
    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２０年度 実施報告書 

（平成２０年度） 

1 

(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）EUエラスムス・ムンドス計画との基礎科学教育研究国際化協力事業 

 

（英文）Collaboration Project with the EU Erasmus Mundus Program for the Internationalized 

Education and Research of Basic Science 

 

【申請大学】 

大学名（和文） 大阪大学 

 

      (英文)  

Osaka University 

 

大学長氏名 

            鷲田 清一 

 

 

【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）  

大阪大学 

 

  

（英文）  

Osaka University 

 

  

専攻等名（和文）  

大学院理学研究科 

 

 

(英文)  

Graduate School of Science 

 

 

【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）  

基礎工学研究科、工学研究科 

 

 

(英文)  

Graduate School of Engineering Science, Graduate School of Engineering 

 

 

【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）                            

グローニンゲン大学 

 

（英文） 

 

University of Groningen 

 

専攻等名（和文）  

国際交流課 

 

  

(英文)  

International Relation Office 

 

 

機関名 （和文） ポーランド科学アカデミー  

 

 

（英文） 

 

The Polish Academy of Sciences 

 

専攻等名（和文）  

化学科・クラクフ核物理研究所 

 

  

(英文)  

The Institute of Nuclear Physics 

 

 

機関名 （和文） インペリアル・カレッジ・ロンドン 

 

 

（英文） 

 

Imperial College London 

 

専攻等名（和文）  

理学研究科 

 

  

(英文)  

Faculty of Natural Sciences 

 

 

機関名 （和文） ウォーウィック大学 

 

 

（英文） 

 

University of Warwick 

 

専攻等名（和文）  

数学研究科 

 

  

(英文)  

Mathmatics Institute 

 

 

機関名 （和文） ベルリン・フンボルト大学 

 

（英文） 

 

Humboldt University in Berlin 

 

専攻等名（和文）  

物理学専攻 
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(英文)  

Institute for Physics 

 

 

機関名 （和文） ユトレヒト大学 

 

 

（英文） 

 

Utrecht University 

 

専攻等名（和文）  

地球科学専攻 

 

  

(英文)  

Department of Earth Science 

 

 

機関名 （和文） マックス・プランク核物理研究所 

 

 

（英文） 

 

Max-Planck-Institut für Kernphysik 

 

専攻等名（和文）  

宇宙・地球科学科 

 

  

(英文)  

Theoretical Astrophysics 

 

 

機関名 （和文） ダンディー大学 

 

 

（英文） 

 

University of Dundee 

 

専攻等名（和文）  

生命科学学科 

 

  

(英文)  

College of Life Science 

 

 

機関名 （和文） ダルムシュタット工科大学 

 

 

（英文） 

 

Darmstadt University of Technology 

 

専攻等名（和文）  

物理学科 / 化学科 / 生物学科 

 

  

(英文)  

Department of Physics  / Department of Chemistry / Department of Biology 

 

 

機関名 （和文） ハンブルグ大学 

 

 

（英文） 

 

University of Hamburg 
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専攻等名（和文）  

数学、情報、自然科学学科 

 

  

(英文)  

Faculty of Mathematics, Informaticss, and Natural Sicences 

 

 

 

機関名 （和文） パリ第５大学 

 

 

（英文） 

 

Universite de Paris 5 

 

専攻等名（和文）  

数学・情報学科 

 

  

(英文)  

UFR de Mathématiques et Informatique 
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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２０年度の事業目標達成状況  

 

本事業推進の目的は； 

１．グローニンゲン大学をゲートウェイとして、ヨーロッパの大学に大阪大学大学院理学研究科の若手研究者、大

学院学生を派遣する。独創性あふれた教育・研究にじかに接することで、若手研究者、大学院学生を日本にいては

学べない国際的研究環境に曝す。またそのことで大阪大学理学研究科での教育、研究のさらなる高度化を推進する。

２．計画年度内には大阪大学理工学系学部（理学部、基礎工学部、工学部）及び関連研究所、センターが優れたエ

ラスムス・ムンドス・プログラムの域外パートナーとして参画することを目標とする。それによって理工学研究科

が総体としてエラスムス・ムンドス・プログラムに深く関わり教育研究能力涵養のより国際的な実践を踏む。 

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

を果たすことで、理学研究科の教育研究環境の確実な国際化を図る。このことをもって大阪大学の教育研究レベル

を国際的に知らしめることにつなげる。 

これに付随して若手研究者・大学院生の研究能力の向上はもちろんのこと、英語による議論能力の向上、研究

発表の基本姿勢の体得、英語による論文作成能力取得などの能力向上、担当教員と担当職員を中心とした組織の国

際化が期待される。上記の目的を支援する体制が大阪大学にある。独自に設置したヨーロッパ拠点としてのグロー

ニンゲン教育・研究センターを活用し、大阪大学教職員・学生をヨーロッパ各国の大学に研究・教育の目的で派遣

できる。大阪大学としても、国際交流推進本部を中心として、研究者・学生派遣の積極的支援体制が整ってきてい

る。大阪大学理学研究科の優れた研究実績を有する担当教員は、すでに、ヨーロッパの諸大学との研究連携を持ち、

個人的なチャンネルを利用し交流が行われているが、組織的な拡大を目出すには不十分である。大阪大学では、研

究活動を支援する国際交流推進本部から組織的な支援が得られる。また、グローニンゲン拠点は、グローニンゲン

大学との太いパイプを通じたヨーロッパの研究者との大きなチャネルがあり、グローニンゲン大学を通じて研究者

派遣、学生派遣の相談役が務まる。両者の協力関係によって十全なゲートウェイとしての機能を果たすことが出来

る． 

我々がエラスムス・ムンドス計画に参画するということは、ヨーロッパ大学の大学院教育改革に日本を代表して

大阪大学が参画するということである。これを裏打ちするだけの支援が必要である。大阪大学側としては、ヨーロ

ッパにおけるエラスムス・ムンドス・プログラムにただ参加するばかりでなくて、日本から積極的な関与を行い、

このプログラムの発展に積極的な支援と協力を行う必要がある。これが、国際貢献として評価されるであろう。 

このような事業目標を持ち努力を重ねるうちに、平成２０年度に達成されたもので特筆すべきものがある．（派

遣実績などは後出該当事項参照）． 

１． 欧州本部 ICIECP（Industrialized Countries Instrument Eduction Cooperation Program））［Joint Mobility 

Project］「先導的留学生交流プログラム支援制度」に本学理学研究科が採択（別添資料１）．参考となる URL;  

http://www.sci.osaka-u.ac.jp/ITP/ICIECP_INTERFACES/Program_outline.html 

２．海外パートナー機関のなかでゲートウェイとして機能しているグローニンゲン大学（既に本学と大学間学術

交流協定締結済み）に新たに ITP 海外パートナー教員を配しその役割について詳説した MOU; Memorandum of 

Agreement を締結（別添資料２）． 

<１>このプログラムでは本学が日本側コンーシアムの幹事校となり東北大学、京都大学と共同で、欧州側コンソ

ーシアムのグローニンゲン大学（欧州側幹事校）、ハイデルベルグ大学、ボーフム大学、ウプサラ大学と基本的に

大学院前期課程の学生が、同課程の 1 セメスターを国外の大学で過ごす． EU 側の費用は EU から、日本側の費

用は日本学生支援機構（JASSO）から支援される．ICIECP はエラスムス・ムンドゥス EM そのものではないが、実

質的に EM の Japan Window、あるいは将来の高度な EM II へ向けての Pre-program と考えられる．ITP の実践を通

じて培った欧州の大学との学術的コミュミケーション、国際教育プログラムの準備状況、各部局の国際化状況など

が総合的に採択を可能にしたものと考えられる．年間 10 名（双方派遣で合計２０名）、期間 3 年という規模での

実践をさらに重ねることで、本事業より高度な欧州国際教育プログラムへの参画のチャンスが増すものと期待でき

る． 

<２>本事業の目的を遂行するためには海外パートナー機関の存在が不可欠であるが、ゲートウェイをして機能して

いるグローニンゲン大学に ITP 事業へのより大きな参画をもとめ協定書を締結した．そのなかで、ITP 海外パート

ナー教員職員の任命、彼らのミッションステートメントを詳説した．協定書は両大学の理学部長によって署名され

ている．これによって将来的にグローニンゲン大学の ITP 事業へのより大きな理解とコミットメントが期待され

る． 
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３．平成２０年度年度事業実施概要 

本プログラム事業目標達成のためには、ITP 研究者の派遣・受け入れ可能性についての意見交換の必要があった．

このために、昨年度に続いて、大阪から荻原哲、Diño Wilson、グローニンゲン拠点から藤原守（いずれも ITP 担当

教員）が以下の大学／研究機関などを二回にわけて訪問し交流計画の具体化について討論した．ミュンヘン大学、

ミュンヘン工科大学、マックスプランク研究所、ミュンヘン光化学研究所、欧州分子生物学研究所、ハイデルベル

グ大学（二回）、ストラスブルグ連合大学、グローニンゲン大学（二回）、ドイツ重イオン研究所、ウプサラ大学、

ボーフム大学、ルーバンカトリック大学、欧州本部．また派遣者の経済状態、適応状況などの調査には ITP 職員が

あたった．グローニンゲン大学、ユトレヒト大学など． 

昨年度と同様に ITP 研究者の派遣について理学研究科全教科の教官、学生に呼びかけを行った．また本学基礎工

学研究科と工学研究科にも派遣を呼びかけた．審査会を平成 20 年 7月 11 日、平成 21 年 3月 5日と 2回行った．今

年度は合計で 18 人の応募者があった．応募者全員に対して、留学の研究上の動機、英語での会話の能力を試問する

ための委員会を構成し、書類審査、口頭試問を行った。審査会は最終段階でオランダ・グローニンゲンからインタ

ーネットによるＴＶ会議を実施することで、派遣 ITP 研究者が海外留学で支障なく成果が達成できるかどうかの最

終的チェックを行った。派遣計画に無理がある場合を除いて、協議の上で、計画の修正を行い、１３名を派遣（延

長も含む）することにした．ITP 事業開始以来延べ数で２３名を実質一年間で欧州の一流大学／研究機関に派遣し

たことになる．派遣者の中には能力優秀と認められて、派遣先で４ヶ月後にポスドクとして雇用されたものもある．

研究成果については論文執筆中（欧州大学と共同研究）の数多くの例がある． 

派遣に関しては、 

１． 滞在状況を把握するための「報告、連絡、相談」を定期・不定期的に行う、 

２． 大阪大学からの教員、事務職員の派遣による、（平成 20 年度には２回を実施）派遣実態把握（派遣者を現地

でインタビュー）、意見の交換、新派遣先パートナー確立、派遣拡大に向けての活動に努めている． 

平成２０年度にはさらに多数の ITP 派遣を行うための方策を検討し、JSPS の許可も得て、この ITP プログラムを

理学研究科ばかりでなく、工学研究科、基礎工学研究科、協力研究所の参画によって学内に横断的に広げることに

ついての合意が取り付けられ、実施開始した．今年度は基礎工学研究科から１名の派遣が実現した． 

ITP 事 業 の 周 知 の 為 に ホ ー ム ペ ー ジ を 初 年 度 に 作 成 し た が 、 内 容 を さ ら に 充 実 さ せ た

（http://www.sci.osaka-u.ac.jp/ITP/ITP2007/Welcome.html）． ITP 派遣体制、事業方針、審査方法、申請用紙に

加え、活動報告、ITP 研究者からのレポートを掲載して、ITP 事業の広報と充実化を狙っている．また ITP に関連し

た様々な情報（派遣報告、特別セミナー、シンポジウム等）を学内の 3 カ所の６５インチ大型ディスプレーと常に

公開し、広報活動につとめている． 

 国際シンポジウム「欧州との戦略的協調による国際教育の展開：ITP/ICIECP シンポジウム」を大阪大学本研究科

と国際企画推進本部の主催、基礎工学研究科共催で平成２１年３月１０日、１１日に開催した（別添資料３）．日本

各地から１１７名の参加があった．このシンポジウムではグローバル化時代の世界の高等教育の現状と課題を分析

し、日本の大学はどこに位置し、何を目指すのかを議論した．演者にはもと OECD 職員（現合衆国教育局職員）の

Weko 博士を招聘し、日本の大学の現状を報告してもらった．シンポジウムはさらにより具体的な欧州との教育交流

プログラムの紹介と展望を議論し、目標・将来への方向性・課題を分析した．ITP 事業を通じて学術交流の深まっ

た欧州の一流大学より５名の演者に本学との交流実績、期待などを語ってもらった．これまでの ITP 派遣者から６

名を選び、派遣先での研究成果に併せて現地での生活、文化、人間関係なども報告してもらった．報告の一つはパ

リから TV 配信システムを使って行われた．シンポジウム二日目は、より詳細な欧州大学の研究、教育体制の紹介、

ICICEP 派遣計画、欧州教員による模擬授業などを行った． 

 平成１９年度に ITP 事業予算で導入されたＴＶ会議システムを用いてグローニンゲン大学理学部からの授業配信

シリーズを計画し、平成２０年２月２１日に第一回の授業が配信されたが、平成２０年度には配信シリーズの計画

立案に至った．シリーズは本研究科大学院のカリキュラムとして正式に認可を受けた．平成２１年５月より配信が

開始する．初回は"Large Scale Structure in the Universe" と称し、グローニンゲン大学 Kapteyn 研究所（理学

部）の修士コースの講義（担当. Van de Weygaert 教授）の一部が、双方向性の配信デバイスによって本研究科に

配信される．シリーズは宇宙科学から始まるが、第二学期には生物学、物理学シリーズの追加も検討中である． 
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４．平成２０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 

（１）派遣実施は以下のような手順で行っている． 

1. 本 ITP プログラム実施においては、大阪大学の海外との研究経験が豊かな教員が修士、博士、ポスドク、助教

レベルの若手研究者とグローニンゲン大学を中心としたヨーロッパ諸大学のホスト研究者との密接な連絡を行

い、派遣受け入れの可能性を検討する。 

2. 派遣をすることで若手研究者として成果が達成できるか、もしくは、将来の活躍が期待できる十分な海外派遣

経験が積めるかどうかを審査する。グローニンゲン大学以外の研究機関／大学が適切と判断された場合は、そ

こへの派遣を計画する． 

3. 派遣に関しての英語の能力に問題がないかをチェックするために、英語で最終審査を行う。最終審査会は ITP

海外パートナー教員が TV 会議システムで、日本人 ITP 担当教員（毎回５〜８名）と協力して行う． 

4. 派遣に際してのホスト研究者に問題が無いかは、あたらに任命されたグローニンゲン大学の ITP 海外パートナ

ー教員職員が事前にグローニンゲン教育研究センターの協力を得手、チェックをする。 

5. 派遣した大学での住環境にも問題は無いかをチェック。 

（以上別添資料５、６参照、５：申請書、６：派遣計画書） 

（２）こういった手順のもとで大学として組織的に取り組んで行こうとしている。ITP の派遣者を受入れてくれる受

入大学／受入研究者側が大阪大学との相互研究交流を希望するのは自然な発想である．大阪大学としてそのような希

望を叶えるために、留学生受入プログラムを開発した．FrontierLab@OsakaU である．理学部、工学部、基礎工学部が

連携して理系学生の受け入れのため、FrontierLab@OsakaU プログラムを開始した．海外との教育研究交流をさらに促

進するための組織的取り組みを行っている． 

（プログラム参照；別添資料７ http://www.osaka-u.ac.jp/jp/international/iab/e/FrontierLab.html） 

（３）派遣予定者に対する英語特訓研修 

平成２０年度は ITP 派遣予定者に対して米語 Native speaker 講師を招いて事前英語特訓研修を行った． 

   一般英語（１０日間） 

科学プレゼンスキル（５日間） 

予算は ITP 予算からでなく、理学研究科内の予算によってプログラムを実行した． 

（４）ITP/ICIECP シンポジウム（前述；別添資料での ITP 派遣者の報告会を行った（別添資料１）. 

４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

本 ITP プログラムでは、大阪大学ヨーロッパ拠点としてのグローニンゲン教育研究センターとの密接な関係を持つ

グローニンゲン大学とも協力してゲートウエイとしての役割を担ってくれて、海外パートナー大学、研究機関との連

絡・協力体制を構築してきた．前出項２で紹介したように、グローニンゲン大学との協力体制を平成２０年度には将

来の展開に向けてさらに強固なものにしした．グローニンゲン大学（既に本学と大学間学術交流協定締結済み）に新

たに ITP 海外パートナー教員・職員を配しその役割について詳説した MOU; Memorandum of Agreement を締結した．

そのなかで、ITP 海外パートナー教員職員の任命、彼らのミッションステートメントを詳説した．協定書は両大学の

理学部長によって署名されている．これによって将来的にグローニンゲン大学の ITP 事業へのより大きな理解とコミ

ットメントが期待される．（別添資料２）． 
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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。） 

＜これまでに発表したもの＞  

◆ 発表場所：国際シンポジウム「Strategic Initiatives for University Internationalization」 

◆ 開催日：平成 20 年 5月 22 日から 24 日 アメリカ・ワシントン D.C. 

◆ 開催者：日本学術振興会（JSPS）と米国科学財団（NSF）の共催 

     （平成 20 年度大学国際戦略本部強化事業の一環） 

◆ テーマ：Strategic Initiatives for University Internationalization 

◆ ITP からの発表者：荻原 哲（大阪大学大学院理学研究科教授・国際企画推進本部） 

◆ 演題：「JSPS International Training Program：A Practice at Osaka University “Collaboration Project with  
the EU Erasmus Mundus Program for the Internationalized Education and Research of Basic Science”」 

◆ 概要： 

本企画は平成 20 年 5圧 25 日（日）より米国ワシントン D.C.にて開催される NAFSA の年次総会（世界最大の国際教

育・留学生に関する総会）の直前に開催することにより、大学国際化に関する世界的な同行も把握できるという相

乗的な効果を狙ったものである。本シンポジウムは米国開催と日本開催の 2 部構成であり、米国開催はこの 1 部に

相当する。タルサ大学の Cheryl Matherly 博士がオーガナイザーを務める。大学の国際化、取り分け日米両国の「国

際化」の定義や制作、組織的連携や学生を含む若手研究者への海外研鑽の機会提供などについて、現状や今後の同

郷を紹介し相互に理解を深めるとともに、日米大学のさらなる交流を深めることを目的とする。ITP からの発表と

しては、シンポジウムのプログラムの 1つである「Concurrent sessions : Mobility of Students  and Researchers」

のにおいて、大阪大学理学研究科の採択事業（ITP）「EU エラスムス・ムンドス計画との基礎化学教育研究国際化協

力事業」の内容について発表した。（別添資料４） 

 

以上のシンポジウムに関連して日本側で同様のシンポジウムが開催され、その最終日に NSF-JSPS シンポジウム参加

者の大阪大学サイトビジットを本学で行った 

◆ 開催日／場所：平成 20 年 12 月 5 日（金）大阪大学事務局、銀杏会館ほか学内施設 

◆ 内容；NSF 概要紹介 Dr. Machi Dilworth：共同研究の仕組み、学生交換、研究者交流など 

    大阪大学の教育研究活動紹介：西尾副学長：Research, Education, International を基軸に  

    学内施設訪問大規模実験施設・機器視察及び最先端研究室訪問 

    （レーザー、超高圧、核物、ヒューマノイド・ロボット（石黒研）、ゆらぎプロジェクト、WPI など） 

    Wrap Up  

 

◆発表場所：共同企画シンポジウム「欧州との戦略的協調による国際教育の展開：ITP/ICIECP シンポジウム」

（Strategic Collaboration in the International Education Programs between Japan and Europe） 

◆ 発表者：荻原 哲（大阪大学大学院理学研究科教授・国際企画推進本部） 

◆タイトル：  ICIECP Scheme for Sending/Accepting Students: Strategies and Challenging Pioneers 

      (司会およびファシリテーター) 

◆ 概要： 

 国際シンポジウム「欧州との戦略的協調による国際教育の展開：ITP/ICIECP シンポジウム」を大阪大学本研究科

と国際企画推進本部の主催、基礎工学研究科共催で平成２１年３月１０日、１１日に開催した（別添資料３）．日本

各地から１１７名の参加があった．このシンポジウムではグローバル化時代の世界の高等教育の現状と課題を分析

し、日本の大学はどこに位置し、何を目指すのかを議論した．演者にはもと OECD 職員（現合衆国教育局職員）の

Weko 博士を招聘し、日本の大学の現状を報告してもらった．シンポジウムはさらにより具体的な欧州との教育交流

プログラムの紹介と展望を議論し、目標・将来への方向性・課題を分析した．ITP 事業を通じて学術交流の深まっ

た欧州の一流大学より５名の演者に本学との交流実績、期待などを語ってもらった．シンポジウム二日目は、より

詳細な欧州大学の研究、教育体制の紹介、ICICEP 派遣計画、欧州教員による模擬授業などを行った（別添資料１）．
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４－４．今後の課題・問題点 

◆ 派遣若手研究者の分野的また派遣人数拡大：欧州国際教育プログラムとのより包括的な交流をめざして 

 
 分野的な拡大として、理学研究科だけでなく、工学研究科・基礎工学研究科へも ITP プログラムを広げていく。

実質的なエラスムス・ムンドゥス・ジャパン・ウィンドウである ICIECP プログラムでは本研究科に加え基礎工学研

究科が同じプログラムに参画している．ICIECP 実現が可能になったのは、大阪大学という枠を超え、日本の他の研

究大学（京都大学、東北大学）の理解と協力に基づいたコンソーシアム形成が出来たからである。３研究科の連動

体制は、コンソーシアム形成へ向けての準備と言えた。点から線へ、線から面という事業拡大をまず学内的に整備

し、次に日本国内で同調を得て、さらに欧州側と戦略的に共同事業を展開するというストラテジーが功を奏し始め

た． 

 このようにボトムアップ的にチーム形成とプロジェクト開始が出来てきているので、今後の課題はいかに ITP, 

ICIECP のような実を伴ったプロジェクトを継続的に日欧間に展開できるか、である．このためには我々大学という

Practioner だけでなく、政策立案 Policy maker、財政面 Funding Agency など横断的な構造を持った日欧教育の戦

略を論ずる場を設定する必要がある．平成２１年３月に欧州本部訪問時に欧州連合日本政府代表部の植田大使と面

談、その場で EU-JAPAN Education Policy Dialogue の計画を伺った．さらにその午後、欧州本部 Directorate-General 

for Education and Culture のサマリターノ氏などとも面談したが、その席でも同様な提案があった．ぜひ実現さ

せたいものである．このような複合的な構造を持つ議論の場があって初めて日欧間のより計画的、持続的、戦略的

な国際教育コミュニケーションが可能になる．グローバル３０を支えるのは明らかに国際教育プログラムで実戦経

験を持つ大学であろうが、なかでも欧州連合が推進するエラスムス・ムンドゥスは日本の教育場面の国際化の優れ

たリファレンスになりうる． 

 
◆ パートナー機関のネットワーク化 

 

 前述のように平成２０年度は海外パートナー大学であるグローニンゲン大学と ITP 特異的な MOU を提携した．当

面はグローニンゲン大学が欧州側の大きなコミットメントを引き出すことに努力する．同時に、ITP 派遣計画を通

じて、より親密な関係が出来上がっていくことが予想されるが、そういった相手と学術交流協定を締結し、ITP の

実践経験を礎として本学、本研究科の国際教育戦略を大いに拡大していくことが望ましい．現時点で学術交流協定

締結の議論を始めているのはハイデルベルグ大学、ボーフム大学の２大学である． 

 

◆ FrontierLab@Osaka, ICIECP との連携 

ITP が日本から欧州への若手研究者の派遣システムとすれば、同時に求められるのが欧州の学生・若手研究者の受

入れシステムである。昨年度は理学研究科を中心とした FrontierLab@OsakaU 留学生短期受入プログラムの運営資金

を JASSO から獲得した。また ITP の実践が EC から評価されて ICIECP プログラムの採択に至った．これによって欧

州から年間１０名、日本から年間１０名の学生派遣が可能になった．このように３つのプログラムの効果的な連携

と相乗効果が期待されるが、それを緻密に運営し実現していくのか今年度の課題である． ITP 事業を核として若手

研究者の派遣、FrontierLab@OsakaU による受入れシステムの整備、ICIECP による受入は件システムの整備の端緒に

つくことが出来たので、Ｈ２１年度はそれをさらに充実化し整備を図る。 

 

 

 

 

 



    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２０年度 実施報告書 

（平成２０年度） 

10 

５．若手研究者の派遣実績 

 

 

派遣先機関 

 

派遣期間 

 

派遣者所属・職名等 

グローニンゲン大学 

KVI 研究所 

（オランダ・グローニ

ンゲン） 

2008年 4月 1日

～2008年4月27

日（平成 20年 2

月 4日～派遣） 

大阪大学大学院理学研究科 

物理学専攻・助教 

 

インペリアルカレッ

ジロンドン 

（イギリス・ロンド

ン） 

2008年 4月 1日

～2008年9月29

日（平成 20年 2

月 19 日～派遣） 

大阪大学大学院理学研究科 

生物科学専攻・博士前期課程２年 

 

 

フンボルト大学 

（ドイツ・ベルリン） 

 

2008年 4月 1日

～2008 年 5月 1 

日（平成 20年 2

月 29 日～派遣） 

大阪大学大学院理学研究科 

物理学専攻・博士後期課程２年 

 

 

ポーランド科学アカ

デミー 

（ポーランド・クラ

クフ） 

2008年 4月 1日

～2008年4月24 

日（平成 20年 2

月 24 日～派遣） 

大阪大学大学院理学研究科 

化学専攻・博士前期課程２年 

ユトレヒト大学 

（オランダ・ユトレ

ヒト） 

2008年 4月 1日

～2008 年 5月 1 

日（平成 20年 2

月 28 日～派遣） 

大阪大学大学院理学研究科 

宇宙地球科学専攻・博士後期課程２年

グローニンゲン大学 

（オランダ・グロー

ニンゲン） 

2008年 4月 1日

～2008 年 9月 3 

日（平成 20年 3

月 3日～派遣） 

大阪大学大学院理学研究科 

生物科学専攻・招へい研究員 

ユトレヒト大学 

（オランダ・ユトレ

ヒト） 

2008年 4月 1日

～2008 年 5月 1 

日（平成 20年 2

月 28 日～派遣） 

大阪大学大学院理学研究科 

生物科学専攻・博士後期課程３年 

グローニンゲン大学 

（オランダ・グロー

ニンゲン） 

2008 年 11 月 3

日～2009年1月

31 日 

大阪大学大学院理学研究科 

物理学専攻・博士後期課程 1年 

ウォーウィック大学 

（イギリス・ウォー

ウィック） 

2008 年 4月 12

日～2008年8月

13 日 

大阪大学大学院理学研究科 

物理学専攻・博士前期課程２年 

パリ第５大学 

（フランス・パリ） 

2008 年 4月 15

日～2008 年 12

月 4日 

大阪大学大学院理学研究科 

物理学専攻・博士後期課程３年 

ダルムシュタット工

科大学（ドイツ・ダ

ルムシュタット） 

2008 年 7月 15

日～2008年9月

20 日 

大阪大学大学院理学研究科 

物理学専攻・博士後期課程３年 

ハンブルク大学 

（ドイツ・ハンブル

ク） 

2008 年 9月 15

日～2008 年 11

月 18 日 

大阪大学大学院理学研究科 

生物科学専攻・博士後期課程１年 
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グローニンゲン大学 

（オランダ・グロー

ニンゲン） 

2008年 9月 2日

～2008 年 12 月

31 日 

大阪大学大学院理学研究科 

生物科学専攻・招へい研究員 

アーヘン工科大学 

（ドイツ・アーヘン） 

2008 年 9月 22

日～2008 年 12

月 19 日 

大阪大学大学院基礎工学研究科 

物質創成専攻・博士前期課程１年 

アーヘン工科大学 

（ドイツ・アーヘン） 

2008 年 10 月 1

日～2009年3月

26 日（2/1-3/26

は私費滞在） 

大阪大学大学院理学研究科 

数学専攻・招へい研究員 

カーディフ大学 

（イギリス・カーデ

ィフ） 

2009年 1月 8日

～2009年3月22

日 

大阪大学大学院理学研究科 

宇宙地球科学専攻・博士後期課程 2

年 

フランス国立科学研

究センター 

（フランス・ナンシ

ー） 

2009 年 3月 15

日～2009年3月

31 日（平成 21

年5月17日まで

派遣） 

大阪大学大学院理学研究科 

宇宙地球科学専攻・博士前期課課程 2

年 

ウィーン大学リンス

フェア研究部 

（オーストリア・ウ

ィーン） 

2009 年 3月 26

日～2009年3月

31 日（平成 21

年9月14日まで

派遣） 

大阪大学大学院理学研究科 

宇宙地球科学専攻・招へい研究員 

ブラウンシュヴァイ

ク工科大学 

（ドイツ・ブラウン

シュヴァイク） 

2009 年 3月 30

日～2009年3月

31 日（平成 21

年 6月 3日まで

派遣） 

大阪大学大学院理学研究科 

宇宙地球科学専攻・博士前期課程 2

年 

６．担当教職員研究者の出張実績 

 

 

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、ミュ

ンヘン大学、マックスプラ

ン ク 研 究 所 、 European 

Molecular Biology 

(EMBL)、ハイデルベルグ

大学、ストラスブール大

学、パスツール研究所、

JSPS ストラスブールオフィ

ス 、 Gesellschaft fuer 

Schwerionenforschung 

(Institute for Heavy Ion 

Research)、グローニンゲ

ン大学 

2008年 4月 1日

～2008 年 4月 1 

日（平成 19年 3

月 15 日～出張） 

大阪大学大学院理学研究科 

・教授 

ミュンヘン工科大学、ミュンヘン

大学、 European Molecular Biology 

(EMBL) 、ハイデルベルグ大

学、ストラスブール大学、ルーベ

ン大学、グローニンゲン大学、ユ

トレヒト大学 

2008年 4月 1日

～2008 年 4月 1 

日（平成 19年 3

月 15 日～出張） 

大阪大学大学院理学研究科 

・講師 
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ボーフム大学、ハイ

デルベルグ大学、ウ

プサラ大学、グロー

ニンゲン大学 

2008 年 11 月 19

日～2008 年 11

月 27 日 

大阪大学大学院理学研究科 

生物科学専攻・教授 

グローニンゲン大学 

アーヘン工科大学 

2008 年 11 月 20

日～2008 年 11

月 26 日 

大阪大学大学院理学研究科 

研究支援係・係長 

グローニンゲン大学 

アーヘン工科大学 

2008 年 11 月 20

日～2008 年 11

月 25 日 

大阪大学国際部国際連携課海外拠点

支援係・主任 

グローニンゲン大学 

ルーヴァン・カトリッ

ク大学 

2009 年 3月 23

日～2009年3月

31 日（～4月 1

日まで出張） 

大阪大学大学院理学研究科 

・教授 

グローニンゲン大学 

ルーヴァン・カトリッ

ク大学 

2009 年 3月 23

日～2009年3月

31 日（～4月 1

日まで出張） 

大阪大学大学院理学研究科 

・講師 

 

７．共同企画実施状況 

 

企 画 名 
欧州との戦略的協調による国際教育の展開 

開 催 期 間 平成２１年 ３月１０日 ～ 平成２１年 ３月１１日（ ２日間） 

開 催 地 大阪大学理学研究科 

日
本
側
責
任
者

氏 名 荻原 哲 

所属機関・職名 大阪大学大学院理学研究科・教授 

（
※
日
本
以
外
で

 

開
催
の
場
合
）

開

催

責

任

者

氏 名 

（ 英 文 ） 
 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
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概要及び成果 

【概要】 

欧州との戦略的協調による国際教育の展開：ITP/ICI-ECP シンポジウムと研究者意見交換会  

（平成 20 年 3月 10・11 日開催） 

主催:大阪大学大学院理学研究科、国際企画推進本部/ 共催:基礎工学研究科（参照:添付書類） 

 

＜概要＞ 

(1) ITP（International Training Program）の進捗状況や派遣帰国者の報告を行うと共に、EU と日本政府が昨年

開始した大阪大学が幹事校のプログラム、ICI-ECP（Industrialized Countries Instrument Education 

Cooperation Program, Joint Mobility Project） を関係大学の教職員・学生、外部に広く情報提供する。 

(2) ICI-ECP プログラム参加校（欧州：グローニンゲン大学（オランダ）、ウプサラ大学（スウェーデン）、ボッフ

ム大学、ハイデルベルグ大学（ドイツ）、日本：大阪大学、京都大学、東北大学）関係者が一同に介し、アカデ

ミックなレベルでの意見交換の機会を提供する。 

 

＜開催の目的・意義＞ 

(1) 欧州では高等教育の地域統合が進み、共通学位と単位互換性の向上を通し、教育の質を高める努力が成果をあ

げており、大阪大学においても、欧州との連携通して、教育の透明性と信頼性を高めることを重要な目標と位

置づけている。現在、理学研究科を中心として、独立行政法人日本学術振興会の学生及び若手研究者の欧州派

遣プログラム”International Training Program（ITP）”が実施されており、2009 年度からは日本政府と欧

州連合（EU）の学生相互派遣プログラム”Industrialized Countries Instrument Education Cooperation 

Program, Joint Mobility Project（ICI-ECP）”が開始され、欧州との活発な学術交流が始まっていることを、

本学教職員、国内大学関係者、外部機関と内外に広く紹介するため。 

(2) ITP でヨーロッパへ派遣された学生の講演を行い、研究・日常生活といった具体的な内容に触れることで、今

後 ICI-ECP にて派遣を希望する学生への道標となる。また、ICI ｰ ECP プログラム参加校の代表者が一同に介し、

アカデミックなレベルでの意見交換を行うことで、今後のプログラムの更なる拡充と具体的派遣案の策定を図

るため。 

(3) 本シンポジウムでは、欧州のパートナー大学の関係者を招き、ITP の成果を報告するとともに、今後の日本の

大学の国際化そして日欧の学術交流戦略を考える機会を提供することを目的とする。 

 

【成果】 

3/10 に行われたシンポジウムでは、日本全国 8 大学より計 117 名の出席を得た。国際交流について理解を深める

ため、ICI-ECP 参加校以外の大学の国際交流に携わる担当者の参加も多く関心の高さが伺えたと同時に、当 ITP プ

ログラムが日本の大学の国際化における、ひとつのロールモデルとなりつつあることが感じられた。 

ITP にて派遣された学生・研究者 5 名による報告のうち 1 名は、現地に滞在中の学生と TV カメラを通じて行うと

いった、臨場感溢れるものとなった。各報告者には、どのように研究室を探したか、担当教員とコンタクトを取っ

たかというノウハウや、現地での研究、それを取り巻く同僚や施設といった環境、食事や住居、アクティビティ等

の生活が報告された。今後の ITP 希望者のみならず、ICI-ECP 希望者やサポートする教職員にとって非常に有益な

ものとなった。なお、ITP の基幹校である Groningen 大学に始まり、ICI-ECP の協定校である Heidelberg 大学、

Uppsala 大学、Bochum 大学の各大学紹介が各々の大学の代表者によって行われた。 

3/11 の研究者意見交換会においては、各大学の研究科紹介、モデルレクチャーが行われ、実務レベルのみならず

学術レベルでの話し合いが活発に行われた。学生ら派遣者を交換するだけでなく、実務者である教職員が一同に介

することは、今後の交流において非常に意義あるものとなった。 

 

PartⅠ 

〈基調講演〉 

「グローバル化時代の世界の高等教育の現状と課題;日本の大学はどこに位置し、何を目指すのか」 

トーマス・ウェコ（Dr. Thomas Weko）National Center for Education Statistics, US Department of Education, 

and formally the OECD Policy Analyst for Japan Country Review of Tertiary Education 

「欧州パートナー大学との教育交流プログラム:目標・将来への方向性・課題」 

PartⅡ 

〈基調講演〉 

「ICI-ECP“INTERFACES”;Facts and Potentiality」 

エンゲル・フリーリング（Dr.Engel Vrieling）Scientific Coordinator, Groningen Biomolecular Sciences & 

Biotechnology Institute Introduction of ICIECP European partner universities; Fact sheet with emphasis 

on strong fields 

ITP 派遣者 5名による報告 

ICI-ECP 協定校紹介（Groningen University, Heidelberg University, Uppsala University, Bochum University）
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＊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 

 


