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熱工学コンファレンス 2004 報告
実行委員会委員長
太田 照和（東北大学）

熱工学部門年間事業の中でも一大事業である，熱工学コンファレンス 2004 は，平成 16 年 11 月
13 日(土)，14 日(日) の二日間にわたり，東北大学の青葉山キャンパス，機械系講義棟で開催さ
れました．学術講演 205 件，参加登録者 361 名，懇親会参加者 113 名でした．昨年の金沢コンフ
ァレンスを引継ぐ形で準備を始めたわけですが，講演募集会告掲載の後になり会計の処理方法が
従前とは大きく異なることが明らかになりました．講演数，参加登録者数がかなりの程度ないと
財政的に大変厳しくなることが見え，ぎりぎり間合う限界まで講演募集を継続し，一方で支出の
大幅削減を計ることになりました．受付および講演会場における学生アルバイトを極力少なくし
ましたのでご不便をお掛けしたことが少なくなかったのではと危惧致しました．また，当初は交
通の便から町中を予定していた懇親会の会場および業者を青葉山キャンパス内の施設と業者に変
更しました．参加者が 120 名を越えるとかなり窮屈になる恐れがありましたのでどうなることや
らとの思いが当日まで続きましたが，料理も含めてまずまずの結果ではなかったかと考えていま
す．
立見が出る程盛況な講演室，講演発表があるなど，学術講演はかなり活況を呈していたようで，
実行委員会としては胸をなでおろしました．
19 名からなる実行委員会を結成し，それぞれに役割分担をお願いし，大変な労力を割いて準備
をして頂きました．幹事の東北大学流体科学研究所小林秀昭教授をはじめ委員の方々にこの場を
お借りして厚く御礼申し上げます．

講演会会場風景

懇親会の一こま

-3-

JSME TED Newsletter, No.45, 2005

TED Plaza
肝臓のティッシュエンジニアリング

須藤 亮，谷下 一夫（慶応義塾大学）
理工学と生物・医学との学際領域である生体工学の分野では，既存の理工学や生物・医学に
おける知識を応用することで新しい概念や研究成果が生まれることが期待されている．近年，特
定の学問分野が掘り下げられて研究されている一方で，それぞれの学問分野の境界を取り払い，
お互いをうまく統合させることによって新しいシステムパラダイムを模索する方向性が示されて
きた．特に，２０世紀型の科学技術に対する新しいシステムパラダイムとして生命システムのも
つ特性を人工システムに応用する概念が注目されている[1]．全体の統合性が巧妙に保たれている
生命システムの原理を工学的に理解することが可能になれば，生命とは無関係な他の人工システ
ムに応用することが可能となり，画期的なシステムの制御方法などが開発されるものと思われる．
生命システムは，自己組織性，階層性，自己修復性など，いずれも従来の人工システムには
取り入れられていない巧みな特徴を有している．私たち人の体を１つのシステムとして考えると，
このような生命システムを構成しているのは，肝臓・腎臓・心臓などのような臓器や，血管・筋
肉・骨などの組織であり，これらのサブシステムが個別に機能していると同時にそれぞれの間に
は相互作用があることで全体として協調している．さらにミクロな視点で考えてみると，それぞ
れの臓器を構成している細胞が最も単純な機能を担っている要素であることが分かる．生命シス
テムの要素である細胞は，単なる集合体を形成するだけでなく有機的に組み合わさることで組織
となり，全体が要素の総和以上のものとして新しい機能を獲得している．このように組織として
の機能を獲得するメカニズムには不明な点が多く，工学的な理解も進んでいない．したがって，
細胞がいかにして生命として機能しているかという点について解明することは生命システムの原
理を工学的に理解するための重要な課題である．
肝臓は人体の中でも最大の臓器であり，生命システムにおいて特徴的な自己修復性をもつ．
たとえば，ラットの肝臓を 70%切除した場合でも，肝臓の組織は非常に複雑であるにもかかわら
ず２週間もすると残存した肝臓が元通りの大きさになるまで再生する．また，ヒトの場合におい
ても肝移植が可能であることから同様の再生能力をもつことがわかる．このような肝臓の細胞が
もつ自己組織性，自己修復性を生体外で再現させることは生命システムの原理を工学的に理解す
るために重要なアプローチとなる．しかし，生体内で旺盛な再生能力をもつ肝細胞も生体外に分
離して培養系に移すと急激にその能力を失ってしまい，最終的に死滅してしまう．このように通
常の肝細胞では生体外で機能を維持することができなかったが，近年の研究成果によって幹細胞
あるいは前駆細胞と呼ばれる特殊な細胞を特異的に分離してくることによって生体外でも組織を
再生できる可能性が示されてきた．たとえば，ES 細胞（Embryonic Stem Cell: 胚性幹細胞）は万
能細胞とも呼ばれ，体中のあらゆる組織になりうる能力をもつ．また，骨髄中にも同様の多能性
を持つ細胞が存在することが報告されている．さらに，肝臓においても小型肝細胞と呼ばれる増
殖能力をもつ細胞が存在し，この細胞を特異的に分離してくることで生体外においても肝臓に類
似した組織を再現させることが可能になってきた[2]．
当研究室においても小型肝細胞のもつ自己組織性に着目して研究を進めてきた．その結果，
ラットの肝臓から小型肝細胞を分離して培養することで生体外に毛細胆管を再形成させることに
成功した[3]．毛細胆管とは，隣接する肝細胞の境界に形成されている直径１マイクロメートルほ
どの管構造であり，肝細胞から分泌された胆汁成分や代謝産物の通り道になっている．分離直後
の小型肝細胞を顕微鏡で観察すると，ばらばらの状態で無秩序に配置されており，生体内で形成
していた毛細胆管は失われている．しかし，培養するに従って細胞が増殖するだけでなく，その
配列にも徐々に秩序が生まれて一定の構造を再生し，最終的には毛細胆管までもが再生された（図
1）．再生した毛細胆管は，生体内と同様の機能を持ち，収縮，拡張を繰り返していることが分か

-4-

JSME TED Newsletter, No.45, 2005
った．さらに，ネットワーク状に成長した毛細胆管は，それぞれの部分がランダムに運動するの
ではなく，ネットワーク全体で同期して収縮運動を行うことにより内容物を輸送するポンプとし
ての機能を有することが明らかになった[4]．すなわち，毛細胆管ネットワークを形成している一
連の小型肝細胞は，個別にふるまうのではなく集団としてまとまったふるまいをすることで組織
としての機能を獲得したことを意味している．この結果は，まさに肝細胞の自己組織性，自己修
復性といった特徴を端的に表した現象であると言える．
このような細胞の自己組織性を利用して組織を再生させる技術は再生医療への応用が考えら
れる．たとえば，肝細胞から肝組織を再生させることができれば，肝移植に代わる治療法として
細胞組織移植が考えられ，肝移植におけるドナー不足の問題を解消できるかもしれない．そこで，
従来の研究では細胞を二次元で培養していたのに対し，実際の組織は三次元の複雑な構造をもつ
ことから，最近は「いかにして三次元組織を再生させるか？」ということがティッシュエンジニ
アリングにおける重要な課題になっている．また，組織を三次元で成長させるためには，組織表
面からの拡散だけでは酸素や栄養の供給が不十分である．このような問題に対してこれまでの研
究成果に加えて，マイクロレベルでの熱物質移動など熱工学における知識も応用することで三次
元構造を有する複雑な組織を再生させることを目指していきたい．
【参考文献】
[1] 日本機械学会編，メカノクリーチャ，コロナ社，2003
[2] 三高 俊広，肝臓における幹細胞システムと肝組織再構築，実験医学，18 (4), 431–437, 2000.
[3] Sudo et al., Bile canalicular formation in hepatic organoid reconstructed by rat small hepatocytes and
nonparenchymal cells. J Cell Physiol. 199 (2): 252–261, 2004.
[4] Sudo et al., Coordinated movement of bile canalicular networks reconstructed by rat small hepatocytes.
Ann Biomed Eng. In press.

図 1 小型肝細胞の自己組織化を示す位相差顕微鏡写真．(A) ラットの肝臓から分離した培養１日
目の細胞．各細胞がランダムに配置されている．(B) 培養１０日目．小型肝細胞が増殖すること
で集合体を形成する．(C) 培養２０日目．小型肝細胞の集合体において形態形成が起こり，肝組
織に類似した構造が再形成されてくる．図において白く筋状に見える部分が毛細胆管である．
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TED Plaza
光トポグラフィとマイクロバスキュラーの接点

牧 敦、桂卓成、川口英夫
(株)日立製作所 基礎研究所
〒350ー0395 埼玉県比企都鳩山町赤沼 2520
maki@rd.hitachi.co.jp
1. はじめに
近年、fMRI(functional Magnetic Resonance Imaging)・MEG(Magneto EncephaloGraphy)の無侵襲*的な
脳機能イメージング法の発展により、脳の働きを客観的に観察することが可能となってきた。しかし、これ
ら従来の方法は、高価で規模の大きな装置が不可欠であり、先端的な研究・医療機関でのみ使用されて
いる。一方私たちのグループでは、光によるヒト脳機能の無侵襲的なイメージング法である光ﾄﾎﾟｸﾞﾗﾌｨを
開発し1、 その応用を進めている。この方法は小型な装置で実現でき、さらに日常的な環境の元で脳の
機能を計測できるという特長がある。この計測方法を軸に、臨床応用や脳機能発達の解明に取り組んで
きた。この計測技術では脳活動時に局所脳血液量が増加することを利用して脳機能を評価している。し
かし一方で、この局所脳血液量変化の機序は明らかにされていない。そこで我々は、学産連携を通じ脳
活動時の血行動態変化の機序解明に向けた基礎的な研究も進めている。
2. 光ﾄﾎﾟｸﾞﾗﾌｨ法とは
光ﾄﾎﾟｸﾞﾗﾌｨ法とは、生体透過性の高い 800nm 近傍の近赤外光を用いて血液量(ヘモグロビン濃
度)変化を計測する手法であり、大脳皮質機能を脳表面に沿ってマッピングすることを目的として
開発された。トポグラフィを英語で記述すると Topography（地勢図）となるが、topo- とはギリ
シャ語の topos に由来し「場所」 を意味する。Topography の原義は地形図を指し、概念とし
ては地図上の各点にもう１次元の情報を載せたものである。脳の表層を形成する大脳皮質の脳地
図（機能地図、髄鞘化地図、解剖地図）は古くからトポグラフィック・マッピング（topographic
mapping, topogram） と称されてきた2。そのため、近赤外光を用いて大脳皮質の機能を計測す
るこの方法を、光トポグラフィと呼ぶ。
人間の頭部は外側から内側に向かって、頭皮（脂肪層を含む）、頭蓋骨、硬膜、脳脊髄液で満た
されたクモ膜下腔、軟膜、大脳皮質（灰白質）、白質の順に層状構造を成している。頭皮上から光
ファイバーで照射した近赤外光は、成人頭部で約 20 mm 程度の深部にまで到達し、白質や灰白
質（大脳皮質）で散乱して再び頭皮外に戻ってくる。この散乱・反射光を、照射位置から 30 mm
程度離れた位置にある光ファイバーで集光し、検出された散乱・反射光の強度変化から大脳皮質
での脳活動に伴う血液量(ヘモグロビン濃度)変化を捉えることができる。大脳皮質の局所の血液量
(ヘモグロビン濃度)変化と脳活動とは密接にリンクしており、この変化を計測することによって脳
活動の計測が可能となる。光ﾄﾎﾟｸﾞﾗﾌｨ法では、この局所血液量変化を多点で計測し、脳活動を静
止画像及び動画像として可視化する。図 1(b)に示す画像は、出生直後の新生児(生後 3―5 日以内)
の言語活動を、世界で初めて光ﾄﾎﾟｸﾞﾗﾌｨ法によって観測した結果である3。

*

無侵襲:様々な定義があるが、ここでは生体に対して害を及ぼさず、健常者にも適用できることを指す
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脳の活動を観て脳を理解する場合、脳の活動に伴う生理的変化の計測が基本となる。従って、無侵襲
脳機能計測で得られる脳活動の情報は、これら脳内の生理的代謝のモデルを通して解釈される。しかし、
脳内の生理も未だ解明できていない部分が多く、脳活動を支える生理的な代謝の理解を深める必要が
ある。

ETG7000
日立メディコ製

(a)光ファイバーキャップには、光を照
射する光ファイバー(赤)と脳内を通過
してきた散乱光を集光する光ファイバ
（青）が固定されている。それぞれ光
ファイバーの先端は頭皮上に当てられ
ている。

(b)光トポグラフィで計測された
新生児脳活動画像。言語音声
を聞いた時のみ左半球で有意
な活動が起こっている。

図1 計測風景と光トポグラフィ画像

3. 脳活動時の生理的反応
脳が機能するための生理を大別すると、1)脳の状態を整える内分泌物質の働き、2)脳活動時の
神経活動、3)神経活動を支えるエネルギー代謝が挙げられる。現在、我々は、この中の 2)及び 3)
の理解を目指した研究を推進している。脳が活動した時の脳内の生理的反応の概略を図２に示す。
無侵襲脳機能イメージング法では、ヒト脳活動中の①神経活動、②血行動態の変化を計測して、
時空間的な特性を把えるが、この方法には空間分解能・時間分解能・計測対象の制限があり微視
的な生理反応を正確に把握することは困難である。現に、空間分解能が高い fMRI による脳活動計
測においても、Blood Oxygenation Level Dependent (BOLD)†効果だけの解釈で良いのか、異論が
唱えられている。

†

fMRI 信号の主成分は、磁気感受率の高い脱酸素化ヘモグロビン濃度変化であると考えられている。神経
活動によって消費された酸素を補給するために、細動脈が拡張し、酸素化ヘモグロビンが集まる。そのた
め、脱酸素化ヘモグロビン濃度が活動前と比して低下し、BOLD と呼ばれる信号が観測される。しかし、
脳活動開始後の極めて初期に、酸素消費による脱酸素化ヘモグロビン濃度の増加が原因と考えられる、一
過性の信号減少(イニシャルディップと呼ばれ視覚野で観測される報告が多い)がしばしば観測される。この
信号こそが、真の脳活動信号であるとの意見もある。
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脳活動に伴う脳内の微視的な生理的反応概略
③毛細血管拡張収縮
④ O2・グルコースの供給
(血行動態変化)
②Mediator
(?NO,K＋,Co2,神経)

神経膠細胞
(機能不明確)

①神経細胞活動

無侵襲的に脳機能を画
像計測する方法
①神経活動:MEG, EEG,
② Mediator: 無し, ③血
行動態変化:fMRI,光トポ
グラフィ,④Ｏ２供給：無し

侵襲的に脳機能を計測
する方法
①神経活動: 電位感受性
色素,微小電極,
②Mediator: 蛍光等標識
物質によるイメージング,
微小電極,PET ③血行動
態変化：可視域反射分光
法,④Ｏ２供給:微小電極
による組織酸素分圧計測
法

活動

図2 脳活動時の生理反応と計測方法

そこで、脳活動に伴う生理反応の詳細な理解は、通常、動物を対象とした侵襲的な計測方法にその役
割を譲ることとなる。この場合、脳内の生理状態は、図 2 に示すように、様々な手法を用いて計測すること
が可能である。脳が活動すると、①～④の過程が段階的に起こると考えられているが、それぞれの時空間
的な関連性は良くわかっていない。
我々は、これらの時空間的応答の関連性を調べるため、図 3 に示すように、神経活動と血行動態の変
化、及び、神経活動と組織酸素分圧の同時計測を進めている。これらの研究からわかってきたことは、(1)
神経活動も血行動態の変化も比較的広い領域で起こること（定性的には若干血行動態変化が広い）、(2)
脳活動の初期の脱酸素化ヘモグロビンの増加が局所的に起こる場合があること(脚注†参照)、(3)酸素化
ヘモグロビン及び脱酸素化ヘモグロビンが変化する空間的な領域はほぼ合致すること4、(4)大脳皮質の
酸素分圧は深部になるに従い顕著に低下すること、(5)大脳皮質の信号入力層に相当する深さ(6 層に分
類されるうちの第 4 層近傍)では、神経活動に伴う極めて初期の酸素分圧低下があること(脚注†参照)5、等
である。
今後、サンプル数を増やし、それぞれの生理反応の時間特性と脳内の血管構造などについて詳細な
研究を進め、無侵襲脳機能計測の信号の発生機序を明確にしていく必要があろう。
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大

小
3mm
(a)モルモット聴覚
野写真像

(b)電位感受性色
素を用いた神経活
動の計測(過程①)

0

15
時間[秒]

音声刺激
(d)酸素電極を用いた
組織酸素分圧の計測
(過程④)

(c)可視光反射光を
用いた血液量変化
の計測(過程③)

(a,b)日立基礎研
(c)慶應大学・岡田研
究室との共同研究
(d)慶應大学・谷下研
究室との共同研究

図３ モルモット聴覚野の計測

謝辞
新生児の言語機能に関する研究はイタリア国際高等研究所との共同研究である。動物に関する脳
機能計測は、慶應大学・谷下一夫教授のグループ(脳活動時の酸素分圧の研究)、慶應義塾大学・
岡田英史助教授のグループ(脳活動時の脳内血行動態の研究)との共同研究である。この場をお借
りして謝意を述べたい。
参考文献
1 A. Maki, et al., Med Phys., 22, 1997(1995).
2 小泉英明 他, 計測と制御，421, 402(2003).
3 M. Pena, et al., Proc. Natl. Acad. USA, 100, 11702 (2003).
4 H. Tachibana et al., Proc. of The Second Asian and Pacific Run Symposium On Biophotonics,
(2004).
5 K. Masumoto, et al., JCBFM 23, 1075 (2003).
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各種委員会活動報告
花村克悟（東京工業大学）
日本機械学会熱工学部門年鑑 第 82 期 総務委員会報告
月

期日

日時・委員会

作業，議題

JSME 総会

各種委員会の年間活動
計画の提出を依頼（４月
中旬）

４
部門協議会① (5/12)

５

伝熱シンポ
（5/26-28, 富山）

備考

総務委員会①東京
(5/18)

新旧委員長会議(5/25)
運営委員会①(5/27)

前期部門収支決算，委員会運
営費，
部門将来方針，財務計画，国
際会議共催，英文論文集，そ
の他
委員会の年間活動計画
前期部門収支決算，委員会運
営費，
部門将来方針，財務計画，ニ
ュースレター

部 門 賞 委 員 会 ①
（5/27）

６

部門協議会②
(7/28)

総務委員会②京都
（8/3）

フェロー１次候補者
次期副部門長候補
評議員候補適任者の推薦
熱工学ｺﾝﾌｧﾚﾝｽ開催地
部門賞・一般表彰贈呈式
地区別代議員推薦依頼数
英文ジャーナル
新領域ｾﾐﾅｰ
懇談会

年次大会
(9/6-8, 北海道)部門
協議会③
(10/8)

部門同好会(9/6)

（部門賞贈呈式）

セミナー
(11/12, 仙台)
熱工学ｺﾝﾌｧﾚﾝｽ
(11/13-14, 仙台)

総務委員会③東京
(11/4)

副部門長選挙の方法，特定事
業資金の取り崩し，A-J 熱工学
会議，新領域ｾﾐﾅｰ，懇談会
次期副部門長選挙

７

８

９

フェロー被推薦者リス
トのたたき台作成（６月
中旬）
フェロー被推薦者の選
出（６月末頃）
（７月上旬）
フェロー候補者に推薦
書作成依頼
次期評議員候補適任者
の推薦依頼（→運営委員
構成員）
次期副部門長推薦依頼
（→運営委員構成員）
年次大会優秀論文の推
薦依頼
フェロー１次推薦書類
提出
ニュースレター43
次期評議員候補適任者
名簿の提出（8/21 頃）
部門賞推薦募集を HP に
掲載し，メールで依頼
熱工学の優秀論文の推
薦依頼（９月下旬）

10

11

運営委員会②
部門賞委員会②

部門賞候補者のﾘｽﾄｱｯﾌﾟ（まだ
業績は不要）
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83 期予算・事業計画提
出
ニュースレター44
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１

部門協議会④(12/3)
部門賞委員会③

部門賞，部門一般表彰の内定
（業績が必要）

総務委員会④ 東京
(1/18)

次期委員長指名，各種委員会
委員長，総務委員，部門収支
見込み報告，次期事業計画書，
予算書，部門賞受賞候補者，
英文電子ジャーナル，年次大
会，A-J 熱工学会議，懇談会

総務委員会⑤京都
(3/11)

次期幹事，総務委員，運営委
員，委員会委員長を了承
部門収支見込み
部門事業報告書
各種委員会活動報告,
K-J 合同会議
懇談会

部門賞候補者の業績調
べ
82 期事業報告提出
部門賞受賞候補者につ
いてメールで運営委員
会構成員の了解を得る

２

３

部門賞報告の提出

広報委員会：部門ニュースレターの No.43 と No.44 を電子発行した。No.45 については近日中に電子発
行予定。部門ホームページを更新し、その維持管理を行った。部門独自メーリングリストの運営に必
要な登録会員のメールアドレスを入力し、登録者数約 2800 名とした。
部門賞委員会：フェロー候補者を推薦し、9 名が新たに選ばれた。第 82 期部門賞候補者を選出した。
講演論文表彰を 3 件（年次大会から 1 件、熱工学コンファレンスから 2 件）選出した。平成 17 年 9 月
20 日の部門同好会（年次大会、電通大）にて授賞式が行われる。
学会賞委員会：日本機械学会賞（論文）４件、日本機械学会賞奨励賞（研究）３件の推薦候補を部門
長に答申した。今期（82 期）より制定されたフェロー賞について、今期は選考できなかったが、次期
に向けてその選考方法（年次大会、熱工学コンファレンスから選出、部門賞委員会および総務委員会
にて選考など）などを答申した。
熱工学コンファレンス委員会：熱工学コンファレンス 2005（岐阜）を平成 17 年 11 月 5～6 日に岐阜大
学工学部教室棟で開催することを決定した。参加登録費、懇親会費などを昨年より 1000 円高くするこ
ととした。
年次大会委員会：平成 17 年 9 月 19～22 日に電通大で開催される年次大会において、他部門とのジョ
イントセッション 4 件、基調講演 3 件、環境工学部門とのワークショップを企画した。9 月 20 日に部
門同好会を開催するが、流体、バイオ、計算力学、熱工学の 4 部門合同で行うこととした。
ASME-JSME 合同会議委員会：委員長と幹事が渡米し、ASME 側の委員長と打合せを行い、会議名を“2007
ASME-JSME Thermal Engineering Conference and Summer Heat Transfer Conference”とする、時期
と場所については 2007 年 6 月上旬～7 月中旬、Calgary，Vancouver，Seattle，Baja が候補地となり，
最終判断は ASME 側に委ねることなどが合意にいたった．
KSME-JSME 合同会議委員会：第６回日韓熱流体工学会議が 2005 年 3 月 20 日～23 日、韓国済州島で開
催された。次期の第７回日韓熱流体工学会議について 2008 年 3 月（あるいは 8～9 月）に札幌地区で
熱工学部門が主担当（工藤一彦委員長）で行われることとなった。
講習会委員会：平成 17 年 7 月 5～６日 の「熱設計の基礎と応用」演習・懇親会つき（No.05-5 講習会）
および平成 17 年 11 月 4 日の新領域セミナー「熱工学の新領域に関するクライミング・セミナーin 岐
阜」（No.05-42 講習会）を企画した。
年鑑委員会：日本機械学会誌「機械工学年鑑」特集号（2005 年 8 月号）について、「第 8 章 熱工学」
の分担執筆を下記の方々にお願いした。また、
「季鑑」については、2004 年に開催された国際会議や掲
載された論文などを「年鑑」執筆者が 1～2 行の紹介または寸評付きでリストしたものを、ホームペー
ジに掲載できるようまとめることとした。
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出版委員会：生体関連の本や、ナノ・マイクロに関連した本の出版を検討していたが、実を結ぶには
いたらなかった。
Journal 委員会：ルーチン的な編集作業に加えて、今年度は JSME International Journal の発行形態
をどのようにするかという大問題につき意見交換をしてきた。その結果、流体工学部門とともに熱工
学部門が、来年度 4 月から電子ジャーナル先行移行することになった。

熱工学部門ホームページ
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部門関連行事報告
第 6 回日韓熱流体工学会議報告

JSME 側議長 稲葉英男 (岡山大学)
幹事 村井祐一（北海道大学）

平成１７年 3 月 20 日（日）～23 日（水）に韓国・済州島(Jeju-Island)で開催されました第 6
回日韓熱流体工学会議(6th KSME-JSME Thermal & Fluids Engineering Conference)は，皆様の
ご協力により，当初の想定より遙かに多い５００件を超える論文投稿があり，韓国側組織委員会
の絶大な運営努力により，成功裏に終了することができました．ＪＳＭＥ側で同会議の準備など
にご尽力頂きました熱工学部門の方々，またご参加頂きました多くの方々に，改めて心より感謝
申し上げます．特に，Organizing Committee members, Advisory Committee Members, 各フォ
ーラムオーガナイザー，セッションチェアをお引き受け頂いた皆様には深く御礼申し上げます．
会議概要を纏めますと，参加者総数：693 名（・分類その１ 一般 437 名，学生 248 名，招待 8
名，・分類その２ 日本 374 名，韓国 306 名，他国 13 名，特別講演件数：8 件），発表論文数：
506 編（分類その１ フォーラム 218 偏，一般 280 編，特別講演 8 編，分類その２ 講演された
論文 492 編，講演キャンセル 14 編）そして付随行事として，日韓交流ゴルフコンテスト参加者
28 名，日韓交流観光ツアー参加者 37 名，日韓交流学生限定懇親会参加者 85 名（うち日本人は
70 名）でありました．
本会議は，第１回目は 1988 年韓国ソウルで熱工学部門と流体工学部門とが共同で開催してお
り，その後熱工学および流体工学部門が個別に日本と韓国で４年ごと交互に開催されていました．
最近のこの種の分野の研究が熱工学と流体工学の複合領域への展開が著しいことから，第６回か
ら再び熱と流体工学一緒になって開催する運びとなった次第です．
同会議の準備は，会議 Web サイドの運営や論文のアレンジなど韓国側が主体となり，主に電子
メ－ルにより KSME と JSME 間の組織委員会の打合せなどを行った．ある程度，韓国側に運営
の主体性を持って戴くことにより，比較的会議の運営進行がス－ムズ行われた．
規模の大きい会議となることより，観光地として興味のある大きな会場（Ramada Plaza Jeju
Hotel）の確保が，開催２年前に行われた．講演内容としては，最近のトピックスに関連する論文
を集める意味で，一般セッション以外に企業も参加し易いような１６の Forum セッションを設け，
通常の講演方式以外にポスタ－セッションも開設し，講演の雰囲気のマンネリ化を避けた．さら
に，８件の招待講演を企画し，将来の熱工学・流体工学分野における研究の方向性の提示がなさ
れた．また，９社の韓国企業や Jeju 市からの財政支援を受けて，本会議の準備運営が行われた．
参加経費の節約のために，参加費も韓国ウオン立てとした．本会議は，３月２０日のレセプショ
ン（約３００名参加）に始まり，２１日朝のオ－プンセレモニ－（日韓の議長と熱工学及び流体
工学部門長参加）そして盛大なバンケット（約５００名参加）が開催された．３月２３日には，
閉会式（約１５０名の参加）が行われ，この間，日韓の組織委員会の会合が４回開催され，両者
の親睦と今後の同会議の方向性が議論された．その結果，次回の第 7 回日韓熱流体工学会議は，
2008 年夏季に札幌で開催されることになりました（JSME 側組織委員会委員長は工藤一彦 教授
（北大））．その呼称も，The Seventh JSME-KSME Thermal and Fluids Engineering Conference
となる予定で，是非とも皆様の参加をお願いします．
以下に，同会議のスナップ写真を掲げますので，雰囲気をお楽しみ下さい．
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①日韓オーガナイザー顔合わせ会議

②会場の外の風景（済州島は韓国のハワイ）

③会場のラマダプラザチェジュホテル

④特別講演（日本からは笠木教授，武田教授）

⑤ポスターセッション

⑥学生だけの日韓懇親ビアパーティ

⑦牧野熱工学部門長がマジックショーに突如参加
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⑧大人数で盛り上がったバンケット

JSME TED Newsletter, No.45, 2005

部門関連行事報告
「熱工学の新領域に関するクライミング・セミナー」
の開催報告
吉田英生（委員長，京都大学）

昨年度の熱工学コンファレンス（金沢）で好評を博した新領域セミナーの第２弾として，熱工
学コンファレンス 2004 前日の 11 月 12 日（金）東北大学工学部青葉記念会館で，標記セミナー
を開催しました．テーマは以下のように２つとし，時間の制約からやむを得ず 2 室での並列開講
としました．
セミナーⅠ 生体熱工学ことはじめ
１．「生体熱工学の旧領域と新領域 ～何事も初めの一歩から～」 高松 洋（九州大学）
２．「生体凍結保存から細胞膜輸送現象へ
～熱工学・熱流体から生体へのアプローチの一例～」 白樫 了（東京大学）
セミナーⅡ マクロからマイクロあるいはナノへの熱工学
１．「マクロからマイクロ・ナノへの熱工学」 長坂雄次（慶應義塾大学）
（１）基礎と熱物性工学的視点から
（２）マイクロ・ナノスケールの熱物性測定の最前線
２．「マイクロからナノへの熱工学」 丸山茂夫（東京大学）
（１）分子動力学の基礎と応用
（２）カーボンナノチューブの生成と伝熱
（以上敬称略）
企画を担当させていただきました筆者の思いつきで“クライミング”と，ちょっと変わった名
前を付けてしまいましたが，これは，これらの分野に新たに関心を寄せる方々に，基礎的知識を
解説するとともに，今後の展開についてのイメージを提供できることを目的として，山麓での基
礎体力準備と山腹・山頂からの眺望を“クライミング”という語に込めたことによります．
講師は，今さらご紹介するまでもない，これらの分野でご活躍中の先生方です．期待に違わず，
わかりやすく刺激的なご講演をしていただきました．両セミナーの参加申込者は 100 名近くで，
これらの聴講者の中には，本セミナーに触発されて，既に新領域の研究に着手された方も少なく
ないのではないでしょうか．
なお，当日は，実質的に熱工学コンファレンスに参加された方を対象とすることになったこと，
また並列開講であったためやむを得ず片方のセミナーしか聴講できなかったことのために，再度
のセミナー開講を望む声が多数ありました．そこで，講師の先生方にご協力いただき，第 2 回の
セミナーを 2005 年 3 月 8 日（火）慶應義塾大学日吉キャンパス来往舎シンポジウムスペースで
開催しました．2 回目の会場は新幹線新横浜駅から近いこともあり，朝の 9 時 30 分から終日をあ
てて 1 室で開講しました．2 回目も 50 名近い参加者があり，長島第 82 期会長や田口第 83 期会
長も“新領域”を勉強に来られました．
最後になりましたが，ご多用中 2 回にわたってご講演をしていただいた講師の先生方，企画と
運営にお力添えいただいた部門総務委員会の先生方，会場の準備や参加申込みホームページにご
尽力いただいた東北大学・慶應義塾大学の先生方，また細部にまでご配慮いただいた学会事務局
の小泉様にお礼申し上げる次第です．
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部門関連行事報告
「EXCEL で拓くビジュアルな数値解析の世界」の開催報告

岩井

裕（幹事，京都大学）

年の瀬も迫る昨年 12 月 17 日に東京工業大学大岡山キャンパスにて，標記の特別セミナーが開
催されました．計算機の発達とともに進展した熱流動数値解析は，現在では種々の分野において
研究・開発の重要なツールとなっています．数値解析を行うためにはハード（計算機）とソフト
（解析プログラム）が必要ですが，ソフトについては FORTRAN や C などのプログラミング言
語で独自に作成するか，それぞれの目的に合致する市販のソフトウェアパッケージを導入するこ
とが今日では一般的でしょう．しかし本特別セミナーで紹介されたアプローチはそのどちらとも
異なり，表計算ソフト（EXCEL）を利用するものでした．
当日は，５名の講師陣から，熱伝導・対流・放射などの諸問題に関する数値解析を EXCEL で
行う上での基礎的な手法の解説や，身近な伝熱問題や最先端分野における伝熱問題への適用例を
ご紹介いただきました（表参照）．２台のプロジェクターを併用して，実際に計算のデモンストレ
ーションを交えながらの解説は，理解が進むだけでなく大変迫力のあるものでした．セル内の数
字が時々刻々と変化して計算が収束していく過程を，計算領域全体を「見渡しながら」確認でき
ることは EXCEL による数値解析のひとつの特徴であり，参加者は標題の「ビジュアルな数値解
析」の意味が実感できたのではないでしょうか．また，講師陣によって考案されたアイコン化セ
ルは，極めて直感的で扱いやすいものであり，筆者は学部生レベルの教育目的にも有効であろう
と感じました．
本特別セミナーに参加してみて，EXCEL でここまでできるのか，という感想を持ったのは筆
者だけではなかったと思います．もちろん，扱える問題はまだ限定的ではありますが，特別なソ
フトウェアを購入することなく，EXCEL という多くのパソコンにインストールされている一般
的なアプリケーションを使って解析を実行できるということは大きな魅力でしょう．今回の特別
セミナーはその案内が学会誌やホームページなどに掲載された直後から順調に参加希望者が増え，
最終的は 140 名を超える参加者がありました．このような注目を集めたのは，簡易的にでも
EXCEL で解析ができれば，という潜在的な欲求があったからだと思われます．セミナー終了後
に行われたアンケートの結果からも，EXCEL での数値解析に対する期待を見て取ることができ
ました．今後の更なる発展が期待されます．
最後に余談ではありますが，当初は東工大の百周年記念会館で最大 100 名の参加者を見込んで
の開催を予定しておりましたが，余りに参加希望者が多かったため会場が窮屈となってしまい，
東工大・花村先生のお取り計らいで，急遽，より大きな部屋へと会場を変更しました．特に 11 月
末に学会メーリングリストで案内が流れた際には，３日間に 60 名近い参加希望が殺到したため手
作業での対応が追いつかなくなってしまいました．授業で 90 分間部屋を空けている間に参加希望
者が大幅に増えて当初定員を超えてしまうような状況で，まさにうれしい悲鳴でした．
セミナーの成功は講演内容，資料の作成などに早くから綿密なご準備をいただいた講師の方々
の情熱によります．そしてそれ以外の場面でも牧野部門長，機械学会小泉様を始め多くの方々の
ご理解・ご協力をいただきました．ありがとうございました．
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講師
小林健一 (明治大学)
富村寿夫 (九州大学)
羽田光明 (日立製作所 電力グル
ープ日立事業所)
平澤茂樹 (日立製作所 機械研究
所)
大村高弘 (ニチアス株式会社)

内容
「EXCEL 解析の最新情報」と「こんな使い方、あんな使い方」
「ビジュアルな数値解析のための基本とオリジナルな解析法」
「数値解析結果のアニメ化」
「伝熱問題への適用例 1 (電子機器冷却、材料プロセス、マイクロ・ナ
ノなど)」
「伝熱問題への適用例 2 (含水した断熱材の非定常伝熱解析、配管の断
熱問題など)」

（所属はセミナー当日現在）
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㐳㧔ᤘ 60 ᐕ㧕ࠍᱧછߐࠇ㧘߹ߚᄙᐕߦࠊߚ
ࠅᣣᧄᯏ᪾ቇળ㧘ᣣᧄ⥶ⓨቝቮቇળ㧘ᣣᧄࠟࠬ
࠲ࡆࡦቇળߦߞߡ⹏⼏ຬ㧘ㇱ㐷㐳㧘ฦ⒳ᆔ
ຬળᆔຬ㐳ࠍോࠄࠇ߹ߒߚ㧚వ↢ߩߎ߁ߒߚ
ᵴべߪනߦ࿖ౝߛߌߦߣߤ߹ࠄߕ㧘࿖㓙ቇⴚ
㧡ߩ✬㓸㐳ࠆߪ✬㓸ᆔຬߣߒߡ㧘ࠆ
ߪ࿖㓙વᾲળ⼏ㆇ༡ᯏ᭴ᣣᧄઍᆔຬ㧔ᤘ
54 ᐕ㨪ᐔᚑ 4 ᐕ㧕ߣߒߡࠊ߇࿖વᾲ⎇ⓥߩ࿖㓙
ൻߦദߡߎࠄࠇ߹ߒߚ㧚ᢎ⢒ⴕߦ㑐ߒߡߪ㧘
᧲੩ᄢቇߢᣂ⹜ᐲᬌ⸛ᆔຬળᆔຬ㐳㧘Ꮏ
ቇㇱᢎ⢒㗴ᬌ⸛ᆔຬળᆔຬ㐳㧘᧲੩ᄢቇ
⹜ㅊ〔⺞ᩏᆔຬળᆔຬ㧘Ꮏቇㇱ㒝ዻ✚ว⹜㛎ᚲ
▤ℂᆔຬ╬ࠍᱧછߐࠇ㧘ᄢቇߩ▤ℂㆇ༡ߩ㕙ߢ
߽ߏዧജߐࠇ߹ߒߚ㧚వ↢ߪᚒ࿖ߩ⑼ቇᛛⴚⴕ

ᝄࠅࠅ߹ߔߣ㧘వ↢߇᧲੩ᄢቇࠍߏතᬺߦ
ߥߞߚߩߪᤘ 21 ᐕߩ╙ੑᰴ⇇ᄢᚢߩ⋥ᓟ
ߢࠅ㧘ᚒ߇࿖ߪᚢߦ⧰ߒߺ㧘⽺⧰ߦᖠߺ
᧪ߦᏗᦸࠍᄬࠊࠎߣߒߡߚᄙ㔍ߥᤨᦼߢ
ࠅ߹ߒߚ㧚వ↢ߪߘߩ㗃ߩࠈࠈߥᨩࠍ
᛬ߦ⸅ࠇᚒߦޘᢎ⸠ࠍߐࠇߡ߅ࠅ߹ߒ
ߚ㧚ߘ߁ߒߚ⧯ᤨᦼ 20㨪30 ᱦઍߦ⎇ⓥᚲߦ
ߞߡ⎇ⓥߦᴚ㗡ߐࠇ㧘ᯏ᪾ജቇߩಽ㊁ߢ⇇
⊛ߥ⎇ⓥࠍߐࠇ㧘30 ᱦઍߩᓟඨߦߪฬ⪺ޟવᾲ
⺰ࠍޠၫ╩ߐࠇߡ߹ߔ㧚40 ᱦઍߦߪ᧲੩ᄢ
ቇߦ߅ߡᴣ㛛⽎ߩߥ⎇ⓥࠍ⛮⛯ߐࠇ㧘
⚿ᨐ⊛ߦ㒢⇇ᾲᵹ᧤ߩᣂߒࡕ࠺࡞ࠍឭ᩺ߐ
ࠇ߹ߒߚ㧚50 ᱦઍߦߪᒝᵹേᴣ㛛ߩ㒢⇇ᾲᵹ
᧤ߩᢛℂߦో♖ജࠍᵈ߇ࠇ৻⥸ᢛℂᑼࠍ߹ߣ
ࠄࠇࠆߣߦ㧘࿖ౝቇදળᵴേ㧘࿖㓙ቇⴚᵴ
േߦᵴ⊒ߦෳ↹ߐࠇ߹ߒߚ㧚৻ᣇ㧘ߏኅᐸߢߪ㧘
⧯㗃ߦᢥቇᵴേࠍߐࠇߡ߅ࠄࠇߚᄢᄌ߅߿
ߐߒᅏ᭽㧘ᛛⴚ⠪㧘⎇ⓥ⠪ߣߒߡߏᵴべߩ㧞
ੱߩߏሶᕷ㧘㧝ੱߩᆷߐࠎߦᕺ߹ࠇ㧘⦟߈ῳำ
ߣߒߡᐘߖߢ᷷߆ߏኅᐸࠍ▽ߡߎࠄࠇ߹
ߒߚ㧚߹ߐߦ╙৻⚖ߩ⎇ⓥ⠪ߣߒߡ৻ߟߩℂᗐ
⊛ߥ↢߈ᣇࠍ␜ߐࠇߚߣᕁߔ㧚ߎߎߦవ↢ߩ
ߏᬺ❣ࠍߚߚ߃㧘వ↢ߩߏੱᓼࠍத߮㧘ᘕࠎߢ
ߏࠍ߅ࠅ↳ߒߍ߹ߔ㧚
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↲⮮ᅢ㇢వ↢ࠍதࠎߢ
In Memory of the Late Professor Yoshiro Katto

Ⴧጟ 㓉჻㧔Ꮊᄢቇ㧕
Takashi MASUOKA (Kyushu University)
↲⮮వ↢߇    ᣣߏㅤߦߥࠅ㧘 ࡩ߇ㆊ߉
߹ߒߚ㧚㧘ᢎቭቶߩ೨ߦដߌߡ߅ࠅ߹ߔ᪉ߒ
ߩን჻ጊߩ⛗ࠍࠆߣ㧘ᤘ  ᐕߦ⎇ⓥቶߢ⿷ᨩጼ
߆ࠄ⍫ୖጪߦ߆ߌߡࡂࠗࠠࡦࠣߦ߆ߌߚ᛬㧘⌒೨
ߩን჻ጊߦߣࠇߡߚ⑳ߦ㧘⊓ጊᏲᆫߩవ↢߇ޟን
჻ጊࠍߪߓߡߚߩ߆ࠍߣߎߚࠇࠄ߾ߒߞ߅ߣޠ
ᙬ߆ߒߊᕁߒ㧘వ↢ߩߊߥࠄࠇߚᶷߒߐࠍᕁ
߹ߔ㧚ᣣ㧘ᄢቇㄭߊߩ߅ኹߩ೨ࠍㅢࠆߦ㧘
ޟᄢᕲ
ߪ⍮ࠅ㧔ࠊ߆ࠅ㧕㔍ߚߒ߹ࠅ߇⪲⸒ߚߞߣޠ㧚
߹ߐߦቇߩߎߣߪ⸒߁ߦ߫ߕࠄࠁࠆ㕙ߢవ
↢߆ࠄ㗂߈߹ߒߚߏᕲߩᄢ߈ߐߪ⑳⥄りߢᗵߓࠆ▸
࿐ࠍߪࠆ߆ߦ߃ߡࠆߎߣߣᕁࠊࠇ߹ߔ㧚
 వ↢ߪ㧘ᤘ  ᐕ㧘⥶ⓨᛛⴚ⎇ⓥᚲ߆ࠄ᧲੩ᄢቇ
ᢎߦォછߐࠇ㧘ᤘ  ᐕ  㧘⎇ⓥቶࠍ┙ߜߍ
ࠄࠇ߹ߒߚ㧚⑳ߪഃ⸳ᤨߩ⎇ⓥቶߦᄢቇ㒮ቇ↢ߣߒ
ߡࠇߡߚߛ߈߹ߒߚ߇㧘ߘߩᐕߩ  ߦవ↢ߩ
ߏ⪺ޟવᾲ⺰߇ޠ ߦߥࠅ߹ߒߚ㧚ᣧㅦ౻ભ
ߺߩᏫ⋭ߩ᛬㧘ᜬߜᏫࠅ㧘Ფᣣ߇ޟવᾲ⺰ߦޠ
ࠇ㧘ޟવᾲ⺰ߦޠߌ㧘৻㗁৻㗁ࠍℂ⸃ߒߚߣᄞ
ਛߩขࠅ⚵ߺߢߒߚ㧚⎇ⓥ㕙ߢߪᒰᤨ㧘వ↢ߪ᷹ⷰ
⓹ࠍߨߚࡊ࠭ࡓᐓᷤ᧼ߦࠃࠆᴣ㛛વᾲߣࡃࡦ
ࠕ࠙࠻ߦ㑐ߒߡߏ⎇ⓥߦߥࠅ㧘ᴣ㛛⽎ߩⷰኤߣવ
ᾲ․ᕈߩᄌൻࠍ⸃ᨆߒߡ߅ࠄࠇ߹ߒߚ㧚ή⺰㧘ᒰᤨ
⑳ߦߪߘߩᗧߪ߹ߞߚߊࠊ߆ߞߡ߅ࠅ߹ߖࠎߢߒ
ߚ߇㧘વᾲ㕙ㄭறߩ⽎ߢᗐߢ߈ߥࠃ߁ߥߎߣ
߇ⷰኤߐࠇࠆߎߣߦ㛳ߚ߽ߩߢࠅ߹ߒߚ㧚
⑳ߦߪ㧘ᄙሹ⾰ౝߩ⥄ὼኻᵹߦኻߒߡ㧘ᒰᤨ㧘ᄙ
ሹ⾰ᾲᢔ₸ᔨߩᒛ߿Ⴚ⇇ጀᔨߩዉߥߤߦ
ᙣಾߥߏᜰዉࠍߊߛߐ߹ߒߚ㧚ߚ߳ࠎᭉߒ⎇
ⓥࠍⴕ߁ߎߣ߇ߢ߈߹ߒߚߩߪవ↢ߣߩߋࠅว
ߣߏᜰዉߦࠃࠆ߽ߩߢࠅ߹ߔ㧚߹ߚ߅⬺᭽ߢ⎇ⓥ
ቶห⓹ߪ߽ߜࠈࠎߩߎߣ⎇ⓥቶࠍ߃ߡ㧘ᄙߊߩ
ᣇߩߣޘળࠍ㗂ߊߎߣߦ߽ߥࠅ߹ߒߚ㧚
ߏ⻠⟵ߢ߽ߘ߁ߢࠅ߹ߒߚ߇㧘⽎ࠍⷙቯߔࠆ

વᾲ 2005 ᐕ 3              

ᄌᢙ߿ࡄࡔ࠲ߩᭂ㒢⁁ᴫߩᧄ⾰ߩᝒ߃ᣇ߇␜ߐ
ࠇ㧘⽎ߩℂ⸃ߩᣇ㧘⠨߃ᣇ㧘ࡕ࠺࡞ߩߚߡᣇ߇
␜ߐࠇ㧘ߘߒߡߎࠇࠄߎߘᄢߣߐࠇࠆవ↢ߦ㧘ᄢ
߈ߊᓇ㗀ࠍฃߌߡࠆࠃ߁ߦᕁ߹ߔ㧚ㅊᖬߩߎߩ
ᢥ┨ߩਛߢ⸅ࠇࠆߩ߽ᅱߥ᳇߽⥌ߒ߹ߔ߇㧘ᒝኻ
ᵹ߿⥄ὼኻᵹߩᾲવ㆐ߦኻߒߡ㧘ࡊࡦ࠻࡞ᢙ߇ή
㒢ᄢߣ㔖ߩᭂ㒢ߩ⸃㉼ߣ⸒߹ߔ߆㧘ߣߊߦㅦᐲ߿
᷷ᐲߩࡊࡠࡈࠖ࡞ߩ․ᓽ⊛ߥ⸳ቯߒ߆ߚߣߘࠇߦၮ
ߠߊ⽎ߩℂ⸃ߩߒ߆ߚ߿వ↢ߩᧄ⾰ߩᝒ߃ᣇߦࠗ
ࡦࡄࠢ࠻ࠍฃߌ߹ߒߚ㧚⑳߇⻠⟵ࠍⴕ߁┙႐ߦߥࠅ
߹ߒߡߪ㧘ߎߩࠃ߁ߥᗵേ߇ᄙዋߣ߽વ߃ࠄࠇࠆ߆
ߤ߁߆߇⺖㗴ߢࠅ߹ߒߚ㧚
వ↢ߪ㧘ߒ߆߽⎇ⓥߩㆀⴕߦߪ㧘ᐢⷞ㊁߿㚅ࠅ
㜞ᕁᗐ߇ઃ㓐ߔࠆߣ߅ߦߥࠄࠇ߹ߒߚ㧚⎇ⓥቶ
ߦ☋ߩ㑆߽㧘ࠈࠈߩᚲ߳߅ㅪࠇ㗂߈㧘ቇߩ
ߺߥࠄߕᄙᣇ㕙ߦᐢ߇ࠅࠆ⚻㛎ࠍߐߖߡߚߛ
ߚߎߣࠍᕁ߹ߔ㧚߹ߚࠆᣣߪ㧘ߎࠇߣߪᰴర߇
⇣ߥࠅ߹ߔ߇㧘⎇ⓥቶߩ߹ࠅߦᢔࠄ߆ߞߡࠆ⁁
ᘒߦኻߒ㧘⎇ޟⓥቶߪቇࠍߔࠆߣߎࠈߛ߆ࠄ㧘߽߁
ዋߒࠕࠞ࠺ࡒ࠶ࠢߥ㔓࿐᳇ߦߢ߈ߥ߆ߏߣޠᵈᗧ
ࠍ㗂ߚߎߣ߽㧘ߥߗ߆⎇ⓥᆫߣ㑐ଥߔࠆࠃ߁ߦ
ᔃߦᱷߞߡ߅ࠅ߹ߔ㧚ߘߩ㜞ߺ߿ᷓߐߦᐩℂ⸃ߪ
߮߹ߖࠎ߇㧘㜞♖ߣືቇ㧘෩ߒቇ߳ߩᗲ㧘
ᘏᗲߦḩߜߚవ↢ࠍᕁ߹ߔ㧚
ߏ⫋ߪ㧘వ↢ߩ߅ੱᨩࠍத߮ࠈࠈߩߏ✼ߩ
ᣇߏ߇ޘෳߐࠇ㧘ߘߒߡߏ㑐ଥߐࠇߡ߅ࠄࠇߚᄙ
ߊߩቇળ߿࿖ౝᄖ߆ࠄߩᒀᗧ߇ᄙᢙነߖࠄࠇߡ㧘ਛ
㊁ߩቲኹߦߡߒ߿߆ߦⴕࠊࠇ߹ߒߚ㧚ᅏ᭽ߩߏ
ᜦߩਛߦ㧘వ↢ߣߩ᷷߆߈ߏኅᐸߩߏ᭽ሶ߽ુ߃
߹ߒߚ㧚⑳ߦలታߐࠇߚߏ↢ᶦߢࠄࠇߚߎߣ
ࠍᕁ߹ߔ㧚వ↢ߦ㐳㑆ߏᜰዉࠍ㗂߈߹ߒߚߎߣ
ߦ⎇ⓥቶห⓹↢ߣߣ߽ߦᔃࠃࠅᗵ⻢ࠍ↳ߒߍ߹ߔ㧚

వ↢ߩߏࠍ߅ࠅ↳ߒߍ߹ߔ㧚
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↲⮮ᅢ㇢వ↢ߩߏㅤࠍᖬ㧦↲⮮వ↢ࠍதࠎߢ
Mourn over the Death of Prof. Yoshiro Katto: in Memory of Katto Sensei

㐷 ೣ㧔⾐ᄢቇ㧕
Masanori MONDE (Saga University)
   ᣣ㧘↲⮮వ↢ߩ⸔ႎㅪ⛊ࠍᐣมవ↢ࠃࠅฃ
ߌߡ߆ࠄߣ߁߽ߩ㧘᳇ᜬߜߩᢛℂ߇ߟ߆ߕ㧘߆
ᔃߩਛߦⓨ⯯ߐࠍᛴ߃ߚ߹߹ᤨ㑆ߛߌ߇ㆊ߉ߞߡ
߹ߔ㧚ߎߎߦ㧘↲⮮వ↢ߦᜰዉߒߡߚߛߚ
ᨩࠍࠇߎࠇߣᕁߔ߹߹ߦᓮ⚫ߒߡ㧘ᷓ↟ߥ
ࠆຟᖬߩᗧࠍߒߚߣᕁ߹ߔ㧚

↲⮮వ↢ߣߩળ
 ᄢቇ㒮⹜ߢߩ㕙ធᤨ㧘ᜰዉᢎቭߩᏗᦸ⺞ᩏ߇
ࠅ߹ߔ㧚↲⮮వ↢ߣ߁ᣇߪ㧘෩ߒߐߩ㕙ᔃ᷷߹
ࠆᜰዉࠍߒߡਅߐࠆߣჇጟవ↢߆ࠄᖱႎࠍᓧߡ߹
ߒߚߩߢ㧘ㅅࠊߕࠍޠ⎇⮮↲ޟᏗᦸߒ߹ߒߚ㧚ᐘ
ߦ߽㧘Ꮧᦸ߇ฟ㧘1971 ᐕ 4 ߆ࠄవ↢ߩߏᜰዉࠍ
ฃߌࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥࠅ߹ߒߚ㧚⎇ⓥቶߪߘ
ߩᒰᤨ㧘ᐣมవ↢㧔ߘߩ㧠߆ࠄ⻠Ꮷߦߥࠄࠇߚ㧕
㧘
ᢙవヘ㧔ᒰᤨ㧘D2㧕ߣୃ჻㧠ฬߩߎߝࠎ߹ࠅߣߒ
ߚ⎇ⓥቶߢߒߚ㧚↲⮮వ↢ߩߏᜰዉࠍฃߌࠆᯏળߪ㧘
Ფᦐᣣඦ೨ 10:00㨪12:00 ߩ㑆ߢ㧘⧷⺆⺰ᢥࠍ⚫
ߔࠆߣ߁ベ⻠ߢߒߚ㧚2 ᤨ㑆એౝߦ㧘ේᢥߩ߹߹
ࠍ⸃⺑ߔࠆߣ߁߽ߩߢߒߚ߇㧘వ↢ߪೋߦ߽߆
߆ࠊࠄߕ㧘ߟ߽㒮↢ߩ⺑ߩㅜਛߢ⺰ᢥࠍ⺒ߺ⚳
ࠊߞߡ߅ࠄࠇ߹ߒߚ㧚⸃⺑ߩㅜਛߢ㧘⺰ᢥߩ⋡⊛߿
⦟ὐߥߤߦߟߡᾲߩߎ߽ߞߚ⼏⺰߇ߥߐࠇ߹ߒ
ߚ߇㧘ୃ჻㧝ᐕߩ⥄ಽ㧔㒮↢ߦߪ㧘೨߽ߞߡ⺰ᢥ߇
ᷰߐࠇߡߚߦ߽߆߆ࠊࠄߕ㧘⧷ᢥౝኈࠍㅊ߁ߩ߇
♖৻᧰ߢߒߚ㧕ߦߣߞߡ㧘ߘߩᤨ㑆ߪ㕖Ᏹߦ෩ߒ
߽ߩߢ㧘ᤨߦߪోߊౝኈ߇ಽ߆ࠄߥ߹߹ߦ⚳ࠊࠅ
ߣߥࠆ᭽ߢߒߚ㧚ߒ߆ߒᦨᓟߦ㧘వ↢߆ࠄ⺰ᢥౝ
ኈߦߟߡߩࠦࡔࡦ࠻ߣ✚߇ߥߐࠇߡ㧘ߣߥߊ㧘
ෳടߢ߈ߚߣ߁᳇ಽߦߥߞߚ߽ߩߢߒߚ㧚ߘߒߡ
ベ⻠ᓟ㧘వ↢ߣ৻↢ߦ⊝ߢᤤ㘩ࠍߣࠅߥ߇ࠄ㔀⺣ࠍ
ߔࠆߣ߁ߩ߇ᘠߢࠅ㧘ᭉߒߺߩ৻ߟߢߒߚ㧚
ߎߎߢߩ㗴ߪ㧘⑼ቇ⊛ߥ࠻ࡇ࠶ࠢࠬ㧘ߚߣ߃߫ᒰ
ᤨߩ᧲ᄢߩ̌ࡍࡦࠪ࡞ࡠࠤ࠶࠻ߩ㘧ⴕ゠〔̍ࠆ
ߪޟജቇޠ㑐ㅪߩౝኈ㧘߆ߣᕁ߃߫̌₀ߣ›ߩⴕേ
Ყセ̍
㧘ᤨߦߪ̌߁ߤࠎߣߘ߫⺣⟵̍ߥߤ⼾ንߢᄙጘ
ߦࠊߚࠅ߹ߒߚ㧚ߒ߆ߒ㧘ߎߩߚࠊ߽ߥ㗴ࠍ

⌀߆ߟᭉߒߊ⼏⺰ߔࠆᤨ㑆ߩਛߢ㧘వ↢߆ࠄ̌ቇ
ߣߪ̍㧘̌⎇ⓥߣߪ̍ߣ߁ᧄ⾰⊛ߥ߽ߩࠍᢎ߃ߡ
ߚߛ߈㧘̌⎇ⓥ⠪ߩᔃ᭴߃߿⠨߃ᣇ̍ߘߒߡ̌⎇ⓥ
ߩ⋡ᜰߔ߽ߩ̍ߥߤߦߟߡߩవ↢ߩ߅⠨߃ࠍ⍮ࠆ
ߎߣ߇ߢ߈߹ߒߚ㧚ߎߩࠃ߁ߥ᷷߆ⅣႺ߇㧘⥄↱
ߦ⼏⺰ߔࠆߎߣ߿ᣂߒ⍮⼂ࠍᓧࠆߎߣߩᭉߒߐࠍ
りߦߟߌߡߐߖߡߊࠇߚߩߛߣᕁ߹ߔ㧚߹ߚᄐભ
ߺߦߪᲤᐕࡒᣏⴕ㧔2 ᴱ 3 ᣣ㧕߇ࠅ߹ߒߚ߇㧘
ߏᄙᔔߦ߽߆߆ࠊࠄߕవ↢ߪߟ߽ෳടߒߡߊߛߐ
ߞߚߩߢ㧘⾆㊀ߥߏ⚻㛎߿߅ࠍりㄭߦુ߁ߎߣ߇
ߢ߈߹ߒߚ㧚
৻ᣇ㧘⎇ⓥ࠹ࡑࠍࠆߦᒰߚߞߡߪ㧘߹ߕᆎ
ߦޟඳ჻⺖⒟߹ߢㅴቇߔࠆߩ߆㧫ߣޠߨࠄࠇ㧘
ߪޟ㧘ߘߩߟ߽ࠅߢߔ㧚
ߣࠆ߃╵ߣޠ㧘̌ߪߢޟ㒢
⇇ߦᚢߔࠆ࠹ࡑ̍ߦߒࠃ߁ࠅ߾ߒߞ߅ߣޠ㧘ࡃ
ࡦࠕ࠙࠻ᾲᵹ᧤㧔ᓟߦ㒢⇇ᾲᵹ᧤ߣ߱㧕ߩ⇇
ߩᦨ㜞ࠍ⋡ᜰߘ߁ߣ߁ߎߣߦߥࠅ߹ߒߚ㧚వ↢ߪ㧘
ߘߩᒰᤨߔߢߦᴣ㛛ࠍᡰ㈩ߒߡࠆᩭᴣ㛛ᶧጀࠍੱ
Ꮏ⊛ߦᓮߔࠆߎߣߦࠃߞߡᴣ㛛ߩ㒢⇇ࠍᡷༀߢ߈
ࠆߣߩ੍ࠍᜬߞߡࠄߒߚߩߛߣᕁ߹ߔ㧚ߎߩ
⎇ⓥ࠹ࡑߩ߅㒶ߢ㧘㐳ᐕߦਗ਼ߞߡవ↢ߩߏᜰዉࠍ
ฃߌࠆߎߣߦߥࠅ߹ߒߚ㧚㒢⇇ᾲᵹ᧤ߩ⎇ⓥߢߪ㧘
ᒝᵹേᴣ㛛♽ߦߟߡߪߘߩᒰᤨ߹ߛ৻⥸⊛ߥ
⸃߽ߥߊ㧘ᷙᴋߣߒߚ⁁ᘒߢߒߚ㧚ߛ߆ࠄ㒢⇇ᾲᵹ
᧤࠺࠲ࠍᬌ⸛ߔࠆᤨ㧘ోߩ․ᕈࠍᄬ߁ߎߣ߇
ߥࠃ߁ߦ㧘వ↢ߪߟ߽㜞ⷞ㊁ߣᐢⷞὐ߆ࠄ
ㅢߒߡ߅ࠄࠇ߹ߒߚ㧚ቇ↢ߢߞߚ⥄ಽ߇ࠆ㒢
ࠅߩ⍮⼂ߢ࠺࠲ࠍ߹ߣ㧘ࠈࠈߥℂዮࠍߟߌ
ߡ⚿ᨐࠍႎ๔ߔࠆߣ㧘వ↢ߪ㧘ޟำߩ⠨߃ᣇߪ㧘ࠠࡦ
㔕ߦਸ਼ߞߚቊᖗⓨߺߚߛߥ㧚ዪᚲ⊛ߦߪᱜߒ
߆߽ߒࠇߥ߇㧘ᨐߚߒߡߘߩ⠨߃ߦ᥉ㆉᕈ߇ࠆ
ߩ߆㧚ߚߒ߹߾ߒߞ߅ߣޠ㧚㉼߅ޟㄸ᭽ߩో
ࠍ⠨߃ߥ߇ࠄℂ⸃ߒߥߐ㧚ߏߩߣޠᜰዉࠍߟ߽ฃ
ߌ߹ߒߚ㧚৻ᣇ㧘ਇឥߢ߫ࠄߟ߈ߩࠆ⑳ߩ࿑
ߩ࠺࠲ࠍᓮⷩߦߥࠅ㧘వ↢ߪᄢዪ⊛߆ࠄᄢ⢙
ߦ̌ࠛࠗ̍ߣ৻᳇ߦ✢ࠍᒁ߆ࠇࠆ߽ࠅ߹ߒߚ㧚
ߘߩࠃ߁ߥᤨ⑳ߪ㧘⚦߆ߎߣߦߣࠄࠊࠇߕోߩ
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․ᕈࠍ⍦⋫ߥߊ⺑ߥߐࠆవ↢ߩᷓ⍮⼂ߦ㛳߆ߐ
ࠇߚ߽ߩߢߒߚ㧚⑳ߩዪᚲ⊛ߢ⍦⋫ߛࠄߌߩ⺑ߦ
ኻߒ㧘ℂ⸃ਇ⿷߿⍮⼂ߩਇචಽߥὐࠍ෩ߒߊᜰ៰ߥ
ߐ߹ߒߚ߇㧘ᦨᓟߦߪߟ߽㧘
ߞ߽ࠄ߆ߛࠎ⧯ޟ
ߣᧄࠍ⺒ࠎߢീᒝߒߥߐ㧚ߣޠബ߹ߒ߿᷷߆߅⸒
⪲ࠍ߅ᔓࠇߦߥࠅ߹ߖࠎߢߒߚ㧚
ᄢቇ㒮ୃੌᓟ㧘⾐ᄢቇߦછߒ㧘ᾲജቇ߿વᾲ
Ꮏቇߩ⻠⟵ࠍᜂᒰߔࠆߎߣߦߥߞߚ᛬ࠅߦ߽㧘⻠⟵
ߩౝኈߦ㑐ㅪߒߚ⾗ᢱࠍㅍߞߡߊߛߐߞߚࠅ㧘ၫ╩
ߥߐߞߚ⑼ቇ⊛ߥ㓐ᗐ߿⎇ⓥ⺰ᢥߥߤࠍߚߛߚ
ࠅ߽ߒ߹ߒߚ㧚߹ߚቇળߢ⺰ᢥ⊒ࠍߒߚ㓙߽㧘ᄙ
ߊߩഥ⸒ࠍߒߡߚߛ߈㧘⎇ⓥߩᜰ㊎ࠍ⛘߃ߕ␜ߒ
ߡߚߛ߈߹ߒߚ㧚ߘߩࠃ߁ߥవ↢ߩ᷷߆߅ᔃ㆜
ߦߟ߽ᗵ⻢ߒߥ߇ࠄ㧘ߥࠎߣ߆㧘ߎߎ߹ߢ⎇ⓥ
ᵴേࠍ⛯ߌࠆߎߣ߇ߢ߈ߚߣᕁߞߡ߹ߔ㧚
࠼ࠗ࠷߳ߩ⇐ቇ
 1983 ᐕߦ࠼ࠗ࠷ߦ⇐ቇߔࠆᯏળࠍᓧ߹ߒߚ߇㧘⇐
ቇߩᯏળࠍߞߡߚߛߚߩ߽వ↢ߩ߅㒶ߢߔ㧚
ߘߩ㗃ߩ⇐ቇᖱߪ㧘ᄖ࿖ߩᢎߦᚻ⚕ࠍㅍࠅ⥄Ꮖ
ࠕࡇ࡞ࠍߒߡᄖ࿖ߩᅑቇ㊄ࠍᓧ㧘⇐ቇߔࠆߣ߁
ߥ߆ߥ߆෩ߒ⁁ᴫߢߒߚ㧚ߘߩࠃ߁ߥ᛬㧘వ↢߆
ࠄ Hahne ᢎ㧔Stuttgart ᄢቇ㧕ࠍ⚫ߒߡߚߛ߈㧘
ߐࠄߦ㕖Ᏹߦৼካߥផ⮈⁁ࠍḰߒߡߚߛ߈߹ߒ
ߚ㧚߽ߘߩផ⮈⁁ߩࠦࡇࠍᄢಾߦሽߒߡ
߹ߔ߇㧘వ↢ߩផ⮈⁁ࠍ Hahne ᢎߪ㜞ߊ⹏ଔߐࠇ㧘
Hahne ᢎ߆ࠄහฃߌࠇߩࠍฃߌขࠆߎߣ߇
ߢ߈߹ߒߚ㧚వ↢ߩޟା㗬ᕈߘߎߡߞ߇ޠ㧘⧯
⑳߇࠼ࠗ࠷ߢ⎇ⓥߔࠆᯏળࠍᓧࠆߎߣ߇ߢ߈ߚߣᕁ
ߞߡ߹ߔ㧚
㒢⇇ᾲᵹ᧤ߩࡑࠢࡠࡕ࠺࡞ߩቢᚑ
 ේำ㧔㧘ᄹᎹᄢቇᢎ㧕߇ඳ჻⺰ᢥࠍୃ
ੌߔࠆᐕ㧔㧫㧕ߩ 12 ߛߞߚߣ⸥ᙘߒߡࠆߩߢߔ
߇㧘⑼⎇⾌ߩਛ㑆ᚑᨐ⊒ળ߇ጟߢⴕࠊࠇߚߣ߈㧘
ળ႐߳ߩߔ߇ࠄޟ㒢⇇ᾲᵹ᧤ߩ․ᕈࠍ᥉ㆉ⊛ߦ⺑
ߢ߈ࠆࡕ࠺࡞ࠍ᭴▽ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚ߅ߩߣޠ
ࠍ㧘వ↢ߦુ߹ߒߚ㧚ߎࠇߪ㧘߹ߛડᬺ⒁ኒߛ߆
ࠄߎߎߛߌߩߛࠃߣᒢࠎߛჿߢߐࠇߚ߅ᆫࠍ
߹ߢ߽㞲ߦ⸥ᙘߒߡ߹ߔ㧚ߘߩ߅㗻ߪ㧘10 ᢙᐕ
ߦਗ਼ߞߡኒ߆ߦᥦߡࠄߒߚ߅⠨߃߇ߔߞ߈ࠅ᥍
ࠇ߇ߞߚ㧘ߣ߁ࠃ߁ߦ߅ฃߌߒ߹ߒߚ㧚ߘߩ
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ߣ߈ߪ◲නߥ⠨߃ᣇߩ⺑ߛߌߢߒߚ߇㧘ᓟߢ⚦
ߥ߅ᚻ⚕ࠍᚬ߈߹ߒߚ㧚ߘߩ߅ᚻ⚕ߢ㧘㐳ᐕᥦߡ
᧪ࠄࠇߚޟᩭᴣ㛛ᶧጀߦޠኻߔࠆవ↢ߩ߅⠨߃߇㧘
⏕࿕ߚࠆౝኈߣߒߡቢᚑߐࠇߡࠆߎߣࠍ⍮ࠄߐࠇ
߹ߒߚ㧚వ↢ߪ㧘ޟ1 ߟߩ⺑ࠍታ㛎ታߩⓍߺߍ
ߢታ⸽ߔࠆߩ߇⑼ቇߛࠃߒߞࠄߡߒ߽ߟߣޠ
߾߹ߒߚ㧚ቢᚑߐࠇߚࡕ࠺࡞ߪ㧘ࡊ࡞ᴣ㛛ߩߺ
ߥࠄߕ㧘◲නߥᒝኻᵹߩ㒢⇇ᾲᵹ᧤ߦ߽᥉ㆉ⊛ߦ
ㆡ↪ߢ߈ࠆߎߣࠍ㧘ߘߩᓟ⊒ߥߐߞߡ߅ࠄࠇ߹ߔ㧚
+TUGG ߢߩᴣ㛛࿖㓙ળ⼏
1997 ᐕ 5 㧘࠼ࠗ࠷ߩ Irsee ߢᴣ㛛ߦ㑐ߔࠆ࿖㓙
ળ⼏߇㐿ߐࠇ߹ߒߚ㧚ߘߩળ⼏ߢ㧘వ↢ߪ㒢⇇ᾲ
ᵹ᧤ߦ㑐ߔࠆ․ᓙ⻠Ṷࠍߥߐ߹ߒߚ߇㧘ὼ
ߦ߽వ↢ߩߏᜰዉࠍฃߌߚჇጟవ↢㧘ᐣมవ↢㧘ේ
వ↢ߣ⑳ߩ 4 ฬ߽৻✜ߦෳടߒ㧘⺰ᢥࠍ⊒ߔࠆ
ᯏળ߇ࠅ߹ߒߚ㧚ળ⼏ਥߩඨᣣⷰశᣏⴕߢߪ㧘
⟤ߒၔ㧔Schloss Neuschwanstein㧕 ࠍ⸰ߨ߹ߒߚ㧚
ᶏᄖᣏⴕߩ⚻㛎ߪ⼾ንߥవ↢ߏᄦᆄߢߒߚ߇㧘ゞߢ
ߩ⚻㛎߇ߥߣߩߎߣߢߒߚߩߢ㧘ᢎ߃ሶ 4 ੱߢળ
⼏⚳ੌᓟߩዊᣏⴕࠍ⸘↹ߒ߹ߒߚ㧚㧞ᣣ㑆ߣ߁⍴
ᣣ⒟ߢߒߚ߇㧘వ↢ߏᄦᆄߣ৻✜ߦ࠼ࠗ࠷ࠕ࡞ࡍ
ࡦⴝߦᴪߞߚ㕖Ᏹߦ⟤ߒ↰㘑᥊ߩਛࠍࠅ߹
ߒߚ㧚ኋᴱߪ㧘Berchtesgaden ㄭ㇠ߩ Gasthof㧚 ⧎߇
⓹৻㕙ߦ㘼ࠄࠇߚጊዊደ㘑ߩߎߩኋࠍ㧘৻⋡ߡ᳇
ߦࠄࠇߚᅏ᭽ߩߏᏗᦸߛߞߚߩߢߔ㧚ゞߢߩᣏߛ
߆ࠄߎߘតߖߚኋߢߒߚ㧚వ↢ߦ߽ᄢᄌ༑ࠎߢߚ
ߛ߈㧘ᭉߒ৻ᄛࠍ⊝ߢㆊߏߔߎߣ߇ߢ߈߹ߒߚ㧚
⠉ᣣߪ㧘⟤ߒḓ㧔König see㧕ߦ߽ߏ᩺ౝߒ㧘㕒߆
ߥ⥄ὼߣ৻ߣߥࠆਛߢ㧘ߏᄦᆄޘᚒ߽ޘ㧘ࠁߞ
ߚࠅߣߒߚߎߩߥᤨ㑆̆ߣߥߞߡߪߦ߽ઍ
߃㔍ᕁߩᤨ㑆ࠍㆊߏߔߎߣ߇ߢ߈߹ߒߚ㧚
ߎߩᣏⴕ߇వ↢ߣߩᦨᓟߩᣏⴕߣߥࠅ߹ߒߚ㧚
ߏ৻✜ߒߡࠆᤨߟ߽㧘ߐࠅߍߥߊ߅ߞߒ߾ࠆ
ޟ⫾ࠆ⸒⪲ޟ߿ޠᢎ߃߁߽ߦޠធߔࠆߎߣ߇ߢ
߈ߥߣᕁ߁ߣ㧘ᱷᔨߢߒ᳇ᜬߜߢߞ߬ߢ
ߔ㧚߅㉼ㄸ᭽ߩߩࠃ߁ߥᐢ⍮⼂ߣᄢዪ⊛ࠍ
߽ߞߡ㧘㐳㑆᷷߆ߊߏᜰዉߊߛߐߞߚߎߣߦᗵ⻢
ߒߥ߇ࠄ㧘వ↢ߩߏࠍ߅ࠅ↳ߒߍ߹ߔ㧚
    ว
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↲⮮వ↢ࠍதࠎߢ
The Merory of Prof. Katto

ේ ཅᒾ㧔ᄹᎹᄢቇ㧕
Yoshihiko HARAMURA (Kanagawa University)
߭ߤߊఝߒ߆ߞߚࠃ߁ߦᕁ߃߹ߔ㧚⺑ߩⷐ㗔߇
ᖡ߆ߞߚߖߢ㧘ᦨೋߪߥ߆ߥ߆⠨߃ࠍℂ⸃ߒߡ
߽ࠄ߃߹ߖࠎߢߒߚ߇㧘⏕ߔࠆ⾰ࠍߒߥ߇ࠄ
ߕߞߣࠍ⡞ߡߊߛߐ߹ߒߚ㧚㧝ㅳ㑆߆߽߁
ዋߒߚߞߚߣ߈㧘వ↢ߦ߫ࠇߡㇱደߦⴕߞߚߣ
ߎࠈ㧘వ↢߇ᮮ⼱ߐࠎߣߩ⎇ⓥߢᢛℂߒߡߚ᳇
ᵃߩേߣ⑳ߩ⠨߃ᣇࠍ⚵ߺวࠊߖߚ㧘↲⮮ේ
ߩࡕ࠺࡞ߩ⨲Ⓜࠍᷰߐࠇ߹ߒߚ㧚⑳ߪ㧹㧞ߩᤨ
એ᧪㧘ᶧ⤑ᵹᴣ㛛ߦ߅ߌࠆ㒢⇇ᾲᵹ᧤ࠍขࠅᛒߞ
ߡߚߎߣ߽ߞߡ㧘ߩࠃ߁ߥ㕖ቯᏱㆊ⒟ߢߪ
ߥߊ㧘ቯᏱ⁁ᘒߢߩᶧଏ⛎ࠍᗐቯߒߚ⠨߃ࠍᜬߞ
ߡ߹ߒߚߩߢ㧘ోߊ㆑߁ዷ㐿ߦᚭᖺ߹ߒߚ㧚
↲⮮వ↢ߦߒߡ߽㧘ᵹജቇ⊛ਇቯࠍߩࠃ߁
ߥᒻߢㆡ↪ߔࠆߎߣߦ߿߿ߚࠄ߇ߞߚࠃ߁
ߢ㧘ᵹജቇߩవ↢ߦ⋧⺣ߒߥߐߣ߽߅ߞߒ߾
߹ߒߚ㧚⺰ᢥ߇ +PVGTPCVKQPCN,QWTPCNQH*GCV
CPF/CUU6TCPUHGT ߦឝタߐࠇ㧘%WOQ వ↢߆ࠄࡕ
࠺࡞ࠍ㜞ߊ⹏ଔߔࠆౝኈߩᚻ⚕ࠍฃߌขߞߚߣ߈
ߦߪ㧘༑ࠎߢ߅ࠄࠇߚߩࠍ⸥ᙘߒߡ߹ߔ㧚
వ↢ߩੱߣߥࠅࠍ߅વ߃ߢ߈ࠆ㧞ߟߩࠛࡇ࠰
࠼ࠍ⚫ߒߡ㧘ᧄⓂࠍ⚳ࠊࠅߦߒߚߣᕁ߹ߔ㧚
⏕߆ D1 ߩᄐ㧘Ფᐕ߿ߞߡࠆᄐߩᣏⴕߢᄖᚱ✚
ߩᶏጯߦⴕߞߚߣ߈ߢߔ㧚3 บ߶ߤߩゞߦಽਸ਼ߒ
ߡ߆ߌ߹ߒߚ߇㧘⑳ߩਸ਼ߞߚゞߪ㧘⑳ߩ⿰ߢ㧘
ጊࠍㅢߞߡኋ߹ߢⴕ߈߹ߒߚ㧚వ↢ߩਸ਼ߞߚゞ
ߪ㧘ᄙಽߘߩゞߩㆇォᚻߩ⿰ߢ㧘ᶏጯߦᴪߞߡ
ㅴߺኋߦ⌕߈߹ߒߚ㧚ᄕ㘵ߩ㓙ߦߤߎࠍㅢߞߡ᧪
ߚ߆ߩߦߥߞߚߣ߈㧘వ↢߇㧘ޟੳ⠪ߪጊࠍㆬ߮㧘
⍮⠪ߪᶏࠍㆬ߱⿰ߚߞߣޠᣦߩ⸒⪲ࠍญߦߐࠇ
߹ߒߚ㧚
߽߁৻ߟ㧘⑳߇  ᐕߦᄖ⎇ⓥߩᯏળࠍᓧߡ
ࡅࡘࠬ࠻ࡦߦⴕߞߡߚߣ߈ߩߎߣ㧚ᥤਛ⥰
ߩߦ㧘 International Journal of Heat and Mass
Transfer ࠍߺߡߏⷩߥߐߣߞߚߎߣ߇ᦠ߆ࠇ
ߡ߹ߒߚ㧚߆㊀ⷐߥ⺰ᢥ߇ߡࠆߩ߆ߣᕁ
ߞߡ࿑ᦠ㙚ߢߚߣߎࠈ㧘ታߪ㧘ߎߩ㔀ᕡߩ

↲⮮వ↢ߩਇ⡿ߩᒉሶߩ⑳߇ߎࠎߥߣߎࠈߢ㧘
߆ᦠߊߩߪ㧘᳇߇ᒁߌߡߒ߹߹ߔ㧚ߣߞ
ߡ߽㧘ᄢቇ㒮ࠍୃੌߒߡએ᧪㧘ࠁߞߊࠅߣ߅ߒ
ߒߚߩߪᢙ߃ࠆ߶ߤߒ߆ࠅ߹ߖࠎ㧚✬㓸ᆔຬߩ
㜞↰వ↢ߩᒝ൘ߦᓥߞߡ㧘ౝベࠍዋߒᦠ߆
ߖߡߚߛ߈߹ߔ㧚
↲⮮వ↢ߣߩᦨೋߩળߪ㧘ᢎ㙃ㇱߩ㗃ߦኾ
㐷ߩవ↢߇ઍߢ㚤႐ߦ᧪ߡࠍߔࠆ⑼⋡ߦ߅
ߡߢߔ㧚ߎߩᐕߪ↲⮮వ↢߇ઍߩవ↢ߢ㧘ᢎ㙃
ㇱ․ߩᄢ߈ߥ㓏Ბᢎቶߢ㧘⻠⟵ߩ⿰ᣦ߿ࠬࠤࠫ
ࡘ࡞ߩࠍߒߡߊߛߐ߹ߒߚ㧚⻠⟵ߩౝኈߪ
ᔓࠇߡߒ߹߹ߒߚ߇㧘
ߺ⺒ߩޠ⮮↲ޟᣇߩࠍߒ
ߚߎߣߪ߆ߔ߆ߦⷡ߃ߡ߹ߔ㧚ᰴߦធߒߚߩߪ
㧟ᐕᰴߩޟવᾲᎿቇߩޠᬺߢߒߚ㧚ᢛὼߣߒߚ
᧼ᦠ߇ශ⽎⊛ߢ㧘ߘߩ⻠⟵ࡁ࠻ߣߣ߽ߦ㧘߶߷
Ფ࿁㈩ࠄࠇࠆ㕍߈ߢශߐࠇߚṶ⠌㗴߿⿷
⺑ߩߚߩ࿑ߩࡊࡦ࠻߇㧘߽ᚻరߦᱷߞߡ
߹ߔ㧔࿑ 1㧕㧚⻠⟵ߢ⠌ߞߚᑼ߇ੱߩࡁ࠻ߩ
߽ߩߣ㆑ߞߡߚߚੱ 2 ੱߣవ↢ߩㇱደ߹ߢ
ⴕߞߡ⾰ߒߚߎߣ߇ࠅ߹ߔ㧚వ↢ߩߩ೨ߦ
ߪ‛ߩ࠰ࡈࠔ߇⟎ߡࠅ㧘ߘߎߦᐳࠆࠃ߁
ߦ⸒ࠊࠇ㧘✕ᒛߒߡ⺑ࠍ⡞߈߹ߒߚ㧚
ߘߎߢవ↢ߣࠁߞߊࠅߒߚߩߪ㧘ᄢቇ㒮ࠍୃ
ੌߔࠆ߹ߢߦ 10 ࿁߽ߥ߆ߞߚࠃ߁ߥ᳇߇ߒ߹ߔ㧚
ߘߩ㧝ߟߪ㧹㧞ߩᤨ㧚ታ㛎ⵝ⟎ߩ⸳⸘ߢ 4 ࠍ
 ᳇ㄭߊ߹ߢࡐࡦࡊߢߒߚߩࠍ಄ළߔࠆ
ߚߦ㧘ᾲ឵ེࠍ  ਁ߶ߤߢ⾼ߒߚߣឭ
᩺ߒߦⴕߞߚߣ߈ߢߔ㧚ߎࠇߪኾ㐷ߥࠎߛ߆ࠄ⥄
ಽߢ⸳⸘ߒߡࠅߥߐߣ㧘߈ߟߊปࠄࠇ߹ߒߚ㧚
D3 ߩᤨߦᴣ㛛ࠍᮨᡆߔࠆⓨ᳇็߈ߒ㕙ࠍߞ
ߚታ㛎⚿ᨐߩ⺑ߩ㓙߽㧘╬ࠛࡦ࠲࡞ࡇᵹࠇߥࠎ
ߛ߆ࠄ㧘ߘࠎߥ⠨߃ߢߪߛߛ㧚ࠕࡔࠞߦߢ߽
ⴕߞߡ߽߁৻ᐲീᒝߒ⋥ߒߚ߇ࠎߓ߾ߥ߆
ߣปࠄࠇ߹ߒߚ㧚
ߚߛ D1 ߩ౻ભߺߌߦ㧘↲⮮ේߩࡕ࠺࡞
ߣߥߞߚ㒢⇇ᾲᵹ᧤ߩࡕ࠺࡞ߩ⺑ࠍߒߚߣ߈ߪ㧘
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ㅊᖬ
65 ᱦࠍ⸥ᔨߒߚవ↢ߩ⚫ᢥߢߒߚ㧚ߘࠇࠍߚ
ߣ߈㧘వ↢߽߅⨥⋡ߥߣߎࠈ߇ࠆࠎߛߥߣᕁߞ
ߚ߽ߩߢߔ㧚
ᦨᓟߦ߅ળߒߚߩ߇㧘4 ᐕ߶ߤ೨ߩᄐ㧘߅ቛ

ߦુߞߚߣ߈ߢߔ㧚⿷߇ዋߒߏਇ⥄↱ߢߪࠅ߹
ߒߚ߇㧘߹ߛߘߩ㗃ߪ᥉ㅢߩ↢ᵴࠍߐࠇߡ߹ߒ
ߚ㧚⎇ⓥߦߟߡߩ⓭ߞㄟࠎߛࠍߒߥ߆ߞߚߩ
߇ᖎ߿߹ࠇ߹ߔ㧚ߏࠍ߅ࠅߒ߹ߔ㧚





࿑ 1 ޟવᾲᎿቇ╙৻ߢޠ㈩Ꮣߐࠇߚ↲⮮వ↢⋥╩ߩ㕍߈ߩṶ⠌㗴
(ਛᄩઃㄭߦߪࡠ࠹ࡊߢୃߒߚ〔߇߃ࠆ)
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ㅊᖬ

↲⮮ᅢ㇢వ↢ߩߏㅤࠍᖬ
Mourn for the Loss of Prof. Yoshiro Katto

Ꮉ ᐽ㧔Ꮊᄢቇฬᢎ㧕
Kaneyasu NISHIKAWA (Professor Emeritus, Kyushu University)
 ᐔᚑ 17 ᐕ 1  22 ᣣᎺᄢቇჇጟ㓉჻ᢎࠃࠅ
↲⮮ᅢ㇢వ↢߇ᣣᓮㅤߦߥߞߚߣ߁㔚߇
ߞߚᤨߪ㧘߹ࠅᕆߥߎߣߢାߓࠄࠇߥᕁ
ߢߒߚ㧚⑳ߎߣ㧘5 ᐕ⒟೨߆ࠄᐳ㛽⚻∩ߢᱠⴕ
࿎㔍ߦߥࠅ㧘వ↢ߦ߅ળߒߚߩߪ㧘6 ᐕ೨ᯏ᪾
ቇળߩ⎇ⓥಽ⑼ળߦᏨߒߚ᛬㧘ߚ߹ߚ߹↲⮮వ
↢߇ᯏ᪾ቇળߦ߆ߩ⺞ᩏߦߎࠄࠇߡ㧘ോዪ㐳
߇ㅪ⛊ߒߡߊࠇߡળ㐳ቶߢ߅ળߒߚߩ߇ᦨᓟߢ
ߒߚ㧚ߘߩᓟᄙዋ⠧ൻ⽎߇ㅴࠎߢࠆ߇㧘ߏర
᳇ߛߣᛚߞߡߚߩߢ㧘ߏర᳇ߛߣᕁߞߡ߹ߒ
ߚߩߦ㧘⺈ߦຟᖬߩᖱߦႊ߃߹ߖࠎ㧚
 ⑳߇ᦨೋߦ↲⮮వ↢ߦ߅ળߒߚߩߪ㧘ᚢᓟᢙ
ᐕ⚻ߞߚᓟߢ㧘᧲੩ᄢቇߩᯌ⮮㓶వ↢ߩ⚫ߢ
ߞߚࠃ߁ߦᕁ߁㧚ߘߩᓟ⑳ߩ⋥ធߩᕲᏧߢࠆ
Ꮊᄢቇߩጊ⋵ ᷡవ↢߇ொᾲߩ⻠⠌ળࠍᎺߢ߿
ࠈ߁ߣ߁ߎߣߢ㧘᧲੩ࠃࠅᯌవ↢ߣ↲⮮వ↢ࠍ
߮㧘ᓟߪᄢߩㅪਛߢฃߌᜬߟߎߣߢ⸘↹ࠍߚ
ߡߚ㧚ߎߩ⻠⠌ળߪொᾲߩ⻠⠌ળߣߒߡߪᣣᧄߢ
ᦨೋߩ߽ߩߢࠅ㧘ߎߩ⻠⠌ળߦࠃࠅ㧘↲⮮వ↢
ߣ⑳ߣߩᵹ߇㗫❥ߦߥߞߚࠃ߁ߦᕁࠊࠇࠆ㧚
 ᣣᧄߦ߅ߌࠆવᾲቇߩߪߒࠅߪ㧘1931 ᐕጤᵄᦠ
ᐫࠃࠅ⊒ೀߐࠇߚർᶏᄢቇᄢ⾐ᖥੑᢎߩ⪺ᦠ
ޟொᾲ⻉⺰ߣㆡ↪߁ࠈߢޠ㧚⎇ⓥ㕙ߢߪ᧲ർ
ᄢቇᛮጊ྾㇢ᢎ߇ 1934 ᐕߦᣣᧄᯏ᪾ቇળߢ⊒
ߐࠇߚฬߥޟᴣ㛛․ᕈᦛ✢⎇ߩޠⓥߪᣣᧄߩ
ொᾲ⎇ⓥߩ㤡ߣ⸒߁ߎߣ߇ߢ߈ࠃ߁㧚ዋߒㆃࠇ
ߡᎺᄢቇߩጊ⋵ᷡᢎߪ㧘㕖╬᷷▤ౝጀᵹℂ⺰㧘
⥄↱ኻᵹߩ⎇ⓥߥߤࠍ⊒ߒߡࠆ߇㧘▤ޟౝጀ
ᵹߩℂ⺰⸃ᨆ
㧔1940㧕ޠ
ߪ Eckert ߩ⪺ᦠޟWärme- und
Stoffaustausch㧔1949㧕ߦᒁ↪ߐࠇߡࠆ㧚ጊ⋵ᷡ
ᢎߪ 1937 ᐕࠃࠅޟᔕ↪ᾲቇ⋡⺖߁ߣޠฬߩ߽
ߣߦᣣᧄߢᦨೋߦொᾫቇࠍ㐿⻠ߐࠇߡࠆ㧚߹ߚ
੩ㇺᄢቇߩ⩲ේ⩲㓶ᢎ߇ 1952 ᐕᯏ᪾ቇળߢᣣ
ᧄߢᦨೋߦொᾲߦ㑐ߔࠆዷᦸ⻠Ṷࠍⴕߞߡࠆ㧚
ߎࠇࠄᣣᧄߩવᾲቇߩవ㆐ߦߟߠߡવᾲߩᧄᩰ
⊛⎇ⓥߩផㅴࠍߐࠇߚߩߪᣣᧄᄢቇ☿㊁⺈৻ᢎ
ߣ᧲੩ᄢቇᯌ⮮㓶ᢎߢࠈ߁㧚ᣣᧄᯏ᪾ቇળߢ
ߪߓߡޟᾲߦ㑐ߔࠆ⻠Ṷળ ߇ޠ1953 ᐕ᧲੩ߩᣣ
ᧄㅢදળߩ⻠ၴߢ㐿ߐࠇߚߩ߽⸥ੑవヘߩ
ዧജߦࠃࠆ߽ߩߢࠅ㧘ߎߩᾲߦ㑐ߔࠆ⻠Ṷળߪ
ߘߩᓟᲤᐕ㐿ߐࠇ㧘ᛮጊ྾㇢వ↢㧘⩲ේ⩲㓶వ

↢㧘ጊ⋵ᷡవ↢㧘⼱ਅᏒ᧻వ↢㧘Ꮉਅ⎇వ↢㧘
⣁ੳ৻వ↢㧘☿㊁⺈৻వ↢㧘ᯌ⮮㓶వ↢ߥߤߩ
ᾲߩᄢኅ߇೨ᣇߦ㒯ขߞߡᏨߐࠇ㧘෩ߒ⾰
߇ߥߐࠇࠆߩߢ㧘⧯ᚻߩ⎇ⓥ⠪ߪᾲߩ⻠Ṷળߢ⊒
ߔࠆߣߥࠆߣ㧘㕖Ᏹߦ✕ᒛߒ⥄ജࠍ♖৻᧰߰ࠅ
ߒ߷ߞߡ⊒ߔࠆߣ߁㔓࿐᳇ߢߞߚ㧚ߒ߆ߒ
ߎߩࠃ߁ߥᄢኅߩవ↢ᣇ߆ࠄ⋥ធᛕ್ࠍ߁ߌࠆߣ
߁ߎߣ߇ᣣᧄߩવᾲ⎇ⓥࠍೝỗߒ㧘ߘߩᓟߎߩ
ᾲߦ㑐ߔࠆ⻠Ṷળ߇ᣣᧄવᾲ⎇ⓥળ⊒⿷ߩ⿷ដ߆
ࠅߣߥߞߚ㧚
 વᾲ⎇ⓥળߩ⊒⿷ߦߚߞߡߪ㧘᧲੩ᄢቇߩᯌ
⮮㓶ᢎߩ߮ដߌߢᆎ߹ߞߚࠃ߁ߦᕁ߁㧚ᤘ
35 ᐕ㗃᧲ർᄢቇᛮጊᢎ㧘੩ㇺᄢቇ⩲ේᢎ㧘
Ꮊᄢቇጊ⋵ᢎ㧘᧲੩ᄢቇᯌᢎ㧘ᣣᧄᄢቇ☿㊁
ᢎ㧘੩ㇺᄢቇ᳓⑼ᢎ㧘੩ㇺᄢቇ⮮ᢎ㧘↲
⮮⥶ⓨᛛⴚ⎇ⓥᚲቶ㐳ߘࠇߦዊ↢߽ടࠊߞߡ⋧⺣
ߒߚࠃ߁ߦᕁ߁㧚ߘߎߢᣣᧄવᾲ⎇ⓥળࠍ⊒⿷ߔ
ࠆ߇㧘ᧄㇱࠍਛᄩߦ߅ߊߎߣࠍߖߕ㧘ਛᄩߪㅪ⛊
ߩോ⊛ߥ߽ߩߣߒ㧘ฦᣇߩᵴേࠍ㊀ⷞߒ㧘ฦ
⎇ⓥࠣ࡞ࡊߣߒߡ⁛⥄ߩᵴേࠍߒ㧘ࠪࡦࡐࠫ࠙
ࡓࠍᐕ৻࿁㐿ߔࠆߎߣߦߒߚ㧚
 ߘߩᓟᣣᧄߩવᾲ⎇ⓥࠍᡰ߃ߚߩߪ੩ㇺᄢቇ᳓
⑼◊㇢ᢎ㧘੩ㇺᄢቇ⮮ବᢎ㧘ᎺᄢቇᎹ
ᐽᢎ㧘᧲Ꮏᄢᐽᄦᢎ㧘᧲੩ᄢቇ↲⮮ᅢ㇢
ᢎߩੱߢࠅ㧘ᵴ⊒ߥ⼏⺰ߦࠃߞߡᣣᧄߩொ
ᾲቇߩቇߩㅴዷߣᵴ⊒ൻߦ⽸₂ߒߚࠃ߁ߦᕁࠊ
ࠇࠆ㧚ߎߩਛߢ↲⮮వ↢ߪᦨᐕዋߢࠆ߇㧘෩ߒ
⁛⥄ߩ⸃ࠍ߽ߟ᳇㍈ߩᣇߩޘᗧࠍ➙ࠄࠇ
ߚߩߪ㧘↲⮮వ↢ߛߞߚࠃ߁ߦᕁ߹ߔ㧚
 ↲⮮వ↢ߩቇ⊛ᬺ❣ߪᯏ᪾Ꮏቇߩᐢಽ㊁ߦ
ࠊߚߞߡࠆ߇㧘ᴣ㛛ᾲવ㆐ߦ߅ߌࠆ㒢⇇ᾲᵹ᧤
ߩ⛔৻⊛ᢛℂ(1969)ߪᣣᧄߩொᾲ⎇ⓥࠍ⇇⊛
ࡌ࡞ߦᒁ߈ߍࠆߩߦᄢ߈ߊ⽸₂ߒߚ㧚
వ↢ߪ߹ߚ㧘ᣣᧄቇⴚળ⼏ߩવᾲ⎇ⓥㅪ⛊ᆔຬ
ળ(ᤘ 41 ᐕ)㧘╙㧡࿁࿖㓙વᾲળ⼏(ᤘ 49 ᐕ)㧘
1983 ᐕ ASME-JSME ᾲᎿቇળ⼏(ࡂࡢࠗ)㧘1985 ᐕ
ᣣਛ☨ࠪࡦࡐࠫ࠘ࡓ(ർ੩)㧘ᢥㇱ⋭ߩࠛࡀ࡞ࠡ
․⎇ⓥޟᾲࠛࡀ࡞ࠡߩല↪(ޠᤘ 53 ᐕ)
⎇ⓥࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߥߤߩᆔຬળߢߪ㧘ዊ↢╬ߣߣ
߽ߦᆔຬࠍോࠄࠇ㧘߹ߚޟInternational Journal of
Heat and Mass Transfer  ߩ ޠHonorary Editorial
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ㅊᖬ
Advisory Board(1974)߽ോࠄࠇ㧘ᣣᧄવᾲ⎇ⓥળ
ߩ⊒ዷߦ⽸₂ߐࠇߚ㧚
 ߹వ↢ࠍᄬ߁ߎߣߪᣣᧄߩொᾲ⇇ߦߣߞߡᄢ
߈ߥ៊ᄬߢࠅ㧘߽ߞߣ㐳↢߈ߒߡᵴべߒߡ㗂߈

ߚ߆ߞߚߣ߁ᕁ߇ಾታߦᗵߓࠄࠇ߹ߔ㧚ߎߎ
ߦవ↢߇ொᾲ⇇ߦᱷߐࠇߚ㗼⪺ߥᬺ❣ࠍ㌏⸥ߔࠆ
ߣߣ߽ߦ㧘ᔃ߆ࠄߏࠍ߅ࠅ⥌ߒ߹ߔ㧚

↲⮮ᅢ㇢వ↢㧔1924-2005㧕

ߏ⚻ᱧ㧦
 ᄢᱜ  ᐕ    ᣣ ᄹ⦟⋵↢߹ࠇ
 ╙৻ਛቇᩞ৻╙ޔ㜞╬ቇᩞࠍතᬺߩᓟޔ
 ᤘ  ᐕ ᧲੩Ꮲ࿖ᄢቇ╙৻Ꮏቇㇱᯏ᪾Ꮏቇතᬺ
 ᤘ  ᐕ ᧲੩ᄢቇℂᎿቇ⎇ⓥᚲ
 ᤘ  ᐕ ᧲੩ᄢቇഥᚻ
ᤘ  ᐕ ᧲੩ᄢቇ⥶ⓨᛛⴚ⎇ⓥᚲ


᳇ゲฃߌ⎇╬ࠣࡦࠫࠨޔⓥ
ᤘ  ᐕ ᧲੩ᄢቇᎿቇㇱഥᢎ
 ᤘ  ᐕ ᧲੩ᄢቇᎿቇㇱᢎ
 ᤘ  ᐕ ᧲੩ᄢቇߏㅌቭޔฬᢎ
 ᤘ  ᐕ ᣣᧄᄢቇℂᎿቇㇱᢎ
 ᐔᚑ  ᐕ  ᣣᧄᄢቇߏㅌቭ
 ᐔᚑ 17 ᐕ 1  21 ᣣ ߏㅤ
ߎߩ㑆ޔવᾲᎿቇޔᾲᎿቇߩ⎇ⓥ㧚᧲੩ㇺ⑼ቇᛛⴚഞഭ⾨㧔ᤘ 58 ᐕ㧕ޔ
⼱Ꮉᾲᛛⴚᝄ⥝ၮ㊄ᾲᛛⴚ⾨㧔ᐔᚑ 3 ᐕ㧕┨ⶋ⛼⚡ޔ㧔ᐔᚑ 4 ᐕ㧕ޔ
ൟ 3 ╬ᣩᣣਛ⛼┨㧔ᐔᚑ 9 ᐕ㧕╬ࠍฃ⾨ޕ
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行事案内
部門企画行事案内

● 5th International Symposium on Multiphase
Flow, Heat Mass Transfer and Energy Conversion
開催日： 2005 年 7 月 3 日(日)～8 日(金)
開催地： Xi'an, CHINA

● 熱工学コンファレンス 2005
開催日：2005 年 11 月 5 日(土)～6 日(日)
場 所：岐阜大学 大学院工学研究科・工学部
実行委員長：熊田 雅弥(岐阜大)

● 2005 Heat Transfer Conference and InterPACK
'05
開催日： 2005 年 7 月 17 日(日)～22 日(金)
開催地： San Francisco, USA

● 熱工学コンファレンス 2006（予定）
開催日：2006 年 11 月 21 日(火)～22 日(水)
場 所：慶應義塾大学・日吉キャンパス
実行委員長：菱田 公一(慶應大)

● The Sixteenth International Symposium on
Transport Phenomena (ISTP- 16)
開催日： 2005 年 8 月 29 日(月)～9 月 1 日(木)
開催地： Prague, CZECH REPUBLIC

国際会議案内
－2005 年－
●
Fourth
International
Conference
on
Computational Heat and Mass Transfer
開催日： 2005 年 5 月 17 日(火)～20 日(金)
開催地： Paris-Cachan, FRANCE
●
World Renewable Energy Congress
Innovation in Europe (Regional Meeting)
開催日： 2005 年 5 月 22 日(日)～27 日(金)
開催地： Aberdeen, Scotland, UK

-

● Engineering Turbulence Modelling and
Measurements- ETMM6 開催日： 2005 年 5 月 23 日(月)～25 日(水)
開催地： Sardinia, ITALY
● Heat Exchanger Fouling and Cleaning Challenges and Opportunities (ECI conference)
開催日： 2005 年 6 月 5 日(日)～10 日(金)
開催地： Irsee, GERMANY

● ASME/ATI/UIT Symposium on Thermal Fluid
Dynamics and Energy Engineering
開催日： 2005 年 9 月 18 日(日)～22 日(木)
開催地： Rome, ITALY
● Eleventh International Topical Meeting on
Nuclear Reactor Thermal Hydraulics (NURETH-11)
開催日： 2005 年 10 月 2 日(日)～6 日(木)
開催地： Avignon, FRANCE
●
2005 ASME Internation all Mechanical
Engineering Congress and Exposition - IMECE
開催日： 2005 年 11 月 13 日(日)～18 日(金)
開催地： Orlando, Florida, USA

－2006 年－
● 7th ISHMT/ASME Heat and Mass Transfer
Conference
開催日： 2006 年 1 月 4 日(日)～6 日(金)
開催地： Guwahati, INDIA
講演申込期限： 2004 年 12 月 30 日
● Heat and Mass Transfer in Biotechnology
開催日： 2006 年 6 月
開催地： TURKEY (organized by ICMHT)

● Heat and Mass Transfer in Spray Systems
開催日： 2005 年 6 月 5 日(日)～10 日(金)
開催地： Antalya, TURKEY
● 18th International Conference on Efficiency,
Cost, Optimiz atton, Simulation and Environmental
Impact of Energy Systems (ECOS 2005)
開催日： 2005 年 6 月 20 日(日)～23 日(水)
開催地： Trondheim, NORWAY
● Computational Fluid Dynamics in Chemical
Reaction Engineering IV (ECI conference)
開催日： 2005 年 6 月 26 日(日)～7 月 1 日(金)
開催地： Barga, ITALY

● 13th International Heat Transfer Conference
開催日： 2006 年 8 月 13 日(日)～18 日(金)
開催地： Sydney, AUSTRALIA
● 17th International Symposium on Transport
Phenomena(ISTP-17)
開催日： 2006 年 9 月 17 日(日)～21 日(木)
開催地： Toyama, JAPAN
講演申込期限： 2005 年 11 月 30 日

● Fourth International Symposium on Turbulence
and Shear Flow Phenomena - 2005 Williamsburg 開催日： 2005 年 6 月 27 日(月)～29 日(水)
開催地： Virginia, USA
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その他
編集後記
年齢を重ねるとともに１年が経つのを（非常に）早く感じるようになり，第 82 期の広報委員会もあっという間
に終りとなりました．原稿を MS-Word の電子ファイルで受け取り，まとめて，Web 用に HTML 形式で保存し，
同時に PDF ファイルに書き出せば終り，と考えていたものの，実際に作業してみると，自分が普段使わない様々
な MS-Word の書式・機能が使われていて，ファイル編集作業中に書式が破壊され，Acrobat での編集に四苦八苦．．．
自分ももうデジタル・デバイドの下位・弱者層にいるのだと痛感させられた編集作業でした．
第 82 期広報委員会
委員長： 西野
幹 事： 二宮
委 員： 安倍
内田
佐藤
田川
宗像
村田

1 A. Maki,

耕一（横浜国立大学）
尚 （宇都宮大学）
賢一（九州大学）
博幸（石川島播磨重工業）
正秀（宇都宮大学）
正人（名古屋工業大学）
鉄雄（産業技術総合研究所）
章 （東京農工大学）

nish@ynu.ac.jp
nino@utmu.jp
abe@aero.kyushu-u.ac.jp
hiroyuki_uchida@ihi.co.jp
masa@chem.utsunomiya-u.ac.jp
m.tagawa@nitech.ac.jp
t.munakata@aist.go.jp
murata@mmlab.mech.tuat.ac.jp

社団法人 日本機械学会 熱工学部門
et al., Med Phys., 22,©著作権：2005
1997(1995).

小泉英明 他, 計測と制御，421, 402(2003).
M. Pena, et al., Proc. Natl. Acad. USA, 100, 11702 (2003).
4 H. Tachibana et al., Proc. of The Second Asian and Pacific Run Symposium On Biophotonics,
(2004).
5 K. Masumoto, et al., JCBFM 23, 1075 (2003).
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