
Vol.1 2014.3

CONTENTS

02	 慶應義塾の環境への新たな取り組み：
	 　グローバル環境システムリーダープログラム

03	 巻頭言

04	 GESL学生紹介

09	 国際トレーニング報告
	 　デング熱に関するインドネシアでのフィールドワーク

	 　米国ハワイ州における再生可能エネルギー普及政策の現状と課題

	 　マレーシアにおける再生可能エネルギーに関する最新政策（Free-in	Tariff）の分析

	 　ポリマー材料の合成から物性評価まで

13	 2013年度GESLワークショップの開催

15	 授業紹介
									学生評価制度の紹介

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



慶應義塾の環境への新たな取り組み：
グローバル環境システムリーダープログラム

　今日，われわれはさまざまな環境の問題に直面してい
ます．その問題の中には，地震，火山噴火などの自然現
象などによって引き起こされる急激で局所的な環境変化
と，地球温暖化などにみられる緩やかな地球規模の環境
変化があります．どの問題にも，科学技術的な課題と社
会システム的な問題があり，その両者を考慮して適切に
対応することが重要です．
　そこで，慶應義塾大学では，科学技術的な分野を担う
理工学研究科と社会ルールを担う政策・メディア研究科
が共同して，さまざまな環境問題に対して，技術と社会
ルールが融合したシステムの設計，構築を行うことので
きる「グローバル環境システムリーダー」を養成するプロ
グラムを開始しました．本プログラムは，文部科学省が
実施している博士課程教育リーディングプログラム【複
合領域型：環境】に採択された5年一貫の大学院教育プ
ログラムで，第1期生が昨年4月から活動を始めています．
　このプログラムにおいて学生は，理工学研究科の教員
から科学技術に関する教育研究指導を，政策・メディア
研究科の教員から社会ルールに関する教育研究指導を受
けます．さらに，海外の連携研究機関の研究者から，グ
ローバルな環境での活動について指導を受けます．また，
教育研究は大学内にとどまらず，企業，海外研究機関で
のインターンシップや環境問題に直面している地域での
フィールドワークを行います．理工学研究科の学生がデ
ング熱の調査のためにインドネシアにフィールドワーク
を行い，政策・メディア研究科の学生がスマートグリッ
ドの理解のためにハワイにインターンシップに行きまし
た．
　このようにして異なったキャンパスの教員からの指導，
あるいは海外の研究者からの指導を円滑に進めるために，
高度な遠隔コラボレーションシステムを構築し，効果的
な教育研究を行っています．本プログラムにより博士学
位を取得した学生は，企業，国際機関，研究機関，大学
などに進み，現実に起こっている環境問題に果敢に挑ん
でまいります．本プログラムに参加している学生への激
励と，慶應義塾の取り組みへのご支援を，心よりお願い
する次第です．

慶應義塾長 
清家 篤
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巻頭言

慶應義塾大学環境情報学部教授
GESLプログラムコーディネータ
清木　康

　我々人類は，地球上において覇権を握る生命体とし
て，地球規模での自然および社会環境の永続的維持，
改善を最重要の使命として実現しなければならない状
況に直面している．その永続的環境維持・改善のため
に必要なものは，個々の人間やコミュニティーの環境
への意識と知識に加えて，環境維持・改善のための技
術的システム，社会的システム（社会ルール）の設計・
構築能力を基礎とするリーダーシップの実現である．
　2011年度より，本塾大学院政策・メディア研究科

（SFC）と理工学研究科は，地球規模での社会，自然環
境を対象としたグローバル環境システムを探求するグ
ローバル環境システムリーダープログラム（ＧＥＳＬ）

（http://gesl.sfc.keio.ac.jp/）を開始した．GESLプログ
ラムは，現在および近未来の地球規模での環境の永続
的維持と改善をリードするために必要な全地球的規模
での環境への視野，高い意識と知識を持ち，全地球お
よび地域レベルの環境を対象とした技術的システム，
社会的システムの両者を設計・構築を行うことができ
る“グローバル環境システムリーダー”の養成を目指す
ものである．
　本プログラムの3本柱である「国際産・学・NPO連携
研究指導体制」「国際トレーニング制度」「遠隔コラボ
レーションシステム」構築のために，GESLプログラム
では，国際会議APCE2013 （Asia Pacif ic Clean 
Energy Summit and Expo, Honolulu, Hawaii, Sept. 
9-11, 2013）において，GESLセッション“Globa l 
Environmental Systems and Leaders Development”
を開催し，アジア太平洋地域における島々を対象とし
た環境システム構築，および，将来のリーダーとなる
人材のキャリアパスの開拓について討論と発表を行っ
た．我々は，GESLプログラムのコンセプトおよび構
成の方法論をグローバル環境システム分野における技
術的システム，社会的システム構築と国際的リーダー
育成のための基礎となる本質的な要素によって形成し，
それらを国際的に広く発信していくことを目指してい
く．

GESL Newsletter ■ Vol. 1 ■ 2014. 3 3



学生紹介

Introduction of

students

上記の目標を達成するために，私は現在，主専攻で
は，分子動力学シミュレーションという手法を用いて，細胞膜などの生
体分子について研究を行っています．副専攻では，デング熱という伝染
病の拡散について研究しています．

メジャー研究として，ポリマー材料の機能化を目的
に，ナノファイバーとナノファイバーを分散させた複合材料を作製して
いる．成果として，硬質な材料である結晶性ポリマーと柔軟性に優れる
ブロックポリマーエラストマーのナノファイバー化に成功している．マ
イナー研究として，真のエコ材料の普及を目指した政策の提案を目標と
している．

将来は，幅広い視野と専門性を兼ね備えたグローバル
リーダーになりたいと考えています．専門分野の枠を超え，環境問題に
取り組み，世界を舞台として活躍したいです．

化学材料に関する政策を材料化学の視点から提案でき
るリーダーとして活躍できる人材を目指しています．特に，学術領域で
ポリマー材料の評価からのフィードバックをもとに材料の合成をできる
リーダーになりたいです．

山本	詠士
Eiji Yamamoto

前田	知貴
Tomoki Maeda

DOCTORAL 
COURSE 

STUDENTS
博士課程

理工学研究科　博士課程1年
泰岡研究室 
主専攻：生物物理，分子シミュレーション
副専攻：伝染病拡散

理工学研究科　博士課程1年
堀田研究室 
主専攻：高分子材料
副専攻：環境政策

VISION

VISION

MISSION

MISSION
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コンピュータからの「割り込み過多」問題解決に向け
た新しい人間とコンピュータ間の情報提供システムに関するメジャー研
究を行う一方，同システムの津波避難など防災/減災システムへの適用
に関するマイナー研究に取り組みます．

私の研究は，音楽の物理的特徴を抽出するための楽
曲解析システム及び信号処理に関連しています．副専攻では，再生可能
エネルギーや生態系の観測に対する信号解析を行いたいです．

私は，主専攻として，インドネシアのスラバヤ地方
におけるデング熱の伝搬を人間と気候を変数として考慮した伝染病の伝
搬のモデルを使って研究しています．副専攻では，分子動力学シミュレー
ションを学び，デング熱の拡散モデルの改良を目指したいと思います．

主専攻として，2010年以降の中東地域の政治変動
やその他のグローバルな政治変動を，情報システムを用いて分析してい
きます．副専攻として，中東諸国の再生可能エネルギー戦略や地域特有
の最適なエネルギー・ミックスを，エネルギー工学の側面から研究して
いきます．

リーダーとして，ユビキタスコンピューティング時代
における人間の活動や協調活動を支援する新しいコンピュータソフト
ウェアシステムの実現，そのグローバルな社会実装を通じた地球環境問
題をはじめとする諸問題対処への貢献を目指しています．

将来，私は社会環境の分野における有数の研究者にな
りたいです．私は，ヨーロッパの行政機関や国際機関で働き，世界の環
境保護や環境問題を解決する事により，社会に貢献したいです．

自然災害は世界中で最も重要な問題の一つです．私は，
災害を制御する事により社会に貢献したいと思っています．将来，私は，
この分野でのグローバルリーダーになりたいです．

私は資源・エネルギー問題や気候変動に伴うグローバ
ルな課題の解決に貢献したいと考えています．そのために，国際機関で
働くか，自分で国際的なネットワークを立ち上げたいと考えています．

大越	匡
Tadashi Okoshi

タチアナ		エンドゥリュカイテ
Tatiana Endrjukaite

ワフュ		ジャトル		セスリハティエン
Wahyu Tjatur Sesulihatien

小林	周
Amane Kobayashi

政策・メディア研究科　博士課程1年
徳田研究室 
主専攻：ユビキタスコンピューティング
副専攻：オペレーションズ・リサーチ

政策・メディア研究科　博士課程1年
清木研究室 
主専攻：サイバー情報科学
副専攻：音楽情報処理

政策・メディア研究科　博士課程1年
清木研究室 
主専攻：デング熱の伝搬
副専攻：大規模スケールの伝染病の拡散

政策・メディア研究科　博士課程1年
奥田研究室 
主専攻：国際政治
副専攻：エネルギー・ミックス，再生可能エネルギー戦略

VISION

VISION

VISION

VISION

MISSION

MISSION

MISSION

MISSION
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私の専門分野はプラズマ物理です．プラズマとは物
質の固体，液体，気体に続く第４の状態であり，宇宙の99％以上の物
質がプラズマであるといわれています．そのためプラズマ物理を専攻す
ることは環境物理を理解する上で有用であると考えています．副専攻で
は地理情報システムを用いて，自然災害が引き起こし得る被害の定量的
予測に取り組みます．

私の主専攻では超音波洗浄メカニズムの解明および
ナノバブル水を用いた超音波洗浄効率の向上を目的とした光学的観察を
行っています．ナノバブル水を用いた場合，洗浄効率および気泡初生率
の向上が観察されました．また，2014年1月から Nanyang Techno-
logical University (Singapore) にてフィールドワークを行なっていま
す．副専攻では　日本の優位な水処理技術をその成長率の高い市場へ拡
大するための戦略の検討に取り組みます．

私は主専攻としてヒトの触覚に関する研究を，副専
攻として再生エネルギーに関する政策の分析を行っています．主専攻で
は，触覚センサーを開発し，布類の触感を定量化しています．これによ
り，新たな繊維開発における触感の評価を容易にすることができます．
一方，副専攻では，マレーシアでの再生エネルギー政策，主に Feed-in 
Tariff を分析しています．今後，ドイツでの成功例と比較し，マレーシ
アで起こりうる問題を予測しようと思っています．

私は環境問題，特に資源・エネルギー問題の解決に向
けて，社会を牽引していくリーダーとなります．そのためには，専門知
識のみならず，政策的な視点が必要です．専門知識は主専攻の研究で，
政策的な視点は副専攻やGESLカリキュラムを通じて培っていきます．

私は将来国際機関の職員として，発展途上国における
資源・エネルギーの分配に関する格差是正をはかり公平な社会的構成の
実現をしたいです．本プログラムを通して得られる科学および政策の両
視点を生かし，多様な科学技術領域を複合したプロジェクトに挑戦します．

卒業後，数年間は国際的なコンサルティング会社で働
きたいと思っています．そこで経験を積んだ後に起業し，環境問題や社
会問題をグローバルな視点で解決したいと思っています．さらに，多角
的な視点から複雑な場面での問題を解決したいです．

西田	健治朗
Kenjiro Nishida

山下	達也
Tatsuya Yamashita

イザ		フスナ		モハマド		ハシム
Iza Husna Mohamad Hashim

MASTER’S 
COURSE 

STUDENTS
修士課程

理工学研究科　修士課程1年
畑山研究室
主専攻：プラズマ物理
副専攻：地理情報解析

理工学研究科　修士課程1年
安藤研究室
主専攻：音響キャビテーション
副専攻：水ビジネス

理工学研究科　修士課程1年
竹村研究室
主専攻：メカトロニクス 
副専攻：環境政策

VISION

VISION

VISION

MISSION

MISSION

MISSION
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主専攻ではエネルギー消費に注目したスマートグ
リッドの研究を進めており， 既存の社会システムへ新たな情報インフラ
を設計・構築しています． また副専攻において環境政策への理解を深
めることで，政策的な側面からも問題解決を図ります．

上記の目標を達成するために，私は科学技術だけで
なく政策の幅広い知識を身に付けたいです．現在，主専攻として，分子
動力学を用いた生体分子の動的振る舞いの研究を行っており，副専攻と
して米国及びオセアニアの気候変動，エネルギーに関する政策とその枠
組みについて研究しています．また，国際機関へのインターンについて
興味を持っており，目標達成に向け準備を行っています．

私は現在，主専攻として，分子動力学シミュレーショ
ンを用いたクラスレート水和物の核生成についての研究を行っています．
また副専攻として，クラスレート水和物に関する科学技術を広く役立た
せるためには，どのような環境政策が必要になるかを学んでいます．

私は，異種ストリームデータ間の特徴量変換を行う
ことで，これらのデータを統合して扱うクロスメディアプラットフォー
ムを開発しています．また副専攻では，主専攻の研究で作成したシステ
ムの高速化に取り組んでいます．

環境・エネルギー問題において国際社会へ貢献するこ
とを目標としています．工学分野への深い理解と国際的なエネルギー・
環境政策の知見を身に着けたのち，国際機関へとキャリアを進め，幅広
い社会問題へ解決案を提供していきたいです．

現在，国際機関で幅広く活動できる事を目標としてい
ます．GESLの主専攻を通して得る理工学の基礎的知識と，副専攻を通
して得る環境に関する政策やその枠組みの知識を用いて，人類の持続的
発展を達成するための仕事を行えればと思っています．

私は新たなエネルギー資源やそれらに関する科学技術
を用いて，環境・エネルギー問題を解決することを目標にしています．
GESLプログラムを通して，基礎科学と環境政策について学び，将来的
には国際機関や研究機関で活躍したいと考えています．

私は，クロスメディア統合技術の専門家となり，メディ
ア環境の作成・マネジメントの研究分野をリードしたいと考えています．
GESLのプログラムを通して，データベースの研究者として社会に新し
い価値を提案する能力を身につける事を目指します．

今西	智哉
Tomoya Imanishi

友部	勝文
Katsufumi Tomobe

湯原	大輔
Daisuke Yuhara

深井	晴香
Haruka Fukai

理工学研究科　修士課程1年
西研究室
主専攻：コンピュータサイエンス 
副専攻：環境政策

理工学研究科　修士課程1年
泰岡研究室
主専攻：生物物理
副専攻：環境政策

理工学研究科　修士課程1年
泰岡研究室
主専攻：クラスレート水和物の核生成 
副専攻：地球環境政策

政策・メディア研究科　修士課程1年
清木研究室
主専攻：音楽データベース
副専攻：並列演算処理

VISION

VISION

VISION

VISION

MISSION

MISSION

MISSION

MISSION
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私の研究は，水のリスクと企業経営に関連していま
す．私は，水に関連する意思決定を支援するために，リスクベースのソ
リューションを研究しています．副専攻の研究については健全な生態系
をサポートするために都市環境の設計に興味があります．

気候変動問題の解決のためにはエネルギーの生産・
消費パターンに大きな変化が必要であり，その一つの解決策として再生
可能エネルギーの普及が必要と考えています．現在は，米国・ハワイ州
を対象に研究を進めています．また，副専攻のための研究として，気候
変動が地域にもたらす影響をシミュレーションします．

主専攻は，身の回りにある騒音から美しい音楽を私た
ちの生活空間に作り出すシステムの研究です．そして，日常空間に一体化
する次世代のサウンドアート作品を開発したいと思っています．私の研究
では，あらかじめ作曲されるのではなく，環境や現象そのものが自ら音楽
を奏でる，いわば自律した作品を生み出す事に取り組んでいます．副専行
では騒音の軽減について研究しています．既存のアクティブ制御の可能性
を広げ，より身近な騒音の解決策を提案したいと思っています．

将来的には，経済の活力と持続可能な自然環境とのバ
ランスを保つために，環境経済学の分野で有数の研究者になりたいです．
GESLプログラムを通して，現在および将来の世代のために健全な環境
を保つように国際機関や研究機関で活躍したいと考えています．

地球環境問題の解決のために，科学技術の知識やその
方法論を理解した上で，政策や社会の仕組みに働きかけ問題解決に貢献
できるようになりたいです．専門家と政策決定者をつなぐ懸け橋になり
たいです．

科学技術の知識を持ち合わせた音のデザイナーになり
たいです．そして，騒音利用や，人と音との関わりの研究を続け，私の
研究を新興国などの場所や都市デザインに使いたいと思っています．

陶	沙
Sha Tao

姜	そんう
KANG Sunwoo

花野井	俊介
Shunsuke Hananoi

政策・メディア研究科　修士課程1年
飯盛研究室
主専攻： 水の危機
副専攻：水循環に配慮した都市デザイン

政策・メディア研究科　修士課程1年
小林研究室
主専攻：再生可能エネルギー
副専攻：大気シミュレーション

政策・メディア研究科　修士課程1年
岩竹研究室
主専攻：コンピューターミュージック
副専攻：ノイズリダクション

VISION

VISION

VISION

MISSION

MISSION

MISSION

Introduction of  students
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デング熱に関する
インドネシアでのフィールドワーク

国際トレーニング報告

GESLの提携機関の一つであるイン
ドネシアのスラバヤ工科大学で，デ
ング熱の感染に関するフィールド
ワークを行ってきました．デング熱
は蚊を通じて感染する伝染病で，最
新の研究では毎年世界の100か国以
上で3億9000万人以上が感染して
いると推定されており，死亡する患
者も多い病気です．現地の方のサ
ポートも得て，地域ごとの患者数と，
蚊が生息している家の割合のデータ
を取得し，その相関を調べることや，
コンピュータシミュレーションでイ
ンドネシアの地域ごとの病気の広が
りについてアプローチしようと試み
ました．計画通りにいかないことも
多かったですが，現地で課題にぶつ
かり，それを乗り越えたことで自信
になりましたし，自分の視野が広
がったと思います．また，デング熱
という環境問題を抱える地域に実際
に行き，現地で生活しながら研究し
たことで，自分の研究が現実に起
こっている問題解決にどのように役
立つかということを考える契機にも
なりました．

山本 詠士　理工学研究科　博士課程1年

実施期間：2013年7月1日～28日
実施場所：スラバヤ（インドネシア）
訪問先指導教員：Wahyu Tjatur Sesulihatien

プロフィール

私は現在，主専攻では，分子動力学シミュ
レーションという手法を用いて，細胞膜な
どの生体分子について研究を行っています．
副専攻では，デング熱という伝染病の拡散
について研究しています．

研究室での集合写真

スラバヤ工科大学
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米国ハワイ州における
再生可能エネルギー普及政策の現状と課題

国際トレーニング報告

米国・ハワイ州は太平洋に浮かぶ列
島で，その地理条件から昔からエネ
ルギー価格が高く，また気候変動に
よる影響に脆弱である．そのため，
近年では再生可能エネルギーの導入
を推奨する政策を進めている．具体
的には，2008年にHawaii Clean 
Energy Initiative（HCEI）を発表し，
連邦政府及び州内の電力会社と連携
を強化し，再生可能エネルギーの普
及を後押ししている．結果として，
2030年までに州内で発電される総
電力の40％を再生可能エネルギー
で賄う目標の達成が大幅に前倒しさ
れ，2020年前後に達成されること
が予想されている．今回の国際ト
レーニングで得られた成果をもとに，
再生可能エネルギーを普及させるた
めに必要な政策手段やその成功要因
を検討したい．

姜 そんう　政策・メディア研究科　修士課程1年

実施期間：2013年8月3日～9月20日
実施場所：米国・ハワイ州オアフ島及びマウイ島一帯
訪問先指導教員：Douglas A. Codiga（ハワイ大学ロースクール講師）

プロフィール

政策メディア研究科修士1年，韓国出
身．GESLプログラム内の主専攻はグロー
バル環境政策．気候変動問題に関心を持ち
学部から日本に留学し，学部時代から若者
の環境活動に参加．主要研究分野は，再生
可能エネルギー政策や気候変動緩和政策．

トレーニングの最後には，学会で研究成果を報告

マウイ島に新設された電気自動車向け急速充電器
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マレーシアにおける再生可能エネルギーに関する
最新政策（Free-in	Tariff）の分析

国際トレーニング報告

マレーシアでは，再生エネルギーを
普及させるために2001年から様々
な政策，戦略およびアプローチが提
案されてきましたが，未だ再生エネ
ルギーの割合は伸び悩んでいます．
これに対して，2011年に新しく提
案されたFeed-in Tariff (FiT)は，効
率よく再生エネルギーを普及させる
ことができると考えられます．今回
のインターンシップでは，長年の努
力の結果，成功に至ったドイツの
FiTを参考に，マレーシアのFiTのメ
カニズムや障壁，将来の可能性につ
いて分析しました．
インターンシップ中に原油価格が二
度上がり，さらにその後電力料金が
15%も上がったことを考えると，

「エネルギー」は現在マレーシア人に
とって非常に重要なトピックです．
私の主専攻は最先端の技術ですが，
今回のインターンシップを通してマ
レーシアの歴史や政策，経済などと
いった幅広い観点からエネルギーに
ついて学ぶことができ，新しい考え
方を身に付けました．このように母
国でのインターンシップとはいえ，
幅広い視点から様々なことを学びま
した．

イザ フスナ　理工学研究科　修士課程1年

実施期間：2013年8月19日～2013年9月27日
実施場所：Solar Energy Research Institute (SERI), National University of Malaysia
訪問先指導教員：Norasikin Ahmad Ludin

プロフィール

2011年4月に慶應義塾大学理工学部機械工
学科3年編入，2013年3月に学部を卒業し
ました．2013年4月に慶應義塾大学大学院
に進学し，GESLプログラムを参加しまし
た．私は主専攻として触覚インタフェース
に関する研究を，副専攻として再生エネル
ギーに関する政策の分析を行っています．

Solar Energy Research Institute (SERI)

National University of Malaysiaの風景
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ポリマー材料の合成から
物性評価まで

国際トレーニング報告

ポリマー材料は，食品包装や製品筐
体など日常生活ありふれているが，
現在でも研究の対象となっている．
ポリマー材料の研究では，材料を“つ
くる”合成と材料“性質を理解する”
物性評価の２つに分けることができ
る．物性評価で得られた知見を合成
にフィードバックすることは，ポリ
マー材料の更なる高機能化につなが
る．しかし，合成と物性評価の両者
の間にはコミュニケーションの不足
から隔たりが存在するが多い．そこ
で，物性評価の知識を有する研究者
が，合成の知識を併せもつことで，
当分野において横断的な人材となる
ことができると考えた．このような
人材となるために，合成の分野で世
界をリードするカルフォルニア大学
サンタバーバラ校のProf. Craig J. 
Hawkerのグループにおいて，国際
トレーニングの機会を頂いた．そこ
で，合成の基礎技術を習得した．さ
らに，物性評価のフィードバックを
もとに新しい界面活性剤を合成した．

前田 知貴　理工学研究科　博士課程1年

実施期間：2013年8月21日～11月16日
実施場所：Materials Research Laboratory, University of California, Santa Barbara
訪問先指導教員：Craig J. Hawker

プロフィール

2011年に慶應義塾大学理工学部機械工学
科で学士（工学）を取得した後，2013年
に同大学大学院理工学研究科で修士（工
学）を取得．同年，博士課程に進学し，
堀田篤准教授の指導のもとでポリマー材
料の研究を行っている．

国際トレーニングを実施したProf. Craig Hawker Groupのメンバー

Materials Research Laboratoryの外観
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第1回GESLワークショップ
■開催日時：2013年6月24日18:00−19:30
■開催場所：矢上キャンパス  14棟  セミナール

ーム3
■オーガナイザー：イザ  フスナ（理工学研究科  

修士課程1年）

講演タイトル：Energy and Environment: Let’s 
Face the Reality

講師：マレーシア工科大学  機械精密工学科  准
教授  諏訪 透（Ph.D.）

参加者：32名

 講演要旨

今回のワークショップでは，現在マレーシ
ア工科大学に所属していらっしゃる諏訪先
生に「エネルギーと環境」というテーマで講
演していただきました．はじめに，日本を
含め，世界のエネルギー問題の現状などに
ついて説明していただきました．つぎに，
現在原油の生産がピークを迎えており，代
替資源を発掘する必要があることを踏まえ，

「代替資源としての核融合と再生エネル
ギーの妥当性」について聴衆と議論されま
した．最後に諏訪先生は，「未来のエネル
ギーと環境」について私たちに啓発してく
ださいました．

 オーガナイザーより

他のGESLメンバーと協力し，第1回GESL
ワークショップを企画・運営しました．こ
の経験を通して，コミュニケーション能力
や企画立案スキルなどを身に付けることが
できました．また，今回のワークショップ
を通して，私も含め，聴衆は「今私たちが
やるべきこと」について考えさせられまし
た．今後，「エネルギーと環境」は，次世代
のリーダーとして私たちが直面する重大な
課題になるはずです．今回のワークショッ
プでこのトピックがいかに重要かを気付か
せてくださった諏訪先生に感謝いたします．

2013年度
GESLワークショップの
開催

WORKSHOP

2013

GESLワークショップでは，GESL
プログラム学生が主体となって，講
師を招聘し，リーダーシップ育成に
向けたワークショップの企画・運営
を行なっています．

第２回GESLワークショップ
■開催日時：2013年10月2日㈬ 14:45−16:15
■開催場所：慶應義塾大学矢上キャンパス，14

棟セミナールーム3（14-203）
■オーガナイザー：山本 詠士（理工学研究科  博

士課程1年）

講演タイトル：ネットワークとその上での伝染
現象について

講師：東京大学大学院  情報理工学研究科  数理
情報学専攻  准教授  増田 直紀

参加者：20名

 講演要旨

ソーシャル・ネットワークの上では，感染
症，流行や災害の情報，対立意見，協力行
動の傾向などさまざまな「もの」が伝搬して
いると考えられる．それらを理論的に，ま
た，データに基づいて理解するためには，
ネットワークの考え方が有用であると考え
られる．ネットワークのかたちによって同
じ強さの感染症でも広がりやすさは異なっ
てくる．特に，スケールフリー・ネットワー
クと呼ばれる，つながりの数が人ごとに大
きく異なるネットワークでは，非常に伝染
が広がりやすい．本講演では，まずネット
ワークの基礎的な考え方を紹介していただ
いた．次に，ネットワーク上での伝染現象
について，数理モデルによるアプローチを
紹介していただいた．

 オーガナイザーより

ネットワーク科学の基礎から最先端の研究
までわかりやすく解説していただきました．

諏訪先生は現状のエネルギーについて説明

諏訪先生と聴衆

ワークショップの様子
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第4回GESLワークショップ
■開催日時：2014年1月29日㈬18:00−19:30
■開催場所：慶應義塾矢上キャンパス  厚生棟  

大会議室
■オーガナイザー：友部 勝文（理工学研究科  修

士課程1年）

講演タイトル：“QMONOS”実用化への挑戦
講師：spiber株式会社 代表取締役社長　関山和秀
参加者：19名

 講演要旨

誰でも一度は見た事がある“蜘蛛の巣”．こ
の“蜘蛛の巣”が人類を救う新素材となる日
がすぐそこにあるかもしれません．超高性
能バイオ素材として注目を集めている“蜘
蛛の巣”，この次世代材料の工業化を行っ
ているSpiber株式会社の関山和秀社長に
来ていただき，ご講演，及びディスカッショ
ンを開催致しました．慶應義塾大学先端生
命科学研究所で行っていた研究から現在の
取り組み，今後の展開をお聞きし，研究に
よって得た技術の「社会への応用」について
講演していただきました．

 オーガナイザーより

関山和秀社長は，慶應義塾先端生命科学研
究所において蜘蛛の巣の基礎研究を行って
いたご経歴をお持ちで，現在企業家として
大変なご活躍をされている方です．科学技
術を基に産官学連係で事業を進めている姿
は，まさに我々GESLプログラムが目指す
リーダー像の中の一つではないかと思いま
す．ご講演を通して，社会への応用，利益
に対して真摯に向き合う姿勢を学ぶ事がで
きました．

第３回GESLワークショップ
■開催日時：2013年10月18日㈮14:45 

−16:15
■開催場所：厚生棟中会議室  慶應義塾大学  矢

上キャンパス
■オーガナイザー：山下 達也（理工学研究科  修

士課程1年）

講演タイトル：半導体製造工程における洗浄技
術と流体工学

講師：静岡大学機械工学科  准教授　真田 俊之
参加者：およそ20名

 講演要旨

真田俊之氏（静岡大学准教授）は流体工学お
よび混相流を専門とし，環境に優しい高効
率精密洗浄効果を得るために，水蒸気と水
を用いた混合噴流洗浄技術を開発している．
半導体デバイス製造工程においては，その
3-4割ほどが洗浄工程と言われている．近
年の半導体デバイスの微細化，新材料の適
用によって，その洗浄工程において流体工
学の寄与が求められている．本講演では，
製造工程の概要やなぜ流体工学が必要とさ
れるのか，また環境への対応等最新の状況
について紹介していただいた．

 オーガナイザーより

半導体デバイス微細化に伴いナノスケール
の粒子除去が要請されており，物理学およ
び化学等を複合した知見を下に，多様な現
象理解の重要性を説いて頂いた．本講演会
の主催・運営を行い，リーダーシップスキ
ル向上のみならず主専攻研究分野のコネク
ション構築を行う事が出来た．

ご講演の様子

ご講演後の集合写真

ご講演の様子

オーガナイザー（左）と講演者
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学生評価制度の紹介

　GESL合同研究科セミナーの様子

グローバル環境政策特論
小林 周　

 
私は本授業を通して，環境分野の国際
機関において活動するための国際環
境政策に関する知識とリテラシ―を
身に付けることができたと考えてい
る．特に最終講義の気候変動交渉演習
では，履修者は事前に担当国のエネル
ギー消費量やCO2排出量，主要産業
や地理的条件を理解した上で交渉に
臨み，自国に有利な形で議論を進める
ことが求められる．この演習を通し、
CO2排出量削減という地球的課題の
解決に向けた様々なアプローチ，そし
て各国の利害が絡まった複雑な方程
式を解く難しさに気付くことができ
た．

授業紹介

　気候変動交渉演習の様子

GESL合同研究科セミナー
大越 匡　

 
GESL合同研究科セミナーは各RAに
とって，限られた時間の中で自分の研
究内容／成果／見通しや，各種RA業
務を含む貢献について報告する場で
あり、同時にRAとしての自分をアピー
ルする場である．当日は政策・メディ
ア、理工両研究科にまたがる各RAの
多様な研究・活動成果を聞くことがで
き，常にもましてお互いの研究につい
ての理解が広がった．同時に、お互い
の研究成果についても明らかになる
ため、ライバルであるRA同士，良い
刺激を得る機会となった．
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《イベント情報》

GESLセミナーのお知らせ
グローバルなキャリアパスへの先導を目的として，企業，および，外部の大学や研究機関から講師をお招きし，
GESLプログラム生，本学大学院生を対象としたセミナーを実施しています．2013年年度は10回開催しておりま
す．講師の先生方には，博士課程修了後のキャリアパスの形成やご研究の内容などについてお話しいただいており
ます．ご講演後，学生と議論をしていただき，アドバイスをいただいております．2014年度の第1回目のGESLセ
ミナーは，2014年4月24日（木）に開催されます．　

開催日：4月24日（木）18:00〜20:00
場所：慶應義塾大学矢上キャンパス セミナールーム3
参加費：無料
詳しくはWebページをご覧ください

（http://gesl.sfc.keio.ac.jp/information/）


