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（様式４） 

二国間交流事業 共同研究報告書 

 

平成２８年 １月２０日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

共同研究代表者所属・部局  名古屋大学・大学院工学研究科  

（ふりがな）         もり  こういち 

職・氏 名  准教授・森 浩一  
 

1. 事 業 名 相手国（ ベトナム ）との共同研究  振興会対応機関（ MOST ） 

2. 研 究 課 題 名  アジア国際ネットワークにおけるシミュレーション援用航空宇宙機設計技術の確立  

3. 全 採 用 期 間 

平成 ２６ 年 １ 月 １ 日 ～ 平成 ２７ 年 １２ 月 ３１ 日 （ ２ 年 ０ ヶ月） 

4. 経 費 総 額 

（1）本事業により執行した研究経費総額  3,292,137 円 

初年度経費 190,000 円、 ２年度経費 2,008,357 円、 ３年度経費 1,093,780 円 

（2）本事業経費以外の国内における研究経費総額     0 円 

5．研究組織 

（1）日本側参加者（代表者は除く） 

氏 名 所 属・職 名 

佐宗 章弘  

吉川 典彦 

池田 忠繁  

酒井 武治  

長野 方星  

金村 久美 

岩川 輝 

笠原 次郎 

松岡 健 

荒井 政大 

軸屋 一郎 

長田 孝二 

田口 正人 

柴田 泰賢 

木全 裕之 

内山 貴啓 

大山 毅 

名古屋大学・教授 

名古屋大学・教授 

名古屋大学・准教授 

名古屋大学・准教授 

名古屋大学・准教授 

名古屋経済大学・講師 

名古屋大学・助教 

名古屋大学・教授 

名古屋大学・助教 

名古屋大学・教授 

名古屋大学・助教 

名古屋大学・教授 

名古屋大学・大学院生（博士後期 2年） 

名古屋大学・大学院生（博士前期 2年） 

名古屋大学・大学院生（博士前期 2年） 

名古屋大学・大学院生（博士前期 2年） 

名古屋大学・大学院生（博士前期 2年） 
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菊間 悠介 

古川 大貴 

堀部 貴雅 

TRAN Anh Tuan  

NGUYEN Duc Hung 

丸山 凌 

福嶋 一貴 

深谷 和貴 

葛尾 一馬 

西岡 恵祐 

西尾 俊亮 

河野 智紀 

Tran Duc Thuan  

名古屋大学・大学院生（博士前期 2年） 

名古屋大学・大学院生（博士前期 2年） 

名古屋大学・大学院生（博士前期 2年） 

名古屋大学・大学院生（博士前期 1年） 

名古屋大学・大学院生（博士前期 2年） 

名古屋大学・大学院生（博士前期 2年） 

名古屋大学・大学院生（博士前期 1年） 

名古屋大学・大学院生（博士前期 1年） 

名古屋大学・大学院生（博士前期 1年） 

名古屋大学・大学院生（博士前期 1年） 

名古屋大学・大学院生（博士前期 1年） 

名古屋大学・大学院生（博士前期 1年） 

名古屋大学・大学院生（博士前期 1年） 

 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名       ハノイ工科大学・講師・Nguyen Khanh Phu                  

（3）相手国参加者（代表者は除く） 

氏  名 所 属・職 名 

Dinh Tan Hung 

Vu Dinh Quy  

Hong Thi Kim Dung 

Pham Gia Diem 

Nguyen Phu Hung 

Tran Minh Ngoc 

ハノイ工科大学・准教授 

ハノイ工科大学・講師 

ハノイ工科大学・講師 

ハノイ工科大学・講師 

ハノイ工科大学・講師 

ハノイ工科大学・講師 
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6．研究実績概要 

（１）全期間を通じた研究の目的 

「東南アジアの風土に関連した研究体制の確立」「共同研究体制の確立」 

[目標１] 東南アジアの風土に関連した研究 

➢ 悪天候（スコール）時の航空機動的挙動の定量予測  

➢ 高温多湿環境における航空機材料（特に複合材）の劣化機構の解明 

➢ 航空機・人工衛星による都市部大気汚染および災害モニタリング技術の開発 

[目標２] 数値シミュレーション・ツールの開発 

➢ 輸出安全保障の観点からソフトウエア利用に関する継続的なチェック体制の確立 

➢ インターネット経由でハノイ研究者と名大研究者が名大計算環境・ソフトウエア共同利用 

（日越両国の若手研究者育成と共同研究体制の人的交流の素地作り）  

 [目標３] 共同研究体制の確立： 国際共同風洞実験体制の確立 

➢ ハノイ（closed / small）と名古屋(open / large)の低速風洞を活用した共同研究体制の確立 

    （日越両国の若手研究者育成と共同研究体制の構築）  

（２）研究計画の実施状況・成果 

１）現地企業・日系企業・政府機関参加のワークショップ開催 

先述の[目標１][目標２]を達成するために、平成２６年１２月４日 ハノイ工科大学（ベトナム・ハノイ市）

にて三菱重工業−名古屋大学−ハノイ工科大学の３者合同ワークショップを開催した．航空宇宙と流体工学に

関係する参加者を、産官学の幅広い分野から集め、ニーズ・シーズの情報を共有することで、産官学から研

究と若手教育ニーズの発掘、東南アジアの風土に適した研究ニーズの発掘に貢献するコミュニケーションが

行えた． 

参加現地企業：ベトナム航空・FSpace laboratory（宇宙ベンチャー） 他 

参加政府機関：ベトナム科学技術省 

 

２）名古屋大—ハノイ工科大間の共同研究  

 [目標２]達成を目指し、風力発電用風車の数値シミュレーションに関連した研究を行った。シミュレーショ

ンに関して、ハノイ工科大学からリモートで、名古屋大学のソフト・計算リソースを利用し、構造流体連成

問題を解くことに成功し，その研究成果を平成２６年１２月開催のワークショップで報告した。 

 さらに[目標３]達成のために、風洞実験の共同研究並びに風洞設備の新規共同開発に取り組んだ。初年度

は，豪雨時の航空機運動の解析(担当：森、Phu Khanh Nguyen): 名古屋大学で開発した数値解析ソフトを用

い、モンスーンによる豪雨に曝される場合の航空機運動を模擬したシミュレーションを実施した。これに関

する基礎現象の解明研究として，ハノイ工科大学並びに名古屋大学の両者の風洞設備を用いて，乱流中のデ

ルタ翼模型に生ずる空気力の推定するための実験を行い，後退角を有する航空機用の翼に関して，乱流の影

響を調べ，これを論文にまとめた． 

 このような東南アジア独自の風土に関連した独創性の高いテーマを通じて、若手研究者および国際連携力

の強化育成することができた。さらに、災害モニタリング技術検討(担当：森、Phu Khanh Nguyen): 両国で

個別に開発中の無人航空機および小型人工衛星を使った大気汚染および災害モニタリングの可能性検討を行

った。 
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7．派遣・受入実績 

（１） 全研究期間中に相手国または相手国以外の国を訪問した日本側参加者氏名、派遣期間、主たる訪問

先（年度毎に並べ、相手国以外の国における訪問先には下線を引き、国名を明記してください。） 

氏名 
期      間 

（現地到着日～現地出発日） 
主たる訪問先 

森浩一 2014.3.26-28(3 日間) 

 

ハノイ工科大学（ベトナム） 

森浩一 

石川佳治 

森浩一 

金村久美 

吉川典彦 

菊間悠介 

古川大貴 

柴田泰賢 

堀部貴雅 

2014.12.4-6(3 日間) 

2014.12.4-6(3 日間) 

2015.3.16-18(3 日間) 

2015.3.15-19(5 日間) 

2015.3.15-20(6 日間) 

2015.3.12-15(4 日間) 

2015.3.12-18(7 日間) 

2015.3.8-18(11 日間) 

2015.3.8-18(11 日間) 

ハノイ工科大学（ベトナム） 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

Tran Duc Thuan 2015.8.4-27(24 日間) 

 

ハノイ工科大学（ベトナム） 

 

計 11 名（延べ人数） 計 80 日 

（２）全研究期間中に受け入れた相手国参加者氏名、来日期間、主たる訪問先（年度毎に並べ、振興会か

ら滞在費等の支給を受けた研究者に＊印をつけてください。） 

氏名 
期      間 

（来日日～離日日） 
主たる訪問先 

Khanh Nguyen Phu 

HOANG Thi Kim Dung 

2014.12.20-23(4 日間） 

2015.1.21-28(8 日間） 

名古屋大学 

同上 

NGUYEN Phu Khanh＊ 

VU Quoc Huy＊ 

HOANG Thi Kim Dung＊ 

 

2015.11.20-25 

2015.11.20-25 

2015.11.20-25 

 

名古屋大学 

同上 

同上 

 

計 6 名（延べ人数） 計 20 日 


