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上死点近傍におけるピストンリングの油膜引き戻し作用

Effects of Split Injection on Diesel Spray Mixture, Flame Development 
and Soot Formation

Oil Film Retracting Action by Piston Ring Reciprocated Motion Around 
Top Dead Center
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要　旨 　ディーゼルエンジンの排気ガス・騒音低減を両立したD-SPIA（Diesel Staggered Premixed Ignition with 
Accelerated oxidation）燃焼におけるスプリット噴射量分割割合が、すす排出量に及ぼす影響を明らかにした。実機
エンジンの燃焼状態を、定容容器内2次元モデル燃焼室を用いたリグテストで模擬し、レーザLAS（Laser Absorption 
Scattering）法と噴霧火炎画像の二色法解析により混合気形成過程とすす生成・酸化過程を定量化。実機エンジンでは、
スプリット噴射の2nd噴射量減少によりすす排出量低減を確認、2nd噴射量減少で燃焼室ボトム付近の混合促進によ
り過濃混合気領域が低減、すす排出量低減に寄与。逆に2nd噴射量増加は、1st噴射と2nd噴射の燃料噴霧干渉を招き蒸
気質量が高い領域を形成、すす排出量増加に影響することを示した。

キーワード：ディーゼル噴霧、混合気形成、スプリット噴射、二色法解析、トレーサLAS法

Abstract 　The effect of the split injection condition on the soot emission characteristic is investigated with 
D-SPIA （Diesel Staggered Premixed Ignition with Accelerated oxidation） combustion process.  The 
tracer LAS （Laser Absorption Scattering） technique and the two-color pyrometry method are adopted 
to observe the fuel mixture and soot formation processes in the two-dimensional modeled piston.  A 
fuel-rich region is formed at the bottom of the piston cavity as the 2nd injected quantity increased 
during the rig test without combustion.  The overlapping region of the 1st and 2nd fuel spray has a 
significant effect on soot formation.  A smaller amount of 2nd injected fuel contributed to the forming 
more homogeneous fuel distributions by suppressing a fuel spray overlapping region between the 1st 
and 2nd fuel injection.

Keywords: Diesel Spray, Mixture Formation, Split Injection, Two Color Pyrometry, Tracer LAS

要　旨 　本研究では、ピストンリングが油膜をかき上げることで発生するエンジンオイルの消費について、上死点近傍にお
けるリング折り返し時の油膜挙動に着目し、実験と計算による調査で現状把握を試みた。かき上げによる油膜挙動の
解析において、影響因子として慣性力によるThrow-offだけでなく、ピストン下降時に油膜がリングに伴って引き戻さ
れる作用も考慮した。その結果、摺動面形状などのリング諸元とかき上げ油量の関係について、実測と符合する計算結
果を得た。

キーワード：内燃機関、圧縮着火エンジン、潤滑、トライボロジー、オイル消費

Abstract 　Mechanism of engine oil consumption due to scraping action of piston ring pack was investigated 
through experimental measurement and numerical prediction of the scraped oil amount.  The measured 
amount of scraped oil was discrepant with prediction using the commercial software.  Therefore, 
we have constructed a novel theoretical model of the oil film retraction phenomenon based on the 
experimental observation at the time of descending of the ring, and applied to the ring lubrication 
calculation.  The model predicted that the barrel height of the profile of the ring sliding surface strongly 
affects whether the retracted oil film grows or not, which is consistent with the experiment.

Keywords: Heat Engine, Compression Ignition Engine, Lubrication, Tribology, Oil Consumption
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