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シ－6 システム情報論 情報システム 
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システム科学専攻 
 

 
 

サイバネティクスのニューフロンティアを拓く 
 システム科学専攻では、情報学関連の研究分野に関して、研究分野間の壁を穿つ「横糸」的な
方法論の探求を目指しています。鍵となる概念は「形式化＝モデリング」です。一見まったく異
なるように見えても、形式が同じであれば本質は共通しています。複数の研究分野に共通した形
式的な構造（＝システム）を認識し活用していくことが、新たな研究分野の創出を含めた持続的
な科学技術の発展につながります。人工システム－人間－環境における様々なレベルでの多様な
問題群に対して、情報の流れに着目して本質的な「システム」を捉えようとするこのような研究
姿勢こそ、本来の意味における「サイバネティクス」であると我々は考えています。システム科
学専攻では、人間・機械システム、生命システム、情報システムなどを具体的な研究対象に、横
糸的な方法論としてのシステム科学の研究・教育を推進することにより、サイバネティクスのニ
ューフロンティアを拓いていきます。 

システム科学専攻 アドミッション・ポリシー 
 高度情報化の進展に伴ってコンピュータネットワークシステムや生産システムをはじめとした
現代社会における様々なシステムは自動化・知能化が進行するとともに、ますます大規模とな
り、また複雑化しています。このようなシステムを開発・運営していくためには、人間あるいは
環境との相互作用に着目し、それらを総合的に捉え、分析・構成する新たなシステム研究の方法
論が必要です。システム科学専攻では、情報学の多様な専門分野を強固に繋ぐ横糸の役割を果た
すような統合的なシステム論の構築に取り組むとともに、実用性・実証性を重視した新たなシス
テム研究の方法論の構築を目指しています。 
 本専攻の活動領域は情報学に関係するシステム構造が全て対象となり、極めて広範なものであ
るため、入学試験の専門科目に幅広い選択肢を用意して多様なバックグラウンドを持つ学生や社
会人に広く門戸を開き、機械・電気・数理・医学という様々な学問的背景を持つ研究者による教
育を行っています。このように多様な専門性を有機的に結合できるよう複眼的な視野を持つとと
もに、柔軟な思考が可能な研究者・技術者を育成します。また、人間・環境・社会と人工的シス
テムとの高度な調和・適応の追求や、確率・統計的手法を用いたシステム数理の解明への取り組
みを通じ、実用性・実証性に優れたシステムの構築を目指す意欲的な人材を養成します。 

専攻の構成 
人間機械共生系講座 （志望区分：シ－１，シ－２，シ－３，シ－１１） 
システム構成論講座 （志望区分：シ－４，シ－５(a)，シー５(b)） 
システム情報論講座 （志望区分：シ－６，シ－７，シ－８） 
応用情報学講座 （志望区分：シ－９） 
計算神経科学ユニット （志望区分：シ－１０(a)，シ－１０(b)，シ－１０(c)） 
計算知能システムユニット （志望区分：シ－１０(d)） 

 

 

専攻ホームページ： http://www.sys.i.kyoto-u.ac.jp 
 



機械システム制御分野	 志望区分：シ－１

本年度は募集せず． 
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統合動的システム論分野 志望区分：シ－３

教授 大塚敏之，准教授 櫻間一徳，助教 星野健太

— あらゆるシステムのモデリング，解析，設計，制御 —

人間，機械，社会，環境などさまざまな対象を包含する今までにないシステムを解析・設計し
共生と調和を実現するには，システムのモデリング，解析，設計，制御における普遍原理の解明が
不可欠です．そのために，さまざまな問題で根本的な困難となる非線形性と不確かさを扱うため
の新しい方法論や，動的最適化アルゴリズムについて研究しています．また，局所的な相互作用
をもとに大域的な機能を発現する分散制御の研究も行っています．そして，あらゆる分野への応
用に取り組み，理論的かつ実践的な教育・研究を行っています．

■ 非線形システムのモデリングと制御

システムが高度化するにつれて，平衡状態近傍だけでなく物理的限界まで陽に考慮した解析や
制御が必要になってきています．また，複雑なシステムの精密な解析と制御に対するニーズも高
まっています．これらの課題を解決するために，解析や制御に適した数理モデルの構築と制御応
用に取り組んでいます．対象とするシステムは，たとえば，ロボット，ドローン，自動車，浮体式
洋上風力発電機，電力ネットワークにおける需要誘導などです．

■ 実時間最適化の高速アルゴリズムや代数学・代数幾何学を用いた非線形制御理論

実時間で非線形最適化問題を解いて制御や推定を行う高速アルゴリズムを研究しています．応
用範囲はきわめて広く，制御・推定のみならず適応・学習も統一的に扱える新しい枠組みへの発展
が期待されます．数式処理によるプログラム自動生成，評価関数の調整方法，並列計算など，研
究課題は多岐にわたります．また，可換環論などの代数学や代数幾何学を利用する新しい非線形
制御理論も研究しています．幅広い問題を実際に解くための方法論を目指しています．

■ 大規模ネットワークシステムに対する分散制御理論の体系化と実践

本研究の目的は，今後ますます重要になる大規模ネットワークシステムの効率的な運用法を生
み出すことです．その応用先は工学システムから社会インフラまで多岐に渡ります．例えば，群
ロボット（ドローン）のフォーメーション制御，センサネットワークの位置推定，スマートグリッ
ドにおける需給制御，交通システムにおける信号機制御などがあります．要素システムの多様性
や情報的なつながりを陽に考慮してシステム全体のパフォーマンスを最大化するための分散制御
理論を体系化し，それを実践する方法を研究します．

■ 確率システムに対する非線形制御理論の構築

現実の制御問題では，システムへのノイズなどを想定し，対象を確率的に振る舞うシステムと
捉えて制御を行うことがあります．そのような例として，ドローンなどの機械システムの他，生
物および社会システムなど多くの例が挙げられます．本研究では，確率的な不確かさのもとで性
能を最大限に引き出す制御手法の確立を目的とし，確率性に加えて非線形性も考慮した，確率シ
ステムの非線形制御手法を研究しています．さらに，その手法を機械学習へ応用し，確率システ
ムをモデリングするための手法も開発しています．

研究室 web ページ http://www.ids.sys.i.kyoto-u.ac.jp/

問合せ先 ohtsuka@i.kyoto-u.ac.jp （大塚）



適応システム論分野 志望区分：シ－４
教授 田中利幸 准教授 小渕智之

—適応・学習・推論するシステムの実現へ向けての理論的アプローチ—

生物や人間が有する適応，学習，推論の能力をもつシステムを人工的に実現することを目指し，その
ために必要となる理論的諸問題に重点をおいて教育，研究を行っています．具体的には，人工知能，パ
ターン認識，データ科学，機械学習，ディジタル情報通信などへの応用を念頭におき，不確実な環境
から意味のある情報を効率的に取り出すための確率推論，学習理論，大規模な確率モデルの情報数理
を統計力学とのアナロジーで議論する情報統計力学などの主題群に取り組んでいます．

確率モデルにもとづく情報処理

不確実性，不確定性を有する環境から，いかにして意味のある情報を効率的に取り出すか，という問題は，
人工知能，パターン認識，データ科学，機械学習，ディジタル情報通信などの様々な分野における情報処理
に共通する理論的課題です．この課題に対するアプローチとして近年注目を集めている，環境の不確実性，
不確定性を確率モデルによって記述し，それにもとづいて推論，学習，および適応を行うという方法論につ
いて，統計科学，情報理論，統計力学，情報幾何学等の立場から領域横断的，多面的に研究を行っていま
す．特に，不規則系の統計力学の知見を大規模な確率モデルにおける推論や学習の問題に適用する情報統計
力学について重点を置いて研究しています．また，深層学習が高い能力を示すのはなぜか，その理由の数理
的な解明に向けての研究にも取り組んでいます．

圧縮センシングの数理

画像や音声，動画などのデータを考えてみましょう．これらのマルチメディアデータはサイズが大きく，保
存の際には圧縮がなされることが少なくありません．しかしこれは，よく考えてみるとおかしくないでしょ
うか．データのほとんどをただ圧縮するために取り込むよりも，取り込む段階で圧縮できるのであればそ
うしたほうが，より好ましいということができます．「圧縮センシング」はこうしたことを可能とする新し
い枠組みとして大いに注目を集めています．圧縮の理論的限界の解明や，性能をさらに高めるための手法の
構築，様々な実問題への適用を考えた数理的議論の拡張をはじめとして，圧縮センシングの数理的性質を明
らかにするための研究を行っています．さらに本学医学研究科や薬学研究科等の研究室と共同で，圧縮セン
シングの応用によるMRIやタンパク質分析の高性能化に関する研究も行っています．

Data Science for Sciences (DS4S)

計測技術や情報通信技術の飛躍的な発展により，科学の様々な分野で，大量のデータを収集，蓄積，解析す
ることで新たな科学的知見を得ようとする，「科学のためのデータ科学 (Data Science for Sciences, DS4S)」
と言うべき方法論が注目されるようになっています．上述のMRIやタンパク質分析に関する研究に加え，
材料科学，生命科学，天文学などの分野におけるデータ解析の問題への取り組みを始めています．

その他，情報通信理論，統計的学習理論，ゲーム理論など幅広い研究テーマに取り組んでいます．また，推
論，学習，適応の方法論に関する研究成果の検証を主目的として，多次元データのクラスタリング，ディジ
タル無線通信における情報推定，強化学習とその応用などの具体的な問題群についても研究を行っています．

研究室ホームページ http://www-adsys.sys.i.kyoto-u.ac.jp/
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数理システム論分野 志望区分：シ－５（ｂ）

教授（国際高等教育院）原 尚幸� �
統計・データ科学の数理

統計・データ科学は，不確実性を伴うさまざな現象の結果として得られるデータから，その現象のメ
カニズムを帰納的に解明するためのツールとして注目されています。近年では，大量のデータを用いて，
複雑な現象のメカニズムを解明するための統計的手法の開発が望まれています。当研究室では，複雑な
現象解明のための統計モデル・統計的推論の理論的な研究を行っています。特に，多くの変数間の相関
や因果の関係をグラフやネットワークを用いて記述した統計モデルに対する推定，検定，モデル選択な
どの方法論を，古典的な数理統計学の枠を超えて，代数幾何学，組合せ論，アルゴリズムなど，数理の
異分野の知見を用いて考察していきます。

異分野融合研究を通した新たな方法論の開拓
統計・データサイエンスは，異分野との融合を通して発展してきた歴史があり，今後もそうあるべき

と考えます。近年では，応用の裾野はますます広がっています。当研究室では，さまざまな異分野との
融合研究を通して，データサイエンスの社会における役割を理解しながら，新たな方法論の提案を目指
します．具体的には，考古学・人類学分野における遺跡からの出土品の産地構成比を時空間的な関連を
用いて推定する問題, 認知科学分野（心理学分野）における人の動きに関する多変量時系列データの分
析手法の開発，自然言語処理の金融価格予測への応用などの研究を行っています。



情報システム分野 志望区分：シ－６ 

教授 森本 淳 

 

――身体を持つ学習機械の実現をめざして―― 

 

 運動制御/学習、ロボティクスの手法を探求： 

機械学習とロボティクスの融合分野が注目を集めています。画像や音声の認識に関してはデータ

駆動の手法により飛躍的にその性能が向上している一方で、すばやい身のこなしや、器用な物体

の操りなど、運動制御についてはいまだ人間の方がはるかに高い能力を持ちます。人間のように学

習を通じて自ら取得した情報をよりよく行動することに活かすための方法論は、強化学習や動的計

画法の理論的枠組みを基礎として研究が行われてきました。囲碁やゲームなどの応用では大きな

成果得られていますが、ロボット制御など実世界で大量のデータを取得することが現実的でない応

用においてはまだ実用的なアプローチが示されておらず、挑戦的な取り組みが求められています。 
 

 研究内容： 

人間のように限られた経験・データから多自由度の身体を持つ機械が巧みに学習し、目的とする行

動を生み出すための方法論の導出に向けた教育・研究をおこないます。特に工場の中で特定の

製品のみを製造するような産業用途のロボットと異なり、動的に変化する開かれた環境で動作する

制御方策の獲得を可能とすることを目指します。これまでは、例えば階層構造を持った強化学習ア

ルゴリズムや微分動的計画法に基づいたモデル予測制御の手法などについて研究してきました。

実環境における実時間でのロボットの動作生成に応用することを通じて知見を蓄積しています。 
 

 研究プラットフォーム： 

各人の興味に合わせて、シミュレータのみを用いてアルゴリズム開発を行うことも、本格的なヒト型ロ

ボットを用いた研究を行うことも可能です。そこまではという人には思いついた学習手法を簡易に実

装可能な小型のロボットシステムも準備しています。 
 

 

 

 研究室ウェブページ： 
http://infosys.sys.i.kyoto-u.ac.jp/ 

 





 
本分野は，医学・医療に関わる情報システムを対象とした研究を行う分野である．医用工学は情報学・工学

と医学の接点となる学際的な研究領域であり，遺伝子工学などの基礎的研究から生体イメージングや医用画

像処理，人工現実感技術を応用した手術計画・治療支援システムなどの臨床医学と直結した応用研究まで幅

広い領域を研究対象とする． 
近年の医学・医療において，情報技術に立脚した医用システムは様々な先端医療を実現し，医学の発展に

は不可欠のものとなっている．医用工学は，実際の医療現場で使われているシステムに対して臨床医が要求

する問題を取り扱う実践的な研究領域であり，研究成果が直ちに実用に供されるという魅力的な特徴を持つ．

医用工学の研究には医学と工学の密接な連携が必須であり，両者の幅広い知識を動員することが重要である

が，学生諸君に特別な医学的知識を要求するものではなく，研究推進に必要な知識は医学系および情報系

の研究者による指導を通じて自然に獲得されて行く．情報学の先端的・実践的な応用領域である医用工学は，

研究活動の意義を楽しみながら学ぶことができる分野である． 
 

研究内容 
本分野では，生体モデリングを究める をキーワードに，生体イメージング と 医用システム を二つの柱とし

た研究・教育を行っている．生体イメージングの研究では，主として磁気共鳴画像法(MRI) を対象に計算機シ

ミュレーションや物理実験を行いながら，生体組織の撮影法や画像処理・解析技術の開発を進めている．医用

システムの研究では，生体・医学知識のモデリングと医用画像の処理・認識により，生体のメカニズムやその診

断，治療のプロセスを定量的に理解し，治療計画の自動化や新たな症例に対する予測を可能とする方法につ

いて探求している．触知メカニズムの理解へ向けた触力覚情報の計測と提示，定量分析などの基礎研究も行

っている．具体的な研究内容は以下の通りである． 

1．生体イメージング MRI による心拍動のイメージング（図1）と運動解析，生体組織の弾性率

計測に関する研究．マウスを対象とした動物実験，生体試料を対象とした

病変組織特性の計測実験など． 

2．医用システム 生体と医学知識の数理モデル化と医用人工知能の研究．人体・臓器の

統計的モデリング，機械学習に基づく画像再構成（図2），医用画像解

析，人工現実感，診断や治療計画の自動化に関する研究など． 

 

 

図 1 Tagging MRI による心壁運動の 
イメージング 

図2. 機械学習に基づく3次元医用画像の再構成 
(a) CT金属アーチファクト低減, (b) 術中虚脱肺の学習と推定 

詳細な情報は: http://www.bme.sys.i.kyoto-u.ac.jp/  
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