ISSN 2185-372X
JSME Thermal Engineering Division

日本機械学会熱工学部門

THERMAL
ENGINEERING
TED Newsletter on the WEB
日本機械学会熱工学部門ニュースレター
TED Newsletter No.84 April 2018
目

次

1. 第 96 期部門長あいさつ
事業所長 宗像 鉄雄（国立研究開発法人 産業技術総合研究所
つくばセンター つくば東事業所）
2. TED Plaza


放射光 X 線マイクロイメージング
星野 真人，上杉 健太朗（公益財団法人高輝度光科学研究
センター）



微粉炭噴流火炎におけるすす生成特性のレーザー応用計測
林 潤（京都大学）

3. TFEC9 開催報告
4. 各種委員会活動報告
5. 行事案内


部門企画行事案内



部門関連行事案内



国際会議案内

6. その他


編集後記
-1-

JSME TED Newsletter, No.84, 2018

第 96 期 部門長あいさつ

第 96 期 熱工学部門長
国立研究開発法人 産業技術総合研究所
つくばセンター つくば東事業所
事業所長 宗像 鉄雄
t.munakata@aist.go.jp

2018 年 4 月より第 96 期の熱工学部門長を仰せつかりましたので，部門長就任にあたりご挨拶
申し上げます．
日本機械学会は，2017 年 11 月末の集計で，会員数 37,241 名（前年同月比+1,034 名）を擁し，
国内の工学系では土木学会（会員数約 40,000 名）に次ぐ 2 番目の規模の学会です．また，熱工学
部門の登録者数は，2017 年 11 月末の第 5 位までの合計で 5,864 名（2017 年 2 月比+136 名）と全
22 部門中 4 番目に大きな規模の部門（学会員の約 1/6 は熱工学部門登録者）となっています．な
お，昨年度の学会会員数や部門登録者数は，一昨年度と異なり，若干の増加傾向にありますが，
この要因は，昨年度から開始された講演発表における学会会員資格必須の要請にあります．この
要請のため，学生員は大きく増加（前年 11 月比+1,751 名）していますが正員は継続して減少傾向
（前年 11 月比–711 名）にあります．したがって，学会や部門の活動を維持・向上させるためには
学会会員数が重要ですので，正員や入会した学生員が退会しないように引き留め，学会や部門の
活動への参加に魅力を感じさせる工夫が必要になっています．
このような中，熱工学は，熱力学，伝熱学，燃焼学，熱物性などの学問を基盤に，空間スケー
ル（ナノ・分子レベルから地球・宇宙レベル）
，温度スケール（極低温から超高温）および圧力ス
ケール（高真空から超高圧）が大きく異なる場において，目的基礎の研究から社会への橋渡し研
究を通して工学的な応用を考える学問です．範囲が広く焦点を絞ることは難しいのですが，熱工
学に携わる学生，研究者，技術者にとって必要な場として活用して頂ける魅力ある部門を目指し
たいと考えています．
熱工学部門は，運営委員会（31 名）の他，12 委員会（総務委員会 10 名，広報委員会 8 名，年
次大会委員会，熱工学コンファレンス委員会，学会賞委員会，講習会委員会，日韓合同会議委員
会，部門賞委員会，年鑑委員会，出版委員会，環太平洋熱工学会議委員会，JTST 委員会）で構成
され，部門活動の維持・向上に向けて種々工夫してきています．今後も魅力ある部門を目指して
活動していきたいと思いますので，委員会所属の皆様，部門所属の皆様のご支援とご協力をお願
い申し上げます．
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TED Plaza
放射光 X 線マイクロイメージング
星野

真人

公益財団法人高輝度光科学研究センター
利用研究促進部門 研究員
hoshino@spring8.or.jp
上杉

健太朗

公益財団法人高輝度光科学研究センター
利用研究促進部門 主席研究員
ueken@spring8.or.jp
１．はじめに
X 線を用いた画像計測，いわゆる X 線イメージングは，医療の現場をはじめとして，手荷物検
査など我々の比較的身近な場所で利用されている計測技術である．X 線画像計測と聞くと，複雑
な測定系などを連想しがちであるが，基本となるのはいわゆるレントゲン撮影である．例えば，
我々の体のレントゲン撮影では，骨のような比較的密度が高い物質と，皮膚や筋肉といった軟組
織との間における X 線の吸収率（あるいは透過率）の差を画像コントラストとして可視化してい
る．一般的に X 線は，密度が高い物質では吸収され，逆に密度が低い物質に対しては高い透過率
が得られる．もちろん，X 線の透過能力には，X 線のエネルギー（波長）も関係してくる．エネ
ルギーの高い=波長の短い X 線（硬 X 線とも呼ばれる）では，その高い透過能力から，比較的大
きな物体に対しても適用可能である．一方で，エネルギーの低い=波長の長い X 線（軟 X 線とも
呼ばれる．ここでは波長数 nm を想定している）では，透過能力が低いため，用途は限定的とな
るが，微小な細胞レベルの X 線顕微イメージングに用いられることもある．ちなみに，硬 X 線お
よび軟 X 線の定義は，
計測分野によってかなり異なるので，
一概に線引きをすることはできない．
上記のように，レントゲン撮影では，透過率の差を画像化しているが，その基本となるのが以
下の関係式である （菊田，1992）．

I = I 0 × exp(− µ ⋅ t )

(1)

ここで，I0，および I は，それぞれ入射 X 線強度，透過 X 線強度である．μ は，線吸収係数と
呼ばれるパラメータで，測定対象の組成や X 線エネルギーに依存した物理量である．また，t は X
線が透過する物体の厚みである．X 線画像計測では，式(1)をもとにして，物体の組成に応じた線
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吸収係数と，その厚みによって決定される強度分布，あるいは I 像を I0 像で除算することにより，
規格化された透過率分布を求めることが可能である．これが，X 線画像計測の基本となる．
X 線イメージングを行う上で，必要不可欠なものが X 線源（光源）であり，X 線イメージング
の特性を大きく左右する．一般的な X 線発生装置（X 線管）では，電子銃から放出された電子を
金属ターゲットに衝突させることで，電子が制動を受け，いわゆる連続 X 線スペクトル（白色 X
線）が生成される．一方で，本稿で触れる放射光と呼ばれる X 線源は，円形加速器内において，
高エネルギー電子が偏向電磁石により磁場を受けて進行方向を曲げられたときに，それまでの進
行方向に沿った方向に放射される電磁波である．電子がなんらかの制動を受けて X 線を発生する
という点ではラボ用 X 線発生装置と同じであるが，放射光 X 線と X 線管光源の大きな違いは，単
位面積あたりの X 線ビーム強度である．放射光は，X 線管に比べて 106~109 倍の輝度（明るさ）
をもち，なおかつ放射方向に対して指向性が高いというのも大きな特徴である．また，上記のよ
うな偏向電磁石から得られる放射光のほかに，アンジュレータと呼ばれる挿入光源も標準的に利
用されており，この場合さらに 3 桁以上高い高輝度の X 線ビームを利用することが可能である．
放射光 X 線実験施設では，X 線ビームの取り出しポートからその放射方向に沿って，ビームライ
ンと呼ばれる実験ステーション（光学ハッチおよび実験ハッチ）が構成され，そこで高輝度 X 線
ビームを利用した実験を行うことが可能である．
本稿では，大型放射光施設 SPring-8 における X 線イメージングの現状や応用利用について紹介
したい．SPring-8 は，世界に数ある放射光施設の中でも最大の電子エネルギー（8 GeV）を有して
おり，蓄積リングの周長は 1,436 m である．稼働中のビームラインは，共用・専用ビームライン
合わせて 56 本に及ぶ （2017 年 4 月時点）．各ビームラインでは，それぞれ光源の特性に合わせ
た実験が行われており，そのうちの共用ビームライン（26 本）では，年 2 回の利用実験課題の公
募を実施し，課題が採択されれば誰でも利用することが可能である．SPring-8 に関する詳細，お
よびユーザー利用実験に関する詳細は文献に記載した web ページを参照していただきたい
（SPring-8 Home，SPring-8 User Information）．以下では，放射光 X 線画像計測に馴染みのない読
者のために，放射光 X 線マイクロイメージング，および多くのユーザー実験で利用されている X
線マイクロトモグラフィとその現状について紹介する．
２．放射光 X 線マイクロイメージング
放射光 X 線は，上記のように，従来のラボ用 X 線発生装置に比べて輝度の高い X 線ビームが利
用できるのが大きな特徴である．ここでは，SPring-8 の偏向電磁石ビームラインであり，数多く
の X 線イメージング実験が行われている BL20B2 を例に，放射光 X 線マイクロイメージングの現
状について紹介する．
2・1 ビームラインについて
BL20B2 は，SPring-8 の中でも唯一の中尺の偏向電磁石ビームラインである（Goto，et al.，200
1）
．ビームラインレイアウトの概略図を図 1 に示す．ビームライン上流部に位置しているのが光
学ハッチであり，ここでは偏向電磁石から発生した白色 X 線ビームを四象限スリットで成形し，
分光器を用いて単色 X 線ビームを生成する．分光器は，SPring-8 標準型の二結晶分光器であり，
シリコンの単結晶を分光結晶として用いている．シリコン結晶では，ブラッグ反射を利用してお
り，Si(111)，Si(311)，Si(511)といった結晶方位を使い分けることにより，7keV～113keV までのエ
ネルギー領域をカバーすることができる．多くのユーザー実験では，Si(111)結晶を利用しており，
光学ハッチの下流側に隣接している実験ハッチ 1（光源から 42 m）における単色 X 線ビームのフ
ラックス密度（単位面積あたりの X 線フォトン数として表した X 線強度の指標）は，109(photons
/sec/mm2)オーダーである．実験ハッチ 1 における X 線ビームサイズは，おおよそ 50 mm(H)×5
mm(V)であるが，多くの実験では横幅 5 mm～25 mm 程度になるように TC Slit1 でビームサイズ
を調整する．これには，撮像視野サイズにビームサイズを合わせるという目的のほかに，分光器
結晶への不要な熱負荷を避けるという目的も含んでいる．なお，分光器結晶は間接水冷により常
時冷却されている．また，中尺ビームラインと呼ばれる所以として，光源から 200 m 以上離れた
場所（実験ハッチ 2，3）でも X 線ビームを利用することが可能である．この場合，偏向電磁石光
源から放射された X 線ビームは，特に水平方向において 1.5 mrad 程度の発散角を持っているので，
最大横幅 300 mm の単色 X 線ビームを利用することも可能である．なお，実験ハッチ 2，3 にお
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けるビーム縦幅は 30 mm 程度であり，縦横方向の X 線ビーム発散角の違いは，放射光偏向電磁
石光源特有のものである．

Fig. 1 Schematic drawing of bending magnet beamline BL20B2 in SPring-8

2・2 X 線画像検出器について
放射光 X 線では，分光器により特定のエネルギーを切り出した単色光でも高いフラックス密度
が得られている．X 線マイクロイメージングを行う上で，
「X 線画像を得る」ためには X 線用の画
像検出器が必要となる．以下では，放射光 X 線マイクロイメージングで用いている画像検出器に
ついて簡単に紹介するとともに，高分解能イメージングとフラックス密度との関係についても言
及する．
通常，放射光 X 線のような大強度の X 線ビームを検出する場合，間接型の画像検出器が用いら
れる （Uesugi, et al., 2011）．ここでの間接型とは，X 線ビームを直接 CCD あるいは CMOS 素子に
入射させるのではなく，シンチレータにより X 線から可視光へ変換し，可視光像をデジタルカメ
ラで検出する，いわゆる可視光変換型の画像検出器のことを指す．可視光変換型 X 線画像検出器
の概要を図 2 に示す．デジタルカメラの撮像素子は，一般的には画素が 2 次元で配列されたもの
であり，この画素（pixel とも呼ぶ）という概念がデジタル画像の最小単位となる．シンチレータ
とカメラ撮像素子の間には，可視光光学系が構成されており，拡大光学系あるいは縮小光学系に
より X 線デジタル画像の実効画素サイズを決定する．可視光光学系の倍率を M，カメラ撮像素子
の画素サイズを P とすると，実効的な画素サイズは P/M となる．X 線画像計測では，この実効画
素サイズが，得られる X 線画像の空間分解能および撮像視野に大きく影響する．現状，BL20B2
を含め SPring-8 のイメージングビームラインで利用されている X 線画像検出器の実効画素サイズ
は，0.5 μm/pixel から 25 μm/pixel までと幅広い．可視光変換部および可視光光学系を適宜調整する
ことにより，単一のデジタルカメラで対応することが可能である．ここで，高分解能画像検出器
を用いた画像計測で重要となるのが，X 線ビームのフラックス密度である．X 線強度は単位面積
あたりの X 線フォトン数で定義されているため，実効画素サイズが小さくなると，単位画素あた
りに入射する X 線フォトン数が少なくなり，これに伴い画像形成に寄与する信号量も減少する．
この点で，一般的に用いられている実験室系の X 線管は，放射光に比べてフラックス密度が低い
ため，高分解能画像計測には向いていない．時間をかけて積算することである程度の信号量を得
ることはできるが，長時間の計測に伴う試料のドリフトや変形による影響を考慮しなければなら
ない．一方で，放射光 X 線は，試料と画像検出器間ではほぼ平行光とみなせるため，この点にお
いても高分解能画像計測に向いているといえる．しかし，放射光 X 線といえども，サブミクロン
の実効画素サイズでの測定を行うには，偏向電磁石光源のフラックス密度では不十分であり，そ
の場合は，前述のようにアンジュレータ挿入光源を用いたビームラインで計測を行う必要がある.
有限数の画素で構成されるデジタルカメラでは，実効画素サイズが決まると，撮像視野の大き
さも決定される．
SPring-8 で利用されている浜松ホトニクス社製の科学計測用 CMOS カメラ ORCA
Flash4.0 を例に出すと，素子の画素数は 2048 画素×2048 画素であり，0.5 μm/pixel の場合，視野
サイズは約 1 mm 四方，25 μm/pixel の場合，視野サイズは約 50 mm 四方となる．これは，空間分
解能と撮像視野の大きさはトレードオフの関係にあることを意味しており，画素サイズを小さく
すればそれだけ細かい構造を計測することができるが，撮像視野は限定的となる．撮像視野と試
料サイズの関係は，次で述べる X 線マイクロトモグラフィ計測において重要となる．BL20B2 で
は，実験ハッチ 1 では画素サイズ 2.7 μm，視野サイズ 5.5 mm(H)×5.5 mm(V)の検出器構成，光源
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から 200 m 離れた実験ハッチ 2，3 では画素サイズ 15 μm，視野サイズ 30 mm(H)×30 mm(V)の検
出器構成が比較的多く利用される．一方で，同じフラックス密度の X 線ビームで比較した場合，
実効画素サイズを大きく設定することにより，空間分解能は低下するが，より短い露光時間で画
像計測・解析に必要な信号量を得ることができる．実際の例としては，BL20B2 の実験ハッチ 1
において，画素サイズ 13 μm/pixel という条件では，5 ミリ秒以下の露光時間でも画像計測が可能
であり，時分割・高速イメージングへ展開することも可能である.

Fig. 2 Schematic drawing of a visibile-light conversion type X-ray imaging detector

３．X 線マイクロトモグラフィ
本稿の導入部分で，X 線画像計測の基本はレントゲンの原理と同じであるということを紹介し
た．しかし，レントゲンの場合，ある一方向から測定対象を投影したときの透過率強度分布であ
る．このような透過投影像では，X 線ビームの投影方向に沿った構造情報は積算されてしまうこ
とにより（試料の構造を線吸収係数の分布として定義すると，式(1)において単位長さ∆ t あたりの
線吸収係数値の積算）
，試料の 3 次元的な構造情報は失われてしまう．測定対象の透過投影像から，
その 3 次元構造情報（線吸収係数値分布）を計算機によって再構築する方法が X 線 Computed
Tomography(CT)である．X 線 CT についても，病院などで標準的に利用されている計測技術であ
り，人体の断面像あるいは 3 次元再構築した画像を見る機会もあるのではないかと思われる．X
線光源に放射光を用いることにより，一般的な X 線 CT 装置よりも高い空間分解能で試料の断層
像，あるいは 3 次元画像を取得することが可能となる．特にこの場合は，より高分解能な測定に
対応した X 線 CT として，X 線マイクロトモグラフィ（マイクロ CT）と呼ばれる．また，単色 X
線ビームを用いた放射光 X 線マイクロ CT では，白色 X 線を利用した従来の X 線 CT 装置で見ら
れるビームハードニングといった再構築画像におけるアーチファクトも無視することができる．
X 線 CT の再構成原理については，本稿では省略するが，一般的な X 線 CT 装置と同様に，測
定対象に対して異なる複数の方向から透過投影像を取得し，計算機演算処理により断層像を再構
築する （斎藤，1993）．一般的な CT 装置では，X 線源と画像検出器が被検体のまわりを回転し
て透過投影像を取得するのに対して，放射光 X 線マイクロ CT では，X 線光源と画像検出器は固
定した状態で試料を回転させることにより，異なる方向からの透過投影像を取得することが可能
となる．BL20B2 における一般的な放射光 X 線マイクロ CT 装置の外観写真を図 3 に示す．測定
対象を設置する試料ステージは，鉛直および水平方向の並進ステージ，X 線ビームに対する回転
軸の傾きを調整するためのスイベルステージ 1，画像検出器の画素配列に対して回転軸の傾きを
調整するためのスイベルステージ 2，試料を高い精度で回転させるための回転ステージによって
構成される．必要に応じて，回転ステージ上に小型の並進ステージを設けることにより，撮像視
野内における試料の位置合わせを行うことが可能である．ここで，X 線マイクロ CT と撮像視野
の関係について述べると，トモグラフィーの計算原理上，透過投影像において，回転軸と直交す
る方向の試料サイズは，すべて撮像視野内に収まっていることが望ましい．試料サイズが撮像視
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野からはみ出していても，測定・画像再構成を行うことは可能であるが，再構築画像にアーチフ
ァクトが生じる要因となり，定量性も担保されない．つまり，前述の撮像視野と試料サイズの関
係は，特に X 線マイクロ CT 計測において重要となり，必要な空間分解能，あるいは必要な撮像
視野に応じて適切な計測条件を検討する必要がある．
なお，投影型の X 線マイクロ CT における到達可能な空間分解能は，X 線の波動光学的な性質
により，およそ 1 μm 程度であり，より高い空間分解能で測定したい場合は，X 線顕微鏡と組み合
わせた結像型の X 線マイクロ・ナノ CT を用いる必要がある（Takeuchi, et al., 2002）
．結像型 X 線
CT については本稿では触れない．

Fig. 3 X-ray microtomography system at experimental hutch 1 of BL20B2

BL20B2 の実験ハッチ 1 における X 線マイクロ CT 計測として，測定時間の観点から 2 つの計
測条件を紹介する．まずパターン 1 として，画像検出器の画素サイズを 2.75 μm に設定，投影像 1
枚あたりの露光時間を 200 msec に設定 （16bit の AD 分解能 = full-well:65535 counts を持つカメ
ラにおいて，37000 counts 程度の I0 強度@15keV）
，0.1 度間隔で 1800 枚の投影像を取得した場合，
測定時間は 7 分程度となる．一方，パターン 2 では，画素サイズを同じく 2.7 μm に設定，露光時
間をパターン 1 の 1/10 となる 20 msec に設定 （同カメラにおいて，3700 counts 程度の I0 強度@15
keV），0.3 度間隔で 600 枚の透過投影像を取得した場合，測定時間は 20 秒程度となる．一般的に
は，パターン 1 のように，露光時間を長く設定することにより，カメラの full-well に対して信号
をより多くため込んだ方が，ノイズの少ない画像を得ることができる．また，投影数についても，
サンプリングの観点から再構成像の像質に影響を与える．しかしながら，動的現象を伴う試料や，
経時変化が生じるような試料の場合，それらのモーションアーチファクトを無視するためには，
変化が生じる前に CT 計測を終わらせる必要がある．この場合，パターン 2 の条件のように，露
光時間を短く設定，あるいは投影数を少なく設定することにより，短時間のうちに計測を終える
ことが可能となる．これらの計測条件は，実際の試料の性質に応じて，どのような情報を得たい
か，またそれに必要な空間分解能や時間分解能，あるいは撮像視野はどの程度かを検討し，適宜
最適化していくことにより決定される．
BL20B2 における X 線マイクロ CT の測定例として，木材（爪楊枝）の測定結果を紹介する．
測定条件は上記で示した 2 パターンの条件である．
パターン 1 による X 線マイクロ CT 像を図 4(a)，
パターン 2 による X 線マイクロ CT 像を図 4(b)にそれぞれ示す．図は，爪楊枝の断面を示してお
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り，木材の微細構造ネットワークを観察することができる．パターン 2 による計測結果では，統
計量に優れるパターン 1 による計測結果に比べて，再構成値のばらつき（バックグラウンドの標
準偏差値）が大きいことがわかる．このようなバックグラウンドのばらつきは，デジタル画像に
おいてノイズとして認識され，試料像（シグナル部分）と対比することにより，画像の SN 比と
して評価することができる．SN 比に優れた画像の方が，容易に信号部分とノイズ部分を分離でき
るため，その後の解析においては有利であるが，ノイズの多い画像でも，フィルタリング等の画
像処理技術により，見かけ上の SN 比を向上させることは可能である．
X 線マイクロ CT では，上記のような X 線の透過率検出をもとにした計測の他に，X 線の波と
しての性質を利用した計測に展開することも可能である．基本的には，X 線も可視光と同じ電磁
波であり，本稿では触れなかったが，振幅（強度）のほかに，位相の概念を取り込んだ計測を行
うことも可能である．

Fig. 4 X-ray microtomographic images of a toothpick. X-ray energy: 15 keV. Pixel size: 2.75 µm. (a) Exposure time:
200 msec，No．of projections: 1800. (b) Exposure time: 20 ms，No．of projections: 600. Inset shows magnified image

４．放射光 X 線マイクロ CT の応用
BL20B2 における X 線マイクロ CT 計測は，生体試料から鉱物，化石試料に至るまで，幅広い
研究分野，研究対象に対して応用されている．本稿の締めくくりとして，放射光 X 線マイクロ CT
のユーザー利用実験への応用実例を紹介する．
まずは，固体高分子形燃料電池におけるガルバニ電池式酸素吸収体へのガス拡散層の酸素透過
量変化の観察を行った事例について示す（是澤他，2011）
．この測定は，ガルバニ電池式酸素吸収
体の酸素吸収による，大気側酸素濃度と吸収体側の酸素濃度差を駆動力とした酸素拡散の様子の
可視化を目的としたものである．ガス拡散層の酸素透過量変化と時系列の X 線マイクロ CT 像と
の関係を図 5 に示す．CT 像から，撥水処理部と未処理部の境界部分から空孔が形成されているこ
となどがわかる．また，酸素拡散パスの形成や空隙の増加といった X 線マイクロ CT 像による視
覚的および定量的な情報により，ガス拡散層の酸素透過量の変化を議論することが可能となって
いる．
次に紹介するのは，着霜対策における霜層の微細構造可視化への応用事例である．霜層の微細
構造については，表層部は光学顕微鏡観察を行うことができるが．内部の構造を外側から観察す
ることは不可能である．関西大学の松本教授らは，着霜現象の基礎研究として，冷却面上に霜層
を形成し，その 3 次元微細構造を，X 線マイクロ CT を用いて観察した（松本，2017）
．実験では，
微細溝加工を施した冷却面に着霜させたのちに，その霜層の微細構造を測定した．図 6 に着霜後
10 分における冷却面での着霜写真，冷却面から 100 μm の位置における霜層の断層像，および白
枠内の霜層の 3 次元構造を示す．X 線マイクロ CT を用いることで，外観からだけでは知ること
ができない霜層内部の微細構造を非破壊で可視化し，霜発生の核となる氷滴構造の存在確認や，
結晶構造の違いから霜層構造の分類ができることなどが示されている．
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Fig. 5 Relation between oxygen transmission in gas diffusion layer and X-ray tomographic images

Fig. 6 (a) Photograph of frost formation on cooling surface. (b) X-ray tomographic image of frost layer.
(c) Three-dimensional view of frost layer

５．おわりに
SPring-8 における放射光 X 線マイクロイメージングおよびマイクロ CT について，簡素ではあ
るが現状と応用事例について解説した．本稿の読者は，熱工学をご専門にしている方々と推察す
るが，残念ながら X 線では，サーモグラフィカメラのように温度分布を直接測定することはでき
ない．しかしながら，測定対象の温度変化によって生じる密度変化，あるいは構造変化を定量的
に可視化することは可能である．また，測定条件にも依存するが，X 線マイクロ CT 計測におけ
る試料まわりの自由度は比較的高いため，試料に温度変化を与えたり，圧力を加えたりしながら
X 線マイクロ CT 計測を行うことも可能である．
X 線画像計測技術は，日々進化を続けており，数年前では実施することが困難であった計測も，
画像検出器や計測システム等の改良により実施できるようになったケースも増えてきている．本
稿で紹介したような，放射光 X 線の特徴を活かした画像計測により，課題解決へつながるような
研究が今後とも展開されていくことを期待する．
謝辞
ユーザー利用実験の実例を紹介するにあたり，快く資料をご提供いただいた，秋田県立大学の
大徳博士，関西大学の松本教授に感謝の意を表す．
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１．はじめに
微粉炭燃焼は，世界のエネルギー需要の八割を担う化石燃料の燃焼技術の中でも重要なエネル
ギー取得の手段である．一方で，石炭は石油や天然ガスに比べて炭素含有率が高く，さらに灰分・
窒素分などの不純物も多く含まれることから，微粉炭燃焼の理解に基づいた二酸化炭素の排出量
抑制や有害な燃焼排出物の低減が求められている． 微粉炭火炎中のすす生成は，微粉炭火炎の一
次燃焼領域における気相温度場に影響を与えるだけでなく，揮発成分の放出過程，微粉炭火炎の
火炎構造に及ぶことから重要な検討項目である．微粉炭火炎中のすす生成特性を実験的に明らか
にする事を目的として，簡素な流れ場を持つ微粉炭燃焼場（微粉炭ジェットバーナ）に対して，
二次元レーザー誘起赤熱法(Laser Induced Incandescence; LII)を始めとするレーザー応用計測を適
用した．本稿では，これらのレーザー応用計測によって得られた微粉炭火炎中のすす生成特性に
ついて紹介する．
２. 微粉炭ジェットバーナ
図 1 に，本研究で対象とした実験装置の流路図，微粉炭バーナの概念図およびバーナ上に形成
される微粉炭火炎のバーナ出口近傍の模式図を示す．微粉炭バーナは，内径 6.0 mm の主流流路と
保炎用スリット流路（幅 0.5 mm）を有する同軸二重管構造を持つ．燃料となる微粉炭粒子は，ニ
ューランズ炭（オーストラリア瀝青炭）であり，酸化剤には空気を用いた．実験に用いた微粉炭
粒子は，微粉炭火力発電所で用いられている石炭と同程度の粒子径分布を有している．酸化剤で
ある空気は，コンプレッサからマスフローコントローラで流量を制御した後にエゼクタへと導か
れる．次に，エゼクタにおいてスクリューフィーダによって定量供給される微粉炭粒子が吸引・
混合されて，微粉炭粒子と空気の固気混相流として主流流路から鉛直上向きに噴出される．微粉
炭粒子の供給量は，1.49×10-4 kg/s，酸化剤用の空気流量は 2.07×10-4 m3/s であり，微粉炭専焼の
場合の当量比φは，6.09 である．

Fig. 1 Schematic illustration of experimental apparatus and burner nozzle
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ここで本研究では，保炎用スリット流路からメタンを供給することで拡散火炎を形成し，微粉炭
火炎の着火源とすることにより，光学計測を適用する間，安定した微粉炭火炎を形成した．メタ
ンの流量は微粉炭火炎を安定化させるための最小流量とした．
本研究で用いる微粉炭バーナは，微粉炭火炎に対する光学計測を可能とするために，レーザーの
入射，出射，LII 信号および Mie 散乱信号の取得が可能な，アクリルダクト内に設置されており，
外乱とともに微粉炭粒子の外部への飛散が防がれている．また微粉炭バーナは，三次元トラバー
サに取り付けられており，計測領域を自由に選択することができる．排気ガス中の微粉炭粒子は
バグフィルタによって捕集され，捕集後の排気ガスは，ベンチレータを通して大気解放される．
本研究で用いた微粉炭粒子の物性値の詳細に関しては，他の文献（Hwang, et al., 2005, Hayashi, et al.,
2013）を参照されたい．
３．微粉炭火炎に対するレーザー計測装置
レーザー誘起赤熱法(Laser Induced Incandescence; LII)は，火炎内に高強度のパルスレーザーを照
射し，火炎中に存在するすす一次粒子の温度が昇華温度(約 4000 K) まで達した際に起こすふく
射を計測する手法である．この加熱されたすす一次粒子からのふく射を LII 信号と呼び，その強
度を LII 信号強度と呼ぶ．本手法は，レーザーによって昇華温度に達したすす一次粒子から得ら
れる LII 信号強度が，すす一次粒子の体積分率に比例するという理論解析（Melton, 1984）を基に
している．本計測手法は，すす生成量やすすの粒子径を定量化するためには他の計測法との組み
合わせを行うなどの工夫を要するが，すす生成領域や体積分率を二次元かつ非接触で可視化計測
することが可能である．LII 計測を行うためには，一般的に高輝度のパルスレーザーが必要になる．
本研究では，Nd:YAG レーザーの第二高調波 (波長：532 nm, パルス幅：8 ns)を光源として採用
した．
図 2 に本研究で用いた LII 計測装置の概念図を示す．レーザーの時間・空間プロファイルを変
更せずに入射レーザーのエネルギー密度を調整するために，1/2 波長板および偏光ビームスプリッ
タを用いた．レーザーは，四枚のシリンドリカルレンズ（焦点距離はそれぞれ，f = 2000 mm, 25 mm,
-300 mm, 700 mm）によってシート状に整形されて，微粉炭火炎へと照射される．LII 信号は，パ
ルスディレイジェネレータ(DG535, Stanford Research 製)によって，信号取得時刻を制御されたイ
メージインテンシファイア(Image Intensifier; I.I.) (C4273MOD，浜松ホトニクス社製)および高速
度 CMOS カメラ(Phantom V5.0, Vision Research 製)によって取得される．
レンズには UV Nikkor (f =
105 mm, Nikon 製)，バンドパスフィルタ(Band pass filter; BPF)(中心波長 400 nm, 半値幅 30 nm)
を用いた．また，すす生成特性の計測と同時に微粉炭粒子の存在位置を明らかにすることを目的
として，Mie 散乱法，すす粒子径の空間分布を計測することを目的として，Time-Resolved LII
(TiRe-LII)法を適用した．これらの複合計測では，カメラの直前にハーフミラーを設置して発光を
二経路に分けた(図 2 参照)．Mie 散乱の計測には，二経路に分けた光路の片方に BPF(中心波長 532
nm, 半値幅 30 nm)を取り付けた UV Nikkor レンズ，および LII 計測と同機種の高速度 CMOS カメ
ラを用いた．TiRe-LII の計測には，LII 計測に用いるバンドパス光干渉フィルタ，I. I.，高速度 CMOS
カメラをもう一組用いて LII 信号取得時間に時間差を設けた．

Fig. 2 Illustration of the optical setup
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４．微粉炭噴流火炎におけるすす生成特性
4・1 レーザーの入射エネルギー密度の影響
LII 計測は，気相燃焼場だけでなく混相燃焼場である噴霧燃焼場に対してもすす生成特性の強力
な評価手法として用いられている．しかしながら，微粉炭火炎中には，すすと同時に燃料となる
微粉炭粒子が存在するために，
気相燃焼場や噴霧燃焼場と同様に LII 計測を行うことができない．
本研究では，微粉炭火炎中に存在する微粉炭粒子が LII 計測の計測結果に与える影響について検
討した．
図 3 に，本研究で対象とする微粉炭火炎の直接写真および二次元 LII 信号分布を示す．図 3(a)
は LII 計測結果であり，すすの体積分率がグレースケールで表示されている（白色へ向かってす
すの体積分率が上昇する）
．図 3 より，バーナノズル近傍ではすす生成が離散的でありまたバーナ
外縁部の軸方向下流に生成されていることが分かる．バーナポートからの距離の増加に伴い，す
す生成領域は，離散的な点状から線を引く形状へと分布が変化しており，バーナ中心軸下流にも
現れ始めることがわかる．ここで，本研究ではパルスレーザーを光源としているため，図 3 に示
した結果は，瞬間画像であり LII 信号の取得時刻によって形状が異なる．そのため，定性的な比
較を行うために，複数回の LII 計測結果の平均の値を定性的な分布として扱う．
図 4 にバーナ出口から高さ 135 mm の位置における LII 信号強度と入射レーザーのエネルギー密
度の関係を示す．図 4 に示した結果の縦軸は，500 回の LII 計測結果のアンサンブル平均値であり
入射レーザーのエネルギー密度が 0.1 J/cm2 の条件で得られる LII 信号強度で正規化を行っている．
図 4 中の凡例は，燃焼場および非燃焼場で得られる LII 信号強度である．両条件ともに，レーザ
ーシート全域から得られる LII 信号強度を用いて解析した．
図 4 に示した通り，LII 信号強度には，
入射レーザーのエネルギー密度に依存して 3 つの特徴的な領域が現れることが分かる．

Fig. 3 Direct photograph of the pulverized
coal flame and two-dimensional
distribution of LII signal. (a: Distribution
of the LII singal intensity, b: Direct
photograph)

Fig. 4 LII signal intensity as a function of incident laser
fluence and schematic illustration of heated particle
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すなわち，入射レーザーエネルギー密度の増加に伴って，LII 信号強度が増加する領域(a), 最大値
を持った後に LII 信号強度が低下する領域(b), ふたたび LII 信号が増加する領域(c)である．
領域(a)
および領域(b)は，それぞれ，入射レーザーのエネルギー密度が不十分であり計測領域に含まれる
すすの全量を十分に加熱することができないために体積分率を過小評価する領域，入射レーザー
のエネルギー密度が必要以上に大きく，昇華によってすすの体積分率を過小評価する領域である．
これらの二つの領域は，気相燃焼に対する LII 計測でも観察される．
微粉炭火炎において特徴的な傾向は，3 つ目の領域（領域(c)）に現れる．気相燃焼や噴霧燃焼
では，領域(b)よりも入射レーザーのエネルギー密度を上昇させても LII 信号強度は変化せず（Ni,
et al., 1995），このような傾向は現れない．微粉炭火炎において領域(c)が現れる理由を明らかにす
るために，非燃焼条件（微粉炭粒子と酸化剤の空気のみが存在するが燃焼していない条件）にお
いて LII 計測を行った．図 4 に示した非燃焼条件の結果より，領域(c)における入射レーザーのエ
ネルギー密度で LII 計測を行った場合，非燃焼の微粉炭粒子から LII 信号が得られていることが明
らかとなった．これは，レーザー光によって微粉炭粒子が加熱された結果，計測された LII 信号
である．このことから，燃焼条件における領域(c)の LII 信号は，すす粒子からの LII 信号に，微粉
炭粒子からの LII 信号が重畳していることが考えられる．この結果から，気相燃焼や噴霧燃焼と
異なり，微粉炭火炎に LII 計測を適用した場合には，入射レーザーのエネルギー密度によらず LII
信号が一定値となる領域がない（図 4 参照）ことから，領域(a)と領域(b)の境界値となる入射レー
ザーのエネルギー密度を用いて，火炎中に存在するすす粒子を過小評価することなく計測を行う
必要があることが明らかとなった．
4・2 微粉炭火炎中における燃焼反応とすす生成領域の関係
微粉炭火炎中における燃焼反応とすす生成特性の関係を明らかにすることを目的として，同一
バーナに対して行われた Hwang らによる OH-LIF 計測の半径方向分布（Hwang, et al., 2005）
，およ
び Hashimoto らによる数値解析結果から得られる温度および酸素濃度の半径方向分布（Hashimoto,
et al., 2012）との比較を行った．図 5 にバーナ出口から 120 mm の位置における LII 信号，Mie 散
乱光，OH-LIF 信号の半径方向分布および数値解析によって得られた気相温度と酸素濃度の半径方
向分布を示す．ここで，図 5 に示した LII 信号，Mie 散乱光の半径方向分布は 500 回の計測のアン
サンブル平均であり，OH-LIF の半径方向分布は 30 回の計測のアンサンブル平均である．図 5(a)
の縦軸の値は，各計測の結果得られる最大値で正規化されている．図 5(a)より，LII 信号強度，
Mie 散乱光強度の信号が重畳して現れることがわかる．これは，燃焼反応による温度上昇，およ
びバーナポートからの距離の増加に伴う混合に起因すると考えられる．OH-LIF の信号は，LII 信
号よりも外側に最大値を持つが，これは微粉炭火炎を保炎するために用いたメタン火炎に起因す
る．ここで，図 5(a)より，Mie 散乱光，OH-LIF 信号がバーナ中心軸上で計測されていることがわ
かる．OH-LIF の信号は，燃焼反応領域で計測されることを考えると，微粉炭粒子から放出された
揮発分がバーナ中心軸上で燃焼していると考えることができる．しかしながら図 5(b)より，バー
ナ出口からの高さが 120 mm の位置においても，中心軸上の気相温度は 1500 K を下回っている．

Fig. 5 (a) The ensemble-averaged radial distributions of the Mie signal, LII signal and OH radical normalized by the
maximum value at 120 mm, (b) Radial distribution of temperature and the O2 concentration (Hashimoto,et al., 2012)
at 120 mm (Hayashi, et al., 2013)
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また，中心軸上における LII 信号強度は低い．このことから，本研究で対象としたバーナの中心
軸上では，燃焼反応は生じているが気相温度が低いためにすす生成には至らないと考えることが
できる．
4・3 時間分解レーザー誘起赤熱法（TiRe-LII）によるすす一次粒子分布計測
微粉炭火炎中におけるすす粒子の成長過程を明らかにするために，火炎内の 2 次元的なすす一
次粒子径分布が得られる時間分解レーザー誘起赤熱法（TiRe-LII）を行った．TiRe-LII では，レー
ザー照射後の異なる時刻で LII 画像を取得することにより，LII 信号の減衰率からすすの粒子径の
二次元分布を求めることができる．図 6 に，バーナポートからの高さ 35, 65, 95 mm の位置にお
けるすす一次粒子径分布の半径方向分布を示す（Hashimoto, et al., 2016）
．別途実施した，すす粒
子の熱泳動サンプリングによる粒子径分布を基に，500 セットの LII 画像から算出した LII 信号の
減衰率が一致するように，フィッティング関数を定義して，すす一次粒子径分布を算出した．結
果から，半径方向位置に関わらず，バーナポートからの距離の増加に伴って，粒子径が増大する
ことが明らかとなった．一方で，各高さにおけるすす一次粒子径分布の半径方向に対する変化は
あまり大きくないことが示された．
この傾向を評価するために，バーナポートからの高さ 35, 65, 95 mm の各半径位置における
TiRe-LII 計測結果から算出した体積基準のすす一次粒子径累積分布を図 7 に示す．バーナポート
からの高さ 35 mm の位置では，バーナ中心軸から外側に向かうにつれて，小さな粒径のすす一次
粒子の割合が減少していることが分かる．しかし，計測位置とバーナポートの距離の増加に伴っ
て，半径方向に対するすす一次粒子径分布の変化は小さくなっている．これは，バーナポートか
らの距離の増加に伴い，すす生成領域がバーナ中心軸付近でも生じ始めること，および混合が進
むことで場が均質化した結果であると考えられる．

Fig. 6 Primary soot particle diameter distribution obtained by TiRe-LII for radial direction at height above the
burner (a) 35 mm, (b) 65 mm, (c) 95 mm (Hashimoto, et al., 2016)

Fig. 7 Cumulative curves of soot particle diameter obtained by TiRe-LII for radial direction at height above the
burner (a) 35 mm, (b) 65 mm, and (c) 95 mm (Hashimoto, et al., 2016)
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５．おわりに
本研究では，微粉炭火炎中のすす生成過程を明らかにすることを目的として，二次元レーザー
応用計測（レーザー誘起赤熱法(Laser Induced Incandescence; LII)，時間分解 LII 法(TiRe-LII)，お
よび Mie 散乱法）を実施した．その結果，微粉炭火炎中に対して LII 計測を適用するためには，
計測領域に分布するすす一次粒子の生成量を過小評価しないレーザーのエネルギー密度を選定す
る必要があること，高温かつ酸素濃度が低い領域に微粉炭粒子が存在する条件を満たす場合にす
す生成が起こることが示された．また，本研究で対象とした場では，粒子径がバーナポートから
の距離の増加に伴って成長する一方で，半径方向への粒子径分布の変化は大きくないことが明ら
かとなった．
これらの結果は，微粉炭火炎中におけるすす生成の一端であり数値解析に用いるすす生成モデ
ルの検証用のデータとなり得ると考えられる．今後，微粉炭火炎中のすす生成を検討する上では，
燃焼場において“生成された”すすだけでなく，燃焼反応によって多環芳香族炭化水素(Polycyclic
Aromatic Hydrocarbons; PAHs)を経て，すす生成へと至る過程を明らかにすることが必要となる．
謝辞
本研究は，大阪大学 赤松史光教授，中塚記章助教，北海道大学 橋本望准教授，九州大学 渡邊
裕章准教授，電力中央研究所 泰中一樹様，辻博文様，牧野尚夫様との一連の共同研究の結果の抜
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The Ninth JSME-KSME Thermal and Fluids Engineering
Conference (TFEC9) 開催報告
Vice Chair 東北大学 丸田 薫
Secretary General 慶應義塾大学 深潟 康二
第9回日韓熱流体工学会議（The Ninth JSME-KSME Thermal and Fluids Engineering Conference
(TFEC9)）は，2017年10月27日（金）夕方，沖縄県那覇市内でのWelcome Receptionに始まり，沖
縄コンベンションセンター（沖縄県宜野湾市）にて30日（月）まで開催されました．台風直撃と
いう悪天候の中，ご参加くださった参加者の皆様に厚く御礼申し上げます．
今回の会議は，10月末に2週連続して台風が襲来するという異例の状況の中での会議となりまし
た．会議の前週末に超大型の台風21号（ラン）が通り過ぎ，もう台風は来ないだろうと思ってい
たところ，10月25日（水）になって台風22号（サオラー）発生および沖縄本島への上陸可能性の
報告を受けました．すぐさま実行委員会執行部で台風対応に関する基本姿勢が協議され，それを
受けて，1人あたりの講演時間を短縮して2日間で全ての講演をこなす「短縮スケジュール案A」
を作成し，同日19時に発表予定者および事前登録者全員に状況報告とともにメール配信し，万一
の事態に備えて頂きました．その後もなかなか台風の予想進路が定まらなかったため，1.5日およ
び1日で全ての講演をこなす「案B」，「案C」を作成し，さらに，上陸時間によって異なる計5つ
のスケジュールを準備し，状況の変化に応じていつでも出せるようにしておきました．
次第に雨風が強まりつつある27日（金）の夕方，かりゆしアーバンリゾート・ナハでのWelcome
Reception（写真1）は予定通り始められたものの，丸田（Vice Chair）からの開会の挨拶の最中に
参加者のスマートフォンが一斉に鳴り出しました．一部地域に対する避難警報でした．幸いにも
この日はWelcome Reception会場はまだ暴風圏内には入らず，参加者の皆さまには沖縄料理や鉄板
焼きなどボリュームのあるブッフェを充分に堪能して頂けたことと思いますが，翌日の28日（土）
は台風上陸のため沖縄コンベンションセンターが閉館となり，会議は丸１日お休みとなりました．
その後もなかなか暴風警報の解除時刻の見通しが立たなかったのですが，沖縄コンベンションセ
ンターとの緊密な連絡を経て，28日（土）の15時に，その翌日から会議を再開することを決定し，
無事29日（日）の朝から会議を再開することができました．韓国側ChairのMan Young Ha先生（釜
山大学校）および日本側Chairの武居昌宏先生（千葉大学）によるOpening Addressに始まり，上述
の「短縮スケジュール案A」にしたがって2日間で全てのセッションをこなし，熱工学部門，流体
工学部門それぞれの表彰式や，優秀講演表彰の審査や英文ジャーナルの特集号（JTSTおよびJFST）
特集号の推薦も，全て執り行うことができました．

写真 1：Welcome Reception（10/27(金)，かりゆしアーバンリゾート・ナハ）の様子
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写真 2：講演室の様子（左）と九州大学 高田保之先生の基調講演（右）

このように，最後まで開催が危ぶまれた会議となりましたが，Plenary LectureとしてSang Woo
Joo先生（嶺南大学校），福西祐先生（東北大学），高田保之先生（九州大学）の3名の先生方か
ら基調講演を頂き（当初は4件の予定でしたが，Hyung Hee Cho先生（延世大学校）は台風のため
残念ながらご到着になれませんでした），学術講演540件（うち10～20件程度は残念ながら台風の
ため到着できなかったと推測されますが，公式には全員発表扱い），参加登録者751名（うち事前
登録729名，当日登録22名）と，非常に多くの皆様にご参加いただきました．Welcome Reception
の実参加者数も約300名，Banquetの実参加者数も約550名と，過去最大規模の日韓熱流体工学会議
となり，大盛況のうちに終えることができました（写真2）．ご参加・ご協力いただきました皆様
方には，心よりお礼申し上げます．
本会議では，オーガナイザの皆様のご尽力により，熱工学部門から 17，流体工学部門から 12，
両部門合同で 2，合計 31 のオーガナイズドセッション（OS），および 3 つの一般セッションを
11 室のパラレルセッションで開催しました．台風によって急きょ短縮されたスケジュールにもか
かわらず，多くの参加者の方々に柔軟に対応して頂き，特に大きな混乱もなく終えることができ
ました．セッションをまとめていただきましたオーガナイザの皆様，座長の皆様，急きょ代理で
座長を引き受けて下さった参加者の皆さま，そして何よりも講演時間を少しずつ削ることにご協
力いただいた講演者の皆さまに，改めて御礼申し上げます．
10 月 29 日（日）のセッション終了後，部門賞および一般表彰贈呈式がとり行われました．熱
工学部門の 4 つの功績賞を始めとする各賞が，第 94 期熱工学部門長である北海道大学藤田修先生
から授与されています．永年功績賞は東京工業大学の岡崎健先生，国際功績賞は韓国 KAIST の
Sang Yong Lee 先生．さらに研究功績賞は東北大学の小林秀昭先生，技術功績賞は田崎豊氏（元日
産自動車，現芝浦工業大学非常勤講師）がそれぞれ受賞されました．また熱工学部門業績賞は東
京工業大学の店橋護先生が受賞されています．部門一般表彰では，愛媛大学の野村信福先生，名
古屋工業大学の保浦知也先生が熱工学部門貢献表彰を受けられています．授賞式の様子や受賞各
氏の笑顔は，本ニュースレターの No. 83（2017 年 12 月号）でご覧いただけます．

写真 3：Banquet（10/29(日)，ラグナガーデンホテル）の様子（大阪大学 梶島岳夫先生ご提供）
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同日夕方より，講演会場に隣接するラグナガーデンホテルにて Banquet が開催されました（写
真 3）．まず，スペシャルゲストとしてミス沖縄の町田まあち様より流暢な英語で歓迎のご挨拶
を頂いた後，日本側・韓国側 Chair および Vice Chair による泡盛の鏡割りに続き，韓国側 Vice Chair
の Deog Hee Doh 先生（韓国海洋大学校）による乾杯のご発声で Banquet が始まりました．Banquet
では沖縄料理をふんだんに取り込んだコース料理に加え，ミス沖縄との写真撮影，泡盛飲み比べ，
琉球衣装レンタル，エイサーグループ「風之舞（かじま～い）」の迫力あるエイサー，そして全
員が参加しての大エイサー大会など，参加者の皆さまにおかれましては Banquet も十分堪能して
頂けたのではないかと思います．
次回の第 10 回日韓熱流体工学会議（TFEC10）に関しては，Closing Session においてアナウンス
させて頂いたのみで会議開催中には十分にアナウンスできませんでしたが，TFEC10 は 2021 年に
韓国で開催される予定となっております．また，関連する国際会議としては，2019 年 12 月 13 日
（金）～17 日（火）にハワイのマウイ島にて第 2 回環太平洋熱工学会議（The Second Pacific Rim
Thermal Engineering Conference (PRTEC 2019)）が，熱工学部門の主導（Co-Chair：店橋護先生（東
京工業大学），Secretary General：深潟）のもと開催されますので，今のうちから日程をスケジュ
ール帳に書き込んでおいて頂けると嬉しく存じます．
最後に，第 9 回日韓熱流体工学会議（TFEC9）の開催準備から当日の対応にわたってご尽力い
ただいた Secretary の元祐昌廣先生（東京理科大学）および太田匡則先生（千葉大学），現地での
一連の柔軟な対応に際して学生さんを総動員してくださった琉球大学の屋我実先生，瀬名波出先
生，石川正明先生，座長確保のために走り回って下さった若手「臨時実行委員」の皆様，アルバ
イト学生（琉球大学，東京理科大学，慶應義塾大学）の皆様，準備段階はもちろん会議開催中も
絶えず変わる状況に対してホームページの更新を行って下さった飯田将雄様（こうなん技術サー
ビス），そして実行委員会執行部と一緒に慎重かつ迅速な問題解決に全力を注いで下さった日本
旅行の寺田江梨奈様，本間恒志様，および沖縄コンベンションセンターの知念祐介様に改めて感
謝申し上げます．
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各種委員会活動報告
広報委員会
委員長 染矢 聡
（産業技術総合研究所）
幹事
片岡 秀文 （大阪府立大学）
１. 委員会構成
委員長：染矢 聡 3（産業技術総合研究所）
委員（継続）
福留 功二 2（立命館大学）
委員
江目 宏樹 1（山形大学）
福江 高志 1（岩手大学）

幹事：片岡 秀文 3（大阪府立大学）
富樫 憲一 2（北海道立総合研究機構）
早川 晃弘 1（東北大学）
大徳 忠史 1（秋田県立大学）

２. 委員会開催報告
2．1 メール審議 （～3 月 23 日）
・ニュースレター82 号，83 号，84 号発行のための打ち合わせ
・次期体制および引継ぎについて
・特にニュースレター関連作業(WEB, TED Plaza 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．
2．2 第 1 回広報委員会（第 94 期＆95 期合同委員会）
日時・場所 平成 29 年 4 月 16 日（日）
，岩手大学
議題：引継，第 95 期活動計画確認，ニュースレターNo.82～84 について．
ニュースレターの定期的な月初発行を定着させるため，年間の作業スケジュールを詳細に議
論．ニュースレター関連作業(WEB，TED Plaza 原稿収集，書式統合，校正，その他の記事の
収集管理等) の作業分担や TED Plaza 特集記事の候補について，1 年分の詳細を決定した．
2．2 第 2 回広報委員会（第 95 期＆96 期合同委員会）
日時・場所 平成 30 年 3 月 19 日（月）
，JSME 会議室および JSME Web 会議システム
議題：引継，第 96 期活動計画，ニュースレターNo.85～87 について．
NL85 は新体制初の発行であるが，9 月発行のためには 4 月に執筆依頼等を完了することが望
ましいため詳細に議論した．加えて，年間の詳細作業スケジュールについて議論．ニュース
レター関連作業(WEB, TED Plaza 原稿収集，書式統合，校正，その他の記事の収集管理等)の
作業分担や TED Plaza 特集記事の候補について，1 年分の詳細を検討．
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.82(9 月号)，No.83(12 月号)を 9/1，12/1 に配信し HP にて公開済み．
No.84(4 月号)は，各委員会活動報告，部門長挨拶以外を 2 月末で作成終了．4/1 発行予定．各
号担当者は，No.82：富樫委員，福江委員，No.83：福留委員，江目委員，No.84：早川委員，
大徳委員．
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3．2 部門ホームページの更新・維持管理
部門ホームページのコンテンツを常時，最新の情報に更新．部門の概要，委員長挨拶，委員
会名簿，行事予定，部門賞，新着情報掲載等の項目の維持管理を行った．
3．3 インフォメーションメール
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．IM 配信権限は，部門長，部門幹事，
広報委員長が持っている．2017 年度 4～10 月（4/7～10/17）の熱工学部門登録者向け配信数
は 46 件．10～2 月末までの配信件数は 24 件．
４. 96 期委員会構成
96 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：西 美奈 1（電力中央研究所）
幹事：大徳 忠史 2（秋田県立大学）
委員（継続）
江目 宏樹 2（山形大学） 早川 晃弘 2（東北大学） 福江 高志 2（岩手大学），
委員
松岡 常吉 1（豊橋技術科学大学） 岸本 将史 1（京都大学） 李 艶栄 1（茨城大学）
配信日

配信元組織

配信先組織

タイトル

2018/2/27

動力エネルギーシステム

流体工学 , 熱工学 , エンジンシステム , 環境工学

【3/9に締切延長】第23回動力・エネルギー技術シンポジウム講演募集

2018/2/27

エンジンシステム

流体工学 , 熱工学 , 動力エネルギーシステム , 環境工学 3/15締切（国際スターリングエンジン会議2018アブストラクト）

2018/2/16

環境工学

流体工学 , 熱工学 , 動力エネルギーシステム , 機械力
学・計測制御

【締切延長:2月28日】No.18-10第28回環境工学総合シンポジウム2018講演申込

2018/2/15

設計工学・システム

材料力学 , 流体工学 , 熱工学 , 機械力学・計測制御

No.18-25 講習会「1DCAE実践講座（1DCAEスクール）第1回（H30年度）」

2018/1/29

環境工学

熱工学 , 動力エネルギーシステム

「第31回環境工学連合講演会」開催のご案内

2018/1/27

熱工学

熱工学

CREST・さきがけ 「相界面」研究領域 公開シンポジウム（第４回）のご案内

2018/1/27

熱工学

熱工学 , 流体工学 , 動力エネルギーシステム , 環境工学 HYDROGENIUS and I2CNER Joint Research Symposium 開催のご案内

2018/1/27

熱工学

熱工学 , 流体工学 , 動力エネルギーシステム , 環境工学 I2CNER アニュアルシンポジウム2018 開催のご案内

2018/1/26

熱工学

熱工学 , 計算力学 , バイオエンジニアリング , 流体工学 ,
第3回理論応用力学シンポジウムのご案内
ロボティクス・メカトロニクス

2018/1/25

熱工学

熱工学 , 流体工学

国際会議ISTP29開催のご案内

2018/1/23

動力エネルギーシステム

流体工学 , 熱工学 , エンジンシステム , 環境工学

動エネシンポ講演申込み受付開始のご案内 【締切:2/23(金)】

2018/1/23

環境工学

流体工学 , 熱工学 , 動力エネルギーシステム , 機械力
学・計測制御

No.18-10 第28回環境工学総合シンポジウム2018 講演申込開始のご案内

2017/12/21

環境工学

流体工学 , 熱工学 , 動力エネルギーシステム , 宇宙工学 空気調和・冷凍連合講演会 講演募集のお知らせ

2017/12/7

熱工学

熱工学 , 流体工学 , 動力エネルギーシステム

2017/12/5

流体工学

計算力学 , 熱工学 , 動力エネルギーシステム , 環境工学 講習会『工学とインフォマティクス～最適化からビックデータ活用まで～...

2017/12/4

環境工学

2017/12/1

熱工学

流体工学 , 熱工学 , 動力エネルギーシステム , 機械力
学・計測制御
熱工学

2017/11/28

設計工学・システム

材料力学 , 流体工学 , 熱工学 , 機械力学・計測制御

第十弾記念講習会「1DCAE概念に基づくものづくり設計教育（第十弾）：基...

2017/11/27

環境工学

流体工学 , 熱工学 , 動力エネルギーシステム , 機械力
学・計測制御

No.17-153 「あいかわ再生可能エネルギーと次世代エネルギー施設」の見...

2017/11/22

エンジンシステム

熱工学 , 動力エネルギーシステム

講習会No. 17-144「エンジン開発におけるCAEと最新の導入モデル」 開催...

2017/11/6

設計工学・システム

材料力学 , 流体工学 , 熱工学 , 機械力学・計測制御

No.17-113 第十弾記念講習会「1DCAE概念に基づくものづくり設計教育（第...

2017/11/4

流体工学

計算力学 , 熱工学 , 動力エネルギーシステム , 環境工学 講習会『工学とインフォマティクス～最適化からビックデータ活用まで～...

2017/11/1

動力エネルギーシステム

機械材料・材料加工 , 流体工学 , 熱工学 , 機械力学・
【アブストラクト締切：11/30】ICONE-26講演募集のご案内
計測制御

2017/10/30

熱工学

熱工学 , 流体工学 , 動力エネルギーシステム
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第10回沸騰凝縮伝熱国際会議（2018年3月，長崎） 事前登録期間延長のご...

JSME講習会 No.17-155 「デシカント空調システムの基礎理論と最新技術」...
熱工学部門ニュースレターNo.83発行

第10回沸騰凝縮伝熱国際会議（2018年3月，長崎） 学会参加登録ページ開...
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部門賞委員会
委員長 宗像 鉄雄 （産業技術総合研究所）
幹

事 林

潤

（京都大学）

構成員：宗像 鉄雄（委員長），藤田 修（部門長），花村 克悟（前部門長）
，
林 潤（委員会幹事）
，小宮 敦樹（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：平成 29 年 5 月 19 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・推薦手続きの確認
第 2 回部門賞委員会
日時：平成 29 年 7 月 14 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，
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：平成 29 年 10 月 13 日（金）13:00～15:00
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：部門賞・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：平成 30 年 2 月 2 日（金）13:00～15:00
場所：東京工業大学 大岡山キャンパス EEI 棟 4 階 411 会議室
議事：部門賞，部門一般表彰（貢献表彰），若手優秀講演フェロー賞および講演論文表彰の
内定
２．フェロー候補者の推薦（学会への提出締切り 9 月 22 日）
(1) フェロー候補者の推薦について，今期は熱工学部門のフェロー組織推薦定数は 2 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を確認した．その結果か
ら，部門推薦定数 2 名に加えて，一般推薦枠として 2 名，合計 4 名を推薦することを決定し
た．
(2) 前期の候補者をふまえて，委員長と幹事は約 55 名の候補者リストを作成（6 月末）
．
(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，委員には「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選び，幹事宛に投票するように」依頼した．
(4) 幹事は投票結果を集計し，その結果をもとに第 2 回部門賞委員会において，部門推薦定数 2
名と一般推薦定数 2 名を審議・決定した後，第 2 回総務委員会において諮った（7 月 14 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・一般推薦の候補者となってい
ただくように依頼（候補者に推薦書を書いていただく）した（8～9 月）
．
(6) 委員長・部門長・幹事は，最終的に推薦書をとりまとめ，学会本部に推薦書を送付した（9
月 20 日）
．
(7) 機械学会事務局より 9 月 22 日に受領の連絡が部門長宛になされた．
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３．部門賞，部門一般表彰候補者の推薦
(1) 運営委員会構成員には第 1 回運営委員会にて推薦を依頼．8 月に部門ホームページに推薦書類
を掲載．また，同時に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（締切りは 9
月 22 日）
．
(2) 第 3 回部門賞委員会で部門賞・部門一般表彰候補者の策定を行った．
(3) 第 4 回部門賞委員会（2018 年 2 月 2 日）で候補者を内定，第 4 回総務委員会に附議し，了承
された．
(4) 運営委員会に代行運営委員会（メール審議）として附議し，承認を受けた．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を行う（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する．
(6) 写真の入手後，部門 HP で公表予定（平成 27 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）
．贈賞は平成 30 年 10 月末に開催される熱工学コンファレンス（富山）
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．若手優秀講演フェロー賞候補者の推薦
(1) 第 93 期より国内会議に対して講演論文表彰が審査外となったため，若手優秀講演フェロー賞
推薦に関して，年次大会（埼玉大学）の委員会長に推薦を依頼した（それぞれ 8 月下旬）
．な
お，依頼時に「評価プロセス手順」
「評価フォーム」を併せて送付し，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した．
(2) TFEC-9 は国際会議であるため，講演論文表彰の対象となることから，若手優秀講演フェロー
賞の選出に加えて，講演論文表彰の選出を委員長および Secretary General 宛に依頼を行なった
（9 月—10 月）
．その際，流体工学部門における贈賞との競合を避けるために，事前に流体工
学部門との情報共有を行った．なお，熱工学部門の賞選出については，選出の有無も含めて
委員長に一任することとした．
(3) 運営委員会に代行運営委員会（メール審議）として附議し承認を受けた．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）
．贈賞は平成 30 年 10 月末に開
催される熱工学コンファレンス（富山）にて実施の予定．
５．部門賞・部門一般表彰・若手優秀講演フェロー賞および講演論文表彰
●部門賞（5 件）
・永年功績賞 牧野
・国際功績賞 高田
・研究功績賞 田川
・技術功績賞 齋川
・業績賞
鹿園

俊郎（京都大学・名誉教授）
保之（九州大学・教授）
正人（名古屋工業大学・教授）
路之（一般財団法人電力中央研究所・首席研究員）
直毅（東京大学・教授）

●部門一般表彰（計 6 件）
・貢献表彰 齊藤 卓志（東京工業大学・准教授）
・貢献表彰 深潟 康二（慶應義塾大学・教授）
・講演論文表彰（Certificate of Merit for Thermal Engineering Best Paper）
（4 件）
①講演題目：Controlled phonon transport by silicon nanocrystals and polystyrene hybrid Thin films
研究者氏名：Firman B. Juangsa (Tokyo Institute of Technology), Yoshiki Muroya, Yuma Tanabe,
Tomohiro Nozaki
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②講演題目：Effects of pressure on combustion characteristics of ammonia/air premixed turbulent
flames in swirling flows
研究者氏名：Akihiro Hayakawa (Tohoku University), Yoshiyuki Arakawa, K.D. Kunkuma A.
Somarathne, Taku Kudo, Hideaki Kobayashi
③講演題目 ：Wavelength-selective Absorber and Emitter Based on a Magnetic Polariton
研究者氏名：Atsushi Sakurai (Niigata University), Yuki Matsuno
④講演題目 ：Development of Micro Fluidic System for High-Speed Diffusion Measurement
研究者氏名：Makoto Kamata(Keio University), Kan Yamada, Yoshihiro Taguchi, Yuji Nagasaka

●若手優秀講演フェロー賞（計 5 件）（○印が受賞対象者）
■2017 年度年次大会（2 件）
① 講演題目：熱泳動現象を応用した水分子同位体分離システムの構築
研究者氏名：○宮本 隼佑（東海大学）
，喜多 理王，木村 啓志
② 講演題目：印刷用紙の含水率による熱伝導率のへ影響に関する基礎的研究
研究者氏名：○佐藤 功治（岩手大学）
，廣瀬 宏一，寺尾 博年，福江 高志，和宇慶 知
子，星野 久
■TFEC9 (2 件)
① 講演題目 ：A Fractal Dynamic SGS Combustion Model for LES of Turbulent Premixed Flames under
a Pressure Rising Condition
研究者氏名：○Rie Yamada(Tokyo Institute of Technology), Yuzuru Nada, Basmil Yenerdag, Yuki
Minamoto, Masayasu Shimura, Mamoru Tanahashi
② 講演題目 ：Investigation of Low Temperature Oxidation using a Separated Steady Cool flame of
n-Heptane/air mixture in a Micro Flow Reactor with a Controlled Temperature Profile
研究者氏名：○Ryota Tatsumi (Tohoku University), Hisashi Nakamura, Susumu Hasegawa, Takuya
Tezuka, Kaoru Maruta

- 24 -

JSME TED Newsletter, No.84, 2018

学会賞委員会
委員長 赤松 史光（大阪大学）
幹事
津島 将司（大阪大学）
１．選考方法
1) これまで同様に，推薦・自薦を問わず受け付けた．委員長宛てのメールでの申請とした．
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し，委員の意見聴取を経て部
門長の了承後に学会へ提出．
（委員長, 幹事, 他委員 8 名）
2．選考スケジュール
5 月 22 日
委員会委員の委嘱
6月3日
候補推薦依頼の学会メール（1 回目）
（応募締切 6 月 23 日）
（熱工学部門全会員に依頼）
6 月 29 日
学会賞委員会委員に審査資料送付
7 月 14 日
審査締切
7 月 26 日
委員長・幹事で候補者（案）の決定
7 月 27 日
委員に候補者（案）を送付．意見・異議受付
7 月 29 日
意見締切
7 月 30 日
部門長と候補者（案）について打合せ．熱工学部門からの推薦者決定
7 月 31 日
審査結果の通知．被推薦者には最終資料を作成依頼
8月2日
最終資料（推薦書）を部門長に提出
8月3日
委員長より JSME 表彰部会へ全ての書類を発送
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

4件
1件
4件
0件
0件
0件

（応募
（応募
（応募
（応募
（応募
（応募

5 件）
1 件）
5 件）
0 件）
0 件）
0 件）

4.その他
(1) 例年通り，応募件数は多くない状況が続いている．学術誌の中での日本機械学会論文集の位
置付けが変化しているので，ここ数年は従来通りの推薦は困難となっている．
(2) 委員の負担低減を目指して，評価コメントの記述を強制していない．
(3) 申請書の具体的な提出手順を日本機械学会・学会表彰部門担当者と相談しておく必要がある．
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年次大会委員会
委員長：小田 豊（関西大学）
幹事：網 健行（関西大学）
2018 年度年次大会
開催日時
開催場所
キャッチフレーズ
大会テーマ

： 2018 年 9 月 9 日（日）～9 月 12 日（水）
：関西大学千里山キャンパス（大阪府吹田市山手町 3-3-35）
：
「多様化する社会・技術への機械技術者の挑戦」
：
「情報と機械の融合」,「社会構造変化への対応」,「革新技術への新展開」

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（8 件） 参考 2017 年 7 件
（○：筆頭幹事部門）

J061 「電子機器の強度・信頼性評価と熱管理」
（○熱工学部門，計算力学部門，材料力学部門）
オーガナイザー： 畠山 友行（富山県立大学）
，池田
大学）

徹（鹿児島大学）
，木下 貴博（富山県立

J062 「分散型エネルギーとシステムの最適化」
（○熱工学部門，動力エネルギーシステム部門，計算力学部門，環境工学部門）
オーガナイザー：小原 伸哉（北見工業大学）
，天野 嘉春（早稲田大学）
，千田 二郎（同志社
大学）
，君島 真仁（芝浦工業大学）
，西村 顕（三重大学）
，田部 豊（北海道大学）
，佐々木 正
信（東京電力エナジーパートナー(株) ）
J031 「燃料電池・二次電池とナノ・マイクロ現象」
（材料力学部門，流体工学部門，熱工学部門，計算力学部門，動力エネルギーシステム部門，マ
イクロ・ナノ工学部門）
オーガナイザー：近久 武美（北海道大学）
，大島 伸行（北海道大学）
，花村 克悟（東京工業
大学），鹿園 直毅（東京大学）
，徳増 崇（東北大学）
，橋田 俊之（東北大学）
J052 「乱流における運動量，熱，物質の輸送現象およびその応用」
（流体工学部門，熱工学部門）
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）
J053 「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）
J054 「熱・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）
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）
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J181 「交通・物流機械の自動運転」
（交通・物流部門，機械力学・計測制御部門，技術と社会部門，機械材料・材料加工部門，流体
工学部門，産業・化学機械と安全部門，設計工学・システム部門，法工学専門会議，ロボティク
ス･メカトロニクス部門，熱工学部門，スポーツ工学・ヒューマンダイナミクス部門，生産加工・
工作機械部門）
オーガナイザー：高田 博（東京理科大学）
，中野 公彦（東京大学）
，西村 秀和（慶應義塾大
学），高田 一（横浜国立大学），綿貫 啓一（埼玉大学）
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・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：高木 周（東京大学）
，陳 献（山口大学）
，白石 俊彦（横浜国立大学）
，葭仲
潔（産業技術総合研究所）
2. 部門同好会の開催
計算力学部門，材料力学部門，動力エネルギーシステム部門，流体工学部門との５部門合同開催
にて実施予定．
日時： 2018 年 9 月 10 日（月）
場所： 関西大学千里山キャンパス内の生協食堂など
参加費：4000 円程度（予定）
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環太平洋熱工学会議委員会
委員長： 店橋
護（東京工業大学）
幹 事： 深潟 康二（慶応義塾大学）
１．日米韓の co-chair の確定について
米国 ASTFE 側からの co-chair の選出が完了した．韓国側は暫定であるが，
JSME: Prof. Mamoru Tanahashi, Tokyo Institute of Technology
KSME: Prof. Yongchan Kim, Korea University (proxy)
ASTFE: Prof. Sumanta Acharya, Illinois Institute of Technology
の 3 名を共同議長して The Second Pacific Rim Thermal Engineering Conference: PRTEC2019 の準備
を進めることとなった．なお，Secretary General は
JSME: Prof. Koji Fukagata, Keio University
とし，今後必要があれば，米国側，韓国側からも Secretary General を選出する．
２．米国及び韓国側との交渉状況について
韓国側とは，日韓熱流体会議にて流体工学部門と合同で開催される future KSME-JSME
conferences に関する会議（2017 年 10 月 28 日開催）にて，今後の運営について意見交換を行う
予定であったが，台風のため当該会議が中止となったため，第 1 回環太平洋熱工学会議韓国側
共同議長及び第 2 回同会議韓国側暫定共同議長等と個別に意見交換を行った．その結果，下記
の開催期間及び会場にて第 2 回環太平洋熱工学会議を開催することで合意を得た．
米国側とは，2018 年 3 月に開催された ASTFE 主催の第 3 回熱流体工学会議（米国・フロリ
ダ州フォートローダーデール市にて開催）に参加し，ASTFE 会長，第 1 回環太平洋熱工学会議
米国側共同議長及び第 2 回同会議米国側共同議長と意見交換を行った．日本側は店橋，深潟に
加えてオブザーバーとして東京農工大学の岩本薫教授が参加した．その結果，開催期間及び開
催地に関して合意を得るとともに，MOU の締結や会議運営方法等に関して今後検討を進めるこ
とで一致した．MOU に関しては，第 1 回環太平洋熱工学会議の準備段階で一旦締結された MOU
（JSME 主催に急遽変更となったため破棄された）を参考に来年度の早い時期に締結すること
で合意した．
開催期間：2019 年 12 月 13 日(金)～12 月 17 日(火)
・12 月 13 日(金) レジストレーション，ウエルカム・レセプション
・12 月 16 日(月) バンケット
(通常ならば，12 月 13 日日本発，13 日ハワイ着，18 日ハワイ発，19 日日本着)
会場候補：米国ハワイ州マウイ島 ハイアット リージェンシー マウイ リゾート&スパ
・講演会場：10 室以上
・会議レート宿泊費：税込 200 ドル/日＋ポーター代 11.50 ドル(+TAX)
・リゾート費（通常税別 30 ドル/日）：無料
・ブロック可能数：250 室/日（12 月 14 日～17 日）
・講演会場費：上記宿泊数＋飲食 120,000 ドルで無料
３．広報活動について
会期と開催地のみについては First announcement として日韓熱流体会議にて配布を行った．ま
た，上述の韓国側，米国側との協議結果を踏まえて，国際伝熱会議等の国内外の会議にて広報
活動を行うこととした．また，3 カ国間で合意が取れたことから早急に HP を立ち上げることと
した．
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JSME-KSME 合同会議委員会
丸田 薫（東北大学，TFEC9 Vice Chair）
深潟 康二（慶応義塾大学，TFEC9 Secretary General）
中村 寿（東北大学）
第９回日韓熱流体工学会議（TFEC9，2017 年 10/27-30，沖縄）について
概要
10 月 28 日に台風が沖縄本島を直撃，このため 10 月 27 日の Reception は予定通り開催も
翌 28 日は会場（沖縄国際会議場）閉鎖，公共交通機関（バス含む）運行中止．会議開始は
延長され，10 月 29 日および 10 月 30 日の二日間に会期を変更して実施．
(1) 最終発表数


最終発表数：540 件（台風のため未到着が 10～20 件あったと推定，公式には全員発表
扱い）

(2) Registration



参加登録者 751 名（うち事前登録 729 名，当日登録 22 名）
・Reception 参加者約 300 名，Banquet 参加者約 550 名．
参考：過去のデータ
・第 8 回（2012 年，インチョン）
：参加者数 623 名（日本 295，韓国 305，他国 23）
・第 7 回（2008 年，札幌）
：参加者数 690 名（日本 418，韓国 248，他国 24）
・第 6 回（2005 年，チェジュ）：参加者数 693 名（日本 374，韓国 306，他国 13）

(3) 招待講演
 Sang Woo Joo 教授（嶺南大学校）
，福西 祐 教授（東北大学）
，高田 保之 教授（九州
大学）
 Hyung Hee Cho 教授（延世大学校）は台風のため到着できず．
(4) 表彰関係
 表彰式：第 2 日目（10/29）バンケット前に実施．詳細はニュースレターの No. 83（2017
年 12 月号）に掲載の表彰委員会資料を参照ください．
(5) その他
 日韓関係の一連会議の関係者および各部門長での会期中の協議は中止．しかし次回は
韓国側の流体工学部門が主幹事として開催することを合意．
 JSME TED Newsletter No.84 に，開催報告を掲載．
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JTST 委員会
委員長： 山田 昇（長岡技術科学大学）
幹 事： 櫻井 篤（新潟大学）
１．掲載状況（2018 年 3 月 1 日現在）
Vol. 1,

No. 1（pp. 1〜41）：
4件
No. 2（pp. 42〜148）
：
9件
Vol. 2,
No. 1（pp. 1〜133）：
12 件
No. 2（pp. 134〜300）
：
15 件
Vol. 3,
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
Vol. 4,
No. 1（pp. 1〜201）：
17 件
No. 2（pp. 202〜323）
：
11 件
No. 3（pp. 202〜436）
：
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）
）
Vol. 5,
No. 1（pp. 1〜188）：
15 件
No. 2（pp. 189〜341）
：
11 件
Vol. 6,
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
Vol. 7,
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
Vol. 8,
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
Vol. 9,
No. 1（JTST1〜5）：
5件
No. 2（JTST6〜15）：
10 件
Vol. 10, No. 1（JTST1〜20）：
20 件（2 件の Review Paper を含む）
No. 2（JTST21〜28）
：
8件
Vol. 11, No. 1（JTST1〜19）：
19 件（2 件の Review Paper を含む）
No. 2（JTST20〜33）
：
14 件
No. 3（JTST34〜49）
：
16 件（Preface を含む）
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（First Pacific Rim Thermal Engineering Conference 特集号：Guest Editor＝須賀 一彦
（大阪府立大学））
Vol. 12, No. 1（JTST1〜15）：
15 件（1 件の Review Paper を含む）
No. 2（JTST16～38）
：
23 件
Vol. 13, No. 1（JTST1～4）：
4件
２．編集委員会
Editor-in-Chief： 山田 昇（長岡技術科学大学）
Editors：
浅野 等（神戸大学，日本伝熱学会推薦）
，加藤 健司（大阪市立大学）
，櫻
井 篤（新潟大学）
，大宮司 啓文（東京大学），高橋 周平（岐阜大学）
，
田川 正人（名古屋工業大学）
，坪井 伸幸（九州工業大学），西岡 牧人（筑
波大学）
Advisory Board： 高田 保之（九州大学）
，佐藤 勲（東京工業大学）
，門脇 敏（長岡技術科
学大学）
３．第 95 期特記事項
・投稿数について
2016 年の Impact Factor が 0.791 となり，投稿数が増えている．2017 年の投稿数は 143
件（うち海外 113 件）で，不採択率は 68.9%（海外不採択率 82.0%，国内不採択率 28.2%）
．
リジェクト作業に労力を費やしている．
・Editor について
今期で任期が終了する Editor の後任を人選した．必要に応じて補強を行う．
・Review Paper について
ジャーナル活性化の一環として，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 編の掲載を目指している（掲載料は熱工学部門が負担）
．今期は 1 編を依頼
済みだったが，掲載は 4 月になる予定．
・KPI について
国際的価値向上のための具体的なアクションプランの作成とその実施を求められており，
雑誌の特徴にあった KPI を決める必要がある．
・特集号について
The 9th JSME-KSME Thermal and Fluids Engineering Conference (TFEC9)の特集号を予定して
いる（担当：鈴木 雄二（東京大学）
）
．
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年鑑委員会
委員長 白樫 了
（東京大学）
幹事
岡島 淳之介（東北大学）
2018 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 2017 年 4 月に以下のとおり
決定し，2018 年 2 月 9 日付けで学会の担当者大黒氏より執筆者に正式な執筆依頼と執筆要項，原
稿テンプレートが執筆者に送付された．原稿締切日は 2018 年 4 月 9 日であり，2018 年 6 月中旬
に原稿の査読を終了する予定である．
2018 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

所属

委員長

査読

白樫 了

東京大学

生産技術研究所

幹事

査読

岡島 淳之介

東北大学

流体科学研究所

8.1.1

概説

2000 字
程度

村田 章

東京農工大学

大学院 工学府

8.1.2

熱物性

2000 字
程度

山口 朝彦

長崎大学

大学院工学研究科

8.1.3

伝熱

2000 字
程度

長野 方星

名古屋大学

大学院工学研究科

8.1.4

熱交換器

2000 字
程度

河野 正道

九州大学

大学院工学研究院

8.2.1

燃焼

3000 字
程度

川那辺 洋

京都大学

大学院エネルギー
科学研究科

燃焼技術
・燃料

3000 字
程度

田中 淳弥

工学院大学

工学部

8.2.2

伝熱
および
熱力学

燃焼
および
燃焼
技術
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出版委員会
委員長 藏田 耕作（九州大学）
幹事
仮屋 圭史（佐賀大学）

【委員会構成】
委員長 藏田 耕作（九州大学）
，幹事 仮屋 圭史（佐賀大学）
委員
下栗 大右（広島大学）
，濱本 芳徳（九州大学）
【第 95 期活動報告】
1．熱工学ギャラリーの今後に関して総務委員会（2 月 2 日開催）に意見を求めた結果，以下のよ
うな方針を得た．
（1）次回の熱工学コンファレンス（10/ 20-21，富山）で同様の動画発表セッションを企画する．
（2）同時に，ホームページ「熱工学ギャラリー」の宣伝と動画収集を行う．
（3）さらに，インセンティブを与えるために優秀動画の表彰を行う．
2. 出版委員会においてメール会議を行い，オーガナイズド・セッションの企画・実施へ向けて準
備することに同意を得た．企画内容は別紙の通り．
3. 企画内容について熱工学コンファレンス実行委員会に相談し，実行委員長よりご快諾を得た．
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講習会委員会
委員長 畠山 友行（富山県立大学）
幹事 福江 高志（岩手大学）
1． 今 期 の 活 動 計 画
・部門講習会
他組織の関連イベントを考慮して2018年9月開催を予定している．
『
「伝熱工学資料」を教
材とした熱設計』引き続き行う．2017年の参加者が低迷したとの報告があるため，同一内容で
開催を継続し，一時的な参加者の低迷か，継続しての低迷になるのかを判断する．学生の参加も
見込みながら，適切な参加費を検討する．
（参考）過去5年間の講習会企画
企画期
94 期
(2016)
93 期
(2015)
92 期
(2014)
91 期
(2013)
90 期
(2012)

テーマ名
「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
「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
「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
「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
「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

開催日時
(企画期次年に開催)
9/28(木)10:00-16:25
9/29(金)9:00-17:05
9/29(木)10:00-16:25
9/30(金)9:00-17:05
9/24(木)10:00-16:45
9/25(金)9:00-16:45
9/4(木)9:50-16:50
9/5(金)9:00-17:00
9/19(木)9:50-16:50
9/20(金)9:00-17:00

開催場所
機械学会会議室

参加者数(学校(学
生)/企業/その他)
94期資料の通り

機械学会会議室

38名

東京大学
山上会館
東京理科大学
森戸記念館
機械学会会議室

39 名
(7(5)/31/1)
53 名
(16(3)/36/1)
52 名

・ワークショップ：2016年は熱工学コンファレンス会期中に，熱工学ワークショップという形で
，産業界の最新の伝熱研究や産業界からの要望を，3名の講師に講演してもらうスタイルで行った
．2018年もコンファレンス会期中
（2018年10月20日，21日）
に同様な形での開催とする．すでに，熱
工学コンファレンス実行委員会からの承認を得ている．
（参考）過去5年間のプレコンファレンスセミナー・熱工学ワークショップ企画
企画期

テーマ名

94 期
(2016)
93 期
(2015)
92 期
(2014)
91 期
(2013)

熱工学コンファレンスの開催がない
ためセミナーの開催もなし
産業界における「熱マネジメント」

90 期
(2012)

開催日時
（企画期次年に開催)

開催場所

2016/10/22(土)

愛媛大学

再生可能エネルギー
〜バイオマスを中心に〜（案）
「地球・環境・熱」

2015/10/23(金)-24(土)

関西大学

2014/11/7(金)-8(土)

ホテルシーサイド江戸川

第1部 “震災復興に向けた熱工学の貢
献”第2部 “これからの人材育成 －企
業・公的機関・大学の立場から－”

2013/10/17(木)-18(金)

アソベの森いわき荘

参加者数(学校(学
生 )/ 企 業 / そ
他)(有料参加者)

90 名
高岳館

23 名
(22(7)/１/0) (20)
20 名
(19(6)/0/1) (17)
29 名
(22(6)/4/3) (24)

２ ．検 討 課 題
・講習会企画
これまでと同一内容で行い，参加者の増減の傾向を判断する．昨年に引き続き参加者が少
ないようであれば，次回に向けた対応を考える．
・ワークショップ
94 期の講習会委員，総務委員会等と情報交換を行い，通常表に出ない情報を提供してく
れそうな講師の選定を進める．
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熱工学コンファレンス 2018 実行委員会
委員長 平澤 良男 （富山大学）
幹 事 浅岡 龍徳 （信州大学）
1．第 2 回実行委員会の開催
日時：2018 年 2 月 21 日（水）16:00～18:00
場所：富山大学工学部機械知能システム工学科会議室
2．準備状況
■ 実行委員名簿
委員長：平澤 良男（富山大学）
幹事：浅岡 龍徳（信州大学）
委員：寺西 恒宣（富山高等専門学校）
，中川 慎二（富山県大学）
，寺岡 喜和（金沢大学）
，
畠山 友行（富山県大学）
■ 講演会開催日時・会場
開催日：2018 年 10 月 20 日（土）
，21 日（日）
会 場：富山大学 五福キャンパス（富山市五福 3190）
■ 熱工学ワークショップ
開催日：2018 年 10 月 20 日（土）
講習会委員会と協力して前回と同様の方法での実施を予定する．参加者 100 名程度を想定．
■ 懇親会
開催日：2018 年 10 月 20 日（土）
会 場：富山県民会館 8 階 富山電気ビルレストラン県民会館店
■ 特別講演
講師を検討中．
■ 参加費等
参加費等の案を以下とし，総務委員会の意見をうかがう．
参加登録費（講演論文集（電子媒体）を含む）
：
会員 （事前）9,000 円，（当日）12,000 円
非会員（事前）12,000 円，
（当日）15,000 円
学生 （事前）4,000 円，（当日）6,000 円
懇親会会費：
一般（事前）6,000 円，
（当日）8,000 円
学生（事前）4,000 円，
（当日）6,000 円
会計業務を業者に委託し，クレジットカード支払いに対応する．
■ ホームページの開設
12/14 にホームページを開設．URL は https://www.jsme.or.jp/conference/tedconf18/
■ オーガナイズドセッション（OS）の募集開始
3/5 に部門登録会員宛に ML 配信し，OS の企画募集を開始．
3 月末に前回のオーガナイザー宛に個別に依頼予定．
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■ OS 熱工学コレクション（熱コレ）
出版委員会委員から協力依頼があり，協力して準備を進める．
■ 会告
会誌の WEB 版 4 月号に掲載予定．
3．今後の予定
・第 3 回実行委員会を 7 月下旬に予定．プログラムの検討．
・第 4 回実行委員会を 9 月下旬～10 月初旬に予定．収支予算・準備状況の確認
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行事案内
部門企画行事案内
－2019 年度－
●The Second Pacific Rim Thermal Engineering Conference (PRTEC2019)
開催日：2019 年 12 月 13 日(金)～17 日(火)
場 所：Hawaii, USA

－2018 年度－
●熱工学コンファレンス 2018
開催日：2018 年 10 月 20 日(土)～21 日(日)
場 所：富山大学 五福キャンパス，富山県富山市
●計算力学技術者 2 級認定試験対策講習会
開催日：2018 年 10 月 21 日(日)～22 日(月)
場 所：東京工業大学
開催日：2018 年 11 月 4 日(日)～5 日(月)
場 所：関西大学
●日本機械学会 2018 年度年次大会
開催日：2018 年 9 月 9 日(日)～12 日(水)
場 所：関西大学, 大阪府吹田市

部門関連行事案内
－2018 年度－
●第 29 回内燃機関シンポジウム
開催日：2018 年 11 月 26 日(月)～28 日(水)
場 所：同志社大学 新町キャンパス，京都府京都市
主 催：自動車技術会，日本機械学会エンジンシステム部門
●第 56 回燃焼シンポジウム
開催日：2018 年 11 月 14 日(水)～16 日(金)
場 所：堺市産業振興センター，大阪府堺市 1
主 催：日本燃焼学会
●第 66 回レオロジー討論会
開催日：2018 年 10 月 17 日(水)～19 日(金)
場 所：リファレンス駅東ビル，福岡県福岡市博多区
主 催：日本レオロジー学会，日本バイオレオロジー学会
●第 46 回可視化情報シンポジウム
開催日：2018 年 9 月 14 日(金)～16 日(日)
場 所：明治大学 リバティタワー，東京都千代田区
主 催：可視化情報学会
●2018 年度日本冷凍空調学会年次大会
開催日：2018 年 9 月 4 日(火)～7 日(金)
場 所：日本大学工学部，福島県郡山市
主 催：日本冷凍空調学会
●日本流体力学会 年会 2018
開催日：2018 年 9 月 3 日(月)～9 月 6 日(木)
場 所：大阪大学 豊中キャンパス，大阪府豊中市
主 催：日本流体力学会

- 38 -

JSME TED Newsletter, No.84, 2018
●日本実験力学会 2018 年度年次講演会
開催日：2018 年 8 月 27 日(月)～29 日(水)
場 所：山梨大学，山梨県甲府市
主 催：日本実験力学会
●混相流シンポジウム 2018
開催日：2018 年 8 月 8 日(水)～10 日(金)
場 所：東北大学，宮城県仙台市
主 催：日本混相流学会
●第 55 回日本伝熱シンポジウム
開催日：2018 年 5 月 29 日(火)～31 日(木)
場 所：札幌コンベンションセンター，北海道札幌市
主 催：日本伝熱学会
●第 52 回空気調和・冷凍連合講演会
開催日：2018 年 4 月 18 日(水)～20 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
－2019 年－
●3rd International Symposium on Convective Heat & Mass Transfer(CONV-19）
開催日：2019 年 8 月
開催地：Cesme, Turkey
●27th International Colloquium on the Dynamics of Explosion and Reactive Systems（27th ICDERS）
開催日：2019 年 7 月 28 日(日)～8 月 2 日(金)
開催地：Beijing, China

－2018 年－
●The 15th International Conference on Flow Dynamics (ICFD2018)
開催日：2018 年 11 月 7 日(水)〜11 月 9 日(金)
開催地：Sendai, Japan
●The 29th International Symposium on Transport Phenomena (ISTP29)
開催日：2018 年 10 月 30 日(火)〜11 月 2 日(金)
開催地：Honolulu, Hawaii, U.S.A.
●The 16th International Heat Transfer Conference (IHTC-16)
開催日：2018 年 8 月 10 日(金)〜15 日(水)
開催地：Chinese National Convention Center, Beijing, China
●The 9th The definite conference on Turbulence, Heat and Mass Transfer (THMT-18)
開催日：2018 年 7 月 10 日(火)〜13 日(金)
開催地：Rio de Janeiro, Brazil
●The 10th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-10)
開催日：2018 年 7 月 1 日(日)〜4 日(水)
開催地：Katowice, Poland
●18th International Symposium on Flow Visualization(ISFV18)
開催日：2018 年 6 月 26 日(火)〜29 日(金)
開催地：Zurich, Switzerland
●The Intersociety Conference on Thermal and Thermomechanical Phenomena in Electronic Systems 2018
開催日：2018 年 5 月 29 日(火)〜6 月 1 日(金)
開催地：Sheraton Hotel & Marina San Diego, CA, USA
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その他
編集後記
TED Plaza では，
「計測」をテーマとして，
「光」を利用した研究のご寄稿をいただきました．高輝度
光科学研究センターの星野真人様，上杉健太朗様には SPring-8 における放射光を用いたイメージング
の基礎原理，設備概要ならびに熱工学に関連する研究事例をピックアップしてご紹介いただきました．
また京都大学の林潤先生には，微粉炭燃焼場におけるすす生成プロセス解明に向けたレーザー計測の
応用手法，ならびに得られた知見に関してご紹介いただきました．
物質や現象の詳細理解を目指し計測技術は著しい高度化を遂げています．本号では先端的な計測技
術ならびに更なる展望を見ることができたと感じています．ご多忙にも関らず原稿の執筆をご快諾い
ただきました星野様，上杉様，林先生に心より御礼申し上げます．
（編集担当委員：早川・大徳）
第 95 期広報委員会
委員長： 染矢
幹 事： 片岡
委 員： 江目
大徳
富樫
早川
福江
福留

聡
秀文
宏樹
忠史
憲一
晃弘
高志
功二

（産業技術総合研究所）
（大阪府立大学）
（山形大学）
（秋田県立大学）
（北海道立総合研究機構）
（東北大学）
（岩手大学）
（立命館大学）
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