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●受講生紹介2012（その1）

スーパー連携大学院プログラムの受講生には学力が優秀であるとともに、アドミッションポリシーの「7つの
志」の資質、能力、意欲を有していることが望まれています。2011年度の第一期生は5名、2012年度の第二期
生は7名が選抜され、プログラムを履修しています。本誌にて受講生をご紹介いたしますので、皆様方のご支
援・ご協力の程お願い申し上げます。
受講生には、現在の研究内容について説明してもらい、ご自身のことや将来のことに関する簡単な質問に答え
てもらいました（Q.1～10から任意に選択回答） 。

●栗橋 翠（くりはし

すい）

第一期生（電気通信大学 大学院 2年）

現在の研究内容

『安全運転は気配りから』と誰もが自動車教習所で習うように、
安全運転をする上で相手のことを考えて運転するということは非常に重要である。しかし、
現在までに研究及び実用化されている交通事故のリスク軽減システムのほぼ全てが、自身
のリスクを軽減するためのシステムと言っても過言ではない。
私は今後より安全な自動車社会を実現していくために、ドライバーや同乗者などの車両
内部だけでなく、他車両のドライバーや同乗者、歩行者などと言った相手のリスクを軽減
することに着目したシステムの研究を行っている。

Q.1 今興味がある分野は？（あなたの研究分野以外）
自動車以外の安全性。最近、出身大学の准教授と一緒に、食品に関わる安全性に関する研究をやった。

Q.2 あなたのセールスポイントは？（研究以外）
「気合いと根性(笑)」
・2〜3ヶ月なら休日無しでも大丈夫。(2/27〜7/9休日無し)
・なんだかんだ言いながら、最後には何とかする。

Q.4 あなたの趣味・好きなことと、その魅力は？
「F１観戦」 ドライバーが注目を浴びることが多いですが、
それを支えるメカニックやエンジニアなど、多くの人が在って
成り立つスポーツ。表彰式の際に、表彰台に上っているドライ
バーよりもはしゃいでいるエンジニアや、記者会見で毎回のよ
うに、それらのスタッフへの感謝を述べるドライバーの姿は美
しいと思う。

Q.5 あなたのお勧めの本は？

マイクロソフト社の Imagine cup 2010日本大会（組み
込み部門）にて準優勝（前段右から3番目が栗橋さん）。
大会の最新ページはこちら

「事故はなぜ起こる！？」（石橋宏典著・メディアファクトリー） 人間の視覚的特性・気象条件・道路設計な
ど、様々な観点から交通事故の原因を検証している本。一見、何の変哲も無い交通事故にも、事故に繋がる様々
な要因があるということが分る。

Q.6 人類の発明で、一番すごいと思うものは何ですか？
「水道or電気」 先進国である日本では、在って当たり前で誰も感謝してない。しかし無ければ非常に困る。逆に
最新の技術など、無くても大して困らない。多くの人に感動を与えるものよりも、多くの人に「それが当たり前で
ある」と思われるようなものに価値を感じる。

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？
今と大して変わらない。今から20年前と今の自分を比べても、本質的には変わっていないような気がする。従って、
20年先も大した変化も無く、私は私である。

Q.8 30年後までに、一番進化すると思うものは何ですか？
「エネルギー問題」 東日本大震災もあり、日本のエネルギー問題は大きな分岐点にあると思う。何が正しく、何
が間違っているのかということは分らないが、今後30年で最も力を入れるであろう分野だと思う。

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？
交通事故が無くなってると良いですね。そのために研究してます。

Q.10 「イノベーション」とは何だと思いますか？

「不可能ではないということを証明すること」 人間には明らかに実現可能なことと明らかに実現不可能なことが
存在し、その間には「もしかしたら出来るかも知れない」というグレーゾーンが存在すると思う。イノベーション
とは、そのグレーゾーンの一部を実現可能であると証明することであると考えられる。

●片山 康太郎（かたやま

こうたろう）

第二期生（富山大学 大学院 1年）

現在の研究内容 全方位画像を用いた物体検出および物体追跡。全方位画像は、
Panoramic Annular Lens (PAL) と呼ばれる全方位レンズユニットを用いて撮影する。従来法
ではパノラマ展開処理と呼ばれる、全方位画像を一般的な画像に変換する処理を必要とする
ものの、処理時間の長さや処理後の画像の精細さに問題がある。特に、撮像空間の広さを処
理時間の長さが台無しにしている点は非常にもったいない。そこで、パノラマ展開処理を行
わずに、物体検出および物体追跡を行う技術の開発を研究している。
Q.1 今興味がある分野は？（あなたの研究分野以外）
気象学全般です。大気の空間スケールが幅広く、地球の裏側の現象でもこちらに影響する可
能性があるため、予測が非常に困難です。予測が困難であるにもかかわらず社会に与える影
響が大きいのは研究する余地があるという意味であり、予測方法に正解がないというのはとても気になります。

Q.2 あなたのセールスポイントは？（研究以外）
雑学です。専攻外の分野のことから、知っていても使う機会が分からないようなことまで、雑学を調べるために時
間をかけるのは結構楽しいです。

Q.4 あなたの趣味・好きなことと、その魅力は？
クラシック音楽の鑑賞・演奏が好きです。出番こそ少ないです
けど、目立つうえに大変おいしい打楽器パートがいいです。ほ
かには、何も計画を立てずに旅行することです。事前知識がな
いので、有名なものに目が行かず、その周囲のものに目が行く
ことが多いです。

Q.5 あなたのお勧めの本は？
「＜古典部＞シリーズ」（米澤 穂信 著・角川書店）が面白い
です。ジャンルは推理小説で、日常の謎を多く題材にしている
ため、親近感があります。言葉遊びが多いことも好感触です。

ティンパニ演奏中の片山さん

Q.6 人類の発明で、一番すごいと思うものは何ですか？
数字（数学）だと思います。他にも様々な発明はありますが、これがないと何も生まれてないでしょうから。
ちゃっかり国際共通語ですし。

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？
旅行とクラシック音楽鑑賞を同時に達成できることをしているでしょう。していたいです。願わくは、ドイツや
オーストリアやロシアがいいです。

Q.8 30年後までに、一番進化すると思うものは何ですか？
デジタル放送に変わったことで使用されている周波数帯域が少なくなりました。しかし、昨今トラフィック量が増
大していることから、情報量削減や符号化方式に関する進化があると思われます。

Q.10 「イノベーション」とは何だと思いますか？
単語の意味は「導入」や「改新」で、単語はin-nova-tionと分解できます。接頭辞inから、システムの内部、根本的
な部分を改善することと考えられます。novaは新星、星の最期を表す言葉ですが、とても明るく輝くことから、周
囲に目立つ・周囲に影響を与えるような改新であると推測できます。tionは動詞を名詞に変化させる接尾辞です。と
いうことは、もともとは動詞innovateであると思われます。結論、イノベーションとは、システムのコアな部分に新
たな機能を導入もしくはコアな部分を改善し、その影響がダイナミックに周囲に広がっていく様であると思います。
影響の範囲はシステム全体だけでなく、それを利用する人々も含んでいると考えられます。

●中村 翔（なかむら

しょう） 第一期生（電気通信大学

大学院 2年）

現在の研究内容

私は「手ぶれ解析ならびに手ぶれ補正機能の評価システムの構築」
という研究をしています。具体的にはカメラで撮影された画像から手ぶれの情報を取得し、
手ぶれによってどのような動きが発生したか、また手ぶれの大きさはどの程度かなどのよう
なことを調べられるシステムのアルゴリズム（問題解決手順）考案ならびにプログラムへの
実装を行っています。今後はデジタルカメラや携帯電話付属のカメラ、ビデオカメラの手ぶ
れ補正機能の評価に自分のシステムを使ってもらうことを目標としています。

Q.1 今興味がある分野は？（あなたの研究分野以外）
ネットワークやセキュリティ分野。監視カメラの映像認識を勉強しているうちにセキュリ
ティや映像送信用ネットワークが気になったのがきっかけです。最近発表されたNICTの
DAEDALUSを見たことも興味がある理由の一つです。

Q.2 あなたのセールスポイントは？（研究以外）
探求心があるところ。気になることがあったらすぐ調べたり、新しい技術
があればどういう使い方があるかということを考えたりするところが強み
だと思います。

Q.4 あなたの趣味・好きなことと、その魅力は？

音楽鑑賞。日本の音楽よりも海外の音楽をよく聴いています。日本人と感
性が違うために同じジャンルの曲でも異なった印象を受けるところが海外
の音楽の素晴らしいところです。

Q.6 人類の発明で、一番すごいと思うものは何ですか？
活版印刷術。これが発明されたおかげで書物が普及し、技術や文化の伝承
に貢献したところがすごいと思います。

Q.8 30年後までに、一番進化すると思うものは何ですか？
持ち運びの出来るデバイス。最近ではスマートフォンやウェアラブルディ
スプレイなど携帯デバイスが進化しているため、30年後には予想も出来な
いようなデバイスが出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？

世界で初めて活版印刷された聖書、グー
テンベルク聖書

感動を与えること。社会に対して大きな変化を起こすことで人々に驚きと感動を与えることができなければ革新と
は呼ばれないと思うので。

●田村 隆行（たむら

たかゆき） 第二期生（富山大学

大学院 1年）

現在の研究内容 画像品質の良し悪しを評価する学問である画質評価に関する研究を
行っています。この画質評価に対する新しいアプローチを提案するために、画像のアンケー
トによる評価と顔の筋肉の筋電図の関連を検討しています。これまでの実験では、きれいで
ないと評価された画像の評価中では、目の周りの筋肉が大きく反応する傾向が確認されてい
ます。現在は、実験を幅広く行い、さらなる解析を進めています。
Q.1 今興味がある分野は？（あなたの研究分野以外）
為替や株式などの経済学。

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？
ICT技術を活用した医療福祉事業。

Q.4 あなたの趣味・好きなことと、その魅力は？
パソコンの自作・改造。既製品にとらわれない自由な創造が魅力。

Q.6 人類の発明で、一番すごいと思うものは何でしょうか？
文字。さまざまな情報を記録することを可能にしたから。

Q.8 30年後までに、一番進化すると思うものは何ですか？
再生医療などの医療技術。

Q.9 30年後の未来が、どんな世界になっているでしょうか？
現在難病と言われる病が治療可能になる世界。

●篠﨑 成大（しのざき

みちひろ）

第二期生（秋田県立大学 大学院 1年）

現在の研究内容 磁性流体は強磁性体の微粒子を高密度に
分散させたコロイド溶液です。流動性と磁性を合わせ持つ流体で
す。この性質を用いたマイクロアクチュエータ・メカニズムの基
礎的研究を行っている。小さな円環状磁石に磁性流体を吸着させ
ると、中心部にホールが形成される。そのホールの拡大・縮小を
外部磁場によって制御可能とするシステムを研究している。周波
数応答特性を調べ、印加する波形を変えることによるホールの応
答を調べている。

円環状に制御した磁性流体

Q.1 今興味がある分野は？（あなたの研究分野以外）
動植物の優れた仕組みを工学的に応用する、バイオエンジニアリングやバイオミメティ
クスの研究に興味があります。これから人間が自然と共生する中で、新しい技術開発、環境に適合したシステム
の開発が出来るのではないかと考えています。

Q.2 あなたのセールスポイントは？（研究以外）
疑問に思ったことを自分なりの方法で模索しながら考えることができます。先生や友達が言っていたことで疑問に
思ったことはその後時間があるときに調べています。また、過去に起こったことを推敲し、次に繋げる行動をとり
ます。動揺を表にあまり出さないで対処できます。

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？
海外の市場を獲得するために発展途上国で必要とされている商品を開発したり、販売する事業。
人口が多いので市場も大きいが、そこで生活する人にお金がなければ買えないので、地産地消をすれば売れるので
はないかと考えている。また、特許等を取り、強い技術力で高付加価値の商品を販売する。

Q.4 あなたの趣味・好きなことと、その魅力は？

ライトノベルの読書：現実では実際に起きないことをえがき、「こんな技術や世界だったらいいな」といった憧れ
が存在する。今の世界をこんな風にしたいと自分自身が思えるようになることで研究をやろうという気持ちになれ
る。

Q.5 あなたのお勧めの本は？
「女子大生会計士の事件簿」（山田 真哉 著・英治出版） 会社経理の不正を会計士である女子大生が見事に暴き、
解決する内容です。難しい経理の内容を事件を取り上げて説明してくれるので会計が初心者でもすんなり読めるも
のと思います。

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。実際に生活をする上で、今日欠かせないものが電気だと考えたからです。東日本大震災を経験
して、電気の供給が停止したときに、生活がままならなくなりました。人間生活の一部になっている「当たり前に
存在する」ものが一番の発明だと思います。

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？
中堅会社の上役として部下をまとめて、事業を遂行している。会社発展のためにプロジェクトを提案したりし、忙
しい日々を過ごしていると思います。

Q.8 30年後までに、一番進化すると思うものは何ですか？
インターネットに関連した周辺機器だと思います。現在でも予約や通販といった様々なことをできるようになりま
した。今後は、視覚情報として3Dで物を見たり、会議し、道案内を行ったりできるようになると思います。また、
臭いを知覚できたりするようになるのではと考えます。

Q.9 30年後の未来が、どんな世界になっているでしょうか？
海洋開発分野は食糧需給や土地問題、エネルギー開発、宇宙開発で重要になると考える。食糧を大量に生産するた
めに一定の場所に留まらず水や太陽光を求めて移動できる流動性を持つプラントが存在する。エネルギーを得る施
設も多数存在する。また、宇宙と地球を繋ぐ港も存在すると考える。

Q.10 「イノベーション」とは何だと思いますか？
社会がこう在りたいと思う形にしていくことです。新しいあり方を与え、既存のものを合わせたり、別の分野にあ
る考え方を持ち込んだりして、新たな概念・技術を創造します。しかし、古いものを排斥するのではなく、社会の
一部に取り入れていくものです。
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