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燃焼器壁面の化学的消炎効果の解明とモデリング
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１．はじめに
内燃機関や工業炉をはじめ，燃焼は，壁面に囲まれた状況下で利用されるのが一般的である．
特に，燃料の高いエネルギー密度を利用した超小型エネルギー源においては，熱電発電，熱光発
電はもとより，燃料電池のための昇温・燃料改質も含め多くの場合に，極めて狭い流路での燃焼
反応が必要となる．しかしながら，壁面に近接する火炎は壁の影響を強く受け，火炎の安定性が
著しく悪化することが知られており，この壁面の効果，すなわち消炎効果の正確な予測と制御が，
種々の燃焼機器における一層の高効率化・小型化に向けて重要視されている（Ju and Maruta , 2011;
Dreizler and Bohm, 2015）．
壁面の消炎効果の 1 つは，壁への熱損失に起因する熱的効果であり，例えば，壁面に向かって
火炎が伝播する際の壁面熱流束の時系列変化を評価したもの
（Poinsot et al., 1993; Boust et al., 2007）
や，マイクロ流路における可燃限界および振動火炎などの燃焼不安定の発生について検討したも
の（Maruta et al., 2005; Fan et al., 2011）など，多くの基礎的研究が進められてきた．また，排気と
吸気間で熱交換をすることにより熱損失を減らし，火炎を安定に保つ超過エンタルピー燃焼によ
り，熱的効果を抑制できることが判っている（Lloyd and Weinberg, 1974）．
一方，図 1 に示すように，壁面の消炎効果には，熱的効果とは別に，気相中の燃焼中間生成物
（ラジカル）が壁面で吸着・再結合反応を起こして消失する化学的消炎効果が存在し得ると言わ
れてきた．しかし，この化学的効果に関しては，実験計測による評価が難しいことから，熱的効
果に比べて研究例が少ないのが現状である．Miesse et al.（2004）は，壁面材質に依って，消炎に
至る壁面間の距離（消炎距離）が 10 倍以上変化することを示し，化学的効果の重要性を指摘した．
ただし，異なる材質の壁面を用いる際に，バルクの基板を用いているため，壁面の熱伝導率，す
なわち熱的境界条件も変化し，2 つの消炎効果を完全には分離できていないことが懸念された．
また，消炎距離などの巨視的な情報のみが得られ，壁面近傍における火炎構造の定量情報は乏し
く，そのため詳細なラジカル表面反応モデルの構築もされてこなかった．

Fig. 1

A schematic of wall chemical quenching effect due to radical adsorption, recombination and desorption.
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Fig. 2 Experimental setup for a methane-air premixed flame in narrow planar quartz channels: (a) microscopic
OH-PLIF setup, and (b) test coated quartz plates.

Fig. 3

Principles of thin film deposition techniques: (a) atomic layer deposition, and (b) vacuum arc plasma gun.

これらを踏まえ，著者らは，石英基板表面に異なる材質の薄膜を形成することで，熱的境界条
件を精緻に保ちながら，異なる壁面近傍の火炎のラジカル分布を顕微 PLIF（Planar Laser Induced
Fluorescence）により測定し，化学的効果の定量評価を行ってきた（Saiki and Suzuki, 2013; Saiki et al.,
2015）．以降では，燃焼テスト装置，異なる壁面での計測結果を示すとともに，詳細素反応機構
による数値計算を援用した各壁面でのモデリングの結果について紹介したい．
２．化学的消炎効果の評価・モデリング手法
図 2 に，燃焼テストベンチの概略図および石英基板を示す．薄膜を持つ 2 枚の石英基板（20×20
mm2）を 3mm 間隔で平行に配置し，ポーラスバーナーにより石英板間にメタン・空気平面予混合
火炎を形成した．石英板は，黒色石英板を融着した背面から赤外線ヒーターにより加熱される．
壁面温度 Tw は，表面から 1.5mm の位置に設けた小孔内で K 型熱電対によりモニターし，ヒータ
ーの出力を調整して所定の温度に保った．
壁面材料には，アルミナ，実用燃焼器で多用されるステンレス（SUS321）およびインコネル
（Inconel600）を選択し，石英板表面に蒸着した．アルミナの成膜には，原子層堆積法（Atomic Layer
Deposition, ALD）を用いた．図 3(a)に示すように，ALD では，トリメチルアルミニウム前駆体お
よび酸化剤である水蒸気を交互に導入し，表面に吸着させることで，1 サイクルに 1 分子層のア
ルミナ膜を形成し，欠陥の少ない極めて均一な表面が得られる．一方，SUS321 および Inconel600
の薄膜に対しては，真空アークプラズマガンを使用した．真空アークプラズマガンは，図 3(b)の
通り，外部のコンデンサに充填させた電荷をカソード電極に放電し，カソード材（ターゲット材）
をプラズマにして基板に飛来・付着させることで，純度・密着性の高い様々な金属の薄膜の形成
を可能とする．ここで，本研究では，薄膜の厚みを約 100 nm と極めて薄くすることで，全ての壁
面において熱的境界条件を等価とみなせるよう工夫を施した．
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Table 1

Radical surface reaction mechamism (Raimondeau et al., 2002).

燃焼反応で重要とされる OH ラジカルの分布を，紫外用マイクロスコープを用いた顕微 PLIF に
より，異なる壁面近傍において計測した．OH ラジカルの励起光源には色素レーザーを使用し，
蛍光は ICCD カメラにより取得した．PLIF 画像の空間解像度は 4.7×4.7m2 である．
実験を模擬した平行平板流路内火炎の数値解析には，Fluent12（ANSYS,Inc.）を用いた．壁面に
は等温条件を課し，表面反応に由来する質量流束を定義した．気相反応機構は，GRI-mech3.0 を
ベースとしたモデル（50 化学種，309 素反応）とした．一方，ラジカル表面反応には，表 1 に示
す Raimondeau et al. (2002) が提案した基礎モデルを適用した．このモデルでは，メタン・空気火
炎の着火・消炎に強い影響を及ぼす H, O, OH, CH3 の吸着とこれらラジカルの再結合による安定化
学種（H2, O2, H2O, CH4, C2H6）の生成・脱離を考慮する．
式（1）に，Langmuir 型モデル（Masel, 1996）に基づくラジカル種の吸着速度 Wa [1/s]を示す．

Wa 

P
  B ( s )  S0
  2M R Tw

（1）

式（1）において，P，，M，R，B(s)および S0 は，それぞれラジカルの分圧，表面サイト密度，
分子量，一般気体定数，空きサイトのサイト分率および初期吸着係数（表面サイトが全て空いて
いる場合の吸着確率）である．ここで，本研究の燃焼条件において，式（1）に従うラジカルの吸
着速度は最大で 105 s-1 程度である．一方，再結合・脱離の反応速度はアレニウス型の式で記述さ
れるが，遷移状態理論から導かれる前指数因子は 1013 s-1 と十分大きく，従って本条件における化
学的消炎効果は，吸着反応に律速されると考えられる．そこで，本研究では，異なる壁面での吸
着速度をモデル化するため，PLIF および計算で取得した壁近傍の OH 分布の比較を通じて，初期
吸着係数 S0 を各壁面に対し評価した．
３．実験および数値解析結果
3・1 異なる壁面材質における化学的消炎効果
一例として，図 4 に，顕微 PLIF により取得した，Tw = 600，800 および 1000 ℃における，石英
およびステンレス壁面近傍での OH ラジカル分布を示す．図中，壁面の位置は，y = 0 mm に相当
する．
なお，
OH モル分率OH は，
比較のため最大値OH,max で規格化した．
最も壁温が低い Tw = 600 ℃
では，2 つの壁面近傍におけるOH 分布の変化が小さく，熱的消炎効果が支配的と言える．これに
対し，Tw ≧ 800 ℃の高壁温条件では，熱的効果が抑制され化学的効果が発現し，石英壁面と比
較しステンレス壁面近傍でOH が低減する様子が分かる．より詳細な比較のため，図 5 に，OH
が最大となる流れ方向位置での，壁垂直方向のOH 分布を示す．流れ方向位置は，Tw = 600 ℃お
よび Tw = 800, 1000 ℃において，それぞれ x = 0.5 mm および x = 0.3 mm である．OH 分布は，Tw =
600 ℃では変化が無く，一方，Tw ≧ 800 ℃の条件下においては，壁から約 0.4 mm の領域で大き
な変化が生じ，ステンレス壁面のごく近傍では，石英壁面に対しOH が 50%程度顕著に減少する
ことが分かる．なお，これら石英/ステンレス壁面の化学的効果は，Miesse et al.（2004） による
消炎距離の測定結果と定性的に一致する．
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Fig. 4 OH radical distributions taken by the microscopic PLIF in the vicinity to the quartz and SUS321 surfaces
at different wall temperatures: (a) quartz, 600 ℃, (b) quartz, 800 ℃, (c) quartz, 1000 ℃, (d) SUS321, 600 ℃,
(e) SUS321, 800 ℃ and (f) SUS321, 1000 ℃.

Fig. 5 Wall-normal distributions of OH/OH,max in the vicinity to the quartz and SUS321 surfaces at different wall
temperatures.

ここで，実験および計算で得たOH の壁垂直方向分布に基づき，異なる壁面でのラジカルの初期
吸着係数 S0 を評価した．図 6 に，Tw = 1000 ℃での，アルミナ，石英，ステンレスおよびインコ
ネル壁面近傍のOH 分布を示す．比較のため，S0 = 0 （不活性）
，0.01，0.1 および 1 における計算
値も併せてプロットした．まず，アルミナのOH 分布は S0 = 0 の計算結果と良く一致し，本研究で
用いたアルミナ壁面はほぼ不活性とみなせることが分かる．一方，石英のOH 分布は S0 = 0.01 の
結果と一致し，このことは，従来は不活性と認識されてきた石英にも，微弱ながら化学的効果が
存在することを示している．また，ステンレスおよびインコネルの測定値は S0 = 0.1 および 1 の結
果とほぼ一致するが，壁面ごく近傍のOH が有為な値を持つことから，これら金属壁面での S0 は
0.1 程度と考えられる．すなわち，燃焼器で多用されるステンレスおよびインコネルは，石英と比
較して，より強い化学的効果を有することが明らかとなった．
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Fig. 6 Wall-normal distributions of OH/OH,max in the vicinity to the alumina, quartz, SUS321 and Inconel600
surfaces at Tw = 1000 ℃. The simulation results for S0 = 0 (inert), 0.01, 0.1 and 1 are also plotted here.

Fig. 7 Streamwise distributions of reaction rate for typical elemental reactions in 0.7 mm-wide planar channels at
S0 = 0 (inert) and 0.1 at Tw = 1000 ℃.

Fig. 8

Variation of CO emission for different channel width at S0 = 0 (inert), 0.01, 0.1 and 0.1.

3・2 化学的消炎効果が燃焼特性に及ぼす影響
実験データから見積もられたアルミナ，石英およびステンレス/インコネル壁面でのラジカルの
初期吸着係数を用いることで，各壁面を持つ平行平板流路内での燃焼特性を数値計算により予測
した．図 7 に，流路幅 W = 0.7 mm での，S0 = 0（アルミナ） および 0.1（ステンレス/インコネル）
における，メタン燃焼において重要な素反応の反応速度の流れ方向分布を示す．素反応 R10 およ
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び R98 に代表される CH4，CH3 の酸化・分解反応，R58 による CH2O（ホルムアルデヒド）の分解
反応，R99 による CO 酸化反応の全ての反応速度が，ラジカルの不足により 20%程度低減するこ
とが分かる．図 8 に，S0 = 0, 0.01（石英）, 0.1 および 1 での，流路幅に対する CO 排出量の変化を
示す．流路幅が小さくなるに従い CO に及ぼす S0 の値の影響が大きくなり，W = 0.7 mm では，S0 =
0.01 および 0.1 における排出量が，不活性壁に対しそれぞれ 35%および 85%程度まで増加する．
すなわち，火炎が壁面に近づくにつれて，化学的消炎効果，つまりラジカルの初期吸着係数が，
バルクの燃焼特性を決める上でより重要になると言える．
４．おわりに
本報では，これまでに著者らが取り組んできた壁面の化学的消炎効果に関する研究について紹
介した．壁面でのラジカル吸着反応機構について徐々に明らかになりつつあるものの，詳細な表
面反応モデルの構築には，様々なラジカルと壁面の吸着過程を定量的に評価する必要があり，測
定可能なラジカルが限られる燃焼場での実験のみでアプローチするのは難しい．そこで，最近，
著者らは，非平衡プラズマと分子線技術を利用した新たな計測手法により，OH 以外のラジカル
の吸着挙動の調査も進めている（齋木ら, 2016）
．本研究の成果が，壁面を有する種々の燃焼機器
の高性能化に繋がることを期待して，今後も研究に励む所存である．
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１．はじめに
平成 14 年 12 月に「バイオマス・ニッポン総合戦略」が閣議決定され，その翌年辺りから日本
全国至る所でバイオマス FS（Feasibility Study）が開始された．地方の高専で自分本位の趣味のよ
うな研究を細々と行っていた筆者の元へも，地域の自治体から FS 委員会へ加わって欲しいとの要
請があり，3 つの FS (1)-(3) と 1 つのバイオマスタウン構想の取りまとめに，委員長や副委員長とし
て加わった．高専の場でも産学連携が重要視され始めた頃であり地域振興のために少しは汗を流
す必要があるだろうとの思いから加わった次第である．切り捨て間伐で無駄にしている木材に加
えて，一級河川河畔に集積している製材所の廃材やおが屑，また流域に散在する小規模ダムでの
流木を利用して第三セクターが運営している村の温泉場に熱電併給するとか，当時排ガス浄化に
効果有りと喧伝されていたヒノキオイル（8,000 円/L と見積もられていた）を副産物として，その
抽出後木材でガス化発電するなどの面白いアイデアを盛り込んだ試みであったが，結局安いバイ
オマス材料の安定的供給という点で問題となり，絵に描いた餅で終わってしまった．確か記憶で
は，当時高知新港から陸揚げされるオーストラリア炭が 5,800 円/ton の時，その地域の山から伐り
出してくる間伐材の値段が 27,000 円/ton，ほとんどが人件費である．これではどう頑張っても商
用化には至らないとして終わってしまった．ダメとなった理由の第一は原材料費の高さにあった
が，効率の悪いエネルギー変換装置や高い設備費なども理由の一つにあった．
これらの苦い経験から，先ず自分で実際にバイオマス発電やバイオマスエネルギー変換に繋が
る基礎研究を始めてみようと思い立ち，今年で 10 年余りが経過した．残念ながらこれといった成
果は得られず，元よりの非才に加えて化学系の素養のない機械屋が始めた研究ゆえに，議論を深
めることもできず論文化もできないまま今日に至っている．ここではこれまで苦労を重ねお金を
集め，紆余曲折，試行錯誤を繰り返しながら今日まで続けた研究の足跡を紹介させていただく．
２．バイオマス材のガス化(4)
平成 17 年頃に全国 8 ヶ所に JST サテライトが開設され当地にもサテライト高知が設置された．
第 1 回目の助成金のテーマ募集があった．開設地であり初回の公募でありまだ良く知られてもな
い制度であるから当たる可能性大と読み応募，運良く採択される．また，ガス化発電教材の開発
として，学生の教育名目で日産財団よりも助成を受けた．それらを原資として最も安い普及型ガ
スクロを買い，冶金学の老先生が遺していってくれた温度プログラム式急速加熱器を使って行っ
た実験結果(5)のさわり部分を以下に示す．
図 1 に実験装置の概略を示す．アルゴン雰囲気の中で各種バイオマス材からどのようなガスが
どの程度発生するか，そしてガスの発生状況やガスやチャー，タールなどの物質収支を調べた．
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2・1 ガス生成の状況
良く知られている標準的な緩い
熱分解時のガスの発生状況(5)と同
じで，低温域で CO, CO2 が生成し
中間域で CH4 が，そして高温域で
H2 が生成する結果となっている
（図 2）．発生するバイオガスの
総量は，各ガス発生時のピーク時
に相当し増減する（図 3）
．

Heater

Thermo
couple

Condensor
Wood Materials
Wood Gas

Mass Flow
Controllar

Soap-film
Flow Meter

Ar

Silica Tube
Wood-Tar

Vaccum Pump

Wood-Tar
Wood-Vinegar

Gas Chromatograph

2・2 昇温速度や試料形状の影響
Fig. 1 Conventional pyrolysis set-up.
昇温速度は 5 ℃/min ～40 ℃/
min まで 4 段階に変えてガス生成
を行ったが系統的な差は出なかった．試料形状の違いとしては，熱が全体に行き渡る速度の違い
でタールの生成量が異なり物質収支が違ってくる．ブロック状に比べ粉末状の試料の方がタール
や木酢液等，液状生成物が多くなる傾向にある．

20
H2
CO
CH4
CO2

15
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400
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0
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Fig. 2 Gas concentration (powder cedar, 25～800℃).
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Temperature (℃)
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Temperature(℃)
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2・3 バイオマス材の材質の違いによる比較
木質材の種類を変えた時の物質収支を表 1 に示した．杉や竹といった通常の木質材では，可燃
ガス成分（H2,CO,CH4）は 17～19 wt％，非可燃ガス成分（CO2,N2）が 18～19wt％であるのに対し
て，
木質材が主原料である製紙工程から排出された製紙スラッジでは，
可燃ガス成分が約 12.3wt％，
非可燃ガス成分が約 14wt％とガス発生量が減少している．それに対応して炭やタール，木酢液な
どの固液生成物がそれぞれ 23wt％，39wt％と増大している．いずれにしても，元素分析の結果や
このガス分析の結果から，乾燥製紙スラッジは通常の木質バイオマス材と同等の燃料特性を有す
る有用な燃焼材料であることを確認した．杉や竹は 0.2～1mm の粒状だが製紙スラッジは 0.1mm
以下の粉末状であり，その分，液状生成物が多くなる．この辺りのメカニズムは後で述べるバイ
オオイルの生成と類似のところがありそうである．

600

30
Biomass Gas

20

400
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10
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60
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Fig. 3 Gas yields (powder cedar, 25～800℃).
0
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Table 1 Material balance for pyrolysis of wood materials (20 ℃/min)
Wood
Material
Sugi
Japanese
Bamboo
Paper
Sludge

Yield →

H2

CO

CH4

CO2

N2

(wt%)

1.2

11.8

3.5

16.3

1.2

(vol%)

36.2

25.6

13.1

22.4

2.7

(wt%)

1.3

14.7

2.7

17.5

1.1

(vol%)

35.9

29.7

9.6

22.5

2.3

(wt%)

0.8

9.1

2.4

13.3

0.8

(vol%)

34.2

26.6

12.0

24.7

2.4
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３．木質系バイオ燃料の利用形態と燃焼特性に関する調査(6)
平成 18 年に日本燃焼学会・バイオ燃料の燃焼研究調査研究委員会が立ち上がりその仲間に加え
ていただき，その時点におけるバイオ燃料に関する文献調査結果をまとめた (6)．この調査の結果
の一部を表 2, 3 に示す．この当時は地域レベルでペレットボイラ・ストーブが全国的に流行り，
学会分野ではバイオマス材のガス化発電が盛んに検討されていた．ただ，色々調べてみると，ガ
ス化発電では必ず発生するタールによるトラブル回避が技術上の最大のネックとなり事業化にま
で至らないことが分かった．そこで注目されたのが北米圏で開発が進み一部実用化に至ったバイ
オオイルである．バイオオイルとは，木質バイオマス材の新規燃料化を図ったもので，木質材を
500℃近辺の無酸素環境下で極短時間（0.5～2sec）に熱分解し，発生ガスを急冷することで得られ
る木質重質油のことである．高品質のバイオオイルなら BDF としても利用可能となる．炭素密度・
Table 2 Classification of biofuel (5)
燃料形態

燃料製造方法・改質方式

熱利用機器

ペレット，ブリケット，
木粉，チップ，チャー（炭）
木質液化油，バイオオイル，
黒液

ペレタイザー，木材ミル，チッパー，
燃焼炉，ボイラ，バーナ
固体燃料
炭化・ガス化炉
各種液化プロセス（PERC 法，LBL 法 ボイラ，バーナ
液体燃料
ほか），オートクレーブ法，急速熱分解
(*1)
法
バイオガス
熱分解炉・ガス化炉（固定床方式，流動 ボイラ，ガスタービン，
気体燃料
床方式，噴流床方式，キルン方式）
ガスエンジン
(*1) 廃食油改質油，バイオエタノールなどの機関用バイオ燃料に関しては省略，特集「植物油燃料の適用技術
−バイオディーゼル燃料について−」
，吉本・木下，燃焼学会誌 Vol.51, No.156 (2009) 参照．

エネルギー密度が木質チップよりもはる
かに高く，他の木質系燃料に比べれば搬
送性や貯蔵性にも優れる．木質材ガス化
で問題となるタール分を積極的に燃料に
利用しようとするものであり，当然ター
ルトラブルは起こらない．
表 3 は Henrich(7)
の報告を一部編集したものであるが，材
料や熱分解条件を最適にすると，燃料と
なる液体可燃分（タール分：バイオオイ
ル）が 30～40wt％得られることが示され
ている．これは急速熱分解で得られるこ
とであり，標準的な緩い熱分解（炭焼き
の例）では前章で示したように大半が燃
料とはならない木酢液が生成する．

Table 3 Product ealds from biomass by fast pyrolysis (7)

４．バイオオイル製造の試行(8)
上記の調査の結果も踏まえ，平成 21 年頃よりいくつかの民間財団や科研費 C の助成も得て，個
人的な研究としては潤沢な資金を背景に景気良く装置を作り，バイオオイル製造の本格的な研究
に入った．資金が潤沢であった割には研究成果は今一つ，といったところではあるが．
バイオオイルの製造方法として，加熱回転円板や回転コーンへバイオマス材を落下加熱させる
方法や，対になったスクリュウ間にバイオマス材を供給し加熱する方法などいくつか提案 (7),(9)さ
れているが，本研究では処理量が大きく滞留時間（反応時間）の調整が容易な気泡系流動層を用
いた熱分解炉を試作し，バイオオイルの製造実験を進めた．
図 4 には実験装置の概念図と実際の大きさを示す意味で装置の外観の写真も並べて示した（写
真では，内部を見せるため保温材のセラミックウールを取り外した状態となっている）．
内径φ80mm の鋼管内部でφ0.11mm の珪砂を流動化媒体とした加熱 N2 ガスの流動層を形成し，
そこへ熱分解材料であるバイオマス材を投入し瞬間的な熱分解とその後の冷却液化でバイオオイ
ルを得る装置である．写真では加熱部本体は電気炉の中に収められている．熱分解実験は，装置
上部の供給タンク内に貯えられたバイオマス材（絶乾状態のヒノキ粉末）を N2 ガスで瞬間的に圧
入し熱分解するバッチ処理で行った．
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supply tank
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87
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electrical
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Fig.4 Experimental set-up for fluidized bed fast pyrolysis; schematic (left), over-view (right).
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Fig 5 Biogas production (flow rate) at two locations;
before condensation and after condensation.
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Fig 6 Biogas production (chamb. pres.) depending on
feed locations.

4・1 バイオマスガスの発生状況
図 5 にガスの発生状況を示した．図 4 の flow meter
①，②で凝縮器前後のガス流量を測っている．図 5
の①でバイオマス材投入，②でガスが凝縮器に入り
③でキャリーガスの N2 ガスと非液化ガスのみの流
れとなる．図中の連続曲線からの落ち込みがバイオ
オイルに変わった量と考えられる．実際の生成量は
温度，圧力を補正した黒，赤両曲線の差の時間累積
値として求められる．
Fig 7 Biogas production depend on pyrolysis
4・2 流動層熱分解炉の特性
temperature (in free-fall type reactor).
反応炉として流動層方式を採用しているため，流
動層ゆえの特性が出てくる．層内へいかに速やかにバイオマス材を投入できるかが速い熱分解に
つながり高品質で高収率のオイル製造となる．流動化状態との兼ね合いで投入位置（図 6）や流
動化速度に依存することになる．一連の実験では，投入場所では層高さの 1/4～1/2 が良好で，流
速では U/Umf > 2.1（Umf: 流動化開始速度）であれば収量に差違はなく，発熱量では滞留時間 2sec
以下となる流速なら発熱量もほぼ一定の高い値を示した．図 7 では熱分解温度によるガス発生の
違いを示した．温度補正後の状況では 500～550 ℃近辺が最適範囲（質と量も併せ考えれば）
．

- 11 -

JSME TED Newsletter, No.80, 2016
4・3 滞留時間のオイル収率やオイル性状に及ぼす影響
滞留時間（ガス流速や装置サイズに直接依存）を変えた場合の得られるオイル性状や発熱量を
図 8 や表 4 に示した．滞留時間が短くなるに連れ，水分主体の木酢液状のオイルから濃い黒色の
タール状の重質油に変化している．燃料特性（低発熱量 LHV）でみると，色の変化が LHV にも
直接反映しており，数値的には 7.1MJ/kg から 14.1MJ/kg にまで増大している．

7.8 sec
6.7 s
4.4 s
3.4 s
4.1 s
3.0 s
2.6 s
1.7 s
1.8 s
1.9 s
Fig.8 Oil appearance and yields depend on residence time: left for large size reactoe, right for small size reactor.
Table 4 Heating values depend on residence time
Lower Heating Value:
7

15*)

10

(MJ/kg)
20*)

25*)

Q (L/min)
R-time

5 L/min
7.8 sec

6.7

4.4

3.4

1.8

4.1

1.8

3.0

1.9

2.6

LHV

7.1

10.0

11.1

12.6

13.4

13.1

14.1

12.3

13.8

12.3

pure bio-oil (4) :18 MJ/kg,

commercial oil (Dynamotive Co.,):16.3,

30

diesel fuel: 43.9

*) 表中で２つの欄がある場合左がサイズ大の炉の結果，右が小サイズ炉での結果．R-time（滞留時間）に倍近い差がある.

図 8 はヒノキ粉末 15g より得られたオイルで，そのまま収量の差として見ることができる（容
器の容量 6cc）
．今回の実験でオイル収率の最大が 30％であり，目標の 50％には達していない．こ
の結果では，流速を速め滞留時間を短くすれば発熱量は上がるが収量は減る傾向となっている．
表 4 の下段には Dynamotive 社含め他の燃料の発熱量を比較のため上げている．本実験結果はその
85％程度と若干低めの値だが，工業用バーナーなどで十分に燃料として利用できる水準にある．
実はこのオイル品質低下，収量減はいずれも炉内に残留しているチャーが負の触媒的作用 (9)を
及ぼしているためで，速やかに除去すべきだが，その対応策を次章で考える．
4・4 バイオマス材投入方法
実際の装置稼働を考えた場合，バイオマス材の円滑な
供給が重要となる．木質材粉末は難流動性物質の典型で
ある．急激な加圧で細い管から噴出させようとすると管
内で閉塞してしまう．それを改善するためには流動化媒
体の珪砂を混ぜて供給する方法が有効となる．チャー粒
子の分離を考えた場合，粉末でなく粒状の形状が好まし
い．今回の実験では，木質材の嵩容積と同量の珪砂を混
合することで流動性が改善され（安息角で確認 図 9），粉
末試料は問題なく供給でき，2mm 角のブロック状粒子の
投入まで可能なことを確認した．
Fig.9 Angle of repose for tested material;

５．
炉内流動化媒体粒子からのチャー粒子の分離・排出 (10)
upper: raw dry Hinoki-powder, lower:
オイルの品質と収量を高めるためには流動層本体から
mixture with 50 vol % silica sand.
速やかに熱分解で生じたチャー粒子を分離排出する必要
がある．方策を考えあぐねて，ちょうどその時ある民間財団より研究助成を得たのでそのお金で
カナダ・バンクーバーの UBC，Grace 教授やオンタリオ州・ロンドンにある Western Ontario 大学
の Berruti, Briens 両教授を訪ねて情報を得た（図 13）
．Berruti 教授の率いる ICFAR
（Inst. for Chem.and
Fuels from Altnt.Resources）は北米バイオオイル研究の一大拠点である．高知から賞味期限 2 週間
の地酒ベースのケーキを運んだ甲斐あってか，有益な情報を得た．隔壁板により流動層を 2 セク
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ションに分離し，一方を混合・熱分解に使う反応セクションとし，他方を穏やかな流動化にして
分離セクションとする方法(11),(12)である．
それをそのまま流用ではまずいので，自分たちの持っている傾斜分散板の知見(13)を加え，図 10
に示すようなスリットにより粒子の移動を可能とする 2 室連結傾斜分散板流動層を新規に考案し，
その分離特性を検討した．図 11 はスリット位置による分離室側への粒子移動割合を見たものだが
傾斜分散板を備えた本方式の方が優れていることが分かる．傾斜分散板により粒子循環を強め粒
子移動を促進するためである．
図 12 は粒子の分離効率を示すもので，
どの形状の模擬チャーでも，
(12)
Berruti ら の示した 95wt％程度までの分離効率に近付いている．
gentle bed
segrigation

violent bed
pyrolysis

floating char

Fract of Transport (wt%)

char-removal

bed material
biomss
inclined
distributor

60

Inclined
40

20

Flat

0

slit

0-30

Air
Fig. 10 Configuration of combined fluidized
beds by a slit with an inclined distributor.
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25-55

30-60
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Fig. 11 Influence of slit location on fraction of particle
transport for accumulated char-particle on the bed surface.
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60
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40
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20
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20
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Fig.12 Separation fractions for madeled char-particle.

Fig.13 with Profs. Berruti and Briens (ICFAR).

６．まとめ
これまで 10 年余りの間，バイオマス材のエネルギー変換に関わる検討を続けてきた．その中の
有望な方法として，木質バイオマス材を液体燃料化する方法に着目し，急速熱分解・急速冷却に
よる木質重質油（バイオオイル）の製造を試みた．開発対象とした流動層熱分解炉は処理量の多
さや滞留時間制御には優れるが，負の触媒作用を有するチャー粒子の分離に困難が伴う．チャー
粒子の分離排出は，オイル品質や収量の改善，何よりも連続運転のためには必要不可欠なキー技
術となるが未だ開発途上にある．
今後はこれまでに蓄積してきた粒子ハンドリング技術を応用し，
これらの課題に挑戦する予定である．
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2016 年度年次大会 熱工学部門報告
第 93 期熱工学部門年次大会委員会
委員長 河野正道（九州大学）
幹事 渡邊裕章（九州大学）
日本機械学会 2016 年度年次大会が 9 月 11 日（日）～14
日（水）に亘り，
「新たな価値の創造を担う機械工学」をキ
ャッチフレーズに九州大学伊都キャンパスで開催されまし
た．まず 4 日間の会期の初日には，例年と同様に市民公開
行事が行われ，種々のフォーラム企画に多くの方に参加し
て頂きました．
熱工学部門に関連した学術講演では，7 つのセッション
からなる「熱工学一般セッション」において，37 件の講演
が行われました．講演内容毎の内訳は，伝熱関連：27 件，
燃焼関連：10 件であります．また，年次大会の大きな特色
である「部門横断セッション」も，以下の通り数多く実施
されました．
オーガナイズドセッション（7 件，講演数合計：92）
 電子情報機器，電子デバイスの強度・信頼性評価と熱
制御（計算力学部門，材料力学部門，熱工学部門）
，セ
ッション数：1，講演数：5
 流れの先端可視化計測（流体工学部門，動力エネルギ
ーシステム部門，熱工学部門，バイオエンジニアリン
グ部門，エンジンシステム部門）
，セッション数：2，講
年次大会総合プログラム表紙
演数：11
 乱流における運動量，熱，物質の輸送現象（流体工学部門，熱工学部門）
，セッション数：2，
講演数：11
 マイクロ・ナノスケールの熱流体現象（流体工学部門，熱工学部門，マイクロ・ナノ工学部
門）
，セッション数：5，講演数：28
 分散型エネルギーシステム（動力エネルギーシステム部門，熱工学部門，計算力学部門）
，セ
ッション数：2，講演数：9
 燃料電池・二次電池とマイクロ・ナノ現象（マイクロ・ナノ工学部門，流体工学部門，熱工
学部門，動力エネルギーシステム部門，材料力学部門，計算力学部門），セッション数：4，
講演数：23
 医工学テクノロジーによる医療福祉機器開発（医工学テクノロジー推進会議，機械力学･計測
制御部門，流体工学部門，計算力学部門，バイオエンジニアリング部門，ロボティクス･メカ
トロニクス部門，情報・知能・精密機器部門，材料力学部門，熱工学部門，マイクロ･ナノ工
学部門，機素潤滑設計部門）
，セッション数：1，講演数：5
熱工学部門では，本年度から熱工学部門に関連するご講演に対する審査を「若手優秀講演フェ
ロー賞」のみとして行いました．審査を行う際に，多くの先生方にご協力をお願い致しました．
この場を借りまして御礼申し上げます．
部門同好会は，計算力学部門，流体工学部門と合同で 12 日夕方に周船寺駅近くの割烹料理屋で
開催され，合計約 34 名の参加を頂きました．くつろいだ雰囲気の中，大変盛況でありました．
最後になりましたが，今年度の年次大会の企画・運営にご尽力いただきましたオーガナイザー，
講演者，座長の皆様に厚く御礼申し上げます．2017 年度に埼玉で開催される次回の年次大会と部
門同好会では，さらに多くの皆様のご参加を賜り，研究交流と親睦を深めて頂けますよう祈念致
します．
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熱工学コンファレンス 2016 開催報告
実行委員会 委員長

愛媛大学 野村信福

今年度の熱工学コンファレンスは，国立大学法人愛媛大学城北キャンパスにて，平成28年10月
22日（土）と23日（日）の2日間にわたって開催されました（写真1）．
四国での開催で参加者が激減するのではないかと心配していましたが，学術講演233件，参加登
録者413名と，多くの皆様にご参加いただきました（写真2）．懇親会登録参加者も157名と大盛況
のうちに終えることができました．ご参加
いただきました皆様方には，心よりお礼申
し上げます．
本コンファレンスでは，オーガナイザー
の皆様のご尽力により，13 のオーガナイズ
ドセッション（OS），および 9 の一般セッ
ションを 9 室のパラレルセッションで開催
しました（写真 3）．今年度は，例年コンフ
ァレンス前日に開催していた熱工学ワーク
ショップをコンファレンス初日にランチョ
ンセミナー形式ですべてのセッションの時
間を空けて 12:00～14:00 で実施しました
（写
真 4）．そのため 2 日目の午後に最終セッシ
ョンを開催する必要が生じました．翌日が
月曜日でしかも地方開催ということで，早
く終了したほうがよいという考えから，少
し強引ですがセッションを詰めて，最終セ
ッションを 2 日目の 12:00～13:00 の時間帯
で組みました．大きな混乱もなくコンファ
レンスは盛況裡で終わることができました．
セッションをまとめていただきました座長
の皆様に，あらためまして御礼申し上げま
す．
前回の大阪大学でのコンファレンス同様
写真 1 熱工学コンファレンスプログラム表紙
に機器展示を開催させて頂きました．三浦
http://www.jsme.or.jp/conference/tedconf16/
工業株式会社ならびに日本カノマックス株
式会社にご協力頂きました．ご関係の皆様
に心より感謝申し上げます．
第 1 日目のセッション終了後，愛媛大学
グリーンホールにて部門賞および一般表彰
贈呈式がとり行われました．実は，このグ
リーンホールは 9 月に座席数を増設する改
修工事を実施しており，その関係で壇上部
分と座席間の通路が狭くなっていました．
部門表彰および特別講演では少々狭くてご
不便をおかけしました．永年功績賞を受賞
された門出政則先生から受賞者を代表して
写真 2 熱工学コンファレンス受付の様子
ご挨拶を頂きました．その後，愛媛大学地
球深部ダイナミクスセンターの入舩徹男先
生から，
「高温・超高圧を利用した透明ナノ
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写真 3 講演会場の様子

写真 4 熱工学ワークショップの様子

写真 5 愛媛大学 入舩徹男 先生による特別講演

写真 6 国際ホテル松山での懇親会
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セラミックスの合成」と題した特別講演が
行われました．通常の単結晶ダイヤモンド
より固いヒメダイヤモンドの合成秘話から，
日本沈没のモデルとなった理論の話，単結
晶に匹敵する高い透過性を持つナノ多結晶
ガーネットの合成成功に至る最新の話題に
関するまでウイットに富んだご講演を頂き
ました（写真 5）
．
夕方より，国際ホテル松山で懇親会が開
催されました（写真 6）．実行委員長の小
職からご挨拶させて頂いた後，国際功績賞
を受賞された東京工業大学の佐藤勲先生か
ら，ご挨拶頂き（写真 7），熱工学部門長
の花村克悟先生の乾杯のご発声で懇親会が
始まりました（写真 8）．懇親会の中ごろ
には，第 9 回日韓熱流体工学会議の Vice
Chair である東北大学の丸田薫先生から開催
案内を頂いた後，再度，花村先生から，熱
工学コンファレンス 2018 の案内を頂きまし
た．来年は，10 月に日韓熱流体工学会議が
沖縄で開催されるため熱工学コンファレン
スは開催されません．次回の熱工学コンフ
ァレンスは再来年の 2018 年に富山で開催さ
れる予定です．
懇親会では催し物として，松山市指定無
形民俗文化財である伊予万歳（祝福芸）が
披露されました．この踊りは 17 世紀に松山
藩主松平定行が愛知県の「知多万歳」を招
いたことに始まるといわれております．松
山市の別府二葉会 6 名の踊り子による扇の
舞が繰り広げられました（写真 9）．最後
に，山口大学の加藤泰生先生に中締めのご
挨拶を頂いて懇親会を閉会とさせて頂きま
した（写真 10）
．愛媛大学は松山内中心部
に位置し，懇親会会場まで徒歩で移動が可
能です．ホテルから市内の繁華街が近く，
懇親会終了後も松山の地酒や料理を堪能し
て頂けたのではないかと思います．
今回から，学会参加登録費などをクレジ
ットカード決済する方法を採用しました．
このために参加費を 1000 円値上げしました．
現金を受付で取り扱う業務がほとんどなく
なり，日本旅行の協力もあって，大きな混
乱はなくスムーズに運営することができま
した．しかし，『懇親会』の領収書記載に
若干の誤りがあり，ご迷惑をおかけしまし
た．記載ミスのあった参加者の皆様には謹
んでお詫び申し上げます．
愛媛県では 2017 年に国体が開催されるこ
ともあって，ホテルが幾つか新設され，松
山市は大きな学会を十分開催できる規模に
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写真 7 国際功績賞を受賞された東京工業大学
佐藤勲 先生

写真 8 熱工学部門長 東京工業大学 花村克悟 先生

写真 9

なってきました．道後温泉が国体終了後に改
修工事に入ることもあって，観光客増加とと
もに人気の学会開催地となっています．観光
資源が豊富なことはもちろん，ゆるキャラの，
「バリィさん」や「みきゃん」の地元という
こともあって，愛媛大学でも，頭文字「e」
と愛媛みかんを組み合わせマスコット「エミ
カ」を作っています．今回は懇親会参加のネ
ームプレートにシールを貼らせて頂きました．
また，休憩室には松山市から 2km 離れた瀬戸
内海に浮かぶ興居島で作られた「みかん」を
準備させて頂きました（写真 11）．冬になれ
ば，愛媛県には「いよかん」をはじめ，「せ
とか」や「紅マドンナ」などの従来の柑橘の
イメージを覆す，おいしい食材が堪能できま
す．是非，この学会を機会に再度，
「みかん」
の季節に愛媛県にお越し下さい．
最後に，熱工学コンファレンス 2016 の実
行委員会の幹事をご担当頂きました愛媛大学
中原真也先生，講演プログラムと web サイト
の取りまとめを頂きました，向笠忍先生，岩
本幸治先生，会場担当の取り纏めを頂きまし
た，豊田洋通先生，展示の企画を頂きました
朱霞先生をはじめとする実行委員会の皆様，
ならびに会場担当を頂きました松下正史先生，
青山善行先生，保田和則先生，実行委員会学
生の皆様に心より御礼申し上げます．

懇親会の様子（伊予万歳と松山の地酒の紹介）

写真 10 山口大学 加藤泰生 先生の中締めのご挨拶
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写真 11 興居島（ごごしま）みかんと「えみか」
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熱工学コンファレンス・熱工学ワークショップ
開催報告
第 93 期熱工学部門講習会委員会
委員長 伏信一慶（東京工業大学）
幹事 畠山友行（富山県立大学）
これまで開催されてきた熱工学コンファレンス・プレセミナーおよびプレコンファレンスワー
クショップの経緯を受け，その趣旨を継承した企画として，熱工学コンファレンス初日の平成 28
年 10 月 22 日（土）の正午から午後 2 時までの 2 時間，
「熱工学コンファレンス・熱工学ワークシ
ョップ」を開催する運びとなり，その企画運営に当たった．
準備にあたっては，当委員会からの提案に対して，部門執行部から貴重な助言と基本的な方向
性を示していただき，また企画を練る段階では部門運営委員会の場において大変に建設的なご意
見・ご助言をいただき，さらに熱コン実行委員会の多大なるご理解・ご支援を頂いたことにより，
熱工学コンファレンス会期中の午後 2 時間を使っての新しい形態での実施が可能となった．
企画の根本にあるのは，熱工学の専門家集団である部門登録員，熱コン参加者各位に対して講
師各位から現下の諸課題を提示いただき，ともに考え，また交流の環を拡大していくことであり，
プレセミナー当初の「クライミングセミナー」としての位置付けから始まり，その趣旨を引き継
ぎながら発展的な展開を遂げている．また，熱コン初日の企画が実現したことから，可能な講師
には熱コンの懇親会にもご参加をいただき，熱コン参加者との交流のお時間を頂くことも実現で
きた．あいにくの小雨模様の中ではあったが，多くの参加者を得て，熱気に包まれての実施とな
った．
ご講演については，各種機器・設備等々の現在の技術トレンドが幅広い産業応用において「熱
マネジメント」の重要さを増しているとの認識の中，今回の企画では「熱マネジメント」をキー
ワードに，産業界から以下の 3 名の講師にご賛同をいただき，ご提供頂いた．
松野 孝充 氏(トヨタ自動車(株))
「自動車の熱管理技術とその課題」
安田 陽介 氏((株)日立製作所)
「鉄道車両向けパワーエレクトロニクス機器の冷却技術」
塩賀 健司 氏((株)富士通研究所)
「スマートフォンの熱管理技術と課題」
また講師各位には書き物のご用意は一切お願いをせず，当日その場でのご講演のみの形態とさ
せていただくことで，タイムリーな話題をより適切にご提供いただけることを企図した．当日の
参加者のみが聞ける話という趣旨のもと開催された企画であることから，この場で講演の詳細に
言及することは避けるが，簡単に概要のみを以下に紹介したい．
まず，松野氏からは，自動車が今後目指すであろう方向性が示されるとともに，技術の発展に
伴い付随して生じる熱に関連する新しい問題についてご講演頂いた．一例として，自動車の燃費
が向上することは，地球環境などを考えると多大なるメリットがある一方で，自動車からの排熱
が減少し，車内暖房を行う際に問題が生じているとのことである．技術が発展するからこそ必要
となる更なる新しい技術に関して多くの話題を提供いただき，新しく取り組むべき研究課題のヒ
ントが多数提供された．
また，安田氏からは，鉄道のキーテクノロジーであるパワーデバイスの熱マネジメントに関し
て，現状の課題とその解決策のヒントが提供された．日立製作所が開発している温度計測手法な
どの新しい技術の紹介があり，鉄道に用いられる発熱の大きなパワーデバイスの熱マネジメント
の難しさを実感することができたとともに，新しい技術が着々と開発されている様子がひしひし
と感じられた．現状の最新技術に関して，惜しみなく情報を公開していただけた．
さらに，塩賀氏からは，スマートフォンが抱える熱問題と，それを解決すべく富士通研究所が
開発している技術の紹介が行われた．性能の向上とともに発熱量が増えている一方で取りうる冷
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却手法が限られるスマートフォンでは，効率的な熱拡散が冷却の鍵となっており，現在は高い熱
拡散性能を有するヒートパイプの利用が進んでいるとのことである．このような現状の中，更な
る冷却性能向上を目指して富士通研究所で開発している独自のループ型ヒートパイプの紹介をい
ただけるなど，最新のトレンドと今後の取り組むべき課題を広く共有していただけた講演であっ
た．
限られた時間の中ではあったものの，活発かつ場面によっては大いに踏み込んだ質疑応答が行
われ，大いに盛り上がった．また，一部の講師については熱コン懇親会にも引き続きご参加をい
ただくことができ，さらに深い交流を図っていただくことができた．
今回のワークショップ開催に至る過程では，一連のプレセミナー，プレコンファレンスワーク
ショップが大事にしてきた経緯を改めて認識することができたように思う．クライミングセミナ
ーとしてスタートした当時の部門の課題意識や，湘南セミナーからプレコンファレンスセミナー
に至る流れでさらに重視してきた講師を中心とした部門登録員，熱コン参加者の交流深化と，こ
れらを貫く精神は一貫していたように思われ，その原則に立ち返るとき，また今後の精神につい
ても，このセミナーの企画については今後も当委員会と部門執行部を中心に吟味していかれるこ
とと考える．
以上のように，皆様より多大なご支援とご協力をいただき，有意義なイベントとして盛会のう
ちに終えることができた．至らぬ点も多々あったかと思うが，この場をお借りして，ご協力，ご
参加いただいた皆様に対して深甚なる感謝を申し上げる．

松野氏

安田氏

会場の様子1

塩賀氏

会場の様子 2
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第 93 期（2015 年度）熱工学部門賞・部門一般表彰報告
2015 年度部門賞委員会委員長
花村 克悟（東京工業大学）
熱工学部門では，第 93 期 （2015 年度）の部門賞・部門一般表彰について以下のように決定し，
熱工学コンファレンス 2016（愛媛大学）において贈呈しました．受賞者の方々は，本部門の「部
門賞および部門一般表彰規程」
により運営委員会構成員ならびに本部門登録会員に候補者を募り，
部門賞委員会において部門賞 5 名・部門一般表彰 26 名を選考し，運営委員会の審議を経て決定さ
れました．また，贈呈式では，第 93 期（2015 年度）に本部門より若手優秀講演フェロー賞を受
賞された以下 4 名の方々の紹介も行いました．

熱工学部門賞
功績賞（永年功績賞）
門出 政則 氏

功績賞（国際功績賞）
佐藤 勲 氏

贈賞理由：国内外の熱工学，
とりわけ限界熱流束の予測，
水素吸蔵合金を用いた貯蔵
技術や燃料電池自動車への
水素充填技術に関する研究
など，永年にわたる熱工学へ
の貢献が顕著である．

贈賞理由：熱工学に関する多
数の国際論文誌の Editor や
国際会議の委員を務めるこ
とによる熱工学分野への貢
献が多大である．とりわけ本
部門主催の国際会議である
日米熱工学会議（2003 年，
2011 年）を成功に導いた業
績は顕著である．

略歴：
1976 東京大学 大学院工学系研究科 舶用機械工
学専攻修了
1976 佐賀大学 理工学部 講師
1989 佐賀大学 理工学部 教授
2006 全国共同利用 佐賀大学海洋エネルギー研究
センター センター長
2014 九州大学 水素材料先端科学研究センター 特
任教授
2015 佐賀大学 理事（副学長）

略歴：
1984 東京工業大学 大学院理工学研究科 生産機
械工学専攻 博士課程 退学
1984 東京工業大学 工学部 助手
1989 工学博士（東京工業大学）
1990 東京工業大学 工学部 助教授
2000 東京工業大学 大学院理工学研究科 教授
2012 東京工業大学 評議員 兼務
2013 東京工業大学 炭素循環エネルギー研究セン
ター長 兼務
2014 東京工業大学 副学長（国際企画担当） 兼務
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功績賞（研究功績賞）
中山 顕 氏

功績賞（技術功績賞）
渡邉 澂雄 氏

贈賞理由：国内外の熱工学，
とりわけ多孔質体内対流熱
伝達の研究など，熱工学研究
の発展に貢献した功績が顕
著である．

贈賞理由：国内外の熱工学，
とりわけ空調システムの開発
とその評価法など，熱工学技
術の発展に貢献した功績が
顕著である．

略歴：
1976 静岡大学 工学部 機械工学科 卒業
1981 University of Illinois at Urbana-Champaign 機
械工学専攻 博士課程 修了
1982 静岡大学 工学部 機械工学科 講師
1983 静岡大学 助教授
1994 静岡大学 教授
2012 静岡大学 評議員
2015 静岡大学 学術院工学領域 副領域長

略歴：
1977 名古屋大学 工学部 機械工学科 卒業
1979 名古屋大学 大学院工学研究科 機械工学専
攻 修了
1979 東京芝浦電気株式会社 京浜事業所 勤務
1982 アイシン精機株式会社 第 2 技術開発研究所
勤務
1991 中部電力株式会社入社 技術開発本部電気利
用技術研究所 配属
2000 中部電力株式会社 技術開発本部エネルギー
応用研究所 研究主幹
2010 財団法人電力中央研究所 出向（中部電力株
式会社東京支社付け）
2013 中部電力株式会社 技術開発本部 エネルギー
応用研究所 研究主幹
2014 名古屋大学 客員教授（大学院工学研究科創
造工学センター）
2015 中部電力株式会社 特別専門役

業績賞
高橋 厚史

氏
贈賞理由：熱工学，とりわけ
MEMS センサを用いたナノ
材料の熱物性および伝熱機
構に関する研究業績が顕著
である．

略歴：
1987 東京大学 工学部 航空学科 卒業
1992 東京大学 大学院工学系研究科 航空学専攻
博士課程修了 博士（工学）
1992 九州大学 工学部 応用理学教室 講師
1995 九州大学 工学部 応用理学教室 助教授
1997 カリフォルニア大学 バークレー校 訪問研究
員
1999 九州大学 大学院工学研究科 航空宇宙工学
専攻 助教授
2010 九州大学 大学院工学研究院 航空宇宙工学
部門 教授
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部門一般表彰
貢献表彰
赤松 史光

氏（大阪大学）

横森

剛

氏（慶應義塾大学）

贈賞理由：熱工学，とりわけ
光計測を用いた燃焼機構解
明への貢献，ならびに熱工
学部門活動に対する貢献が
顕著である．

贈賞理由：熱工学，とりわけ
層流燃焼や燃焼合成に関す
る燃焼工学への貢献，なら
びに熱工学部門活動に対す
る貢献が顕著である．

論文題目「分子動力学法を用いた高分子電解質膜内
におけるプロトン輸送現象の解析」
馬渕 拓哉（東北大学），徳増 崇（東北大学）

論文題目「CO2 溶解エマルジョン燃料の二次微粒化挙
動と噴霧火炎特性」
渡部 弘達（東京工業大学），東海林 豊（東京工業大
学），山垣 拓馬（大阪大学），林 潤（大阪大学），赤松
史光（大阪大学），岡崎 健（東京工業大学）

講演論文表彰

馬渕 氏
徳増 氏
贈賞理由：本論文は，分子動力学法により PEFC の
電解質膜におけるプロトンの輸送特性を明らかにし
た内容であり，その研究アプローチは萌芽性・独創
性が高く，この分野の進展に重要な貢献をするもの
と考えられる．

渡部 氏

東海林 氏

山垣 氏

林 氏

赤松 氏
岡崎 氏
贈賞理由：本論文は，二酸化炭素を溶解させたエマ
ルジョン燃料の噴霧火炎特性と噴霧火炎内の二次微
粒化挙動を明らかにした内容であり，その研究アプ
ローチは萌芽性・独創性が高く，この分野の進展に
重要な貢献をするものと考えられる．
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論 文 題 目 “Crystal Structure Dependent Thermal
Conductivity in 2D Phononic Crystals”
Masahiro Nomura (The University of Tokyo), Junki
Nakagawa (The University of Tokyo), Jeremie Maire
(The University of Tokyo), Roman Anufriev (The
University of Tokyo)

野村 氏

論文題目 “Study on the Mechanism of Heat Transport
in a Pulsating Heat Pipe by Using a Forced Oscillation
System”
Masayoshi Miura (Tokyo Institute of Technology),
Takao Nagasaki (Tokyo Institute of Technology), Yu Ito
(Tokyo Institute of Technology)

中川 氏

三浦 氏

長﨑 氏

伊藤 氏
贈賞理由：本論文は，流路内の液柱を強制的に振動
させることにより自励振動ヒートパイプにおける熱
輸送機構の詳細を明らかにした内容であり，その研
究アプローチは萌芽性・独創性が高く，この分野の
進展に重要な貢献をするものと考えられる．

Maire 氏
Anufriev 氏
贈賞理由：本論文は，熱フォノンの弾道的輸送特性
に基づいて熱伝導率を高効率に制御する構造設計手
法を明らかにした内容であり，その研究アプローチ
は萌芽性・独創性が高く，この分野の進展に重要な
貢献をするものと考えられる．
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論文題目“Improvement of the Zonal Grid Refinement
Scheme for the Lattice Boltzmann Method”
Yusuke Kuwata (Tokyo University of Science),
Kazuhiko Suga (Osaka Prefecture University)

桑田 氏

論文題目“LES of a Turbulent Jet Premixed Flame
using a Scale Self-Recognition Mixed SGS Stress
Model and FDSGS Combustion Model”
Katsuhiro Hiraoka (Tokyo Institute of Technology),
Masayasu Shimura (Tokyo Institute of Technology),
Yoshitsugu Naka (Tokyo Institute of Technology),
Naoya Fukushima (Tokyo University of Science),
Mamoru Tanahashi (Tokyo Institute of Technology)

須賀 氏

贈賞理由：本論文は，高精度な局所細密格子ボルツ
マン法を開発し，乱流解析においてその有用性を明
らかにした内容であり，その研究アプローチは萌芽
性・独創性が高く，この分野の進展に重要な貢献を
するものと考えられる．

平岡 氏

志村 氏

中 氏

福島 氏

論文題目 “Numerical Analysis of Convective Transfer
of Nanopowder Generated around a Turbulent-Like
Thermal Plasma Jet”
Masaya Shigeta (Osaka University), Manabu Tanaka
(Osaka University)

店橋 氏
贈賞理由：本論文は，格子幅自己認識型 SGS 応力・
燃焼モデルを提案・検証した内容であり，その研究
アプローチは萌芽性・独創性が高く，この分野の進
展に重要な貢献をするものと考えられる．

茂田 氏
田中 氏
贈賞理由：本論文は，熱プラズマ乱流ジェットにお
けるナノ粒子群の成長・輸送過程を数値解析的に明
らかにした内容であり，その研究アプローチは萌芽
性・独創性が高く，この分野の進展に重要な貢献を
するものと考えられる．
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若手優秀講演フェロー賞
論文題目「空気冷却式発電機における突極型回転子
モデルでの流動特性」

論文題目「ミリチャンネル内垂直下降流における限界
熱流束 -管内径 20 mm の場合-」

湯淺 朋久 氏（筑波大学）

原田 貴之 氏（関西大学）

贈賞理由：本講演は，発電機における伝熱流動特性
の解明に向け回転二重円筒の極間内部流れを実験と
数値計算の両面から解析しておりその内容が優れて
いると同時に，発表方法に創意工夫がみられ，質疑
に対する応答も的確であった．講演者の能力と努力
は敬意に値するものであり，今後の活躍に期待が持
てる．

贈賞理由：本講演は，ミリチャンネル内の垂直下降
沸騰二相流場における限界熱流束を実験的に評価し
た研究として，その内容が優れていると同時に，発
表方法に創意工夫がみられ，質疑に対する応答も的
確であった．講演者の能力と努力は敬意に値するも
のであり，今後の活躍に期待が持てる．

論文題目「太陽発電衛星用発送電一体パネルの熱抵
抗計測と熱応力解析」

論文題目「気泡追跡法によるサブクール沸騰の数値
解析」

佐藤 大輔 氏（長岡技術科学大学）

宮野 直樹 氏（電気通信大学）

贈賞理由：本講演は，太陽発電衛星の熱設計および
実験・数値解析を行った研究として，その内容が優
れていると同時に，発表方法に創意工夫がみられ，
質疑に対する応答も的確であった．講演者の能力と
努力は敬意に値するものであり，今後の活躍に期待
が持てる．

贈賞理由：本講演は，気泡追跡法を用いて鉛直矩形
管内の強制対流サブクール沸騰を数値的に解析した
研究として，その内容が優れていると同時に，発表
方法に創意工夫がみられ，質疑に対する応答も的確
であった．講演者の能力と努力は敬意に値するもの
であり，今後の活躍に期待が持てる．
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第 93 期（2015 年度）熱工学部門賞・部門一般表彰贈呈式 受賞者記念撮影
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行事案内
部門企画行事案内
－2017 年度－
●The 9th JSME-KSME Thermal and Fluids Engineering Conference (TFEC9)
開催日: 2017 年 10 月 28 日(土)～30 日(月)
場 所: Okinawa Convention Center, Okinawa, Japan

－2017 年度－
●日本機械学会 2017 年度年次大会
開催日: 2017 年 9 月 3 日(日)～6 日(水)
場 所: 埼玉大学，埼玉県さいたま市

部門関連行事案内
－2017 年度－
●日本冷凍空調学会 年次大会
開催日: 2017 年 9 月
場 所: 玉川大学，東京都町田市
主 催: 日本冷凍空調学会
●混相流シンポジウム 2017
開催日: 2017 年 8 月 18 日(金)～20 日(日)もしくは 19 日(土)～21 日(月)(調整中)
場 所: 電気通信大学，東京都調布市
主 催: 日本混相流学会
●第 54 回日本伝熱シンポジウム
開催日: 2017 年 5 月 24 日(水)～26 日(金)
場 所: 大宮ソニックシティ，埼玉県さいたま市
主 催: 日本伝熱学会
●第 51 回空気調和・冷凍連合講演会
開催日: 2017 年 4 月 19 日(水)～21 日(金)
場 所: 東京海洋大学工学部 85 周年記念会館，東京都江東区
主 催: 空気調和・衛生工学会

－2016 年度－
●第 27 回内燃機関シンポジウム
開催日: 2016 年 12 月 5 日(月)～7 日(水)
場 所: 東京工業大学，東京都目黒区
主 催: 日本機械学会

国際会議案内
－2017 年－
●The 11th Asia-Pacific Conference on Combustion(ASPACC2017)
開催日: 2017 年 12 月 10 日(日)～15 日(金)
場 所: Sydney, Australia
●26th International Colloquium on the Dynamics of Explosions and Reactive Systems(26thICDERS)
開催日: 2017 年 7 月 30 日(日)～8 月 4 日(金)
場 所: Boston University, USA
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その他
編集後記
今回の TED Plaza 80 号では，名古屋工業大学 齋木悠先生に燃焼器壁面における化学的消炎効果に関するご研
究をご紹介頂き，高知工業高等専門学校 永橋優純先生に木質系バイオマス材のエネルギー変換に関するご研究を
ご紹介頂きました．これらのご研究は，燃焼機器の高性能化や未利用エネルギーの利活用に繋がるものであり，
先生方のご研究の更なるご発展によりエネルギー高効率利用社会が実現されることを期待してやみません．この
度は，お忙しい中 TED Plaza への執筆を快くお引き受けいただきました齋木先生，永橋先生には厚く御礼申し上
げます．
末筆となりましたが，第 93 期（2015 年度）熱工学部門賞・部門一般表彰を受賞された皆様の栄えある受賞を
心からお祝い申し上げますとともに，2016 年度年次大会，熱工学コンファレンス 2016 を成功裏に収められた関
係者の皆様のご尽力に敬意を表します．
（編集担当委員：福留・永野）
第 94 期広報委員会
委員長： 染矢 聡
幹 事： 片岡 秀文
委 員： 寺岡 喜和
田中 三郎
永野 幸秀
宮田 一司
富樫 憲一
福留 功二

（産業技術総合研究所）
（大阪府立大学）
（金沢大学）
（日本大学）
（九州大学）
（九州大学）
（青山学院大学）
（立命館大学）
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