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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）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 

平野 俊夫 

 

 

【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）  

大学院基礎工学研究科 

 

 

(英文)  

Graduate School of Engineering Science 

 

専攻等名（和文）  

大学院工学研究科 

 

 

(英文)  

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。） 

機関名 （和文）                            

 

 

（英文） 
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専攻等名（和文）  

 

 

  

(英文)  

 

 

 

【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。） 

専攻等名（和文）  

国際交流課 

 

  

(英文)  

International Relation Office 

 

 

機関名 （和文）                            

グローニンゲン大学 

 

（英文） 

 

University of Groningen 
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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２３年度の事業目標達成状況 

 

大阪大学大学院理学研究科で事業推進しているITPの研究者派遣計画では、パートナー機関のグ

ローニンゲン大学への派遣を基本としている。 ITPの派遣者の研究の専門性から判断し、ヨーロッ

パの他の研究機関等が、ITPの派遣者にとってより適切であるとグローニンゲン大学が判断した場

合、他のヨーロッパの研究機関等への派遣を決定している。このような派遣スキームのもとにヨー

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ことで、ヨーロッ

パの独創性あふれた教育・研究に派遣者がじかに接することが出来る。若手研究者、大学院学生を

日本では学べない国際的研究環境にさらす。またそのことで大阪大学大学院理学研究科での教育、

研究のさらなる高度化を推進する。 

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に努力してきた。大阪大学としても、国際交流室、国際企画推

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。大阪大学大学院理学

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、組織的な拡大をめざ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企画推進本部から組織的な支援が得られる。また、大阪大学

グローニンゲン教育研究センターは、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グローニンゲン大学が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。ゲートウェイを経由して行われる他の研究機関への派遣実績が累積していくことが大

いに予想され、当該研究機関と本学との学術交流協定締結に向けての努力を一層強化する。 

 ITP 事業実績を積み重ねることで、ヨーロッパの大学の大規模大学教育改革に日本を代表して大

阪大学が参画する機会に恵まれることになる。 

 

・ 昨年度に続き、 ICIECP（ Industrialized Countries Instrument Education Cooperation 

Program））［Joint Mobility Project］「先導的留学生交流プログラム支援制度」においても積

極的に学生交流を実施した。 

・ ITP では平成 23年度は 8名の若手研究者をヨーロッパ内各地に派遣した。 

・ 平成 23年 12月 6日には、ベルギー・ブリュッセル欧州委員会教育局ビルにおいて、“Symposium 

on EU-Japan Collaboration in Education, Research and Exchanges –  Brussels, 2011”を

開催し、第 1 部では派遣経験（派遣中を含む）のある若手研究者とその指導教員、受入れ教員

の講演、第 2部では欧州委員会教育局から 3名、神戸大学ブリュッセルオフィスから 1名、JSPS

ボンセンターから 1 名、グローニンゲン大学から 1 名、EC 同窓会組織である OCEANS Network

の日本代表１名、大阪大学からは 3 名の講演者により日本と欧州の教育プログラム等の紹介や

講演を行った。第 3 部では、現在の日本と欧州の国際プログラムや、今後の協力についてのデ

ィスカッションが行われた。第１部の若手研究者の成果報告では、日本に居たのでは得られな

い経験やコミュニケーションスキルの獲得に ITP による派遣が彼らにとって貴重なものであっ

たこと、また、彼らの今後の国際的な活躍が期待される。第３部のディスカッションでも活発

な意見交換が行われ、このシンポジウムを通して、今後の日本、欧州の協力体制がさらに確実

なものになり、さらに拡大されることが望まれる。 

・ ITP による派遣だけではなく、いろいろなプログラムを活用することで双方向の交流を行う努

力をし、オランダ・グローニンゲン大学等から教員を招へいした。 

・ 平成 23 年度もまた、平成 21 年度末に採択された大航海プログラムで、ITP で培ったノウハウ

を活かし、ITP ではヨーロッパ内の大学への長期派遣に限られるが大航海プログラムではさら

に派遣先をヨーロッパだけでなく、北米、アジアに広げ、国際会議出席のための短期派遣から

長期派遣まで行うことができる。双方を活用しながら若手研究者を多数派遣することができた。 
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３．平成２３年度 年度事業実施概要 

 

＜目標および事業計画の内容＞ 

 平成 22年度と同じく、担当教員ならびに職員を中心とした事業実施委員会により、若手研究者、大学

院学生の派遣に関わる準備作業を行い、さらなる充実を図る。三段階からなる選考委員会において、派

遣若手研究者ならびに大学院学生の選考を行うのは今年度も同様である。平成２０年度から当初の ITP

担当教員に加えて ITP エグゼキュティブ・アドバイザリー・ボードとして４名の教員に参画してもらっ

た。さらに ITPの事業は理学研究科だけでなく、本学工学研究科、基礎工学研究科の若手研究者の派遣

も視野に入れる。このように ITP の事業が理学研究科だけでなく、本学工学研究科、基礎工学研究科の

三研究科へ事業拡大していくことは、エラスムス・ムンドス・フェーズ IIに向けて非常に重要なステッ

プである。実現に向けてはさらに大阪大学という枠を飛び出して、日本の他の研究大学の理解と協力に

基づいたコンソーシアム形成が求められる。三研究科連動体制はコンソーシアム形成へ向けての準備と

言える。このようなビジョンが既に功を奏して「先導的留学生交流プログラム」ICIECP “INTERFACES”

が採択された。これは EC欧州本部と JASSOの co-fundingスキームである。 
 ゲートウェイ拠点として、教育、研究、産業社会への貢献など幅広い分野で大阪大学と協力している

グローニンゲン大学を中心に派遣する。ITP の派遣者の研究の専門性から判断し、ヨーロッパの他の研

究機関等が、ITPの派遣者にとってより適切であるとグローニンゲン大学が判断した場合、ボローニャ・

プロセス調印国の範囲内で他のヨーロッパの研究機関等への派遣を決定する。その他、将来の事業拡大

を図るため、ITP 事業を通して学術交流を深めた大学とは学術交流協定締結を提案していく。現在グロ

ーニンゲン大学が果たしているゲートウェイ機能を持つ大学を欧州内に複数誕生させ、地域的、専門分

野的役割分担を勘案して、より高度な欧州高等教育機関との連動を高める努力をした。 

 大阪大学グローニンゲン教育研究センターと協力して、組織的な事業運営体制を確立させ、平成 19

年度は 10名、平成 20年度は１３名、平成 21年度は 11名、平成 22年度は 9名の学生を派遣しており、

彼らからのフィードバック、また評価を踏まえて、次年度以降の派遣の拡大につなげる。 

 ヨーロッパの独創性にあふれた教育、研究に直に接し、またエラスムス・ムンドス・プログラムで実

践している国際的環境にさらされることにより、研究者としての幅広い視野を持たせ、国際的な研究者

としての自立を促す。また大阪大学大学院理学研究科での教育、研究のさらなる高度化につなげる。昨

年度までと同様、学内、海外、学外委員から構成される評価委員会を設け、派遣について評価を行う。 

 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。平成 20年度には理学研究科を中心とした FrontierLab@OsakaUプロ

グラム運営資金を JASSOから獲得した。FrontierLab@OsakaUは三研究科共同の短期留学生受入れプログ

ラムである。FrontierLab@OsakaUプログラムにはグローニンゲン大学を始めとして欧州の大学からの応

募があった。ITPで学生を派遣した派遣先の大学から FrontierLab@OsakaUプログラムを使って大阪大学

に学生を派遣希望する大学からの受入を充実させていく努力をした。このように二つのプログラムの効

果的な連携が欧州高等教育戦略と本学国際化戦略の連動に相乗効果的に働くことが大いに期待される。

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により相互の連携を

はかる。また事実上のジャパン・ウィンドウを本学、東北大学、京都大学と共同でグローニンゲン大学、

ウプサラ大学、ハイデルベルグ大学、ボーフム大学と構築することに成功した。今年度もこれらの国際

教育プログラムを ITPをコア活動としてさらに充実化し整備を図ることができた。 

 また、平成 21年度末には、日本学術振興会の組織的な若手研究者等海外派遣プログラム（大航海プロ

グラム）が採択され、ヨーロッパだけでなく北米、アジアの大学等研究機関へ拡大して派遣することが

可能となった。従来の ITP事業では長期派遣希望者を中心にヨーロッパに派遣し、大航海プログラムで

は、国際会議等短期派遣希望者、1 ヶ月～２ヶ月の期間の派遣希望者を中心にヨーロッパ、北米、アジ

アの大学等に派遣した。ともに連携をとりつつ ITP派遣事業の更なる充実を目指した。 

 派遣前の若手研究者向けの英語特別集中レッスンを年３回開催し、派遣先での国際環境に馴染めるよ

う、研究するうえで派遣先の研究室等でのコミュニケーションに問題の無いように若手研究者の英語レ

ベルの向上を図った。 
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４．平成２３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）派遣実施は例年どおり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、海外との研究経験が豊かな大阪大学の教員が修士、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、グローニンゲン大学の ITP 海外パートナー教

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て、チェックをする。 

５． 派遣した大学での住環境等にも問題は無いかをチェックする。 

 

（２）ITP の派遣者を受入れてくれる受入大学であるヨーロッパの大学と大阪大学との相互交流を

実現するために、留学生受入プログラム FrontierLab@OsakaU を開発した。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う努力をした。 

 

（３）ITPシンポジウム（後述；７．共同企画実施状況参照、ITP 派遣者の報告会を行った。（別添

資料１） 

 

（４）派遣予定者に対する派遣前英語研修 

平成２３年度は ITP派遣予定者に対して英国人英会話講師による派遣前英語研修を行った。年

３回のＴＶ面接の時期に合わせて３回開催した。この研修により派遣後のヨーロッパでの研究や

生活のコミュニケーション面での不安を解消することができた。 

 

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がゲートウェ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。前述４－１（１）で述べたように、

グローニンゲン大学との協力体制を将来の展開に向けてさらに強固なものにした。 

平成 23年 12月 6日には、ベルギー・ブリュッセル欧州委員会教育局ビルにおいて、“Symposium 

on EU-Japan Collaboration in Education, Research and Exchanges –  Brussels, 2011”を開

催し、第 1 部では派遣経験（派遣中を含む）のある若手研究者とその指導教員、受入れ教員の講

演、第 2 部では欧州委員会教育局から 3名、神戸大学ブリュッセルオフィスから 1名、JSPS ボン

センターから 1名、グローニンゲン大学から 1名、EC同窓会組織である OCEANS Networkの日本代

表１名、大阪大学からは 3 名の講演者により日本と欧州の教育プログラム等の紹介や講演を行っ

た。第 3 部では、現在の日本と欧州の国際プログラムや、今後の協力についてのディスカッショ

ンが行われた。第１部の若手研究者の成果報告では、日本に居たのでは得られない経験やコミュ

ニケーションスキルの獲得に ITP による派遣が彼らにとって貴重なものであったこと、また、彼

らの今後の国際的な活躍が期待される。第３部のディスカッションでも活発な意見交換が行われ、

このシンポジウムを通して、今後の日本、欧州の協力体制がさらに確実なものになり、さらに拡

大されることが望まれる。 
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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。） 
 
（学術雑誌） 
 
鈴木 晴 
【著者名】A. Inaba, M. Massalska-Arodź, H. Suzuki, and J. Krawczyk 
【題 名】(S)-4-(2-Methylbutyl)-4'-Cyanobiphenyl (5*CB) Glass Former: Are the Crystalline Polymorphs Disordered? 
【掲載誌名】Molecular Crystals & Liquid Crystals 
【発行所】taylor & Francis 
【巻号】540 
【頁】102-110 
【発行年】2011 年 
【査読】有 
 
唐沢 暁 
【著者名】○Karasawa A, Erkens GB, Berntsson RP, Otten R, Schuurman-Wolters GK, Mulder FA, Poolman B. 
【題 名】Cystathionine β-synthase (CBS) domains 1 and 2 fulfill different roles in ionic strength sensing of the ATP-binding 

cassette (ABC) transporter OpuA 
【掲載誌名】The Journal of Biological Chemistry 
【発行所】American Society for Biochemistry and Molecular Biology.  
【巻号】286 
【頁】37280-37291. 
【発行年】2011 Oct 28; 
【査読】有 
 
林 結希子 
【著者名】Yi Yang, Yukiko Hayashi, Yuka Fujii, Takuto Nagano, Yusuke Kita,Takashi Ohshima, Jun Okuda, Kazushi Mashima 
【題 名】Efficient cyclic carbonate synthesis catalyzed by zinc cluster systems under mild conditions 
【掲載誌名】Catalysis Science & Technology 
【発行所】RSC Publishing 
【巻号】Volume 2, Number 3 
【頁】509-513 
【発行年】2012 
【査読】有 
 
谷 篤史 
【著者名】Tani, A., Hasegawa, N., Norizawa, K., Yada, T., Ikeya, M. 
【題 名】Radiation-induced radicals in hydrated magnesium sulfate 
【掲載誌名】Radiation Measurements 
【発行所】Elsevier 
【巻号】未定 
【頁】未定 
【発行年】2012 
【査読】有 
 
【著者名】Oshima, M., Kitani, S., Tani, A., Kitano, K., Sugahara, T., Ohgaki, K. 
【題 名】Identification of products induced by gamma-ray irradiation in CO2 hydrate 
【掲載誌名】Proceedings of the 7th international conference on gas hydrates 
【発行所】the 7th international conference on gas hydrates 
【巻号】なし 
【頁】#583 
【発行年】2011 
【査読】無 
 
【著者名】Yamamoto, N., Higuchi, T., Tani, A., Yanagawa, K., Tomaru, H., Matsumoto, R., Muramatsu, Y. 
【題 名】Trace analysis of methanol and formaldehyde in pore water of deep-sea sediments from eastern margin of the Sea of 
Japan 
【掲載誌名】Proceedings of the 7th international conference on gas hydrates 
【発行所】the 7th international conference on gas hydrates 
【巻号】なし 
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【頁】#443 
【発行年】2011 
【査読】無 
 
【著者名】Tani, A., Higuchi, T., Yamamoto, N., Murayama, T. 
【題 名】Water-soluble organic compounds formed by radiation in methane and ethane hydrates 
【掲載誌名】Proceedings of the 7th international conference on gas hydrates 
【発行所】the 7th international conference on gas hydrates 
【巻号】なし 
【頁】#364 
【発行年】2011 
【査読】無 
 
【著者名】Lu, H., Moudrakovski, I.L., Ripmeester, J.A., Ratclilffe, C.I, Matsumoto, R., Tani, A. 
【題 名】The characteristics of gas hydrates recovered from Joetsu Basin, eastern margin of the Sea of Japan 
【掲載誌名】Proceedings of the 7th international conference on gas hydrates 
【発行所】the 7th international conference on gas hydrates 
【巻号】なし 
【頁】#355 
【発行年】2011 
【査読】無 
 
 
（国際会議） 
 
唐沢 暁 
【発表者名】○A.Karasawa, L.J.Y.M. Swier, M.C.A. Stuart, B. Poolman 
【題名】Osmosensing of ABC transporter OpuA reconstituted in phopholipid bilayer Nanodisc 
【口頭・ポスター】ポスター 
【審査】有 
【学会名】ABC 2012 (ABC2012 Young Investigator Award for the poster presentation)  
【場所（国名）】Innsbruck（オーストリア） 
【発表時期】2012 年 3 月 
 
野口 遼 
【発表者名】○R. Noguchi, A. Tsuichiyama, H. Yabuta and S. Ichikawa. 
【題名】HYDROTHERMAL ALTERATION EXPERIMENTS OF AMORPHOUS SILICATES: EFFECT OF ORGANIC-INORGANIC 

INTERACTION. 
【口頭・ポスター】ポスター 
【審査】有 
【学会名】74th Annual Meeting of the Meteoritical Society 
【場所（国名）】London, UK 
【発表時期】2011 年 8 月 
 
今井 悠太 
【発表者名】 Imai Yuta,  Tsuchiyama Akira,  Blum Jürgen,  Uesugi Kentaro,Takeuchi Akihisa,  Nakano Tsukasa,  Uesugi 
Masayuki 
【題名】Three Dimensional Micro-Structure of Dust Aggregate by Random Ballistic Deposition Using Micro-Tomography 
【口頭・ポスター】口頭 
【審査】有 
【学会名】74th Annual Meeting of the Meteoritical Society 
【場所（国名）】University of Greenwich (イギリス) 
【発表時期】2011 年 8 月 
 
谷 篤史 
【発表者名】○Oshima, M., Kitani, S., Tani, A., Kitano, K., Sugahara, T., Ohgaki, K. 
【題 名】Identification of products induced by gamma-ray irradiation in CO2 hydrate 
【口頭・ポスター】ポスター 
【審査】有 
【学会名】7th international conference on gas hydrates 
【場所（国名）】Edinburgh, Scotland 
【発表時期】 2011 年 7 月 
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【発表者名】Tani, A., ○Yamamoto, N., Higuchi, T., Yanagawa, K., Tomaru, H., Muramatsu, Y., Matsumoto, R. 
【題 名】The analysis of methanol and formaldehyde in pore water from Joetsu basin, eastern margin of the Sea of Japan 
【口頭・ポスター】ポスター 
【審査】有 
【学会名】7th international conference on gas hydrates 
【場所（国名）】Edinburgh, Scotland 
【発表時期】 2011 年 7 月 
 
【発表者名】○Tani, A., Higuchi, T., Yamamoto, N., Murayama, T. 
【題 名】Water-soluble organic compounds formed by radiation in methane and ethane hydrates 
【口頭・ポスター】ポスター 
【審査】有 
【学会名】7th international conference on gas hydrates 
【場所（国名）】Edinburgh, Scotland 
【発表時期】 2011 年 7 月 
 
【発表者名】○Lu, H., Moudrakovski, I.L., Matsumoto, R., Tani, A., Ripmeester, J.A., Ratclilffe, C.I 
【題 名】The characteristics of gas hydrates recovered from Joetsu Basin, eastern margin of the Sea of Japan 
【口頭・ポスター】ポスター 
【審査】有 
【学会名】7th international conference on gas hydrates 
【場所（国名）】Edinburgh, Scotland 
【発表時期】 2011 年 7 月 
 
【発表者名】○Oshima, M., Tani, A., Kitano, K., Sugahara, T., Ohgaki, K. 
【題 名】Thermal stabilities of radiation-induced radicals in CO2 hydrate 
【口頭・ポスター】ポスター 
【審査】有 
【学会名】13th International Conference on Luminescence and Electron Spine Resonance Dating 
【場所（国名）】Toruń, Poland 
【発表時期】 2011 年 7 月 
 
【発表者名】○Tani, A., Hasegawa, N., Norizawa, K., Yada, T., Ikeya, M. 
【題 名】Radiation-induced radicals in hydrated magnesium sulfate 
【口頭・ポスター】ポスター 
【審査】有 
【学会名】13th International Conference on Luminescence and Electron Spine Resonance Dating 
【場所（国名）】Toruń, Poland 
【発表時期】 2011 年 7 月 
 
松下 昌史 
【発表者名】○Masafumi Matsushita, Lou Xinhan, Manami Numaza, Keiji Mitsui, and Hiroshi Kanazawa 
【題名】The Na+/H+ exchanger isoform 6 (NHE6/SLC9A6) plays a role in the internalization of extracellular iron-carrier proteins via 
pH regulation  
【口頭・ポスター】ポスター 
【審査】無 
【学会名】Bio-inspired Materials and Functionalities 
【場所（国名）】Groningen（オランダ） 
【発表時期】2011 年 6 月 
 
山口 正輝 
【発表者名】○Masaki Yamaguchi, Guillaume Dubus 
【題名】GeV emission model with Be disk radiation for the gamma-ray binary PSR B1259-63 
【口頭・ポスター】口頭 
【審査】無 
【学会名】High Energy Astroparticle Physics 2011 – Gamma-Ray Universe: Fermi to CTA 
【場所（国名）】高エネルギー加速器研究機構（日本） 
【発表時期】2011 年 11 月 
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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。 

◆ パートナー機関のネットワーク化 

 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。 

◆ 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。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、ICIECPプログラムの採択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

実現していくのが今後の課題である。 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・派遣システムの整備の端緒につくことが出来たので、今

後はそれをさらに充実させ整備を図る。 

◆ OCEANS Network への参加 

EC同窓会組織である OCEANS Network において ITP派遣経験者が Associated partnerとして認められ、

若手研究者のヨーロッパ内でのネットワークが拡がるということは、若手研究者のさらなる国際的な活

躍に役立ち、今後の ITP派遣希望者にとっても派遣によるメリットとなる。 

◆ 企業へのアプローチ 

 シンポジウム等共同企画を通じて、ITP派遣経験等留学経験が国際社会で活躍できる優秀な研究者を育

成するうえで必要であるかをアピールしていく。 

 OCEANS Network との共同企画を計画することにより、ヨーロッパ内外の留学経験者を集め、多数の日

本企業を招待し、グローバルな研究者を育成するには ITP派遣経験等留学経験が必要であるとアピールす

る機会とし、企業側の理解を深めて留学生の留学への意欲を高める努力をする。 
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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 

グローニンゲン大学（受

入機関：ライデン大学）

（オランダ・ライデン） 

2011.5.2 

～ 

2012.3.24 

大阪大学大学院理学研究科 

数学専攻・博士後期課程２年 

グローニンゲン大学（受

入機関：ミュンヘン工科

大学）（ドイツ・ミュンヘ

ン） 

2011.7.1 

～ 

2011.10.1 

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 

グローニンゲン大学 

（受入機関：重イオン研

究所）（ドイツ・ダルムシ

ュタット） 

2011.7.2 

～ 

2012.6.30 

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 

グローニンゲン大学 

（受入機関：ルーバン・

カトリック大学）（ベル

ギー・ルーバン） 

2011.9.1 

～ 

2011.11.27 

大阪大学大学院理学研究科 

化学専攻・博士前期課程１年 

グローニンゲン大学 

（受入機関：ミュンヘン

工科大学） 

（ドイツ･ミュンヘン） 

2011.10.12 

～ 

2011.12.16 

大阪大学大学院理学研究科 

化学専攻・博士前期課程２年 

グローニンゲン大学 

（受入機関：コンスタン

ツ大学）（ドイツ・コンス

タンツ） 

2011.10.12 

～ 

2011.12.21 

大阪大学大学院理学研究科 

化学専攻・博士前期課程２年 

グローニンゲン大学（受

入機関：バルセロナ大学）

（スペイン・バルセロナ） 

2011.11.7 

～ 

2012.3.23 

大阪大学大学院基礎工学研究科 

招へい研究員 

グローニンゲン大学 

（受入機関：マンハイム

大学）（ドイツ・マンハイ

ム） 

2012.3.20 

～ 

2012.10.31 

大阪大学大学院理学研究科 

数学専攻・博士後期課程１年 
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６．担当教職員の出張実績 

 

 

出張先機関 

 

出張期間 

 

出張者所属・職名等 

グローニンゲン大学 

（オランダ・グロー

ニンゲン） 

2011.6.19 

～ 

2011.6.27 

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 

（オランダ・グロー

ニンゲン） 

2011.6.17 

～ 

2011.6.27 

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 

（オランダ・グロー

ニンゲン） 

2012.3.19 

～ 

2012.3.26 

大阪大学大学院理学研究科 

人事係・事務職員 
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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 

大阪大学 

大学院理学研究科 

 

2011.9.11 

～ 

2011.9.24 

グローニンゲン大学 

ランゲージセンター 

講師 
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８．共同企画実施状況 

 

企 画 名 

ITP Pre Program English Intensive Course 

Effective presentation in English "Giving academic presentations in 

English" 

開 催 期 間 平成２３年 ９月１３日 ～ 平成２３年 ９月２２日（うち６日間） 

開 催 地 大阪大学大学院理学研究科本館講義室 

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 ） 
 

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） 
＜内容＞ 

 グローニンゲン大学から講師１名を招へいし、英語集中講義、それに併せて ITP派遣若手研究者の講演を開催し

た。 

＜目的＞ 

ITP事業でヨーロッパ派遣予定者への英語集中講義と ITP派遣経験者の講演を行い、今後の派遣予定者がスムー

ズにヨーロッパでの生活に馴染むよう講演や討論を通して、グローニンゲン大学の教員と情報交換することを目的

とした。 

＜運営組織＞ グローニンゲン大学ランゲージセンター、大阪大学大学院理学研究科 

 

【成果】 

 グローニンゲン大学からの講師と英語で討論することにより、若手研究者が派遣先でスムーズに環境

に馴染める。また、派遣経験者の講演を通して、海外での研究や生活面の具体的なイメージを持って留

学に臨める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：本コースプログラム（2011.9 英語ｺｰｽﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）、参加者一覧（2011.9英語ｺｰｽ参加者一覧） 

を添付 
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企 画 名 

Symposium on EU-Japan Collaboration in Education, Research and 

Exchanges – Brussels, 2011 

開 催 期 間 平成２３年１２月６日 ～ 平成  年  月  日（ １日間） 

開 催 地 ベルギー・ブリュッセル 欧州委員会教育局ビル８階会議室 

日
本
側
責
任
者 

氏 名 滝澤 温彦、荻原 哲 

所属機関・職名 大阪大学大学院理学研究科・教授、大阪大学・名誉教授 

（
※
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 ） 
 

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） 
＜内容＞ 

・第１部では、若手研究者の派遣成果報告とその指導教員、受入れ教員の講演、第２部では、ヨーロッパと日本の

プログラムの紹介等を含めて、それぞれの国際化についての講演を行った。第３部では、ヨーロッパと日本の今

後の協力等について、双方で行われているプログラム等についてのディスカッションを行った。 

＜目的＞ 

・第１部では、若手研究者による成果報告、指導教員、受入れ教員の講演により、ITPによる若手研究

者のヨーロッパ派遣について、検証し、それぞれの教員や研究室、大学に及ぼす国際化の ITPとしての

役割を再認識する。第２部、第３部では、ヨーロッパ、日本のプログラム等についての講演や討論によ

り、今後の教育・研究に関するヨーロッパ、日本の協力について探る。 

 

 

【成果】 

若手研究者の ITPによる派遣成果報告によって、彼らの成長著しいことが理解できた。また、指導教

員、受入れ教員の講演により、若手研究者の派遣をとおして、研究室、大学の国際交流が活発になった

ことを目の当たりにすることができた。 

ヨーロッパ、日本のプログラム等の講演、ディスカッションをとおして今後のヨーロッパと日本の協

力体制が確固としつつあるのを実感できた。また、今後の日本の大学の国際化に寄与することが大きい

シンポジウムであったと実感できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：本シンポジウムプログラム（2011.12 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）、参加者一覧（2011.12 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ参加

者一覧）を添付 

 

＊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 

 


