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お問合わせ

＜大学院オープンラボ総合窓口＞
　　総務課広報担当

〒１８２－８５８５　東京都調布市調布ヶ丘１－５－１
電話　０４２－４４３－５０１９
E-mail：kouhou-k@offi  ce.uec.ac.jp

＜救護窓口：体調不良等の際には…＞
　　保健管理センター

往診時間：9：00 ～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。



日程表
１　日　時　平成２４年６月６日（水）　１１：３０～１６：３０
２　会　場　B棟　他
３　日　程
（１）大学院説明会【B棟】

時　　　　間 情報理工学研究科 情報システム学研究科

１１：３０～１１：３５ 学長挨拶　B棟 202

１１：３５～１１：５０ 電気通信大学大学院 概要説明　B棟 202

１１：５０～１２：００ スーパー連携大学院 概要説明　B棟 202

１２：００～１２：２０ 情報理工学研究科 概要説明
B棟 201

情報システム学研究科 概要説明
専攻別説明
◎情報メディアシステム学専攻
◎社会知能情報学専攻
◎情報ネットワークシステム学専攻
◎情報システム基盤学専攻
入試制度説明
個別入試相談 B 棟 202

１２：３０～１３：００ 専攻別説明
◎総合情報学専攻 B 棟102
◎先進理工学専攻 B 棟 201

１３：００～１３：３０ 専攻別説明
◎情報・通信工学専攻 B 棟 201
◎知能機械工学専攻 B 棟102

（２）研究室公開【東地区、西地区の各研究室】
時　　　　間 場　　　　所 備　　　　考

１３：３０～１６：３０ 各研究室

（３）研究室プレゼンテーション【東地区、西地区の各研究室】
時　　　　間 場　　　　所 備　　　　考

① １３：３０～１３：５０

各研究室 受験生対象・企業対象の別があります。

② １４：００～１４：２０

③ １４：３０～１４：５０

④ １５：００～１５：２０

⑤ １５：３０～１５：５０



トイレ

トイレ

２階２０２教室

１階１０２教室

大学院説明会

２階２０１教室



研究室公開一覧（１）

情報理工学研究科　総合情報学専攻
メディア情報学コース

分類 テーマ 研究室 会場 プレゼン 頁学生 企業

経営情報学コース

分類 テーマ 研究室 会場 プレゼン 頁学生 企業

セキュリティ情報学コース

分類 テーマ 研究室 会場 プレゼン 頁学生 企業



研究室公開一覧（２）

分類 テーマ 研究室 会場 プレゼン 頁学生 企業

情報理工学研究科　情報・通信工学専攻
情報通信システムコース

分類 テーマ 研究室 会場
プレゼン

頁
学生 企業

電子情報システムコース

分類 テーマ 研究室 会場
プレゼン

頁
学生 企業

情報数理工学コース

分類 テーマ 研究室 会場
プレゼン

頁
学生 企業

コンピュータサイエンスコース

分類 テーマ 研究室 会場
プレゼン

頁
学生 企業



情報理工学研究科　知能機械工学専攻
先端ロボティクスコース

分類 テーマ 研究室 会場
プレゼン

頁
学生 企業

機械システムコース

分類 テーマ 研究室 会場
プレゼン

頁
学生 企業

M-11 “もの作り”に欠かせない設計とは 石川 晴雄・結城 宏信
研究室

東４号館４階４２０号室 24

M-12 ナノ材料力学シミュレーション 新谷 一人研究室 東４号館７階７１５号室 ○ 24
M-13 航空・宇宙工学の流体力学的課題解決に向けて 前川 博研究室 東４号館１階１３３号室 ○ 24
M-14 渦の神秘を探る：Into the mysterious world of vortices 宮嵜 武・田口 智清研究室 東４号館７階７１７号室 ○ 24
M-15 新しい知的な加工法と加工機の創造と実践 村田 眞・久保木 孝研究室 東４号館２階２６９号室 ○○ 24
M-16 熱と流れ～百聞は一見にしかず！ 大川 富雄研究室 東４号館３階３１３号室 ○ ○ 24
M-17 ロボット知能化のための戦術と戦略 高田 昌之研究室 東３号館４階エレベータホール ○ ○ 24
M-18 10ミリから10 マイクロまでの強度と疲労 松村 隆研究室 東４号館１階１２３号室 ○ ○ 25
M-19「ものづくりを、人のそばに」 森重 功一研究室 東４号館５階５１３号室 ○○ 25

電子制御システムコース

分類 テーマ 研究室 会場
プレゼン

頁
学生 企業

研究室公開一覧（３）



研究室公開一覧（４）

情報理工学研究科　先進理工学専攻
電子工学コース

分類 テーマ 研究室 会場
プレゼン

頁
学生 企業

光エレクトロニクスコース

分類 テーマ 研究室 会場
プレゼン

頁
学生 企業

S-8 毎秒 200 ギガビット級の高速・省エネルギーな光エレクトロデバ
イス

上野 芳康研究室 西２号館３階３０１、３０２号室 ○ 29

S-9 現代の非線形光学研究 桂川 眞幸研究室 東６号館６階６１３号室 29
S-10 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 富田 康生研究室 西２号館３階３１３、３２６号室、

４階４０１号室
○ 29

S-11 高出力レーザーを用いた高エネルギー密度科学研究 米田 仁紀研究室 西７号館１階１０１号室 ○ ○

○ ○

29
S-12 光と新素材の織りなすレーザー新技術の創生 渡辺 昌良・岡田 佳子・

張 贇研究室
西２号館４階４０２号室 29

S-13 先端レーザー研究の最前線 白川 晃研究室 西７号館６階６１３号室 ○ ○ 29
S-14 超高出力レーザーを用いた光波の制御 西岡 一研究室 西７号館２階２１３号室
S-15 超高安定化レーザーとその応用 武者 満研究室 西７号館６階６１３号室 ○ ○ 30

30

S-16 半導体ナノ材料を用いた次世代太陽電池に関する基礎研究 沈 青研究室 東６号館５階５０６号室 30
S-17 光波制御と先端光計測 宮本 洋子研究室 東６号館６階６１７号室 30
S-18 光でつくる新しい計測技術と情報処理

　―ナノ計測から高速マルチメディア検索―
渡邉 恵理子研究室 東９号館３階３０２号室 ○ 30

応用物理工学コース

分類 テーマ 研究室 会場
プレゼン

頁
学生 企業



研究室公開一覧（５）

生体機能システムコース

分類 テーマ 研究室 会場
プレゼン

頁
学生 企業

情報システム学研究科　情報メディアシステム学専攻
人間情報学講座

分類 テーマ 研究室 会場
プレゼン

頁
学生 企業

情報メディア学講座

対話型システム学講座

知能システム学講座

生体情報システム学講座

情報システム学研究科　社会知能情報学専攻
システム設計基礎学講座

分類 テーマ 研究室 会場
プレゼン

頁
学生 企業

知識創産システム学講座

社会情報システム学講座

経営情報システム学講座

政策情報学講座 



研究室公開一覧（６）

情報システム学研究科　情報ネットワークシステム学専攻
ネットワーク基礎学講座

分類 テーマ 研究室 会場
プレゼン

頁
学生 企業

ネットワークアーキテクチャ学講座

ネットワークコンピューティング学講座

応用ネットワーキング学講座

情報システム学研究科　情報システム基盤学専攻
情報システム基礎学講座

分類 テーマ 研究室 会場
プレゼン

頁
学生 企業

基盤ソフトウェア学講座

データベース学講座

高性能コンピューティング学講座



大学院情報理工学研究科 総合情報学専攻 
研究科の特徴

総合情報学専攻

メディア情報学コース

J-1 マルチメディア情報学（尾内 理紀夫・岡部 誠研究室）
 

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（髙玉 圭樹研究室）

J-4 学習とパターン認識（高橋 治久研究室）

J-5 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！（西野 哲朗・若月 光夫研究室）

J-6 知性を増幅するためのWebテクノロジー（柏原 昭博研究室）

J-7 触覚を中心としたヒューマンインタフェース（梶本 裕之研究室）



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研究科

J-8 言語、認知、計量（久野 雅樹研究室）

J-9 情報メディアで作る未来のアート（児玉 幸子研究室）

J-10 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（坂本 真樹研究室）

J-11 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（庄野 逸研究室）

J-12 視覚情報処理（Visual Computing）（高橋 裕樹研究室）

J-13 映像投影技術による身近なバーチャルリアリティ（橋本 直己研究室）

J-14 画像・映像認識とWebマルチメディアマイニング（柳井 啓司研究室）



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研究科

J-15 高信頼ソフトウェアの自動合成（織田 健研究室）

J-16 進化計算と多目的最適化（佐藤 寛之研究室）

J-17 スマートフォンで月に行こう！　～画像と電波と拡張現実～（服部 聖彦研究室）



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研究科

経営情報学コース

J-18 人間を知る  －モデル化による人間の理解－（板倉 直明研究室）

J-19 次世代信頼性・安全性システム（鈴木 和幸研究室）

J-20 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！！－（椿 美智子研究室）

J-21 全面情報化における再帰的デザイン（福田 豊研究室）

J-22 生産システムにおける最適な施設立地を考える（由良 憲二・田中 健一研究室）

J-23 数理ファイナンス、数理経済学、金融工学、金融経済学（宮﨑 浩一研究室）

J-24 ことばを科学する－ウェブ工学と認知科学－（内海 彰研究室）



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研究科

J-25 人間情報学　～人間特性の解明と応用～（水戸 和幸研究室）

J-26 環境イノベーションのための経営情報システム（山田 哲男研究室）

J-27 幾何学（山田 裕一研究室）

J-28 ソフトウェア工学：「よい」ソフトウェアを作る研究（西 康晴研究室）

J-29 標本調査と統計技法（山本 渉研究室）



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研究科

セキュリティ情報学コース

J-30 離散アルゴリズム（安藤 清研究室）

J-31 実世界情報処理のための情報通信基盤の研究（市川 晴久研究室、ユビキタスネットワーク研究センター）

J-32 安全な暗号の実現 －理論と実践－（太田 和夫・岩本 貢研究室）

J-33 情報化社会を支える代数学と整数論（木田 雅成研究室）

J-34 セキュリティ：安心と安全の科学（吉浦 裕研究室）

J-35 離散構造の探求（石上 嘉康研究室）

J-36 未来のOSのはなし（大山 恵弘研究室）



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研究科

J-37 より安全な暗号実装の実現 －実践的アプローチ－（﨑山 一男研究室）

J-38 情報セキュリティ: 使い続けられる安全の探求（高田 哲司研究室）

J-39 雑音による誤りと悪意による改ざんから情報を守る（山口 和彦研究室）

J-40 モノのインターネット（Internet of things）（川喜田 佑介研究室）

J-41 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（松本 光春研究室、先端領域教育研究センター）



大学院情報理工学研究科　情報・通信工学専攻
情報・通信工学専攻

情報通信システムコース

I-1 情報通信ネットワークの限界と可能性の追究（大濱 靖匡研究室）

I-2 MIMO端末評価用伝搬環境（OTA）構築など（唐沢 好男研究室、先端ワイヤレスコミュニケーション研究センター）

I-3 先端的情報・通信・ネットワークシステムの情報理論解析（川端 勉・八木 秀樹・竹内 啓悟研究室）

I-4 ワイヤレス通信用デバイス・回路の高性能化について（本城 和彦研究室、先端ワイヤレスコミュニケーション研究センター）

I-5 ワイヤレス研究の最先端（山尾 泰研究室、先端ワイヤレスコミュニケーション研究センター）

I-6 未来のネットワーキング技術・通信技術（大木 英司研究室）

I-7 未来の無線通信コグニティブ無線（藤井 威生研究室、先端ワイヤレスコミュニケーション研究センター）



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-8 音響エレクトロニクス（可聴音から超音波まで）（鎌倉 友男・野村 英之研究室）

I-9 マルチメディア信号処理に関する研究（張 熙研究室）

I-10 電波で見る地球と宇宙（芳原 容英研究室、宇宙・電磁環境研究センター）

I-11 木星火球の観測と高速度衝突現象（柳澤 正久研究室）

I-12 電磁界シミュレーション技術の紹介（安藤 芳晃研究室、宇宙・電磁環境研究センター）

I-13 電磁環境（肖 鳳超研究室）

I-14 電波で探る超高層（高度90～1000km）の乱れ構造 （冨澤 一郎研究室、宇宙・電磁環境研究センター）



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-15 手ブレ検査装置および脈波分析システム（西 一樹研究室）

I-16 教育用６ポートコリレータ型ベクトルネットワークアナライザ（矢加部 利幸研究室）

I-17 ワイヤレス通信と高周波回路技術～マイクロ波・ミリ波受動回路の研究～（和田 光司研究室）

I-18 次世代ユーザーインターフェースの紹介（鷲沢 嘉一研究室）



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-19 シミュレーションによる次世代メモリの研究（仲谷 栄伸研究室）

I-20 科学技術計算のための数値解析および代用電荷法（緒方 秀教研究室）



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-21 Android 向けのプログラム実行環境（岩崎 英哉・鵜川 始陽研究室）

I-22 化学反応回路に関する研究（小林 聡研究室）

I-23 社会を元気にするセンサーネットとデータマイニング（沼尾 雅之研究室）

I-24 コンピュータと使いやすさ（ヒューマンインタフェース）（角田 博保研究室）

I-25 GPGPU技術の広がりとFPGAの応用（成見 哲研究室）

I-26 人を楽しませるゲーム認知科学（伊藤 毅志研究室）

I-27 変数係数線形微分方程式系の解の漸近挙動について（石田 晴久研究室）



大学院情報理工学研究科　知能機械工学専攻
知能機械工学専攻

先端ロボティクスコース

M-1 マイクロロボットとその応用（青山 尚之研究室）

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（金子 正秀・高橋 桂太研究室）

M-3 いろいろな近接・触覚センサとロボット制御への展開（下条 誠研究室）

M-4 飛ぶロボット＆生物型ロボットから脳波で操るロボットまで（田中 一男・田中 基康研究室）

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（横井 浩史 研究室）

M-6 生体計測とバルーン魚ロボット（内田 雅文研究室）



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』（金森 哉吏研究室）

M-8 人間の状態・意図推定と作業支援（杉 正夫研究室）

M-9 知能ロボティクスと認知発達ロボティクス（長井 隆行研究室）

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（明 愛国研究室）



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 “もの作り”に欠かせない設計とは（石川 晴雄・結城 宏信研究室）

M-12 ナノ材料力学シミュレーション（新谷 一人研究室）

M-13 航空・宇宙工学の流体力学的課題解決に向けて（前川 博研究室）

M-14 渦の神秘を探る：Into the mysterious world of vortices（宮嵜 武・田口 智清研究室）

M-15 新しい知的な加工法と加工機の創造と実践（村田 眞・久保木 孝研究室）

M-16 熱と流れ～百聞は一見にしかず！（大川 富雄研究室）

M-17 ロボット知能化のための戦術と戦略（高田 昌之研究室）



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-18 10ミリから10マイクロまでの強度と疲労（松村 隆研究室）

M-19 「ものづくりを、人のそばに」（森重 功一研究室）



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（稲葉 敬之研究室）

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－（吉川 和利・岡田 英孝研究室）

M-22 電波の目の実演（桐本 哲郎研究室）

M-23 感覚器疾患に対する新たな診断・治療技術の開発（小池 卓二研究室）

M-24 マイコンを活かす（新 誠一研究室）



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（中野 和司研究室）

M-26 逆問題のためのセンサ・アルゴリズム（奈良 高明研究室）

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（樋口 幸治研究室）

M-28 脳情報復号化技術と感覚知覚世界の可視化（宮脇 陽一研究室、先端領域教育研究センター）

M-29 光を用いた生体内微視的イメージング（正本 和人・山田 幸生研究室）



大学院情報理工学研究科　先進理工学専攻
先進理工学専攻

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、安心安全社会の実現（石橋 孝一郎研究室）

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（田中 勝己・CHOO Cheow Keong・永井 豊研究室）

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（中村 淳研究室）

S-4 半導体の製作及び評価（野崎 眞次・内田 和男研究室）

S-5 量子を操作する電子素子（水柿 義直・守屋 雅隆研究室）

S-6 半導体量子ナノ構造の展開（山口 浩一研究室）

S-7 新規高効率ナノ蛍光材料の開拓（奥野 剛史研究室）



（29）

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
光エレクトロニクス技術の基盤となる光機能材料、光デバイス、光通信・情報処理システムに関した幅広い分野の基礎および上級レベ
ルの教育を行うとともに、研究室における研究活動を通じて独創性を養成します。

S-8 毎秒 200ギガビット級の高速・省エネルギーな光エレクトロデバイス（上野 芳康研究室）
 西 2 号館 3階 301、302 号室
 学生対象プレゼン：①１３：３０～１３：５０、②１４：00～１４：２０、③１４：３0～１４：５０、④１５：０0～１５：２０、⑤１５：３０～１５：５０

超小型な光半導体内部で発生する超高速現象を応用し、毎秒 200ギガビット以上の光信号で光信号を信号処理する、世界
最高速で省エネルギーなデバイス研究です。次世代の光方式のネットワーク機器やコンピュータに少しずつ近づいていく、基礎
デバイス研究です。国内国外と産学官交流しながら成果を積み重ねています。当日は実際に実験装置を動かし、高速光信号
波形の発生・制御・信号処理を実演、解説します。高速光信号発生、ロジックゲート動作、光半導体の応答特性評価研究
等を紹介します。
http://www.ultrafast.ee.uec.ac.jp/

S-9 現代の非線形光学研究（桂川 眞幸研究室）
 東 6 号館 6階 613 号室

学生対象プレゼン：①１３：３０～１３：５０、②１４：00～１４：２０、③１４：３0～１４：５０、④１５：０0～１５：２０、⑤１５：３０～１５：５０
 企業対象プレゼン：①１３：３０～１３：５０、②１４：00～１４：２０、③１４：３0～１４：５０、④１５：０0～１５：２０、⑤１５：３０～１５：５０

2010年はレーザー誕生から50周年、2011年は非線形光学誕生から50周年を迎える記念すべき年でした。レーザー技術、及び、
それと互いに相補的な関係にある「光科学」は、この間、目覚しい発展を遂げました。50 年を経た現在もその勢いは衰えて
いません。得られた知見は、現代のナノテクノロジー・材料、ライフサイエンス等の様 な々重点科学技術分野におけるイノベーショ
ン創出に不可欠なものとなっています。
本研究室では、この50 年間の発展を土台として、現代的なセンスで「非線形光学」の新しい可能性を探求しています。
http://katsura.pc.uec.ac.jp

S-10 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（富田 康生研究室）
 西 2 号館 3階 313、326 号室、4階 401 号室
 学生対象プレゼン：①１３：３０～１３：５０、②１４：00～１４：２０、③１４：３0～１４：５０、④１５：０0～１５：２０、⑤１５：３０～１５：５０

本研究室では光により多次元フォトニック結晶構造を形成できる光重合性ナノコンポジットマテリアルの開発とそのフォトニクスへの
応用の研究を行っています。当日は、ナノ微粒子やナノ結晶を光重合性ポリマーへ分散したナノ微粒子－ポリマーコンポジットを
用いたホログラフィックデジタルデータ記録や液晶分散ポリマーによる光スイッチングのデモンストレーションを行います。また、非
線形光学への応用や量子力学の基礎やライフサイエンス・医療分野への応用が期待される中性子ビームのホログラフィックな制
御についても説明します。
http://talbot.ee.uec.ac.jp/

S-11 高出力レーザーを用いた高エネルギー密度科学研究（米田 仁紀研究室、レーザー新世代研究センター）
 西 7 号館 1階 101 号室
 学生対象プレゼン：①１３：３０～１３：５０、②１４：00～１４：２０、③１４：３0～１４：５０、④１５：０0～１５：２０、⑤１５：３０～１５：５０
 企業対象プレゼン：①１３：３０～１３：５０、②１４：00～１４：２０、③１４：３0～１４：５０、④１５：０0～１５：２０、⑤１５：３０～１５：５０

超短パルスレーザー、Ｘ線自由電子レーザー、高平均出力レーザーを用いた高エネルギー密度状態（圧力にして１００万気圧
程度以上）を生成させ、その特性から新しい物質状態、それを応用した科学を研究しています。その中には、新しいＸ線光
学素子、実験室で天体現象を模擬する実験研究などが含まれています。また、その研究に用いるレーザーシステムそのものも
開発しています。
http://www.ils.uec.ac.jp/~yoneda

S-12 光と新素材の織りなすレーザー新技術の創生（渡辺 昌良・岡田 佳子・張 贇研究室）
 西 2 号館 4階 402 号室

光と新素材の織りなす新技術をテーマとし、レーザーと光の制御・計測技術をもとに新たな分野開拓をめざしています。レーザー
工学、非線形光学、量子光学、バイオ・ナノフォトニクスなどのレーザーの基礎と応用に関する研究の実験室公開を行います。
http://www.woz-lab.ee.uec.ac.jp/

S-13 先端レーザー研究の最前線（白川 晃研究室、レーザー新世代研究センター）
 西７号館 6階 613 号室
 学生対象プレゼン：①１３：３０～１３：５０、③１４：３0～１４：５０、⑤１５：３０～１５：５０
 企業対象プレゼン：②１４：00～１４：２０、④１５：０0～１５：２０

光科学は、物質科学、ナノテクノロジー、計測技術、生命科学、情報通信など、非常に幅広い分野が融合した、現在最も
盛んな科学のひとつです。本研究室はそのキーデバイスであるレーザーそのものについて研究しています。フォトニックバンドギャッ
プ、マルチコアなどの先端微細構造ファイバー導波路により高度に電界制御されたレーザーや、セラミック技術により可能になっ
た新材料・新機能性デバイスによる高出力・超短パルスレーザーなど、本研究室が研究・開発している世界最前線の新しいレー
ザーの数 に々ついて、パネルと実験室ツアーで紹介します。
http://www.ils.uec.ac.jp/~shirakawa_lab



（30）

先進理工学専攻 イノベーションを創造する先進理工

S-15 超高安定化レーザーとその応用（武者 満研究室、レーザー新世代研究センター）
 西 7 号館 6階 613 号室
 学生対象プレゼン：①１３：３０～１３：５０、②１４：00～１４：２０、③１４：３0～１４：５０
 企業対象プレゼン：③１４：３0～１４：５０、④１５：０0～１５：２０、⑤１５：３０～１５：５０

衛星搭載用周波数安定化レーザー、超狭線幅レーザー、ファイバーモードロックレーザーなど、レーザーの周波数安定化シス
テムを中心に各種レーザーの紹介を行います。
http://www.ils.uec.ac.jp/~musha/index.html

S-16 半導体ナノ材料を用いた次世代太陽電池に関する基礎研究（沈 青研究室）
 東 6 号館 5階 506 号室

本研究室では、「半導体ナノ材料の光エネルギー変換基礎過程と光機能性発現との相関」を中心的テーマとして、次世代太
陽電池に関する基礎研究を行っています。現在は、特に以下の課題を重点的に研究しています。
（1） 半導体量子ドット・金属ナノ粒子を用いた増感型次世代太陽電池の作製と各種特性評価およびメカニズムの解明
（2） 高速レーザー分光法を用いた、半導体量子ドットと金属ナノ粒子の光励起電子・フォノンのダイナミクスの評価
当日は、具体的な研究内容と高速レーザー分光装置を含む主な設備を紹介します。

S-17 光波制御と先端光計測（宮本 洋子研究室）
 東 6 号館 6階 617 号室

光波を自由に制御して光の特色を生かした新しい機能や技術を生み出すことを目指しています。当日は、リアルタイムのホログラ
ムを用いたらせん状の波面をもつ特殊な光ビームの発生や、縞画像処理によるリアルタイムの3次元物体形状計測を中心に紹
介します。
受験生対象のプレゼンテーションを16 時 20 分から行います。
http://www.qopt.es.uec.ac.jp/

S-18 光でつくる新しい計測技術と情報処理 ―ナノ計測から高速マルチメディア検索―
（渡邉 恵理子研究室、先端領域教育研究センター）

 東 9 号館 3階 302 号室
 学生対象プレゼン：①１３：３０～１３：５０、②１４：00～１４：２０、③１４：３0～１４：５０、④１５：０0～１５：２０、⑤１５：３０～１５：５０

本研究室は、光技術を基に、画像処理技術、情報・IT技術などを融合した新しい計測システムと情報処理システムの研究
開発を行っています。たとえば、光の干渉作用を利用して、透明な細胞などをナノオーダで計測するシステムを構築しています。
従来の位相差顕微鏡等では見えない、細胞の劣化情報や癌化した細胞の情報等を高精度に可視化することが可能です。ま
た、光相関機能とホログラム光メモリを利用して、超高速なマルチメディア検索システムを構築しています。世界唯一のディスク
型のホログラフィック光検索装置を保持しており、これらはインターネット上の動画、音楽などを高速検索し、著作権管理等に利
用された実績を持っています。 
http://mp-image.f-lab.tech.uec.ac.jp/

S-14 超高出力レーザーを用いた光波の制御（西岡 一研究室、レーザー新世代研究センター）
 西 7 号館 2階 213 号室

本研究室では、光数サイクルの超短パルスレーザー、TW級の超高出力レーザー電場を用いて、物質を変調したり、光電場
そのものを制御したりしています。
http://www.ils.uec.ac.jp/~nishioka/default.html



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-19 赤外線集中加熱炉で単結晶をつくる（浅井 吉藏研究室）

S-20 光散乱で探る物質中の分子の運動と相転移（阿部 浩二・中野 諭人研究室）

S-21 レーザー光による原子の操作（中川 賢一研究室、レーザー新世代研究センター）

S-22 原子・分子・光の物理（渡辺 信一・森下 亨研究室）

S-23 非平衡緩和法による臨界現象の数値解析（尾関 之康研究室）

S-24 極超短パルスレーザーを使った超高速分光（小林 孝嘉研究室、先端超高速レーザー研究センター）

S-25 フォトニック結晶、メタマテリアルの光学応答の理論的研究（大淵 泰司研究室）



先進理工学専攻 イノベーションを創造する先進理工

S-26 原子気体のボース・アインシュタイン凝縮体（BEC）を用いた実験的研究（岸本 哲夫研究室）

S-27 量子流体のダイナミクス（斎藤 弘樹研究室）

S-28 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（中村 信行研究室、レーザー新世代研究センター）

S-29 ナノ光ファイバーによる量子フォトニクス科学技術（白田 耕藏研究室、フォトニックイノベーション研究センター）

S-30 超伝導材料開発（村中 隆弘研究室）

S-31 絡み合った光子の不思議（清水 亮介研究室、先端領域教育研究センター）

S-32 極低温中性原子とイオンを用いて探究する超流動の物理（向山 敬研究室、先端領域教育研究センター）



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-33 分子性磁性材料とスピン科学の研究（石田 尚行研究室）

S-34 シミュレーションで読み解く生物の複雑性（樫森 与志喜研究室）



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 ケイ素を含む高分子ポリシランとオリゴシラン（加固 昌寛研究室）

S-36 生物発光に学ぶ基礎化学と光機能物質の開発（平野 誉研究室）

S-37 甘いのは苦手ですか？（中村 整・仲村 厚志研究室）

S-38 生きた細胞を『観る』『探る』『使う』（白川 英樹研究室）

S-39 自己組織化の化学（曽越 宣仁研究室）

S-40 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（瀧 真清研究室）

S-41 Ｘ線で分子を見る（安井 正憲研究室）



先進理工学専攻 イノベーションを創造する先進理工

S-42 分子ビームによるナノ科学　－真空中で分子を操る－（山北 佳宏研究室）

S-43 プリン代謝系はどのようにしてできたのだろうか？（三瓶 嚴一研究室）



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
研究科の特徴

情報メディアシステム学専攻

人間情報学講座

IS-1 人間の知覚・運動システムの解明を目指して（阪口 豊・佐藤 俊治研究室）

情報メディア学講座

IS-2 知性のメディア、感性のメディア（田野 俊一・橋山 智訓・市野 順子研究室）

対話型システム学講座

IS-3 次世代のヒューマンインタフェースとその応用（小池 英樹・野嶋 琢也・佐藤 俊樹研究室）



情報メディアシステム学専攻 人と情報を結ぶこれからを結ぶ

知能システム学講座

IS-4 紐結びロボット、エアホッケーロボット、自律移動ロボットなど（末廣 尚士・工藤 俊亮・冨沢 哲雄研究室）

生体情報システム学講座

IS-5 シミュレーションで読み解く生物の複雑性（樫森 与志喜研究室）



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

システム設計基礎学講座

IS-6 研究室紹介（大須賀 昭彦・田原 康之研究室）

知識創産システム学講座

IS-7 社会を幸せにする人工知能技術（植野 真臣研究室）

社会情報システム学講座

IS-8 ソーシャルメディア研究最前線（太田 敏澄・関 良明・鬼塚 真研究室）

IS-9 都市・地域計画、環境計画、ＧＩＳ（地理情報システム）（山本 佳世子研究室）



経営情報システム学講座

IS-10 安全は人が自ずから獲得するもの！（田中 健次研究室）

政策情報学講座

IS-11 全面情報化における再帰的デザイン（福田 豊研究室）

社会知能情報学専攻 人にやさしい情報システムを学ぶ



情報ネットワークシステム学専攻

ネットワーク基礎学講座

IS-12 情報・数学・物理が織りなす世界～情報通信の理論的探究（長岡 浩司・小川 朋宏研究室）

ネットワークアーキテクチャ学講座

IS-13 新しいネットワークアーキテクチャ（加藤 聰彦・大坐畠 智研究室）

ネットワークコンピューティング学講座

IS-14 先進コンピューティング研究の展示・デモンストレーション（吉永 努・入江 英嗣研究室）

応用ネットワーキング学講座

IS-15 MPEG動画像デ ータ、生体情報デ ータ、ネットワークデ ータなどの情報データ解析（森田 啓義・眞田 亜紀子研究室）

大学院情報システム学研究科　情報ネットワークシステム学専攻



IS-16 マルチメディア信号処理、ネットワーキングの研究開発（笠井 裕之研究室）

情報ネットワークシステム学専攻 情報ネットワークの本質を学ぶ



情報システム基盤学専攻

情報システム基礎学講座

IS-17 マルチメディアデータの自動内容理解（渡辺 俊典・古賀 久志研究室）

基盤ソフトウェア学講座

IS-18 基盤ソフトウェア学講座紹介（多田 好克・小宮 常康研究室）

データベース学講座

IS-19 巨大データ時代のデータベース研究の紹介（大森 匡研究室）

IS-20 大規模データ活用技術とライフログマイニングの紹介（新谷 隆彦研究室）

大学院情報システム学研究科　情報システム基盤学専攻



高性能コンピューティング学講座

IS-21 高性能コンピューティングについて（本多 弘樹・近藤 正章研究室）

情報システム基盤学専攻 情報システムを支える基盤技術を学ぶ



館 研究科 専攻 コース 分類 テーマ 研究室 場所
久野 雅樹研究室

山田 裕一研究室

木田 雅成研究室

松本 光春研究室

石田 晴久研究室

加固 昌寛研究室

曽越 宣仁研究室

山北 佳宏研究室

小池 英樹・
野嶋 琢也・
佐藤 俊樹研究室
末廣 尚士・
工藤 俊亮・
冨沢 哲雄研究室
太田 敏澄・関 良明・
鬼塚 真研究室
山本 佳世子研究室

田中 健次研究室

森田 啓義・
眞田 亜紀子研究室
笠井 裕之研究室

高橋 治久研究室

西野 哲朗・
若月 光夫研究室
織田 健研究室

太田 和夫・
岩本 貢研究室
﨑山 一男研究室

山口 和彦研究室

大木 英司研究室

柳澤 正久研究室

高田 昌之研究室

宮脇 陽一研究室

青山 尚之研究室

田中 一男・
田中 基康研究室
金森 哉吏研究室

明 愛国研究室

石川 晴雄・
結城 宏信研究室
新谷 一人研究室

前川 博研究室

宮嵜 武・田口 智清
研究室
村田 眞・久保木 孝
研究室
大川 富雄研究室

建物別一覧



館 研究科 専攻 コース 分類 テーマ 研究室 場所
松村 隆研究室

森重 功一研究室

小池 卓二研究室

奈良 高明研究室

正本 和人・
山田 幸生研究室
杉 正夫研究室

金森 哉吏研究室

奥野 剛史研究室

桂川 眞幸研究室

沈 青研究室

宮本 洋子研究室

浅井 吉藏研究室

阿部 浩二・
中野 諭人研究室
渡辺 信一・
森下 亨研究室
尾関 之康研究室

大淵 泰司研究室

岸本 哲夫研究室

斎藤 弘樹研究室

村中 隆弘研究室

清水 亮介研究室

石田 尚行研究室

樫森 与志喜研究室

平野 誉研究室

中村 整・仲村 厚志
研究室
白川 英樹研究室

瀧 真清研究室

安井 正憲研究室

三瓶 嚴一研究室

樫森 与志喜研究室

建物別一覧



館 研究科 専攻 コース 分類 テーマ 研究室 場所
下条 誠研究室

横井 浩史 研究室

中野 和司研究室

渡邉 恵理子研究室

唐沢 好男研究室

山尾 泰研究室

藤井 威生研究室

大濱 靖匡研究室

川端 勉・八木 秀樹・
竹内 啓悟研究室

館 研究科 専攻 コース 分類 テーマ 研究室 場所
柏原 昭博研究室

本城 和彦研究室

鎌倉 友男・
野村 英之研究室
張 熙研究室

芳原 容英研究室

安藤 芳晃研究室

肖 鳳超研究室

冨澤 一郎研究室

西 一樹研究室

矢加部 利幸研究室

和田 光司研究室

鷲沢 嘉一研究室

桐本 哲郎研究室

中野 和司研究室

樋口 幸治研究室

石橋 孝一郎研究室

田中 勝己・
CHOO Cheow Keong・
永井 豊研究室
中村 淳研究室

上野 芳康研究室

富田 康生研究室

渡辺 昌良・岡田 佳子・
張 贇研究室

建物別一覧



館 研究科 専攻 コース 分類 テーマ 研究室 場所
梶本 裕之研究室

市川 晴久研究室

高田 哲司研究室

川喜田 佑介研究室

野崎 眞次・内田 和男
研究室
小林 孝嘉研究室

緒方 秀教研究室

板倉 直明研究室

鈴木 和幸研究室

椿 美智子研究室

由良 憲二・
田中 健一研究室
宮﨑 浩一研究室

内海 彰研究室

水戸 和幸研究室

山田 哲男研究室

西 康晴研究室

山本 渉研究室

新 誠一研究室

兼子 正勝研究室

髙玉 圭樹研究室

児玉 幸子研究室

坂本 真樹研究室

高橋 裕樹研究室

佐藤 寛之研究室

服部 聖彦研究室

福田 豊研究室

吉浦 裕研究室

福田 豊研究室

米田 仁紀研究室

白川 晃研究室

西岡 一研究室

武者 満研究室

中川 賢一研究室

中村 信行研究室

向山 敬研究室

建物別一覧



館 研究科 専攻 コース 分類 テーマ 研究室 場所
金子 正秀・
高橋 桂太研究室
内田 雅文研究室

長井 隆行研究室

稲葉 敬之研究室

水柿 義直・守屋 雅隆
研究室
山口 浩一研究室

尾内 理紀夫・
岡部 誠研究室
橋本 直己研究室

柳井 啓司研究室

大山 恵弘研究室

仲谷 栄伸研究室

岩崎 英哉・鵜川 始陽
研究室
小林 聡研究室

沼尾 雅之研究室

角田 博保研究室

成見 哲研究室

伊藤 毅志研究室

阪口 豊・佐藤 俊治
研究室
田野 俊一・
橋山 智訓・
市野 順子研究室
大須賀 昭彦・
田原 康之研究室
植野 真臣研究室

長岡 浩司・
小川 朋宏研究室
加藤 聰彦・
大坐畠 智研究室
吉永 努・
入江 英嗣研究室
渡辺 俊典・
古賀 久志研究室
多田 好克・
小宮 常康研究室
大森 匡研究室

新谷 隆彦研究室

本多 弘樹・
近藤 正章研究室
吉川 和利・
岡田 英孝研究室

白田 耕藏研究室

建物別一覧



館 研究科 専攻 コース 分類 テーマ 研究室 場所
庄野 逸研究室

安藤 清研究室

石上 嘉康研究室

建物別一覧







B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１１号館 

西2号館 

東９号館 
東８号館 

B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 

西10号館 西10号館 

東２号館 東２号館 
西6号館 

中 門中 門

オープンラボ公開マップ

保健管理センター
　往診時間９：００～１７：００

↑ 正 門

B棟
　大学院説明会会場

大学院情報理工学研究科
　総合情報学専攻： 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・通信工学専攻： 東１号館、東３号館、東１０号館、東３５号館、西２号館、西４号館、
 西９号館

　知能機械工学専攻： 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１１号館

　先進理工学専攻： 東１号館、東６号館、東９号館、西２号館、西３号館、西７号館、
 西８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、東６号館、西１０号館
　社会知能情報学専攻： 東２号館、西６号館、西１０号館
　情報ネットワークシステム学専攻： 東２号館、西１０号館
　情報システム基盤学専攻： 西１０号館
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