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慶應義塾大学博士課程教育リーディングプログラムは複合的に絡み合うテーマ「新しい社会の仕組み作り」、
「新しい産業構造の構築」、
「新しい社会における QoL のあり方の確立」に解決の糸口を見出し、超成熟社会の発展に貢献できる、次世代の博士人材を育成するた
めに誕生しました。

The Keio Program for Leading Graduate School will cultivate a new generation of doctoral students capable of elucidating solutions
for deeply interrelated issues facing Japan and the post-modern world: “creating new social mechanisms”, “building a new industrial
structure”, and “establishing the concept of Quality of Life (QoL)” for the development of our super mature society.
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人とは？−リーディング学生への期待

Harutoshi TAGAYA

Ex-Managing Director & Director-General, The Tokio Marine Research Institute
Project Professor (Part-time), Graduate School of Science and Technology

多賀谷 晴敏

株式会社東京海上研究所 元常務取締役研究所長
慶應義塾大学理工学研究科 特任教授（非常勤）

After the invention of written characters as a communication tool and a means to pass down knowledge, it
took mankind more than five thousand years to reach the
Industrial Revolution. Since then, the speed of technological advances has increased dramatically and digitization
has made advancements exponential in nature and speed.
It is believed that humans may soon communicate using
chips embedded in their brains. Innovations like genetic
engineering, artificial intelligence, and flying cars, may
create a society in which people live longer, more convenient lives. At the same time, challenges like climate
change caused by global warming, societal imbalances
caused by falling birth rates, longevity itself, and increasing wealth inequality are growing around the world. As
digitalization progresses, its speed and impact become
greater, and its outcomes – both good and bad – can
spread rapidly, causing a highly volatile society.
It is difficult to predict the future, but not difficult to
understand what will be necessary to solve mankind’s
increasing problems: knowledge, intelligence, wisdom,
and networks of creative, ethical people. Keio University’s Leading Program is suited to help committed
students develop all of these. Five years to complete a
double masters and doctoral course is a very short time in
academia, but if used wisely it can be a significant time to
acquire knowledge, enhance your intelligence, deepen
your wisdom, and develop your network.
“Longevity,” “cure all disease,” and “increase human
ability artificially” may all be possible through innovation, but will such innovations make human happy?
There are many benefits to gain but also much to lose. In
order to answer that question, one may need to consider
fundamental questions such as “what is mankind?”
and/or “why does mankind even exist?” There is no
definite or immediate answer as to whether to allow
innovation to progress unabated or to impose certain
limitations, especially ethical ones. It is important to
continuously ask yourself.
Leading Program can give you an extraordinary
“space” – place, time, and opportunity – to develop
yourself. To make optimum use of it depends solely on
you. Good luck!

人類がコミュニケーションの手段として文
字を使い始め、得た知識を継承し、産業革命
に至るまで約5千年以上の時間がかかりまし
たが、その後の技術革新は指数関数的に進展
しました。いずれチップを埋め込んだ脳同
士でコミュニケーションが可能となる時代
が来ると考えられています。AI、空飛ぶ自
動車、遺伝子操作を含む先進的医療等、便
利かつ長寿社会が創出されます。その一方
で、地球温暖化、少子高齢化や広がる格差
等の社会の歪みがグローバルなレベルで進
行しています。また、digital化は進めば進
むほどその影響の波及速度と度合いは大き
くなるので良いことも悪いことも瞬時に拡
大するvolatilityの高い世界になります。
将来を予測することは難しいですが、将
来の課題を解決するために何が必要かはわ
かります。倫理観を伴った、知識と知恵と
情報と人脈です。リーディングはそのいず
れも培うことのできるプログラムといえま
す。文系理系修士と博士課程を修了するに
は短い時間ですが、皆さんが社会で活躍す
るために必要な知識を蓄え、知恵を磨き、
情報を収集し、人脈を構築することのでき
る時間です。
さて、「長寿社会」が、「病をなくすこと」
が、「能力を人工的に高めること」が、いず
れも技術革新で可能になっていきますが、得
るものが多い反面、失うものも多くなりそ
れが本当に人間に幸せをもたらすのでしょ
うか？その答えを出すためには、人は何な
のか？何のために存在するのか？といった根
源的問いに答える必要があります。自然体が
良いのか一定の規範が必要なのか、答えは一
つではないし、すぐ見つかるわけでもなし。
常に意識して考えてみてください。
リーディングプログラムは、みなさんが想
像する以上の「場」であるので、それをどう
活かすかは皆さん次第です。Good luck!

Overseas Study Reports of RAs who Enrolled in 2015
4期生 留学体験記
4期生 留学体験記
2018年度は、博士課程1年の4期生4名と5期生1名が留学中です。今回は、4期生4名の主専攻の研究分野、留学先を選ん
だ理由、留学により実りのあったこと、困難な経験について、それぞれご紹介します。

Looking at the local community as a “foreigner”
「外国人」として「当該地域」を見つめるということ
中央研究院民族学研究所/Institute of Ethnology, Academia Sinica

髙橋 萌 / Moe Takahashi （社会学研究科社会学専攻 D1） 修士（社会学）、修士（工学）
In Taiwan, where I am conducting my study, initiatives are underway
to correct discriminatory attitudes toward immigrant workers and
marriage immigrants from Southeast Asian countries considered to have
less vibrant economies. These initiatives are taking place against a
backdrop of rapid economic growth and societal aging in Taiwan. I am
attempting to clarify from a cultural anthropological standpoint the
communities that immigrants build. My study involves reconceptualizing immigration, which has been discussed as a social class-related issue
in previous research, from the perspective of educational and cultural
practices, and focusing on activities to pass on culture and language in
homes, schools, and community organizations outside of schools.
Academia Sinica is the most prominent academic institution under the
direct supervision of Taiwan’s Office of the President. It has 24 institutes
and seven research centers. Located in the suburbs of Taiwan’s capital,
Taipei, it is a research center that promotes joint research with domestic
and international interests. My institute has a history and tradition of
addressing various issues in cultural anthropology and folkloristics, and
thus I had wanted to study there at some point in the future. It was attractive to me because people in a master’s program or higher can apply for
acceptance, even for short-term study; overseas research students can use
its facilities and libraries free of charge; and it has a comparatively
well-developed research support program.
I had to learn Chinese in order to conduct my research, and I struggled
to master the unique local pronunciation. I can only use English in some
conversations within the institute, and therefore I conduct my research
with daily appreciation for the importance of fully understanding the
local community’s language from the basics. That a “foreigner” is studying a “foreign country” is not something easily accepted by the local
people. While actually seeing, feeling, and understanding things that I
could not understand by reading research papers alone and shifting to
topic-setting that fits with the local context, I must have the patience to
explain things to those around me and ask for their understanding in
“their native language.”

私が研究対象とする台湾では、急速な経済成長と少
子高齢化が進行する中、経済水準が低いとされる東南
アジア諸国から受け入れた移民労働者や婚姻移民に対
する差別意識の是正に向けた様々な取り組みが進めら
れています。先行研究において社会階層問題として議
論されてきた移民を教育・文化実践の視点から捉え直
し、家庭・学校・学校外の地域団体における文化・言
語継承活動に着目することで、移民が構築するコミュ
ニティのあり方を文化人類学的視点から明らかにする
ことを試みています。
中央研究院は24の研究所と7つの研究センターを持つ
総統府直轄の最高学術機関です。首都・台北市郊外に
位置し、国内外との共同研究を進めています。本研究
所は文化人類学および民俗学的な諸問題を取り扱う歴
史と伝統のある研究所であり、将来的に必ず留学した
いと思っていました。修士課程以上であれば、短期で
も受入の申請が可能で、海外からの研究生でも所内の
施設や図書館を無料で利用でき、研究支援体制も比較
的充実している点が魅力でした。
研究遂行上、中国語の習得が必須であり、現地独特
の発音の習得に苦労しました。英語が活きるのは研究
所内での一部のやりとりのみで、現地社会固有の言語
を基礎から徹底的に理解する重要性を日々感じながら
研究しています。「外国人」が「外国」を研究する眼
差しは現地の人々に容易に受け入れられるものではあ
りません。論文を読むだけではわからなかったことを
実際に見て感じて理解し、現地の文脈に即した課題設
定へと変化させながら周囲に「彼らにとっての母語」
で説明し理解を求める忍耐力が求められます。

▲移民の学校適応に関する調査にご協力いただいた
▲12月に実施した研究所内における研究発表の様子

学校の先生とのインタビューの様子

▲週末にでかけたMuriwai (オークランドから車で40分ほど)

▲研究スペース

学校の先生とのインタビューの様子

My Study in New Zealand

ニュージーランドでの留学生活
オークランド大学工学部/Faculty of Engineering, University of Auckland

石川 貴啓 / Takahiro Ishikawa （理工学研究科総合デザイン工学専攻 D1） 修士（工学）、修士（商学）
I am currently developing a sensing system for simultaneously acquiring foot conditions (position, speed, and angle) and environmental information (stair height, slope inclination, etc.) for application in assisting
devices for human lower limbs. I am attaching multiple inertial measurement units (an acceleration sensor and a gyroscope) and distance sensors
to both feet and constructing an algorithm to estimate foot conditions and
environmental information from differences in the obtained information.
The University of Auckland is New Zealand’s top university. Several
years ago, successful professors from various universities in New
Zealand were gathered there in accordance with a national policy. I chose
it for my current overseas study because I felt it offers an outstanding
research environment. It has superior equipment in its facilities, provides
abundant support by technicians who are very close to each laboratory,
and has a university-launched venture company that use inertial
measurement units and motion capture technologies that are close to my
own field of research. Another reason I chose it is that, although there are
students from various countries there, relatively few of them come from
Japan.
Research: My own research space is in the General Lab. It is a large
research space that is used jointly by students with different instructing
professors. An advantage of this research style is that it is easy to learn
about others’ research. However, I felt it has a disadvantage in that there
is little sense of unity as a research team when each individual has a
different research theme. No one in the research space has a theme
similar to my own. That plus my anxiety speaking in English resulted in
my spending a lot of time working silently on my own soon after arriving
in New Zealand. However, I have gradually become accustomed to doing
research in an English-only environment, and I feel I am spending meaningful time here.
Daily life: One day, when I returned home from an academic meeting, I
encountered a dangerous situation. When I turned on a light, the light
started blinking. And then when I touched the light’s plug in the outlet,
sparks flew out. In the end, the lightbulbs, microwave oven, recharger of
my computer, and other devices were damaged, and I spent a few days
being unable to use electronic devices properly. I talked to the real estate
agent and the problem was resolved in about a week. However, the
experience led me to truly appreciate Japan’s stable electrical system.
(To tell the truth, the light bulbs are still broken even though the problem
is supposed to be “fixed.” That makes me skeptical that the problem
really was resolved.)

人間の下肢のアシストデバイスへの応用を目標とし、
現在は足の状態（位置・速度・角度）および環境の情報
（階段の高さ・坂の傾きなど）を同時に取得するための
センシングシステムの開発を行っています。慣性計測装
置（加速度センサ・角速度センサ）と距離センサを複数
両足に装着し、得られる情報の差異から足の状態および
環境の情報を推定するアルゴリズムを構築しています。
オークランド大学は数年前に国の政策により、NZ内
の各大学より業績のある教授が集められたNZトップの
大学です。施設の設備は優れている他、それぞれの研
究室ととても近い距離にいるテクニシャンによる厚い
サポート、自身の研究分野に近い慣性計測装置とモー
ションキャプチャーを用いた大学発のベンチャー企業
もあり、研究環境としてとても優れていると感じ現在
の留学先を選びました。また、様々な国からの学生が
いる中、日本人の学生はあまりいないことも1つの理由
となりました。
研究面：自身の研究スペースはGeneral labで、異な
る指導教授を持つ学生が共同で使用する広い研究スペ
ースです。この研究スタイルは、メリットとして他人
の研究を知る機会が容易に得られる一方、デメリット
としては個々が異なる研究テーマを持つ場合研究チー
ムとしての一体感はあまりないように感じました。現
在の自身のテーマと似たテーマを持っている人は同じ
研究スペースにはおらず、英語での会話に不安もあっ
たことから留学に来た当初は一人で黙々と作業する時
間が多かったと思います。少しずつですが英語のみの
環境での研究に慣れ、有意義な時間を過ごせていると
感じています。
私生活面：学会から帰ったある日，家につくと電気を
つけると勝手に点滅し，コンセントにプラグを指すと火
花が散るという危険な状態に遭遇しました。結果，電
球・電子レンジ・自身のPC充電器などが次々と壊れ，
電子機器類がまとも使えない数日間を過ごしました。
不動産屋さんに相談し1週間ほどで自体は解決しました
が．日本の安定した電気系統のありがたみをより実感
しました。（実は，解決したはずの今でもよく電球が
壊れているので本当に解決したのか懐疑的です。）

Recommendations for becoming a big fish who escaped a little pond (Japan)
脱「井(日本)」の中の蛙のススメ
マサチューセッツ工科大学化学科/ Department of Chemistry, Massachusetts Institute of Technology (MIT)

鈴木 敬和 / Takakazu Suzuki （理工学研究科総合デザイン工学専攻 D1） 修士（工学）、修士（経済学）
I am developing an ultrafast burst imaging method (STAMP) and
applications for it as part of applied research on an ultra-fast optical pulse
of a femtosecond (10−15) laser at the Graduate School of Science and
Technology. With my method, it is possible to perform burst imaging of
up to 25 frames in one-time measurements of physical phenomena that
are faster than a nanosecond, which is difficult to measure with conventional high-speed image sensors. This makes it a useful tool in elucidating the mechanisms of laser processing and irreversible fast phenomena.
I am proceeding with the measurement and elucidation of fast phenomena that become revealed by the use of STAMP.
The Keith Nelson Group of MIT has conducted world-leading
researches on ultrafast spectroscopy for many years. In recent years, the
group has been researching on irreversible ultrafast phenomena using
THz wave existing between light and radio waves. It is highly possible
that effective measurements can be made here using my method, and
therefore I have been given a role in advancing joint research as a visiting
student. Moreover, the group’s laboratory equipment includes several
femtosecond laser amplifiers (winner of the 2018 Nobel Prize in Physics;
each amplifier is commercialized about 30 million yen). I was attracted
to this vibrant environment.
My short-term overseas study produced many discoveries that I would
have never encountered if I had stayed only in Japan. I felt that regular
Japanese students in the United States are overwhelmingly outnumbered—even more than I imagined—by students from other Asian countries (China and South Korea). It is true that study abroad in undergraduate education is extremely expensive compared to Japanese universities.
However, I heard that in Ph.D. programs, it is common for students to be
paid for doing research by their principal investigator (PI). After arriving
in the United States, I learned by talking to Ph.D. students of various
nationalities that there are significant differences in terms of school
expenses and monetary assistance in the overseas study at between
undergraduate and doctoral programs. I suspect that similar to me, the
majority of undergraduate and graduate students in Japan do not know
how things are. Thus, after returning to Japan, I want to convey what I
learned and my experiences to as many people as I can.
On the other hand, there are regular events in Boston that bring
Japanese researchers and businesspeople together, and I often appreciate
the knowledge and learning I acquired through the “watering hole”
effects of this Keio all-round program (PLGS). An important experience
for me was sharing the view of Japan as it is seen from the “outside” by
Japanese in various fields who have ventured overseas. On the research
side, this was my first experience conducting research in an environment
in which no Japanese is spoken whatsoever. Even though there were
times when I struggled to express myself in English, I spent every day of
overseas research with much stimulation.

▲MITのキャンパス

理工学研究科でフェムト（1015）秒レーザーという超
短光パルスの応用研究として超高速連写イメージング
法（STAMP）の開発とその応用に取り組んでいます。
私の手法では、従来のイメージングセンサを使う高速
カメラでは計測が困難なナノ秒よりも速い物理現象を
一度の計測で最大25枚まで連写撮影が行えるため、レ
ーザー加工や不可逆な高速現象のメカニズム解明に有
用なツールになります。STAMPを用いることで明らか
になる高速現象の計測・解明を進めています。
MITのNelson研は長年に渡り、超短パルスレーザー
を用いた超高速分光研究に関して世界トップの研究を
行なっています。近年では、光と電波の間に存在する
THz波長帯を用いた不可逆な超高速現象の研究をして
おり、私の手法を用いることで有用な計測を行える可
能性が高く、visiting studentとして共同研究を進める
ことになりました。また、実験設備に関しても、フェム
ト秒レーザー増幅器（2018年度ノーベル物理学賞）を
複数台（1台約3000万円）有しており、非常に恵まれた
環境であるのも魅力でした。
日本の中で過ごしているだけでは知る由もなかった
発見が多くあったのが今回の短期留学でした。米国に
おいては、想像以上に他のアジア圏（中国、韓国）か
らの学生に比べ正規の日本人学生が圧倒的に少ないこ
とを実感しました。海外留学は学費が非常に高いとい
うのは学部の話で、博士課程ではむしろ研究室の先生
から給料をもらって研究をするのが一般的であること
など、実際に米国に来て、様々な国籍のPhDの学生た
ちと話してみることで大学と博士課程での海外留学で
は学費や金銭補助に大きな違いがあることを知りまし
た。私のように実情を知らないのが大多数の日本の大
学生、院生だと思われますので、帰国後は少しでも多
くの人に得た情報、経験を伝えたいと思います。
一方で、日本人の研究者や実務家が集まるイベントが
ボストンでは定期的にあり、オールラウンド型の本プロ
グラムの水飲み場効果で得た知識や学びを実感する場面
が多々あり、様々な分野で海外に来ている日本人が感じ
た「外」からみた日本を共有するということが大きな経
験になりました。研究面においては、日本語が全く通じ
ない環境で研究を進めるということが初めての経験でし
たので、英語で伝えるのが難しい場面もあり苦労しまし
たが、日々とても刺激的な研究生活を過ごせました。

▲モダンオプティクスのセミナー

A recommendation for overseas research
研究留学のすすめ
ハーバード大学医学部 マサチューセッツ総合病院 / Massachusetts General Hospital-Harvard Medical School

片桐 渉/ Wataru Katagiri

（理工学研究科基礎理工学専攻 D1） Civilingenjörsexamen (Degree of Master of Science in Engineering)、修士（工学）

I am doing research on laser light and the immune responses of organisms. It was discovered in 2013 that exposing the skin to an invisible
laser light called near-infrared light immediately prior to administering
an influenza vaccine raises the vaccine’s efficacy. I am working to develop laser devices for clinical applications while elucidating the detailed
mechanisms of this action and exploring other application possibilities
involving immunity for patients.
In order to pursue true medicine-engineering collaboration, I moved
my research from Yagami to Massachusetts General Hospital, which is
one of the United States’ most renowned large hospitals. My current
laboratory was introduced to me by a professor who does joint research.
My primary mission is to clarify the in vivo movement of vaccines using
imaging technology that was developed by my laboratory. The biomedical field is one in which research takes time. Nonetheless, I am making
maximum use of my extremely advantageous environment and taking
the next step toward further exploration and practical application.
Boston is a place where people of truly varied backgrounds—students,
researchers, businesspeople, and others—gather and routinely interact (=
go drinking). Going abroad to do research provides fewer opportunities
to interact with people of other countries than going abroad as a regular
student to take courses and the like. However, networking among
Japanese is extremely active. What people hope to get from overseas
study differs depending on the individual. However, I think doing
overseas research in Boston provides an excellent chance to, in particular, gather information on, gain an overall view of, and reexamine
Japan’s society and economy.

▲ハーバード大学医学部のキャンパス

レーザー光と生体の免疫応答に関する研究を行って
います。近赤外線と呼ばれる目に見えないレーザー光
を、インフルエンザワクチン投与直前に皮膚に照射し
ておくと、ワクチンの効果が高まることが2013年に発
見されました。私はその詳細な作用機序の解明と、免
疫が関与する他の疾患への応用可能性を模索しつつ、
臨床応用に向けたレーザーデバイスの開発に取り組ん
でいます。
真に医工連携を追求するために、研究場所を矢上か
ら全米屈指の大病院であるマサチューセッツ総合病院
に移しました。現在所属しているラボは共同研究を行
っている先生からの紹介です。所属先で培われたイメ
ージング技術を用いてワクチンの生体内の動態を明ら
かにすることが私の第一のミッションでした。バイオ
メディカルは研究に時間がかかる分野ですが非常に恵
まれた環境を最大限活用し、さらなる探求と実用化に
向けて次のステップに移っています。
ボストンには学生、研究者、ビジネスマンなど本当
に様々なバックグラウンドを持った人々が集結し、日
々交流（＝飲み会）をしています。研究留学は、授業
等を履修する正規の留学に比べて外国人との交流が少
ないですが、一方で日本人同士のネットワーキングは
非常に盛んです。留学に何を求めるかは人それぞれで
すが、ボストンにおける研究留学は殊に日本の社会や
経済の情報収集をし、俯瞰し見直す良いチャンスだと
思います。

▲IBM Watson Healthの本社見学

Report on the Third Public Hearing of Policy Recommendations
第3回政策提言公聴会の報告
2019年2月26日（火）、文部科学省情報ひろばにて、博士課程に在席する3期生6名と2つめの修士課程に在籍する5期生1
名による政策提言公聴会を開催しました。当プログラムの特徴的活動であるグループプロジェクト演習の中でこれまで
検討してきた社会課題の解決策を政策提言として発表しました。省庁関係者、産業界、シンクタンク、大学、メディア
等から多くの方々にご参加いただき、発表者の提言に対して、仕上げに有用な質問・コメントをいただきました。

式次第

13：30〜14：00 ポスター発表（7名）
14：00 開会挨拶 プログラムコーディネーター・教授 神成文彦
14：05 来賓挨拶 文部科学省 大学改革推進室専門官 髙橋浩太朗
14：10 発表 (140分+途中休憩10分)
16：45 講評と閉会挨拶 理工学部訪問教授・政策提言担当 永野 博
17：00 閉会

No.

氏名

所属・学年

提言先

1

高倉優理子

理工 D2

文化庁
文科省

2

小林優一

経済 D2

新規事業提案

3

岡本翔平

経済 D2

内閣府
厚労省

4

平尾美佳

健マネ D2

厚労省

5

石川岳史

理工 D2

秋田県庁等
地方自治体

6

池田泰成

理工 D2

総務省

7

水口高翔

医 M1
（副専攻）

厚労省
地方自治体

▲ポスター発表の様子

▲発表後の記念撮影

提言テーマ
デジタルアーカイブ整備を目的とした学芸員教育課程の
拡充に関する提案
子どもの適性に応じた習い事を推薦する新規事業の提案

―ルールベースに基づく習い事適性診断 WEB アプリケーションの開発―

「長老晩退」のすゝめ
―健康長寿社会づくりの観点から―
高齢者の療養上の世話における世界共通看護師資格の創設

―超高齢社会である日本の特性を活かし国際社会でリーダーシッ
プを発揮する方法―

消滅可能性区域秋田県リバイバルプラン 2.0
―若者の潜在的 A ターンニーズ開拓の可能性―
国内で生み出されるパーソナルビッグデータを利活用す
るための公募賛同型データ集積プラットフォームの提案
オンライン技術を活用した母子保健メンタルケアに関する
提言
―母子が心身ともに健康でいられる社会の実現に向けて―

▲発表の様子

慶應義塾大学
博士課程教育リーディングプログラム
オールラウンド型
「超成熟社会発展のサイエンス」事務局

▲会場の様子
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