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☆各国エンジン設計の基本☆

航空戦力の控劣が戦争の帰趨を決めることは,第1次

大戦末に,すでにその兆侯が見られたが,特に第2次大

戦では決定的となり,今日なおそれが競いている｡

飛行投の飛行抵抗は速度の2乗と空気密度に比例し,

ニンジンから充分な馬力が県証される限り,爆撃銭は出

菜る限りの高速度で艮入し,これを阻止する戦闘歯及び

この敵戦闘鮫を追い散らして爆撃唐を守る護衛戦闘掛こ

は　当然爆撃捷以上の速度と上昇力とが要求される｡

従ってエンジン技術者には,低い比燃料消費量(馬力

当り),高い信敏也,保守の容易さとを操ちながら,最

小の重畳で,敵側のニンジンに比べてより高い高空でよ

り大きい馬力を発生するニンジンを作り出すことが至上

命令となる｡

エソジンの開発というものは槙体以上に困難なもので,

設計から量産までにほ通例5年以上が必要だと言われ

る｡ 3,000rpm (毎分回転数)内外あるいはそれ以上の

高速回転中に, 2回転に1回(4サイクルエンジン)め

て爆発による1,800cc以上の高温高圧ガスで.馬力を発生

し,しかも航空ニンジンとして本質的な軽畏薄内部分で

この選定,圧力から来る勲伸び,熱歪み及び部品相互間の

高速花数に耐えて充分な富軒性と寿命とを花束しなけれ

ばならない｡この田悪さは,関床老ならずとも了解出来

よう｡しかもこの責任しさは,シリソダー径が大となれば

なるほど,ピスト./直径の2乗以上の比で加速変的に増

大して某る｡現在に至るまで,恒めてまれな特等列を除

.iJ Cyclone □

いて,シリンダー窪が150mm以上を大きく超え得ない

のはこの理由からであるo

エンジンの出力は毎秒消費する燃料量に比例すること

は当然で,換言すると,その燃料燃焼への酸素供給源で

ある空気が毎秒どの位エソジンに送り込まれるかによっ

て発生馬力の高低が決まるo　この毎秒一定重畳の空気を

吸入し排気ガスとして排出するに当たり,エソジソとし

て(イ)大シリンダー径,低速回転方式で行なうか, (ロ)

小シリンダー窪,高速回転方式を採るか,あるいは(-)

中間の,中シリンダー径,中速回転方式によるかほ,す

べてエンジン設計者の決定に萎ねられる｡平均的に見て

第1次大戦時においてほ, (イ)がドイツ方式, (ロ)がフ

ランス方式, (-)が英国方式であったが,奇妙にも1933

年9月の独ナチス再軍備宣言前後に始まった各国の新エ

ンジン開発に当たっても,それぞれこの憤向を示した｡

創造を旨とする技術も,結局は彼等を取巻く技術の伝統

や国民性の影響をまぬがれ得ないものなのであろう｡

上の(イ)(ロ)(-)の設計方針の功罪については追々に

後述するが,端的に言えは, (イ)はシリンダー及びピス

トンの冷却が悪く,燃焼ノッキングを起こしやすく,許

容吸入管EE (許容7--スト圧という)が低い反面,エソ

ジンの比重量(馬力当り),比燃料消費量の両者が共に

小さくなるo (ロ)はシリンダ-及びピストンの冷却が良

く,然策ノッキングを起こしにくく,許容ブースト圧を

高められる代りに,比重量及び比燃料消費量がいずれも

大きくなる短向を持つo (,,)は総てが(イ)と(｡)の車間

に来る｡

各ニンジンの設計比較論に入る前に,まず覇寝しなけ
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<第1成>メッサーシニミノトBr109

Eに装備された　DB601エンジン二　三荒

吸入口の内側に過給器が見えるこ

わはならないのはドイツ側のL打方-てある｡ 1919年に第1

次大戦に敗れて後,ナチ71の再軍備宣言に空ろまで約15

年間の航空エンジンに対する空白期間があったことで,

新エンジンの試作開発に当たった技肝者達が比較裾こ若

く,逆にそのことが,かなり奔純な設計設定につながっ

たのではないかと推定されることと,大戦中の日本と同

じく,耐熱銅材や強度用銅材等に欠かせないニッケルと

アンチノック価の高い高オクタン価賢杵トとの各保有量が

少なく,大戦に突入してから7jg米側のエソジl/材料が道

々良質化して行くのに反し,日独では日増しに劣悪とな

り,これらが戦時下の莞烈なニンジンナ鵠巨向上と生産-hLl

大に対する大きなマイナス要田になったことである｡

☆両エンジンの技術的唇音り士

前説はこれくらいにして,航空兵力のうち最優美ijLLJた

性能が要求される戦闘鼓の主カニソジ./乃代表として.

ドイツのダイムラー･べ./ツDB601ニンジン(第1回)

と,英国のF-/i,スロイス･-I-リン･エンジン(第2

慌)とに的を絞って,両船令ニンジンの設計rS紬jLJr与を

とその祷LJj:について述べてみたいo

マーリンとDB601とは共に基本ニンジンとして水冷12

/気筒V型てある｡戦闘按耶エンジンとしての畑も,空冷

(星型)の擾二'!,:についてに大戦酌から読手の7月三であった

が,端的に言って両者の差は,星型空冷は装備時の飛行

才li抗がやや大きいが比重鼓が軽く,生産及び使用時の取

扱いは楽て,軽いかまたは同重畳ならばより高馬力のた

め機体の上昇速度でやや優る(急降下による水平達窒増

大につfL,7:ち)のに対し,水冷は飛行抵抗が少なく,重

再降下時の終速度がより大きく,また同馬力ては水平飛

行速度で若干優る可能性を持つ代l)に,生産及びtEiiJ用時

の取扱いが難しいといったところである｡結局,両者の

得失には較体設計者の椀次第の余地が残されており,出

力のやや大きい空冷星型ニンジン汝がて臣令ニ1/ジン擬と

対等に即し､得た文例をFW190に見る｡

蝕の高LiJl力星型空冷としては,大船裾二で=･)ui:ジーメ

ンス社製の中出力壇列星型空冷L:))=こ見るべきものなく.

本末空冷の基盤を持たなかった屈である｡その後,BMW

社がナチス空甘再建発IrEがfの水冷ニンジンコ　ンテスト

(まず700hp紋のDB600,ニモ210,臥rWl16Cつ三省の供

読)にR:I:号1てから,民間摂取こ粟国P&11宜のホーネッ

ト.ニンジンのライセンス生産型Bl･TW132シリーズを

母胎とする801シリーズ(14気筒星型)及び802シリーズ

(18実.言星型o実用化されず)を生み出したが,シリン

ダー頚部の冷却法とクランク毎構造にヒノ1,ツ購最EJ (?_

t=/ェツトニンジンTfどに多用され,力-ビック刀ッフ
ーー. ･

リンTと隼Ilr-らi･Lてい,-Jいつ)を軌＼た色白の方式を持

ったLIl外にこれといった薫:こなかった(許Jt/.7亡こき.iH､て
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<第2回:,スヒノト77イ7に芸頂され

たロールスロイス･マーリン･エンジン

r AJ Cyclone
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あったか)a

さて, DB601エソジソほDB600の発展型だが,これ等

を含み,ドイツの水冷が総て倒立Ⅴ型式を謡ったのには

面白いエピソードがまつわっている0 1933年1月(同時

詔にヒトラーが独首相とたる)に｡-ルスワイス社が,

シュナイ〆一杯水上段速度競技寵勝嵐のスーパーマリン

S6 (1929年)及びS6B(1931年)に装備されて成功した

"氏"エソジソを母胎として,空軍用1,000hp絞エンジ

ンの自主開発に着手したP,%　倒立12V塾も併せて設計し

その~根笠異型を各色休メーカーに回JEaLt;したが,折から末

宍中のドイツ技術投票玩がこれを見付けて詳しく衷討し

て掃った｡これがドイツ水冷の倒立Ⅴ塾-採用の旨となっ

た,と;-ルスロイス社資料に書かれている｡美容では

このrl二才之V宣式を皇安住メーカーがいずれも同意せず,不

1㍍:用とTj:っている(おそらく,菜毎教の形式の謀用を穎捧

仁･175't謹んだのではないかと見られるo　昭和8年頃,川崎

.･R望綾工功が見本輸入したフランス･ 77ルマン社託作

の水冷JOOhpも[=71ヱ12V,Bてあったか,下遠のようにシ

リ'/メ-繋8号室への滑油の流下が多いように見受けた)｡

倒立塾の可否論議を含め, DB601の設計上の特鼓を藁

目方吊二記すと,

:1二　上記のように,倒立12気筒Ⅴ型水冷であること

この形式の利点として挙げられていることは,

(a)パイロットの視界が良くなること

(i))冷却水が左右各シリ-/ダーブT=ックの最下部

(倒立望なので,苑高温の;空き,FE重,Tn,q罰斑が滋下郡となる)
丁モ

から入.I),水温上昇と共にブロック上方(ンリンダ一夜

釧)に向かって上昇し(Ei'?:§対流の雷にかなう),冷却上

有利にfJ:ること

(C)排気管がェソジン下方に位置し,夜間飛行時に

排気炎がパイ｡ットの視界を妨げることが少ない(て-

リソを搭載したホーカー.-リケーソの一部は,かなり

大きい許気炎遮祝板を取り付けていた)

などであるが,連に欠点としてほ,

(a)ピストンを経て,シリンダー最下部の燃焼室側

へ漏遇する滑油量の過多(後述の過給器の液体按手にお

ける高温蒸発量を加え,滑池比消費は, 10-12g/hp/h

に達する｡普通の3倍内外)

(b)正歯輪外噛合式減速器を用いた場合(プロペラ

軸中を通して射撃できるモータ-カノソの装着が可能｡

ただしエソノン振動のため命中率不良),倒立型ではプ

;ベラ軸線が下方に来るため,降着装置の抑柱が長くな

ち(王立型のマーリン･ニソi3ソではこれが短くたる)

などが考えられるo

〔2ニ　ー休講這シリンダ17ロIyクと乾式ライナー方

式

シリンダーブFックをシリンダー頭部,胴部の総てを

含み-f,とこ弟遺し,その各シリンダー胴内に薄い詞製円

jlJ CycloJte □

①　　　②　　　　　③

<第3図>①:ユンカース.ユモr3ダイムラー･ベンツ,

③:ロールスロイス, ①:イス′(/スイザ喜エンジンの気筒

筒ライナーをはめ込む,いわゆる乾式ライナー方式(水

がライナー外周に直接放れない.第3回･3)の構造を採

っている｡これは第1次大戦時のイスパノスイザ8V

(150-220hp)のそれの亜流であり, DBエソジソ以外

汰,こそ･ニンジンを含め薫,;て湿式ライナー方式(7ru'L

やや厚肉のライナ-外周に直接放れる｡第3回t/T,, Fl-,

Ji/)であって,この湿式ライナーの場合,ライナー頚部

の整芙宣空とのジョイント部分のガス管(爆発/ガスに対

する)に注意せねばならない｡これに対し図の①の乾式

ライナー方式では,その必要がない代りにシリンダーブ

t=ック艶;L･75'灘しく(鋳巣が多発),さらに何よりも問題

なのは,各シリンダ一部分を組む内部が総て隣接シリン

ダーの内部と-f'/さに蓮っているため,エソジ-/運転時の

高温部分(掛こ:玩,き麓重用琵部分)の勲伸び,勲ゆがみが

隣接シリン〆-のそれ等と押し合って弁ELEを変歪させ,

特に排気弁の焼損が頻発することである｡

陸軍向けのDBェソジンの国産化を担当した川崎航空

鼓工場(大戦♯,筆者が勤窮)でも,シリンダーブロッ

ク鋳物の不良(鋲鎚過多),排気弁焼脚こ田らされた｡

ロー/I-ス｡イス社白身,マーリンの前身,ケストL'ル･

ニンジンでこの①図の方式の一体鋳造型シリンダ-ブロ

ックを試み,排気弁焼損頻発その他の欠陥をつとに経験

済みで,当時イスパノ社に急いで人を派遣して意見を聞

普,ロールスロイス社はもちろん,イスパノ社自身もそ

の後この一体鎧宣･乾式ライナーのシリンダーブロック

構造を棄てている事実がある(第3図①参照)o

DBェソジンがシリンダー構造に図の①方式を採った

時,上述の倒立12V型採用の点も含めて,ロールスロイ

ス辻はこれを冷やかに見守っていたに違いない｡､マーリ

ン･ニンジンのシT)ソダーブロックでは,シリンダー頭

部と胴部とを分来した鋳物として頭部の熟ゆがみの発生

を避けただけでなく,さらに徹底して,頚部の相隣援する

シリンダー燃焼室外壁をシリンダーとシリンダーとの中

間位置でカッターで切断して,隣凄シリンダー相互の熱

伸び干渉を断ち切っている点や,燃焼室-の湿式ライナ
ー取鮒ナ用ボルトとシリンダー頭部,胴乱クランクケ

ースの三者を結び付けるボルト(爆発ガス圧による大き

な等重力がかかる)とを分けて2本立てにしている点(こ

18.jLJ'



<第4回>DBのシリンダー7'ロックの取付け

うすると,湿式ライナーの撚綻宣望-のジョイント部の

ガス密が楽になる)は,いづれも見事という他はない.

ただ, DB　ェソジンの乾式ライナー構造として巧みな

点は,乾式ライナーのシ1)ソダー胴部内面-の媒人を低

温のシリンダー讃端のねじ部で行ない,高温のシリンダ

一頭部畑土接触の良い平当りとしている点(第3EZ:②参

罪,ライナーから水への熱伝導が改善､される)と,シソ

ソダーブロックのクランクケース-の取付けに第4回に

示すようなねじ環を用いている点(ライナーの其円安扶

持に有効)は,いずれもgT工夫というべきであろう｡しか

しDBニンジンにおいて,燃料噴射装置が左右シリンダ

一列の中間にt還かれているためだと思うが,各シリンダ

ー2個の点火栓を2個共各シリンダーブロックの外陣こ

装着していることは,燃焼の円滑化の点からままマイナス

で,これを点検に便利と称しているのは頂けないo出来

れば,マー1)ソのようにシリンダーの内,外両側に対向

して取り付けるのが望ましい｡

〔3〕弁作動授構(第5回)

DB　エンジンの弁作動機構は図示の通り, 1シリソダ

ー当り吸2,誹2の4弁のうち,それぞれ対向位置にあ

る1セットの吸･排気弁を,共通に1つのカムで作動す

る荏めて独自の方式で,一見単純明快な薪奇手に見える

が,実は少し行き過ぎの感が深いo

高回転の高性能エソジt/でミミ,変｡誹宝弁の開き,ilTq問

の選定は缶めて重要なもので,抜排気弁両者の所要開き

期間にかなりの差がある｡ところがDBニンジンでは,

<第5 El>DB(去)とRRの発動携弄棲横

1個のカムで奴･排気弁を作動するため,この巨岩き期間

の差を,それぞれの弁軸頭とカム作動面との問の道隙の

差で生じさせなければならないo　この道隙は吸気弁軸頭

で0.3mm (ニンジン冷態時)のまずまずの値であるが,

排気弁のそれは0.5-0.6mm (同じく冷態時)もあり,

高遠回転時に高温のこの弁の弁座面への着座衝撃が過大

となるo　これに対しマーリンの弁戟棒は,同じ第5回に

示すように1弁1カム方式で,かつ磯鶏の姿も誠に端正

である｡良き設計と言うことができよう｡

〔4〕クランクピン部(主連接棒大端部)のローラー軸

受け方式(第6図)

この部分に3列計72個のローラーを用いた軸受けを使

っているのほこれまた行き過ぎで,平軸受ですむ所であ

る｡飛行船｢ツニッペリソ伯爵｣号の大型低速のガスエソ

ジンに成功した手法を徒らに高速ニンジンに持ちこんだ

ものだが,このためにエンジンの生産及び整備をどれだ

け阻害したことか｡ただ設計者の読みがそこまで届いて

いたかどうか分からないが,このエソジンは他の部分に

も多くの･i:-ル,ローラ-軸受を使っており,そのおか

げで,ニンジン停止前に滑油タンクに燃料を混入して滑

油粘度をあらかじめ下げておく措置と相まって,ニンジ

ンの冷憲11･台空吊吏わずか7秒以内に発進出来たといわれる

(普通は滑滝温度が400になるまで待塵)｡マーリンはも

ちろん,ドイツ側のユモも平軸受のままであった｡

〔5〕過給器のエンジン後側面上方への装着(第1Eヨ,

第7回)および,液体接手による可変速駆動(寡

8回)

ドイツの水冷エソジソの総てが退治器をエソジン側面

に装着した理由としてほ,エソジン全長の短縮,過給器

点検の容易さを狙ったものと解せられる｡しかしこのた

めに,過給器外径が過小に制限されて菜b率が悪かったこ

と(同じ翼享1崇同士で, 7-1)ンに比し地上吸入管圧

綻汚高安一等三百度という-で, 3,000m　に近い差が出

たといわれる｡ロー/i,スロイス社告料による)と,大戦

中期以陰の高空馬力笈得宗争でマーリンが2巳2遠退給

<第6団>DB601

のクランクピン罰

のローラー軸受け｡

3列72個のローラ
ーを使用している



<第7回>DB600の過給器菜摘位置

器を実用し得た(7-I)ソ20塑)のに対し,その奥行き

寸..法の大きなもつをドイツvIJ水冷エソジ-/総てが,過拾

器のエンジン鋸Iu71配圧のために取り付けられなかったこ

ととは,いづ九もドイツ刑の大きなマイナスとなったo

上述のように,エンジン出動ミ毎秒エソジソに押し込

まれる空気重責に比例するo高い高空馬力が欲しければ,

高い圧縮比を持つ過給器で圧力を,従って密度を高めた

空気を吸入管に送り込糾王よいoところが地上付近では

外気雷度が高いから,過給器圧縮比は低めてその入力を

減らした方が,エンジン出力側が増大して得策である｡

過給器のEE売比は,その実串の回転周速度の2乗に比例

r＼するoすなわち理想的な過給器駆動法とは,地上から高

空に到るに従って巽革回転数(圧縮比)を増して行く無

段変達駆動法であること(rL誰にもすぐ了解出来よう(節

<第8図>DB601以降に装備された液体接手墳構

飛行高度

気タ-.ii過給器も,その騒動クーピソが背巴の伝い高空

に行くほど馬刀を増し増遠するから,翼忍詰勤方式の過

給器に違いが,タラソク軸とは祭琵坑な形で存在してい

るた治,エソI>'Jソの出力増.yEがェ-/ジンスロットルの告買

関に遅れるので,戦闘嶺には不向きとして使われず,哩

一の実用例はP-47サソダー;fIルトのみである.英,塗

双方;5'l孝吉気エネルギー利用には策力欝気管を用い,ニン

ジン軌罵力-10%以上のブラスとなったo　なお, T=-ル

スロイス社則では排気クー'f:過給器を用いても,等圧高

度(前出)が9,000m内外止りになるに対し,税残騒動

式2設2三選若さ器.て:ミそれ71･12,000m前笠とたし得たと

発糞している)o

DBエソジンの還結語芝の蔽体按手誓動は,上記の無段

変速完動法の実現をねらい,滑油･ii:ソ7'2個でij:;手和こ

存在する滑油量(発生詔動馬力に比例)を加減しようと

したものだが,色々な制約があり,これを用いたDBニ

ンジンの高度馬力曲線は第9[覇に鎮線で示すような実質

的には1段2速過給器付きエソジンのそれに近いものと

なった｡投手内の油泥の蓄雷や,軸受間隔過小によるセ

ンター1)ソグの田豊等,整備者泣かせの割に実効度の少

ないものであったoそれでも第9図の-ッチソグ部分で,

機械駆動式1段2達付きのものよりもエンジン出力が大

きく.このあたりがバトル･オブ･ブリテン後半でマ-

リン側が,急きェ1段2速過給器の発車回転数を増大し

た型を,続いて2段2速過給器付きの20型を送り出した

原田であろう.なお第9図で,出力曲線が1速, 2速の

各等正志圧点から低空に向かって左下りになっているの

ほ,低空になるほどクランクケース内部圧力(ビストソ

票面倒圧力)が増えて,出力が減るからであるo

〔6〕燃料のシリンダー燃焼室への直接噴射方式

独空軍新発足に当たっての供試水冷(DB600,ユそ210

その他)は,いずれも普通のフロート宣(燃料表面の高

をさ-定に探持するためのもの)付き気化器であったが,

その後, BMW801星型空冷を含め,ドイツの総ての高出

力エンジンに用いられて大きな成果を上げたのがこの直

接噴射方式で,ドイツ伝統のディーゼル技術が物を言っ

たのであり,戦闘貴用エンジンに対しては匠れた着想で

ある(大坂後, P&W社およびイス/'/社が迫荘してこ
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の方式を採用した)｡噴射ポンプそのものミミプランジャ

ー潤滑に注意を払っただけで,この方式の利点は,

(a)巌寒時にも始動操めて容易

(ら)気速発進可能

(C)飛行槙の姿勢,動作のいかんにかかわらず出力

無変化

(a)各シリンダー-の給気の混合比光一化

等である｡指に(C)は戦闘動作に包めて大切な利点で,

バトル･オブ･ブリテン初期,普通の77=-ト宣付き気

化器装備のスピットファイ了がDB601A搭載のBfl09に

接l)回され,急いでフT=-トレス気化器(燃料をス;ッ

トル前に低圧噴射｡燃圧調整はメソプランによる)に取

り替えて対抗したエピソードを残すものである｡ただロ

ールスロイス側では,過給器の入口榔こ気化器を取り付

ける形式を最後まで残したが,これは気化器_･から送り込

まれる燃料滴の蒸発潜熱で圧縮中の混合気温空を下げ,

過給器効率向上,等圧高空増大,シリンダー燃焼室内の

普粍軟化をねらったもので,このメリットは燃料直接噴

射方式にはないとロールスワイス社側では指摘してい

る｡それぞれの見解であろう｡

〔7〕エンジンの加圧水冷法

冷却液のニンジン冷却水雲出rjにおける;:a空を高める

ことは,引いてはラジエーター面もf1-1の稲少.飛行抵抗の

減少につながるが,て-I)ンが初期に純エチレングリコ

ール液による"高温冷却" (1100-120cc)を採ったのに

対し, DB側はグリコール液よりも冷却能力の高い水を

用い,冷却水蜜内で約3.8気圧に加圧(蒸気発生を抑え

る)する加圧水冷却(120-125〇C)を用いて成果を上げ

た｡詳述を省くが,渦巻型蒸気分離器内の蒸気の発生許

容による水温低下策など巧い工夫であり,マーリン側も

追随して加圧水冷に替えた｡

以上, DB601の構造上の特教をマーリンの構造と対比

しながらコメントして来た｡最後にマーリンの構造的な

背教を総括して述べると,ただ一度だけ車シリンダー実

敦での淳性能を空由に,上面をほ斜させた"星損塾"と

称する撚焼室を軽卒に採り込んだマーリンⅠ型の失敗は

別として,外観,謹部を通じて.纏めて端正な形がマー

リンⅡ塑以降の特徴(横体と同じく,ニンジンても良い

/=dのものは高塩柁)であり,車圧縮比,請ブースト圧

(嵩吸気管圧)を方針とするやや高速の中径シリンダ-の

エンジン(全巻窮27[)であったo同時に同じ1,000hp

銀をねらったDB601の新奇さのやや過剰な,嵩Tff.A;;比,

低ブースト圧を方針とする比較的低速の大径シリンダー

(全容研33･91)とは対置的である｡最後の拝めくくり

として,この辺の功罪を検討して見よう｡

かねて私も気付いていたが,マーリンには終結,頑固

に守り続けていた一つの設計指針がある｡それは,大戦

中の激烈な高空出力増大競争を通じて,シリンダー圧縮
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比を高性能ニンジンとしては低い6.0 (DB601Å :6.9,

同E:7･2, DB603及び605 :7･3-7.5)なる値を詫持し,.

出力向上には,専ら吸入管圧(7'-ストE)増大と,7

フタ'-ク-ラー(過給器出封畑こ置いた,7-ラー)によ

る吸入管-の給気の冷却とを閃いた(共に故人AL-:-E告.つ,=

合気密度の増大につながる)手法を守り続けて宍たこと

である｡シリンダー圧縮比が低いと,ノッキングのおそ

れなしに高許容ブーストrEが用い得られ,一方シリン>-

-内のEF_精終りの時の撚焼室容岩が大きく7i= T),それ-

許容高密度の混合気を充窮するわけだから,爆発こよる

シリンダー中位容精当りの馬力は,大径シリンダーcj高

圧耗比,低ブーストrr= (ノッキング防止の見出,}Jゝら大シ

リンダ-径では大きく取れない)のそれに比べて違かこ

大きくすることができる｡

すなわち,比較的に小容吊のエソジ-/でも前著て- I)

ソ側の方針なら,エンジンのサイズを変えずこ出力を加

速度的に向上し得る(ロー′レスロイス社の,て-リンと

同じ圧縮比6.0の"R"ニンジンの経験を,喜菖まえてCj方

針であろう)｡その代りこの場合,過給器に要求さ,itる星

霜比は出力向上(ブースト巳向上)につれて急激に増大

して来る｡マーリンが2段2達過給器にまで持って末ざ

るを得なかった一因であろう0

-万,大シリンダ一任,高圧縮比,低ブース川･;の型

読(DB601)では,シリンダー単位容窮当りの馬九三才=

釆低目なのに,その馬力向上はすく･限界に来て,ニンジ

ン容窮を拡大せねはそれ以上の馬力向上は得られない羽

目になる(DB601-603)oその代り,言‡容ブ-ス日干三が

低いのが逆に幸いして,過給器のサイズこそ馬力向上に

応じて少し大きくなるが,その必要圧縮比はいつも(,三日

で済む｡この辺が, DB側が1段2達程空の過給器であ

る程度闘い得た秘密であろうC両方向のいずれが良いか

それほど明確な匠劣評僑ミミ出宍ないが,常に罵プjll:H二つ

余裕度の多いのはて- 1)ソ側の方針と思われる｡

以上,英独両匡の設計思想の差iiJf,ltT-遣議を交えて述べ

て菜たが,戦争中;三どの交戟芸でも,開戟当顎のニンジ

ン以外に新規に開発する余裕はなく,大戦中期以繕はて

-リンの過給器改善は別として,敬,英とも竿持出の:･と

良〔87オクタン-92*クタン-100オク3ソ..そitそitの

燃料への4エチル鉛の浸入およびそL73浸入宝の花大,イ

ソオクタンへの7ンチノック剤混入による120-ユ30　オ

クタン,モノメチルアミンの添加(2.5%),水墳窮また

:ま水, 7ルコ-/i,涙含噴射(アンチノック増大と捻烹{1‡

却), -転化窒素の吸入管内噴射(ドイツ,-i/･菜芹｡ IT-

1)ソ例: 190hpプラス)〕等で高空出力増大責争を行なっ

た(このあたりになると,各資料の示す出力値は一三し

ていない)が,ドイツ抑三先榔こ敗戦に追い込まれ,戟

争年間の一定のニンジンの馬力向上率も,英例の2信連

に比し,ドイツ側は1.6-1.7倍程度に終わった｡
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