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2017年～

名大・院・博了(工博)、名大・工・助手、名市工研

中京大学教養部教授

同情報科学部教授

同・院・情報科学研究科教授

工学部電気電子工学科教授

情報科学部長

情報理工学部長

大学院情報科学研究科長

人工知能高等研究所長

(国立研究開発法)理化学研究所客員研究員

梅村学園評議員

画像センシング、画像処理、顔学、デジタル化理論OKQT、CFI画像特徴抽出、Hough変換などの

研究とその産学連携研究、画像技術論研究。

IEEE（SeniorMember）、IEEJ（フェロー）、IPSJ（フェロー）、IEICE、SICE、JSPE（IAIP顧問）、

JFACE（会長）、SSII（会長）、JSAI／QCAV、FCV、MVA、SSII、ViEW、DIA／理化学研究所客員研究

員などで活動中。

精密工学会技術賞（2016年度）、SSII2017年度高木賞、SSII2010優秀学術賞、グランド小田原賞

（IAIP30周年記念、2017）、小田原賞(IAIP／JSPE、2002、2005、2012、2014)、IEE優秀論文発表

賞(2004、2009、2010、2011、2012、2014など)、技術奨励賞・新進賞(SICE2006、NDI2010)、浅

原賞学術奨励賞（（公益社団法人）自動車技術会表彰2014／トヨタ自動車共同研究）など受賞。

独立行政法人日本学術振興会JST文部科学省新学術領域（評価委員）（2013 年～）、(公益財団

法人)科学技術交流財団中小企業企画委員会（副委員長）（2013年～）、情報処理学会東海支部

長（2016年～）、他。
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最近の事例を示す。詳細は、http://www.iasai.sist.chukyo-u.ac.jp/results.htmを参照。



梅村学園評議員 (2008～2017)
情報処理学会東海支部（支部長）幹事会、運営委員会、報告会 (2016年度)
中京大学理工系四半世紀記念事業世話人会代表（記念式典）(2017.2.17)
輿水大和：（開会挨拶）中京大学人工知能高等研究所・名古屋市科学館連携教室, 名古屋支
科学館 (2016.9.10)
輿水大和：（支部長挨拶）情報処理学会東海支部報告会, ルブラ王山 (2016.5.16)
輿水大和：（会長挨拶）SSII2016　懇親会、高木賞表彰式, パシフィコ横浜 (2016.6.8-10)
輿水大和：（所長挨拶）IASAI所員会議、懇親会 (2016.6.11)
情報処理学会東海支部（支部長）　幹事会、運営委員会、報告会 (2016年度)
IEEE, Senior Member (2016.4.1～)
日本鉄鋼協会, センシングフォーラム（学術委員）(2016.4.1～)
(公益財団法人)科学技術交流財団、中小企業企画委員会（副委員長）（5/24打ち合せ、5/30
企画委員会ウインクあいち、3/21打ち合わせ、3/22企画委員会ウインクあいち）(2016.4.1～)
精密工学会(JSPE)画像応用技術専門委員会(IAIP)（顧問）（5/13運営委員会、7/22、9/16、
11/11、1/13、2/10３０周年記念総会）(2016.2～)
商議員、精密工学会JSPE東海支部 (2016.4～)
日本顔学会（会長、理事(兼任））, 理事会・総務会座長（3/18、4/1、4/22、5/27、6/24、7/15、8/7
、9/9、9/11、10/21、11/4、12/16、1/23、2/13、3/17）(2016.1.1～)
バリ取りロボット開発プロジェクト（科学技術交流財団サポイン事業）、補完研究（副委員長）
(2016～)
日本顔学会中部支部（代表幹事）(2016.4.1～)
電子情報通信学会IEICE教科書委員会（委員）(2016.4.1～)
パターン計測部会PM部会(SICE)（顧問）(2016.4.1～)
日本非破壊検査協会NDI005委員会（委員）(2016.4.1～)
画像センシング技術研究会SSII（会長）（4/8HQ会議・組織委員会座長、6/9組織委員会座長、
6/10拡大組織委員会、9/16SSII2016反省会、9/30内部監査、10/4内部監査、10/4キックオフ
会議、監査、11/4ステコミ＋組織委員会）(2016.4.1～)
ICMA 委員 (2016.4.1～)
FCV組織委員（組織委員長／非整備環境現場に駆動されたパターン認識技術協同研究委員
会HISEIBI委員長）, FCV2017（2017/2/1-3、韓国ソウル）(2016.4.1～)
QCAV組織委員長（IAIP顧問）(2016.4.1～)
電気学会D部門　非整備環境現場に駆動されたパターン認識技術協同研究委員会委員長, 
合同研究会（3/28-29新潟大学、9/5静岡大学浜松市、3/27-28宮崎大学(HISEIBI（委員長）)）

(2016.4.1～)

MVA　組織委員 (2016.4.1～)

AISM　実行委員（Pohang開催）、Stering Committee委員 (2016.4.1～)

OSAV　Program Committee Member (2016.4.1～)

IWAIT　Steering Board Committee（理事会）Member (2016.4.1～)

日仏メカトロニクス会議、組織委員会 (Mechatronics2016 at Compiene大 フランス 

2016/6/15-17開催) (General co-Cahir) (6/17実行委員会) (2016.4.1～)

独立行政法人日本学術振興会JST、文部科学省、新学術領域（評価委員）(2016～)

電気学会C部門「知覚融合センシング技術の実利用化協同研究委員会」（青木委員会）（委員）

(2016.4～)

新学術領域評価委員、学術振興事業団（委員）(2016.4)

SSII2016開催、組織委員長Co-Chair、SSII会長（パシフィコ横浜）(2016.6.8-10)

ViEW2016開催、組織委員、IAIP顧問（パシフィコ横浜）実行委員会（7/4、12/8）(2015.12.8-9

開催)

IAIP(JSPE)サマーセミナー、SS2016組織委員長Co-Chair（福井あわら温泉）(2016.8.31-9.1)

DIA2017組織・共同企画委員長（くにびきメッセ、松江市）(2017.3.9-10)

知能メカトロニクスワークショップ2016、組織委員会（IAIP/JSPE）（公立はこだて未来大学 

FUN）(2016.8.28-29)

似顔絵楽座、閉会式挨拶、賞の授与、S1大賞、竜王賞審査委員（日本顔学会長）, 栄オアシス 

(2016.4.9-10)

情報処理学会東海支部（支部長）(運営委員会・報告会5/16、幹事会6/22、大会豊田高専

9/12-13、幹事会11/30、幹事会2/22)

日本顔学会会長挨拶、輿水賞表彰（日本顔学会）, FORUM顔学2016（東京藝術大学）

(2016.11.19-20)

IEEJ、上級会員(2014.4.1～)、フェロー認証(2017年3月～理事会)

日本顔学会フォーラム顔学2016（会長）, 東京藝術大学 (2016.11.19-20)

情報処理学会IPSJ、フェロー認証（贈賞式2016年6月3日、学士会館）

HSI Stering Committee委員 (2016.4.1～)

APC2017へ大学より派遣（ROBOCUP国際大会2016）, Leipzig (2016.6.29-7.3)

IWAIT2017、Board Committee Member（2017/01/07-10、Seoul）(2016.4.1～)

電気関係学会東海支部大会2016副大会長挨拶（豊田高等専門学校、豊田市）(2016.9.12-13)

電気関係学会東海支部長（連合大会委員会4/14ベストウエスタンホvvテル、審査会4/18名

大、支部報告会総会5/16ルブラ王山、幹事会6/22中京大）(2016年度)

日本顔学会長賞（輿水大和）、表彰（2016年度、似顔絵楽座S1大賞）(2016.4.10)

輿水大和：協会委員（公益財団法人）情報処理振興協会 (2016) 
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梅村学園評議員 (2008～2017)
情報処理学会東海支部（支部長）幹事会、運営委員会、報告会 (2016年度)
中京大学理工系四半世紀記念事業世話人会代表（記念式典）(2017.2.17)
輿水大和：（開会挨拶）中京大学人工知能高等研究所・名古屋市科学館連携教室, 名古屋支
科学館 (2016.9.10)
輿水大和：（支部長挨拶）情報処理学会東海支部報告会, ルブラ王山 (2016.5.16)
輿水大和：（会長挨拶）SSII2016　懇親会、高木賞表彰式, パシフィコ横浜 (2016.6.8-10)
輿水大和：（所長挨拶）IASAI所員会議、懇親会 (2016.6.11)
情報処理学会東海支部（支部長）　幹事会、運営委員会、報告会 (2016年度)
IEEE, Senior Member (2016.4.1～)
日本鉄鋼協会, センシングフォーラム（学術委員）(2016.4.1～)
(公益財団法人)科学技術交流財団、中小企業企画委員会（副委員長）（5/24打ち合せ、5/30
企画委員会ウインクあいち、3/21打ち合わせ、3/22企画委員会ウインクあいち）(2016.4.1～)
精密工学会(JSPE)画像応用技術専門委員会(IAIP)（顧問）（5/13運営委員会、7/22、9/16、
11/11、1/13、2/10３０周年記念総会）(2016.2～)
商議員、精密工学会JSPE東海支部 (2016.4～)
日本顔学会（会長、理事(兼任））, 理事会・総務会座長（3/18、4/1、4/22、5/27、6/24、7/15、8/7
、9/9、9/11、10/21、11/4、12/16、1/23、2/13、3/17）(2016.1.1～)
バリ取りロボット開発プロジェクト（科学技術交流財団サポイン事業）、補完研究（副委員長）
(2016～)
日本顔学会中部支部（代表幹事）(2016.4.1～)
電子情報通信学会IEICE教科書委員会（委員）(2016.4.1～)
パターン計測部会PM部会(SICE)（顧問）(2016.4.1～)
日本非破壊検査協会NDI005委員会（委員）(2016.4.1～)
画像センシング技術研究会SSII（会長）（4/8HQ会議・組織委員会座長、6/9組織委員会座長、
6/10拡大組織委員会、9/16SSII2016反省会、9/30内部監査、10/4内部監査、10/4キックオフ
会議、監査、11/4ステコミ＋組織委員会）(2016.4.1～)
ICMA 委員 (2016.4.1～)
FCV組織委員（組織委員長／非整備環境現場に駆動されたパターン認識技術協同研究委員
会HISEIBI委員長）, FCV2017（2017/2/1-3、韓国ソウル）(2016.4.1～)
QCAV組織委員長（IAIP顧問）(2016.4.1～)
電気学会D部門　非整備環境現場に駆動されたパターン認識技術協同研究委員会委員長, 
合同研究会（3/28-29新潟大学、9/5静岡大学浜松市、3/27-28宮崎大学(HISEIBI（委員長）)）

(2016.4.1～)

MVA　組織委員 (2016.4.1～)

AISM　実行委員（Pohang開催）、Stering Committee委員 (2016.4.1～)

OSAV　Program Committee Member (2016.4.1～)

IWAIT　Steering Board Committee（理事会）Member (2016.4.1～)

日仏メカトロニクス会議、組織委員会 (Mechatronics2016 at Compiene大 フランス 

2016/6/15-17開催) (General co-Cahir) (6/17実行委員会) (2016.4.1～)

独立行政法人日本学術振興会JST、文部科学省、新学術領域（評価委員）(2016～)

電気学会C部門「知覚融合センシング技術の実利用化協同研究委員会」（青木委員会）（委員）

(2016.4～)

新学術領域評価委員、学術振興事業団（委員）(2016.4)

SSII2016開催、組織委員長Co-Chair、SSII会長（パシフィコ横浜）(2016.6.8-10)

ViEW2016開催、組織委員、IAIP顧問（パシフィコ横浜）実行委員会（7/4、12/8）(2015.12.8-9

開催)

IAIP(JSPE)サマーセミナー、SS2016組織委員長Co-Chair（福井あわら温泉）(2016.8.31-9.1)

DIA2017組織・共同企画委員長（くにびきメッセ、松江市）(2017.3.9-10)

知能メカトロニクスワークショップ2016、組織委員会（IAIP/JSPE）（公立はこだて未来大学 

FUN）(2016.8.28-29)

似顔絵楽座、閉会式挨拶、賞の授与、S1大賞、竜王賞審査委員（日本顔学会長）, 栄オアシス 

(2016.4.9-10)

情報処理学会東海支部（支部長）(運営委員会・報告会5/16、幹事会6/22、大会豊田高専

9/12-13、幹事会11/30、幹事会2/22)

日本顔学会会長挨拶、輿水賞表彰（日本顔学会）, FORUM顔学2016（東京藝術大学）

(2016.11.19-20)

IEEJ、上級会員(2014.4.1～)、フェロー認証(2017年3月～理事会)

日本顔学会フォーラム顔学2016（会長）, 東京藝術大学 (2016.11.19-20)

情報処理学会IPSJ、フェロー認証（贈賞式2016年6月3日、学士会館）

HSI Stering Committee委員 (2016.4.1～)

APC2017へ大学より派遣（ROBOCUP国際大会2016）, Leipzig (2016.6.29-7.3)

IWAIT2017、Board Committee Member（2017/01/07-10、Seoul）(2016.4.1～)

電気関係学会東海支部大会2016副大会長挨拶（豊田高等専門学校、豊田市）(2016.9.12-13)

電気関係学会東海支部長（連合大会委員会4/14ベストウエスタンホvvテル、審査会4/18名

大、支部報告会総会5/16ルブラ王山、幹事会6/22中京大）(2016年度)

日本顔学会長賞（輿水大和）、表彰（2016年度、似顔絵楽座S1大賞）(2016.4.10)

輿水大和：協会委員（公益財団法人）情報処理振興協会 (2016) 
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