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特　集　展　望 先進技術が拓く三菱重工製品のあした

The Advanced Technologies for MHI’s Next-
Generation Products

当社では新分野新製品の太陽電池や知能化ロボット，半導
体製造装置などの開発に取り組んでいる．その開発で中心的
な役割を担う，ナノテクノロジー，量子力学，エレクトロニ
クス，ITなど新分野における先進技術の特徴と製品のかか
わりについて述べる．一方，航空機，原動機，船舶など当社
の基幹製品の開発で培われた基盤要素技術として，構造，振
動，トライボロジー，流体，燃焼・伝熱の分野がある．これ
らの技術が現在までにどのように高度化し，製品開発に応用
されているかについて概観する．

2．1 ナノテクノロジー

ナノテクノロジーとは，原子・分子レベルで物質や構造を
制御することにより，今までになかった新しい機能を発現さ
せる技術である．日本においては 2001年度内閣府総合科学

技術会議により“ナノテクノロジー・材料”が国の科学技術
重点4分野の一つに取り上げられ，21世紀のキーテクノロジ
ーとして大きな期待が寄せられている．
図１にナノテクノロジーの社会へのインパクトを示す．

1950年代頃から物理学，化学，生物学等をベースとした微
細加工技術，高精度分析技術，計算科学等が進歩し，材料，
製造技術，半導体，エレクトロニクス，バイオテクノロジー
等の分野で多くのナノテクノロジー（ナノサイエンス）を生
み出し，IT，バイオ等の分野では既にナノテクノロジーを活
用した技術革命が起こりつつある．さらに，エレクトロニク
ス，環境，エネルギー，医療等の広範囲な分野でナノテクノ
ロジーを利用した急速な技術革新が進むものと期待されてい
る．
以下，当社での材料技術及び触媒技術におけるナノテクノ

ロジーの適用状況について概説する．
（1）材料技術

材料はナノテクノロジーの基盤技術の１つであり，当

1．は　じ　め　に

小 澤 豊

図１　ナノテクノロジーの社会へのインパクト 物理学，化学，生物学等をベースに材料，
製造技術，半導体，バイオ等数多くの分野でナノテクノロジーが生み出され，IT，エレクト
ロニクス，医療，環境，エネルギー等の社会の広範囲な分野でナノテクノロジーを利用した
技術革命が起こりつつある．
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社ではナノメタル，カーボンナノチューブ，ナノ粒子等
について製品への適用を検討している．このうち，ナノ
メタル（ナノテクノロジーの活用により新しい特性を具
備した金属材料）は，優れた強度特性，耐食性をいかし
発電用のボイラ・タービンに使用される耐熱・耐食材料
等として期待されている．具体的には蒸気タービンの動
翼材料として，数nmサイズの金属間化合物を金属組織内
に微細に分散析出させる組織制御技術により，強度特性
及び靭性を向上した新しい析出硬化型ステンレス鋼の開
発を進めている．また，（独）新エネルギー・産業技術総合
開発機構（NEDO）のナノメタル技術プロジェクトに参
画し，材料中の非金属不純物元素であるC，N，O，P，S
をそれぞれ 100 ng/g以下のレベル（純鉄の場合 Fe：
99.995 ％以上で，従来材の純度99～99.9 ％に比べ大幅に
不純物濃度が低減されている）まで低減した超高純度高
Cr合金の基礎研究を進めており，その優れた高温強度，
耐食性をいかしゴミ発電ボイラ，石炭ガス化炉あるいは
化学プラント等の腐食性の厳しい環境で使用される画期
的な高温材料，耐食材料としての利用が期待される．

（2）触媒技術
触媒分野では，触媒担体の細孔の制御及び触媒活性金

属のナノサイズ化等の技術開発が進んでいる．触媒活性
金属を数nm未満に微細化すると，触媒表面積の増大効果
以上の活性向上が発現する（1）といわれており，当社でもゾ
ルゲル法，共沈法，コロイド等の手法を適用し触媒活性
の向上を図っている．
触媒が適用される分野の１つである排ガス処理では，

固定発生源及び移動発生源とも環境規制動向に連動して
排ガス処理機能の要求レベルが高まっており，当社では
これに対応した高度な触媒調整技術を開発・適用してい
る．図２に，排ガス中のNOx還元触媒の一例を示すが，
触媒を構成する原子の配列等を制御することで活性向上
を図っている．
固体高分子型燃料電池（PEFC：Polymer Electrolyte

Fuel Cell）は高効率で環境負荷が低い分散電源用及び自
動車用としての開発が世界中で加速されている．当社で
は，天然ガスを原料とした定置式では世界最小容積の１
kWシステムを開発しているが，当該システムで使用され
ている電極触媒の開発も並行実施しており，カーボン担
体上の白金粒径を数nmに制御・最適配置することで従来
に比べ触媒活性が倍増できている．今後は，PEFCの用途，
出荷台数の増大に対応して，資源量として制約の大きい
白金の代替が将来的な課題としてクローズアップされて
おり，白金の触媒機能に基づいた白金使用量の削減、代
替触媒の設計及び自己組織化技術による触媒製造等の技
術開発展開が予想される．
2．2 量子力学分野

多くの先進技術は，当社の製品に取り入れられ，製品の高
度化，高付加価値化を果たしているが，製品の主要性能はあ
くまでもニュートン力学の現象を具現化したものであった．
しかし当社が重点としているエネルギーや環境などの分野で

は，量子力学の現象そのものが製品の主要性能である新たな
製品が要求されるようになってきた．
（1）エネルギー

エネルギー分野での代表例が太陽電池である．本分野
ではエネルギー源の多様化が叫ばれており，当社では自
然エネルギーの代表である太陽光を利用したシリコン薄
膜太陽電池の開発に取り組んでいる．シリコン半導体の
特性をいかした太陽電池は，紫外から赤外にまで広がっ
ている太陽光を安価で効率よく電力に変換する技術が必
要であり，アモルファスシリコン太陽電池からさらに効
率の高いタンデム（アモルファスと微結晶の組合せ）型
へと技術開発が進んでいる．そこでは，薄膜シリコン半
導体の結晶成長制御，バンドギャップの制御，大面積成
膜技術などにおいて量子分野における最先端の技術が駆
使され，効率の向上，低コストの実現に向け産学官連携
で開発を進めている．

（2）環境
環境分野では，ダイオキシン類に代表されるように極

微量ながら有毒な物質の排除がますます重要になってき
て，従来の化学分析技術だけでは対処困難であり，その
場で高速に検出できる新たな“有害物質の超高感度高速
分析技術”の開発が要求されるようになってきた．極微
量の有害物質を高速に分析するため，当社では，真空紫
外光を用いて，極微量の有害物質を効率よくイオン化し，
その場で濃縮し，さらに他物質との分離を行う“イオン
トラップを用いたTOFMAS（飛行時間分解型質量分析器）”
で高分解能で分析する技術を開発した．現状はごみ焼却
炉などの発生源の監視モニタなどへの適用を考えている
が，将来的にはコンパクト化によって地域環境の恒常的
モニタへと発展させ，住民の安全安心に寄与していきた
い．

（3）半導体
当社の新分野新製品である半導体製造装置も，量子力

学分野の現象の発現がキーとなる製品である．この半導
体製造装置では，シリコンなどの半導体表面での薄膜成
膜において，半導体のバンドギャップの維持，トンネル

排ガス処理触媒（ハニカム構造） 

触媒結晶構造例 

図２　脱硝用ハニカム触媒中のV4Cr2O13複合酸化物触媒の結晶構
造配置 低温脱硝用ハニカム触媒（70mm角，長さ 400mm，
ピッチ 5mm）を構成している複合酸化物中のCr層－O層－V
層－O層（C軸）の配列を示す．
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電流などのリーク電流の防止，皮膜の低誘電率化，金属
元素の拡散防止などが必要であり，最先端の成膜技術を
用いている．さらに，塩化物還元成膜法という独自の成
膜技術を開発し，今後，超LSIを含む広い分野でのデバイ
ス構造の微細化，性能向上の開発加速に寄与できるもの
と期待している．
（1）～（3）で述べたように，これらの製品の技術開発，
性能向上には，製品性能を実現する量子力学分野の技術伸展
が基本的には必要であるが，同時にそれを支える基盤技術の
整備，進展もないがしろにはできない．よく量子力学はニュ
ートン力学と対比され，ニュートン力学がマクロな見えるも
のに立脚しているのに対し，量子力学は目に見えない“ミク
ロの世界の支配原理”であると言われ，両者は別々のものと
いわれている．しかし，上述したような製品は原理を目に見
える形で結果を示すものであり，工学的信頼性をもつにはマ
クロな世界の技術のサポートが必要である．すなわち，いわ
ゆるニュートン力学分野の高い技術が，性能や信頼性の向上，
低コスト化を実現するために必須である．たとえば，真空技
術や，熱・構造技術，化学分析技術などであり，これらは従
来から当社が培ってきた技術である．両者の技術を融合して，
お客様に満足いただける製品を作りあげるべく取り組んでい
る．
2．3 エレクトロニクス技術

近年の社会や産業の成熟や高度化に伴い，これまでの技術
限界を打ち破る性能，精度，機能が当社製品にあらゆる局面
で要求されている．これら限界のブレークスルーの一つがエ
レクトロニクス技術である．当社ではエレクトロニクスを人
体になぞり５つの要素，すなわち感覚器官をつかさどるセン
シング，神経網に当たる無線通信，頭脳に当たるマイクロエ
レクトロニクス，筋肉に当たるパワーエレクトロニクス，行動
知識や学習・推論をつかさどり各構成器官を統合するシステ
ム制御としてとらえ，現有技術を再構成し，更なる高度化を
図っている．これらの各要素技術に対する当社の取組みと各
要素技術の進展が当社製品にどう展開されるのかを概説する．
（1）センシング技術

発電プラント機器の検査で培った非破壊検査技術は検
査速度アップや検査範囲の拡大が，画像処理応用計測技
術は外乱に対するロバスト性向上や，判断基準の定量化
が，マイクロセンサやバイオメトリックスなどの新分野
はいかに製品信頼性を確保するかが開発上の課題である．
今後は，非破壊検査技術は超音波探傷の多次元アレイ

化で更なる高度化が可能となり，製品信頼性確保，プラ
ントアフターサービス事業拡大へ貢献すると予想される．
さらには，環境変化に対してロバストな画像計測や画像
認識技術，色計測のための分光技術が開発され，高度な
判断機能を有する自律機械システムや，赤外線によるはく
離検査などの高度な検査に応用されることになろう．レ
ーザ応用計測技術についても光ファイバセンサを中心と
した差別化技術の開発が期待される．

（2）無線通信技術
高速道路におけるElectronic Toll Collection（ETC）シ

ステムや，都市部におけるElectronic Road Pricing（ERP）
システムは課金エリアに進入した車両に対し，無線通信
で自動的に料金を収受するシステムである．低コストで
高信頼の通信技術と車両進入検知や車種識別を可能とす
る高機能動画像認識技術が開発の課題である．今後は通
信周波数が高周波数化することにより高速大容量通信が
可能となる．これにより，高速で移動する機械のきめ細
かい制御が実現するとともに，高精度センサへの応用展
開も期待できる．さらに，電波によるエネルギー伝送技
術も研究が進んでおり，これらの技術が完成すると配線
なしで動作する機械が実現する．

（3）マイクロエレクトロニクス
知能処理，並列処理を最新LSIに組み込んだ独自プロセ

ッサ開発に対しては意思決定，画像圧縮などの高性能化
が開発の課題である．航空・宇宙・防衛分野などでは民
生部品適用化の検討が進んでいるが，民生部品の耐環境
性強化，回路多重化，自己再生化などの信頼性向上策が
不可欠となっている．
今後は機械製品自律分散機能の進展に合わせ，機器組

込型の知能処理プロセッサが開発される．ここではナノ
テク技術を活用した超小型化の実現やRadio Frequency
Micro Electro Mechanical Systems（RF-MEMS）による超
小型・高機能デバイスが期待できる．

（4）パワーエレクトロニクス
機器組み込み型のカスタムモータ採用ニーズが増加の

傾向にある．カスタムモータ，電力変換器は小型化，高
効率化及び低コスト化に必要な独自技術を確立し製品適
用中であり，いずれも母機運転効率向上が課題である．
今後は，電磁駆動機構要素は機械の一部品として機械

製品に組み込まれることなろう．ここにはモータ，発電
機というコンポネントの概念はなく，機械を組み上げる
と結果としてモータ，発電機の機能が機械の中に包含さ
れるというものである．また，大幅な機械の省エネを可
能とするSiC等の新型半導体の実用化が待たれる．

（5）システム制御技術
機械システムにおける人との親和性，ヒューマンイン

ターフェース（人間主体をテーマに，コンピュータと人
間との自然で知的な関係）の実現が開発課題である．
今後はデジタル化，分散化，遠隔化など IT技術の急激

な進展と普及への対応が着実に進むことになる．一方，
サービス化やソリューション化が必然の流れにあって，
運転支援や診断技術を搭載した機械，リスク評価をベー
スとした機械・プラントの保守サービス技術は，製品付
加価値を高める技術として，適用範囲を拡大してくる．
さらには機械の本質を変える技術への進化も包含した人
間の五感に相当する機能を実現する技術は，Intelligent
Transport System（ITS）やロボットを中心に応用が展開
されるであろう．
超小型・超高効率・知能化（省エネ，省時間，省資源，

高効率）技術，通信技術の導入推進，感性・感情を扱う
官能評価技術及び人間型処理技術の実現に注力していき
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たい．
2．4 I T 分 野

高度情報通信，ブロードバンド時代を迎え，生活，娯楽，
医療・福祉，セキュリティ等に深くかかわるコンピューティ
ング，コンテンツ提供等のサービスが急速に進展している．
これら情報通信（IT）分野の 1980年代からの技術の進展

は，表１に示すように当社重点事業領域である交通・物流，
社会・環境，サービスのキー技術と位置付けられる．ここで
は最新及び将来技術の当社製品への応用について述べる．
（1）機械システムへの応用

コンピュータ・通信，ヒューマンインターフェイス，
知能処理技術は，運転支援・診断機能を搭載した機械，
機械・プラント・交通物流における保守・監視サービス
のような高付加価値新製品やサービス創出の原動力であ
る．これらの技術の進展による当社の基幹事業領域を支
える機械システムへの波及効果は極めて大きい．
具体的には，インターネット高速通信を用いたプラン

ト・機械システムの常時運転監視技術（図３），及び制御

技術と知能化技術を応用した射出成形機の運転支援や燃
焼機器不安定燃焼防止運転技術は既に製品化されている．
今後はさらに自律協調制御，強化学習技術等を発展させ
て，（a）複雑・動的な環境との相互作用を通じて自ら内
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図４　ユビキタスネットワーク概念図（2010年）（２）
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表１　IT関連技術の進展と当社の事業領域

携帯電話 

いつでもどこでも監視 

インターネット 

流域全体監視画面における集約表示 

水位トレンド監視画面例 

WEB表示 

パソコン 

外水位 内水位 

桶門 
除塵機 
 

排水機場 

外水位 内水位 

桶門 
除塵機 
 

排水機場 

外水位 内水位 

桶門 
除塵機 
 

排水機場 

図３　ポンプ排水機場広域遠隔監視制御システム ITを活
用したいつでもどこでも遠隔監視を行う省人化システム．
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部構造を変化させたり，新たな構造を創生したりする機
能，（b）生物のように自己修復や自己組織化を行う機能
を持った機械への進化が予想される．このため，当社の
扱うすべての機械の知能化への発展を見越した技術開発
への取組みを実施中である．

（2）情報社会基盤の革新と知能化機械としてのロボットの展開
Aユビキタスネットワーク社会
いつでも，どこでも，誰にでも多種多様な方法でア

クセスが可能な，生活環境の中に自然な形で意識せず
に使えるネットワークが構築された社会が，図４に示
されるユビキタスネットワーク社会である．10年後に
予想されるユビキタスネットワーク社会では，リアル
（実世界）とバーチャル（仮想世界）の壁や空間的な距
離を無くし，遠くにあるリアルな物を，まるで目の前
にあるように観測し，制御できることになると考えら
れている．機器・プラントの運転・保守，医療・介護，
教育・芸術，住宅オートメーション等産業・社会・生
活へのインパクトは非常に大きい．
Bネットワークとロボット（知能化機械）の融合
ここでのロボットはいわゆる目に見えるロボットだ

けでなく，環境（実在する機械，部屋や道路等の機器）
に埋め込まれた機能，情報家電のように仮想空間で情
報を扱う機能を含む広い概念のことで，ユビキタスネ
ットワーク社会での当社の目指す知能化機械の将来と
重なる．実現した時の効果は図５に示されるとおりで
あり，個人だけの情報から情報共有への進化があり，
個のロボット（知能化機械）から群として自律的に協
調連携するロボット（知能化機械）への進化が予想で
きる．
C当社の目指す生活支援型ロボット
当社では人と共存する生活支援型ロボットwakamaru

を開発しており，本報でも“知能化ロボットを支える
先進技術”として紹介している．将来は，場面に合わ
せたコミュニケーション能力，ノイズ等の外乱耐性の
ある認識技術，情報・ハッキングに対する安全性，動

画・音声のリアルタイム受信・遠隔操作等の通信技術
の課題を克服し，前述のユビキタスネットワーク社会
を先導するネットワークロボットへの発展を目指す．

3．1 構造・強度・振動技術

構造・強度・振動技術は，お客様に製品を満足していただ
くために必須の基礎要素技術のーつである．お客様に確実な
良い製品を早く届けるために，この分野では次の３つの技術
を伸長させている．これらの先進技術が製品をどのように変
えるか展望する．
（1）大規模構造解析技術

設計部門で進捗している三次元CAD設計と連携した大
規模構造解析技術を強化している．構造解析モデルの生
成及び構造解析の高速化を図ることにより，大規模で精
度の良い構造解析を迅速に実施することができ，製品の
最適化が進む．
図６は，射出成形機ダイヘッドの構造解析の例である．

設計時にも精度の高い構造解析を繰り返しできるので，
製品の最適化を進めることができる．

（2）マルチボディダイナミックス技術
マルチボディダイナミックス技術は，部品レベルの強

度評価だけでなく，複数の部品から構成される製品の全
体的動的挙動も取り扱える技術である．製品開発時に三

3．基盤要素技術の高度化
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家庭やオフィスなど社 
会生活スタイルのイン 
テリジェント化 
 

様 な々社会的課題に寄与． 
 （高齢化，医療・介護，就労等） 

日本発　新 I T
「ネットワーク・ロボット」の実現 

●多くの機器間の協調・連携が可能 
●相互の機能・能力補完が可能 

●物理距離を超えた情報伝送・情報共有 
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●遠隔制御・遠隔操作 
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●多様な機能モジュールの間で選択肢が拡大 
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図５　ネットワーク・ロボット実現の効果（３）

3D　CADモデル 
構造解析モデル 
要素：150万要素 

図６　射出成形機ダイヘッド
三次元CADデータと連携した構造解析モデルで精度の良
い構造解析が可能になる．

マスト（内） 

マスト 
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ヘッドガード 
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図７　フォークリフトのマルチボディダイナミックスモデル
マルチボディダイナミックスモデルを用いて，制御系及び油圧系
の連成解析を行い，機能をコンピュータ上で検証する．
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次元CADと連携して，デジタルモックアップを構築し，
コンピュータ上で機能や性能の確認ができるようになる．
図７は，フォークリフトの開発時に用いたモデルであ

る．ここでは，油圧系と制御系の連成解析を行うことに
より，走行性能の確認が迅速にできるようになる．デジ
タルモックアップで検証を行うので，実験検証期間を約
30％短縮できる．

（3）ロバスト設計技術
タグチメソッドによる品質工学を適用し，ロバスト性

の高い，すなわち，実際の使用環境の変化に強い製品の
開発を進めている．図８は，新聞オフセット輪転印刷機
の紙折機での紙端折れ防止構造の解析例である．紙の動
的挙動を模擬する解析技術とタグチメソッドによる品質
工学を組み合せ，ロバスト性の高い紙折機が得られる．
3．2 トライボロジー

当社の製品に使われている軸受・歯車・シールなどの要素
部品を扱う分野がトライボロジーであり，その性能や信頼性
を支える重要な役割を担っている．
当社の特徴として量産品が少なく製品が多岐にわたってい
るため，試作の繰り返しで検証するという方法をとりにくい．
そこで，ベースとなる理論から解析方法を構築し，実機を模

擬した実験によって必要な要素レベルの検証と解析技術の検
証を行った後に実機設計へ適用するという方法を取ってい
る．したがって，解析技術を常に最先端のレベルに維持する
ことで製品開発に貢献することができる．
例えば，エンジン内部のすべり軸受では流体・熱・構造変

形などを考慮した解析を実用化してきたが，さらに時々刻々
変化する軸受すき間と潤滑油量の関係を考慮することによっ
て，図９に示すように局部的高圧のピーク値と発生場所を予
測できるようになった．これが，エンジンの信頼性向上に貢
献している．
また，転がり軸受では一部の軸受メーカしか持たない玉の

三次元運動を考慮した解析技術を構築しており，軸受とその
周辺の構造を一括して解析することで高速，高面圧の限界設
計（図10）を可能にしているし，歯車ではAGMAなどの一
般的な規格計算だけでなく，実際の損傷限界を予測する独自
の解析手法（図11）を開発してコンパクトな限界設計を可
能にしている．
このように，従来は経験でしか扱えなかった領域へも解析

の手を伸ばしている．
こうした基盤要素技術の進歩が今後ますます製品の高性

能・高信頼化に不可欠なものとなっていくと期待している．

紙 
ガイド 

折込ローラ 

折　胴 

図８　紙折機の端折れ防止機構の解析
紙折機での紙の挙動について非線形動的解析を，搬送速度変動
や折込ローラの引き込み速度をパラメータに実施し，品質工学
で整理・評価することにより，安定性を高める．
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図10 風車軸受周りの構造と軸受との連成解析による面圧分布
軸受周りの構造変形により軸受単体解析での予測値に比べ面圧
分布が乱れ，最大面圧が大幅に上昇する．FEMと軸受解析手法
の連成解析による構造最適設計により，最大面圧の増加を7％
に押さえている．
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図11 曲がり歯かさ歯車の曲げ応力解析結果
歯形プロファイルを創成してFEMによる接触計算を行い，高速
時の動的荷重を考慮して歯にかかる荷重を求め，応力を求めた
ものである．実際に歯にかかる応力をベースに曲げ強度の評価
を行うことができる．
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図９　エンジン軸受の油膜圧力分布計算結果
通常のEHL解析のみでは最大油膜圧力の計算値が34MPaにしか
ならないが，時刻歴を考慮することで実際の局所的高圧56MPa
を予測することができる．
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図12 有珠山からの噴煙拡散状況の予測 防災対策支援システム
として，気象予測モデルを使用したガス拡散・被ばく評価シス
テムを開発した．このシステムは，原子力総合防災訓練や国土
防災計画などに利用されている．

図13 船型とプロペラの一体流動解析 船体・舵・プロペラ・自
由表面の影響を考慮することが可能となり，流れ場の計算精度
が大幅に向上し高燃費性能の船型設計に適用している．

図15 車両空調の快適性評価 快適性は人体の温冷感の
重み付けを行い，快適性評価手法を確立．車内の熱流
動三次元解析による人体廻りの温度・湿度・風速を算
出して，快適性評価に INPUTして快適度を出す．

図14 超音速風洞内マッハ数等高線（半径方向を10倍表示） 高次精度数値スキームによるノズル内部の微弱な圧縮波の把握
とCFDによるじょう乱の少ないノズルを開発した．

3．3 流 体 技 術

当社 700製品の多くの製品開発に流体技術は不可欠であ
る．特に，数値シミュレーション技術（CFD：Computational
Fluid Dynamics）の急速な進歩に伴い数年前は不可能であっ
た複雑な流動状況を解析することが可能になった．
“二次元→三次元”，“非粘性→粘性”，“定常→非定常”，“部

分→全体”，“簡単形状→複雑形状”と高度化してきた．本技
術の適用例を紹介し，現状の先進技術理解の一助とする．図
12は，防災対策支援システム，すなわち，気象予測モデル
を使用したガス拡散・被ばく評価システムで，原子力総合防
災訓練や国土防災計画などに利用されている．図13は，船
体・舵・プロペラ・自由表面の影響を考慮することが可能な
高精度な解析法で，高燃費性能の船型設計に適用している．
図14は，高次精度数値スキームによりノズル内部の微弱な
圧縮波の把握を可能とした解析法で，じょう乱の少ないノズ
ルを開発することができる．図15は，車内の熱流動三次元
解析により人体廻りの温度・湿度・風速を算出して，人体の
温冷感の重み付けにより快適性を評価する．
図12から図15を見ると，地球規模の気象予測から，船舶，
超音速風洞，車両に至るまで非常に広範に流体技術が適用さ

れている．今後も，世界トップの数値シミュレーション技術
を維持・発展させるために，COE（Center of Excellence）
の活用を図る．
3．4 燃焼・伝熱技術

燃焼・伝熱技術は当社のエネルギー，環境関連製品を支え
る基幹技術である．その技術の一つに，熱エネルギーを効率
的に変換する熱システム技術があり，新しいサイクルの構築，
従来サイクルを組み合わせた新製品の創出そして，前述した
太陽光発電，燃料電池などの新エネルギーの開発がある．
燃焼は地球環境問題に対処した重要な技術である．産業用

ガスタービンを例に取れば，高効率化のために作動温度が
900℃レベルから1500℃レベルへと高温化される中で，世界
で始めて実機適用に成功した希薄予混合低NOx燃焼技術に
より，数百ppmのレベルから数十ppmへとNOx低減を達成
している．このためには燃焼器内で生じる熱流動と化学反応
を解き，希薄予混合燃焼状態で安定な燃焼状態を確保する技
術構築が必須であった．図16はレーザ励起蛍光法（LIF）に
よって，燃焼器内で発生するNOxの分布を直接計測してい
る一例である．ディーゼルエンジンは間欠燃焼であるが後述
の論文で詳細を述べるごとく，重質油の微粒化，筒内流動の
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図17 Weatherheadの実験を粒子法で解析
した例

1.0（冷却空気温度 

0（主流温度） 

冷却空気（実験では加熱空気） 

高温主流（実験では室温） 

図18 主流と混合するフィルム冷却のLES解析例
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図16 燃焼器内のNOx分析測定結果

最適化で同様低エミッション化に成功している．また最近で
はDMEなど人工液体燃料，さらには埋蔵量の最も多い石炭
など各種燃料の環境適合燃焼技術の研究に取り組んでい
る．
伝熱はボイラ，原子力プラントの蒸気発生器などの性能，

信頼性に関連した重要な技術である．伝熱管の高性能化，限
界熱流束予測，熱流動不安定問題など現象の解明に向けた実
験的，解析的研究を実施している．図17に解析の一例を示
すごとく，蒸気発生器のチャンネル内で発生する沸騰現象を
ミクロ的アプローチで予測する粒子法による沸騰気泡の解析
に取り組んでいる．最新の高温ガスタービンのタービン入り
口温度は 1500℃に達しているが，その高温ガス中で運用さ
れるタービン翼には高度な冷却技術を適用してタービン翼の
信頼性を確保している．その技術の一つに，冷却空気をター
ビン翼面に沿わせて流すフイルム冷却がある．フイルム冷却
を効率よく作用させるためには出来るだけ主流との混合を抑
えた形状を採用する必要があるが，図18に示すようなフイ
ルム冷却空気と主流の詳細な混合の状態を解析し，噴出し形
状の最適化を行うことができる．さらに高温のガスにさらさ
れる例として，宇宙往還機の地球帰還時，機体は高温プラズ
マにさらされるが，その高温から機体を守るため熱防御シス
テム，すなわち遮熱タイルが施工されている．機体を取り巻
く高温気流からの加熱状況をシミュレートした試験と解析に
よる予測を実施するなど航空宇宙の分野への寄与も大きい．
以上，燃焼伝熱技術は地球環境への寄与と，極低温から超高
温に至る熱変換／熱制御技術の開発に努力している．

ナノテクノロジーや ITなど，新しい技術分野でどのよう

な技術革新が起こっており，また，太陽電池やロボットなど
当社新分野新製品へそれらをいかに適用しているか，そして，
その今後について展望した．また，構造，流体，燃焼，伝熱
など基盤要素技術の最先端を紹介するとともに，当社700種
類の製品へ展開している状況について述べた．
当社では，これらの先進技術を始めとして，今後も世界中

で起きている革新的な先進技術を取り入れた，新分野新製品，
そして一流化した基幹製品をお客様にお届けする．
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