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情報科学研究科の必要性

第2期科学技術基本計画の重点4分野
ライフサイエンス，情報通信，環境，ナノテクノロジー・材料

– ネットワークがすみずみまで行き渡った社会への対応と世
界市場の創造に向けた「高速・高信頼情報通信システム」
の構築

• モバイル・ユビキタス計算環境

• ハードウェア，ソフトウェアに加えてコンテンツの重要性

　　(C＆C&C に向けて)

• 他の3重点分野との融合的基礎的研究

• 研究開発基盤技術の構築（グリッド計算環境）

e-Japan2002プログラム(IT戦略本部)
– IT関連分野人材育成の重要性

• 情報技術の研究開発の中核を担う人材
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情報メディア

情報技術・
ネットワーク技術

ハードウェア構成

ソフトウェア工学

ネットワークアーキテクチャ

数理的な
基礎理論

先端的な
応用技術

コンテンツ

情報社会への応用

人間系との接点

メディア流通

マルチメディアコンテンツ

バイオ情報

インターネット

情報技術発展の
ためのキーテクノロジー

情報科学研究科が目指すもの

情報技術の発展を支える３大テーマの追求
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境界領域研究の推進
•ライフサイエンス系の
研究科との連携

国際的な教育研究の交流
•アジア地区のハブとしての役割

関西地区の企業
•IT連携フォーラムOACISの開設

•連携講座の設置

大学内
•情報関連教育研究の
リーダーシップ

大阪大学
情報科学研究科
•情報科学技術の一大拠点

情報科学技術に関する基盤研究に加え

• コンテンツの高次処理
• インターネット技術
• バイオ情報工学

などの分野での先進的な研究

特長

情報科学研究科の役割と特長
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情報ネットワーク学専攻

インフラストラクチャ形成

バイオ情報工学専攻

生命系へのアプローチ

情報数理学専攻

情報科学の基礎理論

コンピュータサイエンス専攻

基盤技術の展開

情報システム工学専攻

マルチメディア工学専攻

情報の高次処理技術

情　報　科　学　研　究　科

情報基礎数学専攻

ソフトウェア ハードウェア

数学的概念の応用 数理学的アプローチ

インターネット

マルチメディアコンテンツ

バイオ情報
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参　考　資　料

各　専　攻　の　概　要
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ゲノム情報工学講座

代謝情報工学講座

バイオネットワーク工学講座

生物共生情報工学講座

人間情報工学講座

松田秀雄 (教授), 竹中要一 (助教授)

吉田敏臣 (教授), 清水 浩 (助教授)

柏原敏伸 (教授), 浜口清治 (助教授)

室岡義勝 (教授), 四方哲也 (助教授)

赤澤堅造 (教授), 朴　柄植(助教授)

情報科学研究科教官リスト

日比孝之 (教授), 山根宏之 (助教授)

坂根由昌 (教授), 永友清和 (助教授)

川中宣明 (教授), 大山陽介 (助教授)

松村昭孝 (教授), 茶碗谷毅 (助教授)

伊達悦朗 (教授), 三木敬 (助教授)

小田中紳二 (教授), 降旗大介 (助教授)

組合せ数学講座

離散幾何学講座

離散構造学講座

応用解析学講座

大規模数理学講座

コンピュータ実験数学講（協力 講座）

情報基礎数学専攻

バイオ情報工学専攻

計画数理学講座

非線形数理講座

情報計算物理学講座

数理コンピューティング講座

知能アーキテクチャ講座（協力講座）

石井博昭 (教授), 森田　浩 (助教授)

魚崎勝司 (教授), 山本吉孝 (助教授)

谷田 純 (教授), 齋藤誠慈 (助教授)

河田 聡 (教授),笠井康弘 (助教授)

溝口理一郎(教授), 柏原昭博 (助教授)

アルゴリズム設計論講座

ソフトウェア設計学講座

ソフトウェア工学講座

並列処理工学講座

知能メディアシステム講座 （協
力講座）

増澤利光 (教授), 齊藤明紀 (助教授)

谷口健一 (教授), 岡野浩三 (助教授)

井上克郎 (教授), 楠本真二 (助教授)

萩原兼一 (教授), 藤本典幸 (助教授)

元田　　浩(教授),馬場口登 (助教授)

情報数理学専攻

コンピュータサイエンス専攻

集積システム設計学講座

情報システム構成学講座

集積システム診断学講座

ディペンダビリティ工学講座

メディア統合環境講座(協力講座)

高性能ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾁｬ講座（連携講
座　シャープ株式会社）

今井正治 (教授), 武内良典 (助教授)

白川 功 (教授), 尾上孝雄 (助教授)

藤岡 弘 (教授), 中前幸治 (助教授)

菊野 亨 (教授), 土屋達弘 (助教授)

竹村治雄 (教授), 中西通雄 (助教授)

河田 亨(教授), 神戸尚志(教授),       山田
晃久(助教授)

情報システム工学専攻

マルチメディアネットワーク講座

インテリジェントネットワーキング講座

情報流通プラットフォーム講座

モバイルコンピューティング講座

先進ネットワークアーキテクチャ講座
（協力講座）

サイバーコミュニケーション講座（連携講
座 日本電信電話株式会社）

宮原秀夫 (教授), 若宮直紀 (助教授)

村上孝三 (教授), 戸出英樹 (助教授)

今瀬 真 (教授), 大崎博之 (助教授)

東野輝夫 (教授), 中田明夫 (助教授)

村田正幸 (教授), 長谷川剛 (助教授)

大山芳史 (教授), 佐藤哲司 (教授),  　 前田
英作 (助教授)

情報ネットワーク学専攻

マルチメディアデータ工学講座

セキュリティ工学講座

ヒューマンインタフェース工学講座

ビジネス情報システム講座

応用メディア工学講座

マルチメディアエージェント講座（連携講
座 株式会社国際電機通信基礎技術研
究所）

西尾章治郎 (教授), 塚本昌彦 (助教授)

藤原 融 (教授), 石原靖哲 (助教授)

岸野文郎 (教授), 北村喜文 (助教授)

薦田憲久 (教授), 大川剛直 (助教授)

下條真司 (教授), 馬場健一 (助教授)

間瀬健二 (教授), 片桐恭弘 (教授),              野間
春生 (助教授)

マルチメディア工学専攻



コンピュータ
ネットワーク

文字・図形認識

データベース

CG

データマイニング

バイオ
イメージング

バイオ情報工学専攻

情報工学とバイオサイバネティクスの融合のもとにアナリシスとシンセシスの　　両輪
を有する新教育・研究領域の創成

情報処理理論・技術によるゲノム情報とその発現パターンのシステム化
細胞内、生体内、器官、個体間における遺伝子タンパク質のシグナル伝達と　　代謝

反応ネットワークの解析による生物共生工学の創成
生体調節の理解による新しい情報処理技術・情報メデイアの創出と生命支援・　機能

代行システムの開発

ゲノム情報工学講座
•遺伝子情報処理
•遺伝子領域・機能の予測
•遺伝子のクラスタリング

福祉ロボット

生命機能代行

感覚代行

センサ
人工知能

生物共生情報工学講座
•共生系遺伝子・タンパク質解析
•細胞間情報交換
•生物間情報交換
•共生機能付加技術開発

代謝制御

バイオ
プロセス
最適化

シグナル伝達

共生機能付加

代謝情報工学講座
•代謝経路モデリング・解析・制御
•生命システムの応答解析
•バイオプロセスデータマイニング

生命システムの制御によるバイオ産業への貢献

生命情報システムの理解

バイオ情報
バイオネットワーク工学講座
•ネットワークの効率的な表現
•ネットワークの探索・比較・照合
アルゴリズム

•回路理論に基づくネットワーク
シミュレーション

人間情報工学講座
•各種感覚の情報処理機構の
モデリングと解析

•運動情報と運動制御機構の
解析と応用

•福祉支援機器の開発

情報産業・福祉環境分野への貢献

シンセシスアナリシス

新しい情報処理技術の創成

遺伝子
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タンパク質

細胞
遺伝子・

タンパク質
代謝ネットワーク

生体
細胞間

ネットワーク

生物
個体間

ネットワーク

共生
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マルチメディア社会

コンテンツ
処理技術

情報技術の高度化
ディジタル化技術の急速な発展
高速な情報通信ネットワーク
インタネット接続の多様化
各種コンテンツのデジタル化

社会的な要請
電子商取引の普及
企業活動・行政の電子化
放送と通信の融合

システム
構築技術

画像

音声
新聞

ゲーム

データ
（設計、取引、等）

書籍
音楽

利用技術映画

マルチメディアデータ工学講座
•データモデリング
•データベース管理システム
•コンテンツアクセスアーキテクチャ]

マルチメディア工学専攻

マルチメディアコンテンツを獲得・編集・構造化し、大規模なマルチメディ
システムを構築する方法論の確立
マルチメディアコンテンツを高速に加工・編集・蓄積するためのメディア
情報処理技術、マルチメディアデータベースの構築・管理技法
コンテンツのアクセス権管理・版権管理・配送管理等を中心とする
セキュリティを考慮したコンテンツアクセスアーキテクチャ
マルチメディアを駆使した電子商取引システムやサプライチェーン管理
システムなどのビジネス情報システムの開発技術
仮想現実や拡張現実空間での操作体系を含めた高度なヒューマンイン
タフェース技術の確立

ヒューマンインタフェース工学講座
•バーチャルリアリティ技術
•実環境／仮想環境を融合した協調作業環境の構築技術
•マルチメディアコンテンツとのリアルタイムインタラクション技術
•ヒューマンインタフェースの認知工学的検討

セキュリティ工学講座
•符号・暗号理論
•セキュリティ認証技術
•安全なコンテンツ保護・配信技術
•メディア情報処理（マルチメディア情報
圧縮技術など）

•情報倫理などの社会的問題に対する
取り組み

応用メディア工学講座
•電子図書館システム
•広域分散コンピューティング
•コンテンツサービス技術

ビジネス情報システム講座
•電子商取引システムの計画と評価
•サプライチェーン管理システムの計画と評価
•知識管理技術

マルチメディアエージェント講座
モバイルエージェント
エージェントプログラミング 8



CATV
無線LAN

ギガビット
LAN

FTTH xDSL

無線
バックボーン

地域IP網

キャンパス
LAN

ISP

映像分配
マルチ
メディア
通信

ブロードバンド
ホームアクセス

移動アクセス
ホーム
バンキング

コンテンツ
流通サービス

フォトニックIPバックボーン

コアネットワーク
地域
ネットワーク

アクセス
ネット
ワーク

ディジタル
放送

衛星網
情報流通プラットフォーム講座

高信頼プラットフォーム構成技術
企業間通信ネットワーク機能
電子商取引アーキテクチャ
コンテンツ配信ネットワーク
情報サービス記述

モバイルコンピューティング講座
モバイルコンピューティングとアド

　ホックネットワーク
ネットワークプロトコル
ネットワークの情報処理技術

インテリジェントネットワーキング講
座

インテリジェントフォトニックネット
　ワーク技術

ブロードバンドホームネットワーク
エージェント通信アーキテクチャ

ネットワークサービスの高度化
付加価値サービスの充実
ユーザフレンドリなネットワークへの進化
安全なネットワーク
Ubiquitousなアクセスの提供

新世紀における豊かで高信頼かつ安全な高度情報通信社会の形成
マルチメディア情報流通の柔軟かつ動的な実現のための知的情報ネット
ワークの構築
コンピュータと通信、有線と無線／モバイル、ハードウェアとソフトウェア、
通信と放送などの諸技術の有機的な融合
システムオリエンテッドなアプローチによる産業社会や市民社会に真に
有用な新しいシステム／サービスの創出
ネットワークの基盤技術からサービス技術までを網羅した教育・研究

Everything over Next and Succeeding 
Generation Information Networks

サイバーコミュニケーション講座
サイバーコミュニティ形成技術
サイバーコミュニケーション基盤技術
マルチメディアコンテンツ配信技術

先進ネットワークアーキテクチャ講座
高速プロトコル処理技術
フォトニックインターネット技術
高速スイッチング処理技術
高速エンドシステム構成技術

ネットワーク機能の高度化
高速・高性能化
多機能化
高品質化
アクセスの多様化

ITS
バックボーン

遠隔学習
電子
商取引

情報ネットワーク学専攻

マルチメディアネットワーク講
座

メディア通信処理技術
マルチメディア通信品質保証
技術
マルチメディア通信プロトコル
ネットワークミドルウェア
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情報システム工学専攻

高機能システムアーキテクチャ講座
実用化システムアーキテクチャ、インタフェース
システム実装方式、評価・検証方式
コスト最適化実装手法

ディペンダビリティ工学講座
高信頼システム設計支援
自動検証、システムテスト
信頼性最適化、信頼性評価

集積システム診断学講座
インテリジェントVLSI自動故障追跡
VLSI観測診断用画像信号処理
VLSI生産テストロジスティックスの評価

情報システム構成学講座
メディア処理システムアーキテクチャ
画像音声コーデックSoC(System-on-a-Chip)設計
モバイル用低消費電力設計技術

集積システム設計学講座
ハードウェア/ソフトウェア・コデザイン
システムレベル設計支援環境
ディジタル信号処理向きVLSIアーキテクチャ

情報技術の基盤を支える応用情報システム・機器の
ハードウェア/ソフトウェア双方の設計、実装に関わる
算法、構成法、評価検証法の研究

メディア統合環境講座
メディア統合情報処理技術
メディア統合環境構成法
複合現実感技術
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コンピュータ
サイエンス

アルゴリズム設計論講座
アルゴリズム工学
アルゴリズム設計パラダイム
大規模並列／広域分散開放型システム

ソフトウェア設計学講座
仕様記述言語・モデル
ソフトウェア設計開発法、支援システム
リアルタイム／コンカレントシステム

ソフトウェア工学講座
ソフトウェア開発環境、開発支援ツール
プログラム解析、ソフトウェアメトリクス
エンピリカルソフトウェア工学

並列処理工学講座
並列プログラム開発支援ツール
ソフトウェア設計開発法、支援システム
画像並列処理、ＷＷＷデータ検索

知能メディアシステム講座
知能映像メディア解析
メディア統合型ナビゲーションシステム
不完全情報からの学習と発見

ハードウェア

並列
システム

プログラム
理論

形式的
意味論

アルゴリズム理論

オペレーティング
システム

分散協調
システム

リアルタイム
システム

ＷＷＷ
探索システム

画像処理データベース
システム

マルチメディア
システム

知能メディア
システム

先進的
ネットワーク

計算モデル
情報理論

情報技術の基盤となる基礎理論を、広い領域で横断的に教育研究
基礎理論から応用システムまでを縦断的に教育研究
並列コンピュータ、ネットワークコンピュータなどの新たな計算機環境に
適合した計算パラダイム、ソフトウェアパラダイムの構築と応用システ
ムへの適用
コンピュータシステムの新しい概念、技術や利用法の創成
コンピュータや計算の本質を追及する科学的手法の確立

応用システム

理論の追求と実際への適用

コンピュータ
サイエンス専攻
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情報科学の発展のための基礎的理論と新しい計算パラダイムの形成
公正および効率的社会形成
社会的合意を作り出すための数理的意思決定
新しい計算方法の開発
物理・数学をはじめとする自然科学における情報視点からの解明と情報

　 科学への応用

数学

社会科学

生物

物理

情報数理学専攻
文理一体となった
新しい科学の創設

計画数理学講座
金融工学
政策評価
数理的意思決定

数理コンピューティング講座
DNA、分子コンピューティング
非ノイマン型コンピュータ
量子計算
確率現象を用いた計算方式

情報計算物理学講座
物理的現象の数理的解明
光コンピューティングなどの
新しい計算パラダイムの構築
ミクロ現象の情報からの物理的解明

非線形数理講座
非線形現象の数理的解明
社会における人間行動の解明

知能アーキテクチャ講
座

問題解決，学習理論
人工知能

情報数理学専攻
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• 情報を支える数学的理論に関する，抽象化された概念をベースとした基礎的教育研究

• その過程で得られる成果をもとにした新たな数学的理論の構築

コンピュータ
グラフィックス

情報に関わる数学的構造の研究

新しい数学理論へ

情報基礎数学専攻

代数系

アルゴリズム

複雑系

楕円曲線
暗号

離散幾何学講座
情報の可視化
Ｂ－スプライン
ベジエ曲線
離散微分幾何学
情報幾何学

離散構造学講座
表現論
カテゴリー理論
楕円曲線論

大規模数理学講座
画像処理の代数的理論
可解格子模型
統計力学

コンピュータ実験数学講座
実験数学
モデリング
問題解決高機能ソフトウエア

種々の代数体系の研究から「構造を持った情報」へ
微分幾何学の離散化から情報の可視化へ
数学的に裏打ちされた数値計算から自然界に潜む法則性へ
大規模系の数学的構造へ
数学理論に裏打ちされたアルゴリズムの周辺
コンピュータ実験を通じた問題設定・解決を通して新たな数学理論構築へ

組合せ数学講座
代数的組合せ数学
グレブナー基底
離散数学

応用解析学講座
自然現象モデルの数値解析
数学的シミュレーション
流体モデルの数値解析 13



•スーパーコンピュータによる計算サービス
•新しい計算パラダイムに基づく計算機利用
•大規模計算科学におけるシミュレーション

•「読み書き算盤」としてのコンピュータ利用
•インターネットを利用した情報収集と発信
•マルチメディア教材の作成

•貴重なコンテンツのディジタル化
•各種データベースの運用
•マルチメディアコンテンツの高次
処理

•マルチメディアを活用した
外国語教育

•マルチメディア教材の開発

マルチメディア技術を
駆使した国際化・言語教育

マルチメディア教室を
基盤とした遠隔講義

•SCS遠隔教育の企画と運用支援
•ネットワーク利用遠隔講義の促進
•マルチメディア遠隔講義システム

情報メディア教育支援

スーパーコンピューティング

サイバーメディアセンターサイバーメディアセンター

電子図書館

マルチメディアを利用した科学教育

•キャンパスネットワークODINSの運用支援
•広帯域ネットワーク、移動計算環境などの
新しいネットワーク技術の導入

•コンピュータリテラシーからより進んだコンピュータ
利用とそのファカルティディベロップメント

•コンピュータ関連科学と自然科学の方法論との
緊密な融合

情報ネットワーク整備

大阪大学IT拠点
国際貢献

産官学連携推進

サイバーメディアセンター

14


	Graduate School of Information Science and Technology
	情報技術の発展を支える３大テーマの追求
	情報科学研究科の役割と特長
	各　専　攻　の　概　要

