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１．本研究の目的 

 

 本研究では、水素対応インジェクタシステムのガスリーク防止と耐久性向上のための要

素技術を確立することを目的としている。ガスインジェクタの耐久性を向上させるため、

水素の物性に対応したノズル部周辺の高度な設計技術、摩耗低減並びに焼き付き防止を両

立させるためのクリアランスや材料管理、および駆動制御システムを最適化し、船舶や定

置用発電設備のような長期の使用に耐える高性能インジェクタを開発する。 

 

２．研究開発目標とマイルストーン 

 

 水素を発電や舶用推進等で使用されるエンジンの燃料として利用するためには、水素燃

焼の特性である燃焼温度の高温化による NOx 発生を抑制する技術、燃焼速度の増加に伴

う異常燃焼の発生を抑制する技術が重要である。また、エンジンシステムの高効率化に必

要な水素高圧インジェクタ技術や液体水素高圧供給技術についても耐久性向上等の技術課

題がある。そこで当該研究機関では、上述した研究目的を達成するため、年度毎にマイル

ストーンを設定し、研究を進めてきた。以下、主なマイルストーンを示す。 

 

平成２６年度マイルストーン 

・既存の天然ガス（CNG）用高圧インジェクタ、水素用低圧インジェクタ並びに現在まで

に研究用途で用いられてきた水素用高圧インジェクタについて、文献や特許資料等から技

術調査を行う。 

平成２７年度マイルストーン 

・水素対応インジェクタシステムの設計・試作を進める。さらに、インジェクタ評価試験

設備を完成させ、水素対応インジェクタシステムのガスリーク特性および耐久性評価試験

を開始する。 

平成２８年度マイルストーン 

・試作した水素対応インジェクタシステムを実エンジン搭載することを想定し、熱効率向

上やインジェクタ開発等のための技術課題を明らかにする。 

・水素対応インジェクタシステムのガスリーク特性および耐久性評価試験により、ガスリ

ーク特性および耐久性を評価し、最終ターゲットの水素エンジンシステムを実現するため

の技術課題を明らかにする。 

平成２９年度マイルストーン 

・前年度までに明確にされた技術課題を解決するため、ガスリーク特性および耐久性評価

試験を実施するとともに、高効率化に向けた技術課題を明確にする。 

 

３．研究実施内容 

 

３－１．既存技術の技術調査 

(1) 文献調査 

 本研究で実施するガスインジェクタの開発に先立って、国内外の文献調査を実施した。

表１に文献調査の一部をまとめている。ガス燃料の噴射圧力が数十 MPa 以上の高圧ガス

インジェクタとしては、Westport 社や Hoerbiger 社などの海外メーカが製品開発をしてい
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る。一方、噴射圧力が数 MPa 以下の低圧ガスインジェクタとしては、自動車関連メーカな

どが活発に開発を進めている。 

表１．ガスインジェクタの文献調査（一例） 

No. 開発者・メーカ 概要 文献 

1 交通安全環境研究所 

武蔵工業大学（現・東京都市大

学） 

既存のトラック用ディーゼルコモンレール用筒内直噴噴

射弁をベースとし、6 気筒エンジンが 3000 min-1のとき

クランク角 30°の内に噴射圧力 20 MPa で水素 400 mm3/

ストロークを噴射できる性能を目標としている。 

1 

2 Westport 400～600 HP の比較的大出力の天然ガスエンジン向けに

高圧直噴インジェクタ（HPDI、High Pressure Direct 

Injection）を開発している。 

2 

3 MAN B&W 同社が開発している舶用ガスエンジン ME-GI に高圧直噴

インジェクタが搭載されている。最大圧力は 250 bar 程

度であり、シールは高圧の作動油で行われている。 

3 

4 京都大学 弁座角 60°の外開き弁を有する高圧水素用ガスインジェ

クタを使用して、シリンダ径 95 mm の 4 サイクルディ

ーゼルエンジンを運転している。 

5 

5 Delphi 同社では、ピエゾ素子（圧電素子）を使用したインジェ

クタなども開発している。 

6 

6 Bosch ガゾリンおよびディーゼルエンジン用のピエゾ技術な

ど、幅広くインジェクタ技術に携わっている。 

7 

7 Hoerbiger 高圧水素ガス用インジェクタの開発をしている。 8 

 

(2) 特許調査 

 特許庁がインターネット上で公開している特許情報提供サービス（特許電子図書館）を

利用して、1994 年～2013 年に公開されたガスインジェクタに関連する国内特許 82 件を

調査した。本報告書では、内容の詳細については省略するが、これらの特許にはインジェ

クタの耐久性を向上させる技術やガスリークを低減する技術など、今後のガスインジェク

タ開発に有効な情報が含まれている。 

 図１はこれらの特許出願数を出願者別（メーカ別）に、図２は目的別に整理している。

メーカ別では、（株）ケーヒン、愛三工業（株）、（株）デンソーなどのエンジン部品メーカ

の出願数が多い。一方、目的別では、耐久性向上や噴射量の精度向上、噴射弁軽量・小型

化といった目的の出願数が多い。 
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図１．特許出願件数（メーカ別） 

 

図２．特許出願件数（目的別） 

 

(3) 既存ガスインジェクタの調査と要素試験 

 本研究の初年度には、既存の技術レベルを調べるために、数種類の既存のガスインジェ

クタを入手し、圧縮空気を用いた簡易的な要素試験を実施した。 

 図３は、QUANTUM社が製造・販売している低圧ガスインジェクタ（作動圧力 345 kPa）

の外観と構造を示している。同社からは、水素ガス用と天然ガス用の 2 種類のガスインジ

ェクタを入手している。図４は試験結果の一例であり、3.5 ms の入力信号を与えたときの

電圧及び電流の波形である。内部構造の詳細な調査や耐久性、ガスリーク特性についての

詳細な評価は行っていないが、同社が指定する使用範囲内の条件においては概ね適切な運

転が可能であることを確認している。 

 

 

図３．QUANTUM 社製ガスインジェクタの外観 
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図４．QUANTUM 社製ガスインジェクタによる試験結果 

 

 図５は Woodward 社が販売している予混合ガスエンジン用のガスインジェクタである。

給気マニホールドに低圧のガス燃料（天然ガス）を供給するものであり、その構造は本研

究で開発する高圧ガスインジェクタとは大きく異なるが、駆動部のソレノイドやシール面

の構成などについては本研究におけるガスインジェクタ開発において参考になるものであ

った。 

 

 

(a) 外観 

 

(b) 内部の構造 

図５ Woodward 社製ガスインジェクタ 

 

３－２．実験用ガスインジェクタシステムの設計・試作 

 以上の技術調査等に基づき、本研究では２種類の実験用ガスインジェクタを設計・試作

した。設計・試作したガスインジェクタは、既存の自動車用インジェクタの基本構造を参

考としているが、ノズルピンを作動させるための作動流体とガス燃料の供給ラインを別の

系統に分けている点などが異なっている（図６参照）。これは、作動流体の種類や作動圧力

の自由度を高めるためである。以下、設計・試作したガスインジェクタの概要について述

べる。 
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図６．実験用ガスインジェクタの動作原理 

 

(1) 動作確認用ガスインジェクタ 

 本研究開始直後、ガスインジェクタの基本動作や噴射ガス量等の設計計算の妥当性を調

べるため、動作確認用ガスインジェクタの設計・試作を行った。図７に動作確認用ガスイ

ンジェクタの構造、図８に外観、表２に設計仕様を示している。 

 後述するドライバ回路を準備した後、動作確認用ガスインジェクタの試験を実施した（図

９参照）。図１０は試験結果の一例であり、燃料供給ラインの作動ガスに空気、ヘリウム及

び水素を用いた場合の燃料供給ラインの供給ガス圧力とガス流量の関係を求めたものであ

る。同図には設計計算の結果を併記しており、作動ガスに空気を用いた場合の試験結果は

設計計算の値よりもわずかに高く、作動ガスにヘリウム及び水素を用いた場合の試験結果

は設計計算の値よりも低いことがわかる。これは、作動ガスにヘリウム及び水素を用いた

場合、ガス噴射時の圧力が低下していたことが原因であると考えられる。以上より、設計・

試作した動作確認用ガスインジェクタは、作動流体ラインと燃料供給ラインの圧力を適切

に調節することで、概ね設計通りに動作することが確認できた。 

 

 

図７．動作確認用ガスインジェクタの構造 
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(a) 外観 

 

(b) 主要部品 

図８．動作確認用ガスインジェクタの外観 

 

表２．動作確認用ガスインジェクタの設計仕様 

項目 仕様 

作動流体 ガス（空気、窒素、ヘリウムなど） 

作動流体圧力 0.3～0.8 MPaG 

燃料ガス供給圧力 0.3～0.8 MPaG 

ノズル孔径 φ0.6 mm 

ノズル孔数 1 

 

 

図９．ドライバ回路を取り付けた動作確認用ガスインジェクタ 
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図１０．動作確認用ガスインジェクタによる試験結果 

 

(2) 要素試験用インジェクタ 

 上述の動作確認用インジェクタの基本構造をベースとして、各部品を高精度に加工した

要素試験用インジェクタの設計・試作を行った。図１１に要素試験用インジェクタの構造

と外観、図１２にその主要部品を示す。本要素試験用インジェクタの動作圧力は、ばねの

変更によって高圧条件に対応できる構成となっている。また、図１３にノズルピンのシー

ル部形状とノズルピンの外観、図１４にノズルピン摺り合わせ部からのガスリーク試験治

具の構造と外観を示す。 

 ノズルピンの材質，寸法・形状による漏れ特性や耐久性能を調べるために、表３に示す

ような複数の部品を準備した。ノズルピンの材質には、比較的高精度な部品をつくりやす

いステンレス鋼（SUS440）と表面処理がしやすいクロムモリブデン鋼（SCM440）を基準

とし、特殊な材料として超硬合金やリン青銅、高硬度な工具鋼を準備している。 

 本要素試験用インジェクタによる試験結果については次節で紹介する。 
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(a) 要素試験用インジェクタの形状 

 

(b) 要素試験用インジェクタの外観 

図１１．要素試験用ガスインジェクタの構造と外観 

   

(a) インジェクタ構成部品                    (b) ソレノイド（電磁クラッチ） 
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(c) 作動側ピン                                   (d) ノズルシリンダ 

図１２．要素試験用ガスインジェクタの主要部品 

 

    

(a) ノズルピンのシール部形状                 (b) ノズルピンの外観 

図１３．要素試験用ガスインジェクタのシール部形状とノズルピンの外観 
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(a) ガスリーク試験治具形状                (b) ガスリーク試験治具の外観 

図１４．ノズルピン摺り合わせ部からのガスリーク試験治具形状と外観 

 

表３．耐久試験用の部品例 

 

 

(3) 実験用ドライバ回路 

 試作した実験用ガスインジェクタの要素試験を実施するために、簡易的なドライバ回路

を準備した。図１５にドライバ回路主要部の基本構成を示す。この回路はガスインジェク

タ内のソレノイドを動かすだけの簡単なものである。 
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図１５．動作確認用ドライバ回路の基本構成 

 

(4) インジェクタ評価試験設備の構築 

 以上の実験用インジェクタによる高圧力な条件における試験を行うために、インジェク

タ評価試験設備の構築を進めた。図１６に構築準備を進めたインジェクタ評価試験システ

ムの全体概要、図１７にその外観を示す。本システムでは、上述したような評価試験を、

高圧ガスを用いて簡便・高精度・再現性よく実施することができる構成としている。 

 

 

図１６．インジェクタ評価試験システムの全体概要 
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図１７．インジェクタ評価試験システムの外観 

 

３－３．基本特性評価試験 

 図１１に示した要素試験用インジェクタの評価試験として、シール部の寸法精度並びに

シール部の形状がガス漏れに与える影響、漏れ試験としてノズルピン摺り合わせ部のクリ

アランスとガスリーク量の関係、耐久性試験としてインジェクタ駆動回数とガスリーク量

の関係等の試験を行った。 

 図１８は試験装置の構成例を示す。同図に示すように、制御用 PLC に接続したドライバ

回路を用いて要素試験用インジェクタを駆動制御するとともに、デジタルオシロスコープ

および計測用 PC により各種測定を行った。 

 

 

図１８．試験装置の構成例 
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(1) 先端部形状の影響 

 図１３に示したノズルピン先端のシール部形状の違いによる漏れ量を調べるため、試作

直後、一定容積内に加圧した状態とし、その圧力低下状況を測定した。図１９に初期燃料

側圧力を 0.7 MPa とし、作動側ガスに空気、燃料側ガスにヘリウム(He)を使用した場合の

試験結果の一例を示す。同図において、Type F は平面形状＋O リング、Type T はテーパ

形状、Type FT は作動側が平面形状、燃料側がテーパ形状の測定結果を示す。同図から、

Type F は Type T および Type FT よりも漏れが少なく、Type T および Type FT はほぼ同

程度の漏れ量であることが確認でき、約 60～120秒後に圧力が安定していることがわかる。 

 図２０に比較的漏れが少ない Type F を使用し、圧力とガス種類を変えて、一定容積から

の圧力低下状況を測定した一例を示す。同図から、ヘリウム(He)と窒素(N2)の圧力低下（ガ

ス漏れ）はほぼ同じであることが確認できる。また、約 60～120 秒後に燃料側ガス圧力は

安定し、その値は作動側圧力の影響を受けていることも確認できる。 

 

 

図１９．先端部形状の影響を調査した 

試験結果の一例 

 

図２０．作動側圧力とガス種類の影響を 

調査した試験結果の一例 

 

(2) ピストン・ノズルの動作試験 

 設計の妥当性を確認するため、作動側ばねの初期たわみを調節しながらノズルピンの動

き（シールの開閉状況）の確認を行った。図２１に Type F を使用した際の作動側ピストン

の動作試験の一例を示す。同図から、ばねたわみは設計計算（図面から推定されるばねた

わみ）とはやや異なるものの，動作は概ね妥当であることが確認できた。また、作動側圧

力と燃料側圧力を変化させて燃料側ノズルの動き（シールの開閉状況）の確認を行った。

図２２に Type F を使用した際の燃料側ピストンの動作試験の一例を示す。同図から、本試

験の圧力レベルでは、ノズルピンへの合計荷重（押し付け荷重）が 6 N 以上の範囲で使用

できることがわかった。 
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図２１．作動側ピストンの動作試験の一例 

 

図２２．燃料側ノズルの動作試験の一例 

 

(3) 定常流れによる流量特性試験 

 図２３に 4 種類のガスを使用してノズルピン開の際にノズル孔（φ0.8）から噴出するガ

ス流量を水上置換法によって測定し、定常流れによる流量特性試験を行った結果の一例を

示す。同図から、理想ガスに対するノズルの式を用いることによって、おおよその流量を

計算できることを確認した。ただし，速度係数を 0.7 としている。 

 

  

図２３．流量特性試験（ノズル開時，定常流れ）の一例 

 

(4) 動特性試験（作動側流量調節バルブの影響） 

 本要素試験用インジェクタは、安定した動作をさせるために作動側ガスの入口に流量調

節バルブを取り付けている（図１８参照）。図２４に作動側流量調節バルブの影響を調査す

る動特性試験を行った結果の一例を示す。同図(a)に示すように作動側ガスの流量が多いと
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ガス噴射時の状況（圧力）が不安定となり、同図(c)に示すように作動側ガスの流量が少な

すぎるとノズルを閉じたときの動作が安定しない。すなわち、流量調節バルブの開度によ

って過渡状態および定常状態のガス噴射状況が異なり、安定した動作のためにはその調整

が重要であることを確認した。 

 

 

(a) バルブを10回転開いた場合 

 

(b) バルブを3回転開いた場合 

 

(c) バルブを1回転開いた場合 

図２４．作動側流量調節バルブの影響の一例 

 

(5) 流量特性試験（動特性） 

 本要素試験用インジェクタの動特性（応答性）を調べるため，ノズル開のパルス幅を変

化させてガス流量を測定する実験を行った（ノズル閉の時間は 2 秒で固定）。図２５および

図２６はパルス幅に対する 1 パルスあたりのガス流量とパルス幅に対するガス流量（ノズ

ル開時）の試験結果の一例を示す。両図から、本要素試験用インジェクタは、パルス幅 0.3

秒以下の場合、単位時間当たりの流量が増加することが確認できる。これは設定圧力に対

してノズル開時のガス圧力が低下するためである。 
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図２５．パルス幅に対する1パルスあたり

のガス流量の試験結果の一例 

 

図２６．パルス幅に対するガス流量（ノズ

ル開時）の試験結果の一例 

 

(6) 漏れ試験（すり合わせ部寸法の影響） 

 図１４に示した漏れ試験治具を用いて、すり合わせ部からのガス漏れ特性を調べるため

に、シリンダ径に対して 2～10um のクリアランス（直径）を持つノズルを使用して漏れ量

を測定した。図２７(a)にノズルピンのクリアランスを変化させた場合のガス圧力に対する

漏れ量の関係を示す。図２７(b)は同図(a)に示す 3 種類のガス（水素、ヘリウム、窒素）の

計測結果を整理して、レイノルズ数と摩擦係数の関係式を導いた結果を示す。同図(b)から、

ガス種類によらず、すり合わせ部の漏れ特性はレイノルズ数によって整理できることが確

認できる。 

 

 

(a) ガス圧と漏れ量の試験結果の一例             (b) 試験結果の解析の一例 

図２７．ガス圧力に対する漏れ量の試験結果と解析の一例 

 

 図２８は、燃料側ガスに水素を使用した場合のノズルピンのクリアランスと漏れ量の関

係を調査した実験結果と実験式の比較の一例を示す。同図から、クリアランスと漏れ量の
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関係を確認することができるが、2～4 um 程度の小さいクリアランスを維持・管理するこ

とは技術的に難しいため、今後の検討課題になる。 

 

 

図２８．ガス圧力に対する漏れ量の試験結果と実験式の比較（水素） 

 

(7) 漏れ試験（テーパ部押し付け荷重の影響） 

 図２９はテーパ部押し付け荷重の影響を調べた実験結果の一例であり、作動側を強制的

に閉じ、燃料側圧力を 0.2 MPa 一定として、作動側圧力で押し付け荷重を変化させた場合

の漏れ量の測定結果である。同試験結果から、組立初期状態における押し付け荷重と漏れ

量の関係を確認するとともに、すり合わせ部からの漏れ試験と同様、窒素とヘリウムの漏

れ量が同程度であることを確認した。 

 

 

図２９．シート部押し付け荷重の影響の試験結果の一例 

（Type FT，P4T-3，SCM440，初期状態） 
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３－４．ガスリーク特性試験および耐久性評価試験 

 インジェクタの性能評価試験としては、数種類の材質のノズルピンを使用し、106～108

回程度の長時間運転を行い、その際の稼働状況を確認するとともに、運転後のノズルピン

をデジタルスコープによって観察した。以下、試験結果の概要を記す。 

 

(1) 軟質材料のノズルピンを用いた長時間運転試験 

 図３０に耐久性試験として、作動側に空気（0.5 MPaG）、燃料側に窒素または空気（0.3

～0.4 MPaG）を使用し、Type FT（P4-T5，C5191B）の長時間サイクル運転（open 0.08 

sec，Close 0.12 sec 基準）を行った試験結果の一例を示す。なお、同試験においては、適

宜、Type FT 先端部からの漏れ量（基本は窒素、静止状態）を水上置換法によって測定し

た。同図から、長時間運転によってシート面がなじみ、漏れ量が減少していることが確認

できる。一方、20 万回を超えたあたりから漏れ量がほとんどなくなるが、要素試験用イン

ジェクタの動作が不安定になった。これは要素試験用インジェクタ内部に微小なごみ等が

侵入したことが原因であると考えている。 

 

 

図３０．耐久性予備試験の一例（Type T，P4-T5，C5191B） 

 

 本長時間運転試験の前後、デジタルマイクロスコープ（HiROX KH-8700）を用いてノズ

ルピン表面を観察した。図３１は長時間運転試験前後のノズル先端部の画像を示す。同図

から、長時間運転後、テーパ部先端が丸まっていることが確認された。一方、シートの当

たり面（接触状況）については確認できなかった。また、図３２に長時間運転試験前後の

すり合わせ部の画像の一例を示す。同図から、長時間運転後、すり合わせ部に運動方向の

細かい傷が確認され、未使用時の研削跡が薄くなってきていることが確認された。なお、

図３３は簡易的に未使用のノズルと長時間運転後のノズルの表面性状（表面粗さ）を計測

した結果の一例を示し、軟質なリン青銅（C5191B）では，長時間運転によって，表面粗さ

が 1/2 程度に小さくなることが確認されている。 
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(a) 試験前                     (b) 試験後 

図３１．長時間運転試験前後のノズル先端部の画像 

 

図３２．長時間運転試験前後のすり合わせ部の画像の一例 
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図３３．長時間運転試験前後のすり合わせ部の表面粗さの解析結果の一例 

 

 上記の長時間運転試験終了後、要素試験用インジェクタ Type FT の組立直後と 106回の

長時間運転後の漏れ特性を調べるため、一定容積からの燃料側圧力の低下状況を測定した

結果の一例を図３４に示す。なお、ノズルピンは初期の組立時に使用した P4T-3（SCM440）

を使用している。同図において、ヘリウムを使用し作動側圧力を 0.5 MPa としたときの結

果を比較すると、106回の長時間運転後の漏れ特性が向上していることがわかる。また、漏

れ量が微少のため水上置換法による計測が難しいが、水素を使用した場合も漏れ特性は良

好であった。 

 

 

図３４．長時間運転後の簡易漏れ試験の一例 

 

(2) 硬質材料のノズルピンを用いた長時間運転試験 

 図３５に示す SCM440 製（浸炭焼入）のノズルピンを使用して長時間運転を行い、その
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後ノズルピンの表面をデジタルスコープによって観察・解析した。このときの長時間運転

においては、運転中、ノズルピンの摺動部の動きが悪化する現象が確認され、運転の途中

で分解・清掃等の作業を行っている。 

 図３６は運転後のノズルピン先端の表面写真であり、傷や変形などは確認できない。図

３７は同ノズルピンの摺動面の表面写真であり、ノズルピンの運動方向（長手方向）に数

本の細い傷が確認できる。また、一部ではあるが、円周方向の傷も確認できる。図３８は

円周方向の傷の拡大写真、図３９はそれをデジタルスコープの付属ソフトウェアによって

解析した結果である。これより、円周方向の傷は、運動方向の傷よりも深く、また最大で

20μm 程度の隆起部があることがわかる。この隆起部分が、ノズルピンの動きを悪化させ

た主要因であると考えられる。隆起の原因としては、ノズルピンの摺動によって生じる金

属粉、または外部から混入した高硬度な物質が摺動部に付着したためであると考えられる

が、その詳細は明らかではない。 

 

 

図３５．長時間運転後のノズルピンの外観（品番 P2T-3） 

 

図３６．ノズルピン先端（品番 P2T-3） 
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図３７ノズルピン摺動面（品番 P2T-3） 

 

図３８．ノズルピン摺動面の拡大写真（品番 P2T-3） 

円周方向の傷 

運動方向の傷 
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図３９．ノズルピン摺動面の解析例（品番 P2T-3） 

 

 図４０および図４１は、別途実施した長時間運転試験後のデジタルスコープによって、

作動側ピンの表面を観察・解析した例である。材質は上記のノズルピン同様、SCM440 で

ある。このときの長時間運転においては、運転中、作動側ピンの摺動部の動きが悪化する

現象が確認されただけでなく、数日間の停止状態の後、試験運転を再開させようとした際

に作動側ピンが動かなくなるといった不具合が生じている。 

 図４０より、作動側ピンの表面の一部が変質している部分があることがわかる。詳細な

解析には至っていないが、これはインジェクタ内に水分が混入したため、作動側ピンの表

面にさびが生じたものと考えられる。図４１は表面の凹凸を解析したものであり、上述の

例のような隆起は確認されていない。ただし、この表面の変質によって作動側ピンの運動

の悪化、またはガスリーク特性低下の原因になるものと考えられる。 

 なお、このような表面変質は、ステンレス鋼 SUS440 や工具鋼 SK4 では確認されてい

ない。 

 

隆起部分 
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図４０．作動側ピン摺動面の拡大写真（品番 P4T-3） 

 

 

図４１．作動側ピン摺動面の解析例（品番 P4T-3） 

 

変質部分 
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 以上の長時間運転を行った後、ガスリーク試験を実施した。図４２および図４３は、初

期圧力を 5 MPa とした窒素ガス並びにヘリウムガスにおけるガスリーク特性試験の結果

の一例である。これはインジェクタが比較的良好に組み立てられた状態で得られたデータ

であるが、高圧条件下におけるガスリークは大きいことがわかる。特に圧力が 3～4 MPa

を上回るとノズルピンの押し付け荷重が不足し、適切かつ安定したシール性能が維持でき

ないことが確認されている。また、動作に不具合が生じた際にガスリーク試験を行った結

果、ノズルピンが完全に開いた状態になってはいないものの、ガスリークは大きく、イン

ジェクタとしての機能が十分ではないことを確認している。 

 

 

図４２．ガスリーク特性試験の結果の一例（初期圧力 5 MPa、窒素ガス） 

 

図４３．ガスリーク特性試験の結果の一例（初期圧力 5 MPa、ヘリウムガス） 

 

３－５．水素ガスインジェクタの技術課題 

 以上に実施したガスリーク特性試験および長時間運転試験の結果を踏まえて、最終ター

ゲットの水素エンジンシステムを実現するための技術課題について考察する。 
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(1) ガスインジェクタの構造 

 本研究で設計･試作した実験用ガスインジェクタは、既存の自動車用インジェクタの基本

構造を参考とした。また、ノズルピンを作動させるための作動流体とガス燃料の供給ライ

ンを別の系統に分けており、実験用ガスインジェクタの特性を調べる各試験における作動

流体として主に窒素ガスを用いた。すなわち、摺動部は潤滑油膜がないドライ環境で高速

な運動を繰り返すため、摺動部表面が適切な条件を維持できなくなり、実験用ガスインジ

ェクタの長時間運転時に不具合が生じたものと考えられる。従来の自動車用インジェクタ

と同様、作動流体として作動油を用いることで長時間運転時の不具合を改善できるものと

考えられる。 

(2) ガスインジェクタの安全対策 

 本研究で実施した各種試験により、ガスインジェクタが適切に組み立てられた条件にお

いて、ガスインジェクタは概ね妥当に動作することを確認できた。一方、長時間運転時の

安定性は十分ではなく、動作の信頼性は十分とは言い難いのが実情である。したがって、 

水素エンジンシステムに搭載するガスインジェクタにおいては、運転時の安全対策の一つ

として、動作の常時監視が必要不可欠であると考えられる。監視項目としては、ノズルピ

ンの運動、作動流体圧力や流量、燃料圧力などがあげられる。 

 

３－６．まとめ 

 本研究では、水素対応インジェクタシステムのガスリーク防止と耐久性向上のための要

素技術を確立することを目的として、数種類の実験用ガスインジェクタを設計・試作する

とともに、摺動部の材質や加工精度、表面処理、シート面の形状が異なるいくつかの部品

を準備し、実験用ガスインジェクタのガスリーク特性や耐久性能を調べた。 

 以下、研究成果をまとめる。 

(1) 既存技術の技術調査を行った結果、過去に出願されている国内特許などには、イン

ジェクタの耐久性を向上させる技術やガスリークを低減する技術など、ガスインジ

ェクタ開発に有効な情報が含まれていることが確認された。 

(2) 要素試験用インジェクタを用いて、ガスリーク特性および耐久性評価試験を実施し

た。目標とする高圧力条件下における評価には至らなかったものの、ガス種類やノ

ズル寸法の影響を詳細に調べることができた。 

(3) 要素試験用インジェクタを用いた高圧条件下における性能評価試験並びにガスリー

ク特性試験を実施した結果、運転中にインジェクタの動作が不安定になるなどの不

具合が確認された。運転後の摺動部の観察により、その原因は運転中に生じた表面

の凹凸、および保管中に生じた表面の変質であることが確認された。 

 

４．外部発表実績  

 

 なし 

 

５．特許出願実績  

 

 なし 
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