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総合情報学研究科 
総合情報学専攻 

Graduate School of Information Sciences and Arts 

研究科概要 

Overview 

基礎となる総合情報学部の文理融合の理念に基づき、文系理系に渡る広い分野を対象

とした問題探索を発展的に継承し、情報を共通言語として異分野を統合する総合情報

学と、最先端ICTの高度な専門知識・技能、行動特性を常に意識させる教育指導法によ

り、国際的に通用する高度な専門的職業人を養成します。 

The under graduated school is established on the basis of fusion of 

sciences and arts. The Graduate School of Information Sciences and 

Arts extends this concept and grows international professional 

engineers, designers and creators by the following features: applied 

informatics for major domains, advanced ICT(Information and 

Communication Technology), competency based coaching, and 

international researches. 

http://www.toyo.ac.jp/site/gisa/72135.html 

アドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーは、 

ホームページでご覧ください。 

（セメスタ制）（秋入学あり） 

 

総合情報学専攻 

Course of Information Sciences and Arts 
川越 

キャンパス 

川越 

キャンパス 

入学定員：修士課程 15名 

開講時間：昼間開講 

社会人入試：修士課程 

留学生入試：修士課程 
学位 修士課程：修士（情報学） 

諸分野に情報学を応用し、社会に貢献する。 
本専攻は、総合情報学を高度に発展させるため、３つの専門分野「システム情報分野」、「メディア情報分野」、「心理生体情報分野」を設けています。いずれの分野も学際的な研究が

必要とされています。 

Contributing to society by applying informatics to 3 major domains. 

There are the following 3 domains in this courses; System Informatics, Media Informatics and Psychobiological Informatics. In such domains, interdisciplinary 

researches are required. 

専任教員の主な研究テーマ 研究指導担当 M---修士課程 
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可視化／流体力学 

Visualization/ Fluid dynamics 

ソフトウェア科学／知的情報処理 

Software Science/Artificial Intelligence 

ネットワーク・コンピューティング 

Network computing 

情報デザイン 

Information Design 

LSI設計／オンチップ太陽電池／組込みシステム 

LSI Design/On-chip Solar cell/Embedded System 

量子アルゴリズム 

Quantum algorithm 

マルチメディア／パターン認識 

Multimedia/Pattern Recognition 

【修士課程】 

学生の主な研究テーマ（案） 

●CoT(Cloud of Things)デバイスの効率的な開発手法に関する研究 

●環境・健康問題に関する住民の選好を反映させた上下水道システムの提案 

●3Dプリンターを用いた心理療法の開発 

●鉄道運転士の心理アセスメントに関する一研究 

●活動・環境情報の共有による地域活性化 

●IT監査の方法論に関する研究 

●日本語を正確に発話する唇アニメーション 

●バーチャル東京オリンピック2020 

●流体中を運動する物体の数値解析 

●人工知能のWEBアプリケーションへの応用 

●リアルタイムシミュレーション技術を用いたARカメラの開発 

●多様なメディアを活用した統合な芸術とデザイン 

●太陽電池を集積した電池交換不要な集積回路 

●量子計算、量子情報セキュリティに関する基礎研究 

●人と共に暮らし、人と会話ができる擬人化エージェントシステム 

TOPICS 

教育および研究の特徴 ● 

●A Study on Efficient Development Method of CoT(Cloud of Things) Devices 

●A proposal of water and sewer services system considering preferences of  citizens for health and environment issues 

●Development of psychotherapy using 3D printer 

●A Study on the Psychological Assessment of Train drivers 

●Regional vitalization by sharing of activity and environmental information 

●A Study on IT Audit Methodology 

●Lip animation correctly uttering Japanese 

●Virtual Tokyo Olympics in 2020 

●Numerical simulation of objects moving in fluid  

●Applying  Artificial Intelligence to Web applications 

●Development of Argument Reality Camera using Real-Time Simulation 

●Design / Art of integrating multiple forms of Media  

●Designing On-chip Solar Cells unnecessary of battery replacement 

●A basic study on quantum computation and quantum information security  

●Human-Agent Communication System for Everyday Life Using Augmented Reality Technology 

３つの専門分野 

「システム情報分野」：情報システムの目的を経営とし、経営のわかるSEやシス

テムのわかる経営者を育成します。 

「メディア情報分野」：メディアをよく知るコンテンツ制作者や、コンテンツをよく

知るメディアプランナー（コンテンツの使い手）を育成します。 

「心理生体情報分野」：心理・生体をよく知るエンジニアや、データ解析者を育

成します。 

最先端情報通信技術(ICT) 

ICTは、イノベーションを起こす一つの原動力となっています。高度なICTを

学ぶことで競争力のあるソリューションが得られます。３つの専門分野の各科

目により当該分野に適した最先端ICTを学ぶことができます。また、情報処理

技術演習によってICTスキルを底上げします。 

ヒューマンスキルの涵養 

行動力を伴わないアイデアは実現されることがありません。研究成果を社会に

活かすためには行動力が必要です。本専攻では、すべての科目で行動特性

を評価し、それを改善すべく指導します。培われた行動力は長い人生の最良

の資産となるでしょう。 

国際的に通用する研究 

国際化時代において「社会に通用する研究」とは「国際的に通用する研究」を

意味します。本専攻は英語による研究発表を強く推進します。そのため、研究

指導以外に「英文基礎力養成講座」、「英語論文作成講座」を開講し、英語論

文作成を支援します。さらに、総合情報学の幅広い分野をカバーする学際的

なワークショップを企画します。 

システム情報分野 

心理生体情報分野 

＜総合情報学専攻の３つの専門分野＞ 

最先端ICTを諸分野に応用 

メディア情報分野 

クラウド/IoT(Internet of Things) 

Cloud computing/IoT(Internet Of Things) 

環境マネジメント 

Environmental Management 

メンタルヘルス／心理測定／スポーツ心理 

Mental Health/Psychometrics/Sports/psychology 

心理アセスメント／教育測定・評価 

Psychological Assessment/Educational Evaluation 

環境学／地域活性化 

Environmentology/Regional vitalization 

企業経理／システム監査 

Accouting/System Audit 

ヒューマン・インタフェース／認知心理学 

Human Interface/Cognitive Psychology 

メディアデザイン 

Media Design 
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