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1．研究室の紹介 

大分大学工学部は，1972 年（昭和 47 年）年 5 月 1 日に設置

され，機械工学科と電気工学科の2学科でスタートしました．

大分大学の工学部は国立大学としては最後の工学部と言われ

ていました．その後，工学部の改組により機械工学科はエネ

ルギー工学科と合併し，学科名を生産システム工学科に変更

し，現在は機械・エネルギーシステム工学科に変わっていま

す． 

現在，本研究室では，浜武教授，田上准教授，加藤助教お

よび嶋田技術専門職員の指導のもと，博士後期課程 1 名，博

士前期課程 9 名，学部 4 年生 12 名，研究生（外国人留学生）

1 名が在籍しており，日々研究に励んでおります．近年，自動

車やその部品に関連する企業へ就職する学生が増えています． 

研究テーマとしては，浜武教授が「ピストンリングの混合

潤滑解析」および「二サイクル機関クロスヘッドピン軸受の

潤滑解析」，田上准教授が「高圧雰囲気下における予混合火

炎の燃焼特性解析」および「対交流バーナによる消炎，及び

着火特性に関する研究」，加藤助教が「火花点火機関の水素

添加に関する研究」および「教材用スターリングエンジン（SE）

に関する活動」をそれぞれ進めています． 

 
2．研究テーマの紹介 

2.1． ピストンリングの混合潤滑解析 

ピストンエンジンは，石油系燃料の枯渇や地球規模的環境

問題に対処するため，高効率化と低公害化が緊急の課題とな

っています．熱効率向上の手段の一つとして機関の摩擦損失

低減が図られています．ピストン系で発生する摩擦が全機械

摩擦損失の約 40％程度を占めることから，その低減が極めて

重要な課題です．ピストンリングの摩擦低減策として，低粘

度マルチグレード潤滑油の使用，リングの低張力化，リング

列でのセカンド圧力リングの除去，リング摺動面の改善など

が行われています．これらの対策により，摺動部の粘性摩擦

力は低減するものの，摺動速度の小さい死点近傍でのピスト

ンリングとシリンダライナの作動状態は混合あるいは境界潤

滑状態に移行し，混合・境界摩擦および摩耗の増大，スカッ

フィングの発生などの新たな問題をもたらすことになります．

ディーゼル機関では図 1 に示すように，高出力化，環境負荷

低減策による高圧燃焼化に起因し，リングとライナ間の潤滑

状態は極めて過酷になっています． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1  Problems of Diesel Engine Piston Ring 

 

リングの潤滑状態は，非定常的作動のほか，油膜温度，表

面粗さなどの多くの要因に支配され，極めて複雑です．リン

グの粘性摩擦力は流体潤滑理論に基づくレイノルズ方程式か

ら膜厚と油膜圧力を求めることにより，簡単に予測できます．

薄膜（混合）潤滑においては，流体潤滑理論が適用できない

ため，Patir と Cheng が導出した平均レイノルズ方程式を適用

しました．突起干渉による接触圧力および接触面積の算出に

は Greenwood と Tripp の式を用います．図 2 に混合潤滑の解

析モデルを示します．そして，表面粗さ，低粘度マルチグレ

ード潤滑油，リング寸法・形状などの各種要因がピストンリ

ングの膜厚特性および摩擦特性に及ぼす影響について調べて

います．その結果を幾つか紹介します． 
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1. 摺動面の表面粗さが大きくなると摩擦損失は増加し，

死点近傍特に膨脹行程初期の摩擦力が増大し潤滑状態

は過酷になる． 

2. 軸受特性数の低下とともに，膨脹行程初期は境界摩擦

主体の潤滑状態となり摩擦係数は大きくなる．一方，

行程中央では粘性摩擦主体の潤滑状態となり摩擦係数

は低下する． 

3. 低張力リング（あるいはリングの薄幅化）は，膜厚が

厚くなり摩擦損失低減効果が認められるが，潤滑油消

費量およびブローバイガスの対策が必要である． 

 

 

 

 

 

 

Fig.2  Analysis Model of Mixed Lubrication 

 

2.2． 二サイクル機関クロスヘッドピン軸受の潤滑解析 

大型舶用二サイクルディーゼル機関のクロスヘッドピン軸

受は，軸受荷重が常に下向きで低速かつ回転角の小さな揺動

運動しか行わないという特徴を有するため，負荷能力が低く

且つ摺動面上の油膜の交換能力に劣るという問題点がありま

す．本研究では，軸方向油溝を有する従来型のクロスヘッド

ピン軸受について，理論解析により潤滑機構を解明するとと

もに，受各部の最適設計基準を数値計算，実験の両面から求

めています．結果については省略します． 

 

2.3． 高圧雰囲気下における予混合火炎の燃焼特性解析 

現在，資源枯渇問題の観点から新燃焼技術の確立が急務と

なっています．そのひとつとして自動車エンジン等の圧縮比

の増加が挙げられます．既存の火花点火エンジンの圧縮比は

10 程度ですが，近年の自動車開発において燃費向上を目的と

する圧縮比の増加，HCCI（予混合圧縮着火）エンジンへの期

待の高まり等から高圧縮下での基礎燃焼特性への理解を深め

る必要があります． 

本研究において 2006 年度に開発した高圧定容燃焼装置（図

3）は内部容積約 13[L]を有し，観測窓，攪拌装置，加熱装置，

気化装置が設置されています．この装置の開発目的は基礎燃

焼特性の圧力依存性の解明，観測データ数の増加を目的とし

ています．しかし，装置の強度，超高圧燃焼に対する安全性

を確保する為，現段階では初期予混合気圧力 5[atm]から燃焼

を開始し，燃焼圧力 40[atm]までの実験しか行うことができま

せん．この問題を解決するため，既存の装置に新たに燃焼装

置を組み込み，超高圧燃焼（初期圧力 20～50[atm]）を可能に

する装置の開発を行いました． 

本研究では 2 重構造の燃焼器を開発しました．外部容器は

既存の定容燃焼装置を使用しアルミ窓を改良し，材質 S45C で

約 18[L]の容積を持ちます．内部容器（図 4）はステンレス製

で直径 120[mm]長さ 130[mm] の円筒形で内部には約 1[L]の容

積を持ち，円筒形支持具により外部容器に固定されています．

外部容器には不活性ガス（窒素）を内部容器の混合気の圧力

と等しくなるように充填し燃焼させます．燃焼圧力は内部容

器の圧力解放孔より解放され急激な圧力の増加を防いでいま

す．これにより設計上 40[atm]までの燃焼を可能としました． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3  Outer Chamber    Fig.4  Inner Chamber 

 

2.4． 対交流バーナによる消炎，および着火特性に関する

研究 

本研究では，対向流バーナ（図 5）を用いて拡散火炎や予混

合火炎の着火特性，耐消炎特性および不活性ガスの影響など

について調べています．対象とする燃料は，次世代燃料とし

て期待されるバイオ燃料で，実験ではエタノール，ジメチル

エーテル（DME）などを使用しています． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5  Schematic Illustration of Counterflow Configuration 

 

対向流バーナを用いる実験では気体の流量を制御するため，

Mass Flow Controller を使用することで条件を設定し，現象を

再現するため窒素のカーテンで周囲を覆うことで外部の空気

と遮断しています．液体燃料では，定量ポンプを使用し，安
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定した燃料の供給を行っています．また，液体燃料で実験す

る場合は，高温の気化器で熱し，Mixing Chamber により火炎

の組成を安定させ，温度を維持したまま輸送することにより．

火炎の特性を調べることを可能にしています．また，研究風

景を図 6 に示します． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6  Landscape of Study 

 

2.5． 火花点火機関の水素添加に関する研究 

ガソリンエンジンの研究では，車両の燃費向上を目的に，

出力を効率よく抑制する技術として，図 7 のシステムを検討

しています．出力を抑制する時はエンジン 1 に部分燃焼ガス

を生成させます．この部分燃焼ガスは，エンジン 2 の吸気の

希釈と水素添加を同時に行ない，更に生成に際して吸熱反応

を利用し，熱効率向上の要素もある．出力が必要な場面では

エンジン 2 を通常のエンジンとして用いればよい． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7  Concept of Gasoline / Syngas Engine System 

 

これまでに，平衡計算を用いたシステム全体の熱収支の計

算，ガソリンエンジンが部分燃焼ガスを生成可能なことの確

認，部分燃焼ガスの組成の傾向と装置の熱収支の把握，部分

燃焼ガスが EGR よりも混合気を希釈することの確認，がなさ

れました．図 8 の試験装置などを学生が製作しています． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8  Equipment Made by Students 

 

2.6． 教材用スターリングエンジン（SE）に関する活動 

この研究の発端となる教育プログラム用の SE は，地域のホ

ームセンターの店頭にある材料と工具だけを使って作るもの

で，お湯の熱エネルギーだけで駆動するものです．中学生や

高校生でも製作し易いように電動工具などを一切使わないで

製作されています．図 9 が最初に駆動した試作品です．学習

者が個人的に行なうことが可能な作業に，技術や工学の要素

を取り込む意図で，設計や要素試験は高校で履修する物理や

数学の範囲で行われています．基礎科目の重要性と体系的に

学べない経験や生き様の必要性を若い学習者に伝える目的で，

この SE の製作方法と設計方法が文書に整理されつつありま

す． 

また,地域住民の要望に応えて千円で製作できる SE の製作

方 法 を ま と め ， WEB 上 で 公 開 し て い ま す

（http://machls.cc.oita-u.ac.jp/kenkyu/netu/kato/stirlingengine/CanS

E080317.pdf）．大学のイベントで動作実演するためにこの SE

を学生が作らされますが，説明書を読むだけでも大変です． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9  First Prototype of Handcrafted Model SE 

 

SE の研究は，温泉の熱を分散電源に利用する計画を持ちか

けられた際の文献調査で，低温度差スターリングエンジンの

歴史が 1983 年以降のものと分かったことを切欠に，100℃未

満の低温排熱で駆動可能な SE の開発が動き始めています． 
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