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情報工学系プログラムの教育目標

 人類社会環境の発展と調和を目指した，情報の科学
と工学に関する高度な教育と研究
 ネットワーク，知能情報，メディア情報，情報数理の
４つの専門分野を基盤とした視野から，先端的高度
情報化の社会形成を通して，人類の発展に寄与できる
人材を育成する

基盤となる学科

情報，数理，電気・電子，機械，など



情報工学専攻の4分野

知能情報分野
知能の原理を究明し，知能処
理技術を深めて知能の仕組み

を実現する人材の育成

情報数理分野
数理的な思考と手法を身につけ
た数理技術者・研究者の育成

ネットワーク分野
高度電子情報通信システム

構築に対応できる先導的技術
者・研究者の育成

メディア情報分野
ひとの感性や認知の仕組み，感
性・感覚を生かした先導的なメディ
ア情報システムを創造できる人材

の育成



卒業後の進路

就職先企業の例
・エレクトロニクス産業

Panasonic，ソニー，東芝，日立，三菱，日本電気，シャープ，
キヤノン，リコーなど

・電気・ガス，エネルギー産業
中部・関西・東京など各電力会社，日本ガイシ，東邦ガスなど

・情報通信ソフトウエア産業
NTT，NTTドコモ，NHK，KDDI，東海テレビ，富士通・トヨタ関連
ソフトメーカー，カプコンなど

・輸送機械産業
ＪＲ東海，トヨタ，デンソー，アイシン，日産，三菱，ホンダなど

・精密機械産業
ブラザー，オークマ，セイコーエプソン，三菱重工，川崎重工など

・研究教育機関（博士後期課程卒業）
全国の国公私立大学，研究機関など



ネットワーク分野



ネットワーク分野

並列・分散
システム

アルゴリズム理論

データマイニング

センサーネットワーク

ユビキタス
コンピューティング

ＱｏＳ制御

マルチメディア
ネットワーク

次世代インターネット

次世代ワイヤレス
ネットワーク

マルチメディア
データベース

エージェント
アーキテクチャ アドホック

ネットワーク

ネットワーク
コンピューティング

新しい計算モデル

情報検索

バイオコンピューティング自律・協調ロボット

基礎理論

応用システム

基礎理論から応用システムまで最先端の成果を学習，研究できる環境・体制

アルゴリズム理論

応用技術
ネットワーク技術



ネットワーク: 高度情報化社会を
支えるインフラ

• すべての物がネットワークに繋がる社会の到来が近い
 IoT (Internet of Things)
 ユビキタス・コンピューティング
 センサ・ネットワーク

• そのネットワークをより良いものにする基盤技術
 マルチメディアのサービス品質制御
 分散マルチメディアアプリケーション
 高性能の誤り訂正符号



知能情報分野



知能情報分野

人とコンピュータが調和した持続可能な関係を指向する学問分野

http://opendata-tokai.jp/

オープンデータ東海foaf:name (名前)

http://lisra.jp/

2013-02-23
dc:date (日付)

foaf:name (名前)

位置情報サービス研究機構
Lisra

bibo:organizer (主催者)

http://www.facebook.com/siramatu

http://www.facebook.com/nobuo.kawaguchi

白松
俊

foaf:name

河口信夫
foaf:name

rel:participant (参加者)

foaf:knows(知っている )

nco:representative
(代表者)

データマイニング

マルチエージェント
大規模合意形成

ヒューマンロボット
インタラクション

ブレインマシン
インタフェース

自然言語処理
情報検索

Linked Open Data
セマンティックWeb



今まさに第3次人工知能ブーム

 第1次人工知能ブーム (1956～60年代)
• 探索・推論の時代

• 人工知能 (Artificial Intelligence) という言葉が生まれる

 第2次人工知能ブーム (1980年代)
• 知識の時代

• 専門家の知識を作りこんだエキスパートシステム
(賢いように見えるが本当の知能ではないシステム)

 第3次人工知能ブーム (2013年～)
• 機械学習の時代 (本当の知能を実現する可能性が見えてきた?)
• 当分難しいと予想された囲碁でトッププロに勝利（深層学習の応用）

• Webとビッグデータの発展が下地となっている



ビッグデータを活かす知能情報の技術

 企業や行政が持つデータベースには，
人間には処理しきれない大量のデータが蓄積

• 使い方次第では宝の山，使わなければゴミの山

 大量のデータから自動的に知識を発見したい

• どんな客がどんな商品を好むのか？

• どんな属性の人がどんな病気になりやすいのか？

• どんな履歴の銀行口座だと犯罪と関係していそうか？

機械学習，データマイニング
(今の第3次人工知能ブームで注目されている技術)



メディア情報分野



感性情報

メディア情報分野

視覚情報視覚情報
画像情報、映像情報

文字情報

聴覚情報
音声情報、言語情報

音楽情報

嗅覚情報 味覚情報

触覚情報
点字情報、力覚情報

ユビキタス
メディア

ウエアラブル
メディア

マルチ
メディア

ネットワーク
メディア

メディア
セキュリティ

ひとの感性，感覚，認知の仕組みを生かした先導的なメディア情報技術の開発



画像情報処理，視覚支援技術

コンピュータビジョン
画像情報処理

物体や運動の認識３次元復元 複合現実感の実現

ロボットの視覚誘導 自動車高度知能化（ＩＴＳ)複合現実感の実現



研究基盤ソフトウェア
&

音声に関して世界有数の研究

海外を含め多くの先進研究機関が採用する
2大基盤ソフトウェアの発信元

・高品質音声合成システム HTS

・高性能音声認識エンジン Julius

音声言語処理



音声 動画像 音楽 福祉 地震
音声の認識・合成 動画像の認識・合成 音楽・感性情報処理 手話の認識・合成 地震の予知

野
分
用
応

身の回りの様々な 情報の

分析・学習・モデル化・認識・生成

楽器音
環境電磁波

歌唱音声 手話

指文字
音声

ジェスチャー

感性

基礎理論



情報数理分野



解決

情報数理分野

• 「数学」は自然科学や工学の言葉

数式

数理概念

新技術

工学
自然科学

の問題



情報数理分野で何を学ぶ？

・数理的思考を養い，工学応用への素地

・抽象化の意味を考え，

世の中の現象を数理的モデルで解明



情報数理分野の構成

幾何
図形を考察する

・曲面・曲線 ・情報幾何 ・組みひも

・グラフィックス・デザインへ

代数
現象を数量化し，数の構造を見いだす

・代数的トポロジー ・整数論 ・数え上げ組み合わせ

解析
・偏微分方程式 ・関数解析

・流体 ・弾性体 ・量子情報理論
・ウェーブレット ・カオス

応用


	国立大学法人　名古屋工業大学�大学院工学研究科工学専攻��情報工学系プログラム�Department of Computer Science� http://www.cs.nitech.ac.jp/　
	スライド番号 2
	情報工学専攻の4分野
	卒業後の進路
	ネットワーク分野
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	知能情報分野
	スライド番号 9
	今まさに第3次人工知能ブーム
	ビッグデータを活かす知能情報の技術
	メディア情報分野
	メディア情報分野
	画像情報処理，視覚支援技術
	音声言語処理
	スライド番号 16
	情報数理分野
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20

