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不透明流体の可視化への挑戦
不透明流体の可視化技術が必要とされる背景について紹介された。

陽電子放出粒子追跡法（PEPT）の概要
陽電子放出粒子追跡法(PEPT)の概要について紹介がなされた。また、
粒子位置再構成に用いられる従来手法について紹介され、複数粒子の追
跡への適用性と限界について述べられた。

多粒子追跡 PEPT (M-PEPT):
PEPTにより多粒子追跡を行うことを目的として、講演者らが開発
した粒子位置再構成手法の概要について述べられた。

PEPT 試験の概要:
実際のPEPT試験装置について、トレーサ粒子、PEPT用の検出器お
よび試験ループの概要が紹介された。

PEPTによる実験結果のハイライト:
PEPTを適用して得られた実験結果のハイライトとして、熱交換器
内の流れ、バッフルフロー、管内流、スワール流および充填層内の
流れ場計測結果などが示された。

PEPT計測の今後の展望:
PEPT計測に関わる技術開発の今後について、粒子位置再構成技術の
開発、計測技術の開発およびPEPTの利用拡大に向けた展開の観点か
ら、展望が述べられた。

