
若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ＩＴＰ） 

平成 25年度事後評価資料（実施報告書） 

        1             （平成２５年度事後評価） 
この様式は、独立行政法人日本学術振興会において定められたものです。追加を認められている項目を除き、様式の改変はできません。 

                                      【公表】 

事業名 
特異点・トポロジー・数理解析を基盤とする北大モデル数学若手研究者国際派遣

事業 

申請大学 

大学名・申請専攻等名 
北海道大学・大学院理学研究院数学部門 

主担当教員 

所属・職・氏名 
北海道大学大学院理学研究院・教授・石川剛郎 

  

１．事業の実施状況 

（１）申請時に提出した事業の目的及び将来構想の概要 

● 学術分野「数学」の特性に基づき、特異点・トポロジー・数理解析という、数学を起点とする

諸科学への進展について大きな力となる基盤的、普遍的な言語・方法に基づいた若手研究者の派

遣事業を行う。アジア・ヨーロッパ・アメリカにおける数学研究の促進と若手研究者養成のため

の人的ネットワークを、個人ベースの交流、少人数による共同研究・国際交流から次第に ITP 事

業を通じて発展させていく。そのための仕組みを北海道大学の包括的な国際戦略、数学部門の将

来計画（数学研究所構想）、科研費や(G)COEに基づく事業と有機的に連携しながら、組織的に構築

する。今後の若手研究者の海外派遣の１つの標準的なモデル（仮に「北大モデル」とよぶ）を確

立することが、本プロジェクトの目標である。 

● 具体的な派遣目的としては、パートナー機関とのプロジェクト型共同研究による教育、６ヶ月

以上１年までの長期滞在型単位取得を目的とした教育、海外の special semester や special year

に若手研究者を派遣して研修させる教育、等を設定する。 

● 海外派遣の具体的なシステムとして、派遣若手研究者を筆記試験等の客観的基準で行う厳格な

選考で選び、選ばれた若手研究者の動機付け・個別研究内容を優先させる。指導教員や若手研究

者がすでに個人ベースの共同研究を行っている派遣先と連絡をとり、若手研究者が研究上最適な

拠点に滞在できるように対応し、また、派遣期間についても、若手研究者の研究計画に沿って柔

軟に対応する。また、派遣研究者を ITP事業による企画研究集会等の運営にも部分的に参画させ、

他の ITP 海外派遣者、後輩などに情報提供すること等によって派遣事業に関われるような循環・

還元システムを作る。一方では、海外派遣による若手研究者の成果を的確に検証し、奨励する仕

組みを作り、その結果を目に見える形に公開していく。以上の方法によって、若手研究者がより

多くの視点を得る機会を持ち、将来にわたる海外の研究上の友を作り、国際性の高い研究者とし

て成長するようサポートする。その結果として、国際的リーダーを育成する仕組みを構築する。

さらに、ITP 事業により、専攻における数学教育研究活動と北海道大学における国際交流活動を、

さらに活発化させていく。以上のように、すでに申請書に書き、またヒヤリングで説明している

内容に基づいた目標設定を行い、事業を円滑に推進していく。 

 

 

・上述の目的に対する達成状況とその理由 
   

□目標を上回る成果を得た 

■十分に達成された 

   □概ね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

【理由】 

●若手数学者の海外派遣の標準的なモデルを構築する目的は十分に達成していると自負する。派遣事

業は小規模ながらも順調に実施され、派遣システムは安定的に機能したと言える。派遣された若手研

究者は十分な成果を挙げ高い能力を獲得して帰国し、ITP 事業によって海外で活躍したことの実績がプ

ラスとなり、アカデミックポストの職を得ている派遣者もいる。また ITP 事業の広報にも最大限努力

している。しかし、申請時から将来構想に関しての大きな状況変化のため、数学部門・数学専攻にお

いて派遣できる若手研究者の絶対数が少ないという現状があり、結果的に派遣実績が少ないのが事実

であった。また、海外パートナー機関との連携はまだまだ不十分である。今後も、ITP事業のノウハウ
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を生かし、若手研究者の育成および海外機関との連携を可能な範囲で、より推進していきたい。 

● 平成２１年度までの事業に関して中間評価により、「概ね成果をあげており、現行の努力を続

けて事業を継続させるべき」との評価を受け、引き続き努力を行った。中間評価後も、派遣シス

テムを微調整した上で、派遣者部門・専攻内での公募を行い、２ヶ月以上の長期派遣希望若手研

究者に対し面接試験を実施した。博士課程学生に関しては、実施済みの筆記試験の成績を基に、

指導教員の指導計画も尊重して派遣の可否を判定した。 

● 派遣を希望する学生・若手研究者に対しては、その若手研究者を実際に指導している指導教員

およびその若手研究者の専門分野が近い ITP 担当教員が協力して、事前に綿密に検討し、学術的

に無理がある、あるいは時期尚早であって申請は次年度以降が良い、などの問題点がある場合は、

申請を思いとどまるよう指導することができた。その結果、面接まで至らず数年度に申請し、そ

の時点で派遣が実現した例もある。このように、本 ITP 事業は、数学部門・数学専攻単位で事業

を実施したこともあり、綿密なケアができたことは良かったことだと思う。このような事業が、

単なる数値で表されないきめ細かな対応が可能であったことを考えると、申請事業の実施単位の

規模も重要であったと考える。数学の分野では最適な方法が取れたと自負している。 

● 数学という学術分野の特性から、研究者は機関に固定せず、流動性を持っている。派遣に最適

な機関が、各若手研究者に関しても固定されているわけではない。その結果、この事業申請の主

旨から、ヒヤリング時および採択後の事業申請の時から一貫して、各若手研究者の派遣先につい

ては、若手研究者の動機付け・個別研究内容をまず優先させ、指導教員や若手研究者がすでに個

人ベースの共同研究を行っている派遣先と連絡をとり、若手研究者が研究上最適な拠点に滞在で

きるように対応している。また、派遣期間についても、若手研究者の研究計画、および受け入れ

先関係教員の都合も配慮して、柔軟に対応すること事業期間全般に渡って一貫し変わらなかった

点である。また、ITP 派遣者の旅費に関して、教育上の配慮から旅費については実費を支払うこと

とし、実効的な派遣の実施につとめた。 

● 派遣若手研究者は派遣先において充実した研究生活を送り、成果を上げ、国際性を身につけて

帰国している。帰国した派遣者若手研究者は英語での「帰国報告書」を書き、また長期派遣者に

ついては「帰国報告会」において英語による成果発表を行った。このように国際性の獲得につい

ての検証を充分に行った。その結果、派遣後、若手研究者が、九州大、広島大、信州大、などの

アカデミックポストへの就職が決まったことは、ITP 事業の有効性を示すと考えられる。 

● パートナー機関との共同企画を多数実施し、北大の若手研究者と海外パートナー機関の若手研

究者の活発な交流を促した。一方では、ITP長期派遣者が、海外滞在中の様子を後輩等に知らせる

ことにより、後続の派遣者への情報提供する活動も行った。若手研究者の海外派遣への意欲を高

める環境作りに努めた。また、海外パートナー機関との交流を深め、派遣者の滞在が円滑かつ有

意義なものになるように、長期派遣者の派遣先との連絡をより一層密にする活動も行った。長期

派遣者の滞在中のパートナー機関に担当教員を派遣し、派遣若手研究者のケアを行うと共に、パ

ートナー機関との連携強化の活動を多数実施した。以上の活動については、北大数学 ITP のホー

ムページ http://www.math.sci.hokudai.ac.jp/itp/index_j.html.ja  

において報告し、周知・情報提供を行った。現在も北海道大学理学研究院数学部門のアーカイブ

として、そのままの URL で掲載されている。 

● このように、「数学分野において理想的な派遣方式の一つの提案」を試行的に行い、順調に成

果を挙げた。以上の理由から、事業の目的は概ね達成されたと考える。ただし、海外パートナー

機関からの若手研究者の受け入れに関しては、相手先の経済的な理由等により、組織的な受け入

れができなかったことは残念だった。また、派遣システムとして、若手研究者の滞在中の安全性・

事故対応に関してシステム化できなかったことも残念な点であった。 

● 今後の国際交流事業に関しては、事業途中で、公募されて関連する事業について、事業規模

の観点から申請をあきらめた経緯もあったが、今後、ITP 事業の成果を生かして、北大数学部門に

おいて、若手研究者育成事業の一環として可能な範囲で海外派遣を行っていくことになった。ま

た大学と連携することにより、ダブルディグリー制度の締結等を推進していく活動につなげるこ

とができた。いろいろと不満な点ももちろん多くあり自戒するところも大であるが、主担当教員

の学生時代は海外渡航など考えられなかったことを考えると、無事事業を終了した今、有意義に

ITP 事業を行って本当に良かったと実感している。 
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（２）若手研究者養成のための組織的な取組状況 

 

①若手研究者養成のための組織的な枠組み作り、及び実施機関全体としての事業実施・支援体制の整

備状況 

● 数学という各術分野においての派遣方式の一つの提案として「北大モデル」を実施した。筆記

試験等の厳格な選考により選ばれた若手研究者の動機付け・個別研究内容を優先させた。すでに

個人ベースの共同研究を行っている派遣先と協力し、若手研究者の研究計画に沿った派遣期間を

設定する等、研究上最適な拠点に滞在できるよう柔軟に対応した。その結果、海外パートナー機

関は追加申請し、学術振興会からその主旨を認められて変更許可を得た。派遣研究者を本事業に

よる企画の運営にも部分的に参画させ、他の ITP海外派遣者や後輩に情報提供すること等によっ

て派遣事業に関われるような循環・還元システムを作った。一方では、海外派遣による成果を的

確に検証し奨励する仕組みを作り、その結果を目に見える形に公開した。以上により、若手研究

者がより多くの視点を得る機会を持ち、将来にわたる海外の研究上の友を作り、国際性の高い研

究者として成長するようサポートすることが可能となった。 

● 機関全体として、海外パートナー機関との協定の締結が進展し、国際交流を大きく支援した。

具体的な枠組みとしては、派遣者部門・専攻内での公募を行い、長期派遣希望若手研究者に面接

を実施し、博士前期・後期課程学生に関しては、筆記試験の成績、指導教員の指導計画も尊重し

て派遣の可否を判定した。派遣先は若手研究者の動機付け・個別研究内容を優先させ、指導教員

や若手研究者がすでに個人ベースの共同研究を行っている派遣先と綿密に連絡をとり、若手研究

者が研究上最適な拠点に滞在できるように対応した。機関の事業も尊重したが、各若手研究者に

とってどの時期にどの機関に派遣するのが最適か、こまめに検討し、最善の策を講じた。また、

派遣期間について、若手研究者の研究計画に沿って柔軟に対応した。長期派遣者には ITP 認定証

を授与し壮行した。受け入れ研究者および当該数学教室主任等に受け入れ体制の要請文を送付す

るなど派遣若手研究者のケアを行った。派遣者若手研究者全員が英語での「帰国報告書」を書き、

また長期派遣者については「帰国報告会」において英語による成果発表を行わせ、国際性の獲得

についての検証を充分に行った。また、共同企画を多数実施し、北大の若手研究者と海外パート

ナー機関の若手研究者の交流を促すことができた。派遣研究者を ITP 事業による企画研究集会等

の運営にも部分的に参画させることができ、将来の指導者を育成することができた。今後もさら

に、ITP 事業により、専攻における数学教育研究活動と北海道大学における国際交流活動を、さ

らに活発化させていく所存である。機関として、あるいは担当部門として、海外パートナー機関

との連携を支援するために大学間協定、部局間協定を締結する努力を引き続き行っている。 

 

②海外パートナー機関との連携状況（海外パートナー機関との間で形成したネットワークの活用状

況、共同企画や海外パートナー機関からの受入等、双方向の交流についても言及して下さい。） 

● 数学という学術の特徴に基づき、それぞれの海外パートナー機関との個人ベースの共同研究か

ら始めて、大学間協定、学生交流を着実に進めた。派遣された若手研究者の研究活動・交流活動

をサポートするために、長期派遣者の受け入れ機関の研究者・専攻長に連絡をとり，宿舎等の手

配や数学教室でのオフィスの使用、計算機ネットワーク環境使用、図書館使用についての受け入

れ体制を確認した。 

● 初年度の２０年度においては、その際、個人ベースでの協力に留まっているケースもあったが、

２１年度以降からは、より組織的な協力体制を強めるための活動を実行することができた。小規

模ながら長期派遣、若手研究者短期派遣（共同企画参加・発表等を含む）、担当教員派遣の視察・

国際交流活動も多数実施した。海外パートナー機関との共同企画シンポジウムの開催については、

サンパウロ大学、ソウル大学、バレンシア大学、ポーランド科学アカデミー等との共同企画シン

ポジウムを実施し、若手研究者全員（修士課程学生を含む全員）が英語による講演またはポスタ

ー発表を行い、同時に参加した海外パートナー機関の若手研究者と国際交流を深めることができ

た。同時に参加した海外パートナー機関の若手研究者と交流を深めることができた。一方で、組

織的ではないが、海外パートナー機関からの個別の多くの研究者を受け入れ、ITP 効果により双

方向の交流を進めることができたが、いまだ双方向の交流が活発ではない海外パートナー機関も

あり、今後の若手研究者育成や国際交流事業に関する課題となっている。 
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（３）本事業による取り組み成果の国内外に対する情報発信の状況 

● 北海道大学理学研究院数学部門のホームページ内に本事業のホームページを置いて、事業内

容（若手研究者派遣状況，帰国報告書等も含む）を公開し、情報発信に努めた： 

http://www.math.sci.hokudai.ac.jp/itp/index_j.html.ja 

海外派遣による若手研究者の成果を的確に検証し、奨励する仕組みを作り、その結果を目に見え

る形に公開することができた。 

 

 
 

● ホームページには、事業の概要の他に、ITP 海外派遣を希望する若手研究者のために、本事

業の海外パートナー機関の情報 

http://www.math.sci.hokudai.ac.jp/itp/visions/partners.html.ja 

を掲載した。 

 

● 派遣された若手研究者が派遣先において充実した研究生活を送っていること、海外滞在中の

様子を英文で知らせることにより、今後の後続の派遣者への情報提供するために「滞在研究レポ

ート」を掲載している： 

http://www.math.sci.hokudai.ac.jp/itp/publications/index.html.ja 

このように、他の ITP 海外派遣者、後輩などに情報提供することなどによって、「ITPボランティ

アーズ」として派遣事業に関われるような循環・還元システムを作っている。この情報は、派遣

若手研究者の情報発信のトレーニングとなると共に、将来の海外派遣を考えている若手研究者の

ための情報ともなっている。 

 

● 一方では、ITP事業の広報のためのポスター作成を行い、若手研究者の海外派遣への意欲を高

める環境作り、情報発信に努めた。 
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２．今後の展望 
・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。（自己資金、若しくは他の競争的資金等

による同様の事業の継続状況等） 

● 今後の国際交流事業に関しては、ITP 事業の遂行の途中で、公募されて関連する他の事業に

ついて、申請を検討したが、各年度の最低派遣数などのデューティーがあり、当数学部門の事業

規模の観点から申請をあきらめた経緯もあった。今後、ITP 事業の成果を生かして、北大数学部

門において、若手研究者育成事業の一環として可能な範囲で海外派遣を行っていくことになった。 

● 実際、ITP 事業終了後の平成２５年度以降も、北海道大学理学研究院数学部門・理学院数学専

攻において、ITP 後継事業として、小規模ながら自己資金に基づき、若手研究者の派遣事業を継

続していく。実際、平成２５年から北海道大学理学研究院数学部門内に、「若手研究者育成委員会」

を設け、北大数学部門において、若手研究者育成事業の一環として、今後、ITP 事業の成果を生

かして、ITP 後継事業を行い、可能な範囲で海外派遣を行っていくことになった。また大学とし

てダブルディグリー制度の締結等について推進していく活動につなげることができた。たとえば、

海外パートナー機関の一つであるカリフォルニア大学との大学間協定は、ITP 事業での実績を基

に、理学研究院の数学部門が中心の１つとなって継続していくことになった。 
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資料１．若手研究者の養成 

（１）海外パートナー機関への派遣者数及び派遣期間 
 ・海外パートナー機関との共同企画参加のみの派遣を除きます。 

  ・さらに派遣者がいる場合は欄を追加して下さい。 

 

①第 1年度（平成 20年度） 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1 カリフォルニア大学バークレー校

数理科学研究所（アメリカ・バーク

レー） 

2008 年 5 月 4 日～

2008 年 5 月 11 日 

（8 日） 

北海道大学大学院

理学院数学専攻 

博士後期課程 3 年 

2 
グルノーブル大学フーリエ研究所

（フランス・グルノーブル） 

2008 年 5 月 10 日～

2008 年 8 月 7 日 

（90 日） 

北海道大学大学院

理学研究院 

専門研究員 

3 
ダーラム大学数理科学科（イギリ

ス・ダーラム） 

2008 年 6 月 30 日～

2008 年 9 月 29 日 

（92 日） 

北海道大学大学院

理学研究院 

研究員 

4 
トリエステ大学数学情報科学科（イ

タリア・トリエステ） 

2008 年 8 月 31 日～

2008 年 11 月 27 日 

（89 日） 

北海道大学大学院

理学研究院 

学術研究院 

5 
南洋理工大学数理科学科（シンガポ

ール・シンガポール） 

2008 年 8 月 31 日～

2008 年 11 月 2 日 

（64 日） 

北海道大学大学院

理学研究院 

学術研究院 

6 
ペンシルバニア州立大学数学科（ア

メリカ・ニューヨーク） 

2008 年 10 月 1 日～

2009 年 3 月 30 日 

（181 日） 

北海道大学大学院

理学研究院 

専門研究員 

7 
ニューヨーク大学クーラン数理科

学研究所（アメリカ・ニューヨーク） 

2008 年 10 月 25 日～

2009 年 3 月 31 日 

（158 日） 

北海道大学大学院

理学院数学専攻 

博士後期課程 1 年 

8 計７名   

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

②第 2年度（平成 21年度） 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1 ニューヨーク大学クーラン数理科

学研究所（アメリカ・ニューヨーク） 

2009 年 4 月 1 日～2009 年 4

月 1日 

（1日） 

北海道大学大学院

理学院数学専攻 

博士後期課程 1 年 

2 シンガポール国立大学数学科（シ

ンガポール・シンガポール） 
平成 21 年 4 月 5 日～平成

21年 6月 5日（62日） 

北海道大学大学院

理学研究院 

専門研究員 

3 バレンシア大学数学部（スペイ

ン・バレンシア） 
平成 21 年 4 月 28 日～平成

21年 7月 2日（66日） 

北海道大学大学院理

学院数学専攻 

博士後期課程 2年 

4 ミシガン大学数学科（アメリカ・

アナーバ） 
平成 21 年 9 月 1 日～平成

22年 3月 31日（212日） 

北海道大学大学院

理学研究院 

専門研究員 

5 ダーラム大学数理科学科（英国・
平成 21 年 10 月 1 日～平成

21年 12月 2日（63日） 

北海道大学大学院理

学院数学専攻 
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ダーラム） 博士後期課程 2年 

6 プロバンス大学数学情報センター

（フランス・マルセイユ） 
平成 21年 10月 31日～平成

22年 2月 1日（95日） 

北海道大学大学院理

学院数学専攻 

博士後期課程 1年 

7 計６名（前年度継続１名）   

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

 

 



若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ＩＴＰ） 

平成 25年度事後評価資料（実施報告書） 

        8             （平成２５年度事後評価） 
この様式は、独立行政法人日本学術振興会において定められたものです。追加を認められている項目を除き、様式の改変はできません。 

 

 

 

③第 3年度（平成 22年度） 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1 ミシガン大学数学科（アメリカ・ア

ナーバ） 
平成 22 年 4 月 1 日～平成

22年 8月 31日（153日） 

北海道大学大学院 

理学研究院 

専門研究員 

2 グルノーブル大学フーリエ研究所

（フランス・グルノーブル） 
平成 22 年 5 月 1 日～平成

23年 3月 31日（335日） 

北海道大学大学院 

理学研究院 

専門研究員 

3 グルノーブル大学フーリエ研究所

（フランス・グルノーブル） 

平成 22 年 9 月 5 日～平成

23年 3月 31日（208日） 

北海道大学大学院 

理学研究院 

専門研究員 

4 計３名（前年度継続１名）   

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

 

 

④第 4年度（平成 23年度） 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1 グルノーブル大学フーリエ研究所

（フランス、グルノーブル） 

平成 23 年 4 月 1 日～平成

23年 4月 29日（29日） 

北海道大学大学院理

学研究院 

専門研究員 

2 グルノーブル大学フーリエ研究所

（フランス、グルノーブル） 

平成 23 年 4 月 1 日～平成

23年 9月 1日（154日） 

北海道大学大学院

理学研究院 

専門研究員 

3 サンパウロ大学数学及び計算科学

研究所（ブラジル、サンカルロス） 

平成 23年 4月 15日～平成

24年 1月 29日（290日） 

北海道大学大学院

理学研究院 

専門研究員 

4 インディアナ大学数学科（アメリ

カ、ブルーミントン） 

平成 23年 9月 1日～平成

23年 12月 2日（93日） 

北海道大学大学院

理学研究院 

学術研究員 

5 ユタ州立大学数学統計学科（アメリ

カ、ローガン） 

平成 24年 3月 13日～平成

24年 3月 31日（19日） 

北海道大学大学院

理学研究院 

博士課程後期２年 

6 計５名（前年度継続２名）   

7    

8    

9    
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10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

 

 

 

 

 

⑤第 5年度（平成 24年度） 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1 ユタ州立大学数学統計学科（アメリ

カ、ローガン） 

平成 24年 4月 1日～平成

24年 6月 5日（66日） 

北海道大学大学院

理学研究院 

博士課程後期３年 

2 
ライプチヒ大学数学計算科学部（ド

イツ、ライプチヒ） 

平成 24 年 4 月 3 日～平成

24年 7月 21日（102日） 

※平成 24 年 6 月 17 日～平

成 24 年 6 月 24 日は就職面

接のため一時帰国 

北海道大学大学院

理学研究院 

研究員 

3 メリーランド大学数学科および物

理工学研究所（アメリカ、カレッジ

パーク） 

平成 24 年 8 月 7 日～平成

24年 10月 11日（66日） 

北海道大学大学院

理学研究院数学部

助教 

4 計３名（前年度継続 1名）   

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

 

 

⑥第 6年度（平成＿年度） 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1    

2    

3    

4    

5    
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（２）派遣若手研究者の選考状況 

 

①選考結果 

  派遣者数 応募者数 

第 1 年度（平成 20年

度） 
７ ／ ７（新規７） 

第 2 年度（平成 21年

度） 
６ ／ ６（新規５継続１） 

第 3 年度（平成 22年

度） 
３ ／ ３（新規２継続 1） 

第 4 年度（平成 23年

度） 
５ ／ ５（新規３継続２） 

第 5 年度（平成 24年

度） 
３ ／ ３（新規２） 

第 6 年度（平成_年度）    

 

②募集・選考方法 

● 海外派遣の具体的なシステムとして、派遣若手研究者を筆記試験等の客観的基準で行う厳格な

選考で選び、若手研究者の動機付け・個別研究内容を優先させる。指導教員や若手研究者がすで

に個人ベースの共同研究を行っている派遣先と連絡をとり、若手研究者が研究上最適な拠点に滞

在できるように対応し、また、派遣期間についても、若手研究者の研究計画に沿って柔軟に対応

する。また、派遣研究者を ITP事業による企画研究集会等の運営にも部分的に参画させ、他の ITP

海外派遣者、後輩などに情報提供すること等によって派遣事業に関われるような循環・還元シス

テムを作る。一方では、海外派遣による若手研究者の成果を的確に検証し、奨励する仕組みを作

り、その結果を目に見える形に公開していく。以上の方法によって、若手研究者がより多くの視

点を得る機会を持ち、将来にわたる海外の研究上の友を作り、国際性の高い研究者として成長す

るようサポートする。その結果として、国際的リーダーを育成する仕組みを構築する。さらに、

ITP 事業により、専攻における数学教育研究活動と北海道大学における国際交流活動を、さらに

活発化させていく。以上のように、すでに申請書に書き、またヒヤリングで説明している内容に

基づいた目標設定を行い、事業を円滑に推進していく。 

● 具体的なシステムとして、筆記試験等の厳格な選考により選ばれた若手研究者の動機付け・個

別研究内容を優先させた。すでに個人ベースの共同研究を行っている派遣先と協力し、若手研究

者の研究計画に沿った派遣期間を設定する等、研究上最適な拠点に滞在できるよう柔軟に対応し

た。その結果、海外パートナー機関は追加申請し、学術振興会からその主旨を認められて変更許

可を得た。 

● ヒヤリング時の計画および採択時の事業申請の通りに、派遣を希望する学生・若手研究者に対

しては、その若手研究者を実際に指導している指導教員およびその若手研究者の専門分野が近い

ITP 担当教員が協力して、事前に綿密に検討し、学術的に無理がある、あるいは時期尚早であっ

て申請は次年度以降が良い、などの問題点がある場合は、申請を思いとどまるよう指導すること

ができた。その結果、面接まで至らず数年度に申請し、その時点で派遣が実現した例もある。 

以上の理由により、応募者数と派遣者数は同数となっている。（応募者は面接後全員を派遣した。） 
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（３）海外パートナー機関との連携状況、及び海外パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資す

る具体的な活動内容（単位取得、外国語による学術論文作成、口頭研究発表、実験、インターンシッ

プ等）とその効果（派遣された若手研究者へのアンケート集計結果などがあれば、その抜粋を資料と

して添付して下さい。） 
 ・海外パートナー機関の数がさらにある場合は、欄を追加して下さい。 

 

①   機関名（国名）：復旦大学・数学科（中国） 

○パートナー機関との連携状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経費的

支援状況についても言及して下さい。） 

 
復旦大学から、Xiang Xu 氏を 2009年 09月 16日 ～ 2009年 10月 11 日の期間および 2010年 4月

22 日 ～ 2010 年 4 月 30 日の期間に ITP 担当教員が科研費等の資金により受け入れた。また、Jin 

Cheng 氏を ITP 担当教員が 2011年 2月 4日 ～ 2011 年 2月 8日に科研費等の資金で受け入れ、ま

た、Hua Chen 氏を ITP 担当教員が 2011年 8月 21日 ～ 2011年 8月 24 日に科研費等の資金により

受け入れた。なお、当パートナー機関の研究者と交流している ITP 担当教員が転出したが、引き

続き連携を続けていきたい。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 
ITP事業での若手研究者の派遣は実現しなかった。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：0人、延べ派遣日数：0日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：0人、延べ派遣日数：0日）  
研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：3人、延べ受入日数：43日）  

②  機関名（国名）：ソウル国立大学・数学専攻（韓国） 

○パートナー機関との連携状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経費的

支援状況についても言及して下さい。） 

 

平成２０年度に ITP共同企画として研究会を北大で開催し、若手研究者を受け入れ、連携を強化す

ることができた。また、ソウル国立大学から Ki-Ahm Lee 氏を 2010 年 7 月 20 日 ～ 2010 年 7 月

24日に、Cheng-Lung Lin 氏を 2011年 8月 11日 ～ 2011年 8月 25 日に、ITP 担当教員がそれぞれ

受け入れた。また、Urs Frauenfelder 氏を ITP 担当教員が 2012 年 1 月 26 日 ～ 2012 年 2 月 1

日に、Koert van Otto 氏を 2012年 1月 23日 ～ 2012年 2月 4日に科研費等で受け入れた。また

Jaehyun Hong 氏、Seonhee Lim 氏、Dano Kim 氏、Seok-Jin Kang氏、Cheolhyun Cho 氏、Jongil Park

氏を 2012年 12月 6日 ～ 2012年 12月 8日に科研費等の資金で受け入れた。また事業終了後、Panki 

Kim氏 (Seoul National University)を 2013年 2 月 1日 ～ 2013 年 2 月 7日に科研費等により受

け入れた。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 

平成２３年に短期ではあるが、ITP 事業での若手研究者の派遣が実現した（博士後期課程学生３

名）。現地の若手研究者との研究交流・国際交流を行うことができた。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：0人、延べ派遣日数：0日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：1人、延べ派遣日数：3日）  
研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：11人、延べ受入日数：65日）  
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この様式は、独立行政法人日本学術振興会において定められたものです。追加を認められている項目を除き、様式の改変はできません。 

③  機関名（国名）：韓国高等研究所・数学部（韓国） 

○パートナー機関との連携状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経費的

支援状況についても言及して下さい。） 

 
ITP共同企画として研究会を北大で開催し、若手研究者を受け入れた。連携を強化することができ

た。その他の受け入れとしては、Jun-Muk Hwang 氏 2009年 08月 07日 ～ 2009 年 08月 13 日の期

間に、Leobardo Rosales 氏 を 2012年 10月 14日 ～ 2012年 10月 16日に ITP 担当教員が、科研

費等の資金で受け入れている。事業終了後、Jaeyoung Byeon 氏(Korea Advanced Institute of 

Science and Technology) を 2013 年 8 月 20 日 ～ 2013 年 8 月 24 日 に科研費等により受け入

れている。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 
ITP事業での若手研究者の派遣は実現しなかった。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：0人、延べ派遣日数：0日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：0人、延べ派遣日数：0日）  
研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：3人、延べ受入日数：25日）  

④  機関名（国名）：台湾国立大学・数学科（台湾） 

○パートナー機関との連携状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経費的

支援状況についても言及して下さい。） 

 

台湾国立大学の Jong-Shenq Guo 氏を 2010年 8月 1日 ～ 2010年 8月 8 日に ITP 担当教員が科研

費等で受け入れた。台湾国立大学の Chiun-Chuan Chen 氏を 2011年 9月 5日 ～ 2011年 9月 10日

に ITP 担当教員が科研費等で受け入れた。また Jenn-Nan Wang 氏を別の ITP 担当教員が 2012年

4月 3日 ～ 2012年 4月 8日に科研費等の資金で受け入れた。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 
ITP事業での若手研究者の派遣は実現しなかったが、数学部門の若手研究者が滞在した実績があり、

交流を深めている。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：0人、延べ派遣日数：0日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：0人、延べ派遣日数：0日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：3人、延べ受入日数：20日）  

⑤  機関名（国名）： シンガポール国立大学・数学科（シンガポール） 

○パートナー機関との連携状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経費的

支援状況についても言及して下さい。） 

 

シンガポール国立大学から Hung Yean Loke 氏を 2010 年 2 月 18 日 ～ 2010 年 2 月 24 日の日程で

科研費等の資金により、ITP 担当教員以外の教員が受け入れた。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 
北海道大学大学院理学研究院専門研究員が平成 21 年 4 月 5 日～6 月 5 日（62 日）滞在し、研究交

流・国際交流を行い、研究成果を挙げ、国際性を深めた。ITP効果もあり、帰国後、アカデミック

ポストへの就職が決まった。現在、信州大学・専任講師。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：1人、延べ派遣日数：62日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：0人、延べ派遣日数：0日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：1人、延べ受入日数：7日）  

⑥  機関名（国名）：バレンシア大学・数学部（スペイン） 



若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ＩＴＰ） 

平成 25年度事後評価資料（実施報告書） 

        13             （平成２５年度事後評価） 
この様式は、独立行政法人日本学術振興会において定められたものです。追加を認められている項目を除き、様式の改変はできません。 

○パートナー機関との連携状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経費的

支援状況についても言及して下さい。） 

 

バレンシア大学から、Jose Salvador Moll 氏を 2009 年 11 月 13 日 ～ 2009 年 11 月 22 日の期間

に ITP担当教員が科研費等の資金で受け入れた。また、José M. Mazón 氏を 2010年 7月 25日 ～ 2010

年 8月 7日に別の ITP担当教員が科研費等の資金で受け入れ、さらに、 Luc Vrancken 氏をまた別

の ITP 担当教員が科研費等の資金により、2011年 4月 25日 ～ 2011年 4月 30日の期間で受け入

れた。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 

北海道大学大学院理学院数学専攻博士後期課程学生が平成 21年 4月 28日～7月 2 日（66日）滞在

し、研究交流・国際交流を行い、現地受け入れ教員との共同研究を実施し、国際性を深めた。また、

平成２１年度に共同企画を開催し、若手研究者を多数派遣し、英語による発表を全員行い、国際交

流・研究交流を行った。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：1人、延べ派遣日数：66日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：4人、延べ派遣日数：72日）  
研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：3人、延べ受入日数：30日）  

⑦  機関名（国名）：プロバンス大学・数学情報センター（フランス） 

○パートナー機関との連携状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経費的

支援状況についても言及して下さい。） 

 
パートナー機関からの受入実績は無かった。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 
北海道大学大学院理学院数学専攻博士後期課程学生が平成 21年 10月 31日～平成 22年 2月 1日（95

日）滞在し、研究交流・国際交流を行い、博士論文の準備を行うと共に、国際性を深めた。学際的

研究で成果を挙げ、今年度、学位授与予定となった。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：1人、延べ派遣日数：95日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：0人、延べ派遣日数：0日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：0人、延べ受入日数：0日）  

⑧  機関名（国名）：ダーラム大学・数理科学科（英国） 

○パートナー機関との連携状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経費的

支援状況についても言及して下さい。） 

 
ダーラム大学から、Farid Tari 氏を 2010年 1月 24日 ～ 2010年 2月 13日の期間に 

ITP担当教員が科研費等の資金に基づいて受け入れた。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 
北海道大学大学院理学研究院研究員が 2008 年 7 月 1 日～2008 年 9 月 28 日（90 日）滞在し、研究

交流・国際交流を行い、研究成果を挙げ、国際性を深めた。その効果もあり、滞在中に、アカデミ

ック・ポストへの就職が決まったため、当初の予定より早く帰国することとなった。 

現在、九州大学・助教（上記日数は、短縮後の日数。） 

その後、北海道大学大学院理学院数学専攻博士後期課程学生が 2009 年 10 月 1 日～12 月 2 日（63

日）滞在し、研究交流・国際交流を行い、博士論文の準備を行うと共に、国際性を深めた。帰国後、

微分幾何への特異点論の応用に関して着実な成果を挙げ、昨年度、学位を授与された。 
 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：2人、延べ派遣日数：153日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：3人、延べ派遣日数：46日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：2人、延べ受入日数：153日）  



若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ＩＴＰ） 

平成 25年度事後評価資料（実施報告書） 

        14             （平成２５年度事後評価） 
この様式は、独立行政法人日本学術振興会において定められたものです。追加を認められている項目を除き、様式の改変はできません。 

⑨  機関名（国名）：リバプール大学・数理科学科（英国） 

○パートナー機関との連携状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経費的

支援状況についても言及して下さい。） 

 
パートナー機関からの受け入れ実績は無かった。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 
ITP担当教員が連携強化および若手研究者の派遣のための調査・準備を行った。リバプール大学は、

特異点論の研究の世界的な中心であり、ぜひ、派遣を実現したかったが叶わなかった。ITP事業を

基に、今後も連携を強めていき、若手研究者の育成を通して、交流していきたい。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：0人、延べ派遣日数：0日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：2人、延べ派遣日数：18日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：0人、延べ受入日数： 0日）  

⑩  機関名（国名）：ポーランド科学アカデミー・数学研究所（ポーランド） 

○パートナー機関との連携状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経費的

支援状況についても言及して下さい。） 

 
パートナー機関からの受け入れ実績は無かった。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 
共同企画を平成２１年度と２３年度に開催し、研究交流・国際交流を行った。（２１年度：バナッ

ハセンター研究集会「幾何学的特異点論」および、日波特異点研究会、２３年度：「幾何学におけ

る普及特異点スクール」「幾何学的特異点論とその応用研究会」「特異点と幾何学研究グループ」）。

参加した若手研究者は短期の滞在であったが、英語による発表や国際交流を通して学術的な刺激を

受け、参加した修士学生の一部は博士課程に進学した。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：0人、延べ派遣日数：0日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：1人、延べ派遣日数：8日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数： 0人、延べ受入日数： 0日）  

⑪  機関名（国名）：サンパウロ大学・数学及び計算研究所（ブラジル） 

○パートナー機関との連携状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経費的

支援状況についても言及して下さい。） 

 
サンパウロ大学・数学及び計算研究所の Raul Oset Sinha 氏および Farid Tari 氏を 2012年 11 月

18日 ～ 2012年 11月 25日に、科研費等の資金で受け入れた。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 
北海道大学大学院理学研究院専門研究員が平成 23年 4月 15 日～平成 24年 1月 29日（290日）滞

在し、研究交流・国際交流を行い、研究成果を挙げ、国際性を深めた。帰国後もサンパウロ大学の

研究者との共同研究を続け、共著論文を執筆中である。また、共同企画を平成２０年度と２２年度

および２４年度に開催し、若手研究者の研究交流・国際交流を促進させた。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：1人、延べ派遣日数：290日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：1人、延べ派遣日数：11日）  
研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：2人、延べ受入日数：8日）  

⑫  機関名（国名）：カリフォルニア大学ロサンゼルス校・数学科･純粋応用数学研究所（米国） 



若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ＩＴＰ） 

平成 25年度事後評価資料（実施報告書） 

        15             （平成２５年度事後評価） 
この様式は、独立行政法人日本学術振興会において定められたものです。追加を認められている項目を除き、様式の改変はできません。 

○パートナー機関との連携状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経費的

支援状況についても言及して下さい。） 

 

カリフォルニア大学 (UCLA) 教授の Russel E. Caflisch 氏を 2010年 7月 25日 ～ 2010年 7月

31日に、Inwon C. Kim 氏を 2010年 7月 20日 ～ 2010年 7月 24 日に、ITP担当教員が科研費等

の資金で受け入れた。また、その後、当時カリフォルニア大学 (UCLA)のポスドクであった Bin Dong 

氏を ITP担当教員が 2010 年 11月 24日 ～ 2010年 11月 28 日に科研費等の資金で受け入れた。ま

た、カリフォルニア大学 (UCLA)の Norbert Požár 氏を（受け入れ教員は ITP担当教員ではないが）

北海道大学理学研究院数学部門にて 2011年 8月 20日 ～ 2011年 8月 30日に受け入れた。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 

若手研究者の派遣は実現しなかった。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：0人、延べ派遣日数： 0日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：0人、延べ派遣日数：0日）  
研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：4人、延べ受入日数：28日）  

⑬  機関名（国名）：カリフォルニア大学バークレー校・数理科学研究所（米国） 

○パートナー機関との連携状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経費的

支援状況についても言及して下さい。） 
 

カリフォルニア大学バークレー校の Joseph A. Wolf 氏を（受け入れ教員は ITP 担当教員ではない

が）北海道大学理学研究院数学部門にて 

2010年 2月 18日〜 2010 年 2月 24 日の期間に科研費等の資金で受け入れた。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 
2008年 5月 4日～2008 年 5月 11 日に若手研究者が ITP担当教員と共に長期派遣の準備のため短

期の訪問をしたが、若手研究者の長期派遣は（その若手研究者が他機関のアカデミックポストに就

職したため）結局実現しなかった。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：1人、延べ派遣日数：8日） 
担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：1人、延べ派遣日数：8日）  
研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：1人、延べ受入日数：7日）  

⑭  機関名（国名）：ミシガン大学・数学科（米国） 

○パートナー機関との連携状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経費的

支援状況についても言及して下さい。） 

 

ミシガン大学教授の Igor Dolgachev 氏を 2009年 08月 03日 ～ 2009年 08月 12 日の期間で ITP

担当教員が受け入れ、またミシガン大学の Yongbin Ruan 氏を 2012年 6月 21日 ～ 2012年 6 月

24日に、ITP担当教員が科研費等で受け入れた。Sijue Wu氏を ITP担当教員が 2010 年 8月 21日 ～ 

2010年 8月 27日の期間に科研費等の資金で受け入れた。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 
北海道大学大学院理学研究院専門研究員が平成 21 年 9 月 1 日～平成 22 年 8 月 31 日（365 日）滞

在し、研究交流・国際交流を行い、研究成果を挙げ、国際性を深め、帰国した。ITP効果もあり、

アカデミックポストへの就職が決まった。現在、福島工業高専・准教授。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：2人、延べ派遣日数：365日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：1人、延べ派遣日数：8日）  
研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：3人、延べ受入日数：21日）  

⑮  機関名（国名）：南洋理工大学・数理科学科（シンガポール） 



若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ＩＴＰ） 

平成 25年度事後評価資料（実施報告書） 

        16             （平成２５年度事後評価） 
この様式は、独立行政法人日本学術振興会において定められたものです。追加を認められている項目を除き、様式の改変はできません。 

○パートナー機関との連携状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経費的

支援状況についても言及して下さい。） 

 

受け入れ研究者は無かった。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 
北海道大学大学院理学研究院学術研究員が 2008 年 9 月 1 日～2008 年 11 月 2 日（63 日）滞在し、

研究交流・国際交流を行い、研究成果を挙げ、国際性を深め、帰国した。その後、研究結果は SIAM 

Journal などに論文が掲載された。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：1人、延べ派遣日数：63日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：0人、延べ派遣日数：0日）  
研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：0人、延べ受入日数：0日）  

⑯  機関名（国名）：グルノーブル大学・フーリエ研究所（フランス） 

○パートナー機関との連携状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経費的

支援状況についても言及して下さい。） 

 

パートナー機関からの受け入れ研究者は無かった。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 
北海道大学大学院理学研究院専門研究員が 2008 年 5 月 10 日～2008 年 8 月 6 日（89 日）滞在し、

研究交流・国際交流を行い、研究成果を挙げ、国際性を深めた。 

その後、北海道大学大学院理学研究院専門研究員が 2010年 5月 1日～2010年 4月 29日（364日）

滞在し、研究交流・国際交流を継続し、さらに研究成果を挙げ、国際性を深めることができた。 

また、別の北海道大学大学院理学研究院専門研究員が 2010年 9月 5日～2010年 8月 31 日（361日）

滞在し、研究交流・国際交流を行い、研究成果を挙げ、国際性を深めた。ITP効果もあり、アカデ

ミックポストへの就職が決まった。東京理科大（野田）・助教。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：5人、延べ派遣日数：816日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：2人、延べ派遣日数：14日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：0人、延べ受入日数： 0日）  

⑰  機関名（国名）：ニューヨーク大学・クーラン数理科学研究所（米国） 

○パートナー機関との連携状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経費的

支援状況についても言及して下さい。） 

 
パートナー機関からの受け入れ実績は無かった。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 

北海道大学大学院理学院数学専攻博士後期課程学生が 2008 年 10 月 25 日～2009 年 3月 31 日（158

日）滞在し、研究交流・国際交流を行い、博士論文作成の準備を行うと共に、国際性を深めた。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：2人、延べ派遣日数：159日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：0人、延べ派遣日数：0日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：0人、延べ受入日数：0日）  

⑱  機関名（国名）：ペンシルバニア州立大学・数学科（米国） 
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○パートナー機関との連携状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経費的

支援状況についても言及して下さい。） 

 

ペンシルバニア州立大学から Chun Liu氏を ITP担当教員が 2011年 8月 7日 ～ 2011年 9月 11日

に科研費等で受け入れた。Yakov Pesin 氏を ITP 担当教員が 2012 年 3 月 3 日 ～ 2012 年 3 月 15

日に、科研費等の資金で受け入れた。また同じくペンシルバニア州立大学の Manfred Denker 氏を

ITP担当教員が 2012年 2月 29日 ～ 2012年 3月 12日に、科研費等の資金で受け入れた。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 

北海道大学大学院理学研究院専門研究員が 2008年 10月 1 日～2009年 3月 30 日（181日）滞在し、

研究交流・国際交流を行い、研究成果を挙げ、国際性を深めた。帰国後、JST 研究員。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：1人、延べ派遣日数：181日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：0人、延べ派遣日数：0日）  
研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：3人、延べ受入日数：62日）  

⑲  機関名（国名）：トリエステ大学、数学情報科学科、イタリア 

○パートナー機関との連携状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経費的

支援状況についても言及して下さい。） 

 

パートナー機関からの受け入れ実績は無なかった。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 
北海道大学大学院理学研究院学術研究員が 2008年 8月 31日～2008年 11月 27日（89日）滞在し、

研究交流・国際交流を行い、研究成果を挙げ、国際性を深めた。その後、韓国梨花女子大学に職を

得た。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：1人、延べ派遣日数：89日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：0人、延べ派遣日数：0日）  
研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：0人、延べ受入日数：0日）  

⑳  機関名（国名）：ライプチヒ大学・数学計算科学学部（ドイツ） 

○パートナー機関との連携状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経費的

支援状況についても言及して下さい。） 

 

パートナー機関からの受け入れ実績は無かった。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 
北海道大学大学院理学研究院研究員が平成 24年 4月 3 日～平成 24年 7月 21 日（102 日）滞在し、

研究交流・国際交流を行い、研究成果を挙げ、国際性を深めた。ITP 派遣による実績を含めた業績

により、帰国後、アカデミックポストへの就職が決まった。現在、信州大学・助教。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：1人、延べ派遣日数：102日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：0人、延べ派遣日数：0日）  
研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：0人、延べ受入日数：0日）  

㉑ 機関名（国名）：ユタ州立大学・数学統計学科（米国） 
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○パートナー機関との連携状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経費的

支援状況についても言及して下さい。） 

 

ユタ大学から Sarah Kitchen 氏 および Peter E.Trapa 氏を 2010 年 2 月 18 日 ～ 2010 年 2 月 24

日の期間に、また、Dan Ciubotaru 氏を 2010 年 2 月 14 日 ～ 2010 年 2 月 24 日の期間に、科研費

等の資金により ITP担当教員以外の教員が受け入れた。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 
北海道大学大学院理学研究院博士課程後期学生が平成 23年 9月 6日～9月 24日（19日）に滞在し、

次年度の長期派遣の事前準備打ち合わせを実施した。その後、同学生が平成 24年 3月 13 日～6月

5 日（85日）の期間で長期滞在し、研究交流・国際交流を行い、研究成果を挙げ、国際性を深めた。

現在、ITP滞在中の成果を含めて博士論文の準備中である。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：2人、延べ派遣日数：104日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：0人、延べ派遣日数：0日）  
研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：3人、延べ受入日数：25日）  

㉒ 機関名（国名）：メリーランド大学・数学科（米国） 

○パートナー機関との連携状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経費的

支援状況についても言及して下さい。） 

 
メリーランド大学からは、三好建正氏を 2011 年 6 月 8 日 ～ 2011 年 6 月 10 日の期間に ITP 担当

教員以外の教員が科研費等の資金で受け入れ、また、James A. Yorke 教授を ITP 担当教員が 2011

年 12月 5 日 ～ 2011年 12月 8 日の日程で、科研費等の資金により受け入れている。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 

北海道大学大学院理学研究院数学部・助教が平成 24 年 8 月 7 日～平成 24 年 10 月 11 日（66 日）

滞在し、研究交流・国際交流を行い、さらに研究成果を挙げ、国際性をさらに深めた。ITP派遣に

よる実績を含めた業績により、帰国後、他大学への昇進が決まった。現在、一橋大学・准教授。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：1人、延べ派遣日数：66日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：0人、延べ派遣日数：0日）  
研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：2人、延べ受入日数：7日）  

㉓ 機関名（国名）：インディアナ大学・数学科（米国） 

○パートナー機関との連携状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経費的

支援状況についても言及して下さい。） 

 
パートナー機関からの受け入れ実績は無かった。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 

北海道大学大学院理学研究院学術研究員が平成 23年 9月 1日～12月 2日（93日）滞在し、研究交

流・国際交流を行い、研究成果を挙げ、国際性を深めた。受け入れ教員は、博士論文のテーマの世

界的権威であり、ITP派遣により、指導を受ける機会を持ち、学術的に非常に有意義な滞在となっ

た。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：1人、延べ派遣日数：93日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：0人、延べ派遣日数：0日）  
研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：0人、延べ受入日数：0日）  

 

 

○海外パートナー機関の見直し状況（申請当初より海外パートナー機関の見直しが行われた場合はその理
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由を記入して下さい。見直しを行っていない場合は、「該当なし」と記載して下さい。） 

当初の申請段階の海外パートナー機関は、次の通り（１４機関）であった： 

復旦大学 

ソウル国立大学 

韓国高等研究所 

台湾国立大学 

シンガポール国立大学 

バレンシア大学 

プロバンス大学 

ダーラム大学 

リバプール大学 

ポーランド科学アカデミー 

サンパウロ大学 

カリフォルニア大学ロサンゼルス校 

カリフォルニア大学バークレー校 

ミシガン大学 

 

 

数学専攻 

数学専攻 

数学部 

数学科 

数学部門 

数学部 

数学部門 

数理科学科 

数理科学科 

数学研究所 

数学及び計算研究所 

数学科･純粋応用数学研究所 

数理科学研究所 

数学部門 

中国・上海 

韓国・ソウル 

韓国・ソウル 

台湾・台北 

シンガポール・シンガポール 

スペイン・バレンシア 

フランス・マルセイユ 

英国・ダーラム 

英国・リバプール 

ポーランド・ワルシャワ 

ブラジル・サンカルロス 

米国・ロサンジェルス 

米国・バークレー 

米国・アナーバ 

 

 

 

 

採択後の申請では、５件 

 
南洋理工大学、数理科学科、シンガポール 

グルノーブル大学、フーリエ研究所、フランス・グルノーブル 
ニューヨーク大学、クーラン数理科学研究所、米国・ニューヨーク、 

ペンシルバニア州立大学、数学科、米国 
トリエステ大学、数学情報科学科、イタリア 
 

を海外パートナー機関に追加した。これは、ヒヤリング時の申請書類にも記したように、北大方

式として、若手研究者の動機付け・個別研究内容を優先させ、指導教員や若手研究者がすでに個

人ベースの共同研究を行っている派遣先と連絡をとり、若手研究者が研究上最適な拠点に滞在で

きるように対応した結果であり、日本学術振興会からこの海外パートナー機関の追加が認められ

た次第である。ただし、今後なるべく海外パートナー機関を追加することなく、既存の各海外パ

ートナー機関との連携も深めるようにという指導を受け、それに応じて順調に事業を推進するこ

とができた。 

 

その後、平成２２年度において、ITP 変更申請書により、 
 

ライプチヒ大学・数学計算科学学部（ライプチヒ、ドイツ） 

ユタ州立大学・数学統計学科（ローガン、米国） 

メリーランド大学・数学科（カレッジ・パーク、米国） 

インディアナ大学・数学科（ブルーミントン、米国） 

 

の追加（４件）を申請した。理由は「申請する海外パートナー機関は、すでに数学部門、数学専攻の教

員と学術研究交流の実績がある機関であり、平成２３年度あるいは平成２４年度において具体的に若手研

究者派遣を計画しているものです。従来の ITP パートナー機関に加えて、これらの機関を ITP 海外パート

ナーとして追加し、その上で審査を経て、新しいパートナー機関への若手研究者の派遣も実施していくこ

とにより，さらに総合的に学術国際交流を深め，ITP事業の実績を高めていきたいと計画しています。」と

いうものであり、日本学術振興会から認められて、平成２３年度の事業から海外パートナー機関を追加し、

最終的に計２２機関となった。これは、ヒヤリング時から一貫した方針に基づいた結果であり、派遣され

た若手研究者はそれぞれ有意義な滞在を遂行し、充分な成果を挙げて帰国し、その後も活発に活躍してい

る。ただし、各パートナー機関との機関としての国際交流については、今後の引き続きの課題となってい

る。 
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資料２．共同企画の実施状況 

 

① 共同企画

名 
10th International Workshop on Real and Complex Singularities 

開催場所 サンパウロ大学数学及

び計算科学研究所（ブ

ラジル、サンカルロス） 

開催期間 
平成 20 年 7 月 27 日～ 

平成 20 年 8 月 1 日（6 日間） 

海外パー

トナー機

関 

サンパウロ大学及び計算科学研究所 

内容（若手

研究者の

発表等に

ついて） 

ITP 担当教員の石川剛郎は，海外パートナー機関のサンパウロ大学・数学及び計算科

学研究所のマリア・ルアス教授と同じ専門の特異点論の分野について，研究交流を重

ねてきた．今回，ルアス教授をはじめ，ITP 担当教員の石川剛郎を含む特異点論の専

門家と，サンパウロ大学が共同で企画し開催される国際研究集会「に，北海道大学数

学専攻の若手研究者を ITP 事業として派遣し、担当教員の実地の指導のもと，専門的

な国際研究シンポジウムを経験し、英語によるポスター発表を行う経験を持った。他

の参加者、特に、海外の若手研究者と交流する機会を持った。たとえば、若手研究者

同士で数学のディスカッションの他、サッカーの試合なども行ったようである。こう

して、若手研究者の国際性を高める計画を ITP 事業として企画し実施した。その結果、

海外パートナー機関との交流をさらに促進し，派遣した若手研究者の研究の発展，国

際性の獲得をより効果的に進めた。また、該当する担当教員は、若手研究者の海外派

遣の実地指導を行った。帰国後、派遣者は全員「帰国報告書」を英文で書き、また、

論文を執筆し、当該研究会のプロシーディングに投稿中である。 

 

共同企画

名 

The 6th HU and SNU Symposium on Mathematics – Geometry and Topology – 

as a part of The 11th HU-SNU Joint Symposium 

開催場所 北海道大学大学院理学

研究院数学部門（理学

院数学専攻） 

開催期間 

平成 20 年 11 月 8 日（1 日間） 

海外パー

トナー機

関 

ソウル国立大学および韓国高等研究所 

内容（若手

研究者の

発表等に

ついて） 

ソウル大学の Jongil Park 教授をはじめ、ソウル大学の研究者が北大を訪問し、幾何

とトポロジーに関する講演を行い、北大側からも講演を行った。多数の北大大学院生

が最新の研究結果を知る機会が与えられた。また、北大の若手研究者とソウル大学の

若手研究者同士の交流を行うことができた。 

共同企画

名 
1st Workshop on Singularities in Generic Geometry and Applications 

開催場所 
スペイン、バレンシア 

開催期間 平成 21 年 3 月 23 日～平成 21 年 3 月 

28 日（6 日間） 

海外パー

トナー機

関 

バレンシア大学数学部 

内容（若手

研究者の

発表等に

ついて） 

マリア・デル・カルメン・フスター教授、泉屋周一を中心とした運営委員会を組織し、

そこにバレンシア大学ならびに北海道大学の若手研究者を加え、運営を行った。当該

分野を専門とする参加者および講演者が、日本、スペインに限らず、世界各地から参

加し、本格的な国際シンポジウムとする一方、大学院生のための入門的講演も企画し

た。ITP 担当教員の泉屋周一、石川剛郎は、若手研究者のための講演を行った。講演

等の使用言語はすべて英語とした。 

北大から参加した若手研究者は全員、英語による講演またはポスター講演を行った。 
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② 共同企画

名 
バナッハセンター研究集会「幾何学的特異点論」および、日波特異点研究会 

開催場所 バナッハ研究所（ワル

シャワ）及びカジミエ

ッシュ・ドルヌイ（ポ

ーランド） 

開催期間 

平成 21 年 7 月 9 日～平成 21 年 7 月 21

日（13 日間） 

海外パー

トナー機

関 

ポーランド科学アカデミー数学研究所 

内容（若手

研究者の

発表等に

ついて） 

研究会の主要テーマは特異点論、微分式系の幾何学およびその応用であり、今回はバ

ナッハセンター研究集会「幾何学的特異点論」におけるサマースクールとワークショ

ップ日波特異点研究会の２本立ての共同企画を開催した。研究集会「幾何学的特異点

論」は、世界各地から関連分野の研究者が参加する比較的小規模な国際シンポジウム

であり、その中でサマースクールを実施し、参加した修士学生を含む若手研究者が当

該分野の専門家と親しく情報交換・会話できる環境を用意した。サマースクールでは、

大学院生のための入門的講演、英語による複数の講義と、大学院生を始めとする若手

研究者によるショートコミュニケーション「ヤング・セッション」を企画して、国際

性を育成する機会とした。講演等の使用言語はすべて英語とした。また、引き続き場

所を移動して開催した「日波特異点研究会」では、より規模の大きい国際研究集会を

経験させ、若手研究者がこの機会にも研究発表を行う機会を持てた。これらを総合し

て、外国語によるプレゼンテーションおよびコミュニケーション能力の開発および向

上、数学自体の習熟、専門的研究の展開、といった教育的効果が得られた。「大学院教

育の国際化に対する ITP活用のひとつの試み」として、数学専攻院生の適当人数を派

遣したが、特に今回は修士課程院生も含めて、幅を持たせた学年層（修士・博士）に

ついて試験的に運用し、教育効果を検討することができた。 

その結果、派遣された修士学生２名が国際性と身につけると同時に、国際研究集会に

おける活発な研究交流に刺激を受けて、ITP 派遣後、博士後期課程に進学することと

なった。 

 

③ 共同企画

名 

第１１回実および複素特異点国際研究集会およびサンパウロ大・北大特異点論若手セ

ミナー 

開催場所 
サンパウロ大学サンカ

ルロス校（サンカルロ

ス、ブラジル） 

開催期間 平成 22年 7月 26日～平成 22年 7月 30

日（5日間） 

平成 22 年 8 月 2 日～平成 22 年 8 月 4

日（3日間） 

現地での打ち合わせ期間を除く 

海外パー

トナー機

関 

サンパウロ大学・数学及び計算科学研究所 

内容（若手

研究者の

発表等に

ついて） 

特異点論をテーマとする国際研究集会と若手セミナーの２本立てを企画した。世界各

地から関連分野の研究者が参加する本格的な国際シンポジウムと、それに付随させた

若手セミナーを実施した。若手研究者に大規模な国際研究集会を経験させポスター発

表を行う機会を持たせた。さらに、若手研究者が主体となって、合同セミナーを開催

し、日本・ブラジル両大学院生の講演を行うことができた。参加学生は全員、講義履

修、ポスターセッション、ブラジル側との院生同士の合同若手セミナーでの講演を行

った。講演等の使用言語はすべて英語とすることにより、外国語によるプレゼンテー

ションおよびコミュニケーション能力の開発および向上、数学自体の習熟、専門的研

究の展開、といった教育的効果を高めることができた。この企画は、平成２０年度、

２１年度からの一貫した企画となっていて、「大学院教育の国際化に対する ITP活用の

ひとつの試み」として数学専攻院生を派遣している。特に、特異点論関係における２

０年度、２１年度短期派遣（サンパウロ大、バレンシア大、ポーランド科学アカデミ

ーへの博士・修士課程院生の派遣）と合わせて、大学院教育の国際化に関する試験的

試みを実行できたことは、各参加者の能力を高めることの他に、派遣システムの構築

の上でも大きな成果であった。 
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④ 共同企画

名 

「幾何学における普及特異点スクール」 

「幾何学的特異点論とその応用研究会」 

「特異点と幾何学研究グループ」 

開催場所 

バナッハ研究所(ワル

シャワ)およびベドレ

ボ 

開催期間 平成 23年 5月 11日～平成 23年 5月 14

日（4日間） 

平成 23年 5月 15日～平成 23年 5月 21

日（7日間） 

平成 23年 5月 21日～平成 23年 5月 24

日（4日間） 

現地での打ち合わせ期間を除く 

海外パー

トナー機

関 

ポーランド科学アカデミー 

内容（若手

研究者の

発表等に

ついて） 

研究会の主要テーマは特異点論、微分式系の幾何学およびその応用であり、今回はバ

ナッハセンター研究集会「幾何学的特異点論」におけるサマースクールとワークショ

ップ日波特異点研究会の２本立ての共同企画を開催した。研究集会「幾何学的特異点

論」は、世界各地から関連分野の研究者が参加する比較的小規模な国際シンポジウム

であり、その中でサマースクールを実施し、参加した修士学生を含む若手研究者が当

該分野の専門家と親しく情報交換・会話できる環境を用意した。サマースクールでは、

大学院生のための入門的講演、英語による複数の講義と、大学院生を始めとする若手

研究者によるショートコミュニケーション「ヤング・セッション」を企画して、国際

性を育成する機会とした。講演等の使用言語はすべて英語とした。また、引き続き場

所を移動して開催した「日波特異点研究会」では、より規模の大きい国際研究集会を

経験させ、若手研究者がこの機会にも研究発表を行う機会を持てた。これらを総合し

て、外国語によるプレゼンテーションおよびコミュニケーション能力の開発および向

上、数学自体の習熟、専門的研究の展開、といった教育的効果が得られた。「大学院教

育の国際化に対する ITP活用のひとつの試み」として、数学専攻院生の適当人数を派

遣したが、特に今回は修士課程院生も含めて、幅を持たせた学年層（修士・博士）に

ついて試験的に運用し、教育効果を検討することができた。その結果、派遣された修

士学生２名が国際性と身につけると同時に、国際研究集会における活発な研究交流に

刺激を受けて、ITP派遣後、博士後期課程に進学することとなった。 

 

⑤ 共同企画

名 

「第１２回実および複素特異点国際研究集会」（The 12th International Workshop on 

Real and Complex Singularities）および「特異点論スクール」(School on Singularity 

Theory) 

開催場所 
サンパウロ大学・数学

及び計算科学研究所

（サンカルロス、ブラ

ジル） 

開催期間 特異点論スクール：平成 24 年 7 月 16

日～平成 24年 7月 21日（6 日間） 

第１２回実および複素特異点国際研究

集会：平成 24 年 7 月 22 日～平成 24 年

7月 27 日（４日間） 

海外パー

トナー機

関 

サンパウロ大学・数学及び計算科学研究所 

内容（若手

研究者の

発表等に

ついて） 

ITP 担当教員の石川剛郎は，海外パートナー機関のサンパウロ大学・数学及び計算科

学研究所のユーゴ准教授と同じ専門の特異点論の分野について、研究交流を重ねてき

た。今回、ITP 担当教員の石川剛郎と、サンパウロ大学が定期的に開催する特異点論

国際研究集会に付随する形で特異点スクールを共同企画した。今回、国際研究集会と

特異点スクールを ITP 事業と連動させて企画することで、北海道大学数学部門・専攻

の若手研究者を ITP事業として派遣し、国際研究会の前に、参加若手研究者のために

スクールを開催し、予備的な知見を与え、指導を実施し、若手研究者の国際的スキル

を高めると共に、若手研究者同士が交流する機会を持たせることができた。その後、

専門的な国際研究シンポジウムを経験させた。その過程で英語による講演あるいはポ

スター発表を行う経験を持たせ、また、前年度までに長期滞在した若手研究者や共同
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企画に博士課程・修士課程の学生として参加した若手研究者がその成果を発揮する場

とすることができた。他の参加者、特に、若手研究者と交流する機会を持たせること

により、若手研究者の国際性を高めた。その結果、海外パートナー機関との共同企画

に若手研究者を派遣することにより，海外パートナー機関との交流をさらに促進し、

派遣を希望する若手研究者の研究の発展、国際性の獲得をさらにより効果的に進めた。

特異点論関係における２０年度、２１年度、２２年度、２３年度の（サンパウロ大、

バレンシア大、ポーランド科学アカデミーへの博士・修士課程院生の派遣）と合わせ

て、大学院教育の国際化に関する試験的試みが成果を挙げた。 

 

共同企画

名 
ランダム力学系、無限測度系に関する統計的性質へのアプローチ 

開催場所 ペンシルバニア州立大

学数学科（アメリカ、

ペンシルバニア） 

開催期間 
平成 24 年 10月 11日～平成 24 年 10 月

14日（4日間） 

海外パー

トナー機

関 

ペンシルバニア州立大学数学科 

内容（若手

研究者の

発表等に

ついて） 

ITP担当教員の由利美智子は、海外パートナー機関のペンシルバニア州立大学数学科の

Yakov Pesin 教授、Manfred Denker 教授と連携し、古典力学から遠く離れた非双曲型

力学系から派生するランダム力学系、及び無限測度系の統計的性質を解析できる若手

研究者育成を狙った研究交流を重ねてきた。 

数学サイドにおいては、古典力学系の枠組みから遠く離れた現象に対する予測理論は

未だ乏しく、応用上の汎用性が保障される魅力的なモデルが強く求められている経緯

がある。 特に、東日本大震災以来、予測可能性の限界を厳密に把握する事の重要さ

が問われ、既存の予測方式に対する問題点を根本から見直していく事が求められてい

る現状を鑑み、双曲性が欠如した複雑系を解析できる若手育成は急務であるという点

において、 Pesin、Denker 両教授と強く認識を一致している。北海道大学数学専攻の

若手研究者の中で、既にこの方向の研究に着手している学生をITP事業として派遣し、

英語による議論を行う経験を持たせる事により、数学サイドから広く諸科学に寄与で

きる国際的な感覚を備えた人材を育成する良い機会となった。 

 
 

 

資料３．学術面の成果及び成果の発表状況 
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派遣若手研究者による研究成果発表 

 
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 

・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。 

・海外パートナー機関の研究者との共著論文には、文頭の番号に○印を付して下さい。 

1 

著者

名 
Kon Mayuko 

題 

名 

Real hypersurfaces in complex space forms and the 

generalized Tanaka-Webster connection 
掲載誌

名 

Proceedings of The 13 th 

International Workshop 

on Differential Geometry 

and Related Fields 

発行

所 

Natl. Inst. Math. Sci. 

(NIMS) 
巻

号 
Vol.13 頁 

PP145～

159 
発行年 2009年 

査

読 ○有・無 

2 

著者

名 
Kasedou, Masaki 

題 

名 

Spacelike submanifolds of codimension two in de Sitter 

space 
掲載誌

名 

Journal of Geometry 

and Physics 
発行

所 
Elsevier 

巻

号 

60, 

Issue 1 
頁 pp 31～42 発行年 2010年 

査

読 ○有・無 

3 

著者

名 
Kasedou, Masaki 

題 

名 
Spacelike submanifolds in de Sitter space. 

掲載誌

名 
Demonstratio Math. 

発行

所 

Faculty of Mathemaics and 

Information Sciences of Warsaw 

Technical University 

巻

号 

Vol.43 

No.2 
頁 

PP401 ～

418 
発行年 2010年 

査

読 ○有・無 

4 

著者

名 
Kasedou, Masaki 

題 

名 

Spacelike submanifolds of codimension at most two in de 

Sitter space. 
掲載誌

名 

Real and complex 

singularities 

発行

所 

Cambridge Univ. Press, 

Cambridge 
巻

号 

London 

Math. Soc. 

Lecture 

Note Ser., 

380, 

頁 
pp 211～

228 
発行年 2010年 

査

読 ○有・無 

5 

著者

名 
Jiro,Adachi 

題 

名 
Global stability of special multi-flags 

掲載誌

名 
Israel J. Math. 

発行

所 
The Hebrew University Magnes Press 

巻

号 
Vol.179 頁 pp29～56 発行年 2010年 

査

読 ○有・無 

6 

著者

名 
Hidenori Katsurada; Hisa-aki Kawamura(主著) 

題 

名 

On the Andrianov-type identity for power series attached 

to Jacobi forms and its application 

掲載誌

名 
Acta Arithmetica 

発行

所 

Institute of Mathematics of the Polish 

Academy of Sciences 

巻

号 

Vol.145, 

No.3 
頁 

pp233～

265 
発行年 2010年 

査

読 ○有・無 

7 

著者

名 
Fukunaga, Tomonori 

題 

名 

Homotopy classification of nanophrases with at most four 

letters.  

掲載誌

名 
Fund. Math.  

発行

所 

INSTITUTE OF MATHEMATICS · 

POLISH ACADEMY OF SCIENCES 

巻

号 

Vol.214, 

No.2 
頁 

PP101～

118 
発行年 2011年 

査

読 ○有・無 

8 

著者

名 
Nagai, Takayuki 

題 

名 

The Gauss map of a hypersurface in Euclidean sphere and 

the spherical Legendrian duality. 

掲載誌

名 
Topology Appl.  

発行

所 
Elsevier 

巻

号 

Vol.159, 

No.2 
頁 

PP545～

554 
発行年 2012年 

査

読 ○有・無 

9 

著者

名 
Kasedou, Masaki 

題 Timelike canal hypersurfaces of spacelike submanifolds in 掲載誌 Real and complex 

http://www.ams.org/mathscinet/search/journaldoc.html?cn=Israel_J_Math
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名 a de Sitter space.  名 singularities 

発行

所 
Contemp. Math. 

巻

号 
569 頁 PP87～100 発行年 2012年 

査

読 ○有・無 

10 

著者

名 
Aoki, Takashi; Honda, Naofumi; Umeta, Yoko 

題 

名 

On a construction of general formal solutions for 

equations of the first Painlevé hierarchy I. 
掲載誌

名 
Adv. Math. 

発行

所 
Elsevier 

巻

号 
235 頁 

PP496～

524 
発行年 2013年 

査

読 ○有・無 

11 

著者

名 
Tomonori Fukunaga and Masatomo Tkahashi 

題 

名 
Existence anduniqueness for Legendre curves 

掲載誌

名 

Journal of Goemetry, 

accepted 

発行

所 
Springer 

巻

号 

Vol.104, 

No.2 
頁 

PP 297～

307 
発行年 2013年 

査

読 ○有・無 

12 

著者

名 
 

題 

名 
 

掲載誌

名 
 

発行

所 
 

巻

号 
 頁 ～ 発行年 年 

査

読 
有・無 

 

 

 

 

 

②国際会議における発表 
・発表者名（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）、題名、発表した学会名、開催場所、発表時期を記

載して下さい。共同発表者がいる場合は、全ての発表者名を記載し、主たる発表者に○印を付して下さい。 

・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。 

・海外パートナー機関の研究者との共同発表には、文頭の番号に○印を付して下さい。 

1 

発表者名 M. Kasedou 

題 名 
Spacelike hypersurfaces and submanifolds with codeim 

two in de Sitter space 
口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 
1st Workshop on Singularities in 

Generic Geometry and Applications 
場所 ブラジル、サンパウロ大学 平成 20 年 7 

月 

2 

発表者名 T. Fukunaga 

題 名 
Homotopy classification of nanophrases with less than 

or equal to four letters 
口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 
1st Workshop on Singularities in 

Generic Geometry and Applications 
場所 ブラジル、サンパウロ大学 平成 20 年 7 

月 

3 

発表者名 T. Nagai 

題 名 
The singularities of Gauss maps and evolutes of 

hypersurfaces in Euclidean n-sphere 
口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 
1st Workshop on Singularities in 

Generic Geometry and Applications 
場所 ブラジル、サンパウロ大学 平成 20 年 7 

月 

4 

発表者名 T. Nagai 

題 名 
The singularities of Gauss maps and evolutes of 

hypersurfaces in Euclidean n-sphere 
口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 
1st Workshop on Singularities in 

Generic Geometry and Applications 
場所 スペイン、バレンシア大学 平成 21年 3月 

5 発表者名 Jiro Adachi 
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題 名 Engel geometry from a flexible viewpoint 口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 
Polish-Japanese singularity theory 

working days 
場所 Kazimierz Dolny, Poland 平成 21 年 7  

月 

6 

発表者名 Mikuri Asayama 

題 名 Slant geometry on de Sitter n-space 口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 
Polish-Japanese singularity theory 

working days 
場所 Kazimierz Dolny, Poland 平成 21 年 7  

月 

7 

発表者名 Masaki Kasedou 

題 名 
Spacelike submanifolds of codimension at least three 

in de Sitter space 
口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 
Polish-Japanese singularity theory 

working days 
場所 Kazimierz Dolny, Poland 平成 21 年 7  

月 

8 

発表者名 Kazuhiro Shibuya  

題 名 
On implicit second order PDE of a scalar function on 

a plane via differential systems 
口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 
Polish-Japanese singularity theory 

working days 
場所 Kazimierz Dolny, Poland 平成 21 年 7  

月 

9 

発表者名 Takayuki Nagai 

題 名 
The evolute of a hypersurface in Euclidean n-sphere 

and Lagranian singularity 
口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 
Polish-Japanese singularity theory 

working days 
場所 Kazimierz Dolny, Poland 平成 21 年 7  

月 

10 

発表者名 Wataru Yukuno 

題 名 

The relation between Bass-Milnor-Wolf theorem on 

discrete nilpotent groups and Mitchell's measure 

theorem in subriemannian geometry 

口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 
School on Generic Singularities in 

Geometry 
場所 Banach Center, Warsaw 平成 21 年 7  

月 

11 

発表者名 Aiko Tamaoki 

題 名 Slant geometry on hyperbolic n-space 口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 
School on Generic Singularities in 

Geometry 
場所 Banach Center, Warsaw 平成 21 年 7  

月 

12 

発表者名 Atsushi Yano 

題 名 Darboux’s method for hyperbolic PDE 口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 
School on Generic Singularities in 

Geometry 
場所 Banach Center, Warsaw 平成 21 年 7  

月 

13 

発表者名 Mayuko Kon 

題 名 
On the Ricci tensor and the generalized Tanaka-Webster 

connection of real hypersurfaces in a complex space form 
口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 
The 44-th Symposium on Finsler 

Geometry 
場所 東海大学札幌キャンパス 平成 21 年 9 

月 

14 

発表者名 Mayuko Kon 

題 名 
On the Ricci tensor and the generalized Tanaka-Webster 

connection of real hypersurfaces in a complex space form 
口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 

第２回大阪市立大学数学研究所-慶北国

立大学 GRG 共催 微分幾何学ワークショ

ップ，部分多様体幾何学とリー群論 

場所 大阪市立大学 平成 21年 10月 

15 発表者名 Mayuko Kon 
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題 名 
Real hypersurfaces in complex space forms and the 

generalized Tanaka-Webster connection 
口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 

the 13 th International Workshop on 

Differential Geometry and Related 

Fields 

場所 Kyungpook National University 平成 21年 11月 

16 

発表者名 Masaki Kasedou 

題 名 Timelike canal hypersurfaces in de Sitter space 口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 
11th International Workshop on 

Real and Complex Singularities 
場所 ICMC-USP, Brazil 平成 22年 1月 

17 

発表者名 Wataru Yukuno 

題 名 
The relatioin between Bass-Milnor-Wolf theorem and 

Mitchell’s measure theorem 
口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 
11th International Workshop on 

Real and Complex Singularities 
場所 ICMC-USP, Brazil 平成 22年 1月 

18 

発表者名 Mayuko Kon 

題 名 
Real hypersurfaces in a complex space form and the 

generalized Tanaka-Webster connection 
口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 
The 5th Geometry Conference for 

Friendship of Japan and China 
場所 

OIST (沖縄科学技術研究基

盤整備機構) Seaside House 
平成 22年 2月 

19 

発表者名 Takayuki Nagai 

題 名 
Projections of hypersurfaces in the Euclidean sphere 

to great hyperspheres 
口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 
11th International Workshop on 

Real and Complex Singularities 
場所 ICMC-USP, Brazil 平成 22年 7月 

20 

発表者名 Takayuki Nagai 

題 名 
Projections of hypersurfaces in the Euclidean sphere 

to great hyperspheres 
口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 

Joint seminar of singularity 

theory for young researchers in 

São Paulo 

場所 ICMC-USP, Brazil 平成 22年 8月 

21 

発表者名 Masaki Kasedou 

題 名 
Singularity theory and geometry of spacelike 

submanifolds in de Sitter space 
口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 

Joint seminar of singularity 

theory for young researchers in 

São Paulo 

場所 ICMC-USP, Brazil 平成 22年 8月 

22 

発表者名 Wataru Yukuno 

題 名 

The convergence of discrete groups to Carnot groups 

in subriemannian geometry, Bass-Milnor-Wolf theorem 

and Mitchell's measure theorem 

口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 

Joint seminar of singularity 

theory for young researchers in 

São Paulo 

場所 ICMC-USP, Brazil 平成 22年 8月 

23 

発表者名 Yoko Umeta 

題 名 An introduction to WKB analysis 口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 GT Analyse WKB et D-modules 場所 Institut Fourier, France 平成 22年 8月 

24 

発表者名 Yoko Umeta 

題 名 An introduction to WKB analysis Ⅱ 口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 GT Analyse WKB et D-modules 場所 Institut Fourier, France 平成 22年 8月 

25 発表者名 Masaki Kasedou 
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題 名 
Singularity theory and differential geometry of 

spacelike submanifolds in de Sitter space 
口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 
東北師範大学・北海道大学デー 数

学研究交流セミナー 
場所 長春・中国 平成 22年 11月 

26 

発表者名 Yoko Umeta 

題 名 An introduction to WKB analysis Ⅲ 口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 GT Analyse WKB et D-modules 場所 Institut Fourier, France 平成 22年 11月 

27 

発表者名 Yoko Umeta 

題 名 An introduction to WKB analysis Ⅳ 口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 GT Analyse WKB et D-modules 場所 Institut Fourier, France 平成 22年 11月 

28 

発表者名 Hisa-aki Kawamura 

題 名 
On some constructions of p-adic families of Siegel 

modular forms 
口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 

The 30th meeting of the joint 

French-German intercity seminar 

on automorphic forms 

場所 
Université de Lille I, 

France 
平成 22年 12月 

29 

発表者名 Hisa-aki Kawamura 

題 名 
Certaines constructions de familles p-adiques de 

formes modulaires de Siegel et leurs applications 
口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 

Formes automorphes, valeurs 

spéciales de fonctions L, 

congruences et variétés de 

Shimura 

場所 

Institut Fourier UFR de 

Mathèmatiques, 

Université de Grenoble I, 

France 

平成 23年 2月 

30 

発表者名 Yoko Umeta 

題 名 
On the exact WKB analysis and instanton-type 

solutions 
口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 

International Conference GF2011 

on generalized functions, linear 

and non-linear problems 

場所 

Universite des Antilles et 

de la Guyane, Martinique, 

France 

平成 23年 4月 

31 

発表者名 Na Hu 

題 名 
Centroaffine space curves with constant curvatures 

and homogeneous surfaces 
口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 
School on Generic Singularities 

in Geometry 
場所 

Banach Center, Warsaw, 

Poland 
平成 23年 5月 

32 

発表者名 Wataru Yukuno 

題 名 
The estimation of a subriemannian ball on 

Carnot-Caratheodory distance and its application 
口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 
School on Generic Singularities 

in Geometry 
場所 

Banach Center, Warsaw, 

Poland 
平成 23年 5月 

33 

発表者名 Tomonori Fukunaga 

題 名 
Classification of curves on surfaces via Turaev's 

theory of words and phrases 
口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 
School on Generic Singularities 

in Geometry 
場所 

Banach Center, Warsaw, 

Poland 
平成 23年 5月 

34 

発表者名 Tomonori Fukunaga 

題 名 
Homotopy classification of monoliteral phrases and 

its application to curves on surfaces 
口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 
Workshop on Singularities in 

Geometry and Applications 
場所 

Banach Center, Bedlewo, 

Poland 
平成 23年 5月 

35 発表者名 Wataru Yukuno 
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この様式は、独立行政法人日本学術振興会において定められたものです。追加を認められている項目を除き、様式の改変はできません。 

題 名 
Nilpotent approximation of bracket generating family 

of vector fields,and its application 
口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 
Workshop on Singularities in 

Geometry and Applications 
場所 

Banach Center, Bedlewo, 

Poland 
平成 23年 5月 

36 

発表者名 Na Hu 

題 名 
Centroaffine space curves with constant curvatures 

and homogeneous surfaces 
口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 
Workshop on Singularities in 

Geometry and Applications 
場所 

Banach Center, Warsaw, 

Poland 
平成 23年 5月 

37 

発表者名 Atsushi Yano 

題 名 Geometric Characterization of Monge-Ampère Equations 口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 
Workshop on Singularities in 

Geometry and Applications 
場所 

Banach Center, Warsaw, 

Poland 
平成 23年 5月 

38 

発表者名 Masaki Kasedou 

題 名 
Singularity theory and differential geometry of 

Lorentzian space forms 
口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 
Topological Methods in Dynamical 

Systems (UNICAMP) 
場所 Campinas, Brazil 平成 23年 5月 

39 

発表者名 Masaki Kasedou 

題 名 
Singularity theory and differential geometry of 

spacelike submanifolds in de Sitter space 
口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 
I Encontro de Singularidades no 

Nordeste 
場所 

DM-UFPB, Joao Pessoa, 

Brazil 
平成 23年 7月 

40 

発表者名 Masaki Kasedou 

題 名 
Singularity theory and differential geometry of de 

Sitter space 
口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 
28 º Coloquio Brasileiro de 

Matematica (IMPA) 
場所 Rio de Janeiro, Brazil, 平成 23年 7月 

41 

発表者名 Masaki Kasedou 

題 名 
Spacelike submanifolds in de Sitter space and 

singularity theory 
口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 
III Oficina de Sistemas Dinâmicos 

(UFG) 
場所 Goiânia, Brazil 平成 23年 9月 

42 

発表者名 Takami Sato 

題 名 
Curves on a spacelike surface in Lorentz-Minkowski 

3-space 
口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 
The 12th International Workshop 

on Real and Complex Singularities 
場所 

Instituto de Ciências - 

Matemáticas e de Computação, 

Universidade de São Paulo, 

São Carlos, Brazil 

平成 24年 7月 

43 

発表者名 
Masaki Kasedou (join work with Ana Claudia Nabarro (ICMC-USP) and Ma ria Aparecida 

Soares Ruas (ICMC-USP) ) 

題 名 
Asymptotic directions on spacelike sureface of 

codimension 3 in de Sitter space 
口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 
The 12th International Workshop 

on Real and Complex Singularities 
場所 

Instituto de Ciências - 

Matemáticas e de Computação, 

Universidade de São Paulo, 

São Carlos, Brazil 

平成 24年 7月 

44 

発表者名 Tomonori Fukunaga 

題 名 The warping degree of a nanoword 口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 
The 12th International Workshop 

on Real and Complex Singularities 
場所 

Instituto de Ciências - 

Matemáticas e de Computação, 
平成 24年 7月 
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Universidade de São Paulo, 

São Carlos, Brazil 

45 

発表者名 Jiro Adachi 

題 名 On contact round surgery 口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 
The 12th International Workshop 

on Real and Complex Singularities 
場所 

Instituto de Ciências - 

Matemáticas e de Computação, 

Universidade de São Paulo, 

São Carlos, Brazil 

平成 24年 7月 

46 

発表者名 Asahi Tsuchida 

題 名 
An extension of hamiltonian systems to the 

thermodynamic phase space 
口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 
The 12th International Workshop 

on Real and Complex Singularities 
場所 

Instituto de Ciências - 

Matemáticas e de Computação, 

Universidade de São Paulo, 

São Carlos, Brazil 

平成 24年 7月 

47 

発表者名 Atsushi Yano 

題 名 
On Monge characteristic system of hyperbolic 

differential system 
口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 
The 12th International Workshop 

on Real and Complex Singularities 
場所 

Instituto de Ciências - 

Matemáticas e de Computação, 

Universidade de São Paulo, 

São Carlos, Brazil 

平成 24年 7月 

48 

発表者名 Yang Jiang 

題 名 Lightcone dualities for curves in the 3-sphere 口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 
The 12th International Workshop 

on Real and Complex Singularities 
場所 

Instituto de Ciências - 

Matemáticas e de Computação, 

Universidade de São Paulo, 

São Carlos, Brazil 

平成 24年 7月 

49 

発表者名 Atsushi Yano 

題 名 
On Monge characteristic system of hyperbolic 

differential system 
口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 School on Singularity Theory 場所 

Instituto de Ciências - 

Matemáticas e de Computação, 

Universidade de São Paulo, 

São Carlos, Brazil 

平成 24年 7月 

50 

発表者名 Na Hu 

題 名 Affine space curves and surfaces 口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 School on Singularity Theory 場所 

Instituto de Ciências - 

Matemáticas e de Computação, 

Universidade de São Paulo, 

São Carlos, Brazil 

平成 24年 7月 

51 

発表者名 Yang Jiang 

題 名 Lightcone dualities for curves in the 3-sphere 口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 School on Singularity Theory 場所 

Instituto de Ciências - 

Matemáticas e de Computação, 

Universidade de São Paulo, 

São Carlos, Brazil 

平成 24年 7月 

52 

発表者名 Mirjana Milijevic 

題 名 CR submanifolds 口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 School on Singularity Theory 場所 

Instituto de Ciências - 

Matemáticas e de Computação, 

Universidade de São Paulo, 

São Carlos, Brazil 

平成 24年 7月 

53 発表者名 Wataru Yukuno 
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題 名 
Generic propaties of singular trajectories of control 

affine system 
口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 School on Singularity Theory 場所 

Instituto de Ciências - 

Matemáticas e de Computação, 

Universidade de São Paulo, 

São Carlos, Brazil 

平成 24年 7月 

54 

発表者名 Mirjana Milijevic 

題 名 
CR submanifolds of maximal CR dimension of a complex 

space form with $\eta$-parallel shape operator 
口頭・ポスター 審査 有・○無  

学会名 School on Singularity Theory 場所 

Instituto de Ciências - 

Matemáticas e de Computação, 

Universidade de São Paulo, 

São Carlos, Brazil 

平成 24年 7月 

 

 

 


