
 

 

 

日本機械学会 北陸信越支部 

 

北陸流体工学研究会 

設立２５周年記念誌 
 

～５１回の北流研を開催して～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行日 平成 25年 8月 



 

 

 

1. 第 1回～51回北陸流体工学研究会の開催日,会場,研究会代表者リスト    1 

2. 巻頭言         平成２４，２５年度研究会代表 松澤 照男 (北陸先端大)  3 

3. 北流研 雑感                     上野 久儀 (金沢大学名誉教授) 4 

4. 北流研に参加して                   太田 淳一 (福井大学)  5 

5. 北流研の思い出 あれこれ               岡島  厚 (金沢大学名誉教授) 6 

6. 北流研の思い出と提言                 川口 清司 (富山大学)  8 

7. 思い出に残る人                    木村 繁男 (金沢大学)  9 

8. 北流研の思い出と思うこと･･･              木綿 隆弘 (金沢大学)  11 

9. 北流研と金沢工大と私 25＋α年間(1977－2013年)を振り返って                       

佐藤 恵一 (金沢工業大学)  14 

10. 北流研と富山県立大学（と私），これまで と これから」  中川 慎二 (富山県立大学)  18 

11. はじめての北流研の参加                西田 均  (富山高等専門学校) 21 

12. 北流研、談論風発へ                  藤田 克志 (福井工業高等専門学校) 22 

13. 北陸流体工学研究会設立２５周年に寄せて        彭  國義 (日本大学)  23 

14. 懐かしい研究会と事務局の役務             松井 良雄 (金沢学院短期大学) 24 

15. 北流研の思い出                    村井 祐一 (北海道大学)  25 

16. 福島原発災害と大学人の社会的責任           山本富士夫 (福井大学名誉教授) 26 

17. 北流研での思い出                   六郷  彰 (ＹＫＫ株式会社) 34 

18. 北流研の思い出                    割澤  泰   35 

(石川工業高等専門学校名誉教授) 

19. 第 1回～51回北陸流体工学研究会のプログラム      36 

20. 第 8, 21, 36, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51 回北陸流体工学研究会の写真   87 

北陸流体工学研究会設立２５周年記念誌   

 

目 次 

 



1 

 

１．第１回～５１回北陸流体工学研究会の開催日,会場,研究会代表者 
 

研究会 開催日 会場 研究会代表者 

第１回 昭和63年３月18日(金) 福井大学工学部 葦埜 勲(福井大学) 

第２回 昭和63年８月17日(木) 金沢大学工学部 昭和63年度 

第３回 平成元年３月18日(土) 富山大学工学部 葦埜 勲(福井大学) 

第４回 平成元年８月26日(土) 金沢工業大学 平成元年度 

第５回 平成２年３月９日(金) 福井大学工学部 三上房男(富山大学) 

第６回 平成２年８月22日(水) 金沢大学工学部 平成２年度 

第７回 平成３年３月18日(水) 富山職業訓練短期大学校 立花規良(福井大学) 

第８回 平成３年８月21日(水)22日(木) 金沢工業大学穴水湾自然学苑 平成３年度 

第９回 平成４年３月14日(土) 福井大学工学部 奥井健一(富山大学) 

第10回 平成５年３月16日(火) 富山県立大学工学部 平成４年度 

佐藤恵一(金沢工業大学) 

第11回 平成５年８月25日(水) 金沢大学工学部 平成５年度 

第12回 平成６年３月10日(木) 福井大学工学部 田原晴男(富山県立大学) 

第13回 平成６年９月10日(土) 金沢工業大学 平成６年度 

第14回 平成７年３月10日(金) 富山技術交流センター 山本富士夫(福井大学) 

第15回 平成７年８月４日(金) 石川工業高等専門学校 平成７年度 

第16回 平成８年３月19日(火) 福井大学工学部 上野久儀(金沢大学) 

第17回 平成８年８月20日(火) 金沢大学角間キャンパス 平成８年度,９年度 

第18回 平成９年３月18日(火) 富山県立大学工学部 岩渕牧男(富山大学) 

第19回 平成９年８月１日(金)２日(土) 金沢工業大学穴水湾自然学苑  

第20回 平成10年３月９日(月) 福井大学工学部  

第21回 平成10年８月18日(火)19日(水) 立山国際ホテル 平成10年度,11年度 

第22回 平成11年３月15日(月) 富山大学工学部 家元良幸(福井大学) 

第23回 平成11年８月27日(金) 金沢大学工学部  

第24回 平成12年３月14日(火) 福井大学工学部  

第25回 平成12年９月２日(土) 金沢工業大学 平成12年度,13年度 

第26回 平成13年３月７日(水) 富山県立大学 木村繁男(金沢大学) 

第27回 平成13年９月８日(土) 北陸先端科学技術大学院大学  

第28回 平成14年３月14日(木) 福井大学工学部  

第29回 平成14年９月14日(土) 金沢工業大学 平成14年度,15年度 

第30回 平成15年３月６日(木) 富山大学工学部 鈴木立之(富山県立大学) 

第31回 平成15年９月６日(土) 金沢大学共同研究センター  

第32回 平成16年３月６日(土) 福井大学工学部  
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研究会 開催日 会場 研究会代表者 

第33回 平成16年９月18日(土) 石川工業高等専門学校 平成16年度,17年度 

第34回 平成17年３月５日(土) 富山県立大学 川端信義(福井大学) 

第35回 平成17年９月３日(土) 金沢工業大学  

第36回 平成18年３月４日(土) 福井大学  

第37回 平成18年９月２日(土) 金沢大学工学部 平成18年度,19年度 

第38回 平成19年３月４日(日) 富山大学工学部 上野久儀(金沢大学) 

第39回 平成19年９月８日(土)９日(日) 金沢学院短期大学、湯涌温泉  

第40回 平成20年３月16日(日) 福井工業高等専門学校  

第41回 平成20年８月23日(土) 北陸先端科学技術大学院大学 平成20年度,21年度 

第42回 平成21年２月28日(土) 富山県立大学 川口清司(富山大学) 

第43回 平成21年９月５日(土) 金沢工業大学  

第44回 平成22年３月13日(土) 福井大学  

第45回 平成22年９月11日(土) 金沢大学 平成22年度,23年度 

第46回 平成23年３月９日(水) 富山大学 佐藤恵一(金沢工業大学) 

第47回 平成23年９月３日(土) 金沢工業大学  

第48回 平成24年３月５日(月) 福井大学  

第49回 平成24年９月１日(土) 金沢市ものづくり会館 平成24年度,25年度 

第50回 平成25年３月２日(土) 富山県立大学 松澤照男(北陸先端科学 

第51回 平成25年８月18日(日)19日(月) 記念大会、北陸先端科学技術大学

院大学、辰口温泉 

    技術大学院大学) 
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 ここに北陸流体工学研究会設立２５周年記念誌

が発刊できることは、会員皆様のご尽力の賜物で

あり、ご同慶の至りと存じます。 

 ２５周年記念の企画に至る簡単な経緯を記して

おく。私は、平成２４年３月の連絡会で、本研究

会代表をお引き受けすることになり、あわせて研

究会が５０回を迎えるにあたり、どのような活動

を展開すべきが議論された。さらに、平成２５年

３月の連絡会でさらに議論が深められ、次の２つ

の企画を行うことになった。 

① ２５周年記念大会の開催 

第５１回研究会を「記念大会」とする。 

北陸先端大で開催。 

正員中心の講演会および懇親会を行う。 

② 記念誌の発行 

研究会の活動を整理する。 

会員からなるべく多くの寄稿を集める。 

テーマは自由。例えば、「北流研の思い出」等。 

電子版とする。 

以上の経緯で、「創立２５周年北陸流体工学研究会

創立２５周年記念誌」を発刊することになった。 

 ご存知のように、北陸流体工学研究会（以後、

北流研）は 昭和 63年 3 月 18 日に金沢大学、富山

大学、福井大学、金沢工業大学の流体工学研究者

が中心となり、高専、地域の研究所および企業の

研究者を含めて第１回の研究会が福井大学で開催

された。以後、年２回の開催を原則とし、夏(８月

頃)は石川県で開催し、教員および研究者(特に新

会員)による最新の研究紹介を中心にした研究会、

春(３月頃)は富山県と福井県で交互に開催し、学

生の研究成果発表中心の研究会を開催している。 

 流体工学は「古くて新しい学問分野」であると

考えられる。力学を基礎としているが、流体の非

線形により、学問的にも未知の課題が多く含まれ

ていると同時に、人類は生まれたときから必然的

に「空気」と「水」との付き合いを余儀なくされ

ており、様々な応用分野が広がっている。このよ

うに流体工学そのものの魅力が、本会が継続的に

発展できた大きな要因と考えられる。しかし、単

なる学問的および応用的な興味だけで、５０回以

上の大会が開催できるとは考えにくい。これまで

の継続発展の要因を整理したいと思う。 

 第１の要因は有力な指導者がおり、それを支え

る事務局の存在があったと言える。研究者はやや

ともすると研究室に埋没し、東京志向が強くなり

がちであるが、発足当時から地方・地域発の研究

を志向していたことが大きな成功の要因と考えら

れる。また、ボランティアとして若手の研究者が

事務局を引き受け、継続発展の原動力になったこ

とは言うまでもない。 

 第２の要因として、年２回の開催で１回は研究

者および技術者主体の講演会、もう１回は学生の

研究発表を中心にした講演会にしていることであ

る。機械学会などの年次大会や支部講演会はやや

ともすると学生主体の講演会となり、学生への教

育的な観点から学生が発表することになり、研究

者自身が直接講演する演題は比較的少ない。その

ために、学生への教育を重点に研究者自ら講演を

する研究者主体の講演会と学生主体の講演会を交

互に開催しているスタイルが継続発展の大きな要

因と考えられる。 

 今後、北流研が継続的に発展させるためには、

上で述べたような特徴をさらに発展させることは

言うまでもないが、地域に根ざし、地域に拓かれ

た研究会にすべきであろう。地域の小中高生や住

民にとって、流れの不思議は日常的に経験するこ

とであり、これらの素朴な疑問に答えられるよう

な対応が必要である。さらに地域の企業と連携し

た北陸発の研究成果を期待したい。ちなみに、2012

年の夏の研究会は、上野久儀先生(金沢市ものづく

り会館館長、金沢大学名誉教授)のご尽力で、市民

公開講座として「再生可能エネルギーの開発技術

動向」が開催された。今後の本研究会の継続発展

の１つの方向を示していると思われる。 

 おわりに、ご多忙にもかかわらず寄稿頂いた多

くの先生および本会事務局の木綿、松井、小松各

先生には、本会の活動の原動力になったと同時に、

今回の記念誌に向けて本会の活動の記録をまとめ

られたことに、あらためて心から感謝も申し上げ

る。 

 

２．「巻頭言」 
 

平成２４、２５年度研究会代表 
松澤 照男(北陸先端大) 
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1．北流研の創設 

昭和 62 年だったと思うが、２年前に金沢大学

へ九州大学から赴任された岡島厚先生から三上房

男先生（富山大学）に対し、北陸地方の大学間で

流体関連の研究会を立ち上げたいとの提案がなさ

れた。金沢大学の流体実験室でのことであるが、

丁度その場に筆者は同席していた。三上先生は、

即賛同されたが、学生の研究発表を肴に、教員は

懇親を中心に酒を飲みましょうとの意見であった。

発起人とし福井大学へは山本富士夫先生にお世話

いただき、北陸の重鎮である葦埜勲先生（福井大

学）を初代の研究会代表にお願いし、第１回北陸

流体工学研究会が福井大学で開催された。なお、

年２回実施される研究会のうち、夏季の分は教員

による発表となっている。爾来 25 年、創設当初

の多くの先生方は退職され、メンバーも若い人に

変わってきているが、研究会出席者は学生を含め、

当初の 80～100 人を維持しており、創設期を知る

筆者にとっても喜ばしいことである。 

 

２．思い出深い研究会 

 何といっても印象深いのは、佐藤恵一先生（金

沢工業大学）のお世話による金沢工業大学穴水湾

自然学苑を会場とした第８回（平成３年８月）で

ある。学生も交えた１泊であり、宿泊施設を保有

している金沢工業大学ならではの話である。朝６

時に起床後、直ちに広場に集合、国旗掲揚があり、

その後、学苑長の講話がなされた。規制・規律あ

る団体行動は学生のみならず我ら教職員にとって

も、非常に有益であると思った。 

 第７回（平成３年３月、富山職業訓練短期大学

校）も思い出す。三上房男先生が富山大学を定年

退官後、上記短期大学校長に就任されていた関係

で開催されたものである。発表会の後、教員全員

で三上先生行きつけのスナックに出かけ、筆者は

ママさんとダンスまでした。もっとも、会計は三

上先生持ちである。 

 発表内容まで覚えているのは、定年退職される

教員による最終記念講演である。講演時間が比較

的長いことや細かい研究内容の発表で無いためか、

頭に入り易かった。立花規良先生（福井大学）、岡

島厚先生、山本富士夫先生、奥井健一先生（富山

大学）など思い出す。筆者も平成 21 年に長々と

「おしゃべり」したが、今でも冷や汗が出る。 

 第 49 回（平成 24 年９月、金沢市ものづくり会

館）は筆者が直接お世話した。平成 22 年４月か

ら当会館の館長に就任した関係上、開催をお願い

した。金沢大学現役時代は研究室の若い人達にす

べてお任せしていたが、自分でお世話してみて、

若い人の有難味を痛感した次第である。 

 

３．北流研の効用 

大学人として、学生の教育や研究の研鑽の重要

性から、北流研は当然役立つものといえる。 

学生にとっては、手近な所で緊張感も伴う研究

発表は発表訓練の場としても適しており、更に他

大学の教員や学生と発表会や懇親会で接すること

は卒業研究等の励みになるであろう。 

筆者にとってはどうであったか。北流研が自己

の研究進展に直接役立ったかといえば、それほど

では無かったように思う。北陸信越支部講演会や

全国大会も同様であり、研究の関連者が多い流体

部門講演会など専門学会の方がより強い刺激を受

けた。大体、北流研での過去の研究発表内容は全

然覚えていない。北流研の重要なことは、地理的

に近いため、研究会を通じてメンバーと接触の機

会が多く取れることにあると思われる。北流研に

より、メンバー間の親近感、仲間意識が得られた

ことは大きい。自分の職場の仲間に最も親しみを

感ずるが、これは接触回数が多いためであろう。

定年となって研究を離れた現在、仕事の関連等か

ら見ても、最も役立ち、懐かしく感ずるのは、北

流研等を通じて親しくなった人達である。友人、

知己など、人脈は財産であり、生きた証である。 

 

４．最後に 

定年後も、相変わらず皆様にご迷惑をおかけし

ています。館長を辞めるまで、あとしばし、ご勘

弁願います。また、いつもながらの散文をお許し

ください。 

３．「北流研 雑感」 

上野 久儀 (金沢大学名誉教授) 
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 北流研 25 周年記念誌の原稿を金沢大学の木綿

先生から依頼された。私は北流研の設立当時のこ

とを知らないので、そのことは他の先生方にお任

せし、北流研に参加しはじめた頃の思い出を辿っ

てみる。私が北流研に最初に参加させていただい

たのは、福井大学に着任した 1992 年からだった

ので、今年で参加し始めてから約 20 年経ってい

る。当時から、教員だけで常時 15 から 20 人くら

いの参加があった。研究発表では通常の講演会と

違って、議論が活発だったので、北流研への参加

を楽しみにしていた。一つの講演に対して長時間

議論することもあったように覚えている。また、

通常の学会では聴きにくいことも質問できる雰囲

気もあった。当時から、講演会の後に懇親会があ

った。例えば、金沢大学（当時は、小立野キャン

パス）の建物の屋上でバーベキューをされたこと

をよく覚えている。学生さんの手作りのバーベキ

ュー大会で楽しかった。また、北流研が金沢工大

の穴水湾にあるセミナーハウスで開催され、宿泊

させていただいた。ヨットに設置された測定装置

等が解説され、また、穴水湾をヨット（というよ

り立派なクルーザー）でクルージングするという

企画もあった。穴水湾や陸地を海上のそのクルー

ザーから眺めることができ爽快な気分だった。そ

の後、海辺で開かれた懇親会では利き酒が行われ

たことも覚えている。また、第 40 回北流研だっ

たと思うが、金沢の奥座敷として知られる湯涌温

泉の懇親会にも参加させていただいた。 

 他大学の教員との交流というとなかなか困難で

あるが、北流研は研究会でありかつ交流の場であ

って他大学や高専の様子を知ることができる。北

陸に流体関係の新しい先生が着任されると北流研

で知ることになる。また、北流研を研究室の学生

の勉強の場としても利用させていただいている。

全国規模の講演会に学生を参加させると経済的に

大変である。それで、研究室の学生を北流研に参

加させるようにしている。私の研究室の学生が北

流研に参加するとモチベーションが少し上がるよ

うに感じる。たぶん、彼らは学内では学べないこ

とを北流研で学んでいるのではないかと思う。学

生だけでなく私にとっても北流研は、近隣の大先

輩の先生方、同年代の先生方、若い先生方との交

流というと聞こえが良いが、研究のこと、教育の

こと、その他様々なことを学ばせていただく場と

なっている。さらに、他の学会の OS を企画する

上では、北流研に参加されている先生方と相互に

協力し合っているつもりである。このような北流

研が四半世紀も続いていることは、素晴らしい。

北流研について、北陸の流体工学研究の核だと思

うが、昼の連絡会議で色々意見が出るように新し

いことを試みて、今後もさらに発展することを願

っている。 

 最後になりましたが、北流研を創立された先生

方、および、長年わたり北流研の運営を支えてこ

られた木綿隆弘先生、松井良雄先生、小松信義先

生に感謝し御礼を申し上げます。 

 

  

４．「北流研に参加して」 

太田 淳一 (福井大学)  
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北陸流体工学研究会設立 25 周年を記念して、北流

研に関する思い出のいくつかを思いつくままに述

べる。 

 

１．北流研の設立時のこと 

北陸流体工学研究会（当初から、北流研と略称）

が設立されて四半世紀が過ぎた。今日までの 25

年間着実に発展してきたことは、全て、参加大学・

機関・企業において流体工学に関心のある多くの

研究者や学生の方々のお陰である。北流研に参画

された会員の皆さんの延べ員数は約 90 名に達し、

ここに北流研設立時の一員として篤く御礼申し上

げる。 

私は、1985 年 1 月九州大学から金沢大学に赴任

した。当時、全国各地で、研究者仲間が集ってい

ろいろな研究会組織をつくることが流行っていた。

その中でも“非定常空気力学研究会 AHLOS”は、

全国の大学や企業の研究者が、学会を横断して年

１回集い、いろいろな景勝地の宿で一泊して情報

交換をする素晴らしい場でした。AHLOS は今で

も継続し活発に活動している。また、山口大学の

大坂英雄先生の“乱流研究会”は西中国ブロック

の研究者や学生を集めて活動していた。 

そこで金沢大学に赴任した際、“AHLOS”や“乱

流研究会”のような研究会をつくりたくて、北陸

ブロックを構成する富山大学の三上房男先生、奥

井健一先生、福井大学の葦埜 勲先生、立花規良

先生、山本富士夫先生、川端信義先生、金沢工業

大学の佐藤恵一先生、増山豊先生、そして金沢大

学の故長久太郎先生、宮江伸一先生、上野久儀先

生と相談した。そして諸先生のお陰で、無事、第

1 回北流研を 1988 年 3 月 18 日、福井大学で開催

できた。そのとき、研究会は卒業時と夏休み期間、

年 2 回開催すること、卒業時の冬の研究会は、修

士研究・卒業研究を主体とした発表の場として福

井県と富山県で持ち回りとすること、夏は金沢市

で開催することを申し合わせた。また、AHLOS

に倣って“発表のあとで行う懇親会が重要な交流

の場”となった。 

その後、富山県立大学の流体機械の研究で高名

だった田原晴男先生、宮代裕先生、横井信安先生、

希薄気体力学・分子動力学分野の藤川重雄先生、

繊維工学分野の福井大学の家元良幸先生そして熱

力学・地熱分野の金沢大学の木村繁男先生などの

参加を得て、研究会の研究分野は多岐にわたって

拡大し活発化して、今日このような素晴らしい研

究会に成長した。今後ともますます充実し発展す

ることを期待する。 

 

２．ミッキー（M. M. Zdravkovich）先生の北流研

の講演とその後の思い出 

“Flow around Circular Cylinders”, Vol.1: 

Fundamentals 1997, Vol.2: Applications, 2003, 

(Oxford University Press) の著書で有名な英国・サ

ルフォード大学のミッキー・ツドラフコヴィッチ

（Dr. M.M. Zdravkovich）先生が、英国ブリティッ

シュ・カウンシルと文部省による学術研究者交流

計画によって、1997 年の 2 か月間金沢大学に滞在

した。この年の夏の第 19 回研究会は、佐藤恵一先

生の主催で、絶景の地・金沢工業大学穴水湾自然

学苑で開催され、ミッキー先生は、丁度、前掲の

著書の第 1 巻をオックスフォード大学出版局から

出版し、2003 年出版の第 2 巻を既に脱稿して一段

落している時期で、同研究会に喜んで参加された。

研究会では、著書 “Flow around Circular Cylinders” 

の主要なところを、オーバーヘッド・プロジェク

ターを使って英国独特のユーモアと皮肉を交えて

熱心に講義をされた。先生の長年の円柱周りの研

究に対する情熱には深く感動した。しかし、講義

の直後、ミッキー先生が体調を崩されて冷房完備

の日本式旅館に急遽、移動した。この時は少々あ

わてたが、元来、日本庭園や和室を好まれる先生

にとってはむしろ良かったのかもしれない。この

時の研究会の後半は、増山豊先生の案内で金工大

の船で風光明媚な穴水湾内を一周したことは楽し

い思い出であった。 

５．「北流研の思い出 あれこれ」 

岡島 厚（金沢大学名誉教授） 
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その後、ミッキー先生は、“振動円柱”を取り扱

った第 3 巻の出版に意欲を燃やしておられた。も

ともと先生は、1995 年 12 月 8 日におこった「も

んじゅの事故」の原因であった”円柱の流れ方向の

振動”に関連して、日英間の高いレベルの情報交換

するために来日された。実は、私はその 12 月 8

日午後に、機械学会主催の講習会で、“流れに伴う

振動と流体力－基礎から応用まで－”の講師とし

て、企業の若い研究者や設計者に“振動物体周り

の流れ”の講義をした。そのとき、ミッキー先生

も関与された 1968/9 年頃、英国の北海油田の海洋

構造物で起こった円筒の流れ方向振動を例に挙げ

ながら、水流中の構造物は、質量比が小さいため

換算減衰比も小さくなり、構造物は流れ方向にも

振動し易くなることの注意を喚起したことを記憶

している。そして奇しくも当日の夜、福井県の高

速増殖炉もんじゅの２次系配管の温度計さや管が

流れ方向振動で破損し、ナトリウム漏洩事故が発

生した。その経過を当時、ミッキー先生に話題に

したところ、“Dr. Okajima は預言者になった”と

冷やかされたことを思い出す。残念ながら、ミッ

キー先生は 2007 年 6 月 29 日亡くなられた。享年

71 歳。先生の墓石には、写真のようにご自身の可

視化実験による“円柱後流のカルマン渦列”が描

かれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英国・マンチェスターのミッキー（ M. M. 

Zdravkovich）先生の墓石にあるカルマン渦列 

（福岡工業大学溝田武人教授撮影） 

 

３．退職時の講演会と北流研に望むこと 

研究会では、主として大学や高専を退職される

ときに、長い間、研究されてきた研究内容の紹介、

苦労話、今後の研究展望などの講演をお願いして

いる。 

私の金沢大学退職のときは、2004 年 9 月の石川

高専で開催された第 33 回研究会で“流力振動：研

究の種との出会い”と題して話をさせて頂いた。そ

こでは、主として構造物の流力現象の研究の概要

を説明した。もんじゅの例にみられるように内部

流体流れで生ずる構造物のフラッタ、最近でも話

題になっている煙突のカルマン渦による励振や橋

梁の部材のフラッタ振動などに関する基礎知識の

教育は、これからも大学教育において重要である

ことを指摘した。 

元来、構造物流れは、非線形でカオス的な複雑

現象を取り扱う学問分野であるので、昔から研究

者は、これを出来るだけ線形化して解析すること

に工夫、努力してきた。一方、コンピュータの発

達によって非線形のまま取り扱う研究方法も発展

してきた。この両方の方法を適宜、使い分けて研

究してきた経験からして、最近、前者の方法を軽

視し、理解する研究者が少なくなったことは寂し

いことである。 

 

補記：流れの非線形でカオス的な複雑現象を取

り扱う興味ある問題として、“サッカーボールのぶ

れ球の発生メカニズムの究明”がある。福岡工業

大学 溝田武人教授と共同研究を行い、風洞実験

や野外実験などによって、その発生メカニズムを

明かにしてきた。 

この研究成果は、多くの一般の人々からも強い

関心を引く課題であることから、最新の電子版；

NATURE 誌 Scientific Reports 22 May 2013 に掲載

された。 

その概要を、北流研の研究会（2013.8.18）で説

明する。 

“The strange flight behaviour of slowly spinning 

soccer balls”, Nature Scientific Reports 22 May 2013  

Taketo Mizota, Kouhei Kurogi, Yuji Ohya, Atsushi 

Okajima, Takeshi Naruo &Yoshiyuki Kawamura 
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平成 13 年 4 月 1 日，これまでの 20 年以上の長

い企業生活に終止符を打ち，富山大学に移った。

企業での研究開発に不満があったわけではないが，

もっと研究に専念できると思ったからである。金

沢大学出身なので北陸は初めての土地ではないが，

久しぶりの北陸である。富山は金沢と比較して華

やかさはないが，住み心地には満足している。そ

の年の 9 月だったと記憶しているが，北陸流体工

学研究会に初めて参加した。この研究会は北陸 3

県，いわゆる富山，石川，福井県における大学等

の高等研究機関，ならびに企業の研究者や学生が

集い，主として流体工学分野における研究につい

て討論する研究会であると，奥井先生から伺って

いた。それまでの学会活動は主として東海地方だ

ったので，北陸の先生方とはほとんどが初対面で

あった。新しく赴任された先生は何か講演しても

らいたいということで，企業で研究していた「沸

騰冷却器」に関する講演を行ったことを記憶して

いる。沸騰冷却器は電力制御素子である IGBT 等

やコンピュータの CPU を冷却する機器であり，

内部に冷媒を封入して，沸騰と凝縮という熱伝達

率が極めて高い伝熱現象を利用し，冷媒自然循環

という独自の技術を用いた冷却器である。内容は

流体というよりも熱に近いので不適切ではないか

とも考えたが，熱流体システム機器なので妥当で

あろうと判断した。富山県立大学の石塚先生から

は，「北流研で熱の話を聴けるとは思わなかった。」

というコメントをいただき，やはり違和感がある

のかなとも思ったが，石塚先生は元々熱を中心に

研究をされているので，きっと親近感を持たれた

のだろうと勝手に解釈している。また，福井大学

の山本先生からは，「きっと講義もうまいだろう。」

というお褒め？の言葉をいただいたことを記憶し

ている。大学時代の恩師である金沢大学の上野先

生からは，「知り合いが近くに来ることはいいもん

だな。」と歓迎してもらった。その後，懇親会では

奥井先生に北陸の先生方を紹介していただき，皆

様に暖かく歓迎していただいた。こうして北陸流

体研究会におけるデビューは無事済んだ。 

 あれから 12 年の歳月が経過した。その間，ほ

ぼ毎回 20 名程度の学生と一緒に参加している。

北陸流体工学研究会に参加されている先生方とも

親しくさせていただき，今では研究生活のリズム

の一つになっている。北陸流体工学研究会の良い

点は，地方の研究会としてまとまりがあり，気軽

に参加できて教員や学生の参加者が多く，比較的

幅広い流体関係のテーマについてディスカッショ

ンできることや，毎回懇親会が開催されて参加者

とも楽しく懇談できることであろう。上記の点は

今後とも継続して実施していくことが肝要である。

一方で，改善すべき点？としては，企業技術者が

少ないことと，学生のためのテーマ設定に必ずし

もなっていないことである。前者については，企

業技術者が参加するメリットを見出せないことに

あると思われる。工業製品に直結するような流体

関係に関するテーマ設定をすれば，企業技術者も

参加するようになるかもしれない。企業技術者が

積極的に参加するような研究会にすれば，研究会

を通じて共同研究等の産学連携関係が新たに生ま

れ，大学の研究も活性化できると思われる。また，

後者の学生のためのテーマ設定については，難し

い課題ではあるが，現在のような発表テーマの持

ち寄り方式では，幅広い内容のため，多くの学生

は内容の理解が困難である。回数を限定して実験

計測法や数値解析法に関するセミナー形式のテー

マ設定をすれば良いかもしれない。一方で，研究

会を継続実施するためには，あまり時間をかけな

いということが必要という意見もある。結局のと

ころ，教員が発表する場合においては少なくとも，

学生が理解しやすいように内容について配慮する

ことが良いのかもしれない。 

 この北陸流体工学研究会の運営に関して，金沢

大学の木綿先生や金沢学院短期大学の松井先生に

は大変感謝している。この研究会の設立に尽力さ

れた先生方の趣旨に沿った運営がなされているか

どうか自信がないが，可能な限り自らが参加して

講演すること，学生を多数参加させ発表させるこ

とに努めてきたつもりである。この研究会が今後

とも発展していけるよう微力ではあるが努力して

いきたい。 

６．「北流研の思い出と提言」 

川口 清司 (富山大学) 
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８月１０日（土）の午後、一週間余りのお盆休

みに入る前に片付けておかなければならない仕事

を書き出し、一つずつ潰しにかかっていた。回答

を求められている事案について返事を出す。一週

間遅れで督促されている査読結果の作成、エディ

ターとしての拒絶の文案作成と順調に仕事が片付

いていった。とくに最後の文案は少し神経を使う

しごとである。余談だが、最近エディターの仕事

で効率よく仕事を片付けるコツを覚えた。処刑者

を５－６名、ゆるゆるの査読をする人を５－６名

持つことである。ざっと目を通して、行けると思

えば一人はゆるゆる組に査読を回す。まずそうな

場合は二人とも処刑執行組から査読者を選ぶ。期

待通り、彼らは１０割の確率で拒絶してくれる。

このような恣意的でいい加減なエディターがいる

Journal の名前は、その名誉のために伏しておく。

さて、目出度く恣意的拒絶コメントを作成し、処

刑執行人の二つの査読コメントを著者に送り、い

よいよ一週間の休みだと思ったそのとき、木綿先

生が入ってきた。北流研２５周年記念文集の原稿

がまだ届いてないとの督促である。期限を聞くと

８月１５日締め切りだと言う。提出しない場合は

北流研を除籍になると脅かされた。定年までまだ

２年半以上ある。今除籍されては私の名誉にかか

わる重大問題である。 

そういうわけで緊急に何か文章を作らねばなら

ない。北流研の活動を振り返ってみるといろいろ

な思い出が頭に浮かんでくる。金沢に着任早々の

平成７年３月、木綿先生運転のコロナで岡島先生

と一緒に、確か富山大学へ行ったように覚えてい

る。富山までの道中、岡島先生から自由の女神や

安田講堂がなぜ富山にあるかという話から、庄川

の偉大な力まで北陸のいろはを拝聴した。北流研

では、後に北大の教授となられた藤川先生（当時

富山県立大）を始め、北陸の重鎮の先生方に紹介

されて盛んに恐縮していた。 

それから数年してからのことだと思うが、佐藤

先生はじめ金沢工大の先生方のお骨折りで、金沢

工大が穴水に持っている研修施設で一泊の合宿北

流研を実施したことがある。船での遊覧、岸壁で

のバーベキューなど勉強以外のことが記憶に残っ

ている。丁度この時、英国のサルフォード大学か

らZdravkovich先生が数か月間岡島先生を訪問し

ていた。名前の発音が難しいのでわれわれは

Micky さんと呼ぶことにしていた。Micky さんも

この合宿に参加して講演をした。聴衆の反応を見

ながら、彼らの関心を常に話の内容に引き付ける

というみごとな技術に驚いた。彼は心臓の持病を

持っていて、暑さに耐えられないといって、岡島

先生と木綿先生が慌てて町の冷房付きのホテルか

旅館を探しに行ったのを覚えている。バルカン半

島出身者特有の諧謔趣味があり、彼との会話でい

までも心に残っている幾つかがある。 

 

１．ラテン語の達人 

彼は教養の高い人間であった。ラテン語をよく

知っていた。何かのきっかけで James Joyce の話

になったとき、なぜ自分がラテン語を一生懸命勉

強したか、その理由を語ってくれた。当時のユー

ゴスラヴィアの学校では、教師は大抵醜いおばさ

んだったそうである。そのなかで唯一若くて綺麗

な教師がラテン語の先生だった。この先生に気に

入られるために、Micky 少年は必死にラテン語を

勉強したという。わが機械工学科もべっぴんの先

生方で教員をそろえたら、学生たちもきっと必死

に勉強するに違いない。 

 

２．宗教 

彼は決して宗教に熱心なタイプ、すなわち敬虔

なキリスト教徒ではないといっていた。しかし、

人間は何か宗教を持つべきだというのが持論であ

った。人間を超える力の存在を信じることが人を

謙虚にするというのがその理由らしい。自分の理

性は完全だと信じている、傲慢なタイプの人をひ

どく嫌っていた。 

 

３．なぜ層流と乱流 

流れにはなぜ層流と乱流があるのかと質問した

ことがある。彼はちょっと考えて、世界には昼と

夜がある。人間には生と死がある。それと同じよ

７．「思い出に残る人」 

木村 繁男 (金沢大学)  

  

北陸流体工学研究会設立２５周年記念誌   
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うに、流れには層流と乱流があるのだと答えた。

この問いには彼一流の諧謔で答えるしかなかった

ようだ。 

 

Zdravkovich 先生は、“Flow around Circular 

Cylinders, Vol.1: Fundamentals 1997, Vol.2: 

Applications, 2003, (Oxford University Press)”

という題名の分厚い学術書を２冊オックスフォー

ド大学出版部から出して、２００７年に亡くなら

れた。 
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北陸三県の大学や高専の流体工学を研究してい

る教員の研究室が集まって、何か研究会を始める

という話を当時、指導教官であった岡島先生から

聞いて福井大学に行ったのは昭和 63 年 3月 18 日

であった。プログラム（当時は次第書と書いてあ

ったが）に「第１回北陸流体工学研究会（仮称）」

と書かれており、まだ研究会の名前が決まってい

なかったことが伺える。「北陸流体工学研究会」、

略して「北流研」＝「ほくりゅうけん」とは何？

知らない学生が聞くとどんな「拳法」かと言われ

そうな名前である。しかし、自分では意外とカッ

コいい名称だと思っている。自分は学生時代から

北流研に参加しているためか、北流研で自分の博

士論文(同軸噴流)を纏めたような(新任教員とし

て)研究発表をしていない。機会を逸しているなと

思いつつ、時間が過ぎてもう過去の話となってい

る。しかし、今回の記念誌発行でプログラムを整

理して、噴流に関して自分で２回発表しているこ

とを思い出した。１度目は博士課程の２年次によ

うやく１本書いた機論の同軸噴流の定常流れ特性

について第３回北流研(24年前)で発表した。その

際、ＯＨＰシートの枚数が多かったため、時間内

15 分に納めるために六郷さん(当時Ｍ２)にＯＨ

Ｐシートの入れ替えを頼んだことを覚えている。

パワーポイントを使う今日の学生には考えられな

いことであろう。２度目は第 11 回北流研を金沢大

学で開催するにあたり、自分でプログラムを調整

していたため、自ら発表することになったようで

ある。最近では、噴流の研究とは別に始めた風力

発電関連の研究発表の方が、金沢大学の理工研究

域で2011年4月に設立されたサステナブルエネル

ギー研究センターの部門長になっているため、そ

っちがメインになりつつある(既に、北流研で風力

発電の発表を夏に２回している)。再生可能エネル

ギーに関連した研究は、他の大学や高専でも進め

られており、今後、北流研内でも情報交換を行い、

北陸の企業も含めて日本におけるエネルギー問題

の解決に繋がる研究となっていくことを期待した

い。 

 北流研の普通預金通帳を見ると何故か平成３年

から研究会の会計を担当しているようである。北

流研は、日本機械学会の北陸信越支部内に置かれ

た研究会として、支部から研究会補助金として毎

年 1 万円を頂いている。平成３年に実施した講習

会からの収入として８万円、流体工学部門の所属

として「気－液系流れのダイナミクスに関する研

究会」を平成８年に設立した関係(８年間続いた)

でまた少し補助金が入って来たお陰で、夏と春の

研究会への補助として１万円ずつ支出している。

支部からの収入以上に支出があることになるが、

今のところ通帳はまだ０円にはなっていない。こ

のままの年２回開催だと、私の定年までは通帳は

０円せずにいける気がする(イレギュラーはイベ

ントの支出がなければ)。欲を言えば、北陸以外か

ら有名な講師を招いて、研究会を行えるようなお

金があれば、益々、他の地域との研究交流が深ま

ると思っているが、現実では厳しい。改めて 51

回全てのプログラムを見ると、偶に外部からの大

学や企業の方を呼んで特別講演を行われているが、

すべて研究会を担当する大学の裁量で行っている

ようである。日本機械学会北陸信越支部の申し合

わせ事項で、「研究会は、企業等からの寄付金・会

費等を募ることは出来ない。」になっているので、

構成メンバーからの参加費を徴収して、それに充

てるという方法もある。しかし、この方法でお金

を集めるのであれば、北流研で議論する必要があ

ろう。 

 印象に残っている研究会としては、やはり、金

沢工業大学が所有している穴水町にある「穴水湾

自然学苑」で開催された「第８回」と「第 19 回」

の北陸流体工学研究会である。何故か第８回に関

しては写真が残っており、その中ではプログラム

には、書かれてはないが研究会２日目の朝に「朝

礼(?)」「掃除」があったことが、写真から思い出

せる。また、懇親会も盛り上がったことを覚えて

いるが、第８回目は２階の食堂、第 19 回目はハー

バーで開催され、利き酒大会が行われたと記憶し

ている。特別企画として、金沢工業大学の船を増

山先生が運転されて穴水湾をクルージングしたこ

とが大変思い深い体験だった。こう言う合宿形式

８．「北流研の思い出と思うこと･･･」 

木綿 隆弘 (金沢大学)  

北陸流体工学研究会設立２５周年記念誌   
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の研究会は個人的には好きであるので、もっと企

画してほしいと思っている。また、写真の１つに

学生と麻雀を行っている様子が写っていた。これ

も学生とコミュニケーションを取る手段として良

いものだと思っている。しかし、最近の学生はＰ

Ｃ上で簡単に面子を集めて行なえるのは便利では

あるが、人の繋がりが薄れて、会話がなくなるの

は残念なことでもある。もう時効かと思うが、第

19 回北流研に第２回麻雀大会をしていただが、そ

の際、佐藤先生に「うるさい」と夜中に怒られた

こと覚えている。この時、西安から来られた楊笑

風先生は日本式麻雀の役を知らなかったため、カ

ン、ポン、チーのみの鳴き麻雀(中国式)で勝って

しまった。やはり、本場の雀士には日本人は勝て

ないのでしょうか？！あと、第 19 回の北流研では、

イギリスの Salford 大学の Zdravkovich 先生も参

加された。平成９年の夏も暑かったが、穴水湾自

然学苑には冷房装置が完備されていないため、心

臓の手術をされた Zdravkovich 先生には日本の夏

は暑すぎたため、急遽、穴水湾に面した旅館「と

きみね海遊」を予約して、講演後に私の車でお連

れしたことを覚えている。以下に、この研究会に

参加する際の研究室で配布した配車とスケジュー

ル表を示す。美喜先生とは、Zdravkovich 先生こ

とで、ファーストネームが Mickyだったので、こ

の２文字の漢字を当てたようである。美喜先生が

体調を崩されたこともあって、能登一周のドライ

ブは中止となり、直接金沢に帰ってきたため、幻

のスケジュールとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝礼で整列している学生たち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回麻雀大会！  掃除をしている上野先生 

          と松井先生 

 

 

 

金沢大学が担当する際にも合宿形式の研究会を

企画できないかと検討したことがある。金沢大学

にも旧辰口町(現、能美市)に研修所があるが、金

沢工業大学の穴水湾自然学苑よりも規模は小さく

参加人数が５０人を超えると難しく、おまけにぼ

ろい・汚いと言ったところで「無理だなーあ」と、

松井先生と相談したことを思い出す。石川県で研

究会を開催するのは夏であるので少し趣向を変え

て、懇親会を「バーベキュー」にしようと企画し

第１９回 北陸流体工学研究会ｉｎ穴水 

 

日 時 平成９年８月１日（金）14：25 〜 ２日（土）10：30 

場 所 穴水町由比ヶ丘 金沢工業大学穴水湾自然学苑  

TEL 0768-52-1279 

参加者 岡島 厚、木村繁男、M.M.ZDRAVKOVICH、木綿隆弘、 

楊 笑風、西田 正人、Emanuel DARIE、葛見俊之、 

鈴木輝士、永森稔朗、山本英男、宇根悟史、尾島 録、 

中野智仁、羽間丈浩、安田孝広、塩谷 篤 計１７名 

 

配車 

行き 木綿（コロナ）楊、西田、葛見 

   木村（プリメーラ）岡島、美喜、ダリエ 

   山本（サニー）中野、安田 

   尾島（シビック）羽間、宇根 

   塩谷（マリノ）鈴木、永森 

 

帰り 木綿（コロナ）岡島、美喜、ダリエ 

   山本（サニー）葛見、楊、鈴木 

   塩谷（マリノ）宇根、中野 

 

   木村（プリメーラ、金沢方面直行）羽間、安田、永森、西田 

   尾島（シビック、新潟方面直行） 

 

距離 片道約 100km 能登有料道路（粟ヶ崎−此木）1180円 

 

スケジュール 

８月１日 

  9：45 集合（時間厳守） 

 10：00 工学部出発（粟ヶ崎 I.C.へ） 

 11：00 千里浜渚ドライブウエー（今浜 I.C.下車） 

 12：00 どこかで昼食（例 国民宿舎小牧台、柳田 I.C.→横田 I.C.） 

 14：00 金沢工業大学穴水湾自然学苑到着 

  

８月２日（能登一周）？！（美喜先生しだい） 

 11：00 金沢工業大学穴水湾自然学出発 

 12：00 九十九湾（昼食） 

 13：30 見付島 

 14：00 揚浜塩田 

 14：30 時国家 

 15：00 千枚田 

 15：30 輪島 

 18：00 工学部到着 
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て屋上で焼き肉を行ったのは、第 11回の研究会で

あった。金沢大学工学部が角間キャンパスに移転

する前の小立野キャンパスでは、毎年８月第一土

曜日にすぐ近くの犀川河川敷で花火大会が行われ

ている。そのため、それに併せて研究室でバーベ

キューをやっていたので、バーベキューを懇親会

として企画した。機械システム工学科は女性が非

常に少ない。研究室に来た女子学生は 30年間に３

名しかいない(ちなみに、大正時代から私の入学し

た学年より以前には金沢大学機械科に女子学生の

入学は０であった)。平成５年度も研究室には女子

学生はやはりいなかったが、家事が得意な遠藤君

(当時Ｍ１)のお陰でバーベキューの懇親会は成功

裏に終わった。しかし、私の記憶が正しければ翌

年の金沢工業大学が担当された際には、懇親会を

バーベキューができる大学の新しい屋外施設で行

ったことで、またしても金沢工業大学に負けてし

まったなと思ったのは、自分だけではないはずだ。 

 北流研の設立当時から数年間の参加者は、正員

(教職員)が 10 数名程度、学生員(大学院生、学部

生)が 20名程度の小ぢんまりとした研究会で、各

大学の大学院生の人数も少なかったため、富山や

福井への移動はＪＲを使用していたと記憶してい

る。ここ 10 数年前からは大学院生の人数も増えて

研究会への移動手段は車になったが、学術的な学

会の講演会の雰囲気を体験できる研究会として研

究室の学生には原則全員参加としている。特に、

春３月の研究会では学生が卒業旅行で逃げられな

いように早めに研究発表を行う学生を指名してい

る。学生に研究に対する取り組み方を少しでも良

い方向に向ける効果も期待しつつ、さらにそれ以

上に大学間の研究の情報交換と交流、教職員の親

睦の場として、北陸流体工学研究会が益々発展し

ていくように、微力ながら貢献していきたいと思

っている。最近では、直接は北流研とは直接関係

ないが、北流研のメーリングリストなどを通じて、

富山県立大学の中川先生らが フリーの熱流体解

析ソフトの OpenFOAM を勉強する「オープン CAE

勉強会」を立ち上げていると聞いている。金沢大

学のうちの研究室の学生も若干名参加しているが、

このような勉強会のような取り組みは学生のスキ

ルアップに繋がっており、北陸流体工学研究会に

参加している各大学の研究室の熱流体解析技術の

向上に貢献している良い企画である。今後は、こ

のような勉強会的な企画が北流研内で出てくれば

良いと思っている。 

最後に、25 周年記念誌発行に当たり、研究会代

表者の松澤先生を始め、無理にお願いして大変お

忙しいところ執筆頂いたＯＢの先生方、現役の先

生方、企業の方には、この場を借りて御礼を申し

上げます。有り難うございました。 

 

 

  



 14 

 

 

 

 

 

 

 

1． はじめに：北流研以前 

私が金沢に来たのは大学院生気分も抜けない

20 歳台の 1977 年である。昔の事情とはいえ、す

ぐ講義・授業をもつ身となり、若い若いと自分勝

手に思い込んでいたが、周りをみるといつのまに

か現役最高齢（多分）となっていることに気付き、

若干の戸惑いと感慨を感じている。もちろん現役

という言葉の定義が問題。 

1977 年当時は、福井大学・葦埜先生、金沢大学・

岸岡先生、福井大学・三上先生が居られ、富山県

立大学や北陸先端科技大学院大学は存在しなかっ

た。それぞれ若手？として、立花先生・山本先生、

上野先生、奥井先生が活躍されていた。 

私は、時間無い、設備無い，金無い，身寄り無

い、という状態で途方に暮れた状態だった。とい

っても、生来、この種のことは何とかなると思っ

ており（無計画！）、「良い人は目茶目茶良い」と

いう金沢人気質に助けられて、気が付いたら 60

歳を疾うに過ぎ現状に至っている。 

 

2． 北流研の立上げ時代と金沢工大での開催 

 第 1 回目の北陸流体工学研究会は，1988 年 3

月 18 日に、福井大学・葦埜先生のお世話で開催

された。岡島先生が金沢大学に来られたのを機に

始まったと聞いているが、私も金沢工大を代表し

て仲間に入れて頂いた。 

第 1 回目の次第書をみると発表件数は 13 件で、

私は「アメリカ見聞」と題する特別講演を仰せつ

かり 1 時間も岡島先生の司会で行っている（今思

うと冷や汗が出るが懐かしい）。連絡会参加は 12

名で、三上・奥井・春山（富山大），岡島・上野（金

沢大），佐藤（金沢工大），割澤（石川高専），葦埜・

立花・山本・吉田・幸川（福井大）の各先生だっ

た。配布資料数 30 部である。講演会終了後、福

井大学牧島荘で懇親会が行われた。 

第 2 回目は金沢大学で、1988 年 8 月 17 日に開 

 

 

 

写真１－３ 第 4 回北流研（1989 年 8 月） 

（金沢工大・野々市キャンパス） 

 

かれ、ここでは、春山先生（富大、以下当時の在 

籍先で記す）、家元先生、蝶野先生（福井大）、松

井先生（金大）、増山先生（金沢工大）、割澤先生

（石川高専）などの名が見える。第３回目は、富

山大学で 1989 年（平成元年）3 月 18 日に開催さ

れた。川端先生（福井大）、藤田先生（福井高専）、

佐野先生（金大）、そして木綿先生（金大）の名が

見えている。 

 一応一巡した第 4 回目であるが、どういう理由

であったか忘れたが、石川県の金沢工業大学でや

ることになってお引き受けした。1989 年 8 月 26

日に野々市キャンパスで開催された。その後、現

 

９．「北流研と金沢工大と私」      
25＋α年間(1977－2013 年)を振り返って 

 

佐藤 恵一 (金沢工業大学) 

北陸流体工学研究会設立２５周年記念誌   
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在の開催順序が確立したようである。 

この金沢工大で開催された第４回北流研の様相

を写真１－３に示す。写真１の講演者は私（かな

り若く 30 歳台の最後）で質問者は？、司会は三

上先生である。私中心で恐縮だが、写真２、３は

懇親会の様子で、懐かしい若いお顔がずらりと並

んでいる。 

毎回の記録があるわけではないので正確でない

が、第 6 回の議事録からは富山県立大学の名があ

り、第 8 回には藤川先生の名が見える。藤川先生

とは同じキャビテーション仲間ということもあり、

北大に移るまで、岩井先生（福井大）などを交え

情報交換を重ねることができた。なお、1992 年の

夏は、機械学会北陸信越支部石川県行事に替える

ということで、珍しくも研究会が 1 回とんでいる。  

 

3． 金沢工大・穴水湾自然学苑での北流研 

 年配の先生方と金沢工大での北流研の話をする

と、能登半島穴水湾にある本学の自然学苑での夏

の研究会のことを懐かしく、よく話をされる。金

沢工大では、１－3 年生時（以前は 4 年生まで）

に、この施設を用いての 2 泊 3 日の研修を義務付

けており、人間形成の場として教育プログラム上、

主要な役割を担っている。 

 

   

  

写真４・５ 第 8 回北流研（1991 年 8 月） 

（金沢工大・穴水自然学苑） 

  

  写真６・７ 第 8 回北流研懇親会など 

（金沢工大・穴水自然学苑） 

 

国定公園の自然豊かな中での研究会だが、そん

な学生用の宿泊施設であり、盛夏での冷房無し、

朝 6 時半起床・体操．．．などなどの一方、ヨット

や海洋活動が専門の増山先生のお世話を得ての浜

辺でのバーベキューや穴水湾クルージングなどが

堪能もでき、なかなか経験できないものであった

ようだ。 

 私の記憶によると、金沢工大での北流研は多数

回しているが、その中でも、第 8 回（1991 年 8

月）と第 19 回（1997 年 8 月）の計 2 回、穴水で

研究会を開催した。研究会の目的は、当然ながら

学術研究情報の交流にあるわけだが、ある意味で

はもっともっと大きなものとして、学生を含めて

の人と人との交流にある。議事録を振り返ってみ

ると、例えば第 11 回において、研究会の今後の

在り方についてフリーディスカッションが行われ、

「当研究会の発展のため、若手研究者や学生の積

極的な研究会参加を目指し、堅苦しくない自由な

雰囲気での研究発表や質問・討論が行われるよう

配慮する」という項目がある。少し拡大解釈的で

はあるかもしれないが、そのような雰囲気作りの

一助に、穴水自然学苑での研究会開催が役に立っ

たように思える。 

 ここに、研究会の写真を羅列する。懐かしいご
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尊顔を楽しんで欲しい。写真４・５そして写真６・

７は、第 8 回研究会（1991 年 8 月）のものであ

る。写真４、５は岡島先生のご講演の様子であり、

おそらく立花先生が座長である。写真６が懇親会、

写真７が自然学苑玄関での集合写真である。西田 

 

 

写真８－１１ 第 19 回北流研（1997 年 8 月）・

講演会 

先生、藤田先生（石川職訓短大）、小沢先生（福井

工大）などの参加が観られる。 

ついで、金沢工大・穴水自然学苑で、特に海洋

活動を伴った第 19 回北流研での様子を、写真８

－１１，写真１２－１４に示す。 

写真８は、岡島先生のもとに招聘教授として来

日していた英国 Salford 大学の Zdravkovich 先生

による「管列における渦放出」に関する講演、そ

して写真９、１０が山本先生と奥井先生のご講演

の様子である。写真１１が講演会様相、そして、

写真１２－１４が浜辺での懇親会という珍しい風

景である。写真１２は乾杯の音頭をとる岩淵先生、

その後、だんだん陽が沈み暗くなり飲み会には絶

好の雰囲気になっている。 

 

 

 

 

 

写真１２－１４ 第 19 回北流研・懇親会 

穴水湾浜辺で 

（金沢工大・穴水自然学苑） 
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ついで、文末に大きく示す写真１５は、翌朝に

おけるクルーザーを前にしての集合写真であり、

多数の学生参加者の中に、本学の深澤先生（現・

大阪府大）や小幡先生、あるいは木村先生、太田

先生など現在の中心メンバーの方々、そして島田

先生（現・福島大）、彭先生（現・日大）など多く

の懐かしい（かつ若々しい）お顔がある。本学の

杉本先生（当時，大学院生）もどこかに参加して

いるはずだが？ 

 

４．これからの北流研への思い：「気－液系流れ

のダイナミクスに関する研究会」を交えて 

最後に、少し学術的な面での反省を書かせて下

さい。この北流研において、私自身は、キャビテ

ーションがらみのことを飽きもせず約 30 年間研

究発表してきたわけであるが、それに関連して、

この北陸流体工学研究会を母体に、日本機械学会

の研究会「気－液系流れのダイナミクスに関する

研究会」の主査を、1996 年 12 月から約 8 年間に

わたり、金沢大学の木村先生のご協力のもとに担

当した。その成果自体の詳細は報告書などにある

が、その概要部分を以下に抜粋して示す。 

「気液混相流れ、キャビテーション流れ、気中

液体噴流、自由表面流れ、海水面流動・波動、な

ど気－液共存系の流れは産業機器に限らず自然界

に広く現れ、その現象解明に関する工学的意義は

大きい。これらの流れ問題は、従来、それぞれ個々

の流体現象をほぼ単独で扱かったり、気－液干渉

作用の比較的緩やかな場合に限られて扱われてき

た。本研究会では、気液系流れや混相流を中心に

単相流を含め流体を総合的に取り扱う場を設ける

ことにより、各分野の研究者の間で流体工学的立

場より調査・研究・意見交換を行った。」とある。

果たして、この研究会をもとに北陸地区の流体工

学研究が大きく活性化したかというと、残念なが

ら（大変申し訳なくも）学会 OS 程度に留まり潜

在能力に比して、それほどではないように思える。 

この十数年の間、世界の学術研究は東アジア・

東南アジアを含めて、研究・教育の両面において

大きく変わり、そのレベルは飛躍的に充実してき

ている。日本においては、金沢工大に限らず多く

の大学・高専の建物・研究設備・教育設備が大幅

に更新されてよくなっているが、さて質的内容は

どうであろうか。 

今後、この北陸流体工学研究会を一つのプラッ

トフォームとして、大学間そして地域・企業・大

学間の協同研究体制を、国際面をも含めて、さら

にどんどん推進していく必要性を強く感じる。 

 

５．おわりに 

この 25 年は私の教育研究期間と全く重なる。

現在、私の関心はどちらかというとエンジニア育

成、大学教育改革の方に比重があるが、研究およ

び研究者マインドは大学教員にとっては、（研究成

果自体に直接結び付かなくとも）教育を含めた活

動の源泉であり生命である。今回、回顧録的に 25

年を振り返る機会を頂き、研究会の写真を見なが

ら省みると、北陸流体研究会を通して、研究・教

育そして人間的にも広くご指導いただき、お世話

になったことを今更のように思い入る。 

これからの発展を祈念すると共に、北流研の多

くの先輩・同輩・後輩諸氏に深謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１５ 第 19 回北流研（金沢工大・穴水自然学苑）：1997 年 8 月 

穴水湾でのクルーザーを背景にした集合写真
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１．はじめに 

 北陸流体工学研究会設立 25 周年の節目に立ち

会え、このような執筆の機会を与えて頂いたこと

に感謝いたします。親しみを込めて、北流研と呼

ばせていただきます。 

 25 年ということは、研究室に所属するほとんど

の学生が生まれる前に、北陸流体工学研究会がス

タートしたということになります。その頃、私は

大学に入学して、いかに楽しもうかと浮かれてい

た時期です。 

 歴史の重さと申しますか、積み重ねてこられた

日々の努力を想うと、敬服する外はありません。 

 北流研を生み出し、育てていらっしゃった先達

の皆様に、この場をお借りしてお礼申上げます。 

 

２．北流研と富山県立大学 

 これまでの開催記録を見ながら、北流研と富山

県立大学との関係を振り返ります。 

 富山県立大学は平成 2 年に開学しました。これ

は、第 5 回北流研（平成 2 年 3 月）の頃というこ

とになります。 

 平成 5 年 3 月 16 日(火)に、富山県立大学におい

て第 10 回北流研が開催されました。富山県立大

学での始めての開催です。その後、第 18 回(平成

9 年 3 月)、26 回(平成 13 年 3 月)、34 回(平成 17

年 3 月)、42 回(平成 9 年 3 月)、50 回(平成 9 年 3

月)を富山県立大学にて開催いたしました。 

 研究会代表者としては、平成 5 年度を田原晴男

先生が、平成 14、15 年度を鈴木立之先生が担当

されました。 

 現在、富山県立大学の正会員は 4 名です。敬称

略で紹介しますと、石塚勝、坂村芳孝、中川慎二、

畠山友行です。 

 これまでには、さらに 9 名の正会員がいました。

こちらも、敬称略で紹介させて頂きます。田原晴

男、宮代裕、横井信安、藤川重雄、葉山眞次、春

山義夫、鈴木立之、彭國義、舟渡裕一 の皆様です。

読者の皆様にとって、とても懐かしく、思い出深

いメンバーではないでしょうか。 

 私は、第 30 回(平成 15 年 9 月 6 日)から参加し

ています。あっという間に 10 年が経ちました。

私は、学生時代を関西で、海外でのポスドクを挟

んで、教員としての最初の 2 年を関東で過ごしま

した。これらの地域に比べて、北陸地域の団結力

の強さを実感しています。 

 

３．北流研の良いところ 

 北流研の特徴は、学生会員の参加数が多いこと

ではないでしょうか。時折話にでてきますが、学

生の発表を肴に、教員が一献かたむけるという伝

統のおかげでしょうか。 

 学生の参加数が多いことは、とても魅力に感じ

ています。学生自身が他大学・他研究室の学生の

姿を見て、刺激を受けることが、研究を通じた教

育に与える影響は大きいです。交通費のあまりか

からない北流研は、絶好の機会となっています。

さらに、今の学生は、交友関係が広いような、狭

いような、掴みきれないところがあると言われる

ことがあります。特定の狭い範囲の仲間とは深く

つきあうものの、それ以外との交流を望まない傾

向も感じます。北流研のような集まりで、交流の

機会を増やすことで、学生の気持ちにも変化が生

じることを期待しています。 

 「流体工学」という大きな枠の中で、参加者の

研究内容が多岐に渡っていることも、大きな魅力

の 1 つです。学生にとっても、そして私自身にと

っても、とても勉強になっています。狭い研究分

野の仲間が集って、深い話をするもの良いですが、

時には視野を広げて、新たな見方や気づきを与え

てもらえる場に参加することも重要と感じていま

す。 

 私は、日本伝熱学会にも所属しています。こち

らの北信越支部でも，年に 2 回のセミナーを開催

しています。両方の会でお目にかかる先生方もい

らっしゃいます。このように、多重的な構造とな

っていることも、良いことだと思います。 

 マルチスケール・マルチフィジクスではありま

せんが、この北陸地域の中で、様々な技術課題に

興味を持つ人々による多層的で活発な交流が存在

することは、研究教育に大きなメリットとなって

 

10．「北流研と富山県立大学（と私）， 
これまで と これから」 
 
中川 慎二 (富山県立大学) 

北陸流体工学研究会設立２５周年記念誌   
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います。 

 

４．これからへの期待など 

 これからへの期待、と言うと、人ごとに聞こえ

てしまいます。構成員の一人として、考えてみま

す。 

 やはり、これまで通り、多くの学生を交えて交

流できる場として継続していきたいです。様々な

専門分野が存在しますが、「流体工学」という大き

な枠組みの中で、より多くの分野の研究者・技術

者に集っていただける会を目指したいです。 

 さらにその上で、特定の関心を持つグループが

自然と集まり，自主的・自発的な勉強会などを開

催できる環境を提供できると良いのでないでしょ

うか。こう考える要因は次のようなものです。 

 

① 地域コミュニティ 

 情報通信技術の発達で、瞬時に世界中の人々と

交流できる時代になりました。様々なソーシャ

ル・ネットワーキング・サービス（SNS）が存在

し、科学技術に関する情報交換・共有にも、イン

ターネットが大活躍しています。 

 その一方で、SNS での交流だけではなく、顔を

合わせての交流の重要性が再認識されているよう

に感じます。特に、オンラインでの実務的な交流

に不慣れな方（研究をスタートしたばかりの学生）

は、相談に必要な情報を効率的に伝えることがで

きず、困り果ててしまうことがあります。身近に、

気軽に相談できる現実世界の集まりがあることが、

とても重要です。 

 このような時代であるからこそ、地域をベース

にした北流研の存在意義は高まっていくと感じま

す。 

 あと数年で北陸新幹線が開通し、北陸地域を取

り巻く環境が大きく変化することでしょう。しか

し、それでもなお、身近なところに、気軽に相談

できる仲間がいることは大きな支えとなります。 

 また、良きライバルの存在が、人間の成長には

不可欠です。学生も、教員も、お互いに刺激を与

え合える良きライバルを身近に感じられる場とし

て、北流研が存在し続けられるような環境を作り

だしていきたいです。それには、まず何よりも、

自分のやるべき仕事をやり遂げる、ということが

大事です。これを機会に、今一度、気を引締めま

す。 

 

② オープン CAE 勉強会 

 私は、昨年から、オープン CAE 勉強会＠富山

を運営しております。オープンソースの CAE ソ

フトウェア（OpenFOAM など）のユーザーが集

い、情報を共有する場を提供するものです。月に

1 度のペースで開催しており、この夏で 13 回目を

迎えます。毎回十数名の参加者があり、富山と金

沢を中心に、時には東京や長野といった遠隔地か

らも参加していただいております。 

 立上げ時には、北流研のメーリングリストで案

内させていただきました。おかげさまで、北流研

メンバーにも参加していただいております。複数

の大学の学生の方々が積極的に参加してくださっ

ています。学生さんだけで他大学に乗り込むのは

勇気が必要だったと思います。やはり、その下地

に北流研での交流があったことが、功を奏してい

ると実感しています。 

 オープン CAE 勉強会は、現在、全国の 5 つの

地域で活動しています。富山は、東京、大阪、岐

阜につづいて、4 番目にスタートしました。その

後に広島が続いています。地域名を「富山」とす

るか、「北陸」とするか、悩みました。まずは富山

としてスタートし、軌道に乗れば「北陸」へ格上

げすれば良いと思い、富山という名前で始めまし

た。あるいは、各地域で勉強会が開催されれば、

その連合体として「北陸」を名乗るのも良いだろ

うとの想いです。 

 オープン CAE 勉強会は、オープン CAE 学会か

ら公認されていますが、学会とは独立した組織で

す。各地域の勉強会も、独自の運営を行っていま

す。独立性を尊重しながら、時折情報交換したり、

人材が交流したりする、緩やかな結びつきです。

オープン CAE 学会自体が、情報も活動も、でき

るものはできるだけオープンにし、参加者主体の

運営で成り立っています。 

 オープン CAE 勉強会＠富山の活動をきっかけ

にして、NPO 法人 CAE 懇話会の北陸 CAE 懇話

会 との交流をはじめることができました。北陸

CAE 懇話会では、北流研メンバーの石川工業試験

場 新谷隆二氏が活躍していらっしゃいます。北流

研へ流した勉強会の案内を新谷氏がご覧になった

のが、北陸 CAE 懇話会との交流のきっかけとな

りました。北陸 CAE 懇話会の幹事である西川順

一氏には、新たに北流研にも参加して頂くように
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なりました。 

 様々な規模・目的のコミュニティの活動が重な

りあうことも大切だと痛感しています。 

 

③ メタ・コミュニティ 

 このように、北流研を母体として、共通する関

心を持った仲間が集う勉強会（コミュニティ）が、

どんどん立ち上がると嬉しいです。できることな

ら、学生さんが主体となり、同好会を立ち上げる

ような状況になれば、北陸地域だけでなく、日本

の将来も明るくなるのではないでしょうか。 

 小さなコミュニティが生まれて、成長して、合

流して、発展的に解消して、を繰り返す。北流研

を中心として、さらに別のコミュニティが形成さ

れる。北流研の枠を超えたコミュニティも存在す

る。北流研は、その母体として存在し続ける。こ

のような状況を夢見ています。 

 様々な目的の下に集ったコミュニティの集合体

としてのコミュニティ、メタ コミュニティとして

の働きを北流研が担えば、北陸地域の活性化にさ

らに貢献できるのではないでしょうか。 

 

５．さいごに 

 北流研が 25 年にわたって築き上げてきた良き

伝統を受け継ぎ、さらに発展させていくため、富

山県立大学のメンバーも、引き続き協力していき

たいと考えております。富山県立大学の石塚 勝 

学長は、北流研のメンバーです。学長からも、日

頃から、地域の協力、研究会等を通じた交流の重

要性を説かれています。 

 教員が新たな多くの業務に忙殺される昨今です。

学生の気質も、常に変化を続けています。こうい

った時代だからこそ、協力できる仲間の輪を幾重

にも広げ、コミュニティの力を活用した教育と研

究が重要になると信じています。 

 これから先の 25 年間も、北流研で楽しい時間

が過ごせることを楽しみにして、日々の活動に邁

進します。 
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北陸流体工学研究会が設立されて２５年になり、

この節目の年に会員であることを嬉しく思います。

また、この原稿を執筆できることに感謝しており

ます。皆様の参考になるとは思いませんが、富山

高等専門学校(富山高専)の状況とはじめて参加し

た時のことなどを書かせていただきます。 

富山高専には流体工学を学ぶ学科は現在、本郷

キャンパスの機械システム工学科、電気制御シス

テム工学科、そして、射水キャンパスの商船学科

があります。主な担当教員は、遠藤真教授、寺西

恒宣教授、白川英観准教授と当方です。大型設備

としては、本郷キャンパスに開放型風洞、射水キ

ャンパスには回流水槽が整備されています。主な

研究テーマとしては、白川准教授の小型水車関係

と当方の機能性流体関係があります。研究の成果

の一つとして、遠藤教授の落下速度の高い釣用錘

が特許化され、ライセンス料を得ているものもあ

ります。富山工業高専では、当方が流体関係を担

当する以前は、小川淑方先生などが長く教育・研

究に貢献されており、北陸流体工学研究会(北流

研)には小川先生が参加されていたように思いま

す。 

当方が最初に北流研に参加したのは、平成３年

に石川県穴水町の金沢工業大学穴水湾自然学苑で

開催された時です。当時、当方は石川職業能力開

発短期大学校に勤務しており、同僚の藤田壽憲先

生(現在、東京電機大学教授)と一緒に参加しまし

た。この研究会は宿泊を伴うもので、内容は全く

覚えていないのですが、恩師である富山大学の三

上房男先生、奥井健一先生らと一緒に寝食したこ

とが忘れられない思い出になっています。翌日に

は、参加者に短期大学校の CAD･CAM･CAE ワー

クステーション室を見学していただいたことも記

憶にあります。さらに、これがご縁になり、後日、

増山豊先生(金沢工業大学)の大型実験艇に乗船さ

せていただき、帆走性能実験を見ることができま

した。夏の穴水湾を快走するすばらしい体験をさ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

増山豊先生(金沢工業大学)の大型実験艇にて 

(写真中央 増山先生、左側 筆者) 

 

せていただいた思い出があります。  

当方は平成１５年の第３１回のときに「回転形

ER 流体デバイスの過渡特性」について講演させ

ていただきました。これは博士論文の一部を紹介

したもので、奥井健一先生の紹介であったと思い

ます。当方は、「機能性流体とその応用」を研究分

野にしており、当時は、「電場に応答する流体(電

気粘性流体)」を扱っておりましたが、現在は、「磁

場に応答する流体(磁気機能性流体)」の研究を行

っています。磁気機能性流体はみかけの粘度の増

加が電気粘性流体のそれに比べて遥かに大きく、

この特性を活かした応用が期待できます。現在、

福島大学島田邦雄先生(流体開発)、名古屋工業大

学井門康司先生(流体解析)とチームをつくり、新

機能性流体の開発とその応用に関する研究を進め

ています。 

北陸地区の流体工学の教育・研究レベルは以前

から高かったと思いますが、現在は、流体の幅広

い分野の高いレベルの専門家が揃っているように

思います。そのため、北陸地区の流体工学の専門

家の集う北流研は参加者の教育・研究のブレーク

スルーを引き起こす研究会になるかもしれないと

思っています。北流研の今後の益々の発展を期待

するとともに、微力ではありますが、これからも

引き続き参加させていただきたいと思っておりま

す。 

 

 

 

11．「はじめての北流研の参加」 

西田 均 (富山高等専門学校) 

北陸流体工学研究会設立２５周年記念誌   
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 福井大学で日本機械学会北陸信越学生会の学生

員の発表会があった翌日に、福井大学で第１回の

北流研が開催されたと記憶している。わたしは、

高専の卒業式と重なっていたので欠席をし、同期

の大学院生たちが研究会で自分たちの修論でまと

めた内容の発表をした、はずである。わたしが、

はじめて北流研に参加したのは、その翌年３月、

富山大学でスライダ軸受の計算についての研究の

話をしたのが最初である。金沢大学（当時）の岡

島先生に質問されて（「この方法は 1.5 次精度、と

いうことなのでしょうか」）、答えられずに立ち往

生をした（川端先生に助けてもらいました）。その

ときの懇親会では、金沢大学（当時）の松井先生

に気さくに声を掛けてもらって（「ぼくも計算をや

りたいんだ。計算、教えてよ」）、名刺交換をした。

福井大学以外の大学の先生と名刺交換した最初で

はないだろうか（このときの名刺、まだ持ってい

ます。因みに金沢大学の住所は小立野で、もちろ

んメールアドレスの記載はありません）。 

 ところが、その後もわたしの北流研への出席率

はあまりよくない。せっかく他大学や企業の方か

らいろいろな情報を得られるチャンスなのに、学

校行事などのために出席できないことが多かった

し、私事による欠席もあった。それでも、発展途

上の研究について他の人の意見を率直に聞くには

良い機会であるといえたし、土日の開催だと比較

的まじめに出席をしていたと思う。それでも万難

を排して参加しようとしていなかったのはどうい

う理由だろう。 

 

 外山滋比古氏の著書を読んでいると「三人会」

とか「月光会」とかロゲルギストの話がよく出て

くる。例えば「三人会」は次のようである。外山

氏は、若い時中学校の教師をしていて、これが無

暗に忙しく、それでも勉強しなければいけない、

という意識になったという。そんなとき、国文学

出身、漢文学出身の同僚と勉強会を始めたのが「三

人会」のはじまりである。休みの日にそれぞれの

家を会場にして、各自の勉強の話をする。それが

朝から夜までしゃべることがあったという。思う

存分自分の考えをしゃべっていると思いがけない

アイデアが出てきたりする。この「三人会」で話

したことをもとに論文も書いていたという。「三人

会」は三人の勤め先が遠くなっても、二人になっ

ても続いた、ということである。 

そうそう、研究会や講演会で話を聞いていたり、

他の人と話をしていて思わぬアイデアが出てきた

りする。そんなことがよくある。わたしが北流研

に期待していたのはそのあたりのところなのだ、

おそらく。もう少しいうと、自分の研究分野のこ

とももちろんあるが、北流研は学会講演会の性格

だけではないので、たとえば、流体に関連する実

験やそのカリキュラムについて、大学・高専レベ

ルではどの程度のものが「流体力学」の分野では

必要なのか、「流体機械」ってどんなことを教えた

らいいのか、JABEE って本当に必要なのか、な

どについてもいろいろな人の意見を聞きたかった

のだ、きっと。 

 北流研、いろいろな人が集まって、今まで以上

に談論風発する雰囲気となると、もう 25 年続く

のではないかしら。今、大学も高専も企業もいろ

いろなことがあって随分忙しくなってきているの

で、ただ流体に関連した研究内容について話をす

る、というスタンスで継続可能だろうか。25 周年

という機会は、もう一工夫するチャンスなのかも

しれない。 

 

  

12．「北流研、談論風発へ」 

藤田 克志 (福井工業高等専門学校) 

北陸流体工学研究会設立２５周年記念誌   
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１．はじめに 

 北陸流体工学研究会設立 25 周年にあたり、心

よりお祝い申し上げます。とともに、これまで研

究会の運営にご尽力された方々に深く敬意を表し

ます。私は、1997 年４月富山県立大学工学部機械

システム工学科流体力学講座の助手に赴任し、そ

のきっかけで北陸流体工学研究会の一員に加えて

いただきました。振り返ってみると、早くも 16

年歳月が経ちました。2008 年 4 月より日本大学

工学部機械工学科へ転出することになり、北陸か

ら離れるようになりましたが、北陸流体工学研究

会講演会およびその後の懇親会の様子がときどき

懐かしく頭の中に浮かび上がります。写真１には

その一例を示します。 

 

写真１ 2007 年夏の研究会にて（金沢市） 

 

２．北流研により混相流研究の道へ 

 私が初めて北陸流体工学研究会に出席したのは、

1997 年 8 月に石川県鳳珠郡穴水町金沢工業大学

能登穴水湾自然学苑で開催された夏の研究会でし

た。中国から日本に赴任して参りましたので、日

本語がほとんど分からなく、英語で交流するしか

ありませんでしたが、研究内容について質問をし

ましたら、学生の皆さんは一生懸命英語で回答す

る姿はとても印象的でした。また、会場であった

金沢工業大学能登穴水湾自然学苑は自然豊かな環

境にあり、とても美しい印象でした。その一方、

公共交通機関が少なく、交通不便な印象もありま

した。私は、当初その事情が知らなく、学生の車

に乗って会場へ行き、帰りにはバスと電車を利用

する予定でしたが、帰る前に確認したところ会場

から駅までのバスはありませんでした。急いで学

会世話役の金沢工業大学佐藤恵一教授に相談しま

したら、先生の車に乗せていただくことになりま

した。佐藤先生が車を運転されながら津幡駅へ向

かう途中の風景を英語でご紹介なさっておられた

様子は今でも忘れなれません。 

 当時の北陸流体工学研究会には金沢大学岡島厚

先生と上野久儀先生、福井大学の山本富士夫先生、

富山大学の奥井健一先生、富山県立大学の藤川重

雄先生（後北海道大学教授）らは現役でおられま

したので、気―液系流れのダイナミクスに関する

研究会が結成されました。春の研究会では主に学

生が研究発表を行いますが、夏の研究会では先生

方が自らご講演されるので、北陸に居ながら当該

分野をリードする研究のプレゼンテーションを拝

聴することができました。さらに、質問時間が厳

しく制限されなく、本質に突っ込んだ質問を通し

て活発なデスカッションが行われていたことがと

ても感心しました。私は、日本に参る前に主に流

体機械内部流れの数値シミュレーションと最適化

の研究に従事していましたが、教授の藤川先生の

下でキャビテーション流の研究に興味を持ち、金

沢工業大学佐藤先生らのキャビテーション気泡ク

ラウドの分裂と崩壊に関する研究に注目しながら、

キャビテーションのモデリングとキャビテーショ

ン流れの数値解析手法を検討し始めました。先生

方のご指摘を仰ぐため、本研究会で複数回研究発

表もさせていただきました。このように、北陸流

体工学研究会に出会ってから、混相流の研究の道

に進み、現在では高速ウォータージェットにおけ

るキャビテーション流れの可視化計測および数値

シミュレーションに関する研究を展開しておりま

す。 

 

３．終わりに 

 北陸流体工学研究会設立 25 周年を記念して、

些細な思い出を気楽に述べさせていただきました。

これから北陸流体工学研究会の益々のご発展をお

祈りして本文を終わらせていただきます。 

13．「北陸流体工学研究会設立 25 周年に寄せて」 

彭 國義 (日本大学)  

 

北陸流体工学研究会設立２５周年記念誌   

 



 24 

 

 

 

 

 

 

１．はじめに 

 1988 年 3 月に研究会が発足して以来、25 年に

なりました。第 1 回研究会からの講演会プログラ

ムや連絡会議の議事録を開くと、様々な思い出が

蘇って来ます。 

 

２．懐かしい図面 

 図１は、第 2 回研究会で発表した、油圧管路の

過渡応答の図面です。非定常層流損失を考慮した

特性曲線法の計算結果と、実験結果を比較したも

のです。初めてお会いした先生方から、有益なご

指導を頂いたことが思い出されます。 

 図２は、第 9 回研究会で発表した、予旋回があ

る場合のスクリュー式遠心羽根車の油圧パターン

です。この写真を得るためには、①羽根車に油膜

を塗布、②配管組立と注水、③ポンプ起動・運転・

停止、④排水と管路分解、⑤水滴を除いて写真撮

影、⑥フイルム現像と印画紙焼き付け、なかなか

大変でした。研究会では、福井大学の山本先生か

ら「綺麗に流れが捉えられていますね。」とご意見

を頂き、とても嬉しかった思い出があります。 

 

３．彭 國義 先生と一緒に 

 富山県立大学から日本大学に移られた、彭國義

先生とは、研究会の休憩時間や懇親会などで良く 

 

お話しをしました。流体機械に関する話題はもと

より、お互いの家族のことや子供の教育など、ざ

っくばらんな「おしゃべり」が本当に楽しかった

思い出です。現在でも、彭先生とは講演会などで

ご一緒することもあり、心が和んでいます。 

 

４．欠席した研究会の思い出 

 研究会の欠席は 4 回ですが、欠席にも思い出が

湧き上がります。第 1 回は文部省内地研究員で東

京工業大学におりました。第 35 回は、上野先生

が実行委員長を務められた「農業環境工学関連７

学会 2005 年合同大会(金沢)」の開催を数日後に

控え、準備のために時間が取れませんでした。 

 第 43 回は他学会に出席でした。この研究会で

は、増山先生にご指導を頂いておりました、愚息

（修士２年生）も出席したのですが、親子で参加

することが出来ず少し残念な思い出です。前回の

第 50 回は、内地研究でご指導を受けた北川先生

の退職記念式典に出席しました。 

 

５．事務局として、そして、北流研のご発展 

 第 16 回の研究会から、名簿管理や連絡会議事

録などの事務局役務を、上野先生から引き継ぎま

した。名簿業務のため、新入会員の先生方とは最

初からご挨拶をさせて頂けることを嬉しく思って

います。なお、連絡会議事録の発行が遅れること

もあり、皆様には申し訳なく思っております。 

 北陸流体工学研究会の記念誌としてはふさわし

くない、個人的な思い出を記させて頂きました。

発足 25 年をさらに超えて、研究会の発展と先生

方のご健勝をお祈りしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14．「懐かしい研究会と事務局の役務」 

松井 良雄 (金沢学院短期大学) 

北陸流体工学研究会設立２５周年記念誌   

 

図１ 油圧管路の過渡応答 図２ スクリュー式遠心羽根車の油膜パターン 
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「うまいこと言って､こいつは－」というお言葉で

した｡私の北流研の初参加で､会員の方を前にご挨

拶させて頂いた際の､岡島先生から漏れたお言葉

でした｡それは 1995 年の初夏､以下のように挨拶

した後のことでした｡ 

「この春､福井大学に着任した村井と申します｡東

京大学の博士課程を 2 年途中で退学し､山本富士

夫先生の研究室の助手として教育研究に励むこと

となりました｡博士論文は働きながら目指すこと

となりますが､こうして大学の研究者として働く

ことが出来るようになったのは､すべて岡島先生

のお陰様だと思っております｡金沢大学の４年生

の１年間で過ごした卒業研究で､岡島先生､木綿先

生から日進月歩する研究の雰囲気を感じ､自分も､

いずれ研究者になりたいと初めて強く思ったため

です｡大学院の修士課程では東大の大橋先生､博士

課程では松本先生にお世話になりましたが､こう

して北流研で恩師の岡島先生と再会し､ともにこ

れから研究の討論ができると思うと､嬉しくて仕

方ありません｡」 

 26 才の私は､大先生達を前に緊張し､舌を噛み

ながらの挨拶となりました｡それもそうです､それ

より遡ること 学部 4 年生のとき，岡島先生に少

し乱れた言葉を吐いて他大学に進学する宣言をし

ていたという､若気の至りとしては誤魔化しきれ

ない，失礼な経緯があったためです｡それに､母校

の石川高専で 5 年間お世話になった割澤先生もい

らっしゃるではありませんか！中卒すぐの私を教

えた割澤先生を横にして，教員になったなどと平

たく挨拶できる立場ではございません｡北流研は､

私にとって､それまで先生と学生の関係だったも

のが､教員・研究者どうしに切り替わったというこ

とを最も強烈に自覚させてくれた場所でした｡ 

岡島先生には､私が2007年に文部科学大臣賞若

手科学者賞を受賞させて頂いた際､私の卒論の指

導教官として､祝賀会のために札幌までご足労頂

いたことは､まるで父親に褒められた子供のよう

に､嬉しかったことを覚えております｡ 

ところで人は､過去の想い出を話すばかりにな

るとき､その分､夢の数が減っていくそうです｡想

い出話しを幾らでも書きたいところを我慢し､今

後の夢を､未来形で宣言しておきたいと思います｡

北流研を2003年に卒業した一人として､お世話に

なった皆様への有言実行の約束です｡ 

① 100ｍ以上の大型船舶の燃費を 2020年までに

現在より最低 25%改善します｡なお､2015 年

までに前倒しで実現する場合もあります｡(キ

ーワード：船舶，気泡，摩擦抵抗低減，空気

潤滑，マイクロバブル，翼型気泡発生装置) 

② 世界の風車バードストライクは保護・希少類

だけで年間数千羽～数万羽に激増しています｡

これを防止する鳥検知・制御技術を､野鳥保護

の立場から開発し､2017 年までに完成させ実

用化します（キーワード：バードストライク，

鳥検知，レッドリスト，猛禽類） 

③ 小説やドラマにおける物語を数秒で可視化す

る汎用システムを完成させます｡古典文学か

ら､流行・スマホ短編小説まで全てをカバーし

ます（キーワード，文学，可視化，シェイク

スピア，源氏物語）｡ 

最後に近況のご報告させて頂きます｡所属は北

海道大学大学院 工学研究院 エネルギー環境シス

テム部門（学部は機械知能工学科）で､75 年の伝

統をもつ流れ制御研究室（旧・流体第一講座）の

チェアを務めさせて頂いております｡船舶､風車､

パイプライン､野鳥､惑星など､主として重厚長大

系流体力学を専門とし，20 以上の国内外共同プロ

ジェクトを進めています｡修士課程の学生は全員

漏れなく 2 ヶ月以上､共同研究で海外に派遣して

いるのが特徴で､学科 26 研究室の中では 1～2 位

を争う学生の多忙さという評判を頂いております｡

しかし学生達の目は輝いており､創意工夫が報わ

れると彼らがプロの目つきに変化することを味わ

うことが出来ます｡研究の指導者として小さな幸

せの波動が体を走り抜ける瞬間です｡教員が一番，

先端研究に力を入れていること､それが学生への

最大教育効果になることは､私が４年生のときに

確信したものでした｡北流研の今後も，参加者全員

に刺激を与えるような，個性と伝統をもつ劇場と

して発展していくことを期待しております｡ 

15．「北流研の思い出」 

村井 祐一 (北海道大学)  

北陸流体工学研究会設立２５周年記念誌   
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概要 

 北陸流体工学研究会はその発足から 25 年間ゆ

るぎない活動を継続してきた。筆者は、当研究会

の設立を提案した一人として、25周年記念誌に拙

稿を送ることになった。長い間学問に携わってき

た者が東日本大震災と福島原発災害の複合災害を

見て、ここで「福島原発災害と大学人の社会的責

任」を論ずることは重要あり、責務であるとさえ

感じる。大学人（教職員と学生）の中には、権力

構造の中で「原発安全神話」を信じ原子力ムラの

一員として「御用学者」を務めたことに気付き反

省した人も多い。大学人の私たちは、内向きの反

省から外向きの社会的活動へとどのような行動を

とり、責任を果たしてきたのであろうか？ 本稿で

は、原発安全神話と原子力ムラの形成から崩壊ま

でを論考し、新しい「原子力安全文化」のまやか

しやなどを指摘し、大学人が自主自立の活動意欲

を今以上に喪失して行かないために、何をすべき

かを論考し、多少の提案をしたいと思う。 

目次 

１．はじめに 

２．原発安全神話と原子力ムラの形成と崩壊 

 ２．１ 調査研究の視座と方法 

 ２．２ 原発政策の形成に関わる問題点 

３．原発安全神話に関わる問題点 

 ３．１ 三つの安全機能「止める・冷やす・閉

じ込める」 

 ３．２五重の壁、多重防護、確率論的安全評価 

 ３．３電源三法交付金 

 ３．４教科書検閲 

 ３．５「原子力安全文化」の間違い 

４．原子力ムラの形成に関わる問題点 

 ４．１レッドパージと原子力ムラの形成 

 ４．２天下りと原子力ムラ 

５．法人化された大学の自主自立性喪失の問題 

６．まとめ 

参考文献 

１．はじめに 

 2012 年 3 月 11 日 14 時 46 分に発生した東北地

方太平洋沖地震に伴う東日本大震災と、それに起

因する東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う

原発災害は、福島県・宮城県・岩手県およびその

周辺の被災地に住む人々にとって、日本国がこれ

までに経験した災害としては第二次世界大戦によ

る敗戦と同程度の甚大な複合災害であった。その

被災地における災害からの復旧・復興は、あれか

ら 2 年半を経た今（2013年 8 月）も被災者にとっ

て、憲法に謳われている平和的生存権すら護られ

ないまま、遅々として進んでいない。 

 本稿では、東日本を襲った自然災害（巨大地震

と大津波）については別の機会に論ずるとして、

福島原発災害を中心として議論を展開する。 

 福島原発災害を見て、国民の大多数は、それま

で原発推進者たちの言ってきた「原発安全神話」

はまやかしであり、むしろ原発に批判的な人々の

言う通り、「原発は危険である」と考えるようにな

った。その後、マスコミ等では、「原発安全神話は

崩壊した」とする表現が多く見られるようになっ

た。しかしながら、原発推進者たち（政府・財界・

電力事業者ら）は、福島原発災害発生の責任をと

ることも反省をすることもなく、原発の再稼働に

向けて巻き返しを強めるようになってきた。その

ような反動を見て、国民の多くは、原発安全神話

が全く崩壊していない現実に悲観する一方、「原発

安全神話」を形成してきた「原子力ムラ」（産官学

連携の利益共同体）の原発推進者に対して厳しい

批判の目を向け始めている。彼ら（国民）は、大

学人（教職員と学生）に対して原発問題に関わる

知識・研究成果・意見や提言等を学内外で明らか

にすることを期待しているが、大学人は必ずしも

説明責任を果たしていると言えない。むしろ、大

学人は原発推進者たち権力者の意向に流されてい

ると見られている。 

 筆者は、ここで数歩踏み込んで、「安全神話と原

子力ムラ（原発利益共同体）」の検討に力点を置き、

それらの形成と崩壊について科学的な批判と提言

を行う。さらに、原発推進者たちが力説している

「原子力安全文化」について批判的に考察し、技

術者倫理を含む「倫理」にも言及する。本稿が大

学人の社会的責任を議論するきっかけとなれば、

16．「福島原発災害と大学人の社会的責任」 

山本 富士夫（福井大学名誉教授） 

北陸流体工学研究会設立２５周年記念誌   
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本稿執筆の目的が達成され、筆者は不遜にも幸甚

に思う。 

 

２．原発安全神話と原子力ムラの形成と崩壊 

２．１ 調査研究の視座と方法 

 筆者は、1972 年以来、政府・電力事業者による

原子力推進を批判し、多くの提言を行ってきた。

その基本的な視座は、原子力平和利用の三原則「民

主・自主・公開」に基づくことと、日本国の科学・

技術の自主的・民主的発展に努めることにある 

 しかしながら、筆者はその視座に執着して大学

人としての務めに励んできたつもりであったが、

福島原発災害の発生を未然に止めることも、災害

を最小限にとどめる役割を果たすこともできなか

ったことを深く反省している。その根本的な原因

を多面的に追及することは今後も続けなければな

らないが、ここでは、福島原発災害の発生の重大

要因と言えわれる「原発安全神話と原子力ムラ」

を課題として取り上げ、それらの形成過程を批判

的に調査し、いかにして崩壊させるかについて考

察を加える。 

 原発に批判的な意見 1)-8)といえども、それらは

二つに大別される。ひとつは、①外面的には政府・

財界による原発推進政策を批判しているものの、

内面的にはいつかは実用上十分安全な原発が作れ

ると考え、今後とも原子力(核エネルギー)は必要

なエネルギーであるとする意見、もうひとつは、

②原発は、平常運転中でも危険であるが、地震な

どが原因で一旦福島のような災害が発生すると原

子炉の制御が不能となり極めて危険であるとして、

すべての原発（軽水炉ともんじゅ）を停止・廃炉

とすべきであるとする意見である。ここで注意す

べきは、上の二者択一的な議論がいわゆる原発推

進・御用学者と反原発・原発批判学者という単純

な二極分化では済ませられるものでないというこ

とである。 

 筆者が「原発安全神話と原子力ムラの形成と崩

壊」を論ずるには、歴史学や思想哲学の分野に学

術的素養がないだけに、筆者には荷が極めて重い。

しかしながら、あえて大学人としての責務から浅

学非才な身を顧みずその調査研究に取り組んでき

た。研究の手法としては、まだまだ十分とは言え

ないが、関連の文献を調査し論考することとする。 

２．２ 原発政策の形成に関わる問題点 

（１）原発と核兵器の一体関係 

 アイゼンハワー米大統領の国連での演説

“Atoms for Peace”（1953）により、その前から

日本に潜在していた核の軍事利用一本立てから核

の平和利用を取り込んだ二本立てへと政策議論が

変わった。アメリカは、余剰の濃縮ウランを外国

に供給することにより、資本利益のため原発分野

での国際的リーダの地位を確保し、エネルギー市

場の独占をねらった 9)、10)。 

 日本は、核兵器を①持たず、②作らず、③持ち

込ませず、という非核三原則を設けたが、佐藤政

権は③を破っていたことが一昨年（2011 年）明ら

かにされた。 

 日本は、日米安保条約による米国の保有する核

の傘下にあり、核燃料を自主的・自立的に購入し

たり管理したりできず、原子力の民主・自主・公

開の三原則を守ることができていないという根本

的な矛盾問題を抱えている。それは、核兵器と原

発とが常に一体の関係にあり、プルトニウムの核

兵器への転用に対する歯止めが必要であるにもか

かわらず、中曽根康弘首相以来日本政府の中に原

発推進の背景に核兵器開発を目論む思惑がはびこ

っていることに起因している。このことは、はか

らずも、福島原発災害の後の石破茂（現自民党・

幹事長）の発言によって露呈された。彼は、原発

から取り出すプルトニウムを使って核兵器を作れ

るとすればそれは核の抑止力になると主張した

（2011年 12月中国新聞）。彼は、核兵器への転用

の歯止めとは逆に核兵器のために原発を推進すべ

きだとも言っている。彼の発言は、アイゼンハワ

ーの「核の平和利用」という表向きの言葉に反し

ているようだが、原発と核兵器とは常に一体関係

で進んできた証拠を見せたものと見てよいであろ

う。 

 次に、そのような原発と核兵器との一体関係を

隠ぺいするために、原発安全神話と原子力ムラが

形成されてきたことを論じよう。 

（２）中曽根康弘の「原子力政策の変更」演説

（1954 年）とそれに対する日本学術会議の抗議声

明 

 中曽根康弘は、日本のエネルギー政策について

アメリカのエネルギー世界支配戦略に追従する方

針を選択した。彼は、国会で「原子力政策の変更」

を訴え、①それまでの日本学術会議からの提言に

より国会で成立した原子力基本法にある平和利用

三原則「民主・自主・公開」、②原子炉製造を中止
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して原子力の平和利用を進めるという学術会議の

要請、を無視し、2億 3500 万円（M\235は、ウラ

ン 235 と数字合わせをしたもの）の予算案を通し

た９）。文献９）の 202ページの記述をここに引用し

ておく； 

 「このような政治的な原子力開発政策の強行（山

本注：アイゼンハワー演説(1953 年)からわずか 3

カ月後（1954 年 3月）に中曽根康弘が原子力予算

を国会で通過させたこと）は、当然日本の学者の

警戒心を深める結果となった。日本の学者の国会

と言われる日本学術会議では、1953年 1 月の第 13

回総会で、「わが国の原子力研究をいかにすべきか

を検討する委員会」（第 39委員会）を設置し、論

議を重ねていた。その最中に 2 億 3500 万円の予算

案が出され、第 39 委員会委員長・藤岡良夫氏らは、

（１）原子炉製造の中止、（２）この予算を東大の

原子核研究所の完成にまわすこと、（３）科研に補

助金を出すこと、を要請したが、全く無視されて

しまった。 

 そのような政治的強行に対して、日本学術会議

は抗議声明を出した。しかし、政府は学術会議を

軽視・無視した９）。政府は、アメリカからの学術

会議左派会員排除の暗示を受けて、湯川秀樹の原

子力委員辞任の流れを作った。以上の政府の行動

は、安全神話形成の起点、原子力ムラ形成の先駆

けとなり、その後、批判派の排除を強行し推進派

の拡大への道を突き進むことになった。 

 坂田昌一は、「原子力研究が平和のためにのみ役

立つことを念願し、これを保障するには、公開、

民主、自主の三原則が確立されねばならない」と

主張した１１）。原子力平和利用三原則は、武谷三男

らによって提唱され、学術会議で決定され、国会

に提言され、ついに原子力基本法にも定められ、

今日まで存続している。それにもかかわらず、政

府と電力事業者は、原子力基本法に定められた直

後から今日に至るまで三原則を無視し続けて来た。

彼ら政財界は一体となって、公開の原則を踏みに

じってきた。すなわち、すべての原発や原子力船

「むつ」において事故・故障の隠蔽・ごまかし、

改竄などを繰り返してきた。それらの具体的な証

拠については多くの文献 10)、12)）、13)に見られる。 

 日本は、自主開発の素地も基盤もない中で、英

国や米国ではすでに原発の安全性は実証済みであ

るとして（フルターンキー方式で）、両国から技術

を導入して商業炉の建設を進めてきた。当初のこ

ろ、両国からの売り込みは、激しく行われた１０）。 

日本では必要な実証試験を、たとえば最近のプル

サーマル導入に見られるように、実験研究炉で行

うことなく、直接商業炉で行ってきたため、導入

直後から事故・故障が続出した。 

 現在、日本政府と原子力産業界は、福島原発災

害によって困苦に陥った住民・国民の「原発なく

せ」という悲痛な訴えを無視して、原発を東南ア

ジアやアラブの国々に売り込んでいる。彼らは、

相変わらず原発安全神話のもとで、もっぱら眼先

の利益追求に突っ走っていると見られている。 

 

３．原発安全神話に関わる問題点 

３．１ 三つの安全機能「止める・冷やす・閉じ

込める」 

 ＴＭＩ(Three Mile Island)事故（1979 年）で

もチェルブイリ事故（1986年）でも三つの安全機

能が完全に破綻したにもかかわらず、当時の原発

推進者たちは、日本では炉型が違うとか、原子力

安全文化の先進国日本ではそのような人為ミスが

起きないなどとして、それらの事故からの教訓を

学ぼうとせず、批判科学者の意見をことごとく無

視してきた 10)、12)～16)。また、柏崎刈羽での原発震

災（2007年）の場合にも、彼らは三つの安全機能

は有効に機能したとし、福島原発災害でも「止め

る」は機能したと言っている。それについては、

いわゆる国会事故調に見られる通り、まだ疑問が

残されている。それを除いたとしても明らかに他

の二つ（冷やす、閉じ込める）の機能は完全に失

敗したことは明らかである。 

 それにもかかわらず、政府（民主党・野田政権）

は、政府事故調や国会事故調の報告が出る前に、

すなわちそれらの報告から得られる教訓を全く学

ばないで、大飯原発 3、4号機の再稼働を「決断」

した。周知のとおり、福島では、実際には崩壊熱

の発生を止められず、原子力建屋や構造物の損壊

が発生し、莫大な量の放射性物質が漏れ出し、環

境が汚染されてしまった。今なお、放射性物質の

放出と環境汚染が続いているのである。今日、被

ばくした住民と原発労働者の今後の放射線健康傷

害が重く問われているが、福島原発災害発生から

数ケ月間、政府・電力事業者や原子力ムラの御用

学者たちは「直ちに影響がない」を繰り返し、そ

の結果、防災・避難において住民・国民を大混乱

に陥れてしまった。しかも、今日注目されている
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内部被ばくの問題については、今の政権（自民党・

安倍政権）は全く議論を公開していない。したが

って、三つの安全機能「止める・冷やす・閉じ込

める」が作用するので原発は安全で大事故を起さ

ないという原発安全神話は、現実には成り立って

いない。 

３．２ 五重の壁、多重防護、確率論的安全評価 

 五重の壁とは、「圧力容器や配管から放射能が漏

れても、格納容器で放射能を封じ込め、放射性物

質の封じ込め役を果たすのは、燃料を焼き固めた

ペレットに始まり、それを収めた燃料棒被覆管、

圧力容器、格納容器、原子炉建屋の 5 つの障壁で

ある」というものである。 

 また、多重防護とは「①異常の発生防止→

Interlock、②異常の拡大及び事故への発展の防止

→Fail  Safe、③周辺環境への放射性物質の異常

放出の防止→非常時停止 Emergency Trip と ECCS

作動」を指す。しかしながら、五重の壁も多重防

護も、福島原発災害によって、完全に破綻したこ

とは上述（１）と同様である。 

 さらに、確率論的安全評価 (Probabilistic 

Safety Assessment、PSA)という安全神話の論拠が

ある。これに関する有名なたとえ話は、ヤンキー

スのスダディアムに隕石が落ちる確率が低いのと

同様に原発災害の発生する確率は低いとするもの

である。 このような論拠が成り立たないことも福

島原発災害によって明らかになったはずである。 

 それにもかかわらず、たとえば、日本原電・敦

賀原発のＰＲ館の展示物・資料では、今日でも五

重の壁と多重防護によって、放射性物質が原子炉

建屋から漏れ出ることはないとし、異常の拡大や

事故の発展はないなどと書いている。それは、電

力事業者が相変わらず、福島原発災害から何も学

ばず、原発安全神話から目覚めていないことを表

している。 

 実際に、福島第一原発の 1、3、4 号機の建屋で

水素爆発などが起こり、建屋はひどく損壊した。

（東電は 3 号機の建屋損壊は水素爆発のためでは

なかったと報告しているが、文献 17）では核出力の

暴走であった可能性を指摘している。） 

３．３ 電源三法交付金 

 電源三法とは、①電源開発促進税法、②電源開

発促進対策特区別会計法、③発電用施設周辺地域

整備法を指す。それは 1974 年（田中角栄内閣）に

成立した。いわゆる迷惑料として国から自治体（県

および県下の原発立地市町村を含む自治体）に払

われるものであるが、住民を札束で懐柔しようと

するものであると言われている。電力会社は、電

源三法に従って、国に税金を納付するが、実は総

括原価方式によって税金分を電力消費者の払う電

気料金に上乗せできる仕組みになっており、身銭

を払わずに利益の確保が保証されている。 

 原発立地自治体と周辺の安全協定自治体は、交

付金依存症（麻薬効果）に陥り、政府と電力事業

者の思惑通りに、原発城下町を形成し、それに伴

って多くの住民は原発行政を批判する意欲を失っ

て行った。今では、自主的に新しい町おこしや産

業創出をやろうとしない「諦め」が原発立地自治

体とそこの住民に定着している。このような弊害

は、電源三法交付金制度をよしとする原発安全神

話に起因していると思われる。現に、河瀬一治敦

賀市長や野瀬豊高浜町長らは、憚りなく「交付金

なしでは自治体はやっていけない」などと言って

いる。 

 一方、敦賀市でも見られるように、敦賀港を活

用したり観光資源を活用したり、あるいは、風力

や水力、ソーラーによる自然エネルギーを利用し

て、原発に依存しない町おこしに取り組んでいる

元気な人たちもいる。特に、そのような元気な人

は、年齢を問わず、女性に多い。 

３．４ 教科書検閲 

 文部科学省、日本原子力学会、電力事業者など

は、小・中・高の教科書を全部検閲してきた。彼

等は、教科書の中に原発批判の記述を少しでも見

付けると、「その記述は間違い」であり、「事実」

はこうであるなどというクレームを教科書会社に

送りつけていた 10)、18)。その結果、教員を通して

多くの子どもたちが安全神話に嵌め込まれて行っ

た。 

 小林昭三（新潟大学名誉教授）は、「日本原子力

学会『原子力教育・研究特別専門委員会』による

安全神話教育」と題した記事を、NERIC News19)に

寄稿している。ここではその詳細を割愛するが、

要点を引用すると次の通りである。 

 「福島事故直前に「リアルな危機意識を全く喪

失した新指導要領下のエネルギー副読本・副教材」

が『文部科学省・資源エネルギー庁』から発行さ

れていた。『アメリカのスリーマイルアイランド原

子力発電所で・・（中略）・・放射性物質の放出量

はわずかで、健康には問題のない低いレベルでし

http://kotobank.jp/word/%E9%85%8D%E7%AE%A1
http://kotobank.jp/word/%E6%94%BE%E5%B0%84%E8%83%BD
http://kotobank.jp/word/%E5%B0%81%E3%81%98%E8%BE%BC%E3%82%81
http://kotobank.jp/word/%E7%87%83%E6%96%99
http://kotobank.jp/word/%E3%83%9A%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88
http://kotobank.jp/word/%E8%A2%AB%E8%A6%86
http://kotobank.jp/word/%E5%BB%BA%E5%B1%8B
http://kotobank.jp/word/%E9%9A%9C%E5%A3%81
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た（1 人当たり 0.01 ミリシーベルト）。原因は機

器の故障や運転する人の判断ミスが重なったこと

によるものです。』という TMI 原発の「苛酷事故」

をめぐる驚くべき誤認識が書かれている。それが

小学生用『わくわく原子力ランド』と中学生用『チ

ャレンジ！原子力ワールド』の苛酷事故認識だっ

た。ただちに、国会で、・・(中略)・・、『文科省

は国費（3400万円）を使って“安全神話”の宣伝

をした』と追及され、高木前文科相は『見直し・

回収・ウエブ消去』を余儀なくされた。」 

 また、「原子力学会による全教科の教科書類の検

閲実態」と題して、同学会の「原子力教育・研究

特別専門委員会」が「15 年近く初等中等教科書に

おけるエネルギー関連記述の調査を行い、・・（中

略）・・、『原子力に関する不適切な記述例』など

をまとめ・・・」と書いている。 

 さらに小林は、原子力学会が「『小・中学校教育』

において安全神話教育の推進」と題して、次の 6

つの提言を掲げたと批判している。 

①炭酸ガスを排出しない。 

②核燃料サイクルの効果 

③放射線はいかに有効か 

④自然放射線を礼賛 

⑤我が国の原子力施設は、立地、設計、建設、

運転、保守の各段階における厳格な規制システム

により、その安全性は高いレベルに保たれている、

「多重防護」、・・（中略）・・、安全性を確率論的

な数字で表したリスク評価・・(中略)・・などに

より、「原子力安全神話」の論陣を張っている。 

⑥「原子力ルネッサンス」を持ち出し、「我が

国が原子力利用技術で世界に貢献できることを新

しい動きとして正しく伝えるべきだ。」 

 学会とは、本来学術の専門家集団であり、自由

な環境で学問をすべき組織である。原子力学会が

上記のように教育に介入し、政財界に従順な御用

機関的体質を持つことは、戦時中の学校教育が軍

国青少年育成に加担した間違いと同質であり、学

問の正しい発展に対してそぐわないものであると

思われる。 

３．５ 「原子力安全文化」の間違い 

 高木仁三郎はその著書１２）（１４－１９ページ）

で、「安全神話の崩壊」、「安全文化」、「原子力文化」、

「安全第 1」という小見出しをつけて、原子力産

業におけるたび重なる事故隠し、公開性のなさ、

非透明性に対して、安全文化の欠落とかモラルハ

ザードなどと言う非難が出る背景として、そもそ

も原子力安全文化というものが前提にあったのか

どうかを疑っている。 

 また高木は、 INSAG(International Nuclear 

Safety Advisory Group)が 1991 に提唱した原子力

安全文化の原則があるが、その根本に安全第一主

義があるものの、原子力は産業である限り利潤追

求が第一でありので、経済性の最優先の中で安全

をどのように組み込めるのかをきちんと議論すべ

きだとしながら、そもそもそのようなことが可能

かを疑っている。 

 さらに高木は、ガラス固化体に関して情報公開

を求めたことがあるが、商業機密を理由に非公開

だとして拒否された経験を紹介し、商業機密が優

先されるのは経済最優先になっているからに他な

らないと述べている。 

 高木のこのような主張は、福島原発災害の発生

後の今もそのまま有効であることは、原子力安全

文化が成り立たないことを裏付けている。 

 

４．原子力ムラの形成に関わる問題点 

４．１ レッドパージと原子力ムラの形成 

 筆者の手元に「源流 レッドパージ五十年のた

たかい 二一世紀への継承」（電産東京八・二八会

五十年誌刊行会、光陽出版社、2000 年 8 月 26 日

初版）20)がある。同書には 54 人の記事が掲載され

ている。この本を通して、電力会社は労働組合の

分断・壊滅を図り、組合員に対していわゆる「赤

分子」のレッテルを貼り、執拗に徹底的に差別・

排除したことが理解できる。その結果、電力経営

者に対して批判的な意見を持つ労働者はいなくな

り、原子力ムラの形成が出来上がっていった。 

 同書の 323〜352 ページにレッドパージを戦っ

た鈴木章治の記事がある。彼は、その中の 325 ペ

ージで「いま政府・電力会社は無責任な「安全神

話」をふりまいて原発推進に突きすすんでいる」

と書いている。また、340～341 ページでは「相次

ぐ原発事故 ―『安全神話』の崩壊」と題して、

東電福島第二発電所での事故例をあげながら、経

済性優先、安全軽視の経営姿勢を指摘している。

343～344 ページでは「日本の原子力行政の欠陥と

つくられた安全神話」と題して、アメリカの大学

教員や IAEA が「日本では、・・(中略)・・通産省

や科学技術庁のように原子力発電を推進する部門

が原子力施設の設置許可の権限をもっているとい
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う異常な体制になっている」と指摘している。さ

らに、「JCO の臨界事故について、・・(中略)・・、

『臨界事故など起こり得ない』と信じきり、『安全

神話』にどっぷりつかっていた・・・」と書いて

いる。 

 なお、レッドパージとは、米占領下の 1949 年か

ら 1950年にかけて、日本共産党員とその支持者を

職場から追放した反共攻撃のことである。今日の

青少年の中にはこの言葉すら知らない人たちが多

数いる。同書の 37 ページで塩田庄兵衛は「労働省

の資料によると、1950年のレッドパージによる民

間産業分野での犠牲者は 10,972 人と数えられて

いるが、そのうち電産は 2,137 人の最多数で、1950

年8月26日わずか一日で一挙にことが片付けられ

たという特徴を示している」。なお、44～45 ペー

ジで塩田は、電力労連のレッドパージ闘争は、多

くの深刻なドラマがあったが、東電、中部電力、

関電のいずれにおいても、「勝利した」と書いてい

る。 

 ここで、補足的に東京電力の創立についてふれ

ておこう。1951 年 5 月 1日 、 国会決議より効力

が強い GHQ ポツダム政令をもとに、戦時統合によ

って発足した関東配電と日本発送電を再編して、

東京電力は創立された。今、日本の電力会社の発

送電体制が見直されているが、その際に安全神話

と原子力ムラに支えられている電力会社の余りに

も強すぎる利権と権力を抑制するための施策を立

ててそれを実行すべきであろう。 

４．２ 天下りと原子力ムラ 

 一部の週刊誌や東京新聞「こちら特捜部」の記

事によれば 21)、原子力関連の公益法人や独立行政

法人などの諸団体への官僚の天下り先は、約 55

団体（原子力学会を含む）に及んでいる。たとえ

ば、（独）原子力安全基盤機構には通産省通商産業

検査所長、原子力安全・保安院企画調整課長、同

院審議官、国家公務員倫理審査会事務局長らが、

（財）原子力安全技術センターには科学技術事務

次官、文科省放射線規制室長、東北経済産業局長、

科学技術庁長官官房付らが天下っているとされて

いる。 

 また、諸団体への 2010 年度の予算についても、

たとえば(独)原子力安全基盤機構へ 200 億円、

(財)日本原子力文化振興財団へ 9 億円、放射線医

学総合研究所へ 120 億円が配分されたという。そ

れぞれの団体役員の給料の高さには、国民の平均

的給料に比べて、異常なものをある。 

 ここで論ずるまでもなく、高級官僚の天下りが

原子力ムラを形成してきたことは明らかであろう。

官僚は、国家公務員であるから国民に奉仕するの

が務めであり、憲法と法律を遵守しなければなら

ないはずである。しかしながら、彼らは、天下り

の仕組みを利用して原子力ムラを形成し、原子力

関連団体と自己の利益のために働き、公務員とし

ての任務を放棄している。現在の民主党政権は天

下りの完全禁止ができないどころか、助長したの

ではなかろうか？ 

 

５．法人化された大学の自主自立性喪失の問題 

 福島原発災害は、すべてに学問分野に一大衝撃

を与えた。そのため、原発推進側も脱原発側も原

発災害を二度と起こしてはならないとして、工学、

教育学、理学、医学、法学、経済学、農学、生物

学、水産学、環境科学、気象学、文学、宗教学な

ど実に多面的に多くの検討を加え教訓を追求して

きた。ここでは、それらの教訓は、今日に至るも

福島原発事故が収束していないので、まだ総括で

きる段階にない。ここでは、紙面の都合上、教訓

の説明を割愛するが、北陸流体工学研究会のメン

バーの教育研究に関わる熱流動に関わる問題を数

点だけ取り上げ、それらの問題解決のために同メ

ンバーを含む大学人がどのように取り組むべきで

あるかを論じる。 

（１）水素爆発 

 福島では、水蒸気爆発こそ起きなかったが、1

〜3 号機（東電は、3 号機は水素爆発でないとして

いるが）では水素爆発を起こした。水素爆発は、

ジルコニュームと水蒸気との化学反応によって発

生した水素ガスが爆発燃焼する現象であり、デト

ーネーションの一種である。大学人はこの問題を

講義や研究室ゼミの中で議論したであろうか？ 

（２）冷却材喪失と炉心溶融 

 福島では、地震と津波によって原子炉に冷却材

（軽水）を供給できなくなり、続いて冷却材が喪

失し原子炉が空焚き状態となり、炉心溶融を起こ

した。福島原発事故の前から、ストレステストを

試行することによって、冷却材の供給が停止して

から空焚きと炉心溶融に至るまでの時間の計算は

できたはずであるが、機械系の学生ならば、この

問題を解けるはずであるが、チャレンジしたであ

ろうか？ 

http://ja.wikipedia.org/wiki/5%E6%9C%881%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E4%BC%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%84%E3%83%80%E3%83%A0%E6%94%BF%E4%BB%A4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%99%BA%E9%80%81%E9%9B%BB
http://www47.atwiki.jp/goyo-gakusha/pages/730.html
http://www47.atwiki.jp/goyo-gakusha/pages/410.html
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（３）融解熱除去のための冷却システム 

 原子炉内で制御棒が挿入されて原子炉がトリッ

プ（緊急停止）しても、核燃料内の放射性物質の

核分裂は直ちに完全には止まらずいわゆる崩壊熱

を出し続ける。融解熱除去の計算は、熱力学や水

力学を修めた学部学生ならば、ある程度できるは

ずである。現に、福島では今も冷却水が原発サイ

トから溢れて海に漏れ出るという問題が続いてい

る。大学人はこの問題に何か貢献しているのだろ

うか？  

 筆者が福井大学で聞いた話では、上記の問題や

その他の問題を講義中に紹介し多少の解説を行っ

た教員がいる。彼は奇特な人と見られているので

はないか？他の多くの教員は、シラバス通りの授

業を進め、原発災害は生きた教材を提供できるは

ずであるが、原発に関わる教材を講義に取り入れ

ようとした教員は少ないようである。 

 国立大学が2004年4月に独立法人化されてから、

特に大学教員が教育研究以外の仕事が増えて忙殺

されるようになった。法人化に起因する新たな問

題が多数発生している。ここでは、その問題を議

論することは控えるが、定年退職後外部の一般市

民となった筆者には、大学教員の多くがどうも自

主自立性と学問への情熱を喪失しているように見

える。 

 そのような状況にあっても、大学人は、福島原

発災害を踏まえて専門性を活かしながら社会に貢

献すれば、楽しく働くことができ、きっと満足で

きる成果をあげることができるのではなかろう

か？ 

 

６．まとめ 

 「はじめに」で、原子力平和利用の三原則や科

学者会議会則がありながら、原発に批判的な立場

に立つ科学者として、福島原発災害の発生を未然

に止めることも、災害を最小限にとどめる役割を

果たすこともできなかったことを反省し、本稿で

は、福島原発災害の発生の重大要因と言える「原

発安全神話と原子力ムラ」を課題として取り上げ、

それらの形成過程を批判的に調査し、いかにして

崩壊させるかについて考察を加えると述べた。 

 第１章では、本稿執筆の背景と目的を述べた。

特に、日本科学者会議の第 43 回定期大会の決議に

基づいて、「すべての軽水炉を停止・廃炉とする」

という JSA の見解が背景にあるとして、原発安全

神話と原子力ムラの形成を批判的に考察し、それ

らを崩壊させることを目的とすると述べた。 

 第 2 章では、原子力政策の形成に関わる問題点

として、原発と核兵器の一体関係を説明し、アイ

ゼンハワーの国連演説を受けた中曽根康弘が日本

に原発を導入する国会演説を行い、政策を強引に

進めたことを紹介し、それに抗議した日本学術会

議の取り組みを述べた。 

 第 3 章では、原発安全神話に関わる問題点を述

べた。特に、①三つの安全機能、②五重の壁、③

電源三法交付金、④教科書検閲、⑤原発安全文化

が以下に巧妙に構築され国民に安全神話として定

着させていったかを説明すると同時に、それらが

福島原発災害で完全に誤りであることが証明され

たはずだと述べると同時に、相変わらず、安全神

話は生き続けている現実を直視し、崩壊させなけ

ればならないと述べた。 

 第 4 章では、原子力ムラの形成に関わる問題点

として、レッドパージと天下りが原子力ムラを堅

固な利益共同体をして形成されたことを述べ、批

判的な国民や科学者を排除した結果、福島原発災

害発生の要因になったと批判した。 

以上を総括して、全ての原発（軽水炉ともんじ

ゅ）を今後停止・廃炉とするのか、再稼働するの

かを科学的に議論するためには、まず、「原発安全

神話と原子力ムラ」を崩壊させなければならない

と考える。 
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1．はじめに  

 北陸流体工学研究会設立 25 周年、おめでとう

ございます。今回記念誌の発行にあたって寄稿の

機会を賜り、未熟者ではありますが筆を執らせて

いただきました。 

 

２．北流硏での活動 

 25 年にわたる北流硏の歴史の中で、私は大学院

修了後関東の自動車メーカーに就職し、Ｕターン

で転職するまで 10 年余り北陸を離れており、そ

の間北流研はもとより機械学会での活動もほとん

どありませんでした。そこで今回は大学院生時代

（1988～89 年）と再就職後（2001 年～）にわけ

て記したいと思います。 

２－１．学生時代 

 私が金沢大学大学院機械工学専攻２年の時に北

流硏が発足し、金沢大工学部（当時小立野キャン

パス）で開催された第 2 回の研究会で、当時研究

していた「長方形断面柱周りの流れの数値解析」

について発表させていただいた記憶があります。

当時は発足したばかりということで、現在ほど会

員人数も多くはなかったような覚えがあります。

当時の金沢大学では、岡島先生や上野先生はまだ

まだ現役バリバリで、木綿先生は博士課程の学生

で、同じ研究室の先輩としていろいろお世話をし

ていただきました。 

発表内容は、断面比を 1.0～8.0 に変化させた長

方形断面柱周りの２次元層流流れ場を差分法で数

値解析し、レイノルズ数や断面比の変化に対する

ストローハル数や背圧係数の変化と長方形断面柱

周りの流れパターンの変化の対応を調べたものだ

ったと思います。 

 肝心な発表自体についての記憶は、川端先生（当

時福井大学）に計算の境界条件について質問され

たこと以外はほとんどなく、発表後の懇親会で

少々飲みすぎた研究室の学部生が不始末をしでか

しそうになり、参加された皆さんにご迷惑をお掛

けした憶えがより強く残っております。 

２－２．Ｕターン後 

 大学院修了後１０年ほどの年月を経て実家のあ

る金沢に戻ったある日、岡島先生からお誘いを受

けて社会人ドクターとして再び金沢大学に入学い

たしました。それとほぼ同時に再び北流研にも参

加させていただくことになりました。 

 私の学生時代とは違い、北流研の参加者も非常

に多くなり、参加者も大学や高専以外にも民間企

業に所属の方もおられ（私もその一人ではありま

すが） 、さらに北陸地区以外の講師を招待しての

講演があるなど、研究会の規模の大きさや研究内

容の質の高さに非常に驚かされました（決して発

足当時の質が良くなかったということではありま

せん）。 

 再び研究会に参加させていただいてからは、私

自身が発表する機会はありませんが、金沢大学の

研究室で研究を共にした学生に発表する場をいた

だきました。その際に質疑の時間や懇親会の場で

先生方や学生の皆さんから貴重なご意見を頂戴し、

拙い研究内容を磨くことができて非常に感謝して

おります。 

 また他の先生方や学生の方の発表も、私の大学

での研究のみならず、普段の会社での業務にも参

考になる内容があり、外部との接触が少ない日々

の仕事の中で、とかく井の中の蛙になりがちな自

分にとっては、貴重な情報の収集源でもあります。 

 少し残念なことは、講演内容に対する学生の質

問やコメントの数が少ないことです。ひょっとす

ると懇親会等でいろいろお話されているのかもし

れませんが、質疑の場では先生方の質問やコメン

トがほとんどで、学生の方からはほとんどありま

せん。内容が自分の研究とはかけ離れているから

かもしれませんが、実験や計算で用いている手法

など、重複している部分もあると思うので、もっ

と興味を持って聴講すればいろいろ知りたい部分

が出てくるのではないかと思います。 

 

３．最後に 

 今回２５周年という節目を迎えましたが、これ

からのより一層の北流研の発展と、会員の皆様の

ますますのご多幸を祈念して、拙稿を結びたいと

思います。 

17.「北流研での思い出」 

六郷 彰 (ＹＫＫ株式会社) 

北陸流体工学研究会設立２５周年記念誌   
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1．北流研とのふれあい 

私が北陸流体研究会に参加させていただいたの

は、金沢大学の流体工学の先生方のおかげです。

きっかけを下さいました岡島先生、上野先生、松

井先生、木綿先生の各先生方には、後述しますよ

うに当時から大変御世話になりました。 

北流研の年２回の発表会は、視野を広めるのに

大変役立ちました。高専にいるとアカデミックな

視点がなくなりがちですが、北流研では学術上の

討議が大変参考になったことを覚えています。夏

の講演会は学生対象ですが、高専での流体工学の

教育の点で私にとって非常に有益な会でした。 

金沢大学の先生方には、私が石川高専に赴任し

た昭和４９年を過ぎてまもない頃から御世話にな

りました。富山大学の三上研究室出身の新米教師

の私には、ゼミで取り上げられたテーマは斬新な

ものが多く、楽しいひとときを過ごせたことを覚

えています。当時は高専のスタッフが十分でなく、

専門外の実験、講義も私が担当したため、ゼミに

は不参加の週が多くなってしまいましたが、北流

研での講演会には、参加することに意義があると

考え、発会当時は毎回参加したように思います。 

 

２．石川高専での北流研の開催 

 石川高専では、２回の北流研を開催致しました。

１回目は流体専門は私だけだったため、金沢大学

の皆様に全面的にバックアップをお願いしました。

当時は石川高専の風洞が金沢大学共通施設の風洞

より低風速での制御が簡単だったため、興味を持

っていただきました。 

２回目は東芝から石川高専に赴任された鳥居先

生がおられたのと、専攻科学生の応援があり、皆

様にご迷惑を掛けずに会の運営ができたかと思い

ます。ただ、真夏の暑いときに、まだ空調がない

食堂での懇親会となったような記憶があります。      

その後、IHI から黒崎先生が石川高専に赴任さ

れ、北流研でもご講演いただきました。 

現在は私の後任として原田先生が赴任して、新

しい風洞を完成させて、ご活躍中です。 

古い風洞は初め建築工学科と共同使用でしたが、

後には私専用となり、ソーラーカーモデルの効力

係数の測定、２段風車のＬＤＶによる後流測定な

ど楽しい思い出になっています。これらの研究に

は、北流研での皆様の多くのアドバイスをいただ

きました。本当にありがとうございました。 

 

３．皆様へのご挨拶 

 石川高専を定年退職の際には、皆様にはご挨拶

する時間的余裕がなく、大変ご無礼をしておりま

す。申し訳ございませんでした。退職後すぐに海

外へ行き、現在は中国南部海南島の海口にある海

南師範大学で日本語を教えています。写真のよう

にきれいなキャンパスですが、１年を通じて暑い

です。専門外の講義のため戸惑いもありますが、

それなりに楽しむことができます。 

会員皆様のご健康と本会の益々のご発展をご祈

念申し上げます。 

 

 

 図１ 海南師範大学外国語学部棟 

 

４．連絡先 

Ｅ-mail： yasushi.warisawa@gmail.com 

海南師範大学 http://www.hainnu.edu.cn 

外国語学院日本語科 割澤  泰 

邮编 571158 

海口市龙昆南路 99 号海南师范大学荟萃园 201 房 

（中国）携帯電話番号：＋86-18976371196 

 

 

18．「北流研の思い出」 

割澤 泰 (石川工業高等専門学校名誉教授) 

北陸流体工学研究会設立２５周年記念誌   
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第１回 北陸流体工学研究会(仮称) 次第書 
 
期日: 1988年 3月 18 日(金)10 時－19時 
会場: 福井大学 福井市文京 3-9-1 
申込: 研究発表会，特別講演会は参加自由ですが，懇親会は準備の都合上，事前にご連絡下さい. 
前刷: 各自当日配布(30部) 
 
次第: 
[1]研究発表講演会工学部機械工学科 M中 1教室 

10:00-10:10 開会挨拶 葦埜 勲(福井大)， 
10:10-11:50 筆頭者が講演者，◎印は座長 
(1)円筒容器内の粘性液体中を落下する水平円板の運動 

    野澤憲嗣(福井大)，◎立花規良，川端信義 
(2)ターボ機械の３次元内部流れに関する研究 

    大石英樹(福井大)，◎葦埜 勲，川端信義 
(3)タンデム型熱線流速計による角柱の後流構造の研究 

    鈴木秀樹(金沢大)，◎上野久儀 
(4)離散渦点法による角柱まわりの流れの数値解析 

    石黒浩二(金沢大)，◎岡島 厚 
(5)二次元非定常流れの数値計算について 

    山下和彦(富山大)，◎三上房男，奥井健一 
 
一昼食一 
 
14:20-15:20 

(6)横風変動を受ける走行物体の流体力に関する基礎研究 
山本洋民(金沢大) ，◎岡島 厚，長久太郎 

(7)平板とすきまをもつ直列２円柱まわりの流れについて 
河合正高(富山大) ，◎奥井健一，三上房男 

(8)空気輸送に関する基礎的研究(速度こう配を有する管内気流中の円柱と球に働く流体力) 
紋谷英樹(福井大) ，◎山本富士夫 

 
[2]特別講演 

13:10-14:10 M中 1教室 
「アメリカ見聞」 

佐藤恵一(金沢工業大)， 司会 岡島 厚(金沢大) 
 

[3]実験室紹介 
15:30-16:30 流体工学実験室(葦埜，立花)，熱工学実験室(山本) 
 

[4]懇親会 
17:00-19:00 福井大学牧島荘(和室) 

会費 正員 2000 円，学生員 500円 
 
【連絡先】〒910 福井市文京 3-9-1 福井大学工学部機械工学科  

葦埜 勲宛 電話 0776-23-0500(内線 687)  

北陸流体工学研究会設立２５周年記念誌   

 
19．第 1回から 51回までのプログラム 

第 1 回北陸流体工学研究会が、1988年(昭和 63年)3月 18日(金)に福井大学で開催されて以来、夏は石

川県、春は富山県または福井県の大学・高専等が担当するという形式で、2013年(平成 25 年)8月 18 日(日)

に北陸先端科学技術大学院大学で開催されるまでに、研究会は第 51 回目を迎えた。以下に、第 1 回から

51 回までのプログラムを掲載する。第 19 回までは部分的にしか電子データが残っていないため、ＯＣＲ

を使用して印刷物から作成したため、誤字・脱字がある場合は事務局まで連絡して下さい。 
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第２回北陸流体工学研究会 
 
開催日：昭和６３年８月１８日 
会 場：金沢大学工学部第一会議室 
 
講演目次 
10:00～11:00[司会者 岡島 厚(金沢大)] 
 
(1)10:00～10:40 エアージェットルームにおける流力特性の実験的研究 

第 1報，エアーガイドの流れ特性 
第 2報，各種円筒管の流れ特性 

石田 稔(旭化成)，岡島 厚(金沢大) 
(2)10:40～11:00 平板とすきまをもつ並列 2円柱まわりの流れ 

奥井健一(富山大)，三上房男 
 
休憩(11:00～11:10) 
11:10～12:15[司会者 三上房男(富山大)] 
(3)11:10～11:35 スクイーズ膜特性に及ぼす流体の慣性力の影響 

春山義男(富山大)，三上房男 
(4)11:35～11:50 乱流線型せん断流れの中の球に働く流体力 

寺西 厚(福井大院)，山本富士夫(福井大)，幸川光雄，紋谷秀樹(渋谷工業)， 
水田 忍(福井大４) 

(5〉11:50～12:15 特性曲線法を用いた管内層流過渡流れの高速高精度計算 
松井良雄(金沢大) 

昼食(12:15～13:30) 
 
◎13:00～13:30 連絡会議(正員のみ) 
◎13:30～14:10 特別講演(中国見聞) ：福井大学・山本富士夫先生 
 
14:15～15:40[司会者 葦埜 勲(福井大)] 
 
(6)114:10～14:35 アメリカス・カップ艇の技術開発 ヨット船型開発とは 

増山 豊(金沢工大) 
(7)14:35～14:50 プロペラファンの騒音測定用簡易防音室の試作 

堂本博之(福井大院)，山本富士夫(福井大)，幸川光雄，宮村 治(福井大４) 
(8)14:50～15:05 粘性拡散自由ダブレットの流れ場の画像解析 

伊藤正明(福井大院)，山本富士夫(福井大)，幸川光雄，中村義夫(福井大４) 
(9)15:05～15:30 差分法による長方形断面柱まわりの流れの数値解析 

六郷 彰(金沢大院)，岡島 厚(金沢大) 
(10)15:30～15:40 金沢大学機械システムエ学科新設風洞の性能特性 

矢部隆二(金沢大院)，岡島 厚(金沢大)，長久太郎 
 
研究室見学 
16:30～18:00 懇親会 
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第３回北陸流体工学研究会 
講演目次 
 
開催日:平成元年 3 月 18日 
会場:富山大学工学部 
 
10:00～11:00 [司会者 上野久儀(金沢大)] 
(1)10:00～10:15 垂直軸まわりに回転する正方形管内の発達流れに関する研究 

今井直也(富山大院〉，小宮山淑方(富山高専)，三上房男，奥井健一(富山大) 
(2)10:15～10:40 弁操作法による管内サージ圧力低減に関する研究 

松井良雄(金沢大) 
(3)10:40～11:00 ストークス源を基本解とする境界要素法による二次元流路内ストークス流の解析 

宮埜 宏(福井大院)，家元良幸，蝶野成臣(福井大) 
 
＜休憩 5 分＞ 
 
[司会者 三上房男(富山大)] 
◎11:05～12:05 特別講演「最近の油圧の現状について」(株)不二越 技術本部商品開発部長 西本栄司氏 
 
昼食(12:05～12:45) 
◎12:45～13:15 連絡会議(正員のみ) 
 
[司会者岡島厚(金沢大)] 
◎13:15～13:35 油空圧国際シンポジウム(東京)に出席して 金沢大学 上野久儀先生 
＜休憩 5 分＞ 
 
13:40～14: 25 [司会者 奥井健一(富山大)] 
(4)13:40～14:05 粘弾性流体による二次元流路内流れの数値計算 

川端信義，立花規良，葦埜 勲(福井大)，藤田克志(福井高専) 
 
 
(5)14:05～14:25 粘性拡散自由ダブレットの流れとその可視化に関する研究 

伊藤正明(福井大院)，山本富士夫，幸川光雄(福井大)， 
戴 毅(中国・西安交通大学)，中村義夫(福井大４) 
 

＜休憩 5 分＞ 
 
14:30～15:25[司会者 山本富士夫(福井大)] 
(6)14:30～14:45 二次元拘束噴流の発振と圧力変動の伝幡 

大石勉(金沢大院)，佐野 学(金沢大)，樟川道博(金沢大 4) 
(7)14:45～15:05 同軸二重円管嗜流に関する研究(外側ノズル長さの影響について) 

木綿隆弘(金沢大院)，岡島 厚，長久太郎(金沢大) 
(8)15:05～15:25 高Λ領域の気体潤滑レイノルズ方程式の数値計算 

藤田克志(福井高専)，川端信義，葦埜 勲，立花規良(福井大) 
 

＜休憩 5 分＞ 
 
15:30～16:30[司会者 家元良幸(福井大)] 
(9)15:30～15:50 角柱の後流構造に関する研究 

佐々木和之(金沢大院)，上野久儀(金沢大) 
(10)15:50～16:10 複数物体の空力不安定振動に関する研究 

斎藤正美(金沢大院)，岡島 厚，長久太郎(金沢大) 
(11)16:10～16:30 地面板上を運動する物体に作用する流体力 

村本久幸(金沢大院)，長久太郎，岡島 厚(金沢大) 
 
16:30～17:00 実験室見学 
17:00～18:30 懇親会 
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第４回北陸流体工学研究会 
講演目次 
 
開催日: 平成元年 8月 26日(土) 
会場: 金沢工業大学 
 
10:00～10:50 [司会者 増山 豊(金沢工大)] 
(1)10:00～10:25 富山商船高等専門学校水槽実験室の実験施設と機能について 

 遠藤真(富山商船) 
(2)10:25～10:50 回流水槽における流れの可視化 

  館 清志(富山商船) 
 
<10:50～11:00休憩> 
 
11:00～12:20 [司会者 遠藤 真(富山商船)] 
(3)11:00～11:25 細長い長方形断面柱のストローハル数と背圧係数  

加藤和人(金沢大院)，上野久儀(金沢大) 岡島 厚(金沢大)，長久太郎(金沢大) 
(4)11:25～11:50 複数物体の空力不安定振動に関する研究  

阿部彰人(金沢大院)，岡島 厚(金沢大)，長久太郎(金沢大) 
(5)11:50～12:20 長方形断面柱周りの数値解析  

近藤靖裕(金沢大院)，岡島 厚(金沢大)，長久太郎(金沢大) 
 
<12:20～13:30昼食> 
<13:00～13:30連絡会議(正員のみ)> 
 
13:30～14:30 [司会者 岡島 厚(金沢大)] 
◎13:30～14:10 特別講演「自動車と風」 金沢大学 長久太郎先生 
 
(6)14:10～14:30 平板とすきまをもつ垂直円柱の後流うずについて 

森腰耕司(富山大院)，三上房男(富山大)，奥井健一(富山大)， 
柏 雅一(富山大院) 

 
14:30～15:40 [司会者 三上房男(富山大)] 
(7)14:30～14:55 非定常気体噴流に関する研究  

田辺秀明(金沢工大) 
(8)14:55～15:20 金沢工大におけるキャビテーションの研究  

佐藤恵一(金沢工大) 
(9)15:20～15:40 セールの風洞試験について  

増山 豊(金沢工大) 
 
15:40～16:30 研究室見学 
16:30～18:00 懇親会 
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第５回北陸流体工学研究会  
講演目次 
 
開催日:平成 2年 3 月 9日 
会場:福井大学工学部機械工学科 M 中 1教室 
 
第 1セッション(10:10～10:50) 司会者 家元良幸(福井大) 
(1)10:10～10:30 トンネル火災時における熱気流の挙動に関する研究 

蔵 敬雄(福井大院)，葦埜 勲，川端信義(福井大) 
(2)10:30～10:50 プロペラファンの騒音に関する研究 

堂本博之(福井大院)，山本富士夫，幸川光雄(福井大) 
 
＜休憩 10分＞ 
 
第 2セッション(11:00～12:00) 司会者 増山 豊(金沢工大) 
(3)11:00～11:20 角柱列周りの非定常不均一流れ 

  矢部隆二(金沢大院) 
(4)11:20～11:40 粘弾性流体の二次元流路に置かれた角柱まわりの流れ 

上田純一(福井大院)，立花規良，川端信義(福井大) 
(5)11:40～12:00 魚の遊泳機構に関する研究 

  高瀬正康(金沢大院)，宮江伸一，松井良雄(金沢大) 
 
＜12:00～13:00 昼食およぴ連絡会議(正員のみ会議室にて)＞ 
 
特別講演(13:00～14:00) 司会者 立花規良(福井大) 
◎13:00～13:30「研究雑感」 葦埜 勲(福井大) 
◎13:30～14:00「研究雑感」 三上房男(富山大) 
 
<休憩 10 分＞ 
 
第 3セッション(14:10～14:50) 司会者 上野久儀(金沢大) 
(6)14:10～14:30 平板とすきまを持つ並列 2円柱間の後流について 

柏 雅一(富山大院)，三上房男，奥井健一(富山大) 
(7)14:30～14:50 平板とすきまを持つ円柱の後流うずに関する研究 

森腰耕司(富山大院)，三上房男，奥井健一(富山大) 
 
＜休憩 10分＞ 
 
第 4セッション(15:00～16:00) 司会者 奥井健一(富山大) 
(8)15:00～15:20 空気輸送のシミュレー一ションに関する研究 

寺西 厚(福井大院)，山本富士夫，幸川光雄(福井大) 
(9)15:20～15:40 地面板上を急発進する物体の流力特性の研究 

  斉藤俊一(金沢大院) 
(10)15:40～16:00 熱膜流速計による回流水槽の流れ計測 

宮川尚之(金沢工大)，日野和睦，西山弘敏，増山 豊(金沢工大) 
 

16:10～18:00 懇親会(機械工学科会議室) 
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第６回北陸流体工学研究会 
講演目次 
 
開催日:平成 2年 8 月 22日(水) 
会場:金沢大学工学部第 1会議室 
 
第 1セッション 司会者 春山義夫(富山県立大学) 
(1)10:00～10:30  k－εモデルによるバツクスチップ平行平板乱流の数値計算 

坂井晴久(金沢大院) 
(2)10:30～11:00 流れの三次元画像解析システムとアルゴリズム 

玉田裕之(福井大院)，山本富士夫(福井大)，幸川光雄(福井大) 
(3)11:00～11:30 エアージェットルームにおける空気流れの研究(既製補助ノズルについて) 

新谷隆二(石川県工業試験場)，近商和英(石川県工業試験場) 
 
11:30～13:00 昼食および連絡会議(正員のみ) 
 
13:00～14:00 特別講演 「ポンブの研究」富山県立大学 田原晴男先生 
 
第 2セッション 司会者 川端信義(福井大学) 
(4)14:00～14:30 電磁比例弁内の油の流動数値シミュレーション 

岡島 厚(金尺大)，坂井晴久(金尺大院) 
(5)14:30～15:00 地面板上を急発進する物体まわりの流れの可視化 

小林秀樹(金沢大院) 
 
15:00～15:30 休憩 
15:30～17:00 懇親会 
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第７回北陸流体工学研究会 
講演目次 
 
開催日:平成 2年 3 月 18日(月) 
会易:富山職業訓練短期大学校第 3 講義室 
 
10:30～11:10 [司会者 増山 豊(金工大)] 
(1)10:30～10:50 平板と垂直ですきまをもつ並列 2円柱の後流 

柏 雅一(富山大院)，奥井健一(富山大)，三上房男(富山職訓短大) 
(2)10:50～11:10 空洞が存在する管路のサージ圧力制御  

宮島 茂(金沢大４)，宮江伸一，松井良雄(金沢大) 
 
＜休憩 5 分＞ 
 
11:15～12:00 [司会者 春山義夫(富山県立大)] 
(3)11:15～11:40 画像処理された流れの自動計測に関する研究 

玉田裕之(福井大院)，山本富士夫，幸川光雄，田 杯璋(福井大) 
(4)11:40～12:00 流れ関連分野におけるファジィ理論の応用の紹介 

佐野 学(金沢大) 
 

◎12:00～12:10 挨拶 富山職業訓練短期大学校長 三上房男先生 
◎12:10～13:15 昼食および連絡会議 
 
◎13;15～14:00 [司会者 奥井健一(富山大)] 
特別講演「欧米亜を見て」福井大学工学部 山本富士夫先生 
 
14:00～14:40 [司会者 佐野 学(金沢大)〕 
(5)14:00～14:.20 セーリングヨットの海上実船試験について 

坂口一夫(金工大４)，渥美達也，太田幸伸，岡崎永明，北川秀則，佐野茂樹， 
清水保彦，増山 豊(金工大)，宮川尚之(金工大院) 

(6)14:20～14:40 帆走船ウイングレット付フインキールについて研究 
宮川尚之(金工大院)，大矢英生，荻原俊幸，鷲北省二，嶋崎善夫，次田幸弘， 
月尾弘志，大澤成樹(金工大４)，増山 豊(金工大) 

 
＜休憩 5 分＞ 
 
14:45～15:35 [司会者 川端信義(福井大)] 
(7)14:45～15:10 地面板上を急発進する物体まわりの流れの数値計算と実験 

 斉藤俊一 (金沢大院) 
(8)15:10～15:35 ブラフボディの空力不安定振動に関する研究 (レイノルズ数と隅切りの影響) 

阿部彰人(金沢大院) 
 
◎15:45～16:15 見学会 
◎16:20～    懇親会(講演会と同じ会場で行います) 
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第８回北陸流体工学研究会 
プログラム 
 
金沢工業大学 
普通講演発表：20分(発表 15 分/討論 5 分)，特別講演発表＊：30分以内(発表 25分以内/討論 5分) 
 
平成 3年 8月 21日(水)：講演会場(4階研修室) 
 
13:00 開会式(三階研修室:部屋割，施設利用上の注意) 
 
13:30～15:10 研究会講演会(Ⅰ)：司会 立花規良(福井大) 

1)日米流体工学会議報告Ⅰ(特に，TurbulentFlows):  岡島厚(金沢大) 
2)二次元角柱まわりの流れに関する研究(遷移領域に見られる 2つの不安定性流れ): 中村透(金沢大院) 
3)角柱列を通過する非定常不均一流れ: 小林秀樹(金沢大院) 
4)流体力学におけるミクロとマクロのはざま: 藤川重雄(富山県立大) 

 
15:25～17:05 研究会講演会(Ⅱ): 司会 奥井健一(富山大) 
 1)日米流体工学会議報告Ⅱ(特に，Cavitation):  佐藤恵一(金沢工大) 
 2)正逆回転する気体潤滑動圧グルーブ軸受: 小沢康美(福井工大)，川端信義，三宅 裕 
 3)円筒容器内気泡噴流の混合流れの PTV 解析: 山本富士夫(福井大)，植村知正，井口学，森田善一郎 

4)アメリカズカップの今: 増山 豊 (金沢工大) 
 

17:20～18:50 研究会講演会(Ⅲ):  司会 上野久儀(金沢大) 
1)日米流体工学会議報告Ⅲ(特に，Gas-Solid Flows):  山本富士夫(福井大) 
2)トンネル火災時に発生する熱気流の二次元解析: 麻畠君宏(福井大院)，川端信義，大橋秀雄 
3)比較的薄い高分子溶液による急縮小流れ: 木村計介(福井大院)，川端信義，藤田克志，立花規良 
4)液膜流の数値シミュレーション: 山田 孝(金沢大院) 

 
19:00～20:30 研究会懇親会(2階食堂) 
 
 
8 月 22日(木) 
 
8:40～9:20 研究会連絡会(4 階研修室:正員のみ) 
9:30    閉会式 
10:00   解散 
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第９回北陸流体工学研究会 
講演目次 
 
開催日:平成 4年 3 月 14日 
会場:福井大学工学部機械工学科 M 中 1教室 
※講演 1 件あたり発表 15分，討論 10 分 
 
第 1セッション(10:30～11:45) 司会者 家元良幸(福井大) 
(1)10:30～10:55 流れの 3 次元画像解析の開発研究 

○山本富士夫，幸川光雄(福井大)，森 健治(福井大院) 
(2)10:55～11:20 種々な乱流モデルによる流動数値シミュレーション 

○坂井晴久(金沢大院)，岡島 厚(金沢大) 
(3)11:20～11:45 平板と異なるすきまを持つ直列 2円柱の後流について 

○杉野篤史，原 正，奥井健一，岩渕牧男(富山大)，張克倹(富山大院) 
 
<昼食および連絡会議(正員のみ会議室にて)> 
 
第 2セッション(13:00～14:15) 司会者 藤川重雄(富山県立大) 
(4)13:00～13:25 スクリュー式遠心ポンプ内ポテンシャル流れの解析 

(羽根先端すきまおよび予旋回を考慮した場合) 
○松井良雄，宮江伸一，岡島 厚(金沢大) 

(5)13:25～13:50 キャビテーション初生領域近傍における気泡発生特性(円柱流れ) 
○角谷和人(金沢工大院)，佐藤恵一(金沢工大) 

(6)13:50～14:15 GPS を用いた外洋セーリングヨットの海上実船試験 
○坂口一夫，黒川浩二，笹川 博，宮川尚之，増山 豊(金沢工大) 

 
<休憩 15 分> 
 
第 3セッション(14:30～15:45) 司会者 上野久儀(金沢大) 
(7)14:30～14:55 回転ローラ表面における液膜流れ 

○川村暁(福井大院)，家元良幸，蝶野成臣(福井大) 
(8)14:55～15:20 半導体結晶成長におけるステファン問題 

○藤川重雄，李 先基，田原晴男(富山県立大) 
(9)15:20～15:45 エアジェットルームにおける補助ノズル噴流 

○新谷隆二，土定育英(石川県工試) 
 

16:00～ 懇親会(機械工学科会議室) 
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第１０回北陸流体工学研究会  
研究発表プログラム 
 
日時:平成 5 年 3月 16 日(火) 
場所:富山県立大学工学部大講義室 
 
10:05～11:05 あいさつ (田原春男(富山県立大学)) 
(1)コーティング流の波動現象発生に関する研究 

○山田 孝(金沢大工(学))，岡島 厚(金沢大工)，木綿隆弘(〃) 
(2)層流円管入口区間の流れの特性 

○田原正法(金沢工大(学))，中川武夫(金沢工大) 
(3)河川蛇行の原理 

○中川武夫(金沢工大)，今井 悟(金沢工大) 
 
11:10～12:10 (座長：佐藤恵一(金沢工大)) 
(4)平板とすきまをもつ並列 2円柱間の偏向流(主流乱れおよび境界層厚さの影響) 

○本多賢司(富山大工(学))，渡辺弘毅(〃)，奥井健一(富山大工)，岩渕牧男(富山大工) 
(5)微小すきま気体潤滑膜流れの数値解析に対する各種スキーム 

○坂口洋之(福井大工(学))，川端信義(福井大工) 
(6)振動物体周りの流れの数値解析および実験的研究 

○北島和幸(金沢大工(学))，岡島 厚(金沢大工)，木綿隆弘(〃) 
 
12:10～13:30 昼食およぴ連絡会議(正員のみ会議室にて) 
 
13:30～14:20 (国際会議等報告，座長：田原春男(富山県立大学)) 
(7)BBAA2 報告  岡島 厚(金沢大工) 
(8)12AFMC報告  上野久儀(金沢大工) 
(9)6ヶ国での画像計測法の講演報告  山本富士夫(福井大工) 
(10)IUTAMシンポジウム報告 中川武夫(金沢工大) 
(11)11th Chesapeake Sailing Yacht シンポジウム報告 増山 豊(金沢工大) 
 
14:25～15:45 (座長：岩淵牧男(富山大工)) 
(12)二値化相関法 3DPTV とそのためのステレオペアマッチング法について 

○山本雅映(福井大工(学))，山本富士夫(福井大工)，太田淳一(〃)，幸川光雄(福井大工) 
(13)膜状構造物の流体弾性応答解析  深沢塔一(金沢工大) 
(14)ソーラーボートの設計と性能  ○黒川浩二(金沢工大(学))，増山 豊(金沢工大) 
(15)外洋セーリングヨットのタッキングシミュレーション 

○笹川 博(金沢工大(学))，坂口一夫(金沢工大)，増山 豊(〃) 
 
15:50～17:10 (座長：岡島 厚(金沢大工)) 
(16)円柱流れにおけるダブルピーク形キャビテーション過程の気泡様相 

○角谷和人(金沢工大(学))，佐藤恵一(金沢工大) 
(17)水平な狭い矩形流路における気泡挙動 

○太田淳一(福井大工)，藤井照重(神大工)，山本富士夫(福井大工) 
(18)インデューサ内部のキャビテーション流動状態 

○李 先基(富山県立大工)，田原晴男(〃) 
(19)液体中で相互作用する任意個・任意形状の気泡群の運動理論 

○藤川重雄(富山県立大工)，高比良裕之(京大工)，赤松映明(〃) 
17:15～18:45 懇親会(教職員コモン(講演会場階下)) 
 
講演時間 
研究発表は発表 15 分，討論 5分 
国際会議報告は発表・討論を含めて 10 分 
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第１１回北陸流体工学研究会 
研究発表プログラム 
 
日 時 ： 平成５年８月２５日(水) 
場 所 ： 金沢大学工学部第一会議室（工学部管理棟３階） 
 
10：00〜11：40   司会 藤川重雄（富山県大） 
(1)正方形角柱周りの流れの２次元及び３次元数値解析 
                小垣哲也（金沢大院）， 岡島 厚（金沢大） 
(2)インデューサ付き遠心ポンプの吸込み性能 
                李 先基（富山県大）， 田原晴男（富山県大） 
(3)円筒容器内気泡撹拌流の過渡現象の観察 
                井上弘二郎（福井大院），山本富士夫（福井大） 
                井口 学 （大阪大）  太田淳一（福井大） 
                佐々木哲秀（福井大・学） 
(4)同軸二重円管噴流の逆流現象と渦構造 
                木綿隆弘（金沢大），  岡島 厚（金沢大） 
                西 隆司（金沢大院）， 中川正人（金沢大院） 
 
11:40〜13:20 昼食および連絡会議（正員のみ第二会議室にて） 
 
13：20〜15：00  司会 太田淳一（福井大） 
(5)ソーラーボートの開発（その２） 
                笹川 剛（金沢工大院），黒川浩二（金沢工大院） 
                山田晃久（金沢工大院），増山 豊（金沢工大） 
(6)磁性流体の粘性ダンパの振動特性に及ぼす磁場の影響 
                島田邦雄（富山大）， 神山新一（東北大流科研） 
(7)相変化を研究するための衝撃波管の性能と課題 
                藤川重雄（富山県大） 
(8)振動物体まわりの流れ（レビュー） 
                岡島 厚（金沢大） 
 
15：30〜17：00 ビヤ・パーティーおよびバーベキュー 
（機械システム工学科屋上） 
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第１２回北陸流体工学研究会研究発表 
プログラム 
 
日時：平成 6年 3月 10日(木) 
場所：福井大学工学部会議室 
 
10:00～12:20 司会 川端信義(福井大学〉 
(1)非等温ファウンテン流の数値解析 

柘植好揮(福井大院)，家元良幸(福井大) 
(2)油圧ピストンポンプ・モータにおける摺動部の潤滑特性 

小林敬弘(福井高専・学)，田中嘉津彦(福井高専) 
(3)渦法による角柱周りの流れの計算 

小林伸雄(金沢大院)，岡島 厚(金沢大)，木綿隆弘(金沢大) 
(4)同軸二重円管ジェットの数値シミュレーションと実験的検証 

西 隆司(金沢大院)，岡島 厚(金沢大)，木綿隆弘(金沢大) 
(5)キャビテーションと流れとの相互干渉(円柱まわりの流れ) 

佐藤恵一(金沢工大)，小川直哉(金沢工大院)，小野信次(金沢工大院)，供田英一(金沢工大院) 
 
12:20～13:20 昼食および連絡会議(正員のみ機械工学科会議室で) 
 
特別講演 
13:20～13:50 司会 山本富士夫(福井大) 
液晶流の数値計算 蝶野成臣(福井大) 
 
13:50～15:45 司会 木綿隆弘(金沢大) 
(6)正方配列平滑管群の流動特性(管列数およびレイノルズ数の影響) 

本多賢司(富山大院) ，奥井健一(富山大)，岩渕牧男(富山大)，島田邦雄(富山大) 
(7)千鳥配列フィン付管群の流動特性(管列数および管ピッチ比の影響) 

小田久人(富山大院)，奥井健一(富山大)，岩渕牧男(富山大)，島田邦雄(富山大) 
(8)レーザー差動干渉法による衝撃波管内気体密度の測定 

村藤芳博(富山県立大・学)，佐藤 博(富山県立大・学)，藤川重雄(富山県立大) 
(9)異波長レーザービームによる多原子分子蒸気の相変化速度測定 

小谷正直(富山県立大・学)，藤川重雄(冨山県立大) 
(10)気泡撹拌流における過渡現象の画像計測 

佐々治哲秀(福井大・学)，山本富士夫(福井大)，井口学(大阪大)，井上弘二郎(福井大院)， 
太田淳一(福井大)，幸川光雄(福井大) 

 
15:45～16:00 研究室見学 
 
16:00～18:00 懇親会(福井大学内牧島荘) 
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第１３回北陸流体工学研究会  
研究発表プログラム 
 
日時：平成 6年 9月 10日(土) 
場所：金沢工業大学 8号館 4階・8-406講義室 
講演時間：15分 
質疑応答：10分 
:  
10:00-10:05 挨拶：日程など説明 佐藤恵一(金沢工業大学) 
 
10:20-11:20 座長：藤川重雄(富山県大) 
(1)可変変量形ベーンポンプにおける低周波異常圧力脈動の発生機構 

上野久儀(金沢大) 
(2)流れと直角及ぴ平行方向に振動する角柱まわりの流れの数値シミュレーションと実験 

河辺 誠(金沢大院)，岡島 厚(金沢大)，上野久儀，易 東来(金沢大院) 
(3)高分子液晶流の分子動力学シミュレーション 

蝶野成臣(福井大)，辻知宏(福井大院)，山崎弘幸(福井大) 
 

11:25-12:15 座長：蝶野成臣(福井大) 
(4)流体の相変化機構の新しい概念 

藤川重雄(富山県大工)，小谷正直(富山県大院)，佐藤 博 
(5)チタン酸バリウム型 ER流体のレオロジ特性に関する研究 

島田邦雄(富山大工)，岩淵牧男，奥井健一，藤田豊久(秋田大鉱山) 
 
12:15-13:30 昼食および連絡会議 (正員:食堂セレス) 
 
13:30-14:15 座長：割沢 泰(石川高専) 
(6)ソーラーボート・アメリカ遠征記(国際競技大会参加報告) 

山田晃久(金沢工大院)，増山 豊(金沢工大) 
(7)コラプシブルチューブ流れにおける管変形の形状計測 

西山等(舞鶴高専)，岡島 厚(金沢大工)，長山栄一(金沢大院) 
 
14:20-15:10 座長：松井良雄(金沢大) 
(8)水平の狭い矩形拡大流路内の気泡挙動に関する実験 

太田淳一(福井大)，山本富士夫(福井大)，纐纈光幸(福井大院) 
(9)３Ｄ ＰＩＶのためのステレオペアマッチングの理論と性能 

纐纈光幸(福井大院) ，山本富士夫(福井大)，井口 学(阪大工)，太田淳一(福井大) ， 
幸川光雄(福井大) 

 
15:15-15:25 金沢工大・夢考房見学(希望者) 
15:30-17:00 懇親会 
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第１４回北陸流体工学研究会 
プログラム 
 
日時：平成 7年 3月 10日(金) 
場所：富山技術交流センター(富山市高田 529 TEL0764-33-6402) 
 
9:30-9:35 挨拶 岩渕牧男(富山大) 
 
◎講演会(講演 15分,質疑応答 5分) 
9:35-10:55 座長 奥井健一(富山大) 
(1)熱プラズマ実験装置の試作ならびに放電時のマクロ的特性に関する研究 

乗田一憲(富山大院)，岩渕牧男(富山大)，島田邦雄，奥井健一 
(2〉キャビテーション衝撃圧計測用微小圧力計の製作 

石倉昌典(富山県大院)，伊東良尚(富山県大)，和田英典，田原晴男，藤川重雄 
(3)熱的非平衡状態での蒸気の凝縮速度と凝縮係数の測定 

小谷正直(富山県大院)，西野利一(富山県大)，藤川重雄 
(4)円柱後流中でのキャビテーションの挙動観察 

佐藤恵一(金沢工大)，小川直哉 
 
11:00-12:20 座長 太田淳一(福井大) 
(5)カーテンコーティング流の数値シミュレーション 

平野竹志(金沢大院)，岡島 厚(金沢大) 
(6)同軸二重円管噴流の三次元渦構造と強制加振の影響に関する研究 

中川正人(金沢大院)，岡島 厚(金沢大)，木綿隆弘 
(7)トンネル火災時に発生する熱と煙の脈動に関する数値シミュレーション 

安立志暢(橿井大院)，川端信義(福井大) 
(8)長方形噴流の流れ場およぴ物体との干渉について 

土屋良明(信州大)，宮垣宏輔(信州大院)，半田達也，池田敏彦(信州大) 
 
12:20-13:15 昼食およぴ連絡会議(正員のみ) 
 
13:20-14:40 座長 上野久儀(金沢大) 
(9)セールダイナモメータを用いたセール流体力の実船計測システム 

北崎隆雄(金沢工大院)，増山 豊(金沢工大) 
(10)ソーラーボートの高速化と総合性能 

山田晃久(金沢工大院)，増山 豊(金沢工大) 
(11)入力ボートの試設計と性能評価 

永井健勝(金沢工大)，篠原宏樹，深沢塔一 
(12)スクリュー式遠心ポンプの非定常特性 

松井良雄(金沢大)，堅多 久 
 
14:45-16:05 座長 増山豊(金沢工大) 
(13)高分子液晶の流動実験 

蝶野成臣(福井大)，原田真(福井大院)，小田和正(福井大) 
(14)気泡を含む流れ場の可視化画像計測 

清水尚典(福井大院)，山本富士夫(禰井大)，太田淳一，幸川光雄，青山哲生 
(15)3 次元気泡流の 2値化相関法による計測法の研究 

石川正明(福井大)，纐纈光幸(福井大院)，岩瀬潤(福井大)，山本富士夫，太田淳一，幸川光雄 
(16)小口径水平円管内の気液二相流の流動特性(内径 D=5 ㎜,3mm,1.8㎜) 

小林英一(富山大院)，岩渕牧男(富山大)，島田邦雄，奥井健一 
 
◎見学およぴ懸親会(富山大学工学部) 
16:20-16:50 実験室見学 
17:00-18:00 懇親会 
 
  



50 

 

第１５回北陸流体工学研究会 
プログラム 
 
日時：平成７年８月４日（金） 
場所：石川工業高等専門学校（代 TEL. 0762-88-8000） 視聴覚教室 
 
10:00-10:05 挨拶 割澤 泰（石川高専） 
 
◎ 講演会（講演 10分，討論 10 分） 
10:05-11:05 座長：割澤 泰（石川高専） 
(1)  '９５ＡＳＭＥ国際学生ソーラーボート大会参加報告 
    塚本 能人（金沢工大院），箱崎 善彦，高山 将光，植村 公彦 
(2) キャビテーション気泡で可視化される渦構造（ビデオ観察） 
  近藤 伸司（金沢工大院），小川 直哉，佐藤 恵一（金沢工大） 
(3) スプール弁内の流れと流体力 
  大路 芳弘（金沢大院），上野 久儀(金沢大） 
 
◎ 特別講演 司会：岡島 厚（金沢大） 
11:10-11:50 
  連成熱伝達問題 
  木村 繁男（金沢大） 
 
12:00-13:00 昼食および連絡会議（正員：本館２階会議室） 
 
◎ 講演会（講演 10分，討論 10 分） 
13:10-14:10 座長：木綿 隆弘（金沢大） 
(4) 凝縮相表面での分子の温度適応過程（研究の構想） 
    藤川 重雄（富山県立大） 
(5) 後退翼のキャビテーションについて 
    高杉 信秀（富山県立大） 
(6) Breaking Device with Electrorheological Fluid 
   Kunio Shimada(富山大), Toyohisa Fujita, Makio Iwabuch and Kenichi Okui 
 
◎ 講演会（講演 10分，討論 10 分） 
14:15-15:15 座長：上野 久儀(金沢大） 
(7) ミクロモデルによる粘弾性流体の数値シミュレーション 
   西谷 義彦（福井大院），藤田 克志（福井高専），川端 信義(福井大），立花 規良， 
    三宅 裕（阪大工） 
(8) Simulation of Turbulence Separation Flows in a Moving Pipe Containing a Coaxial Piston 
    Chen,G.(福井大）, Yamamoto,F., Wang,O., Zhang,Y.(Nanjin Univ. of Tech.) 
(9) 気泡流の高精度数値シミュレーション 
  村井 祐一（福井大），松本 洋一郎（東大）  
 
15:15-15:45 見学会（風洞実験棟とソーラーカー） 
15:50-17:15 懇親会（本館２階会議室） 
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第１６回北陸流体工学研究会 
プログラム 
 
日時:平成 8 年 3月 19 日(火) 
場所:福井大学(TEL 0776-23-0500) 工学部共大 5教室 
 
10:15-10:20 挨拶 立花規良(福井大) 
 
◎講演会(講演 10分，討論 15 分) 
 
10:20-12:00 座長:松井良雄(金沢大) 
(1)気泡流噴流中の気泡と渦の相互作用の数値解析 

○村井祐一(福井大)，山本富士夫く福井大) 
(2)ブロー成形における高分子溶融体の高ワイゼンベルグ数二重管ダイスウェルシミュレーション 

○田上秀一(福井大)，梶原稔尚(九州工業大)，船津和守(九州大) 
(3)知能流体のレオロジー特性に関する基礎研究 

○島田洋一(富山大院)，島田邦雄(富山大)，岩淵牧男(富山大)，奥井健一(富山大) 
(4)インライン配列フィン付管群の圧力損失と渦発生特性 

○奥井健一(富山大)，岩淵牧男(富山大)，島田邦雄(富山大)，糸氏大司(富山大院) 
 
12:00-13:30 連絡会議(正員:機械工学科 2階会議室) 
 
◎特別講演 司会 立花規良(福井大) 

米国スタンフォード大学に留学して 
    ○家元良幸(福井大) 
 
◎講演会(講演 10分，討論 15 分) 
14:15-16:00 座長:奥井健一(富山大) 
(5)コラプシブルチューブの流動特性と非定常管変形に関する研究 
    ○長山栄一(金沢大院)，岡島 厚(金沢大)，木村繁男(金沢大)，木綿隆弘(金沢大)， 

鈴木輝士(金沢大学部) 
(6)振動流中における物体の流体力特性に関する実験的研究 

○松本達治(金沢大院)，岡島 厚(金沢大)，木村繁男(金沢大)，木綿隆弘(金沢大)， 
中筋信弥(金沢大学部) 

(7)熱的非平衡状態で相変化している気流界面での蒸気の温度測定 
○葛山達男(富山東大学部)，佐藤 博(富山県大院)，藤川重雄(富山県大) 

(8)極低温冷凍機内の伝熱と流れの理論解析(問題の定式化) 
○井上久希(富山県大院)，本田朋寛(富山県大学部)，藤川重雄(雷山県大) 

 
16:00-16:30 休憩，移動 
16:30-18:00 懇親会(福井大学生協食堂) 
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第１７回北陸流体工学研究会 
プログラム 
 
日時：平成８年８月 20日(火) 
場所：金沢大学総合教育棟 Ｄ４講義室(５階) 
  (〒920-11 金沢市角間町) 
 
10:00〜10:05 挨拶 岡島 厚(金沢大学) 
 
◎ 講演会(講演，討論含めて 25 分) 
10:05〜11:45 座長：木村繁男(金沢大) 
(1)  矩形柱周りの剥離流れに及ぼすレイノルズ数の影響 
 ○片山輝明(金沢大院)，岡島 厚(金沢大)，木村繁男(金沢大)，木綿隆弘(金沢大)  
(2) 剥離渦キャビテーションの様相と崩壊挙動 
 ○近藤伸司(金沢工大院)，佐藤恵一(金沢工大)，杉本康弘(金沢工大院)，星野宏介 (金沢工大院) 
(3) 正三角形配列フィン付き伝熱管群の渦発生特性 
 ○山本高義(富山大院)，奥井健一(富山大)，岩渕牧男(富山大)，島田邦雄(富山大) 
(4)植物の吸水機構について 
 ○上野久儀(金沢大)，岡島 厚(金沢大) 
 
11:45〜13:00 昼食および連絡会議 (正員：１階小会議室) 
 
13:00〜13:50 座長：奥井健一(富山大) 
(5)ANZIAM，BBAA III ，CWE'96 に参加して 
  木村繁男(金沢大)，岡島 厚(金沢大) 
(6) 熱的非平衡状態下での蒸気の凝縮係数と界面蒸気温度の同時測定 
 ○小谷正直(富山県立大院)，葛山達夫(富山県立大院)，藤井康宏(富山県立大院)，高杉信秀(富山県立大)， 

藤川重雄(富山県立大) 
 
14:00〜15:15 座長：川端信義(福井大) 
(7)回転円板すき間におけるＥＲＦの数値解析(予備検討結果) 
 ○西田 均(石川職短)，島田邦雄(富山大)，岩渕牧男(富山大)，奥井健一(富山大)，藤田豊久(秋田大) 
(8)トリプルプローブ法による熱プラズマ電子温度計測法の検討 
  岩渕牧男(富山大)，島田邦雄(富山大)，奥井健一(富山大)， 
 ○嵐 敬晶(富山大院)，島田 洋(富山大院)，松田直彦(三菱重工) 
(9)ＶＯＦ法による自由表面流れの数値解析 
 ○吉川敏文(福井大院)，村井祐一(福井大)，山本富士夫(福井大) 
 
15:15〜16:00 角間キャンパス見学会 
      (総合情報処理センターと図書館) 
 
16:00〜17:30 懇親会(生協食堂(南福利施設)) 
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第１８回北陸流体工学研究会 
研究発表プログラム 
 
日時:1997年 3月 18日(火) 
場所:富山県立大学工学部大講義室 
 
9:55～10:OO 挨拶(藤川重雄(富山県大)) 
10:00～11:00 (座長:木村繁男(金大)) 
(1)ER 流体による回転数制御デバイスの特性 

○阿部健(富大院),岩渕牧男(富大),奥井健一(富大)，島田邦雄(富大) 
(2)低周波振動するカスケード翼まわりの流れの PIV計測 

○岩瀬潤(福井大院),山本富士夫(福井大),安田公昭(バイオマテリアル),藤井直幸(バイオマテリアル) 
(3)流体軸受のすきま流れと外部流れとの干渉について 

○坂口洋之(福井大院),川端信義(福井大),立花規良(福井大) 
(4)流体潤滑問題の汎用的な解析手法 DFFEM 

○陳超(福井大院),川端信義(福井大),立花規良(福井大) 
ll:IO～12:10 (座長:奥井健一(富大))一一 
(5)同軸一重円管噴流のヘリカル及び軸対称モードの渦構造に関する研究 

○中野敬太(金大院),岡島厚(金大),木綿隆弘(金大)，木村繁男(金大),宇根悟史(金大学) 
(6)スタッガート配列フィン付管群の渦発生特性(第 3 報;フィン形状及び流路幅の影響) 

○山本高義(富大院),岩渕牧男(富大),奥井健一(富大)，島田邦雄(富大) 
(7)セールダイナモメータを用いたセール流体力の実船性能計測 

○増山 豊(金工大),上新武志(金工大院),昆俊雄(金工大院) 
(8)水中翼を用いたソーラーボートの最適設計と性能評価 

○増山 豊(金工大),塚本能人(金工大院),高山将光(金工大院)，箱崎善彦(金工大院), 
植村公彦(金工大院),伊藤通洋(金工大院) 

 
12:15～13:30昼食および連絡会議(正員のみ会議室にて) 
 
13:30～14:30 (座長:太田淳一(福井大)) 
(9)液晶表示パネル内への液晶充填プロセスの数値シミュレーション 

○久保篤(福井大院),蝶野成臣(福井大) 
(10)高分子液晶のせん断流特性(分子形状の影響) 

○蝶野成臣(福井大),辻知宏(McGillUni.) 
(11)ブロー成形で見られる高分子溶融体の二重管ダイスウェルシミュレーション 

○田上秀一(福井大),市川真也(福井大),家元良幸(福井大) 
(12)単一気泡の数値シミュレーションに関する研究 

○作田淳(金大院),岡島厚(金大),上野久儀(金大)，木村繁男(金大) 
14:40～15:40 (座長:高杉信秀(富山県大)」) 
(13)渦キャビテーション気泡の崩壊挙動 

○近藤伸司(金工大),佐藤恵一(金工大) 
(14)円柱表面に衝突する気泡の運動特性 

○石黒徹(福井大学),村井祐一(福井大),山本富士夫(福井大) 
(15)微細気泡供給装置に関する研究 

○柏 雅一(和泉電気),中山正明(和泉電気),町谷勝幸(和泉電気) 
(16)定電流法による小口径管内気液二相流のボイド計測 

○松川誠治(富大院),岩渕牧男(富大),奥井健一(富大)，島田邦雄(富大) 
15:50～16:35(座長:川端信義(福井大)) 
(17)垂直上昇急拡大管内気泡流の特性に関する実験的研究 

○中村健一(金大院),木村繁男(金大),岡島 厚(金大)，木綿隆弘(金大) 
(18)液体ジェットによる固気液混相流の輸送特性(その 1) 

○原島謙一(富大院),岩渕牧男(富大),奥井健一(富大)，島田邦雄(富大) 
(19)水中ウォータージェットとエロージョンに関する研究 

○寺崎尚嗣(富山県大院),和田英典(富山県大院),高杉信秀(富山県大)，藤川重雄(富山県大) 
 
16:45～18:45懇親会 

懇親会の時に太田淳一先生(福井大)に『ドイツに滞在して』と題するお話をしていただきます. 
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第１９回北陸流体研究会 
プログラム 
 
平成 9年 8月 1,2日 金沢工業大学穴水湾自然学苑 
 
8 月 1 日(金) 
13:30 受付開始 
1)14:25-17:00研究会 

(各講演とも質疑応答時間約 10 分を含む.司会担当は事後で恐縮ですがご了承ください) 
 
14:25 挨拶 
 
14:30-15:30 レクチャー(1) 司会：岡島 厚・金沢大学 

渦の話など(仮称) ／ 岡島 厚，Dr. Zdravkovich・金沢大学 
 
15:40-16:10 レクチャー(2) 司会：深沢塔一・金沢工業大学 

PIVの混相流解析へ応用／ 山本富士夫・福井大学 
 
16:20-17:00 レクチャー(3) 司会:木村繁男・金沢大学 

国際会議 EXHFT4の参加報告／ 奥井健一・富山大学 
 
2)17:10-18:00 北流研・連絡会 
 
3)18:30-20:00 懇親会 ハーバー 
 
宿泊:金沢工業大学・穴水湾自然学苑: 洗面用具など持参ください. 
 
 
8 月 2 日(土) 
6:30 起床 
 
8:OO頃 朝食 
 
9:30-10:30 ソーラー・ボートなどの紹介・見学／ 増山研究室・金沢工業大学 
 
11:00 解散 
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第２０回北陸流体工学研究会 
プログラム 
  
日 時：平成１０年３月９日（月）１０時００分〜１８時２０分 
会 場：福井大学工学部共大５講義室（工学部二号館２階）   
 
Ⅰ（10:00〜11:15)                    座長  太田 淳一（福井大学） 
(1)  流体潤滑流れと軸受外部流れの干渉問題 
                  福井大学 ○坂口 洋之，川端 信義，立花 規良 
(2)  プロペラ性能試験艇を用いたソーラーボートの総合性能評価 
           金沢工業大学 ○和田 啓史，伊藤 通洋，岡田 朗忍，平林 範之 
(3)  外洋セーリングヨットの運動性能計測とタッキングシミュレーション 
                 金沢工業大学 ○長谷川 貴，宮川 昌也，荻原 宗彦 
 
Ⅱ（11:15〜12:05)                      座長  木綿 隆弘（金沢大学） 
(4)  スプール弁内流れの解析と可視化   
                金沢大学 ○董 暁林，上野 久儀，山下 雅充，小川 剛 
(5)  channel 流 LES計算における colocated grid と staggered grid の比較 
  −colocated grid におけるエネルギー非保存性の検討−     福井大学 大岡  龍三 
 
昼食および連絡会（正員のみ）（12:10〜13:00)  場所：機械工学科会議室 
 
Ⅲ（13:05〜13:55)                              座長  佐藤 恵一（金沢工業大学） 
(6)  Numerical simulation of interaction between solid particle and vortex structure in boundary layer            
                              Fukui University  ○Liping SHEN, Xiangqun SONG,  
                              Fujio YAMAMOTO, Zhejiang University  Jianzhong LIN 
(7)  発達領域における高速気液二相流の流動特性（プローブ法によるボイド率測定）    
                            富山大学 ○金田  仁介，原島  謙一 
 
Ⅳ（13:55〜14:45)                                座長  奥井 健一（富山大学） 
(8)  固気液三相流の三次元数値解析 
                             福井大学 ○北川 石英，村井 祐一，山本  富士夫 
(9)  渦キャビテーション壊食のメカニズム解明への一検討 
                    金沢工業大学 ○杉本  康弘，星野  宏介，佐藤  恵一 
休憩（14:45〜14:55) 
 
Ⅴ（14:55〜15:45)                                  座長  松井 良雄（金沢大学） 
(10) 衝撃波管による酢酸蒸気の非平衡凝縮過程に関する研究 
                富山県立大学 ○葛山 達夫，小谷 正直，藤川 重雄 
(11) 分子動力学法によるメタノールの蒸発・凝縮現象に関する分子論的研究 
                富山県立大学  ○藤井  康宏，小谷  正直，藤川  重雄 
 
Ⅵ（15:45〜16:35)                       座長  川端 信義（福井大学） 
(12) 回転型レオメータ内の粘弾性流動計算 −測定値に及ぼす慣性の影響− 
                   福井大学 ○八田 哲典，田上 秀一，家元 良幸 
(13) コラプシブルチューブの自励振動に関する実験的研究  
                                    金沢大学 ○鈴木 輝士，岡島 厚，木村 繁男， 
                                    舞鶴高専 西山 等，金沢大学 郷道 慶範 
 
懇親会（16:50〜18:20）    場所：大学食堂 
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北陸流体工学研究会創立 10 周年記念特別企画 
第２１回北陸流体工学研究会＆気-液系流れのダイナミクスに関する研究会 
立山ホテルワークショップ 
プログラム 
 
日 時：平成８年８月１８日(火)〜１９日(水) 
場 所：立山国際ホテル（〒930-14 富山県上新川郡大山町原 45 番地） 
     TEL 0764-81-1111 FAX 0764-81-1118 
参加費：宿泊する場合(懇親会費，朝食込) 15,000 円 
    懇親会のみ参加 9,000 円  
    
 
８月 18日(火) 
 
13:30〜    受付 
 
◎ 講演会 (講演，討論含めて 30分) 西館２階銀河 
14:00〜14:05 挨拶 岡島 厚(金沢大学) 
14:05〜15:05 司会：木村繁男(金沢大) 
(1) キャビテーション研究の一望と渦キャビテーション特性 
                         佐藤 恵一 (金沢工大) 
(2) 球のまわりの流れと抵抗 −ストークスとアインシュタイン− 
                         立花 規良 (福井大) 
15:15〜16:15 司会：上野久儀(金沢大) 
(3) 事故と技術の進歩 
                         岡島  厚 (金沢大) 
(4)生きる研究 生きない研究 −経験的研究開発論− 
                         岩渕 牧男 (富山大) 
 
◎連絡会議 本館１階桔梗 
18:00〜18:10 
 
◎懇親会  本館１階桔梗 
18:10〜20:30 「三上先生を囲んで」 
 
８月 19日(水) 
 朝 自由解散 
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第２２回北陸流体工学研究会  
プログラム 
 
日時：平成１１年３月１５日 10:30〜17:20 
場所：富山大学工学部１０６講義室（共通講義棟） 
 
(10:30〜10:35) 挨拶 富山大学 岩渕牧男 
 
◎研究発表講演会（講演者は筆頭者です） 
Ⅰ(10:35〜11:55)   司会 福井大学 太田淳一 
(1)電気粘性流体の回転体まわりの流動特性と回転機器への応用 
                  富山大学 古川健作（大学院），島田邦雄，奥井健一，岩渕牧男 
(2)非ニュートン流体の平板を過ぎる流れ 
         福井大学 杉本裕昭(大学院)，立花規良，川端信義 
(3)微小領域でのキャビテーションの発生機構に関する研究 
         富山県立大学 堀 秋子（学部生），高杉信秀，藤川重雄 
(4)キャビテーション壊食における多重気泡崩壊に関する一検討 
         金沢工業大学 中村 尚（大学院），佐藤恵一，杉本康弘 
 
◎昼食及び連絡会（正員のみ）(12:00〜13:00) 場所：機械知能システム工学科会議室 
 
 
Ⅱ(13:10〜14:10)    司会 富山大学 島田邦雄 
(5)インターレース加工におけるインターレーサ内の空気流解析 ー空気噴射ノズルからの高速空気流ー 
         福井大学 田上秀一，小形憲弘，家元良幸 
(6)矩形柱の流力特性に及ぼすレイノルズ数の影響 
         金沢大学 尾島 録（大学院），岡島 厚，木村繁男， 
               小池 武（学部） 
(7)同軸噴流の渦形成に及ぼす噴流速度と強制加振の影響 
                  金沢大学 宇根悟史（大学院），岡島 厚，木村繁男， 
               木綿隆弘，安藤清輝（大学院） 
 
Ⅲ(14:20〜15:40)     司会 金沢大学 木綿隆弘 
(8)セーリングヨットの船体運動に伴うセール流体力変化の解析 
         金沢工業大学 長谷川 貴(大学院)，増山 豊 
(9)Euler-Lagrange モデルによる空泡流ジェットの数値解析 
         福井大学 小林康宏（大学院），村井祐一，太田淳一，山本富士夫 
(10)ホログラフィによる粒子の三次元位置計測 
                  福井大学 篠田圭司（大学院），稲井 進（学部），太田淳一， 
               村井祐一，山本富士夫 
(11)コラプシブルチューブの自励振動の数値シミュレーション 
         金沢大学 竹内宏至（学部），岡島 厚，木村繁男，木綿隆弘 
 
◎懇親会(15:50〜17:20) 場所：工学部生協食堂 
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第２３回北陸流体工学研究会＆気-液系流れのダイナミクスに関する研究会 
プログラム 
 
日時：平成１１年８月２７日（金） 10:00〜18:00 
場所：金沢大学工学部秀峯会館中会議室 
 
(9:55〜10:00) 挨拶 金沢大学 木村繁男 
 
◎研究発表講演会（講演者は筆頭です。講演時間は討論を含み 20 分間です。） 
Ⅰ(10:00〜11:00)   司会 金沢大学 木村繁男 
(1)キャビテーション壊食のメカニズムに関する基礎研究（高衝撃性気泡挙動について）  
                  金沢工業大学 杉本康弘，太田博章(院)，中村 尚(院)，佐藤恵一 
 
(2)分子動力学法によるメタノールの相変化 
                   富山県立大学 定塚淳生(院)，葉山眞治，高杉信秀，土田優子(院) 
 
(3)The Calibration of Camera Parameters and Determination of Particle Position in 3-D Space 
       福井大学 王 燦星(院)，宋 向群，沈 利平(院)，井戸健敬(院)，村井祐一，山本富士夫 
 
Ⅱ (11:10〜12:10)   司会 石川高専 割沢 泰 
(4)スクリュー式遠心ポンプの過渡特性 
                    金沢大学 松井良雄，上野久儀，岡島 厚 
 
(5)CFD Study of Train-Tunnel Interaction 
                    金沢大学 楊 笑風，大津山澄明(院)，岡島 厚，木綿隆弘 
 
(6)コラプシブルチューブ流れにおける自励振動特性と系の固有振動数 
                    舞鶴高専 西山 等，金沢大学 岡島 厚，郷道慶範(院) 
 
◎昼食及び連絡会（正員のみ）(12:10〜13:20) 場所：秀峯会館小会議室 
 
◎特別講演会（講演時間は討論を含み 40分間です。） 
Ⅰ (13:20〜14:00)   司会 金沢大学 岡島 厚 
 すきま流れ励起振動について 
                    富山県立大学 葉山眞治 
 
Ⅱ (14:05〜14:45)   司会 福井大学 大岡龍三 
 LES による Bluff Body 周辺流れの解析 
                    新潟工科大学 富永禎秀 
 
Ⅲ (14:50〜15:30)   司会 福井大学 村井祐一 
 動脈狭さく部を通る血流に関する研究 
                    福井大学 石川拓司 
 
◎実験室見学会(15:30〜16:30) 
 
◎懇親会(16:30〜18:00) 場所：工学部生協食堂 
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第２４回北陸流体工学研究会 
 
受付：9:30〜10:00  
 
ご挨拶： 10:00〜10:05 山本富士夫（福井大） 
セッション I：10:05〜11:05 座長：石川拓司（福井大） 
１．矩形流路内の擬３次元粘弾性流動解析 
   ○長縄朋宏（福井大），田上秀一（福井大），家元良幸（福井大） 
２．モンテカルロ法による磁性流体の凝集構造解析 
   ○舟橋 充（福井大），山井三亀夫（福井大），田上秀一（福井大），家元良幸（福井大） 
３．鉛直平板間混合対流の熱伝達特性 
   ○水島基紀(金沢大院)，木村繁男（金沢大），岡島 厚（金沢大），木綿隆弘（金沢大） 
 
 セッションⅡ：11:10〜12:10 座長：太田淳一（福井大） 
４．円管内における非球形粒子の見かけ抵抗係数 
   ○金山賢治(富山大院)，奥井健一（富山大），岩渕牧男（富山大），北嶋加奈江(富山大 4年) 
５．流路内突起物まわりの三次元流れと熱伝達に関する数値解析 
   ○中島 円（金沢工大） 
６．ビギナー用流体ソフト「気流解析君」の開発 
   ○村岡 浩（国士舘大），前田信一（株ファド） 
 
 昼食・会員連絡会：12:10〜13:10 
 
 セッションⅢ：13:20〜14:20 座長：田上秀一（福井大） 
７．円筒オリフィスなどにおけるキャビテーション気泡の挙動 
   ○太田 博章 （金沢工大院），佐藤 恵一（金沢工大），斉藤 康弘（金沢工大） 
８．円筒型超音波発振器のキャビテーションについて 
   ○小橋利秀(富山県立大院)，栗山拓也，薮下誠之，葉山眞治，高杉信秀（富山県立大） 
９．二次元タービン動翼エンドウォ−ル近傍の流れ場に関する研究（流れの可視化と静圧分布特性） 
   ○内田勝一（金沢工大院），小幡正一，松野真久，下野正太郎（金沢工大） 
 
 セッションⅣ：14:30〜15:30 座長：村井祐一（福井大） 
１０．管内流に直交する片持円柱の流力弾性振動の計測法 
   ○北川明宏(富山大４)，奥井健一，岩渕牧男（富山大），干場 智(富山大４) 
１１．水流中における円柱構造物の流力振動特性に関する研究 
   ○小野和秀(金沢大院)，岡島 厚（金沢大），木村繁男（金沢大），木綿隆弘（金沢大） 
１２．環状ノズル翼列後流におよぼす回転ディスクの影響 
    ○上野宏治（金沢工大院），小幡正一，山村聡志（金沢工大） 
 
 特別講演：15:40〜16:30 司会：山本富士夫（福井大） 
  特別講演： Flow around a Vibrating Elastic Plate 
   ○秋山光庸（宇都宮大学・地域共同研究センター長） 
 
 実験室見学会：16:40〜17:50  
 以下の３研究室をご自由に見学して頂きます．当日，ご案内マップを配布します． 
  Ａ. 環境エネルギー学研究室（山本・太田・村井グループ） 
  Ｂ．流体システム研究室（立花・川端・石川グループ） 
  Ｃ．材料開発工学科（家元・田上グループ） 
 
 懇親会：18:00〜19:20 福井大学生協食堂 
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第２５回北陸流体研究会 
プログラム 
 
日時：平成 12年 9 月 2日（土）10:45－ 
場所：金沢工業大学・8号館 8/506 講義室（5 階） 
 
◎セッション A： 10:45-12:00  
A-1 IT転換期の可視化援用設計                山本富士夫（福井大） 
A-2 超はっ水性微細凹凸面における流動抵抗低減                長谷川雅人（金沢大）  
 
＊昼食・連絡会 12:00-13:00   
 
◎セッション B：13:00-14:10  
B-1 原子力プラントの熱流動に係る最近の話題                   岡野行光（INSS） 
B-2 カルマンの渦のフレスコ画にまつわる話とフォークボールの話 溝田武人（福岡工大） 
 
＊休憩 
 
◎セッション C: 14:20-16:00  
C-1 環境問題と流体工学                                      岩淵牧男（富山大） 
C-2 速度勾配テンソルを用いた PTVの性能と応用                石川正明（福井大）   
C-3 鳥人間コンテスト                                        深沢塔一（金沢工大） 
 
＊見学（夢考房その他）16:15-16:45   
 
＊懇親会 17:00-18:15  
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第２６回北流研プログラム 
 
開催日：2001年 3月 7 日（水） 
会場：富山県立大学 大講義室(正門から見て右手６角建物２階) 
〒939-0398 富山県射水郡小杉町黒河 5180 
Tel: 0766-56-7500 内線 388 
 
１０：３０ 参加受付開始（１階） 
 
１１：００−１１：１０ 開会のあいさつ 葉山真治（富山県立大学） 
 
一般講演（○が講演者） 
１１：１０−１２：１０  セッション A ・・ 座長 石塚 勝（富山県立大学） 
 
A-1 凝固過程の動的な応答（講演時間１５分）/○村井孝行，木村繁男，岡島 厚，木綿隆弘，中村太樹(金
沢大学) 
A-2 エアジェットルームにおけるポリエステル加工糸の空気摩擦力の測定/○野口昇平，岡島 厚(金沢大)，
新谷隆二(石川県工業試験場)，木村繁男，木綿隆弘(金沢大) 
A-3深層水冷熱輸送方式の可能性に関する研究/○了馬 貴志，岩渕 牧男，奥井 健一（富山大学） 
 
１２：１０−１３：１０  昼食 
 
１３：１０−１４：１０  セッション B ・・ 座長 鈴木立之（富山県立大学） 
B-1モデル実験によるインターレース糸の生成過程の画像解析/○横田和光，家元良幸，田上秀一（福井大学） 
B-2インターレーサ内空気流の数値シミュレーション/○山本早俊，家元良幸，田上秀一（福井大学） 
B-3気泡プルームによる消波効果のシミュレーション /○漁野 嘉昭，村井祐一，山本富士夫（福井大学） 
 
１４：１０−１４：２０  休憩 
 
特別講演 １４：２０−１５：１０ ・・ 座長 葉山真治（富山県立大学） 
深層水とその応用/  古米 保 教授 （富山県立大学・工学部・生物工学研究センター） 
１５：１０−１５：２０  休憩 
 
１５：２０−１６：４０  セッション C ・・ 座長 奥井 健一（富山大学） 
C-1円筒型超音波発振器によるキャビテーションの制御/○藪下誠之，葉山真治（富山県立大学） 
C-2円柱構造物の後流渦による流れ方向振動に関する研究/○川内和博，葉山真治（富山県立大学） 
C-3衝撃波により誘起された微粒子層下での特異圧/○見上博，金田剛之，坂村芳孝，鈴木立之（富山県立大
学） 
C-4低 Re 数域（空気の自然対流域）での金網の抵抗係数測定/○石塚 勝（富山県立大学） 
 
移動（１６：４０−１７：００） 
懇親会  １７：００−１８：３０ 
会場：厚生棟二階のラウンジ（１階食堂の上） 
会費：２０００円 
注）昼食弁当を希望した方は１０００円を受付で徴収します。 
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第２７回北陸流体工学研究会 
プログラム 
 
日時：平成１３年９月８日（土） 10:25〜18:00 
場所：北陸先端科学技術大学院大学 石川ハイテク交流センター 
 
(10:25〜10:30) 挨拶 北陸先端科学技術大学院大学 松澤照男 
 
◎研究発表講演会 
I (10:30〜11:10)   司会 石川高専 割沢 泰 
(1)「流れの可視化３題」                  石川高専 鳥居卓爾 
 
II (11:20〜12:00)   司会 金沢大学 木綿隆弘 
(2)「循環器系および呼吸器系流れの最近の話題から」 

北陸先端科学技術大学院大学 松澤照男 
◎連絡会議(12:00〜13:00) 
 
III (13:00〜13:40)   司会 金沢大学 岡島 厚 
(3)「風力タービン用翼型の開発とその実験的・数値解析的検証」 

産業技術総合研究所 小垣哲也 
 
IV (13:50〜14:30)   司会 富山大学 奥井健一 
(4)「沸騰冷却を用いたコンピュータチップの冷却」      富山大学 川口清司 
 
V (14:40〜15:40)   司会 福井大学 川端信義 
(5)「はく離形渦キャビテーションの観察」   金沢工業大学 齊藤康弘，佐藤恵一 
(6)「光照射に対する植物の蒸散流応答」           金沢大学 上野久儀 
 
◎大学内見学会(15:40〜16:30) 
 
◎懇親会(16:30〜18:00) 場所：石川ハイテク交流センター 
 正員 4000 円 学生員 2000 円 
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第２８回北陸流体工学研究会 
プログラム 
 
2002年 2月 28日版 
 開催日：2002年 3月 14日（木） 
 会場：福井大学工学部２号館２階 共大５教室 
    *車で来られる方は，正門の守衛室で入校カード要です。 
 
受付開始    9:30～ （工学部２号館２階 共大５教室前） 
 
セッションＡ 10:10～11:30   座長：太田淳一（福井大学） 
（１）高速気流による円柱抵抗 
                          ○伊藤弘英，家元良幸，田上秀一（福井大学） 
（２）赤血球のモデル化と血流の数値シミュレーション 
                     ○澤崎浩昌，石川拓司，川端信義，立花規良（福井大学） 
（３）振動流中のブラフな断面物体周りの流れ特性に関する研究 
                     ○安田孝宏，岡島 厚，木村繁男，森吉 譲（金沢大学） 
（４）Study on the Aerodynamics of a Micro Scale Wind Turbine 
             ○Gutierrez Isaac Itamar，岡島 厚，木綿隆弘，脇坂義太郎（金沢大学） 
 
特別講演１  11:40～12:20  司会：奥井健一（富山大学） 
 格子ボルツマン法による気液二相流のシミュレーション 
                             瀬田 剛（富山大学） 
 
昼 食    12:20～13:10 
 連絡会（会員のみ） 会場：工学部 2号館 1階 エクセルルーム 
 
特別講演２  13:10～13:50  司会：川端信義（福井大学） 
 流体の流動損失と物体抵抗（粘度測定への応用） 
                             立花規良（福井大学） 
 
セッションＢ 14:00～15:20  座長：石塚 勝（富山県立大学） 
（１）セレーテッドフィン付管群の渦発生特性（流速測定による検討） 
                 ○肖 麗，川部泰臣，森下順哉，奥井健一，川口清司（富山大学） 
（２）フィン付伝熱管群の熱流動特性（フィン形状とフィンピッチが熱流動に及ぼす影響） 
                ○川口清司，奥井健一，山崎道雄，青木裕樹，菓子貴晴（富山大学） 
（３）移動物体を含む圧縮性流れの数値シミュレーション（1次元テスト問題によるカットセル法の検証） 
                  ○中山勝之，大森由香梨，坂村芳孝，鈴木立之（富山県立大学） 
（４）はっ水性微細凹凸面における流れのシミュレーション 
                         ○中島 歩，長谷川雅人，上野久儀（金沢大学） 
 
 
セッションＣ 15:30～16:50  座長：木綿隆弘（金沢大学） 
（１）格子ボルツマン法の多成分流体拡張法の提案 
                      ○廣川雄一，松澤照男（北陸先端科学技術大学院大学） 
（２）円柱群流路における気液二相流動の画像計測 
               ○笹木俊男，岡本健夫，石川正明，村井祐一，山本富士夫（福井大学） 
（３）円柱構造物の流れ方向振動に関する研究 
              ○海道純一，新井裕也，彭 國義，石塚 勝，葉山眞治（富山県立大学） 
（４）円筒型超音波発振器によるキャビテーションの制御 
             ○藪下誠之，磯部健一郎，彭 國義，石塚 勝，葉山眞治（富山県立大学） 
 
 
懇 親 会  17:00～18:30 会場：大学生協 1 階 食堂 
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第２９回北陸流体工学研究会  
プログラム 
 
日時 ： 平成１４年９月１４日（土）１０：２５〜１８：００ 
場所 ： 金沢工業大学 ８号館 ５０６室（５階） 
（〒921-8501 石川県石川郡野々市町扇が丘 7-1） 
問合せ先 ： 金沢工業大学機械系 
（佐藤恵一 ０７６-２９４-６７０２ Ｅｘｔ２２６６・ 中島 円 Ｅｘｔ３０３４） 
 
 
１０：２５〜１０：３０  挨拶 金沢工業大学 佐藤恵一 
 
１０：３０〜１１：１０  司会 石川工業高等専門学校 割澤 泰 
（１） 「小型風力発電機の開発と実施例」 
    ニッコー株式会社 技術部 高田康宏 
 
１１：２０〜１２：００  司会 金沢大学 岡島 厚 
（２） 「べん毛による細菌の遊泳について」 
    滋賀県立大学 高野 泰齊 
 
１２：００〜１３：００  連絡会 
 
１３：００〜１４：００  司会 金沢工業大学 佐藤恵一 
（３） 「Kinetic Modeling of Rarefied Plasmas and Gases in Materials 
    Processing」 
    東北大学 南部健一 
 
１４：１０〜１４：５０  司会 富山県立大学 鈴木立之 
（４） 「脂質液滴マイクロジェットに関する研究」 
    富山県立大学 石塚 勝 
 
１５：００〜１５：４０  司会 福井大学 川端信義 
（５） 「超音速静圧気体軸受」 
    福井工業大学 三宅 裕 
 
１５：５０〜１６：３０  司会 金沢工業大学 小幡正一 
（６） 「千石積級菱垣廻船の復元建造と海上帆走試験」  
    金沢工業大学 増山 豊 
 
１６：４５〜１８：００  懇親会 （場所：金沢工業大学 ２２号館 セレス） 
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第３０回北陸流体工学研究会 
プログラム 
 
開催日 ：平成 15 年 3月 6 日（木）10：30～17：30 
講演会場：富山大学工学部（〒930-8555 富山市五福 3190） 
     共通講義棟 1F 106 講義室 
参加費用：講演会 無料，連絡会弁当代 1千円 

懇親会 正員 3 千円 学生員 2千円 
 
              プログラム 
 
9：50～ 受付開始（工学部共通講義棟 1F 106 講義室前） 
 
10：30～10：35 挨拶 
 
10：35～11：55 セッション A 座長：川口清司（富山大） 
A-1  トロコイドポンプのキャビテーション特性 

＊今村洋介（金沢大院），上野久儀（金沢大），松井良雄，長谷川雅人 
A-2  スクリュー式遠心ポンプ内気泡流の測定 

＊笹木健治（金沢大院），上野久儀（金沢大），松井良雄，長谷川雅人 
A-3  タービンノズル翼列の流動現象に関する研究 

＊中西康記（金沢工大・学)，簗場晋吾，東海林浩平（金沢工大院)，小幡正一（金沢工大) 
A-4  磁歪振動子におけるキャビテーションの様相 

＊鈴木尚人（金沢工大院），佐藤恵一（金沢工大），渡辺 純（金沢工大院） 
 
11：55～13：00 昼食 
        連絡会（正員のみ） 会場：機械知能システム工学科会議室（機械系研究棟 2F） 
                      
13：00～14：20 セッション B 座長：松井良雄（金沢大） 
B-1  フィン付管群における渦発生特性（速度変動測定による検討） 

＊衣川輝将（富山大・学），奥井健一（富山大），川口清司，肖 麗（富山大院） 
B-2  鉛直管内流中を上昇する球形粒子の流動特性（管接合部の偏心量による影響） 

＊盛下光寛（富山大院），奥井健一（富山大），川口清司，瀬田 剛，豊本 匠（富山大院） 
B-3  モデル粗さを有する傾斜壁上における衝撃波の反射機構 

鈴木立之（富山県立大），坂村芳孝，＊小谷 明（幸塚汽力工業(株）） 
B-4  内部混合型二流体噴霧器におけるノズル内部流動様式とザウター平均粒径 

舟渡裕一（富山県立大），＊川島伸一（富山県立大院），幸塚栄三， 
坂村芳孝（富山県立大），鈴木立之 

 
14：30～15：50 セッション C 座長：瀬田 剛（富山大） 
C-1  粗さ要素のある微細流路内の流れの数値シミュレーション 

＊藤井貴広（福井工業大院），三宅 裕（福井工業大） 
C-2  脂質液滴マイクロジェットの制御に関する研究 

＊渡瀬雄司（富山県立大院)，三上貴士（富山県立大・学），石塚 勝（富山県立大） 
C-3  円柱の流れ方向振動に及ぼす気泡流の影響に関する研究 

＊和田宗幸（金沢大院），岡島 厚（金沢大），木村繁男，木綿隆弘 
C-4  矩形柱周りの流れの３次元乱流数値シミュレーション 

＊五十川貴則（金沢大院），六郷 彰（YKK），岡島 厚（金沢大） 
 
16：00～17：30 懇親会（会場：工学部生協 1階食堂） 
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第３１回北陸流体工学研究会 
プログラム 
 
開催日：2003年 9月 6 日（土） 
会 場：金沢大学角間キャンパス 共同研究センターセミナー室(インキュベーション施設) 
    （〒920-1192 金沢市角間町） 
 
10:20～10:30 挨拶 金沢大学工学部 上野久儀 
 
10:30～11:10 司会 上野久儀（金沢大） 
（１）送風機における回転翼周りの流れの可視化と空力騒音の低減 
                    富山大学工学部 川口清司 
11:20～12:00 司会 川端信義（福井大） 
（２）格子ボルツマン法による二相流のシミュレーション 
                    富山大学工学部 瀬田 剛 
12:00～13:00 連絡会議 共同研究センター会議室 
       （正員のみ） 
13:20～14:00 司会 鈴木立之（富山県立大） 
（３）波面上に発達する乱流について 
                  富山県立大学工学部 中川慎二 
14:10～14:50 司会 岡島 厚（金沢大） 
（４）自由表面問題の解析と鋳造シミュレーションへの応用 
                       ＹＫＫ㈱ 桜木卓也 
15:00～15:40 司会 奥井健一（富山大） 
（５）回転形 ER流体デバイスの過渡特性 
                 北陸ポリテクカレッジ 西田 均 
15:50～16:30 司会 山本富士夫（福井大） 
（６）トンネル火災時の熱気流の制御 
                    福井大学工学部 川端信義 
16:45～18:00 懇親会 角間キャンパス南福利施設 
       正員 3 千円 学生員 2千円 
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第３２回北陸流体工学研究会  
プログラム 
 
日 時 ：平成１６年３月６日（土） １０：３０～１８：００ 
場 所 ：福井大学文京キャンパス 
会 場 ：工学部大会議室（総合研究棟 13階） 
  〒910-8507 福井市文京 3 丁目 9番 1 号（http://www.fukui-u.ac.jp） 
連絡先 ：福井大学工学部 機械工学科 
  川端 信義 （０７７６－２７－８５３６ kawabata@mech.fukui-u.ac.jp） 
  流体システム研究室 （０７７６－２７－８４８９） 
 
司会 金沢大学工学部 木綿隆弘 
１０：３０～１０：５５  
 （１） 「火災時の水噴霧シミュレーションおよび吸熱・煙除去効果」 

*松葉史朗（福井大院）川端信義（福井大）石川拓司（福井大） 
１０：５５～１１：２０  
 （２） 「薄型電子機器筐体モデルの熱性能と流れ」 

*中山和之（富山県立大）林 邦彦（富山県立大）中川慎二（富山県立大）石塚 勝（富山県立大） 
１１：２０～１１：４５  
 （３） 「内部混合型二流体噴霧器の内部流動と噴霧特性」 

*川島伸一（富山県立大院）舟渡裕一（富山県立大）坂村芳孝（富山県立大）鈴木立之（富山県立大） 
 
連絡会議 
１１：４５～１２：４５ エクセルルーム（工学部 2号館 1階） 
 
特別講演 
１２：４５～１３：４０ 
「題目未定」九工大情工 田中和博 
 
司会 富山大学工学部 川口 清司 
１３：４５～１４：１０  
 （４） 「気泡を含む液体ジェットの可視化」 

*西川雅士（福井大院）村井 祐一（北海道大）山本 富士夫（福井大） 
１４：１０～１４：３５  
 （５） 「クラウドキャビテーションにおけるリエントラント挙動とキャビティ放出機構」 

*下条茂雅（金沢工大院） 佐藤 恵一（金沢工大） 
１４：３５～１５：００  
 （６） 「強制加振平面噴流の流れ構造に関する研究」 

*木綿隆弘（金沢大） 岡島 厚（金沢大） 木村繁男（金沢大） 石井 崇（金沢大） 
 
休憩 10 分 
 
司会 福井大学工学部 太田淳一 
１５：１０～１５：３５  
 （７） 「格子ボルツマン法に対する有限体積法の適用性に関する研究」 

*稲川 聖治（富山大） 瀬田 剛（富山大） 奥井 健一（富山大） 
１５：３５～１６：００  
 （８） 「振動流中の矩形柱周りの流れ特性に関する数値解析及び実験的研究」 

*安田 孝宏（滋賀県立大学） 岡島 厚（金沢大） 木村繁男（金沢大） 森吉 穣（金沢大） 
１６：００～１６：２５  
 （９） 「ダリウス型風車における性能向上（翼弦長と翼取付け角が性能に及ぼす影響）」 

*兼松 大輔（富山大） 川口清司（富山大） 奥井健一（富山大） 
 
懇親会 
１６：４５～１８：００ エクセルルーム（工学部 2号館 1階） 
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第３３回北陸流体工学研究会  
プログラム 
 
 
開催日：2004年 9月 18日（土） 
会 場：石川工業高等専門学校 専攻科 講義室(2階) 
    （〒929-0392 河北郡津幡町字北中条タ 1番地） 
 
10:25～10:30 挨拶 石川工業高等専門学校 鳥居卓爾 
 
10:30～11:20 司会 割澤 泰（石川高専） 
（１）遠心ポンプのキャビテーションに伴う脈動現象 
               北陸先端大  山 本 和 義 
11:30～12:20 司会 木綿隆弘（金沢大学工学部） 
（２）希薄気体シミュレーション用専用計算機の開発 
               金沢大学   歌野原 陽 一 
 
12:20～13:20 連絡会議 本館大会議室 
      （正員のみ） 
 
 
13:25～13:45 トライアルセンター 見学 
 
 
13:50～14:40 司会 鳥居卓爾（石川高専） 
（３）水平環状空間内の自然対流 
               富山県立大  舟 渡 裕 一 
14:50～15:40 司会 山本富士夫（福井大学工学部） 
（４）固液混合液内の微粒子の挙動に及ぼす超音波の影響 
               福井大学   太 田 淳 一 
15:50～16:40 司会 上野久儀（金沢大学工学部） 
（５）構造物の流力振動 
               金沢大学   岡 島   厚 
 
 
16:50～18:00 懇親会 養高館（福利厚生施設） 
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第３４回北陸流体工学研究会 
プログラム 
 
開催日：2005年 3月 5 日（土） 
会 場：富山県立大学 大講義室 
    （〒939－0398 富山県射水郡小杉町黒河 5180） 
会 費：講演会 無料 
    懇親会費 正員 3000 円；学生 2000円 
    連絡会昼食代（正員） 1000円 
 
10:30～11:20 特別講演 司会 山本富士夫（福井大院） 
 Inverse problems of fluid mechanics based on least square optimization 
(最小二乗法に基づく流体力学の逆問題） 
*鈴木崇夫（福井大院） 
 
11:20～12:10 司会 川口清司（富山大） 
(1) 水電解における電極表面形状と気泡流動の関係 
*榊原昭彦（福井大・学），黒田一郎（福井大・院），笹木俊男（福井大・ 
院），村井祐一（北海道大），幸川光雄（福井大），山本富士夫（福井大院） 
(2) バイオセンサ容器内の水置換過程の可視化 
*三上貴士(富山県大・院)，居島啓一（富山県大・学），石塚勝(富山県大)，中 
川慎二(富山県大) 
 
12:10～13:10 連絡会議（正会員） 学科会議室(2階) 
 
13:10～14:50 司会 中川慎二（富山県大） 
(1) 熱式フローセンサの性能特性に関する研究 
*吉村恭次（金沢大・学），金岡佳充（矢崎総業），木村繁男（金沢大），岡島 
 厚（金沢大），木綿隆弘（金沢大） 
(2) カットセル法による移動物体周りの流れの数値計算 
*梅林 豊（富山県大・学），中山勝之（富山県大・院），坂村芳孝（富山県 
大），鈴木立之（富山県大） 
(3) 球群・円柱群と衝撃波との干渉 
*立田知也（富山県大・学），池田邦博（富山県大・院），中山勝之（富山県 
大・院），小谷 明（富山県大・院），坂村芳孝（富山県大），鈴木立之（富山 
県大） 
(4) Numerical Analysis of the Flow Characteristics and Performance of 
Micro-Scale Horizontal Axis Wind Turbines（プロペラ式マイクロ風車の流れ 
と性能特性に関する数値解析） 
*Isaac Gutierrez（金沢大・学），木綿隆弘（金沢大），岡島 厚（金沢大）， 
木村繁男（金沢大） 
 
15:00～16:40 司会 坂村芳孝（富山県大） 
(1) 電子機器冷却における基板からの放熱に関する研究 
*笈田健次(富山県大・院)，加藤芳周(富山県大・学)，西野泰史（富山県大・ 
学），石塚勝(富山県大)，中川慎二(富山県大) 
(2) 密に配置された管群の渦発生特性 
*松田晶寛（富山大・学），衣川輝将（富山大院），奥井健一（富山大），川口 
清司（富山大） 
(3) 直列２円柱の流力振動に関する研究 
*安井 聡（金沢大・学），岡島 厚（金沢大），木綿隆弘（金沢大），木村繁 
男（金沢大） 
(4) 流入乱れが小型軸流ファン特性と騒音に及ぼす影響 
*越農丈史（富山大・学），川口清司（富山大），奥井健一（富山大） 
 
16:45～18:00 
懇親会 教職員コモン 
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第３５回北陸流体工学研究会 
プログラム 
 
開催日：2005年 9月 3 日（土）11：30～ 
会 場：金沢工業大学（野々市キャンパス）5・101大講義室（本館受付にお越しください） 
 
（〒921-8501石川県石川郡野々市町扇が丘 7-1） 
会 費：講演会 無料 
    懇親会費 正員 3000 円；学生 1000円 
    連絡会昼食代（正員） 1000円 
 
11:30～11:35       開会挨拶              佐藤恵一（金沢工大） 
 
11:35～12:25       特別講演（1） 司会：奥井健一（富山大） 
新入会員講演 
 *田中 太（富山大） 
 
12:30～13:30       連絡会    1・109会議室 
 
13:30～14:20       特別講演（2） 司会：木村繁男（金沢大学） 
黄砂の長距離輸送 
 *岩坂 泰信（金沢大） 
 
14:20～15:10       特別講演（3） 司会：川端信義（福井大学） 
微生物を含む溶液のシミュレーション 
 *石川 拓司（福井大） 
 
15:10～15:20       休憩 
 
15:20～16:55       企画「可視化・計測技術」司会：中島 円（金沢工大） 
（1）感圧塗料による可視化計測について 
 *坂村 芳孝（富山県大） 
（2）（未定） 
 *小幡 正一（金沢工大） 
（3）（受賞研究報告）モニュメント型サボニウス風車の開発及び風車まわりの流れのＰＴＶ計測と圧力推定
について 
 *中田 大志（福井大院），村井祐一（北大），山本富士夫（福井大） 
 
17:00～18:30       懇親会    セレス 
 
特別講演：講演 40 分，討論 10 分 
企画講演：講演 20 分，討論 10 分 
 
 
11:35～12:25 特別講演（1）散水設備騒動時における区画火災の性状の研究 田中 太（富山大） 
13:30～14:20 特別講演（2）黄砂の長距離輸送 岩坂泰信（金沢大） 
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第３６回北陸流体工学研究会 
プログラム 
 
開催日：2006年 3月 4 日（土） 
会場 ：福井大学 文京キャンパス 2 号館（機械工学科）223L教室 
 （〒910－8507 福井県福井市文京 3－9－1） 
 
10:30～11:20 特別講演 司会 川端信義（福井大） 
ＰＩＶアルゴリズムの発展 
○山本富士夫（福井大院） 
 
11:30～12:15 司会 鈴木崇夫（福井大院） 
(1) Stochastic Estimation を用いた水平チャネル内気液二相流の再構築問題 
 ○福田祐史（福井大院），鈴木崇夫（福井大院），山本富士夫（福井大院） 
(2) ベンチュリにおけるキャビテーションに関する通気の効果 
 ○東孝樹（金沢工大院），佐藤恵一（金沢工大），斉藤康弘（金沢工大） 
(3) Study on the dependence of the skin friction on the bubble distribution 
 ○黄健（福井大院），福田浩士（福井大院），山本富士夫（福井大院） 
 
12:20～13:20 連絡会議 エクセルルーム 
 
13:30～14:30 司会 太田淳一（福井大） 
(4) 海陸風による上空数千メートル大気中に存在するエアロゾルの拡散シミュレーション 
 ○高橋洋平（金沢大院），木村繁男（金沢大），歌野原陽一（金沢大），木綿隆弘（金沢大），小松信
義（金沢大） 
(5) 円管急縮小部を通る高分子溶液の流れの可視化と微視的構造 

○藤田祐介（福井高専専攻科），藤田克志（福井高専），川端信義（福井大） 
(6) スクリュー式遠心ポンプの気液二相流性能に及ぼす羽根巻角度の影響 
 稲本孝之(金沢大院)，○北川新也(金沢大工)，松井良雄(金沢大)，上野久儀(金沢大)，長谷川雅人
(金沢大) 
(7) 直列２角柱の流力振動に関する研究 
 安井聡（金沢大院），○森快貴（金沢大），岡島厚（金沢学院短大），木綿隆弘（金沢大），木村繁男
（金沢大） 
 
14:45～15:45 司会 鈴木崇夫（福井大院） 
(8) ダリウス型風車における翼周りの流れと性能 
 ○兼松大輔（富山大院），冨岡政裕（富山大・学），川口清司（富山大），田中太（富山大），奥井健
一（富山大） 
(9) インターレーサ内の高速空気流 
 ○横田隼人（福井大院），家元良幸（福井大工），田上秀一（福井大工） 
(10) 近傍に球体を有する固体壁と衝撃波が干渉した際の圧力特性 
 ○大西剛平（富山県立大・学），小谷明（富山県立大・院），鈴木立之（富山県立大），坂村芳孝（富
山県立大），舟渡裕一（富山県立大），足立孝（埼玉工大） 
(11) 乱流モデルを用いた正弦波面上乱流の数値シミュレーション 
 ○堀内学（富山県大・院），永田哲朗（富山県大・学），中川慎二（富山県大），石塚勝（富山県大） 
 
16:00～18:00 
懇親会 エクセルルーム 参加者 
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第３７回北陸流体工学研究会 
プログラム 
 
開催日：2006年 9月 2 日（土） 
会 場：金沢大学角間キャンパス 自然科学系図書館棟１階大会議室 
    （〒920-1192 金沢市角間町） 
協 賛：金沢大学自然計測応用研究センター 
 
 
10:25～10:30 挨拶 金沢大学自然計測応用研究センター長 木村繁男 
 
10:30～11:10 司会 木綿隆弘（金沢大） 
（１）時間可逆なミクロな物理法則とマクロ現象の不可逆性 
                               金沢大学 小松信義 
 
11:10～11:50 司会 割澤 泰（石川高専） 
（２）軸流圧縮機のアクティブストール制御 
                        石川県工業高等専門学校 黒崎正大 
 
12:00～13:00 連絡会議 特別会議室（Ｇ１階）（正員のみ） 
 
13:10～13:50 司会 木村繁男（金沢大） 
（３）Fluid Dynamics and Heat Transfer Phenomena in Polymer Electrolyte Fuel Cells 
(固体高分子形燃料電池における流体力学と熱伝達現象) 
          KTH - Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden  Dr. Michael Vynnycky 
 
13:50～14:30 司会 鈴木崇夫（福井大） 
（４）ヘリカルコイル型蒸気発生器の流動現象に関する研究 
                       日本原子力研究開発機構 大岩 浩司 
 
    休 憩（20分） 
 
14:50～15:30 司会 高杉信秀（スギノマシン） 
（５）キャビテーションをともなう高速気泡流のモデル方程式の導出とそれに基づく 
線形波動伝播の解析 
                         株式会社スギノマシン 江頭 竜 
 
15:30～16:10 司会 石塚 勝（富山県立大学）？ 
（６）気泡流モデルに基づく圧縮性混合流解法によるキャビテーション流れの数値解析 
                             富山県立大学 彭 國義 
 
 
16:15～17:00 自然科学本館講義室・研究棟・図書館見学会 
 
 
17:00～18:20 懇親会 角間キャンパス 自然研生協食堂(自然科学系図書館棟Ｇ２階) 
       正員 3000円 学生員 2000円 
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第３８回北陸流体工学研究会 
プログラム 
 
開催日 ：平成 19 年 3月 4 日（日）11：00～18：15 
講演会場：富山大学工学部（〒930-8555 富山市五福 3190） 
     共通講義棟 1F 106 講義室 
参加費用：講演会 無料，連絡会弁当代 1千円 
懇親会 正員 3 千円 学生員 2千円 
 
              プログラム 
 
10：30～ 受付開始（工学部共通講義棟 1F 106 講義室前） 
 
11：00～11：05 挨拶（奥井健一） 
 
11：05～11：50 特別講演 司会：川口清司（富山大） 
   「最近の流体振動研究 2題について」 
       奥井 健一（富山大学） 
 
11：50～13：00 昼食 
        連絡会（正員のみ） 会場：機械知能システム工学科会議室（機械系研究棟 2F） 
                      
13：00～14：40 セッション A 座長：木綿 隆弘（金沢大） 
A-1  PIV と数値解析を組合せた 2次元翼面上圧力分布の計算方法 

＊冨岡政裕（富山大院），川口清司（富山大），田中太，奥井健一，川島佳一郎（富山大・学） 
A-2  模型車両におけるヨーイングモーメントの計算予測精度の向上 

＊春原健二（富山大院），川口清司（富山大），田中太，奥井健一，鈴木裕矢（富山大・学） 
A-3  ヒータ機能付遠心ファンにおける羽根間流れが伝熱特性に及ぼす影響 

＊三村直史（富山大院），川口清司（富山大），奥井健一，近藤季晋（富山大・学） 
A-4  熱格子ボルツマン法における外力項の影響 
   ＊斉木善唯（富山大院），瀬田 剛（富山大） 
 
14：40～14：55 休憩 
 
14：55～16：35 セッション B 座長：瀬田 剛（富山大） 
B-1  管内気液二相流の数値シミュレーション 

＊上垣俊平(金沢大院），小松信義(金沢大），木村繁男，木綿隆弘，歌野原陽一 
B-2  ２次元角柱から放射される空力音の数値解析 
   ＊中村紀之(金沢大院），六郷 彰(YKK），木綿隆弘(金沢大），岡島 厚(金沢学院大），木村繁男(金沢大） 
B-3  超音波によって発生した音響流の速度測定(種々の因子の影響) 

渥美正隆(福井大院)，＊畑山祐輝(福井大院)，薮内亮太(福井大)，太田淳一(福井大) 
B-4 トンネル火災時の熱気流遡上特性に対する渋滞車両による影響 

＊峰広智哉（福井大院），川端信義（福井大），藤田克志（福井高専） 
 
16：45～18：15 懇親会（会場：工学部生協 1階食堂） 
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第３９回北陸流体工学研究会， 
第２回流力振動研究会 合同講演会  
プログラム 
 
 
日時 ： 平成１９年９月８日（土）１３：００～ 
場所 ： 金沢学院大学 講堂(4号館) 
（〒920-1392 石川県金沢市末町 10   http://www.kanazawa-gu.ac.jp/ ） 
 
 
１２：３０～       受付開始（４号館 講堂前） 
 
１３：００～１３：２０  連絡会（４号館 ４１５講義室） 
 
１３：２５～１３：３０  挨拶 金沢大学 上野久儀 
 
 
                   前半司会 金沢大学 上野久儀 
１３：３０～１４：００ 
（１）「リンク機構による可変ピッチ式直線翼垂直軸風車の性能に関する研究」 
    金沢大学 木綿隆弘 
 
１４：００～１４：３０ 
（２）「超高圧・高速噴流を利用した湿式微粒化装置（スターバーストシステム）」 
    （株）スギノマシン 原島謙一 
 
１４：３０～１５：００ 
（３）「基地局用冷却器の開発」 
    富山大学 川口清司 
 
 
１５：００～１５：１０  休憩 
 
 
                   後半司会 金沢大学 木村繁男 
１５：１０～１５：４０ 
（４）「トンネル火災実験」 
    福井大学 川端信義 
 
１５：４０～１６：１０ 
（５）「クラウド・キャビテーションの周期的非定常機構について」  
    金沢工業大学 佐藤恵一 
 
 
１９：００(予定)～  懇親会 
          （場所：金沢市・湯涌温泉「お宿やました」，石川県金沢市湯涌町イ 165-1） 
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第４０回北陸流体工学研究会 
プログラム 
 
日時：平成２０年３月１６日（日） 
場所：福井工業高等専門学校（合併教室） 
     （連絡会、懇親会：メディア会議室） 
会費： 講演会 無料 
    懇親会費 正員 3000 円；学生 2000円 
    連絡会昼食代（正員） 1000円 
 
受付：11:30～12:00，13:00～13:30（場所：合併教室前） 
連絡会：12:00～13:30（場所：メディア会議室） 
講演会：場所；合併教室，13:30～16:10 
講演時間（発表 15 分，質疑５分） 
発表者は＊マークが付いた方 
 
講演会１：13:30～14:30，座長：田中嘉津彦（福井高専） 
１．ピコ水力発電用噴流型クロスフロー水車の性能と可視化 
 ＊中川竜也（福井高専），藤田克志（福井高専），吉田敏實（福井高専），山田忠幸（山田技研） 
２．トンネル火災時における燃料電池自動車からの水素ガス放散に関する研究 
  川端信義（福井大院），田中太（福井大院），＊矢野史晃（福井大院） 
３．空冷ファンの P-Q 曲線への筺体寸法および入口寸法の影響 

＊福江高志（富山県立大院），義基貴史（富山県立大院），石塚 勝（富山県立大），中川慎二（富山県立大） 
 
講演会２：14:50～16:10，座長：田中 太（福井大院） 
４．植生環境内における乱流構造に関する研究 

＊高道勇成（金沢大院），木村繁男（金沢大），木綿隆弘（金沢大），小松信義（金沢大） 
５．角流管路内における凝固融解プロセス制御に関する研究 

＊小林正弘（金沢大院），木村繁男（金沢大），木綿隆弘（金沢大），小松信義（金沢大） 
６．固液混合液内の粒子挙動に及ぼす超音波の影響（粒子形状の影響） 
 ＊山田啓太(福井大院)，橋本佳洋(福井大)，太田淳一（福井大） 
７．Generalized inverse 法を用いたジェット流の音源探査 

＊小林 聖治（福井大院），鈴木 崇夫（元福井大院） 
 
懇親会；場所，メディア会議室，16:30～ 
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第４１回北陸流体工学研究会  
プログラム 
 
 
日時 ： 平成２０年８月２３日（土） １１：５０～（連絡会議） １２：５５～（講演会） 
場所 ： 石川ハイテク交流センター ABC会議室 （〒923-1211 石川県能美市旭台２丁目１番地） 
      http://www.ishikawa-sp.com/isp/htcenter  Tel：0761-51-0106  Fax：0761-51-0161                  
会費 ： 講演会 無料， 連絡会昼食代（正員） 1000 円， 懇親会費 正員 3000 円；学生 2000円 
 
 
１１：１５～  受付開始 
 
【連絡会議】（正員のみ） 
１１：５０～１２：５０ 石川ハイテク交流センター 
 
【講演会】 
１２：５５～１３：００ 挨拶 北陸先端科学技術大学院大学 松澤 照男 
                    
１３：００～１３：３０ 司会 松澤 照男（北陸先端科学技術大学院大学） 
（１）「血液・血管系のボクセル連成解析」  
    北陸先端科学技術大学院大学 熊畑 清，松澤 照男 
 
１３：００～１４：００ 司会 中島 円（金沢工業大学） 
（２）「混合燃料噴霧の圧縮自己着火燃焼に関する研究」 
    金沢工業大学 和田 好充 
 
１４：００～１４：３０ 司会 太田 淳一(福井大学)   
（３）「直接数値シミュレーションによる非平衡壁乱流の構造解析」 
    福井大学 太田 貴士 
 
休憩 （１５分） 
 
１４：４５～１５：１５ 司会 舟渡 裕一（富山県立大学） 
（４）「波面上に発達する乱流に関する研究」 
    富山県立大学 中川 慎二 
 
１５：１５～１５：４５ 司会 川口 清司（富山大学）  
（５）「格子ボルツマン法による異方性を有する多孔質体内熱流動解析」  
    富山大学 瀬田 剛 
 
１５：４５～１６：１５ 司会 木綿 隆弘（金沢大学） 
（６）「熱流体関連の解析」 
    金沢大学 木村 繁男 
 
 
【見学会】 
１６：１５～１７：００ 北陸先端科学技術大学院大学キャンパス 
 
【懇親会】 
１７：００～１８：１５ 石川ハイテク交流センター内 レストラン 
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第４２回北陸流体工学研究会 
プログラム 
 
開催日 ：平成 21 年 2月 28 日（土）11：00～18：15 
講演会場：富山県立大学（〒939-0398 富山県射水市黒河 5180）  ２階 大講義室  
参加費用：講演会 無料，連絡会弁当代 1千円； 懇親会 正員 3 千円 学生員 2千円 
 
10：30～ 受付開始（大講義室前） 
 
11：00～11：05 挨拶（石塚 勝） 
11：05～11：55 特別講演   司会：川端信義（金沢大） 
   定年退職の御挨拶と研究発表「植物の水分輸送」 
  上野 久儀 先生（金沢大学） 
 
12：00～13：00 昼食   連絡会（正員のみ） 会場：機械システム工学科会議室（研究棟 1F） 
 
13：00～14：00 セッション１  司会：中川慎二（富山県大） 
（１）キャビテーティング・ウォータジェットにおけるクラウド崩壊と圧力波形成 

*大慈彌三郎（金沢工大・院），佐藤恵一（金沢工大），杉本康弘 
（２）超音波によって発生した音響流に関する研究 

*井口将浩(福井大・院），大西慶彦（福井大），太田淳一（福井大院） 
（３）電気重合法による感圧高分子膜の創製 

*眞木裕教（富山県大・院），坂村芳孝（富山県大） 
（４）軟弾性体と衝撃波との干渉現象の数値シミュレーション 

*肥田裕司（富山県大・院），坂村芳孝（富山県大）" 
 
14：00～14：15 休憩 
 
14：15～15：15 セッション２  司会：舟渡裕一（富山県大） 
（１）翼のピッチ制御による小形Ｈ型ダリウス風車の性能向上 

*山田達郎(金沢大学・院），木綿隆弘(金沢大学），木村繁男(金沢大学），小松信義(金沢大学） 
（２）空冷ファン性能が電子機器筺体および流入口寸法から受ける影響 

*福江高志（富山県大・院），石塚勝（富山県大），中川慎二（富山県大） 
（３）小型軸流ファンにおける翼周り流れの数値解析 

*笹島知佳（富山大・学），川口清司（富山大） 
（４）前端部の丸い模型車両周りの流れ解析 

*加藤智也（富山大・学），川口清司（富山大），鈴木裕矢（富山大・院） 
 
15：15～15：30 休憩 
 
15：30～16：30 セッション３  司会：坂村芳孝（富山県大） 
（１）安定成層流体中における二次元山形模型周りの水槽実験 

*奥田晃徳(金沢大学・院），木村繁男(金沢大学），木綿隆弘(金沢大学），小松信義(金沢大学） 
（２）矩形マイクロ流路内の液体量制御に関する研究 

*松永孝紀（富山県大・院），石塚勝（富山県大），中川慎二（富山県大） 
（３）狭隘流路の強制対流沸騰熱伝達 

*石垣英幸（富山県大・院），小川仁志（富山県大・学），舟渡裕一（富山県大） 
（４）夏季炎天下駐車時における車室内温度低減 

*谷彰太（富山大・学），川口清司（富山大），倉石友也（富山大・院），鈴木照史（富山大・学） 
 
16：40～ 懇親会（会場：教職員コモン） 
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第４３ 回北陸流体工学研究会 
プログラム 
 
開催日 ：平成 21 年 9 月 5 日（土）12：00～18：30 
講演会場：金沢工業大学 扇が丘キャンパス（〒921-8501 石川県石川郡野々市町扇が丘 7-1） 
7 号館 7・204 講義室 
アクセス（金沢工大ＨＰ参照）：http://www.kitnet.jp/access/index.shtml 
参加費用：講演会 無料，連絡会弁当代 1 千円； 懇親会 正員 3 千円 学生員 2 千円 
 
11：30～ 受付開始（7 号館） 
 
12：00～13：00 連絡会（正員のみ） 会場：7 号館（7・203 講義室） 
 
13：00～13：05 挨拶 佐藤恵一（金沢工業大学） 
 
13：05～14：35 セッション１ 司会：中島円（金沢工大） 
（１）艦艇の流体雑音低減技術の動向 

佐藤 隆一（金沢工業大学） 
（２）Si ナノデバイス熱管理のための熱・電気連成解析 

畠山 友行（富山県立大学） 
（３）減圧沸騰噴霧を適用した新薄膜・新規機能性微粒子形成手法の提案 

大嶋 元啓（福井工業大学） 
 
14：35～14：45 休憩 
 
14：45～15：45 セッション２ 司会：川口清司（富山大） 
（４）超音速旅客機の主翼設計 

松島 紀佐（富山大学） 
（５）圧縮性流れの乱流遷移機構と遷移に伴う音波の発生機構 

渡辺 大輔（富山大学） 
 
15：45～15：55 休憩 
 
15：55～16：55 セッション３ 司会：木綿隆弘（金沢大） 
（６）流れ加速型腐食による配管減肉現象 ―局所の流れ場が及ぼす影響の評価― 

歌野原 陽一（原子力安全システム研究所） 
（７）セーリングヨットのセール流体力の実船計測と CFD バリデーション 

増山 豊（金沢工業大学） 
 
17：10～18：30 懇親会（会場：カフェテリア セレス） 
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第４４回北陸流体工学研究会 
プログラム 
 
開催日時：平成 22 年 3 月 13 日（土）12：00～18：30 
講演会場：福井大学 文京キャンパス（〒910-8507 福井県福井市文京 3-9-1） 
総合研究棟Ⅰ ２階 総合大２講義室 
参加費用：講演会 無料，連絡会弁当代 1 千円； 懇親会 正員 3 千円 学生 2 千円 
発表時間：１演題の時間は講演 12 分，質疑応答 8 分 ＊印を付した方が講演者 
 
11：30～ 受付開始（総合研究棟Ⅰ ２階 総合大２講義室前） 
 
12：00～13：00 昼食 連絡会（正員のみ） 会場：総合研究棟Ⅰ ２階 総合小２講義室 
 
13：00～14：00 セッション１ 司会：渡辺大輔（富山大学） 
（１）鉛直円筒周りの凝固特性：冷却面温度変動に対する動的な応答 

＊本荘仁史（金沢大学・院），木村繁男（金沢大学），木綿隆弘，小松信義 
（２）ブラフボディから放射される空力音の強制振動による影響 

＊寺井康志（金沢大学・院），木綿隆弘（金沢大学），木村繁男，小松信義， 
岡島厚（金沢学院短大），六郷彰（YKK(株)） 

（３）軸流空冷ファンによる矩形ダクト内部の流れ場の変化 
＊福江 高志 （富山県立大学・学生），小泉 雄大（コーセル）， 

石塚勝（富山県立大学），畠山友行，中川慎二 
 
14：00～14：15 休憩 
 
14：15～15：15 セッション２ 司会：小松信義（金沢大学） 
（１）キャビテーションクラウドの崩壊による圧力波形成とリエントラント挙動 

＊和田洋平（金沢工業大学・院），佐藤恵一（金沢工業大学） 
（２）上方開口部を横切る流れを伴う底面加熱キャビィティ内の熱伝達 

＊岩田康弘（富山県立大学・院），渡邉浩伸（富山県立大学・学），舟渡裕一（富山県立大学） 
（３）ヤーンサクションガンの特性 

＊北川英（福井大学・学），家元良幸（福井大学），田上秀一，李永貴（福井大学・学） 
 
15：15～15：30 休憩 
 
15：30～16：50 セッション３ 司会：畠山友行（富山県立大学） 
（１）丸みを有する角部周りにおける流れ解析 

＊加藤智也（富山大学・院），舟津佳克（富山大学・学），渡辺大輔（富山大学），川口清司 
（２）半開放型軸流ファンにおける翼周り流れと騒音特性との関係 

＊笹島知佳（富山大学・院），川口清司（富山大学），渡辺大輔 
（３）ボルテックスジェネレータを用いた伝熱促進（翼平面形状の影響） 

＊谷 彰太（富山大学・院），徳田裕介（富山大学・学），川口清司（富山大学），渡辺大輔 
（４）自然空冷式ヒートシンクにおける放熱フィン形状の検討 

＊宮崎保志（富山大学・院），川口清司（富山大学） 
 
17：00～ 懇親会 会場：工学部２号館２階２２１M 教室 
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第４５回北陸流体工学研究会  
プログラム 
 
開催日 ： 平成２２年９月１１日（土）１０：００～ 
講演会場： 金沢大学角間キャンパス（〒920-1192 石川県金沢市角間町） 
自然科学大講義棟ＡＶ講義室 
参加費用： 講演会無料，連絡会弁当代 1 千円， 懇親会正員 3千円学生員 2千円 
（受付は午前のセッション終了後に行います） 
 
１０：００～１０：０５ 挨拶 金沢大学 川端信義 
 
セッションⅠ 司会 金沢大学 川端信義 
１０：０５～１０：４５ 
（１）「Instability waves in a low-Reynolds-number planar jet investigated with hybrid simulation 
combining particle tracking velocimetry and direct numerical simulation」 

福井大学 山本富士夫 
１０：４５～１１：２５ 
（２）「撥水性壁を用いた流動抵抗低減」 

金沢大学 長谷川雅人 
 
１１：２５～ 受付（自然科学大講義棟 ＡＶ講義室前） 
 
１１：５０～１２：５０ 連絡会（自然科学３号館２階 ３Ｂ２１６） 
 
セッションⅡ 司会 金沢大学 長谷川雅人 
１３：００～１３：５０ 
（３）「動圧グルーブ軸受の油膜欠如防止解析技術」 

日本電産（株） 淺田隆文 
１３：５０～１４：３０ 
（４）「粘弾性流体の急縮小流れの数値計算」 

福井工業高等専門学校 藤田克志 
 
１４：３０～１４：４５ 休憩 
 
セッションⅢ 司会 金沢大学 小松信義 
１４：４５～１５：２５ 
（５）「電子部品に用いられる多成分材料(アクリル高分子，エポキシ，シリカ粒子)の流動制御」 

福井大学 植松英之 
１５：２５～１６：０５ 
（６）「フローハンダ付け工程の CFDシミュレーション」 

富山県立大学 中川慎二 
 
１６：１５～ 懇親会（場所：角間キャンパス南福利食堂） 
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第４６回北陸流体工学研究会 
プログラム 
 
開催日 ：平成 23 年 3月 9 日（水）12：00～18：15 
講演会場：富山大学工学部（〒930-8555 富山市五福 3190） 
     共通講義棟 1F 106 講義室 
参加費用：講演会 無料，連絡会弁当代 1千円 
懇親会 正員 3 千円 学生員 2千円 
 
              プログラム 
 
11：30～ 受付開始（工学部共通講義棟 1F 106 講義室前） 
 
12：00～13：00 昼食 
        連絡会（正員のみ） 会場：機械知能システム工学科会議室（機械系研究棟 2F） 
                      
13：00～13：05 挨拶（川口清司） 
 
13：05～14：45 セッション A 座長：渡辺大輔（富山大） 
A-1  斜め衝突におけるキャビテーティングジェットの様相と壊食 

*地引雄志（金沢工大院），佐藤恵一（金沢工大），杉本康弘 
A-2  クラウドキャビテーションにおける気泡崩壊挙動に伴う圧力波とリエントラント挙動 

*能登吉隆（金沢工大院），佐藤恵一（金沢工大），杉本康弘 
A-3  森林内における乱流統計量に及ぼす葉面積密度の影響 

*小川順平（金沢大院），木村繁男(金沢大），木綿隆弘，小松信義，中村浩二 
A-4  ノズル内部に偏向板を設置した平面噴流の流れ特性に関する研究 
    *仁志出 憲聖（金沢大院），木綿隆弘(金沢大），木村繁男，小松信義，樋本 航（金沢大・学） 
A-5 二枚尾翼を用いたジャイロミル形風車の回転数制御 
    *平居聖朗（金沢大院），木綿隆弘(金沢大），木村繁男，小松信義，北村利博(別川製作所） 
 
14：45～15：00 休憩 
 
15：00～16：40 セッション B 座長：杉本康弘（金沢工大） 
B-1  閉空間火災時におけるガス放散流動現象 

*古田俊平 (福井大・学），丸山 隼 (福井大院），淡路啓太，田中 太（福井大），川端信義（金沢大） 
B-2  分岐管を使用した固液二相流の分配特性（枝管無次元開口長さと異なる粒子） 
     新田高士 (福井大院），*高村龍司 (福井大・学），大垣将太 (福井大・学），太田 淳一(福井大） 
B-3  電子機器熱設計のための軸流空冷ファン性能把握(ファン近傍障害物の開口位置による性能変化) 
    *福江高志 (富山県立大院)，畠山友行(富山県立大)，石塚 勝，小泉雄大(コーセル) 
B-4 熱交換器一体型遠心ファンにおける熱流動特性（羽根高さの影響） 
    *橋本圭佑（富山大院），大江健司（富山大・学），川口清司（富山大），渡辺大輔 
B-5 小型軸流ファンにおける翼周りの流れ解析（ファン前方に設けた障害物の影響） 
    *渡邉文庸（富山大院），笹島知佳，川口清司（富山大），渡辺大輔 
 
16：45～18：15 懇親会（会場：工学部生協 1階食堂） 
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第４７回北陸流体工学研究会 
プログラム 
 
日時：平成 23年 9 月 3日（土）11：00－18：00 
場所：金沢工業大学 扇が丘キャンパス（石川県石川郡野々市町扇が丘 7-1） 
講演会：7号館 204 教室 
連絡会：7号館 203 教室 
懇親会：21号館 2階 イルソーレ 
会費：参加費 無料 
連絡会参加者弁当代 1 千円 
懇親会 正員：3 千円 学生：2千円 
講演時間：20分 質疑応答：10分 
 
10：30 受付開始 
 
10：55－11：00 挨拶（佐藤恵一） 
 
11：00－12：30 座長： 佐藤恵一（金沢工大） 
（１）極低温流体に発生するキャビテーションにおける熱力学的効果 

金沢工業大学 新井山一樹 
（２）二相流エジェクタにおける超音速ミスト流れの流動現象に関する研究 

石川工業高等専門学校 原田敦史 
（３）水路形成を伴う氷粒子充填層の融解現象 

金沢大学 寺岡喜和 
 
12：30－13：30 連絡会（正員のみ）・昼食 
 
13：30－14：30 座長： 小松信義（金沢大学） 
（４）Reduced-order Kalman-Filtered Hybrid Simulation Combining PTV and DNS 

福井大学名誉教授 山本富士夫 
（５）４７０級ヨットのセール風洞試験について 

金沢工業大学 増山豊 
 
14：30－15：15 休憩・風洞実験見学会 
 
15：15－16：15 座長： 渡辺大輔（富山大学） 
（６）大気圏再突入時の空力加熱 

富山県立大学 坂村芳孝 
（７）Implicit Correction Method に基づく埋め込み境界法を適用した格子ボルツマン法による自然対流解
析 

富山大学 瀬田剛 
 
16：30－18：00 懇親会 21 号館 2階 イルソーレ 
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第４８回北陸流体工学研究会 
プログラム 
 
開催日 ：平成 24年 3 月 5日（月）12：00～18：30 
講演会場：福井大学 文京キャンパス（〒910-8507 福井県福井市文京 3-9-1） 
総合研究棟Ⅰ ２階 総合大２講義室 
参加費用：講演会 無料，連絡会弁当代 1 千円； 懇親会 正員 3 千円 学生 2千円 
発表時間：１演題の時間は講演 10分，質疑応答 5分 ＊印を付した方が講演者 
 
11：30～ 受付開始（総合研究棟Ⅰ ２階 総合大２講義室前） 
 
12：00～13：00 昼食 連絡会（正員のみ） 会場：総合研究棟Ⅰ ２階 総合小２講義室 
 
13：00～14：00 セッション１ 司会：植松英之（福井大） 
（１）流体工学と繊維 

＊家元良幸（福井大） 
（２）福島原発災害はなぜ起きたか ― 安全神話と科学 ― 

＊山本富士夫（福井大・名誉教授） 
 
14：00～14：15 休憩 
 
14：15～15：15 セッション２ 司会：渡辺大輔（富山大） 
（１）粘弾性流体のダクト内流れの３次元数値シミュレーション 

＊宮下真人（福井高専専攻科・学），藤田克志（福井高専），川端信義（金沢大），太田貴士（福井大） 
（２）飽和多孔質媒体内における下方加熱型自然対流の対流パターン安定性とヌッセルト数の関係 

＊石川直敬（金沢大・院），木村繁男(金沢大)，木綿隆弘，小松信義 
（３）可変ピッチ式 H 型ダリウス風車周りの流れ場と非定常トルクに関する研究 

＊藤根友也（金沢大・院），木綿隆弘(金沢大)，木村繁男，小松信義，山田達郎（三菱重工）， 
喜多哲義（別川製作所） 

（４）流掛け水車を用いたマイクロ水力発電に関する研究 
＊廣瀬利次（金沢大・院），木綿隆弘(金沢大)，木村繁男，小松信義 

 
15：15～15：30 休憩 
 
15：30～16：45 セッション３ 司会：小松信義（金沢大） 
（１）フィルム延伸工程の三次元数値解析 

＊水野星斗（福井大・学），田上秀一（福井大），植松英之，家元良幸，佐藤隆（日本ゼオン） 
（２）小型多翼ファンの翼間流れ解析 

＊大江健司（富山大・院），川口清司（富山大），渡辺大輔 
（３）ボルテックスジェネレータ後流における流れ場と伝熱 

＊五十嵐隼（富山大・院），川口清司（富山大），渡辺大輔 
（４）尿管ステントモデル試験装置の設計・製作および流れ場の評価 

＊杉本康弘（金沢工大），森山学（金沢医科大），佐藤恵一（金沢工大），鈴木孝治（金沢医科大） 
（５）MPS法による乱流渦構造の直接シミュレーション 

＊目崎悟（福井大・院），太田貴士（福井大） 
 
17：00～ 懇親会 会場： 福井大学生協食堂 
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第４９回北陸流体工学研究会（市民公開） 
 
―再生可能エネルギーの開発技術動向― 
共 催： 金沢市，金沢大学理工研究域サステナブルエネルギー研究センター 
開催日： ２０１２年９月１日（土） 
会 場： 金沢市ものづくり会館 ２階研修室 
(〒920-0226 石川県金沢市粟崎町４丁目８０番地１) 
会 費： 講演会 無料 
連絡会昼食代（正員）： 1000 円 
懇親会費 正員 4000円, 学生員 2500円 
 
11:30～ 会員受付 
12:00～12:55 連絡会（正員のみ，昼食会含む）２階会議室 
 
講演会： 
12:30～ 一般受付 
 
13:00～13:10 挨拶 金沢市ものづくり会館 上野久儀 

挨拶 北陸先端大 松澤照男 
 
13:10～14:10 司会 北陸先端大 松澤照男 
（１）再生可能エネルギーの概観と技術動向  

富山大学 川口清司 
（２）マイクログリッド・プロジェクトへのスタート（学生と共に） 

金沢工大 佐藤恵一 
 
14::10～14:20 休憩 
 
14:20～15:20 司会 福井大 太田淳一 
（３）垂直軸風車による風力エネルギー利用技術  

金沢大学 木綿隆弘 
（４）事例報告：風力発電事業の現状と課題  

北陸パワーステーション 谷口元章 
 
15:20～15:30 休憩 
 
15:30～16:30 司会 金沢大 川端信義 
（５）小水力発電の現状と今後の展望  

石川県立大 瀧本裕士 
（６）地熱発電と地中熱利用の歴史と現状  

金沢大学 木村繁男 
 
16:50～18:30 懇親会（有料〕 
会 場 とんとんびょうし 金沢鞍月店 
（金沢市湊４－２６－５ TEL: 076-238-1616） 
  



85 

 

第５０回北陸流体工学研究会 
プログラム 
 
開催日 ：平成 25 年 3 月 2 日（土）12：00～ （受付開始 11:30） 
講演会場：富山県立大学（〒939-0398 富山県射水市黒河 5180） 教職員共通棟２階 大講義室 
参加費用：講演会 無料，連絡会弁当代 1 千円； 懇親会 正員 3 千円 学生員 2 千円 
 
11：30～ 受付開始（大講義室前） 
 
12：00～13：00 昼食 

連絡会（正員のみ） 会場：教職員共通棟１階 教職員コモン 
 
13：00～13：10 挨拶（石塚 勝） 
 
13：10～14：50 セッション１ 司会：畠山友行（富山県立大学） 
（１）森林内乱流構造に及ぼす葉面積密度と大気安定度の影響 

* 伊藤雄祐（金沢大院），木村繁男(金沢大)，木綿隆弘(金沢大)，小松信義(金沢大) 
（２）オルソプタ風車の出力特性に関する研究 

* 長尾浩二（金沢大院），木綿隆弘（金沢大），澤出憲昭（大同工業）， 
小網優理絵（大同工業），河野孝昭（金沢大），水上健太郎（金沢大） 

（３）ノズル内部に拡大・縮小偏向板を設置した平面噴流の流れ特性 
* 樋本航（金沢大院），木綿隆弘(金沢大)，木村繁男(金沢大)， 

小松信義(金沢大)，河野孝昭(金沢大) 
（４）バックステップ流の DNS における流出境界条件の検討 

* 川崎耕一朗（富山大院），渡辺大輔（富山大），川口清司（富山大） 
（５）夏期炎天下駐車時における車室内温度低減 (吹出し角度が温度低減効果に与える影響) 

* 高木智哉（富山大院），川口清司（富山大），渡辺大輔（富山大） 
 
14：50～15：05 休憩 
 
15：05～16：25 セッション２ 司会：坂村芳孝（富山県立大学） 
（１）固体面に斜め衝突するキャビテーティングウォータジェットにおけるキャビテーションクラウド挙動 
の詳細観察 

* 改田直人（金沢工大院），佐藤恵一（金沢工大） 
（２）画像処理による超音波照射下の液相と気相の流れの同時計測 

* 岩本翔平（福井大院），藤井佑貴（福井大院），三浦清貴（福井大），太田淳一（福井大院） 
（３）フローハンダ付けの CFD シミュレーション（基礎的なマスクキャリア形状の場合） 

* 稲垣和倫（富山県大），中川慎二（富山県大） 
（４）重複大動脈瘤の非定常血流解析による治療予測 

* 大朏陽介（北陸先端大院），Nhat Bui Minh（富士通システムズイースト）， 
大竹裕志（金沢大・医），渡邊剛（金沢大・医），松澤照男（北陸先端大） 

 
16：40～ 懇親会（会場：教職員共通棟１階 教職員コモン） 
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第５１回北陸流体工学研究会・記念大会  
プログラム 
 
後援 ：北陸先端科学技術大学院大学 
日時 ： 平成２５年８月１８日（日）  [連絡会議] 12：00～12：55  [講演会] 13：00～17：00（予定） 
[懇親会]  18日（日） 19：00 ～19 日（月） 朝食後解散 （正員のみ） 
場所 ： 北陸先端科学技術大学院大学（石川県能美市旭台１－１） 
[連絡会議] 第１・第２会議室（国際交流会館１階） 
[講演会]   情報科学講義棟２階 大講義室 
交通アクセス：http://www.jaist.ac.jp/general_info/access/index.html 
キャンパスマップ：http://www.jaist.jp/general_info/campus/index.html 
[懇親会]  辰口温泉 「まつさき」（能美市辰口町３丁目１番地 TEL 0761-51-3111） 
ホームページ： http://www.matsusaki.jp/ 
会費 ： 講演会 無料。 連絡会昼食代（正員） 1000 円, 懇親会費（正員） 15,000 円 [宿泊，朝食含む] 
【注意】連絡会に参加されない方は，キャンパス外で昼食を済ませてから，講演会場にお集り下さい。日曜
日のため，生協などは閉店していますのでご注意下さい。 
 
１１：２０～  受付開始 
【見学会】（正員のみ） 
１１：００～１１：５５ 超並列計算機群（Cray C30 etc.），没入型３次元可視化（バーチャルリアリティ）
装置の見学 
[正員：希望者のみ] 事前申込をされた見学希望者は国際交流会館第１・第２会議室に 1１時に集合して下さ
い 
 
【連絡会議】（正員のみ） 
１２：００～１２：５５ 第１・第２会議室（国際交流会館１階） 
 
【講演会】 
１３：００～１３：０５ 挨拶 北陸先端科学技術大学院大学 松澤 照男 
 
１３：０５～１３：３５ 司会 松澤 照男（北陸先端科学技術大学院大学） 
（１）「蒸発特性の変化による炭化水素燃料の自着火特性」 

福井工業大学 大嶋 元啓，福井大学 酒井 康行 
１３：３５～１４：０５ 司会 松澤 照男（北陸先端科学技術大学院大学） 
（２）「環境調和志向モニュメント型風車の開発とその影響評価」 

福井大学名誉教授 山本 富士夫 
１４：０５～１４：３５ 司会 坂村 芳孝(富山県立大学)   
（３）「オープンソース CAE ソフトウェアとコミュニティー」 

富山県立大学 中川 慎二 
１４：３５～１５：０５ 司会 渡辺 大輔（富山大学） 
（４）「送風機における内部流れと翼面上圧力変動」 

富山大学 川口 清司 
 
休憩 （２０分） 
 
１５：２５～１５：５５ 司会 佐藤 恵一（金沢工業大学） 
（５）「金沢工業大学流体工学研究室の近況（混相流研究：特に，超音波を用いた洗浄・分離）」 

金沢工業大学  杉本 康弘，佐藤 恵一，新井山 一樹 
１５：５５～１６：２５ 司会 佐藤 恵一（金沢工業大学） 
（６）「セール風洞試験と境界層遷移領域の問題について」 

金沢工業大学名誉教授，実海域船舶海洋研究所 増山 豊 
１６：２５～１６：５５ 司会 上野 久儀(金沢大学名誉教授，ものづくり会館館長) 
（７）「The strange flight behaviour of slowly spinning soccer balls」  

(Nature, Scientific Reports, 22 May 2013.) 
金沢大学名誉教授 岡島 厚 

 
【懇親会】  各自の車で懇親会会場へ移動（皆様からの「差し入れ」も歓迎します） 
１９：００～  １９日朝  辰口温泉 「まつさき」 
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全員で記念撮影 

  

講演会(１列目立花先生、２列目上野先生、松井先生) 懇親会(岡島先生、三上先生) 

  

懇親会(岡島先生、三上先生) 懇親会(藤田先生、川端先生、他正員多数) 

「第８回北流研」の写真 

開催日：平成 3 年 8月 21日(水) 

会 場：金沢工業大学穴水湾自然学苑 

 

北陸流体工学研究会設立２５周年記念誌   

 

20．第 8, 21, 36, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51 回北陸流体工学研究会の写真 
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懇親会(西田先生) 懇親会(佐藤先生、春山先生、岡島先生) 

 

 

 

 

懇親会[西田先生、藤田先生(現:東京電機大学)、

川端先生] 

懇親会(原島さん、学生ら) 

 

  

懇親会(木綿先生、学生ら) 

 

懇親会(学生多数) 
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クルージング中 

(立花先生、三上先生、奥井先生、増山先生) 

 

クルージング中(藤田先生) 

 

 

 

 

運転中(増山先生) 

 

金沢工業大学のボート 

 

 

 

クルージング中 
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北陸流体工学研究会創立 10 周年記念特別企画の第２１回北陸流体工学研究会と 
気-液系流れのダイナミクスに関する研究会の立山ホテルワークショップでの懇親会 

 

 

「第２１回北流研」の写真 

開催日：平成 8 年 8月 18日(火)〜19日(水) 

会 場：立山国際ホテル 

 

北陸流体工学研究会設立２５周年記念誌   
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第３６回北陸流体工学研究会参加者全員で記念撮影[２号館(機械工学科)223L教室にて] 

 

 

「第３６回北流研」の写真 

開催日：平成 18年 3月 4日（土） 

会 場：福井大学 文京キャンパス 

 

北陸流体工学研究会設立２５周年記念誌   
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研究会の看板 

 

講演中[熊畑さん(北陸先端大)] 

  

講演中(中川先生) 講演中(瀬田先生) 

  

講演中(木村先生) 講演会の様子 

「第４１回北流研」の写真 

開催日：平成 20年 8月 23日（土） 

会 場：石川ハイテク交流センター 

北陸流体工学研究会設立２５周年記念誌   
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質問中(岡島先生) 

 

講演会の様子 

 

 

 

締めの挨拶(松澤先生) 

 

懇親会の様子 

  

懇親会の様子 懇親会の様子 
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講演会の様子 

 

講演中(学生) 

 

「第４４回北流研」の写真 

開催日：平成 22年 3月 13日(土) 

会 場：福井大学 文京キャンパス 

    総合研究棟Ⅰ ２階 総合大２講義室 

 

北陸流体工学研究会設立２５周年記念誌   
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講演会の様子 講演会の様子 

  

講演会の様子 講演会で挨拶(川端先生) 

  

講演中(山本先生) 講演中(長谷川先生) 

 

「第４５回北流研」の写真 

開催日：平成 22年 9月 11日(土) 

会 場：金沢大学角間キャンパス 

    自然科学大講義棟ＡＶ講義室 

 

北陸流体工学研究会設立２５周年記念誌   
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講演中[淺田さん(日本電産)] 

 

講演中(藤田先生) 

  

講演中(植松先生) 

 

講演中(中川先生) 

 

 

 

講演会の様子  
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講演会の様子 司会中(杉本先生) 

  

講演会の様子(舟渡先生、宮川さん、他学生多数) 講演中(学生) 

  

講演会の様子 講演会の様子 

 

「第４６回北流研」の写真 

開催日：平成 23年 3月 9日(水) 

会 場：富山大学工学部 

    共通講義棟 1F 106 講義室 

 

北陸流体工学研究会設立２５周年記念誌   
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連絡会議 連絡会議 

  

講演会の様子 講演中(増山先生) 

  

見学会の様子 風洞装置の説明中(増山先生) 

 

「第４７回北流研」の写真 

開催日：平成 3 年 8月 21日(水) 

会 場：金沢工業大学 扇が丘キャンパス 

    7号館 204 教室 

 

北陸流体工学研究会設立２５周年記念誌   
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見学会の様子 

 

見学会の様子 

  

見学会の様子 

 

見学会の様子 

 

 

 

講演中(坂村先生)  
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講演会場の様子 講演会での挨拶(松澤先生) 

  

講演会での挨拶[宮本さん(金沢市) ] 質問中(松澤先生) 

  

講演中(川口先生) 講演会場の様子 

 

「第４９回北流研(市民公開)」の写真 

開催日：平成 24年 9月 1日(土) 

会 場：金沢市ものづくり会館 ２階研修室 

 

北陸流体工学研究会設立２５周年記念誌   
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講演中(佐藤先生) 

 

講演中(木綿先生) 

  

講演中[谷口さん(北陸パワーステーション)] 

 

講演中[瀧本先生(石川県立大)] 

  

講演中(木村先生) 講演会場の様子 
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講演会での挨拶(石塚先生) 講演会場の様子 

  

司会中(畠山先生) 講演会場の様子 

  

講演中(学生) 講演会場(石塚先生、佐藤先生、木村先生) 

 

「第５０回北流研」の写真 

開催日：平成 25年 3月 2日(水) 

会 場：富山県立大学 

教職員共通棟２階 大講義室 

 

北陸流体工学研究会設立２５周年記念誌   
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講演会場(松澤先生、中川先生) 

 

懇親会会場 

 

  

懇親会会場(学生ら) 

 

懇親会会場(河野先生、六郷さん) 

 

  

懇親会で乾杯！ 

 

懇親会会場(新井山先生、他学生ら) 
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見学会 見学会 

  

連絡会議 講演中(大嶋先生) 

  

講演会場 講演中(山本先生) 

 

「第５１回北流研」の写真 

開催日：平成 25年 8月 18日(日) 

講演会場：北陸先端科学技術大学院大学 情報科学講義棟２階 大講義室 

懇親会場：辰口温泉 「まつさき」 

 

北陸流体工学研究会設立２５周年記念誌   
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講演中(中川先生) 講演中(杉本先生) 

  

講演中(増山先生) 

 

講演中(岡島先生) 

  

懇親会会場 

 

懇親会参加者記念撮影 
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日本機械学会北陸信越支部 

北陸流体工学研究会 事務局 

〒920-1192 石川県金沢市角間町 

金沢大学 理工学域 機械工学類内 

http://www.ms.t.kanazawa-u.ac.jp/~fluid/Hokuryuken/index.html 

TEL：076-234-4745 FAX：076-234-4746 

E-mail：kiwata@se.kanazawa-u.ac.jp 


