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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
噴射ノズルから噴射された燃料を燃焼させる燃焼室と、
前記燃料の噴射前に前記燃焼室内の温度を調整する温度調整手段と、
前記噴射ノズルからの前記燃料の噴射を制御する噴射制御手段と、
前記燃焼室内での燃焼による火炎の光量を計測する光量計測手段と、
前記光量計測手段での計測結果を解析して燃料の品質を判定する解析手段と
を備え、
前記解析手段は、
前記温度調整手段及び前記噴射制御手段を制御して前記燃焼室内を所定温度として前記
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燃料を複数回燃焼させ、燃焼開始後に時間の経過にともなって増大する火炎の光量の変化
曲線をそれぞれ特定し、燃焼ごとの前記変化曲線どうしのバラツキに基づいて前記燃料の
品質を判定し、
前記品質を判定できない場合に、前記燃焼室内を前記所定温度とは変えて低い温度で前
記燃料を複数回燃焼させ、燃焼開始後に時間の経過にともなって増大する火炎の光量の変
化曲線をそれぞれ特定し、燃焼ごとの前記変化曲線どうしのバラツキに基づいて前記燃料
の品質を判定する燃料品質判定装置。
【請求項２】
前記解析手段は、
前記温度調整手段及び前記噴射制御手段を制御して前記燃焼室内を第１の温度として前

20

(2)

JP 4105742 B2 2008.6.25

記燃料を複数回燃焼させるとともに、
前記燃焼室内を前記第１の温度よりも低い第２の温度として前記燃料を複数回燃焼させ
、各燃焼におけるそれぞれの前記光量の変化曲線のバラツキに基づいて前記燃料の品質を
判定することを特徴とする請求項１記載の燃料品質判定装置。
【請求項３】
燃焼室内に燃料を噴射して燃焼させ、この燃焼によって生じた火炎の光量を光量計測手
段で検出し、この光量に基づいて前記燃料の品質を判定する燃料品質判定方法において、
前記燃焼室内の温度を所定温度として前記燃料を複数回燃焼させ、燃焼開始後に時間の
経過にともなって増大する火炎の光量の変化曲線をそれぞれ特定し、燃焼ごとの前記変化
曲線どうしのバラツキに基づいて前記燃料の品質を判定し、
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前記品質を判定できない場合に、前記燃焼室内の温度を前記所定温度とは変えて低い温
度で前記燃料を複数回燃焼させ、燃焼開始後に時間の経過にともなって増大する火炎の光
量の変化曲線をそれぞれ特定し、燃焼ごとの前記変化曲線どうしのバラツキに基づいて前
記燃料の品質を判定する品質判定方法。
【請求項４】
燃焼室内に燃料を噴射して燃焼させ、この燃焼によって生じた火炎の光量を光量計測手
段で検出し、この光量に基づいて前記燃料の品質を判定する燃料品質判定方法において、
前記燃焼室内の温度を第１の温度として前記燃料を複数回燃焼させるとともに、前記燃
焼室内の温度を前記第１の温度よりも低い第２の温度として前記燃料を複数回燃焼させて
、燃焼開始後に時間の経過にともなって増大する火炎の光量の変化曲線をそれぞれ特定し
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、燃焼ごとの前記変化曲線どうしのバラツキに基づいて前記燃料の品質を判定することを
特徴とする燃料品質判定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ディーゼル機関などに用いる重油などの石油系燃料またはアルコール系燃料
などの液体燃料の品質検査に用いられる燃料品質判定装置及び燃料品質判定方法に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
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昨今、外航船を中心とした舶用のディーゼル機関の燃料として、石油精製にともなって
生じた残渣油が一般的に使用されている。
【０００３】
外航船は、自国以外の国の港に寄港し、その港で燃料の補給を行っているが、各国によ
って石油精製の方式が異なるために、燃料となる残渣油の品質が国ごとに異なっており、
劣悪な品質の燃料を補給した場合には舶用ディーゼル機関が損傷するおそれがあった。
【０００４】
特に、舶用ディーゼル機関では、スカッフィングの発生が最も甚大な被害を与えるもの
として知られている。スカッフィングとは、潤滑油不足の状態でピストンとシリンダとが
摺動することによりシリンダ壁にキズなどの損傷が生じるものであり、場合によっては、
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舶用ディーゼル機関の破損をまねくおそれがあった。
【０００５】
そこで、補給する燃料の品質を確認する手段として、Fuel Tech社によって燃料の品質
を検査する検査装置が提案されている。この検査装置では、燃焼室で燃料を燃焼させ、そ
の燃焼の際の燃焼室内の圧力変化を熱力学的に解析して、燃料の燃焼による熱発生率を算
出することにより燃焼状態を推定しているものであって、特に、燃焼室内に燃料を噴射し
てから、噴射された燃料が着火するまでの時間である着火遅れなどに注目し、燃料の品質
判定を行っている。
【０００６】
Fuel Tech社の検査装置では燃焼室内の圧力変化に基づいて燃焼状態の検出を行ってい
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るが、最近では、燃焼室に石英ガラスなどの耐火性の透明ガラスを装着して観察窓を設け
、この観察窓越しに燃焼室内の燃焼状態を高速度カメラなどで撮影することにより燃焼状
態を直接的に観察し、火炎の長さまたは後燃え時間の長さから燃料の品質を判定する判定
方法も提案されている（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００１−３２９９０６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
しかしながら、Fuel Tech社製の検査装置のように燃焼室内の圧力変化を検出するだけ
では、燃料の燃焼状態を正しく判定できていないおそれがあった。
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【０００８】
一方、燃焼室に観察窓を設けて燃焼状態を高速度カメラなどで直接的に観察可能として
、観察された燃焼状態だけから燃料の品質を判定するようにした場合には、特定時間にお
ける燃焼状態を確実に確認することはできるが、時間的分解能が十分ではないことがあっ
た。
【０００９】
すなわち、一般的な高速度カメラを用いて例えば２０００コマ／秒で高速記録したとし
ても0.5ミリ秒の時間的分解能しか得られず、数十ミリ秒間程度しかない燃焼状態を観察
するには十分ではなかった。そこで、より正確な判定を行うためにはより高速な高速度カ
メラを用いればよいのであるが、その場合には高速度カメラが極めて高価であるために、
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検査装置が広く一般的に利用されるにはコスト的に見合わなくなるという問題があった。
【００１０】
このような現状に鑑み、本発明者は、より正確に確実な判定を可能とする判定装置を提
供すべく研究開発を行って本発明を成すに至ったものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
本発明の燃料品質判定装置では、噴射ノズルから噴射された燃料を燃焼させる燃焼室と
、
前記燃料の噴射前に前記燃焼室内の温度を調整する温度調整手段と、
前記噴射ノズルからの前記燃料の噴射を制御する噴射制御手段と、
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前記燃焼室内での燃焼による火炎の光量を計測する光量計測手段と、
前記光量計測手段での計測結果を解析して燃料の品質を判定する解析手段と
を備え、
前記解析手段は、
前記温度調整手段及び前記噴射制御手段を制御して前記燃焼室内を所定温度として前記
燃料を複数回燃焼させ、燃焼開始後に時間の経過にともなって増大する火炎の光量の変化
曲線をそれぞれ特定し、燃焼ごとの前記変化曲線どうしのバラツキに基づいて前記燃料の
品質を判定し、
前記品質を判定できない場合に、前記燃焼室内を前記所定温度とは変えて低い温度で前
記燃料を複数回燃焼させ、燃焼開始後に時間の経過にともなって増大する火炎の光量の変
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化曲線をそれぞれ特定し、燃焼ごとの前記変化曲線どうしのバラツキに基づいて前記燃料
の品質を判定することとした。
【００１２】
さらに、前記解析手段は、前記温度調整手段及び前記噴射制御手段を制御して前記燃焼
室内を第１の温度として前記燃料を複数回燃焼させるとともに、
前記燃焼室内を前記第１の温度よりも低い第２の温度として前記燃料を複数回燃焼させ
、
各燃焼におけるそれぞれの前記光量の変化曲線のバラツキに基づいて前記燃料の品質を
判定することにも特徴を有するものである。
【００１３】
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また、本発明の燃料品質判定方法では、燃焼室内に燃料を噴射して燃焼させ、この燃焼
によって生じた火炎の光量を光量計測手段で検出し、この光量に基づいて前記燃料の品質
を判定する燃料品質判定方法において、
前記燃焼室内の温度を所定温度として前記燃料を複数回燃焼させ、燃焼開始後に時間の
経過にともなって増大する火炎の光量の変化曲線をそれぞれ特定し、燃焼ごとの前記変化
曲線どうしのバラツキに基づいて前記燃料の品質を判定し、
前記品質を判定できない場合に、前記燃焼室内の温度を前記所定温度とは変えて低い温
度で前記燃料を複数回燃焼させ、燃焼開始後に時間の経過にともなって増大する火炎の光
量の変化曲線をそれぞれ特定し、燃焼ごとの前記変化曲線どうしのバラツキに基づいて前
記燃料の品質を判定することとした。
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【００１４】
さらに、前記燃料品質判定方法では、燃焼室内に燃料を噴射して燃焼させ、この燃焼に
よって生じた火炎の光量を光量計測手段で検出し、この光量に基づいて前記燃料の品質を
判定する燃料品質判定方法において、
前記燃焼室内の温度を第１の温度として前記燃料を複数回燃焼させるとともに、前記燃
焼室内の温度を前記第１の温度よりも低い第２の温度として前記燃料を複数回燃焼させて
、燃焼開始後に時間の経過にともなって増大する火炎の光量の変化曲線をそれぞれ特定し
、燃焼ごとの前記変化曲線どうしのバラツキに基づいて前記燃料の品質を判定することと
した。
【発明の効果】
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【００１５】
請求項１記載の発明によれば、噴射ノズルから噴射された燃料を燃焼させる燃焼室と、
前記燃料の噴射前に前記燃焼室内の温度を調整する温度調整手段と、前記噴射ノズルから
の前記燃料の噴射を制御する噴射制御手段と、前記燃焼室内での燃焼による火炎の光量を
計測する光量計測手段と、前記光量計測手段での計測結果を解析して燃料の品質を判定す
る解析手段とを備え、前記解析手段は、前記温度調整手段及び前記噴射制御手段を制御し
て前記燃焼室内を所定温度として前記燃料を複数回燃焼させ、燃焼開始後に時間の経過に
ともなって増大する火炎の光量の変化曲線をそれぞれ特定し、燃焼ごとの前記変化曲線ど
うしのバラツキに基づいて前記燃料の品質を判定し、前記品質を判定できない場合に、前
記燃焼室内を前記所定温度とは変えて低い温度で前記燃料を複数回燃焼させ、燃焼開始後
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に時間の経過にともなって増大する火炎の光量の変化曲線をそれぞれ特定し、燃焼ごとの
前記変化曲線どうしのバラツキに基づいて前記燃料の品質を判定することによって、燃焼
状態の検出精度を極めて容易に向上させやすく、正確で確実な燃料の品質判定を行うこと
ができるとともに、高速度カメラを用いないことによって低コスト化した燃料品質判定装
置を提供できる。
【００１６】
請求項２記載の発明によれば、請求項１記載の燃料品質判定装置において、前記解析手
段が、前記温度調整手段及び前記噴射制御手段を制御して前記燃焼室内を第１の温度とし
て前記燃料を複数回燃焼させるとともに、前記燃焼室内を前記第１の温度よりも低い第２
の温度として前記燃料を複数回燃焼させ、各燃焼におけるそれぞれの前記光量の変化曲線
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のバラツキに基づいて前記燃料の品質を判定することによって、燃料の品質判定の精度を
向上させることができる。
【００１７】
請求項３記載の発明によれば、燃焼室内に燃料を噴射して燃焼させ、この燃焼によって
生じた火炎の光量を光量計測手段で検出し、この光量に基づいて前記燃料の品質を判定す
る燃料品質判定方法において、前記燃焼室内の温度を所定温度として前記燃料を複数回燃
焼させ、燃焼開始後に時間の経過にともなって増大する火炎の光量の変化曲線をそれぞれ
特定し、燃焼ごとの前記変化曲線どうしのバラツキに基づいて前記燃料の品質を判定し、
前記品質を判定できない場合に、
前記燃焼室内の温度を前記所定温度とは変えて低い温度で前記燃料を複数回燃焼させ、燃
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焼開始後に時間の経過にともなって増大する火炎の光量の変化曲線をそれぞれ特定し、燃
焼ごとの前記変化曲線どうしのバラツキに基づいて前記燃料の品質を判定することによっ
て、燃料の品質判定の精度を向上させることができる。
【００１８】
請求項４記載の発明によれば、燃焼室内に燃料を噴射して燃焼させ、この燃焼によって
生じた火炎の光量を光量計測手段で検出し、この光量に基づいて前記燃料の品質を判定す
る燃料品質判定方法において、前記燃焼室内の温度を第１の温度として前記燃料を複数回
燃焼させるとともに、前記燃焼室内の温度を前記第１の温度よりも低い第２の温度として
前記燃料を複数回燃焼させて、燃焼開始後に時間の経過にともなって増大する火炎の光量
の変化曲線をそれぞれ特定し、燃焼ごとの前記変化曲線どうしのバラツキに基づいて前記
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燃料の品質を判定することによって、燃料の品質判定の精度を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
本発明の燃料品質判定装置及び燃料品質判定方法では、燃料を燃焼させる燃焼室に外部
から視認可能とした観察窓を設けており、前記燃焼室内を所定温度として前記燃料を複数
回燃焼させ、燃焼開始後に時間の経過にともなって増大する火炎の光量の変化曲線を特定
し、各燃焼における前記光量の変化曲線のバラツキに基づいて前記燃料の品質を判定もの
である。
【００２０】
すなわち、燃料の品質が良い場合には着火後に速やかに安定な燃焼が生じるのに対して
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、燃料の品質が悪い場合には着火後緩やかな燃焼が生じるとともに不安定な燃焼状態とな
ることを本発明者らは知見し、これを燃料の品質判定に適用しようとしているものである
。
【００２１】
さらに詳述すると、燃料の品質が良い場合には燃焼室内の温度が下がっても着火後速やか
に安定な燃焼が生じるのに対して、燃料の品質が悪い場合には燃焼室内の温度が下がると
、噴射ノズルから噴射された燃料が着火するまでの時間の遅れ（以後「着火遅れ」という
）が生じるとともに不安定な燃焼状態となることも本発明者らは知見している。なお、光
量計測手段の配置を調整することによって、燃料が着火した際の着火開始位置の検知も可
能とすることができる。
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【００２２】
以下において、図面に基づいて本発明の実施形態を詳説する。図１は、本実施形態の燃
料品質判定装置Ａの概略模式図である。
【００２３】
燃料品質判定装置Ａは、周壁の一部に石英ガラス11を装着した観察窓12を設けた燃焼室
10と、この燃焼室10内の圧力及び温度を調整するため予備燃焼を生じさせるための予備燃
焼調整部20と、燃焼室10内に検査される燃料を供給する燃料供給部30と、燃焼室10内に生
じた火炎の光量を測定する光量測手段である光センサ40と、予備燃焼調整部20と燃料供給
部30及び光センサ40を制御するとともに燃料の品質判定のための解析を行う解析手段を備
えた制御部50で構成している。
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【００２４】
燃焼室10は、本実施形態では、内径120mm、高さ300mmの円筒形状の燃焼空間を有するス
テンレス製の基体としており、燃焼室10上部には燃料を噴射する噴射ノズル13を装着し、
この噴射ノズル13によって上方から下方に向けて燃料を噴射している。図１中、14aは燃
料供給部30から噴射ノズル13に供給された燃料のうち、余分な燃料を排出するためのドレ
ン管、14bはドレン管14aによって排出された燃料を貯留するドレンタンク、14cは開閉弁
である。
【００２５】
燃焼室10の周壁には点火プラグ15を装着しており、この点火プラグ15は図示しないイグ
ナイタに接続している。この点火プラグ15は、後述する予備燃焼調整部20によって燃焼室
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10に供給された混合気に点火するためのものである。
【００２６】
また、燃焼室10には、燃焼室10内の燃焼ガスを排気するための排気管16aを接続してお
り、この排気管16aには、燃焼ガスを排気している排気状態と、燃焼ガスを排気していな
い非排気状態とを切り換える排気制御弁16bを燃焼室10に近接させて設けている。
【００２７】
排気管16aは、燃焼室10内の高圧状態を利用して自然排気を行わせる自然排気管16cと、
真空ポンプ16dによる強制排気を行わせるための強制排気管16eとに分岐させており、特に
、真空ポンプ16dによる燃焼室10内の燃焼ガスの強制排気によって、燃焼室10内に燃焼残
渣をできるだけ残留させないようにしている。図１中、16fは、自然排気管16cに設けた切
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換用第１開閉弁であり、16gは強制排気管16eに設けた切換用第２開閉弁であり、切換用第
１開閉弁16fと切換用第２開閉弁16gの開閉制御によって燃焼室10内の燃焼ガスを効率よく
速やかに排気可能としている。また、図１中、17は燃焼室10に設けた安全弁である。
【００２８】
さらに、図１中、T1は噴射ノズル13から噴射される燃料の温度を計測する燃料用温度計
、P1は噴射ノズル13から噴射される燃料の圧力を計測する燃料用圧力計、T2は燃焼室10内
の温度を計測する燃焼室用温度計、P2は燃焼室10内の圧力を計測する燃焼室用圧力計であ
る。
【００２９】
予備燃焼調整部20は、燃焼室10内で燃焼を生じさせることにより燃焼室10内の温度及び
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雰囲気を所定の状態にあらかじめ調整するための温度調整手段となっており、窒素を配合
した酸素からなる調整気体を貯留した調整気体タンク21と、エチレンガスを貯留したエチ
レンガスタンク22とを備え、調整気体タンク21の調整気体を調整気体供給管23を介して燃
焼室10に送給するとともに、エチレンガスタンク22のエチレンガスをエチレンガス供給管
24を介して燃焼室10に送給し、燃焼室10において酸素と、窒素と、エチレンとを混合した
混合気を生成している。
【００３０】
調整気体供給管23には、第１マスフローコントローラ26‑1と、第１制御バルブ27‑1を設
けて調整気体の流量を調整可能としており、エチレンガス供給管24には、第２マスフロー
コントローラ26‑2と、第２制御バルブ27‑2を設けてエチレンガスの流量を調整可能として

30

いる。なお、調整気体は、本実施形態では酸素３４％と窒素６６％との混合気としている
。
【００３１】
燃料供給部30は、検査対象の燃料を貯留する燃料タンク31を備えており、この燃料タン
ク31内の燃料を燃料供給管32を介して噴射ノズル13に供給している。
【００３２】
特に、燃料タンク31には、この燃料タンク31内を加圧するコンプレッサ33を接続すると
ともに、燃料供給管32には噴射制御手段である燃料ポンプ34を介設しており、燃料を所定
圧力に加圧して供給している。本実施形態では、燃料ポンプ34には電磁弁35を介してオイ
ルポンプ36及びアキュームレータ37から作動油を供給し、噴射ノズル13での燃料噴射を安

40

定的に行えるようにしている。
【００３３】
光センサ40は光量計測手段であって、燃焼にともなう火炎の光を受光して光量を計測可
能としている。本実施形態では、光センサ40は１台だけ用いているが複数の光センサ40を
配置してもよく、必要であれば高速度ビデオカメラなどの画像記録器を適宜に配置しても
よい。カメラは上方と下方の両方に２台設けると燃焼状態をより詳しく観察することがで
きる。また、光センサ40を用いることによって、時間的分解能を極めて容易に向上させる
ことができ、より精確で確実な計測を可能とすることができる。
【００３４】
制御部50は、所要のプログラムに基づいて燃料品質判定装置Ａを制御しており、以下の
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ようにして燃料の品質の判定を行っている。
【００３５】
まず、燃料品質判定装置Ａでは燃焼室10内で混合気を燃焼させて、燃焼室10内を所定圧
力及び所定温度の疑似空気で満たすようにしている。
【００３６】
すなわち、制御部50は、第１制御バルブ27‑1と第２制御バルブ27‑2を制御して、燃焼室
10に調整気体とエチレンガスを所定量ずつ送給して燃焼室10内に混合気を生成し、燃焼室
10内に混合気が充填された時点で調整気体及びエチレンガスの供給を停止して、イグナイ
タに信号を送信して点火プラグ15を作動させ、混合気を燃焼させている。
【００３７】
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混合気を燃焼させると、図２の燃焼室10内の圧力推移グラフに示すように燃焼室10内の
圧力が増大する。図２中、H1は混合気が燃焼している第１燃焼期間を示している。その後
、熱損失によって、図２に示すように燃焼室10内の圧力は低下する。混合気の燃焼にとも
なって生成された疑似空気は、本実施形態では酸素が２１％程度存在するようにしている
。疑似空気中の酸素量は、調整気体中の酸素の配合量、及び、調整気体とエチレンガスと
の配合比を調整することによって適宜調整することができる。
【００３８】
燃焼室10内の圧力が低下して設定圧に達した時点で、制御部50は電磁弁35の切換制御を
行って燃料ポンプ34を作動させ、噴射ノズル13から燃焼室10内に燃料を噴射している。本
実施形態では、燃焼室10内の圧力が2.0MPa程度、及び燃焼室10内の温度が450℃程度とな
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ったところで燃料を噴射している。
【００３９】
噴射ノズル13は、燃料ポンプ34によって安定的に燃料が供給されている。特に、本実施
形態では、常に図３の噴射ノズル13における燃料の圧力推移グラフに示すように噴射圧を
安定的に維持しながら噴射することができる。
【００４０】
燃焼室10内への燃料の噴射にともなって、燃料は燃焼室10内の雰囲気によって自着火し
、燃焼を開始する。図２中、H2は燃料が燃焼している第２燃焼期間を示している。
【００４１】
光センサ40は燃焼によって生じた火炎の光量を検出し、検出結果の光量信号を制御部50
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に入力している。
【００４２】
制御部50は、光センサ40から入力された光量信号と、噴射ノズル13からの燃料の噴射を
開始した噴射開始タイミングと、燃料の噴射を終了した噴射終了タイミングとから、図４
に示す燃焼室10内における光量推移グラフにおける燃焼開始直後の光量の変化率を算出し
、この光量の変化率に基づいて着火時期を判定している。
【００４３】
図４及び図５は、燃料を燃焼させた場合の光量推移グラフを示している。図４及び図５
中、Ｌは、噴射ノズル13から噴射された燃料が着火するまでの時間の遅れ（着火遅れ）で
ある。
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【００４４】
その後、制御部50は、排気制御弁16b及び切換用第１開閉弁16fをそれぞれ開弁して燃焼
室10内の燃焼ガスを排気し、さらに、切換用第２開閉弁16gを開弁して真空ポンプ16dを作
動させ、燃焼室10内の燃焼ガスを強制排気している。
【００４５】
本発明者らは、燃料の着火遅れが燃料の良否判定を決める第1段階における大きな要素
であるということに着目する一方で、着火遅れだけではなく光量の変化率に着目すること
により燃料の良否判定を精度よく実施できることを知見した。
【００４６】
良否判定の一つとして、燃焼開始直後の光量の変化率（図４及び図５における第１仮想
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線V1の水平からの傾き）が大きい場合を良品と判定し、光量の変化率が小さい場合を不良
品と判定することができる。
【００４７】
ただし、この場合でも燃料の品質に１対１に対応していないことがあり、そこで、制御
部50は、燃焼開始直後の光量の変化率である第１の光量変化率（図４及び図５における第
１仮想線V1の傾き）と、この第１の光量変化率で光量が増大した後に、この第１の光量変
化率よりも小さい変化率で光量が増大する第２の光量変化率（図４及び図５における第２
仮想線V2の傾き）とを検出し、この第２の光量変化率の大きさすなわち第２仮想線V2の傾
きの大小に基づいて燃料の品質を判定することができる。
【００４８】
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すなわち、良質の燃料ほど燃焼性が高く、第２の光量変化率が小さく（水平に）なる傾
向があるので、第２の光量変化率が小さい場合を良品と判定し、第２の光量変化率が大き
い（右上がりの傾きを持つ）場合を不良品と判定することができる。
【００４９】
また、良質の燃料は、前述した燃料品質判定装置Ａで複数回燃焼させた場合の燃焼状態
が安定していることによって、燃焼開始直後の光量の変化率が安定しているのに対して、
良質でない燃料は、前述した燃料品質判定装置Ａで複数回燃焼させた場合の燃焼状態が不
安定であって、燃焼開始直後の光量の変化率のバラツキが大きい（それぞれの光量変化率
曲線にずれがある）ことを加味して判定精度をさらに向上させることができる。
【００５０】
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また、複数回の燃焼を行ってそれぞれ変化率を算出し、この変化率の標準偏差を算出し
て標準偏差が小さい場合を良品と判定し、標準偏差が大きい場合を不良品と判定すること
によって、判定精度を向上させることもできる。
【００５１】
また、同一条件で繰り返し燃料を燃焼させるのではなく、燃焼室10内の温度を異ならせ
ながら燃焼させ、異なる温度すなわち第１の温度と第２の温度でのそれぞれの燃焼ごとの
光量の変化率を算出し、この光量の変化率の燃焼温度の依存性を算出して燃料の品質を判
定することもできる。
【００５２】
すなわち、良質の燃料は、燃焼室10内の温度が多少変化しても燃焼状態の変化が少ない
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のに対して、良質でない燃料は、燃焼室10内の温度変化の影響を受けやすく、燃焼室10の
内の温度低下にともなって燃焼しにくくなる傾向が強いため、温度によって燃焼開始直後
の光量が変わりやすいすなわちそれぞれの光量変化率曲線にずれがでてくる。
【００５３】
そこで、燃焼室10内の温度を異ならせて複数の光量の変化率を算出し、これらの変化率
が燃焼室10内の温度に基づいて大きく変動する場合には不良品と判定し、変化率の変動が
小さい場合には良品と判定することによって、判定精度を向上させることができる。
【００５４】
制御部50での燃料の品質の良否判定は、その一つの要素として燃料の着火遅れを用いる
が、燃焼室内の温度が一定の場合、すべての燃料について、着火遅れが短いというだけで
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は、必ずしも燃料の品質の差を判定することができない。燃料の一種、軽油の品質につい
てはこの着火遅れによってかなり容易に品質の見極めをすることができるが、バンカー油
についてはその性状が定まっていないということもあって品質の見極めはさらに困難と思
われたが、本発明者らは、バンカー油について、図６に示すように、4種類の燃料につい
て燃焼室内の温度と着火遅れの関係を調べたところ、燃焼室内の雰囲気温度の低下ととも
に着火遅れはかなり長くなる傾向があることが分かった。すなわち燃料によってその値が
異なっているということである。
【００５５】
本発明者らは、燃焼室内を第１の温度として燃料を複数回燃焼させるとともに、前記燃
焼室内を前記第１の温度と異なる第２の温度すなわち低い温度として前記燃料を複数回燃
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焼させ、各燃焼における光量の変化曲線のバラツキの大小に基づいて、前記燃料の品質を
判定することにより燃料の良否判定をより精度よく実施できることを知見した。
【００５６】
ここで、光量の変化曲線のバラツキとは、光量の大小すなわち縦軸の山谷（高低）のズ
レや図４及び図５における第１の仮想線V1や第２の仮想線V2の傾きをいうだけでなく、図
４及び図５中の着火遅れ時間Lの長短すなわち着火遅れも含めていうものとする。
【００５７】
良質の燃料は、前述した燃料品質判定装置Ａで温度を変えてそれぞれ複数回燃焼させた
場合でも、その着火遅れが短く、その他の光量の変化曲線のバラツキが少ないことに対し
て、良質でない燃料は、前述した燃料品質判定装置Ａで温度を変えてすなわち温度を下げ
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てそれぞれ複数回燃焼させた場合の燃焼状態は、着火遅れが長く、その他の光量の変化曲
線のバラツキが大きいことで判定することができる。
【００５８】
すなわち、良質の燃料は、燃焼室10内の温度が多少変化しても着火遅れが短く、燃焼状
態の変化が少ないのに対して、良質でない燃料は、燃焼室10内の温度変化の影響を受けや
すく、燃焼室10の内の温度低下にともなって燃焼しにくくなる傾向が強いため、着火遅れ
が長く、その他の光量の変化曲線のバラツキが大きくなりやすいのである。
【００５９】
最も精度高い燃料の良否判定の方法としては、図７における第1段階でGrade

CやGrade

Dのパターンになった場合、すなわち着火遅れが長くその他の光量の変化曲線のバラツ

20

キも大きい場合は、それら燃料の品質をただちに不良品と判定することである。
【００６０】
ただし、図７におけるGrade

？のパターンではその燃料の品質はこの段階では判定で

きないとする。この場合、制御部50は、第２段階として燃焼室内の温度を第１の温度と異
なる第２の温度に下げて複数回燃焼させ、各燃焼におけるそれぞれ着火時期の長短及びそ
の他の光量の変化曲線のバラツキの大小に基づいて前記燃料の品質を判定することとする
。
【００６１】
すなわち、良質の燃料はGrade

Aに見られるようにその着火遅れが短く、その他の光量
30

の変化曲線のバラツキも少ないので、それを良品と判定する。
【００６２】
着火遅れがやや長く、その他の光量の変化曲線のバラツキも大きいGrade

B に見られ

るような場合には、使用するディーゼルエンジン等の機関によっては特に問題のないもの
もあるが、不良品として問題を起こすおそれのものもあるので、条件付品質と判定するこ
ととした。
【００６３】
なお、燃焼室内10の温度調整は、噴射ノズル13から燃料を噴射する際の燃焼室内10の圧
力設定によって容易に調整できる。
【００６４】
また、前述した実施形態では、燃料の品質の良否のみを判定しているかのように説明し
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ているが、適宜のランク分けを行ってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明に係る燃料品質判定装置の概略模式図である。
【図２】燃焼室内の圧力推移グラフである。
【図３】噴射ノズルにおける燃料の圧力推移グラフである。
【図４】燃焼時の光量推移グラフの一例である。
【図５】燃焼時の光量推移グラフの他の一例である。
【図６】燃焼室の雰囲気温度に対する着火時期を示すグラフである。
【図７】バンカー油の燃焼性判定方法を示すグラフである。
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【符号の説明】
【００６６】
Ａ

燃料品質判定装置

10

燃焼室

11

石英ガラス

12

観察窓

13

噴射ノズル

14a

ドレン管

14b

ドレンタンク

14c

開閉弁

15

点火プラグ

16a

排気管

16b

排気制御弁

16c

自然排気管

16d

真空ポンプ

16e

強制排気管

16f

切換用第１開閉弁

16g

切換用第２開閉弁

17

安全弁

20

予備燃焼調整部

21

調整気体タンク

22

エチレンガスタンク

23

調整気体供給管

24

エチレンガス供給管

26‑1

第１マスフローコントローラ

26‑2

第２マスフローコントローラ

27‑1

第１制御バルブ

27‑2

第２制御バルブ

30

燃料供給部

31

燃料タンク

32

燃料供給管

33

コンプレッサ

34

燃料ポンプ

35

電磁弁

36

オイルポンプ

37

アキュームレータ

40

光センサ

50

制御部

T1

燃料用温度計

P1

燃料用圧力計

T2

燃焼室用温度計

P2

燃焼室用圧力計
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