
海外研究機関との共同研究 ( 2021年度）

地域 国名 機関名

文学部・文学研究科

アジア 韓国 延世大学

アフリカ ケニア ナイロビ大学

欧州 イタリア ナポリ東洋大学

欧州 オーストリア University of Vienna

欧州 オーストリア ウィーン大学

欧州 オランダ ライデン大学

欧州 フランス École Pratique des Hautes Études - PSL

欧州 英国 ブリストル大学

大洋州 オーストラリア Monash大学

北米 アメリカ合衆国 プリンストン大学

地域 国名 機関名

教育学部・教育学研究科

アジア シンガポール 南洋理工大学

アジア 韓国 晋州教育大学校

欧州 英国 UCL教育研究所

大洋州 オーストラリア ニューイングランド大学

地域 国名 機関名

理学部・理学研究科

アジア インド Indian Institute of Astrophysics

アジア インド Indian Institute of Science Education and Research 
Thiruvananthapuram

アジア インド インド地磁気研究所

アジア インドネシア LAPAN, IBT

アジア ベトナム Tay NguyenUniv.

アジア 韓国 蔚山科学技術大学（UNIST）

アジア 韓国 韓国先端科学技術大学（KAIST）

アジア 中国 湖北工業大学

アジア 中国 国立中興大学

アフリカ 南アフリカ 南アフリカ国立宇宙機関

欧州 キプロス American University of Cyprus (AUCY)

欧州 スペイン ラモン・ルウル大学エブロ観測所

欧州 ドイツ University of Duisburg-Essen

欧州 ドイツ ライプニッツ応用地球物理学研究所

欧州 ブルガリア ソフィア大学

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 ロシア科学アカデミー(チェルノゴロフカ) 固体物性研究所

欧州 ロシア 北極南極研究所

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 ヨルダン ヨルダン科学技術大学

中南米 アルゼンチン Institute for Research in Astronomy and Astrophysics

中南米 ペルー Geophysical Institute of Peru

中南米 ペルー San Luis Gonzaga National University（国立イカ大学）



北米 アメリカ合衆国 University of Southern California

北米 アメリカ合衆国 デンバー大学

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 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 インド科学技術庁（DST）

アジア 韓国 韓国研究財団（NRF）

アジア 中国 中国国家自然科学基金委員会（NSFC）

欧州 オランダ Technical University of Eindhoven

欧州 スウェーデン Lund University

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 英国王位協会（The Royal Society)

中東 トルコ トルコ科学技術研究機構（TUBITAK）

北米 アメリカ合衆国 North Carolina State University

北米 アメリカ合衆国 University of Massachusetts Amherst

地域 国名 機関名

農学部・農学研究科

アジア 韓国 Rural Development Administration

大洋州 ニューカレドニア Institut Agronomique néo-Calédonien

地域 国名 機関名

エネルギー科学研究科

アジア 香港 Hong Kong Baptist University

アジア 中国 塩城工学院

欧州 フランス ボルドー大学

欧州 英国 Open University

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 ジャワハルラール・ネルー大学

アジア スリランカ ペラデニヤ大学

アジア ネパール NPO 「創造的先住民協会」

アジア ネパール マーティン・チョータリー研究所

アジア ネパール 社会教育・環境開発（NGO）

アジア ブータン 保険省

アジア マレーシア マレーシア日本国際工科院

アジア ラオス ラオス国立農林業研究所

アジア ラオス 農林水産省森林局

アジア 韓国 釜山外国語大学地中海研究所

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 ザンビア 国際アグロフォレストリー研究センター

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 マダガスカル マダガスカル応用科学研究所

アフリカ 南アフリカ ケープタウン大学

欧州 イギリス ロンドン大学ゴールドスミス校

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 英国 ストラスクライド大学

欧州 英国 ダーラム大学

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

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

生命科学研究科

アジア 韓国 Ulsan National Institute of Science and Technology（UNIST）

アジア 台湾 National Taiwan University

アジア 中国 Shenzhen University

欧州 オーストリア Gregor Mendel Institute

欧州 フランス Institut Pasteur

欧州 英国 University of Oxford

北米 アメリカ合衆国 Harvard University

北米 カナダ University of Toronto

地域 国名 機関名

地球環境学舎

アジア インド  Indian Institute of Technology Delhi

アジア ベトナム  Green Development Center

アジア 香港 The University of Hong Kong (Hong Kong)

アジア 台湾 國家災害防救科技中心 (National Science and Technology 
Center for Disaster Reduction)

アフリカ マラウイ 農業省　研究局

欧州 スイス University of Basel

欧州 スイス University of St Gallen

欧州 ドイツ German Institute of Global and Area Studies

欧州 ドイツ Goethe University

欧州 フィンランド Tampere University

欧州 英国 University of Northumbria

大洋州 オーストラリア Monash University

大洋州 オーストラリア RMIT

大洋州 オーストラリア The University of Newcastle

大洋州 サモア独立国 Pacific Climate Change Centre 



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 ベンクル大学教育科学部

アジア シンガポール 南洋理工大学物理・数学科学研究科

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　情報技術学科

アジア モンゴル モンゴル国立大学文理学部自然科学科

アジア 韓国 ソウル大学校化学及び生物工学科／ブレインコリア21化学工学分
野

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 台湾 国立交通大学（新：国立陽明交通大学）生物科技学院

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／化学研究科

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 九江学院化学・環境工学部

アジア 中国 香港大学数学科

アジア 中国 香港中文大学化学系

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

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 世大学化学工学部

欧州 イタリア レニャーロ国立研究所

欧州 スウェーデン スウェーデン王立工科大学

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-エッセン大学物理学部

欧州 ドイツ ブラウンシュヴァイク工科大学無機および分析化学研究所

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（ライン・フリードリヒ・ヴィルヘルム大学ボン）無機化学研究
所

欧州 ドイツ マックス・プランク研究所

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高分子研究領
域

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 モンペリエ大学シャルルジェラール研究所　（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 ベルギー 欧州連合高等教育交流計画

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 アメリカ合衆国 カリフォルニア大学サンタバーバラ校工学研究科

北米 アメリカ合衆国 ノートルダム大学化学・生物化学科

北米 アメリカ合衆国 マイアミ大学化学科

北米 アメリカ合衆国 ミネソタ大学化学工学及び物質科学部

地域 国名 機関名

医生物学研究所

欧州 ドイツ アルベルト・ルートヴィヒ大学フライブルク

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 ラオス ラオス国立大学工学部

アジア 韓国 蔚山科学技術大学校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 韓国原子力研究院核物質部

アジア 韓国 韓国国立核融合研究所

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 華中科技大学プラズマ物理国際共同研究所



アジア 中国 核工業西南物理研究所

アジア 中国 核工業西南物理研究所核融合科学センター

アジア 中国 西南交通大学核融合科学研究所

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

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

欧州 スロバキア スロバ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（フリードリヒ・アレクサンダー大学エア
ランゲン・ニュルンベルク）工学・材料科学部

欧州 ドイツ マックス・プランク研究所

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 サウスオーストラリア・フリンダース大学

大洋州 オーストラリア シドニー大学物理学研究科

北米 アメリカ合衆国 イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校核融合研究所

北米 アメリカ合衆国 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 アメリカ合衆国 ウィスコンシン大学核融合技術研究所

北米 アメリカ合衆国 カリフォルニア大学サンタバーバラ校

北米 アメリカ合衆国 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 アメリカ合衆国 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 アメリカ合衆国 ニューヨーク・シティ大学エネルギー研究所

北米 アメリカ合衆国 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原子
力エネルギー材料部門／原子力エネルギー材料部門

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 インド国立地磁気研究所

アジア インドネシア アンダラス大学数学・自然科学学部

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 インドネシア国立航空宇宙研究所

アジア インドネシア タンジュンプラ大学森林学部／農学部／数学自然科学部／工学
部

アジア インドネシア ムラワルマン大学林学部／数理学部／農学部

アジア インドネシア 環境林業省 森林研究開発イノベーション局 林産物研究・開発セ
ンター森林研究開発イノベーション局／林産物研究・開発センター

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 プトラ・マレーシア大学

アジア マレーシア マレーシアサインズ大学（マレーシア科学大学）生物学部

アジア 韓国 江原国立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 国立台湾歴史博物館

アジア 台湾 国立中興大学College of Agriculture and Natural Resources／
College of Liberal Arts／College of Management／Research 
Center for Humanities and Social Sciences／Center for 
Environmental Restoration and Disaster Reduction／
International Agriculture Center

アジア 台湾 台湾国家実験研究院　台湾国家宇宙センター　(NSPO)

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 フィンランド技術研究所

欧州 フランス フランス国立科学研究センター

欧州 フランス ロレーヌ大学　（旧ナンシー・アンリポワンカレ大学）Pôle A2F／理工
学部

欧州 ブルガリア ブルガリア科学アカデミー情報数理学部

北米 アメリカ合衆国 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 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

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 インドネシア国立航空宇宙研究所大気科学・技術センター

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グ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 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 フィリピン イザベラ州立大学工学部

アジア フィリピン マリアノ・マルコス州立大学

アジア ブータン ブータン経済産業省地質鉱山局

アジア ベトナム チュイロイ大学（旧：ベトナム水資源大学）

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College of Agriculture and Natural Resources／
College of Liberal Arts／College of Management／Research 
Center for Humanities and Social Sciences／Center for 
Environmental Restoration and Disaster Reduction／
International Agriculture Center



アジア 台湾 国立防災科学技術センター

アジア 台湾 台湾国家実験研究院　地震工学研究センター

アジア 中国 温州大学生命環境科学学院

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

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 中国地震局地震預測研究所

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 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 西部災害・環境力学教育部重点
実験室

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　ICHARM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 カイロ・ドイツ大学

アフリカ モロッコ ハッサン2世大学カサブランカ校理工学研究所

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 フィレンツェ大学地球科学部

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護安全保障研究所（JRC）

欧州 オーストリア 国際応用システム分析研究所

欧州 スイス 世界気象機関

欧州 スロバキア コメニウス大学自然科学部

欧州 ドイツ ハンブルク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 フランシュ＝コンテ大学　

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

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 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 ニュージーランド ニュージーランド地質・核科学研究所

大洋州 フィジー 南太平洋大学環境科学部

中東 イラン 国際地震工学・地震学研究所

中南米 コロンビア ロス・アンデス大学（コロンビア）工学部

中南米 ブラジル サンパウロ大学工学部

北米 アメリカ合衆国 オクラホマ大学大気・地理学部

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スクリップス海洋研究所

北米 アメリカ合衆国 南カリフォルニア地震センター

北米 カナダ 巨大災害軽減研究所



地域 国名 機関名

基礎物理学研究所

欧州 ドイツ ミュンヘン工科大学

欧州 フランス パリ天体物理学研究所

地域 国名 機関名

複合原子力科学研究所

アジア 香港 The City University of Hong Kong

大洋州 オーストラリア University of Wollongong

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

地域 国名 機関名

東南アジア地域研究研究所

アジア シンガポール The Institute of Southeast Asian Studies, Yusof Ishak Institute

アジア マレーシア マレーシア日本国際工科院

アジア 台湾 台湾東南アジア学会

地域 国名 機関名

生態学研究センター

欧州 オランダ Vrije Universiteit AMOLF Amsterdam

欧州 チェコ チェコ科学アカデミー・水生生物研究所

北米 アメリカ合衆国 Colorado State University

北米 アメリカ合衆国 Michigan State University

北米 アメリカ合衆国 Princeton University

北米 アメリカ合衆国 The University of North Carolina

北米 アメリカ合衆国 U.S. Geological Survey

北米 アメリカ合衆国 University of Montana

地域 国名 機関名

こころの未来研究センター

アジア 台湾 国立台湾大学

欧州 ノルウェー オスロ大学

欧州 ベルギー ルーヴェン大学

欧州 ポーランド ポーランド科学院

欧州 英国 エクスター大学

欧州 英国 ケント大学

欧州 英国 ヨーク大学

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 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 アメリカ合衆国 モーガン州立大学

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

アジア インド ジャワハルラール・ネルー大学国際研究学科

アジア 韓国 韓国外国語大学

アフリカ ウガンダ ウガンダ国立気象局



アフリカ エチオピア アディスアベバ科学技術大学

アフリカ エチオピア エチオピア道路公社

アフリカ エチオピア ジジガ大学

アフリカ エチオピア ジンカ大学

アフリカ カメルーン 国立チャン大学（University of Dschang）

アフリカ カメルーン 国立農業開発研究所（IRAD）

アフリカ ケニア ケニヤッタ大学経済学部

アフリカ ザンビア 国際アグロフォレストリー研究センター

アフリカ タンザニア キリマンジャロ・クリスチャン・メディカルセンター

アフリカ タンザニア ソコイネ農業大学

アフリカ タンザニア ムヒンビリ健康科学大学

アフリカ ニジェール ニアメ大学

アフリカ ニジェール ニジェール環境・砂漠化対処省

アフリカ ニジェール ニジェール国立気象局

アフリカ ボツワナ ボツワナ大学

アフリカ マダガスカル アンタナナリヴ大学理学研究科

アフリカ マダガスカル マダガスカル応用科学研究所

アフリカ 南アフリカ ケープタウン大学

欧州 ドイツ バイロイト大学

地域 国名 機関名

高等研究院

欧州 イタリア The FIRC Institute of Molecular Oncology

欧州 オーストリア Research Institute of Molecular Pathology

欧州 スペイン The Centre for Genomic Regulation

欧州 ドイツ Max Planck Institute

欧州 ドイツ Max Planck Institute for Biological Cybernetics/University of 
Tübingen

欧州 フランス The Institute of Human Genetics

欧州 英国 Oxford University

欧州 英国 The Francis Crick Institute 

北米 アメリカ合衆国 Massachusetts Institute of Technology

北米 カナダ McGill University


