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受講生紹介 2018
スーパー連携大学院コンソーシアム web ニュース

2018 年 6 月 7 日

●受講生紹介 2018
2018 年度スーパー連携大学院プログラムには博士前期課程 1 年生 8 名の受講生が加わりました。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。

●潮田 匠史（うしおだ

たくみ）電気通信大学 大学院情報理工学研究科 基盤理工学専攻

現在の研究内容
３元素から成る超伝導体を作製し、その超伝導体の物性を解明する研究を大学４年次から行っています。
大学４年次では、仕込み組成の比率を変化させて作製することで、目的の物質が多く生じる時の比率を探し
ましたが、大学院１年次では比率を固定した上で、より純度の高い単結晶の育成を目指しています。他には、
超伝導状態が起こる時の転移温度や自分が作製している超伝導体の対称性などを調べています。
Q.1

興味があることは？（あなたの研究分野以外）

超伝導以外では、画像処理に興味があります。大学２年次くらいから急に興味が湧きましたが、学ぶうち
に資格があることを知り、いくつか資格も取りました。
Q.2

セールスポイントは？（研究以外）

自分が未だ経験したことの無いことに対して、挑戦
する力があると思います。例えば、大学に入学するま
では大勢の人の前で発表することなどありませんでし
たが、大学１年次の時に代表して発表する機会があっ
たので挑戦していました。
Q.4

趣味・好きなことと、その魅力は？

様々な所に旅行するのが好きです。個人や家族で旅
行する時もありますし、友達同士でもあります。最近
は、友達同士で広島の厳島神社に行きました。その日
は、少し雨が降っていましたが、みんなで観光し記念
撮影できたことが記憶に残っています。次は、東北の
方に旅行してみたいです。
Q.5

広島の厳島神社で（左から 2 人目が潮田さん）

お勧めの本、音楽、映画を紹介してください

大学に入学した時から読み続けている本について紹介しますが、タイトルは「万能鑑定士 Q の事件簿」で
す。基本的に、主人公が鑑定を通して事件や難題を解決していく話ですが、本の中に鑑定に関する豆知識的
な内容がよく書かれており、それが知識として身に付きます。他に短編集などのシリーズもあり、全部で 20
～30 冊ありますが、大学院卒業までに全部読み通したいと思っています。
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Q.6

人類の発明で、一番すごいと思うものは何ですか？

電気の発明が一番凄いと思います。冷蔵庫や洗濯機な
どの電化製品はもちろん、当たり前に使用しているスマ
ートフォンも電気が無ければ当然動かないので、電気は
本当に便利なものだなと、
しみじみと感じさせられます。
よほど人が立ち入らない所で生活しない限り、電気は今
後の生活にもお世話になるモノだと思います。
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？
今のところ、10 年後にリニアモーターカーが運用開始
になる予定なので、30 年後の世界は自動車の方も、道路
の上ではなく、空を飛びながら走行しているかもしれな
いです。実際、ホバーボードとかの研究も行われている
みたいなので、実用化になれば高速道路とかも余計に建
設する必要が無く、国の予算も他に回せそうな気がしま
す。

大井川鐵道井川線の奥大井湖上駅
1 日に運行される電車の本数が少ないため、電車を入れての
撮影に苦労しました。

●GANBAT NYAMKHUU（ガンバト ニャムフー）
電気通信大学 大学院情報理工学研究科 情報学専攻
現在の研究内容
日本をはじめとする多くの国では地震が発生し、ほとんどの
建物が大地震を経験している。大地震発生後に建物の損傷度を
正確で速やかに把握することで余震による被害や人命、経済的
損失を低減させることができる。しかし、ほとんどの建物に対
して地震発生直後に建物健全性を速やかに評価することはでき
ていない。本研究では、地震発生後の建物損傷度を判定するシ
ステムを提案し、新しい解析方法について検討する。
Q.1

興味があることは？（あなたの研究分野以外）

研究以外の分野で VR(virtual reality), AR(augmented
reality)に興味があります。VR,AR によって現実世界をより豊
かにすることができます。
私たちの身近にあるスマホが 3D 空間
を認識し、AR の開発環境が簡単に構築できるようになってきま
した。
Q.2

セールスポイントは？（研究以外）

私の研究目的は建物地震損壊を推定することですが、機械学
習という技術を利用しているためプログラミングのスキルが上
達していると考えています。
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？

人工知能は画像認識や音声認識をはじめとする様々な分野において良い成果を果たしてきましたが、3D コ
ンテンツ（AR, VR）の作成に人工知能を入れることで現実世界より豊かにするような起業をしたいと考えて
います。
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Q.4

趣味・好きなことと、その魅力は？

私はスポーツが好きで、バスケットボールとサッカーを週２
回程度やっています。スポーツをすることで体力がつき、精神
的にもリラックスできると考えています。
Q.5

お勧めの本、音楽、映画を紹介してください

「How Champions Think」という 2015 年に書かれた本です。
この本はモチベーションを上げたい、いつも頑張って成果を出
したいという気持ちを持っている誰にもお勧めします。
Q.6

人類の発明で、一番すごいと思うものは何ですか？

アルベルト・アインシュタインにより発明された「相対性理
論」が一番すごいと思います。この発明によって、説明ができ
なかった多くの物理現象が明らかになり、世界の技術展開に大
きな影響を与えました。
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？
母国モンゴルと日本との交流に貢献できるような人間になり
たいです。モンゴルで起業し、日本の IT 産業からの仕事に挑戦
するつもりです。
Q.8

30 年後までに、一番進化すると思うものは何ですか？

日本に住んでいるモンゴル人のスポーツ大会で
社会人の試合に出場しました。ポジションは 1 番。
スポーツ大会にはお相撲さんも参加します。

人工知能とロボットがもっと進化し、様々な仕事ができるよ
うになります。よって、新しいサービスや製品が多く誕生し、人間の生活がより豊かになると思います。
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？

30 年後は世界の発展途上国と先進国は同じレベルになっていると思います。例えば、世界の多くの国では、
電車や新幹線が走り、高速道路の構築も多くなります。
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」とはある状態から次の状態に移すための一番大きな原因のことだと思います。

高専時代のバスケットボールサークルの集合写真
（2 列目左端がニャムフーさん）
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●長嶋 海里（ながしま かいり）電気通信大学 大学院情報理工学研究科 情報学専攻
現在の研究内容
日常生活におけるストレスを測定し、ストレスの自動検出・ストレスを受けた際に行うべき対処法を提案
するシステムの研究。
Q.1

興味があることは？（あなたの研究分野以外）

研究分野以外で今興味があることは、デザインにつ
いてです。例えば、プレゼンを行う上で、より相手に
伝えることが出来るパワーポイントの作成や人の目を
引くポスターの作成という場面でとても大事になって
くると考えるので興味を持ちました。
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、楽観的であるということ
です。何かにチャレンジしようと思った際、お金がか
かるなどの物理的な制約がなければ、とりあえずやっ
てみようと思えるからです。そして、そのチャレンジ
がうまくいかなくても悲観的にならず、まだやれるだ
ろうと考え、
粘り強く実行することが出来るからです。
Q.4

箱根旅行 神社でおみくじ（右が長嶋さん）

趣味・好きなことと、その魅力は？

私の好きなことは、睡眠です。睡眠というのは、人間にとって必ず必要である三大欲求であると同時にそ
れ以上に深いことであると思うからです。例えば、アスリートなどは睡眠というものをとても大切に考えて
います。つまり、睡眠によって人間のパフォーマンスは変わるということです。この睡眠とその逆である活
動の関係がとても魅力的であると思います。
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.

私がお勧めしたい本は、
「君に恋をするなんて、あ
りえないはずだった」です。今恋愛離れが進んでい
る世の中ですが、この本では主人公たちが本当に本
気で恋をしていると感じることができます。この本
を読むと恋っていいなと思うようになるのでぜひお
勧めです。
Q.6

人類の発明で、一番すごいと思うものは何で

すか？
私が思う今まで発明されたものですごいと思うも
のは、文字です。なぜなら、モノの名前を付けると
き文字というものは必ず必要になるものであり、モ
ノの名前というのはそのモノの本質であると思うか
らです。例えば、リンゴはリンゴという名前がつい
たから我々はリンゴと認識できます。したがって文
字というものが人類の発明で一番すごいと思います。
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●林

卓人（はやし

たくと）電気通信大学 大学院情報理工学研究科 情報学専攻

現在の研究内容
SmartHair と呼ばれる形状記憶合金で構成された毛状のアクチュエータを、衣服上に高密度に配置した動
く衣服の提案。電池が内蔵されていないアクチュエータを衣服に大量に配置する場合、電源、配線、制御と
いった多くの課題をかかえている。スマートテキスタイルと呼ばれる電気的接続が可能な布を用いて従来の
課題の解決を図り、形状が屈曲し柔らかい印象を与える SmartHair を用いて衣服もしくはアクセサリの開発
を目指している。
Q.1

興味があることは？（あなたの研究分野以外）

所属研究室で VR や AR を用いた研究をしているため、VR や AR
の研究分野には興味がある。
Q.2

セールスポイントは？（研究以外）

根が真面目で、割り振られた仕事をきちんと果たせること。
最近では、所属している研究室で仕事を投げられることが多く、
どう逃れようか日々考えている(笑)
Q.4

趣味・好きなことと、その魅力は？

筋トレ・ランニング：年齢が上がるにつれ健康への意識が高
まり、筋トレ・ランニングをすることで「俺はえらい」という
自己満足がやみつきになっている（笑）
スノーボード：年に 1 回くらい滑っていて、スピード狂疑惑
あり(笑)
Q.5

お勧めの本、音楽、映画を紹介してください

米澤穂信の本：一時期はまっていて、読みやすい推理小説だ
ったと記憶している。
「ゲーム・オブ・スローンズ」
：唯一はまった海外ドラマで、
とにかくスケールが大きく面白い。続きが楽しみで早く放送し
てほしい！
Q.8

学部の卒業式で（中央が林さん）

30 年後までに、一番進化すると思うものは何ですか？

AI：Apple が 1988 年に発表したビデオ
「Knowledge Navigator」
のように、知能を持ったシステムと会話し作業を代理で行なっ
てくれる時代が来るかもしれない。
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：臓器の再生の研究はすでに行われているので、臓
器移植から創造された臓器と交換するということが行われてい
るかもしれない。
趣味のスノーボード
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●松本 悠佑（まつもと

ゆう）電気通信大学 大学院情報理工学研究科 情報学専攻

現在の研究内容
まだ、具体的なテーマは決まっていないため、現在考えている予
定を説明します。私は、人の脈波や脈拍、血圧のような生体情報も
しくは、ヒトの顔画像から眉や鼻の位置といった特徴点を抽出し、
その特徴点の変化からストレス、リラックスや喜怒哀楽のような心
理的状態を推定する方法を考案する研究を行う予定です。この研究
で精度の高い方法が確立できれば、心理的状態からサポート方法を
変更するなど柔軟対応が可能になります。
Q.1

興味があることは？（あなたの研究分野以外）

今は、機械学習や統計学に興味があります。今後、機械学習や統
計学の知識が無くては社会の変化に柔軟に対応できないと思ってい
ます。特に、機械学習の中のディープラーニングのような人工知能
関係は様々な分野で成果を挙げています。機械学習は、今までの手
法では達成できなかったことを成し遂げる可能性を秘めているとい
うことで興味を持ちました。
Q.2

セールスポイントは？（研究以外）

将来、データサイエンスのようなデータを分析する技術や人工知能関係の知識は必須条件になると考えて
います。そのため、それらの知識を身に付けつつ英語の能力を高めるために Kaggle というデータサイエンス
のコンペティションなどを行っているサイトに登録しました。Kaggle は、自分の成果を全て英語で公開する
ので、英語の能力の向上もできます。現在は、kaggle のチュートリアルで基礎知識をつけている段階です。
このように私は、積極的に自分の能力を高めるために自主的な取り組みをしており、将来を見据えた行動を
とることができます。
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？

興してみたい事業は二種類あります。一つ目は、日常生活を支援することでより自由な時間をつくり、安
心して暮らせるシステムを提供する事業です。二つ目は、VR 関係の事業を興してみたいとも考えています。
具体的には、VR 空間のモデルの当たり判定や物体の破断など現実に近い体験ができる物理エンジンの開発な
どです。
Q.4

趣味・好きなことと、その魅力は？

私は、テクノロジー関係の技術ニュースを読むことが好きです。ニュースは、SmartNews というアプリで
毎日欠かさず見ています。最先端の技術動向を見ることは、将来の選択を決めるのに役立ちます。また、自
分の興味を持っている分野以外での技術のニュースもありますので視野を広げることにも繋がります。
Q.5

お勧めの本、音楽、映画を紹介してください

私がお勧めする本は、ゼロから作る Deep Learning という本です。この本は、実際にディープラーニング
の実装例があるため、自分で組むことができ理解がしやすくなっています。また、有名な映画ですが I, Robot
やアイアンマンもお勧めです。SF や近未来系の映画は、インスピレーションを与えてくれるのでとても楽し
いです。
Q.6

人類の発明で、一番すごいと思うものは何ですか？

パソコンが一番すごい発明だと思います。理由は二つあります。一つ目は、一般家庭でもパソコンが利用
されるようになったことによって、インターネットが広く普及し、amazon のようなサイトでのネットショッ
ピングや遠隔でのコミュニケーションの容易化を可能にしたからです。二つ目は、処理性能の向上によって
さまざまなデータの処理が可能になったからです。
-6-

web Agora 2018 年 6 月 7 日
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？

社会の変化に柔軟に対応でき、自分の意見や
意志を持った人物になっていると考えています。
また、研究所で研究をしているか、ベンチャー
企業を起業していると予想します。
Q.8

30 年後までに、一番進化すると思うも

のは何ですか？
今後最も進化するものは、パソコンの処理性
能と考えています。これは、汎用量子コンピュ
ータの発明によって飛躍的に向上し、一般家庭
でも量子コンピュータを利用できるようになる
と考えているからです。また、量子コンピュー
タができれば、大規模なシミュレーションが可
能となり、新薬の開発や VR 空間などの発展に大
きく貢献すると思っております。
Q.9

高専専攻科での卒業旅行にて（後列左から 2 人目が松本さん）

30 年後の未来は、どんな世界になって

いるでしょうか？
今から 30 年後には、医療分野では、アルツハイマー型認知症やがん治療などの現在は治療が困難な病気の
完治が可能になると思います。宇宙・海洋開発分野では特に宇宙開発が進み、他の惑星で生活を行う人類が
出てくると考えています。また、エネルギー分野では、核融合発電が可能になりエネルギー問題の解決が前
進しているだろうと予想します。
Q.10

「イノベーション」とは何だと思いますか？

新しくできたもの・ことが、社会を急変しているとき、またはしたときの表現としてイノベーションが使
われていると考えています。

●持田 成一（もちだ

せいいち）電気通信大学 大学院情報理工学研究科 情報学専攻

現在の研究内容
遠隔地の混雑状況を知りたいと思ったときに、現在では GPS を
用いたものが多い。しかし、GPS には取得できる環境とそうでな
い環境がある。そこで、普段使用しているスマートフォンなどに
搭載された Bluetooth を用いることで、混雑状況を取得し、遠隔
地の混雑状況を知ることができるシステムを提案する。
Q.1

興味があることは？（あなたの研究分野以外）

現在、データマイニングの分野にとても興味がある。
今後、社会には膨大な量の情報が生じてくると考えられ、情報
を分析し、予測するというスキルが必ず必要になってくると思わ
れるから。
Q.2

セールスポイントは？（研究以外）

自分は、大学生の時にはバスケ部の部長を経験した。アルバイ
トでは、新人教育や時間帯責任者を努めている。他者の意見を聞
き、相手のことを理解することができ、リーダとして率先して活
動すること、引っ張っていくこともできる。
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Q.4

趣味・好きなことと、その魅力は？

自分の趣味はコーヒーです。コーヒーは産地によっ
てそれぞれの豆に特徴があり、その特徴を理解し、そ
のコーヒーに合う食べ物を探すのが楽しいです。また、
コーヒーをハンドドリップで淹れる際は味にその人の
性格が現れるので、人が淹れたコーヒーを飲むのも好
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？
一番すごいと思うのは、電気という概念を発明した
ことです。
電気が使えた時代と使えなかった時代では、１８０
度以上生活様式が違っていたと思う。現代の生活にお
いても、電気はライフラインであり、私達には欠かせ
ないものと思うから。
Q.7

大学時代はバスケットボール部で部長
（前列中央が持田さん）

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、自分は海外と日本の架け橋になっていたい。日本の技術は素晴らしい面もあるが、海外から出遅
れている面もある。特にデータサイエンスや AI の面で出遅れていると思う。自分は、日本の技術力をもっと
向上させるために、海外でも働けるような人材になりたい。

●加納

亘（かのう

わたる）

秋田県立大学 大学院システム科学技術研究科 共同ライフサイクルデザイン工学専攻
現在の研究内容
私はプラズマの研究をしています。プラズマには様々な種類
がありますが、私の研究しているプラズマは、溶接などに利用
されているアークプラズマというものです。一般的にプラズマ
は、アルゴンガスなどの希ガスをプラズマ化させて発生させて
いるのですが、私はアルゴンと水蒸気の混合ガスを用いて、ア
ルゴンガスのみの場合と比較して、どのような変化が起きるの
かを調べています。
Q.1

興味があることは？（あなたの研究分野以外）

熱の分野について興味があります。熱の講義の一環でガソリ
ンエンジンのスパークプラグについて調べたのですが、スパー
クプラグは、プラグ先端の電極の距離や長さ、形状などによっ
てその特性が変化するということを知りました。小さい部品で
はありますが、熱に関する様々な技術が関わっており、とても
興味深いと思いました。
Q.4

趣味・好きなことと、その魅力は？

私の趣味は、自転車の改造です。私はロードバイクを所持し
ているのですが、一度全て分解してフレームを再塗装し、また
組みなおすということをしていました。時間はかかりますが、
少しずつ完成していくところが楽しいと感じています。
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Q.5

お勧めの本、音楽、映画を紹

介してください
私のおすすめの映画は 007 シリー
ズです。
これまで 24 作品が放映され
てきましたが、主人公のジェーム
ズ・ボンドの見せる激しいアクショ
ンや、特徴的な悪役、シリアスな中
にも笑いを散りばめた演出など、ど
の作品も見ごたえのあるものになっ
ています。
Q.6

趣味の自転車の改造 再塗装・組み直しのような大きな改造は 1 日 30 分から
1 時間の作業時間で 4 ヶ月ほどかかりました。今も微調整を楽しんでいます。

人類の発明で、一番すごいと思うものは何ですか？

時計だと思います。時計が生み出されたことで、これまでなんとなく、または大雑把に考えていた時間に
ついて、定量的に表していこうとする意識を人々に作ったと思うからです。
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：石油や天然ガスなどのエネルギー価格は年々上昇するようなので、再生可能エネルギー
を増やしていこうという流れが強くなると思います。
Q.10

「イノベーション」とは何だと思いますか？

私にとってのイノベーションとは、新しい技術を生み出すことにより、人々の意識や価値観をこれまでと
は違うものへと変化させることだと思います。

●菊地 桂生（きくち

けい）
秋田県立大学 大学院システム科学技術研究科 機械知能システム学専攻

現在の研究内容
フジツボの赤ちゃんであるキプリス幼生に関する研究を行っており
ます。
キプリス幼生は小さな動物プランクトンで、フジツボとして生活す
る住処を探す事に特化した固体であり胸肢と呼ばれる足をリズミカル
に動かして突発的に速く遊泳し、自分の環境に最適な場所を探す第一
触覚と呼ばれるセンサー部を有しております。キプリス幼生の特徴的
な特性、運動を解明する事で将来的にはマイクロマシンへの応用を考
えております。
Q.1

興味があることは？（あなたの研究分野以外）

行動経済学、心理学、クトゥルフ神話：
人間が無意識に行動を決定する時何が影響を与えるのか、特に自身
の想像を絶する状況に置かれた時どのような行動をとるのかという事
に興味を惹かれます。
Q.2

セールスポイントは？（研究以外）

マイペース：周りと比較し続けると自分を見失ってしまうので常に
自分の状況、ペースを乱さない事を意識しております。
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？

地方と都会の経験・賃金・情報格差を埋める事ができる事業。
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Q.4

趣味・好きなことと、その魅力は？

旅行，サイクリング：毎年長期休みを利用して青春 18 きっぷを使って
自分の知らない土地を訪れる事が好きです。目的地としては神社やお寺、
城跡巡りが多く、旅行先で御当地おみくじを引く、絵馬をみる事などが
小さな楽しみです。サイクリングは日々の悩みを忘れてどこまでも無心
で走り続ける事で心身ともにリフレッシュでき、疲れたら草原にゴロン
と寝転がって青空を見上げてボンヤリする時は最高ですね。
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”YES”は人生のパスワード｣：何事にも消極的な主人公が
全ての選択肢に”YES”と答える事で人生が急展開する物語です。自分自
身非常に臆病な性格ですが、最近はとりあえず何事もやってみる事を意
識しております。
Q.6

人類の発明で、一番すごいと思うものは何ですか？

紙：時代を超えて知識を伝え、過去の歴史と情報を共有できるから。
Q.7

旅行で訪れた山梨県甲府市
武田神社のさざれ石

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？

相手の考えや文化を頭ごなしに否定せず、何事からも学び続けられるような人になりたい。
Q.8

30 年後までに、一番進化すると思うものは何ですか？

3D プリンター：将来は一家に一台あり、車や食べ物など、自分の欲しい製品は、データを購入し 3D プリ
ンターで欲しい物を自宅で作るという文化が当たり前になっているかもしれない。
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？
社会インフラ技術分野：キャッシュレス
化が進み貨幣がなくなっているかも。
医療分野：特に日本においては高齢化社
会を迎えているため、アンチエイジング医
療の発達により単純に寿命が延びるだけで
なく年齢を重ねても心身ともに老化しなく
なるような社会になれば嬉しい。
Q.10

「イノベーション」とは何だと思

いますか？
普段の日常が非日常に変わる事。自分の
知らない多様な価値観や出来事に触れ、感
じる事で昨日の自分とは異なった視点で物
事をとらえる事がイノベーションであると
考えております。
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