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この冊子は、平成２１年度に日本学術振興会「組織的な若手研究者等海外派遣プロ
グラム」に採択された「セラミックスを基軸とするものづくり研究拠点形成に向けた若
手研究者育成プログラム」より平成２１年度から平成２４年度の間に海外へ派遣された、
助教等１９名、博士後期課程学生７名、博士前期課程学生４０名、学部学生２５名、合
計９１名の報告書をまとめたものです。
本事業の支援により、主に欧州・北米の１２カ国、２５の高等教育機関、研究機関へ
派遣された多くの研究者及び学生が、数年後には国際的に活躍できる技術者、研究者と
して本学から巣立っていくことを切に願うと共に、本事業で築いた海外拠点ネットワ
ークを活用し更に本学の国際化を推進して参りたい所存でございます。
海外派遣プログラム企画運営委員会委員長
副学長

中村

隆

セラミックスを基軸とするものづくり研究拠点形成に向けた若手研究者育成プログラム
（日本学術振興会「組織的な若手研究者海外派遣プログラム」）派遣者一覧
通番 派遣年度

派遣者氏名

職名／所属

派遣大学

国

日数

1

Ｈ２２

山田 篤史

特任研究員

カーネギーメロン大学

アメリカ

78

2

Ｈ２２

梶田裕二

特任研究員

ブリティッシュコロンビア大学

カナダ

123

3

Ｈ２２

後藤 富朗

助教

University of California, San Diego

アメリカ

276

4

Ｈ２２

荒田 純平

助教

チューリッヒ工科大学

スイス

93

5

Ｈ２２

籠宮 功

助教

ANSTO

オーストラリ
ア

61

6

Ｈ２２

服部 将朋

プロジェクト研究員

ポアチエ大学／リモージュ大

フランス

62

7

Ｈ２２

奥山 勇治

講師

カリフォルニア工科大学

アメリカ

92

8

Ｈ２２

小林 亮

助教

カールトン大学

カナダ

215

9

Ｈ２２

坂上 文彦

助教

カーネギーメロン大学

アメリカ

365

10

Ｈ２３

田中 由浩

助教

ユトレヒト大学

オランダ

149

11

Ｈ２３

南角 吉彦

助教

ケンブリッジ大学

イギリス

156

12

Ｈ２３

青柳 倫太郎

助教

The Pennsylvania State University
Materials Research Institute

アメリカ

240

13

Ｈ２３

田中 正剛

助教

エルランゲン―ニュルンベルグ大学

ドイツ

72

14

Ｈ２３

浅香 透

助教

リモージュ大学

フランス

60

15

Ｈ２３

橋本 佳

ポスドク

エジンバラ大学

イギリス

61

16

Ｈ２４

松岡 真一

助教

トロント大学

カナダ

144

17

Ｈ２４

酒向 慎司

助教

ミュンヘン工科大学

ドイツ

190

18

Ｈ２４

吉田 亮

助教

École Polytechnique Fédérale de
Lausanne

スイス

144

19

Ｈ２４

佐藤 徳孝

助教

清華大学

中国

92

20

Ｈ２２

長尾 優

未来材料創成工学専攻Ｄ１

エルランゲン―ニュルンベルグ大学

ドイツ

88

21

Ｈ２２

松本 純

未来材料創成工学専攻Ｄ２

エルランゲン―ニュルンベルグ大学

ドイツ

90

22

Ｈ２２

小川 崇彦

未来材料創成工学専攻Ｄ１

Brookhaven National Labaratory

アメリカ

80

23

Ｈ２３

中村 仁

未来材料創成工学専攻Ｄ１

インペリアル・カレッジ・ロンドン

イギリス

360

24

Ｈ２４

青山 真広

未来材料創成工学専攻Ｄ３

インペリアル・カレッジ・ロンドン

ＵＫ

7

25

Ｈ２４

山田 真也

未来材料創成工学専攻Ｄ１

インペリアル・カレッジ・ロンドン

ＵＫ

7

26

Ｈ２４

椎葉 寛将

物質工学専攻Ｄ２

インペリアル・カレッジ・ロンドン

ＵＫ

7

27

Ｈ２２

加賀 元了

物質工学専攻Ｍ２

ENSCI／リモージュ大学

フランス

6

28

Ｈ２２

濱口 竜太

物質工学専攻Ｍ１

ENSCI／リモージュ大学

フランス

6

29

Ｈ２２

須原 稔貴

未来材料創成工学専攻Ｍ１

ENSCI／リモージュ大学

フランス

6

30

Ｈ２２

西峯 貴之

未来材料創成工学専攻Ｍ１

ルアン大学

フランス

29

31

Ｈ２２

下川 洋平

未来材料創成工学専攻Ｍ１

ダルムシュタット工科大

ドイツ

40

32

Ｈ２２

稲田 悠平

未来材料創成工学専攻Ｍ１

ダルムシュタット工科大

ドイツ

41

33

Ｈ２２

西山 昴志

情報工学専攻Ｍ２

ESＩGELEC

フランス

31

34

Ｈ２２

福田 敏則

情報工学専攻Ｍ２

ESＩGELEC

フランス

31

35

Ｈ２２

堀田 賢司朗

情報工学専攻Ｍ２

ESＩGELEC

フランス

31

36

Ｈ２２

田原 透

情報工学専攻Ｍ１

ESＩGELEC

フランス

31

37

Ｈ２３

神田 裕司

情報工学専攻Ｍ１

ESＩGELEC

フランス

28

38

Ｈ２３

鈴木 健太

情報工学専攻Ｍ１

ESＩGELEC

フランス

28

39

Ｈ２３

野場 啓吾

情報工学専攻Ｍ１

ESＩGELEC

フランス

28

40

Ｈ２３

古橋 雄介

情報工学専攻Ｍ１

ESＩGELEC

フランス

28

41

Ｈ２３

石原 康隆

未来材料工学専攻Ｍ１

エルランゲン―ニュルンベルグ大学

ドイツ

5

42

Ｈ２３

川合 瑛

未来材料工学専攻Ｍ１

エルランゲン―ニュルンベルグ大学

ドイツ

5

43

Ｈ２３

北山 卓

未来材料工学専攻Ｍ１

エルランゲン―ニュルンベルグ大学

ドイツ

5

44

Ｈ２３

服部 隆志

物質工学専攻Ｍ１

エルランゲン―ニュルンベルグ大学

ドイツ

5

45

Ｈ２３

西原 教真

未来材料工学専攻Ｍ１

エルランゲン―ニュルンベルグ大学

ドイツ

5

46

Ｈ２４

瀧 翔太

情報工学専攻Ｍ１

カターニア大学

イタリア

9

47

Ｈ２４

高田 翔平

情報工学専攻Ｍ１

カターニア大学

イタリア

9

48

Ｈ２４

各務 友美

情報工学専攻Ｍ１

カターニア大学

イタリア

9

49

Ｈ２４

小田 尚宜

情報工学専攻Ｍ２

ESIGELEC

フランス

35

50

Ｈ２４

吉田 真基

創成シミュレーション工学
専攻Ｍ１

ESIGELEC

フランス

35

51

Ｈ２４

大山 慎太郎

情報工学専攻Ｍ１

ESIGELEC

フランス

35

52

Ｈ２４

各務 友美

情報工学専攻Ｍ１

ESIGELEC

フランス

35

53

Ｈ２４

小屋敷 涼

情報工学専攻Ｍ１

ESIGELEC

フランス

35

54

Ｈ２４

高田 翔平

情報工学専攻Ｍ１

ESIGELEC

フランス

35

55

Ｈ２４

瀧 翔太

情報工学専攻Ｍ１

ESIGELEC

フランス

35

56

Ｈ２４

野村 洋介

情報工学専攻Ｍ１

ESIGELEC

フランス

35

57

Ｈ２４

奥村 明徳

情報工学専攻Ｍ２

ESIGELEC

フランス

35

58

Ｈ２４

山崎 誠治

情報工学専攻Ｍ１

ESIGELEC

フランス

35

59

Ｈ２４

東口 鉱平

未来材料創成工学専攻Ｍ２

インペリアル・カレッジ・ロンドン

ＵＫ

7

60

Ｈ２４

木村 晃規

未来材料創成工学専攻Ｍ１

インペリアル・カレッジ・ロンドン

ＵＫ

7

61

Ｈ２４

服部 光太郎

物質工学専攻Ｍ２

インペリアル・カレッジ・ロンドン

ＵＫ

7

62

Ｈ２４

河村 知可子

物質工学専攻Ｍ２

インペリアル・カレッジ・ロンドン

ＵＫ

7

63

Ｈ２４

漆原 大典

物質工学専攻Ｍ２

インペリアル・カレッジ・ロンドン

ＵＫ

7

64

Ｈ２４

岩田 拓馬

未来材料創成工学専攻Ｍ２

インペリアル・カレッジ・ロンドン

ＵＫ

7

65

Ｈ２４

粕谷 祐介

未来材料創成工学専攻Ｍ２

インペリアル・カレッジ・ロンドン

ＵＫ

7

66

Ｈ２４

下野 義人

物質工学専攻Ｍ１

インペリアル・カレッジ・ロンドン

ＵＫ

7

67

Ｈ２１

野場 啓吾

情報工学科３年

EFREI

フランス

31

68

Ｈ２１

足立 貴昭

情報工学科３年

EFREI

フランス

31

69

Ｈ２１

中村 遼

情報工学科４年

EFREI

フランス

31

70

Ｈ２２

阿知和 雅幸

情報工学科３年

EFREI

フランス

31

71

Ｈ２２

頭川 愛

情報工学科３年

EFREI

フランス

31

72

Ｈ２２

武馬 賢志郎

情報工学科３年

EFREI

フランス

31

73

Ｈ２２

高橋 淳

情報工学科３年

EFREI

フランス

31

74

Ｈ２２

山田 裕之

情報工学科３年

EFREI

フランス

31

75

Ｈ２２

石原 康隆

環境材料工学科４年

インペリアル・カレッジ・ロンドン／
エルランゲン―ニュルンベルグ大学

イギリス／
ドイツ

9

76

Ｈ２２

東口 鉱平

環境材料工学科４年

インペリアル・カレッジ・ロンドン／
エルランゲン―ニュルンベルグ大学

イギリス／
ドイツ

9

77

Ｈ２２

服部 光太郎

環境材料工学科４年

インペリアル・カレッジ・ロンドン／
エルランゲン―ニュルンベルグ大学

イギリス／
ドイツ

9

78

Ｈ２２

前野 万也香

第２部物質工学科５年

インペリアル・カレッジ・ロンドン／
エルランゲン―ニュルンベルグ大学

イギリス／
ドイツ

9

79

Ｈ２２

河村 知可子

生命・物質工学科４年

インペリアル・カレッジ・ロンドン／
エルランゲン―ニュルンベルグ大学

イギリス／
ドイツ

9

80

Ｈ２３

神戸 美智子

情報工学科３年

EFREI

フランス

35

81

Ｈ２３

鈴木 大輝

情報工学科３年

EFREI

フランス

35

82

Ｈ２３

力 翠湖

情報工学科３年

EFREI

フランス

35

83

Ｈ２３

坪井 辰之助

情報工学科３年

EFREI

フランス

35

84

Ｈ２３

西岡 靖倫

情報工学科３年

EFREI

フランス

35

85

Ｈ２３

東 綾香

生命・物質工学科４年

エルランゲン―ニュルンベルグ大学

ドイツ

6

86

Ｈ２３

杉田 豊

生命・物質工学科４年

エルランゲン―ニュルンベルグ大学

ドイツ

6

87

Ｈ２３

松崎 浩平

生命・物質工学科４年

エルランゲン―ニュルンベルグ大学

ドイツ

6

88

Ｈ２３

加藤 直樹

環境材料工学科４年

エルランゲン―ニュルンベルグ大学

ドイツ

6

89

Ｈ２３

木村 晃規

環境材料工学科４年

エルランゲン―ニュルンベルグ大学

ドイツ

6

90

Ｈ２３

水野 秀紀

環境材料工学科４年

エルランゲン―ニュルンベルグ大学

ドイツ

6

91

Ｈ２３

山田 祐介

環境材料工学科４年

エルランゲン―ニュルンベルグ大学

ドイツ

6

若手研 究 者 報 告 書

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏

名

山田

篤史

身

分

特任助教

所属専攻・領域

おもひ領域

派遣先・国名

Carnegie Mellon University・米国

研究テーマ

Bio-inspired Robot Based on Closed Elastica

派遣期間

2010 年 4 月 15 日～2010 年 7 月 1 日（78 日間）

派遣先担当教員

Metin Sitti

具体的な研究内容：
＜目的：実用的意義、問題点を含めて＞
申請者は，ロボットに生物のような瞬発的な運動を実現させるためのロボット要素として，
弾性体の閉ループ構造から発現される飛び移り座屈を利用した，簡便な構造の高加速度生
成機構を提案している．今回の派遣業務では，派遣先の強みである生物模倣ロボット技術
と，ナノ−マイクロサイズのロボットアクチュエーション技術を習得して，数ミリサイズの
弾性閉ループ構造を実現することを目的とする．アプリケーションのほとんど存在しない
そのスケールにおいて，高加速度を生成する機械要素を提案・実現することは，生物並み
の機動力を備えたロボットが活躍する場を新たに提示し，ロボットの応用範囲を拡げる意
義があると確信している．
＜実験結果：簡単に＞
ミリメートルサイズの高加速度生成装置を実現するための準備として，同様の構造を有す
る約 3 センチメートルサイズの基礎実験機を作成した．外部磁場を利用することで，作成
した閉ループ構造を用いた飛び移り座屈の生成に成功した．作成した実験機は，ミリメー
トルサイズには及ばないが，これまでに作成した飛び移り座屈生成装置の中では最小であ
る．
＜成果：特にどこがオリジナリティなのかも分かるように記入して下さい。＞
申請者らのグループが提案している弾性閉ループ構造は，その簡便な構造と， 構造力学で
避けるべき現象である飛び移り座屈をロボットの移動機構に採用したユニークな発想によ
り，国内外で高い評価を得ている．今回の派遣業務で，この構造をミリメートルサイズで
実現する際のノウハウの蓄積および基礎実験機の製作・基礎テストをおこなった．これに
よりアプリケーションの構築がほとんどされていない数ミリメートルサイズの加速度生成
装置の実現可能性の手応えを得た．慣性が効果的に働く最小サイズの加速度生成装置を実
現することは，移動ロボットの活動の場を広げるオリジナリティの高い仕事である．

1

派遣先研究室に関して（担当教授・構成人数・研究活動スタイル）：
教授 1 人，ドクタコース 12 名，マスタコース 3 名
毎週 1 回ゼミをおこなう．ゼミとは別に自発的なディスカッションを設けている．
比較的学生のやりたいことをさせてくれる．比較的素早い research update が要求される．
参加したワークショップ・セミナー等について：
複数回，大学内で開催された当該分野のトップ研究者のセミナーに参加した．
今後の抱負：
今回の派遣でおこなった CMU での研究を，共同研究に発展させる約束を受入先の教授とし
たので，研究を活発に進めて結果をまとめたいと考えている．また，ゴールであるミリメ
ートルサイズの実験機を作成する際には，受入れ先との入念なディスカッションが必要な
ので，今後も積極的に交流を深めていきたい．さらに，今回の派遣業務で，本研究で有益
となる受入れ先以外の人間関係（スイス・チューリッヒ大学）を築くこともできたので，
そちらとの交流も積極的におこないたい．
今後派遣される研究者へのアドバイス・メッセージ：
3 ヶ月程度はあっという間に過ぎ去るので，積極的に活動することが必要だと思います．た
くさん手を動かし，積極的にディスカッションをして有意義な時間を過ごしてください．

2

Friday party での交流風景

ラボ

実験機

受入先教授とのディスカッション＆食事会

筆者と Carnegie Mellon University

3

Returnee’s Report
Name

Atsushi Yamada

Status

Specially Appointed Assistant Professor

Name of the
University where
I attend / Country

Carnegie Mellon University
United States of America

Research Theme

Bio-inspired Robot Based on Closed Elastica

Duration

4.15.2010 – 6.30.2010 (77 days)

Advisor’s name at
the University

Metin Sitti

Research Theme in detail：
<Goals>
The applicant has proposed an elastic closed loop structure that is simple structure and
can generate impulsive motion based on snap-through buckling. The research purpose
of this dispatch is to realize such impulsive force generator on the scale of millimeter
size by using nano-scale fabrication technologies and bio-inspired robot technologies.
<Results>
It was succeeded that about 3 centimeter size impulsive force generator with the same
structure of the millimeter scale closed elastica. By using an external magnetic force,
we could obtain impulsive force based on snap-through buckling. The developed
impulsive force generator was not millimeter size, but it was minimum one that we have
developed ever.
<Achievements>
Our proposed impulsive force generator has high estimation about unique mechanism
and simple structures. In this dispatch program, I had experience about using extra
magnetic force for generating snap-through buckling and develop the basic
experimental setup. There are few robots that have mechanistic degree of freedom on
the scale of less than 10mm. Therefore, the realization of millimeter scale impulsive
force generator will be able to become unique mechanism which has functional
mechanism on the scale of millimeter size. In this dispatch, the basic experimental set
up which has same structure that will be used for the millimeter scale impulsive force
generator were developed. This was important experience for me to progress this work.
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About the laboratory I belong to (Number of faculty members and students, Methods
used in research activity)：
Professor:1, Ph.D course student:12, Master course: 3.
There are a discussion time with all lab members in every Friday and a one-to-one
discussion in everyday.
A speedy research update is required.
Comments about the workshops and seminars I attended：
I attended a few seminars that were lectured by top researchers about bio-inspired
robotics.
My Ambitions：
I want to make progress this research theme collaborating with the lab where I attended
in this dispatch program. In addition, since I could make connection to Zurich Univ.,
Swiss about developing an application area of our research, I want to develop our
research widely.
Advice and suggestions for young researchers who will visit partner schools and other
institutions：
About 3 months for your research will be finished immediately. Please work hardly and
make discussions positively.

Friday Party

lab

basic experimental setup

Discussion & dinner with the Professor
5

Me at Carnegie Mellon University
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏

名

梶田

裕二

身

分

特任助教

所属専攻・領域

おもひ領域

派遣先・国名

The University of British Columbia・カナダ

研究テーマ

酵素反応を模倣できる新規金属錯体触媒の開発

派遣期間

2010 年 5 月 25 日～2010 年 9 月 24 日（123 日間）

派遣先担当教員

Prof. Michael D. Fryzuk

具体的な研究内容：
＜目的：実用的意義、問題点を含めて＞
今回ブリティッシュコロンビア大学で遂行した研究は、窒素をアンモニアへ変換するこ
とを目的とした金属錯体触媒の開発である。アンモニアは肥料や工業原料として広く用い
られているだけでなく、最近では石油に代わるエネルギー源としても注目されている。ア
ンモニアの工業的製法は環境負荷が非常に大きいハーバー•ボッシュ法であるが、自然界で
はニトロゲナーゼと呼ばれる酵素が常温常圧で窒素をアンモニアへ変換している。今回筆
者は、この酵素に習い、金属錯体に捕捉された窒素分子を常温常圧で活性化することによ
ってアンモニアや窒素−炭素、窒素—ケイ素結合を有する化合物へ容易に変換することを目
的とした金属錯体の合成を行った。
＜実験結果：簡単に＞
低分子金属錯体の有機化合物部位である配位子と呼ばれる部位の合成、今回は特に二つ
のアミド部位と一つのホスフィン部位をベンゼン環で連結し、更に金属中心を覆うために
ナフチル基を有する新規配位子(Arene-bridged diamidophosphino ligand)の合成を行っ
た。また、この新規配位子を用いたリチウムおよびジルコニウム錯体の合成を行った。
＜成果：特にどこがオリジナリティなのかも分かるように記入して下さい。＞
これまでに報告された二つのアミド部位と一つのホスフィン部位を有する配位子は、こ
れらをジメチルシリルやエチレンで連結していたため、強い還元剤と反応させた際に配位
子が分解してしまった。しかし、連結部位をベンゼン環にした事により、還元反応の際に
自己分解しない配位子を合成する事ができた。また、電子豊富なナフチル基を配位子に導
入したことによって、窒素の活性化における電子的な影響を考察出来る化合物の合成がで
きた。
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派遣先研究室に関して（担当教授・構成人数・研究活動スタイル）：
• 担当教授の Michael D. Fryzuk 教授は普段から積極的に実験室を訪れて学生の指導をし
ていた。また、学生の誕生日には軽いパーティーを催すなど面倒見が良く、学生からも非
常に慕われていた。
• 研究室はポストドクター(以下 PD)3 人、博士課程の学生 7 人（派遣中に修士課程の学生
(1 人)は卒業）で、日本の大学における研究室とは構成が大きく異なり、学部生はいなかっ
た。
• 研究活動はかなり自由であり、時間的な拘束は無かったが、大部分のメンバーは朝 10 時
頃から夕方 6 時頃まで自主的に実験を行っていた。各々が推敲に推敲を重ね実験を組み立
てるため、実際の活動(実験)時間は意外と短いことに驚いた。
参加したワークショップ・セミナー等について：
研究室でのセミナーや学科が主催する IDG セミナー(講師は学内の教授および PD)に参加
した。これらのセミナーでは、教員よりも学生が活発に質疑応答を行っている様子は日本
では余り見られず感心した。
今後の抱負：
今回、窒素を活性化する研究で世界をリードする Fryzuk 教授の下で研究を行う事ができ、
日本で継続し研究を行うにあたって非常に参考になった。今後は派遣中に築いた交友関係、
身に付けた知識や技術を基に窒素をアンモニアへ容易に変換出来る金属錯体触媒の開発を
進めていきたい。
今後派遣される研究者へのアドバイス・メッセージ：
日本人は大人しく礼儀正しいと思われていますが、同時に自分を積極的にアピールする
ことが苦手であるとも思われています。私自身、自己アピールが苦手でした。海外では相
手に自分を如何に認めてもらうかが非常に重要であり、このことを念頭において研究活動
に勤しんで頂きたい。

グループメンバー (後ろから二列目左端が
Fryzuk 教授)
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研究室行事のハイキングで

Returnee’s Report
Name

Yuji Kajita

Status

Research Assistant Professor

Name of the
University where
I attend / Country

The University of British Columbia
Canada

Research Theme

Fixation and activation of N2 under mild conditions by using
metal complexes

Duration

5.25.2010 – 9.24.2010 (123 days)

Advisor’s name at
the University

Prof. Michael D. Fryzuk

Research Theme in detail：
<Goals>
Development of the chemical N2-fixation system converting a quite inert N2
molecule to nitrogenous compounds under mild conditions is a challenging theme in
chemistry. Industrial NH3 production from N2 and H2 gases (Haber-Bosch process) has
successfully been carried out by using Fe-based heterogeneous catalysts for more than
100 years, but it requires extremely hard conditions. In contrast, biological N2-fixation
system can reduce N2 gas to NH3 at ambient temperature and pressure. Therefore, we
aimed at synthesizing a metal complex which binds and activates dinitrogen under mild
conditions.
<Results>
A novel arene-bridged diamidophosphine ligand with a naphthyl backbone and its
lithium and zirconium complexes were designed and synthesized as the N2-activating
catalyst.
<Achievements>
We succeeded in synthesizing the new ligand and its zirconium complex, which
don’t decompose spontaneously in the reaction with a strong reducing agent such as
KC8. This compound is very useful, when we think about the electronic effect in the
N2-fixation and activation, because this compound includes an electron-rich naphthyl
group.
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About the laboratory I belong to (Number of faculty members and students, Methods
used in research activity)：
• 3 Postdoctoral fellows and 7 students of doctoral program study work under Prof.
Fryzuk. The professor visits frequently the laboratory and discusses with the members.
• In this laboratory, the regular working time is not, however, almost the members work
from at 10 am to 6 pm. Each of the members thinks and researches their experiment
very much before they carry out.
Comments about the workshops and seminars I attended：
I sometimes attended to the group seminars in the Fryzuk’s Lab and the IDG
seminar that is organized by the department of chemistry. I was deeply impressed for
many and useful discussion from students.
My Ambitions：
In this time, it was very useful that I had studied under very famous professor in the
research field of N2 activation. In the future, I will carry out the research of converting
N2 to NH3 by using the knowledge and technique that learned while going to study
abroad.
Advice and suggestions for young researchers who will visit partner schools and other
institutions：
Let’s appeal to others for your opinion positively!
Everything is up to you.
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム中間報告書
氏

名

後藤

身

分

助教

富朗

所属専攻・領域

情報工学専攻・おもひ領域

派遣先・国名

University of California, San Diego・アメリカ合衆国

研究テーマ

Total Variation Filter を用いた超解像度拡大に関する研究

派遣期間

2010 年 6 月 4 日～2011 年 3 月 6 日（276 日間）

派遣先担当教員

Professor Truong Nguyen

具体的な研究内容：
＜目的：実用的意義、問題点を含めて＞
現行のアナログ放送は２０１１年７月に地上デジタル放送に移行する。また、
大型テレビが普及してきており、高解像度の映像ソースを高精細に表示すること
が可能となっている。しかし、現行のアナログ放送の映像ソースや過去に撮影・
録画された映像ソースを大型テレビに表示するには、解像度変換を行う必要があ
る。この解像度変換時には、エッジが不鮮明となったり、保存時の圧縮による雑
音が視覚的に認知しやすくなってしまう。このような背景から，低品質な映像か
らノイズを除去し，高品質な映像を生成する技術の確立が強く望まれており、
Total Variation Filter を用いた非線形処理による超解像画像生成によってこの
問題を解決する手法の確立を行う。
＜実験経過報告：簡単に＞
超解像画像生成については、良好な画像生成が行えることを確認している。し
かし、Total Variation Filter による非線形処理、学習法を用いた画像の先鋭化
処理により、処理時間が増大しており、この問題を解決する必要がある。
＜今後の予定＞
超解像画像生成については、良好な実験結果が得られているため、この部分に
ついて国際会議での発表を行うとともに英語の論文にまとめる。また、Total
Variation Filter の高速化、学習法の高速化を並行して行い、処理時間の短縮に
関する研究を行うとともに高速処理可能なプロセッサを用いた処理の実装を行
い、リアルタイム処理についての検討を行う。
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派遣先研究室に関して（担当教授・構成人数・研究活動スタイル）：
・教授：１名、ポスドク：３名、ドクター：１名、学生：１０名、留学生：２名
・定時のミーティング：２回／週
参加した又は参加予定のワークショップ・セミナー等について：
・International Conference on Consumer Electronics 2011
・IS&T/SPIE Electronic Imaging 2011
派遣期間後半に向けての抱負：
・研究室の活動に対して積極的に参加する
・英会話の聞き取り能力は以前より向上したため、会話能力の向上を図る

ミーティング風景：週２回の頻度（各回１名が
プレゼンテーション資料を作成して発表）でミ
ーティングを行い、ミーティング後には教授と
個別にディスカッションを行い、今後の方向性
を検討しています。
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏

名

後藤

身

分

助教

富朗

所属専攻・領域

情報工学専攻・おもひ領域

派遣先・国名

University of California, San Diego・アメリカ合衆国

研究テーマ

Total Variation Filter を用いた超解像度拡大に関する研究

派遣期間

2010 年 6 月 4 日～2011 年 3 月 6 日（276 日間）

派遣先担当教員

Professor Truong Nguyen

具体的な研究内容：
＜目的：実用的意義、問題点を含めて＞
現行のアナログ放送は２０１１年７月に地上デジタル放送に移行する。また、大
型テレビが普及してきており、高解像度の映像ソースを高精細に表示することが
可能となっている。しかし、現行のアナログ放送の映像ソースや過去に撮影・録
画された映像ソースを大型テレビに表示するには、解像度変換を行う必要がある。
この解像度変換時には、エッジが不鮮明となったり、保存時の圧縮による雑音が
視覚的に認知しやすくなってしまう。このような背景から，低品質な映像からノ
イズを除去し，高品質な映像を生成する技術の確立が強く望まれており、Total
Variation Filter を用いた非線形処理による超解像画像生成によってこの問題を
解決する手法の確立を行う。
＜実験結果：簡単に＞
Total Variation Filter と事例学習法を組み合わせた超解像画像生成技術の確
立を行った。その結果、従来法に比べ、高精細な超解像画像の生成が実現でき、
次世代超解像技術への足がかりを達成できた。
＜成果：特にどこがオリジナリティなのかも分かるように記入して下さい。＞
Total Variation Filter と事例学習法を組み合わせることで、高精細な超解像
画像の生成を実現でき、処理時間の増大に対して、学習部分における辞書作成の
効率化を図ることで従来法に比べ、約２６０倍高速なアルゴリズムを実現できた。
上記の成果発表として、以下のものを予定している。
・国際会議（ICIP2011）… 採択済み
・IEEE Consumer Electronics Journal … 掲載済み
・映像情報メディア学会論文誌 … 投稿済み
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派遣先研究室に関して（担当教授・構成人数・研究活動スタイル）：
・教授：１名 … Professor Truong Nguyen
・Visiting Professor：４名、Visiting Scholar：３名
・ポスドク：１１名、学生：２名、留学生：４名
・定時のミーティング：２回／週
参加した又は参加予定のワークショップ・セミナー等について：
・International Conference on Consumer Electronics 2011
・IS&T/SPIE Electronic Imaging 2011
今後の抱負：
・UCSD の Video Processing Lab. にて体得した研究室運営を当研究室でも実践し、
より多くの研究成果を出せるよう邁進する。
・英会話能力が衰えないように国際会議での発表を数多く行うとともに、今回滞在した
Video Processing Lab. との共同研究が行えないか協議する。
今後派遣される研究者へのアドバイス・メッセージ：
・居住環境の事前調査の徹底（その地域の平均的な家賃、大学への交通手段の調査等）
・Visa 取得のための申請書類の調査（特に先方大学担当者への確認）

研究環境：派遣先研究室にて PC１台、液晶デ

ポットラックパーティー：学期の終わりには、

ィスプレイ２台、机１台、ワゴン１台を貸して

大学近くの公園や教授の家の近くのコミュニ

頂き、研究を行っています。

ティ公園にて１、２品づつ食べ物を持ち寄って
立食形式で飲み会やバーベキューを行ってお
り、研究での問題だけでなく、日々の生活にお
ける問題や様々な意見交換ができ、とても楽し
い時間を過ごすことができました。
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Mid-Term Report
Name

Tomio Goto

Status

Research Associate

Name of the

University of California, San Diego
United States of America

University where
I attend / Country
Research Theme

A study on Super-resolution using Total Variation Filter

Duration

6.4.2010 – 3.6.2011 (276 days)

Advisor’s name at

Professor Truong Nguyen

the University
Research Theme in detail：
＜Goals＞

In Japanese broadcasting system, current analog broadcasting is going to switch to
digital one in July, 2011. Also, high-resolution and big-screen TVs have been popular in
Japan, and they can show high-resolution video sources clearly. However, converting
resolution is necessary and important when they show current video sources which are
low-resolution or were recorded past. In this converting resolution, there are some
problems in which edges become blurry and compression artifacts are visible.
Therefore, Super-resolution techniques in which high-resolution videos are obtained
from low-resolution sources are strongly requirement and I am going to study on these
solutions utilizing the Total Variation Filter which is a non-linear filter.
＜Report on the Progress of My Research＞

I confirmed that high-resolution images were obtained from low-resolution images.
However, it takes long time because of a non-linear processing utilizing the Total
Variation Filter and high-resolution processing utilizing a learning method. It is
necessary to resolve this problem.
＜My future research plans＞

Good results are obtained for Super-resolution, so I am going to give a presentation for
an international conference and am going to submit an English journal. Also, I am going
to study on high-speed processing for Super-resolution.
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About the laboratory I belong to (Number of faculty members and students, Methods used in research
activity)：

A professor, three postdoctoral fellows, a doctoral student, ten graduate students and
two international students.
Comments about the workshops and seminars I have attended：

List the seminars and workshops I will be attending：

International Conference on Consumer Electronics 2011.
IS&T/SPIE Electronic Imaging 2011.
My research plans for the rest of this term：

I am going to join laboratory events actively
I am going to improve myself in English conversation skill because my English
listening skill has improved.

This is a picture in meeting which will be
held twice every week. After the meeting,
Professor has discussions for each research
and talks about each further research.
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Returnee’s Report
Name

Tomio Goto

Status

Research Associate

Name of the
University where
I attend / Country

University of California, San Diego
United States of America

Research Theme

A study on Super-resolution using Total Variation Filter

Duration

6.4.2010 – 3.6.2011 (276 days)

Advisor’s name at
the University

Professor Truong Nguyen

Research Theme in detail：
<Goals>
HDTVs have been popular in Japan, and they can show high-resolution video sources
clearly. However, converting resolution is necessary and important when they show
previous or current video sources which are low-resolution. In this converting
resolution, there are some problems in which edges become blurry and compression
artifacts are visible. Therefore, high quality super-resolution techniques are strongly
requirement and I am going to study on these solutions utilizing the Total Variation
regularization and a learning-based method.
<Results>
I have proposed the Total Variation regularization super-resolution method that utilizes
a learning-based super-resolution method. As a result, higher super-resolution images
were obtained compared with conventional methods. Therefore, a first step of the next
generation super-resolution technique was achieved.
<Achievements>
By combining the Total Variation regularization method with a learning-based
super-resolution method, high quality super-resolution images were obtained. However,
it took long time. To solve this problem, I focused on creating dictionary process in the
learning-based method, and redundant data were deleted. As a result, the total
improvement ratio was 260 times compared with the conventional method.
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About the laboratory I belong to (Number of faculty members and students, Methods
used in research activity)：
A professor, four visiting professors, three visiting scholars, eleven postdoctoral
fellows, two doctoral students and four international students.
Meeting: twice a week
Comments about the workshops and seminars I attended：
International Conference on Consumer Electronics 2011.
IS&T/SPIE Electronic Imaging 2011.
My Ambitions：
- I am going to practice doing good things, which I have experienced at the Lab., to my
Lab., and I am going to do my best to get my outcomes.
- I am going to give presentations at some international conferences to keep my English
conversation skills, and I am going to discuss collaboration with the Lab.
Advice and suggestions for young researchers who will visit partner schools and other
institutions：

This is a picture at my desk. A desktop PC with two

This is a picture for a potluck party. At the end of

displays, a desk and a cabin are given and I have

semesters, they have the party at a park near the

been

university or the Professor’s house. People bring a

studying

laboratory.

on

Super-resolution

in

this

few snacks, meal or drinks, and there is a drinking
party or a barbecue party. We talked about not only
studies but also daily problems with their lives, and
we had very good times.
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏

名

荒田

身

分

助教

純平

所属専攻・領域

情報工学専攻・つくり領域

派遣先・国名

スイス連邦工科大学チューリッヒ校・スイス

研究テーマ

リハビリテーション機器の開発

派遣期間

2010 年 9 月 27 日～2010 年 12 月 28 日（93 日間）

派遣先担当教員

Prof. Roger Gassert

具体的な研究内容：
＜目的：実用的意義、問題点を含めて＞
ロボティクスを応用したリハビリテーション機器の開発は日本でも行われているが，より
実用化に即した発展研究に着手するため，先進的な研究開発を行うスイス連邦工科大学リ
ハビリテーションエンジニアリング研究室へ３ヶ月間集中して研究課題の立案並びに研究
活動を進めることを目的として今回渡航した．

＜実験結果：簡単に＞
渡航先研究機関ではリハビリテーション機器に関する研究を広く行っており，非常に多く
の情報交換が可能であり，スムーズな研究着手が可能であった．またプロトタイプ試作な
どにおいても優れた機械加工設備を有しており，かつ流動的に施設応用が可能な状況であ
り，実験実施において非常に有用であった．幾つか行った基礎実験では，機構などの有用
性を示す結果が得られている．

＜成果：特にどこがオリジナリティなのかも分かるように記入して下さい。＞
以前より当方が進めていたばねを用いた柔軟な機構のリハビリテーション機器応用への発
展となる研究開発に着手し，また新規機構の開発を行うことに成功した．従来の危機と比
較して構造がシンプルであり，コンパクト，安全であることから今後のより発展した機構
応用のための研究として，今回の渡航研究機関と共同して進めることを予定している．
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派遣先研究室に関して（担当教授・構成人数・研究活動スタイル）：
・Prof. Roger Gassert
・15 名
・ 新しい研究室であるため，非常に活発である．
・ 異分野に関しても広く開かれた印象がある．
参加したワークショップ・セミナー等について：
・大学，研究室の招待講演，ワークショップなど多数参加
今後の抱負：
・既に共同研究としての活動を進めており，これを機会により発展した研究活動へつなげ
たい．
今後派遣される研究者へのアドバイス・メッセージ：
・体調管理にはご注意下さい．

チューリッヒの町を背景に大学構内にて研究
室グループで撮影した写真です．

チューリッヒでの自宅へ研究室メンバーを招
き食事をしたときの写真です．
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研究室でのゼミの合間に撮影したものです．

Returnee’s Report
Name

Jumpei Arata

Status

Assistant Professor

Name of the
University where
I attend / Country

Swiss Federal Institute of Technology Zurich
Switzerland

Research Theme

Development of a rehabilitation device

Duration

9.27.2010 – 12.28.2010 (93 days)

Advisor’s name at
the University

Prof. Roger Gassert

Research Theme in detail：
<Goals>
Research area in rehabilitation robotics is actively explored in worldwide. In industrial
realization, Switzerland is one of the leading countries in the world. I spent three
mounts in Rehabilitation Engineering Laboratory, Swiss Federal Institute of Technology
Zurich for getting start the research work in this field, intensively.

<Results>
The Rehabilitation Engineering Laboratory is a quite active in this research field, and
they were very open for the exchange and sharing the research works. After making a
plan of new rehabilitation robot, some of the prototype robot were fabricated in the
institute, and tested. The prototype showed promising results for further research works.

<Achievements>
The flexible robotic mechanism is one of the research areas I used to explore. Through
this program, The mechanism I developed shows promising results, and the
collaboration research work is now on-going. Most importantly, I could create a good
relationship with the researchers in the lab, which will be the very fruitful for further
research works.
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About the laboratory I belong to (Number of faculty members and students, Methods
used in research activity)：
- Prof. Roger Gassert
- 5 postdocs, 10 students including doctor course students.
- I have the impression that they are quite open for having communications with people
from different research areas.
Comments about the workshops and seminars I attended：
-Many seminars and workshops are taken place in the University.
-I used to attend two or three seminars in a week in average.
My Ambitions：
- From this occasion, I started a collaboration research works.

Advice and suggestions for young researchers who will visit partner schools and other
institutions：
- Please take a good care of yourself.
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏

名

籠宮

身

分

助教

功

所属専攻・領域

物質工学専攻・しくみ領域

派遣先・国名

ANSTO(Australian nuclear science and technology
organization)・オーストラリア

研究テーマ

Sr-La-Fe-Co 混合導電性酸化物の酸素透過性向上のための構造の
研究

派遣期間

2010 年 8 月 1 日～2010 年 9 月 30 日（61 日間）

派遣先担当教員

Dr. James Hester

具体的な研究内容：
＜目的：実用的意義、問題点を含めて＞
本研究では、メタン部分酸化改質器に用いられる酸素セパレータを創出するために、酸
素イオン・電子混合導電性 Sr3-xLaxFeCoO7-δ セラミックスの酸素透過性の向上を図る。酸素
透過性向上の鍵は、混合導電性酸化物中の酸素欠損位置および、それより明らかになる酸
素の輸送しやすい経路を精密に調べることである。本研究では、酸素イオンの散乱強度が
高い中性子線を用いて回折実験を行うことで、以上の点について明らかにする。
派遣先研究室に関して（担当教授・構成人数・研究活動スタイル）：
滞在した ANSTO、Bragg 研究所には、特に研究室は存在せず、中性子装置ごとにグループを
構成していた。Bragg 研究所には 10 個の中性子装置があり、一つの中性子装置について、
2～3 人の ANSTO 研究者が担当している。ポスドク、学生は、アドバイザーの ANSTO 研究者
とともに研究している。その研究環境は、いわゆるオープンラボのようである。
参加したワークショップ・セミナー等について：
週に２，３回セミナーを開催している。その内容は、結晶成長、物性、中性子および他の
放射線関連の計測法など多岐にわたる。このセミナーのために、アジア、欧州、米国など
世界中から研究者を招いている。
今後の抱負：
ANSTO 研究者との共同研究が、今後より活発かつ日常のように行えるようになれば幸いと考
えている。
今後派遣される研究者へのアドバイス・メッセージ：
海外の研究者、学生と一緒に実験されることをおすすめします。そのような経験は、これ
まで私たちが考えたことのないような別の視点から物事を考えるいい機会となり、場合に
よっては、私たちが取り組んでいる研究において、新たなアプローチ法に気づくきっかけ
になるかもしれません。
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ANSTO 施設の入り口付近にある看板。施設内
はカメラ持ち込み禁止であったため、研究風景
を示すことができないが、ANSTO 研究者と楽
しんで一緒に議論、実験することができた。
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Returnee’s Report
Name

Isao Kagomiya

Status

Assistant Professor

Name of the
University where
I attend / Country

ANSTO(Australian nuclear science and technology organization)
Australia

Research Theme

Investigating the structural basis for heightened oxygen
conductivity in Sr-La-Co-Fe mixed-conduction oxides

Duration

8.1.2010 – 9.30.2010 (61 days)

Advisor’s name at
the University

Dr. James Hester

Research Theme in detail：
<Goals>
To come out a practical O2 separator for the partial oxygen reforming, this study tries to
improve oxygen permeability of Sr3-xLaxFeCoO7-δ. A key for this improvement is
accurate determination of the partly vacant oxygen positions in these structures. The
lower activation energy is hypothesised to be due to the effect of a shorter O-O bond
length in the layered perovskite. However, the O-O bond length information and the O
vacancy positions that is crucial to proper analysis of this behavior was based on
powder XRD and as such is subject to significant errors due to the small O signal in the
presence of heavy atoms. We now seek to remedy this deficiency by collecting neutron
diffraction data from members of this series.
About the laboratory I belong to (Number of faculty members and students, Methods
used in research activity)：
In the case of Bragg Institute in ANSTO, there are no specific laboratories. The Bragg
institute has ten kinds of neutron facilities. Two or three researchers work for one
neutron facility. Some post doctoral fellows or students study with their Advisor’s
ANSTO researchers. The situation is like open laboratory.
Comments about the workshops and seminars I attended：
We have two or three seminars a week. Various kind of theme such as single crystal
growth, material science, new technique of neutron diffraction etc. For the seminars,
ANSTO invites many researchers from many countries, Europe, Asia, USA.
My Ambitions：
I hope that collaboration with ANSTO researchers become more active and usual.
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Advice and suggestions for young researchers who will visit partner schools and other
institutions：
I recommend you to try experiment with the partner researchers. By investigating
together with them, we have many opportunities to obtain another aspect we haven’t
before. It may lead to a new approach about study we are interested in.

26

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏

名

服部 将朋

身

分

助教

所属専攻・領域

物質工学専攻・つくり領域

派遣先・国名

LACCO, ポワティエ大学, ENSCI, リモージュ大学・フランス

研究テーマ

大気および自動車用セラミックス触媒の研究

派遣期間

2010 年 12 月 1 日～2011 年 1 月 31 日（62 日間）

派遣先担当教員

Dr. Nicolas BION, Dr. Daniel DUPREZ, Dr. Marc HUGER

具体的な研究内容：
＜目的：実用的意義、問題点を含めて＞
環境における排ガスの大気汚染への深刻な影響、生態学上や健康への危険が指摘され，
世界的に年々規制が厳しくなっている．本研究では，排ガス浄化触媒の性能向上を目指す
ため，触媒において重要な性質である酸化セリウム（セリア，CeO2）の酸素貯蔵能（OSC）
に関係する反応に対する理解を深めることを目的とする．現行の自動車排ガス浄化触媒に
用いられているセリアジルコニア固溶体をベースにした希土類添加触媒を用いて酸素同位
体交換反応を行い，OSC や反応に対する種類や添加量の影響を系統的に評価した．
＜実験結果：簡単に＞
セリアジルコニア固溶体及び希土類を添加した試料において，18O2 による表面
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O2 との

交換反応の結果から，添加する希土類の種類（イオン半径の違い），添加量により，温度に
対する反応速度，反応中の交換酸素量，反応機構が異なることがわかった．また，酸素貯
蔵能（OSC）が高い試料ほど反応速度が速いというわけでなく，OSC には添加した希土類
の種類や添加量による構造変化が複雑に関係していることがわかった．
＜成果：特にどこがオリジナリティなのかも分かるように記入して下さい。＞
今回実施した結晶内酸素と気相酸素分子の交換反応、さらに反応を伴う酸素拡散係数測
定は、それ自体、広い分野で有用性をもっており、固体化学の基礎物性として学術上の価
値も高い。本研究ではさらに，排ガス触媒に用いられるセリアジルコニア触媒において，
添加元素による酸素の拡散，放出挙動への影響に関する新たな知見を得ることが出来た．
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派遣先研究室に関して（担当教授・構成人数・研究活動スタイル）：
・LACCO，ポワティエ大学・担当教授：Dr. Nicolas Bion，Dr. Daniel Duprez
・（グループ全体）教授４人，助教４人，博士課程８人，研究員９人
・留学生（博士課程，研究員）を積極的に受け入れ，国際的な知識交流を活発に行なって
いる．また，ほとんどの博士課程のテーマは企業との共同研究と直結している．
参加したワークショップ・セミナー等について：
・なし
今後の抱負：
今回の派遣での研究から得られた知識や技術のみでなく，人脈も大切にし，今後の研究活
動に活かして行きたいと考えています．
今後派遣される研究者へのアドバイス・メッセージ：
国，人によって，研究に限らず，物事に対する観点は異なります．他の研究者，学生とも
積極的にコミュニケーションを取り，今後の自分の研究生活にプラスになるような経験を
して欲しいと思います．

研究棟外観

研究室メンバーと
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使用した装置をバックに担当教授と

Returnee’s Report
Name：

Masatomo HATTORI

Status：

Assistant Professor

Name of the
University where
I attend / Country

LACCO, University of Poitiers
France
ENSCI, University of Limoges
France

Research Theme

Ceramic catalysts for purifying atmosphere and automotive
exhaust gas

Duration

12.1.2010 – 1.31.2011 (62 days)

Advisor’s name at
the University

Dr. Nicolas BION, Dr. Daniel DUPREZ
Dr. Marc HUGER

Research Theme in detail：
<Goals>
According to the serious effects of exhaust gases to air pollution in the
environment, health and ecological risks, regulations in the world have become
stricter. In this study, in order to improve the performance of exhaust catalysts, an
important catalytic properties of cerium oxide (ceria, CeO2), the oxygen storage
capacity (OSC), was investigated for the purpose of understanding the reactions
involved. Oxygen isotope exchange reaction was carried out for a catalyst based on
rare earth doped ceria-zirconia solid solution, used in actual automobiles. And The
effects of the kind and added amount of rare earth for the OSC and the reaction were
examined systematically.
<Results>
In the ceria-zirconia solid solution and rare earth doped samples, from the results
of these of the exchange reactions by 18O2, the reaction rate, the exchanged amount of
surface oxygen, and the reaction mechanism in the function of temperature are
different with the kind (ionic radii) and/or added amount of rare earth. It suggests that
the structure rearrangements with the kind and/or added amount effect on the OSC.
<Achievements>
Exchange reaction of oxygen molecules in gas-phase and in the crystal, and the
measurement of the diffusion coefficient of oxygen with the reaction, in themselves,
have utility in various fields, and higher value on academic as the basic properties of
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solid state chemistry. Furthermore, in this study, in the ceria-zirconia solid solution
used in exhaust catalysts, we obtained new findings on the effect of the added
elements on the diffusion and release behavior of oxygen.
About the laboratory I belong to (number of faculty members and students, Methods
used in research activity)： LACCO, University of Poitiers
・Professor : 4, Assistant professor : 4, PhD : 8, Researcher : 9
・International students are (PhD researcher) actively accepted for the international
exchange of knowledge. Almost all the theme of the doctoral program is directly
connected to the collaboration research with the companies.
Comments about the workshops and seminars I attended：
My Ambitions：
I hope to take advantage of the network as well as knowledge and technology
gained from research in this program for the future research activities.
Advice and suggestions for young researchers who will visit partner schools and other
institutions：
I want that you’ll have a positive experience for their future academic life by the
active exchange with other researchers and students.
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏

名

奥山

身

分

講師

勇治

所属専攻・領域

産学官連携センター知財活用部門

派遣先・国名

カリフォルニア工科大学・アメリカ

研究テーマ

プロトン伝導性酸化物の移動度

派遣期間

2010 年 10 月 7 日～2011 年 1 月 6 日（92 日間）

派遣先担当教員

Soccina M. Haile

研究内容：公表差し控え
今後の抱負：
今回の派遣で形成した海外研究者とのネットワークをこれからの研究活動に活かしていき
たい。
今後派遣される研究者へのアドバイス・メッセージ：
一生懸命、海外での研究活動に従事すれば、派遣先の研究者とあっと言う間に仲良くなれ
ます。私はそうでした。

AC インピーダンス測定

試料合成

Haile 教授との記念撮影
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Returnee’s Report
Name

Yuji Okuyama

Status

Postdoctoral fellow

Name of the
University where
I attend / Country

California Institute of Technology
United States of America

Research Theme

The mobility of proton in proton conducting oxide

Duration

10.7.2010 – 1.6.2011 (92 days)

Advisor’s name at
the University

Soccina M. Haile

Research Theme in detail：Confidential
My Ambitions：
I would like sustain relation to the laboratory where I visited.
Advice and suggestions for young researchers who will visit partner schools and other
institutions：
You can make the good relation if you do the best for your research.
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム中間報告書
氏

名

小林 亮

身

分

助教

所属専攻・領域

創成シミュレーション工学専攻・しくみ領域

派遣先・国名

Carleton University・Canada

研究テーマ

破壊現象のマルチスケール・シミュレーション

派遣期間

2011 年 3 月 1 日～2011 年 10 月 1 日（215 日間）

派遣先担当教員

Ronald E. Miller, Associate Professor

具体的な研究内容：
＜目的：実用的意義、問題点を含めて＞
物質や材料の破壊という現象は，材料内部に存在する亀裂に応力が集中するために，そ
の亀裂が進展することで材料が破断に至るというものである．亀裂の先端では引張応力に
堪えきれずに原子間の結合が切れるため亀裂が進展する．亀裂進展の様相によって材料の
強度や靭性などが変わってくる．また延性的な材料も低温では脆性的になる．このように，
材料の応用上，材料がどのように破断に至るかを知ることが求められるが，亀裂進展は材
料の内部で起こる，高速な現象なので，実験的に調べることが非常に難しい．そのためシ
ミュレーションによって材料の強度および靭性を調べる研究が期待されるが，破壊現象は
材料にかかる応力のマクロなスケールの空間的な分布と，亀裂先端のミクロなスケールの
原子間結合の破断が絡んだマルチスケールな問題であるため，既存のシミュレーション手
法では現実的なシミュレーションを行うのが困難である．
本研究の目的は，このようなマルチスケール問題をシミュレートする手法の開発である．
私はこれまでに，原子スケールの原子間の結合をシミュレートできる分子動力学（ＭＤ）
法と，マクロスケールの応力場を記述する粗視化粒子（ＣＧＰ）法を組み合わせて，マク
ロな応力場の分布を正確に解きながら原子スケールの現象も扱うことのできるハイブリッ
ドＭＤ−ＣＧＰ法という手法を開発してきた．しかし，この手法では一次元欠陥である転位
が発生した場合にＭＤの計算負荷が大きくなりすぎるという欠点がある．
（亀裂先端から転
位が発生するかどうかは材料の脆性と延性を分ける重要な点である．
）今回の海外派遣の目
的は，転位を効率良くシミュレートする離散転位動力学（ＤＤ）という手法を既存のＭＤ−
ＣＧＰ法に組み合わせることである．
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＜実験経過報告：簡単に＞
派遣先の Miller 准教授はＤＤ法とＭＤ法を組み合わせた手法を開発した先駆者である．
ただし，彼の開発した手法（ＣＡＤＤ）は静的解析にのみ適用可能であり，動的な現象へ
の適用には困難な点が多い．私は彼の下でＤＤ法について学び，ＭＤ−ＣＧＰ法への組み合
わせ方に関するアドバイスを受けている．
ＤＤ法とは結晶内部で一次元的な原子構造の乱れを，ヒモと仮定し，ヒモの各点にかか
る応力からヒモの運動を記述する手法であり，原子一つ一つの運動を記述する必要がなく
なるため，計算負荷を大きく減ずることができる．ＤＤ法は，これまで私が専門としてき
たＭＤ法やＣＧＰ法とは大きく異なる手法なので，その原理から計算機プログラムとして
の実装の仕方までを一から勉強した．実際にＤＤ法をコーディングするにあたり，Miller
氏の書いたソースコードを参考にした．一からプログラムを実装し，テストシミュレーシ
ョンを行い作成したＤＤ法プログラムが正常に動作していることを確認した．
ＭＤ法と組み合わせたＣＡＤＤ法のプログラムソースコードと Miller 氏のアドバイスを
もとに，ＤＤ法とＭＤ−ＣＧＰ法を組み合わせたＭＤ−ＣＧＰ−ＤＤ法のプログラムのプロト
タイプを作成している．
＜今後の予定＞
Carleton University 滞在期間に，二次元系におけるＭＤ−ＣＧＰ−ＤＤ法の完成と，それ
を用いた延性材料の亀裂進展シミュレーションの実施，および精度評価を行うことを目標
としている．そのためにこれから行うべきことを以下に挙げる：
1. ＭＤ−ＣＧＰ−ＤＤ法のプロトタイプコードを完成させ，テストシミュレーションを行
う．Miller 氏の提案したＣＡＤＤ法ではＤＤ法を組み合わせる方法に弾性波を吸収
する機構がないため，動的な現象へは適用できないので，新たな組み合わせ方を考え
る必要があると予想される．
2. 新たな組み合わせ方を用いたプログラムコードも作成し，テストシミュレーションを
通して精度検証を行う．ＤＤ法の接続部分の力学的に滑らかな接続と，弾性波の吸収
を実現する手法の開発が必要となる．私がこれまでに行ってきたＭＤ−ＣＧＰ法で用
いている Langevin 方程式を適用した接続方法を，ＤＤ法の接続にも援用することで
弾性波を吸収し，動的現象へ適用可能な方法となると期待している．
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派遣先研究室に関して（担当教授・構成人数・研究活動スタイル）：
担当教授：Ronald E. Miller (准教授)
構成人数：ポスドク一名，博士課程学生１名，修士課程学生 3 名
研究活動スタイル：朝 9 時〜夕方５時，研究打合わせ週一回，学科内セミナー月二回．
参加した又は参加予定のワークショップ・セミナー等について：
学科内セミナーに参加した，一度発表も行った．
派遣期間後半に向けての抱負：
生活がやっと落ち着いてきたので，研究に集中していきたい．研究者の幅を広げるために
も他分野の研究者と出会う機会をつくっていこうと思う．
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏

名

小林 亮

身

分

助教

所属専攻・領域

創成シミュレーション工学専攻・しくみ領域

派遣先・国名

Carleton University・Canada

研究テーマ

破壊現象のマルチスケール・シミュレーション

派遣期間

2011 年 3 月 1 日～2011 年 10 月 1 日（215 日間）

派遣先担当教員

Ronald E. Miller, Associate Professor

具体的な研究内容：
＜目的：実用的意義、問題点を含めて＞
物質や材料の破壊という現象は，材料内部に存在する亀裂に応力が集中するために，そ
の亀裂が進展することで材料が破断に至るというものである．亀裂の先端では引張応力に
堪えきれずに原子間の結合が切れるため亀裂が進展する．亀裂進展の様相によって材料の
強度や靭性などが変わってくる．また延性的な材料も低温では脆性的になる．このように，
材料の応用上，材料がどのように破断に至るかを知ることが求められるが，亀裂進展は材
料の内部で起こる，高速な現象なので，実験的に調べることが非常に難しい．そのためシ
ミュレーションによって材料の強度および靭性を調べる研究が期待されるが，破壊現象は
材料にかかる応力のマクロなスケールの空間的な分布と，亀裂先端のミクロなスケールの
原子間結合の破断が絡んだマルチスケールな問題であるため，既存のシミュレーション手
法では現実的なシミュレーションを行うのが困難である．
本研究の目的は，このようなマルチスケール問題をシミュレートする手法の開発である．
私はこれまでに，原子スケールの原子間の結合をシミュレートできる分子動力学（ＭＤ）
法と，マクロスケールの応力場を記述する粗視化粒子（ＣＧＰ）法を組み合わせて，マク
ロな応力場の分布を正確に解きながら原子スケールの現象も扱うことのできるハイブリッ
ドＭＤ−ＣＧＰ法という手法を開発してきた．しかし，この手法では一次元欠陥である転位
が発生した場合にＭＤの計算負荷が大きくなりすぎるという欠点がある．
（亀裂先端から転
位が発生するかどうかは材料の脆性と延性を分ける重要な点である．
）今回の海外派遣の目
的は，転位を効率良くシミュレートする離散転位動力学（ＤＤ）という手法を既存のＭＤ−
ＣＧＰ法に組み合わせることである．
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＜実験結果：簡単に＞
派遣先の Miller 准教授はＤＤ法とＭＤ法を組み合わせた手法を開発した先駆者である．た
だし，彼の開発した手法（ＣＡＤＤ）は静的解析にのみ適用可能であり，動的な現象への
適用には困難な点が多い．私は彼の下でＤＤ法について学び，ＭＤ−ＣＧＰ法への組み合わ
せ方に関するアドバイスを受けている．
ＤＤ法とは結晶内部で一次元的な原子構造の乱れを，ヒモと仮定し，ヒモの各点にかか
る応力からヒモの運動を記述する手法であり，原子一つ一つの運動を記述する必要がなく
なるため，計算負荷を大きく減ずることができる．ＤＤ法は，これまで私が専門としてき
たＭＤ法やＣＧＰ法とは大きく異なる手法なので，その原理から計算機プログラムとして
の実装の仕方までを一から勉強した．実際にＤＤ法をコーディングするにあたり，Miller
氏の書いたソースコードを参考にした．一からプログラムを実装し，テストシミュレーシ
ョンを行い作成したＤＤ法プログラムが正常に動作していることを確認した．
ＤＤ法をＭＤ−ＣＧＰ法に組み合わせるに際し，まずは Miller 氏のＣＡＤＤ法を参考に，
ＭＤ領域の端で変位のみを一致させるような接続法を採用してプロトタイプを作成した．
しかし，テストシミュレーションで接続の精度を検証した結果，弾性波の非物理的な反射
が見られた．そのため，変位を一致させるだけでなく，変位差に応じた復元力を導入した．
こうすることで弾性波の非物理的な反射を抑制することに成功した．
このＭＤ−ＣＧＰ−ＤＤ法を用いて，二次元系における亀裂進展のシミュレーションを有
限温度の条件（延性となる温度）で行なった．引張応力を加えていくと亀裂が進展するが，
途中で亀裂先端から転位を射出して進展は止まる．このシミュレーションを，すべて原子
を用いて行った結果（参照系）と比較したところ，転位発生のタイミングからその後の亀
裂先端周辺の応力場など，高い精度で一致した．

＜成果：特にどこがオリジナリティなのかも分かるように記入して下さい。＞
破壊現象のシミュレーションはこれまで，連続体近似のもとでの有限要素法解析か，全
原子のＭＤシミュレーションが主流であった．連続体近似をしてしまうと原子結合の破断
などをシミュレートすることができないために，何らかのモデル化が必要であり，シミュ
レーションによる予測能力には本質的な限界がある．全原子のＭＤシミュレーションでは
広範囲に及ぶ応力場を扱うためには膨大な数の原子を扱う必要があり，計算コストの面か
ら現実的なサイズのシミュレーションができないという状況にあった．本研究によって，
広範囲に及ぶ応力場は粗視化した手法で計算コストを下げながら，亀裂先端にのみ原子ス
ケールの手法を適用することが可能になった．さらに，亀裂先端から発生した転位の挙動
もＤＤ法に受け渡すことで計算コストを大幅に減ずることが可能となった．そのため，多
くの転位の発生によって亀裂進展が阻害されるような延性材料についても，全原子のＭＤ
法と同等の精度で非常に高効率にシミュレートすることが可能となった．
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派遣先研究室に関して（担当教授・構成人数・研究活動スタイル）：
担当教授：Ronald E. Miller (准教授)
構成人数：ポスドク一名，博士課程学生１名，修士課程学生 3 名
研究活動スタイル：朝 9 時〜夕方５時，研究打合わせ週一回，学科内セミナー月二回．
参加したワークショップ・セミナー等について：
学科内セミナーに参加した，一度発表も行った．
今後の抱負：
今回の海外派遣で改善された語学力と，得たコネクションを活用して海外の研究者と広く
交流し，世界の一線で活躍する研究者となることを目指す．また，そのコネクションを広
げ，海外の研究者を集めて日本でワークショップを開けるようなリーダーシップをとって
いきたい．
今後派遣される研究者へのアドバイス・メッセージ：
海外での生活に慣れるのに二ヶ月程度，帰りの準備に一ヶ月程度かかると考えると長期の
滞在が好ましい．ネットワーク環境や事務の対応など，日本と比べるとかなり悪条件の場
合もあるので我慢が必要．
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Mid-Term Report
Name

Ryo Kobayashi

Status

Assistant Professor

Name of the
University where
I attend / Country

Carleton University
Canada

Research Theme

Multiscale Simulation of Materials Failure

Duration

3.1.2011 – 10.1.2011 (215 days)

Advisor’s name at
the University

Ronald E. Miller, Associate Professor

Research Theme in detail：
<Goals>
Materials fail when stress concentrates on a crack exsiting in a bulk and the crack
propagates in the bulk. At the propagating crack tip, atomic bonds successively break
and thus the crack grows. The strength and toughness of materials are closely related to
how cracks respond to external tensile stress; for example, the cracks in brittle materials
propagate very fast, on the other hand in case of ductile materials dislocations are
emitted from the crack tip and then the stress field around the crack tip is somewhat
released, concequently the propagation of the crack is suppressed. And whether a
material is brittle or ductile is also dependent on temperature. Almost all materials are
brittle at low temperature limit and ductile near the melting temperature. As described
above, the crack propagation issue is important to understand materials mechanical
properties and to predict the strength and toughness of newly created devices. However,
since the crack propagation is very fast phenomenon and occurs deep inside materials, it
is very hard to observe what is happening when the crack propagates with experimental
approach.
Computational approach to the crack propagation problems is also difficult. Because
this problem consists of a long-range elastic deformation field and breaks of atomic
bonds at the crack tip, which is called "multiscale phenomenon." If we use fully
atomistic approach, such as the molecular dynamics (MD), to accurately model the
atomic-bond breakages at the crack tip, huge number of atoms are required to model the
long-range elastic deformation field around the crack tip. On the other hand, if a
continuum approximation is adopted, it is necessary to assume some approximate
model for atomic-bond breakages and this essentially lacks the ability of prediction.
Therefore we have developed the multiscale simulation method which couples the MD
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and coarse-grained particle (CGP) methods. The CGP, which is an alternative to the
continuum approximation, is the method that enables us to simulate the elastic
deformation with very low computational cost. In this multiscale method, which we call
the hybrid MD-CGP method, the MD is applied to very small region near the crack tip
and the surrounding region are modeled by the CGP. As a consequent, we can simulate
the dynamic crack propagation at finite temperatures with high accuracy and efficiency.
The goal of the research during this stay is to accomplish combining the discrete
dislocation dynamics (DD) with above MD-CGP method. The MD-CGP method I have
developed has a shortcoming that, if dislocations are emitted from the crack tip, the MD
region around the crack tip must be enlarged as the dislocations propagate. This causes
a rapid increase of degree of freedom in the simulation system and thus the
computational cost. The DD is an approximate way to describe dislocations as strings
instead of the lines of atom imperfection and can significantly reduce the degree of
freedom. Hence, combining the DD with the MD-CGP, we can efficiently simulate the
crack propagation even if dislocations are emitted from the crack tip.
<Report on the Progress of My Research>
Since I was not familiar with the DD, I started from learning the fundamentals about
the DD and how to implement it into a computer program. The advisor, Prof. Miller, is a
expert in the DD and I learned about it under his guidance and made a DD program
code referring his DD code.
He is also a pioneer of the coupling of the DD with MD, which he calls the coupled
atomistic and dislocation dynamics (CADD). However the CADD can only be
applicable to quasi-static problems, because the CADD does not have the mechanism of
eliminating the elastic waves coming from the MD region to the interface of MD and
DD, and it is crucial for the dynamic problems because unless it has such a mechanism
the MD region gets heated-up by those reflected waves. So in order to combine the DD
with our MD-CGP method, we have to consider about this problem. But, as a first step,
I have been writing a prototype code of the MD-CGP-DD adopting the same approach
as the CADD.
<My future research plans>
During this stay at Carleton University, I would like to accomplish the MD-CGP-DD
code for 2D system, to perform the crack propagation simulation of a ductile material,
and to evaluate the accuracy of the MD-CGP-DD method. To achieve these, the
following tasks should be done:
1. Complete the MD-CGP-DD code and perform the test simulation runs. Since
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there is no mechanism of elimination of elastic waves coming into the interfaec
of MD and DD within the CADD approach, I will have to think an alternative
way for coupling MD and DD.
2. Make new coupling method of MD and DD which eliminate the elastic waves
coming into the interface and perform the test simulation runs to evalutate the
accuracy of the coupling method.
About the laboratory I belong to (Number of faculty members and students, Methods
used in research activity)：
Assistant Prof. Ronald E. Miller, 1 postdoctoral fellow, 1 Ph.D. student, and 3 master
students. I am working from 9am to 5pm. I have a meeting with the prof. about the
progress of work once a week and a seminar twice a month.
Comments about the workshops and seminars I have attended：
I have attended the seminar which is open for department members. I gave a talk about
the multiscale simulation in the seminar.
List the seminars and workshops I will be attending：

My research plans for the rest of this term：
I would like to increase the connections with different research field.
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Returnee’s Report
Name

Ryo Kobayashi

Status

Assitant Professor

Name of the
University where
I attend / Country

Carleton University
Canda

Research Theme

Multiscale Simulation of Materials Failure

Duration

3.1.2011 – 10.1.2011 (215 days)

Advisor’s name at
the University

Ronald E. Miller, Associate Professor

Research Theme in detail：
<Goals>
Materials fail when stress concentrates on a crack exsiting in a bulk and the crack
propagates in the bulk. At the propagating crack tip, atomic bonds successively break
and thus the crack grows. The strength and toughness of materials are closely related to
how cracks respond to external tensile stress; for example, the cracks in brittle materials
propagate very fast, on the other hand in case of ductile materials dislocations are
emitted from the crack tip and then the stress field around the crack tip is somewhat
released, concequently the propagation of the crack is suppressed. And whether a
material is brittle or ductile is also dependent on temperature. Almost all materials are
brittle at low temperature limit and ductile near the melting temperature. As described
above, the crack propagation issue is important to understand materials mechanical
properties and to predict the strength and toughness of newly created devices. However,
since the crack propagation is very fast phenomenon and occurs deep inside materials, it
is very hard to observe what is happening when the crack propagates with experimental
approach.
Computational approach to the crack propagation problems is also difficult. Because
this problem consists of a long-range elastic deformation field and breaks of atomic
bonds at the crack tip, which is called "multiscale phenomenon." If we use fully
atomistic approach, such as the molecular dynamics (MD), to accurately model the
atomic-bond breakages at the crack tip, huge number of atoms are required to model the
long-range elastic deformation field around the crack tip. On the other hand, if a
continuum approximation is adopted, it is necessary to assume some approximate
model for atomic-bond breakages and this essentially lacks the ability of prediction.
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Therefore we have developed the multiscale simulation method which couples the MD
and coarse-grained particle (CGP) methods. The CGP, which is an alternative to the
continuum approximation, is the method that enables us to simulate the elastic
deformation with very low computational cost. In this multiscale method, which we call
the hybrid MD-CGP method, the MD is applied to very small region near the crack tip
and the surrounding region are modeled by the CGP. As a consequent, we can simulate
the dynamic crack propagation at finite temperatures with high accuracy and efficiency.
The goal of the research during this stay is to accomplish combining the discrete
dislocation dynamics (DD) with above MD-CGP method. The MD-CGP method I have
developed has a shortcoming that, if dislocations are emitted from the crack tip, the MD
region around the crack tip must be enlarged as the dislocations propagate. This causes
a rapid increase of degree of freedom in the simulation system and thus the
computational cost. The DD is an approximate way to describe dislocations as strings
instead of the lines of atom imperfection and can significantly reduce the degree of
freedom. Hence, combining the DD with the MD-CGP, we can efficiently simulate the
crack propagation even if dislocations are emitted from the crack tip.

<Results>
Since I was not familiar with the DD, I started from learning the fundamentals about
the DD and how to implement it into a computer program. The advisor, Prof. Miller, is a
expert in the DD and I learned about it under his guidance and made a DD program
code referring his DD code.
He is also a pioneer of the coupling of the DD with MD, which he calls the coupled
atomistic and dislocation dynamics (CADD). However the CADD can only be
applicable to quasi-static problems, because the CADD does not have the mechanism of
eliminating the elastic waves coming from the MD region to the interface of MD and
DD, and it is crucial for the dynamic problems because unless it has such a mechanism
the MD region gets heated-up by those reflected waves. So in order to combine the DD
with our MD-CGP method, we had to consider about this problem. But, as a first step, I
wrote a prototype code of the MD-CGP-DD adopting the same approach as the CADD.
As it was expected, this method could not eliminate the waves coming into the interface
of MD and DD. thus it could not be applicable to dynamic phenomena.
In the CADD, displacements of atoms are matched between the MD and DD at the
interface. Thus the MD and DD are connected mechanically and the CADD can be
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applied to quasi-static problems. In the MD-CGP-DD method, on the other hand,
additional forces which correct the differences of atomic displacements between the
MD and DD are introduced in order to eliminate the unphysical reflection of elastic
waves at the interface. I wrote the MD-CGP-DD code with this new coupling method
and performed test simulation runs. And I confirmed that this method significantly
reduces the reflection of elastic waves at the interface, thus it can be applicable to
dynamic problems.

<Achievements>
The MD-CGP-DD method that I suggested can handle the dynamic crack growth
problems of both brittle and ductile materials, because it can efficiently treat dislocation
motions emitted from the crack tip in case of ductile materials. Using the present
method, we are able to perform the simulation of a ductile material of very large (for
example, 1µm cubic) system with the same accuracy as fully atomic simulation. This is
a great and state-of-the-art achievement in the field of atomistic simulation of material
failure.
About the laboratory I belong to (Number of faculty members and students, Methods
used in research activity)：
Assistant Prof. Ronald E. Miller, 1 postdoctoral fellow, 1 Ph.D. student, and 3 master
students. I am working from 9am to 5pm. I have a meeting with the prof. about the
progress of work once a week and a seminar twice a month.
Comments about the workshops and seminars I attended：
I attended the seminar which was open for department members. I gave a talk about the
multiscale simulation in the seminar.
My Ambitions：
Utilizing the communication skill improved during this stay and connections I made, I
would like to increase my research activities including collaborations with foreign
researchers.
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Advice and suggestions for young researchers who will visit partner schools and other
institutions：
The research environment of the institution you will attend is not always better than that
of NIT. In foreign countries, the internet connection speed and efficiency of
organizations are usuary worse than in Japan.
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム中間報告書
氏

名

坂上

身

分

助教

文彦

所属専攻・領域

情報工学専攻・おもひ領域

派遣先・国名

Carnegie Mellon University・アメリカ合衆国

研究テーマ

写実的な画像生成のための反射特性推定

派遣期間

2011 年 3 月 27 日～2012 年 3 月 25 日（365 日間）

派遣先担当教員

金出

武雄

教授

具体的な研究内容：
＜目的：実用的意義、問題点を含めて＞
カメラから得られた画像を用いて物体認識や物体検出を行う場合，学習用にあらかじめ
様々な姿勢，様々な条件で画像を取得しておく必要がある．この作業には長大な時間が必
要とされる．コンピュータグラフィクスの技術を利用すれば実際に画像を撮影することな
く目的の画像を作成することが可能であるが，そのためには物体の形状だけでなく表面反
射特性を取得しておく必要がある．これらの取得にはやはり長時間が必要であり，また，
特殊な装置が必要とされる．本研究では，これらをより簡便かつ高速に取得する方法を提
案する．これにより，様々なシーンで撮影された画像を容易に作成することが可能となり，
系全体の高速化，効率化を実現することが可能となる．
＜実験経過報告：簡単に＞
現在，ディスプレイを照明器具として利用することにより効率的に画像取得を行う方法を
検討・実装中である．この方法ではディスプレイ上に表示するパターンを制御することに
より適切な画像取得を実現している．また，表示パターンに離散コサイン変換基底等を利
用することにより，効果的な画像取得が実現可能であることを確認した．
＜今後の予定＞
上記の方法を用いることにより照明条件を変動させた場合の画像取得を効果的に行えるよ
うになるため，今後は視点を変動させた場合の画像取得法について検討する．この方法で
は画像情報をもとに撮影カメラの位置を正確に取得する必要があるため，まずこの方法に
ついて検討する．さらに，複数のカメラにより撮影された画像列を元に反射特性を推定す
る方法を検討する．これに合わせて画像情報をもとに対象物体の 3 次元形状を計測する方
法を検討する．最後に取得された情報を用いて画像合成を行い，これを用いたシステムの
稼働を目指す．
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派遣先研究室に関して（担当教授・構成人数・研究活動スタイル）：
・金出武雄教授本人
・30 名程度（複数の研究所にまたがるため全体数は不明）
・少人数，あるいは単独でのグループワーク
参加した又は参加予定のワークショップ・セミナー等について：
The Vision And Autonomous Systems Center (VASC) Seminar series
The Field Robotics Center (FRC) Seminar series
派遣期間後半に向けての抱負：
実システムの稼働を目指すとともに，研究成果の国際会議投稿に向けて取り組む

研究室メンバーとのレクリエーション
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オフィスにて

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏

名

坂上

身

分

助教

文彦

所属専攻・領域

情報工学専攻・おもひ領域

派遣先・国名

カーネギーメロン大学・アメリカ合衆国

研究テーマ

写実的な画像生成のための反射特性推定

派遣期間

2011 年 3 月 27 日～2012 年 3 月 25 日（365 日間）

派遣先担当教員

金出

武雄

教授

具体的な研究内容：
＜目的：実用的意義、問題点を含めて＞
カメラ画像からの物体認識，物体検出はコンピュータビジョンの基本問題の１つであり，
数多くの研究がなされている．これの問題は人物や動物など，個体によって見え方が異な
る場合と，工業部品のように見えが個体によって異ならない場合とが存在する．特に，後
者については部品のピックアップや異常部品の検出など，工場のオートメーション化にお
いて必要とされている．
このような問題は，人物の検出・認識などと比較すると見えが変動しない分，幾分簡単
化されており，部品を検出する方法としていくつかの有効な方法が提案されている．しか
し，このような方法を利用する場合，部品の様々な見え方を学習するために，にあらかじ
め様々な姿勢，様々な条件で画像を取得しておく必要がある．この作業には長大な時間が
必要とされており，これを短縮できれば工業部品の検出だけでなく，様々なシーンへの適
用が期待できる．これを短縮するための１つの方法として，コンピュータグラフィクスの
技術を利用し，様々な画像を仮想的な画像を作成，学習する方法が考えられるが，そのた
めには物体の形状や表面の反射特性を学習しておく必要がある．これらの取得にはやはり
長時間が必要であり，また，光源や撮影位置を任意に変化させられる特殊な装置が必要と
される．そのため，このような方法もシステムの簡易化という点では問題が残る．そこで，
本研究では，これらをより簡便かつ高速に取得するための方法を提案する．このシステム
では，先に述べたような特殊な撮影装置を必要とせず，また，撮影に要する時間も従来と
比較して短い．このシステムを用いて対象の反射特性を取得し，さらに仮想画像を生成す
ることにより，短時間で物体検出を行うシステムの構成が可能となる．また，提案法はこ
れまでに述べてきたような限定的なシーンだけでなく，一般的な物体および反射特性の取
得に利用可能な方法であり，様々なシーンへの適用が可能である．さらに，簡易な装置の
みで実現が可能であるため，広い範囲への普及させることも期待できる．
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＜実験結果：簡単に＞
本研究では，物体形状と反射特性を同時に取得するために，制御可能光源を用いた方法を
提案する．ここで，制御可能照明とは，光源の位置や強度を任意に変更可能な照明のこと
である．従来の反射特性計測においても，光源の位置や強度を変更させる必要があったた
め，このような照明が使用されてきたが，ほとんどのものは物理的な移動を伴うものであ
り，計測の高速化には限界があった．また，前述したとおり高額な装置が多く，手軽に利
用することは難しかった．これを考慮して，本研究では制御可能照明として一般的なコン
ピュータ用ディスプレイを採用した．近年，コンピュータ用ディスプレイは高解像度化，
高性能化が進んでおり，また，普及に伴って大型ディスプレイでも比較的安価に購入可能
となっている．このようなディスプレイでは，任意の位置を任意の強さで発行させること
が可能となっており，制御可能照明としての条件を満たす．これを用いて，物体形状と反
射特性の同時計測を目指す．
物体形状の計測（制御可能照明を利用した鏡面反射成分の除去）
まず，物体形状の計測方法について考える．本研究では，物体形状の計測方法として照度
差ステレオ法を用いる．この照度差ステレオ法は，様々な照明条件下で撮影された画像群
から物体形状を推定する方法であり，制御可能照明を利用した形状計測方法として適して
いる．しかし，この方法を適切に使用するためには，物体表面上に鏡面反射（ハイライト）
が存在していない必要があり，一般的な反射特性を持つ物体には適用しづらい．そのため，
制御可能照明を利用して鏡面反射成分を物体表面上から除去する方法を実装した．図 1 に
その計測結果を示す．

図１ 制御可能照明を利用した鏡面反射の除去：制御可能照明による除去結果（左）と一般
撮影による計測結果（左）
この結果から本手法により鏡面反射成分を除去可能であることが確認できる．したがって
この方法を用いれば反射成分に鏡面反射を含む対象物体でも，照度差ステレオ法により形
状計測を行うことができる．
反射特性の計測（離散コサイン変換を利用した効率的な反射特性計測）
次に，制御可能照明を利用して効率的に反射特性を計測する方法を考える．一般的な反射
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特性計測においては，光源位置を少しずつ変動させながら，物体表面上の反射の変動を計
測する．制御可能照明を用いた場合でも，発行位置を少しずつ変えながら計測を行うこと
により，同様の計測方法が実現できる．しかし，これには２つの問題が存在する．第 1 の
問題点は，物体計測における画質（SN 比）の低下である．制御可能照明を用いて特定の 1
点のみを発行させることは，ディスプレイ上の 1 点のみを発行させるためであるため，通
常のディスプレイでは十分な光源強度を確保できない．そのため，撮影される画像が劣化
し，SN 比が悪化する．もう 1 つの問題点は，撮影時間の長大化である．これは，1 点ずつ
順番に発光・撮影を繰り返すと，すべての場合を撮影するのに長大な時間が必要となる．
本研究では，これら２つの問題を解決するために，離散コサイン変換基底を利用した照明
パターンを利用した．図２に撮影に用いたパターンと撮影結果を示す．

図2

離散コサイン変換基底を用いた撮影：照明パターン（左）とこの照明下で撮影された

画像
図示したような照明パターンを利用して撮影を行うことにより，任意の周波数成分のみを
取得することができる．一般に画像のほとんどの成分は低周波成分に含まれるため，これ
らを重点的に撮影することにより，撮影時間を大幅に削減することが可能となる．実験に
より約 1/5 の周波数成分を撮影すれば画像の 99%以上を再現可能であることを確認した．こ
れは，撮影時間を約 1/5 に削減可能であることを示しており，大幅な撮影時間短縮を実現
できた．
＜成果：特にどこがオリジナリティなのかも分かるように記入して下さい。＞
本研究では，照度差ステレオ法を用いて適切な形状取得を行うために，制御可能照明を利
用した鏡面反射成分の除去法を提案した．この方法を用いて撮影を行うことにより，撮影
画像中から鏡面反射成分のみを効率的に除去することが可能となった．また，反射特性の
効率的取得のために，離散コサイン変換基底を照明パターンとして利用することを提案し
た．この方法により，撮影時間の大幅な短縮を実現するとともに，撮影時の画質（SN 比）
の向上を実現した．さらに，この 2 つの方法を組み合わせればより効率的に物体の形状取
得および反射特性の取得を実現可能であると考えられる．
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派遣先研究室に関して（担当教授・構成人数・研究活動スタイル）：
金出武雄教授：おもに，コンピュータビジョン，ロボットビジョンなど，カメラを用いた
研究を行っている．スタッフは 20 名程度．それぞれが少人数（1-4 名程度）のグループに
分割され，独立した研究を行っている．
参加したワークショップ・セミナー等について：
The Vision And Autonomous Systems Center (VASC) Seminar series
The Field Robotics Center (FRC) Seminar series
今後の抱負：
今回の海外派遣経験を生かして，海外の研究コミュニティに積極的に参加するとともに，
現在の研究分野だけでなく，新しい研究分野にも取り組んでいきたい．
今後派遣される研究者へのアドバイス・メッセージ：
アメリカ等に派遣される場合，ある程度の都市であれば日本人コミュニティが存在します．
このようなコミュニティはいざというときに頼りになりますので，ある程度の付き合いは
確保しておいた方が良いと思います．しかし，日常的にはある程度の距離を取っておくほ
うが，より深い海外経験が得られやすいと思います（日本人コミュニティはどうしても楽
なので）．

研究室メンバーとのレクリエーション

金出武雄教授と
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研究オフィス

Mid-Term Report
Name

Fumihiko Sakaue

Status

Assistant Professor

Name of the
University where
I attend / Country

Carnegie Mellon University
United States of America

Research Theme

Effective Measurement of Reflectance Property for Realistic
Image Rendering

Duration

3.27.2011 – 3.25.2012 (365 days)

Advisor’s name at
the University

Professor Takeo Kanade at Carnegie Mellon University

Research Theme in detail：
＜Goals＞
In object recognition, object detection and many kinds of computer vision
applications, we need lots of images in order to accurately learn objet properties.
Then, we should spend lots of times to obtain many images under various
environment, various pose and some another conditions. Although we do not need to
take the real images if we can use computer graphics techniques, we should
accurately measure object shape and reflectance properties by using special devices.
Then, we should spend lots of time/cost in this case too. In this research, we propose
effective and efficient object measurement method for realizing photo-realistic image
rendering. In this method, we use not special but common devices to measure object
properties.
＜Report on the Progress of My Research＞
Currently, I use displays as an illuminating devices. The displays can display
arbitrary patterns and we can change the patterns, easily. Under this controllable
illuminating condition, we can easily obtain many kinds of images under various
lighting condition. Especially, we can decode many images from few images when
we display particular patterns onto the display, such as bases of discrete cosine
transformation. We found that we can decode lots of images under various kinds of
conditions from a few images taken under special pattern display.
＜My future research plans＞
Currently, we can achieve efficient measurement method under various illuminating
conditions. We next consider efficient image measurement from various viewpoints.
For this purpose, we implement accurate camera position estimation. From the results
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we consider effective image encoding/decoding method from a few images. Finally,
we implement an efficient photo-realistic image rendering system by using our
proposed method.
About the laboratory I belong to (Number of faculty members and students, Methods
used in research activity)：
There are lots of people in our laboratory (I do not have accurate number of the
members) and many group for various researches. Basically, large research themes
are classified to small subthemes and the subthemes are surveyed by small number of
researcher.
Comments about the workshops and seminars I have attended:

I attend the Vision and Autonomous System Center (VASC) seminar series and the
Field Robotics Center(FRC) seminar series to survey computer vision and robotics
technologies.
My research plans for the rest of this term：I will implement measurement system and
achieve novel research which can submitted to major international conferences.

Paintball with some members in our
laboratories
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A someday in my office

Returnee’s Report
Name

Fumihiko Sakaue

Status

Assistant Professor

Name of the
University where
I attend / Country

Carnegie Mellon University
United States of America

Research Theme

Simultaneous measurement of object shape and reflectance
property by using controllable lighting device

Duration

3.27.2011 – 3.25.2012 (365 days)

Advisor’s name at
the University

Professor Takeo Kanade

Research Theme in detail：
<Goals>
Object detection/recognition from camera images is one of the most important
problems in field of computer vision. Especially, object detection of industrial items is
very useful and important to achieve automated factory. The problem is widely studied
and some useful methods are proposed. However, the methods need many images
under various lighting conditions and various poses, and then, we need long and long
time to achieve object detection by the method. In order to reduce measurement time,
we can apply technique of computer graphics In this method, virtual images are
synthesized instead of image observation and then, we do not need object observation
time. However, the technique requires detail object property to synthesize real images,
and it needs long time to measure the properties. In this research, we propose a new
technique which can measure object properties in short time. The method can measure
not only object reflectance property but also object shape simultaneously. Furthermore,
the method does not need special device to measure the property. We need only general
computer display to measure object shape and reflectance property. Therefore, we do
not need expensive special devices to realize high performance object detection
systems.
The method can apply to not only industrial items but also another general item, and
then, we can apply the method to various kinds of purposes widely.
<Results>
In this research, we use a controllable lighting device in order to obtain object shape
and reflectance property. The method should be satisfied with the following properties:
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z The device can emit light arbitrary position in arbitrary power
z The device is not so expensive
In our research, we used a general computer display as controllable lighting device.
Object shape measurement with specular light elimination
At first, we indicate object shape measurement method by using controllable lighting
device. In this method, we used photometric stereo method to obtain object shape. The
method estimate object shape from many images taken under various lighting
conditions. A controllable lighting device can emit light from arbitrary position, and
thus, we can obtain proper images easily for photometric stereo. However, there is a
problem in the photometric stereo method using controllable lighting device. The
problem is specular reflection. In general, object reflectance includes diffuse reflection
and specular reflection. Although the diffuse reflection is very important for
photometric stereo, specular reflections disturb object shape estimation. Therefore, we
should eliminate specular reflectance to achieve proper object shape measurement. In
this research, we achieve specular reflection elimination by using controllable lighting
device.

Figure１ Elimination of specular reflection: Eliminated result (left) and original
image(left).

Figure1 indicates that our method can eliminate specular reflection from an original
input image.
Measurement of object reflectance property by using DCT bases
We next consider measurement of reflectance property. In general, a target object is
observed under various lighting condition for measurement of reflectance property.
Our controllable lighting device can emit light from arbitrary point, and thus, we can
easily achieve reflectance property measurement. However, there are two problems in
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measurement of reflectance property by using controllable lighting device as follows:
z SN ratio become worse because of weak light power
z Measurement time is still long because we need many and many images
In order to solve the problems, we used discrete cosine transform bases as illuminated
patterns. Under the illuminated patterns, we can directly obtain DCT transformation
result from observed images. In general, large part of image components are included
in low frequency component in DCT transformation results, and thus, we can omit
measurement of high frequent components. Experimental results indicate that 20% low
frequency components can represent 99% of all images. The results indicate that we
can reduce measurement time as 20% by using DCT bases illuminated patterns.
Furthermore, light power of DCT bases pattern become larger than a point light source,
and thus, SN ratios of taken images become better.

Figure2

DCT bases (left) and measurement images (right).

Figure2 shows examples of illuminated pattern (DCT bases) and taken images under
the illumination pattern. The taken images indicate DCT transformation results and we
can reconstruct arbitrary illuminated images from the images. Therefore, we can
estimate reflectance property from the images.
<Achievements>
In this research, we propose efficient and effective method which can measure both
object shape and object reflectance property simultaneously. The method uses
controllable lighting device to realize effective measurement. In object shape
measurement, we propose specular component elimination using the device. By the
method, we can measure object shape by photometric stereo method even if object
include specular components. In measurement of reflectance property, we propose
DCT bases illuminated patterns. The patterns achieve measurement time reduction and
SN ratio improvement. Combination of the two methods can realize effective
measurement of object shape and reflectance property simultaneously.
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About the laboratory I belong to (Number of faculty members and students, Methods
used in research activity)：
There are lots of people in our laboratory (I do not have accurate number of the
members) and many group for various researches. Basically, large research themes are
classified to small subthemes and the subthemes are surveyed by small number of
researcher.
Comments about the workshops and seminars I attended：
I attended the Vision and Autonomous System Center (VASC) seminar series and the
Field Robotics Center (FRC) seminar series to survey computer vision and robotics
technologies.
My Ambitions：
I will attend various kinds of international community and challenge to another research
field.
Advice and suggestions for young researchers who will visit partner schools and other
institutions：
In U.S., there are many Japanese community and the community supports your U.S.
life.

With members of our laboratory

With Professor Takeo Kanade
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A day in my office

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏

名

田中

身

分

助教

由浩

所属専攻・領域

機能工学専攻・おもひ領域

派遣先・国名

Utrecht University・オランダ

研究テーマ

触知覚現象における高次機能の理解

派遣期間

2011 年 4 月 20 日～2011 年 9 月 15 日（149 日間）

派遣先担当教員

Prof. Astrid M.L. Kappers

具体的な研究内容：
＜目的：実用的意義、問題点を含めて＞
人は触覚を通じて，繊細な作業を可能にし，多様な触感を獲得している．ヒューマンイン
タフェースやロボティクスにおいて，触覚技術は重要であり，ものづくり産業や医療・福
祉分野で，近年大きな注目を集めている．ここで，人は優れた触知覚特性を有しており，
有用な触覚デバイスの開発には，人の理解が欠かせない．本研究では，触知覚特性におけ
る双方向性に着目した．触覚は，受容と動作の関係が不可分で双方向となっている．人は
受容と同時に動作を変化させ，状況に応じて適したセンシングを行っていると考えられる．
双方向性の特徴を知ることができれば，触覚センサや触覚ディスプレイ，触感デザインな
どに活用できる．そこで本研究では，心理物理実験を通じて，粗さ知覚における双方向性
を明らかにすることを目的とした．
＜実験結果：簡単に＞
粗さの弁別実験を行い，同時に人の触動作を計測することで，粗さの程度および評価方法
（絶対評価，相対評価）によって，触動作がどのように変化するか調べた．その結果，粗
さの程度によって，使用する押しつけ力の大きさの変化幅を変えること，評価方法によっ
て，なぞり速度を変えることが明らかになった．
＜成果：特にどこがオリジナリティなのかも分かるように記入して下さい。＞
従来の触覚に関する心理物理実験の多くは，一定の触動作の下，閾値などの触覚の能力を
調べている．しかし，人は双方向性により，対象や目的に応じて，動作を変化させ，自身
の触覚の能力を最大限引き出している．そこで本研究では，対象や目的を変え，動作を任
意にすることで，粗さ知覚における双方向性を明らかにしようとした．結果として，押し
つけ力やなぞり速度を対象や目的に応じて変化させることがわかった．本研究で得られた
成果は，以下の学会で発表を行った／行う予定である．
・国内会議（SI2011）発表済み

・国際会議（EuroHaptics2012）投稿済み
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派遣先研究室に関して（担当教授・構成人数・研究活動スタイル）：
・教授：１名・・・Astrid M.L. Kappers
・ポスドク：１名，学生：４名，Visiting Scholar：１名
・定例ミーティング：週１回（別なグループで関連の研究をしている教員や学生も，定例
ミーティングに参加）
参加したワークショップ・セミナー等について：
・Department day（所属していた部署は，Helmholtz Institute という学際的な部署で，年
に一度，同部署の様々な分野（気候，生命科学，心理など）の研究者が講演するシンポジ
ウム）
・他の研究グループが時折開いていた招待講演
・World Haptics Conference 2011（触覚研究のメジャーな国際会議）
今後の抱負：
・派遣先の研究室は工学ではなく心理物理学を専門としており，基礎から応用まで，幅広
く知識やセンスを得ることができた．今後も関係を維持し，共同研究を継続したい．
・研究室メンバー全員が，仕事と生活のバランスがとれており，当研究室でも実践できる
よう工夫したい．
今後派遣される研究者へのアドバイス・メッセージ：
・事前の研究計画と準備（ホスト教授とのディスカッション，必要な装置の購入）
・現地の医療体制の調査（オランダはホームドクター制）

研究室の風景．３名の共同部屋．棚，机，ディ
スプレイ，コーヒーカップを貸して頂きまし
た．これ以外にも，実験用に一人で使用できる
部屋を用意して頂きました。
大学の風景．オランダらしいカラフルな建物が
たくさんあります．
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最後のミーティング（左から Wouter，私，
Kappers 教授）
．定例ミーティング以外に，度々

Farewell party．Kappers 教授が，ご自身の家

個別にディスカッションをしました．

で，お別れパーティーを開いてくれました．今
回，家族でオランダに滞在しましたが，私たち
家族にとって一番の思い出です．
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Returnee’s Report
Name

Yoshihiro Tanaka

Status

Assistant Professor

Name of the
University where
I attend / Country

Utrecht University
The Netherlands

Research Theme

High-order function on Human Tactile Perception

Duration

4.20.2011 – 9.15.2011 (149 days)

Advisor’s name at
the University

Prof. Astrid M.L. Kappers

Research Theme in detail：
<Goals>
Humans can delicately manipulate and perceive many kinds of tactile sensations
through tactile perception. Tactile technologies are important on human interfaces and
robotics and have been focused on manufacturing filed, medical and welfare field, etc.
Humans have excellent characteristics for tactile perception and understanding human
tactile perception mechanism is necessary for the development of effective tactile
devices. Tactile perception is bidirectionally related to the exploratory movements. This
means that exploration influences perception, but also perception influences
exploration. We can optimize/change the exploratory movements according to the
perception and/or the task, consciously or unconsciously. Bidirectionality of human
tactile perception is applicable for tactile sensor, tactile display, tactile design, etc. Thus,
the purpose of this study is to reveal Bidirectionality in roughness perception through
psychophysical experiments.
<Results>
Psychophysical experiments on active roughness perception were conducted. Exerted
normal force and velocity in different perceptual tasks (discrimination task and scaling
task) using rough and smooth stimuli were collected. The results showed that variation
of the exerted force is influenced by the intensity of roughness and scanning velocity is
influenced by the perceptual tasks.
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<Achievements>
Roughness/texture perception has been studied on various points such as subjective
estimation, relation with mechano-receptors, and discrimination ability. Parameters on
exploratory movements, the exerted force, velocity, etc. have been often controlled in
many psychophysical experiments on tactile perception. But in realistic situations,
tactile perception is inherently active touch. In active touch, tactile perception is
bidirectionally related to the exploratory movements. The exploratory movements
generate the stimulation from which perception is derived and perception influences the
movements. We can optimize/change the exploratory movements according to the
perception and/or the task, consciously or unconsciously. Thus, In this study,
psychophysical experiments on active roughness perception were conducted. Exerted
normal force and scanning velocity in different perceptual tasks (discrimination task
and scaling task) using rough and smooth stimuli were collected. The results supported
that humans might adjust their way of touching (force, velocity, etc.) according to the
task and their perception. The obtained results have been presented in the following
conferences.
- Domestic conference (SI2011 in Dec. 2011)
- International conference (EuroHaptics2012 in Jun. 2012)
About the laboratory I belong to (Number of faculty members and students, Methods
used in research activity)：
- Staff: 1 Professor (Astrid M.L. Kappers) and 1 Postdoc.
- Student: 4 Ph.D. students and 1 Visiting Scholar
- Meeting: 1/week
Comments about the workshops and seminars I attended：
- Department day (Symposium on Helmholtz Institute, which is an interdisciplinary
institute where I belonged)
- Invited lectures (Other groups sometimes held)
- World Haptics Conference (Major international conference on tactile researches)
My Ambitions：
- Continuation of collaborative research with the laboratory where I belonged
- Balance of work and private life
Advice and suggestions for young researchers who will visit partner schools and other
institutions：
- Discussion and planning of the research before visiting (Preparing experimental
samples and apparatus, etc.)
- Understanding the local medical care system
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Scene of my room. 3 persons use this room for desk
work. I rent a desk, a PC monitor, a bookshelf, and
a coffee cup. In addition, I was given the other
private room for my experiment.
Scene around the university. There are many
colorful buildings in Utrecht University. They
might be based on Dutch design.

Last meeting during my stay (Wouter(left),
me(center), Astrid(right)). I often had private

Farewell party. Prof. Astrid invited our family to

meetings with Prof. Astid and Posdoc. Wouter.

her house. This party is the best memory for my
family in this stay.
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏

名

南角

身

分

助教

吉彦

所属専攻・領域

創成シミュレーション工学専攻・おもひ領域

派遣先・国名

ケンブリッジ大学・イギリス

研究テーマ

音声認識のための新しい統計モデルに関する研究

派遣期間

2011 年 5 月 16 日～2011 年 10 月 18 日（156 日間）

派遣先担当教員

Dr. Mark Gales

具体的な研究内容：
＜目的：実用的意義、問題点を含めて＞
本研究の目的は、音声認識のための新しい音響モデルの構築手法を開発することである。
近年の一般的な音声認識システムでは、ほぼすべてのシステムにおいて隠れマルコフモデ
ルと呼ばれる統計モデルが用いられている。しかし、音声認識の実用性を考えた場合、そ
の性能は未だ十分とは言えず、さらなる性能改善を求めて、隠れマルコフモデルに代わる
新しい手法が盛んに研究されている。このような流れの中で、近年識別学習に基づいた手
法が注目されている。従来の隠れマルコフモデルに基づく手法では、モデルパラメータが
尤度最大化基準とよばれる、与えられた学習データをより良く再現するための基準で学習
されていた。これに対し、識別学習では直接的に音声認識の性能を評価基準としてモデル
の学習を行う。すでに多くの識別的基準が提案されており、その有効性が確認されている。
また、近年の研究では、モデルの学習基準を識別的基準に置き換えるだけでなく、識別問
題に特化した構造を持つ識別モデルの研究が成果を上げている。識別モデルの例としては、
条件付き確立場モデル (Conditional Random Field models; CRF models) や線形対数モ
デル (Log-linear models) などがある。このような識別モデルを音声認識に適用する試み
が多く行われている。しかし、音声認識は非常に複雑なシステムであり、様々な時間解像
度（文章レベル、単語レベル、音素レベル、状態レベル、特徴ベクトルレベル）の統計モ
デルの組み合わせでシステム全体が表現されている。このような音声認識システムにおい
て、識別モデルを適用する場合には、様々な組み合わせが考えられる。これまでの音声認
識における識別モデルの研究では、ある特定の階層に注目し、その階層において識別的な
モデル構造を適用する方法がほとんどであった。代表的な研究例としては、特徴ベクトル
レベルに CRF を適用した手法や単語レベルに対数線形モデルを適用した手法、文章レベル
の SCRF (Segmental CRF) 等がある。本研究では、これらの複数の階層におけるモデルを
内包する新しい識別モデルの構築法について、理論的な検討を行った。

65

＜実験結果：簡単に＞
本研究では、音声認識のための識別モデルについて理論的な部分に焦点を当て、Dr. Mark
Gales との議論の中で、複数の階層モデルを統一的に扱う手法を考案した。また、提案法の
有効性を示すための予備実験を行った。以下のその内容について述べる。
識別モデルが従来の生成モデルに対して有効な理由の一つは、識別モデルが認識に有用
な様々な特徴を選択的に利用できる点である。従来の生成モデルに基づく手法では、学習
データの特徴をより正確に再現することを目的として特徴量全体を余すところなくモデル
化するため、認識に悪影響のある特徴量はあらかじめ排除し、十分に最適化された特徴量
を用いる必要があった。これに対し、識別モデルでは、認識性能に注目して学習を行うた
め、学習において識別に有用な特徴には強い重みを与えて重視し、認識に不要な特徴は重
みを小さくして認識には利用しないといった特徴選択を自動的に行うことができる。その
ため、ある程度識別に有用であろうと思われる特徴を入力としてモデルを学習することに
より、従来の生成モデルを上回る性能が得られることが期待できる。しかし、入力として
利用可能な特徴は無数に考えられるため、あらかじめ入力としてどのような特徴を用意す
るかが、識別モデルを用いる上での重要な問題となる。
受け入れ先である Dr. Mark Gales らは、この問題に対し、derivative 特徴と呼ばれる手
法を提案している。この手法では、あらかじめ生成モデルとして学習された隠れマルコフ
モデル等の統計モデルからシステマティックに特徴を生成する手法である。具体的には、
統計モデルの尤度関数をパラメータに関して微分するによって新しい特徴量を生成する。
この手法の利点は、生成モデルとして対象のモデル化に有効であることが判明しているモ
デル構造を有効に利用し、識別モデルをシステマティックに構築できることである。Dr.
Mark Gales らは、この特徴を単語レベルの対数線形モデルに適用し、その有効性を示して
いる。また、特徴ベクトルレベルや文章レベルの識別モデルにおいても同様に、従来の生
成モデルから特徴を抽出する例が多くみられる。
しかし、これらの方法はあらかじめ学習された生成モデルを必要とするため、特徴量を
あらかじめ最適化しなければならないという生成モデルの問題点をそのまま引き継ぐこと
になる。また、従来の識別モデルの適用例では、音声認識の一つの階層に注目し、ある特
定の階層に識別モデルを適用する例がほとんどであった。そこで筆者は、derivative 特徴
を生成モデルからではなく識別モデルから抽出する方法を考案した。この方法では、まず
一つ下位の階層（時間的に短いレベルの階層）において識別モデルが構成されていると仮
定する。その識別モデルを用いて derivative 特徴を抽出し、現在の階層のための新しい特
徴を構成し、識別モデルを構築する。この処理を繰り返すことにより、下位から上位へ識
別に有用な特徴を伝播しながら、階層的な構造を自動的に構築することができ、結果とし
て音声認識全体の性能を向上することが期待できる。
提案法は、階層的な特徴抽出手法とみなすことができるが、より効率の良い特徴抽出を
目指して L1 ノルム正則化という手法を適用した。この手法は、条件付き確立場モデルや線
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形対数モデルの学習において、モデルパラメータの事前分布として L1 ノルムに基づく分布
を与える。L1 ノルムはパラメータが 0 に近づくにつれてペナルティを減らす方向に働くた
め、学習後に多くのパラメータが 0 になる。条件付き確立場モデルや線形対数モデルでは、
0 になったパラメータに対応する特徴は識別に用いられなくなるため、L1 ノルム正則化を
用いた学習は識別的な基準を用いた特徴選択と見なすことができる。提案法では、各階層
の識別モデルに対して、L1 ノルムの正則化を適用する。本研究では、予備実験として、
derivative 特徴を用いた単語レベルの対数線形モデルにおいて、L1 ノルム正則化を実装し、
その有効性を確認した。実験結果から、L1 ノルム正則化によってモデルパラメータを半分
程度に削減しても、認識率はほとんど低下しないという結果が得られた。この実験は、提
案手法の一階層分に対応するため、提案法の有効性を示唆する結果となった。
＜成果：特にどこがオリジナリティなのかも分かるように記入して下さい。＞
本研究の成果としては、音声認識のための階層的な識別モデル構造の構築手法を提案し
た。これまで、対数線形モデルや条件付き確立場モデルなどの識別的なモデル構造が研究
されてきたが、音声認識で対象とする様々な時間解像度において、ある特定の階層に対し
て識別モデルを適用する研究がほとんどであった。これに対し、提案手法は、すべての階
層に識別モデルを適用し、全体を統一的に扱う枠組みを示した。提案法は従来の各階層に
おける識別モデルを内包しており、各階層におけるモデルの利点を相互に利用することに
より、最終的な音声認識の性能を高めることができると期待される。また、提案手法は、
概念的には音声認識という非常に複雑な識別問題を簡単な識別問題（時間的に短い単位の
識別問題、特徴レベルや状態レベル）に分解し、簡単な識別問題の結果をより複雑な問題
（文章レベルや単語レベルの識別問題）を解く材料として利用するという一般的な問題解
決方法の一つを音声認識に適用したものと見なすこともできる。現在は、提案法の有効性
を示すための簡単な予備実験を行った段階であるが、実験を継続しており、今後より大規
模な実験を行うことにより、提案手法が音声認識システムの全体を構築する際に有効であ
ることを示す予定である。
派遣先研究室に関して（担当教授・構成人数・研究活動スタイル）：
・Dr. Mark Gales
・Post-Doc. 1 名、Ph.D コースの学生４名
・週一回の個別ミーティング
・不定期のセミナー開催
参加したワークショップ・セミナー等について：
・音声関係のセミナーに参加、著名な研究者のトークは非常に有意義であった
・機械学習のセミナーに参加、関連分野の知見を広げるのに役立った
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今後の抱負：
・今回の経験を生かして、国際的な研究活動を積極的に進める
・共同研究等の可能性を模索する
今後派遣される研究者へのアドバイス・メッセージ：
・派遣先との早めの打ち合わせや準備が充実した派遣に繋がると思います。

ケンブリッジ大学のメンバとのディスカッシ
ョン
ケンブリッジ大学工学部の正門

滞在中に使用したオフィス
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Returnee’s Report
Name

Yoshihiko Nankaku

Status

Assistant Professor

Name of the
University where
I attend / Country

The University of Cambridge
UK

Research Theme

A study on developing new statistical models for speech
recognition

Duration

5.16.2011 – 10.18.2011 (156days)

Advisor’s name at
the University

Dr. Mark Gales

Research Theme in detail：
<Goals>
The goal of this study is to develop a new technique for constructing new statistical
models for speech recognition. In recent years, most of general speech recognition
systems are based on Hidden Markov Models (HMMs). However, the recognition
performance has not yet been sufficient for real world applications, and many
researches to develop new methods beyond HMMs have been conducted extensively.
One of the promising approaches is the discriminative training. In the conventional
HMM based method, the model parameters are estimated based on the maximum
likelihood criterion which tries to represent acoustic features of given training data
accurately. Contrary to this, the discriminative training uses the criteria which directly
evaluate the performance of speech recognition rather than predicting acoustic features.
Furthermore, not only replacing the training criteria, the model structures which focus
on solving the discriminative problem, called the discriminative models have been
actively studied. Most successful examples of such discriminative models are the
Conditional Random Field models (CRF models) and Log-linear models. However,
applying these models to speech recognition is not a straight forward problem, because
the speech recognition systems usually have a complex hierarchical structure which
consists of many statistical models corresponding to sentences, words, phones, states
and frames of acoustic features. Therefore, it is still an open problem how to apply the
discriminative model to speech recognition systems, and most of previous work applies
the discriminative models only to one of layers in the hierarchical structures. However,
ideally the whole recognition systems should be constructed based on a consistent
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framework of discriminative models and hence, this study focused on the theoretical
aspect of developing such a method.
<Results>
From the discussions with Dr. Mark Gales, I proposed a new method for constructing
the hierarchical structures of speech recognition based on the discriminative models,
and some preliminary experiments were conducted to evaluate the proposed method.
The details of the proposed method and the experimental results are described in the
following of this section.
One of advantages of the discriminative models is that the models can selectively use
effective features from given input feature vectors. In the conventional generative
models, the whole dimensions of feature vectors are evenly modeled and used in
discrimination, because the objective of the maximum likelihood criterion is to
represent and predict whole acoustic feature vectors accurately. Therefore, the feature
vectors need to be well-optimized in advance. Contrary to this, since the objective of
discriminative models is to obtain the good discrimination ability, the model can reduce
or discard the effect of unnecessary features by decreasing the corresponding weights
(model parameters). Therefore, by using all possible features which are possibly
effective for discrimination, a superior recognition performance can be expected by the
discriminative models. However, since an infinite number of possible features can be
considered, the determination of input features is still one of the most important
problems in the discriminative model approaches.
To solve this problem, Dr. Mark Gales and his colleague proposed the derivative
feature method. The method systematically constructs the features from previously
trained generative models, e.g., HMMs. The features are derived by taking the
derivative of the likelihood function of generative models with respect to the model
parameters. The use of generative models is an efficient way for extracting effective
features, because a lot of useful knowledge obtained from the past researches of
generative models can be used. The derivative features were applied to the word level
log-linear models and the effectiveness was reported by Dr. Mark Gales’s group.
Moreover, the similar kinds of features based on the generative models are also seen in
the frame level CRFs and the sentence level CRFs.
However, since the derivative features use the generative models, the discriminative
models using the derivative features also have the drawback of the generative models,
that is, the optimization of feature vectors is required in advance. Furthermore, the
derivative features are independently applied to only one of layers in the hierarchical
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structures. To overcome this problem, I proposed a method for extracting derivative
features from the discriminative models rather than the generative models. This method
provides a systematic way to construct the hierarchical structures for speech
recognition. In the method, firstly discriminative models are constructed at the bottom
layer (shortest unit level) in the same manner as the conventional frame-level models.
Then, the derivative features are extracted from the constructed discriminative models
and they are used for constructing the discriminative models at the next layer. These
processes are repeated until the final layer (sentence unit level). In the proposed
method, it is expected that a superior discrimination performance can be obtained at
each layer by propagating the effective features from the previous layers, and as a result
the performance of the whole system can also be improved.
From another point of views, the proposed method can be regarded as a hierarchical
feature extraction technique. To realize more efficient feature extraction, the proposed
method employs the L1 norm regularization which has been widely used in the
conventional discriminative models. In the L1 norm regularization, the prior
distribution of model parameters is set by using the negative log of L1 norm of model
parameters. The distribution tends to make model parameters zero, because it decreases
the penalty in the objective function when the model parameters become close to zero.
Since in the CRF and log-linear models, the features corresponding to zero weights are
not used in discrimination, the training of discriminative models with L1 norm
regularization can be regarded as feature extraction. In the proposed method, the L1
norm regularization is applied to the discriminative model training at each layer. As the
preliminary experiments, the L1 norm regularization was implemented in the word level
log-linear models and evaluated. The results showed that the models with almost half
number of model parameters obtained by the L1 norm regularization can achieve a
similar performance as the models without the L1 norm regularization. Since the
constructed system can be regarded as a part of the proposed method, this result
suggests the effectiveness of the proposed method.
<Achievements>
This study proposed a new technique for automatically constructing the hierarchical
structures for speech recognition based on the discriminative models. Although most of
previous work applies the discriminative models only to one layer of hierarchical
structures, the proposed method constructs the discriminative models corresponding to
each layer and provides a systematic way to integrate them. Since the effects of the
discriminative models are propagated from the bottom to top layers via the derivative
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features, it is expected that the discrimination performance of each layer can be
improved and as a result the performance of the whole speech recognition system can
also be improved. Moreover, the proposed method is formulated and regarded as a
realization of the general solution of difficult problems, that is, a complex speech
recognition problem (sentence level discrimination) is divided into small easier
discrimination problems (frame, state and phone level discrimination) and the results of
small sub-problems are used to solve the final problem. Although only some
preliminary experiments were conducted, this study is still on-going work and large
scale experiments to show the effectiveness of the proposed method will be performed
as future work.
About the laboratory I belong to (Number of faculty members and students, Methods
used in research activity)：
- Dr. Mark Gales
- 1 Post-Doc, 4 Ph.D students
- Weekly meeting with Dr. Mark Gales
- Irregular seminars
Comments about the workshops and seminars I attended：
- Speech technology seminar : Talks by famous researchers are very interesting and
valuable
- Machine learning seminar : Good opportunities to learn related research areas
My Ambitions：
- Promoting more international research activities
- Exploring the possibilities of international collaborations
Advice and suggestions for young researchers who will visit partner schools and other
institutions：
- Early preparation and contact with your advisor helps a fruitful stay and research.
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Discussions with the members of University of
Cambridge
The front gate of the department of engineering of
the University of Cambridge

The office room in the University of Cambridge.
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム中間報告書
氏

名

青柳

身

分

助教

倫太郎

所属専攻・領域

機能工学専攻・しくみ領域

派遣先・国名

The Pennsylvania State University・アメリカ合衆国

研究テーマ

強誘電体材料・デバイスに関する研究

派遣期間

2011 年 4 月 19 日～2011 年 12 月 14 日（240 日間）

派遣先担当教員

Thomas R. Shrout

具体的な研究内容：
＜目的：実用的意義、問題点を含めて＞
強誘電体である圧電単結晶は医療用超音波プローブや軍事用・水中探査用ソナー
用の強力超音波発生素子として用いられている。また、ドメイン構造を適切に制御
（ドメインエンジニアリング）することによりこれら圧電単結晶の特性は飛躍的に
向上することが知られている。しかしながら従来材料は超音波励振による発熱に対
する耐熱が十分ではなく、より高出力・高効率デバイスを得るためには、より高い
温度で使用可能な新材料が必要となる。本研究では高耐熱の圧電単結晶材料を超音
波発振素子として応用するため、これらの基本的な特性評価とドメイン構造制御に
よる特性向上の可能性について超音波研究を行っている。
＜実験経過報告：簡単に＞
受け入れ先機関（Material Research Institute）において実験するために安全教
育を受講した。また、実験で使用する装置(合成・評価・解析)の多くは管理者(テク
ニカルスタッフ)により整備されておりトレーニングを受けないと使用することが
できないので使用を予定する装置から順番にレクチャーを受けた。共同研究先の外
部企業より提供を受けた単結晶試料を用いて特性評価のための試料作製およびドメ
イン構造観察を行っている。
＜今後の予定＞
引き続き試料の作製を行うと共に、基本的な特性を評価する。また、ドメイン構
造が特性にどのような影響を及ぼすかを確認しドメイン構造と特性の関係について
考察する。
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派遣先研究室に関して（担当教授・構成人数・研究活動スタイル）：
・Material Research Institute： Thomas R Shrout グループ
・教授 1、准教授 1、博士課程学生 1、海外大学教員 3、海外大学学生 3、
・アシスタント、研究所テクニシャン、企業研究者

他

・月に 1 回程度の進捗報告会、後は個別にディスカッション
参加した又は参加予定のワークショップ・セミナー等について：
・2011 International Workshop on Acoustic Transduction Materials and Devices
・The Center for Dielectric Studies Spring 2011 meeting
・The 20th IEEE International Symposium on Applications of Ferroelectrics
International Symposium on Piezoresponse Force Microscopy & Nanoscale
Phenomena in Polar Materials
派遣期間後半に向けての抱負：
・グループ以外の研究者とも積極的にコミュニケーションをとり視野を広げたい。

写真 1

Material Research Laboratory の建

物。秋以降に新建物に引っ越す予定。

写真 2

オフィスでの歓談風景。派遣先の

Material Research Institute は材料科学分野
の世界的研究拠点のため中国韓国インドなど
アジア系留学生が多いのが特徴。
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏

名

青柳

身

分

助教

倫太郎

所属専攻・領域

機能工学専攻・しくみ領域

派遣先・国名

The Pennsylvania State University・アメリカ合衆国

研究テーマ

強誘電体材料・デバイスに関する研究

派遣期間

2011 年 4 月 19 日～2011 年 12 月 14 日（240 日間）

派遣先担当教員

Thomas R. Shrout

具体的な研究内容：
＜目的：実用的意義、問題点を含めて＞
強誘電体である圧電単結晶は医療用超音波プローブや軍事用・水中探査用ソナー
用の強力超音波発生素子として用いられている。また、ドメイン構造を適切に制御
（ドメインエンジニアリング）することによりこれら圧電単結晶の特性は飛躍的に
向上することが知られている。しかしながら従来材料は超音波励振による発熱に対
する耐熱が十分ではなく、より高出力・高効率デバイスを得るためには、より高い
温度で使用可能な新材料が必要となる。本研究では高耐熱の新材料を超音波発振素
子として応用するため、ドメイン構造と電気的性質の関係を中心に評価した。
＜実験結果：簡単に＞
結晶構造の異なる新単結晶材料を所定の方位に切り出しさまざまな温度、電界強
度下で分極処理を施した。得られた試料を用いてドメイン構造を観察し、圧電性、
強誘電性などの電気的な特性およびドメイン構造の安定性について評価した。
＜成果：特にどこがオリジナリティなのかも分かるように記入して下さい。＞
強誘電性を持つ圧電単結晶のドメイン構造は結晶構造・方位と共に分極処理の際
の電界強度および温度により大きく変化することが知られている。本研究では様々
な形状・大きさのドメインを持つ試料を作製し電気的な性質を調べることにより、
新材料における結晶構造・方位・ドメインの大きさと特性の関係を明らかにした。
また、一部の試料において非常に強い内部バイアスが存在することを発見した。こ
れらの性質を設計することにより、非常に安定でかつ大きな圧電特性が得られる可
能性を示した。
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派遣先研究室に関して（担当教授・構成人数・研究活動スタイル）：
・Material Research Institute： Thomas R Shrout グループ
・教授 1、准教授 1、博士課程学生 1、海外大学教員 3、海外大学学生 6、
・アシスタント、研究所テクニシャン、企業研究者

他

・月に 1 回程度の進捗報告会、後は個別にディスカッション
参加したワークショップ・セミナー等について：
・2011 International Workshop on Acoustic Transduction Materials and Devices
・The Center for Dielectric Studies Spring 2011 meeting
・The 20th IEEE International Symposium on Applications of Ferroelectrics
International Symposium on Piezoresponse Force Microscopy & Nanoscale
Phenomena in Polar Materials
・訪問研究者講演会、博士学位論文公聴会
今後の抱負：
強誘電体の分野で世界をリードする The Pennsylvania State University Material
Research Laboratory で研究を行うことができ大きな経験を得た。今後は派遣中に得ら
れた知識を本学における教育研究に生かすとともに、築いた交友関係を生かし共同研究
が行えないか検討したい。
今後派遣される研究者へのアドバイス・メッセージ：
・慣れない環境での生活の立ち上げは大変だと思います。渡航が決まったら受け入れ先
のスタッフや現地の日本人を頼り早い目に準備を始めましょう。

Fig.1 ゼミの発表風景

Fig.2

新しい建物（オフィスが引っ越しする前

に帰国した）
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Fig3 新建物の学生用オフィス、扉がなくディス
カッションしやすい設計になっている
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Mid-Term Report
Name

Rintaro Aoyagi

Status

Assistant Professor

Name of the
University where
I attend / Country

The Pennsylvania State University
United States of America

Research Theme

Ferroelectric materials and devices

Duration

4.19.2011 – 12.14.2011 (240 days)

Advisor’s name at
the University

Thomas R. Shrout

Research Theme in detail：
＜Goals＞

The piezoelectric single crystals are used as a high power ultrasonic generating,
such as the medical ultrasonic probe and the transducer of sonars for consumer and
military product. Moreover, it is well known the piezoelectric properties of those
crystals will improve by controlling domain structure (domain engineering). In
order to obtain more high output and more efficient devices, the material which can
be used at high temperature is needed. However, present materials do not have
enough heat resistance. In this study, we will characterize electric properties of new
piezoelectric single crystal materials for ultrasonic generator devices and control
the domain stricture of them.
＜Report on the Progress of My Research＞

First of all, I took lectures and examines on safety trainings in Material Research
Institute (MRI) of The Pennsylvania State University for using laboratory. Now I
am performing sample preparation and observation of domain structure using the
single crystals provided by partner company
＜My future research plans＞

In the next step, the sample preparation for electrical measurement will be
performed. I will be focus on the relationship between electrical properties and
domain structure for new piezoelectric single crystal materials.
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About the laboratory I belong to (Number of faculty members and students, Methods used in research
activity)：

・Material Research Institute： Thomas R Shrout Group
・Professor 1, Associate Professor 1, PhD candidate 1, Visiting scholar 3,
Visiting student 3, Assistant, Technicians, Scientists from partner company
etc
・Progress meeting (once per month) and free discussions
Comments about the workshops and seminars I have attended：

・2011 International Workshop on Acoustic Transduction Materials and Devices
・The Center for Dielectric Studies Spring 2011 meeting
・The 20th IEEE International Symposium on Applications of Ferroelectrics
International Symposium on Piezoresponse Force Microscopy & Nanoscale
Phenomena in Polar Materials
My research plans for the rest of this term：

I would like to take communication with various researchers to expand my view.

Photograph 1.

The Material Research Laboratory

Photograph 2

building. We will move to new building after this

Coffee break at the office. The Material Research

autumn.

Institute is one of center of excellent in materials
science, so there are many students from Asian
country such as China, South Korea and India.
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Returnee’s Report
Name

Rintaro Aoyagi

Status

Assistant Professor

Name of the
University where
I attend / Country

The Pennsylvania State University
United States of America

Research Theme

Ferroelectric materials and devices

Duration

4.19.2011 – 12.14.2011 (240 days)

Advisor’s name at
the University

Thomas R. Shrout

Research Theme in detail：
<Goals>
The piezoelectric single crystals are used as a high power ultrasonic generator, such
as the medical ultrasonic probe and the transducer of sonars for consumer and
military product. Moreover, it is well known the piezoelectric properties of those
crystals will improve by controlling domain structure (domain engineering). In
order to obtain more high output and more efficient devices, the material which can
be used at high temperature is needed. However, present materials do not have
enough heat resistance. In this study, we will characterize electric properties of new
piezoelectric single crystal materials for ultrasonic generator devices and control
the domain stricture of them.
<Results>
New single crystals with some different structures were cut into specific directions.
Then these cut crystals were poled at various temperatures and electric fields. The
stability of domain structure was evaluated by observation of domain structure and
characterization of ferroelectric and piezoelectric properties.
<Achievements>
We could obtain the new single crystal samples with various domain size and
shapes. Using these samples, we tried to characterize electrical properties. In this
study, we clarified the relationship between the domain structure and electrical
properties. Also, it was found that some sample has large internal bias. These
results have suggested that a new crystal has large piezoelectricity and stabilities.
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About the laboratory I belong to (Number of faculty members and students, Methods
used in research activity)：
・Material Research Institute： Thomas R Shrout Group
・Professor 1, Associate Professor 1, PhD candidate 1, Visiting scientist 3,
Visiting student 6, Assistant, Technicians, Scientists from partner company etc
・Progress meeting (once per month) and free discussions
Comments about the workshops and seminars I attended：
・2011 International Workshop on Acoustic Transduction Materials and Devices
・The Center for Dielectric Studies Spring 2011 meeting
・The 20th IEEE International Symposium on Applications of Ferroelectrics
International Symposium on Piezoresponse Force Microscopy & Nanoscale
Phenomena in Polar Materials
・PhD defenses in Materials Research Institute
・Special lecture by visiting scientists
My Ambitions：
I could obtain good experience at Material Research Institute in The
Pennsylvania State University which is very famous laboratory in ferroelectrics
and materials science. I would like to teach this experience to our students and
I hope to collaborate with my friends in PennState.
Advice and suggestions for young researchers who will visit partner schools and other
institutions：
It is difficult to live in foreign country. If you can have an opportunity to study
abroad, you have to prepare a life as soon as possible. You should ask questions
to the staffs or Japanese scholar, about apartment, transportation, local rule etc.

Fig.1 Presentation in progress meeting

Fig.2

Entrance of New MRI building.
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Fig3. Student office of new building.
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏

名

田中

身

分

助教

正剛

所属専攻・領域

未来材料創成工学専攻・ながれ領域

派遣先・国名

ニュルンベルク－エアランゲン大学・ドイツ

研究テーマ

ペプチドを利用した二次元ナノ秩序構造

派遣期間

2011 年 9 月 1 日～2011 年 11 月 11 日（72 日間）

派遣先担当教員

Patrik Schmuki

具体的な研究内容：
＜目的：実用的意義、問題点を含めて＞
チタンやアルミニウムなどの金属基板を陽極とした電気的な酸化系において、電解溶液を
工夫すると数十～数百ナノメートル径の細孔構造を有する金属酸化物層が得られる。表面
における微細な構造は、表面積の増大を可能にする。たとえば、酸化チタンの光触媒機能
を活用する場合などに有効である。微細な細孔構造の口径やモルホロジー制御は、大きな
焦点の一つとなっている。
本研究では、私がこれまでに行ってきた高分子薄膜がチタンの陽極酸化に与える影響に
ついて知見を得ることを目的とした。高分子薄膜が介在した酸化チタンの細孔構造制御や
電気化学系中での高分子薄膜の形成挙動の両面において新たな知見が得られることが期待
できる。
＜実験結果：簡単に＞
チタンを電気化学系中にて陽極酸化し、酸化チタン細孔構造を調製した。研究室で一般的
な電圧よりも弱い電圧を用い、より小さい口径の酸化チタン細孔構造の調製を検討した。
１０ナノメートル未満の細孔構造を得ることができ、高分子薄膜の構造単位と同等の細孔
を形成することに成功した。
また、高分子薄膜が形成されたチタン基板を用いて陽極酸化を行った。酸化反応の進行
が明らかに遅くなっていることが確認できた。
＜成果：特にどこがオリジナリティなのかも分かるように記入して下さい。＞
本研究では、高分子の自己組織化によって得られる薄膜のモルホロジーの構造周期と酸化
チタンの細孔構造のサイズスケールを一致させることが重要である。電圧を弱く設定する
ことでサイズを同等に調製することに成功した。高分子薄膜が介在することで酸化速度に
影響を与えていることが示唆された。これらの結果は、高分子薄膜のマスキング効果によ
る細孔配列構造のモルホロジー制御につながる大きな知見である。
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派遣先研究室に関して（担当教授・構成人数・研究活動スタイル）：
・担当教授：Patrik Schmuki 教授
・構成人数：教授 2 名、技官 5 名、ポスドク 7 名、ドクターコース 20 名、マスターコース
4 名、訪問研究者 3 名
・研究スタイル；ポスドクや博士課程の学生が多く、学生主体で比較的自由に実験を進め
ており、進捗状況を定期的に教授に報告し、情報をアップデートするスタイルであった。
参加したワークショップ・セミナー等について：
・学内にて定期的に開催される研究発表セミナー
・米国研究者による招待講演会
今後の抱負：
・派遣研究室にて学んだ電気化学に関する高度な技術をこれからの研究に取り入れ、斬新
な研究を提案していきたい。
・ヨーロッパ～アジアからの多くの研究者で構成されている国際色豊かな研究室で得た国
際感覚を維持し、これからも世界中の研究者に臆することなく付き合っていきたい。
・派遣期間中に得た友人などと今後も友情を維持し、招待講演や指導学生の交換留学など
を通して、ワールドワイドな研究を展開したい。
今後派遣される研究者へのアドバイス・メッセージ：
・業務においても生活面でも情報入手の面で困ることがないよう PC 環境の十分な整備をお
すすめします。
・研究面においては、自由な発想をもって個性を主張することが大切なように感じました。

１．実験風景：電気化学実験委おいて試薬を仕
込んでいる様子
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２．実験風景：電気化学実験の様子

３．交流風景：新入生歓迎ビアパーティの様子
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Returnee’s Report
Name

Masayoshi Tanaka

Status

Assistant Professor

Name of the
University where
I attend / Country

Nuremberg-Erlangen University
Germany

Research Theme

Two-dimensional nano-ordered structure composed of peptides

Duration

9.1.2011 – 11.11.2011 (72 days)

Advisor’s name at
the University

Patrik Schmuki

Research Theme in detail：
<Goals>
In the electric oxidization of metal substrates such as titanium and aluminum at an
anodic electrode, the metal oxide layer which has the pore structure with several tens to
hundreds nanometer diameters is obtained. Designing the surface morphology with
nanometer scale porous structures enables increase of surface area. It is effective when
utilizing the photocatalyst function of titanium oxide, for instance. Thus, the control of
pore structure and morphology are one of the hottest themes for developing the novel
nanomaterials.
In this research, I have investigated the contribution of the polymer thin film with
nanometer periodic patterns, which I have so far studied, to the anodization of titanium
substrate. It was expected that this investigation would contribute on both sides of
two-dimensional morphology control of the titanium oxide and the construction of the
polymer thin film with unique morphology by means of the electrochemistry system.

<Results>
Titanium oxide layer with pore structure was prepared by anodization of titanium
substrate in the electrochemistry system. The pore size generally controlled by the
strength of the applied voltage. In this study, smaller voltage would be adequate to
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obtain nano-scaled pores which are agreed with the periodic range of the polymer
ordered structure. The voltage smaller than the general value used in the laboratory have
applied to the substrate. The pore structure below 10 nm diameter was observed by
SEM. It was suggested that the nano-scaled pore structure equivalent to the structure
unit of the polymer thin film successfully constructed. Anodization of the titanium
substrate which has been coated with the polymer having two-dimensional
nano-patterns was investigated. The rate of the oxidation reaction was obviously
decreased, suggesting that the polymer thin layer interfere the reaction of the
components concerning anodizing reaction.

<Achievements>
In this study, it is important to coincide the size scale of the periodical structure
constructed by the polymer self-assembly and the pore diameter of titanium oxide
obtained by the anodization in order to apply the polymer periodic layer as a masking
layer. The proper range of the applying voltage was successfully identified by setting up
voltage relatively weak. Moreover, the polymer layer coated with the titanium substrate
influenced anodizing reaction rate. These results are notable achievement which leads to
morphology control of the fine-pores array structure by the masking effect of a polymer
thin film.

About the laboratory I belong to (Number of faculty members and students, Methods
used in research activity)：
The laboratory composed of 7 stuffs, 7 post-docs, 20 doctor course students, 4 master
course students, and 3 guest scientists. Since post-doctoral researchers and students of a
doctoral course are majority, they are advancing the experiment independently. Each
have to report about progress of their research to boss and updates the information.
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Comments about the workshops and seminars I attended：
Annual seminar was held once a week. Speaker which is mostly over post-doc fellows
was nominated by boss. Discussion time was very active.
My Ambitions：
I have learned anodization technique which is unique technique in my major field. I
will aggressively fuse such valuable experience into polymer research and develop
novel materials.
Advice and suggestions for young researchers who will visit partner schools and other
institutions：
Please challenge new technique, new chemistry, and new field of research area. And
make friends.
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏

名

浅香

身

分

助教

透

所属専攻・領域

物質工学専攻・しくみ領域

派遣先・国名

リモージュ大学 (European Ceramics Centre)・フランス

研究テーマ

機能性セラミックスにおける軽元素の高分解能イメージング

派遣期間

2011 年 9 月 14 日～2011 年 11 月 12 日（60 日間）

派遣先担当教員

Professor Gilles Trolliard

具体的な研究内容：
＜目的＞
近年の機能性セラミックスの開発において、従来の組成制御による方法に加えて、結晶
構造や組織構造を制御することにより新規物性を発現させることが一つの方向である。こ
のような制御を行うにはナノスケールでの評価、解析が不可欠となる。また、製造プロセ
スを確立する上でも材料の化学反応過程を原子スケールで観察することは重要な知見とな
りうる。本研究では光熱変換材料として使われている炭化ジルコニウムと切削工具として
使われる炭化チタンを、それぞれ金属酸化物を炭素とともに空気中で熱処理し合成する過
程（熱炭素還元反応）を走査透過型電子顕微鏡法（STEM）で観察することを目的とした。
＜実験結果＞
炭化ジルコニウムの合成過程において、いくつか熱処理条件を変化させたものを実験し
たが、高分解能 STEM 観察により反応初期から粒子の表面が原子レベルで平坦になっている
ことを確認した。これは反応が酸化ジルコニウムと炭素の固相同士の直接的なものでなく、
気相を介したものであることを示唆している。
一方、二酸化チタンを出発原料として炭化チタンを生成する過程では酸化数の異なるさ
まざまな酸化物相が出現することが分かった。また、粒子の表面に数 nm のところにおいて
粒子内部とは異なる酸化物相が生成することが分かった。
＜成果＞
両物質ともに金属酸化物を熱炭素還元反応により炭化して生成するものであるが、その
反応機構は全く異なることが分かった。このような研究手法は他の化学反応においても適
用可能である。今回得られた結果は無機化学およびセラミックスの製造プロセス確立にお
いて重要な知見となる。
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派遣先研究室に関して（担当教授・構成人数・研究活動スタイル）：
小さい単位では教授 1 名、技術スタッフ 1 名、PhD student 1 名の構成。
電子顕微鏡により材料科学を研究するグループであるが、研究室独自の研究テーマに加え
て、他の研究グループからの依頼による電子顕微鏡観察も行っている。
参加したワークショップ・セミナー等について：
フォーマルなワークショップ・セミナーには参加せず。
今後の抱負：
今回の派遣では自分としてはあまり馴染みの無い分野の研究を行った。しかしながら、
それにより研究の幅を拡げることができたと思う。今回の派遣で新しく獲得した視点・観
点を生かし、今後の研究に対して取り組みたい。
今後派遣される研究者へのアドバイス・メッセージ：
私の場合は、当初の研究テーマと若干異なる内容の研究を行うことになりましたが、か
えってそれにより、研究の幅を拡げるが出来ました。海外の研究機関で研究する場合、研
究内容だけでなく、研究スタイルや研究に対する考え方など学ぶところは多いと思います。
それらを吸収して、ぜひご自身の研究に生かしてください。

図１：European Ceramics Centre の講義棟

図２：大規模会議や展示会に使われる ESTER
Technopole。手前のベンチの座面にはセラミッ
クスが使われている。
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Returnee’s Report
Name

Toru Asaka

Status

Assistant Professor

Name of the
University where
I attend / Country

Université de Limoges (European Ceramics Centre)
France

Research Theme

High-resolution imaging of light elements in functional
materials

Duration

9.14.2011 – 11.12.2011 (60 days)

Advisor’s name at
the University

Professor Gilles Trolliard

Research Theme in detail：
<Goals>
The functional ceramics are developed by controlling the crystal structures and the
textures, as well as the chemical compositions, to emerge novel physical properties.
Thus, it is important to evaluate and analyze the structures and the chemical reactions of
the ceramics in nanoscale. In this study, we investigated the carbothermal reductions in
preparation processes of a zirconium carbide and a titanium carbide, which are used in
photothermal conversion materials and cutting tools, respectively, by scanning
transmission electron microscopy (STEM).
<Results>
In the process of forming the zirconium carbide, we observed flat surfaces of the grains
at the atomic-level in the samples which underwent different thermal treatments, by
high-resolution STEM. This suggests that the chemical reaction is not a solid-solid
reaction, but mediated by a gas phase. On the other hand, in forming the titanium
carbide from the titanium dioxides, various titanium oxides with different oxidized
states were found to emerge. Furthermore, we observed a secondary nanophase on the
surface of the titanium oxides.
<Achievements>
The reaction mechanisms in forming the zirconium carbide and the titanium carbide
found to be totally different from each other, although the both carbides are prepared
through the carbothermal reduction of the metal oxides in common. The nanoscale
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observation by STEM is broadly applicable to studies for the other chemical reactions.
Our observations provide substantial knowledge of inorganic chemistry and the
manufacturing processes.
About the laboratory I belong to (Number of faculty members and students, Methods
used in research activity)：
Professor:1, Technical Staff: 1, PhD student: 1
They study the materials science by electron microscopy. While they have their own
research theme, they support the research group with respect to observation of
nanoscale science using electron microscopy.
Comments about the workshops and seminars I attended：
N/A
My Ambitions：
During the stay in Limoges, I had worked on the field I was not familiar with. However,
it helped me to expand my range of research. I like to challenge for my future works
with new viewpoints or perspectives acquired through this stay.
Advice and suggestions for young researchers who will visit partner schools and other
institutions：
Although I had worked on the different research theme from my own, I happened to
widen my research interest. Working in overseas research institutions, you will learn not
only their research contents but also their research attitude. I suggest that you absorb
such good experiences and apply them well for your research.

FIG. 1. Lecture building of European Ceramics

FIG. 2. ESTER Technopole in which large

Centre.

conferences and exhibitions are held. The surface
plates of the white benches are made of the
ceramics.
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏

名

橋本

佳

身

分

ポスドク（特別研究員）

所属専攻・領域

創成シミュレーション工学専攻・ながれ領域

派遣先・国名

エジンバラ大学・イギリス

研究テーマ

ベイズ基準による話者適応による音声合成

派遣期間

2011 年 10 月 1 日～2011 年 11 月 30 日（61 日間）

派遣先担当教員

Steve Renals, Simon King

具体的な研究内容：
＜目的：実用的意義、問題点を含めて＞
統計モデルに基づく合成において、話者適応手法は重要な技術である。話者適応手法と
しては様々な手法が提案されているが、その中でも線形回帰に基づく話者適応手法が少量
の適応データから精度良く変換パラメータを推定することができるため、広く用いられて
いる。最も代表的な線形回帰に基づく話者適応手法は、尤度最大化基準による線形回帰パ
ラメータの推定を行う最尤線形回帰（Maximum Likelihood Linear Regression; MLLR）
である。しかし、MLLRでは、変換パラメータを確定的変数として点推定するため、適応
データが少量である場合に過学習に陥るという問題がある。これに対し、ベイズ基準では、
変換パラメータを確率変数とみなし変換パラメータの事後分布を推定する、事前情報を表
す事前分布を利用することが可能である、事後分布を用いて変換パラメータの期待値計算
を行う、といった利点を持っており、尤度最大化基準よりも高い汎化性能を示すことが知
られている。ベイズ基準による線形回帰の近似手法として事後確率最大化線形回帰
（Maximum A Posteriori Linear Regression; MAPLR）が提案されている。MAPLRでは
変換パラメータの事前分布を利用することが可能であるが、変換パラメータを点推定して
おり、変換パラメータに対する期待値計算を実現できていない。近年、変分ベイズ法に基
づく線形回帰手法（Variational Bayesian method based Linear Regression; VBLR）が提
案された。VBLRでは変換パラメータの近似事後分布を変分ベイズ法を用いて推定し、事後
分布を用いた期待値計算を実現する。本研究では、VBLRを統計モデルに基づく音声合成に
適用し、その性能を評価した。

＜実験結果：簡単に＞
提案法の有効性を調査するため、客観評価実験を行った。音響モデルは 5 状態、
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left-to-right 型（スキップ無し）の多空間確率分布を用いた隠れセミマルコフモデル
（MSD-HSMM）を使用し、CMU ARCTIC 音声データベースの英語話者 4 名による 3,628
発話（各話者 907 発話）を用いて学習した。適応データには学習データに含まれていない
女性話者による 100 発話を用いた。また、テストデータには学習データ、適応データに含
まれていない 50 分を用いた。音響特徴量は STRAIGHT を用いて抽出したスペクトルにメ
ルケプストラム分析を適用して得られた 49 次メルケプストラム係数、対数基本周波数、26
帯域の非周期成分、及び、それらの 1 次、2 次動的特徴量を連結した 231 次元のベクトル
とした。
ここでは、MLLR、MAPLR、VBLR の 3 手法の比較を行った。MAPLR、VBLR におけ
る事前分布には、単位行列を用いて設定した事前分布、回帰クラス数が 1 の時の変換パラ
メータを用いて設定した事前分布、回帰木の親ノードの変換パラメータを用いて設定した
構造的事前分布の 3 種類を用意した。また事前分布の分散パラメータは調整パラメータと
した。
メルケプストラム歪みによる客観評価実験の結果から、適応データ量によらず、VBLR
は回帰クラス数が大きいときに MLLR からメルケプストラム歪みを大きく改善しているこ
とを示した。また、適応データ量が少量の時、特に適応データ量が 5 発話以下の時に、MLLR
から大きく改善することを示した。これらの結果から、MLLR では過学習に陥っているこ
とに対し、VBLR では過学習の効果を軽減し、高い汎化性能を示していることがわかる。
しかし、VBLR と MAPLR のメルケプストラム歪みの差は小さく、ほぼ同程度の性能であ
るといえる。これら結果から、MLLR からの改善としては、事前分布を利用していること
の影響が大きく、事後分布の期待値計算による効果は小さかったといえる。これは、合成
データ生成時に事後分布の分散が考慮されていなかったためと考えられる。また、事前分
布の種類によるメルケプストラム歪みの大きな改善は見られなかった。今後の課題として、
合成データ生成と事後分布推定の統合、事前分布のより詳細な検討、ベイズ基準による回
帰クラス数の自動選択などが挙げられる。

＜成果：特にどこがオリジナリティなのかも分かるように記入して下さい。＞
今回の研究活動では統計モデルに基づく音声合成における変分ベイズ法による線形回帰
について検討を行った。客観評価実験の結果、適応データが少量の時に、変分ベイズ法に
よる線形回帰は従来法から客観評価値メルケプストラム歪みを大きく改善し、高い汎化性
能を示した。また、従来法からの改善は事前分布の効果が大きいことを示した。本研究結
果は 2012 年日本音響学会春季研究発表会にて発表した。今後、私が開発メンバーの一人と
し て 開 発 ・ 保 守 を 行 っ て い る HMM 音 声 合 成 基 盤 ソ フ ト ウ ェ ア 「 HTS 」
(http:/hts.sp.nitech.ac.jp/) に今回得られた知見及び提案法を実装し、配布する予定である。
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派遣先研究室に関して（担当教授・構成人数・研究活動スタイル）：
・担当教授：Steve Renals, Simon King
・構成人数：40 人
・研究活動スタイル：週３回の定例ミーティングと個別ミーティング
参加したワークショップ・セミナー等について：
・CSTR Talk（内 1 回は自身による研究発表）
・Speak! Meeting
・Listen! Meeting
今後の抱負：
国際的な活躍が出来るよう、国内外問わず研究活動を行っていきたい。
今後派遣される研究者へのアドバイス・メッセージ：
海外の研究者との交流を通して、新たな着想を得ることができ、海外の研究機関での研
究活動はとても良い経験になる。多くの研究者と積極的に交流してきてほしい。

写真 2 作業スペース

写真１エジンバラ大学

写真 3 エジンバラの街並
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Returnee’s Report
Name

Kei Hashimoto

Status

Postdoc

Name of the
University where
I attend / Country

University of Edinburgh
United Kingdom

Research Theme

Speaker adaptation based on Bayesian approach for speech
synthesis

Duration

10.1.2011 – 11.30.2011 (61 days)

Advisor’s name at
the University

Steve Renals, Simon King

Research Theme in detail：
<Goals>
Speaker adaptation is one of the most important techniques for statistical parametric
speech synthesis. The most popular speaker adaptation method is linear regression
method, such as Maximum Likelihood Linear Regression (MLLR). One of the
advantages of linear regression based speaker adaptation method is that the transform
parameters can be estimated from the small amount of adaptation data. However,
MLLR is the ML approach and the ML approach produces a point estimate of transform
parameters. Therefore, the over-fitting problem is often occurred. On the other hand, the
Bayesian approach is recently applied to various problems. The Bayesian approach has
advantages over the ML approach; calculation of expectation based on prior
distributions, and utilization of prior distributions representing prior information about
transform parameters. The Maximum A Posteriori (MAP) approach is well-known as
one of the approximation method of the Bayesian approach. Maximum A Posteriori
Linear Regression (MAPLR) can use prior distribution. However, this method does not
estimate posterior distribution and does not marginalize transform parameters. Recently,
the variational Bayesian method has been proposed as the tractable approximation
method. The variational Bayesian method estimates approximate posterior distributions.
In this work, I apply the variational Bayesian method to linear regression based speaker
adaptation for speech synthesis.
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<Results>
To evaluate the performance of the variational Bayesian method based linear regression,
objective evaluations were conducted. The acoustic models were 5 state left-to-right
MSD hidden semi-Markov models (MSD-HSMMs) without skip transition. They were
trained by using 3,628 utterances (907 utterances per speaker) from CMU ARCTIC
speech database. 100 utterances, which are uttered by one female speaker, were
prepared as adaptation data, and 50 sentences, which are not included in training data
and adaptation data, were used as test data. As feature vector, 49 dimensional
STRAIGHT mel-cepstrum, log F0, 26 band-filtered aperiodicity measures, and their
dynamic features were used.
In this evaluation, MLLR, MAPLR, and VBLR were compared. For MAPLR and
VBLR, three kinds of prior distributions were prepared. First one is an identify matrix
prior distribution. In this prior distribution, the hyper-parameters are determined by
using an identify matrix. Second one is a global transform prior distribution. In this
prior distribution, the statistics for estimating a global transform were used for
determination of prior distributions. Third one is a structural prior distribution. In this
prior distribution, the posterior distribution of parent node of regression tree was used
for determination of prior distributions. In these prior distributions, a tuning parameter
that controls the effect of prior distribution on the estimation of posterior distributions is
used.
In this evaluation, mel-cepstral distances were compared. Experimental results show
that VBLR significantly improved from MLLR when the number of regression classes
was large. In addition, VBLR showed higher performance than MLLR than the amount
of adaptation data is small. These results indicate that VBLR can alleviate the effect of
the over-fitting problem and VBLR perform higher geralization ability than MLLR.
However, VBLR and MAPLR showed similar mel-cepstral distance. This result
suggests that the utilization of prior distribution is more effective than the
marginalization of transform parameters for improvements from MLLR. This is because
the covariance parameters of posterior distributions were not used in speech parameter
generation. Furthermore, there was no improvement due to the kind of prior
distributions. As future work, I will investigate the integration of speech parameter
generation and posterior distribution estimation, the determination technique of prior
distributions, and automatic determination of the number of regression classes.

99

<Achievements>
In this work, I investigated about the variatinal Bayesian method based linear regression
for speaker adaptation in statistical parametric speech synthesis. The results of objective
evaluation show that the variatinal Bayesian method based linear regression
outperforms the conventional linear regression method when the amount of adaptation
data is small. This result indicates that the variational Bayesian method based linear
regression can perform higher generalization ability than the conventional method, and
the utilization of prior distribution is more effective than marginalization of transform
parameters. I presented about this work at 2012 spring meeting of the Acoustic Society
of Japan. In addition, I will implement the proposed method to the open software
“HMM-based speech synthesis (HTS)” (http:/hts.sp.nitech.ac.jp/) which I have
developed as a member of working group, and will release it.
About the laboratory I belong to (Number of faculty members and students, Methods
used in research activity)：
・Supervisors: Steve Renals, and Simon King
・Number of members: 40
・Working style: Three times regular meetings per week, and meeting with supervisors
Comments about the workshops and seminars I attended：
・CSTR Talk (I presented my work one time.)
・Speak! Meeting
・Listen! Meeting
My Ambitions：
I will work more actively at home and abroad in order to become a researcher working
internationally.
Advice and suggestions for young researchers who will visit partner schools and other
institutions：
It is a very good experience to visit overseas research institutions and discuss with
many researchers. Please, join and enjoy overseas visit!
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Picture 2 Working space

Picture 1 University of Edinburgh

Picture 3 Street of Edinburgh
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏

名

松岡

身

分

助教

真一

所属専攻・領域

物質工学専攻・ながれ領域

派遣先・国名

トロント大学・カナダ

研究テーマ

かさ高いルイス酸・塩基を触媒とした開環水素化反応

派遣期間

2012 年 6 月 11 日 ～2012 年 11 月 1 日（144 日間）

派遣先担当教員

Doug W. Stephan

具体的な研究内容：
＜目的：実用的意義、問題点を含めて＞
水素化反応（水添反応）は学術的にも工業的にも非常に重要な反応である。これは 100
年以上前から知られている最も基本的な化学反応であるが、今なお取り組むべき課題は多
い。炭素―炭素二重結合に対して水素が付加する反応が代表例の一つであるが、炭化水素
化合物が開環して水素化される反応（開環水素化反応）の例は数例しかなく、新規分子変
換反応として開発されるべき分野である。
これまで水素化反応は金属触媒による反応のみであった。しかし、2006 年に、今回の派
遣先担当教員である Stephan らは非金属系の触媒を開発した。彼らは、かさ高いルイス酸・
塩基の組み合わせが水素分子を不均一開裂させることを見出し、水素化反応に適用した。
この反応機構は金属触媒とは異なるため、これまでに達成されていない水素化反応を実現
させることが期待できる。そこで本研究では、この FLP 触媒による開環水素化反応を検討
することとした。
＜実験結果：簡単に＞
まず FLP 触媒の合成を行った。次にこれを用いて様々な環状炭化水素化合物の水素化反
応を試みた。その中でα-およびβ-ピネンについては開環水素化反応が進行し、p-メンテン
が得られることが分かった。触媒、温度、溶媒、水素圧力など種々の条件を検討すること
で、反応の最適化を行った。特に弱いルイス塩基を用いることが鍵であることが分かった。
この反応性を 1,1-ジフェニルエチレンなどの非環式の炭化水素系オレフィンと比較したと
ころ、ピネンの開環水素化反応の方が高活性であることが分かった。
＜成果：特にどこがオリジナリティなのかも分かるように記入して下さい。＞
今回開発した FLP 触媒による反応系は、これまで困難であったピネンの開環水素化反応
を可能にした。この概念はその他の環状炭化水素の開環水素化反応にも適用できるものと
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考えられる。また、これまでの FLP 触媒による水素化反応は金属触媒反応と同一の生成物
を与える系のみであった。しかし今回報告した開環反応は金属触媒では達成することがで
きない反応であり、それらの反応機構の相違を例証することができた。
派遣先研究室に関して（担当教授・構成人数・研究活動スタイル）：
教授１名、秘書１名、博士研究員１４名、大学院生１６名、大学４年生３名。
大学院生はすべてカナダ出身者であったが、博士研究員はアジア、ヨーロッパ各国の出身
であり、国際色豊かであった。研究活動に関しては、日本に比べて各個人の裁量に任せら
れていた。また、日本の大学に比べて研究スペースが十分確保されていた。
参加したワークショップ・セミナー等について：
週一・二回行われる研究室のゼミ、ならびに他大学の研究者などによるセミナーに参加し
た。研究室のゼミは、全員で行うものと、数人のグループで行うものと二種類あった。
今後の抱負：
今回検討した FLP の概念は水素化反応のみならず、様々な小分子を活性化し触媒反応を進
行させることができる。この留学期間に学んだことを生かして、今後、有機・高分子材料
の創製に応用したいと考えている。
今後派遣される研究者へのアドバイス・メッセージ：
異分野の研究室で研究を行うと刺激もあり学ぶことも多いかと思います。

Stephan 教授（右）と筆者（左）
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大学院学生（左）と筆者（右） （実験室にて）

トロント大学化学科の建物
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Returnee’s Report
Name

Shin-ichi Matsuoka

Status

Assistant Professor

Name of the
University where
I attend / Country

University of Toronto
Canada

Research Theme

Ring-Opening Hydrogenation Catalyzed by Frustrated Lewis
Pairs

Duration

6.11.2012 – 11.1.2012 (144 days)

Advisor’s name at
the University

Doug W. Stephan

Research Theme in detail：
<Goals>
Hydrogenation is an important rout to valuable chemicals from unsaturated
compounds such as olefins, carbonyls, and imines. In contrast, ring-opening
hydrogenation of hydrocarbons has not been paid attention. There are only a few
examples of hydrogenations of cyclopropanes and cyclobutanes, which were promoted
by several metal catalysts.
The frustrated Lewis pairs (FLPs) have emerged in 2006 as a new concept for
hydrogenation of various substrates. Recently, the FLP composed of very weak Lewis
bases can catalyze hydrocarbons such as diphenylethylene through the stable
carbocations. Since the mechanism of the hydrogenation by FLP is different from that
by metal catalysts, new hydrogenation reactions by FLP catalysts, which have not been
achieved by metal catalyst, will be highly expected. In this context, our efforts have
been directed to the ring-opening hydrogenation of hydrocarbons catalyzed by FLPs.
<Results>
Ring-opening hydrogenation of various substrates by FLP catalyst was examined. The
reaction of α- and β-pinenes proceeded to give p-menthene, a ring-opened product. The
hydrogenations were examined using 10 mol% of FLPs composed of various Lewis
bases and B(C6F5)3 under 100 atm of H2 in CD2Cl2 at room temperature. Although the
Lewis bases, (C6F5)3P, (C6F5)2PhP, (1-naph)3P, naph(PPh2)2, and Mes3P did not
catalyzed the hydrogenation, (C6F5)Ph2P and p-tol2MeN promoted the catalysis to give
p-menthene in moderate to good yields. The Lewis base p-tol2MeN showed higher
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activity than (C6F5)Ph2P. The hydrogenation reactivity of pinenes was compared with
diphenylethylene, α-methyl styrene and 2,3-dimethyl butadiene. Interestingly, pinenes
showed much higher reactivities.
<Achievements>
The hydrogenations of pinenes by metal catalysts produce pinane, and there is no
previous report of their ring-opening hydrogenation. This work is the first example of
ring-opening hydrogenation of pinenes. Importantly, this hydrogenation system can be
applied to ring-opening hydrogenation of other hydrocarbons. In addition, this
hydrogenation can demonstrate the mechanistic difference between FLP and metal
catalyzed hydrogenations.

About the laboratory I belong to (Number of faculty members and students, Methods
used in research activity)：
There are one professor, one administrative assistant, 14 postdoctoral fellows, 16
graduate students, and 3 undergraduate students. The postdoctoral fellows are from
various countries. Compared to laboratories in Japan, the members are given more free
for their experiments, and the laboratory has more space available.
Comments about the workshops and seminars I attended：
I attended various seminars presented by not only our laboratory members but also
professors from other universities.
My Ambitions：
I will extend FLP chemistry to preparation of organic and polymeric materials.
Advice and suggestions for young researchers who will visit partner schools and other
institutions：
It will be a better opportunity, if you work in a different research field.
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム中間報告書
氏

名

酒向 慎司

身

分

助教

所属専攻・領域

情報工学専攻・おもひ領域

派遣先・国名

ミュンヘン工科大学・ドイツ連邦共和国

研究テーマ

手話の自動認識における音韻重みの最適化に関する研究

派遣期間

2012 年 6 月 25 日～2013 年 1 月 1 日（185 日間）

派遣先担当教員

Gerhard Rigoll 教授

具体的な研究内容：
＜目的：実用的意義、問題点を含めて＞
これまでに手話の自動認識の研究を進めてきた。手話では主に手の動きや形によって意
味が形成される視覚言語の一種であり、音声言語とは異なる性質を持つ。とくに重要な特
徴に、言語学の用語でいうところの線状性を満たさない点が挙げられ、具体的には音声言
語では同時に複数の意味の語が出現しないが、手話の場合はそうではない。音声言語では
音声信号という一次元の情報によって表されるが、視覚言語である手話では手の動きや手
の形、またそれぞれ両手が独立に動くため、複数の表現要素が同時に出現しうるためであ
る。厳密には、手や腕による手指動作でなく視線や口形なども意味形成に寄与するため、
この複雑な言語の特徴が手話の自動認識を難しくしている問題のひとつである。
手話の手指動作には手の動き、位置、手の形状の 3 つが重要とされておりそれぞれがい
くつかの固有の動作や形を持ち、それらの組み合わせで手話単語の基本形が表現されると
いわれている。これらの 3 つがそれぞれ手話の音韻を形成すると考え、それぞれの音韻部
門ごとに固有の手話表現を自動的に分類する手法を提案してきた。これは手話認識モデル
を得るための学習データを削減し、より高い認識性能が得られることが特徴である。これ
らの音韻部門には、それぞれの重要度が異なり、一定の比率で調整することが有効であっ
たが、その具体的な比率は全体で一定のものを実験的に定めていた。特定のデータに対し
て事前に最適値を定めることは現実的ではなく、また手話の表現はこれらの 3 つの音韻が
常に使われるわけではなく単語ごとに異なると考えられ、全体的に一定の比率を与えるこ
とは妥当では無いと考えられる。
そこで、一つ目の問題として手話認識モデルを学習したデータから音韻の比率の最適値
を推定する手法を開発することを目的とする。これにより、最適な比率を実験的に定める
ための時間的コストを削減することができる。また、単語ごとに異なる音韻が用いられる
ような場合に対応するため、音韻比率を対象データごとに自動的に最適化する手法に取り
組む。
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＜実験経過報告：簡単に＞
学習データに用いられた手話単
語について、3 つの音韻部門のそれ
ぞれの適合度（具体的には HMM の尤
度）からなる 3 次元空間において、
認識結果が正解となる点と不正解
となる点群の二つをプロットした
グラフが図 1 である。この点群のう
ち、正解と不正解のクラスを最もよ
く分離する平面を考える。それぞれ

図 1. 各音韻要素ごとの尤度の分布
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スが集中するが、その境界面は複雑
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な形をしているため、それを LDA
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によって定めることで、各音韻の重
みの最適値を得ることができる。全
単語において得られる平面は、全単
語に共通する最適重みに相当し、実
験では概ね従来の結果である実験
的に定めた値と同等の認識率が得
られることが分った。また、単語ご
とに決定した重みでは、推定のため
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図 2. 重みの自動推定による手話単語認識率

の充分なデータが得られず、効果が
充分に得られないことも分った。
＜今後の予定＞
全ての単語について均等の重みを事前に定めるアプローチでは、単語ごとに異なる音韻が
用いられるような場合に対処できない。そこで、入力される手話の特徴系列を元にその都
度重みを変更する方法に取り組む。具体的なアプローチとしては、汎用的な最適化手法の
一つである、粒子群最適化（Particle Swarm Optimization; PSO）を適用し音韻比率を対
象データごとに自動的に最適化する手法を検討している。
派遣先研究室に関して（担当教授・構成人数・研究活動スタイル）：
・Gerhart Rigoll 教授
・教授 3 名、助教 1 名、技術補佐員 3 名、博士学生 20 名前後
・多数の大規模プロジェクトや共同研究に参画し、博士学生を中心に研究を進めている
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参加した又は参加予定のワークショップ・セミナー等について：
・訪問研究員によるレクチャー（自分や他の訪問研究員）、修士課程の集中講義（信号処理）、
学部・修士論文の発表会、博士論文審査会

客員研究員用の居室にて

Bogdan 准教授と（ポーランドからの客員研究
員）
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏

名

酒向

身

分

助教

慎司

所属専攻・領域

情報工学専攻・おもひ領域

派遣先・国名

ミュンヘン工科大学・ドイツ連邦共和国

研究テーマ

手話の自動認識における音韻重みの最適化に関する研究

派遣期間

2012 年 6 月 25 日～2013 年 1 月 1 日（185 日間）

派遣先担当教員

Gerhard Rigoll 教授

具体的な研究内容：
＜目的：実用的意義、問題点を含めて＞
これまでに手話の自動認識の研究を進めてきた。手話では主に手の動きや形によって意
味が形成される視覚言語の一種であり、音声言語とは異なる性質を持つ。とくに重要な特
徴に、言語学の用語でいうところの線状性を満たさない点が挙げられ、具体的には音声言
語では同時に複数の意味の語が出現しないが、手話の場合はそうではない。音声言語では
音声信号という一次元の情報によって表されるが、視覚言語である手話では手の動きや手
の形、またそれぞれ両手が独立に動くため、複数の表現要素が同時に出現しうるためであ
る。厳密には、手や腕による手指動作でなく視線や口形なども意味形成に寄与するため、
この複雑な言語の特徴が手話の自動認識を難しくしている問題のひとつである。
手話の手指動作には手の動き、位置、手の形状の 3 つが重要とされておりそれぞれがい
くつかの固有の動作や形を持ち、それらの組み合わせで手話単語の基本形が表現されると
いわれている。これらの 3 つがそれぞれ手話の音韻を形成すると考え、それぞれの音韻部
門ごとに固有の手話表現を自動的に分類する手法を提案してきた。これは手話認識モデル
を得るための学習データを削減し、より高い認識性能が得られることが特徴である。これ
らの音韻部門には、それぞれの重要度が異なり、一定の比率で調整することが有効であっ
たが、その具体的な比率は全体で一定のものを実験的に定めていた。特定のデータに対し
て事前に最適値を定めることは現実的ではなく、また手話の表現はこれらの 3 つの音韻が
常に使われるわけではなく単語ごとに異なると考えられ、全体的に一定の比率を与えるこ
とは妥当では無いと考えられる。
そこで、一つ目の問題として手話認識モデルを学習したデータから音韻の比率の最適値
を推定する手法を開発する。これにより、最適な比率を実験的に定めるための時間的コス
トを削減することができる。また、単語ごとに異なる音韻が用いられるような場合に対応
するため、音韻比率を対象データごとに自動的に最適化する手法に取り組む。
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＜実験結果：簡単に＞
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語について、3 つの音韻部門のそれ
尤度）からなる 3 次元空間におい
て、認識結果が正解となる点と不
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図 1. 重みの自動推定による手話単語認識率

みに相当し、実験では概ね従来の結果である実験的に定めた値と同等の認識率が得られる
ことが分った。また、単語ごとに決定した重みでは、推定のための充分なデータが得られ
ず、効果が充分に得られないことも分った。
二つ目の取り組みでは、事前に重みを定めるアプローチではなく、入力される手話の特
徴系列を元にその都度重みを変更する、逐次最適化手法に取り組んだ。汎用的な最適化手
法の一つである、粒子群最適化（Particle Swarm Optimization; PSO）を適用し、3 つの音
韻部門の重みを、下記の式のように 3 次元空間上の点 x とその動き成分 v によって表し、認
識時に算出される尤度と特徴系列の変動によって目的関数を設計した。
(式 1)
(式 2)
しかし、この手法では適切な重みが推定される場合とそうでない場合の差が大きく、よい
結果が得られていない。特徴系列と重みの位置パラメータを評価する目的関数の設定に問
題があり、主な原因としてはここに改善の余地があると考えられる。また、これらの目的
関数に用いる特徴系列についても、より広範囲のセグメント特徴を取り入れる必要もある
と考えられる。
＜成果：特にどこがオリジナリティなのかも分かるように記入して下さい。＞
手話の自動認識における音韻部門の重みに着目し、その最適な重みを自動推定する手法
に取り組んだ。多くの手話認識の研究において、手の動きや形の重要度に言及した事例は
いくつかあるが、その重みの設定については手話研究や手話の言語研究を基にした経験に
よって定められているものや、実験的に最適な値を決めるものが多く、数理的な手法によ
って最適化値を自動決定するものはなく、本研究は新規な取り組みである。また、手話の
単語ごとにそれを最適化する問題はさらに先進的な取り組みであるといえるが、まだ充分
な成果にはいたっておらず、今後も研究を進める必要がある。
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派遣先研究室に関して（担当教授・構成人数・研究活動スタイル）：
・Gerhart Rigoll 教授
・教授 3 名、助教 1 名、技術補佐員 3 名、博士学生 20 名前後
・多数の大規模プロジェクトや共同研究に参画し、博士学生を中心に研究を進めている
参加したワークショップ・セミナー等について：
・訪問研究員によるレクチャー（自分や他の訪問研究員）、修士課程の集中講義（信号処理）、
学部・修士論文の発表会、博士論文審査会
今後の抱負：
・今回行った研究を継続してより良い結果につなげたい。
・機会があれば、客員研究員で一時期同室した Bogdan Kwolek(ポーランド工科大)の元で
も人物の動作認識に関する研究を行いたい。
今後派遣される研究者へのアドバイス・メッセージ：
・現地の先生や学生との交流も重要ですが、同じような立場で現地を訪問している研究者
との交流は、ネットワークをさらに広げられるほか、現地での生活のヒントを得られるよ
い機会だと感じました。

Bogdan 准教授と（ポーランドからの客員研究

受け入れ教員である Rigoll 教授とお別れの挨

員で 3 か月間同室だった）

拶の時に

研究所のクリスマスパーティーにて、同僚のマ
ーティン（中央）とフィリップ（左）
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Mid-Term Report
Name

Sako Shinji

Status

Assistant Professor

Name of the

Technical University Munich
Germany

University where
I attend / Country
Research Theme

Automatic phonetic component weight optimization for sign
language recognition

Duration

6.25.2012 – 1.1.2013 (185 days)

Advisor’s name at

Prof. Gerhard Rigoll

the University

Research Theme in detail：
＜Goals＞
Sign language is the visual language of deaf people. It is also natural language, different
in form from spoken language. To resolve a communication problem between hearing
people and deaf, projects for automatic sign language recognition (ASLR) system is
now under way. Sign is represented by various combinations of posture or movement of
the hands, eyes, mouth, and so on. Those sign language events are happen both
sequentially and simultaneously. There remains a need for an efficient method that can
modeling such simultaneous event in sign language. In this report, an important issue to
modeling sign is that how to determine the constituent element of sign (i.e., subunit) as
similar as “phoneme” in spoken language. I have proposed the method to automatically
generate optimized subunit of sign by using some linguistic feature of sign to classify
subunit more effectively by using phonetically depend HMMs. It is said that there exists
different degree of importance between these phonological components. Although It
was effective to adjust the ratio for each component, a single optimal ratio for all sign
word was determined experimentally. It is not practical to determine the optimum
values for specific data in advance. In addition, It is also unreasonable to determine a
single ratio for all sign words. In this study, I will try to develop a method to estimate
the optimal value of the ratio of the phonetic component. I will also work on techniques
to optimize this ratio for each word.
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＜Report on the Progress of My Research＞

Fig. 1: Distribution of likelihood map
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determined by the ML criterion,
in contrast with other model
parameters of HMM. In order to
obtain optimal weight
automatically, I proposed the
stream weight optimization
method by using LDA (Linear
Discriminant Analysis). All the
parameters are estimated
according to the LDA criterion
which maximizes discriminant
performance between correct
sample and incorrect samples. In
the experiment, it was found that
similar performance can be
obtained with conventional
methods (Fig. 1). This result
shows movement is relatively
important feature for sign
recognition.
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Fig. 2: An experiment results of isolated word
recognition

＜My future research plans＞
I will work on dynamic optimization technique to change the weight each frame by
using PSO (Particle Swarm Optimization), which is one of the general optimization
technique. In the other hand, I will try to develop the method for fingerspelling
recognition by using Kinect sensor.
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About the laboratory I belong to (Number of faculty members and students, Methods
used in research activity)：
-

Full professor: 3, Assistant professor: 1, Technical Staff: 3, Ph.D. student: 20
This Institute has participated in several FP7 project and large-scale join research
with private companies.

Comments about the workshops and seminars I have attended：
-

Master’s / Bachelor Degree Presentation

List the seminars and workshops I will be attending:
-

Intensive course of digital signal processing for Master student

-

Doctor's Degree Examination

My research plans for the rest of this term：
-

Dynamic optimization technique to change the weight each frame by using PSO

-

Fingerspelling recognition by using Kinect sensor
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Returnee’s Report
Name

Sako Shinji

Status

Assistant Professor

Name of the
University where
I attend / Country

Technical University Munich
Germany

Research Theme

Automatic phonetic component weight optimization for sign
language recognition

Duration

6.25.2012 – 1.1.2013 (185 days)

Advisor’s name at
the University

Prof. Gerhard Rigoll

Research Theme in detail：
<Goals>
Sign language is the visual language of deaf people. It is also natural language, different
in form from spoken language. To resolve a communication problem between hearing
people and deaf, projects for automatic sign language recognition (ASLR) system is
now under way. Sign is represented by various combinations of posture or movement of
the hands, eyes, mouth, and so on. Those sign language events are happen both
sequentially and simultaneously. There remains a need for an efficient method that can
modeling such simultaneous event in sign language. In this report, an important issue to
modeling sign is that how to determine the constituent element of sign (i.e., subunit) as
similar as “phoneme” in spoken language. I have proposed the method to automatically
generate optimized subunit of sign by using some linguistic feature of sign to classify
subunit more effectively by using phonetically depend HMMs. It is said that there exists
different degree of importance between these phonological components. Although It
was effective to adjust the ratio for each component, a single optimal ratio for all sign
word was determined experimentally. It is not practical to determine the optimum
values for specific data in advance. In addition, It is also unreasonable to determine a
single ratio for all sign words. In this study, I tried to develop a method to estimate the
optimal value of the ratio of the phonetic component. I also worked on techniques to
optimize this ratio for each word.
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<Results>
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to the LDA criterion which
Fig. 1. An experiment results of isolated word
maximizes discriminant
recognition
performance between correct
sample and incorrect samples. In the experiment, it was found that similar performance
can be obtained with conventional methods (Fig. 1). This result shows movement is
relatively important feature for sign recognition.
In the second topic, we worked on dynamic optimization technique to change the
weight each frame. I used the PSO (Particle Swarm Optimization), which is one of the
general optimization technique. A weights of phonological component is represented by
location x and its velocity v on the three-dimensional space (Equ.1,2). I have designed
the objective function based on sequence variations in the likelihood and sign features.
(Equ. 1)
(Equ. 2)
However, good results are not obtained in this method. There is a problem with the
design of the objective function to evaluate the positional parameters.
<Achievements>
I focused on phonetic structure and its balancing factor for automatic sign recognition.
I proposed the method for automatic global weight of phonetic component. In most of
conventional research of automatic sign recognition, they also used an importance of
hand movement, location and shape. However an optimal value of the weight has been
determined by using experimental results or heuristics based on the study of sign
language. My study is the first attempt to determine the value automatically optimized
by data driven approach. In addition, dynamic optimization for each sign word is also
advanced approach. Since the current results have not reached a sufficient performance,
it is necessary to promote research in the future,
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About the laboratory I belong to (Number of faculty members and students, Methods
used in research activity)：
-

Full professor: 3, Assistant professor: 1, Technical Staff: 3, Ph.D. student: 20
This Institute has participated in several FP7 project and large-scale join research
with private companies.

Comments about the workshops and seminars I attended：
-

Intensive course of digital signal processing for Master student
Doctor's Degree Examination
Master’s / Bachelor Degree Presentation

My Ambitions：
-

I will continue to this research in order to obtain good result.
If I have a chance, I want to visit and study on person behavior recognition with
Bogdan Kwolek (Poland Technical University) who was a roommate at the
institute..

Advice and suggestions for young researchers who will visit partner schools and other
institutions：
-
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It is important to get along well with other visiting researchers in order to expand
the personal connections and obtain some tips for living there.

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏

名

吉田

身

分

助教

亮

所属専攻・領域

社会工学専攻・つくり領域

派遣先・国名

スイス連邦工科大ローザンヌ校・スイス

研究テーマ

電子顕微鏡によるセメント硬化体の空隙構造分析

派遣期間

2012 年 9 月 13 日～2012 年 12 月 31 日（110 日間）

派遣先担当教員

Karen Scrivener

具体的な研究内容：
＜目的：実用的意義、問題点を含めて＞
セメント硬化体には複数の空隙構造が内包される．たとえば，水和生成物である C-S-H
ゲル粒子内部にあり水分子一つ分の大きさを持つ層間空隙，ゲル粒子間にある数 nm のゲ
ル空隙，また水和物で埋め残されたセメント粒子間の水隙であり数十 nm のサイズを持つ
毛細管空隙，そして μｍサイズの空気泡などがあり，その形状および寸法によって区分され
る．しかし，セメント硬化体の特徴的な挙動である乾燥収縮，水分の逸散の時間依存性や
イオン吸着挙動などはこれらの空隙構造だけでは説明がつかない．これら異種の空隙間に
形成されるインクボトル空隙関係を考慮しなければ，セメント硬化体の体積変化および内
部の物質移動現象は解き明かせず，コンクリート構造物の耐久性予測にはインクボトル空
隙構造の解明が必要である．
水銀圧入法はセメント硬化体の空隙構造の研究に汎用されている試験方法である．しか
しインクボトル効果や試料変形などの問題により試験の信頼性が問われている．これらの
問題は，試料の変形する圧入圧力の特定し，さらには連続空隙とインクボトル空隙を分離
抽出する派遣者らが提案した水銀漸次繰返し圧入法によって解消できる可能性が見出され
た．
本研究では，セメントの種類，配合，養生方法など試料作製条件を変えて作製した試料
の空隙構造を水銀漸次繰返し圧入法によって分析し，電子走査顕微鏡で観察される空隙構
造と比較検討する．またセメントの反応率の測定には X 線回折を用いる．
高炉スラグセメントを用いたコンクリートの圧縮強度は普通コンクリートのそれより低
く，また乾燥収縮は大きくなることが一般的に知られている．しかし，高炉セメントに石
灰石微粉末を添加した場合には，圧縮強度および乾燥収縮など硬化物性が改善されること
が最近の研究で明らかになった．この改善効果には石灰石微粉末による高炉スラグ微粉末
の反応促進がメカニズムとして考えられ，その機構について XRD および SEM を用いて分
析検討を行う．
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＜実験結果：簡単に＞
養生条件に因らず，材齢 1 年を経過したセメント硬化体には，水銀圧入による圧入圧力
では圧壊しない強固な骨格構造が形成されていることが分かった．
高炉スラグセメントペースト硬化体においては，材齢 28 日時点でさえ，10 nm 以下の狭
小なしきい細孔径を有し，水銀圧入による過剰な圧入圧力にも破壊されない強固な骨格構
造が形成されていることが，水銀漸次繰返し圧入法の試験結果から示唆された．高炉スラ
グセメントペーストと普通ポルトランドセメントペーストの総空隙量には相違がないが，
高炉スラグセメントペーストでは連続空隙の量が少なくしきい細孔径が極めて小さく，そ
して多量のインクボトル空隙が確認された．この空隙構造の分析結果は高炉スラグセメン
トペーストにおける物質移動抵抗性の高さを裏付けると考えられる．
炭酸化養生を行った水セメント比が６０％の普通セメントペースト供試体では，総空隙量は減少
した．なかでも 20 nm から 300 nm の間における連続空隙の現象が著しく大きい．そして同じ空隙径
の範囲においてインクボトル空隙は存在せず，それ以下の 20 nm を入口径とするインクボトル空隙
量が顕著に増加していることが分かった．
上記のように水銀圧入法では高炉スラグセメントペーストと普通ポルトランドセメントペーストの空
隙構造の相違を捉えることができたが，SEM 観察においてはその差異を明確にすることができな
かった．ナノスケールを分析するほど現在の SEM の分析能が高くないこと，そして試料作製の精
度による測定可能範囲の低下がその理由に挙げられる．
高炉スラグセメントに石灰石微粉末を添加した際の，高炉スラグの反応促進機構については
XRD の測定分析により明確な差異を捉えることができた．石灰石微粉末を添加することによって，
ヘミカーボネートやモノカーボネートなどの水和物が生成し，エトリンガイトがモノサルフェートに転
化せずに硬化体に残存することが分かった．ヘミカーボネートおよびモノカーボネートは SEM 観察
においてその形状を捉えることができた．
＜成果：特にどこがオリジナリティなのかも分かるように記入して下さい。＞
本研究では，高炉スラグセメントおよび普通ポルトランドセメントペースト硬化体にお
ける空隙構造について派遣者らが提案する独自の測定手法を用いて分析を行った．
水中養生を行った高炉スラグセメントペースト硬化体では，普通ポルトランドセメント
硬化体に比較して，空隙量が少なく，狭小なしきい細孔径を有することが分かった．そし
て，高炉スラグセメントペースト硬化体には水銀圧入による過剰な圧入圧力にも圧壊しな
い強固な骨格構造が存在することが示唆された．
水セメント比が 60％の普通ポルトランドセメントペースト硬化体を炭酸化養生した試料
では，20～300 nm の連続空隙が著しく減少し，またその範囲におけるインクボトル空隙は
存在せず，20 nm 以下のボトルネック空隙を入口細孔とするインクボトル空隙が増加してい
ることが分かった．この試料は初期から乾燥および炭酸化の作用を受け，空隙が粗大化し
ているにもかかわらず，強固な骨格構造が形成されていることが測定結果より示唆された．
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この強固な骨格構造の形成には，乾燥により C-S-H が縮合重合すること，そして炭酸化に
よるセメントの再水和反応が起因していると考えている．
派遣者らが提案した水銀漸次繰返し圧入法による空隙構造分析では，セメント硬化体に
おける空隙の連続性やボトルネック構造の情報を抽出する可能性が見出された．しかし，
SEM 観察においてはその特徴を明確に捉えることができなかった．水銀圧入法が対象とす
るナノスケールの空隙構造を分析するほど，現在の SEM の分析能が高くないこと，そして
作製試料の精度による測定可能範囲の低下がその理由に挙げられる．
高炉スラグセメントに石灰石微粉末を添加したときの，高炉スラグの反応促進機構につ
いては XRD の測定分析により明確な差異を捉えることができた．石灰石微粉末を添加する
ことによって，ヘミカーボネートやモノカーボネートなどの水和物が生成し，エトリンガ
イトがモノサルフェートに転化せずに硬化体に残存することが分かった．ヘミカーボネー
トおよびモノカーボネートは SEM 観察においてその形状を捉えることができた．これらの
水和物は硬化体組織を緻密にし，体積変化を小さくするため，圧縮強度や乾燥収縮など硬
化物性の低下を抑制すると考えられる．
派遣先研究室に関して（担当教授・構成人数・研究活動スタイル）：


研究室は教授 1 名，ポスドク 2 名，技術職員 4 名，博士課程学生 15 名，修士学生 5 名
で構成されている．



博士課程学生が非常に多いにもかかわらず，教授は外部の仕事で多忙であり，ポスド
クによる研究指導補助が加えられていた．

参加したワークショップ・セミナー等について：
なし．
今後の抱負：


本渡航において自分の専門分野以外の技術，および研究思想について学ぶことがで
きた．この技術および研究思想を今後の研究手法に取り入れる．



欧州人のなかで研究をすることで，
「組織力・緻密さ・努力」など日本人の長所を明
確に認識することができた．今後は日本人の長所を活かした研究チームの育成をは
かり研究活動を展開して行きたい．

今後派遣される研究者へのアドバイス・メッセージ：


短期間の渡航を予定される場合には，事前に十分な準備を行うことが必要である．



研究機関が所有する試験機などのスペックや試料アタッチメントのサイズなどの情報
を事前確認することをお勧めする．



どの研究機関にも言えるが特に大学では，試験機の不良など不測の事態も起こりうる
ので，派遣先では余裕を持った測定計画が必要である．
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（研究・交流の風景）研究室のゼミ風景．マス
タープロジェクトの最終発表の様子．
（研究の写真）普通ポルトランドセメント(O)
および高炉スラグセメント(B)に石灰石微粉末
(それぞれ OL および BL)を添加したときの，硬
化体の水和物を電子走査顕微鏡によって観察
した画像．左から 300 倍，1500 倍，3000 倍と
並び，それぞれの差異が分かる．普通ポルトラ
ンドセメント硬化体では，長く大きい水和物
（水酸化カルシウム）が目立つ．高炉スラグセ
メント硬化体では，放射状にひび割れた面状の
水和物が確認される．

（交流の風景）クリスマスランチ後の集合写
真．右から 4 番目が K. Scrivener 教授．5 番目
が派遣者．
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Returnee’s Report
Name

Ryo Yoshida

Status

Assistant professor

Name of the
University where
I attend / Country

École polytechnique fédérale de Lausanne
Switzerland

Research Theme

Analysis on micro-structure of hardened cementitious material

Duration

9.13.2013 – 12.31.2013 (110 days)

Advisor’s name at
the University

Karen Scrivener

Research Theme in detail：
<Goals>
Hardened cementitious materials consist of various kinds of pores, like gel pores,
capillary pores, air voids and so on, whose size and shape distribution is often called
pore structure. However, Ink-bottle relations are most characteristic pore structure of
cementitious materials and govern drying shrinkage or ion absorption.
Mercury intrusion porosimetry (MIP) test is one of the most widely used methods to
study the pore structure of cementitious materials. However, it is well known that the
evaluation of pore structure by MIP is not totally accurate. The main reasons are the
ink-bottle effect and the destruction of pores due to excessive high pressure. A unique
method that can be used to determine volumes of continuative pore and discontinuative
pore structure was proposed by R.Yoshida and T. Kishi. Furthermore, according to this
method, a suitable maximum intrusion pressure can be selected.
In this study, pore structure properties of hardened cement paste made under several
different kinds of conditions, such as water to cement ratio, curing, age, carbonation,
and binder, is analysed using the results of the proposed method, Scanning Electron
Microscope (SEM) and X-ray Diffractometry (XRD).
It is well-known that Compressive strength and drying shrinkage of concrete with
Blast furnace slag (BFS) are lower than normal concrete. But if Lime stone powder
(LSP) is added into BFS, the strength and drying shrinkage get stronger than BFS
cement paste. In this study, the effect of LSP on hydration of BFS cement paste will be
examined.
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<Results>
In spite of curing condition, over 1 year aged cement paste formed stiff frame structure
indestructible by excessive high pressure of MIP.
BFS cement paste cured under water, even 28 days age, formed narrow threshold
diameter whose size is less than 10 nm and stiff frame structure indestructible by the
excessive high pressure. Total porosity of BFS paste is similar to OPC paste.
However, BFS paste porosity consisted of less continuative pore and more Ink-bottle
pore than those of OPC paste.
On carbonated cement paste of water to cement ratio 0.60, total porosity was
decreased. Remarkable decrease of continuative pore with diameter of 20-300 nm, and
increase of Ink-bottle pore whose threshold diameter is less than 20 nm were observed
as carbonation properties.
The difference between pore structure of OPC and BFS cement paste could not be
detected by SEM. Because SEM and the specimen don’t have enough high specification
to observe nano-scale microstructure.
The different mechanism of hydration in BFS cement paste with LSP was clearly
detected by XRD. In BFS cement paste with LSP, hemicarbonate and Monocarbonate
were observed by XRD and SEM.
<Achievements>
In this study, pore structure of OPC and BFS paste were analyzed with the unique MIP
method.
BFS cement paste cured in water has smaller volume of continuative pore and smaller
threshold diameter, compare to OPC paste. In addition BFS paste seems to have stiff
frame structure indestructible by excessive high pressure intrusion.
Decrease of threshold diameter and 20 - 300 nm continuative pore volume, and
increase of under 20 nm ink-bottle pore volume were observed in carbonated OPC paste
with w/c = 0.60. OPC paste with air-exposed for 22 months seems to forme stiff frame
structure by C-S-H polycondensation and re-hydration.
Properties of pore structures, for example distribution of ink-bottle pore and frame
structure, can be analyzed by the unique MIP method.
The different mechanism of hydration in BFS cement paste with LSP was clearly
detected by XRD. In BFS cement paste with LSP, hemicarbonate and monocarbonate
were observed by SEM. These hydration products can make structure dense. Therefore,
compressive strength and drying shrinkage of BFS cement paste is improved.

126

About the laboratory I belong to (Number of faculty members and students, Methods
used in research activity)：
 The lab is consisted of 1 professor, 2 post doctors, 4 technical staffs, 15 ph.D.
students, and 5 master students.
 The professor has many work of external the university. But there are so many ph.D
students. So post doctors have to take care and to give advice.
Comments about the workshops and seminars I attended：
 Any workshop was not held.
My Ambitions：
 The techniques of SEM and XRD will be introduced to my research.
 The way of thinking will be introduced to my thinking.
Advice and suggestions for young researchers who will visit partner schools and other
institutions：
 Please check the details and specification of testing machine before your stay.
 Make your research plan clear and in detail. The plan must not be too tight.
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏

名

佐藤

身

分

助教

徳孝

所属専攻・領域

情報工学専攻・おもひ領域

派遣先・国名

清華大学・中国

研究テーマ

脳卒中患者のための上肢リハビリテーション支援システムの開発

派遣期間

2012 年 8 月 20 日～2012 年 11 月 19 日（90 日間）

派遣先担当教員

季林紅 教授

具体的な研究内容：
＜目的：実用的意義、問題点を含めて＞
少子高齢化の加速に伴い，疾病や加齢による運動機能障がい者が増加したため，リハビ
リを行う療法士の負担増加が問題となっている．さらに，医療改革により科学的根拠に基
づく医療への転換が求められている．このような背景からロボット技術，運動制御技術，
計測技術などをリハビリ支援に役立てる研究が多く行われている．
我々はこれまで，リハビリ現場のニーズに基づいたリハビリ支援デバイスの研究開発を
行ってきた．従来，療法士や患者の主観によって障がいの程度や治療の効果を判断してい
た．これに対し，我々が開発してきたデバイスは共通して，それらを客観的な数値として
表すことができる．これにより，患者ひとりひとりに合ったリハビリの訓練内容を立案で
きる．なお，本派遣プログラムとの関連として，将来的には圧電セラミックを利用し，リ
ハビリ効果測定のための圧力センサ（圧電効果）と，リハビリ訓練のためのアクチュエー
タ（逆圧電効果）の，１台で２役を担うスマートリハビリデバイスの開発も視野に入れて
いる。今後はこれまでの研究成果の実用化のため，臨床試験とそのためのものづくりが必
要となっている．
派遣希望先の季林紅教授は，開発したリハビリロボットを病院の現場に持ち込み，数多
くの臨床試験を行っており，臨床試験のノウハウとものづくりへの深い造詣を有している．
一方で，我々の計測技術・信号処理技術およびリハビリ効果の客観的な評価方法は季教授
にも評価していただいている．したがって，共同で研究を行い，互いの良い部分を融合さ
せることは互いにメリットが大きく，共同研究によって高機能で知的なデバイスを作り上
げることができると考えられる．
本派遣プログラムでは，受け入れ先の季林紅教授と我々の共同研究の第一歩として，双
方の研究の理解，研究テーマの設定，試作機の開発を行った．試作機の開発では，脳卒中
患者を対象とし，上肢のリハビリテーションシステムについて共同研究を行った．
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＜実験結果：簡単に＞
本派遣プログラムによる結果を以下に示す。はじめに、研究に関する相互理解を行った。
双方の研究室ともに、上肢のリハビリテーションシステムについて開発を行っていたため、
開発の歴史、着眼点、課題などを受け入れ先の教員、学生と議論を行った（まとめたもの
については次ページの成果にて説明する）。こちらは臨床試験に関しての知見と優れたハー
ドウェアが、先方はアクチュエータの制御に関する知見が不足しており、それらを互いに
補えることがわかった。
そこで、共同研究としては、受け入れ先の研究室で開発していた２次元パラレルリンク
ロボット（Fig. 1）を用いてリハビリのトレーニングを行うこと目標とした。これにより、
両者の希望をマッチングさせることができる。
具体的な開発項目としては、センサの取り付けなどハードウェアの改良、リハビリ訓練
のための制御手法の考案である。センサの取り付けなどハードウェアの部分は受け入れ先
の研究室の学生に行ってもらった。
制御手法については受け入れ先の研究室の先生、学生と英語でコミュニケーションを行
い、アシスト訓練と負荷抵抗訓練のためのアルゴリズムを考案した。本装置は、患者がハ
ンドル部分を握り、手を動かすことで訓練を実現する。アシストモードでは、患者が入力
した力の方向をセンサで感知し、患者が動かしやすいようにパワーアシストを行うもので
ある。装置に取り付けられたディスプレイ上にはブラウザゲーム（教育用の料理ゲーム）
が表示されており、ゲームを楽しみながら訓練をすることができる。一方、負荷抵抗訓練
では、患者が動かしたい方向とは逆向きに適度に負荷を与える。これにより、患者の能動
的な運動を誘発する。さらに、繰り返し同一の動作を患者に行わせることで、脳の可塑性
によって患者の脳内に運動パターンを新たに発生させることができる。これらを実現する
ための制御アルゴリズムを考案し、アシスト訓練の実装を行った。

Fig. 1 2D robotic rehabilitation system of upper limb for stroke patients.
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＜成果：特にどこがオリジナリティなのかも分かるように記入して下さい。＞
上肢（腕）の動作は日常生活においてなくてはならない。しかし、脳卒中による麻痺に
よって、その機能が奪われてしまうことがある。そのような際にはリハビリテーションが
必要である。効果的なリハビリテーションを実現するために、ロボット技術を活用した上
肢のリハビリテーションシステムは多くの研究者が開発を行っている。ここで、本プログ
ラムにおいて双方の研究についてまとめたものを Fig. 2 に示す。我々はこれまで療法士の
ニーズに基づいてシステムの開発を行ってきており、最新の成果は１自由度の負荷抵抗訓
練システムである。療法士のニーズに基づき負荷抵抗訓練をロボットによって実現し、効
果的な訓練を実施したのは我々のオリジナリティである。一方で、Ji 先生の研究室では、
２自由度のパラレルリンクロボットを開発してきた。従来のロボットはシリアルリンクで
あるのに対して構造的に堅牢でオリジナリティがある。また、ディスプレイ上で直接作業
できる点もオリジナルなシステムであるといえる。
本派遣プログラムでは、共同研究の第一歩として基本的な開発、改良を行った。研究と
しての大きく実を結ぶのはまだ先になるが、今回、互いの研究について語り合ったり、共
同で作業を行ったりすることで、今後の大きな成果への大きな第一歩を踏み出すことがで
きた。今後も継続的に研究開発を進め、両者の強みを活かした、効果的なリハビリテーシ
ョン支援システムに関する研究開発を行っていく予定である。

Fig. 2 History and strength of Morita Lab. And Ji Lab.
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派遣先研究室に関して（担当教授・構成人数・研究活動スタイル）：
担当教授：季林紅教授
構成人数：２０名程度。うち６名がリハビリ関係のテーマ
研究活動スタイル：
午前中から夜９時頃まで学生は研究室に滞在。特に時間に関する規定なし。
研究室の行事としては毎週１回ずつ全学生出席の研究進捗報告会。２，３名ずつ発表。
今後の抱負：
・研究についても今回ようやく始まったというところなので今後も連携をとって進めたい。
・滞在中は、かなり英語の向上を実感できたので、今後も能力維持・向上を行いたい。
・日中間には様々な誤解があるが、少なくとも個人レベルでの交流は今後も継続したい。
今後派遣される研究者へのアドバイス・メッセージ：
・現地でやることを決めたので時間がなかった。事前に決めておくのが重要であった。
・日用品は持ち込まず、現地の学生と一緒に揃えることで学生と仲良くなれる。
・言葉の壁、文化の違いを楽しめることが大事。刺激的な毎日を楽しんでください！

最終日に撮影した集合写真

研究室内でのセミナーにて自分の研究照会を
している様子

ロボットを自ら動かしているときの様子
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Returnee’s Report
Name

Noritaka Sato

Status

Assistant Professor

Name of the
University where
I attend / Country

Tsinghua University
China

Research Theme

Development of upper limb rehabilitation system for stroke
patients.

Duration

8.20.2012 – 11.19.2012 (90 days)

Advisor’s name at
the University

Prof. Ji Linhong

Research Theme in detail：
<Goals>
It is forecasted that on Dec. 1, 2009, the total populations of Japan are 127.36 million
people, and the population of 65-year-old and over accounts for about 22.8% of the total
population. The increase of the elderly population having physical function problems
due to diseases and various social troubles caused by advanced age have been the most
serious problems in Japan. Coming of super-aged society, medical cost inflation, and
change in needs of medical care and the reform of social background etc. in the clinical
site, the man-machine interface constructed with the new idea is requested from the care
equipment for rehabilitation. However, it is a current state that the rehabilitation
medicine including physiotherapy is still a new study, and neither systematization nor
the scientific verifications are carried out enough.
Under this background, we have developed some systems for therapists by focusing on
quantitative evaluation of human function for a hand, a knee joint and so on. In the
future works of our systems are clinical trials for the practical use in clinical site.
Prof. Ji Linhong is a leader in this research field and has a lot of know-how of
development of the systems for use in the hospitals. Moreover, Prof. Ji has carried out
clinical trials of his developed systems in the hospitals.
As the first step of collaborative work, the objective of this program are understanding
the researches each other, setting aim of our work, and developing prototype of robotic
rehabilitation system of upper limb for stroke patients.
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<Results>
In this program, at first, we discussed about each researches deeply. (Summarized
diagram are shown in the next page.) In each lab., robotic rehabilitation system of upper
limb for stroke patients are developed. Moreover, we less the well-designed hardware
and lessons about clinical tests and Ji Lab. less lessons about control of motors for
training. And we found we can help each other on development of rehabilitation system
of upper limb.
Therefore, we set realizing the trainings of upper limb as the aim of our collaborative
work In this work, we use and modify the 2D robotic rehabilitation system of upper
limb for stroke patients. We think that by this work each demands will be matched.
To realize the trainings, improvement of hardware for installing a force sensor and
considering control methods of the motors are required. Improvement of hardware is
made by students of Ji Lab..
Control methods are considered by discussing among Prof. Ji, his students and me.
In this program, as the first step of our collaborative work, we realized two training;
assistive training and resistive training. In the assistive training, a patient hold the
handle and the system make power in order to move easily for the patient. On the other
hand, in the resistive training, the system output the power against the direction of the
force inputted by the patient. By repeating the resistive training, the motion pattern will
be newly generated in the brain of the patient. In this program, we considered control
methods and assistive mode are implemented in the system.

Fig. 1
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2D robotic rehabilitation system of upper limb for stroke patients.

<Achievements>
Motion of upper limb is necessary in dairy life. However, after stroke, patients
sometimes cannot move his/her upper limb. In this case, rehabilitation is necessary. To
make rehabilitation effective, many researchers are developed rehabilitation support
system by applying robotic technology. Fig. 2 shows the history and strength of Morita
Lab. And Ji Lab. about upper limb rehabilitation support system. In Morita Lab. the
development is based on the needs of the therapists. Newest result of our research is
1-DOF simplified rehabilitation system. We think that it is original to realize the
resistive control based on the therapists’ needs. On the other hand. Prof. Ji develop
2-DOF parallel linkage system. The construction of their system is more robust than
other system, and then, we think their system is original. Moreover, it is original that the
system can realize direction interaction between the patient and the system by using a
large monitor.
In this program, we made basic development as a first step of our collaborative work.
This step may be small step, but this is an important step to great results. We would like
to develop continuously together to realize more effective rehabilitation training by
using robotic rehabilitation support system.

Fig. 2 History and strength of Morita Lab. And Ji Lab.
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About the laboratory I belong to (Number of faculty members and students, Methods
used in research activity)：
Number of Lab.:about 20. 6 students have researches about rehabilitation.
Methods used in research activity: many students are in lab. from morning to 8pm. The
seminar is held once in a week. All students and staff join the seminar. 2 or 3 students
report the progress of his/her research.
My Ambitions：
I would like to research with Prof. Ji and his students continuously.
I would like to keep or develop ability of English.
I would like to continue to have a relationship with Chinese.
Advice and suggestions for young researchers who will visit partner schools and other
institutions：
Before arrival, you should decide what to do. I cost much time to decide.
You should reduce carry-in diary-use equipment. By buying diary-use equipment with
students, you can get friendly with students.
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

長尾

優

所属専攻・学科

未来材料創成工学専攻

学年

博士後期課程１年

指導教員名

高須

派遣先

University of Erlangen-Nuremberg

派遣先指導教員名

Aldo R. Boccaccini 教授

派遣国・地域

ドイツ・エアランゲン

派遣期間

2010 年 10 月 4 日～2010 年 12 月 30 日（88 日間）

昭則

准教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
電気泳動コーティング法(EPD 法)はコロイド懸濁液から無機物または有機物粒子を効率的に会合
させることができる。EPD のプロセスは電場の存在により誘発される荷電粒子の沈着現象であり、
懸濁液中で基板上に規則正しく薄膜または厚膜を思い通りに形成させることができる。近年、様々
な高分子材料が研究され発展しているがポリエステルは未来材料として重要な位置を占めてい
る。とりわけポリ乳酸(PLA)、ポリカプロラクトン(PCL)のような生分解性ポリエステルは自然由
来の材料であり生体適合性が非常に高い為、バイオ医療分野において幅広く研究・実用化されて
いる。本研究では、生分解性ポリエステルを溶解させたエタノール/ジメチルカーボネート混合溶
液中で、バイオガラス粉末を電気泳動成膜法(EPD)によりスチール基盤上にコーティングした。こ
れにより、金属基盤上にナノバイオガラス/生分解性ポリエステル(有機・無機)複合化フィルムを
形成させることができた。
＜達成した成果・今後の抱負＞
懸濁液中のポリエステル濃度が 6 g/l の時、ナノバイオガラス/生分解性ポリエステル (PLA また
は PCL)複合化フィルムを EPD 法により得ることができた。また、懸濁液中のナノバイオガラスの
量を多くすればするほど、コーティングの亀裂が多くなることが分かった。PLA の系では、ナノバ
イオガラスの量を 450 mg にした場合、一番良い PLA/ナノバイオガラスコーティングを得ることが
できた。ただし、PCL を（low Tg=-61˚C）を複合化ポリマーとして使用する場合、コーティングの
亀裂は少なくなることが分かった。PCL を用いた系ではナノバイオガラス粒子を 600 mg 用いても、
亀裂の少ない綺麗な PCL/ナノバイオガラスのコーティングを得ることができた。
堆積時間は 90 秒に設定し、その間電圧は 30 V で維持した。エタノール/DMC 溶液中ではナノバイ
オガラス粒子はプラスに帯電し、電界の影響を受けて陰極に向かって移動し、基盤上に堆積した。
今回の研修を基に、生分解性ポリエステルと生体活性を有するバイオガラスとの複合化による、
バイオ医療分野への応用を視野に入れた新規骨再生医用材料の作製を目指し研究を行っていく。
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Figure 1. EPD 実験中

Figure 2. 派遣先教授と

Figure 3. エルランゲンのクリスマスマーケッ
トにて派遣先研究室のメンバーと
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Returnee’s Report
Name

Yu Nagao

Department

Department of Frontier Materials

Grade

D1

NITECH Advisor

Associate Prof. Akinori Takasu

Exchange University

University of Erlangen-Nuremberg

Exchange University

Prof. Dr.-Ing. habil. Aldo R. Boccaccini

Advisor
Country, City

Germany, Erlangen

Duration

10.4.2010 – 12.29.2010 (88 days)
Program Report

<Program Contents>
The erectrophoretic deposition (EPD) process is one of promising techniques to assemble
inorganic or organic particles from colloidal suspensions. The EPD process relies on an
electric-field inducing deposition of electrically charged particles in an ordered manner on a
substrate to develop thin and thick films in suspension. Even though many different kinds of
polymers have been synthesized, their properties characterized, and used in commercial
applications, polyesters still constitute a useful class of polymers. Specifically, the
biodegradable polyesters such as polylacticacid (PLA), poly( -caprolactone) (PCL) have
been studied and used extensively for the biomedical applications due to their natural
occurrence, proven biocompatibility. In this work we prepared nano-bioglass/biodegradable
polyesters composite coating on steel substrate by EPD in ethanol and dimethyl carbonate
(DMC) suspensions. By coating with plastic polymer layer (PCL and PLA), we could form
nano-bioglass/biodegradable polyester (inorganic/organic) composite films on the metal
substrate.
<Achievements/Ambitions>
The results show that nano-bioglass/ the biodegradable polyesters such as PLA, PCL
composite coatings were obtained by EPD when the concentration of polyesters in the
suspensions was 6 g/l. The nano-bioglass particles were positively charged in the ethanol and
DMC mixed medium, moving towards the cathode under influence of the electric field and
depositing there. Based on this training, nano-bioglass/biodegradable polyesters composites ,
we will do fabrication of novel bone regeneration materials with a view to bio-medical
applications.
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Figure 1. Experimental Procedure of
Erectrophoretic Deposition.

Figure 2. German Memory with Prof. Aldo.

Figure 3. German Memory with laboratory
members at Christmas market in Erlangen.
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

松本

純

所属専攻・学科

未来材料創成工学専攻

学年

博士後期課程 2 年

指導教員名

増田

派遣先

Friedrich-Alexander-University of Erlangen-Nürnberg

派遣先指導教員名

Karsten Meyer

派遣国・地域

ドイツ・エルランゲン

派遣期間

2010 年 10 月 1 日～2010 年 12 月 29 日（90 日間）

秀樹

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
派遣先の研究室では N-ヘテロ環カルベンを配位子とする種々の錯体に関する研究を行っており、
私は三脚型 N-ヘテロ環カルベン tris[2-(3-alkyl-imidazol-2-ylidene)ethyl]amine (TIMENR)を配位子と
する鉄錯体の研究を行った。この研究の背景は、これらの配位子が低原子価から高原子価までの
金属と錯形成することが知られており、触媒的酸化反応に重要な高原子価鉄オキソ錯体の情報を
得ることが期待されているためである。最初に、配位子 TIMENR (R = tBu, iPr)の合成（有機物合
成）を行い、引き続き鉄錯体の合成を行った。これらの化合物の合成は 1H-NMR スペクトル測定
により同定した。錯体合成に関しては錯体が水や酸素による分解を避けるために窒素ガスで充填
されたグローブボックス内で行った。
＜達成した成果・今後の抱負＞
カルベン配位子の前駆体であるイミダゾリウム塩[H3TIMENR](PF6)3 (R = tBu, iPr)をそれぞれ合成
した。これらTHF溶液中で3等量の塩基（KOtBuあるいはNaH, KHMDS）を加えることでそれぞれ
のフリーカルベンTIMENRを得た。
これらの配位子のTHFあるいはDME溶液に鉄(II)塩（FeCl2あるいはFe(OTf)2）を加えたところ、い
ずれの条件においても、イミダゾリウム塩[H3TIMENR]3+を生成することを1H-NMRで確認した。し
かしながら、鉄錯体の生成を確認することができなかった。そこでFeCl2と[H3TIMENR](PF6)3、3等
量のKOtBuをTHF中で反応させたところ、置換基がiPrの場合は同様に鉄錯体の生成を確認出来な
かったが、置換基がtBuの場合において、鉄錯体が生成していることを1H-NMRの結果から確認し
た。しかし、鉄錯体の単離までには至らなかった。このように反応性が異なった理由として、tBu
はiPrに比べて置換基が大きく、安定な錯体を生成したことが考えられる。置換基がiPrの場合も
錯形成はしていると思われるが、その構造が不安定であり、分解したものと考えている。
今回の留学で学んだ、合成手法や同定手法を日本での研究に活用したい。

141

図１.有機化合物の合成を行っていた実験台

図３.水や酸素に不安定な化合物を取り扱うた
めに用いたグローブボックス
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図２.化合物の分析に用いた NMR 装置

Returnee’s Report
Name

Jun Matsumoto

Department

Department of Frontier Materials

Grade

Doctoral year 2

NITECH Advisor

Prof. Hideki Masuda

Exchange University

Friedrich-Alexander-University of Erlangen-Nürnberg

Exchange University

Karsten Meyer

Advisor
Country, City

Germany, Erlangen

Duration

10.1.2010 – 12.29.2010 (90 days)
Program Report

<Program Contents>
I studied about syntheses of iron complexes with N-heterocyclic carbene ligands
(tris[2-(3-alkyl-imidazol-2-ylidene)ethyl]amine, TIMENR) that have been studied
systematically in Meyer’s group. TIMENR can coordinate to practically all
metals in the periodic table, in both low and high oxidation states. So, they are
tripodal ligands suitable for studies of high-valent iron oxo complexes that are
often found in biological and industrial systems, which make up to carry out a
challenging theme in many scientific strategies. I synthesized two TIMENR
ligands (R = tBu and iPr) and prepared iron complexes with TIMENR in inert
glove box. Ligands and complexes were identified by 1H-NMR spectroscopy.
<Achievements/Ambitions>
I synthesized TIMENR (R = iPr and tBu), which are prepared by deprotonation of
the imidazolium precursors [H3TIMENR](PF6)3 with KOtBu, NaH, or KHMDS as a
base.
Addition of FeCl2 to THF or DME solution of TIMENR afforded
[H3TIMENR]X3, but the iron complex was not obtained.
The iron complex was
iPr
not also obtained from the reaction of [H3TIMEN ](PF6)3, FeCl2, and KOtBu in
THF.
Fortunately, obtained the iron complex from the reaction of
[H3TIMENtBu](PF6)3, FeCl2, and KOtBu, which were by in the 1H-NMR spectrum.
However I failed in isolating as the iron complex.
I want to make use of the techniques that I learned abroad in my work.
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Figure 1. The lab bench that I synthesized

Figure 2. NMR measurement devices for

organic compounds on.

analyzing compounds.

Figure 3. The inert glove box that I treated
water- and air-sensitive compounds in.
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

小川

崇彦

所属専攻・学科

工学研究科

学年

博士後期課程一年

指導教員名

増田

派遣先

ブルックヘブン国立研究所

派遣先指導教員名

藤田

派遣国・地域

アメリカ合衆国・ニューヨーク州

派遣期間

2010 年 10 月 2 日～2010 年 12 月 21 日（80 日間）

秀樹

未来材料創成工学専攻

教授

恵津子

研

修

報

アップトン

告

＜研修内容＞
「大環状配位子を有するニッケル錯体を用いた二酸化炭素の還元」
二酸化炭素は温室効果ガスとして知られ、近年の地球温暖化や気候変動などへの興味から、そ
の変換、貯蔵技術の開発は非常に重要な課題である。金属錯体を用いた二酸化炭素の変換は、盛
んに研究が行われているが、中でも派遣先である藤田先生らが行っている大環状配位子を用いた
錯体は、二酸化炭素変換触媒において最先端の研究である。今回我々は、金属に配位する部位と
は別に基質の取り込みを促進することが可能な塩基を導入することで、更に高い活性を示す大環
状 配 位 子 を 有 す る 金 属 錯 体 の 構 築 を 目 指 し た 。 目 的 化 合 物 で あ る
[Ni(1,8-dimethyl-1,3,6,8,10,13-hexaazacyclotetradecane)](PF6)2 はニッケルを用いたテンプレート合成
法により合成し、得られた錯体のキャラクタリゼーションおよび、電気化学的性質の検討、さら
に電気化学的な二酸化炭素の還元反応の検討を行った。
＜達成した成果・今後の抱負＞
目的とした Ni 錯体の合成に成功し、そのキャラクタリゼーションを、NMR および CV を用い
て行った。また得られた錯体を用いて、二酸化炭素雰囲気下での電気化学的還元反応を検討し、
二酸化炭素の還元を示唆する触媒電流を観測することに成功した。今回の派遣留学では以上のこ
とまでしか行うことが出来なかったが、目標としていた二酸化炭素の還元を行うことが出来た。
今後は、二酸化炭素還元反応の効率化や反応メカニズムの検討などを行っていく必要がある。ま
た今回の派遣で得られた知識や経験を活かして、自身の研究テーマである小分子を活性化する金
属触媒の開発を進めていきたい。加えて、今回の海外滞在の経験を活かして、海外での国際会議
や、シンポジウムにも積極的に参加していきたい。
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私が派遣先で研究を行っていた建物 (手前に見
えるのは野生のグース)

派遣先付近(ロングアイランド地方)のワイナリー

電気化学に使用した装置
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Returnee’s Report
Name

Takahiko Ogawa

Department

Department of Frontier Materials

Grade

Doctoral course 1st grade

NITECH Advisor

Prof. Hideki Masuda

Exchange University

Brookhaven National Laboratory

Exchange University

Etsuko Fujita

Advisor
Country, City

United States of America, Upton, New York

Duration

10.2.2010 – 12.21.2010 (80 days)
Program Report

<Program Contents>
“ Carbon Dioxide Activation by Nickel Macrocycles ”
The reduction and storage of carbon dioxide is an important area relevant to the solution of
problems related to global warming and the depletion of fossil fuels. Electrochemical
activation of carbon dioxide promoted by transition-metal complexes is studied actively. In
particular, the cobalt and nickel complexes using macrocycle ligand which have been studied
by Fujita and her co-workers closely are leading-edge research. Therefore, we tried to
synthesize
a
nickel
macrocycle
complex:
[Ni(1,8-dimethyl-1,3,6,8,10,13hexaazacyclotetradecane)](PF6)2 by template method and characterized of the electrochemical
properties by cyclic voltammetry. In addition, we studied electrochemical reduction of carbon
dioxide by nickel macrocycle complex under carbon dioxide atmosphere.
<Achievements/Ambitions>
We succeeded in synthesis of the target compound nickel macrocycle complex, which was
characterized by NMR spectroscopy and cyclic voltammetry. Additionally, we also succeeded
in observation of catalytic current of reduction of carbon dioxide under carbon dioxide
atmosphere. We accomplished electrochemical reduction of carbon dioxide using transition
metal complex during the term of this dispatch. In the future, we have to study and discuss on
the reaction mechanism of carbon dioxide and try to optimize reaction condition. And I want
to apply the experience and know-how obtained from this international training program for
the subject of my future research of a development of small molecular activation catalyst.
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I studied this building. (There are many
gooses in front of the building.)

A winery near Brookhaven national
laboratory (long island)
Electrochemical apparatus
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム中間報告書
氏

名

中村

仁

所

属

未来材料創成工学専攻 博士後期 2 年

派遣先

Imperial College London

研究テーマ

カーボネート添加による γ-ポリグルタミン酸カルシウム/シリカハ
イブリッド体の溶解挙動制御

派遣期間

2012 年 1 月 22 日～2013 年 1 月 15 日（360 日間）

本学側指導教員

春日

派遣先側指導教員

Dr. Julian Jones

敏宏 教授

具体的な研究内容：
＜目的：実用的意義、問題点を含めて＞
γ-ポリグルタミン酸(γ-PGA)は酵素分解性を有したタンパク質高分子であり、これらのカ
ルシウム塩(γ-CaPGA)をシランカップリング剤(Glycidoxypropyltrimethoxysilane:GPTMS)にて
架橋することで、生分解性ハイブリッド体(γ-CaPGA/GPTMS)が得られる。これらは水溶液
中にてハイドロゲルを形成し、軟骨再建用材料への応用が期待できる。しかしながら、材
料からの Ca2+イオン溶出は軟骨形成に影響する。例えば高濃度では異所性骨化を招く一方、
その代謝過程には不可欠な元素である。ジメチルカーボネート(DMC)は加水分解に伴い
COO-基を生成する。これらの添加により、材料中に新たなカチオンの配位サイトを付与で
きる可能性がある。本研究では、Ca2+イオンの溶出制御を目標とし、その初期段階として
DMC 共存下にて γ-CaPGA/GPTMS を作製し、その含有形態について評価した。
＜実験経過報告：簡単に＞
得られた試料を FT-IR にて評価した。顕著なカルボキシレートグループの生成が見られた
ことより、γ-PGA のカルボキシ側鎖への Ca2+イオンの配位が確認された。また、エステル
結合、Si-O-Si 結合に起因するバンドが見られたことから、GPTMS - γ-PGA 間での架橋、及
び GPTMS 分子間の縮合が確認された。
DMC の添加に伴い、FT-IR スペクトル中の ν(carboxylate)/ν(Si-O-Si)の比強度の上昇が見ら
れた。これは DMC の添加に伴い、Ca2+イオンの配位サイトが増加していることを示唆する。
二次イオン質量分析法により、ハイブリッド中のシリコンおよびカルシウムが均一に分布
していることを確認した。
＜今後の予定＞
以下の内容について引き続き研究を行う。
・生体模擬 pH 緩衝溶液中にて γ-CaPGA/GPTMS ハイブリッド体の分解性評価を行う。
・材料中のシリカ：高分子比率を変化させ、材料の溶解性制御を試みる。
・GPTMS / DMC のみを用いてモデル化合物を調製し、FT-IR、NMR を用いた DMC の含有
形態に関した基礎評価を行う。
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派遣先研究室に関して（担当教授・構成人数・研究活動スタイル）：
・Dr. Julian Jones, PD (Dr. Gowsihan Poologasundarampillai)他 1 名, phD 7 名, MSc 5 名
・Polymer/silica hybrid, melt-derived bioactive glass, μCT imaging のテーマ毎にミーティング。
参加した又は参加予定のワークショップ・セミナー等について：
・UK Society for Biomaterials Annual Conference 2012 (Nottingham University, June 2012)
・5th International Workshop on Advanced Ceramics (Imperial College London, September 2012)
派遣期間後半に向けての抱負：
・現在のテーマについて、NMR、SIMS 等での解析を通じ、分析手法、議論の幅を広げる。
・PD 研究員、他研究室の PhD とも交流を深め、こちらでの学究環境について理解を深める。

研究室メンバーとの交流風景（大学付近の中華
料理店での親睦会にて）

Dr. Jones ラボでの実験風景 (試料作製中)
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏

名

中村

仁

所

属

未来材料創成工学専攻 博士後期 2 年

派遣先

Imperial College London

研究テーマ

カーボネート添加による γ-ポリグルタミン酸カルシウム/シリカハ
イブリッド体の溶解挙動制御

派遣期間

2012 年 1 月 22 日～2013 年 1 月 15 日（360 日間）

本学側指導教員

春日

派遣先側指導教員

Dr. Julian Jones

敏宏 教授

具体的な研究内容：
＜目的：実用的意義、問題点を含めて＞
γ-ポリグルタミン酸(γ-PGA)は酵素分解性を有したタンパク質高分子であり、これらのカル
シウム塩(γ-CaPGA)をシランカップリング剤(Glycidoxypropyltrimethoxysilane:GPTMS)にて架
橋することで、生分解性ハイブリッド体(γ-CaPGA/GPTMS)が得られる。これらは水溶液中
にてハイドロゲルを形成し、軟骨再建用材料への応用が期待できる。しかしながら、材料
からの過度の Ca2+イオン溶出は軟骨の石灰化を招く。ジメチルカーボネート(DMC)は加水
分解に伴い COO-基を生成する。これらの添加により、材料中に新たなカチオンの配位サイ
トを付与できる可能性がある。本研究では、Ca2+イオンの溶出制御を目標とし、その初期段
階として DMC 共存下にて γ-CaPGA/GPTMS を作製し、その含有形態について評価した。
＜実験結果：簡単に＞
DMC の添加に伴い、FT-IR スペクトル中の ν(carboxylate)/ν(Si-O-Si)の比強度の上昇が見られ
た。これは DMC の添加に伴い、Ca2+イオンの配位サイトが増加していることを示唆する。
二次イオン質量分析法により、ハイブリッド中のシリコンおよびカルシウムが均一に分布
していることを確認した。Tris 緩衝溶液に浸漬した際、水分吸収に伴い弾力性を有したハイ
ドロゲルを形成した。これらの試料からは 10 mg L-1 / d 程度の Si4+イオンの継続的な溶出が見
られた。一方で、DMC を添加した試料では Ca2+イオンの溶出量の減少が見られ、例えば Ca :

DMC = 1 : 1 (mol ratio)の試料では、DMC を含まない試料に対して 46 % 程度の溶出量であ
った。このことから、DMC は試料中への Ca2+イオンの安定化に寄与すると考えられる
＜成果：特にどこがオリジナリティなのかも分かるように記入して下さい。＞
多くの有機・無機ハイブリッド材料では、シランカップリング剤の化学耐久性をもって分
解性の制御を行う。DMC を応用した Ca2+イオンの配位・安定化およびそれに伴う Ca2+イ
オン溶出挙動の変化を見出している点は、本研究での特異な点である。
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派遣先研究室に関して（担当教授・構成人数・研究活動スタイル）：
・Dr. Julian Jones, PD (Dr. Gowsihan Poologasundarampillai)他 1 名, phD 18 名
・Polymer/silica hybrid, melt-derived bioactive glass, μCT imaging のテーマ毎にミーティング。
参加したワークショップ・セミナー等について：
・UK Society for Biomaterials Annual Conference 2012 (Nottingham University, June 2012)
・5th International Workshop on Advanced Ceramics (Imperial College London, September 2012)
今後の抱負：
・留学中に築いた ICL の PhD、PDRA とのネットワークを帰国後も継続する。
・取得した分析技術、研究ノウハウを研究室メンバーにも伝え、研究室全体の活性化の一
翼を担えるよう努力する。
今後の派遣者へアドバイス・メッセージ：
・渡航して初めの１ヶ月半は安全講習等、事務処理が多くあり実験にはほとんど着手でき
ません。その間に Supervisor との研究内容のディスカッションを詰めておくことが、そ
の後の研究促進につながります。
・様々な国の方がいろいろなスタイルの英語を話し、相互理解が深まるまでにはやはり時
間を要します。諦めずにコンスタントに英語を話し続けることがコミュニケーション力
を磨く一番の近道だと実感しました。

Pic. 1 Dr. Jones Lab でのサンプル作製風景

Pic. 2 LEO Gemini 1525 SEM でのサンプル観
察風景
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Pic. 3 Dr. Jones group のメンバーとの送別会
での集合写真
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Mid-Term Report
Name

Jin Nakamura

Status

PhD candidate (2nd grade), Department of Frontier Materials,
Nagoya Institute of Technology

Name of Exchange
University

Imperial College London

Research Theme

Effect of carbonate addition on the dissolution behavior of
calcium-salted γ-poly (glutamic acid) / siloxane hybrids

Duration

1.22.2012 – 1.15.2013 (360days)

NITECH Faculty
Advisor

Professor Toshihiro Kasuga

Exchange University Dr. Julian R. Jones
Faculty Advisor
Research Theme in detail：
＜Goal＞
According to crosslink the calcium salt poly (γ-glutamic acid) (γ-CaPGA) with
glycidoxypropyltrimethoxysilane (GPTMS), a hydrogel can be formed that is common
matrix for cartilage tissue engineering. Calcium release is critical for cartilage
regeneration but excess of it causes cartilage mineralization, while the lack of it induces
poor production of cartilage extra cellular matrix. In the present study,
γ-CaPGA/GPTMS hybrids were synthesized in the presence of dimethylcarbonate
(DMC), which hydrolyze to produce carbonate ions. It was hypothesized that the DMC
provide extra coordination site to calcium ion in the hybrid and influence the degradation
and dissolution behavior.
＜Report on the Progress of My Research＞
The γ-CaPGA/GPTMS hybrid monolith was characterized with FTIR, which
proofed the calcium chelation on to the γ-PGA molecules with the presence of
carboxylate band. The bands corresponding to the of Si-O-Si bonding were also
observed, suggesting that GPTMS had undergone condensation. With the addition of
DMC the relative intensity of ν(carboxylate)/ν(Si-O-Si) was found to slightly increase.
This implies the increase of Ca chelating site by addition of DMC. Secondary ion mass
spectrometry (SIMS) was performed, which showed the homogenous distribution of Si
and Ca atoms across the hybrid.
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＜My future research plans＞
Following experiments will be conducted.
・Soaking test of the hybrid in physiological pH buffer for the evaluation of degradation
behaviors.
・FT-IR and NMR study of GPTMS-DMC reacting products for achieving an insight of
their bonding structure.
About the laboratory I have been sent to (Number of faculty and students, methods used in
research activity)：
・Dr. Julian R. Jones, 2 PD research associates, 7 PhD and 5 MSc students.
・3 main flows of research themes (Polymer/silica hybrid biomaterials, bioactive glass
scaffolds, μCT imaging) and each team has discussion meeting once in a week.
Comments about the workshops and seminars I have attended：
・UK Society for Biomaterials Annual Conference 2012 (Nottingham Univ., Jun. 2012)
Discussions were took place on diverse area (practical researches on conventional
medical materials, Cellular interaction with the biomaterials, material design of
reconstruction scaffolds for bone, cartilage, NMR analysis of biocompatible
phosphate glasses).
List the seminars and workshops I will be attending：
・5th International Workshop on Advanced Ceramics (Imperial College, Sep. 2012)
My research plans for the remainder of this term：
・Proceed current research theme with experiment plans above.
・Expand the interaction with researchers to understand academic environment in UK.
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Returnee’s Report
Name

Jin Nakamura

Status

PhD candidate (2nd grade), Department of Frontier Materials,
Nagoya Institute of Technology

Name of Exchange
University

Imperial College London

Research Theme

Effect of carbonate addition on the dissolution behavior of
calcium-salted γ-poly (glutamic acid) / siloxane hybrids

Duration

1.22.2012 – 1.15.2013 (360days)

NITECH Faculty
Advisor

Professor Toshihiro Kasuga

Exchange University Dr. Julian R. Jones
Faculty Advisor
Research Theme in detail：
<Goal>
According to crosslink the calcium salt poly (γ-glutamic acid) (γ-CaPGA) with
glycidoxypropyltrimethoxysilane (GPTMS), a hydrogel can be formed that is common
matrix for cartilage tissue engineering. Control of calcium release is critical for cartilage
regeneration; excess of it causes cartilage mineralization. In the present study,
γ-CaPGA/GPTMS hybrids were synthesized in the presence of dimethylcarbonate
(DMC), which hydrolyze to produce carbonate ions. It was hypothesized that the DMC
provide extra coordination site to calcium ion in the hybrid and influence the
degradation and dissolution behavior.
<Result>
With the addition of DMC to the hybrid, the relative absorbance of carboxylate in
comparison to Si-O-Si increased. This indicates that the DMC reacts with epoxy groups
in GPTMS to form additional carboxyl groups, which successfully coordinate with Ca2+
ions in the hybrid. When the hybrid were soaked in tris buffer solution, continuous
release of soluble silica was found with an approximate rate of 10 mg L-1 / d. When an
equimolar amount of DMC to calcium was added to the hybrid, Ca2+ release was
suppressed to 46 % in comparison to the hybrid without any DMC. This proves that the
addition of DMC is successful in stabilising the Ca2+ ion.
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<Achievement>
Conventionally, the degradation rate of silica-polymer hybrid has been controlled by
changing chemical stability of silane coupling agent. In the present work, DMC was
included in the hybrid, which found to form extra coordination site of Ca2+ ion and alter
its releasing behavior.
About the laboratory I was sent to (number of faculty and students, methods used in
research activity)：
・Dr. Julian R. Jones, 2 PD research associates, 18 PhD students.
・3 main flows of research themes (Polymer/silica hybrid biomaterials, bioactive glass
scaffolds, μCT imaging) and each team has discussion meeting once in a week.
Comments about the workshops and seminars I attended：
・UK Society for Biomaterials Annual Conference 2012 (Nottingham Univ., Jun. 2012)
Discussions were took place on diverse area (practical researches on conventional
medical materials, Cellular interaction with the biomaterials, material design of
reconstruction scaffolds for bone, cartilage, NMR analysis of biocompatible
phosphate glasses).
・5th International Workshop on Advanced Ceramics (Imperial College, Sep. 2012)
Researchers from Europe (UK, Germany, France, Italy etc.) and Asia (Japan, Sowth
Korea) gathered and had discussions on diverse interest of ceramics (energy related
ceramics, biomaterials, structural materials, molecular dynamics simulation for
structural analysis).
My Ambitions：
・Keep communicating with PhD and PDRA from ICL and retain the human network.
・Share knowledge and analytical technics from ICL with laboratory members in
NITech.
Advice and suggestions for young researchers who will go to exchange universities：
・Safety classes and documental work must be done right after your arrival, which
usually occupy whole month of working time in the laboratory. Detailed discussion
about research direction is recommended to be done with supervisors in this term,
which would help you starting your researches smoothly afterward.
・People from various countries gathered in ICL and spoke English in their own styles,
which will require time and bit of effort to understanding each other. Please do not
hesitate to talking with people around you, which would give more confidence not
only in communication, but also your researches.
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

青山

真広

所属専攻・学科

未来材料創成工学専攻

学年

3年

指導教員名

岩本

派遣先

インペリアルカレッジロンドン

派遣先指導教員名

IWAC05 構成教授

派遣国・地域

イギリス

派遣期間

2012 年 9 月 8 日～2012 年 9 月 14 日（7 日間）

雄二

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
2012 年 9 月 9 日より 9 月 11 日まで、イギリスのインペリアルカレッジロンドンで行われた Fifth
International Workshop on Advanced Ceramics (IWAC05)に参加し、10 日のポスターセッショ
ンでの演題発表に加え、研究者として国内外の研究者と議論を交わすなどの活動を実施しました。
IWAC05 は名古屋工業大学と国際連携を組んでいるインペリアルカレッジロンドン、エルラン
ゲン・ニュルンベルグ大学及びリモージュ大学と共同で開催され、開催場所がイギリスというこ
ともあり特に英語で発表を行い議論すること、また他の研究者の発表を聴講することで、研究分
野における自分の研究の立ち位置をグローバルな視点から見つめなおす、ということを目的とし
て研修に臨みました。
＜達成した成果・今後の抱負＞
演題発表では Professor Bill Lee 氏をはじめ、多くの研究者と意見を交わすことができました。
国際学会に参加した経験は何回かありますが、まだまだ英語力が足りないこともあり説明にはか
なり苦労しましたが、それでも以前に比べると英語力は上達したのではないかという実感は得ら
れました。その成果が認められたのか、表彰式では幸いにも”Best student poster presentation
competition second place”を受賞することができました。また、オーラル会場ではケンブリッジ
大学の Professor William Clegg 氏をはじめ、多くの著名な研究者の講演を聞くことができました。
今回の研修では考え方の異なる方々とのコミュニケーションから様々なことを学べたため、今
後も英語の学習に力を入れ、海外の研究者とさらに深い意思疎通を行いたいと考えています。同
時に今回の国際会議では幸いにも賞を受賞することができたので、これを励みに研究活動にもよ
り一層、力を入れていきたいです。
最後に、このような機会を与えて頂いた組織的な若手研究者等海外派遣プログラム、およびサ
ポートして頂いた方々に深く感謝いたします。
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表彰式の様子。今回の学会では”Best student
poster presentation competition second
place”を受賞することができました。

ポスター発表の様子。右の方は Professor Bill
Lee 氏です。

会食の様子。今回の研修を通じて国内外の多く
の研究者と交流を深めることができました。
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Returnee’s Report
Name

Masahiro Aoyama

Department

Department of Frontier materials

Grade

D3

NITECH Advisor

Prof. Yuji Iwamoto

Exchange University

Imperial College London

Exchange University

IWAC05 organizing Professors

Advisor
Country, City

United Kingdom, London

Duration

9.8.2012 – 9.14.2012 (7 days)
Program Report

<Program Contents>
I attended Fifth International Workshop on Advanced Ceramics (IWAC05) being held
from Sep. 9th through 11th of 2012, in Imperial College London. I presented my research
results at a poster session, had a discussion with many domestic and foreign researchers.
IWAC05 was held communally by Imperial College London, Universität
Erlangen–Nürnberg and Université de Limoges affiliated with Nagoya Institute of Technology.
The purpose of this training was presentation in English, and review of my research from a
global viewpoint by listening in presentation of other researcher.
<Achievements/Ambitions>
In poster presentation, I had discussions with many researchers such as Professor Bill Lee.
Although I had some experiences with international conferences, I had difficulty with
presentation in English due to a lack of English ability. However, I realized the improvement
of English ability compared with the past. Also, I didn’t know if I was given credit for my
research progress, but I was fortunately awarded “Best student poster presentation competition
second place” at the awards ceremony. Also, I was able to listen to lectures of many famous
researchers such as Professor William Clegg at the University of Cambridge.
In this training, I had a lot of opportunities to learn various things through the
communication with other researchers. So, I think that I will put an effort to English learning,
and deepen my exchanges with foreign researchers. Also, I’m grateful for the award. It will
encourage to increase my effort to research.
Lastly, I appreciate “Institutional Program for Young Researcher Overseas Visits” have
given me an opportunity for this international training and many people who supported me.
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Picture of the awards ceremony. I was
awarded “Best student poster presentation
competition second place” in this conference.

Picture of my poster presentation. The
person on my right is Professor Bill Lee.

Picture of the banquet in Rembrandt Hotel. I
deepened my exchanges with many foreign
researchers through this training
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

山田

真也

所属専攻・学科

未来材料創生工学専攻

学年

博士後期課程 1 年

指導教員名

春日 敏宏

派遣先

インペリアルカレッジ・ロンドン

派遣先指導教員名

Prof. Bill Lee

派遣国・地域

イギリス・ロンドン

派遣期間

2012 年 9 月 8 日～2012 年 9 月 14 日（7 日間）

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
インペリアルカレッジ・ロンドンにて行われた IWAC05 (Fifth International Workshop on
Advanced Ceramics)に参加し、口頭発表を行った。また、他者の発表を聴講することで研究動向
について学んだ。
現地では研究室を見学させて頂いた。

＜達成した成果・今後の抱負＞
口頭発表を行うにあたり、準備期間において英語でのプレゼンテーションテクニックや聴講者
が理解しやすい表現を身に付けることができた。また、発表においては、質疑応答及び意見交換
から、今後の研究方針の参考となる貴重な意見を多く頂くことができた。
他者の研究発表から、専門分野に関する最新の研究動向を知ることや、異分野に関する新たな
知識が得られた。研究内容に関する対話及び議論を通じてコミュニケーションを図ることもでき、
海外の研究者と交流を持つこともできた。
さらに、研究室見学にも参加させて頂き、ヨーロッパ圏における研究現場を直接体感すること
もできた。
今回の学会に参加して得られた知識、意見を今後の自身の研究に反映していきたい。また、つ
ながりを持つことのできた海外の研究者の方々とも定期的にコミュニケーションを取り、関係性
を築いていきたいと思う。
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図. 口頭発表風景
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Returnee’s Report
Name

Shinya Yamada

Department

Department of Frontier Materials

Grade

D1

NITECH Advisor

Prof. Toshihiro Kasuga

Exchange University

Imperial College London

Exchange University

Prof. Bill Lee

Advisor
Country, City

United Kingdom, London

Duration

9.8.2012 – 9.14.2012 (7 days)
Program Report

<Program Contents>
I attended IWAC05(Fifth International Workshop on Advanced Ceramics),
and made a oral presentation. From other researcher’s lecture, I learned current
trend about biomaterials researches.
Also, I attended a laboratory tour.

<Achievements/Ambitions>
At preparation for the oral presentation, I learned some skills about how to
make easy to understand presentations. On my presentation at the conference, I
could get some advices useful for future researches. Additionally, I had
communications with other researchers through discussions or questions and
answers. I also attended a laboratory tour, and learned about research situation in
Europe.
I want to reflect some advices obtained from this conference to my future
researches, and also keep good relationships with other foreign researchers.
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Fig. Oral presentation scene
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

椎葉

寛将

所属専攻・学科

物質工学専攻

学年

博士後期課程 2 年

指導教員名

中山 将伸

派遣先

インペリアル・カレッジ・ロンドン

派遣先指導教員名

John A Kilner, Robin W Grimes

派遣国・地域

イギリス・ロンドン

派遣期間

2012 年 9 月 8 日～2012 年 9 月 14 日（7 日間）

准教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
ダブルペロブスカイト型構造の GdBaCo2O5+δ (GBCO) は、中温型固体酸化物型燃料電池
(IT-SOFC) の電極材料として有望視されている。そのため、結晶構造や電気化学特性、酸素輸送
特性等についての様々な研究がなされてきた。GBCO は、c 軸方向に…GdO, CoO2, BaO, CoO2,
GdO…と A カチオンが交互に層状に配列し、酸素空孔は GdO 層に存在する結晶構造となる。特
に δ = 0.5 且つ室温のとき、b 軸方向に酸素と空孔が交互に整列することが報告されている。GBCO
は 525 °C で上述の酸素/空孔秩序配列が崩れて斜方晶から正方晶に相転移することがわかってい
る。しかし、Tarancón らはこの相転移が酸化物イオン輸送特性に影響を与えないことを報告して
いる。この理由については、まだ十分な議論がなされていない。本研修では、第一原理計算とモ
ンテカルロ法を組み合わせることで GBCO の様々な酸素組成や温度における酸素/空孔配列を解
明することを試み、その成果報告を行った。更に、セラミックス材料に関する知見の情報収集を
行った。

＜達成した成果・今後の抱負＞
上述の成果発表会において研究内容の討論を行い、議論を深めた。また、この成果報告内容を
共同研究中のインペリアル・カレッジ・ロンドンの Kilner 教授及び Grimes 教授と議論を行い、
学術論文投稿に向けての打ち合わせを行った。研究内容に関する問題点の指摘、その解決方法に
ついて議論を深めた。
今後は、学術論文投稿に向けての打ち合わせを更に行い、年内に学術論文 3 報を投稿する予定
である。そして今後も共同研究を継続していき、交流を深めていきたいと考えている。
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IWAC05 にてプレゼン中。

IWAC05 会場の RSM 前。

Grimes 先生とディスカッション。
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Returnee’s Report
Name

Hiromasa Shiiba

Department

Department of Materials Science and Engineering

Grade

2nd year of Ph.D.

NITECH Advisor

Associate Prof. Masanobu Nakayama

Exchange University

Imperial College London

Exchange University

John A Kilner, Robin W Grimes

Advisor
Country, City

UK, London

Duration

9.8.2012 – 9.14.2012 (7 days)
Program Report

<Program Contents>
Double perovskite GdBaCo2O5+δ is one of the promising cathode materials for
intermediate temperature solid oxide fuel cells (IT-SOFCs). Therefore various
properties, such as crystal structure, electrochemical and oxygen transport
properties, of these materials have been investigated. Generally GBCO are
classified as the perfect order in alternating layer of Gd and Ba ions along the c
axis whilst the oxygen vacancies are located at the Gd layers with a tendency to
form ordered patterns (…, GdO, CoO2, BaO, CoO2, GdO, …). At the composition of
δ = 0.5 at room temperature, oxygen and vacancy shows alternative order along
the b axis in the GdO layer. Phase transition from orthorhombic to tetragonal take
place at 525 ˚C due to change of oxygen/vacancy arrangement. However, Tarancón
et al. reported that no significant effect on the oxygen transport properties is
observed before and after the phase transition. It remains unclear why the phase
transition is not affected on oxygen transport properties. In this program, to
clarify the oxygen/vacancy arrangement in GBCO as a function of oxygen
composition and temperature, the first principles DFT calculations have been
carried out with the Monte Carlo simulations and reported the achievement. In
addition, I have collected the knowledge of ceramics materials in this program.
<Achievements/Ambitions>
We have discussed our research in this conference. We also discussed this
research with Prof. Kilner and Prof. Grimes belong to Imperial College London
which corroborate with us, and discussed for submit papers. We discussed the
problems on our research and proposed how to solve the problems.
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We will discuss our research for submit papers again, then will submit at least 3
papers within this year. We would like to continue our research collaboration and
enhance relations.

Presenting on IWAC05.

Before RSM, which is conference venue for
IWAC05.

Discuss with Prof. Grimes.
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
名

前

加賀

元了

所

属

物質工学専攻

修士２年

派遣先

Limoges

ENSCI

研究テーマ

Syntheses and structural characterization of new aluminum
silicon oxycarbides

派遣期間

2010 年 9 月 7 日～2010 年 9 月 12 日（6 日間）

本学側指導教員

福田

派遣先側指導教員

Alexandre Maitre 教授

功一郎

教授

具体的な研究内容： Limoges-NIT Joint Summer School における研究発表
＜目的：実用的意義、問題点を含めて＞
私は 10 月 ～12 月の 3 ヶ月間、International Training Program によって Alexandre
Maitre 教授の下、共同研究を行うことが決定している。そのため、私がこれまでに研究し
てきたテーマ「Syntheses and structural characterization of new aluminum silicon
oxycarbides」について研究発表を行い、自分の研究について理解を深めてもらうことを目
的とした。この研究において私が発見をした新規化合物(Al,Si)5(O,C)4 について、その物
性に関する研究を行うことが Limoges での共同研究テーマである。

＜実験結果：簡単に＞
研究自体は行っていないが、研究内容を発表することによって今後の共同研究をスムー
ズに行うという点で良かったのではないかと考えている。また、研究施設内の見学を行っ
た。
＜成果：特にどこがオリジナリティなのかも分かるように記入して下さい。＞
10 月 か ら Limoges で 行 う 研 究 は 、 新 規 化 合 物 の 物 性 に 関 す る 研 究 で あ る 。

sintering-forging と呼ばれる高配向の試料を作製する手法を用いて試料を作製し、この
化合物がどのような物性を持ち、何に応用することが出来るのかを知る上で重要な研究で
ある。また、新規化合物であるため、今までにはない物性の発見に繋がることを期待して
いる。
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派遣先研究室に関して（担当教授・構成人数・研究活動スタイル）：
担当教授：Alexandre Maitre 教授
構成人数や研究活動スタイルなどは、まだ分からない。

参加したワークショップ・セミナー等について：
Limoges-NIT Joint Summer School
今後の抱負：
今回発表をした研究内容を 2010 年

10 月 より Alexandre Maitre 教授の研究グループ

において更に発展させてくること。
今後派遣される研究者へのアドバイス・メッセージ：
英語での議論は必要不可欠なので、英語の勉強は予めしておくこと。文化の違いも大き
いので、これについても予め知っておくことが重要だと感じた。

研究発表の様子

現地学生との交流
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研究発表後

集合写真

Returnee’s Report
Name

Motoaki Kaga

Status

Masters year 2

Name of Exchange
University

Limoges university

Research Theme

Syntheses and structural characterization of new aluminum
silicon oxycarbides

Duration

9.7.2010 – 9.12.2010 (6 days)

NITECH Faculty
Advisor

Professor Koichiro Fukuda

Exchange University Professor Alexandre Maitre
Faculty Advisor
Research Theme in detail：Limoges-NIT Joint Summer School
<Goal>
I will start collaboration research with professor Maitre’s research group under
International Training Program from October to December. Thus, I made a presentation
for my research topic “Syntheses and structural characterization of new aluminum
silicon oxycarbides”. The main purpose of this presentation was to have them
understand about my research.
<Result>
I have not experimented yet in Limoges. But, I think that we can smoothly start our
research from October. In addition, I went through and tour labs.
<Achievement>
The main purpose of the research in Limoges from October is to make some samples
to measure some properties of a new compound. I will manufacture the high oriented
specimens by sintering-forging method. The main purpose of this research is to find out
the application fields of this material.
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About the laboratory I was sent to (number of faculty and students, methods used in
research activity)：
I don’t know about number of faculty and students, methods used in research activity.
Comments about the workshops and seminars I attended：
Limoges-NIT Joint Summer School
I think that this was meaningful seminar for our collaboration research.
My Ambitions：
My ambition is to develop my research with professor Maitre’s research group.
Advice and suggestions for young researchers who will go to exchange universities：
Because we need to use English in discussion, you should study English certainly.
Because there are many differences of culture, you should be good to know about
culture of country you visit.
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
名

前

濱口

竜太

所

属

物質専攻

1年

派遣先

国立セラミックス工科大学(ENSCI)，Limoges (SPCTS)

研究テーマ

Limoges-NIT Joint Summer School での発表及び研究室訪問

派遣期間

2010 年 9 月 7 日～2010 年 9 月 12 日（6 日間）

本学側指導教員

福田

派遣先側指導教員

Eric Champion 教授

功一郎 教授

具体的な研究内容：
＜目的：実用的意義、問題点を含めて＞
海外でプレゼン発表を行い、また海外の研究者の発表を聞くことにより、英語でのプレ
ゼン発表の技能や英語でのコミュニケーション能力の向上を目的とした。
また、以前より国立セラミックス工科大学(ENSCI)と自身の所属する福田研究室とで共
同研究を行ってきたイオン伝導体の成果を発表して、意見交換を行うことにより不足して
いる実験やこれからの共同研究の方針について相互理解を深めることは非常に重要である
と考えられる。
さらに、ENSCI 内の研究施設を見学し、その研究環境を知ることは大変有意義であり、
今後の共同研究の参考とすることを目的とした。
＜実験結果：簡単に＞
Limoges-NIT Joint Summer School では本学から 6 名、Limoges 側から 7 名の計 13 名が発
表した。発表は電子およびイオン伝導体やガラスなど様々な材料について行われた。
自身も以前から Limoges 大学と行ってきた共同研究についての発表を行い、質問および
アドバイスを頂いた。
また、発表の後には ENSCI 内を案内していただいた。残念ながら ENSCI はまだ整備の
途中であったため一部の実験器具や装置しか見ることができなかったが、詳しく説明をし
ていただいたおかげでどのような施設になるのかは理解することができた。
ENSCI はセラミックスの研究の拠点となる大学である。そのため、その規模は大きく、
充実した実験装置を持つところであった。
＜成果：特にどこがオリジナリティなのかも分かるように記入して下さい。＞
今回発表した実験結果を ENSCI 側の得意とする計算によるシミュレーションで裏付ける
実験を行ってくれることとなった。
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派遣先研究室に関して（担当教授・構成人数・研究活動スタイル）：
ENSCI 内はまだ一部が完成しておらず、実験装置などもまだ全て揃っていなかったため
研究風景や研究スタイルを直接見ることはできなかった。
参加したワークショップ・セミナー等について：
NIT 6 名、Limoges 7 名でプレゼン発表を行った。
今後の抱負：
・英語でのプレゼン発表技術の向上。
・今回の派遣による意見交換で得られた成果を今後の研究に生かす。
今後派遣される研究者へのアドバイス・メッセージ：
・自ら積極的に派遣先の方たちに話しかけコミュニケーションを取ってください。
・プレゼン発表では間違いを恐れず大きな声で堂々と発表してください。

写真１. Limoges の方々との集合写真

写真２. Limoges-NIT Joint Summer School で
写真３. ENSCI の外観
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の様子

Returnee’s Report
Name

Ryuta Hamaguchi

Status

Masters year 1

Name of Exchange
University

University of Limoges, ENSCI

Research Theme

Laboratory visit and presentation in Limoges-NIT Joint Summer
School

Duration

9.7.2010 – 9.12.2010 (6 days)

NITECH Faculty
Advisor

Professor Koichiro Fukuda

Exchange University Professor Eric Champion
Faculty Advisor
Research Theme in detail：
<Goal>
I intended to make a presentation in English. I aimed at improving English
communication skills and presentation skills in English.
I talked about the ion conductor, which were obtained by the collaboration between
Limoges group and our group. And they gave me advice about it.
I visited ENSCI research facilities.
<Result>
We make a presentation in Limoges-NIT Joint Summer School. There were 6 members
from NIT and 7 members from Limoges.
I talked about the ion conductor, which were obtained by the collaboration between
Limoges group and our group. And they gave me advice about it.
I visited ENSCI research facilities. Tour of research facilities is helpful for future
collaboration.
<Achievement>
They have promised me that support my research result by simulation.
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About the laboratory I was sent to (number of faculty and students, methods used in
research activity)：
・ENSCI has not been completed. So I can’t see the research style and research
landscape.
Comments about the workshops and seminars I attended：
・We make a presentation in Limoges-NIT Joint Summer School. There were 6 members
fron NIT and 7 members from Limoges.
My Ambitions：
・Improved presentation techniques in English.
・I utilize advice obtained by Limoges-NIT Joint Summer School for future research.
Advice and suggestions for young researchers who will go to exchange universities：
・Please talk to them activity.
・In the presentation, please announce proudly to announce in a loud voice without fear
of mistakes.

Fig１. Limoges and NIT group photo

Fig２. Limoges-NIT Joint Summer School
Fig３. ENSCI appearance

178

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
名

前

須原

稔貴

所

属

未来材料創成工学専攻

博士前期課程 1 年

派遣先

Limoges(SPCTS), ENSCI

研究テーマ

セラミックス ITP サマースクールでの発表及び研究室訪問

派遣期間

2010 年 9 月 7 日～2010 年 9 月 12 日（6 日間）

本学側指導教員

早川

派遣先側指導教員

Phillipe Thomas 先生, Jean Rene Duclere 先生

知克

准教授

具体的な研究内容：
＜目的：実用的意義、問題点を含めて＞
英語での研究発表を行うこと、また、海外の研究者のプレゼンテーションを聞き、それ
について議論を行うことで、国際学会を目指した実践的な経験を養うことを目的とした。
ENSCI の研究者の方のセラミックス材料に関する考え方・見識を知ることで、自らの研
究をより深いものにすることは大変有意義であると考え本海外研修に参加した。また、
Limoges(SPCTS)及び ENSCI の研究室を訪問することで、研究の促進に有益な環境につい
て学び深めることを目的とした。
＜実験結果・成果＞
セミナーでは、本学から教員 2 名、学生 4 名が発表を行った。発表内容はセラミックス・
ガラスを中心としたものだったが、イオン伝導・圧電体・蛍光体と多岐にわたるものであ
った。ENSCI の研究者の方のプレゼンテーションは研究背景(Introduction)から結論
(Conclusions)までの流れがはっきりしていて、非常に分かりやすいものであった。多くの
実験機器を用いた様々な実験データをプレゼンテーションに取り入れることで、考察を深
めていた。
研究室訪問では SPCTS の Phillipe Thomas 先生の研究室及び SPCTS の研究設備を見学
させていただいた。見学に際し、研究室は一人当たりのスペースが名工大と比べて広く快
適に研究生活を送ることができるように思えた。実験機器の種類・数も多く、それらを使
いこなすことで自らの研究を深めることができるように思えた。
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派遣先研究室に関して（担当教授・構成人数・研究活動スタイル）：
担当教官：Phillipe Thomas 先生, Jean Rene Duclere 先生
構成人数：教官 2 名、博士課程 7 名
研究活動スタイル：TeO2 をベースとした新規セラミックス材料に関して、活発に議論を行
い精力的に研究活動に取り組む姿勢を見ることができた。
参加したワークショップ・セミナー等について：
本学から教員 2 名、学生 4 名が発表を行った。
今後の抱負：
・海外研究者と英語を用いて議論を行えるよう英語学習に取り組む。
・様々な実験機器を自らの研究に取り入れる。
今後派遣される研究者へのアドバイス・メッセージ：
・英語での研究発表は時間をかけてしっかり準備して下さい。
・海外の研究者の方と研究以外の事でも良いので積極的にコミニーションを取って下さい。

写真 1・セラミックス ITP サマースクール参

写真 2・セラミックス ITP サマースクール食事

加者の集合写真

会の写真

写真 3・Limoges 大学新校舎での写真
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Returnee’s Report
Name

Toshiki Suhara

Status

Masters year 1

Name of Exchange
University

Limoges(SPCTS), ENSCI

Research Theme

The presentation in Limoges-NIT Joint Summer School and
visiting the laboratory in Limoges(SPCTS) and ENSCI

Duration

9.7.2010 – 9.12.2010 (6 days)

NITECH Faculty
Advisor

Associate Prof. Tomakatsu Hayakawa

Exchange University Phillipe Thomas, Jean Rene Duclere
Faculty Advisor
Research Theme in detail：
<Goal>
The goal is doing the presentation in English. Also, it is that the training for academic
conference is acquired by listening to the presentation of researcher in ENSCI and
discussing. I joined this seminar because I thought that getting knowledge and ideas
from the presentation of researcher in ENSCI make my research fruitful. In addition, I
thought that visiting the laboratory in ENSCI is very important to make the environment
of my laboratory in NIT better.
<Result and Achievement>
Two associate professor and four students in NIT made the presentation. The contents
of presentations were mainly ceramics and glass. In particular, the ionic conduction,
piezoelectric ceramics and fluorescent materials were very interesting. The presentation
of the researcher in ENSCI was easy to understand because the course of story from
introduction to conclusion was made clearly. Also, the many experimental results gotten
from various labwares made the presentation better. I visited the laboratory of Phillipe
Thomas and observed many labwares in SPCTS. The laboratory was very suitable
because the place per one person is larger than NIT’s. Moreover, there were many
labwares and many kinds of that. I thought that they would have made my research
more interesting if I had been able to use them.
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About the laboratory I was sent to (number of faculty and students, methods used in
research activity)：
Number of faculty and students: Two teachers and seven Ph.D students
Methods used in research activity: They were researching the novel ceramic based TeO2.
They were discussing their researches each other very hard.
Comments about the workshops and seminars I attended：
Two associate professor and four students in NIT made the presentation.
My Ambitions：
I try to study English for discussing with oversea researchers.
I try to use various labwares for my research.
Advice and suggestions for young researchers who will go to exchange universities：
Please prepare the English presentation very hard.
Please discuss researches with oversea researchers.

182

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

西峯

貴之

所属専攻・学科

未来材料創成工学専攻

学年

博士前期課程 1 年

指導教員名

柴田

派遣先

Rouen 大学

派遣先指導教員名

Dr. Dominique Cahard

派遣国・地域

France・Rouen

派遣期間

2010 年 10 月 3 日～2010 年 10 月 31 日（29 日間）

哲男 教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
今回私はグリーンケミストリーの観点から，容易に回収ができ，繰り
返し用いることが可能な不斉触媒の開発を行うこととした。すなわ
ち，ゼオライトやメソポーラスシリカなどの多孔質材料に種々の不斉

Recycle

触媒を組み込み，その表面で不斉反応を行う。反応終了後はセラミッ
クス触媒を濾取した後，繰り返し反応に利用する。これにより触媒が
再利用可能となれば，環境負荷の小さい有機反応の開発が可能とな
る。そこで不斉トリフルオロメチル化において有用であったシンコナ
アルカロイドや，有用な有機触媒であるプロリンなど，種々のセラミ

セラミック触媒

ックス触媒ライブラリーを構築し，多岐にわたるスクリーニングを行
うこととした。
＜達成した成果・今後の抱負＞

toluene, reflux

O
O Si
O

SH

Cinchona alkaloids
AIBN, CHCl3

MCM-41

SH

(MeO)3Si

MCM-41

MCM-41

OH
OH
OH

O
O Si
O

S

N

Scheme 1 Preparation of ceramics supported catalysts

本コンセプトで用いることにした多孔質材料であるメソポーラスシリカには，その形や孔の大き
さにさまざまな種類が存在し，いずれも容易に購入可能である。今回私は，同様のコンセプトで
非常に良い結果を与えている MCM-41 と呼ばれるメソポーラスシリカを触媒坦持の材料とするこ
ととした。MCM-41 の組成式は SiO2・nH2O であるが，その表面はケイ酸末端が Si=O ではなく
Si(OH)2 となるように処理されている。私はまずその表面に有機触媒との橋渡しとなるリンカー
部を付加させることとした。さらにそのリンカーに対し，種々のシンコナアルカロイドをラジカ
ル的に付加させ，ソックスレー抽出法により精製した後，減圧下で乾燥させ，目的のセラミック
ス触媒を得た(Scheme 1)。続いて得られた本触媒を，我々が開発したトリフルオロメチルビルデ
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ィングブロックに用い，反応のスクリーニングを行った。大きな不斉収率の向上は見られなかっ
たが，エナンチオ選択性を発現していることから，今回合成したセラミックス触媒は確かに反応
に関与していることが分かった。また回収した本触媒を再び同条件で用いた場合も同程度の不斉
収率であったことから，再利用も可能であることが分かった。今後はさらに反応の精査を行い，
不斉収率の向上を目指す予定である。そして本触媒をより高度な反応へと応用し，医薬品などの
生理活性物質の環境に優しい不斉合成法の開発を目指していきたい。

フランスで一カ月間研究を行った実験室です。

フランス出発の朝，ルーアン駅で撮った写真で
す。中央が一カ月お世話になったドミニクカハ
ード博士です。
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本反応用の原料を合成しているところです。

Returnee’s Report
Name

Takayuki Nishimine

Department

Department of Frontier Materials

Grade

Master Course 1st year

NITECH Advisor

Prof. Norio Shibata

Exchange University

Rouen University

Exchange University

Dr. Dominique Cahard

Advisor
Country, City

France, Rouen

Duration

10.3.2010 – 10.31.2010 (29 days)
Program Report

<Program Contents>
I planned to develop the asymmetric catalyst that can be used
repeatedly from the viewpoint of green chemistry. The most
commonly used environment-friendly catalysts are built into
porous materials such as zeolites and mesoporous silica. In
these catalytic systems, the starting materials are reacted on
the surface. After the reaction was finished, the filtrated
catalyst can be used again. I planned to construct various
ceramics supported catalyst libraries like the proline, cinchona
alkaloids etc., which were widely used in asymmetric
trifluoromethylation reaction.
<Achievements/Ambitions>
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O
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O
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MCM-41
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(MeO)3Si

MCM-41

MCM-41

OH
OH
OH

Recycle

O
O Si
O

S

N

Scheme 1 Preparation of ceramics supported catalysts

Porous materials have various kinds of the shape and the size of the hole. Almost all of them are
commercial available. I decided to use the mesoporous silica called MCM-41 this time, because
it has already given the great result of a similar concept catalyst. The composition formula of
MCM-41 is SiO2･nH2O. The surface is processed so that the silicic acid end may become not
Si=O but Si(OH)2. First of all, I added the linker part to MCM-41. In addition, various cinchona
alkaloids were added to MCM-41 through the linker. After filtration, the solid was subjected to
soxhelt extraction and dried under vacuum, the target ceramics supported catalyst was obtained
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(Scheme 1). Next, the synthesized catalyst was used for various trifluoromethyl building-block
reaction such as enantioselective enamine–trifluoropyruvate condensation–cyclization reaction.
Though the improvement of enantioselectivity was not seen, the ceramics catalyst certainly
takes part in the reaction. We were able to confirm the appearance of enantioselectivity.
Moreover, the recycled catalyst showed the same enantioselectivity when this collected catalyst
was used again under the same condition. In the future, I want to establish a expeditious and
environment-friendly procedure for the preparation of novel trifluoromethylated bioactive
compounds by this concept.

Laboratory in Rouen.

It is a photograph taken at Rouen Station in
the morning of the France departure. The
center is Dr. Dominique Cahard.
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Preparation of substrate for this study.

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

下川

洋平

所属専攻・学科

未来材料創成工学専攻・環境調和セラミックス工学分野

学年

修士１年

指導教員名

岩本

派遣先

ダルムシュタット工科大学

派遣先指導教員名

Prof. Dr. Ralf Riedel

派遣国・地域

ドイツ・ダルムシュタット

派遣期間

2010 年 10 月 4 日～2010 年 11 月 13 日（40 日間）

雄二

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞研究テーマ：ポリマープレカーサーからのオキシカーバイド系セラミックナノコン
ポジットの合成と耐熱性の評価・解析
ポリマープレカーサーからのセラミックス合成の権威である Prof. Dr. Ralf Riedel の下、合成法
を学び合成された試料の特性評価を行った。近年、ポリマープレカーサーから合成されたセラミ
ックス高温構造材料の研究が行われており、その一つとしてシリコンオキシカーバイト（SiOC）
系セラミックスが知られている。しかし、1000℃以上でアモルファス SiOxCy 単相からアモルファ
スシリカ（SiO2）とフリー炭素（C）へ相分離する。さらに高温（1300℃以上）においてアモル
ファスシリカと炭素が反応し多結晶シリコンカーバイド（SiC）を生成するともに、一酸化炭素
（CO）ガスが発生する。一方、近年の研究により、Si-O-C 構造内に添加元素を組み込むことに
よって高温安定性と結晶化耐性の改善が示されている。さらに、クリープなどの高温特性が Si-O-C
マトリックス内に添加元素を組み込むことによって改善されることが予想される。そこで、今回
の研修では高温における新規 SiOC 系セラミックスコンポジットの分解、結晶化状態を調査した。
＜達成した成果・今後の抱負＞
ポリマープレカーサーからのオキシカーバイド系セラミックナノコンポジット材料を合成し、
高温特性の評価を X-ray diffraction（XRD）、Scanning electron microscopy（SEM）、体積収縮、
質量損失、元素分析を用いて行った。1300℃から 1700℃においてアニール実験を行った。作製さ
れた試料は 1300℃において依然アモルファス状態であり、耐熱性の向上が確認できた。本研究で
得られた結果は高温におけるポリマープレカーサーからの SiOC 系セラミックナノコンポジット
材料の大きな有用性を示した。今回の研修通じて、従来にない新規な合成プロセスを学び、特異
な SiOC 系材料を扱うことで、より広範なセラミック材料に関する知識と材料科学を取得して行
きたいと考えました。今後は、得られた経験によって資質を高めるとともに、体験して学んだ研
究アプローチを、自身の研究対象としている材料系に応用してゆきたい。
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１．研究室のある建物の様子

３．お世話になったポスドクとドクターの方と
一緒に撮った写真
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２．実験の様子

Returnee’s Report
Name

Yohei Shimokawa

Department

Frontier materials, Environmental Ceramic materials

Grade

Master 1

NITECH Advisor

Prof. Dr. Yuji Iwamoto

Exchange University

Technische Universität Darmstadt

Exchange University

Prof. Dr. Ralf Riedel

Advisor
Country, City

Germany, Darmstadt

Duration

10.4.2010 – 11.13.2010 (40 days)
Program Report

<Program Contents>
Research Topic: Synthesis and Evaluation of High-Temperature Behavior of Polymer-Derived
SiOC-Based Ceramic Nanocomposites.
I learned synthesis and characterization methods for novel polymer-derived silicon
oxycarbide (SiOC)-based materials. The characterization has been performed on the
synthesized samples in terms of the “high-temperature-stability”. Annealing of the
polymer-derived SiOC ceramics at temperatures exceeding 1000 °C shows the phase
separation of the single amorphous SiOC into amorphous SiO2 and “free carbon.”
Subsequently, the amorphous silica reacts with carbon at higher temperatures (>1300°C) to
form polycrystalline silicon carbide and gaseous CO. Incorporation of additional hetero
elements into the amorphous Si-O-C system has been shown in some cases to improve the
thermal stability and the crystallization resistance. Furthermore, high-temperature properties,
namely oxidation and creep resistance, are expected to be improved by the incorporation of
the additional hetero elements to the Si-O-C matrix.
In this research work, novel polymer-derived SiOC/BSAS (BSAS = barium strontium
aluminum silicate) oxide ceramic nanocomposites have been synthesized and investigated
with respect to thermal decomposition and crystallization behavior.
<Achievements/Ambitions>
The high temperature behavior of the prepared polymer-derived SiOC-based materials
was studied with respect to phase evolution (detected by the X-ray diffraction (XRD)),
microstructure development (observed by the scanning electron microscopy (SEM)), volume
shrinkage, mass loss and elemental analysis. Annealing experiments at temperatures from
1300° to 1700°C have been performed. The 1300°C-annealed sample was found to be X-ray
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amorphous, which revealed that the incorporation of the additional hetero elements into the
SiOC matrix investigated in this study remarkably increase the thermal stability of the
amorphous SiOC matrix. Further study of the microstructure development, and chemical
composition as well as the shrinkage and mass loss will be continuously investigated by Mr.
Inata under the guidance of Dr. Emanuel Ionescu and his colleagues. The results obtained in
this study exhibited the enormous potential of the polymer-derived SiOC-based
nanocomposites for high-temperature application.
During my stay at TU-Darmstadt, I had a chance to learn novel ceramic materials of the
unique ternary SiOC system which I have never learned before. All the experiences in this
research work encouraged me to start further study of various ceramic-based materials. In
addition, the experimental methods and techniques I learned in this study are found to be quite
useful for developing phosphor materials which I am currently studying at Nagoya Institute of
Technology, and I hope to improve the luminescent properties near future.
Finally, I would like to acknowledge to all the organizing members and support stuff of
the ITP at Nagoya Institute of Technology for giving me such an excellent opportunity to stay
at TU-Darmstadt, Germany.
I would like to express my sincere gratitude to Prof. Dr. Ralf Riedel and Dr. Emanuel
Ionescu for their kind guidance, helpful discussions and advices throughout this research work
at TU-Darmstadt, Germany.

１．The building with laboratory.
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２．Experiment in the laboratory.

３．The photograph taken with indebted PhD
students.
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

稲田

悠平

所属専攻・学科

未来材料創成工学専攻

学年

M1

指導教員名

岩本

派遣先

ダルムシュタット工科大学

派遣先指導教員名

Prof. Dr. Ralf Riedel

派遣国・地域

ドイツ・ダルムシュタット

派遣期間

2010 年 11 月 2 日～2010 年 12 月 12 日（40 日間）

雄二 教授

研

修

報

告

＜研修内容＞研究テーマ：ポリマープレカーサーからのオキシカーバイド系セラミックナノコン
ポジットの合成と希土類元素の添加効果の評価、解析
ポリマープレカーサーからのセラミックス合成の権威である Prof. Dr. Ralf Riedel の下、合成法
を学び合成された試料の特性評価を行った。近年、セラミックス材料をポリマープレカーサーを
利用して合成する研究が盛んに行われており、その中の一つに高温構造材料としてオキシカーバ
イド（SiOC）系セラミックス材料がある。この SiOC 系セラミックスを母材として様々な元素を
添加することにより、その高温特性、耐酸化性やクリープを防止するなどの効果が期待できる。
また、添加元素として希土類元素を選択することにより、磁気特性や光学特性などの機能を持た
せることが可能となる。本研究では、ポリマープレカーサーを利用して SiOC 系セラミックス材
料に希土類元素を添加して作製し、その添加効果を評価、解析することを目的とした。
＜達成した成果・今後の抱負＞
ポリマープレカーサーを利用し、希土類元素添加 SiOC セラミックス材料を作製した。そして
得られた試料を X 線回折（XRD）、走査型電子顕微鏡（SEM）、元素分析を行い、さらに重量損失
を見ることにより高温特性を調査した。また、希土類元素の添加による機能の付加を調査するた
めに磁気特性を測定した。得られた結果から、希土類元素の添加によって高温特性に変化が見ら
れるほか、磁気特性にも特異な結果が見られた。
今回の派遣を通じて、今まで自分が触れたことのない材料や合成法を、違った環境の中で扱えた
ことが自分にとって大きな経験となった。その経験を自身の今後の研究に活かしていきたい。ま
た、議論の活発さなど研究室として見習うべき部分は数多くあったので、自身の派遣先でのそれ
らの体験を周りに伝え、所属している研究室がより良くなるように尽力していきたい。
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写真１

お世話になった研究員（Dr. Mirabbos

Hojamberdiev）との写真

写真３
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研究室のメンバーとの交流の様子

写真２

作製中のサンプル

Returnee’s Report
Name

Yuhei Inata

Department

Frontier materials, Environmental Ceramic materials

Grade

Master 1

NITECH Advisor

Prof. Dr. Yuji Iwamoto

Exchange University

Technische Universität Darmstadt

Exchange University

Prof. Dr. Ralf Riedel

Advisor
Country, City

Germany, Darmstadt

Duration

11.2.2010 – 12.12.2010 (40 days)
Program Report

<Program Contents>
Research Topic: Synthesis and Evaluation of Rare Earth Cation-Doped Polymer-Derived
SiOC-Based Ceramic Nanocomposites.
Polymer-derived ceramics have been studied for many kinds of materials systems. One of
them, the polymer-derived silicon oxycarbide-based materials (SiOC) have been investigated
for high temperature resistant ceramic materials. Incorporation of additional elements into the
Si-O-C system has been shown to improve the properties of high temperature resistance such
as thermal stability and the crystallization resistance. Furthermore, doping rare earth (RE)
elements to SiOC matrix can be expected to provide the additional properties such as optical,
electrical, and magnetic properties. In this research work, RE-doped SiOC ceramic materials
were synthesized from the polymer-precursors and analyzed the effect of the dopant RE
element.
<Achievements/Ambitions>
RE doped SiOC ceramic materials was successfully synthesized by the polymer-precursor
method. The ceramic materials were analyzed by X-ray diffraction (XRD), scanning electron
microscope (SEM), elemental analysis, and the mass loss. Furthermore, the magnetic
properties were analyzed by superconducting quantum interference device (SQUID) to study
the effect of doping RE element. The results indicate that dopant RE element could enhance
the high temperature stability of the SiOC ceramic materials and bring unique magnetic
properties.
This is precious experience for me. I would like to apply this experience to my future
works. Additionally, I will pass on this experience to my colleagues and it will have a good
effect on my colleagues of ICRE.
Finally, I would like to express my sincere gratitude to Prof. Dr. Ralf Riedel and Dr. Emanuel
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Ionesce and other Riedel’s research group members for their kind help to my research works
at TU-Darmstadt.

Fig. 1 The picture taken with Dr. Mirabbos
Hojamberdiev.

Fig. 3 I had a great time with group members.
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Fig. 2 The precursor of my sample

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

西山

昂志

所属専攻・学科

情報工学専攻

学年

修士２年

指導教員名

中村

派遣先

ESIGELEC

派遣先指導教員名

Cecilia Brunel

派遣国・地域

フランス

派遣期間

2010 年 8 月 31 日～2010 年 9 月 30 日（31 日間）

剛士

准教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
情報技術とフランス語の研修を受けた。情報工学の研修では、データベース管理システムとメ
タヒューリスティクス技術に関する講義を受けた後、それぞれの講義についてプロジェクトワー
クを行った。
メタヒューリスティクス技術のクラスでは、N クイーン、ナップサック問題、巡回セールスマ
ン問題という膨大な計算量を要する問題に対し、効率的に解を探索するプログラムを作成し、英
語によるプレゼンテーションを行った。
データベース管理システムのクラスでは、美術ギャラリーのデータベースを構築することを想
定したプロジェクトを行った。まとめとして UML によるモデリングと SQL によるデータベース
操作に関して英語による発表を行った。
＜達成した成果・今後の抱負＞
授業で学んだ内容をプロジェクトワークを通じて実際にデザインすることで、講義に関する理
解が深まった。またグループによるプロジェクトワークを通じ、メンバーと議論しながらプロジ
ェクトを進行させることの重要性を再認識した。
今後は、今回の研修で学んだメタヒューリスティクスやデータベースを研究室で活かしていき
たいと考えている。またプロジェクトを通して学んだ議論の重要性を意識し、ゼミや発表会など
で積極的に発言し議論していきたい。
この留学を通じて、もっと外国語によるコミュニケーション能力を磨く必要があると実感した。
授業でも日常生活でも英語あるいはフランス語による対応が求められ、戸惑うことが多くあった。
今後は外国語の勉強を重視し、国際的な研究や仕事に役立てたいと考えている。

197

ESIGELEC 学長と朝食会
留学生で開催されたパーティ

メタヒューリスティクスプロジェクト発表
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Returnee’s Report
Name

Takashi Nishiyama

Department

Computer Science and Engineering

Grade

2nd of master degree

NITECH Advisor

Tsuyoshi Nakamura

Exchange University

ESIGELEC

Exchange University

Cecilia Brunel

Advisor
Country, City

Rouen, France

Duration

8.31.2010 – 9.30.2010 (31 days)
Program Report

<Program Contents>
We had programs about information technology and French. We learnt the
database management system and meta-heuristics technique as information
technology class. After the lectures were finished, we did project work for each
class
We programmed and made presentation about computational difficulty problems
like N Queen problem, knapsack problem, traveling salesman problem in
meta-heuristics class
We designed database of an art gallery as database project. We made
presentation with SQL demonstration about the art gallery database system
<Achievements/Ambitions>
I could understand the contents of lectures through projects. I recognized that
discussion in groups is important through project works
Now, I would like to use knowledge of meta-heuristics and database in my
laboratory. I would like to discuss actively in seminar and academic conference
In addition, I think I must study to communicate in foreign language. Because I
was often confused when I needed to reply in English or French
In future, I study hard foreign languages, and I would like to research and work
globally.
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Breakfast with ESIGELEC president
Party with foreign students

Presentation of our project
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

福田

敏則

所属専攻・学科

創成シミュレーション工学専攻

学年

2

指導教員名

李 晃伸

派遣先

ESIGELEC

派遣先指導教員名

Cecilia Brunel

派遣国・地域

フランス・ルーアン

派遣期間

2010 年 8 月 31 日～2010 年 9 月 30 日（31 日間）

准教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
本研修では、
（１）メタヒューリスティクスアルゴリズムを用いた計算困難な問題の解法、
（２）
SQL に基づくデータベースの設計、の 2 つについて学んだ。（１）では、メタヒューリスティク
スアルゴリズムについての講義を受けた後、そのアルゴリズムに基づくプログラムを作成し、実
験および発表を行った。
（２）では実例と演習を交えながら、SQL 文やデータベースの設計方法について講義を受けた。
その後、プロジェクトとして、ある架空の会社における現状とニーズについて与えられ、そのニ
ーズを満たすようなシステムのデータベースを設計した。
＜達成した成果・今後の抱負＞
メタヒューリスティクスアルゴリズムでは、巡回セールスマン問題においてシミュレーテッド
アニーリングを適用し、その有効性を確認した。今後、研究等において問題を解く際、メタヒュ
ーリスティクスアルゴリズムを選択肢の一つとしたい。
SQL に基づくデータベースの設計では、データを柔軟に扱えることを学んだ。卒業研究時に構
築したシステムではプログラムが複雑化してしまったが、SQL を用いることでプログラムを単純
化し、システム全体のメンテナンス性を向上させられると感じた。そのため、今後はそのシステ
ムにおいて SQL の導入を検討したい。
1 ヶ月間の滞在を通じて、英語への抵抗が少なくなったと感じた。英語の発音にはあまり自信が
なかったが、思った以上に意思の疎通ができた。その一方で、思ったことがなかなか英語で出て
こないこともあり、今後は日常的に英語に触れる習慣が必要だと感じた。
留学生との交流や、街の見学などを通じて、日本やフランスの長所や短所、特徴などを認識す
ることができた。大学院の卒業後は、世界における文化の違いや日本の強みなどを念頭に置いて
製品の設計・開発に関わり、世界に通用する製品を生み出していきたいと考えている。
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フランス語の授業

留学生交流パーティの様子
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実験結果についてのプレゼンテーション

Returnee’s Report
Name

Toshinori Fukuta

Department

Department of Scientific and Engineering Simulation

Grade

2

NITECH Advisor

Associate Prof. Akinobu Lee

Exchange University

ESIGELEC

Exchange University

Cecilia Brunel

Advisor
Country, City

France, Rouen

Duration

8.31.2010 – 9.30.2010 (31 days)
Program Report

<Program Contents>
In this program, I studied about (i) Solving problem using meta-heuristics algorithm, (ii)
Designing database based on SQL. About (i), I studied meta-heuristics algorithm in lecture. Next,
I made the program based on that algorithm. And we made the experiment and made the
presentation of the result.
About (ii), I studied SQL queries and method of designing database based on SQL through
examples and exercises. After that, we were given problems and needs in imaginary company.
And we designed the database of system that met the needs.
<Achievements/Ambitions>
About meta-heuristics algorithm, I used simulated annealing algorithm on traveling
salesperson problem and showed a good result. In the future, I will consider meta-heuristics
algorithm when I have to solve a problem.
About designing database based on SQL, we learn that database can process data flexibly. I
will consider using SQL on my system that is developed on my graduation work.
1 month staying reduces my resistance to English. I can talk with English, but I cannot
translate Japanese into English quickly. So, in the future, I will need to make it a rule to have
exposure to English on a routine basis.
Through international exchange, I recognized good/bad points of Japan/France. After
graduation, taking advantage of difference between Japan and the other countries, I want to
design and develop products that are used globally.
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French class

Party of international students
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Presentation of experiments and results

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

堀田

賢司朗

所属専攻・学科

創成シミュレーション工学専攻

学年

博士前期課程２年

指導教員名

岩田

派遣先

ESIGELEC

派遣先指導教員名

Ms. Cecilia BRUNEL

派遣国・地域

Rouen・France

派遣期間

2010 年 8 月 31 日～2010 年 9 月 30 日（31 日間）

彰

研

修

報

告

＜研修内容＞
今回の研修は情報工学に関する内容とフランス文化・社会に関する内容から構成される．
情報工学に関する研修としては，メタヒューリスティックスとデータベースについて学んだ．
単なる座学に終わらず，最終的にプロジェクト形式のグループワークを実施し，各グループが成
果をまとめ発表することで，より実用的な知識・技術として身につける事が出来た．学年，専門
の研究内容，能力も異なるメンバーにより構成されたチームで，定められた期間内でプログラミ
ングやデータベースの設計を行い，成果をまとめて発表するという，通常の日本の研究室の活動
では味わうことのできない新鮮な体験をすることができ，自身の長所や短所を改めて認識する良
い機会にもなった．
一方で情報工学の研修以外にも，フランス語学習を行い，現地学生との交流や会社見学，歴史
的・文化的価値のある名所・美術館の見学などを体験した．街には英語が通じない人も少なくな
く，講義で身につけたフランス語のフレーズや単語を用いて積極的にコミュニケーションを取っ
た．また，通常の旅行ではなかなか実現が難しいであろうフランス企業（SNECMA，Renault，
Nuclear Plant）の見学という非常に刺激的な体験をすることが出来た．
＜達成した成果・今後の抱負＞
今回の研修では単なる座学だけではなく，グループワークやプレゼンテーションを行う事で，
より実用的な知識や技術を身につける事が出来た．また，交流や企業訪問等を通じて，文化の違
いや考え方の違い，あるいは逆に日本と似ている部分なども多く感じ取ることが出来た．
今回の研修により自身の視野を広げることができたと確信している． それは今回の留学が，情
報工学の研修に加え，フランス語学習，企業訪問といった様々なコンテンツにより構成されたも
のであり，多角的に文化の違いを感じることができたからだと思う．今後は，世界に目を広げる
とともにより長期的な視点を持って研究に邁進し，研究者・技術者として成長いきたい．また，
海外の方と積極的に交流する機会をつくっていきたいと考えている．
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図 1

プレゼンテーション風景

メタヒューリスティックスのグループワーク
の結果を発表するプレゼンテーション．

図 3

エトルタ観光

印象派の作品でも有名なエトルタを訪問した
時の写真．
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図 2

プロジェクト終了後の集合写真

データベースのプロジェクト終了後の集合写真．

Returnee’s Report
Name

Kenshiro Hotta

Department

Scientific and Engineering Simulation

Grade

Second Grade in Masters Course

NITECH Advisor

Akira Iwata

Exchange University

ESIGELEC

Exchange University
Advisor

Ms. Cecilia BRUNEL

Country, City

Rouen, France

Duration

8.31.2010 – 9.30.2010 (31 days)
Program Report

<Program Contents>
This program consists of information technology part and French cultural part.
In information technology part, I learned about database and meta-heuristics. I acquire
practical and useful knowledge by group work and final presentation. I enjoyed my group
work team consisting of members who have different ability, grade, and specialty. It is the
good opportunity to look back on my life.
On the other hand, in French cultural part, I learned French and I aggressively tried to
communicate with French in daily life. And I visited companies, museum and valuable
historical place with French people. Especially, I was very excited at company tours because I
rarely, if ever, visit the company in foreign country.
<Achievements/Ambitions>
I acquired very practical and useful knowledge, not only by the simple classroom lecture but
also group work, final presentation, company tours, and so on. I feel differences between
Japan and France, and I learn about each other’s strengths and weaknesses.
I am sure that this program broadens my horizons because it consisted of many kinds of
valuable contents. This program was the excellent way for me to learn an international
perspective.
In the future, I want to have a international and wide perspective to proceed with my research
and I want to be an excellent engineer. If there is a suitable occasion, I aggressively tried to
interact with another country people.
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Presentation of meta-heuristics

Visit to Étretat
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Group photo with database project member

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

田原

透

所属専攻・学科

情報工学専攻

学年

1

指導教員名

伊藤

派遣先

ESIGELEC

派遣先指導教員名

Brunel Cecilia, Etienne Morgane

派遣国・地域

France・Rouen

派遣期間

2010 年 8 月 31 日～2010 年 9 月 30 日（31 日間）

嘉浩

准教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
大学における講義として，メタヒューリスティクス，データベースにおけるモデリングとクエ
リ，フランス語，フランスの歴史や現在の情勢などについて学んだ．メタヒューリスティクスの
講義では，ローカルサーチや焼きなまし法，遺伝的アルゴリズムなどの代表的な探索アルゴリズ
ムを学習し，プログラミング演習にてそれらを実装した．データベースにおけるモデリングとク
エリでは，リレーショナルデータベースを操作するための手段として SQL を学習し，中規模向け
のデータベースである SQLite を用いて指定された仕様条件を満たすデータベースを構築した．こ
れらの講義では，それぞれ 3 人でグループを作り作業を進め，各グループが講義のまとめとして
プレゼンテーションを行った．フランス語の講義では， フランス語のあいさつを始めとする基本
的な会話や，単語を約 200 語学習した．フランスの歴史や現在の情勢についての講義では，フラ
ンスの戦争あるいは植民地の歴史や，酪農などの一次産業から自動車などの二次産業，市民の生
活模様，フランスが抱える社会問題などについて，日本との比較を交えながら議論した．最後に，
ESIGELEC のサーバルームを見学し，ESIGELEC のネットワーク構成などを教えてもらった．
大学での講義以外に，ルーアン，ジヴェルニー，オンフルール，エトルタ，モン・サン・ミシ
ェル，パリへの視察，SNECMA 社見学，Renault 社が所有する工場（ライン）見学，EDF 社の
原子力発電所の見学を行った．また，ESIGELEC に在籍する留学生との会食を行い，英語による
コミュニケーションをはかった．会食は 4 時間程度だった．
＜達成した成果・今後の抱負＞
これらの研修内容を通じて得られた一番の成果は，英語を聞くこと，喋ることに抵抗が無くなっ
たことである．すべての講義と視察地での説明を 1 ヶ月間受けることで耳が自然と慣れたり，コ
ミュニケーション手段を英語にしか頼れなかったことが原因だったと考えられる．大学で受けた
講義に関して，メタヒューリスティクスでは遺伝的アルゴリズムを用いてナップザック問題を解
ベースの基本的なオペレーションが身につき，
データベースの設計から実装までの過程を経験すき，その性能についての議論ができた．データ
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ベースのモデリングとクエリについては，データることができた．今後は，英語に関するカリキ
ュラムなどにより一層積極的に参加していきたいと考えている．

2. ESIGELEC

1. Rouen

3. Arc de Triomphe
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Returnee’s Report
Name

Toru Tahara

Department

Computer Science and Engineering

Grade

1

NITECH Advisor

Associate Prof. Yoshihiro Ito

Exchange University

ESIGELEC

Exchange University

Brunel Cecilia, Etienne Morgane

Advisor
Country, City

France, Rouen

Duration

8.31.2010 – 9.30.2010 (31 days)
Program Report

<Program Contents>
We were enrolled 4 classes in ESIGELEC, Meta-heuristics, Database Modeling
and Query, Language as French and Introduction to France. In Meta-heuristics,
We learned typical searching algorithms, Local-search, Simulated Annealing and
Generic Algorithm. Then, We solved a problem (I could choose one from Knapsack
problem, N-queens Problem and Traveling Salesman Problem) with these
algorithms. In Database Modeling and Query, We learned SQL as typical
operation of relational database and create a database with SQLite which is a
software for middle scale database. These classes separated us into 3 groups and
we worked at each group. At last of these classes, each group showed their
presentation. In Language as French, We learn French, greetings, number (un,
deux, trois, quatre, cinq, ...), fundamental conversation and so on. In Introduction
to France, We discussed about the history of France, especially the coronial period,
a primary industry, the life style in France, several social problems and so on.
Finally, we allowed to see the server room of ESIGELEC. The staff explained
network configuration to us.
We visited many places, Rouen, Giverny, Honfleur, Etretat, Mont Saint-Michel,
Paris as sightseeing. We also visited SNECMA, Renault and EDF to study by
observation. We participated the party with foreign students in ESIGELEC and
talked over in English about 4 hours.
<Achievements/Ambitions>
The most important thing I obtained is that I came not to hesitate speaking or
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listening English because all of classes and explanations at visited places is in
English, I could use only English and it continued 1 month. There are many the
achievements at ESIGELEC. In Meta-heuristics, I solved Knapsack problem with
Generic algorithm and discussed its performance. In Database Modeling and
Query, I came to use many operations of SQL and experienced from designing to
implementing database. In my future, I will participate the program or
curriculum positively.

2. ESIGELEC

1. Rouen

3. Arc de Triomphe
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

神田

裕司

所属専攻・学科

情報工学専攻

学年

１年

指導教員名

佐藤

派遣先

ESIGELEC

派遣先指導教員名

Brunel Cecilia

派遣国・地域

フランス

派遣期間

2011 年 9 月 5 日～2011 年 10 月 2 日（28 日間）

淳

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
大学では、メタヒューリスティックとデータベース、フランス語、フランスの文化について講
義を受けた。
メタヒューリスティックの講義では、グループに分かれ N クイーン問題や TSP、ナップサック
問題といった、通常は時間のかかる問題を、メタヒューリスティックを使って高速に解くプログ
ラムを作成し、その内容を英語でプレゼンテーションした。データベースの講義では、同じくグ
ループに分かれ、それぞれのテーマに沿ったデータベースを構築し、英語でプレゼンテーション
を行った。フランス語の講義ではフランスの日常会話や簡単な自己紹介について学び、学生間で
簡単な会話を交わした。また、フランスの文化についてはフランスの特徴から歴史、マナーなど
といった様々な事柄について勉強した。
＜達成した成果・今後の抱負＞
メタヒューリスティックやデータベースなど日本ではあまり学ばなかった分野を学ぶことがで
きた。また講義はプロジェクトワークが中心だったので、日本ではできないような経験ができた。
特にプロジェクトワークにおいては仲間との連携が大事でありコミュニケーションをいかにうま
くとれるかが重要になるかということを実感した。また、講義や日常生活から英語とフランス語
のスキルを向上させることができた。また、現地の学生との交流から日本と外国の文化の違いを
学ぶことができた。
今後は今回の留学の経験を生かしてさらに勉学に励みたいと思った。今回学んだことを今後に
生かせるように、広い視野を持って研究などに励みたい。また、プロジェクトワークを通して仲
間と議論することの大切さを学んだので、これからのゼミなどでは積極的に発言をして他人と意
見を交わしていきたい。また、今回の留学で自分の英語スキルが不足していることを感じたので、
今後は英語の勉強もしてより国際的な人間になる必要があると感じた。
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ESIGELEC の先生方との記念撮影

Etretat での風景（ESIGELEC の学生とともに）

214

授業風景

Returnee’s Report
Name

Yuji

KANDA

Department

Computer Science and Engineering

Grade

1

NITECH Advisor

Prof. Jun SATO

Exchange University

ESIGELEC

Exchange University

Brunel Cecilia

Advisor
Country, City

France, Rouen

Duration

9.5.2011 – 10.2.2011 (28 days)
Program Report

<Program Contents>
We were lectured meta-heuristics, database, French, and French culture.
At the lecture of meta-heuristics, we divided into some groups and made a
program to be able to solve quickly the problem which usually takes much time.
And then, we were presentation about our solution. At database, we divided into
some groups and created database about the group’s theme. And then, we were
presentation about our database. At French, we learned about self-introduction
and exchanged easy conversation among students. At French culture, we learned
about French feature, history, manners and so on.
<Achievements/Ambitions>
I could learn meta-heuristics and database which haven’t learnt in Japan. And I
experienced project work. I felt project work is important to communicate with
others. And I raised skill of English and French from lecture and everyday life.
And I learned about difference between Japan and foreign countries to
communicate with ESIGELEC students.
After this program, I want to make efforts to study using this experience. So, I
would like to study with wide view. And I learned important of project work, so I
want to discuss with others in seminar. And I need more English skill, so I have to
study English to become international human.
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Commemoration photography with the
teachers of ESIGELEC

Scenery in Etretat(with ESIGELEC student)
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Lesson scenery

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

鈴木

健太

所属専攻・学科

情報工学専攻

学年

1

指導教員名

佐藤

派遣先

ESIGELEC

派遣先指導教員名

Morgane Etienne，Cecillia Brunel

派遣国・地域

フランス・ルーアン

派遣期間

2011 年 9 月 5 日～2011 年 10 月 2 日（28 日間）

淳

教授，坂上

研

修

文彦

報

助教

告

＜研修内容＞
今回の研修では，情報工学に関する講義とフランス文化に関する講義や視察を行った．
情報工学に関する講義としては，メタヒューリスティクス，データベース管理システムについて
学んだ．メタヒューリスティクスでは，代表的な探索アルゴリズムの講義を受けた後，グループに
分かれて N-クイーン問題，巡回セールスマン問題，ナップサック問題に対して効率的な解を探索す
る演習および発表を行った．データベース管理システムの講義では，UML クラスダイアグラムに
よるデータベースのモデル化や SQL 文によるデータベースの構築・操作方法について学んだ．そ
の後，グループに分かれて，ある架空会社の要望を満たすようなデータベースを設計・構築し，発
表を行った．
フランス文化に関する講義では，フランス語の学習やフランスの歴史や産業，マナーなどを学ん
だ．フランス語の講義では，基本的なあいさつや自己紹介，数字の数え方などを学習した．現地学
生との交流として，有名な観光地(ルーアン，オンフルール，エトルタ，モン・サン・ミシェル)へ
行った．また，フランス企業(SNECMA，RENAULT，National Institute of Bakery)の見学とい
う貴重な体験をすることができた．
＜達成した成果・今後の抱負＞
英語に対して苦手意識を持っていたが，今回の研修を通して１ヶ月間英語でしかコミュニケー
ションが取れなかったことにより，自然と英語に対する抵抗がなくなった．講義では，実際にグ
ループによる演習・発表を行うことができたので，講義に対するより深い理解を得ることができ
た．また，グループワークを通してメンバーとの協調性の大切さや，自分の長所や短所を改めて
認識することができた．他にも，フランスの歴史やマナー，交流などを通して，日本との文化や
考え方の違い，似ているところなどを感じ取ることができ，自身の視野を広げることができた．
今後は，今回の留学経験を生かし，物事を多面的に捉える視点を持って研究に取り組みたいと
考えている．
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先生方との親睦会

SNECMA の博物館
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プロジェクタ終了後の集合写真

Returnee’s Report
Name

Suzuki Kenta

Department

Computer Science and Engineering

Grade

1

NITECH Advisor

Prof. Sato Jun, Associate Prof. Sakaue Fumihiko

Exchange University

ESIGELEC

Exchange University
Advisor

Morgane Etienne
Cecillia Brunel

Country, City

France, Rouen

Duration

9.5.2011 – 10.2.2011 (28 days)
Program Report

<Program Contents>
In this training, I took lectures about information engineering and French
culture. I also did sightseeing and visiting.
As the lecture about information engineering, I learned about meta-heuristics
and database management system. In meta-heuristics, I firstly learned the typical
search algorithms. After the lesson, I did exercise and presentation about
searching for an efficient solution to N-Queen problem, a traveling salesman
problem, and a knapsack problem. In database management, I learned modeling
of the database by UML class diagram. I also learned construction and operation
method of the database by SQL. After the lecture, I designed and built a database
which satisfies a certain company's request.
At the lecture about the France culture, I learned about French, history, industry,
manners and so on. I learned how to say number, fundamental greeting,
self-introduction and so on in French. And then, I can visit the famous tourist
resort with ESIGELEC student. I can also visit French companies.
<Achievements/Ambitions>
I had weak consciousness to English. However, I got that the resistance to
English was lost by communicating only in English for a month. At the lecture, I
could acquire deeper knowledge because I could do actually the exercise and the
presentation by a group. Moreover, I could recognize the importance of
cooperativeness and my strength and weakness through group work. In addition, I
could understand the cultural differences and similarities between Japan and
France through this training, and I could extend the own viewpoint.
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From now on, I would like to tackle research with the viewpoint which catches
things from many sides.

A social gathering party with teachers

Visiting SNECMA museum
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The photograph after the end of a project

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

野場

啓吾

所属専攻・学科

情報工学専攻

学年

1年

指導教員名

佐藤

派遣先

ESIGELEC

派遣先指導教員名

Ms Morgane ETIENNE, Ms Cecilia BRUNEL

派遣国・地域

フランス・ルーアン

派遣期間

2011 年 9 月 5 日～2011 年 10 月 2 日（28 日間）

淳

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
4 週間にわたって情報工学に関する講義とフランス語やフランス文化に関する講義を受けてき
ました。情報工学の講義内容は、メタヒューリスティックとデータベースでした。メタヒューリ
スティックの講義では、一通り説明を受けた後、3 つのグループに分かれ、それぞれの班に与えら
れ課題を解き、最後にプレゼンテーションを行いました。データベースでは、4 つのグループに分
かれ、それぞれの班に与えられたテーマにそってデータベースを定義し、UML ダイアグラムを作
成し、実際に動作確認を行う演習をしました。データベースの講義の最後にもプロジェクトに関
するプレゼンテーションを行いました。
＜達成した成果・今後の抱負＞
メタヒューリスティックの講義では、課題として TSP 問題が与えられ、Ant colony
optimization algorithm を用いて解くプログラムを作成しました。また、専門分野が異なる人か
らなるグループの中で分業し、プログラムを作り、プレゼンテーションをするという経験は非常
に新鮮であり、その中でも作業の振り分けなどグループワークの難しさを実感しました。データ
ベースの講義では、旅行会社におけるデータベースの内容を定義し、定義した内容を基にデータ
ベース辞書、UML クラスダイアグラムの作成を行い、それを基にデータベースを作成し、動作確
認を行いました。この講義では、データベースを定義してから動作させるまでの流れを学ぶこと
ができました。また、情報工学の講義以外にも、フランス語の講義や、フランス文化に関する講
義を受けたり、現地の人たちやフランスの企業の人と話したりでき、日本とは異なる生活習慣や
考え方を直接聞けて、非常によい経験になりました。語学力の問題で会話がつまり、もどかしい
思いをすることがあったため、今後も、現地の人と連絡を取り合ったり、今まで以上に海外の方
との交流会に参加したりし、英語や異文化に触れる機会を持ちたいと思います。
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先生と一緒に

企業訪問（スネクマ）
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証明書とともに

Returnee’s Report
Name

Keigo Noba

Department

Computer Science and Engineering

Grade

M1

NITECH Advisor

Prof. Jun Sato

Exchange University

ESIGELEC

Exchange University

Ms Morgane ETIENNE, Ms Cecilia BRUNEL

Advisor
Country, City

France, Rouen

Duration

9.5.2011 – 10.2.2011 (28 days)
Program Report

<Program Contents>
We had lectures about computer science, French culture, and French language. The
contents of computer science lectures were meta-heuristic and the database. In the course of
meta-heuristics, we first had classroom lecture, then we were divided into three groups to
solve the problems given to each team. At the end of the course we made a presentation. In
the course of database management, we were divided into four groups and defined the
database along with the theme given to each team. Finally, we made a presentation.
<Achievements/Ambitions>
In the course of meta-heuristic, TSP was given as a task. We solved the problem by
using Ant colony optimization algorithm. Groups were made of 2 or 3 people from different
department. I realized the difficulty of solving tasks among them. In the course of the
database, we defined the contents of a database of travel agencies, defined the database
dictionary, and created UML class diagrams to create a database. In this course, we could
learn the work flow to define the database.
In the course of French language and French culture, we have opportunities to talk to
local people and businesses people. I could ask them directly about habits and ways of
thinking, it was a very good experience. I will have more opportunities to talk and extend my
knowledge about cultural difference and language.
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With Professors

Visiting a company (Snecma)
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With certification

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

古橋

雄介

所属専攻・学科

情報工学専攻

学年

1年

指導教員名

佐藤

派遣先

ESIGELEC 大学

派遣先指導教員名

Morgane Etienne, Cecilia Brunel

派遣国・地域

ルーアン・フランス

派遣期間

2011 年 9 月 5 日～2011 年 10 月 2 日（28 日間）

淳

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
情報工学の専門科目として、
「データベースモデリングとクエリ入門」および「メタヒューリス
ティクスによる組み合わせ最適化」の講義を英語で受講しました。また、フランス語入門の講義
と、フランスに関する基礎知識（有名都市、有名企業、観光名所、歴史上有名な人物、フランス
のマナー）などを勉強しました。更に、ルノーやスネクマなどの、フランスの有名企業を見学し
ました。
＜達成した成果・今後の抱負＞
専門科目である 2 科目ではそれぞれ、
「グループワークにより旅行会社の旅行プランや顧客情報
などを登録するデータベースの構築」、「GA と ACO と呼ばれるメタヒューリスティクスによる
NP 困難な TSP 問題の解法」を作成し、英語によるプレゼンテーションでその成果を発表しまし
た。また、フランス語入門の講義で身に着けた挨拶の仕方や、食べ物の名前は日常生活の中でも
非常に用いる機会が多く、フランスの人たちとコミュニケーションを取る上で非常に有効でした。
更に、今回 ESIGELEC でお世話をして頂いたスタッフの方や学生に頼んで、研究室の見学と学
生間の交流会（食事会）を実現することができました
今回の留学は私にとってとても有意義で、チャンスがあれば再度、海外留学したいと考えており
ます。大学での研究や就職活動、修士号の取得との兼ね合いもありますのでなかなか時間をとる
ことは難しいかもしれませんが、是非もう一度留学して、外国語運用能力の向上だけではなく、
国内では得られない外国の文化や価値観などの多くを学びとりたいです。また逆に、日本に滞在
する留学生とももっとコミュニケーションをとりたいと考えております。今回の留学プログラム
で私たちが有意義な滞在ができたのは、現地のスタッフの方や学生のサポートによるところが以
上に大きかったです。日本ではまだフランスほど留学生は多くないと感じますが、それ故に私が
彼らにできるサポートはしてあげたいと考えております。また、今回のように自分の専攻とは違
う分野の勉強をすることもエンジニアとしての視野を広くもつという点で重要であると思いま
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す。自分の専攻分野にだけ固執するのではなく、柔軟に、意欲的に他分野の知識や、異国の文化
を学びとって生きいと考えております。

メタヒューリスティクス・データベースモデリ

プログラム終了認定証を受け取った後の記念

ング&クエリの最終プレゼンテーション後の記

撮影。左はお世話をしていただいた ESIELEC

念撮影。留学メンバー全員と中央左が Dr.

のスタッフの MORGANE さん。

DERRIEN、その右が Dr.ROUECHE。

ESIGELEC の学生たちと派遣最終日のディナー

226

Returnee’s Report
Name

Yusuke Furuhashi

Department

Computer Science and Engineering

Grade

First grade

NITECH Advisor

Jun Sato

Exchange University

ESIGELEC

Exchange University

Morgane Etienne, Cecilia Brunel

Advisor
Country, City

France, Rouen

Duration

9.5.2011 – 10.2.2011 (28 days)
Program Report

<Program Contents>
In this program, we studied “Introduction to database modeling and query” and
“Meta-heuristics for combinatorial optimization” as special subject. We also
studied “French as a foreign language” and “Introduction to France” such as major
cities, companies, famous places, famous historical personages and manners of
France. Furthermore, we visited the factories of SNECMA and RENAULT,
Etretat, Honfleur, and Mont Saint Michel.
<Achievements/Ambitions>
We constructed the database for imaginary travel agency such as travel plans,
locations and customer information and made solutions to the Travel Salesman
Problem which is NP hard problem with meta-heuristics in 3 or 4 groups and
made presentations in English in both of the special subjects. The way of greeting
and the name of food in French we studied in French classes are useful to
communicate French people and live in France. Furthermore, we asked the staff
and students who took care of us to visit the laboratories of ESIGELEC and have
dinner with them and it would be realized the final day of our visiting.
This overseas education is meaningful for me and I would like to study abroad
again. I want to learn not only the foreign language but also the culture, concept of
values and way of thinking of them. Thanks to the support of the staffs in
NITECH, the staffs and students in ESIGELEC, I could spend a good time in this
program. Therefore, when foreign student come to study in my laboratory or
NITECH, I will support them as much as possible. Furthermore, I try to study the
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different subject from my department which is electric engineering and widen my
view as an engineer like this program. I think it is important that learn the
knowledge in different field and the foreign culture flexibly.
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

石原

康隆

所属専攻・学科

未来材料創成工学専攻

学年

一年次

指導教員名

岩本

派遣先

エルランゲンニュルンベルグ大学(UEN)

派遣国・地域

ドイツ・エルランゲン

派遣期間

2011 年 11 月 23 日～2011 年 11 月 27 日（5 日間）

雄二

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
今回の研修では UEN を訪問し、名古屋工業大学と UEN との合同で行われたセミナーに参加い
たしました。セミナーは 2 日間開催され、そのうち 1 日目は学生によるポスターセッション、2
日目は教授方によるオーラルセッションが行われました。私は 1 日目のポスターセッションに参
加させていただきました。初めての英語によるポスターセッションでしたが、UEN の教授の方々
や学生たちを相手に自分の研究について議論を交わすことができました。議論の際には自分の研
究について説明し、質問に答えるとともに、時にはこのような測定をさらにしてはどうかとアド
バイスをいただくこともあり、また逆に現地の学生の発表を聞いた際には、自分から積極的に質
問をしていくなどセッションに積極的に参加し、活発な議論を行うことができました。
また夕食時には、現地の学生の方々と同じ食卓を囲む機会があり、現地の文化や研究生活の様
子を教えていただくなど、英語でのコミュニケーションを図り、交流を深めました
＜達成した成果・今後の抱負＞
今回は初めての英語でのポスターセッションとなりましたが、UEN の教授・学生の方々と積極
的に議論を行うことができました。私の研究に興味を持ち、ポスターを見に来てくださった方々
に積極的に話しかけ、自分の研究について説明するとともに、質問に対して答えることで、自分
の研究について改めて見つめ直し、より研究を深める機会を得ることができました。また一対一
での、英語での受け答えを行うことができたという経験は、自分の英語に対する自信となりまし
た。
今後は議論の中でいただいたアドバイスや意見について検討し、自分の研究をより良いものと
していくとともに、より深い議論をすることができるよう、より一層英語の学習に力を入れてい
きたいともいます。
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ショートプレゼンテーション

セミナー終了後
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ポスター発表

Returnee’s Report
Name

Yasutaka Ishihara

Department

Department of frontier materials

Grade

Master 1

NITECH Advisor

Yuji Iwamoto

Exchange University

Erlangen-Nurnberg University(UEN)

Country, City

Germany, Erlangen

Duration

11.23.2011 – 11.27.2011 (5 days)
Program Report

<Program Contents>
I visited UEN for the second FAU-NITech seminar in Erlangen. That seminar was held two
days. On the first day of seminar, the poster session by the UEN and NITech students was
conducted. And on the second day, the oral session was conducted. I joined the poster session
in this seminar. It was a first poster session in English for me but I could explain my research
to the professors and students of UEN and could discuss with them. And when students of
UEN explained their research to me, I could positively ask some question. I could conduct
lively discussion with them.
At lunch and dinner, we talked with UEN students. We talked with them about researches,
local lifestyle, local culture and so on. I could enjoy talking and deepen exchanges with them.
<Achievements/Ambitions>
It was my first poster session but I could actively discuss with UEN`s professors and
students. I could explain about my research to people who were interested in my research. It
was good opportunity to think more about my research. And I could get confidence in English
through this experience.
In the future, I want to consider about advice or opinion we discussed in the session, and to
make my research better. At the same time, I practice my English skill and I want to be able to
conduct more fruitful discussion than it at this time with them.
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The short presentation

After the seminar
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The poster session

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

川合

瑛

所属専攻・学科

未来材料創成工学専攻

学年

1年

指導教員名

岩本

派遣先

エルランゲンニュルンベルグ大学(UEN)

派遣国・地域

ドイツ・エルランゲン

派遣期間

2011 年 11 月 23 日～2011 年 11 月 27 日（5 日間）

雄二

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
セミナー初日は、派遣された学生、現地学生合わせて 16 人でのショートプレゼンテーションを
行った。この時、一人当たり 5 分間の発表時間が与えられ、ポスターセッションで発表予定の内
容をそれぞれ簡潔に紹介した。現地学生たちとの交流を兼ねたランチ休憩の後、場所を移動し、
75 分間のポスターセッションが行われた。午後からは、ニュルンベルク市内の視察、現地学生と
交流を深める機会が与えられた。
二日目は、名工大、エルランゲン大学の両教員によるプレゼンテーションが行われた後、前日
のポスターセッションでの優秀発表の表彰が行われた。セミナー初日と同様にランチ休憩の後に、
エルランゲン市内の視察、現地特産品工場の見学、交流会が行われた。
＜達成した成果・今後の抱負＞
初めての国外移動、ポスター、英語プレゼンと初めてづくしの派遣となりましたが、非常に多
くの収穫があったように思います。特に英語での発表は、今後の研究活動において実り多いもの
となりました。今回の派遣が決定してから約半年間、英会話に通うなどして英語での発表能力を
向上させるため日々努力してきましたが、今振り返ると今回の発表の機会を頂かなければ、おそ
らくこのような活動をすることはなかったと思います。セミナー発表当日は、とても緊張してし
まい 100 点満点の出来とはいきませんでしたが、日々の努力の甲斐あってか、無事プレゼン、ポ
スター発表共に終えることができました。さらにポスターセッションでの優秀発表に選んで頂き
とてもうれしかったです。発表以外にも、日頃接することのない他分野の先生方との議論も非常
に有意義な時間となりました。今後は、今回の派遣で得た課題と自信を基にしてより一層の英語
力向上に努め、国外での発表の機会などへ積極的に参加していきたいと思います。
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プレゼン発表での様子

ポスター賞をいただきました。
（左；岩本先生）
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ポスターセッション

Returnee’s Report
Name

KAWAI

AKIRA

Department

Frontier Materials

Grade

Master 1

NITECH Advisor

Professor IWAMOTO

Exchange University

Erlangen Nuremberg University (UEN)

Country, City

Germany, Erlangen

Duration

11.23.2011 – 11.27.2011 (5 days)

YUJI

Program Report
<Program Contents>
On the first day of seminar, a short presentation was conducted by 16 German and
Japanese students. The students introduced contents about their poster briefly
within 5minutes. After the coffee break, a poster session was held for 75 minutes
in other room. In the afternoon, we inspected the Erlangen city, and the
networking event with German student was held.
On the second day, the presentation was conducted by the teachers in Erlangen
and NITech. After that, an awards ceremony at poster session was held.
<Achievements/Ambitions>
Although this dispatch had experiences, which is first poster session and
presentation in English oversea, I could get a lot of precious benefits. Especially,
the English presentation provided fruitful experience for my research activity.
After this dispatch was decided, I had studied English to improve my English
speaking skill for half year. I think that if I had not received this opportunity, I
would not have make efforts like this. In the seminar day, thank to everyday
efforts, I could finish with both poster session and presentation safely. In addition,
I was very happy to receiving poster award. Other than the presentation, the
discussion with other field teachers became fruitful times. After this, based on the
confidence and challenge obtained at this dispatch, I’d like to try to improve my
English skill and participate international conference aggressively.
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

北山

卓

所属専攻・学科

未来材料創成工学専攻

学年

博士前期課程 1 年

指導教員名

柴田

派遣先

エルランゲン-ニュルンベルグ大学

派遣国・地域

ドイツ・エルランゲン

派遣期間

2011 年 11 月 23 日～2011 年 11 月 27 日（5 日間）

哲男

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
本学の拡大発展に向けての海外パートナー機関の視察ということで，3 泊 4 日という短期間研修
派遣ではあったが，充実したものであった。研修内容は，本学の協定校であるエルランゲン-ニュ
ルンベルグ大学において，自分の研究に関するショートプレゼンテーション，及びポスターセッ
ションを英語で行い，共同研究に関するプレゼンテーションを伺うこと，また異文化理解を目的
とした観光等である。ショートプレゼンテーションではセラミックスであるシリカゲル上でサリ
ドマイド及びフルオロサリドマイドが自己不均一化現象を起こすという報告をした。日本人の学
生は台本通りといった印象を受けたが，派遣先の学生は活き活きとしたプレゼンテーションを行
っており，わずか 5 分といった短時間の間に人を引き付けていた。ポスターセッションでは一方
通行ではないディスカッションを 90 分間十分に行った。
休憩時間だけでなく，昼食と夕食，視察は派遣先の先生また学生と共に行動することとなり，
そこでは研究だけではなく，ドイツの文化やライフスタイルなど様々な話をし，大変勉強になっ
た。
＜達成した成果・今後の抱負＞
今回の海外派遣に参加したことで，日本とドイツの大学との相違点や特徴を認識することがで
きた。外国語でのコミュニケーションを行うには自分の意思を的確に表現できる能力が重要であ
るということを，滞在の数日間を通して痛感させられた。派遣先での研究やディスカッションを
充実したものにするためには，科学知識について，自分の研究している分野だけではなく幅広い
分野の知識を身に付けることが必須であることを実感した。
今後の抱負として，外国語の勉強と共に，自分の研究を発展，或いは他分野と連携をさせるた
めに広範な知識をつけていきたいと考える。
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ドイツの街並み

拡大 ITP のメンバー

ドイツの伝統料理
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Returnee’s Report
Name

Takashi Kitayama

Department

Frontier Materials

Grade

M1

NITECH Advisor

Prof. Norio Shibata

Exchange University

Friedrich-Alexander Universitat Erlangen-Nurnberg

Country, City

Germany, Erlangen

Duration

11.23.2011 – 11.27.2011 (5 days)
Program Report

<Program Contents>
We went to Friedrich-Alexander Universitat Nurnberg in Germany, partner
institution to inspect the study and training. The dispatch was substantial
although term was short. We took a short presentation and poster session about
my research in English. I reported that the self-disproportionation of thalidomide
and fluoroyhalidomide occurs on mesoporous silica-gel. The other contents were
listening to the latest research cooperation presentations and sightseeing to
understand another culture. I got the impression that presentations Japanese
students took were just along manuscript, but that a presentation one student
took was so vivid and attractive despite of limited term. In our poster session, we
used full of time and discussed research contents in not one side.
In the lunch, super and sightseeing, we talked with foreign students about many
things such as working, life style, the country’s culture and so on.
<Achievements/Ambitions>
By participation of the study and traning, I recognized the points of difference and
characteristic of Japan and Germany.
Throughout this short dispatch, expression skills are important to do
communication in English. When we study abroad, I think it is necessary to
acquire knowledge of variety field not only our field of study. I think our study and
discussion would be really meaningful
I will study English much harder and acquire widely knowledge in order to
develop my research and work with other field of study.
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street of Germany

Member of ITP

Traditional food
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

服部

隆志

所属専攻・学科

物質工学専攻

学年

博士前期課程 1 年

指導教員名

五味

派遣先

Universität Erlangen-Nürnberg (UEN)

派遣国・地域

ドイツ・エルランゲン

派遣期間

2011 年 11 月 23 日～2011 年 11 月 27 日（5 日間）

学

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
二日間に分けて開催された UEN-NITech 合同セミナーにて、日本での研究内容に関する英語ショ
ートスピーチ及びポスター発表を行い、UEN での研究内容に関する口頭発表を聴講しました。ま
た、エルランゲン及びニュルンベルグの市内視察を行ないました。
＜達成した成果・今後の抱負＞
私は今回の派遣を通じて、次の二つのことを強く感じることができました。一つ目は、正確に伝
えることの重要性です。UEN に在籍する方のスピーチには抑揚やジェスチャーが交えられ、聴講
者に正確にわかりやすく伝えようという姿勢を感じました。特に、今回のように言語が違う両者
が考えを共有するためには非常に重要な手段だと感じました。一方、私のスピーチは暗記した英
語をはき出すだけのもので、伝えることを無視しており、今後は正確に伝えるために発表すると
いうことを常に意識したいと感じました。二つ目は、私は研究者であることを再認識しました。
UEN 学生の方と会話をした際に、当然のことかもしれませんが、何の研究をしているのかと最初
に尋ねられました。そこで私は学生ではあるが研究者であることを強く感じさせられました。ま
た、外国の方に限ったことではありませんが、研究内容を伝えるためには研究背景を含め、研究
対象をもっと大きくとらえなくては伝えられないと感じました。
達成した成果は、現地の方に自分から話しかけることができたことと自分の研究を今の英語能力
内ではありますが説明できたことだと思います。そして、今回の派遣でやるべきことが数多く見
つけることもできました。今後は、幅広い知識を得て、共通言語である英語能力を向上させ、研
究に携わる人々をはじめ、どんな人にでも自分の研究内容を正確に伝えられるように努めていき
たいと考えています。また、できる限り感じ取って来たことを言葉と行動で研究室に伝えていき
たいです。
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Pic.1. 初めての英語ポスター発表は伝えるこ

Pic.2. 発表が終わった後は、やはりホッとしま

との難しさを知りました。

した。

Pic.3. 市内視察ではビール工場も見学しまし
た。ドイツは街中にビール工場がありました。
ビールの国ドイツを肌で感じることができま
した。
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Returnee’s Report
Name

Takashi Hattori

Department

Material Science

Grade

Master course 1 grade

NITECH Advisor

Prof. Manabu Gomi

Exchange University

Universität Erlangen-Nürnberg (UEN)

Country, City

Germany, Erlangen

Duration

11.23.2011 – 11.27.2011 (5 days)
Program Report

<Program Contents>
FAU-NITech Seminar convened for two days. We made a short presentation and
poster about our research work in NIT and listened to presentation which are
researched in UEN. And, we made a visitation at Erlangen-Nürnberg.
<Achievements/Ambitions>
I could feel strongly two following things through this dispatch. First, I got it’s an
importance to tell accurately. UEN members made presentation with gesture,
modulation and rhythm. Therefore, their presentations were easy to understand
for not related people. I think it’s especially a good mean to make common
understandings among the people who use other languages. On the other hand,
my presentation was only to say the script I get by heart and not mind whether it’s
plane or not. I attempt to make a presentation which is easy to understand and
accurate from now. Second, I realized again that I am a researcher. When I talked
with a UEN student, he asked me first thing what do I research about. I felt I was
not only a student but also researcher from that conversation.
It’s my achievements that I could talk to local people and introduce my research as
far as I could. And, I could find many things I should do. From now on, I attempt
to step up my English skill, get broad-based knowledge and I want to be able to
introduce my research to everyone including who concerns research accurately.
I’m going to tell my lab member what I could feel, as far as I can.
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Pic.1. The first time of English poster

Pic.2. All the same, I felt relieved after our

presentation told me that it’s difficult to tell

presentation.

to someone.

Pic.3.

We looked on

beer

factory

too.

Germany has it on the street. I could feel how
important beer is for the German.
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

西原

教真

所属専攻・学科

未来材料創成工学専攻

学年

博士前期過程１年

指導教員名

岩本

派遣先

エルランゲン－ニュルンベルグ大学

派遣国・地域

ドイツ・エルランゲン

派遣期間

2011 年 11 月 23 日～2011 年 11 月 27 日（5 日間）

雄二 教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
ドイツのエルランゲン－ニュルンベルグ大学を訪問し、二日間合同セミナーを行いました。一日
目の午前は自分の研究内容についての英語でのショートスピーチおよびポスター発表を行い、二
日目の午前は口頭発表者の研究について拝聴しました。この二日間とも合同セミナーが終わって
からは市内視察をしました。
英語でのショートスピーチおよびポスター発表については、自分の研究の背景、原理、目的を主
にショートスピーチで紹介し、ポスター発表では実験方法と装置、そして得られた結果を中心に
紹介し、質問に答えていきました。

＜達成した成果・今後の抱負＞
今回の合同セミナーによって達成した成果としては、英語でのショートスピーチがうまくできた
こと、そしてポスター発表での質問に現在の自分の英語能力での答え、相手に理解してもらうこ
とができたことです。しかし、ポスター発表のときの質問は自分とは異なる研究分野の人が多か
ったためか、研究背景についてのみ聞かれる場合がほとんどで、結果や考察について深く聞かれ
ることはありませんでした。ですので、もっと自分の研究について興味を抱いてもらうようにわ
かりやすく説明、表現しなければならないということと、積極的に自分から意見を求めていかな
ければならないということを非常に痛感しました。
今回のこれらのことを大いに反省し、次のフランスのリモージュ大学派遣に活かしたいと思いま
す。
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写真 1.

ショートスピーチを行っているとき

の写真

写真 2. ポスター発表前の写真

写真 3.
合写真
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一緒に研修に行ったメンバーとの集

Returnee’s Report
Name

Norimasa Nishihara

Department

Department of Frontier Materials

Grade

Master course in the1st grade

NITECH Advisor

Prof. Yuji Iwamoto

Exchange University

University of Erlangen-Nuremberg

Country, City

Germany, Erlangen

Duration

11.23.2011 – 11.27.2011 (5 days)
Program Report

<Program Contents>
I visited the university of Erlangen-Nuremberg, and participated in UEN-seminar for two
days. On the morning of the first day, I made a short speech and poster presentation about my
research in English. On the morning of the second day, I listened to the research of verbal
presenter. On the afternoon of the first and second day, I went over the city of ErlangenNuremberg.
In my short speech and poster presentation, I mainly talked about the introduction of my
research in the short speech, and explained about the results of my research in the poster
presentation.

<Achievements/Ambitions>
My achievements by participation in this UEN-seminar were that I could successfully make a
short speech and answered the questions in my poster presentation. However, I was asked
about only introduction of my research and not asked about results so much. Therefore, I
really felt that I have to explain and represent my research clearly. Furthermore, I thought that
I have need to aggressively seek the opinions of someone about my research.
I reflect deeply on my short speech and poster presentation in this UEN-seminar, and I want to
make use of this experience for exchange of the university of Limoges.
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Pic. 1. This is a picture of my short speech.

Pic. 2.

This is a picture before my poster

presentation..

Pic. 3. This is a group photo with members
of ITP.
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

瀧

翔太

所属専攻・学科

情報工学専攻

学年

博士前期課程 1 年

指導教員名

佐藤

派遣先

カターニア大学

派遣先指導教員名

Sebastiano Battiato

派遣国・地域

イタリア・カターニア

派遣期間

2012 年 7 月 14 日～2012 年 7 月 22 日（9 日間）

淳

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
派遣先では、サマースクールに参加しコンピュータビジョンにおける認識、識別、再構成のレ
クチャーを受けた。1 日 6 時間程度のプレゼンテーションによるレクチャーがあり、それぞれ世
界中の著名な先生が行った。また、参加者によるポスターセッションが 2 日間あり、その時間が
多くとられていて、コンピュータビジョンの様々な分野の発表を聞いたり質問したりすることが
できた。世界の様々な大学の学生や研究者との交流する時間がたくさん設けられており、大いに
コミュニケーションをとることができた。最後には、各レクチャーに対するテストが行われ、レ
クチャーの理解度についてテストされた。
1 日目は 2 つのレクチャーがあった。1 つ目はカメラにおける色のセンシングについてのレクチ
ャーで、コンピュータビジョンにおいて重要な色はどのようにして表現されているのかを示した。
2 つ目は人間の空間と時間と形状の変化に対する注意力についてのレクチャーで、人間が見て注意
力が働くのはどのような場合かを数式により表現した。
2 日目のレクチャーは 3 つあった。1 つ目は視覚認識における課題についてのレクチャーで、様々
なアプローチによる画像認識の手法やその課題を示した。2 つ目は様々な物体が存在する画像にお
ける人間探索についてのレクチャーで、実環境において人間探索がどれほど難しいかを示し、そ
の改善策を説明した。3 つ目はクラス分けによる識別についてのレクチャーで、最新の手法につい
て説明した。
3 日目のレクチャーは 3 つあった。1 つ目は単一カメラによるビデオデータから非剛体物体の明
確な３次元復元をする手法についてのレクチャーで、形状が変化するような物体の３次元復元の
難しさを示し、その解決手法を説明した。２つ目は、形状分析における距離と拡散の幾何につい
てのレクチャーで、姿勢の異なる物体がもつ不変量を距離と拡散から求める手法について説明し
た。３つ目は、リアルタイムで行う SLAM についてのレクチャーで、単眼カメラの運動による３
次元復元の手法である SLAM について説明し、そのデモを公開した。
４日目のレクチャーは４つあった。１つ目は、顔認識についてのレクチャーで、２次元ではな
く３次元の顔形状を用いることによって得られるメリットとその課題や手法を説明した。２つ目
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は、コンピュータビジョンにおけるゲーム理論についてのレクチャーで、数理分野からコンピュ
ータビジョンへのアプローチ方法を説明した。３つ目は、医用画像の再構成やセグメンテーショ
ンについてのレクチャーで、画像におけるスパース性を利用することにより、MRI などの撮影回
数を減らすことができるアプローチを説明した。４つ目は、医用画像のレジストレーションにつ
いてのレクチャーで、非剛体な変形がされたとき剛体な変形と同じようにレジストレーションが
行えるようなアプローチとその手法について説明した。
５日目のレクチャーは２つあった。１つ目は、コンピュータビジョンにおける特徴量学習につ
いてのレクチャーで、画像の特徴を学習によってより良く得るにはどのような手法が必要になる
のかを説明した。２つ目は、凸最適化のよるスパース構造の再構成についてのレクチャーで、ス
パース性について説明し、それを利用した応用例をいくつか紹介した。

＜達成した成果・今後の抱負＞
レクチャーやポスターセッションを聞くことで、コンピュータビジョンの視野を広げたり、最
新の分野についての勉強をしたりでき、今行っている研究がどのような位置づけにあるかを知る
ことができた。また、いろいろな研究に触れることによって自分の研究に活かせるような内容を
見つけることができた。ポスターセッションにおいて積極的に質問し、それぞれの研究に対する
理解を深めることができた。また、交流の時間が多く取られていたため、海外の人との交流する
ことができ英語によるコミュニケーション能力を向上させることができた。サマースクール全体
を通して、海外の同世代の学生のモチベーションの強さを知ることができ、自身のモチベーショ
ンの向上にも繋がった。１週間を通し、研修前に比べて英語に対する抵抗が少なくなったと感じ
ることができた。
今後の抱負としては、いろいろな分野に自分の研究に関連する内容があることが分かったので、
今後は先入観に頼らず、分野の異なる論文にも積極的に目を通し自分の専門に捕らわれないよう
な研究をしていきたい。また、今回では英語力がないために不利になるような場面が多く見られ、
言いたいことを表現することができないことがあったので、まだ英語によるコミュニケーション
能力が十分ではないことが分かった。次回に向けて、不利になるようなことがないように英語に
よる会話の練習をしていきたい。特に専門分野における語彙などは意味が分からないものが多か
ったので勉強し、積極的に自分の意見や質問を相手に伝えられるようにしたい。今回のサマース
クールで、海外にも同じような学生や研究者がたくさんいることを実感したので、国内だけでは
なく、海外にも目を向けて研究や勉強をしていきたい。
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ICVSS2012 開会式前の様子

ポスターセッション会場の様子

講義中の様子
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Returnee’s Report
Name

Shota Taki

Department

Computer Science and Engineering

Grade

Master 1st

NITECH Advisor

Prof. Jun Sato

Exchange University

Catania University

Exchange University

Sebastiano Battiato

Advisor
Country, City

Italy, Catania

Duration

7.14.2012 – 7.22.2012 (9 days)
Program Report

<Program Contents>
In client place, I participated in summer school, and took lectures for computer vision in
recognition, registration and reconstruction. There were lectures 6 hours per day, and each
lecture were given by notable persons. And there were poster sessions which were given by
participants for two days. Because that time was so long, I could learn about many computer
vision fields of study and ask some questions. This summer school provided us the time to
communicate with students and researchers coming from all over the world. Therefore, I could
communicate with them much. Last, there was an exam for lectures in this summer school,
and I was examined whether I understand lectures.
The first day, there were two lectures. The first lecture was about color sensing in the
camera, and it showed how colors are expressed. The second lecture was about human
awareness for space, time and shape, and it explained cases in equation when human
awareness occurred.
The second day, there were three lectures. The first lecture was about challenges for vision
recognition, and it showed some methods and challenges for image recognition in many
approaches. The second lecture was about human searching for exist some objects, and it
showed difficulty for human recognition in practical environment and explained approach for
remedy. The third lecture was about recognition for classification, and it explained the latest
method.
The third day, there were three lectures. The first lecture was about the method accurate
reconstructing non-rigid objects by video data in monocular camera, and it showed difficulty
for reconstructing transforming objects, and explained its solutions. The second lecture was
about metric and diffusion geometry for shape analysis, and it explained the method which is
to find invariable from objects which are different transformations using metric and diffusion
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geometry. The third lecture was about SLAM on real-time, and it explained SLAM which is
technique of the three-dimensional reconstruction by the motion of monocular camera, and
showed SLAM demos.
The fourth day, there were four lectures. The first lecture was about faces recognition, and it
explained the method, that there are some advantages in the three-dimensional face
recognition comparing with two-dimensional and challenges for this method. The second
lecture was about game theory for computer vision, and it explained the method to apply game
theory to computer vision from mathematically. The third lecture was about reconstructing
and segmentation for medical image, and it was explained using sparse which is the property
of images, can reduce the number of capturing times like MRI. The fourth lecture was about
registration for medical image, and it explained the method which can do registration for
non-rigid transformation.
The fifth day, there were two lectures. The first lecture was about learning characteristic in
computer vision, and it explained how methods required getting better characteristics of
image. The second lecture was about reconstructing sparsely components by means of convex
optimization, and it explained the characteristics of the sparsely components, and showed
some applications using sparsely components.
<Achievements/Ambitions>
I enlarged the field of vision of computer vision by hearing a lecture and a poster session,
and I did the study about the latest field, and it was possible, and the study that just went was
able to know what kind of position was dated it. In addition, I found the contents which I
could make use of in one's study by mentioning various studies. I asked participants a question
in a poster session positively and deepened the understanding for each study. In addition,
because a lot of time for interchange with the overseas person was taken, I could interchange,
and I could improve communicative competence by English. Through the whole summer
school, I could know the strength of the motivation of an overseas student of the same
generation and led to improvement of the motivation of my own. Through one week, I was
able to feel that resistance for English became less than before training.
As a future ambition, I want to do the study that I take a look at the different article of the field
positively, because I could notice that there were the contents being related to my field of
study in other fields. In addition, I noticed that communicative competence by English was
not still enough. Because I was disadvantageous by my English skill, there were some scenes
that I could not communicate my purposes to other persons. For the next time, I want to
practice the conversation by English as it does not become disadvantageous. Because there
were many things which do not understand a meaning, I want to study especially specialized
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terminology in the vocabulary, and I want to tell others my opinions and questions. Because I
realized that there are a lot of similar student and researchers at abroad, I pay more attention
abroad. And I am going to more study and do a research.

The situation before beginning ICVSS2012
opening ceremony

The situation of a lecture
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The situation of poster session site

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

高田

翔平

所属専攻・学科

情報工学専攻

学年

1年

指導教員名

佐藤

派遣先

カターニア大学

派遣先指導教員名

Roberto Cipolla

派遣国・地域

イタリア・シチリア島

派遣期間

2012 年 7 月 14 日～2012 年 7 月 22 日（9 日間）

淳

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
本研修ではコンピュータビジョンに関するレクチャー、及びポスターセッションが行われた。レ
クチャーでは世界各国の著名な教授達による講演が行われ、コンピュータビジョンを構成する 3
つの分野である Recognition, Reconstruction, Reorganization のそれぞれに関する研究内容や論
文などが発表された。特に近年 Recognition の分野の発展が大きく見られ、今回のレクチャーに
おいても 3 つの分野のうち発表数が最も多い結果となった。中でも Jan Koenderink 氏はコンピ
ュータビジョンを代表する教授であり、今回オーラルでの発表を聞き、感銘を受けた。自分の研
究分野は Reconstruction であったが、今回のレクチャーを受け、他の研究分野の応用性・実用性
を再認識し、今後自身の研究に活かせるよう努めていく考えを持った。
無論 Reconstruction の研究分野においても最先端の研究成果が発表された。特に、Andrew
Davison 氏の研究は以前に論文を拝見したことがあったものであったが、今回のレクチャーによ
り論文には書かれていなかった細かい仕様や研究成果等を知ることができ、大変有意義なものと
なった。自身の研究している分野であることも相まって、世界のレベルの高さを痛感し、また自
身の研究の発展性を再認識する結果となった。
また、ポスターセッションでは世界各国の大学の研究者たちによる最先端の研究が発表された。
インターネット等で公開されている論文の手法が既に海外では改良・改善されており、個々の研
究において既にメジャーなものとして用いられていることに驚きを隠せなかった。しかし、自分
と同じ研究分野の方々と情報の交換を行うことができ、今後の自身の研究がより発展するであろ
うことを確信した。
＜達成した成果・今後の抱負＞
世界各国の著名な研究者、もしくは教授の講演を受け、論文でしか知ることがなかった知識を研
究者自身の考えを直接聞くことにより、明瞭な知識として身に着けることができた。また、自身
の研究する分野以外の研究に対して深い知識を得ることができ、コンピュータビジョン全体に対
する自分の研究がどのような位置づけにあり、また今後どのように発展させていくかという指標
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を立てることができた。
ポスターセッションでは自分と近しい分野の研究を行っている研究者の方々と積極的に意見交
換を行い、自分の研究している分野における流行や最先端の技術などを知ることができた。また、
これらの意見から自分の研究の抱える問題点を再認識するとともに、今後の改善に対する目途を
たてることができた。
また、初めての海外渡航であったこともあり、世界中の人々との意見交換を行うことによって、
各国の情勢や文化の違い、研究分野の流行の違い、講義、学会に対するモチベーションや姿勢の
違いなど、日本では決して知りえなかった様々な情報を知ることができ、交流を持つことができ
た。
今後は、今回の学会で得た知識をもとに、現在自分の研究が抱えている問題点の改善を努めてい
くことを考えている。また、交流を持つことができた研究者たちと、これからも交流を持ち続け、
意見の交換を行いたいと考えている。

講演の様子１

現地で知り合った ICVSS の参加メンバー
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講演の様子 2

Returnee’s Report
Name

Shohei Takada

Department

Computer Sciense and Engineering

Grade

First grade

NITECH Advisor

Prof. Jun Sato

Exchange University

University of Catania

Exchange University

Roberto Cipolla

Advisor
Country, City

Italy,Scicli

Duration

7.14.2012 – 7.22.2012 (9 days)
Program Report

<Program Contents>
In ICVSS, the lecture and the poster session about computer vision were held.
At the lecture, the lecture by the prominent professors of every country in the
world was performed, and the details of research, a paper, about each of
Recognition, Reconstruction, and Reorganization were announced.
Development of the field of Recognition was seen greatly a result with most
announcements among three fields also in this lecture especially in recent years.
Especially, Mr. Jan Koenderink was a professor representing computer vision, and
he heard the announcement of oral this time, and received impression.
Although its area of research was Reconstruction, this lecture was received, and it
had a new appreciation of the application and the practicality of other areas of
research.
Of course, the latest result of research also in the area of research of
Reconstruction was announced.
Although especially research of Mr. Andrew Davison had seen the paper before, it
could know this fine specification, result of research that were not written to the
paper by the lecture, and became very significant.
That it is the field which is my studying also resulted in keenly realizing the
quality of the level in the world and having conjointly, a new appreciation of the
possibilities of my research.
Moreover, in the poster session, the latest research by the researchers of the
university of every country in the world was presented.
The researches of the paper currently exhibited on the Internet has already been
improved and improved overseas, and surprise was not able to be hidden in
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already being used as a major way in each research.
Then, exchange of information could be performed with people of the same area of
research as itself, and it was sure of what research of future self will develop more.

<Achievements/Ambitions>
The knowledge which received the lecture of the prominent researcher of every
country in the world or the professor who was got to know only in the paper was
able to be put on as clear knowledge by hearing a researcher's own idea directly.
Moreover, the index of how can acquire deep knowledge to the research of those
other than the field which my researching, and what kind of positioning has the
research of it to the whole computer vision, and it makes it develop from now on
was able to be formed.
In the poster session, exchange of opinions was able to be positively performed
with the researchers who are studying the close field witch I research, and
fashion, the new technology, in the field which he is studying were able to be
known.
And, while having a new appreciation of the problem which research of it holds
from his advices, it was able to put in prospective to the future improvement.
Moreover, by performing exchange of opinions with people in the world, since it
was the first foreign country, Motivation, a difference in a posture to the situation
of each country, the difference in culture, the difference in fashion of an area of
research, a lecture, and a society could know various information which could
never be known, and could never be able to have exchange in Japan.
I consider resolving for the problem which my research holding based on
knowledge acquired at this society.
Moreover, I continued having exchange from now on with the researchers who
were able to have relationship, and think that I would like to exchange opinions.
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The view of lecture No1

The view of lecture No2

The ICVSS members who I met such places.
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

各務

友美

所属専攻・学科

情報工学専攻

学年

１年

指導教員名

佐藤

派遣先

カターニア大学

派遣先指導教員名

Roberto Cipolla

派遣国・地域

イタリア・カターニア

派遣期間

2012 年 7 月 14 日～2012 年 7 月 22 日（9 日間）

淳

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
コンピュータビジョン分野において Recognition、Registration、Reconstruction に関するレク
チャー、チュートリアルを受けた。
レクチャーでは Human Visual Awareness、Color in Computer Vision、Object Recognition、
Feature Learning Methods for Computer Vision、Visual Recognition over Multiple Categories、
SLAM and Real Time SFM、Metric and Diffusion Geometry in Shape Analysis、Structured
Sparsity for Computer Vision、Part based models for finding people and objects、Recognition
Reconstruction and Reorganization に関する講義を受けた。チュートリアルでは Non Rigid
Structure from Motion、About 3D face recognition、Medical Imaging-Registration、Medical
Imaging-Reconstruction tracking segmentation、Game Theory in computer Vision and Pattern
Recognition に関する講義を受けた。それぞれのトピックに関する基本的な知識、技術から、最新
の研究内容まで幅広いトピックについて世界の有名な先生から聞くことができた。理論から実験
例、具体的な応用例までコンピュータビジョンの最新研究をみた。
ポスターセッションでは、他の参加者の研究に触れた。研究者に直接説明を聞いたり、質問を
したりすることで、より理解することができた。認識に関するポスターが多かったが、同じ研究
分野においても様々なアプローチをみた。
また、ラグーザや伝統的なフォークダンスの見学をした。街並みや建物の違いを見た。立食パ
ーティーでは世界各国から参加している参加者と国際交流を行った。参加者は、アジア、ヨーロ
ッパ、アメリカなど様々であった。また学生に加え、企業からの参加者も多かった。研究や国の
ことなどについて話した。
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＜達成した成果・今後の抱負＞
１週間という短い期間でしたが、英語環境の生活を海外で送ることで、海外に対する抵抗が少
なくなりました。今回の派遣において、英語の必要性をもっとも感じました。リスニングはある
程度でき会話の内容も分かりますが、スピーキングとなると咄嗟に英語が出てこず、なかなか口
をはさむことができませんでした。１対１や２、３人で話す場合は、相手も待ってくれ会話する
ことができましたが、特に大人数や会話のテンポが早い場面では難しかったです。世界の人々と
コミュニケーションをとるためには、英語ができることが前提条件であることを改めて感じまし
た。また、話題を提供したり、会話を続けるためにはもっと多くの知識や経験も必要だと思いま
した。研究においても国のことについても知らないことが多かったので、様々な話ができるよう
に勉強したいと思います。日本だけで生活していると英語の必要性をほとんど感じず、英語出来
たらいいな、としか思っていませんでしたが、今後海外に出ていくことを考えると、英語ができ
ないことには対等な立場にも立てないので、出来たらいいなではなく、出来ないといけないと思
いました。置いていかれると感じました。日本では英語で会話する機会はほとんどありませんが、
留学生ともっと積極的にコミュニケーションをはかりたいと思います。
レクチャーでは、コンピュータビジョンに関する様々なトピックについて講義を受けることが
でき、レベルが高く難しかったですが、有意義で楽しかったです。それぞれの分野において、基
本的な技術から実装例まで見て非常に勉強になりました。自分の研究分野以外の研究についても
話しを聞くことができ知識が広がり、コンピュータビジョンの分野を研究している以上、勉強し
ておくべきだと思いました。実装例の結果は物体認識や３次元復元など、すごいと思うものばか
りでした。今後に活かしたいです。
また、海外の生徒は講義の途中でも手を挙げ質問をしたり、意見を言ったりと積極的に授業に
参加していました。日本の講義ではそのようなことはほとんどなく、疑問に思っても受け流すか
自分で解決するか友達に相談するかなので、モチベーションを高く持ってもっと自分の意見を発
言するようにしたいと思います。 世界の研究者のレベルとモチベーションは高く、英語と研究を
もっとやらないといけないと思いました。
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ICVSS 開催場所

講義の様子

国際交流
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Returnee’s Report
Name

Yumi Kakumu

Department

Computer Science and Engineering

Grade

1

NITECH Advisor

Prof. Jun Sato

Exchange University

Catania

Exchange University

Roberto Cipolla

Advisor
Country, City

Italy,Catania

Duration

7.14.2012 – 7.22.2012 (9 days)
Program Report

<Program Contents>
I attended lectures and tutorials on the Computer Vision mainly Recognition、
Registration、Reconstruction. The topics of the lectures ware Color, Face
Recognition, Medical Imaging, SLAM, etc. I listened to the lectures from
professors of worldwide reputation about the topic from basic knowledge to the
latest research.
On poster session, I understood more deeply the research by listening to the
explanation and asking questions directly.
I visited Ragusa Ibla and participated in Sicilian traditional folk dance. At party,
I did international exchange with other participants from all over the world.

<Achievements/Ambitions>
By living in Italy for a week, the resistance to the foreign country decrease than
before. In this dispatch, I felt the need for English. To communicate with other
people from all over the world, English is a prior condition. And I need more
knowledge and experience to furnish a topic of conversation and make a stir.
In Japan, I do not feel much need for English. So I just think that I want to speak
English. However, I felt that I must speak English to stand equal position with
people in the world. I make positive efforts to communicate with overseas
students.
I took lectures about various topics in Computer Vision. It was very significant
and enjoyable. However, the level of the lectures was high and difficult for me. So I
felt that I must study hard.
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ICVSS Holding Place

Scene of a Lecture

International Exchange
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

小田

尚宜

所属専攻・学科

情報工学専攻

学年

2

指導教員名

犬塚

派遣先

ESIGELEC

派遣先指導教員名

Cecilia Brunel, Morgane Etienne

派遣国・地域

フランス・ルーアン

派遣期間

2012 年 8 月 30 日～2012 年 10 月 3 日（35 日間）

信博

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
今回の研修では、メタヒューリスティクス、データベースのモデリングとクエリ、フランス語、
フランスの特徴や文化について学んだ。
メタヒューリスティクスの講義では、焼きなまし法やタブサーチ、遺伝的アルゴリズムなどに
ついて学び、それらに関するプログラミング演習を行った。２～３人のグループに分かれ、巡回
セールスマン問題、N クイーン、ナップサック問題のいずれかを選び実装し、最後にプレゼンテ
ーションを行った。データベースの講義では、データベースを設計するためのモデリングや SQL
クエリを学び、同様にグループを作って設計、発表を行った。フランス語の講義では、挨拶や自
己紹介などの基本的な会話表現を学び、語彙を豊富にするため毎回２０個ずつ新たに単語を覚え
ていった。
また、講義だけでなく、職場見学や Le Havre, Honfleur, Mont Saint-Michel への視察、日本語
を学んでいる人達との交流などもあった。職場見学では EDF という会社の火力発電所を見学する
という貴重な体験をすることができ、Le Havre では、重要な港としての役割や、実際に行われて
いる作業の説明を聞くことができた。日本語を学んでいる人達との交流では、学生に限らず、幅
広い年齢、立場の人達と交流することができた。

＜達成した成果・今後の抱負＞
メタヒューリスティクスとデータベースの講義については、既に知っている内容もあったが、
新たに知ったことも多く、曖昧だった知識を強固にすることができた。データベースに関しては、
自身の研究と直結するところがあり非常に参考になった。今回学んだことを、研究で設計したデ
ータベースや発表の仕方に活かしていきたい。
日本語を学んでいる人達との交流では、海外から見た日本、日本とフランスの相違点、類似点
を知ることができた。フランスでの生活は日本と異なる点が多かったので、他の国々での生活も
経験し、日本ともフランスとも違う生活や人々の考え方に触れたいと強く感じた。また、フラン
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スで生活したことで、改めて日本がどういう国なのかを知ることができ、日本の長所短所に気付
くことができた。
今回の留学を通じて、自身の英語によるコミュニケーション能力の低さを痛感した。単語やジ
ェスチャーである程度意思の疎通ができてはいたが、同時に、伝えたいことをうまく伝えられな
いというもどかしさも感じた。相手に何回か言い直してもらったり、ゆっくり話してもらったり
しないと分からない場面もあったので、お互いにもっと不自由なく話せるようになりたいと強く
感じた。話をしてもらっても正確に理解することができない、話をしようと思ってもどう表現す
れば良いのか分からない、という状況では、相手に申し訳ないと思い、コミュニケーションを取
ることに消極的になってしまう。今回の留学ではこのような経験をしたので、今後は自信を持っ
て英語で話しかけられるような実力を付けたいと思っている。また、今回初めてフランス語を学
んだので、フランス語での会話もできるように勉強を続けていきたい。
日本では見られないような土地を巡ったり、色々な考え方を持った人達と話をしたりすること
で、自身の価値観を広げることができたと思う。今後は、これまでより積極的に海外に行くよう
にし、物事に対しもっと多面的に考えられるようになりたい。

ESIGELEC 入り口

ルーアン観光
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交流会

Returnee’s Report
Name

Naotaka Oda

Department

Computer Science and Engineering

Grade

M2

NITECH Advisor

Prof. Nobuhiro Inuzuka

Exchange University

ESIGELEC

Exchange University

Cecilia Brunel, Morgane Etienne

Advisor
Country, City

France, Rouen

Duration

8.30.2012 – 10.3.2012 (35 days)
Program Report

<Program Contents>
In this program, we were lectured about Meta-heuristics for Combinatorial
Optimization, Database Modeling and Query, French as a Foreign Language, and
Introduction to France. In Meta-heuristics for Combinatorial Optimization, we
learned about some algorithms such as simulated annealing, tab search, and
genetic algorithm. We were divided four small groups and exercised. We chose one
of traveling salesman problem, n-queens problem, or knapsack problem, and
implemented it. We made a presentation at the end of the lecture. In Database
Modeling and Query, we were lectured about modeling and SQL query for
designing a database. We formed small groups in a similar way to the lecture of
meta-heuristics. We designed a database and gave a presentation on it. In French
as a foreign Language, we learned basic conversational expression such as
greetings and self-introduction. We picked up twenty new words for each lecture
in order to have a good vocabulary.
This program also included a company tour, sightseeing, and communication
opportunities with people who were interested in Japan. We visited a thermal
power plant of EDF. We were able to interact with people of varying ages who had
been studying Japanese.

<Achievements/Ambitions>
Thanks to living in France, I could recognize differences and similarities between
France and Japan. I also noticed good and bad points about Japan. I am anxious to
live in other countries and know more about them.
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Through this overseas education, I was keenly aware of my low ability to
communicate in English. Although I could communicate with gestures and
keywords, I also felt impatient with communication problems. I would like to learn
to be able to enjoy natural communication in English. I also would like to continue
studying French so that I can speak conversational French.
Living abroad can develop a renewed sense of worth. In the future, I will go
overseas more aggressively and I would like to be able to understand things more
multilaterally.

Entrance of ESIGELEC

Sightseeing in Rouen

270

Exchange party

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

吉田

真基

所属専攻・学科

創成シミュレーション工学専攻

学年

1

指導教員名

打矢

派遣先

ESIGELEC

派遣先指導教員名

Etienne Morgane

派遣国・地域

フランス・ルーアン

派遣期間

2012 年 8 月 30 日～2012 年 10 月 3 日（35 日間）

隆弘

准教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
私はフランス文化、フランス語、メタヒューリスティクス、データベースについて学んできまし
た。フランス文化では、地名や山脈名などの地理的要素や文化について学びました。フランス語
では、文法から挨拶、日常生活で目にする食べ物や場所、スポーツなどの単語、数字の数え方、
月、曜日などを学びました。メタヒューリスティクスでは、NP 困難/NP 完全な問題に関する概要
及び、最適化問題に対する近似アルゴリズム（Local Search、Simulated annealing、Tabu Search、
EA、GA）について学びました。また、実際に NP 困難に属する問題に対し、近似アルゴリズム
のプログラミングを行い、自作した近似アルゴリズムに関してプレゼンテーションを行いました。
データベースでは、データベースモデリングの意義について学び、UML クラスダイアグラム、SQL
文の書き方について学びました。また、仮想的な問題を設定し、それに対してデータベースを作
成しました。また、要件にそった SQL 文の作成もしました。最後に、これらについてのプレゼン
テーションを行いました。また、Le Havre 港で輸出入の見学をしました。さらに、火力発電所
（eDF）を見学し、フランスでの火力発電の割合や石炭の輸入元、燃焼により発生した窒素化合
物などの処理方法を学びました。

＜達成した成果・今後の抱負＞
授業を通じてフランスについてより深く理解でき、フランス語を学ぶことにより買い物や出かけ
た際に書いてあるものの意味がわかるようになりました。また、授業や生活、交流により、日本
にいる時よりも多くの英語での会話を行うことができました。それにより、スピーキング力、リ
スニング力の向上に繋がりました。さらに、複数回のフランスの学生との交流により、多くの友
人を作ることができました。また、火力発電所（eDF）見学により、現在のフランスの火力発電
の割合や、燃焼により発生した廃棄物の処理方法やリサイクル方法について学ぶことができまし
た。
今回の留学の成果を客観的に計るため、TOEIC を受験するつもりです。また今回の留学を通じて、
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日本とフランスとの様々な違いを体感することができました。このことにより、更に他の国と日
本との違いに興味を持ちました。今後このような留学の機会があれば、参加したいと思います。

日本語を勉強している人たちと交流
見学場所（eDF）

ESIGELEC の学生と交流
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Returnee’s Report
Name

Masaki Yoshida

Department

Scientific and Engineering Simulation

Grade

M1

NITECH Advisor

Associate Prof. Takahiro Uchiya

Exchange University

ESIGELEC

Exchange University

Etienne Morgane

Advisor
Country, City

France, Rouen

Duration

8.30.2012 – 10.3.2012 (35 days)
Program Report

<Program Contents>
I learned French Culture, French, meta-heuristics and database through this trip
to France. In the lecture of French culture, I learned about the culture and
geographic factors, such as the name of places and mountains. I have learned
many French words in daily life, such as greetings, name of food, counting and
sports words. In meta-heuristics, I learned an overview of NP-hard and
NP-complete and approximation algorithm for an optimization problem（Local
Search, Simulated annealing, Tabu Search, EA, GA）. Also, for that belongs to the
NP-hard problem actually, I programmed approximation algorithm. At last, I
prepared and gave a presentation about the approximation algorithm all by
myself. In database lessons, I learned about the significance of database modeling
and how to write UML class diagram and program in SQL. And I also created a
database for solving a hypothetical question. And, I created SQL statements along
with the requirements. Finally, I gave a presentation. Also, I took a tour of the
process of import and export at the port of Le Havre. Further, I visited a thermal
power plant (eDF) and learned proportion of thermal power generation in France,
importer of coal and processing methods such as nitrogen compounds generated by
combustion.
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<Achievements/Ambitions>
I have got a better understanding of France through the lesson, and have come to
understand the meaning of the French words I saw when I went shopping. Also, I
spoke English much more frequently than when I was in Japan. Thus, I was led to
improve English speaking and listening. In addition, through the communications
with students from France, I was able to make a lot of friends. Also, by the
thermal power plant (eDF) tour, I got the chance of learning the proportion of
thermal power generation in France today and knowing about the way of recycling
and how to handle the waste generated by the combustion.
In order to objectively measure the results of this study, I am going to take the
TOEIC. And I was able to study abroad on this opportunity, to experience the
differences between Japan and France. By this, I was interested in the difference
between Japan and other countries further. If I was given the opportunity of
studying abroad, I would participate it exactly the same.

Communication with the people who study
Japanese

Communication with ESIGELEC students
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visited a thermal power plant(eDF)

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

大山

慎太郎

所属専攻・学科

情報工学専攻

学年

一年次

指導教員名

青木

派遣先

ESIGELEC

派遣先指導教員名

Morgane Etienne

派遣国・地域

フランス・ルーアン

派遣期間

2012 年 8 月 30 日～2012 年 10 月 3 日（35 日間）

睦

准教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
z

フランスの紹介
フランスの地名、川や山の名称、文化、特に食文化について学びました。

z

フランス語
自己紹介を中心にフランス語での話し方や、様々な単語を学びました。

z

メタ・ヒューリスティックの学習
メタ・ヒューリスティックの様々な手法を学び、グループワークで実装を行い、結果をプレ
ゼンテーションで発表しました。

z

データベースの学習
データベースの構造、作成法を学び、グループワークで実装を行い、結果をプレゼンテーシ
ョンで発表しました。

z

企業見学
フランス電力会社”Électricité de France”の火力発電所へ見学に行きました。

＜達成した成果・今後の抱負＞
私がこのプログラム参加にあたり、最大の目標としたことは、自分の英語能力を向上させること
でした。プログラム内での使用言語は英語のみではありましたが、情報工学の授業については、
ほとんどプログラムを作成するための授業であったため、思ったほどの英語の活用はありません
でした。しかし、現地の方の交流は、自分があまり話せないフランス語でなく主に英語で行い、
また、ESIGELEC の学生とも英語での交流を行っていたので、そういった日常生活から英語の使
用機会を活かしました。また、レポート作成や、プレゼン発表などは全て英語で行ったため、研
究を行っていくための英語をかなり使うことができたため、専門英語の能力も向上したと感じま
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す。
今後の抱負として、この英語を実際に使っていくことを挙げたいと思います。研究に関しては、
海外の論文を読むことにより、自分の見識を深めたいと思いますし、海外の論文に投稿すること
で自分の今後の研究能力を高めていくとして役立てていきたいと感じます。
また、海外留学に関しても様々な形で興味がわきました。今回の一か月の短期留学ではほとんど
問題らしい問題を起こさず過ごすことができ、自分にとってもかなり満足な留学経験だったと思
います。しかし、これが長期留学だとどうなるのか全く想像がつきません。はたして自分が長期
留学できるのか、自分の力を試すためにも長期留学をしてみたいと考えています。さらに留学で
研究をしたいと考えています。今回の留学では、授業が中心で研究活動は全く行っていません。
そのため海外での研究のアプローチの仕方、研究をともにする人とのコミュニケーションの取り
方など、様々な研究のための活動を行いたいと思います。日本では研究と言うと本当に自分ひと
りで行っていきますが、フランスでは企業と共にグループワークを行うことも聞きました。そう
いった日本ではなかなか難しい海外だからこそ行える研究をしていきたいと考えます。
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Returnee’s Report
Name

Shintaro Oyama

Department

Computer Science and Engineering

Grade

First grade

NITECH Advisor

Associate Prof. Mutsumi Aoki

Exchange University

ESHIGELEC

Exchange University

Morgane Etienne

Advisor
Country, City

France, Rouen

Duration

8.30.2012 – 10.3.2012 (35 days)
Program Report

<Program Contents>
z

Introduction to France
Learn French name of place, river, and mountain, culture

z

French
Learn how to speak French in particular self-introduction, and French words

z

Meta-heuristics for combinatorial optimization
Learn various Meta-heuristics methods, algorithm, and develop it by group work and give
the presentation

z

Introduction to database modelling and query
Learn fundamental database and how to develop and develop it by group work and give
the presentation

z

Industrial visits
Visit Fossil fire plant of French power company “Électricité de France”

<Achievements/Ambitions>
My goal of this studying abroad is improvement of my ability of English. Because
just English is used in this program, I thought so. But I developed program in the
class of this program mainly. So I didn’t get ability of speaking or listening English
in the class. However, I had opportunities of writing the report, and making and
giving the presentation in English. In the result, I think I got the ability of English
used in research or study. And I spoke to French people in English mainly. That’s
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why I got ability of speaking or listening English in not class, but life. In
conclusion as English, My ability of English has been improved before studying
abroad in France.
The biggest ambition of mine is using this gotten English. To begin with I want to
read many foreign papers and try to submit my papers overseas.

Cultural exchange between us and French
students
Cultural exchange between us and French
professor
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

各務

友美

所属専攻・学科

情報工学専攻

学年

M1

指導教員名

佐藤

派遣先

ESIGELEC

派遣先指導教員名

Morgen ETIENNE

派遣国・地域

フランス・ルーアン

派遣期間

2012 年 8 月 30 日～2012 年 10 月 3 日（35 日間）

淳

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
ESIGELEC にて、introduce to France、 French、database、meta-heuristic の授業を英語
で受けた。 introduce to France, French ではフランスの地理や文化、あいさつ、食べ物や建物
の名前など基礎的な単語を学んだ。あいさつ、自己紹介が一通りできるようになった。
database では、データベースの概念から実装まで学んだ。まず、UML を用いて作成したい
データベースのテーブルや参照関係、プライマリーキーなどを整理し、SQL を用いて実装した。
そして、３人グループで競技大会に関するデータベース、クエリを作成し、プレゼンテーショ
ンを行った。
meta-heuristic では、タブーサーチ、遺伝的アルゴリズムについて学んだ。そして、３人グ
ループで巡回セールスマン問題について遺伝的アルゴリズムを用いて実装し、プレゼンテーシ
ョンを行った。パラメータや交叉の方法を工夫して最適解を求めた。
また、ESIGELEC の学生と食事会や視察などで交流をした。フランスの電力会社である EDF、
ノルマンディ地方最大の港であるルアーブルの見学を行った。

＜達成した成果・今後の抱負＞
授業では、日本のように一方的に講義を受けるだけでなく、先生や他の参加者と意見交換す
ることにより積極的な授業を受けることができ新鮮であった。また、講義で聴いた内容を実装
することにより、知識を身につけるだけでなく実践的な経験をすることができた。プロジェク
トワークでは、チームメンバーと議論することで要求されたものに対して一から作り上げるこ
とができ自信に繋がった。今回の研修において、初めての内容に対し英語での授業、質問、プ
レゼンテーションを行うことができ非常に良い経験となった。
フランス語の授業では基礎的なあいさつ、単語を学び生活の中で役立った。英語が通じな
いことも多く、あいさつ程度であるがフランス語を用いて積極的にコミュニケーションを図っ
た。
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英語が不安要素であったが、授業では先生が遅めに話して下さったこともあり大体理解する
ことができた。グループワークでの質問なども英語でやり取りすることができた。また、
ESIGELEC の学生などと様々な会話をすることでスピーキング力が向上したと感じた。今ま
で、リスニングとリーディングは勉強してきたが、スピーキングに対しては日本でほとんどや
ることがなかった。そのため、言いたいことがあっても咄嗟に英語がでてこず話すことができ
なかった。しかし、単語を並べ、ジェスチャーを使い、言い換えを探したりして話すうちに少
しずつ文章にできるようになった。それでも、英語が分からず質問したい内容を正しく伝える
ことができなかったり、あきらめてしまうことが何度かあったのでもっと語彙や表現方法につ
いて勉強する必要がある。また、発音も悪く英語でも通じないことがあったので正しい発音を
身に着けることも必要だと思った。今回の研修を通して海外への抵抗が減ったので、時間があ
ればまた留学をしたいと思った。英語を用いたコミュニケーションも楽しく、今回友達になっ
た学生や留学生と積極的にコミュニケーションをとりたいと思った。
今後初めての内容に取り組んだり、プロジェクトワークを行うことは頻繁にあると思うので
今回の経験を活かしたい。

授業の様子

国際交流
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プロジェクトワーク

Returnee’s Report
Name

Yumi

Kakumu

Department

Computer Science and Engineering

Grade

M1

NITECH Advisor

Prof. Jun Sato

Exchange University

ESIGELEC

Exchange University

Morgane ETIENNE

Advisor
Country, City

France, Rouen

Duration

8.30.2012 – 10.3.2012 (35 days)
Program Report

<Program Contents>
I took introduce to France class, French class、database class, and meta-heuristic class in
English. In introduce to France class and French class, I learned the Geography and culture
of France, how to say greeting and vocabulary. I became able to greet, introduce myself in
French.
In database class, I studied from concept to implementation of the database. First, I
pigeonholed the database table, relationship between the tables Primary key by using UML.
Then, I implemented a competition database by SQL in group. I made presentation in
English.
In meta-heuristic class, I learned Tabu search and Genetic algorithms. I solved traveling
salesman problem in group by using Genetic algorithms. We thought out the parameters and
method of the closing, mutation.
Also, I had a dinner and sightseeing with ESIGELEC student to communicate with them.
I visited EDF which is the French electricity company and Le Harve which is the largest
port in Normandy.

<Achievements/Ambitions>
The class was fresh and I could take class aggressive because it was not only a lecture
unilaterally like in Japan by exchanging opinions with the teacher and other participants.
Also, by implementing what I learned in the lecture, I could get practical experience not only
the knowledge. On the project, I gained confidence to accomplish project from scratch for
what was requested by discussions with team members.
I felt my speaking skill has improved by talking with ESIGELEC students, teachers and
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other people in English. Until now, I study listening and reading but, I don’t train speaking
in Japan. Therefore, I can’t speak English immediately even I have something want to say. In
this time, because I had many chance to talk in English, I learn to speak English. However,
there were several times I could not tell correctly what I want to say. I must study English
hard.

lecture

communicate with ESIGELEC student

282

project work

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

小屋敷

涼

所属専攻・学科

情報工学専攻

学年

1年

指導教員名

伊藤

派遣先

ESIGELEC

派遣先指導教員名

Brunel Cecilia，Etienne Morgane

派遣国・地域

フランス・ルーアン

派遣期間

2012 年 8 月 30 日～2012 年 10 月 3 日（35 日間）

嘉浩

准教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
本研修では，ESIGELEC の講義として，メタヒューリスティックス，データベースにおけるモ
デリングとクエリ，フランス語，フランス文化について学習した．メタヒューリスティックスの
講義では，タブーサーチや遺伝的アルゴリズムなどのメタヒューリスティックスについて学び，
それらを用いた N-Queen 問題，巡回セールスマン問題，ナップサップ問題の解を求めるプログラ
ムの作成を行うプロジェクトに取り組んだ．データベースの講義では，UML によるデータベース
のモデリングや，SQL によるデータベースの操作について学び，それらを用いて，トライアスロ
ンの大会や映画館の運営に関するリレーショナルデータベースの実装と，ユーザのニーズを満た
すようなクエリの作成を行うプロジェクトに取り組んだ．これらのプロジェクトは 2〜3 人のグル
ープで行い，講義の最後に，各グループが取り組んだプロジェクトについて英語でのプレゼンテ
ーションを行った．フランス語の授業では，挨拶や自己紹介などの基本的な会話や，数の数え方，
食べ物や乗り物などの単語約 200 語を学習した．フランス文化の授業では，フランスの地理や食
文化について学習した．
ESIGELEC の講義以外に，ルアーブル，オンフルールへの視察や，フランスの電力会社 EDF
社の火力発電所の見学へ行った．また，ESIGELEC の学生達と食事などの交流会を数回行い，モ
ン・サン・ミッシェルへの視察にも一緒に行った．
＜達成した成果・今後の抱負＞
メタヒューリスティックスの講義では，遺伝的アルゴリズムを用いて N-Queen 問題を解くプロ
グラムの作成を行うプロジェクトに取り組んだ．これにより，単に座学で学ぶよりも遺伝的アル
ゴリズムについて深く理解することができた．データベースにおけるモデリングとクエリの講義
では，トライアスロンの大会に関するリレーショナルデータベースの実装とクエリの作成を行う
プロジェクトに取り組んだ．プロジェクトの中で，講義で学んだ UML や SQL を実際に使用する
ことで，UML，SQL に関する知識やスキルを習得できた．フランス語の講義では，挨拶や自己紹
介などの基本的な会話や，食べ物や乗り物などの単語約 200 語を習得し，生活の中でも少し活用
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できるようになった．
また，ESIGELEC での講義や，学生達との交流には英語を使用していたので，英語に慣れるこ
とができた．特にリスニングに関しては，留学前に比べると英語が聞き取れるようになったと自
覚している．しかし，スピーキングに関してはまだ英語がスラスラとでてくるわけではないので，
今後はリスニングやリーディングの勉強だけでなく，スピーキングの練習にも取り組みたいと考
えている．
また，フランスで約 1 ヶ月生活して，海外で生活することに自信が持てたので，今後海外へ行
く機会があれば積極的に参加したいと考えている．

EDF 社の火力発電所見学

ESIGELEC プログラム終了後の集合写真
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データベースプロジェクトのプレゼンテーション

Returnee’s Report
Name

Ryo Koyashiki

Department

Computer Science and Engineering

Grade

M1

NITECH Advisor

Associate Prof. Yoshihiro Ito

Exchange University

ESIGELEC

Exchange University

Brunel Cecilia，Etienne Morgane

Advisor
Country, City

France，Rouen

Duration

8.30.2012 – 10.3.2012 (35 days)
Program Report

<Program Contents>
In This Program, we studied four classes:Meta-heuristics for Combinatorial
Optimization, Database Modeling and Query, French as a Foreign Language, and
Introduction to France.
In Meta-heuristics for Combinatorial Optimization class, we studied Tabu search
and Genetic algorithm. And we worked on the project which implement program
to solve N-Queen problem, Traveling Salesman problem, and Knapsack problem.
In Database Modeling and Query class, we studied UML and SQL. UML is
modeling tool and SQL is operation tool for relational database. And we worked on
the project which implement relational database and create queries for triathlon
competition and theater management system. In this two classes, we did
Englishpresentation about our project at the final class.
In French as a Foreign Language class, we studied basic conversation, how to
count the number, and about two hundred vocabulary. In Introduction to France
class, we studied geography and food culture of France.
In addition, we went to Le Havre and Honfleur to see the sights. And we visited
thermal power plant of EDF Inc. Furthermore we took part in exchange meeting
with ESIGELEC students.
<Achievements/Ambitions>
In Meta-heuristics for Combinatorial Optimization class, I worked on the project
which implement program to solve N-Queen problem by using Genetic algorithm.
Thanks to this project, I understood about Genetic algorithm deeply. In Database
Modeling and Query class, I worked on the project which implement relational

285

database and create queries for triathlon competition by using UML and SQL.
Thanks to this project I obtained knowledge and skill of UML and SQL.
In addition, I could get used to English because all classes in ESIGELECwere
taught in English and I had to speak English to communicate with ESIGELEC
teachers and students. But my English speaking skill is not good yet, so I will
practice speaking English from now on.

Visiting to thermal power plant of EDF Inc

Group photo after finishing ESIGELEC
program
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Presentation of database project

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

高田

翔平

所属専攻・学科

情報工学専攻

学年

1年

指導教員名

佐藤

派遣先

ESIGELEC

派遣先指導教員名

Morgane etienne

派遣国・地域

フランス・ルーアン

派遣期間

2012 年 8 月 30 日～2012 年 10 月 3 日（35 日間）

淳

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
メタヒューリスティックの基本的なアルゴリズムであるタブーリストや遺伝的アルゴリズムを用
いて、ナップサック問題や巡回セールスマン問題、N クイーン問題などのＮＰ困難な問題を解く
プログラムを作成した。また、データベース作成までのプロセスを学び、ＳＱＬによるデータベ
ース管理の行い方を学ぶことで、独自にあるデータ群に対して特定の検索を行うことのできるデ
ータベースの作成を行った。
また、簡易的ではあったが現地でフランス語を学ぶことで様々な人々と交流することができた。
加えてＥＳＩＧＥＬＥＣにおいて第二外国語として日本語を学ぶ学生たちと互いの文化や言語の
違いなど様々な分野に関する国同士の相違点を英語、フランス語、日本語、あらゆる言語を用い
て意見交換することができた。フランスの国土に関する地理や歴史についても学ぶことができた。
これによりフランスにおける観光名所がどのような歴史的役割を持っているか、また街の名や川
の名、山の名前を知ることにより自分たちが滞在することとなったルーアンや有名なパリが、フ
ランス国内においてどのような立ち位置にあり、またどのような特産物があるのかを事細かに知
ることができた。

＜達成した成果・今後の抱負＞
メタヒューリスティックの授業では、ＮＰ困難な問題を解くためにどのようなアルゴリズムが最
適であるか、またどのような問題に対して何に特化したプログラムを組めばよいのかを改めて知
ることができた。実習では１分以内にＮＰ困難な問題を解くプログラムを作成するという課題が
出され、最適なアルゴリズムを選択するだけではなく、プログラムをどのように組めば時間が短
縮されるかなどの試行錯誤を行うことで、プログラムの仕様や計算時間のローコスト化に繋がる
テクニックなど様々な方法を学ぶことができ、これらの技術は今後公私ともにプログラムを組む
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うえで確実に役に立つものであると考えている。データベースではトライアスロンの選手データ
および大会データ、トレーニングデータを一括で管理することが可能なデータベースを制作した。
これにより現在メジャーでデータベースに使用されているＳＱＬの基礎とその応用例、データベ
ース作成までの流れを知ることができ、今後データベース等の作成が必要になった際においても
スムーズに作成を行うことが可能であると考える。加えて、これらメタヒューリスティックとデ
ータベースの授業では各々の成果としてＮＰ困難な問題を解いた結果、および作成したデータベ
ースを英語でおよそ 10 分程度プレゼンすることになり、これにより英語でのプレゼンの仕方、資
料の作成の仕方、また外国における効果的なプレゼンの資料の作成の仕方などを学ぶことができ、
今後海外での論文発表等があった場合に役立つであろうと考えている。フランス語の授業では単
語を中心に学びボキャブラリーを増やすことでフランスでの生活が快適になるよう努めた。これ
によりスーパーなどで買い物をスムーズに行うことが可能であった。また、単純な日常会話につ
いて教えてもらうことで現地の人々と簡易的ではあるが挨拶や世間話などを行うことができた。

メタヒューリスティックのプレゼンの様子
ESIGELEC で日本語を専攻している生徒との
交流

フランス電力(edf)見学の様子
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Returnee’s Report
Name

Shohei Takada

Department

Computer Science of Engineering

Grade

First grade

NITECH Advisor

Prof. Jun Sato

Exchange University

ESIGELEC

Exchange University

Morgane etienne

Advisor
Country, City

France, Rouen

Duration

8.30.2012 – 10.3.2012 (35 days)
Program Report

<Program Contents>
We have created a program using a genetic algorithm and the tabu list, which is
the basic meta-heuristic algorithm to solve the problem NP-hard knapsack
problem and the traveling salesman problem, such as the N queen problem.
In addition the process of learning to create database, database management
learn how to conduct SQL, we were made to create a database that can do a
specific search for the data in the original group.
Also, I was able to interact with various people in the field that there was to learn
French but simplified. To exchange opinions with English, French, and Japanese,
any language and mutual students learning Japanese as a second language in
ESIGELEC in addition I could. I was able to learn about the geography and
history about the land of France. Is Paris and the famous Rouen was decided that
their stay by knowing the name of the river and the name of the city, the name of
the mountain also, I have things to do in France by what this a historic role, I was
able to know in minute detail whether there any special products, and also what
the standing position in France.

<Achievements/Ambitions>
In the class of meta-heuristics, we were able to know again what should I Kume
programs to what was such specialized and for which problems, how to solve the
difficult problem NP algorithm and also whether it is best . In practice, trial and
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error time and whether the shortened challenge of creating a program to solve a
difficult problem NP within one minute is issued, not only to select the best
algorithm, how the program if partner I believe that you do, you can learn a
variety of methods and techniques that lead to cost reduction of computation time
and program specifications, these technologies is something that help to ensure in
helping put together the program for both public and private in the future. The
database has produced a database to manage all data and meet data triathlon
athletes, the training data is available. Be performed to create a smooth even
when it is possible to know its applications based on the SQL that is used for the
database in the major current flow until the database creation Thus, the need to
create such a database future I think it is possible. Results In addition, in the
classroom and database Metaheuristic these solved the problem NP-hard as a
result of each, will be presenting about 10 minutes approximately in English a
database that was created, and the manner of presentation in English by this, It
believes will help if you can learn, such as how to create documents for the
presentation effective in foreign countries, If you have any paper published in
overseas future also, how to create a document. French in the classroom, I was
committed to living in France will be comfortable by increasing the vocabulary
learned in the heart of the word. Be performed smoothly shopping in
supermarkets was possible thereby. In addition, we were able to do such as
greetings and small talk but it is simplified by the local people and taught about
simple everyday conversation.

Presentation of Metaheuristic
With the ESIGELEC students who studying
Japanese
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A tour of the state of edf
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

瀧

翔太

所属専攻・学科

情報工学専攻

学年

博士前期課程１年

指導教員名

佐藤

派遣先

ESIGELEC

派遣先指導教員名

Morgane Etienne

派遣国・地域

フランス・ルーアン

派遣期間

2012 年 8 月 30 日～2012 年 10 月 3 日（35 日間）

淳

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
フランスのグランゼコール ESIGELEC で専門の講義と、フランス語やフランスに関する講義
を受けた。フランス語の講義では、自己紹介や数字、日付など初歩的なフランス会話について、
会話や小テストをしながら行われた。小テストでは、単語テストが行われ最終的には約２００語
を覚えた。フランスに関する講義では、フランスの地理や文化などの講義があった。対話形式で
進められ、食文化やマナーなどフランスについて興味のあることを色々学ぶことができた。専門
の講義では、タブーサーチや遺伝的アルゴリズムなど組み合わせ最適化問題の解法と、UML によ
るデータベースモデリングや SQL によるクエリの作成方法を講義とグループワークによる演習を
行った。組み合わせ最適化問題とは、無限にあるような組み合わせから最適な解を選択する手法
で、通常の解法では最適解ではない局所解に陥ってしまうところを回避するための手法である。
組み合わせ最適化問題は、様々な問題に存在するため用いられることが多く実用的である。また、
UML はオブジェクトの関係を示すための手法でありデータベースモデリングなどに用いられる。
これを用いることにより、データベース構造を視覚化することができる。また、この UML を用
いてデータベースからデータを取り出すための SQL によるクエリをデザインするのが用意になる
といった利点がある。それぞれの講義で、各グループに課題が与えられ、実際にプログラミング
や設計などを行った。私のグループでは、遺伝的アルゴリズムを用いた巡回セールスマン問題の
解を求めるのと、劇場の予約管理システムのデータベースの設計を行った。講義の最終回に英語
によるプレゼンテーションする機会が与えられ、用意したスライドを用いてその課題の説明と解
法をグループで発表した。その発表に対して、講師から質問を幾つかされ、英語での応答が求め
られた。
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＜達成した成果・今後の抱負＞
遺伝的アルゴリズムやデータベースを実装することができ、その仕組についても知ることがで
きた。また、講義で学習したフランス語による簡単な自己紹介などをすることができるようにな
った。
フランスで過ごすことで、以前に比べて外国人と英語で会話することにためらいがなくなった。
以前では、何から話したらいいのか迷うことが多かったが、話題を探し会話することができた。
また、以前に比べて英語による会話がスムーズに行えるようになった。留学前は日本語を英語に
直してから話すことが多かったが、簡単な質問などは英語ですぐ反応できることができるように
なった。他にも、自分の意思を英語でよりうまく伝えられるようになった。また、どう思うかを
伝えるような nice や sad などの表現を英語による会話で使い方を知ることができた。積極的に授
業中に何が知りたいのかを講師に伝えることができた。その質問に対する答えも確認を取ること
ができた。
この ESIGELEC 短期留学プログラムで得た経験や自信を今後の学生生活や大学院を修了した
あとの社会人活動に活かしていきたい。また、海外文化に関する関心を深め国際理解を積極的に
行えるように意識していきたい。フランスで話される公用語ではない英語を聞き、今まで第二外
国語が話せなくてもいいと考えていたが、その意識が改まった。今後、英語に関する勉強の時間
を多く取りたい。
もしこの先、本プログラムのような海外留学の機会があればさらに英語力を身につけて参加し
たい。

初日のグラゼコール ESIGELEC 前での集合写真

最終日にグループワークの発表を行っている様子
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日本語を学ぶ ESIGELEC の学生との記念写真

Returnee’s Report
Name

Shota Taki

Department

Department of Computer Science and Engineering

Grade

Master 1st

NITECH Advisor

Prof. Jun Sato

Exchange University

ESIGELEC

Exchange University

Morgane Etienne

Advisor
Country, City

France, Rouen

Duration

8.30.2012 – 10.3.2012 (35 days)
Program Report

<Program Contents>
I took a lecture of the computer science, a lecture about French and France on French
grandes ecoles ESIGELEC. In a lecture of French, I learned the conversation such as
introduction, number and date in French. And it had some short conversations and short tests.
On the short test, a word test was carried out and finally learned approximately 200 words. By
the lecture about France, there were lectures such as the French geography or culture. It was
proceeded to in the form of a dialogue, so I could learn many things I was interested in such as
food culture and manners.
In a lecture of the computer science, I learned metaheuristics such as tabu search and
genetic algorithm, and constructing the database with UML and query with SQL. We made
some groups, and then we were given some exercises. By each lecture, each group was given
a problem and really performed programming or a design. In my group, I performed that I
found a solution of the traveling-salesman problem using the genetic algorithm, and we
designed the database of the reservation system of administration of the theater. We performed
presentation by English in the last inning of the lecture. And then, we announced explanation
and the elucidation of the problem using the slide that I prepared for in a group. After we
finished our presentation, for the announcement, some were performed a question of by a
lecturer, and a reply in English was demanded.
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<Achievements/Ambitions>
I could implement genetic algorithm and a database and was able to know the structure.
In addition, I came to be able to do simple self-introduction by French that I learned by a
lecture.
A hesitation disappeared in talking in English with a foreigner in comparison with the
past by living in France. I often hesitated what I should talk from in the past, but was able to
talk in search of a topic. In addition, I came to be able to perform a conversation by English
smoothly in comparison with the past. I often talked after they translated Japanese into
English before studying abroad, but the simple questions came to be able to react in English
immediately. In addition, my intention came to be conveyed in English better. I was able to
ask a lecturer things which I want to know. And I was able to take confirmation as the answer
to question.

I want to make use of experience and the confidence that I got by a studying abroad
program in ESIGELEC short term. In addition, I want to deepen interest about the overseas
culture to communicate with other nationality.
If there is an opportunity of the study abroad such as this program after this, I prepare
more English skill and want to participate.

Group photo in front of grandes ecole

Souvenir picture with ESIGELEC students

ESIGELEC on first day

who study Japanese

The state that I announce the group work on
the last day
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

野村 洋介

所属専攻・学科

情報工学専攻

学年

1年

指導教員名

伊藤

派遣先

ESIGELEC

派遣先指導教員名

Morgane Etienne

派遣国・地域

フランス・ルーアン

派遣期間

2012 年 8 月 30 日～2012 年 10 月 3 日（35 日間）

嘉浩

准教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
研修内容として主に，データベースにおけるモデリングとクエリ，メタヒューリスティック，
フランス語を学習した．
データベースの講義では，UML によるモデリングと SQL によるデータベースの操作方法につ
いて，講義と演習を通して学んだ．その後，3 人程度のチームに分かれてのプロジェクトとしてデ
ータベースの構築を行い，まとめとしてチームごとにプレゼンテーションを行った．
メタヒューリスティックの講義では，遺伝的アルゴリズムやタブサーチといった探索アルゴリ
ズムについて学習し，データベースの講義と同様に各チームに分かれて，N-Queen 問題，ナップ
サック問題，巡回セールスマン問題などの課題に対して，プログラミングによる実装を行い，ま
とめとしてプレゼンテーションを行った．
フランス語の講義では，簡単なフランス語でのあいさつや自己紹介の仕方を学習した．また，
食べ物，乗り物，衣服などの単語約 200 語を習得した．
その他にもフランスのイントロダクションとして，フランスの地理や気候，食生活について学
んだ．また，電力会社（EDF 社）の見学や現地の学生との交流など大学での講義以外にも多くの
貴重な体験ができた．
＜達成した成果・今後の抱負＞
情報工学に関する研修では，単なる講義形式での学習だけでなく，プロジェクトワークやプレゼ
ンテーションを行うなど，今まであまりなかった経験ができ，実践的な知識や技術を得ることが
できた．研修内容においても，自身の研究内容とは全く異なるため，新たな知識や技術を学習し
ていくことはとても興味深いものだった．
1 か月間の英語での講義を受け，英語に対する抵抗感をそれほど感じなくなった．特にリスニン
グに関して，以前は英語を聞こうと構えていたが，この 1 か月間の生活を通して自然体で英語を
聞けるようになったのではないかと思う．
今回は英語のみでなく，フランス語やフランスの地理・文化に関する学習もあり，今までそれ
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ほど興味のなかった言語や文化といった分野に興味が持て，専門のみでなく広い視野を持って，
他の分野にも挑戦することの大切さを知ることができた．
この 1 か月のプログラムを通して，やはり英語のスピーキング力に関してはまだまだで，思っ
ていることや言いたいことがあるにも関わらず，英語で表現できないもどかしさを感じる場面が
多々あった．今後，大学において行われる留学生との交流会などに積極的に参加するとともに自
らもより一層の英語力の向上に努めていきたいと考えている．また，研究など専門分野の学習に
捉われることなく，広い視野を持って言語や国際関係などを学んでいきたいと思う．そうした中
で，社会に出てからも海外に行く機会があれば，自ら進んで挑戦していきたいと思う．

ルーアン

ESIGELEC の学生とのランチ

ジャンヌダルク広場

交流会
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ルーアンの夕暮れ時
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Returnee’s Report
Name

Yosuke Nomura

Department

Computer Science of Engineering

Grade

Master 1

NITECH Advisor

Associate Prof. Yoshihiro Ito

Exchange University

ESIGELEC

Exchange University

Morgane Etienne

Advisor
Country, City

France, Rouen

Duration

8.30.2012 – 10.3.2012 (35 days)
Program Report

<Program Contents>
In this program, we mainly studied database modeling and query,
Meta-heuristics, and French as a foreign language.
On the class of database, we studied modeling used by UML and operating
method of database used by SQL through lecture and exercise. After that, we
designed the database in each group as project and gave a presentation.
On the class of Meta-heuristics, we studied search algorithm such as genetic
algorithm and tabu search. As well as the class of database, we implemented the
program of N-queen problem, Knapsack problem, and Traveling salesman
problem in each group and gave a presentation.
On the class of French as a foreign language, we studied simple greeting and
self-introduction in French.
In addition, we studied the geography, climate, and food of France. Also, we could
experience the visit of power company and interaction with foreign students.
<Achievements/Ambitions>
In the program of computer science, I could acquire the practical knowledge and
technique by experiencing the project work and presentation. In the matter of this
program contents, it was very interesting for me to study new knowledge and
technique, because these contents different from my subject of study.
About English, I could help feeling reluctant to listen to English by taking the
lecture in English for a month.
There are lectures of French as a foreign language, the geography and the culture
of France. So I’m interested in various fields of language and culture that is
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absolutely nothing to do with my field of study. And then I could know the
importance of challenging to various things through this program.
I regret that I could not express what I want to say in English several times.
From now on I want to participate in the interaction with foreign students
positively and make an effort to improve my English skill. And also I want to learn
the field of language and international relations from a broad perspective.

Rouen

Lunch with student of ESIGELEC

Place Jeanne d'Arc

Dinner with ESIGELEC student and
residents of Rouen
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dusk of Rouen
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

奥村 明徳

所属専攻・学科

情報工学専攻

学年

2年

指導教員名

中村 剛士

派遣先

ESIGELEC

派遣先指導教員名

Etienne Morgane

派遣国・地域

フランス・ルーアン

派遣期間

2012 年 8 月 30 日～2012 年 10 月 3 日（35 日間）

准教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
ESIGELEC では、主にメタヒューリスティクスとデータベースについて学びました。
メタヒューリスティクスについては、ローカルサーチ、タブーサーチ、GA などの探索手法につい
て座学を行いました。その後 2，3 人のグループに分かれ授業で学んだ探索手法を用いて NP 困難
な問題へ取り組むグループワークとプレゼンテーションを行いました。
データベースでは、データベースの基礎知識についての座学とデータベース作成とクエリー作
成の演習を行いました。授業の内容は UML ダイアグラムの作成方法と、SQL による UML ダイアグラ
ムに対応したテーブル作成を中心に行われました。ヒューリスティクス同様に 2，3 人のグループ
に分かれデータベースの作成演習を行いました。演習の問題はシアターのオンラインシステムを
想定したデータベースの作成でした。演習の際に不明な部分がある場合、教員の方に質疑応答を
していただけたので、実践的に知識を取得することができると思います。
専門科目以外では、フランスの文化や風習についてとフランス語の授業を受けました。フラン
ス語の授業はフランス語の基礎を教えていただきましたが、授業もフランス語で行われました。
課外活動の日程は 2 日間あり、両日共にフランス国内最大の電力会社である EDF の火力発電所
を見学させていただきました。1 日目は船に乗り海上から発電所全体・輸送コンテナの移送方法の
解説を受けました。また、2 日目は施設内部の解説や発電タービンなどの発電の要となる部品、部
品毎の役割やどのような仕組みで発電を行っているかなど詳しく解説していただけて大変勉強に
なりました。
＜達成した成果・今後の抱負＞
ESIGELEC の授業では、社会へ出てから実際に取り扱う問題を実習形式で行っていたため、表面
上の知識だけではなく実践的な知識が得られたと思います。また、実習を通して今まではあやふ
やな理解だった内容も理解を深めることができたため、専門知識の向上が図れました。実習はグ
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ループワークということもあり、プロジェクトの進め方、役割分担、他のメンバーとの協調など、
社会人になってから必要となる要素が多く社会へ出るための参考になりました。
この度の短期留学プログラムを通して、語学学習に対する姿勢が大幅に変化したと思います。
ユースホステル管理人やユースホステルに滞在していた方、ESIGELEC の学生、飲食店の店員など
現地の方と触れ合う機会が多く、コミュニケーションを取ることで語学力の向上を図れたと思い
ます。ですが、実際に現地の学生とコミュニケーションを取った際に、語彙力不足で相手の話し
ている単語がわからず幾度も説明をしていただいたため、自分の英語力がいかに乏しいか再認識
させられました。また、会話を行うに際して文章がすぐに思いつかず、しばしば相手を困らせて
しまうこともありました。留学以前までは、学校の授業で習っていた英語で最低限のコミュニケ
ーションを取ることができると甘く考えていたため、今回の経験で大幅に意識が変わりました。
今後は、リスニング・リーディングは勿論のこと、スピーキングや発音の練習も徹底していきた
いと考えております。
この度の留学を通して学んだ知識や経験を社会へ出てからも活かしたいと考えております。特
に、ESIGELEC で行われたプロジェクトワークは、社会へ出てからも必ず必要とされる能力なの
で、今回のプロジェクトの進め方で良い点や悪い点をしっかり考察し、どういった改善点がある
か探し今後に活かしたいと思います。

この写真は、ESIGELEC の学生と昼食会を行

この写真は、データベースでプレゼンテーショ

った時のものです。

ンを行った時のものです。
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この写真は、ESIGELEC の学生とモン・サン・
ミッシェルへ行った時のものです。
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Returnee’s Report
Name

Meitoku Okumura

Department

Computer science and engineering

Grade

M2

NITECH Advisor

Associate Prof. Tsuyoshi Nakamura

Exchange University

ESIGELEC

Exchange University
Advisor

Etienne Morgane

Country, City

France, Rouen

Duration

8.30.2012 – 10.3.2012 (35 days)
Program Report

<Program Contents>
In ESIGELEC, we mainly learned about meta-heuristics and database. In meta-heuristics
lecture, we learned about search techniques, such as a local search and taboo search and
genetic algorithm. After the lecture, we made 2 or 3 person’s group and did the group work
and presentation about NP-hard problem on the basis of search techniques which we studied
in the lecture.
In the database lecture, we learned about the basic knowledge of a database, and we did
exercise about database creation and query creation. The contents of the lecture were
performed focusing on the creation method of the UML diagram, and creation of the table
based on the UML diagram by SQL. The problem of the exercise was creation of the database
for the on-line system of the theater.
Except the specialty lecture, we learned about not only French but culture and customs of
France. In French lecture, we learned about the foundation of French.
As extracurricular activities, we were allowed to visit the thermal power plant of EDF which
is the largest electric power company in France. We were given an explanation of the plant
and transfer method of the transport container. Moreover, in the plant, we were allowed to see
a turbine and important point of a power generation.

<Achievements/Ambitions>
In the lecture of ESIGELEC, I think that not only specialty knowledge but practical
knowledge was acquired since we did the problem of type which is actually dealt with in the
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society. Moreover, through the exercise, I got the more technical knowledge since the
understanding of the contents of database and meta-heuristics which were uncertain
understanding was deepened.
Since the exercise was group work, it is very helpful exercise for working in the society. The
exercise had many factors which are needed in the society, for example how to advance the
project, division of roles, and acting in concert with other person.

This picture is that we ate lunch with

This picture is that we did the presentation

ESIGELEC's students.

about our project in the database lecture.

This picture is that we went Mont
Saint-Michel with ESIGELEC’s students.
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

山崎

誠治

所属専攻・学科

情報工学専攻

学年

１

指導教員名

犬塚

派遣先

ＥＳＩＧＥＬＥＣ

派遣先指導教員名

モーガン・エティエンヌ

派遣国・地域

フランス・ルーアン

派遣期間

2012 年 8 月 30 日～2012 年 10 月 3 日（35 日間）

信博

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
講義内容としては、フランスの紹介、フランス語、メタヒューリスティクス、データベースモデ
リングを行った。
フランスの紹介ではフランスの歴史や地理、文化について学んだ。
フランス語ではあいさつや自己紹介などの基本的な表現を行った。
メタヒューリスティクスではタブーサーチや遺伝的アルゴリズムなどのアルゴリズムを学習し、
それらを実際に用いてナップサック問題などを解くプログラミングを行い、そのプレゼンを行っ
た。
データベースモデリングではデータベースの設計方法やＳＱＬについて学び、シアターなど場面
を想定してデータベースの設計などを行い、それらについてのプレゼンを行った。
講義以外では、ＥＳＩＧＥＬＥＣ側に企画をしていただいて、日本語を習っているもしくは日本
に興味があるようなＥＳＩＧＥＬＥＣの学生と一緒にモン・サン・ミッシェルに視察に行ったり
もした。
ほかにも学内での昼食や、学外のレストランでの夕食などの食事会、日曜日のルーアン市内の観
光など様々な交流会を行った。特にルーアン市内での観光ではＥＳＩＧＥＬＥＣの学生以外も参
加しており、会社員や軍人など様々な人と交流することができた。その際に伝統的な焼き物の工
房など普段では見られないような場所の案内もしていただけた。
また、2 日目にルーアンを案内していただいた際には、ルーアンの歴史や、ジャンヌ・ダルクの話
も知ることができた。その際に日曜日は店が休みであるなどの生活する際の注意点などについて
も教わることができた。
＜達成した成果・今後の抱負＞
成果としてはまず第一に、英語のリスニング能力については若干向上したように感じている。ま
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た英語でのコミュニケーションに対するハードルも下がったように感じる。こちらが伝えようと
している限り、相手も何とかしてコミュニケーションを取ろうとしてくれるので、たとえ文法が
めちゃくちゃで、発音がおかしくても何とかなっていたのが大きかったと思う。
一方でとっさの場合に表現方法がわからなかったり、誤って相手に伝わってしまうこともよくあ
ったので、とりあえず相手に正しく伝えられるようになることを英語の学習に関する今後の目標
にしたい。
第二の成果としては、海外に対するイメージを変えられたことがあげられる。以前までは海外に
対してマイナスイメージとは言わないものの、積極的に行こうとすることはなかった。しかし今
回の留学を通して、機会があればまた行ってみたいと考えるようになった。個人的な旅行など何
らかの形でヨーロッパに限らずいろいろな地域へ赴き、様々な経験を積んでいきたいと考えてい
る。そしてその経験を将来、何らかの形で役に立てたいと思う。
今回の留学を通じて、自身の英語能力、特に表現力の乏しさを痛感し、またネットなどからの伝
聞とは違う海外での経験を得ることができた。また英語だけでは通じない場面も多くあったので、
今後は英語以外の言語についても勉強していこうと考えている。なので今回の留学先で少しだけ
学んだフランス語を自分でも勉強していこうかと考えている。また今回得ることができた他の
様々な経験も今後の役に立てていきたいと思う。

ＥＳＩＧＥＬＥＣの入り口

データベースモデリングのプレゼン
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ＥＬＩＧＥＬＥＣでの昼食

Returnee’s Report
Name

Seiji Yamazaki

Department

Computer Science of Engineering

Grade

1

NITECH Advisor

Prof. Nobuhiro Inuzuka

Exchange University

ESIGELEC

Exchange University

Morgane ETIENNE

Advisor
Country, City

France, Rouen

Duration

8.30.2012 – 10.3.2012 (35 days)
Program Report

<Program Contents>
As lectures, We took Introduction to France, French as a Foreign Langage, Meta-heuristics for
Combinatorial Optimazation, and Database Modeling and Query.
In Introduction to France class, we learned geography, history and culture of France.
In French as a Foreign Langage class, we learned basic expressions, such as greetings and
self-introduction.
In Meta-heuristics for Combinatorial Optimazation class, we learned taboo search, genetic
algorithm and so on. And we made a program to solve knapsack problem, N-queen and so on.
And we made a presentation.
In Database Modeling and Query class, we learned database modeling and SQL. And we
made a database and a presentation.
Outside the lecture, we went to Mont Saint-Michel with ESIGELEC students like they are
learning Japanese.
In addition we held the exchange party sach as, lunch on campaus in ESIGELEC, dinner at a
restrant in Rouen, and sightweeing in Rouen.
When we were guided in Rouen, we were able to learn about the notes when live in France.
And she tell me history of Rouen and Jeanne d’Arc.
<Achievements/Ambitions>
The first achievent, I feel my listening skill for English improve slightly. And I feel like I went
down hurdle for communicationg in English.I think as long as I am trying to convey, they
tried to communicate, if my grammar and pronunciation is strange.
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But, there was some case that I didn’t know how to express and transfer in the wrong.So I
think transferroing correctly is my aim.
The second achievent, I was able to change my image of abroad. Before I joined this program,
I don’t actively go abroad. But now I think to want to go abroad if given the chance.And I
think I want ot gain a range of experience.
I think to stady French because sometimes can not communicate in English and
study French a little in ESIGELEC. And I think some experience in this program
help my future.

entrance of ESIGELEC

presentation of database modeling
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lunch in ESIGELEC

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

東口

鉱平

所属専攻・学科

未来材料創成工学専攻

学年

M2

指導教員名

岩本

派遣先

インペリアル・カレッジ・ロンドン

派遣国・地域

イギリス・ロンドン

派遣期間

2012 年 9 月 8 日～2012 年 9 月 14 日（7 日間）

雄二

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
IWAC05 に参加し、ポスターセッションで自分の研究を発表した。
自分の発表を国際学会で発表することは初めてだったので、ポスター作りの段階から本番をイメ
ージしながらデザイン、内容、流れ等試行錯誤した。その中で、自分の研究を整理することが出
来たし、伝えるためにはどうすれば良いか考える機会を持つことが出来た。
実際に発表を通して、自分の研究を端的に魅力的に伝える難しさ、予想していなかった質問に対
する応答等、今まで経験したことがないことを体験、感じることができた。
また、他の研究者の発表を聴くことで、自分とは違う分野の評価方法、サンプルの作成方法等、
自分の研究に応用できる可能性を探ったり、海外の研究者のプレゼン、質疑応答の仕方を学んだ
りすることができた。
＜達成した成果・今後の抱負＞
今回はポスターセッションに参加したので、オーラル発表とは違う難しさを感じた。具体的には、
自分の研究を端的に魅力的に伝える難しさ、予想していなかった質問に対する応答に課題を感じ
た。端的に伝えるという点では、スライドではなくポスターを使って、自分とは違う分野の研究
者に内容を伝えることが思っていた以上に難しかった。何を証明したいのか、そのためにどうし
てこの評価を行ったのかを分かりやすく言葉だけで説明することができなかった。
質疑応答では、想定していた質問に対しては、受け答えは特に問題はなかったが、他分野の知識
を要する質問、今まで考えてなかったことに対して意見を求められた時、上手に対応することが
できなかった。これらの経験から、目で見ただけで分かるようなデザイン、工夫を見つけること、
自分の専門外の分野に対しても知識を広げること、考える深さを深めることが重要だと感じ、今
後伸ばしていきたい。
また、他の研究者の発表を聴くことで、海外の研究者のプレゼン、質疑応答の仕方を学んだりす
ることができたので、今後このような機会があればこの経験を参考にしてプレゼンの質を向上さ
せたい。
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写真 1：ポスターセッションの様子

写真 2：ポスターセッションの様子
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Returnee’s Report
Name

Higashiguchi Kohei

Department

Frontier materials, Environmental Ceramic materials

Grade

M2

NITECH Advisor

Prof. Dr. Yuji Iwamoto

Exchange University

Imperial College London

Country, City

UK, London

Duration

9.8.2012 – 9.14.2012 (7 days)
Program Report

<Program Contents>
I attended IWAC05 to present a study of my research in the poster session.
Because it was the first time to present my study at the international conference, I considered
the poster design, content, and context, etc. from the stage of making a poster to make it clear.
By doing so, I could understand my research well and have the opportunity to make the
attractive slides for foreign researchers.
Through the presentation, I could experience the difficulty to appeal plainly research topic
and answer to the unexpected questions.
In addition, I could have a chance to discover the possibility of new methods to evaluate and
synthesize samples from other fields by listening the presentations of other researchers.
Furthermore, I learned the way to present and answer the questions from foreign researchers.
<Achievements/Ambitions>
Since I attended the poster session this time, I felt the difficulty which is different from oral
presentations, for example, appealing plainly my research, response to unexpected questions.
To introduce my research by not technical terms was more difficult than I expected. I
couldn’t explain well what I want to prove and why I did some characterization for that.
In response to a question, I could response to the questions that I had expected, however,
when I was asked questions requiring knowledge of other fields or asked for my opinion on
the topic that I have never touched, I couldn’t deal with them.
From these experiences, I think it’s important to improve the slides design, expand the
knowledge into other fields and understand my own research deeper.
In addition, I learned the way to present and answer the questions by listening to the
presentations of foreign researchers. If I have a chance to attend this kind of international
conference, I want to improve the quality of my presentation referring their way.
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

木村

晃規

所属専攻・学科

未来材料創成工学専攻

学年

大学院一年生

指導教員名

岩本

派遣先

インペリアル・カレッジ・ロンドン

派遣国・地域

イギリス・ロンドン

派遣期間

2012 年 9 月 8 日～2012 年 9 月 14 日（7 日間）

雄二

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
今回の国際会議である IWAC05 において、私はおよそ 1 時間 40 分にわたるポスターセッショ
ンを行いました。私の実験の要点は英語で話せましたが、本当に伝えたいことやオリジナリティ
のある点などは十分に英語で伝えることができませんでした。ただ単に大まかな内容を説明する
ことは誰にでもできることだと思うので、その先まで進めなかったことは非常に残念ですが、そ
の悔しさを今後の活動のエネルギーにしていきたいと思います。
また質疑応答においては、非常に様々な考え方に触れることができました。私がこれまでに考
えうることのなかった質問を受けたことで、さらに自分自身の考えを発展させる非常にいい機会
となりました。
これまでのコミュニケーションはすべて英語でしたが、私の英語力の低さを感じることが多々
ありました。やはり語学において、その言語に毎日少しでも触れなければならないと感じたので、
今後は毎日英語に触れていきたいと思います。
またこの国際学会に出席した教授や、生徒の口頭発表を聞くことは私にとって有意義なものに
なりました。特に先輩である学生が的確に質問に答えているのを見て、非常に刺激を受けました。
ポスターセッションが終わった後、その会場で昼食を食べる機会があったのですが、そこでは積
極的に普段話すことのできない、現地の方々と交流を深めるとともに、お互いの研究についての
知識も深めることができました。

＜達成した成果・今後の抱負＞
今回のポスターセッションにおいては、いかにポスターに私の研究内容を効果的に記載するか
に重点を置きました。しかし当初の段階では必要最低限の情報を取捨選択することができずに、
非常にまとまりのないポスターになってしまいました。そこで私はまずこのポスターで何を一番
伝えたいのかを考え、そこから遡って必要なデータや研究背景を考え、構成を少し変えたところ、
前のポスターよりすっきりしたポスターができました。
実際にポスターを作ってみることで、ポスターだけでなく口頭発表などのプレゼンテーション
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でも重要である全体の構成や、その構成の仕方などを学び取ることができました。また改めて自
分の研究について客観的に見直す機会にもなりました。
当日の発表本番では、私のポスターを見ている方に対して積極的に話しかけることができまし
た。ただ、私の考えるこの研究の本当に興味深い点などについては十分に伝えることができませ
んでした。その点においては後悔が残りますが、今後の課題としていきたいと思います。
今後の抱負としまして、今回得た英語での表現方法などを忘れないように毎日少しでも英語に
触れていきたいと思います。英語を勉強するにあたり、ただ受け身な勉強ばかりしていてもうわ
べだけの知識のみしか身につかないと思ったので、能動的な英語の勉強を心がけていきたいです。
具体的には覚えた単語を自分なりに使い、喋ることによって自分の覚えた単語のさらなる定着を
図っていきたいです。

ポスターセッションの様子

ポスターの説明をする私

IWAC05 が終わった後のディナー
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Returnee’s Report
Name

Akinori Kimura

Department

Department of Frontier Materials, Graduate School of Engineering

Grade

1st grade

NITECH Advisor

Professor. Yuji Iwamoto

Exchange University

Imperial College London

Country, City

United Kingdom, London

Duration

9.8.2012 – 9.14.2012 (7 days)
Program Report

<Program Contents>
In this IWAC05, I did a poster session approximately 1 hour and 40 minutes. I could talk
about point of my research, but I couldn’t tell what I want to really talk about. I think
everyone can explain rough content of their researches. But it is difficult to answer what
questioner really need. It is regrettable that I couldn’t perfectly reply these questions. Next
time, I want to do my best.
In the question-and-answer session, I was able to touch on wide and variety of ideas. I was
asked questions which I didn’t considered about until now. It was a very good opportunity to
develop own ideas further.
I often felt my low English ability. I think it is really important to have the opportunities to
speak the language. So I want to speak English every day.
Listening to professor’s speech was very meaningful for me. Especially, to see senior student’s
presentation, I was very inspired.
After the poster session, I had a chance to eat lunch at the same place. And I could speak with
local people, and deepen knowledge about each research.

<Achievements/Ambitions>
In this poster session, I focused on how to effectively describe my research. In the initial stage
it is not possible to select the minimum amount of information about my study. Then, my
poster became rambling. So, considering about what I want to tell in this poster, and changed
composition. Then, my poster becomes organized and simple.
By preparing a poster, I was able to learn the whole picture of my study. It is important in the
presentation, including oral presentation as well as posters. I was also able to revise
opportunity to review my research all over again.
In the poster session, I could talk aggressively against participants who have seen my poster.
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However, I couldn’t tell enough what really interesting point of this study is.
I want to have the opportunities to speak English every day, so as not to forget English. And, I
want to try to learn English actively.

Poster session

I’m describing about my poster

Dinner after the IWAC05
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

服部

光太郎

所属専攻・学科

物質工学専攻

学年

博士前期課程 2 年

指導教員名

柿本

派遣先

インペリアル・カレッジ・ロンドン

派遣国・地域

イギリス・ロンドン

派遣期間

2012 年 9 月 8 日～2012 年 9 月 14 日（7 日間）

健一

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
機能、構造、生体材料など多岐にわたる応用分野を含めた、先進セラミックス材料に関する研
究会 International Workshop on Advanced Ceramics (IWAC)に参加した。IWAC は今回で五度目
の開催となり、本学、インペリアルカレッジロンドン、リモージュ大学およびエルランゲン・ニ
ュルンベルグ大学の国際共同研究および国際交流の強化を目的としている。また、若手研究者を
中心として実施され、博士学生や教授以外に多くの大学院生にもポスター発表や口頭発表の機会
が与えられる。そのため、優れたセラミックス研究者との交流や発表を通して、自身の研究活動
の活性化と成長に役立たせることができる。特に今回は、インぺリアル・カレッジ・ロンドンで
開催されたため、国際性のより効果的な成長が期待された。自身に関しては、functional ceramics
セッションにおいて、英語を用いた口頭発表を行い、その研究内容について議論を行った。
＜達成した成果・今後の抱負＞
国際学会にふさわしい研究発表を行うため、高い目標を掲げて研究活動を行ってきた。学会参
加までの実験計画を入念に行い、発表の構成を試行錯誤し、英語プレゼンテーションの練習に努
めた。今まで数回にわたる英語口頭発表を行ってきたが、本学会の発表において自身の確実な成
長を感じた。また、周囲からもプレゼンテーションに対して高い評価を頂いた。他、著名な研究
者、教授方々の講演も数多く聴取することができ、各分野の研究動向や最新の研究に関してなど
大変勉強になった。現地の学生とも交流を深めることができ、貴重な経験を積むことができた。
今回、IWAC 参加のため海外に派遣させて頂き、研究を英語で伝えるのみでなく、質疑応答を
含めた会話・議論を国内外の研究者と交わせるようになりたいと思うきっかけとなった。国外の
研究者ともより深く、素早いコミュニケーションが取れれば、多くの意見を正確に取り入れるこ
とが可能であり、自身の更なる飛躍が期待できる。今後も国際性の強化に励んでいきたい。
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IWAC で口頭発表を行いました。

フリー時間には海外の学生とも交流を深める
ことができました。
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Returnee’s Report
Name

Kotaro Hattori

Department

Materials Science and Engineering

Grade

2nd year of master’s degree

NITECH Advisor

Professor Ken-ichi Kakimoto

Exchange University

Imperial College London

Country, City

England, London

Duration

9.8.2012 – 9.14.2012 (7 days)
Program Report

<Program Contents>
I attended the conference of International Workshop on Advanced Ceramic
(IWAC), which covered the wide variety of application fields of advanced ceramics
including mechanical, electronics and bio medical materials. The fifth IWAC was
held in London, UK on 9-11 September 2012. The objective of this conference is to
enhance the research collaboration and international network among the
universities of Limoges, Nagoya Institute of Technology, Imperial college London
and Erlangen-Nuremberg. Also, IWAC strongly encourages the young researchers
to make a poster or oral presentation of ceramics research. Therefore, it is
expected that we can stimulate our own research and grow up through the
discussion with the wonderful researchers and the international experiences. As
for me, I made the oral presentation and discussed on my research in the
functional ceramics session.
<Achievements/Ambitions>
I established a high goal of my research to make an appropriate presentation for
the international conference. I carefully considered the composition of slides and
practiced the oral presentation repeatedly. As a result, I was able to make the best
presentation ever and I felt my reliable growth. Around people praised me for my
oral presentation in English. And also, I was able to listen to many talk of famous
researchers which give me a knowledge of recent research or tendency.
The conference caused a feeling like that I want to have a conversation and
discussion with foreign researchers more deeply and quickly. If I can more often
communicate with them, the experience gives me various ideas or opinions. I
continue to try to enhance my internationalism.
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

河村

知可子

所属専攻・学科

物質工学専攻

学年

2年

指導教員名

永田

派遣先

Imperial College London

派遣国・地域

イギリス・ロンドン

派遣期間

2012 年 9 月 8 日～2012 年 9 月 14 日（7 日間）

謙二

有機分野

准教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
今年で 5 回目となる、International Workshop on Advanced Ceramics に出席し、現在行って
いる研究のプレゼンテーションを英語で行った。また、医療、半導体、熱伝導材などの分野で応
用されるセラミックス材料を研究している各大学の教授や学生の発表を聞くことで、どのような
研究がどの国の研究グループで行われているか、また私自身の研究に反映できるような実験の結
果と考察の仕方を学習した。このセミナーを通し、研究内容だけでなくプレゼンテーションにお
けるパワーポイントの作製方法や、英語でのプレゼンテーションの仕方、言葉の言い回しなど、
国際学会で発表するためにどれだけの語学力が必要か学んだ。

＜達成した成果・今後の抱負＞
出発前に目標として、1．コミュニケーションスキルの向上、2．現在行っている研究の世界的
な位置づけを把握することを設定した。目標 1 については昨年の留学先研究室の教授と研究内容
についてディスカッションし、さらに ICL の学生とコミュニケーションをはかるなど、英語での
コミュニケーションを積極的に行うことが自分なりにできた。しかしながら、言葉に詰まること
や彼らが話してくれていることが理解できない点もあったので、より英語学習に励まなければな
らないと感じた。目標 2．について、今回のセミナーでは私の研究テーマである生体活性ガラスに
関する発表が多かったため、様々な知見を得ることができた。
そのほか、プレゼンテーション用スライドと発表原稿作成も以前に比べスムーズに行うことが
できた。しかし、海外の学生と比べてプレゼンテーションの見せ方で、スライドのアニメーショ
ンが少なく、単調で面白みに欠けていると感じたので、今後の抱負として話すテンポや言葉の言
い回しを考慮に入れて話すことが出来るようなりたいと感じた。
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プレゼンテーション中の様子

IWAC05 の晩餐会風景
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質疑応答の様子

Returnee’s Report
Name

Chikako Kawamura

Department

Materials Science and Engineering

Grade

Master 2nd

NITECH Advisor

Associate Prof. Kenji Nagata

Exchange University

Imperial College London

Country, City

United Kingdom, London

Duration

9.8.2012 – 9.14.2012 (7 days)
Program Report

<Program Contents>
I attended the International Workshop on Advanced Ceramics held in Imperial College of
London and gave a presentation about my research in English. To understand researches
which is focused and what is inquired in the world, I listened to presentations about advanced
ceramics in the fields of Biomaterials, Energy Materials, Environmentally-Conscious
Materials and Next Generation Materials.
In addition, I studied how to show and give a presentation more attractive and useful
expression. Then, I learned how I improve my English to give a presentation more fluently.

<Achievements/Ambitions>
I set aims before I left for IWAC05 at London as follows;
1. improvement of communication skill in English
2. understanding the level of my research in the world
I could discuss the results of my research with Professor A. Boccaccini (FAU) whose
laboratory I was belonging to last year, and talk to PhD students in ICL about their research.
So, I achieved the first aim in this visit. However, I sometimes stumbled over my words and
couldn’t catch what they spoke. So, I thought I need to learn English more. Then, I had studied
materials related with my research topic from many presentations shown in this conference.
In addition, I had prepared slides and script for my presentation faster than before. But
compared with other foreign student’s presentations, I found that my presentation was so
simple that it lacked fun. So, for future aim, I’ll practice to talk with considering talking pace
and useful expression so that I can give a presentation more humorous.
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Photo of my presentation

Scene of IWAC05 banquet
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Photo of question-and-answered session

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

漆原

大典

所属専攻・学科

物質工学専攻

学年

前期博士課程 2 年

指導教員名

福田

派遣先

インペリアル・カレッジ・ロンドン

派遣国・地域

イギリス・ロンドン

派遣期間

2012 年 9 月 8 日～2012 年 9 月 14 日（7 日間）

功一郎

教授

研

修

報

告

研修内容：国際会議 IWAC05 (the fifth international workshop on advanced ceramics)への参加
＜目的＞
学術的研究活動において求められる能力は、実験等において新たな知見や成果を得る能力だけ
ではなく、研究成果を発信する能力も必要であると考えている。私はこれまでに国内において数
多くの学術発表を経験しており、高い発信能力を身につけつつある。しかしながら、海外での発
表の経験は乏しいため、国際会議等の機会を通して、グローバルな経験を積み、発信能力の向上
を目指している。
今回の IWAC05 はホスト校の Imperial College London（イギリス）、名古屋工業大学、Université de
Limoges（フランス）、Friendrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg（ドイツ）の４校が中心と
なり開催されており、ヨーロッパ圏の研究者と触れ合う機会の多い国際会議である。英語を用い
た発表を行うことにより、グローバルな発信能力を養うことを IWAC05 へ参加する目的としてい
る。また、異なった文化持つ研究者と触れ合い、違う側面から研究を見つめ直すことは新たな着
眼点で研究に取り組むことができる機会であると考えている。
＜成果＞
IWAC05 では生体材料や構造材料など様々な先進的なセラミックスをトピックスとして、プロ
セシングやキャラクタリゼーションなどの発表が行われた。
私はポスターセッションにおいて燃料電池の電解質やガスセンサーとしての応用が期待される
アパタイト型酸化物イオン伝導体を題材とし、性能を向上させるためのプロセシングや物質の詳
細な結晶構造について発表した。質疑応答の中では不十分な部分もあったが、コミュニケーショ
ンをとりながら議論を深めることができた。また、今後の研究における新たな可能性を見出せた
ように感じている。
今回の国際会議では研究発表のみではなく、交流の場としても位置付けられており、国際的な
感覚に触れることができたのは、大きな刺激になった。
＜今後の抱負＞

329

IWAC05 に参加し、発信能力を養うことができたと考えている。しかしながら、自分の研究を
伝え、理解してもらうための言語能力が不足していると感じた。英語の勉強はもちろんのことな
がら、今回のような国際会議に積極的に参加し、英語でのコミュニケーション能力を養い、国際
感覚を身につけていきたいと考えている。
また、IWAC05 では興味深い研究発表が数多くあり、自分の取り扱っている物質に対しても応
用が可能な部分では積極的に実験をしていきたいと考えている。

□□□□■

図１．説明風景
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Returnee’s Report
Name

Daisuke Urushihara

Department

Materials Science and Engineering

Grade

M2

NITECH Advisor

Prof. Koichiro Fukuda

Exchange University

Imperial College London

Country, City

United Kingdom, London

Duration

9.8.2012 – 9.14.2012 (7 days)
Program Report

Program Contents : To participate in the IWAC05 ( the 5th international workshop on
advanced ceramics ).
＜Goal＞
The objective of participating in the IWAC05 is to cultivate the ability to take part in a
international conference by making a presentation in English. I think that required capabilities
in academic research activities is not only the ability to obtain new knowledge and
achievements in the experiments but also the ability to make the presentation of research
results. So I would like to improve the ability to make a presentation through opportunities
such as international workshops.
Moreover, I expect a new discovery through the discussions with those overseas researchers,

who must have different ideas from us.
＜Achievements＞
I made a poster presentation about apatite type oxide-ion conductors. This materials are
among the most promising oxide-ion conductors for gas-sensing devices and electrolyte for
solid oxide fuel cells (SOFCs). I talked about high performance processing techniques and the
detailed crystal structure. In the discussion I felt like I can find new possibilities in a future
research.
＜Ambitions＞
I think that I was able to participate in the IWAC05 and to cultivate the ability to make a
presentation in English. However, I feel that my language ability is insufficient to let overseas
researchers understand my research completely. I would like to obtain the international sense
through studying English as well as participating in international conferences such as this
actively.
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In addition, because there were a number of interesting techniques and mechanism
published in IWAC05, I want to make an experiment against own research objects by using
them.

□□□□■

Figure1. Poster session
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

岩田

拓馬

所属専攻・学科

未来材料創成工学専攻

学年

M2

指導教員名

春日

派遣先

インペリアル・カレッジ・ロンドン

派遣先指導教員名

Prof. Bill Lee

派遣国・地域

イギリス・ロンドン

派遣期間

2012 年 9 月 8 日～2012 年 9 月 14 日（7 日間）

敏宏 教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
インペリアル・カレッジ・ロンドンで開催された The Fifth International Workshop on Advanced
Ceramics (IWAC05)へ参加し、ポスター発表を行った。また、海外の研究者の発表を聞き、セラミ
ックス先進研究に対する知見を得た。
研究室見学をさせて頂き、ヨーロッパでの研究活動について学んだ。

＜達成した成果・今後の抱負＞
ポスター発表では、海外研究者の方々とディスカッションすることで自身の研究の糧になる知
見を得ることができた。休憩時間等にも積極的にコミュニケーションを取ることで、親睦を深め
ることができた。また、海外研究者の発表を聞くことで、知見を得るだけでなく、自身の研究に
対するモチベーションも上がった。
研究室見学では、最先端の装置を見せて頂くことができた。また、海外の研究スタイルを学ぶ
ことができた。
滞在中にガラス研究者と話す機会があり、自身の研究に対するアドバイスを頂いた。
今回の派遣で得られた知見や経験を、今後の自身の研究に活かしていきたい。
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ポスター発表

口頭発表セッションへの参加
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ポスター発表 2

Returnee’s Report
Name

Takuma Iwata

Department

Frontier Materials

Grade

M2

NITECH Advisor

Prof. Toshihiro Kasuga

Exchange University

Imperial College London

Exchange University

Prof. Bill Lee

Advisor
Country, City

United Kingdom, London

Duration

9.8.2012 – 9.14.2012 (7 days)
Program Report

<Program Contents>
Attending The Fifth International Workshop on Advanced Ceramics (IWAC05) in
Imperial College London and providing poster presentation. Expanding my knowledge about
progress of ceramics on recent study in foreign research group.
Attending Lab tour and see the way of research in Europe.

<Achievements/Ambitions>
At the poster session, I could discuss with foreign researchers and earn knowledge
which is useful to progress my study. I also communicated with foreign researchers at break
time and deepened friendliness. Hearing the presentation of foreign research group provided
knowledge and motivation to me.
At the Lab tour, I could see a front line experimental apparatus and way of research
activities of foreign country.
There was a chance to talk with glass researcher about my work. She gave me
advices for my research.
I would like to utilize the knowledge and experience of this time toward my future
work.
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Poster presentation

Attending oral presentation session
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Poster presentation2

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

粕谷

祐介

所属専攻・学科

未来材料創成工学専攻

学年

M2

指導教員名

早川

派遣先

インペリアル・カレッジ・ロンドン

派遣国・地域

イギリス・ロンドン

派遣期間

2012 年 9 月 8 日～2012 年 9 月 14 日（7 日間）

知克

准教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
以前、フランスのリモージュ大学で現地の研究者の方達と行った共同研究「 Lattice Dynamics

and Raman spectroscopy study of M2TeO3 (M=Li, Na, K, Rb, Cs, Tl) crystals」の成果をポスタ
ー形式で発表した。尚、ポスター形式の発表では、３人の外国人研究者に自分の研究を説明して、
その後、議論を行った。特に、実験手法や考察の部分に対する専門的な質問だけでなく、実験の
目的といった大まかな質問も聞かれた。
また、ポスター発表後、自分と相関性のあるテーマを持つ研究者のポスターをよく読み、自分の
今後の研究に生かせる点を探した。加えて、日本人の学生の研究テーマでも、興味のあるテーマ
に関してはしっかりと議論をして、疑問点等をなくすようにした。
オーラルセッションでは、自分の研究分野である光学材料に関するテーマが少なかったが、材料
学全般について知見を広げる事を目的として、他の材料（磁性材料、バイオ材料、耐火物等）に
関する発表もしっかり聞いて、知識を吸収した。特に、初日に行われた、David Smith 先生の多孔
質セラミックスの熱伝導率モデルに関する発表は、以前の研究留学の際に受けた授業の内容と深
く関係があり、よく理解する事が出来た。
また、ポスターセッションおよびオーラルセッション以外の時間でも、以前フランスに留学して
いた時に知り合った研究者の方達と英語を用いてコミュニーケーションを行った。

＜達成した成果・今後の抱負＞
ポスターセッションにおいて、他人に研究テーマを英語を用いて説明する事で、自分の中のより
深い理解にも繋がった。また、日本語での質問への応答と違い、簡潔さが求められる為よく知識
を整理しておくべきだと思った。加えて、他の研究室の学生のポスターに関しても議論を行った
りした為、自分の研究分野以外の材料分野に関する知識をたくさん取り入れる事が出来た。
オーラルセッションでは、海外の研究者の口頭発表を見る事が出来て、単純に材料工学の知識が
増えただけでなく、スライドの作り方や英語の表現、話のつかみの方法などを参考にする事が出
来た。特に英語の表現に関しては、あまり難しい表現を使わずに、聞く人にとって分りやすい表
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現（グラフを説明する時に「You can see~」、「You can observe~」等）を使っている人が多く、
今後自分の英語発表にも取り入れようと思った。
今後の抱負として、相手に理解させるためにわかりやすい英語を使い説明できる能力が欲しいと
思った。また、相手の言葉が完全に聞き取れない事があったので、テクニカルタームを中心とし
た語彙力および、単語と単語の繋がりの音を意識したリスニング力が必要だと感じた。その為に、
今後は研究を続けるだけでなく英語学習にも力を入れたい。

ポスター発表の様子
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日本人チームで移動中の様子

Returnee’s Report
Name

Kasuya Yusuke

Department

Frontier Materials

Grade

M2

NITECH Advisor

Associate Prof. Hayakawa Tomokatsu

Exchange University

Imperial College London (ICL)

Country, City

the United Kingdom, London

Duration

9.8.2012 – 9.14.2012 (7 days)
Program Report

<Program Contents>
I presented a collaborational study with researcher in ENSCI ‘’Lattice Dynamics
and Raman spectroscopy study of M2TeO3 (M=Li, Na, K, Rb, Cs, Tl) crystals.’’ in
the poster session. In the poster session, I explained my study to three foreign
researchers. I could answer to not only technical questions but also general
questions by them.
After the poster presentation, I browsed other posters which relational to my
study. Additionally, I discussed with other Japanese students about their study
which I was interested in.
In the oral session, there were not many presentations about optical materials (my
research area), but I paid attention to presenters who presented not about optical
materials, for example, magnetic ceramics, bioceramics and refractory ceramics.
Especially, in the presentation by Dr. David Smith I had a larger understanding of
his presentation because I had taken his course before.
At other times, I took a communication with foreign researchers who I met in
France before.
<Achievements/Ambitions>
In the poster session, I could improve my knowledge about my research topic and
explain it to foreign researchers in English.
In the oral session, I could get not only knowledge about material sciences but also
technique about making good presentation.
In the future, I would like to explain my research topic to foreign researchers in
plainer and more refined English because it is better for understanding.
Additionally, I thought I needed more technical terms and listening skills about
syllabic sound. Therefore I would like to train my skill communicating in English.
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Poster presentation.

Throughout the journey with Japanese
students.
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

下野

義人

所属専攻・学科

物質工学専攻

学年

博士前期課程 1 年

指導教員名

籠宮

派遣先

Imperial College London

派遣国・地域

イギリス・ロンドン

派遣期間

2012 年 9 月 8 日～2012 年 9 月 14 日（7 日間）

功

准教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
インペリアルカレッジオブロンドンにて、オープニングおよび招待講演者による発表を観覧し
た。ポスターセッションでは自分の研究内容を発表した。また発表の合間に現地の研究室を訪問
した。夜には学会主催者によるレセプションパーティーに参加した。
＜達成した成果・今後の抱負＞
IWAC05 ではセラミックスという特定分野におけるスペシャリストが世界中から集まり、日本
の学会では経験できないまたとない機会であった。
自身のポスター発表では、目標として研究内容は最低でも理解してもらえるように設定した。
そのため渡航前に論文に出てくる単語を調べ、それらの発音を練習した。また海外の人にもうま
く伝わるのか外国人の英語の先生に発音の確認をしてもらい、訂正してもらったりした。その結
果流ちょうな英語こそは使えなかったが、実験が正しく行われているのか質問されたときにうま
く納得してもらうことができた。そこでの質問は研究の根幹部分をついたものであり、当たり前
に考えていたことももう一度勉強しなおそうと意識させられた。また質問していただいた人と連
絡先を交換し、新たなコネクションを作ることができた。
研究室見学では日本と海外の研究の違いを感じることができた。日本の学生は研究室にある装
置の使用方法をすべて習得しなければならないが、海外では装置ごとに専属スタッフがおり、実
験を行ってもらう形式であった。そのため日本のように実験のノウハウを教えるに時間を浪費す
ることなく、迅速に研究が進められる。これにより自分の研究に対して知識が多いだけでなく、
深く考察できている印象であった。この方式は日本でも真似していくべきだと思う。
他の研究者の発表では、大学と企業の距離が日本と比べて近く感じた。日本は大学から企業へ
と共同研究をしているのに対し、海外では企業からどんどん大学へと共同研究を申し込んでくる
ことを知った。また数多くの企業とも共同で研究しており、産学官連携で研究を盛り上げていこ
うという印象を受けた。
上記のように IWAC05 を参加することで、日本では経験できない貴重な体験ができた。今後学
んだことを研究室に還元していきたい。目標として研究を始める前にじっくりと論文を読み、綿
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密な計画を立てる。また学会に参加した際には海外の研究者にアプローチし、研究の知見をさら
に広げたいと思います。

Rembrandt Hotel にてれレセプションパー
ティーの様子

Imperial college of London にて ポスター
との写真
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Returnee’s Report
Name

Yoshihito Shimono

Department

Material Science and Engineering

Grade

First year graduate student

NITECH Advisor

Isao Kagomiya

Exchange University

Imperial College London

Country, City

UK, London

Duration

9.8.2012 – 9.14.2012 (7 days)
Program Report

<Program Contents>
In the Imperial College of London, I participated in opening and presentation of
invited speaker. After it, I introduced my study in the poster session. Additionally,
I visited the local laboratory. At night, I took part in the reception party.
<Achievements/Ambitions>
In IWAC05, there were many specialists who research ceramics and I had
special opportunity which I couldn’t experience in Japan.
In my poster section, I set up a goal to understand my study. Therefore, I
checked technical word and practiced their pronunciation before this voyage.
Additionally, I got my English teacher to check my pronunciation. As a result, I
couldn’t speak English frequently at this conference, but researchers understood
that my experiment was correct. These questions were fundamental point of study
and I wanted to restudy. Moreover, I exchanged my e-mail address with a person
who questioned me and I made fiends.
When I visited laboratory, I felt the difference between Japanese and overseas.
Japanese students must learn how to use all devices. On the other hand, all
devices have specialists at overseas and they experiment. Therefore, overseas
students don’t waste much money and study quickly. Additionally, they have much
knowledge and consider their study deeply. I think that Japan should imitate this
style.
In presentation of overseas researchers, I thought the distance between
university and companies was closer than Japan. Japanese universities apply for
joint research to companies, many overseas companies apply for joint research to
universities. Additionally, overseas university research with many companies, so I
had the impression of heating up research by industry-academia-government
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collaboration.
On conclusion, I had precious opportunities by participating IWAC05. I would
like to return learning to my laboratory. As a goal, I read much literature before
beginning research and I formed a detailed plan. Moreover, I want to discuss with
overseas researcher and extend the knowledge of my research.

Reception party in Rembrandt hotel

The photograph of my poster in Imperial
College of London
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

野場

啓吾

所属専攻・学科

情報工学科

学年

学部 4 年

指導教員名

佐藤

派遣先

EFREI

派遣先指導教員名

Catherine Nusbaum

派遣国・地域

フランス・Villejuif

派遣期間

2010 年 2 月 27 日～2010 年 3 月 29 日（31 日間）

淳

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
平日は、１時限にフランス語の授業があり、それ以降はプロジェクトワークとマネジメントを学習
した。

フランス語は簡単なあいさつから始まり、アルファベットの読み方、自己紹介の仕方、文

法を少し学習した。

プロジェクトワークは、与えられた課題に対してどのように解決していくか

グループワークを通して学習した。

具体的には、図書館の事例を課題として与えられ、その現状

の把握と、改善策の提案をケースダイアグラム等を用いて表現し発表した。

また、マネジメント

では、プロジェクトワークの際に必要になる仕様書の書き方、意味やリスクマネジメント等につい
て学習した。

＜達成した成果・今後の抱負＞
現地の先生方がおっしゃっていたのは、今回は１か月という短い期間であり、プロジェクトマネジ
メントのさわりの部分しかやれていないのでこれからも勉強を続けてほしいということでした。
このような講義を名工大で受講したことはなかったため、さらに深く学ぶために大学院に進学して
からは、マネジメントについての講義も受講したいと思いました。

また、今回が初めての外国だ

ったので、異国の雰囲気や人柄など大変勉強になりました。
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Returnee’s Report
Name

Keigo Noba

Department

Computer Science

Grade

B4

NITECH Advisor

Prof. Jun Sato

Exchange University

EFREI

Exchange University

Catherine Nusbaum

Advisor
Country, City

France, Villejuif

Duration

2.27.2010 – 3.29.2010 (31 days)
Program Report

<Program Contents>
I had a French class on weekday mornings. From 2nd class to 4th class, I learned about project
work and management. In the French class, I learned greetings, pronunciations, self
introduction, and grammar. In the project work class, we learned how to solve problems. More
specifically, we are given a problem about a library and we recognize the current library system
and suggest the better one with case diagrams. In the management class, we learned how to
make specifications for a system, and risk management.

<Achievements/Ambitions>
In the end of the class, professors told us that one month is not enough for studying project
management and we should keep studying. I would like to take project management class in
NIT. It was first time for me to go abroad and my sense of value was changed a little.
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

足立

貴昭

所属専攻・学科

情報工学科

学年

４年

指導教員名

徳田

派遣先

EFREI

派遣先指導教員名

Clémence,Cupic,Khoury

派遣国・地域

フランス・Villejuif

派遣期間

2010 年 2 月 27 日～2010 年 3 月 29 日（31 日間）

恵一

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
z

フランス語
簡単な自己紹介、日常の挨拶、数字の発音と聞き取り、
男性・女性・中性名詞の冠詞 など。

z

プロジェクト・マネジメント
プロジェクトの進め方（分析・設計・試験・公開）、
要求分析の方法、プロセスマップ、UML(統一モデル言語)の使い方、
マネジメントの手法（コスト・リスク・資源・スコープ）
、など。

z

ワークショップ ― パリ市内の美術館や歴史地区を視察
オルセー美術館、マレ地区、モンマルトル、など。

＜達成した成果・今後の抱負＞
フランス語の簡単な自己紹介や挨拶、数字などを学び、派遣先の学生との交流や店頭でのやりと
りができた。プロジェクト・マネジメントでは上記のような内容の講義を受け、図書館のシステム
改善を行う仮想のプロジェクトチームを立ち上げ、プロジェクトを進める演習を行った。また、UML
を用いてプロジェクトに関するプレゼンテーションの仕方を学んだ。ワークショップでは、上記の
箇所を派遣先の先生に案内していただき、フランスの歴史や文化について知ることができた。
派遣先の学校では、様々な行事が行われ、その多くに参加し各国の留学生と交流することができた。
しかし、英会話の能力が貧しいため、研究分野や深い内容までは話せなかった。また、他国の文化
や流行を知らないことが多かった。
今後、英会話の能力を向上し、海外の文化や流行に関心を持ち、グローバルな視野を持てるよう
に努める。
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Returnee’s Report
Name

Takaaki Adachi

Department

Computer Science

Grade

Fourth

NITECH Advisor

Prof. Keiichi Tokuda

Exchange University

EFREI

Exchange University

Clémence,Cupic,Khoury

Advisor
Country, City

France, Villejuif

Duration

2.27.2010 – 3.29.2010 (31 days)
Program Report

<Program Contents>
z French Language
Introduction, Greeting, Number, etc.
z Modeling Management
Systems Analysis and Design, Requirement Analysis,
The Object model and the Unified Modeling Language,
Structural modeling, Project charter,
Type of management (Cost, Risk, Human Resources, Scope), etc.
z Cultural workshop – visited museums and historical places in Paris
Museum of Orsay, Mareis, Montmartre, etc.
<Achievements/Ambitions>
Studied French about introduction, greeting, number, and so on. And I could
communicate with EFREI’s students in French. We exercised modeling
management about improving the virtual library systems. Learned how to use UML
(Unified Modeling Language) and practiced presentation. In the workshop, I
learned culture and history of France. In School, there are various events. I could
interact with international students in English. But I can’t speak English well. So, I
couldn’t talk about deep contents of my research field. I should study English hard
and know the history and culture of each country to communicate closer.

349

350

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

中村

遼

所属専攻・学科

情報工学専攻

学年

大学院 1 年

指導教員名

佐藤

派遣先

EFREI

派遣先指導教員名

Catherine Nusbaum

派遣国・地域

フランス・Villejuif

派遣期間

2010 年 2 月 27 日～2010 年 3 月 29 日（31 日間）

淳

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
フランス・EFREI において情報工学分野の経営戦略，及びフランス語の学習
・プロジェクトモデリングの講義
・プロジェクトマネジメントの講義
・フランス語の講義
フランス文化の学習及び現地の人々とのコミュニケーション
・美術館，観光地などを訪れ，フランスの歴史や文化を学習
・EFREI の教師や学生との，食事，観光などを通じての交流

＜達成した成果・今後の抱負＞
達成した成果
・プロジェクトモデリング及びプロジェクトマネジメントの知識の獲得
・フランス語の学習
・英語でのコミュニケーションによる語学力の向上
・フランスの人々との交流
今後の抱負
・フランス語の学習
・フランスの人々との交流の継続
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Returnee’s Report
Name

Ryo Nakamura

Department

Computer Science and Engineering

Grade

first

NITECH Advisor

Prof. Jun Sato

Exchange University

EFREI

Exchange University

Catherine Nusbaum

Advisor
Country, City

France, Villejuif

Duration

2.27.2010 – 3.29.2010 (31 days)
Program Report

<Program Contents>
Learning the Project of information engineering, and French in EFREI
・ Lecture of Project Modeling
・ Lecture of Project Management
・ Lecture of French
Learning the French culture and Communicate French people
・ Learning French culture and history with visiting a museum or tourist spot
・ Communication with EFREI teachers and students as site seeing and eating

<Achievements/Ambitions>
Achievements
・ Getting the knowledge of project modeling and project management
・ Learning French
・ Learning English
・ Communication with French people
Ambitions
・ Learning French
・ Keeping communication with French people
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

阿知和

雅幸

所属専攻・学科

情報工学科

学年

3年

指導教員名

和田

派遣先

EFREI

派遣先指導教員名

Catherine Nusbaum

派遣国・地域

France,Villejuief

派遣期間

2011 年 2 月 26 日～2011 年 3 月 28 日（31 日間）

幸一

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
フランス語の学習およびフランス文化についての学習。
クラス図、シーケンス図、ネットワーク図など UML についての学習。
プロジェクトマネジメントについてチャーターの書き方やスコープマネジメント、タイムマネジ
メントなどについて学習した。

＜達成した成果・今後の抱負＞
今回この研修に参加したことによる成果でもっとも大きいことは、海外でも問題なく生活ができ
るという確信を得たことである。研修までは食生活や文化の違いなどから自分は絶対に海外には
合わないと思っていた。しかし実際に行ってみると、多少は日本との違いに戸惑ったもののやは
り同じ人間なんだということが実感できた。また英語での生活はかなり大変だと思っていたが実
際に少し苦労したが）思っているほど大変ではなく、聞き返せば言い直してくれたりするので問
題なく会話することができた。
今後の展望としては、海外をこれきりにするのはもったいないのでさまざまな国の人と交流し交
友を盛んに行い、さまざまな文化に触れ理解を深めて生きたいと思う。
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写真１:フランスで食べた生姜焼き定食です。

写真２:現地の人たちとラーメン屋に行ってと

これはまだまともに食べれましたが、他の人

った写真です。皆で爪楊枝をくわえていま

の食べた料理はひどかったそうです。

す。

写真３:セーヌ川クルーズの時にとった写真で
す。エッフェル塔がとても綺麗でした。
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Returnee’s Report
Name

Masayuki Achiwa

Department

Computer Science

Grade

Third grade

NITECH Advisor

Prof. Koichi Wada

Exchange University

EFREI

Exchange University

Catherine Nusbaum

Advisor
Country, City

France, Villejuif

Duration

2.26.2011 – 3.28.2011 (31 days)
Program Report

<Program Contents>
Studying about French and French culture.
Studying about UML (Class diagram, Sequence diagram,Network diagram).
Studying about how to write a charter ,and about Scope management , Time
management.

<Achievements/Ambitions>
The most valuable thing I get on this training is getting conviction that I can live
in other country. I thought I can't live in other countries because of difference of
lifestyle and culture. But I conceived those things are not important. And I could
talk with other people in English ,contrary to my expect.
I hope make friends with various countries people and know and understand other
cultures.
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picture１:It's Shogayaki plate I ate in

picture２:It is a picture we took in ramen

France. It is not bad to eat, but other foods

shop with French people. We have

my friends ate are very bad.

toothpick in mouth.

picture３:It's a picture taken when we
cruised on the Seine. The Eiffel Tower was
very beautiful.
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

頭川

愛

所属専攻・学科

情報工学科

学年

４年

指導教員名

北村

派遣先

EFREI

派遣先指導教員名

P. Cupic, C. Khoury

派遣国・地域

フランス・Villejuif

派遣期間

2011 年 2 月 26 日～2011 年 3 月 28 日（31 日間）

正

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
コンピュータサイエンスの授業では、初めにインフォメーションシステムを構築するにあたって
のプロセスを勉強し、どのように進めていけばいいかを練習問題を通して習得した。具体的にユ
ースケース、シーケンスダイアグラム、クラスダイアグラムなどの UML の作り方を学んだ。ま
た、プロジェクトマネジメントの授業では、統合、スコープ、クオリティー、リスク、コスト、
時間のそれぞれに分けてどのようにマネジメントするかを勉強した。後半では、図書館のインフ
ォメーションシステムを IT 化するというプロジェクトの課題が出され、各授業で教わったことを
もとにグループに分かれてプロジェクトワークを行った。最後の授業では、スライドを用いて成
果を発表した。

＜達成した成果・今後の抱負＞
プロジェクトマネジメントの概要を学ぶことができた。練習問題や課題を行うことによってイン
フォメーションシステムを作るときの仕組みを知った。しかし、マネジメントをマスターするの
には時間が短すぎて、もっと詳しく勉強したいと思った。今回はインフォメーションシステムの
構築だったが、他にも様々なプロジェクトについてもマネジメントについても今後学んでいきた
い。
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iWeek で学校紹介
現地の学生とディズニーランド

フランス語の先生とパリ散策
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Returnee’s Report
Name

Ai Zukawa

Department

Computer Science

Grade

4th year

NITECH Advisor

Prof. Tadashi Kitamura

Exchange University

EFREI

Exchange University
Advisor

P. Cupic]
C.Khoury

Country, City

France, Villejuif

Duration

2.26.2011 – 3.28.2011 (31 days)
Program Report

<Program Contents>
In the computer science class, at first we studied the process of building
information systems and learned how to proceed it through exercises. We
concretely learned how to make UML. And, in the project management class, we
were taught integration, scope, quality, risk, cost and time management. Finally,
we worked on the assignment about “Library Information System.” We gave
presentations for each group in the last lessons.

<Achievements/Ambitions>
I could learn the outlines of project management. I knew the system of making
information system by working exercises and tasks. But, it was too short to master
project management, so I want to study further. I will learn management of
various projects without building information systems.
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Introducing our school in iWeek
Disneyland with local students

Strolling in Paris with French teacher
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

武馬

賢志郎

所属専攻・学科

情報工学科

学年

4年

指導教員名

新谷

派遣先

EFREI

派遣先指導教員名

Catherine Nusbaum

派遣国・地域

フランス・Villejuif

派遣期間

2011 年 2 月 26 日～2011 年 3 月 28 日（31 日間）

虎松

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
講義は大きく分けて，フランス語，情報工学，マネジメントの三つある．まずフランス語の講義
では，初心者向けのフランス語の勉強を行った．フランス語での自己紹介，簡単な会話また数字
などの単語を勉強した．
次に情報工学の講義では，システムにおける内部構造の設計や，システムの挙動を表現するため
のツールを勉強した．具体的には，ユースケース，シーケンスダイアグラム，クラスダイアグラ
ムなどのツールを勉強し，実際に演習として，ある場合を想定したシステムのモデル化を行った．
なお，最後の授業には演習の発表を行った．
最後に，マネジメントではプロジェクトにおける様々な場面でのマネジメント方法の学習を行っ
た．具体的には，Scope，Risk，Cost，Time，Quality，Integration Management について詳し
く学ぶ．情報工学同様に演習があり，ある場面を想定したシステムに関して，マネジメントを行
う．最後の授業には演習の発表を行った．
＜達成した成果・今後の抱負＞
外人との英語でのコミュニケーションは，非常に大きな成果である．英語を話さなければ生きて
いけない状況に自分を置くことで，自分を追い込み，またそれに挫折することなく，EFREI の学
生たちと楽しくコミュニケーションをとることができた．この経験は必ず今後の人生に役立つで
あろう．
今後の抱負には，英語を使うのを持続させることを挙げる．グローバルな社会の中で英語を話せ
ることは必須であるため，今回の留学の経験を生かして，積極的に英語を利用していきたい．ま
たさらに英語に関する知識と経験を増やしていくつもりである．
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AsianEFREI というアジアの食べ物や，ゲーム

International Fair の様子．私たちは私たちの

などを楽しむ部活での様子．

大学である名古屋工業大学の紹介を行った．

フランスの学生と囲碁を打った．

私たちは，フランスの学生と週末にパリ観光を
したが，彼はとても気さくで，私たちを楽しま
せてくれた．
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Returnee’s Report
Name

Kenshiro Buma

Department

Computer science

Grade

B4

NITECH Advisor

Prof. Toramatu Shintani

Exchange University

EFREI

Exchange University

Catherine Nusbaum

Advisor
Country, City

France, Villejuif

Duration

2.26.2011 – 3.28.2011 (31 days)
Program Report

<Program Contents>
Program had 3 classes, French language, computer science and management.
First, I learned French language for beginner. I learned how to introduce myself,
learned about simple communication and learned word for example number, week
and so on.
Second, I learned about tools for modeling. Actually, I learned use case, Sequence
Diagram and Class Diagram. I did presentation for how I used their tools in an
example situation in last class.
Last, I learned how to manage project. I learned about SCOPE, RISK, TIME,
QUALITY, INTEGRATION management. And I did presentation for how I used
their tools in an example situation that same we did in computer science

<Achievements/Ambitions>
I think communication with foreigner is so big effort. I could enjoy
communicating with EFREI’s student in the situation that I couldn’t communicate
in Japanese. And I didn’t run away. So I had a nice experience.
My ambition is continuing speak English. We must speak English in present
global society. I want speak English more, so I will learn English.
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I joined AsianEFREI’s event and I played go

We introduce our universaty NITECH to

with French student.

EFREI’s student in International Fair.

We had a tour to Paris with French student.
He is very kind and very funny, so we enjoyed
Paris!
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

高橋 淳

所属専攻・学科

情報工学科

学年

３年

指導教員名

伊藤 孝行 准教授

派遣先

EFREI

派遣先指導教員名

Catherine Nusbaum

派遣国・地域

フランス・Villejuif

派遣期間

2011 年 2 月 26 日～2011 年 3 月 28 日（31 日間）
研 修 報 告

＜研修内容＞
フランス語の基礎学習と、プロジェクトマネジメントにおける、コンピュータサイエンスの観点か
ら UML 図の書き方、各種マネジメント(スコープマネジメント, リスクマネジメント,....)を取り組み
ました。
また、実際に 4 人グループで実際のテーマに沿ってプロジェクトを行いました。

＜達成した成果・今後の抱負＞
フランス語の基本的な日常会話を習得することができ、所々ではありますが使うことができま
した。また、数字も学習したので店でも聞き取ることができました。
プロジェクトでは学習した UML 図(ユースケース図, シーケンス図, クラス図)の基本的な書
き方を習得することができました。
また、学習した各種マネジメントも、最後のグループでのプロジェクトで活用することができま
した。
今後の抱負として、フランス語の学習を継続することで、再度フランスに行った際に自力で日
常生活を送れるようにしたいです。
また、マネジメントや UML 図も自分で改めて復習し、習わなかったところも身につけていきた
いと思います。
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EFREI の学生の家に招待

EFREI の風景

366

ルーブル美術館にて

Returnee’s Report
Name

Jun Takahashi

Department

Computer Science

Grade

B3

NITECH Advisor

Associate Prof. Takayuki Ito

Exchange University

EFREI

Exchange University

Catherine Nusbaum

Advisor
Country, City

France, Villejuif

Duration

2.26.2011 – 3.28.2011 (31 days)
Program Report

<Program Contents>
I learned about basic French language, how to make UML figures in Project
Management, and many kind of Project Management(for example, Scope
Management, Risk Management, …).

<Achievements/Ambitions>
I learned about basic French daily conversation. So I could sometime use those
phrases during my stay. And because I also learned about French figures, I could
listen to prices of products which clerk talked.
In Project, I used some UML Diagram(Use Case Diagram, Sequence Diagram,
Class Diagram) which I learned. So, I could understand these UML Diagram.
And, I could practically use some kind of Management which I learned.
As ambition in the future, in order to study French continuously, I want to live
for myself in France.
Also, I'm going to review these Managements and UML DIagram. In addition, I
want to learn
about these things which aren't learned in French.
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Invitation to EFREI student's home

Scenery of EFREI

368

At Louvre Museum

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

山田 裕之

所属専攻・学科

情報工学科

学年

４年

指導教員名

新谷 虎松 教授

派遣先

ESIGELEC

派遣先指導教員名

Prof. Fatiha Gas

派遣国・地域

France, Villejuif

派遣期間

2011 年 2 月 26 日～2011 年 3 月 28 日（31 日間）
研

修

報

告

＜研修内容＞
フランス語の授業では、フランス語の基本的な単語や会話を学習。プロジェクトの授業ではプ
ロジェクトの企画、進行の手段や方法、フレームワークを学習した。コンピュータサイエンスの
授業では、UML に関連した Use Case, Sequence Diagram, Class Diagram を習い、モデルの標
準化を学習した。Cultural Activity では、フランスの歴史や文化を習い、それに関連した街や場
所を訪れ、実際に自分の目でその歴史に触れた。

＜達成した成果・今後の抱負＞
フランス語で簡単な挨拶ができるようになったこと、プロジェクトの企画方法や進行方法を学
習したことで、プロジェクトの全体像を見通せるようになったこと、フランスやパリの街並みに
歴史を感じられたこと、フランスの文化に触れられたことが今回の達成した成果である。今後の
抱負としては、フランス以外の国にも機会があれば実際に訪れて、日本やフランスとどのように
文化・習慣が違うかを知ること、英語やフランス語の能力をさらなる向上、そして、今回の研修
で学習したプロジェクト関連の知識を生かしていきた。
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セーヌ川クルーズ

ベルサイユ宮殿観光
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Cultural Activity

Returnee’s Report
Name

Hiroyuki Yamada

Department

Information Technology

Grade

4

NITECH Advisor

Prof. Toramatsu Shintani

Exchange University

ESIGELEC

Exchange University

Prof. Fatiha Gas

Advisor
Country, City

France, Villejuif

Duration

2.26.2011 – 3.28.2011 (31 days)
Program Report

<Program Contents>
We studied basically word and conversation in French language instruction. In
Project class, we studied the method and framework how to proposal and progress
the project. In Computer Science class, we studied the method how to model
standard (Use Case, Sequence Diagram, Class Diagram, etc.) And in Cultural
Activity, We learned the history and culture of France, and visited the town or
place related to those.

<Achievements/Ambitions>
I learned basically greeting in French and I can see the whole of project on account
of I learned method and way to proposal and progress a project. Other outcomes
are: I felt the history in France and visited old architectures, came in touch with
France culture. As aspiration of the future, I want to go other countries if I catch
the chance and want to know what is different between Japan or France and other
countries, I try to improve my capabilities of English and French, And I want to
make use of the knowledge I had learned about Project.
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Cruse on the Seine river

Visit the Palace of Versailles

372

Cultural Activity

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

石原

康隆

所属専攻・学科

環境材料工学科

学年

4年

指導教員名

岩本

派遣先

インペリアル・カレッジ・ロンドン（ICL）

雄二

教授

エルランゲン‐ニュルンベルグ大学（UEN）
派遣国・地域

イギリス・ロンドン／ドイツ・エルランゲン

派遣期間

2011 年 3 月 5 日～2011 年 3 月 13 日（9 日間）
研

修

報

告

＜研修内容＞
今回の研修では ICL と UEN の 2 校を訪問し、研究施設、装置および現地研究室の研究の様子
を見学しました。どちらの大学においても広々としたオフィスや TEM、NMR といった最新の装
置など、研究を行いやすい環境が整っていました。そしてそこで研究されている学生の方々の様
子はどなたも真剣そのものであり、研究を進める様子や熱く議論が交わされる様子からは、現地
の学生の研究者としての意識の高さを感じることができました。
特に UEN においては英語で研究発表をする機会を頂きました。英語で自身の研究を発表し、
議論を行うことができました。また現地の方々の発表を通して、そのレベルの高さを感じるとと
もに、現地の研究についての知見を広めることができました。
夕食などの機会には、現地の学生の方々との交流の機会を頂き、研究内容以外にも現地の生活
スタイルを教えていただきたり、クリケットなどの現地の文化に教えていただくなど、英語での
コミュニケーションを図ると同時に、交流を深めました。
＜達成した成果・今後の抱負＞
今回の研修で特に感銘を受けたのは現地の学生の研究に対する姿勢でした。お互いに活発に議
論を交わし、研究を進める真剣な様子は研究者としての意識の高さを感じさせられました。その
積極的、自発的な姿勢や研究の様子は今後の手本としていきたいと思います。
また英語でのプレゼンテーションや現地学生との交流を通して、改めて英語能力の大切さを実
感しました。今後より一層英語の勉強に取り組み、将来的に言語の壁を感じることなく、現地の
研究者の方々と議論を行えるよう努力していきます。
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1. 英語でのプレゼンテーション

2. ICL の NMR と

3. UEN で現地の教授、学生と一緒に
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Returnee’s Report
Name

Yasutaka Ishihara

Department

Environmental and Materials Engineering

Grade

B4

NITECH Advisor

Prof. Yuji Iwamoto

Exchange University

Imperial College London(ICL)
Erlangen-Nurnberg University(UEN)

Country, City

UK, London / Germany, Erlangen

Duration

3.5.2011 – 3.13.2011 (9 days)
Program Report

<Program Contents>
I visited ICL and UEN in this program, and took a laboratory tour. There was
spacious office and there were many great facilities, especially TEM and NMR.
And the level of local students was extremely high. They studied seriously and had
a discussion positively. I think ICL and UEN have the best circumstances for
research.
At UEN, I made a presentation about my research in English, and had a
discussion with local researchers. And through local researcher’s presentations, I
could extend my knowledge.
At dinner or lunch, I had opportunity to contact with local students. I talk with
them not only about researches but also about local culture or local lifestyle. I
could enjoy talking with them in English.
<Achievements/Ambitions>
In this tour, I was very impressed by professional attitude of local students to
study. Their active debate and study were great. I want to learn by such attitude
and make my research better.
Through my presentation at UEN and talking with local students in English, I
strongly felt strongly felt importance of English skill. So I practice my English
skill, and in the future I want to have a positive and fruitful discussion with them.
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1. My presentation in English

2. With NMR in ICL

3. With local professor and students in UEN
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

東口

鉱平

所属専攻・学科

環境材料工学科

学年

4年

指導教員名

岩本

派遣先

インペリアル・カレッジ・ロンドン，エルランゲン大学

派遣国・地域

イギリス・ロンドン／ドイツ・エルランゲン

派遣期間

2011 年 3 月 5 日～2011 年 3 月 13 日（9 日間）

雄二

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
海外の大学の研究室や実験設備を見学した。
インペリアル・カレッジ・ロンドンは高性能の TEM や TG・DTA の装置があり、幅広く深いと
ころまで研究できると感じた。また、研究室も会社のオフィスのようなオープンな配置になって
おり、生徒同士でのディスカッション等が行いやすい環境になっていた。
エルランゲン大学では大学内での研究のコラボレーションが盛んに行われており、それぞれの研
究室の長所を生かして新しい機能を付加した材料や作製方法が進められている。こちらの大学で
は自分の研究のプレゼンテーションを行い、改善点や課題が見つかり良い経験になった。
どちらの大学も様々な国からの留学生も多く、コミュニケーションをとる上で英語がとても重要
だと改めて思った。
＜達成した成果・今後の抱負＞
この派遣を通して、現地の文化や生活環境を体験できたことは良い経験になった。日本とは違う
環境での生活は新しいことの発見ばかりだった。
今回初めて英語でプレゼンテーションを行った。スライド作りの段階からスライドを見るだけで
言いたいことが伝わるように工夫したり、どのような流れでどう説明するのが一番伝わりやすい
のかを今まで以上に考えて作製した。
また、海外の大学の見学や研究発表を通して、自分の研究に取り入れてみたいことや違う分野の
知識についても知ることができ良い刺激を受けた。
今後は英語に対する学習に熱心に取り組み、国際学会などにも積極的に参加していきたいと考え
ており、自分の研究についてもより深いところまで理解し、研究の幅を広げていきたいと思う。
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１．ICL 大学内

３．UEN ポスドクの方との写真
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２．UEN 研究室見学

Returnee’s Report
Name

Higashiguchi Kohei

Department

Environmental and Materials Engineering

Grade

B4

NITECH Advisor

Prof. Dr. Yuji Iwamoto

Exchange University

ICL, UEN

Country, City

UK, London / Germany, Erlangen

Duration

3.5.2011 – 3.13.2011 (9 days)
Program Report

<Program Contents>
I visited laboratories in foreign colleges to learn about the working environment and research
facilities.
ICL has a lot of high performance equipments like TEM or TG・DTA, because of this, I feel it
possible to do high level research. And working space is open, like the office, laboratory
members can discuss together there.
In UEN, collaboration researches are being carried out actively to develop new materials
added new functions and new procedures using strong points of respective laboratories. Also,
at this college, I made the presentation about my research in English, I found out problems
regarding presentation skills.

<Achievements/Ambitions>
During this tour, I directly experienced differences in lifestyle, culture and sense of value
between Japan and foreign countries.
And I made presentation in English for the first time at UEN. In the preparation for it, I
devised slides to enable foreign researchers to understand them by only watching and thought
about the way of explanation and speech flow deeply.
Through visit of laboratories and seminars, I can absorb some techniques for my research and
deep knowledge in different area of my research.
In the future, I want to study English eagerly and attend the international conferences
positively. Also, I gain deep understandings about my research and consider it from the
various viewpoints.
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１．The building of ICL

３．The photograph taken with PhD student
of UEN.
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２．Laboratory tour in UEN

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

服部

光太郎

所属専攻・学科

環境材料工学科

学年

4年

指導教員名

柿本

派遣先

インペリアル・カレッジ・ロンドン、エルランゲン‐ニュルンベルグ大学

派遣国・地域

イギリス・ロンドン／ドイツ・エルランゲン

派遣期間

2011 年 3 月 5 日～2011 年 3 月 13 日（9 日間）

健一

准教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
今回の派遣研修ではロンドン大学インぺリアル・カレッジ・ロンドン (イギリス)およびエルラン
ゲン-ニュルンベルグ大学(ドイツ)へ訪問し、主に各機関の視察を行った。また、エルランゲン-ニ
ュルンベルグ大学では、研究内容について英語で口頭発表した。
現在、本研究室では圧電セラミックス材料を中心に研究している。しかし、今回訪問した各機関
におけるセラミックス研究の視察では、特に圧電セラミックス以外の生体材料や太陽電池分野の研
究内容に多く触れることができた。自分自身が関わってこなかった分野の先端的な研究を知ること
ができ、多大な刺激や幅広い知見を得ることができた。さらに、各研究機関にある最新評価装置を
目にすることができた。
高温度域まで測定可能な TG-DTA 装置や、現在世界で最も高性能な S/TEM
であるタイタンなどが印象に残った。また、ドイツでは 30~40 人の聴衆の前で初めて英語での口
頭発表を行った。発表後、現地学生と研究に関する意見交換をし、貴重な体験ができた。
さらに、食事等を通して教授および現地学生と交流する機会を多く経験した。その際、英会話の
能力向上を意識し、積極的にコミュニケーションを取った。
＜達成した成果・今後の抱負＞
今回の研修で幅広い分野の研究やそこで用いられる測定装置を見て、新しい知見や興味深い評価
法などを知ることができた。今まで、自分の専門分野ばかり注目してきたため、視野を広げる良い
機会であった。特に刺激を受けたことは、各研究機関で見た現地学生の研究に対する姿勢である。
イギリスやドイツで見た学生達は、オンとオフ(けじめ)が日本人より明らかにできていた。そして、
自分の専門分野以外でも意見・疑問をしっかり持ち、私が口頭発表後に経験したように議論を積極
的に行おうとする好奇心を彼らは持っていた。これらは自分の中で欠如している部分であり、彼ら
の姿勢を見習って今後の実験研究に臨みたい。また同時に、今後の海外における議論活発化のため
にも英語の学習は不可欠であると感じた。
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Returnee’s Report
Name

Kotaro Hattori

Department

Environmental and Materials Engineering

Grade

B4

NITECH Advisor

Associate Prof. Kakimoto Ken-ichi

Exchange
University

Imperial College London
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Country, City

England, London / Germany, Erlangen

Duration

3.5.2011 – 3.13.2011 (9 days)
Program Report

<Program Contents>
In this program, we visited Imperial College London (England) and Friedrich - Alexander Universität Erlangen-Nürnberg(Germany), and went over the institutions. Also, we had the
presentation of our own research in English in Germany.
Currently, I study piezoelectric ceramics in my office in NITECH. However, we had many
chances of studying such as the department of biomaterial or solar cell, besides piezoelectric
materials in this visiting. I got the knowledge of the front line of the departments are not my
field of specialization. It gave me stimulation on the research. In addition, we observed a lot of
great equipment for characterization. Especially, I was interested in TG-DTA that can increase
the temperature to higher range, and Titan that is the greatest S/TEM system in the world.
After the presentation in Germany, I exchanged the opinion on the contents of my
presentation with local students. I think this was very precious experiment. Also, we had a lot
of opportunity of having meal with local professors and students then we communicated with
them in English.
<Achievements/Ambitions>
Until now, I have attracted only my field of specialization. However, through this visiting, my
vision was broadened because I studied wide variety departments. And I think the students of
the universities we visited are good at drawing line between work and pleasure. Also, they are
interested in other’s research. They had own opinion and wanted to discussion actively. These
are important for me. I’d like to take the approach to the research in consideration of these.
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

前野

万也香

所属専攻・学科

物質工学科

学年

5

指導教員名

柴田

派遣先

インペリアル・カレッジ・ロンドン，エルランゲン‐ニュルンベルグ

哲男

教授

大学
派遣国・地域

イギリス・ロンドン／ドイツ・ニュルンブルグ

派遣期間

2011 年 3 月 5 日～2011 年 3 月 13 日（9 日間）
研

修

報

告

＜研修内容＞
本学の拡大発展に向けての海外パートナー機関の視察ということで，一週間という短期間研
修派遣ではあったが，充実したものであった。研修内容は，本学の協定校である，インペリア
ル・カレッジ・ロンドン，エルランゲン-ニュルンベルグ大学でのラボツアー及び交流会，異文
化理解を目的とした視察等である。ラボツアーは，主にセラミックと材料科学系の研究室で使
用されている物性測定や構造解析に使われる装置の見学であり，どの研究室にも最新の測定機
器が使用されており，学生も皆真面目に研究活動を行っていた。日本とは違い，男女比率が半々
であり，ドクター・PhD の割合の多さが印象的であった。また，エルランゲン-ニュルンベル
グ大学では，大学周辺施設との共同研究が盛んであり，地域との連携の重要性を考えさせられ
た。最終日にはエルランゲン-ニュルンベルグ大学で，自分の研究に関するプレゼン・質疑応答
を英語で行った。両大学での交流会では，研究から普段の生活，その国の文化など様々な話を
し，大変勉強になった。
＜達成した成果・今後の抱負＞
今回の派遣に参加したことで，日本と海外の大学との相違点や特徴を認識することができた。
また，常に日本語が通じないという状況に立たされることで外国語を使うことへの抵抗がなく
なった。
外国語でのコミュニケーションを行うにはヒアリング能力が重要であるということを，一週
間を通して痛感させられた。しかし，組織的な若手研究者等海外派遣プログラムでの派遣目的
を考えると，それ以前に科学知識について，自分の研究している分野だけではなく幅広い分野
の知識を身に付けることが必須であり，そうして留学をすることで，留学先での研究やディス
カッションが意味を成してくるのではないかと思われた。今後の抱負として，外国語の勉強と
共に，自分の研究を発展，或いは他分野と連携をさせるために必要な知識を得ていきたいと考
える。
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インペリアルカレッジロンドンの写真 1

ドイツの街並み
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インペリアルカレッジロンドンの写真 2

Returnee’s Report
Name

Mayaka Maeno

Department

Materials Engineering

Grade

B5

NITECH Advisor

Prof. Norio Shibata

Exchange
University

Imperial College London,
Friedrich-Alexander Universitat Erlangen-Nurnberg

Country, City

United Kingdom, London / Germany, Erlangen

Duration

3.5.2011 – 3.13.2011 (9 days)
Program Report

<Program Contents>
We went to United Kingdom and Germany, partner institution to inspect the
study and training. The dispatch was substantial although term was short. The
contents were lab tour of Imperial College London and Friedrich-Alexander
Universitat Nurnberg, exchange meeting and visiting to understand another
culture. I got the impression that there were many female researcher and PhD
different from Japanese university. In the final day, We took a presentation
about our research and had the answer and question in English.
In the exchange meeting of both universities, we talked with foreign student
about many things such as working, daily life, the country’s culture and so on.
<Achievements/Ambitions>
By participate the study and meeting, I recognized the points of difference and
characteristic of Japan and foreign countries. And I’m not resistant to speak
English in situation that I spoke only English. Throughout this short dispatch,
listening skills are important to do communication in English. But, before then,
I think it is necessary to acquire knowledge of variety field not only our field of
study. Then we study abroad, I think our study and discussion would be really
meaningful.
I will study English much harder and acquire essential knowledge in order to
develop my research and work with other field of study.
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Picture of Imperial College London 1

The streets of Germany
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Picture of Imperial College London 2

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

河村

知可子

所属専攻・学科

物質工学科

学年

4

指導教員名

永田

派遣先

Imperial College London ・ University of Erlangen Nurnberg

派遣国・地域

イギリス・ロンドン／ドイツ・エルランゲン

派遣期間

2011 年 3 月 5 日～2011 年 3 月 13 日（9 日間）

謙二

准教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
インペリアルカレッジロンドンでは、セラミックスを研究している研究室・分析機器を見学した。
分析機器は、X 線回折測定装置（XRD）
（一般的な XRD や、サンプル温度を変えられるものなど
計 5 台）、示差熱熱重量測定装置（TG/DTA）、二次イオン質量分析計（SIMS）、透過型電子顕微
鏡（TEM）などセラミックス試料を分析するために重要なものばかりであった。エルランゲン大
学ではセラミックス、無機複合材料、表面科学を研究している研究室・施設の見学をした。また、
エルランゲン大学のポストドクターの英語によるニュルンベルグ案内、エルランゲン視察
では Prof. Peter Greil からエルランゲン市の建造物にまつわるエピソードや街の成り立ちを学ん
だ。3 月 12 日に名古屋工業大学の学部生 5 名、エルランゲン大学の 2 名の英語による研究発表を
した。
＜達成した成果・今後の抱負＞
インペリアルカレッジロンドンとエルランゲン大学に設置されている分析機器や研究室・学生の
規模が名古屋工業大学とは比べられないほど大きく、私もこの環境の中で研究活動と同時にスキ
ルを修得したいと強く思うとともに、国内外の学生と対等に研究できる基礎力として、英語力と
研究スキルをもっと磨かなければならないと強く感じた。また、エルランゲン大学でプレゼンテ
ーションは日本語の発表でさえも緊張するのに、エルランゲンの教授と学生に対して英語での発
表は、少し間違えただけで動転してしまうくらい極度に緊張したため、今後は英語でも動じない
ようなプレゼンテーションスキルを身につけたい。
派遣先 2 大学とも英語を聞きとることで精一杯で完璧な内容理解まではできなかったが、自分か
らコミュニケーションを図ると快く応じてくれた。また自ら積極的に話しかけることで英会話が
とても楽しく感じた。一方で、相手が楽しそうに話してくれていても私が理解できていないこと
もあり、大学院 2 年間の目標の一つとして英語でのコミュニケーション能力を向上させたい。
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インペリアルカレッジロンドンにて

バンベルグでの写真
名工大とエルランゲン大学の学生
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Returnee’s Report
Name

Kawamura Chikako

Department

Life and Materials Engineering

Grade

B4

NITECH Advisor

Associate Prof. Nagata Kenji

Exchange University

Imperial College London, University of Erlangen-Nurnberg

Country, City

England, London / German, Erlangen

Duration

3.5.2011 – 3.13.2011 (9 days)
Program Report

<Program Contents>
At Imperial College London(ICL), I took part in their laboratory tour and ICL’s
staffs explained analytical equipments installed by ICL. I understood that
Imperial College London has many important equipments to analyze various
properties of ceramics, for example, XRD, TG/DTA, SIMS and TEM etc.
University of Erlangen-Nurnberg(UEN), I watched around three laboratories and
facilities related with Glass and Ceramics, Surface Science and Corrosion and
Material Science under the guidance of Dr. Joanna. In addition, I visited Nurnberg
by a post-doctor of UEN. And another thing, I learned some episodes about some
architecture and the origin of Erlangen from Prof. Peter Greil during Erlangen
city visit.
On March 12, five students of Nagoya Institute of Technology and two researchers
of FUE made their oral presentations about several studies in English.
<Achievements/Ambitions>
I was impressed by a big scale of analytical equipments and the atmosphere mood
of labs and students at ICL and UEN. I thought that I want to learn and study my
research and hybrid materials in this environment, and I must develop my
English-language ability and experimental skill to research on terms with
domestic and international students.
In my presentation, even I’m very nervous in Japanese presentation. Therefore, I
was more nervous in English presentation and was shaken after just I made a
little mistake. So, I am anxious to presentation skill that I might not be upset in
my English presentation.
In this overseas-study, I could only listen to English conversation, but could not
understand what they talked in English sufficiently. However, I talked to some
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students at ICL and UEN, they spoke to me with good cheer. So, I enjoyed talking
in English very well. Any more, during my master course, I would like to improve
the conversation skill of English.

Photo of Imperial College London

Photo of Bamberg inspection
With UEN students
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

神戸

美智子

所属専攻・学科

情報工学科

学年

4年

指導教員名

梅崎

派遣先

EFREI

派遣先指導教員名

Christion Khoury, Pierre Cupic, Clemence Gachignard

派遣国・地域

France, Villejuif

派遣期間

2012 年 3 月 2 日～2012 年 4 月 5 日（35 日間）

太造

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
・ プロジェクトマネジメント
留学期間の前半は、主に情報工学に対する経営的視点と技術的視点の双方からの講義を受け
た。プロジェクトの定義、リスクマネジメント、ヒューマンリソースマネジメント、タイムマ
ネジメント、ケーススタディ、要求分析、データ構造、などに関する講義だった。
以上の講義の後、留学期間の後半には最終プレゼンテーションとして、あるシステムを構築
するといった課題に取り組んだ。具体的にはある図書館を想定し、データベースを用いずに
紙で情報を管理していたがためにいくつかの問題をはらんでいだ旧図書館の管理体制に対
し、新しい図書館のシステムを構築するといった内容である。留学生全体(16 人)を 3 つのグ
ループ(5 人、5 人、6 人)に分け、これまでの講義で習得した経営的視点と技術的視点から各
グループ毎に新システムを考案する。旧システムの概要と問題点を把握し、その問題を解決
する手法を発案し、新システム全体の管理体制を整えた。その上でクラス図やユースケース
図、データベースの構造といった詳細まで決め、それらをプレゼンテーションにして英語で
発表した。
・ フランス語
簡単な日常会話、数字の数え方、曜日や月の言い方など
・ フランス文化
歴史、食文化、建造物など
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＜達成した成果・今後の抱負＞
・プロジェクトマネジメント
私たちは普段大学では情報工学を学んでいるが、経営的な観点からの授業は技術的なそれに
比べて機会がなかなかないと言える。今回の研修を通して、私たちは情報工学に対して経営
的視点からの講義と技術的視点からの講義を受け、双方の講義から与えられた課題に取り組
んだ。双方の課題は共通しており、プロジェクトチームごとにある一つのシステムを提案し、
それに対して双方の観点から考察を深め、プレゼンテーションをするといったものである。
私は、自分と同じく情報工学を学ぶ学生とこれほどまでに長い期間の中でチームを組んで大
きな一つのテーマを持ち、それに対して経営的視点と技術的視点の双方から議論を交わし、
システムの構成を詳細まで作り上げると言った経験をしたことがなかった。この貴重な経験
を通し、時に経営的観点は技術を制限しうるが、何かを作り上げるためには必要不可欠の観
点であることを学んだ。
今後の抱負として、将来社会に出て情報工学を社会貢献のために用いていくために、自分た
ちは今まで以上に経営的観点からも情報工学に接していく必要があり、積極的になっていく
べきだと考えている。
・フランス語、フランス文化
フランスに一か月滞在するということで、フランス人の友人を作ったり現地の文化を学んだ
りする素晴らしい機会となった。フランス語やフランス文化に関する講義は、現地のあらゆ
ることにより親しむための良いきっかけとなった。
せっかく一か月も滞在したので、今後は今回学んだことを生かし、独学で特にフランス語を
学んでいこうと考えている。

マネジメントの先生、ピエールとのクラス写真

EFREI の学生と凱旋門に上った時の螺旋階段
での写真。
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EFREI の学生が撮ってくれた写真。エッフェ
ル塔にて。
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Returnee’s Report
Name

Michiko Kambe

Department

Computer Science

Grade

4th grade

NITECH Advisor

Professor Taizo Umezaki

Exchange University

EFREI

Exchange University

Christion Khoury, Pierre Cupic, Clemence Gachignard

Advisor
Country, City

France,Villejuif

Duration

3.2.2012 – 4.5.2012 (35 days)
Program Report

<Program Contents>
・Project.Management
While the first half of staying, we took lessons about computer science from the view of
management and technique. We studied about defining of project, risk management,
human resource management, time management, case study, requirement analysis,
constructure of database, and so on.
After these lessons, the latter half of staying, we did a subject about constructing an
information system. Imagining a library which had some problems because the librarians
managed many kinds of documents like books, CDs, and DVDs by some cards and
papers, we supposed a new system which could solve the problems of the old system. All
of us were separated into 3 teams (5 people, 5people,and 6people) and consider the new
system from the view of management and technique. It was necessary for us to
understand the whole old system and the problems correctly, to build the new system and
to establish the management. We defined the class diagram, the use case diagram, and the
construction of the database, and did a presentation about that in English.
・French Language
Easy Conversation, Number, Week, Month, and so on…
・French Culture
History, Food Culture, Architecture, and so on…
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<Achievements/Ambitions>
・Project Management
We always study computer science from the view of technique and we have few chances
to study from the view of management. While staying in France for a month, we took
lessons of computer science from both of the both views and did the subjects that were
composed by both of the lessons. The theme of the subjects was common. We composed
3 teams of all of us, supposed an information system, considered about it, and did a
presentation. It was the big subject and the long terms that I had never experienced as a
team. Going through this valuable experience, I learned that management thoughts
sometimes limit techniques, but it is necessary to build something.
In order to use what I study about computer science for the society, I should also learn it
from the view of management more positively.
・French Language and Culture
Thanks to staying in France for a month, we also had a great chance for making some
French friends and knowing French culture. The lesson about French language and culture
helped us to be familiar with them.
Improving what I learned, I would study French language on my own.

Pierre, a teacher of project management, and

Going up the stairs of Arc de Triomphe with

students from NIT

EFREI students

397

We are in front of Effel Tower. This picture
was taken by John, an EFREI student.
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

鈴木

大輝

所属専攻・学科

情報工学科

学年

4年

指導教員名

松尾

派遣先

EFREI

派遣先指導教員名

Prof. Fatiha Gas

派遣国・地域

フランス・Villejuif

派遣期間

2012 年 3 月 2 日～2012 年 4 月 5 日（35 日間）

啓志

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
ビジネスあるいはプロジェクトについてのマネジメントについて、技術的側面とビジネス的側面
の両面から学習した。
技術的側面については、ビジネスとは顧客に満足感を与えるためのプロセスであるという定義を
行い、プロジェクトを円滑かつ最も効率的に進め、最良の方向に導くために必要な知識を技術的
側面から学んだ。具体的には、ビジネスを実現しているプロセスの体系を簡潔に記述するための
ビジネスプロセスマップ、ビジネスプロセスマップ中の主となるプロセスについて、その動作の
流れと終了条件を示したアクティビティ図、システム全体の各オブジェクトをクラスとして定義
し、クラスの状態あるいはクラス間の関係性を示すクラス図、アクティビティ図よりもさらに詳
しいプロセスの動作の流れを示すシーケンス図などの概念の記述方法を学び、演習を通してその
使い方を身に付けた。
ビジネス的側面については、現実のビジネスにおいてプロジェクトを進める上で、ステークホル
ダー間での相互理解を深め、またスポンサーに納得してもらえる情報を簡潔に提供するにはどう
すればよいかを学んだ。具体的には、スポンサーから得られた要求や予算等の情報を元に作成し、
現システムの状況や新システムへの要求、システム移行後の改善度などを明記したプロジェクト
チャーター、プロジェクトを遂行するに当たり必要な作業をライフサイクル毎に示した
WBS(Work Breakdown Structure)、WBS で示したワークパッケージについてより具体的な作業
を定義した WBS ディクショナリ、WBS ディクショナリで定義された各作業について必要な作業
時間を示し、作業間の繋がりを定めるネットワークダイアグラムなどの記述方法を学び、その演
習を行った。
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＜達成した成果・今後の抱負＞
達成した成果
マネジメントの知識とその使い方については,概ね身につけることができた。また、演習で行った
図書館システムの構築プロジェクトにより、情報工学分野との繋がりの重要性や利便性を学ぶこ
とができた。
語学力に関しては、今回の参加人数や研修先が英語圏外の国であったために、十分な訓練を積む
ことができなかったと考えられる。しかし,授業等が英語で行われたため、聞き取りに関しては
よく訓練できたといえる。
異文化を知るという点については、1 ヶ月間で組まれたアクティビティの中でしっかり体験するこ
とができた。特に美術館などの施設の見学もそうであるが、現地の人との交流によって、この点
を理解するにおいて大きく助けられたと感じる。
今後の抱負
マネジメントの基礎知識については、しっかり身につけることができたため、今後は現実のプロ
ジェクトの中で実践していくことが重要であると考える。語学力に関しては、スピーキングの面
で学習不足を感じたため、今回の研修で得られた外国人との繋がりを活かして、積極的にコンタ
クトを取ることで訓練を行っていきたい。異文化理解という点については、フランスの文化・国
民性についてはよく知ることができたが、他のヨーロッパの国やアジア、アメリカなどもっとた
くさんの国について理解を深め、国際感覚を養っていきたいと考える。

マネジメント(ビジネス)授業
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マネジメント(技術)授業

フランス語授業

401

Returnee’s Report
Name

Daiki Suzuki

Department

Computer science

Grade

B4

NITECH Advisor

Prof. MATUO HIROSHI

Exchange University

EFREI

Exchange University

Prof. Fatiha Gas

Advisor
Country, City

FRANCE, Villejuif

Duration

3.2.2012 – 4.5.2012 (35 days)
Program Report

<Program Contents>
On the management about business or a project, I learned from both sides of a
technical aspect and the business side.
About the technical aspect, We defined a business is a process for giving a
customer satisfactions, and I learned the knowledge to lead the project in the best
direction smoothly and efficiency. In detail, I learned the business process map for
specifically describing briefly the system of the process which has realized
business, the activity diagram showing the flow and end conditions of the
operation about the process of becoming main in a business process map, the class
diagram defining each object of the whole system and showing the relationship
between classes or the state of class, the sequence diagram showing the flow of
operation of a process still more detailed than an activity diagram, etc. And the
usage of them was attached to the body through the exercise.
On the business side, I learned what I should do to provide the information by
which I get a sponsor to be convinced briefly and deepen the mutual
understanding between stakeholders when advancing a project in actual business.
In detail, I learned the project charter which specified the situation of the present
system, the demand to a new system, the improvement factor after system
migration, etc. is created based on the information including a demand, a budget,
etc. acquired from the sponsor and WBS(Work Breakdown Structure) which
showing required work for every life cycle in carrying out a project, the WBS
dictionary which defined the more concrete work about the work package shown
by WBS, and Network diagram defining the relation between works and showing
required working hours about each work defined by the WBS dictionary. I leaned

402

the description methods of them, and the exercise was performed.
<Achievements/Ambitions>
Achievements
About the knowledge and usage of management, it was able to attach to the body
in general. Moreover, the importance and convenience of relation with the
information engineering field were able to be studied by the construction project of
the library system undertaken by the exercise.
Since this number of the Japanese member and training place were a country
outside English-speaking countries, linguistic capacity is considered that it was
not able to stack sufficient training. However, since the lesson were performed in
English, it can be said that it has trained well about listening comprehension.
About the point of getting to know foreign culture, it was able to experience firmly
in the activity constructed in one month. Especially, inspection of art museums is
also so, it is thought that it set to understand this point and was greatly helped by
the exchange with the friend in france.
Ambitions
About the basic knowledge of management, since it attached to the body firmly, it
is considered that it is important to practice in an actual project from now on.
Since learning failure was felt in respect of speaking about linguistic capacity, I
would like to train by taking contact positively taking advantage of relation with
the foreigner obtained by this program.
About cross-cultural understanding, although it was able to know well about the
culture and the national traits of France, I think I deepen an understanding about
more countries, such as a country in other Europe, Asia, the United States, and
would like to support a cosmopolitan outlook.

Management (business) class

Management (technology) class
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French class
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

力

翠湖

所属専攻・学科

情報工学科

学年

4年

指導教員名

松尾

派遣先

EFREI

派遣先指導教員名

Prof. Fatiha Gas

派遣国・地域

フランス・Villejuif

派遣期間

2012 年 3 月 2 日～2012 年 4 月 5 日（35 日間）

啓志

教授、津邑

研

修

報

公暁

准教授

告

＜研修内容＞
フランス語の授業では、基本的な挨拶・自己紹介・日常会話の練習を行った。文法、語彙、基
本的なセンテンスを、実際に他の生徒との会話をしながら練習した。また、プリント課題、自己
紹介文の作成も行った。
Information System Design の授業では、UML を用いたシステムデザインを学んだ。Business
process map、 Use case diagram、 class diagram、sequence diagram を扱った授業内容である。
第一～二週目には、各 UML の必要性と作成方法の説明、及び簡単な練習問題を行った。第三週
～第四週には、Library System Model 構築プロジェクトの requirement が与えられ、グループで
UML の作成を行った。5 人のグループでディスカッションをし、発表用資料を作成した。最終日
には、実際に考えた UML の説明をパワーポイントを用いたプレゼンテーションした。
Project の授業では、システム構築の際のプロジェクトマネジメントについて学んだ。マネジメ
ントプロセスとして、Project charter, Business process map, Work Breakdown Structure, Scope
management, Cost management などを扱った。第一～二週は、Project では各マネジメントプロ
セスの説明と練習問題を行った。第三週～第４週には、Information System Design と同じグル
ープで Library System Model 構築プロジェクトのマネジメントプロセスを作成した。実際に作成
したマネジメントプロセスは、最後の授業でパワーポイントを用いてプレゼンテーションした。
Cultural Workshop では、簡単な説明の後にオルセー美術館・シテ地区・モンマルトル地区・
パリスモスク周辺を教員に案内してもらった。各年代の建造物の違い、サン・ドニやルイ 14 世な
どのフランスの著名人、食文化などについての説明があった。
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＜達成した成果・今後の抱負＞
まず、授業での成果を記載する。今回の研修の Information System Design と Project の授業
では、スコープ（成果物、最終目標）を第一に考える視点を得られた。スコープを詳細に定義し、
そこに向けたデザインとマネジメントを行うよう徹底されていたように思う。日本は、スコープ
よりもプロセスを大事にしてプロジェクトを進める傾向があると感じた。また、Library System
Model 構築プロジェクトの課題で、日本では触れる機会の少なかったプロジェクトとグループに
よるディスカッションは非常に勉強になった。Project の授業では「実際のプロジェクトでは、限
られた時間をどうプランニングするかが大事である」ということを何度も教授に注意されたため
に、グループワークのタイムマネジメントをしっかりと行うことができた。
次に、受け入れ先大学の生徒との交流について記載する。フランスでは、Asian EFREI という
日本文化に興味のある生徒が集まったクラブの生徒が我々の面倒を見てくれた。とりわけ 9 月に
名古屋工業大学に交換留学に来る予定の学生と交流を深めることができた。日本の文化に興味を
持っている学生が多く、日本のポップカルチャーから歴史的な事象、観光地など多くの話をする
ことができたと思う。また、逆にフランスの食文化や歴史などを教えてもらえた。また、留学期
間の 2 週目には、EFREI International Fair というイベントがあり、その週には多くの他国の生
徒が集まっていたため、EFREI の学生だけでなく中国・ロシア・スペインなどの生徒とも交流を
することができた。
今後の抱負について記載する。
まず学習に関しては、日本の授業では発表に向けて計画的にプロジェクトを行うことが少なか
ったが今回の研修では経験できた。研究室は 3 年までに学習したことを実践する場面が多いため、
今回の反省をふまえて研究を進めていきたい。
国際交流に関して、フランス人に日本のことについてあまり教えてあげられなかったことが悔
やまれる。海外の生徒の話を聞くことで、もっと自国の事を知り文化を海外に広められるように
なりたいと感じた。
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Cultual workshop の授業で訪れたサン・ドニ
教会

アクティビティでエッフェル塔に訪れた際に
撮影した集合写真。
Project の最後の授業で撮影した写真。
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Returnee’s Report
Name

Midoriko Chikara

Department

Computer Science

Grade

4th

NITECH Advisor

Prof. Hiroshi Matuo, Associate Prof. Tomoaki Tsumura

Exchange University

EFREI

Exchange University

Prof. Fatiha Gas

Advisor
Country, City

France, Villejuif

Duration

3.2.2012 – 4.5.2012 (35 days)
Program Report

<Program Contents>
In French class, I practiced basic greetings, self-introduction and everyday conversation. I
learned and tried actually talking and writing them.
In information system design class, I learned how to design system with some UML(business
process map, use case diagram, class diagram etc.). In first and second week, I learned why
we need UML, and how to use these UML. In third and fourth week, I and my teammates
tried actually constructing UML with a project of library system model. In the last class, we
spoke about it.
In project class, I learned about project management. There are some project management
processes, project charter, business process map, Work Breakdown Structure, scope
management etc. In first and second week, I learned them, and practice. In third and fourth
week, I and my teammates also tried actually construction project management processes and
we spoke about it.
In cultural workshop, our teacher told us about the Orsay museum, the areas of Cite and
Montmartre and the culture of French food in Paris. After them, we went to the museum, those
areas.

<Achievements/Ambitions>
In these classes, I learned about the point of view of the scope. The cope is the goal. It is
important to define detail of the scope, and consider about it when we manage and design the
system. I could try to construct UML, and some management processes in the project of
library system model, discuss about it, and present. So I could understand well. I also learned
about the time management in a work and subject.
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It is the first time for me to manage and design project in this point of view. So, I have to try
to practical use my experience in my field especially time management.
I will write about communication with EFREI’s students. In the university, the member of
Asian EFREI, the club in the university, helped us especially two students who will come to
learn our university this year. I’m glad to talked with them about Japanese culture like the
history, foods, some tourist sights, the pop culture and French culture. Besides at EFREI
international Fair, we could talk with other country’s students, Chinese, Russian and Spanish.
But I regret not to talk about detail of Japanese culture because I didn’t know a lot of it. It is
important to learn about my country.

At Saint-Denis, Montmartre, we went there
as cultural workshop class.

At the Eiffel tower, we went there as an
activity.
It is the last project class.
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

坪井

辰之助

所属専攻・学科

情報工学科

学年

4年

指導教員名

伊藤

派遣先

EFREI

派遣先指導教員名

Christiane Michel-O’Hanlon

派遣国・地域

フランス

派遣期間

2012 年 3 月 2 日～2012 年 4 月 5 日（35 日間）

孝行

准教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
今回のフランス留学では主に４つの研修があった．
１つめは，プロジェクトマネジメントの理論的な部分についての授業で，私たちはプロジェクト
マネジメントでの文書の種類，性質，作成方法やプロジェクトマネジメントにおける各段階での
管理手法，チームを構成する際の重要事項，プレゼンテーションの技法などを学んだ.
２つめは，プロジェクトマネジメントの技術的な部分についての授業で，私たちはプロジェクト
マネジメントにおけるモデリングの意義や重要性など，また演習を通じて UML を使ったプロジ
ェクトマネジメントの各段階でのモデリングの技法を学んだ．
３つめは，フランス語の授業で，私たちはフランス語のアルファベット，発音をまず学び，フラ
ンス語での自己紹介，ホテルや商店での会話などを学んだ.
４つめは，フランス人の学生との交流，フランスの史跡，名所の観光で，私たちはフランス人の
学生たちとパリ市内の名所を観光したり，パリ市外ではベルサイユ宮殿や世界遺産に登録されて
いるプロヴァンなどを訪れた．

＜達成した成果・今後の抱負＞
プロジェクトマネジメントに対してより深い理解を獲得し，またプレゼンテーションの実践的な
技法を学んだ．向こうの学生とも友誼を深めれた．
今後の抱負として，今回のフランス留学の経験を生かし，今後の研究生活に最善を尽くし，海外
留学や国際学会での発表を行なって行きたい.
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凱旋門の上にて仲間と

最後の授業，先生との仲間たち
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サント・シャペル教会

Returnee’s Report
Name

Tatsunosuke Tsuboi

Department

Computer Science

Grade

B4

NITECH Advisor

Associate Professor Takayuki Ito

Exchange University

EFREI

Exchange University

Christiane Michel-O’Hanlon

Advisor
Country, City

France, Villejuif

Duration

3.2.2012 – 4.5.2012 (35 days)
Program Report

<Program Contents>
We had mainly four contents in this program in France.
First, we had the class about the theoretical part of project management.
In this class we learned about management techniques at each stage in project management,
documents that are required in the project management, important notes when we configure
the team, techniques in presentation.
Second, we had the class about the technical part of project management.
In this class we learned about importance of modeling, modeling techniques at each stage in
project management, techniques in presentation.
Third, we had the French class.
In this class we learned about French alphabet, pronunciation, own introduction, conversation
in French hotels, and shop
Finally, cultural exchange with students of French, visit the historic sites of France and the
attractions of France.

<Achievements/Ambitions>
I acquired a deeper understanding for the project management through the classes. And I
learned the presentation technique in a more practical.
I make use of this experience, and want to do my best for future research.
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On top of the Arc de Triomphe with the fellow

The last class, with teacher and fellows
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Sainte-Chapelle chruch

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

西岡

靖倫

所属専攻・学科

情報工学科

学年

３年

指導教員名

犬塚

派遣先

EFREI

派遣先指導教員名

Fatiha Gas

派遣国・地域

France, Villejuif

派遣期間

2012 年 3 月 2 日～2012 年 4 月 5 日（35 日間）

信博

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
本プログラムの学習は大きく分けて、マネージメント、コンピュータサイエンス、フランス語
であった。マネージメントおよびコンピュータサイエンスの講義は英語であった。
マネージメントでは前半 2 週間は「マネージメントやプロジェクトとは何か」、
「なぜ必要なの
か」を学び、その方法として各種マネージメント（Scope, Integration, Time, HR, Risk, Cost,
Quality, Communication）の講義を受けた。
後半では講義で学んだことを使い図書館情報システム化のマネージメント演習を行った。特に
重視した項目は WBS, WBS dictionary, Project charter, Network diagram であった。
コンピュータサイエンスではマネージメント同様前半は講義を受け、後半は同プロジェクトを
技術的観点から設計した。講義内容としては、情報システム、ビジネスとは何かから始まり、
Business Process Map や UML を学習した。本プログラムで扱った UML は Activity diagram, Use case
diagram, Sequence diagram, Class diagram であった。
フランス語の講義では、挨拶から始まり、お店での注文や自己紹介、質問と回答を学習した。
また、男性名詞と女性名詞、動詞の活用や複数形などの文法も学習した。講義中は全てフランス
語であった。
また、週一回 Conference としてフランスの芸術や建築、食文化を教室で学んだ後、Cultural
Activities として教員引率のもとパリを見学した。

＜達成した成果・今後の抱負＞
情報工学の講義では、以前学習したけど理解できていなかった UML をもう一度学習すること
ができ、また演習で実装することを通してより深い理解と意義がわかった。マネージメントも以
前学習したことがあったが、今回は常に「何のために」を考えることによってマネージメントの
意義や詳細を学習できた。プロジェクトではグループの仲間と協力して作業を進めることができ、
グループワークの大切さや、重要性がわかった。また、講義以外でも派遣先の学生と交流が多く
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友達もでき、フランスの文化なども吸収することができた。
そのような関わりや、講義、プロジェクトなどを通じて自分の世界観、考え方、知識や視野が
広がった。具体的に一番感じたことは、
「英語はゴールではなく手段である。」ということである。
普段何気なく勉強している英語だが、その目的は、
「海外の優れた技術を学習したり、美術館でそ
の作品の背景を知ったり、外国人とコミュニケーションをとり、その人の価値観、考え方を知っ
たりと、英語を通して何かを得ること」であると実感できた。
今後は、本プログラムで学んだこと、様々な経験を良い教訓として、様々なことに対して What
と Why「何が目的か」「何のために」を良く考え、人生をうまくマネージメントできるようにし
ていきたい。

これは最後のマネージメントの講義後の集合
写真です。この教室ですべての講義、プロジェ

これはフランス料理のレストランへ行った時

クトが行われ、一か月間過ごしました。

の写真です。ワインとコース料理を食べ、フラ
ンスの食文化を学びました。

この人たちは私たちの面倒をよく見てくれた
EFREI の学生達でこの日はエッフェル塔へ連
れて行ってくれました。

416

Returnee’s Report
Name

Yasunori Nishioka

Department

Computer Science

Grade

3rd

NITECH Advisor

Nobuhiro inuzuka

Exchange University

EFREI

Exchange University

Fatiha Gas

Advisor
Country, City

France, Villejuif

Duration

3.2.2012 – 4.5.2012 (35 days)
Program Report

<Program Contents>
This program was divided into three major; Management, Computer Science and
French. The lectures of Management and Computer Science were in English.
In management, in the first two weeks, I learned what is management and what
is project, why we need it and some management skill; Scope, Integration, Time, HR,
Risk, Cost, Quality and Communication.

In the second half, we did the project work of the library information system
project by using what you have learned in the lecture. The particularly important
items were WBS, WBS dictionary, Project charter and Network diagram.
In computer Science, I undertook lecture in the first half like management, and
in the second half, I made the library project from a technical point of view. In the
lecturer, I learned what is information system, what is business, Business Process
Map and UML; Activity diagram, Use case diagram, Sequence diagram, Class
diagram.
In the lecture of French, I learned greetings, order in the shop, self-introduction,
question and answer and so on. In addition, I also learned grammar, such as
masculine nouns and feminine nouns, inflected forms of the verb and plural.
The lecturer was always in French.
After I learned the art, architecture and food culture as Conference once a week, I
visited the Paris as Cultural Activities accompanied by a teacher.
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<Achievements/Ambitions>
In the lecture of Computer Science, I understood UML, which I have learned
before but then I did not understand, more deeply and the significance of it by
implementing. I also have learned management before, but in this time I
understood significance and details of it by always considering the “what for”. In
project, I could cooperate with project team member for project. By this project, I
noticed the importance of group work. Out of the school, I could make many
friends, and acquired the culture of France.
My ideas, knowledge and vision were extended through such friendship, lecture
and project and so on. The most important thing I noticed is “English is not goal
but means.” I usually study English without thinking well but I realized the goal
of English is to get something through English, for example to learn superior
foreign technology, to know the background of the art at the museum, to take
communication with foreigner and to understand their sense of values and views.
I will never forget what I learned by this program and various experiences. And I
want to management my life well by considering what is goal and why it need to
various things.

This picture is the last lecture of
management. In this classroom, We did All

We went French restaurant. We ate course

lecture and project here.

dish and drunk a bottle of wine. We learned
food culture of France.
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They are EFREI students who took care of us
very well. On this day, they took us to the
Eiffel Tower.
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

東

綾香

所属専攻・学科

生命・物質工学科

学年

4

指導教員名

柴田

派遣先

エルランゲン・ニュルンベルグ大学

派遣国・地域

ドイツ・エルランゲン

派遣期間

2012 年 2 月 28 日～2012 年 3 月 4 日（6 日間）

哲男

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
今回私は五日間、ドイツのエルランゲン・ニュルンベルグ大学に派遣され、有機化学と無機材
料であるセラミックスとを交えた内容でプレゼンテーションを行った。セラミックスという自分
の分野とは異なる分野についての現地の学生の発表を聞き、教授やポスドクの方と交流を持つこ
とで、知識の方向性を広げることができた。分野が異なることで同じものでも認識が異なってい
ることを改めて認識することができるいい機会であった。
また、同大学において研究室の見学をさせていただいた。そこでは、何かが起こった時にすぐ
に気付けるよう、壁がガラス張りになっており、室内も常にきれいに整頓されているなど、安全
確保に対する意識が非常に高いことがわかった。さらに、実験を行いながら観察ができる高度な
SEM なども見せていただいた。
現地学生とともに、歴史的・文化的価値のある名所・美術館などの見学をした。このときは積極
的に英語で話しかけ、コミュニケーションをとるよう努めた。学生からはドイツの歴史についてや
日常生活についてなど様々な話を聞くことができ、大変充実した時間を過ごすことができた。
＜達成した成果・今後の抱負＞
今回の研修で、自分はいかに英語を知らないか、リスニングに慣れていないのかがよくわかっ
た。しかし、五日間と短い期間であったが、英語を話すことに対する抵抗が少なくなったように
感じる。コミュニケーションをとるためには、単語が浮かんでこなくとも身振り手振りを使って
どうにかして伝えたい、という意思が大切であることを強く感じた。
また、プレゼンテーションを行い、ほかの人の発表と比較することで、準備をすることの大切
さや、ポインターを使いながら体全体で表現し、発表するなど、効果的な伝え方を肌で感じるこ
とができた。今後は自身のプレゼンテーションにおいて、これらのことを見習いたいと思う。ま
た、これらのプレゼンテーションから、有機分野と無機材料分野では視点が大きく異なることが
改めて認識でき、非常に面白く感じた。具体的には、私たちが研究を行っているフッ素は非常に
危険なものとして認識されており、逆に有機化学では使用が避けられる傾向にある有毒な金属ス
ズを、毒性が比較的低いものとして多用していることなどである。
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今回の研修により、研究分野や歴史・文化の相違から、自分の視野を広げることができたと感
じている。今後も様々な方面に目を向け、多角的に物事をとらえられるよう努め研究を行い、世
界に通用する研究者となれるよう努力していこうと考えている。

プレゼンテーションの様子

研究室見学の様子
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学生との交流の様子

Returnee’s Report
Name

Azuma Ayaka

Department

Life and Materials Engineering

Grade

B4

NITECH Advisor

Prof. Shibata Norio

Exchange University

Friedrich-Alexander-University of Erlangen-Nürnberg

Country, City

Germany, Erlangen

Duration

2.28.2012 – 3.4.2012 (6 days)
Program Report

<Program Contents>
In this time, I have been to Germany for 5 days and gave a presentation about the combines
of organic chemistry and inorganic material, ceramics in the University of
Friedrich-Alexander-Erlangen-Nuremberg. To have heard the presentations of the
local students on ceramics and communicate with them, I felt my knowledge get wider.
We had a laboratory tour at FAU. For preventing some troubles, they equipped the big glass
windows on the wall, and make all the rooms clean and tidy. As well I found that
safety awareness is very high. Then, we saw an advanced SEM which can observed while
performing the experiments.
We looked around the valuable historical and cultural museum and some famous places
with local students. I tried to communicate with them by speaking English. It was a great time
that I could hear about German history or daily life.
<Achievements/Ambitions>
After this trip, I find out how poor my English is. However, thanks to this experience, I feel
less hesitation to speak English now. I realized that the most important thing to communicate
with foreigners is the will to tell even if I use the gestures sometimes.
In addition, by comparing my presentation with the others, I could learn the efficient way to
do the presentation.
Thanks to this study tour, I feel I could enlarge my knowledge and I intend to make an
effort to become a researcher by paying more attention to various areas and studying hard.
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State of the presentation

State of visiting to laboratory
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State of interchange with the local students

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

杉田

豊

所属専攻・学科

生命・物質工学科

学年

学部 4 年

指導教員名

柴田

派遣先

エアランゲン－ニュルンベルク大学

派遣国・地域

ドイツ・エアランゲン

派遣期間

2012 年 2 月 28 日～2012 年 3 月 4 日（6 日間）

哲男

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
平成 24 年 2 月 28 日～平成 24 年 3 月 4 日にドイツのエアランゲンに行き、滞在中の 3 日間に
名工大と提携しているエアランゲン－ニュルンベルク大学で研修・視察を行いました。研修の内
容としては、自分の研究内容について、英語で 10 分間程度スライドを使ってプレゼンテーション
を行いました。質疑応答も行われ、英語で議論を行いました。また現地の大学のドクターコース
やポスドク、助教授の方の発表も聞き、他分野や他の研究室の行っている研究についても知るこ
とができ、新たな知識を得ることができました。現地の大学の 2 か所の研究室見学も行わせてい
ただき、ロボティクスの機械や巨大なＳＥＭ、ＴＥＭ装置、その他の多くの装置も見せていただ
きました。
また大学へ訪問した 3 日間のみならず、ドイツ滞在中の 5 日間毎日現地の大学のドクターコー
スの学生やポスドクの方々、教授の方々とともに行動し、英語で会話したりなどして親睦を深め
ました。大学に滞在中も休憩時間や昼食時間に会話をして親睦を深め、充実した時間を過ごすこ
とができました。
＜達成した成果・今後の抱負＞
今回の発表は英語であり、10 分間と少し長めだったために初めは緊張もしましたが、海外で結
構な数の人がいる前で口頭発表を行うことができ、この経験は今後の発表でもかなりの自信にな
ると思います。
今回が初めての口頭発表で、英語ということもあり、準備の段階から発表まですべてのことが
初体験であり、全体を通して様々なことを学ぶことができました。その中でも一番大きなことは、
普段は論文を読んだり、英語を聞いたりするインプットが中心でしたが、今回は英語でプレゼン
テーションを行うとアウトプットであり、自分の成果を英語で発信するという経験を得られたこ
とが挙げられます。また海外での発表でしか得られないことも多々あり、英語が得意ではないに
しても、自分に自信を持って発表を行い、一生懸命伝えようとすることが何よりも大切だと改め
て感じさせられました。
海外の方の発表を聞いて得られることもあり、レーザーポインタや自分の身体をうまく使って
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発表を行っていたので、私も見習って言葉だけではなく体全体を使って発表が行えるように今後
していきたいと思いました。また普段の研究室内の発表とは違い、分野の違う研究室の方や海外
の方の前で発表ということで、どうしたらうまく伝えることができるかなども考慮して発表内容
やスライドを作ったつもりではありましたが、本番の発表ではうまく伝えられることができなか
ったように感じました。そのため今後の学会などで発表するときには、今回の発表の反省を生か
し、分かりやすい内容で伝えられるように工夫していきたいと思いました。
今後も海外ではないにしても、国内の学会や国際学会に行く機会もあると思うので、今回の経
験を生かして自信を持って発表を行っていきたいと思います。また現地の研究室見学に行って文
化の違いや研究に対する姿勢の違いなど得られたことも多く、自分の視野が広がったため、向こ
うの研究室のいいところを取り入れながら、自分の研究に生かし、さらに頑張っていきたいと思
います。今後も国際社会で活躍するという目標を常に持ちながら、将来に向けて頑張っていきた
いと思います。
今回はこのような貴重な体験をさせていただき、本当にありがとうございました。

発表の様子

現地の方との親睦
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集合写真

Returnee’s Report
Name

Yutaka Sugita

Department

Department of Life and Materials Engineering

Grade

4th of undergraduate grade

NITECH Advisor

Prof. Norio Shibata

Exchange University

Friedrich-Alexander-University of Erlangen-Nürnberg

Country, City

Germany, Erlangen

Duration

2.28.2012 – 3.4.2012 (6 days)

Program Report
<Program Contents>
I have been to Germany for five days, and have stayed in Friedrich-Alexander-University
of Erlangen-Nürnberg for three days. I did presentation on my research for 10 minutes in
English with using slide. During the question and answer session, I had a discussion with
professors in English. I also looked around their laboratory, I saw their advanced device
SEM, TEM, and so on.
Except for the three-day visit in FAU, I communicated with the doctoral program
students, post-doctoral students and professors in English during our stay in Germany.
<Achievements/Ambitions>
After this wonderful Germany trip, I find over that I could make an oral presentation in
English in front of numbers of people. Especially for my poor English, a confided
presentation would be more difficult. However, I did it, I was successful to make a step to
make people understand my expression.
Another important point that I learned from this trip is the difference of the culture and
the attitude on research. Their hard working and their high skill in chemistry encourage me
to improve my own research. And I always have a goal to work in the international
community one day, and I want to be best in the future.
This time, I benefit valuable experience, thank you very much.
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Presentation

Friendship with students
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Group photo

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

松崎

浩平

所属専攻・学科

生命・物質工学科

学年

4

指導教員名

柴田

派遣先

エルランゲン―ニュルンベルグ大学

派遣国・地域

ドイツ・エルランゲン

派遣期間

2012 年 2 月 28 日～2012 年 3 月 4 日（6 日間）

哲男

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
本学とエアランゲン―ニュルンベルグ大学の学生が今まで取り組んでいた研究内容について 10
分間のプレゼンテーションを英語で行い，内容についてのディスカッションをした。また，昼食
時など空いた時間を利用して研究内容や大学での生活，文化の違いなどについて英語を通してコ
ミュニケーションをとることで互いの専門分野や文化の理解を深めた。
さらに研究室見学では日本とドイツの大学施設や企業との関わり方の違いなどを学び，日本に
いるだけでは得られないであろう現在の研究における問題点や改善点を認識した。
＜達成した成果・今後の抱負＞
自分の研究内容について英語でプレゼンテーションを行うことで，今後参加することになるだ
ろう国際学会などで発表することに似た経験ができた。しかし今回私が発表した内容はセラミッ
クスを取り入れた含フッ素有機化合物の合成というものが主題で，プレゼンテーションを聞いて
下さる先生や学生方には馴染みが薄いものであり，英語で発表をしなければならないということ
もあって大変苦労した。同時に，この経験は単に同じ分野を専門とされている方の前で口頭発表
をするよりも，将来多くの方に私の行っている研究について知ってもらうという点で非常に良い
きっかけになり得ると考えた。
また今回の研修を通して私が最も痛感したのは FAU の学生と本学の学生の言語力の差である。
私自身，FAU の学生の発表を聞いた後にその内容についてディスカッションを試みたが，相手が
説明している内容について私の理解が追いつかなかった。これは単に分野が異なるために内容が
難しかった以上に私の英語を使ったコミュニケーション能力が乏しかったことが影響している。
このことから将来的に研究を通じて国際的なやりとりをするためには，異分野・他言語に対する
壁を取り払い，何事にもより率先して学ぶことで私自身の国際色を彩っていきたいと感じた。
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1. プレゼンテーション

3. 昼食

430

2. 集合写真

Returnee’s Report
Name

Kohei Matsuzaki

Department

Life and Materials Engineering

Grade

B4

NITECH Advisor

Prof. Norio Shibata

Exchange University

Friedrich Alexander University of Erlangen Nuremberg

Country, City

Germany, Erlangen

Duration

2.28.2012 – 3.4.2012 (6 days)
Program Report

<Program Contents>
With students at FAU, we had 10 minutes of presentation in English on what we had studied
in our respective laboratories. After presentation, we discussed the contents. We also have
used our lunch time to make ourselves understood the differences in campus life and culture
between NIT and FAU students through the conversation in English.
While laboratory tour after the presentation, we have learned that FAU have developed a
profitable relationship with German company and have known how tidy the things kept in
order at laboratory in FAU compared with our laboratory.
<Achievements/Ambitions>
I had a valuable experience of giving presentation to foreign people on my study in synthesis
of fluorine containing organic compounds. Although it might be little similar to the
presentation in international symposium, it differed widely from each other in that the
audiences in FAU wound not well understand my presentation because their major are
inorganic chemistry in particularly ceramics. It made more difficult for me to give the
presentation, however, it was a chance for me to learn how should I give the presentation to
make a lot of people understood.
Having this program, I felt strongly the necessity of knowledge of English. When I attempted
to discuss the contents of presentation of a student at FAU. I could not understand what he told
to me sufficiently. It is not owing to the difficulty of his explanation but my lacking English.
For that reason, I decided to be more active in anything and study hard to ward off anxiety for
presentation in English.
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1. Presentation

3. Lunch

432

2. Group photograph

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

加藤

直樹

所属専攻・学科

環境材料工学科

学年

4年

指導教員名

柿本

派遣先

エルランゲン-ニュルンベルグ大学

派遣国・地域

ドイツ・エルランゲン

派遣期間

2012 年 2 月 28 日～2012 年 3 月 4 日（6 日間）

健一教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
研修は大きく分けて発表会とラボツアーの 2 つから企画されていました。まず私は“ニオブ系
光触媒の材料設計”と題して発表を行いました。ニオブ系光触媒は TiO2 よりも高い準位に伝導帯
を持ち、比較的高い還元力を持つことから水を分解し水素を発生させる材料として期待されてい
ます。しかし、ニオブ系材料は一般に大きなバンドギャップを持つため可視光を利用できない課
題を持ちます。そこで、私は光触媒のバンドギャップを減少させる方法を検討しました。そのア
プローチとして、第一原理計算に基づく計算化学を用いてバンドシミュレーションを行いました。
本方法は、実際に材料合成することなく電子構造を検討できるため、実験の試行回数を大幅に減
少させるメリットを持ちます。発表では、計算化学により得られた知見を基に材料を合成し、物
性を評価した結果を報告しました。実際に合成した材料は計算通りの電子構造とはならなかった
と結論付けましたが、議論の中では検討すべき点を指摘いただくことができたため、今後の研究
の参考にしたいと考えています。
ラボツアーにおいては、FAU の glass and ceramics の研究施設を視察しました。本学にはない
大規模な電子顕微鏡にはじまり、ロボキャスティングシステムや 3D プリント成形などの見たこと
のない設備を見学しました。発表や施設の見学を通して言えることは、FAU の方々の研究は豊富
な資源を用いて、構造を工夫することでオリジナリティーを見出そうとしている点です。例えば、
アルミナのスラリーをテープキャストやロボキャストにより積み上げたり、ポリマーを媒体とす
ることで多孔体にしたりと様々な成形法の技術を持ちます。この点は、電気・磁気特性や結晶構
造を主に扱う本学のセラミックス系研究室とは異なります。本学との優劣を議論する必要はあり
ませんが、材料合成を多角度的に行うためのきっかけとなることが期待されます。
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＜達成した成果・今後の抱負＞
私は派遣前に 2 つの目標を掲げました。それは FAU 学生との交流と、発表における質疑応答を
円滑に行うことでした。
ある FAU の学生が素晴らしいプレゼンテーションをされました。特に、イントロダクションが
聞き手に配慮されており分かりやすい点、結論に至るまでの流れがスムーズであった点が印象に
残り、是非身につけたいと思いました。それだけではなく、coffee break の時間にその学生に”Your
presentation was great!”と話しかけました。そこから、FAU の学生たちとの交流は始まりました。
自分でも驚いたことは、話しかけた時点では目標達成のためでも、交流を持たなければという義
務感のためでもなく、純粋に相手のプレゼンテーションが素晴らしいと感じただけであったこと
です。結果として、FAU の学生と交流を持つきっかけとなったことが今でも信じられません。
私の発表に関しては質疑応答の際、FAU の先生から鋭いご指摘をいただきました。その指摘に
対して、英語でうまく言葉がつながらずに適切に応えることができませんでした。
掲げた目標のうち１つは達成できませんでしたが、鋭い指摘をされたことは私のプレゼンテー
ションが理解されたことを意味しています。そのため、質疑応答には課題を残したものの、プレ
ゼンテーションに関しては自信がつきました。私の FAU での研修を有意義にしたものは、やはり
最初に自分から話しかけたことであり、相手への興味でした。また、この“相手へ興味”は言語
に関係なく重要であり、日本においても他者の研究に興味を持ち交流することで、新たな成長の
機会が生まれると思いました。したがって、今後の抱負としては英語の語学力向上は言うまでも
なく、交流の根底には相手への興味を必ず持つことを少しずつ実践していきたいです。最後に、
このような素晴らしい機会を与えてくださった、先生方や関係者様に深く感謝いたします。

程よい緊張感の中の発表
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ラボツアーにて研究施設の視察

FAU 学生との交流風景
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Returnee’s Report
Name

Naoki KATO

Department

Kankyo Zairyo

Grade

4th

NITECH Advisor

Prof. Ken-ichi KAKIMOTO

Exchange University

Friedrich-Alexnder-University Erlangen-Nurnberg

Country, City

Germany, Erlangen

Duration

2.28.2012 – 3.4.2012 (6 days)

Program Report
<Program Contents>
The program mainly consisted of a forum and a lab tour. I talked about “
Material design of Nb photocatalyst.” Nb photocatalysts are expected as a
functional material for water splitting into hydrogen and oxygen because Nb
perovskite oxides have higher conduction band level than that of TiO2 which is the
most famous photocatalyst. However, generally, Nb photocatalyst has too wide
band gap to drive in visible light. Therefore, I aimed at controlling band gap of Nb
photocatalyst. First of all, some band simulations were carried out in order to
search for an effective doping metal for band controlling. In my presentation, I
reported the result of an evaluation for photocatalyst synthesized based on
calculation. Unfortunately, I concluded that the band structure of synthesized
material was not reasonable. However, I obtained meaningful suggestion during a
discussion. So, I intended to think about the point later.
We visited technical facility of glass and ceramics at FAU during lab tour. We
observed a huge electron microscopy, robot casting system, 3D printing system
and so on. Members of FAU effort to seek originalities by investigating structure
using low cost material. For example, bottoming up alumina slurry by robot
casting and tape casting or fabricating porous material using organic polymer.
This point is quite difference between FAU and NIT. Therefore it was good time to
learn about various processes of ceramics.
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<Achievements/Ambitions>
I aimed at communicating with FAU students and answering questions from
participants smoothly during presentation. In FAU, one FAU student made a
brilliant presentation. I was so interested in her presentation that I talked to her
during coffee break saying “Your presentation was great!” This was the first
communication with a FAU student. When I talked to her, I didn’t think that I had
to communicate with FAU students. After that I talked many other participants.
In my presentation, I made a speech successfully. But I couldn’t answer a
critical question from a FAU professor in English. One of my porous was not
succeeded. However, getting a critical question indicates my presentation was
easy to understand. So, now I feel confident about my presentation.
What made this program meaningful was talking to FAU students on my own.
The reason why I intended to do that, I was interested in foreign students.
Therefore, I recognized interest for other people gave me a great chance to grow
up. And I would like to appreciate all the member of staff at FAU and NIT.

Presentation in front of great professors

Observation in lab tour

Communicating with FAU student
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

木村

晃規

所属専攻・学科

環境材料工学科

学年

4 年生

指導教員名

岩本

派遣先

エルランゲン・ニュルンベルク大学

派遣国・地域

ドイツ・エルランゲン

派遣期間

2012 年 2 月 28 日～2012 年 3 月 4 日（6 日間）

雄二

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
ドイツ派遣を有意義なものにするために、私はかなりの準備が必要だと考えました。そこで先
輩の過去の発表やスライドを参考にしながら、どのように話を構成すれば、自分の発表に興味を
持ってもらえるかを考えてスライドを作りました。その中でも特に実験内容の図面の見せ方が難
しく、かなりの試行錯誤を重ねて教授にアドバイスをもらいつつもなんとかスライドを完成させ
ることができました。
今回の研修先では大学の生徒たちとお互い一人 15 分間英語の口頭発表を行いました。プレゼン
テーションの後は英語での質問に辛うじて答えることができました。また、現地の学生のプレゼ
ンテーションを聞き、疑問に感じることがあったので、積極的に英語で質問をしました。その後
のランチでは発表を終えた学生とお互いの大学での研究について話したりと、ドイツの学生と交
流を深めました。
その後別の日に設けられていた研究室ツアーではドイツの研究の現場を生で見ることができ、
刺激を受けました。ドイツの研究室はかなり整理整頓が行き届いていて、大いに参考になりまし
た。また、かなり大型な最先端の装置も見学することができ、その高性能さに感動するとともに
いつかこんな装置を使ってみたいと感じました。
ニュルンベルク大学では学生の研究成果のポスターの説明を受けました。主に材料の形を変え
ることによって様々な性質を引き出している研究が多く、この説明を受けて様々な考え方や幅広
い視野を持つことが重要であることが分かりました。

＜達成した成果・今後の抱負＞
今回の研修では、主にプレゼンテーションにおける英語の組み立て方や、英語での発表をする
にあたってのスライドの作り方を学びました。話す内容を英語で作成する際に、日本語は文章の
最後の方に重きをおき、英語では文章の最初の方に重きを置く傾向があるため、日本語で考えた
文章をそのまま英語にするのではなく、ある内容をそのまま英語にして書き出すように努力をし
ました。そのことによってかなり日本語的な考えと、英語的な考え方の違いを意識でき、より実
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際の英語に近い文章が作成できるようになりました。また、初めは英単語の微妙なニュアンスの
違いや発音の違いにも惑わされましたが、図書館から本を借りて勉強し、最終的には友人の間違
いを指摘できるほどになりました。
プレゼンテーションのスライドを作る際も、実際の英語に近い表現を心がけ、一目見て分かる
スライドつくりを目指しました。本番では今までより自然に英語が話せ、自分の自信になりまし
たが、質疑応答の際は満足のいく回答を英語で話せなかったので、その点においては後悔が残り
ますが、今後はさらに英語の勉強だけでなく、英語を話す練習もしていきたいと思います。
今後の抱負としまして、今回得た英語での表現方法などを忘れないように毎日少しでも英語に
触れていきたいと思います。英語を勉強するにあたり、ただ受け身な勉強ばかりしていてもうわ
べだけの知識しか身につかないと思ったので、能動的な英語の勉強を心がけていきたいです。具
体的には覚えた単語を自分なりに使ってみたり、喋ることによって自分の覚えた単語のさらなる
定着を図っていきたいです。

ホテルでプレゼンテーションの練習をする学生

昼食時に交流を深める学生たち
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教授の説明を受ける学生

Returnee’s Report
Name

Akinori Kimura

Department

Environmental and Materials Engeneering

Grade

4th grade

NITECH Advisor

Professor. Yuji Iwamoto

Exchange University

Friedrich-Alexander-University

Country, City

Germany, Erlangen

Duration

2.28.2012 – 3.4.2012 (6 days)
Program Report

<Program Contents>
In order to make the dispatch of Germany meaningful, I thought sufficient preparation is
necessary. Referring to the presentation of senior students, I made the presentation that can
attract audience attention. I thought it is difficult to make the presentation easy to understand,
especially in experiment section. Finally I was able to complete the presentation thanks to
professor’s advices.
In the UEN we made a 15-minute oral presentation in English. After the presentation I was
able to answer questions using English. Also, I listened to the presentation of local students,
and asked a question, because I wondered about his study. And then at lunch, we talked about
university lifestyle and researches with local students. We were able to exchange good
opinions with students in Germany.
The lab tour was provided another day and we were able to watch the live scenes of the
German research. Laboratories in Germany were well organized, that was greatly helpful. In
addition, I impressed by their latest, high performance equipment, and felt that in someday, I
want to use that equipment.
In the pester session, we had received a description of the local student`s researches. I was
really surprised that the various properties were pulled out by changing the shapes of the
materials in their studies. In this session, I think it is important to have the wide range ideas.
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<Achievements/Ambitions>
In this program, I learned how to make descriptive slide and how to make the
presentation in English. When I created the speech content in English, I noticed
that Japanese tend to place the emphasis point on the end of the sentence,
however in English it was put on the beginning of the sentence. I strived to write
English directly, not from Japanese.
At the first, we confused by the differences of pronunciation and the nuances of
English words. To study those differences, I borrow books from the library, and
then studied hard. Eventually I was able to point out the mistakes of friend`s
speeches.
Also making a presentation, I strived to use the natural English. I aimed to create
descriptive presentation. With making a presentation, I could speak English more
naturally than before, and now I have a great confidence to speaking English. But
during the question and answer session, I couldn’t speak English well. In that
point, I feel regret. So in the future, I would like to practice not only writing
English but also speaking English.
For my aspirations, I want to touch English every day so as not to forget English.
In learning English, I want to be not only positive, but also active. Specifically, I
want to further promote the consolidation of my own words..

Students practicing their presentation at
hotel
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Students receiving explanation of professor

Students deepen exchanges at lunch
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組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

水野

秀紀

所属専攻・学科

環境材料工学科

学年

４年

指導教員名

岩本

派遣先

FAU

派遣国・地域

ドイツ・エルランゲン

派遣期間

2012 年 2 月 28 日～2012 年 3 月 4 日（6 日間）

雄二 教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
今回、エルランゲンの FRIEDRICH-ALEXANDER UNIVERSITAT へ派遣されました。今回の
日程は、２・３日目に英語での研究発表、４日目にラボツアーを行いました。
研究発表では、名古屋工業大学と現地の学生だけでなく、名古屋工業大学の先生や現地の大学の
ポストドクターも発表しました。また、それぞれの発表の後に質疑応答の時間が設けられ、そこ
でも当然英語の質疑応答でした。現地の学生の発表は、スライドがとてもシンプルで、見やすく
動画やアニメーションを多用していました。今回僕は、英語での発表が初めてということもあり、
しっかりと原稿を作りそれを覚えて発表しました。FAU の人達も多少は覚えてきているだろうと
は思いますが、どちらかというと、話すことの流れだけを覚えて後は話しているようで、話す英
語が比較的スラスラ出てきているようでした。自分と比べて、英語を話す能力が高いことを実感
させられました。また、FAU の学生は質問も積極的にしていて、見習うべきだと思いました。
研究所ツアーでは、ZNP と FAU の二カ所へ行きました。ZNP では大手自動車会社の BMW と提
携していることもあり、研究の規模の大きさを感じさせられました。どちらの研究所でも実験室
がとても整理されていて、安全面をとても大事にしていることがよくわかりました。また、FAU
では、炉を１つの大きな部屋に集めて、共有して様々な種類の炉を使用できるようになっていま
した。名古屋工業大学では、研究室ごとに炉を持っていて、比較的自由に使えるというメリット
はあります。しかし、FAU のように共有で使うことで、さまざまな種類のものを使えるようにな
り、研究の幅も広がるようになると思いました。
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＜達成した成果・今後の抱負＞
今回の派遣によって得た成果は、英語発表での発表の仕方を学んだこと、実際に発表することで
自信をつけることができたことです。
派遣先での英語発表に向け、出発前の準備で先生とディスカッションしながら練習し、スライド
の作り方から組み立て方、英語発表時の言い回しを学びました。また、派遣先での発表では、前
の発表者の発表に関連しいたこともあり、言いたいことはわかってもらえたと思います。実際に
発表し、言いたいことが伝わったということで、大きな自信にもなりました。
しかし、今回の派遣で発見できた課題は英語のスピーキング力の低さです。長文がスラスラ出て
こないので、話すのに時間がかかってしまったり、反応ができても返すのが短文になってしまい
ました。なので、長文がもっと早く出てくるようにしなければならないと感じました。また、ヒ
アリング力もまだまだ低く、うまく聞き取れないことも多々ありました。
なので、これからの抱負は、短文だけでなく、長文を話せるようになること、それから、ヒアリ
ングの力も上げていくことです。

①

プレゼテーション中

③

集合写真
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②

コーヒーブレイクで談話

Returnee’s Report
Name

Hideki Mizuno

Department

Department of environmental and materials engineering

Grade

4th

NITECH Advisor

Prof. Yuji Iwamoto

Exchange University

FAU

Country, City

Germany, Erlangen

Duration

2.28.2012 – 3.4.2012 (6 days)
Program Report

<Program Contents>
This time, I was sent to FRIEDRICH-ALEXANDER UNIVERSITAT in Erlangen. This
schedule was research presentations in English on second and third day and laboratory tour
on forth day.
These research presentations were presented by not only the students in NIT and FAU but
also post doctors in FAU. There was the time of question and answer session in English after
presentation. The presentation slides of the students in FAU were composed of many videos
and animations. Moreover, it is so simple that we can easy to understand their presentations.
The presentation in English is the first time in my life, so I had to memorize my manuscript
which had been made before this presentation completely. However, students and post doctor
in FAU made a presentation smoothly and spoke English fluently. Moreover, they can
smoothly express what they want to speak in English. They actively asked a question to
presenter.
In laboratory tour, we visited some laboratories of FAU and ZMP. I felt how large their
laboratory is. (ZMP has partnered with BMW which is a big automobile company in Germany.)
The laboratories of both FAU and ZMP were well organized and I found that they think safety
of laboratory is very important. In FAU, they can use various furnaces and all furnaces are
gathered in one big room and shared by all laboratories. Compared to our laboratory in NIT,
furnaces are owed by each laboratory and it is not shared. This system has a lot of merit
because they can use free every time. However, the case of the system in FAU, I felt that the
research field of view becomes wider because they can use various equipments.
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<Achievements/Ambitions>
The achievements in this program are that I have learned how to do presentation
by English and have been put on myself.
For the presentation in FAU before going to FAU, practice and discuss with my
teacher so I have learned how to make slide and word of the presentation in
English. And I have been put on myself because I think they could understand
what I want to say.
But I felt that my ability of speaking long sentence and hearing English are not
enough. I could not smoothly speak English.
So my ambitions are that hearing and speaking long sentence more smoothly.
Finally, I would like to acknowledge to all the organizing members and support stuff of the
ITP at Nagoya Institute of Technology for giving me such an excellent opportunity to stay at
Erlangen, Germany.

①

my presentation style

③

Thank you every members
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②

coffee break

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム報告書
氏名

山田

祐介

所属専攻・学科

環境材料工学科

学年

4

指導教員名

岩本

派遣先

FAU

派遣国・地域

ドイツ・エルランゲン

派遣期間

2012 年 2 月 28 日～2012 年 3 月 4 日（6 日間）

雄二

教授

研

修

報

告

＜研修内容＞
主な研修内容は、FAU の学生と名古屋工業大学の学生との研究発表会、研究室の見学、FAU の
学生との交流です。最初の 2 日間で研究発表会、3 日目に研究室見学をしました。
研究発表会では FAU の学生は 20~30 分発表を行い、名古屋工業大学の学生は約 15 分間の発表
を行いました。研究発表会では、FAU の学生の研究内容、プレゼンテーションの仕方などを見る
ことができました。FAU の学生のプレゼンテーションはスライドが非常にシンプルであり、必要
な要点のみを書いている人が多く、細かい事は話して伝えていました。また、身振り手振りを多
用しており、話していることのイメージが伝わりやすかったです。そして、基本的に発表の冒頭
でユーモアにあふれることを話し、場の雰囲気を和ましていました。
研究所見学では 2 つの研究所に行きました。1 つは ZMP と呼ばれるとても大きな研究所、もう
一つは FAU の研究所です。ZMP は政府から非常に沢山の資金を助成されており、さらに BMW
との共同研究が行われている研究所です。ZMP の研究室は外から中がすぐに見えるようになって
おり、もしも何か事故が起こっても発見しやすいようになっていました。また、観察しながら試
料に圧力を与えることができる SEM など、非常に高性能な機材も見ることができました。FAU
の研究所では学生が実際に研究を行っている様子、学生が使用している研究室を見学することが
できました。FAU の見学で特に印象に残っていることは 1 箇所に同じ装置が固めて配置してあっ
たことです。名古屋工業大学では各部屋に炉が何個か置いてありますが、FAU では 1 つの部屋の
隅に炉が全て 1 箇所にまとめて置いてありました。
FAU の学生との交流は発表の合間の休憩中に話すことができ、研究内容の他に日常会話のよう
な世間話もすることができました。
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＜達成した成果・今後の抱負＞
今回の研修での主な成果は全部で 3 つあります。
1 つ目はプレゼンテーション能力を鍛えることができたことです。今回の発表は、自分の研究に
ついて何も知らない方達に対して行うので、どうやったら伝わるかなどをかなり考える必要があ
りました。そのため、スライド作製には非常に力を注ぎ、また先生ともディスカッションを重ね
て適切なアドバイスを沢山頂くことができました。その結果、この研修に参加する前と比べスラ
イドの見せ方、発表の言い回しなどの面でかなり成長できたと思っています。また、英語で発表
してきたことで、発表するということに対する不安をかなり除くことができました。
2 つ目の成果は英語を使えるようになることの重要さを学べたことです。日本の学生で英語を流
調に話せる人はかなり少ないですが、FAU で会った学生はみな英語を日常会話のように使いこな
しており、英語能力の差を痛感しました。それと同時に自分の中で、
『このままではいけない』と
いう危機感が非常に強くなりました。
3 つ目は FAU の学生を見て、日本の学生にはあまり見られない部分を発見できたことです。例
えば、発表の際に FAU の学生は全員よく身振り手振りを使っており、時には体全体を使って表現
している学生もいました。日本の学生にもそういう人はいますが FAU の学生の方がより効果的に
身振り手振りを使っていたと思います。また、FAU の学生は発表の冒頭で場を和ますことを言っ
ていました。これらの姿勢を今後自分も見習っていきたいと強く感じました。
今後の抱負は、以上の得た成果をもとに自分自身をさらにレベルアップさせていくことです。

この写真は私がプレゼンテーションをしてい

この写真は発表が終わった後、FAU と名古屋工

るところです。

業大学の学生が交流しているところです。
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この写真は研究発表会に参加した全員の集合
写真です。
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Returnee’s Report
Name

Yusuke Yamada

Department

Department of Environmental and Materials Engineering

Grade

4

NITECH Advisor

Prof. Yuji Iwamoto

Exchange University

FAU

Country, City

Germany, Nuremberg

Duration

2.28.2012 – 3.4.2012 (6 days)
Program Report

<Program Contents>
The main contents of training are workshop with students in FAU , Laboratory
tour and exchange meeting with students in FAU. The workshop was occurred in
the first two days, and Laboratory tour was occurred in the third day.
In the workshop, students in NITech occurred presentation for 15 minutes and
students of FAU occurred for 20~30 minutes. I could observe presentations of
students in FAU, and know research contents of students in FAU. Their slides
were very simple and written important points. They indicated detail orally, and I
could get images of content because they used gestures at many times. Basically,
they improved the mood of the venue by humorous speech at the beginning of the
presentation.
In the laboratory tour, we visited two laboratories. One was ZMP and another
was laboratory of FAU. ZMP has been given a lot of subsidiary and conducted
research collaboration with BMW. Inside of experimental rooms of ZMP were seen
easily from outside to make it easy to find accident. In ZMP, we could observe
much of extremely high performance equipment, for example, a SEM which can
observe the sample adding pressure. In laboratory of FAU, we could visit
experimental rooms used by students in FAU. The most impressive point is that
same devices were put in one place. In NITech, furnaces are placed in many rooms
but in FAU, all furnaces are put in one place.
In the exchange meeting, I could talk about not only research but also small talk
with students in FAU.
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<Achievements/Ambitions>
There are three major achievements.
First, I could train the English presentation ability. In creating the presentation,
I had to consider the way to convey my presentation contents for listeners who
have no knowledge about my research. So, I worked hard to create slides, and got
many appropriate advices from my teacher in discussion. As a result, I think that I
could grow abilities of creating slides and presentation paper, and overcome
concern about doing presentation because I done presentation in English.
Second, I could learn importance of being able to use English. In Japan, students
who can use English are minority, but in Germany, a lot of German can use
English very well. So I felt difference in the English ability keenly, and a sense of
crisis to my actual state.
Third, I could find differences of the between German and Japanese students.
For example, all students used gesture by not only hands but also throughout the
body. Some Japanese students use gesture, but students in FAU used more
effectively. And they improved the mood of the venue by humorous speech at the
beginning of the presentation. I felt that I want to emulate their custom.
I hope to develop myself by using these achievements.

This picture shows the scene that I was

This picture shows the scene that students of

making a presentation.

FAU and NITech were doing exchange
meeting after the workshop.
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This picture is a group photo of all
participants in the workshop.
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