令和 4(2022)年度

東京大学大学院情報理工学系研究科

創 造 情 報 学 専 攻
入 試 案 内 書

問い合わせ先 〔専攻事務室〕
東京都文京区本郷 7-3-1
〒113-8656
東京大学工学系・情報理工学系等学務課
専攻チーム（創造情報学専攻）
電 話 03-5841-6889
office@ci.i.u-tokyo.ac.jp
入試案内 Web ページ
https://www.i.u-tokyo.ac.jp/の「入進学希望の方へ」→「各専攻・教員の紹介」
→「創造情報学専攻」の「入試案内」をクリック

注意 1： 本冊子以外に，情報理工学系研究科の各募集要項（修士課程，博士課程，博士
課程〔社会人特別選抜〕の 3 種類）のうち受験者に関係するもの，および情報理工学系研究
科 TOEFL 試験成績提出要項についても必ず目を通すこと．
注意 2： 創造情報学専攻では，修士課程，博士課程の両方において夏入試，冬入試を実
施する．夏入試と冬入試とでは日程，試験科目，試験の実施方法が異なる．
注意 3： 新型コロナウィルス感染拡大防止のための対応等により，募集要項・入試案内書の
内容を変更する可能性がある．その場合は本研究科・本専攻 web サイトに掲示するので，随
時，確認すること．

1 志願者へのメッセージ
情報理工学系研究科創造情報学専攻は比較的新しい本研究科の中でも一番新しい専攻です．創
造情報学専攻は，コンピュータ科学，数理情報学，システム情報学，電子情報学，知能機械情報学
の既存 5 専攻の分野を横断する専攻として， 2005 年に誕生しました．教育理念は，「横断的融合分
野における創造を通じて，卓越したアイデアを実現する実践的創造力を磨く」ことです．そのために，
プロジェクトと高度人材育成を一体化するとともに，人材養成における産官学の連携を推進していま
す．諸君が本専攻を巣立って情報分野において先導的な役割を果たすことを期待しています．
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2 修士課程
2.1 試験日程および試験科目
i）夏入試
（1）書類選考
出願書類をもとに書類選考が行われる。書類選考の合否結果の通知に関しては研究科募集要項
で確認すること.

（2） 一般教育科目
数学，または，プログラミングを出願時に選択する．一般教育科目の試験を欠席した者は、入
試を棄権したものとみなす.

試験科目

日時・場所

数学

プログラミング

内 容

詳細に関しては研究科募集要項で確認すること
令和 3(2021)年 8 月 6 日（金）

プログラミングの基礎力を問う．各自がノー

13:00-17:00

ト PC を持参し，与えられた課題についての

工学部 6 号館

プログラムを作成する．プログラミング言語

（詳細は当日，工学部 6 号館正面入

は各自の得意なものを使用してよい．

口に掲示する）

解答時間は合計 150 分．

注意：プログラミング試験に用いるノート PC にはプログラムの作成に必要な実行環境をインスト
ールしておくこと．ノート PC に加え，プログラミングに関する書籍を 1 冊に限り試験場に持ち
込んで試験中に参照することを許す．また，PC 内に保存されたライブラリ等の使用やソース
プログラム等の流用を認める．試験中のネットワーク接続は認めない．USB メモリ (Type A)
が使えることを確認しておくこと．

（3） 外国語
TOEFL iBT/TOEFL iBT (SHE) のスコアを利用する．詳細は，募集要項に折り込みの「令和 4（2022）
年度東京大学大学院情報理工学系研究科 TOEFL 成績提出要項」を参照すること．

（4） 専門科目
以下の 4 つの専門科目のうちの 1 つを出願時に選択する．他専攻の専門科目を受験する場合，試
験内容については当該専攻の入試案内書を参照すること．筆記試験を欠席した者は、入試を棄権
したものとみなす.
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専門科目

創造情報学

日時・場所

内 容

令和 3(2021)年 8 月 23（月）

ソフトウェア・アルゴリズム，コンピュー

13：00～17：00

タハードウェア，情報システムなどに関

工学部 6 号館

する問題が 3 問出題される．

（詳細は当日，工学部 6 号館正面

解答時間は合計 150 分．

入口に掲示する）

コンピュータ科学

コンピュータ科学専攻入試案内書を参照すること．

システム情報学

システム情報学専攻入試案内書を参照すること．

電子情報学

電子情報学専攻入試案内書を参照すること．

（5） 口述試験
令和 3(2021)年 8 月 25 日（水）（終了時刻は受験者数による），オンライン試験にて行う．口述試
験のスケジュールは試験当日までに web サイト上に掲示する．口述試験では，筆記試験の内容や，
現在の研究テーマ，大学院での研究テーマ，志望などについて口頭試問する．

ii) 冬入試
（1）書類選考
出願書類をもとに書類選考が行われる。書類選考の合否結果の通知に関しては研究科募集要項で
確認すること.

（2） 一般教育科目
夏入試と異なり，プログラミングのみとなる．
筆記試験を欠席した者は、入試を棄権したものとみなす.
試験科目

日時・場所

内 容

令和 4(2022)年 2 月 9 日（水）
13:00-17:00
プログラミング

夏入試の説明を参照のこと．
工学部 6 号館（詳細は当日，工学部
6 号館正面入口に掲示する）

注意：夏入試の説明を参照のこと．
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（3） 外国語
TOEFL iBT/TOEFL iBT (SHE) のスコアを利用する．詳細は，募集要項に折り込みの「令和 4
（2022）年度東京大学大学院情報理工学系研究科 TOEFL 成績提出要項」を参照すること．

（4） 専門科目
夏入試と異なり，他専攻の専門科目を受験することはできない．
筆記試験を欠席した者は、入試を棄権したものとみなす.
専門科目

日時・場所

内 容

令和 4(2022)年 2 月 8 日（火）
創造情報学

13:00-17:00
工学部 6 号館（詳細は当日，工学部

夏入試の説明を参照のこと．

6 号館正面入口に掲示する）

（5） 口述試験
令和 4(2022)年 2 月 10 日（木）（開始時刻，終了時刻は受験者数による），オンライン試験に
て行う．口述試験のスケジュールは試験当日までに web サイト上に掲示する．口述試験では，筆記
試験の内容や，現在の研究テーマ，大学院での研究テーマ，志望などについて口頭試問する．

2.2 志望カードの提出
志望カード（修士課程用 夏入試及び冬入試）は出願書類と一緒に提出すること．

2.3 オンライン試験への振り替え
国外在住者など試験会場での受験が困難で筆記試験のオンライン試験への振り替えを申請する
場合は，「令和 4(2022)年度東京大学大学院情報理工学系研究科入試筆記試験のオンライン試験へ
の振替申請書」の注意事項をよく読み申請書を提出すること．オンライン試験への振り替えが認めら
れたものは，接続リハーサルへの参加が必須である．一般教育科目（プログラミング）は 7 月 30 日（夏
入試）または 2 月 1 日（冬入試），また専門科目（創造情報学）は 8 月 20 日（夏入試）または 2 月 1 日
（冬入試）に接続リハーサルが実施される．一般教育科目（数学）の接続リハーサルは研究科募集要
項で確認すること．接続リハーサルに参加しないものは受験資格を失う．オンライン試験の開始時刻
は試験会場での試験より早まるので注意すること．また状況により冬入試の実施形態を変更し、オンラ
イン試験を実施しないことがある．
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3 博士課程 / 博士課程〔社会人特別選抜〕
3.1 試験日程
i）夏入試
（1）1 次試験
試験科目
専門科目
創造情報学

日時・場所

内 容

令和 3(2021)年 8 月 23 日（月）

ソフトウェア・アルゴリズム，コンピュータ

13:00-17:00

ハードウェア，情報システムなどに関す

工学部 6 号館（詳細は当日，工学部

る問題が 3 問出題される．

6 号館正面入口に掲示する）

解答時間は合計 150 分．

令和 3(2021)年 8 月 24 日（火）
（受験者多数の場合、8 月 26 日（木）

口述試験

にも実施する場合もある．開始時刻，

修士論文またはそれに代わる研究内容

終了時刻は受験者数による．）

および博士課程での研究計画につい
て発表し（概ね 20 分程度，スライド使用

オンライン試験にて行う．口述試

可），その後に口頭試問を行う．

験のスケジュールは試験当日まで
に web サイト上に掲示する．
備考: (a) TOEFL iBT/TOEFL iBT (SHE) のスコアを利用する．詳細は，募集要項に折り込みの「令和

4（2022）年度東京大学大学院情報理工学系研究科 TOEFL 成績提出要項」を参照すること．
(b) 東京大学大学院情報理工学系研究科修士課程修了者または修了予定者につい
ては，TOEFL の成績の提出と専門科目の試験を免除する．

（2）2 次試験
２次試験を冬入試の期間に実施する．２次試験は口述試験である．詳細は１次試験合格者に
追って通知する．現在創造情報学専攻修士課程に所属している学生の場合は，原則として，
令和 4(2022)年 1 月 27 日（木）から 1 月 28 日（金）までの期間に２次試験を実施する．10 月
入学を希望する者，出願時に修士の学位を有する者、9 月に修士の学位を有する予定
の者に対しては，１次試験の口述試験の際にあわせて 2 次試験を実施する．
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ii）冬入試
令和 4(2022)年 2 月 8 日（火）から 2 月 10 日（木）の期間に 1 次試験及び 2 次試験を実施し，
若干名を受け入れる．試験方法は夏入試に準じる．専門科目試験の日程，場所の詳細は修士課
程の冬入試の専門科目試験に準じる．

3.2 博士課程志願者の希望調査について
博士課程を志願する者は，出願期間よりも前に志望する指導教員とよく連絡を取っておくこと．志
望カード（博士課程用）は，出願書類と一緒に提出のこと．博士課程合格内定者に対しては，指
導教員をただちに内定する．

3.3 博士課程〔社会人特別選抜〕の提出書類について
博士課程〔社会人特別選抜〕学生募集要項 6．提出書類等の「業績等の概要」の様式は，在職
中の主な業績について項目ごとに簡潔な説明を付したものを A4 用紙 2 枚以下にまとめるものと
する．

3.4 オンライン試験への振り替え
国外在住者など試験会場での受験が困難で筆記試験のオンライン試験への振り替えを申請する場
合は，「令和 4(2022)年度東京大学大学院情報理工学系研究科入試筆記試験のオンライン試験への
振替申請書」の注意事項をよく読み申請書を提出すること．オンライン試験への振り替えが認められ
たものは，接続リハーサルへの参加が必須である．専門科目（創造情報学）は 8 月 20 日（夏入試）ま
たは 2 月 1 日（冬入試）に接続リハーサルが実施される．接続リハーサルに参加しないものは受験資
格を失う．オンライン試験の開始時刻は試験会場での試験より早まるので注意すること．また状況によ
り冬入試の実施形態を変更し、オンライン試験を実施しないことがある． ．
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【志望カード（修士課程用 夏入試）
】

東京大学大学院情報理工学系研究科創造情報学専攻
課 程 別

修

士

ローマ字
※受験番号

ふ り が な

受験者氏名
出身大学

大学

部

科

住所：
TEL：

試験期間中
の連絡場所

TEL(携帯等)：
E-mail：
第 1 志望

第 2 志望

第 3 志望

第 4 志望

志望教員
入学の意志
(該当を○で囲む)

上記の教員以外でも可

上記の教員以外の場合は，入学を希望しない

受験する一般
教育科目

数学

プログラミング

令和 3(2021)年 10 月
入学の希望

有

受験する
専門科目

創造情報学

コンピュータ科学

システム情報学

電子情報学

在留カードの
有無(外国人のみ)

有
在留資格：留学／その他（
在留期間満了日２０
年

月

）
日

無

志望分野、志望理由、入学後の研究計画、これまで
の活動実績などについて、別紙 A4 またはレターサ
イズ（letter size）１ページ（片面）に具体的に
わかりやすく書いて印刷したものを添付するこ
と。
図や表をいれてもよい。





この用紙を願書と一緒に提出すること．
※欄は記入しないこと．
受験する一般教育科目・専門科目は，それぞれどれか一つを選び，科目名を○で囲むこと．
10 月入学を希望する者で，令和 3(2021)年 9 月までに大学を卒業していない者は，必ず専攻事務室に資格
を確認の上，該当欄の有を○で囲むこと．
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【志望カード（修士課程用 冬入試）
】

東京大学大学院情報理工学系研究科創造情報学専攻
課 程 別

修

ローマ字
ふ り が な
受験者氏名

士
※受験番号

大学

出身大学

部

科

住所：
TEL：

試験期間中
の連絡場所

TEL(携帯等)：
E-mail：
第 1 志望

第 2 志望

第 3 志望

第 4 志望

志望教員

入学の意志
(該当を○で囲む)

在留カードの
有無(外国人のみ)

上記の教員以外でも可
有
在留資格：留学／その他（
在留期間満了日２０ 年
月

上記の教員以外の場合は，入学を希望しない

）
日

無

志望分野、志望理由、入学後の研究計画、これまで
の活動実績などについて、別紙 A4 またはレター
サイズ（letter size）１ページ（片面）に具体的にわ
かりやすく書いて印刷したものを添付すること。
図や表をいれてもよい。

u
u

この用紙を願書と一緒に提出すること．
※欄は記入しないこと．
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【志望カード（博士課程用 夏入試・冬入試共通）
】

東京大学大学院情報理工学系研究科創造情報学専攻
課 程 別

博

ローマ字
ふ り が な
受験者氏名

士
※受験番号

出身大学及び
出身大学院

大学

部

科

大学大学院

研究科

専攻

住所：
TEL：

試験期間中
の連絡場所

TEL(携帯等)：
E-mail：

志望教員
出願
(該当を○で囲む)

希望する入学時期
(該当を○で囲む)

在留カードの有無
（外国人のみ）

夏

・

冬

令和 3(2021)年 10 月
有
在留資格：留学／その他（
）
２０
年
月
日

0B

社会人特別選抜

・

1B

社会人

令和 4(2022)年 4 月
無

志望分野、志望理由、入学後の研究計画、これま
での活動実績などについて、別紙 A4 またはレタ
ーサイズ（letter size）１ページ（片面）に具体的
にわかりやすく書いて印刷したものを添付するこ
と。
図や表をいれてもよい。

u
u
u
u

この用紙を願書と一緒に提出すること．
※欄は記入しないこと．
10 月入学を希望する者で，令和 3(2021)年 9 月までに修士の学位を得ていない者は，必ず専攻
事務室に資格を確認の上，該当欄を○で囲むこと．
社会人特別選抜の受験の場合には，社会人特別選抜欄の社会人を○で囲むこと．
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東京大学大学院情報理工学系研究科 創造情報学専攻
志望可能教員一覧ならびに研究分野等紹介（令和 3(2021)年 4 月現在）
指導教員は下記の一覧から選ばなければならない
｛ ｝内は研究分野

〔専任教員〕
教 授
教 授
教 授
教 授
教 授
教 授
准教授
准教授
准教授
准教授
准教授
准教授

研究分野の詳細については次ページ以降を参照のこと．

千葉 滋
｛プログラミング言語，基盤ソフトウェア｝
五十嵐健夫
｛ユーザインタフェース，コンピュータグラフィックス｝
武田朗子
｛数理最適化法，オペレーションズ･リサーチ｝
猿渡 洋
｛音声音響情報処理，統計的信号処理，機械学習｝
江崎 浩
｛スマートインターネット，センサネット｝
稲葉雅幸
｛知能ロボット，ヒューマノイド｝
稲葉真理
｛ソフトウェア創造，ネットワーク，計算幾何｝
中山英樹
｛マシンパーセプション，自然言語処理，機械学習｝
塩谷亮太
｛コンピュータ・アーキテクチャ，基盤ソフトウェア，情報セキュリティ｝
塚田 学
｛コンピュータネットワーク，サイバーフィジカルシステム｝
梅谷信行
｛コンピュータグラフィックス，物理シミュレーション｝
鵜川始陽
｛プログラミング言語, ガーベージコレクション｝

〔学生受け入れ可能な兼担教員〕
准教授
加藤真平 （コンピュータ科学専攻）
｛オペレーティングシステム，スーパーコンピューティング，自動運転｝
教 授
定兼邦彦 （数理情報学専攻）
｛アルゴリズムとデータ構造，ビッグデータ処理｝
教 授
中村 宏
（システム情報学専攻）
｛コンピュータシステム，IoT／サイバーフィジカルシステム，
計算機アーキテクチャ｝
教 授
田浦健次朗 （電子情報学専攻）
｛並列分散処理，プログラミング言語，大規模データ処理，
高性能計算とその応用｝
教 授
原田達也 （知能機械情報学専攻）
｛コンピュータビジョン，機械学習， 実世界知能情報処理｝
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准教授

准教授

松島 慎
（情報理工学教育研究センター）
｛学習理論，凸最適化，知識発見，大規模学習，スパース学習，
非同期的最適化，一般化加法モデル，部分空間クラスタリング ｝
中嶋浩平
（情報理工学教育研究センター）
｛リザバー計算，物理リザバー計算，ソフトロボティクス，非線形力学系 ｝
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｜教員名｜

千葉

滋

教授（専任）

｜研究分野｜プログラミング言語、基盤ソフトウェア｜

COMPUTING SOFTWARE GROUP
also known as Prof. Chiba Shigeru’s Group
www.csg.ci.i.u-tokyo.ac.jp

研究室について
ごく小さなプログラムを書くのは簡単ですが、本当に便利で信頼のおけ
千葉研究室は、基盤的なコン

る、それなりの大きさのソフトウェアを開発するのは簡単な仕事ではあ

ピュータ・ソフトウェアの研究室

りません。しばしば完成させるにはあまりに複雑なので、注意深くプロ

です。プログラミングにかかわる

グラムを書くことで、それが「きれいな」構造を持ち、読みやすく保守

様々な研究を展開しており、プロ

しやすくなるように心を配る必要があります。

グラミングが好きな人を求めてい
ます。一般的な分類でいえば、プ

当研究室の研究は、そのような「きれいな」プログラミングの役に立つ

ログラミング言語の研究室、ある

様々なソフトウェアを生み出すことです。 したがって、ほとんどの所属

いはソフトウェア工学の研究室、

学生は、何かしらのソフトウェアを作品として作っています。 新しいア

ということになります。プログラ

イデアに基づいてソフトウェアを作り、それについて論文を書くのが研

ミングの体験を変えるツールやフ

究室の活動です。具体的には主に次のようなテーマでソフトウェアを作

レームワークを研究しています。

ります。

学生の方へ

これまで我々は新しいプログラミング手法のために、ライブラリやフ
レームワーク、あるいはプログラミング・ツールを研究開発してきまし

ソフトウェア開発に興味のある学

た。一例をあげると、プログラム変換や生成を自動化するメタプログラ

生さんを歓迎します。プログラミ

ミングのためのライブラリを開発してきました。これを用いると、普通

ングが得意な人もそれほど得意で

のプログラマが書いた簡単なプログラムを自動的に書き換えて、複雑な

ない人も、能力に合わせて研究

機能を持たせることが可能になります。別な例は「なめらかな」インタ

テーマを選べると思います。また

フェースをもつライブラリを開発するためのプログラミング・ツールで

プログラミングが好きな人であれ

す。そのようなライブラリは昨今重要視されていて埋め込みドメイン専

ば、研究室での活動を通して自然

用言語 (DSL) とも呼ばれます。

に必要な技術は身につくと思いま
す。そのような事柄の質問は随時

研究室では新たなプログラミング言語を開発することもあります。とは

メール等で受け付けますし、見学

いえ、通常は既存言語を拡張して新しい言語機構をサポートするのが普

も可能です。

通です。言語機構とは、言語を構成する様々な部品で、while 文やオブ
ジェクト、クラス、ラムダ式、型推論など皆、言語機構です。アカデミッ
クな研究グループとして、将来、広く使われている主要なプログラミン
グ言語が採用するような新しい言語機構を提案するのが目的です。
ソフトウェア・スタックのより基盤的な層の研究もしています。コンパ
イラやインタプリタ、言語の仮想機械も研究テーマです。オペレーティ
ングシステムの層が提供するシステム・サービスもテーマで、セキュリ
ティや仮想化、分散・並列計算などがあります。ソフトウェア工学的な
視点によるプログラムの分析の研究やそのためのツール開発も実施して
います。機械学習を応用したプログラムの分析も最近の我々の興味で
す。
このように、プログラミングの実践を助ける幅広い研究を我々はおこ
なっています。なお、個々の学生の研究テーマは指導教員との相談を経
て、本人の興味を考慮して決まります。
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୍ⓗ䛺ᩘ⌮䛷グ㏙䛧䚸䜘䜚㧗⢭ᗘ䛺㡢㡪Ἴືሙ䛾
⌧⌮ㄽ䜢ฟ䛩䜛䚹᭦䛻䚸Ἴື䛾ほ 䞉⏕䛻䛚䛡䜛
⤫ィⓗ᥎ᐃ⌮ㄽ䛾ά⏝䠄㉸ゎീฎ⌮䛺䛹䠅䜢ᑟධ䛧䚸
⨨つᶍ䛻ᕥྑ䛥䜜䛺䛔᪂䛧䛔㡢㡪Ἴືሙ䛾⌧⌮
ㄽ䜢ᥦ䛩䜛䚹᭱⤊ⓗ䛻䛿䚸ᮏ⌮ㄽ䛻ᇶ䛵䛝䚸㉸⮫ሙ
ឤ㡢䝞䞊䝏䝱䝹䝸䜰䝸䝔䜱䜔ே㛫䛸ᶵᲔ䛾䜲䞁䝍䝷䜽
䝅䝵䞁䜢⿵㛫䛩䜛㡢ᣑᙇ⌧ᐇឤ䝅䝇䝔䝮䜢ᵓ⠏䛩䜛䚹
ᮏ◊✲ᐊ䛷䛿䚸㡢㡪ሗฎ⌮䛸䛔䛖ᛂ⏝䜢ぢᤣ䛘䛺䛜䜙䛭䛾ᇶ┙䛸䛺䜛ᩘ⌮ゎᯒ⌮ㄽ䛾◊✲䛻㔜Ⅼ䜢
⨨䛔䛶䛔䜎䛩䚹㡢䜢ᩘ⌮ⓗ䛻⪃䛘䛯䛔ே䚸䝡䝑䜾䠃䝇䝰䞊䝹䝕䞊䝍ฎ⌮䛻⯆䛜䛒䜛ே䜢Ḽ㏄䛧䜎䛩䚹
◊✲ᐊ䠖ᮏ㒓䜻䝱䞁䝟䝇ᕤᏛ㒊䠒ྕ㤋㻌 㻌 㻌 WEB䝨䞊䝆䠖http://www.sp.ipc.i.u-tokyo.ac.jp/
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ᣦᑟᩍဨ

Ụᓮ
ᾈᩍᤵ
◊✲ሙᡤ

ᮏ㒓䜻䝱䞁䝟䝇ᕤᏛ㒊
ྕ㤋
Web ࣮࣌ࢪ : http://www.hongo.wide.ad.jp/, http://hiroshi1.hongo.wide.ad.jp/hiroshi/
◊✲ᐊᮏ㒓࢟ࣕࣥࣃࢫᕤᏛ㒊ྕ㤋

◊✲ᐊࡢᴫせ :
㛵㐃⤌⧊ :
 Ụᓮ◊✲ᐊࡣḟୡ௦ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ࣮
>@ᮾࢢ࣮ࣜࣥ,&7ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
࢟ࢸࢡࢳࣕ࠾ࡼࡧᇶ┙せ⣲ᢏ⾡㛵ࡍࡿ◊✲
KWWSZZZJXWSMS
>@6'0ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
㛤Ⓨάືࢆ⾜࠺◊✲ᐊ࡛࠶ࡾ㸪ḟୡ௦ࣥࢱ࣮
KWWSZZZVGPZLGHDGMS
ࢿࢵࢺᢏ⾡⯡㛵ࡍࡿ◊✲㛤Ⓨάືࢆᒎ㛤
>@,3Yᬑཬ㧗ᗘ᥎㐍༠
ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
KWWSZZZYSFMS
 ᮏ◊✲ᐊࡣWIDEࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦௦⾲ ᮾி
Ꮫ Ụᓮᾈᩍᤵ, http://www.wide.ad.jp/㸧༠
ຊࡋ࡞ࡀࡽ㸪⥲ྜⓗࡘᐇ㊶ⓗࣥࢱ࣮ࢿࢵ
◊✲ㄢ㢟ࡢ :
- 㧗㏿ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣮࢟ࢸࢡࢳࣕ㸸ࣛ࣋ࣝ
ࢺᢏ⾡㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬WIDEࣉࣟ
ࢫࢵࢳ㸪ࢥࣥࢸࣥࢶ㓄ಙࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࢪ࢙ࢡࢺࡣ⏘ᐁᏛࡢ༠ຊࡼࡿ◊✲ࢥࣥࢯ࣮
- ḟୡ௦ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺᇶ┙ᢏ⾡㸸࣮ࣝࢸࣥ
ࢩ࣒࡛࠶ࡾ㸪⌧ᅾᮾிᏛࡸᛂᏛ࡞ࡢ
ࢢ㸪IPv6㸪ࣔࣂࣝࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ㸪↓⥺ᢏ
ᩍ⫱ᶵ㛵⣙130♫ࡢᴗࡽྜィ࡛900ྡ⛬
⾡㸪࣐ࣝࢳ࢟ࣕࢫࢺ㸪DNS㸪㔞Ꮚ㘽㓄㏦
ᗘࡢ◊✲⪅ࡀάືཧຍࡋ㸪ᅜෆእࡢ◊✲⤌⧊
- ࢭࣥࢧࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸪ࣇࢩࣜࢸࢿࢵࢺ࣡
ࡸᴗ༠ຊࡋ࡞ࡀࡽ㸪ḟୡ௦ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ
࣮ࢡ࣮࢟ࢸࢡࢳࣕ
ࡢ◊✲㛤Ⓨࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢᐇドᐇ㦂ࢿࢵࢺ
- ࣮࢜࣌ࣞࢸࣥࢢࢩࢫࢸ࣒㸪௬ᢏ⾡㸪ࢡ
࣮࣡ࢡࢆ“⮬ࡽ”ᵓ⠏ࡋ㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࢿࢵ
ࣛ࢘ࢻࢥࣥࣆ࣮ࣗࢸࣥࢢ
ࢺ࣮࣡ࢡࡣᏛࡸᴗࡢ◊✲⪅ࡀ◊✲㛤Ⓨ
- ḟୡ௦ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࡋࡓᢏ⾡ࡀᒎ㛤ࡉࢀ㸪ከࡃࡢᢏ⾡ࡀ〇ရ࠶ࡿ
- ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺィ ࣭ゎᯒ
࠸ࡣᴗࡉࢀࡓ㸬ᮏ◊✲ᐊࡣWIDEࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺࡢᇶᖿ◊✲ᐊࡋ࡚άືࡋ࡚࠾ࡾ㸪⏘ᴗ⏺
- Software Defined Media
ࡢඹྠ◊✲࡞ࢆ㏻ࡌ࡚ḟୡ௦ࣥࢱ࣮ࢿࢵ
ࢺ㛵ࡍࡿ◊✲㛤Ⓨάືࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪
ࣇࣛࣥࢫCNRS㸪⡿ᅜCornellᏛ㸪ISI࡞ࡢḢ
⡿ ࡢ ◊✲ ᶵ㛵 ࠾ࡼ ࡧ୰ᅜ Ύ ⳹ Ꮫࡸ ࢱ ࡢ
ChulalongkornᏛ㸪AIT࡞ࢪࡢ◊✲ᶵ
㛵ࡢᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ◊✲άືࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠾ࡾ㸪
Ꮫ⏕ࡼࡿὶࡶ✚ᴟⓗᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
 ᮏ◊✲ᐊࡣ◊✲άືࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᐇࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࡢタィ࣭ᵓ⠏࠾ࡼࡧ㐠⏝ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿ
᭱㏆ࡢ༞ᴗ⏕ࡢ㐍㊰ :
ேᮦࢆ⫱ᡂࡋ㸪ࡉࡽ㸪ḟୡ௦ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ
 ᠕⩏ሿᏛ㸦ㅮᖌ㸧㸪᪥⯆ࢩࢸࢢ࣮ࣝࣉ
ࡢᇶ┙࡞ࡿᇶ┙࣭せ⣲ᢏ⾡㛵ࡍࡿ◊✲⪅ࢆ
ドๆ㸦ࢼࣜࢫࢺ㸧㸪୕⳻ၟ㸪㏻⏘┬㸪ྖἲ
⫱ᡂࡍࡿ㸬◊✲ᐊࡣWIDEࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࣂࢵࢡ
◊ಟ⏕㸪NTTࢻࢥࣔ㸪᪥ᮏIBM㸪࢟ࣖࣀࣥ㸪㆙
࣮࣎ࣥ㉸㧗㏿ࢹࢪࢱࣝᅇ⥺(10GbE㸪WDM)
ᐹᗇ㸪ᶓἙ㟁ᶵ㸪NTTࢹ࣮ࢱ㸪NTTࢥ࣑ࣗࢽࢣ
ࢆ⏝࠸࡚┤᥋᥋⥆ࡉࢀ㸪DIX-IE㸪JGN2plus㸪
࣮ࢩࣙࣥࢬ㸪㔝ᮧ⥲◊㸪⥲ົ┬㸪KDDI㸪ࢯࢽ
GLIF 㸪 APAN 㸪 Internet2 㸦 ⡿ ᅜ 㸧 ࠶ ࡿ ࠸ ࡣ
࣮࢚ࣜࢡࢯࣥ㸪୕⳻⥲◊㸪᪥❧୰ኸ◊✲ᡤ
CERNET (୰ᅜ)࡞ࡢ┦᥋⥆ࢆ⾜࠸㸪ᅜ㝿
ⓗ࡞ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐠⏝ࡶ῝ࡃ
[ὀព] ◊✲ᐊ࠾࠸࡚ࡣ㸪UNIX㸦BSD⣔࠶ࡿ
㛵ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
࠸ࡣLinux⣔㸧ࡢ⏝ࢆᇶᮏࡍࡿ㸬
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ᩍဨྡ

✄ⴥ

㞞ᖾ

ᩍᤵ ᑓ௵

◊✲ศ㔝

▱⬟ࣟ࣎ࢵࢺ㸪ࣄ࣮࣐ࣗࣀࢻ

ே䛾♫⏕ά✵㛫䛷ά㌍䛩䜛䛣䜜䛛䜙䛾▱⬟䝻䝪䝑䝖䛻ᚲ㡲䛾ᶵ⬟䛸䝅䝇䝔䝮䛾◊✲
䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜎䛩䠊ඛ㍮䛸䛔䛳䛧䜗䛻䛺䛳䛶Ꮫ䜣䛷䜖䛡䜛ሙ䛷䛣䜜䜎䛷䛻↓䛔᪂䛧䛔䛣䛸
䜈ᣮᡓ䛧䛶䜖䛣䛖䛸䛧䛶䛔䜛ே䛜㞟䜎䛳䛶䛔䜎䛩䠊
 ᪥ᖖ⏕άᨭ䝠䝳䞊䝬䝜䜲䝗䠖ே㛫䛾⏕ά⎔ቃ䛷䛾≧ἣ䜢ㄆ㆑䛧䠈ே䛛䜙Ꮫ䜃䠈ᑐヰ䛧䠈ᐙල䜔㐨
ල䜢ᢅ䛖ㄆ㆑Ꮫ⩦ᆺ䛾ᨭ⾜ື䝅䝇䝔䝮䠊
 ➽㦵᱁⭝㥑ື䝠䝳䞊䝬䝜䜲䝗䠖ே䛾䜘䛖䛻ຊᙉ䛟䛧䛺䜔䛛䛺ື䛟㉸ከ⮬⏤ᗘ䛾㐠ືឤぬ⣔䜢ഛ䛘䛯
㌟యᵓᡂἲ䛸ᡂ㛗Ⓨ㐩䝅䝇䝔䝮䠊
 䝻䝪䝑䝖⏝ᑠᆺ㍍㔞䝕䝞䜲䝇䠖እ⏝ゐぬ䞉ኚᙧ䝕䝞䜲䝇䠈㣕⾜⏝㍍㔞⤫ྜ䠥䠩䠱䠈㣕⾜⏝እ⏺ィ
どぬ䝉䞁䝃䠈㣕⾜⏝ᑠᆺ㍍㔞⤌㎸䜏䝥䝻䝉䝑䝃䠈యෆ㏻ಙ⣔䠈㟁※⣔➼䠊
 䝎䜲䝘䝭䝑䜽㌟ไᚚ䝳䞊䝬䝜䜲䝗䠖㧗ฟຊ㧗䝖䝹䜽㛵⠇㥑ືᅇ㊰䠈㧗㏿⎔ቃ୕ḟඖㄆ㆑䠈ືⓗ
㌟ไᚚ䛻ᇶ䛵䛟䝎䜲䝘䝭䝑䜽㌟⾜ື⏕ᡂ䝅䝇䝔䝮䠊
 ᑡᏊ㧗㱋♫䛸ே䜢ᨭ䛘䜛,57䝅䝇䝔䝮䠖,7䛸57䜢⼥ྜ䛧䠈ᑡᏊ㧗㱋௦䛾♫䛸ே䜢ᨭ䛩䜛
ಶேᦚᆺ䠈ᐙලᆺ䠈ぢᏲ䜚ᆺ䛾,57䝅䝇䝔䝮䠊
 䝻䝪䝑䝖䞉䜸䞊䝥䞁䝋䝣䝖䜴䜵䜰䞉䝅䝇䝔䝮䠖䜸䞊䝥䞁䝋䞊䝇ᆺ▱⬟䝻䝪䝑䝖䝋䝣䝖䜴䜵䜰䛻䜘䜛䝰䝞䜲
䝹䝬䝙䝢䝳䝺䞊䝅䝵䞁䝅䝇䝔䝮
 䝻䝪䝑䝖䛾㐀Ꮫ䠖᪂䛧䛔䝻䝪䝑䝖䛾ᵓᡂἲ䜢ᐇ㊶ⓗ䛻♧䛩䠊⬮㌴㍯⤫ྜᆺ䠈ྜయኚᙧ䝖䝷䞁䝇䝣
䜷䞊䝬ᆺ䠈䜲䞁䝣䝺䞊䝍ᰂ㌾㦵᱁ᆺ䛺䛹᪂䛧䛔ᐇ㌟య䛾タィ䠈⾜ື⏕ᡂไᚚ䛾䝋䝣䝖䜴䜵䜰⏕ᡂἲ

䝻䝪䝑䝖䝪䝕䜱
ᢏ⾡ゎㄝ㈨ᩱ

ᑠᆺ༟ୖᑐヰᆺ
䠥䠮䠰ᇶ┙䝋䝣䝖䜴䜵䜰

ᐙලᣑᙇᆺ

⭝㥑ືᆺ

䝻䝪䝑䝖䝤䝺䜲䞁
ㄆ㆑ุ᩿⾜ື⏕ᡂ⣔
ᑐヰไᚚ ⾜ືண
ឤぬไᚚ ≀యㄆ㆑
✵㛫᥎ㄽ ⛣ື䝥䝷䞁䝘
⾜ື᥎ㄽ ືస䝥䝷䞁䝘
⾜ື┘ど ືసไᚚ
グ᠈⣔
⎔ቃ䞉㌟య䝰䝕䝹
┠ⓗ⾜ື䝰䝕䝹
ุ᩿⤖ᯝ⋓ᚓ䝕䞊䝍

䝪䝕䜱䝰䝕䝹

ᑠᆺ༟ୖᑐヰᆺ

⭝㥑ືᆺ
ᐙලᣑᙇᆺ

㌴㍯⭎ᆺ
㌴㍯⭎ᆺ

ᦚᆺ

ᦚᆺ
⾜ື⎔ቃグ᠈⾲⌧

⮬ᚊᛂไᚚ䝋䝣䝖䜴䜵䜰
㌟య≧ែ┘ど
ᐇ㛫ฎ⌮ᒙ
䝠䝳䞊䝬䝜䜲䝗ᆺ

ឤぬ⣔

ືస⣔

䝠䝳䞊䝬䝜䜲䝗ᆺ㌟య䝰䝕䝹

▱⬟䝻䝪䝑䝖ᇶ┙䝋䝣䝖䜴䜵䜰䝅䝇䝔䝮䛾◊✲䠖ከ✀㢮䛾䝻䝪䝑䝖㌟య䛻ᑐ䛧䛶ඹ㏻䛻⏝䛷䛝䜛㛤Ⓨ
ᨭ䝬䝄䞊䝋䝣䝖䜴䜵䜰䠈䝻䝪䝑䝖䝤䝺䜲䞁䠈䝻䝪䝑䝖䠫䠯䠈䝻䝪䝑䝖䝭䝗䝹䜴䜵䜰䛾Ⓨᒎⓗᵓᡂἲ䛾◊✲
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教員名

稲葉

真理(専任)

研究分野

ネットワーク、アクセラレータ、ソフトウェア創造

稲葉真理研究室
# # #  4 2%'*/03+
''$.00&///(1'#+#//$0 0

遠距離広帯域ネットワーク（LFN）高速通信
  !%### "
*'%#/  %
「つなげば世界がひろがる」だからネットワークは魅力的。
膨大な観測データ共用のためのパケット観測ツールの開発、
TCP 通信の高効率化、SSDを利用したプリフェッチなど、
日本・アメリカ・ヨーロッパをつなぐ全長 30,000kmを超
える実回線を利用した実証的研究。

"'%"' "$#%

URL: http://data-reservoir.adm.s.u-tokyo.ac.jp

'*#%'&'

高性能計算(HPC)のためのアクセラレータ
Heavy Edge Computation 用 アクセラレータの開発
FPGA デザイン技術とソフトウェア技術でシステムを創造できる人を歓迎します

過去のプロジェクト

  !%##& %#$#"
*'%#/ "#-%/!(%-%#/ % "%/(*%
低消費電力 LINPACK・天文計算用スーパーコンピュータの開発

86762 +3 ''  %" ;66 7&' $  2=7;/:9

%$1&+&'!

 0''3

   !%#$& %#$'"
セレンディピティ（偶然で幸運な発見）の計画的創出
生物医学用 超高速セルソータ（細胞分別装置）の開発

情報システム部分開発と、細胞分別用を担当

) ('#"#%
#%%$1

離散最適化アルゴリズムとソフトウェア開発
離散探索問題、幾何構造の利用、実践的ソフトウェア開発
SAT solver、幾何データ外郭抽出・コミュニティ抽出、ゲームデザインなど
研究室の基本姿勢は「自学自習」であり、学生からの自主的提案、
特に「理論的裏付けのあるシステムに関する提案」を歓迎します。

" 
$(1-,&).1
 
8677#!#%##"#-#   "' " %
867<#"&## ##"-&'%'"!%# )%"' "%
  
867; " #,(!-7&' 2#"'"(#(&+ "#!$(''#"3
!4
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#!$''#"

ᩍဨྡ ୰ᒣ ⱥᶞᩍᤵ ᑓ௵ 



◊✲ศ㔝  ࣐ࢩࣥࣃ࣮ࢭࣉࢩࣙࣥࠊ⮬↛ゝㄒฎ⌮ࠊ῝ᒙᏛ⩦

膨大かつ多様なマルチメディアデータを知的に処理し、
世界を認知理解するコンピュータシステムを目指して
人間は、視覚・聴覚などのさまざまな感覚情報を瞬間的に認識理解し、言語を用いて記述・思考することができ
ますが、
その情報処理の仕組みはほとんど解明されていません。
コンピュータの計算能力は飛躍的に進歩してい
る一方、
このような認識能力では未だ人間には遠く及ばないのが現状です。
中山研究室では、
これを実現する技術の確立を目指し、
コアとなる数理手法とアプリケーションの両面から研究
を進めています。
この分野はまだまだ発展途上であり、未解決の課題が山積みになっています。しかしそれだけに
研究対象として非常に魅力的であり、
また多くのチャンスが眠っていると感じます。世界中で激しい研究開発競争
が続いている分野ですが、意欲とアイデアに溢れた学生さんの参加を心待ちにしています。

ᙹٻȞȫȁȡȇǣǢᛐᜤȷ౨ኧ

ขܖޖ፼ᲢȇǣȸȗȩȸȋȳǰᲣ

研究室で中心的に取り組んでいるのは、画像・映像・
音楽音声等のさまざまなマルチメディアの認識と理解を
自動的に行うための数理的基礎理論の開発と実装です。
これには、各種メディアを扱うための素性（特徴量）抽出
や、大規模なデータを有効に利用するための機械学習・
パターン認識・データベース検索の手法開発などが含ま
れます。

深層学習はさまざまな分野で注目を浴びていますが、
本研究室ではこれをより使いやすいものにするために、
高速化・省メモリ化や、学習の頑健性向上を目指しさま
ざまな改良を行っています。
また、画像のみならず自然言
語等さまざまなモダリティを統合的に扱うためのモデル
も開発しています。

Convolutions using Fisher weight map

Pooling & rectification

҄܇ȍȃȈȯȸǯƴǑǔ
ȑȩȡȸǿן

…

ٶᚕᛖ૨܌ᛐᜤ

OUTPUT

…

…

Layer 0
(Raw image)

…

Top 5 Annotation
Gordon̲setter
Australian̲terrier
Yorkshire̲terrier
Irish̲setter
Newfoundland

Layer 4
Full connection
(Logistic regression)

Patch descriptor
Layer 3
Layer 2
Layer 1

Pooling

CNNƷ᭗ᡮИ҄
ឬٶǯȩǹᛇኬဒᜤК
ȞȫȁȢȸȀȫขܖޖ፼

Ҕဇဒᛐᜤ

ǪȸȗȳȯȸȫȉჷᏡǷǹȆȠ

ᐯᚕᛖϼྸ

機械学習ベースの知能システムは、教えられた範囲
の事柄に対しては高い認識性能を出せるようになった
一方で、一歩外の世界に出て未知の事象に遭遇すると
全くお手上げなのが現状です。
オープンな世界で柔軟
に対応し、
自律的に知識獲得をしていくために、知識転
移・物体発見・インタフェースなどを重要な技術と考え
て開発しています。実世界・情報世界・人の間でループ
を回すことが重要です。

我々人間が普段何気なく使っている言葉を機械に理
解させるためには、世界知識（常識）をいかにして実装
するかが重要な課題であり、言語データのみならず画
像・音声等のマルチモーダル情報を接続することが伴
であると考えています。
自然言語処理と画像認識の学際
的な新分野を開拓し、物事の深い認知理解・推論をでき
る人工知能の実現に挑戦しています。

Head Mount Display
shows annotation and retrieval
results to the user

Camera
extracts images of
the user’ s view

ཋ˳ႆᙸȷਁЈ
ҥᛖșǯȈȫܖ፼
Tablet PC
recognizes what is the image
and stores them with labels

ǴȸǰȫǤȳǿȕǧȸǹ
᠃ᆆܖ፼

ȋȥȸȩȫೞᎇᚪ
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塚田研究室は2019年に始まった研究室です。コンピュータネットワークと、サイバーフィジ
カルシステムを中心として、社会的なプラットホームの構築に関して研究しています。実践的
な研究活動の積み重ねから、実用化にあたっての困難な点を解像度の高いイメージとして見
極め、実用化までの道筋を思い描きながら研究を進めます。現在、主に、交通分野とライブ
エンターテイメント分野の二つの領域に取り組んでいます。新規のテーマも歓迎します。

http://tlab.hongo.wide.ad.jp/








 












http://gcl-muscat.jp/

http://sdm.wide.ad.jp/

自律型の自動走行を補完するため、車両をネットワー
クで繋ぎ、車載センサでは見通せない場所の情報を
得るネットワーク型自動走行が必要不可欠です。計
算機は、自己位置推定・物体検知・道路認知・走行
計画など自動走行に必要な計算を全てサイバー空間で
行なっているため、人間のように知覚・判断・操作
が一体となった主体が運転する必要はなく、これら
を分散環境で行うことで、交通を飛躍的に安全化、
効率化できます。

インターネットを通じた地球規模の一体感を作り出すソ
フトウェア空間の創出します。一方向性の強い現在の大
規模メディアやストリーミングサービスから転換し、会
場と大規模かつ分散する観客のインタラクションを支援
することで、会場と遠隔の参加者の音楽ライブへの参加
体験を抜本的に転換させます。収録対象の音と映像を三
次元的に解釈し、複数の視聴オブジェクトに分解して伝
送、再生側の設備に合わせて柔軟に再生するオブジェク
ト方式や、映像音声、VR、触覚、IoT、計測、建築にま
たがる技術を統合しさらに発展させます。

キーワード：協調型ITS、無線ネットワーク、クラウ
ド・エッジコンピューティング、ダイナミックマップ、
アドホックネットワーク、第五世代携帯網（5G）、
ISO/ETSI標準

自動運転車を使った実
験・ワークショップ
(本郷, 2018)

国際学会Vehicularにて
昔の同僚と
(Nice, 2017)

キーワード：映像音声メディア、立体音響、オブジェク
トオーディオ、オープンデータ、VR/AR、Building
Information Modeling（BIM）

慶應義塾大学クラシッ
ク・コンサートの収録
(日吉, 2016)

Interop 2018東京へのデ
モンストレーション出展
(幕張, 2018)

国際的な視野を持ち、複眼的な思考を
私自身、学部と修士の学生の頃、オーストラリアとフランスの大学と研究所に研究インターンシップに行きまし
た。また、東京大学に来る前は、6年間フランスで研究をしていました。そこで、 異なる考え方・異なるやり
方・異なる文化を背景とする研究者や学生と触れ、複眼的な思考を身につけたように思います。2013年からは
東京大学でグローバル・クリエーティブ・リーダー（GCL）育成プログラムに関わり、先端ICTを基軸として分
野間の協調を原動力に社会イノベーションを起こすリーダーの育成に取り組んでいます。大学に閉じこもらず、
どんどん国際社会に出て行きましょう。お手伝いします。
産学連携でオープンな議論を喚起
実用化を目指した研究を行うため、学術界と産業界がタッグを組んで活動するのは大きなメリットがあります。
異分野との融合や学術界と産業界の相互的な情報提供を促進させるハブとしてコンソーシアムを設立し、共通の
課題など議論しています。また、企業と組んで、研究成果の実用化、実証実験とビジネス展開を進めています。
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教員名：梅谷信行

准教授（専任）

研究分野：コンピュータグラフィックス、物理シミュレーション

Interactive Graphics & Engineering Group
http://www.nobuyuki-umetani.com/
コンピュータを使った賢い設計支援や、コンピュータアニメーション、 デジタル表現の支援を研究して
います。 ３Dプリンタやレーザーカッターのような数値制御の工作機械が身近になっていますが、 まだ
専門知識を持たない人が高度な機能を持つ設計をすることは難しいです。 また、機械学習や物理シミュ
レーションなどの数値アルゴリズムが進歩していく中で、 どのように設計やコンピュータアニメーショ
ンに応用できるでしょうか？ コンピュータ科学と工学の分野融合的な視点で研究を進めています。

オートエンコーダーを使った
三次元形状の機械学習

境界要素法による共鳴シミュレー
ションを使った吹奏楽器の設計

柔軟なロッドの物理
シミュレーション

空気力学の機械学習

対話的な服飾型紙の設計システム

高速な構造脆弱性検出

学生さんへのメッセージ：
自分の興味を追求する
• 学生には文献調査の上、自らの興味に応じて各自が独立したテーマを設定して取り組むことを期待し
ています。そのための助言や手助けは喜んでします。
論文執筆・発表
• 研究成果を他人に伝えられなければ、せっかく良い成果が出ても台無しです。本研究室では論文の執
筆や発表を重視し、論文投稿や発表練習などを経てコミュニケーション能力を高めてもらいます。
応用数学・プログラミング
• コンピュータグラフィックスの分野には膨大な技術的蓄積があり、様々な実用的問題を解くことがで
きます。それらを吸収する上で大切な応用数学の知識とプログラミング能力を身に着けてもらいます 。

産学連携や国際的な共同研究、分野融合を積極的に進めています。分野
を問わず意欲的な学生さんを歓迎します。
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教員名

鵜川 始陽 准教授（専任） 研究分野

プログラミング⾔語・ガーベージコレクション・
システムソフトウェアの実装

私たちの⽣活は様々な場⾯で計算機システムに依存しています。そ
して、計算機システムで動くソフトウェアは、プログラミング⾔語
に依存しています。私はプログラミング⾔語のプインタープリタや
仮想機械を研究しています。具体的な研究テーマには、これらのパ
フォーマンス向上、ガーベージコレクション、組込システムで動作
する⾼級⾔語の処理系や新しいハードウェアを活⽤した⾔語処理
系の実装などがあります。研究ではソフトウェアを実装します。
https://tugawa.github.io/

不揮発性メモリを使った Java の永続化ヒープ
ビッグデータを扱うアプリケーションには、⾼性能で
永続的な記憶システムが必要になります。我々は、電
源が切れても内容が消えない不揮発性メモリという
新しいメモリ技術をプログラミング⾔語から利⽤す
る研究をしています。例えば、不揮発性メモリを使っ
て、突然電源が切れてもデータを復元できる Java 処理
系を開発しています。これを使えば、データをメモリに置いたままにできるので、ディスク
にデータを保存していた従来のデータベースと⽐べ⾼速にデータにアクセスできます。ま
た、不揮発性メモリは従来のフラッシュメモリより⾼速とはいえ、通常の DRAM よりは遅
いので、不揮発性メモリを使いながら性能低下を最⼩限に⽌める⽅法を研究しています。

組み込みシステム向けのオーダーメイド JavaScript 仮想機械
JavaScript はブラウザ上のプログラミング⾔語として
広く使われています。
この研究では、
JavaScript を CPU
やメモリなどの資源が限られている組み込みシステ
ムや、IoT ⽤のデバイスで利⽤できるようにすること
を ⽬ 指 し て い ま す 。 JavaScript の プ ロ グ ラ ム は
JavaScript エンジンという仮想機械で実⾏されていま
す。我々は仮想機械を、そこで実⾏されるプログラムに合わせて特化させるというアプロー
チで研究を進めています。
プログラミングが好きな⽅、アルゴリズムを考えるのが好きな⽅、複雑なシステムを考える
のが好きな⽅を歓迎します。
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学生受け入れ可能な兼担教員の紹介
教員名

加藤真平

研究分野

オペレーティングシステム，スーパーコンピュ
ーティング，サイバーフィジカルシステム

破壊的なイノベーションの原動力となるコンピューティングプラットフォームに
関する研究を行っています。研究内容には例えば以下のようなテーマがあります。
（１）１つのチップに数万コアが集積されるメニーコアアーキテクチャおよびその
ためのオペレーティングシステムに関する研究
（２）ペタバイト級の実世界情報を実時間で扱う分散データ処理およびスーパーコ
ンピューティングに関する研究
（３）完全自動運転システムおよびそれに資する人工知能技術に関する研究

教員名

定兼邦彦

研究分野

アルゴリズムとデータ構造，ビッグデータ処
理

数理情報学専攻の定兼研究室では，ビッグデータを効率的に処理するためのアル
ゴリズムとデータ構造の開発を行っています．特に，データを圧縮したまま処理
できる簡潔データ構造の研究に力を入れています．アルゴリズムの理論的な解析
のみでなく，それを実装し，実データに適用することを目指します．

教員名

中村 宏

研究分野

コンピュータシステム，IoT／サイバーフィ
ジカルシステム，計算機アーキテクチャ

システム情報学専攻の中村研究室では、物理世界と情報世界の高度なインタラク
ションを実現する高性能・高信頼・低電力コンピュータシステムに関する研究を
行っています。
・IoT／サイバーフィジカルシステム：物理世界から得られる膨大なデータを情報
世界で集約して利活用する IoT（Internet of Things）社会において、センサか
らサーバを含めた高度な統合システムの実現や、グラフ処理基盤の研究
・超消費低電力コンピュータシステム：回路実装・アーキテクチャ・システムソ
フトウェア・アルゴリズム間の協調による超低消費電力 VLSI やコンピューティン
グの低電力化と高性能化
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教員名

田浦健次朗 研究分野

並列分散処理，プログラミング言語，大規模デ
ータ処理，高性能計算とその応用

(ホームページ: https://tinyurl.com/taulab) 電子情報学専攻 田浦研究室のメインテー
マは, 高性能計算を易しく, 誰にでもできるようにするためのソフトウェアとそ
の応用です. 一つの柱は, 使いやすいプログラミング言語やライブラリを設計し
てそれを SIMD, マルチコア, GPU, スーパーコンピュータ上で高速に実行する処
理系を実装する研究です. 生産性と処理性能を両立させるチャレンジングな分野
です. 機械学習, 文字列処理, N 体問題など応用特化型の処理系や, 汎用的な負
荷分散, 分散共有メモリなどの処理系を手がけています. デジタルアニーラ(量子
アニーラのデジタル版)などの特化型のハードウェアのためのソフトウェアも研究
しています. もう一つは大規模データ処理とその応用です. 会社のホームページ
をマイニングして事業承継先を見つける, 医療事故防止のための電子カルテ解析
などを対象とし, 機械学習処理系や大規模データ処理系とのシナジーを探求して
います.

教員名

原田達也

研究分野

実世界知能情報システム

実世界とサーバーワールドを視覚・聴覚や言葉を用いてシームレスに接続する技術
は，人と言葉を通じてインタラクションを行うロボットの実現のみならず，日々増
え続ける膨大な web 上のマルチメディアデータ検索にも利用可能であり，今後ま
すます重要性を増してくると考えられる．本研究室では，画像と言葉の間の概念を
効率よく学習することで，大規模な web 上の情報を活用した高速かつ高精度の画
像認識・検索手法の開発や，この手法を実世界へ適応し，身につけるだけで見たも
のを瞬時に認識し，自らの視覚記憶を言葉で検索可能なウェアラブルゴーグル型デ
バイスの開発，実世界から自律的に面白そうなものを発見し記事を執筆するロボッ
トシステムの開発などを行っている．見ているだけで楽しくなる知能情報システム
の実現のみならず，物事の本質を追求する意欲のある学生を歓迎する．

学習理論，凸最適化，知識発見，大規模学習，ス
パース学習，非同期的最適化，一般化加法モデ
ル，部分空間クラスタリング
当研究室では、機械学習の基礎理論および実践的応用の研究を行うことができま
す。
どちらの研究を行う場合も効率的で誰でも利用可能なアルゴリズムを開発するこ
とがよい研究を行うための鍵となります。
理論研究では、学習理論や最適化の理論を用いて機械学習手法の統計的な性質や学
習アルゴリズムの効率を評価し、現実のデータでの挙動が保証できる手法を開発す
ることが目標になります。
応用研究では、現実のデータにある構造や性質に適した機械学習手法と学習アルゴ
リズムを開発し、多様な知識を発見し価値を生みだすことが目標になります。
研究室の見学、具体的な研究テーマや進路に関する相談を随時受け付けています。
ご希望の方は、まずはウェブページ（https://ml.c.u-tokyo.ac.jp）よりご連絡ください。

教員名

松島 慎

研究分野

- 25 -

教員名

中嶋浩平

研究分野

リザバー計算，物理リザバー計算，ソフトロ
ボティクス，非線形力学系

本研究室では物理と情報・計算の間の関係を理論ならびに実装を介して探求して
います。特にリザバー計算ならびに物理リザバー計算と呼ばれる新規情報処理手
法をベースに研究を精力的に進めています。物理リザバー計算と呼ばれる概念
は、物理系のダイナミクスそれ自体を計算機として活用することを可能とするた
め、どのような物理系がどのような情報処理を実装できるのかといった問いにア
プローチすることが可能となります。また、本研究室ではやわらかいマテリアル
のダイナミクスを計算資源として活用するタコ足コンピュータを考案したり、ス
ピントロニクスを活用したニューロモンフィックデバイスの考案や量子リザバー
計算と呼ばれる量子機械学習の研究も行っています。生物学、情報科学・ロボテ
ィクス、物理学の知識を総動員し、現象の背後にある数理の探求に興味のある学
生を歓迎します。
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提出書類リスト（創造情報学専攻）
夏入試
提出書類

修
士
課
程

博
士
課
程

&
社
会博
人士
特課
別程
選
抜
.

冬入試
対象者

提出書類

対象者

志望カード(修士課程用夏入試）

全員

志望カード(修士課程用冬入試）

全員

TOEFL iBT/TOEFL iBT(SHE)スコア

全員

TOEFL iBT/TOEFL iBT(SHE)スコア

全員

筆記試験のオンライン試験振り替え申
請書

希望者のみ

筆記試験のオンライン試験振り替え申
請書

希望者のみ

志望カード(博士課程用夏冬共通）

全員

志望カード(博士課程用夏冬共通）

全員

TOEFL iBT/TOEFL iBT(SHE)スコア

本学大学院情報
理工学系研究科
修士課程修了者ま
たは修了予定者は
免除。以上の者以
外は全員提出。

TOEFL iBT/TOEFL iBT(SHE)スコア

本学大学院情報
理工学系研究科
修士課程修了者ま
たは修了予定者は
免除。以上の者以
外は全員提出。

筆記試験のオンライン試験振り替え申
請書

希望者のみ

筆記試験のオンライン試験振り替え申
請書

希望者のみ

志望カード(博士課程用）

全員

志望カード(博士課程用）

全員

在職中の主な業績（A4 用紙 2 枚以
下）

全員

在職中の主な業績（A4 用紙 2 枚以
下）

全員

TOEFL iBT/TOEFL iBT(SHE)スコア

本学大学院情報
理工学系研究科
修士課程修了者ま
たは修了予定者は
免除。以上の者以
外は全員提出。

TOEFL iBT/TOEFL iBT(SHE)スコア

本学大学院情報
理工学系研究科
修士課程修了者ま
たは修了予定者は
免除。以上の者以
外は全員提出。

筆記試験のオンライン試験振り替え申
請書

希望者のみ

筆記試験のオンライン試験振り替え申
請書

希望者のみ
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