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大学院 情報システム学研究科

社会知能情報学専攻



社会知能情報学専攻

 情報システムや情報ネットワークの効果的な
利用法・設計法を追究

 豊かで安心な情報化社会の実現を導く専門家
リーダーの育成を目指す

膨大な情報の洪水の中で

・・・人は真に価値ある情報を得ているか

社会は情報を有効に活用しているのか



社会知能情報学専攻

新たな価値
の提供

ニーズ

知的情報ｼｽﾃﾑ、Web・情報ﾈｯﾄﾜｰｸ、仮想世界
人工知能､インターネット、ブログ、SNS、CGM、GIS、セマンティックWeb

リンクドデータ､モバイル・コンピューティング、ユビキタス/センサーネットワーク

ビッグデータ､クラウドコンピューティング、サービス指向アーキテクチャ

社会、人、現実世界における問題
都市、地域、経済、企業、教育、行政、医療､防災､減災

人（高齢者、子供、情報弱者）

・社会・ドメインの分析

・社会的ニーズ発掘

・社会生活や仕組みを

変革するような情報

システムの設計/活用



社会知能情報学専攻

・システム設計基礎学 講座

・経営情報システム学 講座・・・国立情報学研究所

・知識創産システム学 講座

・社会情報システム学 講座

・政策情報学 講座

・情報システム管理学 講座

・・・東芝研究開発センター

・・・

《基幹講座》

《協力講座》

・・・鉄道総合技術研究所

NTTソフトウェアイノベーションセンタ



社会知能情報学専攻

・システム設計基礎学 講座

・経営情報システム学 講座・・・国立情報学研究所

・知識創産システム学 講座

・社会情報システム学 講座

・政策情報学 講座

・情報システム管理学 講座

・・・東芝研究開発センター

・・・

《基幹講座》

《協力講座》

・・・鉄道総合技術研究所・・・鉄道総合技術研究所

・・・東芝研究開発センター

システム設計・開発方法の追究

先端数理とアルゴリズムによるビッグデータ処理

情報を活用したマネジメント方法の追究

ITを用いた信頼性工学の追及

ネットワーク政策と経済情報学

NTTソフトウェアイノベーションセンタ

人と社会を結ぶ知的情報ｼｽﾃﾑの構築



システム設計基礎学講座

《東芝研究開発センター》

•高度情報化社会に向けた先進的情報システムの開
発
•人にやさしく、社会で役立ち、柔軟性・信頼性に優れ
た システムの構築技術、及び構築方法論の追及

大須賀教授 田原 准教授 折原（客）教授 川村（客）准教授 清 助教

Keywords

Staff

エージェント （知的エージェント、マルチエージェント、ユビキタス・クラウドエージェント）

知的Web （Webインテリジェンス、セマンティックWeb、Linked Open Data、オントロジー）

ソフトウェア工学 （要求分析、形式検証、自己適応システム）

データマイニング （機械学習、マイニングアルゴリズム、テキストマイニング）



• ソーシャルメディアから避難に関する情報を抽出してユーザに提供
– 条件付き確率場、自己教師あり学習を用いてtwitter上の避難行動を自動抽出

– OWL表現による時系列行動ネットワークを生成

– 欠損情報を行動ベース協調フィルタリングにより推測して行動ネットワークを補完

– ユーザの状況（現在地など）に応じて適切な避難情報を提供

• 避難情報をAndroid端末のマップ上に表示

• 東日本大震災発生時のtwitterデータ１３万件を対象に有効性を確認

システム設計基礎学講座の研究事例

震災時の迅速な避難情報の共有
避難行動ネットワーク構築

避難計画オントロジー更新

行動推薦

周辺情報の推薦

次の行動の推薦

行動系列の推薦



動画・コメントの取得

キーワード

オントロジー

検索キーワード

・「ゴール」

・「面白い」

・「下手」

検索・要約対象とする動画の選択

該当するシーンの検索

動画の要約

拡張キーワード群

• ニコニコ動画のコメントを各シーンに付与されたｿｰｼｬﾙｱﾉﾃｰ
ｼｮﾝとみなし、見たいシーンの検索や動画要約に活用
• 「面白い」、「下手」といった感性的な検索ｷｰﾜｰﾄﾞにも対応
• コメント解析のためにキーワードオントロジーを導入

システム設計基礎学講座の研究事例

ｿｰｼｬﾙｱﾉﾃｰｼｮﾝを用いた動画ｼｰﾝ情報の取得



システム設計基礎学講座の研究事例

モデル検査による Ajax アプリケーション検証

• モデル検査：状態遷移モデルに対し、振舞いを網羅的に検査
• 動作が複雑な Ajax (Asynchronous JavaScript & XML) 

アプリケーションの不具合発見

Ajax アプリケーション

onclick
xpath:/HTML/BODY[1]/DIV[1]/UL[1]/LI[1]/A[1]

Index

state 1

state 2 state 3

onclick
xpath:/HTML/BODY[1]/DIV[1]/UL[1]/LI[2]/A[1]

Server

?request

!response

processing

XHR_Obj

?XHRmsg

!request?response

!XHRack

Inner_Obj

?msg!ack

processing

Ajax Engine

!XHRmsg

?XHR

?XHRack

!XHR?Inner

!msg

?ack

!Inner

状態遷移モデル 不具合実行トレース

作成

検証したい性質 モデル検査
ツール



知識創産システム学講座

《鉄道総研》

• ビッグデータ、データ解析、ベイズ統計、人工知能、
機械学習、統計科学、バイオインフォマティクス、マテリア
ルズインフォマティクス

• ベイジアン・ネットワーク、ベイズ分類、レコメンデー
ションシステム、ベイズ自然言語処理、スパース学習、
モデル選択、カーネル法、状態空間モデル

本講座の特徴 ： 数理的アプローチとアルゴリズム、データ
ベース技術を融合した統合的アプローチ

植野教授 川野准教授 宮地(客)准教授 西山助教 助教

（選考中）

Staff



基礎理論（機械学習、統計科学、人工知能）

• ベイジアン・ネットワーク

• カーネル法

• スパース学習

• ベイズ自然言語処理

• 状態空間モデル

• モデル選択

• 強化学習（MDP、POMDP）

等々



応用
• eラーニング
• eテスティング
• レコメンデーションシステム
• バイオインフォマティクス
• マテリアルズインフォマティクス

等々

Web推薦システム eテスティング

eラーニング

遺伝子ネットワーク



社会情報システム学講座

・大規模複雑システムの理解・制御・構築

・人と社会を結ぶ情報システムの解明と実現

・ソーシャル・メディアの位置付けを追究

栗原教授 山本准教授 篠田助教

Keywords

Staff

人工知能，複雑ネットワーク科学，ソーシャルコンピューティング，
CCM(コミュニティ生成メディア)，GIS(地理情報システム)，CGM(消費
者生成メディア)，アンビエント情報基盤，創発システム



社会情報システム学講座(1/3)
社会システム＝大規模複雑システム

大規模複雑システムを理解・制御・構築する方法論の確立

※ 社会システム，インターネット(SNS)，脳(身体)．．．

大規模複雑環境下で動作する自律システム構築法の確立

人工知能

社会科学
ソーシャルコン
ピューティング 脳科学

ユビキタス
コンピューティング

ICT

創発システム複雑ネットワーク科学

Web情報処理

ソーシャル

メディアシステム

次世代高度道
路交通システ

ム アンビエント

情報基盤

防災・減災

情報基盤

情報拡散

デマ・流言問題

マルチエージェント

システム

ヒューマンエージェント
インタラクション

知能とは？ 意識とは？究極は⇒

様々な研究分野の融合

取り組む研究テーマ例

AI農業

ゲーム理論

AI ICT

Brain CS



社会情報システム学講座(2/3)

環境

Agent Agent Agent

環境

Agent Agent Agent

調整役Agent

環境

Agent Agent Agent



分析ツールの開発

事象の分析

アプローチ

ネットワーク分析
ジレンマ・ゲーム
エージェント・モデル
地理情報システム
（GIS)

評判・推薦システム
データマイニング
消費者生成メディア(CGM)
地域社会活動支援
電子民主主義
国際環境ネットワーク
環境問題の解決
都市計画、まちづくり

モデリングと観察
シミュレーション
ケーススタディ

フィールドワーク

社会情報システム学

社会情報システム

人文社会科学 計算機科学

理工学

ソーシャル
メディア

社会情報システム学講座(3/3)



経営情報システム学講座

・情報を活用したリスク・マネジメント方法の追究

・コストを考慮したトータルセイフティの仕組み構築

・先端ソフトウェア開発における信頼性・柔軟性確保

Keywords

Staff

リスクマネジメント、組織意思決定、安全学、人間因子、OR、
経営情報論、シミュレーション分析、要求分析、形式仕様、
先端システム、ゲーム理論、組合せ最適化、マーケットデザイン

田中教授 岩崎准教授 本位田客員教授 石川客員准教授
（国立情報学研究所)



経営情報システム学講座

１．リスク・マネジメント論 ⇒ システム安全学の確立

・緊急事故時の意思決定（メタ組織モデル）

・製品安全情報の伝達方法

・医療安全のためのエラー防止策提案

・災害情報システムの提案

２．人間-機械系の安全設計
・自動車の安全運転支援システム

（認知システム工学）

・安全装置・警告への過信・不信

３．群知能の活用によるシステム制御
・蟻フェロモンを利用した高信頼性センサ群の制御
・災害避難シミュレーションへの応用



経営情報システム学講座

４．マーケットデザインと組合せ最適化

５．ゲーム理論と組合せ最適化

・マルチエージェント系#における資源配分問題
自分の利益のために嘘をつく主体を前提とした

安全・安心なルール／プロトコルの設計
#: 利害が相異なる複数の主体／ステークホルダー

・インターネットオークション
匿名性を利用した不正行為に頑健なプロトコル

・制約付きマッチング
医療過疎地域のための研修医配属プロトコル

$150!

２枚

４枚!

じゃあ３枚

AIR LINE

AIR LINE

AIR LINE

・ノイズ付き繰り返しゲームと動的計画法
相手の行動を完全には観測できない（不完全

情報）とき，安定となるオートマトンの設計
＊ワイヤレスネットワークのアクセスポイント選択

＊災害時の避難誘導支援問題

複数商品を同時に
扱うオークション

囚人のジレンマ，どっちが安定？

Tit-for-tat

Pavlov



経営情報システム学講座

６．ソフトウェア開発における要求・仕様の品質保証

７．先端コンピューティング向け開発方法論の確立
Web API・クラウド活用における
機能，品質の分析・保証
（組み合わせ模索や代替確保）

お掃除ロボットへの要求変更の分析

特に開発の早い段階において、
信頼性や柔軟性を効率よく
確保するための開発手法
（要求分析や形式仕様など）

セキュリティドア制御の

厳密、シミュレーション可能な仕様記述



政策情報学講座

新しい価値を生み出す新産業創造、技術マネジメント、
情報通信・情報ネットワーク政策の仕組みやマネジメン
トを追究。政策立案の技量獲得を目指す。

Keywords

Staff

未定

ITの経済的・社会的インパクトのための理論と実践、
情報通信政策、ネットワーク政策、ガバナンス



情報システム管理学講座
鈴木(和)研究室

ITを用いた信頼性工学とその理論

WWWを用いた信頼性寿命
データ解析システムの研究

ＩＴ支援によるインシデント
情報共有化による未然防止

信頼性寿命評価（試験
時間・サンプル数）

製品の潜在的危険
の事前抽出に関す

る研究
不完全なデータによる
製品の寿命推定に関

する研究
ヒューマンエラーの
事前予測に関する

研究
システムの状態監視保全
の最適性に関する研究

信頼性工学 情報技術 品質管理

システム提案

ツール開発

理論構築

専門知識

主な研究テーマ

１．品質・信頼性トラブルの未然防止
とそのシステム開発

2. システム信頼性設計
3. システム保全性設計
４．インターネットによる信頼性工学支援

システムの開発
５．信頼性寿命試験方式の開発
６．フィ－ルド寿命デ－タの解析法の開発
７．フールプルーフの体系化（安全性設計）
８．品質・信頼性向上への企業アンケート

とその解析



社会における品質・安全性のインフラ構築
安全文化創成とその教育

品質・安全性
への意識の向上

品質・安全性への
倫理観の確立

法令遵守・SR（社会的責任）・
企業理念

ものづくりの重要性の再認識
科学技術の

基礎教育の充実

消費者・産官学協業による免責
制度・内部通報制度等の

社会システムの改善

ステップ4．リスク評価後のアクション

重要ハザード
の情報共有と

除去

フールプルーフ
の8つの原理

重要管理点
QA表

ステップ3．リスクの事前評価

深層防護
FTA

m-SHELL
意識フェイズ
SRKモデル

ETA
PDPC

ステップ2．リスクの事前抽出

職責の理解
PDCA

5ゲン主義

トラブル情報
の収集・分析

と共有化

FMEA
HAZOP

DR

ステップ7．ステップ1～6の定着化と
安全文化の確立

ステップ6．未然防止の仕組みの改善

問題がない
ことが不安と

なる文化
リーダシップ

スパイラル
PDCA

ステップ5．万一への事前対策の策定
－クライシスマネジメント

対応優先順位
の明示と共有

“隠さない”
情報開示

対象アイテム

ステップ1．未然防止への動機付け

安全文化の醸成
未然防止推進体制の確立

安全への価値観統一と
共有化

品質・安全性へのトップの
リーダシップとコミットメント

長期的視野
の経営と
人材育成

安全文化の確立

固有技術（技術の伝承）

柔軟な指揮
命令系統

トップ・役員
による現場
主義の徹底

他
の
企
業
・業
界
団
体

消
費
者

官
・学



社会知能情報学専攻の目指す学生像

• 新しい価値、社会を創出させるしくみを設計・
開発・実現できる研究者または技術者の育成

• 社会の諸問題に対して、大局的視野から考え
行動できるリーダーシップと、協調性を兼ね
備えた指導者的な人材の育成

人と社会が真に求める情報システムを、

あなたも、私達と一緒に、デザインして

みませんか！


