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                                      【公表】 

事業名 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 

申請大学 

大学名・申請専攻等名 
慶應義塾大学 理工学研究科基礎理工学専攻 

主担当教員 

所属・職・氏名 
理工学研究科基礎理工学専攻 教授  太田 克弘 

  

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 

 

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．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． 

 

 

・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】 

 

各事業年度の若手研究者派遣数は，８名，９名，９名，１０名，１０名であり，ほぼ計画通り

の人数の若手研究者派遣が実施された．派遣された若手研究者の研究分野は，数学，応用数学，

物理，応用物理，生物，電子工学，情報，建築の多方面にわたり，各分野から，それぞれ２カ月

から最長７カ月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．派遣先では，単に受入教授のもとでの研究プロジェ

クトへの参加にとどまらず，開催されるセミナーへ参加，同年代の現地若手研究者との横のつな

がり，異なる分野の研究者との議論の機会を作るなど，学問的にも国際性の上でも多様な価値観

に触れ，視野を広げる研究活動が積極的になされた． 
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研究テーマについては，数理科学およびその応用分野を中心とし，また応用数学的視点からな

される基礎工学諸分野の研究テーマから広く募集し，研究内容が将来的に数理科学分野の研究に

資する芽となりうるものを厳選した．若手数学研究者の派遣においては，海外での研究経験を通

して，理工学の広い分野に興味を持ち，応用数学の価値観を育むことも目的としている．一方若

手工学研究者については，海外で数学を基盤とした研究を経験し，彼らの数学基盤を向上させ，

それぞれの研究における新たな展開が図られた． 

派遣期間については，事前の十分な準備のもとで２～３ヶ月程度のものを中心としたが，中間

評価でのコメントを受け，研究計画を精査の上，４～７ヶ月の派遣も行った．派遣先で複数のプ

ロジェクトに携わるなどし，大きな成果が挙がった． 

 

パートナー機関のうち，特に密な連携が構築されたのは，ウォーリック大学（英国），延世大学

（韓国），ボストン大学（米国）である． 

ウォーリック大学との協力で継続開催している UK-Japan Winter School は，毎年テーマを決め

そのテーマに従った著名教授による講義と学生による研究発表が行われている．毎年 1 月に開催

され，2010 年は「積分可能系と対称性」，2011 年は「幾何学における新手法」，2012 年は「超弦理

論，幾何学および数理物理」と題し，2013 年は「非線形解析」，2014 年は「力学系」をテーマに

実施された．日英双方，他の大学からの参加者，講演者も加え，若手研究者にとり有意義なスク

ールとなっている． 

延世大学との交流研究集会は，延世大学において 2009 年 11 月に，慶應義塾大学において 2012

年 5 月に開催した．延世大学での研究集会には，慶應から教員・若手研究者計 20 名が参加し，研

究発表およびポスターセッションが行われた．慶應での開催では，延世大学から教員・ポスドク・

大学院生の参加者 25 名を招いて，午前中の講演に加え，午後は３つの分野に分かれ研究発表を行

った．それぞれにおいて活発な質疑討論がなされ有意義な内容であった．また研究交流の継続を

確認し，今後より一層連携を深めていくことが確認されている． 

ボストン大学でのサマーワークショップは，2011 年 9 月にその第１回を開催し，以後毎年，絞

ったテーマで密度の高いディスカッションがなされている．2011 年の第１回は「整数論」，2012

年は「幾何学と代数幾何学」，2013 年は「確率論および統計」に分野を絞り，小規模のミニワーク

ショップ形式で多くの議論がなされた． 

これらの交流研究集会・スクールのうち，UK-Japan Winter School, ボストン-慶應・サマーワ

ークショップについては，2014 年度採択の拠点形成事業で引き継がれ，継続して開催することが

決まっている． 
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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

 

慶應義塾大学理工学部・大学院理工学研究科では，その時代の進歩の原動力となりうる基礎学力を持っ

た科学者・技術者の育成を目標としている．併せて，グローバルな視野を持ち，世界を舞台として活躍で

きる人材を世に送り出すことが我々の使命である．世界トップレベルのグローバルリーダを輩出すること

が，理工学部・理工学研究科の今後のビジョンの一つである．2003 年 9 月から開設された先端科学技術

国際コース，さらには 2005 年のダブルディグリープログラム設置など，毎年 40 名近くの優秀な留学生が

本研究科に入学するようになった．ダブルディグリープログラムを実施しているのは，フランスのエコー

ルサントラルグループ，T.I.M.E.協定校であるパリ国立高等鉱業学校，スウェーデン王立工科大学，ルン

ド大学，ミラノ工科大学，ミュンヘン工科大学，と徐々にその対象となる大学は増えつつある．世界中か

ら優秀な学生が集まっている環境は，日本人学生にも大きな影響を与える．日本の学生が海外で研鑚する

チャレンジ精神を持ち，またそのための語学力・ディベート能力を高めるために，学部１～２年生向けに，

グローバルリーダーシップセミナーが設置された．さらに，理工学部創立 75 年記念事業の一つとして，

国際人材育成基金を設立し，夏季休業期間中などに開催される短期海外派遣プログラム，本事業のような

数か月にわたる国際インターンシップや研究研修，複数年に跨るダブルディグリープログラムなどへの経

済的支援をスタートさせている．学事上では，４学期制が一部導入され，夏季の短期海外留学がより一層

しやすくなり，その機会を大幅に増やす施策がとられている． 

 本事業実施に対する支援体制は，学生課国際担当による事務的な支援，派遣に直接かかわる手続き上の

支援などを中心とし，学事面の支援，研究資金の公正な支出に対する支援など，当初から十分整備されて

いる．若手研究者を派遣する他のプログラムやダブルディグリープログラムの拡充など，慶應義塾大学理

工学部・理工学研究科全体として，派遣・受け入れ両面にわたって積極的な教育システムの導入を行って

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。） 

 

海外パートナー機関のうち，共同企画を実施している機関（延世大学，ボストン大学，ウォーリック大

学）とは，きわめて良好な連携関係ができつつある． 

延世大学（韓国）で 2009 年 11 月に開催した交流研究集会では，慶應から計 20 名が参加し，研究発表

およびポスターセッションが行われた．内容は，数学から応用数学までさまざまな分野にわたった．主に

博士課程以上の学生は研究発表を行い，修士課程学生などはポスターセッションによる発表をし，直接英

語でディスカッションする機会を得た．本事業からの支出はなかったが，2012 年 5 月には，延世大学か

ら参加者 25 名を招いて，慶應義塾大学で両校の交流研究集会を行った．今後は分野を絞った研究交流な

ど，双方向の研究指導の実現が期待できる． 

継続開催している UK-Japan Winter School は，ウォーリック大学（英国）との連携のもと，毎年テー

マを決めそのテーマに従った著名教授による講義と学生による研究発表が行われている．いずれも 1月に

開催され，2010 年は「積分可能系と対称性」，2011 年は「幾何学における新手法」，2012 年は「超弦理論，

幾何学および数理物理」と題し，2013 年は「非線形解析」，2014 年は「力学系」をテーマに実施された．

日英双方，他の大学からの参加者，講演者も加え，若手研究者にとり有意義な会となっている． 

ボストン大学（米国）でのサマーワークショップは，2011 年 9 月にその第１回を開催し，以後毎年，

絞ったテーマで密度の高いディスカッションがなされている．2011 年の第１回は「整数論」，2012 年は「幾

何学と代数幾何学」，2013 年は「確率論および統計」に分野を絞り，小規模のミニワークショップ形式で

多くの議論がなされた． 

個々の若手研究者派遣による直接的な効果とはまた違った意味において，若手研究者の視野を広げるため

には，パートナー校との交流研究集会やスクールの効果は大きい．これらの実績の中から研究連携が芽生

え，今後の中長期派遣による共同指導体制につながっていくことが十分に期待される．UK-Japan Winter 

School とボストン・サマーワークショップについては，継続開催が決まっている． 
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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 

ITP 事業の取り組みについては，募集状況などの情報も含めて，ホームページを通して情報発信してい

る． 

また派遣者には，週に１度程度は Web 上に報告を書いてもらった．内容は，研究上の事柄だけでなく，

次の派遣者，同じような研究研修に参加する予定の人に向けた良いガイドともなるように，海外生活にお

ける様々な出来事についてもメッセージあるいは報告として残してもらっている． 

（URL は http://www.st.keio.ac.jp/contents/ic/itp/reports.html） 

 

また年度ごとに，派遣者の報告会を開催している．本事業の取り組みおよび成果について発信するとと

もに，若手研究者が広い視野をもって基礎理工学諸分野の研究内容を知る機会として機能している． 

 

 

(報告会の様子）               (ＩＴＰホームページ） 
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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） 

 

 慶應義塾では，国際交流業務を集中的かつ専門的につかさどる組織として，国際連携推進室

（OGI）が設置されており，海外の大学等との新規協定の締結に関する業務や，大学として加盟し

ている国際的ネットワークに関する活動，文部科学省の国際化拠点整備事業の補助金に関する業

務を戦略的かつ効率的に推進している．その支援のもと，理工学研究科においては，2011 年度よ

り文部科学省「大学の世界展開力教化事業」に採択されている．この事業は，グローバルな視野

を持ち世界共通の問題解決に向けて活動できるエンジニアを育成することを目的として，ヨーロ

ッパを中心に，T.I.M.E.(Top Industrial Managers Europe)ネットワークとの連携を柱として，

ダブルディグリープログラムの拡充，博士学生の共同指導，学部生を対象とした導入プログラム

の提供ならびに準備過程の整備などを行っており，研究上の交流で実績を上げてきたＩＴＰでの

連携実績を生かしつつ，国際的に活躍できるエンジニア育成を目指すプログラムがスタートして

いる． 

理工学部では，学部レベルでの学生・若手研究者の国際人材育成戦略として，国際人材育成基

金が設立された．これは，慶應義塾大学理工学部の創立 75 年記念事業の一つとして設立されたも

ので，夏季休業期間中などに開催される短期海外派遣プログラムや，本事業のような数か月にわ

たる国際インターンシップや研究研修，複数年に跨るダブルディグリープログラムなどへの経済

的支援を目的とするもので，外部資金に頼らない学部独自の制度として確立することを目指して

いる． 

数理科学分野においては，本ＩＴＰプログラムを直接的に継承する事業として，2014 年度より

拠点形成事業（先端拠点形成型）「数論と幾何学を核とする数理科学国際連携研究拠点形成」が採

択された．この事業では，数論と幾何学を核として，代数幾何学，離散力学系，計算代数，暗号，

情報通信理論，統計科学，最適化理論など，さまざまな数理科学研究分野をクロスオーバーさせ，

相互研究連携を図り，統合的数理科学先端研究拠点を形成することを目的としている．本ＩＴＰ

プログラムにおいて共同企画ワークショップにより連携がさらに強化された，ウォーリック大学

（英国），ボストン大学（米国）を始めとして，ＩＴＰプログラムにおいて派遣実績を積み重ねた，

チューリッヒ工科大学（スイス），新たなパートナー校として派遣実績を作りそれをもとに連携が

スタートした，キングス・カレッジ・ロンドン（英国），コペンハーゲン大学（デンマーク）は，

本拠点形成事業においてそれぞれの国の拠点機関となっている．これらの拠点を中心として，双

方向の研究者派遣，研究者交流が図られる．特に，ＩＴＰプログラムにおいて継続的に開催して

きた UK-Japan Winter School および，ボストン慶應サマースクールは，拠点形成事業においても

引き続き継続していくことが企画されている．今後この拠点形成事業においては，先端的研究が

先導する形で若手研究者の国際育成が実現していくことになる． 
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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 21 年度） 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1 ボストン大学（米国） 平成21年 9月 13日～

平成 21 年 11 月 16 日

（65 日間） 

理工学研究科 

博士課程 

2 オーストラリア連邦科学産業研究

機構（オーストラリア） 

平成21年 10月 3日～

平成 21 年 12 月 26 日

（85 日間） 

理工学研究科 

修士課程 

3 カリフォルニア大学 

バークレー校 

(米国・サンフランシスコ) 

平成 21年 11月 1日～

平成 21 年 12 月 31 日

（61 日間） 

理工学研究科 

修士課程 

4 エコール・ポリテクニク 

(フランス・パリ) 

平成 22 年 1月 2 日～

平成 22年 3月 23 日 

（81 日間） 

理工学研究科 

助教 

5 ETH チューリッヒ 

(スイス・チューリッヒ) 

平成 22年 1月 10日～

平成 22 年 3 月 27 日 

（77 日間） 

理工学研究科 

博士課程 

6 ボストン大学（米国・ボストン） 平成22年 1月 15日～

平成 22年 3月 16 日 

（61 日間） 

理工学研究科 

博士課程 

7 エコール・ポリテクニク 

(フランス・パリ) 

平成 22 年 2月 1 日～

平成 22年 3月 31 日 

（59 日間） 

理工学研究科 

助教 

8 ETH チューリッヒ 

(スイス・チューリッヒ) 

平成 22 年 2月 8 日～

平成 22年 3月 31 日 

（52 日間） 

理工学研究科 

修士課程 

 計８名   

 

 

②第 2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 ETH チューリッヒ 

(スイス・チューリッヒ) 

平成 22 年 4月 1 日～

平成 22年 5月 1 日 

（31 日間） 

理工学研究科 

修士課程 

2 スタンフォード大学 

(米国・サンフランシスコ) 

平成22年 8月 17日～

平成 23年 3月 14 日 

（203 日間） 

※平成22年 9月 20日

～9月 26 日は学会参

加のため一時帰国 

理工学研究科 

博士課程 

3 ミシガン大学 

(米国・アナーバー) 

平成22年 8月 23日～

平成 22年 11 月 21 日

（91 日間） 

理工学研究科 

修士課程 

4 ジョージア工科大学 

(米国・アトランタ) 

平成 22 年 9月 6 日～

平成 22年 12 月 6 日 

（91 日間） 

理工学研究科 

修士課程 

5 カリフォルニア大学 

アーバイン校 

(米国・アーバイン) 

平成22年 9月 13日～

平成 22年 12 月 12 日

（91 日間） 

理工学研究科 

修士課程 
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6 エコール・ポリテクニク 

(フランス・パリ) 

平成22年 9月 16日～

平成 22年 11 月 21 日

（67 日間） 

理工学研究科 

助教 

7 パリ東大学 

(フランス・パリ) 

平成22年 9月 20日－

平成 22年 12 月 12 日

（84 日間） 

理工学研究科 

修士課程 

8 カリフォルニア大学 

バークレー校 

(米国・サンフランシスコ) 

平成22年 10月 1日～

平成 22年 11 月 29 日

（60 日間） 

理工学研究科 

博士課程 

9 マックスプランク 

量子光学研究所 

(ドイツ・ミュンヘン) 

平成 23 年 1月 5 日～

平成 23年 3月 16 日 

（70 日間） 

理工学研究科 

博士課程 

 計９名 

（うち前年度からの継続１名） 
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③第 3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 コペンハーゲン大学 

（デンマーク・コペンハーゲン） 

平成 23 年 5月 7 日～

平成 23年 7月 3 日 

（51 日間） 

※平成 23 年 6 月 5日

～6月 11 日は研究集

会参加のため派遣先

不在 

理工学研究科 

修士課程 

2 エコール・サントラル ナント 

（フランス・ナント） 

平成 23 年 9月 1 日～

平成 23年 11 月 29 日

（90 日間） 

理工学研究科 

修士課程 

3 カリフォルニア大学 

アーバイン校 

(米国・アーバイン) 

平成 23 年 9月 1 日～

平成 23年 11 月 29 日

（90 日間） 

理工学研究科 

修士課程 

4 オーストラリア連邦科学産業研究

機構(オーストラリア・ブリスベン) 

平成 23 年 12 月 17 日

～平成 24 年 3 月 4日

（79 日間） 

理工学研究科 

博士課程 

 

5 エコール・サントラル リール 

（フランス・リール） 

平成 23 年 12 月 31 日

～平成24年 3月 26日

（87 日間） 

理工学研究科 

博士課程 

6 ニューヨーク大学 

(米国・ニューヨーク) 

平成 24 年 1月 4 日～

平成 24年 3月 30 日 

（87 日間） 

理工学研究科 

博士課程 

7 ベルリン工科大学 

(ドイツ・ベルリン) 

平成 24 年 1月 7 日～

平成 24年 3月 22 日 

（76 日間） 

理工学研究科 

博士課程 

8 マラヤ大学 

(マレーシア・クアラルンプール) 

平成24年 1月 10日～

平成 24日 3月 31 日 

（82 日間） 

理工学研究科 

博士課程 

9 キャンベラ大学 

(オーストラリア・キャンベラ) 

平成24年 1月 19日～

平成 24年 3月 31 日 

（73 日間） 

理工学研究科 

博士課程 

 計９名   

 

 

④第 4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 ミュンヘン工科大学 

（ドイツ・ミュンヘン） 

平成24年 5月 20日～

平成 24年 8月 18 日 

（91 日間） 

理工学研究科 

修士課程 

2 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～

平成 24年 8月 8 日 

（81 日間） 

理工学研究科 

修士課程 

3 ボストン大学 

（アメリカ・ボストン） 

 

平成24年 6月 14日～

平成 24年 8月 19 日 

（67 日間） 

理工学研究科 

修士課程 

 

4 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～

平成 24年 11 月 1 日 

（113 日間） 

理工学研究科  

博士課程 

5 ケンブリッジ大学 

(イギリス・ロンドン) 

平成24年 7月 18日～

平成 24年 9月 22 日 

（67 日間） 

理工学研究科  

修士課程 
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6 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 8月 26日～

平成 25年 3月 31 日 

（211 日間） 

※平成25年 1月 13日

～1月 19 日は学会参

加のため派遣先不在 

理工学研究科  

博士課程 

7 オックスフォード大学 

（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

（78 日間） 

理工学研究科  

博士課程 

8 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～

平成 25年 3月 31 日 

（70 日間） 

理工学研究科 

博士課程 

9 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～

平成 25年 3月 31 日 

（85 日間） 

理工学研究科  

博士課程 

 

10 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～

平成 25年 3月 31 日 

（62 日間） 

理工学研究科 

特任助教 

 計１０名   

 

 

⑤第 5年度（平成 25 年度） 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1 スイス連邦工科大学 

（スイス・チューリッヒ） 
平成 25 年 4月 1 日～

平成 25年 5月 5 日 

（35 日間） 

理工学研究科  

博士課程 

 

2 ミュンヘン工科大学 

（ドイツ・ミュンヘン） 
平成 25 年 5 月 24 日

～平成 25 年 8 月 21

日（90 日間） 

理工学研究科 

修士課程 

3 ミュンヘン工科大学 

（ドイツ・ミュンヘン） 
平成 25年 9月 7日～

平成 25 年 12 月 5 日

（90 日間） 

理工学研究科 

修士課程 

4 コロンビア大学 

（米国・ニューヨーク） 

平成 25年 9月 7日～

平成 25 年 12 月 5 日

（90 日間） 

理工学研究科 

修士課程 

5 カリフォルニア大学 

デイビス校（米国・デイビス） 

平成 25年 9月 9日～

平成 26 年 3 月 23 日

（176 日間） 

※平成 25 年 11 月 13

日～11 月 20 日、平成

26年1月25日～2月5

日は論文発表のため

一時帰国 

理工学研究科 

修士課程 

6 カリフォルニア大学 

バークレー校（米国・バークレー） 

平成 25 年 10 月 1 日

～平成26年 2月 1日

（124 日間） 

理工学研究科 

特任助教 

7 ミュンヘン工科大学 

（ドイツ・ミュンヘン） 

平成 25年 10月 11日

～平成 25 年 12 月 19

日（70 日間） 

理工学研究科 

修士課程 

8 イタリア光学国立研究所 

（イタリア・フィレンツェ） 

平成 25年 12月 18日

～平成 26 年 3 月 18

日（91 日間） 

理工学研究科 

博士課程 
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9 ロンドン大学（英国・ロンドン） 平成 26年 1月 5日～

平成 26 年 3 月 16 日

（71 日間） 

理工学研究科 

博士課程 

10 アルゴンヌ国立研究所 

（米国・アルゴンヌ） 

平成 26年 1月 6日～

平成 26 年 3 月 23 日

（77 日間） 

理工学研究科 

博士課程 

 計１０名 

（うち前年度からの継続１名） 

  

 

（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 21 年度） 8 ／ 8 

第 2 年度（平成 22 年度） 9 ／ 9 

第 3 年度（平成 23 年度） 9 ／ 9 

第 4 年度（平成 24 年度） 10 ／ 12 

第 5 年度（平成 25 年度） 10 ／ 12 

 

②募集・選考方法 

派遣者の募集については，当初は応募期限を定めて募集を行っていたが，学生が単独で応募してく

るケースはほとんどなく，指導教員との相談のもとで推薦され，前もってＩＴＰ運営委員会にコンタ

クトをとってから募集するケースがほとんどであり，随時募集を受け付ける体制をとることにした．

したがって，審査・選考は応募のある度に行う体制をとっている．また，担当教員らからの提案によ

り，派遣先および派遣者の推薦をしてもらうことも積極的に行ったが，その後の審査・選考について

は，同じ手順によりなされている． 

 本プログラムにおける派遣は，派遣先についても応募するときに同時に提案してもらうことを原則

としている．そのため，前もって派遣先での研究計画を綿密に練ってもらい，受け入れ先の研究者と

も前もって連絡をとり，派遣後の現地での研究がスムーズに開始できるように配慮した．そのように

準備された計画が不採用になることを防ぐため，多数の応募者から選抜するようなことをせずに，前

もって担当教員などを通じて申請の意思を確認し，それを運営委員会が事前スクリーニングをした後，

派遣先との綿密は研究計画の策定などをしてもらうようにした．その後，派遣先での詳細な研究計画

を記載した申請書を提出してもらい，ヒアリングを行っている． 

 

審査は以下のような点について重点をおき，最終的な申請書および面接により判断した．研究計画

が不十分な場合には，申請書の再提出を求めるなど，事前の準備状況に重点をおき審査している． 

 

１．研究計画が十分に練られているか． 

 本プログラムでは，２カ月から３カ月程度の比較的短期間の派遣を基準としている．そのため，事

前の十分な準備のもとに，派遣後すぐに本格的な研究活動が始められるように，研究計画と，受入先

（受入教員）との連絡状況，派遣先でのセミナー開催などの情報収集状況について確認している．よ

り長期の派遣を希望する場合には，その長期間の派遣中に参加する現地のプロジェクトに対する理解，

適正などについても質疑を行った． 

 

２．派遣にあたっての研究姿勢について 

 プログラムの目的にもあるように，若手研究者の研究姿勢として，広い視野を持った研究姿勢がみ

られるか，今ある最先端だけにとらわれず次の最先端を拓くための基礎を学ぶ姿勢があるか，また，

理学と工学の分離を超え，学問的にも国際的にも多様な価値観に触れる研究姿勢について，面接時に

申請者の考えを確認した．派遣先で，他分野の研究者にも触れる機会をもつよう促している 
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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）：カリフォルニア大学バークレー校（米国） 

○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。） 

  

カリフォルニア大学バークレー校とは，数理科学分野の連携協定がなされており，以前より

活発な研究交流がある．若手研究者派遣も，平成 21，22，25 年度それぞれ１名ずつ派遣して

おり，平成 21 年度は応用物理分野で，平成 22 年度には幾何学分野で，平成 25 年度には代数

学分野での派遣がなされた．またコンスタントに研究者を招聘し受け入れており，交流は順調

に持続している． 

 

○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 

 

 応用物理分野での派遣は，量子コンピュータ実現に向けた基礎研究に関するもので，測定技

術や解析法について実験を通じて習得することを目標としてなされ，測定の信頼度を向上させ

る方法について研究がなされた．幾何学分野，代数学分野での派遣ではホストの教授との定期

的なセミナー参加，現地大学院生との交流により英語によるディスカッションなどがなされ

た．またバークレーには，日本人の著名な数学者が名誉教授として複数在籍しており，そのよ

うな方達との交流も，海外進出を目指す学生にとってはよい刺激になったと思われる． 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：3人、延べ派遣日数：245 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：19 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）  

② 機関名（国名）：ボストン大学（米国） 

○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。） 

 

 ボストン大学とは，大学間の連携協定があり，また数理科学分野での協定もＣＯＥプログラ

ムによって実現している．若手研究者の派遣実績に加え，平成 23 年度には整数論をテーマと

した共同企画の研究集会（スクール）をボストン大学で開催するなど，きわめて活発な交流が

実現しつつある．ボストン大学とのマッチングファンドの申請が実現し，より連携・交流が深

まっている．共同企画の研究集会は，今後も継続して開催することが決定しており，文部科学

省拠点形成事業の中核となる海外連携拠点の１つとなっている． 

 

 

○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 

 

 平成 21 年度には整数論と非可換幾何それぞれの分野で２か月程度の派遣がなされ，また 

平成 24 年度にはＤＮＡシーケンサ技術獲得のため派遣がなされた．数学分野の派遣において

は，受け入れ先での研究指導に加えて，受け入れ教授の指導により，近隣の大学で開講されて

いるセミナーに参加するなど，学術的知見を広める研究がなされた．とくに整数論分野の派遣

者は，派遣により大きく研究は進捗し，その後学術振興会特別研究員に採用され，今年度学位

取得の予定である． 

  

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：3人、延べ派遣日数：193 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）  
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③ 

機関名（国名）：エール大学（米国） 

○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。） 

 

2007 年に，エール大学数学科と，慶應義塾大学統合数理科学研究センターの間で連携協定

がなされている．現状では個人レベルでの研究交流があるのみである． 

 

○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 

 

 本事業での派遣実績はなかった． 

 

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：0人、延べ受入日数：0日）  

④ 機関名（国名）：マギール大学（カナダ） 

○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。） 

 

 2007 年にマギール大学計算機科学科と，統合数理科学研究センターの間で数理科学分野の連

携協定がなされている．交流は活発にあり，過去には教員・学生の中長期の派遣実績もある．

 

○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 

 

 本事業での派遣実績はなかった． 

 

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：0人、延べ受入日数：0日）  

⑤ 機関名（国名）：エコール・ポリテクニク（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。） 

 

 2004 年に統合数理科学研究センターが連携協定を結び，2006 年の Poisson Geometry 国際会

議の共同開催など，活発な研究連携は続いている． 

 

○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 

 

 いずれも整数論分野で，平成 21 年度に２名を派遣した．受け入れ教授のものも含めたシリ

ーズレクチャーが，近隣のアンリポアンカレ研究所であり，そこに参加することにより学術的

な知見を広めた．派遣者のうち１名については予想以上の研究の進捗があり，平成 22 年度に

再度派遣を行ない,研究実績を挙げた． 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：3人、延べ派遣日数：207 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：4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）  
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⑥ 機関名（国名）：エコール・サントラル・インターグループ（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。） 

 

 理工学部の協定により，理工交換研究生を受け入れている．ダブルディグリープログラムも

2005 年よりスタートしていて，年間５～１０名の交換留学が実現している．連携促進状況は

極めて良好である．  

 

○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 

 

 本プログラムでの派遣実績はなかった． 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：3人、延べ派遣日数：258 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：18 人、延べ受入日数：3,402 日）  

⑦ 機関名（国名）：ケルン大学（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名の派遣計画はあったが，先方の受け入れ教員との都合が合わず，派遣が実現しなかった．

数理科学部分野の連携協定に基づいた交流は今後も継続する予定であり，さらなる連携促進が

望まれる． 

 

○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 

 

 本プログラムでの派遣実績はなかった． 

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：0人、延べ受入日数：0日）  

⑧ 機関名（国名）：スイス連邦工科大学チューリッヒ校（スイス） 

○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。） 

 

大学間の包括協定があり，連携交流に関する支援体制は整っている．理工学部，数理科学分

野でのさらなる連携事業について検討を進めており，１名の研究者が来訪している．派遣実績

は２名（うち１名は，年度をまたいでの派遣）の派遣があり，関係は良好である． 

 

○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 

 

 平成 21 年度に２名（うち１名が翌年度に跨っての派遣），平成 24 年度に１名（翌年度に跨

っての派遣）を行った． 

初年度の１名は物性物理分野での派遣で，超電導の理論研究の指導がなされた．もう１名は

数値計算の研究で，浅水方程式とよばれる偏微分方程式の近似解を求めるのに並列計算を用い

て高速化する手法についての研究指導を受けた．いずれの研究指導も，派遣学生の研究の幅を

広げるものとなり，２人とも学術振興会特別研究員に採用されている．特に後者の博士課程学

生は，博士課程を２年の短期で修了することとなった．平成 24 年度に派遣した１名は，やは

り並列数値計算の技術習得のために派遣されたが，翌年にもう一度，本プログラムからの派遣

ではないが，現地プロジェクトに参加する機会を得，密接な研究連携が構築されつつある． 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：5人、延べ派遣日数：280 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：1日）  
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⑨ 機関名（国名）：スイス連邦工科大学ローザンヌ校（スイス） 

○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。） 

 

 2004 年に数理科学分野でベルヌーイ研究所と連携協定が結ばれており，連携状況は良好で

ある．ローザンヌでＰＤであった若手研究者１名を，昨年度から１年間ＰＤとして慶應に受け

入れている． 

 

○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 

 

 本プログラムからの派遣実績はなかった． 

 

 

 

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：0人、延べ受入日数：0日）  

⑩ 機関名（国名）：ウォーリック大学（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。） 

 

 毎年開催している UK-Japan Winter School においては，ウォーリック大学との共同企画に

より実現している．平成２２年度の年度末には，UK-Japan Winter School を日本で開催する

予定で，それにはウォーリックから多数の研究者・学生を呼ぶ計画であったが，震災の影響で

中止となった経緯がある．共同企画の研究集会 UK-Japan Winter School は，今後も継続して

開催することが決定しており，文部科学省拠点形成事業の中核となる海外連携拠点の１つとな

っている． 

 

○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 

 

 派遣に関しては本プログラムでの実績はなかった． 

 

 

 

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：0人、延べ受入日数：0日）  

⑪ 機関名（国名）：南開大学（中国） 

○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。） 

 

 2007 年にチャーン研究所と数理科学分野の連携協定を結んでおり，大学間にも交換協定が

ある．現在までに派遣実績はないが，連携状況は良好である．今後の促進が期待される． 

 

○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 

 

 本プログラムでは派遣実績はなかった． 

 

 

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：0人、延べ受入日数：0日）  
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⑫ 機関名（国名）：延世大学（韓国） 

○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。） 

延世大学とは，大学間包括協定があり，またそれに加えて数理科学分野での連携協定も結ん

でいる．初年度に交流研究集会を延世大学で開催した．延世大学では，ＢＫ２１プログラムが

採択されており，研究集会開催にあたっては共催の形態をとった．また，平成 24 年度には，

延世大学から２５名の教員・若手研究者を招き，交流研究集会を慶應義塾大学矢上キャンパス

で行った．今後連携を促進していくことが確認されているが，今後の研究集会は，分野を絞っ

て実のあるものにすべく検討を進めている．人的・経費的支援状況は極めて良好である． 

 

○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 

共同企画の交流研究集会を平成 21年度に延世大学で，平成 24 年度に慶應義塾大学で開催し

た．慶應から計２０名が延世大学を訪問参加し，延世大学から慶應へは２５名が訪問した．

研究発表およびポスターセッションが行われた．内容は，数学から応用数学までさまざま

な分野にわたったため，実質的な研究指導等の研究交流はこれからである．今後，分野を

限った交流研究集会の開催などを企画し，さらなる交流促進を図る予定である． 

 若手研究者派遣については，本プログラムでの実績はなかった． 

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： 0 人、延べ受入日数： 0 日）  

⑬ 機関名（国名）：オーストラリア連邦科学産業研究機構（オーストラリア） 

○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。） 

 これまで個人レベルでは盛んな研究交流があったが，統計分野における教育研究連携が大い

に期待できることから，2009 年に連携協定を結んだ．統計分野の派遣がなされ，現在もその

連携研究が続いている． 

 

○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 

 

 生物の多様性に関する数理モデル研究での派遣がなされた．海底生物調査に関する具体的な

データの提供を受けての研究がなされ，生態系モデル構築により，トロール漁の影響などにつ

いて解析を行った．この研究は，統計関連学会連合大会で優秀報告賞を受賞するなど，非常に

高く評価されている． 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：2人、延べ派遣日数：164 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）  

⑭ 機関名（国名）：ヴィクトリア大学ウェリントン校（ニュージーランド） 

○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。） 

 

 統計分野における教育研究連携が大いに期待できることから，2009 年に連携協定を結んだ．

個人レベルでの交流は以前からなされているが，今後組織としての派遣の実現につなげていき

たい． 

 

○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 

 

 統計分野での具体的な教育研究連携が期待されたためパートナー機関として加えることに

したが，結果的に本プログラムでの派遣実績はなかった． 

 

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：0人、延べ受入日数：0日）  
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⑮ 機関名（国名）：ミュンヘン工科大学（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。） 

 

 理工学部とミュンヘン工科大学との交流は，従来から非常に活発であり，新たな協定として

2011 年度よりダブルディグリープログラムが実施されている．本プログラムにおいても主に

建築分野の研究者派遣を含めた交流を実現するためパートナー機関に加えた． 

 

○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 

 

 平成 24 年度に１名，平成 25 年度に３名の派遣を行った．いずれも建築分野での派遣で，現

地では，生命化建築を目指す研究にとって必要な，アンビエントインテリジェンス，多種のセ

ンサ，高齢者支援ツールなどが実スケールでの作成に取り組んでおり，センサから得られる膨

大なデータの解析技術など，数学も含めた理工学の幅広い分野の必要性に触れ，その技術習得

を実践した． 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：4人、延べ派遣日数：341 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：5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）：カリフォルニア大学アーバイン校（米国） 

○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。） 

 

建築分野での連携促進のため，2010 年度にパートナーに追加した．現状では個人レベルで

の交流にとどまっているが，今後組織的な連携に発展するべく検討中である． 

 

○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 

 

 建築の生命化を目的とした研究のために，派遣先では建物の損傷を検知する方法である構造

ヘルスモニタリングの研究を行った．また，近隣の研究室を訪問し，様々なロボットやセンサ

の研究を見学することにより，広い視野を養い，自らの研究に生かすためのものの考え方を身

につけることができた． 

 

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

⑰ 機関名（国名）：スタンフォード大学（米国） 

○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。） 

  

 応用物理・工学基礎分野の強化のため，2010 年度にパートナー校に追加した．７カ月にわ

たる長期の派遣を実現し，研究指導がなされた．現状では個人レベルでの交流にとどまってい

るが，今後組織的な連携に発展するべく検討中である． 

 

○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 

  

 半導体ゲルマニウムナノワイヤにおける保護膜形成機構を数理的に解析する目的で，実験設

備の整った研究機関への派遣を実現した．海外での研究実績により，博士学位取得後，海外で

研究する機会を得るに至っている． 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：1人、延べ派遣日数：203 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）  



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 26 年度事後評価資料（実施報告書） 
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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。 

⑱ 機関名（国名）：ジョージア工科大学（米国） 

○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。） 

  

 建築分野の派遣を行う目的でパートナー校として加えたが，数理科学分野での連携も大いに

期待できる研究機関であり，今後数理科学分野での連携を促進していくことが望まれる． 

 

○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 

  

 派遣者は，建築分野の２つのプロジェクトに参加し，研究指導を受けた．重度の病人向けの

家具におけるユーザインターフェースに関する研究では，多くの異分野の人との議論の大切さ

を感じ，多くの刺激を受けた．新しいインターフェースの提案，という研究において，いかに

テクノロジーのビジョンを示すかということが大切であるかなど，国際的な価値観を学んでき

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：91 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）  

⑲ 機関名（国名）：ミシガン大学（米国） 

○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。） 

  

 建築分野での連携促進のため，2010 年度にパートナーに追加した．現状では個人レベルで

の交流にとどまっているが，今後組織的な連携に発展するべく検討中である． 

 

○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 

 

 建築物の健全性を評価する「構造ヘルスモニタリング」の研究において，最先端に向けた研

究指導がなされた．また受け入れ教授の行う授業も聴講し，建物の振動をどのようにして数式

モデルを用いて表現する方法などについても学ぶ機会を得た． 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：1人、延べ派遣日数：91 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）：パリ東大学（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。） 

 

 応用数学としての計算機科学分野の連携促進のため，2010 年度にパートナーに追加した．

 

○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 

  

 コンピュータビジョンにおける３次元モデルの類似形状をいかに高速に検索するかについ

て，モデル化とスケール変化などに関する研究がなされた．研究発表の場では，このような研

究の発表においても，数学（あるいは数式）を使った説明の必要性を認識し，国際的な感覚を

養うことができた． 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：1人、延べ派遣日数：84 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）  



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 26 年度事後評価資料（実施報告書） 
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○21  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。） 

 

 物理分野の派遣を行う目的でパートナー校として加えたが，数理科学分野での連携も大いに

期待できる研究機関であり，今後数理科学分野での連携を促進していくことが望まれる． 

 

○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 

 

 量子光学研究所で光コムを使った分光実験の手法を学んだのち，２次高調波発生を組み合わ

せてどのようなスペクトルが得られるかについての解析研究および実験の指導を受けた． 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：1人、延べ派遣日数：70 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）  

○22  機関名（国名）：マラヤ大学（マレーシア） 

○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。） 

 

 統計分野での派遣実現のため，平成 22 年度パートナー校として加えた．まずは調査と予備

的な研究連絡のため，短期間の派遣を行った．指導教員も同時期に滞在していたため，研究計

画は順調に進み，一部研究成果が上がりつつある．今後一層の連携促進が期待される． 

 

○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 

 

 平成 22 年度に短期の派遣を行った後，これを準備として，平成 23 年度に長期の派遣が実現

した．統計学の分布論をテーマとする共同研究が進展しており，成果は論文として出版されて

いる． 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：1人、延べ派遣日数：82 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）  

○23  機関名（国名）：コペンハーゲン大学（デンマーク） 

○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。） 

  

 平成 23 年度に数理科学分野の新たな派遣計画を実現するために，パートナー校として加え

た．コペンハーゲン大学には，平成 22 年度から慶應の若手教員が長期滞在しており，この好

機を活かして連携を促進する計画である． 

 

○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 

 

 平成 23 年度に派遣を実施し，また研究の進捗により，同じ博士課程学生をもう一度翌年度

に派遣した．派遣者及び受入教員の研究分野は作用素環論であり，その研究指導がなされたこ

とはもちろん，現地では多くの関連分野のセミナーが開催されており，幅広い数理科学の知識

を獲得することができた． 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：2人、延べ派遣日数：262 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：7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）  
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○24  機関名（国名）：ニューヨーク大学（米国）  

○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。） 

 ニューヨーク大学クーラン数理科学研究所は 1935 年に Richard Courant によって設立され，

流体力学，数理生物学，数理ファイナンス，コンピューターサイエンスといった応用数学の分

野では世界をリードしてきた研究所として知られており，著名な研究者を多数擁している．そ

こでは，世界中から著名な研究者が集まり，定期的に開催されているセミナーにて最新の研究

成果が紹介されている．そのような環境で研究を行うことは，特に研究者を目指す大学院生に

とって非常に有益であり，今後の関係の強化に向けて双方で協議しながら取組んでいく． 

 

○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 

  平成 23 年度に偏微分方程式論の博士課程学生 1 名を派遣した．初期値・境界値問題に関す

る実質的な研究指導，研究討論がなされ，その成果をもとに派遣者は博士学位を取得している．

また，定期的に開催されている幅広い分野のセミナーに参加することにより，世界トップレベ

ルの研究に触れるとともに，派遣者の研究の幅が広がった． 

  

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：1人、延べ派遣日数：87 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）  

○25  機関名（国名）：ベルリン工科大学（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。） 

 ベルリン工科大学の Brandes 教授は量子ドットを介した電気伝導に関する最先端の理論的

研究を行っており，ボソン場と結合した量子ドットにおける輸送・光学現象の理論的解明を目

的として，今後理工学研究科と共同研究,指導を行うことを合意に至ったため，パートナー機

関への追加申請を行う．ベルリン工科大学は複数のリザバーと結合した量子ドットにおける非

平衡輸送現象や，量子ドットにおけるフィードバック制御など，ボソン場と結合した量子ドッ

トの性質を解明する上で必要とされる多くの知見を有している． 

 

○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 

 平成 23 年度に 1 名博士課程学生を派遣した．量子ドットにおける輸送現象の理論研究がテ

ーマで，現地 Tobias Brandes 教授と共同で量子ドットを用いたフォノン制御の研究を行った。

研究成果は，日本物理学会や国際会議で報告するなど成果が挙がっている． 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：1人,延べ派遣日数：76 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）  

○26   機関名（国名）：キャンベラ大学（オーストラリア） 

○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。） 

 キャンベラ大学の Liu 教授は回帰及び時系列モデルにおける影響関数に関する研究を主と

して行っていたため，この分野での発展を見据え，共同研究，指導を行うことを合意に至った

ため，パートナー機関へ追加した． 

 

○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 

 平成 23 年度に博士課程の学生１名を派遣した．派遣した学生は統計学分野，とくに分布論

を専門としており，Liu 教授のもとで，回帰及び時系列モデルにおける影響関数を学ぶことに

よって，自身の研究への大いなるフィードバックがあった． 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：1人,延べ派遣日数：73 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）  
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○27  機関名（国名）：ルーベンカソリック大学（ベルギー）  

○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。） 

 

 

 ルーベンカソリック大学(UCL)のピエール・ビエリアフスキー教授はシンプレクティック幾

何学および数理物理の研究を行っている．特に，シンプレクティック対称空間の厳密量子化問

題で国際的に高い評価を得ている研究者であり，今後理工学研究科と慶應義塾大学と変形量子

化問題，シンプレクティック幾何学の協同研究を推進していくことの同意に至った．ルーバン

カソリック大学は，幾何学，解析学および数理物理の研究分野で活発な研究が進められており，

ＰｈＤ学生やポスドクが多く籍をおいている． 

本パートナー機関は，本拠点おいて平成 26 年度に採択された，文部科学省拠点形成事業の中

核となる海外連携拠点の１つとなっており，今後より一層研究連携の進展が見込まれる． 

 

 

○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 

 本プログラムでの若手研究者派遣実績はないが，今後の連携方針の打ち合わせのため，平成

23 年度に教員１名を派遣した. 

 

 

 

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：3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）  

○28  機関名（国名）：ケンブリッジ大学（英国） 

○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。） 

 

 

 ケンブリッジ大学キャベンディッシュ研究所 Quantum Matter Group は材料合成に関する最

先端の実験系研究を行っており，新物質による高効率エネルギー材料や高温超電導体の合成を

目的として，今後理工学研究科と共同研究，指導を行うことで合意に至ったため，パートナー

機関への追加を行った．ケンブリッジ大学はイオン交換法による材料の合成や中性子線やサイ

クロトロンによる分析など，化合物材料の合成および評価で必要とされる多くの経験を持ち，

パートナー校として相応しいと考えられる．今後の関係の強化に向けて双方で協議しながら取

組んでいく． 

 

 

 

○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 

 平成 24 年度に 1 名派遣した．派遣者の研究テーマは，リチウムイオン電池の電極材料物質

の合成と評価に関するものである．受入先であるケンブリッジ大学キャベンディッシュ研究所

Quantum Matter Group は，材料合成に関する最先端の実験系研究を行っている．イオン交換

法による材料の合成や中性子線やサイクロトロンによる分析など，化合物材料の合成および評

価で必要とされる多くの技術を習得した． 

 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：1人,延べ派遣日数：67 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）  



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 26 年度事後評価資料（実施報告書） 
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○29  機関名（国名）：国立標準技術研究所（米国） 

○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。） 

 米国の国立標準技術研究所（National Institute of Standards and Technology, NIST）の

N. R. Newbury 博士は光ファイバーを用いた最先端の光周波コムに関する研究を行っている．

中でも 2008 年に開発した光周波数コムを直接分光光源として用いる画期的な分光手法は，こ

れまで観察できなかった化学反応過程などの過渡現象を詳細に測定できるとして大きく注目

されている．Newbury 博士とその研究グループは光周波数コムとそれ用いた高精度な周波数計

測や分光実験について高度な技術を有しており，パートナー機関として今後の連携強化が期待

される． 

 

○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 

平成 24 年度に博士課程学生１名の派遣を実施した．周波数計測の最先端技術である光周波コ

ムとそれを高度に用いたデュアルコムの技術を本派遣により習得し，高精度分子分光に関する

研究を行った． 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：1人,延べ派遣日数：113 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）  
 

 



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 26 年度事後評価資料（実施報告書） 

        22             （平成２６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。 

○30  機関名（国名）：キングスカレッジロンドン（英国）  

○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。） 

 

 

 

 キングスカレッジロンドンの Burns 教授はゼータ関数の値の研究における世界の第一人者

である．特に，非可換岩澤理論，ガロワ表現，保型形式の研究に関する多くの知見を有してお

り，非可換なガロワ群の数論的対象への作用の研究において最先端の研究を行なっている． 

今回の派遣をきっかけとして，本パートナー機関は，本拠点おいて平成 26 年度に採択され

た，文部科学省拠点形成事業の中核となる海外連携拠点の１つとなっており，今後より一層研

究連携の進展が見込まれる． 

 

 

○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 

 

 平成 24 年度に博士課程学生１名を派遣した．キングスカレッジロンドンの Burns 教授は，

非可換岩澤理論、同変玉河数予想そして非可換 Brumer 予想などの非可換なガロワ群の数論的

対象への作用の研究において最先端の研究を行なっている．派遣学生の研究テーマである，非

可換ガロワ作用の研究を目的として派遣がなされ，密な研究指導がなされた．ここでの研究成

果は派遣者の学位論文に大きな進展を与えた．  

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：1人,延べ派遣日数：70 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）  

○31  機関名（国名）：オックスフォード大学（英国） 

○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。） 

 

 オクッスフォード大学の Aboobaker 教授はプラナリアの幹細胞と再生，進化と発生

（Evo&Dev）に着目した生殖様式の研究を行っている．生殖様式制御機構の解明を目的として，

今後理工学研究科と共同研究、指導を行う合意に至ったため，パートナー機関への追加申請を

行った．オクスフォード大学は分子細胞生物学的研究手法のみならず，ゲノムやトランスクリ

プトーム等の大規模データの解析にも精通しており，生殖様式転換実験系と知見と派遣先の設

備・手法で解析することで創発的な研究の促進が期待でき，今後も関係の強化が見込まれる．

 

 

○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 

 

 平成 24 年度に生物学分野の博士課程学生１名を派遣した．受入研究者の Aboobaker 教授は

プラナリアの幹細胞と再生，進化と発生（Evo&Dev）に着目した生殖様式の研究を行っている．

プラナリアの生殖様式解明の一つとして，遺伝子のクローニングを行い，それと生殖様式との

関連について研究を行った．分子細胞生物学的研究手法のみならず，ゲノムやトランスクリプ

トーム等の大規模データの解析技術も習得した． 

 

 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：1人,延べ派遣日数：78 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）  



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 26 年度事後評価資料（実施報告書） 

        23             （平成２６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。 

○32  

 

機関名（国名）：ミュンヘン連邦軍大学（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。） 

  

 

 

ミュンヘン連邦軍大学の Greither 教授は岩澤理論の専門家であり，岩澤加群の Fitting イ

デアルの計算や，Brumer-Stark 予想に関して数多くの優れた業績をあげている．栗原将人・

慶應義塾大学教授との共同研究では，一般の総実代数体上のアーベル拡大においては強い版の

Brumer 予想は一般には成立しないという結果を得るなど，関係も深い．慶應には岩澤理論を

専攻する修士・博士の学生，ポスドクが数多く在籍しており，ミュンヘン連邦軍大学と連携し，

関係を築いていくことは理工学部数理科学科，特に整数論分野の学生にとっても大きなメリッ

トになると期待できる． 

 

 

 

○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 

 

 

 平成 24 年度に若手研究者１名を派遣した．ミュンヘン連邦軍大学の Greither 教授は岩澤

理論の専門家であり，多くの優れた業績をあげている．近年の同教授の成果として，1-motive

の概念を取り入れることで同変岩澤主予想の定式化と証明を行っている．これは派遣者の研究

内容と深く関わっており，Greither 氏を訪問し問題を共有しながら議論したことは，この分

野の研究を進める上で大変有意義であった． 

 

 

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

○33  機関名（国名）：コロンビア大学（米国） 

○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。） 

 

 

 コロンビア大学では，建築物の損傷・劣化等をリアルタイムで定量的に評価する技術である

「構造ヘルスモニタリング（SHM :Structural Health Monitoring）」に関する最先端の研究

をもっている．この分野は，センサから取得した大量の加速度データを扱うことから，データ

サイエンス，多変量解析等を用いる統計学など，数理科学に密接に関係している．一義的には，

建築分野の研究指導を中心とした連携促進であるが，数理科学分野も含めた今後の関係の強化

が期待できる. 

 

○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 

 

 平成 25 年度は建築分野の大学院生１名を派遣した．建築物の損傷をリアルタイムに検知す

る技術開発のためのシミュレーションを行った．コロンビア大学は，数学はもちろんのこと，

統計学に特化した学部を持っており，数理科学の分野の知見も吸収し，幅広い学問分野の必要

性を認識した． 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：1人,延べ派遣日数：90 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）  



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 26 年度事後評価資料（実施報告書） 
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○34  機関名（国名）：カリフォルニア大学デイビス校（米国） 

○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。） 

 

 本機関の S. J. Ben Yoo 教授は光デバイスからシステムまでを幅広く研究を行っており，特

に近年，結晶材料を用いた微小光共振器による光周波数コム生成に力を入れているが、その一

方で集積化が困難であることが問題を抱えている．その集積化された共振器とグレーティング

間の最適な設計を目指す点において，今後関係を強化し連携に向けて協議しながら取り組んで

いく. 

 

 

○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 

 

 平成 25 年度に修士課程学生 1名を派遣した．2005 年に T. Hänsch 等がノーベル物理学賞を

受賞した技術である光周波数コムの技術を習得し，派遣者の研究室で行われている微小光共振

器の集積化技術を用いて，低エネルギーでの光周波数コム発生への応用を目指した．大規模電

磁界解析を用いた数値解析も併せて進め，最適な設計を目指す研究を行った． 

 

 

 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：1人,延べ派遣日数：176 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）  

○35  機関名（国名）：イタリア光学国立研究所（イタリア） 

○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。） 

  

 本機関のの Paolo De Natale 博士は非線形光学を使った精密分光研究の第一人者である.特

に中赤外コヒーレント光源の分光光源の開発とそれを用いた高感度高分解能分子分光におい

て最先端の研究を行っている.今回、Caivty Ring Down 分光を使った飽和吸収分光法の研究を

目的として、共同研究の合意を得たため、パートナー機関への追加申請を行う.National 

Institute of Optics はレーザー分光学に関する多くの知見を有しており、若手インターナシ

ョナルレーニングプログラムのパートナー校としてふさわしいと考えられる.派遣研究者の受

け入れ態勢についても確認済みであり、今後の関係の強化に向けて双方で協議しながら取り組

んでいく. 

 

 

○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 

 

 平成 25 年度に修士課程学生１名の派遣を行った．Caivty Ring Down 分光を使った飽和吸収

分光法の研究を目的とした共同研究を行った． 

 

 

 

 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：1人,延べ派遣日数：91 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）  



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 26 年度事後評価資料（実施報告書） 
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○36  機関名（国名）：アルゴンヌ国立研究所（米国） 

○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。） 

 

 アルゴンヌ国立研究所（Argonne National Laboratory）の Peter Littlewood 教授は物性物

理学における世界の第一人者である．特に，半導体物性における電子正孔光子系の多体物性や

非平衡特性について，最先端の理論研究を行っている．今回，電子正孔光子系の研究を目的と

して，共同研究の合意を得たため，パートナー機関への追加を行った． 

 

○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 

 

 平成 25 年度に，理論物理の博士課程学生１名を派遣した．半導体にレーザーを当てること

で生成する超流動現象に関する理論研究を Lettlewood 教授のもとで行った．たくさんの粒子

が互いに強く相互作用している系であって非平衡なものの物性は，今までほとんど理解が進ん

でおらず，そのような系の理論を構築し，具体的にその性質の計算（解析計算と数値計算）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：77 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）  

○37  機関名（国名）：ロンドン大学（英国） 

○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。） 

 

 University College of London の J. L. Morton 教授は量子工学分野において特に固体中に

おける核・電子スピンのコヒーレント操作研究の第一人者である．J．L. Morton 教授のグル

ープは固体中の核・電子スピン制御を可能とする技術を有し世界随一の知見を持つため，パー

トナー校としてふさわしい．今後の関係強化のために双方協議しながら取り組んでいく． 

 

○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 

 

 平成 25 年度に，量子工学分野の博士課程学生１名を派遣した．（１）量子情報のコヒーレ

ント操作に関する相互技術習得，（２）ホウ素添加・リン添加されたシリコン中スピンの測定

実験の２点に関して共同研究がなされた． 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：1人,延べ派遣日数：71 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）  
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○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。） 

 

いくつかの密な研究連携実績を作っている研究機関（延世大学，ボストン大学，ウォーリック大

学）とは，共同企画の研究集会を開催することで，積極的な研究交流が実現した．その他の研究機

関については，より広い研究分野から選び，また今後の連携実績を作っていくためにも，多くの海

外パートナー機関を追加してきた．とくに，数理科学分野に偏らない研究連携を実施する目的で，

パートナー機関の見直しを行ってきた． 

例えば，より広い視野を持った基礎理工学研究者育成のための派遣先として，初年度に，オース

トラリア連邦科学産業研究機構(CSIRO)，ヴィクトリア大学ウェリントン校，ミュンヘン工科大学

の３研究機関を海外パートナー校に加えた．それぞれ今までに研究教育に関する交流実績が十分に

ある機関であり，これらのパートナー校への派遣により，統計を中心とした応用数学分野，応用物

理・工学基礎分野での共同指導体制の強化が十分に期待される．実際 2009 年度に CSIRO への派遣

が実施され，トロール漁による海底生物への影響に関する数理モデルに関する研究が実施された．

パートナー機関として当初挙げていた研究機関は，主に，数理科学分野でこれまでに連携実績の

あった研究機関であった．より広い視野をもった基礎理工学分野研究者育成のためには，基礎工学

分野，応用数学分野も含めた連携の必要があり，スタンフォード大学，ジョージア工科大学，カリ

フォルニア大学アーバイン校，ミシガン大学，パリ東大学，マックスプランク研究所，マラヤ大学

を加え，それぞれ若手研究者を派遣した．これらのうち，パリ東大学，マックスプランクは，応用

物理・工学基礎分野の強化のために，ミシガン大学，ジョージア工科大学，カリフォルニア大学ア

ーバイン校については，建築分野の強化のために加え，それぞれ派遣を行った．また応用数学分野

の中でも，他分野との協働の可能性の高い統計科学分野をより強化するために，マラヤ大学をパー

トナー機関に加え，平成 22 年度は派遣の予備的な研究連絡のため，短期間の派遣実績をあげ，後

に約３ヶ月間の派遣が実施された． 

 コアとなるパートナー機関との連携を深めつつ，逐次パートナー機関の見直しを行った結果，そ

の連携実績により，キングス・カレッジ・ロンドン（英国）やコペンハーゲン大学（デンマーク）

は，2014 年度採択の拠点形成事業における連携研究拠点機関に名を連ねることとなった． 
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資料２．共同企画の実施状況 

 

① 共同企画

名 

Keio-Yonsei Cooperative Research Conference on Mathematical Sciences 2009 

開催場所 韓国  開催期間 平成２１年１１月１９日 ～  

平成２１年１１月２０日（２日間） 

海外パー

トナー機

関 

延世大学 

内容（若

手研究者

の発表等

に つ い

て） 

【概要】 

若手研究者個人の国際性を高める国際インターンシップに加え，博士課程学生の恒常

的な共同指導体制の確立を目的とし，また若手研究者の交流を促進するために，延世

大学との交流研究集会を開催した．本研究集会は，21 世紀 COE プログラムで始まった

ものを発展的に継続するもので，基礎理工学の分野横断的なワークショップとするこ

とを目指している．本年は，2009 年 11 月 19 日～20 日に開催，分野は数学および応用

数学分野に限られたが，慶應義塾大学の教員・若手研究者 20 名に加え，多くの出席者

を延世大学およびから集め，教員，ポスドク，博士学生らによる研究発表に加え，修

士学生を中心とするメンバーによるポスターセッションが行われた．随行した教員は，

セッションの座長を務めるなど，研究交流の促進をはかった． 

 

【成果】 

研究発表については，初日の勝良健史専任講師の講演から始まり，合計 19 の講演があ

った．発表内容は数理科学の様々な分野に亘ったが，延世側からも教員学生が多数参

加し（添付した参加者リスト以外にも多くの学生が講演を聴きに来た），活発な質疑応

答があるなど，会議は全体としてとても盛況であった．口頭発表をしない慶應の学生

参加者６名と延世側学生１名が，初日の夕方にポスター発表を行った．数学系分野で

は口頭発表が主流で，ポスター発表というものは従来あまりやらないものであるが，

学生にとっては非常に良い教育機会だった様に思う．英語で発表しなくてはならない

ことだけではなく，質問者が何人も来るため同じことを複数回説明する必要があり，

しかもその場ですぐに反応が返ってくることから貴重な研究経験を積んだと思う．教

員同士の議論の中では，日本や韓国の抱える数学の問題点や，私立大学という共通の

立場からくる課題等について活発に議論する機会を得た．慶應義塾大学と延世大学の

数理科学分野の，今後さらなる学術的交流の発展と，共同指導体制の確立が期待され

る． 

 

② 共同企画

名 

UK-Japan Winter School 

開催場所 英国 開催期間 平成２２年１月 ７日 ～  

平成２２年１月１０日（４日間） 

海外パー

トナー機

関 

マンチェスター大学 

内容（若

手研究者

の発表等

に つ い

て） 

【概要】 

毎年 1月に開催予定の UK-Japan Winter School は，英国のパートナー校であるウォー

リック大学のバックアップの下，開催する．毎年テーマを決め，学生向けの講義，先

端研究についての講演，学生らによる研究発表を通じてそのテーマについての専門性

を高め，若手研究者の交流を促進することが目的である．それに加え，純粋数学の研

究者と数学を応用する立場の研究者が交流することで，若手研究者の視野を広げるこ

とも，本企画の目的である． 

今年度はマンチェスター大学で「積分可能系と対称性」をテーマとし 2010 年 1 月 7日

～10 日に開催した．慶應義塾大学からは，幾何学・トポロジーの純粋数学を専攻する

大学院学生と，機械工学に数理理論を応用する研究を行っている学生を派遣，それに
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関連する教員が同行した．教員は，スクールの講義概要の作成，学生へのチュートリ

アルを行い，また英国の学生との交流促進をはかった． 

 

【成果】 

若手研究者の視野を広げるための講義として，Alexander Veselov （Loughborough 大

学教授）による Yang-Baxter maps and discrete integrability, Darry Holm（Imperial 

大学教授）による The shape of water, metamorphosis and infinite-dimensional 

geometric mechanics の純粋数学と応用数学の両方の立場からの講義がなされた．専

門性を高める講演としては Tadashi Tokieda（Cambridge 大学講師），James Montaldi

（Manchester 大学講師）による Moment mapsand relative equilibria 等の先端の研

究についての講演をおよそ１０件行った．参加した学生は，講義を聴き専門性を高め

ることと，英語による研究討論，Student talk により語学スキルを高めた．また，学

生同士が自分の専門について議論したことで，日英学生の今後の研究交流も進展した．

なお，今回の講義はビデオ録画し，DVD として記録に残した． 

③ 共同企画

名 

EC Nantes and Keio Joint Seminar on Image-based Analysis and Bioengineering 

開催場所 フランス 開催期間 平成２２年１１月２２日 ～  

平成２２年１１月２３日（２日間） 

海外パー

トナー機

関 

Ecole Central de Nantes 

内容（若

手研究者

の発表等

に つ い

て） 

【概要】 

生体・細胞の力学の分野の若手教員ならびに大学院学生を中心に,Ecole Centrale de 

Nantes（以下 ECN と略記）の教員・ポスドク研究者・博士課程学生との新たな交流を

生み,今後継続的な情報交換と交流を行うため,生体工学（Bioengineering）分野でも

特に CT/MRI イメージに基づく数値解析技術にテーマを絞り込んだセミナーを開催し

た。慶應義塾大学からは３名の教員と２名の大学院生が参加し,研究発表を行った。ECN

からは３名の教員と３名の博士課程学生が発表を行った。ほかに材料試験を専門とす

る Verron 教授,歯科理工学分野の Weiss 教授ほか,約 10 名の ECN 学生がセミナーを聴

講した。 

 さらに,慶應義塾大学の学部・大学院の体制を説明し,建築・土木分野なども含めた

計算力学を中心とする広い分野での交流促進も図った。 

 

【成果】 

 研究発表に関しては,セミナー第１日目はイメージベース有限要素法のための数値

解析技術（X-FEM,モデル縮約法,均質化法,重合メッシュ法）と応用（多孔質材料,生体

骨,関節）について,慶應義塾大学から高野と２名の大学院生が,ECN からは Cartraud

教授,Legrain 准教授と３名の大学院生が発表を行った。第２日目は,生体の運動力学,

組織工学に関して慶應義塾大学の若手教員２名とECNのAoustin准教授の発表があり,

いずれも活発な質疑討論が行われた。テーマを絞り込んだセミナーであったため,参加

者も当該分野に造詣が深く,専門的な質問が多くあり,また,互いの最新成果の情報交

換ができたことは意義深い。今後,EU 予算を使った ECN 教員・大学院生の来日計画に

ついても議論することができ,大学院生の教育を含めた若手交流を活発化するための

契機となった。 

 組織紹介に関しては,セミナーの冒頭で,慶應義塾大学の学部・大学院組織を教員３

名で紹介した。ECN の研究施設として材料試験,イメージベース解析のための CT 装置,

立体視装置,機械力学実験施設を見学し,特に長大な衝突実験施設など ECN 特有の実験

施設や最新の高精細 CT 装置が印象的であり,今後の共同研究などへの発展が期待でき

る。 

 セミナーに付随し,学長のPatrick Chedmail教授と対談を行い,両校の若手研究者の

交流促進への支援を確認しあった。 
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④ 共同企画

名 

UK-Japan Winter School 

開催場所 英国 開催期間 平成２３年１月１０日 ～ 

平成２３年１月１３日（４日間） 

海外パー

トナー機

関 

ロンドンキングスカレッジ 

内容（若

手研究者

の発表等

に つ い

て） 

【概要】 

毎年１月に開催予定の UK-Japan Winter School は英国での連携協定校ウォーリック大

学と日本側では慶應義塾大学が中心となり,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。さらには,英国の大学を実際に訪問し,

大学の環境や学生を肌で実感することで,国際的な視野を広げることも目的としてい

る。 

今年度は,ロンドンキングスカレッジで「幾何学の新手法について」のテーマで２０１

１年１月１０日から１月１３日にかけて行った。慶應義塾大学からは,代数系および幾

何学系の大学院学生を中心に派遣し,それに関連する教員が同行した。教員は,スクー

ルでの講義を理解するためのチュートリアルや補足講義等を行い,また英国と慶應義

塾大学からの派遣学生との交流促進の手助けをした。 

 

【成果】 

 今回は,フィールズ賞を受賞したインペリアルカレッジのドナルドソン教授による

ゲージ理論,ウォーリック大学ジョーンズ教授によるストリングトポロジー,大阪大学

小木曽啓示教授による正則ラグランジュアン特異ファイバーの分類についての連続講

義を行い,幾何学および代数幾何学の新しい手法を学ぶことが目的であった。参加した

学生たちはこの手法を理解し,自分の研究に取り入れようとする意欲が見えた。実際こ

の手法を自分の研究にとりいれることに成功した学生もいる。若手研究者のセッショ

ンでは,英語によるプレゼンテーションや討論に積極的に参加し,英語能力も十分修得

できたことも大きな成果である。また,英国の同世代の学生とも親しく話しあうこと

で,将来のよい学術研究者としての友情も芽生えている。 

 

⑤ 共同企画

名 

Boston-Keio Summer Workshop 

開催場所 米国 開催期間 平成２３年９月１５日 ～  

平成２３年９月１９日（５日間） 

海外パー

トナー機

関 

ボストン 

内容（若

手研究者

の発表等

に つ い

て） 

【概要】 

2011 年 9 月 15 日から 19 日まで,アメリカ・ボストン大学において,整数論分野におけ

る,Boston 大学と慶應義塾大学の教員,学生を中心としたサマースクールを行った。午

前中および午後の 1 時間目はその分野の専門家である 3 人の教員(スティブンス教授,

ワインシュタイン教授,坂内講師)による 3 つの最新のトピックに関する講義,午後は

学生を中心とした成果発表という形式を原則として,サマースクールは行われた。ポラ

ック教授,栗原教授,坂内講師は,前日からサマースクールの準備を行った。ボストン大

学のケイパー教授,ローゼンバーグ教授,スティブンス教授,ポラック教授と慶應義塾

大学の前田教授,栗原教授,坂内講師との間で,慶應義塾大学理工学部数理科学科とボ

ストン大学数学統計学科の連携についても詳しく話し合った。 

 

【成果】 

サマースクールは,終始活気のある活発な状態で行われた。積極的に質問がいくつも出
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され,議論が深められていった。講演の内容については,ボストン大学の学生にとって

も,慶應義塾大学の学生にとっても,普段聞けない講義を聞くことができた,と非常に

好評であった。また,日本側の得意とする数論幾何とボストン側の得意とするモジュラ

ー曲線を結びつける講演などもあり,サマースクールが終わった瞬間に,両大学の教員

同士が,次のサマースクールはどのように行うかをその場の教室で話し合う,という普

通では見られない光景が最後に現出した。このように,このサマースクールは,非常に

インパクトの強い成功を収めたと考えられる。教員と学生,教員同士,学生同士の交流

も盛んで,それぞれの研究分野の話題について,積極的に議論が行われ,実りの多いサ

マースクールとなった。当然,学生同士の友好を深めることにも大いに寄与した。慶應

側の学生は,初めての英語の講演を行った学生も多かったが,よく準備し,おおむね好

評を得た。講演を行わなかった学生の参加者も,質問をするなどして,サマースクール

に積極的に参加した。ボストン大学のケイパー主任,ローゼンバーグ教授,スティブン

ス教授,ポラック教授と慶應義塾大学の前田教授,栗原教授,坂内講師との間で行われ

た話し合いでは,将来の両大学の間の連携の強化,推進について合意が得られた。 

⑥ 共同企画

名 

UK-Japan Winter School 2012, String theory, Geometry and Mathematical Physics 

開催場所 英国 開催期間 平成２４年１月５日～ 

平成２４年１月８日（４日間） 

海外パー

トナー機

関 

オックスフォード大学 

内容（若

手研究者

の発表等

に つ い

て） 

【概要】 

毎年１月に開催予定の UK-Japan Winter School は英国での連携協定校ウォーリック大

学と日本側では慶應義塾大学が中心となり,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。さらには,英国の大学を実際に訪問し,

大学の環境や学生を肌で実感することで,国際的な視野を広げることも目的としてい

る。 

今年度は,オックスフォード大学で「超弦理論,幾何学および数理物理」をテーマとし

て平成２４年年１月５日から１月８日にかけて行った。慶應義塾大学からは,幾何学系

の大学院学生を中心に派遣し,それに関連する教員が同行した。今回は,素粒子論およ

び数理物理へとテーマを広げたこともあり,参加者は１００名を超える大きなスクー

ルとなった。教員および若手研究者により,スクールでの講義を理解するためのチュー

トリアルや補足講義等を行い,また英国と慶應義塾大学からの派遣学生との交流促進

の手助けをした。 

 

【成果】 

今回は,数学からは,オックスフォード大学のヒッチン教授による４元数多様体,超ケ

ーラー多様体についての講義が行われた。またこれがどのように物理学に応用される

かという解説も行った。それにより,数学の学生にとっても物理への興味を持つことが

できた。その上で,カリフォルニア工科大学の大栗博司教授による超弦理論の講義に関

心をもつことができた。今回のテーマは今までとはやや趣向を異にしたが,数学と物理

の融和を図るということに大きな成果をあげることができた。これは,異分野の学生同

士の交流ができたことと専門分野での融合でもある。 また,今回はオックスフォード

大学がセント・ジョンズカレッジのドミトリーを提供していただき,学生たちがそこに

宿泊することで,英国の大学生活を理解することもでき,海外への目を開くよい機会も

つくれた。また,英国の学生と同じ宿舎で滞在することで,慶應派遣の学生が多くの同

世代の英国の学生たちとの交流もできた。 
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⑦ 共同企画

名 

Boston-Keio Summer Workshop 2012 

開催場所 米国 開催期間 平成２４年９月１４日 ～  

平成２４年９月１７日（４日間） 

海外パー

トナー機

関 

ボストン大学 

内容（若

手研究者

の発表等

に つ い

て） 

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 

 

 

 

⑧ 共同企画

名 

UK-Japan Winter School 

開催場所 英国 開催期間 平成２５年１月 ７日 ～  

平成２５年１月１１日（５日間） 

海外パー

トナー機

関 

Royal  Academy of Engineering 

内容（若

手研究者

の発表等

に つ い

て） 

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。 
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⑨ 共同企画

名 

慶應-ボストン ミニワークショップ 

開催場所 米国 開催期間 平成２５年９月２０日 ～ 

平成２５年９月２２日（３日間） 

海外パー

トナー機

関 

ボストン大学 

内容（若

手研究者

の発表等

に つ い

て） 

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。 

⑩ 共同企画

名 

UK-Japan Winter School 

開催場所 英国 開催期間 平成２６年１月 ８日 ～ 

平成２６年１月１０日（３日間） 

海外パー

トナー機

関 

ウォーリック大学 

内容（若

手研究者

の発表等

に つ い

て） 

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。 

 
 

 

 



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 26 年度事後評価資料（実施報告書） 

        33             （平成２６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。 

資料３．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 
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 K. Miyake 

題 名 
The Extreme Points of the Tracial State Space of Noncommutative 

3-Spheres 
掲載誌名 

Letters in Mathematical 

Physics 

発行所 Springer 巻号 91 (2) 頁 151～165 発行年 2010 年 査読 有・ 無

2 

著者名 M. Kurihara and T. Miura 

題 名 
Stickelberger ideals and Fitting ideals of class groups for 

abelian number fields 
掲載誌名 

Mathemathische Annalen 

発行所 Springer 巻号 
350 

(3) 
頁 549～575 発行年 2011 年 査読 有・ 無

3 

著者名 M. Kurihara and T. Miura 

題 名 Ideal class groups of CM-fields with non-cyclic Galois actions 掲載誌名 Tokyo Journal of Mathematics

発行所 

Publication Committee 

for the Tokyo Journal 

of Mathematics 

巻号 
35 

(2) 
頁 411～439 発行年 受理済 査読

有・ 無

4 

著者名 M. Imada 

題 名 Sasaki-Einstein metrics on S2×S3 掲載誌名 Tokyo Journal of Mathematics

発行所 

Publication Committee 

for the Tokyo Journal 

of Mathematics 

巻号 35(2) 頁 367～373 発行年 2012 年 査読 有・無

5 

著者名 Rin Okuyama, Mikio Eto, Tobias Brandes 

題 名 
Optical Phonon Lasing in Semiconductor Double Quantum 

Dots( selected as Editors’ Choice) 
掲載誌名 

Journal of Physical Society 

of Japan 

発行所 
The Physical Society 

of Japan 
巻号 82 頁 

013704-1 ～

013704-4 
発行年 2012 年 査読 有・無

6 

著者名 Rin Okuyama, Mikio Eto, Tobias Brandes 

題 名 Phonon Lasing in Transoprt through Double Quantum Dots 掲載誌名 AIP Conference Proceedings

発行所 AIP Publishing 巻号 

1566 

(2013

) 

頁 259～260 発行年 2013 年 査読

 

有・無

7 

著者名 Tomoaki Imoto 

題 名 Convolution of binomial and negative binomial variables 掲載誌名 

Communications in 

Statistices-Theory and 

Methods 

発行所 Taylor 巻号 未定 頁 未定 発行年 受理済 査読 有・無

8 

著者名 Mayumi Naka, Ritei Shibata, Ross Darnell 

題 名 
Detection of Ecological Disturbances to Seabed Fauna through 

Change of Weight Distribution 
掲載誌名 

Journal of the Japan 

Statistical Society 

発行所 日本統計学会 巻号 42(2) 頁 185～206 発行年 2012 年 査読 有・無

9 

著者名 Yuuki Takai 

題 名 

On indivisibility of relative class numbers of totally 

imaginary quadratic extensions and these relative Iwasawa 

invariants 

掲載誌名 

Proc. of Japan Academy, 

Series A, Mathematical 

Sciences 90.2 

発行所 Japan Academy 巻号 A 頁 33～36 発行年 2014 年 査読 有・無

10 

著者名 Y. Matsuo, H. Guo, P. Arbenz 

題 名 Experiments on a Parallel Nonlinear Jacobi-Davidson Algorithm 掲載誌名 Procedia Comput. Sci. 

発行所 

International 

Conference on 

Computational Science 

(ICCS) 

巻号 29 頁 565～575 発行年 2014 年 査読

有・無
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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 R. Shibata and M. Naka 

題 名 Goodness of Fit of Gamma Distribution to Sea Fauna Weights 
 

口頭・ポスター 
審査 

 

有・無 

学会名 
The International Biometric Society 

Australian Region Conference 
場所 New Zealand 2009 年 11 月 

2 

発表者名 N. Kuroiwa and D. Obrist 

題 名 
A Space-Time Finete Difference Solver For The Steady-State 

Shallow-Water Equation 

 

口頭・ポスター 
審査 

 

有・無 

学会名 

81st Annual Meeting of the International 

Association of Applied Mathematics and 

Mechanics(GAMM2010) 

場所 Karlsruhe(Germany) 2010 年 3 月 

3 

発表者名 Rin Okuyama, Mikio Eto, Tobias Brandes 

題 名 Phonon Lasing in Transport through Double Quantum Dots 
 

口頭・ポスター 
審査 

 

有・無 

学会名 
31st International Conference on the 

Physics of Semiconductors 
場所 Zurich (Switzerland) 2012 年 8 月 

4 

発表者名 Mayumi Naka, Ritei Shibata, Ian Halliday 

題 名 
Influence of Environmental Factors to the Growth of Banana Prawn 

In Australian Sub-tropical Estuaries 

 

口頭・ポスター 
審査 有・無 

学会名 
The XXⅥth International Biometric 

Conference 
場所 

Kobe Convention Center (Kobe, 

Japan) 

 

2012 年 8 月 

 

5 

発表者名 Tatsuya Akiba 

題 名 
Sensor agent robot with servo-accelerometer for structural health 

monitoring and active evacuation guidance, 

 

口頭・ポスター 
審査 有・無 

学会名 
4th Asia-Pacific Workshop on Structural 

Health Monitoring 
場所 Australia 2012 年 12 月 

6 

発表者名 Mashashi Aiki 

題 名 Motion of a Vortex Filament with Axial Flow in the Half Space 
 

口頭・ポスター 
審査 

有・無 

学会名 Analysis Seminar 場所 The United States of America 

 

2012 年 3 月 

 

7 

発表者名 Tomoaki Imoto 

題 名 An extension of GIT(3,1) 口頭・ポスター 審査 有・無 

学会名 University of Tunku Abdul Rahman 場所 Malaysia 2012 年 2 月 

8 

発表者名 Tomoaki Imoto 

題 名 
An extension of GIT(3,1): A convolution of binomial variable and 

negative binomial variable 

 

口頭・ポスター 
審査 有・無 

学会名 
Malaysia.1st ISM International Statistical 

Conference 
場所 Johor Bahru , Malaysia 

 

2012 年 9 月 

 

9 

発表者名 Yasushi Nagai 

題 名 On the distribution of configurations in tilings 口頭・ポスター 審査 有・無 

学会名 Geometry and Analysis seminar 場所 University of Copenhagen 

 

2013 年 3 月 

 

10 

発表者名 Hirohito Yamazaki 

題 名 
 Single molecule DNA analysis using a large electric field gradient at 

Si nanopore opening 

 

口頭・ポスター 

審

査
有・無 

学会名 
12th International conference on near-field 

optics, nanophotonics and related techniques
場所 San Sebastian, Spain 

 

2012 年 9 月 
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11 

発表者名 奥山倫，江藤幹雄，Tobias Brandes 

題 名 二重量子ドットにおける光学フォノンレーザー 
口頭・ポスター 審

査

有・無 

学会名 日本物理学会 2012 年秋季大会 場所 横浜 

 

2012 年 9 月 

 

12 

発表者名 Rin Okuyama, Mikio Eto, Tobias Brandes 

題 名 
Optical phonon lasing in transport through semiconductor 

 double quantum dots 

口頭・ポスター 審

査

有・無 

学会名 
American Physical Society Annual March 

Meeting 2013 
場所 Baltimore, MD, USA 2013 年 3 月 

13 

発表者名 仲真弓，柴田里程 

題 名 
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 

 

口頭・ポスター 

審

査

有・無 

学会名 
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～ 
場所 松江 2012 年 10 月 

14 

発表者名 Yuuki Takai 

題 名 
Indivisibility of relative class numbers of CM quadratic 

extensions and vanishing of these relative Iwasawa invariants 

口頭・ポスター 審

査
有・無 

学会名 Number Theory Seminar 場所 UC Berkeley 2013 年 9 月 

15 

発表者名 Yuuki Takai 

題 名 
Indivisibility of relative class numbers of CM quadratic extensions 

and vanishing of relative Iwasawa invariants 

口頭・ポスター 審

査

有・無 

学会名 Number Theory Seminar 場所 Stanford University 

 

2013 年 11 月 

 

16 

発表者名 Hanae Nodono, Aziz Aboobaker, Midori Matsumoto 

題 名 
Telomere biology in the switching of reproductive modes in planarian 

Dugesia ryukyuensis 

口頭・ポスター 審

査
有・無 

学会名 
17th International Congress of Developmental 

Biology 
場所 Cancun Center (Cancun, Mexico) 

 

2013 年 6 月 

 

17 

発表者名 野殿 英恵 

題 名 プラナリアの生殖様式転換と寿命に関する研究 
口頭・ポスター 審

査
有・無 

学会名 
第8回ロレアルーユネスコ女性科学者 日本奨励

賞 生命科学分野 
場所 

在日フランス大使公邸（東京都港

区） 
2013 年 9 月 

18 

発表者名 Youichi  Matsuo,H. Guo, P. Arbenz 

題 名 Experiments on a Parallel Nonlinear Jacobi-Davidson Algorithm 
口頭・ポスター 審

査
有・無 

学会名 
International Conference on Computational 

Science (ICCS) 2014 
場所 Cairns, Australia 

 

2014 年 6 月 

 

19 

発表者名 Youichi Matsuo, H. Guo, P. Arbenz 

題 名 Experiments on a Parallel Nonlinear Jacobi-Davidson Algorithm 
口頭・ポスター 審

査
有・無 

学会名 

International Workshop on Eigenvalue 

Problems: Algorithms; Software 

and Applications, in Petascale Computing 

(EPASA2014) 

場所 Tsukuba, Japan 2014 年 3 月 

20 

発表者名 R. Hanai and Y. Ohashi 

題 名 
Strong-coupling phenomena and non-equilibrium 

effects in an exciton-polariton gas 

口頭・ポスター 審

査
有・無 

学会名 

The 7th International Conference on 

Spontaneous Coherence in Excitonic Systems 

(ICSCE-7) 

場所 箱根 

 

2014 年 4 月 

 

21 

発表者名 R. Hanai, P. B. Littlewood, and Y. Ohashi 

題 名 

Precursor of the 

Nambu-Goldstone mode in a non-equilibrium strongly interacting Fermi 

gas 

 

口頭・ポスター 
審

査

有・無 

学会名 The international workshop “Higgs Modes in 場所 京都  
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Condensed Matter and Quantum 

Gases” 

2014 年 6 月 

 

22 

発表者名 花井亮，P. B. Littlewood, 大橋洋士 

題 名 非平衡定常 状態下の励起子系における強結合効果 
 

口頭・ポスター 

審

査
有・無 

学会名 日本物理学会 秋季大会 場所 愛知 

 

2014 年 9 月 

(発表確定) 

23 

発表者名 Pierre-Andre Mortemousque, G. Wolfowicz,S. Simmons, M. L. W. Thewalt, K. M. Itoh, and J. J. L. Morton 

題 名 
Coherence time of 29Si nuclear spin coupled to 31P  

donor electron spin in silicon 

 

口頭・ポスター 

審

査
有・無 

学会名 Condensed Matter in Paris: CMD25-JMC14 場所 Paris, France 
2014 年 8 月 

(発表確定) 

24 

発表者名 永井康史 

題 名 
A relation between order of 

tilings and properties of corresponding dynamical systems 

 

口頭・ポスター 

審

査
有・無 

学会名 

Tilings dynamical system and related topics,

Research Institutte for Mathematical 

Sciences 

場所 京都大学 2013 年 9 月 

25 

発表者名 仲真弓・柴田里程 

題 名 丸め誤差のある場合の成長生存モデルの同定 
 

口頭・ポスター 

審

査
有・無 

学会名 2013 年度統計関連学会連合大会 場所 大阪大学 2013 年 9 月 

26 

発表者名 野中純 

題 名 Coxeter polyhedra in hyperbolic spaces 
 

口頭・ポスター 

審

査
有・無 

学会名 
The 3rd Keio-Yonsei Workshop in Mathematics 

Program 
場所 Keio University 2012 年 5 月 

27 

発表者名 野中純 

題 名 Right-angled Coxeter polyhedral in hyperbolic spaces 
 

口頭・ポスター 

審

査

有・無 

学会名 Growth 2 場所 Osaka City University 2014 年 2 月 

 

 

 

 

 


