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Prefatory	note

Coordinator of the GESL in Graduate 
School of Science and Technology
Professor, Graduate School of Science 
and Technology, Keio University 

Toshihisa Ueda

This program started in 2011 and now 33 students are 
involved in this program to be a Global Environmental 
System Leader.  This program consists of three pillars: 
the international Academia-Industry-NPO collaborative 
advisory group, the international training system, and 
the remote collaboration system.  The international 
Academia-Industry-NPO collaborative advisory group 
comprises more than three supervisors for one student.  
One is the supervisor of his/her graduate school who 
supervises his/her major research.  The second one is 
that of another graduate school who supervise his/her 
minor research.  The third one is the researcher in 
foreign institution who supervises his/her international 
activity.  Students have been doing their internship at 
private companies, international organization (UNDP), 
foreign research institutes and universities using 
international training system.  The remote collaboration 
system supports the activity of those students in all 
over the world.
In this program, students in Graduate School of Media 
and Governance and that of Science and Technology 
are involved in.  The discipl ine of students are, 
therefore, spreading very widely, such as natural 
environment, energy, urban design, architecture, 
network system, human emotions, international relation 
and environmental policy.  Looking at these widely 
spreading students research fields, we reaffirm the 
importance and spreading of the “Environment”.   The 
cross-mixing of students with different research fields 
gives students multiple viewpoints for environmental 
issues.  
In future, they will work for different fields, one for 
private company, one for international organization, 
one for government, one for research institute, and 
one for educational institute after receiving PhD and 
I believe they will cooperate to attack environmental 
issues.
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巻頭言

慶應義塾大学大学院理工学研究科教授
GESL理工学研究科コーディネータ
植田　利久

本プログラムも，3年目を迎え，本プログラムに参加
する学生数も33名となりました．本プログラムは，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の3本柱で構築
されています．国際産・学・NPO連携研究指導体制では，
1名の学生に対して，主専攻の指導教員として学生が
所属する研究科の教員，副専攻の指導教員として，も
うひとつの研究科の指導教員，海外連携指導教員とし
て，海外連携機関の研究者の3名の指導グループが構
築され，多角的な指導が行われています．国際トレー
ニング制度では，企業，国際機関（国連開発計画など），
研究機関，大学などへ，それぞれの学生の希望に合わ
せて，インターンシップが行われています．また，そ
のような学生の多様な活動を支えているのが，遠隔コ
ラボレーションシステムです．
本プログラムには，政策・メディア研究科，理工学研
究科からさまざまな学生が参画しています．その学生
の専門を見ていると，「環境」ということばの持つ広が
りと重要性を再認識することができます．まさに環境
問題を研究テーマとする学生もいますが，エネルギー
の視点から環境を考える学生，建築という視点から環
境を考える学生，食品という視点から環境を考える学
生，また，国際関係という視点から環境を考える学生，
政策という視点から環境を考える学生，など様々です．
通常は別々に研究，教育が行われるこれらの問題を，
ひとつのプログラムとして進める本プログラムでは，
副専攻や学生同士の議論などから異なった視点の環境
を見ることができます．このような経験をした学生が，
将来さまざま分野で活躍し，協力しあうことで，環境
について新たな一歩が刻まれることを期待しています．
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Introduction of new

学生紹介（2014年度新入生）
students

When designing architecture, It is important to 
read context on the place. Usually contexts mean geographical 
and historical. In addition to these contexts, I want to get a lot of 
viewpoints to get contexts in GESL course.  With the viewpoints, I 
want to be an architect that contributes to the environmental is-
sues and urban and rural problems.
建築意匠を行う際，その場所のコンテクストをいかに読み取るかは重要
であると考えています．現在建築でコンテクストとして挙げられる地形
的，そして歴史的コンテクストに加えてGESLから幅広い視座を得るこ
とで，多様なコンテクストをその場所から引き出せる人材になりたいと
考えています．この視座を生かし将来，都市と地方の問題，また環境問
題に取り組んでいきたいです．

DOCTORAL 
COURSE 

STUDENTS
博士課程

Graduate School of Science and Technology
Almazan Jorge Laboratory
Major study : Sustainability of rural city 
Minor study : Representation of urban city
理工学研究科　博士課程1年
ホルへ・アルマザン研究室 
主専攻 : 地方都市の持続可能性
副専攻 : 都市の表象

VISION 

As my major research, I research representa-
tion of the town from collective mindscape. And I design the ar-
chitecture by considering the research. And my minor research is 
researching urban cities from viewpoint of peoples action, not 
from usual viewpoints that like topologic or quantitative.
主専攻として，地方都市において住民の主観的な感情に基づいた町の表
象の分析と研究，そしてそれらを生かした設計活動の研究を行っていま
す．また副専攻として，都市を形体的，または数量的に分析，考察する
のではなく，人間の行動に着目した新しい都市の研究をしたいと考えて
います．

MISSION

Gaku Inoue
井上　岳
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My goal is to contribute toward the solution of 
environmental issues, especially food problems, from the point of 
view of Bioengineering. In GESL programs, I like to learn the tech-
nology of image processing. In the future, I want to work in inter-
national organization by multidisciplinary knowledge.
私はバイオエンジニアリングの視点から環境問題，特に食料問題の解決
に貢献することができるリーダーとなることを目標としています．
GESLプログラムでは，副専攻として，情報処理の技術を会得し，分野
横断的な専門知識を生かして，将来は国際的な研究機関で働きたいと考
えています．

Graduate School of Science and Technology
Takemura Laboratory
Major study: Biomechanics, Biomaterial, and 
Ultrasonic vibration
Minor study: Plant cultivation and Image 
processing
理工学研究科　博士課程1年
竹村研究室 
主専攻：バイオメカニクス，生体材料，超音波振動
副専攻：植物栽培，画像処理

My major research is the efficiency of cell cul-
ture by using surface modification and ultrasonic vibration. From 
this year, I will construct a new cell manipulation technology. My 
minor research is construction of the cloud-enhanced automatic 
plant cultivation system at a lower cost.
主専攻では，表面改質と超音波振動を用いた細胞培養の効率化を行って
おります．本年度からは，これまでの知識を応用した新たな細胞マニピュ
レーション技術の構築を行っています．また，副専攻では低コストで行
うことのできる自動植物栽培システムの構築を行ないます．

MISSION

In the field of major study, high performance com-
puting (HPC), the cooperation between industry which develops 
novel processors and university which uses processors for re-
searches is important. Huge supercomputer is one of the systems 
of high environmental load which have various problems for stable 
running. I want to be a leader in HPC field with a wide perspective 
via GESL program which have the characteristic, such as aca-
demia-industry collaboration and global environmental system.
主専攻で研究を行っているハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)の
分野では，最新のプロセッサを作る産業界とそれを利用する研究機関との間
の連携が重要となっています．また，巨大化するスーパーコンピュータは環
境負荷の高い大規模なシステムであり，その運用には様々な課題があります．
産学連携や環境問題への取り組みなどの特徴をもつ本プログラムを通じて，
広い視野を持ち，HPC分野をリードできる人材になりたいと考えています．Graduate school of Science and Technology

Yasuoka Laboratory
Major study: Molecular simulation, High 
performance computing
Minor study: Path search
理工学研究科 博士課程1年
泰岡研究室 
主専攻 : 分子シミュレーション，ハイパフォーマンスコ
ンピューティング
副専攻：経路探索

Molecular simulation in major study and path 
search in minor study are both challenging application in HPC 
field. I will do research of these applications using various hard-
ware with low energy consumption. I am also preparing for the in-
ternship to the company which related to my research.
主専攻の分子シミュレーション，副専攻の経路探索は共にHPC分野で
はチャレンジングなアプリケーションです．環境負荷の小さい様々な
ハードウェアを使いこなし，これらのアプリケーションの実装に取り組
もうと考えています．また，現在研究に関連する企業へのインターンシッ
プを行うための準備などを行っています．

MISSION

VISION

VISION

Yuta Kurashina
倉科　佑太

Kentaro Nomura
野村昴太郎
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Introduction of new  students

Graduate School of Science and Technology
Mita Laboratory
Major study: structural health monitoring, 
earthquake engineering
Minor study: sensor network 
理工学研究科　博士課程1年
三田研究室 
主専攻：建築構造ヘルスモニタリング，地震工学
副専攻：センサネットワーク

By installing and testing the structural health 
monitoring system in large-scale and high-rise buildings of Shinju-
ku Station (which have the probability to  evacuate the stranded 
commuters), I will try to find the task that are required in order to 
spread the system to the whole countries in the future.
近い将来，高確率で発生すると予想される大規模震災発生直後に，帰宅
困難者を収容する可能性のある新宿駅西口の大規模高層ビルに構造ヘル
スモニタリングシステムを設置・試験運用することにより，今後，構造
ヘルスモニタリングの全国への普及を目指すために必要となる課題抽出
を行います．

MISSION

We can detect and store a lot of daily activities 
due to development in information technologies. My goal is to 
construct the social platform that supports improving humans' 
QOL (Quality of life) such as health and living environment in 
ubiquitous computing age. Also the platform that solves global 
environmental problems.
情報技術の発展に伴い，日常生活中から様々な情報を検知・蓄積できる
ユビキタス環境が整ってきました．私は，ユビキタス環境において人間
の健康や生活環境と言った“Quality of Life”向上を支援する社会基盤の
実現と，それらを活用した地球環境問題をはじめとするグローバルな問
題の解決を目指しています．

Graduate school of Media and Governance
Tokuda Laboratory
Major study: ubiquitous computing
Minor study: environmental monitoring system
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：環境モニタリングシステム

VISION

In Japan that is a highly seismic country, the inter-
est in structural health monitoring will be growing more and more in 
the future. I would like to be a professional being able to deal with 
not only the technical issues but also the social issues.
地震大国日本において，損傷や劣化などの構造物の健康状態を定量的に把
握する技術である構造ヘルスモニタリングへの関心は今後ますます高まる
と考えられています．将来はその技術的な問題だけでなく，それが社会に
普及する際に発生する諸問題にも対処できるような，社会全体を見渡せる
専門家になりたいと考えています．

VISION

The global environmental issues are closely re-
lated to human activities in many cases. My major research is to 
develop the life-log platform to utilize those data to improve hu-
mans' behavior change. For minor research, I research life-logging 
to animals and plants, and utilization of life-log data. 
地球環境問題の多くは人間活動と密接に関係しています．主専攻では，
人の日常生活から発生する様々な情報を検知・蓄積・活用可能なライフ
ログプラットフォームの構築を行い，それらを用いて人の行動変容や人
間活動の分析を行います．副専攻ではライフロギング技術を用いた動植
物のライフログとその活用に関する研究を行いたいです．

MISSION
Yuuki Nishiyama
西山　勇毅

Yu Suzuki
鈴木　悠
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In future, I would like to be a leading researcher 
and advisor in area of urban planning and management. My aim 
is to build a better city based on rationality, spirituality and justice 
to achieve a better life. 
将来的に，都市計画と管理の分野をリードする専門的な知識を持ったア
ドバイザになりたいと思います．私の目的は，より良い生活を実現する
ために合理性，霊性，公正性に基づいて，より良い街を構築することで
す．

Graduate school of Media and Governance 
Yan Laboratory
Major study: Geoinformatics 
Minor study: Spatial Analysis and Modeling of 
Complex Urban Systems
政策メディア研究科　博士課程１年
ヤン研究室
主専攻：地球情報学
副専攻：空間分析および複雑な都市システムのモデル化

My major study is related to earth observation, 
spatial analysis and spatial agent-based modeling of complex sys-
tems. From the viewpoint of science and technology, my minor re-
search is focused on environmental monitoring, spatial analysis 
and using agent-based modeling technique for building Green Ur-
ban Cadastre to preserve trees on urban private gardens.
私の主専攻は，地球観測，空間分析および複雑なシステムの空間的なエー
ジェントベースのモデリングに関連しています．副専攻では，理工学の
視点から環境モニタリング，空間分析，都市部の緑地を維持するための
技術を学びたいと思っています．

MISSION

I can see myself contributing to the world's com-
mon future by participating in the decision making process of 
drawing common mechanisms to engage communities in sustain-
able practices, aiming at ensuring healthy environment to all peo-
ple regardless of region or resources
地域や資源に関わりなくすべての人々にとって健康な環境を実現するた
め，私はコミュニティを持続可能な方法に導くための共通のメカニズム
を醸成する，政策決定に参加したいと思います．そのことによって，世
界の未来に貢献できるからです．

Graduate school of Media and Governance 
Okuda Laboratory
Major study: Sustainability; Challenges and 
solutions in the Arab Islam Region
Minor study: Towards Eco-Friendly Mosques: 
Traditional and contemporary approaches
政策メディア研究科　博士課程１年
奥田研究室
主専攻：持続可能性―アラブイスラム地域における挑
戦と解決策
副専攻：環境親和型モスク―伝統と現代におけるアプ
ローチ

My research aims to promote environmental 
development, through community action and collaborative plan-
ning. In this regard, an initiative of "Role Model Neighborhood" will 
be implemented to create responsible and environmentally aware 
individuals who will connect together, exchanging ideas and re-
sources and work together to achieve community-based develop-
ment.
私の研究はコミュニティの活動と合同プラニングによる環境面での開発
を促進することを目的としています．そのために，「ロール・モデル・
ネイバーフッド」を実装したいと思います．このことにより，責任をもち，
環境に関心がある人々が作り出されると思います．これらの人々はアイ
デアや資源を交換しながら，お互いに関係をもとうとし，コミュニティ
に基づく開発のため，協働するでしょう．

MISSION

VISION

VISION

Hossein Vahidi
ホセイン・ヴァヒディ

Maisoon Shaheen
マイソーン・シャヒーン
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Graduate School of Science and Technology
Tanabe Laboratory
Major study: microcavity, optical signal processing
Minor: Smart city construction
理工学研究科　修士課程1年
田邉研究室 
主専攻：微小光共振器，光信号処理
副専攻：スマートシティ構築

At the present time, it becomes hard to solve the 
environment problems if we only have one specialty. So, in future, I 
pay attention to the information network, and aim to be a leader with 
specialty and understanding to the knowledge about a real world. 
現在の地球上に存在する環境問題に対処するためには，一つの専門性だ
けでは不十分である事態になっています．そこで，私は情報ネットワー
クに注目し，将来，実社会への応用に向けた知識の獲得と専門性を兼ね
備えたリーダーになることを目指します．

I study about optical signal processing with mi-
crocavity in the major study, and aim at the ultimate energy sav-
ing. In minor study, I am going to construct a large smart city. By 
learning the theory of new devices in major and the management 
of network, I will cultivate practical ability.
私は現在，主専攻で，微小光共振器を用いた光信号処理に関する研究を
行っており，信号処理において究極的な省エネルギーを目指しています．
副専攻では，より大規模なスマートシティの構築を学びたいです．主専
攻で新デバイスの原理，副専攻でネットワークの運営について学ぶこと
で，実践的な能力を培いたいです．

MISSION

VISION

MASTER’S 
COURSE 

STUDENTS
修士課程

Introduction of new  students

Zhelun Chen
陳　哲倫
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Graduate School of Science and Technology
Aoki Media Sensing Laboratory
Master 1st Year
Major study: Image Processing
Minor study: Multimedia Database
理工学研究科　修士課程1年
青木研究室
主専攻：画像処理
副専攻：マルチメーディア データベース

In the future, I would like to be a researcher who can 
extract essential problems from industrial or environmental issues and has 
the capability of approaching those problems in several ways. I plan to work 
in an advanced heavy industry and then contribute by in-depth technical 
knowledge and a wide view. For the realization, I will achieve a visiting 
research in overseas top-class university. In addition, I will perform a minor 
research in GESL program in order to acquire wide insight except for my 
specialty.
私は将来，本質的な課題発掘能力に加えてそれらの課題に対し，柔軟に多面的に
アプローチできる研究者になることを目指しています．卒業後は産業界の最先端
において，深い専門性と高い環境意識を持ち，幅広い知識でもって活躍すること
が目標です．その実現のため，GESLプログラムでは海外連携機関へのインター
ンシップや関連他分野に関する副専攻研究を通じて国際性と幅広い専門知識を習
得します．

My major research is to study a dynamics of multiphase 
flow. In particular, I focus on high-speed droplet impact problem that apply to 
for example improvements of physical cleaning by water jet. In minor research, I 
evaluate an effect of harmful detergent in silicon wafer cleaning. After that, I 
attempt to suggest a more eco-friendly cleaning method.
主専攻研究において，私は混相流体力学，気泡力学に関連した数値シミュレーショ
ンを行っています．特に現在は物理洗浄分野への応用が期待される高速液滴衝突
に付随したキャビテーション現象に関して考察しています．副専攻においては半
導体シリコンウェハの洗浄プロセスに着目し，使用有毒薬品による環境負荷を評
価し，その後新たな洗浄技術の提案を目指しています．

MISSION

VISION

Graduate School of Science and Technology
Ando Laboratory
Major study: numerical simulation of multiphase 
flow
Minor: cleaning method
理工学研究科　修士課程1年
安藤研究室 
主専攻：混相流体力学
副専攻：洗浄技術

In future, I would like to become a global leader in establishing 
a network where everyone is able to share and upload their research result 
from all over the world by fully utilize 5D world map. I believe that 5D world map 
is a great medium in sharing and visualizing research result in all field of study 
especially those which are related to environment. Researchers from all over 
the world will be able to access 5D world map easily and discuss among them 
for further improvement. This is how the world of technology connects and 
benefits human beings.
将来は，GESLプログラムで開発している5D World Mapを活用することにより，
世界中の研究成果をアップロードすることができるネットワークを構築するグ
ローバルリーダーになりたいと考えています．私は，5D World Mapは様々な分
野での研究成果を共有し，視覚化することができる媒体であり，特に環境に関連
しているものだと考えています．世界中の研究者が簡単に5D World Mapにアク
セスでき，さらに議論しながら研究を改善することができるようになることは，
技術と人間を繋げ，利益をもたらすと期待しています．

VISION

My major study is image processing especially in detecting 
blocked road region after the occurrence of natural disaster from satellite view. 
Meanwhile, my minor study is extension of 5D world map from external aspect. 
Current 5D world map use semantic (keyword) and color histogram to search a 
query. In my opinion, these 2 parameters are not enough to get accurate query 
through search hence I would like to add more parameters such as pattern 
recognition and machine learning. I strongly believe that the combination of my 
major and minor research will create a powerful research as well as a bright future.
主専攻では，航空写真から自然災害が発生した後に閉塞した道路領域を検出する
画像処理の研究を行なっています．副専攻としては，5D World Mapの機能拡張
を行います．現段階の5D World Mapでは，検索する際にはセマンティック（キー
ワード）と色ヒストグラムしか利用できません．私にとって，この2つパラメー
タだけでは正確な結果を取得するために十分ではありませんので，パターン認識
や機械学習などの複数のパラメータを追加したいと考えています．

MISSION

Tomoki Kondo
近藤　智貴

SITI NOR KHUZAIMAH BINTI AMIT
シティ	ノール	クザイマ	ビンティアミット
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Introduction of new  students

Graduate school of Science and Technology
Kuroda Laboratory
Major study: Radio Frequency (RF) Wireless 
Communication 
Minor study: Climate Change Adaptation
理工学研究科　修士課程1年
黒田研究室 
主専攻：Radio Frequency 無線通信
副専攻：気候変動適応

In major research, I am doing a research on Radio 
Frequency (RF) wireless communication, specifically in Large Scale Integration 
(LSI) circuit design. RF Wireless Communication is widely applied from 
telecommunication to environmental sensing. In minor research, I am interested 
in issue related to climate change adaptation. I believe that integrating wireless 
sensing system with 5D World Map system for environmental monitoring is 
vital, to acclimate scientific advancement with the global climate change 
through a more feasible climate change adaptation policy.
主専攻において，特に大規模集積回路 (LSI) 設計でRadio Frequency (RF) 無線
通信について研究を行っています．RF無線通信は情報通信から環境センシング
まで幅広く応用されています．副専攻において，私は気候変動適応に関連した問
題に取り組みたいと思っています． より実現可能な政策と科学技術の進歩を考
慮して，グローバルな気候変動問題に取り組むため，環境モニタリング向けの無
線センシングシステムと5D World Mapシステムを統合したいと思っています．

MISSION

I am studying about controlling environment 
which is comfortable for people using a sensor agent robot. I 
would like to not only deepen my specific knowledge through ma-
jor research but also consider the relationship between my pro-
posed system and people through minor research to introduce 
the system that enables architectural space to interact with peo-
ple and propose comfortable living space to people all over the 
world in the future.
現在，小型ロボットをインターフェースとして人にやさしい空間をコン
トロールする研究を行っています．将来は，GESLの主専攻で専門的な
知識を深めるだけでなく副専攻で人との関わり方も重視しながら，世界
中の建築空間に人とインタラクションをとることのできるようなシステ
ムを導入し，快適な生活空間を提案する仕事に就きたいと考えています．

VISION

Environmental disasters induced by human activities have 
brought about severe impacts to natural environment and mankind as well. My 
vision is to be a policy maker who promotes awareness on sustainable 
development not only science and technology, but also from a comprehensive 
perspective of life. Through GESL program, I have the chance to  acquire 
various knowledge and experience across different  fields. To realise my vision, 
I have to put knowledge into action.
人間の活動によって誘発される環境災害は自然環境だけでなく人類にも深刻な影
響をもたらしています． 私は科学と技術だけではなく，生命の総合的な観点か
ら持続可能な発展に関する意識を促進する政策立案者になりたいと考えています．
GESLプログラムでは様々な分野を横断した知識や経験を獲得する機会がありま
す．これらの俯瞰的な知識と経験を活かし，私のビジョンを実現したいです．

VISION

In order to achieve this objective, I would like 
to obtain various view points. I would like to construct and dem-
onstrate the system which realizes comfortable environment both 
in terms of control of devices through major research and in 
terms of architectural planning through minor research.
上記の目標を達成するために，GESLプログラムを通して様々な視点を
身につけたいと考えています．主専攻ではデバイスの制御の観点から，
副専攻では建築学的な観点から空間設計を行うことで人にやさしい空間
制御システムの構築および実装に取り組もうと考えています．

MISSION

Ahmad Muzaffar bin Baharudin
アハマド	ムザファル	ビン	バハルディン

Graduate School of Science and Technology
Mita Laboratory
Major study: biofied building, environment control
Minor: architectural planning
理工学研究科　修士課程1年
三田研究室
主専攻：生命化建築，空間コントロール
副専攻：建築計画

Sayaka Nakaso
中曽　爽香
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I believe that it is necessary to discuss from a 
comprehensive point of view in order to resolve global issues 
such as environmental problems. My goal through GESL is to be-
come well educated enough to understand wide range environ-
mental issues and finally contribute for solution of energy prob-
lems.
環境問題のような国際的な問題の解決のためには，国や分野に捕われな
い包括的な視点で議論を行う必要があると考えています．私はGESLプ
ログラムを通して，環境問題に関する幅広い知識と工学的専門性を持ち
合わせた人材になり，世界のエネルギー問題の解決に貢献することを目
標にしています．

Graduate School of Science and Technology
Yasuoka Laboratory
Major study: Soft matter physics
Minor: Structural coloration
理工学研究科　修士課程１年
泰岡研究室
主専攻：ソフトマター物理
副専攻：構造色と生物分布

I have done both study of environmental issue 
and engineering to achieve the vision. My major research is about 
nanostructure of soft materials. I am studying about the physics of 
it using molecular dynamics simulations. In my minor, I would like to 
research about the distribution of organisms with structural color 
developed from nanostructure of their biological materials.
上記のビジョンを実現するために，GESLプログラムでは工学的研究と
環境問題の研究の両方を行います．主専攻では，ナノメートル領域のソ
フトマテリアルの構造について，ナノレベルの分子運動を直接目視可能
な分子動力学シミュレーションを用いて研究に取り組んでいます．副専
攻では，生体中のナノ構造が生み出すと言われている構造色を持つ生物
の分布について，環境情報システム的視点から研究してみたいと考えて
います．

MISSION

I want to research for realization of comfortable 
living space. The interaction between human, architecture and 
city is complicated. The skills of several fields, are needed for this 
theme. Therefore, I would like to acquire a wide field of view 
through GESL program and contribute to develop the comfort-
able living space.
建築空間における快適居住環境の実現を目指した研究を行っていきたい
と考えています．人，建築，都市のインタラクションは複合的であり，
さらにエネルギーや環境などを含む様々な分野を跨いだ研究が必須であ
ります．GESLを通して幅広いスケールで物事を考えるスキルを身に付
け，人々の生活環境をより充実させることに貢献したいと考えています．

Graduate School of Science and Technology
Mita Laboratory
Major study: Biofied Building, Human Activity 
Recognition, Living Space Control
Minor: Database, Architectural Design Planning
理工学研究科　修士課程1年
三田彰研究室
主専攻：生命化建築，行動認識，居住空間制御
副専攻：データベース，建築計画

To achieve my vision, firstly it is needed to ana-
lyze the relationship between architecture and human. The theme 
of my major study is to control the living space by human activity. 
I want to study how the activity and feeling of human change by 
architecture. And as my minor study, I want to research about the 
database.
快適居住環境の実現は建築と人の関わりを明らかにすることから始まり
ます．主専攻では，人の行動をベースにした建築空間の制御について研
究しており，建築によって人の行動や感情がどのように変化し得るのか
を明らかにする研究を行っています．副専攻では取得データを蓄積した
データベースの研究を行いたいと考えています．

MISSION

VISION

VISION

Takuma Nozawa
野澤　拓磨

Ami Ogawa
小川　愛実
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Graduate School of Media and Governance
Tokuda Laboratory
Major study: Ubiquitous Computing
Minor study: Human Factors
政策・メディア研究科　修士課程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：ヒューマンファクターズ

I want to be a professional of computer science and 
in future, I would like to contribute to solve the world environmental 
problems. In GESL program, I will learn the wide range of knowledge 
and skills required for collaborating with people all over the world.
私は環境問題の解決に貢献できるコンピュータソフトウェアの専門家にな
りたいと考えています．GESL のプログラムを通して，コンピュータに関
する深い知識を身につけるとともに，それらを環境問題の解決に生かすた
めの問題解決能力を身につけることを目指しています．

Graduate School of Media and Governance
Tokuda Laboratory
Major study: ubiquitous computing
Minor study: operations research
政策・メディア研究科　修士課程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

VISION

I am developing operating systems designed for low-
power wireless sensor networks that enable long-term and flexible envi-
ronmental monitoring systems. My interest is to reduce the radio module 
utilization of battery-operated sensor nodes which influences the sensor 
nodes’ lifetimes. As my major-study, I am designing the energy-efficient 
media access control protocol which controls the radio module energy 
efficiently. As my minor study, I am developing the methods for optimal 
sensor network operations based the idea of operations research.
私は環境モニタリングのための，省電力な無線センサネットワーク向けオペ
レーティングシステムを開発しています．私の興味は，バッテリー駆動の無
線センサノードにおいて，電力を多く消費する無線モジュールの利用率を削
減することにあります．私は，主専攻として，無線モジュールを管理するソ
フトウェアレイヤーである MAC プロトコルにおいて，無線の利用時間を削
減する方法を研究しています．また，副専攻では，オペレーションズ・リサー
チの概念を用いてソフトウェアのパラメータ設定が重要となるセンサネット
ワークを最適に管理，運用する手法を研究します．

MISSION

From a word "environment", I imagine not only global 
environment but also human psychological environment and social 
environment. To live securely and comfortably, we should improve our 
psychological environment and social environment. My goal is to be a 
researcher who is able to come to grips with environmental problems from 
various points of view through GESL program.
環境問題は，いわゆる，地球環境問題だけでなく，人間の心理的環境，社会的環境
に関する問題もあります．私達が安心して快適に暮らすためには，心理的環境や社
会的環境を整えることが必要と考えます．GESLプログラムを通して，このように多
角的な視点から環境問題に取り組める研究者を目指します．

VISION

My major research topic is a privacy-preserving method 
for mobile sensing. In mobile sensing, we are able to obtain urban status 
such as noise level and air pollution level by collecting location data and 
environmental data sensed from many smartphones. In providing such 
information, however, it is likely to violate user privacy, and so I propose a 
privacy protection method. For minor research, I am planning to study 
human factors on safety management in organizations to improve our 
social environment.
主専攻の研究テーマは「モバイルセンシングにおけるプライバシ保護手法」です．
モバイルセンシングでは，スマートフォンで取得した位置データと環境データを
収集・解析し，都市の騒音や大気汚染の状態を把握できますが，データを提供し
たユーザのプライバシが侵害される恐れがあります．その問題を解決するため，
プライバシ保護手法の研究に取り組んでいます．これにより，都市環境を改善し
ユーザの心理的環境を整えることを目標としています．副専攻では，社会的環境
を向上させるために，組織における安全管理に関するヒューマンファクターズの
研究を行いたいと考えています．

MISSION
Shoko Minagawa
皆川　昇子

Kenichi Yasukata
安形　憲一

Introduction of new  students
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“Why did you decide to participate in GESL?”
Originally, I was interested in very influential work called the 
United Nations. After hearing the class held by GESL and 
lectured by Mr. Akasaka, who was a guest speaker and came 
from UN, I thought I may follow such a career by joining GESL. 
This is one of the reasons to decide to participate in GESL. 
Actually, there is much support to work in an international 
organization in GESL program. The lectures by UN staffs are 
frequently held and there are many opportunities to talk with 
them about your carrier.

“What do you want to learn in GESL?”
In GESL program, we can choose a minor subject. I had ever 
studied on the implementation of the smart grid, but I had not 
considered the management or the impact in the real world. 
Therefore, I want to participate in GESL to reconsider my study 
from the viewpoint of “governance” in my minor subject with 
Dr. Hikaru Kobayashi in SFC.

「GESLに参加した理由はなんですか？」
元々自分は国際連合という非常に影響力のある仕事に興味を持っていました．
GESL主催の国連からのゲストスピーカ－の赤坂さんをお招きしたセミナーを聞い
て，GESLに参加することで自分がそのキャリアパスに近づけるのではないかと
思ったのが一つの理由です．実際にGESLでは国際機関で働くためのフォローアッ
プが充実しており，現在では頻繁に国連職員や関係者の講演やキャリア相談を行っ
ています．

「GESLで何を学びたいと思っていますか？」
GESLでは副専攻を選ぶことができます．今まで自分はスマートグリッドの実装に
ついて研究を行ってきましたが，実社会での運営や影響についてはあまり考えて
きませんでした．そこでGESLプログラムに参加し，副専攻の方でSFCの小林光先
生のもと「ガバナンス」という側面から今自分が行っている研究を見つめなおして
いきたいと思っています．

“What have you done for this year in GESL?”
Initially, I thought I was going to be made to study and read so 
many books about my minor subject in order to understand 
theory well for the first year. However, practically, I have frequently 
done fieldwork and interview, then I could freely choose the study 
contents which I am interested in. I studied the needed knowledge 
only when I write academic papers. I have done fieldwork in 
Kitakyushyu city and Kawasaki city, where the smart grid 
technology or the energy development technology is well 
developed. I have gotten many introductions to various people.

“How do you exploit what you have learned in GESL?”
At first, I will reconsider my study of the smart grid from the viewpoint 
of governance in the minor subject, and I will master skills about both 
policy and system design. By acquiring such practical problem-solving 
skills, I wish I could be a person who can be instantly active in 
international organizations. Additionally, by participating in internship of 
GESL program at international organizations, I will recognize the 
problems about energy and environment, and simultaneously develop 
the problem-solving skills needed in my future career.

Thank you for your cooperation with interview

「GESLに参加してからの1年間，どのようなことをしてきましたか？」
最初自分は副専攻の方で1年間ほど本を読まされ，理論からガチガチに固めるため
に勉強させられると思っていました．しかし， 実際は豊富なフィールドワークやイ
ンタビューを通じて，自分が興味のあるテーマを自由に選択するといった形式で
した．必要な知識は論文を書く際に勉強する程度でしたね．フィールドワーク先
としては北九州や川崎など，スマートシティやエネルギー開発が非常に発達して
いる現地に派遣され，そこで様々な人を紹介していただきました．

「GESLで学んだことをどのように将来のキャリアパスにつなげるつもりですか？」
まず一つは，副専攻でガバナンスの側面から今のスマートグリッドに関する研究
を見つめなおし，政策的な側面とシステム設計といった実装面でのスキルの両方
を身につけ，実践的な課題解決能力が備えることで，国際機関において即戦力と
して活躍したいと思っています．加えて，GESLでの国際機関へのインターンに参
加することにより，現在のエネルギーや環境問題を認識し，将来自分が考えてい
るキャリアパスで求められる問題解決能力を培うつもりです．

インタビューありがとうございました．

〈Student	profile〉
Tomoya Imanishi
Department of System Design Engineering, 
Graduate School of Science and Technology
Joined GESL program as RA since 2013
今西智哉
理工学研究科　システムデザイン工学科 修士2年
2013年からRAとしてGESLプログラムに参加

〈Study	profile〉
Currently, he belongs to Nishi Laboratory and is majoring in the smart grid and computer science. In minor 
research, he studies on the  management and the impact  of the smart grid. In this year, he studied abroad in 
Vienna, Austria. We have interviewed Mr. Imanishi to share about his future career path through his 
participation in GESL program.

現在は西研究室に所属しており，コンピュータサイエンスにてスマートグリッドの研究をしている．副専攻ではスマート
グリッドの運営および，実社会において影響についての研究を行っており，今年はオーストリアのウィーンに留学した．

Interview to

　　　　　students
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“Why do you join GESL program?”
I would like to become a professional who can contribute globally. I 
heard about GESL program from my professor. I was very interested 
in it, which is wearing a bird's eye perspective building and 
international career path. Moreover, I will obtain an environment 
where I can focus on my research by being employed as a Research 
Assistant in GESL.

“What do you want to learn in GESL?”
What I would like to do is studying about ‘Art’ based on mathematics 
and physics in my minor research which is possible with professor 
from the Graduate School of Science and Technology. My desire to 
create original applications and programming requires significant 
knowledge in mathematic and physics. In my case, I am studying 
mathematic and physics while I am learning about Noise Reduction. 
In the Black Wednesday, I have a very good chance to improve my 
research through evaluations by professors in Science and 
Technology, even though I feel a little nervous.

「GESLに入ったきっかけは何ですか？」
将来，グローバルに活躍できる専門家になりたいと思っていました．そのとき，岩竹
教授からGESLプログラムについて教えていただき，国際的なキャリアパスの構築や俯
瞰的視野を身につけられることにとても興味を持ちました．また，GESLではResearch 
Assistantに採用されることで，研究に集中できる環境が得られると考えたからです． 

「GESLで何を学びたいと思っていますか？」
GESLでは，副専攻で理工学研究科の先生の下で研究を行なうことができますので，
理工学研究科の先生方と繋がりを持って数学や物理に根ざしたアートの研究を一
緒に行うことができるのではないかと思いました．私が望む新しいアプリケーショ
ンやプログラムを作ろうとしたときに，数学や物理の知識が，オリジナルなもの
をつくる上で重要であると思います．
実際，私の場合，副専攻でノイズリダクションについて研究していくことで，数学
と物理を学んでいます．そして，GESLのイベントの一つであるBlack Wednesday
では，理工学研究科の先生のレビューも頂けます．理工学の視点から，自分のやっ
ている研究を評価していただけるので，非常に良い機会です．緊張しますけどね．

“What have you done in one year since your 
participation in GESL?”
To prepare myself for doing research involving Science and 
Technology, I have started to learn Mathematics and Physics. Besides, 
I also went to California University, San Diego in the US for an 
international training. There, I have learned about Signal Processing 
and the Feature Analysis for Music. I think it matched to my research 
in producing beautiful sound to be applied in environment. Other 
than that, I have created video for the Next Visionary Forum held last 
year. Basically, I love to amuse and amaze people!

“How do you relate what you have learnt in GESL 
with your career path in the future?”
I would like to reduce the harmful sound as much as possible in a 
small system at the consumer side, for example, for people who 
suffer from the low-frequency pollution of wind power. Until now, and 
also in the future, it is a threat to our life. I want to solve the issues of 
noise by design. In future, I would like to make use of my research 
from the existence of sound to the urban design, and I want to do 
work which this research can be widely used, or becoming an 
entrepreneur in the future.

Thank you for your cooperation with interview

「GESLに参加してからの1年間，どのようなことをしてきましたか？」
理工学の研究に対応するために抜けていた数学と物理を勉強してきました．そし
てアメリカにあるカリフォルニア大学サンディエゴ校で国際トレーニングを行い
ました．そこでは信号処理や楽曲の特徴解析を行いました．これは，環境に適用
した美しい音を出すという私が目指している研究によく合っていました．他には，
昨年行われたNext Visionary Forumにおいて動画を作りました．基本的に，人を
驚かせたり，楽しませることが好きですね．

「GESLで学んだことをどのように将来のキャリアパスにつなげるつもりですか？」
例えば，風力発電の低周波騒音に悩む人いる場合，なるべく小さなシステムで害の
ある音をリダクションできればと思います．騒音の害は，これまでも，そしてこれ
からも常に私たちの生活を脅かすと思っています．そのような騒音をデザインする
ことにより，騒音問題を解決したいです．将来，自分の研究を活かして音響のあり
方から都市のデザインまで，研究を広く活用できる仕事，もしくは起業をしたいと
思っています．

インタビューありがとうございました．

〈Student	profile〉
Shunsuke Hananoi
Graduate School of Media and Governance 
Master Second Year
Joined GESL program as RA since 2013
花野井俊介
政策・メディア研究科　修士課程2年
2013年からRAとしてGESLプログラムに参加

〈Study	profile〉
Mr. Hananoi belongs to Iwatake Laboratory and is majoring in Computer Music. In minor research, he is doing 
a research about Noise Reduction. We have interviewed Hananoi to share about his future career path.

花野井さんは，岩竹究室に所属し，主専攻として，コンピュータミュージックについて研究を行い，副専攻としては
ノイズリダクションについての研究を行なっています．今回は花野井さんに将来のキャリアパスについてインタビュー
を行いました．

〈Interviewer〉
Zhelun Chen
Department of Electronics and Electoral Engineering, Graduate School of 
Science and Technology Master First Year
Joined GESL program as RA since 2014
陳　哲倫
理工学研究科　電子工学科　修士1年
2014年からRAとしてGESLプログラムに参加

〈Interviewer〉
Ahmad Muzaffar bin Baharudin
Department of Integrated Design Engineering, Graduate School of Media and 
Governance Master First Year
Joined GESL program as RA since 2014
アハマド　ムザファル　ビン　バハルディン
理工学研究科　総合デザイン工学科　修士1年
2014年からRAとしてGESLプログラムに参加
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Generation	of	supersaturated	water	with	gases	by	Venturi	aeration	method

ベンチュリ管方式によるガス過飽和水の生成

Profile　プロフィール

Tatsuya Yamashita received the B. Eng. degree in 2013 from Keio University, Yokohama, Japan. He is a master course student 
under the supervision of Prof. Keita Ando in Keio University.
2013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，同大学大学院修士課程に進学し，安藤景太専任講師の指導の
もとで超音波洗浄に関する研究を行っている．

Time period: From Dec. 26th 2013 to Mar. 24th 2014
Place: Cavitation Laboratory, Nanyang Technological University, Singapore
Supervisor: Assoc. Prof. Claus-Dieter Ohl
実施期間：2013年12月26日〜2014年3月24日
実施場所：シンガポール　ナンヤン工科大学　キャビテーション研究室
訪問先指導教員：クラウス　ディーター　オール准教授

International training report
Generally it is accepted that fine-bubbles in bulk (with radiuses from nm to μm) might be stable under supersaturated condition with gases, so that 
they could be applicable for water treatment such as cleaning and disinfection. Although, there exists several methods to generate fine-bubbles (e.g., 
decompression, porous media), the costs to manufacture the generators need to be reduced. In the present study, under the supervision of Dr. 
Claus-Dieter Ohl, we investigate the effect of a hydrodynamic flow system on generating supersaturated water; Venturi aeration system which has 
advantages on low cost and compactness, compared with other techniques. Venturi nozzles are manufactured using a 3D printer to test several 
types of geometry. The concentrations of dissolved oxygen in water are measured to evaluate the supersaturation, and the values are validated with 
bubble growth technique. Finally we could obtain the supersaturation of about 120% in maximum. In future, we will investigate the mechanism of 
generating fine-bubbles in this aeration system. For minor research, in order to learn the state of the art technology of water treatment in Singapore, 
I visited NEWater plant and some research groups to conduct interviews. Furthermore, I joined an international conference in my major field to 
acquire the global communication skill and to appeal our research activity to the world.

国際トレーニング報告
現在，ガス過飽和水における微細気泡（直径nm–μmオーダー）存在性の仮説がなされており，洗浄や滅菌等の水処理分野への応用が期待されている．ガ
ス過飽和水の生成には加圧溶解，多孔質材料など様々な手法があるが，コストの面から流用に至っていない．そこで当分野の世界的権威であるシンガポー
ルナンヤン工科大学のClaus-Dieter Ohl博士の指導の下で，コンパクト性およびコスト面で優れているベンチュリ管方式を用いガス過飽和水生成の高効率
化を行った．3D softwareで設計した様々な幾何形状のベンチュリ管を3Dプリンタを用いて作成し，気泡成長の可視化および溶存酸素濃度測定により最大
120%程の過飽和度が得られた．今後国内にて，流体力学的な圧力変動による微細気泡生成のメカニズム解明を目指す．また，副専攻研究の一環として，
世界を牽引するシンガポールの水処理技術を実学するためNEWater plantや研究グループへ訪問しインタビューを行った．さらに現地の国際学会に参加す
る等，国際コミュニケーション能力および世界に向けた研究成果の提示能力を向上させる事が出来た．

Tatsuya Yamashita, Master course 2nd grade, Graduate School of Science and Technology
山下 達也　理工学研究科　修士課程2年

Member of Cavitation Laboratory
Cavitation Laboratoryのメンバー

Exterior of NEWater plants
NEWater plantsの外観 

International Training Report　
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Implementation	of	the	environmental	sensing	device	for	public	indoor	space

屋内環境センシングデバイスの構築
Haruka Fukai, Master Course 2nd grade, Graduate School of Media and Governance

深井 晴香　政策・メディア研究科　修士課程２年

International Training Report
My research theme is the realization of active multi database for environmental sensing data. This active multi database is the system 
that integrates much data from multiple points. Environmental sensing data is measured for long time in specific places, and it is big 
data with time change. This system collects sensing data from multiple points, and analyzes it by comparing by time.
In this international training, I implemented the environmental sensing device, which is data collection part in Tampere University of Technology. 
I shared the knowledge of sensor control, discussed about my research system design and implemented it with teachers and researchers in 
Tampere University of Technology. Now, this sensor device is in a laboratory room of Tampere University of Technology Pori campus. We can 
access it real-time from Japan. I will add sensors, experiment this system and collect data in the next term of international training.
Tampere University of Technology Pori campus has many foreign students. There are many opportunities to communicate with them. 
Teachers and students in Finland provide opportunities of cross-cultural communication. We could get the chance of sight seeing in 
Rauma, which is a city of the world heritage.

国際トレーニング報告
私は，環境センシングデータを対象としたアクティブマルチデータベースの実現について研究を行っている．本研究は，複数地点での環境センシング
データを統合して扱うシステムを実現するものである．環境センシングデータは，地点に対して長期間に渡り測定されるものであり，そこから得られ
るデータは時系列変化を伴うビッグデータとなる．複数地点に設置されたセンサから，データを自動的に収集し，その時系列変化を比較した解析を行う．
国際トレーニングでは，タンペレ工科大学にて本研究のデータ収集部分であるセンサシステムの実装を行った．センサ制御に関する技術情報
の共有や，設計についてのディスカッション，実装，実験を共同で行った．現在はタンペレ工科大学内にセンサシステムを設置し，測定した
光量・湿度・温度をリアルタイムで日本からも閲覧できるようになっている．次回の国際トレーニングでは，さらにセンサを追加し，システ
ムの稼動実験とデータ収集を行う予定である．
タンペレ工科大学ポリキャンパスは留学生を多く受け入れており，様々な国の学生とコミュニケーションをとる機会が多くあった．フィンラ
ンド人の先生，学生も留学生の文化交流の機会を積極的に設けてくださり，世界遺産であるラウマの見学など貴重な経験を得る事ができた．

International Training Report　

Profile　プロフィール

Haruka Fukai received the Bachelor of Policy Management degree in 2011 from Keio University, Japan.  She is a master course 
student under the supervision of Prof. Yasushi Kiyoki in Keio University.
2011年に慶應義塾大学総合政策学部で学士を取得した後，2013年に同大学大学院政策・メディア研究科の修士課程に進学．清木康教授
の指導のもとでアクティブデータベースの研究を行っている．

Time period: From Feb. 1st 2014 to Mar. 26th 2014
Place: Tampere University of Technology, Pori, Finland
Supervisor: Prof. Hannu Jaakkola
実施期間：2014年2月1日〜2014年3月26日
実施場所：フィンランド　タンペレ工科大学　ポリキャンパス
訪問先指導教員：ハニュー　ヤーコラ　教授

Exterior of Tampere University of Technology
Tampere University of Technologyの外観

Teacher of the laboratory of my international training
国際トレーニングを実施した研究室のヤリ先生
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Creation	of	sound	art,	and	research	on	the	relevance	of	sound

音響アートの作成，および音の関連性についての研究
Shunsuke Hananoi, Master Course 2nd grade, Graduate School of Media and Governance

花野井 俊介　政策・メディア研究科　修士課程2年

Profile　プロフィール

Shusuke Hananoi received the Bachelor of Environment and Information Studies degree in 2013 from Keio University, Japan. He 
is a master course student under the supervision of Prof. Toru Iwatake in Keio University.
2013年に慶應義塾大学環境情報学部で学士を取得した後，同年，修士課程に進学し，岩竹徹教授の指導のもとで音についての研究を行
っている．

Time period: From Feb. 14th 2014 to Mar. 31st 2014
Place: University of California, San Diego
Supervisor: Prof. Shlomo Dubnov
実施期間：2014年2月14日〜2014年3月31日
実施場所：カリフォルニア大学　サンディエゴ校
訪問先指導教員：シュロモ ドゥブノフ教授

International Training Report
Human beings feel the beauty. Research on beauty has a long history, and there are a lot of documents and products. On the other hand, a crucial 
indicator of the beauty is not yet shown. It depends on the individual sense, and there is no clear-cut answer though its tendency is shown. If we can 
know what the beauty is, however, our lives will change significantly. For example, we are impressed by beautiful music, as fresh air makes us feel 
better. Therefore, I analyzed the beauty from the sound under the guidance of Prof. Shlomo Dubnov. I studied sound feature extraction methods 
and submitted a work, that music listeners can choose “sensuous beauty” by moving, to an international conference. I am planning to change the 
object of analysis from music to each sound. I will continue this research with the cooperation of Prof. Dubnov. 

国際トレーニング報告
人間は美しさを感じることができる生き物である．この”美”に関しての研究は数多く行われ，かつ歴史は深い．しかし，決定的な指標が示されたことはない．
個人の感覚に依るところが大きく，それらしい傾向は分かっても明確な答えはない．しかし，本当に答えは無いのか．この問いに対する答えを見つけたとき，
私たちの生活は耳から変わっていくであろう．澄んだ空気に触れていれば気分が良くなるように，美しい音に触れていれば気持ちも変化するだろう．そこ
で音の分析に関してプロフェッショナルであるドゥブノフ教授の下，国際学会に向けた作品作りと，楽曲分析についての手法を学んだ．作品作りでは，感
覚的な“美”を聴者自身が移動することで選びとるという作品を提出し，楽曲分析では，その音が含む特徴を抽出，比較するという手法を学んだ．今後もドゥ
ブノフ教授と共同で研究を進め，楽曲という“音”の集合体の分析から一つ一つの”音“へと対象を掘り下げていく予定である．

A meeting with Prof. Dubnov
ドゥブノフ教授とのミーティング

Campus scenery in University of California, San Diego
カリフォルニア大学 サンディエゴ校の風景

International Training Report　
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Tatsuya Yamashita, 
Master course 2nd grade, Graduate School of Science and Technology

山下 達也
理工学研究科修士課程2年

Major research
 Ultrasound is widely applicable for removal of contaminant particles attached on surfaces such as semiconductor wafers, metal 
plates and membranes. However, the temporal and spatial scales are extremely small which leads to the difficulty to directly 
observe cleaning phenomenon. During the decompression phase, negative pressure exceeds the tensile strength of the liquids, so 
that cavitation bubbles are generated. The cavitation activity, which generates a local pressure gradient, might be responsible for 
cleaning ability of ultrasound. On the other hand, micro-jet induced by bubble collapse or shock wave from the re-expansion might 
lead to the damage to surfaces.
 In this study, in order to elucidate the main mechanism of ultrasonic cleaning, we optically observe bubble dynamics on surfaces 
with ultra-high speed camera and evaluate its effect on cleaning. Furthermore, we develop a new cleaning method with 
supersaturated water with gases which can realize less damage and higher efficiency. 

主専攻
超音波は半導体ウェーハ，金属板や膜など多くの固体洗浄に用いられているが，その現象の時空間スケールが極めて小さく直接的
観察が困難であるため詳細な洗浄メカニズムは未だ解明されていない．減圧過程において液相圧力が液体の引張強度を上回った際
にキャビテーション気泡が生成され，超音波照射下における気泡振動による局所的圧力勾配が主な洗浄要因の一つとして考えられ
ている．その一方で，気泡崩壊時のジェットや再膨張時の衝撃波生成により洗浄対象の損傷を引き起こす可能性がある．
本研究では超高速度カメラを用いた固体壁面近傍における超音波キャビテーション気泡の挙動を光学的に観察し，キャビテーショ
ン気泡による洗浄効果の定量的評価を行っている．さらにはガス過飽和水を用いた低ダメージ高効率型洗浄手法の開発を行ってい
る．

Research	Introduction　Yagami
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Minor research
 One of the targets of United Nations Millennium Development Goals in (MDGs) is “Halve, by 2015, the proportion of the 
population without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation”. In Japan, which has world-leading technical 
capabilities and know-how related to water utility, mainly local governments have contributed to the achievement of the MDGs. 
The goal concerning drinking water had been achieved in 2010. However, about 800 million people in the world still cannot 
obtain safe water and continuous support is desperately needed.
 International water business getting a lot of attention in the current world, is expected to significantly expand the market in 
future. Water business is low yield in itself, but it should be emphasized that it is necessary to consider additional benefits from 
building friendly relationship between cities and capacity investment in order to make good business sense. Moreover, Japanese 
water technology developed in the maximum population density era is a high-cost type business. Our goal is to consider the 
vision of supporting developing countries by the public and private initiative appropriate to the demand of Japanese style water 
business. Thus, we are investigating the current state of Japan water projects through the interview with local governments and 
waterworks.

副専攻
国連ミレニアム開発目標（MDGs）では，ターゲットの一つとして「2015年までに安全な飲料水及び衛生施設を継続的に利用できな
い人々の割合を半減すること」が掲げられており, 日本は世界トップレベルの水道事業に関するノウハウと技術力を活用し, 地方自
治体が主軸となってMDGs達成に貢献してきた. 同目標は飲料水については2010年に達成したが未だ世界で約8億人が安全な飲料
水の供給を受けられておらず, 継続的な支援が求められている. 
現在世界では国際水道ビジネスが着目されており，今後市場の大幅な拡大が期待されているが，水道事業そのものの収益性が低い
ことから，ビジネスとして成功するには料金収入とともに姉妹都市の形成や設備投資などの付加利益を考慮しなければならない．
また日本の水道技術は最大人口期の高人口密度に追従して発展してきた高コスト型の事業である．その日本型水道事業のニーズに
応じた官民連携による開発途上国支援の展望を考察することを目標とし，現在地方自治体や浄水場等にてインタビューを行い，日
本水道事業の現状を調査している．

Profile　プロフィール

Mr. Yamashita Tatsuya received the B. Eng. degree in 2013 from Keio University, 
Yokohama, Japan. He is a M. Eng. a PhD student under the supervision of Prof. Keita 
Ando in Keio University. 
2013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，同大学大学院修
士課程に進学し，安藤景太専任講師の指導のもとで超音波洗浄に関する研究を行っている．

Introduction of Laboratory　研究室紹介

Ando Laboratory
Our research efforts are aimed, with experiments, numerical simulations and theory, 
at understanding the fundamental physics of multiphase flows such as bubbly 
cavitating flows. Cavitation is a bubble dynamics following with pressure change in 
liquids as a process of the nucleation, growth and collapse. In hydraulic applications 
including turbomachinery, underwater explosions, ultrasonic cleaning, and shock-
waves/ultrasound in medicine, there often arises (hydrodynamic, acoustic, etc.) 
cavitation as a result of rupturing the liquid. Phenomena in these bubbly liquids are 
typically unsteady and complex due to the interaction of the flow and the dynamics 
of dispersed cavitation bubbles, which has multi-scales in time and space. A better 
understanding of such flow is essential for practical purposes. We put particular 
emphasis on environmental and medical issues, aiming to understand the cavitation 
phenomena with the comprehensive researches.

安藤研究室
安藤研究室では，実験・理論・数値シミュレーションを網羅的に駆使し，キャビテーショ
ン流れを代表とする混相流の物理解明に向けて研究を行っております．キャビテーション
とは液圧変化による気泡の初生・成長・崩壊といった一連の現象を指します．ターボ機械，
水爆，超音波洗浄あるいは衝撃波を用いた医療技術のような流体応用分野において，流体
力学的・音響的なキャビテーション現象が多く観察されます．気液混相流は，流れの相互
作用やキャビテーション力学により多重な時空間スケールを有するため，一般的に不安定
かつ複雑な現象であります．しかしキャビテーションは良くも悪くも発生することから，
その物理解明が不可欠となります．そこで我々は主に環境や医療の応用分野におけるキャビ
テーション諸現象に関して，上記の網羅的な研究によりそれらの物理解明を目指します．
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2014年度 後期 GESLセミナー　GESL Seminars in the Second Half of 2014

・第6回GESLセミナー
日程：9月18日（木）
講師：産業技術総合研究所	太陽光発電工学研究センター	主任研

究員	櫻井啓一郎先生
分野：太陽光発電

・The 6th GESL Seminar
Date:	Thursday,	September	18
Guest	Speaker:	Dr.	Keiichiro	Sakurai	(Research	Center	for	

Photovoltaic	Technologies,	AIST)
Field:	Photovoltaic	Technologies

・第7回GESLセミナー
日程：10月23日（木）
講師：電力中央研究所	社会経済研究所	上席研究員	山本博巳先生
分野：エネルギー技術評価

・The 7th GESL Seminar
Date:	Thursday,	October	23
Guest	Speaker:	Dr.	Hiromi	Yamamoto	(Socio-Economic	

Research	Center,	Central	Research	Institute	
of	Electric	Power	Industry)

Field:	Energy	Technology	Assessment

・第8回GESLセミナー
日程：11月20日（木）
講師：前日本工学会会長	柘植綾夫先生
分野：機械工学

・The 8th GESL Seminar
Date:	Thursday,	November.	20
Guest	Speaker:	Dr.	Ayao	Tsuge	(Former	President	of	the	

Japan	Federation	of	Engineering	Societies)
Field:	Mechanical	Engineering

・第9回GESLセミナー
日程：12月18日（木）
講師：JICA	地球環境部	三牧純子先生
分野：社会科学

・The 9th GESL Seminar
Date:	Thursday,	December.	18
Guest	Speaker:	Dr.	Sumiko	Mimaki	(Japan	International	

Cooperation	Agency)
Field:	Social	Science
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