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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。
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あらゆる「動き」の本質をつかみ活用する

未知の課題にチャレンジするための「方法」を学ぶ

　システム科学とは、あらゆる対象を抽象化し「システム」として

とらえて理解しようとする学問です。その中でも、私の専門であ

る動的システム論や制御工学では、数式を使って「動き」の一般

的な性質を明らかにしたり、望ましい「動き」を実現するための

原理を作ったりします。私たちの周りにある機械や自然現象等

のさまざまな「動き」は、無関係に見える事象でも根底に共通性

を持つ場合があります。したがって、動的システム論や制御工学

の理論やアルゴリズムは、自動車やロボット、航空機、環境・

エネルギー、社会・経済など、あらゆる対象に適用できるので

す。このような学問分野を学び研究することは、実社会で役立つ

のはもちろん、個々の対象ごとの表面的な違いによらない本質

をつかむ満足感も与えてくれます。システム科学の概念や手法

には本質ゆえの美しさがあると私は考えています。身の回りの

いろいろな事象に共通する原理に興味を感じる人、システム

科学の知識を身につけるとともに何が本質かを見抜く感性を

養いたい人を、システム科学専攻は歓迎します。

　システム科学専攻では様々な分野の研究を行っています。例えば、

生体システムや機械システムなどからセンサーで情報を計測し、内部

状態の推定や将来の予測を行い、さらにそれを制御する研究です。脳

の神経回路が情報を処理する原理を解明して、不確実で変動する環

境に適応し、学習や推論をする能力をもったシステムを作る研究もあ

ります。また、ウェブなどから得られる膨大な画像や文書のデータから

推論や発見を行うアルゴリズムとその理論の研究や、そのようなシス

テムを実現する高性能並列計算の研究も行っています。

　これらの研究分野はシステムに関係しているというだけでなく、実

はそこで行われている研究には多くの場合、共通する考え方がありま

す。それは情報の流れを意識して数理的なモデルを通して研究を行

うことです。異なる対象であっても，数理的なモデルによって同じよう

に扱い、広い視野をもつことができます。例えば、頂点と辺からなる

「グラフ」によって、ネットワーク（神経回路網、ウェブのリンク構造、鉄

道網など）だけでなくソーシャルメディアでタグつけされた画像のよう

な関連性をもったデータ構造も表現されます。このようにモデル化さ

れた対象は数学的な方法で扱うことができるため、さらに研究が発展

します。効率的な情報検索のためにグラフ埋め込みという手法が機

械学習で盛んに研究されていますが、階層構造をもつグラフはまっす

ぐなユークリッド空間ではうまく表現できず、双曲空間という曲がった

空間を用いることで性能が向上しました。

　数理的な研究を抽象的に行うだけではなく、現実世界における

対象を強く意識することもシステム科学専攻の特徴です。これまでに

体系化された方法を現実世界における課題へ適用することで解決す

る場合もありますが、 困難な課題にチャレンジすることで次の新しい

方法が生み出されることもあります。例えば統計学における方法論の

研究では、データから推測や予測をするための新しい方法を探求し

ています。このとき重要となるのはやはり確率論や最適化などの数理

的基礎分野です。

　このようにシステム科学専攻では数理的基礎と応用領域が相互に

影響を与えつつ研究が行われています。大学院における研究や講義

を通してその一面を体験し、視野を広げ、問題解決のための普遍的

な考え方や姿勢、すなわち「方法」をぜひ身につけてください。そして

未知の課題にチャレンジしたり、あたらしい技術や学問を作ったりす

るきっかけとしていただければ幸いです。
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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

加納 学産業・生体システムの情報解析・モデリング・制御

最適制御、非線形システム、分散制御、確率システム

確率的情報処理の数理とその応用

統計学、機械学習

大塚 敏之

田中 利幸

下平 英寿

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

情報数理システム

統計知能

先進安全自動車，予防安全，衝突回避 （西原 修）モビリティ研究

計算神経科学、ブレインネットワークインターフェース

神経回路情報処理、自由エネルギー原理、
アトラクターダイナミクス

大脳基底核と神経修飾物質、進化ロボティクス

川人 光男

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

運動制御／学習・ロボティクス

知性（脳）、生命のモデル化とその応用

上田 修功

森本 淳

石井 信

システム情報論

計算知能システム論（連携）

医学・医療に関する情報システム

スーパーコンピュータ、高性能並列計算 （深沢 圭一郎）応用情報学（協力）

学習機械

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

統合動的システム論　

情報論的システム論　

統計的システム論

学習機械論

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A、B　

システム構成論特別セミナーA、B　

システム情報論特別セミナーA、B　

応用情報学特別セミナーA、B　

博士後期課程科目

加納 学　大塚 敏之　田中 利幸　下平 英寿　原 尚幸（国）　上田 修功（NTT、連携）　森本 淳　石井 信　
川人 光男（ATR、連携）　銅谷 賢治（OIST、連携）

教　授

櫻間 一徳　西原 修　小渕 智之　本多 淳也　磯村 拓哉（理研、連携）　KANG Louis（理研、連携）　深沢 圭一郎（メ）

准教授

加藤 祥太　星野 健太　根本 孝裕　中山 優吾　八木 聡明　東 広志　今井 宏彦

助　教

　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
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　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。                                                         

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

「７自由度ロボットアーム」

講座名 分野名／研究グループ名 研究指導分野 （准教授）
担当教授

（国）： 国際高等教育院　（メ）： 学術情報メディアセンター
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・櫻間 一徳・星野 健太］

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

　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・加藤 祥太］

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

モビリティ研究グループ
デザインとオペレーションの最適化

　自動車事故を減らすための予防安全技術として実用化されてきている車両運動制御、さらに，エネルギー効率向上、衝突回避システム

など、ヒトやモノの移動に関連する技術領域において、主に力学的制約のもとでの最適化の観点から研究を進めています。  　    ［西原 修］

（磯村 拓哉）　
（KANG Louis）
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概　要

　不確実性がある環境下での情報処理にまつわる多様な課題を、数理的

な観点で横断的に捉えることで解明していくことを目指します。今日の情報

処理の多くの課題は大規模な確率モデルにもとづいて定式化でき、確率

モデルの大規模さから立ち現れる法則性を活用することが、高度な情報処

理を実現する鍵となります。大規模な確率モデルの情報数理を統計力学と

の類比で議論する情報統計力学や、統計的機械学習や深層学習、データ

科学に関わる理論的諸問題の検討などの主題群に取り組んでいます。

［田中 利幸・小渕 智之・根本 孝裕］

　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

情報数理システム分野

大規模確率モデルの数理

　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

学習機械分野

身体を持つ学習機械の実現をめざして

　人工知能とロボティクスの融合分野は、これからの産業基盤技術を生み出す分野とし

て期待されています。人間のように限られた経験・データから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を探求します。動的に変化する開かれ

た環境で動作する学習機械の実現を目指し、ロボットの運動学習手法、またその要素と

なる多自由度ロボットの数理モデルおよび人間の動作意図推定についての基礎技術に

関する教育・研究を行います。  　　　　　　　　　　　　　　　［森本 淳・八木 聡明］
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データ科学としてのディジタル通信：多数の
信号が混ざり合う「データ」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。

ロボットの運動学習

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

　ビッグデータ、データマイニング、人工知能の流行を支える理論的基盤として

統計学は重要な役割を果たしています。ランダム性を考慮してデータから帰納

的推論を行う方法論を提供することが統計学の大きな特徴です。これを基礎とし

て、大量のデータからの情報抽出から少量のデータ下での意思決定まで機械学

習は近年急速に発展しています。この転換期において、数学とプログラミングを

原動力に現実のデータに向き合うことで新たな方法論の発展を目指します。        

［下平 英寿・本多 淳也・中山 優吾・原 尚幸］

統計知能分野

統計学と機械学習の理論と応用

計算知能システム論連携ユニット

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・東 広志］

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手術ナビゲー

ションシステムや生体イメージング法の開発あるいは生体特性の新しい計測・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。

［今井 宏彦］
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］
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■神経回路から知能が創発する仕組みを探る
　脳を構成する神経細胞やシナプス結合は、どのように生物

の優れた知能を実現しているのでしょうか？この謎を解明する

ため、私たちは神経回路の力学系理論やベイズ統計学、機械

学習、自由エネルギー原理などの数理アプローチを駆使し、脳

の普遍理論構築に取り組んでいます。特に、大脳皮質における

内部モデルの学習や、海馬における記憶や空間認識のメカニ

ズムに着目しています。成果を応用することで、新たな人工知

能アルゴリズムや精神疾患モデルの開発を目指します。　

［磯村 拓哉・KANG Louis・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。

［深沢 圭一郎］

応用情報学（協力）講座（学術情報メディアセンター）
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神経回路のダイナミクスや可塑性は
潜在的にベイズ推論を実行している

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）脳と人工知能をつなぐ

　ヒトを含む動物は、少数のサンプルから

学習できることが知られています。それに対

してディープニューラルネットワークを含む

現在の人工知能はパラメータと同じ程度の

数の学習サンプルを必要とします。メタ認

知、生成・解析モデルの多重階層性、神経

活動の同期などが脳の秘密と考えられます。

脳のこのような特徴を理解して、次世代の人

工知能の開発を目指します。

（b）ブレイン・マシーン・インタフェース

　脳と機械を直接繋ぐ技術ブレイン・マシーン・インタ

フェースは、感覚・運動・中枢機能に障害を持つ方のみ

ならず、健常者の能力増進を図るブレインテックの一部

として、注目されています。特に、非侵襲的な脳活動計測

データにデコーティング手法を適用し、それを報酬として

被験者にフィードバックするデコーディッドニューロフィ

ードバックで脳の特定の部位に特定の情報に対応した

活動パターンを誘導できます。この手法により、精神疾患

の治療、因果的な神経科学の確立を目指します。

［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どのよ

うなものでしょうか？その理解には、多様な環境での行動

学習のための計算理論やアルゴリズムの開発と、脳の神

経細胞や分子のネットワークの働きの解明を相補的に進

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、ラットやマウスの大脳

皮質や基底核、セロトニン神経の活動計測や制御実験、

人の行動学習と脳活動の解析、ロボット集団行動の目標

や学習のしかたの進化など、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。
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