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  当社ディーゼルエンジンにおいて燃焼室形状や燃料噴射パラメータを効率的に適正化するた

めには，幅広いエンジンサイズにわたって妥当な予測結果が得られるシミュレーション技術を構

築する必要がある．そこで，米国ウィスコンシン大学と連携し燃料噴霧挙動モデルを組み込んだ

シミュレーターを開発し，実測値との比較検証を実施した．この結果，出力 10～80000kW の幅広

いレンジに対し燃焼室内圧力や排ガスを高精度で予測でき，さらに最適化手法と組み合わせるこ

とでエンジン開発を効率化できることがわかったので，これを紹介する． 

  

   

 
 
|1. はじめに 

当社ディーゼルエンジンは，各国の排ガス規制の強化や燃費率低減のニーズにこたえるた

め，ピストンなどの燃焼室構成部品の形状適正化や，１サイクル中の燃料噴射回数や噴射時期を

制御できるコモンレール式噴射システムの導入などにより，燃焼室内の燃焼改善を図ってきた．

一方で設計パラメータは増大し，エンジン開発を効率的に進めるにはシミュレーションを用いたパ

ラメータの絞込みによる実機試験点数の削減が有効となる．このため，当社では排ガスや燃費率

を高精度で予測できる燃焼シミュレーションの開発を続けており，特に燃焼に大きな影響を与える

燃料噴霧挙動や化学反応について，世界トップレベルのディーゼル燃焼シミュレーション技術を

持つ米国ウィスコンシン大学と連携し，モデル開発を行ってきた． 

本稿では，これらモデルを当社の小型建農機用（50kW クラス）・中型発電用（8000kW クラス）・

大型舶用（30000kW クラス）で検証し，エンジン開発効率化に有効であることを確認したので，こ

れを紹介する． 

|2. ディーゼル燃焼シミュレーションの概要 

ディーゼルエンジンの燃焼室内では，図１に示すとおり吸気，圧縮，燃料噴射，蒸発，燃料・空

気の混合，燃焼，排ガス成分の生成，膨張，排気などが繰り返し行われている．エンジンの動力

はこれらの一連の過程で発生した燃焼室内圧力をピストンの上下運動に変換することで得てお

り，排ガスのみならず熱効率（すなわち燃費率）についても燃焼室内の時々刻々の状態変化に大

きく左右される．さらには，燃焼室内の高温ガスは信頼性の高いエンジン構造を検討する際に重

要な熱応力の発生要因である．よって，燃焼室内の上記一連の過程を的確に把握し適正化して

いくことが，低排ガス・高信頼性エンジン開発において重要となる． 
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図１ ディーゼルエンジンの燃焼室内で生じている現象 

ディーゼル燃焼シミュレーション（図２）は，CFD（Computational Fluid Dynamics：数値流体解

析）をベースに上記過程を予測するためのモデルを組み込んだシミュレーターにより，時々刻々

の燃焼室内の状態（温度，圧力，燃料・排ガス成分の分布など）を予測するものである．燃焼に大

きな影響を与える燃料噴霧挙動と化学反応に関するモデルは，豊富な要素試験データとモデル

開発技術を持つ米国ウィスコンシン大学との共同研究により開発を進めている．特に燃焼室直径

70～960mm という幅広いラインナップを持つ当社エンジンに対応するために，解析メッシュのサイ

ズに関わらず妥当なシミュレーション結果が得られるモデル開発を重点的に進めてきた．一例とし

て，図３に新たに導入した液滴・ガス間の運動量交換モデル(1)を示す． 

 

 

 

図２ 燃焼シミュレーション概要  

図３ 新たに導入した液滴・ガス間の運動量交換モデル概要 
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|3. 検証結果 

シミュレーション結果の妥当性を検証するため，最初に非燃焼場での燃料噴霧到達距離の実

測値との比較，次に実機条件での燃焼室内圧力・排ガスの実測値との比較を行った． 

3.1 非燃焼場での燃料噴霧到達距離のシミュレーション結果検証 

最初に燃焼室に噴射された燃料噴霧挙動の妥当性を検証するため，窒素を充満することで燃

焼反応が生じないようにした高温・高圧容器内での噴霧到達距離計測結果(2)とシミュレーション結

果との比較を行った．燃料噴霧の分布によってその後の火炎分布が決まるため，燃料噴霧到達

距離を精度良く予測することは，燃焼室内圧力や排ガスの高精度予測のために必須である．図４

に示す比較結果(3)により，次のことがわかった． 

・ 従来シミュレーターでは，メッシュサイズを変えると時々刻々の噴霧到達距離が大きく変化

する．これは図３に示したとおり，セルサイズが大きいほど液滴周辺のガス流速が小さくな

り，液滴が減速することが原因と考えられる． 

・ 最新シミュレーターでは，メッシュサイズを変えても噴霧到達距離がほとんど変化せず，実

測結果とも良く一致する．これは，新たに導入した液滴・ガス間運動量交換モデルの効果

といえる． 

図４ メッシュサイズを変化させた場合の燃料噴霧到達距離 
時々刻々の到達距離(左)と，噴射開始後３ms の噴霧分布シミュレーション結果(右)．最新シミュレーターを用い

ることで，メッシュサイズによらず実測値を再現． 

3.2 実機での燃焼室内圧力・排ガスのシミュレーション結果検証 

前項で噴霧到達距離を精度良く予測できることが確認できたため，本シミュレーターを用いて

実機条件での検証を行った．対象エンジンは，小型建農機用（50kW クラス）・中型発電用

（8000kW クラス）・大型舶用（30000kW クラス）の３種類とした．図５に各エンジンの燃焼室内圧力

の実測値・シミュレーション結果の比較を示す．この結果，次のことがわかった． 

・ エンジンサイズによらず，燃焼室内圧力が実測と良く一致する．特に小型建農機用，中型

発電用はピーク値の絶対値を含めほぼ実測を再現する． 

・ 大型舶用においても，シミュレーション結果の方がピーク値が５％程度低いものの，ピーク

時期は実測とほぼ一致しており，良好な予測精度といえる．ピーク値が低い理由として

は，上記２機種が燃焼室中心に燃料噴射ノズルが設置されているのに対し，大型舶用は

燃焼室外周部に設置されており，火炎位置・形状が異なるためと考えられる． 
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また，図６に小型建農機用エンジンにおける EGR 率（Exhaust Gas Recirculation Ratio:NOx 低

減のため吸気中に導入する排気ガスの割合）を変化させた場合の NOx 及びすす排出量の実測

値・シミュレーション結果の比較を示す．この結果，NOx・すす排出量の相対変化が実測と良く一

致し，本シミュレーターを用いることで燃焼室内圧力・排ガスともに予測できることが確認できた．

また，FEM（Finite Element Method:有限要素法）による構造解析の境界条件として本シミュレー

ション結果を用いることで，エンジンの信頼性を左右する熱応力やメタル温度を的確に予測する

ことが可能になると考えられる． 

 

図５ 当社３機種を対象とした燃焼室内圧力の検証結果 
全機種ともに実測をほぼ再現する． 

 

図６ EGR 率変化時の排ガス変化傾向の検証結果 
当社小型建農向けエンジンを対象とした計算．NOx・すすともに実測の傾向をほぼ再現する． 

|4. エンジン開発への適用 

本章では，本シミュレーターを用いて短時間で燃焼室形状を適正化する手法を紹介する．図７

に示すように燃焼室形状を決める幾何学的なパラメータを設定し，最適化手法である SA 法

（Simulated Annealing:擬似焼きなまし法）により上記形状パラメータを自動最適化するツールを構

築した．これにより，図８のとおり 50 時間程度（最適解探索回数 100 回相当）で，NOx，すすともに

ベース形状よりも低減する燃焼室形状を予測できるようになった(4)． 

従来は，過去のデータを元に形状パラメータを数種類決め，エンジン試験によってベスト形状

を選定していたため，現実的な試験点数では必ずしも最適な形状を見出せるとは限らなかった．

しかし本手法により予め最適形状を推定し，さらにバックアップ案を数点選定した上で確認試験を

行うことで，短期間で最適な燃焼室形状を見出せるようになった． 



三菱重工技報 Vol.48 No.1 (2011) 

 76 

 

  

図７ 燃焼室形状パラメータ  

 

図８ 燃焼室形状最適化計算結果 

|5. まとめ 

ディーゼルエンジンの燃焼室内の状態を予測する燃焼シミュレーション技術を構築し，実測値

との比較検証を行った．この結果，低メッシュ依存性の液滴・ガス間運動量交換モデルを組み込

んだ最新シミュレーターを用いることで，当社小型建農機用，中型発電用，大型舶用の３種類の

エンジンのいずれにおいても，燃費率に大きな影響を与える燃焼室内圧力をほぼ実測どおり予

測でき，構造解析と併用することで熱応力・メタル温度を的確に把握できることを示唆した．また，

小型建農機用エンジンでの EGR 率変化時の排ガス（NOx・すす）排出量の傾向についても高精

度で予測できることがわかった． 

エンジン開発への適用においては，本シミュレーターと最適化手法を組み合わせることで 50 時

間程度で燃焼室形状などの設計パラメータを最適化できることが確認でき，エンジン試験点数の

削減による迅速なエンジン開発に寄与できることを示した． 
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