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改造水素エンジン船外機の開発と無負荷時の特性

江副 覚r1 高橋昂大古JII英典伊湾瑞夫岩井好朗 4

Development of Remade Hydrogen Out-一-幽.boardCombustion Engine 
and the Characteristics in no-Load Operating Conditions 

Satoru Ezoe r 1， Kodai Takahashi 2， Hidenori Furukawa 3， Mizuo Izawa1 

and Yoshiro Iwai 4 

Abstract : The unanticipated price fluctuations of fuels induced by economical oil supply situations have 

pr巴ssedthe management of the fishery industry of our country. AIso， the environmental problems from 

global warming or exhausting CO 2 gas have press巴dit. Therefore， fishery industry has strongly required 

to the development of alternativ巴c1巴anfuels that take the place of a fossil fuels. In the alternative fuels， 

hydrogen has attracted attention as one of an ultimate c1ean energy resource with recyc1ing and reproduci. 

ble characters. Because the water would be only exhausted when the hydrogen burns. The hydrogen could 

b日 producedfrom the processes of bio-mass， the natural energy of solar or wind power， reforming gases， 

sub-productions， etc.， that inc1ude the hydrog巴nelement. 

It was carried out in this study to attempt stable promotio日 infishery industry by developing the hy. 

drogen gas combustion engine for fishing boat and by preventing the changes in ocean environment induced 

by global warming. The conventional out-board gasoline engine was r日madeto hydrogen combustion en. 

gine that was capable of burning the hydrogen gas alternating to gasoline fuel. The remade hydrogen en. 

gine could reduce the alternating cost rather than hydrogen engine newly designed and produced would 

equip. It would contribute to solve the probl巴msof environmental and/or the alternate fuel in an industrial 

field of the fishery. 

This pap巴rpresents the results of the basic performance of remade hydrogen engine， the character of 

exhaust gas， the cost of hydrogen gas， etc. 

Key words : Hydrogen， Global warming， Alternate fu巴1，Hydrogen project， Fossil fuels 

はじめに

現在，わが国の水産業には，地球温暖化に代表される環境

問題と水産経営を圧迫している燃油高騰の問題がある U。

そのため，石油系燃料に代わるクリーンな代替燃料の関発

が求められている 2)。水素は燃焼させても水しか発生しな

い究極のクリーンエネルギーとして，また再生可能な循環

型のエネルギーとして注目を集めている 3)。著者らは，ク

2008年12月15日受付.Received December 15， 2008. 

リーンエネルギ一応用の世界的な現状と水素エンジン漁船

の開発に関しての概要をまとめたヘ

漁船漁業における温暖化防止とクリーンで再生可能な代

替燃料の開発により水産業の安定的な振興を図るため，水

素を燃料とする漁船の開発に若手した。その中で，できる

だけ初期投資を軽減して導入を促進するため，新規開発で

はなく，漁船に使用されている既存の 4サイクル 2気筒ガ

ソリンエンジン船外機(公称出力20PS) を，水素ガスを
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燃料として使用できるように改造した。そして，それらの

基本的な性能について実験した 5) ので報告する。得られ

た結果は，馬力等の仕様が異なる漁船用エンジンの水素化

に応用可能で，改造の基本的な手法を確立するのに意義が

ある。

漁船用水素エンジ、ンの開発と異常燃焼の改善

既存ガソリンエンジ、ンの水素工ンジ、ン化

エンジンの燃料をガソリンから水素ガスに変更し，空気

と水素の混合ガスを爆発膨張させて出力を得るため，既存

のガソリン燃料ラインを廃止し，新たに水素ガスラインを

Table 1. Specification of outboard gasoline engine 

Model 4 cycle 2 cy lind巴I巴ngme

Output 14.7 kW (20 PS)l6000 rpm 

BorexStroke 59x64mm 

Exhaust in water 
Method of exhaust 

(Exhaust by propeller boss) 

Method of cooling Water cooling 

Compression ratio 9.2: 1 

Needle valve 

Control box 

Manual shut out valv巴

Throttl巴gnp

Hydrogen cylinder 

装着した。 Table1に従来の，すなわち改造前の船外機の

仕様を示す。

またFig.1に船外機の水素供給システムと水素流量制御

システムを示す。初期の改造の段階では，従来の船外機と

しての使用状況に近い状態、，すなわちエンジンの出力を制

御するアクセルに相当するスロットルグリップ(以後，ス

ロットルと略称する)に連動したエンコーダでスロットル

の回転角を検出し，水素の流量を制御できるように演算・

制御装置を試作した。

初期水素エンジン船外機の海上走航試験結果

前節ではじめて改造に成功した水素エンジン(以後，第

l段階水素エンジンと呼ぶ)の実用化に向けての可能性を

把握するため箇土交通省や小型船舶検査機構の許可を得て

海上走航試験を行った。

従来のエンジンを水素化したのは初めてだったので，海

上での走航試験の前に国土交通省検査官の立ち会いの下，

陸上で、基礎的な性能試験を行った。この試験で第 l段階水

素エンジンは，海上走航に耐えられる性能がほぼ確認され

たので，水産大学校所有のK-1艇に搭載して，試験船とし

て海上走航試験に備えた。燃料の水素ガスは， 14.7MPaの

充填圧力で容量10eの鉄製容器に水素ガスが約1.5rd充填

Stepping motor 

Programmable control1er 

Electric signal 

/ w'"， 

Encoder 

Outboard Engine 

Fig. 1 . Hydrogen mass flow control system in early stage 
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されている水素ボンベを 2本試験船の前部に搭載するとと

もに，水素ガスボンベの出口に近いと ころに減圧弁を設置

し，吐出圧力を 1MPa以下に減圧してからエンジンに供給

した。その状態で，実用化に向けて第 l段階水素エンジン船

外機の海上で、の性能確認試験を行った。その状態をFig.2

に示す。また，第 l段階水素エンジン船外機の海上走航結

果の概要をTable2に示す。この第 1段階水素エンジン船

外機船の試験走航時に使用した水素ボンベ l本(1.5m3) 

あたり ，平均船速が約 6knotで、約20分間の航行が可能で

あった。

しかし，海上走航試験において船速を上げた時，波浪に

よる負荷の変動でパックファイアによると思われる異常音

が発生した。

水素エンジン船外機の改良

前述のように，第 l段階水素エンジン船外機は海上試験

走航時に波浪の影響によると考えられる異常燃焼が起こっ

た。またその後の実験室内での運転性能確認試験中に不具

合が生じた。そこで，その誘因の究明とそれに対する対応

について以下に述べる。

(1) 水素流量制御系の異常

第 l段階水素エンジン船外機の海上試験走航を終えた

後，室内実験室にて始動しようとしたところ，スタータ

モータの回転は確認できるがエンジンが始動しないという

不具合が生じた。エンジンを分解しその誘因を調べたと こ

ろ，エンジンが放出した熱によりス ロットルの回転角を検

出しているエンコーダカ汗乍動していないのカfわかった。こ

れはエンジンの熱が伝わり エンコーダが加熱することに

よりその使用限度温度を超えたため故障したものと考えら

れた。そこで，故障したエンコーダを取り外し，水素流量

を制御するのに手動開閉可能なプラグパルプを使用して調

節する ことにした。Fig.3にエンコーダと水素流量制御盤

を取り外した水素配管図を示す。これにより，エンジンの

出力をスロ ットルで調整できなくなったが，直接手動によ

り水素流量が調整可能になり，安定して運転できるように

なった (以後，このエンジンを第 2段階水素エンジンと呼

ぶ)。

(2) 水素工ンジンCDIユニ ットの異常

さらにその後，第2段階水素エンジン船外機の水素消費

量を測定する実験において 運転中に異常燃焼を起こしエ

ンジンが停止した。再度エンジンを分解し原因を調べたと

ころ，電子部品が多く使われているCDIユニット装置のエ

ンジン側取付部の外壁プラスチックが融解しているのがわ

かった。この誘因は，エンジンの熱がCDIユニットに伝わ

り回路に不具合が生じたものと考えられた。

ガソ リンエンジンの燃焼温度は，理論上では2000-2500

℃なのに対し，水素の燃焼温度は3000'Cにのぼるため，ガ

ソリンエンジンよりも水素エンジンの方が運転中の温度が

上昇し，それがCDIユニットに伝わり ，長期にEって高熱

に曝されたためと考えられる。そこで，エンジン本体から

Fig. 2. Test cruising of small boat with hydrogen outboard engine 
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の伝熱を少なくするため， CDIユニットの取付部やボルト

等の締付部からCDIユニット本体に熱が伝わるのを遮断し

た。すなわち，できるだけエンジンの熱の影響を小さくす

るため， CDIユニットとエンジン本体の間に断熱材の一種

であるベークライトを挟んで、取付ける構造にした。

この改良により，これ以降エンジンの動作不良は起こら

なくなった(この第3段階水素エンジンは現在まで不具合

なく運転が可能であるので この第 3段階水素エンジンを

以後，水素エンジンと呼ぶ)。

改造水素エンジンの基本的な特性に関する実験と結果

水素燃料消費量測定

(1)水素燃料消費量測定実験方法

Table 2. Experimental result of trial sea cruising of small 
boat by outboard hydrogen engine 

τ'ype of hydrogen cylinder 10 Q (1.5 m3
) 

Hydrogen pressure in cylinder 14.7MPa 

Hydrogen supply pressure 0.08-0.09 MPa 

Trial max speed 6 knot 

Cruise tim巴 20 min/cylinder 

Trip per unit mass hydrogen 2.4kmJm3 

[1 knot = 1.852 kmIh] 

Supply line ofhydrogen 

¥
¥
、

0
 

0
 

水素の消費量は市販の精密水素流量計で、計測で、きるが，

研究室には備えられていなかったので，水素ボンベ圧力と

エンジン停止後記録した水素ボンベ圧力との差を体積に置

き換えることで推算した。エンジン回転数における水素エ

ンジン船外機の回転数と水素燃料消費量の相関関係を調べ

fこ。

使用したボンベは， 14.7MPaで、 7m'の水素が充填されて

いるため， 1 MPa消費すると約O.48m'の水素を消費したと

推定できる。今回の実験では， 1000rpm-5000rpmの範囲で，

1000rpmご、との回転数において25分間連続運転を行い各回

転数でそれそれ2回ずつ計測して平均し，水素燃料消費量

を推定した。

(2) 水素燃料消費量実験結巣

Fig.4に，無負荷運転時におけるエンジンの各回転数に

おける水素エンジン船外機の水素燃料消費量を推算した結

果を示す。この推算結果から，エンジン回転数と水素消費

量が直線的に比例していることがわかった。

排出ガスのNOx濃度と燃焼に供される02濃度の測定

水素エンジンは，燃焼しでも水しか排出しないので，温

暖化ガスの一種である二酸化炭素を排出しない。しかし，

水素の燃焼には空気中の酸素を使用するので，シリンダ内

で高温になった空気中の窒素が酸素と化学反応、を起こして

窒素酸化物 (NOx)が生成されるので，これが排気管から

排出される可能性は否定できない 6)。水素エンジンの欠点

の一つは，このNOxを排出する可能性があることである。

Control and shut out valve 

Regulator 

Hydrogen cylinder 

Fig. 3. Flow rate control system and piping diagram of hydrog芭nafter upgrade 
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濃度は， 2000-4000rpm中のどの回転数においても 1ppm 

でほとんど変化はなかった。これは，測定に使用した計測

器の測定下限と同じであったので，実際はこれ以下の数値

陸上交通機関では，平成10-11年では0.30g/km，平成19

年では0.15g/kmと， NOxの排出規制は年々厳しくなって

きている7)。日本の船舶分野においては，明確な数値規制

は未だないが，今回試作した水素エンジンがどの程度NOx と考えられる。これに対し，ガソリンエンジンでは，エン

ジン回転数が増加するにつれNOx濃度も増加していることを発生するか， EPA (アメリカ環境保護庁)が定めた2008

年の最終規制億をクリアしている水素エンジン船外機と同 がわかる。 4000rpmにおいては， 103ppmと，水素エンジ

ン船外機の約100倍以上の値を示した。

また，排気管から排出されるNOxi農度が多かったガソリ

ンエンジンの場合，水中排気された排気ガスに含まれる

空中排気されたNOx濃度とほぼ問じ濃度で

型のガソリンエンジン船外機をよむ較してみた。また，同時

に酸素濃度を測定することにより，実際に水素と酸素がど

の程度の割合で燃焼しているか，空燃比を算出し，希薄燃

NOx濃度は，

あった。したがって，水中排気されても窒素酸化物 (NOx)

は水にほとんどi容解していないことがわかった。

焼なのか，燃料過多なのかを調べた。

NOx濃度と02濃度の測定方法)
 

1
 

(
 

次に排気ガスに含まれる02濃度と測定したエンジン各

回転数をFig.6に示す。圏中の4砂印が水素エンジンの場合

水素エンジンから排出されるNOx濃度と02濃度の測定

には， s社製の化学発光式酸化委素・酸素分析計を使用し

た。水素エンジン船外機と水素エンジンと同型のガソリン

で，瞳印がガソリンエンジンの場合である。

水素エンジン船外機においては，どの回転数においても

約16%の酸素が残留ガスとして排気ガス中に含まれている

エンジン船外機を，エンジン回転数2000rpm-4000rpmの

範囲において，それぞれ1000rpmごとの回転数で各エンジ

ンの排気ガスから排出されるNOx濃度と02濃度の計測を

ガソリンエンジン船外機においことがわかった。しかし，行った。

どの回転数においてもほぼ0.1%前後と排気ガス中

にほとんど酸素が含まれていないことがわかった。

ては，また， NOxの排出が確認されたガソリンエンジンにおい

ては，エンジン排気バルブ直後の排気ガスと水中排気され

た排気ガスにおいて測定値に違いが出る可能性があったの

で，水中で排気された排気ガスのNOx濃度の測定も行った。

これは水中排気された窒素重度化物が水と反応して硝酸塩が
120 

E 100 
0. 

80 

を60
ロ
<l) 
叱コ

H 
O 
Z 

40 

生成する可能性があり，そのためNOx濃度が変化するので

はないかと考えられたからである。

トJOx濃度と02濃度測定結果

Fig.5に，それぞ、れの排気ガスのNOxi農度と測定したエ

ンジン各回転数の関係を示す。図中の4砂印が水素エンジン

(2) 

一回-By gasoline engine 
exhaust in water 20 

O の場合で，巴と量印がガソリンエンジンの場合である。こ

の中で， 0印は通常の水中排気の場合を示し，聞印は空中 4000 3000 

Revolution 

2000 

I予m
排気の場合を示す。

Fig. 5. Exhaust NOx gas after combustion 

' ' • 
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-・-By gasoline engine 

幽監 --
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ヌ
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水素エンジンから排出された排気ガス中に含まれるNOx

+ 
2.0 

1.5 

1.0 

2.5 
ロM

m
 

ロ
。
安

Mgロ田口。。

=o凶
O
』
司
、
門
出

0.5 

O 

4000 3000 2000 
0.0 

rpm 

Fig. 6. Exhaust 02 gas after combustion 
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Fig. 4. Changes in consumption of hydrogen gas 
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考 察

水素燃料消費量と排気ガスに含まれる02濃震

木研究で改造した水素エンジン船外機の水素燃料消費量

は， Fig.4よりエンジン回転数が1000-5000rpmにおいて

は回転数に比例することが推定できた。このグラフより単

位時間 (min)，単位排気量 (cm3
)，エンジン1000回転あ

たり， [m3/ (cm3.min・1000rpm)]の水素を消費'している

ことがわかった。これより，水素エンジン船外機が消費す

る水素量は

水素消費量=e X t X r X 4.60X10-5 [凶

で求められる。ただし，

e:総排気量 [cm3
] ， 

t :運転時間 [min] ， 

γ:エンジン回転数 [1000rpm] 

とする。

(1) 

これはエンジン回転数が多くなればなるほど吸気する空

気の量と，シリンダ内で混合気が爆発，燃焼する回数が増

加するからであると考えられる。 1分間に吸気する混合気

量は，

総排気量(cm3
)X回転数(rpm)X一一三一τーXlO-6 [ば]

7JO-:7以

(2) 

で示される。式(2)の値は吸排気効率が100%の持の理論値

であり，実際のエンジンにおける吸気量は自然吸気の場

合，理論値より減少する。 1000rpmの時を例に挙げると，

式(2)より 1分間に吸気する混合気量は0.175m'となる。こ

のときの水素消費量は0.36m3で、あるが，エンジンは25分間

運転したので 1分間における水素消費量に換算すると

0.0144m3となり，よって吸入空気量は0.1606ばとなる。

このときの水素エンジン船外機の空燃比は，

吸入空気重量
空燃比三ヱ

吸入燃料重量
(3) 

で表される 8) ため，吸入空気と吸入燃料(水素ガス)の

体積を重量に変換する必要がある。エンジン回転数が1000

rpmの時 1分間の吸入空気量は0.1606m3，水素消費量は

0.0l44m3なので，重量に変換し空燃比を考えると159.75と

なる。同様にして求めた 1分間での2000-5000rpmにおけ

る吸入空気量，水素消費量，空燃比も含めてTable3に示す。

すべての回転数における空燃費を平均した値は148.9で希

薄燃焼の値を示していることがわかった。

水素が安定して燃焼できる燃焼可能なさE燃比は，理論空

燃比に近い34から超希薄燃焼の150までで，水素は幅広い

範囲の空燃比で燃焼できる。算出した空燃比は，見かけよ，

このよ限に近い超希薄~燃比の数値を示しているが，吸気

率が100%と仮定した時の場合で実際に吸入された空気の

重量を測定したものではない。したがって算出した空気重

量と吸入された空気重量との聞には若干の誤差がある可能

性がある。また排気ガス中の残留酸素量の測定結果より，

仮にこれだけ多量の空気が吸引されたとしても水素の燃焼

に実際に使用された空気量は一部が利用され，他は未利用

のまま排出されていると考えられる。

排気ガスに含まれるNOx濃震

今回改造した水素エンジンは，内燃機関であるので窒素

酸化物が生成されることが考えられる。すなわち，水素エ

ンジンで、は水素ガスを燃料として燃焼させるので理論的に

は水しか排出されないが，空気中に含まれる窒素が高温で

空気中の酸素と燃焼するとNOxが生成される。しかし，

Fig.5からわかるように2000-4000rpmにおいて，水素エ

ンジンからNOxはほとんど排出されないことがわかった。

この要因は明確ではないが，水素エンジンでは水素の燃焼

熱が高いが， 7.水k素は高速で

された水による冷却と過剰吸入空気による冷却効果により

NOxの生成が少なかつたことが考えられる。

これに対しガソリンエンジン船外機は，エンジン回転数

を上げるにつれNOx濃度が増加した。また，ガソリンエン

ジン船外機の水中排気による排気ガスのNOx濃度も測定し

たが，水中排気と空中排気とで排出されるNOx濃度に大き

な遠いはなかった。これにより，水中に排気された排気ガ

スに含まれるNOxは，水と反応して硝酸塩になっていない

と判断できた。また，水中排気によるNOx濃度の減少はほ

とんど望めないことがわかった。

水素エンジンでは，排気ガスからほとんとごNOxが排出さ

れず環境に優しいことがわかったが，無負荷時の結果なの

で，そのまま一般的な使用状態に適用できない。しかし，

この結果は負荷がかかった場合の傾向をある程度予測でき

るものと考えられる。

Table 3. Air-fuel ratio of outboard hydrogen engine 

Revolutions 
Intake air Hydrogen 
mass consumptlon Air-長lelratio 

rpm m3/min m3/min 

1000 0.16 0.014 159.9 

2000 0.32 0.030 155.2 

3000 0.48 0.045 153.7 

4000 0.64 0.065 140.6 

5000 0.79 0.084 135.0 
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水素エンジンとガソリンエンジンの燃料消費量の比較

燃料が水素の場合とガソリンの場合の発生熱量による動

力の比較を試みた。ガソリンの発生熱量は34.6MJIeであ

るのに対して，水素 1m3の発生熱量は12.8MJ/m' (273K， 

1013hPa) である 9)。発熱量をそろえると，一般的にガソ

リン 1リットルが水素ガス 2-3 m3に相当すると言われて

いる。したがって同じ排気量の水素エンジンでは，出力が

ガソリンエンジンのほぼ半分になるといわれている。吸入

空気量一定とした場合の水素エンジンとガソリンエンジン

の燃料が完全燃焼したときの燃料消費量及び発生熱量を比

較した。エンジンの吸入空気量が不確定なので，ガソリン

エンジンと水素エンジンの一般的な燃料消費量と発生熱量

を，吸入空気量を同一にして推定した。吸入空気量は (3)

式より算出できる。ただし，ここで水素が完全燃焼したと

きの水素エンジンの空燃比は34.2とし，ガソリンエンジン

の空燃比は14.6とした。

吸入空気重量を 1gとしたときの水素エンジンの燃料消

費重量を体積になおすと，標準状態において3.25X10-2g

となる。水素の持つ熱量は12.8MJ/Nm3であるから吸入空

気重量が 19のときの完全燃焼した水素エンジンが持つ熱

量は， 4.16X10-3MJであると推定される。これに対し，

ガソリンエンジンの燃料消費重量を体積に換算すると，

9.38X 10-5 eとなる。ガソリンの持つ熱量は32.5MJ Ieで

あるから吸入空気重量 19が完全燃焼したときのガソリン

エンジンが持つ熱量は3.25X10-3MJであると推定できる。

また今回実験に使用した水素エンジンは空燃費が148.89

であったため，吸入空気重量が 1gのときの水素エンジン

船外機が持つ熱量は9.55X10-1MJであると推定できる。

以上のことより，吸入空気重量を同じにした場合，完全

燃焼した水素エンジンが発生する熱量は，ガソリンエンジ

ンが発生する熱量の約1.3倍になることが予測できる。し

かし，改造水素エンジンが発生する熱量は，ガソリンエン

ジンの約0.3倍でしかない。つまり現在の水素エンジンが

発生するエネルギーを効率的に動力に結びつけ，ガソリン

エンジンと間程度の出力にするには，過給器を付加する

か，燃焼サイクルを工夫するか，等の何らかの工夫が必要

であることがわかった。

まとめ

本研究では，漁船漁業における温暖化防止とクリーンで

再生可能な代替燃料の開発により水産業の安定的な振興を

図るため，水素を燃料とする漁船の開発を行った。その中

で，できるだけ初期投資を軽減して導入を促進するため，

新規開発ではなく漁船に使用されているガソリンエンジン

船外機を，水素ガスを燃料として使用できるように改造

し，漁船への応用の可能性や水素エンジンの基本的な性能

等について実験した。以下にその結果を整理して示す。

(1)従来のガソリンエンジン船外機のキャブレターを水素

吸気管に取り替え，水素燃料を使用可能にする水素エ

ンジンに改造し，海上での試験走航を行い，水素エン

ジン漁船の実用化が可能で、あることがわかった。

(2)実験室内で，水素供給系統の見直しゃCDrユニットの

取付法の改良等を行い，改造水素エンジンの異常燃焼

を解消した。

(3)無負荷時ではあるが， 1000rpmから5000rpmの回転数

における改造水素エンジン船外機の水素消費'景を測定

した。

(4)また，無負荷時における空燃比を求め，水素エンジン

の燃費推定に有主主な燃料消費量を示した。

(5) さらに，無負荷時の排気ガス中のNOx濃度を測定し，

水素エンジンでは排気ガス中のNOx濃度は 1ppm程度

であることを示した。これは，同じ条件で運転したガ

ソリンを燃料とする従来の船外機から排出されるNOx

濃度より大幅に少ないことがわかった。

(6) これらの結果より，水素エンジンは，クリーンで環境

にやさしいエンジンであることがわかった。
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