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Prefatory note 

Innovation is creation of new socio-economic value 
combining new discovery and invention coupled with social 
systems. The innovation we must challenge in 21st century 
is to keep the sustainable development of own country 
together with the challenge to contribute to the global 
sustainable innovation with science and technologies to 
solve the global scale crisis.

Top issue-1 is to revitalize Japan under tri-negative spiral 
in economy, government finance and social security. 

Top Issue-2 is to nurture innovative human resource for 
national & global sustainable innovation eco-system.

The human resources required for innovation are illustrated 
in Fig.1. 

Type-D has the role of creating the differentiator technology. 
Type-E has the role of creating the enabler technology. Type-B 
has capability for high-value added manufacturing technology, 
MONOZUKURI. Type-Σ has the role of integrating the large 
scale complex innovation structure vertically and horizontally 
creating new socio-economic value.  

Type-Σ human resource is indispensable for the innovation 
having following capabilities as are shown in Fig.2. 

1. Engineering Liberal Arts: Wide span of knowledge and 
wisdom in traditional liberal arts together with engineering 
capability. 

2. Management capability of integrating the innovation 
network vertically and horizontally as is illustrated in Fig.1. 

3. Meta-national capability to think & act globally keeping 
the base of its own nationality.

Each member of GESL has the responsibility to keep on 
endeavoring to become a Σ-type human resource when 
you will be in the society and in the world. 

Former President, Japan Federation of 
Engineering Societies
Former President, Shibaura Institute of 
Technology
Former Executive Member, The council 
for Science and Technology Policy 

Ayao Tsuge, PhD

Fig.1 Human Resources Required for the Innovation
図1．イノベーションに必要な人材

Human Resources Required for Innovation
~Leaders shall have the capability of integrating the 

innovation network~

Title: Dr. 　Birth: 1943, Tokyo
Current affiliation:

Member of Science Council of Japan
Advisor, Japan International Science and Technology Exchange Center
Advisor, the Japan Federation of Engineering Societies
Advisor, Engineering Academy of Japan

Education: 
BA（Engineering）U. of Tokyo, 1967
MA（Engineering）U. of Tokyo, 1969
Dr. of Engineering U. of Tokyo, 1973
Harvard Business School, AMP101, 1987

Experience: 
1969　Joined Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
1997　General Manager, Takasago R & D Center, Technical 

Headquarters
2000　Managing Director & General Manager of Technical Headquarters
2002. 4 - 2005. 1　Representative Director & Managing Director, General 

Manager of echnical Headquarters , Mitsubishi　Heavy Industries, 
Ltd

2005. 1 - 2007. 1　Executive Member, Council for Science and 
Technology Policy, Cabinet Office of Japan

2005. 1 - 2011.12　Executive Science & Technology Adviser, Mitsubishi 
Heavy Industries 

2007.12 - 2012. 3　President of Shibaura Institute of Technology
2011. 4 - 2014. 1　President of The Japan Federation of Engineering 

Societies 
2011. 4 - 2016. 6 President of Japan International Science and 

Technology Exchange Center
Fields of interest:  Energy/ Environment and Economy, Science & 

Technology Policy and Education , Innovation and Management of 
Technology, International Relation

Profile　2016/6/20
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これは「日本語キャプションを入れますか？」という意味でした。失礼いたしました。

higuchi
ノート注釈
前回記述しました日本語でお願いいたします



巻頭言

　イノベーションとは，新たな科学技術的発見と発明を組み合
わせて，新たな社会的，経済的価値を創造することである．21
世紀の日本が挑戦せねばならいイノベーションは，世界の持続
可能な発展と連動した日本の持続的発展を牽引するイノベーシ
ョン・エコシステムの構築である．
　その実現への最重要課題１は，20年以上に及ぶ経済と公財政
および社会保障の3つの負のスパイラルを正の循環スパイラル
に再生することである．最重要課題２は，国及び世界のイノベ
ーション・エコシステム牽引する人材を育成することである．
　科学技術駆動型のイノベーションの実現に必要な人材群は
図1に示される．
　Type-D 人材は差異化技術（the differentiator technology）
を生み出す人材である．Type-E人材は可能化技術（the enabler 
technology）を生み出す人材である．Type-B人材は，高付加価
値ものづくり技術生み出す人材である．
　Type-Σ人材は，21世紀の社会的・世界的課題解決を可能に
する巨大複雑系社会経済システムの，縦（基礎から応用）と横
（幅広い科学技術分野）の結合を牽引し，新たな社会・経済的
価値創造の責任を負う人材である．
　Type-Σ人材は科学技術駆動型イノベーション創出に欠かすこと
が出来ない人材で，図2に示す素養を具備することが必要である．

1．エンジニアリング・リベラルアーツの素養：伝統的なリベ
ラルアーツの素養と共に，エンジニアリング分野の専門的
素養も併せ持つ．

2．イノベーション実現に必要な，図1のイノベーション構造
の縦と横の価値を統合する能力．

3．自国の特色を堅持しながらも，世界的視点で思考し，行
動する能力．

　GESLの参加者は，社会と世界に出た折にはこの Σ-type人
材に成長するべく，毎日の自己研鑽を継続する使命を持つこ
とを自覚しよう．

Fig.2 Nurturing Σ-type Capability
図2. Σ-type能力の育成

生年月日：昭和18年6月13日
学歴・学位：

1967年3月　東京大学工学部卒業
1969年3月　東京大学大学院工学研究科修士課程修了
1973年3月　東京大学大学院工学研究科博士課程修了　　工学博士
Harvard Business School，AMP101，1987

所属：日本学術会議連携会員，公益社団法人日本工学会顧問，科学技
術国際交流センター顧問　日本工学アカデミー顧問

職歴：
1969.  4　三菱重工業（株）入社
1988.  4　同技術本部高砂研究所原子力研究推進室長
1997.  4　同社技術本部高砂研究所所長
2000.  6　同社取締役技術本部長
2002.  4　同社代表取締役・常務取締役技術本部長
2005.  1 - 2007.  1　内閣府総合科学技術会議常勤議員
2007.  1 - 2011.12　三菱重工業（株）特別顧問
2007.12 - 2012.  3　芝浦工業大学学長　
2011.  4 - 2014.  1　公益社団法人日本工学会　会長
2014.  4　公益社団法人日本工学会顧問―現在　
2011.  5 - 2016.  6　公益社団法人科学技術国際交流センター会長
2016.  6 -　公益社団法人科学技術国際交流センター顧問―現在

学術：
2005.10 - 2011.  9　日本学術会議会員
2011.10 - 現在　　　日本学術会議連携会員
2007.  2 - 2015.  2　文部科学省科学技術・学術審議会委員

学会：日本機械学会，原子力学会，日本伝熱学会，日本混相流学会，
日本ガスタービン学会

プロフィール（2016年6月13日現在）　

柘植綾夫 Ayao Tsuge

元 日本工学会会長
元 芝浦工業大学学長
元 内閣府総合科学技術会議常勤議員

イノベーションに必要な人材
～リーダーはイノベーション構造を統合する能力を

身につけましょう～
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Graduate School of Media and Governance
Kiyoki Laboratory
Major study : Remote Sensing for Deforestation 
Analysis
Minor study : Machine Learning Analysis
政策・メディア研究科　博士課程1年
清木研究室
メジャー研究：森林破壊分析に向けたリモートセンシング
マイナー研究：機械学習分析

Irene Erlyn Wina Rachmawan
イレネ エルリン ウイナ ラフマワン

VISION Environmental change is one of the most critical 
current issues. I would like to lead the research field in computa-
tional analysis to identify these changes and their effects. I aim 
to actively participate in international organizations and an educa-
tional field that addresses environmental change issues by shar-
ing the knowledge and experience I will gain from my studies and 
research.
環境の変化は，今日私達が直面している問題の中で最も深刻なものの
一つです．私はそれらの変化を特定し，また自然の変化が私達にどの
ような影響を及ぼすのか，ということを分析する研究分野をリードし
ていきたいと考えます．
将来的には私がこれまでの勉学，研究から得た経験や知識を用いて，
それらの環境の変化について研究，活動する国際組織や教育機関に参
加していきたいと考えています．

MISSION In my major research focusing on remote 
sensing to identify deforestation, I want to analyze the effects of 
the recent massive deforestations on the environment and society. 
Remote sensing using satellites plays an important role as a new 
technology that may identify the nature change.
私の専攻は森林破壊を特定するための遠隔センシングで，近年起こっ
ている重大な森林破壊が人々の生活と自然環境にどのような影響を及
ぼすのか分析したいと思っています．衛生を利用した遠隔センシング
は自然環境の変化を特定するための重要な役割を担っています．私は
私たちが暮らすこの地球環境の変化を特定するため，そしてそれらが
及ぼす効果を分析するため，遠隔センシングの研究を突き詰めて行い
たいと考えています．

Introduction of new

学生紹介（2016年度4月新入生）
students

DOCTORAL
STUDENTS
博士課程

MASTERS
STUDENT

修士課程
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Graduate School of Media and Governance
Waragai Laboratory 
Major study: Comparative Media Coverage 
Analysis
Minor study: Database Design
政策・メディア研究科　博士課程1年
藁谷研究室
メジャー研究：メディア報道比較分析
マイナー研究：データベース構築

Graduate School of Media and Governance
Yan Laboratory
Major study : ICT System Development for Climate 
Change Adaptation
Minor study : Wireless Sensor Network
政策・メディア研究科　博士課程１年
厳研究室
メジャー研究 : 気象変動適応向けのICTシステム開発
マイナー研究 : 無線センサネットワーク

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

VISION My vision for the GESL program is to develop 
my values of leadership and disseminate them to my associates. 
The modern world was shaped by the segregation of knowledge 
according to specific fields. I believe that we should return to the 
traditional scholarly culture by mastering and practicing diverse 
areas of knowledge. I want to blend interdisciplinary knowledge 
into my research to benefit society.
私はGESLプログラムを通じて，リーダーとしての価値を発展させ，
さらにはそれらを周囲へ発信したいと思っています．近代の世界は，
専門分野に基づいた知識的な隔たりにより作られました．私は，多岐
に渡る知識分野を修め切磋琢磨することにより，伝統的な学術的文化
を取り戻すべきだと信じています．多分野横断型の知識と私の研究を
融合することにより，社会へ貢献することが私の望みです．

In my major research activities, I will develop an 
ICT system to support adaptation to climate change. This system 
synthesizes new information for data analysis and decision-mak-
ing in remote outdoor areas. In my minor research activities, I will 
study energy consumption by indoor wireless sensing systems. 
For both research areas, I will focus on the Internet of Things （IoT） 
to address indoor and outdoor sensing assessments.
私の主専攻は，気象変動への適応を補助する情報通信技術の発展させ
ることです．本システムはデータ解析および屋外での遠隔からの意思
決定の為の新しい情報を統合する．私の副専攻は，室内無線センシン
グシステムのエネルギー消費量について研究する予定です．これらの
研究により，室内と室外双方向からIoTを取り扱うことに着目します．

MISSION

VISION Through a comparative analysis of news articles 
written in different languages, I will draw conclusions from the fields 
of media coverage and journalism. Although we access information 
worldwide through the Internet, opportunities to gather information 
about local events in their original language are rather limited in our 
daily news coverage. Focusing on semantics, my goal is to analyze 
differences in the content of news items published in different lan-
guages that address the same topic.
多言語によるメディア報道の比較分析を通して, 報道やジャーナリズムの問
題を追求したいと考えています. インターネットを通じてあらゆる情報を入
手することができる中, ニュース報道に焦点を当てた場合, 日々出来事が発生
した現地の言語から直接情報を得る機会が非常に限られています. 報道の表
現手段に着目し, 共通するテーマについて報道内容にどのような差異が在る
のか, 多言語による比較分析の視点から明らかにします.

In my major research, I will focus on compar-
ing and analyzing the German, American, and Japanese print-media 
coverage of the 2011 Tohoku earthquake. An analysis of articles as 
well as interviews with journalists and readers will be conducted via 
fieldwork to examine the reason for the use of religious expressions 
in the media. In my minor research area, I will design a database sys-
tem that compares news coverage of several categories in multiple 
languages.
主専攻では東日本大震災に関連するドイツ語圏, 英語圏, 日本語圏で発信さ
れたプリントメディア報道に着目し, 記事テキストの比較分析をおこない
ます．同時にフィールドワークで報道発信者と受容者とのインタビュー調
査を通して, 報道と相反する宗教言語が表現手段として用いられる背景を
明らかにします.副専攻では多言語による報道データを多様なカテゴリー
から比較可能となるデータベースシステムを設計したいと考えています.

MISSION

Yukiko Sato
佐藤　友紀子
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Graduate School of Science and Technology
Hotta laboratory
Major study : Biomaterial
Minor study : Ubiquitous computing
理工学研究科　博士課程1年
堀田研究室
メジャー研究 : バイオマテリアル
マイナー研究 : ユビキタスコンピューティング

Kenta Bito
尾藤　健太

VISION I would like to contribute to the resolution of 
social problems from the standpoint of an expert on materials sci-
ence. We face many social issues associated with the remarkable 
advances in technology that must be addressed to realize a sus-
tainable society. I am looking forward to developing diverse prob-
lem solving abilities from a broad perspective through the GESL 
program.
私は材料工学を主専門として他分野との複合領域にアプローチし，環
境問題をはじめとした昨今の社会問題を，解決へ導きたいと考えてい
ます．近年，科学技術の飛躍的な進歩とともに，多くの考慮すべき問
題が発生し，存在しています．GESLプログラムでは，現在社会に存在
する，あるいは今後発生する社会問題を認識し，持続可能な社会を実
現するために，多面的な視点を持って解決するための力を習得します．

MISSION My major research interest is developing 
materials for fabricating medical devices to treat intravascular 
diseases. Because the reactions between materials and the body are 
highly complex, we must clarify the bottlenecks for each type of use. 
My minor research interest is to propose improved solutions in the 
development of the medical field through research by approaching 
the fusion of clinical instruments and ubiquitous computing resources.
主専攻では，血管内治療における医療機器のための材料開発をおこなっ
ています．生体と材料の反応は非常に複雑であり，使用状況ごとにボ
トルネックを明らかにし，最適な解決法を考える必要があります．副
専攻では，ユビキタスコンピューティングと医療機器の融合によって，
将来の医療現場において必要とされ，実現可能性が高いと考えられる
ソリューションを提案し，そのために必要な事項を検討していきます．

Graduate School of Science and Technology
Hotta Laboratory
Major study : Polymer materials
Minor study : Environmental policy
理工学研究科　博士課程1年
堀田研究室
メジャー研究：高分子材料
マイナー研究：環境政策

Naruki Kurokawa
黒川　成貴

VISION Biomass plastics are a recent focus of research 
because of the increase in greenhouse gas levels, climate change, 
and depletion of fossil resources. As a materials scientist ap-
proaching these environmental problems, I hope to gain knowl-
edge and information from GESL. Through my training in the 
GESL program, I would like to become a leader who addresses 
global environmental problems to achieve a sustainable society.
近年の地球規模における温室効果ガスの増加やそれに伴う気候変動，
さらには近い将来における化石資源の枯渇問題から，必然的な流れと
して植物等の再生可能資源由来のバイオマスプラスチックへの関心が
高まっています．材料学の立場から環境問題に取り組む研究者となる
にあたり，GESLはその基盤となる知識や情報を与えてくれると考えて
います．GESLプログラムを通し，持続可能社会の実現に向けて活躍す
る人材となることを望みます．

MISSION Functionalization of biomass plastics by control-
ling nanoscale structures is the major objective of my research. CO2 
emission from the biomass plastic polylactide is lower than that of 
plastics made from petroleum. I expect that the environmental burden 
will be reduced by expanding the application of polylactide. In my mi-
nor research, I would like to establish an environmental policy for the 
transition of petroleum-based plastics to biomass plastics.
主専攻では，ナノスケールの構造制御によるバイオマスプラスチックの高
機能化について研究しています．特に，バイオマスプラスチックの中でもポ
リ乳酸は，原料から製品までの工程でCO2排出量が少なく，本研究の高機
能化により応用範囲を拡大できれば環境負荷低減に繋がると期待されます．
副専攻では，石油由来のプラスチックから再生可能資源由来のバイオマス
プラスチックへの移行を推進する環境政策立案を行うことを考えています．

Introduction of new  students
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Graduate School of Media and Governance
Yan Laboratory
Major study : Remote Sensing of environment
Minor study : Observation of air pollution 
政策・メディア研究科　修士課程1年
厳研究室
メジャー研究 :　環境リモートセンシング
マイナー研究 :　大気汚染の測定

Graduate School of Science and Technology
Suzuki Laboratory
Major study : Plasma Processing, Biomaterial 
Science
Minor study : Environmental Policy
理工学研究科　博士課程1年
鈴木研究室
メジャー研究：プラズマ処理，バイオマテリアルサイエンス
マイナー研究：環境政策

Shunto Maegawa
前川　駿人

VISION I want to become a researcher with profound 
knowledge of plasma processing technology and awareness of en-
vironmental problems. I believe that valuable materials should be 
sustainable. Knowledge and technology development as well as sus-
tainability are indispensable for material development. Through the 
GESL program, I want to keep developing new materials with a focus 
on current trends.
専門であるプラズマ処理技術についての深い知識に加え,環境負荷に関わ
る問題意識を持ちあわせた研究者になりたいと考えています.真に優れた
材料は,性能が高いことに加え,先の将来まで使い続けることができるもの
であると考えています.これからの材料開発には,材料に関する知識,合成技
術に加え,環境負荷に対する配慮が必要不可欠です.GESLプログラムを通
じ,時代の潮流を見据えた研究を進めていきたいと思います.

In my major research, I would like to develop new 
materials for plasma processing. To develop more high-performance 
materials, I want to acquire new knowledge about plasma processing 
through an internship. In my minor study, I want to apply this knowl-
edge to our plans and identify problems about the status of material 
development. I hope to develop materials with low environmental im-
pact that will be become available in the next 10 years.
主専攻においてはプラズマ技術を用いた新規材料開発に努めています．
より良い材料開発を目指し，今まで習得してきたプラズマ処理技術はも
ちろんのこと，インターンシップを通して新たなプラズマ処理技術につ
いても習得していきます．副専攻においては，現在の材料開発の問題点
を探り，材料開発方針にフィードバックしたいと考えています．これか
ら10年，20年先にも利用できる，低環境負荷な新規材料開発を確立します．

MISSION

VISION In the future, I plan to teach at a university in China 
and contribute to the solution of environmental problems through 
education. In the GESL program, I plan to study water resource 
management and air pollution as major and minor research topics, 
respectively, because each of them is associated with severe envi-
ronmental problems. I wish to broaden my knowledge by seeking op-
portunities for internships and fieldwork in other countries.
私は将来中国の大学の先生になって，教育を通して環境問題を解決して
いきたいと考えています．GESLプログラムでは主専攻として水資源の管
理，副専攻として大気汚染について勉強していて，水も空気もとても深
刻な環境問題です．私はGESLプログラムで外国でのインターンシップと
フィールドワークを通して自分の視野を広げたいと考えています．

The topic of my major research is “Reconstruc-
tion of the Fengman Dam in Northeast China from the Perspective 
of Resilience,” and my minor research topic addresses long-term ob-
servations of air pollution in megacities in China. Both topics require 
collecting abundant data, which will be achieved using new remote-
sensing technologies.
私の主専攻のテーマは「レジリエンスの観点からみる中国東北部豊満ダム
の再建プロジェクト」です．副専攻のテーマは「中国メガシティにおいて
長期にわたる大気汚染の測定」です．主専攻も副専攻も研究をするうえで
データをたくさん必要とします．私はリモートセンシングという新しい
技術を駆使して，研究に必要なデータを収集する予定です．

MISSION

Zhuo Qiannan
サク倩楠
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Graduate School of Science and Technology
Hishida Laboratory
Major study : Computational fluid dynamics
Minor study : Energy policy
理工学研究科　修士課程1年
菱田研究室
メジャー研究：数値流体力学
マイナー研究：エネルギー政策

Tomoki Higuchi
樋口　智紀

VISION In the area of environment and energy, my goal is to 
contribute to the development of technologies and regulations that will 
assist in maintaining a sustainable society. Through the GESL program, 
I wish to acquire a diversified perspective by acquiring an education in 
science and technology in my major field and policy in my minor field, 
by interacting with many experts to address challenging environmental 
issues. In the future, I want to become an engineer or a policymaker 
who participates in international efforts to solve broad social issues.
私は環境・エネルギー分野において，社会が持続的に発達できるために
必要な技術やルール作りに貢献することを目標としています．GESLのプ
ログラムを通して，多くの専門家と議論し合いながら，主専攻では科学
技術，副専攻では政策について学び，多角的な視点を養い，複合的な環
境問題に挑戦していきたいです．将来的には国際的に活躍できる技術者
や政策立案者になり，幅広い社会問題を解決していきたいと考えています．

MISSION By learning the basics of thermal hydraulics in 
my major field, I want to develop technologies for the effective use of 
energy. My present research involves improving the air-conditioning 
efficiency of data centers that consume enormous quantities of energy. 
I will establish an efficient structural design and methods of control and 
evaluation by conducting experimental and simulation analyses. In my 
minor field, I want to deepen my understanding of energy management 
by learning about the energy and environmental policy.
主専攻で，熱流体力学を学ぶことで，エネルギーの有効利用のための
技術開発を行いたいと思っています．現在は，将来的に消費電力の急
激な増加が見込まれるデータセンターの空調効率の向上に関する研究
を行っています．実験とシミュレーションを通して解析を行い，効率
的な構造設計，制御方法やその評価方法の確立を行います．副専攻で
はエネルギー・環境政策を学び，エネルギーマネジメントへの理解を
深めたいと思っています．

Graduate School of Science and Technology
Hotta Laboratory
Major study :  polymer materials
Minor study : Environmental information analysis
理工学研究科　修士課程1年
堀田研究室
メジャー研究：高分子材料
マイナー研究：環境情報処理

Shunsuke Tazawa
田澤　俊介

VISION I want to address environmental problems, particularly 
resource shortages, from the perspective of materials design. I want to 
acquire knowledge and learn how to reason according to the education 
acquired from my major field as well as from fields such as systems en-
gineering. The GESL program will enable me to analyze and judge prob-
lems so that they can be solved. Moreover, I want to experience areas 
such as industry for future interactions with their respective participants.
私は将来環境問題，特に資源枯渇問題に材料開発の面からアプローチした
いと考えています．そのために，GESLを通して，システム構築などの自
分の専門分野以外の分野の技術や考え方を習得し，多角的な視点から問題
を分析，判断できる人材になることを目指しています．さらに，インター
ンシップを通して，学問的な立場だけなく，産業的な立場など様々な立場
を経験し，それらの人々とも連携する能力にみにつけたいと考えています．

MISSION I plan to develop reusable silicone rubber in my 
major studies. If we fabricate recyclable silicone rubber and make it 
widely available to many fields, we can reduce waste and increase 
the supply of this valuable resource. In my minor study, I would like 
to conduct research on a system that will monitor and analyze the 
environment. I will join a company or a university in another country that 
offers internships in the simulation of materials.
主専攻で私はリサイクル可能なシリコーンゴムの開発に関する研究を
行っています．汎用性の材料であるシリコーンゴムをリサイクル可能
にすることで資源を節約し，資源枯渇を防ぐことを目指します．副専
攻では環境状態をモニタリングおよび，分析するためのシステム構築
に関する研究を行いたいと思います．また，インターンシップでは材
料設計シミュレーションを行っている企業や海外の大学に行くことを
考えています．

Introduction of new  students
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Graduate School of Science and Technology
Yokomori Laboratory
Major study : Combustion in IC engine

（line 4 Minor study :） Minor study : Environmental 
Policy
理工学研究科 修士課程1年
横森研究室
メジャー研究：内燃機関の燃焼
マイナー研究：環境政策

Graduate School of Science and Technology
Nishi Hiroaki Laboratory
Major study : Sensor Network
Minor study : Environmental Policy
理工学研究科　修士課程1年
西宏章研究室
メジャー研究 : センサネットワーク
マイナー研究 : 環境政策

Tadanori Matsui
松井　忠宗

VISION To utilize “information: our most important re-
source,” acquisition and communication are two essential technolo-
gies. Currently, the number of electrical devices is increasing explo-
sively, and communication occurs with each other as well as with 
humans. Furthermore, the environment is closely associated with 
humans and their devices. I am therefore inspired to contribute to 
the development of these interactions by researching information 
networks and establishing personal relationships.
現代の世界で最も重要な資源である「情報」を利用するには「取得」及び「通
信」の技術が不可欠です．近年，技術の進歩によりネットワーク（つながり）
を持つ電子機器の数が爆発的に増加しています．これらは機器同士のみ
ならず機器と人をつなげ，今後は人と機器と環境へのつながりへと発展
します．私は技術的には情報ネットワークの研究から，社会的には人と
人とのつながりの構築から，世界全体の発展に貢献したいと考えています．

My major research will focus on sensor networks 
with the concept of the association of energy consumption with commu-
nication, which aims to develop an effective system from these perspec-
tives. My minor studies will focus on environmental policy that will enable 
me to construct a large sensor network system in the environment. By 
learning policy and implementing a system, I can create a global system 
that typical for-profit or nonprofit organizations are unable to execute.
主専攻ではセンサデータを扱うネットワークに関して，エネルギー消費
という概念を加えることによって，通信的にもエネルギー的にも効率の
良いシステムを構築したいと考えています．副専攻では主専攻で得た知
識と技術をもとにして，データを収集・処理しサービスを展開するため
にはどのような政策が必要なのかを学び，実践することによって一企業，
一研究機関ではできないような地球規模のシステムを作っていこうと考
えています．

MISSION

VISION

My major research will focus on the internal com-
bustion automobile engine, which is an open subject for investiga-
tions designed to improve efficiency. Automobiles will be the focus 
of my minor research activities as well. I believe that conducting this 
research will provide me with a broad perspective and will contribute 
to my research interests.
主専攻では，自動車用ガソリンエンジンの低環境負荷化技術の重要な要
素となる燃焼現象の解明に取り組みます．瞬時的な現象である燃焼はま
だ未解明な部分が多くあり，研究を深めることにより高効率な燃焼を実
現できると考えています．副専攻では，主専攻と関連する自動車の排気
ガスに対する政策を学び，政策と環境法についての知見を深めます．政
策面の知識を得ることで,より視野を広げることができ主専攻の研究をよ
り深められると考えています．

MISSION

Automobiles are now used worldwide and are a 
necessity of the society. According to a prediction, the demand for 
cars will increase, and cars are likely to adversely affect the environ-
ment. In the GESL program, I want to research low-environmental-
load automobile engine technologies and environmental policies 
such as vehicle emissions control laws. Utilizing the experience that I 
will gain from this program, I would like to become an engineer with 
an intense focus in the future of environmental impact.
自動車は世界中にて広く用いられ，今後もさらに需要が増えると予想されて
いますが，その使用に伴う環境，健康への影響は深刻化しています．GESL
プログラムでは，より低環境負荷のエンジンの開発についての研究を深め
るとともに，技術を導く環境政策についても理解を深め，幅広い視野を得
ることを目標とします．将来は，自動車をはじめとする環境問題に直結する
製造業にて，将来を見通せるエンジニアとして活躍したいと考えています．

Masayoshi Matsuda 
松田 昌祥
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International training reports 国際トレーニング成果報告

Amane Kobayashi is a Ph.D. candidate at the Graduate School 
of Media and Governance. His research combines the politics 
and security in the North Africa, Climate Security and Energy 
Geopolitics. Kobayashi received M.A of Media and Governance in 
2011, and B.A in Policy Management in 2009 from Keio University.

2013年より大学院政策・メディア研究科後期博士課程に入学．
研究領域はリビアを軸とした北アフリカ地域の政治・安全保障，
気候安全保障，エネルギー地政学．2009年慶應義塾大学総合政
策学部学士号取得，2011年同大学大学院政策・メディア研究科
修士課程修了．

Profile プロフィール

Time period: December 9th, 2015 - March 27th, 2016
Place: Center for Strategic and International Studies, 

Washington DC, USA
Supervisor: Jane Nakano

実施期間：2015年12月9日～2016年3月27日
実施場所：戦略国際問題研究所
訪問先指導教員：Ms. Jane Nakano

Learning Global Energy Trends from the Perspective of a Think Tank

政策シンクタンクの視点からグローバルな
エネルギー動向を学ぶ

Amane Kobayashi, Graduate School of Media and Governance, Doctoral course 3rd Grade
小林　周，政策・メディア研究科，博士課程3年

I received training from December 2015 to March 2016 at 
the Center for Strategic and International Studies （CSIS） in 
Washington, DC. CSIS is a prominent policy think tank in the 
US that specializes in foreign policy and international security, 
conducts research, and offers policy recommendations for 
policy makers. I conducted weekly surveys and prepared 
reports for senior researchers at the Energy and National 
Security Program who focus on energy policy trends in the 
Middle East and Africa or global climate policies. It was very 
exciting to learn about global energy policy trends through 
frequent meetings with governmental officials from various 
countries, executives of international energy companies, and 
research institutions.
During my tenure at CSIS, international energy politics was changed 
drastically by COP21, lifting the sanctions against Iran, and the 
political and economic destabilization of oil-producing countries. 
Crude oil exports were permitted in the US at the same time, and 
there were numerous discussions of “the US as an energy exporter,” 
including the exploitation of shale gas and LNG. It was a great 
experience to learn about global energy trends and the US energy 
policy in Washington, DC, the center of international politics.

私は米国ワシントンDCの戦略国際問題研究所（Center for Strategic 
and International Studies, 以下CSIS）にて国際トレーニングを行った．
CSISは外交・安全保障を専門とする，米国有数の政策シンクタンク
であり，国内外の政策決定者に向けた調査や政策提言を行っている．
私はEnergy and National Security Program に所属し，中東・アフ
リカ地域におけるエネルギー政策の動向や，グローバルな気候変動
関連の政策について，毎週の定期的な調査報告の他，シニアからの
指示で行う単発の調査業務，少人数チームでのレポート作成などを
行った．また，米国だけでなく諸外国の政府高官，エネルギー企業
や研究機関の幹部とのミーティングも頻繁にあり，世界のエネルギー
政策の動きを実感することができ，非常に刺激的な経験となった．
私がCSISに在籍した2015年冬〜16年春は，COP21の開催，イラン
に対する制裁解除，世界各地の産油国の政治・経済的不安定化など，
エネルギーを取り巻く国際政治状況が大きく変化した時期であった．
米国でも原油輸出が解禁され，またシェールガスやLNGの開発など，

「エネルギー輸出国としての米国」に関する議論も頻繁に行われてい
た．COP21において，オバマ政権のイニシアチブは重要ではあったが，
パリでの合意形成における唯一の鍵ではなかった．また，低下し続
ける石油価格，生産凍結に合意できない産油諸国，イラン制裁解除
に伴う中東諸国の緊張などに対して，米国は問題解決を主導できて
いない．グローバルなエネルギー動向は複雑化を増し，米国のプレ
ゼンスはより相対的になってきているが，それを国際政治の中心で
あるワシントンDCで学べたことは，かけがえのない体験であった．
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Analysis of River Water Quality in Surabaya, Indonesia

インドネシア，スラバヤにおける水質分析

Chalisa Veesommai, Graduate School of Media and Governance, Doctoral course 2nd Grade
チャリサ・ヴェソマイ，政策・メディア研究科，博士課程3年

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

During the first period of my doctoral studies, I worked at 
the Electronics Engineering Polytechnic Institute （EEIPS） of 
Surabaya, Surabaya, Indonesia under the supervision of Dr. Ali 
Ridho Barakbah. My goals were to monitor river water quality to 
develop background knowledge and experience in water resource 
management, environmental technology science, and database 
analysis as well as to implement water quality monitoring through 
sensing of water resources. My motivation for studying at EEPIS 
comes from the poor water quality of the Surabaya River that 
causes significant environmental problems for the citizens of 
Surabaya City. For example, domestic and industrial wastes are 
discharged into the river. Numerous industries that manufacture 
paper, sugar, monosodium glutamate, and other chemicals are 
located on both sides of the river. Therefore, the river serves as 
an ideal subject of experimentation that applies the rSPA process 
for detecting the origin of critical contaminants that influence 
the classification of multiple variables and to apply a water quality 
analysis system.
During my international training program in Surabaya, Indonesia, I 
gained valuable knowledge and experience in academics and social 
interaction. First, I surveyed Surabaya City for water sampling sites 
at riversides. Second, I attended Dr. Ali’s class to learn data mining 
and attended a graduate seminar. Third, I attended the sensor 

laboratory supervised by Dr. Dhoto 
and learned about sensor systems, 
sensor components, and hardware. 
Fourth, I shared my knowledge 
about environmental engineering, 
including water quality and water 
monitoring, with students who 
were interested in this field. Fifth, 
my Indonesian friends taught me 
Indonesian culture, local and national 
environmental issues, and the 
history of Surabaya City.

今回のインターンシップにおいて，インドネシアのスラバヤにある
スラバヤ工科大学にてアドバイザーのDr.Aliの下で環境工学について
学んだ．EEIPSの国際インターンシップの目的は，川の水質を測定し，
水質源管理や環境テクノサイエンス，水質源のセンシング技術を学
ぶことにより，水質調査を実施するための知識と経験を得ることで
ある．EEPISで学ぶ動機は，スラバヤに存在する川は産業廃棄物の排
出と国内の廃棄物の排出により水質の状態が非常に悪く，スラバヤ
市はこれを環境における重大な問題としている．現在では，スラバ
ヤの川の両側の領域には産業関連の建物が多く，製紙工場や製菓工
場，グルタミン酸ナトリウム工場や化学工場が存在している．その
ため，実験を行い水質汚染の問題と解決方法を，水質分析の調査や
測定を行い詳細に分析することによって，rSPAプロセスに適用する
ための最適な場所である．私が今回国際トレーニングをインドネシ
アのスラバヤで実施することで，大学でのディスカッションや日々
の研究生活を通して知識と経験を得た．第一に，スラバヤ市の川岸
で水野サンプリングのために調査を行い，次に，Dr.Aliのデータマイ
ニングの講義や大学院のセミナーに共に参加させていただくことで，
データマイニングの知識を得て大学院のゼミで研究結果を共有する
ことが可能となった．第三に，センサーについての研究を行ってい
るDr.Dhotoの研究室に参加し，センサーシステムの知識や構造，ハー
ドウェアについて学ぶことができた．第四に，私が学んできた水質
調査と測定のための環境工学についての知識を同じ専攻の学生と共
有することができ，また，インドネシアの文化や環境，スラバヤ市
の歴史についてインドネシアでできた友人から学ぶことができた．

Time period: Sep. 1st, 2015 – Oct. 15th, 2015 
Place: Electronics Engineering Polytechnic Institute of 

Surabaya, Surabaya, Indonesia
Supervisor: Dr. Ali Ridho Barakbah

実施期間：2015月9月1日～2015年10月15日
実施場所：インドネシア，スラバヤ，スラバヤ工科大学
訪問先指導教員：Dr. Ali Ridho Barakbah

Chalisa Veesommai received B.Sc. and M.Eng degree in 
Environmental Science in 2010 and Environmental Engineering 
in 2012 respectively. Currently I am a Ph.D. student under the 
supervision of Professor Yasushi Kiyoki in Global Environmental 
System Leader Program （GESL）, Graduate School of Media 
and Governance, Keio University, Japan

Profile
2010年に環境科学の学士及び2012年に環境工学において修士
課程を習得．現在は清木康教授のもと，政策・メディア研究科
の博士課程としてGESLプログラムを履修している．

プロフィール
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Synthesis and Characterization of Polyolefin Materials with Well-Controlled 
Molecular Structures

ポリオレフィン材料の分子レベルでの構造設計と
その構造物性解析

Fuyuaki Endo, Graduate School of Science and Technology, Master course 2nd grade
遠藤　冬玲，理工学研究科，修士課程2年

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

I conducted the international training from August to November 
2015 at University of Napoli Federico II （Napoli, Italy） under the 
supervision of Professor Claudio De Rosa, who is famous for 
his research on the synthesis, characterization, and application 
of semicrystalline polymers. I learned a method to control the 
molecular structures of semicrystalline polyolefin materials 
during their synthesis.
Recently, Prof. De Rosa found that different monomers of 
polyolefin chains （copolymerization） largely influence crystal 
structures and locally enhance mechanical properties. The 
synthesis of semicrystalline polyolefin copolymers requires skill 
to prepare a mixture with a precise composition. This uses 
a complex reaction system with controlled temperature and 
pressure with unique catalysts.
To acquire these techniques and knowledge, I synthesized the 
semicrystalline propylene–ethylene copolymers with different 
compositions from a mixture of gas molecules as well as 
semicrystalline propylene–octadecene copolymers from a 
mixture of gas- and liquid-phase molecules. Furthermore, 
I conducted crystal structure analysis and determined the 
mechanical properties of each sample. My research revealed 
that the effects of ethylene and octadecene on the structures 
and properties of the material differed and that the effects of 
octadecene were larger than those of ethylene.
Currently at the Hotta Laboratory in Japan, I am introducing the 
equipment for this synthesis system, and I aim to functionalize 
these materials for medical or environmental applications.

2015年8月から11月にかけて，イタリアのナポリフェデリコⅡ世
大学において3ヶ月間の国際トレーニングを実施し，化学科ポリマー
材料設計グループのデ・ローサ教授のもとで分子構造レベルでのポ
リマー材料の設計およびその構造解析技術を習得した．近年，デ・
ローサ教授のグループでは，結晶性ポリプロピレン（PP）やポリエ
チレン（PE）といった汎用性ポリオレフィン材料の分子構造に他の
分子を混ぜることによって，優れた力学特性を有する材料（結晶性
ポリオレフィン共重合体）が合成できることを発見した．結晶性ポ
リオレフィン共重合体の作製には，繊細に調製された2種混合分子
を用意し，それらを温度・圧力を厳密に制御した状態で触媒と反
応させ，合成を実施する必要がある．今回の国際トレーニングでは，
そのような複雑な系で実施されるポリオレフィン共重合体の合成と
いう，分子レベルでの構造制御の化学系技術を習得し，堀田研究室
が得意とするマクロな物性解析といった材料工学へと発展させるこ
とを目指した．具体的には，気相混合系からの結晶性ポリプロピレ
ン／エチレン共重合体の合成，気相／液相混合系からの結晶性ポリ
プロピレン／オクタデセン共重合体の2種類の合成を実施した．さ
らに，分子鎖内のプロピレン／エチレン比を変化させ，それらの結
晶構造解析，力学物性解析を実施した．また，滞在期間中に同大学
化学科の他のグループの教授や学生と研究内容に関してディスカッ
ションし，交流を深めた．現在は，国際トレーニングで使用した設
備と同様の合成設備を堀田研究室内で再現し，堀田研究室が得意と
するポリマー材料への機能性の付与によって，医療・環境分野への
応用に向けて研究を進めている．

Time period: Aug. 27th , 2015 - Nov. 21th , 2015
Place: University of Napoli Federico II, Italy
Supervisor: Prof. Claudio De Rosa

実施期間：2015年8月27日～2015年11月21日
実施場所：ナポリフェデリコⅡ世大学，イタリア
訪問先指導教員：Prof. Claudio De Rosa

Fuyuaki Endo received bachelor degree of engineering from 
Keio University in 2014. He entered Master course in Keio 
University and have been conducting research on the structural 
analysis and mechanical property control of polymer materials 
under the supervision of Professor Atsushi Hotta. 

Profile プロフィール

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，同大学院修士課程に進学し，堀田篤教授の指導のもとで
高分子材料の構造解析と力学物性制御に関する研究を行ってい
る．
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Participatory Design Using Workshops on Architecture and Community Planning

建築における多主体参加型デザイン

Gaku Inoue, Graduate School of Science and Technology, Doctoral course 3rd grade
井上　岳，理工学研究科，博士課程3年

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

Opportunities for participation in architectural design and city 
planning are increasing, with various programs being developed 
and implemented. Since the introduction of workshops to 
the architecture and community planning fields in the 1970s, 
workshop methods and participation programs have been 
developed to address various objectives of the participants. 
Subsequently in Japan, workshops on designing architecture 
were introduced. However, most of these activities were used 
to build a consensus. After the Great East Japan earthquake, 
the importance of local communities was recognized, and 
the importance of conducting research on how to adapt the 
methods was presented in the workshops.
The goal of my international training program in the Junya 
Ishigami Office was to learn how we can use the method of 
designing by multi subjectivities. The office in Japan deals with 
international architectural design. The members of the office 
mainly speak in English, and half of them are from countries 
such as France, Italy, the United States, and China. By involving 
domestic and international competitions and certain projects, 
I learned how they think and designed new architectures. For 
example, I found that the office first decides on a landscape 
concept and then starts to design the shapes of buildings. To 
maintain the concept, they plan to use workshops to change 
the shapes after deciding on the landscape concept. I am very 
grateful for this invaluable experience.

近年，建築設計やまちづくりへの市民参加の機会が増加する中，ワー
クショップを用いた多様な参加プログラムが実践されている．この
市民参加の動きは，1960年代に機能主義・画一主義的な建築・ま
ちづくりへの批判のひとつとしておこった．日本でもこうした動き
を取り入れ，建築の設計においてワークショップがなされてきた．
しかしこれらの活動の多くは，単に行政が利用者の不満を取り除く
手段として利用されることも少なくない．
2011年の東日本大震災以降，地域のコミュニティの重要性が再認
識され，地域との関わりをいかに建築によって作ることができるか
が重要になってきている．これに伴い，ワークショップといった多
主体間の設計手法がコミュニティ形成に有効な手段として再認識さ
れ，1960年代につくられたワークショップ手法を現代の建築設計
にいかに対応していけるかが重要視されるようになった．
多主体参加型のデザインの可能性を探るために今回の国際トレーニン
グでは石上純也設計事務所でインターンを行った．この事務所は日本
における国際的な建築デザイン事務所の一つであり，世界中で様々な
プロジェクトを抱えている．インターンとして国内外でのコンペやプロ
ジェクトに参加し，新しい建築についての思想や手法を学んだ．例え
ば設計プロセスにおいて，まず環境を決定しその後形を作っていくこ
と，環境を決めたあとにワークショップによって形を決めていくことで
統一感を保つ工夫をするなど，多主体参加デザインについて実践を通
して学ぶことができた．石上純也建築設計事務所での国際トレーニン
グという大変素晴らしい機会を頂戴したことに心より感謝申し上げる．

Gaku Inoue obtained the B. Eng. degree （2012） and the 
M. Eng. degree （2014） from Keio University. Currently 
he is a doctoral candidate in Jorge Almazan Laboratory. 
Obtained prizes include the 48th Central Glass International 
Architectural Design Competition and Keio University 2014 
Fujiwara Award.

Profile プロフィール

Time period: Jul. 1st, 2015 – Nov. 31st, 2015
Place: Junya Ishigami Office, Japan
Supervisor: Junya Ishigami

実施期間：2015年6月1日～2015年11月31日
実施場所：石上純也建築設計事務所，日本
訪問先指導教員：石上純也

2012年に慶應義塾大学理工学部で学士（工学）を取得．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，ホルヘアルマザン専任講師の指導のもとで多主体参加型
デザインに関する研究を行っている．主な受賞歴は2013年第48回
セントラル硝子国際コンペティション最優秀賞，2014年藤原賞（慶
應義塾大学）など．

GESL Newsletter ■ Vol. 6 ■ 2016. 8 13



Urban Design and Planning Internship

都市計画及び設計業務の実務経験

Helena Machín Cavallé, Graduate School of Science and Technology, Doctoral course 2nd grade
エレナ・マチン, 理工学研究科, 博士課程2年 

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

I underwent GESL international training at Nikken Sekkei 
headquarters in Tokyo from October 2015 to April 2016. The aim 
of this internship was to improve my professional architectural 
skills while developing my research activities at the university. 
During my internship, under the supervision of Mr. Yamada 
Masaaki, I was able to join the Departments of Urban Design 
and Architectural Design Presentation. In the former, I learned 
about detailed design, development guidelines, and intricate 
redevelopment with complex stakeholder management as well 
as city planning, predictions, and urban consulting services. 
I was provided the opportunity to develop my skills through 
participation in numerous projects across Japan and throughout 
Asia and the Middle East. My training at the Architectural Design 
Presentation Department focused on final graphic design and 
freehand work that was applied to different projects. Through 
these activities, I improved my graphic communication skills and 
developed a creative simulation to solve architectural issues.
My internship at Nikken Sekkei was an exciting alternative to 
traditional training and research systems, given its highly practical 
content that provided direct exposure to other disciplines. 
Furthermore, I learned how to build relationships at all levels of 
learning and to use interdisciplinary techniques. Moreover, this 

office offered me a global view suited 
to my professional goals of developing 
an international architecture that 
generates environmental values 
from the perspective of technology 
as well as global natural and social 
environments.

2015年10月から2016年4月にかけて，日建設計本社の都市計画部
門及び設計部門において，山田雅明氏の指導のもと，インターンシッ
プを行った．本インターンシップの目的は，自身の建築家として
の専門性の向上と，大学で行っている研究活動の発展である．都市
計画部門において，様々なステークホルダーの存在のもと，再開発
業務や都市計画のビジョンづくり，コンサルティング業務，さらに
は詳細設計まで幅広く学んだ．日本だけではなく，アジアや中東に
おける様々なプロジェクトに参加することで，自身のスキルを磨く
ことができた．設計部門では，建築物の完成形を表現するためのグ
ラフィックデザインや手描きスケッチを様々なプロジェクトで用い，
トレーニングを行った．これらの活動を通じて，グラフィックを用
いたコミュニケーションスキルを向上させるとともに，建築的課題
を解決するためのクリエイティブな刺激を得ることができた．日建
設計におけるインターンでは，一般的なトレーニングや研究と異な
り実務に携わることで様々な研究分野において直接的に関わること
ができ，様々な経験を積むことで，学際的な技術を習得することが
できた．さらに，技術的価値だけでなく自然及び社会的な環境価値
を創出する，国際的な建築を探求するためのグローバルな視点を得
ることができた．

Time period: Oct. 22nd, 2015 - Apr.22nd, 2016
Place: Nikken Sekkei, Japan.
Supervisor: Masaaki Yamada

実施期間：2015年10月22日～2016年4月22日
実施場所：日建設計，日本
訪問先指導教員：山田雅明

Helena Machin graduated from the School of Architecture, 
Polytechnics University of Madrid in 2013. She studied at 
Tongji University of Shanghai in 2012. Since March 2014, 
she is a member of Asturias Professional Association of 
Architects and had been working as self-employed architect 
for interior renovations and private housing in Spain. 
Currently she is PhD candidate at Keio University under 
supervision of Junior Associate Prof. Jorge Almazan.

Profile プロフィール

2013年マドリッド工科大学卒業．2012年同済大学（上海）に留学．
2014年3月よりアストゥリアス州（スペイン）の建築家協会の一員
であり，また，個人事業として内装のリノベーションや民間住宅を
手がける．現在は慶應大学大学院博士課程に在籍している．
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Study of the Optical Arbitrary Waveform Shape using Microresonator 
Frequency Combs

波形整形技術を用いた微小光共振器光コムに
関する研究

Ryo Suzuki, Graduate School of Science and Technology, Doctoral course 1st grade
鈴木　良，理工学研究科，博士課程1年

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

I trained for 18 weeks at the Purdue University. My supervisor, 
Prof. Andrew M. Weiner, is a leading researcher in the field 
of optical arbitrary waveform shaping with frequency combs. 
The frequency comb is light that has a comb-like spectrum, 
which is used for high-precision spectroscopy to evaluate 
environmental gases in real time. However, conventional 
frequency comb light sources have problems such as their 
large size and high fabrication costs. Recently, frequency comb 
generation from a microresonator （Kerr comb） has been 
studied to develop an economical comb source that is small 
and consumes less energy. Kerr comb generation is required 
to optimize coupling conditions between the microresonator 
and waveguide, cavity dispersion of the microresonator, and 
the phases of the generated comb lines. During this training, I 
evaluated coupling conditions by measuring phase information 
of cavity resonances. I also evaluated cavity dispersion 
using a fiber frequency comb and measured autocorrelation 
waveforms of Kerr combs whose phase was optimized using a 
pulse shaper. These topics are related to my major research, 
and I acquired new perspectives that were otherwise unknown. 
In my research area, numerous groups collaborate and allocate 
roles like fabrication and measurement. This experience gave 
me the idea that Japanese universities and research institutes 
should join this community as active participants to catch up 
with the progress in other countries.

米国インディアナ州にあるパデュー大学において，Andrew M. Weiner
教授の指導の下，4.5ヶ月の国際トレーニングを行いました．Andrew M. 
Weiner教授は光コムとそれを任意に操作する波形整形技術を組み合わ
せた研究における第一人者です．光コムは周波数軸上で櫛状のスペク
トルを持つ光であり，環境ガス計測などを高精度・リアルタイムで行
うデュアルコム分光法に用いられます．しかし，従来の光コム光源は
装置が大型で持ち運びに適さず，高コストであるという課題がありま
す．そこで微小光共振器の小さな領域に長時間光を閉じ込めるという
性質を利用した，小型・低コスト・低消費パワーの光コム（光カーコム）
光源の開発が期待されています．ただし，光カーコムの発生には共振
器と光導波路の結合や共振器の分散特性，光カーコムの各スペクトル
の位相などを最適化する必要があります．本トレーニングでは，共振
モードの位相情報測定による結合状態の評価，ファイバ光コムを用い
た共振器の分散特性の評価，波形整形器により各スペクトル線の位相
を最適化した光カーコムの時間軸波形などを行いました．これらは自
身のメジャー研究に深く関連する内容であり，大学の枠を超えて新た
な知見や視点を獲得することができました．本研究分野では共振器の
作製と測定を共同研究で行うことが多く，日本の研究機関が世界の研
究速度に追いつくためにはこういったネットワークに積極的に入って
いくことが重要だと感じました．さらに，本トレーニングを通じて米
国の大学の国際性，研究体制，研究の取り組み方，日本の大学の問題
点などを知ることができ，自身の視野を広めることが出来ました．

Ryo Suzuki received B. Eng. Degree in 2013 and M. Eng. 
Degree in 2015 from Keio University. He is a doctoral 
course student under the supervision of Prof. Takasumi 
Tanabe in Keio University.

Profile プロフィール

Time period: Nov. 10th, 2015 - Mar. 24th, 2016
Place: Purdue University, IN, USA
Supervisor: Dr. Andrew M. Weiner

実施期間：2015年11月10日～2016年3月24日
実施場所：パデュー大学，アメリカ
訪問先指導教員：Dr. Andrew M. Weiner

2013年慶應義塾大学理工学部学士，2015年同大学大学院理工
学研究科修士（工学）を取得.現在慶應義塾大学大学院理工学研究
科にて田邉孝純准教授のもと，微小光共振器を用いた光コム光
源に関する研究を行っている．
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Modeling of Tungsten Transport in the Divertor and Edge Plasmas of ITER

ITERにおける周辺プラズマおよびダイバータプラズマ
でのタングステン輸送のモデリング

Shohei Yamoto, Graduate School of Science and Technology, Doctoral course 2nd grade
矢本　昌平，理工学研究科，博士課程2年

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

From September to March 2016, I t ra ined at the ITER 
Organization （IO） in France. IO is the international institute 
that demonstrates the scientific and technical feasibility 
of controlled thermonuclear fusion, which is regarded as a 
candidate to solve energy problems using the ITER tokamak 
machine that is currently under construction. A critical issue 
for realizing the potential of nuclear fusion is to understand 
the transport of impurities from the reactor wall. The impurities 
negatively affect plasma performance after they penetrate 
the fusion core plasma. To solve this issue, I worked under the 
supervision of Dr. Xavier Bonnin to develop fluid fuel plasma, 
a kinetic tungsten impurity hybrid transport code. I worked on 
the benchmark between the ITER standard impurity transport 
code DIVIMP and the impurity transport code, which we are 
developing in the Hatayama Laboratory at IMPGYRO. These 
efforts aim to clarify the physical factors that are important 
for impurity transport. We concluded the establishment of the 
basis for analyzing experimental data and for benchmarking 
with other codes. Through this internship, my research 
progressed and the status of the fusion energy also improved 
because almost all fusion-related information is gathered by 
IO. An account of the results and progress achieved during 
this internship will be presented at the IAEA Fusion Energy 
Conference in October 2016.

2015年9月から2016年3月までの6ヶ月間，フランスのイーター機
構でインターンシップを行った．イーター機構は現在世界が抱える
エネルギー問題を解決するための新しいエネルギー源候補の一つ
である熱核融合発電の実現可能性を，科学および工学双方の観点か
ら実証するため，核融合装置イーターの建設・運営を取り仕切る国
際機関である．核融合発電実現に向けた課題の一つに，現在私が研
究を行っている「壁から発生する不純物」の問題がある．核融合プラ
ズマ中に混入した不純物は，プラズマとの相互作用により炉心プラ
ズマへと輸送され，核融合反応率を低下させてしまうが，その輸送
過程は必ずしも明らかになっていない．特に問題とされているのは
タングステン不純物であり，ごく少量の炉心への混入でも核融合反
応率の多大な低下を招くことが指摘されている．そこで，私はタン
グステン不純物輸送過程を明らかにするため，ITER機構のXavier 
Bonnin博士の指導の下，流体燃料プラズマ輸送コード・運動論的
タングステン不純物輸送コードを結合したハイブリッドコードの開
発を行った．さらに，不純物輸送に重要な物理現象を明らかにする
ため，ITER機構Steve Lisgo博士の協力の下でイーター機構の不純
物輸送コードDIVIMPと，畑山研究室で開発中のIMPGYROコードの
ベンチマークを行った．本インターンシップを通じて研究の進展だ
けでなく，核融合発電に向けた最新の知見に触れることができ大変
有意義であった．今後もイーター機構のDr. BonninとDr. Lisgoとは
緊密にディスカッションを行い，本インターンシップで行った研究
をベースに得られた結果を発展させ，2016年10月に行われるIAEA
核融合エネルギー会議にてその成果を発表予定である．

Shohei Yamoto received his Master of Engineering Degree in 
2015 and a B. Eng. Degree in 2013 from Keio University. He 
is now a Ph. D. candidate researching the modelling of the 
impurity transport in the fusion plasma under the supervision 
of Professor Akiyoshi Hatayama at Keio University.

Profile

Time period: Sep 26th, 2015- Mar. 23rd, 2016
Place: ITER Organization, France
Supervisor: Dr. Xavier Bonnin

実施期間：2015年9月26日～2016年3月23日
実施場所：イーター機構，フランス
訪問先指導教員：Dr. Xavier Bonnin

プロフィール

2013年慶應義塾大学理工学部物理情報工学科で学士（工学），
2015年に同大学大学院で修士（工学）を取得．現在，畑山明聖教
授の指導のもと核融合プラズマ中の不純物輸送モデリングに関
する研究を行っている．
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Author : Ahmad Muzaffar bin Baharudin

Place:  UNESCO, Paris, France
Date:  July 7-10th 2015

場　所：UNESCO，パリ，フランス
日　時：2015年7月7日-10日

Through the GESL program’s generous support, 
I had the opportunity to participate in the CFCC 
conference. This conference, which was held be-
fore COP21, discussed the results of the IPCC 5th 
Assessment Report （AR5） and addressed issues 
concerning climate change in the broader context 
of global change. CFCC was the largest interna-
tional science conference held before COP21 with 
close to 2,000 participants from approximately 
100 countries. The participants were students, 
researchers, policy makers, government officials, 
and stakeholders. At this conference, I presented 
our research in the GESL program titled, “Spatio-
temporal Visualization Method for Interrelation-
based Analysis of Agriculture’s GHG Emissions and 
Agricultural Productivity in Asian Region Using the 
5D World Map System.” This study demonstrated 
the application of the 5D world map to analyze the 
causal relationship between human activities and 
GHG emissions, which lead to global warming. The 
conference addressed the importance of scientific 
research and cultivated an awareness of the im-
portance of cooperation among all parties to solve 
problems associated with global climate change.

GESLプログラムの厚い支援を通じて，私は CFCC会
議に参加する機会を得た．本会議は，2015年11月に
開催された21st UNFCCC Conference of the Parties 

（COP21）に先立ち， 5th Assessment Report （AR5）
の成果に基づき設立され，より大きな文脈での地球変
動における気候変動に関する諸問題に取り組んでいた．
パリでのCOP21以前においてはCFCCは最も規模の
大きい国際科学会議であり，100カ国近くの国々から
2000人程の参加者が集うものであった．そしてその参
加者達は，学生，研究員，政策立案者，政府官僚やス
テークホルダーと多様な職業背景を持っていた．本会
議では，我々は“Spatiotemporal Visualization Method 

for Interrelation-based Analysis of Agriculture’s GHG 

Emissions and Agricultural Productivity in Asian Region 

Using the 5D World Map System”と題されるGESLプ
ログラムでの研究について発表する機会があった．上
記研究において我々は，5D世界地図アプリケーション
を実証し，地球温暖化を引き起こすGHG排出量と人間
活動の因果関係を分析した．本会議は科学的研究の重
要性を高めたことに加え，気候変動問題の解決に向け
て様々な関係者へ協力に関する注意喚起を促すもので
あった．

In front of the main entrance 
of conference hall

Beautiful scenery from 
UNESCO building.

Open plenary session.

  Workshop

Our Common Future under Climate Change （CFCC） Conference Participation

気候変動下の私たちの共通の将来に関する
国際会議への参加

著者：アハマド ムザファル ビン バハルディン
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Workshop Report on Tackling Climate Change Negotiation, and Global Career at METI

経済産業省における気候変動交渉の取り組みと
グローバルキャリアに関するワークショップ報告

著者：野澤　拓磨　Author: Takuma Nozawa　

Guest speakers: Daisuke Hirota
  （Deputy Director, Oil and Gas Division, Ministry of 

Economy, Trade and Industry） 

Organizer: Takuma Nozawa
 （Graduate School of Science and Technology） 
Place: Keio University, Yagami campus 
Date: Match 3rd 2016 

講演者：廣田　大輔
 　　　　（経済産業省 石油・天然ガス課 課長補佐） 

オーガナイザー：野澤　拓磨（理工学研究科） 

場　所：慶應義塾大学矢上キャンパス
日　時：2016年3月3日 

The effect of climate change is gradually becoming clear; 
it is therefore very important to consider international 
policies concerning a low-carbon society. A framework on 
climate change and a reduction target for CO2 emissions 
was established at the Conference of the Parties （COP）, 
although the negotiations were very difficult because 
of conflicts of interest among the parties. Moreover, 
opinions on the framework of climate change vary among 
companies, even within Japan. Therefore, it was not easy to 
identify the path that Japan should take.
We invited Mr. Hirota, Deputy Director, Oil and Gas 
Division, Ministry of Economy, Trade and Industry （METI） 
to participate in a seminar titled, “Tackling Climate Change 
Negotiation at METI.” He is a political professional in 
nuclear power policies, negotiations on climate change, 
and oil and gas development. From COP14 to COP16, he 
was involved in the design and implementation of the Joint 
Crediting Mechanism （JCM） at the global convention.
“Top-down” and “bottom-up” are the basic approaches 
to formulating and implementing global climate change 
agreements. The top-down approach was promoted by the 
European Union, and the bottom-up approach was strongly 
supported by the United States and China. According to 
Mr. Hirota, their disagreements were caused by their use 
of different economic models. In brief, it is important to 
consider the climate change from an economic perspective. 
At the end of the seminar, Mr. Hirota discussed COP21 so 
that we could gain knowledge about recent negations on 
climate change.

顕在化しつつある気候変動の影響を受けて各国で低炭素社会
が叫ばれる中，国家間でどのような戦略は立てるかは今日にお
けるグローバル社会において非常に重要な課題です．気候変
動に対する枠組みやCO2削減目標は，気候変動枠組条約締結国
会議（COP）にて徐々に制定されつつありますが，近年の条約
交渉では各国の利害関係の衝突から非常に難しい交渉になっ
ています．また，国内においても気候変動への取り組みに対
する各業界の意見は異なっており，国として進むべき方向を
捉えるのは容易ではありません．
今回のGESLセミナーでは，経済産業省の石油・天然ガス課の課
長補佐でおられる廣田様をお招きし，気候変動分野における経
済産業省の取り組みについてお話を頂きました．廣田様は理系の
バックグラウンドをお持ちでありながら，環境・エネルギー分野
の政策プロフェッショナルとして原子力政策や気候変動交渉，石
油・天然ガスの開発政策などに従事されてきました．COP14か
ら16では政府代表団の一員として二国間クレジット制度の設計を
担当され，グローバルレベルでの政策の導入をご経験されました．
気候変動問題に関する条約は，EUが主導するトップダウン型
と，米国や中国が主導するボトムアップ型の2種類に分けられ
ます．廣田様によれば，これらのスタンスの違いはそれぞれ
の国の産業と密接に関わっているといいます．すなわち，そ
れぞれの国の環境政策はその国の産業の利益と直結しており，
経済的な視点から気候変動対策を考えることは重要です．こ
のため，経済産業省としては様々なステークホルダーの情報
を分析し，よりグローバルな視点から日本の産業やビジネス
について考えている様です．また講義の最後には，先日開催
されたCOP21のパリ協定についても触れ，気候変動交渉の最
前線について伺うことが出来ました．

京都議定書についてのプレゼンテーション風景．
Presentation about Kyoto Protocol.

経済産業省についてのプレゼンテーション風景．
Presentation about METI.

廣田様を交えた懇親会の集合写真．
Group photo with Mr. Hirota.
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Workshop for Career-Path Development in International Organizations

国際機関でのキャリアパスに関するワークショップ

Guest speakers: Prof. Hikaru Kobayashi
  （Professor Faculty of Environment and 

Information Studies, Keio University, Graduate 
School of Media and Governance, Japan）

 Prof. Shiori Sasaki 
 （Project Assistant Professor, Keio University, 

Graduate School of Media and Governance, 
Japan）

Place: Paris, France and Geneva, Switzerland
Date:  February 14-20th  2016

講演者：小林光 （環境情報学部教授） 
 佐々木史織 （政策・メディア研究科 特任講師） 

場　所：パリ，フランス・ジュネーブ，スイス
日　時：2016年2月14日-20日

著者： カピタニオ　マルコ　Author: Marco Capitanio　

UN Visit
The main objectives of the workshop were to learn 
about the activities and responsibilities of each of 
the international organizations visited as wel l as 
understanding the skills required to become a successful 
international negotiator. In the course of one week we 
visited IEA, OECD Environment Directorate, UNESCO 
Environment Section and UNEP Industrial Technology 
& Economics Section in Paris, and UNEP Financial 
Initiative and UNEP Chemicals Section in Geneva. We 
had the privilege to meet staff members and section 
leaders of each institution. The meetings started with 
an introduction of the organization’s goals and work, 
followed by an open question and answer session. The 
presentation of examples of career paths and different 
personal stories enhanced our understanding of what 
it means to work at an international organization. 
Such a profession requires strong-mindedness and 
determination. The application process is rather 
competitive, the types of working contracts are often 
not ideal, and one must be ready to move to different 
locations. However, such disadvantages can be viewed 
as challenges and opportunities, namely visiting new 
countries, learning new languages, performing different 
jobs, and meeting new people. An international servant 
and negotiator should be a dedicated person, who 
believes in the UN mission and who is determined to 
work for a better cause. Personal satisfaction and 
reward are derived from the quality of one’s work and 
are key motivations for the people we met.

ワークショップの主な目的は訪問した各国際機関の活動と責
任について知ること，また，どのような能力が優秀な国際交
渉人に必要とされるか学ぶことである.1週間の滞在で，我々は
パリにあるIEA，OECD Environment Directorate，UNESCO 
Environment Section，UNEP Industrial Technology & 
Economics Sectionと，ジュネーブにあるUNEP Financial 
Initiative，UNEP Chemicals Sectionを訪れ，それぞれの部門
長や職員に会うことが出来た．会議は機関の目的や仕事の紹介
から始まり，その後，質疑応答を行った．職員のキャリア例や，
職員各々の話を伺い，国際機関で働く意義について理解を深め
ることが出来た．このような専門職では，強い意志と決断力が
求められる．国際機関で働くためには競争を勝ち抜く必要があ
り，給与や雇用体系は理想的とは言えず，場合によっては遠
い地域へ赴任することになる．しかし一方でこれらの不利益
は，新たな国へ訪れ，新たな言語を習得し，新たな仕事を経験
し，新たな人々に出会う挑戦であり好機であると捉えることが
できる.国際的な公務員や交渉人は，国連の使命を信じ，正義
のために働くことを決意した, 情熱的な人間であるべきである．
個人的な満足や報酬はその仕事の質から得られ，我々が出会っ
た人々はやる気を持ち合わせた人物であった．

Meeting with Mr. Tamaki, Deputy Secretary-General 
of OECDGroup photo at OECD
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