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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）特異点・トポロジー・数理解析を基盤とする北大モデル数学若手研究者国際派遣事業 

 

（英文）The international sending-elevating project for young mathematicians based on singularity, 
topology and mathematical analysis: Hokudai model 

 

【申請大学】 

大学名（和文）                              

北海道大学 

      (英文)  

 

Hokkaido University 
大学長氏名 

 

佐伯 浩  

 

【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）  

 

北海道大学 

  

（英文）  

 

Hokkaido University 

  

専攻等名（和文）  

 

大学院理学研究院数学部門 

 

(英文)  

 

Department of Mathematics, Faculty 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）  

 

大学院理学院数学専攻 

 

(英文)  

 

Department of Mathematics, Graduate School of Science 
 

【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。） 

専攻等名（和文）  

 

数学科 

  

(英文)  

 

Department of Mathematics 
 

専攻等名（和文）  

 

数理科学科 

  

(英文)  

 

Department of Mathematical Sciences 
 

専攻等名（和文）  

 

数学部  

  

(英文)  

 

School of Mathematics 
 

専攻等名（和文）  

 

数学科  

  

(英文)  

 

Department of Mathematics 
 

機関名 （和文）  

                           

復旦大学 

 

（英文） 

 

 

Fudan University 

機関名 （和文）  

                           

ソウル国立大学 

 

（英文） 

 

 

Seoul National University 

機関名 （和文）  

                           

韓国高等研究所 

 

（英文） 

 

 

Korea Institute for Advanced Study 

機関名 （和文）  

                           

台湾国立大学  

 

（英文） 

 

 

National Taiwan University 
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専攻等名（和文）  

 

数学科 

  

(英文)  

 

Department of Mathematics 
 

専攻等名（和文）  

 

数理科学科  

  

(英文)  

 

Division of Mathematical Sciences 
 

専攻等名（和文）  

 

数学部  

  

(英文)  

 

College of Mathematics 
 

専攻等名（和文）  

 

フーリエ研究所  

  

(英文)  

 

Fourier Institute 
 

機関名 （和文）  

                           

シンガポール国立大学 

 

（英文） 

 

 

National University of Singapore 

機関名 （和文）  

                           

南洋理工大学 

 

（英文） 

 

 

Nanyang Technological University 

機関名 （和文）  

                           

バレンシア大学 

 

（英文） 

 

 

University of Valencia 

機関名 （和文）  

                           

グルノーブル大学 

 

（英文） 

 

 

University of Grenoble I    
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専攻等名（和文）  

 

数学情報センター  

  

(英文)  

 

Centre of Mathematics and Informatics 
 

専攻等名（和文）  

 

数学情報科学科  

  

(英文)  

 

Department of Mathematics and Informatics 
 

専攻等名（和文）  

 

数学研究所  

  

(英文)  

 

Institute of Mathematics 
 

専攻等名（和文）  

 

数理科学科  

  

(英文)  

 

Department of Mathematical Sciences 
 

機関名 （和文）  

                           

プロバンス大学 

 

（英文） 

 

 

University of Provence 

機関名 （和文）  

                           

トリエステ大学  

 

（英文） 

 

 

University of Trieste 

機関名 （和文）  

                           

ポーランド科学アカデミー 

 

（英文） 

 

 

Polish Academy of Sciences 

機関名 （和文）  

                           

ダーラム大学  

 

（英文） 

 

 

University of Durham 
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専攻等名（和文）  

 

数理科学科  

  

(英文)  

 

Department of Mathematical Sciences 
 

専攻等名（和文）  

 

数学及び計算科学研究所 

  

(英文)  

 

Institute of Mathematics and Computer Sciences 
 

専攻等名（和文）  

 

数学科・純粋応用数学研究所  

  

(英文)  

 

Institute for Pure and Applied Mathematics 
 

専攻等名（和文）  

 

数理科学研究所   

  

(英文)  

 

Mathematical Sciences Research Institute 
 

機関名 （和文）  

                           

リバプール大学 

 

（英文） 

 

 

University of Liverpool 

機関名 （和文）  

                           

サンパウロ大学 

 

（英文） 

 

 

University of São Paulo 

機関名 （和文）  

                           

カリフォルニア大学ロサンゼルス校 

 

（英文） 

 

 

University of California, Los Angeles 

機関名 （和文）  

                           

カリフォルニア大学バークレー校   

 

（英文） 

 

 

University of California, Berkeley    
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専攻等名（和文）  

 

数学科 

  

(英文)  

 

Department of Mathematics 
 

専攻等名（和文）  

 

クーラン数理科学研究所 

  

(英文)  

 

Courant Institute of Mathematical Sciences 
 

専攻等名（和文）  

 

数学科 

  

(英文)  

 

Department of Mathematics 
 

 

機関名 （和文）  

                           

ミシガン大学     

 

（英文） 

 

 

University of Michigan 

機関名 （和文）  

                           

ニューヨーク大学     

 

（英文） 

 

 

New York University 

機関名 （和文）  

                           

ペンシルバニア州立大学    

 

（英文） 

 

 

Pennsylvania State University 



    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２２年度 実施報告書 

（平成２２年度） 

7 

２．事業実施期間を通じた事業の目標と、そのうちの平成２２年度の事業目標達成状況 

 

事業実施期間を通じた事業の目標 
● 学術分野「数学」の特性に基づき、特異点・トポロジー・数理解析という、数学を起点とする諸科学

への進展について大きな力となる基盤的、普遍的な言語・方 法に基づいた若手研究者の派遣事業を行う。

アジア・ヨーロッパ・アメリカにおける数学研究の促進と若手研究者養成のための人的ネットワークを、

個人ベースの交流、少人数による共同研究・国際交流から次第に ITP 事業を通じて発展させていく。そ

のための仕組みを北海道大学の包括的な国際戦略、数学部門の将来計画、科研費等に基づく事業と有機

的に連携しながら、組織的に構築する。今後の若手研究者の海外派遣の１つの標準的なモデル（仮に「北

大モデル」とよぶ）を確立することが、本プロジェクトの目標である。 
● 具体的な派遣目的としては、パートナー機関とのプロジェクト型共同研究による教育、６ヶ月以上１

年までの長期滞在型単位取得を目的とした教育、海外の special semester や special year に若手研究者

を派遣して研修させる教育、等を設定する。  
● 海外派遣の具体的なシステムとして、派遣若手研究者を筆記・面接試験等の客観的基準で行う選考で

選ぶ。博士前期・後期課程学生に関しては、指導教員の指導計画も尊重して派遣の可否を判定する。派

遣先は若手研究者の動機付け・個別研究内容を優先させ、指導教員や若手研究者がすでに個人ベースの

共同研究を行っている派遣先と連絡をとり、若手研究者が研究上最適な拠点に滞在できるように対応し、

また、派遣期間についても、若手研究者の研究計画に沿って柔軟に対応する。また、派遣研究者を ITP
事業による企画研究集会等の運営にも部分的に参画させ、他の ITP 海外派遣者、後輩などに情報提供す

ることなどによって派遣事業に関われるような循環・還元システムを作る。一方では、海外派遣による

若手研究者の成果を的確に検証し、奨励する仕組みを作り、その結果を目に見える形に公開していく。

以上の方法によって、若手研究者がより多くの視点を得る機会を持ち、将来にわたる海外の研究上の友

を作り、国際性の高い研究者として成長するようサポートする。その結果として、国際的リーダーを育

成する仕組みを構築する。さらに、ITP 事業により、専攻における数学教育研究活動と北海道大学にお

ける国際交流活動を、さらに活発化させていく。以上のように、事業を円滑に推進していく。 
 
平成２２年度の事業目標達成状況 
平成２１年度までの事業に関して「概ね成果をあげており、現行の努力を続けて事業を継続させるべき」

との評価を受けているが、平成２２年度においても、平成２１年度までのシステムを微調整した上で、 
派遣者部門・専攻内での公募を行い、２ヶ月以上の長期派遣希望若手研究者に対し面接試験を実施した。

博士課程学生に関しては、実施済みの筆記試験の成績を基に、指導教員の指導計画も尊重して派遣の可

否を判定した。なお、パートナー機関との交渉が不十分であると考えられる場合には、次年度以降の再

応募を事前に指導している。各若手研究者の派遣先は、学術分野の特性から、若手研究者の動機付け・

個別研究内容をまず優先させ、指導教員や若手研究者がすでに個人ベースの共同研究を行っている派遣

先と連絡をとり、若手研究者が研究上最適な拠点に滞在できるように対応している。また、派遣期間に

ついても、若手研究者の研究計画、および受け入れ先関係教員の都合も配慮して、柔軟に対応した。 
長期派遣者には ITP 認定証を授与し壮行した。派遣若手研究者は派遣先において充実した研究生活を送

り、成果を上げ、国際性を身につけて帰国し、あるいは滞在中である。帰国した派遣者若手研究者は英

語での「帰国報告書」を書き、また長期派遣者は「帰国報告会」において英語による成果発表を行った。

このように国際性の獲得についての検証を行っている。また、共同企画を１件実施し、北大の若手研究

者と海外パートナー機関の若手研究者の交流を促した。一方では、ITP 派遣者が、海外滞在中の様子を

知らせることにより、後続の派遣者への情報提供する活動も引き続き行った。海外パートナー機関との

交流を深め、派遣者の滞在が円滑かつ有意義なものになるように、長期派遣者の派遣先との連絡をより

一層密にする活動を行った。長期派遣者の滞在中のパートナー機関も含めて担当教員を派遣し、派遣若

手研究者のケアを行うと共に、パートナー機関との連携強化の活動を実施した。たとえば、ダブルディ

グリー制度の締結について準備を始めていて、次年度以降に活動をつなげていく予定である。 
ITP 派遣者の旅費に関して、教育上の配慮から旅費については実費を支払うこととし、実効的な派遣の

実施につとめている。また、平成２３年度の公募に向けて、若手研究者の海外派遣への意欲を高める環

境作りに努めた。なお、北大数学 ITP のホームページ  
http://www.math.sci.hokudai.ac.jp/itp/index_j.html.ja  
において、上に述べた活動を報告し、周知・情報提供している。 
このように、平成２１年度に引き続き、北大モデル（数学分野において理想的な派遣方式の一つの提案）

を試行的に行い、順調に成果を挙げている。 
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３．平成２２年度 年度事業実施概要 

 

平成２２年度は、作年度確定した公募要領に基づき、北海道大学部門専攻内公募により選考を行った結

果、具体的に別紙項目の通りに派遣事業を実施した。 
 
【実施概要】 
２１年度末に、２２年度派遣に関する部門・専攻内での派遣者公募結果に基づき、長期派遣希望若手研

究者に面接試験を実施した。博士課程学生に関しては、指導教員の指導計画も尊重して派遣の可否を判

定した。その結果に基づき、若手研究者長期派遣を３件、若手研究者短期派遣を１件、共同企画を１件

（若手研究者参加・発表３名、担当教員２名参加）、担当教員派遣を３件実施した。海外派遣期間につい

ては、基本的に２ヶ月以上１年未満としているが、派遣者の研究計画と受け入れ先の都合等に従って柔

軟に定めており、また実施に際しては、軽微な日程の変更を行った。海外パートナー機関との共同企画

シンポジウムの開催については、サンパウロ大学との共同企画シンポジウムと若手研究者主催の国際セ

ミナーを実施し、若手研究者全員が英語による講演を行い、同時に参加した海外パートナー機関の若手

研究者と交流を深めることができた。 
廣瀬大輔は、ミシガン大学数学科（アメリカ）において、活発な研究活動、講演、国際交流を行い、２

１年度から引き続き滞在し、活発な研究活動、講演、国際交流を行った。 

河村尚明は、グルノーブル大学フーリエ研究所（フランス）において、活発な研究活動、講演、国際交

流を行っている。平成２３年度も引き続き滞在予定である。 

梅田陽子は、グルノーブル大学フーリエ研究所（フランス）において、活発な研究活動、講演、国際交

流を行っており、平成２３年度も引き続き滞在予定である。 
共同企画について、特に、博士課程の学生の共同企画について、若手研究者自身による国際セミナー実

施企画を行うと同時に、事前の準備指導を行った結果、全員が、海外からの参加研究者の前で英語によ

る講演およびその後の質疑応答も英語によって行う貴重なトレーニングの機会を得た。（ホームページ

の掲載されている「帰国報告書」参照）。 
若手研究者（博士課程学生を含む）の長期派遣に関して、担当教員が派遣先に視察に訪れ、派遣者のケ

アをし、受け入れ状況の確認・改善の要請、併せてパートナー機関との交流を行った。また、今後の長

期派遣、共同企画のための担当教員の派遣を行った（計３件）。 
「ITP ボランティア」としての役割については，北大数学の ITP ホームページ 
http://www.math.sci.hokudai.ac.jp/itp/index_j.html.ja 
上に，滞在レポートを英語で掲載することにより，ITP 派遣を希望している後続の若手研究者に有益な

情報を積極的に提供した。所属研究機関が変わっても，引き続き ITP ボランティアとしての役割を積極

的に果たしている。 
 
【２３年度事業実施に向けた準備活動】 
２３年度事業実施に向けた準備活動をすでに２２年度中に行った。 
北海道大学部門専攻内公募により書類選考と口頭試問により選考を行った結果、２３年度事業計画書策

定した。部門・専攻内での派遣者公募結果に基づき、長期派遣希望若手研究者に面接を実施した。博士

課程学生に関しては、指導教員の指導計画も尊重して派遣の可否を判定した。（２３年度 ITP 計画書参

照）。 
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４．平成２２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 

２０年度から継続して、ITP 担当教員会議を組織し、北海道大学数学部門・数学専攻内での公募を行い、

長期派遣希望若手研究者に面接を実施した。博士前期・後期課程学生に関しては、指導教員の指導計画も

尊重して派遣の可否を判定した。パートナー機関との交渉が不十分な場合には、次年度以降の再応募を指

導した。派遣先は若手研究者の動機付け・個別研究内容を優先させ、指導教員や若手研究者がすでに個人

ベースの共同研究を行っている派遣先と連絡をとり、若手研究者が研究上最適な拠点に滞在できるように

対応し、また、派遣期間についても、若手研究者の研究計画に沿って柔軟に対応した。長期派遣者には

ITP 認定証を授与し壮行した。派遣若手研究者は派遣先において充実した研究生活を送り、成果を上げ、

国際性を身につけて帰国した。滞在中の様子は下記 Web ページに掲載してある。派遣者若手研究者全員

に英語での「帰国報告書」の提出、また長期派遣者には「帰国報告会」において英語による成果発表を義

務づけ、国際性の獲得についての検証を行っている。また、共同企画を毎年度実施し、北大の若手研究者

と海外パートナー機関の若手研究者の交流を促している。一方では、ITP 派遣者が、海外滞在中の様子を

知らせることにより、後続の派遣者への情報提供する活動も行った。  
また、作成済みの北大 ITP のホームページ  
http://www.math.sci.hokudai.ac.jp/itp/index_j.html.ja  
のコンテンツをより充実させて、上に述べた活動を報告する機能と共に、今後海外派遣を希望する若手研

究者（大学院生、学部学生を含む）への情報提供をすることができている。 

 

４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

● 大学間協定・部局間協定（マクロ）： 
いくつかのパートナー機関について引き続き大学間協定に向けた協議を行っている。さらに、マルセイユ

大学との部局間協定にむけた協議を行っている。このように ITP 事業を通して、海外パートナー機関と

の組織的な協力体制の構築を進めている。 
● 数学教室（部門）レベルでの協力体制（ミクロ）： 
長期派遣者の受け入れ機関の研究者に連絡をとり，宿舎等の手配や数学教室でのオフィスの使用、計算機

ネットワーク環境使用、図書館使用についての受け入れ体制を確認している。こうして、個人ベースでの

協力に留まることなく、より組織的な協力体制を強めるための活動方針を決め、実行している。 
 

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。） 

 

口頭発表 

 

Masaki Kasedou, Spacelike and timelike canal hypersurfaces in de Sitter space, 空間認識のた

めの特異点論, 三重県, 2 June, 2010 

 

Masaki Kasedou, Timelike canal hypersurfaces in de Sitter space,  

11th International Workshop on Real and Complex Singularities, ICMC-USP, Brazil, 27 January, 2010.  

 

Masaki Kasedou, Singularity theory and geometry of spacelike submanifolds in de Sitter space,  

Joint seminar of singularity theory for young researchers in São Paulo, ICMC-USP, Brazil, 2 

August, 2010.  

 

Masaki Kasedou, Singularity theory and differential geometry of spacelike submanifolds in de 

Sitter space, 東北師範大学・北海道大学デー 数学研究交流セミナー, 長春・中国, 12 November, 2011 

 

Masaki Kasedou, 特異点論と空間的部分多様体の微分幾何学,第 7回数学総合若手研究集会, 北海道, 

28February, 2011 

 

Hisa-aki Kawamura, Sur certaines constructions de familles p-adiques de formes modulaires de 

Siegel en degré pair, Séminaires de théorie des nombres, Institut Mathèmatiques de Luminy, 
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France, 26 October, 2010 

 

Hisa-aki Kawamura, On some constructions of p-adic families of Siegel modular forms, The 30th 

meeting of the joint French-German intercity seminar on automorphic forms, Université de Lille 

I, France,8 December, 2010 

 

Hisa-aki Kawamura, Certaines constructions de familles p-adiques de formes modulaires de Siegel 

et leurs applications, Formes automorphes, valeurs spéciales de fonctions L, congruences et 

variétés de Shimura, Institut Fourier UFR de Mathèmatiques, Université de Grenoble I, France, 

10 February, 2011 

 

Hisa-aki Kawamura, Some constructions of p-adic families of Siegel modular forms of even genus, 

Seminar über Zahlentheorie, Universität Mannheim, Germany, 8 March, 2011 

 

Hisa-aki Kawamura, On a generalized Duke-Imamoglu-Ikeda lifting of ordinary elliptic modular 

forms of p-power level, Seminar über Zahlentheorie, Universität Mannheim, Germany, 8 March, 2011  

 

Hisa-aki Kawamura, Certain constructions of p-adic families of Siegel modular forms and their 

applications, Number Theory Lunch Seminar, Max-Planck-Institut für Mathematik, Germany, 16 

March, 2011 

 

Takayuki Nagai, Projections of hypersurfaces in the Euclidean sphere to great hyperspheres,  

11th International Workshop on Real and Complex Singularities, ICMC-USP, Sao Carlos, Brazil, 30 

July, 2010.  

 

Takayuki Nagai, Projections of hypersurfaces in the Euclidean sphere to great hyperspheres, Joint 

seminar of singularity theory for young researchers in São Paulo, ICMC-USP, Sao Carlos, Brazil, 

3 August, 2010. 

 

Yoko Umeta, An introduction to WKB analysis, GT Analyse WKB et D-modules, Institut Fourier, 

Grenoble, France, 13 October, 2010  

 

Yoko Umeta, An introduction to WKB analysis II, GT Analyse WKB et D-modules, Institut Fourier, 

Grenoble, France, 20 October, 2010  

 

Yoko Umeta, An introduction to WKB analysis III, GT Analyse WKB et D-modules, Institut Fourier, 

Grenoble, France, 10 November, 2010  

 

Yoko Umeta, An introduction to WKB analysis IV, GT Analyse WKB et D-modules, Institut Fourier, 

Grenoble, France, 24 November, 2010  

 

Wataru Yukuno, The convergence of discrete groups to Carnot groups in subriemannian geometry, 

Bass-Milnor-Wolf theorem and Mitchell's measure theorem. Joint seminar of singularity theory 

for young researchers in São Paulo, ICMC-USP, Sao Carlos, Brazil, 4 August, 2010. 

 

 

ポスター発表 

Wataru Yukuno, The relatioin between Bass-Milnor-Wolf theorem and Mitchell’s measure theorem,  

11th International Workshop on Real and Complex Singularities, ICMC-USP, Sao Carlos, Brazil, 29 

January, 2010.  
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論文 

Jiro,Adachi, Global stability of special multi-flags. Israel J. Math. vol. 179 pp29-56 (2010). 

  

Hidenori Katsurada; Hisa-aki Kawamura(主著), On the Andrianov-type identity for power series 

attached to Jacobi forms and its application, Acta Arithmetica, Institute of Mathematics of the 

Polish Academy of Sciences, vol. 145, no.3, pp233-265 (2010) 

 

 

プレプリント 

Masaki Kasedou, Timelike canal hypersurfaces of spacelike submanifolds in de Sitter space, 

preprint (投稿中) (Preprint_1 参照) 

 

Hidenori Katsurada( 主 著 ); Hisa-aki Kawamura, Ikeda's conjecture on the period of the 

Duke-Imamoglu-Ikeda lift (Preprint_2 参照) 

 

Hisa-aki Kawamura, On certain constructions of p-adic families of Siegel modular forms of even 

genus (Preprint_3 参照) 

 

Takayuki Nagai, The Gauss map of a hypersurface in Euclidean sphere and the spherical Legendrian 

duality (Preprint_4参照) 

 

Yoko Umeta, On a construction of instanton-type solutions for the first Painlev$\'$e hierarchy 

from a view point of the multiple-scale analysis (with Takashi Aoki and Naofumi Honda) (Preprint_5 

参照) 

 

 

４－４．今後の課題・問題点 

 

【若手研究者の派遣応募への奨励】 

北海道大学理学研究院数学部門・数学専攻と連動して、派遣されるに足る人材をより多く海外

に派遣し、研究能力、国際性、情報発信能力を高める事業をより活発に展開する必要がある。 
 

【ウェッブページの充実について】 

ITPホームページ 

http://www.math.sci.hokudai.ac.jp/itp/index_j.html.ja 

を引き続き、さらにより魅力あるものにしていきたい。 

 

【海外パートナー機関との協力体制について】 

最終的には大学間協定あるいは部局間協定の締結を目指しているが、締結している場合でもま

だ  締結されていない場合でも、組織的にかつきめ細かな協力体制をとるために、数学教室間

の連携を強める活動を引き続き実施していきたい。 

 

【博士前期・後期課程学生の派遣基準について】 

博士前期・後期課程学生の海外派遣に関して、個別の対応ではなく、ITP 事業としての成果を

保証するための厳格な基準（必要条件）を ITP担当教員会議により確定した。その教育的効果

を引き続き検証する必要がある。 

 

【宿舎の手配について】 

研究者の海外派遣に関して、常に問題となる宿舎の手配について、組織的かつきめ細かな対応

を行い、若手研究者が本来の研究生活に集中できる環境を提供することは、様々なケースがあ

り、万能の解決策はない。特に派遣の出発時期や滞在期間の関係で割安で安全な宿舎に入居す

http://www.ams.org/mathscinet/search/journaldoc.html?cn=Israel_J_Math
http://www.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=ISSI&s1=287249
http://www.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=ISSI&s1=287249
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ることが困難な場合もある。しかし、本 ITP事業を継続していくことにより、多くの対応例・

実績を蓄積することは重要であると考えている。 

 

【緊急時の対応について】 

長期派遣者が海外でトラブルに見舞われたときの機関（北海道大学）および部局（理学研究院）

と連動しての対応方法は、引き続き今後の課題である。 
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５．若手研究者の派遣実績（年度を跨いで引き続いて派遣した場合は、全期間について記載すること） 

 

派遣先機関 

 

派遣期間 

 

派遣者所属・職名等 

ミシガン大学数学科

（アメリカ・アナー

バ） 

平成 21 年 9月 1 日

～平成 22年 8 月 31

日（365日、内 22

年度 153日） 

北海道大学大学院理学研究院 

専門研究員 

グルノーブル大学フ

ーリエ研究所（フラン

ス・グルノーブル） 

平成 22 年 5月 1 日

～平成 23年 4 月 29

日（364日、内 22

年度 335日） 

北海道大学大学院理学研究院 

専門研究員 

グルノーブル大学フ

ーリエ研究所（フラン

ス・グルノーブル） 

平成 22 年 9月 5 日

～平成 23年 8 月 31

日（361日、内 22

年度 208日） 

北海道大学大学院理学研究院 

専門研究員 

カリフォルニア大学

バークレー校（アメリ

カ・バークレー） 

平成 22年 9月 26日

～10月 11日（16日） 
北海道大学理学部 

非常勤講師 
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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 

ダーラム大学数理科

学科（英国・ダーラム） 

平成 22年 12月 7日

～12月 21日（15日

間） 

北海道大学大学院理学研究院数学部門 

教授 

ポーランド科学アカ

デミー（ポーランド・

ワルシャワ） 

平成 22 年 10月 29

日～11 月 5日（8日

間） 

北海道大学大学院理学研究院数学部門 

教授 

グルノーブル大学フ

ーリエ研究所（フラン

ス・グルノーブル） 

平成 23年 1月 30日

～2 月 5日（7日間） 
北海道大学大学院理学研究院数学部門 

准教授 

グルノーブル大学フ

ーリエ研究所（フラン

ス・グルノーブル） 

平成 23年 1月 30日

～2 月 5日（7日間） 

北海道大学大学院理学研究院数学部門 

准教授 
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７．共同企画実施状況 

企 画 名 
第１１回実および複素特異点国際研究集会およびサンパウロ大・北大特異点

論若手セミナー 

開 催 期 間 

平成 22年 7月 26日 ～ 平成 22年 7月 30日（5日間） 

平成 22年 8月 2日 ～ 平成 22年 8月 4日（3日間） 

現地での打ち合わせ期間を除く 

開 催 地 サンパウロ大学サンカルロス校（サンカルロス、ブラジル） 

日
本
側
責
任
者 

氏 名 石川剛郎 

所属機関・職名 北海道大学大学院理学研究院・教授 

（
※
日
本
以
外
で 

 
 

開
催
の
場
合
） 

開

催

責

任

者 

氏 名 

（ 英 文 ） 
マルセロ・サイア (Marcelo Saia) 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 

サンパウロ大学・数学及び計算科学研究所・教授(University of São Paulo , 

Institute of Mathematics and Computer Sciences, Professor) 
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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） 

 

派遣予定若手研究者の期間・氏名・所属/職名・派遣の目的： 

期間 氏名 所属/職名 派遣の目的 

平成 22 年 7 月 23 日

～8 月 7 日（16日） 
加世堂 公希 

北海道大学大学院理学院数

学専攻 

博士後期課程 3年 

研究会およびセ

ミナー参加・発表 

平成 22 年 7 月 23 日

～8 月 7 日（16日）） 
永井 隆之 

北海道大学大学院理学院数

学専攻 

博士後期課程 3年 

研究会およびセ

ミナー参加・発表 

平成 22 年 7月 23日

～8 月 7 日（16日） 行野 亘 

北海道大学大学院理学院数

学専攻 

博士後期課程 1年 

研究会およびセ

ミナー参加・発表 

 

派遣予定担当教員の期間・氏名・所属/職名・派遣の目的： 

期間 氏名 所属/職名 派遣の目的 

平成 22年 7月 24 日

～8 月 6日（14日） 
石川 剛郎 

北海道大学大学院理学研究

院数学部門 

教授 

派遣者の発表指

導・引率、パート

ナー機関との関係

強化 

平成 22年 7月 24 日

～8 月 2日（10日） 
大本 亨 

北海道大学大学院理学研究

院数学部門 

准教授 

派遣者の発表指

導・引率、パート

ナー機関との関係

強化 

 

【成果】特異点論をテーマとする国際研究集会と若手セミナーの２本立てを企画した。世界各地から関

連分野の研究者が参加する本格的な国際シンポジウムと、それに付随させた若手セミナーを実施した。

若手研究者に大規模な国際研究集会を経験させポスター発表を行う機会を持たせた。さらに、若手研究

者が主体となって、合同セミナーを開催し、日本・ブラジル両大学院生の講演を行うことができた。参

加学生は全員、講義履修、ポスターセッション、ブラジル側との院生同士の合同若手セミナーでの講演

を行った。講演等の使用言語はすべて英語とすることにより、外国語によるプレゼンテーションおよび

コミュニケーション能力の開発および向上、数学自体の習熟、専門的研究の展開、といった教育的効果

を高めることができた。この企画は、平成２０年度、２１年度からの一貫した企画となっていて、「大

学院教育の国際化に対する ITP活用のひとつの試み」として数学専攻院生を派遣している。特に、特異

点論関係における２０年度、２１年度短期派遣（サンパウロ大、バレンシア大、ポーランド科学アカデ

ミーへの博士・修士課程院生の派遣）と合わせて、大学院教育の国際化に関する試験的試みを実行でき

たことは、各参加者の能力を高めることの他に、派遣システムの構築の上でも大きな成果であった。 

研究集会ホームページ： 

第１１回実および複素特異点国際研究集会 

http://www.icmc.usp.br/~sing/main_site/hot_site/2010/pg_registration.php 

（プログラム：’Program’、参加者リスト：’Registration’ 、講演要旨：’Abstracts_1’ 、’Abstracts_2’参
照） 

サンパウロ大・北大特異点論若手セミナー 

http://www.math.sci.hokudai.ac.jp/~kasedou/seminar/2010Sao_Carlos/index.html 

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

があれば添付すること 


