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応用エネルギー設計グループ

特集：「機械と環境」

自動車用のターボチャージャー*2

や排気ファンなどはターボ機械と

呼ばれ，圧力比の改善や低騒音化

が求められています．この研究で

は，コンピュータを用いて流れを

数値シミュレーション*3 し，騒音

の音源探索や不安定な流れを生じ

ない形状を提案しています．ま

た，コンピュータが学習しながら

最適な形状を自動的に探索する多

目的最適化設計手法を導入して，

新しい形状を提案しています．

低騒音ファン ターボチャージャー

ディーゼルエンジン*1 の燃料噴

射装置からは，非常に高速な燃

料が噴射され，分裂を繰り返し

ながら小さな粒子へと変化して

います．しかし，従来の計測技

術では詳細な分裂の様子が計測

することができませんでした．

この研究では，粒子の速度と粒

子径を同時に計測できるレーザ

噴霧解析装置を独自に開発し，

詳細な分裂の様子が理解できる

ようになりました．

レーザ噴霧解析装置

ノーベル賞受賞者をして「固体は

神が創り給うたが，表面は悪魔が

創った」と言わしめるほど，表面

は非常に複雑です．しかし，新し

い技術を開発するためには表面で

起こる現象を解明することが重要

です．この研究では，分子動力学

法*4 を用いて表面における分子・

原子の動きシミュレーションする

ことにより，新エネルギーとして

期待されている水素の利用技術の

開発，海水淡水化で使用される浸

透膜の開発などを行っています．

浸透膜表面上の水滴 金属表面上の水素

次世代の再生可能エネルギーとし

て期待される浸透圧発電*5 は，海

水と真水との塩分の濃度差で生じ

る浸透圧を利用するもので、数百

メートル落差の水力発電と同等の

発電能力を持っています．この研

究では，中空糸まわりの浸透流れ

を実験および数値シミュレーショ

ンにより解析し，より高性能な膜

モジュールの開発を進めること

で、世界で初の実用化を目指して

います．

浸透圧発電システム

*1 ディーゼルエンジン

日本ではトラックやバス用

のエンジンが主流ですが，

ヨーロッパでは乗用車の

50%以上がディーゼルエ

ンジンで燃費の良さが注

目されています．

*2 ターボチャージャー

エンジンへ圧縮した空気を

送り込む装置．排気エネル

ギーを使って羽根車を毎

分十数万回転させていま

す．

*3 数値 シミュレーション

CFD(Computational

Fluid Dynamics)とも呼ば

れる．流路を小さな格子に

区切って，格子間での運

動量などの出入りを計算

することで流れ全体を再現

できる手法．大規模計算で

はコンピュータを複数台並

べた並列計算機システム

を利用します．

*4 分子動力学法

MD (Molecular

Dynamics)法とも呼ばれ

る．数百から数万個の原

子や分子について力のつ

り合いを解く方法．微小空

間内でガスが金属へ浸食

する様子までも解析できま

す．

*5 浸透圧発電

砂漠地域では海水から真

水を精製する淡水化プラン

トが実用化されています．

淡水化プラントでは真水と

同時に高濃度の海水が大

量にでき，浸透圧発電を組

み合わせて，真水だけでな

く電気まで生み出そうとい

うプロジェクトです．

クリーンディーゼルをめざして 高性能・低騒音ターボの開発

分子レベルの界面制御 浸透圧という新しいエネルギー源
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基礎エネルギー工学グループ

2013 年度の活動内容は，(1)流体の相変化，特に液体から気体への

相変化に関わる流体の挙動やエネルギーの移動に関する研究，具体

的には，内面溝付管内を流れる流体の沸騰現象や，高温冷却時に生

じる膜沸騰現象のメカニズムの解明．(2)熱物性データベースに関す

る研究，(3)水素の熱物性に関する研究，(4)超高温での熱利用に関

する研究，(5)エネルギーの有効利用に関する研究，(6)流体機械の

性能と騒音に関する研究，(7)バイオミメティクスの熱工学への応用

に関する研究，(8)流体のコンピュータ・シミュレーションに関する

研究などがあります．今回はその中から 3つを紹介します．

常温から超高温までの熱利用と

コンピュータ・シミュレーション

温泉熱のような常温付近から，核

融合炉のような超高温まで，広い

温度範囲の熱を利用するために，

それぞれの温度範囲に適した熱利

用システムの実験と数値シミュ

レーションの研究を行なっていま

す．(図は流体が自発的相分離す

るシミュレーション過程の密度分

布)

バイオミメティクスと熱工学

樹木は，ポンプを使わずに，地

面から吸い上げた水を数十メー

トル，時には１００メートル以

上の高さにある枝葉まで運びま

す．その仕組みを模倣すること

で，高効率で使い勝手の良い熱

利用デバイスの開発を試みてい

ます．

水素エネルギー社会実現に向けた基礎研究

エネルギー・キャリア(運び手)として水素を利

用するための社会基盤が整えられれば，製造さ

れた水素は，まるで電池やガソリンのようにエ

ネルギーを運び，高効率に，有害物質を排出す

ることなく利用できます．私たちは，水素の熱

物性を測定し，その物性値をデータベースとし

て公開するための研究を行なっています．

(図は水素の音速測定セルと測定プログラム)

相変化：

水が蒸発して蒸気になっ

たり，氷が溶けて水に

なったりするのが相変化

です．水に限らず，液体

が気体に変わったり，固

体が液体に変わったり

と，物質の“相”が変わ

る現象のことです．

内面溝付き管：

円管の内側に，長さ方向

の溝が切ってある管のこ

とです．

膜沸騰：

高温の物体のまわりで液

体が蒸発し，物体のまわ

りが薄い蒸気で覆われた

ままで沸騰が続く現象で

す．

熱物性：

物質の熱的な性質のこと

です．水を例にとると，

1 気圧のもとでは 100℃

で相変化がおこります．

これは水が持っている性

質，水の熱物性です．

流体機械：

タービンやポンプなど，

流体の力を利用したり，

流体を圧縮，膨張させた

りする機械のことです．

バイオミメティクス：

生物が進化の過程で身に

付けた機能を模倣して科

学技術に応用する学問の

ことです．サメの肌の構

造を模倣して物体表面の

流体抵抗の低減を図っ

た，サメ肌水着はその一

例です．

分野の研究
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在外研究*1報告
ドイツ Fraunhofer ILT に滞在して

助教 本村 文孝

2012 年 3 月から 6 ヶ月間、ドイ

ツ北西部の町アーヘンにあるフラウ

ンホーファー研究機構の一研究機関

であるレーザー技術研究所（ILT）に

滞在した。レーザー技術に関する基

礎から応用まで最新技術が集積され

た本研究所において、超短波のピコ

秒パルスレーザーを用いた強化ガラ

ス等のマイクロ加工のシミュレー

ションについて学ぶことができた。

ドイツ国内の若手研究員を中心に、

アジア諸国からの研究者も多数在籍

しており、日本の民間企業からの技

術相談も受入れられていた。隣接す

るアーヘン工科大学は留学生の受入

れにも積極的で、ビザの発給や滞在

施設の紹介など長期滞在のための手

続きも学内で出来るなど初めての海

外留学にはお勧めです。

ベルギー王国フォンカルマン流体力学

研究所に滞在して

准教授 坂口大作

2012 年 3 月からベルギー王国

フォンカルマン流体力学研究所(VKI :

von Karman Institute)に 1 年間滞在

し，遠心圧縮機 *2 の開発を行いまし

た．VKI はジェットエンジンなどの

ターボ機械の研究で世界トップクラス

の研究所で，欧州各国から修士を終え

た優秀な学生が集まる研究所です．こ

こでは，遺伝的アルゴリズム *3 と

ニューラルネットワーク*4 を組合せ，

性能の良い翼形状を自動的に探索する

多目的最適化手法を研究しました．研

究所の中は英語が公用語ですが，食堂

ではいろんな国の言葉が飛び交ってい

ます．研究所の人たちと日本食を食べ

に行くことも楽しみの一つでした．ス

シはもちろん，ラーメンやギョーザも

人気でしたよ．人も食べ物も国際的豊

かなベルギー王国，とても魅力的なと

ころです．

ベルギー市内の様子

（右側筆者）

スペイン人，フランス人，

モロッコ人，イタリア人，

日本人の 5 カ国 6 人で日

本食

就職進路状況
アーヘン大聖堂とモクレン

平成 24 年度は，恒常的な就職難が続いて

いる中，本コースの学部生および大学院生(修

士)は，従来と変わらず堅調に就職している．

過去 3 年間の平均では，学部生の約半数が大

学院へ進学し，それ以外は機械分野を中心と

して幅広い分野に就職している．大学院生

は，機械分野，電気・電子分野をあわせて約

8 割が就職しており，特に学部生に比べ大企

業への就職が目立っている．

(H24 年度 4 年・M2 担任:才本明秀)
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機械工学コース（学部）

機械
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化学・医薬品 2

進学 2
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情報サービス 1
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1
その他
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機械工学コース（修士）

主な就職先

学部生

大学院生(修士)

長崎キヤノン,東京エレクトロン九州,三菱重工業,

佐賀鉄工所,MHI プラントエンジニアリング

三菱重工業,三菱電機,TOTO,

東芝,ニコン,日産自動車

主な就職先

*1 在外研究：

海外の研究機関に長期間

滞在し，研究活動するこ

と．

*2 遠心圧縮機：

羽根を高速回転して空気

を圧縮する機械．ジェッ

ト エ ン ジ ン や タ ー ボ

チャージャの一部．

*3 遺伝的アルゴリズム：

ダーウィンの進化論に基

づいて優秀な遺伝子のみ

が次世代へ受け継がれる

という考え．

*4 ニューラルネットワーク：

人工神経回路網とも呼ば

れる．脳の働きをコン

ピュータで再現すること

で物事の判断を柔軟に行

うことができる．

前号でお知らせしましたように，平成 23

年度から，「機械と人間」「機械と環境」の

2 つの大教育分野を開設しました．平成 25

年度は各大教育分野内に 2 つずつグループを

形成するとともに，新任の教職員を迎え，本

格的な教育研究体制としてスタートしまし

た．

Event Now!

この号の内容

1 Event Now!

2 2013 年度

機械工学コースカレンダー

3 特集

「機械と環境」分野の研究

4 在外研究報告

5 就職進学状況

6 同窓会便り

2013 年 6 月 28 日発行

No.6

2013 年度 機械工学コースカレンダー

長崎大学工学部

機械工学コース

ニュース

本号では、本コースの研究、特に「機械と環境」分野の研究活動を特集します。

行 事 日 付

入学式 4 月 2 日(火)

オリエンテーション 4 月 3 日(水)

前期授業開始 4 月 4 日(木)

開学記念日 5 月 31 日(金)

オープンキャンパス 7 月 20 日(土)

前期定期試験 7 月 30 日(火)～8 月 12 日(月)

夏季休業 8 月 13 日(月)～9 月 29 日(日)

進学説明会 in 佐世保北高 8 月 18 日(日)

後期授業開始 9 月 30 日(月)

長大祭 11 月 22 日(金)～11 月 24 日(日)

冬季休業 12 月 28 日(土)～1 月 5 日(日)

大学入試センター試験 1 月 18 日(土)～1 月 19 日(日)

後期定期試験 1 月 31 日(金)～2 月 17 日(月)

前期日程入学試験 2 月 25 日(火)

春季休業 3 月 21 日(金)～4 月 1 日(火)

後期日程入学試験 3 月 12 日(水)

卒業式・学位授与式 3 月 25 日(火)

新たな教育研究体制が発足したのを受け，

コースのホームページをリニューアルすべく

ホームページコンペを行いました．全 9 作品

の中から，上のホームページが最優秀作品に

選ばれました．まもなくお目見えしますの

で，楽しみにしていてください．


