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(様式４) 

１． 基本データ  

【事業名称】 

事業名（和文は４０字以内。） 

（和文）数理科学が先導するボーダレス基礎理工学若手研究者国際育成戦略 

 

（英文）International Training of Young Researchers in Mathematical Sciences Leading Borderless 

Fundamental Science and Technology 

 

【申請大学】 

大学名（和文）  

慶應義塾大学 

 

      (英文)  

Keio University 

 

大学長氏名  清家 篤 

 

 

【申請専攻等】（申請大学内の研究科、附置研、研究センター、国際交流担当課等） 

大 学 名（和文） 慶應義塾大学 

 

 

  

（英文） Keio University 

 

 

  

専攻等名（和文） 理工学研究科基礎理工学専攻 

 

 

 

(英文) Graduate School of Fundamental Science and Technology 

 

 

 

【申請大学内のその他の専攻等】（該当がある場合のみ記述してください。専攻等が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文） 統合数理科学研究センター 

 

 

 

(英文) Center for Integrative Mathematic 

 

 

 

【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） 数学統計学科   

(英文) Department of Mathematics & Statistics 

 

専攻等名（和文） 数学科   

(英文) Department of Mathematics 

 

専攻等名（和文） コンピュータ科学科   

(英文) School of Computer Science 

 

専攻等名（和文） ローラン・シュヴァルツ数学研究所   

(英文) Centre de mathematiques Laurent Schwartz 

 

専攻等名（和文）    

(英文)  

 

専攻等名（和文） 数学科   

(英文) Mathematical Institute 

 

専攻等名（和文） ＯＲ学科   

(英文) Institute of Operations Research 

 

専攻等名（和文） ベルヌーイ研究所   

(英文) Bernoulli Center 

 

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 

機関名 （和文） ボストン大学                           

（英文） Boston University 

機関名 （和文） エール大学                           

（英文） Yale University 

機関名 （和文） マギール大学                           

（英文） McGill University 

機関名 （和文） エコール・ポリテクニク                           

（英文） Ecole Polytechnique 

機関名 （和文） エコール・サントラル・インターグループ（リール，リヨン，マルセイユ，ナント，パリ） 

（英文） Ecole Centrale Intergroup (Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris) 

機関名 （和文） ケルン大学                           

（英文） University of Cologne 

機関名 （和文） スイス連邦工科大学チューリッヒ校 (ETH Zurich)      

（英文） Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich) 

機関名 （和文） スイス連邦工科大学ローザンヌ校 (EPFL)              

（英文） Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) 
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専攻等名（和文） 数学科   

(英文) Mathematics Institute 

 

専攻等名（和文） チャーン研究所   

(英文) Chern Institute of Mathematics 

 

専攻等名（和文） 数学科   

(英文) Department of Mathematics 

 

専攻等名（和文） 数学・統計・ＯＲ研究部門   

(英文) School of Mathematics, Statistics and Operations Research 

 

専攻等名（和文） 数学・情報科学研究部門   

(英文) Mathematical & Information Sciences 

 

専攻等名（和文） 数学科・物理学科・化学科・情報科学科   

(英文) Department of Mathematics, Physics, Chemistry, Informatics 

 

 

 

機関名 （和文） ウォーリック大学                           

（英文） University of Warwick 

機関名 （和文） 南海大学                           

（英文） Nankai University 

機関名 （和文） 延世大学                           

（英文） Yonsei University 

機関名 （和文） ヴィクトリア大学ウェリントン校                           

（英文） Victoria University of Wellington 

機関名 （和文） オーストラリア連邦科学産業研究機構                           

（英文） CSIRO 

機関名 （和文） ミュンヘン工科大学                           

（英文） Technical University of Munich 
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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２１年度の事業目標達成状況 

 

 

事業実施機関を通じた事業の目標 

科学技術の成果を享受している現代では，その成果に目を奪われて，その背後にある科学的知識

と論理試行の価値を見失いがちな時代である．さらに，人々の価値観が多様化するにつれ，真理を

基礎にした論理的思考の普遍性が軽視される風潮もある．本申請母体である基礎理工学専攻では，

若手研究者の育成にあたり，今ある最先端を学ぶのではなく，次の最先端を拓くための基礎を学ぶ

姿勢を持たせてきた．高度化されかつ複雑化した社会現象や自然現象の解明のためには，理学と工

学の分離を超え，相互の有機的連携を行うことによる，次世代を担う若手研究者の育成が重要であ

る．自然科学は勿論，基礎科学の直接的な応用であるテクノロジーの分野までボーダレスにした基

礎理工学研究教育プログラムでの若手研究者育成を特色とし，数理科学の素養を持った物理学・生

命科学の研究者や，生命現象や応用物理分野の視野を持った数理科学研究者を国際的に育成する．

学問的にも国際的にも多様な価値観に触れることにより，次世代を担う若手研究者が育成される．

まず，若手研究者個人の国際性を高めるため，２１世紀ＣＯＥプログラム「統合数理科学：現象解

明を通した数学の発展」で連携協定を結んだ海外拠点や，慶應義塾大学国際連携推進機構と国際セ

ンターが主導し連携協定を結んだ海外研究教育機関を中心として，年間１０名程度若手研究者を中

長期派遣する．単なる指導委託ではなく，ポスドク・博士課程学生の相互派遣なども含め，共同指

導体制を確立することを目的とする．これに加え，関連他分野との統合力を育成するために，海外

パートナー校との間で，若手研究者の定期研究交流ワークショップを開催する．英国では，ウォー

リック大学との協力で行ってきた UK-Japan Winter School を継続して毎年 1 月に開催，英国の大

学との若手研究者の共同育成を行っていく．ボストン大学では，隔年で Summer School を開催，延

世大学とは，毎年 11 月に相互に若手研究者交流ワークショップを開催する．このような，ワーク

ショップをさらに拡げて若手研究交流研究ネットワークを構築していく． 

 

平成２１年度の事業目標達成状況 

事業１年目の昨年度は計８名の若手研究者の派遣を実施した．数学・物理・応用物理の分野から，

それぞれ２カ月から３カ月の国際インターンシップが実現し，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． 

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，運営委員会の発議により，

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

の派遣は実施され，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．単に海外での研究経験というだけに留まらず，異分野の研究者と議論する機会をもち，広い

視野での研究経験を行わせることができた． 

 延世大学（韓国・ソウル）で 2009 年 11 月 19 日～20 日に開催した交流研究集会では，慶應から

教員，ポスドク，大学院生計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り，その中で活発な質疑，討論がなされ，幅広

い視野をもった数理科学研究の重要性に触れることとなった．また，このような交流企画の継続に

より，より一層の連携を深めていくことが確認された． 

 UK-Japan Winter School は，マンチェスター大学（英国）において 2010 年 1 月 7日～10 日に行

われた．今回のスクールのテーマは「積分可能系と対称性」で，純粋数学・応用数学両面の立場か

らの講義を主体として，先端研究発表，Student talks なども行われた．慶應からの参加者は，幾

何学・トポロジーの純粋数学を専攻する学生に加え，機械工学に数理理論を応用する学生が参加し，

活発な議論がなされた． 

 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

く，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

いくことが期待される． 
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３．平成２１年度 年度事業実施概要 

 

 

１．若手研究者派遣 

事業１年目の昨年度は，計８名の若手研究者の派遣を実施した．数学，物理，応用物理の分

野から，ボストン大学（米国）に２名，エコール・ポリテクニク（フランス）に２名，ETH チ

ューリッヒ（スイス）に２名，UC バークレー（米国）に１名，CSIRO（オーストラリア）に１

名，それぞれ２カ月から３カ月の国際インターンシップが実現し，非可換確率論，整数論，数

値計算，統計科学，ナノテクノロジー，数理物理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． 

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，運営委員会の発議によ

り，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 への派遣は実施され，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．単に海外での研究経験というだけに留まらず，異分野の研究者

と議論する機会をもち，広い視野での研究経験を行わせることができた． 

 

２．共同企画研究集会 

 延世大学（韓国・ソウル）で 2009 年 11 月 19 日～20 日に開催した交流研究集会では，慶應

から専任教員５名，特別研究助教３名，ポスドク１名，博士学生７名，修士学生４名の計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り，その中で活発な質疑，討論がなされ，幅広い視野をもった数理科学

研究の重要性に触れることとなった．また，このような交流企画の継続により，より一層の連

携を深めていくことが確認された． 

 UK-Japan Winter School は，マンチェスター大学（英国）において 2010 年 1 月 7日～10 日

に行われた．今回のスクールのテーマは「積分可能系と対称性」で，A. Veselov 教授，D. Holm

教授らによる純粋数学，応用数学両面の立場からの講義を主体として，先端研究発表，Student 

talks なども行われた．慶應からの参加者は，幾何学・トポロジーの純粋数学を専攻する学生

に加え，機械工学に数理理論を応用する学生が参加し，活発な議論がなされた． 

 エコール・ポリテクニクで開催予定であった計算力学分野のミニ研究集会は，実施計画の遅

れから，計画が来年度に持ち越されることとなった． 

 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

きく，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． 

 

３．成果報告 

 派遣した若手研究者の多くが，年度末近くまでの派遣であったため，国際インターンシップ

報告会については，来年度に入ってから開催する予定である．各派遣者からの現地報告を Web

上に随時掲載している．（URL は http://www.st.keio.ac.jp/contents/ic/itp/reports.html）
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４．平成２１年度の具体的成果 

４－１．若手研究者育成に対する組織的取り組み状況 

 

 若手研究者の海外派遣については，派遣者本人の自主的な申請を待つだけでなく，運営委員

会が該当する学生・若手研究者の指導教員と協議し，適切な海外パートナー機関への派遣計画

を策定することも行った．例えば，エコール・ポリテクニクへの派遣では，ちょうど近隣のポ

アンカレ研究所で開催されている Galois trimester と呼ばれる数論分野の連続セミナーへの

参加もできるような時期の派遣を計画し，２名の若手研究者を派遣した． 

 当初のパートナー校に加え，統計を中心とした応用数学分野，応用物理・工学基礎分野の連

携を強化するために，これまでに研究教育連携実績のある，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，これら機関への派遣計画について検討した．オーストラリア連邦科学産業

研究機構(CSIRO)へは１名の大学院学生の派遣を実施した． 

 個人の国際性を高めるための国際インターンシップに加え，関連他分野との統合力を育成す

るための取り組みとして，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

ップを企画開催した．英国では，ウォーリック大学との協力で行ってきた UK-Japan Winter 

School をマンチェスター大学において 1月に開催，次年度以降も英国の大学との若手研究者の

共同育成を行っていくことを確認した．延世大学とは，11 月に相互に若手研究者交流ワークシ

ョップを延世大学において開催した．ボストン大学で開催予定のサマースクールについて具体

的な検討を始め，2011 年度に代数学分野を中心としたスクールを開催することに決まった．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． 

 

 

 

 

４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

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，運営委員会の発議によ

り，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 への派遣は実施され，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．単に海外での研究経験というだけに留まらず，異分野の研究者

と議論する機会をもち，広い視野での研究経験を行わせることができた． 

延世大学との交流を深めるために，共同企画として交流研究集会を開催した．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，活発な質疑応答があっ

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，相互の学

生を指導するような体制の確立が期待される． 

英国のパートナー校であるウォーリック大学とは，UK-Japan Winter School の開催について

協議し，今年度はマンチェスター大学での開催のバックアップをしてもらった．また来年度以

降の継続開催についても打ち合わせを行っている． 

ボストン大学へは今年度２名の博士学生を派遣したが，その他担当教員が現地に赴き，共同

企画であるサマースクールの計画を具体化し，2011 年度に代数学分野を中心としたスクールを

開催することに決まった． 
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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。） 

 

派遣学生の研究成果 

発表論文/発表予定論文 

1. K. Miyake, The Extreme Points of the Tracial State Space of Noncommutative 3-Spheres, 

Letters in Mathematical Physics, Volume 91, Number 2, pp. 151-165, February 2010

2. M. Naka, Effect of Trawling on the Weight of Seabed Fauna in Australia Northern Prawn 

Fishery District through Gamma Distribution,  

*Preparation phase to publish the above thesis. 

 

 

研究発表 

1. R. Shibata and M. Naka, Goodness of Fit of Gamma Distribution to Sea Fauna Weights, 

November 30, 2009, The International Biometric Society Australian Region Conference, 

New Zeland  

2. D. Inotani and Y.Ohashi, Ac Josephson Current in Fe-based Superconductors as a Probe 

of ±s-wave symmetry, March 25, 2010, ETH Zurich, Switzerland 

3. N. Kuroiwa and D. Obrist, A Space-Time Finete Difference Solver For The Steady-State 

Shallow-Water Equation, March 23, 2010, Karlsruhe, Germany 

 

 

各派遣者からの現地報告を Web 上に随時掲載している． 

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

 

 

 
４－４．今後の課題・問題点 

 

 当初の計画で挙げていた海外パートナー機関は，21 世紀 COE プログラムで連携協定を構築し

てきた研究教育機関で，主に数学系の学科・研究機関であり，視野を広く持ち関連他分野との

統合力を持った若手研究者を育成するためには，応用数学分野，工学基礎分野，応用物理，生命

科学分野での強力なパートナー機関が望まれる．統計を中心とした応用数学分野では，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を，工学基礎分野の強

化のため，ミュンヘン工科大学を海外パートナー校に加えた．今後，とくに生命科学分野での

連携を深める必要があると思われる． 

 国際インターンシップ派遣では，今年度１０名程度派遣する予定であったが，８名の派遣に

とどまった．派遣先まで含めて十分に練られた計画を提出してもらうため，ハードルが高かっ

たこともあるが，実際今年度，派遣者が応募前に先方の機関と打ち合わせている段階で，受け

入れ教員と条件がおり合わず，派遣が実現しなかったケースが１件あった．より一層，運営委

員会主導での派遣を推進していく必要があるかもしれない． 

 理学と工学の分離を超え，相互の有機的連携による次世代若手研究者の育成には，個人にそ

のような研究環境を提供するだけでなく，環境面での支援が重要と思われる．数学，物理，応

用物理，生命科学，工学基礎など，分野を超えた研究者が集う機会を増やすことが必要である．

今年度中に開催できなかった，国際インターンシップ報告会がその一つの機会となるかもしれ

ない．このような報告会については，今年度採択された「組織的な若手研究者等派遣プログラ

ム」と共同で開催することで，より広範囲の研究分野間の交流が実現できると思われる． 
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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 

米国  

ボストン大学 

 

2009/9/13 –  

2009/11/17 

 

慶應義塾大学 

理工学研究科 博士課程３年 

 

オーストラリア 

CSIRO 

 

2009/10/2 - 

2009/12/26 

 

慶應義塾大学 

理工学研究科 修士課程１年 

 

米国 

UC バークレー 

 

2009/11/1 - 

2009/12/20 

 

慶應義塾大学 

理工学研究科 修士課程１年 

 

フランス 
エコール・ポリテクニク 

2010/1/2 –  

2010/3/23 

慶應義塾大学 

理工学研究科 助教 

スイス 

ＥＴＨチューリッヒ 

2010/1/10 –  

2010/3/27 

慶應義塾大学 

理工学研究科 博士課程１年 

米国 

ボストン大学 

2010/1/15 –   

2010/3/16 

慶應義塾大学 

理工学研究科 博士課程１年 

フランス 
エコール・ポリテクニク 

2010/2/1 –  

2010/3/31 

慶應義塾大学 

理工学研究科 助教 

スイス 

ＥＴＨチューリッヒ 

2010/2/8 –  

2010/3/31 

慶應義塾大学 

理工学研究科 修士課程２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 

米国 

ボストン大学 

 

2009/8/5 - 

2009/8/12 

慶應義塾大学 

理工学部 教授 

 

米国 

ＵＣバークレー 

ボストン大学 

ＭＩＴ 

2009/8/24 - 

2009/9/3  

 

慶應義塾大学 

理工学部 教授 
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