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1．はじめに 

本学は 8 年前に芸術学部新設に伴い、熊本工業大学から現

在の崇城（そうじょう）大学へと名称が変更されました。こ

の 7 年間に工学部改組ならびに情報学部、生物生命学部およ

び薬学部が新設され、現在は先の工学部、芸術学部と合わせ

て5学部13学科体制の総合大学へと変貌を遂げました。大学

は熊本市の北に位置し、高台にあるためキャンパスからは日

本三名城の一つ熊本城を一望できます。そんな本学の中にあ

って私が所属する工学部機械工学科は も伝統ある（“古い”

のではなく、開学当初から存在する）学科の一つであり、私

の研究室には現在、博士研究生（学位取得済み）1名、大学院

修士課程 1 名と 5 名の学部生が在籍しております。今回は紙

面をお借りして現在行っている研究の一端を紹介させて頂き

ます。 

Fig. 1. Overview of Sojo University  
 

2． アルコール燃料の噴霧混合気形成および自己着火現象に 

関する基礎研究 

石油資源枯渇および地球温暖化などの世界規模のエネルギ

ー･環境問題を背景に、資源の中で唯一再生可能なバイオマス

の利活用が注目されているのは周知の事実です。自動車に関

しても石油代替燃料として 近ではバイオエタノールとバイ

オディーゼルという用語を耳にすることも多くなりました。

それらの研究開発の多くは一般にバイオエタノールをガソリ

ンに混合してガソリン車に適用しようとするものとバイオデ

ィーゼル（植物油や食用廃油など）をディーゼル車に適用し

ようとするものであろうと思います。本研究室では既存エン

ジンシステムへの代替燃料の適用という観点ではなく、再生

循環可能なバイオマスベースのアルコールの熱物性および燃

料特性を出発点とした新しい高効率噴霧燃焼エンジンシステ

ムの提案を目指しています。この研究は本学(故)立石教授（前

自動車技術会九州支部長）の発案によるものであり、歴史的

には12年目を迎えます。私は共同で研究させて頂いてからち

ょうど 7 年になります。まず、噴霧運動量理論を基にした混

合気形成過程のマクロな空間平均値論の観点で軽油と各種低

級アルコール（メタノール～ペンタノール）の混合気形成を

比較し、濃度と温度の時間履歴を考察してアルコール燃料の

自己着火性の悪さに対する仮説を得ました。それは「軽油に

比べるとアルコールはその燃料特性により、早すぎる希薄化

と遅すぎる高温化をもたらし、自己着火に適切な濃度状態と

温度状態の同時的成立を困難にしていることに起因する」と

いうものです。この認識に基づき改造した小型直噴ディーゼ

ル機関を用いてその着火燃焼特性試験を実施したところ、仮

設がほぼ正しいと判断するに足るだけの実証（1）-(4)が得られま

した。特に Hot EGR はアルコール噴霧の希薄遅延化と高温早

期化を同時に実現できる方法論として有効であることを示し

ました。一連の研究で得られた知見を基に改良を重ね、現在

では、燃料エタノール 100％の圧縮自着火形式で 800rpm～

1800rpmまで安定した作動を確認できるに至りました(5)-(6)。し

かし、実機関燃焼場では着火タイミングは把握できても空間

的着火位置も不明であれば燃焼の様子も全く不明であり、目

Fig. 2.  DI engine fueled by neat Ethanol 



 

 
 
 

標である高効率アルコールエンジンのおそらくは も重要な

技術であろう燃料噴射に関する技術開発には、着火の準備段

階にあたる混合気形成を物理・化学現象の観点から解明する

必要があると考え、現在、定容電気炉内での噴霧の可視化実

験を実施しています。図 3 に実験に使用している可視化用定

容燃焼炉と可視化結果のサンプルを示します。圧力容器とし

ての外殻はクロムモリブデン鋼で自作ですが、内部の電気炉

は有田焼で有名な佐賀県有田町にある陶芸用電気炉を製作し

ている会社に特注で作ってもらいました。インジェクターは

市販RV車に搭載されているコモンレール式燃料噴射装置で使

用されているソレノイドインジェクターを採用し、50 MPa の

噴射圧で筒内に燃料を噴射します。ノズルチップに関しても

市販車用は多噴口ですので、まず既存の噴口をレーザー加工

により埋めて、新たにインジェクター中心部にΦ0.14mm の穴

を放電加工で作成し、単噴口ホールノズルとしています。噴

霧による混合気形成過程の可視化にはシュリーレン法を用い、

高速度カメラにて 9000fps の撮影を実施しました。図 3 の可

視化結果はその一例ですが、軽油とエタノールを比較すると

エタノールの方が蒸発過程が速く進行している様子が確認で

きます。このような容器内では軽油と言えども自着火現象を

得ることは難しく、 近ようやく筒内圧力2.0 MPa, 平均温度

750 Kの条件で自着火現象撮影に成功しました。同条件ではエ

タノールは着火しません。このあたりの詳細は近い将来学会

で発表する予定ですのでそちらで討論させて頂ければと存じ

ます。 

 

3． 脈動流場における熱･物質輸送特性およびその制御性に 

関する基礎研究 

脈動流場における熱･物質輸送現象に関する研究は、 近で

は殊に血流や呼吸など生体内の物質輸送特性として注目され

ており、動脈･静脈瘤等の発生メカニズムおよびその予防･治

療法への応用を目指したものとして医工連携テーマの代表例

の一つとなっています。生体内においては体液の流れ（血液、

呼気、尿など）はほとんどが脈動流ですが、その形態は様々

です。長い進化の過程で現在のような体液輸送システムが出

来上がっている事実から、おそらくは脈動流の方が定常流よ

りも細胞に負担をかけず体温調節の制御性にも優れた特性を

有するものと考えられます。しかし、輸送管の多段階（生体

工学分野では多世代と表現するようです）にわたる分岐や管

自体の柔軟性およびそのぜん動運動によってその輸送メカニ

ズムは極めて複雑となり、「なぜ毛細血管や肺胞など微細な

管路内を血液や呼気はスムーズに（低圧力損失で）流れるの

か？」といった素朴な疑問に対しても学術的に十分な説明が

できるまで現象解明には至っておりません。 

かねてより医工連携の研究について興味があった事に加え、

これまでの研究を通して脈動流の積極利用およびその能動的

制御によって各種熱機関や熱機器の性能向上におけるブレー

クスルー技術へ繋がる可能性があるのではないか？！という

見解に至ったことがこの研究を始めたきっかけです。ガソリ

ンエンジンやディーゼルエンジンなど往復動内燃機関につい

ても、燃料や作動ガス（空気と燃焼ガス）といったエネルギ

ー変換の本質に関わる圧縮性流体の挙動は脈動流が多いこと

に改めて気付くと同時に、この往復動という一見不恰好な印

象を与える機構だからこそ、その潤滑特性を生かし“作動ガ

スの完全密封（漏れ無し）およびガス流動零（熱伝達損失無

し）で静圧膨張”というエネルギー変換の理想に近づけるこ

とができ、その高いエネルギー変換効率故に現在でもその優

位性を保っているように思うのです。脈動流に関して学術的

な知見の積み上げにより現在の内燃機関の姿が確立した訳で

はないと思います。言わば、先の生体の体液輸送システムの

如く何故かは不明だけれども、 も効率的な方法になってい

るのと同様であるような気さえします。 

ですから脈動流の熱･物質輸送特性に関し、輸送効率の観点

からそのメカニズムを探ろうというわけです。脈動流の輸送

特性を系統的に整理できれば、温度場のアクティブコントロ

ールによる熱機関や熱機器の性能向上策を提案したり、医療

現場においては例えば人工心肺の性能向上（人体（細胞）へ

の負担軽減）に繋げたりできるのではないかと考えています。 

実験としてはまずこの非定常現象の観察を重視し、温度場

と流れ場の可視化を行っています。可視化結果をよく観察し

Fig. 3. High-speed visualization of a spray 
mixture formation 

Fig.4. Fluctuation of thermal boundary layer 
visualized by color schlieren method (Rem=3000, 5Hz) 
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てその定性的な特徴を把握すると同時に、ここ 1 年の間に画

像処理によってその伝熱特性および脈動流場の流れの構造を

定量評価できるところまで進展してきました。 

図 4 は温度場の可視化結果（カラーシュリーレン法による

温度境界層の可視化）の一例です。矩形管の中央部を平板で

仕切ったような形になっており、流体は図の下から上の方向

に流れています。シュリーレン像では真中が加熱平板に相当

し、その周りに温度境界層が発達している様相を捉えていま

す。また、図 5 は水素気泡法による流れの可視化結果（流速

分布と流脈を同時に可視化）です。更に図 6 は粒子懸濁法に

より可視化した流れ場を PIV 解析した結果（ベクトル図と速

度スカラーの 3D 表示）です。詳細については文献(7)などを

参照して頂くこととし、ここでは触れませんが。流れは脈動

によって時間的に変動するだけでなく空間的にも非常に複雑

に変動することがわかってきました。 

 

4．おわりに 

このように本研究室では現象をまずよく観察するというこ

とを も重要視しています。実験装置の製作から実験、デー

タ整理＆考察、そして新たな知見とともに新たな課題を創出  

して一歩一歩研究を進めることにしています。今回紹介した

研究はいずれも非定常現象を扱っておりますので、どうして

も実験データは時系列データとなり、解析量も膨大となりま

すが、研究室の学生さんは忍耐強く研究活動に励んでいます。

大変な労力を要しますが、皆充実感を持って卒業していって

くれています（指導教員の希望的観測かもしれませんが・・・）。 
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Fig. 6. Pulsating flow structure analyzed by PIV 
(Rem=920, 2Hz) 

Fig.5. Flow visualization result (Hydrogen bubble 
method  Rem=920) 
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Fig. 7. Members of Saitoh’s Lab. 


