
研究テーマ 研究室スタッフ
3月1日午後
見学の可否

見学時の訪問場所
3月2日以降に

見学を希望する場合の連絡先

味と匂いのセンシングに関する研究
特別主幹教授　都甲潔，
准教授　栗焼久夫，准教授　小野寺武，准教授　田原祐助，
准教授　矢田部塁

○
ウエスト2号館427号室
（教官室側の入り口）

onodera@ed.kyushu-u.ac.jp

電子のスピン機能を活用した次世代情報デバイスに関する研究 教授　松山公秀，助教　田中輝光 ○ ウェスト2号館427号室 t-tanaka@ed.kyushu-u.ac.jp

革新的プラズマプロセス創成に関する研究 主幹教授　白谷正治，助教　鎌滝晋礼 ○ ウエスト2号館423号室 siratani@ed.kyushu-u.ac.jp

有機エレクトロニクスと高次化学情報利用デバイスに関する研究 教授　林健司，助教　佐々文洋 ○ ウエスト2号館612号室 sassa@ed.kyushu-u.ac.jp

スピントロニクスによる次世代磁性薄膜デバイスに関する研究 教授　湯浅裕美，助教　黒川雄一郎 ○ ウエスト2号館423号室 hiromi.yuasa@edkyushu-u.ac.jp

非線形プラズマ理工学の創成 教授　古閑一憲 ○ ウエスト2号館423号室 koga@ed.kyushu-u.ac.jp

新しいⅣ族半導体による次世代エレクトロニクスの構築 准教授　佐道泰造 ○ ウエスト2号館449号室 sadoh@ed.kyushu-u.ac.jp

古典-量子ハイブリットコンピューティングのための革新デバイスの創製 准教授　板垣奈穂 ○ ウエスト2号館423号室 itagaki@ed.kyushu-u.ac.jp

光・電気融合による革新的情報通信技術の研究 教授　加藤和利，助教　久保木猛 ○ ウエスト2号館413号室 kato@ed.kyushu-u.ac.jp

超小型アンテナ及び無線通信用RFフロントエンドLSIの研究 准教授　金谷晴一 ○ ウエスト2号館413号室 kanaya@ed.kyushu-u.ac.jp

安全安心な光情報社会の実現に向けたナノ光デバイス・システムに関する研究 教授　興雄司，准教授　竪直也，助教　吉岡宏晃 ○ ウエスト2号館608号室 tate@ed.kyushu-u.ac.jp

自動車の走行制御系・運転支援系の構築および代数的非線形制御理論の確立に関する研究 教授　川邊武俊，助教　湯野剛史 ○
ウエスト2号館511号室
計測制御工学研究室B

yuno@cig.ees.kyushu-u.ac.jp

超伝導技術で拓くグリーンイノベーション 教授　木須隆暢，助教　鈴木匠 ○ ウエスト2号館524号室 kiss@sc.kyushu-u.ac.jp

複雑化・高度化するシステムの最適な設計・制御・運用に関する研究 教授　村田純一，助教　船木亮平 murata@ees.kyushu-u.ac.jp

新たなエネルギー社会の実現に向けた次世代超伝導電力ネットワークに関する研究 准教授　東川甲平 ○ ウエスト2号館526号室 higashikawa@pse.ees.kyushu-u.ac.jp

未来エネルギーマネジメントに関する研究 准教授　堀 磨伊也 hori@limu.ait.kyushu-u.ac.jp

静電気現象を利用したマイクロ／ナノマテリアルの操作に関する研究 教授　末廣純也，准教授　中野道彦，助教　稲葉優文 ○ ウエスト2号館530−3号室 nakano@ees.kyushu-u.ac.jp

エコでクリーンな未来社会を実現するグリーンエレクトロニクスに関する研究 教授　庄山正仁 ○ ウエスト2号館115-1号室 shoyama@ees.kyushu-u.ac.jp

超伝導電磁現象と超伝導応用に関する研究 教授　岩熊成卓，助教　三浦峻 ○
超伝導システム科学研究センター

CE-51, 北棟2階N208号室
miura@sc.kyushu-u.ac.jp

レーザーを駆使した次世代ナノ・マイクロ材料合成と応用に関する研究 准教授　中村大輔，技術職員　東畠三洋 ○ ウエスト2号館512号室 dnakamura@ees.kyushu-u.ac.jp

磁気を用いた先端医療・エネルギー応用に関する研究 准教授　吉田敬 ○ ウエスト2号館613号室 t_yoshi@ees.kyushu-u.ac.jp

動的システム論に基づく大規模ネットワーク制御とディジタル制御に関する研究 准教授　山本薫 ○ ウエスト2号館548号室 yamamoto@ees.kyushu-u.ac.jp

高感度磁気センシングシステムの開発と応用に関する研究 准教授　笹山瑛由 ○
超伝導システム科学研究センター

CE-51, 北棟2階N202号室
sasayama@sc.kyushu-u.ac.jp

高温超伝導機器のコア技術開発に関する研究 准教授　柁川一弘 ○
超伝導システム科学研究センター

CE-51, 北棟2階N205号室
kajikawa@sc.kyushu-u.ac.jp

新産業創出を目指した次世代レーザープロセシングに関する研究
教授　池上浩，
産連アドバイザー　栗原啓志郎，学術研究員　妹川要

○ ウエスト2号館B105実験室 h.ikenoue.834@m.kyushu-u.ac.jp

ワイヤレス電力伝送システム・次世代無線通信システムに関する研究 教授　ポカレルラメシュ ○ ウエスト2号館607号室 pokharel@ed.kyushu-u.ac.jp

量子計算機科学技術およびその周辺に関する研究 教授　廣川真男 ○ ウエスト2号館744号室 hirokawa@inf.kyushu-u.ac.jp

レー ザ計測を用 いた産業応用プラズマの診断 ・制御に関する研究 教授　内野喜一郎，准教授　山形幸彦，助教　富田健太郎 yamagata@asem.kyushu-u.ac.jp

国民の安全安心に向けた新しい健康モニタシステム、
将来の携帯機器内超高速化に向けた新しい半導体レーザ、
及び超大容量光ファイバ通信に向けた新しい光デバイスに関する研究

教授　浜本貴一，助教　姜海松（きょうかいしょう） hamamoto.kiichi.616@m.kyushu-u.ac.jp

ワイドバンドギャップ材料を用いたパワーエレクトロニクス革新 准教授　堤井君元 ○
筑紫キャンパス

総理工D棟3階304号室
teii@asem.kyushu-u.ac.jp

超ナノ微結晶ダイヤモンド薄膜創製のプロセス開発から種々の応用への展開 准教授　吉武剛 ○
筑紫キャンパス

総合研究棟506号室
tsuyoshi_yoshitake@kyudai.jp

文字列アルゴリズムに関する研究
教授　竹田正幸，准教授　坂内英夫，准教授　稲永俊介，
助教　中島祐人

○ ウェスト2号館 1007号室 inenaga@inf.kyushu-u.ac.jp

機械学習と通信理論に関する研究 教授　竹内純一，准教授　實松豊，学術研究員　川喜田雅則 ○ ウエスト2号館609号室 jitumatu@inf.kyushu-u.ac.jp

アルゴリズム理論の研究 准教授　来嶋秀治，准教授　山内由紀子 ○ ウェスト2号館721号室 kijima@inf.kyushu-u.ac.jp

サイバーセキュリティに関する研究 教授　櫻井幸一，助教　ダニロ ヴァスコンセロス ヴァルガス sakurai@inf.kyushu-u.ac.jp

計算理論研究室 准教授　河村彰星 ○ ウエスト2号館956号室 kawamura@inf.kyushu-u.ac.jp

ヒトの認知メカニズムとその工学的応用に関する研究 教授　森周司，助教　廣瀬信之 ○ ウェスト2号館827号室 mori@inf.kyushu-u.ac.jp

データマイニングに関する研究 教授　鈴木英之進，助教　松川徹 ○ ウエスト2号館1022号室 suzuki@inf.kyushu-u.ac.jp

計算理論に基づくオンラインデータ処理に関する研究 教授　瀧本英二，准教授　畑埜晃平 ○ ウエスト2号館1007号室 eiji@inf.kyushu-u.ac.jp

マルチエージェントシステムおよびゲーム理論に関する研究 主幹教授　横尾真，助教　東藤大樹 ○ ウエスト2号館824号室 kawasaki@agent.inf.kyushu-u.ac.jp

脳機能ダイナミクスイメージング及びその応用技術に関する研究 教授　伊良皆啓治 ○ ウエスト2号館808号室 iramina@inf.kyushu-u.ac.jp

人間特性の解明とその工学的応用に関する研究 教授　志堂寺和則 ○ ウエスト2号館913号室 shidoji@inf.kyushu-u.ac.jp

テキスト・データからの情報の抽出とその活用に関する研究 教授　冨浦洋一，助教　福田悟志 ○ ウエスト2号館610号室 tom@inf.kyushu-u.ac.jp

3次元マルチメディアコンテンツの編集生成・検索基盤と応用に関する研究 教授　岡田義広 okada@inf.kyushu-u.ac.jp

e-Scienceとその基盤に関する研究 准教授　池田大輔 ○ ウエスト2号館1052号室 daisuke@inf.kyushu-u.ac.jp

自動推論システム／機械学習応用に関する研究 准教授　藤田博，助教　越村三幸 ○ ウエスト2号館914号室

機械学習・人工知能技術の開発と応用 准教授　西郷浩人 ウエスト2号館1050号室 saigo@inf.kyush-u.ac.jp

計算科学と計算機科学の融合に関する研究 教授　小野謙二 ○ 情報基盤研究開発センター416号室 keno@cc.kyushu-u.ac.jp

サイバーフィジカル・コンピューティングに関する研究 教授　井上弘士，准教授　小野貴継 ○ ウエスト2号館606号室 inoue@ait.kyushu-u.ac.jp

LSI設計技術に関する研究 准教授　松永裕介 matsunaga@ait.kyushu-u.ac.jp

個人（くらし）と社会（しごと）を支える情報通信システムとその構築手法に関する研究
主幹教授　福田晃，
准教授　久住憲嗣，准教授　アシルアハメッド，助教　石田繁巳

○ ウエスト2号館726号室 fukuda-staff@f.ait.kyushu-u.ac.jp

モダンソフトウェア工学に関する研究 教授　鵜林尚靖，准教授　亀井靖高，助教　佐藤亮介 ○ ウエスト2号館810号室 {ubayashi, kamei}@ait.kyushu-u.ac.jp

知能ソフトウェア工学に関する研究 教授　趙建軍，助教　馮尭鍇，助教　馬雷 ○ ウエスト2号館713-714号室 zhao@ait.kyushu-u.ac.jp

ユーザを意識した大規模データマイニングと活用の研究 准教授　峯恒憲 ○ ウエスト2号館852号室 mine@ait.kyushu-u.ac.jp

ロボットシステムと医療画像
教授　倉爪亮，准教授　諸岡健一，
助教　河村晃宏，助教　宮内翔子

○
倉爪研：ウエスト2号館928号室
諸岡研：ウエスト2号館912-1号室

倉爪研：kurazume@ait.kyushu-u.ac.jp
諸岡研：morooka@ait.kyushu-u.ac.jp

画像情報学および実データサイエンスに関する研究
主幹教授　内田誠一，
准教授 大山航，助教 末廣大貴，助教 早志英朗

○ ウエスト2号館811号室

実データサイエンスとしてのバイオ・医療画像解析に関する研究 准教授　備瀬竜馬 ○ ウエスト2号館811号室 bise@ait.kyushu-u.ac.jp

イメージ・メディア理解に関する研究 教授　谷口倫一郎，准教授　内山英昭，助教　Diego Thomas ○ ウエスト2号館205号室 limu-staff@limu.ait.kyushu-u.ac.jp

実世界データ分析に関する研究 准教授　島田敬士，助教　峰松翼 ○ ウエスト2号館205号室 atsushi@ait.kyushu-u.ac.jp

コンピュータビジョンとグラフィクスによる拡張現実(AR)や実世界応用に関する研究 教授　川崎洋 ○ ウエスト2号館809号室 koffice@cvg.ait.kyushu-u.ac.jp

サイバーセキュリティに関する研究 教授　岡村耕二 ○ 情報基盤研究開発センター5階 510号室 oka@ec.kyushu-u.ac.jp

サイバーセキュリティに関する研究 教授　小出洋 ○ 情報基盤研究開発センター5階 507号室 koide@cc.kyushu-u.ac.jp

次世代計算機システムのための高機能ストレージサブシステムの研究 准教授　天野浩文 ○ 情報基盤研究開発センター4階 406号室 amano@cc.kyushu-u.ac.jp

次世代無線通信技術に関する研究 准教授　牟田修 ○ ウエスト2号館711号室
muta@ait.kyushu-u.ac.jp

kageyama@mobcom.ait.kyushu-u.ac.jp


