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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 
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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 

 

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 
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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)  

 

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)  

 

機関名 （和文） コロンビア大学 

（英文） Columbia University 

専攻等名（和文）    

(英文)  

 

機関名 （和文） カリフォルニア大学デイビス校 

（英文） University of California, Davis 

専攻等名（和文）    

(英文)  

 

機関名 （和文） イタリア光学国立研究所 

（英文） National Institute of Optics 

専攻等名（和文）    

(英文)  

 

機関名 （和文） アルゴンヌ国立研究所 

（英文） Argonne National Laboratory 

専攻等名（和文）    

(英文)  
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機関名 （和文） ロンドン大学 

（英文） University College of London 

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２５年度の事業目標達成状況 

 

事業実施期間全体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２５年度の事業目標達成状況 

 若手研究者派遣については，ほぼ当初の計画通り，１０名（内１名は前年度からの継続）の中長

期派遣を実施した．派遣者の研究分野は，これまでの４年間で実現してきた研究分野を中心として，

数学，応用数学，物理，応用物理，電子工学，建築の各分野にわたった．派遣先としては，これま

で派遣実績のあるミュンヘン工科大学やスイス連邦工科大学，カリフォルニア大学などを始めとし

て，新たな派遣先も含めて，アメリカ，ドイツ，スイス，イタリア，イギリスの各研究機関に，そ

れぞれ２か月から６か月の国際インターンシップが実現し，それぞれの分野で若手研究者の国際性

が高まった．とくに建築分野では，数年にわたり継続して派遣実績が挙がっており，研究室単位で

の研究連携の密度が高まった．一方で，国際的研究拠点への派遣による効果は，単に各分野での研

究指導だけでなく，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

にもつながった．派遣期間については，事前準備を十分に行った上での２ヶ月～３ヶ月程度のもの

を中心としながら，内容によっては５ヶ月，６ヶ月といった長期間のものも実現した． 

過去４年間の実績に基づき，密な連携を構築してきたパートナー校とは，ワークショップなどの

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．共同

企画のワークショップ，スクールの一つは，実績のある UK-Japan Winter School で，今年度は 2014

年 1月にウォーリック大学おいて，力学系を主たるテーマとして開催した．今年度は小規模の開

催ではあったが，幾何学，代数学を専攻する学生も参加し，密な議論がなされた．もう一つの共同

企画は，慶応ボストン・サマースクールである．ボストン大学との連携強化をはかるため，昨年，

一昨年に行った整数論分野，幾何学分野でのワークショップに続き，今年度は 2013 年 9 月に確率

論・統計学分野でのミニワークショップを開催した．参加教員によるレクチャーに加え，学生の研

究発表に対しては活発な質疑，議論がなされ，短期間ではあるが，参加した若手研究者にとって実

りの多いワークショップとなった．これらのワークショップ，スクールについては，ＩＴＰプログ

ラム終了後も継続して開催されることが決まっている． 
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３．平成２５年度 年度事業実施概要 

 

１．若手研究者派遣 

今年度は，前年度からの継続派遣者１名を含めて１０名の中長期派遣がなされた．これまでの４

年間で実現してきた研究分野を中心として，数学，応用数学，物理，応用物理，電子工学，建築の

各分野にわたり，派遣実績のあるミュンヘン工科大学やスイス連邦工科大学，カリフォルニア大学

などを始めとして，アメリカ，ドイツ，スイス，イタリア，イギリスの各研究機関に国際インター

ンシップが実現した．派遣期間は２か月から６か月にわたり，それぞれの研究計画に従った派遣が

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アーベル多様体と保系形式の研究，応用数学

においては大規模固有値問題に対する数値計算，物理分野では，電子正孔光子系の物性に関する理

論研究，中赤外領域の高分解能分光計の開発と分子分光，応用物理分野では量子情報処理，量子情

報デバイスの研究，電子工学では微小光共振器の作製と応用，建築分野では生命化建築のための行

動把握技術，建築構造物の損傷評価モデルに関するものとなっている．とくに建築分野では，数年

にわたり継続して派遣実績が挙がっており，研究室単位での研究連携の密度が高まった．建築構造

物の損傷評価モデルの研究においては，センサから取得した大量の加速度データから建築物の安全

性を評価する際の多変量解析や必要な数理モデルの手法について知識を吸収し，数理科学分野と建

築分野の有機的な連携がなされた．国際的研究拠点への派遣による効果は，単に各分野での国際的

な研究指導だけでなく，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

ことにもつながった． 

 

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ウォーリック大学に

おいて，2014年 1月 8日～10日に行われた．今回のスクールは，Warwick-Keio Seminar in Ergodic 

Theoryと題し，力学系，エルゴード理論をテーマとして開催された．慶應からは，幾何，代数，力

学系を専門とする大学院生 4名と教員 2名が参加し，英国からは，ウォーリック大学を中心として，

マンチェスター大学，ヨーク大学などに所属する幾何，代数，力学系を専門とする大学院生，ポス

ドク，教員約 30 名程度が参加して行われた．大学院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，2013 年 9 月 20 日～22 日に交流研究集会

「Boston-Keio Summer Workshop」を開催した．今回は，確率論および統計をテーマとし，慶應か

らは大学院生２名と教員２名が参加，現地および周辺の大学からも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 Luis Cavalho 教授、Konstantinos Spiliopoulos

教授, Henry Lam 教授の３名の連続講義に加え，慶應の若手教員，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，派遣者による派遣による研究成果報告会を（ITP

報告会）を，3月 26日に開催した．ポスター発表または口頭発表により，それぞれの現地での体験

と研究成果について報告がなされた．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， 

https://sites.google.com/site/bostonkeioworkshop/ にある． 

また，UK-Japan Winter Schoolの詳細については， 

http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/maths/research/events/2013-2014/nonsymp/wkset/ 

にある． 
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４．平成２５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，過去４年間の実績をもとに，建築分野での連携強化を目

的とした派遣がなされた．また，適切な派遣先を見つけるのが難しい実験を伴う物理，工学分

野での派遣についても，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

とにより複数の派遣が実現している．本プログラムにおいては，派遣者本人の自主的な申請を

許容し，十分な準備，調整を行ったのち派遣を実施しているため，それほど長期の派遣でなく

ても十分な成果をあげて帰国しているケースが多い．そのようなものに加え，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長期に派遣する計

画も積極的に実施した．昨年度から継続している応用数学分野でのスイス連邦工科大学チュー

リッヒ校への派遣においては，現地のプロジェクトに参加しながらの研究を長期間にわたって

行った．この派遣者は，ＩＴＰプログラムでの派遣後，もう一度別の機会を設けて同じ研究室

を長期訪問して研究を継続した．電子工学分野での派遣においては，微小光共振器の作製と応

用技術を獲得するため，６か月超の長期の派遣によりさまざまな技術を獲得することとなっ

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，将来の良きライバルとなっていくことを目

指している．今年度は連携協定校ウォーリック大学において，エルゴード理論・力学系をテー

マとし，2014 年 1 月 8 日～10 日に行われた．慶應からは主に幾何，代数，力学系を専門とす

る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 2013年 9月 20日～22日に確

率論・統計学をテーマとして行った．慶應からは大学院生２名と教員２名が参加，現地および周

辺の大学からも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 Luis 

Cavalho 教授、Konstantinos Spiliopoulos 教授, Henry Lam 教授の３名に連続講義に加え，慶應

や現地の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拠点間の連携に加え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 

 

建築分野では，ここ数年にわたり継続してミュンヘン工科大学へコンスタントに派遣がなされて

おり，共同指導体制が確立しつつある．派遣は昨年度であったが，英国のキングスカレッジロンド

ンとは，整数論分野での研究協力体制が確立し，2014年度に採択された拠点形成プログラムにおけ

るパートナー校ともなっている．今後，より高度な研究レベルでの連携がなされることにつながっ

た． 

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，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． 

ボストン大学とは，共同企画であるサマースクールが継続して実現している．分野も，整数論を

中心とした代数学分野から始まり，幾何学分野，確率論，統計学分野と広がってきた．ボストン大

学近隣の大学院生も参加し，小規模のワークショップということもあって，極めて活発な議論がな

され，双方の若手研究者にとって大きな収穫となっている．今後もこの企画を継続していくことで

合意がとれている． 
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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 

・Yoichi Matsuo, Hua Guo, Peter Arbenz/Experiments on a Parallel Nonlinear 

Jacobi-Davidson Algorithm/掲載時期は未定/Procedia Computer Science 

・Yuuki Takai/ An isogeny criterion for modular Abelian varieties over              

totally real fields/ in preparation 

・YuukiTakai/ On indivisibility of relative class numbers of totally imaginary 

quadratic extensions and these relative Iwasawa invariants/ Proceedings of the 

Japan Academy, Series A, Mathematical Sciences 90.2 (2014): 33-36./ 

 

 

発表 

・Yoichi Matsuo /Experiments on a Parallel Nonlinear Jacobi-Davidson 

Algorithm/10-12 June/ICCS2014 

・Masashi Abe / The International Quantum Cascade Laser School and Workshop 2014 

/ 発表予定 

・Yuuki Takai / Indivisibility of relative class numbers of CM quadratic 

extensions and vanishing of these relative Iwasawa invariants/ 2013 年 10月 9

日/Number Theory Seminar, UC Berkeley 

・Yuuki Takai / Indivisibility of relative class numbers of CM quadratic 

extensions and vanishing of relative Iwasawa invariants/ 2013年11月8日/ Number 

Theory Seminar, Stanford University 

・Hanai Ryo /"Strong-coupling phenomena and non-equilibrium effects in an 

exciton-polariton gas"/2014.4.22/Hakone,Japan） 
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４－４．今後の課題・問題点 

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，一昨年度

は整数論に絞ったテーマで開催，昨年度は 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．今年度は，ボス

トン大学と慶応大学ともに強みを持っている分野である確率論及び統計学分野で開催し，活発

な議論がなされた．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．今年度開催した UK-Japan Winter School は力学系をテーマとしたが，やや規模の小さな

集まりとなった．本ＩＴＰプログラムからサポートしての開催は最後となったが，これも継続

して開催することが決定している．今年度に開催したこれら２件の共同開催のワークショップ

は，いずれもテーマが絞られたものであった．関連他分野の研究者も参加するようなワークシ

ョップを通じて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は完全に

はかなわなかったことになるが，より密な議論ができたという意味においては，若手研究者の

育成のためには大きな効果があったといえよう． 

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

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，学内においてさえなかなか増や

せていないのが現状である．本プログラムの派遣者報告会においては，多分野の派遣学生が集

い，関連他分野の研究内容，研究姿勢などを学び，良い刺激を受けている．学内的にもまだま

だ横のつながりを太くする必要性を感じる． 
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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 

スイス連邦工科大学 

スイス チューリッヒ 
2013/1/6～ 

2013/5/5 

理工学研究科 博士課程 1 年 

 

 
 

ミュンヘン工科大学 

ドイツ ミュンヘン 

2013/5/24～ 

2013/8/21 

 

理工学研究科 修士課程 1 年 

 

 

 

 

ミュンヘン工科大学 

ドイツ ミュンヘン 

2013/9/7～ 

2013/12/5 

 

理工学研究科 修士課程 1 年 

 

 

コロンビア大学 

米国 ニューヨーク 
2013/9/7～ 

2013/12/5 

理工学研究科 修士課程 1 年 

カリフォルニア大学 

デイビス校 

米国 デイビス 

2013/9/9～ 

2014/3/23 

(2013/11/13～

2013/11/20, 

2014/1/25～ 

2014/2/5 は論文発表の

ため一時帰国） 

理工学研究科 修士課程 2 年 

 

カリフォルニア大学 

バークレー校 

米国 バークレー 

2013/10/1～ 

2014/2/1 

理工学研究科 特任助教 

 

ミュンヘン工科大学 

ドイツ ミュンヘン 
2013/10/11～ 

2013/12/19 

理工学研究科 修士課程 2 年 

 

イタリア光学国立研究

所 

イタリア フィレンツ

ェ 

2013/12/18～ 

2014/3/18 

理工学研究科 博士課程 2 年 

 

ロンドン大学 

英国 ロンドン 
2014/1/5～ 

2014/3/16 

理工学研究科 博士課程 3 年 

 

アルゴンヌ国立研究所 

米国 アルゴンヌ 
2014/1/6～ 

2014/3/23 

理工学研究科 博士課程 1 年 

 

   

 

 



    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年度実施報告書 

（平成２５年度） 

13 

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 

ミュンヘン工科大学 

ドイツ ミュンヘン 

 

2013/12/15～ 

2013/12/19 

 

理工学部 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 

 

2013/4/1～ 

2013/9/21 

 

 

Ecole Centrale Paris 

 

 

慶應義塾大学  

理工学研究科 

 

2013/4/1～ 

2013/9/21 

 

 

Ecole Centrale Paris 

 

 

 

慶應義塾大学  

理工学研究科 

 

2013/4/1～ 

2013/9/21 

 

 

Ecole Centrale Paris 

 

 

慶應義塾大学  

理工学研究科 

 

2013/4/1～ 

2013/9/21 

Ecole Centrale Paris 

慶應義塾大学  

理工学研究科 

 

2013/4/1～ 

2013/9/21 

Ecole Centrale de Nantes 

慶應義塾大学  

理工学研究科 

 

2013/4/1～ 

2013/9/21 

Ecole Centrale de Nantes 

慶應義塾大学  

理工学研究科 

 

2013/4/1～ 

2013/9/21 

Ecole Centrale de Nantes 

慶應義塾大学  

理工学研究科 

 

2013/9/22～ 

2014/3/31 

Ecole Centrale de Lyon 

慶應義塾大学  

理工学研究科 

 

2013/9/22～ 

2014/3/31 

Ecole Centrale de Lyon 
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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26年１月8 日～平成 26 年1 月 10 日（ 3 日間） 

開 催 地 ウォーリック大学（ウォーリック・英国） 

日
本
側
責
任
者 

氏 名 高橋 博樹 

所属機関・職名 慶應義塾大学 理工学部 専任講師 

（
※
日
本
以
外
で 

 
 

開
催
の
場
合
） 

開

催

責

任

者 

氏 名 

（ 英 文 ） 
Richard Sharp 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
University of Warwick, Professor 

概要及び成果 

 

【概要】 

（共同企画の目的、本会経費により参加した参加者の役割や貢献についても示してください） 

開催目的・意義： 若手研究者の国際的育成を英国の大学と連携して行うこと．また数学を中心として，

他分野との国際的融合研究を若手研究者に経験・促進させる． 

計画の概要： 分野を絞ったミニワークショップを行う 

 １）招待講演者による連続講義 

 ２）参加者による研究発表 

 ３）大学院学生を中心にしたディスカッション 

 を行う． 

運営組織概要：  組織委員として，前田吉昭（慶應義塾大），David Elworthy（ウォーリック大学） 

派遣人数： 本事業による派遣は，慶應から教員 2 名，若手研究者 3 名程度を予定． 

 

 

【成果】慶應義塾大学大学院基礎理工学専攻における幾何、代数、力学系を専門とする大学院生 4

名と教員 2 名がウォーリック大学を訪問し、ウォーリック大学を中心として、マンチェスター大学、ヨ

ーク大学など英国の大学に所属する幾何、代数、力学系を専門とする大学院生、ポスドク、教員約 30

名程度が参加して行われた。三日間のワークショップでは慶應から参加した教員 2 名を含む 12 名が 1

時間講演を行った。慶應から参加した大学院生 4人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た。4 人のうち 2 名

が ``Keio Student Talks”と題する 20 分程度の講演を行った。ワークショップの情報は

http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/maths/research/events/2013-2014/nonsymp/wkset/で入手でき

る。 

 

＊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 
慶應-ボストン ミニワークショップ 

開 催 期 間 平成２５年９月２０日 ～ 平成２５年９月２２日（３日間） 

開 催 地 ボストン大学（ボストン・米国） 

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 ） 
Steven Rosenberg 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
ボストン大学教授 

概要及び成果 

【概要】 

（共同企画の目的、本会経費により参加した参加者の役割や貢献についても示してください） 

開催目的・意義： 若手研究者の国際的育成を海外パートナー機関であるボストン大学と連携して行う

こと． 

計画の概要： 今回は確率論・統計学分野にテーマをしぼり，この分野での両大学の連携を深めるため，

ワークショップを開催する．第一線の研究者による連続講義，ポスドク・博士課程学生による研究発表，

および，ディスカッションを行う． 

運営組織概要：  組織委員として，前田吉昭（慶應義塾大学），田村要造（慶應義塾大学），Steven 

Rosenberg（ボストン大学）が中心となって行う． 

派遣人数： 本事業による派遣は，慶應から教員 2名，若手研究者・博士課程学生 3 名程度を予定． 

 

【成果】 

慶應義塾大学大学院基礎理工学研究科とボストン大学との第３回連携サマーワークショップを９月２

０日から９月２２日の期間、ボストン大学にて開催した。今回のワークショップは確率論および統計に

おける最近の問題について、シニア研究者による講義を午前中に行い、午後にはこの研究分野における

大学院学生や若手研究者の研究発表を行った。参加者は慶應側から教員２名、大学院学生２名が参加し

た。これらの講義や討議は確率論および統計学におけるボストン大学を中心とする米国の大学と慶應義

塾大学の大学院学生や若手研究者の育成を日米双方の連携で行うことを目的としている。午前の講義

は、ボストン大学 Luis Cavalho 教授、Konstantinos Spilioupolos 教授,Henruy Lam 教授の３名に連続

講義が行われた。午後には、慶應側とボストン側から大学院学生および若手研究者による研究発表を行

い、その発表をもとに参加者による討議を行った。その中で、特に慶應側から講演を行った清講師と大

学院学生の鈴木氏、井本氏の問題について、ボストン側からも注目され、多くの議論が行われた。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。 

 

＊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 

 


