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第 19 回動力・エネルギー技術シンポジウム プログラム 

 
主 催  一般社団法人 日本機械学会 動力エネルギーシステム部門 
 
共 催  国立大学法人 福井大学 大学院工学研究科機械工学専攻 
後 援  公益財団法人 福井観光コンベンションビューロー 

 
協 賛  エネルギー・資源学会，化学工学会，火力原子力発電技術協会，空気調和・衛生工学会，計測自動制御

学会，コージェネレーション・エネルギー高度利用センター，省エネルギーセンター，情報処理学会，石炭

エネルギーセンター，ターボ機械協会，低温工学協会，電気化学会，電気学会，日本エネルギー学会，日

本ガスタービン学会，日本金属学会，日本原子力学会，日本高圧力技術協会，日本混相流学会，日本材

料学会，日本鉄鋼協会，日本伝熱学会，日本燃焼学会，日本ボイラ協会，日本マリンエンジニアリング学

会，日本流体力学会，日本冷凍空調学会，廃棄物資源循環学会，腐食防食協会 
 

開催日 2014 年 6 月 26 日（木），27 日（金） 
会 場 アオッサ （福井市手寄 1 丁目 4-1） 
 6F 福井市地域交流プラザ，8F 福井県民ホール 

http://www.aossa.jp/  
 
参加登録費 
シンポジウム参加者は下記参加登録料（講演論文集込み）を，

当日会場にてお支払いください（事前申込不要）． 
正 員：10,000 円  会 員 外：17,000 円 
学生員： 2,000 円  一般学生： 3,000 円 
※協賛学会員の登録料は正員と同額となります．また，講演発

表者についても正員もしくは学生員と同額とします． 
講演論文集代金（別途購入希望の場合） 
定価 6,000 円（会員特価 4,000 円） 
交流会 
日時：2014 年 6 月 26 日（木） 18:30～20:30 
会場：アオッサ  3F ウェルアオッサ 
会費：無料（シンポジウム参加登録者および招待者に限ります） 
 

◆ 6 月 26 日（木）◆ 
 

【8F 県民ホール】 

 特別講演  

15:20～16:20  司会： 服部 修次（福井大） 
「原子力発電プラントにおける工学的安全性確保への取り組み」 

講演者： 中川 英之 （福井県原子力安全専門委員会 委員長，

福井大学 元副学長） 
 

 動力エネルギーシステム部門活動紹介  

16:25～16:45  司会： 永井 二郎（福井大） 
日本機械学会 動力エネルギーシステム部門長   山田 明

（三菱重工業㈱） 
 

 招待講演  

16:50～17:50  司会： 沖 裕壮（電力中央研究所） 
Xuguang JIANG, Prof. (Zhejiang University, China) 

「Waste to Energy in China: Current Status and Future」 
Rob STROEKS, Senior Advisor (Embassy of the Kingdom of the 

Netherlands) 
「Energy Strategy for Netherland」 

一般講演  
(1) 講演 15 分，質疑討論 5 分，計 20 分 
(2) ○印は講演者 
(3) 連名者で所属が省略の場合は前者と同一 
(4) 所属は簡略名称を使用 

（一般講演 A～F 室は，全て 6F 福井市地域交流プラザ） 
 

【A 室】 
 

 OS1 高効率発電システム  

9:30～10:50 座長 幸田 栄一（電中研） 

A111 高効率空気タービン発電システム 
○小川 紀一郎（エネルギー総合工学研），蓮池 宏，大

内 優，松尾 栄人（アーカイブワークス） 
A112 （講演取り消し） 
A113 空気液化サイクルの付加による複合火力発電システムの

熱効率の向上 
○片岡 健太（静岡大），吹場 活佳，平田 邦夫 

A114 CO2回収型高効率 IGCC(Oxy-fuel IGCC)の開発状況 
○沖 裕壮（電中研），濱田 博之，小林 誠，渡邊 裕章，

中尾 吉伸，原 三郎 
 

 OS2 保全・設備診断技術 (1)  

11:00～12:20 座長 屋口 正次（電中研） 

A121 エルボ管における FAC 減肉速度と物質移行係数の評価

について (1)エルボ管における FAC 減肉速度の計測 
○釜堀 孝一（INSS），歌野原 陽一，中村 晶，村瀬 道

雄 
A122 エルボ管における FAC 減肉速度と物質移行係数の評価

について: 全面伝達条件における物質移行係数の計測 
○辻 義之（名大），恒吉 達矢，片井 勇旭，釜堀 孝一

（INSS），歌野原 陽一，中村 晶，村瀬 通雄 
A123 エルボ管における FAC 減肉速度と物質移行係数の評価

について (3)INSS エルボ管における数値計算に基づく

物質移行係数の予測 
○恒吉 達矢（名大），片井 勇旭，釜堀 孝一（INSS），歌

野原 陽一，中村 晶，村瀬 道雄，辻 義之（名大） 
A124 エルボ管における FAC 減肉速度と物質移行係数の評価

について (4)INSS エルボ管における点電極及び全面電

極計測 
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○片井 勇旭（名大），恒吉 達矢，釜堀 孝一（INSS），歌

野原 陽一，中村 晶，村瀬 道雄，辻 義之（名大） 
 

OS2 保全・設備診断技術 (2)  

13:20～15:00 座長 千田 格（東芝） 

A131 残留磁化を利用した塑性損傷の安価で簡便な非破壊検

査法 
○小竹 茂夫（三重大） 

A132 長時間使用された高クロム鋼エルボの観察および評価 
○山崎 壮一（電中研），屋口 正次，林 山，長井 誠示 

A133 高調波超音波法の Ni 基合金溶接部およびステンレス鋳

鋼材への適用性の検討 
○石田 仁志（INSS），川嶋 紘一郎（超音波材料診断

研） 
A134 海水管ライニング用ポリエチレンとクロロプレンゴムのキ

ャビテーション壊食 
○紅谷 英祐（福井大），服部 修次 

A135 局所レーザ過熱による金属構造材の新しい補修技術の

開発 
○上野 聡一（東芝），椎原 克典，福田 健，只野 智史，

布施 俊明 
 

【B 室】 
 

 OS3 軽水炉・新型炉・原子力安全 (1)  

9:30～10:50 座長 望月 弘保（福井大） 

B111 高速炉蒸気発生器における伝熱管破損事象評価手法の

開発 
○大島 宏之（JAEA），栗原 成計，山口 彰（阪大），高

田 孝，奈良林 直（北大） 
B112 高速炉蒸気発生器伝熱管周囲に形成されるナトリウム－

水反応環境を考慮したターゲットウェステージ評価 
○栗原 成計（JAEA），梅田 良太，下山 一仁，菊地 晋，

大島 宏之 
B113 高速炉蒸気発生器伝熱管のセルフウェステージ現象解

明実験 
○下山 一仁（JAEA），栗原 成計，菊地 晋，梅田 良太，

大島 宏之 
B114 高速炉蒸気発生器のナトリウム－水反応現象に対する機

構論的解析手法の適用性検証 
○内堀 昭寛（JAEA），大島 宏之 

 

 OS3 軽水炉・新型炉・原子力安全 (2)  

11:00～12:20 座長 大島 宏之（JAEA) 

B121 レーザ計測技術を用いたナトリウム-水反応の明確化 
○出口 祥啓（徳島大），田村 健太，村中 亮太，草野 
剛嗣，高田 孝（阪大），菊地 晋（JAEA），栗原 成計 

B122 高速炉構造コンクリートと水酸化ナトリウムの反応性に関

する実験的研究 
○菊地 晋（JAEA），清野 裕，大野 修司 

B123 Na 冷却高速炉1 次系コールドレグにおける配管レイアウ

トのエルボ下流剥離特性への影響評価 
○水谷 淳（東北大），江原 真司，橋爪 秀利，山野 秀

将（JAEA） 
B124 高速炉EBR-II の自然循環試験 IAEA 国際ベンチマーク

解析研究 
○村中 侯盟（福井大），望月 弘保，van Rooijen，浅井 
貴之 
 

 OS3 軽水炉・新型炉・原子力安全 (3)  

13:20～15:00 座長 内堀 昭寛（JAEA) 

B131 「もんじゅ」原子炉上部プレナムモデルの熱流動解析 
○本多 慶（JAEA），森 健郎，素都 益武，大平 博昭 

B132 自然循環挙動に着目した「もんじゅ」空気冷却器の解析

モデルの改良 
○森 健郎（JAEA），素都 益武，大平 博昭 

B133 空気冷却器を利用した軽水炉の崩壊熱除去システムに

関する研究 
○矢野 貴大（福井大），望月 弘保 

B134 Thermal Management Systems for Cooling Nuclear 
Reactor during Emergency 
○Singh Randeep（Fujikura Ltd），Mochizuki Masataka，
Nguyen Thang，Saito Yuji，Matsuda Masahiro 

B135 非常用復水器を用いた原子炉減圧・冷却システム 
○奈良林 直（北大），下江 知弘，千葉 豪，辻 雅司，坂

下 弘人，秋本 肇（JAEA） 
 

【C 室】 
 

 OS4 省エネルギー・コジェネ・ヒートポンプ (1)  

9:30～10:30 座長 梅沢 修一（東京電力） 

C111 ヒートポンプ給湯用プレート式凝縮器の熱交換特性 
○本田 和也（神戸大），浅野 等 

C112 地中熱ヒートポンプの熱交換性能に与える充填材の影響 
○大橋 明生（山梨大），武田 哲明，舩谷 俊平 

C113 直膨方式地中熱ヒートポンプの熱交換性能 
武田 哲明（山梨大），○石黒 修平，横山 大貴，舩谷 
俊平，一宮 浩市 
 

OS4 省エネルギー・コジェネ・ヒートポンプ (2)  

11:00～12:00 座長 浅野 等（神戸大） 

C121 ゼオライトを用いた吸着式ヒートポンプにおける蒸気発生

器形状の検討 
○西 貴大（岡山県大），能登路 裕，中川 二彦 

C122 ピンチ解析による VCC プロセスの造粒乾燥システムへ

の複合効果の評価 
○正木 亮（早大），中村 宗平，日野 俊之（東大），天野 
嘉春（早大） 

C124 所内発生 CO の有効利用による製鉄所の省エネルギー

効果 
○鈴木 克樹（早大），林 健太郎，中垣 隆雄，石井 純

（JFE スチール），浅沼 稔 
 

OS4 省エネルギー・コジェネ・ヒートポンプ (3)  

13:20～14:40 座長 中垣 隆雄（早大） 
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C131 確率計画法を用いたエネルギー需要シナリオに対する

家庭用 PEFC システムの 適運用方策の検討 
○吉田 彬（早大），小方 亮平，村田 昇，天野 嘉春 

C132 家庭用 PEFC システムの予測誤差が省エネルギー性に

及ぼす影響の評価 
小方 亮平（早大），吉田 彬，村田 昇，天野 嘉春 

C133 北海道の家庭部門における暖房・給湯機器の選択行動

のモデル解析 
○鈴木 研悟（北大），大田 純，田部 豊，近久 武美 

C134 自然エネルギー出力変動抑制のための分散型電源導入

法の研究 
○山口 裕吾（東大），町田 陸，金子 成彦，山﨑 由大 

 
【D 室】 

 

 OS8 外燃機関・廃熱利用技術 (1)  

9:30～10:30 座長 秋澤 淳（東京農工大） 

D111 熱音響システムにおける振動流と配管壁面の熱交換に

ついて 
○星野 邦雄（東芝），塩山 勉，渡邉 勝信，竹山 大基 

D112 テーパ型スタックによる熱音響装置の性能向上 
○竹山 大基（東芝），塩山 勉，渡邉 勝信，星野 邦雄 

D113 音波を用いた熱輸送デバイスに関する基礎的研究 
○芦垣 祐太朗（東海大），長谷川 真也，高橋 俊，押野

谷 康雄 
 

 OS8 外燃機関・廃熱利用技術 (2)  

11:00～12:00 座長 西村 伸也（阪市大） 

D121 活性炭-HFC 冷媒の容量法吸着量測定に基づく吸着動

特性の推定 
○宮崎 隆彦（九大），松本 隼人，エリシャリカウィ イブラ

ヒム I.，シャハ ビデュット B.，小山 繁 
D122 Experimental Study on the Effect of Heat Source 

Temperature on the Performance of an Adsorption Cooling 
System using Activated Carbon Powder/Ethanol Pair 
○ Fauziah Jerai （ Kyushu Univ. ） ， Hayato Imamura ，

Takahiko Miyazaki，Bidyut Baran Saha，Shigeru Koyama，
Shinnosuke Maeda（Calsonic Kansei Corp.），Tadayoshi 
Onda，Tomohiro Maruyama 

D123 溶液輸送型吸収冷凍サイクルによるごみ焼却排熱輸送・

利用のモデル分析 
○秋澤 淳（東京農工大），花田 隆浩，上田 祐樹 

 

 OS8 外燃機関・廃熱利用技術(3)  

13:20～15:00 座長 宮崎 隆彦（九大） 

D131 ヒートパイプ BACH によるボイラー排熱回収融雪システ

ム 
○渡辺 翔太（福井大），鈴木 恵祐，永井 二郎，福島 
研一（JR 東日本） 

D132 太陽熱を利用した廃棄物発電の効率改善 
○生駒 拓也（阪市大），藤岡 彰，西村 伸也 

D133 振動流型蒸気機関の性能予測 
○国宗 晋（東大），島本 和季，尹 永直，横山 圭史，長

谷川 洋介，鹿園 直毅，福田 健太郎（デンソー），村松 
憲志郎，新山 泰徳，八束 真一 

D134 多段サイクルの 大正味出力に関する研究 
池上 康之（佐賀大），森崎 敬史，○楠田 英佑 

D135 Exergy Analysis of Cost Effective Thermoelectric Topping 
Cycles 
○Kazuaki Yazawa（Purdue Univ.），Shakouri Ali 

 
【E 室】 

 

 OS7 再生可能エネルギー (1)  

13:20～14:40 座長 池上康之（佐賀大） 

E131 2 段ランキンサイクルを用いた海洋温度差発電の基礎実

験 
○森﨑 敬史（佐賀大），楠田 英佑，池上 康之 

E132 各種フロン媒体の表面微細加工を施したプレート式蒸発

器における伝熱促進効果に関する研究 
○川畑 佑介（佐賀大），岡本 明夫（神戸製鋼），逸見 
義男，有馬 博史（佐賀大），池上 康之 

E133 地熱利用を目的とした小型二相流タービンに関する研究 
○瀬川 航平（東京海洋大），伊東 次衛，井上 二三男，

堀木 幸代，刑部 真弘，今井 兼久（三井造船） 
E134 浅層地中熱源による筐体内冷却システムの検討（ヒート

パイプ BACH の利用） 
○李 魏昆（福井大），永井 二郎 

 
【F 室】 

 

 OS9 熱・流動 (1)  

9:30～10:50 座長 師岡 愼一（早大） 

F111 原子炉過酷時炉内溶融物移行挙動予測のための多成

分解析機能の適用性評価 
○山下 晋(JAEA)，高瀬 和之 

F112 シビアアクシデント事における燃料溶融挙動解析手法の

開発に関する研究 
○永武 拓（JAEA），高瀬 和之，吉田 啓之，倉田 正輝 

F113 使用済燃料ピット内崩壊熱分布が水温上昇に与える影

響 
○柳 千裕（INSS），村瀬 道雄，歌野原 陽一 

F114 ROSA/LSTF 総合効果試験による RELAP5 コードのスケ

ール効果の評価 
○木下 郁男（INSS），鳥毛 俊秀，吉田 至孝，村瀬 道

雄 
 

 OS9 熱・流動(2)  

11:00～12:20 座長 高瀬 和之（JAEA） 

F121 微細水平矩形流路の二相流圧力損失と限界熱流束 
小泉 安郎（信州大），○大平 晃嗣 

F122 垂直下降流における限界熱流束の分類 
○原田 貴之（関西大），藤吉 翔太，網 健行，梅川 尚

嗣，小澤 守，伊藤 大介（京大炉），齊藤 泰司 
F123 ステップ状加熱時におけるハニカム多孔質体による飽和

プール沸騰限界熱流束の向上 
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○森 昌司（横国大），長 龍之介，奥山 邦人 
F124 （講演取り消し） 

 

 OS9 熱・流動(3)  

13:20～15:00 座長 森 昌司（横浜国大） 

F131 定容容器内イソオクタン火炎伝播の実験及び数値解析

の研究 
○Ratnak Sok（早大），Kusaka Jin 

F132 CFD 計算による半球状物体からの発熱量と自然対流速

度との相関評価 
○森田 良（電中研），梅沢 修一（東電），田中 勝彦 

F133 気液二相流励振力予測ツールの開発 
○三輪 修一郎（北大） 

F134 ABWR の熱効率向上に関する研究 
○佐々木 一真（早大），師岡 愼一 

F135 バイオマス熱分解ガスを利用した Dual Fuel エンジン 
○宮内 健太（東大），藤原 直人，山﨑 由大，金子 成

彦 
 

◆ 6 月 27 日（金）◆ 
 

【A 室】 
 

 OS2 保全・設備診断技術 (3)  

9:00～10:40 座長 稲田 文夫（電中研） 

A211 円管内オリフィス下流域の流れ場と壁面せん断応力～レ

イノルズ数による影響～ 
○河合 敦史（金大），木綿 隆弘，歌野原 陽一（INSS），

中村 晶，木村 繁男（金大），小松 信義，河野 孝昭 
A212 円管内オリフィス下流域の壁面せん断応力の数値流体

シミュレーション 
○歌野原 陽一（INSS），中道 淳平（金大），河合 敦史，

木綿 隆弘，中村 晶（INSS） 
A213 曲り旋回流を伴う管内オリフィス背後の物質輸送現象の

非軸対称性に関する研究 
○高野 剛（新潟大），内山 和哉，山縣 貴幸，藤澤 延

行 
A214 オリフィス下流部に生じる配管減肉の低減に関する研究 

加藤 雅子（東北大），○江原 真司，橋爪 秀利 
A215 オリフィス後流における入口効果が壁面からの質量移行

係数に与える影響 
○近藤 昌也（名大），田中 鉄平，伊藤 高啓，辻 義之 

 

 OS2 保全・設備診断技術 (4)  

10:50～12:10 座長 歌野原 陽一（INSS） 

A221 配管減肉事象における配管要素の組み合わせにより発

生する旋回流の影響評価 
○松下 幹弥（阪大），山本 啓，中村 隆夫，渡辺 瞬（電

中研） 
A222 （講演取り消し） 
A223 配管減肉予測手法のベンチマークと活用方法 

○渡邉 豊（東北大） 
A224 配管減肉管理改善に向けたロードマップの改訂案 

○稲田 文夫（電中研），渡邉 豊（東北大），中村 晶

（INSS） 
 

 OS2 保全・設備診断技術 (5)  

13:30～15:10 座長 江原 真司（東北大） 

A231 Ｔ字配管の管壁温度測定実験による熱応力の評価 
○三好 弘二（INSS），中村 晶，歌野原 陽一 

A232 原子炉の枝配管における流動現象の解明 
○土蔵 孝博（神戸大），竹中 信幸，杉本 勝美，三好 
弘二（INSS），中村 晶 

A233 加圧水型原子炉の加圧器スプレー配管における温度変

動現象の解明 
○石田 泰介（神戸大），三好 弘二，杉本 勝美，竹中 
信幸 

A234 炭素鋼，ステンレス鋼の液滴衝撃エロージョンに及ぼす

衝突角度の影響 
○Muhammad Adam bin Abdul Aziz（福井大），服部 修

次 
A235 液膜挙動を考慮した液膜厚さの液滴衝撃エロージョン評

価モデルへの導入 
○森田 良（電中研） 

 
【B 室】 

 

 OS3 軽水炉・新型炉・原子力安全 (4)  

9:00～10:40 座長 奈良林 直（北大） 

B211 多並列ＳＭＲ型金属燃料高速増殖炉動力プラント 
○寺井 勇三 

B212 シビアアクシデント時のもんじゅ炉外燃料貯蔵槽に関す

る熱流動解析 
○大野 純（JAEA），森 健郎，素都 益武，大平 博昭 

B213 Heat Pipe Cooling System for Safer Storage of Spent Fuel 
in Nuclear Plant 
○Singh Randeep（Fujikura Ltd），Mochizuki Masataka，
Nguyen Thang，Saito Yuji，Matsuda Masahiro 

B214 振動操作関数を用いた吊り下げられたキャスクの制振サ

ンプル値制御 
○小竹 茂夫（三重大） 

B215 Fujita の竜巻風速場モデルを用いた物体浮上・飛散特性

の評価 
○江口 譲（電中研），杉本 聡一郎，服部 康男，平口 
博丸 
 

OS3 軽水炉・新型炉・原子力安全 (5)  

10:50～12:30 座長 戸塚 文夫（日立ＧＥ） 

B221 流体－構造熱連成解析コードの検証過程における不確

かさ定量評価手法の検討 
○田中 正暁（JAEA），大野 修司 

B222 蒸気インジェクタによる軽水炉の安全性向上についての

研究 
○竹谷 勇人（北大），三輪 修一郎，森 治嗣 

B223 ヒートパイプとLNGの冷熱を利用した福島第一原子力発

電所周囲への新規凍土壁形成方法 



(5) 

 

望月 正孝（フジクラ），○松田 将宗，Randeep Singh 
B224 FLiNaBe 溶融塩ブランケットシステムにおける核転換解

析 
○宍戸 博紀（東北大），古館 佑樹，遊佐 訓孝，橋爪 
秀利 

B225 溶融燃料による MCCI 反応とコアキャッチャー開発 
○Marta Ziemnicka Sylwester（北大），奈良林 直，宮脇

大地，千葉 豪，辻 雅司 
 

OS3 軽水炉・新型炉・原子力安全 (6)  

13:30～15:10 座長 江口 譲（電中研） 

B231 銀ゼオライトを用いた高除染性フィルターベントシステム

の開発 
○奈良林 直（北大），藤井 康弘，宮脇 大地，千葉 豪，

辻 雅司 
B232 AREVA’s Filtered Containment Venting System (FCVS)  

-Basic Design, Performance and Verification Test of FCVS 
for BWRs- 
○Norbert Losch(AREVA), Sebastian Buhlmann, Christian 
Hutterer, Christoph Stiepani, Fumio Totsuka(Hitachi-GE), 
Tatsuya Tsukahara, Kenji Hosomi（Toshiba） 

B233 フィルターベント装置の島根２号機への適用およびその

運用方針 
○須澤 克則（中国電力），柏倉 潤（日立ＧＥ） ，臼井 
利光（中国電力），内藤 慶太，串間 有紀子（日立ＧＥ） 

B234 フィルタベント設備の浜岡原子力発電所４号機への適用

について 
○山本 省吾（中部電力），細見 憲治（東芝） 

B235 フィルターベント装置の開発と柏崎刈羽６号機・７号機へ

の適用 
○村井 荘太郎（東京電力），平沼 巨樹，木村 剛生，大

森 修一，渡邉 史紀，佐々 大輔 
 

【C 室】 
 

 OS6 水素・燃料電池 (1) 

9:00～10:20 座長 伊藤 衡平（九大） 

C211 固体高分子形燃料電池における流路内の液滴形状と圧

力損失評価 
○古野 正晃（神戸大），中村 俊裕，村川 英樹，杉本 
勝美，浅野 等，竹中 信幸，齋藤 泰司（京大炉） 

C212 氷点下起動に起因する PEFC 性能低下現象の解明 
○石間 裕太（北大），鈴木 研悟，田部 豊，近久 武美 

C213 燃料電池に及ぼす GDL 濡れ性の影響 ～極細熱電対

群による温度分布計測に基づいた解析～ 
○水谷 千晶（九大），伊藤 衡平 

C214 （講演取り消し） 
 

 OS6 水素・燃料電池 (2) 

10:50～12:10 座長 岩井 裕（京大） 

C221 内生的技術進歩と外生的コスト変動を考慮した燃料電池

自動車の導入可能性評価 
○内田 皓久（東北大），古林 敬顕，中田 俊彦，松本 

満（豊田中研） 
C222 Cu/ZnO/Al2O3 触媒を用いたエタノール水蒸気改質にお

ける効率計算 
○片桐 康誌（同志社大），前田 毅，篠木 俊雄（三菱電

機），舟木 治郎（同志社大），平田 勝哉 
C223 プロトン伝導体 SZY 添加燃料極が SOFC 出力特性に及

ぼす効果 
○長澤 剛（東工大），花村 克悟 
 

 OS6 水素・燃料電池 (3) 

13:30～14:30 座長 君島 真仁（芝浦工大） 

C224 直接内部改質型 SOFC に与える Ni-YSZ 燃料極の組成

比の影響 
白井 竜弥（京大），○岩井 裕，齋藤 元浩，吉田 英生 

C231 （講演取り消し） 
C232 エジェクタを用いた燃料リサイクル固体酸化物形燃料電

池の発電特性  
○馬場 宗明（産総研），高橋 三餘，小林 成嘉，平野 
聡 

C233 SOFC未燃燃料再循環用エジェクタの吸引流特性がエジ

ェクタ変換効率に与える影響 
○原田 敦史（石川高専），中川 勝文（豊橋技科大），川

村 洋介 
 

【D 室】 
 

 OS5 バイオマス・新燃料・環境技術 (1)  

9:00～10:40 座長 田之上 健一郎（山口大） 

D211 バイオ燃料用微細藻類の藻体増殖および油分生産に及

ぼす富化 CO2の効果 
○大石 将人（滋賀県大），小坂田 潔，近藤 千尋，山根 
浩二，河崎 澄 

D212 石炭チャーと揮発分の相互作用を利用したタールの改

質 
○川端 康正（千葉大），和嶋 隆昌，中込 秀樹，細貝 
聡（産総研），鈴木 善三，松岡 浩一 

D213 NOx 吸蔵触媒を用いた排気中の窒素酸化物の選択的

吸収・再生 
○犬飼 祐輔（滋賀県大），河崎 澄，近藤 千尋，山根 
浩二 

D214 未利用木質バイオマス資源の熱利用を目指した丸太乾

燥方法の検討 
○HOANG VANHIEU（千葉大），長崎 壮平，足立 眞

理子，和嶋 隆晶，中込 秀樹 
D215 タバコおよびタバコ類似品から発生する主流煙中の揮発

性有機化合物とカルボニル化合物の同時分析 
○伊豆 里奈（千葉大），内山 茂久（国立保健医療科学

院），稲葉 洋平，欅田 尚樹，中込 秀樹（千葉大） 
 

 OS5 バイオマス・新燃料・環境技術 (2)  

10:50～12:10 座長 山根 浩二（滋賀県立大） 

D221 木質バイオマスの主要構成成分が急速熱分解に及ぼす

影響 



(6) 

 

○濱岡 佑紀（山口大），田之上 健一郎，西村 龍夫，上

村 芳三（ペトロナス工科大），谷口 美希（中外炉工業），

笹内 謙一 
D222 DME / プロパンの混合燃料による HCCI 燃焼特性 

○島 貴大（日本大），鈴木 裕和，望月 啓佑，石川 芳

広，飯島 晃良，庄司 秀夫 
D223 代替燃料を用いた HCCI の高効率化 

○鈴木 裕和（日本大），島 貴大，望月 啓佑，石川 芳

広，飯島 晃良，庄司 秀夫 
D224 自己循環溶媒を用いたガラス繊維強化プラスチック

（FRP）の可溶化 
○伊藤 大禄（千葉大），中込 秀樹，大木 優一（中国工

業），細川 光一，加茂 徹（産総研） 
 

 
【E 室】 

 

 OS7 再生可能エネルギー (2)  

9:00～10:40 座長 小林 洋平（舞鶴高専） 

E211 防風フェンス上部に設置したクロスフロー風車の性能に

関する研究（直角偏向板の影響） 
○坂井 遼（金大），木綿 隆弘，中田 博精，河野 孝昭，

古路 裕子（日本パーツセンター） 
E212 建物屋上における風条件と小形風車の性能の実測 

○根布長 哲（金大），河野 孝昭，木綿 隆弘，木村 繁

男，小松 信義 
E213 実用的なタイプのカエデの種型風車の特性に関する風

洞による実験的研究 
○三好 剛大（福島大），高松 玲紀，島田 邦雄，藤本 
修平（海技研） 

E214 スリット式防波堤を利用した波力発電システムの開発（高

出力化の検討） 
○刀根 健太郎（阪市大），脇本 辰郎，加藤 健司，重松 
孝昌，吉岡 真弥 

E215 1自由度を有する独立ピッチ制御可能な風車模型のネガ

ティブダンピング 
○小林 洋平（舞鶴高専），松井 快記，荒川 忠一（東

大） 
 

OS7 再生可能エネルギー (3)  

10:50～12:30 座長 木綿 隆弘（金沢大） 

E221 スマートメータによる電力データの応用性 
○丸野 文弥（東京海洋大），川名 優孝，刑部 真弘，平

沼 賢次 
E222 ギャロッピング防止と発電を可能にする振動操作関数に

よる送電線のサンプル値制御 
○小竹 茂夫（三重大） 

E223 画像処理によるクロスリニア太陽熱発電用ヘリオスタット

の制御精度 
○相羽 大樹（東工大），玉浦 裕，木倉 宏成 

E224 太陽熱スターリングエンジン発電システムの基礎研究 
－集光器の特性検討と 適運転評価－ 
○関谷 弘志（早大），永島 翔太郎，清水 頌哉，守屋 
将貴 

E225 切替可能ヒートパイプ BACH による床冷暖房システムの

可能性試験 
○鈴木 恵祐（福井大），永井 二郎 

 
【F 室】 

 

 OS9 熱・流動 (4)  

9:00～10:40 座長 内田 竜朗（東芝） 

F211 グルーブを有する蒸発伝熱面の熱輸送特性検証試験 
○上村 光宏（東大） 

F212 高温面上への液滴列衝突時の非定常遷移沸騰過程 
○光武 雄一（佐賀大），スハイミ イリアス，小島 悠平，

古藤 愛美，門出 政則 
F213 高温鋼板スプレー冷却時の沸騰熱伝達特性（表面酸化

膜の影響） 
○落合 良太（福井大），永井 二郎 

F214 固液接触状況観察による過熱面スプレー冷却時の濡れ

開始条件検討 
太田 裕紀（福井大），○大部 晴佳，永井 二郎 

F215 界面活性剤水溶液の低レイノルズ数流れにおける伝熱

特性の光制御 
○河原田 賢（京大），藤井 崇史，巽 和也，中部 主敬 

 

OS9 熱・流動 (5)  

10:50～12:30 座長 三輪 修一郎（北大） 

F221 2x2 ロッドバンドル内気液二相流の液相速度測定 
○小川 勇磨（神戸大），細川 茂雄，冨山 明男， 

F222 ウルトラマイクロ蒸気インジェクタの作動条件 
○越路 泰地（筑波大），阿部 豊，金子 暁子，鈴木 裕

（WELCON） 
F223 水平配管系での気液対向流制限の予測 

○村瀬 道雄（INSS），木下 郁男，ルーカス ディルク

（HZDR），冨山 明男（神戸大） 
F224 超音速湿り蒸気流を用いた洗浄に関する研究 

○小森 匠（東京海洋大），伊東 次衛，井上 二三男，刑

部 真弘，堀木 幸代 
F225 液物性により傾斜表面における液膜流への影響 

○黄 健（ＩＨＩ），佐賀 真理子，磯 良行，松野 伸介 
 

OS9 熱・流動 (6)  

13:30～15:10 座長 師岡 愼一（早稲田大） 

F231 赤外線カメラを用いた過渡応答法による回転円板の熱伝

達率計測 
○内田 竜朗（東芝），大友 文雄，猪亦 麻子， 

F232 可視化技術を用いた原子炉・格納容器の水流検知手法

の開発 
○梅沢 修一（東電），田中 勝彦，小林 健一（明治大） 

F233 搖動する循環流動層内のプロセス・トモグラフィー可視化

計測 
○中村 祐樹（千葉大），趙 桐，村田 裕幸（海技研），春

海 一佳，武居 昌宏（千葉大） 
F234 高精度フローノズルの開発 

○古市 紀之（産総研），チョン カーウィー，寺尾 吉哉，

中尾 晨一（フローコル），藤田 啓司（FEC），渋谷 和雄 



(7) 

 

F235 安全弁からの非平衡流れ 
○北川 由比古（東京海洋大），刑部 真弘 

 

OS9 熱・流動 (7)  

15:20～16:40 座長 村瀬 道雄（ＩＮＳＳ） 

F241 小型シロッコファンにおける圧力変動の周波数特性 
○蓮池 一樹（富山大），高田 和幸，川口 清司，渡辺 
大輔 

F242 小型軸流ファンに与える流入乱れの影響 
○高田 和幸（富山大），蓮池 一樹，川口 清司，渡辺 
大輔， 

F243 EV モータの除熱能力評価手法の構築 
湯淺 朋久（筑波大），駒ヶ嶺 将孝，○小笠原 仁（明電

舎），平野 覚，金子 暁子（筑波大），阿部 豊 
F244 水噴霧による火災抑制 

○慕 超（福井大），水上 渉，田中 太 
 


