
 

NEWS RELEASE          

 

 

 

 

  

 

Web: http://www.nii.ac.jp 

Twitter: @jouhouken 

facebook: https://www.facebook.com/jouhouken 

大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 

国立情報学研究所 

総務部企画課 広報チーム 

〒101-8430 千代田区一ツ橋 2-1-2 

直通：03-4212-2164 FAX：03-4212-2150 

 E-Mail: media@nii.ac.jp 

 

平成28年（2016年）10 月 3日 

 

 

 
 

 

大学共同利用機関法人 情報 ・システム研究機構 国立情報学研究所 （NII、東京都千代田区）の所長、

喜連川 優 （きつれがわ・まさる）がフランス共和国政府からレジオン・ドヌール勲章 （*1）シュバリエを

授与され、10月 3日にフランス大使公邸（東京都港区）でティエリー・ダナ（Thierry Dana）駐日フ

ランス大使による叙勲式が行われました。 

NII は平成 21年 （2009年）に情報学研究における日本とフランスの共同研究を促進する  日仏情報

学連携研究拠点（The Japanese-French Laboratory in Informatics: JFLI）」（*2）を設置したのをはじ

め、フランス国内の 15の大学 ・研究機関と国際交流協定を締結 （*3）し、  NII 国際インターンシッププ

ログラム」を通じた多数の学生の受け入れを行っています。喜連川は平成25年 （2013年）4月の所長

就任以降、NII が取り組む日仏間の情報学研究交流や学術研究交流の一層の推進に尽力してきました。 

また、研究者としては、長年にわたってデータベース工学の研究教育に携わり、ビッグデータの解析

において先駆的な研究を推進し、国家プロジェクト （*4）の中心研究者を務めて超巨大データベース処理

の高速化技術を開発するなど優れた研究成果を上げてきました。情報処理学会会長や日本学術会議情報

学委員会委員長、多くの政府の審議会委員など、さまざまな役職を通じた社会貢献も行ってきました。 

今回の受章は、NII における日仏交流への貢献と研究者としてのキャリアが評価されたものです。喜

連川のプロフィールにつきましては、別紙をご参照下さい。 

以上 
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（*1） レジオン・ドヌール勲章」：ナポレオン・ボナパルトによって、日本では江戸時代後期にあたる 1802

年（享和 2 年）に創設され、軍人や文化・科学・産業・商業・創作活動などの分野における民間人の 卓越

喜連川所長がレジオン・ドヌール勲章シュバリエを受章 

日仏間の情報学研究の交流推進などに貢献 
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した功績」を表彰することが目的。日仏間では、経済、文化交流の発展への功労者等に与えられる。詳細は

在日フランス大使館ウェブサイトの レジオン・ドヌール勲章」ページ（http://www.ambafrance-

jp.org/article480）参照。 

（*2） 日仏情報学連携研究拠点」： フランス国立科学研究センター （CNRS）、ピエール＆マリー・キュー

リー大学 （UPMC、パリ第 6大学）、東京大学 （大学院情報理工学系研究科）、NII、慶應義塾大学の 5機関で

構成。平成 24 年 （2012 年）より CNRS が国際研究組織  UMI」を運営し、同年、フランス国立情報学自動

制御研究所（INRIA）とパリ第 11 大学がフランス側のパートナーとして参加。 

（*3） フランス国内の 15 の大学・研究機関と国際交流協定を締結」： 平成 28 年（2016 年）9 月現在。 

（*4） 国家プロジェクト」： 内閣府最先端研究開発支援プログラム （FIRST）  超巨大データベース時代に

向けた最高速データベースエンジンの開発と当該エンジンを核とする戦略的社会サービスの実証 ・評価」。平

成 21 年（2009 年）度～平成 25 年（2013 年）度。 

http://www.ambafrance-jp.org/article480
http://www.ambafrance-jp.org/article480
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■研究分野（科研費分類） 

情報学－計算基盤、情報学－情報フロンティア－ウェブ情報学・サービス情報学 

 

■研究概要 

今日のコンピュータは大きく分けて、データの処理（computation）とデータの管理（management）

という２つの役割を果たしている。今日そして今後益々膨れ上がるデータの管理や情報洪水への対策に

関して研究をすすめている。 

 ビッグデータプラットフォーム 

 新しいデータベース非順序実行原理 

 高性能データベース処理システム  

 大規模サイバースペースマイニング  

 超巨大地球環境データシステム 

 高機能ストレージシステム 

 

■学 歴 

1978 年 東京大学工学部電子工学科 卒業 

1980 年 東京大学大学院工学系研究科情報工学専攻修士課程 修了 

1983 年 東京大学大学院工学系研究科情報工学専攻博士課程 修了 

 

喜連川 優 / KITSUREGAWA Masaru 

 

大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 所長 

東京大学生産技術研究所 教授  

 

生年月日：1955 年 7 月 13 日 

 

学位：1983 年 工学博士（東京大学） 

専門分野：データベース工学 

詳細情報： 

喜連川・豊田研究室：http://www.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/top/ 

http://www.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/top/
http://www.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/Kilab/Members/memo/kitsure.html
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■経 歴 

1983 年-1984 年 東京大学生産技術研究所 講師 

1984 年-1997 年 東京大学生産技術研究所 助教授 

1997 年-現在  東京大学生産技術研究所 教授 

1998 年-2003 年 東京大学生産技術研究所概念情報工学研究センター センター長 

2003 年-2013 年 東京大学生産技術研究所戦略情報融合国際研究センター センター長 

2005 年-2011 年 文科省「情報爆発」特定研究領域 代表 

2005 年-2013 年 情報・システム研究機構国立情報学研究所 客員教授 

2007 年-2010 年 経済産業省「情報大航海」戦略会議 委員長 

2008 年-2012 年 文部科学省 科学官 

2010 年-2014 年 東京大学地球観測データ統融合連携研究機構 機構長 

2010 年-現在  日本学術会議会員（第 22 期） 

2010 年-2014 年 内閣府最先端研究開発支援プログラム中心研究者 

2012 年  国立情報学研究所 所長特別補佐 

2013 年 14 月  国立情報学研究所 所長 就任 

2013 年-2015 年 情報処理学会 会長 

 

■受賞歴 

2004 年 13 月  情報処理学会フェロー 

2005 年 19 月  電子情報通信学会フェロー 

2009 年 16 月  ACM SIGMOD Edgar F.Codd Innovations Award 受賞 

2012 年 12 月  ACM フェロー 

2012 年 12 月  IEEE フェロー 

2013 年 11 月  紫綬褒章 

2015 年 14 月  全国発明表彰「21 世紀発明賞」 

2015 年 10 月  C&C 賞（グループ A） 

 

以上 


