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Prefatory note 
巻頭言

The Global Environmental System Leaders (GESL) program aims to develop 
students to be active leaders who will influence society through United Nations, 
international companies, and so on, after graduation through master’s and 
doctoral courses. Firstly, for GESL students who entered from master course 
and graduating this year. I’m looking forward to seeing them as a first step 
of the achievements of the GESL program. From 2012, I have contributed 
to construct a platform of educations and researches in the GESL program 
and educated GESL students. In the GESL program, GESL students can 
be supervised by professors from both Graduate Schools of “Media and 
Governance” and “Science and Technology.” Furthermore, the students 
can also be supervised by another researcher in an international institute. 
Therefore, the GESL program gives a platform whereby the students not 
only can study in both of the major and minor researches, but also have an 
opportunity to join in an international cooperation. There are many students 
from overseas and students with different backgrounds in the GESL program. 
By engaging GESL students in discussions, they can broaden their horizon. 
In other words, the GESL program gives a perfect platform for students 
who want to work globally. 
This program will be evaluated by what kind of human resources it can 
produce in the next 10 or 20 years after graduation from the GESL program. 
Because GESL stands for “global environmental system leaders,” I expect 
that the GESL program produces leaders who can solve environmental 
problems from a global viewpoint. Environmental problems can be divided 
into solvable one (by human) and unsolvable one (e.g. ice age or interglacial 
age due to motions in the solar system). One cannot answer the question 
whether the problem is solvable or not if they do not have enough knowledge 
of science. It is also important to note that scientific knowledges itself are 
not enough to solve environmental problems, even if mankind can solve the 
fundamental parts of it. Thus, global leaders in environmental systems need 
scientific knowledges as well as an enforcement of policy. Since the GESL 
program have succeeded to construct a perfect platform in which students 
study not only science but also policy, I hope that GESL students will become 
such global leaders in the future.

GESLプログラムは，修士・博士課程一貫教育により，国際機関や国際的な企
業などで社会を牽引するリーダーの輩出が期待されています．本年度は，修士
課程から入学したGESL学生の１期生が修了する予定ですので，GESLプログラ
ムの取り組みの成果がどのようになるか楽しみにしています．私は，2012年
度よりGESLプログラムの特任教員としてプログラム運営や研究教育指導に携
わってきました．GESLプログラムの特徴の一つは，政策・メディア研究科と
理工学研究科の両研究科の教員からの指導だけでなく国際機関に所属する研究
者からも指導を受けることができる体制です．専門及び副専攻の指導を直接受
けるだけでなく，国際的な指導も受ける体制が整備されています．また，留学
生やバックグラウンドの異なる研究室に所属する学生と身近に議論することが
でき，お互いに切磋琢磨しあい，視野を広げる環境が整備されています．した
がって，GESLプログラムは，グローバルに活躍したいと考えている学生にとっ
て，最高のプラットフォームを与えていると考えています．
プログラムの成果は，10年，20年後になって，どのような人材を輩出したか
で評価されると思います．GESLは“グローバルな環境問題を解決するリーダー”
を意味しており，グローバルな視点から環境問題を解決できるようなリーダー
が輩出される事が期待されています．地球の環境問題には，（人が）解決できる
問題とできない問題（例えば，氷河期や間氷期などの太陽系の運動によって決
まってしまうもの）があります．このような問題の差別化は，科学的な知識がな
いと理解できません．また，原理的には解決できる問題でも科学的な知識だけ
では解決されません．政策の知識・実行能力が必要です．GESLプログラムでは，
このような科学的な知識と政策の知識の両方を兼ね備えた人材の育成のプラッ
トフォームを構築しています．GESLプログラムの卒業生が将来このようなグ
ローバルリーダーとして社会を牽引してくれることを期待しています．

Takuma Akimoto
Department of Physics, Faculty 
of Science and Technology, 
Tokyo University of Science 
(Associate Professor)

東京理科大学理工学部物理学科
准教授

秋元　琢磨

2003-2007: Department of Applied Physics, Faculty of 
Science and Engineering, Waseda University（PhD）

2007-2010: Department of Applied Physics, Faculty of 
Science and Engineering, Waseda University（Assistant 
Professor）

2010-2012 : Department of Mechanical Engineering, 
Keio University（Research Assistant Professor）

2012-2015: Graduate School of Science and Technology, 
Keio University（GESL Project Assistant Professor）

2015-2017 : Graduate School of Science and Technology, 
Keio University（GESL Project Associate Professor）

2017- : Department of Physics, Faculty of Science and 
Technology, Tokyo University of Science（Associate 
Professor）

2007年3月　早稲田大学大学院 理工学研究科物理学及応
用物理学専攻 博士（理学）取得

2007年4月〜2012年3月 早稲田大学先進理工学部応
用物理学科　助教

2010年4月〜2012年3月 慶應義塾大学大学院 理工学
研究科　特任助教

2012年4月〜2015年3月 慶應義塾大学大学院 理工学
研究科　特任講師（GESL）

2015年4月〜2017年3月 慶應義塾大学大学院 理工学
研究科  特任准教授（GESL）

2017年4月〜　東京理科大学理工学部物理学科　准教授
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2 GESL Newsletter ■ Vol. 8 ■ 2018. 2



PA Massages

Message
Dear GESL students, greetings! This is an era where 
we can expand our knowledge over various fields: 
a difficult but compulsory skill for those who aim 
to be a global leader. This world continuously faces 
myriads of challenges, which complexities entangle all 
aspects of life. In research for diseases, for example, 
the use of sophisticated software and machines is 
unavoidable. Scientists must be aware of financial 
constraints, governmental health regulations, as well 
as the public demands. That illustrates how social 
awareness and keeping track with current advances 
are paramount for global leader. We cannot establish 
a society based on science and technology if we do 
not grasp its meaning. And, we must nurture the 
society by mutual understanding and cooperation. A 
perfect world may not exist, but at least, if we know 
what kind of world we want, I believe we can work for 
it through science and progress.

メッセージ
親愛なるGESLの学生の皆さん，こんにちは！　現代
社会は，様々な分野の知識を広げることができる時代
です．それは簡単なことではありませんが，グローバ
ルリーダーになることを目指す人にとっては必修のス
キルです．この世界は無数の課題に絶えず直面してい
て，そうした課題は人生のすべての面と関わっていま
す．例えば，疾病の研究において洗練されたソフトウェ
アやハードウェアの使用は避けられません．科学者は，
財政上の制約，政府の健康規制に対しても認識をして
いなければなりません．つまり，グローバルリーダー
にとって社会に対する現状認識と人類の進歩（最先端科
学）の両方を正しく把握しておくということがどれほど
重要かを意味します．そうでなければ，科学技術に基
づく社会を構築することはできません．そして，私た
ちは相互的な理解と協力によって社会を育てなければ
なりません．完璧な世界は存在しないかもしれません
が，しかし少なくとも，私たちがこれから目指す“世界
のあり方”を思い描くことで，科学の進歩とともにそこ
へ向かうことができると私は信じています．

Wresti Listu Anggayasti

Wresti is an Indonesian researcher who got her BASc. in the field of 
Biomedical Engineering from Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
(The Netherlands) in 2010. Her Ph.D. is in Biomedical Sciences 
-- specifically Biochemistry and Molecular Biology -- from Curtin 
University of Technology (Australia) in 2015, under supervision of 
Prof. Erik Helmerhorst and Prof. Ricardo Mancera. She joined Keio 
University in 2017 as a Project Assistant Professor. She investigated 
HMGB1 protein self-associations under certain physiochemical 
conditions. She is looking for a deeper understanding of HMGB1 
interactions mechanism with Molecular Dynamics, collaborating 
with Prof. Kenji Yasuoka.

2010年にHogeschool van Arnhem en Nijmegen（オランダ）にてバ
イオメディカルエンジニアリングの分野でBAScを取得．その後，2015
年にErik Helmerhorst教授とRicardo Mancera教授の指導の下でカー
ティン工科大学（現：カーティン大学）（オーストラリア）でバイオ
メディカルサイエンスの博士号を取得．2017年4月よりGESL特任助
教．現在は，慶應義塾大学理工学部の泰岡顕治教授と共同でHMGB1
の相互作用メカニズムの研究を分子動力学計算により行なっています．

Profile　
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Introduction of new

学生紹介（2017年度4月新入生）
students

DOCTORAL 
COURSE 

STUDENTS
博士課程

The widespread use of games for environmental 
education still faces many obstacles. Not the least of all are cultural and 
linguistic barriers, that often pose problems for developers. Therefore, 
my major research at the GESL program is focused on examining 
player experiences to differing practices of localization, thereby 
contributing to a better understanding of how games for environmental 
education can be successfully used in different cultural contexts.
デジタルゲームの利用を環境教育へ広めるにあたって，未だに多くの課
題が存在しています．ゲーム開発者がしばしば直面する文化的および言
語的な障壁は，そのほんの一部に過ぎません．したがって，GESLプロ
グラムにおける私の研究では，ゲームの様々なローカライゼーション手
法に対するプレイヤー体験を調査することに着目します．そうすること
で，異なる文化的文脈においてどのようにデジタルゲームを環境教育の
ために有効活用できるのか，その理解向上に寄与したいと考えています．

MISSION

Stefan Brückner
ブリュックナー ステファン

Graduate School of Media and Governance, 
1st Year PhD Student

Waragai Laboratory
Major study: Digital Game Localization
Minor study: Digital Games and Education

政策・メディア研究科　博士課程１年
藁谷研究室
メジャー研究：デジタルゲームのローカライゼーション
マイナー研究：デジタルゲームと教育

Digital games have become an integral part of 
our global entertainment culture. Aside from entertainment, there 
is also an increasingly widespread debate about the use of games 
for environmental education. With their potential of contributing 
to heightening environmental awareness, and spreading norms of 
sustainability, digital games can play a vital role in shaping 
consumer attitudes and the broader discourse on sustainability.
デジタルゲームは，グローバルに展開するエンターテインメント文化
において不可欠なものになっています．そして，エンターテインメン
トとしての面だけではなく，環境教育のためのデジタルゲームの利用
についての議論も広がりつつあります．デジタルゲームは，環境に対
する意識を喚起し，それを持続するための方法を普及させることに繋
がる可能性があるため，プレイヤーが環境問題に対する自分の考えを
形成する上で，重要な役割を担うことができるのです．

VISION
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Graduate School of Media and Governance, 
1st Year PhD Student

Kiyoki Laboratory
Major study: Smart City Roads Environment with 

Distributed Road Tracking System
Minor study: Large-Scale Environmental System

政策・メディア研究科　博士課程１年
清木研究室
メジャー研究：分散型負荷追跡システムによるスマート

シティ道路環境
マイナー研究：大規模環境システム

Currently I am working on projects related to road 
safety research. I am proposing a distributed road tracking system 
with road laws enforcement which makes a significant contribution 
to road safety on large scale. The proposed system automatically 
determines various kinds of road laws violations in real-time. 
Moreover, the system will be able to detect traffic congestions and 
smartly control the traffic based on collected statistics for a more 
efficient transportation in cities.
現在, 私は交通安全に関連するプロジェクトに携わっています. 私は広
域的な交通安全に寄与すると考えられる分散型路上トラッキングシス
テムを提案しております. 私の提案するシステムは様々な種類の交通
違反をリアルタイムで自動的に判断します．さらに，このシステムは
交通渋滞を検知することができ，集積された統計データに基づいたス
マートな交通整理を可能にするでしょう．

VISION

Annually, hundreds of thousands of citizens are 
dying because of road traffic crashes. Only in 2015 alone, there were 
1.25 million road traffic deaths globally caused by car accidents. 
Although road traffic injuries have been a leading cause of mortality for 
many years, most traffic crashes are both predictable and preventable. 
The mission of my research is to improve mortality rates in global scale 
by means of novel approaches in road tracking and smart city roads.
例年，多くの人が路上の交通事故により亡くなっています．交通事
故によって2015年だけで125万人もの死亡者が発生しているのです．
交通事故は死亡原因の主要因であり続けていますが，ほとんどの事故
は予測可能であり，予防可能でもあるのです．私の研究の使命は，路
上追跡とスマート都市交通という新たなアプローチにより，世界規模
で死亡率を改善することです．

MISSION

Alexander Dudko
ドゥドコ アレクサンダー

Graduate School of Media and Governance, 
1st Year PhD Student

Okuda Laboratory
Major study: Comprehensive Study on Diasporic 

Palestinian Community
Minor study: Big Data Analysis

政策・メディア研究科　博士課程1年
奥田研究室
メジャー研究：ディアスポラのパレスチナ人コミュニテ

ィに関する包括的研究
マイナー研究：ビッグデータ分析

Although the Palestinian-Israeli conflict has been said 
to be impossible to resolve, there are an infinite number of possible 
approaches, and we do not necessarily be caught by conventional 
frameworks, such as political and social sciences. I intend to construct 
more practical conflict resolution theory, while incorporating new 
methodology such as mathematical models and information processing, 
and ultimately, to contribute to solve every existing conflicts in the world.
解決不可能とも言われるパレスチナ問題ですが，解決のためのアプロー
チには無限の可能性があり，決して政治学や社会科学などの従来的な枠
組みにとらわれる必要はありません．私の関心は，数理モデルや情報処
理などの新しい手法を取り入れながら，より実現性の高い紛争解決の理
論を構築していくことにあります．これにより，パレスチナ問題をはじ
めとする多くの国際紛争の解決に貢献できるような人材となることを目
標としています．

VISION

Discussion about an alternative resolution for 
Palestinian-Israeli conflict has been reinvigorated nowadays. Especially, 
for discovering possibilities of resolution from the Palestinian civil-social 
perspective, the significance of Palestinians in diaspora has been 
indicated. In my major study, I aim to discern their interests from all 
around the world by incorporating big-data analysis and multi-sited field 
works. And for that, I will learn about the information collection 
technology on the internet as my minor study.
現在， パレスチナ問題の新たな解決策が模索されています．とりわけパ
レスチナ市民社会の視点から紛争解決の可能性を見出す試みが増加する
中， 長らく調査困難な対象とされてきたパレスチナ人ディアスポラに目
を向ける必要が指摘されています．そこで私の研究では，ビッグデータ
分析と現地調査により，世界中のパレスチナ人の意識を包括的に捉える
ことを目指します．そのために，私のマイナー研究では，インターネッ
ト上の情報収集技術について研究します．

MISSION

Hani Abdelhadi
ハーニ アブデルハディ
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MASTERS 
COURSE 

STUDENTS
修士課程

My major research is directed at the theoretical 
elucidation of the mechanisms for the folding of biomolecules on 
interfaces of functional materials. To realize the goal, we are conducting 
research on the physical properties of a semiconductor surface, utilizing 
molecular dynamics simulation and ab initio calculations. Through the 
International trainings, skin-like flexible electronics is studied from the 
perspective of molecular theory.  My minor study is on macroscale 
sensors network allowing for the next-generation flexible devices.
メジャー研究では，機能性材料と接する界面で，DNAなどの生体分子が
自己組織化するメカニズムを解明することを目指しています．そのため
に，半導体表面の物性に関する研究を分子動力学シミュレーション及び
量子力学計算を用いて行なっています．インターンシップでは，皮膚の
ように薄く柔軟なエレクトロニクスの研究を行います．マイナー研究で
は，この次世代型エレクトニクスの環境モニタリングへの応用を視野に，
小型センサネットワークに関する研究を行います．

MISSION

Irie Masahiro
入江 将大

Graduate School of Science and Technology, 
1st Year MS Student

Yasuoka Laboratory
Major study: Molecular Dynamics Simulation and 

ab Initio Calculations
Minor study: Ubiquitous Computing

理工学研究科　修士課程１年
泰岡研究室
メジャー研究：分子動力学シミュレーション・第一原理

計算
マイナー研究：ユビキタスコンピューティング

Nowadays, the global environmental problems and the 
solutions are getting even more complicated with the development of 
modern science. Information technology is particularly correlated with 
these issues, in terms of the environmental monitoring and the energy 
consumption. I aim to become a leader to accelerate the social 
implementation of ecological information technology from the perspective 
of nanotechnology. Also, the solutions will seek the technicians who can 
play a role as “an interpreter to bridge individual fields” and connect the 
elements together. Hence, I will tackle the global environmental problems 
with the integration of technology from various disciplines.
今日，私たちを取り巻く環境問題やその解決は科学技術の進歩と相まって
複雑化の一途を辿っています．特に情報技術は，エネルギー問題や環境モ
ニタリングなどの様々な側面で環境問題と関係づけられます．私はナノテク
ノロジーの観点から，環境に優しい次世代情報技術の社会実装を加速させ
ることを目指します．さらに，学際的な視点を持って異分野間の通訳者とな
り技術要素を繋ぐことで，技術的な側面から環境問題の解決に取り組みます．

VISION
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Graduate School of Media and Governance, 
1st Year MS Student

Kiyoki Laboratory
Major study: Semantic retrieval system depending 

on the context of the news article
Minor study: Energy

政策・メディア研究科　修士課程１年
清木研究室
メジャー研究：新聞記事を対象とした文脈対応型意味的

連想検索の実現
マイナー研究：エネルギー

Hanako Fujioka
藤岡 華子

Graduate School of Science and Technology, 
1st Year MS Student

Ueda Laboratory
Major study: Lean Premixed Combustion
Minor study: Biojet Fuels

理工学研究科　修士課程1年
植田研究室
メジャー研究：燃焼振動
マイナー研究：バイオジェット燃料

Takuya Tomidokoro
富所 拓哉

It is important in the modern global society that we 
have a bird's-eye view to grasp information from around the world. 
My vision for the GESL program is to create an information retrieval 
system which supports people in bird's-eye view to help them to 
have an interest in the various phenomenon and can feel the 
closeness to the happenings around the world.
グローバル化が進む現代において，バラバラに存在する個別の事象を
俯瞰・分析し，総合的に判断することが重要です．私はGESLプログ
ラムを通じて，世界各地で日々起こる出来事を人々により身近に感じ
てもらうべく，ユーザにとっては遠い地で起こったことや専門外のこ
とであっても関心を持てるよう，各情報を関連的に検索できるような
システムを作り，俯瞰的な視点をサポートできればと思います．

VISION

In my major research, I will construct a semantic 
retrieval system with the Mathematical Model of Meaning and a 
visualization system that maps these search results onto the world 
map with the temporal axis. It will enable us to discover keywords 
and documents that are semantically close to the search phrases 
by creating semantic vector space with feature words of the 
collected news article.
メジャー研究では，新聞記事を対象としたドキュメント検索において，
意味の数学モデルを適応した意味的連想検索および，それらの結果を
時間軸を持った世界地図上へ可視化するシステムの構築に取り組みま
す．収集した新聞記事群を表すための特徴的な語句を抽出し，それに
基づいて意味空間を生成することで，単純なパターンマッチ検索では
不可能だった，意味的に近いキーワードや文書を発見することができ
るようにします．

MISSION

The importance of combustion engineering in 
environmental and energy issues has been increasing. As an expert 
in combustion engineering, my goal is to take part in projects such 
as reducing the use of fossil fuels in aerospace industries or 
developing high-efficiency power plants. To achieve this goal, it is 
essential to learn how to keep social conditions and rules in mind 
during research and development through GESL program.
環境・エネルギー問題に対する国際的な意識が高まる中，低環境負荷
化・省エネルギー化技術開発において燃焼工学の重要性は一層高まっ
ています．将来は燃焼工学の専門家として，航空機の脱化石燃料事業
や，火力発電所の低環境負荷・高効率化事業などに携わることに興味
があります．そのためには，GESLプログラムを通じて自分の専門分
野だけでなく，社会情勢や社会ルールを念頭に置きながら研究開発を
進める姿勢を身に着ける必要があると考えています．

VISION

In order to suppress the emission of nitrogen 
oxides, a method called “lean premixed combustion” has been 
utilized in industrial gas turbines. As this method is known to be 
prone to a deleterious phenomenon called combustion oscillation, 
the aim of my major research is to contribute to the elucidation 
of its mechanism. In my minor research, I plan to propose how to 
promote the use of aviation biofuels in Japan.
航空機や火力発電に用いられるガスタービンでは，大気汚染物質であ
る窒素酸化物の排出量を抑えるため，燃料を燃やす際に希薄予混合燃
焼という方法が採用されています．しかし，この方法では燃焼振動と
いう現象が生じやすいという問題があるため，メジャー研究では実験
および数値解析により，燃焼振動の発生メカニズムの解明に貢献しま
す．また，マイナー研究では航空機の代替燃料として注目を集めるバ
イオジェット燃料の普及に向けた提言を行います．

MISSION

GESL Newsletter ■ Vol. 8 ■ 2018. 2 7



Introduction of new  students

For my major research, I am going to focus on 
the introduction of renewable energy and assess its impact from 
the environmental perspective. Renewable energy is increasingly 
promoted by Japanese government in response to the Great East 
Japan Earthquake and the accident of Fukushima Daiichi Nuclear 
Plant. Therefore, it is necessary to make comprehensive assessment 
on their environmental impact for sustainable utilization of renewable 
energy. I am going to use GIS technology because a spatial analysis 
is indispensable for my research.
私のメジャー研究では, 再生可能エネルギーの導入に焦点を当て, その
影響を環境面から評価するつもりです. 東日本大震災や福島第一原子
力発電所の事故を受けて, 日本政府は再生可能エネルギーの普及をま
すます推進しています. そのため, 再生可能エネルギーの持続可能な利
用に向けた環境への影響を総合的に評価する必要があります. そのた
めには, 空間分析が不可欠であるため, 私はGIS技術を用いた研究に取
り組みます.

MISSION
Xiu Haoyi
修 浩毅

Graduate School of Media and Governance, 
1st Year MS Student

Yan Laboratory
Major study: Renewable Energy and GIS and 

Remote sensing
Minor study: Transfer Learning

政策・メディア研究科　修士課程１年
厳研究室
メジャー研究：再生可能エネルギーとGISとリモートセ

ンシング
マイナー研究：転移学習

My goal is to obtain the knowledge of Renewable 
energy as well as data science to implement data science on the 
real problem, especially on renewable energy issues. My future 
career plan is to get a job in an international institute or company 
as a researcher, so that I can provide solutions for the current 
world problems from the academic perspective.
私の研究の目的は，再生可能エネルギーとデータサイエンスに関する
知識を横断的に修得し，データサイエンスをツールとして現実の再生
可能エネルギーにまつわる問題を解決することです．将来はグローバ
ルな研究機関や企業に研究者として所属することを目標とし，学術的
な観点から現実の問題に対して解決策を提示します．

VISION

Vol.8 2018.2
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International training reports 国際トレーニング成果報告

Elham Goumehei studied water engineering at Urmia University, 
Iran. She received M.Sc. in Geoinformation from ITC, University 
of Twente, The Netherlands and then started her PhD course 
at Keio University in 2015. Her research is detecting surface 
water bodies from Synthetic Aperture Radar (SAR) data using 
contextual complex Wishart model under supervision of Prof. 
W. Yan at Keio University.

Profile
ウルミア大学にて学士（水工学），トゥウェンテ大学にて修士（地
理情報学）を取得後，2015年慶應義塾大学大学院政策・メディ
ア研究科博士課程に進学．厳教授のもと，複素Wishartモデルを
用いた合成開口レーダー（SAR）システムにより表層水塊を検出
する研究をおこなっている．

プロフィール

Time period: Oct 4th, 2016 – May 14th, 2017
Place: University of Twente, The Netherlands
Supervisor: Dr. V. A. Tolpekin

実施期間：2016年10月4日 – 2017年5月14日
実施場所：トゥウェンテ大学（オランダ）
訪問先指導教員：Dr. V. A. Tolpekin

Surface Water Body Detection in Sentinel 1 Data using 
Contextual Wishart Classification

センチネル-1のデータにおける
Wishart分類法を用いた表層水塊の探索

Elham Goumehei, Graduate School of Media and Governance, 3rd year PhD student
エルハム グーメイ，政策・メディア研究科　博士課程3年

The Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation 
of the University of Twente, or known as ITC, is one of the most 
well-known places in the field of Geo-informatics. Having the 
opportunity to work in an environment with a similar discipline 
as my research was a great chance to exchange ideas and 
knowledge. I had chances to meet different people and discuss 
my work from different aspects and point of views. Suggestions 
and comments that I got from my meetings helped me to improve 
my work and build more robust research idea. Weekly meetings 
with my supervisor sped up my progress and technical discussions 
represented great progressing step in my research. My research 
is the detection of surface water bodies using Synthetic Aperture 
Radar (SAR) data. During my training I could develop a model 
to classify SAR data and extract surface water resources in 
mountainous area. In my research, Sentinel 1 images, which are a 
set of newly released data, were used in consideration of several 
benefits such as being free of charge with short revisiting time.
Also, my international training was a good opportunity to get familiar 
with other research topics through different research presentations. 
These presentations broaden my knowledge in the field of geo-
informatics, especially remote sensing, since the department that I 
joined in has more than twenty PhD students with different projects 
in the discipline of earth observation. Being academic visitor at the 
University of Twente in broader perspective gave me an overview 
of the academic environment in other universities and countries 
which helps me to plan my future career more wisely.

ITCとして知られるトゥウェンテ大学の地理情報学部および地球観
測学部は，ジオインフォマティクス分野で最も有名な場所の1つで
す．私の研究と同じ分野の環境で働く機会を得たことは，アイデア
や知識を変える良いチャンスでした．私は様々な人と会い，異なっ
た側面や見解から自分の仕事について話し合う機会を得ました．そ
うした議論の中で得た提案やコメントは，私の仕事をより良いもの
にし，よりしっかりとした研究アイデアを構築する手助けをしてく
れました．指導教員との週に一度のミーティングによって進捗は劇
的に早くなり，技術的な議論は研究の大きな推進力となりました．
私の研究は，SAR（Synthetic Aperture Radar）データを使った地
下水の検出です．国際トレーニング期間には，SARデータを分類し，
山間部の地表水資源を抽出するモデルを開発することができました．
私の研究では，新たにリリースされたセンチネル-1の画像のセット
を使用しました. それは短い再訪期間でも無償でデータを利用でき
るなどのいくつかの利点を考慮したためです．
また，私の国際トレーニングは，さまざまな研究発表を通じて他の
研究テーマに精通する良い機会でした．私が所属する学部には地
球観測の分野で異なるプロジェクトを持つ博士課程学生が20人以
上も在籍しており，様々な分野の研究発表を通じて，地理情報学，
特にリモートセンシングの分野における私の知識が広がりました．
トゥウェンテ大学に学術訪問することで，他大学や他国における学
術環境を知ることができ，私の将来のキャリアを考える上で，非常
に有益でした．
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International training reports 国際トレーニング成果報告

Study on visualization techniques for flame structures and temperature 
measurement for lean blowout of swirl combustion

火炎構造の可視化技術と旋回型燃焼の
リーンブローアウトのための温度計測の研究

Tomoki Higuchi, Graduate School of Science and Technology, 2nd year MS student
樋口 智紀，理工学研究科　修士課程2年

Time period: Oct. 1st, 2016 – Dec. 22nd, 2016
Place: University of Cambridge, UK
Supervisor: Prof. Epaminondas Mastorakos

実施期間：2016月10月1日 − 2016年12月22日
実施場所：ケンブリッジ大学（イギリス）
訪問先指導教員：Prof. Epaminondas Mastorakos

Tomoki Higuchi received B.A of engineering from Keio University 
in 2016. He entered Master course in Keio University and have 
been conducting research on development of control method 
of air conditioner of servers for data center to reduce power 
consumption under the supervision of Professor Koichi Hishida 
in Keio University.

Profile
2016年慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科学士（工
学）を取得．2016年同大学大学院理工学研究科にて菱田公一教
授のもと，データーセンター向けサーバーの空調機器の消費電
力削減に向けた制御手法の開発に関する研究を行っている．

プロフィール

I underwent the internship at the University of Cambridge under the 
supervision of Professor E. Mastorakos, who is a leading person in the 
field of combustion, from October 2016 to December 2016. The aim of 
this internship is to acquire measurement technologies for experiments 
in thermal fluid and to broaden my perspective through activities 
within the international environment. Many researches are conducted 
in the laboratory in collaboration with companies such as Rolls-Royce 
and Mitsubishi Heavy industries. Among them, I participated in the 
combustion experiment for laser induced ignition, which is attracting 
attention instead of conventional ignition technologies by plugs. I 
worked for the experiment for Schlieren method, which is one of 
the visualization techniques for combustion fields. Schlieren method 
is a method which visualizes the difference of the density of gas or 
liquid by refraction of light using optical system. This training began 
from the design of optical experimental equipment followed by 
purchases and assembling and ending at experiments. As the results, 
we succeeded in high-speed shooting of growth of flame kernels 
after ignition. In addition, I did image processing for the images of 
flame and could estimate flame speed quantitatively. I also helped 
experiment of temperature measurements for swirl combustors. 
Through the experiments, my knowledges about optics, image and 
temperature measurement techniques could be deepened. And, 
interaction with the students and researchers let me recognize the 
importance of research system and internationality. In addition to the 
research activities, I joint parties and a seminar in colleges and gain 
more insight on educational system and the culture of Cambridge.

2016年10月〜2016年12月にかけて，イギリスのケンブリッジ大
学にて燃焼工学の第一人者であるE. Mastorakos教授の下で国際ト
レーニングを行いました．目的としては，熱流体分野における実験
の計測技術を身に着けると同時に，国際的な環境での活動を通して
視野を広げることでした．滞在したケンブリッジ大学の研究室では，
ロールスロイスや三菱重工業などの企業と共に燃焼工学領域におい
て研究を盛んに行っています．その中で，私は従来の着火技術のプ
ラグ点火に代わり注目されるレーザー点火の燃焼実験に携わりまし
た．特に，燃焼場に用いられる可視化技術の一つであるシュリーレ
ン法の実験を中心に活動しました．シュリーレン法は，光学系を利
用して気体や液体の密度差を光の屈折により見えるようにする手法
です．本国際トレーニングでは，光学実験装置の設計からはじまり，
購入，組み立て，実験を行いました．結果としては，着火後の火炎
核の成長の様子を高速度撮影することに成功しました．さらには，
得られた火炎場の画像処理をし，定量的に燃焼速度の推定を行うこ
とができました．他にも，ジェットエンジンなどで用いられる旋回
型燃焼器の温度計測の実験を手伝いました．これらの実験を通して，
自身のメジャー研究で用いる光学や画像，温度計測技術に関する知
識を深めることができました．また，周りの学生や研究員との交流
によって，研究体制や取り組み方，研究での国際性の重要性も認識
できました．これらの研究活動に加え，現地の授業の聴講や，カレッ
ジ内でのパーティーやセミナーへの参加なども通して，ケンブリッ
ジの教育制度や文化を知り，自分の視野を広げることができました．
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International training reports 国際トレーニング成果報告

Synthesis and Characterization of Renewable Elastomeric Block Copolymers

再生可能資源を原料とする
熱可塑性エラストマーの合成

Naruki Kurokawa, Graduate School of Science and technology, 2nd year PhD student
黒川 成貴，理工学研究科　博士課程2年

As an approach to solve the global environmental problem such 
as global warming caused by the emission of carbon dioxide, it 
is necessary to develop the materials for daily used synthesized 
from renewable feedstocks, or biomass materials. Polylactide, 
which can be synthesized from sugar of plants, is a major biomass 
material, and is widely used as a plastic material. For realization 
of the sustainable society, it is also important to develop not 
only plastic materials, but also elastomeric materials which can 
be obtained from renewable feedstocks. 
I conducted my internship research for three months at University 
of Minnesota, USA, under the supervision of Prof. Marc A. Hillmyer, 
who is an expert of the synthesis of the sustainable polymer 
materials. We synthesized triblock copolymer with a liquid-like 
polymer (soft segment) and polylactide (hard segment) by ring-
opening transesterification polymerization. These two polymers can 
be obtained from renewable feedstocks. The triblock copolymer 
exhibits phase separation behavior. In this material, polylactide 
(hard segment) works as crosslinks and the liquid-like polymer 
(soft segment) gives elasticity to the triblock copolymer. Notably, 
it was revealed that this triblock copolymer possesses higher 
mechanical properties and better elasticity than those of the other 
renewable elastomers reported previously. This internship gave me 
good occasions to learn the synthesis skills and characterization 
methods, and to know how important the renewable materials are 
for the sustainable society. The article on this research conducted 
during this internship was already published.

二酸化炭素排出による地球温暖化などの環境問題への対策として，
再生可能資源を原料とする材料（バイオマス材料）を利用可能にする
ことは，持続可能社会の実現のためには必須の課題です．現在，植
物から得られる糖類を原料として合成可能なポリ乳酸は代表的なバ
イオマス材料であり，プラスチックとしての利用が拡大されてきて
います．石油由来の材料から再生可能資源由来の材料への遷移は，
プラスチック材料のみではなくエラストマー材料（ゴム材料）にも必
要とされています．
本国際トレーニングでは，再生可能資源を原料とする熱可塑性エラ
ストマーの合成をテーマとして，米国ミネソタ大学化学科において
Prof. Hillmyerの指導のもと，3ヶ月間に渡る国際トレーニングを行
いました．Hillmyer研究室では，再生可能資源を原料とする高分子
材料の合成に重点を置き研究がなされています．常温において液
体の高分子をソフトセグメントとして，固体の高分子（ポリ乳酸）を
ハードセグメントとして用いたトリブロック共重合体を，開環重合
法により合成しました．このトリブロック共重合体は相分離構造を
形成し，ハードセグメントが架橋点として働き，ソフトセグメント
が伸縮性を示すため，エラストマーとしての物性を発現します．特に，
今回合成した熱可塑性エラストマーはこれまで報告されていたもの
と比較して力学物性が高く，高い伸縮性を有していることがわかり
ました．この国際トレーニングを通して，高分子合成および解析手
法について学ぶことに加えて，再生可能資源を用いた材料の必要性
についても考える機会となり非常に有意義でありました．本国際ト
レーニング中に得られた実験結果は，国際誌論文として投稿中です．

Time period: Oct. 2nd, 2016 − Dec. 28th, 2016
Place: University of Minnesota, MN, USA
Supervisor: Prof. Marc A. Hillmyer

実施期間：2016年10月2日 − 2016年12月28日
実施場所：ミネソタ大学（アメリカ）
訪問先指導教員：Prof. Marc A. Hillmyer

Naruki Kurokawa received M. Eng. in 2016 from Keio University. 
He is a doctoral course student under the supervision of Prof. 
Atsushi Hotta in Keio University.

Profile プロフィール
2016年に慶應義塾大学大学院理工学研究科で修士（工学）を取得．
同年，同大学院博士課程に進学．堀田篤教授のもと，再生可能
資源から得られる高分子材料の高強度化，形状記憶性高分子材
料の合成，新規抗血栓性エラストマーの開発などについて研究
を行っている．

GESL Newsletter ■ Vol. 8 ■ 2018. 2 11



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

Experimental Investigation of RF System for the Linac4 H- Source

Linac4水素負イオン源，
及びその高周波システムに関する実験的調査

Kenjiro Nishida, Graduate School of Science and Technology, 3rd year PhD student
西田 健治朗，理工学研究科　博士課程3年

The European Organization for Nuclear Research (CERN) is the 
leading research institution for particle physics. They probe the 
fundamental constituents of matter by using the world's largest 
particle accelerator complex. The upgrade of the accelerator 
has been continuously carried out to improve the efficiency/
quality of their experiment. The new linear accelerator Linac4 is 
under development as one of such upgrade plans. The Linac4 is 
required to deliver a denser and higher energy beam than that 
of the present linear accelerator, Linac2. Our research interest 
is the negative hydrogen ion (H-) source, which is employed in 
the Linac4 as a particle source. Since it is the very first stage for 
the beam, its operation must be most stable in all instruments 
of the accelerator chain. The fault of the Linac4 H- source will 
leads to shutdown of the whole accelerator chain.
The goal of our study is (1) to improve the stability of the power 
supply to the H- source and (2) to improve the quality of the extracted 
H- beam (i.e., density and energy of the beam) by optimizing the 
efficiency of power transfer to the plasma inside the H- source.
We have carried out the parametric survey to find the optimum 
operation condition for the H- source. The measurement requires 
the expertized experimental skills of the electrical engineering and 
plasma diagnostics, all of which are successfully acquired through 
this internship. The research achievements will be published as 
an international joint paper.

欧州原子核研究機構（CERN）は素粒子物理を牽引する著名な研究機
関です．CERNは世界最大の粒子加速器を用いて，素粒子物理に関
する検証実験を行うことで知られています．その検証実験の向上を
図るべく，CERNは加速器の改良・改善を継続的に行ってきました．
近年ではその改良の一環として，新たな初段加速器Linac4が開発さ
れています．Linac4は，現在用いられている線形加速器Linac2に
比べ，より高密度・高エネルギーの粒子ビームを生成することが期
待されています．私たちは，そのLinac4の粒子源である水素負イオ
ン源を対象として研究を行ってきました．水素負イオン源は，容器
内でプラズマを生成し，電圧を印加することで，プラズマ中から負
イオンのみを選択的にビームとして引き出す装置です．
水素負イオン源は，加速器全体の中で最上流に相当するため，非常
に安定した稼働が求められます．しかしながら，プラズマ放電や粒
子ビーム引き出しに係る物理過程で明らかにされていない事象が多
く，これが稼働安定性向上への障壁となっています．この課題に対
し，私たちは，水素負イオン源内プラズマへの電力供給の最大化・
最適化に着目して，稼働性能の向上を図ります．
Linac4水素負イオン源実機を用いて，最適な運転条件に関する実
験的な調査を行いました．この実験を通じて，専門的な電気工学や
プラズマ測定技術に関する知見を獲得しました．実験結果の詳細は，
私を筆頭著者とした国際共著論文にて発表する予定です．

Time period: Jun. 24th, 2016 – Sep. 20th, 2016
Place: European Organization for Nuclear Research (CERN)
Supervisor: Dr. Jacques Lettry

実施期間：2016年6月24日 ― 2016年9月20日
実施場所：欧州原子核研究機構（CERN）
訪問先指導教員：Dr. Jacques Lettry

Kenjiro Nishida received B.A in 2013 and M.S in 2015 from 
Keio Univiersity. He is a Ph.D candidate researching on the 
numerical modeling of plasma discharge processes under the 
supervision of Professor Akiyoshi Hatayama in Keio University.

Profile プロフィール
2013年慶應義塾大学理工学部学士，2015年同大学大学院理工
学研究科修士を取得．現在慶應義塾大学大学院理工学研究科に
て畑山明聖教授のもと，プラズマ放電過程の数値モデル構築に
関する研究を行っている．
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P Study of Formation Mechanism for the Ion-Ion Plasma Layer in the BATMAN 
Hydrogen Negative Ion Source

BATMAN水素負イオン源における
イオン性プラズマ層形成に関する研究

I have finished the GESL international training at Max-Planck-
Institut für Plasmaphysik (IPP) in Germany, under the supervision 
of Prof. Ursel Fantz. Now, the BATMAN, a negative ion source 
for the fusion plasma heating is being developed at IPP, and the 
requirement for this ion source is to produce the negative ion beam 
with good beam optics. In the previous works, the experiments 
have shown the ion-ion plasma which consist of the positive ion 
and negative ion, instead of electrons, has been formed in the 
vicinity of the beam aperture in the BATMAN. Moreover, it has 
been also shown that the beam optics strongly depends on the 
ion-ion plasma formation. However, the mechanism of the ion-ion 
plasma formation has not been fully understood. In the present 
international training in IPP, the numerical simulation model near the 
beam aperture in the BATMAN has been developed to clarify the 
ion-ion plasma formation mechanism. This study was a worthwhile 
experience for my career path planning. Fortunately, I had many 
opportunities to discuss with the supervisor and researchers in 
IPP. For the future study, the validation in the quantitative sense 
for our simulation model will be performed in the framework of 
the joint research with IPP. 

Time period: Sep. 18th 2015 − Dec. 9th 2015
Place: Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching, 

Germany
Supervisor: Prof. Ursel Fantz

実施期間：2015年9月18日 − 2015年12月9日
実施場所：Max-Planck-Institut für Plasmaphysik（ドイツ）
訪問先指導教員：Dr. Ursel Fantz

Shu Nishioka, Graduate school of Science and Technology, 3rd year PhD student
西岡 宗，理工学研究科　博士課程3年

Shu Nishioka received the M.Eng. Degree in 2015 from Keio 
Univ, Yokohama, Japan. He is a doctor course student under 
the supervision of Prof. Akiyoshi Hatayama in Keio Univ.

Profile プロフィール
2015年に慶應義塾大学院理工学研究科で修士（工学）を取得．同
年，同大学院博士課程に進学し，畑山明聖教授のもとでプラズ
マシミュレーションに関する研究に従事している．

私はドイツ・バイエルン州のMax-Planck-Institut für Plasmaphysik
（IPP）にて指導教官であるUrsel Fantz氏のもと，GESL国際トレー
ニングを実施しました．現在，IPPでは核融合プラズマ加熱装置で
使用される水素負イオン源・BATMANを開発しています．本装置
の開発課題として収束性の良い負イオンビーム形成が挙げられます．
先行研究において，BATMAN水素負イオン源ではビーム孔近傍に
おいてイオン性プラズマ層とよばれる特殊なプラズマ層が形成され
ること，さらにこのイオン性プラズマ層の形成を制御することで
ビーム収束性が改善できる可能性が示唆されました．しかしながら，
イオン性プラズマ層の形成機構は未だ十分理解されていません．今
回の国際トレーニングにおいて，私はBATMANビーム引き出し孔
近傍を対象とした数値計算モデルをIPPの研究者らと共同で開発し
ました．また，構築したモデルを用いてイオン性プラズマ層形成機
構の解明に着手しました．この国際トレーニング中に私は研究関連
項目についても多くを学習する機会に恵まれ，イオン源に関する数
値モデリングに関する見識など専門知識を多く吸収できた点が有意
義であったと考えます．また，指導教官とその研究グループメンバー
と定期的に進捗報告やディスカッションを実施できたことで，自身
の研究について課題をより深く掘り下げることができました．国際
トレーニング後も，構築したシミュレーションモデルの定量的な妥
当性確保にむけた協力体制を維持していく予定です．
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International training reports 国際トレーニング成果報告

Research of the German Newspaper Articles about the Earthquake and Tsunami 
in Japan 2011: An Analysis of the Function of the Religious Language

「3.11」をめぐるドイツ語全国紙と地方紙の報道記事分析
―表現手段としての宗教言語機能―

Yukiko Sato, Graduate School of Media and Governance, 1st year PhD student
佐藤 友紀子，政策・メディア研究科　博士課程1年

An international training was conducted for three months in 
Germany under the supervision of Professor Bogdan Kovtyk 
at the Institute of Media and Communication of Martin-Luther 
University Halle-Wittenberg to develop my doctoral thesis, which 
seeks to clarify the difference of media coverage portrayed in 
several languages by investigating the possible functions of the 
religious words in the news related to the 3.11 catastrophe. During 
the international training a fieldwork in Germany was carried out 
following two investigations: 1) data collection and content analysis 
of German national and regional newspaper articles, 2) survey and 
interviews with the local readers and interviews with the journalists 
of the German newspapers. As many as 602 articles published 
from March 2012 until May 2016 in German national and regional 
newspapers related to the theme of the Tohoku catastrophe in 
Japan were collected and analyzed utilizing newspaper archives 
at the German national and state library. At the same time, 20 
surveys for investigation and interviews were carried out with the 
cooperation of German students at the University of Halle. Also, I 
was able to carry out an interview with Kurt Stenger, the redactor 
for the business, society and environment department at Neues 
Deutschland, which deepened my analysis of why the religious 
words are used in the German media coverage. In addition, I had 
the opportunity to visit one of the technical universities in Germany 
RWTH (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule) Aachen, 
where I was able to discuss my minor research theme focusing 
on the theme of how the catastrophe in Japan 2011 has affected 
the German society with German professors and students.  

Time period: July 22nd 2016 − Oct. 19th 2016
Place: Martin-Luther-University Halle-Wittenberg
Supervisor: Prof. Bogdan Kovtyk

実施期間：2016年7月22日 − 2016年10月19日
実施場所：Martin-Luther-University Halle-Wittenberg（ドイツ）
訪問先指導教員：Prof. Bogdan Kovtyk

Yukiko Sato received a M. Degree in Media and Governance 
in 2016 from Keio University and a M. Degree of Intercultural 
German-Japanese Studies from Martin-Luther-University Halle-
Wittenberg in 2016. She is a PhD candidate working on a 
comparative coverage analysis about the 3.11 catastrophe 
focusing on the functions of religious language in German, 
Japanese and English texts under the supervision of Prof. 
Ikumi Waragai in Keio University.

Profile プロフィール
2016年に慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科およびマル
ティン・ルター大学ハレ・ヴィッテンベルクでダブル・ディグ
リー（修士号）を取得．同年，同大学院政策・メディア研究科
博士課程に進学し，藁谷郁美教授のもとでメディア報道の比較
研究を行っている．

マルティン・ルター大学ハレ・ヴィッテンベルク，メディア・コミュ
ニケーション学科に所属するBogdan Kovtyk教授の指導を受けなが
ら3か月に亘りドイツでフィールドワークを行いました．本フィールド
ワークは，博士論文のテーマである「メディアと宗教言語―『3.11』報
道をめぐる日独米の新聞報道分析―」の執筆を遂行するための一環調
査であり，現地では1）報道記事の資料収集・分析，2）現地における
報道の受容者および発信者と意識調査を実施しました．ドイツにおけ
る報道機関のアーカイブを利用した報道資料調査では，日本では入手
することが困難である全国紙および地方紙で掲載された「3.11」のテー
マと関連する報道を対象に調査し，合計602件のデータを収集・分析
しました．同時に，ハレ大学の学部生・大学院生から協力を得て現地
において20名の読者とドイツの「3.11」報道をめぐるサーベイ・インタ
ビュー調査を進めることができ，「3.11」報道内容および表現について
ディスカッションすることができました．また，ベルリンでは研究対
象であるドイツ新聞のneues deutschland（ノイエス・ドイチュラン
ト）本社にて経済・社会部の編集長であるドイツ人ジャーナリストKurt 
Steger氏を対象とした報道コンテンツをめぐるインタビュー調査を行
い，「3.11」の報道に使用される表現の機能について対談することがで
きました．さらに，フィールドワーク期間中は理工学研究科と協定を
持つアーヘン工科大学（RWTH Aachen）を訪問することができ，アー
ヘン工科大学の教授および学生より「3.11」後のドイツ工科大学カリ
キュラムへの影響を調査するマイナー研究テーマへのアドバイスをい
ただきました．本フィールドワークで得た貴重なデータ，知見および
ドイツとのコネクションは今後も生かしていきたいと思います．
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International training reports 国際トレーニング成果報告

Link Prediction for Isolated Nodes in Heterogeneous Network 
by Topic-based Co-Clustering

トピックモデルを用いたリンク予測とその応用

Katsufumi Tomobe, Graduate School of Science and Technology, 3rd year PhD student
友部 勝文，理工学研究科　博士課程3年

I did three-month internship at NEC Data Science Laboratory 
to investigate an ongoing problem of recommender system. 
Recommendation can be considered as a link prediction problem 
in a heterogeneous network when “purchase” and “item-user” 
are considered as links and nodes, respectively. We proposed a 
new Probabilistic Generative Model (PGM) that predicts links for 
isolated nodes in a heterogeneous network using textual data. In 
conventional PGMs, a link between two nodes is predicted based 
on the nodes’ other existing links. This method makes it difficult 
to predict links for isolated nodes, which happens when new items 
are recommended. In this study, we first naturally expand the 
relational topic model (RTM) to a heterogeneous network (Hetero-
RTM). However, this simple extension degrades performance in 
a link prediction for existing nodes. We present a new model 
called the Grouped Hetero-RTM that has both latent topics and 
latent clustering. Through intensive experiments conducted to 
simulate real recommendation problems, the Grouped Hetero-
RTM outperforms baseline methods at predicting links for isolated 
nodes. This model, furthermore, performs as effectively as the 
stochastic block model in the link prediction for existing nodes. 
We also found that the Grouped Hetero-RTM is effective for 
various textual data such as item reviews and movie descriptions. 
This research is an international patent pending, and one paper 
was accepted by one of the international conferences, The 
Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data 
Mining (PAKDD) 2017. This internship provided me with a great 
opportunity of work experiences, successful achievements, and 
deeper knowledge about machine learning. 

Time period: July 1st, 2016 − Oct. 14th, 2016
Place: NEC Data Science Laboratory
Supervisor: Dr. Shinji Nakadai, Mr. Masafumi Oyamada

実施期間：2016月7月1日 − 2016年10月14日
実施場所：NEC データサイエンス研究所
訪問先指導教員：中台慎二博士，小山田昌史氏

Profile プロフィール
Katsufumi Tomobe received Master of Science and Technology 
in 2015, and B.A in Mechanical Engineering in 2013 from Keio 
University. He is a Ph.D candidate researching on the molecular 
simulation for biological materials under the supervision of 
Professor Kenji Yasuoka in Keio University.

2013年慶應義塾大学理工学部学士，2015年同大学大学院理工
学研究科修士を取得．現在慶應義塾大学大学院理工学研究科に
て泰岡顕治教授のもと，分子シミュレーションを用いた生体物
質と水分子の関係について研究を行っている．

私は，NECデータサイエンス研究所にて，3ヶ月間の国際トレーニ
ングを行いました．本国際トレーニングでは，一般的なレコメンド
システムが抱える問題点の解決法について研究を行いました．レ
コメンドは，「購買」と「ユーザ，商品」をリンクとノードと考えるこ
とで，ヘテロネットワークのリンク予測問題に置き換えることがで
きます．本研究では，レコメンドを行うリンク予測部に，テキスト
データを加味できる自然言語処理部を付与した新しい確率生成モデ
ルを提案し，既存の関係トピックモデル（リンク予測と自然言語処
理を行う確率生成モデル）をヘテロネットワークデータに拡張しま
した．しかし，その結果，既存のリンクに対する予測精度が低下し
ました．そこで次に，この自然な拡張モデルに対して，我々はさら
に一つ，隠れグループ構造を定義した確率生成モデルを提案し，実
験を行なった結果，予測精度の低下を防ぐことに成功しました．ま
た，我々の目的であった新規商品に対して，その文章データを用い
ることで，購買を予測することにも成功しました．我々は，この確
率生成モデルを，商品の説明文やユーザのレビュー等に対しても使
用してみましたが，良い精度で購買を予測できることが示せました．
これは，我々のモデルが様々な文章データに対して適応可能である
ことを表しています．
本研究は，NECデータサイエンス研究所インターンシップの成果
として，国際特許出願中です．また，筆頭著者として，データマイ
ニングにおいて権威ある国際学会の一つである，The Pacific-Asia 
Conference on Knowledge Discovery and Data Mining （PAKDD） 
2017に採録が決定しています．
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