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研究成果の概要（和文）：バイオ燃料の活用やエコモビリティの実現に向けては，小型エネルギー変換機器の高
効率化と環境性能の両立は必須条件である。本研究では，①天然ガス，バイオガス，石炭ガス等を燃料とする小
型発電用ガスタービン，②バイオガスと液体燃料の両方を燃料とするデュアルフューエル自動車用レシプロエン
ジン，③ジェット燃料やバイオ燃料を燃料とする小型ターボジェットエンジンを対象に，高効率化と環境性能の
両立実現の障壁となっている①燃焼振動対策，②計算負荷の軽いリアルタイム制御アルゴリズム，③ノズルから
放出される騒音低減デバイス開発について，化学反応を絡めた新しい視点から各機関に内在する動的問題の解決
策を提案した。

研究成果の概要（英文）：Toward utilization of biofuel and realization of eco-mobility, compatibility
 of the high efficiency of small energy conversion equipment and environmental performance is an 
essential condition. The problems to be solved in this study are ① a gas turbine for small power 
generation operated by natural gas, biogas, coal gas, etc. as fuel, ② a reciprocating engine for 
dual fuel automobiles using both biogas and liquid fuel as fuel, ③ jet fuel and biofuel for small 
turbojet engines to be used as fuel.
In each problem, barriers for achieving both high efficiency and environmental performance embedded 
are ① measures against combustion vibration, ② real-time control algorithm with light calculation 
load, ③ development of noise reduction device released from a nozzle. We proposed a solution to 
such dynamic problems inherent in corresponding energy converting devices from a new viewpoint 
involving chemical reactions.

研究分野： 機械力学・制御

キーワード： エネルギー効率化　環境調和型　制御工学　モデル化　騒音低減　振動現象　燃焼　化学反応

  １版



１． 研究開始当初の背景 
小型エネルギー変換機器の高効率化と環境

性能の両立は必須条件であるが，①天然ガス，
バイオガス，石炭ガス等を燃料とする小型発
電用ガスタービン，②バイオガスと液体燃料
の両方を燃料とするデュアルフューエル自動
車用レシプロエンジン，③ジェット燃料やバ
イオ燃料を燃料とする小型ターボジェットエ
ンジンには，高効率化と環境性能の両立実現
の障壁となっている①燃焼振動対策，②計算
負荷の軽いリアルタイム制御アルゴリズム，
③ノズルから放出される騒音低減デバイスが
求められていた．これらに共通するものは，
化学反応を絡めた新しい視点からの動的問題
の解決策の提案であった． 

２． 研究の目的 
上記の課題に共通するものは，燃焼であり，

化学反応の影響を考慮する必要があるため，
新しい視点からの動的問題を解決するための
手法が必要である．本研究の目的は，振動や
騒音問題に燃焼が絡む際の手法の提案である． 

３． 研究の方法 
①の燃焼振動については，水素混焼の場合，

都市ガス専焼とは異なる振動モードが発現す
ることが実験で観測された．実験に用いてい
る燃焼器の上流側を閉端，下流側を開端の一
次元配管として考えた場合，固有振動数は350 
Hz という値が算出され，これは都市ガス専焼
の結果と一致する．しかしながら，水素混焼
の場合には，200 Hz および 400 Hz 付近の振
動が観測された．これは，燃焼器よりも上流
の配管までを考慮しなければ得ることのでき
ない周波数である．燃焼器の上流側には，保
炎のために複雑な流路を有するスワラが設置
されており，燃焼面のような急峻な温度変化
面の影響を受けて，流路の抵抗が増加してい
ることが考えられる．つまり，上流を閉端と
して考えた場合にはこれらの発振振動数は得
られず，水素混焼の場合には，その燃焼特性
が音響的境界条件に影響を及ぼしている可能
性が示唆された． 
そこで，本研究では燃焼振動実験から得ら

れた発振周波数の変化について，水素混焼が
音響境界条件に与える変化に着目した音響解
析を行った．ここでは，音響境界条件として
音響インピーダンスを計測し，CFD 解析より
求めた温度情報より補正を行う．音響インピ
ーダンスは，一般的にはある媒質を音波が伝
搬する際の伝わりやすさを表す指標であるが，

本研究では，燃焼器におけるインジェクタや
保炎のためのスワラなど複雑な構造物におけ
る流路の抵抗を音響インピーダンスによって
表現することを試みた． 
次に，②については，バイオマスガスのよ

うな低カロリーガスをレシプロエンジンで用
いるための HCCI エンジンやデュアルフュー
エルエンジンの燃焼条件設定のための着火遅
れ時間の検討を行った．また，デュアルフュ
ーエルエンジンの軽油の消費量低減を実現す
るための自動運転制御システムを構築した．  
この中に採用される制御アルゴリズムには

計算負荷の低いモデルが必要である．本研究
では，精力的にモデル開発に取り組み，リア
ルタイム制御を実現させることに成功した．
さらに，制御目的に計算負荷の軽いエンジン
排気中に含まれるNOｘ予測モデルを提案した．  
最後に，③については，空力騒音低減と推

力損失低減が同時に実現できる装置の開発，
CFD によるジェットノズル周辺流れ解析，線
形安定論理論と渦放出挙動解析により，ジェ
ット騒音低減用ミキシングデバイスの設計指
針を得ることができた． 
４． 研究成果 
①については，化学反応方程式の解法を組

み込んだ圧縮性流体コードを燃焼が絡む流れ
の問題に組み込み，高速計算を可能にした．
硬直性の高い化学反応方程式に対して，堅牢
かつ高速な陽的な時間積分法を提案した．ま
た，小型ガスタービン燃焼器で発生する燃焼
振動については，バイオマスガスに含まれる
メタン中の水素の含有量によって，配管系を
含む燃焼器全体系で発生する燃焼振動の発生
振動数と振動モードが変化することを初めて
実験的に明らかにするとともに，音響インピ
ーダンスの変化に起因するとの理論を提案し
た．図１は，提案した理論に基づいて計算さ
れた発生振動を当量の関数として整理したも
ので，図２は実験結果である．３種類の振動
数の存在を説明することができている． 
②については，天然ガスと軽油を燃料とす

るデュアルフューエルエンジンにおいて，低
負荷領域での未燃炭化水 素と熱効率の改善，
および，高負荷領域での更なる熱効率の向上
を目指して，二段噴射の有効性を実験的に調
査し， 噴射の方針の検討を行った．比較的負
荷の低い運転条件では，軽油の噴射を二段と
し，一段目の噴射時期を遅い 時期に設定する
ことで，天然ガスの燃焼効率が増加すること
が確認され，未燃炭化水素の大幅な低減の可
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性が示された．また，二段目の噴射時期を進
角させれば，燃焼重心が進角側へ推移するた
め，熱効率を高くすることが可能であること
がわかった．一方，負荷が高い領域では，軽
油の二段噴射によって更なる高熱効率化が見
込まれるものの，
うことが明らかとなった．二段噴射の噴射間
隔を適切に選択し，噴射時期を遅角させるこ
とで，熱効率を高く保ったまま
抑えることのできる可能性が示唆された．
③については

として音響入力によるミキシングデバイスを
提案し，模型試験によってその騒音低減効果
を検証した．ジェットの低周波加振では
とシュリーレン画像，そして過去の研究から
低周波音によるジェットの不安定性の増大と

図１

図２
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図２ 実験結果
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それによるジェット構造の変化が起こってい
ることが示唆された．高周波音によるジェッ
トの音響加振を行った結果，低周波騒音が低
減し，シェブロンやノッチと同様な効果を生
むことが分かった．以上のように，
構造を維持したまま縦渦に起因する微小擾乱
をジェットせん断層に与えるためには高周波
でジェ
確認した．
図
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低減効果を示す
騒音レベルが上昇するものの
マイクロジェットと比較して低減効果が大きいこ
とが分かる
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