
19 Graduate School of Informatics 20Graduate School of Informatics

社
会
情
報
学
専
攻

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。
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　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。

　今後は、情報技術を用いることによりこれまで築き上げられた社会の多くのシステムが大

きく変わる可能性があります。社会情報学専攻では、情報技術の基礎を学びその可能性と限

界を理解した上で、その社会への展開について学びます。本専攻には情報技術と、生物、農

業、医療、防災、教育など応用分野の専門に通じた教員が揃っており独自のアドバイザ制度

により幅広い教育を受けることができます。社会情報学専攻は、情報技術を用いた社会問題

の解決や、ゼロベースで新たな社会システムを設計できる人物を輩出することを目標として

います。本専攻では情報系の研究室でも、社会展開を意識した多くの研究が進行中です。

情報技術を極めると共にそれを実際に様々な分野に適用し社会をより良い方向に変えて行く

研究に参加しませんか？
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情報は人が暮らすところで生まれます

情報技術の基盤構築と社会展開
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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

ユビキタスネットワーク社会の情報通信・経済産業政策と戦略モデル研究 吉川 正俊市場・組織情報論（連携）

生物圏の資源情報の解析と処理 守屋 和幸生物圏情報学 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

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）　阿部 正幸（NTT、連携）　守屋 和幸　
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）

教　授

馬 強　Adam Jatowt（特定准教授）　杉山 一成（特定准教授）　林 冬恵（特定准教授）　Mehdi Tibouchi（NTT、連携）　
木下 貴史（野村総研、連携）　小山 里奈　大西 正光（防）　岡本 和也（医）

准教授

Jani Evan （特定講師）　毛利 考佑（メ） 
フラナガン ブレンダン ジョン（特定講師、メ）

講　師

清水 敏之　曹 洋（特定助教）　Dražen Brščić　西澤 秀明　
Christian Vincenot　中野 元太（防）　
Luciano Santos（医）　平木 秀輔（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・Jani Even・Dražen Brščić］

　「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・Adam Jatowt・杉山 一成・清水 敏之・曹 洋］ 

地球科学データ・メタデータ管理のためのシステム開発
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木下 貴史（野村総研、連携）　小山 里奈　大西 正光（防）　岡本 和也（医）

准教授

Jani Evan （特定講師）　毛利 考佑（メ） 
フラナガン ブレンダン ジョン（特定講師、メ）

講　師

清水 敏之　曹 洋（特定助教）　Dražen Brščić　西澤 秀明　
Christian Vincenot　中野 元太（防）　
Luciano Santos（医）　平木 秀輔（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・Jani Even・Dražen Brščić］

　「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・Adam Jatowt・杉山 一成・清水 敏之・曹 洋］ 

地球科学データ・メタデータ管理のためのシステム開発
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概　要

　インターネットを核として、世界規模のコラボレーションを実現

するための先端技術を創出しています。人工知能やヒューマンイ

ンタフェース技 術を基 礎 に、サ ービスコンピューティング、

Internet of Things (IoT)、クラウドソーシングの最新技術課題に

取り組みます。さらに、欧米やアジアの研究者と連携しながら、

実際にシステムを構築しユーザに提供するなど、グローバルに

研究活動を推進しています。

　　　　　　　　　　                  　    ［林 冬惠］

　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、市場・組織情報論
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

グローバルコラボレーションをめざして

　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

言語グリッドを用いた子どもの
多言語コミュニケーション支援

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。

［守屋 和幸・西澤 秀明］

世界から日本へ、日本から世界へ

　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］

236454_情報学研究日本語本文_cc2017.indd   22 2020/04/23   17:28



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

　インターネットを核として、世界規模のコラボレーションを実現

するための先端技術を創出しています。人工知能やヒューマンイ

ンタフェース技 術を基 礎 に、サ ービスコンピューティング、

Internet of Things (IoT)、クラウドソーシングの最新技術課題に

取り組みます。さらに、欧米やアジアの研究者と連携しながら、

実際にシステムを構築しユーザに提供するなど、グローバルに

研究活動を推進しています。

　　　　　　　　　　                  　    ［林 冬惠］

　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、市場・組織情報論
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

グローバルコラボレーションをめざして

　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

言語グリッドを用いた子どもの
多言語コミュニケーション支援

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。

［守屋 和幸・西澤 秀明］

世界から日本へ、日本から世界へ

　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］
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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・岡本 和也・平木 秀輔・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・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］

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・毛利 考佑・フラナガン ブレンダン ジョン］

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

　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・岡本 和也・平木 秀輔・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・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］

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・毛利 考佑・フラナガン ブレンダン ジョン］

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

市場・組織情報論連携ユニット

社会を変える情報技術とは何かを考える(連携先:株式会社野村総合研究所)

　情報が社会を変え続けています。情報と社会経済と

の接点である市場と組織の分野では、身の回りや仕事

の方法すべてにおいてネットワーク化された情報の利

用が前提となり、物の流れが情報の流

れに取って代わろうとしています。そうし

たデジタル経済社会のメカニズムを分

析し、新しいビジネスを科学的にデザイ

ンし、インターネットの安定した信頼で

きる運用管理のための公共政策研究や

デジタルビジネスを支える個人情報保

護などの政策分野における課題解決に

向けての研究を行います。連携先であ

る民間シンクタンクでの実践と技術を

踏まえ、政府組織、民間企業、地域社会、

仮想コミュニティ、国際機関、産業団体

などと研究協力し、社会実践的なアプローチにより、社

会やビジネスに役に立てられる研究に取り組みます。 

　 ［木下 貴史・吉川正俊］

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

50 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

　デザインスクールが開講する「戦略的コミュニケーションセミナー」では、社会

情報学専攻とベルリッツが共同開発した教材が使われています。社会情報学専攻

の学生は、ベルリッツの講師による集中的な英語教育を受けることができます。

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
情
報
学
専
攻
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概　要

連携ユニット

市場・組織情報論連携ユニット

社会を変える情報技術とは何かを考える(連携先:株式会社野村総合研究所)

　情報が社会を変え続けています。情報と社会経済と

の接点である市場と組織の分野では、身の回りや仕事

の方法すべてにおいてネットワーク化された情報の利

用が前提となり、物の流れが情報の流

れに取って代わろうとしています。そうし

たデジタル経済社会のメカニズムを分

析し、新しいビジネスを科学的にデザイ

ンし、インターネットの安定した信頼で

きる運用管理のための公共政策研究や

デジタルビジネスを支える個人情報保

護などの政策分野における課題解決に

向けての研究を行います。連携先であ

る民間シンクタンクでの実践と技術を

踏まえ、政府組織、民間企業、地域社会、

仮想コミュニティ、国際機関、産業団体

などと研究協力し、社会実践的なアプローチにより、社

会やビジネスに役に立てられる研究に取り組みます。 

　 [ 木下 貴史・吉川正俊 ]

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

50 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

　デザインスクールが開講する「戦略的コミュニケーションセミナー」では、社会

情報学専攻とベルリッツが共同開発した教材が使われています。社会情報学専攻

の学生は、ベルリッツの講師による集中的な英語教育を受けることができます。

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。
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