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●受講生紹介 2014
2014 年度スーパー連携大学院プログラムの受講生は、富山大学 2 名、電気通信大学 2 名、大分大学 3 名の
7 名が新たに加わりました。現在の受講生は、博士後期課程 2 年 2 名、博士後期課程 1 年 2 名、博士前期課
程 2 年 14 名、今回ご紹介する博士前期課程 1 年 7 名の 25 名が在籍しています。
本年度の受講生には自己紹介として、ご自身のことや将来のことに関する簡単な質問に答えてもらいまし
た（Q．1～10 から任意に選択回答）
。
皆様方のご支援・ご協力の程お願い申し上げます。

●河原

昂也（かわはら

たかし）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
ガイドを用いたストレートダリウス型風車の性能向上を研究テー
マとしています。ダリウス型風車とは、地面に対して垂直に設置された
軸の周りを回転する風車のことで、翼を持つ揚力型の風車です。この風
車は、一般的なプロペラ型風車と比べて騒音が少なく、機構的に簡素と
いう利点がありますが、出力や起動性に欠けています。そこで、私の研
究では風車内部にガイドを設置し、風の流れを変えることによって性能
向上を目指しています。

Q.1

あなたの研究分野以外で、今興味があることを教えてください。

情報の分野、特にプログラミングなどに興味があります。高度にプログラミングされた電子機器はこれ
からの時代の一端を担う産業になることは間違いないと私は思いますし、そのような知識も自ずと必要にな
ってくると思うため、興味があります。
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。
音楽：福笑い(高橋優)
東京メトロの CM にも使用された曲です。
「きっとこの世界の共通言語は、
英語じゃなくて笑顔だと思う」という歌詞が心に残るとても良い曲だと私は
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？
人類の発明で一番すごいと思うものは、蒸気機関だと思います。産業革
命の火付け役であるとともに、現在でも発電所等では蒸気機関の原理を応用
して使用されています(最終的に蒸気を用いてタービンを回す)。人間の生活
の多くを変えるきっかけとなり、今でもその原理が使用されている偉大な発
明だと思います。
Q.8

今から 30 年後に、一番進化すると思うものは何ですか？

「自動車」だと思います。自動車は陸を走るものですが、水陸両用車や
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空陸両用車といった、地面を走るだけに留まらない新しい自動車が家庭に普及し始めるのではないかと思い
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。放射性物質を無害化できるシステムが開発され、現在の発電のあり方が変わっている
と思います。また、核融合発電などの新しい発電方法が開発され、火力や水力の替わりとなる時代なのでは
ないかと思います (完全に切り替わるには、もう少し時間が要るのではないかと思います) 。

●小島

大輝（こじま

ひろき）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

DSC を用いて含水シリカゲルの比熱測定に関する研究を行っています。
DSC とは示差走査熱量計のことで標準試料と測定試料の温度差から相変化時の熱流
入・流出量を測定することが出来、その応用として比熱を測定することが出来ます。
シリカゲルに含まれる水の凝固・融解に伴う凝固・融解潜熱と吸着材表面や吸着状
態との関連性を考察するために DSC による熱分析を行います。去年 DSC 測定をして
きた経験を生かしてより正確に測定しようと考えています。
Q.1

興味があることは？（あなたの研究分野以外）

自動車エンジン等の内燃機関です。自分は伝熱関係の研究をするグループにい
るのですが、研究室内の英語論文を読む授業で今年はエンジンの基礎が書かれたテーマを扱うことになり、
英語を学ぶと同時にエンジンを学ぶことになりました。構造や動作特性等を知るために写真や動画を見てい
く内にエンジン技術について興味をもつようになりました。エンジンの燃焼を研究するグループの発表もよ
り理解を深めながら聞けるようになったので、これからもっと深く学んでいきたいです。
Q.2

セールスポイントは？（研究以外）

チャレンジ精神です。大学に入ってから、内向的な自分を変えるために演劇サークルに入ったり、社
会勉強の１つとして飲食店でアルバイトをしたり、研究室に配属されてから学会発表をしたりと、様々なこ
とに挑戦してきました。それを通して、若い今だからこそでき失敗しても経験になると前向きな考え
方も得ることができました。
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？

事業という程大きなものではないですが、朝食配達など面白いのではないかと考えています。以前に新
ビジネスを何人かで考える講義があり、一人暮らしで食生活が不安定になりがちな大学生を対象として、１
限などを理由に朝食を抜く人が多い現状を考えると、需要はあるのではないかと提案していました。衛生面
や配達における個人情報の管理など考えなければいけないことは多いと思いますが、生活改善のきっかけに
なるのではないかと思います。
Q.4

趣味・好きなことと、その魅力は？

行ったことのない土地に行ってみることです。一
人暮らしなので自由な時間が増え様々な場所へ行き、そ
の都度新たな刺激を受けてきました。夏休みなど時間が
あるうちに、富山のまだ行ったことのない土地にも行っ
てみたいです。また、研究室にマレーシアからの留学生
が多いという何らかの縁を考えて、いつかマレーシアに
も行ってみたいです。
Q.5

お勧めの本、音楽、映画を紹介してください

「下荒井兄弟のスプリング、ハズ、カム。」とい
う舞台です。大泉洋さんが所属する演劇ユニット TEAM
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NACS の男性 5 人が男兄弟を演じ、下荒井家に起こる様々な出来事を描いていきます。キャラの演じ分けに感
心したり、魂のこもった熱演に心が動かされたりしました。涙あり笑いありで心が温かくなる物語なので、
観た後は「兄弟や家族っていいものだな」と感じます。
Q.6

人類の発明で、一番すごいと思うものは何ですか？

インターネットだと思います。自分の欲しい情報であれば、過去の情報でも遠く離れた場所の情報でも
得ることができるのが当たり前の時代になりました。それに加えて今では、カメラを使い生放送できるサイ
トも多くあります。深夜や早朝でも多くの人が放送しているのを見て、
「色々な人がいるんだな」と面白い印
象を受けました。
場所は関係なく人と人とをリアルタイムで繋ぐことができるという点ですごいと思います。
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？

大学で学んだこと、特に機械工学や熱力学を通して人や社会に関わる仕事をしていたいです。新たな技
術や小さいことでもいいので特許でも取れたらと、少し考えています。あとは、家庭を持ち子育てしたり、
親孝行をしたりしていたいです。
Q.8

30 年後までに、一番進化すると思うものは何ですか？

映画やアニメの題材によくある「仮想現実」が進化すると思います。今の画面を通してゲームをするの
ではなく、
まるで現実かのようにゲームができるようになると面白いのではないかと考えています。しかし、
どちらが現実か分からなくなる、現実世界での生活に支障をきたすのではないかという怖さもあります。
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？

エネルギー分野として、現在では不要として扱われているものをエネルギー源として使う技術が
たくさん出てきているのではないだろうかと考えています。そのためには、使えないという固定観念にとら
われずに多角的な視点で物事をみるということが大事になってくると思います。
医療分野として、再生医療などが発達し、人はより長く生きるようになるのではと思います。また、治療
に伴う苦痛が軽減され、健康をより手軽に得ることが出来るようになると思います。
Q.10

「イノベーション」とは何だと思いますか？

「イノベーション」とは、出てきた当初は価値観が認められず、時が立ち実用性が認められれば一般に普及
し、その後は生活になくてはならないものとして根付くものであると思います。身の回りの生活用品以外に
も物理法則なども考えられ、現在の便利な生活は大小様々なイノベーションの積み重ねの結果ではないかと
思います。

●野村

隼人（のむら

はやと）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を担う部品、CPU の高性能・低電力化の研究を行っています。
現在の一般的な 1 つの CPU に乗っているコア数は 4 から 8 程度ですが、64 コアやさ
らにその先を見据えて、沢山のコアを乗せた CPU、メニーコア CPU を実現するための
賢いコアを作ることが研究の目的です。
それを実現するためには、プログラムの実行機構だけでなくキャッシュやコンパイ
ラの改善といった課題もあり、１つの研究分野を様々な視点から考えています。
Q.1

興味があることは？（あなたの研究分野以外）

認知科学に根拠をもつ HCI(Human Computer Interface)の研究です。従来の「ヒトにやさしいコンピ
ュータを作る」ことから転換した、
「コンピュータにやさしいヒトをつくる」方法論やその実装プロトタイプ
が面白く、将来的にサブテーマとして研究をしたいと思っています。
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Q.4

趣味・好きなことと、その魅力は？

ホンダ・カブ 50 でのツーリングです。つくば-豊橋間や房
総半島一周など 400km を超える距離を一日で走破することもしば
しば。細かいスケジュールを立てずにテントとシュラフとランタ
ンを積んで旅に出るのは非常に楽しいものです。山中で暮れてい
く夕日と輝き始める星々を眺めて、翌朝には適当な温泉に飛び込
むのが醍醐味です。
Q.5

お勧めの本、音楽、映画を紹介してください

小説「いまなつのとかげが人間らをつるす」です。ジャンルで
いうとミステリーホラーに属するものですが、閉鎖的な共同体と
房総半島最南端にて
いう特殊な環境に置かれた人間の群集心理が緻密に描かれた作品
です。タイトルにもある「なつのとかげ」という言葉は、物語が終わっても解釈の余地が残されており、味
わい深さを増しています。また、異様に細かすぎる建築物の描写も本書の特徴の一つです。
「吊された視点と
いうのは俯瞰でもある」という発想の転換を持って読むことをオススメします。
Q.6

人類の発明で、一番すごいと思うものは何ですか？

やはり電気でしょう、これがないと私たちなにもできません。同時に、発電・送配電技術も重要です。
パワーエレクトロニクスをベースの技術として、スマートグリッド、無線給電、M2M などにより強電技術と
情報技術が互いに近づき始めている今、その二つが融合するポイントを観測することもとても面白いもので
す。
Q.10

「イノベーション」とは何だと思いますか？

メインストリームの CPU の命令セットが変わることです。それは同時に、CPU シェアでトップに立つ会社
が変わることと、世界を動かしているほとんどのコンピュータをリプレースさせることを意味しています。
また、ソフトウェアが収められたディスクも総入れ替えです。これが私なりのイノベーションで、それを起
こすことを目指しています。

●山本

健（やまもと

たけし）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
現在の研究内容は、紙メディアと人間の親和性を考慮したインタフェース
に関する研究です。人は古くから紙を情報メディアとして扱ってきました。コンピ
ュータが発展し、電子書籍やタブレットが一般的になってきたのにもかかわらず、紙
の存在はなくなりません。それは人間と紙の親和性が高いことが考えられます。紙と
の親和性を考察し、それを活かしたインタフェースの研究を行い、新しいインタフェ
ースの開発を行っていきたいです。

Q.2

セールスポイントは？（研究以外）

どんなところでも寝泊りができる。
Q.4

趣味・好きなことと、その魅力は？

趣味は天体観測です。星を見ているとよく「ロマンチッ
クだね」と言われますが、冬はペットボトルの飲み物が凍る
ほどの寒さの中、夜通し星を見ているのはとても過酷です。
そんな環境だからこそ見えてくる星がたくさんあります。そ
んな星を見たくて、毎晩のように晴れれば星を見ています。
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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？

望遠鏡。望遠鏡の発明は今から約 400 年前に発明されました。望遠鏡の発明によって天文学者は多くの
天体に関する発見をしてきました。とありますが、私の趣味にとって一番大切なツールになるため一番すご
いと感じます。望遠鏡の発明者に感謝したいです。
Q.8

30 年後までに、一番進化すると思うものは何ですか？

一家に一台(匹)ドラえもんの時代が来る。一番進化しているものは家庭用のロボットだと思います。
家庭用のロボットは昔からいろいろな SF 映画で描かれてきました。しかし、現在も映画で描かれているよう
な柔軟なロボットは完成していません。しかし、CPU の進化やセンサの小型化によって、ロボットは進化し
てきています。30 年後には人間の行動に柔軟に対応できるロボットが実現していると思います。
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？

宇宙開発分野。宇宙旅行が一般的になっていると想像します。現在宇宙旅行には、何十億のお金がかかり
ます。技術の進歩により、宇宙が身近になり、気軽に宇宙旅行ができるようになっていることを期待します。
そして、死ぬまでに一度は「地球は青かった」と言ってみたいです。

●伊藤

嘉紀（いとう

よしのり）大分大学 工学研究科 博士前期課程 1 年

現在の研究内容
高分子液晶の研究を行っています。液晶の発現には、分子の配向や分子間相互作
用の制御が重要になってきます。学部時代は、直鎖状ポリウレタンの分子間相互作
用と液晶発現の相関を調べました。大学院ではこのテーマを発展させて、複合材料
として実用可能な液晶ポリウレタンの複合体形成を研究テーマとしていきた
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）

食の安全。最近、食品の質が下がっていると思うことがとても多いです。今思
い返すとこどもの頃の食品ってなんでもおいしかったなぁ。単に舌が肥えただけ？
Q.4

趣味・好きなことと、その魅力は？

ひなたぼっこです。だらっと力を抜いている状態が心地いい。
Q.6

人類の発明で、一番すごいと思うものは何ですか？

金属の加工技術。金属が加工できなかったら人類の進化の過程は
どうなっていたのかとふと思いました。
Q.8

30 年後までに、一番進化すると思うものは何ですか？

ロボット技術だと思います。食物連鎖の頂点にロボットが立って
いたりして・・・、でもその前にサイボーグやガンダムが先ですね。
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？

宇宙旅行が一般化していると思います。
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●後藤

洸希（ごとう

こうき）大分大学 工学研究科 博士前期課程 1 年

現在の研究内容
高分子液晶についての研究をしております。学部生の時に側鎖型高分子液晶分子の側
鎖の末端の長さが液晶の形成にどのような影響を及ぼすのかについて研究していました。
現在はその研究結果を活かして新たな液晶材料の合成を研究テーマとして研究を行
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）

半導体について興味があります。現在の技術でミリ単位の極めて小さなものがすで
にスマートフォンなどの電子機器に用いられています。これから更なる技術の進歩でよ
り大容量な記憶デバイスが必要とされたとき、大きさを変えずにどのようにこれを実現させるのか、また、
実現されたときに新たに創られるものが何なのかといったところに関心があります。
Q.2

セールスポイントは？（研究以外）

私は協調性を重んじる性格だと認識しているので、そこがセールスポイントだと思います。
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？

携帯電話のキャリア会社です。今の携帯電話、特にスマートフォンはパソコンと遜色の無いほどまで
に高機能化されていますが、大半の人々はその機能を十二分に活かしきれてなく、必要のない機能が最初か
らたくさんインストールされ、それに限りある容量を使うのももったいないと感じています。そこで、契約
の際に自分で必要な機能を選んでインストールしていけるようなキャリアがあれば私はそのキャリアを選ぶ
と思うので、そんな会社を起業できればと思います。
Q.4

趣味・好きなことと、その魅力は？

好きなことはサッカーです。自分でプレーするのも観戦するのも好きです。どの
チーム戦にもいえることですが仲間と一つのボールを一つのゴールへと繋いでそれが
成功したときの達成感はとても魅力的だと思います。
Q.5

お勧めの本、音楽、映画を紹介してください

音楽は両親の影響で小学生のころからずっと Mr.Children が好きです。ただの日
常的な風景や感情を抽象的にした歌詞が多く、それが他のアーティストの素直な歌詞
よりも好きです。小説は伊坂幸太郎さんの「重力ピエロ」が好きです。
Q.6

人類の発明で、一番すごいと思うものは何ですか？

紙だと思います。発明された当時から現在までその形式をほとんど変えることなく
残っているという点で、発明された当時からほぼ完成されたものであったと考えるとこれが一番だと思いま
す。過去の偉人が遺した楽曲や絵画、研究成果など、紙がなければ今は無かったはずのものであり、文明の
発展も望めなかったと思います。
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？

理想としては研究職に就き、人々のためになる何かを創り出せていればと思います。
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・海洋開発では宇宙の構造、起源、終焉について明らかになっていれば面白いなと思います。また、
現在でも海洋の最も深い部分に人類が到達したことがないので、到達し、見たこともないような生物が見つ
かっていると思います。
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●渡邊

太喜（わたなべ

たいき）大分大学 工学研究科 博士前期課程 1 年

現在の研究内容
分子の構造を変化させることで液晶性にどのような違いがあるかを調べており、現
在は、スペーサーの長さが異なる、メタクリル酸を基本骨格とした液晶性高分子を合
成しています。また、その高分子の液晶性について調べるため、偏光顕微鏡観察、DSC
測定および X 線回折測定をして検討しています。この研究は、新しい液晶性材料の
開発に繋がります。
Q.1

興味があることは？（あなたの研究分野以外）

英語です。私は、英語が苦手で論文を読む時に苦労しています。スーパー連携大学
院では TOEIC が 600 点必要ですが、今のままでは厳しい状態です。日々努力し TOEIC で 600 点取ることを目
標にしています。
Q.2

セールスポイントは？（研究以外）

体が丈夫で体調を崩しにくいことです。私は小さい頃から病気になることが少なく学校を休むことはほ
とんどありませんでした。病気になると研究ができなくなるため体が丈夫なことはセールスポイントになる
と思います。
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？

私はものづくりが好きなので、不便だと感じることを解消できるものづくりの事業を興して、生活をよ
り良いものにしていきたいです。
Q.4

趣味・好きなことと、その魅力は？

好きなことは旅行です。魅力は見たことのない景色が見られるためです。研究室の旅行で鹿児島に行き桜
島を見たのですが、その時桜島から黒い煙が出ていました。私は山から煙が噴き出すのを初めて見たため興
奮しました。
Q.8

30 年後までに、一番進化すると思うものは何ですか？

自動車が進化すると思います。人や車を感知して自動で停まる自動車が最近発売されて驚きました。この
機能を応用していくと、行き先を設定するだけでその場所まで自動で行く自動車も販売されるのではないか
と思います。
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