
Vol.5 2016.3

慶應義塾大学大学院　政策・メディア研究科 / 理工学研究科
グローバル環境システムリーダープログラム（GESL）
文 部 科 学 省　 博 士 課 程 教 育 リー ディン グ プ ロ グ ラム

Keio University 
Graduate School of Media and Governance / Graduate 
School of Science and Technology
Global Environmental System Leaders Program
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology (MEXT)

CONTENTS

1．Prefatory note
	 巻頭言

2．Introduction of new GESL students
 GESL学生の自己紹介

3．International training reports
 国際トレーニング成果報告

4．Open Research Forum 2015への出展
 

5．GESL workshop reports 
 GESLワークショップ報告



Vol.5 2016.3



Prefatory note 

巻頭言

Professor, Graduate 
School Univ. of Tsukuba, 
School of Information 
Systems and Computer 
Science.

Takatugu	Kitagawa

筑波大学大学院　システム
情報系　教授

北川　高嗣

Have you ever imagined “How we can change the world”?
From long-lasting sense of stagnation or unstable recent political 
situation, many people may have felt it. This world, however, has 
been changing at an astonishing rate. Answer to the question may 
include providing exponential change and such an organization 
is referred as the “Exponential Organization”. 
The world will not change by modifying an existing system nor 
eliminating things. For example, a mobile phone, in 2004-2010, 
has dramatically spread and the number of users counts more 
than 6 billions globally. Among them, approximately 2.5 billion 
have been connected to the Internet. This number, of course, 
sooner or later exceeded 5 billion, will go close to the number of 
the mobile phone users. On that platform, the service providers 
（typically Amazon, Rakuten in Japan）  have definitively changed 
the individual’s lifestyle.
Emergence and decline has happened already many times. 
The advent of digital cameras, was expelled Kodak from the 
market. Even Nokia who boasted the top market share in the 
mobile phone has declined due to an erroneous judgment of 
an M & A of geographic information company （this essentially 
overlooked crowdsourcing）. 
We can go upstream the origin of exponential impact to Moore's 
Law. This "Performance" branches into three aspects of price, 
size, processing speed （throughput）.“Double in 18 months” 
results in 100-fold in 10 years.
This rarely happens in the real world, say, gasoline 100 yen/litter 
will not become 1 yen/litter. However, “running computer” TESLA 
has already achieved fuel cost free framework by providing solar 
charger stations to the “Model S” users.
This influence, in fact, is unimaginable even for an expert. 
Experts misjudge for sure. Previous Nokia case, Motorola's 
Iridium （satellite network） and Symbian smartphone OS are 
well-known cases of more than 90% of forecast were misjudged. 
The influence of the Moore’s law extends to memory and network.
In fact, evolution speed of the memory （storage medium） is 
faster than computing throughput. The network a bit slower also 
shows the exponential change. All in all, the memory of human, 
information, communication and the collaboration have been 
exponentially accelerated. This inevitably leads to “Singularity”, 
discontinuous change of the world.
These exponential changes, when combined with realistic world, 
"this world will change autonomously". Google（including, Android, 
Google Map, YouTube, etc.）, Facebook, LINE are the cases 
and our world is full of serendipity. Perhaps, greatest lifestyle 
innovation will occur in the field of energy and environment, as 
well as medical health care including food supply.
If the model is not compatible with the 6 billion emerging 
market, simply vanishes due to the “Natural Selection”. This 
drastic change in lifestyle can not be caught up with ordinary 
conventional organization with linear growth, but realized only 
by exponential growth through  the “Exponential Organization”. 
The former shall be easily overwhelmed by the latter.

どうしたらこの世を変えられるのだろうと、思ったことがあ
るだろうか?

長く続く閉塞感から、あるいは、昨今の政局の独走からそのように
感じている人も多いだろう。とはいえ、この世は、驚くべき速度で
変わっている。どうすれば、この世は変わるのか?　の、答えをいえ
ば、指数関数的変化（いわゆる倍々ゲームで増えるものであり、速
度よりも加速度にその本質がある状態）をもたらすことによってであ
る。このような組織を、Exponential Organization と呼ぶ。世の中
を変えるのはこのような組織（プロダクト、サービス）である。今ま
であるものを、修正変更する、なくすことによって、世の中は変わ
るのではない。例えば、携帯電話は、瞬く間に（2004年から2010年
の間に）世に広がり、現在では、携帯電話の使用者数（携帯電話の出
荷累計ではなくユニークユーザ数）は、60億を超えるとも言われて
いる。そのうちの約25億人が、インターネット接続されている。こ
の数は、当然、早晩50億を超え、ケータイユーザ数に近づいていく
であろう。その上での、サービス提供（典型的にはAmazon、日本で
は楽天など）は、個々人のライフスタイルを決定的に変えた。これは、
すでに何度も起こっている。デジタルカメラの出現は、コダックを
市場から追放した。携帯電話でトップシェアを誇ったノキアですら、
スマートフォンへの乗り換え時に、判断を誤り（これは地理情報の企
業のM&Aに見逃し（クラウド・ソーシング）があった）凋落している。
この指数関数的影響の原点は、どこにあるのだろう。ムーアの法則
というのを聞いたことがあるだろう。コンピュータの演算処理装置

（MPU）の「性能」は、18ヶ月で倍になる。というものだ。第一にこの
「性能」は、3つの側面に分岐する。値段、大きさ、処理速度（処理量）、
である。18ヶ月で倍というのは、概ね10年で100倍である。10年で、
100倍安く、小さく、速くなるものは、めったにない。いくら安くなっ
たとはいえ、100円だったガソリンが、1円になったりしない。しかし、
走るコンピュータTESLAは、既に一生涯、燃料代タダモデルを実現

（モデルSユーザに太陽光チャージャを無料提供）している。この影響
力というのは、実は、専門家でも想像を絶する。専門家は、自分の
知識や、能力の連続性を信じるので、「必ず見誤る」のである。先の
ノキアの事例や、モトローラのイリジウム（衛星ネットワーク）、スマ
ホOSのシンビアンなどがよく知られているが、いわゆる「専門家集
団のコンサル」の見立ては、90%以上外れているのである。9割外れ
たら、専門家とは言わないだろう。さらに、このムーアの法則の波
及は、メモリーとネットワークに及ぶ。実は、メモリー（記憶媒体）
の進化スピードは演算装置よりも速い。ネットワークは、それより
も緩やかであるが、やはり、指数的変化を起こしている。これにより、
人類の記憶、共有、共創は、指数的に加速することとなった。これ
らは、必ず、シンギュラリティ、非連続的な、特異な変化を引き起
こす。これらの指数的変化が、リアル世界と結びついた時、「この世
は変わる」（変わってしまう）のである。Googleは、そうだろう（含む、
アンドロイド、Google Map、YouTubeなど）、Facebookは、LINE
は、そうだろう。私たちの世界は、想像だにしなかった、偶然の出
会いに満ち満ちている。おそらく、今後、ライフスタイルイノベー
ションが、最大規模で起こる場所は、エネルギー・環境と、医療健
康（食を含む）のジャンルである。単純に、60億人市場を支えられる
ようなモデルになっていないものは、消え去る運命にある。日本は、
真に先進的である。これから全ての先進国、新興国（すでに中国はそ
のフェーズに入っている）は、人口ボーナスから、人口オーナス（負
担）のフェーズに入る。例えば少子・高齢化は、その典型事例である。
それでも全世界の人達が健やかに暮らせるであろうライフスタイル
とはどのようなものなのか。このライフスタイルの変更は、指数関
数的なスピードで実現しないと追いつかない。これは、いずれにせよ、
世界の誰かがやる。それがあなたでない保証がどこにあろうか。私
の周辺は、そのような人たちで、満ち満ちている。最先端の日本が
失敗すれば、世界が失敗する可能性が高い。ただし、時間はそれほ
ど残されているわけではない。日本の今、今で言えば、それは、長
くとも5年である。5年後、全ての景色が変わるような、日本である
のか。2016年は、そのことが展望できる最後の年になるであろう。

Prof. Dr. Graduate School Univ. of 
Tsukuba, School of Information Systems 
and Computer Science.
筑波大学大学院教授（システム情報系）、
Univ. of Air（TV Broad Casting, Nation 
wide）放送大学大学院客員教授（総合
情報学）、
Tokyo Univ.東京大学、Keio Univ.慶應大
学非常勤講師、
Stanford Univ.スタンフォード大学客
員研究員（Visiting Scholar, Computer 
Science Dept.）.

JST（文科省MECST科学振興機構）社
会情報分野評価委員長、
CCIF（Consortium against Copyright 
Infringement via File-Sharing Software）
アドバイザー兼技術主査（http://www.
ccif-j.jp/about.html）、
総務省MIACコンテンツ不正流通対策連
絡会（座長代理）、
内閣府CAO「インターネット上の著作権
侵害コンテンツ対策に関するWG」委員、
経産省MITI「グローバル金融システムと
日本経済再生委員会」委員など多数。
文科省MEXT「日本の未来を拓く情報有
識者会議」委員DXC（Data Exchange 
Consortium）顧問（http://www.data-
xc.jp）

Profile　プロフィール

Prospect from 2016 

2016年からの展望

GESL Newsletter ■ Vol. 5 ■ 2016. 3 3



Graduate School of Science and Technology
co+labo （Radović Laboratory）
Major: Livability factors in Tokyo's neighborhoods
Minor: Urban policy
理工学研究科　博士課程1年
co+labo （Radović Laboratory）
主専攻：東京近郊の居住適合性について
副専攻：都市政策

Marco	Capitanio
マルコ カピタニオ

VISION Given the complexity of living in an urban envi-
ronment, an architect or urban designer needs to diversify his/her 
knowledge by entering the realms of engineering and policy-mak-
ing. The Global Environmental System Leader（GESL）program is 
a great opportunity to get involved in cross-disciplinary and collab-
orative research, which is vital for tackling issues such as quality 
of urban life. This is supported by international experiences, which 
help to frame my research within the global state of the art.
都市環境における居住適合性が複雑であることを背景に、建築家や都
市デザイナーにはエンジニアリングや政策決定にまでわたる多様な知
識を持つことが求められています。GESLプログラムは、学際的な共同
研究を通して都市の生活の質などの問題に携わるための素晴らしい機
会をあたえてくれると考えています、また。GESLで得られる国際的な
経験は、私の研究を世界最先端のものにすると期待しています。

MISSION The qual ity of l i fe or l ivabi l i ty of an urban 
environment is the major focus of my research. After investigating this 
topic in Europe and China, I am now turning to the Japanese context 
specifically by looking at Tokyo's peripheral neighborhoods. To enlarge 
my enquiry, I am selecting urban policy as my minor research subject to 
fill the gaps among policy-making, urban design, and public perception.
私の研究では、都市環境における生活の質や居住適合性に注目してい
ます。過去にはヨーロッパや中国にて同様の調査を実施しております
が、今回は東京周辺の地域に焦点を当てて研究しようと思います。研
究や調査の幅を広げるために、私は都市政策をGESLの副専攻として選
び、政策決定や都市計画、人々の認識のギャップを埋める試みを行お
うと考えています。

Introduction of new

学生紹介（2015年度9月新入生）
students

DOCTORAL
STUDENTS
博士課程

MASTERS
STUDENT

修士課程
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Graduate School of Media and Governance
Kiyoki Laboratory
Major: A Multi-spectral and Mobile Imaging 
Method for Semantic Environmental Analysis
Minor: Image measurement and processing
政策メディア研究科　修士課程１年
清木研究室
主専攻：マルチスペクトル画像解析
副専攻：画像測定

Graduate School of Science and Technology
Tanabe Laboratory
Major: Photonics
Minor: Data analysis
理工学研究科　博士課程１年
田邉研究室
主専攻：フォトニクス
副専攻：データ分析

Ryo	Suzuki
鈴木　良

VISION With the growth of Internet in today’s society, “infor-
mation” can transform into “real space” quite easily. On one hand, one 
is now required to transform real-space data （such as environmental 
data, behavior patterns, emotions, and the state of people and ob-
jects in the real world） into information. Through the GESL program, 
I would like to become a leader in the fabrication of devices, systems, 
and policies for dealing with global environmental problems. 
現在の社会はインターネットの普及により「情報」を「実空間」に取り出す
ことが非常に容易になっています。一方でこれからは「実空間」のデータ
を「情報」へ取り込むことが求められると考えており、簡単な例では世界
中の環境データ、人間の行動パターンや感情、人やモノの位置や状態な
どです。GESLプログラムを通して、地球環境問題に対してデバイスから
システム、そして政策提案までできる人材になりたいと考えています。

 For my major research project, I am studying 
environmental gas measurement by using an optical microcavity that 
confines light. Measurement systems based on optical technology are 
already widely used in environmental monitoring.  I expect this inves-
tigation of air-quality problems to be easier and more accurate than 
previous similar endeavors. For my minor research project, I hope to 
study a system to leverage measurement data via a platform that in-
tegrates sensing and judgment data with an operator. 
主専攻では、光を閉じ込める微小光共振器という素子を用いて環境ガス計
測の研究を行っています。光技術を応用した計測はすでに環境モニタリン
グに広く用いられており、本研究によって大気環境問題の解明がより簡易
で正確に行われることを期待しています。副専攻では、計測データを活用
するシステム基盤の構築、センシングデータや計測者の判断データを統合
するプラットフォームの構築などを学びたいと考えています。

MISSION

VISION My long-term goal is to work as a lecturer at a uni-
versity in an ASEAN country. I would like to share and exchange my 
academic knowledge and experience in environmental fields with uni-
versities and other organizations in developing countries. I will explore 
a collaboration with an ASEAN country to consult and solve their envi-
ronmental problems by implementing sustainable development in these 
countries through contributing to the advanced techniques and sharing 
research skills with students and other environmental researchers.
私の最終的な目標は、ASEAN諸国の大学や国際的な大学で講師になるこ
とです。発展途上国の大学や組織と、環境分野における知識や経験、研究
などの共有や交換をしたいと考えています。また、環境問題の解決や相談
のために、ASEAN諸国と協力しようと考えています。技術や研究につい
て学生や環境分野の研究者と情報交換や協力し合うことで、持続可能な成
長を続けることができるでしょう。

My major is Environmental Information Systems. 
My research focuses on image processing and semantic analysis 
of multi-spectral images. I hope to develop a system to detect an 
object in multi-spectral images and to find a relationship between 
multi-spectral images and candidate information that will allow me to 
create a semantic space and map environmental data to a 5D world 
map system that will benefit other researchers. In my minor research 
project, I will focus on detecting environmental change in real space 
by using image measurement and processing. 
私の主専攻は環境情報システムです。私はマルチスペクトル画像データの
画像処理や意味解析に注目しています。私はマルチスペクトル画像から物
体を検出し、画像データとそれに関連する情報の関係性を見つけ、意味
空間を構築するシステムを構築したいと考えています。また、5D World 
map上に環境データをマッピングし、他の研究者達に役立つようなシステ
ムにしようと思います。副専攻では、画像検出や画像処理の技術を用いて、
実空間における環境変動の検出に注目する予定です。

MISSION

Jinmika	Wijitdechakul
ジンミカ ウィジデチャカル
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Intelligent Sensor Network for Indoor Smart Sensing

室内のスマートセンシングのための
インテリジェントセンサネットワーク

Ahmad Muzaffar bin Baharudin, Graduate School of Science and Technology, Master course 2nd grade
アハマド　ムザファル　ビン　バハルディン、理工学研究科、修士課程2年

International training reports 国際トレーニング成果報告

I completed my three months of international training at the Tampere 
University of Technology in Finland, where I collaborated with the 
Software and Mobile Computing group under the supervision of Dr. 
Soini and my international advisor, Professor Jaakkola.
The aim of this joint research was to develop an intelligent 
sensor system for indoor and short-range outdoor applications. 
This system is called “intelligent” because it can make its 
own decisions about when to reduce power consumption to 
optimize its operational efficiency. The main advantage of 
the proposed system compared with conventional sensor 
network systems is that it consumes less energy and is more 
realistic for the Internet of Things. To differentiate our method 
from conventional methods, we propose a system capable 
of intelligent sensing, which means that the system detects 
anomalous changes in indoor environmental parameters or 
qualities from the functional point of view. In this research, we 
developed a sensor system that acquires sensory data, delivers 
data, and visualizes data in real time. The methodology applied 
was based on integrating both software and hardware. The 
hardware part includes the installment of sensor modules, radio 
modules, and microcontrollers, and the software part involves 
data transmission via the Internet and data visualization. 
To achieve our multiple goals during this joint international training, 
we had weekly meetings to report our achievement, discussed 
any problems we might face, and found the best solutions. I am 
grateful to all the people who contributed to this project.

フィンランドのタンペレ大学にて国際トレーニングを実施した。私
はヤリ・ソイニ博士とインターナショナルアドバイザーであるハン
ヌ・ヤーコーラ教授の指導のもと、ソフトウェア及びモバイルコン
ピューティングの研究グループとの共同研究を行った。本共同研究
の目的は、室内及び狭域な屋外用のインテリジェントセンサーシス
テムの開発である。このシステムは省電力化及び高効率化のための
意思決定がシステム自身で可能であることから「インテリジェント」
と呼ばれている。本システムは既存システムと比較して消費エネル
ギーが小さく、モノのインターネット（Internet of Things: IoT）に
対してより実用的である。既存システムとの差別化を図るため、我々
はインテリジェントシステムの能力を有するシステムを提案した。
インテリジェントセンシングを用いれば室内環境の異常や質を様々
な角度から検出することが可能になる。本研究において我々は学習
データの加工、収集、リアルタイムの可視化が可能なセンサーシス
テムを開発した。適用された方法論はソフトウェアとハードウェア
両者の統合に基づく。ハードウェア部はセンサーモジュール、ラジ
オモジュール、マイクロコントローラーが設置されている。一方、
部はインターネットへのデータ伝送とその可視化の完成に基づく。
我々は本共同研究を通じて設定した様々な目標を達成するために毎
週会議を実施し、達成範囲の報告や問題点についての議論、最前の
解決策の模索を行った。タンペレ大学の研究者や指導官は皆協力的
であり環境は素晴らしかった。国際トレーニングでお世話になった
すべての方に対し心より感謝申し上げる。

Time period: April 5th, 2015 to June 25th, 2015
Place: Tampere University of Technology, Finland
Supervisor: Dr. Jari Soini

実施期間：2015年4月5日～2015年7月25日
実施場所：タンペレ大学、フィンランド
訪問先指導教員：Jari Soini博士

Ahmad Muzaffar bin Baharudin received his B. Eng. Degree 
in 2014 from Keio University. He is a Masters candidate and 
is researching sensor networks under the supervision of 
Professor Tadahiro Kuroda at Keio University.

2014年に慶應義塾大学で学士（工学）を取得。現在黒田忠広教授
の指導のもとセンサーネットワークに関する研究を行っている。

Profile プロフィール
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Investigation of Manufacturing Process of Fabrics from Fibers

繊維から布の製造過程についての調査

Iza Husna Mohamad Hashim, Graduate School of Science and Technology, Doctoral course 1st grade
イザ　フスナ　モハマド　ハシム、理工学研究科、博士課程1年

International training reports 国際トレーニング成果報告

Last summer, I had the privilege of doing a six week internship in 
the Japanese company Asahi Kasei Fibers Corporation. The aim 
of the internship was mainly to gain basic knowledge of textile 
manufacturing for use in my current major research project. 
In addition, it was a golden opportunity to work in Japanese 
company, and in particular, one of the leading global textile 
companies, with a presence in Italy, Germany, Thailand, America, 
China, and elsewhere. Furthermore, Asahi Kasei uses world-class 
technology to develop their fibers, which are the basic material 
for textile fabrication. 
During my internship, I was exposed to Japanese work ethics, 
which led to the realization that Japanese companies put a 
high priority on safety and environment.  The company has 
implemented numerous measures to ensure that they satisfy 
the relevant work ethics. In addition, in Kyoto, I was lucky to be 
immersed in the Japanese culture, which influences the Japanese 
mindset, manners, and behavior. This could be observed in many 
areas of life, such as the tea ceremony, where discipline is instilled 
into Japanese society. Furthermore, the detailed architecture of 
the World Heritage Building shows how highly the Japanese value 
details in planning and construction. The internship benefited me 
in many ways, so I hope to contribute something to others so 
that they may benefit from the knowledge and experience I have 
gained.

私は国際トレーニングにおいて、基本的な繊維から布までの製造過
程について調査し、経験を積むことを目的として、2015年8月17
日から9月30日にかけて日本の代表的な会社でもある旭化成せん
い株式会社にて1ヶ月半のインターンシップを実施した。イタリア、
ドイツ、タイ、アメリカ、中国をはじめ、グローバルに活躍し布の
基本的な素材である繊維の開発において世界最先端の技術を有する
本会社で働けることは、私にとって絶好の機会であった。
今回のインターンシップを通じて日本独自の労働倫理を学んだうえ、
安全・衛生や環境問題に対する意識が高いことに気付くことができ
た。また、彼らはこの労働倫理を守るために、ドアの向こうにいる
人にぶつからないように、ノックしてから開けることや、毎月安
全会議が行われ、最近起こった事故や危険性がある行動に対して安
全を立て直すことなどという様々な手段を実行していることを学ん
だ。さらに、本会社では、自ら水処理をして綺麗な水だけが工場か
ら出ているようにしていて、また、毎年「クリーニング作戦」が行わ
れ、周辺を綺麗にするという計画等を通して、厳しく環境を守ろう
としている。職業経験に加えて、京都の地に赴くことで、日本人の
思想やマナーに影響を及ぼしている日本文化についても学ぶことが
できた。その中でも「お茶会」を通じて日本人特有の規律について感
じ取ることができたことは、大変貴重な経験となった。さらに、世
界遺産を見学させていただいた際に、その繊細な建築技術から日本
人特有の計画性の高さを感じ取ることができた。今回のインターン
シップを経て獲得した様々な知識や経験は今後自身の研究をより発
展させるものとなった。

Time period: Aug. 17th, 2015 to Sept. 30th, 2015
Place: Asahi Kasei Fibers Corporation, Shiga, JAPAN
Supervisor: Mrs. Sumi Nakamura

実施期間：2015月8月17日～2015年9月30日
実施場所：旭化成せんい株式会社、滋賀県、日本
訪問先指導教員：中村　寿美

Iza Husna Mohamad Hashim received a Master of Science 
and Technology in 2015 and a B.A. in Mechanical Engineering 
in 2013 from Keio University. She is now a Ph.D. candidate 
researching the haptics interface under the supervision of 
Associate Professor Kenjiro Takemura at Keio University.

2013年慶應義塾大学理工学部機械工学科で学士（工学）、2015年
に同大学大学院で修士（工学）を取得。同年、同大学大学院博士課
程に進学し、竹村研治郎准教授の指導のもとで、触覚インター
フェースに関する研究を行っている。

Profile プロフィール
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Development of a new SAFT-type equation of state based on Onsager theory

Onsager理論を用いた新たなSAFTモデルの開発

Takuma Nozawa, Graduate School of Science and Technology, Master course 2nd grade
野澤　拓磨、理工学研究科、修士課程２年

International training reports 国際トレーニング成果報告

I finished a three-month international training course spanning from 
July to October, 2015, at Imperial College London in the UK. Under the 
supervision of Professor George Jackson of the Molecular Systems 
Engineering group, Department of Chemical Engineering, I studied 
the statistical associating fluid theory（SAFT）, which provides a 
molecular-based equation of state（EoS）. SAFT accurately predicts 
the macroscopic physical properties of complex mixtures, such as 
fluids, greenhouse gases, gas hydrates, and polymers. Several different 
formulations of SAFT have been developed since the original SAFT 
was introduced in 1989, but applications to liquid crystals and lipid 
membranes are limited because SAFT does not account for molecular 
orientation. In this project, we began the development of a new 
SAFT-type EoS for liquid crystals by coupling SAFT and Onsager-like 
Vega–Lago theory, which can treat molecular orientation. In the first 
half of the project, I reviewed previous research and developed the 
theoretical approach. I also developed software to predict physical 
properties based on the theory we proposed. In the second half of 
the project, we gave a presentation at an international workshop at 
Imperial College London, jointly sponsored by Keio University and the 
University of Oxford. A progress meeting on the project was held once 
a week with the professor and research collaborators. I participated 
in these group meetings and actively discussed the research with 
researchers and students. The validity of the model we proposed is 
currently being investigated collaboratively within the group. 

2015年7月から10月にかけて、英国のインペリアルカレッジロ
ンドンにおいて国際トレーニングを実施した。化学工学科分子シ
ステム工学グループのGeorge Jackson教授のもとで、Statistical 
Associating Fluid Theory （SAFT）と呼ばれる状態方程式理論の研
究を行った。SAFTは、分子レベルの情報から系のマクロな情報を
見積もる手法であり、水、温室効果ガス、ガスハイドレートやポリ
マーなどの物性値を非常に正確かつ高速に予測することが可能であ
る。SAFTは1989年に開発されて以降様々な改良がなされている
がこれまでの手法では分子の配向に関する影響を理論的に取り扱う
ことができないため、液晶や膜蛋白質など分子が並んでいる系の物
性値を見積もることは不可能だった。そこで、本プロジェクトで
はOnsager-like Vega-Lago Theory（OVL）とSAFTを組み合わせる
ことで、分子の配向状態に関する影響を取り扱うことが可能とな
る新たなSAFTモデルの開発に着手した。プロジェクトの前半では、
SAFTやOVLに関する勉強と理論の構築及びこれらを計算するため
のプログラムの実装を行った。プロジェクト後半には、慶應義塾大
学、インペリアルカレッジロンドン、オックスフォード大学との合
同ワークショップを開催し、上述の研究成果について発表を行った。
またプロジェクトにおいては、週に1度研究の進捗に関するミーティ
ングを継続的に実施し、訪問先のグループミーティングに参加する
ことで、訪問先の学生や教員と積極的に意見交換を行うことができ
た。現在は、引き続き訪問先のグループメンバーと連絡を取り合い
ながら我々が発案したモデルについて有用性の検証を行っている。

Takuma Nozawa received his B. Eng. Degree in 2014 from 
Keio University. He is now a Masters student researching 
molecular simulations of liquid crystals under the supervision 
of Professor Kenji Yasuoka of Keio University.

2014年に慶應義塾大学理工学部機械工学科で学士（工学）を取得。
同年、同大学院修士課程に進学し、泰岡顕治教授の指導のもと
で分子シミュレーションを用いた液晶分子の構造化に関する研
究を行っている。

Profile プロフィール

Time period: July 1st, 2015 to Oct 2nd, 2015
Place: Imperial College London, UK
Supervisor: Professor George Jackson

実施期間：2015月7月1日～2015年10月2日
実施場所：インペリアルカレッジロンドン、イギリス
訪問先指導教員：Professor George Jackson
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Analysis of Satellite Images for Disaster Detection

衛星画像を用いた災害検出

Siti Nor Khuzaimah Binti Amit, Graduate School of Science and Technology, Masters course 2nd grade
シティ　ノール　クザイマ　ビンティ　アミット、理工学研究科、修士課程2年 

International training reports 国際トレーニング成果報告

Over the past few years, disaster-detection systems have suffered 
from several major problems, namely observing a limited range 
of disasters and complicating disaster detection by presenting 
excessive amounts of data to operators. The first problem is the 
limited number of disaster-detection sensors and the use of verbally 
transmitted and thus inaccurate information. The second problem 
is the massive number of satellite images that must be analyzed in 
a short period, thus facilitating misjudgment and making it easier to 
overlook details. Thus, my motivation in this project was to establish 
an automated disaster-detection system that observes a wider 
range of disasters by using satellite images and that detects every 
single disaster by using deep-learning techniques.
This motivation brought me to undertake GESL international 
training at the Information and Media Processing Laboratories, 
NEC Corporation, under the supervision of Dr. Daisuke Nishiwaki, 
who is an expert in analyzing satellite images. We used the 
advanced deep-learning technique involving convolutional neural 
networks （CNNs） to construct an automated disaster-detection 
system. The base architecture of the proposed framework is 
inspired by the cifar-10 object-recognition deep-learning network. 
We created our own training-data patches for disasters and are 
currently focusing on landslides and floods The training dataset 
for each disaster contains 30000–40000 patches and are trained 
automatically by CNNs. We obtained 80%–90% accuracy for 
disaster detection. Thus, this method of disaster detection by 
remote sensing exploits the characteristics of both the cyber 
world and the environment. 

過去数年間、災害検出システムは限られた範囲で災害発生を観察し
なければならないという問題が挙げられる。検出センサーの数が限
られているため、指定された地域のみが災害に関する情報を得るこ
とができる。さらに、災害に関する情報を伝言で伝えることによっ
て災害検出の精度が低下する。一方、緊急事態においては短時間
で膨大なデータ量を処理するため、オペレーターが取り扱いにくく、
見落とすことが多くなってしまう。これらの問題を解決するため、
衛星画像を用いてより広い範囲で災害を即時に検出することを可能
とし、深層学習技術で短時間以内全てのデータを見落とすことがな
いように自動的に災害を検出するシステムを実現することが期待さ
れている。
今回、GESL国際トレーニングを通して日本電気株式会社情報メ
ディアプロセッシング研究所映像理解TGの主任研究員、西脇大輔
さんの指導で衛星画像解析を行った。我々は 自動災害検出システ
ムを構築するために深層学習技術畳み込みニューラルネットワーク

（CNN）を使用する。提案手法の基本アーキテクチャはcifar-10物体
認識深層学習ネットワークに触発されている。また、現在地滑り
や洪水のみに注目し、災害検出のトレーニングデータパッチを自
ら作成することができる。各災害のトレーニングデータセットには、
30000〜40000のパッチが含まれており、CNNによって自動的に
学習されている。地滑りや洪水検出は80％〜90％の精度を得るこ
とが可能となり、我々が情報空間と実空間を組み合わせることで、
リモートセンシングの分野における災害検出に新規性のある研究と
して発展が可能である。

Time period: Sept. 7th, 2015 to Oct. 30th, 2015
Place: NEC Corporation, Japan
Supervisor: Daisuke Nishiwaki, Dr. Eng.

実施期間：2015月9月7日～2015年10月30日
実施場所：日本電気株式会社、日本
訪問先指導教員：西脇　大輔

Siti Nor Khuzaimah Binti Amit received her B. Eng. Degree 
in 2014 from Keio University, Yokohama, Japan. She is 
now a Masters student under the supervision of Associate 
Professor Yoshimitsu Aoki at Keio University.

Profile
2014年に慶應義塾大学理工学部電子工学科で学士（工学）を取得。
同年、同大学大学院修士課程に進学し、青木義満准教授の指導
のもとで衛星画像を用いて環境変化・災害検出を行っている。

プロフィール
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 Implementation of Face Recognition for Automatic Door and Gait Acquisition 
System on Stair Walking at Entrance

顔認証による自動ドア開閉システムおよび階段歩行
における歩容取得システムの実装

Ami Ogawa, Graduate School of Science and Technology, Masters 2nd grade
小川　愛実、理工学研究科、修士課程2年

International training reports 国際トレーニング成果報告

Currently in-home sensing is receiving significant attention as 
the number of single households is increasing and the sensors 
and devices are becoming ever-more effective. The goal of 
such work is to optimize the control of home appliances and 
acquire life-logs by placing various sensors in the home, with 
little consideration of cost and feasibility.
To rectify this situation, Professor Thomas Bock at the Technical 
University of Munich suggested “Terminal,” which contains the 
requisite functions and services for a specific room. Because 
Terminal is a modular piece of furniture, users can customize its 
level of intelligence.  Moreover, to control production costs, it was 
designed and manufactured by combining standard products.
In this internship, I proposed a system that can understand the 
resident’s initial condition upon entering, with the idea being to 
make each Terminal comfortable for the resident. I implemented 
the gait-acquisition system for walking on stairs by implementing 
Kinect v2 on the entrance door to act like an intercom in the 
experimental ambient assisted living laboratory. This system aims 
to acquire both the mental and physical conditions of the resident.
In Professor Bock’s laboratory, researchers of various specialties, 
such as electronic engineering, mechanical engineering, medical 
engineering, architecture, and civil engineering, combine their 
knowledge to realize the optimal living-environment control in a 
multifaceted way. Because my major is architecture, this project 
was supported by Dr. Georgoulas, who is an electronic engineer. 
Our international joint paper was published in the autumn of 2015, 
and we will continue our collaboration to combine the proposed 
system to the entrance Terminal, which is called “LISA.”

近年、単身世帯の増加やセンサ・デバイス技術の進歩を背景とし、
住宅内のセンシングに注目が集まっている。住宅内に様々なセンサ
を設置し、得られた情報をもとに家電の最適制御やライフログの取
得を行う提案が多くある一方で、センサのコストや設置の手間など
が課題となり現実性が低いことが問題となっている。
これに対しミュンヘン工科大学のThomas Bock教授は、必要な機
能を部屋毎に搭載したTerminalと呼ばれるスマート家具を提案して
いる。Terminalはモジュール化されており、搭載する機能を必要に
応じてカスタマイズすることができる。また、材料に規格品を用い
ることでコスト面も考慮している。
今回のインターンシップでは各Terminalによる居住空間の制御をより
居住者に寄り添ったものにするため、制御の初期値を取得することを
目的として居住者の帰宅時の状態を玄関の外で把握するシステムを提
案した。住宅の外から玄関先までの階段アプローチを想定して、研究
室内の実験住宅においてKinect v2をインターホンのように玄関扉に設
置し、顔認証による自動ドア開閉システムおよび階段歩行における歩
容取得システムの実装を行った。最終的には顔認証と歩容取得により、
居住者の帰宅時の精神的および身体的な状態を取得することを目指す。
Bock教授の研究室では電子、機械、医用、建築および土木工学を専門
とする研究者が協同しており、それぞれの知識を組み合わせた多彩なア
プローチで住宅内の最適環境制御を実現している。私の専門は建築で
あり、今回の研究は電子工学を専門とするDr. Georgoulasのサポートに
よって実現した。秋には国際会議論文を共著しており、今後も提案シス
テムを玄関のTerminalと連動することを目指した共同研究を行っていく。

Ami Ogawa received her B. Eng. Degree in 2014 from Keio 
University, Yokohama, Japan. She is a Masters student 
researching physical-information measurement systems 
for controlling the environment of living spaces under the 
supervision of Professor Akira Mita in Keio University. 

2014年に慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科で学士
（工学）を取得。同年、同大学大学院修士課程に進学し、三田彰
教授の指導のもとで居住空間の環境制御のための身体情報取得
システムに関する研究を行っている。

Profile プロフィール

Time period: Apr 6th, 2015 to Jul 1st, 2015
Place: Technical University of Munich, Munich, Germany
Supervisor: Professor Thomas Bock

実施期間：2015年4月6日～2015年7月1日
実施場所：ミュンヘン工科大学、ドイツ
訪問先指導教員：Professor Thomas Bock
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Human-state Estimation System Implemented in the Deployable Getaway for the Office

人の状態推定システムの
Deployable Getaway for the Officeを用いた実装

Sayaka Nakaso, Graduate School of Science and Technology, Master course 2nd grade
中曽　爽香、理工学研究科、修士課程2年

International training reports 国際トレーニング成果報告

I am researching environment control by introducing a 
sensor-agent robot as the mediator between residents and 
architecture. For my international training, I studied for three 
months under Professor Thomas Bock. During my stay at the 
Technical University of Munich, I worked on the “Deployable 
Getaway for the Office,” which is a chair with a transformable 
“cocoon-like” structure that provides a retreat from the office 
bustle. The system was first created by the Liquifier Systems 
Group in Vienna, who developed the Deployable Getaway for 
the International Space Station, which is a relaxation space for 
astronauts undertaking long space trips. The system can be 
stored efficiently and provides a flexible setup for more privacy. 
The design of the relaxation space for astronauts traveling 
under significant space constraints can also be applied to similar 
systems for handicapped people confined to wheel chairs or 
elderly people who move in relatively small areas inside their 
home. I developed a human-estimation system and built it 
into the Deployable Getaway for the Office. Professor Bock’s 
laboratory was so well-equipped that we could undertake various 
machining operations, which allowed us to install sensors, PCs, 
and a human-estimation system into the Deployable Getaway for 
the Office. Through this international training, I became more 
convinced of the possibility of cross-disciplinary research on 
systems and architecture. Moreover, this training gave me an 
indication of the direction of my future research, which would 
be to pursue interdisciplinary research, especially in the field 
of innovative systems and architecture. I am grateful for the 
invaluable experience I obtained from working at the TUM. 

現在、小型ロボットを居住者と建築空間とのインタフェースとして
人にやさしい空間をコントロールする研究に取り組んでいる。今
回の国際トレーニングでは、ミュンヘン工科大学Thomas Bock教
授のもとで忙しいオフィス空間から逃れるための可動式のさなぎ
のような構造を持つ椅子“Deployable Getaway for the Office”を
用いた研究を行った。この椅子はウィーンのLIQUIFER SYSTEMS 
GROUPが製作したもので、LIQUIFER SYSTEMS GROUPはこの他
にも長く宇宙を旅する宇宙飛行士のためのリラクゼーションスペー
ス“Deployable Getaway for international space station”（効率的
な収容力およびプライバシーを守るための柔軟な構造を持つ）も開
発した。空間の制約の中で旅をする宇宙飛行士のリラクゼーション
スペースのためのデザインは車椅子の障害者や、高齢者のように家
の中でも比較的狭い空間しか動くことのできない者のためのデザ
インにも応用することができると期待される。私は目の動き（瞬き
および瞬き時の目の閉じ時間）や呼吸情報といった複数の生体情報
から人の状態を推定するシステムを構築し、“Deployable Getaway 
for the Office”に埋め込んだ。 Bock教授の研究室では様々な機械
加工を行うことができ、 必要なセンサやパソコン、構築した人の状
態推定システムを“Deployable Getaway for the Office”に埋め込む
ことができた。この実装作業を通じて、システムと建築の複合的な
研究の持つ可能性についての確信を強めた。さらに、今回のインター
ンシップを通じて自身の今後の研究方針についての手がかりを得た。
今後はより革新的な研究に向けて、システムと建築の分野にまたが
る学際的な研究の持つ可能性を追求していく。ミュンヘン工科大学
での国際トレーニングという大変素晴らしい機会を頂戴したことに
心より感謝申し上げる。 

Sayaka Nakaso received her B. Eng. Degree in 2014 from Keio 
University, Yokohama, Japan. She is a Masters student under 
the supervision of Professor Akira Mita at Keio University. 
Her work aims to create comfortable living environments 
by introducing sensor-agent robots as a mediator between 
residents and architecture.

2014年慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科で学士
（工学）を取得。同年、同大学大学院修士課程に進学し三田彰教
授の指導の下で小型ロボットを居住者と建築空間とのインタ
フェースとして人にやさしい空間をコントロールする研究に取
り組んでいる。

Profile プロフィール

Time period: May 3rd, 2015 to July.25th, 2015
Place: Technische Universität München, Germany
Supervisor: Professor Thomas Bock

実施期間：2015月5月3日～2015年7月25日
実施場所：ミュンヘン工科大学、ドイツ
訪問先指導教員：Professor Thomas Bock
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<About ORF>
The early forms of scientific technology, social systems, 
and industry that are so deeply rooted in our daily lives in 
the 21st century were born as far back as one hundred 
years ago. As these technologies, systems, and industries 
infiltrated into our culture to enrich our lives, they also 
gave rise to complex problems. Today our mission is to 
disentangle these problems. As we envision the world of 
the future, it is now our turn to plant a “seed” that will 
grow into mature technologies, systems, and industries in 
a hundred years. The question is what seeds should we 
plant?
Twenty-five years ago, deans at SFC spoke of “students 
who can shape the future.” What we learned from this 
is to think, analyze, and solve problems with a futuristic 
mindset and to perpetually strive to create something 
new. That something is the seed that will grow into the 
technologies, systems, and industries of the future. In 
fact, some such seeds have already flourished and are 
changing the world.

Contribution to the Realization of a Better Society through 
Practical Research
The Open Research Forum （ORF） is an annual event at 
SFC and is based on the belief that returning the benefits 
of research back to society is an important social respon-
sibility.
At the ORF, research results are released to the public. 
Exhibitions, demonstrations, and symposiums held at this 
forum introduce the current status and future plans of 
research projects at the Keio Research Institute of the 
SFC to businesses, public officials, municipalities, and aca-
demia. 
This fostering of cooperative relationships among busi-
ness, government, and academia strengthens the relation-
ships among these organizations, bringing them closer. 
At the same time, feedback from this interaction will be 
reflected in future research projects.
This event brings together graduates, students, and fac-
ulty members to introduce their recent research findings 
and aims to promote industry–government–academia col-
laboration at SFC and to present new research ideas to 
widen the collaborative endeavors.
ORF 2015 was held during SFC’s 25th anniversary 
and had the goal of giving a vision of the next century 
through the new ideas presented at the conference.
In 2015, ORF was held on Nov. 20 and 21, and the busi-
ness community, government officials, and visitors were 
invited to learn about the research conducted at the SFC.

Open Research 
Forum 2015 への出展

21世紀における、私たちの日常生活に根ざしている科
学技術の早期フォームや社会システム、及び産業は、
はるか昔百年前に生まれました。これらの技術やシス

テムは、生活を豊かにする一方で同時に複雑な問題も生じさ
せました。今日私たちの使命は、これらの問題を解決するこ
とです。私たちが未来を見るのと同じように、次なる仕組み
をこの数百年のうちに作り出す“種”のようなものを育てる必
要があります。私たちが植える必要がある「種」とはなんでしょ
うか？
25年前、湘南藤沢キャンパス（SFC）の学部長は「未来を形作
ることができる学生」を育てると表明しました。私たちはこの
言葉から、考えて分析し、未来的な心の問題を解決し、常に
新しいものを作成するために努力することを学びました。そ
の何かが技術、システム、および将来の産業に成長する「種」
になります。実際には、いくつかの「種子」は栄えており、既
に世界を変えています。

ORFは研究成果を外部へ発表するイベントです。展示やデモ
ンストレーション、シンポジウムが年1回のイベントで開催さ
れます。そこで各研究室のプロジェクト、進捗、学生個人の
研究など、さまざまなSFCに関わることが発表されます。
ここでの外部内部を問わず、訪れた方とのコミュニケーショ
ンによって、それぞれの研究に対するフィードバックを得て
います。ORFは学生、教員を問わず産学官連携をより一層推
進すべく、SFC全体で協力して企画しています。2015年度の
ORFはちょうどSFCの25周年にあたります。産業、政府、訪
れた方々との関係によってこれからもSFCのコミュニティー
は作られていきます。
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<Details>
ORF2015 was held in Tokyo Midtown on November 20 
and 21, 2015. The theme was ENVISIONING THE WORLD 
IN A HUNDRED YEARS. The GESL program and more 
than 70 other projects participated in the exhibition.
The ORF is an important event at the SFC, which aims to 
reveal the scientific research achievements of the SFC 
and promote academic exchanges. The ORF began in 
1996 and has been held every year since, and the GESL 
has been involved since its inception. The program has 
entered its fifth year now and has become a premier pro-
gram for leading graduate schools in Japan. At ORF2015, 
it has become the focus of  attention as always and has 
attracted many guests.
A panel is the main display method of GESL at the ORF 
exhibition. The display involves two main parts: introduc-
tion of the GESL project and student research. During the 
presentation of the project, research assistants explain 
their research and answer questions from the guests. The 
main research results from students this year are from 
Yukie Hayashi, Tomoya Imashiro, Husna Iza, Mariko Kom-
atsu, Ami Ogawa, and Tatiana Endrjukaite.
Professor Kiyoki Yasushi, the founder and leader of the 
GESL project and Chairman of the Graduate School of 
Media and Governance, came to the GESL booth and 
gave guidance. Other professors also expressed interest 
in the GESL project and the associated student research. 
The GESL program takes this opportunity to express sin-
cere thanks for the professors’ concerns and attention to 
the GESL. 
At this ORF, the GESL booth also attracted many other 
guests, including students from other programs of lead-
ing graduate schools. The students willingly shared their 
experiences with each other in what was a very pleasant 
exchange. Interestingly, many high school students also 
expressed a strong interest in the GESL project. The ex-
hibition curator Hananoi said the “experience of this ORF 
will help improve the service level of the next year’s ORF. 
In the next year’s ORF, the GESL may focus more on the 
introduction of its projects to attract more attention and 
interest.”

2015年度のOpen Research Forum （ORF）が11月
20日から21日にかけて行われました。今年のテーマ
は、“Envisioning the World in a Hundred Years”で

す。本GESLプログラムを始め、70を超える団体が出展を行
いました。ORFはSFCにとって重要なイベントであり、内外
にお互いの研究過程、成果を共有、企業様を始めとする外部
機関との連携のきっかけ作りをするという意味合いがありま
す。ORF自体は1996年を第一回として、毎年行われているイ
ベントです。GESLプログラムでは、設立初年度からこのイベ
ントに参加をしています。本年で5年目に突入した本プログラ
ムは、日本国内においても数ある大学プログラムの中から文
科省から高評価（S評価）をいただいている三校うちの一つと
して参加を行いました。出展したブースには多くの方が訪れ、
参加をした学生から説明を受けたり、活発な議論を行われま
した。展示したパネルには、大きく分けて2つのパートがあ
ります。1つ目はGESLの紹介であり、もう一つは学生の研究
内容の紹介です。訪問してきた方々に対して、各研究員がRe-
search Assistant（RA）として紹介を行っていきました。プ
ログラムコーディネーターでもある清木康教授もブースにて
GESLのこれまでとこれからについてのお話をされました。他
の教授もGESLにおける学生やアクティビティーに対して興味
を持たれた様子でした。多くの方々がいらした今回のORFで
は参加した学生も楽しくイベントを過ごせました。また、互
いの研究内容をシェアし、GESL内部に取ってもよい効果があ
りました。多くの高校生がこのプログラムに興味を示してい
たことが面白い点でした。今年のORFでできたこと、できな
かったことを踏まえて来年の出典に際しては、さらに訪問者
全体にとって面白くなるブースにしたいと思います。

ORF
2015
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workshop reports
GESLワークショップ報告

Guest speaker

Dr. Xavier BONNIN （ITER Organization, France）

Dr. David COSTER （Max Planck Institute for Plasma Physics, Germany）

Dr. Kazuo HOSHINO （Japan Atomic Energy Agency, Japan）

Dr. Yuki HOMMA （Japan Atomic Energy Agency, Japan）

Date: September 14th 2015

Place: Keio University Yagami Campus, Seminar room 2

Organizer

Akiyoshi HATAYAMA （Graduate School of Science and Technology）

Xavier BONNIN （ITER Organization）

Shohei YAMOTO （Graduate School of Science and Technology）

Workshop on Numerical Modeling of SOL/Divertor Plasmas

SOL/ダイバータープラズマの数値モデリングに
関するワークショップ

矢本　昌平　Shohei Yamoto
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Energy from nuclear fusion has long been considered 
as one of the most promising candidates for a future 
alternative-energy resource. In this workshop, we invited 
Dr. Xavier BONNIN from the ITER Organization, Dr. David 
COSTER from the Max Planck Institute for Plasma Phys-
ics, and Dr. Kazuo HOSHINO and Dr. Yuki HOMMA from 
the Japan Atomic Energy Agency （JAEA）. From the 
GESL side, Mr. Shohei YAMOTO, the editor of this article, 
presented the present status of his research activity.
The ITER organization is an inter-governmental organi-
zation that operates the ITER project, which is one of 
the largest scientific projects in the world （e.g., as large 
as the International Space Station project）. The Max 
Planck Institute for Plasma Physics is also a research in-
stitute that is well-known worldwide and has significant 
experience with the ASDEX fusion device. The JAEA is 
also internationally known as one of the most advanced 
research institutes in the world. Now, the JAEA is con-
structing the JT-60SA fusion device to support the ITER 
project.
The invited speakers introduced simulation methods that 
target reducing the heat load near the reactor walls and 
controlling impurity transport, which are two examples of 
the critical challenges that must be overcome to obtain 
energy from nuclear fusion. In addition, the speakers dis-
cussed not only fusion-related topics but also their career 
path after obtaining their Ph.D. and how to collaborate 
with researchers from different countries.
Throughout the workshop, the speakers and students 
enjoyed lively discussions of the simulations, career path, 
and the atmosphere of the institute. These discussions 
motivated and encouraged students to persist in their ca-
reer path. 

核融合発電は、我々人類が直面するエネルギー問題を解決す
る次世代エネルギー源のひとつです。本ワークショップでは、
ITER機構からXavier BONNIN博士を、マックスプランクプラ
ズマ物理研究所からDavid COSTER博士を、日本原子力研究
開発機構から星野一生博士と本間裕貴博士をお招きし、講演
をしていただきました。GESL学生からは、本項目執筆者の矢
本昌平が、自身の研究テーマについて発表をしました。
ITER機構は、世界7極が協力して最新鋭の核融合装置ITERを
建設している国際機関であり、国際宇宙ステーション計画と
同程度の大規模なプロジェクトです。マックスプランクプラ
ズマ物理研究所も核融合装置ASDEXによる多くの実験を行っ
ており、世界中さまざまな国の研究者が働いている国際色豊
かな研究所です。また、日本原子力研究開発機構もITER計画
を支援するための大規模な核融合装置、JT60-SAを現在建設
中で、世界最先端の研究を行っています。
講演者の皆様は、本ワークショップにて、核融合発電実現に向
けて解決すべき課題である、炉壁への熱負荷低減法、炉壁から
発生した不純物粒子の炉心プラズマ混入を防ぐための輸送制御
手法の確立に向けたシミュレーションによるアプローチを紹介
してくださいました。さらに、GESL学生に向けて、国際的な
研究環境で働くに至った自身の博士卒業後のキャリアパスにつ
いても紹介していただき、文化・風習の違うさまざまな国出身
の研究者間でどのようにして協力して研究を進めていくかの心
構えについても講演の中で触れていただきました。
本ワークショップを通して、学生からは活発に登壇者へのシミュ
レーション手法、キャリアパス、国際色豊かな研究環境について
のさまざまな質問がなされ、セミナールームは議論が飛び交い
活気にあふれていました。参加したGESL学生は、世界最先端で
研究を行っている研究者との議論を通じ、刺激を受け、自身のキャ
リアパスを考える上で多くのヒントを得ることができました。

ITER Organization, Dr. Xavier BONNIN
ITER機構 Xavier BONNIN博士

Max Planck Institute for Plasma Physics, Dr. David COSTER
マックスプランクプラズマ物理研究所 David Coster博士
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The GESL program held a one-week international workshop 
in Seattle in September 2015. With Professor Yasushi Kiyoki, 
the program coordinator of GESL, the participants visited 
the University of Washington, Microsoft Headquarters, Boe-
ing, and the Bill and Melinda Gates Foundation. The goals of 
the workshop were （i） to develop the research and global 
network of the research assistants and the GESL program; 

（ii） for the research assistants to pursue their career path 
and obtain international training in their chosen research 
field, and （iii） to deepen the experience of the research as-
sistants in international project management. Eight research 
assistants participated voluntarily and designed the work-
shop. They gave oral presentations on their research proj-
ects, facilitated discussions, and visited places of interest for 
their research. 
I worked as a leader to produce the international workshop, 
which included planning, scheduling, communicating with 
my counterparts in Seattle, and managing the project of 
each program. Due to support from the faculty members 
and the office of the GESL and the proactive participation 
of each research assistant, the workshop was a success. I 
found that planning and organizing the international work-
shop contributed significantly to the development of GESL 
program. We tried to be accountable and responsible for 
all GESL members, particularly the research assistants who 
did not participate in the workshop, because we were sup-
ported technically and financially by the GESL program. 
We stored and shared all the information such as meeting 
logs, presentation material, or pictures taken during the 
workshop so that every GESL member could access and 
enjoy them. I sincerely hope that more research assistants 
become interested in designing and organizing interna-
tional workshops, which can deepen their experience in 
international affairs. Lastly, I would like to express my sin-
cere appreciateon to the counterarts in Seattle who kindly 
accepted our visit and provide the great opportuneities.

2015年9月下旬、RA有志で米国シアトルでの国際ワークショッ
プを実施、ワシントン大学Bothellキャンパス、マイクロソフ
ト本社、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団、ボーイング本社工場を
訪問した。本ワークショップ実施の目的は、①参加したRAの
研究を深め、GESLプログラムのグローバルなネットワークを
拡大させる、②RAに今後のキャリア開発と国際トレーニング
の機会を提供する、③参加したRAが国際プロジェクト・マネ
ジメントの経験を深める機会を提供する―というものであ
る。ワークショップの企画・実施には、事情によりシアトル訪
問が叶わなかった1名も含めて8名のRAが参加し、またワシン
トン大学BothellキャンパスでのワークショップにはGESLプロ
グラム・コーディネーターの清木康教授も出席した。参加者は
訪問先での研究発表、ディスカッションのファシリテーション、
Free Research Dayには各自の研究テーマに沿った活動（資料収
集、インタビュー、施設見学）などを行った。
私は本ワークショップの立案者であり、リーダーとして企画
立案、スケジュール管理、シアトルの訪問先との折衝、訪問
先でのプログラム・マネジメントを行った。GESL事務局と
教員に支援して頂き、プログラム・マネジメントの経験を深
める貴重な機会となった。ワークショップに参加していない
GESL教員や RAに対する説明責任を果たすため、企画の議事
録やプレゼンテーション資料、ワークショップ中の写真など
すべての情報を記録、共有している。GESL初となる国際ワー
クショップの企画立案、実施は、GESLのプログラム開発に
も大きく貢献することができたと考えている。今回のワーク
ショップ実施を通じ、今後他のRAが国際ワークショップの企
画立案・実施に挑戦し、グローバル・リーダーとしての経験
を高める契機になれば幸いである。最後に、本ワークショッ
プの実現にあたりご支援をいただいた訪問先の皆様に、ここ
ろより御礼申し上げる。

Workshop at Seattle, Washington, USA

シアトルワークショップ

小林　周　Amane Kobayashi
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Professor Munehiro Fukuda, the Chair of the Division of 
Computing and Software Systems at the University of 
Washington （UW）, Bothell, kindly accepted the work-
shop for the future research  collaboration between the 
UW, Bothell, and GESL. The event significantly strength-
ened our continuous collaboration to tackle challenges 
confronting the environmental systems in the world. The 
session consisted of two parts: an exchange of research 
achievements and a brainstorming session to uncover 
continuous collaborative research projects. More than 14 
faculty members and graduate students from the UW, 
Bothell, participated in the event.
The first session started with a short introduction of each 
organization. After the introduction, research highlights 
were presented by both students and faculty members.  
If you have ever been to great academic conferences, you 
know that they are unique gatherings that attract many 
scientists that desire nothing more than to discuss their 
most recent results. Several students attended the work-
shop （Mr. Hananoi and Mr. Imanishi from Keio University, 
and more than four presenters from the UW, Bothell） and 
enjoyed the opportunity to mingle with scientists who are 
leaders in the domain of environmental and informatics 
technology. 
The second session was a brainstorming session that tar-
geted finding future collaboration projects between the 
participants. This session advanced the individual under-
standings of applications for environmental systems that 
are based on information technology. Although the time 
was strictly limited, students from the GESL managed to 
keep the session organized. Because our aim was to de-
velop cooperation between international universities, we 
proposed two topics （tree planting and desertification） 
to generate challenging ideas for grant proposals. By dis-
cussing with the interdisciplinary participants, we obtained 
diverse solutions.

福田宗弘教授はワシントン大学Bothellコンピュータ・ソフト
ウェアシステムの学科長を務めている。同氏の協力のもと、当
GESLプログラム参加者とワシントン大学との間にて研究交流
会が実現した。世界規模での環境システムが直面している課題
へ挑戦するため、継続的な交流を深めることが当イベントの目
的である。 ２つのセッション （1. 研究成果の交流会、2.継続的
な共同研究を念頭に置いたブレインストーミング）を中心とし
た構成になっており、14名を超える教職員・学院生が慶應・ワ
シントン大学Bothellより参加した。
前半セッションはGESLおよびワシントン大学の概要紹介から
始まった。その後、それぞれの学生・教職員による研究紹介が
行われた。もしも素晴らしい国際学会に参加したことがあれば
想像できるかもしれないが、つい最近発見した業績を発表者に
投げ掛けたくてしょうがないような、多くの研究者を魅了する
独特の雰囲気が漂っていた。発表した学生（慶應：花野井、今西、
学生4名以上）にとって、環境分野・IT分野で最先端を行く科学
者たちと関わることができる最高の機会となった。
後半セッションはブレインストーミングを行い、参加者間の将
来的な共同研究を促進しただけでなく、情報通信技術を用いた
環境問題への応用へ個々の理解を深めることができた。限られ
た時間ではあったが、後半セッション全てを通じてGESLの学
生が司会進行を務めることができた。当イベントの目的である
海外大学との交流を深めるため、２つの課題（植林、砂漠化）に
沿った研究助成金申請を目標とした新たなアイディア創出を実
施した。そして他分野にわたる参加者との議論を通じ、多岐に
わたるアイディアを得ることができた。

今西　智哉　Tomoya Imanishi

Presentation at Washington University 

ワシントン大学におけるプレゼンテーション
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Microsoft headquarters located in Redmond, Washington, 
is organized as a decentralized, 300 acre corporate park 
with many buildings and even a football field. Mr. Takeyo-
shi Nakamura arranged of the Japan Strategy Office, 
kindly accepted our visit.
We began with a meeting at Microsoft Headquarters, 
where three of us presented our research projects. The 
meeting was attended not only by researchers but also 
by engineers and managers, attended to the meeting and 
many attendees sheared their opinions and gave us much 
advice from various viewpoints.
Next, Dr. Rob Fatland, a senior research program man-
ager, introduced his research and Dr. Michimune Kohno, a 
Keio alumni and developer, shared his career path.
Dr. Fatland showed us Microsoft Azure, an open cloud 
platform and worldwide telescope, data-visualization tool 
that creates a four-dimensional virtual geospatial environ-
ment. The developer tries to create a platform for users 
with no background in computer science to analyze and 
visualize their data.
We also discussed the career path of Dr. Kohno. He ini-
tially joined Microsoft as a researcher from the Japan 
branch and then applied for a job as an engineer in Seat-
tle. According to his talk, the work style in Seattle is very 
flexible. For example, they can choose to work at home or 
work at the company site, and can also choose their work 
hours.
After the meeting, we had a lunch together at a stylish 
cafeteria, and then, in the afternoon, we visited the Micro-
soft Visitor Center, where we were introduced to many of 
the newest technologies being developed at Microsoft, 
such as playing tennis or driving a car with the Xbox sys-
tem, a virtual fitting room, and drawing pictures based on 
a touch-screen system.
The attraction and open-minded corporate culture of Mi-
crosoft was apparent throughout this visit.

マイクロソフト社はワシントン州レドモンドに位置し、300
エーカーの広大な敷地を持つ。敷地内には多くのオフィスが
立ち並び、余暇のためのサッカーフィールドもある。本訪問
は同社日本戦略オフィス所長、中村武由氏のご協力によって
実現した。
はじめに本社会議室にて我々学生3名（小川・Muzaffar・大越）
が研究に関する発表を行った。会議には研究者やエンジニア
のほか営業やマーケティング部門など幅広い職種のスタッフ
が参加してくださり、我々の研究に対し研究面のみならず開
発面など多角的なアドバイスを得られた。
続いて研究プログラムマネージャーのRob Fatland氏および
慶應義塾大学OBである開発者の河野通宗氏より、最新のプロ
ジェクトおよびキャリアパスに関して伺った。
Fatland氏による近年のプロジェクト紹介では、オープンクラ
ウドプラットフォームであるMicrosoft Azureのほか、四次
元の仮想地理空間環境情報の可視化ツールであるWorldwide 
telescopeを実際に使用してみせてくれた。開発者はコン
ピュータサイエンスの知識がなくてもユーザがデータ分析や
データの可視化を行えるようなプラットフォームの開発を目
指したという。
続いて河野氏に彼のキャリアパスに関して伺った、河野氏は
日本支社にて研究者として働いた後に、本社シアトルに移っ
てからはエンジニアに転向した。本社での働き方は、職場と
自宅を自由に選択できることや就業時間が個人に任されてい
ることなど、非常にフレキシブルである。
会議の後は社食というにはお洒落でカジュアルすぎる場所に
て社員の方々と共に昼食をとり、午後はビジターセンターに
て、XboxやKinectなどの最先端テクノロジーを駆使したアプ
リケーションを体験した。

Presentation and Discussion at Microsoft 

マイクロソフトにおけるプレゼンテーション

小川　愛実　Ami Ogawa
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