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「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」 

平成２８年度事後評価資料（実施報告書） 

 

 

 

整理番号 

 

R2503 
関連研究分野  

（分科細目コード）  

流体工学  

（５５０４）  

補 助 事 業 名  

（ 採 択 年 度 ）  

生命とエネルギーを支える流体科学先端基盤の戦略的国際連携共同研究プロジェクト  

（平成２５年度採択）  

代表研究機関名 

 

 東北大学 

代表研究機関以外

の協力機関 

 

 

主担当研究者氏名  

 早瀬敏幸 (H26.3.31まで ) 

大林  茂 (H26.4.1から ) 

 

補助金支出額  

（平成 25年度）  

 

18,575,000円  

（平成 26 年度）  

 

  18,121,217 円  

（平成 27 年度）  

 

   24,933,340円  

（合計）  

 

     61,629,557 円  

(公募応募当初の「事

業計画調書」に記載

の ) 

若手研究者の  

派遣計画  

（平成 25年度）  

        2人  

 

（平成 26年度）  

          3人  

（        2人）  

（平成 27年度）  

            4人  

（        3人）  

（合計）  

              4 人  

 

若手研究者の  

派遣実績  

（平成 25年度）  

        2人  

 

（平成 26年度）  

          4人  

（        2人）  

（平成 27年度）  

            4人  

（        4人）  

（合計）  

              4 人  

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 
派遣期間が 300日

未満となり、最終

的に若手派遣研究

者派遣実績のカウ

ントから除外され

た者（外数）  

（平成 25年度）  

          人  

 

（平成 26年度）  

          人  

（        人）  

（平成 27年度）  

            人  

（        人）  

（合計）  

               人  
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１ ． 若手研究者の人材育成についての成果の達成状況 

（１）事業計画調書に記載した期待される成果の概要 

（事業計画調書（１０－１）に記載した若手研究者の人材育成にかかる期待される成果の概要）  

シンガポール国立大学（生命、高度医療）  

 バイオメカニクスを主な専門とする派遣者が、マイクロデバイスの知識と技術を修得し、複数の専

門分野にわたる研究者と連携して研究を実施する研究ネットワークを構築できるようになり、機械工

学と細胞生物学、分子生物学、生化学、医学とを融合した新たな研究分野を開拓し、生体機能および

疾患発症機構の解明のための独創性のある研究を実施できるようになること。  

ダルムシュタット工科大学（先端医療技術）  

 相変化界面現象に対しマルチスケールで理論的・実験的な知識と技術を修得し、高密度エネルギー

輸送システムを創出するための独創的な研究を実施できるようになること。  

ケンブリッジ大学（燃焼）  

 レーザーを用いた非接触な燃焼計測技術を修得して、高度な燃焼研究を行うとともに、関連する担

当研究者の有する化学反応に関する知見を融合し、流動ダイナミクスと化学反応が相互に作用する複

雑反応場における独創的研究を実施できるようになること。  

テキサス大学（複雑流れ）  

 流体力学の基礎である安定性や乱流の理論を主な専門とする派遣者が、当該分野で国際的に最先端

の研究を遂行し、複雑な流動現象の学問分野を新たに切り開く研究を実施できるようになること。  

 

（２）上述の期待される成果の達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】  

■期待を上回る成果を得た  

□十分に達成された  

□おおむね達成された  

□ある程度達成された  

□ほとんど達成されなかった  

 

【理由】  

シンガポール国立大学（高度医療）では、マイクロデバイスの知識と技術を修得し、高精度に制

御された力学刺激負荷装置による細胞応答観察を実施可能にした。また、複数の専門分野にわたる

研究者と連携して研究を実施する研究ネットワークの構築、新たな研究分野（メカノバイオエンジ

ニアリング）の開拓を達成し、生体機能および疾患発症機構の解明のための独創性のある研究を実

施するなど、期待される成果は十分に達成された。  

ダルムシュタット工科大学では、マイクロチャネル内の相変化伝熱現象の数値解析を行い、液膜

形成メカニズムおよび伝熱メカニズムを明らかにした。さらに、固体壁近傍の流れ場と固気液三相

接触線周りの相変化伝熱現象を解析し、流れの上流側と下流側で接触線周りの伝熱様式が変化する

ことを明らかにした。さらにその微小重力下での伝熱様式の変化についての研究も継続中であるこ

とから、期待される成果は十分達成された。  

 ケンブリッジ大学（燃焼）では、先進的なレーザー計測技術（ LITGSおよび Thermographic PIV）に

関する研究を行った。LITGSによる温度計測技術ならびに解析技術を習得し、計測精度に及ぼす諸因

子を明らかにした。これにより、燃焼現象解明燃焼場における温度計測の高精度定量計測ならびに

化学種の特定が可能となる。さらに、Thermographic PIVにより、乱流燃焼時において重要となる流

れ場と温度場を同時に計測する技術を習得した。本共同研究が契機となり、プロジェクト終了後も

共同研究として高圧燃焼場における温度計測手法へと展開している。このことから、期待を上回る

成果を得た。  

テキサス大学 (エネルギー、複雑流解析 )では、複雑な流れの安定性判別を効率的に行える新しい

手法を開拓できただけでなく、今後の国際的な共同研究につながる新規研究プロジェクトにも着手

し、そのための知識習得や研究ネットワーク構築を行うことができた。よって、期待を上回る成果

を得た。  
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２．国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の達成状況 

（１）事業計画調書に記載した国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の概要  

（事業計画調書（４－１）に記載した国際共同研究課題の到達目標及び事業計画調書（１０－２）に記載した国

際共同研究において期待される成果概要）  

○到達目標 

シンガポール国立大学（生命、高度医療）  

血行力学などの物理刺激に対する細胞の形態的応答および遺伝子群発現やタンパク質発現による

細胞の物理刺激応答機構を明らかにして、循環器系疾患の発症機構を細胞・タンパク質レベルで解明

する。  

ダルムシュタット工科大学（生命、先端医療技術）  

沸騰・蒸発現象において重要であり、エネルギー輸送を支配している相変化界面について、特にマ

イクロチャネル内の相変化伝熱現象に着目し、ナノからマイクロスケールに渡る現象およびメカニズ

ムを解明して、高熱流束冷却機構を実現する。  

ケンブリッジ大学（エネルギー、次世代燃料）  

次世代燃料の層流および乱流火炎の火炎構造を明らかにして、燃焼生成物の生成やその影響因子、

水素付加燃焼強化による火炎構造の変化を解明するとともに、次世代燃料の化学反応機構の高度化と

乱流燃焼の現象解明を行う。  

テキサス大学（エネルギー、複雑流解析）  

複雑な流体モデルに備わっているハミルトン力学的な構造に着目し、安定性判別や不安定モードの

探索を、変分問題として解く新しい方法を構築して、効率的なアルゴリズムを開発するとともに、電

磁流体や二流体プラズマ流れ等に適用して、流動の法則を明らかにする。  

 

○国際共同研究において期待される成果概要  

シンガポール国立大学（高度医療）  

 生体内の力学環境に起因する物理的刺激に対する細胞応答および疾患の発症に対する力学的要因 

を解明することにより、疾患に対する高度医療の実現、予防および治療薬の開発に有益な情報を提供  

することが可能となる。  

ダルムシュタット工科大学  

 マイクロスケールの相変化伝熱現象を解明することにより、高密度冷却システムやマイクロ熱交換

器等の次世代医療技術に応用可能な高密度エネルギー輸送システムが実現できる。医療分野のみなら

ず、相変化界面現象についてナノスケールからマイクロスケールまで包括的に検討することにより、

エネルギー輸送システムの高度化が期待できる。  

ケンブリッジ大学（燃焼）  

 新たな計測技術による乱流火炎の計測を行うことで、次世代燃料の乱流燃焼火炎構造が解明され、

燃焼科学の一層の進展が期待できるのみならず、次世代燃料を用いた火花点火機関やガスタービンな

どの開発が可能となる。  

テキサス大学（複雑流れ）  

 乱流や電磁場と相互作用するような複雑流れに対し、安定性の判別が理論的・数値的に高効率で行

えるようになり、乱流の予測や制御が可能となる。エネルギープラントのみならず先進的な核融合プ

ラズマ閉じ込め、プラズマ推進機、宇宙天気予報などへの応用も期待できる。  

 

（２）上述の目標等に対する達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】  

■期待を上回る成果を得た  

□十分に達成された  

□おおむね達成された  

□ある程度達成された  

□ほとんど達成されなかった  
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【理由】  

 

シンガポール国立大学（高度医療）では、高精度に制御された流れ負荷装置と静水圧負荷装置を

開発し、細胞に対して精密に力学刺激を負荷することを可能にした。循環器系疾患の発症・進展お

よび治療において鍵となる細胞応答とその誘導機構の解明を可能にしたことにより期待を上回る成

果を得た。  

ダルムシュタット工科大学では、マイクロチャネル内の相変化伝熱現象の数値解析を行い、液膜

形成メカニズムおよび伝熱メカニズムを明らかにした。さらに、固体壁近傍の流れ場と固気液三相

接触線周りの相変化伝熱現象を解析し、流れの上流側と下流側で接触線周りの伝熱様式が変化する

ことを明らかにした。さらにその微小重力下での伝熱様式の変化についての研究も継続中であるこ

とから、期待される成果は十分達成された。  

 ケンブリッジ大学（燃焼）においては、LITGSを大気圧下の火炎に対して適用したものの、信号を

取得することができず、LITGSには適用限界があることが明らかとなった。しかしながら、次世代燃

料の燃焼時に生じる一酸化窒素の励起により、様々な濃度・圧力条件下で定量温度計測を実施する

など、計測技術の高度化に寄与した。このことから、ある程度達成されたと判断する。  

テキサス大学 (エネルギー、複雑流解析 )では、成層シア流の安定性問題に対して、安定性判別を

効率的に行う数値アルゴリズムを考案し、それに基づいて新しい安定性条件を導くことにも成功し

た。この手法は他の様々な安定性問題にも適用することができるものであり、期待を上回る成果を

得た。  
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３ ． 今 後 の 展 望 に つ い て  

これまでの実施状況を踏まえて、事業実施期間終了後の展望について記入して下さい。  

①  自己資金、若しくは他の競争的資金等による海外派遣の機会を含む若手研究者の研鑽・育成の事業の継続（又

はその見込み）状況 

 

前回のプログラム（平成 22 年～ 24 年）に派遣した若手研究者は派遣期間が終了した後も積極的に

海外との共同研究を進めている。合わせて今回のプログラムにおける１対多の研究を進める原動力と

もなっている。今回のプログラムで新たに派遣した若手研究者も世界トップの研究機関で共同研究を

実施しており、派遣期間中に国際会議での発表や論文投稿が多くあり大きな成果を上げている。今後

は培った海外との国際連携を密にした共同研究成果が期待される。次年度には新たに頭脳循環プログ

ラムに申請すべく準備を行っている。  

 

 

②  本事業の相手側を含む海外の研究機関との研究ネットワークの継続・拡大（又はその見込み・将来構想）状

況（組織において本事業で支援した若手研究者に期待する役割も含めて） 

シンガポール国立大学（高度医療）では、派遣研究者が、派遣先のシンガポール国立大学の Chwee 

Teck Lim 教授と共同研究を継続している。また、学際科学フロンティア研究所の担当研究者と前

回派遣先のマサチューセッツ工科大学の Roger Kamm 教授と細胞の力学・化学応答に関する共同研

究を３大学で連携して開始した。派遣中に構築した研究ネットワークを拡大し、シンガポール国立

大学や国立障害者リハビリテーションセンター研究所との新たな研究課題にも取り組んでいる  

ダルムシュタット工科大学において進めている国際宇宙ステーションでの微小重力沸騰実験の

プロジェクトにおいて、派遣研究者が理論計算を共同研究として継続している。  

ケンブリッジ大学（燃焼）では、東北大学流体科学研究所公募共同研究に採択され、ケンブリッ

ジ大学の博士課程学生を東北大学流体科学研究所に６週間受け入れるなど、引き続き共同研究を実

施している。公募共同研究においては、ケンブリッジ大学では実施不可能であった高圧燃焼試験を

実施し、 LITGS による高圧層流火炎の定量温度計測を行った。  

テキサス大学 (エネルギー、複雑流解析 )では、本事業で計画・実施された共同研究を現在も継続

しているだけでなく、派遣先における別の教授やワシントン大学の研究グループとの新たな共同研

究テーマにも着手している。この新規テーマで科研費を取得することもでき、今後も継続した共同

研究を計画している。  

 

③  本事業で支援した若手研究者の研究人材としての将来性について 

シンガポール国立大学（高度医療）への派遣研究者は、工学的見地から医学・細胞生物学におけ

る課題を解決するための素養を身につけ、国際的な共同研究を実施する基盤を構築した。今後医学

・生物学・工学の連携を一層推進し、解決困難とされる課題に独創的な発想に基づいた研究を実施

することが期待される。  

ダルムシュタット工科大学への派遣研究者は、世界最先端の沸騰伝熱のモデル化に関する知見を

得たことにより、日本国内でも活発な沸騰伝熱研究分野において新たな視点での研究発信をするこ

とが期待される。  

ケンブリッジ大学（燃焼）への派遣研究者は、短期間で派遣先での研究グループの重要な構成員

となり、高度燃焼計測技術を身につけた。プロジェクト終了後は日本において直ちに本計測系を構

築し、ケンブリッジ大学の学生受け入れなどの共同研究を推進している。これらを鑑み、研究者と

して優れた将来性を有していると評価できる。  

テキサス大学 (エネルギー、複雑流解析 )への派遣研究者は、今回の派遣を通じて、流体やプラズ

マの流動現象に対する最先端の理論研究コミュニティに参加することができ、多くの著名な研究者

と議論する貴重な機会を得ることができた。この経験を活かして、引き続き研究ネットワークを維

持・拡大できることが期待できる。  
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資料１ 実施体制 

①  事 業 実 施 体 制   

フ  リ  ガ  ナ 
担当研究者氏名 所属機関 所属部局  

職名  

（身分）  
専門分野  備考  

主担当研究者  

早瀬
ハ ヤ セ

 敏
トシ

幸
ユキ

 

大 林
オオバヤシ

 茂
シゲル

 

 

担当研究者  

佐藤
サ ト ウ

 岳彦
タケヒコ

 

圓山
マルヤマ

 重直
シゲナオ

 

小林
コバヤシ

 秀昭
ヒデアキ

 

服部
ハットリ

 裕司
ユ ウ ジ

 

船本
フナモト

 健一
ケンイチ

 

菊川
キクガワ

 豪
ゴウ

太
タ

 

中村
ナカムラ

 寿
ヒサシ

 

下山
シモヤマ

 幸治
コ ウ ジ

 

計 9名  

 

東北大学  

東北大学  

 

 

東北大学  

東北大学  

東北大学  

東北大学  

東北大学  

東北大学  

東北大学  

東北大学  

 

流体科学研究所  

流体科学研究所  

 

 

流体科学研究所  

流体科学研究所  

流体科学研究所  

流体科学研究所  

学 際 科 学 フ ロ ン テ ィ ア 研 究 所  

流体科学研究所  

流体科学研究所  

流体科学研究所  

 

所長・教授  

所長・教授  

 

 

教授  

教授  

教授  

教授  

准教授  

講師  

准教授  

准教授  

 

流体工学  

航空宇宙工学  

 

 

流体工学  

熱工学  

熱工学  

流体物理学  

生体工学  

熱工学  

熱工学  

航空宇宙工学  

 

 

(H26.3.31まで ) 

(H26.4.1から )  

 

②  相手側となる海外の研究機関と研究者 

国名 研究機関名  相手側研究者氏名  
職名  

（身分）  
備考  

シ ン ガ ポ

ール  

 

ドイツ  

 

イギリス  

 

アメリカ  

シンガポール国立大学メカノバイオロジー研

究所  

 

ダルムシュタット工科大学  

 

ケンブリッジ大学  

 

テキサス大学  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計   ４機関  

Chwee Tech Lim 

 

 

Peter Stephan 

 

Simone Hochgreb 

 

Philip J. Morrison 

教授  

 

 

教授  

 

教授  

 

教授  
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資料２ 若手研究者の人材育成にかかる資料 

（１）若手研究者の選抜方針・基準、選抜方法の概要 

本プログラムの申請にあたり、共同研究の分野について検討し、前回実施した次世代流体科学の

展開に向けた戦略的国際共同研究プロジェクトによる、高度医療、クリーンエネルギー、次世代航

空技術に関する共同研究成果とネットワークを十分に生かした上で、格段の発展が可能となるテー

マを設定した。本研究所として、社会の要請と、流体科学の学術動向、および前回プロジェクト成

果の発展可能性について詳細に検討した結果、社会が要請する重点課題のうち、流体科学の貢献が

本質的に重要であり、若手研究者の育成により将来的に大きな発展が期待できる研究課題として、 

１．生命  

２．エネルギー  

の研究を支える流体科学の先端基盤研究に特化して国際共同研究を行うこととした。  

海外の相手側共同研究機関について検討した。上記の研究を推進する上で鍵となる世界のトップ

研究機関であり、かつ本研究所と共同研究実績のある研究機関に、本研究所の優秀な若手研究者を

1 年以上派遣することとした。  

若手研究者の海外派遣機会を出来るだけ広くするため、前回プロジェクトの派遣研究者は派遣対象

としないこととしたが、前回プロジェクトの成果を最大限活用し、格段の発展を達成するため、前回

派遣研究者を研究担当者として、今回の派遣研究者と協力して、前回と今回の派遣研究者と前回と今

回の派遣先受入研究者が相互に協力して行う多元的な国際連携共同研究を実施することとした。  

選抜基準  

上記の選抜方針に則り、選抜基準を以下のように定めた。  

１）生命、エネルギーのいずれかに関する流体科学の先端基盤共同研究であること。  

２）前回の派遣研究者との協力による国際連携共同研究への展開を指向していること。  

３）研究目的が明確であり、重要な成果が期待できること。  

４）準備状況・研究計画が明確であること。  

５）派遣研究者と受入れ研究者の役割が明確であること。  

６）派遣機関は世界のトップ研究機関であり、優れた共同研究環境を有していること。  

７）派遣機関での共同研究の実施状況について考慮する。  

８）経費が妥当であること。  

○選抜方法  

１）派遣年度の４月１日現在、４５才以下の所内の教授、准教授、講師及び助教に対して、派遣の

公募を行なった。公募に際しては、派遣先機関、受入れ研究者、派遣期間、共同研究テーマ、共

同研究計画、所要経費を提出することとした。  

２）提出書類を元に、上記選抜基準に則して、主担当研究者（所長）と所内の国際交流推進室にお

いて選考を行い、派遣研究者と派遣先機関を決定するとともに、全体プログラムを決定した。  

３）全体プログラムに基づき、派遣研究者 4 名と、派遣研究者支援の担当研究者４名、連携共同研

究の担当研究者 4 名（前回の派遣研究者より選抜）を決定した。  

４）担当研究者が派遣研究者と面談を行い、派遣計画の詳細を決定した。  

 

（２）若手研究者海外派遣時の支援体制の概要 

  （若手研究者の海外派遣が促進されるよう組織としてどのようなバックアップ体制を 

とったかについて記載してください。） 

本研究所では、これまで、本学のリエゾンオフィス１１カ所のうち６カ所の運営と設立に主体的に
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関わってきており、これらリエゾンオフィスなどの海外拠点（６カ所）や学術交流協定締結研究機関（４

６カ所）との国際ネットワークを構築して国際共同研究を推進している。本研究所では、国際交流推進

室を設置し、副所長を委員長とし、教授 1 名、准教授 2 名、特任教授 1 名、事務職員 1 名の体制で、

研究所の国際共同研究の推進と支援を行っている。また、 21 世紀ＣＯＥプログラム、グローバルＣＯ

Ｅプログラムの採択を契機として、大学院学生や教員の短期・中期の海外派遣を積極的に進めてお

り、特任教授及び事務職員で構成される研究支援室では、研究所の事務部と連携しながら、海外機関

との教育・研究及び国際交流において、研究者や学生の派遣・受入れ等に関する交渉・調整の業務等

を実施している。さらに、平成 22 年度からは流体科学分野の共同利用・共同研究拠点に認定され、国

内外の主要研究機関との共同研究を支援する体制が整備されている。以上のように、本研究所とし

て、若手研究者の派遣を支援する組織的な体制は十分整っている。  

なお、本研究所では、これまで流体科学の国際研究拠点として、毎年 80 件以上の国際共同研究を実

施しており、今回派遣する研究機関とも既に共同研究の実績があり、若手研究者の派遣について十分な

経験と情報を有している。また、これまでの共同研究実績に基づき、派遣研究者の宿舎等についても、

受入れ研究機関や受入れ研究者の協力が得られることを確認した。  

 

（３）若手研究者海外派遣計画の見直し（増減）状況とその理由 

 平成２６年度の派遣者数 ３名から４名に変更 

若手派遣者④については、平成２７年度から派遣予定であったが、少し前倒しで平成２６

年度中に派遣機関に赴き平成２７年度に予定している長期派遣および研究実施の打合せを

行ったため。 

（４） 若手研究者の育成にかかる成果の概要 

①派遣された若手研究者の成果 

（資料４に記載するような研究成果の発信状況等だけではなく、将来的に主要な研究者としての活躍が

見込まれるか等の観点も含めて記載してください。）  

 

シンガポール国立大学への派遣研究者が有していた技術と、相手先機関が有していた技術との融合に

より、新たな研究テーマの開拓と国際的な共同研究の基盤の構築につながった。医学系・生物学系・工

学系の研究者の意見を統括し、医学・生物学・工学の連携を先導する研究を実施する能力が備わった。 

ダルムシュタット工科大学への派遣研究者は、世界最先端の沸騰伝熱に関するモデル化の研究を通じ

て、日本国内のみならず世界でも活発に研究されている沸騰伝熱研究グループに参加し、新たな視点で

の研究発信をすることが期待される。  

ケンブリッジ大学への派遣研究者は、 LITGSによる本共同研究において取得したレーザーを用いた定

量温度計測技術ならびに温度場・速度場の同時計測技術 (Thermographic PIV)を習得した。とりわけ LITGS

に関する研究においては、計測精度に及ぼす励起光強度や励起化学種濃度の影響の解明、次世代燃料の

燃焼時に生じる一酸化窒素を励起化学種とする LITGSを行った。今後は、派遣研究者の課題である高圧

乱流燃焼場への LITGSの適用など、幅広い展開が期待できる。  

テキサス大学 (エネルギー、複雑流解析 )への派遣研究者は、本事業で実施した磁気リコネクションの

研究成果について論文誌や国際会議で発表をし、同分野の専門家から多くの反響を得た。また、この内

容について国内学会誌における解説記事を依頼され、研究者としてのキャリアアップが期待できる。  

 

 

 

 

 

②  派遣した機関・組織の成果 

（機関等として組織的に若手研究者を育成する枠組みが構築されたか、機関等の研究者の評価におい

て、海外での研究実績を重視するシステムが構築されたか等の観点も含めて記載してください。）  
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 流体科学研究所は平成 22年～ 24年の本プログラムに続き 2回目の頭脳循環プログラムの実施で、

若手研究者を海外に送り出し、サポートする組織（システム）が出来上がって来ており、派遣先で

の研究活動に専念することができている。本研究所は国際研究教育拠点にも認定されており、頭脳

循環プログラムで培った海外とのネットワークを活かし国内外の研究機関と共同研究を実施して

いる。その成果の一端は本研究所が毎年主催している国際シンポジウムに発揮されており、頭脳循

環プログラムで共同研究を行った研究発表も多くなり、本プログラムの有効性が認識される。派遣

された研究者は他の若手研究者にも刺激を与える結果となっており、海外との共同研究を希望する

研究者も増えている。  
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（５）若手研究者の派遣実績の詳細【 氏 名 の み 非 公 表 】  ※派遣者毎に作成すること。 

派遣者①：助教              

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

 細胞に対して精密に力学刺激を負荷することを可能にする高精度に制御された流れ負荷装置と静

水圧負荷装置を開発し、血行力学等の力学環境による血管新生の機構解明と動脈瘤の発症要因の力学

的検討を行った。また、担当研究者と有機的に連携し、東北大学、シンガポール国立大学、マサチュ

ーセッツ工科大学の３大学で連携した共同研究体制を構築した。  

（具体的な成果）  

静水圧刺激の細胞内応答機構として、細胞外シグナル調節キナーゼの活性を誘導する細胞膜チャネル

の新たな機能を解明することに成功した。時空間変動を伴うせん断流れ環境における機能的細胞死の

誘導機構の解明に繋がる重要な知見を得た。本研究計画終了後も引き続き３大学で連携した研究を継

続している。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 25 年度  平成 26 年度  平成 27 年度  

シンガポール、シンガポール国立大学、メ

カノバイオロジー研究所、 Chwee Tech Lim

教授  

 

35 日  

 

169 日  

     

197 日  

    

401 日  

アメリカ合衆国、ボストン、世界バイオメ

カニクス会議 2014、マサチューセッツ工

科大学  

 

0 日  

 

6 日  

     

0 日  

    

6 日  

 

派遣者②：助教              

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

 主に密度成層せん断流の安定性条件について受入研究者と議論をし、スツルム -リウビル理論を応

用した新しい解析手法の着想に至った。このアイデアを検証するための数値計算コードを開発し、具

体的な流れと密度の分布に対して安定性が判別できることを実証した。派遣終了後も継続して共同研

究者とは連絡を取り合い、国内外での学会発表や論文の執筆を行って成果をまとめた。  

（具体的な成果）  

重力下における密度成層せん断流れの安定性解析を行い、スツルム -リウビル理論を応用して変分問

題に帰着させる手法を構築した。これにより、従来よりも優れた安定性の十分条件を得ることに成功

し、数値アルゴリズムとしても効率的に安定性判別が行えることを示した。  

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 25 年度  平成 26 年度  平成 27 年度  

米国、テキサス大学オースティン校、核融

合研究所、 Philip J. Morrison 教授  

 

13 日  

 

253 日  

 

     

129 日  

    

395 日  

米国、ニューヨーク大学  

シャーウッド核融合理論国際会議 2015 

 

0 日  

 

4 日  

 

0 日  

    

4 日  
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派遣者③：助教              

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

ケンブリッジ大学にて Laser Induced Thermal Grating Spectroscopy(LITGS)ならびに Thermographic 

PIV を用いた温度ならびに温度・速度同時計測手法開発およびその火炎の適用に関する共同研究を実

施した。  

（具体的な成果）  

アセトン，トルエンならびに NO を励起化学種とした LITGS 信号を取得した。その結果、レーザー光

強度や励起化学種濃度が適切であれば正確な温度計測が可能であることを明らかにした。さらに、ZnO

をトレーサ粒子とする Thermographic PIV 技術を確立し、速度場と温度場の同時計測に成功した。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 25 年度  平成 26 年度  平成 27 年度  

英国、ケンブリッジ大学、Simone Hochgreb

教授  

 

0 日  

 

14 日  

 

354 日  

    

368 日  

米国、サンフランシスコ、第 14 回予混合

乱流燃焼国際ワークショップ、第 35 回国

際燃焼シンポジウム  

 

0 日  

 

12 日  

 

0 日  

 

12 日  

 

派遣者④：助教              

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

ダルムシュタット工科大学応用熱力学研究室にて、ナノ・マイクロスケールの相変化伝熱現象の研究

を行った。ダルムシュタット工科大学側が有する三次元二相熱流動解析技術を習得し、固体壁近傍に

おける相変化伝熱現象のモデル化について議論した。さらに、固体壁近傍の流れ場と固気液三相接触

線周りのナノ・マイクロスケール蒸発の相互作用に関する共同研究にも着手した。  

（具体的な成果）  

マイクロチャネル内の相変化伝熱現象の数値解析を行い、液膜形成メカニズムおよび伝熱メカニズム

を明らかにした。この成果によりマイクロチャネルを用いた高熱流束冷却実現における課題を明確化

することができた。また、固体壁近傍の流れ場と固気液三相接触線周りの相変化伝熱現象を解析し、

流れの上流側と下流側で接触線周りの伝熱様式が変化することを明らかにした。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 25 年度  平成 26 年度  平成 27 年度  

ド イ ツ 、 ダ ル ム シ ュ タ ッ ト 工 科 大 学 、

Department of Technical Thermodynamics 

、 Peter Stephan 教授  

 

0 日  

 

9 日  

     

323 日  

    

332 日  
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資料３ 国際共同研究の計画概要・方法 

（１）実施期間中における研究のスケジュールと実施内容の概要 

本プログラムでは、過去 3 年間実施したプログラムの成果を基に、社会が要請する重要分野で流体科

学の貢献が本質的に重要な、生命とエネルギーの研究を支える流体科学の先端基盤研究に特化して、こ

れらの研究を推進する上で鍵となる世界のトップ研究機関であり、かつ本研究所と共同研究実績のあ

る、シンガポール国立大学（生命、高度医療）、ダルムシュタット工科大学（生命、先端医療技術）、

ケンブリッジ大学（エネルギー、次世代燃料）、テキサス大学（エネルギー、複雑流解析）に、本研究

所の若手研究者を 1 年間派遣して共同研究を実施するとともに、前回の派遣機関、マサチューセッツ工

科大学（生命）、レンセラー工科大学（生命）、アイルランド国立大学（エネルギー）、スタンフォー

ド大学（エネルギー）と引き続き共同研究を実施している前回の派遣研究者を研究担当者として、前回

と今回の派遣研究者および前回と今回の海外の受入研究者が協力して行う多元的な国際連携共同研究

を戦略的に実施した。  

 

（２）成果の概要 

シンガポール国立大学では、細胞に対して精密に力学刺激を負荷することを可能にする高精度に制御

された流れ負荷装置と静水圧負荷装置を開発した。開発した装置を用いた細胞実験により、血行力学等

の力学環境による血管新生の機構解明と動脈瘤発症の力学的要因についての詳細な検証を実現した。  

ダルムシュタット工科大学では、マイクロチャネル内の相変化伝熱現象の数値解析を行い、液膜形成

メカニズムおよび伝熱メカニズムを明らかにした。また、固体壁近傍の流れ場と固気液三相接触線周り

の相変化伝熱現象を解析し、流れの上流側と下流側で接触線周りの伝熱様式が変化することを明らかに

した。この固体壁近傍の流れ場と固気液三相接触線周りのナノ・マイクロスケール蒸発の相互作用に関

する研究は共同研究として継続している。  

ケンブリッジ大学では、 LITGS によるアセトンおよびトルエン蒸気ならびに一酸化窒素／窒素混合気

の定量温度計測技術を実施した。特に，計測精度に及ぼす励起化学種濃度ならびに励起レーザー出力の

影 響 はこ れま で報 告され て おら ず、 高精 度温度 計 測を 実現 する ために 重 要な 成果 であ る。ま た 、

Thermographic PIV による温度場・速度場の同時温度計測を、１台のレーザーならびに２台のカメラに

より実現する技術を開発した。本研究成果は、論文が一件査読中、また一件が投稿準備中である。また、

３件のポスター・口頭発表を行った。また、本研究を発端として、１件の共同研究が引き続き行われて

いる。  

テキサス大学では、太陽フレアや磁場閉じ込めプラズマなどで起こる爆発的に速い磁気リコネクショ

ンの基本的なメカニズムを、理論解析と直接数値シミュレーションによって明らかにした。また、平行

シア流の安定性判別が変分問題を解くことによって可能であることを示し、このアイデアを成層シア流

に対しても応用した。この手法は効率的に安定性を判別できる数値アルゴリズムとして役立つだけでな

く、これまで知られてなかった新しい流体力学的安定性条件を導くことができる。  

 

 

 

（３）本事業を契機として新たに始まった国際共同研究 

                         （件） 

合計 うち、相手先機関以外 

４ １ 
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資料４．共同研究成果の発表状況 

①学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

 

論文名・著書名 等 
（論文名・著書名、著者名、掲載誌名、査読の有無、巻、最初と最後の頁、発表年（西暦）について記入して

ください。）  

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  

・査読がある場合、印刷済及び採録決定済のものに限って記載して下さい。査読中・投稿中のものは除きます。 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。  

・著者名について、責任著者に「※」印を付してください。また、主担当研究者には二重下線、担当研究者に

ついては  下  線  、派遣した若手研究者については  波  線  を付してください。  

・共同研究の相手側となる海外の研究機関との国際共著論文等には、番号の前に「◎」印を、また、それ以外

の国際共著論文については番号の前に「○」印を付してください。  

・当該論文の被引用状況について特筆すべき状況があれば付記して下さい。  

１ 
◎ 

※ M. Hirota, P. J. Morrison and Y. Hattori, “Variational necessary and 
sufficient stability conditions for inviscid shear flow”Proceedings of the 
Royal Society A, 470, 20140322 (23pp) (2014) 査読有 

２ 
◎ 

※M. Hirota, Y. Hattori and P. J. Morrison, “Explosive magnetic reconnection 
caused by an X-shaped current-vortex layer in a collisionless plasma” Physics 
of Plasmas, 22, 052114 (11pp) (2015) 査読有 

３ 
◎ 

※M. Hirota and P. J. Morrison, “Stability boundaries and sufficient stability 
conditions for stably stratified, monotonic shear flows” Physics Letters A, 
380, 1856-1860 (2016) 査読有 

４  

５  

６  

７  

８  

９  

10  

11  

12  
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②学会等における発表 

 

発表題名 等 
（発表題名、発表者名、発表した学会等の名称、開催場所、口頭発表・ポスター発表の別、審査の有無、発

表年月（西暦）について記入してください。）  

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  

・発表者名は参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること。共同発表者がいる場合

は、全ての発表者名を記載し、主たる発表者名は「※」印を付して下さい。発表者名について主担当研究

者には二重下線、担当研究者については  下  線  、派遣した若手研究者については  波  線  を付して

ください。  

・口頭・ポスターの別、発表者決定のための審査の有無を区分して記載して下さい。  

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。  

・共同研究の相手側となる海外の研究機関の研究者との国際共同発表には、番号の前に「◎」印を、また、

それ以外の国際共同発表については番号の前に○印を付してください。  

◎
１ 

静水圧負荷による一過性の ERK 活性を介した血管新生の促進, 吉野大輔, 船本健
一, 佐藤正明, Lim Chwee Teck, 日本機会学会第２８回バイオエンジニアリング
講演会, 東京（東工大大岡山キャンパス）, 口頭発表, 審査無, 2016 年１月 

２ Endothelial cell cycle progression via the ERK1/2-cyclin D1 pathway induced 
by hydrostatic pressure, Daisuke Yoshino, International Symposium on 
Mechanobiology 2014, Okayama, Japan, Oral, 審査無, 2014 年 5 月  
 

３ Hydrostatic pressure induces endothelial cell cycle progression via 
ERK1/2-cyclin D1 pathway, Daisuke Yoshino, Kakeru Sato, 7th World Congress 
of Biomechanics, Boston, MA, USA, Poster, 審査無, 2014 年 7 月 
 

４ 
◎ 

Analysis of Laser Induced Thermal Grating Spectroscopy (LITGS) in Acetone 
vapour/air mixture, ※Yi Gao, Steven Lowe, Akihiro Hayakawa, Simone Hochgreb, 
Laser Diagnostics in Combustion, Gordon Research Conference, Waterville 
Valley, NH, USA, ポスター, 審査無し, 2015 年 8 月 

５ 
◎ 

Simultaneous 2D gas-phase temperature and velocity measurements by 
thermographic particle image velocimetry with ZnO tracers, ※Luming Fan, Yi 
Gao, Akihiro Hayakawa, Simone Hochgreb, Joint meeting of the British, 
Portuguese and Spanish Sections of the Combustion Institute, Cambridge, UK, 
口頭, 審査無し, 2016 年 4 月 

６ 
◎ 

Study on the sensitivity of Laser Induced Thermal Gratings (LITGS) in 
Presurerized NO/N2 mixture, ※Yi Gao, Steven Lowe, Akihiro Hayakawa, Simone 
Hochgreb, 36th International Symposium on Combustion, Seoul, Korea,ポスタ
ー, 審査無し, 2016 年 8 月 

７ 
※廣田 真, “平行シア流の安定性の必要十分条件に対する変分法的アプローチ”  
日本物理学会 2013 年秋季大会(徳島大学),口頭発表,審査無 (2013.9) 

８ ※ M. Hirota, P. J. Morrison and Y. Hattori, “Variational analysis of linear 
stability of flowing equilibria based on action-angle representation”  55th Annual 
Meeting of the APS Division of Plasma Physics (Denver), ポスター ,審査無  (2013.11) 

９ ※ M. Hirota, P. J. Morrison and Y. Hattori, “Variational approach to spectral 
stability criteria of inviscid flows”  JSPS/UK Meeting "TOPOLOGICAL VORTICITY 
DYNAMICS IN THE PHYSICAL SCIENCES" (Cambridge), 口頭発表 ,審査無 (2013.9) 

10 ※ M. Hirota, P. J. Morrison and Y. Hattori, “Variational Approach to Necessary and 
Sufficient Stability Conditions for Inviscid Shear Flow”  10th International 
Conference on Flow Dynamics (Sendai), 口頭発表 ,審査無  (2013.11) 

11 
※廣田 真, 服部 裕司 “有限電子温度効果が介在する爆発的磁気リコネクション
”  日本物理学会 第 69 回年次大会(東海大学), 口頭発表,審査無 (2014.3) 
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12 ※ M. Hirota and Y. Hattori, “Nonlinear analysis of explosive growth of collisionless 

magnetic reconnection in the presence of the effect of finite electron temperature”  56th 
Annual Meeting of the APS Division of Plasma Physics (New Orleans) ポスター ,審査無 
(2014.10) 

13 
◎ ※廣田 真, W. Horton and P. J. Morrison “交流ループ電圧による抵抗性プラズ

マへの磁気ヘリシティ入射効”  日本物理学会 2015 年秋季大会(関西大学), 口頭
発表,審査無 (2015.9) 

14 
◎ 
 

※ M. Hirota and P. J. Morrison “Variational approach to stability boundary for the 
Taylor-Goldstein equation”  68th Annual Meeting of the APS Division of Fluid 
Dynamics (Boston), 口頭発表 ,審査無  (2015.11) 

15 
◎ ※ M. Hirota and P. J. Morrison “Variational Stability Criteria for Stratified Shear 

Flows”  12th International Conference on Flow Dynamics (Sendai), 口頭発表,審査
無 (2015.10) 

16 
◎ ※ M. Hirota, Y. Hattori and P. J. Morrison “Theoretical description of 

explosive magnetic reconnection in collisionless two-fluid models”  2015 
Sherwood Fusion theory Conference (New York), ポスター ,審査無  (2015.3) 

17 
◎ ※廣田 真 and P. J. Morrison “連続成層シア流の線形不安定化メカニズムと安

定性のため十分条件” 日本物理学会 第 71回年次大会(東北学院大学), 口頭発表,
審査無 (2016.3) 

 


