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Prefatory note 
巻頭言

The 21st century must be the beginning of "New Age 
of Navigation". Various remarkable changes are taking 
place all over the world. The ICT technologies have been 
accomplishing remarkable evolutions over the past 
half a century because of the significant innovation of 
semiconductor technologies led by Moore's Law since 
1965. The Internet population will reach 2.5 billion people 
in 2015. We estimate that it will be 4 billion in 2020 that 
become the majority on the earth. Various innovations 
create brand new markets centering on the Internet 
and it will enhance GDP continuously. The 1st Age of 
Navigation had got started since the mid-15th century 
and lasted for approximately two centuries. Interchange 
of the culture beyond the border became popular by 
this opportunity. The 2nd Age of Navigation, which will 
surpass far the scale in the 21st century, is about to 
come real. I suppose the vision of "The Bond" at the world 
level in the new Age of Navigation. It must be such times 
that everybody shares various sorts of values, morals as 
well as culture, and collaborates together to solve the 
worldwide challenges based on respecting each other. 
I would love to give my message to you whoever well 
develop skillsets of “Curiosity” and “Singularity” with an 
excellent environment under the “GESL” umbrella, and 
then sail in the ocean called the Big Data. "Bon Voyage!".

Ph.D. Director & Senior Executive Officer, 
Vice President General Manager of 
Technology & Manufacturing Group 
Japan Intel K.K 

Tsuyoshi Abe
インテル株式会社 取締役　兼 副社長執行役員
技術開発・製造技術本部 本部長 博士（技術経営） 

阿部剛士

21 世紀は「新・大航海時代」の幕開けである．1965年に
予言された「ムーアの法則」による半導体技術の進歩に触
発されるかのようにICT技術はこの50年，著しい進化を遂
げてきました．インターネット人口は今年2015年には25
億人に達し，2020年には40億人に達すると予測されてい
ます．今後もイノベーションが新しい市場を創出し，世
界のGDPを押し上げていくでしょう．15世紀半ばからそ
の後約2世紀に渡って続いた大航海時代．それを機に国境
を越えた文化の交流が盛んになりました．21世紀は遥か
にその規模を凌駕する新しい大航海時代の到来となるで
しょう．新・大航海時代では世界レベルでの「絆」を実感
します．文化だけではなく様々な価値観，道徳観を共有し，
お互いを尊重しながら世界的課題を解決するために協働
していく，そんな時代になるに違いありません．GESLプ
ログラムという恵まれた環境で“Curiosity”と“Singularity”
をさらに鍛え，ビッグ・データという大海原に出航され
る皆さんへこの言葉を贈ります．“Bon Voyage”! 

Dr. Tsuyoshi Abe graduated from Kinki University, Dept. of Engineering, 
Electrical Engineering course on 1985. He joined Intel Japan K.K.*, 
and has held various management positions from 1985, and he was 
named Director and Senior Executive Officer, Vice President, and 
General Manager of Technology & Manufacturing Group, Intel K.K. 
on 2012. He also completed studies in Management of Technology 
at Graduate School of Engineering Management, Shibaura Institute 
of Technology on 2007, and completed a doctoral course in 
Regional Environment Systems at Graduate School of Engineering 
Management, Shibaura Institute of Technology on 2009. He was 
assigned to GESL program external reviewer and he attends the 
joint research seminar of this program.
*Feb., 1997 Intel Japan K.K. was renamed to Intel K.K.

Profile　プロフィール

阿部剛士博士は1985年に近畿大学工学部電子工学科を卒業後，同年イ
ンテルジャパン株式会社に入社し様々な経営管理職を歴任され，2012
年より取締役 兼 副社長執行役員*兼 技術開発・製造技術本部 本部長に
着任された．また，2007年に芝浦工業大学専門職大学院工学マネジメ
ント研究科にて工学マネジメントを修了，2009年に同大学院博士課程
を修了した．2013年よりGESLプログラム外部評価員としてGESL合同
研究科セミナーやBlack Wednesday等に出席していただいている．
*1997年2月，インテルジャパン株式会社はインテル株式会社に改名．
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Graduate School of Media and Governance
Yan Laboratory
Major study: Image processing
Minor study: Remote sensing of environment
政策・メディア研究科　博士課程1年
Yan研究室
主専攻：イメージプロセッシング
副専攻：環境リモートセンシング

Elham Goumehei

VISION I aim to participate in international communities 
and use my knowledge to influence the society. I would like to 
actively participate and work in international companies using the 
knowledge and experience gained from my studies, research, and 
society. I keen to use my research to solve and manage current 
problems in environment.

私は，国際社会に参加し，私の知識を社会に役立てることを目指してい
ます．勉学や研究，社会から得られた知識や経験を用いて国際的な企業
で働きたいと考えています．私の研究によって現在の環境問題を管理・
解決することを熱望しています．

 As major research, I am going to work on 
environmental issues using new technologies. I study image processing 
and remote sensing, which is a new technology that can provide 
breakthrough in many old disciplines. Satellite remote sensing data 
can be used for rapid and accurate extraction of information that 
overcomes many shortcomings of traditional ground based surveys. In 
my case I will work on delineation of water bodies using satellite data.

主専攻では，新しい技術を使用して環境問題に取り組むつもりです．私
は多くの学問分野に飛躍進歩をもたらす可能性を秘めている画像処理や
リモートセンシングを研究しています．衛星リモートセンシングデータ
は，従来の地上ベースの調査の多くの欠点を克服する情報を迅速かつ正
確に抽出するために使用することができます．私の場合は，衛星データ
を用いた水域の描写に取り組みます．

MISSION

Introduction of new

学生紹介（2015年度4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 Science and Technology
Hatayama laboratory
Major study: Plasma physics
Minor study: Acoustical engineering
理工学研究科　博士課程1年
畑山研究室
主専攻：プラズマ物理
副専攻：音響工学

Graduate School of Science and Technology
Almazán Laboratory
Major Study: Transnational Study of Japanese 
Contemporary Architecture
Minor Study: Physical and Social Environment in 
Architecture
理工学研究科　博士課程1年
Almazán研究室　
主専攻：国境を超えた日本の現代建築の研究
副専攻：建築における自然科学的，社会学的環境の研究

Helena Machín Cavalle

VISION Developing my research activity while improving 
my architectural design skills are mainly my career ambitions. GESL 
Program gives me the opportunity to combine my research activity 
at the university with my professional practice at architectural offices 
through internships. Furthermore, it offers a global gaze suited to 
my professional vocation of developing an international architecture 
that generates environmental values.

私はキャリアとして，建築デザイン技術を向上させながら研究を行って
いきたいと考えています．GESLプログラムは大学での研究と，インター
ンシップ先の建築事務所での実践を結びつけることを可能にしてくれま
した．さらに，環境的な価値を持った，世界に通用する建築を作るとい
う建築家としての職業に国際的視座をあたえてくれます．

主専攻では日本建築を基礎としたデザイン形態を分析，考察したいと考
えています．この研究の目的は，日本建築のプロセスや技術における国
際的かつ異文化間の視点を得るために，建築理論とのつながりや影響を
構築することです．副専攻では社会心理学と技術的な視点から，建築の
心理学と社会学的な側面に焦点をあて研究を行いたいです．

The idea of my major research involves the analysis, 
understanding and appreciation of project design mechanisms that 
underlie Japanese architecture. The investigation objective is to 
establish connections and influences of architectural theory, in 
order to obtain a global and intercultural point of view of Japanese 
architectural processes and techniques. In my minor research, 
I will focus on the physical and social environment of Japanese 
architecture, from the principles of environmental psychology and 
technological dimensions.

MISSION

VISION Problems associated with energy are considered to 
be among the most serious issues that are facing Mankind today. 
My aim is to contribute to achieving a nuclear fusion generation as a 
solution for such challenges. I look forward to acquiring adequate skill, 
in engineering approach, policy making and international negotiation, 
aiming at being an active leader who will have the influence on the 
society in the field of energy.

現在，人類共通の問題としてエネルギー問題が注目されています．私の目
標は，この問題を解決し得る電力供給方法である核融合発電の実現に対
して貢献することです．また，本プログラムを通してエネルギー問題の解
決にむけて必要な能力，すなわち理工学的な見識のみならず，政策決定
の方法，国際交渉に関する能力の習得に努めることでエネルギー分野に
おいて国際的に活躍し，社会を牽引するリーダーとなることを目指します．

主専攻では核融合発電の実現にむけた研究を行っております．特に，核融
合プラズマの定常維持に必要な外部加熱装置で問題となる内部熱負荷の
発生原因を数値計算によって解き明かすことを目指しています．副専攻で
は，日常の環境音が人体に及ぼす影響を音響心理学，音響工学の観点から
明らかとすることで，音に関する環境問題の解決手法の提案を目指します．

I am researching about nuclear fusion in my major 
research. In order to sustain the fusion plasma, I study about the 
mechanism of heat loads in external heating system, which is not yet 
fully understood. In the minor research, I intend to study the effect 
of environmental sounds on the human body from the viewpoints 
of psychoacoustics and acoustic engineering. This study will come 
out with a suggested solution for environmental noise problem.

MISSION

Introduction of new  students

Shu	Nishioka
西岡　宗
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Graduate school of science and technology
Hatayama Laboratory
Major Study: Fusion plasma, Numerical simulation
Minor Study: Database, Simulation
理工学研究科　博士課程1年　
畑山研究室
主専攻：核融合プラズマ，数値シミュレーション
副専攻：データベース，シミュレーション

VISION As a professional nuclear fusion scientist, my goal 
is to contribute to solving environmental issues. I believe, by being 
involved in both major and minor researches, I'll be equipped with 
the necessary skills for getting international career. GESL program 
helps me better exploring my career path, through providing various 
opportunities, that I will utilize them as much as possible.
GESLプログラムを通じて，核融合の専門家として環境問題の解決に向
けて国際的に活躍できる人間になることを目指していきます．自身の
知識の幹となる主専攻の研究はもちろんのこと，副専攻において主専
攻とは違った視点から新たなテーマにチャレンジすることは，国際的
能力を養うためのよい環境だと考えています．自分自身が思い描いて
いる将来像を達成するにあたり，GESLプログラムはとても魅力的な環
境を提供してくれているので，最大限活用していきたいと考えています．

I am researching about nuclear fusion as one 
of the most promising source for the next generation of energy 
resources. In particular, I am studying about the plasma transport 
in fusion reactors, which is not yet perfectly clear. In my minor 
research, I will study about the environmental effects that caused 
by the next generation of energy resources. I will learn how to 
generate database from the already existed data and accordingly, 
performing predictive simulation based on the database knowledge.
主専攻では，次世代エネルギー源として期待されている核融合発電実
現に向けての研究を行っています．特に，継続的にエネルギーを供給
できるよう，まだ完全には明らかになっていない核融合プラズマの輸
送過程をシミュレーションによって明らかにしようとしています．副
専攻では，新エネルギー源が環境に及ぼす影響などを，既存のデータ
のデータベース化，それら知見を基にした予測シミュレーション等で
評価したいと考えています．副専攻を通じ，エネルギー供給効率だけ
でなく，環境にも配慮した広い視野を持てるようにしていきます

MISSION
Shohei	Yamoto
矢本　昌平

Graduate School of Science and Technology
Ikaga Laboratory
Major Study: Building Environment
Minor Study: Housing Policy
理工学研究科　修士課程1年
伊香賀研究室
主専攻：建築環境工学
副専攻：住宅政策論, GIS

Yukie	Hayashi
林　侑江

VISION Within recent years, researching about a relationship 
between the living environment and personal health is getting popular. 
In the viewpoint of associations between indoor environment and 
elderly health issue, considering about only barrier-free matter is not 
sufficient. When the influence of thermal indoor environment for the 
health of elderly and fragility is considered, the influence derives from 
architectural environment is much larger than we image. Hence, my goal 
is to research the invisible impact of the architectural design for the 
health of elderly people, and build a better architectural environment. 
近年建築環境と健康の関係性に注目が集まっています．建築物内の環境
と高齢者の健康との関連というとバリアフリー性のみに注目が集まりが
ちですが，温熱環境が高齢者の健康や虚弱化に及ぼす影響を考慮する
と，建築環境のインパクトは私達が思っている以上に大きい可能性があ
ります．私の目標はこの目に見えないインパクトを目に見える形で提示
し，高齢化に対応したより良い建築環境の実現に貢献することです．

In my major research, I want to quantify the 
relationship between indoor thermal environment and health of elderly. 
As my minor research, I want to evaluate and make visible housing 
policies using statistical data and GIS. Through the GESL program, 
I study situations surrounding elderly people and architectural 
environment in various countries. By widening knowledge in Japan 
and all over the world, I would like to succeed in any field. 
主専攻ではフィールド調査に基づき住宅内の温熱環境や断熱性能と高齢
者の疾病及び要介護状態の関連性を定量化することを目指します．副専
攻では，統計データやGISを用いて住宅政策の評価及び可視化を行いたい
と思います．GESLのプログラムを通じて，様々な国における高齢者と建
築環境を取り巻く状況を学びます．日本だけでなく世界に目を向けて知
見を広げることで，あらゆるフィールドで活躍できる人材になりたいです．

MISSION
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Graduate School of Media and Governance
Kanie Laboratory
Major Study:  Waste and Resource management
Minor Study:  Research in Asia Policy
政策・メディア研究科　修士課程1年
蟹江研究室
主専攻：廃棄物・資源管理政策 
副専攻：アジア地域研究

Graduate School of Science and Technology
Takemura laboratory
Major study: Bioengineering
Minor study: Biofuel
理工学研究科　修士課程1年
竹村研究室
主専攻：バイオエンジニアリング
副専攻：バイオ燃料

Chikahiro	Imashiro
今城　哉裕

VISION I would like to contribute to the medical device 
progress, by developing biomechanics technology．In particular, I 
would like to take the lead in the field of producing organs, and organ's 
models. Although healthcare technologies act against environment, the 
healthy environment keeps us healthy. As a person whose major is in 
Biomechanics, I will tackle the energy shortage as an environmental 
challenge to achieve a peaceful coexistence with nature.

私はバイオメカニクス技術の発展を通じて，医療機器の進歩に貢献した
いと考えています．とくに，細胞マニピュレーションによる臓器および
臓器モデルの生成を目指しています．また，一見すると環境と相反する
医療技術ですが，健全な環境があってこその人の健康です．そこで，バ
イオメカニクスを専攻する私ならでの視点から，環境問題・エネルギー
不足の解決に取り組み，人と自然が共存できる環境の構築を目指します．

主専攻では細胞培養面の固有振動を用いた細胞マニピュレーションに
よる細胞組織の生成を目指しています．これにより，再生医療の発展
を目指すだけでなく，有害物質の人体に及ぼす影響について生体外で
検査できるようにしたいと思います．副専攻ではバイオ燃料の開発に
貢献したいです．画像処理の技術を用いて様々な藻類を様々な条件で
経時的に観察しながら培養し，最も効率的にバイオ燃料を産出出来る
藻類を特定します．

In my major research, I would like to generate cell 
culture by the natural vibration of cell culture substrate. Besides 
developing tissue engineering, this research will enable us to check 
harmful material in the vitro. In my minor research, I would like to 
go long way to develop and generate bio fuel. For this purpose, I 
will apply image processing to culturing algae in several conditions.

MISSION

VISION  In developing countries, environmental and health 
problems are mainly caused by the processing of toxic waste, including 
recycling. More violation means greater threat to the resources. 
In GESL program, I want to study the appropriate environmental 
management, including evaluation and overcoming challenges. In the 
future, I hope to contribute to the cooperation process, of improving 
resource management, and tackling the issue of toxic waste trade 
between developed and developing countries.

循環資源の越境移動量が増大するにつれ，有害廃棄物が途上国で不適正
に処理・リサイクルされることにより，環境問題や健康被害へと繋がって
います．GESLプログラムでは，有害廃棄物の適切管理，明確な判断基準
について勉強するとともに，環境問題に対する国際的な視野を広げ，問
題解決能力を身につけることを目指しています．将来は，先進国と途上国
の間で有害廃棄物の資源管理と貿易の協力改善に貢献したいと思います．

主専攻において，アジア地域における電気電子機器廃棄物・資源管理を中
心に，電気電子機器廃棄物（E-waste）の越境移動に対する，国レベルの管
理基準，判断基準を分析し，それによる貿易の現状と評価，今後の国際資
源管理改善方向について研究しています．副専攻では，日中韓の都市レベ
ルでの資源管理の比較研究，適正管理するために必要な情報及びその管
理技術・共有方法について，地域レベルの枠組みを研究したいです．

 In my major research, I concern with studying the 
current status and evaluating the trade violation trends of the E-waste 
in Asian region, at the country level, using management and judgment 
criterion. In my minor research, I want to study  information, techniques 
and methodological frameworks, to achieve proper management at 
the regional level, that is in Japan, China and South Korea.

MISSION

Soyeong	Kaku
郭　小穎

Introduction of new  students
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Graduate School of Science and Technology
Tanaka laboratory
Major study: Digital Fabrication
Minor study: Sensor Mesh Network
理工学研究科　修士課程1年
田中研究室
主専攻: デジタルファブリケーション
副専攻: センサメッシュネットワーク

Graduate School of Science and Technology
Hatayama laboratory
Major study: Plasma physics
Minor study: Climate change and ocean environment
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：気候変動，海洋環境

Ryoko	Tatsumi
巽　瞭子

VISION My goal is to establish a sustainable society through 
contributing to the energy problem, as one of the most serious 
environmental issues in the current world. I would like to participate in 
the development process for new energy resources, where different 
international scientific and political viewpoints are important to 
accomplish this research. Through the GESL program, I am eager to 
become a person who could find different solutions for various issues.

私の目標は持続可能な社会を作ることです. 各国で様々な環境問題が深
刻化している今, 私はエネルギー問題の解決をすべく, 新しいエネルギー
源の開発に邁進したいと考えています. 環境問題の解決には, 技術開発の
みならず政策面の取り組みも不可避です. そのために科学的, 政治的, そ
して国際的な広い視野が求められます. GESLプログラムを通じて, その
ように物事を様々な面から捉え得る人物になりたいと切望します.

主専攻は核融合発電を対象としたプラズマ物理です. 新エネルギーと
して期待される核融合発電の実現を目指し, 私の研究では, 装置への熱
負荷評価が可能な新しいプラズマ輸送流体コードを開発します. 副専
攻では流体シミュレーションの他の環境分野への応用を考えます. 主
専攻と関連した手法で他分野を研究することで, 視野を広げるだけで
なく主専攻のより深い理解にも繋がると確信しています.

My major research subject is related to the plasma 
physics of nuclear fusion plants. To explore this new promising 
resource of energy, I will develop a new fluid plasma transport model 
to estimate the heat and particle loads of the device. My minor 
research will focus on applying fluid models to ocean environmental 
problems, I believe conducting this research will widen my vision 
and help me better understanding my major research.

MISSION

VISION My aim is to contribute to the development process 
of the developing countries, through creating new ODA frame work 
of co-creation, in which both developing and developed countries 
could equally solve problems on counterpart based relation. Aiming 
at establishing innovational environment for co-creation, as well as 
being an active leader who will influence the international society, I 
will work on acquiring adequate skills and knowledge in the field of 
international development as well as in the engineering field.
発展途上国への開発援助の分野にて，デジタル・ファブリケーションと
オープン・イノベーションを用いた開発手法について研究し，途上国の
フィールドでの社会実装を行うことで，この新しい形の国際開発の効果
を証明したいと考えています．先進国と発展途上国がフラットな関係で
問題解決を行う，共創による新しい国際開発とODAを確立させ，この
分野と発展途上国のさらなる発展の為に貢献したいと考えています．

主専攻では，私が設計した超小型設備を途上国の都市に分散設置して，
住民によるプラスチック・リサイクル行う「資源循環型ファブリケーショ
ン社会 」プロジェクトを進めようとしています．副専攻では，センサ搭載
の家庭用小型コンポストによる有機ゴミのネットワーク・リサイクル・シ
ステムを設計したいと考えています．途上国ルーラルエリアにおける放置
ゴミのおおよそ全てを解決できる社会システムの構築を目指しています．

My major research concerns with creating job 
opportunities and enhancing income generation in the developing 
countries through waste management. For this purpose, small 
devices will be installed throughout different plastic recycling units 
in different cities. In my minor research, I will develop a new compost 
network system, that is equipped with electrical sensor, aiming to 
find the proper base to establish a comprehensive recycling system 
in rural area of the developing countries.

MISSION

Yutaka	Tokushima
徳島　泰
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Graduate school of science and technology
Mita Laboratory
Major Study: Fast structural damage identification 
technology using insufficient structural 
acceleration measurements.
Minor Study: Structural health monitoring
理工学研究科 修士課程1年
三田研究室
主専攻：システム同定
副専攻：構造ヘルスモニタリング

歩行や睡眠，食事のような人間の基本的な活動を行う為の住まいとして
の建築物は，自然から身を守るだけでなく自然と人間を分離させる役割
も担っています．しかし，建築物を造り供給する過程において，土や木
材，エネルギーのような自然資源を消費することは，環境にとって有害
となります．私はいつの日か，建築物が人間にとって有益なだけではな
く，自然にとっても有益なものになる日が来ることを望んでいます．

VISION  Architecture hosts most of Mankind's activities, 
providing the required shelter for his privacy, while protecting him 
during harsh weather and different other natural circumstances. 
However, its related activities such as construction add an adverse 
effects on the environment, and exploit its natural resources; soil, 
wood and energy. I aim to spread a win-win situation by applying 
the concept of Eco-architecture, that considers human being, built 
environment as well as the natural environment.

私の研究では，建築物の構造上の損傷を検知する技術を向上させたい
と思っています．この技術は，コストを削減するためにより少ないセ
ンサを用い，また計算速度を向上させるための新たなアルゴリズムを
開発することによって，建築物の寿命を引き延ばして建替え回数を減
らし，結果として天然資源を節約する事に貢献します．GESLプログ
ラムでは，この研究に加え，環境情報を構造ヘルスモニタリングシス
テムに組み込みたいと考えています．

 In my research, I want to improve the identification 
technology of the structural damage, in a way that it could be 
applied to ordinary buildings, by using less sensors to reduce cost, 
and invent new algorithms to accelerate speed calculation. This 
technology could prolong the structural-life of building and help 
avoiding reconstruction. Accordingly, it will help sustaining natural 
resources. Through GESL program, I will continue this research, 
taking into consideration to incorporate environmental information 
into structural health monitoring system.

MISSION
Xie		Lijun
謝　麗君

Graduate School of Science and Technology
Ueda laboratory
Major research: Chaotic mixing
Minor research: Environmental policy
理工学研究科　修士課程1年
植田研究室
主専攻：カオス混合
副専攻：環境政策

Masaki	Yamaguchi
山口　雅己

VISION  I want to become an engineer who is aware with 
justice issues and sustainable society and has social leadership 
skills to proactively contribute to environment and social issues. It 
is necessary to understand that different global issues are strongly 
interrelated. Accordingly, it's better to consider comprehensive 
approach when looking for solutions. For this reason, I believe I 
better gain the required skills to draw the related strategies and 
policies, besides obtaining engineering techniques.

私は環境問題，それに伴う様々な社会問題の解決に主体的に貢献し，公
正で持続可能な社会を実現する，社会的指導力を備えたエンジニアにな
りたいと考えています．このような地球規模で起きる世界的な問題を解決
するには，各分野が独立するのではなく包括的なアプローチによる解決が
必要であると思います．そのためには理工学的技術からの視点だけではな
く，政策や枠組みを導入していくための戦略の手法が必要となっています．

In order to achieve my vision, I conduct my major 
research on liquid mixing processes that particularly exhibit the 
chaotic behavior and are considered to be essential to all fields 
of industry. I want to explore details on the mixing mechanism to 
develop high efficient and energy saving methods that could be 
applied to different fields. In my minor research, I would like to major 
environmental policy and learn about useful strategies in order to 
apply the developed technology into the actual field.

上記の目標を達成するために，主専攻では液体混合，特にカオス的挙動
を示す混合の研究を行います．液体の混合は化学プラントなどで利用さ
れていますが学問的な体系がなされておらず，その混合反応生成メカニ
ズムは詳しくは明らかにされていません．そのため高効率化・省エネルギー
化の可能性の余地を残しています．副専攻では環境政策を専攻し，開発
した技術を実際のフィールドに適用させる政策方法を学びます．

MISSION
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Assessment of Climate Change Impacts on Regional Security in ASALs of Kenya

ケニア乾燥地域における, 
旱魃が地域安全保障に及ぼす影響の調査 

Amane Kobayashi, Graduate School of Media and Governance, Doctoral course 2nd grade
小林 周，政策・メディア研究科，博士課程2年

International training reports 国際フィールドワーク成果報告

I visited Wangari Maathai Institute for Peace and Environmental 
Studies, University of Nairobi in Kenya during December 2014 to 
March 2015 as a GESL international training. The objective of this 
research was to examine the impacts of climate change on regional 
security in Kenya（with special reference to arid and semi-arid 
lands）and the effectiveness of governance mechanisms in place to 
address climate change impacts and regional security. Throughout 
the research, it was found out that prolonged drought in this 
decade has been creating various problems and conflicts in the 
local society mostly depending on pastoralism in Kenya. Inter-
boundary migration/immigration of pastoralists to access to 
pasture and water have been increasing due to drought. However, 
the migration has been creating/accelerating conflicts for limited 
resources of local people and governments. More comprehensive 
and long-term solution is needed to break the negative cycle of 
risks and to stabilize the regional security on climate variability.
With the support from professors of University of Nairobi, I could  
access to people of diverse positions including governmental 
agencies, international organizations, local/international NGOs 
and local communities. I could find various wild animals living in 
Savannah on the way to the fields, and it was a good experience 
conducting research in African countries. I also visited the offices 
of international organizations based in Nairobi, such as UNEP, IOM, 
Red Cross and international NGOs, and developed the network 
for global career-pass development.

私は2014年12月から2015年3月にかけて，ケニアのナイロビ大学
において国際トレーニングを行いました．ナイロビ大学のワンガリ・
マータイ環境平和研究所で，旱魃がケニア乾燥地の地域安全保障と
ガバナンスに与える影響について調査し，気候変動によって発生す
る／深刻化する紛争に対してケニア政府や国際機関がどのような対
策を立て，それがどの程度有効に機能しているのかを考察しました．
ケニアでは深刻な旱魃が慢性化しており，これに伴い資源をめぐる
紛争が頻発しています．本調査ではケニア南西部の乾燥地域を対象
として，気象データを元に現地の降雨時期や降雨量の変動を確認し
た上で，資料調査とヒアリングを元に旱魃が紛争を引き起こす /深
刻化させるまでの連鎖反応について検証を行いました．ナイロビ大
学の教員や研究者から調査への支援を得ることで，政府機関，国際
機関，NGO，現地住民など多様な立場の人々にアクセスすること
ができました．調査地を訪れる途中で，サバンナに生息する様々な
野生動物を見ることができたのもアフリカならではの良い経験とな
りました．また，調査の合間にナイロビに拠点を置く国際環境計画

（UNEP）や国際移住機関（IOM），赤十字などの国際機関，アフリカ
の開発や環境問題に取り組む国際NGOを訪問し，自身のキャリア
パス構築に関する知見を深めることができました．

Time period: Dec. 16th, 2014 - Mar. 24th, 2015 
Place: University of Nairobi, Kenya 
Supervisor: Dr. David Mungai

実施期間:2014年12月16日~2015年3月24日 
実施場所:ケニア,ナイロビ大学 
訪問先指導教員:Dr. David Mungai

Amane Kobayashi received Master of Media and Governance 
in 2011, and B.A. in Policy Management in 2009 from Keio 
University. He is a Ph.D. candidate researching on the impact 
of climate change to the international security, and the politics 
of Middle Eastern and North African countries under the 
supervision of Professor Atsushi Okuda in Keio University.

2009年慶應義塾大学環境情報学部学士，2011年同大学大学院
政策・メディア研究科修士を取得．現在慶應義塾大学大学院政策・
メディア研究科にて，奥田敦教授のもと，気候変動が国際安全
保障に及ぼす影響，および中東・北アフリカ政治情勢に関する
研究を行っている．

Profile プロフィール
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Numerical Investigations on Physical Cleaning Mechanisms 

高速液滴衝突による流体物理洗浄原理の解明
Tomoki Kondo, Graduate School of Science and Technology, Master course 2nd grade

近藤　智貴　理工学研究科　修士課程2年

International training reports 国際フィールドワーク成果報告

I have finished three-month visiting study at Prof. Colonius’ 
Computational Flow Physics Group in Caltech. I have performed 
compressible viscous simulation for high-speed droplet impact 
problem. High-speed droplet impact is one of the most substantial 
problems in multiphase flow physics. This is because it has a 
potential to be applied to considerable technologies（e.g., splay, 
ink-jet, injector, etc.）. Recently, water-jet technology is well studied 
in physical cleaning industry. Physical cleaning efficiently uses 
hydrodynamic forces generated by jet flow（e.g., two-phase jet 
composed of vapor flow and numerous droplets）. Namely, this 
is known as a detergent-less, eco-friendly technic. In this study, 
I have numerically observed high-speed droplet impact in order 
to understand physical cleaning mechanisms. In detail, I have 
discussed the droplet deformation, the wall shear stress, and 
side-jet which are seen in the edge of the contact surface. This 
visiting study was a worthy experience for my career path 
planning. I had many opportunities to discuss with professors. 
For the future study, I perform verification and validation of the 
current simulation model. 

私は米国のカリフォルニア工科大学機械工学科，数値流体力学研究
室のTim Colonius教授のもとで3ヶ月間の訪問研究を行い，圧縮性
粘性計算による高速液滴衝突シミュレーションに取組みました．高
速液滴衝突はスプレー，インクジェット，インジェクター技術など
非常に多岐にわたって応用がなされる，混相流体力学における重要
研究課題の一つにあたります．特に近年，液滴の噴霧を流体物理洗
浄に応用する試みがなされています．これは薬品使用を節減し，流
体力学的作用を効果的に利用することで十分な洗浄効果を生み出す
ことを目指すものであり，産業の低環境負荷化にとって大きく期待
されています．そこで本研究では，液滴衝突がもたらす付着汚染粒
子剥離力を評価するため，液滴衝突を数値解析的に観察し，固体壁
面にて変形する液滴とそれに付随する壁面せん断力，サイドジェッ
ト現象（液滴衝突時，壁面近傍の液体は強く圧縮され，水平方向に
ジェットを生じる現象）について定量的に議論しました．この訪問
研究中に私は研究関連項目についても多くを学習することができ，
特に文献からは習得できない，経験的な専門知識を多く吸収できた
点が有意義であったと思います．人数が小規模の大学のため教授と
の距離は比較的近く，多くディスカッションを行うことができ，自
身の研究についてその課題を掘り下げることができたように思いま
す．今後も協力体制を維持しつつ，本研究にて構築したシミュレー
ションモデルについて実現象との整合性，詳細な物理の検討を行う
予定です．

Time period: Jan. 4th, 2015 – Mar. 25th, 2015 
Place: California Institute of Technology, USA
Supervisor: Dr. Tim Colonius

実施期間: 2015年1月4日〜2015年3月25日 
実施場所: カリフォルニア工科大学
訪問先指導教員: Dr. Tim Colonius

Tomoki Kondo received the B. Eng. Degree in 2014 from 
Keio University , Yokohama, Japan. He is a master course 
student under the superviseon of Assoc. Prof. Keita Ando in 
Keio University.

2014年に慶應義塾大学理工学部機械工学科で学士（工学）を取得．
同年，同大学大学院修士課程に進学し，安藤景太専任講師の指
導のもとで高速液滴衝突，気泡力学のシミュレーションを行っ
ている．

Profile プロフィール
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Replica-exchange molecular dynamics simulation of 
water and ice confined to carbon nanotube

レプリカ交換分子動力学シミュレーションを用いた
カーボンナノチューブ内に閉じ込められた水と氷に関する研究

Kentaro Nomura, Graduate school of Science and Technology, Doctoral course 2nd grade
野村昴太郎　理工学研究科 博士課程2年 

International training reports 国際フィールドワーク成果報告

I undertook international training at University of Nebraska-Lincoln 
under the supervision of Prof. Xiao Chen Zeng. Replica- exchange 
molecular dynamics simulation code for water and ice confined 
to carbon nanotube（CNT）has been developed and analysis of 
results obtained by the simulation has been done. It has been 
reported that water molecules in CNT freeze into various quasi 
one-dimensional ice such as ice nanotube and ice helix depending 
on diameter of CNT and pressure. Prof. Zeng’s group is the first 
predictor in the world of the presence of quasi one- dimensional 
ice in CNT using molecular dynamics simulation and it has been 
confirmed by experiment. It is difficult to get most stable structure 
using conventional molecular dynamics simulation because the 
system tends to be get trapped to quasi stable state during cooling 
it. Replica-exchange method, which I used for previous study, 
enables molecular dynamics simulation searching the most stable 
structure in wide range of temperature and pressure condition 
without the trap mentioned above. Confined water system has 
been implemented to the simulation program under development 
and the results with the conditions of various diameter of CNT 
have been analyzed. Now I am preparing an international paper 
with Prof. Zeng’s group as a result of international training. 

私は米国の中央部に位置するネブラスカ州にあるネブラスカ大学リ
ンカーン校化学科のXiao Cheng Zeng教授の研究室で5ヶ月間の国
際トレーニングを行い，カーボンナノチューブ（CNT）内に閉じ込め
られた準一次元型の氷のレプリカ交換子動力学シミュレーションプ
ログラムの開発とそのプログラムから得られた結果の 解析を行い
ました．CNT内に閉じ込められた水分子は，CNTの直径や圧力に
よって多角形の頂点に水分子が配置しそれが多数連なった角柱状の
氷や，らせん状に水分子が配置した氷など様々な結晶構造の準一次
元型の氷になることが実験とシミュレーション双方の結果から知ら
れています．Zeng教授のグループは，実験に先駆けて分子動力学
シミュレーションを用いてこれらの氷の存在を世界で初めて予測す
ることに成功しました．しかしながら，従来の分子動力学シミュレー
ションを用いて液体から固体への冷却のシミュレーションを行う場
合，系が準安定状態にトラップされてしまうことが多く，得られた
構造が最も安定な構造かどうかは判断をすることができません．こ
れまで筆者が研究で使用していたレプリカ交換法を用いた分子動力
学シミュレーションを用いれば，前述のトラップを避けながら広範
囲の温度・圧力 条件で最安定状態を効率よく探索することが可能
となり，新しい結晶構造の探索を行うことができます．筆者が開発
中のレプリカ交換分子動力学シミュレーション用プログラムを水の
CNT内閉じ込め系を扱えるように拡張し，CNTの直径などの条件
を変えながら計算を行い，得られた準一次元型の氷について解析を
行いました．現在は，訪問先のグループと連絡を取り合いながらト
レーニング中に得られた結果を投稿論文としてまとめています．

Kentaro Nomura received B. Eng. Degree in 2012 and M. 
Eng. Degree in 2014 from Keio University. He is a doctoral 
course student under the supervision of Prof. Kenji Yasuoka 
in Keio University. 

2012年に慶應義塾大学理工学部機械工学科で学士（工学）,2014
年に同大学大学院で修士（工学）を取得.同年,同大学大学院博士 課
程に進学し,泰岡顕治教授の指導のもとでレプリカ交換分子動力
学シミュレーションを用いた相転移現象の解析,計算の高速化を
行っている. 

Profile プロフィール

Time period: Sept. 31th, 2014 - Mar. 13th, 2015 
Place: University of Nebraska-Lincoln, NE, USA 
Supervisor: Prof. Xiao Cheng Zeng 

実施期間:2014年9月31日〜2015年3月13日 
実施場所:ネブラスカ大学リンカーン校 
訪問先指導教員:Prof. Xiao Cheng Zeng 
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Detection of User’s Interruptibility for Attention Awareness in Ubiquitous Computing

ユビキタス・コンピューティングにおけるアテンション・
アウェアネスのためのユーザ割り込み可能性検知

Tadashi Okoshi, Graduate School of Media and Governance, Doctoral course 3rd grade
大越 匡，政策・メディア研究科　博士課程3年

International training reports 国際フィールドワーク成果報告

I stayed at Human Computer Interaction Institute（HCII）of School 
of Computer Science in Carnegie Mellon University（CMU）, in 
Pittsburgh, Pennsylvania for six months. Under supervision of 
Professor Anind K. Dey, we jointly worked on my PhD research, 
information provision that minimizes user's cognitive load impact 
in multi-device ubiquitous computing. Focusing on the ubiquitous 
computing（Ubicomp）where users carry, wear and utilize versatile 
mobile and wearable devices together, our discussion and his 
mentoring on my research included those on the research scoping, 
approaches and the system design of the new context-aware 
system, as well as on more concrete measurement and analysis 
methodologies of user's cognitive load. 
The Ubicomp Lab was a very nice research environment. Many 
international members from more than 10 countries were pursuing 
their own researches, intensively and steadily. Respect to other 
team member's research as well as the series of daily informal 
discussion have been making this the research environment quite 
productive, stimulating, and enjoyable. This scientific network will 
be a precious foundation of our network towards the possible 
collaborative researches in the future. 
According to the six months period of the internship, I divided my 
research into two phases. I had set the first milestone, submitting 
a joint paper to an international conference due in the end of 
my 3rd month, meanwhile the second milestone was set to the 
paper submission for another conference in March（after the 
training finishes）. Fortunately the research outputs from those 
milestones were accepted by two major international conferences 
in ubiquitous computing field. More work on two other journal 
papers is still ongoing. 
Having this precious opportunity to do research at such the world-
class competitive research institute, I've been able to evaluate 
myself in terms of my research capability, as well as various other 
aspects, such as language skills or communication skills. The 
significance of international joint research and the researchers 
network that I experienced here in CMU will be the major part of 
foundation of my research career in the future. 

今回私は，博士メジャー研究に関連するGESL国際トレーニングとし
て，米国ペンシルバニア州ピッツバーグにあるカーネギーメロン大
学（CMU）計算機科学部 Human Computer Interaction Institute 
（HCII）に6ヶ月間滞在しました．HCIIではUbicomp Labを率いる
Anind K. Dey准教授に担当教員になっていただき，私の博士研究「
マルチデバイス・ユビキタスコンピューティングにおけるユーザの
認知負荷を抑えた情報提供」に関してご指導いただきました．ユー
ザが様々なモバイルデバイスやウェアラブルデバイスを携帯・利用
する環境における，ユーザ認知負荷の計測・分析手法をはじめとし
て，新しいユーザコンテキスト検知・適応システムについての課題
設定，アプローチ，システム設計などを日々議論し，ご指導頂きま
した．研究室は非常に集中できる研究環境でした．10ヶ国以上か
らの非常にインターナショナルなメンバーは，それぞれ日々コツコ
ツと研究を進めており，お互いに切磋琢磨できるプロダクティブな
環境です．お互いの研究を尊重し，また日頃からインフォーマルな
議論を重ねるため，とても刺激的でした．
滞在期間は6ヶ月と長期に渡るため,渡航前の計画時に6ヶ月を3ヶ
月毎の2フェーズに分け，国際学会へのDey教授との共著論文投稿
をそれぞれのマイルストーンとしました．結果，幸いにもユビキタ
ス・コンピューティング分野の代表的な国際会議2つに論文を採択
いただきました．
今回半年間に渡って米国の最先端の研究の場に身を置く機会に恵ま
れ，研究遂行能力は勿論のこと語学力，コミュニケーション能力な
ど様々な面で，「現在の自分」を新しい尺度で位置づける事ができ
たと思います．国際的共同研究の経験，築けた新たな人的ネットワ
ークなどを活かして，今後も自分の研究を発展させていきたいと考
えています．

Time period:  June 30th, 2014 – Jan. 3rd, 2015
Place: Carnegie Mellon University, PA, USA
Supervisor: Dr. Anind K. Dey

実施期間: 2014年6月30日〜2015年1月3日
実施場所: カーネギーメロン大学
訪問先指導教員: Dr. Anind K. Dey

Tadashi Okoshi received M.S. in Computer Science in 
2006 from Carnegie Mellon University, Master of Media 
and Governance in 2000 from Keio University, and B.A. in 
Environmental Information in 1998 from Keio University. 
He is a Ph.D. candidate under the supervision of Professor 
Hideyuki Tokuda in Keio University.

1998年慶應義塾大学環境情報学部学士，2000年同大学大学院
政策・メディア研究科修士，2006年カーネギーメロン大学計算
機科学部計算機科学科修士を取得．現在慶應義塾大学大学院政
策・メディア研究科にて，徳田英幸教授のもとユビキタス・コ
ンピューティングにおける情報提供に関する研究を行っている．

Profile プロフィール
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Research of environmental changes monitoring and simulation by using drone 

ドローンを用いた環境変化のモニタリングと
シミュレーションの研究

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

International training reports 国際フィールドワーク成果報告

In the past few years, aerial images related to environment 
have been only taken by remote sensing companies or specific 
agency due to the huge expenses needed to operate an aerial 
vehicle or satellite. Many researchers or educators are still not 
able to experience taking their own aerial images for education 
purpose with low cost within a short time. Hence, my motivation 
is to enable researchers or educators to get his or her own good 
quality aerial images using photography equipment easily with 
low cost at anywhere and at anytime. 
We used drone DJI Phantom Vision 2+ and modified version 
of drone by attaching 2 China Go Pro（RGB and NIR）to take 
aerial images on the ground such as agriculture field, city area, 
historical area and other areas in Thailand for observing land 
geographical changes. Then, we also used waterproof Go Pro 
Hero 4 to take images under the water along Chao Praya River 
to detect underwater and aquatic life changes. Drone and Go Pro 
are the example of user-friendly photography equipment that is 
affordable（cheaper compare to satellite）and can be easily used. 
In order to visualize the real situation and show the exact data 
value simultaneously, images taken were visualized in 5D World 
Map and database simulation were carried out. We created active 
database mechanisms to correlate environment images and data 
efficiently. We consider environment safety related policy as one 
of the important element to ensure the safety of human being. 
Hence, we performed an efficient environmental simulation and 
policy design in Thailand by making a good combination of cyber 
world and social.

この数年間，環境に関連する航空写真や衛星写真は，航空機や衛星
を利用ために膨大な費用がかかるため，リモートセンシングの技術
を持った会社や専門機関のみが取り扱ってきました．そのため，現
在でも多くの研究者や教育者などは，高品質な航空写真や衛星写
真などを短時間で撮影することはできないでいます．今回の国際ト
レーニングの目的は，研究者や教育者などがいつでもどこでも安く
て高品質の航空写真や衛星写真を自ら取得できるようにすることで
す．今回，我々はタイの地理変化を観察するため，DJI Phantom 
Vision 2+と改善されたドローン（2個中国製のGo Pro付き）を用い
て農業地，都市部，歴史的な場所などで航空写真を撮影しました．
さらに，防水カメラ（Go Pro Hero 4）を用いてChao Praya川での
水生生物の変化を観察しました．ドローンとGo Proは手頃な価額
で使い易いユーザーフレンドリーな撮影機器です．撮影された衛星
写真は5D world mapで可視化し，データベースシミュレーション
を行いました．また，航空写真やデータを効率的に比較するため，
アクティブデータベースのメカニズムを作成しました．我々は，環
境安全に関連する政策は人類の安全を確保すると考えています．そ
こで，我々は情報空間と実空間を組み合わせることで，タイでの効
率的な環境シミュレーションと政策デザインを行いました．

Siti Nor Khuzaimah Binti Amit received B. Eng. Degree 
in 2014 from Keio University, Yokohama, Japan. She is 
a master course student under the supervision of Prof. 
Yoshimitsu Aoki in Keio University. 

2014年に慶應義塾大学理工学部電子工学科で学士（工学）を取得．
同年，同大学大学院修士課程に進学し，青木義満准教授の指導
のもとで環境変化の検出を行っている．

Profile プロフィール

Time period: Feb. 8th, 2015 – Mar. 24th, 2015 
Place: Chulalongkorn University, Thailand 
Supervisor: Dr. Chawan Koopipat 

実施期間:2015年2月8日〜2015年3月24日
実施場所:チュラーロンコーン大学，タイ 
訪問先指導教員: Dr. Chawan Koopipat 
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Estimation of Response for High-RISE Buildings wish Three Accelerometers and 
Application to Bridge Structures 

3台の加速度センサによる高層建物の応答推定手法の
提案と橋梁構造物への応用
Yu Suzuki, Graduate School of Science and Technology, Doctoral course 2nd grade

鈴木　悠　理工学研究科　博士課程2年 

International training reports 国際フィールドワーク成果報告

The invisible damages and abnormalities in the artificial 
structures（such as architecture or bridges, tunnels）occur by 
external factors（such as earthquakes or winds, transportation 
vibration）or degradations. Structural Health Monitoring（SHM）is 
a technology to diagnose the health of the structures quantitatively. 
I undertook an internship under the supervision of Prof. Maria 
Q. Feng who works at the Columbia University. Her specialty is 
SHM for bridge structures. 
In this internship, I proposed the method to diagnose the health 
of tall buildings which have a possibility to accommodate many 
commuters who have a difficulty to return home in the urban 
areas when a large earthquake occurs. In order to assess the 
health of tall buildings, installing accelerometers on each floors is 
ideal case. However, it is not economical in the reality. Considering 
this situation, I proposed a method for estimating the response 
of all floors using only three accelerometers. The accuracy of 
the method was verified considering several earthquake records. 
Furthermore, I applied this method to bridge structure and 
verified the results.

地震や風，交通振動などの外部要因や劣化等により，建物やトンネ
ル，橋梁などの人工構造物には目に見えない損傷や異常が生じます．
そうした構造物の健全性を定量的に評価する技術が構造ヘルスモニ
タリングです．私は今回，コロンビア大学のMaria Q. Feng研究室
にてインターンシップを行いました．彼女の専門分野は橋梁の構造
ヘルスモニタリングです．
このインターンシップでは，大地震時に都心部で多くの帰宅困難者
を収容する可能性のある高層建物の健全性を，地震発生直後に一次
診断するための新たな手法の提案を行いました．高層建物の損傷評
価を行う上で重要な物理量を推定するためには，出来るだけ多くの
センサを設置することが理想的ですが，導入に必要なコストを考慮
すると現実的ではありません．そこで本研究では高層建物における
3点の加速度データから全層の応答を推定し，全層の層間変形角を
推定する手法を提案し，検証を行いました．さらに，本手法を橋梁
構造物にも適応し，少数のセンサを用いた橋梁構造物の応答推定が
可能であることを確認しました．

Yu Suzuki received the M.Eng. Degree in 2014 from Keio 
Univ., Yokohama, Japan. 
He is a doctor course student under the superviseon of 
Prof. Akira Mita in Keio Univ. 

2014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し，三田彰教授のもとで構造ヘル
スモニタリングの研究を行っている。

Profile プロフィール

Time period:  Dec. 30th, 2014 – Mar. 20th, 2015.
Place: Columbia Unisersity, NY, USA
Supervisor: Dr. Maria Q. Feng

実施期間: 2014年12月30日〜2015年3月20日
実施場所: コロンビア大学
訪問先指導教員: Dr. Maria Q. Feng
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It’s using community based participatory research for non profit organizations 
as an initiative.

非営利団体のイニシアチブに関する，コミュニティを
用いた参加型研究

Sha Tao, Graduate School of Media and Governance, Master course 2nd grade
シャ　タオ　政策・メディア研究科　修士課程2年

International training reports 国際フィールドワーク成果報告

I went to University of California, San Diego this winter to have my 
international training, and Dr. Shlomo Dubnov was kindly undertaken 
my supervision as my advisor. To illustrate the severe impact of 
water pollution on environment of China, I learned a method for 
analyzing of the water quality data to treat the current situation 
of the recent water pollution change. Under the supervision of Dr. 
Dubnov, I used the introduced principal components analysis and 
applied to water pollution aspect to find out the relation of plant 
density and water pollution, and firmed my knowledge of data 
analysis which I was not so much familiar with it before. I also have 
met people from various fields via the introduction of Dr. Dubnov. 
I was able to interview with the educational organizations such 
as UCSD and a few middle schools that are located in relatively 
low-income area of San Diego, non-profit organizations that 
are devoted to environmental issues that work with universities 
and schools in order to involve students to participate in the 
environmental education, and finally the industries in California. 
These interviews helped me to understand the advantages of non-
profits organization structure and the problems that hinder the 
development of non-profits in the United States. The case study 
of San Diego based on CBPR（Community based participatory 
research）method by UCSD helped me to understand more 
about how the strategic networks strongly tied up the partnership 
between non-profits. Also I understood other interesting facts, for 
example in spite of the centric nature of the non-profits network 
itself as part of interaction-oriented networks, the consciousness 
survey on networking of non profits revealed that the strategic 
networking would be superior to the former one. 

私は，サンディエゴにあるカリフォルニア大学において，指導教官
であるShlomo Dubnov教授のもとでインターナショナルトレーニ
ングを行いました．水質汚染が中国の環境問題に対してどれほど厳
しい影響を及ぼしているかを示すため，水質変化の現状を明らかに
する水質データの分析方法を学びました．Dubnov教授の指導のも
とで主成分分析を水質汚染に適用し，プラント密度と水質汚染の関
係を明らかにすることを試みることで，データ分析に関して不足し
ていた知識を固めました．また，Dubnov教授の紹介を通じて様々
な分野の人に会いました．UCSDやサンディエゴの比較的低収入地
域に所在するいくつかの中学校をはじめとする教育組織で大学や学
校と共同して学生に環境問題の啓発を行い，環境問題関連の非営利
団体，カリフォルニアの産業機関等にインタビューを実施しました．
インタビューによって非営利団体組織の構造やアメリカ合衆国にお
ける非営利団体の発展を遅らせている諸問題について理解しました．
UCSDによるサンディエゴの基礎的なCBPR（コミュニティベース
の参加型調査）といったケーススタディによって，どのようにして
非営利団体間の協力関係が強く結ばれたかについて学びました．ま
た，非営利団体のネットワークの本質は，相互作用指向型のネット
ワークの一つであるにも関わらず，非営利団体のネットワークに関
する意識調査の結果，戦略的なネットワークが前者より優れている
ことが明らかになりました. 

Time period:  Feb. 15th, 2015 – Mar. 31st, 2015
Place: University of California, San Diego, CA, USA
Supervisor: Dr. Shlomo Dubnov

実施期間: 2015年2月15日〜2015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: Dr. Shlomo Dubnov

Sha Tao received B.A. in Japanese and International Business 
in 2013 from Dalian University of Foreign Languages, now 
studying master course of Media and Governance, under the 
supervision of Professor Yoshinori Isagai in Keio University.

2013年中國大連外国語大学日本語学部国際貿易学科学士，現在
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科にて，飯盛義徳教授
のもとプラットフォームに関する研究を行っている．

Profile プロフィール
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Complete model for energy usage including study of green energy introduction, 
determination of influence to environment, and energy distribution and management 

system development 

自然エネルギーの導入，環境への影響，エネルギー
分散化と管理のためのモデル構築

International training reports 国際フィールドワーク成果報告

Tatiana Endrjukaite, Graduate School of Media and Governance, Doctoral course 3rd grade
タチアナ　エンドゥリュカイテ　政策・メディア研究科　博士課程3年 

During the first part of my internship, I was researching on power 
distribution systems and the implications of introducing intermittent 
and variable distributed energy photovoltaic resources at electricity 
end-user sites applying simulation modelling with ExtendSim 
and Anylogic software. In the second part, I was researching on 
development of a novel next generation distribution grid architecture, 
applying technology achievements from the computer world and data 
flow management to energy distribution and control utilizing routers 
to direct energy flows based on set of rules or by explicit control of 
operator. Energy in the proposed system is not just naturally flowing 
from the source to customers based on inherent laws of physics, 
it is smartly routing between homes, photovoltaic panels and other 
interconnected grid elements. This research plays a significant role 
in a bigger work which goal is to provide a complete model of energy 
generation and distribution targeted not only to supply clients with 
energy in a most effective way but also to minimize negative effect 
to environment. On the high level energy is generated mostly by 
using ecological power plants and renewable energy sources. On the 
middle level energy is distributed by a Smart Grids. And on the lower 
level client’s energy sources such as photovoltaic panels are used as 
local power sources. Along with energy generation and distribution, 
the environment is continuously observed through various sensors 
to keep track of ecological situation and its changes, automatic 
detection of any irregularities, and responsible person notification 
about any cases requiring attention.

インターンシップの前半では，ExtendSimやAnylogicなどのソフト
ウェアを用いて，送電システムやエンドユーザー側において断続的
で任意の分散が可能な太陽光エネルギー資源の導入の研究を行いま
した．インターンシップの後半では， コンピュータやデータフロー
の管理技術を用いて，エネルギーの分配やオペレータによるエネル
ギーフローの直接的な制御などを行い，次世代分散グリッド モデ
ル構築の研究を行いました．このシステムは，単に物理法則に基づ
いて電力源から消費者へ電力を供給するのではなく，家庭や太陽光
パネルやグリッドによって繋がれたデバイス間のスマートな電力の
ルーティングが可能です．この研究は，最も効率的な方法で電力を
供給するだけでなく，環境に与える悪影響を最小化できる発電や分
散化のモデルの構築に重要な役割を果たすと考えられます．具体的
には，上流の過程においてエネルギーは低環境負荷のプラントや再
生可能な資源を用いて発電されます．中流の過程においてエネル
ギーはスマートグリッドを用いて分配され，下流の過程では太陽光
エネルギーなどエンドユーザー側のエネルギーリソースが利用され
ます．このような発電と分配に加えて，環境状態やその変化を種々
のセンサーでモニタリングすることで，異常を自動的に探知し，対
応が必要な場合に管理者に伝えることが可能です． 

Tatiana Endrjukaite received her B.E. and M.E. degrees in 
computer science faculty from Transport and Telecommunication 
Institute in 2009 and 2011 respectively. In 2012 she worked at 
Communications Science Laboratory of NTT in Japan. Currently 
studying for a PhD at Keio University, Graduate School of 
Media and Governance faculty, Fujisawa, Japan.

2009年，Transport and Telecommunication Instituteにて学士，
2011年に同機関にて修士を取得．2012年，NTTコミュニケー
ション科学基礎研究所にて勤務し，現在は慶應義塾大学政策・
メディア研究科博士課程にて研究を行っている．

Profile プロフィール

Time period: Sep. 8th, 2014 – Mar. 7th, 2015 
Place: University of Hawaii, Hawaii Natural Energy Institute, USA 
Supervisor: Dr. Leon Roose

実施期間:2014年9月8日〜2015年3月7日 
実施場所:ハワイ大学 
訪問先指導教員:Dr. Leon Roose
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Workshop	reports
GES Lワークショップ報告

Guest Speakers: Prof. Mark S. P. Sansom（University of Oxford, UK）, Prof. Xiao C. Zeng（University of 
Nebraska-Licoln, USA）, Dr. Antreas C. Kalli（University of Oxford, UK）, Dr. Kwang J. Oh（Korea 
Institute of Science and Technology Information, Korea）, Dr. Andrew J. Haslam（Imperial College 
of London, UK）, Dr. Taku Ozawa（JSOL Corporation, Japan）, Dr. Krzysztof Moorthi（Mitsui 
Chemical, Inc., Japan）, Dr. Hitoshi Washizu（Toyota Central R&D Labs., Japan）. 

Date: Mar. 17th-18th, 2015 
Place: Keio University Yagami Campus Seminar Room 3 
Organizer: Kenji Yasuoka（Graduate School of Science and Technology）, Takuma Akimoto（Graduate 

School of Science and Technology）, Masuhiro Mikami（Graduate School of Science and 
Technology）. 

GESL student presenters: Eiji Yamamoto, Kentaro Nomura, Katsufumi Tomobe, Daisuke Yuhara, 
Takuma Nozawa

講演者: Mark S. P. Sansom教授 （オックスフォード大学）, Xiao C. Zeng教授 （ネブラスカ大学）, Antreas 
C. Kalli博士 （オックスフォード大学）, Kwang J. Oh博士 （韓国科学技術情報研究院）, Andrew J. 
Haslam博士 （インペリアル・カレッジ・ロンドン）, 小沢　拓博士 （JSOL）, Krzysztof Moorthi博
士 （三井化学株式会社）, 鷲津　仁志博士 （豊田中央研究所）.

日時：2015年3月17・18日
場所：慶應義塾大学矢上キャンパスセミナールーム3
オーガナイザー：泰岡顕治（理工学研究科），秋元琢磨（理工学研究科），三上益弘（理工学研究科）
GESL学生発表者：山本詠士，野村昴太郎，友部勝文，湯原大輔，野澤拓磨

GESL Workshop on Molecular Simulation

GESLワークショップ（分子シミュレーション）
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Summary
Microscopic researches, atomic and molecular scale, are 
indispensable to solve complicated problems in environ-
ment and energy. This workshop invited 8 speakers from 
7 research institutions（University of Oxford, University 
of Nebraska-Lincoln, Korea Institute of Science and Tech-
nology Information, Imperial College of London, JSOL 
Corporation, Mitsui Chemical, Inc., Toyota Central R&D 
Labs.）over 4 countries including Japan to introduce their 
forefront researches. 
In this workshop, invited speakers and 5 GESL program 
students made oral presentations covering a vast field 
including biology, hydrate, liquid crystal and high perfor-
mance computing technology. Notably, two GESL program 
students Yamamoto and Nomura had got international 
training under Prof. Mark S. P. Sansom（University of 
Oxford）and Prof. Xiao C. Zeng（University of Nebraska 
Lincoln）. They introduced their results obtained from 
international training in front of supervisors. 
Poster presentation was held after oral presentation in 1st 
day. Not only the GESL program but also other institutions 
are the participants from conducted lively discussions in 
this session. Diner party for the invited speakers and par-
ticipants was also took place at 1st day night. We could talk 
various topics about the method to conduct research, the 
career path and so on with the famous invited speakers. 
Through this workshop, GESL program students obtained 
state-of-the-art knowledge of environment and energy 
and they could make deep discussion about academic 
and enterprise career path. 

講演要旨
複雑化する環境・エネルギーの問題を解明する上で，分
子・原子という微視的な視点からの研究は，必要不可欠
なものです．本ワークショップは，日本を含めた4カ国，
7ヶ所の企業，研究機関（オックスフォード大学，ネブラ
スカ大学，韓国科学技術情報研究院，インペリアル・カ
レッジ・ロンドン，JSOL，三井化学株式会社，トヨタ
中央研究所）から8人の講演者を招待し，分子シミュレー
ションを用いた最先端の研究について講演を行って頂き
ました．講演では，生物・ハイドレート・液晶から高速
計算技術に至る幅広い分野に関して，招待講演者および
GESL学生が登壇し発表，質疑応答を行いました．特に，
Mark S. P. Sansom教授（オックスフォード大学），Xiao 
C. Zeng教授（ネブラスカ大学）は，GESL学生である山本
君，野村君の国際トレーニング受け入れ教員であり，そ
れぞれの学生が国際トレーニング中に行った研究の発表
を行いました．また，本ワークショップは，招待講演者
とGESL学生の口頭発表以外にも，ポスター発表が行わ
れ，GESLプログラム以外からの多くの研究者，学生に
よる実りある議論が活発に行われました．さらに，一日
目の夜には招待講演者，参加者を交えた懇親会が催され，
研究遂行方法から博士号取得後のキャリアパスなどワー
クショップ中では伺えないようなお話を伺える場として
機能していました．本ワークショップを通して，参加し
たGESL学生は，環境・エネルギー問題を解決するため
に必要な最先端の研究を学んだとともに，企業・研究機
関におけるキャリアパスについて深く議論することがで
きました．
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g u e s t  
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講 演 者 プ ロ フ ィ ー ル

WORKSHOP

He received his Ph.D at Ohio State University in 1989. He worked as 
Post-doctoral researcher at University of Chicago from 1989 to 1992 
and University of California at Los Angeles from 1992 to 1993. In 1993, 
he became Assistant Professor at University of Nebraska-Lincoln, where 
he was named Associate Professor in 1998, and Professor in 2001. 
His main topics are the computational and theoretical studies of liquids 
and confined fluids. Mr. Nomura stayed at his laboratory 5 months from 
Sep. 2014 for the international training.
1989年，オハイオ州立大学にて博士課程修了後，シカゴ大学で1992年ま
で，カリフォルニア大学ロサンゼルス校で1993年まで研究員として働い
た．その後，ネブラスカ大学リンカーン校にて助教に着任，1998年に同
大学准教授，2001年に同大学教授に着任された．専門は液体及び密閉流
体のシミュレーションや理論による研究である．本プログラム参加学生で
ある野村くんが，2014年9月より5ヶ月間Zeng教授の研究室に国際トレー
ニングとして滞在し，研究活動を行った．

Prof. Xiao Cheng Zeng

He received his Ph.D in Structural Biology at The University of 
Oxford in 2012. He is working as Post-doctoral researcher in the 
Prof. Sansom group at University of Oxford. His main topics are the 
computational studies of cells and proteins.

2012年，オックスフォード大学にて博士課程修了後，同大学Sansom教
授の研究グループにて研究員として働いている．専門は細胞及びタンパク
質のシミュレーションによる研究である．

Dr. Antreas C. Kalli

He received his Ph.D in Molecular Biophysics at University of Oxford in 
1983. He became the lecturer at department of Zoology, University of 
Nottingham in 1984 and took various positions at University of Oxford 
from 1991. He became a head of department of Biochemistry, David 
Phillips Professor of Molecular Biophysics, and Professorial Fellow of 
Corpus Christi College in University of Oxford from 2011. His main topics 
are the computational studies of membrane proteins and membrane 
systems. Mr. Yamamoto stayed 6 months at his laboratory from May 
2014 for the international training. 

Prof. Mark S.P. Sansom

1983年，オックスフォード大学で博士課程修了後，1984年，ノッティ
ンガム大学動物学科にて専任講師に着任された．その後，1991年より
オックスフォード大学にて様々な役職を歴任され，2011年よりオックス
フォード大学生物化学科学科長 兼 David Phillips Professor of Molecular 
Biophysics 兼 オックスフォード大学コーパス・クリスティカレッジ評議
員に着任された．専門は生体膜タンパク質や生体膜系のシミュレーション
による研究である．本プログラム参加学生である山本くんが，2014年5月
より6ヶ月間Sansom教授の研究室に国際トレーニングとして滞在し，研
究活動を行った．

He received his Ph.D at University of Nebraska-Lincoln in 2000. He 
worked as Post-doctoral researcher at University of Pennsylvania from 
2000 to 2003. In 2003, he became Senior Researcher at Korea Institute 
of Science and Technology Information, where he was named Principal 
Researcher in 2010. He also worked 2 months as Visiting Associate 
Professor at Keio University on 2013. His main topics are the developing 
program and algorithm of highly scalable molecular dynamics simulations 
for high performance computing.
2000年，ネブラスカ大学リンカーン校にて博士課程修了後，ペンシルバ
ニア大学で研究員として2003年まで働き，同年，韓国科学技術情報研究
院にて上級研究員に着任された．その後，2010年に同研究院主幹研究員
に着任された．また2013年，慶應義塾大学に客員准教授として2ヶ月間
滞在された．専門は高い拡張性を持つ分子シミュレーションを高性能コン
ピュータに適用するためのプログラム及びアルゴリズムの開発である．

Dr. Kwang Jin Oh

He received his Ph.D at University of Sheffield in 1997. He worked as 
Research Associate at University of Sheffield, University of Patras, 
University of Illinois at Chicago, Argonne National Laboratory from 
1997. In 2001, He became Research Associate at Imperial College 
London, where he was named Research Fellow in 2008. His main 
topics are the statistical thermodynamics and phase equilibria for 
industrial gas-polymer systems and liquid-crystal systems.

1997年，シェフィールド大学にて博士課程修了後，シェフィールド大学，
パトラス大学，イリノイ大学シカゴ校，アルゴンヌ国立研究所で研究員を
勤めた．その後，2001年よりインペリアル・カレッジ・ロンドンにて研
究員として働き，2008年に主任研究員に着任された．専門は気体／ポリ
マー系や液晶系における統計熱力学及び相平衡の研究である．

Dr. Andrew J. Haslam

He received his M.E and Ph.D degrees at Keio University in 1999 and 
2005 respectively. From 1999, he also worked at Japan Research 
Institute（spun off into JSOL Corporation in 2009）, where he was 
named Manager of multi-scale team in Engineering Technology （CAE） 
Division in 2010. His main topics are the computational studies for 
material simulation field, from molecular level to continuum level.

1999年，慶應義塾大学にて修士課程修了後，2005年，同大学にて博士課
程を修了．また，1999年より日本総合研究所（2009年の会社分割により
株式会社JSOLとして設立）にて勤務し，2010年よりエンジニアリング本
部（CAE）のマルチスケールチーム主任に着任された．専門は分子レベル〜
連続体レベルにおける物質のシミュレーションによる研究である．

Dr. Taku Ozawa　小沢　拓 博士

He received his M.S and Ph.D degrees at Warsaw University and 
Kanazawa University, respectively. He became Senior Researcher 
of Computational Group in Advancing Analysis Laboratory, Mitsui 
Chemical, Inc. His main topics are the modeling, simulation, and 
design related to research and development of materials, mainly 
polymers.

ワルシャワ大学にて修士課程修了後，金沢大学で博士課程を修了．その後，
三井化学株式会社先端分析研究所計算科学グループの上級研究員に着任さ
れた．専門はポリマーなどの研究及び開発に関するモデル構築，シミュレー
ション，デザインである．

Dr. Krzysztof Moorthi

He received his M.A and Ph.D degrees at University of Tokyo in 1998 
and 2001, respectively. He joined Tribology Laboratory in Toyota 
Central R&D Labs., Inc. in 2001. He became Leader of Washizu 
research group in Toyota Central R&D Labs., Inc., Research Delegate 
of the Elements Strategy Initiative for Catalysts and Batteries （ESICB） 
in Kyoto University, and Editorial committee member in Japanese 
Society of Tribologists in 2012. His main topics are the computational 
studies of nano-interfaces.

1998年，東京大学で修士課程修了後，2001年，同大学で博士課程を修了．
2001年より株式会社豊田中央研究所にてトライボロジーの研究に従事し，
2012年，同所鷲巣グループ主任 兼 京都大学触媒・電池元素戦略拠点の研
究代表者 兼 日本トライボロジー学会編集委員に着任された．専門はナノ
界面を対象としたシミュレーションによる研究である．

Dr. Hitoshi Washizu
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2015年度　GESLセミナー　GESL	seminars	in	2015	year

第5回GESLセミナー
日時：8月27日（木）18:15-19:45
場所：矢上キャンパス　セミナールーム3（14-203）
講師：植野　研（株式会社東芝・研究開発センター・システム技術

ラボラトリー，主任研究員）
The	5th	GESL	seminar
Date: Aug. 27th, 2015 
Time: 18:15-19:45
Venue: Yagami Campus Bldg. 14 Room 203（Seminar Room 3）
Speaker: Ken Ueno（Corporate Research & Development 

Center, TOSHIBA CORPORATION）

第6回GESLセミナー
日時：9月17日（木）18:15-19:45
場所：矢上キャンパス　セミナールーム3（14-203）
講師：Samuel L. Manzello（火災研究部, 工学研究所, 国立標準技

術研究所, 米国）
The	6th	GESL	seminar
Date: Sep. 17th, 2015 
Time: 18:15-19:45
Venue: Yagami Campus Bldg. 14 Room 203（Seminar Room 3）
Speaker: Samuel L. Manzello（Fire Research Division, Engineering 

Laboratory, National Institute of Standards and Technology, 
USA）

第7回GESLセミナー
日時：10月22日（木）18:15-19:45
場所：矢上キャンパス　セミナールーム3（14-203）
講師：工藤　拓毅（日本エネルギー経済研究所，研究理事，地球環

境ユニット，担任補佐）

The	7th	GESL	seminar
Date: Oct. 22th, 2015 
Time: 18:15-19:45
Venue: Yagami Campus Bldg. 14 Room 203（Seminar Room 3）
Speaker: Hiroki Kudo （Senior Research Fellow, Global 

Environment & Sustainable Development Unit, The 
Institute of Energy Economics, Japan）

第8回GESLセミナー
日時：11月19日（木）18:15-19:45
場所：矢上キャンパス　セミナールーム3（14-203）
講師：御子柴　克彦（理化学研究所 脳科学総合研究センター）
The	8th	GESL	seminar
Date: Nov. 19th, 2015 
Time: 18:15-19:45
Venue: Yagami Campus Bldg. 14 Room 203（Seminar Room 3）
Speaker: Katsuhiko Mikoshiba（RIKEN Brain Science Institute）

 
第9回GESLセミナー
日時：12月17日（木）18:15-19:45
場所：矢上キャンパス　セミナールーム3（14-203）
講師：湯之上　隆（元日立製作所，微細加工研究所，所長）
The	9th	GESL	seminar
Date: Dec. 17th, 2015 
Time: 18:15-19:45
Venue: Yagami Campus Bldg. 14 Room 203（Seminar Room 3）
Speaker: Takashi Yunogami（Former Engineer of Hitachi, Ltd. 

Social Scientist）
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