
海外研究機関との共同研究 ( 2018年度）

地域 国名 機関名

文学部・文学研究科

アジア 香港 香港城市大学

アジア 台湾 中央研究院中国文哲研究所

アジア 中国 復旦大学

アフリカ ケニア ナイロビ大学

欧州 ドイツ ハイデルベルク大学

欧州 英国 ブリストル大学

地域 国名 機関名

教育学部・教育学研究科

アジア カンボジア 王立プノンペン大学

アジア タイ アサンプション大学

アジア マレーシア マレーシア科学大学

アジア 台湾 国立政治大学

アジア 台湾 台湾師範大学

アジア 台湾 台湾文化大学

アジア 台湾 中国文化大学

欧州 ウズベキスタン ウエストミンスター国際大学タシュケント校

欧州 ウズベキスタン ウズベキスタン大学

欧州 キプロス キプロス大学

欧州 スイス チューリッヒ工科大学

欧州 デンマーク コペンハーゲン大学

欧州 デンマーク 南デンマーク大学

欧州 ドイツ ハイデルベルク大学

欧州 ポーランド ポーランド日本情報科学大学

欧州 ポーランド ワルシャワ社会科学大学

欧州 ポルトガル ミーニョ大学

欧州 英国 ランカスター大学心理学部

北米 アメリカ合衆国 ウィスコンシン大学グリーンベイ校

北米 アメリカ合衆国 カリフォルニア大学サンディエゴ校

北米 アメリカ合衆国 コロンビア大学

北米 アメリカ合衆国 ニュースクール大学

北米 アメリカ合衆国 ハーバード大学

地域 国名 機関名

経済学部・経済学研究科

アジア 台湾 国立台湾大学

欧州 オランダ ワーヘニンゲン大学

欧州 フランス パリ・ドフィヌ大学

地域 国名 機関名

理学部・理学研究科

アジア インド インド地磁気研究所

アジア インドネシア インド工科大学デリー校

アジア インドネシア バンドン工科大学　



アジア タイ チュラロンコン大学理学部

アジア 韓国 Chung-Ang University

アジア 韓国 Gangneung-Wonju National University

アジア 韓国 韓国天文研究院（KASI)

アジア 韓国 慶熙大学校

アジア 香港 The Chinese University of Hong Kong

アジア 台湾 National Tsing Hua University

アジア 台湾 工業技術研究院

アジア 台湾 中央研究院

アジア 中国 South China Normal University

アジア 中国 成都生物研究所

アジア 中国 中国科学院

アジア 中国 中国科学院・国家天文台 雲南天文台

アジア 中国 中国科学院・国家天文台 太陽物理研究部

アジア 中国 中国科学院・南京天文光学技術研究所

アジア 中国 同済大学

アフリカ ガボン ガボン熱帯生態研究所

アフリカ マダガスカル アンタナナリブ大学

アフリカ 南アフリカ University of Cape Town

アフリカ 南アフリカ University of Johannesburg

アフリカ 南アフリカ 南アフリカ国立宇宙機関

欧州 ヨーロッパ2020（ホライズン2020）

欧州 イタリア アルチェトリ天文台

欧州 オーストリア ウィーン大学

欧州 スイス ETH-Zürich

欧州 スイス University of Bern

欧州 スイス University of Lausanne

欧州 スイス チューリッヒ工科大学

欧州 スイス チューリッヒ工科大学

欧州 スペイン カタルーニャ化学研究所（ICIQ)

欧州 スペイン ラモン・ルウル大学エブロ観測所

欧州 チェコ チェコ科学院・Ondrejov Observatory

欧州 チェコ プラハ・カレル大学

欧州 ドイツ Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter 
(Hamburg)

欧州 ドイツ Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme

欧州 ドイツ Technical University Dresden

欧州 ドイツ ハイデルベルク大学

欧州 ドイツ ベルリン自由大学

欧州 ドイツ ポツダム大学物理天文学研究所

欧州 フランス University of Cergy-Pontoise

欧州 ポーランド コペルニクス天文センター

欧州 ルクセンブルク University of Luxembourg

欧州 ロシア Pushkov Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere and 
Radio Wave Propagation (IZMIRAN)

欧州 ロシア ロシア科学アカデミー(チェルノゴロフカ)l固体物性研究所

欧州 ロシア ロシア科学アカデミー(チェルノゴロフカ)化学物理研究所

欧州 ロシア 北極南極研究所



欧州 英国 Imperial College London

欧州 英国 ケンブリッジ大学

欧州 英国 ブリストル大学

欧州 英国 リーズ大学

大洋州 オーストラリア Mcquarry Univeristy

大洋州 オーストラリア オーストラリア地球科学研究所

中東 イスラエル The Hebrew University of Jerusalem

中東 イラン IASBS

中東 イラン University of Qom

中東 サウジアラビア キングサウード大学

中南米 アルゼンチン ブエノスアイレス大学

中南米 チリ アンドレス・ベーリョ大学

中南米 チリ ディエゴ・ポルタレス大学

中南米 チリ ヨーロッパ南天天文台（ESO)

中南米 ブラジル Universidade Federal Fluminense

中南米 ペルー 国立イカ大学

北米 アメリカ カリフォルニア工科大学

北米 アメリカ コロラド大学

北米 アメリカ ハーバード大学

北米 アメリカ合衆国 Lockheed Martin Solar and Astrophysics Laboratory

北米 アメリカ合衆国 Los Alamos National Laboratory

北米 アメリカ合衆国 NASA ゴダード宇宙飛行センター

北米 アメリカ合衆国 National Optical Astronomy Observatory (NOAO)

北米 アメリカ合衆国 National Solar Observatory (NSO)

北米 アメリカ合衆国 Space Science Laboratory, University of California

北米 アメリカ合衆国 Stanford University

北米 アメリカ合衆国 The University of Michigan

北米 アメリカ合衆国 University of Maryland

北米 アメリカ合衆国 コロラド大学

北米 アメリカ合衆国 コロンビア大学

北米 アメリカ合衆国 マサチューセッツ工科大学

北米 アメリカ合衆国 ワシントン大学

北米 カナダ McMaster University

北米 カナダ トロント大学 化学科

北米 カナダ トロント大学薬学研究科

北米 カナダ マギール大学

地域 国名 機関名

医学部・医学研究科

北米 アメリカ合衆国 Ｌｅｈｉｇｈ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ

北米 アメリカ合衆国 Ｍａｇｅｅ－Ｗｏｍｅｎｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　＆　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ

北米 アメリカ合衆国 University of Hawaii

北米 カナダ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｈｅａｌｔｈ　Ｎｅｔｗｏｒｋ

地域 国名 機関名

工学部・工学研究科

アジア インド Indian Institute of Petroleum

アジア 中国 重慶大学



アジア 中国 中国科学院金属研究所

欧州 スペイン アラゴン材料科学研究所

欧州 スロベニア リュブリャナ大学

欧州 フランス クロード ベルナール リヨン第一大学

欧州 英国 ウォーリック大学

地域 国名 機関名

農学部・農学研究科

アジア インドネシア Center for International Forestry Research

地域 国名 機関名

エネルギー科学研究科

アジア インド インド科学大学院大学

アジア インドネシア Asean Centre for Energy

アジア インドネシア Brawijaya University

アジア インドネシア Economic Research Institute for ASEAN and East Asia

アジア タイ 国立科学技術開発機構　National Science and Technology 
Development Agency 

アジア マレーシア マレーシア国際イスラーム大学

アジア 韓国 Korea Polytechnic University

アジア 香港 香港バプティスト大学

アジア 台湾 元智大学

アジア 台湾 国立雲林科技大学

アジア 中国 蘇州大学

アジア 中国 中国西南物理研究院

アジア 中国 中国石油大学

欧州 フランス International Energy Agency

欧州 英国 ランカスター大学

大洋州 オーストラリア シドニー工科大学

大洋州 オーストラリア マッコーリー大学

北米 アメリカ合衆国 National Institute of Aerospace

地域 国名 機関名

アジア・アフリカ地域研究研究科

アジア インドネシア インドネシア科学院

アジア インドネシア マタラム大学

アジア インドネシア マラン工科大学

アジア スリランカ ペラデニヤ大学

アジア タイ タイ国立科学技術開発庁

アジア ネパール マーティン・チョータリー・研究所

アジア ブータン 保健省

アジア ベトナム カント―大学

アジア マレーシア サバ大学

アジア マレーシア マレーシア国民大学

アジア マレーシア マレーシア日本国際工科院

アジア 韓国 釜山外国語大学地中海研究所

アジア 台湾 国立台湾大学

アジア 中国 北京大学

アフリカ カメルーン 国立農業開発研究所



アフリカ ケニア アメリカ国際大学ケニア校

アフリカ ケニア ナイロビ大学

アフリカ コンゴ民主 森林生態研究センター

アフリカ タンザニア ソコイネ農業大学

アフリカ ニジェール ニアメ大学

アフリカ ニジェール 国立気象局

アフリカ 南アフリカ ケープタウン大学

欧州 スウェーデン リンショーピング大学

欧州 ドイツ マックスプランク心理言語学研究所

欧州 フランス パリ第10大学

欧州 フランス フランス国立科学研究センター（CNRS）

欧州 英国 ストラスクライド大学

欧州 英国 ロンドン大学

欧州 英国 英国ダラム大学

大洋州 ソロモン諸島 保健医療省

中東 カタール カタール大学

中東 トルコ イスタンブル・サバーハッティン・ザイム大学

中東 トルコ ウスキュダル大学

中南米 ブラジル サンパウロ州立大学

北米 アメリカ合衆国 チャールストン大学

北米 アメリカ合衆国 テキサス大学

北米 アメリカ合衆国 デューク大学

北米 アメリカ合衆国 ノースカロライナ大学

地域 国名 機関名

地球環境学舎

アジア インド ジャワハルラール・ネルー大学

アジア インドネシア University of Brawijaya

アジア インドネシア インドネシア科学研究院（LIPI）

アジア インドネシア インドネシア大学

アジア インドネシア パランカラヤ大学医学部、パランカラヤ大学国際熱帯泥炭管理セン
ター

アジア バングラデシュ アメリカ国際大学バングラディシュ校

アジア マレーシア マレーシア国民大学

アジア ミャンマー イエジン農業大学

アジア 韓国 ソウル国立大学

アジア 韓国 チャンウォン大学

アジア 香港 香港バプティスト大学

アジア 台湾 輔仁大学

アジア 中国 精華大学

アジア 中国 武漢大学

アジア 中国 浙江大学

アフリカ マラウイ リロングウェ農業・自然資源大学

アフリカ マラウイ 農業省ルニャングワ試験場

欧州 ドイツ ドイツ・グローバル・地域研究所（GIGA）

欧州 ドイツ ハンブルク大学

欧州 ロシア Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute

欧州 ロシア 欧州大学サンクトペテルブルク校



欧州 英国 リーズ大学

欧州 英国 レスター大学

欧州 英国 ローサムステッド研究所

大洋州 オーストラリア オーストラリア国立大学

大洋州 オーストラリア オーストラリア国立大学

大洋州 オーストラリア タスマニア大学

北米 アメリカ合衆国 ハワイ大学

地域 国名 機関名

経営管理大学院

アジア インド インド工科大学カラグプル校

アジア インド インド工科大学デリー校

アジア インド インド工科大学ボンベイ校

アジア インド 西ベンガル国立法科大学

アジア フィリピン アテネオ大学

アジア ベトナム ハノイ交通通信大学

アジア ベトナム ハノイ貿易大学

アジア ベトナム ベトナム国道路総局

アジア マレーシア マレーシア国際イスラム大学

アジア ラオス ラオス国立大学

アジア 台湾 国立台湾大学

欧州 デンマーク コペンハーゲンビジネススクール

地域 国名 機関名

化学研究所

アジア インド サハ核物理学研究所

アジア インドネシア パジャジャラン大学数学・自然科学部

アジア インドネシア ベンクル大学教育科学部

アジア タイ スラナリー工科大学科学研究所

アジア タイ チェンマイ大学理学部

アジア タイ チュラロンコン大学薬学部

アジア フィリピン サントトーマス大学

アジア ベトナム ハノイ薬科大学

アジア ベトナム ハノイ理工科大学情報通信技術研究科

アジア ベトナム ベトナム国家大学ハノイ校工科大学

アジア 韓国 ソウル大学校化学及び生物工学科

アジア 韓国 浦項工科大学校浦項加速器研究所

アジア 韓国 啓明大学校伝統微生物資源開発センター

アジア 韓国 慶北大学校高分子化学・工学科

アジア 韓国 高麗大学校生物工学研究所

アジア 韓国 国立金烏工科大学

アジア 韓国 成均館大学校自然科学研究科

アジア 韓国 大邱慶北科学技術研究院

アジア 韓国 梨花女子大学校薬学部

アジア 香港 香港大学数学科 

アジア 香港 香港中文大学化学系

アジア 台湾 国立成功大学電気情報学院

アジア 台湾 国立台湾大学化学科



アジア 台湾 国立台湾大学凝縮物質科学研究センター

アジア 台湾 国立台湾大学材料科学與工程学科

アジア 台湾 国立中山大学化学科

アジア 中国 華東理工大学生物反応器工程国家重点実験室

アジア 中国 華南理工大学材料科学与工程学院

アジア 中国 九江学院科学・環境工学部

アジア 中国 上海交通大学材料科学与工程学院

アジア 中国 中国科学院プロセス工学研究所

アジア 中国 中国科学院化学研究所

アジア 中国 中国科学院上海光学精密機械研究所

アジア 中国 復旦大学知的情報処理研究所

その他・国以外 EU 欧州連合高等教育交流計画

欧州 アイスランド アイスランド大学物理科学研究所

欧州 イタリア サッサリ大学建築・設計学部

欧州 イタリア ナポリフェデリコ II 世大学工学部

欧州 イタリア リニャーロ国立研究所（国立原子核物理研究所）

欧州 スウェーデン ストックホルム王立工科大学

欧州 スウェーデン リンシェーピン大学

欧州 スペイン バスク大学物質物理学科

欧州 チェコ カレル大学理学研究科

欧州 ドイツ デュイスブルク大学物理学部

欧州 ドイツ ブラウンシュヴァイク工科大学および分析化学研究所化学研究所

欧州 ドイツ ベルリン・シンクロトロン放射光電子蓄積リンク研究所

欧州 ドイツ ボン大学無機化学研究所

欧州 ドイツ マックス・プランク研究所マインツ大学高分子研究所

欧州 ドイツ マックスプランク原子核研究所

欧州 ドイツ ユーリッヒ研究センター固体研究所

欧州 ハンガリー ハンガリー科学アカデミー原子核研究所

欧州 ハンガリー ハンガリー科学アカデミー中央化学研究所

欧州 フランス ボルドー凝縮物質化学研究所

欧州 フランス モンペリエ第2大学ICGM

欧州 フランス レンヌ第一大学材料構造特性研究部

欧州 ブルガリア ブルガリア化学工学大学

欧州 ルーマニア 国立ホリアフルベイ物理原子力研究所

欧州 ロシア ドゥブナ連合原子核研究所

欧州 ロシア モスクワ物理工科大学

欧州 英国 エジンバラ大学極限条件科学センター

欧州 英国 ダラム大学科学学部

欧州 英国 リーズ大学高分子学際科学研究所

北米 米国 オハイオ州立大学化学及び生物化学科

北米 米国 カリフォルニア大学サンタ・バーバラ校工学研究科

北米 米国 ノートルダム大学化学・生物化学科

北米 米国 マイアミ大学化学科

北米 米国 ミシガン大学化学工学部

北米 米国 ミネソタ大学化学工学及び物質科学部



地域 国名 機関名

ウイルス・再生医科学研究所

アジア インド National Centre for Biological Sciences, India

アジア 台湾 National Center for Theoretical Sciences, Taiwan

アジア 中国 上海医科大学付属中山医院

アジア 中国 浙江師範大学

欧州 イタリア Telethon Institute of Genetics and Medicine

欧州 オーストリア University of Veterinary Medicine

欧州 オランダ Maastricht University Medical Center

欧州 スイス Institute of Microbiology, ETH Zurich

欧州 スイス University of Basel

欧州 スペイン Centro de Investigaciones Biológicas 

欧州 スペイン Institute of Parasitology and Biomedicine Lo´pez-Neyra–
Spanish

欧州 デンマーク University of Copenhagen

欧州 ドイツ EMBLハイデルベルク

欧州 ドイツ German Cancer Research Center

欧州 ドイツ Max-Delbrück-Center

欧州 ドイツ アルベルト・ルートヴィヒ大学フライブルク

欧州 ドイツ フィリップ大学マールブルク

欧州 ドイツ ボン大学

欧州 フランス Institut de Biologie Structurale CEA-CNRS-UGA

欧州 フランス Institute for Genetics and Cellular and Molecular Biology

欧州 フランス ストラスブール大学

欧州 フランス パスツール研究所

欧州 ベルギー リエージュ大学

欧州 ポルトガル Universidade do Algarve

欧州 英国 University of Manchester

欧州 英国 University of Oxford

欧州 英国 インペリアルカレッジロンドン

欧州 英国 ケンブリッジ大学

欧州 英国 シェフィールド大学

欧州 英国 英国幹細胞バンク

中東 イスラエル Weizmann Institute of Science

中南米 ブラジル University of Sao Paulo

北米 アメリカ合衆国 Harvard Medical School

北米 アメリカ合衆国 NCI

北米 アメリカ合衆国 NIH

北米 アメリカ合衆国 Stanford University

北米 アメリカ合衆国 UCSD

北米 アメリカ合衆国 ヴァンダービルト大学

北米 アメリカ合衆国 オハイオ州立大学

北米 アメリカ合衆国 カリフォルニア大学サンフランシスコ校

北米 アメリカ合衆国 カリフォルニア大学ロサンゼルス校

北米 アメリカ合衆国 クリーブラントクリニック

北米 アメリカ合衆国 タフツ大学

北米 アメリカ合衆国 テキサス大学オースティン校



北米 アメリカ合衆国 パデュー大学

地域 国名 機関名

エネルギー理工学研究所

アジア インドネシア インドネシア国立原子力機関（BATAN）先端材料科学技術セン
ター

アジア タイ キングモンクット工科大学トンブリ校エネルギー環境合同大学院大学

アジア タイ ラジャマンガラ工科大学タンヤブリ校

アジア ブルネイ ブルネイ・ダルサラーム大学先端材料とエネルギーのセンター

アジア ベトナム ベトナム国家大学ハノイ校ナノテクノロジーとエネルギー研究センター

アジア 韓国 蔚山科学技術大学核融合プラズマ安定性・閉じ込め研究センター

アジア 韓国 釜慶大学校工科大学産業科学技術研究所

アジア 韓国 韓国 原子力研究所核物質部

アジア 韓国 韓国科学技術院核融合プラズマ輸送研究センター

アジア 韓国 韓国国立核融合研究センター

アジア 韓国 基礎科学支援研究所

アジア 韓国 東義大学校工科大学

アジア 韓国 東義大学校産學協力センター

アジア 中国 核工業西南物理研究所

アジア 中国 西南交通大学　　　　　核融合科学研究所核融合科学研究所

アジア 中国 中国科学院高エネルギー物理研究所

アジア 中国 中国原子能科学研究院

アジア 中国 北京科技大学材料失効研究所

アフリカ 南アフリカ ネルソンマンデラメトロポリタン大学高解像度トランスミッション電子顕
微鏡検査センター

欧州 イタリア トリノ工科大学材料科学及び化学工学科

欧州 ウクライナ ウクライナ国立科学センターハリコフ理工学研究所プラズマ物理研究
所

欧州 スペイン 国立エネルギー環境・技術研究所（CIEMAT)

欧州 スロバキア スロヴァキア工科大学電子工学・情報工学科

欧州 ドイツ エアランゲン・ニュルンベルク大学工学・材料科学部

欧州 ドイツ マックス・プランク　　　プラズマ物理研究所

欧州 ルーマニア 国立ホリアフルベイ物理原子力研究所

欧州 ロシア 国立科学センター クルチャトフ研究所

大洋州 オーストラリア オーストラリア国立大学プラズマ研究所

大洋州 オーストラリア シドニー大学物理学研究科

大洋州 オーストラリア 南オーストラリア・フリンダース大学

北米 ドイツ ウィスコンシン大学核融合技術研究所

北米 米国 イリノイ大学核融合研究所

北米 米国 ウィスコンシン大学マディソン校トルサトロン／ステラレータ研究セン
ター

北米 米国 カリフォルニア州立大学サンタバーバラ校

北米 米国 カリフォルニア大学ローレンスバークレー国立研究所ビーム物理学研
究センター

北米 米国 スタンフォード大学ハンセン実験物理研究所自由電子レーザーセン
ター

北米 米国 ニューヨーク・シティ大学エネルギー研究所

北米 米国 ローレンス・リバモア国立研究所グローバルセキュリティ研究領域



地域 国名 機関名

生存圏研究所

アジア インド インド宇宙庁国立大気科学研究所

アジア インド インド地磁気研究所（IIG)

アジア インドネシア アンダラス大学理学部

アジア インドネシア インドネシア イスラム大学土木工学・計画学部

アジア インドネシア インドネシア科学院生物材料研究センター

アジア インドネシア インドネシア航空宇宙庁

アジア インドネシア タンジュンプラ大学森林学部

アジア タイ チュラロンコン大学理学部

アジア バングラデシュ クルナ大学

アジア マレーシア KM HYBRID PLANTATION SDN BHD

アジア マレーシア マレーシア理科大学生物学部

アジア 韓国 江原大学校　山林環境科学大学

アジア 台湾 国立成功大学計画設計学院

アジア 台湾 国立中興大学

アジア 中国 西南林業大学

アジア 中国 東北林業大学材料科学・工程学院

アジア 中国 南京林業大学

アジア 中国 浙江農林大学

欧州 フィンランド フィンランドVTT技術研究所

欧州 ブルガリア ブルガリア科学院情報数理学部

北米 米国 オクラホマ大学大気・地理学部

地域 国名 機関名

防災研究所

アジア インド アンドラ大学大気海洋学部

アジア インド 水資源開発管理センター

アジア インド 都市・建築大学

アジア インドネシア インドネシア共和国水管理公団

アジア インドネシア エネルギー鉱物資源省地質学院

アジア インドネシア ムハマディア大学ジョクジャカルタ校工学部

アジア ネパール トリブバン大学工学研究科

アジア ネパール ハイドロラボ

アジア ネパール 国際総合山岳開発センター

アジア バングラデシュ ダッカ大学地球環境科学学部

アジア バングラデシュ バングラデシュ工科大学水・洪水管理研究所

アジア バングラデシュ 国際下痢疾患研究センター健康・人口研究センター

アジア ブータン 経済産業省　地質鉱山局

アジア ベトナム ベトナム水資源大学

アジア マレーシア マレーシア国民大学東南アジア防災研究所

アジア 韓国 蔚山科学技術大学校都市・環境工学研究科

アジア 韓国 韓国水資源公社　融合研究院

アジア 韓国 韓国地質資源研究院　地質環境部門

アジア 韓国 江原国立大学校防災技術専門大学院

アジア 韓国 忠南大学校国際水資源研究所

アジア 台湾 逢甲大学建設学院



アジア 台湾 国立成功大学水工試験所

アジア 台湾 国立成功大学防災研究中心

アジア 台湾 国立台湾大学　気候天気災害研究センター

アジア 台湾 国立中興大学

アジア 台湾 台湾応用研究院地震工学研究センター

アジア 台湾 台湾国立防災科学技術センター

アジア 中国 河海大学海岸災害及防護重点実験室

アジア 中国 四川大学水理学・山地河川工学国家重点研究所

アジア 中国 成都理工大学地質災害防治・地質環境保全国家重点実験室

アジア 中国 西南交通大学地球科学與環境工程学院

アジア 中国 中国科学院寒区旱区環境興工程研究所

アジア 中国 中国科学院青蔵高原研究所

アジア 中国 中国海洋大学工学部

アジア 中国 中国地質科学院地質学研究所

アジア 中国 東北師範大学環境学院

アジア 中国 武漢理工大学中国応急管理研究センター

アジア 中国 防災復興学院(四川大学・香港理工大学)

アジア 中国 北京師範大学資源学院

アジア 中国 北京理工大学資源・環境政策研究センター

アジア 中国 蘭州大学土木工程・力学学院

アジア 日本 国立研究開発法人土木研究所水災害・リスクマネジメント国際セン
ター

アフリカ エジプト アシュート大学理学部

アフリカ エジプト カイロドイツ大学

アフリカ エジプト 水資源・灌漑省国立水資源研究所

アフリカ モロッコ モロッコハッサン2世大学カサブランカ校理工学研究科

欧州 アイスランド アイスランド大学工学と自然科学学部

欧州 イタリア フローレンス大学地球科学部

欧州 イタリア ボローニヤ大学土木・化学・環境・材料工学学科

欧州 イタリア 欧州委員会共同研究センター市民保健保護安全保障研究所

欧州 スイス 世界気象機関

欧州 スロバキア コメニウス大学ブラチスラバ校自然科学部

欧州 ドイツ ハンブルグ大学地球システム研究およびサステナビリティセンター

欧州 フランス フランス　地質・鉱山研究所

欧州 フランス ボルドー大学工学研究所

欧州 フランス 国際連合教育科学文化機関　（ユネスコ）
国際斜面災害研究機
構(ICL)

欧州 英国 スウォンジー大学工学部

欧州 英国 ノーザンブリア大学応用科学部

大洋州 オーストラリア 国際応用システム分析研究所

大洋州 ニュージーランド カンタベリー大学地震センター

大洋州 フィジー 南太平洋大学環境科学学部

中東 イラン 国際地震工学・地震学研究所

中東 インド インド工科大学ルールキー校減災と災害管理中核研究センター

中南米 コロンビア ロスアンデス大学工学部

中南米 ブラジル サンパウロ大学工学部

南米 ブラジル リオグランデドスル連邦大学水理学研究所

北米 カナダ 巨大災害軽減研究所



北米 米国 オクラホマ大学大気・地理学部

北米 米国 太平洋地震工学研究センター

地域 国名 機関名

基礎物理学研究所

アジア タイ ナレスアン大学

アジア 韓国 韓国天文宇宙科学研究院

アジア 韓国 仁荷大学校自然科学大学

アジア 韓国 大韓民国高等研究所

アジア 台湾 国立台湾大学

アジア 台湾 台湾国立理論科学研究所

アジア 中国 中国科学院国家天文台

欧州 ノルウェー オスロ大学

欧州 英国 ロンドン大学クイーン・メアリー

北米 アメリカ合衆国 ウィスコンシン大学

北米 アメリカ合衆国 カリフォルニア工科大学

地域 国名 機関名

複合原子力科学研究所

アジア 韓国 韓国原子力研究所

欧州 オーストリア 国際原子力機関（IAEA）

欧州 ドイツ カールスルーエ工科大学

欧州 英国 オックスフォード大学

欧州 英国 ブリストル大学

大洋州 オーストラリア ウーロンゴン大学

北米 アメリカ合衆国 National Institute of Standards and Technology, NIST

北米 アメリカ合衆国 スタンフォード大学

北米 アメリカ合衆国 パーデュー大学

地域 国名 機関名

霊長類研究所

アジア インド インド国立高等研究所

アジア インドネシア ガジャマダ大学獣医学部

アジア インドネシア ボゴール農科大学理数学部

アジア スリランカ スリジャヤワルデネプラ大学社会学・人類学教室

アジア タイ タイ王国動物園協会

アジア タイ チュラロンコン大学理学部

アジア タイ チュラロンコン大学霊長類研究センター

アジア ミャンマー ミャンマー文化宗教省考古局

アジア 韓国 ソウル大公演（ソウル動物園）

アジア 韓国 韓国国立生態院

アジア 台湾 国立屏東科技大学

アジア 中国 中山大学社会学与人類学院

アフリカ ギニア ギニア科学技術庁

アフリカ ギニア ボッソウ環境研究所

アフリカ コンゴ民主共和国 キンシャサ大学理学部

アフリカ コンゴ民主共和国 生態森林研究所

欧州 スイス チューリッヒ大学獣医学部

北米 アメリカ合衆国 インディアナポリス動物園



北米 アメリカ合衆国 ケント州立大学

北米 アメリカ合衆国 サンディエゴ動物園

北米 アメリカ合衆国 リンカーンパーク動物園

地域 国名 機関名

東南アジア地域研究研究所

アジア インドネシア ガジャマダ大学

アジア インドネシア 土地問題情報センター

アジア タイ タイ・ベトナム友好協会

アジア バングラデシュ バングラデシュ農業大学

アジア フィリピン Center for Media Freedom and Responsibility

アジア フィリピン アジア経営大学院

アジア フィリピン デ・ラサール大学

アジア フィリピン ブラカン州立大学

アジア マレーシア マレーシア科学アカデミー

欧州 スイス チューリッヒ工科大学

欧州 ドイツ ミュンヘン工科大学

欧州 ドイツ 国際協力アカデミー

欧州 英国 Center for Environment, Fisheries and Aquaculture Science

欧州 英国 エディンバラ大学

大洋州 オーストラリア オーストラリア国立大学

大洋州 オーストラリア クィーンズランド大学

北米 アメリカ合衆国 ハワイ大学マノア校

北米 アメリカ合衆国 ペンシルバニア州立大学

北米 カナダ トロント大学

地域 国名 機関名

生態学研究センター

アジア タイ タイ国立科学技術研究所

アジア モンゴル モンゴル科学アカデミー地球生態学研究所

アジア 韓国 国立生態院

アジア 台湾 中央研究院環境変遷研究中心

欧州 イタリア トリノ大学植物生物学科

地域 国名 機関名

総合博物館

アジア インドネシア インドネシア科学院生物学研究センター

アジア タイ チュラロンコン大学

アジア マレーシア マラヤ大学

アジア ミャンマー ヤンゴン大学

アジア ラオス ラオス国立大学

アジア 韓国 ソウル大学

地域 国名 機関名

こころの未来研究センター

アジア シンガポール シンガポール国立大学

アジア ブータン ロイヤルティンプ大学

アジア ブータン 王立ブータン研究所

アジア 韓国 コリア大学



アジア 台湾 国立台湾大学

欧州 オランダ アムステルダム大学

欧州 ドイツ ハーゲン大学

欧州 ベルギー ルーヴェン大学

欧州 英国 ケント大学

欧州 英国 ブルネン大学

大洋州 オーストラリア カーティン大学

北米 アメリカ合衆国 アルカディア大学

北米 アメリカ合衆国 カンザス州立大学

北米 アメリカ合衆国 ゴンザガ大学

北米 アメリカ合衆国 スタンフォード大学

北米 アメリカ合衆国 ミシガン大学

北米 カナダ アルバータ大学

北米 カナダ コンコルド大学

北米 カナダ ブリティッシュコロンビア大学

地域 国名 機関名

アフリカ地域研究資料センター

アフリカ ウガンダ マケレレ大学人文社会科学カレッジ

アフリカ ガーナ ケープコースト大学地理学地域計画学教室

アフリカ ガボン ガボン科学技術研究センター

アフリカ カメルーン ヤウンデ第１大学人文社会学部カレッジ

アフリカ カメルーン 開発農業研究所

アフリカ ケニア ケニア野生生物公社

アフリカ ケニア ナイロビ大学アフリカ研究所

アフリカ コンゴ民主共和国 科学技術省

アフリカ コンゴ民主共和国 自然科学研究センター

アフリカ コンゴ民主共和国 人文科学研究センター

アフリカ コンゴ民主共和国 保健科学研究所

アフリカ ザンビア ザンビア大学経済社会研究所

アフリカ タンザニア ソコイネ農業大学

アフリカ マダガスカル チンバザザ動植物園

欧州 ドイツ ケルン大学グローバルサウス研究センター

欧州 英国 エディンバラ大学アフリカ研究センター

地域 国名 機関名

国際高等教育院

アジア インドネシア Sanata Dharma University

欧州 ドイツ Technical University Dortmund


