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次世代動力源開発に向けた
20cc 水素ロータリーエンジンの運転特性評価
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Abstract
Recently, small and high output power sources are being required with the advancement of portable
equipments. In addition, environment-friendly properties are being strongly demanded in the power sources. In
this study, the small size hydrogen rotary engine was developed as a next-generation power source because the
hydrogen rotary engine is expected to have high output power density, high energy density and environment
-friendly properties. In this work, the authors developed a hydrogen rotary engine with a displacement of 20cc by
improving the commercially available rotary engine, to investigate the problems of applying hydrogen as a fuel.
The 20cc hydrogen rotary engine was operated with two kinds of fuel mixing methods, which were internal
mixing and premixing. In both fuel mixing methods, rotary engines were evaluated with an eddy current
dynamometer. As a result, the 20cc hydrogen rotary engine was succeeded to be operated for over 30 min with a
propeller and showed net output power of 0.72 kW at 12000 rpm and net torque of 0.69 Nm at 10000 rpm in the
premixing method.
Keywords: Rotary Engine, Hydrogen Fuel, Small Power Source

1．諸

言

近年，ノートパソコンや携帯電話などに代表されるポ
ータブル機器の小型化・高機能化に伴い，それらに使用
する電源（動力源）にも小型・高出力化が求められてい
る．現在，この動力源として主にリチウムイオン二次電
池が使用されている．しかし，リチウムイオン二次電池
はエネルギ密度が低いため，長時間の使用には適さない．
一方，研究開発進められている燃料電池は，エネルギ密
度が高く短時間の燃料補給で連続駆動が可能である．し
かし，出力密度が低く高出力密度を必要とするポータブ
ル機器への応用が困難である 1) ．これらに代わる動力源
として，高出力密度かつ高エネルギ密度が期待できる内
燃機関が注目されている．しかし，内燃機関はガソリン
などの大量使用による化石燃料の枯渇問題，大気汚染物
質の排出による環境問題を抱えている．本研究では，こ
の二つの問題に対応でき，次世代燃料として注目されて
いる水素を内燃機関の燃料とすることとした．
水素は再生可能で，燃焼時に CO 2 を排出しないクリー
ンなエネルギである．また，可燃範囲が広く，最小点火
*1
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エネルギが低いことから希薄燃焼を実現でき，NOx 排出
量の低減にも有利である．しかし，水素を燃料としたエ
ンジンにおいては，逆火や過早着火などの異常燃焼が起
きやすく 2, 3) ，燃焼制御が水素エンジン実用化の一つの
課題となっている 4) ．
一方，水素燃料を適用した小型内燃機関としては，ウ
ルトラマイクロガスタービン（UMGT）が注目されてい
る．しかし，UMGT は燃焼器や圧縮器などの主要構成部
品を小型化する際の技術的問題点が解決されていない 5) ．
そこで，小型化と水素燃料化に適しているロータリーエ
ンジン（RE）を小型動力源に応用する内燃機関として選
定した．RE は構造がシンプルで部品点数が少なく，他
のエンジンに比べ小型化が容易である．また，ローター
の回転運動を動力源とするため振動が少ないという利点
がある 6)．さらに，RE はその独特な構造から水素を内燃
機関の燃料とする場合に問題となる異常燃焼を引き起こ
しにくい利点もある 7) ．以上のことから，本研究では環
境調和性に優れた次世代動力源として応用することを目
的とし，小型の水素 RE（HRE）の開発に着手した．
現在，小型 HRE に関する研究は世界的に稀であり，そ
の運転特性などは明らかになっていない．したがって，
次世代小型動力源として開発するためには，小型 HRE
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の諸性質を十分に理解することが重要である．本研究で
は，RE を小型化および水素燃料化した際に生じる問題
点や小型 HRE の特性を明らかにするため，排気量 20cc
の小型 HRE を開発した．本稿では，その運転特性および
出力特性について報告する．

2．水素ロータリーエンジン
RE は回転し動力源となるローター，その動力を出力
するエキセントリックシャフト，ローターと作動室を形
成するローターハウジング，作動室内の気密性を保持す
るシール部品で構成されており，通常のレシプロエンジ
ンとは異なる独特な構造を有する内燃機関である．また，
水素はガソリンと比較して，乾燥空気中（1atm）での最
小点火エネルギが約 1/10 の 0.02 mJ 程度（22～30vol.%
H2 ）であり，層流の火炎伝播速度が約 6 倍の 265 cm/s と
いう特徴を持つ 8) ．最小点火エネルギが小さいことは，
燃料がエンジン内の高温部で過早着火などを引き起こす
原因になるが，高温の燃焼室と吸気室が分離している RE
では，水素燃料を使用した場合においても異常燃焼が発
生しにくい．また，燃焼室形状が縦長で火炎が伝播しに
くく等容度が低下しやすい特徴がある RE は，火炎伝播
速度が速い水素燃料と非常に相性が良い．加えて，水素
燃料を使用することで排気主成分は H2 O となり，HRE
においてはガソリンエンジンで問題となる CO2 等の温室
効果ガス排出を削減することが可能となる．

3.2

20cc HRE の評価方法

HRE の運転方法や最適運転条件が確立されていない
初期段階においては，エンジン前部にプロペラを取り付
けた低負荷状態で連続運転実験を行い，燃料供給量の違
いによる回転速度や連続運転時間の変化を測定した．ま
た，運転方法確立後，詳細に 20cc HRE の特性を評価す
るため，渦電流式動力計（FC デザイン製 DA10U-W-PC）
を用いて出力測定実験を行った．Fig. 3 に出力特性評価
システムの概略図を示す．出力測定実験において 20cc
RE と動力計はシャフトを介して直接接続されており，
動力計に負荷されたトルクと回転速度より出力およびト
ルクを算出した．本実験で用いた動力測定システムでは，

Fig.1 Appearance and internal structure of 20cc RE

3．実験装置および実験方法
3.1

20cc RE への水素燃料の適用

本研究では，次世代動力源開発を目的として段階的に
小型 HRE の開発を行うこととした．その第一段階とし
て，市販の排気量 20cc のガソリン燃料用小型 RE（日東
工作所製 NRG-20P）を水素燃料用に改造し，20cc HRE
として運転実験に用いた．Fig. 1 に 20cc RE の外観とそ
の内部構造を示す．本実験で用いた RE は自動車用 RE
と同様，アペックスシールやコーナーシールなどの各種
シール機構が設けられており，運転時の気密性を保持し
ている．
Fig. 2 に本研究で採用した水素燃料の混合・供給方式
を示す．Fig. 2 (a)に示した低圧早期噴射内部混合方式（内
部混合方式）では，ローターハウジング上に燃料供給口
を設け，0.15 MPa 程度で水素燃料を供給した．また，こ
の方式は吸気行程終了後に燃料を供給するため，過給効
果が得られ高出力化が期待できる．それに対し，Fig. 2
(b)に示した予混合方式では，吸気ポート直前に燃料供給
口を設けたオリジナルの吸気管を取り付け，0.04 MPa 程
度で水素燃料を供給した．予混合方式では，燃料と空気
の混合時間が長くなり均一な混合気を形成しやすく，シ
ステムの簡素化が可能である 7) ．水素燃料の供給には，
いずれの供給方式においてもガス用インジェクタを用い
た．比較評価対象として，同型の 20cc ガソリン RE（20cc
GRE）を使用した．Table 1 に両エンジンの諸元を示す．
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(a) Internal mixing

(b) Premixing

Fig.2 Fuel supply method of 20cc HRE

Table 1 Specification of the 20cc HRE and 20cc GRE
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Fig.3 Summary of dynamometer system

Fig.5 Engine speed and exhaust gas temperature change of
the 20cc HRE with propeller

Fig.4 Layout of the instrument

1 秒毎に回転速度，出力，トルク，排気温度，空燃比，
水素・空気流量を同時に計測することが可能である．ま
た，これらの各値を計測するために，熱電対，空燃比セ
ンサ，流量計を Fig.4 に示すように配置した．運転時に
は所定の空気過剰率 λ になるように燃料供給量を調節し，
4000～12000 rpm の範囲で 1000 rpm 毎に目標回転速度を
設定し，制動をかけ各回転速度における全負荷時の最大
出力を測定した．

4．実験結果
4.1 内部混合方式における 20cc HRE の連続運転特性
燃料混合方式に内部混合方式を採用した 20cc HRE の
開発初期段階において，安定性の評価を目的にプロペラ
を 用 い て負 荷 を掛 け 連 続 運 転 実 験 を 行 っ た ． そ の結 果
Fig. 5 に示すように，回転速度 7000～8000 rpm 程度での
自立運転となり，運転中に排気温度が上昇し続け 100 秒
前後（排気温度 350℃程度）で停止に至ることがほとん
どであった．この結果を受け，より長時間の運転を目指
し，燃料供給量を調整することで回転速度を遅くし，温
度上昇を抑制した連続運転実験を行った．Fig. 6 に示す
ように，排気温度 350℃以下の状態を保持できた場合に
は安定性が向上し，5000～6000 rpm で約 30 分の連続運
転に成功した．
4.2

燃料供給方式の違いによる 20cc HRE の出力特性
の変化
Fig. 7 に内部混合方式および予混合方式における 20cc

Fig.6 Engine speed and exhaust gas temperature change of
the 20cc HRE with propeller
HRE の出力特性曲線を示す．また，比較のために 20cc
GRE の出力特性曲線も Fig. 7 に示した．内部混合方式に
おいては，12500 rpm 時に最大トルク 0.79 Nm および最
大出力 1.04 kW を発生し，予混合方式における最大値
（10000 rpm 時に最大トルク 0.69 Nm，12000 rpm 時に最
大出力 0.72 kW を発生）を上回った．しかし，内部混合
方式においては，各回転速度における出力測定実験の際，
設定回転速度まで回転速度が上昇せず出力測定に至らな
いことや，設定回転速度まで回転速度が達した場合でも
数秒でエンジンが停止してしまうことなどが多くあり，
出力測定時の安定性は低かった．この原因として，主に
水素燃料供給量が不安定であったことが考えられる．内
部混合方式ではガスインジェクタより 0.15 MPa 程度の
圧力で圧縮行程中のハウジング内に水素燃料供給をして
いるが，20cc HRE の上死点圧力は 0.19～0.36 MPa と変
化することが過去の研究で報告されている 9) ．このこと
から内部混合方式では，圧縮行程中のエンジン内部圧力
とガスインジェクタの燃料供給圧力の差圧に変化があり，
水素燃料供給量が不安定になったと考えられる．
Fig. 8 に内部混合方式，予混合方式それぞれにおける
20cc HRE の回転速度および水素供給量を示す．Fig. 8 に示す
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Fig.8 Engine speed and hydrogen flow rate change of the
20cc HRE with dynamometer

Fig.7 Characteristics curves of the 20cc HRE and 20cc GRE

ように，予混合方式による出力測定実験では，回転速度
が設定値まで運転開始後数秒で上昇し，より長時間の測
定が可能であった．Fig. 7 に示したように，内部混合方
式の方が最大トルクおよび最大出力値ともに大きかった
が，今回の実験では予混合方式の方が安定性に優れる結
果となった．なお，予混合方式においてプロペラ負荷で
連続運転実験（ λ=2～3）を行ったところ，内部混合方式
より長時間の 50 分以上の連続運転が可能であった．
予混合方式における 20cc GRE は 7500 rpm 時に最大ト
ルク 1.56 Nm，10500 rpm 時に最大出力 1.44 kW を発生し
た．予混合方式における 20cc HRE と 20cc GRE のトルク
および出力の最大値を比較すると，トルク比
(HRE/GRE)=0.44，出力比(HRE/GRE)=0.50 となり，20cc
HRE のトルクおよび出力は 20cc GRE と比べ全測定回転
域において低い値となった．これは気体燃料を使用する
場合，液体燃料に比べエンジン内に充填される燃料の体
積割合が大きくなり投入エネルギが減少するためと考え
られる．しかし，HRE は GRE と比べ高回転域で優れた
出力特性を示した．これは先に述べたように，水素の火
炎伝播速度が速いことから，高回転域でガソリン燃料よ
り速く燃焼室全体に火炎が伝播したためと考えられる．
上記の結果を基に，発電動力源として 20cc HRE の現
状を以下のように考える．代表的な人型ロボットの
ASIMO （本田技研工業製）は，動力源に約 6 kg のリチ
ウムイオン電池を搭載しており，その発生出力は 0.6～1
kW である 10) ．一方，約 2 kg の 20cc HRE は現段階で最
大出力 0.72 kW を発生することができ，将来的には新た
な小型動力源として有効な選択肢の一つになり得ると考
えられる．

Fig.9 Exhaust gas and maximum outside temperature change of
the 20cc HRE with dynamometer

4.3 20cc HRE における空気過剰率と安定性の関係
Fig. 9 に 6000 rpm 時の出力測定実験（ λ=1.25）におけ
る回転速度，排気温度，サーモグラフィを用いて測定し
たエンジン外部最高温度の経時的変化を示す．Fig. 9 か
らわかるように，エンジン外部温度の温度上昇は排気温
度に比べ緩やかであったが，運転停止直前には排気温度
との差が 20 ℃とほぼ同程度まで上昇した．
Fig. 10 に 6000 rpm 時の出力測定実験における 20cc
HRE の熱画像の経時変化を示す．エンジン外部におい
ては点火プラグ周辺の温度上昇が著しく，運転停止直前
には 300 ℃以上に上昇し，フロントハウジングなどと
の温度差が大きかった．一般的な内燃機関において，エ
ンジン部品温度は排気温度に比べ低く，ローターハウジ
ングにあたるシリンダやその他周辺部品温度は 200 ℃
程度である 11) ．一方，RE は吸気，圧縮，膨張，排気の
各行程がそれぞれ異なる部分で行われるため各部分の温
度差が生じやすい 3) ．そのため，現時点では冷却機構が
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Fig.10 Thermal images of the 20cc HRE with dynamometer

Fig.12 Exhaust gas temperature and maximum outside
temperature of the 20cc HRE with dynamometer

局部的な温度上昇のため温度差が大きくなり，熱変形が
生じ，気密性の低下に繋がったと考えられる．そこで出
力測定実験中の温度上昇の抑制（温度差低減）を目的と
して，Fig. 11 に示すように空気過剰率を変化させ出力測
定実験を行った．Fig.11 に示したように，空気過剰率の
値が大きく希薄燃焼状態であるほど発生出力は低下し，λ
＝1.74 における出力は 0.25 kW 程度であった．ただし，
空気過剰率が大きいほど運転時間が長くなり，λ＝1.34，
1.74 においては出力測定時間が 60 秒以上となった．Fig.
12 に示すように，出力測定時間が短かった λ＝0.85，1.11
においては，運転開始直後に排気温度が 320 ℃を超え，
エンジン外部温度の上昇も急激であった．短時間での急
激 な 温 度 上 昇 に よ り 局 部 的 な 熱 変 形 が 大 き く ， 20cc
HRE の安定性が低かったと考えられる．

5．結
1.

2.

3.

Fig.11 Exhaust gas temperature, maximum outside temperature and
output power change of the 20cc HRE with dynamometer
4.
確立できていない 20cc HRE の出力測定実験において，
エンジン外部温度（エンジン部品温度）が局部的に
300 ℃以上と通常よりも高くなったと考えられる．この
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20cc HRE にプロペラ取り付けた連続運転実験を行
い，回転速度を 5000～6000 rpm に抑えることで排気
温度が上昇し続けることを抑制し，約 30 分の連続運
転に成功した．
内部混合方式においては，最大トルクおよび最大出
力とも予混合方式より高かったが，現時点では安定
的に水素を供給できず，予混合方式の方が長時間の
連続運転実験（50 分以上）および出力測定実験が可
能であった．
予混合方式における 20cc HRE の出力特性評価にお
いて，10000 rpm 時に最大トルク 0.69 Nm および
12000 rpm 時に最大出力 0.72 kW を発生し，20cc GRE
と比べ，最大トルク比(HRE/GRE)=0.44，最大出力比
(HRE/GRE)=0.50 となった．
空気過剰率 λ=1.34, 1.74 の希薄燃焼状態にすること
により，安定した 20cc HRE の出力測定実験に成功
した．
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