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会津大学新理事長に宮崎敏明教授が就任 しま し た

2019年度学位記授与式を開催しました

2020年3月19日（木）、会津大学講堂にて
2019年度学位記授与式が開催されました。コン
ピュータ理工学部卒業生197名、大学院博士
前期課程修了生54名、大学院博士後期課程
修了生2名の計253名が、それぞれの進路で社
会への貢献を目指します。
授与式では岡嶐一前学長が学部卒業生総代
の仁井田義隆さん、博士前期課程修了生総代
の園家俊さんのそれぞれに学位記を授与しま
した。岡前学長の式辞の後、在学中に優秀な
成績や研究の成果を収めた学生の表彰が行わ
れました。答辞では、学部卒業生代表の仁井
田義隆さんが「この会津大学で学んだことを非
常に誇りに思うと同時に、地域社会・国際社会
に貢献できる人材になれるよう日々邁進してい
く所存です。」と誓いました。

2019年度の各学年の成績優秀者を
学長が表彰しました

2020年3月30日（月）、2019年度の各学年の成
績優秀者に対し学長から表彰状が贈られました。
会津大学では、GPA（Grade Point Average）に
よる成績評価を導入し、学部生各学年のポイント
上位3名を表彰しています。GPAは大学における
成績評価方法の国際標準として認知されており、
就職や大学院への進学、海外留学にも重視され
ているものです。

成績優秀者は以下のとおりです。
学部1年 髙橋輝・星野結水・滝口裕斗
学部2年 伊藤亮哉・菅野大貴・村上弥夢
学部3年 村木匡弥・ピア シンチアン・松尾祐飛

※学生の学年等は受賞時のものです。

2020年4月より理事長・学長を拝命しました宮崎敏明です。会津大学のさらなる発展のため
に、これまで以上に研究力の向上と国際化を推進していきたいと思っています。そのために、
様々な試みを考えていますが、どの試みも、教職員および学生の皆さんの協力なくして実現
し得ないものばかりです。スピード感を持って実行していくために皆さんの協力をよろしくお
願いいたします。
さて、 ４月は、例年ならば新入生を迎え、キャンパスも華やぐ季節なのですが、新型コロナ
ウイルス対応で、多くの科目はOnline形式で開講されていることもあり、学内は静まり、どんよ
りとした空気に包まれています。それでも、キャンパスの桜は満開となり新しい年度の始まり
を告げてくれています。今は、耐える時です。大学として、出来ることは何でもやるという覚悟
で、感染防止対策を講じていますが、個々人にあっては「自分の命は自分で守る」という心
持ちで、健康に充分留意してください。また、この世界的な苦難を乗り越えた後に、大いなる
未来が開けることを信じ、日々の活動を滞りなく続けてください。



会津大学職員3名に2019年度永年勤続表彰を授与しました

2020年3月31日(火)付けでご退職する3名の職員に、永年に渡る会津大学へ
の功績を称え、3月30日(月)に開催した「会津大学職員表彰式」において、永年
勤続の表彰をいたしました。
今回表彰された職員は次のとおりです。
職員表彰者（永年勤続）
教授 杉山 雅英 (情報システム学部門)
主査秋葉 真宏 (情報センター)
主査伊関 鉄也 (情報センター)

「AIと知財の調査報告会」を開催しました

2020年3月19日（木）に、会津大学において、会津若松市奨学寄附金を活用し
たAIと知財に関する調査報告会を開催しました。新型コロナウィルス感染拡大
予防の観点から、学内関係者のみの参加で開催しました。
岡裕之上級准教授からはAIと知財に関する調査結果の概要、創成国際特許
事務所の佐藤辰彦会長からは福島県内企業の知財活用の成功例、特許庁の
赤穂企画調査官からは特許庁等の知財施策等について、それぞれ講演が行わ
れました。

大学院生の小林聖哉さんが、 情報処理学会第81回全国大会において、大会優秀賞を受賞し
ました

修士課程１年生の小林聖哉さんは、2019年3月に福岡大学七隈キャンパスで
開催された情報処理学会第81回全国大会にて、学部卒業研究で行った成果
を「軽量暗号と秘密分散によるデータ共有方式」と題して発表し、大会優秀賞
（Best Paper Award of IPSJ National Convention）を受賞しました。
本賞は、1996年度から、毎年3月に開催される情報処理学会全国大会にお
いて、優れた発表を行った者に授与されています。
<小林さんのコメント>
現在、大規模IoT環境に適応可能な暗号化システムの研究を行っています。
本受賞を励みに、実用的なシステムの提案を目指します。

会津大学学部4年の白井友貴さんが、「日立北大ラボ×北海道大学社会創造数学コンテスト
2019」において、問題C・1位、問題B・3位を受賞しました

会津大学学部4年の白井友貴さんが、マラソン型プログラミングコンテスト「日立
北大ラボ×北海道大学社会創造数学コンテスト2019」(開催期間:2019年11月8
日～11月21日・11月29日～12月12日)において、問題C・1位、問題B・3位、問題
A・4位を受賞しました。同コンテストでの白井さんの受賞は2年連続です。
<白井さんのコメント>
今回のコンテストのテーマは、動的に変化する環境下で配送計画をいかに最
適化できるかというものでした。配送計画問題自体は比較的頻繁に他のコンテス
トで出題されるのを見ますが、そのほとんどは静的な環境下での最適化です。今
回のテーマは私にとって目新しいものだったため取り組んでいて面白かったで
す。見慣れないテーマだけに、コンテスト終了後に他の参加者の方と意見,感想
を交わすのが楽しかったです。

※学生の学年等は受賞時のものです。



「THE世界大学ランキング日本版2020」において会津大学が24位にランクインしました

2020年3月24日（火）に発表されたイギリスの教育専門誌Times 
Higher Education (THE)による「THE世界大学ランキング日本版
2020」において、会津大学は24位にランクインし、昨年の26位から２
つランクアップしました。
このランキングは、大学を、教育リソース、教育充実度、教育成果、
国際性の4分野における16の指標から評価するもので、会津大学は
公立大学の中では2位となりました。

THE世界大学ランキング日本版は、世界版が「研究力」に比重を
置いた調査であるのに対し、日本の大学の使命を鑑み、より「教育
力」を重視した内容となっています。

<岡 前理事長のコメント>
本学が4 年連続で世界大学ランキング日本版の上位にランクイン
したことを嬉しく思います。
本学が大学ランキングで高い評価を受けているのは、多くの皆さま
の御支援と、教職員と学生・卒業生が積み上げてきた成果のたまも
のであり、関係の皆さまに心から感謝申し上げます。
現在、国際的な教育・研究交流活動を行うには非常に厳しい状況
下ではありますが、これを乗り越え、今後も本学を国内はもとより世
界から注目される大学として一層発展させるべく努めてまいります。

会津大学の教員が共著者となった小惑星探査機「はやぶさ２」の観測成果論文がScience（サイ
エンス）誌に掲載されました

2020年3月19日（木）（アメリカ東部標準時現地時間）、Science（サイエンス）誌（世界的に権威
のあるアメリカの学術雑誌）に、本学の宇宙情報科学研究センター（ARC-Space）所属の教員3
名が共著者となる論文が掲載されました。
この論文は、「はやぶさ２」が実施した衝突装置（SCI）による小惑星リュウグウ表面での人工ク
レーター生成と、生成過程のその場観測に関する科学的成果をまとめたものです。
「はやぶさ２」には本学ARC-Space教員と本学学生がサイエンスチームメンバーとして参加して
おり、SCIおよび関連する観測機器の開発、運用、解析にも共著者の教員が携わっています。

会津大学の教員と学生が共著者となった小惑星探査機「はやぶさ２」の観測成果論文が
Nature誌電子版に掲載されました

2020年3月16日（月）（イギリス現地時間）、Nature（世界的に権威のあるイギリ
スの学術雑誌）電子版に、本学の宇宙情報科学研究センター所属の教員5名
と大学院生1名が共著者となる論文が掲載されました。
この論文は、「はやぶさ２」が観測した小惑星リュウグウの史上初となる高解像
度かつ一自転分の熱画像を取得し、表面がすき間の多い岩塊や岩石片で覆
われていることを発見するなどの成果をまとめたものです。
なお、本学学生がNature掲載論文の共著者となるのは、今回が初めての快
挙です。共著者の須古健太郎さん（大学院博士前期課程2年。指導教員：出村
教授）は、この論文において、はやぶさ２搭載熱カメラTIRの較正・温度変換ソ
フトウェアHEATを開発運用し、地上検証データに基づいた温度較正並びに温
度変換を担当しました。

※学生の学年等は受賞時のものです。



会津大学産学イノベーションセンター（UBIC）が「河北文化賞」を受賞しました

会津大学産学イノベーションセンター（UBIC：University-Business 
Innovation Center）が、「長年にわたる会津地域、福島県、東北の産業振興
への貢献」の業績により、第69回（2019年度）河北文化賞を受賞しました。

2020年1月17日（金）に仙台市で開催された贈呈式には、本学の岩瀬次郎
理事兼産学イノベーションセンター長、石橋史朗教授兼副センター長らが出
席し、公益財団法人河北文化事業団の一力雅彦理事長（河北新報社社長）
から賞状と盾、副賞が授与されました。

平田成上級准教授、特許庁が主催する福島知財活用プロジェクトのパネルディスカッションの
モデレータを務めました

2020年1月22日に郡山市で特許庁主催の福島知財活用プロジェクトの知財セ
ミナーが開催されました。本プロジェクトは昨年度から開始されたもので、今年度
の知財セミナーは、福島県の南相馬、会津、白河、郡山の４方部で順次開催さ
れています。
郡山の知財セミナーでは「はやぶさ２ 成功の鍵とふくしまの力」についてのパ
ネルディスカッションが行われ、本学の平田 成上級准教授がモデレータ（進行
役）を務めました。
また、本セミナーでは「リチウムイオン電池がつくる未来」について、2019年ノー
ベル化学賞を受賞した吉野 彰氏による特別講演が行われました。

会津大学大学院生のチャンテイタインフエンさんが、NEC C&C若手優秀論文賞を受賞しました

2020年1月28日(火)に東京のNEC本社で2019年度 NEC C&C若手優秀論文賞
の表彰が行われ、博士後期課程2年のチャン テイ タイン フエン(Tran Thi Thanh
Huyen)さん(指導教員:コンピュータ通信学講座 コン タン チョオン（Cong-Thang 
Truong）上級准教授)が、同賞を受賞しました。
<チャン テイ タイン フエンさんのコメント>

C&C若手優秀論文賞を授与することは私にとって大きな名誉です。会津大学
での指導者であるコン タン チョオン上級准教授および、長年にわたり私を助け、
支えてくれたコンピュータ通信学講座の研究室のメンバーに感謝したいと思いま
す。また、フランスのパリで開催されたINFOCOM会議への参加をサポートして頂
いたNEC C＆C財団に非常に感謝しています。

会津大学大学院生のHoang D. Leさんが、
2019年 IEEE ComSoc仙台支部スチューデント・エクセレント・リサーチャー賞を受賞しました

2020年１月９日(木)、本学大学院博士後期課程2年生のHoang D. Le（ホアン ド
アン レ）さんが、「2019年 IEEE ComSoc 仙台支部スチューデント・エクセレント・リ
サーチャー賞」を受賞しました。本賞は、IEEE Communications Society (ComSoc)
の研究領域において顕著な成果を挙げた東北地方の学生を毎年最大３名表彰
するものです。
<ホアンさんのコメント>

2019年IEEE ComSoc仙台支部学生優秀研究者賞を受賞したことは、私にとっ
て大きな名誉です。この賞は、今後もIEEE学会に貢献する事とともに、研究を続
ける励みににります。この機会に、指導者であるファン トゥアン アン教授の素晴ら
しい指導と絶え間ない支援に深く感謝します。 さらに、博士課程での研究支援に
ついても会津大学に心から感謝します。おかげで、研究に集中し、この成果を得
る機会を得ることができました。

※学生の学年等は受賞時のものです。



Unity Engine Challengeで会津大学学部３年の大庭周士さんが優勝しました

2019年12月7日（土）に開催された「Unity Engine Challenge」（主催 : 株式会社
ミクシィ）で、会津大学学部３年の大庭周士さんが優勝しました。
「Unity Engine Challenge」は、実務に近い環境で行われる学生向け技術イベ
ント「challengeシリーズ」として、新たに始まったUnityの大会です。
<大庭さんのコメント>
今までUnityを使って開発してきたことが発揮できたと思います。優勝出来て嬉
しいです。

中村啓太准教授を中心とする大学と企業の合同チームが、「RTミドルウェアコンテスト2019」にて
「日本ロボット工業会賞」と「ベストサポート賞」を受賞しました

2019年12月12日(木)に香川県で開催された「RTミドルウェアコンテスト2019」に
おいて、本学の中村啓太准教授を中心とするチームが発表したソフトウェア「ロ
ボット人材育成を目的とした実践的ロボットプログラミング教材の開発」が「日本ロ
ボット工業会賞」と「ベストサポート賞」を受賞しました。
【タイトル】ロボット人材育成を目的とした実践的ロボットプログラミング教材の開発
【著者リスト】中村啓太（会津大学）、馬上雄（株式会社FSK）、荒川弘栄（株式会社
FSK）、佐々木陽（株式会社GClue）、渡部有隆（会津大学）、屋代眞（会津大学）

会津大学競技プログラミング部がICPC 2020世界大会に出場決定しました

2020年1月9日（木）、会津大学競技プログラミング部のチーム「UKUNICHIA」が、ICPC国際大学対抗プロ
グラミングコンテスト2020世界大会への出場が決定しました。
会津大学はICPC国際大学対抗プログラミングコンテスト世界大会へ過去3回出場しており、2009年、2016
年、2017年に続き今回で4度目の快挙です。世界大会には、国内予選、世界各地域の地区予選を勝ち抜い
たチームが出場し、日本からは、会津大学と東京大学、京都大学、筑波大学の4チームが出場します。
世界大会はロシアのモスクワで、2020年6月21（日）から26日（金）にかけて開催されます。
○チーム「UKUNICHIA」
中村 朗（博士前期課程1年）、大橋宏紀（博士前期課程1年）、松川 寿人（学部2年）、
コーチ 渡部有隆(データベースシステム学上級准教授) 

アジア地区クアラルンプール大会アジア地区横浜大会

※学生の学年等は受賞時のものです。



ジュンピルシン教授が、2nd IEEE ICKII 2019において、Best Paper Awarded受賞しました

2019年7月13日から16日にかけて韓国のソウルで開催された2nd IEEE 
International Conference on Knowledge Innovation and Invention 2019において、
本学のジュンピル シン教授(パターン処理学講座)らが発表した論文がBest Paper 
Awardを受賞しました。
同国際会議は、学術及び産業分野における理工学技術者達の、専門分野の垣
根を越えた協力や国際的なネットワーク構築を図ることを目的に開催されました。
受賞した論文タイトルは、"Dynamic Hand Gesture Based Sign Word Recognition 

Using Convolutional Neural Network with Feature Fusion"です。

eスポーツ大会「Logicool G CUP 2019」で会津大学学部４年の鈴木貴之さんが優勝しました

2019年11月23日（土）に開催された「Logicool G CUP 2019」で、会津大学学部
４年の鈴木貴之さん（参加名Discentra.jp）が優勝を獲得しました。
「Logicool G CUP 2019」は、日本でのeスポーツ普及を目的としてロジクールが
主催しており、今回が５回目の開催となります。
今年のエントリー総数は1,580名。Epic Games社のアクションビルディングゲーム
「フォートナイト」を使用して実施されました。オンライン予選通過者と当日抽選の
計99名が、日本一のアマチュアプレーヤーの座をかけて、東京・大田区で行わ
れた決勝に臨みました。３試合による総合得点で順位が争われ、合計46ポイント
を獲得した鈴木さんが優勝に輝きました。
<鈴木さんのコメント>
このような大会で結果を残せて光栄です。これからも頑張りたいと思います。

第３回会津大学AIセンターシンポジウムを開催しました

2019年11月23日（土・祝）に、今回で第3回目となる会津大学AIセンターシンポ
ジウムを開催しました。
特別講演では、慶応義塾大学の天野英晴教授をお迎えし、AIアプリケーション
のためのマルチFPGAについてご講演いただきました。
また、台湾の国立中央大学教授のTimothy K. Shih教授から、疑似的な指の動
きだけで楽器演奏音を出力する研究を紹介いただき、学内からは、趙教授による
ディープラーニングを使った路上の障害物検出の共同研究をはじめ、ルバシェフ
スキー教授からは脳の働きがもたらす人の行動などの物理モデル化、ベン教授か
らはAIチップを使用したエネルギー管理システム、吉岡上級准教授からはAIと人
間の相関におけるアイデア創出と意思決定の生成に関する研究を紹介しました。

MAヒーローズ・リーグ2019で会津大生チームが「推しキャラヒーロー」を受賞しました

2019年9月から12月にかけて開催された「MAヒーローズ・リーグ2019」の部門の
一つ「推しキャラリーグ」で、「会津産ギーク」チームが作品「ねむねむくん」で推し
キャラヒーロー賞を獲得ました。

MAヒーローズ・リーグは、日本最大級の開発コンテストで、「つくる」を通じて、誰
もがヒーローになれる開発コンテスト（リーグ）の集合体です。
自由な開発を行うMA（Mashup Awards）リーグや推しキャラリーグ等、12のリーグ
で構成されています。

【チーム名】会津産ギーク 【作 品 名】ねむねむくん
【メンバー】前田紀子さん（学部2年）・助川拓哉さん（学部2年）・橋本志穂実さん（学部2年）

※学生の学年等は受賞時のものです。


