
8:00

9:30-9:40

9:40-10:40

Ａ会場（メインホール） Ｂ会場（202号室） Ｃ会場（203号室） Ｄ会場（204号室） Ｅ会場（特別会議室） 展示室（201号室） ホワイエ

A11：乱流燃焼Ⅰ
座長：小林 秀昭（東北大学）

B11：燃焼排出物Ⅰ
座長：石井 一洋（横浜国立大学）

C11：固体燃焼Ⅰ
座長：松岡　常吉（豊橋技術科学大学）

D11：Fire/IgnitionⅠ
座長：Samuel L. Manzello(NIST)

E11：層流燃焼Ⅰ
座長：櫻井　毅司（首都大学東京）

11:00-11:20 B111: 数値シミュレーションによる

微粒子の捕集過程と温度依存性の検
討
＊山本 和弘(名古屋大学),

矢ヶ崎 勝太(名古屋大学)

C111: 固体燃料の燃焼に及ぼす粒径

の影響 -燃焼率に関する限界条件-

＊牧野 敦(愛知工業大学)

D111: Low Oxygen Extinction Behavior

of Li-ion Batteries Electrolyte with

Phosphorus-based Flame Retardant in a

Wick Combustion System

*Feng Guo (Hokkaido University),

Katsunori Nishimura (Hitachi, Ltd.),

Nozomu Hashimoto (Hokkaido

University),

Osamu Fujita (Hokkaido University)

E111: ふく射熱損失がメタン/空気/

水ミスト予混合火炎に及ぼす影響
＊中西 聖也(秋田県立大学),

中村 聖(秋田県立大学),

大上 泰寛(秋田県立大学),

鶴田 俊(秋田県立大学)

11:20-11:40 B112: プール燃焼を模擬した反応帯

における芳香族炭化水素の成長に関
する研究
＊足立 久也(大分大学),

髙橋 美紗紀(大分大学),

伊東 朋晃(大分大学),

橋本 淳(大分大学),

田上 公俊(大分大学)

C112: 微粉炭粒子、揮発分、すす1

次粒子の2次元レーザ計測による微

粉炭噴流火炎中のすす生成に関する
研究
＊泰中 一樹(電力中央研究所),

Ahn Seongyool (九州大学),

丹野 賢二(電力中央研究所),

福井 淳平(大阪大学),

中塚 記章(大阪大学),

東野 秀隆(大阪大学),

林 潤(京都大学),

赤松 史光(大阪大学)

D112: Pulse width optimization for laser

ignition

*Hwan Hong Lim(Institute for Molecular

Science),

Takunori Taira (Institute for Molecular

Science)

E112: 床面近傍での可燃性固体の燃

え拡がり
＊後藤 舞香(山形大学),

山田 力也(山形大学),

桑名 一徳(山形大学),

櫛田 玄一郎(愛知工業大学)

11:40-12:00 A112: 超希薄プロパン混合気の乱流

燃焼速度特性に与える水素および希
釈ガスの影響に関する実験的検討
＊植田 啓司(愛媛大学),

中原 真也(愛媛大学),

許 翌萱(愛媛大学),

黒川 恭丞(愛媛大学),

石橋 隆浩(愛媛大学),

阿部 文明(愛媛大学)

B113: プロパン拡散火炎の芳香族炭

化水素生成特性に圧力が及ぼす影響
＊伊東 朋晃(大分大学),

髙橋 美紗紀(大分大学),

足立 久也(大分大学),

橋本 淳(大分大学),

田上 公俊(大分大学)

C113: 廃プラスチック粉体火炎の加

熱空気による安定化
須田 捷生(群馬工業高等専門学校),

花井 宏尚(群馬工業高等専門学校)

D113: Study on Ignition Behaviors for n-

Butane Mixtures Using a Compact Rapid

Compression Machine

*Pravendra Kumar (The University of

Tokyo),

Tomokazu Funahashi (The University of

Tokyo),

Fangsi Ren (The University of Tokyo),

Shinji Nakaya (The University of

Tokyo),

Mitsuhiro Tsue (The University of

Tokyo)

E113: 水素空気ブンゼン火炎のTip

Opening現象に関する数値解析によ

る検討
＊溝渕 泰寛(宇宙航空研究開発機

構),竹野 忠夫(宇宙航空研究開発機

構)

12:00-12:20 A113: 旋回乱流予混合火炎の火炎構

造と局所熱発生率変動
＊青木 虹造(東京工業大学),

志村 祐康(東京工業大学),

源 勇気(東京工業大学),

店橋 護(東京工業大学)

B114:イソオクタンとノルマルヘプ

タンを燃料とする予混合SIエンジン

から排出される燃焼生成物の検討
＊高澤 悟(日本工業大学),

稲毛 基大(日本工業大学),

中野 道王(日本工業大学)

C114:木質系バイオマス内部構造の

X線CT評価と熱分解およびガス化特

性への影響
＊渡部 弘達(東京工業大学)

D114: Analysis of Hot Ignition

Preparation Reaction in Homogeneous

Charge Compression Ignition

*Muhammad Safwan

Mazelan(University of Toyama),

Atsumu Tezaki (University of Toyama),

Mohd Adnin Hamidi(University

Malaysia Pahang)

E114: 希釈燃料を用いた回転対向流

双子火炎の燃焼機構
＊福田 瑛人(筑波大学),

西岡 牧人(筑波大学)

12:20-12:40 A114: レーザ計測を利用した火炎の

安定性と燃焼排出物の評価
＊山田 直(名古屋大学),

山本 和弘(名古屋大学)

B115: 反応流動管を用いたベンゼン

の熱分解とPMの生成についての研

究
＊北原 鷹大(東京電機大学),

相澤 翼(東京電機大学),

柏 昂希(東京電機大学),

小林 佳弘(東京電機大学),

新井 雅隆(東京電機大学)

C115: 微粉炭粒子径が酸素燃焼時の

NOx生成特性に及ぼす影響

＊沼田 慎平(山口大学),

瀬尾 健彦(山口大学),

三上 真人(山口大学)

D115: Investigation of ignition process

in HCCI engine with normal heptane

fuel

*Sahadev Thapa (University of Toyama),

Atsumu Tezaki (University of Toyama),

Muhammad Safwan Mezalan(University

of Toyama)

E115: 2次元火炎伝播におけるG方程

式の数値解法
＊桑名 一徳(山形大学),

矢崎 成俊(明治大学)

12:40-13:40

13:40-14:30
ポスターセッション: P1

A12：乱流燃焼Ⅱ
座長：山本 和弘（名古屋大学）

B12：燃焼排出物Ⅱ
座長：田上 公俊（大分大学）

C12：固体燃焼Ⅱ
座長：花井 宏尚（群馬大学）

D12：Fire/IgnitionⅡ
座長：中村 祐二（豊橋技術科学大学）

E12：層流燃焼Ⅱ
座長：大上 泰寛（秋田県立大学）

14:30-14:50 A121: 乱流拡散火炎の浮き上がり高

さに対する既燃ガス巻き込みの影響
の解明
＊石原 達朗(徳島大学),

川崎 史也(徳島大学),

坂井 秀成(徳島大学),

名田 譲(徳島大学),

木戸口 善行(徳島大学)

B121: ガソリンサロゲート燃料のす

す粒子生成モデルに関する研究
＊生井 裕樹(日本大学),

由井 寛久(日本大学),

岩田 和也(日本大学),

今村 宰(日本大学),

小橋 好充(北海道大学),

橋本 淳(大分大学),

石井 一洋(横浜国立大学),

秋濱 一弘(日本大学)

C121: 対向流中における電線上の燃

え拡がり火炎の形状および伝播速度
に雰囲気酸素濃度が及ぼす影響
＊金野 佑亮(北海道大学),

都築 克弥(北海道大学),

橋本 望(北海道大学),

藤田 修(北海道大学)

D121: Application of 4D-Laser Induced

Interferometry for spray Ignition

experiments

*Laurent Zimmer (University Paris

Saclay)

E121: 超希薄を含む水素－プロパン

混合気の微小球状層流火炎の燃焼速
度特性に関する研究
＊図子 和樹(愛媛大学),

中原 真也(愛媛大学),

工藤 寿悦(愛媛大学),

阿部 文明(愛媛大学)

14:50-15:10 A122: nヘプタン・空気HCCI燃焼に

おける着火・火炎伝播特性の解明
＊近藤 悠太(東京工業大学),

源 勇気(東京工業大学),

志村 祐康(東京工業大学),

店橋 護(東京工業大学)

B122: 非円形燃料ノズルを用いた同

軸流拡散火炎のすす排出抑制に関す
る研究
＊笠谷 直史(岩手大学),

菊池 護(岩手大学),

末永 陽介(岩手大学),

柳岡 英樹(岩手大学)

C122: 高炉ブローパイプ内における

褐炭の燃焼・ガス化シミュレーショ
ン
＊赤尾津 翔大(東北大学),

石母田 健悟(東北大学),

齋藤 泰洋(東北大学),

松下 洋介(東北大学),

青木 秀之(東北大学),

村尾 明紀(JFEスチール),

野澤 創平(九州大学)

D122: Experiments to Quantify

Firebrand Production from Roofing

Assembly Combustion

*Samuel L. Manzello(NIST),

Sayaka Suzuki (NRIFD),

Tomohiro Naruse (BRI)

E122: 辻バーナ型対向流拡散火炎の

消炎限界に関する研究
＊石川 貴之(筑波大学),

西岡 牧人(筑波大学)

炎の写真展
機器・カタログ展示

昼食および機器展示ランチオンセミナー（E会場）
　"高速度カメラ及び周辺機器を用いた計測事例"　株式会社ナックイメージテクノロジー

"内燃機関診断や実験力学評価のための高速赤外線イメージングの紹介"　コーンズ テクノロジー株式会社
"最新の画像計測機器のご紹介"　日本カノマックス株式会社

司会：勝身　俊之（長岡技術科学大学）

［基調講演］
A111: 次世代ＩＣエンジンのための

乱流燃焼機構の解明とモデル化

店橋 護（東京工業大学）

第55回燃焼シンポジウム　講演プログラム

炎の写真展
機器・カタログ展示

開会式（メインホール）
開会宣言および挨拶　第55回燃焼シンポジウム実行委員長　手崎　衆（富山大学）

司会：榎本　啓士（金沢大学）

ポスター掲示

特別講演（メインホール）「水素のエンジン燃焼研究に携わって」
塩路　昌宏　先生（京都大学）
司会：手崎　衆（富山大学）

参加登録



15:10-15:30 A123: 水素噴流火炎の浮き上がりに

及ぼすバーナ形状の影響
＊野崎 光一(首都大学東京),

湯浅 三郎(首都大学東京大学院),

青木 夏音(首都大学東京),

櫻井 毅司(首都大学東京大学院)

B123: 回転式金属メッシュを用いた

クエンチングプール火炎から放出さ
れたPMの特性

＊宮崎 友稀(東京電機大学),

小林 佳弘(東京電機大学),

新井 雅隆(東京電機大学)

C123: 微粉炭燃焼場における灰粒子

の凝集・脱離挙動のモデル化
＊松山 達也(名古屋大学),

植木 保昭(名古屋大学),

義家 亮(名古屋大学),

成瀬 一郎(名古屋大学)

D123: Investigation on firebrand

generation from reduced-scale mock-ups

*Sayaka Suzuki (National Research

Institute of Fire and Disaster ),

Samuel L. Manzello(National Institute of

Standards and Technology)

E123: 対向流一枚火炎の消炎限界に

与える酸素富化の影響
＊川添 裕三(九州大学),

橋本 英樹(神戸市立工業高等専門学

校),

森上 修(九州大学),

村瀬 英一(九州大学)

15:30-15:50 A124: 熱音響燃焼振動のネットワー

ク構造の基礎的解明
＊賀来 健太郎(東京理科大学),

村山 聖悟(東京理科大学),

小林 翼(東京理科大学),

後藤田 浩(東京理科大学)

B124: 気相・表面化学種の分析に基

づく三元触媒用の詳細表面反応デー
タベースの構築 -Al2O3担持された

複合触媒におけるCO/O2反応機構-

＊森山 大輔(広島大学),

下栗 大右(広島大学),

香西 祐輔(広島大学),

日隈 聡士(熊本大学物質生命科学

科),

松本 有平(マツダ),

本郷 均(マツダ),

横畑 英明(マツダ),

村上 浩(マツダ),

竹林 広行(マツダ)

C124: 固体表面の燃焼時ガス組成測

定手法の開発
＊藤部 康弘(新日鉄住金)

D124: Experimental investigation on the

smoldering of scraps of paper

*Hui Yan (Hokkaido University),

Osamu Fujita (Hokkaido University)

E124: マイクロバーナアレイ上に形

成される火炎のパッフィング周波数
に関する検討
＊足立 久雄(中部大学),

平沢 太郎(中部大学),

渕端 学(近畿大学),

Ahmad Salaimeh (University of

Kentucky),

Kozo Saito (University of Kentucky)

A13：乱流燃焼Ⅲ
座長：志村 祐康（東京工業大学）

B13：燃焼排出物Ⅲ
座長：小林 佳弘（東京電機大学）

C13：固体燃焼Ⅲ
座長：中塚 記章（大阪大学）

D13：モデリング・数値計算
座長：松下 洋介（東北大学）

E13：層流燃焼Ⅲ
座長：下栗 大右（広島大学）

16:00-16:20 A131: 位相幾何学に基づく高ダムケ

ラー数水素・空気乱流予混合火炎の
形態と構造
＊源 勇気(東京工業大学),

Basmil Yenerdag (東京工業大学),

店橋 護(東京工業大学)

B131: 燃料種の違いによる窒素酸化

物排出低減に及ぼす超音波の効果
＊増田 信凜(室蘭工業大学),

廣田 光智(室蘭工業大学),

中村 祐二(豊橋技術科学大学),

畠中 和明(室蘭工業大学),

齋藤 務(室蘭工業大学)

C131: 斜面上方への燃え拡がり限界

傾斜角度と間隙高さの関係
＊檜山 圭一郎(秋田県立大学),

鶴田 俊(秋田県立大学),

大徳 忠史(秋田県立大学)

D131: 航空機エンジン用サブスケー

ル燃焼器内乱流噴霧燃焼場のLarge-

Eddy Simulation -FPVモデルとFGMモ

デルの比較-

＊武藤 昌也(京都大学),

Yong Hu (京都大学),

黒瀬 良一(京都大学),

森合 秀樹(三菱重工航空エンジン)

E131: 壁面近傍で安定化された冷炎

の数値計算とHCHO-PLIF計測

＊李 敏赫(東京大学),

范 勇(東京大学),

Christopher Reuter (Princeton

University),

Yiguang Ju (Princeton University),

鈴木 雄二(東京大学)

16:20-16:40 A132: 乱流予混合火炎の乱流構造

＊牧田 庸寛(東京都立産業技術高等

専門学校)

齋藤 博史(東京都立産業技術高等専

門学校),

橋本 英樹(神戸市立工業高等専門学

校),

古川 純一(東京都立産業技術高等専

門学校)

B132: 反射衝撃波背後におけるガソ

リンサロゲート燃料の煤生成に及ぼ
す当量比の影響
＊田中 万里子(横浜国立大学),

永田 勇気(横浜国立大学),

石井 一洋(横浜国立大学),

小橋 好充(北海道大学)

C132: 微小ガス爆発で誘起された粉

じん爆発における可燃ガス濃度の影
響
花井 宏尚(群馬工業高等専門学校),

＊大浦 聡仁(群馬大学)

D132: CH4/air予混合気を対象とした

簡易化学反応機構の構築および火炎
のCFDへの適用

＊佐々木 優太(東北大学),

中村 寿(東北大学),

丸田 薫(東北大学, 極東連邦大学)

E132: 旋回流を用いた超希釈予混合

燃焼に関する研究
＊安田 健太(筑波大学),

本澤 尚史(東京ガス),

冨永 隆一(東京ガス),

西岡 牧人(筑波大学)

16:40-17:00 A133: 乱流予混合火炎のDNSデータ

を用いた数値レーザトモグラフィ法
の構築
＊花浴 匡維(岡山大学),

坪井 和也(岡山大学),

冨田 栄二(岡山大学),

長谷川 達也(名古屋大学)

B133: マイクロフローリアクタの排

気冷却堆積物分析によるすす生成過
程に関する研究
＊武田 拓也(日本大学),

由井 寛久(日本大学),

岩田 和也(日本大学),

今村 宰(日本大学),

秋濱 一弘(日本大学)

C133: 微粉炭焚きボイラにおけるア

ンモニア混焼が排出NOxに与える影

響
＊石原 咲子(IHI),

張 聚偉(IHI),

伊藤 隆政(IHI),

藤森 俊郎(IHI)

D133: HCOGベンチスケール改質器

内流れのLarge-eddy simulation

＊Yu  Panlong(九州大学),

則永 行庸(名古屋大学),

渡邊 裕章(九州大学),

北川 敏明(九州大学)

E133: デカン空気辻バーナ型対向流

拡散火炎の実験的研究
＊潘 家輝(筑波大学),

西岡 牧人(筑波大学),

柿沼 大輝(筑波大学)

17:20-17:40 A134: 壁面近傍におけるCH4/H2/Air

予混合火炎のDNS

＊竹中 健一朗(京都大学),

甲斐 玲央(京都大学),

武藤 昌也(京都大学),

黒瀬 良一(京都大学)

B134: ディーゼル機関排出ガス昇温

用再生加熱式小型バーナの始動性の
改善
＊勝田 桂輔(日本大学),

野村 浩司(日本大学),

菅沼 祐介(日本大学),

齋藤 郁(日野自動車),

津曲 一郎(日野自動車)

C134: 限界酸素指数試験時における

各種プラスチック材料内部の蛍光体
を用いた非接触温度測定
＊田中 郁也(慶應義塾大学),

山崎 大輔(慶應義塾大学),

横森 剛(慶應義塾大学),

細貝 亜樹(宇宙航空研究開発機構),

中村 祐二(豊橋技術科学大学)

D134: 双曲線関数を用いた層流予混

合火炎の火炎特性の予測
＊力武 翔(徳島大学),

名田 譲(徳島大学),

木戸口 善行(徳島大学),

店橋 護(東京工業大学)

E134: 軽炭化水素と水素の混合燃料

の超希薄予混合旋回火炎の研究
＊足立 和輝(筑波大学),

山崎浩一(筑波大学),

上道茜(東京大学),

西岡牧人(筑波大学)

18:00-19:35

             若手ワークショップ

1. Successful Failure(栄光の失敗)

＊戸田信雄（富山県航空機産業アド
バイザー／富山県立大学客員教授）
2. 基礎研究成果のエンジン開発への

応用
＊寺地淳（日産自動車）

炎の写真展
機器・カタログ展示



第２日 Ａ会場（メインホール） Ｂ会場（202号室） Ｃ会場（203号室） Ｄ会場（204号室） Ｅ会場（特別会議室） 展示室（201号室） ホワイエ

A21：火災Ⅰ
座長：鶴田 俊（秋田大学）

B21：エンジン燃焼Ⅰ
座長：北川 敏明（九州大学）

C21：化学反応Ⅰ
座長：三好 明（広島大学）

D21：Laminar
座長：矢作 裕司（芝浦工業大学）

E21：層流燃焼Ⅳ
座長：中原 真也（愛媛大学）

9:10-9:30 B211: ドーム形フラン地付き点火プ

ラグの耐久性に関する研究
＊中村 和貴(日本大学),

菅沼 祐介(日本大学),

野村 浩司(日本大学),

梅沢 修一(東京電力ホールディング

ス),

杉田 勝彦(東京電力ホールディング

ス),

氏家 康成(日本大学)

C211: アンモニウムジニトラミドの

液相反応機構
＊伊里 友一朗(横浜国立大学),

三宅 淳巳(横浜国立大学)

D211: Effects of heat loss on the

unstable behavior of low-Lewis-number-

cellular premixed flames in large

domain: Numerical calculations based on

the diffusive-thermal model equation

Thwe Thwe Aung(Nagaoka University

of Technology),

Toshiyuki Katsumi (Nagaoka University

of Technology),

Kadowaki Satoshi(Nagaoka University

of Technology)

E211: 燃料電池システム用拡散燃焼

バーナの開発
＊飯山 繁(パナソニック),

岸本 悟(パナソニックプロダクショ

ンエンジニアリング),

本田 直弥(パナソニック),

武田 憲有(パナソニック)

9:30-9:50 B212: マイクロ波プラズマ点火が噴

霧燃焼に及ぼす影響
＊関根 元輝(日本大学),

菅沼 祐介(日本大学),

野村 浩司(日本大学),

中谷 辰爾(東京大学),

津江 光洋(東京大学),

氏家 康成(日本大学)

C212: ジフルオロメタン熱分解のキ

ネティクス
＊松木 亮(産業技術総合研究所),

椎名 拡海(産業技術総合研究所)

D212: On the equivalence ratio

dependence of the reactivity of ultra-lean

PRF/air weak flames in a micro flow

reactor with a controlled temperature

profile

*Philipp Grajetzki (Tohoku University),

Hisashi Nakamura (Tohoku University),

Takuya Tezuka (Tohoku University),

Susumu Hasegawa (Tohoku University),

Kaoru Maruta (Tohoku University)

E212: 大気圧非平衡プラズマジェッ

トを活用した壁面の化学的消炎効果
の評価
＊赤尾 拓磨(名古屋工業大学),

由永 あい(名古屋工業大学),

齋木 悠(名古屋工業大学),

石野 洋二郎(名古屋工業大学)

9:50-10:10 A212: 流動するケロシン上の燃え拡

がり -津波火災の基礎研究-

＊田水 秀和(弘前大学),

鳥飼 宏之(弘前大学),

伊藤 昭彦(弘前大学)

B213: レーザー着火式内燃機関にお

ける着火位置の影響
＊百瀬 元気(明星大学),

齊藤 剛(明星大学),

高橋 栄一(産業技術総合研究所),

古谷 博秀(産業技術総合研究所)

C213: 炭化水素の熱分解により生成

されるPAHsがすすの生成に及ぼす

影響
＊加賀 慶一(東北大学),

荒木 耀一朗(東北大学),

菅野 新(東北大学),

松川 嘉也(東北大学),

齋藤 泰洋(東北大学),

松下 洋介(東北大学),

青木 秀之(東北大学),

江良 康貴(旭カーボン),

青木 崇行 (旭カーボン),

山口 東吾 (旭カーボン)

D213: Effect of geometrical parameters

on thermo-acoustic stability of

downward propagating flames in tubes

*Ajit Kumar Dubey(Hokkaido

University),

Yoichiro Koyama (Hokkaido University),

Nozomu Hashimoto (Hokkaido

University),

Osamu Fujita (Hokkaido University)

E213: 微量燃料添加による噴流拡散

火炎の吹き飛び抑制法の研究
＊成田 大(筑波大学),

上道 茜(東京大学),

西岡 牧人(筑波大学)

10:10-10:30 A213: 乱流火災の同期現象の解明

＊高木 一至(東京理科大学),

後藤田 浩(東京理科大学),

徳田 功(立命館大学),

宮野 尚哉(立命館大学)

B214: 急速圧縮膨張装置のノック特

性に及ぼす自着火伝ぱ火炎の影響
＊山元 太聖(大分大学),

大石 裕太(大分大学),

橋本 淳(大分大学),

嶋田 不美生(大分大学),

田上 公俊(大分大学),

森吉 泰生(千葉大学)

C214: 原料のキャリアガスがすすの

生成に及ぼす影響
＊荒木 耀一朗(東北大学),

加賀 慶一(東北大学),

菅野 新(東北大学),

松川 嘉也(東北大学),

齋藤 泰洋(東北大学),

松下 洋介(東北大学),

青木 秀之(東北大学),

江良 康貴(旭カーボン),

青木 崇行 (旭カーボン),

山口 東吾 (旭カーボン)

D214: Development of surface reaction

model for DME/air weak flame in

alloy/metal-coated channels

*Sui Wan(The University of Tokyo),

Yong Fan(The University of Tokyo),

Kaoru Maruta (TohokuUniversity/Far

Eastern University),

Yuji Suzuki(The University of Tokyo)

E214: 7つのメタン噴流により形成

される微小火炎群の排ガス特性およ
び加熱特性
＊荒木 隆(中部大学),

平沢 太郎(中部大学)

10:30-10:50 A214: ＦＤＳによる洞道火災事故の

再現シミュレーション
＊錦 慎之助(鹿児島大学)

B215: 中間生成物の挙動分析による

圧縮自着火機構の検証
＊二羽 龍太郎(富山大学),

本田 智之(富山大学),

Safwan Mazelan (富山大学),

手崎 衆(富山大学)

C215: 連続式圧縮膨脹反応器による

高沸点炭化水素混合燃料の圧縮自着
火特性の測定
＊泉 侃人(豊橋技術科学大学),

藤野 滉司(豊橋技術科学大学),

近藤 貴浩(豊橋技術科学大学),

小口 達夫(豊橋技術科学大学)

D215: Transition to Secondary Acoustic

Instability induced by External Laser

Irradiation in a Tube

*Yongho Chung (Hokkaido University),

Nozomu Hashimoto (Hokkaido

University),

Osamu Fujita (Hokkaido University)

E215: 小型渦流燃焼発電システムに

おける伝熱の制御による高効率化
＊垰本 優樹(広島大学 ),

下栗 大右(広島大学 ),

佐藤 浩之(ダイニチ工業),

横尾 直樹(ダイニチ工業)

A22：火災Ⅱ
座長：鳥飼 宏之（弘前大学）

B22：エンジン燃焼Ⅱ
座長：河原 伸幸（岡山大学）

C22：化学反応Ⅱ
座長：高橋 和夫（上智大学）

D22：Turbulent
座長：早川 晃弘（東北大学）

E22：層流燃焼Ⅴ
座長：平沢 太郎（中部大学）

11:00-11:20 A221: 水素-空気混合気の球状伝播火

炎における乱れの発生
＊金 佑勁(広島大学),

佐藤 誉竜(広島大学),

城崎 知至(広島大学),

遠藤 琢磨(広島大学)

B221: 高速度OH-PLIF計測によるガ

スタービン燃焼振動現象の研究
＊荒瀬 秀太(慶應義塾大学),

立花 繁(宇宙航空研究開発機構),

吉田 征二(宇宙航空研究開発機構),

横森 剛(慶應義塾大学)

C221: 断熱圧縮膨張による水からの

水素生成シミュレーション
＊山本 真裕(富山大学),

永野 修平(富山大学),

田中 悠喜(富山大学),

手崎 衆(富山大学)

D221: Turbulent combustion modeling

using flame thickness control

*Chika Kakegawa (Siemens PLM

Software Computational Dynamics

K.K.),

Vanjiappan Palanisamy (Siemens PLM

Software Computational Dynamics

K.K.),

Graham Goldin (Siemens PLM

Software)

E221: 詳細反応モデルによるケロシ

ン部分予混合火炎の非定常シミュ
レーション
＊松山 新吾(宇宙航空研究開発機構)

11:20-11:40 A222: 薄い固体の燻焼燃え拡がりに

関する数値シミュレーション
＊遊佐 真弓(山形大学),

桑名 一徳(山形大学),

櫛田 玄一郎(愛知工業大学)

B222: 同心円状濃度勾配場における

HCCI燃焼のノック挙動

＊伴場 祥平(岐阜大学),

石田 康輔(岐阜大学),

高橋 周平(岐阜大学),

井原 禎貴(大同大学)

C222: 熱発生と物質輸送に基づいた

二化学種関係を用いたDRG法による

詳細反応機構簡略化
＊山崎 一彦(筑波大学),

上道 茜(東京大学),

西岡 牧人(筑波大学)

D222: Local flame displacement speed

of a centrally-ignited premixed flame in a

constant volume vessel

Basmil Yenerdag (Tokyo Institute of

Technology),

*Yuki Minamoto (Tokyo Institute of

Technology),

Masayasu Shimura (Tokyo Institute of

Technology),

Mamoru Tanahashi (Tokyo Institute of

Technology)

E222: 定常冷炎を用いた着火特性に

関する研究
＊巽 遼太(東北大学),

中村 寿(東北大学),

長谷川 進(東北大学),

手塚 卓也(東北大学),

丸田 薫(東北大学)

11:40-12:00 A223: 燻焼燃え拡がりとパターン形

成
＊増山 紋加(山形大学),

桑名 一徳(山形大学),

櫛田 玄一郎(愛知工業大学)

B223: 急速圧縮機における圧縮自着

火燃焼時のノック強度と低温酸化反
応の相関
＊篠谷 大幹(岐阜大学),

楊 麗春(岐阜大学),

高橋 周平(岐阜大学)

C223: ノナン（C9H20）異性体の着

火遅れ
＊山田 眞平(広島大学),

下栗 大右(広島大学),

崎間 俊明(広島大学),

松原 圭輝(広島大学),

八房 智顯(広島工業大学),

遠藤 琢磨(広島大学),

乃生 芳尚(マツダ),

斉藤 史彦(マツダ),

三好 明(広島大学)

D223: Control of Turbulent Swirling Jet

Flame Using Circular DBD Plasma

Actuator

*Sujoy Chakraborty (Tokyo Institute of

Technology),

Masayasu Shimura(Tokyo Institute of

Technology),

Mamoru Tanahashi(Tokyo Institute of

Technology)

E223: 天然ガスの組成変化に対する

ブンゼン火炎の応答
＊石橋 卓也(慶應義塾大学),

梅沢 修一(東京電力ホールディング

ス),

横森 剛(慶應義塾大学),

植田 利久(慶應義塾大学)

［基調講演］

A211: 火災安全・爆発安全のための燃

焼研究
＊土橋　律(東京大学)

ポスター掲示

炎の写真展
機器・カタログ展示



12:00-12:20 A224: L字ついたて背面に形成され

る火災旋風に関する研究
＊猪狩 萌(山形大学),

佐々木 知美(山形大学),

桑名 一徳(山形大学)

B224: 乱流特性が燃焼特性および火

炎面形状に及ぼす影響についての検
討
＊森田 理喜(九州大学),

福島 拓哉(九州大学),

永野 幸秀(九州大学),

北川 敏明(九州大学)

C224: ノナン／ドデカン異性体混合

燃料の着火遅れ
＊崎間 俊明(広島大学),

下栗 大右(広島大学),

山田 眞平(広島大学),

松原 圭輝(広島大学),

八房 智顯(広島工業大学),

遠藤 琢磨(広島大学),

乃生 芳尚(マツダ),

斉藤 史彦(マツダ),

三好 明(広島大学)

D224: Does Turbulent Facilitated

Ignition through Differential Diffusion

be Independent of Spark Gap?

*Sheng Yang Shy(National Central

University),

Minh Tien Nguyen(National Central

University),

Chien Chia Liu(Max Planck Institute for

Dynamics and Self-Organization),

Shih Yao Huang(National Central

University)

E224: 燃料濃度変動を伴うよどみ流

層流予混合火炎の挙動に及ぼす燃料
の影響
＊丹羽 陽介(慶應義塾大学),

川崎 大治郎(慶應義塾大学),

横森 剛(慶應義塾大学),

植田 利久(慶應義塾大学)
炎の写真展

機器・カタログ展示

12:20-13:20

13:20-14:10
ポスターセッション: P2

A23：火災Ⅲ
座長：錦 慎之助（鹿児島大学）

B23：エンジン燃焼Ⅲ
座長：菅沼　祐介（日本大学）

C23：着火・消炎Ⅰ
座長：林 潤（京都大学）

D23：新燃料・代替燃料Ⅰ
座長：小林 敬幸（名古屋大学）

E23：層流燃焼Ⅵ
座長：中谷 辰爾（東京大学）

14:10-14:30 A231: 石炭の自然発火に関する低温

(40～120℃)での酸化・ガス化挙動

＊加藤 文崇(豊田工業大学),

武野 計二(豊田工業大学)

B231: 誘電体バリア放電プラズマによ

る火炎伝播促進
＊倉持 晃(筑波大学, 産業技術総合研

究所),

高橋 栄一(産業技術総合研究所),

西岡 牧人(筑波大学)

C231: 流動場における火花放電の放

電路変化に与える圧力の影響
＊文 鉉太(日本大学),

池本 崇記(日本大学),

今村 宰(日本大学),

岩田 和也(日本大学),

秋濱 一弘(日本大学)

D231: 火炎中不純物に起因するラジカ

ル捕捉効果が発現する、アンモニア燃
焼の特徴
＊谷口 正行

E231: 同軸型DBDプラズマアクチュ

エータを用いた燃焼バーナーノズルに
おける燃焼制御
＊金井 翔太(日本大学),

土田 紘司(日本大学),

秋元 雅翔(日本大学),

吉田 幸司(日本大学),

木村 元昭(日本大学)

14:30-14:50 A232: がん具煙火による薄い可燃性

固体の着火
＊鈴木 健(消防研究センター)

B232: 火花放電誘発圧縮自己着火燃

焼に及ぼす燃料蒸発特性の影響
＊土田 泰輔(滋賀県立大学),

山根 浩二(滋賀県立大学),

河崎 澄(滋賀県立大学)

C232: スマート・レーザー点火を目

指すジャイアントマイクロフォトニ
クス
＊平等 拓範(自然科学研究機構)

D232: アンモニア・天然ガス混焼　ガス

タービン燃焼器技術の開発 -第二報 低

NOx燃焼方法の実験的検討-

＊大西 正悟(IHI),

伊藤 慎太朗(IHI),

内田 正宏(IHI),

斎藤 司(IHI),

藤森 俊郎(IHI)

E232: 脈動燃料噴流により局所消炎し

た希薄予混合火炎の回復機構
＊川上 大地(芝浦工業大学),

矢作 裕司(芝浦工業大学)

14:50-15:10 A233: 乱流空気流中に形成される対

向流拡散火炎の消炎に及ぼすウォー
ターミスト濃度の影響
＊松尾 涼平(東京電機大学),

内藤 浩由(消防庁),

吉田 亮(東京電機大学)

B233: ユニフロー型舶用過給ディーゼ

ル機関における燃料噴射条件が大気
汚染物質に与える影響の数値シミュ
レーション
＊竹内 誠一(産業技術短期大学),

野口 智史(京都工芸繊維大学),

辻本 翔平(大幸薬品),

岡本 達幸(京都工芸繊維大学)

C233: 高速流におけるレーザー点火

とスパークプラグ点火の比較
＊遠藤 琢磨(広島大学),

竹中 祐平(広島大学),

桑本 佳祐(広島大学),

金 佑勁(広島大学),

城崎 知至(広島大学),

下栗 大右(広島大学),

難波 愼一(広島大学)

D233: アンモニアガスタービンとテストリ

グの燃焼器排ガス特性の違いについて
＊倉田 修(産業技術総合研究所),

壹岐 典彦(産業技術総合研究所),

松沼 孝幸(産業技術総合研究所),

井上 貴博(産業技術総合研究所),

辻村 拓(福島再生可能エネルギー研究

所),

古谷 博秀(福島再生可能エネルギー研

究所),

小林 秀昭(東北大学),

早川 晃弘(東北大学)

E233: 局所的な火炎伸長が燃焼速度

に及ぼす影響
＊安形 涼(秋田県立大学),

大上 泰寛(秋田県立大学)

15:10-15:30 A234: プロパン－空気浮き上がり火

炎基部の乱流火炎伝播速度に及ぼす
ウォーターミストの影響
＊浅野 慎一(東京電機大学),

内藤 浩由(消防庁),

吉田 亮(東京電機大学)

B234: 圧縮膨張機関での二元燃料燃

焼におけるエンドガス自着火の可視化
＊坂下 啓介(岡山大学),

河原 伸幸(岡山大学),

冨田 栄二(岡山大学)

C234: 高圧水素の大気噴出における

濃度変動と着火特性
＊武野 計二(豊田工業大学),

岡林 一木(三菱重工業),

朝原 誠(岐阜大学),

林 光一(青山学院大学),

小森 雅浩(石油エネルギー技術セン

ター)

D234: メタルニットバーナによる二酸化

炭素希釈メタンの希釈燃焼限界に関す
る研究
＊加藤 拓磨(東京ガス),

冨永 隆一(東京ガス),

本澤 尚史(東京ガス),

西岡 牧人(筑波大学)

E234: 周期的当量比変動に対するよど

み流平面予混合火炎の応答
＊菊池 俊将(岩手大学),

菊池 護(岩手大学),

末永 陽介(岩手大学),

柳岡 英樹(岩手大学)

15:50-16:40

16:50-17:20

17:20-18:30

18:50-20:50

第3日 Ａ会場（メインホール） Ｂ会場（202号室） Ｃ会場（203号室） Ｄ会場（204号室） Ｅ会場（特別会議室） 展示室（201号室）

A31：超音速燃焼
座長：小原 哲郎（埼玉大学）

B31：エンジン燃焼Ⅳ
座長：古谷 博秀（産業技術総合研究

所）

C31：火災Ⅳ
座長：櫛田 玄一郎（愛知工業大学）

D31：新燃料・代替燃料Ⅱ
座長：渡部 弘達（東京工業大学）

E31：層流燃焼Ⅶ
座長：植田 利久（慶應義塾大学）

9:10-9:30 B311: 急速圧縮装置を用いたHCCIの

可視化及び数値計算による生成化学
種の検討
＊高橋 克仁(早稲田大学),

宮内 佑輔(日本大学),

田辺 光昭(日本大学),

草鹿 仁(早稲田大学)

C311: 高分子材料の下方燃え拡がり

における予熱過程に及ぼす試料厚み
の影響
＊濱上 和成(豊橋技術科学大学),

上條 将(豊橋技術科学大学),

松木 大輝(豊橋技術科学大学),

右田 龍弥(豊橋技術科学大学),

松岡 常吉(豊橋技術科学大学),

中村 祐二(豊橋技術科学大学)

D311: 高圧環境におけるCH4/air乱流

燃焼特性に及ぼすアンモニア添加の
影響
＊市川 昌紀(東北大学),

内藤 佑次(東北大学),

早川 晃弘(東北大学),

工藤 琢(東北大学),

小林 秀昭(東北大学)

E311: ペンテンおよびペンタン異性

体の基礎燃焼特性に関する研究
＊今富 優貴(大分大学),

三代 泰輔(大分大学),

田上 公俊(大分大学),

田中 光太郎(茨城大学),

小畠 健(JXTGエネルギー)

9:30-9:50 B312: ノッキング現象末端ガス中の

自着火開始位置について：ホット・
クールスポット形成メカニズム
＊寺島 洋史(北海道大学),

松木 亮(産業技術総合研究所),

越 光男(横浜国立大学)

C312: 薄い可燃性固体表面の流れ場

＊大徳 忠史(秋田県立大学),

鶴田 俊(秋田県立大学),

田中 晴隆(秋田県立大学),

高橋 智浩(ティラド)

D312: マイクロ波プラズマによるメ

タン合成
＊坂根 有亮(岐阜大学),

板谷 義紀(岐阜大学),

小林 信介(岐阜大学)

E312: ふく射2色CT法による測定温

度の精度
＊今見 理生(岐阜大学),

田中 悠之佑(岐阜大学),

高橋 周平(岐阜大学)

昼食
女性昼食会

産学連携研究事業「設計プロセスの高度化を目指した燃焼解析のプラットフォーム開発と検証」ワークショップ（その2）（E会場，12:20-13:10)

ポスター掲示

炎の写真展
機器・カタログ展示

懇親会（富山第一ホテル　大宴会場　天平の間）

特別講演（メインホール）　Spontaneous Ignition of Coal Stockpiles in a Coal Storage Yard and Its Suppression
Prof. Chae Hoon Sohn (Sejong University)

司会：門脇　敏(長岡技術科学大学)

国際賞授賞式・受賞講演（メインホール）

日本燃焼学会事業報告および表彰状授与式（メインホール）

［基調講演］
A311: 圧縮性流体中の燃焼現象解明

へ向けた数値解析による取り組み

松尾 亜紀子（慶應義塾大学）

炎の写真展
機器・カタログ展示



9:50-10:10 A312: デトネーション波の反射・再

開始による起爆エネルギー評価法に
関する研究
＊松岡 将司(北海道大学),

大関 敦(北海道大学),

桧物 恒太郎(北海道大学),

脇田 督司(北海道大学),

戸谷 剛(北海道大学),

永田 晴紀(北海道大学)

B313: ノッキング圧力振動を伴わな

い末端ガス自着火燃焼モード
＊佐藤 伴音(北海道大学),

寺島 洋史(北海道大学),

河野 通治(マツダ),

植木 義治(マツダ),

横畑 英明(マツダ)

C313: 極低圧場でのくん焼限界の調

査
＊山崎 拓也(豊橋技術科学大学),

松岡 常吉(豊橋技術科学大学),

中村 祐二(豊橋技術科学大学)

D313: マイクロアレイバーナーを用

いた水素・空気拡散火炎の燃焼特性
に関する研究
＊李 軍(名古屋大学),

小林 敬幸(名古屋大学),

伊藤 猛志郎(伊藤レーシングサービ

ス),

棚橋 浩一郎(伊藤レーシングサービ

ス),

松田 洋幸(伊藤レーシングサービ

ス),

伊藤 賢次(あいち産業科学技術総合

センター),

吉元 昭二(あいち産業科学技術総合

センター),

宮地 光彦(アルファシステム),

八神 征義(アルファシステム)

E313: 温度分布制御型マイクロフ

ローリアクタを用いた冷媒R125の

weak flameに関する研究

＊高橋 伸太郎(東北大学),

中村 寿(東北大学),

手塚 卓也(東北大学),

長谷川 進(東北大学),

丸田 薫(東北大学／極東連邦大学)

10:10-10:30 A313: 底面に単孔噴射器を有する

キャビティー保炎器の保炎に与える
境界層厚さの影響
＊山口 達也(東北大学),

市川 太郎(東北大学),

日沢 知寛(東北大学),

工藤 琢(東北大学),

早川 晃弘(東北大学),

小林 秀昭(東北大学)

B314: 定容燃焼容器において火炎伝

播中に発生するノック現象について
の考察
＊河野 健太(九州大学),

新屋 凌(九州大学),

田中 昇太(九州大学),

永野 幸秀(九州大学),

北川 敏明(九州大学)

C314: 蛇腹折りにしたろ紙上の燃え

拡がり
＊木村 凌介(弘前大学),

鳥飼 宏之(弘前大学)

D314: エンジンの熱効率向上を実現

する為の燃料分子の研究
＊横尾 望(トヨタ自動車),

宮元 敬範(トヨタ自動車),

中田 浩一(トヨタ自動車),

小畠 健(ＪＸＴＧエネルギー),

青木 剛(ＪＸＴＧエネルギー),

渡邊 学(ＪＸＴＧエネルギー)

E314: 多孔質体を用いた灯油燃料用

超小型燃焼器の燃焼特性
＊大和田 悠介(首都大学東京),

高山 尚之(首都大学東京),

櫻井 毅司(首都大学東京)

A32：デトネーションⅠ
座長：笠原 次郎（名古屋大学）

B32：エンジン燃焼Ⅴ
座長：西岡 牧人（筑波大学）

C32：着火・消炎Ⅱ
座長：田中 光太郎（茨城大学）

D32：新燃焼法Ⅰ
座長：奥村　幸彦

（舞鶴工業高等専門学校）

E32：微小重力燃焼Ⅰ
座長：高橋 周平（岐阜大学）

10:40-11:00 A321: 流路壁面粗さが火炎加速とデト

ネーション遷移に与える影響
＊藤澤 昌志(埼玉大学),

家永 翔伍(埼玉大学),

平原 佳祐(埼玉大学),

前田 慎市(埼玉大学),

小原 哲郎(埼玉大学)

B321: 燃料噴射弁の開弁圧力低下によ

る燃焼の変化について
＊山谷 尚弘(富山高等専門学校),

手﨑 衆(富山大学)

C321: 高乱流場における希薄プロパン/

空気予混合気の火花点火挙動
＊小林 泰治(東京大学),

石川 裕睦(東京大学),

吉村 隆之(東京大学),

中谷 辰爾(東京大学),

津江 光洋(東京大学)

D321: 自励振動現象の燃焼機器への

適用　-自励振動を利用した放射伝熱
型酸素富化燃焼バーナ-
＊斉藤 岳志(大陽日酸),

萩原 義之(大陽日酸),

山本 康之(大陽日酸),

山口 雅志(大陽日酸)

E321: 燃料液滴列を燃え広がる火炎先

端での液滴の点火挙動
＊菅沼 祐介(日本大学),

野村 浩司(日本大学),

氏家 康成(日本大学)

11:00-11:20 A322: 水素―酸素富化空気混合気を

用いた回転デトネーション波の伝播安
定性
＊池間 大輔(横浜国立大学),

倉田 航(横浜国立大学),

横田 篤(横浜国立大学),

石井 一洋(横浜国立大学)

B322: 加熱型高圧衝撃波管によるSIP

共通ガソリン着火遅れの広温度域計測
＊村井 梨紗子(上智大学),

舘野 弘樹(上智大学),

高橋 和夫(上智大学)

C322: 小孔から噴出した高圧水素

ジェット中の着火の数値解析
＊林 光一(青山学院大学),

坪井 伸幸(九州工業大学),

朝原 誠(岐阜大学),

Xinmeng Tang (上智大学),

Edyta Dzieminska (上智大学)

D322: 自励振動現象の燃焼機器への

適用 -振動周期の影響とその制御-

＊山口 雅志(大陽日酸),

斉藤 岳(大陽日酸),

山本 康之(大陽日酸),

萩原 義之(大陽日酸)

E322: ISS「きぼう」での液滴群燃え広が

り実験「Group Combustion」

＊三上 真人(山口大学),

瀬尾 健彦(山口大学),

吉田 泰子(山口大学),

野村 浩司(日本大学),

菅沼 祐介(日本大学),

森上 修(九州大学),

梅村 章(名古屋産業科学研究所),

坂下 哲也,(宇宙航空研究開発機構),

菊池 政雄(宇宙航空研究開発機構),

野倉 正樹(宇宙航空研究開発機構),

鈴木 拓真(宇宙航空研究開発機構),

Daniel: Dietrich(NASA)

11:20-11:40 A323: デトネーション・アレスターの開発

を目指した基礎実験
＊春山 晃寿(埼玉大学),

上田 翔太(埼玉大学),

前田 慎市(埼玉大学),

小原 哲郎(埼玉大学)

B323: 低温酸化反応の怪

＊三好 明(広島大学)

C323: ピストン圧縮によるn-

Tridecane/air予混合気の改質に由来す

るCO/H2/CH4混合気の着火特性評価

＊村上 雄紀(東北大学),

中村 寿(東北大学),

手塚 卓也(東北大学),

長谷川 進(東北大学),

朝井 豪(ヤンマー),

丸田 薫(東北大学 ／極東連邦大学)

D323: LPGを用いた高温空気燃焼の

NOx排出特性に対する空気混合の影

響
＊大喜多 弘樹(徳島大学),

名田 譲(徳島大学),

木戸口 善行(徳島大学),

杉山 和也(徳島大学)

E323: 微小重力場における液滴干渉を

伴う液滴群要素の燃え広がり限界特性
-ISS「きぼう」における「Group

Combustion」実験結果-

＊吉田 泰子(山口大学),

岩井 健太郎(山口大学),

永田 拳太郎(山口大学),

瀬尾 健彦(山口大学),

三上 真人(山口大学),

森上 修(九州大学),

坂下 哲也(宇宙航空研究開発機構),

菊池 政雄(宇宙航空研究開発機構),

野倉 正樹(宇宙航空研究開発機構),

鈴木 拓真(宇宙航空研究開発機構)

11:40-12:00 A324: パルスデトネーションタービンエ

ンジンの自立運転に向けた試み
＊四方 茂人(首都大学東京),

平井 雄己(首都大学東京),

高野 花蓮(首都大学東京),

櫻井 毅司(首都大学東京)

B324: 定容容器を用いた高温高圧条件

におけるエンドガス局所自着火現象の
解析
＊伊藤 祐太朗(広島大学),

下栗 大右(広島大学),

藤田 晴彦(広島大学),

藤川 茉子(広島大学),

山田 眞平(広島大学),

寺島 洋史(北海道大学),

河野 通治(マツダ),

本田 雄哉(マツダ),

植木 義治(マツダ),

横畑 英明(マツダ)

C324: ポリエチレン被覆導線上燃え拡

がり火炎の消炎限界に及ぼす着火時予
熱の影響
＊三井 郁矢(北海道大学),

Jean-Marie Citerne (University Pierre-et-

Marie Curie),

Hugo Dutilleul (University Pierre-et-

Marie Curie),

Grunde Jomaas (University of

Edinburgh),

Guillaume Legros (University Pierre-et-

Marie Curie),

橋本 望(北海道大学),

藤田 修(北海道大学)

D324: 純酸素を用いたマイクロ波非平

衡プラズマ支援燃焼によるバイオガスの
部分酸化改質
＊内山 慎也(九州大学),

山本 剛(九州大学),

松根 英樹(九州大学),

岸田 昌浩(九州大学)

E324: パラフィン液滴の炭素数が蒸発

末期に与える影響
＊東原 潤(金沢大学),

榎本 啓士(金沢大学)

12:00-13:00

A33：デトネーションⅡ
座長：前田 慎市（埼玉大学）

B33：燃焼計測
座長：小口 達夫（豊橋技術科学大学）

C33：着火・消炎Ⅲ
座長：中村 寿（東北大学）

D33：新燃焼法Ⅱ
座長：名田 譲（徳島大学）

E33：微小重力燃焼Ⅱ
座長：森上 修（九州大学）

13:00-13:20 A331: 回転デトネーションエンジン

の2次元数値解析

＊坪井 伸幸(九州工業大学),

渡部 友裕(九州工業大学),

ジュルデ ニコラ(九州工業大学),

小島 孝之(宇宙航空研究開発機構),

林 光一(青山学院大学)

B331: 石炭ボイラ伝熱面撮影方法の

検討
＊吉田 匡秀(電力中央研究所),

泰中 一樹(電力中央研究所),

若林 信行(電力中央研究所)

C331: 受動Qスイッチマイクロチッ

プレーザーによって形成されるプラ
ズマの時間・空間特性
＊森本 巌(大阪大学),

Hwan Hong Lim(分子科学研究所),

林 潤(京都大学),

中塚 記章(大阪大学),

平等 拓範(分子科学研究所),

赤松 史光(大阪大学)

D331: Experimental investigation on the

structure of oxy-fuel tubular flame using

laser diagnostics

*Set Naing (Hiroshima University),

Daisuke Shimokuri (Hiroshima

University)

E331: 微小重力場におけるポリエチ

レン被覆電線上燃え拡がり火炎の消
炎現象に対する数値解析的検討
＊会田 裕樹(北海道大学),

橋本 望(北海道大学),

藤田 修(北海道大学)

昼食

炎の写真展
機器・カタログ展示

炎の写真展
機器・カタログ展示



13:20-13:40 A332: 内周インジェクタ円盤型回転

デトネーション燃焼器に関する実験
的研究
＊東 純一(名古屋大学),

川崎 央(名古屋大学),

松岡 健(名古屋大学),

笠原 次郎(名古屋大学),

佐藤 芳孝(慶應大学),

松尾 亜紀子(慶應大学),

船木 一幸(ISAS)

B332: 3次元画像再構成による熱可

塑性固体の燃焼時変形過程の時系列
計測
＊小池 悠太(豊橋技術科学大学),

松岡 常吉(豊橋技術科学大学),

中村 祐二(豊橋技術科学大学)

C332: 衝撃波管壁面温度が自発点火

に及ぼす影響
＊三田村 優希(横浜国立大学),

石井 一洋(横浜国立大学)

D332: 水素保炎を利用したアンモニ

アバーナーの開発
＊奥村 幸彦(舞鶴工業高等専門学校)

E332: 微小重力環境における並行流

燃え拡がりの限界酸素濃度の検討
＊工藤 みゆき(弘前大学),

真部 拓司(弘前大学),

鳥飼 宏之(弘前大学)

13:40-14:00 A333: 燃料-酸化剤と既燃ガスの混合

状態が回転デトネーションに与える
影響の数値解析
＊大平 直矢(慶應義塾大学)

松尾 亜紀子(慶應義塾大学),

松岡 健(名古屋大学),

笠原 次郎(名古屋大学)

B333: OH-PLIFを用いた高圧ロケッ

ト燃焼条件におけるH2/O2同軸噴流

拡散火炎の2次元瞬時OH分布計測

＊竹内 清剛(東北大学),

布目 佳央(宇宙航空研究開発機構),

榊 和樹(宇宙航空研究開発機構),

富岡 定毅(宇宙航空研究開発機構),

工藤 琢(東北大学),

早川 晃弘(東北大学),

小林 秀昭(東北大学)

C333: 低温プラズマを用いた副室式

点火の燃焼特性に関する研究
＊畑 伸一郎(大分大学 ),

野島 亮(大分大学),

田上 公俊(大分大学),

嶋田 不美生(大分大学),

森吉 泰生(千葉大学)

D333: 燃料へのオゾン化塩素添加が

エンジン燃焼におよぼす影響
＊桑原 一成(大阪工業大学)

E333: 高圧における液滴間燃え広が

り微小重力実験と液滴群燃え広がり
解析
＊岩井 健太郎(山口大学),

吉田 泰子(山口大学),

永田 拳太郎(山口大学),

Herman Saputoro (Sebelas Marret

University),

瀬尾 健彦(山口大学),

三上 真人(山口大学)

14:00-14:20 A334: 円柱周りで不活性ガスにより

閉鎖された予混合気中を伝播するデ
トネーションに関する二次元数値解
析
＊佐藤 芳孝(慶應義塾大学),

松尾 亜紀子(慶應義塾大学),

東 純一(名古屋大学),

松岡 健(名古屋大学),

笠原 次郎(名古屋大学)

B334: セメントクリンカー粉塵粒子

群のホットモデル単色輻射物性特性
＊犬飼 俊輔(岐阜大学),

永田 大昴(岐阜大学),

小林 信介(岐阜大学),

板谷 義紀(岐阜大学)

C334: レーザーブレイクダウン支援

火花放電点火(LBALDI)の長尺放電

による燃焼期間に対する放電長の影
響に関する研究
＊坂本 隼(日本大学),

池本 崇記(日本大学),

岩田 和也(日本大学),

今村 宰(日本大学),

大熊 康典(日本大学),

山崎 博司(日本大学),

古谷 博秀(産業技術総合研究所),

高橋 栄一(産業技術総合研究所),

秋濱 一弘(日本大学)

D334: アンモニア燃料を用いた非平

衡プラズマ支援燃焼に関する数値解
析
＊汐除 明(大阪大学),

林 潤(京都大学),

赤松 史光(大阪大学)

E334: 微小重力環境におけるDME－

空気混合気の点火挙動および火炎核
成長に関する研究
＊小林 芳成(東京大学),

中谷 辰爾(東京大学),

津江 光洋(東京大学)

A34：推進系
座長：廣田 光智（室蘭工業大学）

B34：粉体燃焼
座長：須田 俊之（IHI）

C34：着火・消炎Ⅳ
座長：坪井 伸幸（九州工業大学）

D34：材料合成
座長：横森 剛（慶應義塾大学）

E34：噴霧燃焼
座長：三上 真人（山口大学）

14:30-14:50 A341: モノメチルヒドラジン/四酸化

二窒素プール燃焼火炎構造の数値解
析
＊宮川 弘基(名城大学),

奥野 正嗣(名城大学),

菅野 望(名城大学),

谷 洋海(宇宙航空研究開発機構)

B341: 流動層を用いた連続再生式PM

除去装置におけるPM捕集燃焼処理

への水蒸気の影響
＊横尾 健人(九州大学),

山本 剛(九州大学),

松根 英樹(九州大学),

岸田 昌浩(九州大学),

舘林 恂(先端技研)

C341: プロパン/空気/ウォーターミスト

混合気の最小着火エネルギーに関する
実験的研究
＊中原 佳祐(東京電機大学),

廖 赤虹(モリタホールディングス),

内藤 浩由(消防庁),

吉田 亮(東京電機大学)

D341: Mg2Siの燃焼合成における生

成物組成に及ぼすMg粉末粒径の影

響
＊新冨 雅仁(沼津工業高等専門学

校),

牧野 敦(愛知工業大学)

E341: 新しい乱流微粒化モデルに基

づく乱流噴霧形成とその蒸発特性に
関する解析
＊新城 淳史(島根大学),

梅村 章(名古屋産業科学研究所)

14:50-15:10 A342: 対向流プール火炎を用いたモ

ノメチルヒドラジンー四酸化二窒素
の着火および火炎構造
＊林 潤(京都大学),

谷 洋海(宇宙航空研究開発機構),

佐藤 大介(大阪大学),

大門 優(大阪大学),

Jason Gabl (Purdue University),

Ariel Black (Purdue University),

Timothee Pourpoint (Purdue University),

菅野 望(名城大学),

赤松 史光(大阪大学)

B342: 微粉炭燃焼試験炉における微

粉炭・アンモニア混焼の基礎特性
＊山本 晃(電力中央研究所),

木本 政義(電力中央研究所),

小沢 靖(電力中央研究所),

原 三郎(電力中央研究所)

C342: 水中衝撃波背後における可燃

性気泡の自発点火と衝撃波生成
＊渡辺 菜月(横浜国立大学),

石井 一洋(横浜国立大学)

D342: ディーゼルエンジンにおける

カーボンナノチューブの合成経路に
関する考察
＊鈴木 俊介(東京工業大学),

森 伸介(東京工業大学)

E342: 大気圧下での旋回流動場にお

けるJet-A1/バイオ燃料噴霧燃焼挙動

のモード解析
＊飯田 裕明(東京大学),

石川 裕睦(東京大学),

安藤 詩音(東京大学),

中谷 辰爾(東京大学),

津江 光洋(東京大学),

藤原 仁志(宇宙航空研究開発機構)

15:10-15:30 A343: 燃料電池/ガスタービンハイブ

リッド推進機用燃料インジェクタの
開発
＊久保 諒(日本大学),

野村 浩司(日本大学),

菅沼 祐介(日本大学),

岡井 敬一(宇宙航空研究開発機構),

田頭 剛(宇宙航空研究開発機構),

西沢 啓(宇宙航空研究開発機構)

B343: 純酸素流中の活性炭粒子群の

一次元燃焼伝ぱ
＊吉留 大樹(豊橋技術科学大学),

松岡 常吉(豊橋技術科学大学),

中村 祐二(豊橋技術科学大学)

C343: ケイ酸化合物を用いた消火剤の

検討
＊真 隆志(三生技研),

菅原 鉄治(三生技研),

塩盛 弘一郎(宮崎大学)

D343: 酸化アルミニウム気相生成メ

カニズムの改善
＊佐場 雅俊(デンカ),

加藤 崇典(デンカ),

小口 達夫(豊橋技術科学大学)

E343: 多成分燃料の液滴燃焼過程に

おける二次微粒化発生 -二次微粒化

強度の検討-

＊松田 健治(日本大学),

加藤 千晶(日本大学),

今村 宰(日本大学),

秋濱 一弘(日本大学),

山崎 博司(日本大学)

15:30-15:50 A344: 深層自己符号化器による低次

元化解析を用いた連続可変共鳴燃焼
器での振動燃焼のモードに関する研
究
＊下村 軍皓(日本大学),

本橋 和典(日本大学),

飛田 直也(日本大学),

齊藤 允教(日本大学),

田辺 光昭(日本大学)

B344: TDPモデルを用いたLarge Eddy

Simulationによる0.5 kg-coal/h微粉炭

ジェットバーナ燃焼場のすす生成予
測
＊高橋 弥楊(北海道大学),

橋本 望(北海道大学),

渡邊 裕章(九州大学),

黒瀬 良一(京都大学),

藤田 修(北海道大学)

C344: エタノール添加がガソリンサロ

ゲート燃料の自着火特性に及ぼす影響
＊吉田 翔一(茨城大学),

成毛 政貴(茨城大学),

和知 裕亮(茨城大学),

舟橋 知哉(茨城大学),

田中 光太郎(茨城大学),

金野 満(茨城大学)

D344: ６つの燃料噴流と１つの空気

噴流で形成される微小火炎群による
添加粒子の酸化特性
＊加藤 祐一(中部大学),

平沢 太郎(中部大学),

Zhaojin Diao (University of Kentucky),

Michael Winter (University of

Kentucky)

E344: FAME/アルコール混合燃料液

滴の燃焼過程におけるミクロ爆発 -

液滴内部現象がミクロ爆発発生に及
ぼす影響-
＊加藤 千晶(日本大学),

鈴木 圭(日本大学),

今村 宰(日本大学),

秋濱 一弘(日本大学),

山崎 博司(日本大学)

炎の写真展
機器・カタログ展示



2017/11/13

13:40-14:30

2017/11/14

13:20-14:10

P2　ポスターセッションⅡ
座長：店橋　護（東京工業大学），桑名　一徳（山形大学）

P201: 火災旋風の構造とメカニズム
　＊對馬 臣吾(山形大学),杉本 勇貴(山形大学),篠田 昌久(山形大学),
　　 山下 博史(愛知工業大学／名古屋産業科学研究所)
P202: ボルテックス・バースティングにおける渦の誘起速度と火炎の膨張速度の評価
　＊増子 雄太(山形大学),篠田 昌久(山形大学),山下 博史(愛知工業大学／ 名古屋産業科学研究所)
P203: 衝突噴霧小型旋回バーナの燃焼形態と安定性
　＊川原 秀夫(大島商船高等専門学校),古川 幸之介(大島商船高等専門学校),
P204: 噴霧燃焼における噴霧と壁面の干渉に関する数値解析
　＊平井 智大(神奈川工科大学),林 直樹(神奈川工科大学),
P205: 水素-空気予混合火炎の不安定挙動に及ぼすスケール効果 -フラクタル解析による不安定性の評価-
　＊大木 涼資(長岡技術科学大学),トエトエアウン(長岡技術科学大学),勝身 俊之(長岡技術科学大学),
　　門脇 敏(長岡技術科学大学),小林 秀昭(東北大学)
P206: スラスタ用低毒1液推進剤を対象にしたレーザー点火特性の研究
　＊古澤 雅也(長岡技術科学大学),北村 飛翔(長岡技術科学大学),勝身 俊之(長岡技術科学大学),
　　 門脇 敏(長岡技術科学大学),
P207: 水素-空気-二酸化炭素予混合気における球状火炎伝播に及ぼす初期温度の効果
　＊板倉 悠輝(長岡技術科学大学),吉田 康人(長岡技術科学大学),勝身 俊之(長岡技術科学大学),
　　トエトエアウン(長岡技術科学大学),門脇 敏(長岡技術科学大学)
P208: PLAを燃料とした教材用ハイブリッド・ロケットに関する基礎的研究
　＊綿田 圭佑(愛媛大学),中原 真也(愛媛大学),時川 凌一(愛媛大学),石原 敦(埼玉工業大学),阿部 文明(愛媛大学),
P209: レーザー誘起ブレイクダウン分光法による輝炎中の当量比計測に関する研究 -入射レーザーエネルギーの影響に
関する検討
　＊岩田 和也(日本大学),小出 裕貴(日本大学),今村 宰(日本大学),秋濱 一弘(日本大学),山﨑 博司(日本大学),
P210: CO予混合火炎への微量添加物が与える詳細火炎構造に関する数値解析
　＊佐藤 陵(豊橋技術科学大学),松岡 常吉(豊橋技術科学大学),中村 祐二(豊橋技術科学大学),
P211: 温度分布制御型マイクロフローリアクタにおけるアンモニアweak flameの水素分布計測に関する研究
　＊新藤 光将(東北大学),中村 寿(東北大学),長谷川 進(東北大学),手塚 卓也(東北大学)
P212: 詳細反応モデルおよび簡略化反応モデルによるすす粒子生成の比較
　＊由井 寛久(日本大学),生井 裕樹(日本大学),岩田 和也(日本大学),今村 宰(日本大学),橋本 淳(大分大学),
　　 石井 一洋(横浜国立大学),秋濱 一弘(日本大学),
P213: 酸素-窒素-アルミニウム固気2相流における連続燃焼挙動
　＊篠田 勇樹(岐阜大学),高橋 周平(岐阜大学)

P214: 狭い空間における燃え拡がり速度
　＊多田 悠樹(山形大学),遊佐 真弓(山形大学),桑名 一徳(山形大学),櫛田 玄一郎(愛知工業大学)
P215: 機械学習による燃焼モデル評価の試み
　＊芝 世弐(岡山県立大学)
P216: レーザーブレイクダウン支援火花放電点火（LBALDI）に関する研究,流動場における長尺放電の高速
度可視化‐
　＊池本 崇記(日本大学),坂本 隼(日本大学),岩田 和也(日本大学),今村 宰(日本大学),
　　 大熊 康典(日本大学),山崎 博司(日本大学),古谷 博秀(産業技術総合研究所),
　　 高橋 栄一(産業技術総合研究所)秋濱  一弘(日本大学)
P217: 赤外ふく射法による急速圧縮機における低温酸化反応時の温度計測
　＊楊 麗春(岐阜大学),篠谷 大幹(岐阜大学),高橋 周平(岐阜大学)
P218: 高温固体表面への表面改質剤の付着による間接消火効果の向上
　＊桑島 義和(室蘭工業大学),廣田 光智(室蘭工業大学),鳥飼 宏之(弘前大学),
　　 赤石 壮史(室蘭市消防本部),折居 紳一郎(室蘭市消防本部),開米 広樹(室蘭市消防本部),
　　 柿崎 大輔(室蘭市消防本部),畠中 和明(室蘭工業大学)
P219: 消火剤散布ノズル先端の振動による消火効果の向上
　＊福士 優介(室蘭工業大学),廣田 光智(室蘭工業大学),鳥飼 宏之(弘前大学),赤石 壮史(室蘭市消防本
部),
　　 開米 広樹(室蘭市消防本部),折居 紳一郎(室蘭市消防本部),柿崎 大輔(室蘭市消防本部),
　　 畠中 和明(室蘭工業大学)
P220: 旋回羽根角度が変化する円管内での動的火炎挙動の解析
　＊濱口 典大(岐阜大学),小宮山 正治(岐阜大学),熊崎 貴文(岐阜大学),西田 哲(岐阜大学)
P221: 過濃プロパン/空気予混合気の層流火炎特性
　＊岡崎 竜之介(大阪府立大学),土井 翔太(大阪府立大学),松浦 聖満(大阪府立大学),
　　 片岡 秀文(大阪府立大学),瀬川 大資(大阪府立大学)
P222: よどみ流メタン―空気予混合火炎における壁面での表面反応を考慮した数値解析
　＊石田 貴大(神奈川工科大学),林 直樹(神奈川工科大学)
P223: 綿の燻焼着火に与える塩の影響
　＊熊本 勝太(長岡技術科学大学),鈴木 正太郎(長岡技術科学大学),井上 康信(日本たばこ産業),
P224: 直径の異なる二液滴の冷炎発生における液滴間干渉
　＊高橋 聡史(九州大学),竹内 悠記(九州大学),中村 大夢(九州大学),森上 修(九州大学),
P225: LII法および消光法を用いた定容容器内伝播火炎のすす粒子計測
　＊谷井 透汰(広島大学 ),下栗 大右(広島大学 ),本田 雄哉(マツダ),河野 通治(マツダ),植木 義治(マツダ),
　　 横畑 英明(マツダ),

P1　ポスターセッションⅠ
座長：土橋　律（東京大学），瀬川　大資（大阪府立大学）

P101:　ボルテックス・バースティングの火炎伝播速度に及ぼす渦核直径の影響
　＊高山 貴史(山形大学),佐藤 智仁(山形大学),篠田 昌久(山形大学),山下 博史(愛知工業大学, 名古屋産業科学研究
所)
P102: 量子化学計算によるアルキルベンゼンとNO2の燃焼反応機構に関する研究
　＊村上 能規(長岡高専)
P013: 家庭用燃料電池用バーナにおける非断熱flamelet法を用いたCO排出量の評価
　＊本澤 尚史(東京ガス),岡田 亮子(東京ガス),清野 誠(数値フローデザイン),西家 隆行(数値フローデザイン),
　　 加藤 怜(東京ガス),黒瀬 良一(京都大学)
P104: フラットバーナー上における水素-メタン-酸素-アルゴン予混合火炎の不安定性
　＊高橋 玄(長岡技術科学大学),山口 貴之(長岡技術科学大学),勝身 俊之(長岡技術科学大学),
　　 トエトエアウン(長岡技術科学大学),門脇 敏(長岡技術科学大学)
P105: 狭窄空間における水素-酸素-二酸化炭素予混合火炎の不安定性
　＊熊木 大和(長岡技術科学大学),勝身 俊之(長岡技術科学大学),トエトエアウン(長岡技術科学大学),
　　 門脇 敏(長岡技術科学大学)
P106: 予混合火炎の固有不安定性における活性化エネルギ及び未燃ガス温度の影響
　＊高橋 友康(長岡技術科学大学),トエトエアウン(長岡技術科学大学),勝身 俊之(長岡技術科学大学),
　　 門脇 敏(長岡技術科学大学),小林 秀昭(東北大学)
P107: 対向流拡散微小火炎の燃焼特性 -バイオガスの酸素燃焼-
　＊古波津 幸大(長岡技術科学大学),上原 一貴(長岡技術科学大学),勝身 俊之(長岡技術科学大学),
　　 トエトエアウン(長岡技術科学大学),門脇 敏(長岡技術科学大学)
P108: 狭隘空間内での二成分希釈ガス添加水素火炎の伝ぱ特性に関する基礎研究
　＊堂尾 孝文(愛媛大学),中原 真也(愛媛大学),吉田 毅(愛媛大学),阿部 文明(愛媛大学)
P109: H2Oを媒質とした赤外2色法による水素平面火炎温度計測
　＊遠藤 岳志(岐阜大学),山本 達也(岐阜大学),高橋 周平(岐阜大学)
P110: 高温壁面上におけるW/Oエマルション液滴のミクロ爆発挙動に及ぼす含水率の影響
　＊山田 圭祐(富山高等専門学校),片岡 秀文(大阪府立大学),瀬川 大資(大阪府立大学)
P111: スワールバーナーを用いたエタノール水溶液の燃焼特性に関する研究
　＊石川 陽(法政大学),関谷 光(法政大学),川上 忠重(法政大学),柳澤 政成(日産自動車),前嶋 晋(日産自動車),
　　 和田 寛之(日産自動車)
P112: 量子化学計算によるインデニルラジカルとO2の反応の検討
　＊土屋 健太郎(産業技術総合研究所),松野 真由美(日本自動車研究所),小熊 光晴(産業技術総合研究所)
P113: 温度分布制御型マイクロフローリアクタにおけるn-ペンタン及びiso-ペンタンのWeak flameに関する研究
　＊中田 涼太(東北大学),中村 寿(東北大学),手塚 卓也(東北大学),長谷川 進(東北大学),
　　 丸田 薫(東北大学，極東連邦大学)

P114: 高粘度消火剤が火災時の壁面消火へ与える影響
　＊阿部 香澄(室蘭工業大学),廣田 光智(室蘭工業大学),齊藤 寛泰(芝浦工業大学),鳥飼 宏之(弘前大学),
　　 赤石 壮史(室蘭市消防本部),折居 紳一郎(室蘭市消防本部),開米 広樹(室蘭市消防本部),
　　 柿崎 大輔(室蘭市消防本部),畠中　和明,(室蘭工業大学)
P115: 電界付加が逆拡散火炎の火炎特性に及ぼす影響
　＊田中 健登(芝浦工業大学),中川 慎也(芝浦工業大学),斎藤 寛泰(芝浦工業大学),
　　 大塚 輝人(労働安全衛生総合研究所)
P116: 金属粉じんの空気中の保管による経年変化と燃焼性の関係
　＊八島 正明(労働安全衛生総合研究所)
P117: LIFによる不均一濃度場における希薄予混合燃焼の挙動解析
　＊安江 皓一(岐阜大学),小宮山 正治(岐阜大学),西田 哲(岐阜大学)
P118: 水滴の大きさとその衝突角度が間接消火に及ぼす影響
　＊タミルワーナン ギータン(室蘭工業大学),廣田 光智(室蘭工業大学),鳥飼 宏之(弘前大学),
　　 赤石 壮史(室蘭市消防本部),折居 紳一郎(室蘭市消防本部),開米 広樹(室蘭市消防本部),
　　 柿崎 大輔(室蘭市消防本部),畠中 和明(室蘭工業大学)
P119: 液滴燃料噴射における超音波加振が混合・火炎伝播特性に与える影響
　＊廣田 光智(室蘭工業大学),豊田 健吾(室蘭工業大学),齊藤 寛泰(芝浦工業大学),
　　 畠中 和明(室蘭工業大学)
P120: 微小重力場を用いた低ルイス数予混合伸長火炎の燃焼限界に関する研究
　＊奥野 友哉(東北大学),秋葉 貴輝(東北大学),中村 寿(東北大学),手塚 卓也(東北大学),
　　 長谷川 進(東北大学),丸田 薫(東北大学/極東連邦大学),菊池 政雄(宇宙航空研究開発機構)
P121: 携帯型消火器の消火ノズルの最適な操作方法の検討
　＊鳥飼 宏之(弘前大学 理),工藤 貴洋(弘前大学)
P122: 温度分布制御型マイクロフローリアクタと光学計測によるメタンの着火性に及ぼすDME添加効果に関す
る研究
　＊杉田 透(東北大学),中村 寿(東北大学),手塚 卓也(東北大学),長谷川 進(東北大学),丸田 薫(東北大学)
P123: 音波の振幅の変動が音響励振時の火炎形状に与える影響,
　＊杉山 公祐(長岡技術科学大学),鈴木 正太郎(長岡技術科学大学)
P124: 複雑ネットワークに基づく熱音響燃焼振動の特徴化
　＊村山 聖悟(東京理科大学),賀来 健太郎(東京理科大学),後藤田 浩(東京理科大学)
P125: 低融点熱可塑性樹脂燃料の熱分解挙動
　＊坂野 文菜(千葉工業大学),川端 洋(千葉工業大学),和田 豊(千葉工業大学),三島 有二(神戸工業試験
場),
　　 加藤 信治(型善),堀 恵一(宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所)
P126: 水素を燃料とした濃淡燃焼バーナの燃焼特性予測
　＊朝原 誠(岐阜大学),安里 勝雄(岐阜大学),宮坂 武志(岐阜大学)


