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情報とシステムの
ニューフロンティアを拓く
コンピュータ・ネットワークや生産システムなどの大規模かつ

複雑化する人工システムを開発・運用していくための技術が

ますます重要になっています。

人間ー機械ー環境の関わり合いの解明、システムのモデル化、構成法の研究、

情報通信、画像・知識情報処理、医用工学、

応用情報学などの個別の技術の教育・研究を

通じて、大規模・複雑なシステム構築のための方法論を探求します。

シ
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テ
ム
科
学
専
攻

医学・医療分野でも活躍する情報システム

システム科学は面白い！

　現代社会では至るところで情報通信技術が利用されていま

すが、医学・医療の分野も例外ではありません。病院では電

子カルテに代表される病院情報システム、医用画像をはじめ

とした診断システム、手術ロボットのような治療支援システ

ムなどが活躍し、現代医療には計算機を核とする様々な情報

通信システムが不可欠なものとなっています。細胞や生体の

機能を解明し様々な病態の本質を探究するための基礎医学研

究の進歩にも情報技術は多様な局面で貢献しています。当研

究室では医学教育支援システムや医用画像装置の開発という

医療に直結した応用研究のみならず、生体をシステムと捉え

種々の生体現象の理解を深めるシステムバイオロジーと呼ば

れる領域における基礎的な研究、さらにこれらの領域に最先

端の情報技術や情報理論を導入する試みなど、医学と情報学

をキーワードとする多彩な研究を行っています。医学・医

療・生物学に貢献する最先端の情報システムに興味を持つ皆

さんの知的好奇心を当研究室の研究を通じて満たしてみませ

んか。

　「システム科学」というのはとても面白い学問分野です。

はっきりとした定義があるわけではありませんが、ものごと

の本質的な構造を捉え、解析し、問題を解決する、その「姿

勢」にこそ、システム科学の真髄があると私は考えていま

す。研究の対象となる問題群は多岐にわたります。我々の研

究室では、無線通信方式の理論的性能解析に関する研究や、

WWWオンラインストアデータのマイニング（構造抽出）に

関する研究などを行っていますが、どの研究も「機械学習」、つ

まり人工システムに学習、推論、適応といった機能を持たせ

るための研究が基礎となっています。見かけはまったく違う

問題でも、本質は共通している、というわけです。このよう

な認識を通して視野がぐんぐん広がっていくところが、シス

テム科学の真骨頂であり面白いところです。多様な問題群に

取り組むには、学術的な基礎知識はもちろんのこと、問題の

本質を的確に把握する「センス」が重要です。個別具体的な

問題に取り組む経験を通じて身につけた「センス」は、皆さ

んが社会に出てからも大いに役立つことと思います。知識と

「センス」とをバランスよく修得し、さらに幅広い視野を得

る。ものごとに取り組むこういう姿勢が面白そうだと思った

ら、システム科学専攻はそんなあなたを歓迎します。
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科学専攻適応システム論分野教授。
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■講座・分野一覧

人間機械共生系 機械システム制御 先端制御理論とその機械システムへの応用 杉江 俊治

加納 学産業・生体システムの情報解析・モデリング・制御

非線形システム理論、最適制御、実時間最適化、人間機械系

適応、学習、推論の理論とその応用

数理システム、信号処理論、無線通信

大塚 敏之

田中 利幸

（林 和則）

ヒューマンシステム論

システム構成論

統合動的システム論

適応システム論

数理システム論

計算神経科学、ブレインネットワークインターフェース

局所回路情報処理、神経情報の解読

大脳基底核と神経修飾物質、進化ロボティクス

川人 光男

深井 朋樹

銅谷 賢治

 計算神経科学（連携）

統計的データマイニング、統計的パターン認識

情報システムの構成・解析・評価理論とその応用

知性（脳）、生命のモデル化とその応用

上田 修功

高橋 豊

石井 信

システム情報論

計算知能システム（連携）

医学・医療に関する情報システム 松田 哲也

スーパーコンピュータ、高性能並列計算 中島 浩応用情報学（協力）

情報システム

論理生命学

医用工学

■教員名簿

概　要

■授業科目

機械システム制御論

共生システム論　

適応システム論　

統計的システム論

情報システム特論

論理生命学　

医用システム論　

数理とデザイン

システム科学特殊研究１　

システム科学特殊研究２　

システム科学通論Ⅰ

システム科学通論Ⅱ

複雑システムのモデル化と問題解決　

ヒューマン・マシンシステム論　

スーパーコンピューティング特論　

修士課程科目

システム科学特別セミナー　

人間機械共生系特別セミナー　

システム構成論特別セミナー　

システム情報論特別セミナー　

応用情報学特別セミナー　

博士後期課程科目

杉江 俊治　加納 学　大塚 敏之　田中 利幸　上田 修功（NTT、連携）　高橋 豊　石井 信　 松田 哲也　
川人 光男（ATR、連携）　深井 朋樹（理研、連携）　銅谷 賢治（OIST、連携）　中島 浩（メ）

教　授

東 俊一　西原 修　林 和則　増山 博之　中尾 恵　深沢 圭一郎（メ）

准教授

大羽 成征

講　師

丸田 一郎　藤原 幸一　平岡 敏洋　大関 真之　前田 新一　平石 拓（メ）

助　教

　環境変化に対して頑健で柔軟な機械システムを実現するためには、悪条件の下でも思い

通りに機械システムを操作できるような洗練された制御手法が必要となります。そのような

先端的制御理論の構築を中心課題として、そのメカトロニクス系やネットワーク型システム

への応用に重点をおいて教育・研究を進めます。具体的にはロバスト制御・システムモデ

リング・マルチエージェント系・ハイブリッド系に関する理論的研究や、磁気浮上系・クレー

ン系・倒立振子・群ロボット・生物システムなどに関する応用的研究を行います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［杉江 俊治・東 俊一・丸田 一郎］

　人間に代表される生体システムの情報学、機械に代表される人工システムの情報学、それらを
とりもつ相互関係の情報学が重要となってきています．このような視点にもとづいて、調和がとれ
複雑性や多様性を許容したシステムを志向しつつ、システム理論・制御工学・認知科学・ロボッ
ト工学・信頼性工学などの様々なアプローチによって、システム形成の原理や方法論を理論的に
究明するとともに、それに基づくシステム構築を目指します。

人間機械共生系講座

機械システム制御分野

頑健で柔軟な機械システムの実現をめざして

　人間を理解し、人間を含めたシステムを設計するためには、実社会や生理学的な現象を

数学的に記述したモデルが必要です。しかし、複雑な現象のモデリングは決して容易ではあ

りません。そこで、多様なセンサや被験者実験によって計測・収集されたデータから統計モ

デルを構築する技術を研究すると共に、その成果で社会に貢献するために、製薬・半導体・

鉄鋼・化学・自動車など様々な産業でのデータ解析や制御の応用研究、医療機器開発を行っ

ています。これらの研究を通して、広い視野と志を持つ人材の育成を目指します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［加納 学・西原 修・藤原 幸一］

ヒューマンシステム論分野

人間を中心に据えたシステム設計論の構築をめざして

「７自由度ロボットアーム」
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運転時の脳波と心電図の解析

統合動的システム論分野

多様なシステムの共生をめざして

人間、機械、社会、環境を含むシステムの例

　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ます。また、合理性・

合目的性にとどまらず多様性・個別性に配慮したシステム論の研究も行います。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・研究を行います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［大塚 敏之・平岡 敏洋］

講座名 分野名 研究指導分野 （准教授）
担当教授

（メ）： 学術情報メディアセンター

需要家・供給者群

社会・経済モデル 公共の利益

環境の変動

価格提示 需要・供給の
情報

公共事業体
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大羽 成征
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助　教

　環境変化に対して頑健で柔軟な機械システムを実現するためには、悪条件の下でも思い

通りに機械システムを操作できるような洗練された制御手法が必要となります。そのような

先端的制御理論の構築を中心課題として、そのメカトロニクス系やネットワーク型システム

への応用に重点をおいて教育・研究を進めます。具体的にはロバスト制御・システムモデ

リング・マルチエージェント系・ハイブリッド系に関する理論的研究や、磁気浮上系・クレー

ン系・倒立振子・群ロボット・生物システムなどに関する応用的研究を行います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［杉江 俊治・東 俊一・丸田 一郎］

　人間に代表される生体システムの情報学、機械に代表される人工システムの情報学、それらを
とりもつ相互関係の情報学が重要となってきています．このような視点にもとづいて、調和がとれ
複雑性や多様性を許容したシステムを志向しつつ、システム理論・制御工学・認知科学・ロボッ
ト工学・信頼性工学などの様々なアプローチによって、システム形成の原理や方法論を理論的に
究明するとともに、それに基づくシステム構築を目指します。

人間機械共生系講座

機械システム制御分野

頑健で柔軟な機械システムの実現をめざして

　人間を理解し、人間を含めたシステムを設計するためには、実社会や生理学的な現象を

数学的に記述したモデルが必要です。しかし、複雑な現象のモデリングは決して容易ではあ

りません。そこで、多様なセンサや被験者実験によって計測・収集されたデータから統計モ

デルを構築する技術を研究すると共に、その成果で社会に貢献するために、製薬・半導体・

鉄鋼・化学・自動車など様々な産業でのデータ解析や制御の応用研究、医療機器開発を行っ

ています。これらの研究を通して、広い視野と志を持つ人材の育成を目指します。
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「７自由度ロボットアーム」
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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を
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［大塚 敏之・平岡 敏洋］

講座名 分野名 研究指導分野 （准教授）
担当教授

（メ）： 学術情報メディアセンター

需要家・供給者群

社会・経済モデル 公共の利益

環境の変動

価格提示 需要・供給の
情報

公共事業体
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概　要

　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、それに必要となる理論的諸問題に重点をお

いて教育・研究を行います。具体的には、人工知能、パターン認識、デー

タマイニング、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

理論や、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。

［田中 利幸・大関 真之］

　システムはその環境及び自己自身に関する知識や情報を取得し、自らの安定
化とその機能の高度化を実現しなければなりません。そこで、生物や人間のも
つ適応や学習能力を人工的に実現するための理論、およびシステムの高度な機
能のモデル化や情報処理に関する数理的理論に関する教育・研究を行います。

システム構成論講座

適応システム論分野

適応・学習するシステムの理論

　各種の個別的な技術に関して、システム科学、情報学的な観点からの教育・研究を通して、総
合的かつ組織的なシステム情報論の構築をめざします。すなわち、情報通信、生命情報、医用工
学などの個別のシステム技術、方法論等の新たな開発を指向した研究とともに、システム情報論
の理論発展と実践に大いに貢献し得る人材の育成を行います。

システム情報論講座

情報システム分野

情報システムの解明と高度化をめざして

　情報システム・計算機システムなどのネットワーク技術を用いた統合において、確率

過程に基づく数学モデル等、各種モデル化手法を用いたシステム構成論は重要な役割

を果たしています。これらの理論を発展させるとともに、実用に耐える情報システム構

築を実現するための、システム利用者のふるまいを含めた広い視野をもつ解析・構成・

評価手法に関する研究・教育を行います。　　　　　　　　　　  ［高橋 豊・増山 博之］
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データマイニングとしてのディジタル通信：
多数の信号が混ざり合うなかからいかにし
て所望の情報を取り出すかが、高性能のディ
ジタル通信方式を実現する鍵となります。

適応フィルタの一般的枠組

超高速ネットワークシステムの理論解析モデル

大規模データからの潜在情報の抽出、分類、
構造化、可視化、予測

　各種システムに現れる確率・統計的諸問題に対する数理モデルの構成法と解析、

および実際的な応用の際に必要となる有効なアルゴリズムの開発に関する教育・

研究を行います。具体的には、観測された生の信号やデータから有益な情報を抽出

するための方法論を体系化した信号処理を武器に、移動体通信システムや超高速光

ファイバ伝送システムなどの情報通信分野を中心とした様々なシステムの問題に取

り組んでいます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ［林 和則］

数理システム論分野

確率・統計的手法によるシステム数理の解明をめざして

計算知能システム連携ユニット

大規模データからの知識創生をめざして

論理生命学分野

知性と生命のモデル化とその情報処理原理の理解をめざして

　知性（脳）や生命は、不確実で変動する環境に適応する複雑システムです。その情

報処理原理の解明を目指して、計算論的神経科学、システム生物学、バイオインフォマティ

クスなどのモデル化（理論）研究を実施しつつ、生物に学んだ柔軟な情報処理機構の

ロボット応用などの実用化研究へと展開します。生命システムに関する学際的な教育・

研究を実施します。　　　　　　　　　　　　　　　［石井 信・大羽 成征・前田 新一］

不確実環境における意思決定過程のモデルと
脳内情報処理

医用工学分野

生体の物理特性と機能を解明する

　画像診断などの生体機能計測システムや遺伝子解析におけるデータ処理システムに代表

されるように、情報システムは現代の医学・医療を支える重要な基盤となっています。医用シ

ステムに関する研究には情報とバイオという2つのキーワードを結びつける学際的な展開

が求められます。医学部をはじめとした幅広い分野との共同研究体制のもとで、生体機能の

シミュレーションやイメージング法の開発あるいは生体物理特性の新しい計測・表現手法の

確立などを目標に、医学・医療を対象とした情報システムに関する教育・研究を行います。

［松田 哲也・中尾 恵］
三次元画像を用いた生体・医学知識の
モデル化と診断・手術支援

　データマイニングとは、Webデータのような膨大なデータから、データに潜

む有用な潜在情報を抽出し、分類、構造化し、またその構造を可視化し、さらに

将来の事象を予測するための技術で、現在、商品の推薦システム等でも実際

に活かされています。統計的学習理論、ベイズ統計、機械学習技術を駆使し、

革新的なデータマイニング技術の構築に関する研究・教育を行っています。

［上田 修功・田中 利幸］

  

Unknown System

Adaptive Filter

input output

error

+-



45 Graduate School of Informatics 46Graduate School of Informatics

シ
ス
テ
ム
科
学
専
攻
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概　要

■神経回路情報処理
　脳は神経細胞がつくる回路によって情報を処理しています。神経回路が

情報を処理する基本原理を解明するために、動力学理論や確率過程に基

づく神経回路の情報論的性質の探求、大規模シミュレーションを視野に入

れた脳の神経細胞や局所回路モデルの構築、確率推定や機械学習の手法

による神経活動データからの情報の解読などを行います。このような学際

的活動を通じて、脳の情報処理原理の理論的解明と応用に貢献できる人材

を育成します。　　　　　　　　　　　　　　　　［深井 朋樹・石井 信］

■行動学習の計算理論と脳の学習機構を解明する　

計算神経科学連携ユニット

　スーパーコンピュータを用いた先端科学やビッグサイエンスにおいて、大きな威力を発揮する並
列化技術や高性能計算技術について、基礎的・応用的研究を行うとともに、実用化・実証研究も行っ
ています。大規模なシミュレーションや科学技術計算を必要とする様々な科学分野の研究者や、
学内外のスーパーコンピュータ技術に関する研究者とも共同研究プロジェクトを組み、並列応用ソ
フトウェアから高性能ハードウェアに至る幅広い分野で活躍できる人材を育成しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［中島 浩・深沢 圭一郎・平石 拓］

応用情報学（協力）講座（学術情報メディアセンター）

シ
ス
テ
ム
科
学
専
攻

サルの脳活動から示唆された
知覚意思決定の神経回路モデル

学術情報メディアセンターのスーパーコンピュータ

大脳基底核の神経回路とその強化学習における役割

■脳を創ることによって脳を知る
（a）脳とロボットをつなぐ

　脳活動によってロボットの制御を行うことを目指しま

す。その研究成果は、未来の情報通信端末としてのロボ

ットと人間をつなぐことや、人間の運動機能の再建や運

動補助のための技術開発に役立つことが期待されます。

また、脳活動を用いたロボットの制御の研究を通じて、

脳の仕組みの理解に貢献することを目指します。

（b）ブレイン・マシーン・インタフェース

　脳機能の計算論的理解に基づき、脳内情報を解読し、

身体機能の治療、回復、補綴、補完を可能とするBMI（ブ

レイン・マシーン・インタフェース）を開発し、臨床応用

と情報通信に役立てることを目指しています。

［川人 光男・石井 信］

　人間や動物は様々な環境に応じて新たな行動を獲得

することができます。これを支えている脳の働きは何なの

でしょうか？その理解には、ダイナミックな環境での行動

学習がいかにしたら可能になるかという計算理論の解

明と、脳の神経回路や分子、遺伝子のネットワークの働き

の理解を相補的に進める必要があります。私たちの研究

室では、強化学習とベイズ推定の新たなアルゴリズムの

開発、そのロボットの行動学習や生命情報学への応用、

ラットの大脳基底核や脳幹の神経活動や化学物質の計

測実験、人の行動学習と脳活動計測実験、ロボット集団

での学習機構の進化実験など、沖縄の海を臨むキャンパ

スで様々な分野、国の出身の研究者を集めて研究を進め

ています。　　　　　　　　　　　［銅谷 賢治・石井 信］

計算性能の頂上を目指して
　スーパーコンピュータをはじめとする、パソコンの数千

倍・数万倍の性能を持つ高性能計算システムと、そのソフ

トウェア技術を研究しています。特に多数のコンピュータを

結合した並列システム、並列処理を簡単に実現する言語、

さまざまな応用分野で広く利用可能な計算ライブラリな

ど、これからの高性能並列計算を支える基盤的な技術に関

する研究に注力しています。またこれらの研究の多くは、コ

ンピュータ科学の分野だけでなく、医学・理学・工学など

幅広い分野の研究者との共同研究プロジェクトとして実施し

ています。



47 Graduate School of Informatics 48Graduate School of Informatics

シ
ス
テ
ム
科
学
専
攻

概　要

■神経回路情報処理
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フトウェアから高性能ハードウェアに至る幅広い分野で活躍できる人材を育成しています。
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サルの脳活動から示唆された
知覚意思決定の神経回路モデル

学術情報メディアセンターのスーパーコンピュータ
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動補助のための技術開発に役立つことが期待されます。

また、脳活動を用いたロボットの制御の研究を通じて、
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の理解を相補的に進める必要があります。私たちの研究

室では、強化学習とベイズ推定の新たなアルゴリズムの

開発、そのロボットの行動学習や生命情報学への応用、

ラットの大脳基底核や脳幹の神経活動や化学物質の計

測実験、人の行動学習と脳活動計測実験、ロボット集団

での学習機構の進化実験など、沖縄の海を臨むキャンパ

スで様々な分野、国の出身の研究者を集めて研究を進め

ています。　　　　　　　　　　　［銅谷 賢治・石井 信］

計算性能の頂上を目指して
　スーパーコンピュータをはじめとする、パソコンの数千

倍・数万倍の性能を持つ高性能計算システムと、そのソフ
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結合した並列システム、並列処理を簡単に実現する言語、

さまざまな応用分野で広く利用可能な計算ライブラリな

ど、これからの高性能並列計算を支える基盤的な技術に関

する研究に注力しています。またこれらの研究の多くは、コ

ンピュータ科学の分野だけでなく、医学・理学・工学など

幅広い分野の研究者との共同研究プロジェクトとして実施し
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