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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 24 年 4 月 12 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  早稲田大学・理工学術院    

（ふりがな）         おお  たに      みつ   はる 

職・氏 名  教授・ 大  谷  光  春     
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ ドイツ  ）とのセミナー（振興会対応機関：  ＤＦＧ  ） 

 

 

2． セミナー名     発展方程式，その周辺と応用                    

 

 

3． 期   間  平成 ２４年 ３ 月 １９日 ～ 平成 ２４年 ３月２３日（ ５日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名）  東京  早稲田大学西早稲田キャンパス 55 号館第三会議室     

 

5． 参加者数   日本側               ３１ 名 
（代表者を含む） 

相手国側      １４名    計 ４６ 名 
 

その他の国             １名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（振興会により経費を負担された参加者に＊印を付けてください。） 

氏    名 所属・部局・職名 専    門 

大谷 光春 

剣持 信幸＊ 

八木  厚志  

愛木 豊彦＊ 

赤木  剛朗＊ 

石渡 通徳＊ 

小川  卓克 

小澤  徹 

黒木場 正城＊ 

柴田 良弘 

鈴木  貴  ＊ 

仙葉  隆  ＊ 

三村 昌泰 

山田  義雄 

山内 雄介 

深尾 武史 

山崎 教昭 

村瀬 勇介 

渡邉  紘 

大枝 和浩 

原田 潤一 

松浦 啓 

江夏 洋一 

側島 基宏 

冨澤 佑季乃  

石田 祥子 

瓜屋 航太  

杉山 裕介 

内免  大輔 

千頭  昇 

吉井  健太郎  

早稲田大学理工学術院・教授 

仏教大学教育学部・教授  

 大阪大学大学院工学研究科・教授  

岐阜大学教育学部・准教授  

神戸大学システム情報学研究科・准教授

福島大学・共生システム理工類・准教授

東北大学大学院理学研究科・教授 

早稲田大学理工学術院・教授 

室蘭工業大学大学院工学研究科・准教授

早稲田大学理工学術院・教授 

大阪大学大学院基礎工学研究科・教授

九州工業大学工学研究院・教授 

明治大学理工学部・教授 

早稲田大学理工学術院・教授 

早稲田大学理工学術院・助教 

京都教育大学教育学部・准教授  

神奈川大学・准教授 

名城大学・助教 

サレジオ工業高等専門学校・助教 

早稲田大学基盤理工学部・助手 

早稲田大学先進理工学部・助手 

早稲田大学理工学術院総合研究所・嘱託

早稲田大学基盤理工学部・大学院 D3 

東京理科大・大学院 D2 

中央大学・大学院 D2 

東京理科大・大学院 D1 

  東北大学・大学院 D1 

東京理科大・大学院 D1 

鳴門教育大学大学院学校教育研究科 M2

東北大学・大学院 M2 

東京理科大・研究生 

非線形発展方程式 

非線形発展方程式 

非線形発展方程式 

非線形発展方程式 

非線形発展方程式 

非線形偏微分方程式 

非線形偏微分方程式 

非線形偏微分方程式 

非線形偏微分方程式 

非線形偏微分方程式 

非線形偏微分方程式 

非線形発展方程式 

非線形発展方程式 

非線形発展方程式 

非線形偏微分方程式 

非線形偏微分方程式 

非線形偏微分方程式 

非線形偏微分方程式 

非線形発展方程式 

非線形偏微分方程式 

非線形偏微分方程式 

非線形偏微分方程式 

非線形偏微分方程式 

非線形発展方程式 

非線形偏微分方程式 

非線形発展方程式 

非線形偏微分方程式 

非線形偏微分方程式 

非線形偏微分方程式 

非線形偏微分方程式 

非線形偏微分方程式 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 Helmholtz Center Munchen, TU Munchen・教授・ Messoud Efendiev 

 

(3) 相手国参加者（代表者の氏名の前に○印を付してください。また、振興会により経費を負担された参加者に

＊印を付けてください。） 

   

(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 

Nicolas Meunier Paris Descartes University・准教授（France） Nonlinear PDE 

  

 

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

セミナーの目的  本セミナーの目的は、走化性粘菌の数理モデル（Keller-Segel 型方程式系）

などに代表される生物学・生態学に現れる数理モデル、準線形放物型方程式、自由境界問題にあら

われる方程式を主たる対象とし、楕円型方程式論及び発展方程式論の両面からの総合的な研究を、

日本・ドイツにおける、これらの分野を世界的にリードする研究者のみならず、次代を担う中堅研

究者や若手研究者をも交えて実行することにある。 

氏   名 所 属・職 名 専    門 

○Messoud Efendiev 

KarlHeinzHoffmann 

Angela Stevens 

Jurgen Fuhrmann 

Ekaterina A. Kostina 

Thomas Lorenz 

Maria Lukacova 

Matthias Röger 

Christian Rohde  

Barbara Wohlmuth  

Hans Knüpfer  

Stefan Neukamm 

Stefanie Sonner 

Sabine Eisenhofer  

Helmholtz Center München・教授 

Technical University of München・名誉教授

Münster University ・教授 

Weierstrass Institute ・主任研究員 

University of Marburg・教授 

Goethe University Frankfurt・教授 

University of Mainz・教授 

Technical University of Dortmund・准教授

University of Stuttgart ・教授 

Technical University of Munich・教授 

University of Bonn・PD  

Max Planck Institute・PD 

Helmholtz Center München・PD 

Helmholtz Center München・D2 

 

 

 

 Nonlinear PDE 

 Mathematical Modeling

 Nonlinear PDE 

Nonlinear PDE 

Nonlinear PDE 

Nonlinear PDE 

Mathematical Modeling 

 Nonlinear PDE 

 Nonlinear PDE 

 Nonlinear PDE 

Nonlinear PDE 

Nonlinear PDE 

Nonlinear PDE 

Nonlinear PDE 
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セミナーの内容   以下の各課題について研究成果発表・討議が行われた． 

（１） 生物学・生態学にあらわれる数理モデルの数学的解析とその数値シミュレーション  

（ 交差拡散項を伴う反応拡散方程式、競合生態モデル等の解の漸近挙動及び 

定常解の安定性に関する研究など ） 

（２） 走化性粘菌の数理モデルの解析 

（ 時間大域解の減衰度及び漸近形の解析，解の爆発機構の解明、 

類似のモデル（半導体モデルなど）との関連の解析など ） 

（３） 従来型（決定論的）無限次元力学系及び確率過程的無限次元力学系の研究  

（ （従来型）無限次元力学系に対する抽象的枠組みでの基礎理論の進展、 

 確率過程的無限次元力学系への従来理論の応用及び従来理論との差異の探索など ） 

 （４） 半群理論の応用と準線形放物型方程式の解の長時間挙動の解析 

    （ 半群理論の時間大域解の存在への応用、大域アトラクター、指数アトラクター 

の構成及び大域アトラクターの有限次元性、無限次元性の解析など ） 

（５） 自由境界問題・相転移問題における諸問題の解析 

       （ 物質工学にあらわれるさまざまな自由境界問題・相転移問題の数学的定式化及び 

     その数学的解析、生物学・生態学にあらわれる数理モデルにおける 

     自由境界問題・相転移問題の探索など ）  
（６） その他、上記の研究に関連する課題  
 
セミナーの成果   
 

本セミナーは上記の課題に対する第一回日独二国間セミナー（2009 年 9 月 7 日-11 日開催，於

Helmholtz Center München, Germany）を直接的に引き継いだ日本側開催のセミナーである。   

前回と同様に，上記の研究課題に関する今後の研究指針を探る上で極めて貴重な機会となった

ばかりでなく、これらの分野における両国研究者の中堅・若手を含めた人的交流のよい機会とな

った。 

今回の成果を継続的に、より発展・深化させるためにも、同趣旨の会議を定期的に日本・ドイ

ツにおいて開催すべきとの声が、両国の多くの参加者から聞かれた。 

 


