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北海道大学工学部研究報告

第148号（平成元年）

Bulletin　of　the　Faculty　of　Engineering，

　Hokkaide　University，　No．　148　（1989）

軍船式ディーゼル機関における乱流燃焼モデル

宮本　　登　　小川　英之

　　　（平成元年6月30日受理）

A　Turbulent　Combustion　Medel　for

Swirl　Chamber　Type　Diesel　Engines

Noboru　MiyAMoTo　and　1｛ideyukl　OGAwA

　　　　　　　（Recieved　June　30，　1989）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abstract

　　　The　purpose　of　this　work　is　to　establish　a　quasi－dimensionai　turbulent　spray　combustion

mode｝　for　swirl　chamber　type　diesel　engines．

　　　This　rnodel　assumes　uniform　turbulent　fields　in　both　maiR　and　swirl　chambers．　The

fields　were　described　with　a　global　k－E　model　based　on　in－cylinder　air　motion　caused　by　the

jet　from　the　other　chamber　independently　formed　in　each　chamber．’　The　pressure　and　the

temperature　in　each　chamber　were　calculated　with　energy　aRd　continuous　equations　of　the

working　gas．　The　fuel　spray　was　divided　into　small　elements　to　account　for　non－uniform－

ities，　and　movement　of　the　elements　were　determined　by　the　law　of　momentum　conseyvation．

Air　entrainment　into　each　element　was　estimeted　from　the　motion　of　the　spray　relative　to　the

in－cylinder　air　and　the　turbulence　intensity　derived　from　the　k－E　model．　The　mixture　in　the

elemont　was　formed　from　the　entrained　air　corresponding　to　specific　turbulent　mixing　times，

and　the　rate　of　combustlon　was　calculated　with　specific　turbulent　combustion　times．

　　　The　results　showed　thae　this　model　predicts　the　rate　of　heat　release　and　various　optimum

operating　conditions　and　design　factors　in　terms　of　indicaeed　thermal　efficiency　with　a

certain　accuracy．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．まえがき

　　ディーゼル機関の燃焼は，燃料噴霧の空気の巻き込み，燃料と空気との混合，および乱流場で

の燃焼という三つの過程に大きく支配されるが，これらの過程はいずれも筒内の気流乱れに大き

く依存する。したがって，その燃焼をモデル化する際には乱れを考慮することが不可欠であり，

現在までに直接噴射式機関等に対してk一ε乱流モデルを用いた例が報告されてきた1＞。しかし，渦

室式機関では燃焼室内の空気流動がより複雑なため，現在のところ乱流を十分に考慮したモデル

は少ない。

　　本研究では三階式ディーゼル機関を対象とした乱流噴霧燃焼モデルを確立し，あわせて各種設

計困子が熱発生率，出力性能，および排気成分等に及ぼす影響の解明と予測を行うことを最終目

的とした。
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　まず，主室および渦室におけるエネルギ式と作動ガスの連続の式をもとに，吸気行程開始から

両燃焼室内の温度および圧力を求め，蜜蝋問の圧力差から決定される空気流動により，渦室内の

流速分布，あるいは着火後の渦室から主室への噴出速度などを算定した。また，両室において均

一な乱流場が形成されるものと仮定したk－e乱流モデルにより，乱れのエネルギkおよびその消

散率eを計算して乱流場を定量化した。

　一方，渦室内の噴霧は，パッケージモデル2）を参考に，噴霧要素間の追越しがないものとして，

蒋問的かつ空間的に分割した。その際，同時刻に噴出した燃料は，噴出した時点での各噴霧の体

積割合により分配し，要素ごとに既存の到達距離の式2）に基づいて移動するものとした。また，壁

面に衝突した直後の要素は，衝突直前の移動速度が保存されたまま渦流の下流方向へ向きを変え，

その後は，噴霧への流入空気を考慮し，角運動量保存則により要素が個別に移動するものとした。

噴霧への流入空気量は，要素と周囲空気との接触面積，周囲との相対速度，および周囲の乱れ強

さより求めた。一方，渦室内での連絡玉上を通過した要素のうち，圧力差から算定される移動体

積に見合うガス要素が主室に噴出し，その後面室内では，連絡孔を通過したときの速度をもとに，

渦室内と同様にして流入空気量を求めた。

　着火は，Livengoodの着火条件をもとに各要素において独立に生ずるものとして計算した。ま

た，燃焼については，渦室および主室ともに，着火遅れ期間中に乱流混合速度で形成された混合

気が予混合燃焼し，拡散燃焼は着火後に混合した燃料が順次乱流燃焼特性蒔間に対応して燃焼し

ていくものとした。以上によって算定した燃焼率からインジケータ線図を求め，図示熱効率を算

定した。

　計算の結果，燃焼を支配する因子のうち，渦室でのkおよびeは，主室からのガスの流入に対

応して圧縮行程中の20℃ABTDCまでは著しく増加した後，急速に減少するのに対し，油壷にお

いては，着火後両室閲の圧力が逆転するのと同時に急増し，熱発生率曲線と類似した傾向で変化

すること，また，kおよびεから算定される乱流燃焼特性時間，および混合特性時間は，着火と

同臭に急速に減少することなどがわかった。

　一方，本モデルを用いることにより各種設計因子，および運転条件が熱発生率曲線，図示熱効

率，および冷却損失に及ぼす影響について検討した結果，一部門場合を除いて，定性的ではある

が，貸室式機関の燃焼挙動をある程度予測し得ることが明かとなった。

　以下に本モデルの詳細について述べるが，両論の温度および圧力等の算定方法3＞などの詳細につ

いては既に報告したので，本論では調愛する。

2．本モデルの特徴

　渦室式ディーゼル機関において，渦室内の燃焼は，主として，圧縮行程後期における主知から

渦室への空気流入により形成されるガス流動に律せられ，一方，主室内の燃焼は，渦室内の燃焼

により主室に噴出するガス流動によって律せられる。本モデルは，熱・流体力学的に計算される

両論間の圧力差から決定されるガス流動をもとに，渦室内の流速分布，あるいは燃焼後の渦室か

ら主室への噴出速度などを算定し，心室において各々均一な乱流場が形成されるものと仮定した

k－e乱流モデルを基礎として，乱流噴霧燃焼を記述したことに大きな特徴がある。

　以下，本モデルの具体的な特徴について記述する。

（1）渦室式ディーゼル機関として，図1のようなモデルを考える。すなわち，主室よび渦室にお

けるエネルギ式および作動ガスの連続の式をもとに，吸気行程開始から両燃焼室聞の温度および

圧力を算定する3）。
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T2．P2，k2．62

dMin

Tl／Pl，klノε二1

dM12

図1　本モデルの模式図

②　作動流体は，半完全ガスとして取り扱い，谷下の比熱式をもとにその比熱を温度の関数とし

て表す。

（3）燃焼室壁面温度は一定とし，壁面からの熱伝達を考慮する。

（4）ガス流動による運動エネルギを考慮する。

（5）両室間の圧力差から決定される空気流動をもとに，渦室の流速分布あるいは着火後の主室へ

の噴出速度などを算定する。渦室内の速度分布は中心で0，ある一定の半径位置で最大となる放

物線とし，主室から流入するガスの角運動量が保存されるものとする。一方，主室では，噴出ガ

ス要素以外の領域におけるマクロなガス流動はないものとする。

（6＞渦室，主室ともに均一な乱流場が形成されるとして，k一ε乱流モデルにより両室の乱流場を

記述する。

（7）燃料噴霧は，図2のようにパッケージモデル2｝を参考に時間的かつ空間的に分割し，各噴霧要

素に追越しがないものと仮定する。各要素は噴霧到達距離の式2）に基づき移動し，主室へは，連絡

孔上を通過した要素のうち圧力差から算定される噴出量に相当する分だけ移動するものとする。

一一

図2　噴霧モデル
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（8）噴霧要素の接触面積，周囲空気との相対速度，および周囲の乱れの強さによって噴霧要素内

への流入空気量を決定する1）。

（9）燃料と空気の混合は，流入空気量のうち，乱流エネルギkおよびその消散率εから算定され

る混合特性時間により決定する4｝。

㈹　燃料の蒸発は，混合時間が蒸発時間に比べて十分に大きいものとして無視する。

⑬着火は，Wolferの式を用いたLivengoodの着火条件を基に各要素において独立に生ずるもの

とする5）。

（12）各要素において，着火遅れ期間中に乱流混合速度で形成された混合気が乱流燃焼特性時間に

対応して予混合燃焼を行い，着火後に混合した燃料が順次乱流燃焼特性蒋問に対応して拡散燃焼

を行うものとする。

（13）以上により算出した燃焼率から，インジケータ線図，図示熱効率，および冷却損失を算定す

る。

3．計算方法

計算に用いた主な記号は次の通りである。

Cl定数
D，d：直径［m］

M：質量［kg］

Q：熱量［J］

P：圧力［Pa〕

R，r：半径£m〕

T：温度［K］

t，τ：日寺間［S］

V：容積［m3］

U，V：速度［m／S］

3．1

レ：動粘性係数［m2／sコ

ρ：密度［kg／m3］

添字

0：外気

1：主室

2：渦室

a：周囲空気

b，c：燃焼

d：拡散

f：燃料

渦室内の空気流動とk－e乱流モデル

ig：着火

in：吸気

inj：噴射

m：混合

P：予混合

r：半径方向

t：乱流、

θ：接線方向

　まず，熱・流体力学的に両室問の空気流動を算定し3），それをもとに渦室内の速度分布の算定を

行った。渦室内の速度分布を中心で0，渦室半径の70％の位置で流速最大となる放物線として仮

定すると，半径rの位置における接線方向の流速V，（r，t）は，次式で与えられる。

　　　　Ve（r，　t）　：一a（t）　（r2－1．4R2r）　（1）
　なお，α（t）は時間の関数であり，主室から渦室への質量流量および壁面せん断応力を考慮した

角運動量保存則によって求める。

　つぎに，主室と渦室の各々において均一乱流場が独立に形成されるものとして，以下のk一ε乱

流モデルを適用した。

　k一ε乱流モデルの一一粒形は，次の通りである6＞。

　　　　p－dS－t　k　＝＝　Fk　一　D，　＋　J，　（2）

　　　p－d｛lrt　e”：Fe一　De＋　JE　（3）
ただし，Fは生成項，　Dは消滅項，　Jは拡散項である。

本モデルでは，主室と渦室に対してそれぞれ独立に②式および（3）式を与え，以下の要領により，



　　　　　　　　　　　渦室式ディーゼル機関における乱流焼モデル　　　　　　　　　　　　　　　45

乱れのテネルギkとその消散率εを算定した。

　主室における生成項Fk1およびF。、は次のように衷される。

　　　F・，＝g・・薯＋等1（・・一1・，）＋」警（k21　一・・）　　　　　（・）

ただし，

　　　Kin＝（CkVin）2　　　　　　　　　　　（5）　　　K21＝＝（CkV21）2　　　　　　　　　　　（6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

　　　F・1一昔ε1塾等互1（一）÷」薯（e2一・・）　　　　　（・）

ただし，

　　　a。＝c、k？A2／（C、L。）　　　　　（8）　E21＝c、K；12／（c、d、）　　　　　（9）

L．は吸気バルブリフトである。

　なお，（4）式および（7）式において，各々第1項は圧縮，第2項はせん断，第3項は流入による生

成項である。

　主室における消滅項D，，，D。1は次のように衰される。

　　　DKi＝＝pi　ei　（le）　Dei＝：CEbmillt’　Dki

　主室における拡散項Jkl，　J，1は，マクロな流動がないため無視する。

　渦室における生成項Fk2，　F。2は次のように表される。

　　　・・2一号・・睾2÷・・Vt（aVe　VeOr　r）÷睾（k・・一・・）

ただし，

　　　ki2＝（C，V，，）2

レtは乱流動粘性係数であり，次式で求められるη。

　　　yt　＝＝　cd一！si；2

　　　　　　e
　　　F・一昔・薯＋C・a豊・・17t（OVe　VeOr　r）＋」霧（・12－e2）

ただし，

　　　　　C，k宝益2
　　　e12　＝　：　一65atEc

dcは連絡孔の直径である。

　渦室における消滅項Dk2，　D2は次のように表される。

　　　Dk2＝p2e2　（17）　D2　：C，bk’Dk2

　渦室における拡散温海，」，2は次のように表される。

　　　J・・一ft・！一ン・（k2－Cdwwii2ue　　　6）・A

　　　Je・一｛差倉（e2一野／（Cδ））・A

　摩擦速度Uw，および乱流境界層厚さδは壁法則から次式により算定される。

　　　u．（r）＝（一U’t2￥Z一（，r））i’2　（2D　s（r）＝wht　exp（zzt，（rl－s・o）

GD

〈12＞

（13）

（14）

（15）

（16）

（18）

（19）

（20）

（22）
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3．2　燃料噴霧の要素分割と窒気の流入

　ノズルから噴出した噴霧は，広安のパッケージモデルを参考にして，図2に示したように時間

的かつ空間的に要素分割した。その際，燃料は各要素の体積割合により分配し，壁面に衝突する

までは，実験式にもとづいて移動するものとした。

　なお，噴霧の四達距離は，次式で与えた2）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2APXi，2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（23）　　　　O＄t〈tb

tb＄t

S　＝O．39（

S－2．95（

pf

A　1）　X1／4

pf

）1／2t

）1／4（d．t）lt2

ただ・・　…”・8・65（　pfdn

oaAP）・／2

　S：劃達距離［m］，△P：噴射圧力と渦室内圧力の差［MP。］，　d．：ノズル噴口径［m］

（24）

（25）

　衝突後の各要素は，角運動量の保存則に従って渦流の下流方向に向きを変え，壁面に沿って移

動するものとした。また，連絡孔の上を通過した要素の申で，圧力差から算定される体積に見合

う要素がある確率でランダムに主室へ噴出するものとした。そして主室内における要素の移動速

度は，連絡孔通過時の噴出速度をもとに求めた。

　一方，各要素への流入空気量は，「空気の密度ρ。」，「空気との接触面A」，および「乱流強度U’

と気流に対する要素の相対速度Iu－Vlの和」の3者の積で求められる1）。

　　　　讐一C・P・A（U・＋1・一Vl）　　　　　　　　（26）

　各要素において，微小時間内の流入空気量△M。のうち，混合特性時間に対応する量だけ燃料と

混合するものとした。

　　　　d塁m一学　　　　　　　　　　　（・の
　乱流混合特性時間Tmは，次式で表される8）’9）。

　　　　rni＝＝A／（6u）　（28）　マイクロスケールλについては，準定常，等方性乱れを仮定し，次式が成立するものとした4＞。

　　　　・《誓）℃罫）一㌦　　　　　　　　　（・9）

　また，乱れの積分スケールLは，kおよびεにより次式で表される10）。

　　　　L－cがKぎ侶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3e）

3．3　燃焼率の算定

着火遅れは，本モデルでは以下に示すLivengoodの着火条件に従うものとして扱った。

すなわち，tl。jにおいて噴射を開始したとすると，着火時tigは次式を満足する値となる。

　　　　t19豆Ll　　　L
　　　　nj　T

なお，着火遅れ関数τとしてはWolferの式（軽油）を採用した5）。

　　　Txe．45　×　lo－5　×　p－i・igexp（ge650　）

（3D

（32）

まず，着火遅れ期間中に噴霧内に巻き込んだ空気量のうち，乱流混合特性に見合った空気量に
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欄具する混合気量が予混合燃焼に供せられるものとする。

　着火遅れ期聞申に混合した空気量MPfは次式となる。

　　　Mp・一窟d差・d・

予混合鞭率響は獄で与えられ・．

　　　　dMbp　一　Mpf”Mbp

　　　　dt　rc
ただし，MbPは各時点までの予混合燃焼量，τ。は燃焼特性時間であり，次式で与えられる4）。

　　　　　　A
　　　　rc　＝st

ただし，SLは層流燃焼速度である11）。

馴合市司響は，次式懐され・．

　　　糖屯d器ψ・詣

　つぎに，拡散燃焼率を以下のようにして求める。

　着火後，微少時間△tの間に空気と混合する燃焼の量Mfdは，次式となる。

　　　M・d－m・・（：N｝；T，　．　一gill￥il（lgLm　At，　Mf－M，p－Mbd）M，h・繍空矧k9／・・］

ただし，min（a，b）は，　aとbの小さい方の値を取る演算記号である。

　Mf，の中で燃焼した燃料の量Mbdは，次式となる。

　　　臨誌ズld捨・・

　　　　dM，，
　　　　　　は㈲式で与えられる。ただし，
　　　　dt

　　　　　　dM，，
拡散燃焼率　　　　　　　　は，次式で与えられる。

　　　　　　dt

　　　　dMbd　Mfd－Mbd

　　　　dt　Tc
Tcは㈱式で与えられる。
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（33）

（34）

（35）

（36）

（37）

（38）

（39）

雛燃騨dfは，次式懐・れ・．

　　　d診一・鶏d怜・、ln　　　　　　　　　㈲

　　　　　　　　　　　　　　4．計算結果，および考察

　計算に主に用いた機関諸元は表1に示す通りである。

4．1燃焼を支配する各種因子および熱発生率の計算結果

　図3は，クランク角度に対して，主室および渦室の各々における乱流エネルギk，およびその
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消散率εの平均値を計算した結果である。図から，両室においてεはkの変化によく追従して変

化しているのが明かである。渦室では，kおよびεは，圧縮行程15℃A　BTDCまで増加した後，

急速に減少している。これは，主室からの空気流入が減少するためと考えられる。主室でのkに

注目すると，着火と同時に渦室からのガス流入によって乱れが発生し始め，膨張行程25℃AATDC

まで増加を続けるのがわかる。

　一方，図4に，kおよびεを変数とするところの燃焼特性時間Tc，および乱流混合特性時間Tm

を示す。渦室でのTmを除いて，各特性時間はほぼ10℃A　BTDC付近における着火と同時に急激

に減少している。これは，着火と同字に空気と燃料の混合および燃焼が著しく促進されることを

示している。また，両室とも混合特性時計が燃焼特性時間の約10倍程度大きな値となっているこ

とから，噴霧の燃焼が混合過程に律速されることが明かである。

表1　機関諸元

項　　　目 数　　　値

ボア 0．0078　【m】

ストローク 0．083　　【m】

コンロッド長さ 0．13　　【m】

圧縮比 23．0

副室容積比 0，048

噴孔断面積 0．oeoO41【m2】

噴孔長さ 0．0115　【m】

吸入バルブ径 0，037　　【m】

吸入バルブリフト G．0092　【m】

吸入バルブ弁座角 45．0　　【deg】

吸入バルブ開弁時期 14’BTDC
吸入バルブ閉弁時期 52’ABDC
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図3　乱流エネルギk，およびその消散率εの計算例

　　　（サフィックス1：主室　2：渦室）
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図4　燃焼特性時間τc，および混倉特性時間rmの

　　計算例（サフィックス1：主室　2：渦室）
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図5　インジケータ線図および熱発生率の計算例
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図6　燃料噴射時期を変化させた場金の図示熱効率ηぎ，

　　冷却損失ψ，および燃焼最高圧力Pm。xの計算結果

　図5は，本モデルにより得られた熱発生率およびインジケータ線図の計算結果例である。この

場合，運転条件は，機関回転速度2500　rpm，燃料噴射蒋期20℃A　BTDC，空気過剰率1．2を想定

している。図において，熱発生率はディーゼル機関特有の二段燃焼の様態を呈しており，渦室で

は急激な予混合燃焼の後の若干の拡散燃焼が残存している一方，主室では渦室からの噴出にとも

なって，拡散燃焼の大部分が行われていることがわかる。この二段燃焼の傾向および燃焼率形状

は通常の実機における燃焼挙動に対して定性的な一致を示すものである。

4，2各種運転変数に対する予測結果

　本モデルを用いて，いくつかの運転変数が各種性能値に及ぼす影響について検討を行った。こ

こでは，運転変数として，燃料噴射聴期，当室連絡孔面積比，および副室容積比について述べる。

　図6は，噴射時期を変化させた場合の図示熱効率η1，冷却損失op，および燃焼最高圧力Pm。xの

計算結果を示したものである。図において，噴射時期が前進するにともなって，冷却損失が大き

くなるにもかかわらず，図示熱効率は増加の傾向を示し，噴射時期が22℃ABTDC付近において

最高値，すなわち図示熱効率最良の三期となっている。通常この種の条件では25～ISQCA　BTDC

に熱効率最良の噴射時期が存在することを考え併せると，本モデルにおける最良噴射時期は妥当

なものと言えよう。

　図7に副室連絡孔面積比f／Fを変化させた場合における計算結果を示す。図において，噴孔面

積比が小さくなるにしたがって，燃焼最高圧力，および冷却損失はともに増大しており，図示熱

効率は面積比が1％付近で最大となっているのがわかる。また，最高圧力は連絡孔面積比の減少

にともなって渦室の方が大きくなる傾向が強まっている。
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　さらに図8に，副室容積比βを変化させた場合の結果を示す。図より，容積が大きくなるに従

って冷却損失，燃焼最：高圧力，および主室と渦室の圧力差が増加しているのに対し，図示熱効率

は，容積比が50％付近において最大となっているのがわかる。

　なお，今回のシミュレーションでモデルとして取り上げた実機においては，β＝48％においてf／

F＝0．85％で最適チューニングが行われており，この結果から，シミュレーションによるf／F＝1

％，β＝50％なる最適値はかなり妥当な値と考えてよいものと思われる。
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図7　副室連絡孔面積比f／Fを変化させた場合の

　　図示熱効率ηf，冷却損失ψ，および熱焼最高

　　圧力Pmaxの計算結果
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図8　副室容積比βを変化させた場合の図示熱効

　　率ηf，冷却損失op，および燃焼最高圧力Pmax

　　の計算結果

5．ま　と　め

　本研究では，渦室式デ4一ゼル機関において乱流燃焼モデルを確立し，あわせて各種設計因子

が熱発生率等に及ぼす影響を解明ならびに予測することを目的として，燃焼モデリングを試みた。

すなわち，主室および渦室の圧力差を熱・流体力学的に算出し，それらにより決定される両室間

の空気流勤を基に，乱れエネルギkおよびその消散率eを両手独立に算出し，乱れを考慮して噴

霧各要素への流入空気量，および混合気形成量を求め，個々の噴霧要素について乱流燃焼特性か

ら燃焼率を求めた。

　その結果，燃焼率形状および各種の設計因子の最適値を定性的に予測し得ることが明かとにな

った。

　本研究を遂行するに当り協力を頂いた本学学部学生藤本英史君（現マツダ㈱），ならびに大学院

学生渋谷昌彦君に対し謝意を表する。
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