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●受講生紹介 2017
 2017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 9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。 

●安藤 大智（あんどう だいち）北見工業大学 大学院工学研究科 機械工学専攻

現在の研究内容 
南瓜の自動収穫機の研究を行っています。南瓜はつる性植物に分類されてお

り、果実の位置が不規則です。そのため畑の中から南瓜の果実を見つけ出すよ

うなセンサの構築や、収穫時に作業機につるが絡まらないような機構の設計に

ついて行っています。 

Q.1 興味があることは？（あなたの研究分野以外） 
生体分野に興味があります。 

Q.2 セールスポイントは？（研究以外） 
趣味で運動をやっているので体力には自信があります。 

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？ 
具体的なものはまだありませんが農業分野で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？ 
私の趣味は小学校からしている野球です。学校では体を動かす機会が少な

く体が鈍りがちなので、週末に体を動かすことでリフレッシュしています。

やはり野球ではホームランを打った時の爽快感がとても気持ちがよく、疲れ

もどこかに吹っ飛んでしまいます。あの感覚を味わうのは他のスポーツであ

まりないのではと思います。 

Q.5 お勧めの本、音楽、映画を紹介してください 
音楽のおすすめは Mr.Childrenと久石譲です。 

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？ 
 医療分野は診断などの簡単なものはコンピュータが行うようになるのでは

ないかと思います。また再生医療などの技術も進歩し少しずつ使用されてい

くのではないかと思います。 
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●近藤 一輝（こんどう かずき）北見工業大学 大学院工学研究科 機械工学専攻 

現在の研究内容 
床反力を利用することで、膝関節の伸展を可能にし、大腿切断者の階段交互昇段を可能にする大腿義足膝

継手の開発を行っています。近年、コンピュータ制御や電動アクチュエータを使用した高性能膝継手の開発

が進められていますが、価格や重量などの問題により、普及には至っていないのが現状です。そこで、本研

究では、外部駆動源を用いず、小型・軽量な機構で膝の伸展を可能にし、階段交互昇段を実現する大腿義足

膝継手について検討しています。 

 

Q.1 興味があることは？（あなたの研究分野以外） 
 ・人間の身体運動について 

・経営のシステムなどについて 

 

Q.2 セールスポイントは？（研究以外） 
 やる気は十分にあります!! 

 

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？ 
 ・医療機器の修理等を承る事業 

・介護福祉サービスなどの事業 

 

Q.4 趣味・好きなことと、その魅力は？ 
 私は、体を動かすのが好きで、中高と続けている野球をするのが現在の趣味です。現在も北見市内の野球

チームに所属し、主に週末に練習や試合を行っています。研究や勉学の合間に体を動かすことで、いい気分

転換になっています。趣味を心から楽しむことで、勉学面にもいい影響を与えていると思います。現在は、

全道大会出場を目標に練習しているので、文武両道で頑張っていきたいと思います。 

 

Q.6 人類の発明で、一番すごいと思うものは何ですか？ 
 スマートフォンです。あんなに小さい機械に、あれだけの情報が入っているのはすごいな、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？ 
たくさんの研究が行われていると思うので、医学だと思います。不老不死とまではいかないけど、平均寿

命などが飛躍的に伸びていると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 年 6 月 北見市の軟式野球大会で優勝 
チーム名：置戸ロイヤルズ（後列左から 3 番目） 

室蘭工業大学での学会に研究室の仲間と（前列左から 2 番目） 
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●LEE CHUI SHIANG（りー つぅい しゃん） 

北見工業大学 大学院工学研究科 マテリアル工学専攻 
現在の研究内容 
 私は現在分析化学の研究室に所属し、ガスハイドレート（GH）

に関する研究を行なっています。GH とは、海底・湖底堆積物中

に存在し、「燃える氷」として知られている次世代エネルギー資

源の一つです。私はロシアや韓国との国際共同研究を通して、

ロシアサハリン南西沖における GHの調査、主にコアリングした

間隙水の化学分析を通して、GHの生成環境を明らかにすること

を目的としています。大学院の２年間では間隙水中のイオン濃

度を始め、水及び硫黄の同位体組成の測定を主に行い、GH生成

環境への知見を得たいと思います。  

 

Q.2 セールスポイントは？（研究以外） 
 ４ヶ国語話せます！ 生まれ育ったマレーシアの環境で身に

付いたマレー語、中国語と英語力及び、興味を感じて勉強した

日本語が今となっては日常会話ができる程度になりました。 

 

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。日本に留学して以来一人旅など毎年旅行するよう

にしています。日本国内においても海外でも、旅行することによって、様々

な文化や考え方を持つ人と出会え、自分の視野を広げる事ができるのは非常

に魅力的だと思います。 

 

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。 
 最近見た映画では、「Big Fish」というティムバートン監督の作品がおすす

めです。主人公の一生を不思議なアドベンチャーとして表し、色々な観点から鑑賞できる面白い映画だと思

います。主人公の人生観や考え方も興味深いので、機会があれば是非見てみてください。 

 

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？ 
 現在夢見ている世界旅行を少しずつ達成していき、今の自分では想像できないような経験をたくさんして、

物事に対して余裕のある人間になりたいです。 

仕事としては途上国の発展に貢献できることに携わっている人になれたらいいと思います。 

 

Q.8 30 年後までに、一番進化すると思うものは何

ですか？ 
30年後は家庭または職場において AIを一般的に用

いるようになると思います。 

現在でも介護事業における AIの応用は注目されて

いるが、それだけでなく、日常生活において、どの時

間帯でも洗濯などの家事をこなしてくれるロボットが

汎用される世の中になると思います。 

 

研究室の仲間と（前列右端） 

アンコールワット 

北見ぼんちまつりにて（前列右端） 北見工業大学の国際交流 
センターの呼びかけで留学生が集まって参加しました。 
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●覃 黄毅（ちん こうき）北見工業大学 大学院工学研究科 情報システム工学専攻 

現在の研究内容 
 まず、光とは電磁波の一種である。電磁波は波であり、波長という属性を持

つ。白色光は様々な波長の光を含めており、さらに通常目に見える単色光も単

一波長の光ではない。一方、偏光とは振動方向に偏りのある光波のことであり、

偏光板がある特定な一方向の光波だけを濾過することが出来る。従って、直交

する二枚の偏光板は光を通さない。しかし、その間に複屈折性材料(見た目上で

は透明なフィルム)を挟むという手法で光が透過するようになる。このとき、白

色光の中の様々な波長の光の透過率には波長依存性がある。そのため、透過し

た光が様々な色(偏光色)になることが可能である。言い換えれば、この手法は

波長で白色光から通したい光を選ぶことが出来る。この現象(偏光色)はジョー

ンズマトリックスを用いることで数式化できる。従って、偏光色をシミュレー

ションで計算し、実験で白色光から通したい光を設計できる。しかし、シミュ

レーションは複屈折性材料の枚数が増えることで指数級数的に複雑になり、さらに数式自体は逆関数を持た

ない積分数式が含まれている。つまり解析的な解を直接に求められない。私の研究はシミュレーションから

実験まで一貫して偏光色及びそれを生み出すための偏光フィルターの設計の最適化である。さらに、その研

究成果に基づいた偏光色の応用研究にも携わっている。 
 

Q.1 興味があることは？（あなたの研究分野以外） 
 脳科学、精神科学、経営学、経済学 
 

Q.2 セールスポイントは？（研究以外） 
 温厚な性格 

応用情報処理者と工業高校教員の二つの国家資格を所有している 

専門学校で非常勤講師として勤めている 

情報分野での色々なコンテストや実戦経験を持っている 
 

Q.4 趣味・好きなことと、その魅力は？ 
知識を得ること。魅力としては好奇心や疑問が満たされるからである。 

アニメ、漫画、映画や音楽などの娯楽。魅力としては新奇な展開や創作と出会えるからである。 

人に教えること。魅力としては自分を見直して他人を満たせられるからである。 
 

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。 
本や映画などで、東野圭吾さんのミステリものなどが一ついい選択だと思う。 

音楽は基本的になんでも聞くが、最近では自然の音で音楽を作る作品もある。 
 

Q.6 人類の発明で、一番すごいと思うものは何ですか？ 
発電に関するものである。理由としては現在の人類社会では電気で成り立っているからである。もし今か

ら「電気」というものが自然から無くなれば私たちは原始社会へ戻るであろう。 
 

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。 
全く想像がつかない。20年程前に携帯電話がスマートフォンになると誰も想像ができなかったように、社

会が凄まじい変革を迎えている。私だけでなく、現代社会の人々にとっても 20年後にどのようになるかは想

像がつきにくいであろう。 
 

Q.8 30 年後までに、一番進化すると思うものは何ですか？ 
エネルギーであると思う。現在の発電のほとんどではいまだ化石燃料がメインである。30年後は再生可能

なエネルギーどころか太陽から直接にエネルギーを吸収するシステムが提案されると思う。 

非常勤講師として勤めている 
専門学校の生徒たちと 
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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？ 
・エネルギー分野：半永久的な太陽エネルギー吸収システムが提 

案される。 

・ICT分野：真の意味で人間の一番の仕事は「仕事の創作」 

になり始める。 

・宇宙・海洋開発分野：火星開発が少し目途が立つ。 

・社会インフラ技術分野：実物貨幣が無くなり始める。 

・医療分野：末期癌による死亡が根絶される。 
 

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」とは人類に大きな恩恵をもたらし、革新的な

おかつ実現可能な案だと思う。「イノベーション」は元々では変革と

いうことを意味し、基本的により良い方法の導入を指す。しかし、

現在の社会は凄まじい変化を示している。そのため、ささいな良案だけでは直ちに代替され、「イノベーショ

ン」という言葉も時代に応じてレベルアップした。 

 

 

●山本 有里佳（やまもと ゆりか）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 
 実際に食べ物を食べることなく、熱や圧力など味以外

の刺激を与えることで、味を強く感じさせることや、食

べ物を食べていないにもかかわらず何かを食べているよ

うな感覚を誘発させる疑似的な味覚について研究を行っ

ています。疑似的味覚を扱った新たなシステムを開発し

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） 
 学問的なことでいえば、心理学や生物学的なことに興

味があります。あまり私が触れてこなかった分野の話な

ので、そういった知識を得てみたい気持ちがあります。 

 

Q.4 趣味・好きなことと、その魅力は？ 
最近は旅行をすることが好きです。現在私が住んでい

る地域と全く異なる地域を旅すると、いろいろな刺激が

ありますし、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 
「バーティミアス」という本が好きです。もとは海外の本なので

すが、翻訳の仕方が個人的には好きで、読んでいて面白かった記憶

があります。 

 

Q.8 30 年後までに、一番進化すると思うものは何ですか？ 
ビジネス分野において、情報化や作業の自動化が進んでいくので

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？ 
ジャンル：医療分野 現在よりも、患者に負担の少ない治療法が増えていくと良いなと思います。 

 

最近行った旅行先 岡山 後楽園 

学園祭実行委員会 学部 2 年生の集合写真 
（山本さんは○の中） 

ロータリークラブ地区大会にて 北見市議と 
韓国・晋州ロータリークラブの創設者夫妻と 
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●長谷川 開士（はせがわ かいと）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 
 運動と知的活動の関係についての研究は行われてきました。しかし、被

験者に特定のタスクを行わせた結果から関係を見つけたもので、条件や課

題の設定がとても膨大になります。そこで、フィールド実験的に複数のウ

ェアラブルデバイスから取得できるデータを統合的に管理し、収集された

データを分析することで運動と知的活動の関係を解明できるようなシステ

ムの実装と運用を目的としています。 

 

Q.1 興味があることは？（あなたの研究分野以外） 
 昨今よく話題にあがる深層学習について興味があります。 

最近では、深層学習の理論を知らなくても深層学習を使えるフレームワ

ークがたくさん(しかもフリーのものまで)あります。触ってみるだけなら

誰でもできるいい時代になりました。 

マスコミに踊らされない知識が必要だなぁと思う今日このごろです。 

 

Q.2 セールスポイントは？（研究以外） 
貪欲なところは貪欲に、適当なところは適当にといった性格です。やる時はやる人です！ 

 

Q.4 趣味・好きなことと、その魅力は？ 
ずっと趣味として続いているのはロードバイクとゲームです。 

家から大学までの行き来だけでなく、たまにロードバイクで

遠出してみたり休みの日にサイクリングロードを走っていたり

しています。在学中に今のロードバイクのパーツをちょっとず

つアップグレードしていきたいです。 

ゲームは主に RPGをよくやります。最近はオンラインゲーム

もやってゲーム内ではフレンドもたくさんいます(リアルの友

達はそんなにいません)。 

最近やってないですが、プラモ作ったり、フルート吹いたり

もしていました。 

 

Q.5 お勧めの本、音楽、映画を紹介してください 
ゲーム音楽全般が大好きです！ ゆったり流れるようなフィールド曲から激し

くテンションが上がるボスバトル曲まで総合的に楽しめる曲の数々です。 

おすすめの曲は 

ゼノギアスより 『覚醒』、『SMALL TWO OF PIECES～軋んだ破片～』 

セブンスドラゴン 2020より 『人類戦士タケハヤ』 

ロマンシグサガより 『決戦！サルーイン』 

英雄伝説空の軌跡 FC より 『リベールの歩き方』 

ニーアレプリカントより 『イニシエノウタ/虚ロナ夢』 

 

Q.6 人類の発明で、一番すごいと思うものは何ですか？ 
 ノイマン型コンピュータ！ これ無くして今の私達の生活はない(はず)！ 

 

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？ 
 自分のやりたいことをないがしろにしないような生活を送れているといいなぁと思います。 

 

愛車（ロードバイク） 

昔塗装したガンプラ 
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●松原 弘明（まつばら ひろはる） 

電気通信大学 大学院情報理工学研究科 機械知能システム学専攻 

現在の研究内容 
流体と柔らかい物体との相互作用に関する研究を行っています。飛行機の

主翼には方向や高度を変える為に様々な部品がついており、部品の生産、整

備等でコストがかかっています。そこで近年、翼自体に柔軟な材質を使用し

て、翼をねじって操縦する航空機が開発されています。私の研究は、そのよ

うな柔軟な物体と流体が、お互いどのように作用するかについて数値流体力

学の観点からアプローチしています。 
 

Q.1 興味があることは？（あなたの研究分野以外） 
 最近は自動翻訳に興味を持っています。 

世界にはたくさんの言語がありますが、母国語以外の言語を覚えるには多

くの時間と労力がかかります。 

そこで、言語を覚えずとも会話ができるようなアプリや装置の開発が 2020年の東京オリンピックに向けて

行われています。私自身、言語を覚えるのはとても大変だと感じるので早くできないかと思います。 
 

Q.2 セールスポイントは？（研究以外） 
粘り強く物事を遂行する事だと思います。 

 

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？ 
 既にあると思いますが、ネットワークでお年寄りと若い人を繋ぐようなサービスを提供する事業をしてみ

たいです。お年寄りの頭の中には長年の経験で得られたとてつもない量の記憶があります。しかし、地域社

会のコミュニティーがかつてよりも希薄した現代では、そのお年寄りの記憶というデータベースが活かされ

る場が減ってしまっています。そこで、お年寄りから若い人や、外国の方に向けた、伝統文化やお年寄り自

身の経験を伝えるようなセミナーをネットで繋げ、仲介料をもらえればと思います。 
 

Q.4 趣味・好きなことと、その魅力は？ 
趣味は読書、古本屋巡り、それと模型制作です。 

私は理系ですが、子供の頃から歴史の本を読むのが好きで、最近

は地元の郷土史や、研究に関連した技術史の本をよく読みます。古

本屋巡りは暇さえあればやっていて、時には戦前の珍しい本に出会

えるので面白いです。模型は、子供の頃から好きなロボットと、第

二次世界大戦中の古い軍艦や航空機の模型を主に作っており、時に

は自分で作った物をイベントで販売したりしています。どの趣味も、

三つ子の魂百までを地でいっています。 
 

Q.5 お勧めの本、音楽、映画を紹介してください 
田中芳樹さんの『銀河英雄伝説』という本が好きです。 

ジャンルは SFながら、歴史大河のような重厚感があり、数多の登場人物達が織りなす人間ドラマが魅力で

す。ストーリーが非常に長く、読むのに時間がかかるかもしれませんが、読み終わってしまうと寂しさを感

じる…そんな小説だと思います。 
 

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]今よりエネルギー効率の高いクリーン発電が普及していて、化石燃料に頼らずともある程

度生活が出来るようになっている。 

[航空・宇宙分野]放射線対策、推進機関の技術が発達し、火星など他の太陽系の惑星まで人類が居住してい

る。あるいは無人宇宙船によって宇宙から地球へ資源が輸送されて、エネルギー問題が解決へ進展している。 

ロボットの模型 
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Q.10 「イノベーション」とは何だと思いますか？ 
 誰もが思いつきはしても諦めてしまう事を、諦めないで実現させる事だと思います。 

 

 

●石田 龍也（いしだ りゅうや）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 
現在の自分の研究内容は、カクテルパーティー効果を ITで支援しよう

という研究で、騒音の中でも自分の興味のある音は自然と聞こえてくる

というカクテルパーティー効果現象を、ユーザが操作を加えることでよ

り良いものにしようというものである。具体的には、温度センサでその

場にいる人間を検知し、自分の興味がある対象を選択し、その人がいる

方向の音を強調することで、周りの騒音があるにもかかわらず目的の音

声を聞きやすい状況を作り出すというものである。 

 

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、心理学である。何かをすること、何かをされるこ

とによる心理的変化にとても興味がある。例えば、赤い色を見ると興奮

する、青い色を見ると冷静になる、というようなものである。注意力・

集中力を向上させる心理実験などに結構興味があると思う。 

 

Q.2 セールスポイントは？（研究以外） 
基本的にポジティブなのでストレスが溜まりにくく、何を言われても動じないところ。あとは結構運がい

いところ。 

 

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？ 

 自分が起業するとしたら、何かと何かを繋ぐ事業をやってみたいと考えている。簡単な例をあげると、就

職したい人と人材が欲しい会社を結ぶハローワークのようなものや、商品を買いたい人と売りたい人を結ぶ

ネット通販サイトなど、そういう系統で新しい繋ぎ方を考えて事業をしてみたいと思う。 

 

Q.4 趣味・好きなことと、その魅力は？ 
趣味は、ギターを弾くこと、歌を歌うこと、カラオケに行くこと、パチスロに行くこと。ギターや歌は、

自分が昔から音楽をやっていたというのもあり、楽器に触るだけでストレス解消になり、自分で曲を作るこ

とでメロディーや歌詞、曲構成、リズムなど色々考えることで頭を使うこともできる。パチスロに関しては、

アミューズメント版の株のようなものである。投資をすることでお金が増減するのを経験することができ、

台のデータを見て自分で設定を判別することで非常に頭の運動にもなる上色々な演出を見ることで快感を得

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 
音楽でオススメなのは、The Beatlesの「Let It Be」である。タイトルの通り、あるがままにという意味

で、とてもいい歌詞で、落ち着くメロディーになっている。ジョンレノンの奥さんがオノ・ヨーコというこ

とで日本人にも馴染みがあり、世界的に有名な曲である。 

 

Q.6 人類の発明で、一番すごいと思うものは何ですか？ 
 「お金」の製造だと思う。これがないと全て争いになり、言葉や物理的に解決するしか方法はなくなって

しまう。何かモノを買うにも売るにも必要であり、そのモノ（技術、アイデアなど物理的に存在しないもの

も含む）の価値をはかる指標にもなり得るので、人間が地球で生活していく上で必要不可欠であり、人類最

大の発明だと考えた。 

 

学部時代は競技ダンス部に所属 
（左が石田さん） 
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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？ 

今から 20年後の自分は、定職について、大中小企業にかかわらず、結構

上の方のポジションにつき、周りに信頼された上で周りを先導していく人

になっていると思う。就職してまずは昇格するための知識や技術を素早く

身につけ、周りの信頼を勝ち取り、外堀から埋める感じで昇進していると

思う。 
 

Q.8 30 年後までに、一番進化すると思うものは何ですか？ 
VR技術が進化すると思う。今まで映画で見てきたような、空間上にモニ

ターを提示して操作するようなことが現実世界で起こりうる一歩手前くら

いまで技術が進化すると思う。 
 

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？ 
医療分野について、30 年後は現在よりもかなり医療が進み、がんが治せ

る病気になっていると思う。（思う、というよりそうなることを願ってい

る。）そして、若い世代が病気で死ぬということが少なくなっていてほしい。 

 

Q.10 「イノベーション」とは何だと思いますか？ 
 自分なりの「イノベーション」についてであるが、イノベーションとは

言葉の通り技術革新のことで、何か新しいことをする、とか何か新しいも

のを作ろう、という意思表示であると思っている。つまり、実際に何か新

しいことをする・作るのもイノベーションであり、何か新しいことをしよ

う・作ろうと思うことももはやイノベーションであると考えている。 

 

 

●石井 佑哉（いしい ゆうや） 

秋田県立大学 システム科学技術研究科 電子情報システム学専攻 

現在の研究内容 
 

 近年、5.1chや 7.1chなどのサラウンド再生環境が普及しつつあります

が、流通している音楽コンテンツのほとんどは、依然として 2chのステレ

オ音源です。そのため、従来の 2chの音楽コンテンツをサラウンド再生環

境で高い臨場感で再生するためには、2chの音楽コンテンツを楽器の音色

ごとに分離し、分離した信号を 5.1chや 7.1ch などのサラウンド信号に再

合成する必要があります。私はそのための音源分離・合成技術について研

究しています。 

 

Q.1 興味があることは？（あなたの研究分野以外） 
 現在、私はサーバー構築やネットワークについて興味があります。まだ

まだこれからですが、外部からプログラムを稼働させたり、複数の PC間で

ファイルを共有したりなど様々な用途で使えると思うので、社会人になる

前に知識として身に着けておきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

個人の部：関東大会第 6 位 
団体の部：全国優勝 
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Q.2 セールスポイントは？（研究以外） 
フットワークが軽く、色々なことに挑戦できる点です。大学生時代で研

究を除いて特に大きな達成感を得られたことは、韓国の東西大学校への短

期留学と由利本荘市役所の移住促進 PR動画を友人と共に作成したことで

す。短期留学は海外に目を向けるきっかけとなり、自身の語学力について

見直す良い機会となりました。移住促進 PR 動画の作成では学生の立場とし

て地域社会とのかかわり方や貢献の仕方について考える機会となりました。 
 

（補足説明：東西大学校情報システム工学部と秋田県立大学システム科学

技術部で学部間協定を結んでおり、現地での生活の様々な所で支援を頂き

ました。留学の期間は 2016年 3月 9日から 3月 15日です。学生 2人に教

員 1 名が同伴していました。） 

 

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？ 
 将来起業するとしたら、インターネットを通して動画を自動加工するよ

うなサービスを提供するような事業を興してみたいです。カメラ付き携

帯・スマートフォンの普及によって、誰もがどこでも気軽に写真や動画を

撮影して SNSなどで共有できるようになってきました。ユーザーの簡単な

操作で画像編集を行えるアプリは多数存在していますが、動画編集に関し

ては未だパソコンが必須で、スマートフォンだけでは完結できていません。

そこで、動画を簡単な操作で高度に自動編集するインターネットサービス

が実現できたら、多くの人のニーズに応えられると思っています。 

 

Q.4 趣味・好きなことと、その魅力は？ 
私の趣味はパソコンを使ったシンセサイザーの音作りです。シ

ンセサイザーというのは電子工学や信号処理などの技術を用いて

音を発する楽器のことで、ピアノなどの実在する楽器音を再現す

るものもあれば、電子音などを一から作り出せるものもあり、様々

な音を作って鳴らすことができます。パラメーターの調節に慣れ

てくると思い通りに音色を作ったり、今までにない新しい音を作

り出せたりするところです。また、SNSなどの発達により、自分

で作ったシンセサイザーのパラメーターの設定 (プリセット)な

どをインターネット上で簡単に公開・販売することができるのも

魅力だと思います。 

 

 

 

Q.6 人類の発明で、一番すごいと思うものは何ですか？ 
 私が人類の発明で一番すごいと思うものは電波を使った無線電信です。ラジオ放送・テレビ放送・携帯電

話や Wi-Fiの通信などはすべて電波を使った無線電信であり、現在の社会に無くてはならない発明です。 
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パソコンで Serum というシンセサイザー 

ソフトを起動して操作している様子 

韓国の東西大学校の正門 

東西大学校の日本語学科の学生に 
秋田県について説明しました。 


