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九州大学大学院
システム情報科学研究院 ニュースレター

システム情報科学研究院ニュースレター 5号の発行にあたって

新任教員の紹介

　システム情報科学研究院ニュースレター
の第5号をお届け致します。早いもので、伊
都キャンパスに移転して参りまして12年目に
入りました。九州大学の伊都キャンパス移
転もいよいよ大詰めとなり、しんがりの農
学、文系、新中央図書館の建物はほぼ出来
上がりまして、これから内装を整え、引越し
をして、来年9月には移転完了となり、10月

から九州大学にとって新たな時代が始まります。
　2006年の夏に伊都キャンパスでの新たな活動を開始した時に
は、広大な工事現場の中で生活環境も整っておらず、JR九州の九
大学研都市駅とのバスの便数も少なくて、大変な苦労をしたことが
思い出されます。古い人間はこのようについつい昔のことにこだわっ
てしまいますが、新たに伊都キャンパスに来た学生や教職員には、
昔のことなど知ったことではなく、現在と今後が関心事でしょう。
　このところ文部科学省をはじめとして世の中では AI、ビッグデー
タ、セキュリティ、IoT (Internet of Things)、データサイエンスなど

　本年度は、多くの先生方の着任があり
ました。

　情報知能工学部門に、川崎洋教授、
島田敬士准教授、備瀬竜馬准教授、佐
藤亮介助教、早志英朗助教、トマ・ディエ
ゴ助教、末廣大貴助教、堀磨伊也助教、谷口雄太助教

　情報学部門に、河村彰星准教授、山内由紀子准教
授、中島祐人助教、ヴァルガス・ダニロ・ヴァスコンセロス
助教　

　情報エレクトロニクス部門に、小野寺武准教授、黒川
雄一郎助教　

　電気システム工学部門には、三浦峻助教の計16名
が新しく着任されました。

　また、山下雅史教授、杉原真准教授、長原一准教授、
櫻井祐子准教授、田原祐助助教、Roy Partha Sarathi
助教がそれぞれ今年度に退職、異動されました。

のキーワードが飛び交っております。システム情報科学研究院でも
本号で紹介しておりますように、内田教授を中心にしてデータサイエ
ンス分野の強化に取組んでおります。
　また、本年10月から、工学部電気情報工学科におきまして、英語
だけでも履修・卒業できる学部の国際コースを新設して、第１期生と
して４名の新入生を外国から迎え入れたところです。
　今年度は、システム情報科学研究院にも数多くの新任教員が加わ
りました。年度初めの4月３日には、辞令交付を行った後に、初の試
みとして教員向けの簡単なオリエンテーションを実施して、九州大
学特有の学府・研究院制度ならびに大学院と工学部電気情報工学
科および理学部物理学科情報理学コースとの関係等について説明
致しました。
　前述のように、昔の事はさておき、完成なった新キャンパスで学生
ならびに新たな教職員も一緒になって、これからの九州大学を創っ
てまいりますので、今度とも益々のご支援ご協力のほどお願い申し上
げます。

システム情報科学研究院長　荒木 啓二郎
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研究院紹介ムービーへ
携帯でアクセス

　平成28年度末に山下雅史教授が定年退職され、櫻井祐子准教授が産業技術総合研究所人工知
能研究センターにご転出されました。平成28年度後半にヴァスコンセロス ヴァルガス ダニロ助教が、
平成29年度前半には河村彰星准教授と中島祐人助教が、数理情報講座に着任されています。
　研究活動においては、山下・来嶋研究室のM2八神貴裕さんが、SSS 2016国際シンポジウムでBest 
Student Paperを受賞しました。また、松川徹助教がコンピュータサイエンスにおける全ての国際会議
中、Scimagoジャーナルランク（SJR）において1位であるCVPR 2016で論文発表を行いました。さら
に、横尾真教授のイスラエルとの共同研究が、JSTに採択されました（相手方機関はMOST）。情報
学部門はJSTやJSPSが助成する二国間研究に強く、鈴木英之進教授のフランスとの共同研究2件
（JST-ANR、JSPS-CNRS）や櫻井幸一教授のインドとの共同研究（JSPS-DST）が近年採択され
ました。 松川徹助教が論文発表を行いましたCVPR 2016から
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（情知）

 佐藤亮介助教
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三浦峻助教
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情報学専攻

　平成29年度は、新しく三浦 峻 助教が着任されました。本コースでは、産学官問
わず様々な共同研究が盛んに行われています。最近では、国際的な共同研究も進
められております。そのひとつとして、科研費 国際共同研究加速基金（国際共同研
究強化）を利用して中野道彦 准教授が平成29年5月から約半年間、英国 サウサン
プトン大学にて共同研究を行っております。共同研究相手は、同大Electronic and 
Computer ScienceのProf. Hywel Morganで、先進的なバイオセンシング技術に
ついて研究を行っています。このように、従来の電気システムに捕らわれない枠組
みでの共同研究も実施しており、これらの取り組みを通して多様な視点を有する人
材を輩出しております。

電気システム工学コース

　学生の学会発表が活発に行われました。Best Presentation Award of International 
Symposium on Energy Research and Application 2017、応用物理学会九州支部学
術講演会発表奨励賞、電子情報通信学会磁気記録・情報ストレージ研究専門委員会
委員長賞、九州大学教育改革シンポジウム銅賞等、計11件の学生による受賞がありまし
た。新しく教員として黒川助教が着任、小野寺准教授が味覚・嗅覚センサ研究開発セン
ターから当部門に異動、田原助教が同センター准教授に昇進しました。院長特別補佐
を7年間務められた宮尾正信元教授が応用物理学会の功労会員になられました。都甲
教授が応用物理学会業績賞を、興教授が分析化学会先端機器開発賞を、加藤教授が
電磁波工学Ⅰの講義で平成28年度工学講義賞を、ポカレル教授がIEICE ELEX Best 
Paper Awardを受賞しました。

超高感度匂いセンサ（パーソナルSPRセンサRANA、九州計測器（株）製）と
味覚センサ（TS-5000Z、（株）インテリジェントセンサーテクノロジー製）
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情報知能工学専攻
　情報知能工学専攻では、前報に引き続き活発に活動しております。人事関係では、川崎教授（鹿児
島大より）・木實教授（東大より／所属は基幹教育院）・小出教授（九工大より／所属は情報基盤研
究開発センター）・島田准教授（基幹教育院より）・備瀬准教授（国立情報学研より）・助教６名の着
任、緒方教授（京大教授へ）・長原准教授（阪大教授へ）の転出がありました。また当専攻の教員が
主要メンバを務めるenPiT-Proおよび数理・データサイエンス教育研究センターも発足しました。大型
研究費では，内田教授代表の科研費(基盤S)課題、諸岡准教授代表のJST-CREST課題、倉爪教授
が主たる共同研究者であるJST-CREST課題が採択されました。2013年10月からの革新的イノベー
ション創出プログラムも谷口教授らが主要メンバとして尽力しています。受賞関係でも、谷口研や井上
研の国際コンペ受賞、岡村研や峯研の学生の国際学会における受賞、内田研全体のデータサイエンス
アワード受賞などの活躍があります。 ヒト・ロボット共生空間

サウサンプトン大学の風景
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略歴
九大工学研究科情報工学専攻修士修了
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九大システム情報科学研究科博士後期課程修了
同大助手。その後助教授を経て2007年より現職

略歴
昭和50年３月
九州大学工学部電子工学科卒業
昭和55年３月
九州大学院博士課程修了
同年４月
九州大学工学部電子工学科助手
平成２年７月
九州大学工学部電子工学科
（電子材料物性講座）助教授
平成９年４月
九州大学大学院システム情報科学研究院　教授
平成20年10月～23年３月
同研究院　研究院長
平成21年５月～現在
同研究院　主幹教授
平成25年11月～現在
九州大学味覚・嗅覚センサ
研究開発センター長

システム情報科学研究院が中心となって展開する「九州大学のデータサイエンス教育」
－ オープンサイエンス、オープンエデュケーション、そしてオープンマインド！

　人文・理工あらゆる分野において、デー
タ解析に基づく客観的検証の必要性が顕
在化しています。今後この傾向がさらに拡
大・一般化するのは間違いないでしょう。こ
のニーズ顕在化には、次の３つの背景があ
ると思われます。すなわち、①あらゆる学問
分野において客観的評価の重要性が高
まっていること、②実験結果として得られる

データ量が爆発的に増加していること、そして③解析目的が複雑
化・多様化していること、です。
　このデータ解析の必要性を受け、「データサイエンティスト」の必
要性も顕在化しています。データサイエンティストとは、「データの性
質および解析目的を見極め、合目的なソフトウエアプログラムを用い
て客観的なデータ解析を実施し、さらにその結果から解析目的に
あった正確で有用な知識を見出すまでの、一連のスキル」を持った
人材を指します。一方、現在の教育制度では、こうした人材は数理情
報系でのみ育成・輩出されており、全分野的な必要性には応えられ
ていません。総合大学である九州大学としては、こうした状況に対応
する責務があります。そしてそのためには、データサイエンス教育の
方法・体制を至急整える必要が生じました。
　そこで九州大学では、システム情報科学研究院の情報知能工学
部門が中心となり、三つの取り組みをほぼ同時に開始しました。第
一は「データサイエンス実践特別講座」、第二は「低年次データサイ
エンス教育」、第三は「数理・データサイエンス教育研究センター」
です。
　データサイエンス実践特別講座は、全学に向けたデータサイエン
ス教育の実施を目的としています。2015年末頃立案され、2016年3
月末に全学的に設置が認められ、2017年4月より実際に運営されて
います。第一の特色は、「卒論、修論、博論など、実際に自分自身の
研究を持っている学生であれば、だれが受けに来てもよい」というも
のです。文系の学生も受講するわけですから、データ解析に必要な
数理的概念や手法を、努めて平易に教授する必要があります。笑い
話ではありませんが、ベクトルが３次元までしか
ないと思っている学生もいます。そうした学生
に、クラスタリング、確率分布、主成分分析、回
帰分析、統計的検定、さらには時系列解析まで
教えるのは、様々な工夫が必要です。
　同講座の第二の特色は「各学生自身の研究に
対する個別サポートまで行う」点です。教育系で
アンケート調査の解析をやっている学生、芸工
系で子供の足の形状解析をやっている学生、物
質系で構成要素間の張力解析をやっている学
生、など様々なテーマが全学から持ち込まれま
す。彼らに対し個別ディスカッションの時間を設
け、情報知能工学部門の備瀬准教授、末廣助
教、Thomas助教、そして内田の4名でアドバイス
をしています。異分野の研究を知ることができる
ので、ディスカッションは大変面白いですが、こ
ちらもなかなか大変です。
　初年度である2017年度は、9月夏休み期間に
行った集中講義も含め、全学から40名の学生が

受講してくれました。本講座は彼らにとって他専攻なので、受講して
も単位にもなりません。本当に「研究に必要だから学びたい」という
モチベーションを持った諸君ばかりが参加していることになります。 
　「低年次データサイエンス教育」は、その名の通り、全学部１、２
年生向けの教育に関します。上述の実践講座での高年次向け教育
を通し、我々教員は「どのような分野でどのようなデータ解析が行わ
れているか」を具体的に把握できています。この知見をそのままにし
ておくのは勿体ない。是非入学直後の諸君に、先輩が行っている
データ解析の実例を教示すれば、情報数理系でない学生であって
も、数理情報系技術を学ぶモチベーションが高まるはずです。こち
らは2016年度より準備を開始し、基幹教育院と連携しながら2018
年度より実施予定です。 
　最後の「数理・データサイエンス教育研究センター」は、上記の教
育の試みを、全学の教員レベルにまで押し広げるために、文部科学
省支援の下、2017年10月に設立されました。人文、芸工、病院、工
学という幅広い部局にセンター専任教員を配置し、それら教員が中
心となって各分野でのデータ解析ノウハウを整理・集積し、さらにそ
れを教育に活かそうというものです。
　以上、三つの取り組みを述べましたが、いずれも「情報学を中心と
して学術分野間の壁を越える」試みです。オープンサイエンス、オー
プンエデュケーションの具体化でもあります。そしてその成功の鍵
は、やはりオープンマインド！ これらの取り組みを通して、互いの研
究や技術に興味を持ち、「教わりたい」「教えたい」という気持ちが
全学に広がることを期待しています。

　文字は我々の文化的活動やコミュニケーションを支える極めて重要
なメディアです。5千年前に開発され、その後本質的な変化もないまま
に、現代社会でも至る所で使われています。総務省が平成27年に行っ
た調査によれば、我々はテキスト系情報通信メディアに１日平均60分近
く接しているそうです。これらメディア以外にも、若年代は教育の場で、
中高年代は業務の場で、日々様々な文字を読んでいるでしょう。また、
生活行動の中で、看板や商品のラベルなど、環境中に遍在する文字も読
んでいるはずです。さらに時には自らも文字を生成しています。
　こうした重要性がありながら、我々がどのように文字情報と日々関
わっているかを解明しようとする研究は、ほとんどありませんでした。そ
の理由は、我々の周囲の文字情報を自動かつ大量に収集する方法がこ
れまで存在しなかった点にあると思われます。ところが、環境内の文字
検出・認識技術や画像情報学、そして機械学習の急激な進歩は、それを
可能にしつつあります。
　そこで本課題では、文字の持つ多様な機能の本質を総合的に解析す
る新分野「文字科学」を推進することを目指します。具体的には、文字
の①周囲の明確化機能、②知識・意味伝達機能、③雰囲気伝達機能、
④可読性維持機能について、世界にも類例のない基礎的研究群および
応用展開研究群を展開する予定です。例えば①について簡単に言えば、

ラベルや看板の文字情報が物体や周囲の情報をどのように補完してい
るかを解明します。また③については、「丸みを帯びた文字フォントがど
のような単語を表現する際に使われるのか」といった文字形状と意味の
相関関係を実データに基づいてあぶりだすことで、文字が与える非言語
的情報を定量化します。

　この度、私の定年退職にあたり、ニュースレター記事執筆の機会を与えて頂き、誠にありがとうございま
す。18歳から九州大学で学び、研究し、教育をしてきたわけですから、47年間も九州大学に在籍したこと
になります。大学に入学した頃は卒業して直ぐに会社に就職しようと思っていたわけですから、随分と路
線変更したものです。思い起こすに、大学に入って特段やりたいこともなかったのですが、2年生になった
頃でしょうか、自分自身が「勉強、つまり考えることが好き」ということに気づいたのが発端でしょう。とい
うことで、20歳の時に「生物と電子物性に関係のあることを行う」と決心しました。
　その後、大学院修士課程、博士課程へと進学し、そのまま助手に採用され、助教授、教授となり、今に
至っています。20歳の時に「生物と電子物性に関係のあること」と決心したものの、当時は今で言うところ
のバイオエレクトロニクスや有機エレクトロニクスといった分野もなく研究者もおらず、修士課程、博士課
程と手探り状態でした。恩師山藤馨教授には、若輩の身である私に自由な環境を提供して下さり、感謝
してもしきれません。
　それまでの生物学、生物化学は試験管中の（分散しているという意味で）均一系です。他方、自分自身
は電気系にどっぷりと浸かっていたわけですから、その特技（というものがあれば）を使いたい。その合
体案が生体膜でした。生体膜は膜をはさんで電圧（電位差）が発生しています。膜を介してイオン電流
が流れるというベクトル場です。電気系では電気回路や電磁気学もそうですが、まさにベクトル場そのも
のです。ということで、生体膜を利用した人工的なデバイスを造ろうと考えました。これが、味覚センサ開
発の発端です。
　その後、いろんな方や会社と共同研究を行いましたが、結局、アンリツ（株）からスピンアウトし、（株）
インテリジェントセンサーテクノロジーを立ち上げた池崎秀和さんと今も懇意にしています。もう30年もの
付き合いです。味覚センサの世の中への普及を「成功」と遠慮なく言わせて頂くなら、この成功は池崎さ
んと私の類い希な信頼・協力関係の賜と考えます。
　10年で9割がつぶれるのがベンチャー会社ですが、インテリジェントセンサーテクノロジーはもう15年
以上続いています。この間、経営危機などいろいろあったのですが、彼と一緒に、強い意志と勇気を持っ
て行動したからこそ、味覚センサビジネスがここまで発展してきたと思っています。
　学生には、そういった現場体験から、信頼関係、誠実さ、意志、勇気などを教育してきたつもりです。
大学は学生がいるから大学なのです。教育があっての研究です。ただ、その教育は既定事実を教えること
ではなく、研究で冒険をして、その冒険を教える場と考えます。だって、彼らが巣立っていく社会、そして彼
らと私たちの人生にも解はないのですから。システム情報科学研究院・科学府のますますの発展と皆様
のご健勝を祈念し、雑文を終えたいと存じます。

私と味覚センサ

数理・データサイエンス教育研究センター長、主幹教授　内田 誠一
味覚・嗅覚センサ研究開発センター長・主幹教授　都甲 潔

文字科学 － 文字はなぜ・どのように我々の身の回りにあるのか？
基盤S（代表）「機械可読時代における文字科学の創成と応用展開」

情報知能工学部門・主幹教授　内田 誠一
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システム情報科学研究院が中心となって展開する「九州大学のデータサイエンス教育」
－ オープンサイエンス、オープンエデュケーション、そしてオープンマインド！

　人文・理工あらゆる分野において、デー
タ解析に基づく客観的検証の必要性が顕
在化しています。今後この傾向がさらに拡
大・一般化するのは間違いないでしょう。こ
のニーズ顕在化には、次の３つの背景があ
ると思われます。すなわち、①あらゆる学問
分野において客観的評価の重要性が高
まっていること、②実験結果として得られる

データ量が爆発的に増加していること、そして③解析目的が複雑
化・多様化していること、です。
　このデータ解析の必要性を受け、「データサイエンティスト」の必
要性も顕在化しています。データサイエンティストとは、「データの性
質および解析目的を見極め、合目的なソフトウエアプログラムを用い
て客観的なデータ解析を実施し、さらにその結果から解析目的に
あった正確で有用な知識を見出すまでの、一連のスキル」を持った
人材を指します。一方、現在の教育制度では、こうした人材は数理情
報系でのみ育成・輩出されており、全分野的な必要性には応えられ
ていません。総合大学である九州大学としては、こうした状況に対応
する責務があります。そしてそのためには、データサイエンス教育の
方法・体制を至急整える必要が生じました。
　そこで九州大学では、システム情報科学研究院の情報知能工学
部門が中心となり、三つの取り組みをほぼ同時に開始しました。第
一は「データサイエンス実践特別講座」、第二は「低年次データサイ
エンス教育」、第三は「数理・データサイエンス教育研究センター」
です。
　データサイエンス実践特別講座は、全学に向けたデータサイエン
ス教育の実施を目的としています。2015年末頃立案され、2016年3
月末に全学的に設置が認められ、2017年4月より実際に運営されて
います。第一の特色は、「卒論、修論、博論など、実際に自分自身の
研究を持っている学生であれば、だれが受けに来てもよい」というも
のです。文系の学生も受講するわけですから、データ解析に必要な
数理的概念や手法を、努めて平易に教授する必要があります。笑い
話ではありませんが、ベクトルが３次元までしか
ないと思っている学生もいます。そうした学生
に、クラスタリング、確率分布、主成分分析、回
帰分析、統計的検定、さらには時系列解析まで
教えるのは、様々な工夫が必要です。
　同講座の第二の特色は「各学生自身の研究に
対する個別サポートまで行う」点です。教育系で
アンケート調査の解析をやっている学生、芸工
系で子供の足の形状解析をやっている学生、物
質系で構成要素間の張力解析をやっている学
生、など様々なテーマが全学から持ち込まれま
す。彼らに対し個別ディスカッションの時間を設
け、情報知能工学部門の備瀬准教授、末廣助
教、Thomas助教、そして内田の4名でアドバイス
をしています。異分野の研究を知ることができる
ので、ディスカッションは大変面白いですが、こ
ちらもなかなか大変です。
　初年度である2017年度は、9月夏休み期間に
行った集中講義も含め、全学から40名の学生が

受講してくれました。本講座は彼らにとって他専攻なので、受講して
も単位にもなりません。本当に「研究に必要だから学びたい」という
モチベーションを持った諸君ばかりが参加していることになります。 
　「低年次データサイエンス教育」は、その名の通り、全学部１、２
年生向けの教育に関します。上述の実践講座での高年次向け教育
を通し、我々教員は「どのような分野でどのようなデータ解析が行わ
れているか」を具体的に把握できています。この知見をそのままにし
ておくのは勿体ない。是非入学直後の諸君に、先輩が行っている
データ解析の実例を教示すれば、情報数理系でない学生であって
も、数理情報系技術を学ぶモチベーションが高まるはずです。こち
らは2016年度より準備を開始し、基幹教育院と連携しながら2018
年度より実施予定です。 
　最後の「数理・データサイエンス教育研究センター」は、上記の教
育の試みを、全学の教員レベルにまで押し広げるために、文部科学
省支援の下、2017年10月に設立されました。人文、芸工、病院、工
学という幅広い部局にセンター専任教員を配置し、それら教員が中
心となって各分野でのデータ解析ノウハウを整理・集積し、さらにそ
れを教育に活かそうというものです。
　以上、三つの取り組みを述べましたが、いずれも「情報学を中心と
して学術分野間の壁を越える」試みです。オープンサイエンス、オー
プンエデュケーションの具体化でもあります。そしてその成功の鍵
は、やはりオープンマインド！ これらの取り組みを通して、互いの研
究や技術に興味を持ち、「教わりたい」「教えたい」という気持ちが
全学に広がることを期待しています。

　文字は我々の文化的活動やコミュニケーションを支える極めて重要
なメディアです。5千年前に開発され、その後本質的な変化もないまま
に、現代社会でも至る所で使われています。総務省が平成27年に行っ
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生活行動の中で、看板や商品のラベルなど、環境中に遍在する文字も読
んでいるはずです。さらに時には自らも文字を生成しています。
　こうした重要性がありながら、我々がどのように文字情報と日々関
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れまで存在しなかった点にあると思われます。ところが、環境内の文字
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相関関係を実データに基づいてあぶりだすことで、文字が与える非言語
的情報を定量化します。
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頃でしょうか、自分自身が「勉強、つまり考えることが好き」ということに気づいたのが発端でしょう。とい
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のです。ということで、生体膜を利用した人工的なデバイスを造ろうと考えました。これが、味覚センサ開
発の発端です。
　その後、いろんな方や会社と共同研究を行いましたが、結局、アンリツ（株）からスピンアウトし、（株）
インテリジェントセンサーテクノロジーを立ち上げた池崎秀和さんと今も懇意にしています。もう30年もの
付き合いです。味覚センサの世の中への普及を「成功」と遠慮なく言わせて頂くなら、この成功は池崎さ
んと私の類い希な信頼・協力関係の賜と考えます。
　10年で9割がつぶれるのがベンチャー会社ですが、インテリジェントセンサーテクノロジーはもう15年
以上続いています。この間、経営危機などいろいろあったのですが、彼と一緒に、強い意志と勇気を持っ
て行動したからこそ、味覚センサビジネスがここまで発展してきたと思っています。
　学生には、そういった現場体験から、信頼関係、誠実さ、意志、勇気などを教育してきたつもりです。
大学は学生がいるから大学なのです。教育があっての研究です。ただ、その教育は既定事実を教えること
ではなく、研究で冒険をして、その冒険を教える場と考えます。だって、彼らが巣立っていく社会、そして彼
らと私たちの人生にも解はないのですから。システム情報科学研究院・科学府のますますの発展と皆様
のご健勝を祈念し、雑文を終えたいと存じます。
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基盤S（代表）「機械可読時代における文字科学の創成と応用展開」
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システム情報科学研究院ニュースレター 5号の発行にあたって

新任教員の紹介

　システム情報科学研究院ニュースレター
の第5号をお届け致します。早いもので、伊
都キャンパスに移転して参りまして12年目に
入りました。九州大学の伊都キャンパス移
転もいよいよ大詰めとなり、しんがりの農
学、文系、新中央図書館の建物はほぼ出来
上がりまして、これから内装を整え、引越し
をして、来年9月には移転完了となり、10月

から九州大学にとって新たな時代が始まります。
　2006年の夏に伊都キャンパスでの新たな活動を開始した時に
は、広大な工事現場の中で生活環境も整っておらず、JR九州の九
大学研都市駅とのバスの便数も少なくて、大変な苦労をしたことが
思い出されます。古い人間はこのようについつい昔のことにこだわっ
てしまいますが、新たに伊都キャンパスに来た学生や教職員には、
昔のことなど知ったことではなく、現在と今後が関心事でしょう。
　このところ文部科学省をはじめとして世の中では AI、ビッグデー
タ、セキュリティ、IoT (Internet of Things)、データサイエンスなど

　本年度は、多くの先生方の着任があり
ました。

　情報知能工学部門に、川崎洋教授、
島田敬士准教授、備瀬竜馬准教授、佐
藤亮介助教、早志英朗助教、トマ・ディエ
ゴ助教、末廣大貴助教、堀磨伊也助教、谷口雄太助教

　情報学部門に、河村彰星准教授、山内由紀子准教
授、中島祐人助教、ヴァルガス・ダニロ・ヴァスコンセロス
助教　

　情報エレクトロニクス部門に、小野寺武准教授、黒川
雄一郎助教　

　電気システム工学部門には、三浦峻助教の計16名
が新しく着任されました。

　また、山下雅史教授、杉原真准教授、長原一准教授、
櫻井祐子准教授、田原祐助助教、Roy Partha Sarathi
助教がそれぞれ今年度に退職、異動されました。

のキーワードが飛び交っております。システム情報科学研究院でも
本号で紹介しておりますように、内田教授を中心にしてデータサイエ
ンス分野の強化に取組んでおります。
　また、本年10月から、工学部電気情報工学科におきまして、英語
だけでも履修・卒業できる学部の国際コースを新設して、第１期生と
して４名の新入生を外国から迎え入れたところです。
　今年度は、システム情報科学研究院にも数多くの新任教員が加わ
りました。年度初めの4月３日には、辞令交付を行った後に、初の試
みとして教員向けの簡単なオリエンテーションを実施して、九州大
学特有の学府・研究院制度ならびに大学院と工学部電気情報工学
科および理学部物理学科情報理学コースとの関係等について説明
致しました。
　前述のように、昔の事はさておき、完成なった新キャンパスで学生
ならびに新たな教職員も一緒になって、これからの九州大学を創っ
てまいりますので、今度とも益々のご支援ご協力のほどお願い申し上
げます。

システム情報科学研究院長　荒木 啓二郎

研究院ニュース
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研究院紹介ムービーへ
携帯でアクセス

　平成28年度末に山下雅史教授が定年退職され、櫻井祐子准教授が産業技術総合研究所人工知
能研究センターにご転出されました。平成28年度後半にヴァスコンセロス ヴァルガス ダニロ助教が、
平成29年度前半には河村彰星准教授と中島祐人助教が、数理情報講座に着任されています。
　研究活動においては、山下・来嶋研究室のM2八神貴裕さんが、SSS 2016国際シンポジウムでBest 
Student Paperを受賞しました。また、松川徹助教がコンピュータサイエンスにおける全ての国際会議
中、Scimagoジャーナルランク（SJR）において1位であるCVPR 2016で論文発表を行いました。さら
に、横尾真教授のイスラエルとの共同研究が、JSTに採択されました（相手方機関はMOST）。情報
学部門はJSTやJSPSが助成する二国間研究に強く、鈴木英之進教授のフランスとの共同研究2件
（JST-ANR、JSPS-CNRS）や櫻井幸一教授のインドとの共同研究（JSPS-DST）が近年採択され
ました。 松川徹助教が論文発表を行いましたCVPR 2016から

 川崎洋教授
（情知）

 島田敬士准教授
（情知）

 備瀬竜馬准教授
（情知）

 佐藤亮介助教
（情知）

 早志英朗助教
（情知）

 トマ助教
（情知）

 末廣大貴助教
（情知）

 堀磨伊也助教
（情知）

 谷口雄太助教
（情知）

 河村彰星准教授
（情報）

山内由紀子准教授
（情報）

 中島祐人助教
（情報）

 ヴァルガス助教
（情報）

 小野寺武准教授
（情エレ）

 黒川雄一郎助教
（情エレ）

三浦峻助教
（電シス）

情報学専攻

　平成29年度は、新しく三浦 峻 助教が着任されました。本コースでは、産学官問
わず様々な共同研究が盛んに行われています。最近では、国際的な共同研究も進
められております。そのひとつとして、科研費 国際共同研究加速基金（国際共同研
究強化）を利用して中野道彦 准教授が平成29年5月から約半年間、英国 サウサン
プトン大学にて共同研究を行っております。共同研究相手は、同大Electronic and 
Computer ScienceのProf. Hywel Morganで、先進的なバイオセンシング技術に
ついて研究を行っています。このように、従来の電気システムに捕らわれない枠組
みでの共同研究も実施しており、これらの取り組みを通して多様な視点を有する人
材を輩出しております。

電気システム工学コース

　学生の学会発表が活発に行われました。Best Presentation Award of International 
Symposium on Energy Research and Application 2017、応用物理学会九州支部学
術講演会発表奨励賞、電子情報通信学会磁気記録・情報ストレージ研究専門委員会
委員長賞、九州大学教育改革シンポジウム銅賞等、計11件の学生による受賞がありまし
た。新しく教員として黒川助教が着任、小野寺准教授が味覚・嗅覚センサ研究開発セン
ターから当部門に異動、田原助教が同センター准教授に昇進しました。院長特別補佐
を7年間務められた宮尾正信元教授が応用物理学会の功労会員になられました。都甲
教授が応用物理学会業績賞を、興教授が分析化学会先端機器開発賞を、加藤教授が
電磁波工学Ⅰの講義で平成28年度工学講義賞を、ポカレル教授がIEICE ELEX Best 
Paper Awardを受賞しました。

超高感度匂いセンサ（パーソナルSPRセンサRANA、九州計測器（株）製）と
味覚センサ（TS-5000Z、（株）インテリジェントセンサーテクノロジー製）
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情報知能工学専攻
　情報知能工学専攻では、前報に引き続き活発に活動しております。人事関係では、川崎教授（鹿児
島大より）・木實教授（東大より／所属は基幹教育院）・小出教授（九工大より／所属は情報基盤研
究開発センター）・島田准教授（基幹教育院より）・備瀬准教授（国立情報学研より）・助教６名の着
任、緒方教授（京大教授へ）・長原准教授（阪大教授へ）の転出がありました。また当専攻の教員が
主要メンバを務めるenPiT-Proおよび数理・データサイエンス教育研究センターも発足しました。大型
研究費では，内田教授代表の科研費(基盤S)課題、諸岡准教授代表のJST-CREST課題、倉爪教授
が主たる共同研究者であるJST-CREST課題が採択されました。2013年10月からの革新的イノベー
ション創出プログラムも谷口教授らが主要メンバとして尽力しています。受賞関係でも、谷口研や井上
研の国際コンペ受賞、岡村研や峯研の学生の国際学会における受賞、内田研全体のデータサイエンス
アワード受賞などの活躍があります。 ヒト・ロボット共生空間

サウサンプトン大学の風景


