受講生紹介 2016
スーパー連携大学院コンソーシアム web ニュース

2016 年 6 月 7 日

●受講生紹介 2016
2016 年度スーパー連携大学院プログラムは 6 年目となり、
今年度新たに博士前期課程 1 年生 7 名が加わり、
博士後期課程 3 年 3 名、博士後期課程 2 年 5 名、博士後期課程 1 年 1 名、博士前期課程 2 年 11 名、博士前期
課程 1 年 7 名の 27 名となりました。
本年度の受講生 7 名に、自己紹介として、ご自身のことや将来のことに関する簡単な質問（Q.1～10 から
任意に選択回答）に答えてもらいましたのでご紹介いたします。

●白

照印（はく

しょういん）室蘭工業大学 大学院工学研究科 博士前期課程 1 年

現在の研究内容
ネット上からのデータが爆発的に増大して、従来のシステムで処理できる量を
遥かに上回ったので、これを対応するために MapReduce を代表の管理と分析、
新しい技術が現れる。しかし MapReduce は計算する過程の中に大量のデータが
Map ノードから Reduce ノードに移転し、ネットの渋滞によって、データの移動
にはすごい時間かかる。現在私の研究は SDN（ソフトウェアの定義ネットワーク）
を利用して、MapReduce 計算のパフォーマンスを最適化する。SDN はコンピュ
ータネットワークを構成する通信機器を単一のソフトウェアによって集中的に制
御し、ネットワークの構造や構成、設定などを柔軟に、動的に変更することを可
能とする技術である。
Q.1

興味があることは？（あなたの研究分野以外）

バーチャルリアリティ（ＶＲ）はコンピュータによって作り出された世界である人工環境・サイバースペ
ースを現実のように知覚させる技術である。時空を超える環境技術であり、人類の認知を拡張する。前にテ
レビでＶＲの紹介を見たが、実際に大学の教室で本物を体験して驚いた。何もない机の上に地球が回る。お
そらく１０年後には、この技術によって今のゲームや訓練施設などいっさい変わる。
Q.2

セールスポイントは？（研究以外）

私のセールスポイントは、誰とでも仲良くなれ
ること。日本語学校にはいろいろな国から留学生が
集まるので、最初は日本語がわからず、コミュニケ
ーションができないことで誤解されるケースはよく
ある。でもコミュニケーションができなくでも、気
持ちが通じることを信じている。ネットで各国のマ
ナーや食べられないものを調べて、積極的にみんな
を家に誘って一緒にご飯を食べながら、面白い話を
する。みんなから「白はとても気がつく、優しい人
だ」といわれる。
友達と鍋を囲む

-1-

web Agora 2016 年 6 月 7 日
Q.3

あなたが将来起業するとしたら、どのような事業を興してみたいですか？

今大学のネパールの先輩と一緒に考えている。ネパールでは中国の商品が安
くて人気がある。逆に中国では仏教を信じている人が多く、ネパールの菩提樹
の種を高い値段で売っている。
今も少しやっているが、将来チャンスがあれば、
国際ビジネス企業をたちあげたい。
Q.4

趣味・好きなことと、その魅力は？

暇なときはよく友達とオンラインゲームをやっている。インターネットを介
友達と
して中国にいる友達と同時に遊ぶことができる。ゲーム内の遊びではなく、コ
ミュニケーションも鍛えられる。オンラインゲームは、実際に生の人間がキャラクターを動かしている。交
流を持つことにより、友達や仲間がどんどん増えている。仲間が増えると協力プレイができ、一人では絶対
倒すことのできないような強敵も、アイテムを強くするだけでなく仲間と力を合わせて戦うことで勝利する
ことができる。
Q.5

お勧めの本、音楽、映画を紹介してください

好きな音楽は大橋卓弥の「ありがとう」
。最初に聞いたのは中国の男性デュオ・カイ子兄弟が自主制作し
たミュージックビデオ「老男孩」
。歌詞の一部は「夢にはいつも手が届かない、もう、あきらめたほうがいい
のか--」
。果たせなかったかつての夢を感傷的に振り返るという内容。自主制作と言っても、この歌は大橋卓
弥の「ありがとう」をカバーしたもの。
「ありがとう」の歌詞内容は両親に感謝する気持ちを伝えており、両
方とも歌詞の意味が深いので好きです。
Q.6 人類の発明で、一番すごいと思うものは何ですか？

電気だと思う。その理由は電気の発明と応用によって人間の体力労働と頭脳労働を大きく節約させる。
今は PC も電車も回りのすべては電気が必要となっている。
Q.7

20 年後のあなたは、どんな人間になってどんなことをしているでしょうか？

20 年後は、国際ビジネス会社のマネージャーとして、世界各国のビジネス取引会議を回る。
Q.8

30 年後までに、一番進化すると思うものは何ですか？

30 年後に一番進化するのは人工知能だと思う。先月韓国のプロ囲碁棋士李世乭（イ・セドル）と Google
DeepMind によって開発されたコンピュータ囲碁プログラム AlphaGo との囲碁五番勝負は、１勝４敗で人間が
負けた。囲碁は、チェスのような他のゲームと比較してコンピュータが人間に勝つのははるかに困難である
と考えられている。30 年後は現在ある仕事の半分が人工知能に置き換えられていると思われる。
Q.9

今から 30 年後の未来が、どんな世界になっているでしょうか？

都市の交通システムは 30 年後にきっと変わる。道の車はすべて無人操縦システムになる。
無人操縦車は道路と法律などによって可能になる。先進的なセンサー技術において無人操縦車は人間の運
転より安全。交通事故の数が大幅に減り、もう人間が運転する必要がなくなる。
Q.10

「イノベーション」とは何だと思いますか？

イノベーションとは今までのモノ・仕組みなどに対して新しい技術や考え方を取り入れて、新たな価値を
生み出して社会的に大きな変化を起こすことを指す。
現在私が研究している SDN（ソフトウェアの定義ネットワーク）がこの新しい技術である。現在利用され
ている TCP/IP ネットワークでは、各ネットワーク機器ベンダーが、ネットワーク装置のハードウェーアと各
階層に応じた処理を行うソフトウェアの両方を開発し顧客に提供している。利用側であるネットワーク管理
者が、ベンダーが提供しているソフトウェアやハードウェアの機能を利用することで自身のネットワークの
構築や管理を行ってきた。これに対して、SDN はユーザーが自身で作成したソフトウェアを使用して、ネッ
トワーク上の各ネットワーク機器に対して、ネットワーク制御や関連する色々な設定を行ったり変更したり
できる。これによりベンダー側が提供する機能に依存せず、自身のネットワークの要求に応じたネットワー
クの構築や管理が可能となった。この技術によってこれからのネットワークが大きく変わる。
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●深瀬

任昭（ふかせ

たかあき）室蘭工業大学 大学院工学研究科 博士前期課程 1 年

現在の研究内容
研究テーマはマイクロブログを用いたイベントの抽出です。
Twitter や Facebook を代表とするマイクロブログには様々な情報があります。
その中から自分が検索するキーワードをもとに、そのキーワードに関するイベ
ント情報を抽出することを目的としています。例えば、地域名をキーワードと
した場合には、その地域で行われるイベントが存在する場合には、そのイベン
トを抽出できるようにします。
Q.1

興味があることは？（あなたの研究分野以外）

私は日本語の使い方に興味があります。メールのマナーや普段からの言葉遣
いなど、日本語は非常に難しいと感じています。しかし、一度覚えれば次から
は同じ場面で使うことができますので、調べることは楽しいです。ただ、少し
でも状況が違う場合には同じ言葉を使えない場面も多いので、興味深いと思い
ました。
Q.2

セールスポイントは？（研究以外）

物事に関して、できる限り人に説明できるように考えること。
Q.3 あなたが将来起業するとしたら、どのような事業を興してみたいですか？
起業に成功しても失敗してもよい経験であったといえる事業に挑戦してみたい。具体的な事業に関しては
思いつかないです。
Q.4

趣味・好きなことと、その魅力は？

私は対戦型のゲームが好きです。基本的に対戦型のゲームは自分の今までの経験と知識をもとに自分の勝
率をあげていきます。上手なプレイヤーの行動を模倣したり、仲間と意見交換をしたりして様々な経験がで
き、時間による効果が比較的表れやすいのが魅力です。見ても、プレイしても楽しいからです。
Q.6

人類の発明で、一番すごいと思うものは何ですか？

電気：現在の必需品といっても過言ではない。現在の進歩に必須だ
と思うので。
Q.9

30 年後の未来は、どんな世界になっているでしょうか？

VR（バーチャルリアリティ）によるテレビが一般的になり、持ち運
びも自由。
書籍関連はすべて電子化。
既存のものを圧縮して持ち運び、
使うときに元のサイズに戻す技術が開発されている気がします。
Q.10

「イノベーション」とは何だと思いますか？

既存のものに少しずつ改良を重ねた結果として現れたものだと思います。
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●山下

涼太（やました

りょうた）室蘭工業大学 大学院工学研究科 博士前期課程 1 年

現在の研究内容

アルツハイマー病はアミロイドβ（Aβ）と呼ばれ
るペプチドが脳内で凝集・蓄積することで発症すると
考えられています。そのため、このペプチドの凝集を
阻害する物質がアルツハイマー病の治療・予防につな
がる可能性があります。そこで、様々な Aβ凝集阻害
物質が細胞に対して、どの程度毒性を緩和するのか、
培養神経細胞を用いた解析を行うことと、新規の Aβ
の細胞毒性評価法を確立することを目指して研究に取
り組んでいます。
Q.1

興味があることは？（あなたの研究分野以外）

クリーンベンチで細胞の培地交換

再生医療と教育学に興味を持っています。再生医療
は近年、iPS 細胞を用いた臨床試験が始まりつつあるようなので、今後、いろいろな病気の新たな治療法が
確立されることを願っています。大学に入って学び始めた教育学は専門分野ではないのですが、非常に興味
深いので、楽しく学んでいます。大学の「発達障害の映画を観る会」、
「シェアリング教育研究会」の活動に
も積極的に取り組んでいます。
Q.2

セールスポイントは？（研究以外）

どんな物事に対しても、興味を持つことができ、粘り強く努力を重ねられる
ことです。また、周囲の人からは温厚だといわれます。
Q.3 あなたが将来起業するとしたら、どのような事業を興してみたいです
か？
起業するとしたら、困っている人を何らかの形で助けられるような、例えば
医療関連や教育関連の事業を興してみたいです。
Q.4

趣味・好きなことと、その魅力は？

趣味はフットサル、スポーツ観戦、読書です。フットサルは、研究のいい
気分転換になっています。スポーツ観戦は、特に北海道日本ハムファイターズ
の大ファンなので、時間があるときはテレビで試合を見ています。サッカーの
試合も見ます。また、大学 4 年間で約 400 冊の本を読み、知識が広がりました。
Q.5 本、音楽、映画などから、あなたのお勧めを一つ紹介してください。
今までたくさんの本を読んできましたが、中でも、アントワーヌ・ド・サン=
テグジュペリの「星の王子さま」が大好きです。小学生のころ初めて読んで以
来、読むたびに違った印象を受けますが、毎回、胸を打たれます。また、最近
観た映画では「インターステラー」が素晴らしい作品でした。

元北海道日本ハムファイターズ
ダルビッシュ投手モデルの
グローブ

Q.6 人類の発明で、一番すごいと思うものは何ですか？

教育という、その概念自体が人類の発明でもっとも素晴らしいものだと思います。教育により、人類は知
識や考え方をつなぐことで、世代を超え、発展していけるのだと思います。他のあらゆる発明も教育がなけ
れば生み出されなかったのではないでしょうか。
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Q.7

今から 20 年後の自分が、どんな人間になってどんなことをしているか、想像して書いてください。

研究者や技術者として、少しでも誰かの役に立つ研究・開発などをできていればいいなと思います。20
年後も向上心を持ち続けていたいです。
Q.8

30 年後までに、一番進化すると思うものは何ですか？

いろいろな学問の中でも、生命科学や情報工学、脳科学が特に発展するような気がします。少し怖いで
すが、SF の世界が現実になって、人間の脳をデータ化できるようになったりするかもしれません。
Q.9

30 年後の未来は、どんな世界になっているでしょうか？

医療分野が特に発展していると思います。様々な病気の予防が可能となる何らかのシステムが開発されて、
治療だけでなく、予防も重要視されるようになったり、再生医療をはじめとしたオーダーメイド医療が今よ
りも低コスト化して、
たくさんの人たちの病気の治療・予防ができるようになっていればいいなと思います。
Q.10

「イノベーション」とは何だと思いますか？

革新的なアイディアや技術によって、結果的に多くの人々を幸せにすることができるものだと思います。
普段から視野が広く、目の付け所が鋭い人によって生み出されるイメージがあります。

●石川

大純（いしかわ

ひろずみ）電気通信大学 情報理工学研究科 博士前期課程 1 年

現在の研究内容
平成 28 年度入学のため、具体的な研究課題はまだ決定していません。そのた
め、今回は興味のある研究課題について述べます。私は、実世界にデジタル情
報を重ねあわせ表示させる拡張現実感(以後 AR)と呼ばれる技術に関心があり
ます。AR を実現するには、様々な課題があります。特に、情報を表示させる場
所への位置合わせ技術が必須です。したがって、私は、効率的な位置合わせ技
術に関する研究を行っていきたいと思っています。
Q.1

興味があることは？（あなたの研究分野以外）

技術系中心に興味があります。いまは、iOS のアプリケーションを制作する
ため、Swift という言語を勉強してみたいと思っています。
また、全く関係ない話ですが、珈琲が好きでいろいろな器具を持っています。
自家焙煎はまだやったことがないので挑戦したいとも思っています。
Q.2

セールスポイントは？（研究以外）

新しい技術は、興味が湧いたらとりあえず調べて
みるところです。また、文化祭実行委員の部長やグル
ープワークのリーダーを担当したことがあるので、チ
ームでの動き方を経験しています。5 ヶ月間のカナダ
への語学留学経験があるので、海外に対して怖いイメ
ージは持っていません。
Q.3

あなたが将来起業するとしたら、どのような事

業を興してみたいですか？

AR・VR を身近に手にする・扱う手段を提供する事業
を興したいです。今のところ具体案はありません。
カナダへの語学留学
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Q.4

趣味・好きなことと、その魅力は？

珈琲が好きでいろいろな器具を所持しています。珈琲
は、同じ豆であっても、焙煎具合、淹れるための器具、
淹れ方などでその様子は異なります。望む味を出すため
にはどのように淹れる必要があるのか、他の組み合わせ
はないのか、予想を立てて比較することができるので、
楽しみは尽きません。
Q.5

本、音楽、映画などから、あなたのお勧めを一つ

紹介してください。
最近読んだ本の中では、KS 科学一般書の”Judy 先生
の英語科学論文の書き方”という本がとてもためにな
りました。論文を書くのに必要な前提知識が記載されて
文化祭実行委員 製作部長（前列中央）
いるので、英語論文を書かなくてもお薦めします。私が
指導教員に注意された経験のあることなども載っており、
読んでいて懐かしく感じたことも多々有りました。初めて、論文を書く方や学部 3 年生のゼミなどに是非お
薦めしたい本です。
Q.6

人類の発明で、一番すごいと思うものは何ですか？

電気を発明したこと。基本的に視覚化できないものを発見・発明することは、とても難しいことであると
考えます。また、その“電気”が現代で生活する上でかけがいのないものにまでなっています。ここまで重
要な発明は“一番すごい”と言っても過言ではないと思います。電気を発明したとされているニコラ・テス
ラですが、この他にも様々な発明をしているので調べてみることをお薦めします。
Q.7

20 年後のあなたは、どんな人間になってどんなことをしているでしょうか？

20 年後、というと 40 歳超えていますね。家庭を築いていてくれると嬉しいです。AR・VR に関することを
仕事にしたいと考えていますが、それに次ぐ新しい技術が出てきていそうだと考えています。その技術に食
いついていけるように日々技術力を磨いて行こうと思います。いろいろな見え方が変わっているようにも
思えますので、楽しみです。
Q.8

30 年後までに、一番進化すると思うものは何ですか？

携帯電話を外部記憶装置やアシスタントと言い換えるのなら、その技術が更に発展し、体内にインプリメ
ントして生活の補助や拡張ができるようになると思います。それに伴い、ハードウェアの小型化と高機能化
が進むと思います。
Q.9

30 年後の未来は、どんな世界になっているでしょうか？

エネルギー分野：今のような電池はなくなり、非接触電力伝送によりデバイス等が使えるようになると思
います。また、電力や無線は無償化され、それに応じた新たなサービス形態が生じていると考えています。
電力の供給源は、地球外での原子力発電だと面白いですね。
Q.10

「イノベーション」とは何だと思いますか？

ある講義では経営革新であると述べていましたが、私個人としては、技術・経営にかかわらず、新たな側
面から物事を観測し、実現することだと思っています。そのため、経験則などの固定観念にとらわれないこ
とが必要だと考えます。例えば、
“携帯の充電が切れる”というお題に対し、
“どう電池を持たせるか”では
なく、
“切れない電池を作る”や”電池を使わないで電力供給する”などの発想をし、実現するアイディアが
出れば、それはイノベーションだと思います。
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●Bold Bilegsaikhan（ボルド

ビレグサイハン）
電気通信大学 情報理工学研究科 博士前期課程 1 年

現在の研究内容
インターネット上の画像を用いて単語の視覚的な概念が時間
によってどのように変化するかを研究しています。SNS である
Flickr により画像の位置情報やユーザの付けたタグなどから
なるデータセットが研究用に公開されています。まず、そのデ
ータセットから単語検索で画像を収集し、各画像を数値ベクト
ルで表現する特徴量を抽出します。次に、画像特徴量を用いて
互いに最も似ている代表画像を見つけます。最後に、各月の代
表画像を比較し、時間的な変化のある単語を発見することが目
的です。
Q.1

興味があることは？（あなたの研究分野以外）

経済界のことを理解したいです。そのためには、新聞を読む
習慣を身につけたいです。
Q.2

セールスポイントは？（研究以外）

体力：自転車で琵琶湖一周（200km）
：9 回（5 回が１日で）
富士山登山：6 回（修士終了時に 10 回を目指しています）
ラン：一ヶ月間 30〜100km
など
Q.4

富士山登山 6 回目

趣味・好きなことと、その魅力は？

旅行、サイクリング、釣りなどアウトドア活動が
大好きです。
することによって精神と肉体がリラックスします。
Q.5

お勧めの本、音楽、映画を紹介してください

本：ハリーポッター。
初めて英語で完読したシリーズ。
Q.6

人類の発明で、一番すごいと思うものは何です

か？
一番の発明は、ニコラ・テスラによる交流送電だ
と思います。
交流は電圧が簡単に変更することができ、
高電圧で効率よく送電することができます。よって今
の社会が成り立っていると思います。
Q.10

「イノベーション」とは何だと思いますか？

新しい技術の発明で社会に影響を与えること。
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自転車で琵琶湖一周
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●森田

和貴（もりた

かずき）電気通信大学 情報理工学研究科 博士前期課程 1 年

現在の研究内容
まだ決まっていませんが、ニューラルネットワークやファジィ理論とい
った人工知能を用いて、人が機械に合わせるのではなく機械（コンピュー
タゲーム）が人に合わせるシステムというテーマを現在考えています。
Q.1

興味があることは？（あなたの研究分野以外）

現在はお菓子作りやスポーツ、資格勉強などの何かが身に付くことに
興味を持っています。
Q.2

セールスポイントは？（研究以外）

瞬間的爆発力。
Q.3

将来起業するとしたら、どのような事業を興してみたいですか？

起業するなら、ゲーム業界に参入しコンピュータゲームの作成を行う事
業を興してみたいです。業界全体が縮小傾向にある業界ですが、特定のジャンルや会社に着目すると少数の
規模で大きな利益をあげている会社もあり、大資本の要らない商売ということで、戦略次第では参入可能な
業界だと思っています。
Q.4

趣味・好きなことと、その魅力は？

映画鑑賞が一番の趣味です。単純に物語を見るのは面白いことです。更に見解が広がり、話し方が上達す
るなどのメリットが考えられます。
Q.5

お勧めの本、音楽、映画を紹介してください

イエスマン（映画）：普段から何事にもノーだった主人公が全てイエスと答えてみようというコメディ映
画です。行動しなければ何も起きるはずがなく、日頃なりがちな否定的な行動を反省させられました。
Q.7

20 年後のあなたは、どんな人間になってど

んなことをしているでしょうか？
日常を擦り減らす生活はしていないことを祈り
ます。
Q.8

30 年後までに、一番進化すると思うものは

何ですか？
今だと自動運転の自動車あたりですが、自動で人
の行動を補助してくれる機械が発達すると思いま
す。

手作りのケーキ

-8-

web Agora 2016 年 6 月 7 日

●米井

瑞杜（よねい

みなと）電気通信大学 情報理工学研究科 博士前期課程 1 年

現在の研究内容
私が所属する研究室ではリスクマネジメントについ
て研究をしています。その中でも自動運転の安全性に
関する研究をしています。ロバストな安全システムの
実現には、個々だけでなく周囲との連携も必要と考え
ています。そこで、私は「自動車同士の相互通信によ
り、相互の安全性を高めるとともに運転者に効果的に
フィードバックすることで自動運転の安全性を高める
こと」をテーマとして研究を行いたいと考えています。
Q.1

興味があることは？（あなたの研究分野以外）

センシング技術
私は、マイコンを用いたシステムを自作するため、
それに用いるセンサ技術に興味を持っています。
Q.2

前列中央（グレーのパーカー）が米井さん

セールスポイントは？（研究以外）

ものづくりにかける思いの強さ。
大学の学部時代からものづくりに興味を持つようになりました。そのため、卒業研究を指導していただいた
先生にアドバイスをいただき、ものづくりを行ってきました。
Q.3

将来起業するとしたら、どのような事業を興してみたいですか？

現在、介護分野は需要がどんどん高まっていますが、人材不足の問題が上がっています。そこで、私は、
ウェアレス端末を用いたライフログシステムによる健康管理によって業務の効率化を行えるのではないかと
考えています。そこで、老人ホーム等へライフログシステムを導入する事業を興してみたいです。

スピーカーを作るために制作した 3D プリンター

卒業研究指導の先生にアドバイスをいただき制作した
真空管アンプ
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Q.4

趣味・好きなことと、その魅力は？

ライフログ
自分の生きている過程を記録することで、新たな発見をすることができるためとても面白いです。
現在は、トイレの回数等と記録するライフログシステムを制作して、自分の健康管理に役立てたいと
考えています。
Q.5

お勧めの本、音楽、映画を紹介してください

アーティスト「ミドリカワ書房」
ミドリカワ書房は、いろいろなテーマを題材とした楽曲を多く制作しています。以下のテーマで引っか
かるものがあればぜひ聞いてみてください。
整形がしたいひと → 「顔 2005」
最近彼女と別れたひと → 「君は僕のものだった」
兄弟がいるひと → 「馬鹿兄弟」
保健室の先生にドキドキするひと → 「保健室の先生」
最近上京してきたひと → 「リンゴガール」
上京して久しいひと → 「上京十年目、神にすがる」
Q.8

30 年後までに、一番進化すると思うものは何ですか？

医療分野のイノベーションによって、人の器官を自由に作ることができるようになると思っています。
その結果、外科医療が最盛期を迎えており、整形と同じ感覚でダメになった器官を交換するような医療が
盛んになっていると思います。
Q.9

30 年後の未来は、どんな世界になっているでしょうか？

宇宙・海洋開発分野
宇宙に伸びるエレベーターが実現して、気軽に宇宙旅行を楽しむことができるようになってほしいです。
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