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はじめに

IHI の歴史を振り返るとき，熱・流体・燃焼機器は，

船舶，回転機械，鉄構物などと並ぶ基幹機種であり続

けている．その守備範囲も，大は高さ 60 m を超える

発電用ボイラから，小はミリ単位の流路まで，温度も

液体ヘリウムの −270℃からジェットエンジン燃焼器の

1 200℃超までと非常に広い．本稿ではこの分野のあゆ

みを振り返るが，その題材として 300 号を迎えた技報

そのものを取り上げることにする．

技報は創刊から 76 年，つまり四半世紀を 3 回経て

いる．そこで，(1) 石川島技報創刊（ 1938 年），(2) 石川

島播磨技報（ 1961 年），(3) 平成時代（ 1989 年），(4) 現

在（およそ 2010 年以降）の，約 25 年刻みの 4 か所

の節目を設定し，原則として最初に出てくる記事からそ

の時代のようすを探ってみたい．対象は IHI の主力製

品であり，かつ熱・流体・燃焼技術の粋を集めたものと

して，ボイラ，原子力，燃焼機器（ジェットエンジン／

ガスタービン用を含む）とした（以下，記事の題名や

製品名は適宜簡略化したものがある）．

ボイラ

1950 年：石川島舶用水管ボイラに就いて

1961 年：貫流ボイラの開発

1989 年：1 000 MW LNG 専焼超臨界圧変圧貫流ボイラ

の計画（ボイラおよび発電技術小特集号内）

2009 年： 酸素燃焼技術を用いた CO2 回収型石炭火

力発電ボイラの実証に向けた検討

熱・流体・燃焼
Heat, Fluid, Combustion

技報に見る
熱・流体・燃焼機器のあゆみ

戦前戦後，高度成長，平成，21世紀．技報は 76年にわたって時代時代の技術を映してきた．それは IHI
技術の歴史教科書だ．そのなかから大きなトレンドは見いだせるだろうか．

舶用水管ボイラ（ 1950 年 ）

技報創刊から3回の四半世紀．節目の記事から発展の軌跡をたどる
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石川島技報創刊からしばらくの間，ボイラの記事は

製作方法に関するものに限られる．熱流体問題として

最初に発表された 1950 年の論文は，当時の主要製品で

あった舶用のボイラに関するものであるが，戦後のこの

時期は，商船用のボイラとして従来の円型ボイラから水

管ボイラへ転換すべきかがメーカーと商船界で模索さ

れていた．そして論文のなかでは，IHI としてこの転換

を断固実行する決意を「円
まる

ボイラに現在以上の進歩を

期待することは無理であり何時迄も円ボイラに固執して

居るならば吾が国海運界の進歩発展は望みなく，今後

の世界の海運界に於ける激烈な競争に於て落伍者とな

ることは明白な事実であろうと思われる」と力強く述べ

ている（字体・仮名遣いは現代の標準に修正）．このと

きに論じられたボイラは，蒸発量 5 000 kg/h，蒸気温度

350℃，軸馬力 2 000 PS ( 1 470 kW ) という規模であっ

た．

一方，発電用のボイラには古くから水管ボイラが用い

られていたが，1961 年はそのうちの比較的小規模のド

ラムボイラ（ 1952 年に技術提携して本格的に事業を再

開）から，「ますます高圧，高温，大容量化してゆく電

力業界の要望に対応しうる態勢を整え」るために貫流

ボイラ（ 1960 年に技術提携）に進む過程にあたり，論

文ではその研究開発の状況が報告されている．特に東

京第三工場（当時．現在 IHI 本社がある豊洲地区）に

おける蒸発量 13 t/h，圧力 350 気圧，蒸気温度 600℃

の超臨界圧テストボイラの試作と試験の結果が詳細に

記されている．

ここから発電用ボイラは着実かつ大幅な進歩を遂げ

た．その結果，1989 年の記事では「 LNG 専焼超臨界

圧変圧貫流ボイラは，わが国最大容量の 1 000 MW ユ

ニットであるとともに，当社にとって同形式ボイラの

集大成でもある」と宣言するに至った．諸元は蒸発量

3 120 000 kg/h，圧力 275 気圧，蒸気温度 542℃であり，

1950 年の舶用ボイラからみると，蒸発量で 624 倍，出

力（単純に比較することは適当でないが）で 680 倍の

成長となった．また 1961 年までにはみられなかった，

環境対策として NOx 低減対策，また自動制御や設備診

断装置（後述）についても多くの紙面を割いている．

このころまでの環境対策は，一時期の公害問題を踏ま

えてもっぱら有害物質の排出を減らすという意味合いで

あった．しかし，20 世紀の終盤になって地球温暖化と

いう問題が惹
じゃっき

起され，1997 年に京都議定書が締結され

るに至って，地球温暖化ガスである CO2 をいかに減ら

すか，あるいは回収するかが新しい技術課題となった．

2009 年の記事は，その流れの一環として酸素燃焼とい

う技術によって CO2 の回収を行おうという研究開発プロ

ジェクトの中間報告である．オーストラリアの既存のボ

イラを改造して試験を行うもので，「商用運転を経験し

た既設プラントを改造し，酸素燃焼を適用した世界初の

発電プラントである」．このプロジェクトはその後も順調

に進み，酸素燃焼ボイラの実用化は間近に迫っている．

技術の歴史We have

貫流ボイラの火炉内管配列（ 1961 年 ）

酸素燃焼の火炎状態（ 2009 年 ）

空気燃焼 酸素燃焼

100％
負荷

60％
負荷
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原子力

1955 年：動力用原子炉の設計に関する諸問題

1961 年：放射線吸収発熱による原子炉圧力容器の熱

応力

1989 年：原子燃料サイクル小特集号

2008 年：PWR 方式の原子炉で世界に羽ばたく

1955 年に原子力基本法が成立し，原子力発電への道

が開かれた．同年の技報に掲載された，原子炉という

新しい装置の概要を解説する記事の緒言では，「石炭に

しても石油にしてもその埋蔵量には限りがあり（中略）

したがってこれらに代る新しい動力源が発見されない限

り，世界産業の前途は甚だ悲観すべき状態におかれて

いるといわねばならぬことになる」「われわれに残され

た課題は，この驚異的新しいエネルギーによって繰り拡

げられる㐧 2 の産業改革を，人間の生活の向上と繁栄

のために如何に寄与せしめるかにあると考えられる」と

その重要性を熱く語っている．

その後 IHI は，原子炉のうちの圧力容器，格納容器

を主な製品として事業を進めることになる．そのため熱

流体機器としての記事はあまり見られず，1961 年のよ

うな構造物としての課題を論じたものが多くを占めてい

る．

1989 年 9 月号は原子燃料サイクル小特集号である．

「わが国の原子力発電 25 年の経験は，信頼性の高い

主力電源の一つとしての地位を原子力発電にもたらし

ました」とここまでの成果を強調しつつ，「当社として

も，高レベル廃棄物の処理技術こそ，原子力燃料サイ

クルのなかでも必要不可欠の根幹技術であることに着目

し」，ガラス溶融炉，オフガス処理，ガラス固化体貯蔵

などの関連する広い分野の研究開発の成果をまとめて

いる．この分野はその後幾多の曲折があったものの進歩

を重ね，2013 年には青森県六ヶ所村の「高レベル廃液

ガラス固化・貯蔵施設」のアクティブ試験（放射性を

有する廃棄物による試験）成功までに至った．

これまでの IHI の携わる原子炉は沸騰水型 ( BWR：

Boiling Water Reactor )，改良型沸騰水型 ( ABWR：

Advanced BWR ) であったが，2007 年に加圧水型原子

炉 ( PWR：Pressurized Water Reactor ) をラインアップに

加えた．2008 年の記事で言うように「 PWR の鍵を握る

のは蒸気発生器という高度な加工技術を必要とする機

器である」ことから，これまでの圧力容器，格納容器

の製作に加えて，将来の蒸気発生器の製作を目指して，

IHI 独自の生産技術の開発を進めている．

ガラス流下状況（ 1989 年 ） 固化セルの構成（ 1989 年 ）
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燃焼機器

1955 年：ガスタービン用燃焼器試験

1964 年：高負荷燃焼器基礎試験

1989 年：燃焼診断装置の開発（ボイラおよび発電技

術小特集号内）

2010 年：ガスタービン燃焼器の高精度シミュレー

ション

技報創刊から戦後しばらくは，燃焼に関する記事は

掲載されていない．最初が 1955 年の論文であるが，こ

のなかで「燃焼器の試験研究に関しては昭和 26 年

（ 1951 年，引用者加筆）に大気圧燃焼試験装置を，さ

らに昭和 29 年（ 1954 年，同）には加圧燃焼試験装置

を完成，現在迄に舶用直流型および L 型，航空用缶

型，環状型およびこれ等の蒸発型の燃焼器等について

大気圧および加圧試験を完了，数多くの貴重な設計資

料を得ている」との記述があり，1955 年以前にも各種

の燃焼器について基礎的な研究を進めていたことが読

み取れる．

1964 年の論文は，垂直短距離離着陸機を念頭に置い

た軽量，小型，高負荷燃焼器の開発を目標に，燃焼器

の各構成要素の燃焼性能に及ぼす影響について調べた

ものである．取り上げた要素は，燃料噴射弁，1 次空気

孔，旋回器，シンブル（空気導入管），内筒比較，その

他であり，得られたデータが克明に記述され評価されて

いる．このような基礎試験の積み重ねが現在までの燃

焼器の発展につながっている．

1989 年 5 月号はボイラおよび発電技術小特集号で，

このなかで燃焼に関するものとして上記の論文がある．

「火炉内の燃焼状況の評価や判断は，運転員による火

炎形状や輝度の観察，テレビモニタによる排煙状態の

監視など（中略）が現状である」ところ，「火炉内の

燃焼状態をマクロ的に把握するのではなく，バーナの燃

焼管理をさらにきめこまかく行なう方法として」火炎か

らの光を光プローブで集光しスペクトル分析を行う手法

を開発した．基礎試験や実ボイラでのデータ取得を通

じて，このスペクトルとボイラ出口での NOx 濃度，ば

いじん濃度の関係を求め，そのデータを装置に組み込

むことで個々のバーナの燃焼調整を容易にした．

20 世紀終盤からのシミュレーション技術の発展は著

しく，構造，流体などに広く使われるようになってい

る．そのなかにあって燃焼という現象は，化学反応を伴

うこと，本質的に乱流・非定常であることなどから，高

精度の計算が困難であった．2010 年の論文は最新の乱

流モデルを用いた計算によって燃焼器内の燃焼場（速

度場，温度場，分子の分布など）を詳細に求めたもの

である．計算結果と実験結果との差異は，ある指標で

は約 1％以内に収まっており，燃焼器という多くの物

理・化学現象を伴う複雑な装置についても，シミュレー

ションによって基本設計や開発を進められる可能性を示

している．

おわりに

三つの熱・流体・燃焼機器について，技報の記事か

らその歴史を概観した．おおよそどの分野も，昭和時代

までは大型化，高性能化といった工業製品としての進

化を目指してきた．その後は今日的な課題である環境や

後処理の問題に取り組み，また計測分析技術，さらに

シミュレーション技術の活用も進みつつある．次の四半

世紀，つまり通刊 400 号においてどのような変革が紹

介できるか，予想することはなかなか難しいが，熱・流

体・燃焼が IHI を支える基幹技術であり続けることに

疑問の余地はないだろう．

シミュレーションによる燃焼器内の温度分布（ 2010 年 ）

LES法（ 瞬時値 ）

LES法（ 平均値 ）

技術の歴史We have


