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ハイブリッド乗用車の CO2排出量等について 

小谷野 眞司  山崎 実  岡村 整* 

（*現・東京都水道局） 

 
１ はじめに 

 今般、ハイブリッド乗用車は、様々なタイプの車両が

開発され、登録台数が急速に伸びている。一方、普及拡

大による環境改善効果等を推計する上で、行政等が活用

しやすい燃費や排出ガスのデータは不足している。 

ここでは、行政施策の資料等を得るために行ったハイ

ブリッド乗用車の測定結果について報告する。 

 

２ 調査方法等 

(1)調査 

調査は、当研究所の小型自動車排出ガス計測システム

を用い平成20～21年度に実施した。 

(2)調査車両 

調査車両の諸元を表1に示す。調査したハイブリッド車

は全て電気式であり、車両の大きさや重量に大きな差は

ないものの、構造や制御の特徴に違いを有している。そ

の例として、C車は、A車、B車に比べ、原動機最高出力

に対するモータ最高出力の比率が小さく、また、A車及

びB車はエンジンを停止させてモータのみで発進、加速を

含めた走行を行うことができるが、C車は、車両停止時と

40km/h程度の定速走行以外ではエンジンが停止すること

はない。 

(3)測定モード等 

排出ガスの測定モード等は、法定モード（10･15モード、

JC08Hモード）と東京都実走行パターン（No.2、No.5、

No.8．No.10、高速2）及び定速走行（80km/h）とした。 

(4)測定物質等 

 排出ガス規制対象物質（NMHC、NOx等）のほかCO2

を測定した。また、カーボンバランス法により燃費を算

出した。 

(5)排出ガス排出量の補正 

 ハイブリッド車の排出ガス量は、測定モード等の運転

開始から終了までの間のバッテリの蓄電状態によって

異なる。このため、本調査では、バッテリの蓄電状態を

次のいずれかにより把握した。 

①バッテリ・インバータ間の瞬時電流を計測し、バッテ

リへの充電量又はバッテリからの放電量（Ah）を積算

する。 

②車両に装備されたバッテリの蓄電状態を表示するメ

ータの増減の状態を記録する。 

そして、排出ガス量は、各測定モード等での計測を複

数回実施し、電気量収支（蓄電状態の走行前・後の変化

量）がゼロの測定値のほか、電気式ハイブリッド自動車

の排出ガスの測定方法1)に準じて、電気量収支と排出ガ

ス測定結果の関係を求め、電気量収支ゼロの状態の排出

ガス量への補正を行った。 

 

３ 結果 

測定結果から得られたCO2排出量及び燃費を表2に示

す。JC08Cモードの測定を実施していないため、諸元に

記載されているJC08モードの燃料消費率（JC08Hモード

とJC08Cモードの複合処理値）と本調査結果の厳密な比

〔報告〕 

Ａ車 Ｂ車 Ｃ車

DAA-ZVW30 DAA-NHW20 DAA-FD3

10･15ﾓｰﾄﾞ 38.0 35.5 31.0

JC08ﾓｰﾄﾞ 32.6 29.6 25.8

1,310 1,260 1,260

1,585 1,535 1,535

4,460 4,445 4,540

1,745 1,725 1,755

1,490 1,490 1,435

1,797 1.496 1,339

73/5200 56/5000 70/6000

142/4000 110/4000 123/4600

60 50 15

207 400 103

形式 ニッケル・水素 ニッケル・水素 ニッケル・水素

個数 28 28 11

3時間放電率(Ah) 6.5 6.5 5.9

原動機最大トルク(Nm/min-1)

モータ最高出力(kW)

モータ最大トルク(Nm)

電池

車　　両

車両総重量(kg)

長さ(mm)

幅(mm)

高さ(mm)

原動機排気量(L)

原動機最高出力(kW/min-1)

型　　式

燃料消費率
(km/l)

車両重量(kg)

表 1 調査対象車両の諸元  表 2 調査車両の CO2排出量及び燃費（補正後）

10･15(22.7) 64.5 (36.9) *71.6 (33.2) *98.9 (24.0) 

JC08H(24.4) 66.9 (35.5) *67.4 (35.3) *104.1 (22.8) 

No.2(8.4) 70.7 (33.5) 77.0 (30.9) 177.0 (13.5) 

No.5(18.0) 63.5 (37.3) 63.1 (37.7) 109.4 (21.7) 

No.8(28.6) 62.6 (37.8) 61.2 (38.8) 96.7 (24.5) 

No.10(44.4) 69.6 (33.4) 64.6 (36.9) 92.9 (25.5) 

高速2(53.5) 62.5 (37.9) 66.3 (35.8) 86.2 (27.5) 

－ （－） 84.3 (28.2) 88.2 (27.0) 

　　CO2排出量の単位はg/km、燃費は（　）内の値で単位はkm/L。

　JC08Cの測定は未実施のため、複合処理したJC08の値はない。

法定
モード

東京都
実走行
パターン

＊　B車、C車の法定モードの結果は、満充電状態と放電状態からの
　走行の2回の平均値であり、参考値である。

定速80km/h(80.0)

Ａ車 Ｂ車 Ｃ車走行モード等（km/h）
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較はできない。10･15モードについて、調査結果を諸元の

燃料消費率と比較すると、A車は-3%、B車は-6%の差で

あったが、C車では-22%と大きな差があった。 

NMHC及びNOxの計測結果（電気量収支による補正を

していない値）を表3に示す。NMHC、NOxについては、

調査車両に装着されている三元触媒等の効果により排出

量は低く抑えられ、低排出ガス車の認定基準値（平成17

年規制基準から75%低減させたレベル）のNMHC及び

NOxの値が0.013（10･15モードなど法定モードの複合処理

値）であることを踏まえると、環境性能が高いことが確

認された。なお、NMHC及びNOxの排出量は値が十分に

少ないため、電気量収支との関係は確認できなかった。 

 

４ ハイブリッド車のCO2排出特性等 

 調査車両のCO2排出特性を一般のガソリン乗用車（同

等の原動機排気量の乗用車）の結果2)と比較した。比較結

果を図1に示す。 

 A車及びB車では、一般のガソリン乗用車と異なり、旅

行速度が低速から高速域までの広い範囲で、CO2排出量

が低いレベルであり、変化も少ない。また、モータ出力

が小さいC車では通常のガソリン乗用車と同様に旅行速

度が低くなるとCO2排出量が増加する傾向を示した。原

動機排気量が1.3～1.5L級のガソリン乗用車と比較する

と、CO2排出量は、渋滞走行（No.2（8.4km/h））では、

A車は25%、B車は27%、C車は61%であり、都内出現

頻度の多い旅行速度の走行（No.5(18.0km/h)）では、A
車、B車は34%、C車は58%である。 

 

５ まとめ 

 本調査では、広範な旅行速度域でのハイブリッド乗用

車のCO2排出量等の状況を把握し、一般のガソリン乗用

車との排出特性との違いを確認した。また、ハイブリッ

ド車のCO2排出特性は、ハイブリッド車の構造や制御の

違いにより異なることを確認した。 

今後、ハイブリッド車はプラグイン・ハイブリッド車

も含め、更に多くの車型が販売され、構造やモータ制御

等の特徴も多様化されるものと考えられる。ハイブリッ

ド車の普及拡大による環境改善効果等の推計に当たっ

ては、ハイブリッド車の構造や制御の特徴を踏まえると

ともに、本調査では未確認のコールドスタート時やエア

コン等の補機類使用時の排出状況についても確認して

いく必要がある。 
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図 1 ハイブリッド車の CO2 排出特性 

表 3 NMHC 及び NOx 排出量の測定結果 
単位：g/km

n数 NMHC NOx n数 NMHC NOx n数 NMHC NOx

10・15（22.7） 3 0.000～0.004 0.000 2 0.000～0.001 0.001～0.002 2 0.000 0.002

JC08H（24.4） 3 0.000 0.000 2 0.000～0.001 0.001～0.002 2 0.000～0.001 0.002

No.2(8.4) 4 0.000～0.035 0.000～0.002 3 0.000～0.001 0.001～0.003 5 0.000～0.005 0.010～0.014

No.5(18.0) 4 0.000～0.004 0.000 3 0.000 0.002～0.003 4 0.000～0.001 0.003～0.005

No.8(28.6) 4 0.000～0.007 0.000 3 0.000～0.001 0.000～0.001 4 0.000～0.001 0.002～0.003

No.10(44.4) 5 0.000～0.003 0.000 3 0.000 0.002～0.003 3 0.000 0.001～0.002

高速2(53.5) 3 0.000～0.002 0.000～0.004 2 0.000 0.001～0.002 3 0.000～0.001 0.000

走行モード等
（km/h）

Ａ車 Ｂ車 Ｃ車



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b00270050004400460046005800310061003200300030003130d530a130b730ea30b900270020306b57fa3065304f005d0020005b00270050004400460058003100610020003200300030003130d530a130b730ea30b900270020306b57fa3065304f005d002030b030e930d530a330c330af30b330f330c630f330c4306e590963db306b5bfe3059308b002000490053004f00206a196e96898f683c306e0020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020306b6e9662e03057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f830924f5c62103059308b305f3081306b4f7f75283057307e30593002005000440046002f0058002d0031006100206e9662e0306e00200050004400460020658766f84f5c6210306b306430443066306f3001004100630072006f006200610074002030e630fc30b630ac30a430c9309253c2716730573066304f30603055304430023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines true
        /GradientResolution 400
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF3057304A3056308F5E835831>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice


