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１．はじめに
近年，夏になると猛暑・酷暑に関する情報がメディアを賑わす日が多い．その一方で，冷房に
まつわる電力消費量削減を求める声は一層大きくなっている．電力消費量や環境問題が重要であ
ることは十分に理解していながらも，これらのために空調機の使用を控えることは，根性なしの
著者にはなかなか難しい．環境負荷の低減と QOL（quality of life）の向上を両立することが工学
の使命である．このような観点から，本研究室では，熱駆動型空調「デシカント空調機」の開発
に取り組んでいる．これは吸着材を用いた潜熱処理型空調である．また，オープンサイクル空調
として室内空気品質の向上にも貢献できる．本稿では，このデシカント空調の動作原理と開発課
題を簡潔に説明し，本研究室における本空調装置の開発状況を説明する．
２．デシカント空調プロセス
図 1 にデシカント空調プロセスの概略を示す．本空調プロセスは吸着材デシカントローター
（DW）
，加熱器，顕熱交換器などから構成されている．また，図 2 には DW と空気流路を示す．
DW はハニカム形状の空気流路から構成されており，流路壁面には吸着材が塗布されている．吸
着材にはシリカゲルや合成ゼオライト，高分子収着剤，酸化チタンなどが用いられる（1, 2）．高温・
湿潤状態の外気をデシカントローターに導入すると，吸着材により空気中の水分が除湿されるが，
吸着熱により空気温度が上昇する．この空気を室内空気と熱交換し，必要な場合は冷却器によっ
て所望の温度まで空気を冷却し，室内へと給気する．一方で，吸着材を連続使用するためには吸
着材を再生する（水蒸気を脱着させる）必要があり，室内からの還気を熱交換器で予熱し，加熱
器で加熱して吸着材を再生する．吸着材を再生した空気は屋外へと排気する．なお，吸着材の再
生には，排熱や太陽熱等の低級熱エネルギーを用いることができる（3-7）．このような空調方式か
ら，省電力駆動のみならず冷えすぎない除湿と室内空気品質の向上といった効果も期待できる．
このように優れた特長をもち，すでに商品化されているデシカント空調であるが，本格的な普及
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には至っていない．その要因として，装置サイズが大きいことやローターの製造コストが高いこ
となどがあげられる．そこで本研究室では，デシカント空調システムの心臓部である吸着材デシ
カントローター内部の熱および物質移動の解明に向けた数値解析を行ってきた（8-10）．また，その
結果, 操作指針を調整することにより従来比 30%程度のローター体積を削減できることを明らか
にした（11）．一方で，実際に導入されるデシカント空調プロセスの性能は，吸着材デシカントロー
ターのみならず，熱交換器や冷却器等といった構成要素やプロセスの流路構成などにより大きく
影響を受ける．これらがプロセス性能におよぼす影響を明らかにすることは，デシカント空調プ
ロセスの導入促進に非常に重要である．そこで本稿では，デシカント空調プロセスに全熱交換器
を組み合わせた際の冷房性能について検討した結果の一例を報告する．

各種排熱，太陽熱など
Waste heat, Solar heat,
Desiccant Wheel
デシカントローター
空気加熱器
Heater

etc.

Sensible
Heat Exchanger
顕熱交換ローター

Exhaust
Air
室外へ排気

室内からの還気
Return air

快適空気
Supply air

外気 Air
Outside
Adsorbent Rotor
吸着材ローター
図1

25-30oC

30-40oC

40-60oC

70-90oC

Schematic diagram of the desiccant air conditioning system

図2

Photo of the desiccant wheel and the channel

３.全熱交換器を導入したデシカント空調プロセスの冷房性能 （12）
全熱交換器（THE）を導入したデシカントシステムとして，室内からの還気を DW で除湿した
後の空気と外気を全熱交換器で熱交換し，温度湿度ともに下がった外気を冷却して屋内へと供給
するようなシステム（リタンエアデシカント空調機，昭和鉄工）（13） や，デシカントローターで
の除湿前外気と室内からの還気を全熱交換するシステム（14）等が提案されている．これらによっ
て省エネルギー運転が可能であることは報告されているが，THE 導入時のデシカントシステムの
冷却効果や冷房性能についての定量的な考察は行われていない．そこで，本研究では，THE 導入
時と THE 非導入時におけるデシカントシステムの冷房性能を数値解析により比較した．
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（a） Conventional system
図3

（b） With total heat exchanger system

System configurations and the typical change of the air state in the desiccant system.

図 3 に今回検討対象としたデシカントシステムの構成および空気の状態変化を空気線図上にプ
ロットしたものを示す．ここで，H は加熱器，SHE は顕熱交換器，C は冷却器を示す．今回は，
室内からの還気を用いる従来型の一般的なデシカントシステム（従来型）と除湿前の外気と室内
空気を全熱交換して従来型デシカント空調プロセスに供給するシステム（全熱交換型）の 2 つを
想定した.なお，全熱交換型は既に提案されているシステムとは流路構成が異なるが，これは除湿
前予冷（15）と再生空気加湿（16）によるデシカント空調の性能向上を狙ったものである．
DW の除湿性能は，既往研究（8-11）の数学モデルを用いて算出した．なお，DW の性能予測モデ
ルの妥当性に関しては既往研究で確認済みである．この数値解析モデルにより得られたローター
出口温度と湿度から，SHE や THE の熱交換効率から出口の温度・湿度を推算した.このときロー
ター回転数は 36 rph とした．
Table 1 に示した計算条件の下で計算を行った．今回検討対象とした変数は，再生温度，外気温
度，全熱交換器効率である．全熱交換機の効率は顕熱効率＝潜熱効率とした．また，室内の熱負
荷と風量，顕熱比から，室内へ供給する空気（SA）の温度・湿度が算出でき，16.2 oC, 6.9 g/kg と
なった．この SA と顕熱交換器出口空気（従来型の 3，全熱交換型の 4）との温度・湿度の差は冷
却器で除去することを想定し，冷却器で除去すべき温度ΔT・湿度ΔX を下記のように定義した．

T  TSA  T3 or 4

（1）

X  X SA  X 3 or 4

（2）

また，冷却器を除くデシカントシステムにおける冷却効果 CE と冷房成績係数 COPd を以下のよ
うに定義した．

CE  h1  h3 or 4
COPd 

（3）

CE
h7 or 9  h6 or 8

（4）

なお，式（1）～（4）において添字の数字が小さいものは従来型，数字が大きいものは全熱交換
型の空気状態を示している．
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Table 1 Parameters of the numerical analysis

Fixed parameters
Return air temperature
26.5 oC
Return air humidity
11 g/kg
Outside air humidity
15 g/kg
2 m/s
Air velocity （adsorption）
2 m/s
Air velocity （regeneration）
Thermal load of room
9.2 kW
Sensible heat fraction
0.5
SHE efficiency
0.7
Amount of air flow
1600 kg（DA）/h
Supply air temperature
16.2 oC
Supply air humidity
6.9 g/kg
Variables
Regeneration temperature
60, 70, 80 oC
Outside air temperature
30, 33, 36 oC
0.5 or 0.7
THE efficiency （sensible）
0.5 or 0.7
THE efficiency （latent）

（a）
図4

（b）

Effect of the regeneration temperature on the CE, COPd, ΔT and ΔX under various system configurations.
（Outside air 30 oC）

図 4 に異なる装置構成において再生温度が CE, COPd, ΔT, ΔX におよぼす影響を示す．ここで，
THE 0.7 は全熱交換器の効率を 0.7 と仮定した場合，THE0.5 は効率を 0.5 と仮定した場合を示して
おり，Conv.は従来型を示している．まず図 4 （a）を見ると，全熱交換器を使用すると CE，COPd
ともに従来型よりも高い値を示していることがわかる． 図 4 （b） において負の値は，冷却器
で低下させなければならない値であるため，これらの値が正に近づくほどデシカントシステムの
性能が良いことを示す．これより，全熱交換器の使用により，除湿性能が向上し，70℃以上では
給気に必要な除湿量をデシカントシステムのみでまかなえていることがわかる．つまり，全熱交
換器の使用により，
デシカントシステムの除湿性能が向上し，
CE や COPd が向上したことになる．
一方で，冷却器で冷却すべき顕熱に関しては全熱交換器を導入しても従来型と大きな差異が見ら
れなかった．このことから全熱交換器の導入は潜熱の処理に大きく寄与することがわかった．
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（a）
図5

（b）

Effect of the outside air temperature on the CE, COPd, ΔT and ΔX under various system configurations.
（Regeneration air 80 oC）

図 5 に異なる装置構成において外気温度が CE, COPd, ΔT, ΔX におよぼす影響を示す．なお，
再生温度は 80℃である．いずれの外気温度においも全熱交換器を導入した場合において，高い冷
房性能が得られることがわかる．また，外気温度の増加に伴い，従来型との差は大きくなった．
図 5 （b） に注目すると，全熱交換器を導入することで，外気温度が上昇しても，必要とされる
給気湿度よりも低い湿度を達成することができた．つまり，潜熱負荷は全てデシカントシステム
で賄えることがわかった．一方で，従来型では外気温度の増加に伴い除湿性能が著しく低下し，
冷却器への潜熱負荷が大きくなることがわかった．また，全熱交換器を導入すると外気温度が増
加しても除湿後空気の温度は変化しなかった．これらのことから，全熱交換器の導入は，外気負
荷の変動を緩和する効果があると言える．さらに，全熱交換器の効率が増加すると，外気温度の
増加に伴う除湿性能の変化が小さくなった．従って，全熱交換器との組み合わせにより外気負荷
変動に伴う性能低下を抑制でき，さらに全熱交換器の効率が向上すること抑制効果を向上させら
れることがわかった．
４.まとめ
省エネルギー空調としてデシカント空調プロセスを紹介した．また，本研究室の最近の研究成
果の一例として，全熱交換器導入時のデシカント空調プロセスの冷房性能を検討した結果を報告
した．この結果，全熱交換器と組み合わせることで，デシカントプロセスにおける潜熱処理性能
が向上することがわかった．また，全熱交換器の組み合わせることで，外気負荷の変動に伴う冷
房性能の低下を抑止することができ，全熱交換器の効率が向上することでその効果を増大させる
ことができることがわかった．
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１．はじめに
地域特性を読み，そのポテンシャルを生かすように，建物各部位の断熱性，集熱性，蓄熱性を
設定し，建物の暖房，冷房効果を得ることが，パッシブデザインの目的であるが，準寒冷地では，
冬期の太陽熱利用による暖房（パッシブソーラーヒーティング）と夏期のパッシブクーリングと
の両立を図ることが必須である．東日本大震災より 4 年が経過し，復興住宅への移行時期が迫っ
ているなか，福島県において省エネルギー性と快適性を目的として住宅の提案が求められている
(1)．
そこで，準寒冷地型のパッシブデザイン住宅の開発を目指し，夏・冬のパッシブデザインの統
合について室内の温熱環境の実測調査とシミュレーション計算により検討した．
まず，日本大学工学部郡山キャンパスに建設された実験棟「ロハスの家 3 号」における夏・冬
のパッシブデザイン統合手法の計画概要とシミュレーション計算によって検討した基本性能につ
いて述べる．次に，実験棟での実測調査によって，熱容量の大小（水の有無）による室内温熱環
境への影響を明らかにするため，室内熱容量を変えた居室の比較によって熱容量の効果を検討し
た．最後に，熱容量をより大きくした場合における室内環境への影響と改善方法について明らか
にするため，シミュレーション計算により準寒冷地における熱容量の違いによる蓄冷・蓄熱効果
を検討した結果を紹介する．
２．実験方法
2・1 実験対象「ロハスの家 3 号」の概要
日本大学工学部（福島県郡山市）のキャンパス内に建つ実験棟「ロハスの家 3 号」は，夏・冬
のパッシブデザイン手法を設計段階より計画された建物である（図 1）
．実験棟は、平屋建て・地
下 1 階（設備室）となっており，1 階平面は東・西に同面積の居室を有し，居住実験が可能なよ
うに水回り設備を設けている．1 階中央部は外部空間（ポーチ）である．

図 1 ロハスの家南側外観（左）と１階平面図（右）
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また，表 1 に示すように，自立型水環境負荷実験システムや地中熱利用設備など様々な技術を
導入した実験棟である．さらに，本実験で主に使用する書斎と LDK に設置したウォーターウォー
ル（以下 W.W）仕様を図 2 に示す．
表 1 ロハスの家 3 号で用いられた技術

北開口
種類：複層ガラス

2850

水容器
材質：ＳＵＳ
寸法：φ200～
φ50×h2700
本数：6～96本

54
60

3640

南開口
種類：複層ガラス

図 2 ロハスの家 3 号の１階平面図（左）とウォーターウォール仕様（右）

2・2 夏・冬の環境計画
図 3 に実験棟における夏と冬の環境計画を示す．
・夏の環境計画
１）通風・換気による冷却効果を目的として，ダブルスキンの床・天井を設け，通風および室内
空気循環を確保した．また，南側の池で冷やされた風を，南側の地窓から取り入れ，天井裏，
床下を通して，北側の高窓から出すような，様々な通風・換気の経路を計画した．
２）夏の日差しの調整として，ルーバーや，簾，壁面緑化などを簡易に取り付けられるよう外壁
に，縦桟を取り付けた．
３）蓄冷効果の利用を目的として，十分な熱容量を確保するために鋼管に水を満たした W.W を東
西の居室の南側と北側に設置した．
４）地中熱利用による冷却効果を目的として，クールチューブを計画した．

hima
nd Cooling Hot-Humid

MIYAOKA Futoshi, URABE Tomoyoshi, M IURA Makoto,
and OSANAI Yuki
図 3 ロハスの家 3 号

夏の環境計画（左）と冬の環境計画（右）
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・冬の環境計画
１）断熱性能は次世代省エネルギー基準並みであり，開口部は LOW-E ガラスを採用した．
２）日射熱取得とその利用を目的に，東西居室の南側にサンルームを設け，さらに天井裏で温め
られた空気を，ファンにより床下へ送り，居室内へ循環させる計画とした．
３）また，蓄熱効果を目的として，サンルーム床面の仕上げをタイルとした．また，日射熱を蓄
熱した W.W 内の水を南北の管内で循環できるシステムとした．
2・3 計測方法
実験では，書斎と LDK の二部屋を用いて比較実験を行う．二部屋の日射取得量及び断熱性能を
等しくするため東西の窓には断熱材を設置した．ロハスの家 3 号の室内には高さ 2700mm，直径
200mm の鋼管が 6 本設置されており，1 本あたりに入る水量は約 85L，計 6 本の総水量は 510L で
あり，熱容量約 2.1MJ/K に相当する．図 4 に使用した計測機器と設置位置を示す．

図 4 使用した計測機器と設置位置

2・4 実験内容
夏期実験は，夜間の外気導入による蓄冷効果の検討した．外気導入は 18:00 〜翌日 9:00 まで開
口部を開放し，それ以外の時間においては窓を閉じた．実験期間は 7 月 8 日から 13 日の 6 日間
とした（図 5 上）
．
冬期実験は，
日中のダイレクトゲインによる蓄熱効果を検討した．ダイレクトゲインは 10:00 〜
16:00 までカーテンを開け日射を室内に取り込み，それ以外の時間においては窓を閉じた．また，
室内の発熱は終日 250W とした．実験期間は 2 月 10 日から 15 日の 6 日間とした（図 5 下）．

図 5 夏期の建物モード（上）と冬期の建物モード（下）
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３．実験結果及び考察
3・1 夏期の実験結果
図 6 に 2014 年 7 月の室内温度，W.W 表面温度，MRT の変動を示す．外気温が 30℃の時，熱容
量が小さい場合は室内温度が 31.9℃，熱容量が大きい場合は 29.6℃であり，熱容量の大小によっ
て最大 2.3℃の温度差となった．これは W.W の表面温度にみられるように，最大 11℃程度の日較
差を活かした夜間の外気導入による蓄冷による効果と考えられる．

図 6 2014 年 7 月の室内温度，W.W 表面温度，MRT の変動

3・2 冬期の実験結果
図 7 に 2014 年 2 月の室内温度，W.W 表面温度，MRT の変動を示す．夜間の外気温が-2.4℃の
時，熱容量の小さい場合は 9.5℃であったが，熱容量の大きい場合は 11.2℃であった．日中のダイ
レクトゲインによって蓄えた熱を夜間に活用できていると考えられる．ただし，日中 15℃を超え
る日はほとんどなく，室温変動全体を上昇させる改善案が必要である．

図 7 2014 年 2 月の室内温度の変動

3・3 シミュレーション計算による改善案の検討
実験棟は夏期と冬期でサンルームの使用方法を変えているため，解析においても夏期・冬期で
モデルを変更した．また，熱容量の検討パターンとして，実測した W.W なしの「熱容量小」と
W.W を設置した「基準」
，W.W の熱容量を東西面の壁にも設置した「熱容量 3 倍」の 3 モデルを
設定した．図 8 にシミュレーション計算モデルと設定条件を示す．
計算には，PASSWOR を用いた．PASSWOR の計算から室温と平均放射温度 MRT（壁・床・天
井の表面温度から計算）と暖冷房負荷を用いて検討した．外気導入時の換気回数は，室内の空気
が一様に置き換える換気として計算した．但し，対象としたのは顕熱のみであり，湿度の影響は
無視するものとする．冷房設定時間帯は，外気導入時以外の終日連続的に使用し，人体・照明・
機器等の室内発熱スケジュールはないものとして計算する．
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（W/m2・K）

（W/m2・K）

（W/m・K）

（W/m・K）

（kJ/m3・K）

（kJ/m3・K）

（W/m・K）

（W/m・K）
（kJ/m3・K）

（kJ/m3・K）

（W/m・K）

（W/m・K）

（kJ/m3・K）

（kJ/m3・K）

図 8 シミュレーション計算モデルと設定条件

・夏期の計算結果
図 9 左に夏期改善案の計算結果を示す．基準の熱容量に比べて 3 倍では，最大 1.5℃の差となっ
た（図 9 左）
．これは熱容量を増大させたことにより基準以上に夜間の外気導入による蓄冷効果が
発揮されているためである．年間の冷房負荷は，基準より熱容量が小さい場合では 2.01MJ の負荷
が必要であったが，基準と同程度の熱容量を確保し夜間外気導入をすることで冷房負荷は 0 とな
った．しかし，実測を鑑みると基準の熱容量では室温が 30℃を上回ることもあったため，より蓄
冷効果の期待できる熱容量 3 倍が効果的であると考えられる．
・冬期の計算結果
図 9 右に冬期改善案の計算結果を示す．基準の熱容量に比べて 3 倍では，外気温が-4.6℃の時に
基準 4.7℃，3 倍 7.9℃と 3.2℃の差となった．これは日中の室内へのダイレクトゲインによる日射
熱を蓄熱している効果である．さらに，年間暖房負荷では，熱容量を 3 倍にすることで基準の 86%
に減少した．しかしながら，PMV においては基準に比べ，安定はしているが-2〜-3 程度となり，
快適範囲には入っていない．

図 9 夏期改善案の計算結果（左）と冬期改善案の計算結果（右）

・冬期の改善方法の検討
熱容量の増大のみで室内環境の改善は困難であったため，室内での発熱（終日 200W）を加え
た上で①北側開口部を 4.46 → 1 m2 に減少 ②開口部性能を 2.5 → 1.7W/（m2·K）に向上させて室
内温熱環境と暖房負荷を検討した．
改善により常時 4℃程度の差異が現れ，外気温が-4.6℃の時も室温は 15.2℃と 15℃を下回ることは
なくなった（図 10）
．
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図 10 冬期改善案における室温変動と年間暖房負荷

４. まとめ
夏期及び冬期の実験結果とその分析から，準寒冷地におけるパッシブデザイン住宅の熱容量を
活用に向けた提案と室内温熱環境向上に与える影響についてシミュレーション計算を用いて検討
した．
夏期は，外気温が 30℃の時，熱容量が小さい場合は室内温度が 31.9℃，熱容量が大きい場合は
29.6℃であり，熱容量の大小によって最大 2.3℃の温度差となった．さらに，シミュレーション計
算から，基準の熱容量に比べて 3 倍にすると，最大で日中の室温が 1.5℃低下した．
冬期は，夜間の外気温が-2.4℃の時，熱容量の小さい場合は 9.5℃であったが，熱容量の大きい
場合は 11.2℃であった．また，基準の熱容量に比べて 3 倍では，外気温が-4.6℃の時に基準 4.7℃，
3 倍 7.9℃と 3.2℃の差となった．年間暖房負荷では，熱容量を 3 倍にすることで基準の 86%に減
少した．さらに，室内での発熱（終日 200W）を加えた上で北側開口部を減少し，開口部性能を
LOW-E ガラス相当に向上することで，15℃を下回ることはなくなった．
準寒冷地では夏期の大きな日較差を利用するため，熱容量を活用した蓄冷効果が期待されるが，
冬期では十分な断熱仕様や余分な開口部を除く等の現在の断熱基準値以上の断熱性能を前提とし
なければ，蓄熱効果を活用することは難しいことが明らかとなった．
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行事案内
部門企画行事案内
－2016 年度－
●熱工学コンファレンス 2016
開催日: 2016 年 10 月 22 日(土), 23 日(日)
場 所: 愛媛大学
●日本機械学会 2016 年度年次大会
開催日: 2016 年 9 月 11 日(日)～14 日(水)
場 所:
九州大学 伊都キャンパス

－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
●熱工学コンファレンス 2015
開催日： 2015 年 10 月 24 日(土)，25 日(日)
場 所： 大阪大学 吹田キャンパス
●No.15-111 熱工学コンファレンス 2015 プレコンファレンスワークショップ
開催日： 2015 年 10 月 23 日(金), 24 日(土)
場 所： 関西大学高岳館
問い合わせ先： 講習会幹事 小田 豊（関西大学）
●No. 15-95 講習会 『伝熱工学資料（改訂第 5 版）
』の内容を教材にした熱設計の基礎と応用
開催日： 2015 年 9 月 24 日(木), 25 日(金)
場 所： 東京大学 山上会館（東京都文京区本郷 7-3-1）
問い合わせ先： 日本機械学会熱工学部門（担当職員：小倉辰徳） 電話(03)5360-3502
●2015 年度年次大会における部門同好会
開催日： 2015 年 9 月 14 日(月) 18:00-20:00
場 所： 北海道大学近郊 居酒屋 日本一 別宴邸（熱工学部門単独開催）
要：事前参加申込 http://www.jsme.or.jp/conference/nenji2015/doc/sanka.html
問い合わせ先: 部門幹事 東京工業大学 齊藤卓志 E-Mail: tsaito@mep.titech.ac.jp
●日本機械学会 2015 年度年次大会
開催日： 2015 年 9 月 13 日(日)～16 日(水)
場 所： 北海道大学

部門関連行事案内
－2015 年度－
●第 26 回内燃機関シンポジウム
開催日: 2015 年 12 月 8 日(火)～10 日(木)
場 所: 京都テルサ，京都府京都市
主 催: 日本自動車技術会
●第 53 回燃焼シンポジウム
開催日： 2015 年 11 月 16 日(月)～18 日(水)
場 所： つくば国際会議場，茨城県つくば市
主 催： 日本燃焼学会

- 14 -

JSME TED Newsletter, No.76, 2015
●日本冷凍空調学会 年次大会
開催日： 2015 年 10 月 20 日(火)～23 日(金)
場 所： 早稲田大学 西早稲田キャンパス，東京都新宿区
主 催： 日本冷凍空調学会
●第 36 回日本熱物性シンポジウム
開催日: 2015 年 10 月 19 日(月)～21 日(水)
場 所: 東北大学 片平キャンパス，宮城県仙台市
主 催: 日本熱物性学会

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 26th International Symposium on Transport Phenomena (ISTP-26)
開催日：2015 年 9 月 27 日(日)〜10 月 1 日(木)
開催地：Leoben, Austria
●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
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第 93 期部門組織
熱工学部門運営委員会
●部門長
高松 洋

九州大学

●副部門長
花村 克悟

東京工業大学

●幹事
齊藤 卓志

東京工業大学

●部門運営委員
戸谷 剛
北海道大学
徳増 崇
東北大学
琵琶 哲志
東北大学
橋本 望
北海道大学
西 美奈
慶應義塾大学
下野園 均
カルソニックカンセイ(株)
渡部 弘達
東京工業大学
金子 暁子
筑波大学
田中 貴博
（株）IHI
近藤 義広
（株）日立製作所
元祐 昌廣
東京理科大学
渡邉 摩理子 上智大学
酒井 清吾
横浜国立大学
松田 淳
名城大学
鈴木 孝司
豊橋技術科学大学

佐藤 英明
佐藤 範和
平澤 良男
南川 久人
金田 昌之
柴田 豊
巽 和也
山口 康隆
吉廻 秀久
堀部 明彦
仮屋 圭史
洪 定杓
松田 昇一
中部 主敬
保浦 知也

（株）デンソー
（株）豊田中央研究所
富山大学
滋賀県立大学
大阪府立大学
ダイキン工業（株）
京都大学
大阪大学
三菱日立パワーシステムズ（株）
岡山大学
佐賀大学
鹿児島大学
琉球大学
京都大学
名古屋工業大学

熱工学部門各種委員会
●総務委員会
委員長
高松
幹事
保浦
委員
中部
委員
花村
委員
齊藤
委員
村田
委員
友田
委員
染矢
委員
斎川
委員
大野

洋
知也
主敬
克悟
卓志
章
晃利
聡
路之
恵美

九州大学
名古屋工業大学
京都大学
東京工業大学
東京工業大学
東京農工大学
トヨタ自動車(株)
産業技術総合研究所
(財)電力中央研究所
(株)ＩＨＩ

●広報委員会
委員長
染矢
幹事
朝原
委員
寺岡
委員
山田
委員
片岡
委員
田中
委員
永野
委員
宮田
委員
上野

聡
誠
喜和
俊輔
秀文
三郎
幸秀
一司
藍

産業技術総合研究所
青山学院大学
金沢大学
防衛大学校
大阪府立大学
日本大学
九州大学
九州大学
東京大学

●年次大会委員会
委員長
河野 正道
幹事
渡邊 裕章

●熱工学コンファレンス委員会
委員長
野村 信福
愛媛大学
幹事
中原 真也
愛媛大学

九州大学
九州大学
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●学会賞委員会
委員長
高橋 厚史
幹事
三上 真人

九州大学
山口大学

●講習会委員会
委員長
伏信 一慶
幹事
畠山 友行

東京工業大学
富山県立大学

●日韓合同会議委員会
委員長
丸田 薫
幹事
中村 寿

東北大学
東北大学

●部門賞委員会
委員長
花村 克悟
幹事
齊藤 卓志
委員
高松 洋
委員
保浦 知也
委員
中部 主敬

東京工業大学
東京工業大学
九州大学
名古屋工業大学
京都大学

●年鑑委員会
委員長
堀部 明彦
幹事
春木 直人

岡山大学
岡山大学

JSME TED Newsletter, No.76, 2015
●出版委員会
委員長
高橋 周平
幹事
藏田 耕作

●JTST 委員会
委員長
門脇 敏
幹事
山田 昇

岐阜大学
九州大学

長岡技術科学大学
長岡技術科学大学

●環太平洋熱工学会議委員会
委員長
高田 保之
九州大学
幹事
店橋 護
東京工業大学

その他
編集後記
今回の TED Plaza 76 号では，潜熱処理型空調とロハスに関して，精力的に活動されている金沢大学の辻口先生
と日本大学の宮岡先生に，これまでの研究成果について解説していただきました．快適性と省エネルギーは相反
すると言われておりますが，未だ両立させる余地が残されており，今後のエネルギー消費の低減に大きく寄与す
る課題です．読者の方には，快適な住環境づくりとエネルギーとの重要性について感じていただければ幸いです．
本記事の編集に当たり，年々深刻さを増すエネルギー問題において熱工学の重要性は増すばかりであると感じ，
我々も社会に寄与する研究をなさねばとの使命感を改めて心に刻んだ次第です．最後に，お忙しい中にも関わら
ずお引受け下さいました諸先生方に厚く御礼申し上げます．
（編集担当委員：寺岡・田中）
第 93 期広報委員会
委員長： 染矢
幹 事： 朝原
委 員： 寺岡
山田
片岡
田中
永野
宮田
上野

聡
誠
喜和
俊輔
秀文
三郎
幸秀
一司
藍

（産業技術総合研究所）
（青山学院大学）
（金沢大学）
（防衛大学校）
（大阪府立大学）
（日本大学）
（九州大学）
（九州大学）
（東京大学）
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日本機械学会

熱工学部門

