受講生紹介 2013
その１
スーパー連携大学院コンソーシアム web ニュース

2013 年 6 月 18 日

●受講生紹介 2013（その１）
スーパー連携大学院は受講生の受入れを開始して 3 年目になり、2011 年度の第一期生 5 名、2012 年度の第
二期生 7 名、今年度の選抜では 15 名と倍増いたしました。学年別では、博士後期課程 1 年（D1）2 名、博士
前期課程 2 年（M2）7 名、博士前期課程 1 年（M1）14 名が在籍しています。
本年度の受講生をご紹介させていただきます。

●木山

正啓（きやま

まさひろ）電気通信大学 情報理工学研究科 博士後期課程 1 年

現在の研究内容
薬剤等生理活性物質の体の中の居場所を特定するための標識材料の研究開発を行な
っています。ターゲットの”居場所”を知らせる標識に私達が使おうとしているのは、ホ
タルなどに代表される生物発光です。生物発光は熱などをほとんど放出せず効率よく発光
することから、マウスなどの対象生物にも扱う人間にも極めて危険性が低い手法です。こ
れにより誰でも簡便に使用出来るツールとなり、iPS 細胞の研究などこれから注力するラ
イフサイエンス分野への貢献を目指しています。
Q.4 趣味・好きなことと、その魅力は？
現在は自転車（ロードバイク）が趣味です。平日は、自宅と
大学との行き帰り（35km ぐらい）に使用し、休日はあちらこち
らに出かけています。自転車を乗り出して感じたことは、やは
り東京って狭いのね、ってことでしょうか。電車等を使うと小
一時間かかるところも、ほぼ同じかそれ以下の時間で移動出来
ます。しかも目的地を自転車で散策できるので、便利です。最
近はロードバイクも手頃な価格帯で購入でき、性能も十分です。
行き帰りの交通費が浮くので、費用対効果も高いような気がし
ます。検討する価値はあるかと思いますよ。
3 月に東京から京都へ行く途中のコンビニで

Q.6 人類の発明で、一番すごいと思うものは何ですか？

化学全般。特に工業合成。生き物が持つ生産能力は確かに省エネであり、効率はよいのだろうけれども、
化学は人類のために大量にものを作り出すことができる能力を持っている。窒素、水素からアンモニウムを
作り出すハーバー・ボッシュ法は農業に革命的な変革をもたらし、食糧問題を解決した。また、ナイロンを
代表とする化学繊維は、その細くて丈夫な性質から、衣服だけでなく車などのいち素材として使用されるに
至っている。
化学は環境問題など、忌み嫌われる存在として一般的には認知されているが、この技術がなければ人類の
大きな発展は望めなかったのではないかと思う。
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？
大学や研究所等に在籍し、研究が実用化に資するかどうか、また実用化するにはどのような工程を経れば
よいのかを決定するポストに就いていると思われる。
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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。現在死亡原因１位の癌による死亡率が、がん治療
およびがん予防により大幅に減少。これにより平均寿命が押し上
げられる。また、再生医療研究が進展し、身体・臓器機能の代替
が可能となり、健康を高齢になっても維持できるようになってい
る。これに伴い、高齢になっても働く人が増加するなど、経済的
にプラスに作用している。しかし一方で、うつ病や認知症などが
今以上に顕在化し、新たな問題となるかもしれない。
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、
「技術革新」に始まり、
「実用化」を経て、
新幹線も乗ります！
「社会に広く浸透」することだと考えている。今現在多くの問題
（中国高速鉄道、上海にて）
があり、
それを解決するための技術革新が行われている。
しかし、
実用化されるのはその一部であり、またその実用化されたものが
社会に広く浸透するのはさらにごくごく一部である。技術革新だけでは世の中を変えることはできず、イノ
ベーションを起こしたとは言えない。
目の前の技術革新だけを見ているのではなく、将来的に誰もが恩恵を受けられる一般性を持った技術にな
るかどうかを視野に入れ、研究開発を行なっていくことが、イノベーションを起こすことに繋がる。比較的
長い期間を要する概念という認識を持っている。

●高橋

和也（たかはし

かずや）秋田県立大学 システム科学技術研究科 博士前期課程 1 年

現在の研究内容
21 世紀は技術革新の時代といわれて
おり、さまざまな環境条件に知的に応答
し、機能を発現する能力を有するインテ
リジェント材料の開発が活発に進められ
ています。このような状況から磁性と流
動性を併せ持つ磁性流体が開発され、改
良が加えられています。私は、小さな永
久磁石と磁性流体で構成される磁石‐磁
性流体系に交流磁場を印加させた場合の磁性流体界面現
象やマイクロデバイスへの応用開発を目標とした基礎的研
究を行っています。

永久磁石間に磁性流体を吸着させた状態

Q.1 興味があることは？（あなたの研究分野以外）

日本史（戦国時代）。ある事件に対して「仮説」を立て、「真実」を探求する。探求すればする程、教科
書には書かれていない「真実」が発見でき、無限に想像を膨らませることができる。
好きな武将は上杉家の家臣、直江兼継です。
「信義の武将」と謳われた上杉謙信の遺志を継承し、その養子
の景勝の軍師として謙信亡き後の越後を支えた一人です。力と力がぶつかり合い、謀略が渦巻く戦国時代。
血なまぐさい時代に「義」を貫き、
「愛」を掲げ、爽やかに駆け抜けた兼継の生きざまに感銘を受けました。
Q.2 セールスポイントは？（研究以外）
人の目につかないところで努力し、誰かを支える縁の下の力持ち。
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？
エネルギー資源を外国に頼るのではなく、日本周辺海域に大量に存在する可能性があるメタンハイドレー
ト等を用いて純国産のエネルギーを供給する事業。
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Q.4 趣味・好きなことと、その魅力は？

釣り（海釣り）。大自然を感じることができ、あれこれ試行錯誤して釣れた時の喜びは最高です。また、
近くで釣りをしている人と情報交換や世間話もしたりできます。
Q.5 お勧めの本、音楽、映画を紹介してください

「流星ワゴン」（重松清 講談社）
全てに絶望した主人公が人生の岐路になった場所へタイムスリップしてやり直しをしていく物語。
重松さんの作品が大好きで、ほとんど読破しています。

●岩寺

信行（いわでら

のぶゆき）富山大学 理工学教育部 博士前期課程 1 年

現在の研究内容
私はボルテックスジェネレータに関する研究を行っております。ボルテックス
ジェネレータとは、三角形の翼から渦を発生させる装置です。この装置は、熱交換器
等の冷却性能を向上させるために用います。例えば、発熱している平板に空気を吹き
付けて冷却することを考えた場合、この装置
を設置することによって、平板付近の加熱さ
れた空気と平板から離れた冷たい空気を渦で
かき混ぜるので、効率的に冷却することがで
きます。そのため、この装置を用いることで
熱交換器の小型化が期待できます。
ボルテックスジェネレータの原理

Q.1 興味があることは？（あなたの研究分野以外）
私は自動車や F1 に興味があります。特に自動車のサスペン
ションについて興味があります。私は大学で学生フォーミュラ
と呼ばれる学生主導のもとで、フォーミュラカーを製作する大
会に参加しています。学生フォーミュラの活動では、サスペン
ションの設計をしています。最初は、サスペンションの設計を
どうやってやれば良いか分かりませんでした。しかし、様々な
文献調査を行い、サスペンションの構造や仕組みを学び、遂に
は、表計算ソフトを用いてサスペンションの解析を自分で行え
るようになりました。その時は、サスペンションを自分で思い
通りに操れるようになったと感じ、大きな達成感を得ることが
できました。自動車のサスペンションは、車の乗り心地や操縦
性を決める重要な要素なので、より深くサスペンションのこと
について学び、知識を得たいと考えています。

学生フォーミュラカーの製作
（中央が岩寺さん）

Q.2 セールスポイントは？（研究以外）
私の研究以外のセールスポイントは、英語です。TOEIC テストでも 700 点以上を獲得しています。
Q.5 お勧めの本、音楽、映画を紹介してください
私のお勧めの映画は「ロード・オブ・ウォー」です。この映画は、武器商人を主人公にした映画で、
主人公が法律の抜け穴を利用して、巧妙に銃器を売りさばきます。オープニングの弾丸の製造過程から実際
に使用されるまでを描いていたシーンが印象に残ります。この映画を見ると、どうして世界から銃が無くな
らないのか考えさせられます。
Q.6 人類の発明で、一番すごいと思うものは何ですか？
私が人類の発明で一番すごいと思うのは、真空管です。真空管が発明されたおかげで、現在のパソコンや
テレビが開発されました。特にパソコンは現在の数値解析に、なくてはならないものです。現在のように余
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計なコストや時間をかけず、迅速にものづくりが行えるようになったのも、この数値解析やシミュレーショ
ンのおかげなので、その先駆けとなって発明された真空管は一番すごいと思います。
Q.8 30 年後までに、一番進化すると思うものは何ですか？
私は、今から 30 年後に一番進化するのは、ロボット技術だと思います。将来日本は、少子高齢化がかな
り進んでいると思います。お年寄りの介護をするのは、かなりの重労働であり、介護をする人の数も少なく
ないと考えられます。そのため、介護用のロボットが活躍すれば、もっと人手が少なくて済み、迅速に介護
を行うことができると考えます。

●高田

和幸（たかた

かずゆき）富山大学 理工学教育部 博士前期課程 1 年

現在の研究内容
パソコンやプロジェクターの冷却機器に使用されている軸流ファンの騒音発生
原因について研究しています。騒音の発生原因はファンの翼面における圧力変動が原
因であるといわれています。しかし、実験的に翼面の圧力変動を観察することが難し
いために、数値解析を用いて挙動を観察しています。さらに、ファン吸い込み口側の
流れに乱れを与えることも考慮することによって実際に使用されている環境を再現で
き、小型軸流ファンの騒音原因を特定できることが期待されます。
Q.1 興味があることは？（あなたの研究分野以外）
今興味があるのは、3D プリンターです。研究のほか
に学生フォーミュラの活動をしており、その際に 3D プリンターを使える機会が
ありました。実際に使ってみると思っていたよりも高い再現性でモデルが完成
し、大変感動しました。この分野はまだ成長段階ですが、かなり役立つ機械に
なると思います。実際に企業でも試作品で活用されておりイメージしやすくな
ることで、試作段階で品質の高い製品を出すことが可能となっています。使い
方によっては今までのものづくり形態も変える可能性があるため、どうなるの
か注目しています。
Q.2 セールスポイントは？（研究以外）
学部２年次より学生フォーミュラ活動を行っています。学生フォーミュラ
とは、学生の力でフォーミュラカーを製作し、その性能や魅力を大会で競いま
す。富山大学では初参戦を目指して活動しており、富山初の学生フォーミュラ
3D プリンターで作製した
カー完成を目指して日々がんばっています。
インテークマニホールド
特に私は、エンジン・ドライブドレインを担当しており、インテークマニホ
ールドの流体シミュレーションやインテークマニホールドの作製など貴重な経験ができました。初期メンバ
ーということもあり、多々苦労しましたが、かなり形にすることができました。このような貴重な経験が生
かせると思っています。
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？
グローバリゼーションが進む現代、自動工作機械を用いることによってどこでも同じものが作れるように
なってきています。さらに、生産管理体制も同様であれば、ほぼ同じ品質の製品を作れるようになっていま
す。そのため、どこでも作れるものを作るのではなく、特定の地域や場所でしかできないようなもの、まね
をしにくいものを作る事業を起こしてみたいです。
Q.4 趣味・好きなことと、その魅力は？
趣味はドライブです。いろいろなところに自分の意思で移動することができ、新しい発見があるところ
が魅力です。
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Q.5 お勧めの本、音楽、映画を紹介してください
お勧めの映画は「ラヂオの時間」です。三谷初の監督作品です。ラジオ番組の最中の裏側で、なにかし
らハプニングがおきながらも、ラジオ番組はそれなりに成り立っているところが、面白く感じます。シンプ
ルな内容ですが大変面白いです。
Q.6 人類の発明で、一番すごいと思うものは何ですか？

蒸気機関が人類の発明で一番すごいと思います。理由は蒸気機関が発明されたことによって、人類が鉄
を扱えるようになったためです。中ぐり盤の原動力として蒸気機関が使用されています。人間の力では出す
ことのできない力を出力できるようになり、人類は楽に精度よく鉄を加工できるようになりました。鉄を自
由に扱うことができるようになったことで、産業革命や工業の飛躍的な発達が可能となりました。このよう
なことの原点に蒸気機関の発明があるので、人類の発明で１番すごいと思います。
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？
多くの経験をつんだ技術者として、次世代の技術者に教育できる人物になりたいです。また、教えるだけ
ではなく、技術は日々進化するので、違う見方ができるように新しいことにも挑戦していきたいです。
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？
医療分野では、臓器移植が必要なくなり、自分の細胞で臓器をつくり、若くして病気で苦しむことがなく
なったらいいと思います。
Q.10 「イノベーション」とは何だと思いますか？
今までできなかったことが可能となり、実際の社会に役立てられ、自分たちの生活にも変化を及ぼすこと
だと思います。イノベーションが起こることによってより便利な世界になることだと思います。

●竹内

和也（たけうち

かずや）富山大学 理工学教育部 博士前期課程 1 年
現在の研究内容

道路監視カメラを用いた路面状態判別について研究しています。
従来の路面状態判別は、赤外線センサやレーザレーダといった高価な機
器を必要とする手法が多く、未だ普及には至っていません。そこで、既
設の道路監視カメラの画像から路面のテクスチャ特徴量に基づく判別法
を提案しています。この研究により、ドライバーへの注意喚起や車両制
御へのフィードバックを行い、事故を減らすことに繋がると考えていま
す。
Q.1 興味があることは？（あなたの研究分野以外）

経済についてです。企業のニュースや日経平均・為替を見ることによ
台湾で行われた国際会議
ITST2012 にて

って、日本全体の景気や経済の流れが少し分かるような気がするからで
す。

Q.4 趣味・好きなことと、その魅力は？
F1 や SUPER GT といったモータースポーツ観戦です。レースで勝つためには、マシンの速さが必要です。
一昔前までは、エンジンの改良を重ね続けパワーを中心に開発してきました。しかし今のマシンは、空気
抵抗を使ったダウンフォースや、ブレーキ時のエネルギーを電気に変換する KERS など、パワーを抑えて燃費
を向上させる取り組みが行われています。このような技術は、市販車にも適用しやすくなっているため、自
動車の技術が向上する要因になればいいと思います。
Q.6 人類の発明で、一番すごいと思うものは何ですか？

電気だと思います。現在の生活や技術はすべて電気があることによって成り立っているため、これほど必
要とされている発明はすごいと思います。
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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？
仕事と家庭を両立し、生きがいのある楽しい人生を送ってい
たいです。
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？
スマートグリッドによる電力ネットワークの最適化だと思い
ます。化石燃料に頼らず、CO2 の排出量も少ない新エネルギー
の利用促進にあたって、最適な電力ネットワークの普及は欠か
せないと思います。
これと関連したことを私も挑戦してみようと思い、パソコン
やスマートフォンからインターネットを通じて、家にいなくて
もコンセントの電源を遠隔制御できるシステムを開発しました。

●杜

洋（と

コンセントを遠隔制御するシステムの模式図

よう）富山大学 理工学教育部 博士前期課程 1 年
現在の研究内容

メディア情報通信の中の画質評価についての研究を行っています。主観評価
法としてはアンケートが多く使われていましたが、近年メディアの多様化によって、
アンケートによる定量化が難しくなっています。人間の主観的な判断であるため、
人によって評価する基準が違いますし、また、
言葉で表現しにくいときもあります。
主観的な判断の代わりに客観的に判断してほしいので、ここでの私の研究は、脳波
や脳活動などの生態情報を使って、映像に対する評価を客観的な数値で表わすこと
です。
Q.1 興味があることは？（あなたの研究分野以外）
日本文化に興味があるので、今特に居合道と将棋にハマっ
ています。
（居合道は学校の部活でやっています。
）
Q.2 セールスポイントは？（研究以外）
たくさんの国の人と接触したことあるので、すぐネタを思い出して、どこの国の人で
も、雰囲気よくしゃべれることだと思います。留学の間に他の国の文化を尊重すること
を学んだので、外国人と接するのが上手というところです。
Q.4 趣味・好きなことと、その魅力は？
私の趣味はバイオリンを弾くことです。音楽は私の気持ちを表現できるし、音楽で
自分と自分の会話ができます。バイオリンは完全に趣味で、自分で勉強しているので、発
表などしたことはありません。好きな曲はパガニーニの鐘のロンドです。

居合道の装い

Q.5 お勧めの本、音楽、映画を紹介してください
私勧めの映画は「Forrest Gump」です。この中の Life is like a box of chocolates.
You never know what you're going to get.という言葉が大好きです。
Q.6 人類の発明で、一番すごいと思うものは何ですか？

電気だと思います。電気のおかげで、私たちは今パソコンを使えるし、夜になっても仕
事ができるし、暖房と冷房が使えます。 電気が利用できるようになったときから、人類
はいろいろすごい発明ができました。人類の転換点だと思います。
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Q.8 30 年後までに、一番進化すると思うものは何ですか？
インターネットはもっと早くなって、繋がる方式とかも変わると思います。やっぱり、将来インターネッ
トが最も進化すると思います。新しいインターネットの繋がる方式も出てくるかもしれないと思います。

●布施

太章（ふせ

たかあき）電気通信大学 情報システム学研究科 博士前期課程 1 年
現在の研究内容
一般家庭やオフィス等の日常生活環境に対するアンビエント(将来
の情報社会像を表す概念)システムの構築に関する研究が注目さ
れている。そんな中で、アンビエントシステムの構築に際しては、各人
のインタラクションを担当する個々のエージェントが、お互いに協調し
て各人の円滑な生活のサポート達成するための「協調問題解決能力」が
必須である。エージェントにとって実環境は動的かつ複雑な存在であり、
本研究では、各エージェントの振る舞いに加えて、協調形態も動的に自
律的に変化させることが可能な協調メカニズムの創出を目指す。

Q.1 興味があることは？（あなたの研究分野以外）
社会の中での自分はどういう立ち位置なのかということを考えることに興味があります。世界の様々
な課題に対して、世の中の人はどのように思っていて、自分はどのような意見を持っているのかを考えるこ
とが面白いと感じています。具体的には、世界と日本の組織形態の違いなどが面白いと感じています。
【きっかけ】NHK で放送している『新世代が解く！ニッポンのジレンマ』という、テレビ朝日で放送してい
る『朝まで生テレビ』のようにある題材に対して 1970 年代以降の著名人が討論している番組を見て。
Q.2 セールスポイントは？（研究以外）
現在、非常勤講師をしており、人に物事をわかりやすく伝え
ることを意識しています。伝えるためには一方通行的なやり取り
ではなく、相手の話をよく聞いて、相手が何を求めているのかを
感じ取って伝えることが必要ではないかと考えています。
Q.5 お勧めの本、音楽、映画を紹介してください
【音楽】最近は Goose house という音楽ユニットがお勧めです。
8 人のシンガーソングライターが集まってできたユニットで、主
にもともとある曲をカバーして歌っています。ギターが得意であ
ったり、
ピアノが得意であったり、
と 8 人それぞれに個性があり、
中学・高校で非常勤講師している布施さん
曲ごとに 2 人以上のミニユニットを組んで歌っています。メンバ
ーそれぞれの個性が曲に現れており、まさに音を楽しんでいる様子が見て取れます。
このユニットを見ていると、今後の社会の様子が伺えてくる気がします。あるチームの中でも、個人や集
団で得意なことは異なっています。ある課題に対して取り組む際には、チーム全体で取り組ませるよりも、
それぞれの個性を引き立たせ合うような人選をすると、パフォーマンスは向上するのではないかと思います。
Q.6 人類の発明で、一番すごいと思うものは何ですか？

電気。良くも悪くも安定して生活時間帯を拡大した要因の一つであるから。また、あらゆる機器の稼働に
必要不可欠となっているため。
Q.8 30 年後までに、一番進化すると思うものは何ですか？
産業革命で第 2 次産業が発展して生活が安定化して、IT 革命で第 3 次産業が発展して生活の質が向上した
と思います。次は医療関係の分野が革命的に進化するのではないかと思います。現在、iPS 細胞をはじめ、
技術的な面でも進化しつつありますが、サポート面でも革新的な進化が起きて、遠隔診断などができるよう
になるのではないだろうかと思います。
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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、究極の個人情報である遺伝子を個人が把握できるようになるのではないかと思います。これに
より、様々な病気の予防・心構えができるようになったり、患者が医師を選択するようになったりするので
はないかと思います。
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、個人に対して影響力の持つ事象全般のことを指すと考えています。つまり規模によ
らず、個人の生活の質が確実に向上したときには、何かしらのイノベーションが絡んでいるのではないかと
思います。

●稲場

朋大（いなば

ともひろ）電気通信大学 情報システム学研究科 博士前期課程 1 年

現在の研究内容
コンピュータの中核であるプロセッサの 3 次元化について研究を行なってい
ます。
近年、半導体の 3 次元実装技術が発展しています。半導体デバイスを 3 次元化す
ることで、面積減少や配線長短縮、電力削減といったメリットが得られます。一方、
緊密な実装により発熱が問題となります。
以上を考慮したうえで、3 次元プロセッサにとってどのような設計が適切か、プ
ロセッサ内のモジュール配置のレベルで研究を行なっています。
Q.1 興味があることは？（あなたの研究分野以外）
最近プレゼンテーションの資料を作る機会が多いのですが、あんまり自分のセン
スが良くないなーと思い、デザインやファッションについて調べてみたら面白
かったです。
特に、パリコレ的なファッションショーでは毎回各ブランドがテーマを決めて発
表するのですが、文化や歴史についても知ることが出来て興味深いです。
Q.4 趣味・好きなことと、その魅力は？
大学の近くの川で釣りをすることです。
普段パソコンの画面ばかり見ているので、たまに屋外で暫く過ごすと目の疲れが取れて健康にいいです。
Q.5 お勧めの本、音楽、映画を紹介してください

ウィトゲンシュタインの論理哲学論考です。
難しい内容なので理解出来ているわけではないですが、普段の会話の中で自分が何を言っているのかを考
える良いきっかけになると思います。
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？
結婚して子育てしているといいと思います。
Q.8 30 年後までに、一番進化すると思うものは
何ですか？
今の子供はスマートフォンなりパソコンなりを
使いこなして育つと思うので、30 年後は人間の問
題処理能力が高くなっていると思います。
学校の近くの川で趣味の釣りをする稲葉さん

-8-

web Agora 2013 年 6 月 18 日

●松村

正隆（まつむら

まさたか）電気通信大学 情報システム学研究科 博士前期課程 1 年

現在の研究内容
コンピュータに搭載されるマルチコアプロセッサの省電力化や信
頼性の向上についての研究をしています。近年のプロセッサは単一の頭
脳であるシングルコアで性能を向上させるのに消費電力の関係などから限
界を迎えたため、複数の頭脳によるマルチコア化による性能向上を図る方
向へシフトしています。私はその中でプロセッサがより低消費電力で動作
するための省電力化や、外部の環境などに関わらずより確実な動作を行う
信頼性の向上について研究を行っています。
Q.1 興味があることは？（あなたの研究分野以外）
私は多摩川沿いの家に住んでいまして、最近釣りを始めました。
なかなか釣れないのですが、どのような仕掛けや餌がいいのか考えるのが楽しい
です。
Q.2 セールスポイントは？（研究以外）
自分で面白そうと思ったことは何事にも挑戦してみる点です。スーパー連携大
学院についてもそうですし、学部時代に所属していた天文サークルでプラネタリウ
ムを作ったり、自衛隊の訓練に参加したりしました。
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？

先日釣り上げた鯉

集積回路の設計を行う事業で、顧客に応じて最適な構成の回路を実装した専用 IC
の提供を行う会社を設立したいです。
Q.4 趣味・好きなことと、その魅力は？
Simcity や Civilization のような戦略シミュレーションゲームが好きです。Simcity は都市の市長に
なって街を発展させていくゲームで、Civilization は紀元前から文明を発展させていくゲームです。どちら
も自分が神の視点に立ち、徐々に未知の世界が明らかになると同時に自分の手の届く範囲になる感動が非常
に面白いです。
Q.5 お勧めの本、音楽、映画を紹介してください

「攻殻機動隊」シリーズです。サイボーグ技術が発達した近未来
を描く作品で、コンピュータと人間の脳が直結されることが一般化し
た時代の話です。ある意味コンピュータと人間の究極の関わりでもあ
るこの技術革新を、様々な側面から描く作品としては最高のものだと
思います。SF ファンでしたら見て損はありません。
Q.6 人類の発明で、一番すごいと思うものは何ですか？

トランジスタです。現在の人類の発展のスピードはコンピュータ
によって大きく加速されましたが、それが可能になったのはトランジ
スタを用いた回路の集積化のためです。全てのコンピュータはトラン
ジスタが無ければ現在のような性能向上は有り得なかったので、人類
の発明で最も偉大だと考えます。
Q.8 30 年後までに、一番進化すると思うものは何ですか？
プロセッサであると考えます。携帯電話がこれだけ増えたのは、搭
載されるプロセッサの小型化、高性能化、省電力化、低価格化が一気
に進んだことが原因です。この傾向は変わらず、30 年後にはプロセッ
サは進化し続け、ネジやクギと同様に「当たり前のもの」として認識さ
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れると思います。
例えば Google Glass の様に日常生活におけるあらゆるものにコンピュータが搭載され、我々
を支援するようになると考えます。既存のマウスとキーボードを用いたものがコンピュータであるという感
覚は、過去のものになっているでしょう。
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？
医療分野に関してはコンピュータの小型化によって、あらゆるデバイスが革命的な進歩を遂げると考えま
す。例えば義肢や義手といったものは人間と同様か、それ以上の能力を獲得しているでしょう。人口眼球の
ようなものも開発されて、1 キロ先の 10 円玉を認識できたりするかもしれません。オリンピックではサイボ
ーグの方がよい成績を残すようになるかもしれませんね。
Q.10 「イノベーション」とは何だと思いますか？
私の解釈は、
「我々の生活を大きく変える発明」です。それは歯車だったり、蒸気機関だったり、無線通信
だったりします。これらが発明される前の人々には魔法のように思えるかもしれない発明こそ、
「イノベーシ
ョン」であると考えます。

●須戸

里織（すど

さおり）電気通信大学 情報システム学研究科 博士前期課程 1 年

現在の研究内容
配列類似性検索のうちのひとつである Smith-Waterman(SW)法はアルゴリズムの特性
上、計算量が膨大であり、細粒度並列性が高いことで知られています。その並列性を利
用して、GPU を用いた PC クラスタ上で、SW 法の高速化を行います。本研究は GPU
向けに SW 法を実装するだけでなく、SW 法のアルゴリズム自体の改良を行い、並列性を
向上させて、さらなる高速化を行います。
Q.1 興味があることは？（あなたの研究分野以外）

流体シミュレーション、ルーティングアルゴリズム。
スパコンとかで流体シミュレーションをやっているのをみて夢
があるなと思ったのと、スパコン内でやりとりする際にルーティ
ングアルゴリズムは重要であるので最近気になっているからです。
Q.2 セールスポイントは？（研究以外）

好奇心旺盛
Q.6 人類の発明で、一番すごいと思うものは何ですか？

『

0

』。0 と 1 の概念がなければ今日のコンピュータも発明さ

れていなかったので。
Q.8 30 年後までに、一番進化すると思うものは何ですか？
都市システム。
これから先は人口が減少していき環境も変化するので、今まで
の都市のあり方では存続できないだろうし、何かしらの形で進化
しているのではないかと思います。
Q.10 「イノベーション」とは何だと思いますか？
ビジネスだと思います。
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●丸谷

大樹（まるや

たいき）電気通信大学 情報システム学研究科 博士前期課程 1 年

現在の研究内容
私はユーザインターフェースに関する研究をしています。現在
は特にペン型デバイスについての研究をしたいと考え、サーベイ
を行なっています。パソコンを操作するためのインターフェース
といえば、マウスとキーボードを想像する方がほとんどだと思い
ますが、パソコンで手書きの字や絵を描くにはペンタブレットの
ようなペン型デバイスがとても便利です。しかし、それ以外の
作業では使い勝手がイマイチとも感じます。そこでペンデバ
イスの新たな可能性を見つけたいと思い、これを研究テーマ
にしました。
Q.1 興味があることは？（あなたの研究分野以外）
画像解析などに用いられるカメラに興味があります。一般的なカメラは人間の
視覚に合わせた色表現であったり、一方向の枠にとらわれた画像を撮影したりし
ます。しかし、人間ではなく機械が解析するための画像を提供する、そのための
デバイスとしてのカメラというものが今後も生まれてくると思っています。

ペンタブレット製品例

Q.2 セールスポイントは？（研究以外）
何かを創作したいという意識が高いと思います。何か自分が素敵だと感じる作品（音楽や映像、デザイ
ン、写真など）に出会うと、まず私もこんな作品が作りたい！と感じてしまいます。気に入った作品につい
て調べているうちに、気がつくとそれが趣味になっていたりします。
Q.4 趣味・好きなことと、その魅力は？
パソコンを使った作曲（DTM）
、写真の撮影などが趣味です。自分で何か作品を作り上げて、そこで自分を
表現できるという点が魅力です。また、それを発信して何かしらの反応をもらえることがまた嬉しく、モチ
ベーションが上がります。あと、猫と戯れることが大好きです。動物とのふれあいは本当に癒されます。
Q.6 人類の発明で、一番すごいと思うものは何ですか？

文字だと思います。言葉を視覚情報として残すことができたのは偉大な発明でしょう。文字は言葉と一緒
に長い年月をかけて進化してきて、そして今後も少しずつ進化していくのだと思います。
Q.8 30 年後までに、一番進化すると思うものは何ですか？
通信技術とそれを利用したデバイスが大きく進化すると思います。光通信の伝送技術がさらに発展し、そ
れを利用した新しい通信デバイスが生まれたり、現状では不可能となっているコンテンツが生まれたりする
のではないかと考えます。
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？
今後人口の増加とともにエネルギーの需要も増大し、エネルギ
ーを産むための資源の枯渇がより深刻になってくると思います。
そのため再生可能エネルギーが一般に普及し、未だに利用されて
いない海底資源などの新たな資源を利用するための技術が大きく
進化していると思います。
Q.10 「イノベーション」とは何だと思いますか？
人とちょっと違う創造をすることだと思います。枠組みにとら
われない新たなものを創造することはもちろん、既にある枠組み
の中で誰も考えなかった方法を創造したりすることがイノベーシ
ョンと呼べるのだと思います。
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●中島

拓真（なかじま

たくま）電気通信大学 情報システム学研究科 博士前期課程 1 年

現在の研究内容
近年のクラウド化の流れにより、大学や企業の研究開発環境も少しずつクラウド化
しています。研究開発環境をクラウド上に置けば、マシン 1 台を用意するために必要
なコストが大幅に削減できますが、十分な計算リソースが利用できない可能性があり
ます。特に、仮想マシンでのハイパフォーマンスコンピューティングは容易ではあり
ません。そこで、そのような高性能な計算処理を仮想マシンから簡単に利用す
るためのシステムを構築しています。
Q.1 興味があることは？（あなたの研究分野以外）
Intel コンパイラを使用して構築した環境と、gcc を利用して構築した環境のパフ
ォーマンスや消費電力の差異について興味を持っています。まとまった時間が取
れれば、それぞれのコンパイラを使用した環境についてベンチマークを取りたいと思っています。
Q.2 セールスポイントは？（研究以外）
オープンソースの Twitter クライアントである
mikutter プラグインの開発や、クラウド基盤ソフトウェ
アである Apache CloudStack のユーザ会の活動など、
オープンソースコミュニティに参加しています。あ
まり遠い場所へは行けませんが、東京、名古屋、京都、
大阪付近での大きなイベントには積極的に参加するよう
にしています。
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？
今後はネットワークを経由したアプリケーションの利
用がさらに広がると考えています。このため、OpenFlow
のような SDN の分野は今後大きく伸びると思います。私
は、ネットワーク環境を最適化して、全体のパフォーマ
ンスを大きく向上させたり、セキュリティに配慮したネ
ットワークを提供するような事業を興してみたいと考え
ています。

LinuxCon Japan 2013 における Apache CloudStack
ブースの様子（右から 2 人目が中島さん）

Q.4 趣味・好きなことと、その魅力は？
何か特定の目的を果たすためにプログラムを書いたり、普段行う作業をプログラム化して、かかる時
間を短縮したりすることが好きです。その作業が 1 分かかり、プログラム化するのに 30 分かかったとし
ても、今後その作業を 30 回やれば元をとれます。また、作業の切り替えに要する時間が短縮できるので、不
要なストレスもたまりにくくなります。
Q.10 「イノベーション」とは何だと思いますか？
その人の考え方を根本から大きく変えるものだと思います。たとえ見た目の作業が同じでも、考え方の根
本をおおきく揺るがすようなことがあれば、それはイノベーションだと言えると思います。
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