
　神戸大学大学院システム情報学研究科は，神戸大学で最初の情報系の研究科と

して，2010年4月に創設されました。システム科学専攻，情報科学専攻，計算科

学専攻の3専攻から構成され，大規模・複雑なシステムの解析・設計・運用のた

めの方法論，情報の高次処理・利用に関する理論と技術，高性能計算の基礎と自

然現象理解への応用などに関する教育と研究を実践しています。

　このシステム情報学研究科も，創設されてちょうど10年を迎えました。わずか

10年ではありますが，この間に研究科を取り巻く状況は，大きく様変わりしてい

ます。人工知能，データサイエンス，モノのインターネット，ビッグデータ，ロボ

ットなど，本研究科と関連の深い研究トピックスが大きくクローズアップされ，

人間を中心とした豊かな未来社会であるSociety 5.0の到来も視野に入ってきま

した。また，本研究科の誕生のきっかけとなったスーパーコンピュータ「京」は既

に引退し，更なる性能向上を目指した「富岳」の開発が進められています。

　これらの最先端技術を深化させ，融合することにより，新たな価値の創出に寄

与できる人材の育成を推し進めることが，Society 5.0の実現に向けた教育研究

の中核を担う組織として，神戸大学大学院システム情報学研究科に課された使命

と考えています。多くの学生諸君が，システム情報学研究科に集い，魅力的な未

来社会の創造に向けて，意欲的に取り組んでもらうことを心より願っています。
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　システム情報学研究科では，システム情報学の対象となる各領域分野において卓越した教育研究実績を挙げている他研究機

関と共同で連携した教育システムを構築します。具体的には，三菱電機株式会社及び株式会社国際電気通信基礎技術研究所と，

既に連携大学院の協定を実施している博士課程後期課程に加え，新たに博士課程前期課程までも含めた組織間協定を締結し，

システム情報学における基礎から応用までの幅広い教育研究を実施します。

　さらに，地球シミュレータを活用した世界トップレベルの研究開発実績がある国立研究開発法人海洋研究開発機構並びに，

スーパーコンピュータ「富岳」の設置機関である国立研究開発法人理化学研究所と組織間協定に基づく連携講座を設け，各研究

機関の研究者と大学教員による強力な教育研究推進体制を構築しています。
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情報基礎

講　座

電子デバイス，センシングシステム ,  VLSI システム，マルチメディア，
ヒューマンインターフェース

論理プログラミング，制約プログラミング，宣言的プログラミング，
プログラミング言語処理系，定理証明系，組合せ最適化，SAT

集積回路設計工学，環境電磁工学，先端実装工学，ユビキタスシステム，
ハードウェアセキュリティ

教育研究分野 研究内容

感性アートメディア
（連携講座）

知能情報

バイオデータ処理，アグリデータ処理，情報検索，コンテンツ解析， 
ネットワーク解析， データ統合，データマイニング，統計的機械学習，
大規模データ解析

音声・画像・映像認識，メディア統合，意味理解，対話・会話処理，
知的コミュニケーション， ユニバーサルコミュニケーション，災害情報処理，
パターン認識

ヒューマンロボットインタラクション，音声インタラクション，
ハプティックインタラクション，コミュニケーション・メディア，パートナーメディア，
メディア表現法，多言語音声翻訳，状況理解，ネットワークロボット

創発システム，自律分散システム，数理計画モデル，エージェントモデル，
適応・学習アルゴリズム，スケジューリング，インタラクション , 
非ホロノミックシステム，移動ロボット，ドローン，マニピュレータ動力学

情報数理

アーキテクチャ

ソフトウェア

情報通信工学，通信プロトコル設計，通信システム評価手法，並列分散処理，
システムソフトウェア情報通信

情報システム

知的データ処理

メディア情報

創発計算

感性アートメディア

　計算科学専攻では，計算機シミュレーションによる諸現象の解明に向けた理論や方法論，並びにこれを支

える基盤技術を追求します。このため，計算科学的手法を駆使した種々の現象の解明と理解，未知現象の予

測に向けた研究の方法論に関する教育研究を行うとともに，その基盤となる超高速・超並列スーパーコン

ピュータを駆使した数理モデリング手法，数値計算手法，可視化手法などの基盤技術に関する教育研究を行

います。さらに，わが国の経済発展や産業応用への貢献を視野に，計算科学技術の様々な問題への応用に向

けた教育研究を行います。この目的を達成するため，計算科学専攻には，計算科学基礎講座，計算科学創成

講座，応用計算科学講座、大規模計算科学講座の4つの講座を置いています。

計算科学基礎

講　座

数値解析，有限差分法， 有限要素法， 並列計算， 大規模シミュレーション， 
最適化ツール， 離散力学，微分幾何，大域解析，数理工学

人工知能， 機械学習， マルチメディア処理，データマイニング，ソフトウェア工学， 
サービス・クラウドコンピューティング， ユビキタスコンピューティング

教育研究分野 研究内容

大規模計算科学
（連携講座）

複合系気象シミュレーション，数値計算ソフトウェアライブラリ，
量子系物質科学，格子量子色力学，生体シミュレーション，細胞シミュレーション大規模計算科学

応用計算科学
（連携講座） 応用計算科学

計算科学創成

地球シミュレータ，マルチスケール・シミュレーション，大気・海洋結合モデル，
台風シミュレーション，非静力学/静力学・海洋大循環モデル，地球科学，
地球表層ダイナミクス，巨大地震，プレート運動，離散要素法

数値流体力学，有限体積法，有限要素法，超並列シミュレーション， 連成統一解法， 
複雑・複合乱流，反応性流体，燃焼流，格子生成法， 移動格子法，応用空気力学，
産業応用，車両空力，自動車エンジン

計算基盤

計算知能

計算流体

インヤン格子，大規模シミュレーション，電磁流体力学，地磁気，
大規模データ可視化，多変数データ可視化，ビジュアルデータ分析シミュレーション技法

計算分子工学

計算生物学

超並列計算アルゴリズム， 高精度 F12 理論，  強相関電子状態理論， 
大規模分子軌道計算， モデル空間量子モンテカルロ法，新規 QM/MM 法，
新エネルギー

生体分子系， 第一原理シミュレーション，マルチスケールシミュレーション，
大規模並列計算，医療･創薬応用，分子動力学法，分子軌道法，モンテカルロ法 , 
バイオインフォマティクス , 生命の起源

月、惑星環境シミュレーション，人工衛星 - 宇宙プラズマ相互作用，
イオンビーム応用シミュレーション，プラズマ粒子シミュレーション手法開発計算宇宙科学

数理論理学，数理統計学，数学基礎論，情報学の基礎， 公理的集合論， 
モデル理論，証明論，計算論， 代数的組合せ論，離散・計算幾何学

知能統合
（連携講座） 知能統合 機械学習，人工知能，統計的モデリング，パターン認識，ベイズ統計，知的情報処理，
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大規模データ可視化，多変数データ可視化，ビジュアルデータ分析シミュレーション技法

計算分子工学

計算生物学

超並列計算アルゴリズム， 高精度 F12 理論，  強相関電子状態理論， 
大規模分子軌道計算， モデル空間量子モンテカルロ法，新規 QM/MM 法，
新エネルギー

生体分子系， 第一原理シミュレーション，マルチスケールシミュレーション，
大規模並列計算，医療･創薬応用，分子動力学法，分子軌道法，モンテカルロ法 , 
バイオインフォマティクス , 生命の起源

月、惑星環境シミュレーション，人工衛星 - 宇宙プラズマ相互作用，
イオンビーム応用シミュレーション，プラズマ粒子シミュレーション手法開発計算宇宙科学
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量子情報科学

環境適応ロボット， 知覚・運動統合，ヒューマンインタフェース，
バイオ・ミメティックシステム，介護支援工学，計算ロボティクス，バイオメカニクス， 
生体力学，感情計算，テキストマイニング , Human Computer Interaction

分布系制御理論，無限次元力学系，作用素論，非線形偏微分方程式，数理生物学，
ロバスト制御理論，非線形システム理論，大規模・ハイブリッドシステム理論，
最適化による制御系設計，むだ時間系

知能ロボティクス，センサ統融合，ヒューマンインタラクション， 遠隔操作システム，
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知的意思決定支援，人工現実感，複合現実感，医用工学，コンピュータ支援診断治療，
教授学習支援システム，ラーニングアナリティクス , 教育ビッグデータ

数理論理学，数理統計学，数学基礎論，情報学の基礎， 公理的集合論， 
モデル理論，証明論，計算論， 代数的組合せ論，離散・計算幾何学

知能統合
（連携講座） 知能統合 機械学習，人工知能，統計的モデリング，パターン認識，ベイズ統計，知的情報処理，

ビッグデータ解析，最適化



情報基礎

講　座

電子デバイス，センシングシステム ,  VLSI システム，マルチメディア，
ヒューマンインターフェース

論理プログラミング，制約プログラミング，宣言的プログラミング，
プログラミング言語処理系，定理証明系，組合せ最適化，SAT

集積回路設計工学，環境電磁工学，先端実装工学，ユビキタスシステム，
ハードウェアセキュリティ

教育研究分野 研究内容

感性アートメディア
（連携講座）

知能情報

バイオデータ処理，アグリデータ処理，情報検索，コンテンツ解析， 
ネットワーク解析， データ統合，データマイニング，統計的機械学習，
大規模データ解析

音声・画像・映像認識，メディア統合，意味理解，対話・会話処理，
知的コミュニケーション， ユニバーサルコミュニケーション，災害情報処理，
パターン認識

ヒューマンロボットインタラクション，音声インタラクション，
ハプティックインタラクション，コミュニケーション・メディア，パートナーメディア，
メディア表現法，多言語音声翻訳，状況理解，ネットワークロボット

創発システム，自律分散システム，数理計画モデル，エージェントモデル，
適応・学習アルゴリズム，スケジューリング，インタラクション , 
非ホロノミックシステム，移動ロボット，ドローン，マニピュレータ動力学

情報数理

アーキテクチャ

ソフトウェア

情報通信工学，通信プロトコル設計，通信システム評価手法，並列分散処理，
システムソフトウェア情報通信

情報システム

知的データ処理

メディア情報

創発計算

感性アートメディア

　計算科学専攻では，計算機シミュレーションによる諸現象の解明に向けた理論や方法論，並びにこれを支

える基盤技術を追求します。このため，計算科学的手法を駆使した種々の現象の解明と理解，未知現象の予

測に向けた研究の方法論に関する教育研究を行うとともに，その基盤となる超高速・超並列スーパーコン

ピュータを駆使した数理モデリング手法，数値計算手法，可視化手法などの基盤技術に関する教育研究を行

います。さらに，わが国の経済発展や産業応用への貢献を視野に，計算科学技術の様々な問題への応用に向

けた教育研究を行います。この目的を達成するため，計算科学専攻には，計算科学基礎講座，計算科学創成

講座，応用計算科学講座、大規模計算科学講座の4つの講座を置いています。

計算科学基礎

講　座

数値解析，有限差分法， 有限要素法， 並列計算， 大規模シミュレーション， 
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サービス・クラウドコンピューティング， ユビキタスコンピューティング

教育研究分野 研究内容

大規模計算科学
（連携講座）
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量子系物質科学，格子量子色力学，生体シミュレーション，細胞シミュレーション大規模計算科学

応用計算科学
（連携講座） 応用計算科学

計算科学創成

地球シミュレータ，マルチスケール・シミュレーション，大気・海洋結合モデル，
台風シミュレーション，非静力学/静力学・海洋大循環モデル，地球科学，
地球表層ダイナミクス，巨大地震，プレート運動，離散要素法
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　神戸大学大学院システム情報学研究科は，神戸大学で最初の情報系の研究科と

して，2010年4月に創設されました。システム科学専攻，情報科学専攻，計算科

学専攻の3専攻から構成され，大規模・複雑なシステムの解析・設計・運用のた

めの方法論，情報の高次処理・利用に関する理論と技術，高性能計算の基礎と自

然現象理解への応用などに関する教育と研究を実践しています。

　このシステム情報学研究科も，創設されてちょうど10年を迎えました。わずか

10年ではありますが，この間に研究科を取り巻く状況は，大きく様変わりしてい

ます。人工知能，データサイエンス，モノのインターネット，ビッグデータ，ロボ

ットなど，本研究科と関連の深い研究トピックスが大きくクローズアップされ，

人間を中心とした豊かな未来社会であるSociety 5.0の到来も視野に入ってきま

した。また，本研究科の誕生のきっかけとなったスーパーコンピュータ「京」は既

に引退し，更なる性能向上を目指した「富岳」の開発が進められています。

　これらの最先端技術を深化させ，融合することにより，新たな価値の創出に寄

与できる人材の育成を推し進めることが，Society 5.0の実現に向けた教育研究

の中核を担う組織として，神戸大学大学院システム情報学研究科に課された使命

と考えています。多くの学生諸君が，システム情報学研究科に集い，魅力的な未

来社会の創造に向けて，意欲的に取り組んでもらうことを心より願っています。

シ ス テ ム 情 報 学 を 志 す 諸 君 へ

システム情報学研究科長

大川剛直

アイテック阪急阪神㈱

アクセンチュア㈱

㈱エヌエスソリューションズ関西

NTTコムウェア㈱

㈱NTTデータ

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ

㈱オージス総研

㈱オプテージ

㈱カプコン

川崎重工業㈱

関西電力㈱

キヤノン㈱

㈱クボタ

KDDI㈱

㈱神戸製鋼所

㈱コーエーテクモホールディングス

㈱コナミデジタルエンタテインメント

コベルコシステム㈱

㈱小松製作所

㈱島津製作所

JFEスチール㈱

㈱JSOL

住友電気工業㈱

ダイキン工業㈱

TIS㈱

㈱デンソー

㈱デンソーテン

東海旅客鉄道㈱

㈱東芝

トヨタ自動車㈱

西日本電信電話㈱

西日本旅客鉄道㈱

日鉄ソリューションズ㈱

日本電気㈱

日本電信電話㈱NTT研究所

任天堂㈱

㈱野村総合研究所

パナソニック㈱

パナソニックデバイスシステムテクノ㈱

阪急阪神ホールディングス㈱

㈱日立製作所

富士通㈱

古野電気㈱

本田技研工業㈱

三菱電機㈱

㈱村田製作所

ヤフー㈱

㈱リコー

ルネサスエレクトロニクス㈱

ルネサスシステムデザイン㈱

他

　システム情報学研究科では，システム情報学の対象となる各領域分野において卓越した教育研究実績を挙げている他研究機

関と共同で連携した教育システムを構築します。具体的には，三菱電機株式会社及び株式会社国際電気通信基礎技術研究所と，

既に連携大学院の協定を実施している博士課程後期課程に加え，新たに博士課程前期課程までも含めた組織間協定を締結し，

システム情報学における基礎から応用までの幅広い教育研究を実施します。

　さらに，地球シミュレータを活用した世界トップレベルの研究開発実績がある国立研究開発法人海洋研究開発機構並びに，

スーパーコンピュータ「富岳」の設置機関である国立研究開発法人理化学研究所と組織間協定に基づく連携講座を設け，各研究

機関の研究者と大学教員による強力な教育研究推進体制を構築しています。

「神大文理農学部前」下車
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学専攻の3専攻から構成され，大規模・複雑なシステムの解析・設計・運用のた

めの方法論，情報の高次処理・利用に関する理論と技術，高性能計算の基礎と自

然現象理解への応用などに関する教育と研究を実践しています。

　このシステム情報学研究科も，創設されてちょうど10年を迎えました。わずか

10年ではありますが，この間に研究科を取り巻く状況は，大きく様変わりしてい

ます。人工知能，データサイエンス，モノのインターネット，ビッグデータ，ロボ

ットなど，本研究科と関連の深い研究トピックスが大きくクローズアップされ，

人間を中心とした豊かな未来社会であるSociety 5.0の到来も視野に入ってきま

した。また，本研究科の誕生のきっかけとなったスーパーコンピュータ「京」は既

に引退し，更なる性能向上を目指した「富岳」の開発が進められています。

　これらの最先端技術を深化させ，融合することにより，新たな価値の創出に寄

与できる人材の育成を推し進めることが，Society 5.0の実現に向けた教育研究

の中核を担う組織として，神戸大学大学院システム情報学研究科に課された使命

と考えています。多くの学生諸君が，システム情報学研究科に集い，魅力的な未

来社会の創造に向けて，意欲的に取り組んでもらうことを心より願っています。
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　システム情報学研究科では，システム情報学の対象となる各領域分野において卓越した教育研究実績を挙げている他研究機

関と共同で連携した教育システムを構築します。具体的には，三菱電機株式会社及び株式会社国際電気通信基礎技術研究所と，

既に連携大学院の協定を実施している博士課程後期課程に加え，新たに博士課程前期課程までも含めた組織間協定を締結し，

システム情報学における基礎から応用までの幅広い教育研究を実施します。

　さらに，地球シミュレータを活用した世界トップレベルの研究開発実績がある国立研究開発法人海洋研究開発機構並びに，

スーパーコンピュータ「富岳」の設置機関である国立研究開発法人理化学研究所と組織間協定に基づく連携講座を設け，各研究

機関の研究者と大学教員による強力な教育研究推進体制を構築しています。
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