
東洋大学 大学院 情報連携学研究科
社会人の方が利用できる各種制度

大学院入試日程

一次試験免除制度

実務経験・資格・大学の成績等（以下①～③）により、情報連携学分野（エンジニアリング、デ
ザイン、ビジネス、シビルシステムの各分野）に関する十分な知識を持つことが明らかな場合、
一次試験を免除することがあります。一次試験免除を希望する場合は、所定の期限内に出願書
類を提出してください。

長期履修制度

職業（勤務の都合）や、育児、親族の介護のため、時間的に履修に制限がある場合には、出願時
に申請する長期履修制度を利用することにより、2年間分の授業料で3年間での履修計画を
立てることも可能です。

入学時期は、春・秋の年２回あります。

在学期間短期修了について

優れた業績を上げた者については、所定の手続を行い研究科で認められた場合、2年間より短
い在学期間（1年または1年半）で修了することが可能です。

お問合わせ
東洋大学 赤羽台事務部赤羽台事務課 〒115-0053 東京都北区赤羽台1-7-11　TEL. 03-5924-2602
お問合せ受付時間  （月）～（金） 9：3０～１３：００、１４：００～１7：００
  （土） 9：3０～１２：３０

詳細は、東洋大学大学院ホームページをご確認ください。

▶ 東洋大学大学院入試情報サイト http://www.toyo.ac.jp/site/gs/ad-index.html
▶ 東洋大学大学院公式サイト http://www.toyo.ac.jp/site/gs/

①実務経験年数と実務内容が出願書類（パーソナル・ステイトメント）に明確に記述されている場合
②合格率がおよそ2割以内の国家資格・公的資格などを取得した場合
③大学の授業科目を履修し、かつ、優秀な成績を収めた場合

○2017年秋入学のための入試

○2018年 4月入学のための入試

試　験 出願期間 試験日 合格発表日

試　験 出願期間 試験日 合格発表日

2017年
7月18日（火）～7月25日（火）

・一次試験：　2017年8月26日（土）
・二次試験：　2017年8月27日（日） 8月30日（水）

2017年8月試験

2017年8月試験

2018年2月試験

2017年
7月18日（火）～7月25日（火）

・一次試験：　2017年8月26日（土）
・二次試験：　2017年8月27日（日） 9月6日（水）

2018年
1月5日（金）～1月11日（木）

・一次試験：　2018年2月17日（土）
・二次試験：　2018年2月18日（日） 2月28日（水）
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東洋大学 大学院 情報連携学研究科
情報連携学研究科の研究テーマ

情報連携学研究科の教員紹介
分野

コンピュータ・アーキテクチャ

コンピュータ・アーキテクチャ

コンピュータ・アーキテクチャ

コンピュータ・アーキテクチャ

コンピュータ・ネットワーク

情報基盤技術

情報基盤技術

ユーザ・エクスペリエンス・
デザイン

ビジネス・インキュベーション

ビジネス・インキュベーション

データ・サイエンス

インフラ・サービス

インフラ・サービス

インフラ・サービス

インフラ・サービス

クオリティ・オブ・ライフ

クオリティ・オブ・ライフ

クオリティ・オブ・ライフ

クオリティ・オブ・ライフ

デジタル・デザイン

デジタル・デザイン

Khan M. 
Fahim Ferdous
准教授

坂村 健　教授

小笠原 武史　教授

吉越 健治　教授

土屋 雅義　教授

中村 光宏　教授

神場 知成　教授

井村 亮　教授

富田 亜紀　教授

中村 周吾　教授

花木 啓祐　教授

曽根 真理　教授

後藤 尚弘　教授

横田 達也　教授

川本 清美　准教授

別所 正博　准教授

矢代 武嗣　准教授

清水 徹　教授
（30年度着任予定）

渡邊 朗子　教授
（30年度着任予定）

加知 範康　准教授
（30年度着任予定）

平松 あい　准教授
（31年度着任予定）

教員名 メッセージ

「30年以上に渡りTRONプロジェクトを推進し、あらゆるモノにコンピュータを埋込みネットワーク化することで、人間
生活や社会を支援するIoT(Internet of Things)のコンピュータ・アーキテクチャとその応用技術、それを支える組込
み技術に関する研究を行っています。」

「ソフトウェアとマイクロチップを技術の両輪に、目に見えないほど小さなコンピュータが最適な性能とエネルギーで連
携して機能する。このようなコンピューティングシステムのデザインとアプリケーションの研究を進めていきます。」

「IoT (Internet of Things)、ユビキタス・コンピューティングといった情報通信技術やオープンデータ基盤を活用した、
新しい位置情報サービスの実現に向けた研究や、さらにそのような技術を応用した障がいをもつ方の移動支援について
の研究を行っています。」

「ユビキタスコンピューティングのためのソフトウェア・プラットフォームの構築をテーマに、組込みシステムのための通
信技術からクラウド側のフレームワークに至るまで幅広く研究を行っています。」

「With a view to realizing tomorrow's safe and secure digital society, I have been pursuing research 
on context-aware security for the Internet of Things (IoT) and Cyber-Physical Systems (CPS). I also 
investigate security, privacy and trust issues of emerging pervasive applications related to RFID, 
smartcards, and smart and embedded devices.」

「プログラミング言語実行環境やミドルウェアなどシステムソフトウェアのパフォーマンス最適化の研究が多いですが、
最近ではゲノム解析パイプラインの性能最適化に強い関心をもっています。」

「モノ・情報・ヒトがインターネットを通して時間・場所に制限無く繋がる事ができる現代だからこそ、安全で且つ有意
義なコミュニケーションやインターアクションの場を支えるプロトコル・デザインを追求しています。」

「複雑化している社会の中で、物事をスムーズに進めたり、今までにない価値を創造したりする上で、デザインは益々重
要な要素となってきています。それの持つ課題発見力、整理力、発想力、表現力などの可能性を探求します。」

「20世紀型のプロダクトデザインの多くは大量生産、大量消費を前提としたものでしたが、21世紀型のサステナビリ
ティー（持続可能性）に配慮した社会実現への期待が増す中、デザインの果たす役割について研究します。」

「高度なコンピュータ処理を、自然なかたちで生活や仕事のなかに取り込むことで、新たな価値をつくりだすことを目指
しています。ロボットや人工知能も加わった新たな社会の、コミュニケーション・システム・デザインを考えていきます。」

「革新的技術開発とビジネスモデルの研究：新規ビジネス創造・立上げに重要な鍵となる革新的 IT開発、市場 (顧客 )、
投資 (M&A)の戦略と、これらを基にしたケーススタディー及びビジネスモデル構築について研究を進めています。」

「総合電機メーカーにて大型ストレージ･システム研究開発に、銀行にて事業金融開発に従事しました（2015年8月、公
認会計士登録）。IoT及びオープンデータ基盤の活用により、事業活動と会計データ、金融を融合した新規事業の創出
について研究を進めます。」

「生命科学・医薬健康データなどの多様なデータに対して、機械学習法・ディープラーニングを使ったデータマイニング
やシミュレーション解析を適用し、有用な情報の抽出・予測ツール開発などを行っていきます。」

「地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出を少なくしつつ、より良い暮らしの基盤となる道路・上下水道などのイン
フラおよび建物を計画して、活用していくための戦略と、そのための ICTの応用について研究を進めています。」

「国土交通省国土技術政策総合研究所、UR都市機構等で長らくインフラ分野の研究開発に携わってきました。インフ
ラの維持管理・都市再開発・物流と、IoT技術との融合に関する研究を行っています。」

「人間ー環境系デザイン理論をもとに、未来社会の諸問題に対して具体的な解を導き出す建築・空間デザイン；ロボッ
トと共生する生活空間の計画、脳科学の手法を応用した環境評価、ICTを応用した建築創造などの研究を探求して
います。」

「人口減少・少子高齢化や気候変動に伴い、自然災害に対する都市・国土の脆弱性が増大する中で、情報技術を活用して、
安心して快適に暮らすことのできる都市・国土、インフラ・サービスのありかたを研究しています。」

「ライフサイクル思考に基づき工場や家庭における二酸化炭素や廃棄物などの環境情報を計算し、持続可能な社会・産
業・人間のあり方を探る研究と、それら情報を共有するICTの開発を国内外で進めていきます。」

「リモートセンシングデータからの情報抽出と地理情報の利用を主眼に、主に地球規模の温室効果ガスの観測、解析、デー
タ利用研究を進めています。ICTを活用して、壮大な自然の営みと人間活動がもたらす環境の情報を把握します。」

「持続可能な地域資源管理や情報の視点から、災害時及び平常時の生活圏における廃棄物管理や環境問題に関して、
研究を進めていきます。」

「人々が便利で快適な生活を追求しながらも、地球環境にとって持続可能となるような社会システムやライフスタイルの
あり方について、ICT活用を含めた様々な観点からとらえ、研究を進めていきます。」

● 情報基盤技術

● コンピュータ・アーキテクチャ

● コンピュータ・ネットワーク
プログラミング言語／コンピュータ・セキュリティ

コンピュータ・アーキテクチャ／ IoT(Internet of Things)、ユビキタス・コン
ピューティング／組込みシステム／オープンデータ

クラウドコンピューティング／オーバーレイネットワーク／ネットワークセキュリティ

● デジタル・デザイン

● ユーザ・エクスペリエンス・デザイン

サステナブルデザイン／プロダクト・デザイン

ヒューマン・コンピュータ・インタラクション
／AR(Augmented Reality)／ VR(Virtual 
Reality)／空間行動学

● データ・サイエンス

● ビジネス・インキュベーション
情報通信技術とビジネス／情報通信技術と知的財産権

機械学習、ディープ・ラーニング／人工知能／データ解
析技術の応用（画像解析、音声解析、生命情報学）

● インフラ･サービス

● クオリティ・オブ・ライフ

都市計画（低炭素都市、コンパクトシティ、スマートシティ等）／交通に
かかわるビッグデータ分析／建築計画・設計、生活環境デザイン

ICTによるクオリティ・オブ・ライフ向上／産業エコロジーと社会／リ
モートセンシングによる人間活動解析／ソーシャルキャピタルを生かし
た地域資源管理


