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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 Leading Young Researchers in Mathematical Sciences 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） 大学院理工学研究科基礎理工学専攻 

 

 

 

(英文) Graduate School of Science and Technology, 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）  

 

 

 

(英文)  

 

 

 

【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） カリフォルニア大学バークレー校                           

（英文） University of California, Berkeley 

専攻等名（和文） 数学科   

(英文) Department of Mathematics 

 

機関名 （和文） ボストン大学                           

（英文） Boston University 

専攻等名（和文） 数学統計学科   

(英文) Department of Mathematics & Statistics 

 

機関名 （和文） エール大学                           

（英文） Yale University 

専攻等名（和文） 数学科   

(英文) Department of Mathematics 

 

機関名 （和文） マギール大学                           

（英文） McGill University 

専攻等名（和文） コンピュータ科学科   

(英文) School of Computer Science 

 

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

（英文） Ecole Polytechnique 

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 

 

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) 

専攻等名（和文）    

(英文)  

 

機関名 （和文） ケルン大学                           

（英文） University of Cologne 

専攻等名（和文） 数学科   

(英文) Mathematical Institute 

 

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) 

専攻等名（和文） ＯＲ学科   

(英文) Institute of Operations Research 

 

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) 

専攻等名（和文） ベルヌーイ研究所   

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

（英文） University of Warwick 

専攻等名（和文） 数学科   

(英文) Mathematics Institute 

 

機関名 （和文） 南海大学                           

（英文） Nankai University 

専攻等名（和文） チャーン研究所   

(英文) Chern Institute of Mathematics 

 

機関名 （和文） 延世大学                           

（英文） Yonsei University 

専攻等名（和文） 数学科   

(英文) Department of Mathematics 

 

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 

専攻等名（和文） 数学・情報科学研究部門   

(英文) Mathematical & Information Sciences 

 

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 

専攻等名（和文） 数学・統計・ＯＲ研究部門   

(英文) School of Mathematics, Statistics and Operations Research 

 

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

（英文） Technical University of Munich 

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） カリフォルニア大学アーバイン校                          

（英文） University of California, Irvine 

専攻等名（和文）    

(英文)  

 

機関名 （和文） スタンフォード大学                           

（英文） Stanford University 

専攻等名（和文）    

(英文)  

 

機関名 （和文） ジョージア工科大学 

（英文） Georgia Institute of Technology 

専攻等名（和文） 建築学科 機械工学科   

(英文) College of Architecture & School of Interactive Computing 

 

機関名 （和文） ミシガン大学 

（英文） University of Michigan 

専攻等名（和文）    

(英文)  
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機関名 （和文） パリ東大学 

（英文） Université Paris-Est 

専攻等名（和文）    

(英文)  

 

機関名 （和文） マックスプランク研究所 

（英文） Max Planck Institute 

専攻等名（和文）    

(英文)  

 

機関名 （和文） マラヤ大学 

（英文） University of Malaya 

専攻等名（和文） 理学部   

(英文) Faculty of Science 
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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２２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２２年度の事業目標達成状況 

事業２年目は１０名（うち１名は事業１年目から年度を跨いだ派遣）の若手研究者の派遣を実施

した．数学，物理，応用物理，情報，建築の各分野から，アメリカ，フランス，ドイツの研究機関

を中心に，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，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．また，次年度以降の派遣に向け

た準備として，統計分野の学生をマラヤ大学（マレーシア）に短期派遣した． 

事業２年目の派遣者の研究課題は，純粋数学においては，p 進体のコホモロジー理論，佐々木-

アインシュタイン多様体に関する研究での派遣がなされた．また，半導体素材における保護膜形成

機構の数理モデル化，建築物の健全性や快適性指標の数理，３次元形状モデルの検索手法，光周波

数コムを用いた分光研究，といった物理，建築，工学の応用に直結した研究での派遣も行われ，よ

り広い視野を持った基礎理工学研究者育成がなされた．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． 

 エコール・サントラル（ナント・フランス）で 2010年 11月 22日～23日に開催した交流研究集

会では，慶應から専任教員 3名，大学院学生 2名が参加し，応用数学を用いた計算力学・生体力学

分野の話題をテーマとし，双方の研究発表が行われ，活発な質疑，討論がなされた．このような交

流企画の継続により，今後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，キングスカレッジ（英国）において 2011 年 1 月 10 日～13 日に行

われた．今回のスクールは「幾何学における新手法」と題し，S. Donaldson 教授，J. Jones 教授，

小木曽教授らによる講義を主体として，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で，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２２年度 年度事業実施概要 

 

 

１．若手研究者派遣 

事業２年目は，１名は事業１年目から年度を跨いだ派遣を含め，１０名の若手研究者の派遣

を実施した．数学，物理，応用物理，情報，建築の分野から，スタンフォード大学（米国）に

１名，ミシガン大学（米国）に１名，ジョージア工科大学（米国）に１名，カリフォルニア大

学（米国）に２名，エコール・ポリテクニクに１名，パリ東大学に１名，マックスプランク研

究所（ドイツ）に１名それぞれ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，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．  

事業２年目の派遣者の研究課題は，純粋数学においては，p 進体のコホモロジー理論，佐々

木-アインシュタイン多様体に関する研究での派遣がなされた．また，物理・応用物理分野で

は，超電導の理論的解析，半導体素材における保護膜形成機構の数理モデル化の研究課題で，

建築・工学分野では，建築物の健全性や快適性指標の数理，３次元形状モデルの検索手法，光

周波数コムを用いた分光研究，といった応用に直結した研究での派遣も行われ，より広い視野

を持った基礎理工学研究者育成がなされた．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． 

また，次年度以降の派遣に向けた準備として，マラヤ大学（マレーシア）に統計分野の学生

を短期派遣した． 

 

２．共同企画研究集会 

エコール・サントラル（ナント・フランス）で 2010 年 11 月 22 日～23 日に開催した交流研

究集会では，応用数学を用いた生体・細胞力学分野の話題をテーマとした．慶應から専任教員

3 名，大学院学生 2 名が参加し研究発表を行い，またエコール・サントラルからは 3 名の教員

と 3名の博士課程学生が発表を行われ，活発な質疑・討論がなされた．このような交流企画の

継続により，計算力学を中心とするより広い分野で今後より一層の連携を深めていくことが確

認された．今後、EU予算を使ったエコール・サントラル教員・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． 

 UK-Japan Winter School は，キングスカレッジ（英国）において 2011 年 1 月 10 日～13 日

に行われた．今回のスクールは「幾何学における新手法」と題し，S. Donaldson教授，J. Jones

教授，小木曽教授らによる講義を主体として，先端研究発表，Student talksなども行われた．

慶應からの参加者は，教員 2名と，幾何学・トポロジーの純粋数学を専攻する大学院生 6名で，

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． 

 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． 

 

３．成果報告 

 国際インターンシップ報告会は，組織的若手研究者派遣事業とともに，５月をめどに開催す

る予定である．各派遣者からの現地報告については，随時 Web 上に掲載している．（URL は，

http://www.st.keio.ac.jp/contents/ic/reports.html）．また，UK-Japan Winter Schoolの講

義は，DVDとして記録に残した． 
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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 

 

 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．スタンフォード大学への長期派遣では，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．また，マレーシアのマラヤ大学への短期派遣については，次年度以降の長期派遣

を視野に，指導教員が訪れる機会を利用して学生を付き添わせ，今後の長期派遣のための準備

的な研究を行った． 

 今年度，新たな海外パートナー機関として，スタンフォード大学，ジョージア工科大学，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１名の若手

研究者を派遣した．これらは，統計を中心とした応用数学分野，応用物理・工学基礎分野，建

築分野の連携を強化するためのものである． 

今年度の派遣者には修士課程の学生が比較的多く含まれているが，いずれも将来研究者を目

指すにあたり，この時期の海外派遣が効果的であるとの指導教員および運営委員会の判断によ

り派遣を決定したものである． 

 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をキングスカレッジ（英国）において開催した．今回のスクールは「幾何学における新

手法」と題し，ゲージ理論，ストリングトポロジー，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った．また，エコール・サントラル（ナント・フランス）では，

応用数学を用いた生体・細胞力学分野の話題をテーマとした交流研究集会を開催し，慶應から

専任教員 3 名，大学院学生 2 名が参加し研究発表を行い，またエコール・サントラルからは 3

名の教員と 3名の博士課程学生が発表を行われ，活発な質疑・討論がなされた． 

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，2012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 

 

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，今年度はキングスカレッジ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． 

ボストン大学との連携については，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，2012年度に整数論を中心とした代数学分野でスクールを開催することに決

まった． 

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定期的に開催している

が，今年度の開催は見送り，来年度国内で実現する準備を開始した．学生の指導に関する連携

は，延世大学の教員が訪問してくるなど，双方向の交流が進んでいる． 
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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。） 

 

派遣学生の研究成果 

 

研究発表 

1. B. Raynal, V. Nozick, H. Saito and Tomoki Hayashi, Skeleton Features Distribution 

for 3D Object Retrieval, June 2011 (Planned), Machine Vision Applications 

2. C. Hsiao, M. Hu, T. Ito and T. Roh, A From Family With Love, December 2010, Georgia 

Institute of Technology, the United States 

 

 

 

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 

 

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，従来の海外パ

ートナー機関に加え，応用物理，工学基礎分野での連携が期待されるパートナー機関を増やし

た．本 ITPプログラムでのこれらの機関との協力体制をより密なものとし，今後の連携につな

げていくことはこれからの課題である． 

国際インターンシップ派遣では，今年度はほぼ予定通りの人数の派遣を実現することができ

た．しかし，今年度も派遣先と打ち合わせている段階で，受け入れ先との調整に時間がかかり，

渡航手続きが間に合わなくなり派遣が実現しなかったケースがあった．このような齟齬がない

ようにするために，計画段階で派遣先との打ち合わせを綿密に行うほか，運営委員会主導の派

遣を積極的に推進していく必要があると思われる． 

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．

年度初め（5 月）に前年度実施した派遣および共同企画研究集会について報告会を開催し，各

派遣者が派遣先で行った研究内容について，分野の垣根を超えた場での報告をしてもらった．

このような報告会については，昨年度採択された「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． 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.st.keio.ac.jp/contents/ic/itp/reports.html
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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 

ETH 
(スイス・チューリッヒ) 

平成 22 年 2月 8 日

－5 月 1日 

慶應義塾大学 理工学研究科 

修士課程 学生 

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 

慶應義塾大学 理工学研究科 

博士課程 学生 

ミシガン大学 
(米国・アナーバー) 

平成 22年 8月 23日

－11月 21日 

慶應義塾大学 理工学研究科 

修士課程 学生 

ジョージア工科大学 
(米国・アトランタ) 

平成 22 年 9月 6 日

－12月 6 日 

慶應義塾大学 理工学研究科 

修士課程 学生 

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

－12月 12日 

慶應義塾大学 理工学研究科 

修士課程 学生 

エコール・ポリテクニ

ク 
(フランス・パリ) 

平成 22年 9月 16日

－11月 21日 

慶應義塾大学 理工学研究科 

助教 

パリ東大学 
(フランス・パリ) 

平成 22年 9月 20日

－12月 12日 

慶應義塾大学 理工学研究科 

修士課程 学生 

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

－11月 29日 

慶應義塾大学 理工学研究科 

博士課程 学生 

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

－3 月 16 日 

 

慶應義塾大学 理工学研究科 

博士課程 学生 

マラヤ大学 
(マレーシア・ 

クアラルンプール) 

平成 23年 3月 20日

－ 

3 月 31日 

慶應義塾大学 理工学研究科 

修士課程 学生 
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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 

カリフォルニア大学 

バークレー校 

スタンフォード大学 

(サンフランシスコ/ 

米国) 

平成 22年 9月 6日－ 

9月 13日 

 

 

慶應義塾大学 理工学部研究科 

教授 
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７．共同企画実施状況 

 

企 画 名 

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

Bioengineering 

開 催 期 間 平成２２年１１月２２日 ～ 平成２２年１１月２３日（２日間） 

開 催 地 フランス Ecole Central de Nantes 

日
本
側
責
任
者 

氏 名 高野 直樹 

所属機関・職名 慶應義塾大学 理工学部 機械工学科 教授 

（
※
日
本
以
外
で 

 
 

開
催
の
場
合
） 

開

催

責

任

者 

氏 名 

（ 英 文 ） 
Patrice Cartraud 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
Ecole Centrale de Nantes, Professor 

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） 

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。 

＊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 
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企 画 名 UK-Japan Winter School 

開 催 期 間 平成２３年１月１0日から平成２３年１月１3日（４日間） 

開 催 地 英国 ロンドンキングスカレッジ s 

日
本
側
責
任
者 

氏 名 前田 吉昭 

所属機関・職名 慶應義塾大学 理工学部 数理科学科 教授 

（
※
日
本
以
外
で 

 
 

開
催
の
場
合
） 

開

催

責

任

者 

氏 名 

（ 英 文 ） 
Jurgen Berndt 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
Kings College, London, Professor 

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） 

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２０１１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。 

＊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 

 

 

 


