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1.  緒言

　エマルション燃焼法は，ベースとなる液体燃料を水乳化
したエマルションを利用する燃焼法であり，水乳化が困難
な場合には界面活性剤も利用する．水の潜熱により燃焼温
度が低下することで，NOX の排出低減が期待される．また，
水が過熱，突沸することにより，燃料液滴の二次微粒化も
期待される．燃焼場においてこれらが有効に作用すると，
環境負荷物質の排出低減と燃焼の改善が同時に実現される
可能性があることから，これまでエマルション燃焼法に関
する研究が，実験を中心に数多く行われてきている．エマ
ルション燃焼の基本的な特性については，岩間らにより 35 
年前には既に解説されており[1,2]，パフィング (水蒸気の

吹出しとそれにともなう微小液滴の飛出し) や分裂といっ
たエマルション液滴の二次微粒化挙動の違いから，油中水
滴 (W/O) と水中油滴 (O/W) の両タイプのエマルションの噴
霧燃焼特性の違いまで説明されている．とくに後者につい
ては実験結果をもとに，ベース燃料が重質油の場合には 
W/O とした方が良好な燃焼特性が得られるのに対し，灯油
の場合には O/W とした方が良好であると報告されている．
　なお，岩間らはエマルション液滴の二次微粒化挙動を，
弱い微粒化から順に，パフィング，ミクロ爆発，分裂と称
して分類している[1]．一方，Dryer は，混和液体において
低沸点成分が過熱され，蒸発して気泡を形成するやや緩慢
な現象を内部蒸発と称し，それと対比してエマルションに
おいて水が過熱，突沸する急速な現象をミクロ爆発と称し
ている[3,4]．本研究では，Dryer の分類をもとにエマルショ
ン液滴の二次微粒化現象をミクロ爆発と総称し，岩間らの
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with increasing the size. For the W/O emulsion, intermittent puffing microexplosion and/or the disruptive microexplosion 
occurred. Aggregation and coalescence of water and the phase separation appeared to occur prior to the disruptive 
microexplosion at higher surface temperatures, while the phase separation hardly occurred and the droplet disappeared after 
the intermittent puffing microexplosion at lower surface temperatures. The occurrence of the disruptive microexplosion 
was delayed due to longer time period until the phase separation than that for the O/W emulsion. The intermittent puffing 
microexplosion retarded the phase separation. The waiting time was either scarcely affected by the initial droplet size, while 
the minimum waiting time increased with increasing the size.

Key Words : Emulsified fuel, Secondary atomization, Oil-in-water, Water-in-oil, Heated surface, Spheroid-type evaporation



日本燃焼学会誌　第 57巻 182号（2015年）

(52)

分類をもとにエマルション液滴がほぼ残存するような小規
模なミクロ爆発をパフィング，もとのエマルション液滴が
消失するような大規模なミクロ爆発を分裂と，それぞれ称
することにした．
　その後の研究では，主に W/O エマルションを対象とし
て，その燃焼挙動やミクロ爆発挙動が検討されている．水
谷らは，二流体噴射弁を利用して W/O エマルションの噴
霧火炎を形成し，燃焼特性や排ガス性状を調べることによ
り，エマルション燃焼法の有用性を確認している[5]．さら
に，レーザ応用計測なども活用することにより，大気圧下
の噴霧火炎ではミクロ爆発の効果も現れている可能性が高
いことを示している[6]．また，単一液滴の蒸発および燃焼
過程におけるミクロ爆発挙動については，木本らが高温壁
面上で球状蒸発する場合や電気炉内に懸垂されて着火，燃
焼する場合を対象として調べており，文献[6]の討論で岩間
が指摘しているとおり，温度上昇にともなうエマルション
内部での分散水滴の凝集が，大規模なミクロ爆発である分
裂の発生原因であることを明らかにしている[7-9]．最近で
は，青木らが電気炉内に懸垂された単一液滴の温度計測と
詳細観察により，初期液滴径の増大によりパフィングの発
生頻度が高くなることや，過熱度を上げるとパフィングの
発生頻度が低くなり，分裂が発生するようになることなど
を明らかにしている[10-13]．Mura らも，分散水滴の平均
粒径がミクロ爆発挙動に影響を及ぼすことを報告している
[14,15]．噴霧火炎でのミクロ爆発発生についても，現在ま
で検討が続けられている[16-18]．
　一方，O/W エマルションについては，液滴での分裂が 
W/O エマルションの場合よりも容易に観察されることか
ら，著者らがその分裂挙動に注目して，実験研究を行って
きている[19]．液滴内部での流動や懸垂線 (表面) の存在に
よりミクロ爆発挙動が変化する可能性が指摘されているこ
とから[3]，液滴内部の流動を低減するためには，懸垂液滴
を対象として微小重力環境を利用して実験を行い[20,21]，
懸垂線 (表面) の影響を排除するためには，高温壁面上で球
状蒸発する液滴を対象として実験を行った[22]．そして，
いずれの場合も分裂までに，水分が液滴中央付近に凝集し
てその周りをベース燃料が覆う相分離が発生していること
を明らかにした．さらに，ミクロ爆発は確率的に観察され
るが，数十回の実験により観測された分裂発生までの待ち
時間 (全待ち時間) について，最小待ち時間との差分 (待ち
時間) をとると，その待ち時間の累積頻度は次式の分布関
数で表されるワイブル分布でよく近似されることを明らか
にした．

 (1)

ここで，t は待ち時間であり，m は形状母数，a は尺度母
数と呼ばれる．そして，別途測定した液滴温度より，液滴
温度の上昇過程では m=2 程度となり，時間の経過とともに
分裂のミクロ爆発発生率

 (2)

は高くなること，温度変化が小さくなると m=1 程度となり，
発生率も一定に近づくことを明らかにするとともに，別途
行った成分分析をもとに，分裂のミクロ爆発発生率は次の
実験式で近似されることを示した．

 (3)

ここで，Vw は水分体積，Te は液滴温度で，K，A は定数で
ある．相分離により水分が凝集してその周りをベース燃料
が覆うと，Vw も変化しなくなる[21,22]．なお，Te は別途
測定された液滴温度履歴より推定された温度である．挿入
された熱電対も，懸垂線と同様にミクロ爆発挙動に影響す
ることが想定され，ミクロ爆発挙動の観察，統計量の測定
とは別に温度測定が行われた．本研究においても，液滴温
度は別途測定した．ただし，高温壁面上での球状蒸発実験
において，熱電対の影響は分裂発生までの全待ち時間の累
積頻度分布には現れないことが示されている[22]．この結果
は，球状蒸発における分裂のミクロ爆発発生率に及ぼす挿
入熱電対の影響は小さいことを示唆していると考えられる．
　O/W および W/O エマルション液滴の高温壁面上での蒸
発挙動の違いについては，Chung らが調べている[23]．直
接観察と成分分析の結果より，分散相が優先的に蒸発して，
分裂が発生しない場合には，乳白色で不透明なエマルショ
ンが透明な単成分になると報告している．しかしながら，
パフィングの発生や，分裂までのエマルション内部の挙動
など，詳細な観察結果は示されていない．とくに W/O エ
マルションと O/W エマルションで，ミクロ爆発挙動がど
のように異なるのかについては，十分な情報は公開されて
いないように思われる．そこで，本研究では前報[22]と同
様に高温壁面上で球状蒸発する液滴を実験対象として，O/
W および W/O エマルションのミクロ爆発挙動の違いを比
較するとともに，それに及ぼす液滴初期直径の影響につい
て検討した．

2.  実験装置および実験方法

　実験装置は図 1 に示すように，加熱金属体，電気ヒータ，
熱電対，カメラなどで構成される．加熱金属体は直径 60 
mm，高さ 40 mm の SUS304 製円柱で，上端面 (以下，壁面
とする) は曲率半径 100 mm，中心深さ約 5 mm の凹面に加
工されている．この壁面を鏡面仕上げしてから加熱し，そ
こにエマルションを静かに滴下して，球状蒸発させた．金
属体の直下に設置した電気ヒータ (カンタル線，線径 1.0 
mm) により，金属体全体を加熱した．金属体内の中心軸上，
壁面から下方 5 mm，10 mm，15 mm の 3 点に K 型熱電対 (素
線径 0.32 mm) の測温接点を配置し，測定結果の外挿によ
り壁面温度を推定した．電気ヒータの印加電圧を調節する
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ことで，実験中の壁面温度を設定した．
　エマルションのベース燃料は，n－ドデカン (標準沸点 
489 K) とした．界面活性剤の混合率は，エマルションに対
して 1 vol.% とした．W/O エマルションの作成にはソルビ
タンモノオレエート (Rheodol SP-O10V (花王 (株))，HLB 値 
4.3) を，O/W エマルションの作成にはポリオキシエチレン 
(6) ラウリルエーテル (Emulgen 108 (花王 (株))，HLB 値 
12.1) をそれぞれ用いた．いずれも非イオン界面活性剤であ
る．含水率は，本研究ではエマルションに対して 20 vol.% 
とした．エマルションの作成はこれまでと同様に，ベース
燃料，界面活性剤および水を容器に入れてマグネティック
スターラ (900 rpm) で 12 時間撹拌したあと，溶存気体を低
減するため約 5 kPa の環境下に 1 時間静置した．
　エマルションの高温壁面への滴下には，マイクロシリン
ジ (容量 5 mℓ) を利用した．壁面の上方約 10 mm から，シ
リンジの一定目盛りずつ静かに滴下し，球状蒸発する液滴
の挙動をデジタルカメラ (PENTAX，Optio WG-2) で動画撮
影 (60 fps) した．本研究で試料としたエマルションはいず
れも，壁面温度 600 K 以上で球状蒸発した．前述のとおり
ミクロ爆発は確率的に観察されることから，その統計量の
測定では，各条件で 30 回以上の実験を行った．なお，エ
マルション液滴の寸法を，本研究では初期直径 d0 で表し
たが，その算出も蒸発実験とは別に行った．蒸発実験と同
様にシリンジの一定目盛りずつ静かにエマルションを滴
下，採取し，その質量を計測した．そして，エマルション

各成分の比重より体積を算出し，球を仮定して直径を算出
した．10 回の滴下における直径の偏差は 2 % 未満であり，
平均値を初期直径 d0 とした．
　また，実験式 (3) にも示されるように，液滴温度が分裂
発生に影響していると考えられることから，前述のように
ミクロ爆発挙動の観察，統計量の測定とは別に，挿入熱電
対により温度測定を試み，複数回の測定に成功した．K 型
熱電対 (素線径 0.025 mm) の露出測温接点 (直径約 0.05 mm) 
を球状蒸発している液滴に速やかに近づけて，測温接点が
液滴に接触しているか挿入されている間に，記録機能付温
度表示器 (コアーズ，core1005-B-00-A，サンプリング周波
数 100 Hz) で温度を測定，記録した．測温接点の寸法や液
滴内部の温度分布などの影響は考慮せず，とくに補正など
を行わないで，記録された温度を液滴温度 Te の参照デー
タとした．

3.  実験結果および考察

3.1.  O/W エマルション液滴のミクロ爆発挙動
　高温壁面上での O/W エマルション液滴のミクロ爆発挙
動は，既報のとおり[22]であったが，後述する W/O エマル
ション液滴のミクロ爆発挙動との比較のため，また液滴初
期直径の影響を検討するため，新たに実験を行っており，
まずはその結果を説明する．分裂発生までの O/W エマル
ション液滴の挙動の例を，図 2 に示す．この例では，壁面
温度 Ts = 600 K であるが，壁面温度による挙動の違いは見
られなかった．図中の時間は，エマルションが滴下され高
温壁面に近接した時点を始点とした経過時間である．最初
は液滴全体が乳白色で不透明であるが，すぐに透明な部分
が見え始め，液滴表面が透明な層で覆われる．そして，水
を主成分とする液相が中央のやや下方に凝集して，その周
りをベース燃料が覆うようになる (t = 1.50 s)．これは，温
度上昇とともに非イオン界面活性剤の親水性が低下し，親
油性の方が相対的に強くなる[24]ことで，エマルションの 
O/W 構造が解消されたことによるものと考えられる．この
相分離がほぼ完了し，さらに時間が経過すると分裂が発生
して，周囲に微細液滴が飛散する (t = 2.88 s)．O/W エマル
ションについては，本研究の実験範囲内ではすべての場合
に分裂が発生した．パフィングについては，動画でその発
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Fig.1　Experimental setup.

Fig.2　An example of evaporation behavior of an O/W emulsion droplet on a heated surface.
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生が確認されたのは同一条件の平均で 1 回未満であった．
　エマルションが高温壁面に近接した時点から分裂発生ま
での時間を全待ち時間として，その累積頻度をグラフにし
たところ，これまでと同様にデータ点が曲線状に並んだ．
壁面温度 Ts = 700 K の例を，図 3 に示す．初期直径が大き
くなるとともに，全待ち時間のデータ点列は右側へ移動し
たが，これは液滴が大きいほど温度上昇に時間を要し，そ
の影響が最小待ち時間 (後述) に表れたためであると考えら
れる．
　図 3 をワイブル分布のグラフとしたものを，図 4 に示す．
図 3 の各データ点列を式 (1) により最小 2 乗近似し，その
曲線と図 3 横軸との切片を最小待ち時間とした．そして，
全待ち時間から最小待ち時間を減じた値 (= 待ち時間) を，
図 4 の横軸とした．こうすることで，これまでと同様にデー
タ点がワイブル分布でよく近似され，形状母数 m=2 程度と
なる (時間の経過とともに発生率が高くなる) ことが示され
た．参照データとして測定された液滴温度の経時変化の例
を，図 5 に示す．液滴温度が時間の経過とともに上昇して
いるときに分裂が発生しており，その発生までの時間は図 
3 に示される全待ち時間と同程度であった．
　以上のように，O/W エマルションの球状蒸発では，早期

に相分離して水分相が内包され，ベース燃料が蒸発しなが
ら液滴温度が上昇すること，それにより時間とともに分裂
のミクロ爆発発生率は高くなること[21,22]，そして比較的
早い時期に分裂が発生することが，本研究でも確認された．
　壁面温度の影響については既報のとおり，温度上昇にと
もなって，最小待ち時間は短くなり，ワイブル分布グラフ
上の待ち時間のデータ点列は左側へ移動した[22]．一方，
液滴初期直径の影響については，初期直径が大きくなると
ともに，前述のとおり最小待ち時間は長くなったが，液滴
初期直径の待ち時間への影響は，あまり見られなかった (図 
4)．待ち時間の累積頻度を表す分布関数が同じであれば，
分裂のミクロ爆発発生率も同じである．このとき，初期直
径が大きくなると水分体積も大きくなるため，ミクロ爆発
発生率が実験式 (3) で表されると仮定すると，分裂直前の
液滴温度は下がることになる．参照データとして測定され
た液滴温度の，分裂直前における値の平均と範囲を，図 6 
に示す．初期直径が大きくなるとともに，分裂直前の液滴
温度はわずかではあるが下がる傾向が見られた．この結果
は，実験式 (3) が分裂のミクロ爆発発生率をよく近似して
いることを示唆していると考えられる．

Fig.3 Cumulative frequencies of total waiting time for disruptive 
microexplosion of O/W emulsion.

Fig.4 Weibull plots of waiting time for disruptive microexplosion of  
O/W emulsion.

Fig.5 An example of temporal variation of droplet temperature for O/W 
emulsion.

Fig.6 Mean droplet temperatures just prior to disruptive 
microexplosion for O/W emulsion.
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3.2.  W/O 型エマルション液滴のミクロ爆発挙動
　高温壁面上での W/O エマルション液滴の挙動の例を，
図 7 に示す．O/W エマルションの場合とは異なり，壁面温
度により挙動の違いが見られた．最初は液滴全体が乳白色
で不透明であるが，時間の経過とともに，乳白色が全体的
に，徐々に薄くなる．壁面温度 Ts = 600 K では，その後さ
らに乳白色が薄くなり (t = 3.70 s)，やがて母液滴から二次
液滴が吹出すパフィングが発生するようになる (t = 5.16 s)．
その後は薄い乳白色のまま，液滴消失 (蒸発) まで断続的に
パフィングが発生する．しかしながら，壁面温度 Ts ≧ 625 
K では，600 K と同様にパフィングを繰返す場合と，数回
のパフィングの後に液滴が透明になり始め，その後に分裂
が発生する場合との両方が見られた．壁面温度 Ts = 700 K 
では多くの場合，液滴の大半が透明となり (t = 3.20 s)，さ
らに時間が経過すると分裂が発生して，周囲に微細液滴が
飛散した (t = 5.81 s)．木本らが明らかにしたように[7-9]，
分散水滴が凝集してある程度の大きさを持つ水滴が形成さ
れ (t = 3.20 s の中央下方)，それが突沸して分裂したものと
考えられる．ただし，水滴の凝集，相分離は，O/W エマル
ションのようにすべての場合で見られることはなく，より
高い温度，より遅い時期に，高い頻度で観察された．
　W/O エマルションについては以上のように，本研究の実
験範囲内では，すべての場合に分裂が発生するようなこと
はなかった．そこで，分裂が発生した同一条件の実験回数
を，その条件での全実験回数で除して，その値を分裂の発
生頻度と定義した．その発生頻度を，図 8 に示す．壁面温
度 Ts ≧ 625 K で分裂が発生するようになり，その頻度は壁
面温度の上昇とともに高くなったが，本研究で上限とした
壁面温度 Ts = 700 K においても，分裂の発生頻度は 0.9 程
度であった．液滴初期直径の影響については，初期直径が
大きくなるとともに，わずかではあるが分裂の発生頻度が

高くなる傾向が見られた．液滴消失までの時間 (蒸発時間) 
は，液滴初期直径の 2 乗に比例するのに対し，液滴でミク
ロ爆発が発生するまでの時間 (核生成時間) は，初期直径の 
3 乗に反比例することから，初期液滴直径が大きくなると
ともに，液滴が消失するまでにミクロ爆発が発生する頻度
が高くなり，非常に大きな液滴では，すべての場合でミク
ロ爆発が発生するようになることが，理論解析と実験によ
り示されている[25,26]．本研究でも同様に，初期直径が大き
くなるとともに分裂の発生頻度が高くなったと考えられる．
　次に，W/O エマルション液滴の相分離開始の時期を動画
より推定し，O/W エマルション液滴と比較した．W/O エ
マルションの場合にも相分離が確認しやすい，壁面温度  
Ts = 700 K の場合を対象とした．その相分離開始の時期の
平均と範囲を，図 9 に示す．O/W エマルション液滴につい
ては前述のとおり，球状蒸発の開始直後に相分離を開始し
た．一方，W/O エマルション液滴の相分離には，高い壁面

Fig.7　Examples of evaporation behavior of an W/O emulsion droplet on a heated surface.

Fig.8 Occurrence frequencies of disruptive microexplosion for W/O 
emulsion.
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温度とともに，長い時間も必要となっていた．この相分離
までの長い時間のため，W/O エマルション液滴の分裂発生
は，O/W エマルションの場合より遅い時期になったと考え
られる．そして，液滴初期直径が大きくなるとともに相分
離の開始が遅れる傾向が見られたのは，液滴の温度上昇に
かかる時間が長くなったためであると考えられる．
　W/O エマルションの分裂発生までの全待ち時間について
も，その累積頻度をグラフにした．壁面温度 Ts = 700 K の
例を，図 10 に示す．O/W エマルションの場合 (図 3) より
も全待ち時間が長くなったことが示されている．また，分
裂が発生し始めた時期は図 9 より，相分離を開始した時期
に対応していると考えられる．初期直径が大きくなるとと
もに，全待ち時間のデータ点列は右側へ移動したが，これ
は O/W エマルションの場合と同様に，液滴が大きいほど
温度上昇に時間を要し，その影響が最小待ち時間に表れた
ためであると考えられる．
　図 10 をワイブル分布のグラフとしたものを，図 11 に示
す．O/W エマルションの場合と同様に，図 10 の各データ
点列と式 (1) より最小待ち時間を推定し，それを全待ち時
間から減じて，図 11 の横軸である待ち時間を算出してい

る．データ点のばらつきはやや大きくなっているが，W/O 
エマルション液滴の待ち時間もワイブル分布でおおよそ近
似された．ただし，その形状母数は，O/W エマルションの
場合 (m=2 程度) よりも小さな値 (m=1～2) となっていた．
参照データとして測定された液滴温度の，W/O エマルショ
ン液滴で分裂が発生する場合の経時変化の例を，図 12 に
示す．相分離の開始時期 (図 9) あたりから液滴温度の上昇
が緩やかとなっており，その後に分裂が発生している．時
間の経過にともなう温度上昇が，O/W エマルションの場合
よりも緩やかとなってから，W/O エマルション液滴の分裂
が発生したため，その待ち時間の形状母数が小さな値に
なったと考えられる．
　液滴初期直径の待ち時間への影響については図 11 のと
おり，W/O エマルション液滴の場合も O/W エマルション
の場合 (図 4) と同様に，あまり見られなかった．参照デー
タとして測定された W/O エマルション液滴の温度の，分
裂直前における値の平均と範囲を，図 13 に示す．O/W エ
マルションの場合 (図 6) と比較して，液滴温度の平均値は 
10～20 K 高くなっていた．W/O エマルション液滴の分裂
も，O/W エマルションの場合と同様に実験式 (3) のミクロ

Fig.10 Cumulative frequencies of total waiting time for disruptive 
microexplosion of W/O emulsion.

Fig.11 Weibull plots of waiting time for disruptive microexplosion of  
W/O emulsion.

Fig.12 An example of temporal variation of droplet temperature for W/O 
emulsion with disruptive microexplosion.

Fig.9　Waiting time for phase separation of emulsion.
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爆発発生率で表され，同じミクロ爆発発生率で分裂したと
仮定すると，O/W エマルションの場合よりも分裂直前の液
滴温度が上がったのは，水分体積が小さくなったためであ
ると考えられる．球状蒸発では，液滴下側からの蒸発気体
により液滴が浮上するが，W/O エマルション液滴の相分離
には時間が必要なため，その蒸発気体には水分が含まれて
いると考えられる．また，分裂までにパフィングも発生し，
水分の一部が放出される．これらにより，W/O エマルショ
ン液滴の分裂時の水分体積は減少していると推測される．
図 7 に示される液滴内の凝集水分が図 2 のそれより小さく
なっているのも，同じ理由によるものと考えられる．
　分裂直前の液滴温度に及ぼす液滴初期直径の影響は，壁
面温度が高い場合 (Ts = 700 K，675 K) には O/W エマルショ
ンと同様に，初期直径が大きくなるとともに液滴温度が下
がる傾向が見られた．この場合には分裂発生までに，O/W 
エマルションと同様に水滴が凝集，合一して相分離し，そ
の水分体積が初期直径が大きくなるとともに大きくなった
ことで，このような傾向が見られたものと考えられる．一
方，壁面温度が低い場合 (Ts = 650 K，625 K) には，液滴温
度はほぼ一定か，初期直径が大きくなるとともに上がる傾
向が見られた．その理由は，現時点では不明であるが，液
滴挙動の観察結果より，相分離の進行度が関連していると
推測される．詳細の検討は，今後の課題としたい．
　前述のとおり，壁面温度 Ts = 600 K では液滴消失までパ
フィングが断続的に発生し，壁面温度 Ts ≧ 625 K ではパ
フィングを繰返す場合と，数回のパフィングの後に液滴が
透明になり始めて，その後に分裂が発生する場合との両方
が見られた．そこで，それぞれの場合について，液滴消失
までのパフィング回数の平均値を算出した．その結果を，
図 14 に示す．分裂に至る場合とそうでない場合で，パフィ
ング回数に明確な違いが見られた．また，壁面温度が高く
なり，分裂の発生頻度が高くなるほど (図 8)，パフィング
回数が少なくなったことから，この現象についても相分離
の進行度が関連していると推測される．参照データとして

測定された液滴温度の，W/O エマルション液滴でパフィン
グが多数回発生する場合の経時変化の例を，図 15 に示す．
パフィングの発生にともない，測定温度は大きく変動した．
そして，W/O エマルション液滴で分裂が発生する場合 (図 
12) と比較して，10～20 K 低くなった[13]．パフィングは
分散水滴の突沸であり，その吸熱により液滴温度の上昇が
抑制されたものと考えられる．それにともない相分離も遅
延されて，分散水滴によるパフィングを繰返したものと推
測される．
　以上のように，O/W および W/O エマルションを高温壁
面上で球状蒸発させる実験を行ったところ，同じ実験条件
において，O/W エマルションでは壁面温度によらず，早い
時期に大規模なミクロ爆発である分裂が発生したのに対
し，W/O エマルションでは壁面温度を高くすることで，ミ
クロ爆発挙動が小規模なパフィングの繰返しから，やや遅
い時期の分裂発生へと変化した．分裂発生には，O/W エマ
ルション，W/O エマルションともに，分散水滴の十分な凝
集，合一，相分離が必要であることが示唆された．エマル

Fig.13 Mean droplet temperatures just prior to disruptive 
microexplosion for W/O emulsion.

Fig.14 Mean numbers of puffing microexplosion occurrence for W/O 
emulsion.

Fig.15 An example of temporal variation of droplet temperature for W/O 
emulsion for the case without disruptive microexplosion.
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ション燃焼法でよく利用され，本研究の実験でも利用した
非イオン界面活性剤は，低温では親水性でも，温度が上昇
すると親油性となることから[24]，O/W エマルションでは
温度上昇にともなって相分離し，すべての場合で分裂が発
生するのに対し，W/O エマルションでは温度上昇に対して
比較的安定なため，より高い温度，より遅い時期にならな
いと，分裂発生の頻度が高くならなかったものと考えられ
る．

4.  結言

　高温壁面上で球状蒸発するエマルション液滴について，
そのミクロ爆発挙動を O/W エマルションと W/O エマル
ションで比較するとともに，それに及ぼす壁面温度および
液滴初期直径の影響について検討した．ベース燃料は n－
ドデカンとし，含水率は 20 vol.% とした．その結果，以下
の結論が得られた．

1. O/W エマルションでは，早期に相分離して水分相がベー
ス燃料に内包され，比較的早い時期にその突沸によって，
強いミクロ爆発である分裂が発生する．壁面温度が高く
なると，分裂発生までの最小待ち時間と待ち時間がとも
に短くなる．液滴初期直径が大きくなると，最小待ち時
間は長くなるが，待ち時間にはあまり影響しない．

2. W/O エマルションでは，断続的なパフィングが発生す
るか，数回のパフィングの後に分裂が発生する．壁面温
度が低い場合には水分の凝集，合一や相分離はあまり見
られず，パフィングを繰返して液滴が消失するが，壁面
温度が高くなるとともに高頻度で相分離が見られるよう
になり，その場合に分裂が発生する．相分離には，O/W 
エマルションよりも長い時間が必要であり，そのために
分裂発生も遅い時期となる．パフィングの繰返しは，相
分離を遅延させる．液滴初期直径が大きくなると，O/W 
エマルションと同様に分裂発生までの最小待ち時間は長
くなるが，待ち時間にはあまり影響しない．
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