知能情報学専攻

知の解明と構築
人間らしいしなやかな
情報処理の実現
高度情報化社会では、
人間らしい、
しなやかな能力をもつ
情報処理がもとめられます。
生体の情報処理は、
長い進化の過程で自らの構造・機能を
環境に適応されることによって獲得したもので、
他に例を見ません。
知能情報学は、
生体、
とりわけ人間の情報処理機構を解明し、
これを高次情報処理の分野に展開することを目的とした
学際的な学問領域です。
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を構築・発展させることを目指す学際的な研究分野です。「知能」という
語からは「人工知能」を連想するかも知れませんが、本専攻では知能を

知能情報学専攻

知 能 情 報 学へよ うこそ

知能情報学は人間の高度で知的な情報処理について学び、また、それら

もっと多面的に、かつ広い視野から捉えています。具体的には、(1) 生体の
知的な活動の根源としての生命、脳・神経、認知、行動などの人間や生体
の原理、(2) 画像、音声、言語といった情報メディア、さらには (3) 人間と
メディアのインタラクション、人工知能や機械学習、ソフトウェアやネッ
トワークといった、人間と情報処理の関わるさまざまな側面に関する研
究・教育を行っています。個別の学問領域で行われてきた、これらの研
究・教育を、知能と情報の観点から、横断的に俯瞰しているのが本専攻の
特色です。専攻内の教員や学生のバックグラウンドは多彩ですが、互いに
切磋琢磨しながら、知の理解と構築という共通の目標に向かっています。
一つの学問領域の中だけでは解決できない複雑な人間の知性の謎を解き明
かし、それらを情報処理に活かすことの醍醐味と知的興奮を、皆さんにも
ぜひ味わって頂きたいと思っています。
本専攻では、情報・工学系のみならず、様々な分野の出身の方々に受験して
いただけるような入試を行っています。また、分野横断的な知識を基礎から
学べるカリキュラムも整えています。ぜひ、私たちと一緒に「知」の深淵を
探求してみませんか。

西野 恒
NISHINO Ko
大学院情報学研究科 知能情報学専攻 教授
2002年 東京大学 博士課程修了。
コロンビア大学、ドレクセル大学などを経て、2018年より京都大学
大学院情報学研究科知能情報学専攻教授。
博士（理学）。
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知能情報学専攻

概

要

■講座・分野一覧
講座名

分野名

脳認知科学

研究指導分野

担当教授

脳情報学

神経・脳の動作原理と情報処理の基本原理

神谷 之康

心理情報学

人間の高次脳機能の解明とその応用

熊田 孝恒

認知情報学

人間の感覚認知情報処理

西田 眞也
中原 裕之
佐藤 弥

計算論的認知神経科学（連携） 脳の情報処理と脳計算モデル

認知システム

知能メディア

メディア応用
（協力）

知能計算

知的な情報処理機構のための情報のモデリング

山本 章博

集合知システム

機械学習とデータマイニング

鹿島 久嗣

会話情報学

インタラクションの理解とデザイン

言語メディア

自然言語処理、
知識情報処理

黒橋 禎夫

音声メディア

音声
（音楽・環境音を含む）
の認識・理解・生成

河原 達也

コンピュータビジョン

視覚情報処理、
視覚知能

西野 恒

映像メディア

映像や身体感覚を介したインタラクション

ネットワークメディア

マルチメディア情報ネットワークの実現技術

岡部 寿男

テキストメディア

音声言語処理を用いたディジタルアーカイブの高度化

森 信介

バイオインフォマティクス、
計算システム生物学

阿久津 達也

生命システム情報学（協力） バイオ情報ネットワーク

■授業科目
博士後期課程科目

修士課程科目
認知科学基礎論

パターン認識特論

ビジュアルインタフェース

知能情報学特別セミナー

情報科学基礎論

会話情報学

統計的学習理論

脳認知科学特別セミナー

生命情報学基礎論

マルチメディア通信

生命情報学特論

認知システム特別セミナー

認知科学演習

音声情報処理特論

知能情報学セミナーI、II、III、IV

知能メディア特別セミナー

知能情報学特殊研究1

メディア応用特別セミナー

知能情報学特殊研究2

生命システム情報学特別セミナー

計算論的認知神経科学 言語情報処理特論
計算論的学習理論

コンピュータビジョン

■教員名簿
教

（メ）:学術情報メディアセンター

授

神谷 之康

熊田 孝恒

西田 眞也

中原 裕之（理化学研究所 連携） 佐藤 弥（理化学研究所 連携） 山本 章博

鹿島 久嗣

黒橋 禎夫

河原 達也

西野 恒

岡部 寿男（メ） 森 信介（メ） 阿久津 達也（化学研究所）

准教授
中島 亮一

山田 誠

南條 浩輝(メ)
講

水原 啓暁

市瀬 夏洋

越智景子(特定助教)
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吉井 和佳

延原 章平

近藤 一晃(メ)

宮崎 修一（メ）

村脇 有吾

Yang Wu（特定講師）

教

前川 真吾

11

Chenhui Chu(特定准教授)

師

細川 浩
助

中澤 篤志

田村 武幸（化学研究所）

小林 靖明

竹内 孝

Fei Cheng(特定助教)

井上 昂治

中村 栄太（特定助教）

下西 慶（メ） 小谷 大祐（メ） 亀甲 博貴（メ） 森 智弥（化学研究所）

脳認知科学講座
高度に発達した生体、特に人間の情報処理過程を生理学的、認知科学的に探究し、応用分野
へ展開することをめざします。このため、神経系の情報処理機構を分子・生化学、生理学的方法
で解析し、その動作原理を解明し、新しい情報処理システムの創出を図ります。また、人間の感覚、
知覚、学習、記憶、思考、推論の過程を認知科学的視点や、計算論的神経科 学の視点から分析し、
それらの情報処理メカニズムを追究します。

知能情報学専攻

脳情報学分野
脳から心を解読する
脳の信号は心の状態を表現する「コード」と見なすことがで

また、脳信号から心の状態を解読（デコード）し、ロボットや

きます。本研究室では、機械学習等の情報科学の手法を利用し

コンピュータを制御するブレイン－マシン・インターフェースや、

て脳の情報処理や情報表現をモデル化する方法と、その応用技

身体を介さないコミュニケーション技術の開発をしています。
[ 神谷 之康・細川 浩・前川 真吾 ]

術の研究をしています。脳計測データ、行動データ、および、
画像・テキスト等のマルチメディアデータを利用して脳と心を対
応づける予測モデルを構築し、脳の情報処理原理を解明します。

心理情報学分野
人間の脳や心の働きの科学的解明をめざして
人間の脳と心の働き、とりわけ知性の本質である認知、注
意、行動の選択といった高次の機能を、心理学、脳科学、工

インターフェースの開発、およびニューロマーケティングへの応
用などを目指しています。 ［熊田 孝恒・中島 亮一・市瀬 夏洋］

学を融合したアプローチで解明しようとしています。特に、脳
神経科学的手法（fMRI や脳波）を用いた人間の脳のメカニ
ズム解明や、心理学的手法や工学的手法を用いたさまざまな
行動の原理解明を重点的に行っています。また、それらに基

眼球運動計測によるタッ
チパネル使用時の視覚
反応選択過程解明のた
めの実験

づいて、 運転支援技術や高齢者や情報弱者にもわかりやすい

認知情報学分野
人間の感覚認知情報処理の理解を目指して
心理物理学、計算機シミュレーション、脳波計測などの手法を
もちいて、感覚、認識、言語といった人間の情報処理の原理と、
その背後にある脳メカニズムを理解することを目指しています。人
間の脳を人工知能システムと比較することで、人間の情報処理の
特性を考えるとともに、人間の特性を利用した情報技術の開発に
も取り組みます。
［西田 眞也・水原 啓暁］

質感の知覚も研究中

脳波計測による脳研究

Graduate School of Informatics
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知能情報学専攻

概
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計算論的認知神経科学連携ユニット

※連携先 : 理化学研究所脳科学総合研究センター

脳の情報処理と脳計算モデル
人間のしなやかな行動が脳の情報処理としていかに

しなやかな
行動

実現されるかを、実験と理論の協同から教育・研究し
ます。具体的には、意思決定と学習、報酬期待や情
動そして他人を慮る社会行動などを対象とします。た
とえば、心理学的実験でのヒト fMRI による脳活動計

行動データ

測、脳計算モデルの構築とシミュレーションを用いま

脳活動データ

す。人間の行動と脳回路への興味、統計情報科学や
機械学習の素養（強化学習・ベイズ推論・情報理論・

脳計算
モデル

脳情報
処理

データ解析など）が生かされます。
［中原 裕之・佐藤 弥（理化学研究所）］

認知システム講座
人間のような柔軟な情報処理を実現するために、情報の構成要素と構造を明
らかにし、情報を抽出・認識・理解・記述する処理系を研究します。データ解
析技術・高次推論機構・インタラクションという観点から知能情報学に対する
新しい取り組みを展開しています。

知能計算分野
知的な情報処理を支える基礎理論の構築
当研究室では、機械学習の理論を中心として、人間の
高次推論機構の性質を解明し、それを用いて与えられた
データの集合から適切な情報を取出すための計算機構や
ソフトウェアを構築することを目標に研究を行っています。
これらの研究は、計算の理論、形式言語理論、データ構
造の解析などを基礎としており、データの集合からの知識
発見手法、数理論理学や計算数学との関係の解明へと展
開することで、知識情報学における新たな基盤の構築を目
指しています。

［山本 章博・小林 靖明］

知的情報処理のための基盤構築
基礎理論・実現手法

機械学習の理論、高次推論
知識発見、数理論理、計算代数など
計算の理論、形式言語理論
データ構造解析など
情報科学の基礎理論
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集合知システム分野
データ解析技術を武器に世の中にインパクトを
データ解析技術を中心とした知能情報技術の基礎技術の発
展とその実世界への還元を目指して研究を行っています。特

① 新規データ解析手法の開発

② データ解析技術の先進応用

に、統計的機械学習やデータマイニング手法の研究開発を行
うとともに、様々な分野の重要な課題の解決に向けデータ解析
の立場から取り組んでいます。
また、コンピュータだけでは解決
できない困難な課題に対して、人間とコンピュータの両者の力を

③ ヒューマン・コンピュテーション

知能情報学専攻

合わせることで解決するための研究も行っています。
［鹿島 久嗣 ・ 山田 誠 ・ 竹内孝］

会話情報学分野
インタラクションの理解とデザイン
人間同士のインタラクションを媒介し、社会知を増進する知

開 発しています。インタラクティブシステムの研究では、
コミュ

能情報システムの設計・構築・応用・評価を研究テーマとし

ニケーションブロトコルを学習的に構築する能力を持つエー

て掲げています。インタラクションの理解の研究では、インタ

ジェントを研究開発しています。認知的デザインの研究では、

ラクションのセンシングで得られたデータの分析を通してその

人間の認知特性が現れる具体的な現象を手がかりに、人工物

性質を解明するとともに、インタラクションのモデルを構築し

の表現や機能、制御、さらには、インタラクションそのものを

ています。インタラクションのための人認識技術の研究では、

設計することを目指した取り組みを行っています。

インタラクションの理解のために必要な基礎計測技術（画像ト
ラッキング、 注 視 点 計 測 ） および そ の 情 報 の 解 析 技 術 を

http://www.ii.ist.i.kyoto-u.ac.jp/
［中澤 篤志］
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知能メディア講座
情報を表現、蓄積、伝送するための基本メディアとして言語、音声、画像
を取り上げ、各メディアによって表される多様な情報内容を解析、認識、理解
する方法および情報の持つ意味内容を効果的に表現・伝送するためのメディア
生成、編集法について教育・研究します。

言語メディア分野
言語を理解するコンピュータをめざして
言語の仕組みとそれを用いたコミュニケーションの

・医療 AI 化のための医療テキストの構造化と知識処理

仕組みを計算機が扱える正確さで解明する理論的研究

・行政と市民の新たなコミュニケーションチャネルとし

と、それによって情報検索、自動翻訳、マンマシンインタ

ての対話システム構築

フェース等をより高度化して人間の活動を支援する工学

・自動翻訳の実利用に関する研究（大学講義の同時翻訳

的研究を行っています。

など）

■言語理解の基礎的研究：Web から収集した 100 億

［黒橋 禎夫・Chenhui Chu・村脇 有吾・Fei Cheng］

文超の大規模テキストをクラスタ計算機で処理すること
により述語項構造パターン、事態間関係知識等の自動
学習を行い、さらに、知識に基づく文章理解について研
究を進めています。
■ 言語処理の実社会応用に関する研究：実データを
持つ様々な機関と協力し次のような研究を展開してい
ます。
・SNS テキスト、コンタクトセンター問合せログ等の高
度な情報集約

音声メディア分野
音声（音楽・環境音を含む）を認識・理解するロボットをめざして
人間の知の創造・伝達の多くは、音声によるコミュ
ニケーションによって行われています。本分野では、人
間どうしがやりとりを行う音声メディアを分析し、自動
認識・理解した上で、インタラクションを行えるシステ
ムの実現をめざします。具体的には、会議や講演のよう
な自然な話し言葉音声をテキスト化するシステム、複
数の話者や音源などからなる音環境や音楽を解析する
システム、非言語情報も統合しながら自然な対話が行
える人間型ロボットなどの研究に取り組みます。
[ 河原 達也・吉井 和佳・井上 昂治・中村 栄太・越智 景子]
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音声メディア分野の概要

コンピュータビジョン分野
コンピュータの視覚の実現をめざして
人間の大脳皮質の約40パーセントは、視覚情報処理に割り当て
られていると考えられています。コンピュータによる知能的な視覚
情報処理は、人工知能の実現のために不可欠な研究課題であり、
その実現過程は人間の視覚知能の解明のために有益な示唆を与
えると思われます。知能的なコンピュータビジョンの実現に向け、
我々は特に人の意図や気分などの内面をその行動や動きの映像か
びに素材や表面属性などの物理的及び意味的情報を推定する研

群衆追跡

知能情報学専攻

ら理解する研究、画像内の物や風景から周りの環境や状態、なら
水中３次元形状計測

究、さらにはより豊かな視覚情報取得のための情報処理が一体化
された撮像システムの開発に関する研究をおこなっています。
［西野 恒・延原 章平・Yang Wu］

反射率・光源環境推定

メディア応用（協力）講座

コンピュータによるメディア処理は、そのメディアがもつ大きな表現力と、情報収集力、実時間対
話能力など、これまでになかった新しくて大きな可能性を秘めています。このようなメディアの持つ能
力を最大限に活用できる応用分野として、画像・言語・音声が統合された映像メディアを利用する
新たな教育環境の構築を通して、メディア応用技術の教育・研究を行います。大学の教育現場にお
いて実際に使えるものを作る喜びを体験できます。

映像メディア分野
映像や身体感覚を介した人間中心の情報・機械システムをめざして
人間の活動をモデル化し、人間の活動を支援する情報メディアや機械システムを創る
ことが研究テーマです。人間を見守るメディア、動作や運動を助けてくれるメディア、人間
どうしをつないでくれるメディア、記憶を補助してくれるメディア等、様々なメディアが考
えられます。
これらに共通するのは、人間が系の中心に存在し、情報システムやロボット
などの機械が協調することによって、人間の能力を増強するということです。そのため
に、
（１）人工知能や知識処理、
（２）人間の行動・生理的活動の観測・認識（画像/音声/生
体信号/自然言語など）
、
（３）人間の行動・活動のモデル化（人間の動作やその制御のモ
デル、
コミュニケーション行動の解析など）
、
を基礎とし、
（４）
ロボットや人工エージェン
トの制御技術を用いて、
（５）情報メディア・機械の設計や実装を行っています。
・動作から人間の意図を推定して可視化するインタフェース
・ウェアラブルコンピュータによる体験記録と行動支援
・生体信号を用いた行動解析や動作支援
・表情認識を用いた健康科学や認知症介護の支援
・学内外の研究所・研究センターとの画像解析や AI 技術を用いた共同研究
［近藤 一晃・下西 慶］
Graduate School of Informatics
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知能情報学専攻

概

要

ネットワークメディア分野
ユビキタスネットワーキング環境の実現をめざして
あらゆるものにコンピュータとネットワーク機能が組
み込まれ、いつでもどこでもネットワークに接続され
る “ ユビキタス ” ネットワーク社会。その社会を支える
技術として、IPv6 アーキテクチャやプログラマブルな
ネットワークなどの次世代インターネット技術、設定自
動化などの運用技術、認証連携など様々なサービスを
支えるプラットフォーム技術、セキュリティに関する研
究を行なっています。また、エネルギーの情報化のた
めの電力ルーティング、電源割り当て、資源予約や割
り込みなどに、インターネット技術を応用するための
研究も行っています。さらに、組合せ最適化問題に対

オンデマンド型電力ネットワークのデモ展示の様子

するアルゴリズム開発や性能解析、問題の計算複雑性
解析などの研究も行っています。
［岡部 寿男・宮崎 修一・小谷 大祐］

テキストメディア分野
音声言語処理を用いた マルチメディアアーカイブの高度化
古来、人類の知は文書に記録されてきました。本分野

具体的な対象としては、料理レシピに代表される作

では、これを理解し新たな知を記述できるコンピュー

業手順書とその実施ビデオ、歴史や地理の調査文献に

ターの創造を目指しています。そのための基盤として、

例示される学知、コンピューターによるゲームの思考や

自然言語の理解とそのために必要となる基礎的な自然

データ分析などの実世界メディアを扱っています。

言語処理の研究を行っています。加えて、データ分析や
未来予測などのコンピューターの思考、あるいは映像
や音声などの他のメディアを言葉で説明する自然言語
生成について研究を行っています。
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研究の成果を応用して、人類の知をコンピューター
によって拡張することを目指します。
［森 信介・南條 浩輝・亀甲 博貴］

生命システム情報学（協力）講座
生命は非常に複雑なシステムであり、特に細胞レベルでは、様々な種類の化合物、タンパク質、遺伝子など
が相互作用しています。生命システム情報学講座では、生命を相互作用のネットワークから成るシステムととらえ、
情報学という視点を中心に、そのシステムを解明・理解するための教育・研究を行っています。

知能情報学専攻

バイオ情報ネットワーク分野
バイオ情報解析のための情報技術
バイオ情報ネットワーク分野では、遺伝子間、タンパク質間、
化合物間、および、それらにまたがる相互作用の推定や、相
互作用ネットワークの解析のためのアルゴリズムを数理的手法
に基づ いて開発します。また、配列解析やタンパク質の高次
構造や機能の推定など、バイオインフォマティクスにおける他
の課題についてのアルゴリズムやソフトウェアの開発にも取り
組みます。

［阿久津 達也・田村 武幸・森 智弥］

タンパク質立体構造と相互作用解析
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