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１．はじめに
日本機械学会の会員でもない私が，熱工学部門のニュースレター執筆の機会を与えていただい
た．良い機会なので，研究紹介だけでなく自己紹介を兼ねた経緯と熱工学との出会いで感じたこ
とも書いてみたいと思う．
私は電気系の出身で，ナノフォトニクス，特に金属ナノ構造のフォトニクスであるプラズモニ
クス（plasmonics）を専門としている[1]．学会は主として応用物理学会（応物）において研究活動
を行ってきた．1997 年ごろから白熱電球の高効率化を目指して，マイクロキャビティによる熱輻
射制御の研究をサブテーマとしてはじめた．応物は LED やレーザーの研究が中心を占めているの
で，周りには熱輻射を研究する人は皆無であった．2000 年代前半のことだと思うが，応物の全国
大会で湯上浩雄先生（東北大学）の熱光起電力（TPV）発電の発表を目にして，目的は違うもの
の同じタングステンのマイクロキャビティを研究しているグループがあることを知って驚いた．
このころはまだプラズモニクスと熱輻射制御の研究は，私の中でははっきりと区別されていた．
しかし，両研究が進展するにつれ，表面プラズモンの効果が熱輻射スペクトルに観測されたり，
表面プラズモンの強い吸収が熱源として利用されたりといった具合に，区別は意味のないものに
なっていった．現在，私の研究室では，両テーマを完全に一体化して研究をすすめている（私は
「サーモプラズモニクス」と命名している）
．
2007 年に花村克悟先生（東京工業大学）のお誘いで，日本熱物性学会研究会において「メタマ
テリアルによる熱輻射の制御に向けて」というテーマで講演したことをきっかけとして，機械系
を中心とする熱輻射研究コミュニティーに加えていただいた．機械系のことは良く知らなかった
ので，同じ研究をする仲間が多数いたのだとうれしく思ったことを良く覚えている．このような
わけで，私は熱工学とフォトニクスの境界領域で研究をするようになった．
本稿では，熱輻射制御の原理的に新しい方法として，プラズモニクスを利用した方法について
我々の研究を中心に紹介する．これはプラズモニック共振器を極薄の共振器として用いる方法で
ある．これは２次元メタマテリアル，すなわちメタ表面（metasurface）とみることもできる．ま
た，プラズモニック共振器を電気的に接続して，通電加熱できるようにしたメタフィラメントに
ついて述べる．
２.

研究の背景と目的

白熱電球は熱輻射光源の一種であり，熱工学とフォトニクスは当初から深い関係がある．しか
しフォトニクスでは，照明用光源の半導体化が推進され，LED や LD に夢中になっている間に，
効率の低い白熱電球の研究は衰退してしまった．筆者は 2014 年 6 月にイタリアのコモで開催され
たライティングシンポジウム（14th International Symposium on the Science and Technology of Lighting
(通称 LS14)）において Breakthrough Talk をする機会を与えられたが，伝統ある照明の国際会議で
も，光源部門では私以外の発表はほとんど全て LED 光源に関するもので，放電ランプがいくつか
ある程度であった[2]．
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一般に白熱電球は効率が低いと思われているが，電力と電磁輻射とのエネルギー変換デバイス
としてみると，効率 90%以上の高い変換効率を持っている[3,4]．これは LED のそれが 50%程度で
あることを考えると白熱電球は LED より効率が高いということができる．白熱電球の輻射は自然
の黒体輻射スペクトルによっているために，目に見えない赤外線の成分を多く含み，電力から可
視光への変換効率が低いだけにすぎない．この意味で白熱電球のポテンシャルは高いので，熱輻
射制御によりスペクトルを制御できれば，高効率光源となる可能性を秘めている．
とはいえ基礎的な面では，熱輻射の研究はほとんど終わっているようにみえるかもしれない．
しかし，決してそうではない．熱輻射の研究はナノテクノロジーと出会うことで再び息を吹き返
している．ナノテクノロジーは電気伝導や光学特性などをはじめとして，様々な物性値を自然の
値から変化させて制御することを可能にした．今日では輻射率や熱伝導率などの熱物性もナノテ
クノロジーによって制御できるようになった[5]．さらに，最近ではエバネッセント波による黒体
輻射を超える熱輸送，ナノオーダーに近接して配置された金属ギャップ間におけるカシミール効
果，光アンテナによる狭帯域の熱輻射赤外エミッターなど，熱輻射に関係する最先端の基礎研究
の話題は列挙にいとまがない．
光源やエネルギー輸送への応用の面から，熱輻射のスペクトルや指向性を制御したいというニ
ーズは古くからある．しかし，一般に熱輻射スペクトルは極めて広帯域であり，指向性もなく輻
射分布はランバート則に従う．このため熱輻射制御は単色光で使用される単純な誘電体多層膜で
は効果が限定的であり，そのインコヒーレント性ゆえに制御が難しいといえる．このような中で，
今まで熱輻射制御に用いられてきたのが Fig. 1(a) 示すマイクロキャビティである．これは金属の
表面に穴をあけて光の空洞共振器としたものである．

Fig. 1

(a) Microcavity array, (b) metasurface composed of U-shaped split-ring resonator and
(c) metafilament composed of connected U-shaped split-ring resonator

表面に形成した人工的な微細構造により熱輻射スペクトルを変える熱輻射制御の試みは，1986
年に Si 基板の深い１次元回折格子によりはじめて行われた[6]．
それ以来，
マイクロキャビティ[7,8]，
フォトニック結晶[9,10]，金属ナノキャビティ[11]など様々な方法が提案されてきた．熱励起され
た表面プラズモンポラリトン，表面フォノンポラリトン，擬似表面プラズモンなどの表面波を用
いた狭帯域の熱輻射も報告されている[12-14]．
近年のメタマテリアル分野の急速な進展にともなって，様々な波長帯における完全吸収帯が実
現されるようになった[15]．キルヒホッフの法則から吸収率は輻射率に等しいから，完全吸収帯は
加熱することにより選択熱輻射エミッターとしても応用できる[16-19]．
熱輻射制御の応用の代表的なものとして TPV 発電がある．これは高温物体からの排熱をマイク
ロキャビティにより，波長 1.8m 以下の赤外線域に変換して GaSb 電池に照射し，電力に変換し
て回収するシステムである．マイクロキャビティでは金属にあけた穴が電磁波に対する共振器と
してはたらき，共振波長において熱輻射の増強がおきるので，希望する帯域に輻射のエネルギー
を集中させることができる．しかし，原理的にマイクロキャビティは制御しようとする波長と同
程度の深さの穴を必要とする．可視光程度では問題がないが，波長が赤外域に入り長くなると，
深い穴の微細加工は不可能ではないが簡単ではなくなる．
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このようなマイクロキャビティの問題点を解決するために，我々はメタ表面の利用を提案してい
る．Fig. 1 (b)にその例を示す．これは穴のかわりにプラズモニック共振器を用いるものである．
プラズモニック共振器はどのような形でも良いが，我々は U 字型分割リング共振器（Sprit Ring
Resonator: SRR）を用いている[17,18]．U 字型 SRR はメタマテリアルの代表的な共振器構造とし
て良く知られている．メタ表面を利用することで微細加工はプレーナープロセスのみですむので，
作製は極めて容易になる．
３. メタ表面による熱輻射制御
Fig. 2 は作製したメタ表面をもつ熱輻射中赤外線エミッターの光学顕微鏡写真と断面図である．
周期 5m，一辺 3.2m の金の U 字型 SRR を電子ビーム露光と蒸着にて基板表面に作製した．基
板はガラス基板上に反射層として銀を 150nm 蒸着し，SiO2 誘電体層を 36nm 蒸着している[13]．
この反射層は SRR からの熱輻射を覆い隠してしまうガラス基板からの熱輻射を反射させて抑制す
るためのものである．
デバイスは市販のセラミックヒーター上に固定され，真空中で 10W の電力を投入して加熱した．
表面温度はデバイス表面に置いた熱電対で計測し，約 200 度となるように電力を選んでいる．熱
輻射スペクトルの計測は FTIR を用いて中赤外域で行った．
Fig. 3 にヒーターへの入力電力 10W の場合における熱輻射スペクトルを示す．SRR 構造を持た
ない平面基板と比較すると，SRR 構造を持つデバイスには偏光に依存するいくつかの共振ピーク
が観測された．これらのピークはシミュレーションとの比較から，SRR と Ag の反射層の間に存
在する表面プラズモンポラリトン（Surface Plasmon Polariton: SPP）の結合モードであるギャップ
モードの Fabry-Perot 共振位置と良く対応していることがわかっている[13]．このため SiO2 誘電体
層の厚さを変えることで，輻射率を 1（黒体レベル）に近づけることも可能である[14]．

Fig. 2

(Left) Microscope image of U-shaped SRR. Period 5m, Lx=Ly=3.2m, w=0.7m.
(Right) Cross sectional view of the device. The SRR was formed on SiO2/Ag/glass
substrate.
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Fig. 3

Thermal radiation spectra of plane and metasurface devices. Red and blue lines show
the spectrum for x- and y-polarization from metasurface, respectively. Black line
shows radiation from the plane substrate.

このようにメタ表面を利用することでマイクロキャビティとは異なる方法で，熱輻射スペクト
ルを構造により制御し，増強できることがわかる．このメタ表面は Fig. 2 断面図をみるとわかる
ように厚さが 300nm 以下と極めて薄く，制御している波長（中赤外域）と比較して 1/10 以下しか
ない．これはマイクロキャビティと比べて有利な点である．ただし，プラズモニック効果を用い
るため現状ではまだ材料が伝導率の高い金と銀であり，動作温度が数 100℃に限定されており，
高い温度には対応できていない．より高温への展開を目指すために，融点の高い負誘電体材料の
探索が必要である．
４．メタ表面からメタフィラメントへ
さらに我々は Fig. 1 (c)に示すように，孤立した SRR を金属線で結合して電流を流せるようにす
ると，輻射制御構造と加熱機能を兼ね備えたフィラメントとなって，外部ヒーターを不要にでき
るのではないかと考えた．このようなフィラメントは熱容量も小さく，また加熱面と輻射制御構
造面が同一であるため，効率が高いと予想される．
シミュレーションを行ってみると，結合線による接続位置を最適化して meander 型（ジグザグ
型）とすることで，3 節で述べた孤立した SRR の場合とほぼ同様のスペクトルを示すことがわか
った．極薄で熱容量も小さく消費電力の小さな赤外エミッターが実現できるので，我々はこれを
メタフィラメント（metafilament）と名付けた[20]．メタフィラメントの実験を行ったところ，
理論予測通り熱輻射の増強が観測され，プレリミナリーな結果でも外部ヒーターを用いる場合と
比較してエネルギー変換効率は 18 倍に大きく向上することを実験的に確認している[21,22]．ま
た，加熱面と輻射制御構造面が同一であることから，基板からのバックグラウンドの熱輻射も減
少し，輻射増強ピークの Q 値も 4 倍に向上し，単色性も向上している．
５．熱工学との出会いで思うこと
異なる分野の研究者と交流すると，ものの見方の違いにはっとさせられることがある．私にと
っては「熱はスペクトルがないが，光にはスペクトルがある」という言葉がそうであった．熱に
は温度があるだけで，たしかにスペクトルはない．光は様々な周波数の光，すなわちスペクトル
があるのがあたりまえである．だから「スペクトルがない」という発想そのものがない．温度の
高い物体からの熱を熱伝導で制御している間はスペクトルがない．ところが，熱輻射ではいろい
ろな周波数のフォトンが熱励起され外部に輻射するから，熱にスペクトルという概念が出て，制
御の自由度があがるという御利益がある．
とはいっても自然の黒体輻射スペクトルは広帯域で，特徴的な周波数が存在しない．あえて周
波数を指定するとすればスペクトルのピーク周波数（あるいは波長）であろうか．これでは完全
な制御は難しい．本稿で紹介したメタ表面の利用により，熱励起フォトンの周波数も自由に制御
できるようになっている．メタ表面の構造の自由度の高さを考えると，まだまだいろいろなこと
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ができそうであるが，フォトニクスの研究者はスペクトを計測できれば，それで満足して発想が
そこで止まってしまう．熱工学の研究者との交流でこれを突破して，排熱回収や省エネルギーな
どの具体的な応用に貢献してゆきたい．
６．おわりに
プラズモニクスとメタマテリアルは隣接分野として，互いに刺激を与えながら発展してきたが，
両分野で当初から共通している問題は金属のオーム損失による吸収である．光領域における金属
の大きな吸収のために，プラズモニクスの特徴である回折限界を超える特性は失われ，またメタ
マテリアルの特異な光学特性も隠されてしまう．例えば，プラズモニクスが注目してきた表面プ
ラズモンモードは，回折限界を超える強い光の閉じ込め効果を持ち，金属層に大きな場が閉じ込
められるだけに吸収も大きい．
キフヒホッフの法則から吸収＝輻射率であるから，本稿で述べたメタ表面はこの大きな吸収を
輻射率の増大にうまく利用しているわけである．このようにフォトニクスからみると大敵である
吸収を，
「逆転の発想」で積極的に生かせる場が熱工学の分野にはある．そしてこの逆転の発想は
工業用の加熱炉など，重厚長大産業のまだナノテクノロジーの恩恵が及んでいない部分にこそ大
きなインパクトを与えるであろう．
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TED Plaza
メタマテリアルを用いた波長選択性熱ふく射制御と
太陽熱光起電力発電への応用
櫻井 篤

新潟大学 准教授
工学部 機械システム工学科
sakurai@eng.niigata-u.ac.jp
１．はじめに
近年，環境負荷を低減し，再生可能エネルギー社会を実現するためには，太陽エネルギー利用
の研究が一段と重要性を増しています．そのような背景のもと，最近では次世代の太陽エネルギ
ーの高度利用技術として太陽熱光起電力発電(Solar-Thermophotovoltaic(TPV))が注目されています
(Fig. 1a)．TPV 発電システムは，主として熱源，光吸収材，エミッター，光電変換(PV)セルの 4 つ
の要素で構成されます．太陽光発電は，太陽エネルギーのうち可視光の一部しか利用できないの
に対し，Solar-TPV 発電では太陽エネルギー全てを一旦熱エネルギーとして変換した後，光電変換
(PV)セルの高感度領域に整合した熱ふく射光を放射させることで，太陽エネルギーを無駄なく利
用することが出来ます．そのため理論的には 85％以上もの発電効率が期待出来ると予想されてい
ます[1]．熱源は太陽光以外にも，発電プラントや製鉄所の廃熱などが自由に選べることもメリッ
トの一つとして挙げられます．ここで鍵となる技術は，波長選択性を持つ太陽光吸収材料とエミ
ッターです．これらは発電に不必要なふく射光を極限まで削減し，太陽エネルギーを最大限に活
用するために極めて重要な役割を持ちます．本稿では，これまでに我々のグループで行ってきた
波長選択性ふく射制御に関する研究を紹介させて頂きます．

Fig. 1 Solar-TPV 発電システムの概要
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Fig. 2 サーメット型太陽光吸収材料

Fig. 3 吸収率のコンター図

２．太陽光吸収材料
理想的な太陽光吸収材料は，太陽エネルギーのうち多くを占める可視－近赤外波長領域の光を
完全に吸収する一方で，熱ふく射損失となってしまう赤外波長領域の光については全く放射しな
いといった特性が求められます(Fig. 1b)．著者らは，これまでに金属ナノ粒子とセラミックを混合
したサーメット多層膜構造に着目し，Fig. 1b のような広帯域ふく射吸収特性を持つ波長選択性太
陽光吸収材料を，特性マトリックス法による電磁波解析と遺伝アルゴリズムにより最適設計を行
っています[4]．
Fig. 2 はそのモデルを示しており，
上から反射防止膜(SiO2)，
サーメット層(W-SiO2)，
金属反射膜(W)の順に積層されるものです．最適設計では，タングステン粒子の体積分率や各層の
厚さをパラメータとして，理想的な太陽光吸収材料に近い波長選択性を持つ構造を明らかにしま
した．また太陽放射の性質上，広い入射角でも効率良く光を吸収できることが求められます．Fig.3
は入射角を縦軸にとり，吸収率をコンター図にしたものです．我々が提案した構造体は広い入射
角において太陽光を効率良く吸収し，かつ赤外光を放射しないという波長選択性を持つというこ
とがわかります．サーメットによる太陽光吸収材料は，過去にも Zhang 氏[5]，Kennedy 氏[6]らによ
って精力的に行われましたが，最近では計算技術，薄膜生成技術の進歩により，さらなる発展が
期待されています．我々のグループでも，九州工業大学の宮崎康次先生と共同で，この構造体を
実際に作製し，正確な金属添加量制御，生成の低コスト化，高効率化に関する研究に取り組んで
います．
３．メタマテリアルエミッター
太陽光吸収材料に蓄えられた熱エネルギーは，Fig.1c のようなふく射特性を持つエミッターに
よって再放射させます．すなわち本研究で狙うエミッターの特性としては，PV セル(GaSb)の量子
効率が最も高い領域に整合するような狭帯域熱ふく射を発現させるものです．本来，熱ふく射は
広帯域のインコヒーレント光にしかなりえないと思われていたものが，近年のナノテクノロジー
の進化により，その限界を突破することが可能となってきています[7]．従って PV セルの高感度領
域に整合するよう波長を揃え，狭帯域熱ふく射を入射させることにより，高い発電効率が期待で
きます．
そこで我々は，メタマテリアルに着目しました．メタマテリアルとは，サブ波長サイズの構造
体によって電磁場を制御し，自然界には存在しない新しい光学特性を持つ材料のことです．最近
では London Imperial College の Pendry 教授がメタマテリアルを用いることで，透明マントが実現
可能であると予想したことで有名になりました[8]．光を自由自在に操ることができるということ
は，熱ふく射も同じように制御することができると言えます．メタマテリアルを用いた波長選択
性エミッターには，Fig.4 に示すような金属・誘電体・金属の三層で構成されたナノ周期構造体を
用います．最上層の金属構造については，これまでに正方形型に限らず線状型，十字型，円盤型
などといった様々な形状が提案されており，特徴的な光吸収・放射を発現させることが可能です．
こちらの参考文献[9]には，その過去の研究がまとめられています．
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Fig. 4 ナノ周期構造体によるメタマテリアル
エミッター

Fig. 5 共鳴状態における電磁場分布．ベクトルは
電場の大きさ，コンターは磁場の大きさを示す．

Fig. 6 等価 RLC 回路モデル

Fig. 7 メタマテリアルによる放射率

この共鳴のメカニズムを説明するために，これまでにいくつかの理論が提案されていますが，
様々な形状に対して汎用的に適用できる理論は未だ確立されておりません．そこで，その共鳴現
象を説明するためにマグネティックポラリトン(MP)[10]に着目します． MP とは，Fig. 5 に示すよ
うに入射光によって上下 2 枚の金属表面において反平行電流が励起され，誘電体スペーサー内に
おいて強い光の閉じ込め効果が得られる共鳴現象のことです．著者は，ジョージア工科大学の
Zhuomin Zhang 教授と共同研究を行い，メタマテリアルを用いることで共鳴波長の位置や帯域幅
といったふく射特性を自由自在に制御できることを示し，その理論予測法を導き出しました[11]．
この予測法は，Fig. 6 に示すように金属をインダクタとレジスタ，誘電体をキャパシタに見立て，
電気回路モデルで簡易的にふく射特性を予測できるものです．これにより，Fig.1c のような特性
を持つエミッターを作製するために，メタマテリアルの形状や材料の最適な条件を明らかに出来
ます．Fig.7 は，この予測法をもとにメタマテリアルを設計し，FDTD（有限差分時間領域法）を
用いて放射率を計算した結果です．このように PV セルの高感度領域である 1.4-1.5m 付近に鋭い
ピークを持つエミッターが実現可能であることを示しています．
４．おわりに
本稿では，Solar-TPV 発電への応用の観点から，主に波長選択性ふく射制御に関する研究を紹介
させて頂きました．これまで TPV 発電に関連する研究は私も含め，理論，数値解析によるものが
多く，実証実験の例はまだまだ少数にとどまっております．国内では東工大の花村先生のグルー
プ[12]，東北大の湯上先生のグループ[13]などいくつかの研究機関が精力的に研究を行っておられま
す．海外では MIT のグループが 3.2%の発電効率を達成して注目を浴びました[14]．このように理
論上では 85％の発電効率が期待できるとは言え，その実現は遥か彼方のように思えますが，これ
は高温に耐えうる材料の問題や熱損失をいかに抑えるかという伝熱学的な問題などが山積してお
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り，基礎研究を積み重ねて一つ一つ解決していくことが重要であると考えます．
今回，波長選択性ふく射制御のためにメタマテリアルに着目しましたが，そもそもメタマテリ
アルとは光を自由自在に操ることができるものですので，将来，予想もしていなかった新しい熱
ふく射特性が発見されるかもしれません．その応用先は TPV 発電のみならず，バイオセンシング
やイメージング技術など多岐に渡りますので，非常にやりがいのある研究課題だと思います．こ
のメタマテリアルの研究は，著者が H25 年度にジョージア工科大学に１年間滞在した際に行った
ものです．この研究生活については，伝熱学会誌に滞在記を執筆させて頂きましたので，こちら
もご覧頂ければ幸いです[15]．
6 年前に新潟大学に着任してから，ゼロの状態から研究を開始してここまで成果を挙げること
ができたのは，当研究室の卒業生と現学生の皆さんの努力の賜物であります．また，日頃から学
会や研究会等において，多くの先生方からご指導と励ましを頂きましたことを，この場をお借り
して心より御礼を申し上げます．
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2014 年度年次大会熱工学部門報告
第 91 期熱工学部門年次大会委員会
委員長 小林 佳弘（東京電機大学）
幹事 小林 健一（明治大学）
日本機械学会 2014 年度年次大会が 9 月 7 日（日）～
10 日（水）に亘り，「持続可能な日本の技術を支える産
官学の連携」－今，求められている，産学人材交流と人
材育成とは？－をキャッチフレーズに東京電機大学千住
キャンパスで開催されました．まず 4 日間の会期の初日
には，例年と同様に市民開放行事が行われ，ロボコンや
種々のフォーラム等の企画に小中学生を含めて多くの方
に参加して頂きました．
熱工学部門に関連した学術講演では，
「熱工学一般セッ
ション」において，17 件の講演が行われました．講演内
容毎の内訳は，伝熱関連：11 件，燃焼関連：6 件であり
ます．また，年次大会の大きな特色である「部門横断セ
ッション」も，以下の通り数多く実施（6 件のオーガナ
イズドセッション企画，合計 80 件）され，他部門の研究
者を交えた活発な討論が行われました．
 電子情報機器・半導体デバイス・電子部品の冷却技
術(流体工学部門，動力エネルギーシステム部門，熱
工学部門)，セッション数：2，講演数：10
 流れの高次元化可視化に向けて(流体工学部門，動力
エネルギーシステム部門，熱工学部門)，セッション
年次大会総合プログラム表紙
数：3，講演数：14
 マイクロ・ナノスケールの熱流体現象(流体工学部門，熱工学部門，マイクロ・ナノ工学部門)，
セッション数：4，講演数：20
 乱流における運動量，熱，物質の輸送現象(流体工学部門，熱工学部門)，セッション数：3，
講演数：16
 燃料電池・二次電池とマイクロ・ナノ現象(熱工学部門，流体工学部門，計算力学部門，動力・
エネルギー部門，材料力学部門，マイクロ・ナノ工学部門)，セッション数：2，講演数：11
 医工学テクノロジーによる医療福祉機器開発(医工学テクノロジー推進会議，機械力学･計測制
御部門，流体工学部門，計算力学部門，バイオエンジニアリング部門，ロボティクス・メカ
トロニクス部門，情報・知能・精密機器部門，材料力学部門，熱工学部門)，セッション数：2，
講演数：14
熱工学部門では，例年通り熱工学部門に係る一般セッションおよび部門横断セッションに対し
て「講演論文表彰」と「若手優秀講演フェロー賞」の審査を評価フォームによる採点により行い
ました．審査を行う際に，多くの先生方にご協力をお願い致しました．この場を借りまして御礼
申し上げます．
部門同好会は，計算力学，流体工学，動力エネルギーシステム各部門とともに 4 部門合同で 8
日夕方に東京電機大学生協で開催されました．当日は各部門の代表者からのご挨拶を頂き，大変
盛況でありました．
最後になりましたが，今年度の年次大会の企画・運営にご尽力いただきましたオーガナイザー，
講演者，座長の皆様に厚く御礼申し上げます．2015 年度に北海道で開催される次回の年次大会と
部門同好会では，さらに多くの皆様のご参加を賜り，研究交流と親睦を深めて頂けますよう祈念
致します．

- 11 -

JSME TED Newsletter, No.74, 2014

熱工学コンファレンス 2014 開催報告
熱工学コンファレンス 2014 開催を終えて
実行委員会委員長

山田

純

はじめに
2 年ほど前だったと思います．飲み仲間の，熱工学部門総務委員会のメンバーから，1 行のキャ
リアメールが届きました．
「2014 熱工学コンファレンスどう？」
実にシンプルな依頼に，一瞬，ひるみそうになりましたが，冷静に「いやだ」と一言ご返事した
のを覚えています．当時の部門幹事さんには，交渉決裂と心配をかけたようで申し訳ありません
でした．他学会のシンポジウムの実行委員長も頼まれていたので，その調整の必要があって，即
答ができなかっただけです．
お引き受けしてから，もっとも悩んだことは，どんな特徴を出すかです．これまでのコンファ
レンスを見ていると，開催地の特徴をうまく引き出しています．東京では，開催地の特徴を出す
といっても・・・という感じでした．良いアイデアもなかったので，そのことはひとまず置いて
おいて，まずは，場所と開催日を決定しました．当初は，参加者の皆さまのアクセスを優先して，
芝浦キャンパス（山手線田町駅から 3 分）を候補としましたが，学会の飲み会で，豊洲キャンパ
スが見てみたい，という意見が多く，変更しました．考えて見れば，最近建ったベイエリアにあ
る都市型キャンパスは，一つの特徴かもしれません．だったら，豊洲開催をベースに組み立てよ
うと．
芝浦工業大学豊洲キャンパスは，東京ベイエリアの一角，豊洲にあります．新しく開発された
地域で，タワーマンションが数年の間に，5 棟も 6 棟も立つような場所です．多数のオフィスビ
ルや商業施設なども建設されて，ちょっとした未来都市のような趣です．その一方で，豊洲のあ
る江東区や，近所の佃には，江戸時代からの下町文化を引き継ぐような食べ物屋さんや，伝統工
芸品のお店もたくさん残っています．周囲の運河を行き交い屋形船は，高層建築や人工的に整備
された遊歩道と絶妙なコントラストを形成しています．このあたりを全面に押し出して，印象に
残るようなコンファレンスを目指すことにしました．
講演論文集の電子版化
さて，開催にあたってお金の心配がありました．開催にかかる経費は，すべて参加費から賄う
必要があります．昨年，参加費を上げたばかりで，これ以上高くするわけにはいきません．随分
と悩みましたが，コストのかかる冊子体の講演論文集を取りやめることにしました．いろいろと
議論はあると思いますが，部門の了解を得て，冊子体は廃止，電子版のみにすることにしました．
これにより，会計的には随分楽になりました．
他学会の講演会では，冊子体の講演論文集の廃止に伴って，CD-ROM を配るケースが多くなっ
ています．今回は，USB メモリで配布することにしました．これは，最近のノート型 PC に CD
ドライブが備っていないことを考慮したためです．代わりにというわけではありませんが，プロ
グラムブックを CD ケースサイズにしました．これまでの CD 版講演論文集の横に並べてもらえ
ると幸いです．
カンファレンスバック（図１）
冊子体の講演論文集を廃止して，プログラムブックを CD ケースサイズにすると，コンファレ
ンスバックも小さくて済みます．いろいろと考えたあげく，ここは古い東京でいこうと決めて，
巾着を採用することにしました．市販の巾着のままではつまらないので，機械学会のロゴをつけ
ることにしました．ロゴを作ってくれるところ，それを縫い込んでくれるところを探すのに，結
構，苦労がありました．
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図１ カンファレンスバックとその中身
その他，巾着に合わせて，USB メモリの入れ物にポチ袋にすることは決めていましたが，感じ
のよいポチ袋は結構高くて手が出ません．研究室の学生に，100 円ショップで買った千代紙を折
って作ってもらいました．手作り感が出てかえって良かったかな，と思います．
「熱」の金太郎飴
に関しては，会場での活発な議論には糖分が不可欠ということで入れてみました．思いのほか，
漢字がきちんと読めることに驚きました．楽しんでいただけましたでしょうか．
懇親会と催し物
懇親会場は，新しい東京です．ベイエリアが見渡せるイタリアンレストランにしました．当初
は，屋形船も考えたのですが，さすがに実現は難しく断念しました．少々雨模様でしたが，何と
かベイエリアの夜景を楽しんでいただけたのではないでしょうか．
この懇親会で残念だったことは，食事の量です．レストランとの打合せでは，
「皆さんびっくり
するくらい食べますよ」と言い続けたのですが，「絶対，大丈夫」との言葉に押し切られました．
お店の人の想像を超える食欲・・・部門メンバーの逞しさ感じました．ただ，返す返すも食事の
量は無念です．
懇親会での催しを何にするかも悩みました．東京の伝統芸と言うことで，落語，俗曲なども検
討しましたが，私自身が興味のあった 3D 投影のデモをお願いすることにしました．一般的な奥
行きを感じる 3D ではなく，
回り込むと側面が見られるタイプの 3D です．技術的には，まだまだ，
発展途上にありますが，うまくいくと計測などに利用できるのはないでしょうか．システムの開
発者は，Y. Aono さんです．詳しくは，http://polyphonicskies.net/をご覧下さい．ビジネスでや
っているわけではなく，技術的な興味からシステムを個人で作られたそうです．この催し物につ
いても，新しい東京を意識しています．コンテンツにアキバ系があったのに気づかれました？
特別公演
本コンファレンスにおいて，新しい学術面での取り組み，例えば，ワークショップなどの企画
はできませんでした．唯一，特別講演を，本学機械工学科の若手教員，山西陽子先生（実行委員
の一人です）にお願いした点が新しいと言えるかもしれません．若手にお願いした意図は，最前
線で活躍する研究者の純粋な思いを部門メンバーと共有できればと思ったからです． 山西先生は，
機械学会では，主にマイクロ・ナノ工学部門で活動されていますが，研究内容的には，熱工学に
関係の深いものも含まれています．参加者の皆さまに興味を持っていただけたのではないでしょ
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うか．講師の山西先生が懇親会で引っ張りだこになっていたのが，企画した者としては嬉しく思
いました．
講演会そのもの
コンファレンスそのものは，多くのオーガナイザーの方に協力いただき，大きなトラブルも無
く，無事終えることができました．国際会議帰りに，成田から，直接，会場に来られた方もおら
れました．本当に多くの方に参加いただけたこと，この場を借りてお礼申し上げます．
講演会のデータ
・開催日：2014 年 11 月 8 日（土）
，9 日（日）
・会場：芝浦工業大学豊洲キャンパス
・発表件数：214
・参加者総数：433（内学生数：178）
・オーガナイズドセッション数：16
詳細については，2014 熱工学コンファレンス HP をご覧下さい．
http://www.jsme.or.jp/conference/tedconf14/
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熱工学コンファレンス・プレコンファレンスワークショップ
開催報告
第 91 期熱工学部門講習会委員会
委員長 上野一郎（東京理科大学）
幹事 植村 豪（東京工業大学）
熱工学部門では，去る平成 26 年 11 月 7 日（金）と 8 日（土）の二日間にわたり，
「熱工学コ
ンファレンス・プレコンファレンスワークショップ」を開催いたしました．本ワークショップで
は「熱工学」に関する様々な研究分野の最新動向を介するとともに，活発な議論や意見交換の場
を提供することで，部門の活性化と発展を目的としております．皆様が落ち着いて懇親を深めら
れるよう全参加者が合宿形式で 1 泊 2 日を共に過ごし，本年度は熱工学コンファレンス 2014 の
開催前日（金曜日）から初日（土曜日）にかけて，コンファレンス会場（豊洲）近郊のホテルシ
ーサイド江戸川（葛西臨海公園）において行われました．ベイサイドの自然に囲まれたくつろい
だ環境の中で，本年度のワークショップは「地球・環境・熱」をテーマに，次のような 3 名の講
師をお招きいたしました（以下ご発表順）．
・熊谷 一郎 氏（明星大学）
：
「実験室のプルームが語るマントル内部の熱物質輸送」
・柳澤 孝寿 氏（海洋研究開発機構）
：
「地球の大規模な活動と熱の流れ
マントルとコアを中心に」
・山田 朋人 氏（北海道大学）
：
「全球水循環と極端現象」
近年，益々重要となっている地球環境問題を熱工学の観点から捉えることを目指し，大気や海
洋，地殻を対象とした，地球上で生じている大規模な熱問題に関する話題提供をしていただきま
した．
最初のご講演は，明星大学の熊谷一郎氏から，地球内部のマントルの対流に関するご講演をい
ただきました．マントル中でのプリュームの形成に関する大変美しいモデル実験をご紹介いただ
きながら，火山の分布やその変化との比較などをしていただきました．マントルの対流について
は参加者の大半が初心者でしたが，実地調査の写真や経験談を織り交ぜながら分かり易く解説し
ていただいたおかげで，本ワークショップの緊張感をほぐしていただけました．
続いて，海洋研究開発機構の柳澤孝寿氏に，コア部の対流，そして磁場反転に関するご講演を
いただきました．数十万年単位での磁場反転を，磁性流体対流場の反転に関するシンプルなモデ
ルを用いた数値シミュレーションでの議論をご紹介いただき，その可能性と反転の瞬時性などに
ついてご説明いただきました．地球という巨大なスケールでありながら，磁場の反転が容易に生
じ得る事実は衝撃的でした．
最後のご講演は北海道大学の山田朋人氏より，地球上の水循環に関するご講演をいただきまし
た．地球規模での水循環を精度よく予測するためには，灌漑やダム，農耕など人間の活動を反映
することが非常に重要であることなどを最新の精密な計測データをもとにご紹介いただきました．
農業や工業を通じた人間の水利用が，地球上の水収支のバランスに著しい影響を与えていること
はとても意外でした．
最近は熱工学分野においてマイクロ・ナノスケールへの展開が数多くみられますが，今回は時
間・空間スケールが共に極めて大きい対象で，いずれも新鮮な驚きを伴う内容でした．それぞれ
の講演後の質疑では，参加者から多数の質問が上がっており，講師の先生方の丁寧なご講演のお
かげもあり，とても理解しやすく，また興味を持って聞くことができた結果だと思われます． 運
営側の発表時間の設定がタイトだったこともあり，講師の皆様方には駆け足でのご講演をお願い
することとなってしまい，申し訳ありませんでした．
講演会の後は立食形式の夕食を取り，参加者の相互の懇親を深めていただきました．参加者同士
の交流を深めるだけでなく，今回は講師の先生方にもご参加いただけたため，ご講演の中で質問
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しきれなかった点について，参加者との間で非常に活発な議論もなされていました．夕食後は会
場を移し，和室のくつろいだ雰囲気の中で技術交流会を開催しました．ご講演に関する内容に限
らず，今後の熱工学に関する課題など，幅広い話題についての意見交換が行われました．翌朝か
ら熱工学コンファレンスに参加する参加者も居ましたが，時間が経つのも忘れて活発な交流がな
されていました．
最後に，今回のプレコンファレンスワークショップでは，ご講演を頂いた 3 名の講師の先生方
をはじめ，中部主敬先生（熱工学部門長）
，保浦知也先生（部門幹事），横森剛先生（前部門幹事）
，
大通千晴様（日本機械学会熱工学部門担当）
，そしてご参加を頂いた皆様より，多大なご支援とご
協力をいただき，大変有意義なイベントとして盛会のうちに終えることができました．至らない
点も多々あったかと思いますが，この場をお借りして，ご参加いただいた 20 名の皆様に心より感
謝申し上げます．また，次期講習会委員会を主体として，既に来年度のワークショップの準備も
進められており，ぜひともこれまでご参加いただいた皆様に加えて，新たなご参加をお待ちして
おります．熱工学部門のさらなる発展に向けて，今後とも引き続き皆様のご協力を賜りたくお願
い申し上げ，当ワークショップの開催報告とさせて頂きます．

熊谷先生

柳澤先生

山田先生

集合写真

プレコンファレンス会場の様子
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第 91 期（2013 年度）熱工学部門賞・部門一般表彰報告
2013 年度部門賞委員会委員長
中部 主敬（京都大学）
熱工学部門では，第 91 期 (2013 年度)の部門賞・部門一般表彰について以下のように決定し，
熱工学コンファレンス 2014（芝浦工業大学）において贈呈しました．受賞者の方々は，本部門の
「部門賞および部門一般表彰規程」により運営委員会構成員ならびに本部門登録会員に候補者を
募り，部門賞委員会において部門賞 5 名・部門一般表彰 8 名を選考し，運営委員会の審議を経て
決定されました．また，贈呈式では，第 91 期 (2013 年度)に本部門より若手優秀講演フェロー賞
を受賞された以下 5 名の方々の紹介も行いました．

熱工学部門賞
功績賞（永年功績賞）
芹澤 昭示 氏

功績賞（国際功績賞）
Sung Tack Ro 氏

贈賞理由：永年にわたり国
内外の熱工学，とりわけ原
子炉の熱流体工学，気液二
相流および沸騰熱伝達に関
する精力的な研究とその多
大な業績による同分野への
貢献，さらに熱工学技術者
および研究者の育成に貢献
した功績が顕著である．

贈賞理由：熱工学，
とりわけ
伝熱工学分野における数々
の国際会議議長や学術誌編
修者を歴任し，隣国である
我が国を最優先に位置づけ
た活発な国際学術交流活動
を通じて，我が国の熱工学
分野の発展に貢献した功績
が顕著である．

略歴：
1966 京都大学工学部原子核工学科 卒業
1968 京都大学大学院工学研究科修士課程 修了
1971 京都大学大学院工学研究科博士後期課程
単位取得認定退学
1971 日本学術振興会奨励研究員
1972 京都大学原子エネルギー研究所 助手
1981 京都大学工学部原子核工学科 助教授
1992 京都大学工学部 教授
1996 京都大学大学院工学研究科 教授
2006 京都大学 名誉教授
2006-2009 ダイキン環境・空調技術研究所(株)
主席調査役
2010-2011 ハルビン工業大学 教授

略歴：
1966
1969

1972
1973
1979
1984
2008
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功績賞（研究功績賞）
飛原 英治 氏

功績賞（技術功績賞）
飯山 明裕 氏

贈賞理由：国内外の熱工学，
とりわけ冷凍空調技術分野
における自然冷媒，蒸発器
内沸騰熱伝達特性，システ
ム性能評価等に関する優れ
た研究を行い，次世代ヒー
トポンプ技術の開発と発展
に貢献した功績が顕著であ
る．

贈賞理由：国内外の熱工学
技術，とりわけ自動車用エ
ンジンにおける直噴式ノズ
ルや HCCI 燃焼の特性解
明，高出力密度燃料電池ス
タックの開発等，自動車動
力源の技術的な発展に貢献
した功績が顕著である．

略歴：
1982 東京大学大学院工学系研究科博士課程
修了（工学博士）
1982 東京大学大学院工学系研究科 講師
1983 東京大学大学院工学系研究科 助教授
1999 東京大学大学院新領域創成科学研究科
教授

業績賞
高松 洋

略歴：
1980 東京大学工学部機械工学科 卒業
1982 東京大学大学院工学系研究科修士課程
修了
1982 日産自動車㈱ 中央研究所機関研究所
（1986-1988 米国カリフォルニア大学
バークレー校 社命留学）
1992 日産自動車㈱ 総合研究所動力機構研究所
2008 日産自動車㈱ 総合研究所燃料電池研究所
所長
2010 日産自動車㈱ 総合研究所 EV システム研
究所 所長
2011 日産自動車㈱総合研究所 EV システム研
究所 エキスパートリーダー

氏
贈賞理由：熱工学，とりわけ
生体を対象とした熱物質移
動，医療を支援するための
熱工学の応用に関する研究
業績が顕著である．

略歴：
1982 九州大学大学院工学研究科修士課程 修了
1985 九州大学大学院工学研究科博士課程 修了
（工学博士）
1985 九州大学生産科学研究所 助手
1987 九州大学機能物質科学研究所 助手
1990 九州大学機能物質科学研究所 助教授
（1997-1998 カリフォルニア大学バーク
レー校 訪問研究員）
2003 九州大学先導物質化学研究所 助教授
2004 九州大学大学院工学研究院 教授
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部門一般表彰
貢献表彰
伊藤 昭彦

氏（弘前大学）

永井

二郎

氏（福井大学）

贈賞理由：熱工学，とりわけ
火災・固体燃焼などの分野
での研究への貢献，ならび
に熱工学部門活動に対する
貢献が顕著である．

贈賞理由：熱工学，とりわけ
沸騰・伝熱などの分野での
研究への貢献，ならびに熱
工学部門活動に対する貢献
が顕著である．

講演論文表彰
論文題目「架橋を有するアモルファスポリマー材料に
おける熱輸送機構の解明」
菊川 豪太(東北大学), Pawel KEBLINSKI(レンセラー
工科大学), 小原 拓(東北大学)

菊川 豪太 氏

論文題目「ブタノール水溶液の沸騰伝熱特性」
庄司 正弘(神奈川大学), 小林 靖弘(神奈川大学),
内田 吉彦(神奈川大学)

Pawel KEBLINSKI 氏

庄司 正弘 氏

小原 拓 氏

小林 靖弘 氏

内田 吉彦 氏

贈賞理由：本論文は，MD シミュレーションを用い
て架橋を有するアモルファスポリマー材料におけ
る熱輸送機構を明らかにした内容であり，その研究
アプローチは萌芽性・独創性が高く，この分野の進
展に重要な貢献をするものと考えられる．

贈賞理由：本論文は，加熱細線やミニチャネル等を
用いた各種実験からブタノール水溶液の沸騰伝熱
特性を明らかにした内容であり，その研究アプロー
チは萌芽性・独創性が高く，この分野の進展に重要
な貢献をするものと考えられる．
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若手優秀講演フェロー賞
論文題目「三次元積層チップ内マイクロヒートパイプの
開発に向けた電気浸透流ポンプの検討」

論文題目「高圧条件下における乱流噴霧燃焼の
large- eddy simulation」

小栗 吉晴 氏 (東京大学)

北野 智朗 氏 (京都大学)

贈賞理由：本講演は，三次元積層チップ内マイクロ
ヒートパイプの開発に向けた電気浸透流ポンプに
関する研究として，その内容が優れていると同時
に，発表方法に創意工夫がみられ，質疑に対する応
答も的確であった．講演者の能力と努力は敬意に値
するものであり，今後の活躍に期待が持てる．

贈賞理由：本講演は，large-eddy simulation によ
る高圧条件下における乱流噴霧燃焼に関する研究
として，その内容が優れていると同時に，発表方法
に創意工夫がみられ，質疑に対する応答も的確であ
った．講演者の能力と努力は敬意に値するものであ
り，今後の活躍に期待が持てる．

論文題目「高圧条件下における予混合気自着火及び
火炎伝播の直接数値計算」

論文題目「MEMS センサを用いたミニチャネル内の沸
騰熱伝達機構に関する研究（ミクロ液膜の形成・ドライ
アウト特性）」

大林 努 氏 (東京工業大学)

齊藤 拓也 氏 (明治大学)

贈賞理由：本講演は，高圧条件下における予混合気
自着火及び火炎伝播の直接数値計算に関する研究
として，その内容が優れていると同時に，発表方法
に創意工夫がみられ，質疑に対する応答も的確であ
った．講演者の能力と努力は敬意に値するものであ
り，今後の活躍に期待が持てる．

贈賞理由：本講演は，MEMS センサを用いたミニチ
ャネル内の沸騰熱伝達機構に関する研究として，そ
の内容が優れていると同時に，発表方法に創意工夫
がみられ，質疑に対する応答も的確であった．講演
者の能力と努力は敬意に値するものであり，今後の
活躍に期待が持てる．

論文題目「ポアネットワークモデルを用いたループヒー
トパイプ蒸発器の気液熱流動挙動の解析(低熱負荷時
のモデル構築)」
西川原 理仁 氏 (名古屋大学)

贈賞理由：本講演は，ポアネットワークモデルを用
いたループヒートパイプ蒸発器の気液熱流動挙動
に関する研究として，その内容が優れていると同時
に，発表方法に創意工夫がみられ，質疑に対する応
答も的確であった．講演者の能力と努力は敬意に値
するものであり，今後の活躍に期待が持てる．
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行事案内
部門企画行事案内
－2015 年度－
●The First Pacific Rim Thermal Engineering Conference (PRTEC2016)
開催日： 2016 年 3 月 13 日(日)～17 日(木)
場 所： Waikoloa Beach Marriott Resort & Spa, Hawaii, USA
問い合わせ先: JSME 側組織委員長 高田保之，幹事 店橋護

国際会議案内
－2016 年度－
●The 11th Asian Thermophysical Properties Conference（ATPC2016）
開催日：2016 年 10 月 2 日(日)～6 日(木)
開催地：Pacifico YOKOHAMA Annex Hall, Yokohama, JAPAN

－2015 年度－
●The 8th International Symposium on Turbulence, Heat and Mass Transfer (THMT'15)
開催日：2015 年 9 月 15 日(火)～18 日(金)
開催地：Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
●The 9th International Symposium on Turbulence and Shear Flow Phenomena (TSFP-9)
開催日：2015 年 6 月 30 日(火)～7 月 3 日(金)
開催地：The University of Melbourne, Australia
●The 5th Asian Symposium on Computational Heat Transfer and Fluid Flow (ASCHT2015)
開催日：2015 年 6 月 21 日(日)～24 日(水)
開催地：BEXCO, Busan, Republic of Korea

その他
編集後記
今回の TED Plaza 74 号では，白熱電球における電力と電磁輻射のエネルギー変換という新たな視点から高効率
なエネルギー変換デバイスのご研究を大阪大学 高原淳一先生にご紹介頂きました．また，新潟大学 櫻井篤先生
には太陽エネルギーの高度利用技術として太陽熱光起電力発電(Solar-TPV)システムのご研究をご紹介頂きました．
今回の内容はシーズからニーズへのお話とニーズからシーズへの双方のお話をバランス良く取り上げており，さ
らに他分野から見た熱工学の可能性など盛りだくさんにお話頂いております．この度は，お忙しい中 TED Plaza
への執筆を快くお引き受けいただきました高原先生，櫻井先生には厚く御礼申し上げます．読者の方には，本記
事により新たな熱ふく射の可能性を感じて頂ければ幸いです．
（編集担当委員：上野・橋本）
第 92 期広報委員会
委員長： 中別府 修
幹 事： 朝原 誠
委 員： 赤松 正人
大西 元
岡島 淳之介
橋本 英樹
山田 俊輔
上野 藍

（明治大学）
（青山学院大学）
（山形大学）
（金沢大学）
（東北大学）
（九州大学）
（防衛大学校）
（東京大学）
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