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東海大学式リーンバーンエンジンとル・マンカーの研究
林

義正＊１・中丸

直人＊２

Studies on the Tokai University System of Lean Burn Engine
and
a Racing Car for Le Mans
by

Yoshimasa HAYASHI, Naoto NAKAMARU
(Received on Sep.28,2001)

Abstract
A promising result was obtained with the preliminary test of a new type engine system that can clear away problems
with stratified charge lean burn engine currently being commercialized and having a potential to improve fuel economy. This
engine system centers round a brand new practical technolo gy that provides stable ignition and fast burn of homogeneous
pre-mixed air -fuel mixture and is composed of a super charged system that can achieve lean burn for full operating range and
of a unique device to activate catalyst. This study is subsidized by the Kanagawa High-Technology Foundation.
On the other hand, as a measure to promote an education on actual “MONOZUKURI ”(manufacturing), a prototype car,
TOP ’03 (Tokai Original Proto’03), is also being studied aiming to participate in the Le Mans 24 Ho urs in 2003. The car is
installed with YR45 engine of which fundamental design was done by Tokai University under a research trust. This 4.5liter,
V8, NA (Natural Aspiration) engine produces 600ps with an air restrictor that satisfies racing regulation. Fundamental chassis
layout was completed as a graduation study of the students. The necessary fund will be provided by external sponsorship and
advertising contracts. If this plan comes true it will make the first participant from the academic sector in 70 years history of
the Le Mans 24 Hours.
Keywords: Lean burn engine, Homogeneous mixture, Fast burn, Multi point ignition, Gasoline engine, Racing car, Racing
engine, Le Mans

１．はじめに

システムごとに開発担当グループを決め、責任を伴った真のも
の作りを実践している。性能設計と車両の基本レイアウトを終

専門科目で学習した知的能力（Ability）を活用して課題を解

了し、個々の部品の仕様を決定する段階に入っている。エンジ

決する実現能力（Competence）を涵養するため、新しい方式の

ンは研究委託を受けて設計を指導している（株）YGK 製を東海

卒業研究を実施している。学生達は真のもの作りにいきいきと

大学専用に改造して搭載する。なお、レーシングカーの開発費

取り組み、その状況はたびたび新聞や雑誌などで報道されてい

や出場費などはすべて外部から調達する。

る。その研究の一つは将来型リーンバーンエンジンであり、こ
れに対し高度技術支援財団から助成金が交付された。このエン

２．東海大学式リーンバーンエンジンシステム

ジンシステムの基本は現在実用化されている成層型のリーンバ
ーンエンジンに代わる、燃料と空気を均質に予混合した希薄混

２．１

システムの構成

合気を安定に点火し急速に燃焼させる技術である。さらに、高

地球温暖化が深刻化しガソリンエンジンですでに規制されて

負荷時もリーン運転を実現して出力を確保する技術と酸化雰囲

いるＣＯ,ＨＣ,ＮＯ ｘ に加え、ＣＯ ２の一層の排出低減が求めら

気の排気中で三元触媒を働かせる新しいシステムも合わせて考

れている。三菱自動車のＧＤＩエンジン １ 、 ２ ） の実用化以来、ガ

案した。これらの三つの技術を組み合わせた基本特許の出願を

ソリンエンジンの排気および燃費対策としてさまざまな自動車

終了したが、ここでは均質希薄混合気の点火燃焼に関する手作

メーカーがリーンバーンエンジンを発表 ３ ）している。これらは

りの基礎実験装置による希薄混合気の燃焼研究について紹介す

いずれも Fig.１（a）に示すように頂面が湾曲したピストンを用

る。

いた成層燃焼によるリーンバーン方式を採用している。しかし

一方、世界三大 24 時間自動車耐久レースの一つであるル・マ

この従来型リーンバーンエンジンは混合気に濃い部分を作り周

ン出場を目指したレーシングカーの研究を続けてきた。車両の

りを空気で囲む方式で、平均してみると希薄燃焼になっている
に過ぎない。濃い混合気から燃焼するため、この部分での媒の

＊１
＊２

工学部動力機械工学科教授
工学研究科機械工学専攻博士課程前期

発生や点火プラグやエンジンオイルの汚れが発生したり、また
期待される程の燃費改善が得られないこともあった。

― 35 ―

東海大学式リーンバーンエンジンとル・マンカーの研究

この従来型リーンバーンエンジンに代わる新しい方式として、
＋１２Ｖ

Fig.１（b）に示すような頂面がフラットなピストンを用い均質
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に予混合した希薄混合気を安定に点火し急速に燃焼させる新方
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Fig.３

Multipoint high energy ignition system

（a）Current type
（b）Tokai original type
Fig.１ Combustion chamber configuration
２．２

均質な希薄混合気燃焼のコンセプト

Fig.２に新リーンバーンエンジンのコンセプトを示す。混合
気を均質で希薄に予混合することで問題となる着火性および燃
焼速度へのはね返りについては、新規に開発した多点同時点火
システムを用い、高負荷時における出力不足は過給を行うこと
で全運転領域でのリーン運転を実現する。またリーン化だけで
は十分に低減できない NOｘ については専用の NO ｘ 触媒装置と
の組み合わせで対応する。

Fig.４

Multipoint spark plug

Premixed Lean
(２)

＋

過給による出力の確保

Fig.５に示すように、出力空燃比（１３．０）よりリーン側
では空燃比（A/F）が薄くなるほど軸トルクは低下する。従っ

Turbocharger etc

て、全運転領域でリーンバーンを実現しようとすると高負荷時
出力不足が問題となる。そこで、従来のリーンバーンエンジン
では高速高負荷時には空燃比を濃くして力不足を補っている。
Multi Point

3Way Lean

Ignition

Catalyst

これに対し本システムでは高負荷時には過給を行うことでリー
ン運転を実現し出力を確保する。
40

Fig.2

Engine : SR20DE

New concept of the lean burn SI engine

Operating condition : 2000rpm, WOT, MBT
Compression ratio : 10

多点同時点火システム

Indicated power kW

(１)

リーンバーンエンジンにおける可燃限界は初期火炎核の形成
と火炎伝播の状態によって決まる。初期火炎核の形成を容易に
し急速燃焼を可能にするデバイスとして Fig.３に示すような高
エネルギー多点同時点火システムを新たに開発した。
点火プラグに関しては新エンジンシステムを実現させるため、

30

燃焼室の限られたスペース内に配置が可能であること，コスト
が安価であることおよび車両搭載時に問題を起こさないことが

20

必須である。これら条件から Fig.４に示す点火ギャップを直列

10

15
A/F

に配置したシリーズ式多点点火プラグを考案した。図の下方は

20

点火プラグ単体での放電状態である。
また、空燃比をリーン化していくと点火時期と点火エネルギ

Fig.５

Effect of A/F on indicated powe r

ーがエンジンの安定度に大きく影響する。そこで従来の誘導放
電式に比べ放電時間が約１/１０であり、点火エネルギー供給の

(３)

時 間 密 度 の 大 き い エ ネ ル ギ ー 可 変 式 の Ｃ Ｄ Ｉ （Condenser
Discharge Ignition system）を設計・製作し用いた。

リーンバーン用触媒活性化装置

リーンバーンエンジンでは燃焼温度が通常に比べ低下するた
め、NOｘの排出量は減少するが、排気成分内の O ２ 濃度が増加す
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るため従来の三元触媒では NO ｘをほとんど還元することがで

０型）で測定した。

きない。そこで、酸化雰囲気の排気中でも三元触媒を働かせる

実験結果の例を Fig.８に示す。横軸は時間，縦軸はシリンダ

新しいデバイスを考案したが、特許出願が未了であるため詳細

ー上部のガソリン濃度のクロマトグラムの面積値である。
また、

の紹介は割愛する。

シリンダーの縦方向についても同様の結果が得られた。一方、
ガソリンの濃度が均質化するために要する時間は、シリンダー

２．３

実験装置

下部、中央部、上部の順で遅くなる傾向がみられたので上部が

点火点数および燃焼室形
状の影響を比較するため、

均質化する約３分間でシリンダー内の混合気の均質化が完了す
Table1 Engine specifications

５種類のシリンダーヘッド

Number of Cylinder

4

を試作した。また、シリン

Combustion chamber

Pentroof

ダーブロックやクランクシ
ャフトなどについてはベー
スエンジンのＳＲ２０ＤＥ

Displacement(cm3 )

1998

Compression ratio

10.4

Bore × Stroke(mm)

ると判断した。
Ｉ
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ｅ
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ｏ
ｎ
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ｉ
ｎ
ｇ

φ86×86

を改造したものを用いた。
Number of ignition

①②③

Ｕｐｐｅｒ

④⑤⑥

Ｍｉ
ｄ
ｄ
ｌ
ｅ

⑦⑧⑨

Ｌｏｗｅｒ

6/Cyl

Table１ に 基 礎 実 験 に 使 用
したエンジンの主要諸元を、
Fig.６に実験装置を示す。
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Fig.６

0

2
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Experimental apparatus for single shot combustion
Fig.８

２．４

6
Time min

8

10

12

Mixing characteristics in cylinder

実験方法

シリンダーブロックのウォータージャケット内側の壁温が８

２．５

０℃になるように電熱線で加熱する。ピストンを下降させ新気
を吸入し下死点で一度止め、筒内圧センサーアダプター取付け

実験結果

Fig.９に A/F＝２９．９における２点点火と６点点火の場合の
シリンダー内ガス圧力特性の比較を示す。

穴よりマイクロシリンジで計量したガソリンをシリンダー内に

4

噴霧注入する。ただちに注入口を閉じ、燃料を十分に蒸発させ
た後、スプリングを用いた起動装置やセルモーターによってエ

６ Point ignition

ンジンを急速にクランキングし、最初のストロークで点火・燃

エゾレジスティブ圧力センサーで測定した。また、クランクシ
ャフトは回転慣性を減らし、ピストンも専用のものを用いた。
本実験に先立ちシリンダー内に注入したガソリンが完全に蒸
発し濃度が均一になる時間を実験的に求めた。シリンダー内各

２ Point ignition

Ignition timing

度センサーによりクランク角度１°毎のシリンダー内圧力をピ

3
Cylinder pressure MPa

焼させる。その際、クランクシャフトに取り付けたクランク角

Pentroof
A/F=２９．９
Ignition timing ２７ degBTDC
Equivalent engine speed ９００ rpm

2

Motoring

1

部の炭化水素濃度の時間に対する変化を測定した。
測定方法は、点火プラグ取付け穴より２０μl のガソリンを
マイクロシリンジでシリンダー内に注入した後１０分間のガソ
リンの濃度の変化を測定した。シリンダー内の測定位置は Fig.

0
-180

-90

0
Crank angle degATDC

90

７に示す上部①〜③、中央部④〜⑥、下部⑦〜⑨の９ヵ所より
一定量の混合気を採取し、ガスクロマトグラフ（HP 製５８９
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Fig.９

Gas pressure characteristics in cylinder

180
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モータリング時の波形と比較することにより、理論空燃比
（１

９５年より本格的なレーシングカーを卒業研究テーマの一つと

４．７）よりはるかに薄い均質な混合気においても点火が確認

して取り上げてきた。これは機械工学の４大力学に加え材料学

される。また、点火点数が２点の場合より６点の方が滑らかで

や電子制御などの新技術を包含し、学生の実現能力を高めるた

急速な燃焼となっている。なお、このときの点火エネルギーは

めには最適であると考えたからである。当初は通常の卒業研究

ともに７２０mJ である。このガス圧力特性から計算により熱発

として出発したが、その後学生の人気が急速に高まり希望者が

生率および燃焼質量割合を求め Fig.１０に示す。２点点火に比

殺到したため開発コースとして学生数を増加した。また、毎年

べ、６点点火の燃焼質量割合の立ち上がりがりの勾配が急にな

の卒業研究発表会には報道関係や企業からも多数の聴講者が詰

っている。これは点火点数を増加させたことにより、各点でほ

めかけている。ちなみに卒業生たちの多くは自動車メーカーや

ぼ同時に初期火炎核が形成され火炎伝播したためであると推察

関連の企業に就職し、社内でも課題突破力があると評価されて

される。この結果から個々の火炎伝播速度は希薄混合気のため

いる者もいる。２０００年１０月に行われた東海大学モーター

低下しても、総合すると火炎伝播速度は向上しており、多点点

スポーツフォーラムで具体的な研究成果の発表の場として、２

火によりリーンバーンにおいて急速燃焼を実現できることが確

００３年のル・マン２４時間耐久レース参戦が公表され、研究

かめられた。

がさらに活発化した。

また、燃焼期間後半においては初期燃焼期間にシリンダー内
ガス温度が素早く上昇することにより火炎の伝播が容易な状態

３．１

となったため、失火せず燃焼を完了できたと考えられる。

ＴＯＰ

０３の目標性能

研究のターゲットは工学的に最高レベルの技術への挑戦に対

本実験ではピストンを下死点から始動する方式であったため

し学生の意欲がきわめて大きいため、ル・マンカーとして最高

吸排気に伴うスワールやタンブルフローなどのガス流動は燃焼

のカテゴリーの LMP ９００とした。また、このレーシングカー

に発生せず、ガス流動はピストンの上昇とスキッシュによるも

はプロトタイプであるため、設計上の自由度が大きく製作台数

ののみである。この実験結果から吸排気に伴うガス流動の影響

の下限がないため費用的にも有利である。この研究は企業にお

があればさらに燃焼速度が向上し、この結果以上の急速燃焼 が

ける研究開発と同様のプロセスでまず目標性能を設定した。次

得られると推察する。

に、近年におけるラップタイムや周回数などを調査して、２０
０３年のトップクラスの性能を予測した。そのときエンジンの

100

50

クシステムの導入緩和などのレース規則の変更も同時に調査し、

30

６ Point ignition

20

２ Point ignition

20

不確定な条件については過去の傾向や技術の進歩などを基に予
Heat release rate %/deg

60

40

吸入空気量を制限するエアリストリクターの径の縮小やハイテ

40

Ignition timing

Mass burnt rate %

80

Pentroof
A/F=２９．９
Ignition timing ２７ deg
Equivalent engine speed ９００ rpm

測した５，５）。
Fig. １１にル・マンの一周１３．
６km のサルテサーキットと、
Fig.１２には最近の予選における最速記録を示す。

10

0

0
-60

-40

Fig.１０
２．６

-20

0
20
Crank angle degATDC

40

60

Effect of multipoint spark on fast burn

本研究の今後の展開

この単発燃焼実験により、均質で希薄な予混合気に確実に点
火し急速燃焼を実現できることがわかった。しかし、実用エン
ジンにおいては運転条件によらず安定して燃焼することが必須
あり、実機を用いた連続ファイアリング実験で燃焼の安定性に
ついて検討を行っている。
この実験に用いた点火プラグは量産すれば比較的安価になる

Fig.１１ Le Mans circuit

と考えられ、装着性および耐久性の問題を解決すれば、実用エ
ンジンへの適用が可能である。また、多点点火による急速燃焼

レーシングチームの大部分が学生であるので、教育的な観点

はレーシングエンジンなどにも有効で、その応用範囲は極めて

から全競技時間を有効に使用してその後の研究に活かせるデー

広い。今後は過給機，触媒活性化装置と合わせ新リーンバーン

タを蓄積することを最大の目標とする。従って、途中でリタイ

エンジンシステムとして研究を進めていく。

アすることなく完走することを目指し、余裕をもったラップタ
イムとした。 Fig.１１のサーキットを全力で疾走する予選のラ

３．ル・マンカーＴＯＰ

０３の開発

ップタイムは２００３年には、Fig.１２のように近年の傾向と
レース規則の変更および有力チームの技術開発の動向から３分

既習の専門科目を駆使して課題を解決する題材として、１９

２９秒台になると推察された。この図において１９９９年は特
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林義正・中丸直人

殊な仕様の車両が参加したため予選のタイムは速いが、結局こ

３．２

車両の特徴

の車両は決勝レースでは完走できなかった。従って、これは特

学生が中心になり先に述べた目標性能を実現するレーシング

異な現象として取り扱った。ちなみに、レース規則は異なるが

カーの設計コンセプトをまとめた。まず、当研究室で研究して

１９９０年に筆者らが樹立した予選のコースレコードはエンジ

きたサーキット走行シミュレーション技術を駆使して、車両の

ン出力８８５kW で３分２７秒０２であった。

構成要素の特徴が走行性能に与える影響を詳細に解析した。そ
の結果、東海大学独自で開発するレーシングカーの設計の基本

225

コンセプトを「低重心化と重量配分のバランス」とした。これ
に基づいて車両の各部分の仕様を決め車両全体をレイアウトし

3'41''
220

た。その一部を Fig.１４にまた主要緒元を Table ２に示す。

Lap time s

3'36''
215
3'35''
3'32''

210
3'29''

3'29''(estimated)

205

200
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Year

Fig.１２

Best lap time in qualify run
Fig.１４

The Layout of TOP ’03

一方、決勝レースにおける１位の周回数も同様に考え Fig. １
３より３７０周と予測した。この図において２００１年は悪天
候のため周回数が減っている。また、筆者は決勝レースにおい
てラップタイムを１０％遅くすると総合的な耐久・信頼性は約
３５％改善されることを経験した。また、これまでのレース結
果では１位のラップ数に対し総合入賞範囲の６位は実力の差が
顕著にでやすい状態で約１１％、実力が伯仲した場合は２．６
〜７．６％減である。
400
Estimated

350
97.4%

93.7%

92.4%

1st
2nd
3rd
4th
6th

Number of lap

88.9%
300
88.2%
(Rain)

Fig.１５

TOP ’０３ designed by students

250

Table ２ Vehicle Specifications
Overall length
Overall width
Overall height
Wheel base

200
1997

1998

1999

Fig.１３

2000
Year

2001

2002

2003

Race result

また、勝つことより研究的なデータが多く得られ、しかもス
ポンサーからも満足いただけるレース展開を行い結果的には入
賞圏内に入ることも可能な次の目標を設定した。
予選ラップタイム

３分４５秒

決勝ラップタイム

３分５１秒

これは１スティント（ピットアウトからピットインまで）が
１２ラップ、ピットイン回数２８回、ピットインごとのロスタ
イム３分、不測のトラブルへの対応時間４７分とし、周回数を
３４０回として割りつけた結果である。
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㎜
㎜
㎜
㎜

4645
1996
1022
2790
Front
1636
Tread
㎜
Rear
1604
Front
900
Over hang ㎜
Rear
955
Minimum road clearance ㎜
50
Vehicle weight
900
ｋ
ｇ
Weight distribution
F/R
45/55
Front
Double wishbone, push rod
Suspension
Rear
Double wishbone, push rod
Steering
Rack and pinion
Front
325/30R18
Tire size
Rear
375/30R18

東海大学式リーンバーンエンジンとル・マンカーの研究

この車両はハイダウンフォースのウイングカー仕様であるた
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義務づけられているが、その径がターボ仕様より NA エンジン
の方が大きい。シミュレーションにより排気量とエアリストリ
クターの径とのバランスを検討しもっとも有利な組合せとした。
エンジンの詳細は、研究依頼元も基本的には同じエンジンを
搭載した車両でル・マンに出場するため契約により割愛する。
しかし、このエンジンは筆者らが設計しかって多くのレースを
制覇し、海外から世界最強のエンジンと称された VRH３５Z ７ ，
８）

より小型・軽量でフリクションも小さくなるように設計され

ている。また、最高出力は直径４６．３mm のエアリストリク
ター一個を装着した状態で４４０kW/７２００rpm を発生させ
る。

４．おわりに
社会に出て即戦力となる創造性にすぐれ課題突破力を身に付
けた学生を育成する卒業研究を二つ紹介した。これらの研究は
マスコミにも何度も取り上げられ、世間の関心の高さがうかが
われる。しかし、新方式のリーンバーンシステムは基本特許は
出願したが、サブシステムの特許出願が残っている。従って、
ノウハウに関する部分は割愛したが、システム全体からこれを
構成する三つの技術をご賢察いただければ幸いである。
一方、２００３年のル・マン出場を目指したレーシングカー
の研究は学生たちがエネルギッシュに取り組んだ結果、試作を
行うメーカーを選定する段階に達した。TOP

０３に搭載予定

のエンジンは研究委託を受けて設計を指導しており、委託元よ
りも先にエンジンの詳細について紹介するのは避けることにし
たのでご容赦いただきたい。
学生が新しい課題に挑戦するとき、
想像以上の高い専門能力を発揮したり、個人個人が能動的に研
究に取り組んでいるのが印象的であった。また、プロジェクト
運営費はすべてスポンサーや寄付などの外部調達によるが、す
でにいくつかの企業から協力を申し出ていただいている。これ
らの研究を通じ学生が大きく成長していることを実感している。
なお、東海大学式リーンバーンエンジンシステムの紹介につ
いては現本田技研株式会社勤務の吉田知広氏の修士論文の一部
を使用させていただいた。ここに厚く謝意を表します。
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