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Prefatory note 
巻頭言

Professor, Graduate School of Science 
and Technology, Keio University

Kenji Yasuoka

慶應義塾大学大学院理工学研究科教授

泰岡顕治

The GESL program expects the students to be active 
leaders who will influence the society through UN 
agencies, infrastructure companies, energy agencies, 
etc. after graduation. This program differs from 
traditional graduate education, which mainly focuses 
on the development of researchers who will work in 
research institutes or universities. I believe that it is 
important to produce PhD holders who can actively 
work at UN agencies and international companies 
leading to the development of our society. Each 
student in this program acquires broad and high-level 
professional knowledge for their career paths. 
Moreover, they can learn the relationship between 
people from other regions through internships 
supported by this program. After a year, some of the 
students in this program will obtain a PhD. I believe 
that they will become active leaders in the future.

本プログラムでは，博士号取得後，国際機関やインフ
ラ企業，エネルギー関係機関などで社会を牽引するリー
ダーとして活躍する学生の輩出を目指しています．大
学等の研究・教育機関で働く人材の育成のみに主眼を
置くのではなく，国際機関や国際的な展開をしている
企業などで活躍する人材を輩出することは，今後の日
本の社会を発展させて行く上で重要になります．本プ
ログラムでは，学生が自ら社会で活躍するキャリアパ
スを考え，それに必要な幅広い教養と高い専門性を身
につけることを期待しています．また，本プログラム
が支援している海外でのインターシップにおいては，
様々な人々との交流を通じ，自身のキャリアパスの可
能性を膨らませることができます．1年後には本プロ
グラムからはじめて卒業生が出ます．これまでの博士
号取得者とは異なった新しい社会のリーダーとなる学
生がでてくることを期待しています．
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In the future, I would like to play an active and crucial role 
in an international community. I aim to pass on to the public the knowledge 
and experience gained from my studies, research, and external fields of 
interest. One of my goals involves further developing my research and applying 
it to another environmental field such as air pollution and waste management. 
In addition to this goal, I aim to make a connection by sharing and exchanging 
my research with other universities and organizations in Association of South-
East Asian Nations （ASEAN） to develop joint-research activity, explore 
collaboration in research, and exchange scientific information.
将来，私は国際的に活躍できる人材になりたいと考えています．私は，様々な分
野での知識や経験を通して，研究を幅広く発展させたいと考えています．私の目
標の１つは，大気汚染や廃棄物管理などの環境分野に研究成果を応用することで
す．2つ目の目標としては，私の研究をASEANの各大学や組織で共有し関係を作
り，共同研究を行い，科学的な情報交換をしたいと考えています．

In my major research, I would like to apply the 5D world 
map system to determine numerous parameters related to water quality in target 
areas as well as visualizing data to compare water quality in those areas. A data 
mining process will be used to analyze water quality and estimate the 
relationships between parameters, impacts, and health risk in terms of various 
contexts. For my submajor research, I will focus on image data relative to water 
quality. The aim of the sub-major research is to apply the 5D world map system 
to collect image data for water quality and find the meanings of and relationships 
between images and text data.
私の主専攻の研究の目標は，5D World Map Systemを用いて，対象地域の水質
を特徴付ける多くのパラメータを決定し，それらの地域の水質を視覚化すること
です．データマイニングの過程により，水質の分析を行い，パラメータ，影響，
健康リスクの関係を推測します．副専攻では，水質を表す画像データに注目しま
す．副専攻の目標は，5D World Map Systemを用いて，水質を表す画像データ
を集め，画像データと文字データの間の意味や関係を分析することです．

MISSION

VISION

Graduate School of Media and Governance
Kiyoki Laboratory
Major study: Global Environmental Policy 
Management
Minor study: Environmental Technoscience 
and Policy
政策・メディア研究科　博士課程1年
清木康研究室
主専攻：環境政策
副専攻：環境テクノサイエンス

Chalisa Veesommai

Introduction of new

学生紹介（2014年度9月新入生）
students

DOCTORAL
COURSE	

STUDENTS
博士課程

MASTER’
COURSE

STUDENT
修士課程
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Graduate School of Media and Governance
Kamo Tomoki Laboratory
Major Study: Research in Chinese Policy
Minor Study: Air Pollution Problems
政策・メディア研究科　修士課程1年
加茂具樹研究室
主専攻：中国地域研究
副専攻：大気汚染問題

Solving practical environmental problems cannot rely solely 
on policy research. A complete understanding of the science and technology 
related to environmental problems is necessary to understand environmental 
problems and consider appropriate solutions. GESL provides me with an op-
portunity to work closely on science- and technology-based knowledge. In-
creased public awareness of air pollution problems in China is encouraging 
people to seek solutions. I will make full use of this opportunity in GESL to 
study air pollution problems, and subsequently explore some solutions.
私は，現存する環境問題の解決は，単に政策研究を行うだけでは不十分だと考え
ています．環境問題を理解・解決するためには，科学とテクノロジーの知識が不
可欠です．私はGESLにおいて科学とテクノロジーの知識を獲得する機会を得る事
ができると考えます．中国の大気汚染問題に対して人々の関心が高まり，その解
決策の探求が喫緊となっています．GESLで研究を行う機会を十分に活用し，大気
汚染問題の解決策を目指したいです．

I conduct studies on air pollution problems in China as a 
major research topic. My major and minor research areas focus on air pollution. 
I am considering a solution to the air pollution problem in China by using 
systems design and considering related technologies. Similar to China, Japan 
has also experienced rapid economic development with an ensuing air pollution 
problem that has damaged Japan for some time. However, Japan now has a 
clear blue sky. Therefore, I would like to study solutions to air pollution and 
systems in developed countries in order to resolve global environmental 
problems.
私は，中国における大気汚染問題を研究対象にします．主専攻と副専攻では大気
汚染を中心に，制度の設計と技術面からの大気汚染の解決策を探ります．日本も
長期に渡る大気汚染問題などの深刻な環境問題のもと，急速な経済発展をしてき
ました．しかし，今の日本には素晴らしい青空があります．このような先進国に
おける大気汚染の解決策やシステム設計を研究し，先進国の経験を生かしたいと
考えます．

MISSION

VISION

 I hope to acquire adequate skills and knowledge that will 
enable me to solve different issues related to energy efficiency. My aim is to 
support policy-makers and other stakeholders to establish effective 
strategies in the energy sector. Through my main research, I plan to highlight 
an important role for international cooperation in tackling global issues such 
as climate change.
私はエネルギー効率に関する様々な問題を解決するために，求められる多くのス
キルと知識を習得することを目指しています．また，エネルギー部門における、
効果的な戦略を確立するために，政策立案者や他のステイクホルダーをサポート
出来る様になりたいと考えています．私は，主専攻を通して，気候変動のような
グローバルな課題における，国際協力の役割の重要性を指摘しようとしています．

In my major research, I will focus on energy modeling in 
residential buildings in order to present an accurate model of energy-related 
trends on an urban scale. This model will enhance a good understanding of 
energy consumption and CO2 emissions in residential buildings. To achieve this 
aim, I plan to use different types of sensors to collect sufficient data related to 
building design and the surrounding environment. The use of a simulation 
program will be a useful tool to analyze data and simulate buildings’ energy. The 
modeling process will present a holistic and accurate description of energy 
balance. In addition, this program will highlight the importance of renewable 
energy integration with other new technologies to increase energy saving and 
minimize CO2 emissions.
私は主専攻において，都市スケールにおけるエネルギー動向の精密なモデルを提
案するため，居住用建物のエネルギーのモデリングに着目しています．このモデ
ルにより，居住用建物のエネルギー消費と二酸化炭素排出についてより深く理解
することができます．この目的を達成するために，私は異なる種類のセンサを使
用して，建築デザインと周辺の環境に関するデータを収集する予定です．また，
シミュレーションを用いてデータを分析し，建物のエネルギーバランスをモデル
化することにより，省エネや二酸化炭素排出量の削減の新技術を伴う再生可能エ
ネルギーの重要性を示したいと考えています．

MISSION

VISION

Graduate School of Media and Governance
GIS Laboratory
Major study: Energy Efficiency in Residential 
Building  
政策・メディア研究科　博士課程1年
GIS研究室
主専攻：居住用建物のエネルギー効率

Haitham Alkhalaf

Introduction of new  students

Liang	Junhan
梁俊晗
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Graduate School of Media and Governance
Yasushi Kiyoki Laboratory
Major Study : Multi Media Database
Minor Study : Image Analysis
政策・メディア研究科　修士課程1年
清木康研究室
主専攻：マルチメディアデータベース
副専攻：画像解析、環境問題

In my major research, I design newly functionalized 
plastics and rubbers by controlling nanoscale structures and obtaining 
biocompatible materials, which can be used in our bodies or can be 
developed into eco-friendly devices. In my minor research, I would like 
to develop a web-based data sharing system to enhance programming 
and web designing skills.
主専攻では，ナノスケールで材料の構造制御をすることによる，新規プ
ラスチック・ゴム材料の開発を目的としています．材料開発によって軽
量化，機能化を促進することで，体内で利用できるプラスチックや環境
にやさしい装置の開発に貢献したいです．副専攻では，データシェアシ
ステムの開発をすることでデータベース，プログラミング，ウェブシス
テムなど，データ処理についての技術を習得したいと思います．

MISSION

My goal is to contribute to the resolution of 
environmental issues from the fields of materials and energy. Through 
the GESL program, I would like to learn about the information and 
environment fields and obtain a comprehensive viewpoint in order to 
work on environmental issues from various aspects.
私の目標は，材料・エネルギーの分野から環境問題の解決に貢献する
ことです．GESLプログラムを通じて，大局的な視点を身に着け，自
分の研究分野だけでなく，情報・環境分野など，さまざまな側面から
環境問題に取り込めるようになりたいと思います．

VISION

Graduate School of Science and Technology
Hotta Laboratory
Major Study: Soft material, Material designing
Minor Study: Database
理工学研究科　修士課程1年
堀田篤研究室
主専攻：ソフトマテリアル，材料設計
副専攻：データベース

Using a media database of food images, I would like 
to propose a system that can communicate between different 
countries through foods. Focusing on food color, I will represent 
information on food using color analysis. Setting up a precise set of 
colors in each country, I would apply my system to healthcare 
applications and discover a new food by combining foods in different 
countries.
料理画像を用いたメディアデータベースを実装し，料理を通じて異文化
コミュニケーションが可能となるシステムを提案したいです．料理の色
彩という要素に注目し，色彩により画像分析を行い料理の情報を表示す
ることができます．国別の料理の色彩の特徴量を設定する事で精度を高
め，また料理というジャンルで色彩という視点からの研究を実現する事
で，ヘルスケアアプリケーションへの応用，異国間の料理を組み合わせ
た新たな料理を発見したいです．

VISION

In my research, I want to acquire knowledge of 
image analysis and a technique of image sensing. By collaborating on 
a media database of images and using image sensing techniques, I 
propose a system that can be adapted to solve environmental 
problems. Following the GESL program, I would like to support 
people who play an active role in global communities.
主専攻では画像分析の中でも料理というジャンルに焦点を当てています
が，副専攻では画像解析や画像センシング技術を学びたいと考えていま
す．メディアデータベースと画像解析の技術を組み合わせる事で，様々
な環境問題に対応したシステムを提案し問題解決に結びつけたいと思っ
ています．GESLプログラムを通じて、グローバルなコミュニケーショ
ンを持って活躍する人を支援する人材になりたいです．

MISSION

Fuyuaki	Endo
遠藤冬玲

Mariko	Komatsu
小松万里子
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Analysis of enhancement of renewable energy in Oceania and practical work experience at UNDP

オセアニアにおける再生可能エネルギー普及の研究，
及び国際機関での実務体験

Profile　プロフィール

Katsufumi Tomobe received the B. Eng. Degree in 2013 from Keio University, Yokohama, Japan. He is a master course student 
under the superviseon of Prof. Kenji Yasuoka 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，泰岡顕治教授の指導のもと
で生体物質のシミュレーションを行っている．

Time period: From May 5th to Aug. 1st 2014
Place: 1） United Nations Development Programme （UNDP） Fiji Multi-Country Office, 2） The University of South 

Pacific （USP）, Fiji
Supervisor: 1） Dr. Winifereti Nainoca, 2） Dr. Sarah L. Hemstock
実施期間：2014年5月5日〜2014年8月1日
実施場所：1） 国際連合開発計画 （UNDP） Fiji Multi-Country Office, Suva, Fiji. 2） 南太平洋大学 （USP）, Suva, Fiji. 
訪問先指導教員：Dr. Winifereti Nainoca （UNDP） and Dr. Sarah L. Hemstock.

Katsufumi Tomobe, Master course 2nd grade, Graduate School of Science and Technology
友部　勝文　理工学研究科　修士課程2年

International training reports

International training report
I undertook an internship at two institutions, United Nations Development Programme （UNDP） and The University of South Pacific 

（USP） for three months to advance my minor research on a policy for the enhancement of renewable energy in the Oceania Small 
Island Developing States （SIDS） and study the management of environmental development projects in an international organization. 
At USP, I conducted a multicriteria decision-making method-based questionnaire in a rural area to optimize cooking methods. In 
addition to this research, I calculated the potential bioenergy from crop residues, animal dung, and forest residues in all Oceania SIDS. 
At UNDP, as a member of the environmental team, I joined in various aspects of work related to implementing development projects. 
These experiences have provided me with three key benefits: 1） I obtained practical work experience, which is beneficial for my career 
path; 2） I developed a wide network in an international organization, government, and Japanese institutions; and 3） I learned about 
the management of million-scale projects

国際トレーニング報告
　フィジーにある国際連合開発計画（UNDP）と南太平洋大学で3ヶ月間のインターンシップを行い，副専攻の再生可能エネルギー普及政策に関する研
究を深めるとともに，気候変動に対して極めて脆弱なオセアニア諸国における環境系開発プロジェクトのマネジメント及びその実施業務を行った．
　南太平洋大学では，途上国のCO2排出や健康害の原因となっている家庭における調理のためのバイオマス燃焼について，多基準意思決定法をベース
とした聞き取り調査のフィールドワークを行い，ローカルフィジーの最適な調理方法を決定した．また，統計処理ソフトR，データベースにFAOSTAT
を用いてオセアニア各国の潜在的なバイオエネルギーを計算した．
　一方，国際連合開発計画では，環境系チームの一員として，プロジェクト運用を中心とした日々の業務を行った．本インターンシップによって，大
きく以下の三つを達成した: 1） 国際機関での実務経験を得ることができ，自身のキャリアパスに大きな恩恵を与えた，2） 国際機関だけでなく，日本の
独立行政法人や民間企業，オセアニアの政府関係者との関係を形成した，3） Million-scaleのプロジェクトの運用方法について業務を通して学べた．

Fig. 2 MOU with USP
図2. 南太平洋大学とのMOU調印式

Fig. 1 Fieldwork at USP
図1. 南太平洋大学でのフィールドワーク

Fig. 3 Courtesy visiting on UNDP
図3. 小林先生のUNDP表敬訪問

国際フィールドワーク成果報告
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Study of plasma impedance in CERN Linac4 H- source

CERN Linac4水素負イオン源におけるプラズマ
インピーダンスに関する研究

Kenjiro Nishida, Graduate School of Science and Technology, 2nd grade（master）
西田健治朗　理工学研究科　修士課程2年

International Training Report
The European Organization for Nuclear Research （CERN） is widely known for particle physics experiments using the world’s largest particle 
accelerator. Now, CERN is developing a new linear accelerator—Linac4. It has been decided that the Linac4 will use H− source as a particle 
source, which must be capable of high density, high energy H− beam production. Although the quality of the beam strongly depends on the 
condition of plasma inside the H− source, its physics remain to be investigated. Our study approach so far is to clarify the characteristics of 
the plasma based on analytical/numerical modeling. To make the models more practical, which means being able to predict the plasma 
response more quantitatively, I joined the experiment using the H− source and obtained experimental knowledge and understanding in this 
international environment. For the study of plasma as a circuit element, I learned about measurement schemes, circuit designing skills, and 
signal controls. Some of the experimental results have been presented to international conferences. Now that the experimental knowledge 
and skills have been obtained, I am trying to develop a new plasma model in collaboration with CERN.

国際トレーニング報告
欧州原子核研究機構（CERN）は，世界最大の加速器を用いた陽子衝突実験で知られる，素粒子物理研究を牽引する国際的研究機関である．
CERNでは、新たな線形加速器Linac4が開発されている．Linac4では粒子源として水素負イオン源が採用されており，高密度，高エネルギー
の負イオンビーム生成が望まれている．ビームの質は負イオン源内プラズマの状態に大きく依存するが，負イオン源内プラズマの挙動はまだ
明らかではない．これまでの研究では，理論/数値モデルに基づくプラズマの挙動解析を行ってきたが，今回の国際トレーニングでは，水素負
イオン源を用いた実験に参加し，実験的解析を中心とした研究を行った．特にプラズマの回路素子としての振る舞いに着目し，測定原理，回
路設計，信号制御について学習した．実験成果の一部は国際学会にて報告した．現在はCERNとの共同研究のもと，今回得た実験的知見を活
かし，より定量的な解析が可能な数値モデルの開発に取り組んでいる．

International training reports

Profile　プロフィール

K. Nishida received the B. Eng. Degree in 2013 from Keio University. He is studying plasma simulation under the supervision of 
Prof. A. Hatayama.
2013年に慶應義塾大学理工学部物理情報工学科で学士（工学）を取得．同年，同大学大学院修士課程に進学し，畑山明聖教授の指導の
もと、プラズマの数値解析に関する研究を行っている．

Period：30/05/2014 – 25/08/2014
Place：CERN （European Organization for Nuclear Research）, Switzerland
Supervisor: Dr. Jacques Lettry
実施期間：2014年5月30日〜2014年8月25日
実施場所：CERN （European Organization for Nuclear Research）, Switzerland 
訪問先指導教員: Dr. Jacques Lettry

Fig. 3　Circuit designing
図３　回路設計の学習

Fig. 2　Circuit designing
図２　回路設計の学習

Fig. 1　RF system control
図１　高周波システム制御の学習

Fig. ４　progress report at weekly meeting
図４　定例ミーティングにおける進捗報告

Fig. ５　colleague at CERN
図５　共同研究者

国際フィールドワーク成果報告
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Construction of Building Thermal-simulation and Model Predictive Control System

建物の温熱シミュレーション構築とモデル予測制御の実装
Tomoya Imanishi　Graduate school of science and technology　master 2nd

今西智哉　理工学研究科　修士課程2年

Profile　プロフィール

Mr. Tomoya Imanishi 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. Hiroaki Nishi 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，西宏章教授の指導のもとで
スマートコミュニティに関する研究を行っている．

Time period: 2014年6月4日〜2014年9月1日
Place: Austrian Institute of Technology, Austria
Supervisor: Dr. Peter Palensky
実施期間：2014年6月4日〜2014年9月1日
実施場所：Austrian Institute of Technology, Austria
訪問先指導教員： Dr. Peter Palensky

International training reports

International Training Report
Most low-energy buildings, for instance, the building energy management system, are already commonly fitted with advanced devices, 
including photovoltaic power generation, battery storage, and vehicle-to-grid technology for electric vehicles. However, these energy devices 
create complexity in the unified control for building automation when they work simultaneously. During my international training, I created a 
low-calculation-cost model representing buildings. This project was supervised by Dr. Peter Palensky, who works for the Austrian Institute of 
Technology （AIT） and is a specialist in complex energy systems. Moreover, the programming of model predictive control （MPC）, which is a 
good solution for building unified control, was conducted using MATLAB. Currently, we are continuously improving the MPC controller 
through remote meetings with AIT researchers. As part of the evaluation, the MPC controller will be implemented in the Yagami campus for 
testing. Subsequently, all results will be presented at an international conference.

国際トレーニング報告
Building Energy Management Systemに代表される，建物への太陽光パネルの設置，蓄電池やElectric Vehicleを用いたVehicle to Gridの導
入が進む中，それらの機器を統合的・効果的に制御運営する仕組みは十分に確立されていない．そこで，エネルギーインフラの分野にて先進
的な研究を進めている，Austrian Institute of Technology（AIT）にてPeter Palensky 博士の指導の下で，汎用性・拡張可能性の非常に高い制
御手法であるモデル予測制御の実装を行った．熱流体，電気電子，機械の複合分野に特化したシミュレーションツールであるDymolaを用いて，
実際に建物の温熱シミュレーションを構築した．また同シミュレーションを用いた，MATLABによるモデル予測コントローラのプログラミン
グを行った．現在はAITの研究者と遠隔会議システムを用いた定期的な意見交換を通じて，構築したコントローラのさらなる改良を進めている．
今後，矢上キャンパスの建物にてモデル予測制御を用いた空調制御実証実験を行い，国際学会にて本研究の成果を発表する予定である．

Fig. 1. Austrian Institute of Technology
図1. オーストリア技術研究所

Fig. 2. Dr. Peter Palensky
図2. ピーター・パレンスキー博士

Fig. 3. Conceptual figure of Simulation
図3. 構築した温熱シミュレーションの概念図

国際フィールドワーク成果報告
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Nucleation analysis of methane hydrate by molecular dynamics simulation

分子動力学シミュレーションを用いた
メタンハイドレートの核生成の解析

Daisuke Yuhara, Master course 2nd grade, Graduate School of Science and Technology
湯原　大輔　理工学研究科　修士課程2年

International Training Report
Clathrate hydrates are crystalline compounds enclosing guest substances in cages formed by hydrogen bonded water molecules. It is 
known that the hydrates are relevant to a number of industrial applications such as new energy resources, inhibiting hydrate formation in 
pipelines, and natural gas transport methods. Methane is one of the most important and common guest substances forming clathrate 
hydrates and the understanding of the mechanisms of methane hydrate formation is essential for all applications. Nucleation is the first 
process of hydrate formation, and this is difficult to observe experimentally because the nucleus size and induction time are of the 
nanoscale measurement. Molecular dynamics simulation is an ideal method to study nucleation at the molecular level. Colorado School of 
Mines （CSM） succeeded in performing the simulation of methane hydrate nucleation in 2009 and they lead on nucleation research 
globally. I visited CSM and studied the analysis of methane hydrate nucleation under the supervision of Dr. Amadeu K. Sum. In particular, 
we analyzed the nucleation rate and the critical nucleus size of methane hydrate using their abundant simulation data. We achieved the 
nucleation rate and critical nucleus size of methane hydrate by applying the methods developed for nucleation analysis of monatomic 
systems. In addition, I attended the international conference and consortium meeting between CSM and major oil companies. I also 
studied other research on clathrate hydrates and current global energy problems. This international training was good experience for me 
in considering how to solve energy problems and determine the type of research required to contribute to solving such issues.

国際トレーニング報告
クラスレート水和物は水分子が水素結合により作るかご状構造の中に，別の分子が包接されることにより構成される結晶状の固体である．ク
ラスレート水和物は，新たなエネルギー資源，パイプライン中のハイドレート生成の抑制，天然ガスの輸送手段など，様々な工業的応用が期
待されている．メタンハイドレートはクラスレート水和物の中で最も重要な物質の一つであり，その生成メカニズムの解明はこれらの工業的
応用において非常に重要である．核生成はハイドレート生成の最初の段階にあたり，生成する核の大きさと生成時間がナノスケールであるため，
実験での観察が困難である．一方，分子動力学シミュレーションは核生成の過程を分子レベルで観察するのに有用な方法である．Colorado 
School of Mines （CSM）は2009年にメタンハイドレートの核生成のシミュレーションに成功し，それ以降もこの研究分野において世界をリー
ドしている研究機関である．そこでCSMを訪問し，Amadeu K. Sum准教授の指導の下でメタンハイドレートの核生成の解析について学んだ．
特に，メタンハイドレートの核生成速度，臨界核サイズについて，彼らの持つ膨大なシミュレーションデータを用いて解析を行った．その際，
単原子分子の核生成の解析において用いられてきた方法を応用し，メタンハイドレートの核生成速度と臨界核サイズを求めることに成功した．
また，国際学会やコンソーシアムミーティング（CSMとオイルメジャー企業との共同）にも参加して発表を行うとともに，クラスレート水和物
の様々な研究，世界が直面しているエネルギー問題についても学ぶことができた．本国際トレーニングは，今後どのようにしてエネルギー問
題を解決するべきか，またそのためにどのような研究が必要であるかを考える上で，非常に良い経験となった．

International training reports

Profile　プロフィール

Daisuke Yuhara received the B. Eng. Degree in 2013 from Keio University, Yokohama, Japan. He is a master course student under 
the superviseon of Prof. Kenji Yasuoka 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，泰岡顕治教授の指導のもと
でクラスレート水和物のシミュレーションを行っている．

Time period: From May 12th to Aug. 19th 2014
Place: Colorado School of Mines, USA
Supervisor: Dr. Amadeu K. Sum
実施期間：2014年5月12日〜2014年8月19日
実施場所：Colorado School of Mines
訪問先指導教員：Dr. Amadeu K. Sum

国際フィールドワーク成果報告

Fig. 1. Research meeting
図1. 研究ミーティングの様子

Fig. 2. Meeting for midterm report
図2. 中間報告会の様子

Fig. 3. Poster presentation on The 8th International 
Conference on Gas Hydrates
図3. The 8th International Conference on Gas 
Hydratesにおけるポスタープレゼンテーション．
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WORKSHOP

Guest Speaker: Katsumasa Tanaka, Researcher, Center for Global 
Environmental Research, National Institute for Environmental Studies
Date: Dec. 3rd 2014, 18:00~19:30
Place: Keio University Yagami Campus 14-203
Organizer: Takuma Nozawa, Tomoya Imanishi, Katsufumi Tomobe, 
Daisuke Yuhara

講師：国立環境研究所・地球環境研究センター 研究員　田中克政
開催日時：2014年12月3日, 18:00~19:30
開催場所：慶應義塾大学矢上キャンパス 14-203
オーガナイザー：野澤拓磨，今西智哉，友部勝文，湯原大輔

Summary
Global warming caused by the increasing greenhouse gases due to hu-
man activities has led to large-scale climate change on global scale. 
Moreover natural disasters and environmental changes following the 
global warming are becoming significant problem. In Kyoto Protocol, 
six types of greenhouse gases such as CO2, CH4, N2O, HFC and PFC 
has been subject to reduction. “Emission metrics” were developed to 
allow a simple and straightforward comparison of the estimated cli-
mate impacts of emissions with different species. In this lecture, he 
gave us a talk about the comprehensiveness and cost-effectiveness of 
each metric. Also, in the last half of the lecture, he told us his experi-
ence at international institute and requirement for international career.

講演要旨
人間活動に伴う温室効果ガスの増加が引き起こした地球温暖化は，地球レ
ベルでの大規模な気候変動をもたらしており，自然災害の増加や自然環境
の変化など大きな問題となっています．京都議定書では，CO2, CH4, N2O, 
HFC, PFC, SF6の6種類の温室効果ガスを削減対象としており，この際，
CO2以外の温室効果ガスの排出量を同等な効果を持つCO2の排出量に換算
した係数が，「排出メトリック」と呼ばれるものです．本講演では，「排出
メトリック」に関する手法の妥当性やコスト効率性の研究について講演し
て頂きました．また，講演の後半では，数々の海外機関で研究をされてき
た田中様のご経験についても紹介して頂き，グローバルに活躍するために
必要なことについてお話頂ました．

Comments from organizers
Dr. Tanaka received Ph.D （Earth science） at the Max Plank institute 
for Meteorology. He held positions at several European institute and 
universities including IIASA, CICERO, ETH Zurich, IASS, NIES. We 
could obtain concrete image of global career as a researcher through 
hearing his global experience.

オーガナイザーより
田中氏は，マックスプランク気象研究所にて博士（地学）を取得後，IIASA，
CICERO，ETH Zurich，IASSなど多数のヨーロッパの研究所や大学での
職を歴任し，2014年9月より国立環境研究所にて排出メトリックの研究さ
れております．講演当日は，世界を股にかけて研究者として活躍されてい
る田中様のご経験やアドバイスを聞くことができ，グローバルキャリアの
イメージをより具体的にすることができました．

Title: 
‘Water Resources and its use: 

What’s the problem for the world today?’
講演タイトル：

水資源と水利用：
いま世界で何が問題になっているのか？

Guest Speaker: Naota Hanasaki, Senior Researcher, Climate Risk 
Assessment Section, Center for Global Environmental Research, 
National Institute for Environmental Studies
Date: Sep. 3rd 2014, 18:00~19:30
Place: Keio University Yagami Campus 14-203
Organizer: Tomoya Imanishi

講師：国立環境研究所・地球環境研究センター 主任研究員　花崎直太
開催日時：2014年9月3日, 18:00~19:30
開催場所：慶應義塾大学矢上キャンパス 14-203
オーガナイザー：今西智哉

Summary
Modeling and simulation skill is useful for introducing scientific point of 
view into our environmental researches. These environmental researches 
contain wide range of study domains, and the fact sometimes causes 
complexity of choosing available open resources, specific research 
theme, and research tools. Thus, this workshop aims those who are anx-
ious about climate issue by introducing current global water-related issue 
and simulation software （H08）. Based on a theme of water resource, 
Dr. Hanasaki had a kind presentation about a way of thinking for model-
ing construction, which is useful for applying broad research topics.

講演要旨
環境問題に関するモデル構築やシミュレーター等の活用は，それらの研究
成果へ科学的視点を取り入れるために不可欠です．しかし環境問題の研究
は多岐にわたっており，オープンソースの研究ツールも数多く存在するた
め，現在問題となっている研究テーマの選択や，それに適したツールの導
入が困難となります．そこで今回の講演では，RA・環境の研究へ興味の
ある大学院生を対象とした，水資源の課題とシミュレーションソフト

（H08）の紹介を目的としております．幅広い研究分野へ応用可能なモデル
設計の考え方を，水資源をテーマとして詳しく説明していただきました．

Profile
Naota Hanasaki is senior researcher of Center for Global Environmen-
tal Research at National Institute for Environmental Studies （NIES）. 
Dr. Hanasaki earned a B.Eng./M.Eng./Dr.Eng. in Civil Engineering from 
the University of Tokyo. His current research focuses on hydrology 
and water resources engineering, particularly development of a macro 
scale physically-based hydrological model incorporating major human 
activities such as irrigation, water withdrawal, and reservoir operation. 
He applies it for various global change issues including climate change 
impact assessment and global sustainable development. He has au-
thored or co-authored more than 30 peer reviewed research papers.

略歴
1978年東京都生まれ．
2006年東京大学大学院工学系研究科社会基盤専攻博士課程を修了後，国
立環境研究所に入所．
2011年より現職．
専門は人間活動を含む全地球資源モデルの開発で，水分野に関する温暖化
の影響評価においてこれまでに50編以上の論文を執筆・共著している．
現在は土木学会地球環境委員会委員，同水工学委員会水文部会委員を務め
る．
2006年土木学会水工学論文奨励賞を受賞．

Title: 
‘Earth system research and international career’

講演タイトル：
Earth system research and international career

Ｇ Ｅ Ｓ Ｌ
ワ ー ク シ ョ ッ プ
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joint	seminar	report

On July 12, 2014, the GESL Joint Seminar and 
Black Wednesday took place and almost all 
faculties and RAs met. The RAs who had finished 
international training reported their experience, 
and the RAs who enrolled in autumn 2013 
reported their research progress and activities in 
the one-year GESL program. The global nature 
of GESL was fully exhibited; RAs staying abroad 
reported remotely and facult ies in other 
countries made comments. In addition, members 
of the external evaluation committee actively 
participated in discussions. As a result of such 
active communication, the seminar functioned 
very meaningfully in encouraging the research 
activities of all RAs.

Dec. 24th 2014, Syu Kobayashi

2014年7月12日，GESL合同セミナーおよびBlack 
Wednesday が開催され，プログラム所属の教員
とRAほぼ全員が一堂に会した．セミナーでは国際
トレーニングを終えたRAによる報告と，2013年
度秋に入学したRAによる1年間の研究進捗・成果、
そしてGESLプログラムでの活動報告が行われた．
遠隔地からも海外に滞在しているRAが発表を行い，
それに対して別の国にいる教員がコメントを行う
など，GESLのグローバル性が発揮される機会と
なった．また，外部評価委員も積極的に議論に参
加し，本セミナーはRAの研究活動にとって極めて
有意義な場として機能している．

2014年12月24日　小林周

GES L合同セミナー報告
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2015年度　GESLセミナー　GESL	seminars	in	2015	year

・第１回GESLセミナー
日時：4月23日（木）18:00-20:00
場所：矢上キャンパス　セミナールーム3（14-203）
講師：阿部剛士（インテル株式会社　取締役　副社長）
・The	1st	GESL	seminar

Date: 23 April, 2015 （Tue）Time: 18:00-20:00
Venue: Yagami Campus Bldg. 14 Room 203 （Seminar 

Room 3）
Speaker: Abe Tsuyoshi （Vice president, Intel Corporation）

・第2回GESLセミナー
日時：5月21日（木）18:00-20:00
場所：矢上キャンパス　セミナールーム3（14-203）
講師：吉川隆（日本電気株式会社　グリーンプラットフォーム研

究所　主幹研究員）
・The	2nd	GESL	seminar

Date: 21 May, 2015 （Tue）Time: 18:00-20:00
Venue: Yagami Campus Bldg. 14 Room 203 （Seminar 

Room 3）
Speaker: Yoshikawa Takashi（Green Platform Research 

Laboratories, NEC Corporation）

・第3回GESLセミナー
日時：6月11日（木）18:00-20:00
場所：矢上キャンパス　セミナールーム3（14-203）
講師：赤坂清隆（公益財団法人フォーリン・プレスセンター　

理事長）
・The	3rd	GESL	seminar

Date: 21 May, 2015 （Tue）Time: 18:00-20:00
Venue: Yagami Campus Bldg. 14 Room 203 （Seminar 

Room 3）
Speaker: Kiyotaka Akasaka （President, Foreign Press 

Center/Japan）

・第4回GESLセミナー　
日時：7月16日（木）18:00-20:00
場所：矢上キャンパス　セミナールーム3（14-203）
講師：中村振一郎（理化学研究所・中村特別研究室　特別招聘

研究員）
・The	4th	GESL	seminar			

Date: 16 July, 2015 （Tue）Time: 18:00-20:00
Venue: Yagami Campus Bldg. 14 Room 203 （Seminar 

Room 3）
Speaker: Shinichiro Nakamura （Head of Nakamura Lab., 

RIKEN）
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