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情報科学研究科（IST）は、工学研究科・基礎工学研究科・理学研究

科に分散していた情報処理技術およびネットワーク技術に関する

教育研究組織を集約して創設された、未来志向の強い研究科です。

社会基盤として重要度を増す情報科学技術にイノベーションをも

たらす研究を目指し、社会の進歩に尽くす人材を育成しています。

大阪大学  大学院
情報科学研究科

産官学連携
・連携講座の設置
・IT連携フォーラム
OACISの開設

大阪大学内
・情報関連教育研究の
リーダーシップ

国際的な
学術交流

・アジア地域の
ハブとしての役割

先進的研究
・インターネット技術
・コンテンツの高次処理
・バイオインフォマティックスなど
に関する先進的な研究

バイオ
情報工学
バイオ情報

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
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情報科学研究科の
役割と特長 マルチメディア

コンテンツ

マルチメディア
工学

ソフトウェア

コンピュータ
サイエンス

数学的概念の
応用

情報
基礎数学

数理学的
アプローチ

情報数理学

システム・
ハードウェア

情報
システム工学

インターネット

情報ネット
ワーク学



バイオ情報工学専攻
Bioinformatic Engineering

コンピュータサイエンス専攻
Computer Science

情報システム工学専攻
Information Systems Engineering

マルチメディア工学専攻
Multimedia Engineering

情報ネットワーク学専攻
Information Networking

情報基礎数学専攻
Pure and Applied Mathematics

情報数理学専攻
Information and Physical Sciences
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情報基礎数学専攻
Pure and Applied Mathematics

数学は情報科学を支える重要な基礎のひとつです。本専攻では、つぎのような研究が活発

に行われ、数学と情報科学の発展に貢献しています。

可換環論、グレブナー基底、単項式イデアル、組合せ論、シュワルツ微分、カントール集合、

フラクタル、表現論、代数群、量子群、頂点作用素代数、ヘッケ代数、超幾何函数、セルバー

グ積分、q解析、複素積分、共形場理論、量子可積分系、コンピュータ実験、数理モデリング、

非線形力学系、神経細胞の集団的挙動、函数解析、非線形偏微分方程式、量子流体モデル、

数値解析、有限要素法、線形計画法、等々です。



コンピュータサイエンス専攻
Computer Science

コンピュータサイエンスは、ハードウェア、ソフトウェア、コンピュータの効果的な利用

法まで、コンピュータに関連する広い領域をカバーする学問領域です。本専攻では、これ

らの広い領域を横断的に、さらに、基礎から応用までを縦断的に深く探究することにより、

コンピュータそのものの可能性や計算の本質を追求する科学とその技術の基礎をなす数

学手法を開発し、コンピュータシステムの新しい概念、技術や利用法を創成・確立するこ

とを目指しています。大規模ソフトウェアの開発・保守・管理技術、分散アルゴリズム、並

列処理、コンピュータビジョンや機械学習などの研究を推進しています。
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情報数理学専攻
Information and Physical Sciences

情報科学の新たな展開のためには、情報とその処理に関する数理科学的な基礎理論の上

に、自然現象に啓発された発想を融合させた学問分野の開拓が必要です。本専攻では、シ

ステムのモデリング、制御、最適化や意思決定などの数理科学、光情報処理などの応用物

理学、および学習や認識などの人工知能との間に実りある相互作用を生み出します。そし

て、複雑な自然・社会現象に対し、そのメカニズムや原理の解明と最適化を行う未来型コ

ンピューティングの原理・方法論あるいは機構・システムを創出する基盤技術としての情

報数理学の確立を目指します。

コードクローンの可視化・分析
支援ツール（楠本研究室）

自律センサネットワークのための
分散アルゴリズム（増澤研究室）

歩き方による個人認証システム
（八木研究室）

クラスタ計算機による
生体機能シミュレーションの高速化
（伊野研究室）

Parallel Setsを用いた
ライブラリ組み合わせ
の可視化（井上研究室）



Advance design, 
optimization and 

evaluation techniques
for information systems. 

情報システム工学専攻
Information Systems Engineering

人間のあらゆる活動が情報システムへの依存度を高めている現代において、情報システ

ムの信頼性と安全性の確保はきわめて重要な課題です。情報システムを構成するハード

ウェアの核である大規模集積回路（VLSI）は、ますます微細化し、大規模化・高速化してお

り、設計の効率化と品質保証が重要な課題になっています。さらに、情報システムを構成

するソフトウェアの肥大化も、信頼性の保証を困難にしています。情報システム工学専攻

では、これらの問題を解決するために、ヒューマンインタフェースをも含めた大規模シス

テムの設計技術、設計最適化・診断手法、信頼性・安全性向上化技術の高度化を目指してい

ます。

情報ネットワーク学専攻
Information Networking

生命体や人の脳機能に見られる共通した動作原理として「ゆらぎ原理」を確立し、情報

ネットワークにおいて、トラヒック変動や故障などの環境変動を統一的に扱い、頑健性、

省エネルギー性を従来に比べて飛躍的に向上させる制御手法（ゆらぎ制御）の研究に取

り組んできています。ルーティング制御や仮想網制御については、企業と協働でPOC 

（Proof-of-Concept）の概念に基づいた実証実験にも取り組み、ゆらぎ制御が優れた特性

を示すことに成功しました。最近では、脳の認知機能に基づいた学習機能を有する拡張に

よって、より多様な環境変動に対する耐性を備えた「拡張ゆらぎ制御」の研究に取り組ん

でいます。
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脳の認知と意思決定に基づく
ネットワーク制御



人工物、生物に限らずあらゆるシステムは、内部での情報処理と外部との入出力を繰り返

すことで大きなネットワークのダイナミックスを創り出しています。生物の柔軟でロバ

ストな情報処理を、ネットワークを構成するシステムの挙動として理解することで、耐故

障性や拡張性に優れた情報システムを設計・構築する新たな情報科学技術の創出、人間社

会や地球環境に貢献する生物機能の利用が期待できます。バイオ情報工学専攻は、生物を

対象としたアナリシス（解析）とシンセシス（設計）を両輪とする、新しい情報科学・工学

の教育研究領域です。

バイオ情報工学専攻
Bioinformatic Engineering

インターネットに流通している映像、テキスト、音声などのデータ、企業が蓄えている巨

大な情報、日常環境に配置されたセンサからの膨大なデータなど、われわれの周りには

データが溢れています。マルチメディア工学専攻では、このような膨大なデータを、効率

よく蓄積、解析、運用するための研究を行っています。マルチメディアデータベース、ユ 

ビキタスコンピューティング、セキュリティ技術に基づくコンテンツアクセスアーキテ

クチャ、コンピュータビジョン、分散データ処理、グラフマイニング、自然言語処理、高

機能ネットワーク、高度交通システムなどが研究の対象です。

マルチメディア工学専攻
Multimedia Engineering

You are
here!
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脳情報通信融合研究
プロジェクト
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平成23年、新たな融合研究基盤として、大阪大学とNICT（情報通信研究

機構）、ATR（国際電気通信技術基礎研究所）が中心となって「脳情報通信

融合研究センター」（通称CiNet）を発足させました。CiNetでは、生命シ

ステムに学ぶ複雑制御の仕組みを情報通信システムに応用するための研

究開発など、「脳の機能に学んだネットワーク」や「こころを伝えることが

できる情報通信」の実現を目指して、脳科学と工学分野（特にICT）、さら

には心理学・認知科学との融合領域における研究開発を推進しています。

博士課程教育リーディングプログラム

ヒューマンウェアイノベーション
博士課程プログラム

http://www.humanware.osaka-u.ac.jp/

情報技術の類まれな発展により、人間や機械が密接につながり合った複

雑なダイナミクスを持つ巨大なネットワークが構築されています。その

結果、予測困難な課題が次々に生じており、また、情報システムが人間や

環境にかける負担も急速に増大しています。本プログラムでは、情報科学

研究科、生命科学研究科、基礎工学研究科の密接な連携の下で、異なる領

域にまたがった徹底的な融合教育・研究を通じて、実践的なデザイン力、

コミュニケーション力、マネージメント力を備え、ヒューマンウェアとい

う新たな視点をもって融合領域を開拓し、イノベーションの方向性を転

換できるリーダー人材を育成します。



協働研究所

2016年4月に情報科学研究科に、初めて協働研究所が設置されました。この

NECブレインインスパイヤードコンピューティング協働研究所では、情報科学、

生命科学、脳科学、コンピューティング工学の最先端技術並びに知見を融合し、

新しい脳型コンピューティングシステムの実現を目指した研究開発を推進して

います。
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安全安心な社会の実現に向けた
ソフトエラー対策技術

４次元トポロジーの研究

NEDOプロジェクトを核とした
実データで学ぶ人工知能講座
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私は主に4次元トポロジー、特に4次元多様体を中心に研究しています。多様体とは局
所的にユークリッド空間の構造をもつ空間のことです。4次元はユークリッド空間が異
種微分構造を持つ唯一の次元であるなど、他の次元とは全く異なる性質を多数持ちま
す。一方、積み木のように分解し、切り口の3次元の情報を読み取ることで、具体的に
図示できる素朴な対象でもあります。私はこのような図式を用いた４次元多様体の構成
と、ゲージ理論やシンプレクティック幾何による様々な
制約とを組み合わせることで研究を進めています。最近
では3次元トポロジーの手法や問題意識による4次元
の新しい研究が急速に進みつつあり、そのような研究に
も興味を持っています。
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大阪大学は、東京大学と共同でNEDOのプロジェクトとして、実データで学ぶ人
工知能講座を2017年10月から開始しました。大阪大学側では、人工知能に関す
る講義および、実データを利用した演習を実施しています。人工知能の講義では、
パターン認識、マシンビジョン、機械学習、データマイニングの基礎を学びました。
演習では、機械学習の基礎を実践的に学ぶことを目的として、視覚情報の脳内処
理機構を模倣したエンコーダの学習、深層学習による画像分類技術を実践的に学
ぶことを行いました。受講生は2017年度後期と2018年度前期の合計で56名
に達しており、受講修了者には成績と共に修了認定を行っています。また、活用
可能なリアルコモンデータのための実データ収集を進めており、演習において利
用する計画です。

情報科学研究科を知る
トピックス
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03
コンピュータを中心とした情報システムは、集積回路によって支えられて
おり、集積回路に不具合が生じた場合に甚大な被害が引き起こされる恐れ
があります（例: 自動車や鉄道など）。しかし、地上に降り注ぐ宇宙線によっ
て引き起こされる情報誤り（ソフトエラー）は、完全に防ぐことはできま
せん。自動運転に人命を預ける時代を見据え、安全安心な社会の実現に向
けて、集積回路に発生するソフトエラーの影響を見積り、エラーの情報シ
ステムに対する影響を低減する技術について研究を進めています。

0 0
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IST TOPICS エキゾチックな４次元多様体の例



ネットワーク環境の変化に
自律適応する分散システム

医療機関と連携した
手術トレーニングシステムの開発

海外インターンシップ
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大規模ネットワークにおいて、ネットワークの形状変化や一部のコンピュータの故障によ
りネットワーク環境が変化したときに、人手を介さずに環境変化に追随して「自動で再構
成・復旧」する分散システムを実現するための技術（適応的分散アルゴリズム）を研究して
います。
通常のコンピュータネットワークに加えて、コンピュータ間を自由自在に移動するソフト
ウェアで構成されるネットワークや、膨大な数のセンサで構成されるモバイルセンサネッ
トワークにおいて様々な機能を実現する適応的分散アルゴリズムの設計を進めています。

05 情報科学研究科では、平成17年度から文部科学省による大
学教育の国際化推進プログラム（戦略的国際連携支援）の支
援を受け、その後平成21年度からは日本学生支援機構
（JASSO）留学生交流支援制度（短期派遣）の支援の下、「最
先端情報科学を担う国際的人材の育成」を目的とする海外イ
ンターンシップを実施しています。平成29年度は、6名の
学生（博士前期課程学生4名［各約2ヶ月］、博士後期課程学
生2名［各約3ヶ月］）が、著名なICT指導者のいる海外の大
学や研究機関に派遣され、貴重な体験をしてきました。

06
腹腔鏡手術は腹部に小さな穴をあけ、そこから内視鏡カメラや電気メス、鉗子などの
道具を入れて、テレビモニタを見ながら行う手術で、切開しないため低侵襲性手術で
すが、医師にとっては術式を習得することが困難であり、結果として、手術の難易度
が高く、習得に時間がかかることが問題です。そこで、感覚-運動などの非言語情報を
熟練者と修練者の間で共有する手法を活用し、段階的な学習ステップに応じた、熟練
者の適切かつスムースな動きを修練者が追体験することで、非言語的なスキルの伝達
を行い、効果的なトレーニングを行うシステムである「追いトレ」を実現しています。
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07
Information Centric Networking (ICN)は、情
報の名前を指定して情報を取得するアーキテク
チャであり、将来インターネットアーキテクチャ
として期待されています。ICNネットワークの
実用化を目指して、高速ICNルータ、ICNを活用
した省電力ネットワーク、ICNを活用した災害
通信アプリケーションなどに対して、理論的か
つ実践的に取り組んでいます。現在、日欧共同の
GreenICN、ICN2020プロジェクト（2013 ～
2019年）ならびに日米共同のJoint Japan-US 
Network Opportunity 2プロジェクト（2018
～ 2021年）において、テストベットを用いた実
証実験を実施しています。

09 動物はどのようにして、遠く離れた目的地までたどり着くのだろうか？マ
ルチメディアデータ工学講座では、そのような動物の移動の謎を解明する
研究プロジェクト「生物移動情報学」を推進しています。具体的には海鳥
やクマなどの様々な動物に添付して移動行動を観測する小型センサデー
タロガーや、観測された軌跡からの知識発見手法の開発などを行っていま
す。ロガーの開発では、生態学者の興味のある動物行動を加速度センサな
どの省電力なセンサで認識し、消費電力の大きいカメラをその行動が検出
されている間のみ起動するような、適応的なカメラ制御を実現し、ロガー
の長時間駆動を実現しています。また、青森のウミネコ、新潟のオオミズ
ナギドリ、アルゼンチンの鵜などで動作実験を行っています。

08
情報科学研究科にて習得してきた最先端の情報科学の
知識を活かした作品と、これを世に普及させる課程につ
いて、制作を通じて実践する科目です。デバイス製作、
コンテンツ制作などを企画から設計・製作、応募、展示
に至るまで、グループでの協調作業体制を持って実践を
想定した実習を行います。また、制作した作品を国際学
生対抗バーチャルリアリティコンテストやメディア芸
術祭などのコンペに実際に応募・出展することを目指
し、授業内での企画審査会、企画プレゼンテーション審
査会を設けて具体的な指導を行います。

10

情報指向ネットワーキング

インタラクティブ
創成工学演習

新学術領域「生物移動情報学」
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10
高性能計算（HPC：High-Performance Computing）システムを用いて、生体機能の原理を解明
するためのシミュレーションを高速化しています。HPCシステムによる高速化は，多数の演算器
を駆使するための熟練したプログラミング技術を必要とします。そこで，生体機能のシミュレー
ションを対象として、数理モデル（連立方程式）を記述するだけで並列プログラムを自動的に生成
する方式を開発しました。この方式によって、プログラミングに不慣れな科学者がスパコン「京」
やGPU（Graphics Processing Unit） などの多様なHPC環境上で大規模なシミュレーションを
容易に実現できます。
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電力を安定的に利用したり機器を効率的に運用したりするために数理最
適化モデルは強力なツールとなります。電気自動車（EV）や太陽光発電
（PV）、蓄電池（SB）などは家庭や事業所でもかなり普及してきています。
これまでに、スーパーなどの冷凍機群の霜取り計画の最適化、集合住宅
におけるEV充電装置の最適割当スケジュールなどでは、使用電力の分
散を図って設備の省力化を実現しています。また、EV, PV, SBを活用し
た事業所全体のエネルギー管理システム、配送業におけるEV充電計画
と配送計画の統合運用システムなどのシステム化も行ってきました。そ
こでは、線形計画法、整数計画法、組合せ最適化、ネットワーク計画法な
どの数理計画手法が大きな役割を果たしています。

12 本研究科を中心とした15校が連携し、大学院生に対する情報技
術人材育成のための実践教育ネットワーク形成事業「分野・地域を
越えた実践的情報教育協働ネットワーク」（通称enPiT）（平成24
年度から平成28年度）を文部科学省の補助事業として実施してお
りましたが、平成28年度からは、各大学の授業として継続して実
施しています。また、enPiTの知見を学部教育へ展開する、文部科
学省　成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成（enPiT）
（通称enPiT2）がスタートしました。本研究科を中心とした39校
が、短期集中で実施するPBLを柱とする教育プログラムと産業界
との密な連携により、実践力を備えた人材を全国規模で育成する
ことを目指しています。本研究科は、全体の運営を担当する運営
拠点に加えて、ビッグデータ・AI分野の中核拠点校として参加し、
実践教育プログラム AiBiC関西（AiBiC Spiral）を実施していま
す。平成29年度は、全体で825名という目標を大きく上回る修
了生を輩出することができました。その中で、本研究科では、ビッ
グデータ・AI分野で11名が修了しています。

大規模な生体シミュレーションのための
並列プログラム自動生成

enPiT2

電力エネルギー管理の
最適化モデリング

Time Space Network Model

IST TOPICS



情報基礎数学専攻
情報数理学専攻

コンピュータサイエンス専攻
情報システム工学専攻
情報ネットワーク学専攻
マルチメディア工学専攻
バイオ情報工学専攻

事務部
その他
合計

 教授 准教授 講師 助教 研究員  事務職員 技術職員 非常勤職員

統 計 情 報

専攻
事務系

小計 小計 合計
教員系

教職員数（令和2年5月1日現在）

情報基礎数学専攻
情報数理学専攻

コンピュータサイエンス専攻
情報システム工学専攻
情報ネットワーク学専攻
マルチメディア工学専攻
バイオ情報工学専攻

合計

 募集定員 1年 2年 合計 募集定員 1年 2年 3年 合計
専攻

後期課程前期課程

学生数（令和2年5月1日現在）

運営費交付金
受託研究費

共同研究費（協働研究所含む）
科学研究費補助金
その他の補助金
奨学寄附金

間接経費（一般管理費含む）
合計

経費名称 金額（円） 全体の割合

令和元年度 情報科学研究科決算額

※（　）内は、留学生内数

※奨学寄付金については、令和元年3月31日時点での残額

※（　）内は特任教職員、[　]内は協力講座教職員の内数を表す
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6 [1]

5 [1]

5 [1]

6 (1) [2]

8 (3) [1]

5 [1]

5

2 (2)

42 (6) [7]

6 [1]

5 [1]

3

7 (1) [3]

5 [1]

6 (1) [1]

4

1 (1)

37 (3) [7]

2 [2]

2 [2]

4 [4]

12

14

20

20

20

20

17

123

 358,186,743 

 393,289,450 

 142,349,957 

 298,889,475 

 127,536,885 

 13,352,937 

 120,478,877 

1,454,084,324

25%

27%

10%

20%

9%

1%

8%

12 (2)

17 (1)

24 (3)

28 (3)

23 (0)

28 (4)

22 (0)

154 (13)

13 (0)

15 (5)

23 (4)

26 (4)

27 (5)

27 (4)

25 (2)

156 (24)

25 (2)

32 (6)

47 (7)

54 (7)

50 (5)

55 (8)

47 (2)

310 (37)

5

5

6

7

7

7

6

43

5 (4)

6 (3)

10 (4)

7 (2)

11 (3)

6 (0)

45 (16)

1 (0)

3 (1)

10 (3)

7 (5)

9 (1)

8 (4)

5 (2)

43 (16)

3 (1)

8 (6)

10 (3)

14 (6)

3 (0)

6 (0)

7 (0)

51 (16)

4 (1)

16 (11)

26 (9)

31 (15)

19 (3)

25 (7)

18 (2)

139 (48)

5 (2) [1]

4 [1]

3 [1]

6 (3)

5 (2)

6 (2)

1 (1)

30 (10) [3]

1 (1)

1 (1)

3 (3)

3 (3)

1 (1)

9 (9)

12 [2]

16 (3) [3]

12 [2]

19 (3) [8]

22 (9) [2]

21 (6) [4]

15 (2)

5 (5)

122 (28) [21]

1 (1)

20 (7)

5 (5)

26 (13)

1

1

2

2

2

4

2

6

7

8

3

34

2

2

4

2

6

8

10 (1)

23 (7)

5 (5)

62 (13)

14 [2]

18 (3) [3]

16 [2]

21 (3) [8]

28 (9) [2]

29 (6) [4]

25 (3)

23 (7)

10 (10)

184 (41) [21]
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電車
阪急電鉄千里線「北千里駅」下車
徒歩20分

モノレール
大阪モノレール彩都線「阪大病院前駅」下車
徒歩10分

バス
阪急バス 千里中央発「阪大本部前」「茨木美穂ヶ丘」行き
 （6番のりば）
近鉄バス 阪急茨木市駅発（JR茨木駅経由）「阪大本部前」行き
 （4番乗り場）

すべて「阪大本部前」下車、徒歩3分

生命機能研究科

正門正門

東門東門

人間科学研究科

レーザー科学研究所

工学研究科

歯学部
附属病院

医学系研究科
保健学専攻

大学本部

ポプラ通り福利会館

グラウンド
アーチェリー場

コンベンション
センター

体育館

薬用植物園

ICホール

共創
イノベーション棟

医学部附属病院

医学系研究科

本部前福利会館
（食堂・売店）

万 博 記 念 公 園

水遠池

BUS

BUS
BUS

薬学研究科

西門西門

千里門千里門

阪
大
病
院
前

大
阪
モ
ノ
レ
ー
ル（
彩
都
線
）

情報科学研究科

歯学研究科

生命科学
図書館
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