
顔写真

新納 浩幸 教授

Hiroyuki Shinnou Professor

プロフィール
1985年東京工業大学理学部情報科学科卒業
1987年東京工業大学大学院理工学研究科情報科学専攻修士課程修了
現在、茨城大学工学部情報工学科教授、博士（工学）

専門分野
自然言語処理｜機械学習｜統計学｜
ディープラーニング｜画像処理｜人工知能

ライフワーク
研究は Input と Output が大事です。Input は楽しい作業ですが、Output は辛く困
難な作業です。最先端の技術に Catch Up するのは大変です。また Output すれ
ば自分の無能さや不勉強さを露呈することにもなります。でも Output が最重要で
す。なんとか Output しようともがいています。ただ研究者としての時間は残り少な
く、もう多くの Output は望めません。自分は何を Output できるのか、また何を
Output すべきかを、よく考えながら進めていかないといけないと思っています。

私の研究室ではディープラーニングを利用した自然言語処理と画像処理を研究し
ています。どちらに対しても転移学習を中心に研究を進めています。
ディープラーニングの台頭により人工知能の多くのタスクで性能が向上し、一部で

は人間の能力を超えています。ディープラーニングを利用することでかなり多くの問
題を解決できるようになりましたが、学習に必要となるデータの量が問題です。通常、
教師あり学習の枠組みで行うので、教師データの作成コストが膨大であり、現実的
にはモデルの学習が行えないのが普通です。また利用できる既存モデルが存在し
ていたり、なんとかモデルを構築できたとしても、そのモデルの適用先が学習時に
利用したデータとは異なることも普通です。このため、どうやって少量のデータから
有能なモデルを学習・構築できるかが重要なポイントです。そのための手法は様々
ありますが、それらは転移学習という概念で一般化できます。
自然言語処理では事前学習モデルを利用した転移学習、画像処理では物体検出

をタスクとした転移学習を中心に研究しています。また近年は弱教師あり学習という
手法も合わせて研究しています。

代表的な研究内容
自然言語処理における領域適応の問
題や語義曖昧性解消の問題に対して
機械学習手法を利用して解決すると
いう内容の研究発表が多数あります。
ただ自分的には以下の3冊の著作が

自分の代表的な研究成果と思ってい
ます。
[1]「Chainer による実践深層学習」新
納浩幸，オーム社 (2016)
[2]「R で学ぶクラスタ解析」新納浩幸，
オーム社 (2007)
[3]「数理統計学の基礎 よくわかる予
測と確率変数」新納浩幸，森北出版
(2004)



上田 賀一 教授 
Yoshikazu Ueda  Professor 

プロフィール 
名古屋工業大学博士後期課程電気情報工学専
攻修了，同大学助手，茨城大学工学部情報工
学科講師，准教授を経て，教授． 

専⾨分野 
ソフトウェア工学｜組込みソフトウェア｜ソフトウェアモ
デル検証｜ソフトウェア開発方法論｜ソフトウェアプロ
ジェクトマネジメント 

ライフワーク 
ソフトウェア開発・保守の生産性や品質の向上といった要求に応えるため，モデル駆動ア
プローチを基礎にソフトウェアライフサイクルを技術者視点で支援する研究を進めていま
す．また，高度ソフトウェア技術者育成は，産学間連携を基礎とする恒常的課題であると
考えており，育成教育にはしっかりと関わっていきたいと考えています． 

 ICT社会においてソフトウェアが占める役割が高まるにつれ，ソフトウェア開発・保守が難し
い状況・立場に追いやられています．ソフトウェアの生産性向上や品質向上といった要求に
応えるため，ソフトウェア開発や保守を支援するさまざまなアプローチに取り組んできていま
す．ここ数年は，特にモデル駆動アプローチを基礎に組込みシステム内のソフトウェアの品
質改善に関わる研究として，(1) 社会的インフラとなる情報制御システムの大規模ソフトウェ
アを対象としたモデル検査手法の実用化， (2) 組込みソフトウェア開発を対象とした設計仕
様策定支援のためのハイブリッド協調解析手法の開発， (3) 組込みシステム産業界で主流
となっているSimulinkモデルを対象としたメトリクス計測と品質評価手法の開発などを進めて
います．加えて，ソフトウェア開発・保守の業務改善アプローチについて企業固有の状況に
応じた対策の検討にも協力できます． 

代表的な研究内容 
 
組込みソフトウェアの設計を支援する
ハイブリッド協調解析手法や設計モデ
ルのメトリクス計測と品質評価手法． 

連続系モデリング 
アルゴリズム開発を重視 
妥当性確認 
要素技術の開発 
ラピッドプロトタイピング 

離散系モデリング 
ソフトウェアの変更容易性 
/再利用性を重視 
開発したアルゴリズムの 
保守・整理/リファクタリン
グ 

アルゴリズム開発のサイクル 派生品開発やソフトウェア 
構造のリファクタリングのサイクル 

アルゴリズムが 
完成したら・・・ 

引用：日経エレクトロニクス2007.12.31 

Matlab/Simulinkモデル 

連携 

UML・SysMLモデル 

機能性 

サイズ 

・・・・ 

・・・・ 

・・・・ 

結合性 

機能性 

有効性 

・・・・ 

・・・・ 

・・・・ 

・・・・ 

計測 

制約記述の充足検証 

Simulinkモデルの品質計測 
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顔写真

鎌田賢 教授
Masaru Kamada Professor

プロフィール
筑波大学助手、同講師を経て、1992 年茨城大学工学
部助教授、2005 年同教授、現在に至る。2005 年から
2013年まで(有)ラーニングアイ取締役。2009 -2018年
IEEE Transactions on  Industrial Electronics 編集委員

専⾨分野
│信号・画像処理│ 標本化理論│ ウェブサービス│ 
│動的システム｜

ライフワーク
電子工作好きの小・中学生でしたが、だんだん柔らかくなって現在はソフトウェアを作っています。
アナログとディジタルの狭間での数学的で実用的な仕事も得意としています

大学院生の斬新な発想とソフトウェア設計・実装力を推進エンジンとして、さまざまなウェブ
サービス・ウェブアプリの企画・制作・運用を手がけています。自然とのインタフェースが必要
なときには、教員の得意分野である標本化理論とそのハードウェア実装、信号・画像処理の
出番となります。他社がまねできない強みをもっている企業のみなさん、おもしろいこと、新し
いことをいっしょにやりましょう。

代表的な研究内容

状態遷移図によるキャラクタ記述
に基づく⼦供向けプログラミング
⾔語、WebRTCによるマルチホッ
プ型の画⾯共有システム、画像補
間向け可変張⼒スプライン関数

最強のリソースは、ウェブ情報技
術、ネットワーク関連技術を備え
た優秀な⼤学院⽣の頭脳です。



顔写真

桑原 祐史 教授
KUWAHARA Yuji Professor

プロフィール
東京理科大学大学院理工学研究科土木工学専攻修了（1994.3） 茨城大学工学部都市システム工学科 助手（1995.4-
1999.9）この間，同学科で専任講師，准教授を経て2010年広域水圏環境科学教育研究センターに異動．茨城大学 教授およ
び同センター長 広域水圏環境科学教育研究センター（2015.4-2020.3）
＜現在＞茨城大学 教授 地球・地域環境共創機構（2020.4-現在）副機構長(研究)

専⾨分野
国土空間情報学｜国土航空宇宙測量学｜環境計測｜衛
星画像工学｜簡易センシングシステム｜災害モニタリン
グ工学｜

ライフワーク
学部と大学院の授業では，測量学，測量学実習など，空間情報学に関する授業をしています。研究
活動は、衛星リモートセンシグをデータや簡易センサを用いて、南太平洋や日本国内のフィールドを
扱う研究をしています。いい研究はいい研究環境から(と，勝手に言ってます！)
獲得した外部資金は実験室と解析室に概ね投資、勝負ができる研究環境を創って行きたいな、と
考えています（理論系ではありませんので、フィールドが持つ固有のオリジナリティと研究環境レベ
ルを超える研究成果は出せません）。

研究に対するつれづれ
大学における研究は，ただ研究成果が達成されることが重要なのではなく，その過程で人材が育成
されなくてはいけないと考えています．私共の専門分野である「国土空間情報学」を題材として，日本と
世界の「自然環境の保全と国土管理」の技術が進展するよう，自分自身が関わる「発見の喜びと感動」
にあふれる毎日を過ごして行きたいと考えています．喜びと感動を学生と共にする中で，明るい将来を
前向きに考えることのできる技術者と研究者を育成して行きたいと思っています
．
教育に対するつれづれ
「知らない，分からない」ことをまず知ってもらうことが大切と考えています．私自身も，周りの先生方
の専門分野に関してはわからないことだらけ．どこが「分からない」のか知らずして次のことを語るのは
危険極まりない行為！ まずは謙虚に「分かる，知る，教えてもらう」ことから．私が知る程度の内容で
あれば，授業やゼミで「全て」お話しします(もちろん，時間とテーマの許す範囲で，ですが・・・)．次のス
テージでは様々な情報の収集，書籍の読み込み、物によっては問題集を解きまくるなど、自分自身で
努力しましょう．そして，ついに，「やっと分かってきた」という悟りに至ったら，社会人としてお互いに意
見を交わしあいましょう

代表的な研究内容

・マーシャル諸島共和国やツバル国と
いった環礁国を対象としたドローン応⽤
による環境計測とそのデータ分析

・中国内モンゴルや潮来市⽇の出地区を
対象とした、合成開⼝レーダによる地形
変化と社会基盤施設が受ける災害影響の
評価研究

・NDIR⽅式のセンサやDOAS法を⽤いた
都市〜⽔域におけるCO2濃度計測に対す
る実験的精度向上のアプローチ

全世界の堤防データ生成結果

2011年前後の地
形変化量観測

UAVによる島嶼国リーフの調査



顔写真

鈴⽊ 智也 教授
Tomoya Suzuki Professor

プロフィール
東京理科大学博士課程，東京電機大学助手，同志社
大学専任講師，茨城大学准教授を経て，2016年より同
大学工学部教授．2017年より大和アセットマネジメント
特任主席研究員， 2018年より CollabWiz株式会社代表
取締役を兼務．

専⾨分野
データサイエンス｜機械学習｜人工知能｜ビジネス応用｜
FinTech｜金融データ処理｜資産運用｜アルゴリズム売買｜
集合知｜集合愚｜時系列予測｜異常検知｜因果分析 etc.

ライフワーク
データ社会におけるビジネス効率化に向けて，データサイエンスや機械学習技術の
社会実装を目指す．自社ベンチャー起業や金融機関兼務はその一環．社会システム
は金融市場のように人間心理が介在するため，多数決による投票システムに興味を
持つ．人工知能は心を持たないが，集団化させることで意思決定や状況判断能力を
向上させるメカニズムを研究中．

代表的な研究内容
⼈⼯知能の集合知によって
投資判断する資産運⽤アルゴリズム

研究室ホームページ
http://tsuzuki.ise.ibaraki.ac.jp/TS_lab/

中古⾞価格予測 インタビュー記事（PROTO総研）
https://protosouken.com/interview/6305/

外国為替相場予測 インタビュー記事（ザイFX!）
https://zai.diamond.jp/articles/-/319691

外国為替相場分析 インタビュー記事（エフプロ）
https://www.fx-cube.jp/content/i020

運⽤アルゴリズム 連載記事（⼤和アセットマネジメント）
https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/quants/index.html

AIと株価予測 インタビュー記事（Neuton別冊「ゼロからわかる⼈⼯知能 仕事編」）
https://www.amazon.co.jp/ゼロからわかる人工知能-仕事編-ニュートンムック/dp/431552137X

http://tsuzuki.ise.ibaraki.ac.jp/TS_lab/
https://protosouken.com/interview/6305/
https://zai.diamond.jp/articles/-/319691
https://www.fx-cube.jp/content/i020
https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/quants/index.html
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%BC%E3%83%AD%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E7%9F%A5%E8%83%BD-%E4%BB%95%E4%BA%8B%E7%B7%A8-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%B3%E3%83%A0%E3%83%83%E3%82%AF/dp/431552137X


顔写真

⽻渕 裕真 教授
Hiromasa Habuchi, Professor

プロフィール
1992年埼玉大学大学院理工学研究科博士後期課程生産情報科学専攻修了．博士（学術）．
1992年茨城大学工学部情報工学科助手．2010年-茨城大学工学部教授．2014年-学長特別補佐（ＩCＴ・情報セキュリティ）．
2011-2013年 電子情報通信学会ITS研究専門委員会委員長（現在，顧問）、2014-2016年ワイドバンドシステム研究専門委員会
委員長（現在顧問）、2015-2016年基礎境界ソサイエティ副会長、2019-2020年東京支部支部長．
2005-2009年 IEEE VTS Japan Chapter Treasurer (2009- Member ), 2019-2020年 IEEE Japan Council/Tokyo Section Treasurer．

専⾨分野
情報通信工学分野｜情報通信ネットワーク｜無線通信
方式｜光無線/可視光通信方式｜スペクトル拡散通信
技術（拡散符号系列/符号同期システム）｜高度交通シ
ステムの通信方式｜センサーネットワーク

ライフワーク
『何事にも一生懸命取り組み、楽しく過ごす』 ということをモットーに、ひたすら情報通信・ネットワーク
の研究に励んでいます。真のユビキタス社会（アンビエント社会）実現の夢をかなえようと、日々、
色々なことを考え、色々なことを想い、色々なことを実践しています。
今は、照明可視光通信や水中/深宇宙光通信などの光ワイヤレス通信方式を主に研究しています。
光無線通信は、電波通信と異なることが多く、電波通信の知識をそのまま利用せずに、新しい工夫
が必要なります。その工夫を凝らすところに魅力を感じています。

情報通信は大きくは３つに分類。１つ目は、人間が主体となってメッセージを直接作成または
利用する形態、２つ目は人間が通信のきっかけを作るが内容作成や制御は機器が行う形態、３
つ目は人間が（積極的に）関与しない形態です。今や、無線ネットワークやインターネットが高度
化し、IoTなども重要性が認識され、上記３つの形態が混在しながら拡大している。さらに、GPSや
センサーなどによる測位システムも高度化し、位置情報に基づく通信形態が考えられている。
本研究室では、人間の生活や心を豊かにするために、情報通信の新しいコンセプトや伝送方
式の研究を行っています。とくに、以下の３点について検討している。
l 高度交通システムのための情報通信の高度化（ブロードキャスト通信のパケット損失補完
法，２種類の変調方式を融合する階層型変調法，Wake Up/Sleepセンサー通信による路上
環境収集法などの提案）

l 疑似符号を用いるアクセス制御法および同期法（変形擬３進Ｍ系列、変形擬直交Ｍ系列対、
擬直交拡張Einarsson符号の提案、それらの符号系列の符号多値変調方式への適用、変
形擬３進Ｍ系列の符号同期捕捉・保持法）

l 光無線通信のための信頼性向上と生活親和性（照明機能を維持しながら通信機能と測位
機能を備える照明可視光通信方式、視覚復号型秘密分散法を用いる照明光重複領域で
のデータ伝送法、水中/深宇宙光通信におけるターボ符号システムなどを提案）

相談分野：情報通信方式の理論と応用、多元アクセス方式の理論、情報セキュリティ施策など

代表的な研究内容
屋内照明光通信︓各照明LEDからの照
明光の重複領域におけるデータ伝送法
を考案。各照明機器からの光信号は重
複領域では⼲渉と扱われるが、本⽅式
はその現象を活かし、信号が⼲渉する
ことによりデータを復号する⽅式（視
覚復号⽅法）となる。また、照明LED
のオン信号とオフ信号の割合を常に⼀
定にすることで、調光制御を損なわな
いようにしている。
Theoretical analysis of equal-weight 
(2,2) VSS on VN-CSK illumination 
light communication”, Proc. ITNAC 
2019
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顔写真

⽶⼭ ⼀樹 教授
Kazuki Yoneyama Professor

プロフィール
電気通信大学大学院博士後期課程情報通信工学専
攻修了、NTT情報流通プラットフォーム研究所研究員、
NTTセキュアプラットフォーム研究所研究主任、茨城大
学工学部情報工学科准教授を経て、教授

専⾨分野
暗号理論｜プライバシ保護｜情報セキュリティ

ライフワーク
我々の日常生活において、インターネットを介したクラウドやネットバンキングなどのWeb
サービスはなくてはならないものとなってきています。送受信しているパスワードやプライ
ベートなデータの秘匿、ネットの向こう側にいてサービスを提供している事業者が本当に
ホンモノかどうかの認証など、「情報」の「安全な」やり取りを保証するために、暗号理論を
応用して、次世代の情報環境に適した情報セキュリティ技術の研究を進めています。

【暗号プロトコルの設計、安全性評価、実装】
・認証鍵交換（SSL/TLSなど）、電子投票、暗号通貨（Bitcoin）など、暗号技術を応用して様々
な機能を安全に実現する暗号プロトコルに関する研究
・新しいプロトコルの設計や実装実験、既存方式への攻撃（安全性評価）など
【計算機を用いた安全性自動検証】
・暗号プロトコルを実世界で利用する前に、安全(=攻撃が存在しない)であることを保証した
いが、勘や人手での証明には見落としや間違いが起こりやすい
・計算機上のツールで安全性を自動検証することで、未知の脆弱性を発見
・暗号理論におけるより複雑な安全性の検証や、身近で使用されているプロトコルの解析
など

【次世代暗号に資する基礎技術の追求】
・次世代の暗号技術に求められる要件を見出し、それを実現するための新しい基礎技術や
概念の提案
・IoTや耐量子計算機など新たな環境に適した暗号技術、想定外の状況（ヒューマンエラー
や誤った運用）が起こっても最低限の安全性を保持、いかなる外部プロトコルと組み合わ
せても安全、など

代表的な研究内容

・最強の漏洩耐性を持つ認証鍵交
換プロトコル

・実⽤プロトコルの計算機による
⾃動安全性検証



顔写真 
大瀧 保広 准教授 
Yasuhiro Ohtaki  Associate Professor 

プロフィール 
筑波大学大学院博士課程（電子・情報工学専攻）修了後、

茨城大学工学部情報工学科 助手、同講師を経て、現在 
IT基盤センター 准教授 

専⾨分野 
暗号応用システム | ディジタル情報の権利保護システム 
| ネットワークセキュリティ｜Webシステム｜情報漏洩対
策｜個人情報保護 

ライフワーク 
さまざまなセキュリティ技術を組み合わせることで、 情報を適切に管理・蓄積し、 利用をコ
ントロールする方法について研究をしています。 

 インターネットでは大量の個人情報が取り扱われています。サービスを提供する側のコン

ピュータでは、どこからアクセスしてきたのか、 どのデータにアクセスしたか、どのようなサー
ビスを利用したのかなど、詳細な情報が記録されています。意識的にユーザ登録をした場合

でなくとも、一般の人々が大きな危機意識なしに発信した情報から、個人情報が漏洩するこ

ともあります。情報活用と情報漏洩の問題を解決するには、情報にアクセスできる範囲を適

切にコントロールする技術が必要です。 
 「検索可能な暗号化方式」の研究では、情報を暗号化して記録・蓄積し、 指定したキー
ワードを含む部分だけを選択的に取り出す方法を開発しています。  
 情報の利用をコントロールする技術としては、 利用者同士でのコピーを正当な流通経路と
して利用する、次世代のコンテンツ流通システムがあります。 インターネットを利用したコン
テンツ流通での問題点は、 コピーをどうやって防止するかではなく、 実は、著作権者に正当
な対価が支払われる仕組みをどうやって実現するか、です。 つまり、許諾を与えた人（対価
を支払った人）にのみコンテンツの利用を許可し、それ以外の人には利用させない。 これを
実現する基本的な仕組みの構築を目指しています。 

代表的な研究内容 
 
部分開示が可能な検索可能暗号方式 



顔写真

笹井 ⼀⼈ 准教授
Kazuto Sasai Associate Professor

プロフィール
神戸大学大学院自然科学研究科博士後期課程修了，
東北大学電気通信研究所博士研究員，同助教を経て､
2018年より茨城大学大学院理工学研究科准教授

専⾨分野
理論生命科学｜複雑系科学｜エージェント工学｜
人工知能｜非線形科学

ライフワーク
情報処理技術の発展によって，機械はどんどん人に近づきつつあります．しかし，予測不可能で
不確定な現実の世界では，人工知能のように数値化された情報にたよった意志決定ができない場
面がたくさんあります．そのような世界で生きていくために我々イキモノが身につけてきた「生物らし
さ，人間らしさと何か？」という問題を解明し，機械と共存する未来社会に必要なことは何か，探求し
ていきたいと考えています．

昨年度は主に下記のテーマを研究しました。
①人工市場におけるエージェントの経済行動に関わる「異質さ」の起源
マルチエージェントシミュレーションを用いた市場モデルにおいて，時間の非同期性と予測
や推論の不定さを考えることで，経済の金銭的価値で捉えられない一面を考えました．

②対話エージェントにおける自分の発話をフォローする『気づかい』機能の提案
対話エージェントと人間が協働して問題解決に望む，協調型の対話において，人間とエー
ジェントの違いを考慮したコミュニケーション機能についてその効果を検証しました．

③IoTサービス擬人化エージェントのための拡張現実型インタフェース
IoTにおいて人間とIoT機器が協働して問題解決するために，拡張現実を用いたコミュニ
ケーションイオンたフェースを開発して，その有効性を確かめました．

④利用者自身を全肯定する対話エージェントの開発
インターネットに蔓延するネガティブな文章に肯定的ツッコミを入れて，ネガティブさを軽減
しようとするエージェントを開発して，その有効性を検証しました．

⑤機械学習における他者の行動予測と時間の非同期性
自分も相手も予測する場合には，互いの予測がぶつかり合う．その問題を考えた．

代表的な研究内容

モデルは変化しない
⇒機械的な推論

モデルが変化する
⇒⼈間に近い柔軟性

観測

⾏動

⾏動

観測ベイジアンエージェント

BIBエージェント

本研究の⽬的
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①人工市場におけるエージェントの経済行動に関わる「異質さ」の起源

③IoTサービス擬人化エージェントのための拡張現実型インタフェース
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Minoru Sasaki Associate Professor
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Minoru Sasaki, Hiroyuki Shinnou, 
“Detection of Peculiar Word Sense by 
Distance Metric Learning with 
Labeled Examples”, Proceedings of 
the Eight International Conference on 
Language Resources and Evaluation 
(LREC'12)

Minoru Sasaki, Katsumune Terauchi, 
Kanako Komiya, Hiroyuki Shinnou, 
“Word Sense Disambiguation Using 
Active Learning with Pseudo 
Examples”, The Tenth International 
Conference on Advances in Semantic 
Processing (SEMAPRO 2016)
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顔写真

野⼝ 宏 准教授
Hiroshi NOGUCHI Associate Professor

プロフィール
筑波大学修士課程終了後、茨城大学工学部情報工学
科助手、IT基盤センター講師を経て、現在、准教授

専⾨分野
コンピュータシステム | ネットワークシステム | 最適化 | 
認証 | BCP | データベース

ライフワーク
コンピュータとネットワークを構成し、より安全性が高く、持続可能で、より使いやすいシステムを構
築することを研究しています。

コンピュータシステムやネットワークシステムは、今や社会の重要なインフラとなっておりま
す。これらを効率よく構成することだけではなく、災害時にも持続可能なシステムを構築する
必要があります。BCPを考慮し、安全安心なシステムの構築に関する研究を行っています。
持続可能なシステムに関しては、例えばシステム内のデータに着目し、遠隔地に効率よく
バックアップをとるシステムの構築に関する研究を行っています。
システムを利用する際には必ずユーザ認証を行いますが、より安全な認証環境を構築す
る必要があります。これまで同一システム上で行っていた認証と認可を分離することにより、
認証システムによるシングルサインオンの環境を構成し、更に多要素認証を導入した環境を
構成する研究を行っています。

代表的な研究内容

• 分散キャンパスを利⽤したファ
イルバックアップシステム

• Office365とShibbolethの多要
素認証SSO環境の構築



岡田 信一郎 講師 
Shinichiro Okada  Lecturer 

プロフィール 
北見工業大学大学院電気電子工学専攻修了、
博士（工学）（北海道大学）。北見工業大学助
手を経て現職。 

専⾨分野 
知識工学｜教育工学 

ライフワーク 
ITエンジニアの教育、とくにプログラミングやデータベースに関する教育を
コンピュータで支援する方法を研究しています。 

 現在は、主にデータベースエンジニア教育のためのSQL実習支援システム
とリレーショナルデータモデル演習システムの開発と評価を行っています。
SQLとはデータベース操作言語で、リレーショナルデータモデルとはデータ
ベース設計の基礎理論です。これらの技術はデータベースエンジニアにとっ
ては手足のように使えなければならない技術ですが、習得には数多くの実習、
演習を必要とします。前述のシステムは初学者を対象に基礎的な問題を多
数出題し、繰り返し学習を行わせることで基礎力を固めることを目的としてお
り、そのための問題生成機能、正誤判定機能などを備えています。 
 
 さらにこれらのテーマに関連して、繰り返し学習を効率よく行う学習支援方
法の検討も行っています。 

代表的な研究内容 
 
SQL実習支援システム、リ
レーショナルデータモデル演
習システムの開発・評価。効
果的な反復学習の支援方法の
研究等。 
 
<リレーショナルデータモデル演習システム> 



顔写真

原⼝ 春海 講師
Haraguchi Harumi Lecturer

プロフィール
2017年10月～ 現職
2016年10月～2017年 9月 神戸大学3Dスマートものづくり研究センター学術研究員
2016年9月 神戸大学大学院修了 博士(工学)

専⾨分野
生産管理｜生産スケジューリング｜在庫管理｜作業者
訓練｜人的要因｜機械学習｜システム最適化手法｜経
営工学

ライフワーク
研究でも研究以外でも，製造業の発展と製造業で働く人の役に立つことを
する．

向上心がある人も無い人も，才能がある人も無い人も幸せに暮らせる社
会の仕組み作りを考える．

世の中の土台を支え動かしているのは，政治家でも企業家でもなく製造業の現場でコツコツ
と働く人たちだと思っています．そんな人たちが少しでも安全に正確に仕事に従事できるよう，
製造業の生産システムに関する研究をしています．
茨城大学では2017年の配属以来，茨城県や近隣県の製造業の方々と直接やりとりしながら
以下の研究を行ってきました．
1. 近似解法を使った鉄筋製造業における切断工程の最適化
2. 機械学習を用いた精密部品の検品処理システムの支援
3. 特殊切断加工の最適割り付けの研究
これからも，理論と実務をつなぐ研究を進めて行きたい思います．

代表的な研究内容

1. セル⽣産における⽣産性と⼈的要
因の関係に関する研究

2. 製造業における検品⽀援ツールの
開発と導⼊効果の検証

3. ボトルネック⼯程を考慮したロッ
ト編成とスケジューリング(図)
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Yusuke Kozawa Assistant Professor
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品川 和雅 助教
Kazumasa Shinagawa Assistant Professor

プロフィール
2020年3月東京工業大学情報理工学院修了博士（理学）
2020年4月〜2021年3月電気通信大学特別研究員（学振PD）
2021年4月〜現在茨城大学工学部助教

専門分野
暗号理論｜秘密計算｜カードベース暗号

ライフワーク
秘密計算は、入力情報を隠しながら入力情報に関する計算を行うという、一見すると実現不可能に
思えるようなタスクを、数学的なトリックを使って実現するという面白い研究テーマです。秘密計算は、
歴史的には1980年代に暗号理論の発展とともに生まれました。これまでに提案された秘密計算プ

ロトコルの中にはアッと驚くような素晴らしいアイディアで構成されたものがたくさんあります。私も新
しい秘密計算プロトコルを作ってみんなをアッと言わせたいという気持ちで研究に取り組んでいます。

【秘密計算プロトコル】
・サイズ秘匿秘密計算の研究
・Private Simultaneous Messages（PSM）の研究

【カードベース暗号】
・シャッフル回数の最小化
・シングルカットフルオープンプロトコル
・巡回群の対称性に基づくカードベース暗号（正多角形カード）
・二面体群の対称性に基づくカードベース暗号（不可視インクを用いたカード）
・Active安全な秘匿置換ベースのカードベース暗号プロトコル

【その他】
・RSA-OAEPの関連乱数安全性
・記法検出器を用いた物理的なゼロ知識証明
・影絵を用いた物理的な秘密計算

代表的な研究内容

・入力内容だけでなく入力長をも
秘匿可能なサイズ秘匿秘密計算プ
ロトコルの実現可能性の解明

・１回のシャッフルで任意の関数
を計算するカードベース暗号プロ
トコルの提案



顔写真

柴⽥ 傑 助教
Shibata Takeshi Assistant Professor

プロフィール
秋田大学 工学資源学研究科 博士後期課程修了 博
士（工学）．秋田大学 ベンチャー・インキュベーションセ
ンタ 技術職員，秋田大学 ビジネス・ラボラトリ 博士研
究員， 室蘭工業大学 しくみ情報系領域 助教，茨城
大学 数理・応用科学領域 助教．

専⾨分野
VR・AR｜ヒューマンインタフェース｜学習支援｜
三次元インタラクション｜表現技法｜デジタル
アーカイブ

ライフワーク
コンピュータを用いた表現技法のひとつとして，VR・AR技術を応用する研
究を進めています．特に，身体動作のタイミングや特徴を解析し，動作の
コツを発見し，わかりやすく表示することによって，本当に伝えたいことを
伝える技術の開発を目指しています．

VR・AR技術を活用した民俗芸能の伝承支援技術の開発を進めています．
民俗芸能は，貴重な文化財である一方，演者の高齢化，若手不足などの要
因で失伝の危機に瀕しているものも少なくありません．そこで，これまで「見
て学ぶ」ものであった身体動作の様々な技法を，もっとわかりやすく表現し，
より多くの人が民俗芸能を学び，活用していける手法を開発しています．

言葉にできない情報を見える形にする技法は，様々な記号を活用する数理
教育，歴史や地理を総合的に学ぶ地域学習など，学習・教育の場面での応
用も期待できます．

代表的な研究が内容
⺠俗芸能の伝承⽀援技術
• 盆踊りの学習⽀援システム
• 三線の学習⽀援システム
学習⽀援システム
• ⽴体周期表スゴロク



顔写真

髙橋 ⻯⼀ 助教
Ryuichi Takahashi Assistant Prof.

プロフィール
2007年早稲田大学理工学部コンピュータネットワーク
工学科卒業．2012年同大学大学院情報理工学専攻博
士課程修了．翌年、博士（工学）取得．2012～2017年
早稲田大学GEC助教を経て，2017年4月茨城大学工学
部情報工学科助教に着任．現在に至る．

専⾨分野
ソフトウェア工学｜分散システム｜相互作用設計｜自己
適応システム

ライフワーク
ソフトウェア工学，特に分散システム（クラウド，IoT, etc.）といった複数のコンピュータ
が連携動作するシステムの設計方法を研究しています．また，環境の変化に合わせ
て振る舞いを自身で決定する自己適応システムの研究もしています。

近年のシステムはネットワーク上で通信し協調動作することが重要です．分散システ
ムにはデータ一貫性や同期といった固有の難しさをもっています．それら分散システム
の開発で，協調手順の設計といった重要な要素の開発を，個人の職人技（経験やスキ
ル）に頼るのは非常に非効率です．そこで開発者に依存しない，堅牢・安全な分散シス
テムの設計・開発方法を研究しています．最近では，複数のセンサーが連携動作する
IoTシステムの安全性を評価・保証するために，確率モデル検査器PRISMを用いて，シス
テムのセンサ構成の冗長性を定量的に評価する手法を研究しています（右：代表的な
研究内容参照）

また，環境変化に合わせて人手を介することなく自身の振る舞いを決定・変更する自
己適応システムの研究もしています．自己適応システムの実現のためには，環境の変
化の予測や，それによってシステムがとりうる振る舞いの洗い出しなど通常のシステム
よりもより多様な側面の分析・設計が必要になります．これらを経験則に依らず実施す
るための，工学的なアプローチ（自己適応システムのソフトウェア工学）に関して研究を
しています。

代表的な研究内容
“Evaluation the Redundancy of the IoT 
System Based on Individual Sensing 
Probability”, IEICE Transactions on 
Information and Systems, 2020, E103.D 巻, 
8 号, p. 1783-1793,
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Hiroki Horita Assistant Professor
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宮本 賢伍 助教
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専門分野
多元環の表現論｜組合せ論的表現論｜

ライフワーク
前向きに毎日を過ごすようにしています. 面白そうなことをかき集めて, 楽し
い日々を送りたいなと思っています. 
「なんでだろう？」と思ったことは解決しておきたい質なので, なにかに没頭
するとまわりが見えなくなりがちです…笑

代表的な研究内容
1) 完備DVR上の対称整環のAR箙

↑ 対称Kronecker代数のAR箙とHeller
連結成分の関係

2) τ傾有限による代数の分類

↑ ある多元環の台τ傾加群の構造

研究キーワード
箙（有向グラフ）の表現 /  対称整環 / Heller格子 / 
Cohen-Macaulay加群 / Auslander-Reiten箙 /  τ傾加群 / 
τ傾有限代数 / Cellular代数

多元環の表現論の大きな目標のひとつは, 与えられた環の加群圏や導来圏の構
造を明らかにすることである. 1970年代にAuslanderとReitenによって概分裂
完全列という概念が導入されて以来, 多元環の表現論は多くの成果をあげるよ
うになった. 概分裂完全列の情報から有向グラフを構成し, 圏の構造を理解する
理論をAuslander–Reiten 理論という. これは, 直既約対象の同型類を頂点にお
き, 既約射とよばれる “極小”な射があるときに矢印を引く, というルールで圏の
構造の骨格を可視化する理論である. この有向グラフをAR 箙といい, 
Auslander-Reiten 理論は加群圏だけでなく, 加群圏の部分圏や三角圏への理論
の適用, 代数幾何学, 代数トポロジーの分野への応用など表現論のひとつの金字
塔になっている. 
AR 箙は代数の持つホモロジー的な性質や不変量の情報をもつので, これを一部
でも決定することは表現論の重要な問題である. 体上の有限次元代数の場合は
その構造論がよく知られいているが, 係数環が完備離散付値環の整環の場合に
は事情が異なっている. 
私は主に完備離散付値環上の対称的整環のAR箙の構造論をHeller格子と呼ばれ
る特別なCM加群を切り口に研究している. 
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