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新入生を迎えて
研究科長　小柴　正則

　研究者の心得にはいろいろありますが、その一つに、

「新しいテーマは、5年は頑張る」というのがあります。

修士課程から数えると、ちょうど博士後期課程修了ま

での時間になります。是非、多くの方々が博士後期課

程への進学も視野に入れて、これからの知識基盤社会

をリードしていただきたいと思います。ご承知のとお

り、本研究科におきましては、博士後期課程学生に対

する経済支援を継続して実施しているところでありま

す。

　いま一つ皆さん方にお願いしたいことは、高い倫理

観の涵養に努めていただきたいことであります。最近、

研究データの捏造ですとか、研究費の不正使用など、

科学技術に対する信頼を揺るがす不祥事が、諸外国の

みならず、わが国においても多発していることは大変

残念なことです。こうした問題は、技術者、研究者の

モラルの低下、倫理観の欠如にほかならず、いわゆる

コンプライアンス（法令遵守）の徹底が強く求められ

ています。

　このことをうまく言い当てているフランス語に、

「Noblesse Oblige」というのがあります。これは「ノ

ブレス・オブリージュ」と読みますが、「高い身分に

伴う義務」のことで、身分の高い者、社会的地位の高

い者は、社会に対してそれだけ多くの義務を負わなけ

ればならない、また、高い倫理観を持って社会的責任

を果たさなければならない、といった意味です。この

「ノブレス・オブリージュ」という言葉を、北大の前

　情報科学研究科に入学された皆さん、ご入学、誠に

おめでとうございます。本研究科の教職員を代表いた

しまして、修士課程188名、博士後期課程25名、合

計213名の皆さんのご入学を心から歓迎いたします。

　皆さん方が入学されたこの研究科は、以前、工学研

究科にありました旧システム情報工学専攻と旧電子情

報工学専攻の二つの大きな専攻を母体として、平成

16年4月に設置されました。本研究科では、ソフト

ウェアのみならずハードウェアも含めて、情報通信技

術、いわゆるICTのすべてに関わる分野を網羅してお

ります。全国の情報系大学院の中でも、ソフトとハー

ドの両面で世界レベルの教育研究を行えるところは、

それほど多くはないと自負しております。

　本研究科がカバーしている学問領域は、わが国が平

成18年度から22年度までの第3期科学技術基本計画

の中で定めております「重点推進4分野」、すなわち「ラ

イフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・

材料」の4分野に深く関わっておりまして、社会は、

まさしく皆さん方のような人材を求めているわけです。

また、安倍総理は、昨年9月29日の所信表明演説で、

公約の一つとして「イノベーション25」を掲げ、国

の成長を支える重要な分野として、具体的に、医薬、

工学、そして情報技術の三つの分野を取り上げておら

れます。

　したがいまして、皆さん方に対する社会の期待は、

皆さん方が想像する以上に大きく、このことは間もな

く目に見える形でわかってくると思います。是非、皆

さん方には、こうした社会の期待に応えられるように、

専門力をさらに深化させ、人間力に一層の磨きをかけ

ていただきたいと思います。皆さん方は、まさしくい

ま、研究を通して社会との接点を肌で感じることがで

きる学生生活の出発点に立ったわけです。思う存分、

研究に打ち込み、研究の醍醐味を味わってください。
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平成19年度情報科学研究科入学式前の会場の様子（左）
および入学式で挨拶する小柴正則研究科長（右）
（平成19年４月３日、於工学研究科B21教室）



教員組織の変更について

　改正学校教育法の施行に伴い、平成19年4月1

日より全国の大学で教員組織が変更されました。

主な変更点は、「助教授」から「准教授」への職名

変更と、「助教」職の新設です。本研究科では全助

教授が准教授となり、全助手が審査を経て助教と

なりました。

　職務内容は教授、准教授、助教とも共通して「学

生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事

する」とされました。これまでの助教授は「教授

の職務を助ける」、助手は「教授及び助教授の職務

を助ける」と規定されていた点が見直され、教育

研究面で教授から独立した立場が明確化されたも

のです（ただし、各職にある教員が有するべき知

識及び能力等に区別が設けられています）。

　なお、新設の助教とは別に従来の職名のまま残

された「助手」の職は、本学においては、その職

務内容が「教授等の教育研究活動を直接補助する

業務に従事する」と改められ、教授、准教授、助

教とは職務内容が異なる職として位置付けられま

した。

　新たな職務内容の定めのもと、情報科学研究科

ならびに情報エレクトロニクス学科における教育

研究の益々の活性化が期待されます。

学術振興会特別研究員の採用状況について

　平成19年度新たに学術振興会特別研究員（国内）

として８名の博士課程学生が採用となりました。

継続（国内）の13名および外国人特別研究員３名

（継続２、新規１）を併せ、今年度の特別研究員は

24名となりました。

平成19年度学術振興会特別研究員採用者数

平成19年度科学研究費補助金採択状況

　情報科学研究科からの新規申請81件のうち、４

月13日現在24件について採択内定が通知され、

継続分47件と合わせて計71件となりました。教

員の転入・転出などに伴う増減を反映させた種目

別の採択件数ならびに交付総額など、詳細は次号

でお伝えします。

身である札幌農学校の2期生であった新渡戸稲造

先生は、著書「武士道」の中で、「Bu-shi-do 

means（中略）the noblesse oblige of the 

warrior class」と使っています。武士道とは、「士

農工商」という身分制度の下で、最も身分の高い

武士が遵守すべき義務であり、まさしく「ノブレス・

オブリージュ」そのものであると述べています。

　技術者、研究者の社会的地位が高いか低いか、

議論のあるところではありますが、少なくとも社

会に対する我々技術者、研究者の影響力は決して

小さいものではなく、それだけ社会に対する責任

は重いわけで、やはり一般とは異なる特別な身分（立

場）にあるのが技術者や研究者ではないかと思い

ます。これから、技術者、研究者としての道を歩

んでいかれる皆さん方には、是非、日本の「武士道」

にも通じる高い倫理観、「ノブレス・オブリージュ」

を折にふれ思い起こしていただきたいと思います。

　皆さん方の大学院生としての学生生活が実り多

いものになることを願ってやみません。

付記：その昔、「ノブレス・オブリージュ」という

名の万年筆（モンブラン製、現在製造中止）があ

りました。

（本記事は、4月3日に挙行された情報科学研究科

入学式での研究科長挨拶に基づくものです）

平成１９年度大学院入学者数

　平成19年度４月の情報科学研究科専攻別入学者

数は下表のとおりです。

専　攻

複合情報学

コンピュータサイエンス

情報エレクトロニクス�

生命人間情報科学

メディアネットワーク

システム情報科学

計

専　攻

複合情報学

コンピュータ

サイエンス

情報エレク

トロニクス

生命人間

情報科学

メディア

ネットワーク

システム

情報科学

計

定　員

２４

４

２４

８

３９

８

３３

６

３０

８

２７

８

１７７

４２

入学者数

　２６　　[２]

　　３

　２９　　[１]

　　２　　[１]　①

　３９　　[２]

　　６　　[１]　①

　２６

　　５　　[１]　①

　４０　　[５]

　　７　　　　　④

　２８　　[１]

　　２

１８８　[１１]

　２５　　[３]　⑦

人　数

継続２、新規２

－

継続４、新規４

継続２、新規２

継続３、外国人３

継続２

継続13、新規８、

外国人３

平成19年度専攻別入学者数

・上段：修士課程、下段：博士後期課程

・[  ]：留学生（内数）

・○囲み数字：社会人特別選抜（内数）
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大学院情報科学研究科入学式実施

平成18年度各室・各委員会報告

本学第２次入学試験（後期日程）実施

本学第２次入学試験（前期日程）実施

「William Wheeler Prize(ウィリアム・

ウィラー賞)」授賞式

ハラスメント防止のための講習会開催

広報特集号平成19年3月掲載 (PDF)

平成18年度 各賞受賞者一覧

平成18年度 工学部卒業論文・情報科

学研究科修士・博士論文題目一覧

平成18年度の定年退職教員紹介

平成18年度 北工会冬季綱引き大会開催

労働者の過半数代表候補者選出

「電子建物案内板」運用開始 

平成19年度概算要求に伴う予算内示

平成19年度科学研究費補助金申請状況

大学入試センター試験実施

OB教職員交流室開室

[客員教授]

（任期満了退職）平成19年3月31日

大場善次郎　複合情報学専攻

　　　　　　実ソフトウェア開発工学講座（寄付講座）

嘉数　侑昇　複合情報学専攻

　　　　　　オープンシステム工学講座（寄付講座）

（採用）平成19年4月1日

須田　博人　メディアネットワーク専攻

　　　　　　(連)メディアネットワーク社会学講座

　　　　　　（NTTドコモより）

[特任教授]

（採用）平成19年4月1日

比留間健之　科学研究費補助金特別推進研究「有機金属気相選

　　　　　　択成長法による半導体ナノワイヤエレクトロニク

　　　　　　スの創成」

　　　　　　（超先端電子技術開発機構／日立製作所中央研究所より）

[助教授]

（転出）平成18年11月1日

田中　　悟　情報エレクトロニクス専攻

　　　　　　（協)量子情報エレクトロニクス講座

　　　　　　（九州大学大学院工学研究院教授へ）

（辞職）平成19年3月31日

吉井伸一郎　複合情報学専攻

　　　　　　複雑系工学講座

　　　　　　（会社設立予定）

（転出）平成19年3月31日

内貴　　猛　生命人間情報学専攻

　　　　　　生体システム工学講座

　　　　　　（岡山理科大学教授へ）

[特任助教授]

（任期満了退職）平成19年3月31日

南澤　吉昭　複合情報学専攻

　　　　　　実ソフトウェア開発工学講座（寄付講座）

石若　裕子　複合情報学専攻

　　　　　　オープンシステム工学講座（寄付講座）

[准教授]

（昇任）平成19年4月1日

熊野　英和　情報エレクトロニクス専攻

　　　　　　(協)量子情報エレクトロニクス講座

　　　　　　（電子科学研究所助手より）

（配置換）平成19年4月1日

岡嶋　孝治　生命人間情報科学専攻

　　　　　　生体システム工学講座

　　　　　　（電子科学研究所附属ナノテクノロジー

　　　　　　研究センター助教授より）

[助手]

（定年）平成19年3月31日

石川　　治　メディアネットワーク専攻

　　　　　　情報通信システム学講座

（辞職）平成19年3月31日

山内　芳子　生命人間情報学専攻

　　　　　　生体システム工学講座

　　　　　　（吉田学園医療歯科専門学校専任教員）

（任期満了退職）平成19年3月31日

榊野　大創　複合情報学専攻

　　　　　　オープンシステム工学講座（寄付講座）

萩原　正義　複合情報学専攻

　　　　　　オープンシステム工学講座（寄付講座）

[特任助教]

（配置換）平成19年2月20日

アグス　　　情報エレクトロニクス専攻

スバギョ　　先端エレクトロニクス講座

　　　　　　（JST産学共同シーズイノベーション化事業）

[事務職員等]

（辞職）平成18年12月31日

石窪　順子　総務課　企画係（情報科学研究科事務室教務担当係）

　　　　　　主任

（任期満了退職）平成19年３月３１日

大坪のどか　総務課　人事第二係　事務補佐員

情報科学研究科ホームページニュース 

研究科TOP＞ニュース

http://www.ist.hokudai.ac.jp/index_jp.php

2007.04.05 新入生を迎えて　研究科長挨拶

2007.02.06 IST NEWS 第8号掲載(pdf)

2007.02.06 ネットジャーナル更新

2007.01.18 2006年度定年退職教員最終講義

広報ホームページニュース

研究科TOP＞広報＞工学研究科・情報科学研究科・工学部広報

＞ニュース

http://www.eng.hokudai.ac.jp/news/publication/news/

2007/04/12

2007/03/30

2007/03/30

2007/03/30

2007/03/28

2007/03/28

2007/03/27

2007/02/15

2007/02/08

2007/02/05

2007/01/29

2007/01/25

2007/01/22

2006/11/27

【人事異動】
[教授]

（定年）平成19年3月31日

三田村好矩　生命人間情報学専攻

　　　　　　生体システム工学講座

岸浪　建史　システム情報科学専攻

　　　　　　システム創成情報学講座

　　　　　　（釧路工業高等専門学校長へ）

狩野　　猛　生命人間情報学専攻

　　　　　　(協)生体機能工学講座

（辞職）平成19年3月31日

中村仁之輔　システム情報科学専攻

　　　　　　システム融合情報学講座

　　　　　　（NTTデータ先端技術株式会社へ）

（昇任）平成19年4月1日

本久　順一　情報エレクトロニクス専攻

　　　　　　集積システム講座

　　　　　　（量子集積エレクトロニクス研究センター助教授より）

金井　　理　システム情報科学専攻

　　　　　　システム創成情報学講座

（採用）平成19年4月1日

小笠原悟司　システム情報科学専攻
　　　　　　システム融合情報学講座

　　　　　　（宇都宮大学工学部教授より）
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2007年3月5日　　トヴァー ジェシカ マリア

情報エレクトロニクス専攻 修士課程１年

信号処理学会 非線形回路/信号処理国際会議 NSCP'07 Student 

Paper Award, "Critical temperature sensor based on spiking neuron models: 

experimental results with discrete MOS circuits"

2007年3月5日　　福田　駿

電子工学科４年

信号処理学会 非線形回路/信号処理国際会議 NSCP'07 Student 

Paper Award, "A novel segmentation model for neuromorphic CMOS circuits"

2007年4月4日　　小笠原 悟司（連名）

システム情報科学専攻 教授

The 4th Power Conversion Conference, Nagoya 2007 Best Paper Award, 

"Virtual Power Electronics: Novel Software Tools for Design, Modeling and 

Education"

新教員紹介

１.最終学歴および学位、２.前職、３.専門分野

本久　順一　教授

情報エレクトロニクス専攻集積システム講座

１.平成３年東京大学大学院工学系研究科電子工学専攻

博士課程単位修得退学、博士（工学）、２.北海道大学量

子集積エレクトロニクス研究センター助教授、３.半導

体材料物性、半導体デバイス、半導体ナノ構造

金井　理　教授

システム情報科学専攻システム創成情報学講座

１.昭和62年北海道大学大学院工学研究科博士後期課程

修了、工学博士、２.システム情報科学専攻システム創

成情報学講座助教授、３.CAD、デジタル３次元幾何処理、

情報機器プロトタイピング

小笠原　悟司　教授

システム情報科学専攻システム融合情報学講座

１.昭和58年長岡技術科学大学大学院工学研究科修士課

程修了、工学博士、２.宇都宮大学工学部電気電子工学

科教授、３.パワーエレクトロニクス，電動機制御、パ

ワーエレクトロニクス機器のEMI/EMC

熊野　英和　准教授

情報エレクトロニクス専攻（協）量子情報エレクトロニ

クス講座

１.平成８年北海道大学大学院理学研究科物理学専攻修

士課程修了、博士（工学）、２.北海道大学電子科学研究

所（情報エレクトロニクス専攻（協）量子情報エレクト

ロニクス講座）助手、３.低次元半導体光物性、量子情

報

岡嶋　孝治　准教授

生命人間情報科学専攻 生体システム工学講座

１.平成５年東京工業大学理工学研究科物理学専攻修士

課程修了、博士（理学）、２.電子科学研究所附属ナノテ

クノロジー研究センター助教授、３.ソフトナノテクノ

ロジー、生物物理学、高分子物理学

（転出）平成19年４月1日

對馬　寿恵　�総務課　人事第二係　主任

　　　　　　（情報科学研究科事務室総務担当係）

　　　　　　弘前大学保健学研究科総務グループ主任へ

渡邊　玲子　総務課　企画係　主任

　　　　　　（情報科学研究科事務室会計担当係）

　　　　　　経済学研究科・経済学部主任へ

小坂麻衣子　総務課　図書閲覧係　事務職員

　　　　　　（情報科学研究科図書室）

　　　　　　附属図書館　情報サービス課　事務職員

　　　　　　（工学研究科中央図書室）へ

（配置換）平成19年４月1日

吉川　幸児　 総務課　事務職員

　　　　　　（情報科学研究科事務室総務担当）

　　　　　　国立大雪青少年交流の家　事業課総務係より

志村　祐子　総務課　主任

　　　　　　（情報科学研究科事務室会計担当）

　　　　　　農学事務部 生物資源生産学部門家畜生産学分野主

　　　　　　任より

（採用）平成19年４月1日

米本　澄世　総務課　事務補佐員

　　　　　　（情報科学研究科事務室総務担当）

【嘱託職員等】

（任期満了退職）平成19年３月３１日

大平　靖夫　技術部 嘱託職員

（嘱託）平成19年４月1日

稲川　　寔　総務課　嘱託職員（教務担当）

　　　　　　医学事務部　事務課　専門職員（定年退職）より

この他、４月１日付で研究科全助教授が准教授に、同全助手が

助教になりました。また、同日付で研究科事務室の係が総務担当、

会計担当、教務担当と改称されました。

【訃報】

平成19年3月18日（享年80歳）

櫻庭　一郎　旧・電子物理工学講座　名誉教授

【受賞】

2006年11月11日　山M　知之

システム情報工学専攻 博士課程３年

The 8th International Conference on Progress of Machining Technology, Best 

Presentation Award 2006, "Simultaneous Measurement Method of 3D Coordinates 

and Normal on a Specular Surface Using Double Images of Laser Spot"

2006年11月22日　村上　　彬

情報エレクトロニクス専攻 修士課程１年

第30回日本応用磁気学会学術講演会優秀講演賞、｢NiFe薄膜に

おける磁気抵抗効果と磁気微細構造のその場計測｣

2006年11月26日　金井 理1)、堀内 聡2)

1)システム情報科学専攻 助教授、2)同専攻 修士課程２年

6th International Conference of Virtual Concept Honor Article 賞 "Digital 

Usability Assessment for Information Appliances using User-interface operable 

3D Digital Mockups"

2006年11月26日　金井　　理

システム情報科学専攻 助教授

6th International Conference of Virtual Concept Honor Article 賞 "Content-

based 3D Mesh Model Retrieval from Hand-written Sketch"

2006年12月1日　　斉藤　雄太

メディアネットワーク専攻 修士課程２年

平成18年度電気・情報関係学会北海道支部連合大会 優秀論文

発表賞 「携帯端末用不平衡給電ダイポールアンテナの放射効率

に関する検討」

2007年3月5日�　　宇田川　玲

情報エレクトロニクス専攻 修士課程１年

信号処理学会 非線形回路/信号処理国際会議 :　NSCP'07 

Outstanding Student Paper Award 最優秀学生論文賞 "An inhibitory 

neural network circuit exhibiting noise shaping with subthreshold MOS neuron 

circuits｣"
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