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「燃料油」に“水”を混合させて、

所謂——『水エマルジョン』として、バー

ナーやエンジンに適用して、燃焼効率の改

善や排煙（煤）、NOX 等を削減する技術は、

凡そ、４０年以上前から切磋琢磨されて来

た、古く、そして新しい技術です。 

図１に示す如く、キーワード“エ

マルジョン燃料”で、“Google”検索

を行いますと、現状では、約６８，６００件

ものヒットを見ます。しかも、数年前の調

査に比して、ヒット件数が大幅に増加して

おり、過熱しているようにも感じました。 

（株）技術開発総合研究所では、当該——

❶水エマルジョン燃料の燃焼改善への効

果｛＝燃料中の“水”が外部温度により水蒸気爆発

して、混合気形成を促進させる｝が、漸近する｛＝

限界が有る｝効果である事、❷水の熱容量

増加による NOｘ低減効果は有るものの、

燃料中の水分量の増加は、一義的に、燃焼

最高温度を低下させ、既存のバーナーに適

用する場合は、熱利用効率を低減させる可

能性も有る事から、当該技術の開発には余

り、積極的では有りませんでした。 

しかし、❸“液体燃料”中に、酸化剤(空

気や酸素)等の気体充填させる——『マイ

クロ・バブル燃料・燃焼システム

【[特許出願名称]気液混合圧送システ

ム（特願２００９－１５８１０４）、[特許出願

名称]燃料供給装置（ＰＣＴ／ＪＰ２００９

／００３４１１）】』は、燃焼改善と共に、燃

焼最高温度も上昇させるため、その抑制の

ためにも、「水エマルジョン燃料」は有効で
図１ 「水エマルジョン燃料」の現況 
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有る事、今回、❹大阪の企業様から、「ドライソルベント～灯油～軽油～重油」の各種流体と“水”を

均質混合・エマルジョン化させる装置の技術開発を委託された事より、約２か月で、市販の性能を凌

駕する——世界最高性能の——『水エマルジョン燃料製造装置』を開発し、

その作動試験に成功した事から、当該装置を市販化する事としました。 

 

 
 

前述の如く、インターネット検索から見る限り、「エマルジョン燃料」に掛ける情熱が溢れており、

図２に示す如く、その内情は良く存じないが、NPO 団体の「エマルジョン燃料協会」も設立され、

産・官・学の連携で、エマルジョン燃料の普及を目指して居る様子が覗えます。 

しかし、『エマルジョン燃料に関する記述』には、胡散臭いものが多く、適切とは言えない表現が多い

のも現状と考えます。それらの中で、当該「エマルジョン燃料」のメカニズムと効果に関する——推奨で

きる論文として、❶『燃焼炉におけるエマルジョン燃焼の技術｛石田 博樹（長岡工業高等

専門学校 メカニクス研究室 燃焼工学・火災安全工学）教授｝』が上げられ、その効果等に付いて明瞭に

総括されて居り、「エマルジョン燃料」の関係者は、是非、一読される事を推奨します。 
 

図２ 「エマルジョン燃料協会」（NPO 団体）｛http://www.emulsion-fa.com/｝ 
 

また、❷ディーゼル・エンジンへの性能効果を研究した例として、【(研究課題名)水エマルジョン燃料

の農業機械への適用試験｛研究担当者；谷脇 憲、飯嶋 渡、他（中央農研・作業技術部・農産エネルギー研

究室｝〈http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/laboratory/narc/2002/narc02-19.html〉】が報告さ

れており、図３に示す如く、燃料への“水”添加量の増加に連れて、水＝３０(%)の領域で、「ＮＯ

ｘ、黒煙」の同時改善が図られる事が、実証されている。試験データーは、排気組成への影響のみで有る

が、（１）燃焼改善効果としての「黒煙」の減少、（２）熱容量増加（＝燃焼温度低下）効果としての「NO

ｘ」の低減効果が、確認されている。 
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図３ 「水エマルジョン燃料による排気ガスへの効果」 

｛研究担当者；谷脇 憲、飯嶋 渡、他（中央農研・作業技術部・農産エネルギー研究室｝ 

〈http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/laboratory/narc/2002/narc02-19.html〉
 

エンジンの場合、①燃焼効率向上と、熱損失改善による②熱利用効率改善により、燃料消費率改善が

期待される筈であるが、噴射タイミングの適正化等々の、適用条件に問題が有る様子で、図４に示す

如く、（財）日本海事協会・ユニバーサル造船（株）が中心と成って、２０１１年０１月１８日、『「舶用ナ

ノエマルジョン燃料及び製造システムの実証試験」に関する共同研究契約締結』により、改

めて、“燃費と NOｘの同時改善”〈http://classnk-rd.com/pdf/press20110118.pdf〉の実証を行っ

ている様子であるが、基本的には、どのような製造装置を用いても、エンジン性能に及ぼす効果は変わら

ない筈である。 

その他にも、種々の所で、その効果に関しての実証が行われて居る様子で、図５に示す、伊藤忠商

事（株）の場合は、『１０(%)の燃費改善』を謳っている。 

しかし、上述のように、“どのように効率良く（＝小型且つ安価に）エマルジョン燃料を製造するか”

が基本であり、ある程度に微粒化されたエマルジョン燃料でさえ有れば、それ以上の“魔法の効

果”を発揮する事は不可能で有る。 
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図４ 「舶用ナノエマルジョン燃料及び製造システムの実証試験」 

——に関する共同研究契約締結〈http://classnk-rd.com/pdf/press20110118.pdf〉
 

 即ち、“水”には、❶水蒸気爆発による“混合気形成効果”と、❷熱容量増加による“燃焼最高温

度低減”効果しか無く、当該燃料には性能向上限界が有る。 

寧ろ、適用上の大きな問題は、現状の——「バーナー、ガス・タービン、エンジン」等が、燃料系統に、

錆を招き易く、潤滑性のない“水”が供給される事を想定していない事で、適用機器の長期の耐久性

を確保するためには、この点が最も重要で、注意する必要が有る。 

この点、図６に示す、コマツ｛(株)小松製作所｝の例では、“水／油＝50／50”の混合率で、燃費

改善を図りながら、ＮＯｘを９０(%)削減した——『水エマルジョン燃料対応——低公害発電機

用エンジン』を市販している。 

このような、『水エマルジョン燃料』に関する特許申請状態を調査して見ると、例えば、キーワード“燃

料油製造装置”での特許検索では、出光興産(株)や三菱重工業（株）等の“９件”の申請が認められる。 

また、キーワード“エマルジョン燃料”での特許検索では、４２１件もの多くの技術がヒットし、

特許申請会社として、川崎重工業（株）、トヨタ自動車（株）、UD トラックス（株）、三菱重工業（株）、（株）

デンソー、（国立大学法人）東北大学、日本郵船（株）、昭和高分子（株）・・・等々の大手の名前が散見さ

れる。 

これらの事実から、『ＮＯｘや排気煙(Soot)』の削減技術の一つとして、『水エマルジョン燃料』は有用

技術と評価されていると、判断される。 

しかし、（株）技術開発総合研究所の評価としては、当該技術は、主幹技術ではなく、飽くまでも、
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排気対策の補完技術と考えて居り、図５に記されている——伊藤忠商事（株）様の「２，０００（万円

/台）」の価格では、採用が不可能と推察され、最高でも、「≦２００（万円/台）」の低価格でなければ、普

及は難しいと考えます。 
 

 
 

図５ 「伊藤忠商事(株)ニュース・リリース」 

〈http://www.itochu.co.jp/ja/news/2008/080711.html〉 
 

 

 

『エマルジョン技術』の基本は、❶混在流体の微細化を図りつつ、❷混在流体の均質化を図る事に有

り、また、前記の２つの要素を徹底したとしても、“魔法の流体”に変わる事は有り得ない。 

上記の「❶、❷」の実現ためには、単純な——均質化を図るミキサー（混合器）では困難で、“粉砕

機能”を有するミキサーを、最適な条件で稼働させる事が、最良である。 

これまで、「(株)技術開発総合研究所」は、均質混合を図る目的に対しては、世界最高の性能を誇 
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図６ コマツ｛小松製作所(株)｝のエンジン技術 
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る——『マルチスワー

ル・ミキサー 

(swirl-mixer.com)【特

許技術】』を開発してい

ますが、当該技術は、市

販の他社ミキサーと同じ

く、“粉砕機能”が劣るた

め、『水エマルジョン』生

成のためには、技術限界

が有ります。 

一方、「（有）イワセ｛新

潟 県 燕 市 吉 田 法 花 堂 ｝

〈www.echigo.ne.jp/〉
」様と国際特許申請［ＰＣ

Ｔ／ＪＰ２０１０／００２２

５２］した——「ナノ・

ミキサー」は、２組の

対向するジェットで、円

錐状の頂点の“狭い空間”

で流体同士を衝突させて、混合流体の微粒化（粉砕）と均質混合を図っており、その基本原理は、“ジェ

ット・ミル”と基本的には同じです。 

このため、流体相互は勿論の事、流体中の混在固形物の粒子密度が、流体に対して大きい場合は、当該

粒子を粉砕する機能も有しています。 

即ち、『スーパー・エマルジョン・システム』は、当該——「ナノ・ミキサー」を用いて、

「水／油」を衝突粉砕により、相互に微粒化している点に大きな特徴が有ります。このため、界面

活性剤無しで、瞬時（秒速）で、混在流体のエマルジョン化を図ります。 

 しかも、(株)技術開発総合研究所の『マルチスワール・ミキサー【特許技術】』もそうで

すが、市販のミキサーは、供給圧力ΔＰ（＝流量、流速）を増加させても、その性能は、漸近するのに対

して、「ナノ・ミキサー」の性能は、❶“２・√ΔＰ”に比例して増加し、極限が有りません。そし

て、❷同一効果の場合は、他のミキサーに比較して、圧損が、１／２と小さい事も特徴です。 

また、❸構造簡単で、製造も容易のため、安価で有る事も大きな特徴です。→→→→【註】詳細は、

「ＴＮ— 107181 テクノ・ニュース（@techno-news.com）」を参照の事。 

 なお、生成された——『エマルジョン燃料』を、そのまま、機器（バーナー、ガス・タービン、エンジ

ン）に供給する場合や、タンク循環供給する場合は、界面活性剤は不要ですが、生成燃料を保存・使用す

る場合は、「基油とエマルジョン燃料」部分の分離を避けるために、若干の界面活性剤が必要と成ります。 

 

 
 

 前述のように、“水”は不活性で、燃焼の改善効果その物への影響は有りません。 

 
図７ キーワード“燃料製造装置” 
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図７ “水エマルジョン燃料”特許調査（抜粋） 
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しかし、『水エマルジョン燃料』は、“水”の熱容量の大きい特性から、燃焼最高温度を低下させて、

処理の難しい“ＮＯｘ”を低減させる効果は有用です。しかも、外部温度を受けての、燃料中の“水蒸気

爆発”は、液体燃料を飛散させ、混合気形成を助けるため、燃焼効率の改善効果や排煙（Soot）低減効

果にも寄与します。 

 しかし、それにも限界が有ります。そこで、(株)技術開発総合研究所では、液体燃料中に、酸化

剤（酸素、空気）を微細｛＝マイクロ・バブル｝状態で供給するシステム【[特許出願名称]気液混合圧

送システム（特願２００９－１５８１０４）、[特許出願名称]燃料供給装置（ＰＣＴ／ＪＰ２００９／００３４

１１）】との併用を考えて居ります。 

 当該——『マイクロ・バブル燃料・燃焼システム』の基礎試験装置【共

同特許申請予定】が、「２０１２年０１月」に、『東京都立産業技術高等専門学校』様に納品され、ガ

ス・タービン燃焼に及ぼす影響試験が開始されます。 

“当該燃焼”は、一種の——スーパー・チャージャーを“燃料”を介して行うようなもので、「水エマ

ルジョン燃料」とは異なり、周囲温度を吸熱しなくとも、噴射の瞬間に、“マイクロ・バブル”が膨張破

裂しますので、❶最適な混合気形成を、燃焼を阻害する事無く遂行し、しかも、❷燃料コア（核）が酸化

剤（酸素、空気）から成っているため、火炎伝播以外に多面発火し易く、更には、着火の瞬間に、周囲燃

料を更に拡散させるため、燃焼速度の向上が期待されます。❸一方で、当該燃焼は、燃焼最高温度を高め

るため、ＮＯｘが増加する事に成ります。これを抑制するために、『水エマルジョン燃料』が機能し

て、ＮＯｘ増加を抑制・低減する事に成ります。 

なお、本『スーパー・エマルジョン・システム』装置は、上述の「エマルジョン燃料」の

製造のみならず、『基油（ガソリン、軽油、重油）』に、バイオ燃料（アルコール、ひまわり油、菜種

油、パーム油、ひまし油、魚油・・・等々）を溶解度以上の割合でも、均質完全混合させて、最適燃焼さ

せる事を可能とします。 

即ち、通常では、完全混合させる事の困難な——難混合流体を、均質・微細化混合させる事が可能です。 
 

 

【文責】ＦＲＯＭ 本望 行雄｛（株）技術開発総合研究所｝ 

——「y-hommoh@super-emulsion.com」 
 

 

 『本望行雄｛ (株)技術開発総合研究所｝』は、発明王 トーマス・エジソンが興した、世界最大

の企業——「ゼネラル・エレクトリック｛GE｝（アメリカ）」が話を訊きたい、日本の３３社に選ばれ、 

２００７年１０月０９日開催の『ＧＥジャパン・テクノロジー・フォーラム』にて、世界から参集したＧＥの

研究者に、開発した——１０種の“超の技術”に付いてプレゼンテーションを行いました。 
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