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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 ２３ 年  １２月  ８ 日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セ ミ ナ ー 代 表 者 所 属 ・ 部 局 岐阜大学・教育学部         

（ふりがな）       あいき とよひこ 

職・氏 名 准教授・愛木 豊彦             
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ オランダ  ）とのセミナー（振興会対応機関：ＮＷＯ      ） 

 

 

2． セミナー名 非平衡系発展問題の解析-物質学や生命科学から                      

 

 

3． 期   間  平成 ２３年 １１月 ７ 日 ～ 平成２３ 年１１ 月１１ 日（５ 日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名）アイントホーヘン， アイントホーヘン工科大学                            

 

5． 参加者数   日本側               １９ 名 
（代表者を含む） 

相手国側      ２３ 名    計 ４２  名 
 

その他の国             ０ 名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏    名 所属・部局・職名 専    門 

鈴木貴＊ 

大谷光春 

剣持信幸 

伊藤昭夫＊ 

石渡哲哉＊ 

赤木剛朗＊ 

 

大塚岳＊ 

原田潤一＊ 

熊崎耕太＊ 

若狭徹＊ 

渡邊紘＊ 

 

白川健 

田崎創平 

 

加納理成 

村瀬勇介 

深尾武史 

澤田宙広 

長瀬裕子 

大阪大学・大学院基礎工学研究科・教授 

早稲田大学・先進理工学部・教授 

佛教大学・教育学部・特任教授 

近畿大学・工学部・准教授 

芝浦工業大学・システム理工学部・准教授

神戸大学・大学院システム情報学研究科准

教授 

群馬大学・大学院工学研究科・講師 

早稲田大学・先進理工学部・助手 

名古屋工業大学・工学部・非常勤講師 

九州工業大学・工学部・准教授 

サレジオ工業高等専門学校・一般教育科・

助教 

千葉大学・教育学部・准教授 

大阪大学・大学院基礎工学研究科・学振研

究院 

近畿大学・工学部・助教 

名城大学・理工学部・助教 

京都教育大学・教育学部・准教授 

岐阜大学・工学部・准教授 

ギリシャ・クレタ大学・ポスドク 

偏微分方程式論 

偏微分方程式論 

偏微分方程式論 

偏微分方程式論 

偏微分方程式論 

偏微分方程式論 

 

偏微分方程式論 

偏微分方程式論 

偏微分方程式論 

偏微分方程式論 

発展方程式論 

 

偏微分方程式論 

偏微分方程式論 

 

偏微分方程式論 

偏微分方程式論 

偏微分方程式論 

偏微分方程式論 

偏微分方程式論 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 アイントホーヘン工科大学・准教授・Adrian Muntean             

(3) 相手国参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

 

   

 (4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 専    門 

   

氏   名 所 属・職 名 専    門 

Jan Bouwe van den Berg 

Odo Diekmann 

Joost Hulshof 

Frank Redig 

Mark Peletier 

Lambertus A. Peletier 

Roeland Merks 

Jens Rademacher 

Sorin Pop 

Georg Prockert 

Tasnim Fatima 

Martijn Zaal 

 

Martijn  Anthonissen 

Harald van Brummelen  

Daan Crommelin 

Johan Dubbeldam 

Joep  Evers 

Yabin Fan 

Charlotte Hemelrijk 

Kundan Kumar 

Igor Stojkovic 

Chris van der Zee 

VU University of Amsterdam,  教授

University of Utrecht, 教授 

VU University of Amsterdam,  教授

University of Nijmegen,  教授 

TU Eindhoven, 教授 

Leiden University,  教授 

CWI, Amsterdam, 研究員 

CWI, Amsterdam,  研究員 

TU Eindhoven, 准教授 

TU Eindhoven, 准教授 

TU Eindhoven, 博士課程 

VU University of Amsterdam,  博士

課程 

TU Eindhoven, 准教授 

VU University of Amsterdam, 教授 

CWI, Amsterdam,  研究員 

YU Delft, 准教授 

TU Eindhoven, 博士課程 

TU Eindhoven, 博士課程 

University of Groningen, 教授 

TU Eindhoven, 博士課程 

TU Delft, 研究員 

TU Eindhoven, 准教授 

Nonlinear PDEs 

Mathematical biology 

Nonlinear PDEs 

Mathematical statistical physics 

Nonlinear PDEs 

Nonlinear PDEs 

Biomodeling & Biosystems Analysis 

ODEs and PDEs 

Nonlinear PDEs 

Free boundary problem  

Homogenization of RD systems  

Nonlinear PDEs 

 

Numerical Analysis 

Numerical Analysis 

Stochastic ODEs 

Mathematical Physics 

Particle systems 

Nonlinear PDEs 

Mathematical biology 

Nonlinear PDEs 

Stochastic differential equations 

Numerical Analysis 



     

- 4 - 

7．セミナー概要（セミナーの目的・実施状況・成果等を簡潔に記載してください。） 

・セミナーの目的  

ヨーロッパでは， 現実の問題を解決するために， その現象を記述する微分方程式による数理モデ

ルを提案し， そのモデルを解析する手法が盛んに取られている。オランダには，この視点から新

しい見方を提唱している優れた研究者が多くいる。それに対し日本では， 数理モデルを提案し， 現

実的な問題の解決に貢献しようとする研究は少ないように見受けられる。一方，日本では，発展方

程式という微分方程式系を抽象的に見る理論が独自の発展を遂げている。従って， 良き素材と遭

遇することで，その抽象理論をおおいに進展させることができるものと考えた。以上の状況を踏ま

え， 本セミナーの目的を「オランダと日本との， 微分方程式による数理モデルの解析に関連する

研究を交流することで， お互いの数理モデルの質を向上させ， 新たな数学理論の構築を目指すこ

と」とした。 

・実施状況 

本セミナーは，平成23年11月7－15日に会場を”Green Room of Eurandom”教室として，アイント

ホーヘン工科大学数理情報学部をホストのもと開催された。セミナーの運営委員は，日本側が愛木

豊彦（岐阜大学），剣持信幸（佛教大学），オランダ側はA. Muntean(TU Eindhoven)，J. Hulshof(VU 

University of Amsterdam )である。参加人数は日本側19名，オランダ側20名で合計39名である。

講演数は36あり，そのうちの19が1時間講演であった。また，若手研究者によるポスターセッショ

ンによる発表も12本あった。成果発表・研究討議が行われた主な話題を示す。 

1) 医学モデル 高血圧症による心臓肥大や腫瘍の成長を記述する数理モデルの適切性や，現在の

モデルの欠点を指摘し，今後のモデリングのあり方等が議論された。 

2) 仮似変分不等式の解析 近年，研究がおおいに進んだ仮似変分不等式の概念を用いた数理モデ

ルの扱い方が報告された。 

3) 粒子法によるモデリング 粒子法を用いた磁化過程を記述する方程式の取り扱いが報告され，

この分野のこれからの研究の方向が議論された。  

4) 退化放物型方程式の解析 取り扱いが難しい退化型方程式に関する研究成果が報告された。 

5) 均質化理論とtwo-scale問題 多孔性物質における現象の記述方法として，現在，注目が集まっ

ている均質化理論に関する研究成果が報告された。 

6) コンクリート腐食問題 コンクリートの腐食に対する新しい数理モデル，腐食速度の評価など

が報告され，今後のモデリングの方向などが議論された。 

・成果 

(1) オランダと日本，純粋系数学を題材とする研究者と数理モデルを扱う研究者との交流が深まり，

それぞれの両者が今後の研究の指針を得ることができた。 

(2) 両国の若手研究者がお互いの研究状況を知ることができた。特に，日本の若手研究者にとって

は，ヨーロッパの動向を知る良い機会となった。 


