスの充填遅れが課題となるが、ショベルの
エンジンは回転が一定推移する為充填遅れがなく
対応できるので問題ない。また、EGRガスの過冷
却にて発生する凝縮水はエンジン制御により使用
領域を絞り不要な発生を抑えることができた。但
し、僅かに発生するものに対しては腐食防止の点
でEGRガス経路中の使用部材の変更や表面処理
追加により対応した。その結果、NOxを目標とな
る0.4g/kWh以下にすることができた。

3.1.2 DPFシステム
　先のNOx提言方策の背反としてPM排出量が増
加する。その対策は自動車と違うアプローチで対
応した。

図3.4 MPLシステム図
Fig.3.4 MPL System Diagram

図3.5 NOxとPMの関係図1
Fig.3.5 Relationship between NOx and PM FIG. 1

開発エンジン
（DPF触媒前）

1KD（ベース）

NOx（g/kWh）

PM
（
g/
kW
h）

0.25

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

規制値

　自動車の場合、STOP&GOの頻度が高くエンジ
ン負荷が平均して低いので排出ガス温度が上がら
ない。一方、ショベルは高負荷連続運転で使われる
ため排出ガス温度が高い。
　この温度特性を利用し運転中でも再生される自
然再生モードを活用することとした。
　この開発では自然再生能力を発揮させる触媒を
開発した。
　その結果1日1回のDPF再生を達成した。

図3.6 NOxとPMの関係図2
Fig.3.6 Relationship between NOx and PM FIG. 2

開発エンジン
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図3.7 排出ガス温度推移
Fig.3.7 Exhaust gas temperature transition
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図3.8 DPF温度に対するPM排出量
Fig.3.8 PM emission relative to DPF temperature
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3.1.4 設計・信頼性
　建機用エンジンを開発するにあたり、自動車、
フォークリフトとの違いを踏まえた対応をした。

3.1.5 ファン大型化
　自動車のようにショベルは走行風が得られない
ことから冷却装置としてはエンジンのファン風量
に頼る構成になっている。今回ハイブリッド化さ
れたことで通常より多くの冷やすべきラジエー
タがあり合計7種となる（エンジン冷却水、油圧ポ
ンプ用オイル、リチウムイオンバッテリ用冷却水 
等）。その為に自動車に用いられるファンより直径
で1.5倍程大きなファンを設定し冷却性能を成立
させた。

3.1.6 オイルパン大型化
　傾斜運転とオイル交換サイクル500hrを想定
し、ベースエンジン比2倍以上の容量を持つオイ
ルパンを新設計した。
　油面傾斜時のフリクション低減でローカス干渉
やオイルシールの油没に配慮した形状を設計。さ
らにオイルパン油量増による締結ボルトの分担軸
力をサポートするハウジング側との締結も設定
し、機能、信頼性を達成した。

3.1.7 12V→24V化
　自動車システムを踏襲しているためエンジンに
搭載されるセンサーや補機類は全て12V仕様に
なる。それに対し建機は24Vでシステムが構成さ

図3.11 大型ファン搭載の1KD
Fig.3.11 1 KD with large fan

図3.12 7種の冷却装置
Fig.3.12 Seven types of cooling devices

3.1.3 ハイブリッドシステム
　自動車では既に浸透しているハイブリッドシス
テムはエンジンとモータを動力源としての低速域
でモータ単独またはモータアシスト、減速時にエ
ネルギー回生の使い方で燃費を向上させている。
今回、建機にハイブリッドシステムを導入するに
あたり建機特有の使われ方に合わせたシステムを
検討した。
　先ず、油圧ショベルの使われ方の調査をし、平均
的に特定負荷に集中していることが分かった。

　このようにエンジンへの要求負荷域が出力点の
手前に集中して使われる場合、エンジンのみで駆
動すると最良燃費点でないところを使われ燃費へ
の貢献度が下がる。そこで今回モータアシストが
得られる条件があるので頻度の高いところに最良
燃費点を合わせ、さらに高負荷を要求される領域
に対してモータがアシストし最良燃費を維持、且
つ出力を確保。
　要求出力が高頻度域を下回る場合はリチウムイ
オンバッテリの状態により発電する仕組みとし
た。

　この結果、リチウムイオンバッテリの制御マ
ネージメント、油圧ポンプの効率改善等の日立建
機担当分を含め機体全体で12％の低燃費を達成。

図3.9 主な掘削モード
Fig.3.9 Main drilling mode

時間

例：掘削モード

ト
ル
ク

図3.10 負荷と燃費の関係図
Fig.3.10 Relationship between load and fuel consumption

ディーゼルエンジン最良燃費領域

作業負担低

エンジン
ディーゼルエンジンのみ

ディーゼルエンジン　　
+モータ

作
業
頻
度

エンジン モータ

作業負担高

建設機械向けディーゼルハイブリッドエンジンユニットの開発
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れており、仕様変更できないセンサー類は12Vの
ままエレクトロニクス事業部のDC-DCコンバー
タで24V→12V化対応。
　仕様変更ができる補機類（スタータ、オルタネー
タ等）を24V仕様に変更。

3.2 PCU（Power Control Unit）

3.2.1 自動車用電子部品の採用
　基本的には、自動車（プリウス等）に搭載されてい
るリアインバータ（空冷）を水冷タイプとした構造。
　パワー素子などの部品をリアインバータと共通
化するとともに、回路部品も信頼性の高い自動車
用電子部品を採用している。

3.2.2 高放熱小型冷却器
　パワー素子の冷却にはロウ付けタイプの小型ア
ルミ冷却器を使用。内部の放熱フィンはピンフィ
ンを採用する事で、従来品に対して熱伝達率を2.6
倍向上している（図3.14）。この冷却器はパワー素
子を効率的に冷却する事ができ、レイアウト性に
も優れる事からPCUの小型化にも大きく寄与して
いる。

　図3.15にパワー素子押さえ構造を示す。
　パワー素子は樹脂モールドされた2in1パッケー
ジで、板バネにて小型冷却器に押し当てられる。
　また、板バネは基板を固定する基板ブラケット

図3.13 PCU外観
Fig.3.13 Appeatance of PCU

図3.14 熱伝達率
Fig.3.14 Heat transfer coefficient

従来品

良い

2.6times

開発品

によって押圧されるシンプルな構造で、少ない部
品点数で放熱系を構成している。

3.2.3 耐振性・耐油性
　耐振性についてはお客様の仕様に合わせてアル
ミケースの強度を向上した。
　また耐油性については実際に建機で使われる作
動油での評価をもとに樹脂やゴム部品の材質選定
を行った。

3.3 アシストモータ

3.3.1 アシストモータ構造
　新開発モータはハイブリッドフォークリフトの
エンジン、モータ一体化構造をベースにエンジン
直結構造により薄型化した。これによりエンジン
とモータ一体状態における軸長を短縮し従来機エ
ンジンルームへの搭載を実現した。

3.3.2 油圧ショベル搭載による課題
　油圧ショベルではエンジンから油圧ポンプへの
動力伝達部にダンパ機能を設けねじれ振動を吸収
する。今回のハイブリッドシステム搭載機種では
潤滑不要な樹脂製カップリングが使用された。一
方カップリング周囲には新開発のモータ、エンジ
ン、油圧ポンプといった熱源が存在（図3.16）し、
カップリング耐熱性が開発当初から課題であっ
た。この対策として①モータコアの渦電流損低減
②カップリングへの入熱遮断③モータ回転による
放熱を考慮し、固体・気体・液体の三相混合熱解析
モデルを新たに構築しモータ設計に反映した。

図3.15 パワーモジュール押さえ構造
Fig.3.15 Structure to push a power module to the cooling

surfaceHeat transfer coefficient

MGECU基板

基板ブラケット

押さえ板バネ

パワー素子

冷却器
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3.3.3 結果
　熱解析結果からカップリング温度は仕様温度
まで低減（図3.17）し、実機評価においても客先温
度基準をクリアし合格を得た。最終的にアシスト
モータは性能目標を達成した。
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図3.16 樹脂カップリング配置
Fig.3.16 Place of resin coupling

エンジン：燃焼

樹脂カップリング

DPF：再生燃焼

アシストモータ：鉄損・銅損

油圧ポンプ：撹拌抵抗損

図3.17 熱解析シミュレーション結果
Fig.3.17 Result of thermal analysis simulation

項目

モータ断面

温度［℃］
高

低

温度［℃］
高

低

温度［℃］
高

低

温度［℃］
高

低

樹脂
カップリング

解析対象 初期設計品 耐熱設計品

建設機械向けディーゼルハイブリッドエンジンユニットの開発




