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Prefatory note 
巻頭言

PhD in Media and Governance 
MDBL Lab
政策・メディア研究科卒業

Tatiana Endrjukaite

Major study: 
　Environmental Information 

System
Minor study: 
　Large-Scale Environmental 

System
メジャー研究：環境情報システム
マイナー研究：大規模環境システム

Experience
The three years of my PhD study that I spent in GESL have 
without a doubt been the most fulfilling experience of my 
life to date. GESL is truly an unbeatable opportunity to study 
in a top Japanese university, learning new subjects, getting 
training in an internship, and experiencing new skills gained in 
a research assistant position. The GESL program enables giant 
leaps forward in terms of personal growth and obliges the 
beneficiary to quickly acquire new professional qualities and 
skills that will come in handy in his or her future professional 
career. For all the aforementioned reasons, for all the precious 
moments shared with the inspiring people that I met, for all the 
professional skills I acquired and for countless other reasons, 
I am immensely grateful to have had the privilege and honor 
to participate in this amazing program.

Career path
I am currently working as a data analyst in Latvian company, 
where I am work with big data analysis and am applying the 
knowledge I gained during my PhD study. Moreover, I have 
a great passion for the research that I started in Japan 
and the US, so I have applied for governmental funding for 
independent research to promote my ideas collaboration 
between universities around the world.

私がGESLプログラムで過ごした3年間の後期博士課程での研究
は，これまでの私の人生で最も素晴らしい経験でした．GESL
はプログラムは，新たな科目群，国際トレーニング，リサーチ
アシスタントをしながら得た新しいスキルを実感しながら，日
本の最高の大学で勉強する絶好の機会です．GESLプログラム
では，個人の成長という点で巨大な飛躍をもたらすだけでなく，
将来の専門家としてのキャリアのために役立つ専門家としての
新たな質と技術を迅速に獲得することを義務づけています．前
述のすべての理由から，私が会った印象的な人々と共有された
すべての貴重な瞬間，私が獲得したすべての専門的技術と他の
多くの理由のために，私はこの素晴らしいGESLプログラムに
参加する権利と名誉を得たことを非常に感謝しています．
現在，私はラトビアの企業のデータアナリストとして勤務して
います．ここでは，ビッグデータ分析を行い，博士課程の研究
で得られた知識を適用しています．また，私は日本と米国で始
めたこれまでの研究を続けていくことに大きな情熱を持ってい
ます．この考えを促進し，世界中の大学間で協力するために，
私は独立した研究のための政府資金を申請しました．
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Graduate School of Media and Governance
Kanie Laboratory
Major study: Governance, International Relations 
and Institutional Learning
Minor study: Big Data 
政策・メディア研究科　博士1年
蟹江研究室
メジャー研究：ガバナンス，国際関係および制度学習
マイナー研究：ビッグデータ

ALIZAN MAHADI
アリザン　マハディ

VISION I worked as a fellow of a public policy think tank in 
Malaysia, and I intend to further arm myself with the expertise and 
knowledge that can enable me to “speak truth to power” by brokering 
policy. Ultimately, I aim to contribute to the elevation of the role of 
science, knowledge, and learning in decision-making in all parts of society 
by constructing discourse toward a sustainable future. 
以前はマレーシアの公共政策シンクタンクで研究員として働いていまし
たが，仲介政策によって「真実を語る」ことができる専門知識をさらに身
につけることを目指しています． 最終的には，持続可能な未来に向かう
談話を構築することで，社会のあらゆる場面において，科学，知識，学
びの役割を多様化させることに貢献することを目指します．

MISSION My major research is intended to achieve 
the above vision is to assess the role of learning in implementing 
sustainable development at the nat ional level . Ut i l iz ing the 
opportunity to empirically study the implementation of the United 
Nation’s Sustainable Development Goals (SDGs) in the 2030 Global 
Development Agenda and assessing the process of how public and 
social institutions implement this complex challenge will allow me to 
form recommendations on how learning and expert knowledge can 
be institutionalized. My minor research focuses on assessing the 
utilization of big data as usable knowledge in monitoring the SDGs.
メジャー研究において上記のビジョンを達成するためには，持続可能な発
展を国家レベルで実施する上での学習の役割を評価することです． 国連
の持続可能な発展目標（SDGs）の実施を経験として2030年グローバル開
発のアジェンダとして研究する機会を利用し，公的機関と社会機関がこの
複雑な課題をどのように実施するかのプロセスを評価することは，学習と
専門知識がどのように制度化できるかについてどうするのが良いのかを教
えてくれます．マイナー研究では，ビッグデータの利用をSDGのモニタリ
ングに使用可能な知識として評価することに重点を置いて進めています．

Introduction of new

学生紹介（2016年度10月新入生）
students

DOCTORAL 
COURSE 

STUDENTS
博士課程
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Graduate School of Media and Governance
Kobayashi Laboratory
Major study: Urban Potential of Extremely High 
Skyscrapers - Extra High Residential High-Rise: 
Beyond the Modernist Glass Tower
Minor study: Comparative architectural study of 
diverse vernacular living conditions within Japan.
政策・メディア研究科　博士1年
小林研究室
メジャー研究：超高層住宅の都市における潜在性
マイナー研究：日本の多様な土地特有の生活環境の建築
学的な比較研究

Radovic Vuk
ラドヴッチ　ヴック

VISION As a career professional working in the field of 
architecture and urban design, with a specialization in high-rise building 
typologies, my research will contribute to a more environmentally 
sustainable building of the future. Ultimately, my hypothesis is that 
through rethinking of the modernist glass tower as the sole de facto 
supertall building, global CO2 emissions (through reductions in heating 
and cooling) and our material footprint can be reduced.
高層建築の類型化を専門とする建築と都市デザインの分野で活躍する
キャリア・プロフェッショナルとして，将来のより環境的に持続可能な
ビルディングに貢献することが目標です．最終的に，現代主義的なガラ
スタワーを事実上単一な超高層ビルとして考え直すことによって，（暖房
と冷房の削減による）世界的なCO2排出量と物質のフットプリントも削減
できるというのが私の仮説です．

 Through my major research, I have been given 
the opportunity to have contact and collaborate with professionals, 
academics, and government officials within the fields of architecture, 
planning, and governance. By working closely with people in these 
fields, I am able to directly influence the production of urban space 
and place my agenda at the forefront of urban thought. My minor 
research, as the antithesis to my major research, specifically focuses 
on the local scale of architecture within the Japanese archipelago by 
juxtaposing vernacular forms of the north to the south.
メジャー研究を通じて，建築，計画，ガバナンスの分野の専門家，学
者，政府関係者に触れ，協力する機会が得られます．上記の分野で「現場
の人々」と密接に協力することにで，都市空間の創造に直接働きかけ，さ
らには自分の考える検討課題を都市思想の最前線に置くことができます．
メジャー研究とは対照的に，私のマイナーな研究では，北から南の土地
形態を並置することで，日本列島内の地域規模の建築に特に焦点を当てます．

MISSION

Introduction of new  students

MASTERS 
COURSE 

STUDENTS
修士課程
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Graduate School of Science and Technology
Ando Laboratory
Major study : Spintronics
Minor study : Environmental policy
理工学研究科　修士1年
安藤研究室
メジャー研究：スピントロニクス
マイナー研究：環境政策

Satoshi Haku
白　怜士

VISION Environmental issues are related to not only 
science but also are deeply bound up with society. We need 
knowledge of scientific and social solutions to deal with these issues. 
I intend to realize energy-saving devices in the field of spintronics 
as my major study and learn laws or methods for environmental 
problems to become someone who can think comprehensively.
環境問題は科学だけなく社会の動きと密接に関わりあっている複合的な
問題です．つまり今起きている環境問題に対して取り組むためには科学
の素養だけでなく社会的に課題を解決できる力が必要です．そのため私
は，主専攻であるスピントロニクスの分野で環境負荷の小さなデバイス
の実現を目指すだけでなく，実際に国や企業ができるアプローチや施行
されている法律などを学ぶことでその問題を俯瞰的に考えられる人材を
目標とします．

MISSION The memory used for arithmetical processing 
today requires constant electr ic power, because these are 
nonvolatile memories, which cannot store  data without electricity. 
However, spintronic elements enable us to maintain volati le 
memories by means of a magnetic property（spin）of electrons. I 
intend to study present conditions in and counter-measures against 
energy consumption problems as my minor study. As stated above, I 
will challenge myself to solve environmental issues in energy.
現在演算処理に使われているメモリは電気を切るとデータが消える揮発
性メモリのため常に電力を供給し続ける必要があります．しかしスピン
トロニクス素子は電子の磁気的性質（スピン）を利用し不揮発性メモリを
可能とします．以上をメジャー研究として省エネデバイスの実現を目指
します．またマイナー研究ではエネルギー消費についての現状や対策を
学びたいと考えています．以上を複合的に学びエネルギーの面から環境
問題の解決に取り組みます．

Graduate School of Media and Governance
Tokuda Laboratory
Major study: Sensing Human’s Attention for 
Ubiquitous Computing
Minor study: Urban Engineering
政策・メディア研究科　修士1年
徳田研究室
メジャー研究 : ユビキタスコンピューティングのための
人間のアテンション検知
マイナー研究 : 都市工学

VISION Many people use computing devices on a daily 
basis and obtain huge amounts of information. By providing 
useful information to users at appropriate times, we can promote 
their behavioral changes to solve a variety of problems, including 
environmental ones. My vision is of making a better society for 
humankind by sensing the state of human, city, and the earth 
using the ubiquitous computing technology.
近年，多くの人々が日常的にコンピューティングデバイスを利用して
おり，膨大な量の情報に触れています．適切なタイミングで有益な
情報を人間に提供することで，環境問題をはじめとする様々な問題を
解決するために必要なユーザの行動変容を促進することが可能である
と考えられます．ユビキタスコンピューティング技術を使って人や街，
地球の状態をセンシングし，人類にとってよりよい社会を築くために
貢献していきたいです．

My mission is to eliminate the distraction of 
the attention of users from excessive notifications by computing 
devices or interruption at inappropriate times. I would like to 
accumulate information on human attention and emotions and 
make them available to researchers all over the world to create 
and implement a variety of collaborations.
私のミッションは，コンピューティングデバイスからの過剰な通知や
不適切なタイミングでの割り込みによる，ユーザの注意の散漫を解消
することです．また，人間のアテンションや感情に関する情報を蓄積
し，世界中の研究者へ公開することで様々なコラボレーションを実現
させていきたいです．

MISSION

Mikio Obuchi
小渕　幹夫
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International training reports 国際トレーニング成果報告

Maisoon Shaheen received Master of International Development 
from the International University of Japan IUJ, and B.A in 
Architecture Engineering from Yarmouk University in Jordan. 
Currently she researches the different approaches of applying 
integrative knowledge into higher education, under the 
supervision of Professor Atsushi Okuda, SFC, Keio University.

日本国際大学IUJで国際開発の修士号，ヨルダンのヤーマック大
学で建築工学の学士を取得．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，統合的知識を高等教育に
適用するための様々なアプローチに関する研究を行っている．

Profile プロフィール

Time period: Dec. 19th, 2015 - May. 3rd, 2016
Place: Alliance of Civilization Institute（ACI）, Fatih Sultan 

Mehmet Vakif University, Istanbul-Turkey. International 
Institute of Islamic Thought（IIIT）, Amman-Jordan.

実施期間：2015月12月19日～2016年5月3日
実地場所：Alliance of Civilization Institute（ACI）, Fatih Sultan 

Mehmet Vakif University, Istanbul-Turkey. International 
Institute of Islamic Thought （IIIT）, Amman-Jordan

Integrating community-based knowledge in education: A case study of group 
institutes İSM, İSAR, and EDEP in Istanbul, Turkey and Amman, Jordan.

教育分野における
地域密着型の知識統合に関するケーススタディ

Maisoon S. Shaheen, Graduate School of Media and Governance, Doctoral course 3rd grade
マイスーン シャヒーン，政策・メディア研究科，博士課程3年

My research explored the experience of integrating community-
based knowledge in higher education, with special focus on 
architectural practices. It involved closely examining ongoing 
Turkish experience that goes in parallel with mainstream education 
through three acting institutions in Turkey, İSM, İSAR, and EDEP, 
which are supported by the Islamic endowments, or waqf.
Through the of the Alliance of Civilization Institute, ACI, in Istanbul, I 
was able to closely examine the civic initiative of parallel education. 
This examination was conducted through observation and holding 
fruitful meetings with stakeholders; founders, officials, teachers, 
researchers, students, and locals. 
Constructive interviews then were continued in related institutes 
in Amman, Jordan. I had meetings with public figures, Islamic 
scholars, and faculty members of architecture departments at 
several universities both public and private, obtaining general views 
on the educational system adopted in architecture and examining 
what these entities consider community-based knowledge in 
teaching architecture.
Thanks to this, I developed a solid professional network with 
academics of diverse backgrounds and at different positions at 
several universities, with whom I had valuable exchange of views 
and perspectives in the field of my research.

本研究では高度教育での地域密着型の知識統合に関して，特に建築
分野に着目し調査を行った．調査はトルコのイスラム慈善団体のワ
クフによる支援を受けた3つの機関（İSM，İSARとEDEP）における
主流の教育とパラレルな関係にあるトルコの情勢を精査する形で進
められた．イスタンブルの文明同盟を通じ，パラレル教育における
市民の主導権について精査する良い機会を得ることができた．調査
では創設者，官庁職員，教員，研究員，生徒，地元民といったステー
クホルダーとの実り多い会合への参加や観察を行った．その後，ヨ
ルダン・アンマンの関連機関を対象とした構造的インタビューを続
けた．私は公人，イスラム教徒，公立・私立問わず複数の大学の建
築学部の構成員を対象とした会合を拡大し，建築分野で採用された
教育システムに関する一般的な見解の獲得と，これらの機関が建築
の指導における地域密着型の知識をどの程度考慮しているかを把握
することを目指した．この機会を通じ，私は研究分野での貴重な見
解や視点を交換することができ，様々な背景や異なる立場の学識者
と，専門に関して密なネットワークを構築することができた．
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Cell agglomeration in the wells of a 24-well plate using acoustic streaming

24ウェルプレートに照射した音響流による
細胞塊の生成

Yuta Kurashina, Graduate School of Science and Technology, Doctoral course 3rd grade
倉科 佑太，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

Time period: Apr. 11th, 2015 - Oct. 5th, 2015
Place: University of California, San Diego, CA, USA
Supervisor: Dr. James Friend

実施期間：2015月4月11日～2015年10月5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：James Friend教授

Yuta Kurashina received Master of Science and Technology 
in 2014, and B.A in Science and Technology in 2012 from 
Keio University. He is a Ph.D candidate researching on the 
fabrication of cell culture device which is based bioengineering 
and ultrasonic vibration under the supervision of Professor 
Kenjiro Takemura in Keio University.

Profile
2012年慶應義塾大学理工学部学士，2014年同大学大学院理工
学研究科修士を取得．現在慶應義塾大学大学院理工学研究科に
て竹村研治郎教授のもと，バイオエンジニアリングと超音波振
動技術を用いた細胞培養デバイスの開発に関する研究を行って
いる．

プロフィール

Cell agglomeration is essential both to the success of drug 
testing and to the development of tissue engineering. Acoustic 
streaming is known to manipulate particles in microfluidic devices, 
but the concentration of particles or cells in individual wells has 
never been shown, principally due to the drag present along the 
periphery of the fluid in such a well. Here I focused on a MHz-order 
acoustic wave, which is used to generate acoustic streaming, in 
the wells of a 24-well plate to drive particle and cell agglomeration. 
I studied cell agglomeration employing acoustic streaming at the 
James Friend laboratory of the Department of Mechanical and 
Aerospace Engineering at the University of California, San Diego 
(UCSD). I obtained the result that particles with a diameter of 45 
μm agglomerated into a suspended pellet under exposure to 
2.134 MHz acoustic waves at 1.5 W in 30 s. Additionally, BT-474 
cells also agglomerated as adherent masses at the center of the 
bottom of the wells of tissue culture treated 24-well plates. After I 
switched to low-cell-binding 24-well plates, the BT-474 cells formed 
suspended agglomerations that appeared to be spheroids, fully 
fifteen times larger than any cell agglomerates without acoustic 
streaming. In either case, the viability and proliferation of the cells 
were maintained despite acoustic irradiation and streaming. We 
have published a journal paper and obtained an American patent 
for this technique.

細胞塊の生成はがん化モデルや腎臓の再建などの創薬研究や再生医
療の成功に重要な技術である．音響流は粒子を集積する技術として
知られているが，ウェルの壁面が干渉することでこれまでの先行研
究では粒子や細胞をウェルの中に集積することは困難であったが，
本インターンシップでは，細胞塊を生成する方法としてMHz帯の超
音波から発生する音響流に着目し，24ウェルプレート内に粒子や
細胞を集積することに成功した．本研究は，カルフォルニア大学サ
ンディエゴ（UCSD）機械・航空宇宙工学科のジェームズ・フレンド
研究室で行った．具体的には，はじめに周波数2.134MHz，電力1.5 
W，照射時間30秒で音響流を照射することでウェル内に45µmの粒
子を集積できることを確認した．加えて，BT-4774細胞も粒子と同
様に集積でき，ウェルの中央部分に集積して接着していることを確
認した．さらに，低接着用ウェルプレートを用いて音響流を照射す
ることでコントロール群と比較しておよそ15倍もの大きさの細胞
塊を形成できることを確かめた．さらに，いずれの場合においても
細胞塊を形成する細胞の活性や増殖性は維持されることを確かめた．
以上のことから，本インターンシップを通じて，24ウェルプレー
ト内で音響流を用いて細胞を集積することを可能とし，細胞を損傷
することなく大きなサイズの細胞塊を形成可能であることを明らか
とした．これらの内容は，国際共著論文として発表し，米国での特
許を取得した．UCSDでのインターンシップという機会を頂けたこ
とに対し，すべての関係者に心より感謝申し上げる．
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The experience of vibration-related research and development operations 
including the vibration experiments using high-rise buildings

超高層建物の振動実験及び振動に関する
研究開発業務の実務経験

Yu Suzuki, Graduate School of Science and Technology, Doctoral course 3rd grade
鈴木 悠，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

I had three-month internship at Takenaka Research & Development 
Institute, which is at the top level of the architecture field in Japan. 
During this internship, I was involved in a series of excitation 
experiment operations, installing a sensor on a building, shaking the 
building, and estimating the values of the basic physical properties 
of the building by analyzing the measured data. The object of 
this experiment was a high-rise building with a rare structure. It 
was a very fresh experience for me to have the chance to work 
together with a wide variety of people involved in construction, 
such as designers, builders, and construction craftsmen. During 
my internship, I experienced the difficulty and the interest of a 
building experiment. 
In addition to the experiment, I was able to perform valuable analysis 
operations that I had never experienced at the university, and in 
a voluntary seminar, I received feedback on my research from 
members belonging to the same research group. I was able to 
spend productive time in the laboratory. I am studying technology 
to quantitatively evaluate the health of structures （structural 
health monitoring）in Keio University. The basic values of physical 
properties obtained by analyzing the observed data in the building 
are important indicators for estimate damage to buildings. I hope 
that this experience will help me in my research life to come.

私は3か月にわたり，建築分野における国内最高水準の研究機関
の一つである竹中技術研究所でインターンシップを行った．本イ
ンターンシップでは，実際の建築物にセンサを設置し，建物を加
振，測定されたデータを解析して建物の基本的な物性値を推定する
といった，加振実験の一連の実務を経験した．実験は珍しい構造を
持つ竣工直前の超高層建物を対象に実施した．超高層建築物を対象
とした実験は規模が大きいため簡単にできるものではなく，実建物
を用いた実験に参加した経験のない私にとって貴重な経験となった．
実験では強風などの外乱を受けたり，センサの近くで行われた工事
などの振動が計測結果に混入してしまったり，またそれ以外にも想
定外の事態が様々に発生し，実建物を対象とした実験ならではの難
しさを体感することができた．また現場において，設計者や施工者，
職人といった建築に関わる多種多様な人と接する機会を持つことが
出来たことはとても新鮮であり，実務ならではの面白さも感じるこ
とができた．特に，設計者には数日間の実験を共にしていただく中
で，建築の研究の役割について考え直すきっかけもいただいた．
実験以外では，大学で行ったことのない解析を経験し，自主ゼミで
は自身の研究に対して所属した研究グループの方々から意見を頂戴
し，有意義な時間を過ごすことができた．私は大学で，構造物の健
全性を定量的に評価する技術（＝構造ヘルスモニタリング）に関する
研究に取り組んでいるが，建物で観測されるデータを解析して得ら
れる基本的な物理特性値は建物の損傷評価を行う上で重要な指標と
なる．この経験を，今後の自身の研究生活にも役立てていきたいと
考えている．

Time piriod: Dec. 14th 2015 - Mar. 18th 2016
Place: Takenaka Research & Development Institute
Supervisor: Mr. Takayuki Sone

実施期間：2015年12月14日～2015年3月18日
実施場所：竹中技術研究所
訪問先指導教員：曽根孝行

Yu Suzuki received the M.Eng. Degree in 2014 from Keio 
University. He is a Ph.D candidate researching on the structural 
health monitoring for buildings under the supervision of Prof. 
Akira Mita in Keio University.

Profile プロフィール

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建築物
の構造ヘルスモニタリングの研究を行っている．
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Livability factors in international design projects

国際的な設計プロジェクトにおける
居住適合性の要因

Marco Capitanio, Graduate School of Science and Technology, Doctoral course, 2nd grade
マルコ カピタニオ，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 spent the first half of my GESL international training at Nikken 
Sekkei, a leading Japanese architecture and planning company. 
It develops national and international projects at different scales, 
offering a full range of services, spanning engineering, architecture, 
urban design, and planning.
The main aim of the training was to investigate the following 
questions:
・How is the notion of livability implemented in concrete design 
projects?
・What are the concrete contributions of the architect/urban 
designer to the livability of a place/project?
・How do the academic and non-academic worlds relate to each 
other?
Direct involvement in two design projects（a residential and 
hotel high-rise building in Jeddah, Saudi Arabia and a mixed-use 
development in Gurgaon, India）brought me the chance to explore 
the above questions. I had the opportunity of being involved 
both in the preliminary and detailed design phases of current 
projects at Nikken Sekkei, while receiving training on specific 
software（Rhinoceros and Grasshopper）which I plan to use 
for the case-study analysis in my major research for GESL. This 

software, in fact, is useful for 
design purposes and form-
finding, producing many 
instant variations that can be 
quickly compared, and it is 
versatile enough to be used 
as an analytical tool at various 
scales（from the building to 
the city）.
My training at Nikken Sekkei 
was a great experience for 
bridging the gap between the 
academic world and practice, 
representing a major step on 
my career path.

私はGESL国際トレーニングの始めの半分の期間を日建設計で過ご
しました．日建設計は，日本における設計と計画をリードする会社
です．そこでは国家的なプロジェクトだけでなく，国際的なプロジェ
クトを異なる規模で進め，エンジニアリングから建築，都市設計か
ら計画まで幅広くサービスを提供しています．このトレーニングに
おける主な狙いは以下の疑問について調査をするためでした．
･ 具体的な設計プロジェクトでは，住居の概念はどのように実装さ

れているのか．
･ 建築家／都市デザイナーが場所／プロジェクトの居住性にどのよ

うな貢献をしているのか．
･ 学問と非学問の世界はどのように関係しているのか．
2つの設計プロジェクト（サウジアラビアのジッダにある住宅とホ
テルの高層ビル，インドのグルガオンでの複合使用開発）に直接関
与することは，上記の質問を探るチャンスでした． 私は日建設計
の現在のプロジェクトの予備段階と詳細設計段階の両方に関与し，
GESL専攻研究のケーススタディ分析に使用する特定のソフトウェ
ア（Rhinoceros and Grasshopper）のトレーニングを受けました． 
このようなソフトウェアは，実際には，設計目的や形態発見に役立
つだけでなく，すぐに比較できる多くの瞬間的なバリエーションを
生み出しますが，さま
ざまなスケール（建物
から都市まで）で分析
ツールとして使用でき
るほど多用途です ．
日建設計の国際研修は，
私のキャリアパスにお
ける主要な要素を表す，
学問と実践のギャップ
を埋める素晴らしい経
験でした．

Marco Capitanio is a Ph.D. candidate at co+labo radović. He 
received M.Sc. in Urban Design and M.Arch in 2012 from TU 
Berlin（DE）and（CN）respectively, and B.Sc. in Architecture 
from Mendrisio Academy of Architecture（CH）. His current 
research, under the supervision of Prof. Darko Radović, focuses 
on the liveability of the built environment at the neighborhood 
scale, with specific emphasis on machizukuri practices and 
uses of green/public space.

Profile

Time period: Apr. 1st, 2016 - Aug. 31st, 2016
Place: Nikken Sekkei Ltd., Japan
Supervisor: Mr. Sakurai Shohei

実施期間：2016年4月1日～2016年8月31日
実施場所：日建設計
訪問先指導教員：櫻井翔平

プロフィール

ラトビッチ研究室，co+laboにおける博士学生．都市デザインに
て理学修士と建築修士をオランダ，ベルリン工科大学，また中
国の同済大学にてそれぞれ取得．建築学士をメンドリシオアカ
デミーにて取得．現在はダルコ ラトビッチ教授の指導の下，隣
接した環境下における居住適合性を，“まちづくり”の先行例を用
いつつ，緑化と公共空間への利用を学んでいる．
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Micro valve using standing wave

定在波を用いたマイクロバルブ

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

I have finished my three-month visiting study at Prof. James 
Friend’s group at the University of California, San Diego (UCSD). 
My research theme was the creation of a micro valve using a 
standing wave. Lab on a chip technology, with combined chemical 
and biological experiments, has attracted high attention. Using 
such a chip we can save chemicals. For the use of this technology 
in practice, a technology-manipulating micro/nano-order liquid is 
required, and micro-valve technology was actively studied. 
In our project, we used standing waves to manipulate a small 
particle on a chip, such that the particle works as a micro valve. 
Employing a piezoelectric plate as a transducer, we designed a 
small lab on a chip. In this internship, we calculated the wavelength 
of the standing wave and fabricated the transducer vibration at 
the needed frequencies. Further, we trapped the particle at the 
node position of the standing wave.
There were few students at Prof. Friend’s lab, so I was able to have 
great discussion with Prof. Friend, who is a specialist in vibration. 
In Japan, I study bioengineering and do not have enough time to 
study vibration, so this was very good opportunity for me. UCSD is 
well known for bioengineering, and I was able to have discussions 
with bioengineering researchers on my major research.
In short, in addition to the research theme, I obtained useful 
knowledge on standing waves and bioengineering for my major 
research. This internship was very beneficial for me.

私は，米国のカリフォルニア大学サンディエゴ校において指導教員
であるJames Friend教授のもとで，3ヶ月間，定在波を用いたマイ
クロバルブの開発に関する研究を行いました．近年，ラボオンアチッ
プテクノロジーという，小さなチップ上で実験を行える技術に注目
が集まっております．本来，多くの薬品を用いて研究室規模で行っ
ていた実験を小さなチップ上で行うことで場所や薬品を節約できる
と考えられております．この技術を実用化するためには，微少量の
液体を操作する技術が必要です．このための技術として，マイクロ
バルブの研究が盛んに行われています．本研究では，超音波の反射
によって生成した定在波の圧力の節に物体を補足するマイクロバル
ブを製作します．超音波を照射する振動子に圧電素子を使用するこ
とで，小型のラボオンアチップの製作に資すると考えられます．イ
ンターンシップを終えるまでに，デバイスで使用する超音波の波長
を計算し，定在波を生成するための振動数で駆動する振動子を設計，
製作しました．さらに振動子の振動形状を測定し，実際に微粒子が
定在波の音圧の節に補足することを確認しました．
James Friend教授の研究室は教授との距離も近く，頻繁に議論する
ことができました．普段はバイオエンジニアリング系のことを中心に
学んでいる私にとって，超音波の知識を多く吸収できたことは大き
な収穫であり，これらの知識が現在の研究の役に立っています．さ
らに，カリフォルニア大学サンディエゴ校はバイオエンジニアリン
グ関連の研究が盛んに行われており，バイオエンジニアリング関連
の研究者とも議論する機会があり，非常に有益な3ヶ月となりました．

Time period: Apr. 10th, 2016 - Jul. 4th, 2016
Place: University of California, San Diego, CA, USA
Supervisor: Prof. James Friend

実施期間：2016月4月10日～2016年7月4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：James Friend教授

Chikahiro Imashiro, Graduate school of science and technology, Master course 2nd grade 
今城哉裕，理工学研究科，修士課程2年

Chikahiro Imashiro received the B. Eng. Degree in 2015 from 
Keio University. He is a master course student under the 
supervision of Assoc. Prof. Kenjiro Takemura in Keio University. 

Profile プロフィール

2015年慶應義塾大学理工学部学士を取得．現在慶應義塾大学大
学院理工学研究科にて竹村研治郎准教授のもと，超音波を用い
た細胞組織の生成に関する研究を行っている．
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Development of a plasma fluid code and coastal observations on the Baltic Sea

プラズマ流体コードの基盤構築
およびバルト海沿岸調査

Ryoko Tatsumi, Graduate School of Science and Technology, Master course 2nd grade
巽　瞭子, 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 trained at University of Greifswald in Germany with the two 
focuses below.
The major focus was code development for nuclear fusion reactors. 
The enormous amount of heat/particle load on divertor plates, which 
form part of fusion reactors’ walls, have been one of the greatest 
obstacles to power generation by nuclear fusion, my ultimate goal. 
To tackle this issue, I tried to construct a code for a 3D plasma 
fluid; a new code could improve the parameter survey intended to 
reduce the load. During the training, I succeeded in obtaining a 1D 
basement of the 3D plasma fluid code, under supervision of Prof. Dr. 
Schneider, my international supervisor, and Dr. Runov, a researcher 
at the Max Plank Institute. Since our discussions concluded with a 
denial of the effectiveness of our previous Monte Carlo scheme 
for solving convection-dominant problems, we developed a new 
Lagrange scheme. The replacement of the scheme enabled me to 
create the 1D basement of the 3D plasma fluid code.
The other focus was my minor research, coastal observation 
on the Baltic Sea. Obtaining the basic idea of coastal erosion/
deposition from Dr. Wenyan Chang, a researcher at Helmholtz-
Zentrum Geesthachtfield, I conducted field work on the southern 
coast of the Baltic Sea. There I observed the local effects of 
coastal protection and features of the sediments, which will be 
the scientific base of my minor research.
In addition to the unusually large amount of progress in both 
focuses, I developed one important attitude required of me 
as a researcher: more detailed and logical preparation makes 
discussions more meaningful.

私はドイツのグライフスバルト大学
にて以下の2点に焦点を当てて国際ト
レーニングにあたった．
最も重要な課題は核融合炉のための
コード作成であった．私の最大の目標
である核融合発電の実現には，核融合
炉壁の一部であるダイバータ板にかか
る甚大な熱・粒子負荷が最大の障害と
なる．現在私はその障害の解決に向け
て三次元プラズマ流体コードの開発に
取り組んできた．この取り組みにより
熱負荷低減のためのパラメータの提言
が期待される．本トレーニング期間に
おいて，訪問先指導教員であるシュナイダー教授・マックスプランク
プラズマ物理研究所のルノフ博士の元で，三次元プラズマ流体コード
のもととなる一次元コードの基盤を取得することに成功した．指導教
員らとの議論を通して，従来の流体モンテカルロ法が対流支配問題に
おいては有効でないことが明らかとなったため，私たちは新たにラグ
ランジュ法に着目して開発を進めた．このラグランジュ法の採用によ
り，先に述べた今後の三次元プラズマ流体コードに向けた一次元コー
ドの基盤を得ることが可能となった．
二つめの課題は，副専攻研究の一環であるバルト海における沿岸調
査である．ウェンヤン博士を訪問し沿岸侵食／堆積に関する基本的な
考え方を学んだのち，バルト海南沿岸部にてフィールドワークを行っ

た．フィールドワークでは沿
岸保護策による局所的影響や
沿岸の砂の性質の観察を行っ
た．副専攻研究を進めるに当
たっての科学的な基盤を得た．
両者において普段得られない
進捗が得られただけではなく，
今後私に必要とされる研究者
としての姿勢，より有意義な
議論をするにはより入念で論
理的な準備が必要である，と
いうことを学ぶことができた．

Time period: May. 16th, 2016 - Aug. 19th, 2016
Place: Ernst Moritz Arndt University of Greifswald, Greifswald, 

Germany
Supervisor: Prof. Dr. Ralf Schneider

実施期間：2016月5月16日～2016年8月19日
実施場所：グライフスバルト大学
訪問先指導教員：Ralf Schneider教授

Tatsumi received Bachelor of Faculty of Science and Technology 
in 2014. She is researching on the plasma fluid code aiming 
at realization of nuclear fusion power generation under the 
supervision of Professor Akiyoshi Hatayama in Keio University.

Profile プロフィール

2014年慶應義塾大学理工学部学士を取得．現在慶應義塾大学大
学院理工学研究科にて畑山明聖教授のもと，核融合プラズマ流
体シミュレーションコードの開発に関する研究を行っている．
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Study of the relationship of the indoor thermal environment and the physical 
performance of older people 

冬季の住宅内温熱環境と
高齢者の身体機能に関する研究

Yukie Hayashi, Graduate School of Science and Technology, Master course 2nd grade
林　侑江，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

As the aging society becomes a global issue, the importance 
of health maintenance and enhancement further increases, 
from the point of view of reducing care and medical expenses. 
Related to these issues, the effects of the housing environment 
on residents’ health has attracted attention. CASE (Centre for 
Ageing and Supportive Environments) at Lund University is a 
research organization promoting studies of housing environments 
and older people’s health, based on knowledge of physical and 
occupational therapies. In this international training, I analyzed the 
relationship between the physical performance of older people 
and cold indoor environments in winter under the supervision of 
Associate Professor Agneta Malmgren Fänge.
Experiments have shown that exposure to cold environments 
makes muscles weaker. As this evidence is limited to short-term 
effects, I examined long-term effects of a cold indoor environment. 
I found that older people living in warm houses tended to have 
less deterioration in their physical performance in winter than 
those in cold houses.
I installed the thermometers in Swedish houses to measure 
temperature and humidity. These data will be collected throughout 
the year and makes it possible to do a comparative analysis of 
Swedish and Japanese housing.
Discussions with the researchers in CASE gave me much knowledge 
of older people’s physical characteristics, which could not be gained 
in engineering study. I am grateful for the invaluable experience 
I obtained from this training. 

先進国を中心として高齢化に伴う問題が世界中で表出しており，医
療介護費抑制等の観点から健康の維持増進はますます重要性を高
めている．その中で，近年住環境が居住者の健康に及ぼす影響に注
目が集まっている．ルンド大学のCASE（Centre for Ageing and 
Supportive Environment）は，作業療法や理学療法の観点から高齢
者を取りまく住環境に関して様々な研究を推進しており，今回のイン
ターンシップではAgneta Malmgren Fänge教授の指導の元で高齢者
の身体機能と冬季の住宅内温熱環境の関係性に関して分析を進めた．
寒冷環境下では筋力が弱くなることが既往の実験的研究から明らか
にされつつあるが，これはあくまでも短時間曝露による短期間の影
響についてのみ言及されるものである．そこで今回は，寒冷な住環
境に長らく住み続けることで，高齢期の筋力やその他身体機能にど
のような影響があるかを検討した．結果，温暖な住宅の居住者は寒
冷な住宅と比較して冬季の筋力低下が抑制される傾向にあることを
示すことができた．
また，今回のインターンシップ期間中にはスウェーデンの高齢者の
住宅の室内温熱環境の実態を調査するための温湿度計の実装も行っ
た．これから約1年間かけてデータを収集し，将来的にはスウェー
デンと日本の住宅内環境の比較分析などが可能になる予定である．
CASEの研究者らと議論する中で，工学的立場で研究を進めるだけ
では気づき得なかった高齢者の身体機能の特性など，多くを学ぶこ
とができた．現在は本インターンシップで分析した成果を共著論文
化すべく執筆作業を進めている．CASEでのインターンシップとい
う素晴らしい機会を頂戴できたことに対し，すべての関係者に心よ
り感謝申し上げる．

Time period: Apr. 17th, 2016 - May. 31st, 2016
Place: CASE, Lund University, Sweden
Supervisor: Agneta Malmgren Fänge

実施期間：2016年4月17日～2016年5月31日
実施場所：CASE，ルンド大学，スウェーデン
訪問先指導教員：Agneta Malmgren Fänge教授

Profile プロフィール

Yukie Hayashi received her B. Eng. Degree in 2015 from Keio 
University, Yokohama, Japan. She is a Master student studying 
architectural indoor environment and health, under the supervision 
of Professor Toshiharu Ikaga in Keio University.

2015年慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科で学士（工
学）を取得．同年，同大学大学院修士課程に進学し，伊香賀俊治
教授の指導のもとで建築環境工学を軸として住環境と健康に関す
る研究を行っている．
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Combustion characteristics and the development of vegetable oils in Indonesia 

植物油の燃焼特性と
インドネシアにおけるその普及状況

Masaki Yamaguchi, Graduate School of Science and Technology, Master course 2nd grade
山口雅己，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

Biofuel is expected to become a fuel that is a full alternative to 
petroleum. In Indonesia in particular, vegetable oils are being 
transformed into biodiesel fuel, and several sorts of it are mixed 
into conventional diesel fuel. Biodiesel is already being promoted 
and can be easily found in gas stations. However, it is necessary 
to elucidate the basic combustion characteristics of vegetable oils 
for their use in devices such as engines. Additionally, vegetable 
oils for biofuel are related to food crisis issues. Therefore, the 
balance between edible and inedible oil plantations is important. 
I investigated the combustion characteristics of vegetable oils 
at Brawijaya University and conducted fieldwork on a plantation 
in Balittas Malang, which is under the Indonesian Ministry of 
Agriculture. I found that the flame speeds of crude vegetable 
oils are smaller than those of conventional fuels and the flame 
phenomena of crude oils are unstable. To resolve these problems, 
we transformed the molecular structure of crude oils. Consequently, 
we realized that their flame speeds are similar to conventional 
fuels and the flame become more stable. At the same time, I 
investigated increasing the plantation and developing the process 
of obtaining biodiesel from vegetable oils through fieldwork. At 
the end of the training, Prof. Ueda, the coordinator of the GESL 
program, visited Brawijaya University, and we held a workshop 
to help build relationship between Keio and Brawijaya for GESL 
cooperation. I have presented these results of international training 
at the 36th International Symposium on Combustion and an 
international joint research program is now under construction. 

バイオ燃料は石油などの枯渇資源にとって変わる代替エネルギー源
として期待がされている．特にインドネシアでは植物油を主として
バイオ燃料が生成されており，すでに従来のディーゼル燃料に数％
の植物油を加えたバイオディーゼル燃料が一般のガソリンスタンド
にも普及し始めている．しかし今後のさらなる利用拡大に向けては，
植物油の燃焼特性を踏まえた上でエンジン等の装置を設計していく
必要があるが，植物油の基本的な燃焼特性は未だに明らかにされて
いない．また，油は食用植物又は非食用植物から採取され，これら
のプランテーションのバランスは食糧問題を考える上でも重要であ
る．そこで本国際トレーニングでは植物油の燃焼特性をブラウィジャ
ヤ大学機械工学科，植物油の普及状況に関するフィールドワークを
インドネシア農林省管轄組織であるバリタス・マランのもとで行っ
た．実験の結果，植物油はメタン等の燃料と比較して燃焼速度は小
さくなり火炎の状態も不安定になるという燃焼特性を有することが
わかった．そこで，植物油を改質し分子構造を変化させることで従
来の化石燃料に近い燃焼速度を実現し，火炎の状態を安定化させる
ことに成功した．バリタス・マランでのフィールドワークでは植物
から燃料を取り出すプロセス，農業地の増加割合等の調査を行った．
インターンシップ終盤にはGESL拠点生成のために本プログラムの
コーディネータである植田教授がインドネシアに訪問し，慶應・ブ
ラウィジャヤ大学合同ワークショップを開催した．これら国際トレー
ニングで得られた成果は第36回国際燃焼シンポジウムで発表した．
今後その成果を元に国際共同研究を立ち上げる予定である．

Time period: Dec. 21st, 2015 - Mar.15th, 2016
Place: Brawijaya University, Indonesia
Supervisor: Prof. I.N.G Wardana

実施期間：2015月12月21日～2016年3月15日
実地場所：ブラウィジャヤ大学，インドネシア
訪問先指導教員：I.N.G Wardana教授

Masaki Yamaguchi received B. Eng. Degree 2015 from Keio 
University. He is a Master candidate researching on fluids 
mixing and reaction under the supervision of Prof. Toshihisa 
Ueda in Keio University.

Profile プロフィール

2015年慶應義塾大学理工学部学士取得．現在慶應義塾大学大学
院理工学研究科にて植田利久教授のもと，流体混合・反応に関
する研究を行っている．
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Jinmika Wijitdechakul, Graduate School of Media and Governance, Master couse 1st Grade
ジンミカ  ウィジトデッチャクル，政策メディア研究科，修士課程1年

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

I did a fieldwork at two universities, Chiba University and Chitose 
Institute of Science and Technology for 1.5 months in spring to 
develop a new system for environmental monitoring by combining 
multi-spectral imaging analysis and semantic computing to 
interpret the meaning of environmental changes in the physical 
world and modify this system in its accuracy and precision by 
collecting data in fieldwork. I collected multispectral images on 
agricultural areas around Chiba City and Hokkaido area. Then 
I developed an application for agriculture monitoring by using 
a multispectral analysis for aerial images that was captured 
by dual camera mounted on UAV. Four spectral bands were 
imaged, processed, and analyzed to detect the agricultural 
area and measure the health of vegetation and understand the 
meaning of environmental changes and phenomena by creating a 
semantic space. While I was doing fieldwork at Chitose Institute of 
Science and Technology, I joined the 1st CIST-KEIO Joint Research 
Workshop on Multispectral Imaging with Semantic Computing 
on Environmental Analysis and presented my research with 
the students and faculty of the Department of Global System 
Design, Chitose Institute of Science and Technology. Once I 
have finished with my fieldwork I will  summarize the analysis and 
results of agricultural monitoring, prepare my results for the 18th 
International Electronics Symposium on Emerging Technology on 
Electronic and Information (IES2016), and publish in a journal of 
the Institute of Electrical and Electronics Engineers.

私は春休みの1.5か月にわたり千葉大学と千歳科学技術大学の二つ
大学のフィ―ルドワークを行った．そこでは，実世界の環境変化
の意味を解釈するためのマルチスペクトル画像処理とセマンティッ
クコンピューティングを合わせた環境監視に向けた新しいシステム
の開発とフィールドワーク中にデータを集めることでそのシステ
ムの精度と予測の修正を行った．私は，千葉市付近と北海度の農
業地域でマルチスペクタクル画像を集めた．そして，無人航空機
に乗せられた二つのカメラによってとらえられる航空写真の向けの
マルチスペクタクル解析を用いながら農業監視を行うアプリケー
ションの開発を行った．4つのスペクタクルバンドが農業地域を探
索，植生の健康を計測するため，映され，処理，解析されて，セマ
ンティックエリアを作り出すことで環境の変化や現象の意味を理化
した．千歳科学技術大学でフィールドワークをしている間，私は第
一回環境分析へのセマンティックコンピューティングによるマル
チスペクタクルに関するCIST-KEIO共同研究ワークショックへ参加
し，私の研究を千歳科学技術大学のグローバルシステムデザイン
学科の教職員と学生と共に発表した．フィールドワークを終えた
後には，私は農業監視の分析と結果を要約し，18th International 
Electronics Symposium on Emerging Technology on Electronic 
and Information（IES2016）に向けて結果の準備をし，Institute 
of Electrical and Electronics Engineers（IEEE）の論文誌にて発表
するつもりである．

Time period: Feb. 1st - Mar. 25th, 2016
Place:  Chiba University and Chitose Institute of Science 

and Technology , JAPAN
Supervisor: Associate Professor Dr. Norimichi Tsumura

実施期間：2016月2月1日～2016年3月25日
実地場所：千葉大学，千歳科学技術大学，日本
訪問先指導教員：津村徳道准教授

Profile
Jinmika Wijitdechackul received Bachelor of Science in 
2014 from Chulalongkorn University, Thailand. She is a 
Master candidate researching on multispectral imaging and 
semantic computing system for agricultural monitoring and 
analysis under the supervision of Professor Yasushi Kiyoki in 
Keio University.

プロフィール

2014年タイのチュラーロンコーン大学にて理学士を取得．現在
慶應義塾大学大学院清木康教授のもの，マルチスペクトルイメー
ジングとセマンティックコンピューティングシステムについて
研究を行なっている．

Multispectral and semantic analysis for agricultural monitoring
: a case study in Japan

農業監視のためのマルチスペクトルおよび
セマンティック解析―日本でのケーススタディ
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