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第 94 期 部門長あいさつ
第 94 期 熱工学部門長
東京工業大学 工学院 機械系
教授 花村 克悟
hanamura@mech.titech.ac.jp

第 94 期の熱工学部門長を仰せつかりましたので，この場をお借りしてご挨拶申し上げます．
現在，日本機械学会には 23 の部門があります．そのなかで，熱工学部門に登録されている会員
数は 3 番目に多く，その登録者数は全会員数のおよそ 7％であることが，第 92 期部門長のあいさ
つ（熱工学部門ニュースレターNo.72）の中でまとめられています．また，上位 5 位までに機械
の 4 力学に関わる部門が入っていることも，あらためて納得のゆく数値であると思われます．も
う一つ，計算力学部門が上位 5 位以内に位置し，実験と数値計算が 4 力学の両輪となっているこ
とも頷けます．長年にわたり熱工学を研究開発の中心に据えている研究者は，継続して熱工学部
門に登録いただいており，もちろん機械学会の正会員でもあります．一方，研究を進めるうえで
必要になった時に登録し，その研究開発のプロジェクトなどが一段落した場合には部門登録を打
ち切る場合もあり得ます．したがって，時には部門登録者数が増える，またあるときには減少す
る，などはごく自然のことであると思います．学会の入退会も同じように考えれば，必要だと判
断されれば入会することになるでしょうし，一段落したと判断されれば退会もあり得るもの，と
受け止めたほうが健全だと思います．昨今，会員が増加している一部の学協会を除き，本会も含
め多くの学協会が，会員数の減少に歯止めがかからず，会員を増やすための活動の検討や，会員
へのメリットの議論，さらには会費の適正値など，学会存続の議論に大いに時間を費やしている
場合があります．部門長としては，会員数や部門登録者数が増えることを望ましいと思う反面，
必要であれば高い会費でも入会し，講演会や講習会，学会誌をとおして会員価格にて有益な情報
が入手できることそのものがすでにメリットとして約束されている，といったそもそも論に徹し
たほうがむしろ健全であると思います．そのためには，常に新鮮な，かつ興味深い内容を発信し
続けることが，当たり前のことですが，最も大事なことになります．
この情報発信の一つとしては，2014 年 1 月から 2015 年 7 月にわたり次々に発刊された 4 つの
新学術誌，Mecahnical Engineering Reviews，Mechanical Engineering Journal，日本機械学会
論文集(Transactions of the JSME)，Mechanical Engineering Letters があります．この 4 誌に
加えて，部門により独立に編修されている 4 つの英文ジャーナル（Journal of Fluids Science and
Technology，Journal of Thermal Science and Technology，Journal of Biomechanical Science
and Engineering，Jouurnal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing）
を合わせて日本機械学会学術誌と称しています．ご存知のように，熱工学部門は独立誌として上
記括弧内の JTST を編修しています．一方，4 誌の新学術誌については，23 の部門が 12 のカテ
ゴリーに再分類されており，当部門は，動力エネルギーシステム部門とエンジンシステム部門の
3 部門の合同カテゴリーである，Thermal, Engine and Power Engineering (TEP) として編修し
ています．今までとは異なり，機械に関する全ての分野を包含した統合誌であることと，和文誌
である日本機械学会論文集については，アブストラクトに必ず最も重要な結果を記述するなど充
実させ，Figure caption にも英文にて簡易説明を記述，文献は和文と英文を併記するなど，海外
からの読者がアクセスした場合にも，内容がある程度理解できるようになっています．また，初
めての試みとして Mechanical Engineering Letters が 2015 年 7 月より発刊されています．例え
ば福島原発の事故処理に関する研究や技術開発については，年々放射線量が変化することから，
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必ずしも再現性を確保することができないことが考えられます．その時点での研究データとして
極めて貴重なものとなり得るものの，フルペーパーとして投稿するには躊躇われるような場合，
このレター誌への投稿が考えられます．また，実機ガスタービン立ち上げの際の動翼タービン表
面温度変化の測定など，1 点しか計測できないものの，極めて貴重な取り組みに焦点をあてるこ
となども 1 つの狙いとしています．さらに速報性も重視し，1～2 週間以内の掲載判定ならびに事
前公開などを進めています．もちろんフルペーパーと同じ，査読された原著論文，としての扱い
です．今までの機械系の重みを維持しつつ，埋もれた研究や技術開発，長期にわたる経年変化の
一瞬を極めたものなど，今までになかった情報発信を試みています．ただ，初めての試みが故に
掲載への判断基準が定めきれていないといったご意見もございます．むしろ，熱工学部門登録者
から，こうした新学術誌への投稿を率先して進めていただき，新たなレター誌のスタイルを確か
なものに構築いただけると幸いです．さらに，このような新しい取り組みが軌道に乗るためには，
論文を投稿する著者はもちろん，特にそれを判断するエディターおよび校閲者の力量が問われる
ことになると思います．部門長として，例年開催させていただいている熱工学コンファレンスや
各種講習会をより充実させ，皆様の研究力や技術力の向上に少しでもお役に立てるよう努力する
ことをお約束します．当部門に登録されている皆様に，上記の学術誌へ著者としての投稿，ある
いは校閲者として査読をお願いしたいと思います．
今後とも，皆様のご理解とご協力のもと，運営委員会や各種委員会をとおして充実した部門活
動を進めてまいります．これらの取り組みに忌憚のないご意見を賜れれば幸いに思います．何卒
よろしくお願い申し上げます．
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TED Plaza
ジェットエンジンにおける着氷現象の数値解析
鈴木

正也

宇宙航空研究開発機構 研究員
航空技術部門 次世代航空イノベーションハブ
suzuki.masaya@jaxa.jp
１．はじめに
着氷とは物体表面上に氷が付着・成長する現象であり，寒冷地や冬季には日常的に観察される．
航空機にとっては，着氷は様々な不具合につながる好ましくない現象であり，現在に至るまで多
くの研究が行われてきている．着氷発生のプロセスは，0 度以下の物体表面に水蒸気が過飽和と
なって着氷する場合や，大気中の過冷却水滴（supercooled water droplets）が物体表面に衝突する
ことにより氷層が形成される場合などがあり，問題になるのは多くの場合，後者である．周囲温
度の低い場合（おおよそ-15 度以下）では霧氷と呼ばれる着氷，比較的温度が高く 0 度に近い条件
では雨氷と呼ばれる氷が形成される．このような氷の特性により，氷形状や除去の難易に差が生
じる．
航空機の着氷は地上静止，タクシング，離着陸，巡航時（特に雲を通過する時）といった航空
機の状態と周囲環境の状態が着氷発生に大きな影響を及ぼすため，着氷の危険性を一意に決定す
ることが難しい．また，着氷発生個所についても，主翼，尾翼，ピトー管などのセンサー類，エ
ンジンなど，様々な部位で発生する．地上で発生した着氷に対しては除氷液の使用が可能であり，
事故発生のリスクは低いが，飛行中の着氷は致命的な事故につながりうる．着氷が発生すると，
空力性能の低下やはく離した氷片によるエンジン内部の損傷など，深刻な影響をもたらす．その
ため，様々な防氷・除氷システムが開発されているが，根本的な解決には至っていない．特に航
空機のジェットエンジンにおいては，回転要素を含むことから防除氷が困難である．
本稿では，ジェットエンジンにおける着氷現象について，数値解析の側面から著者らの研究状
況を紹介する．まず，近年までの着氷研究の簡単な概要を示し，著者らの用いている数値解析手
法を説明する．その後，これまでの計算事例の中から，ジェットエンジンのノーズコーンの着氷，
ファンの着氷に関する計算事例を示す．
２．着氷研究の現状
ジェットエンジンの設計において，着氷に起因した不安定作動が発生した場合，対応が非常に
困難である．エンジンが実際の運用に供される前には耐空証明の取得が必要であり，その際には
着氷試験も行われる．しかし，このような試験はエンジンがほぼ完成するまで行われないため，
開発の後戻りが大きく，開発コストへの影響も大きい．したがって，設計・開発の早い段階で着
氷過程を再現し，着氷による性能低下を低減する事ができれば，設計時間や開発コストの削減に
つながる．しかし，着氷は流体力学と熱力学の側面を併せ持つ複雑な現象であり，実験によって
着氷現象を繰り返し再現する事は容易ではなく，設備にも多大な費用を必要とする．一方，数値
シミュレーションでは様々な気象条件やエンジン設計を容易に再現可能であるが，予測精度の高
い数値解析手法の確立は困難である．このような理由から，実機条件の再現や計測は難しいため，
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実験は簡易形状による基礎的な現象理解や数値解析の検証データ取得を目的とし，実形状での検
討は数値解析によることが多い．
着氷試験に供する着氷風洞は，ファンなどで作った気流を冷却し，低温の気流中に液滴を噴霧
することで過冷却の液滴を供試体に衝突させることで着氷を生じさせる．例えば，NASA（Van
Zante, et al., 2012），NRC（Oleskiw, et al., 2001），CIRA（Vecchione, et al., 2003）などの着氷風洞
が稼働しており，継続的に試験条件拡大などの取り組みが進められている．翼型の着氷試験は主
翼の着氷に対する基礎データの取得や数値解析の検証データとして非常に有用であり，比較的多
くの試験データが公開されている（Olsen, et al., 1984），（Charpin and Prieur, 1996）．近年では過
冷却液滴による着氷だけでなく，氷晶（ice crystal）による着氷の再現も可能となっており（Mason,
et al., 2011），数値解析モデルの高度化にも役立てられている．
数値解析による取り組みも古くから続けられている．一般に着氷の数値解析手法は，気相の流
れ場，液滴の軌道解析，着氷形状を予測する熱力学計算により構築されている．熱力学計算の標
準的なモデルは Messinger により構築された（Messinger, 1953）．三次元計算への拡張（Hedde and
Guffond, 1995），Messinger モデルの欠点である雨氷の予測精度を向上させたモデルの開発（Myers,
2001），計算負荷の低減（Cao, et al., 2008）など，解析手法の改良も精力的に行われている．これ
らの解析手法は，予測精度の検証がなされるとともに，実際のエンジン要素で発生する着氷現象
の解明や防除氷装置の設計計算などに役立てられている．検証例としては，NACA 翼の着氷を
DRA，NASA，ONERA のグループがそれぞれのソルバーを用いて解析を行い，実験との比較を行
っている（Wright, et al., 1997）．より実機に近い例としては，ジェットエンジンのファン動翼（Das,
et al., 2006），ファン静翼（Lee and Loth, 2008）などの着氷解析が行われている．
現在では標準的な着氷の試験データの蓄積や解析精度は実用上十分になってきており，粗大液
滴（SLD: supercooled large droplets）による着氷，氷晶による着氷などに研究対象が移りつつある．
３．数値解析手法
着氷現象を数値的に再現するには，気液二相流解析と着氷形状計算を行う必要がある．二相流
の解析では，連続相（気体）と分散相（液体）をオイラー座標系かラグランジュ座標系で計算す
るかの選択がありうる．分散相が連続相に十分追従し，両者の流跡線が一致すると見なすことが
出来れば，いずれもオイラー解法を適用するのが効率的である．しかし，着氷は液滴が壁面に衝
突することによって発生するため，両者の速度差が無視できず，分散相にラグランジュ解法を適
用するのが一般的であり，著者らもオイラー・ラグランジュ・カップリングを採用している．
連成問題の解析手法は，連成する現象の時間進行を分離させるか同期させるかによって，弱連
成と強連成に分類できる．着氷は数秒から数分の時間をかけて進展する現象であるが，ジェット
エンジン内の流れの時間スケールは非常に短く，1 秒間の時間進行を追うのは非現実的な計算量
を要する．このため，弱連成を採用する．
気相の計算は単相と同様に扱い，液滴による影響を無視する．三次元圧縮性乱流場を仮定し，
ファーブル平均された連続の式，ナビエ・ストークス方程式，エネルギー式に基づいて計算する．
回転要素周りには回転座標系を用いるため，回転座標系における慣性力として，コリオリ力と遠
心力を体積力として与える．
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ここで，xi [m]はデカルト座標，t [s]は時間， [kg/m3]は密度，ui [m/s]は xi 方向の速度，p [Pa]は
静圧，ij [Pa]は粘性応力，et [J/kg]は流体の持つ単位質量あたりの全エネルギー，qi [W/m2]は xi 方
向の熱流束，fi [m/s2]は xi 方向の慣性力による加速度，ij はクロネッカーのデルタである．(")は変
動成分，(−)はレイノルズ平均，(~)はファーブル平均操作を意味する．
液滴はラグランジュ法により計算し，個々の液滴について以下の方程式を解く．
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 p c p D p2

(6)

ここで，
添え字 f, p, r はそれぞれ周囲気体，液滴粒子，液滴と周囲気体の相対値を意味している．
D [m]は直径，CD は抗力係数，c [J/(kg∙K)]は比熱，T [K]は温度，Nu はヌッセルト数， [W/(m∙K)]
は気体の熱伝導率である．
上記の気液二相流の式を解くことにより，液滴が物体表面に衝突する頻度，位置，速度，温度
などの情報が得られる．これらを物体表面上の熱力学モデルに与えることで，着氷形状が決定さ
れる．本稿で示す計算結果は下記に示す Messinger モデルを用いて得られた結果である．液滴は表
面に衝突後，凍るまでに時間遅れが発生し，その間に物体表面を流れながら凍結する．これをラ
ンバックと呼び，霧氷であればランバックの影響はないが，雨氷であれば無視することができな
い．本計算では，物体表面上において検査体積を仮定し，そこでの質量バランス及びエネルギー
バランスを考える．それによって，検査体積に堆積する氷の量また検査体積外に流出する水分量
を計算する．この検査体積中に流入するもしくは流出する質量流量及び熱量を表した概念図を図
1 に示す．
Droplets Kinetic Energy

Convection

Evaporation

Aerodynamic Heating

AIR
Runback In

Runback Out

WATER
Latent Heat
of Icing

ICE

:In

Fig. 1

:Out

Schematic diagram of mass and energy balance

液体の質量は，衝突による流入，ランバックによる流入・流出，蒸発・昇華による気体への相
変化，氷結による固体への相変化を考慮する．エネルギーとしては，質量の流入出に伴うエネル
ギーに加えて対流熱伝達を考慮する．
(7)
mim  min  mva  mou  mac
(8)
Eim  Ein  q f  Eva  Eou  Eac
ここで，m [kg]は質量，E はエネルギー [W/m2]，添え字 im, in, ou, va, ac はそれぞれ衝突，ラン
バックによる流入，ランバックによる流出，蒸発・昇華，氷結を意味している．qf [W/m2]は対流
熱伝達による熱流束である．各項はそれぞれ以下のように計算する．
衝突
(9)
mim  N  S  mw

V 2 
Eim  mim  
 2 
ランバック（流入）
Ein  min cw Tin 

(10)

(11)

ランバック（流出）
Eou  1  f mim  min   mac cw Tou 
氷結

(12)

mac  f mim  min 

(13)
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Eac  f mim  min ci Ts  T0   Li 

(14)

蒸発・昇華
0.7  pv , s  H r pv , f 
mva 
hS 

cf
ps


E va  mva  Lv

(15)
(16)

ここで，N は単位面積あたりの衝突粒子数，S は検査体積の物体表面積，V は衝突速度，f は氷
結率，L は潜熱，Hr は相対湿り度，pv は飽和蒸気圧，添え字 w, i, f, s はそれぞれ水，氷，気体，表
面を意味する．以上の式から各検査体積に対して，着氷量 mac が得られる．この着氷量を用いて，
着氷後の表面形状を計算し，計算格子を再生成する．
４．数値解析例（ノーズコーンの着氷）
ジェットエンジンのノーズコーンはエンジン入口にあり，低温の気流にさらされることから着
氷が生じやすい要素の一つであるが，実験やシミュレーションはあまり行われておらず，飛行条
件と着氷の関係は明らかではない．本計算では，ノーズコーン部の三次元シミュレーションによ
り，ノーズコーンの回転を考慮した着氷過程を再現した（松浦他，2010）
．
図 2 に計算対象とするノーズコーン形状と計算格子を示す．ノーズコーンの先端形状は標準的
に採用されている円錐形状と鈍頭形状の 2 種類とした．また，それぞれ 3 種類の運転状態を想定
し，Case 1 として巡航時の条件（出力 80%）
，Case 2 として巡航時で迎角がある場合の条件，Case
3 として高出力時の条件（出力 90%）についての解析を実施した．流入する液滴の平均直径（median
volume diameter: MVD）は 20 m とした．

Main-grid
19 D
28 D

Sub-grid

D

Fig. 2

Computational grid around nose cone

解析により得られた液滴の軌道と着氷形状を図 3 に示す．液滴軌道の可視化から，軸中心付近
の液滴は直線的にノーズコーンに衝突するが，中心から離れるにつれてノーズコーンを避けるよ
うに半径方向に広がっている．この結果，着氷はノーズコーンのほぼ全域に発生するが，先端付
近の着氷量が大きくなっている．また，ノーズコーンは回転しているため，着氷物の形状は迎角
を持つ場合においても軸対称形状になっている．

100

[m/s]

200

(a) droplet trajectories
Fig. 3

(b) circular cone type

(c) blunt nose cone type

Droplet trajectories and ice shape around 2 types of nose cones
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0.05

0.05

0

0

y/D

y/D

図 4 はそれぞれのノーズコーン形状についての Case 1～3 における着氷形状を示している．円
錐形状においては，氷層は先端からわずかに離れた部分で発達し，ホーンを形成する．鈍頭形状
でも同じ傾向がみられるが，氷層の成長範囲が広く，明確なホーン形状にはならないことが分か
る．この結果として，鈍頭形状では円錐形状に比べ，厚みが減るものの着氷面積は増加した．一
方，Case 1 と Case 2 の比較から，迎角により水滴の衝突位置が上面と下面で変化し，円錐形状で
はホーンに凹部が出現するようになるが，着氷量に大きな差は見られなかった．逆に鈍頭形状で
は迎角により氷層厚さが増大した．また，Case 1 と Case 3 の比較により，飛行速度の増加に応じ
て氷層の厚みも増加することが確認された．

−0.05

−0.05
−0.05

0

0.05

−0.05

0.1

x/D

0.05

0.1

x/D

(a) circular cone type
Fig. 4

0

(b) blunt nose cone type

Difference of ice shape due to leading edge geometry and flight conditions
(Case 1: red, Case 2: blue, Case 3: green)

５．数値解析例（ファンの着氷）
続いてジェットエンジンのファンにおける着氷の計算事例を紹介する．ファン動翼はノーズコ
ーン直後に据え付けられているため着氷が発生しやすく，翼形状の変化による空力性能低下や，
付着した氷が遠心力で離脱して下流の要素に衝突するなどのリスクがあることから，最も着氷に
注意を払うべき要素といえる．また，翼間の流れは三次元的な流れの構造を持つ上，動翼と静翼
の干渉があるため，極めて複雑な場となり，着氷による影響も十分解明されていない．
本計算で対象とするのは，リージョナルジェットに搭載されるジェットエンジンのファンを想
定している（川上他，2009）
（Hayashi, et al., 2011）．図 5 に計算領域の概略と計算格子を示す．こ
こではファン動翼とその下流のファン出口案内翼までを計算領域とする．計算はファン全周のう
ち，動翼 1 枚，静翼 2 枚のみを計算し，周期境界条件を課した．計算格子はマルチブロック法と
重合格子法を組み合わせて生成しており，格子点数は合計で約 300 万点である．本計算について
も MVD は 20 m とした．

Fig. 5

Schematic diagram of fan rotor and fan exit guide vanes

図 6 はミッドスパンにおける静温分布であり，動翼の位相角が 0°, 120°, 240°の瞬間値を示して
いる．動翼の後流は比較的温度が高いため，動翼の回転による周期的な後流が静翼に入り込むこ
とで，静翼流路内に高温領域が形成されている．また，動翼で気流が圧縮されるため，全体的に
温度レベルが上昇している．図 7 は動翼および静翼のハブ（10%），ミッドスパン（50%）
，チップ

-8-

JSME TED Newsletter, No.78, 2016
（90%）の 3 断面について，翼前縁付近の着氷形状を表している．動翼の方が全体に厚い氷層を
形成していることが分かる．これは液滴が動翼で付着するために静翼に流入する液滴が少ないこ
と，相対的に静翼表面の温度が高いことに起因している．

Fig. 6

Static temperature at midspan section

Fig. 7

Ice shape at leading edge of 10%, 50% and 90% span

翼前縁付近に着氷が発生した結果，図 8 のように翼の負圧面側に剥離が発生する．さらに氷が
成長すると，前縁剥離が拡大して失速に至る．ファンで失速が発生するとエンジンは空気を吸い
込むことができないため，致命的な推力ロスにつながってしまう．このため，通常のエンジンの
運用で発生しうる着氷によって，ファン性能の低下が許容される範囲に収まるかを確認しなくて
はならない．

Fig. 8

Comparison of streamlines around rotor blade hub before and after icing

６．おわりに
本稿では著者らの着氷シミュレーションの一部を紹介した．これまでの研究により，ジェット
エンジンで発生する着氷現象を数値的に予測することができるようになり，着氷の発生個所やそ
れに伴うエンジン性能の変化を知ることができるようになった．一方で，実機で発生する着氷の
実験データなどはほとんど公開されておらず，結果の妥当性は NACA0012 翼などの単純な形状で
検証するしかない状態にある．現在，著者の所属する JAXA では実験と数値解析の両面から着氷
研究に取り組み始めたところであるので，検証データを取得しながら数値解析の精度向上に役立
てていきたい．
また，本稿で示した結果は東京理科大学で開発されたインハウスの解析コードを用いて計算し
たものである．この解析コードはモデルの変更などが容易で研究用途では便利であるが，利用す
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るにはユーザーがプログラムの内部まで熟知している必要があり，設計計算などに用いるには不
向きである．このため，JAXA で開発されている汎用 CFD コード UPACS に本解析手法を組み込
む試みも進めている（牧田他，2015）．これにより着氷シミュレーションを実際の設計開発の現
場で利用できるように整備をしていくつもりである．
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１．はじめに
原子炉から発生する熱エネルギーは，冷却材を介して移動する．冷却材として，熱伝導率が高
く沸点が高い液体金属のナトリウムを使用するナトリウム冷却高速炉では，冷却材に水を使用す
る軽水炉と比べて，高温でかつ低圧でシステムを組むことができる．このため，ナトリウム冷却
高速炉は軽水炉と比較して，高温過熱蒸気サイクルが可能なため熱効率が上昇し，かつ各機器は
薄肉構造にする事ができる．（神田他，2009）しかし，ナトリウムは化学的活性度が高く，何か
しらの理由で配管等の破損が生じ漏洩が起こると，雰囲気中の酸素や湿分との化学反応により燃
焼を生じ，格納容器などの構造物に熱的負荷を及ぼす．このため，ナトリウム漏洩時における構
造物の健全性評価をすることを目的として，ナトリウム燃焼数値解析コードの開発が進められて
いる．ここで，ナトリウムの燃焼は表面反応であるため，仮にナトリウムの漏洩量が同じであっ
ても，その漏洩や分布状況によって反応速度は大きく異なる．漏洩したナトリウムが床等の上に
液プールを形成しながらプール表面で燃焼を生じるプール燃焼よりも，配管の破損箇所等から漏
洩する際に噴流から生じる液滴，もしくは噴流が床面等構造物や液プールに衝突することで液滴
を形成し，液滴表面で燃焼を生じるスプレイ燃焼の方が，単位体積当たりの表面積が多いため，
一般に激しい燃焼となる．このため，ナトリウム漏洩時の燃焼解析を行う上で，漏洩量に対して
液滴状となり飛散するナトリウムの総量や径分布を正確に評価することは，極めて重要である．
本稿では，最も多量の液滴を生成する液体噴流が固体面に衝突する際の液滴生成のメカニズム
解明および飛散液滴量の見積もり法に関する研究について，簡単に紹介する．
２．実験方法および実験条件
本研究では，試験流体として水を用いた．液滴生成のメカニズムを明らかにするために，高速
度カメラを用いて噴流や飛散する液滴の様子を詳細に観察した．噴流の固体面衝突時に発生する
飛散液滴量の計測に使用した液滴回収装置の写真を図 1 に示し，飛散液滴の回収原理を模式化し
て図 2 に示す．液滴回収装置はステンレス製で，吸水性の高い紙製のウエスを，飛散した液滴が
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Fig.1

Photo of the droplet collection device

Fig.2

Principle of droplet collection

全量吸収されてかつ滴り落ちないように数枚重ねて，回収装置の枠組みに沿って取り付けた．飛
散した液滴を 30 秒間回収装置に吸収させた後，ウエスの重量変化を電子天秤で計測し，回収液滴
量を測定した．ここで，図 1 および図 2 の通り，回収装置は中心角 30 度の扇形をしており，電子
天秤で測定した回収液滴量を 12 倍することで，飛散した全液滴量 Sp としている．以下で飛散量
の議論をする際は，飛散した全液滴量 Sp の事である．
表 1 に実験条件を示す．実験は，ノズル径 1 – 4mm，噴流流量 50 – 3000 ml/min，ノズル出口か
ら固体面に衝突するまでの高さ（衝突高さ）62.5 – 500 mm の範囲で行っている．
Table 1 Experimental condition

Fluid
Nozzle Diameter D [mm]

Water
Density = 998 kg/m3, Surface tension  = 72 mN/m at 20 ˚C
1

2

4

Flow rate Q [ml/min]

50 – 370

75 – 1020

240 – 3000

Fall height L [mm]

62.5, 125

125, 250

375, 500
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３．噴流と飛散液滴
可視化実験で観察された噴流を典型的な様相ごとに分類して，図 3 に示す．各図はノズル径 D =
4 mm，衝突高さ L = 500 mm の条件で噴流流量 Q を変化させて観察していて，流量が小さいもの
から順に (a) ～ (d) に並べている．また，各条件で測定した飛散液滴量 Sp と，全流量に対する
飛散液滴の割合である飛散率 Sp*を，流量条件 Q と合わせて各図に示す．
観察された噴流の様相は，全般に Lin and Leitz (1998)の観察結果と良い一致を示した．本実験研
究では，以下の通り，観察された噴流を 4 つに分類および定義し，噴流とその噴流に伴う飛散液
滴の特徴をそれぞれ示す．
(a) Drop：噴流が断続的で，概ね均一サイズの液滴列が固体面に衝突する．この噴流は，噴流
の流量が小さい場合に観察され，噴流の液滴列が衝突する度に，比較的多くの飛散液滴を
生じる．
(b) Lump：噴流流量を Drop よりも増加させると，連続的な噴流となる．噴流は軸対称の波打っ
た形状で，Plateau - Rayleigh 不安定性(奥村，2003)の様相を呈する．噴流から生じる飛散液
滴は少ない．
(c) Jet：連続的な噴流で，ほぼ直線形状である．噴流流量が Lump よりも高い条件で観察され
るが，噴流の衝突で生じる飛散液滴は最も少ない．
(d) Disturbance：Jet が観察される条件よりもさらに噴流流量を増加させると，再び断続的な噴
流となる．噴流の形状には時間変動があり，Drop もしくは Lump に似た液滴列を形成して
固体面に衝突する．噴流の衝突で生じる飛散液滴は最も多く，そして非常に多い．
飛散液滴と噴流流量の関係を，飛散率 Sp*とウェーバー数 We を用いて比較した結果を，図 4 に
示す．ここでは，ノズル径 D = 4 mm，衝突高さ L = 500 mm の実験結果を示しており，図 3 で示
した各流量条件と一致する箇所を図 4 中にそれぞれ矢印で表している．ここで，ウェーバー数は
We = V2D / で，密度と表面張力はそれぞれ表 1 の値を使用している．また V [m/s]は噴流流
量 Q から算出した噴流速度である．
図 3 および図 4 に示すとおり，飛散する液滴は，噴流流量の増加で増大するとは限らず，流量

(a)
Q = 500 ml/min
Sp = 36 ml/min
Sp * = 0.0720
Drop mode

(b)
Q = 1500 ml/min
Sp = 17ml/min
Sp * = 0.011
Lump mode
Fig.3

(c)
Q = 2000 ml/min
Sp = 5 ml/min
Sp * = 0.0025
Jet mode

Typical patterns of the liquid jet with splash droplet
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(d)
Q = 3000 ml/min
Sp = 617ml/min
Sp * = 0.2057
Disturbance mode
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Fig.3 (b)
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Fig.4

Dependence of Sp* on We (D = 4 mm, L = 500 mm)

変化による噴流様相の変化によって飛散液滴量が変動し，低流量もしくは高流量域で観察される
断続的な噴流の時に飛散量が多く，中流量で観察される連続的な噴流時には飛散が少なくなる傾
向があることがわかった．また，衝突高さ L についても飛散液滴量に大きな影響を及ぼすことが
明らかになっている．衝突高さが低い，つまり噴流が衝突する固体面がノズルに近づくほど Jet
などの連続的な噴流となる傾向があるため飛散液滴量は少なく，一方で衝突高さが高いと drop な
どの断続的な噴流になる傾向があり飛散液滴量は多くなる．
以上，ノズル径 D = 4 mm の実験を例に紹介したが，他のノズル径においても，噴流の様相およ
び飛散液滴の定性的な傾向は同じである．
４．飛散液滴量の相関式
噴流と飛散液滴の関係を検討した結果，飛散液滴量は以下の条件で変化すると考えられる．
1． 噴流の流量変化（流速変化 V）による噴流様相の変化
2． 噴流の固体面との衝突周期 f
3． 衝突高さ L
そこで，噴流の流量変化（流速変化）をウェーバー数 We で，衝突周期をストローハル数 St で
表し，飛散率 Sp*を整理した．その結果を図 5 に示す．ここで，We 数は図 4 で定義したものと同
じ We = V2D / ，また，St = fD / V の f [1 / s]は衝突周期で，観察から得られた値を使用している．
これらの結果から明らかなように，飛散率 Sp*は，We 数と St 数で良く整理できることが明らか
になった．また，各ノズルで衝突高さ L が高い条件は図 5 中に赤いプロットで示しているが，前
述の通り，飛散率が多い傾向にあることがわかる．しかし，無次元整理した中に衝突高さは含ま
れていない．これは，衝突周期は衝突高さと相関関係があるが，今回，衝突周期は実験値を用い
ているため，衝突高さが式中に直接含まれなくても飛散率を整理できているものと考えられる．
今後の研究では，衝突周期を正確に予測できる整理式の作成，および，試験流体を変えて実験
を行い，飛散液滴量を予測する整理式の精度を向上させる予定である．また，飛散液滴の径につ
いても，ナトリウム燃焼に重要なパラメータとなるため，予測手法を確立していく必要がある．
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Fig.5

Correlation of Sp* using the Weber number We and the Strouhal number St
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各種委員会活動報告
広報委員会

委員長 染矢
1. 委員会構成
委員長
委員

染矢
田中
片岡
永野
上野

聡 1（AIST）
三郎 1（日本大学）
秀文 1（大阪府立大学）
幸秀 1（九州大学）
藍 2（東京大学）

幹事

聡 (産業技術総合研究所(AIST))

朝原 誠 2（青山学院大学）
寺岡 喜和 1（金沢大学）
宮田 一司 1（九州大学）
山田 俊輔 2（防衛大学校）

2. 委員会開催
2.1 メール審議
第 93 期の活動計画，ニュースレター編集担当，ニュースレターNo.76, No.77, No.78 作成，原稿依
頼時の雛形作成，メーリングリスト廃止手続き，HTML ファイル群などサーバーの整理，ニュー
スレター関連作業(WEB, TEDPlaza 原稿収集，書式統合，校正，その他の記事の収集管理等)の作
業分担について，多くのメール審議を行った．委員長，幹事以外の委員の負担をできる限り軽減
する方針で委員会活動の効率化を図った．
2.2 広報委員会
2015 年 5 月 17 日に 92 期 93 期の合同委員会を青山学院大学にて開催し，業務引継ぎ及び 93 期活
動計画骨子作成を行った．
3. 活動報告
3.1 ニュースレター発行
部門ニュースレターの No.76(9 月号)及び No.77(12 月号)を発行し，部門ホームページでも公開し
た．No.78(4 月号)については TED Plaza 等の原稿の収集及び編集を終え，熱工学部門 93 期活動報
告がまとまり次第発行する予定である．各号は，No.76：田中委員，寺岡委員，No.77：上野委員，
片岡委員，永野委員 No.78：宮田委員，山田委員が担当した．
NL No.76
1. TED Plaza
吸着式デシカント空調の高性能化に向けたアプローチ
辻口 拓也（金沢大学）
，児玉 昭雄（金沢大学）
準寒冷地における夏・冬のパッシブデザインの統合に関する研究
宮岡 大（日本大学）
2. 行事案内
部門企画行事案内
部門関連行事案内 (国内) 国際会議案内
3. 第 93 期部門組織
4. その他
編集後記
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NL No.77
1. TED Plaza
反射体を用いた大口径 PDE イニシエータに関する研究
脇田 督司（北海道大学）
フォトニクスからフォノニクスへ～熱フォノニクスによる熱伝導制御～
野村 政宏（東京大学）
2. 2015 年度年次大会熱工学部門報告
3. 熱工学コンファレンス 2015 開催報告
4. 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
5. 第 92 期（2014 年度）熱工学部門賞・部門一般表彰報告
6. 行事案内
部門企画行事案内
部門関連行事案内 (国内) 国際会議案内
7. その他
編集後記
NL No.78
1. 第 94 期部門長あいさつ
2. TED Plaza
ジェットエンジンにおける着氷現象の数値解析
鈴木 正也（宇宙航空研究開発機構）
液噴流衝突時における飛散液滴生成に関する研究
榎木 光治（電気通信大学），大川 富雄
3. 各種委員会活動報告
4. 行事案内
部門企画行事案内
部門関連行事案内 (国内) 国際会議案内
5. その他
編集後記
3.2 部門ホームページの更新・維持管理
新着情報，ニュースレター新刊，部門主催行事の開催予定など，幹事を中心として委員間の情報
交換によりコンテンツを更新し，情報の鮮度を良好に維持した．
3.3 Information Mail 配信
学会インフォメーションメールによる情報配信を行った．部門独自のメーリングリスト
（ted-ml@ted-jsme.jp）の廃止作業を完了した．
3.4 部門専用のレンタルサーバー維持管理
継続して，部門独自ドメイン(ted-jsme.jp)をプロバイダ（さくらインターネット）と契約し，総務
委員会，運営委員会等のメーリングリスト（添付ファイル可）として利用した．
4. 94 期委員会構成
94 期広報委員会を以下のメンバーで構成することとした．
委員長
委員

染矢
田中
永野
福留

聡 2（AIST）
三郎 2（日本大学）
幸秀 2（九州大学）
功二 1（立命館大学）

幹事
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片岡 秀文 2（大阪府立大学）
，
寺岡 喜和 2（金沢大学）
宮田 一司 2（九州大学）
富樫 憲一 1（青山学院大学）
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部門賞委員会
構成員：花村
齊藤

克悟（委員長）
，高松 洋（部門長）
，中部 主敬（前部門長）
，
卓志（委員会幹事）
，保浦 知也（前委員会幹事，オブザーバー）

１． 委員会の開催
第 1 回部門賞委員会
日時：2015 年 5 月 22 日（金）14:30～15:00
場所：キャンパスイノベーションセンター（田町） 7 階 710 会議室
議事：委員会の年間予定と推薦手続きの確認
第 2 回部門賞委員会
日時：2015 年 7 月 10 日（金）13:30～15:00
場所：キャンパスイノベーションセンター（田町） 7 階 710 会議室
議事：フェロー候補者の選考，部門賞・部門一般表彰候補者募集案内，講演論文表彰と
若手優秀講演フェロー賞の推薦依頼
第 3 回部門賞委員会
日時：2015 年 10 月 9 日（金）13:00～14:50
場所：キャンパスイノベーションセンター（田町） 7 階 710 会議室
議事：部門賞及び部門一般表彰（貢献表彰）候補者の選考
第 4 回部門賞委員会
日時：2016 年 1 月 29 日（金）13:00～14:30
場所：東京工業大学 大岡山キャンパス EEI 棟 6 階 611 会議室
議事：部門賞及び部門一般表彰，若手優秀講演フェロー賞候補者の決定
２． フェロー候補者の推薦
(1) フェロー候補者の推薦について，当期の熱工学部門の組織推薦定数は 3 名であること，組織推
薦定数を超えた推薦は一般推薦枠として審議されること，前期の推薦人数が組織推薦 3 名，一
般推薦 2 名であったことを踏まえ，組織推薦定数 3 名に加えて，一般推薦 2 名の計 5 名を推薦
することに決定．
(2) 前期の候補者をふまえて，
委員長と幹事は約 50 名の候補者リストを作成（6 月末から 7 月上旬）
．
(3) 幹事は，そのリストを（幹事を除く）3 名の部門賞委員会委員に送り，そのリストからあるい
はリスト外から委員推薦の候補者を加えて 5 名を選び，幹事あてに投票するように委員に要請．
(4) 幹事は投票結果を集計し，その結果をもとに第 2 回部門賞委員会で各種状況を勘案し，部門推
薦定数 3 名と一般推薦定数 2 名を審議・決定した後，第 2 回総務委員会に諮った（7 月 10 日）
．
(5) 幹事より，総務委員会で同意が得られた推薦候補者に，部門推薦の候補者となってもらえるよ
う依頼（推薦書自体は候補者が作成）
（7～8 月）
．
(6) 委員長・部門長・幹事は，最終的に推薦書をとりまとめ，学会フェロー選考委員会へ推薦書を
送付（9 月 18 日）
．
(7) 2016 年 1 月 13 日付けでフェロー選考経過報告が届き，推薦した 5 名全員がフェローとして承
認された．
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３． 部門賞，部門一般表彰（貢献表彰）候補者の推薦
(1) 運営委員会構成員に対し第 1 回運営委員会にて推薦依頼．7 月末に部門ホームページに推薦依
頼を掲示．また，インフォメーションメールで部門登録会員全員に推薦依頼．〆切 9 月 25 日．
(2) 第 3 回部門賞委員会（10 月 9 日）で部門賞・部門一般表彰候補者案の策定．
(3) 第 4 回部門賞委員会（1 月 29 日）で候補者を決定．第 4 回総務委員会に附議・了承．
(4) 運営委員会に代行運営委員会（メール審議）として附議・承認．学会理事会に報告（3 月末日）．
(5) 部門賞候補者の推薦代表者を通じて連絡（部門賞委員会委員長名にて）
．幹事は候補者に推薦
書の最終確認および HP 用写真の送付を依頼．
(6) 写真が届いた後，部門 HP で公表予定（前年までとは異なり 2015 年度からは熱工学コンファ
レンス開催を待つことなく公開可とした）．贈賞は 2016 年 10 月に開催される熱工学コンファ
レンス（愛媛大学）にて実施の予定．
(7) 永年功績賞等受賞者のうち常勤職を退職されている等の方々に対しては，授賞式出席のための
旅費を部門から支出予定．
４． 部門一般表彰（講演論文表彰）候補者の推薦
(1) 年次大会（北海道大学）および熱工学コンファレンス（大阪大学）の実行委員会に推薦を依頼
（それぞれ 7 月下旬）
．なお，依頼時に「評価プロセス手順」
「評価フォーム」を合わせて送付
し，年次大会については「部門横断セッション」での評価対象とする発表を事前に検討・選定
してもらうように依頼．
(2) 第 4 回部門賞委員会において，推薦のあった講演論文表彰候補（年次大会から 1 件，熱工学コ
ンファレンスから 1 件）を審議・承認.
(3) 運営委員会に代行運営委員会（メール審議）として附議・承認．学会理事会に報告（3 月末日）．
部門 HP に公表予定（本件も早めの公開とする）．贈賞は 2016 年 10 月に開催される熱工学コン
ファレンス（愛媛大学）にて実施の予定．
(4) 総務委員会での検討を経て，第 2 回部門運営委員会（10 月 25 日）において，平成 28 年度以降
の「講演論文表彰」は部門が主催する国際会議における論文のみを対象とすることが承認され
た．すなわち，年次大会および熱工学コンファレンスは対象外となる．
５． 若手優秀講演フェロー賞候補者の推薦
(1) 講演論文表彰の推薦依頼と同時に，年次大会（北海道大学）および熱工学コンファレンス（大
阪大学）の実行委員会に推薦を依頼．当該表彰対象の講演会であることの明示と評価プロセス
手順について両委員会に連絡・依頼．
(2) 第 4 回部門賞委員会において，推薦のあった若手優秀講演フェロー賞候補者（年次大会から 1
件，熱工学コンファレンスから 3 件）を審議・承認した．
(3) 運営委員会に代行運営委員会（メール審議）として附議・承認．学会理事会に報告（3 月末日）
．
部門 HP に公表予定．贈賞は 2016 年 10 月に開催される熱工学コンファレンス（愛媛大学）に
て実施の予定．
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６． 部門賞・部門一般表彰・若手優秀講演フェロー賞
[部門賞]
永年功績賞 門出 政則 氏
国際功績賞 佐藤 勲 氏
研究功績賞 中山 顕 氏
技術功績賞 渡邉 澂雄 氏
業績賞

高橋 厚史 氏

[部門一般表彰]
貢献表彰

赤松 史光 氏
横森 剛 氏

講演論文表彰（2 件）
・馬渕 拓哉（東北大）
，徳増 崇
「分子動力学法を用いた高分子電解質膜内におけるプロトン輸送現象の解析」
・渡部 弘達（東工大院）
，東海林 豊，山垣 拓馬（阪大院）
，林
岡崎 健（東工大院）
「CO2 溶解エマルジョン燃料の二次微粒化挙動と噴霧火炎特性」

潤，赤松

史光，

[若手優秀講演フェロー賞]（4 名）
（○印が登壇者（受賞者））
○湯淺 朋久（筑波大院）
，本間 優人（明電舎）
，平野 覚，金川
金子 暁子，阿部 豊
「空気冷却式発電機における突極型回転子モデルでの流動特性」

哲也（筑波大），

○佐藤 大輔（長岡技科大院）
，山田 昇（長岡技科大）
，田中 孝治（ISAS/JAXA）
「太陽発電衛星用発送電一体パネルの熱抵抗計測と熱応力解析」
○原田 貴之（関西大）
，網 健行，梅川 尚嗣，小澤 守
「ミリチャンネル内垂直下降流における限界熱流束 -管内径 20 mm の場合-」
○宮野 直樹（電通大）
，海保 和宏，榎木 光治，大川
「気泡追跡法によるサブクール沸騰の数値解析」
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学会賞委員会

委員長
幹 事

高橋
三上

厚史（九州大学）
真人（山口大学）

1．選考方法
1) 昨年度と同様に，推薦・自薦を問わず受け付けた．
・委員長宛てのメールを基本とした．
2) 委員による審査結果を基に，委員長と幹事が候補者を決定（委員長, 幹事, 他委員 9 名）．
2．選考スケジュール（平成 27 年）
5 月 13 日
5 月 28 日
6月8日
6 月 22 日
6 月 30 日
7 月 17 日
7 月 17 日
7 月 21 日
7 月 22 日
7 月 23 日
7 月 28 日
7 月 28 日

委員会委員の委嘱
候補推薦依頼（1 回目）
熱工学部門学会賞委員会委員
候補推薦依頼（2 回目）（締切 6 月 22 日（月）
）
熱工学部門全会員
候補推薦依頼（3 回目）（締切を 1 週間延長して 6 月 29 日（月）へ変更）
学会賞委員会委員，熱工学部門全会員
学会賞委員会委員に審査資料送付
審査締切
委員長・幹事で候補者（案）の決定
部門長と候補者（案）について打合せ
委員に候補者（案）を送付．意見・異議受付
意見締切．熱工学部門からの推薦者決定
審査結果の通知．被推薦者には最終資料を作成依頼
最終資料（推薦書）を部門長に提出
部門長より JSME 表彰部会へ全ての書類を発送（7 月 30 日に到着）

3. 選考結果
日本機械学会賞（論文）
日本機械学会賞（技術）
日本機械学会奨励賞（研究）
日本機械学会奨励賞（技術）
日本機械学会教育賞
日本機械学会賞（技術功績）

推薦件数
推薦件数
推薦件数
推薦件数
推薦件数
推薦件数

3件
1件
4件
0件
1件
0件

（応募
（応募
（応募
（応募
（応募
（応募

5 件）
1 件）
4 件）
0 件）
1 件）
0 件）

4. その他
(1) 委員会の立ち上げを昨年度より 1 か月早めたが委員からの推薦は多くなかった．来年度は委員へ
推薦依頼をより強く行うなどの方策が必要と思われる．
(2) 委員の負担低減を目指して，今年度から評価コメントの記述を強制しなかったことはかなり効果
があったと思われる．
(3) 昨年からの引き継ぎに従って，申請書の具体的な提出手順を予め JSME 学会表彰部門担当者と相
談していたので作業をスムースに行うことができた．
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年次大会委員会
委員長
幹 事

河野
渡邊

正道（九州大学）
裕章（九州大学）

2016 年度年次大会
開催日時
：2016 年 9 月 11 日（日）～14 日（水）
開催場所
：九州大学伊都キャンパス（福岡市西区元岡 744）
キャッチフレーズ：「新たな価値の創造を担う機械工学」
大会テーマ
：「エネルギー・環境」
「減災・災害防止・安全性」
「健康・医療・バイオ」

１．オーガナイズドセッションのテーマ募集，決定
熱工学部門共催オーガナイズドセッション（7 件）
（○：筆頭幹事部門）

参考 2015 年 7 件

J012 電子情報機器，電子デバイスの強度，信頼性評価と熱制御
（○計算力学部門，材料力学部門・熱工学部門とのジョイント OS）
オーガナイザー：池田 徹（鹿児島大学），于 強（横浜国立大学），
川上 崇（富山県立大学）
，畠山 友行（富山県立大学）
J051 流れの先端可視化計測
（○流体工学部門，動力エネルギーシステム部門，熱工学部門，バイオエンジニアリン
グ部門，エンジンシステム部門とのジョイント OS）
オーガナイザー：森 英男（九州大学）
，村井 祐一（北海道大学），小原 弘道（首都大
学東京）
，石野 洋二郎（名古屋工業大学），武居 昌宏（千葉大学）
J053 乱流における運動量，熱，物質の輸送現象
（○流体工学部門，熱工学部門とのジョイント OS）
オーガナイザー：田川 正人（名古屋工業大学）
，加藤 健司（大阪市立大学）
，廣田 真
史（三重大学）
，河原 源太（大阪大学）
，店橋 護（東京工業大学）
J054 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）
オーガナイザー：米村 茂（東北大学），小原 拓（東北大学），山口 浩樹（名古屋大学），
新美 智秀（名古屋大学）
，鈴木 雄二（東京大学）
J081 分散型エネルギーシステム
（○動力エネルギーシステム部門，熱工学部門，計算力学部門）
オーガナイザー：小原 伸哉（北見工業大学）
，君島 真仁（芝浦工業大学），千田 二郎
（同志社大学）
，天野 嘉春（早稲田大学）
，西村 顕（三重大学）
，田部
豊（北海道大学）
J222 燃料電池・二次電池とマイクロ・ナノ現象
（○マイクロ・ナノ工学部門，流体工学部門，熱工学部門，動力エネルギーシステム部
門，材料力学部門，計算力学部門）
オーガナイザー：徳増 崇（東北大学）
，大島 伸行（北海道大学），近久 武美（北海道
大学），鹿園 直毅（東京大学）
，花村 克悟（東京工業大学）
，橋田 俊
之（東北大学）
J241 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・
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精密機器部門，材料力学部門，熱工学部門，マイクロ･ナノ工学部門，機素潤滑設計部門）
オーガナイザー：辻内 伸好（同志社大学）
，高木 周（東京大学），白石 俊彦（横浜国
立大学）
，安藤 健（パナソニック（株）
）

２．特別行事企画の募集，決定（詳細決定締切 2016 年 3 月 31 日）
熱工学部門共催先端技術ワークショップ（１件）
（○：筆頭幹事部門）

参考 2015 年フォーラム 1 件

・医工学テクノロジー推進会議（詳細は未定）
（○バイオエンジニアリング部門，機械力学・計測制御部門，情報・知能・精密機器部門，計算力
学部門，ロボティクス・メカトロニクス部門，流体工学部門，材料力学部門，マイクロ・ナノ
工学部門，機素潤滑設計部門とのジョイントワークショップ）
企画者：谷下 一夫（早稲田大学）
，辻内 伸好（同志社大学）

３．部門同好会の開催
天神周辺で単独開催の予定
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熱工学コンファレンス委員会
委員長
幹 事

野村
中原

信福（愛媛大学）
真也（愛媛大学）

１．準備状況
■実行委員名簿
委員長 ：野村 信福（愛媛大学）
幹事
：中原 真也（愛媛大学）
事務局 ：松浦 一雄（愛媛大学）
，向笠 忍（愛媛大学）
委員
：豊田 洋通，保田和則，青山 善行，朱 霞，岩本 幸治，松下 正史
（ここまで愛媛大学）
，
出口 祥啓（徳島大学），木戸口 善行（徳島大学）
，名田 譲（徳島大学）
，
松村 幸彦（広島大学）
，井上 修平（広島大学）
，堀部 明彦（岡山大学）
，
春木 直人（岡山大学）
，田上 健一郎（山口大学）
■熱工学コンファレンス開催日時
開催日：10 月 22 日(土)，23 日(日)
開催場所：愛媛大学 城北地区（松山市文京町 3 番）
講演会場：工学部講義棟（講演会）
部門賞・一般表彰贈呈式および特別講演：グリーンホール
熱工学部門委員会：講義棟 EL15 講演室（予備室含む）
懇親会会場：松山国際ホテル（愛媛県松山市一番町 1-13）
10 月 22 日 18:30～
■

プレコンファレンスワークショップ
10 月 22 日（土）の同日開催とする．

■ 参加費
参加登録者の名簿整理およびクレジットカード決済などの会計業務を業者委託する計画．手数料
1,000 円／人必要．
事前登録による参加費（会員）を現状の 9,000 円から 10,000 円にする．
会員外は，現状の 11,000 円から 15,000 円にする．また学生は，4,000 円から 5,000 円とする．
事前登録については参加者数の把握や名札等の準備のために継続する．
当日参加登録は，これまでと同じく現金のみでの受付とする．
■ 熱工学コンファレンス 2016 のホームページ
2016 年 1 月 19 日 熱工学コンファレンス 2016 の web 公開
http://www.jsme.or.jp/conference/tedconf16/

２．実行委員会の開催
■

第 1 回実行委員会の開催
日時：2015 年 3 月 31 日(火) 15:00～16:00
場所：愛媛大学 工学部本館 404 室
熱工学コンファレンス実行委員会を立ち上げ，委員，開催時期を検討

■ 第 2 回実行委員会の開催
日時：2015 年 9 月 8 日(火) 10:00～11:00
場所：愛媛大学 工学部本館 404 室
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参加費用などについて検討

■ 第 3 回実行委員会の開催
日時：2015 年 10 月 20 日
場所：愛媛大学 工学部本館
準備状況の確認

404 室

■ 第 4 回実行委員会の開催
日時：2015 年 12 月 10 日
場所：愛媛大学 工学部本館 404 室
Web 公開の準備 プレカンファの検討
■ 第 5 回実行委員会の開催
日時：2016 年 2 月 22 日
場所：愛媛大学 工学部本館
特別講演依頼，日程確認

404 室

３．今後の予定
■

■

第 6 回実行委員会
日時：2016 年 3 月 25 日
場所：愛媛大学 工学部本館
内容：OS の件
第 7 回実行委員会
日時：2016 年 5 月中
場所：愛媛大学 工学部本館
内容：準備状況の確認

404 室

404 室
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環太平洋熱工学会議委員会
委員長
幹 事

高田
店橋

保之（九州大学）
護 （東京工業大学）

１．委員会メンバー
委員長
委員

高田 保之
幹事 店橋 護
中部 主敬（京都大学），須賀 一彦（大阪府立大学），丸田 薫（東北大学），
鹿園 直毅（東京大学），小原 拓（東北大学），鈴木 雄二（東京大学），
野崎 智洋（東京工業大学），桃木 悟（長崎大学）
International Scientific Committee Chair： 須賀 一彦（大阪府立大学）
論文投稿 WEB システム(BH 版)：
桃木 悟（長崎大学）
Executive Committee Chair：
店橋 護 （東京工業大学）
Japanese Scientific Committee：
日本側トピックオーガナイザーより構成

２．委員会開催
準備委員会を，組織委員会（日本側），International Scientific Committee（日本側），実行委員会，Japanese
Scientific Committee 合同会議として，下記のように開催した．
・第 1 回
日時： 2015 年 6 月 3 日 12:15～13:35
場所： 福岡国際会議場 504 室，505 室（日本伝熱シンポジウム会場内）
・第 2 回
日時： 2015 年 10 月 24 日 11:55～12:50
場所： 大阪大学 M3 棟 213 会議セミナー室（熱工学コンファレンス会場内）
・第 3 回
日時： 2015 年 3 月 17 日 18:00～20:30
場所： Waikoloa Village（PRTEC2016 会場付近）
３．会議の概要
(1) Lectures
プレナリー：7 件
JSME:2，KSME:2, ASTFE:2, カナダ:１
キーノート：15 件(中国と独国からのキーノートがキャンセル)
JSME:4，KSME:4，ASTFE:4，台湾:1，スウェーデン:1，スイス:1，
Donald Q. Kern(AIChE)受賞講演：1 件 Kenneth Goodson (Stanford Univ.)
(2) Memorial Session
昨年逝去された笠木伸英，長野靖尚先生のメモリアルセッションを実施
(3) 一般講演
424 件（うち，54 件が講演中止あるいは no-show）
(4) 参加登録者数
530 名（日本: 49%，韓国: 20%，米国: 16%，その他: 14%）
４．次回 PRTEC の件
3/16(水) 11:00-12:30 に JSME, KSME, ASTFE の代表で次回 PRTEC の件について議論．
(1) 開催時期： 2019 年
(2) 開催場所： ハワイまたは LA 近辺
(3) 運営形態： PRTEC2016 のように陽的には Lead Society を決めず，3 カ国が共同で実施．
ただし，コントロールは JSME 側の店橋護(東工大教授)が行う．また，利益および損失も 3 団体
で分配することで合意．
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JSME-KSME 合同会議委員会
熱工学部門

丸田

薫・中村

寿（東北大学）

2017 年 日韓機械学会合同・熱流体国際会議
The Ninth JSME-KSME Thermal and Fluids Engineering Conference, 2017
（http://tfec9.org/）

１）開催日時および議長・共同議長（日程および会場変更）
日時： 2017 年 10 月 28 日（土）~ 30 日（月）
場所： 沖縄コンベンションセンター（沖縄県宜野湾市）http://www.oki-conven.jp/en/
Chair：
武居 昌宏(千葉大学)
Co-chairs： 丸田 薫(東北大学)
Prof. Deog Hee DOH, Korea Maritime & Ocean University （変更）
Prof. Man Yeong HA, Pusan National University

２）2016 年度の活動（敬称略）
①2015/8/17

FED・TED 合同打合せ＠東京：

会場を石垣島から沖縄本島へ変更

②2015/10/29 武居・太田・丸田打合せ＠仙台：

FED に拡大 LOC 創設を提案

③2015/12/28 FED 側 拡大 LOC 開催＠信濃町：

現状把握・分担・組織等議論

④2016/3/10

武居・太田・丸田打合せ＠仙台： 方針確認，A/I 確認

⑤2016/3/31

TFEC9

第一回幹事会＠信濃町

（開催予定）

資料添付 i) 幹事会（拡大 LOC），ii) 暫定 OS

３）TED 対応または確認事項
①予算計画では，両部門負担無し（参加登録費で自立，一般 5 万，学生 2.5 万）
②原稿長さ未定（FED で決定予定）
③Abstract 投稿受付開始は 2016 年 11 月
④予算案の検討

→

日本旅行への業務委託分高額，詳細再確認依頼

⑤熱側の International Advisory Committee 決定

→

2016 年 5 月中

⑥査読システムの詳細機能検討を依頼（業者：こうなん，FED 実績あり）
⑦熱側の OS とオーガナイザーを 2016/7 月中に決定，FED に連絡
⑧宿泊は日本旅行によるパックツアー設定を予定
⑨プログラム広告・機器展示等では TED も協力を予定
⑩熱側のプレナリー講演者決定（日韓）→

2016 年 7 月中
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JTST 委員会
委員長
幹 事

門脇
山田

敏（長岡技術科学大学）
昇（長岡技術科学大学）

１．掲載状況（2016 年 3 月 6 日現在）
Vol. 1，
Vol. 2，
Vol. 3，

Vol. 4，

Vol. 5，
Vol. 6，

Vol. 7，

Vol. 8，

Vol. 9，
Vol. 10，
Vol. 11，

No. 1（pp. 1 ~ 41）
：
4件
No. 2（pp. 42 ~ 148）：
9件
No. 1（pp. 1 ~ 133）
：
12 件
No. 2（pp. 134 ~ 300）
：
15 件
No. 1（pp. 1 ~ 166）:
16 件
（2007 日米熱工学会議特別号：Guest Editor＝花村 克悟（東京工業大学））
No. 2（pp. 167 ~ 380）
：
17 件
No. 3（pp. 381 ~ 551）
：
15 件
No. 1（pp. 1 ~ 201）
：
17 件
No. 2（pp. 202 ~ 323）
：
11 件
No. 3（pp. 324 ~ 436）
：
14 件
（第７回日韓熱流体工学会議特別号：Guest Editor＝近久 武美（北海道大学）
）
No. 4（pp. 437 ~ 517）
：
8件
（第２回国際伝熱フォーラム特別号：Guest Editor＝中別府 修（明治大学）
）
No. 1（pp. 1 ~ 188）
：
15 件
No. 2（pp. 189 ~ 341）
：
11 件
No. 1（pp. 1 ~ 202）
：
17 件
No. 2（pp. 203 ~ 322）
：
12 件（Preface を含む）
（第７回国際流体力学会議特別号：Guest Editor＝圓山 重直，小原 拓（東北大学）
）
No. 3（pp. 323 ~ 485）
：
13 件
No. 1（pp. 1 ~ 349）
：
27 件
（うち 10 件は第３回アジア計算熱流体シンポジウムからのセレクテッドペーパー：
Guest Editor＝須賀 一彦（大阪府立大学）
，芝原 正彦（大阪大学）
）
No. 2（pp. 350 ~ 404）
：
6 件（Preface を含む）
（第 8 回国際流体力学会議特別号：Guest Editor＝圓山 重直，小原 拓（東北大学）
）
No. 3（pp. 405 ~ 496）
：
9件
（第 4 回マイクロスケール熱流体国際会議特別号：Guest Editor＝高橋 厚史
（九州大学），
鹿園 直毅（東京大学）
）
No. 4（pp. 497 ~ 766）
：
19 件
No. 1（pp. 1 ~ 335）
：
23 件
No. 2（pp. 336 ~ 447）
：
10 件（Preface を含む）
（第 9 回国際流体力学会議特別号：Guest Editor＝圓山 重直，小原 拓（東北大学）
）
No. 3（pp. 448 ~ 612）
：
12 件
No. 1（JTST1 ~ 5）
：
5件
No. 2（JTST6 ~ 15）
：
10 件
No. 1（JTST1 ~ 20）
：
20 件（2 件の Review Paper を含む）
No. 2（JTST21 ~ 28）：
8件
No. 1（JTST1 ~ 8）
：
8 件（2 件の Review Paper を含む）

２．編修委員会
Editor-in-Chief： 門脇 敏（長岡技科大学）
Editors：
浅野 等（神戸大学，伝熱学会推薦）
，北川 敏明（九州大学）
，田川 正人（名
古屋工業大学）
，西岡 牧人（筑波大学），花村 克悟（東京工業大学），宮崎 康
次（九州工業大学），山田 昇（長岡技科大学）
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３．第 93 期特記事項
・来期の新委員：大宮司 啓文（東京大学）
，高橋 周平（岐阜大学）
，櫻井 篤（新潟大学）
・来期の Advisory Board （新設）：高田 保之（九州大）
，佐藤 勲（東京工業大学）
・Review Paper：熱工学分野の第一人者に Review Paper をご執筆いただき，年間 2~3 編程度を掲載
する．掲載料については，熱工学部門が負担する．今期は 2 編を掲載している．
・Impact Factor： 2014 年 0.536，2013 年 0.495，2012 年 0.239，2011 年 0.176
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年鑑委員会
委員長
幹 事

堀部
春木

明彦（岡山大学）
直人（岡山大学）

2016 年 8 月に電子版にて公開予定の「機械工学年鑑」の執筆者を 2015 年 6 月に以下の通り決定し，
2015 年 11 月 9 日付けで機械学会の担当者に直接連絡するとともに，
執筆者に執筆要綱を送付した．2016
年 1 月 27 日に事務局から正式な執筆依頼と執筆要項が執筆者に送付され，また 1 月 29 日には委員長
からも執筆者に対し締め切りの再確認を行った．原稿締切日は 2016 年 5 月 9 日であり，2016 年 6 月下
旬までに原稿の査読を終了する予定である．

2016 年「機械工学年鑑」
章節項

名称

執筆者リスト

内容

割当頁

執筆者氏名

勤務先名

委員長

査読

堀部

明彦

岡山大学

幹事

査読

春木

直人

岡山大学

8.1.1

概説

2000 字
程度

宇高

義郎

玉川大学
（天津大学）

熱物性

2000 字
程度

修史

産業技術総
合研究所

8.1.2

山田

伝熱およ
び熱力学

所属
大学院
自然科学研究科
大学院
自然科学研究科
工学部（機械工
程学院）
物質計測標準研
究部門 熱物性
標準研究グルー
プ
大学院工学研究
科 機械工学専
攻（材料・化学
領域無機機能材
料研究部門）

役職
教授
准教授
客員教授
（教授）
研究グルー
プ長
准教授
（クロスア
ポイントメ
ントフェロ
ー）

8.1.3

伝熱

2000 字
程度

川南

剛

神戸大学
（産業技術
総合研究所）

8.1.4

熱交換器

2000 字
程度

大西

元

金沢大学

理工研究域
機械工学系

助教

燃焼

3000 字
程度

津江

光洋

東京大学

大学院工学系研
究科 航空宇宙
工学専攻

教授

燃焼技術
・燃料

3000 字
程度

友田

晃利

トヨタ自動
車株式会社

エンジン先行設
計部

部長

8.2.1

8.2.2

燃焼およ
び燃焼技
術
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出版委員会
委員長
幹 事

高橋
藏田

周平（岐阜大学）
耕作（九州大学）

１．委員会構成
委員長
委員

高橋
伊藤

周平（岐阜大学）
，幹事
衡平（九州大学）
，下栗

藏田 耕作（九州大学）
大右（広島大学）
，濱本 芳徳（九州大学）

２．委員会の開催
6 月 4 日，第 1 回出版委員会を伝熱シンポジウム（福岡）会場内で開催し，熱工学ギャラリー・ウェ
ブサイトの現状と投稿募集の方針に関して意見交換を行った．
ウェブサイトの雛形と投稿票は完成しており，現在 6 コンテンツが掲載されている（添付資料 1，2）
．
過去の熱工学コンファレンス OS 発表者に対してコンテンツ提供を呼びかけているが，収集が進んでい
ないことが課題として挙げられた．これらのコンテンツを収集する方法として，①郵送ではなく，デ
ータをアップロードして送信できるようにする，②USB メモリと返信用封筒を送付する，などの案が
挙げられた．また，新規のコンテンツを集める方法として，①熱工学ギャラリーOS を熱工学コンファ
レンスで再企画する，②定常的イベントにしてコンテンツを継続的に収集する，などの案が出された．

３．コンテンツ提供の再呼びかけ
上記の議論を踏まえて，データをアップロードして投稿できるように準備を行った．7 月 8 日付けの
メールにて，出版委員長から過去の熱工学ギャラリーOS 発表者に対して再度，データアップロードに
よるコンテンツ提供を呼びかけた．しかし，現時点で新規の提供はない．
コンテンツがある程度集まった後に，部門サーバー内に熱工学ギャラリーのデータを移す予定であ
ったが，実現に至っていない．

４．動画編集手順の明文化
動画の編集作業に関する手順を明文化した．

５．経費
会議費(弁当代)

3,000 円
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添付資料 1

熱工学ギャラリー・インデックスページ
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添付資料 2

熱工学ギャラリー・個別コンテンツページ
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講習会委員会
委員長
幹 事
委 員
委 員

伏信
畠山
松浦
福江

活動計画

１．部門講習会
内容 ：
「伝熱工学資料」の内容を教材にした熱設計の基礎と応用
開催日：2016 年 9 月 29 日（木）
，30 日（金）
場所 ：日本機会学会会議室
題目・講師（案）（敬称略）
：
1 日目（9 月 29 日（木））
全体を見渡す話
花村 克悟（東京工業大学）
伝導伝熱の基礎
岩井 裕（京都大学）
対流伝熱の基礎
西野 耕一（横浜国立大学）
2 日目（9 月 30 日（金））
熱放射の基礎
花村 克悟（東京工業大学）
熱交換の基礎
鹿園 直毅（東京大学）
沸騰熱伝達の基礎
小野 直樹（芝浦工業大学）
温度測定
中村 元（防衛大学校）

２．熱工学コンファレンス 2016 ワークショップ
開催日：10 月 22 日（土）
テーマ：パワーエレクトロニクスの熱管理関連を中心に検討中
題目・講師：（検討中）
会場 ：愛媛大学
＊従来のスタイルから変更し，コンファレンスの初日午後に会場の一室を
利用して開催．
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一慶（東京工業大学）
友行（富山県立大学）
一雄（愛媛大学）
高志（岩手大学）
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計算力学技術者 2 級（熱流体力学分野の解析技術者）
認定試験対策講習会 報告
（熱工学部門（幹事部門）
，流体工学部門，計算力学部門 合同企画）
東京農工大学
慶應義塾大学
東京大学

岩本 薫（熱工学部門，流体工学部門）
深潟 康二（流体工学部門，熱工学部門）
長谷川 洋介（計算力学部門）

１．概要
本会イノベーションセンター計算力学技術者認定委員会が主催する平成 27 年度計算力学技術者 2 級
（熱流体力学分野の解析技術者）認定試験の試験対策講習会を，平成 18 年度より熱工学部門，流体工
学部門，計算力学部門の 3 部門合同で開催している．3 部門合同開催については 3 部門長間で覚書（別
添）を交わしており，これに基づき過去 10 年間幹事部門持ち回りでの開催となっている．当初，関東
地区，東海地区，関西地区及び九州地区の 4 会場で開催していたが，受講者数の減少により九州地区
は平成 20 年度までの 3 回で中止し，東海地区も平成 24 年度より休止している．なお，本講習会は，
学会の社会貢献の一環として全会場連結での収支を重視した運営を行っている．
平成 27 年度は，熱工学部門を幹事部門として流体工学部門及び計算力学部門との合同企画として下
記の日程にて開催した．
・(関東地区会場).行事 No.15-92 2015 年 11 月 14 日（土）~ 15 日（日）
会場：東京工業大学 大岡山キャンパス 本館 H135 号室
・(関西地区会場).行事 No.15-93 2015 年 11 月 28 日（土）~ 29 日（日）
会場：大阪科学技術センター 702 号室
全国 2 会場での開催にあたり，各地区に実行委員会を設け，下記の主査に運営を依頼した．
・関東地区会場主査：花村
・関西地区会場主査：中部

克悟（東京工業大学）
主敬（京都大学）

また，各部門の担当者は以下の通りである．
・熱工学部門：
岩本 薫（東京農工大学）
，深潟 康二（慶應義塾大学）
・流体工学部門： 深潟 康二（慶應義塾大学），岩本 薫（東京農工大学）
・計算力学部門： 長谷川 洋介（東京大学）
なお，熱工学部門と流体工学部門については，各部門担当者は各部門の講習会委員会の委員を兼ねる
こととなっている．
講習会の内容は 2 会場ほぼ同じ内容とし，講師の選出は下記のように各地区実行委員会に選出を依
頼した．
関東地区会場：
・計算力学のための数学の基礎
・流体力学の基礎
・熱力学の基礎
・伝熱学の基礎
・乱流モデル，境界条件

坪倉
坪倉
小川
花村
坪倉
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誠（神戸大学 教授）
誠（神戸大学 教授）
邦康（慶應義塾大学 准教授）
克悟（東京工業大学 教授）
誠（神戸大学 教授）
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・数値計算法，格子生成法
・ポスト処理，結果の検証
関西地区会場：
・計算力学のための数学の基礎
・流体力学の基礎
・熱力学の基礎
・伝熱学の基礎
・数値計算法，格子生成法
・乱流モデル，境界条件
・ポスト処理，結果の検証

岩本
小林

薫（東京農工大学 准教授）
宏充（慶應義塾大学 教授）

竹内
黒瀬
中部
齊藤
森西
須賀
西田

伸太郎（大阪大学 准教授）
良一（京都大学 准教授）
主敬（京都大学 教授）
泰司（京都大学 教授）
晃嗣（京都工芸繊維大学 教授）
一彦（大阪府立大学 教授）
秀利（京都工芸繊維大学 教授）

聴講料は，
会員 21,000 円 会員外 25,000 円 学生員 6,000 円 一般学生 7,500 円
とし，教材 1 冊分の代金を含むと致しました．教材のみの購入は 1 冊につき会員 2,000 円，会員外 3,000
円とした．

２．講習会の概況と収支
各会場の参加人数は以下の通りとなりました．
・関東地区会場：
・関西地区会場：
・全地区合計：

41 名（正員 4 名，学生員 1 名，特別会員 4 名，会員外 32 名）
29 名（正員 4 名，特別会員 1 名，会員外 22 名，一般学生 2 名）
70 名（正員 8 名，学生員 1 名，特別会員 5 名，会員外 54 名，一般学生 2 名）

講習会は各会場とも大きな問題もなく滞りなく開催された．
収支は 2 会場の連結で約 74 万円の黒字であり，部門長合意に基づき熱工学部門（幹事部門）34％，
流体工学部門 33％，計算力学部門 33％で配分される．

３．来年度の講習会について
平成 28 年度は，流体工学部門が幹事部門として講習会を開催の予定である．
来年度以降の講習会についても，3 部門の部門長間の覚書に従い本講習会を運営する．
東海地区については，全体収支を考慮に入れて，再開か休止続行かを判断する必要がある．
一昨年度（平成 25 年度）は関西地区の受講者数の減少（10 名）により関西地区での継続が懸念
されていた．昨年度は 20 名，今年度は 22 名に回復したが，引き続き推移に注意していく必要が
ある．
・ 1 級試験を対象とした講習会の企画なども引き続き検討する必要がある．
・ 担当委員の変更：平成 28 年度は以下のように変更する予定である．
流体工学部門： 塚原 隆裕（東京理科大学）
，長谷川 洋介（東京大学）
計算力学部門： 長谷川 洋介（東京大学）
，森本 賢一（東京大学）
熱工学部門： 森本 賢一（東京大学）
，塚原 隆裕（東京理科大学）
・
・
・
・
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相変化研究会
主
幹

査
事

小泉
大竹
永井

安郎（JAEA）
浩靖（工学院大学）
二郎（福井大学）

１. 平成 27 年度（93 期）活動実績
・研究会開催回数：5 回（委員会）

他，国際 WS や講演会での OS の企画・実施等

第 1 回（委員会）
第 20 回相変化研究会会合
日 時： 2015 年 3 月 28 日（土）13:00 ~ 17:00
委員出席者： 7 名
会 場： 関西大学 東京センター
内 容： 「Boiling」国際版の Elsevier 社への proposal とそれに対する回答を確認．並びに機械学会
出版センターと，出版形態や今後の手続きについて検討した結果を確認．さらに，Elsevier
社より，過去 2 冊の沸騰出版物（日本語）の英語翻訳版の打診があり，今後検討すること
とした．
第 2 回（委員会）
第 21 回相変化研究会会合
日 時： 2015 年 6 月 5 日（金）13:00 ~ 15:00
委員出席者： 10 名
会 場： 福岡国際会議場（伝熱シンポ講演室Ｄ室）
内 容： 「Boiling」国際版の正式名称は「Boiling: Research and Advances」．著作権は機械学会に，
出版・販売権は Elsevier 社がもつ形（機械学会からの委託出版）とする．Elsevier 社からの
正式回答は未だだが，ほぼ承認される見通しであることを確認．英語翻訳版について，今
後の作業の進め方や proposal について議論した．
第 3 回（委員会）
第 22 回相変化研究会会合
日 時： 2015 年 9 月 25 日（金）10:00 ~ 13:30
委員出席者： 6 名
会 場： 神戸大学 東京オフィス
内 容： 今後の出版作業スケジュールから考えて，本研究会のさらに 1 年延長を申請．Elsevier 社
との最終契約書はもうじき締結の見込み．今後のスケジュールは，原稿相互チェックを 1
月末に完了し，3 月末に最終原稿の半分を Elsevier 社に提出，5 月末に残りの原稿を提出す
る予定．
第４回（委員会）
第 23 回相変化研究会会合
日 時： 2015 年 10 月 23 日（金）17:00 ~ 20:00
委員出席者： 6 名
会 場： 大阪大学 中之島センター
内 容： Elsevier 社との契約書を確認．現時点での（ほぼ最終の）目次構成と執筆者を確認し，今
後の作業スケジュールを再構成．図表転載許可申請の方法や相互チェック方法（研究会ホ
ームページを作成し，そこからパスワード付きで原稿をダウンロードできるようにする）
を確認．
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第 5 回（委員会）
第 24 回相変化研究会会合
日 時： 2016 年 2 月 6 日（土）13:00 ~ 17:00
委員出席者： 6 名
会 場： 東京八重洲ホール
内 容： 原稿提出状況・相互チェック状況の確認と，今後のスケジュールを再構成（原稿提出の
deadline 等を決定）
．原稿の標準フォーマットを作成し，最終原稿を準備することとした．
研究会ホームページは http://mech.u-fukui.ac.jp/~PCRC_JSME
その他 1
International Workshop on Phase Change and Wetting Phenomena
上記国際ワークショップ（主催は九州大学 I2CNER）の共催
日 時： 2015 年 6 月 2 日（火）
場 所： JR 博多駅ビル 講演室
内 容： 講演発表 14 件（日本側発表 7 件は全員本研究会メンバー）
その他 2
日本機械学会 熱工学コンファレンス（大阪大学）
OS-9 『沸騰・凝縮伝熱および混相流の最近の展開』の企画と実施
日 時： 2015 年 10 月 24 日（土）~ 25 日（日）
場 所： 大阪大学 B 室
内 容： 講演発表 18 件

２. 委員の構成
47 名 + 非委員 2 名（委員会情報配信希望のみ） + 非委員 Boiling 執筆者 11 名

３. 平成 28 年度（94 期）の活動計画
「Boiling: Research and Advances」の出版作業を進める．5 月末に全原稿を Elsevier 社に提出予定．その
後は校正作業等．過去 2 冊の沸騰出版物（日本語）の英語翻訳版については，Elsevier 社からの回答を
見てから判断する．研究会の開催は，これら出版作業の進行状況により随時行う予定．
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行事案内
部門企画行事案内
―2017 年度―

The 9th JSME-KSME Thermal and Fluids Engineering Conference (TFEC9)
開催日: 2017 年 10 月 28 日(土)～30 日(月)
場 所: Okinawa Convention Center, Okinawa, Japan
―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 城北キャンパス，愛媛県松山市
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
開催日: 2016 年 10 月 22 日(土)
場 所: 愛媛大学 城北キャンパス，愛媛県松山市


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，福岡県福岡市

部門関連行事案内（国内）
―2016 年度―

第 27 回内燃機関シンポジウム
開催日: 2016 年 12 月 5 日(月)～7 日(水)
場 所: 東京工業大学
主 催: 日本機械学会


第 54 回燃焼シンポジウム
開催日： 2016 年 11 月 23 日(水)～25 日(金)
場 所： 仙台国際センター，宮城県仙台市
主 催： 日本燃焼学会



日本冷凍空調学会 年次大会
開催日： 2016 年 9 月 6 日(火)～9 日(金)
場 所： 神戸大学 六甲台キャンパス，兵庫県神戸市
主 催： 日本冷凍空調学会



第 37 回日本熱物性シンポジウム
開催日: 2016 年 11 月 28 日(月)～30 日(水)
場 所: 岡山国際交流センター，岡山県岡山市
主 催: 日本熱物性学会
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混相流シンポジウム 2016
開催日： 2016 年 8 月 8 日(月)～10 日(水)
場 所： 同志社大学 今出川キャンパス，京都府京都市
主 催： 日本混相流学会



第 44 回可視化情報シンポジウム
開催日: 2016 年 7 月 19 日(火), 20 日(水)
場 所: 工学院大学 新宿キャンパス，東京都新宿区
主 催: 可視化情報学会



第 53 回日本伝熱シンポジウム
開催日： 2016 年 5 月 24 日(火)～26 日(木)
場 所： 大阪国際会議場（グランキューブ大阪），大阪府大阪市
主 催： 日本伝熱学会



第 50 回空気調和・冷凍連合講演会
開催日： 2016 年 4 月 13 日(水)～15 日(金)
場 所： 東京海洋大学 海洋工学部 85 周年記念会館，東京都江東区
主 催： 日本機械学会，空気調和・衛生工学会（幹事学会），日本冷凍空調学会

国際会議案内
―2016 年―

The 4th International Forum on Heat Transfer（IFHT2016）
開催日：2016 年 11 月 2 日(水)〜4 日(金)
開催地：Sendai International Center, Sendai, JAPAN


The 27th International Symposium on Transport Phenomena (ISTP-27)
開催日：2016 年 9 月 20 日(火)〜9 月 23 日(金)
開催地：Hawaii Convention Center, Honolulu, USA



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
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その他
編集後記
先日，熊本・大分を震源とする大規模な地震が発生しました．この稿を書いている時点では，余震が続いてお
り，10 万を超える方々が避難生活を余儀なくされています．心よりお見舞い申し上げますとともに，個人として
可能な支援を惜しみません．思えば，発生から 5 年が経過した東日本大震災でさえも，十分な復旧・復興からは
程遠く，その 5 年の間にも，地震を含めた多くの甚大な災害が新たに発生しています．工学に携わる者として，
自身の研究は，社会の安定や発展にどのように結び付くのか，災害のような困難な状況に対して何ができるのか，
長期的視点に立って考えることを忘れないようにして参ります．
今回の TED Plaza では，
JAXA の鈴木先生にはジェットエンジンにおける着氷現象の数値解析というテーマで，
また，電気通信大学の榎木先生には液噴流衝突時における飛散液滴生成に関する研究というテーマで，これまで
の研究成果について解説していただきました．いずれの研究も，界面における複雑な現象を対象に，数値解析あ
るいは実験によって解明に挑んでおり，新しい知見が着実に積み上げられていることを強く感じました．末筆で
はございますが，ご多忙にも関わらず原稿の執筆を快くお引受け下さいました諸先生方に心より御礼申し上げま
す．
（編集担当委員：宮田・山田）
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
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（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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