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情報システム基盤学専攻の講座構成

情報システム基礎学講座 NEC
基盤ソフトウェア学講座 NTT
データベース学講座

高性能コンピューティング学講座 NICT
ハードウェア学講座 <協力講座>



コンピュータサイエンス
計算機科学，情報工学，情報科学，

情報学, etc.

メディア情報処理

データ構造・アルゴリズム

コンパイラ

並列処理

データ工学
コンピュータ・アーキテクチャ

プログラミング言語

オペレーティングシステム

インターネット技術

モバイル

情報システム基礎学 データベース学

基盤ソフトウェア学 高性能コンピューティング学

『情報システム基盤学』専攻の研究分野

コンピュータ科学を中心に新しいＩＴ領域を研究する専攻

音声処理



• 教授 南泰浩
音声言語情報処理，メディア統合処理，認知科学

• 准教授 古賀久志
アルゴリズムの理論解析，マルチメディア情報処理

• 助教 戸田貴久
アルゴリズム工学，制約充足問題，知識表現

• 助教 中鹿亘
音声信号処理、音楽情報処理、画像認識

• 客員 准教授 柳生智彦 （ＮＥＣ）
ネットワーク制御，ルーティング技術

• 客員 准教授 鈴木一哉 （ＮＥＣ）
Software-Defined Networking (SDN) 技術，経路制御

情報システム基礎学講座



情報システム基礎学講座

理論

実装

応用

情報理論・計算理論・学習理論
・認知理論

適応情報システム

ネット
ワーク
制御

論理，画像，音声，言語，ネットワークに関するアルゴ
リズム論をベースとして応用領域に挑戦

アルゴリズムとデータ構造

言語
処理

ドキュ
メント
処理

音声
処理

画像
処理

論理
処理



人の言語活動に学ぶ情報システム

「ロボットは東大に入れるか」

英語を担当：偏差値50達成
NHKはじめ各種メディア報道

雑談対話システムの実現*

幼児の言語獲得機構の解明

音声認識
＋対話処理
＋音声合成

語彙爆発：

世界で初めて語彙爆発の謎を解明*
各種メディアで報道

12 18 24月齢

個人データ

プラトー
（学習停滞期）

直線

（速度一定）

*:NTTでの研究成果



グラフベース画像解析

• 画像をグラフとして表現
• 応用例：動画からの背景除去

–前景と背景の出現回数の差から背景を発見
• 背景を最頻出グラフとして抽出

f1 f２ f３ f４

最頻出グラフ

正解背景

対応

要素技術
• 類似検索アルゴリズム
• グラフアルゴリズム



ネットワーク制御

• インターネットの通信品質改善、新サービス
の実現を探求

• 客員教員（NEC）も担当

ルータ

輻輳発生！！
( ルータへアクセス集中 ) 送信者に適度に輻輳を通知⇒輻輳解消

要素技術
• ルーティングアルゴリズム
• スケジューリングアルゴリズム
• TCPプロトコル
• キュー管理



基盤ソフトウェア学講座

• 教授 多田好克

並行・並列・分散処理，ＯＳ，組込みシステム，言語処理系

• 准教授 小宮常康

プログラミング言語，言語処理系，Web環境用言語，継続

• 客員 准教授 末田欣子 （ＮＴＴ）

通信サービス，コンテキストアウェアコンピューティング

• 客員 准教授 本庄利守 （ＮＴＴ）

ビッグデータ，分散処理，クラウドコンピューティング



基盤ソフトウェア学講座

• システムソフトウェアやプログラミング言語の
分野を中心に研究

原理：

実装：

応用・実例：

並列 分散 意味論 継続

OS 組込みシステム プログラミング言語
ファイルシステム 言語処理系
ネットワークシステム ごみ集め

情報家電 Webアプリケーション SNS  
P2Pアプリケーションなど

セキュリティ



組込み向けハイブリッドＯＳ

• 汎用ＯＳと実時間ＯＳの機能を融合
–現代の組込み機器は両者の機能を同時に要求

組込み機器

汎用ＯＳ
（ＵＮＩＸ）

実時間ＯＳ
（μＩＴＲＯＮ）

姿勢を制御しない
と倒れちゃう

ネットワーク越しに
映像配信をしたい

なぁ

実時間性を
提供

豊富な
ソフトウェア資産を

提供



実行可能プ
ログラム

or in 

ソース
プログラム 言語処理系

①新言語機能等により記述力・
表現力向上

より書き易く，より高速なプログラミング言語・言
語処理系を目指して！

研究テーマの一例：

 Webアプリケーション向け言語・言語機能の研究

 一級継続の仕様や実装方法，応用方法の研究
 継続＝ある時点での残りの計算
 継続（計算）をデータとして操れば⇒計算を様々に制御・管理 できる

 ごみ集めなどプログラミング言語に関連する技術の研究 など

②実行性能・効率のよい処理系実
装手法の研究



データベース学講座
＝「データ工学」の研究室

• 教授 大森匡

データ工学分野の新しいアルゴリズム・理論・システム技法

新しいデータを扱うデータ処理機構の実現

• 准教授 新谷隆彦

先進的なデータマイニングの技法．大規模データの活用技
術と高価値情報抽出の研究．ライフログ．

• 助教 藤田秀之

データ可視化・空間データ活用システム・

インタラクティブソフトウェア



構造データ
半構造データ
Raw データ
ログデータ
多次元データ
グラフデータ
時系列データ
ストリームデータ
時空間データ
センサデータ …

記述・表現

収集・伝達

格納・検索

+並列分散データ処理

変換・分析

高価値情報の
抽出・統合

共有・更新

新しい大量データを扱う
アルゴリズム や
システムの新技術

先進的なデータマイニング
大量データの利活用技術

情報の
可視化

＋

新しい巨大データを高効率に高価値情報化するため：
- 新しいデータ処理機能・アルゴリズム・システム，
- 高価値情報抽出技法・データマイニング，
- 人間が理解しやすい情報への可視化，
を研究



大規模データ処理

情報空間の作成・検索・
変換 など の技法

新しい大規模データ から
高価値な情報空間 を実現する
理論・技法・アルゴリズム・システムの研究

図の説明 （大森）

例えば： 大規模データ集合から

• 高価値情報空間の計算・変換処理
• 新しい検索機能・演算の実現
• 新しい大量データの検索・変換・利用の
データ工学の高効率アルゴリズム

• システム化の技術

構造・半構造データ，
グラフデータ ，時空間・
ストリームデータ
多次元・距離空間データ
(SIGMOD/VLDB参照)



データマイニングの
高性能化・高可用化

大規模データの活用技術と高価値情報抽出の研究 （新谷）

新しいデータマイニング技法
様々な制約条件の下で，
多種多様かつ膨大なデータを効率良く
処理し，価値ある情報を抽出する
アルゴリズム，
時間情報を含むパターン抽出技術、
データ/結果の管理技術，
並列分散処理，
更新データ処理
の研究

実データを用いたライフログマイニング
腕に装着したセンサデバイスで長期間
継続して測定したセンサデータからの
行動分類技術，
生活行動特性抽出技術，
生活状態可視化技術
の研究

センサデバイス
24時間365日の

センサデータ（物理量）

生活行動特性
（モデル）

生活行動分類
（概念表現）



空間データ活用システム・インタラクティブソフトウェア藤田

モバイルアプリケーションのログ，人の移動履歴(GPS)，ジオタグ付き写真，...

対象：空間データ

可視化・検索・情報抽出技術

大規模・リアルタイム・大縮尺データの処理，ユーザにとっての意味の考慮，...

ナビゲーションサービス，モバイルアプリケーション，実空間型CGM(ユーザ参加)，
コンテンツデザインツール，...

新しいサービス・アプリケーションの開発

Twitterのリアルタイムマッピング
150万件 / 10x10km (東京), 1週間

位置・方向情報付き写真による
アニメーション自動生成



高性能コンピューティング学講座

• 教授 本多弘樹
並列処理システム，GPGPU, グリッド，プログラム並列化

• 准教授 三輪忍
コンピュータアーキテクチャ，回路技術，並列処理方式

• 助教 （選考中）

• 客員教授 李還幇 （NICT: 情報通信研究機構）

ボディエリアネットワーク（BAN），通信路符号化， UWB

• 客員教授 田光江 （NICT: 情報通信研究機構）

GPGPUによるHPC 分散ストレージ，大規模3D可視化



Capsule endoscope 

with radio 

高性能コンピューティング学講座

先進的情報システムの基盤技術であるハイパフォーマンスコンピューティング
についてコンピュータとネットワークの両面から研究をしています!!

ハイパフォーマンス
コンピューティング

エナジー
エフィシェント
コンピューティング

ワイヤレス
コミュニケーション

宇宙環境
インフォマティックス

• GPUコンピューティング

• グリッドコンピューティング

• 並列化支援ツール

• Heterogeneous Computing

• パワーシフティング

• ニューロコンピューティング

• GPGPUによるHPC

• 分散ストレージ

• 大規模3D可視化

• ボディエリアネットワーク

• UWB通信

• マルチパスフェージング



パワフルなGPU
(グラフィックカード)

リアルな3Dゲーム

GPUコンピューティング:
3Dゲームを支えるGPU(Graphics Processing Unit)を使って

スーパーコンピュータに勝とう！！

スーパーコンピュータで行っていた大規模計算
(天気予報、航空機エンジン開発、自動車衝突解析)

従来の活用法

新しい活用法

•新しいコンピュータ
•新しいプログラミング方法
•新しいシミュレーション

スパコンを凌駕する！



Energy-Efficient Computing
これからの時代に必要とされる高エネルギ効率（高性能かつ
低消費電力）なコンピュータ・システムを研究しています！

ヘテロジニアスコンピューティング パワーシフティングによるスパコンの性能向上

その他にも
• ニューロコンピューティングのための計算基盤
• 不揮発メモリを利用したコンピューティング
などなど



基盤ハードウェア学（協力講座）

• 准教授 田中久陽
生物時計, 集団同期現象, センサーネット

• 准教授 小島年春
無線信号処理, 変復調, モバイル通信

協力講座： www.is.uec.ac.jp をご覧ください

直接連絡がつかない場合は
ＩＳ研究科２Ｆ事務室 入試相談窓口へ
面談申込してください。

http://www.is.uec.ac.jp/


基盤ソフトウェア学情報システム基礎学

高性能コンピューティング学

OS,
コンパイラ,
プログラム言語, 
Webサービス,
分散処理

多様なデータ
高機能なデータ検索・管理
巨大データ処理
データマイニング
ライフログ・空間情報科学

並列コンピュータ, 
GRID, 
高性能プロセッサ, 
マルチコアMPU, 
GPUコンピューティング,  
グリーンコンピューティング

データベース学

＋NICT（ワイヤレス通信）

+ NTT(モバイル)+ＮＥＣ (インターネット）

アルゴリズム
データ構造
メディア情報処理
インターネット制御
認知科学

大量の新領域・データ・
＋新アルゴリズム

並列・分散・システム

コンピュータ科学を中心に新し
いIT領域を研究する専攻


