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学内避難場所マップ

地震が起こった場合の対応
・大きな揺れが起こったら
　　壁、棚、窓から離れる。
　　机の下などにかくれて頭を保護する。
　　慌てて外に飛び出さない。
　　大きな揺れがおさまるまで待つ。
　　可能であればドアを開放し、出口を確保する。

・揺れがおさまったら
　　火気を使用しているときは、直ちに火を消す。
　　荷物は最小限にして、いつでも避難できるように準備する。

・避難が必要と判断したら
　　エレベーターは使用しない。
　　出火に際しては姿勢を低くし、ハンカチを鼻と口に当て、煙を吸わないようにする。
　　室外に出た場合は、塀の倒壊や割れたガラスの落下に注意する。

体調不良等の際には
・保健管理センター
　　診療時間：９：３０～１７：００
　　医師が待機しておりますので、体調不良等を感じましたら無理をせずにお越しください。
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日程表
１　日　時　平成２４年７月１５日（日）　１０：００～１７：００
２　会　場　講堂　他
３　日　程
（１）大学説明会【講堂】

時　　　　間 事　　　　項 備　　　　考
９：３０～１０：２０ 受　　　付

１０：３０～１２：００

開会のあいさつ 学長
大学概要説明 副学長（全学教育担当）
学生生活説明 UEC WOMAN 奨学生
在学生からのメッセージ

（２）キャンパスツアー
時　　　　間 事　　　　項 備　　　　考

１２：３０～１６：００ キャンパスツアー（２企画）
ツアー企画ごとに開始時間お
よび集合場所が異なります。
詳しくは４ページ以降をご確認
ください。

（３）模擬講義【西５号館１、２階 各教室】
時　　　　間 事　　　　項 備　　　　考

１３：００～１６：００ 模擬講義
各講義により、開始・終了時
間が異なります。
詳しくは６ページ以降をご確認
ください。

（４）研究室公開【（東地区、西地区）各研究室】
時　　　　間 事　　　　項 備　　　　考

１３：００～１６：００ 研究室公開

（５）個別相談会【大学会館4階】
時　　　　間 事　　　　項 備　　　　考

１３：００～１７：００
教育研究内容相談 教育研究分野
入試・学生生活相談 入試、カリキュラム、奨学金等
よろず何でも相談 学生生活等

（６）施設紹介
時　　　　間 事　　　　項 備　　　　考

１０：００～１７：００ 附属図書館 １０：００～１７：００
UECコミュニケーションミュージアム １２：００～１７：００

（７）学生活動紹介
時　　　　間 事　　　　項 備　　　　考

１２：００～１６：００
ロボメカ工房 １２：００～１６：００
ジャグリングサークル「Passage」 １２：２０～１４：００

４　その他
 当日は、学内の売店・食堂は、次のとおり営業しておりますのでご利用ください。
 東地区： 大学生協コープショップ（大学会館１階） １１：３０～１６：００
  大学生協カフェテリア食堂（大学会館２階） １１：１５～１４：００
  レストランハルモニア（大学会館３階） １１：１５～１３：３０
 西地区： K-shop（コンビニ） １１：３０～１５：００
  西食堂 １１：１５～１３：３０



時　間　１０：３０～１２：００
会　場　講堂

挨　拶

大学概要説明

学生生活説明

在学生からのメッセージ 

　司　会

大学説明会

講堂
正門

挨　拶
大学概要説明

学生生活説明

在学生からのメッセージ 

　司　会



１．キャンパスツアー

 （A) キャンパスぐる～り一周ツアー（ガイドあり） １２：３０～１５：００

 （B) 言葉探してUEC探検ゲーム（ガイドなし） １２：００～１６：００

２．記念品受渡

キャンパスツアー



キャンパスツアー

西地区 
West Campus 

東地区 
East Campus 

東３号館
　(A)⑤、(B)❹、(B)❺

UECコミュニケーションミュージアム
　(A)G、(B)14保健管理センター (B)13

東４号館 (A)⑥、(B)11

Ｄ棟 (Ａ)①、(B)❷

B棟 (Ａ)S、(Ｂ)❶

大学会館 (Ｂ)❸

西９号館 (A)③ 西８号館 (A)②、(Ｂ)❾

西11号館 (Ｂ)❽

西２号館 (A)④、(Ｂ)❼

学生寮（五思寮） (B)⑥

講堂 (B)15

東６号館 (A)⑦、(B)12

西10号館 (Ｂ)10

（B) 言葉探してUEC探検ゲーム
NO ワードポイント
❶ ロボメカ工房デモ会場（B棟1階）
❷ 基礎科学実験室（D棟 2階）
❸ 大学会館生協掲示板付近（大学会館1階）
❹ 総合情報学科計算機室（東3号館 5階）

❺ 情報基盤センター
　計算機演習室（東3号館1階）

❻ 学生寮（五思寮）（入口付近）

❼ ものつくりセンター
　電子設計工作設備（西2号館1階）

❽ 西11号館（入口付近）

❾ 実験実習支援センター　
　電子回路実験設備（西8号館 3階）

10 西10 号館1階
11 東4号館 2階
12 先進理工学科実験実習設備（東6号館 2階）
13 保健管理センター（入口付近）
14 UECコミュニケーションミュージアム
15 講堂（ロビー）

（A) キャンパスぐる～り一周ツアー

NO 場所
S START（B棟1階）
① 基礎物理実験室（D棟 2階）

② 実験実習支援センター　
　電子回路実験設備（西8号館 3階）
情報・通信工学科計算機室（西9号館 2階）

④ ものつくりセンター　
　電子設計工作設備（西2号館1階）

⑤ 情報基盤センター　
　計算機演習室（東3号館1階）

⑥ ものつくりセンター　
　機械設計工作設備（東4号館1階）

⑦ 先進理工学科実験実習設備（東6号館 2階）
G GOAL（UECコミュニケーションミュージアム）



模擬講義

１３：００～１４：００
分類 テーマ 講師 会場

１４：００～１５：００
分類 テーマ 講師 会場

１５：００～１６：００
分類 テーマ 講師 会場

正　門

西５号館
　模１～模６

講堂講堂



模擬講義

模1 講義テーマ 講 師 名

講 義 場 所 講義時間

学 科 名・
コ ー ス 名

講
義
内
容

参考ＵＲＬ
【研究室公開 J-4（20頁）】

模 2 講義テーマ 講 師 名

講 義 場 所 講義時間

学 科 名・
コ ー ス 名

講
義
内
容

【研究室公開 J-14（23頁）】

模 3 講義テーマ 講 師 名

講 義 場 所 講義時間

学 科 名・
コ ー ス 名

講
義
内
容

模 4 講義テーマ 講 師 名

講 義 場 所 講義時間

学 科 名・
コ ー ス 名

講
義
内
容

参考ＵＲＬ
【研究室公開 S-5（38頁）】



模 5 講義テーマ 講 師 名

講 義 場 所 講義時間

学 科 名・
コ ー ス 名

講
義
内
容

参考ＵＲＬ
【研究室公開M-1（32頁）】

模 6 講義テーマ 講 師 名

講 義 場 所 講義時間

学 科 名・
コ ー ス 名

講
義
内
容

参考ＵＲＬ
【研究室公開 S-35（45頁）】

模擬講義



個別相談会

時　間　１３：００～１７：００
会　場　大学会館４階

学科・教育研究内容相談

入試・学生生活相談

よろず何でも相談

正門

大学会館
講堂講堂



（１）附属図書館

時　間　１０：００～１７：００
会　場　東３号館２階

施設紹介

附属図書館

講堂講堂

東３号館東３号館

正門



（１）UECコミュニケーションミュージアム

時　間　１２：００～１７：００
会　場　東１０号館１階

施設紹介

UECコミュニケーション
ミュージアム

講堂講堂

東１０号館東１０号館

正門



ロボメカ工房

時　間　１２：００～１６：００
会　場　B棟１階ロビー
 　東４、５号館３階ロビー

学生活動紹介

講堂講堂

B棟

東４、５号館

正門



ジャグリングサークル「Passage」

時　間　１２：２０～１４：００
会　場　コミュニケーションパーク
活動時間
 １回目　１２：２０～１２：４０
 ２回目　１３：００～１３：２０
 ３回目　１３：４０～１４：００

学生活動紹介

コミュニケーション
パーク

講堂講堂

正門



研究室公開一覧（１）

※「分野」の記載については６３頁をご覧ください。

情報理工学部　　総合情報学科
メディア情報学コース
分類 テーマ 研究室 分野 会場 頁

経営情報学コース
分類 テーマ 研究室 分野 会場 頁

セキュリティ情報学コース
分類 テーマ 研究室 分野 会場 頁



研究室公開一覧（２）

※「分野」の記載については６３頁をご覧ください。

総合情報学科教育用電子計算機システム
分類 テーマ 研究室 分野 会場 頁

情報理工学部　　情報・通信工学科
情報通信システムコース
分類 テーマ 研究室 分野 会場 頁

電子情報システムコース
分類 テーマ 研究室 分野 会場 頁

情報数理工学コース
分類 テーマ 研究室 分野 会場 頁

コンピュータサイエンスコース
分類 テーマ 研究室 分野 会場 頁

情報理工学部　　知能機械工学科
先端ロボティクスコース
分類 テーマ 研究室 分野 会場 頁



研究室公開一覧（３）

※「分野」の記載については６３頁をご覧ください。

分類 テーマ 研究室 分野 会場 頁

機械システムコース
分類 テーマ 研究室 分野 会場 頁

電子制御システムコース
分類 テーマ 研究室 分野 会場 頁

情報理工学部　　先進理工学科
電子工学コース
分類 テーマ 研究室 分野 会場 頁



研究室公開一覧（４）

※「分野」の記載については６３頁をご覧ください。

分類 テーマ 研究室 分野 会場 頁

光エレクトロニクスコース
分類 テーマ 研究室 分野 会場 頁

応用物理工学コース
分類 テーマ 研究室 分野 会場 頁

生体機能システムコース
分類 テーマ 研究室 分野 会場 頁



研究室公開一覧（５）

※「分野」の記載については６３頁をご覧ください。

UECパスポートプログラム
分類 テーマ 研究室 分野 会場 頁

共通教育部
基礎科学部会
分類 テーマ 研究室 分野 会場 頁

言語文化部会
分類 テーマ 研究室 分野 会場 頁

自然科学部会
分類 テーマ 研究室 分野 会場 頁

健康・スポーツ科学部会
分類 テーマ 研究室 分野 会場 頁

教職課程部会
分類 テーマ 研究室 分野 会場 頁

大学院情報システム学研究科
社会知能情報学専攻
分類 テーマ 研究室 分野 会場 頁

レーザー新世代研究センター
分類 テーマ 研究室 分野 会場 頁

先端ワイヤレスコミュニケーション研究センター
分類 テーマ 研究室 分野 会場 頁



研究室公開一覧（６）

※「分野」の記載については６３頁をご覧ください。

宇宙・電磁環境研究センター
分類 テーマ 研究室 分野 会場 頁

先端領域教育研究センター
分類 テーマ 研究室 分野 会場 頁

フォトニックイノベーション研究センター
分類 テーマ 研究室 分野 会場 頁

ユビキタスネットワークセンター
分類 テーマ 研究室 分野 会場 頁

情報基盤センター
分類 テーマ 研究室 分野 会場 頁

ものつくりセンター
分類 テーマ 研究室 分野 会場 頁



学科の特徴

メディア情報学コース

J-1 インタラクティブシステムの紹介と参加型実証実験

J-2 メディアコンテンツの分析・デザイン（兼子 正勝 研究室）

J-3 複雑系の謎に迫る － マルチエージェントと社会シミュレーションへの誘い

J-4 自然界のメカニズムをお手本として未来のコンピュータを創る！

J-5 知性を増幅するためのWebテクノロジー

情報理工学部 総合情報学科（大学院情報理工学研究科 総合情報学専攻）  



総合情報学科（総合情報学専攻）  高度コミュニケーション社会を切り拓く理工系情報学科

J-6 ヒトの知覚・運動特性を利用したインタラクティブシステム

J-7 人の認知特性を利用した言語イメージ判定システムとテキストに適した色彩を提案するシステム

J-8 脳に学んだ画像処理システムや、医療画像などの画像処理に関するシステム

J-9 視覚情報処理（Visual Computing）

J-10 バーチャルをリアルに変える映像投影技術

J-11 進化計算と多目的最適化



総合情報学科（総合情報学専攻）  高度コミュニケーション社会を切り拓く理工系情報学科

J-12 「スマートフォンで月に行こう！　～画像と電波と拡張現実～」



総合情報学科（総合情報学専攻）  高度コミュニケーション社会を切り拓く理工系情報学科

経営情報学コース

J-13 人間を知る　－モデル化による人間の理解―

J-14 次世代信頼性・安全性システム

J-15 サービス・サイエンス　－品質向上手法を製品だけでなくサービスや教育にも！！

J-16 全面情報化における再帰的デザイン

J-17 生産システムにおける最適な施設立地を考える

J-18 数理ファイナンス、数理経済学、金融工学、金融経済学



総合情報学科（総合情報学専攻）  高度コミュニケーション社会を切り拓く理工系情報学科

J-19 ことばを科学する－ウェブ工学と認知科学－

J-20 人間情報学　～人間特性の解明と応用～

J-21 環境イノベーションのための経営情報システム

J-22 ソフトウェア工学：「よい」ソフトウェアを作る研究

J-23 応用統計学

J-24 皮膚温度による感性情報の評価



総合情報学科（総合情報学専攻）  高度コミュニケーション社会を切り拓く理工系情報学科

セキュリティ情報学コース

J-25 実世界情報処理のための情報通信基盤の研究

J-26 暗号理論 ―数学的アプローチ―

J-27 セキュリティ：安心と安全の科学

J-28 離散構造の探求

J-29 未来のOSのはなし



総合情報学科（総合情報学専攻）  高度コミュニケーション社会を切り拓く理工系情報学科

J-30 安全な暗号実装 ―実践的アプローチ―

J-31 安全と使いやすさの探求：個人認証の未来について

J-32 モノのインターネット（Internet of things）

J-33 人をやさしく支援する人間機械共生のための基盤技術に関する研究

総合情報学科教育用電子計算機システム

J-34 シンクライアントと仮想OSによる高度なサーバシステム



情報理工学部 情報・通信工学科（大学院情報理工学研究科 情報・通信工学専攻）
学科の特徴

情報通信システムコース

I-1 先端情報通信システムに対する情報理論解析

I-2 これからの情報通信を支える光技術

I-3 ワイヤレス通信用デバイス・回路の高性能化について

I-4 光信号処理に基づく最先端光ファイバ通信技術

I-5 情報通信ネットワークと符号化技術



情報・通信工学科（情報・通信工学専攻） 情報×通信＝総合コミュニケーション科学への架け橋

電子情報システムコース

I-6 音響エレクトロニクス：聞こえる音から聞こえない音まで

I-7 マルチメディア信号処理

I-8 電波で見る地球と宇宙

I-9 木星火球の観測と高速度衝突現象

I-10 電磁環境



情報・通信工学科（情報・通信工学専攻） 情報×通信＝総合コミュニケーション科学への架け橋

I-11 電波で探る超高層（高度90～1000km）の乱れ構造

I-12 手ブレ検査装置および脈波分析システム

I-13 ワイヤレス通信と高周波回路部品技術～マイクロ波・ミリ波受動回路部品の研究～

I-14 次世代ユーザーインターフェースの紹介



情報・通信工学科（情報・通信工学専攻） 情報×通信＝総合コミュニケーション科学への架け橋

情報数理工学コース

I-15 シミュレーションによる次世代メモリの研究

I-16 最適化、オペレーションズ・リサーチ

I-17 High Performance Computing



情報・通信工学科（情報・通信工学専攻） 情報×通信＝総合コミュニケーション科学への架け橋

コンピュータサイエンスコース

I-18 ゲームにおけるコンピュータアルゴリズム

I-19 コンピュータと使いやすさ（ヒューマンインタフェース）

I-20 研究紹介とデモンストレーション

I-21 GPGPU技術の広がりとFPGAの応用



情報理工学部 知能機械工学科（大学院情報理工学研究科 知能機械工学専攻）
学科の特徴

先端ロボティクスコース

M-1 微細作業用マイクロ・ロボット群の開発と応用

w

M-2 人間的な振舞をする知能ロボット及び顔画像情報処理

M-3 センシングとロボット制御

M-4 制御・ロボット・生体　夢のコラボ（飛ぶロボット、ヘビ型ロボットから脳で操るロボットまで）

M-5 人の運動と感覚の機能を補助する融合マシン技術に関する研究

M-6 生体計測とバルーン魚ロボット



知能機械工学科（知能機械工学専攻） 明日を拓く世界のものづくりフロンティア

M-7 『精巧なロボットシステムの構築を目指して』

M-8 人間の状態・意図推定と作業支援

M-9 知能ロボティクスと認知発達・記号創発ロボティクス

M-10 人間や生物に学ぶ高度で自然なロボットの研究開発



知能機械工学科（知能機械工学専攻） 明日を拓く世界のものづくりフロンティア

機械システムコース

M-11 “ものづくり”に欠かせない設計とは !?

M-12 ナノ材料力学シミュレーション

M-13 航空・宇宙工学の流体力学的課題解決に向けて

M-14 渦の神秘を探る：Into the mysterious world of vortices

M-15 新しい知的な加工法と加工機の研究開発

M-16 ロボット知能化のための戦術と戦略



知能機械工学科（知能機械工学専攻） 明日を拓く世界のものづくりフロンティア

M-17 10ミリから10マイクロまでの強度と疲労

M-18 新機能金属・複合材料の研究開発

M-19 「ものづくりを、人のそばに」



知能機械工学科（知能機械工学専攻） 明日を拓く世界のものづくりフロンティア

電子制御システムコース

M-20 安全・安心を担う計測技術の研究・開発

M-21 身体運動を科学する　- ヒューマンパフォーマンスの改善を目指して -

M-22 電波の眼の実現

M-23 感覚器疾患に対する新たな診断・治療技術の開発

M-24 マイコンを活かす



知能機械工学科（知能機械工学専攻） 明日を拓く世界のものづくりフロンティア

M-25  ロボットデモを通した研究紹介と信号処理の産業応用について

M-26 逆問題のためのセンサ・アルゴリズム

M-27 スイッチング電源の簡単な制御器による高度デジタル制御

M-28 脳情報復号化技術と感覚知覚世界の可視化

M-29 光を用いた生体内微視的イメージング



情報理工学部 先進理工学科（大学院情報理工学研究科 先進理工学専攻）
学科の特徴

電子工学コース

S-1 低電力集積エレクトロニクスによる環境改善と安心安全社会の実現

S-2 安心・安全・安価な材料を用いた環境に貢献する科学技術

S-3 計算機シミュレーションで探るナノスケールの世界

S-4 量子を操作する電子素子

S-5 半導体ナノ構造の太陽電池への応用



先進理工学科（先進理工学専攻） イノベーションを創造する先進理工

S-6 シリコンフォトニクスとダイヤモンド -IV 族元素を中心とした材料・デバイス開発 -

S-7 新規高効率ナノ蛍光材料の開拓

S-8 ナノ構造物で固体の中の電子を操る



先進理工学科（先進理工学専攻） イノベーションを創造する先進理工

光エレクトロニクスコース

S-9 毎秒100ギガビットの高速かつ省エネルギーな光エレクトロニクスデバイス

S-10 現代非線形光学

S-11 ナノコンポジットマテリアルとそのフォトニクスへの応用

S-12 レーザーと光の新機能・極限技術

S-13 先端レーザー研究の最前線



先進理工学科（先進理工学専攻） イノベーションを創造する先進理工

S-14 超高出力レーザーを用いた光波の制御

S-15 光波制御と先端光計測



先進理工学科（先進理工学専攻） イノベーションを創造する先進理工

応用物理工学コース

S-16 赤外線集中加熱炉で単結晶をつくる

S-17 光散乱で探る物質中の分子の運動と相転移

S-18 レーザー光と原子の操作

S-19 超精密原子・分子・光科学

S-20 統計物理学と数値シミュレーション

S-21 ナノスケール・メタマテリアルの光物性

S-22 幾何学的に閉じ込められた超伝導量子渦状態

S-23 原子のさざ波



先進理工学科（先進理工学専攻） イノベーションを創造する先進理工

S-24 絡み合った光子の不思議

S-25 電気を流すダイヤモンドの作成

S-26 核融合、天文、ナノテクなど様々な分野で活躍！多価イオンとは

S-27 ナノ光ファイバーによる量子フォトニクス科学技術

S-28 新しい超伝導材料の開発



先進理工学科（先進理工学専攻） イノベーションを創造する先進理工

生体機能システムコース

S-29 有機化合物を主体にした磁石の作成

S-30 シミュレーションで読み解く生物の複雑性

S-31 バイオイメージングによる筋細胞機能の探求

S-32 究極の情報システム、脳・神経系に化学感覚から迫る

S-33 生きた細胞を『観る』『探る』『使う』

S-34 「コロイド微粒子の分散体、集積体の機能化」研究紹介



先進理工学科（先進理工学専攻） イノベーションを創造する先進理工

S-35 蛋白質の位置特異的標識法―人工抗体医薬やPET 診断法への応用

S-36 分子ビームによるナノ科学　－真空中で分子を操る－

UECパスポートプログラム

S-37 学生オープンラボ



情報理工学部 共通教育部（大学院情報理工学研究科 共通教育部）
共通教育部の特徴

基礎科学部会

共 -1 電気を流すダイヤモンドの作成

共 -2 「コロイド微粒子の分散体、集積体の機能化」研究紹介

言語文化部会

共 -3 学生（留学生・日本人）による英語でのプレゼンテーション

自然科学部会

共 -4 幾何学的に閉じ込められた超伝導量子渦状態

共 -5 分子ビームによるナノ科学　－真空中で分子を操る－



情報理工学部 共通教育部（大学院情報理工学研究科 共通教育部）
健康・スポーツ科学部会

共 -6 身体運動を科学する　- ヒューマンパフォーマンスの改善を目指して -

共 -7 バイオイメージングによる筋細胞機能の探求

教職課程部会

共8 理科・数学・情報科の教員になるには



大学院情報システム学研究科　社会知能情報学専攻
研究科の特徴

社会知能情報学専攻

　社会情報システム学講座

IS-1 ソーシャルメディア研究最前線



レーザー新世代研究センター
レーザー新世代研究センター

ILS-1 先端レーザー研究の最前線

ILS-2 超高出力レーザーを用いた光波の制御

ILS-3 レーザー光と原子の操作

ILS-4 核融合、天文、ナノテクなど様々な分野で活躍！多価イオンとは



先端ワイヤレスコミュニケーション研究センター
先端ワイヤレスコミュニケーション研究センター

AWCC-1 ワイヤレス通信用デバイス・回路の高性能化について



宇宙・電磁環境研究センター
宇宙・電磁環境研究センター

SSRE-1 電波で見る地球と宇宙

SSRE-2 電波で探る超高層 ( 高度90～1000km)の乱れ構造



先端領域教育研究センター
先端領域教育研究センター

CFSE-1 人をやさしく支援する人間機械共生のための基盤技術に関する研究

CFSE-2 光信号処理に基づく最先端光ファイバ通信技術

CFSE-3 脳情報復号化技術と感覚知覚世界の可視化

CFSE-4 光を用いた生体内微視的イメージング

CFSE-5 絡み合った光子の不思議



フォトニックイノベーション研究センター
フォトニックイノベーション研究センター

CPI-1 ナノ光ファイバーによる量子フォトニクス科学技術



ユビキタスネットワークセンター
ユビキタスネットワークセンター

IRCFC-1 実世界情報処理のための情報通信基盤の研究



情報基盤センター
情報基盤センター

ITC-1 ロボット知能化のための戦術と戦略



ものつくりセンター
ものつくりセンター

MDC-1 機械設計工作設備の公開及び機械加工のデモンストレーション



館 学部等 学科等 コース等 分類 テーマ 研究室 場所

建物別一覧



館 学部等 学科等 コース等 分類 テーマ 研究室 場所



館 学部等 学科等 コース等 分類 テーマ 研究室 場所



館 学部等 学科等 コース等 分類 テーマ 研究室 場所



館 学部等 学科等 コース等 分類 テーマ 研究室 場所



館 学部等 学科等 コース等 分類 テーマ 研究室 場所



「分野」の表記について

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

情［情報通信］世界を魅了するユビキタスネット社会の実現を目指し、次世代スーパーコンピュータ
のような将来を見据えた基礎的な研究開発から生活で役に立つロボットや次世代ネットワーク、

次世代デバイスのような応用・実証的な研究開発まで、幅広く推進していきます。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

も［ものづくり技術］製造業は日本の産業の中で最も国際競争力のある分野の一つです。価値創造型
ものづくり力強化という視点を鮮明にして、従来の製造技術の延長にとどまることなく、「もの」

の価値を押し上げるような技術の発展を目指していきます。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ナ［ナノテクノロジー・材料］カーボンナノチューブ、酸化チタン光触媒、酸化物半導体、強相関エ
レクトロニクスなどに代表される世界トップレベルの成果を今後とも創出するため、ナノエレク

トロニクス、ナノバイオテクノロジーなどの領域の研究開発に取り組みます。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ラ［ライフサイエンス］国民の健康長寿の実現や、感染症への対応、食の安全の確保、食料自給率向
上や産業競争力強化を実現するため、タンパク質解析などのポストゲノム研究、研究成果を創薬

などに実用化する橋渡し研究、がんや感染症の研究、食料生産・供給に関する研究開発などを推進してい
きます。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

環［環境］環境と経済を両立し持続可能な発展を実現するため、気候変動や水・物質循環と流域圏、
生態系管理、化学物質リスク・安全管理、3Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）技術、バ

イオマス利活用の研究開発を推進し、国際リーダーとして世界へ貢献します。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

エ［エネルギー］世界的なエネルギー需給逼迫や地球温暖化問題への懸念が高まる中、環境と経済の
両立を図るため、エネルギーの安定供給確保や環境への負荷低減に貢献する省エネ技術、再生可

能エネルギー技術、原子力技術などの研究開発を推進していきます。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

社［社会基盤］世界一安全な国・日本を実現するために、減災を目指した国土の監視・管理技術や災
害などの現場活動を支援する新技術とともに、老朽化した社会資本の大更新時代・少子高齢社会

に対応するために、社会資本・都市の再生技術や交通・輸送システム新技術の開発に取り組みます。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

フ［フロンティア］宇宙・海洋のフロンティアにいつでも自在に到達できる技術を確立し、宇宙・海
洋の利用のフロンティアをきり拓くために、信頼性の高い宇宙輸送システムや衛星の高信頼性・

高機能化技術ならびに次世代海洋探査技術や外洋上プラットフォーム技術の開発に取り組みます。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

※分野は内閣府発表の「科学技術基本計画」における科学技術８分野に基づいています。
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東８号館 

B棟 

D棟 

東1号館 

正門守衛所 

東３号館

東4号館 

東5号館 

東6号館 

保健管理センター

西5号館 

西食堂西食堂 西3号館 

西9号館 西３１号館 

西8号館 

西門守衛所 

西4号館 

西7号館 
西6号館 

西１１号館 

西2号館 

東９号館 
東３５号館 東３５号館 

東10号館 東10号館 

コミュニケーションパークコミュニケーションパーク

東２号館 東２号館 
西6号館 

中 門中 門

D棟 

オープンキャンパス公開マップ

保健管理センター
　診療時間９：３０～１７：００

↑ 正 門

講堂
　受付・大学説明会会場

情報理工学部
　総合情報学科： 東１号館、東３号館、西２号館、西３号館、西５号館、西６号館、西９号館、西３１号館
　情報・通信工学科： 東３号館、東１０号館、東３５号館、西２号館、西４号館、西９号館
　知能機械工学科： 東３号館、東４号館、東５号館、東６号館、東９号館、西２号館、西５号館、西８号館、西９号館、西１１号館
　先進理工学科： 東１号館、東６号館、西２号館、西７号館、西８号館、D棟
　共通教育部： 東１号館、東６号館、西１１号館

大学院情報システム学研究科
　情報メディアシステム学専攻： 東２号館

レーザー新世代研究センター： 西７号館 先端ワイヤレスコミュニケーション研究センター： 西２号館
宇宙・電磁環境研究センター： 西２号館 
先端領域教育研究センター： 東１号館、東３号館、東４号館、東６号館、東１０号館
フォトニックイノベーション研究センター： 西１１号館 ユビキタスネットワークセンター： 西３号館
情報基盤センター： 東３号館、東４号館、東５号館 ものつくりセンター： 東４号館

東１０号館
　UECコミュニケーションミュージアム（１、２階）

東３号館
　附属図書館（２階）

東４号館
　機械設計工作設備（１階）
　ロボメカ工房（３階）

コミュニケーションパーク
　ジャグリングサークル「Passage」

B棟
　ロボメカ工房（１階）
　休憩場所（１、２階）

大学会館
　売店（１階）
　食堂（２階）
　ハルモニア食堂（３階）
　個別相談会場（４階）

西５号館
　模擬講義（１、２階）西食堂

　西食堂
　K-shop
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