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(様式４) 

１． 基本データ  

【事業名称】 

事業名（和文は４０字以内。） 

（和文）数理科学が先導するボーダレス基礎理工学若手研究者国際育成戦略 

 

（英文）International Training of Leading Young Researchers in Mathematical Sciences Borderless 

Fundamental Science and Technology 

 

【申請大学】 

大学名（和文） 慶應義塾大学                         

 

      (英文) Keio University 

 

 

大学長氏名 

清家 篤 

 

 

【申請専攻等】（申請大学内の研究科、附置研、研究センター、国際交流担当課等） 

大 学 名（和文） 慶應義塾大学 

 

 

  

（英文） Keio University 

 

 

  

専攻等名（和文） 大学院理工学研究科基礎理工学専攻 

 

 

 

(英文) Graduate School of Science and Technology, School of Fundamental Science and Technology

 

 

  

【申請大学内のその他の専攻等】（該当がある場合のみ記述してください。専攻等が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文） 統合数理科学研究センター 

 

 

 

(英文) Center for Integrative Mathematics 

 

 

 

【申請大学以外の協力機関】（該当がある場合のみ記述してください。機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

 

 

  

(英文)  

 

 

 

機関名 （和文）                            

 

 

（英文） 
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【海外パートナー機関】(機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

 

機関名 （和文） カリフォルニア大学バークレー校                           

（英文） University of California, Berkeley 

専攻等名（和文） 数学科   

(英文) Department of Mathematics 

 

機関名 （和文） ボストン大学                           

（英文） Boston University 

専攻等名（和文） 数学統計学科   

(英文) Department of Mathematics & Statistics 

 

機関名 （和文） エール大学                           

（英文） Yale University 

専攻等名（和文） 数学科   

(英文) Department of Mathematics 

 

機関名 （和文） マギール大学                           

（英文） McGill University 

専攻等名（和文） コンピュータ科学科   

(英文) School of Computer Science 

 

機関名 （和文） エコール・ポリテクニク                           

（英文） Ecole Polytechnique 

専攻等名（和文） ローラン・シュヴァルツ数学研究所   

(英文) Centre de mathematiques Laurent Schwartz 

 

機関名 （和文） エコール・サントラル・インターグループ（リール，リヨン，マルセイユ，ナント，パリ） 

（英文） Ecole Centrale Intergroup (Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris) 

専攻等名（和文）    

(英文)  

 

機関名 （和文） ケルン大学                           

（英文） University of Cologne 

専攻等名（和文） 数学科   

(英文) Mathematical Institute 

 

機関名 （和文） スイス連邦工科大学チューリッヒ校 (ETH Zurich)      

（英文） Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich) 

専攻等名（和文） ＯＲ学科   

(英文) Institute of Operations Research 

 

機関名 （和文） スイス連邦工科大学ローザンヌ校 (EPFL)              

（英文） Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) 

専攻等名（和文） ベルヌーイ研究所   

(英文) Bernoulli Center 
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機関名 （和文） ウォーリック大学                           

（英文） University of Warwick 

専攻等名（和文） 数学科   

(英文) Mathematics Institute 

 

機関名 （和文） 南開大学                           

（英文） Nankai University 

専攻等名（和文） チャーン研究所   

(英文) Chern Institute of Mathematics 

 

機関名 （和文） 延世大学                           

（英文） Yonsei University 

専攻等名（和文） 数学科   

(英文) Department of Mathematics 

 

機関名 （和文） オーストラリア連邦科学産業研究機構                           

（英文） CSIRO 

専攻等名（和文） 数学・情報科学研究部門   

(英文) Mathematical & Information Sciences 

 

機関名 （和文） ヴィクトリア大学ウェリントン校                           

（英文） Victoria University of Wellington 

専攻等名（和文） 数学・統計・ＯＲ研究部門   

(英文) School of Mathematics, Statistics and Operations Research 

 

機関名 （和文） ミュンヘン工科大学                           

（英文） Technical University of Munich 

専攻等名（和文） 数学科・物理学科・化学科・情報科学科   

(英文) Department of Mathematics, Physics, Chemistry, Informatics 

 

機関名 （和文） カリフォルニア大学アーバイン校                          

（英文） University of California, Irvine 

専攻等名（和文） 工学部   

(英文) School of Engineering 

 

機関名 （和文） スタンフォード大学                           

（英文） Stanford University 

専攻等名（和文） 材料工学科   

(英文) Department of Materials Science and Engineering 

 

機関名 （和文） ジョージア工科大学 

（英文） Georgia Institute of Technology 

専攻等名（和文） 建築学科 機械工学科   

(英文) College of Architecture & School of Interactive Computing 

 

機関名 （和文） ミシガン大学 

（英文） University of Michigan 

専攻等名（和文） 工学部   

(英文) College of Engineering 
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機関名 （和文） パリ東大学 

（英文） Université Paris-Est 

専攻等名（和文）    

(英文)  

 

機関名 （和文） マックスプランク研究所 

（英文） Max Planck Institute 

専攻等名（和文）    

(英文)  

 

機関名 （和文） マラヤ大学 

（英文） University of Malaya 

専攻等名（和文） 理学部   

(英文) Faculty of Science 

 

機関名 （和文） コペンハーゲン大学 

（英文） University of Copenhagen 

専攻等名（和文） 理学部   

(英文) Faculty of Science 

 

機関名 （和文） ニューヨーク大学 

（英文） New York University 

専攻等名（和文） 数理学部   

(英文) Department of Mathematics 

 

機関名 （和文） ベルリン工科大学 

（英文） Technical University Berlin 

専攻等名（和文） 理論物理研究所   

(英文) Institute of Theoretical Physics 

 

機関名 （和文） キャンベラ大学 

（英文） University of Canberra 

専攻等名（和文）    

(英文)  

 

機関名 （和文） ルーベンカソリック大学 

（英文） The University of Leuven 

専攻等名（和文） 理学部   

(英文) Faculty of Science 

 

機関名 （和文） ケンブリッジ大学 

（英文） University of Cambridge 

専攻等名（和文）    

(英文)  
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機関名 （和文） 国立標準技術研究所 

（英文） National Institute of Standards and Technology 

専攻等名（和文）    

(英文)  

 

機関名 （和文） キングスカレッジロンドン 

（英文） King’s College London 

専攻等名（和文）    

(英文)  

 

機関名 （和文） オックスフォード大学 

（英文） University of Oxford 

専攻等名（和文）    

(英文)  

 

機関名 （和文） ミュンヘン連邦軍大学 

（英文） The University of the Federal Armed Forces in Munich 

専攻等名（和文）    

(英文)  
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２．事業実施期間を通じた事業の目標と、そのうちの平成２４年度の事業目標達成状況  

 

事業実施機関を通じた事業の目標 

科学技術の成果を享受している現代では，その成果に目を奪われて，その背後にある科学的知識と

論理試行の価値を見失いがちな時代である．さらに，人々の価値観が多様化するにつれ，真理を基

礎にした論理的思考の普遍性が軽視される風潮もある．本申請母体である基礎理工学専攻では，若

手研究者の育成にあたり，今ある最先端を学ぶのではなく，次の最先端を拓くための基礎を学ぶ姿

勢を持たせてきた．高度化されかつ複雑化した社会現象や自然現象の解明のためには，理学と工学

の分離を超え，相互の有機的連携を行うことによる，次世代を担う若手研究者の育成が重要である．

自然科学は勿論，基礎科学の直接的な応用であるテクノロジーの分野までボーダレスにした基礎理

工学研究教育プログラムでの若手研究者育成を特色とし，数理科学の素養を持った物理学・生命科

学の研究者や，生命現象や応用物理分野の視野を持った数理科学研究者を国際的に育成する．学問

的にも国際的にも多様な価値観に触れることにより，次世代を担う若手研究者が育成される． 

まず，若手研究者個人の国際性を高めるため，２１世紀ＣＯＥプログラム「統合数理科学：現象解

明を通した数学の発展」で連携協定を結んだ海外拠点や，慶應義塾大学国際連携推進機構と国際セ

ンターが主導し連携協定を結んだ海外研究教育機関を中心として，年間１０名程度若手研究者を中

長期派遣する．単なる指導委託ではなく，ポスドク・博士課程学生の相互派遣なども含め，共同指

導体制を確立することを目的とする．これに加え，関連他分野との統合力を育成するために，海外

パートナー校との間で，若手研究者の定期研究交流ワークショップを開催する．英国では，ウォー

リック大学との協力で行ってきた UK-Japan Winter School を継続して毎年 1 月に開催，英国の大

学との若手研究者の共同育成を行っていく．ボストン大学では，隔年で Summer School を開催，延

世大学とは，毎年 11 月に相互に若手研究者交流ワークショップを開催する．このような，ワーク

ショップをさらに拡げて若手研究交流研究ネットワークを構築していく． 

 

 

平成２４年度の事業目標達成状況 

 若手研究者派遣については，今年度は１０名の若手研究者の派遣を実施し，ほぼ当初の計画通り

の人数を派遣することができた．派遣者の研究分野は，数学，応用数学，物理，応用物理，建築，

生物の各分野にわたり，アメリカ，イギリス，ドイツ，フランス，スイスなどの研究機関に，それ

ぞれ２カ月から６カ月程度の国際インターンシップが実現した．それぞれの研究分野での国際的な

研究指導がなされ，若手研究者の国際性が高まった．各派遣においては，単に各分野での研究指導

だけでなく，海外の研究者がいかに他分野と連携して研究を行っているかなど身をもって体験し，

異分野の研究者と議論する機会をもち，広い視野での研究経験を行わせることができた．数理科学

分野に留まらず，数学の応用が期待される分野での連携先となる海外拠点の発掘にも力を入れ，新

たな国際インターンシップ先への派遣も前年度に続き積極的に行った．実験環境などの問題でこれ

まであまり実現していなかった生物分野での派遣が今年度実現したことは特筆すべきことである．

過去３年間のように，２～３か月間の派遣を基本とする中で，４か月～６か月程度の長期的な派遣

についても実現した． 

過去３年間の実績に基づき，パートナー校となっている海外拠点に対する国際インターンシップ

の実施や共同企画の実施により連携をさらに強化し，博士課程学生の共同指導体制の構築をはかっ

た．ボストン大学との連携強化をはかるため，昨年行った整数論分野でのワークショップに続き，

今年度は幾何学分野でのミニワークショップを開催した．共同企画のワークショップ，スクールの

もう一つは，実績のある UK-Japan Winter School で，2013 年 1月に Royal Academy of Engineering 

において，「非線形解析」をテーマとしで開催した．本事業からの支出はなかったが，慶應-延世

の連携を継続強化するため，交流研究集会を 2012 年 5 月 24 日と 25 日の両日，慶應義塾大学で

開催した．延世大学からの参加者は，8 名の教員，4 名のポスドク，13 名の大学院生で，２日

間とも午前中の共通講演を行い，午後には３つの分野に分かれての研究発表では，中身の濃い

議論がなされた． 
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３．平成２４年度 年度事業実施概要 

                 

１．若手研究者派遣 

今年度は１０名の若手研究者の派遣を実施した．数学，応用数学，物理，応用物理，建築，生物

の各分野から，アメリカ，イギリス，ドイツ，フランス，スイスの研究機関に国際インターンシッ

プが実現した．それぞれの派遣期間は，従来の計画と同様に２ヶ月から３ヶ月のものが中心であっ

たが，研究計画の内容に応じて，４ヶ月程度のもの２件（うち１件は次年度まで継続），６ヶ月程

度のもの１件を実施した．それぞれの研究分野で国際的な研究指導がなされ，若手研究者の国際性

が高まった． 

今年度の派遣者の研究課題は，純粋数学においては，タイリングに由来する作用素環の研究，数

論的対称への非可換ガロア作用の研究，岩澤理論の精密化の研究，応用数学分野においては，大規

模固有値問題に対する数値計算の並列化に関する研究である．物理分野においては，光周波数コム

を用いた高精度分子分光について，応用物理分野では，大型装置向けのリチウムイオン電池に関連

した新物質についての研究，光学的ナノポア DNA シーケンサーの研究，建築分野では，生命化建築

のための感情数学モデルやロボットの人追従と歩行識別の研究で，工学的応用に直結する研究分野

においても，それぞれ国際的に最先端を行く研究組織で研究経験を行い，高度なレベルでの若手研

究者の育成がなされた．また今年度は生物分野での派遣もなされ，プラナリアの生殖とテロメア維

持の関係についての研究で，膨大な実験データを解析するために数理的手法にも目を向けるなど，

より広い視野を持った基礎理工学研究者育成がなされた． 

 

 

２．共同企画研究集会 

２－１）UK-Japan Winter School 

毎年 1月に開催している UK-Japan Winter School は，英国のパートナー校のバックアップの下，

Royal Academy of Engineering において，2013 年 1 月 7日～11 日に行われた．今回のスクールの

テーマは「非線形解析」であり，慶應以外からも複数の日本国内の大学から，大学院生・ポスドク・

教員らが参加した．慶應からは主に幾何学系数学の大学院生が参加することとなった．オックスフ

ォード大学の Gui-Qiang Chen 教授，東京大学の儀我美一教授，ケンブリッジ大学の John Toland

教授によるコースレクチャー，シニア研究者による最新の研究成果についての講演，若手研究者に

よる成果発表および討論が行われた． 

２－２）ボストン大学サマーワークショップ 

米国のパートナー校であるボストン大学において，2012 年 9 月 14 日～17 日に交流研究集会

「Boston-Keio Summer Workshop」を開催した．慶應から幾何学系と代数学系の大学院生４名と教

員１名が参加，現地および周辺の大学から１０名程度の大学院生，ポスドク，教員が参加して行わ

れた．ボストン大学の Takashi Kimura 教授，Si Li 教授による Topological Quantum Theory につ

いての連続講義に加え，各大学院生が自分の研究についての発表を行い，それについての討論を行

った．海外の専門家から多くのアドバイスを得ることができ，有意義な研究集会となった． 

 

 

３．成果報告 

各派遣者からの現地報告については，随時 Web 上に掲載している．（URL は，http://www.st.

keio.ac.jp/contents/ic/reports.html）．また，過年度の派遣者による派遣による研究成果報

告会を（ITP 報告会）を，10 月 24 日に開催した．通常はあまり交流のない異分野の研究の端

緒に触れ，互いに刺激を受け合う絶好の機会となった． 

ボストン大学サマーワークショップに関する詳細については， 

http://www.math.keio.ac.jp/~ray_otsuki/boston/index.html にある． 

また，UK-Japan Winter School の詳細については， 

http://www.mth.kcl.ac.uk/~berndt/conferences/UK-Japan13/ws2013home.html 

にある． 
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４．平成２４年度の具体的成果 

 

４－１．若手研究者育成に対する組織的取り組み状況 

若手研究者の海外派遣においては，今まであまり実現していなかった，生命科学・生物分野

での派遣が今年度実現した．実験環境などの問題で，適切な派遣先を見つけるのが難しいこれ

は当該研究分野の指導教員と派遣先とのマッチングがうまくなされたことによる．派遣者本人

の自主的な申請に加え，運営委員会が該当する学生・若手研究者の指導教員と協議し，適切な

海外パートナー機関への派遣計画を策定している．本プログラムにおいては，十分な事前準備

に基づいた２〜３ヶ月の派遣期間を基準としているが，中間評価での指摘に則って，より長期

の派遣についても積極的に実施することとした．物理分野でアメリカ国立標準技術研究所への

派遣では，光周波数コムを用いた高精度分子分光技術の習得も込めた研究のため約４ヶ月の派

遣を実施した．数学分野でコペンハーゲン大学への派遣においては，タイリングの理論に由来

する作用素環論の研究を中心に，より広範な知識を習得するのに適した派遣であることから，

約６ヶ月の派遣を実施した．応用数学分野での ETHZ への派遣は，来年度にまたがる形で，現

地のプロジェクトに参加しながらの研究のため，約４ヶ月の期間を派遣期間とした． 

毎年１月に開催している UK-Japan Winter School を今年度も継続して実施した．英国の連

携協定校のバックアップのもと，日本および英国の様々な大学から大学院学生や若手研究者を

集め，講義と先端専門研究についての講演，学生や若手研究者による研究発表と討論を通じて

それぞれの専門性を高め，また学術交流を通して，将来のよいライバルとなっていくことを目

指している．今年度は Royal Academy of Engineering において，「非線形解析」をテーマとし，

2013 年 1 月 7 日～11 日に行われた．慶應からは主に幾何学系数学の大学院生が参加すること

となった． 

昨年度に引き続き，ボストン大学でのサマーワークショップを 2012 年 9 月 14 日～17 日に行

った．慶應から幾何学系と代数学系の大学院生４名と教員１名が参加，現地および周辺の大学

から１０名程度の大学院生，ポスドク，教員が参加して行われた．ボストン大学の Takashi 

Kimura 教授，Si Li 教授による Topological Quantum Theory についての連続講義に加え，各

大学院生が自分の研究についての発表を行い，それについての討論を行った．このような，ワ

ークショップをさらに拡げて若手研究交流研究ネットワークを構築していく． 

 

４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

英国のパートナー校であるウォーリック大学とは，UK-Japan Winter School の開催について

協議し，今年度は Royal Academy of Engineering での開催のバックアップをしてもらった．

また来年度以降の継続開催についても打ち合わせを行っている． 

ボストン大学との共同企画であるサマースクールが継続して実現した．今回は幾何学系と代

数学系の学生が参加し，ボストン大学近隣の大学院生も参加し，活発な議論がなされ，双方の

若手研究者にとって大きな収穫となった．今後この企画を継続していくことで合意がとれてい

る． 

本プログラムからの支出はないが，延世大学との交流を深めるために，共同企画として交流

研究集会を定期的に開催しているが，今年度 2012 年 5 月 24 日と 25 日の両日，慶応大学で開

催した．延世大学からの参加者は，８名の教員，４名のポスドク，１３名の大学院生で，２日

間とも午前中の共通講演を行い，午後には３つの分野に分かれての研究発表では，中身の濃い

議論がなされた． 
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４－３．学術面の成果及び成果の発表状況 

（本事業の一環として発表したもの、又は発表予定のものを記入してください。なお、印刷物がある場合

は一部添付してください。） 

論文 

1. Rin Okuyama, Mikio Eto, Tobias Brandes: Optical Phonon Lasing in Semiconductor Double Quantum

 Dots, Journal of Physical Society of Japan 82, 013704 (2013), selected as “Editors’ Choice.”

2. Rin Okuyama, Mikio Eto, Tobias Brandes: Phonon Lasing in Transoprt through Double Quantum Dots,

 accepted for publication in Proceedings of the 31st International Conference on the Physics

 of Semiconductors. 

3. Tomoaki Imoto, Convolution of binomial and negative binomial variables, submitted to 

 Communications in Statistices-Theory and Methods. 

4. Mayumi Naka, Ritei Shibata, Ross Darnell: Detection of Ecological Disturbances to Seabed Fauna

through Change of Weight Distribution, Journal of the Japan Statistical Society, Vol. 42,  

No. 2, 2012. 

 

口頭発表 

1. Yasushi Nagai: On the distribution of configurations in tilings, Geometry and Analysis seminar,

 University of Copenhagen, 2013.3.22. 

2. Yoichi Matsuo: The efficient block Gram-Schmidt algorithm, ETH Zurich, 2013.1.17. 

3. Hirohito Yamazaki: Single molecule DNA analysis using a large electric field gradient at 

 Si nanopore opening, 12th International conference on near-field optics, nanophotonics and

 related techniques, San Sebastian, Spain, 2012.9.6. 

4. Rin Okuyama, Mikio Eto, Tobias Brandes: Phonon Lasing in Transoprt through Double Quantum Dots,

 31st International Conference on the Physics of Semiconductors, Zurich, Switzerland, 2012.8.2.

5. 奥山倫，江藤幹雄，Tobias Brandes: 二重量子ドットにおける光学フォノンレーザー，日本物理学会

2012 年秋季大会，横浜，2012.9.20. 

6. Rin Okuyama, Mikio Eto, Tobias Brandes: Optical phonon lasing in transport through semiconductor

 double quantum dots, American Physical Society Annual March Meeting 2013, Baltimore, MD, USA,

 2013.3.22. 

7. Tomoaki Imoto: An Extension of a Convolution of Binomial and Negative Binomial Variables, Johor

 Bahru, Malaysia, 2012.9.4. 

8. Mayumi Naka, Ritei Shibata, Ian Halliday: Influence of Environmental Factors to the Growth of

 Banana Prawn in Australian Sub-tropical Esturaries, The XXVIth International Biometric 

 Conference, Kobe, 2012.8.28. 

9. 仲真弓，柴田里程: テンジクルマエビの成長と生存のモデルから導かれる非対称混合分布で検出され

た淡水流入効果，2012 年度科学研究費シンポジウム～統計科学における深化と横断的展開～，松江，

2012.10.26. 
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４－４．今後の課題・問題点 

今年度開催した UK-Japan Winter School のテーマ「非線形解析」は，物理現象の数学解析

であり，関連他分野との統合力を持った若手研究者を育成するという本プログラムの目的に沿

ったものである．ボストン大学との連携強化は確実になされた．Boston-Keio Summer Workshop 

は，昨年度は整数論に絞ったテーマで開催したが，今年度は Topological Quantum Theory に

ついての連続講義を中心に，幾何学・代数学の両分野の若手研究者が研究発表，討論を行った．

学術分野に対する視野の広さという意味では限られたものであるが，自分の専門に近い分野

で，複数の外国人研究者の講義を聴き，研究討論ができるという貴重な場ができたという意味

で，若手研究者の国際性を高めるという意味では非常に大きな意義があった．共同開催のワー

クショップはこのような２種類の効果があり，どちらのタイプのものも今後継続的に行ってい

きたい． 

本研究の目的である，理学と工学の有機的連携による次世代若手研究者の育成には，個人に

そのような研究環境を提供するだけでなく，環境面での支援が重要と思われる．数学，物理，

応用物理，生命科学，工学基礎など，分野を超えた研究者が集う機会はまだなかなか増やせて

いないのが現状である． 

中間評価で指摘のあったパンフレットの作成については，予算の都合で若手研究者派遣に費

やしたため，今年度は見送ったが，多数の研究者の目に留まるような情報発信の工夫をしてい

く必要がある． 
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５．若手研究者の派遣実績（年度を跨いで引き続いて派遣した場合は、全期間について記載すること） 

 

 

派遣先機関 

 

派遣期間 

 

派遣者所属・職名等 

 

ミュンヘン工科大学 

（ドイツ ミュンヘン） 

 
平 24 年 

5 月 20 日- 

8 月 18 日 

 

 

慶應義塾大学  理工学研究科  

修士課程 学生 

 

エコール・サントラルナント 

（フランス ナント） 

 
平成 24 年 

5 月 20 日- 

8 月 8日 

 

慶應義塾大学  理工学研究科  

修士課程 学生 

 

 

ボストン大学 

（アメリカ ボストン） 

 

 
平成 24 年 

6 月 14 日- 

8 月 19 日 

 

慶應義塾大学  理工学研究科  

修士課程 学生 

 

 

国立標準技術研究所 

(アメリカ ボルダー) 

 
平成 24 年 

7 月 12 日- 

11 月 1日 

 

慶應義塾大学  理工学研究科  

博士課程 学生 

 

ケンブリッジ大学 

(イギリス ロンドン) 

 

平成 24 年 

7 月 18 日- 

9 月 22 日 

 

慶應義塾大学  理工学研究科  

修士課程 学生 

 

コペンハーゲン大学     

(デンマーク コペンハーゲン) 

 
※(2013.1.13～2013.1.19 は学会に出

席するため派遣先不在) 

 

平成 24 年 

8 月 26 日- 

平成 25 年 

   3 月 31 日 

 

慶應義塾大学  理工学研究科  

博士課程 学生 

 

オクスフォード大学 

（イギリス オクスフォード） 

 

平成 24 年 

11 月 19 日- 

平成 25 年 

 2 月 4日 

 

慶應義塾大学  理工学研究科  

博士課程 学生 

 

キングスカレッジロンドン 

（イギリス ロンドン） 

 

平成 25 年 

１月 21 日- 

3 月 31 日 

 

慶應義塾大学  理工学研究科  

博士課程 学生 

 

スイス連邦工科大学 

（スイス チューリッヒ） 

 

平成 25 年 

１月 6日- 

5 月 5日 

 

慶應義塾大学  理工学研究科  

博士課程 学生 

 

 

ミュンヘン連邦軍大学 

（ドイツ ミュンヘン） 

 

平成 25 年 

１月 29 日- 

3 月 31 日 

 

慶應義塾大学  理工学研究科 

特任助教 
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６．担当教職員の出張実績 

 

 

出張先機関 

 

出張期間 

 

出張者所属・職名等 

コペンハーゲン大学 

(デンマーク・コペン

ハーゲン) 

 
平成 24 年 

9 月 2日- 

9 月 8日 

 

 

慶應義塾大学 数理科学科 准教授 
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７．海外パートナー機関からの受入実績 

 

 

主たる受入先 

 

受入期間 

 

所属・職名等 

慶應義塾大学  

理工学研究科 
 

平成 24 年 

9 月 22 日- 

平成 25 年 

3 月 31 日 

 

エコール・サントラル・リヨン 

 

慶應義塾大学  

理工学研究科 

平成 24 年 

9 月 22 日- 

平成 25 年 

3 月 31 日 

 

エコール・サントラル・リヨン 

 

慶應義塾大学  

理工学研究科 

平成 24 年 

9 月 22 日- 

平成 25 年 

3 月 31 日 

 

エコール・サントラル・リヨン 
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８．共同企画実施状況 

 

企 画 名 Boston-Keio Summer Workshop 2012 

開 催 期 間 平成 24 年 9 月 14 日 ～ 平成 24 年 9 月 17 日（4日間）

開 催 地 Department of Mathematics, Boston University 

日
本
側
責
任
者

氏 名 前田 吉昭 

所属機関・職名 慶應義塾大学 理工学部 数理科学科 教授 

（
※
日
本
以
外
で

 

開
催
の
場
合
）

開

催

責

任

者

氏 名 

（ 英 文 ） 
Robert Pollack, Steven Rosenberg, Glenn Stevens 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
Boston University 

内容：  

 

慶應義塾大学大学院基礎理工学専攻における幾何学系と代数学系を専門とする大学院学生

４名と教員１名がボストン大学を訪問し、ボストン大学を中心として、ハーバード大学、ブ

ランダイス大学等ボストン地区周辺の大学に所属する幾何学および代数幾何学を専門とする

大学院学生、ポスドク、および教員約１０名程度が参加して行われた。午前中は、ボストン

大学 Professor Takashi Kimura と Professor Si Li による Topological Quantum theory に

ついてと、Professor Si Li によるについてのシリーズ講義（各３回）が行われた。午後は参

加した大学院学生が行っている研究についての発表を行い、それについての討議を行った。

慶應から参加した大学院学生は、英語でのプレゼンテーションおよびディスカッションのよ

い機会を得たこととともに、専門家からの多くのアドバイスも得ることができ、有意義な成

果が得られた。詳細については、以下のホームページに報告がある。 

http://www.math.keio.ac.jp/~ray_otsuki/boston/index.html 

 

＊その他、参加者リスト（様式は任意。本会経費負担者には印を付けること）、日程等、セミナー関連資料

があれば添付すること 
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８．共同企画実施状況 

 

企 画 名 UK-Japan Winter School 

開 催 期 間 平成 25 年 1 月 7日 ～ 平成 25 年 1 月 11 日（5日間） 

開 催 地 Royal  Academy of Engineering 

日
本
側
責
任
者

氏 名 前田 吉昭 

所属機関・職名 慶應義塾大学 理工学部 教授 

（
※
日
本
以
外
で

 

開
催
の
場
合
）

開

催

責

任

者

氏 名 

（ 英 文 ） 
Jurgen Berdt 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
Department of Mathematics, Kings College London 

内容： 

 

今回の研究テーマは非線形解析であり、日本国内からは、慶應義塾大学、早稲田大学、東

京大学、京都大学、京都大学数理解析研究所、大阪私立大学、東京工業大学、また英国側か

らは、Kings College London, Imperial College, University of Cambridge, University of 

Oxford, University of Durham, University of Bath, University of Kent 等の大学院学生、

ポスドク、教員約 40 数名の参加者によって行われた。慶應義塾大学からは２名の大学院学生

と教員１名が参加した。今回は、University of Oxford の Gui-Qiang Chen 教授, 東京大学の

儀我美一教授、University of Cambridge の John Toland 教授によるコースレクチャー(各３

回)とシニア研究者による最新の研究成果についての講演、若手研究者による成果発表および

討論が行われた。プログラムやスケジュールの詳細については 

http://www.mth.kcl.ac.uk/~berndt/conferences/UK-Japan13/ws2013home.html 

に報告がある。今回参加した慶應義塾大学大学院学生は渦の非線形解析を行って学位取得を

めざしており、今回のウインタースクールで積極的に自分の研究成果について、同世代の学

生やポスドクと討議し、また英国の教授からも助言をもらうこともでき、有意義な成果をあ

げることができた。また、同行した教員は、英国との研究連携をさらに進めるために、英国

研究者と来年以降のウインタースクールの進め方について議論を行い、来年は確率解析を中

心とした研究テーマで行うことを決めた。これにより、更に広い研究分野への発展が期待で

きるようになった。 

 

＊その他、参加者リスト（様式は任意。本会経費負担者には印を付けること）、日程等、セミナー関連資料

があれば添付すること 

 


