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情報化社会を支える
基盤技術の確立をめざして
21世紀の情報化社会が花開くためには、
高度な情報処理と通信の技術が不可欠です。
計算機に代表される情報処理装置には、
高機能化、
高性能化、
小型化が要求されています。
通信には大容量マルチメディア情報の高速高信頼度伝送をいつでも、
どこでも可能とすることが要求されています。
通信情報システム専攻は、
情報処理装置とディジタル情報通信の分野で
未来技術の発展を支えます。

うか。
コンピュータの黎明期であった1960年代にはこんな逸話がありました。
「この飛行機に載せるソフトウェアの重さはどれだけなんだ。」「重さはな
い。」「100万ドルもの開発費をかけて重さがないなんてことがあるか。じゃ
あ、あのプログラムが記録されたパンチカードの束はなんだ。重さがある
じゃないか。」「ソフトウェアはカードに空いた穴の部分さ」
「ソフトウェアは目に見えない」といったら皆さんはどう思われるでしょ
うか。穴ならば目には見えないような気もしますが、本当に「目に見えな
い」のかと言われるとはなはだ疑問です。ソフトウェアは頻繁に不具合を起
こし、その姿を我々に見せてしまっているのが現実です。しかし、ソフト
ウェア－－－特に社会基盤の一部としてのそれ－－－は、うまく動いて当たり前、
普段は存在を意識しない・する必要のない、という意味での「見えない」も
のであるべきではないでしょうか。
我々の研究室では、ソフトウェアの安全性・信頼性の向上－－－いわばソフト
ウェアの「見えない化」－－－に資する幅広い研究を行っています。実践的なと
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ソフト ウェアの「 見 えない化 」

「ソフトウェアには重さがない」といったら皆さんはどう思われるでしょ

ころでは、新しいプログラミング言語やプログラム自動検証技術を開発して
いますが、それらは、全て、数理論理学とも関連が深い計算機プログラムの
基礎理論研究に基づいています。
通信情報システム専攻では、情報社会での「見えない」インフラ技術であ
る計算機、通信、集積システムの研究を行っています。世界最先端の学術研
究から、産業界と共同で推進する身近で親しみやすい研究まで、幅広くやり
がいのある課題に取り組んでいます。通信情報システム専攻で世界から「見
える」研究者・技術者を目指してみませんか。

通信情報システム専攻 教授

IGARASHI Atsushi

五十嵐 淳
大学院 情報学研究科

2000年3月東京大学大学院理学系研究科情報科学専攻博士課程修了。2000年4月東京大学大学院総合文化研究科助手。
2002年4月京都大学大学院情報学研究科講師。2006年4月同助教授。2012年10月より京都大学大学院情報学研究科教
授。博士(理学)。専門はプログラミング言語の基礎理論。2006年11月第20回日本IBM科学賞(コンピュータサイエンス
分野)受賞。2009年4月科学技術分野の文部科学大臣表彰若手科学者賞受賞。2009年11月第1回マイクロソフトリサー
チ日本情報学研究賞(基礎的情報学分野)受賞。2011年7月Dahl‒Nygaard Junior Prize受賞。
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■講座・分野一覧
講座名

分野名

コンピュータ工学

通信システム工学

集積システム工学

研究指導分野

担当教授

論理回路

論理回路、
アルゴリズム、
計算量理論

湊 真一

計算機アーキテクチャ

算術演算回路、組込みシステム設計技術、超伝導プロセッサ

高木 直史

計算機ソフトウェア

プログラム理論、
プログラム検証、
プログラミング言語

五十嵐 淳

ディジタル通信

高速広帯域高信頼度ディジタル通信方式

原田 博司

伝送メディア

伝送メディアの高度利用とその応用

守倉 正博

知的通信網

情報通信ネットワークの設計と性能評価

大木 英司

情報回路方式

大規模・高性能情報回路のアーキテクチャと方式設計技術

佐藤 高史

大規模集積回路

大規模・高性能LSIの回路技術と設計技術

小野寺 秀俊

超高速信号処理

高速・高精度ディジタル信号処理方式

佐藤 亨

電波・光・音波の電子技術を用いた
大気計測と地球環境情報

山本 衛

地球電波工学
（協力） リモートセンシング工学
地球大気計測

橋口 浩之

■授業科目
博士後期課程科目

修士課程科目
離散アルゴリズム理論

ハードウェア アルゴリズム

情報通信技術のデザイン

コンピュータ工学特別セミナー

ディジタル通信工学

ディジタル信号処理論

リモートセンシング工学

通信システム工学特別セミナー

情報ネットワーク

伝送メディア工学特論

通信情報システム特別研究１

集積システム工学特別セミナー

集積回路工学特論

プログラム意味論

通信情報システム特別研究２

地球電波工学特別セミナー

並列計算機アーキテクチャ

応用集積システム

通信情報システム特別セミナー

Introduction to Algorithms and Informatics（アルゴリズムと情報学入門）
Theory of Computational Complexity（計算量理論）
Atmospheric Measurement Techniques（大気環境光電波計測）
System-Level Design Methodology for SoCs（集積システム設計論）
Parallel and Distributed Systems (並列分散システム論)

■教員名簿
教

（生）
：生存圏研究所

授

湊 真一

高木 直史

五十嵐 淳

原田 博司

守倉 正博

大木 英司

佐藤 高史

小野寺 秀俊

佐藤 亨

山本 衛（生） 橋口 浩之（生）
准教授
François Le Gall（特定准教授） 高木 一義
石原 亨
講

師

廣本 正之
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助

末永 幸平

村田 英一

松村 武（特定准教授） 山本 高至

新熊 亮一

教

玉置 卓 高瀬 英希 馬谷 誠二 水谷 圭一
古本 淳一（生） 矢吹 正教（生）

西尾 理志

佐藤 丈博

橋本 大志

塩見 準

コンピュータ工学講座
情報化社会の急速な進展に伴い、計算機の性能向上の要求がますます増大しています。この
要求に応えるために、超並列情報処理を可能とする新しい計算機構成、その基礎となる論理回路、
オペレーティングシステムやプログラミング言語処理系などの基本ソフトウェア等、計算機の基盤
技術に関わる先端的な教育・研究を行います。

論理回路分野
計算困難問題への挑戦
問題を計算機で効率良く解くためのアルゴリズムの教育・研究を行います。
アルゴリズムは
問題を機械的に解く手順のことで、算術演算等は論理回路によって、より高いレベルではプロ
グラムによって実現されます。円周率計算は計算機が得意とする典型例ですが、時間割や列車
ダイヤの編成は計算機では難しく、計算困難問題と呼ばれています。
アルゴリズム工学の立場
から、
このような計算困難問題に挑戦し、計算機の社会への一層の貢献を可能にします。
[ 湊 真一・François Le Gall・玉置 卓 ]
通 信 情 報システム専 攻

計算機アーキテクチャ分野
先進的な計算機構とその設計技術
高性能かつ低消費電力を実現する次世代の計算機構およびその設計技術に関する研究・教
育を行います。主要な研究課題としては、書き換え可能なハードウェアである FPGA に適した算
術演算アルゴリズムの開発、プログラマブル SoC のための組込みシステムの協調設計環境、組
込みリアルタイムシステムの省エネルギー化を実現する基盤ソフトウェア技術、超伝導デバイス
を用いたマイクロプロセッサやアクセラレータの論理設計およびその設計支援環境（CAD）の開
発などに取り組みます。

［高木 直史・高木 一義・高瀬 英希］

世界初の内蔵プログラムが動作する
超伝導RSFQプロセッサCORE e4

計算機ソフトウェア分野
高効率・高信頼ソフトウェア構築のための理論と応用
プログラミング言語を主要テーマとして高効率・高信頼ソフトウェア構築のた
めの理論と応用に関する教育・研究を行います。特に、型理論・モデル検査など、
数理論理学に基づくプログラム検証技法の理論とその応用、そして関数プログラ
ミングやオブジェクト指向プログラミングの考え方を生かした、抽象度が高い記
述が可能なプログラミング言語の設計・開発に取り組みます。
［五十嵐 淳・末永 幸平・馬谷誠二］
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通信システム工学講座
ネットワークを意識することなくマルチメディア情報が意のままに取り扱える高
次情報通信ネットワークの構築に向けて先端的な教育・研究を行います。すな
わち、有線無線統合ディジタル情報通信ネットワークの構築、それを支える適応
信号処理・伝送技術、情報伝送メディア、ネットワーク設計・制御技術、通信
プロトコルなど情報通信ネットワークの基盤技術に関わる分野を対象とします。

ディジタル通信分野
ユビキタス・ネット社会を支えるワイヤレス技術の確立をめざして
携帯電話に加え、無線 LAN や微小無線 IC チップ等の

を目指して、無線資源の最適管理技術や送受信信号処理

開発も相まって、ユビキタス・ネット化が急進展していま

が一体化した高度な無線伝送技術、複数システム間の周

す。直接目には見えなくてもワイヤレス技術により様々な

波数共用技術等につい

機器、装置、センサが縦横無尽にネット接続され、特に意

て教育・研究を行います。

識しなくともその恩恵を自然と受けられる時代が来よう

[ 原田 博司・村田 英一・

としています。そのような時代に必要となる自律分散制

松村 武・水谷 圭一 ]

御無線ネットワークを含む高度無線ネットワークの実現

伝送メディア分野
異種分野技術融合による統一的無線プラットフォームを目指して
次世代無線アクセス方式ではマイクロ波通信に加え

ど、これまでにない技術

ミリ波通信導入による高速化・大容量化が期待される

の研究・開発、および、

一方、ミリ波帯特有の人体による通信路遮蔽問題のた

それらを通した 新 た な

め、急峻な通信品質低下や切断が生じ、体感品質を大

時 代 を 切り開く学 生 の

きく低下させます。
このような課題に対してコンピュー

教育を行います。

タビジョンや機械学習といった異分野技術と無線通信 ［守倉 正博・山本 高至・
制御技術を統合的に活用した無線プラットフォームな

西尾 理志］

知的通信網分野
社会基盤として情報通信ネットワークがあるべき姿
IoT (Internet of Things)、
ビッグデータ、
AI（人工知能）

軟 性 を 兼 ね 備えた

時代において、高度なネットワーク技術の必要性はます

ネットワークについ

ます高まっています。データを収集する役割を担うス

て、理論から実装ま

マートフォンやIoTデバイス、
データを蓄積するデータセ

で幅広いアプローチ

ンター、そしてデータを計算処理し人々に価値をもたら

で、社会、情報、
デバイス、
エネルギーの総合的観点から、

すクラウドや様々なアプリを相互接続し、
データが人々に

研究開発に取り組みます。

もたらす恩恵を最大化できるような高速性、信頼性、柔
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［大木 英司・新熊 亮一・佐藤 丈博］

集積システム工学講座
マルチメディア、計算機および通信装置を実現する基盤技術である大規模で高速・高機能な情
報回路に関する教育・研究を行います。すなわち、そのアーキテクチャと回路構成、高速信号処
理／超並列処理アルゴリズム、これらを先端 LSI 化するための高度設計技術などの情報回路の基
盤技術を対象とします。

情報回路方式分野
システムLSIのアーキテクチャ設計技術
大容量メディアデータの実時間処理や、電池駆動での長時間動作、高い信頼性などが要
求されるシステム LSI を実現する上で、半導体技術の進歩の恩恵を最大限に生かすアーキ
テクチャ設計技術の重要性がますます高まっています。
本分野では、（1）回路性能の最適化
とその特性保証の礎となる回路解析・設計技術、
（2）
システム LSI のベースとなる各種プロ
セッサや再構成デバイスなどのアーキテクチャ、ならびに
（3）画像処理、画像圧縮符号化、通
信等の応用に向けたハードウェアアルゴリズムや組込みソフトウェア、設計方法論の教育・
研究・開発を進めています。
通 信 情 報システム専 攻

［佐藤 高史・廣本 正之］
新しい再構成アーキテクチャの試作チップ
（65nmプロセス）を搭載したボード

大規模集積回路分野
先端LSIの設計技術・設計支援技術の研究
集積回路（LSI）は電子機器の高機能化、高性能化、低価格化を担うキーデバイスです。
1959 年に数個の素子の集合として誕生した集積回路は、今や 10 億素子の集積化が可能に
なっています。急激な回路規模の増大に伴い、どのように回路を構成すればよいかや、どう
やって設計すればよいかが重要な課題です。
また、微細化の深化に伴い、デバイスの特性ば
らつきや製造性の劣化が深刻な問題となっています。本分野では、大規模化や微細化に適
した LSI の回路構成技術や設計技術、製造が容易で信頼性の高い LSI の実現技術、高性能
で消費電力の少ない組込みシステムの設計技術などについて教育・研究しています。
［小野寺 秀俊・石原 亨・塩見 準］

設計・試作したチップとその性能評価の風景

超高速信号処理分野
信号に含まれる情報の本質を探る
信号処理を行うとき、何を信号とし何を雑音や

法の限界を超える高度な処理技術を実現すること

妨害とみなすかによって処理の方法は大きく異な

を目的として、レーダーや超音波計測における信

ります。最適な処理法を構成するためには求める

号の性質を研究し、推定の高速化・高精度化を進

情報と与えられる信号の関係を完全に理解しモデ

めています。

［佐藤 亨・橋本 大志］

ル化する必要があります。本分野では、通常の処理
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地球電波工学（協力）講座
地表付近から電離圏までの広範な地球大気に関する電波科学、電波工学、
情報通信工学の研究・教育を行います。高度な電子回路、計算機技術を駆使
した各種レーダーのシステム開発、レーダー情報処理、レーダーを用いた大気
波動観測とリモートセンシングなどの電波応用工学、情報処理などの分野を対
象とします。

リモートセンシング工学分野
レーダーを使って大気を探る
インドネシア赤道域は地球大気大循環の駆動源であ
り、エルニーニョ等の赤道域における現象が日本の気象
変動にも影響を与えています。MU レーダー観測で培っ
た技術を活かして VHF 帯の赤道大気レーダーを開発し、
赤道域大気現象の観測研究を行っています。
また、特定
の現象に観測対象を絞ったレーダーも各種開発してい

インドネシア共和国西スマトラ州の赤道直下に設置されている
赤道大気レーダー。規模はMUレーダーと同程度。

ます。なかでも下層大気（高度 10km 以下）観測に特化し

下層大気に留まらず、中層大気
（10 ～ 100km）
を経て電

た小型大気レーダーは、我が国の気象庁が全国 33 地点

離圏（100km 以高）に至る地球大気圏の広範な領域を対

に展開しているレーダー観測ネットワーク（WINDAS）に

象とします。

［山本 衛］

採用され天気予報業務に利用されています。研究領域は

地球大気計測分野
大気環境情報の新しい計測技術開発を目指して
電波・光・音を駆使した新しい大気計測方法を開発し、 種々の手法を駆使して、我々の生存環境の保護膜である
観測データを収集・処理してグローバルな大気環境情
報を発信する研究・教育を行います。
具体的には、温度

地球大気の諸現象の解明を目指します。
［橋口 浩之・古本 淳一・矢吹 正教］

や 水 蒸 気 のレ ー
ダ ー・音 波 複 合
観 測 やレ ー ザ ー
レーダー観測など
の技術開発、レー
ダーイメージング
による大気乱流の高分解能観測のためのソフトウェア無
線機を活用したレーダー用受信機の開発、MU レーダー
を用いたアダプティブクラッター抑圧技術開発などを
行っています。
これらを用いた国内外でのフィールド大気

滋賀県甲賀市信楽町に設置されているMUレーダー。

観測の実施、衛星データの解析や数値モデリングなど、 アンテナ直径は103m。
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