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                                      【公表】 

事業名 ＥＵエラスムス・ムンドス計画との基礎科学教育研究国際化協力事業 

申請大学 

大学名・申請専攻等名 

 

大阪大学・大学院理学研究科 基礎工学研究科 工学研究科 

主担当教員 

所属・職・氏名 

 

理学研究科・教授・荻原 哲 

 

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を記入してください。 

(1) グローニンゲン大学をノードとして、ヨーロッパの大学に大阪大学大学院理学研究科の若手研究者、大

学院学生を派遣する。ヨーロッパの教育・研究にじかに接することで、若手研究者、大学院学生を日本

にいては学べない国際的研究環境に曝す。またそのことで大阪大学理学研究科での教育、研究の高度化

を推進する。 

(2) 物理学科（物理学専攻、核物理センター、宇宙地球科学専攻を含む）が域外パートナーとしてエラスム

ス・ムンドス・プログラムに先行参画する。計画年度内には数学専攻、化学専攻、高分子科学専攻、生

物科学専攻がエラスムス・ムンドス・プログラムの域外パートナーとして参画することを目標とし、理

学研究科が総体としてエラスムス・ムンドス・プログラムに関わり、国際的な教育研究能力を涵養する。

(3) エラスムス・ムンドス・プログラムの域外パートナーとしての役割（EU パートナー大学の学生を受け入

れる）を果たすことで、理学研究科の教育研究環境の国際化を飛躍的に発展させ、大阪大学の教育研究

レベルをさらに向上させる。 

 

（２）事業の達成度合について当てはまるものを選択し、その理由を記入してください。 

  

 （１）の目的に対する、５年分の内２ヵ年分の計画については、 

■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】 

(1) 事業発足以来１年６ヶ月（平成１９年１１月１日— ２１年３月３１日）という短期間に派遣者人数

が２９名に達した。申請時の計画にある１５名を大きく上回る数値である。平成２１年度内には少

なくとも１２名の派遣を計画している。派遣人数は合計で４１名以上に達し、これは申請書の２６

名を大きく上回る成果である。申請時の目標(１)を達成した。派遣目標人数が大幅に増加している

要因は、若手研究者の仕事内容に対してのヨーロッパの大学からの滞在費援助がある。 

(2) 当事業は、欧州大規模国際教育プログラムであるエラスムス・ムンドゥス・プログラムとの戦略的

協力体制構築を将来構想として掲げている。ICI ECP プログラム“INTERFACES”(*)が欧州連合に採

択された。これは事実上のエラスムス・ムンドゥス・プログラムの“Japan Window”であり、将来

的には予算規模を大きく拡大したエラスムス・ムンドゥス・プログラム PHASE II に組み込まれて

いく予定である。申請時の目標(２)を達成したと言える。加えて、今年度以降にエラスムス・ムン

ドゥス・プログラム PHASE II に正式な非欧州パートナーとして本研究科が申請する予定である。

(3) 本学は今年度、グローバル 30（以下 G30）に採択された。G30 プロジェクトでは理学部、理学研究

科が中心的役割を果たす。 ITP 事業と G30 が総合的に働き、本研究科の国際化が急速に発展する。

申請時の目標(３)の達成が確実に果たされている。 

 
（＊）ICI ECP とは日本政府が欧州連合（EU）と協力して実施する教育連携プログラムである。日本の高等教育機関２機

関以上と欧州の高等教育機関３機関以上が共同で実施する学生交流プロジェクト（ICI ECP [Joint Mobility Project]）

である。本研究科は基礎工学研究科とともに参画し、大阪大学、東北大学、京都大学からなる日本側コンソーシアムが

グローニンゲン大学、ウプサラ大学、ハイデルベルグ大学、ボーフム大学からなる欧州側コンソーシアムとの間で、大

学院学生の単位互換制度を前提に年間２０名を欧州と日本の間で相互派遣を開始した。 
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（３）若手研究者養成のための組織的な枠組み作りが確立し、実施機関全体として事業実施・支援体

制が整備されているか、また、海外パートナー機関と継続的な連携がとられているか。 

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

備について 

 多様化する科学の急速な進歩をリードする優秀な研究者を育成するには、研究者の研究能力のレベルア

ップを図ることはもちろんであるが、個性に応じて独創性を発揮できる教育研究環境を大幅に充実する必

要がある。このためのひとつの手段は、日本という均一性の高い社会から一歩でて、諸外国の異文化環境

での研究のやり方や教育に接することにより、研究の多様性を学び、独創性を磨くことである。独創的な

研究をやる姿勢、英語による討論、発表の仕方、などの修練を積ませることにより、若手研究者がさらに

伸びる素地を提供できる。大阪大学理学研究科は、世界に通用し、世界をリードできる、基礎科学分野の

研究者をもっとたくさん育てたいという社会的、国際的な要請に応えるために、本ITP事業を展開している。

 上記目的達成のために本事業の担当教員・職員の組織的配置を行った。下図に示すように、本 ITP プロ

グラムは理学研究科が大学国際戦略本部強化事業（国際交流推進本部；現在は国際企画推進本部）および

本学海外拠点（グローニンゲン教育研究センター）と協力して行っている。若手研究者の受皿となる組織

は、グローニンゲン大学が本研究科 ITP プログラムの欧州側ゲイトウェイ機関として中心的な役割を果た

すことでより確固な体制構築が出来ている。後述するように、グローニンゲン大学は ITP 事業の全面的な

支援を約束している（「JSPS ITP：グローニンゲン大学との取り決め事項」）．前述の ICI ECP “INTERFACES”
が採択されたのもその支援によるところが大きい。グローニンゲン大学は Oxford University, Cambridge 

University など欧州の超一流大学が構築する Coimbra コインブラ・グループの一員である。Coimbra グル

ープは欧州内でリーダーシップを発揮しながら欧州内高等教育の質の向上に建設的な提言とアクションを

する組織である。ICI ECP “INTERFACES”には Coimbra グループの３大学（グローニンゲン大学、ハイデルベ

ルグ大学、ウプサラ大学）が含まれている。このように本研究科 ITP 事業はグローニンゲン大学を介して

欧州の超一流大学が作るネットワークと交流をしている。  

②海外パートナー機関との連携について（海外パートナー機関との間で形成したネットワークが活用でき

ているか、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。） 

(1)双方向の交流：ITP若手研究者派遣事業展開に伴い、受入れ研究機関からの学生派遣要望が出て来た。

研究交流の質的向上を考えると自然である。この要請に応えるために理学研究科は世界からの研究中心

の若手研究者受入短期プログラム “FrontierLab@OsakaU”を開発し、JASSOによって経済的基盤を確保

した。受入部局はその後、全学の医理工学部に拡大した。このプログラムによってグローニンゲン大学

および他の欧州の大学から学生を受入れている。 

(2)高度な国際教育ジョイント・プログラムの開発：ICI ECP “INTERFACES”は日欧７大学がそれぞれの地

域でコンソーシアムを形成し、コンソーシアム間で単位互換制度の構築をした。2012年までの３年間に

年間２０人の大学院学生を相互に派遣するものである。グローニンゲン大学が欧州コンソーシアムの幹

事校、大阪大学が日本コンソーシアムの幹事校を務める。 

(3)高度な国際ジョイント・カリキュラムの開発：グローニンゲン大学理学部と本研究科の間でインターネ

ットを用いたTV講義配信(博士前期後期課程対象：一単位相当)を実施している。「宇宙科学」では既に

平成２１年春学期に配信が始まった。講義は双方向性であり、グローニンゲン大学の講師が講義のみな

らず質疑応答も出来る．科目は平成２１年秋学期からは「核物理学」「生物科学」「数学」の開講を準

備中である。これらの科目では大阪大学側からグローニンゲン大学への授業配信も計画している。 

(4)海外拠点による連携の強化：グローニンゲン教育研究センターが頻繁にグローニンゲン大学と接触し

て、定常的にITPとグローニンゲン大学および派遣先大学との連携の強化とプログラムの質の維持と向

上に努めている。 

(5)ジョイント・シンポジウムの開催：平成２０年度３月にITP/ICI ECPシンポジウムを本研究科で開催し

た。グローニンゲン大学を始めICI ECP “INTERFACES”のパートナー大学およびITP派遣者による報告

を行った。このシンポジウムは事実上グローニンゲン大学との共同企画である。平成２１年度にはITP

派遣者と受入機関の教員をグローニンゲン市に集めて、大阪大学-グローニンゲン大学共催でのITP国際

ジョイント・シンポジウム開催を予定している。 
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（４）本事業の取り組み成果の国内外への積極的な情報発信に取り組んでいるか。 

(1)活動報告書の作成と送付：平成19年度に20ページのITPの目的と事業概要を記述した報告書を英文

で出版した。平成21年度には230ページの英文報告書を作成し、世界の教育機関、教育関係省庁（NSF, 

ECなど）に送付予定である。報告書は本報告書に添付する。これによってJSPSのプレゼンスが世界

に広く知られる。そのためには英文報告書の作成が必須である。 

(2)学術論文、国際学会発表を通じてITP事業のプロモーション：ITP若手研究者が海外での研究成果を

論文および国際学会で発表する場合、ITPへの謝辞を義務づけた。これによってITPならびにJSPS

のプレゼンスが世界の学術社会に広く知れわたる。 

(3)ITPホームページ： ITP事業計画、目的などに加え、若手研究者の派遣先での活動状況をリアルタ

イムで世界に発信するために、英語によるホームページを高頻度でアップデートしている。

Google.comにITP/JSPSというキーワードで検索すると175,000件中４位にランキングされる（JSPS

サイトを除く）。これは当研究科ITP事業が極めて高い引用数・アクセス数であることを意味する。

(4)パートナー大学などの大学訪問： ITP派遣が行われた大学、行われる計画のある大学にITP担当教

員・職員が訪問する。訪問の際にはITP事業計画、目的などの全体像と将来像が伝わるように努め

ている。 

(5)欧州連合本部訪問： 欧州連合本部高等教育局を平成２０年度３月に訪問した。面談相手は Diego 

Sammaritano 氏 (Policy Coordinator Cooperation with Industrialised Countries, European 

Commission Directorate-General for Education and Culture), Corinne Lévêque 氏 (Programme 

Manager, Erasmus Mundus & External Cooperation), Vito Borrelli 氏 (Erasmus Mundus programme, 

European Commission Directorate-General for Education and Culture)である。訪問は海外パー

トナー大学であるグローニンゲン大学理学部教授 Thomas T.M. Paltra 氏 (RuG professor, ICI-ECP 

“INTERFACES” programme EU project leader), Jodien Houwers 氏(RuG Int’l. Relations)とグ

ローニンゲン教育研究センター弘津センター長を伴い、荻原、Dino 教員が行った。ITP 事業のこれ

までの活動を報告し、ITP が将来エラスムス・ムンドゥス・プログラム Phase II と戦略的かつ有

機的に連動するためにマッチングファンドをはじめ必要な情報提供と具体的アドバイス提供をし

てもらった。 

(6)大使館訪問： ITP 活動のプロモーションの為にこれまで在パリ日本大使館（Takayuki Fujiyoshi 

(Japanese  Embassy @France, Science Attaché), Koji Kitayama (Japanese Embassy @France, 

Cultural Attaché)、欧州連合日本政府代表部（Ambassador Takako Ueta: Deputy Chief, Japan 

Mission to the European Union）、在東京欧州連合ヨーロッパハウス（Philippe de Taxis du Poët 

(EU DELJPN First Counsellor, Science & Technology Head), Akira Kimura (EU DELJPN Science 

& Technology Research Officer), Marie-Hélène Vareille (EU DELJPN Attaché, Press, Public & 

Cultural Affairs), and Naomi Crowther (EU DELJPN Intern, Press, Public & Cultural Affairs)

を訪問している。特に ITP のマッチングファンド（FP７など）、文教政策上の情報などの提供をし

てもらった。 

(7)シンポジウム開催および招待講演： ITP 事業を日本国内および欧米に知らしめるために日本国内

で国際シンポジウムを二回開催した。 

• 平成 20 年 12 月 18 日「エラスムス・ムンドゥスと日欧大学間学術交流のための新戦略」 

  於大阪大学中之島センター 

• 平成 21 年 3 月 10-11 日「ITP/ICI ECP Symposium: Strategic Collaboration in The 

  International Education Programs between Japan and Europe」於大阪大学理学研究科 

平成２１年度には ITP 派遣者と受入機関の教員をグローニンゲン市に集めて大阪大学-グローニン

ゲン大学共催の ITP 国際ジョイント・シンポジウムの開催を予定している。さらに、平成２０年度

には JSPS-NSF 共催による“Strategic Initiatives for University Internationalization”（於 Washington DC）
にて招待講演を行い、 “JSPS International Training Program: A Practice at Osaka University; A 
Collaboration Project with The EU Erasmus Mundus Program for The Internationalized Education and 
Research of Basic Science”という演題で広く JSPS の活動と ITP 活動を紹介した。同年度１２月には

日本で国際シンポジウムが開催され、本学に於いてラップアップ・ミーティングが開かれ、日米共

同教育プログラム企画について具体的な議論を行った。 
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２．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について記入して下さい。 
 ・海外パートナー機関との共同企画参加のみの派遣を除く。 

  ・さらに派遣者がいる場合は欄を追加して下さい。 

①平成 19 年度 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1 グローニンゲン大学 ２８日間 博士前期 2年 

2 ポーランド科学アカデミー ３７日間 博士前期 2年 

3 インペリアル・カレッジ・ロンドン ４２日間 博士前期 2年 

4 ウォーウィック大学 ６２日間 博士後期 1年 

5 ベルリン・フンボルト大学 ３２日間 博士後期 2年 

6 ユトレヒト大学 ３３日間 博士後期 3年 

7 マックス・プランク研究所 ５７日間 博士後期 1年 

8 ユトレヒト大学 ３３日間 博士後期 1年 

9 グローニンゲン大学 ５７日間 助教 

10 グローニンゲン大学 ２９日間 招へい研究員 

 

②平成 20 年度 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1 グローニンゲン大学 ９０日間 博士前期 2年 

2 ポーランド科学アカデミー ２４日間 博士前期 2年 

3 インペリアル・カレッジ・ロンドン １７１日間 博士前期 2年 

4 ベルリン・フンボルト大学 ３１日間 博士後期 2年 

5 ユトレヒト大学 ３１日間 博士後期 3年 

6 ユトレヒト大学 ３１日間 博士後期 1年 

7 グローニンゲン大学 ２７日間 助教 

8 グローニンゲン大学 ３２６日間 招へい研究員 

9 ウォーウィック大学 １２４日間 博士前期 2年 

10 パリ第５大学 ２３４日間 博士後期 3年 

11 ダルムシュタット工科大学 ６８日間 博士後期 3年 

12 ハンブルク大学 ６５日間 博士後期 1年 

13 グローニンゲン大学 １２１日間 招へい研究員 

14 グローニンゲン大学（アーヘン工科大学） ８９日間 博士後期 1年 

15 グローニンゲン大学（アーヘン工科大学） １６８日間 招へい研究員 

16 グローニンゲン大学（カーディフ大学） ７４日間 博士後期 2年 

17 グローニンゲン大学（フランス国立科学研究センター） １７日間 博士前期 2年 

18 グローニンゲン大学（ウィーン大学） ６日間 招へい研究員 

19 グローニンゲン大学（ブラウンシュバイク工科大学） ２日間 博士前期 2年 
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（２）派遣若手研究者の募集・選考方法について記入して下さい。 

 

①選考結果 

     派遣者数  応募者数 

平成 19 年度 １０人 ／ １１人 

平成 20 年度 １９人 ／ １９人 

平成 21 年度 ５ ／ ５人 

 

②募集・選考方法 

募集・公募方法:学内にて年度中に複数回の説明会を実施し、プログラムの概要・派遣資格・派遣要項・応

募方法を詳しく説明している。説明会の開催は、教授会、および学内に設置されている大型スクリーン、

HP、メールにて告知し広く参加を呼びかけている。説明会には派遣帰国者を参加させ、派遣現地での体験

を、研究面・生活面双方について説明するための発表と質疑応答を行っている。説明会参加者が、ヨーロ

ッパでの研究実施についての意義をよく理解し、研究能力向上の応募動機と学習モチベーションを明確に

する効果がある。 

 

選考方法:以下に示す三段階よって行われる。（下図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一段階は担当教員を中心とする学科ごとの ITP 学科推薦委員会による選考と推薦。第二段階は海外拠点

グローニンゲン教育研究センター所長を含む ITP コア担当教員と研究科長からなる ITP 研究科選考委員会

による書面による選考。第三段階は ITP コア担当者とグローニンゲン大学 ITP 海外パートナー教職員から

なるトップ選考委員会による最終口頭審査。第一段階は優秀な学生を学科（専攻）が推薦するものとする。

申請書は英文のみ（本報告書に資料として添付する）。学生選択の基準は、学業成績、（潜在的）科学的能

力、将来性、指導教員からの推薦書、英語能力など。以上を書面として第二段階で選考し候補者を絞り込

む。最終選考はグローニンゲン大学、グローニンゲン教育研究センターとオンラインでのテレビ会議シス

テムによる口頭審査を行う。コミュニケーション能力を中心に、英語能力、研究に対する意欲、希望、実

行力を審査している。 
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（３）海外パートナー機関との連携促進状況、及び派遣先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）とその効果について記入して下さい。（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。 

 

平成 20 年度末時点の海外パートナー機関について記入してください。 

① 機関名（国名）：グローニンゲン大学（オランダ） 

○パートナー機関との連携促進状況（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。） 
 

 ３，０００ユーロの経済的支援を受け、宿泊費は無料（助教）。 
 ５００ユーロの経済的支援を受けた（博士後期課程 1年） 
 ベンチ・フィー不徴収。すなわち実験試薬、実験器具、実験装置使用料など研究遂行に必要な経

費を受入機関からサポートされた。 
 
○派遣先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 

派遣先では「HepG2 細胞の極性形成における細胞内膜型 Na+/H+交換輸送体の機能」について共同研究

をおこなった。その結果、細胞内の物質輸送と Na+/H+交換輸送体の関わりや極性形成における役割につ

いて新たな知見を得ることができた。現在、学術雑誌投稿用の論文を執筆中である（2009 年 8 月中に投

稿予定）。また、研究成果を 2009 度の日本生化学会大会で発表する予定である。 

派遣先との交流は、派遣期間終了後も継続している。今年度中には生体膜機能学研究室の金澤浩教授が

短期間、派遣先を訪問する予定である。また同時期に助教の松下昌史博士が数ヶ月の予定で訪問する予

定である。この間、今後の共同研究の方針について打ち合わせがおこなわれ、更なる研究発展が期待さ

れる。 

派遣先パートナー機関では、浸透圧調節に関わる乳酸菌の ABC トランスポーターのイオンセンシング

機構について研究した。具体的な活動内容は、毎週月曜日のセミナー、ミーティングへの参加、実験結

果・方針の討論、阪大での研究内容の発表、日々の実験等。これらの活動を通じて、乳酸菌の遺伝子工

学、大量培養、ABC トランスポーターの精製・再構成・活性測定、蛍光プローブラベル法、MALDI-TOFF Mass

の解析法などを学んだ。また、研究室のメンバーは国籍が１６カ国と多岐に渡り、英語でのコミュニケ

ーションが必須であった。国際的な研究室で研究活動を行った結果、英会話能力が格段に向上した。 

派遣先では、オラフ・ショルテン教授と共同研究を行った。もともと中間子の光生成の研究をしていま

したが、その研究を通じて、チャンネル結合の効果が重要なのではないかという点に注目した。オラフ

教授はチャンネル結合を用いたハドロン反応の専門家であり、派遣先では、チャンネル結合法を用いた

Φ中間子の光生成について研究した。研究を通して、議論は英語で行い、いかに自分の物理的な考えを

英語で伝えるかを学んだ。また海外での生活によって自分自身の価値観も大きく変わったと思う。 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    ５人、延べ派遣日数：  ６７８日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    １０人、延べ派遣日数：  ２１日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ派遣人数：     ０人、延べ派遣日数：    ０日）  

② 機関名（国名）：ポーランド科学アカデミー（ポーランド） 

○パートナー機関との連携促進状況（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。） 
 
● 宿泊費は無料。 

● ベンチ・フィー不徴収。すなわち実験試薬、実験器具、実験装置使用料など研究遂行に必要な経費

を受入機関からサポートされた。 
 
○派遣先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 
 今回の派遣では、派遣先の研究者と過去に行った複数の共同研究の結果を議論し、成果を投稿論文に

まとめた。同時に、次の研究計画についても議論した。具合的には、(1)キラル液晶物質 5*CB の相挙動

および熱力学的性質に関する研究結果の論文を共同執筆した。（論文掲載済）(2)5*CB および 8*OCB の

低温熱容量に関する論文を共同執筆した。（論文掲載済）(3)5*CB の物性に関するレビューを共同執筆

した。（最終調整中）(4)5*CB および 8*OCB の中性子準弾性散乱実験結果を議論した.(6)派遣後に予定

されていた、液晶物質 6O2OCB の中性子散乱実験手続きを確認した。（実験は既に完了済み、現在、結果

を解析中） 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    １人、延べ派遣日数：   ６１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（延べ派遣人数：    ０人、延べ派遣日数：    ０日）  
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③ 機関名（国名）：インペリアル・カレッジ・ロンドン（イギリス） 

○パートナー機関との連携促進状況（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。） 

 

● 月額４３２ポンドの宿泊費の提供を受けた。 

● ベンチ・フィー不徴収。すなわち実験試薬、実験器具、実験装置使用料など研究遂行に必

要な経費を受入機関からサポートされた。 

 

○派遣先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 

 

 Mebrane Crystallography の分野では最先端の研究を行っているイギリスのインペリアルカ

レッジにおいて、2008 年 2 月 19 日から 9 月 29 日まで 7 ヶ月間滞在し、研究指導を受けなが

ら、膜タンパク質のハイスループットな結晶化スクリーニング法を学んだ。派遣先機関での各

国からの研究者との出会いは、非常に有意義なものであった。 

 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    １人、延べ派遣日数：  ２１３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（延べ派遣人数：    ０人、延べ派遣日数：    ０日）  

④ 機関名（国名）：ウォーウィック大学（イギリス） 

○パートナー機関との連携促進状況（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。） 

 

● 一泊１２ポンドの宿泊料の提供を受けた。 

● ベンチ・フィー不徴収。すなわち実験試薬、実験器具、実験装置使用料など研究遂行に必

要な経費を受入機関からサポートされた。 

 

○派遣先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 

 イギリスのウォーウィック大学に修士課程２回生の2008年 4月から8月の4ヶ月間滞在し、

Center for Scientific Computing という機関で Prof. Roemer の研究指導を受けた。不規則

系の輸送現象に興味があり、その研究には計算機が大きな役割を担っているが、その機関はそ

ういった計算科学の研究者が集まっており、数値計算をするにはとてもよい環境であった。 

まずは Prof. Roemer と議論をしながら具体的な内容を決めていき、その過程で、正しい結果

が得られるように確認のためのプログラムを書いて数値計算を行った。また、派遣先機関で多

くの研究者と知り合い、そちらの学生の方がこちらの研究室に滞在し研究をすすめるなど、情

報交換の輪が広がった。 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    ２人、延べ派遣日数：  １８６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（延べ派遣人数：    ０人、延べ派遣日数：    ０日）  

⑤ 機関名（国名）：ベルリン・フンボルト大学（ドイツ） 

○パートナー機関との連携促進状況（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。） 

 

● 総額２，５００ユーロの経済的支援があった。 

● ベンチ・フィー不徴収。すなわち実験試薬、実験器具、実験装置使用料など研究遂行に必

要な経費を受入機関からサポートされた。 

 

○派遣先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 

この派遣は２００７年にドイツで開催された国際会議でフンボルト大学 Mueller-Preussker

教授から共同で論文を書かないかという提案を受けたことで派遣先が決まった。受入先の指導
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教官である Mueller-Preussker 教授、及び Ilgenfritz 教授とは毎週結果に関する議論を行い、

論文作成のためのデータ解析を行った。また両教授とは論文作成に関する議論だけではなく、

我々のグループとベルリンのグループが抱えていた問題に関する議論を行い、現在執筆中の論

文で行っている計算を始めるきっかけにもなった。 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    １人、延べ派遣日数：   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（延べ派遣人数：    ０人、延べ派遣日数：    ０日）  

⑥ 機関名（国名）：ユトレヒト大学（オランダ） 

○パートナー機関との連携促進状況（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。） 

 

● 月額６００ユーロの宿泊費の提供を受けた。 

● ベンチ・フィー不徴収。すなわち実験試薬、実験器具、実験装置使用料など研究遂行に必

要な経費を受入機関からサポートされた。 

 

○派遣先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 

光に対するシロザ (Chenopodium album L.) の葉柄屈曲には、葉柄の向背軸性とオーキシン

が関わっていることから、派遣先では主にシロイヌナズナ(Arabidopsis thaliana) の変異体

を使用し、以下の研究をおこなった。 

１.屈曲部位の解剖学的解析 

屈曲に伴う細胞の大きさの変化を調べるため、デンタルペーストで表皮細胞の型をとり、顕

微鏡観察を行う手法を学んだ。 

２.オーキシン輸送経路と光による輸送の変化 

葉柄内のオーキシン輸送を調べるため、輸送に関する変異体の葉柄裏側に青色光を照射して

屈曲を観察したところ、細胞への流入輸送の変異体では、野生型に比べて屈曲角の変化が大

きくなった。従って、屈曲へのオーキシン輸送の関与と、流入輸送体の角度調節への影響が

示唆された。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    ２人、延べ派遣日数：  １２８日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    ７人、延べ派遣日数：    ９日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ派遣人数：    ０人、延べ派遣日数：    ０日）  

⑦ 機関名（国名）：マックス・プランク研究所（ドイツ） 

○パートナー機関との連携促進状況（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。） 

 

● ６００ユーロの経済的支援があった。 

● ベンチ・フィー不徴収。すなわち実験試薬、実験器具、実験装置使用料など研究遂行に必

要な経費を受入機関からサポートされた。 

 

○派遣先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 

星の一生の最後に迎える大爆発の残骸である超新星残骸では、X線観測により超新星残骸では、

磁場が星間空間の 100 倍近くにまで増幅されていることが示唆されている。私は、派遣先のド

イツマックスプランク研究所で、スーパーコンピュータを用いて、加速された高エネルギー荷

電粒子によって、磁場が増幅できるかを調べた。その結果を論文として発表することができた。

派遣先では、世界トップレベルのスーパーコンピュータを用いることができた。また、派遣先

は国際的にも優れた研究者が集まる所だったので、様々な国、分野のトップクラスの研究者と

議論することができた。 
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若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    １人、延べ派遣日数：   ５７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：    １日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ派遣人数：    ０人、延べ派遣日数：    ０日）  

⑧ 機関名（国名）：ハンブルク大学（ドイツ） 

○パートナー機関との連携促進状況（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。） 

 

● ベンチ・フィー不徴収。すなわち実験試薬、実験器具、実験装置使用料など研究遂行に必

要な経費を受入機関からサポートされた。 

 

 

○派遣先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 

行ったのは主に A.実物を見ながらの腹毛動物の分類法の指導。B.よりきれいな、見やすい永

久プレパラートの作製法C.走査型電子顕微鏡よう試料の作製法の改善(回収率、見栄えなど)D.

ハンブルク周辺で採集された腹毛動物の同定の 4項目です。A、B、Cに関してホストのシュミ

ットレーザ博士およびオルデンブルク大学のキーネケ博士から採集法、麻酔法、固定法、封入

法、同定法等の指導を受け、十分に同定、サンプル作製を行える技術を得た。Dに関してはプ

レパラートにした分を一部同定できたが新種発見には至っていない。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    １人、延べ派遣日数：   ６５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（延べ派遣人数：    ０人、延べ派遣日数：    ０日）  

⑨ 機関名（国名）：ダルムシュタット工科大学（ドイツ） 

○パートナー機関との連携促進状況（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。） 

 

● ５００ユーロの経済的支援があった。 

● ベンチ・フィー不徴収。すなわち実験試薬、実験器具、実験装置使用料など研究遂行に必

要な経費を受入機関からサポートされた。 

 

○派遣先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 

派遣先では実験データを解析するための二種類の計算コードの使い方について学んだ。二種

類のコードは共に派遣先にて開発もしくは改善されたものである。また解析を進める上でのガ

イドラインとなる先行研究が長年派遣先で行われており、その分野の第一人者である研究者と

の議論ができたことは非常に有益であった。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    １人、延べ派遣日数：   ６８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（延べ派遣人数：    ０人、延べ派遣日数：    ０日）  

⑩ 機関名（国名）：パリ第５大学（フランス） 

○パートナー機関との連携促進状況（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。） 

 

● ベンチ・フィー不徴収。すなわち実験試薬、実験器具、実験装置使用料など研究遂行に必

要な経費を受入機関からサポートされた。 

 

○派遣先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 

 

パリ第５大学の Nicolas Brunel 氏のもとにおいて私が行った研究は、ラットの皮質にある抑

制性介在ニューロンの電気生理学データ解析である。ニューロンの形態的分子生物学的特性と

活動ダイナミクスとの関係性を調べた。この共同研究は ITP 派遣から生まれた。計算脳科学に

おいて超一流の研究室に行くことで、実験をもとにした理論研究の重要性を学ぶことができ
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た。派遣後、私は東大でポスドクとして働いているが、こちらでも脳を対象として実験家との

共同研究を始めている。ITP での派遣は論文や学術的な意味のみならず、私の研究者としての

在り方についても大きく影響を与えるものであった。 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    １人、延べ派遣日数：  ２３４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（延べ派遣人数：    ０人、延べ派遣日数：    ０日）  

⑪ 機関名（国名）：グローニンゲン大学（アーヘン工科大学（ドイツ）、カーディフ大学（イギリス）、

フランス国立科学研究所（フランス）、ウィーン大学（オーストリア）、ブラウンシュバイク工科大

学（ドイツ）） 

○パートナー機関との連携促進状況（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。） 

 

● １，２５０ユーロの経済的支援があった（アーヘン工科大学）。 

● ベンチ・フィー不徴収。すなわち実験試薬、実験器具、実験装置使用料など研究遂行に必

要な経費を受入機関からサポートされた。 

 

○派遣先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 

 

研究室で開発した亜鉛四核クラスター触媒を持ち込み、ラクチドおよびラクトンの開環重合

反応における触媒活性を調べた。また、他の金属を導入した新規クラスターの合成を試みた。

滞在期間が三ヶ月と短く、新規テーマであったため大きな結果は得られなかったが、異種クラ

スターに関する興味深い結果を見出した。帰国後も関連の実験を行い、2009 年 4 月から三ヶ

月間は派遣先からの留学生を受け入れ、派遣期間中に得られた結果に基づいて引き続き同テー

マについての検討を行った。留学生の帰国後もメール等でやりとりしつつ研究を続けている。

（アーヘン工科大学） 

派遣先パートナー機関のアーヘン工科大学は、派遣者の研究分野である有限群の表現論におい

て用いられる群論用計算プログラム GAP - Groups, Algorithms, Programming - の開発元で

ある。この GAP は現在も開発が進んでおり、その開発者達に直接指導を受けることにより、GAP

に関するより深い知識を得た。具体的な結果としては、多数存在する GAP の拡張パッケージ

（Chevie など）を利用し、無限系列をなす Lie 型の群の一般指標間に関してある種の等長写

像が存在することなどを示した。（アーヘン工科大学） 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    ６人、延べ派遣日数：  ３５６日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：   ３８人、延べ派遣日数：   ４０日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ派遣人数：     ０人、延べ派遣日数：    ０日）  

⑫ 機関名（国名）：ダンディー大学（イギリス） 

○パートナー機関との連携促進状況（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。） 
 
○派遣先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（延べ派遣人数：    ０人、延べ派遣日数：    ０日）  
 

 

○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由を記入してください。 
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JSPS ITP；グローニンゲン大学との取り決め事項 

（１）本取り決め事項は、大阪大学理学研究科 ITP 

(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)の推進を目的とする．ITPの研

究者派遣は、海外パートナー機関(ゲートウェ

イ大学）であるグローニンゲン大学への派遣を

基本としている．グローニンゲン大学がITP 派

遣研究者の研究成果達成、研究でのリーダーシ

ップ・スキルの醸成などを確実に達成出来るよ

うにITPプログラムのクオリティ管理をする． 

（２）グローニンゲン大学の各専門分野から以下の

ITP海外パートナー教員職員を任命する．  

・Heinrich Wortche 博士（原子核物理） 

・Mariano Mendez 教授（天文物理学） 

・Dick Hoekstra 教授（医学部・生物学） 

・Mushin N. Harakeh 教授（原子核物理） 

・Serge Daan 教授（生物学） 

・Thomas Palstra 教授（化学、物性物理） 

・Engel G Vrieling 博士（生物学） 

・Jodien Houwers, MA （国際交流課職員） 

その他要請に応じて、新規教職員が追加配置さ

れる。 

（3）ITP海外パートナー教員職員はグローニンゲン

大学の各学部、研究所のなかから、派遣者の研

究分野／希望に最適な受け入れ先を派遣者と

十分に話し合って決定する．さらにITP派遣者

の研究の専門性から判断して、ヨーロッパの他

大学・研究機関がITPの派遣者にとってより適

切であるとグローニンゲン大学が判断した場

合、他のヨーロッパの研究機関等へ派遣する． 

（4）ITP海外パートナー教員職員のミッションステ

ートメントは以下のとおりである．(A)ITP 派

遣研究者がヨーロッパでの研究を行うにあた

り、A-1 派遣研究者を、安全に、安心して、派

遣できる研究機関であるかを確認する．A-2 十

分な研究成果が達成できるかどうかを申請書

の内容と派遣先のクオリティから判定する．

(B)その他のチェック項目として、より詳細に

は、B-1 日本での研究とヨーロッパ派遣先の研

究の関連性が十分に高いかどうかを確認する．

B-2 ヨーロッパ研究機関での派遣者の研究動機

が十分であるかどうかを確認する．B-3 英語会

話能力がヨーロッパでの研究をこなせるに十

分かどうかを確認する．B-4 派遣者受入に足る

研究環境、教育環境、住環境が十分であるかを

確認する．審査に必要な情報は大阪サイドで準

備する． 

（５）審査は、あらかじめ理学研究科の審査を経た

後、インターネット TV を利用し、大阪大学理

学研究科 とグローニンゲン大学の間にインタ

ーネット回線を繋ぎ、グローニンゲン大学の

ITP 海外パートナー教員職員が大阪にいる派遣

候補者に対して、直接に英語でインタビューを

する． 

当初、グローニンゲン大学が幹事校となり計画しているＥＵエラスムス･ムンドゥス･プログラムに参画す

る６大学を海外パートナー機関としていたが、平成２１年実施計画書では グローニンゲン大学への派遣を

基本とし、グローニンゲン大学にゲートウェイ大学として機能を持たせた。理由はグローニンゲン大学が

当 ITP 事業の欧州側の重点的な役割を効率よく果たすことが出来るようにする為である。さらには ITP 派

遣若手研究者の研究成果達成、研究でのリーダーシップ・スキルの醸成などを確実に達成出来るように ITP
プログラムのクオリティ管理をするという方向に派遣スキームを変更した（参照 図１：JSPS ITP；グロー

ニンゲン大学との取り決め事項、図２：ITP 派遣構想スキーム）。取り決め事項はグローニンゲン大学理学

部長 Serge Daan 教授と本研究科長東島教授によって調印された。 
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３．共同企画の実施状況 

共同企画の実施状況について記入して下さい。 

 

① 共同企画名 エラスムス・ムンドゥスと日欧大学間学術交流のための新戦略 

開催場所 中之島センター 開催期間 ２００７年１２月１８日 

海外パートナ

ー機関 

グローニンゲン大学 

内容（若手研

究者による発

表 等 に つ い

て） 

欧州委員会教育文化総局・ディエゴ・サマリターノ氏、グローニンゲン大学・

ローベルト・ヴァーヘナール氏、駐日欧州委員会代表部広報部・マリ＝エレ

ーヌ・ヴァレイユ氏らによる、日欧学術協力の未来展望、日欧大学間の実践

的交流促進のための戦略とその可能性、日欧学術交流の現状についての講演

があり、国内の大学におけるエラスムス・ムンドゥスへの参加、取り組みに

ついて情報を提供し、日欧関係者による意見交換の機会となった。 

② 共同企画名 欧州との戦略的協調による国際教育の展開 

開催場所 大阪大学理学研究科 開催期間 ２００９年３月１０日・１１日 

海外パートナ

ー機関 

グローニンゲン大学 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

欧州のパートナー大学の関係者を招き、ITP にて派遣された学生・研究者５名

による報告のうち１名は現地に滞在中の学生と TV カメラを通じて行い、派遣

先の決定、担当教員とのコンタクトの取り方、現地での研究、研究者を取り

巻く環境、食事や住居といった生活面の報告もあり、今後の派遣希望者にと

っても有意義なものとなった。 

③ 共同企画名  

開催場所  開催期間  

海外パートナ

ー機関 

 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

 

④ 共同企画名  

開催場所  開催期間  

海外パートナ

ー機関 

 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

 

⑤ 共同企画名  

開催場所  開催期間  

海外パートナ

ー機関 

 

内容（若手研

究者の発表等

について） 
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４．学術面の成果及び成果の発表状況 

派遣若手研究者による研究成果発表について記入して下さい。 

 
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すること。査読中・投稿中のものは除く。 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。 

1 

著者名 Hal Suzuki, Akira Inaba, Jan Krawczyk, Maria Massalska- Arodź  

題 名 
Thermodynamic properties of chiral liquid crystalline material 

(S)-4-(2-methylbutyl)-4'-cyanobiphenyl (5*CB) 
掲載誌名 Chem. Phys. Lett. 

発行所 Elsevier 巻号 40 頁 1232～1242 発行年 2008 年 査読 有・無

2 

著者名 Hal Suzuki, Akira Inaba, Jan Krawczyk, Maria Massalska- Arodź  

題 名 
Disorder in Crystalline Phases of Chiral Glass Formers 5*CB and 

8*OCB Evidenced by the Low Temperature Heat Capacity 
掲載誌名 J. Chem. Thermodynamics 

発行所 Elsevier 巻号 463 頁 90～93 発行年 2008 年 査読 有・無

3 

著者名 Junichi Fukuda, Colin J. Peach, Christopher J. Spiers and Satoru Nakashima 

題 名 
Electrical impedance measurement of hydrous microcrystalline 

quartz 
掲載誌名

Journal of Mineralogical 

and Petrological Sciences,

発行所 
Japan Association of 

Mineralogical Sciences 
巻号 104 頁 176～181 発行年 2009 年 査読 有・無

4 

著者名 Y. Imai, C. Koike, H. Chihara, K. Murata, T. Aoki, A. Tauchiyama 

題 名 
Shape and lattice distortion effects on infrared absorption 

spectra of olivine particles 
掲載誌名 A&A 

発行所 EDP Sciences 巻号 accepted 頁 in press 発行年 2009 年 査読 有・無

5 

著者名 K. Murata, H. Chihara, C. Koike, T. Takakura, Y. Imai, A. Tsuchiyama 

題 名 
Crystallization experiments on amorphous magnesium silicate. 

I. Estimation of activation energy of enstatite crystallization
掲載誌名 ApJ 

発行所 
The American 

Astronomical Society 
巻号 697 頁 836～842 発行年 2009 年 査読 有・無

6 

著者名 K. Murata, H. Chihara, C. Koike, T. Takakura, T. Noguchi, Y. Imai, A. Tsuchiyama 

題 名 
Crystallization experiments on amorphous magnesium silicate. 

II. Effect of stacking faults on infrared spectra of enstatite
掲載誌名 ApJ 

発行所 
The American 

Astronomical Society 
巻号 698 頁 1903～1906 発行年 2009 年 査読 有・無

7 

著者名 今井悠太, 小池千代枝, 茅原弘毅, 村田敬介, 周藤浩士, 青木大空, 土`山明 

題 名 赤外吸収スペクトルに対するシリケイト微粒子の形状及び結晶格子歪みの影響 掲載誌名
特定領域研究「系外惑星」ダ

スト班第四回研究会収録 

発行所 ダスト班第四回研究会 巻号 4 頁 25～30 発行年 2008 年 査読 有・無

8 

著者名 Yutaka Ohira, Brian Reville, John G. Kirk, and Fumio Takahara 

題 名 
Two-dimensional particle-in-cell simulations of the nonresonant, 

cosmic-ray-driven instability in supernova remnant shocks 
掲載誌名 The Astrophysical Journal

発行所 
The American 

Astronomical Society 
巻号 698 頁 445～450 発行年 2009 年 査読 有・無

9 

著者名 

H.Matsubara, A.Tamii,T.Adachi, J.Carter, M.Dozono, H.Fujita, K.Fujita, Y.Fujita, N.Fujita, K.Hatanaka, D.Ishikawa, 
M.Itoh, M.Kato, T.Kawabata, S.Kuroita, H.Nakada, K.Nakanishi, P.von Neumann-Cosel, R.Neveling, A.Nonaka, H.Okamura, 
B.Ozel, I.Poltoratska, A.Richter, B.Rubio, H.Sakaguchi, S.Sakaguchi, Y.Sakemi, Y.Sasamoto, Y.Shimbara, Y.Shimizu, 
F.D.Smit, K.Suda$, Y.Tameshige, K.Tsukiyama, R.Yamada, Y.Yamada, M.Yosoi, and J.Zenihiro 

題 名 
(p,p') reactions on all even-even and N=Z nuclei of sd-shell 

 region  
掲載誌名 RCNP annual report 

発行所 RCNP 巻号 2007 頁 6～ 発行年 2008 年 査読 有・無

10 

著者名 
Y. Nakagawa, A. Voigt, E.-M. Ilgenfritz, M. Muller-Preussker,A. Nakamura, T. Saito, A. Sternbeck, H. Toki

, Feb 2009. 16pp. 

題 名 
Coulomb-gauge ghost and gluon propagators in SU(3) lattice 

Yang-Mills theory 
掲載誌名 Physical Review D 

発行所 
The American Physical 

Society 
巻号 79 頁 114504～ 発行年 2009 年 査読 有・無

11 

著者名 Yasufumi Nitta 

題 名 Convexity properties of generalized moment maps 掲載誌名
Journal of the Mathematical 

Society of Japan 

発行所 Mathematical Society of 巻号 61 頁 1171～1204 発行年 2009 年 査読 有・無
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Japan 

 

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すること）、題名、発表した学会名、開催場所、発表時

期を記載すること。共同発表者がいる場合は、全ての発表者名を記載し、主たる発表者に○印を付すこと。 

・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すること 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。 

1 

発表者名 ○H. Suzuki, A. Inaba, M. Massalska-Arodź , J. Krawczyk 

題 名 Polymorphism of Glass-forming Liquid-crystalline Material -5*CB- 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 the 9th Lähnwitzseminar on Calorimetry 場所 Rostock (Germany) 2006 年 5 月 

2 

発表者名 A. Inaba, ○M. Massalska-Arodź , J. Krawczyk, I. Natkaniec, H. Suzuki 

題 名 

Thermodynamic Features and Dynamics in 

(S)-4-(2-methylbutyl)-4'-cyanobiphenyl (5*CB) Glass Former as 

Studied by Complementary Methods 

口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
The 21st International Liquid Crystal 

Conference, DYNAP-15 
場所 Keystone (Colorado, USA) 2006 年 7 月 

3 

発表者名 ○H. Suzuki, A. Inaba, M. Massalska-Arodź , J. Krawczyk 

題 名 
Polymorphism and Glass Transition of (S)-4-(2-Methylbutyl)-4′

-cyanobiphenyl (5*CB) 
口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 the 62nd Calorimetry Conference 場所 Hawaii (USA) 2007 年 8 月 

4 

発表者名 ○H. Suzuki, A. Inaba, M. Massalska-Arodź , J. Krawczyk 

題 名 Low Temperature Heat Capacity of Glassy States for 8*OCB and 5*CB 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 the 62nd Calorimetry Conference 場所 Hawaii (USA) 2007 年 8 月 

5 

発表者名 ○Y. Imai, C. Koike, H. Chihara, K. Murata, H. Suto, T. Aoki, A. Tsuchiyama 

題 名 
Shape and Lattice Distortion Effects on Infrared Spectra of Olivine 

Particles, 
口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 AOGS2008, 場所 Busan (Korean) 2008 年 6 月 

6 

発表者名 Ryo Narasaki 

題 名 Fusion system and blocks of finite groups. 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
Workshop on Representations and 

Cohomology 
場所 Koeln University (Germany) 2009 年 3 月 

7 

発表者名 Ryo Narasaki 

題 名 
Some examples of perfect isometries for blocks with non-abelian 

defect groups. 
口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 Nikolaus Conference 2008 場所 
RWTH-Aachen 

University(Germany) 
2008 年 12 月 

8 

発表者名 Ryo Narasaki 

題 名 Isometries for blocks with trivial intersection defect groups. 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 Oberseminar zur Algebra 場所 
RWTH-Aachen 

University(Germany) 
2008 年 11 月 

9 

発表者名 ○Brian Reville, John G. Kirk, Peter Duffy, Stephen O'Suullivan, Yutaka Ohira, and Fumio Takahara

題 名 Magnetic field amplification at parallel shocks 口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
PIC simulations of relativistic 

collsionless shocks 
場所 Dublin Ireland 2008 年 5 月 

10 

発表者名 
○ Y. Nakagawa, A. Voigt, E.-M. Ilgenfritz, M. Muller-Preussker,A. Nakamura, T. Saito, A. Sternbeck, 

H. Toki 

題 名 
IR suppression of the Coulomb gauge gluon propagator in SU(3) 

Yang-Mills theory 
口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 
8th Conference on Quark Confinement and 

the Hadron Spectrum: Confinement8 
場所 Mainz, Germany 2008 年 9 月 

11 

発表者名 Akira Karasawa, Nik Mahmood, Esther Biemans-Oldehinkel, Karin Wolters, and ○Bert Poolman 

題 名 
Engineering of ion sensing by the CBS module of the ABC transporter 

OpuA 
口頭・ポスター 審査 有・無

学会名 

Gordon Reserch Conferrence 

(Cellular Osmoregulation and 

Mechanotransduction) 

場所 
University of New England, 

Biddeford, Maine ME, USA 
2009 年 7 月 
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５．今後の展望 

（１）当初目的を達成するための今後の事業実施計画（概要）について、これまでの実施状況を踏ま

えて、改善点・改善方法について触れながら記入してください。また、事業実施期間終了後の展望に

ついて記入して下さい。 

 

I. 本ITP事業の申請時の３つの目標（p.1参照）はおおむね達成出来ている。 

・学生派遣の着実な数値目標達成 

・ICI ECP “INTERFACES”による実質的なエラスムス・ムンドゥス・プログラムの”Japan Window”

の獲得 

・G30採択によりITP事業がG30と連携して、本学の教育、研究、事務機構の国際化を加速度的推進 

 今後もこれまでのような着実かつ多岐にわたるプロアクティブな活動展開を進める所存である 

 

II. 今後の事業展開を考える上でより高度な事業目標を達成するために、いくつかの努力目標を以下に掲

げる。 

（１）日本人若手研究者の高度「研究遂行力」の組織的および戦略的プロモーション 

（２）第二、第三の強力な欧州海外パートナー機関（ゲートウェイ大学）の開拓 

（３）派遣者の英語力向上 

 

（１） 日本人若手研究者は語学力や表現力に乏しいと言われる。しかし、高度な研究遂行力を持っている。

最先端の研究環境で大学院生を育てる日本の大学院教育の優れた成果である。これまでもITPで派遣

者が受入大学でポスドクとして雇用された例がある。今、課題として考えなければならないのは日

本人若手研究者の力を組織的および戦略的に欧州内でプロモーションすることである。考えられる

ことはシンポジウム開催。シンポジウムでの研究発表により、派遣者自身の自覚を促せる。また、

ITPの予算規模の拡大は確実に欧州での日本人若手研究者の評価向上に繋がる。 

派遣者の英語力は派遣前には確かに問題である。派遣を終えて帰国した若手研究者は学術・日常生

活の中で培った実践的英語力が飛躍的に向上している。従って本事業のこの点に於ける使命は、よ

り多くの若手研究者を欧州に派遣することに尽きる。 

（２） グローニンゲン大学は歴史も古く数多くのノーベル賞受賞者を輩出している。この先もITPが国際的

教育事業に於いて協力を得る大学としては申し分ない。しかしながらより包括的な学術交流を欧州

の一流大学と目指すのであれば、 グローニンゲン大学との着実な学術交流を礎にして第二、第三の

ゲートウェイ大学の開拓を目指さなければならない。（「海外パートナー機関の見直しの項：＜欧

州海外パートナー機関（ゲートウェイ大学）の拡大＞を参照」 

（３） 派遣者の英語力は派遣前にはまったく問題ないとは言いがたい例もある。それは最終選考（グロー

ニンゲン大学に於けるITP海外パートナー教員職員によるとのTV会議システムを通しての英語での

インタビュー）時にたびたび指摘されている。場合によっては海外パートナー教員による指摘もあ

る。その為に派遣者が事前に英語力向上を図れるように英語自習システムを整備した。また理学研

究科内にイングリッシュ・カフェを設立した。ITP事業を継続して行くにつれて、派遣研究者の英会

話能力は平均して、年次毎に良くなっていることも指摘されている。 

 

III. 事業実施期間終了後の展望 

本ITP事業を通じて本研究科は事業終了時には、欧州教育研究機関と相互協力関係を築きあげることが出来

るように努めている。本事業終了後はそれを礎としてさらに北米および北～東南アジアの主要大学との教

育研究交流展開を計画している。アメリカ合衆国では学部学生を含めた大規模海外派遣が一流大学を中心

に既に実施されている。近い将来米国の国策として海外派遣を法律により定める可能性もある（Senator 

Paul Simon Study Abroad Foundation Act）。アジアの中には国力を高め自己資金によって学生を海外派

遣するプロジェクトを実施している国もある。本学はこのような状況に於いてG30プロジェクトを中心に大

規模な留学生誘致を行おうとしている。 
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（２）年度別計画について記入して下さい。（年度別の具体的な事業実施計画について記入してくださ

い。） 

 

①平成 21 年度 

（海外派遣計画） 

派遣先（機関名・部局名等）     派遣予定者の身分（人数）      派遣期間（日単位） 

グローニンゲン大学（フランス国立科学研究センター） 

                   博士後期課程１年（１人）       ４７日間 

グローニンゲン大学（ウィーン大学）  招へい研究員（１人）        ３６０日間 

グローニンゲン大学（ブラウンシュバイク工科大学）  

                   博士後期課程１年（１人）       ６４日間 

グローニンゲン大学（インスブルック大学） 

                   助教（１人）             ６４日間 

グローニンゲン大学（Institute of Organic Chemistry and Biochemistry AS CR, v.v.i.） 

     招へい研究員（１人）        １５８日間 

グローニンゲン大学          助教（１人）             ７０日間 

グローニンゲン大学（ドイツ重イオン研究所）     

                   博士前期課程２年（１人）       ６４日間 

グローニンゲン大学（フライブルク大学）博士後期課程 1年（１人）      １８３日間 

グローニンゲン大学          博士後期課程（２人）        ３００日間 

グローニンゲン大学（その他の機関）  博士後期課程（２人）        ３００日間 

 

（海外パートナー機関との共同企画） 

企画名             開催時期     開催場所（国名）   参加者数（見込み） 

「EUエラスムス・ムンドゥス計画との基礎科学教育研究国際化協力事業派遣研究者・学生による研究・報告会」

            平成２２年３月  グローニンゲン大学 １５０名 

  

（計画の目的及び概要） 

平成19-21年度に欧州に派遣された29名の若手研究者による報告会をグローニンゲン大学で開催する．研究

成果に加え研究体験を通じて学んだことを伝えてもらい、国際的にITP事業展開を図る．報告会結果は報告

書にまとめ関係者に配布する予定である． 

企画名               開催時期     開催場所（国名）   参加者数（見込み）

 

「エラスムス・ムンドス・ジャパン・ウィンドゥ会議；欧州国際教育プロジェクトとの協調的展開」

                平成２１年９月  大阪大学  １５０名 

  

（計画の目的及び概要） 

本学の先進的な日欧人材交流の取り組みとヨーロッパ戦略を学内外に広く紹介する。国内大学におけるエ

ラスムス・ムンドスへの参加、取り組み、またはエラスムス・ムンドゥス・ジャパン・ウィンドゥについ

て情報を提供し、日欧関係者による意見交換の機会を提供する． 
 

②平成 22 年度 

（海外派遣計画） 

派遣先（機関名・部局名等）     派遣予定者の身分（人数）      派遣期間（日単位） 

グローニンゲン大学         博士後期課程  （４人）      ４２０日間 

グローニンゲン大学         博士前期課程  （２人）      １５０日間 

グローニンゲン大学         助教または招へい研究員 （２人）  １５０日間 

グローニンゲン大学（その他の機関） 博士後期課程  （３人）      ３３０日間 

グローニンゲン大学（その他の機関） 博士前期課程  （２人）      １５０日間 

グローニンゲン大学（その他の機関） 助教または招へい研究員 （２人）  １５０日間 

 

（海外パートナー機関との共同企画） 
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企画名             開催時期     開催場所（国名）   参加者数（見込み） 

「EUエラスムス・ムンドゥス計画との基礎科学教育研究国際化協力事業派遣研究者・学生による研究・報告会」

            平成２３年３月  大阪大学 １５０名 

  

（計画の目的及び概要） 

平成19-22年度に欧州に派遣された若手研究者による報告会をグローニンゲン大学で開催する．研究成果に

加え研究体験を通じて学んだことを伝えてもらい、国際的にITP事業展開を図る．報告会結果は報告書にま

とめ関係者に配布する予定である． 

 

③平成 23 年度 

（海外派遣計画） 

派遣先（機関名・部局名等）     派遣予定者の身分（人数）      派遣期間（日単位） 

グローニンゲン大学         博士後期課程  （４人）      ４２０日間 

グローニンゲン大学         博士前期課程  （２人）      １５０日間 

グローニンゲン大学         助教または招へい研究員 （２人）  １５０日間 

グローニンゲン大学（その他の機関） 博士後期課程  （３人）      ３３０日間 

グローニンゲン大学（その他の機関） 博士前期課程  （２人）      １５０日間 

グローニンゲン大学（その他の機関） 助教または招へい研究員 （２人）  １５０日間 

 

（海外パートナー機関との共同企画） 

企画名             開催時期     開催場所（国名）   参加者数（見込み） 

「EUエラスムス・ムンドゥス計画との基礎科学教育研究国際化協力事業派遣研究者・学生による研究・報告会」

            平成２４年３月  グローニンゲン大学 １５０名 

  

（計画の目的及び概要） 

平成 19-23 年度に欧州に派遣された若手研究者による報告会をグローニンゲン大学で開催する．研究成果

に加え研究体験を通じて学んだことを伝えてもらい、国際的に ITP 事業展開を図る．報告会結果は報告書

にまとめ関係者に配布する予定である． 

 

④平成 24 年度 

（海外派遣計画） 

派遣先（機関名・部局名等）     派遣予定者の身分（人数）      派遣期間（日単位） 

グローニンゲン大学         博士後期課程  （２人）      ２００日間 

グローニンゲン大学         博士前期課程  （２人）      １２０日間 

グローニンゲン大学         助教または招へい研究員 （２人）  １２０日間 

グローニンゲン大学（その他の機関） 博士後期課程  （２人）      ２００日間 

グローニンゲン大学（その他の機関） 博士前期課程  （２人）      １２０日間 

グローニンゲン大学（その他の機関） 助教または招へい研究員 （２人）  １２０日間 

 

（海外パートナー機関との共同企画） 

企画名             開催時期     開催場所（国名）   参加者数（見込み） 

「EUエラスムス・ムンドゥス計画との基礎科学教育研究国際化協力事業派遣研究者・学生による研究・報告会」

            平成２４年１０月   大阪大学      １５０名 

  

（計画の目的及び概要） 

平成 19-24 年度に欧州に派遣された若手研究者による報告会をグローニンゲン大学で開催する．研究成果

に加え研究体験を通じて学んだことを伝えてもらい、国際的に ITP 事業を総括する．報告会結果は報告書

にまとめ関係者に配布する予定である．  

 

 

 

 


