
2015年度懇話会報告 

 

懇話会名 燃焼懇話会 

代表 芹澤 佳代（タクマ） 

幹事 赤松 史光（大阪大学） 

会員数： 90名 

 

研究会 

１． 研究会 

1.1 第 166回懇話会（内燃機関懇話会と合同開催） 

2015年 7月 24日（金）出席者：35名  ＠大阪大学 吹田キャンパス 

(166-1) 「微粉炭燃焼における揮発分放出過程とすす生成の研究」 

        大阪大学大学院工学研究科 高度人材育成センター 中塚 記章 

(166-2) 「脂肪酸炭素数に応じたパームヤシ由来エステルの燃料利用」 

        滋賀県立大学機械システム工学科 河崎 澄 

1.2 第 167回懇話会 日本機械学会関西支部第16回秋季技術交流フォーラム 

2015年 10月 31日（土）出席者：25名 ＠滋賀県立大 

   燃焼懇話会企画フォーラム テーマ「循環型社会の構築に資する新燃焼技術（3）」 

(167-1)【基調講演】「高セタン価FAMEを用いた低圧縮比ディーゼル機関と新燃焼方式の提案」 

滋賀県立大機械システム工学科  山根 浩二 

(167-2)「都市ごみ焼却発電の最新技術」  

株式会社 タクマ 藤田 泰行 

(167-3)「超小型ハイスピードセルフリジェネバーナの開発」 

中外炉工業 株式会社 田原 広基 

(167-4)「バイオマスガス化ガスの部分燃焼改質過程における燃焼現象の研究」 

               大阪大学大学院工学研究科 高度人材育成センター 中塚 記章 

1.3  第 168回懇話会 日本機械学会関西支部 91期定時総会講演会 

OS-1 「燃焼，エネルギー変換，熱利用」 

   2016年 3月 11日(金)～12日(土） ＠大阪電気通信大学 寝屋川キャンパス 

(168-1) 基調講演「予混合火炎の復権－火炎の制御－」 

大阪大学大学院工学研究科機械工学専攻 毛笠 明志 

     (168-2) 都市圏におけるマイクログリッド型エネルギーマネジメントシステムの最適化研究 

        マイクログリッドおよび地域冷暖房より構成される複合システムのライフサイクルコ

スト評価 

中山 亮(同志社大)，西浦 晃平，新井 元行(Digital Grid)，齋藤 篤史(東洋設計)， 

松村 恵理子(同志社大)，千田 二郎 

(168-3) 流動層ガス化炉を用いた褐炭の水蒸気ガス化における合成ガス中のタール成分の解明 

則定 和志(IIC)，村上 高広(AIST)，安田 肇 

(168-4) 酸化剤の水蒸気と二酸化炭素濃度が木質バイオマスガス化の部分燃焼改質過程に及ぼ

す影響 

白 志仁(阪大)，劉 東昇，中塚 記章，林 潤，赤松 史光 

(168-5) 大気圧低温プラズマ支援燃焼に関する研究 

吉本 隆光(神戸高専)，廣澤 謙弥，梅井 純平，赤松 浩 

(168-6) マイクロ波プラズマ重畳によるレーザ点火特性の向上 

劉 晨(阪大)，林 潤，沢田 雄介，赤松 史光，西山 淳(イマジニアリング)， 

池田 裕二  

(168-7) 植物の生産性向上に向けた高圧環境の利用 

米倉 幹(阪大)，武石 裕行，澤田 晋也，林 潤，木村 泰裕，岡澤 敦司(阪府大)， 

町村 尚(阪大)，小林 昭雄，赤松 史光 



(168-8) デカンの簡略化反応機構を用いた平面火炎に落下する噴霧燃焼の数値解析 

奥 正雄(阪大)，堀 司，林 潤，赤松 史光  

(168-9) 急拡大部を設けた管状火炎バーナの振動燃焼 

柴垣 大貴(阪大)，堀 司，白神 洋輔(大ガス)，毛笠 明志(阪大)，林 潤， 

赤松 史光  

(168-10) 酸素富化条件におけるアンモニア燃料のNOx生成特性 

武石 裕行(阪大)，岡南 貴大，林 潤，飯野 公夫(大陽日酸)，赤松 史光(阪大)  

(168-11) アンモニア/空気管状火炎の基礎燃焼特性 

浅野 佑弥(阪大)，武石 裕行，林 潤，赤松 史光  

(168-12) 10kW試験炉におけるNH3/N2/O2非予混合火炎の放射特性に関する研究 

有田 航(阪大)，村井 隆一，東野 秀隆，中塚 記章，林 潤，飯野 公夫(大陽日酸)， 

武石 裕行(阪大)，赤松 史光 

 

2．学会活動 

2.1  日本機械学会関西支部第16回秋季技術交流フォーラム 

2015年 10月 31日（土）出席者：25名 ＠滋賀県立大 

   燃焼懇話会企画フォーラム テーマ「循環型社会の構築に資する新燃焼技術（3）」 

(167-1)【基調講演】「高セタン価FAMEを用いた低圧縮比ディーゼル機関と新燃焼方式の提案」 

滋賀県立大機械システム工学科  山根 浩二 

(167-2)「都市ごみ焼却発電の最新技術」  

株式会社 タクマ 藤田 泰行 

(167-3)「超小型ハイスピードセルフリジェネバーナの開発」 

中外炉工業 株式会社 田原 広基 

(167-4)「バイオマスガス化ガスの部分燃焼改質過程における燃焼現象の研究」 

               大阪大学大学院工学研究科 高度人材育成センター 中塚 記章 先生 

2.2  日本機械学会関西支部 91期定時総会講演会 

OS-1 「燃焼，エネルギー変換，熱利用」 

   2016年 3月 11日(金)～12日(土） ＠大阪電気通信大学 寝屋川キャンパス 

(168-1) 基調講演「予混合火炎の復権－火炎の制御－」 

大阪大学大学院工学研究科機械工学専攻 毛笠 明志 

     (168-2) 都市圏におけるマイクログリッド型エネルギーマネジメントシステムの最適化研究 

マイクログリッドおよび地域冷暖房より構成される複合システムのライフサイクル

コスト評価 

中山 亮(同志社大)，西浦 晃平，新井 元行(Digital Grid)，齋藤 篤史(東洋設計)， 

松村 恵理子(同志社大)，千田 二郎  

(168-3) 流動層ガス化炉を用いた褐炭の水蒸気ガス化における合成ガス中のタール成分の解明 

則定 和志(IIC)，村上 高広(AIST)，安田 肇 

(168-4) 酸化剤の水蒸気と二酸化炭素濃度が木質バイオマスガス化の部分燃焼改質過程に及ぼ

す影響 

白 志仁(阪大)，劉 東昇，中塚 記章，林 潤，赤松 史光 

(168-5)  大気圧低温プラズマ支援燃焼に関する研究 

吉本 隆光(神戸高専)，廣澤 謙弥，梅井 純平，赤松 浩 

(168-6) マイクロ波プラズマ重畳によるレーザ点火特性の向上 

劉 晨(阪大)，林 潤，沢田 雄介，赤松 史光，西山 淳(イマジニアリング)， 

池田 裕二  

(168-7) 植物の生産性向上に向けた高圧環境の利用 

米倉 幹(阪大)，武石 裕行，澤田 晋也，林 潤，木村 泰裕，岡澤 敦司(阪府大)，

町村 尚(阪大)，小林 昭雄，赤松 史光 

(168-8) デカンの簡略化反応機構を用いた平面火炎に落下する噴霧燃焼の数値解析 



奥 正雄(阪大)，堀 司，林 潤，赤松 史光  

(168-9) 急拡大部を設けた管状火炎バーナの振動燃焼 

柴垣 大貴(阪大)，堀 司，白神 洋輔(大ガス)，毛笠 明志(阪大)，林 潤， 

赤松 史光  

(168-10) 酸素富化条件におけるアンモニア燃料のNOx生成特性 

武石 裕行(阪大)，岡南 貴大，林 潤，飯野 公夫(大陽日酸)，赤松 史光(阪大)  

(168-11) アンモニア/空気管状火炎の基礎燃焼特性 

浅野 佑弥(阪大)，武石 裕行，林 潤，赤松 史光  

(168-12) 10kW試験炉におけるNH3/N2/O2非予混合火炎の放射特性に関する研究 

有田 航(阪大)，村井 隆一，東野 秀隆，中塚 記章，林 潤，飯野 公夫(大陽日酸)，

武石 裕行(阪大)，赤松 史光  


