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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） 統合数理科学研究センター 

 

 

 

(英文) Center for Integrative Mathematics 

 

 

  

  

【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） 工学部   

(英文) School of Engineering 

 

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

（英文） Stanford University 

専攻等名（和文） 材料工学科   

(英文) Department of Materials Science and Engineering 

 

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） 工学部   

(英文) College of Engineering 
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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 

 

機関名 （和文） コペンハーゲン大学 

（英文） University of Copenhagen 

専攻等名（和文） 理学部   

(英文) Faculty of Science 

 

機関名 （和文） ニューヨーク大学 

（英文） New York University 

専攻等名（和文） 数理学部   

(英文) Department of Mathematics 

 

機関名 （和文） ベルリン工科大学 

（英文） Technical University Berlin 

専攻等名（和文） 理論物理研究所   

(英文) Institute of Theoretical Physics 

 

機関名 （和文） キャンベラ大学 

（英文） University of Canberra 

専攻等名（和文）    

(英文)  

 

機関名 （和文） ルーベンカソリック大学 

（英文） The University of Leuven 
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２３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２３年度の事業目標達成状況 

過去２年間の実績に基づき，パートナー校となっている海外拠点に対する国際インターンシップ

の実施や共同企画の実施により連携をさらに強化し，博士課程学生の共同指導体制の構築をはかっ

た．とくに今年度は，米国のパートナー校であるボストン大学と，整数論分野での連携強化をはか

るため，サマーワークショップを開催した．第一線の研究者による連続講義，ポスドク・博士課程

学生による研究発表，および，ディスカッションが行われ，密度の高いワークショップとなった．

今後もこの分野を中心として連携を強化していくことが確認された． 

もう一つの共同企画のスクールとして，英国のパートナー校であるウォーリック大学のバックア

ップの下，実績のある UK-Japan Winter School を 2012 年 1 月にオックスフォード大学で開催し

た．若手研究者の国際性に加えて，学術的な視野を広げることを目的とし，数理科学分野を核とし

て，関連他分野との共同により開催している．今年度は数理物理をテーマとして開催し，数学と物

理の双方の学生が視野を広げることとなった． 

今年度は９名の若手研究者の派遣を実施し，ほぼ当初の計画通りの人数を派遣することができ

た．派遣者の研究分野は，幾何学，解析学を中心とした純粋数学のほか，統計学，物理学，情報，

建築の各分野にわたり，アメリカ，フランス，オーストラリアなどの研究機関に，それぞれ２カ月

から３カ月程度の国際インターンシップが実現した．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．各派遣においては，単に各分野での研究指導だけでなく，

海外の研究者がいかに他分野と連携して研究を行っているかなど身をもって体験し，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． 
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３．平成２３年度 年度事業実施概要 

 

 

１．若手研究者派遣 

今年度は９名の若手研究者の派遣を実施した．数学，統計学，物理，情報，建築の各分野から，

アメリカ，フランス，オーストラリアなどの研究機関に，それぞれ２カ月から３カ月程度の国際イ

ンターンシップが実現した．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． 

今年度の派遣者の研究課題は，純粋数学においては，非可換位相幾何学，双曲空間の幾何学，渦

糸方程式の解析に関する研究，統計分野では，生物の豊富さと多様性の数理モデル，柔軟性の高い

新たな確率分布に関する研究，角度データの統計解析などである．また物理分野では，光学フォノ

ンと結合した量子ドットの輸送現象についての理論研究がなされた．情報分野，建築分野では工学

の応用に直結した研究での派遣も行われ，モバイルロボットの制御に必要なアルゴリズムの数理的

研究，建築物の損傷検出の数理的解析について，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． 

 

 

２．共同企画研究集会 

２－１）UK-Japan Winter School 

毎年 1 月に開催している UK-Japan Winter School は，英国のパートナー校であるウォーリック

大学のバックアップの下，オックスフォード大学（英国）において 2012年 1月 5日～8日に行われ

た．今回のスクールは「超弦理論，幾何学および数理物理」と題し，慶應からは主に幾何学系数学

の大学院生が参加することとなった．オックスフォード大学のヒッチン教授による４元数多様体，

超ケーラー多様体についての講義，カリフォルニア工科大学の大栗博司教授による超弦理論の講義

がなされた．幾何学を中心とした数学が物理へどのように応用されるか，数学の学生が関心を持つ

ような内容であった．数学と物理の融和を図る意味でおおきな成果となった． 

２－２）ボストン大学サマーワークショップ 

米国のパートナー校であるボストン大学において，2011 年 9 月 15 日～19 日に交流研究集会

「Boston-Keio Summer Workshop」を開催した．慶應から専任教員 3 名，大学院生・ポスドク 9 名

が参加，現地からもほぼ同数が参加し，整数論にテーマを絞った密度の濃い研究集会となった．ボ

ストン大学の G. Stevens教授，J.Weinstein教授，慶應からは坂内健一専任講師らによる，レ

ベルの高い連続講義が行われた．またポスドク・博士課程学生らによる研究発表が行われ，活発

な質疑，討論がなされた．慶應大学およびボストン大学ともに実りの多い研究集会となり，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． 

（参考 URL  http://www.math.keio.ac.jp/~bannai/boston/） 

 

 

３．成果報告 

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 

 

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ている．特に今年度は，統計学分野で多くの学生の派遣を行った．前年

度に準備として短期で派遣したマラヤ大学については，十分な準備が整い，３カ月近い派遣が

実現している．また CSIROへの派遣は，一昨年度の派遣実績のもとに新たな研究テーマ「確率

微分方程式を用いたエビの成長モデルの構築と豊富さの評価」での派遣が実現し，発展的な形

で継続がなされている．また，今年度パートナー校に加えたコペンハーゲン大学へは，派遣学

生（修士２年生）の実質的な指導教員が長期で滞在している機会を利用して派遣を実現した．

指導教員およびコペンハーゲン大学 Nest 教授の適切なアドバイスのもとで，英語で研究内容

についてコミュニケーションをとる力をつけることができ，また同時に研究内容についても理

解を深めることが可能となった． 

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．今年度はオックスフォード大学で「超弦理論，幾何学および数理物理」

をテーマとして平成２４年１月５日から１月８日にかけて行った．慶應義塾大学からは，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．今回は，素粒子論および

数理物理へとテーマを広げ，数学と物理の融合を図った． 

以前から企画していたボストン大学でのサマーワークショップが実現し，整数論を中心とす

る代数学分野でのスクールを開催した．ボストン大学の G. Stevens教授，J.Weinstein教授，

慶應からは坂内健一氏の連続講義に加え，大学院生，若手研究者の研究発表という構成で，テ

ーマが絞られているため非常に密度の高い研究集会となった．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，今年度はオックスフォード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． 

ボストン大学とは今年度初めて共同企画であるサマースクールが実現した．整数論を中心と

した代数学分野でのスクールとなったが，非常に密度の濃い研究集会となり，双方の若手研究

者にとって大きな収穫となった．今後この企画を継続していくことで合意がとれている． 

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． 

本プログラムでの派遣実績もある，パートナー機関のスイス連邦工科大学チューリッヒ校

(ETH Zurich)とは，同機関で開催された ETH-Japan Symposium (2012.3.7～9) に出席し，今後

さらに大学院学生，若手研究者の研究交流を深めていくことについて確認がなされた． 
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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。） 

 

発表論文/発表予定論文 

1. T. Imoto, An extension of GIT(3,1): A convolution of binomial variable and negative 

binomial variable, (To be determined) 

2. J. Nonaka, The number of cusps of right-angled polyhedra in hyperbolic spaces, (To 

be determined) 

3. R. Okuyama, Mikio Eto, T.Brandes, (To be determined) 

4. Y. Nagai, Spaces of Tilings with Actions of Translations and Rotations, and 

C*-algebras Associated to Them 

 

研究発表 

1. Rin Okuyama, Mikio Eto, Tobias Brandes, "Phonon Lasing in Transport through Double 

Quantum Dots," 2012年 7月 29日-8月 3日(査読中), 31st International Conference on 

the Physics of Semiconductors, Zurich (Switzerland) 

2. Jun Nonaka, “Coxeter polyhedra in hyperbolic spaces,” March 2 2012, Universite 

Lille 1 (France) 

3. Mayumi Naka, Ritei Shibata, Ian Halliday, “Influence of Environmental Factors to 

the Growth of Banana Prawn In Australian Sub-tropical Estuaries,” August 26-31 2012 

(Planned), Kobe Convention Center (Kobe, Japan) 

4. Tatsuya Akiba, “Sensor agent robot with servo-accelerometer for structural health 

monitoring and active evacuation guidance,” December 5-7 2012 (Planned), 4th 

Asia-Pacific Workshop on Structural Health Monitoring (Australia) 

5. Mashashi Aiki, “Motion of a Vortex Filament with Axial Flow in the Half Space,” 

March 8th 2012, Courant Institutional of Mathematical Science (The United States of 

America) 

6. Tomoaki Imoto, “An extension of GIT(3,1),” February 29 2012, University of Tunku 

Abdul Rahman (Malyasia) 

7. Tomoaki Imoto, “An extension of GIT(3,1): A convolution of binomial variable and 

negative binomial variable,” September 4-6 2012, Malaysia.1st ISM International 

Statistical Conference (Malaysia) 

8. Yasushi Nagai, “Spaces of tilings and C*-algebras associated to them,” December 

5 2011, Topology Seminar (Yokohama, Japan) 
 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.st.keio.ac.jp/contents/ic/itp/reports.html
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４－４．今後の課題・問題点 

 

今年度開催した UK-Japan Winter School は，数学と物理を融合した分野における研究集会

で，関連他分野との統合力を持った若手研究者を育成するという本プログラムの目的に沿った

ものとなった．一方 Boston-Keio Summer Workshop は，それとは対照的に，数学の中でも整数

論に分野を絞り開催された．学術分野の視野の広さという意味では目的に沿ってはいないが，

学生がまさに自分の専門とする分野で，複数の外国人研究者の講義が聴けて，また自分の発表

に対しても建設的な意見をもらえるという貴重な場ができたという意味で，若手研究者の国際

性を高めるという意味では非常に大きな意義があったと思われる．ボストン大学との連携強化

が確実になされ，この参加者の中から今後の長期派遣が実現することは間違いないと思われ

る．共同開催のワークショップはこのような２種類の効果があり，どちらのタイプのものも今

後継続的に行っていきたい． 

本研究の目的である，理学と工学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はまだなかなか増やせて

いないのが現状である．採択された「組織的な若手研究者等派遣プログラム」と連携して，よ

り広範囲の研究分野間の交流が実現することを目指したい． 

中間評価で指摘のあったように，パンフレットなどを作成するなど，多数の研究者の目に留

まるような情報発信の工夫をしていく必要がある． 
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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 

コペンハーゲン大学 

（デンマーク  

コペンハーゲン） 

平成 23 年 

5 月 7 日－7月 3 日 

慶應義塾大学 理工学研究科 

修士課程 学生 

エコール・サントラル 

ナント 

（フランス ナント） 

平成 23 年 

9 月 1 日－ 

11 月 29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 23 年 

9 月 1 日－ 

11 月 29日 

慶應義塾大学 理工学研究科 

修士課程 学生 

オーストラリア連邦

科学産業研究機構 
(オーストラリア・ 

ブリスベン) 

平成 23 年 

12 月 17日－ 

平成 24 年 

3 月 4 日 

慶應義塾大学 理工学研究科 

博士課程 学生 

エコール・サントラル 

リール 

（フランス リール） 

平成 23 年 

12 月 31日－ 

平成 24 年 

3 月 26日 

慶應義塾大学 理工学研究科 

博士課程 学生 

ニューヨーク大学 
(米国・ニューヨーク) 

平成 24 年 1月 4 日

－3 月 30 日 
慶應義塾大学 理工学研究科 

博士課程 学生 

ベルリン工科大学 
(ドイツ・ベルリン) 

平成 24 年 1月 7 日

－3 月 22 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 24年 1月 10日

－3 月 31 日 

慶應義塾大学 理工学研究科 

博士課程 学生 

キャンベラ大学 
(オーストラリア・ 

キャンベラ) 

平成 24年 1月 19日

－3 月 31 日 

慶應義塾大学 理工学研究科 

博士課程 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 

エコールポリテクニク 

（フランス パリ） 

ETH  
（スイス チューリッヒ） 

ルーベンカソリック大学 
（ベルギー ブリュッセル） 

平成 23年 

11月 18日－ 

11月 24日 
 

 

慶應義塾大学 理工学部研究科 教

授 
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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 

 

慶應義塾大学  

理工学研究科 

 

平成 23年 

4月 1日－ 

9月 21日 

エコール・サントラル リヨン 

 

慶應義塾大学  

理工学研究科 

 

平成 23年 

4月 1日－ 

9月 21日 

エコール・サントラル ナント 
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８．共同企画実施状況 

 

企 画 名 Boston-Keio Summer Workshop 

開 催 期 間 平成２３年 ９月 １５日 ～ 平成２３年 ９月 １９日（５日間） 

開 催 地 米国 ボストン 

日
本
側
責
任
者 

氏 名 栗原 将人 

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 ） 
Robert Pollack, Steven Rosenberg, Glenn Stevens 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
Boston University 

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） 

2011 年 9 月 15 日から 19日まで、アメリカ・ボストン大学において、整数論分野における、Boston大

学と慶應義塾大学の教員、学生を中心としたサマースクールを行った。午前中および午後の 1時間目は

その分野の専門家である 3人の教員(スティブンス教授、ワインシュタイン教授、坂内講師)による 3つ

の最新のトピックに関する講義、午後は学生を中心とした成果発表という形式を原則として、サマース

クールは行われた。ポラック教授、栗原教授、坂内講師は、前日からサマースクールの準備を行った。

ボストン大学のケイパー教授、ローゼンバーグ教授、スティブンス教授、ポラック教授と慶應義塾大学

の前田教授、栗原教授、坂内講師との間で、慶應義塾大学理工学部数理科学科とボストン大学数学統計

学科の連携についても詳しく話し合った。 

 

【成果】 

サマースクールは、終始活気のある活発な状態で行われた。積極的に質問がいくつも出され、議論が深

められていった。講演の内容については、ボストン大学の学生にとっても、慶應義塾大学の学生にとっ

ても、普段聞けない講義を聞くことができた、と非常に好評であった。また、日本側の得意とする数論

幾何とボストン側の得意とするモジュラー曲線を結びつける講演などもあり、サマースクールが終わっ

た瞬間に、両大学の教員同士が、次のサマースクールはどのように行うかをその場の教室で話し合う、

という普通では見られない光景が最後に現出した。このように、このサマースクールは、非常にインパ

クトの強い成功を収めたと考えられる。教員と学生、教員同士、学生同士の交流も盛んで、それぞれの

研究分野の話題について、積極的に議論が行われ、実りの多いサマースクールとなった。当然、学生同

士の友好を深めることにも大いに寄与した。慶應側の学生は、初めての英語の講演を行った学生も多か

ったが、よく準備し、おおむね好評を得た。講演を行わなかった学生の参加者も、質問をするなどして、

サマースクールに積極的に参加した。ボストン大学のケイパー主任、ローゼンバーグ教授、スティブン

ス教授、ポラック教授と慶應義塾大学の前田教授、栗原教授、坂内講師との間で行われた話し合いでは、

将来の両大学の間の連携の強化、推進について合意が得られた。 

 

＊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 2012, String theory, Geometry and Mathematical 

Physics 

開 催 期 間 平成２４年１月５日から平成２４年１月８日（４日間） 

開 催 地 英国 オックスフォード大学 

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 教授 

（
※
日
本
以
外
で 

 
 

開
催
の
場
合
） 

開

催

責

任

者 

氏 名 

（ 英 文 ） 
Andrei Strinets 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
University of Oxford 

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、オックスフォード大学で「超弦理論、幾何学および数理物理」をテーマとして平成２４年年

１月５日から１月８日にかけて行った。慶應義塾大学からは、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。今回は、素粒子論および数理物理へとテーマを広げたこともあり、参

加者は１００名を超える大きなスクールとなった。教員および若手研究者により、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、数学からは、オックスフォード大学のヒッチン教授による４元数多様体、超ケーラー多様体に

ついての講義が行われた。またこれがどのように物理学に応用されるかという解説も行った。それによ

り、数学の学生にとっても物理への興味を持つことができた。その上で、カリフォルニア工科大学の大

栗博司教授による超弦理論の講義に関心をもつことができた。今回のテーマは今までとはやや趣向を異

にしたが、数学と物理の融和を図るということに大きな成果をあげることができた。これは、異分野の

学生同士の交流ができたことと専門分野での融合でもある。 また、今回はオックスフォード大学がセ

ント・ジョンズカレッジのドミトリーを提供していただき、学生たちがそこに宿泊することで、英国の

大学生活を理解することもでき、海外への目を開くよい機会もつくれた。また、英国の学生と同じ宿舎

で滞在することで、慶應派遣の学生が多くの同世代の英国の学生たちとの交流もできた。 

 

 

＊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 

 

 


