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はじめに

　今や情報機器が日常生活に浸透している。本や新聞は紙の冊

子体ではなくタブレット端末を手に取って読む時代である。ス

マートホンが普及して電話は単に音声を遠くに伝える機械では

なくなり、デジタル化されたテレビを用いれば、番組を視聴す

るだけではなく様々な情報が手に入る。ICカードを用いれば、バ

スや電車の運賃を始め、様々な支払いができる。ブログやマイ

クロブログ、あるいは動画サーバーを利用すれば、個人で情報

を容易に発信することも可能となり、ソーシャルネットワーク

サービスを用いれば、しばらく会っていない旧友と連絡をとる

こともできる。そして情報機器は様々なセンサーと結合され、

それによって集積された大量のデータ、すなわちビッグデータ

は社会活動や学術活動、あるいは企業活動などに利用されてい

る。さらにこのような活動は新たな情報を生み出し、それに続

く活動に利用されるという発展が進む。

　このように高度に情報化された人間の生活を支え、またそれ

自身も発展している学術分野が情報学である。ここでは、特に

これから情報学研究科に進学を希望される皆さんを対象に、学

術分野としての情報学と情報学研究科の教育・研究活動につい

て説明させていただく。 

情報学と情報学研究科

　京都大学は、1998年4月に5つの部局（工学、理学、農学、文

学、総合人間）にあった情報に関する研究分野を改組・統合す

ることにより新たな研究科を創設することとなった。その際

に、新たに対象とする学術分野が広く多様であったため、その

当時にすでに既存の語であった「情報工学」や「情報科学」で

はなく、「情報学」という名称を冠することとした。情報学研

究科は、情報学に関する先駆的、独創的、学際的研究の推進、

ひいては情報学(そのもの)の建設を通じて、視野の広い優れた人

材を育成することを創設の目的にしている。 

　日本の学術行政において、情報学という学術分野名は、平成

13年度に文部科学省が作成した科学研究費補助金（科研費）の

「系・分野・分科・細目表」に現れている。当初、情報学は総

合・新領域系の中の複合領域分野を構成する一分科であったも

のが、平成25年度の改訂では総合系の中の一分野に昇格し、4つ

の分科と21の細目が設定されている。同じ表の理工系を見れ

ば、分野には「工学」や「医歯薬学」などがある。すなわち、情

報学はこれらと並ぶ独自の学術分野として認識されたのである。

なお、その表で情報学の下に置かれた細目よりも情報学研究科に

おいて教育・研究されている学術分野の方が広範である。現在、

情報学研究科は教員数、学生数とも京都大学の15の研究科の中

で6番目の規模を有し、広範な領域をカバーしている。

情報学研究科における研究

　情報学研究科は、情報学という新しい学術分野を創生・発展

させ、総合的な視野から先駆的・独創的な学術研究を推進する

ことにより、情報学の国際的研究拠点、産官学連携・地域連携

拠点としての役割を果たすことを目指している。創設時に、

「人間と社会とのインタフェース」「数理モデリング」および

「情報システム」を３本柱とし、これらを具現化するために知

能情報学専攻、社会情報学専攻、複雑系科学専攻、数理工学専

攻、システム科学専攻、通信情報システム専攻の6専攻を置い

た。そして、各専攻では、情報処理、計算機科学、電子情報通

信、応用数理、生物・生体、認知心理、制御工学、医療、防

災、環境、資源、電力・電気工学等の学術分野と連携しながら

包括的な研究を進めている。

　本冊子をご覧いただくと情報学研究科における研究を俯瞰す

ることができる。大型の研究プロジェクトは毎年10件を超え、

科学研究費において「細目別採択件数上位10機関」に京都大学

が入っている細目について、情報学研究科からの新規採択が

50%以上を占めるものが10以上あり、情報学研究における主導

的な役割を担っていることがわかる。また、創設時と比較する

と、概して研究は新しいモードに入っている。その中には、基

盤技術を応用しながら、社会性をより強く実現する研究へと進

むプロジェクトがあり、インターネットなどICTに関する研究だ

情
報
学
研
究
科
の
概
要

情報学研究科は、情報学に関する先駆的、独創的、学際的研究の推進、
ひいては情報学（そのもの）の建設を通じて、
視野の広い優れた人材を育成することを創設の目的にしています。 

情報学研究科へのいざない

大学院 情報学研究科長 山本 章博
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情報システム学専攻修了、1990年 北海道大学工学部電気工学科

講師、 1994年 同助教授、1997年 北海道大学大学院工学研究科

電子情報工学専攻助教授、2003年京都大学大学大学院 情報研究科

知能情報学専攻教授、現在に至る（この間、1996年より1年間 

文部省在外研究員としてドイツDarmstadt工科大学に滞在。 

1998年より3年間、科学技術振興事業団さきがけ研究21「情報と

知」領域研究者を併任）
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けでなく、病院等へ実際に導入されるシステムの開発、極地観

測に利用される機器の開発など、幅広い分野で研究成果の応用

が進められている。民間企業との共同研究も活発であり、研究

成果が実用化・製品化された例も数多い。2013年度には研究科

内に2つの共同研究講座を設置した。それぞれ民間企業4社と共

同で、先駆的な研究を推進している。

　情報学研究科の特色の一つは若手研究者の活躍が顕著である

ことである。若手研究者による研究プロジェクトが多数進行し

ている。また、日本学術振興会の特別研究員に採用される博士

後期課程学生も多く、情報学研究の次世代を担う研究者として

着実にスタートを切っている。

 

情報学研究科における教育

　情報学研究科における教育は、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

している。その実現のため、情報学・電気電子工学というICTに

直接関わる学科・専攻以外からも理系・文系にとらわれず、多

様なバックグラウンドの意欲ある学生を受け入れている。海外

からの留学生も多数受入れており、後述するように日本語能力

を仮定せずに修了可能なコースも用意している。博士後期課程

においては、修士課程修了後に企業などの研究所に勤務して研

究を続ける人たちを社会人学生として受け入れることも積極的

に行っている。

　情報学研究科の修了生が活躍する分野も多岐に亘っている。

大学や企業研究所において研究職に就くほか、高度技術者とし

て情報・通信に留まらず、製造、金融、放送、サービスなど

様々な分野で活躍しいている。

　修士課程においては、６つの専攻で行う専門教育を縦糸に、

多数の教育プロジェクトをベースとする研究科共通の基礎・専

門科目、産業界と協同した教育プロジェクトを横糸とする緻密

な教育体系を組んでいる。専門教育は、６専攻をそれぞれ単位

として多様な研究分野を、専攻名を冠した大くくりのテーマで

相互に結びつけるカリキュラムを走らせている。また、学内研

究所との協力講座や企業研究所との連携ユニットを設置するこ

とにより教育の広がりを確保している。

　大学院教育は、博士後期課程はもちろんのこと、修士課程に

おいても研究活動と不可分である。学生は入学直後から、研究

指導科目と呼ばれる科目を履修することで、学位論文執筆の準

備を開始することになる。そして大半の学生は、修士課程で

あっても、在学中に国内外の学会発表、論文発表を経て学位論

文の提出に至っている。学生の研究の成果に対して、学会など

から多数の賞が贈られていることは、学生による研究活動の活

発さを表している。

　情報学研究科では国際化を強く推進している。現在、特定教

員を含めると11名の外国人教員を擁している。最先端研究を

行っている海外研究者が直接講義を行う科目を研究科共通展望

科目として複数提供している。さらに、3つの専攻においては国

際コースを開設し、多数の科目を英語で提供することにより、

留学生は日本語を修得していなくても学位が取得でき、日本人

学生は国際性を意識しながら留学生と切磋琢磨できるような環

境を提供している。

　新たな教育プロジェクトとして、2012年度からは文部科学省

の博士課程教育リーディングプログラムが始まり、情報学研究

科は2012年度から「グローバル生存学大学院連携プログラム」

に、2013年度から「デザイン学大学院連携プログラム」に参画

している。これらはいずれも修士課程と博士後期課程を連結

し、優秀な学生を俯瞰力と独創力を備え広く産学官にわたりグ

ローバルに活躍するリーダーへと導くために創設された学位プ

ログラムである。とりわけデザイン学は、これからの社会にお

ける基盤技術の核となる学術分野と期待され、情報学研究科が

中心となって推進している。これまでの博士課程教育が専門家

の育成に注力するあまり、時に蛸壺型との批判を受けることも

あったことを考慮し、高い専門性と同時に社会のシステムや

アーキテクチャをデザインできる広い視野を持った「十字型人

材」の育成を目指している。これを実現するため、多数の先端

的企業と協力し、その開発の現場における実問題を持ち込んで

グループで解決する問題発見型学習（FBL）や問題解決型学習

（PBL）を重視している。また各国の大学との連携を通じてその

国の企業で働く国際インターンシップなどにより地球規模の視

点を涵養することを目指している。

　研究科内だけでなく他学部・研究科の学生に対しても、情報科

学・計算科学と情報社会制度・ビジネスに関する知識を有しイノ

ベーションに貢献する人材を育成するための、全学情報教育プロ

グラムの研究・策定と実施を行う組織として、2009年度に附属

情報教育センターを設置し、2014年度に附属高度情報教育基盤

コア準備室と改めている。大学院向けの研究科横断科目は、情報

研究科の学生に対するカリキュラムの中にも組み込まれている。

これから情報学を志す皆さんへ

　情報学は包括的な学術分野である。多くの学術分野や広く社

会に貢献することができる。現在政府が推進する第４期科学技術

基本計画には、「我が国及び世界が直面する様々な課題への対応

に向けて、科学技術に関する研究開発を効果的、効率的に推進し

ていくためには、複数の領域に横断的に用いられる科学技術の研

究開発を推進する必要がある」とし、その具体的な方策として、

「シミュレーションやe－サイエンス等の高度情報通信技術、数

理科学、システム科学技術など、複数領域に横断的に活用するこ

とが可能な科学技術に関する研究開発を推進する」と提言されて

いる。まさに情報学の対象領域そのものである。

　最後に、情報学の成果が新たな分野に応用される際には、そ

の応用分野が発展するだけでなく、その応用から情報学に新た

な視点が得られ、情報学自身が展開されることが頻繁に起こ

る、ということを指摘しておく。このような新たな展開を実現

するためには、京都大学の理念にある「対話に基づく自学自

習」に基づいて、情報学の最新成果をしっかり学ぶとともに、

研究を推進する手法を修得する必要がある。情報学研究科にお

いて、将来の国際社会を支える基盤構築を目指しながら、若手

研究者として情報学を発展させることを志す人たちが一人でも

多く現れることを期待する。
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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

心理情報学 認知
コミュニケーション

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 画像メディア

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 メディアアーカイブ 

生命システム情報学（協力） バイオ情報ネットワーク

エネルギーの情報化エネルギーの情報化（共同研究）

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

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 論理回路 計算機アーキテクチャ 計算機ソフトウェア

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 大規模集積回路 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 情報図書館学 情報社会論（連携）

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） 市場・組織情報論（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）

情報フルーエンシー教育（協力）
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