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4サイクル機関の吸入行程における シリンダ内の方、

ス流動の可視化の研究

新里隆男. 大見謝恒弘帥

Visuarization of Gas Flow in a Cylinder during Suction-Stroke 

of 4-Stroke-Cycle Engine. 

Takao SHINZATO and Tsunehiro OMIJA 

SUMMARY 

A 4・Stroke-Cycletest engine was equipped with trasparent pla-

stic cylinder and the air movements within it were studied while the 

engine was being motored. 

The air mpvements were made visible by MET ALDHYDE [( CH 

3 CHO) 4] with the entering air， and high-speed motion pictures were 

taken of them so that the air currents might be studied in detail and 

their velocities measured. 
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1. まえがき た 「メ タアルデヒドによる ガス流動測定法」を参考に

内燃機関において、特にディーゼル機関においては、 して 4サイクル機関の吸入行程における シリンダ内の

機関の高速化に伴ない燃焼時間の短縮が要求きれる。 ガス流動をシリング内全般について観察した。

またガソリン機関においては排気ガス中の有害物質す 本論においては低速運転でしか も、 普通の吸入装置

なわちCO、HCおよびNOxを低減させる ことに関心が をもった場合のガス流動を調べた。

寄せられている。これはモータ リゼイシ ョンが異常な

まで発達した現在においては当然のことである。かよ 2.実験装置および実験方法

うな問題を解決するには、シリンダ内のガス流動を定 実験装置の概略を Fig.lおよ びFig.2 tこ示す。テス

量的に把慢することが重要な鍵となる。すなわちこの ト機関は、電動機によって駆動し、トレーサ発生器

ことは混合気形成と燃焼に重要な影響をおよぼすから (Fig. 3)より出て来たメタアルデヒドは吸気管の途中

である。 より吸入空気中へ混入される。

しかし、実際の機関に釘いてシ リング内のガス流動 使用したテスト機関のシリ ンダ部は本来のそれを伸

を定量的に計測すると いう ことは非常に困難である。 長したものである (Fig.4、Fig.5)。シリ ンダは透明

多くの場合、モデルによる定常または非定常流テスト なアク リル製に、ピストンはアルミ製で反射鏡がそう

によって求めた結果から相対的に類推がなされている 入でき るよ っに切りかき窓をつけた。またピスト ンク

のがこれまでの研究である。1).2).3).4 ).5)，引 ラウンは写真撮影のためにガラス製にし、取り換えが

そこで筆者らは、 井元7)や除制らによって確立され 可能なように真ちゅう製のねじを切り接着剤で固着し
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ピスト ンにね じ止めした。 ピス トンリ ングはテフロン

を用いて張力はピア ノ線を入れてもたした。

撮影方法は Fig.6に示すよ うにこつをとっ た。その
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Syncronizer 

①N2ガス

②スライダック

③トレーサ発生器

④テスト 機関

宮ita.l
tachometer 

Fig. 1 Photograph of the experimental apparatus. 

①①  
↑光

( b ) 

⑤イベントマーク検出器

⑥高速度カメラ

⑦電動機

③シ ンク ロナイザー

⑨イベントマーカー ⑬回転計

⑬タイムマーカー ⑬パネル

⑪増巾器 ⑬交流発電器

⑫回転検出器 ⑬三相交流モーター

Fig. 2 Schematic of the experimental apparatus. 
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ピストンとシリンダーの総立

5. Piston and Cylider Fig. 

Cylinder and piston of test engine 

model. 

4 Fig. 
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一つはシリンダの中心部の垂直方向に設けた巾 lcrnの

スリットを通して光線をあて、この光線が通過する断

簡を直角方向より蛾彩する方法、他はシリ ンダ11111面全

体に直角方向より光線をあて、ガラス製ピストンクラ

ウンから反射鏡をとおして搬彩する方法、このこつで
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ある。

カ'ス流動をトレーサーの搬影と問時にフィルム面の

両端を利用 して、 一方には上死点を 15度おきにクラン

ク角度を7 ーキングし、他方には 1/100秒のタイムを

7 ーキングし解析を容易にした。

フィルムの解析にあたっては、シリンダの側面から

-・一ーー-・・ーーー
・・トーーー

搬~J したフィルムについては、フィルム商上のトレー

サーを連続的にスケッチし、運動軌跡を求めて、同時合
( rX:身、I鋭使用)1
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に速度も算出した。また反射鋭をとおして織彩したフ

イルムについては、述動軌跡のみを記録した。

Characteristic of test engine 

テスト機関の主要諸元を Table 1に示す。使用した

高速度カメラは RedLake 社製の HYCAMModel-41 

4サイクル

ポペッ ト型

BTDC 15. 

ABDC 35. 

BBDC 40. 

ATDC 10. 

80φ/100mm 

11.5 

210r.p.m 

l 

25. 

シ リンダ内径/行程

有効圧縮比

数

閉

弁オーバラップ

機関回転数

lレ

弁

開

閉

開

弁

弁

ク

気

筒

Table 1 

排

バゴ
メ、

バゴ
メ、

イ

気

サ

吸

吸

#ド

-004で解析装置は樹原FI07を使用した。フ ィルムは

Kodak 16mm 4・X Negative 7224をf車用した。

3.シリンタ.内のガス流動と変動

Fig. 7にシリンダ内の吸入流動をアクリル製透明シ

リンダの側面から高速度織彬した写真で、 Fig.8は高

速度撮影されたフィルムをフィルム解析装道にかけて

解析した結果をスケッチした図である。問中の数字は

その点におけるトレーサーの速度を示す。しかしその

( a ) 

速度はフィルム面上の移動距離から算したものであっ

て実際上のベクトルではない。すなわち撮影方向と直

( b) 

(a) : Means of photographing 

(b) : Top view by reflex mirror 

Fig. 6 
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Fig.7の(その 1) 

Fig.. 7 The movements of tracer 

in a cylinder during suction stroke 

-Side view. 

Test engine speed : 210r.p.m 

Compression ratio : 11. 5 

Film : Kodak 16皿 4・x
Film Speed : 1200 F.P.S. 

Fig. 7の (その2) 
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Fig. 8 Sketching of alternation of gas flow in suction stroke-side view 

Vp : piston speed 

Compression ratio : 11.5. 210r.p.m， 1200F.P.S 

角の方向から lcmのスリットを通して入射するのでこ 60度付近まではピストン速度が遅いためにガスは、

の 1冊の巾の半径方向の移動についてはカメラはとら そのままピストンに追随して軸方向の下方へ移動する

えない。したがって運動軌跡上の速度はシリンダ軸中 のではなく吸気弁側から友へ吹き上げられシリ ンダへ

心線を含むシリンダの断面上の速度成分であるとみて ッドとシリング墜にあたってループ状に曲げられ、ピ

よい。よって極端に速度の変動が大きいものは、運動 ストンクラウンにそって再ひ'吸気弁償11へ動いている。

の方向が定まっていないことを示し Cいる。 さらにピストンが下降し75度付近では、ピストンクラ

これによると、このような低迷運転では吸気弁より ウンの平行の運動はみられず吸気弁の反対側上部で旋

ガスの流入がはじまるのは、上死点後30度付近からで 回がみられる。さらにピス トン速度が憎し90度付近で

ある。 しかし実機の場合はピスト 1)ングもしっかりは はトレーサーはピストンに追随して全般的に中心軸方

まっていて気密性も保たれているのでも っと早い時期 向に動いている。その後局部的に不規則な運動はみら

流入するであろう 。 れるが概してピスト ンの動きにそっていることがわかる。

Intake vilve 

30・-45. 45.-60. 
Vp =0.77m/s Vp=0.9加、Is

90.ー105. 105.-120. 
Vp=Lllm/s Vp -0.96m/s 

60一75
Vp =1.08m/s 

12ぴー 135.
Vp=0.76m/s 

75. -90. 
vp =l.llm/s 

135.-150. 
Vp=055m/5 

Fig. 9 Sketching of alternation of gas flow in suction stroke-Toq view 

(Vp : piston speed) 
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Fig. 9は、反射鋭を通して撮影 したフィルムを解析 とにある。

しそれをスケッチした図である。この図で各クラ ンク角 終りにのぞみ、本研究の実験とデータの整理には

解度におけるピストン速度 VpがFig.8のそれと多少 当時機械工学科学生の伊波潔君、高山朝幸君の熱心

異なっているのは、装置の都合上向時には撮影できな な助力があった。ここに深〈感謝の意を表する。

かったからである。まだこの場合速度の大きさを求め

るのが困難を極めたのでトレーサーの軌跡のみを記録

した。

これによると、 Fig.8と同様、吸入はじめ (45度)

では吸入弁近くで不規則な動きを示している。その後

60度付近ではトレーサーがシリ ンダ中心に向って移動

している。さらに75度から90度にかけてピスト ンの速

度が増してくるとトレーサーもシリンダ全体に分布し

半径方向の動きも定まらず、 勝手な挙動を示している。

その後吸入行程の終り近くまで同じ傾向を示し、150度

近くでや 、友廻りの動きが察せられる。

4. あとカずき

以上の実験結来より次の結論を得た。

1 )井元や除らが確立した「メタアルデヒドによる

えfス流動測定法」は非定常的な流れの可視化には

最も適している。

したがって内燃機械関のシリ ンダ内の流れを観察す

るには有効な手段となる。

しかし、圧縮比が大きい機関の場合、圧縮行程の

終り付近のえfス流動を観察しようとする時はメタ

アルデヒドが庄絡熱のため再昇華してしまい詳し

いデータは採れない。すなわち「スキッシユ」と

いったような押し込み流れを測定しようとする場

合には不適当ではないかと恩われる。

2 )吸気管、吸気孔および吸気弁等に特別の工夫を

していない、いわゆる普通の吸気装置の機関では

吸気行程におけるガス流動というのは全〈不規則

な流札をしていて再現性もなく定量化もむづかし

い。したがって実際の機関の場合でも、混合気形

成と燃焼の制御はできないのではないか。

3 )また、このような機関を低速で運転した場合、

当然のことではあるが、吸気開始後しばらくは、

ガスの流入はみられない。

以上のようなお、まかな結論を得たが今後の研究の上

課題は、吸気装置のモデルを試作し、運転のパラメ

ーターを変えて圧縮行程中のガス流動も観察するこ
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