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【技術協力可能分野】 

熱流体の非線形現象を研究している．ナビエ・ストークス方程式からモデリングを行うことにより，非線形現象の

ファーストタームを探す研究をしている．この研究においては，主に定性的な解析により方程式の持つ非線形現

象を研究している． 
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