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情
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要

情報学研究科へのいざない

大学院 情報学研究科長 河原 達也

■第4次産業革命

■科学における第4のパラダイム

①機械化
蒸気機関

②電動化
電力モーター

③自動化
コンピュータ

④最適化
AI+IoT

①実験科学 ②理論科学 ③計算科学
④データ
集約型科学

社会・産業・科学の基盤としての情報

　皆さんが子供の頃と現在を比較して、社会や生活における最も

大きな違いは何でしょうか。おそらく、ほとんどの人がスマホと

SNSを使用していることではないでしょうか。まさに、（起きて

から寝るまで）いつでもどこでも誰とでもやりとりができるよう

になったのは画期的な変化ですが、これもこの十年余のことで

す。皆さんが日常的に使っているGoogleやLINEなどのIT企業が設

立されたのもここ２０年のことです。１０年前、２０年前に現在

のこの姿を予想できた人はどの程度いたのでしょうか。コロナ禍

において、オンライン講義やオンライン会議などが普及しました

が、これも１０～２０年前では無理だったでしょう。私自身、約

３０年にわたり音声認識・対話の研究を行っていますが、これら

の技術も広く社会に浸透したのは大きな感慨があります。このよ

うに高度情報社会が予想を上回るペースで実現されました。

　情報は、産業や科学においても大きな変化を引き起こしていま

す。現在、第４次産業革命が進行しているといわれています。

様々な自然・社会現象やモノの生産・流通過程がデータ化され

（IoT）、人々の検索・購買・移動などの行動データとともに大

規模に蓄積され（ビッグデータ）、AIによる最適化が行われてい

ます。また、科学における第４のパラダイムとして、データを集

積してモデルを構築する方法論が、医学・薬学・工学・農学など

の自然科学だけでなく、経済学や言語学などの人文・社会科学を

含む様々な分野に適用されています。このように、情報は今や産

業や科学の基盤となりつつあります。
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APSIPA Transactions on Signal and Information Processing 編集委員長

IEEE Fellow

日本学術会議連携会員

河原達也
KAWAHARA Tatsuya

京都大学の情報学研究科

　このような情報の学際的な広がりを視野に入れて、京都大学

情報学研究科は1998年に設置されました。それまで、「情報工学」

「情報科学」という名の学科や研究科はありましたが、「情報学」とい

う研究科は我が国で初めてのものです。ほぼ同じ時期に、各大学で

情報系の研究科が設立されましたが、京都大学情報学研究科は、

そのカバーしている領域の広さ（「広い意味での情報学」）に特徴が

あります。ICTに関しては、コンピュータ関連だけでなく通信関係の

講座も揃っています。数理・データ科学に関しては、数学から統計・

機械学習まで、そして物理や制御などの分野にわたっています。ま

た、人工知能（AI）だけでなく、人間の知能を対象とした講座もあり

ます。さらに協力講座を含めて、生態・環境から医療・防災など幅広

い領域にわたります。

　しかもどの分野もその第一人者が講座を担当しています。新

しい教授を採用する際には、教授会でその方の業績が読み上げ

られるのですが、いつもすごい人が来られるのだなと感じま

す。学生も様々なバックグラウンド（出身学部・大学・国）の

方が集まっており、熱心に学業や研究に取り組んでいます。

　教員数は100名以上で、京都大学の１５の研究科の中で６番

目になります。我が国における情報系の研究科の中でも最大規

模になります。学生数は、修士課程は一学年あたり約200名、

博士後期課程は一学年あたり約60名の規模で、工学部情報学科

の２倍以上の規模です。留学生も多数受け入れています。

本研究科を志願する学生さんへ：AIにできないこと

　本研究科は、「広い意味での情報学」を志す学生を広く受け入れ

ます。実際に、理系・文系の枠組みにとらわれず、国内外から多様な

バックグラウンドの学生が入学しています。

　皆さんには、AIにできないことを身に着けて頂きたいと思いま

す。知識の量や大規模データから推論する能力は、AIが上回るよう

になり、従来知的な職業とされたものもAIに代替されようとしてい

ます。では、AIにできないことは何でしょうか。

　第一に、問題を見つけて定式化する能力が挙げられます。現在の

AIは、入力と出力が明確に規定されてはじめて動作します。しかし、

自然界や人間・社会における多くの問題は複雑で、明確に定式化す

るまでが大変です。例えば、「ロボットで人間のように自然な会話能力

を実現したい」という課題は、自然に相槌をうてばよいのか、感情を

理解・表出すればよいのか、などの問題に帰着できる可能性がありま

す。逆に定式化できれば、データを集めてAIに委ねればよいのです。

　第二に、コミュニケーション能力です。対話による問題解決能

力は現在のAIに欠けているものです。科学技術が大きく進展し、残

された課題は一人で解くのが困難なものばかりです。ブラック

ホールの可視化に成功した例は、まさに世界中の様々な分野の研

究者の協力によるものでした。コロナ禍における様々な問題に対

しても、多くの専門家の英知を結集して取り組む必要がありま

す。情報学の多くの研究分野では、コードやデータが世界中で共

有され、コミュニティを挙げて秒進分歩で進歩しています。まさ

に「巨人の肩の上に立つ」という言葉通りですが、そのためには

研究室内外でのコミュニケーションが不可欠です。

　第三に、視野の広さです。前述の通り、多様性（ダイバーシ

ティ）の尊重も重要です。AIはデータに盲目です。例えば、男性優

位な社会におけるデータで学習されたAIは、採用や昇進において男

性に有利な判断をするでしょう。自らが置かれている状況や自分が

していることだけでなく、世の中、あるいは近くの人がしているこ

とにも興味を持って頂きたいです。特に、京都大学そして情報学研

究科における教員・研究者は多様で、面白い研究をしています。

本研究科と連携を希望される方へ：企業にできないこと

　本研究科は、他機関との共同研究や産官学連携にも積極的に

取り組んでいます。最初に述べたように、情報が社会や産業の基盤

であるとともに、「広い意味での情報学」が学際的であるからです。

実際に、数多くの共同研究・受託研究を実施し、海外の大学と学術

交流協定を締結しています。

　当然のことですが、本研究科では企業でできないような研究テーマ

に取り組んでいます。毎年、海外の大学と共同でセミナーを開催してい

ますが、本研究科の教員の研究は「基礎的(bas ic )で長期的

（long-term）」であると言われます。したがいまして、連携の際もできる

だけ長期的な視点でお願いします。また本学では、できるだけオー

プンなイノベーションを推進していますので、ご理解をお願いします。

未来に向けて

　最初に述べたように、情報の技術革新は非常に速く（秒進分

歩）、１０年前、２０年前に現在を予測するのが困難であったよう

に、今から１０年後、２０年後を予測するのは非常に困難です。

第４次産業革命や科学の第４のパラダイムの次に何が来るの

か、予測するのはもっと困難です。

　その反面、２０年前と比べて現在の世の中はよくなったのでしょ

うか。我々の生活は本当に豊かになったのでしょうか。コロナ禍は災

害といえますが、政治的な分断・経済的な格差・地球温暖化のような

大きな社会的問題についても、高度情報社会の副作用といえる側

面があります。また、社会全体が慌ただしくなり、余裕や寛容がなく

なったために、ストレスやうつ・依存症などの増加をもたらしている

とも考えられます。このような側面も考慮に入れた上で、様々な問題

を解決する手がかりを見つけ、よりよい社会を描いていくのも情報

学に携わる者の責務と考えます。これは、我が国で推進されている

Society5.0や国連が提唱しているSDGにも通じるものです。コロナ禍

の後には、情報化・仮想化がさらに高度になり、情報学の重要性は

高まるでしょう。そうした未知の展開に対して、確固たる基礎と幅広

い視点で対応・挑戦できる人材の育成を心がけたいと思います。
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　その反面、２０年前と比べて現在の世の中はよくなったのでしょ

うか。我々の生活は本当に豊かになったのでしょうか。コロナ禍は災

害といえますが、政治的な分断・経済的な格差・地球温暖化のような

大きな社会的問題についても、高度情報社会の副作用といえる側

面があります。また、社会全体が慌ただしくなり、余裕や寛容がなく

なったために、ストレスやうつ・依存症などの増加をもたらしている

とも考えられます。このような側面も考慮に入れた上で、様々な問題

を解決する手がかりを見つけ、よりよい社会を描いていくのも情報

学に携わる者の責務と考えます。これは、我が国で推進されている

Society5.0や国連が提唱しているSDGにも通じるものです。コロナ禍

の後には、情報化・仮想化がさらに高度になり、情報学の重要性は

高まるでしょう。そうした未知の展開に対して、確固たる基礎と幅広

い視点で対応・挑戦できる人材の育成を心がけたいと思います。



07 Graduate School of Informatics 08Graduate School of Informatics

情報学研究科「学びの環境」

■情報学研究科の組織

情報学研究科では、情報学という新しい学問分野における

優れた研究者の養成、質の高い技術者の育成を目的としています。
脳認知科学 脳情報学

講座名 分野名 ／ユニット名／研究グループ名

心理情報学 認知情報学 計算論的認知
神経科学（連携）

認知システム 知能計算

言語メディア 音声メディア コンピュータビジョン

集合知システム 会話情報学

知能メディア

メディア応用（協力）  映像メディア  ネットワークメディア テキストメディア

生命システム情報学（協力） バイオ情報ネットワーク

応用解析学 応用解析学

非線形物理学 非線形物理学

応用数理学 計算力学 応用数理科学

応用数学 数理解析 離散数理

システム数理 最適化数理 制御システム論 応用数理モデル（連携）

数理物理学 物理統計学 力学系数理

数理ファイナンス（協力）

人間機械共生系 機械システム制御 ヒューマンシステム論 統合動的システム論 モビリティ

システム構成論 適応システム論 数理システム論 計算知能システム（連携）

システム情報論 情報システム 論理生命学 医用工学 計算神経科学（連携）

応用情報学（協力）

コンピュータ工学 コンピュータアルゴリズム コンピュータアーキテクチャ コンピュータソフトウェア

通信システム工学 ディジタル通信 伝送メディア 知的通信網

集積システム工学 情報回路方式 超高速信号処理

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

社会情報モデル 分散情報システム ヒューマンロボットインタラクション

社会情報ネットワーク 広域情報ネットワーク 情報セキュリティ（連携）

生物圏情報学 生物資源情報学 生物環境情報学

地域・防災情報システム学（協力） 総合防災システム 巨大災害情報システム 危機管理情報システム

医療情報学（協力）

教育情報学（協力）

情
報
学
研
究
科
の
概
要

知能情報学専攻

先端数理科学専攻

数理工学専攻

システム科学専攻

通信情報システム専攻

社会情報学専攻

P.09

P.29

P.35

P.41

P.49

P.19
ソーシャルメディア
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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）。

西
野 

恒

N
ISH

IN
O

 Ko

　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

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

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。

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。

知
能
情
報
学
専
攻

知
能
情
報
学
へ
よ
う
こ
そ

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。
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知
能
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報
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攻

知
能
情
報
学
専
攻

■講座・分野一覧

脳認知科学 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

熊田 孝恒

西田 眞也

人間の高次脳機能の解明とその応用

知的な情報処理機構のための情報のモデリング

機械学習とデータマイニング

インタラクションの理解とデザイン

山本 章博

鹿島 久嗣

講座名 分野名 研究指導分野 担当教授

心理情報学

人間の感覚認知情報処理認知情報学

佐藤 弥
中原 裕之

脳の情報処理と脳計算モデル計算論的認知神経科学（連携）

認知システム 知能計算

集合知システム

会話情報学

映像や身体感覚を介したインタラクション

マルチメディア情報ネットワークの実現技術

音声言語処理を用いたディジタルアーカイブの高度化 

岡部 寿男

森 信介

メディア応用（協力） 映像メディア 

ネットワークメディア

テキストメディア

自然言語処理、知識情報処理

音声（音楽・環境音を含む）の認識・理解・生成

視覚情報処理、視覚知能

黒橋 禎夫

河原 達也

西野 恒

知能メディア 言語メディア

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 

音声メディア

コンピュータビジョン

■教員名簿

概　要

■授業科目

認知科学基礎論

情報科学基礎論

生命情報学基礎論

認知科学演習

計算論的認知神経科学

計算論的学習理論

パターン認識特論

会話情報学

マルチメディア通信 

音声情報処理特論

言語情報処理特論

コンピュータビジョン

ビジュアルインタフェース

統計的学習理論

生命情報学特論

知能情報学セミナーI、II、III、IV

知能情報学特殊研究1

知能情報学特殊研究2

修士課程科目

知能情報学特別セミナー

脳認知科学特別セミナー

認知システム特別セミナー

知能メディア特別セミナー

メディア応用特別セミナー

生命システム情報学特別セミナー

博士後期課程科目

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）　

教　授

細川 浩　水原 啓暁　村脇 有吾　Yang Wu（特定講師）　

講　師

前川 真吾　市瀬 夏洋　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）　
越智景子(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）　

助　教

　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

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

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

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。

　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。

脳認知科学講座

脳情報学分野

脳から心を解読する

　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］

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

質感の知覚も研究中 脳波計測による脳研究

（メ）: 学術情報メディアセンター

また、脳信号から心の状態を解読（デコード）し、ロボットや

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、

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 ]

　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

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

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

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

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］

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

中島 亮一　山田 誠　中澤 篤志　Chenhui Chu(特定准教授)　吉井 和佳　延原 章平　近藤 一晃(メ)　宮崎 修一（メ）　
南條 浩輝(メ)　田村 武幸（化学研究所）　

准教授
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■講座・分野一覧

脳認知科学 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

熊田 孝恒

西田 眞也

人間の高次脳機能の解明とその応用

知的な情報処理機構のための情報のモデリング

機械学習とデータマイニング

インタラクションの理解とデザイン

山本 章博

鹿島 久嗣

講座名 分野名 研究指導分野 担当教授

心理情報学

人間の感覚認知情報処理認知情報学

佐藤 弥
中原 裕之

脳の情報処理と脳計算モデル計算論的認知神経科学（連携）

認知システム 知能計算

集合知システム

会話情報学

映像や身体感覚を介したインタラクション

マルチメディア情報ネットワークの実現技術

音声言語処理を用いたディジタルアーカイブの高度化 

岡部 寿男

森 信介

メディア応用（協力） 映像メディア 

ネットワークメディア

テキストメディア
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コンピュータビジョン

■教員名簿

概　要

■授業科目

認知科学基礎論

情報科学基礎論

生命情報学基礎論

認知科学演習

計算論的認知神経科学

計算論的学習理論

パターン認識特論

会話情報学

マルチメディア通信 

音声情報処理特論

言語情報処理特論

コンピュータビジョン

ビジュアルインタフェース

統計的学習理論

生命情報学特論

知能情報学セミナーI、II、III、IV

知能情報学特殊研究1

知能情報学特殊研究2

修士課程科目

知能情報学特別セミナー

脳認知科学特別セミナー

認知システム特別セミナー

知能メディア特別セミナー

メディア応用特別セミナー

生命システム情報学特別セミナー

博士後期課程科目

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）　

教　授

細川 浩　水原 啓暁　村脇 有吾　Yang Wu（特定講師）　

講　師
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越智景子(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）　
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それらの情報処理メカニズムを追究します。

脳認知科学講座

脳情報学分野

脳から心を解読する

　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］

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

質感の知覚も研究中 脳波計測による脳研究

（メ）: 学術情報メディアセンター

また、脳信号から心の状態を解読（デコード）し、ロボットや

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、

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 ]

　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

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

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

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

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］

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

中島 亮一　山田 誠　中澤 篤志　Chenhui Chu(特定准教授)　吉井 和佳　延原 章平　近藤 一晃(メ)　宮崎 修一（メ）　
南條 浩輝(メ)　田村 武幸（化学研究所）　

准教授
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概　要

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

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

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］

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

③ヒューマン・コンピュテーション

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

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

能情報システムの設計・構築・応用・評価を研究テーマとし

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

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

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

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、

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

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

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

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、

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

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

設計することを目指した取り組みを行っています。

　　　　　　　　　　　http://www.ii.ist.i.kyoto-u.ac.jp/

［中澤 篤志］

　人間のしなやかな行動が脳の情報処理としていかに

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

測、脳計算モデルの構築とシミュレーションを用いま

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・

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）］

計算論的認知神経科学連携ユニット

脳の情報処理と脳計算モデル

※連携先 : 理化学研究所脳科学総合研究センター

しなやかな
行動

脳情報
処理

行動データ

脳活動データ

脳計算
モデル

　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。

認知システム講座
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概　要

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

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

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］

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

③ヒューマン・コンピュテーション

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

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

能情報システムの設計・構築・応用・評価を研究テーマとし

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

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

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

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、

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

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

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

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、

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

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

設計することを目指した取り組みを行っています。

　　　　　　　　　　　http://www.ii.ist.i.kyoto-u.ac.jp/

［中澤 篤志］

　人間のしなやかな行動が脳の情報処理としていかに

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

測、脳計算モデルの構築とシミュレーションを用いま

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・

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）］

計算論的認知神経科学連携ユニット

脳の情報処理と脳計算モデル

※連携先 : 理化学研究所脳科学総合研究センター
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脳計算
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　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。

認知システム講座
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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

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

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

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

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］

　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。

メディア応用（協力）講座

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

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

仕組みを計算機が扱える正確さで解明する理論的研究

と、それによって情報検索、自動翻訳、マンマシンインタ

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

的研究を行っています。

■言語理解の基礎的研究：Web から収集した 100 億

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

・医療 AI 化のための医療テキストの構造化と知識処理

・行政と市民の新たなコミュニケーションチャネルとし

ての対話システム構築

・ 自動翻訳の実利用に関する研究（大学講義の同時翻訳

など）

［黒橋 禎夫・Chenhui Chu・村脇 有吾・Fei Cheng］

　　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。

知能メディア講座

群衆追跡 水中３次元形状計測

反射率・光源環境推定

　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］

　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]

音声メディア分野の概要
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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

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

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

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

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］

　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。

メディア応用（協力）講座

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

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

仕組みを計算機が扱える正確さで解明する理論的研究

と、それによって情報検索、自動翻訳、マンマシンインタ

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

的研究を行っています。

■言語理解の基礎的研究：Web から収集した 100 億

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

・医療 AI 化のための医療テキストの構造化と知識処理

・行政と市民の新たなコミュニケーションチャネルとし

ての対話システム構築

・ 自動翻訳の実利用に関する研究（大学講義の同時翻訳

など）

［黒橋 禎夫・Chenhui Chu・村脇 有吾・Fei Cheng］

　　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。

知能メディア講座

群衆追跡 水中３次元形状計測

反射率・光源環境推定

　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］

　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]

音声メディア分野の概要
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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

オンデマンド型電力ネットワークのデモ展示の様子

　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。

生命システム情報学（協力）講座

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

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

では、これを理解し新たな知を記述できるコンピュー

ターの創造を目指しています。そのための基盤として、

自然言語の理解とそのために必要となる基礎的な自然

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。

　具体的な対象としては、料理レシピに代表される作

業手順書とその実施ビデオ、歴史や地理の調査文献に

例示される学知、コンピューターによるゲームの思考や

データ分析などの実世界メディアを扱っています。

　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］

　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

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］
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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

オンデマンド型電力ネットワークのデモ展示の様子

　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。

生命システム情報学（協力）講座

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

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

では、これを理解し新たな知を記述できるコンピュー

ターの創造を目指しています。そのための基盤として、

自然言語の理解とそのために必要となる基礎的な自然

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。

　具体的な対象としては、料理レシピに代表される作

業手順書とその実施ビデオ、歴史や地理の調査文献に

例示される学知、コンピューターによるゲームの思考や

データ分析などの実世界メディアを扱っています。

　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］

　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

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］
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社会と情報技術の
調和を目指して
情報技術による地球規模のネットワーキングが進行しています。

社会情報学専攻は、日常生活に浸透しつつある情報技術の動向をふまえて、

高度に複雑化する情報社会の構造を解明し、

実際に社会に役立つ情報システムをデザインします。

そして、文化、経済、環境、防災、医療、教育の各方面で

グローバル化する人々の活動を支えます。

神
田 

崇
行

KAN
D

A Takayuki

大学院 情報学研究科
社会情報学専攻教授
1998年京都大学工学部情報工学科卒業。2003年同大学情報学研究科社会情報学専攻博士後期課
程修了、博士（情報学）。2003年よりATR知能ロボティクス研究所研究員，上級研究員をへて，研究室
長。2018年から京都大学情報学研究科社会情報学専攻教授。ヒューマンロボットインタラクション、
特にロボットの自律対話機構や社会的能力，擬人的ロボットの身体を利用した対話、日常生活場面
への応用に関心をもつ。

社
会
情
報
学
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攻

　情報のソースは人が暮らすところに存在します。社会情報学はそのソースから情報を引

き出すことから始まり、情報を使いやすくするシステムを作り、それを使ってよりよい社会

をデザインするところまでをカバーします。たとえば、水産資源を持続的に保全するために

魚類の生態に関する情報をバイオロギングの手法を用いて収集したり、森林がもつ生態系

サービスを持続的に利用するために様々なセンサーで動植物の機能に関する情報を収集した

りします。また、こうした自然環境から得られるデータを使いやすいデータベースにまとめ

る方法も研究しています。さらに、医療や教育の現場でどのような情報技術が生きるのか、

防災・減災のための施策に必要な情報とはどのようなものかなど、社会のデザインに活用で

きるデータの利用方法についても研究していま

す。つまり、私たちの社会と直接関わりのある

情報を生み出し、育てて、役立つものにする研

究を進めているのが社会情報学専攻です。

インターネットの中に、社会に関する情報のソースが
あるわけではありません。

　情報技術により社会が大きく発展していっています。たとえば、データサイエンス、人工

知能、情報検索、といった情報技術は皆様の身近なものとなってきました。ロボットや自動

運転車など高度な人工知能を備えた情報システムの利用がリアル空間へも広がり続けていま

す。新しい情報技術が次々に作られていく中で、社会に調和し、受け入れられ、使われてい

く情報システムはどのようにして作り出されるのでしょうか？社会情報学専攻では、情報技

術を専門にする教員と、生物、農業、医療、防災、教育などの分野での情報技術の応用に通

じた教員がそろっています。実応用につながる情報技術を作り出したい、実際に社会に役立

つ情報システムを作り出したい、とお考えの皆様、ぜひ社会情報学専攻で一緒に研究をしま

しょう。

大
手 

信
人

O
H

TE N
obuhito

大学院 情報学研究科
社会情報学専攻教授
1987年京都大学農学部林学科卒業。1989年同大学院修士課程修了。1991年京都大学農学部林学科
助手。東京大学大学院農学生命科学研究科准教授を経て、現在、京都大学大学院情報学研究科社会
情報学専攻教授。京大・博士（農学）。森林生態系の水・物質循環のメカニズムに関する研究を続けて
いる。2013年生態学琵琶湖賞受賞。2014～2016年日本生態学会理事。Biogeosciences (European 
Geoscience Union), Associate editor.

情報は人が暮らすところで生まれます

情報技術の応用は広がり続けています
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社会と情報技術の
調和を目指して
情報技術による地球規模のネットワーキングが進行しています。

社会情報学専攻は、日常生活に浸透しつつある情報技術の動向をふまえて、

高度に複雑化する情報社会の構造を解明し、

実際に社会に役立つ情報システムをデザインします。

そして、文化、経済、環境、防災、医療、教育の各方面で

グローバル化する人々の活動を支えます。

神
田 

崇
行

KAN
D

A Takayuki

大学院 情報学研究科
社会情報学専攻教授
1998年京都大学工学部情報工学科卒業。2003年同大学情報学研究科社会情報学専攻博士後期課
程修了、博士（情報学）。2003年よりATR知能ロボティクス研究所研究員，上級研究員をへて，研究室
長。2018年から京都大学情報学研究科社会情報学専攻教授。ヒューマンロボットインタラクション、
特にロボットの自律対話機構や社会的能力，擬人的ロボットの身体を利用した対話、日常生活場面
への応用に関心をもつ。

社
会
情
報
学
専
攻

　情報のソースは人が暮らすところに存在します。社会情報学はそのソースから情報を引

き出すことから始まり、情報を使いやすくするシステムを作り、それを使ってよりよい社会

をデザインするところまでをカバーします。たとえば、水産資源を持続的に保全するために

魚類の生態に関する情報をバイオロギングの手法を用いて収集したり、森林がもつ生態系

サービスを持続的に利用するために様々なセンサーで動植物の機能に関する情報を収集した

りします。また、こうした自然環境から得られるデータを使いやすいデータベースにまとめ

る方法も研究しています。さらに、医療や教育の現場でどのような情報技術が生きるのか、

防災・減災のための施策に必要な情報とはどのようなものかなど、社会のデザインに活用で

きるデータの利用方法についても研究していま

す。つまり、私たちの社会と直接関わりのある

情報を生み出し、育てて、役立つものにする研

究を進めているのが社会情報学専攻です。

インターネットの中に、社会に関する情報のソースが
あるわけではありません。

　情報技術により社会が大きく発展していっています。たとえば、データサイエンス、人工

知能、情報検索、といった情報技術は皆様の身近なものとなってきました。ロボットや自動

運転車など高度な人工知能を備えた情報システムの利用がリアル空間へも広がり続けていま

す。新しい情報技術が次々に作られていく中で、社会に調和し、受け入れられ、使われてい

く情報システムはどのようにして作り出されるのでしょうか？社会情報学専攻では、情報技

術を専門にする教員と、生物、農業、医療、防災、教育などの分野での情報技術の応用に通

じた教員がそろっています。実応用につながる情報技術を作り出したい、実際に社会に役立

つ情報システムを作り出したい、とお考えの皆様、ぜひ社会情報学専攻で一緒に研究をしま

しょう。

大
手 

信
人

O
H

TE N
obuhito

大学院 情報学研究科
社会情報学専攻教授
1987年京都大学農学部林学科卒業。1989年同大学院修士課程修了。1991年京都大学農学部林学科
助手。東京大学大学院農学生命科学研究科准教授を経て、現在、京都大学大学院情報学研究科社会
情報学専攻教授。京大・博士（農学）。森林生態系の水・物質循環のメカニズムに関する研究を続けて
いる。2013年生態学琵琶湖賞受賞。2014～2016年日本生態学会理事。Biogeosciences (European 
Geoscience Union), Associate editor.

情報は人が暮らすところで生まれます

情報技術の応用は広がり続けています
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■講座・分野一覧
講座名 分野名／ユニット名 研究指導分野 担当教授

社会情報モデル 分散情報システム 分散情報システム構成のための技術的課題と応用 吉川 正俊

神田 崇行

情報ネットワークによる社会システムの形成社会情報ネットワーク 広域情報ネットワーク

暗号化方式、認証方式 阿部 正幸情報セキュリティ（連携）

業務継続を目的とした総合的な防災対策のあり方に関する研究危機管理情報システム

情報システムと医療社会組織の相互作用 黒田 知宏医療情報学（協力）

教育・学習支援システムの研究 緒方 広明教育情報学（協力）

防災システムの構築と災害情報システム 多々納 裕一地域・防災情報システム学（協力） 総合防災システム

生物圏の資源情報の解析と処理生物圏情報学 生物資源情報学

実践的防災学に関する社会科学的研究 矢守 克也巨大災害情報システム

人間社会と生物圏環境との相互作用の解明 大手 信人生物環境情報学

■教員名簿

概　要

■授業科目

情報社会論
情報システム設計論
情報システム分析論
情報システム論実習
分散情報システム
ヒューマンロボットインタラクション
問題発見型/解決型学習（FBL/PBL)1
問題発見型/解決型学習（FBL/PBL)2

生物圏情報学
防災情報特論
危機管理特論
医療情報学
ビジネス情報論

情報教育特論
暗号と情報社会
サービスモデリング論
社会情報学特殊研究1
社会情報学特殊研究2

修士課程科目

社会情報モデル特別セミナー
社会情報ネットワーク特別セミナー
生物圏情報学特別セミナー
地域・防災情報システム学特別セミナー
医療情報学特別セミナー
情報教育学特別セミナー
社会情報学特別セミナー

博士後期課程科目

吉川 正俊　神田 崇行　田島 敬史（国、併任）　伊藤 孝行　阿部 正幸（NTT、連携）　大手 信人　多々納 裕一（防）　
矢守 克也（防）　畑山 満則（防）　緒方 広明（メ）　黒田 知宏（医）　田村 寛（国）

教　授

馬 強　杉山 一成（特定准教授）　Dražen Brščić　林 冬恵（特定准教授）　Mehdi Tibouchi（NTT、連携）　
小山 里奈　藤見 俊夫(防）　Subhajyoti Samaddar（防）　廣井 慧（防）　大西 正光（防）　山本 豪志朗（医）

准教授

Jani Even （特定講師）　
Brendan John Flanagan（特定講師、メ）
Rwitajit Majumdar（特定講師、メ）
森 由希子（医）

講　師

清水 敏之　曹 洋（特定助教）　Malcolm Doering（特定助教）
蟻坂 竜大　奥原 俊（特定助教）　Rafik Hadfi（特定助教）　西澤 秀明　
Christian Vincenot　中野 元太（防）　Luciano Santos（医）　

助　教

　情報ネットワークの発展によって、世界各地に分散した情報ベースを利用することが可能になり
ました。このような分散した情報ベースの構成論を基礎として、マルチメディア図書館の創出等、
社会情報システムの具体的な実現を通じて、情報システムで生じる諸問題と社会への影響など、
情報モデルの現状と未来像について教育・研究します。本講座は分散情報システム分野、ヒュー
マンロボットインタラクション分野、ソーシャルメディアユニットによって構成されます。

社会情報モデル講座

分散情報システム分野

ソーシャルメディアユニット

世界中のあらゆる情報を有効に共有・活用できる情報環境の実現

（防）:防災研究所　（医）:医学部附属病院　（メ）:学術情報メディアセンター　（国）：国際高等教育院

分散情報の新しい管理、利用技術で社会が進化する

畑山 満則

Web = 社会の偏った反映
偏りを補正する技術が必要

Web からの社会情報抽出 Twitter フォロー関係の分類例

ヒューマンロボットインタラクション分野

「ロボット社会」に向けた、日常社会で活躍するロボットの研究

日常社会で活躍する知能ロボットの研究ヒューマンロボットインタラクション

田島 敬史

伊藤 孝行

社会情報の収集、分析、抽出、検索技術ソーシャルメディア

　自動運転車や無人店舗など、高度な人工知能を備えた情報システムの利用がリアル空

間へと広がり続けています。こういった「ロボット社会」化に向けて、センサ情報をもと

に実空間においてリアルタイムに行動する実体を持ったエージェントを広く「ロボット」と

してとらえ、人々と共存・協調して活動する「人らしいロボット」などの様々なロボットの

実現を目指します。そのために、知能ロボティクス、インタラクション、センサネットワーク、

人工知能などに関する基礎研究を進め、サービス産業、協調作業、高齢者支援、学習支援、

ヘルスケアなどの応用に結び付けていきます。       

 ［神田 崇行・Dražen Brščić・Jani Even・Malcolm Doering］

　「世界中のあらゆる情報の共有と活用」と聞くと大手検索エンジン会社の企業理念の

ように聞こえるかもしれませんが、これはデータベースシステムや情報検索の研究者に

とっては、何十年も前からの大きな夢でした。現在、コンピュータとインターネットの

発展により、われわれは以前には考えられなかったような多様かつ大量の情報を、容

易に共有・活用できるようになっており、この「夢」は「夢物語」ではなくなりつつあ

ります。この「夢」を実現するための要素技術として、「様々な情報を収集・分析・抽

出する技術」と「そこから自在に検索する技術」の研究を行います。近年の具体的なテー

マとしては、Web からの社会情報の抽出技術、ソーシャルネットワーク分析技術、情報

検索技術、情報アクセスインタフェース技術などの研究を行っています。         ［田島 敬史］ 

　現代社会の存立は、インターネットを中心として存在する膨大な分散情報に依

存しています。社会の健全な発展のためには、正確な情報を迅速に伝達する技

術や膨大な情報の中から必要時に必要な情報を高速に検索する技術の確立とそ

の継続的な見直しが必須です。そのために、データマイニング、地理情報シス

テム、Web 情報システム、ソーシャルネットワーク解析、プライバシ保護などの

基礎研究を推進するとともに、健康・医療ビッグデータ、科学データベース、

知識ベースと検索エンジンの統合利活用、学術データの利活用、教育情報

システムなどの応用研究を各分野の専門家との協働も交えて推進します。

   ［吉川 正俊・馬 強・杉山 一成・清水 敏之・曹 洋］ 

フェイクニュース検出のためのソーシャルネットワークの
モデル化
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■講座・分野一覧
講座名 分野名／ユニット名 研究指導分野 担当教授

社会情報モデル 分散情報システム 分散情報システム構成のための技術的課題と応用 吉川 正俊

神田 崇行

情報ネットワークによる社会システムの形成社会情報ネットワーク 広域情報ネットワーク

暗号化方式、認証方式 阿部 正幸情報セキュリティ（連携）

業務継続を目的とした総合的な防災対策のあり方に関する研究危機管理情報システム

情報システムと医療社会組織の相互作用 黒田 知宏医療情報学（協力）

教育・学習支援システムの研究 緒方 広明教育情報学（協力）

防災システムの構築と災害情報システム 多々納 裕一地域・防災情報システム学（協力） 総合防災システム

生物圏の資源情報の解析と処理生物圏情報学 生物資源情報学

実践的防災学に関する社会科学的研究 矢守 克也巨大災害情報システム

人間社会と生物圏環境との相互作用の解明 大手 信人生物環境情報学

■教員名簿

概　要

■授業科目

情報社会論
情報システム設計論
情報システム分析論
情報システム論実習
分散情報システム
ヒューマンロボットインタラクション
問題発見型/解決型学習（FBL/PBL)1
問題発見型/解決型学習（FBL/PBL)2

生物圏情報学
防災情報特論
危機管理特論
医療情報学
ビジネス情報論

情報教育特論
暗号と情報社会
サービスモデリング論
社会情報学特殊研究1
社会情報学特殊研究2

修士課程科目

社会情報モデル特別セミナー
社会情報ネットワーク特別セミナー
生物圏情報学特別セミナー
地域・防災情報システム学特別セミナー
医療情報学特別セミナー
情報教育学特別セミナー
社会情報学特別セミナー

博士後期課程科目

吉川 正俊　神田 崇行　田島 敬史（国、併任）　伊藤 孝行　阿部 正幸（NTT、連携）　大手 信人　多々納 裕一（防）　
矢守 克也（防）　畑山 満則（防）　緒方 広明（メ）　黒田 知宏（医）　田村 寛（国）

教　授

馬 強　杉山 一成（特定准教授）　Dražen Brščić　林 冬恵（特定准教授）　Mehdi Tibouchi（NTT、連携）　
小山 里奈　藤見 俊夫(防）　Subhajyoti Samaddar（防）　廣井 慧（防）　大西 正光（防）　山本 豪志朗（医）

准教授

Jani Even （特定講師）　
Brendan John Flanagan（特定講師、メ）
Rwitajit Majumdar（特定講師、メ）
森 由希子（医）

講　師

清水 敏之　曹 洋（特定助教）　Malcolm Doering（特定助教）
蟻坂 竜大　奥原 俊（特定助教）　Rafik Hadfi（特定助教）　西澤 秀明　
Christian Vincenot　中野 元太（防）　Luciano Santos（医）　

助　教

　情報ネットワークの発展によって、世界各地に分散した情報ベースを利用することが可能になり
ました。このような分散した情報ベースの構成論を基礎として、マルチメディア図書館の創出等、
社会情報システムの具体的な実現を通じて、情報システムで生じる諸問題と社会への影響など、
情報モデルの現状と未来像について教育・研究します。本講座は分散情報システム分野、ヒュー
マンロボットインタラクション分野、ソーシャルメディアユニットによって構成されます。

社会情報モデル講座

分散情報システム分野

ソーシャルメディアユニット

世界中のあらゆる情報を有効に共有・活用できる情報環境の実現

（防）:防災研究所　（医）:医学部附属病院　（メ）:学術情報メディアセンター　（国）：国際高等教育院

分散情報の新しい管理、利用技術で社会が進化する
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フェイクニュース検出のためのソーシャルネットワークの
モデル化
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概　要

　情報ネットワークは、空間的・時間的制約を超えた様々な情報伝達を行い、
人間の社会構造にまで影響を与えます。このような情報ネットワークを用いて新
たな社会情報システムを実現し、地球規模の社会変革に寄与します。本講座は
広域情報ネットワーク分野と情報セキュリティ連携ユニットによって構成され
ます。

社会情報ネットワーク講座

広域情報ネットワーク分野

マルチエージェント技術で次世代社会システムを創成

　森林・農地・海洋にいたる生物圏には多種多様な生物が存在し、相互に複雑な関連を持ち、
人間社会に様々な影響を及ぼしています。このような生物圏において、様々な手法や技術を用い
て生物の個体情報・資源情報・生産情報などを総合的に把握することを試みています。さらには、
資源生物の生産・管理を通して、人間活動が地球環境や人間社会に及ぼす影響についても教育・
研究を行っています。

生物圏情報学講座

生物資源情報学分野

生物資源の利用と保全を目指して

生物環境情報学分野

生態系の保全と利用を目指して

　種々の生物群集と物理環境からなる陸上生態系に注目し、その

保全や持続的な利用を目指して、社会と自然環境の関係に関する

教育と研究を行っています。空間的・時間的に様々なスケールで

の環境の変動が注目される中で、環境情報の把握やモニタリン

グ、様々な生物が生態系において果たす役割など、人間社会を含

む生物圏において相互に関連する生物環境情報に注目した研

究・教育を行っています。自然生態系から人間社会まで多様な

　有用生物資源の持続的生産を可能とするシステムの評価、絶

滅危惧種などの保全や資源生物生産を行う地域社会の活性化を

目指したシステムの検討など、多岐にわたるテーマで教育・研究

を行っています。これらのテーマにおいて必要とされる生物資源

情報の収集・分析のため、GPS やバイオテレメトリー・バイオロ

ギングなどの手法、また、画像解析などの様々な技術を用いた

新たな手法の開発と利用も研究テーマの一部となっています。

［西澤 秀明］

　社会情報学専攻には、15か国以上の様々な国から

40名を超える留学生が在籍しています。グローバルな

環境に身をおくことで国際感覚を身につけることがで

きます。実際に毎年多くの社会情報学専攻の学生が

海外での発表や、研究交流、インターンシップで活躍

しています。10月には新入留学生を歓迎するインター

ナショナルイベントが開催され、その他にも研究室の

研究会などで日常的に異文化交流が行われています。

国際学会での研究発表（カナダ）

インターナショナルイベント

様々な手法を用いた生物の調査

多様な環境で行われている野外調査

フィールドを対象とし、情報の収集に用いる手法も、野外調査から

試料の化学分析・同位体分析、アンケートやインタビューまで、

多岐にわたります。フィールドにおいて収集されたデータをもと

に、GIS 等を用いた時空間的解析、現象のモデル化など、様々な方

法を用いて人間を含む生物とその環境について理解すること、そ

の知見をどのように課題解決に応用していくかを考えています。

［大手 信人・小山 里奈・Christian Vincenot］

　SNS やスマホの爆発的な普及によって、我々のインタ

ラクションに本質的な変化が現れています。我々が日常

接する社会システムは人類の叡智であり集合的知性そ

のものです。しかし、ほとんどの社会システムは古典的

で、SNS やスマホのない時代にできたものです。一方、

昆虫や魚の群は、進化的生存をかけて、彼らの集合的

知性を凄まじいスピードで進化させています。我々は、

人類の集合的知性を促進させるため新しい社会システ

ムを実現する必要があります。

　マルチエージェントシステムは、新しい社会システム

を実現し人間の集合的知性を知能情報技術によって促

進するための方法論や概念を提供します。マルチエー

ジェントシステムの分野では、主に社会の知性の本質を

探りながら、新しい社会システムの可能性を探求し、社

会実装します。特に、分散人工知能、シミュレーション、

ロボティクス、ゲーム理論の分野との学際的な研究が

展開されています。

　本研究室では、マルチエージェントシステムの理論、

モデル、シミュレーション、および社会実装について研

究を行っています。特に、合意形成支援、計算論的メ

カニズムデザイン、自動交渉エージェントおよび社会シ

ミュレーションについて先端的に研究を行っています。

　高い理想を目指す理論研究と厳しい現実を直視する

事業・ビジネス化の両方を追及します。

［伊藤 孝行・林 冬惠・蟻坂 竜大・奥原 俊・Rafik Hadfi］

世界から日本へ、日本から世界へ



23 Graduate School of Informatics 24Graduate School of Informatics

社
会
情
報
学
専
攻

社
会
情
報
学
専
攻

概　要

　情報ネットワークは、空間的・時間的制約を超えた様々な情報伝達を行い、
人間の社会構造にまで影響を与えます。このような情報ネットワークを用いて新
たな社会情報システムを実現し、地球規模の社会変革に寄与します。本講座は
広域情報ネットワーク分野と情報セキュリティ連携ユニットによって構成され
ます。

社会情報ネットワーク講座

広域情報ネットワーク分野

マルチエージェント技術で次世代社会システムを創成

　森林・農地・海洋にいたる生物圏には多種多様な生物が存在し、相互に複雑な関連を持ち、
人間社会に様々な影響を及ぼしています。このような生物圏において、様々な手法や技術を用い
て生物の個体情報・資源情報・生産情報などを総合的に把握することを試みています。さらには、
資源生物の生産・管理を通して、人間活動が地球環境や人間社会に及ぼす影響についても教育・
研究を行っています。

生物圏情報学講座

生物資源情報学分野

生物資源の利用と保全を目指して

生物環境情報学分野

生態系の保全と利用を目指して

　種々の生物群集と物理環境からなる陸上生態系に注目し、その

保全や持続的な利用を目指して、社会と自然環境の関係に関する

教育と研究を行っています。空間的・時間的に様々なスケールで

の環境の変動が注目される中で、環境情報の把握やモニタリン

グ、様々な生物が生態系において果たす役割など、人間社会を含

む生物圏において相互に関連する生物環境情報に注目した研

究・教育を行っています。自然生態系から人間社会まで多様な

　有用生物資源の持続的生産を可能とするシステムの評価、絶

滅危惧種などの保全や資源生物生産を行う地域社会の活性化を

目指したシステムの検討など、多岐にわたるテーマで教育・研究

を行っています。これらのテーマにおいて必要とされる生物資源

情報の収集・分析のため、GPS やバイオテレメトリー・バイオロ

ギングなどの手法、また、画像解析などの様々な技術を用いた

新たな手法の開発と利用も研究テーマの一部となっています。

［西澤 秀明］

　社会情報学専攻には、15か国以上の様々な国から

40名を超える留学生が在籍しています。グローバルな

環境に身をおくことで国際感覚を身につけることがで

きます。実際に毎年多くの社会情報学専攻の学生が

海外での発表や、研究交流、インターンシップで活躍

しています。10月には新入留学生を歓迎するインター

ナショナルイベントが開催され、その他にも研究室の

研究会などで日常的に異文化交流が行われています。

国際学会での研究発表（カナダ）

インターナショナルイベント

様々な手法を用いた生物の調査

多様な環境で行われている野外調査

フィールドを対象とし、情報の収集に用いる手法も、野外調査から

試料の化学分析・同位体分析、アンケートやインタビューまで、

多岐にわたります。フィールドにおいて収集されたデータをもと

に、GIS 等を用いた時空間的解析、現象のモデル化など、様々な方

法を用いて人間を含む生物とその環境について理解すること、そ

の知見をどのように課題解決に応用していくかを考えています。

［大手 信人・小山 里奈・Christian Vincenot］

　SNS やスマホの爆発的な普及によって、我々のインタ

ラクションに本質的な変化が現れています。我々が日常

接する社会システムは人類の叡智であり集合的知性そ

のものです。しかし、ほとんどの社会システムは古典的

で、SNS やスマホのない時代にできたものです。一方、

昆虫や魚の群は、進化的生存をかけて、彼らの集合的

知性を凄まじいスピードで進化させています。我々は、

人類の集合的知性を促進させるため新しい社会システ

ムを実現する必要があります。

　マルチエージェントシステムは、新しい社会システム

を実現し人間の集合的知性を知能情報技術によって促

進するための方法論や概念を提供します。マルチエー

ジェントシステムの分野では、主に社会の知性の本質を

探りながら、新しい社会システムの可能性を探求し、社

会実装します。特に、分散人工知能、シミュレーション、

ロボティクス、ゲーム理論の分野との学際的な研究が

展開されています。

　本研究室では、マルチエージェントシステムの理論、

モデル、シミュレーション、および社会実装について研

究を行っています。特に、合意形成支援、計算論的メ

カニズムデザイン、自動交渉エージェントおよび社会シ

ミュレーションについて先端的に研究を行っています。

　高い理想を目指す理論研究と厳しい現実を直視する

事業・ビジネス化の両方を追及します。

［伊藤 孝行・林 冬惠・蟻坂 竜大・奥原 俊・Rafik Hadfi］

世界から日本へ、日本から世界へ



25 Graduate School of Informatics 26Graduate School of Informatics

社
会
情
報
学
専
攻

社
会
情
報
学
専
攻

概　要

　地震や風水害といった自然災害は、どの時代においても人類にとっての大きな
脅威です。しかし、日頃から、行政、地域、個人がそれぞれのレベルで防災対策を
実施し、いざというときの危機対応策を備えておけば、自然災害による被害を軽
減することができます。本講座では、災害に強い国・地域づくりを目指して、都市に
おける防災・減災に資する総合防災システム、巨大災害情報システム及び危機管
理システムについて研究しています。

地域・防災情報システム学（協力）講座

総合防災システム分野

安全で安心な社会形成のための防災システムの構築を目指して

　急速な情報化を経て、今や情報機
器なしで臨床医療、医学教育、医学
研 究を行うことはほぼ 不 可 能です。
一方、臨床医療の基本的枠組みは情
報革命以前と変わっておらず、臨床
現場では 制度と現実の歪みの中での
暗中模索が続いています。医療情報
学講座では、実際の臨床現場を 舞台
に、情報基盤を創り、活きた臨床情
報を解析し、実用的な情報支援を実
現することで、情報 化時代の新たな医療の姿を紡ぎ出すことを目指しています。この目標の下、
ユビキタス病院情報システム、IoT を利用した遠隔医療情報システム、臨床疫学支援情報システム、
EHR (Electronic Health Record) などのシステム開発、病院経営分析、臨床疫学情報分析、 AI
による患者状態予測や医用画像処理などのデータヘルス研究、病院経営シミュレーション、VR 技
術の医学教 育適用、診療・手術支援、ヘルスツーリズムなどの情報支援など、情報と医療が接
する全ての領域での研究を行います。

［黒田 知宏・田村 寛・山本 豪志朗・森 由希子・Luciano Santos］

医療情報学（協力）講座

危機管理情報システム分野

ICTを用いた新しい防災を目指して

運用面を考慮した罹災証明発行システムの
開発（東日本大震災）

水害リスクコミュニケーション支援システム(iFRiCSS)

医情報化時代の新たな医療の姿を創出

　安全で安心な社会を形成するためには、災害リスクの制御、ファ

イナンシング等の総合的な施策を合理的に策定・実施していくこと

のできる防災システムの構築が求められます。情報・組織論的なア

プローチと経済学・計画論的なアプローチを駆使し、災害に強い

都市を実現するための防災システムとは何かを探求します。

［多々納 裕一・藤見 俊夫・Subhajyoti Samaddar］

巨大災害情報システム分野

総合減災システムの構築と実践的防災学に関する社会科学的研究

　巨大災害による被害を軽減するためには、社会全体で災害リスク

に関する情報・知識を共有し、コミュニケーションを通じて、災害に

どう立ち向かうかを考えることが必要となります。本研究室では、現

場での実践的研究を通じて、災害リスク情報に関するコミュニケー

ション、防災学習、行政や地域における危機対応、減災・復興ファ

イナンスなどのテーマを中心として、社会心理学及びシステム分析の

立場から、総合減災システムの構築を目指します。

［矢守 克也・大西 正光・中野 元太］ 本研究室で開発した防災教育ツール

　時空間情報を効率的に処理できる地理情報システムを核とし、総合

防災システム、総合減災システムを確立するために求められる情報シ

ステムに関する基礎研究を行うとともに、行政・民間企業・地域防災

を担うコミュニティ・災害支援ボランティア組織などを対象に、多種の

自然災害における災害対応を想定した情報システムの構築方法論と評

価手法を構築することを目指しています。　　　 ［畑山 満則・廣井 慧］

教育・研究活動や問題解決・知識創造活動などの知的な社会活動を、ログデータの分析によっ
て支援する情報技術の研究をしています。日常的な学習や教育のプロセスにおいて、エビデン
スとしてデータを蓄積し、そのデータを分析または「見える化」することにより、問題点をみつ
けたり、傾向を把握して教育・学習を改善します。例えば、以下のような研究テーマがあります。

(1) 教育ビッグデータの蓄積・分析のための情報基盤の研究
(2) ライフログ技術を用いた学習体験共有支援に関する研究
(3) 協調学習支援のための知識アウェアネスの研究
(4) 情報セキュリティと情報倫理教育      

［緒方 広明・Brendan John Flanagan・Rwitajit Majumdar］

教育情報学（協力）講座

データに基づく教育・学習支援を目指して



25 Graduate School of Informatics 26Graduate School of Informatics

社
会
情
報
学
専
攻

社
会
情
報
学
専
攻

概　要
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［黒田 知宏・田村 寛・山本 豪志朗・森 由希子・Luciano Santos］

医療情報学（協力）講座
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［多々納 裕一・藤見 俊夫・Subhajyoti Samaddar］

巨大災害情報システム分野
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教育情報学（協力）講座

データに基づく教育・学習支援を目指して
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概　要

連携ユニット

情報セキュリティ連携ユニット

安全なネットワーク社会を暗号で実現する(連携先:日本電信電話株式会社)

　インターネットを用いた電子決済やオークションな

どの電子取引さらにネット税務申告などの電子政府

機能が普及しつつある現在、ネットワークサービスの

安全性を確保することがますます必要となってきてい

ます。このような安全性を保証する技術としては、単に

盗聴を防ぐ秘匿技術のみならず、通信相手を認証し

データの正当性 ( 改ざんされていないこと ) を保証す

る電子署名やプライバシーを保証しつつ高度なネット

ワークサービスを提供する暗号プロトコルなどを総合

した技術・理論体系としての現代暗号が活発に研究

され発展しています。本講座では、現代暗号で中心的

な役割を果たす公開鍵暗号や電子マネー（暗号通

貨）、電子投票、さらにクラウドコンピューティングに適

した暗号技術など各種暗号応用技術に関して、その安

全性の理論的解明、新たな暗号プロトコルの提案、実

用システムへの適用法やネットワーク社会での有効

性等を探求します。

             　［阿部 正幸・Mehdi Tibouchi・神田 崇行］

本講座で対象とするテーマ

社会情報学専攻の特色ある教育プログラム

１．基礎科目と特別講義

　初年度には情報システムを設計する方法、情報システムを分析する方法、情報

と社会の関わりを学べるので、情報学の基礎を一から修得することができます。 こ

れにより、これまで情報学に関わりがなかった人でも、これまでに学んだ専門と情

報学を融合し活躍することができます。 それに加えて社会情報学専攻では、年に

30 回以上も特別講義を行っています。講師は大学の先生、企業の研究者、官公

庁の方など多岐にわたります。

外部の専門家を招いた特別講義

３．グローバル教育

　社会情報学専攻では、カリキュラムとして国際コースを設定しています。国際コー

スでは、英語による授業・英語による研究指導により、英語だけで修士・博士の

学位を取得可能で、修了者には国際コース修了証が授与されます。

戦略的コミュニケーションセミナー

２．イノベーション教育

　社会情報学専攻は京都大学デザインスクールに参加しています。そこでは、実世

界の問題を発見し解決する能力を高める科目「問題発見型・解決型学習」を受講

することができます。 この科目では、様々なテーマのもと少人数のグループに分か

れ、「新しい学習環境のデザイン：創造性を育む場を作る」、 「書と茶を介した談話

空間のデザイン」、 「クラウドソーシングにおける組織デザイン」など多くのテーマか

ら興味のあるテーマを選んで参加できます。

京都大学サマーデザインスクールは、社会情報学専攻を中心とする活動から生まれ

ました。今では 250 名以上が一同に会する夏の風物詩になりました。産学から 20

を超える多彩なテーマが集められ、多くの学生が参加し問題解決に取り組みます。

フィールドに出て現場の声を聞いたり、実際にモノを作って試行錯誤したり。 社会情

報学専攻からは、 「2050 年の京都をシミュレーションで予測する」、「京都のマンショ

ンの安心のデザイン：防災面を中心に」などのテーマを提案してきました。
問題発見型・解決型学習

社
会
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　情報学研究科では「現象の数理モデル化とその解析」を研究科の目指す「情報学」の

礎の重要な一角と位置づけており、1998年の研究科発足時よりこれに対応する学域であ

る数理科学の先端的な研究と教育に重点をおいています。研究科の発足時には、当時の

先端的な数理科学をあらわす学術用語であった「複雑系科学」を冠する新専攻を立ち上

げ、研究科の目指す教育研究の方向を掲げました。しかし先端的な数理科学の発展はと

どまるところを知らず、徐々に「複雑系科学」が研究科の目指す先端的な数理科学を必

ずしも的確に表現する術語ではなくなってしまってきた感があります。一方でコン

ピュータとそのネットワークの進化によって莫大なデータが容易に扱えるようになり、

現象の数理モデル化とその解析の研究・教育また社会における重要性は一層の高まりを

見せています。このため、情報学研究科では2017年度より「複雑系科学専攻」を「先端

数理科学専攻」に改称し、研究科の目指す教育と研究の方向を再確認するとともにその

取り組みを一層明確にしたいと考えています。

   一口に「先端的な数理科学」といっても極めて幅の広いものですが、研究科の目指す

「広い意味での情報学」との関わりにおいて、本専攻では「自然・生命・社会現象の数

理モデル化とコンピュータシミュレーション等を用いた解析」をその活動の根幹に据え

ています。ひと昔前にはコンピュータを利用した計算といえば力学を中心とする古典的

な物理現象がその主流でしたが、今やそれらはもちろんのこと、生命現象や社会現象ま

で含む先端的な科学や技術の諸分野においては、コンピュータシミュレーションやコン

ピュータを用いたデータ解析は不可欠なものです。またその前提となる現象の数理モデ

ル化では、古典的な微分方程式や離散モデルに加え、確率やフラクタル等の新たな概念

を用いた数理モデル化も必要となっており、またコンピュータシミュレーションではい

わゆるスパコンによる大規模計算と共に多倍長数値計算環境といった新たな数値計算環

境の活用も行われています。本専攻では、これらの先端的な数理科学の諸問に対して、

最先端の研究推進とその成果を基盤とした人材育成を目指しています。

　我が国においては数理科学の基礎的な研究は理学系で、応用は工学系の組織に分れて

教育されることが多いように思います。本専攻は規模は小さいですが数学・物理・工学

系の研究者を教員組織に抱え、

「理工学の真の融合」を専攻教育

の標語に掲げ、真理の探求からも

のづくりで、先端的な数理科学を

俯瞰的に身につける人材育成を目

指した教育を行っています。また

京都大学の基本理念に掲げられる

「対話を根幹とした自学自修」を

大切にし、指導教員による丁寧な

個別指導とともに、専攻の大学院

生一人一人が各自の研究テーマに

対してに自主的にまた積極的に取

り組むことを重視しています。

先
端
数
理
科
学
専
攻

現象の数理モデル化と
その解析
―理工学の真の融合を目指して―
自然現象の観測・観察から法則を導き、それによって一見複雑な

現象が生じるしくみを平易に解き明かすことが科学(Science)の本質です。

特に数理科学は現象の観察・観測から抽出された「数理モデル」と

呼ばれる方程式の計算や解析などを通して研究を行う科学です。

現在、最先端の数理科学では自然現象に限らず、

生命現象や社会現象の数理モデル化が行われ、

その解析や数値シミュレーションなどを通して現象の解明が行われると共に、

得られた成果を利用した革新的な技術の開発や未来予測などが行われ、

さらに新たな解析手法の研究も深化しています。

本専攻では数理科学の中でも特に大規模・大自由度であったり

非線型性の強い複雑な現象などを中心に、研究と教育が行われています。

特に教育面では、物事の理(ことわり）を明かにする理学的な側面と、

得られた知見をものづくりに活かす工学的側面を総合的に

身につけることを目指し、最先端の数理科学において理学と工学を

俯瞰できる優れた人材の輩出を目指しています。
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先
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青
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富
誌
生

AO
YAG

I Toshio

大学院 
情報学研究科先端数理科学専攻 教授
1993年京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了。
博士（理学）。同年京都大学工学部数理工学科助手、京都
大学大学院情報学研究科複雑系科学専攻講師、准教授を
経て2014年より現職。専門は非線形物理学、理論神経
科学、特にリズム現象の解析とネットワーク上の結合力学系の
研究を行う。日本物理学会、日本神経科学学会、日本数
理生物学会、日本神経回路学会会員。2021年度専攻長。
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礎の重要な一角と位置づけており、1998年の研究科発足時よりこれに対応する学域であ

る数理科学の先端的な研究と教育に重点をおいています。研究科の発足時には、当時の

先端的な数理科学をあらわす学術用語であった「複雑系科学」を冠する新専攻を立ち上

げ、研究科の目指す教育研究の方向を掲げました。しかし先端的な数理科学の発展はと

どまるところを知らず、徐々に「複雑系科学」が研究科の目指す先端的な数理科学を必

ずしも的確に表現する術語ではなくなってしまってきた感があります。一方でコン

ピュータとそのネットワークの進化によって莫大なデータが容易に扱えるようになり、

現象の数理モデル化とその解析の研究・教育また社会における重要性は一層の高まりを

見せています。このため、情報学研究科では2017年度より「複雑系科学専攻」を「先端

数理科学専攻」に改称し、研究科の目指す教育と研究の方向を再確認するとともにその

取り組みを一層明確にしたいと考えています。

   一口に「先端的な数理科学」といっても極めて幅の広いものですが、研究科の目指す

「広い意味での情報学」との関わりにおいて、本専攻では「自然・生命・社会現象の数

理モデル化とコンピュータシミュレーション等を用いた解析」をその活動の根幹に据え

ています。ひと昔前にはコンピュータを利用した計算といえば力学を中心とする古典的

な物理現象がその主流でしたが、今やそれらはもちろんのこと、生命現象や社会現象ま

で含む先端的な科学や技術の諸分野においては、コンピュータシミュレーションやコン

ピュータを用いたデータ解析は不可欠なものです。またその前提となる現象の数理モデ

ル化では、古典的な微分方程式や離散モデルに加え、確率やフラクタル等の新たな概念

を用いた数理モデル化も必要となっており、またコンピュータシミュレーションではい

わゆるスパコンによる大規模計算と共に多倍長数値計算環境といった新たな数値計算環

境の活用も行われています。本専攻では、これらの先端的な数理科学の諸問に対して、

最先端の研究推進とその成果を基盤とした人材育成を目指しています。

　我が国においては数理科学の基礎的な研究は理学系で、応用は工学系の組織に分れて

教育されることが多いように思います。本専攻は規模は小さいですが数学・物理・工学

系の研究者を教員組織に抱え、

「理工学の真の融合」を専攻教育

の標語に掲げ、真理の探求からも

のづくりで、先端的な数理科学を

俯瞰的に身につける人材育成を目

指した教育を行っています。また

京都大学の基本理念に掲げられる

「対話を根幹とした自学自修」を

大切にし、指導教員による丁寧な

個別指導とともに、専攻の大学院

生一人一人が各自の研究テーマに

対してに自主的にまた積極的に取

り組むことを重視しています。
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数
理
科
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攻

現象の数理モデル化と
その解析
―理工学の真の融合を目指して―
自然現象の観測・観察から法則を導き、それによって一見複雑な

現象が生じるしくみを平易に解き明かすことが科学(Science)の本質です。

特に数理科学は現象の観察・観測から抽出された「数理モデル」と

呼ばれる方程式の計算や解析などを通して研究を行う科学です。

現在、最先端の数理科学では自然現象に限らず、

生命現象や社会現象の数理モデル化が行われ、

その解析や数値シミュレーションなどを通して現象の解明が行われると共に、

得られた成果を利用した革新的な技術の開発や未来予測などが行われ、

さらに新たな解析手法の研究も深化しています。

本専攻では数理科学の中でも特に大規模・大自由度であったり

非線型性の強い複雑な現象などを中心に、研究と教育が行われています。

特に教育面では、物事の理(ことわり）を明かにする理学的な側面と、

得られた知見をものづくりに活かす工学的側面を総合的に

身につけることを目指し、最先端の数理科学において理学と工学を

俯瞰できる優れた人材の輩出を目指しています。
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青
柳 

富
誌
生

AO
YAG

I Toshio

大学院 
情報学研究科先端数理科学専攻 教授
1993年京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了。
博士（理学）。同年京都大学工学部数理工学科助手、京都
大学大学院情報学研究科複雑系科学専攻講師、准教授を
経て2014年より現職。専門は非線形物理学、理論神経
科学、特にリズム現象の解析とネットワーク上の結合力学系の
研究を行う。日本物理学会、日本神経科学学会、日本数
理生物学会、日本神経回路学会会員。2021年度専攻長。
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攻

■講座・分野一覧

理論神経科学、非平衡・非線形物理学、
ネットワーク結合力学系、計算物性

計算力学、数値シミュレーション

青柳 富誌生

田口 智清

講座名 分野名 研究指導分野 担当教授

応用解析学 応用解析学
逆問題・非適切問題、非線型問題、フラクタル上の解析、
数値解析、偏微分方程式、確率論、科学・技術数値計算

磯 祐介
木上 淳

非線形物理学 非線形物理学

計算力学

希薄気体理論、流体力学

応用数理学

応用数理科学

概　要

　教員の具体的な研究内容は以下の通りです。

■微分方程式の数値解析、逆問題・非適切問題の解析
　工学・物理学・医学などに現れる現象を記述する数理モデルとしての偏微分方程式に
　対する順問題と逆問題について、数値解析と数学解析と両面から研究をしています。
　特に最近は、生体医用工学に現れる逆問題に興味をもっています。　            ［磯 祐介］

■フラクタル上の解析、フラクタル幾何学
　自然界の新しい数理モデルとしてのフラクタル上で、どのように熱や波が伝わるか
　という問題の数学的な基礎理論に興味を持って研究しています。また最近は、進化
　を記述する数理生物学の数理モデルにも興味をもっています。　　　　　 ［木上 淳］

■統計的信号処理、データ科学
　観測された生のデータから有益な情報を抽出するための方法論である「統計的信号処
　理」を武器に、データ科学に関する様々な問題に取り組んでいます。最近は、スパース性
　や離散性を利用した劣決定線形逆問題の解法について研究しています。　　［林 和則］

■多倍長数値計算環境の開発、拡散ひかりトモグラフィの基礎理論
　数学と計算機科学の双方を背景とした高速高精度数値計算環境の開発と、生体内での
　光伝播モデルの大規模数値シミュレーションの研究を行なっています。　  ［藤原 宏志］

■ブラウン運動、ランダムウォークの軌跡の研究
　ブラウン運動あるいはその離散版にあたるランダムウォークは確率論において最も
　基本的な過程です。その軌跡の構造を調べる問題は昔から多くの研究者を魅了して
　きました。しかしながら現在でもなお理解の進んでいない部分は多く残されており、
　そのような不透明な部分の解明を目指して研究を行っています。　　　  ［白石 大典］

■微分方程式の逆問題、脳の数理モデル
　微分方程式で記述される逆問題の数学解析と、脳科学に現れる数理モデルの解析
　の研究をしています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     ［久保 雅義］

■微分方程式の数値解析とデータ駆動科学
　微分方程式や観測データをもとにした自然科学・工学・社会科学における数理モデ
　リングと数値解析の研究を行なっています。　　　　　　　　　　［DOUGLAS Li］

■微分積分方程式の数学解析、積分作用素のスペクトル解析
　気体分子運動論や光学に現れる微分積分方程式の、古典的な解の正則性に興味を
　もって研究しています。また、弾性方程式に関連する境界積分作用素のスペクトル
　解析にも取り組んでいます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ［川越 大輔］

　「応用数学」は既存の純粋数学の単なる応用によって物理や工学の問題を解くものでは決してな
く、むしろ現象を記述する数理モデルの研究を通して新しい数学を創造することがその目的です。
このような応用数学の中でも解析学の側面に重点をおいた「応用解析学」の研究と教育をその目
的とし、これまでの解析学に対する理解を深めると共に新しい解析学の創造をめざしています。具体
的には物理や工学、生命等の諸現象を記述する数理モデルに対して、数学解析・数値解析・確率論
等の手法を利用した解析を行い、解析手法とモデルの数学構造の双方の理解をめざし、さらにフラ
クタル上の解析をも含めて新しい解析手法の確立を図ります。本講座では「非線型解析」「逆問題解
析」をキーワードに、教員が相互に関係を持ちながら研究と教育を行っています。

応用解析学講座

非線型解析・逆問題解析分野

21世紀の解析学の展開をめざして
先
端
数
理
科
学
専
攻

専攻全体での取り組み

■教員名簿

■授業科目

応用解析学通論A 

応用解析学通論B 

非線形物理学通論A 

非線形物理学通論B 

応用数理学通論A 

応用数理学通論B

微分方程式特論A 

微分方程式特論B 

非線型解析特論A 

非線型解析特論B 

応用解析学セミナーⅠ

応用解析学セミナーⅡ

応用解析学特論Ⅰ　

応用解析学特論Ⅱ　

非線形力学特論A 

非線形力学特論B 

非平衡物理学特論A

非平衡物理学特論B 

非線形物理学セミナーⅠ

非線形物理学セミナーⅡ

非線形物理学特論Ⅰ　

非線形物理学特論Ⅱ　

計算力学特論A 

計算力学特論B 

修士課程科目

数理科学特別セミナー　

応用解析学特別セミナーA、B

非線形物理学特別セミナーA、B 

応用数理学特別セミナーA、B

博士後期課程科目

数理科学特論A 

数理科学特論B 

応用数理学セミナーⅠ

応用数理学セミナーⅡ

応用数理学特論Ⅰ　

応用数理学特論Ⅱ　

数理科学特殊研究Ⅰ

数理科学特殊研究Ⅱ

（Aは奇数年度開講、Bは偶数年度開講）

　先端的な数理科学の学修と研究においては数学的な基礎学力

と専攻学術の知識の両方が必須である。このため修士課程の入学

試験では線形代数と微積分の基礎的な問題を全員が解いた上

で、各自の得意とする専攻学術に関する問題を選択して解答する

ことになっている。１点を競うような筆記試験の結果だけが本専

攻での学修や研究で必要ではないため、筆記試験において一定

の成果を挙げた志願者に対して、各自の学問的な興味と本専攻教

員のカバーする学術とのマッチングを専攻教員全員で行う口頭試

問により、合格者を決めている。また博士後期課程の入学試験で

は、志願者がそれぞれの研究テーマに対してどう取り組んできた

かを専攻教員全員で評価して合格者を決めている。

　修士課程の科目は共通科目と専門科目から構成されており、全

員が３つの共通科目を履修するように指導を行い、講義を通して

数理科学における理学と工学の両方の視点の涵養を目指してい

る。研究指導は各学生の適正に応じた個別指導を中心とした形で

行われるが、博士後期課程進学を希望する学生には「セミナーII」

(２年次配当)を用意し、研究指導に加えて先端的な学術を効率的

に修得できるように配慮している。博士後期課程では指導教員に

よる研究指導に加え、専攻教員、理学研究科と工学研究科の関連

教員からも広く助言を受けられるようにしており、数理科学の最先

端の幅広い知見が修得できるように配慮されている。専攻教育の

様々な場面で、各自の研究テーマに関する学修の深化と共に理工

学の両面からの数理科学の俯瞰が図られていることは、他に類を

見ない教育である。

　また、概ね毎年、話題となるような先端的な数理科学のトピック

を選んで、公開講座を行っている。

生体内の光伝播のシミュレーション結果(上)と

計算にもちいたハードウエア(下)。

教　授

磯 祐介　木上 淳
青柳 富誌生　田口 智清
林 和則

講　師

久保 雅義　宮崎 修次
DOUGLAS, Li　

准教授

藤原 宏志　吉川 仁　
寺前 順之介　白石 大典
辻 徹郎

助　教

筒 広樹　原田 健自　
新納 和樹　川越 大輔



31 Graduate School of Informatics 32Graduate School of Informatics

先
端
数
理
科
学
専
攻

■講座・分野一覧

理論神経科学、非平衡・非線形物理学、
ネットワーク結合力学系、計算物性

計算力学、数値シミュレーション

青柳 富誌生

田口 智清

講座名 分野名 研究指導分野 担当教授

応用解析学 応用解析学
逆問題・非適切問題、非線型問題、フラクタル上の解析、
数値解析、偏微分方程式、確率論、科学・技術数値計算

磯 祐介
木上 淳

非線形物理学 非線形物理学

計算力学

希薄気体理論、流体力学

応用数理学

応用数理科学

概　要

　教員の具体的な研究内容は以下の通りです。

■微分方程式の数値解析、逆問題・非適切問題の解析
　工学・物理学・医学などに現れる現象を記述する数理モデルとしての偏微分方程式に
　対する順問題と逆問題について、数値解析と数学解析と両面から研究をしています。
　特に最近は、生体医用工学に現れる逆問題に興味をもっています。　            ［磯 祐介］

■フラクタル上の解析、フラクタル幾何学
　自然界の新しい数理モデルとしてのフラクタル上で、どのように熱や波が伝わるか
　という問題の数学的な基礎理論に興味を持って研究しています。また最近は、進化
　を記述する数理生物学の数理モデルにも興味をもっています。　　　　　 ［木上 淳］

■統計的信号処理、データ科学
　観測された生のデータから有益な情報を抽出するための方法論である「統計的信号処
　理」を武器に、データ科学に関する様々な問題に取り組んでいます。最近は、スパース性
　や離散性を利用した劣決定線形逆問題の解法について研究しています。　　［林 和則］

■多倍長数値計算環境の開発、拡散ひかりトモグラフィの基礎理論
　数学と計算機科学の双方を背景とした高速高精度数値計算環境の開発と、生体内での
　光伝播モデルの大規模数値シミュレーションの研究を行なっています。　  ［藤原 宏志］

■ブラウン運動、ランダムウォークの軌跡の研究
　ブラウン運動あるいはその離散版にあたるランダムウォークは確率論において最も
　基本的な過程です。その軌跡の構造を調べる問題は昔から多くの研究者を魅了して
　きました。しかしながら現在でもなお理解の進んでいない部分は多く残されており、
　そのような不透明な部分の解明を目指して研究を行っています。　　　  ［白石 大典］

■微分方程式の逆問題、脳の数理モデル
　微分方程式で記述される逆問題の数学解析と、脳科学に現れる数理モデルの解析
　の研究をしています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     ［久保 雅義］

■微分方程式の数値解析とデータ駆動科学
　微分方程式や観測データをもとにした自然科学・工学・社会科学における数理モデ
　リングと数値解析の研究を行なっています。　　　　　　　　　　［DOUGLAS Li］

■微分積分方程式の数学解析、積分作用素のスペクトル解析
　気体分子運動論や光学に現れる微分積分方程式の、古典的な解の正則性に興味を
　もって研究しています。また、弾性方程式に関連する境界積分作用素のスペクトル
　解析にも取り組んでいます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ［川越 大輔］

　「応用数学」は既存の純粋数学の単なる応用によって物理や工学の問題を解くものでは決してな
く、むしろ現象を記述する数理モデルの研究を通して新しい数学を創造することがその目的です。
このような応用数学の中でも解析学の側面に重点をおいた「応用解析学」の研究と教育をその目
的とし、これまでの解析学に対する理解を深めると共に新しい解析学の創造をめざしています。具体
的には物理や工学、生命等の諸現象を記述する数理モデルに対して、数学解析・数値解析・確率論
等の手法を利用した解析を行い、解析手法とモデルの数学構造の双方の理解をめざし、さらにフラ
クタル上の解析をも含めて新しい解析手法の確立を図ります。本講座では「非線型解析」「逆問題解
析」をキーワードに、教員が相互に関係を持ちながら研究と教育を行っています。

応用解析学講座

非線型解析・逆問題解析分野

21世紀の解析学の展開をめざして
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概　要

　数値シミュレーションは、理工学の種々の問題を解決する有力な手段で

あり、中でも、工学に関わる力学現象を解明しようとする計算力学は、理論・

実験力学と並ぶ強力な手法です。当分野では計算力学の手法のうち、特に

波動や破壊現象の解析に有利な境界積分方程式法を開発しており、巨大問

題の高速解法を中心に研究を行っています。また、電磁気学や光学への応

用を中心とする周期問題の高速解法にも取り組んでいます。さらには、こ

れらの高速解法の形状最適化問題、固有値問題、逆問題等への応用を研

究しています。　　　　　　　　　　　　                  ［吉川 仁・新納 和樹］

　数理科学の工学への応用に関する教育研究を行っています。先端的な工学で扱う対象の多くは大
規模かつ複雑ですが、工学ではその複雑な挙動を予測したり制御したりすることが重要な課題の一
つとなります。大規模かつ複雑なシステムの挙動の予測のためには、物理的な視点に立ったシステ
ムの精密な数理モデルの作成と、その数理モデルの高速・高精度な数値シミュレーションを行うこと
が共に不可欠です。特に実験が容易にできないナノスケールの構造や地球規模の現象では、数値
シミュレーションが最先端の工学を支えています。当講座では「応用数理学」の立場から、これら
の手法の開発とその応用の教育研究に取り組んでいます。

応用数理学講座

計算力学分野

数値シミュレーション：高速算法の開発と工学への応用

　局所的な非平衡性が顕在化する流体の振る舞いを研究しています。多数の

粒子集団の振る舞いを統計的に記述する運動論にもとづく理論解析や大規

模・中規模数値シミュレーションを介して、非平衡流の力学的・熱力学的性質

を理解することを目指しています。また、非平衡流を記述するための新しい

巨視的理論の構築や付随する数理モデルの導出を行い、連続体理論の深化に

貢献することを目指しています。　　　　　　　　　　　　　    ［田口 智清］

　非平衡流の理解は、近年急速に微細化が進んでいるマイクロ・ナノマシン

の熱・流体解析や、マイクロ・ナノスケールの物質輸送の制御に必要です。特

に、流体と物体の運動が連成する移動境界問題や非平衡現象に起因する微小

粒子の運動に対して、数理的観点および実験による実証的観点から理解し、

応用研究へと展開することを目指しています。　　　　　　　　    ［辻 徹郎］

応用数理科学分野

非平衡流に対する新しい流体力学に向けて

時間域多重極法の解析例

気体を構成する分子の速度分布関数の一例。平衡分布（上）

と局所平衡からずれた分布（下）。従来の連続体理論が適用

できるのは局所平衡が流体中至るところで満たされている

場合のみである。非平衡流を含むより広いクラスの流れに対

する流体力学の枠組みを構築する研究を進めている。
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■非線形物理学を基礎とした結合力学系や生命・脳神経系の理論まで
　比較的単純な素子が集団となり、単体からは予想もできない複雑な振る舞いや高

度な機能を発現する協力現象は、物理系だけでなく脳神経系や社会現象まで普遍的

に見られます。これらの系は、固有のダイナミクスを示す要素（ニューロンなど）がネッ

トワーク（シナプス結合など）を形成し、要素の状態と結合構造が同時に変化するネッ

トワークの自己組織化現象として捉えることができます。このような系に対して、非線

形力学系の観点から、リズム現象などに着目して研究しています。          ［青柳 富誌生］

■脳型情報処理と学習の非線形物理学
　私達の脳では、一千億個もの神経細胞が巨大なネットワークを組むことで、高次元

の非線形ダイナミクスを生み出し、最先端の機械学習でも真似できない柔軟で高度

な情報処理を実現しています。そこでは揺らぎや非線形性が重要な役割を果たして

いることが分かってきましたが、その本質は未解明に残されています。私たちは、脳科

学、情報科学、非線形物理学を数理的に結びつけ応用する事で、脳の情報処理の数

理を拓き、脳型の人工知能を生み出す研究に取り組んでいます。            ［寺前 順之介］

■周期外力下の粉粒体・帯電微粒子の研究
　パウル・トラップを簡略化した装置（ＡＣトラップ）にミクロンサイズの複数の帯電微粒

子を投入した実験や、イオンチャネルの粉体モデルとその異常輸送に関する先行研究に

触発され、周期外力が働く粉粒体や帯電微粒子の集団運動を主に研究しています。実験

の設定を忠実に再現する数値解析用の数理モデルの提案、ＡＣトラップに投入した巨視

的帯電微粒子の集団運動や加振粉体に生じる諸種の分岐に付随して生じる臨界現象の

解析等を行っています。　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　    ［宮崎 修次］

■非平衡物理学に基礎をおいた分子機械の動作原理の探求
　生体分子モーターは、複数のタンパク質が巧妙にからみ合うことで、有用な動き（ポ

ンプ、物質輸送）を生成する機械機構を内在させています。私は非平衡物理学の観点

による数理モデルを用いてこのような機械の動作原理を探求しています。     ［筒 広樹］

■計算論的アプローチを用いた統計物理学
　多数の要素が相互に非線形な影響を及ぼすことでシステムに生まれる多様な構造

や特性は統計物理学の研究対象です。私は、主にシミュレーション技術を用いてこの問

題に取り組んでいます。研究対象は、ミクロからマクロまでの様々な多体系（例えば、原

子スケールの量子的揺らぎによる量子的臨界現象から、伝染病などの浸透拡散系にお

ける非平衡定常分布など）や、量子情報を記述するツールであるテンソルネットワーク

形式を用いた古典・量子機械学習理論の構築まで多岐にわたっています。  ［原田 健自］

　大きな自由度をもち、要素間の相互作用もある非線形系の力学的挙動は、複雑
であり多様性に富む一方で、規則的な構造の形成など、多くの系に共通した普遍
的な性質を持っており、大変興味深い研究対象です。本講座では、理論的解析や
計算機を用いたシミュレーションにより、このような力学系のさまざまな複雑挙動
の解明や制御をめざすとともに、その中に含まれる共通原理を明らかにします。本
講座では、非線形力学・計算物理学や理論神経科学・非平衡物理学などのキー
ワードによる、緩やかなグループを形成して、教育と研究を行っています。

非線形物理学講座

脳神経系や社会的な繋がりのネットワ
ークは、ダイナミックな素子が互いの結
合構造を変化させながら発展する大自
由度非線形力学系であり、共通する不変
構造が隠れている場合がある。

カオス運動を呈する二重振り子
上図のように、ほぼ同じ初期条件から出
発しても、下図のように、その後の時間
発展は大きく異なる。このような性質を
初期値敏感依存性という。
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工学/自然システムのモデル化、
解析、運用、設計、解法探索
高度情報化社会とよばれる現時代においては、

大規模で複雑なシステムをモデル化し、解析、計画、制御し、

そして運用するという状況がいたるところに現れます。

そこでは、情報、電気、機械、化学など個々の専門知識を

身に付けるだけでなく、一見異なるように見える

様々な問題に共通する数理的な構造を解明し、さらに問題解決の

ための数理的な手法を開発することが非常に重要となります。

このような観点に立ち、私たち数理工学専攻の8つの研究室では、

数理解析・離散数理・最適化数理・制御システム論・応用数理モデル（連携）・

物理統計学・力学系数理・数理ファイナンス（協力）の

最先端の研究を進めています。

数
理
工
学
専
攻

　制御は、車両や航空機など移動体、鉄鋼プロセスなどの生産システムをはじめとして、さま

ざまなものの動きを操ろうとするための学問です。例えばロボットマニピュレータの振動を抑

えるといったことも制御の仕事です。

複雑な動きをする対象から制御にとって重要となる部分を抜き出してモデル化し、そのモデル

を用いて望ましい動きを達成するための制御規則を導きます。みなさんも、制御が適用される

分野を広げて、新しいモデル化方法や制御規則を開発することに挑戦してみませんか。

モデルと制御
―システムを記述して操る

　数理工学では、一見とらえどころのない現象をうまく説明するモデルを与え、最適な対処法

を生み出す“実用向け理論”を作り出すことを目的としています。

その中で、私の研究室では、離散的な構造を持つ問題を取り扱っています。例えば、地図の2

点間のすべての経路を調べると途方もない時間がかかりますが、動的計画法という理論を用い

ると2点間の最短経路を瞬時に見つける解法を生み出すことができます。あなたも、未解決問

題に挑戦して、自分独自の解法を作り上げてみませんか。

離散構造上の最適化

太
田 

快
人

O
TA  Yoshito

大学院 情報学研究科
数理工学専攻教授
1980年大阪大学工学部電子工学科卒業。1982年大阪大学大学院博士前期課程修了

（電子工学専攻）。1983年大阪大学大学院博士後期課程中退。1983年大阪大学助手。
1986年工学博士（大阪大学）。1991年大阪大学講師。1994年大阪大学助教授。1999年
大阪大学教授。
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大学院 情報学研究科
数理工学専攻教授
昭和63年3月京都大学工学研究科博士課程修了。昭和63年4月豊橋技術科学大学助手。
平成2年4月 京都大学工学部数理工学科助手。平成5年4月同助教授。平成12年4月 豊橋
技術科学大学情報工学系教授。
平成16年7月 京都大学情報学研究科教授。専門は離散最適化。とりわけ、グラフアルゴリ
ズム、スケジューリング、列挙アルゴリズムなどに従事。
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数
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■講座・分野一覧

応用数学 数理解析 可積分系の応用解析、数値計算アルゴリズム

山下 信雄

永持 仁離散最適化の理論とその応用、グラフ理論、離散アルゴリズム

最適化の理論とアルゴリズム、オペレーションズ・リサーチ

システム制御理論、システム同定、大規模・確率システム

応用数理モデル、社会・情報システムモデリング

太田 快人

野中 洋一

離散数理

システム数理 最適化数理

制御システム論 

応用数理モデル（連携）

物理統計学、非線形・複雑系の基礎理論、確率過程の基礎と応用

力学系、常/偏微分方程式、数理物理学

金融の機能的効率性に関わる科学

梅野 健

矢ヶ崎  一幸

数理物理学 物理統計学

数理ファイナンス（協力）

力学系数理

■教員名簿

概　要

■授業科目

計画数学通論

数理物理学通論

システム解析通論

応用数理工学特論A、B

数理解析特論

離散数理特論

制御システム特論

最適化数理特論

物理統計学特論

数理ファイナンス通論

金融工学

力学系理論特論

数理工学特別研究１

数理工学特別研究２

修士課程科目

応用数学特別セミナー

システム数理特別セミナー

数理物理学特別セミナー　

数理工学特別セミナー

数理ファイナンス特別セミナー

博士後期課程科目

永持 仁　山下 信雄　太田 快人　野中 洋一（日立製作所、連携）　梅野 健　矢ヶ崎 一幸

教　授

辻本 諭　原口 和也　福田 エレン 秀美　佐藤 寛之（特定准教授）　加嶋 健司　高橋 由泰（日立製作所、連携）　
柴山 允瑠

准教授

關戸 啓人（特定講師）

講　師

上岡 修平　SHURBEVSKI Aleksandar　山川 雄也　大木 健太郎　岩崎 淳　山口 義幸

助　教

　アルゴリズムなど可積分系、離散可積分系のもつ豊富な機能とその数理を応用解析の立場から
研究する数理解析分野と、組合せ問題、グラフ・ネットワーク問題、論理関数、離散最適化など
の立場で研究する離散数理分野から構成されます。新しい数理モデルの構築をめざすだけでなく、
アルゴリズムの開発、計算の複雑さの解明、システム・モデリングなどの教育・研究も行います。

応用数学講座

数理解析分野

可積分系によるアルゴリズム開発

超離散ソリトン

離散数理分野

離散数学の問題の複雑さの解明とアルゴリズムの開発

ネットワークを均等に３つに分ける
最小カットの計算。

幅が固定された箱に矩形を重複なく詰め込み、高さを最小化するパズル（左）。
研究室で開発したパッキング・ソルバー、「レク太君」による計算の様子（初期段階（中）と最終結果（右））。

数
理
工
学
専
攻

講座名 分野名 研究指導分野 担当教授

　システムを表現するグラフ・ネットワーク、生産の効率化を計

るスケジューリング、大量のデータの論理的解析など、離散数学

の話題は応用と密着しています。本分野ではこれら問題に対す

る計算の複雑さの解明、厳密アルゴリズム、近似アルゴリズム

の理論的設計、タブー探索、遺伝アルゴリズムなどのメタヒュー

リスティクスの開発および現実問題への適用を目指しています。

［永持 仁・原口 和也・SHURBEVSKI Aleksandar］

η-アルゴリズム（離散KdV方程式）

　現代のソリトン研究、可積分系研究では、直交多項式や特殊

関数などの可積分系に関係の深い応用解析の研究だけでな

く、可積分系研究で開発された数理的手法が、アルゴリズム開

発や数値計算法など、従来可積分系とは無関係とみられてきた

様々な問題に適用されるようになってきました。本分野は、こ

の研究領域のパイオニアとして、可積分系によるアルゴリズム

開発などコンピュータサイエンスを視野にいれた新しい数学

「可積分系の応用解析」を研究しています。            　　　　

［辻本 諭・關戸 啓人・上岡 修平］
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概　要

　現実の様々な問題を解決するための数理的な方法論として非常に

重要な役割を果たしている最適化の理論と手法について教育・研究

します。特に、数理計画の基礎理論の研究とともに、現実の大規模

システム、複雑な非線形システム、不確実性を含むシステムなどに対

する新しい数理最適化のアプローチの開発を行います。

［山下 信雄・福田 エレン 秀美・佐藤 寛之・山川 雄也］

　高度情報化社会や生産システムに現れる様々な複雑なシステムの解析、計画、
運用、評価を行う数理的な理論として、数理計画、応用確率論、ネットワーク理論、
現代フィードバック制御論、確率システムの推定・同定、ロバスト制御などの
教育・研究とともに、これらの理論を用いて問題解決をはかるためのアルゴリ
ズムの開発を行います。また連携分野においては、各種方法論の実システムへ
の応用を意図した教育・研究を行います。

システム数理講座

最適化数理分野

最適化は問題解決のキーワード

　情報システムをくらしや産業に役立たせるには、システムが扱う人々の

行動やモノの運動特性を数理的にモデル化することが不可欠です。モデ

ルの形は、概念的なものから精緻な数値モデルまで多岐にわたります

が、人間の知識の活用方法（構造化モデリング）や実データの活用方法（多

変量解析）など、さまざまなモデル作りの方法論を産業界の実例で研究

しています。

［野中 洋一・高橋 由泰］

応用数理モデル連携ユニット

情報システムに知を吹きこむ（連携：日立製作所）

　工学の基礎を形成する物理、化学、生物等に現れる数理的モデルや工学システムをダイナミカ
ルシステムの視点でとらえて、統計物理学、力学系理論、微分方程式、確率論及び確率過程論、
計算機シミュレーション等の方法論を用いて解析し、その数理構造の解明と基礎理論の構築をめ
ざしながら、それらの応用研究も行います。

数理物理学講座

物理統計学分野

多要素結合ネットワーク系のダイナミクスの数理と複雑工学システム設計理論

力学系数理分野

力学系理論に基づいたシステムの数理

無制約最適化問題の最大解と最小解

概念モデルと数値モデル

　発展性と実用性を重視した制御理論の構築を目標として、制御シス

テムのモデリング、解析、設計における数理的手法とその応用に関す

る教育・研究を行います。主な研究テーマは、制御系設計、入出力に

制約付きシステムの制御、ネットワーク化制御、代数的システム理論、

制御における最適化、システム同定、大規模システムの縮約化、ハイ

ブリッド制御、確率システムの制御、量子制御理論です。

［太田 快人・加嶋 健司・大木 健太郎］

制御システム論分野

制御とモデリングへの数理的アプローチ

さまざまな多要素結合系

信号解析・多重通信システムに
適用可能なカオス符号パターン

金融市場と市場参加者の模式図複雑ネットワークの概念図
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　多くの要素（ユニット）が相互作用し情報のやりとりを行う分散通

信ネットワークやスマートグリッドの様な複雑工学システムの数理

的解析や設計理論の構築を目標とします。また、ニューラルネット

ワークなどの生物系ネットワーク、SNS などのソーシャルメディア、

経済現象に生起する複雑多様な現象の数理的、統一的理解とシス

テム設計理論の構築をめざします。例えば、ニューラルネットワーク

における情報処理、インターネットや分散ネットワーク、無線ネット

ワークなどの情報通信システムのシステム評価、高速モンテカルロ

計算アルゴリズム、価格・株価変動等の経済現象の動的性質を、統

計物理学、確率過程理論、力学系理論、エルゴード理論、計算機実験、

大規模データ処理技術等を用いて解析します。

［梅野 健・岩崎 淳］

　力学系理論の手法を用いて、自然科学や工学分野等に現れるさまざまなシステ

ムで起こるカオスや分岐等の複雑現象を解明し、さらに応用して新たな工学技術を

創生することを目標とします。その目標のため、従来の理論に留まらず、力学系の革

新的な理論の構築に挑戦します。また、精度保証計算や大規模数値シミュレーショ

ン等の数値的な手法も用いて、力学系や微分方程式の非可積分性、偏微分方程式

でモデル化される非線形波動、古典力学のn体問題における周期運動、多体系の運

動論の問題、さらにロケットの軌道設計やドローンのような飛翔体の運動や制御に

も取り組みます。　　　　　                        　［矢ヶ崎 一幸・柴山 允瑠・山口 義幸］

変分法により存在が示された
4体問題の超8の字解

ドローンの数理モデル

ネットワーク化制御の概念図
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概　要
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情報とシステムの
ニューフロンティアを拓く
コンピュータ・ネットワークや生産システムなどの大規模かつ

複雑化する人工システムを開発・運用していくための技術が

ますます重要になっています。

人間ー機械ー環境の関わり合いの解明、システムのモデル化、構成法の研究、

情報通信、画像・知識情報処理、医用工学、

応用情報学などの個別の技術の教育・研究を

通じて、大規模・複雑なシステム構築のための方法論を探求します。

シ
ス
テ
ム
科
学
専
攻

あらゆる「動き」の本質をつかみ活用する

未知の課題にチャレンジするための「方法」を学ぶ

　システム科学とは、あらゆる対象を抽象化し「システム」として

とらえて理解しようとする学問です。その中でも、私の専門であ

る動的システム論や制御工学では、数式を使って「動き」の一般

的な性質を明らかにしたり、望ましい「動き」を実現するための

原理を作ったりします。私たちの周りにある機械や自然現象等

のさまざまな「動き」は、無関係に見える事象でも根底に共通性

を持つ場合があります。したがって、動的システム論や制御工学

の理論やアルゴリズムは、自動車やロボット、航空機、環境・

エネルギー、社会・経済など、あらゆる対象に適用できるので

す。このような学問分野を学び研究することは、実社会で役立つ

のはもちろん、個々の対象ごとの表面的な違いによらない本質

をつかむ満足感も与えてくれます。システム科学の概念や手法

には本質ゆえの美しさがあると私は考えています。身の回りの

いろいろな事象に共通する原理に興味を感じる人、システム

科学の知識を身につけるとともに何が本質かを見抜く感性を

養いたい人を、システム科学専攻は歓迎します。

　システム科学専攻では様々な分野の研究を行っています。例えば、

生体システムや機械システムなどからセンサーで情報を計測し、内部

状態の推定や将来の予測を行い、さらにそれを制御する研究です。脳

の神経回路が情報を処理する原理を解明して、不確実で変動する環

境に適応し、学習や推論をする能力をもったシステムを作る研究もあ

ります。また、ウェブなどから得られる膨大な画像や文書のデータから

推論や発見を行うアルゴリズムとその理論の研究や、そのようなシス

テムを実現する高性能並列計算の研究も行っています。

　これらの研究分野はシステムに関係しているというだけでなく、実

はそこで行われている研究には多くの場合、共通する考え方がありま

す。それは情報の流れを意識して数理的なモデルを通して研究を行

うことです。異なる対象であっても，数理的なモデルによって同じよう

に扱い、広い視野をもつことができます。例えば、頂点と辺からなる

「グラフ」によって、ネットワーク（神経回路網、ウェブのリンク構造、鉄

道網など）だけでなくソーシャルメディアでタグつけされた画像のよう

な関連性をもったデータ構造も表現されます。このようにモデル化さ

れた対象は数学的な方法で扱うことができるため、さらに研究が発展

します。効率的な情報検索のためにグラフ埋め込みという手法が機

械学習で盛んに研究されていますが、階層構造をもつグラフはまっす

ぐなユークリッド空間ではうまく表現できず、双曲空間という曲がった

空間を用いることで性能が向上しました。

　数理的な研究を抽象的に行うだけではなく、現実世界における

対象を強く意識することもシステム科学専攻の特徴です。これまでに

体系化された方法を現実世界における課題へ適用することで解決す

る場合もありますが、 困難な課題にチャレンジすることで次の新しい

方法が生み出されることもあります。例えば統計学における方法論の

研究では、データから推測や予測をするための新しい方法を探求し

ています。このとき重要となるのはやはり確率論や最適化などの数理

的基礎分野です。

　このようにシステム科学専攻では数理的基礎と応用領域が相互に

影響を与えつつ研究が行われています。大学院における研究や講義

を通してその一面を体験し、視野を広げ、問題解決のための普遍的

な考え方や姿勢、すなわち「方法」をぜひ身につけてください。そして

未知の課題にチャレンジしたり、あたらしい技術や学問を作ったりす

るきっかけとしていただければ幸いです。

大
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TSU
KA Toshiyuki

大学院 情報学研究科
システム科学専攻教授
1990年東京都立科学技術大学工学部航空宇宙システム工学科卒業。1995年同大学
大学院工学研究科博士課程修了、博士（工学）。筑波大学構造工学系講師、大阪大
学大学院工学研究科講師、同助教授、同大学大学院基礎工学研究科教授を経
て、2013年より京都大学大学院情報学研究科システム科学専攻教授。計測自動制
御学会、システム制御情報学会、IEEEなどの会員。非線形システム論や最適制御の
理論と応用に関する研究に従事。
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大学院 情報学研究科
システム科学専攻教授
1990年3月東京大学工学部計数工学科卒業。1995年3月東京大学大学院工学系研究科
計数工学専攻博士課程修了。1995年4月日本学術振興会特別研究員。1996年7月統計
数理研究所予測制御研究系助手。2002年6月東京工業大学大学院情報理工学研究科
数理・計算科学専攻講師。2005年5月同助教授。2007年4月同准教授。2012年4月大阪
大学大学院基礎工学研究科数理科学領域教授。2016年9月（～現在）理化学研究所革
新知能統合研究センター数理統計学チームチームリーダー（兼任）。2017年4月（～
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■講座・分野一覧

人間機械共生系 機械システム制御 先端制御理論とその機械システムへの応用

加納 学産業・生体システムの情報解析・モデリング・制御

最適制御、非線形システム、分散制御、確率システム

適応、学習、推論の理論とその応用

統計学、機械学習

大塚 敏之

田中 利幸

下平 英寿

ヒューマンシステム論

システム構成論

統合動的システム論

適応システム論

数理システム論

先進安全自動車，予防安全，衝突回避 （西原 修）モビリティ研究

計算神経科学、ブレインネットワークインターフェース

局所回路情報処理、神経情報の解読

大脳基底核と神経修飾物質、進化ロボティクス

川人 光男

銅谷 賢治

 計算神経科学（連携）

統計的データマイニング、統計的パターン認識

運動制御／学習・ロボティクス

知性（脳）、生命のモデル化とその応用

上田 修功

森本 淳

石井 信

システム情報論

計算知能システム（連携）

医学・医療に関する情報システム 松田 哲也

スーパーコンピュータ、高性能並列計算 中島 浩応用情報学（協力）

情報システム

論理生命学

医用工学

■教員名簿

概　要

■授業科目

機械システム制御論

統合動的システム論　

適応システム論　

統計的システム論

情報システム特論

論理生命学　

医用システム論　

数理とデザイン

システム科学特殊研究１　

システム科学特殊研究２　

システム科学通論Ⅰ

システム科学通論Ⅱ

複雑システムのモデル化と問題解決　

ヒューマン・マシンシステム論　

スーパーコンピューティング特論　

修士課程科目

システム科学特別セミナー　

人間機械共生系特別セミナー　

システム構成論特別セミナー　

システム情報論特別セミナー　

応用情報学特別セミナー　

博士後期課程科目

加納 学　大塚 敏之　田中 利幸　下平 英寿　上田 修功（NTT、連携）　森本 淳　石井 信　 松田 哲也　
川人 光男（ATR、連携）　銅谷 賢治（OIST、連携）　中島 浩（メ）

教　授

西原 修　櫻間 一徳　小渕 智之　本多 淳也　中尾 恵　深沢 圭一郎（メ）

准教授

星野 健太 　中山 優吾　東 広志　今井 宏彦

助　教

　人間に代表される生体システムの情報学、機械に代表される人工システムの情報学、それらを
とりもつ相互関係の情報学が重要となってきています．このような視点にもとづいて、調和がとれ
複雑性や多様性を許容したシステムを志向しつつ、システム理論・制御工学・認知科学・ロボッ
ト工学・信頼性工学などの様々なアプローチによって、システム形成の原理や方法論を理論的に
究明するとともに、それに基づくシステム構築を目指します。

人間機械共生系講座

シ
ス
テ
ム
科
学
専
攻

　環境変化に対して頑健で柔軟な機械システムを実現するためには、悪条件の下でも思い通り

に機械システムを操作できるような洗練された制御手法が必要となります。そのような先端的制

御理論の構築を中心課題として、そのメカトロニクス系やネットワーク型システムへの応用に重

点をおいて教育・研究を進めます。具体的にはロバスト制御・システムモデリング・マルチエージェ

ント系・ハイブリッド系に関する理論的研究や、磁気浮上系・クレーン系・倒立振子・群ロボット・

生物システムなどに関する応用的研究を行います。                                                         

機械システム制御分野

頑健で柔軟な機械システムの実現をめざして

「７自由度ロボットアーム」

講座名 分野名／研究グループ名 研究指導分野 （准教授）
担当教授

（メ）： 学術情報メディアセンター
統合動的システム論分野

多様なシステムの共生をめざして

人間、機械、社会、環境を含むシステムの例

　人間、機械、社会、環境などさまざまな対象を包含する今までにないシステムを解析・設計し

共生と調和を実現するには、システムのモデリング、解析、設計、制御における普遍原理の解明が

不可欠です。そのために、さまざまな問題で根本的な困難となる非線形性と不確かさを扱うた

めの新しい方法論や、動的最適化アルゴリズムについて研究します。また、局所的な相互作用をも

とに大域的な機能を発現する分散制御の研究も行います。そして、あらゆる分野への応用に取り

組み、理論的かつ実践的な教育・研究を行います。   　　［大塚 敏之・櫻間 一徳・星野 健太］

需要家・供給者群

社会・経済モデル 公共の利益

環境の変動

価格提示 需要・供給の
情報

公共事業体

　人間を理解し、人間を含めたシステムを設計するためには、実社会や生理学的な現象を数学的

に記述したモデルが必要です。しかし、複雑な現象のモデリングは決して容易ではありません。

そこで、多様なセンサや被験者実験によって計測・収集されたデータから統計モデルを構築する

技術を研究すると共に、その成果で社会に貢献するために、製薬・半導体・鉄鋼・化学・自動

車など様々な産業でのデータ解析や制御の応用研究、医療機器開発を行っています。これらの研

究を通して、広い視野と志を持つ人材の育成を目指します。                                　　　　   ［加納 学］

ヒューマンシステム論分野

人間を中心に据えたシステム設計論の構築をめざして

モビリティ研究グループ
デザインとオペレーションの最適化

　自動車事故を減らすための予防安全技術として実用化されてきている車両運動制御、さらに，エネルギー効率向上、衝突回避システム

など、ヒトやモノの移動に関連する技術領域において、主に力学的制約のもとでの最適化の観点から研究を進めています。  　    ［西原 修］
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概　要

　生物や人間が有する適応、学習、推論の能力をもつシステムを人工

的に実現することを目指し、それに必要となる理論的諸問題に重点をお

いて教育・研究を行います。具体的には、人工知能、パターン認識、デー

タマイニング、ディジタル情報通信などへの応用を念頭におき、不確実

な環境から意味のある情報を効率的に取り出すための確率推論・学習

理論や、大規模な確率モデルの情報数理を統計力学とのアナロジーで

議論する情報統計力学などの主題群に取り組んでいます。

［田中 利幸・小渕 智之］

　システムはその環境及び自己自身に関する知識や情報を取得し、自らの安定
化とその機能の高度化を実現しなければなりません。そこで、生物や人間のも
つ適応や学習能力を人工的に実現するための理論、およびシステムの高度な機
能のモデル化や情報処理に関する数理的理論に関する教育・研究を行います。

システム構成論講座

適応システム論分野

適応・学習するシステムの理論

　各種の個別的な技術に関して、システム科学、情報学的な観点からの教育・研究を通して、総
合的かつ組織的なシステム情報論の構築をめざします。すなわち、情報通信、生命情報、医用工
学などの個別のシステム技術、方法論等の新たな開発を指向した研究とともに、システム情報論
の理論発展と実践に大いに貢献し得る人材の育成を行います。

システム情報論講座

情報システム分野

身体を持つ学習機械の実現をめざして

　人工知能とロボティクスの融合分野は、これからの産業基盤技術を生み出す分野とし

て期待されています。人間のように限られた経験・データから身体を持つ機械が巧みに

学習し、目的とする行動を生み出すための方法論を探求します。動的に変化する開かれ

た環境で動作する学習機械の実現を目指し、ロボットの運動学習手法、またその要素と

なる多自由度ロボットの数理モデルおよび人間の動作意図推定についての基礎技術に

関する教育・研究を行います。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［森本 淳］
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データマイニングとしてのディジタル通信：
多数の信号が混ざり合うなかからいかにし
て所望の情報を取り出すかが、高性能のディ
ジタル通信方式を実現する鍵となります。

ロボットの運動学習

大規模データからの潜在情報の抽出、分類、
構造化、可視化、予測

　ビッグデータ、データマイニング、人工知能の流行を支える理論的基盤として

統計学は重要な役割を果たしています。ランダム性を考慮してデータから帰納

的推論を行う方法論を提供することが統計学の大きな特徴です。これを基礎とし

て、大量のデータからの情報抽出から少量のデータ下での意思決定まで機械学

習は近年急速に発展しています。この転換期において、数学とプログラミングを

原動力に現実のデータに向き合うことで新たな方法論の発展を目指します。        

［下平 英寿・本多 淳也・中山 優吾］

数理システム論分野

統計学と機械学習の理論と応用

計算知能システム連携ユニット

大規模データからの知識創生をめざして

論理生命学分野

知性と生命のモデル化とその情報処理原理の理解をめざして

　知性（脳）や生命は、不確実で変動する環境に適応する複雑システムです。その情

報処理原理の解明を目指して、計算論的神経科学、システム生物学、バイオインフォマティ

クスなどのモデル化（理論）研究を実施しつつ、生物に学んだ柔軟な情報処理機構の

ロボット応用などの実用化研究へと展開します。生命システムに関する学際的な教育・

研究を実施します。　　　　　　　　　　　　　　             　　　　［石井 信・東 広志］

不確実環境における意思決定過程のモデルと
脳内情報処理

医用工学分野

生体の物理特性と機能を解明する

　画像診断などの生体機能計測システムや遺伝子解析におけるデータ処理システムに代表

されるように、情報システムは現代の医学・医療を支える重要な基盤となっています。医用シス

テムに関する研究には情報とバイオという2つのキーワードを結びつける学際的な展開が

求められます。医学部をはじめとした幅広い分野との共同研究体制のもとで手術ナビゲー

ションシステムや生体イメージング法の開発あるいは生体特性の新しい計測・表現手法の

確立などを目標に、医学・医療を対象とした情報システムに関する教育・研究を行います。

［松田 哲也・中尾 恵・今井 宏彦］
三次元画像を用いた生体・医学知識の
モデル化と診断・手術支援

　データマイニングとは、Web データのような膨大なデータから、データに潜

む有用な潜在情報を抽出し、分類、構造化し、またその構造を可視化し、さらに

将来の事象を予測するための技術で、現在、商品の推薦システム等でも実際

に活かされています。統計的学習理論、ベイズ統計、機械学習技術を駆使し、

革新的なデータマイニング技術の構築に関する研究・教育を行っています。

［上田 修功・田中 利幸］
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概　要
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［田中 利幸・小渕 智之］
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概　要

■神経回路情報処理
　脳は神経細胞がつくる回路によって情報を処理しています。神経回路が

情報を処理する基本原理を解明するために、動力学理論や確率過程に基

づく神経回路の情報論的性質の探求、大規模シミュレーションを視野に入

れた脳の神経細胞や局所回路モデルの構築、確率推定や機械学習の手法

による神経活動データからの情報の解読などを行います。このような学際

的活動を通じて、脳の情報処理原理の理論的解明と応用に貢献できる人材

を育成します。　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　［石井 信］

■行動学習の計算理論と脳の学習機構を解明する　

計算神経科学連携ユニット

　スーパーコンピュータを用いた先端科学やビッグサイエンスにおいて、大きな威力を発揮する並
列化技術や高性能計算技術について、基礎的・応用的研究を行うとともに、実用化・実証研究も行っ
ています。大規模なシミュレーションや科学技術計算を必要とする様々な科学分野の研究者や、
学内外のスーパーコンピュータ技術に関する研究者とも共同研究プロジェクトを組み、並列応用ソ
フトウェアから高性能ハードウェアに至る幅広い分野で活躍できる人材を育成しています。

［中島 浩・深沢 圭一郎］

応用情報学（協力）講座（学術情報メディアセンター）

シ
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ム
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サルの脳活動から示唆された
知覚意思決定の神経回路モデル

学術情報メディアセンターのスーパーコンピュータ

大脳基底核の神経回路とその強化学習における役割

■脳を創ることによって脳を知る
（a）脳とロボットをつなぐ

　脳活動によってロボットの制御を行うことを目指しま

す。その研究成果は、未来の情報通信端末としてのロボ

ットと人間をつなぐことや、人間の運動機能の再建や運

動補助のための技術開発に役立つことが期待されます。

また、脳活動を用いたロボットの制御の研究を通じて、

脳の仕組みの理解に貢献することを目指します。

（b）ブレイン・マシーン・インタフェース

　脳機能の計算論的理解に基づき、脳内情報を解読し、

身体機能の治療、回復、補綴、補完を可能とする BMI（ブ

レイン・マシーン・インタフェース）を開発し、臨床応用

と情報通信に役立てることを目指しています。

［川人 光男・石井 信］

　人間や動物は様々な環境に応じて新たな行動を獲得

することができます。これを支えている脳の働きは何なの

でしょうか？その理解には、ダイナミックな環境での行動

学習がいかにしたら可能になるかという計算理論の解

明と、脳の神経回路や分子、遺伝子のネットワークの働き

の理解を相補的に進める必要があります。私たちの研究

室では、強化学習とベイズ推定の新たなアルゴリズムの

開発、そのロボットの行動学習や生命情報学への応用、

ラットの大脳基底核や脳幹の神経活動や化学物質の計

測実験、人の行動学習と脳活動計測実験、ロボット集団

での学習機構の進化実験など、沖縄の海を臨むキャンパ

スで様々な分野、国の出身の研究者を集めて研究を進め

ています。　　　　　　　　　　　［銅谷 賢治・石井 信］

計算性能の頂上を目指して
　ス ー パ ーコン ピュータを はじ めとする、パソコン の 数 千

倍・数 万 倍 の 性 能を持 つ 高 性 能 計 算システムと、そのソフ

トウェア技術を研究しています。特に多数のコンピュータを

結 合した 並 列システム、並 列 処 理を簡 単 に実 現 する言 語、

さまざ ま な 応 用 分 野 で 広く利 用 可 能 な 計 算 ライブ ラリな

ど、これ からの 高 性 能 並 列 計 算を支える基 盤 的 な 技 術 に 関

する研究に注力しています。またこれらの研究の多くは、コ

ンピュータ科 学 の 分 野 だ けで なく、医 学・理 学・工 学 など

幅広い分野の研究者との共同研究プロジェクトとして実施し

ています。
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ンピュータ科 学 の 分 野 だ けで なく、医 学・理 学・工 学 など

幅広い分野の研究者との共同研究プロジェクトとして実施し
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大学院 情報学研究科
通信情報システム専攻 教授
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。

五
十
嵐 

淳

IG
ARASH

I Atsushi

　「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

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

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

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。

通
信
情
報
シ
ス
テ
ム
専
攻

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の「
見
え
な
い
化
」
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■講座・分野一覧

コンピュータ工学 コンピュータアルゴリズム アルゴリズム、離散構造、計算量、論理回路

高木 直史

湊 真一

算術演算回路、組込みシステム設計技術、超伝導プロセッサコンピュータアーキテクチャ

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 淳コンピュータソフトウェア

高速広帯域高信頼度ディジタル通信方式 原田 博司通信システム工学 ディジタル通信

伝送メディアの高度利用とその応用伝送メディア

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

橋口 浩之

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

情報通信ネットワークの設計と性能評価知的通信網

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 高史集積システム工学 情報回路方式

集積システム設計とその応用 橋本 昌宜超高速信号処理

■教員名簿

概　要

■授業科目

離散アルゴリズム理論　

ディジタル通信工学　

情報ネットワーク　

集積回路工学特論　

並列計算機アーキテクチャ

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）

ハードウェア アルゴリズム　

ディジタル信号処理論　

伝送メディア工学特論　

プログラム意味論

応用集積システム　

情報通信技術のデザイン

リモートセンシング工学　

通信情報システム特別研究１　

通信情報システム特別研究２

修士課程科目

コンピュータ工学特別セミナー　

通信システム工学特別セミナー　

集積システム工学特別セミナー

地球電波工学特別セミナー　

通信情報システム特別セミナー

博士後期課程科目

川原 純　末永 幸平　村田 英一　山本 高至　粟野 皓光　横山 竜宏 （生）　西村耕司（生）　

准教授

岩政 勇仁　和賀正樹　佐藤 丈博　辺 松　白井 僚　矢吹 正教（生）

助　教

　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、その基礎となるアルゴリ
ズム、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。

コンピュータ工学講座

コンピュータアルゴリズム

アルゴリズムの理論と技法、および実応用

　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・和賀 正樹］

コンピュータソフトウェア分野

高効率・高信頼ソフトウェア構築のための理論と応用

通
信
情
報
シ
ス
テ
ム
専
攻

　コンピュータはハードウェアとソフトウェアから成りますが、いずれも論理的な計算手順（ア

ルゴリズム）にしたがって動作しています。アルゴリズムの技法と計算量の理論は、計算機科学

の中核をなす学問であり、それらが多くの応用を持つことは言うまでもありません。我々は「ア

ルゴリズム」をキーワードとして、その基礎理論、実装技術、そして実応用の研究開発に取り組

み、コンピュータの社会への一層の貢献を目指します。　             

［湊 真一・川原 純・岩政 勇仁］

　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 実現に適し

たアルゴリズムの開発、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］

コンピュータアーキテクチャ分野

先進的な計算機構とその設計技術

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

講座名 分野名 研究指導分野 担当教授

（生）： 生存圏研究所

大木 英司

湊 真一　高木 直史　五十嵐 淳　原田 博司　大木 英司　佐藤 高史　橋本 昌宜　　
山本 衛（生）　橋口 浩之（生）

教　授
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概　要

　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。

通信システム工学講座

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

　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。

集積システム工学講座

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。

［佐藤 高史・粟野 皓光・辺 松］

超高速信号処理分野

集積システム設計とその応用

　社会は AI や IoT などますます情報システム基盤に依存するようになってきています。人

命や財産を取り扱う情報システムには高い信頼性が求められます。トランジスタの微細化に

よってもたらされた半導体デバイスの極低電力化・極小体積化は、環境に溶け込んだアン

ビエントコンピューティングを実現しつつあります。一方で、トランジスタの微細化が不透明

さを増す中、新しい原理に基づいたコンピューティングの模索が続いています。本分野では

「コンピューティング基盤を創る」を掲げ、信頼できる高性能コンピュータをいかに設計する

か、新原理次世代コンピューティングをどう実現するか、我々の生活を変えるコンピューティ

ングシステムはなにかを追究しています。

［橋本 昌宜・白井 僚］

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

新規ナノデバイスを用いて設計・製造したFPGA
チップの測定風景

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

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
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　IoT (Internet of Things)、ビッグデータ、AI （人工知能） 時代において、高度な

ネットワーク技術の必要性はますます高まっています。データを収集する役割を担う

スマートフォンやIoTデバイス、データを蓄積するデータセンター、そしてデータを

計算処理し人々に価値をもたらすクラウドや様々なアプリを相互接続し、データが

人々にもたらす恩恵を最大化できるような高速性、信頼性、柔軟性を兼ね備えた

ネットワークについて、理論から実装まで幅広いアプローチで、研究に取り組みます。

［大木 英司・佐藤 丈博］

　携帯電話に加え、無線 LAN や微小無線 IC チップ等の開発も相まって、ユビキタ

ス・ネット化が急進展しています。直接目には見えなくてもワイヤレス技術により

様々な機器、装置、センサが縦横無尽にネット接続され、特に意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としています。そのような時代に必要となる自律

分散制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を目指して、無線資

源の最適管理技術や送受信信号処理が一体化した高度な無線伝送技術、複数シス

テム間の周波数共用技術等について教育・研究を行います。

［原田 博司・村田 英一］

　次世代無線アクセス方式ではマイクロ波通信に加えミリ波通信導入による高速

化・大容量化が期待される一方、ミリ波帯特有の人体による通信路遮蔽問題のた

め、急峻な通信品質低下や切断が生じ、体感品質を大きく低下させます。このよう

な課題に対してコンピュータビジョンや機械学習といった異分野技術と無線通信

制御技術を統合的に活用した無線プラットフォームなど、これまでにない技術の

研究・開発、および、それらを通した新たな時代を切り開く学生の教育を行います。

［山本 高至］
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高度情報教育基盤ユニット （京都大学学際融合教育研究推進センター）

■ 情報教育の革新

■ 教育の情報化

■ 担当教員

■ 座学・PC 教室での一斉授業から BYOD 型講義環境へ
● タブレット機器・PC 必修を前提とした通常講義室の IT 化
● アクティブ学習設備で対話教育・学生理解度把握

従来の講義室や
PC 教室での一斉授業

タブレット機器による講義・演習
アクティブ学習教室での対話講義

［連絡先］　〒606-8501　京都市左京区吉田本町　総合研究12号館 110、112室　E-mail : iedu@i.kyoto-u.ac.jp

講義アーカイブによる
オンライン講座

■ オンライン講座
● オンライン講座・講義アーカイブを用いた学習

従来の情報教育 本事業で実施する情報教育

コンピュータリテラシー

大半の大学での
情報教育内容

全学必修の
情報教育内容

本事業で実施する
情報教育内容

本事業で実施する
情報教育内容

コンピュータの仕組み

情報リテラシー・データリテラシー

社会における情報の取扱い

情報機器・ネットを
使いこなせる能力

研究推進力
としての高度な
情報利活用力

情報利活用力
（獲得・生成・収集・

分析・提示）

コンピュータ、OS・言語ソフトや
インターネットの仕組み

（計算機工学・計算機科学）

社会における情報
の取扱い

（社会と情報）

イノベーション基盤
教育（技術管理、
ビジネスモデル）

情報リテラシー、

データリテラシー、

社会における

情報の取扱いが

今後重要に

■ 提供科目
［全学共通科目］
・情報基礎     ・情報と知財入門  
・情報基礎実践    ・イノベーションと情報
・情報企業論

［大学院科目］研究科横断型教育プログラム科目

・情報分析管理論    ・情報分析管理演習    ・計算科学入門
・計算科学演習 A    ・情報と知財    ・サービスモデリング論
・ビックデータの計算科学    ・イノベーションと情報    ・情報セキュリティ
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概　要

　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。

地球電波工学（協力）講座

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。

滋賀県甲賀市信楽町に設置されているMUレーダー。
アンテナ直径は103m。

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、

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

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

観測の実施、衛星データの解析や数値モデリングなど、

種々の手法を駆使して、我々の生存環境の保護膜である

地球大気の諸現象の解明を目指します。

［橋口 浩之・西村耕司・矢吹 正教］

イ
ン
フ
ォ
メ
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　電波による大気のリモートセンシングと計算機モデリン

グを用いて、地球大気中の諸現象の解明を目指していま

す。大気中の諸現象（乱流・雨・雲・プラズマなど）に対

するレーダー計測やシミュレーションの技術開発を行い、

人間の生活に直結する地表付近から高度 100km 以上に

存在する地球大気と宇宙の境界（電離圏）に至る、広い高

度範囲の大気現象を対象とした教育・研究を行っていま

す。MU レーダーを用いて日本の大気現象を研究するのみ

ならず、国際協力による熱帯域の大気現象、宇宙天気現象

の解明にも取り組んでいます。インドネシア・スマトラ島

に設置した大型レーダー（赤道大気レーダー）のほか、他

研究機関と共同で東南アジア域に観測網を展開し、激し

い積雲対流活動が発生する赤道域の大気圏・電離圏の

現象の解明を目指しています。　　［山本 衛・横山 竜宏］

山本 章博
ユニット長 情報学研究科 教授

山下 信雄
情報学研究科 教授

田島 敬史
国際高等教育院 教授

前川 佳一
経営管理研究部 特定教授

佐藤 寛之
情報学研究科 特定准教授

嶋田敏
経営管理研究部 講師

關戸 啓人
国際高等教育院　データ科学　
イノベーション教育研究センター 特定講師

増田 央
経営管理研究部 特定講師

杉山 一成
情報学研究科 特定准教授

　高度情報教育基盤ユニットは、平成26年度文部科学省
特別経費「学部・大学院共通情報教育の革新と教育情報
化によるグローバル人材の育成」事業が認められ，その
実施のために京都大学学際融合教育研究推進センター内

に設置されました。これからの社会を構築する学生には
専門分野にかかわらず必要不可欠なものとして情報利活
用力を身につけ、情報コミュニケーション能力や国際性
を高めてほしいと考えています。
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情報利活用力

情報利活用力
（獲得・生成・収集・

分析・提示）

コンピュータ、OS・言語ソフトや
インターネットの仕組み

（計算機工学・計算機科学）

社会における情報
の取扱い

（社会と情報）

イノベーション基盤
教育（技術管理、
ビジネスモデル）

情報リテラシー、

データリテラシー、

社会における

情報の取扱いが

今後重要に

■ 提供科目
［全学共通科目］
・情報基礎     ・情報と知財入門  
・情報基礎実践    ・イノベーションと情報
・情報企業論

［大学院科目］研究科横断型教育プログラム科目

・情報分析管理論    ・情報分析管理演習    ・計算科学入門
・計算科学演習 A    ・情報と知財    ・サービスモデリング論
・ビックデータの計算科学    ・イノベーションと情報    ・情報セキュリティ
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概　要

　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。

地球電波工学（協力）講座

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。

滋賀県甲賀市信楽町に設置されているMUレーダー。
アンテナ直径は103m。

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、

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

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

観測の実施、衛星データの解析や数値モデリングなど、

種々の手法を駆使して、我々の生存環境の保護膜である

地球大気の諸現象の解明を目指します。

［橋口 浩之・西村耕司・矢吹 正教］
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　電波による大気のリモートセンシングと計算機モデリン

グを用いて、地球大気中の諸現象の解明を目指していま

す。大気中の諸現象（乱流・雨・雲・プラズマなど）に対

するレーダー計測やシミュレーションの技術開発を行い、

人間の生活に直結する地表付近から高度 100km 以上に

存在する地球大気と宇宙の境界（電離圏）に至る、広い高

度範囲の大気現象を対象とした教育・研究を行っていま

す。MU レーダーを用いて日本の大気現象を研究するのみ

ならず、国際協力による熱帯域の大気現象、宇宙天気現象

の解明にも取り組んでいます。インドネシア・スマトラ島

に設置した大型レーダー（赤道大気レーダー）のほか、他

研究機関と共同で東南アジア域に観測網を展開し、激し

い積雲対流活動が発生する赤道域の大気圏・電離圏の

現象の解明を目指しています。　　［山本 衛・横山 竜宏］

山本 章博
ユニット長 情報学研究科 教授

山下 信雄
情報学研究科 教授

田島 敬史
国際高等教育院 教授

前川 佳一
経営管理研究部 特定教授

佐藤 寛之
情報学研究科 特定准教授

嶋田敏
経営管理研究部 講師

關戸 啓人
国際高等教育院　データ科学　
イノベーション教育研究センター 特定講師

増田 央
経営管理研究部 特定講師

杉山 一成
情報学研究科 特定准教授

　高度情報教育基盤ユニットは、平成26年度文部科学省
特別経費「学部・大学院共通情報教育の革新と教育情報
化によるグローバル人材の育成」事業が認められ，その
実施のために京都大学学際融合教育研究推進センター内

に設置されました。これからの社会を構築する学生には
専門分野にかかわらず必要不可欠なものとして情報利活
用力を身につけ、情報コミュニケーション能力や国際性
を高めてほしいと考えています。
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　プラットフォーム学卓越大学院は、情報通信ネットワーク技術、大規模データ（ビッグデータ）解析・利活用技術、および文系学術を含む学際

的専門技術を駆使し、農業、医療、防災等各種現場領域において発生する社会リスクを低減する「社会を駆動するプラットフォーム」を構築する

ことができる人材を育成する、５年一貫の博士課程教育プログラムです。令和２年度文部科学省「卓越大学院プログラム」に採択されました。

京都大学プラットフォーム学卓越大学院

●「社会を駆動するプラットフォーム学」
現在、社会に遍在する各種情報を通信技術により広範囲に収

集し、ビッグデータとして情報技術を用いて整理、分析、共有し、

その結果を社会にフィードバックする「プラットフォーム」の整備、

利活用が進んでいます。現状のプラットフォームでは、大きな消

費電力、計算パワーを用いてビッグデータを収集・処理してい

ます。しかし、データ生成、収集に関して処理の分散性、安全性、

高速性を考えると低消費電力、低コスト化は可能です。このため

には情報通信技術を基軸にした情報学の知識が必要です。また

深層学習、機械学習が定番化し、ブラックボックスで使用する現

状もあります。これも各分野のデータが持つ意味を理解、解釈し、

最適化を行うことで、処理量、コストを削減することは可能です。

このためには情報学に加え、農業、医療、防災等の情報学外の

理系学術の知識が必要です。

また昨今、クラウドや通信ネットワークの市場構築において日

本が存在感を十分発揮できていないという現実があります。この

一因は、技術者のみが開発を行い、国際的な視点で標準化や

ビジネスができていない点にあります。日本がプラットフォーム

の分野で存在感を示すためには、オリジナルの社会的倫理観、

公正性等の集団としての意思決定メカニズムをこのプラット

　デザイン学大学院連携プログラムは、現代社会の複雑な問

題に対応するために、多くの学問領域の知見を重ね合わせて

解決法を模索する「デザイン学」を 5 年一貫で学ぶわが国初

の博士教育プログラムです。自らの専門性を深めるとともに、

異分野の専門家や地域の人々と協働しながら、現実社会の多

様な問題に取り組み、新たな社会の仕組みを「デザイン」

することができる人材の育成を目指しています。

　プログラムの履修生は、情報学だけでなく、機械工学、建

築学、経営学、心理学という5つの専門領域に触れるとともに、

学内外でさまざまな演習やフィールドワーク、インターンシッ

プを体験しながら「社会をデザインする力」の獲得に挑みます。

プログラムに参加するには、情報学研究科の知能情報学専攻、

社会情報学専攻、数理工学専攻、システム科学専攻、通信

情報システム専攻のいずれかに入学した上で、本プログラム

の履修生選抜を受ける必要があります。また、本プログラム

修了時に情報学研究科の履修生には、「博士（総合学術）」

又は「博士（情報学）」の学位が授与されます。「博士（情報学）」

の場合には、学位記に本プログラムの修了を記載します。

京都大学デザイン学大学院連携プログラム

参画組織

　教育学研究科（教育科学専攻）、工学研究科（建築学専

攻、機械理工学専攻、マイクロエンジニアリング専攻、航

空宇宙工学専攻）、情報学研究科（知能情報学専攻、社会

情報学専攻、数理工学専攻、システム科学専攻、通信情報

システム専攻）、経営管理教育部（経営管理専攻、経営科

学専攻）

連携組織

　日本電気、日本電信電話、野村総合研究所、パナソニッ

ク、三菱電機、森ビル、デザインイノベーションコンソー

シアム参加企業（オムロン、ソニー、竹中工務店、DMG

森精機、電通、東レ、日建設計、日本総合研究所、西日本

電信電話、博報堂、ヤマハ発動機、横河電機など約70社）

●Webサイト：http://www.design.kyoto-u.ac.jp

●連絡先　　：contact@design.kyoto-u.ac.jp

フォームに新規実装し、グローバルに展開するために必要となる

法律、倫理、政策、データ流通等の知識が必要になります。つまり、

情報学＋情報学外理系学術に加え、倫理、法律、公共政策、

流通といった文系学術の知識が必要になります。

本プログラムでは、プラットフォームを構築する上で必要にな

る文理融合の学術を「プラットフォーム学」と名付け、この新学

術を修める人材を博士課程学位プログラムにより育成します。

●プラットフォーマー人材を育成する「６つの能力」
プラットフォーム学を修めたプラットフォーマー人材を育成する

ためには、①中核卓越専門力（主となる分野の高い専門知識力）、
②深化専門力（中核分野を深化できる専門知識力、副分野
醸成能力）、③構築力（社会問題を解決できるプラットフォーム
構築設計能力）、④推進力（大型プロジェクト推進管理能力・
国際展開能力）、⑤持続力（成果の標準化、社会実装を持続的
に発展させる能力）、⑥文理融合力（プラットフォーム構築に必要
な文系知識力、起業・コミュニティ形成能力）の６つの能力獲

得が重要となります。

まず、主専攻領域に関する「中核卓越専門力」を確実に修得

するため、各学生の所属専攻のカリキュラムを尊重しつつ、副

専攻領域に関する「深化専門力」を高めるための情報学、農学、

医学、防災の分野からなる講義、演習を提供します。さらにプラッ

トフォーム構築に必要な法、倫理、流通等の文系学術を加えた「文

理融合力」を涵養する講義、演習を提供します。そして、これ

らのインプットと研究成果をもとにプラットフォームを自ら構築で

きる「構築力」、プロジェクトを推進、管理し、成果を運用、国

際展開する「推進力」、成果の標準化、社会実装等、持続的に

発展させる「持続力」を育成するために、複数分野教員の指導、

研究グラント、リサーチインターンシップ、研究成果マッチング

イベント、国際シンポジウム等の環境を提供します。また、最新

の実通信環境、各種実ビッグデータも利活用できる環境も提供

します。これらの環境は、情報学研究科、農学研究科、医学研

究科、公共政策大学院、防災研究所を中心に京都大学内外 41

の産学官機関の連携により提供されます。

特色1 特色2 特色3
情報学内外の“文理融合の観点”から

プラットフォーム構築に必要な学術を習得
することができるプログラム

情報学を基軸とし、実ビッグデータ
および大規模データ収集基盤を用い、

農業、医療、防災に関してプラットフォームの
“基盤構築”ができるプログラム

“複数専攻分野時代”の特色ある修了審査、
学位のあり方を創出するプログラム

社会問題

社会問題
（農業、医療、防災）

時代が抱える問題
（高齢化、出生率、

国際化）

環境が抱える問題
（温暖化、CO₂排出量）

利用シーンに
おける問題

（陸、海、空）

制約条件の問題
（信頼度、時間、空間、

セキュリティ）

プラットフォーマ
人材

6つの能力
中核卓越専門力

高い専門知識
独創性のある研究開発能力

深化専門力
中核分野を深化できる専門知識

副専攻分野の醸成

文理融合力
プラットフォーム構築、コミュニ

ティ形成に必要な文系学術

構築力
プラットフォーム構築設計能力

プロジェクト構築能力

推進力
大型プロジェクト推進能力、

管理能力、
成果の国際展開能力

持続力
国際標準化等構築能力

成果の社会実績、持続化力

情報学がもつ側面
知能情報学  計算機科学

数理科学・工学  システム科学
通信工学  社会情報学

情報学外がもつ側面
農学  医学   防災

法学  公共政策  倫理  流通
文理混在型、異文化融合

大学において、文理融合分野を網羅した観点から教育、研究を
卓越した担当者がワンストップで行うことができる学際プログラム

京都大学学内部局の連携

倫理、法学
流通 データ論

意味論 解釈論
表現論 処理論

社会
アクティ

べーション論

情報流体論

アーキテクチャ
構築論

コミュニティ
形成論

システム
駆動論

プラット
フォーム学

情報学系
国際連携機関

情報学外系
国際連携機関

  参画組織
情報学研究科：知能情報学専攻、社会情報学専攻、先端数理科学専攻、数理工学専攻、
システム科学専攻、通信情報システム専攻
農学研究科：農学専攻、森林科学専攻、応用生物科学専攻、地域環境科学専攻、生物
資源経済学専攻

  連携組織
京都大学内：情報学研究科、農学研究科、医学研究科、公共政策大学院、防災研究所
国内連携先機関：情報通信研究機構、理化学研究所、海洋研究開発機構、農業・食品産
業技術総合研究機構、統計数理研究所、気象工学研究所、農業農村整備情報総合セン

ター、総合地球環境学研究所、医療経済研究機構、国際電気通信基礎技術研究所、
KDDI総合研究所、NTTコミュニケーション科学基礎研究所、NTT西日本、Yahoo! Japan
研究所、三菱電機情報技術総合研究所、ソニーR&Dセンター、NECシステムプラット
フォーム研究所、トヨタ自動車、アンリツ、角川アスキー総合研究所、Rubyアソシエー
ション、wenovator LLC、トリップアドバイザー、三菱UFJリサーチ&コンサルティング、水産
大学校、自治医科大学
海外連携先機関：シカゴ大学、イリノイ大学、フロリダ大学、ウイーン工科大学、ポツダム
大学、ベルリン工科大学、ミュンヘン工科大学、デルフト工科大学、ソルボンヌ大学、オー
ルボー大学、華中農業大学、国立中興大学、国立台湾大学、フランス国立科学研究セン
ター、シンガポール科学技術研究庁

●Webサイト：https://www.platforms.ceppings.kyoto-u.ac.jp/

●連絡先　　：platforms_contact@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
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　プラットフォーム学卓越大学院は、情報通信ネットワーク技術、大規模データ（ビッグデータ）解析・利活用技術、および文系学術を含む学際

的専門技術を駆使し、農業、医療、防災等各種現場領域において発生する社会リスクを低減する「社会を駆動するプラットフォーム」を構築する

ことができる人材を育成する、５年一貫の博士課程教育プログラムです。令和２年度文部科学省「卓越大学院プログラム」に採択されました。

京都大学プラットフォーム学卓越大学院

●「社会を駆動するプラットフォーム学」
現在、社会に遍在する各種情報を通信技術により広範囲に収

集し、ビッグデータとして情報技術を用いて整理、分析、共有し、

その結果を社会にフィードバックする「プラットフォーム」の整備、

利活用が進んでいます。現状のプラットフォームでは、大きな消

費電力、計算パワーを用いてビッグデータを収集・処理してい

ます。しかし、データ生成、収集に関して処理の分散性、安全性、

高速性を考えると低消費電力、低コスト化は可能です。このため

には情報通信技術を基軸にした情報学の知識が必要です。また

深層学習、機械学習が定番化し、ブラックボックスで使用する現

状もあります。これも各分野のデータが持つ意味を理解、解釈し、

最適化を行うことで、処理量、コストを削減することは可能です。

このためには情報学に加え、農業、医療、防災等の情報学外の

理系学術の知識が必要です。

また昨今、クラウドや通信ネットワークの市場構築において日

本が存在感を十分発揮できていないという現実があります。この

一因は、技術者のみが開発を行い、国際的な視点で標準化や

ビジネスができていない点にあります。日本がプラットフォーム

の分野で存在感を示すためには、オリジナルの社会的倫理観、

公正性等の集団としての意思決定メカニズムをこのプラット

　デザイン学大学院連携プログラムは、現代社会の複雑な問

題に対応するために、多くの学問領域の知見を重ね合わせて

解決法を模索する「デザイン学」を 5 年一貫で学ぶわが国初

の博士教育プログラムです。自らの専門性を深めるとともに、

異分野の専門家や地域の人々と協働しながら、現実社会の多

様な問題に取り組み、新たな社会の仕組みを「デザイン」

することができる人材の育成を目指しています。

　プログラムの履修生は、情報学だけでなく、機械工学、建

築学、経営学、心理学という5つの専門領域に触れるとともに、

学内外でさまざまな演習やフィールドワーク、インターンシッ

プを体験しながら「社会をデザインする力」の獲得に挑みます。

プログラムに参加するには、情報学研究科の知能情報学専攻、

社会情報学専攻、数理工学専攻、システム科学専攻、通信

情報システム専攻のいずれかに入学した上で、本プログラム

の履修生選抜を受ける必要があります。また、本プログラム

修了時に情報学研究科の履修生には、「博士（総合学術）」

又は「博士（情報学）」の学位が授与されます。「博士（情報学）」

の場合には、学位記に本プログラムの修了を記載します。

京都大学デザイン学大学院連携プログラム

参画組織

　教育学研究科（教育科学専攻）、工学研究科（建築学専

攻、機械理工学専攻、マイクロエンジニアリング専攻、航

空宇宙工学専攻）、情報学研究科（知能情報学専攻、社会

情報学専攻、数理工学専攻、システム科学専攻、通信情報

システム専攻）、経営管理教育部（経営管理専攻、経営科

学専攻）

連携組織

　日本電気、日本電信電話、野村総合研究所、パナソニッ

ク、三菱電機、森ビル、デザインイノベーションコンソー

シアム参加企業（オムロン、ソニー、竹中工務店、DMG

森精機、電通、東レ、日建設計、日本総合研究所、西日本

電信電話、博報堂、ヤマハ発動機、横河電機など約70社）

●Webサイト：http://www.design.kyoto-u.ac.jp

●連絡先　　：contact@design.kyoto-u.ac.jp

フォームに新規実装し、グローバルに展開するために必要となる

法律、倫理、政策、データ流通等の知識が必要になります。つまり、

情報学＋情報学外理系学術に加え、倫理、法律、公共政策、

流通といった文系学術の知識が必要になります。

本プログラムでは、プラットフォームを構築する上で必要にな

る文理融合の学術を「プラットフォーム学」と名付け、この新学

術を修める人材を博士課程学位プログラムにより育成します。

●プラットフォーマー人材を育成する「６つの能力」
プラットフォーム学を修めたプラットフォーマー人材を育成する

ためには、①中核卓越専門力（主となる分野の高い専門知識力）、
②深化専門力（中核分野を深化できる専門知識力、副分野
醸成能力）、③構築力（社会問題を解決できるプラットフォーム
構築設計能力）、④推進力（大型プロジェクト推進管理能力・
国際展開能力）、⑤持続力（成果の標準化、社会実装を持続的
に発展させる能力）、⑥文理融合力（プラットフォーム構築に必要
な文系知識力、起業・コミュニティ形成能力）の６つの能力獲

得が重要となります。

まず、主専攻領域に関する「中核卓越専門力」を確実に修得

するため、各学生の所属専攻のカリキュラムを尊重しつつ、副

専攻領域に関する「深化専門力」を高めるための情報学、農学、

医学、防災の分野からなる講義、演習を提供します。さらにプラッ

トフォーム構築に必要な法、倫理、流通等の文系学術を加えた「文

理融合力」を涵養する講義、演習を提供します。そして、これ

らのインプットと研究成果をもとにプラットフォームを自ら構築で

きる「構築力」、プロジェクトを推進、管理し、成果を運用、国

際展開する「推進力」、成果の標準化、社会実装等、持続的に

発展させる「持続力」を育成するために、複数分野教員の指導、

研究グラント、リサーチインターンシップ、研究成果マッチング

イベント、国際シンポジウム等の環境を提供します。また、最新

の実通信環境、各種実ビッグデータも利活用できる環境も提供

します。これらの環境は、情報学研究科、農学研究科、医学研

究科、公共政策大学院、防災研究所を中心に京都大学内外 41

の産学官機関の連携により提供されます。

特色1 特色2 特色3
情報学内外の“文理融合の観点”から

プラットフォーム構築に必要な学術を習得
することができるプログラム

情報学を基軸とし、実ビッグデータ
および大規模データ収集基盤を用い、

農業、医療、防災に関してプラットフォームの
“基盤構築”ができるプログラム

“複数専攻分野時代”の特色ある修了審査、
学位のあり方を創出するプログラム

社会問題

社会問題
（農業、医療、防災）

時代が抱える問題
（高齢化、出生率、

国際化）

環境が抱える問題
（温暖化、CO₂排出量）

利用シーンに
おける問題

（陸、海、空）

制約条件の問題
（信頼度、時間、空間、

セキュリティ）

プラットフォーマ
人材

6つの能力
中核卓越専門力

高い専門知識
独創性のある研究開発能力

深化専門力
中核分野を深化できる専門知識

副専攻分野の醸成

文理融合力
プラットフォーム構築、コミュニ

ティ形成に必要な文系学術

構築力
プラットフォーム構築設計能力

プロジェクト構築能力

推進力
大型プロジェクト推進能力、

管理能力、
成果の国際展開能力

持続力
国際標準化等構築能力

成果の社会実績、持続化力

情報学がもつ側面
知能情報学  計算機科学

数理科学・工学  システム科学
通信工学  社会情報学

情報学外がもつ側面
農学  医学   防災

法学  公共政策  倫理  流通
文理混在型、異文化融合

大学において、文理融合分野を網羅した観点から教育、研究を
卓越した担当者がワンストップで行うことができる学際プログラム

京都大学学内部局の連携

倫理、法学
流通 データ論

意味論 解釈論
表現論 処理論

社会
アクティ

べーション論

情報流体論

アーキテクチャ
構築論

コミュニティ
形成論

システム
駆動論

プラット
フォーム学

情報学系
国際連携機関

情報学外系
国際連携機関

  参画組織
情報学研究科：知能情報学専攻、社会情報学専攻、先端数理科学専攻、数理工学専攻、
システム科学専攻、通信情報システム専攻
農学研究科：農学専攻、森林科学専攻、応用生物科学専攻、地域環境科学専攻、生物
資源経済学専攻

  連携組織
京都大学内：情報学研究科、農学研究科、医学研究科、公共政策大学院、防災研究所
国内連携先機関：情報通信研究機構、理化学研究所、海洋研究開発機構、農業・食品産
業技術総合研究機構、統計数理研究所、気象工学研究所、農業農村整備情報総合セン

ター、総合地球環境学研究所、医療経済研究機構、国際電気通信基礎技術研究所、
KDDI総合研究所、NTTコミュニケーション科学基礎研究所、NTT西日本、Yahoo! Japan
研究所、三菱電機情報技術総合研究所、ソニーR&Dセンター、NECシステムプラット
フォーム研究所、トヨタ自動車、アンリツ、角川アスキー総合研究所、Rubyアソシエー
ション、wenovator LLC、トリップアドバイザー、三菱UFJリサーチ &コンサルティング、水産
大学校、自治医科大学
海外連携先機関：シカゴ大学、イリノイ大学、フロリダ大学、ウイーン工科大学、ポツダム
大学、ベルリン工科大学、ミュンヘン工科大学、デルフト工科大学、ソルボンヌ大学、オー
ルボー大学、華中農業大学、国立中興大学、国立台湾大学、フランス国立科学研究セン
ター、シンガポール科学技術研究庁

●Webサイト：https://www.platforms.ceppings.kyoto-u.ac.jp/

●連絡先　　：platforms_contact@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
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　コンピュータとそれを取り巻く種々の環境の飛躍的な変

化と発展は高度な情報化社会を生み出し、コンピュータや

情報といった語をキーワードとする様々な学問が多種多様

に生まれてきています。本研究科はこのような学問環境を

背景に、従来の情報工学や計算機科学の枠にとらわれず、

多 く の 学 問 諸 分 野 を 横 断 す る 新 学 域 「 情 報 学 」 を 確 立 さ

せ、その学識と研究成果を本学から世界に向けて発進する

ために設置されています。この理念を大学院教育の形で実

現し、研究者・社会人として優れた人材を世に輩出するこ

とが本研究科の教育的使命であり、このために多様な経歴

の学生を幅広く受け入れ、情報学の第一線で活動する優れ

た教授陣が高い見地から丁寧な指導を行っています。

　本研究科のカリキュラムおよび修了要件の中で最も特徴

的な事項は、諸分野・諸学域を横断するという情報学の学

問的特徴とその広がりを多様な出身の大学院生に修得させ

ることです。情報学はその成り立ちから従来の自然科学・

社会科学・人文科学といった既存の学域に対して横断的な

学域であるため、この新学域での高度な見識を身につける

ためには個々の小さな研究分野の専門知識の修得だけでは

不 十 分 で あ る と 考 え て い ま す 。 こ の た め 修 士 課 程 で は 、

個々の専攻・分野にとらわれない総合科目として「研究科

共通科目」を選択必修科目として課しています。また博士

後期課程では専攻毎に行われる種々のセミナーや研究発表

会を通して、指導教員以外の複数の教員のアドバイスを受

ける機会を設け、博士学位論文作成を目標とした研究指導

が行われています。

　特に修士課程では以下のカリキュラムを用意し、これに

沿った履修指導を行っています。

●研究科共通科目（選択必修の講義科目）

　出身の多様な本研究科の修士課程院生に情報学の広がりに

ついての見識を身につけてもらうことが目的の科目で、「情

報学展望」等の科目が開講され、各専攻の定めに従って異

なったテーマで開講される複数の講義の中から少なくとも一

つを選択することが義務づけられています。

●研究指導科目（必修科目）

　修士論文の作成を目標とし、指導教員を中心として行われ

る個別の研究指導です。専攻によっては所属する研究室以外

の教員の指導・助言を受ける機会も設けられています。

●専攻基礎科目・専攻専門科目（選択科目）

　専攻毎に開設される大学院科目で、講義・演習・実習・セ

ミナーなど様々な形式で行われます。専攻基礎科目は経歴の異

なる院生が所属する専攻での学修に必要な基礎知識・基礎技能

を身につけることを目的としており、専攻専門科目は個々の分

野の高度な専門知識・専門技能を修得することを目的としてい

ます。また専攻によっては京都大学の他の研究科で開講されて

いる大学院科目を選択科目として推奨していることもあります。

　なお、履修にあたっては、指導教員が各院生の将来の進路

を検討しながら、各自の適性にあった履修となるよう相談と

助言を行っています。

●学部科目の聴講

　情報学は幅の広い学域であり、出身によっては研究遂行上

での基礎知識・基礎学力の不足が認められる場合もあります。

この場合は、本学の学部で開講されている基礎的な科目で必

要なものを履修するように推奨している。この際、修得単位

は修了要件には算入されない増加単位として扱われています。

修士課程の修了要件

　所属する専攻が定める科目を下記の区分により、合計30単

位以上を取得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論

文の審査及び試験に合格すること

●研究指導科目〔必修〕及び修士論文〔必須〕

●研究科共通科目〔選択必修〕

●専攻基礎科目・専攻専門科目（他専攻・研究科開設科目も含む）〔選択〕

博士後期課程の修了要件

　本研究科開設科目を６単位以上取得し、かつ、必要な研究

指導を受けた上、博士論文の審査及び試験に合格すること

●博士論文〔必須〕

教育課程及び履修方法

　情報学の研究開発を先導できる高度な人材になるには、博

士後期課程に進学することが望まれます。博士後期課程進学

における経済的不安を解消するために、文部科学省が令和３

年度から開始する「科学技術イノベーション創出に向けた大

学フェローシップ創設事業」の補助を受けて、「京都大学科学

技術イノベーション創出フェローシップ」が創設されました。

本研究科は、「情報・AI」分野の責任部局として、当該分野

の研究を担う博士後期課程の大学院学生に対する経済的支援

を進めます。

●フェローシップ支給予定学生数：２５人/学年

●研究専念支援金：年間１８０万円（毎月１５万円支給）

●研究費：年間３０万円（指導教員が管理）

●選抜方法：研究経過書・研究計画書及び指導教員の推薦書

　を提出してもらい、これまでの学修・研究成果とともに、

　入学・進学後の研究の展望を審査

情報・AI・データ科学 博士人材フェローシップ

情報学研究科国際コース（知能情報学専攻、社会情報学専攻、通信情報システム専攻）

　フェローシップ受給者は、研究力向上と修了後の多様な学

術・産業分野におけるキャリアパスの構築に資するため、本

学および本研究科が実施するプログラム等に参加して頂きま

す。具体的には、「京都大学 ICT イノベーション」において研

究発表を行うこと、及び研究インターンシップもしくはデータ

科学の TA に従事すること等を想定しています。

● http://www.i.kyoto-u.ac.jp/fellowship/

　本情報学研究科では、知能情報学専攻、社会情報学専攻、通

信情報システム学専攻の 3専攻が、カリキュラムとして国際コー

スを設定しています。

　国際コースでは、英語による授業、英語による研究指導によ

り、英語だけで修士・博士の学位を取得可能な大学院教育を

実施しています。

　本コースは海外からの留学生以外の方も選択可能です。

　このカリキュラムは、文部科学省が平成 21 年度から開始し

た「国際化拠点整備事業（グローバル 30/G30）」の拠点大学

の一つとして採択されたことを受けて、本情報学研究科におい

て設置されたものです。

　G30 は、各大学の機能に応じた質の高い教育の提供と、海

外の学生が日本に留学しやすい環境を提供する取組のうち、

英語による授業等の実施体制の構築や、留学生受け入れに関

する体制の整備、戦略的な国際連携の推進等、日本を代表する

国際化拠点の形成の取組を支援することにより、留学生と切磋

琢磨する環境の中で国際的に活躍できる高度な人材を養成す

ること目的とした事業でした。

●研究科 国際コースホームページ：
　　　  http://www.i.kyoto-u.ac.jp/introduction/g30.html

●連絡先： jyoho-kyomu@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
　　　　　　　　　　　 　（情報学研究科・教務掛）
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　コンピュータとそれを取り巻く種々の環境の飛躍的な変

化と発展は高度な情報化社会を生み出し、コンピュータや

情報といった語をキーワードとする様々な学問が多種多様

に生まれてきています。本研究科はこのような学問環境を

背景に、従来の情報工学や計算機科学の枠にとらわれず、

多 く の 学 問 諸 分 野 を 横 断 す る 新 学 域 「 情 報 学 」 を 確 立 さ

せ、その学識と研究成果を本学から世界に向けて発進する

ために設置されています。この理念を大学院教育の形で実

現し、研究者・社会人として優れた人材を世に輩出するこ

とが本研究科の教育的使命であり、このために多様な経歴

の学生を幅広く受け入れ、情報学の第一線で活動する優れ

た教授陣が高い見地から丁寧な指導を行っています。

　本研究科のカリキュラムおよび修了要件の中で最も特徴

的な事項は、諸分野・諸学域を横断するという情報学の学

問的特徴とその広がりを多様な出身の大学院生に修得させ

ることです。情報学はその成り立ちから従来の自然科学・

社会科学・人文科学といった既存の学域に対して横断的な

学域であるため、この新学域での高度な見識を身につける

ためには個々の小さな研究分野の専門知識の修得だけでは

不 十 分 で あ る と 考 え て い ま す 。 こ の た め 修 士 課 程 で は 、

個々の専攻・分野にとらわれない総合科目として「研究科

共通科目」を選択必修科目として課しています。また博士

後期課程では専攻毎に行われる種々のセミナーや研究発表

会を通して、指導教員以外の複数の教員のアドバイスを受

ける機会を設け、博士学位論文作成を目標とした研究指導

が行われています。

　特に修士課程では以下のカリキュラムを用意し、これに

沿った履修指導を行っています。

●研究科共通科目（選択必修の講義科目）

　出身の多様な本研究科の修士課程院生に情報学の広がりに

ついての見識を身につけてもらうことが目的の科目で、「情

報学展望」等の科目が開講され、各専攻の定めに従って異

なったテーマで開講される複数の講義の中から少なくとも一

つを選択することが義務づけられています。

●研究指導科目（必修科目）

　修士論文の作成を目標とし、指導教員を中心として行われ

る個別の研究指導です。専攻によっては所属する研究室以外

の教員の指導・助言を受ける機会も設けられています。

●専攻基礎科目・専攻専門科目（選択科目）

　専攻毎に開設される大学院科目で、講義・演習・実習・セ

ミナーなど様々な形式で行われます。専攻基礎科目は経歴の異

なる院生が所属する専攻での学修に必要な基礎知識・基礎技能

を身につけることを目的としており、専攻専門科目は個々の分

野の高度な専門知識・専門技能を修得することを目的としてい

ます。また専攻によっては京都大学の他の研究科で開講されて

いる大学院科目を選択科目として推奨していることもあります。

　なお、履修にあたっては、指導教員が各院生の将来の進路

を検討しながら、各自の適性にあった履修となるよう相談と

助言を行っています。

●学部科目の聴講

　情報学は幅の広い学域であり、出身によっては研究遂行上

での基礎知識・基礎学力の不足が認められる場合もあります。

この場合は、本学の学部で開講されている基礎的な科目で必

要なものを履修するように推奨している。この際、修得単位

は修了要件には算入されない増加単位として扱われています。

修士課程の修了要件

　所属する専攻が定める科目を下記の区分により、合計30単

位以上を取得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論

文の審査及び試験に合格すること

●研究指導科目〔必修〕及び修士論文〔必須〕

●研究科共通科目〔選択必修〕

●専攻基礎科目・専攻専門科目（他専攻・研究科開設科目も含む）〔選択〕

博士後期課程の修了要件

　本研究科開設科目を６単位以上取得し、かつ、必要な研究

指導を受けた上、博士論文の審査及び試験に合格すること

●博士論文〔必須〕

教育課程及び履修方法

　情報学の研究開発を先導できる高度な人材になるには、博

士後期課程に進学することが望まれます。博士後期課程進学

における経済的不安を解消するために、文部科学省が令和３

年度から開始する「科学技術イノベーション創出に向けた大

学フェローシップ創設事業」の補助を受けて、「京都大学科学

技術イノベーション創出フェローシップ」が創設されました。

本研究科は、「情報・AI」分野の責任部局として、当該分野

の研究を担う博士後期課程の大学院学生に対する経済的支援

を進めます。

●フェローシップ支給予定学生数：２５人/学年

●研究専念支援金：年間１８０万円（毎月１５万円支給）

●研究費：年間３０万円（指導教員が管理）

●選抜方法：研究経過書・研究計画書及び指導教員の推薦書

　を提出してもらい、これまでの学修・研究成果とともに、

　入学・進学後の研究の展望を審査

情報・AI・データ科学 博士人材フェローシップ

情報学研究科国際コース（知能情報学専攻、社会情報学専攻、通信情報システム専攻）

　フェローシップ受給者は、研究力向上と修了後の多様な学

術・産業分野におけるキャリアパスの構築に資するため、本

学および本研究科が実施するプログラム等に参加して頂きま

す。具体的には、「京都大学 ICT イノベーション」において研

究発表を行うこと、及び研究インターンシップもしくはデータ

科学の TA に従事すること等を想定しています。

● http://www.i.kyoto-u.ac.jp/fellowship/

　本情報学研究科では、知能情報学専攻、社会情報学専攻、通

信情報システム学専攻の 3専攻が、カリキュラムとして国際コー

スを設定しています。

　国際コースでは、英語による授業、英語による研究指導によ

り、英語だけで修士・博士の学位を取得可能な大学院教育を

実施しています。

　本コースは海外からの留学生以外の方も選択可能です。

　このカリキュラムは、文部科学省が平成 21 年度から開始し

た「国際化拠点整備事業（グローバル 30/G30）」の拠点大学

の一つとして採択されたことを受けて、本情報学研究科におい

て設置されたものです。

　G30 は、各大学の機能に応じた質の高い教育の提供と、海

外の学生が日本に留学しやすい環境を提供する取組のうち、

英語による授業等の実施体制の構築や、留学生受け入れに関

する体制の整備、戦略的な国際連携の推進等、日本を代表する

国際化拠点の形成の取組を支援することにより、留学生と切磋

琢磨する環境の中で国際的に活躍できる高度な人材を養成す

ること目的とした事業でした。

●研究科 国際コースホームページ：
　　　  http://www.i.kyoto-u.ac.jp/introduction/g30.html

●連絡先： jyoho-kyomu@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
　　　　　　　　　　　 　（情報学研究科・教務掛）
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　京都大学大学院情報学研究科では、幅広く、多様な大学学

部ならびに大学院研究科出身の学生を受け入れます。また、

外国人留学生、社会人も積極的に受け入れています。入学試

験も異なる分野での多様な教育を受けた学生や社会人に対応

して、それぞれの教育背景に応じた評価ができるように配慮

した上で実施します。

　入学定員は右記の通りです。

　各専攻とも大学院入試は例年7月中旬～8月中旬に実施し、

専攻によっては12月中旬、2月中旬に2次募集も行っていま

す。10月期入学も実施しています。

　また、知能情報学専攻、社会情報学専攻、通信情報システ

ム専攻の3専攻では、英語のみで修了可能な国際コースの募集

も行っています。

　詳細は学生募集要項をご覧ください。

　京都大学の情報学は、自然および人工システムにおける情

報に関する学問領域です。

　人間と社会へのインターフェース、数理的モデリング、およ

び情報システムは、京都大学情報学の３本柱を構成します。

情報学は、複雑で動的に変化するシステムにおける、情

報の生成、認識、表現、収集、組織化、最適化、変換、

伝達、評価、制御を対象とします。

情報学は、人文学、社会学、認知科学、生物学、言語

学、計算機科学、数理科学、システム科学、および通信

工学的な側面を持ちます。

情報学は、人文社会学や自然科学の領域と相互に密接な

関係を持ちます。すなわち、情報学は様々な分野からの

寄与を得て発展し、情報学もまた様々な分野の更なる発

展に貢献していきます。

学生募集

情報学の定義

■入学定員

知能情報学専攻 37名 15名

社会情報学専攻 36名 14名

先端数理科学専攻 20名 6名

数理工学専攻 22名 6名

システム科学専攻 32名 8名

通信情報システム専攻 42名 11名

　　　合　　計 189名 60名

専　　攻                              修士課程           博士後期課程

Informatics studies the creation, recognition, represen-
tation, collection, organization, optimization, transfor-
mation, communication, evaluation and control of 
information in complex and dynamic systems.

Informatics has human, social, cognitive, biological, 
linguistic, computational, mathematical and engineer-
ing aspects. It includes systems science and communi-
cations engineering.

Informatics has close relations with a number of 
disciplines in the natural and human sciences.
It is developed employing contributions from many 
different areas:  in turn,  it can contribute to their further 
development.

Informatics in Kyoto University is the study of information in 
natural and artificial systems.

Interfaces to human and social areas, mathematical modeling 
and information systems are the three pillars of Informatics 
in Kyoto University.
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