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Computer and Information Science Program

長崎行き高速リムジンバス（住吉経由または浦上
（長大東門前）経由）に乗車し「長崎大学前」また
は「長大東門前」で下車

知識循環型社会の実現に向けて
TOWARD KNOWLEDGE CIRCULATING SOCIETY

データサイエンス
知的ネットワーク 情報セキュリティ

スマートフォンやウェアラブル端末はもとより、これまでネットワークにつながらなかった家電等、
様々なモノがネットワークにつながる（IoT: Internet of Things）ようになり、
人々の行動に伴う多くの情報がクラウドに蓄積可能になってきています。

今後は、それを人の役に立つ知識として、安全に人々に還元する仕組みが重要となります。
　

情報工学コースでは、クラウド上の大量の情報から「人にとって有用な情報を知識として
抽出する仕組み：データサイエンス」、「抽出した知識を人の創造的な活動に活用する仕組み：
知的ネットワーク」、「抽出した知識を必要とする人に安全に届ける仕組み：情報セキュリティ」

の３つの研究領域に注力することで、知識循環型の社会の実現に貢献します。
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　スマートフォンやウェラブル端末はもちろんのこと、
家電や自動車など身のまわりの様々なものが情報ネッ
トワークにつながるようになり、人々の行動に伴う大
量の情報がクラウドに蓄積可能な時代が到来しつつ
あります。今後は、情報を知識として安全に人に還元し
役立てる仕組みが重要となります。

　私たちの日常生活に欠かせない「情報」を扱う
技術（IT）について基礎と応用をバランス良く学べ
るコースです。IT 分野はもちろんのこと、IT を必要
とする様々な分野で活躍できる人材を育てることを

目標にしています。また、コンピュータの仕組みを
理解し、誰もが生活に役立てることができるように
工夫していく、社会貢献のできるエンジニアの養成
を目指しています。

コースの紹介

　情報工学コースは、大量のデータから有用な情報を
知識として獲得するための「データサイエンス」、知識
を人の創造的な活動に活用するための「知的ネット
ワーク」、知識を必要とする人に安全に届ける「情報セ
キュリティ」の3つの領域を柱とする教育と研究で、知
識循環型社会の実現に貢献します。



カリキュラム

主な教育研究内容
　数学やハードウェアの深い理解に基づく一貫したプ
ログラミング教育と様々な実験や演習を通して、情報
科学・情報工学の基礎から応用までをバランスよく実
践的に身につけることを目指しています。
　具体的な専門科目には、情報ネットワーク、情報セ
キュリティ、コンピュータアーキテクチャ、オペレーティ
ングシステム、データベース、ソフトウェア工学、プロ
グラミング言語論、画像処理、音響音声工学、人工
知能、HCI、情報数学、グラフ理論と最適化などがあ
ります。

カリキュラムの特徴

　1年次、２年次は教養教育とともに、専門科目の基
礎を学びます。１年第1～２クォーターにコンピュータ
の基礎を学び、第3クォーターからプログラミングの
授業が始まります。大学院生のティーチング・アシスタ
ントが付き、プログラミングの初歩から丁寧に指導し
ます。並行して、数学やハードウェアの深い知識を学び
ます。２年次以降は、情報工学の基礎から応用までを

幅広く学び、さまざまな実験や演習を通して実践的な
力を身につけていきます。４年次になると研究室に配
属され、指導教員の下で卒業研究を行います。
　卒業後は、約半数の学生が大学院（工学研究科）へ
進学し、さらに深い専門知識を学びます。成績優秀者
に対しては、学部から大学院への推薦入学の道が開
かれています。

養

就　　　　　職

就職活動支援

　インターンシップとは、学生が長期休暇などを利用
して企業等で研修生として実際に働くことを経験するこ
とです。本コースでは、参加したインターンシップを卒
業単位として認定する制度があります。

　３年次の夏季休暇の終わりに九州内のいくつかの企
業を訪問します。訪問先企業では経営幹部の方のお話
を聞いたり、社員の方々との懇談会を持つことで、３
年次後半から始まる就職活動に向けて職業に対する意
識を高めることができます。

　本コースには就職担当教員と専任スタッフがおり、
就職説明会やＯＢ／ＯＧとの懇談会の開催のほか、学
生との個別面談、履歴書添削や面接指導など、就職
活動に関する指導をしています。
　また、企業から寄せられる多くの求人案件の紹介や、
理工系学部の学部生・大学院生のみが対象となる学
校推薦などを行っています。

大学院修士課程修了後の進路

学部卒業後の進路

主な就職先
トヨタ自動車九州，マツダ，デンソーテクノ，
新日鉄住金ソリューションズ，

日本電気（NEC），日立製作所，富士通，
東芝，三菱電機，パナソニック，ソニー，
京セラ，キヤノン，リコー，
野村総合研究所（NRI），
宇宙航空研究開発機構（JAXA），
九州電力，NTT西日本，NTTドコモ，
ソフトバンク，任天堂，三菱自動車，
NEC情報システムズ，
NECソリューションイノベータ，
日立産業制御ソリューションズ，
日立ソリューションズ西日本，
富士通九州ネットワークテクノロジーズ，
富士通九州システムズ，東芝ソリューションズ，
パナソニックシステムネットワークス，
三菱電機エンジニアリング，
三菱電機インフォメーションネットワーク，
NTTデータ九州，東京エレクトロン九州，
九州NSソリューションズ，JR九州，
ゼンリン，MHI情報システムズ，
長崎ケーブルメディア，長崎キヤノン

インターンシップの単位認定

企業見学

就職指導

情報サービス
38％

進　学
47％

建設・機械
34％

電気・電子
5％公務員・教員

5％
その他
2％

情報サービス
57％

公務員・教員
0％

その他
6％

建設・機械
5％

電気・電子
32％

　本コースの教育設備は、ワークステーション、パソコン、
サーバなどの計算機設備が中心となっており、高速な基幹
ネットワークで接続されています。
　演習室には100台近くのパソコンが設置されています。プ
ログラム開発環境や様々なデータ解析が可能なプログラム
をはじめとする各種ソフトウエアが演習室のパソコンにイン
ストールされていて、演習や実験で使う以外に24時間自由
に使えます。ネットワーク実験室にはネットワーク構築実験
用の専用ルータ・スイッチ群があります。

　高等学校までと違い、大学には担任教員やクラス
ルームがありません。ですが、学生生活の中には悩
み事もつきものです。本コースでは、全学生にチュー
ターとなる教員がついて学習面や生活面での相談に
乗り、一緒に問題を解決していく体制をとっています。

コースの特色

充実した教育設備

チューター（指導員）制の導入 免許と資格
・高等学校教諭一種普通免許 (工業・情報※・数学・理科 ) 
・衛生工学衛生管理者免許
・技術士補 (技術士の1次試験の一部免除 ) 

※工学部以外で追加の単位取得が必要です。

・高等学校教諭一種普通免許 (工業・情報※・数学・理科 ) 
・衛生工学衛生管理者免許
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研 究 生 活

大学院進学
　長崎大学には工学部から接続する大学院として工学研究
科が設置されており、学部から大学院まで一貫した理念の下
で教育・研究が行われています。この工学研究科は、2年間の
博士前期課程（修士課程）と3年間の博士後期課程（博士課
程）、および5年一貫性の博士課程で構成されます。　
　最近では情報工学コースの卒業生の約5割は大学院へ進
学しています。大学院ではさらに高度な専門知識と研究能力・
思考能力を身につけることができ、就職でもより有利になって
います。

卒業研究
　4年次に行う卒業研究では配属先の研究室で自分

の席をもち、それぞれのテーマについて担当教員の指

導の下で1年間研究を行います。優れた研究成果は学

会の大会などで発表したり、論文として公開します。

学会での表彰
・電子情報通信学会、ライフインテリジェンスとオフィス情報システム研究会（LOIS）若手研究者賞（2016）
・電子情報通信学会リコンフィギャラブルシステム研究会優秀講演賞（2015）
　「HOG特徴を用いた人検出システムにおける効率的なFPGA資源割り当てに関する一考察」

・HEART2015 FPGAデザイン国際コンテスト第2位（2015）
・富士機械製造アイディアコンテスト「FUJI DREAM INNOVATION」ロボット大賞受賞記念賞（2014）
・ICFPT2014 FPGAデザイン国際コンテスト 第3位（2014）
・日本バーチャルリアリティ学会 サイバースペース研究賞（2014）
　「空気をよむテレビ ―番組選択時の行動分析による非目的視聴の抽出―」

・マルチメディア，分散，協調とモバイル（DICOMO2014）シンポジウム 優秀プレゼンテーション賞（2014）
　「マルチコンテンツによる「ニュースの言葉」自動生成システムの研究」

・電子情報通信学会 マルチメディア情報ハイディング・エンリッチメント研究会（EMM）研究会優秀研究賞　（2014）
　「高臨場感ヘッドホン再生のための制約条件・重み付き最小二乗法によるサラウンド信号合成」

・電子情報通信学会 ライフインテリジェンスとオフィス情報システム研究会（LOIS）研究賞（2014）
　「ファインダビリティに着目したマルチスクリーンシステムの提案」

・ICFPT2013 FPGAデザイン国際コンテスト 第3位（2013）
・情報処理学会 コンシューマ・デバイス＆システム研究会（CDS） 優秀論文賞（2013）
　「InfoSkin：情報取捨選択ユーザインターフェース」

・CG-ARTS協会 CGコンテスト「技術賞」（2005） 
　「Easy Oil Painter 2DX」 

・電子情報通信学会九州支部　学生会講演奨励賞　（2006） 
　「周波数解析による異常肺音の自動識別」 

・電気系学会九州支部連合大会講演奨励賞（2006）
   「単眼カメラ入力による3次元座標入力」 

・電子情報通信学会九州支部　学生会講演奨励賞　（2007）
　「呼吸の周期性を利用した異常肺音の検出」 

・情報処理学会九州支部火の国情報シンポジウム2007奨励賞（2007） 
　「負荷情報XMLとJavaScriptを用いたwebコンテンツ分散アクセス手法の研究」 

・電子情報通信学会九州支部　学生会講演奨励賞　（2009）
　「心臓の超音波動画像における着目点のトラッキング手法と精度の検討」

・ＩＥＥＥゴードンベル賞受賞（2009）
・デザインガイアポスタ賞受賞（2009）
　「Smith-Waterman アルゴリズムにおけるGPUを用いた実装方法の一提案」

・ＩＥＥＥゴードンベル賞受賞（2010）
・電子情報通信学会　リコンフィギャラブルシステム研究会主催
　「第１回 相磯秀夫杯 FPGAデザインコンテスト」第３位（2011）

第１回相磯秀夫杯
FPGAデザインコンテスト

第３位

キャンパスライフ

研究室
講義室

卒業論文発表会

卒業証書授与式

リフレッシュコーナー

オープンキャンパス

研究室対抗ソフトボール大会

新入生オリエンテーション



研 究 テ ー マ

計算機工学分野（コンピュータとインターネットの仕組みについて）

数理・応用ソフトウェア工学分野（安全性と使いやすさの追求）

　コンピュータの性能はすさまじい勢いで向上を続
けていますが、まだまだ人間らしい気の利いた処理
は不得意です。今のコンピュータの単純な延長線上
ではこのような処理は難しいと考え、私たちは動物の
目や耳を人工的に実現するための新しいコンピュー
タの仕組みを研究しています。また、論理的柔軟性を
もつ回路によるストリーム処理など、色々なアイデア
を実際にシステムを構築しながら評価しています。

　皆さんが使っているインターネットには、まだまだ
安全性や通信品質に関して多くの問題が存在しま
す。私たちは、新しく提案されているネットワークシス
テムやセキュリティシステムを構築・評価しながら、
安全で安定した通信ネットワークの実現のための方
法論や理論体系を研究しています。

次世代コンピューティング

　スマホやタブレットだけではなく、TVをはじめとす
る情報家電、車など様々な機器にWebブラウザが搭
載され始めています。コンピュータがデータの意味を
理解できるセマンティックWeb技術を応用し、クラウ
ドと様々な機器を連携させることで、人や社会にやさ
しいコミュニケーション方式の研究を進めています。

セマンティックWeb

通信ネットワーク
　映像や音などのパターンを認識・理解する高度な
能力をコンピュータで実現するための研究とその応
用技術の開発に取り組んでいます。低品質のパター
ンを正確に認識したり、大量の計測データを効率的
に分析する方法を考案し、例えば人の健康状態や環
境を見る技術などに活かします。

パターン認識・理解

　音声認識など、音を利用したユーザインタフェー
スは、誰でも使いやすい技術です。音声の認識や理
解、対話システムによるマン・マシンインタフェース
を目指して、音声と言語に関する統合的な研究を行
っています。また、聴診した呼吸音を用いた健常者
と肺疾患者の識別や乳児の泣き声を用いた情動推
定など、さまざまな生体音の音響信号処理の研究
を行っています。

音響信号処理

　画像、コンピュータグラフィックス（CG）、拡張
現実（AR）などの視覚的な情報に関する研究を行っ
ています。情報量圧縮および著作権保護に用いる電
子透かし技術なども開発しています。また、力覚装
置と呼ばれる感触を返す入力機器を用いたユーザイ
ンタフェースについても研究しています。

映像とバーチャルリアリティ

　規模の大きな計算機システムを上手く使うため、
データ・マイニングの高度な手法を、現実の文書情
報に適用する実験をしています。例えば、何ヶ月分
ものニュース記事を与えると、コンピュータが自動
的に重大ニュースを見つけてくれます。それぞれの
ニュースに関係する重要な言葉の一覧も得られるの
で、インターネット検索にも役立ちます。同じ手法は、
画像・動画・音声など他の種類の情報にも使えます。

データ・マイニング情報応用数理
　安全に情報を送るための秘匿化や、認証、電子的
な署名の技術として、現在は公開鍵暗号方式が主に
使われています。私たちは、素因数分解、有限体、楕
円曲線の性質を用いた公開鍵暗号の構成と高速化
に関する研究をしています。また、この数学的な対象
を計算機の観点（アルゴリズムの観点）から考察する
ことも行っています。

情報応用システム学分野（画像処理や音声認識などのマルチメディアの研究）

長崎大学重点研究項目から長崎大学先端計算研究センターへ発展
FPGAやGPU、ManyCoreプロセッサを利用した超並列コンピュータの開発

　コンピュータグラフィックス用プロセッサなどを超並列に接続したスーパー
コンピュータ及び、それらを超高効率で利用するためのプログラムを開発し
ています。本情報工学コースの次世代コンピューティングの研究は平成１９
年に長崎大学の重点研究項目に指定されて、これが平成２１年度の工学部
超高速メニーコアコンピューティング研究センター設立となり、平成２１年
１１月のゴードンベル賞（スーパーコンピュータ領域でのもっとも権威のある
賞）の受賞を得て、平成２２年には大学の共同教育研究施設としての先端
計算研究センターへと発展しました。平成２２年１１月には2年連続のゴー
ドンベル賞受賞を達成し、この組織とその研究は世界から注目されるものと
なってきています。

　また、規模の大きな計算機システムをうまく使うため、データ・マイニ
ングの高度な手法を、現実の文書情報に適用する実験をしています。例
えば、何ヶ月分ものニュース記事を与えると、コンピュータが自動的に、
重大ニュースを見つけてくれます。それぞれのニュースに関係する重要な
言葉の一覧も得られるので、インターネット検索にも役立ちます。同じ手
法は、画像・動画・音声など他の種類の情報にも使えます。

【データ・マイニング】は，「情報応用システム学分野」に新規に挿入する研究テーマの項目です。
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研 究 生 活

大学院進学
　長崎大学には工学部から接続する大学院として工学研究
科が設置されており、学部から大学院まで一貫した理念の下
で教育・研究が行われています。この工学研究科は、2年間の
博士前期課程（修士課程）と3年間の博士後期課程（博士課
程）、および5年一貫性の博士課程で構成されます。　
　最近では情報工学コースの卒業生の約5割は大学院へ進
学しています。大学院ではさらに高度な専門知識と研究能力・
思考能力を身につけることができ、就職でもより有利になって
います。

卒業研究
　4年次に行う卒業研究では配属先の研究室で自分

の席をもち、それぞれのテーマについて担当教員の指

導の下で1年間研究を行います。優れた研究成果は学

会の大会などで発表したり、論文として公開します。

学会での表彰
・電子情報通信学会、ライフインテリジェンスとオフィス情報システム研究会（LOIS）若手研究者賞（2016）
・電子情報通信学会リコンフィギャラブルシステム研究会優秀講演賞（2015）
　「HOG特徴を用いた人検出システムにおける効率的なFPGA資源割り当てに関する一考察」

・HEART2015 FPGAデザイン国際コンテスト第2位（2015）
・富士機械製造アイディアコンテスト「FUJI DREAM INNOVATION」ロボット大賞受賞記念賞（2014）
・ICFPT2014 FPGAデザイン国際コンテスト 第3位（2014）
・日本バーチャルリアリティ学会 サイバースペース研究賞（2014）
　「空気をよむテレビ ―番組選択時の行動分析による非目的視聴の抽出―」

・マルチメディア，分散，協調とモバイル（DICOMO2014）シンポジウム 優秀プレゼンテーション賞（2014）
　「マルチコンテンツによる「ニュースの言葉」自動生成システムの研究」

・電子情報通信学会 マルチメディア情報ハイディング・エンリッチメント研究会（EMM）研究会優秀研究賞　（2014）
　「高臨場感ヘッドホン再生のための制約条件・重み付き最小二乗法によるサラウンド信号合成」

・電子情報通信学会 ライフインテリジェンスとオフィス情報システム研究会（LOIS）研究賞（2014）
　「ファインダビリティに着目したマルチスクリーンシステムの提案」

・ICFPT2013 FPGAデザイン国際コンテスト 第3位（2013）
・情報処理学会 コンシューマ・デバイス＆システム研究会（CDS） 優秀論文賞（2013）
　「InfoSkin：情報取捨選択ユーザインターフェース」

・CG-ARTS協会 CGコンテスト「技術賞」（2005） 
　「Easy Oil Painter 2DX」 

・電子情報通信学会九州支部　学生会講演奨励賞　（2006） 
　「周波数解析による異常肺音の自動識別」 

・電気系学会九州支部連合大会講演奨励賞（2006）
   「単眼カメラ入力による3次元座標入力」 

・電子情報通信学会九州支部　学生会講演奨励賞　（2007）
　「呼吸の周期性を利用した異常肺音の検出」 

・情報処理学会九州支部火の国情報シンポジウム2007奨励賞（2007） 
　「負荷情報XMLとJavaScriptを用いたwebコンテンツ分散アクセス手法の研究」 

・電子情報通信学会九州支部　学生会講演奨励賞　（2009）
　「心臓の超音波動画像における着目点のトラッキング手法と精度の検討」

・ＩＥＥＥゴードンベル賞受賞（2009）
・デザインガイアポスタ賞受賞（2009）
　「Smith-Waterman アルゴリズムにおけるGPUを用いた実装方法の一提案」

・ＩＥＥＥゴードンベル賞受賞（2010）
・電子情報通信学会　リコンフィギャラブルシステム研究会主催
　「第１回 相磯秀夫杯 FPGAデザインコンテスト」第３位（2011）

第１回相磯秀夫杯
FPGAデザインコンテスト

第３位

キャンパスライフ

研究室
講義室

卒業論文発表会

卒業証書授与式

リフレッシュコーナー

オープンキャンパス

研究室対抗ソフトボール大会

新入生オリエンテーション



カリキュラム

主な教育研究内容
　数学やハードウェアの深い理解に基づく一貫したプ
ログラミング教育と様々な実験や演習を通して、情報
科学・情報工学の基礎から応用までをバランスよく実
践的に身につけることを目指しています。
　具体的な専門科目には、情報ネットワーク、情報セ
キュリティ、コンピュータアーキテクチャ、オペレーティ
ングシステム、データベース、ソフトウェア工学、プロ
グラミング言語論、画像処理、音響音声工学、人工
知能、HCI、情報数学、グラフ理論と最適化などがあ
ります。

カリキュラムの特徴

　1年次、２年次は教養教育とともに、専門科目の基
礎を学びます。１年第1～２クォーターにコンピュータ
の基礎を学び、第3クォーターからプログラミングの
授業が始まります。大学院生のティーチング・アシスタ
ントが付き、プログラミングの初歩から丁寧に指導し
ます。並行して、数学やハードウェアの深い知識を学び
ます。２年次以降は、情報工学の基礎から応用までを

幅広く学び、さまざまな実験や演習を通して実践的な
力を身につけていきます。４年次になると研究室に配
属され、指導教員の下で卒業研究を行います。
　卒業後は、約半数の学生が大学院（工学研究科）へ
進学し、さらに深い専門知識を学びます。成績優秀者
に対しては、学部から大学院への推薦入学の道が開
かれています。

養

就　　　　　職

就職活動支援

　インターンシップとは、学生が長期休暇などを利用
して企業等で研修生として実際に働くことを経験するこ
とです。本コースでは、参加したインターンシップを卒
業単位として認定する制度があります。

　３年次の夏季休暇の終わりに九州内のいくつかの企
業を訪問します。訪問先企業では経営幹部の方のお話
を聞いたり、社員の方々との懇談会を持つことで、３
年次後半から始まる就職活動に向けて職業に対する意
識を高めることができます。

　本コースには就職担当教員と専任スタッフがおり、
就職説明会やＯＢ／ＯＧとの懇談会の開催のほか、学
生との個別面談、履歴書添削や面接指導など、就職
活動に関する指導をしています。
　また、企業から寄せられる多くの求人案件の紹介や、
理工系学部の学部生・大学院生のみが対象となる学
校推薦などを行っています。

大学院修士課程修了後の進路

学部卒業後の進路

主な就職先
トヨタ自動車九州，マツダ，デンソーテクノ，
新日鉄住金ソリューションズ，

日本電気（NEC），日立製作所，富士通，
東芝，三菱電機，パナソニック，ソニー，
京セラ，キヤノン，リコー，
野村総合研究所（NRI），
宇宙航空研究開発機構（JAXA），
九州電力，NTT西日本，NTTドコモ，
ソフトバンク，任天堂，三菱自動車，
NEC情報システムズ，
NECソリューションイノベータ，
日立産業制御ソリューションズ，
日立ソリューションズ西日本，
富士通九州ネットワークテクノロジーズ，
富士通九州システムズ，東芝ソリューションズ，
パナソニックシステムネットワークス，
三菱電機エンジニアリング，
三菱電機インフォメーションネットワーク，
NTTデータ九州，東京エレクトロン九州，
九州NSソリューションズ，JR九州，
ゼンリン，MHI情報システムズ，
長崎ケーブルメディア，長崎キヤノン

インターンシップの単位認定

企業見学

就職指導

情報サービス
38％

進　学
47％

建設・機械
34％

電気・電子
5％公務員・教員

5％
その他
2％

情報サービス
57％

公務員・教員
0％

その他
6％

建設・機械
5％

電気・電子
32％
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は「長大東門前」で下車

知識循環型社会の実現に向けて
TOWARD KNOWLEDGE CIRCULATING SOCIETY

データサイエンス
知的ネットワーク 情報セキュリティ

スマートフォンやウェアラブル端末はもとより、これまでネットワークにつながらなかった家電等、
様々なモノがネットワークにつながる（IoT: Internet of Things）ようになり、
人々の行動に伴う多くの情報がクラウドに蓄積可能になってきています。

今後は、それを人の役に立つ知識として、安全に人々に還元する仕組みが重要となります。
　

情報工学コースでは、クラウド上の大量の情報から「人にとって有用な情報を知識として
抽出する仕組み：データサイエンス」、「抽出した知識を人の創造的な活動に活用する仕組み：
知的ネットワーク」、「抽出した知識を必要とする人に安全に届ける仕組み：情報セキュリティ」

の３つの研究領域に注力することで、知識循環型の社会の実現に貢献します。
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