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本日の内容
１．情報科学とはどういう分野か 

２．大阪工業大学情報科学部を例にした 
　　　授業の内容 
　　　取得可能な資格 
　　　就職先
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1．情報科学とはどういう分野か

真貝寿明　大阪工業大学情報科学部

大学における分野の分け方

文系

理系
(理工系)

進学を考える場合に，最初に考えるのは分野。 
大まかな分野分けは以下のとおり。

理学系
工学系
情報系

注　経営情報などの人文系の情報は文系
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• 自然法則を理解して，それが社会でうま
く活用できるように工夫する

工学系

理学系
• 自然の仕組みや営み（法則）を解明する
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情報系
• コンピュータやネットワークの仕組みを理解し
て、社会を豊かにする商品や情報システムなど
をデザインして作り上げる 

• アイデアを基に、自分の創造力を活かして　　
無から有を作り上げる 

• 多くの場合ソフトウェアで実現する
世の中すべてコンピュータで動いているから

応用範囲は無限！！
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情報技術と社会との関わり

つまり， 
コンピュータとネットワーク 

によって 
社会と生活は支えられています

情報技術( Information Technology) は  
社会・生活のいたる所 で使われています
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自動車は約100-200個のマイクロコンピュータ
によって様々な制御が自動化されています 
・エンジン制御 
・ブレーキ 
・サスペンション 
・カーナビ 
・カーオーディオ 
・安全対策

情報技術と社会との関わり 
自動車を例にとれば
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情報技術と社会との関わり 
コンピュータは社会・生活を支えています

第一次産業
・漁業 
・林業 
・水産業

第二次産業
・製造業 
・鉱業 
・建設業

第三次産業
・卸売/小売業
・金融/保険業
・医療/福祉業

公共サービス（政府・自治体）

情　報　産　業
（ハード／ソフト／ネットワーク）社会基盤

真貝寿明　大阪工業大学情報科学部

Webサイトの向こう側には巨大なシステムが動いている

巨大なWebサイト

真貝寿明　大阪工業大学情報科学部

列車の座席予約システム

複数の同時アクセス 
データベース管理

真貝寿明　大阪工業大学情報科学部

自動車や電車が動きません
電気やガスが使えません
電話やケータイが使えません
宅配便が届きません

コンビニに商品が届きません

情報技術と社会との関わり
情報技術がなかったらどんなことになる？
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○ 家庭，個人（身近で，関心･興味が強い） 
      携帯電話，e-Mail，インターネット（Ｗｅｂ），ゲームソフト， 
　　自動車，家電製品，‥‥

○ 産業，ビジネス分野（企業の活動を支援） 
      ・製造業（自動車，鉄鋼，化学，石油など） 
      ・金融（銀行、クレジットなど），保険，証券 
      ・流通･物流（コンビニ，スーパー，量販店，宅配便など） 
      ・オフィス業務

○ 社会基盤（生活をしていく上で必須，目立たない） 
      ・水（上･下水道，河川，ダムなど） 
      ・電力（発電，送配電），通信 
      ・交通（市街路、高速道路，鉄道，航空など） 
      ・公共（政府，自治体，医療，福祉など）

情報技術はどういう所で使われているか
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情報システム技術

○ ハードウェア技術 
 ・ＰＣ，ＷＳ ・記憶装置 
 ・周辺装置  ・ネットワーク機器

○ ソフトウェア技術 
 ・ＯＳ  ・プログラミング言語 
 ・データベース ・ネットワーク 
 ・分散システム技術

○ アプリケーション技術 
 ・最適化技術 ・制御技術 
 ・画像認識技術 ・シミュレーション 
 ・計測技術  ・知識処理

真貝寿明　大阪工業大学情報科学部

コンピュータプログラムの例

方程式　           　　　　    の解は？ 
　 program houteishiki

      real  a,b,c,x1,x2,D
      write(*,'(a)') 'a=?'
      read(*,'(e12.3)') a 
      write(*,'(a)') 'b=?'
      read(*,'(e12.3)') b 
      write(*,'(a)') 'c=?'
      read(*,'(e12.3)') c 
      D=b**2-4.0*a*c
      if(D.ge.0.0) then  
        x1=(-b+sqrt(D))/2.0/a
        x2=(-b-sqrt(D))/2.0/a
        write(*,*)  '2 real solutions =',x1,x2
      else
        write(*,*)  'imaginary solutions'
      end if
 end program 真貝寿明　大阪工業大学情報科学部

ウェブページの例
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２．大阪工業大学情報科学部の紹介 

京阪楠葉駅 
JR長尾駅 
　からバス

真貝寿明　大阪工業大学情報科学部

特許や著作権等の知的財産権の専門家育
成をめざす法学系学科

工学部

情報科学部

科学技術や産業に貢献できる人材の育成

知的財産学部

社会基盤の構築や産業の分野で活躍する
人材の育成
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身の回りにあるインターネット技術にデ
ザインを添える人材の育成

ロボティクス&　　
システム工学部
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10学科

4学科

1学科

3学科

CLOSE UP 授業

知能を活用した
情報技術の可能性を
探究する。

平井 明日香さん　2019年 コンピュータ科学科（現 情報知能学科） 卒業　兵庫県・尼崎稲園高校出身
三菱電機マイコン機器ソフトウエア株式会社 入社

カリキュラムについては、情報知能学科Webサイトも見てみよう！

自動運転や顔認識など、活躍の場が広がっている知
能情報処理。その実現において重要となる、機械学習
やディープラーニングなどの基礎を講義で学びます。ま
た、講義で学んだ内容を基に、知能を活用した画像処
理（顔認識など）を演習によって実践します。基礎の学
びから実践までを行うことで、社会で即戦力となる知能
情報処理技術を身に付けることができます。

組み込みシステム基礎（2年次 必修科目）

知能を活用した情報処理を、
講義と演習で身に付ける。

プログラムを実行する
中枢であるCPUの設計を行う。

知的なソフトウエアの機器への
組み込みを実践する。

OIT学生 VOICE
成長を実感する毎日

お掃除ロボットや自動調理するオーブンレンジなど、身
近な機器にも知能の組み込みが進んでいます。本授
業では、知的なソフトウエアを組み込めるボードを実際
に使用して、機器にソフトウエアを組み込んでシステ
ムとする手法を、体験を交えて学びます。この科目と、
以降で学修する知能情報処理を統合することによ
り、知能を機器に組み込む技術が修得できます。

情報処理システムのなかで、プログラムを実行する中
枢であるCPU（プロセッサ）。本授業では学生みずか
らがCPUを設計し、自分たちの組んだプログラムがど
のように実行されるのかを体験します。以下の写真は
学生が設計したCPUを回路ボード上で実際に動作さ
せている様子です。CPUをよく知ることで、ワンランク
上の情報技術者をめざします。

プログラムを組み込むことは、
ものに命を吹き込むということだと思う。

写真：卒業研究／ドローンへの人工知能プログラミング実験の風景。

情報知能学

知能情報
システム

組み込み
システム

情報サービス業
56.0％　　

電気・電子・機械系メーカー 7.8％

電気機械
器具商社
3.5％

技術
サービス業
2.7％

将来、活躍するフィールド学修領域 就職先データ（業種）

その他 30.0％■ ソフトウエア・情報処理・
   通信関連会社の
   システムエンジニア

■ 電気・電子系メーカー、
   機械系メーカーの
   ソフトウエア開発部門

■ 情報通信機器メーカーの
   ハードウエア開発部門

　

情 報 知 能 学 科
DEPARTMENT OF
INFORMATION AND COMPUTER SCIENCE

ソフトウエアとハードウエアを極めて、
知的なシステムを構築する。

カリキュラムの特長
身に付ける力

1

2

3

ソフトウエア ハードウエア

知能情報処理（3年次 選択科目）
画像処理（3年次 選択科目）

プロセッサ設計（3年次 選択科目）
情報科学演習Ⅲ（3年次 必修科目）

ソフトウエアとハードウエア双方について、基礎から応用・実践へ
と学びを進め、今後ますます重要になってくる人工知能について、
双方の視点から深く学修します。

1年次から、プログラミングの実習を通じて、コンピュータを
使いこなす技術を身に付けます。

3年次には、知的なシステムの実現をめざして、人工知能、
画像処理、知的制御などの応用技術を学びます。

●AI※1やIoT※2など最先端の情報技術を
　理解し活用する力。
●ソフトウエアとハードウエアの知識を
　生かしたプログラミング技術。
●AI※2を活用した、画像処理、知的制御など
　の応用技術。

※1 AI=人工知能　※2 IoT=モノのインターネット

ある漫画がきっかけで、大学に進学したらスマートグラス※の研究をしたいと思っていたので、ウエアラブ
ルデバイスに関する学びができそうな本学を志望。なかでもハードもソフトも学ぶことができる情報知能
学科で学びたいと思いました。選択した組込みシステム研究室で念願のスマートグラスの研究に着手。
私自身が方向音痴なので、行き先や進む方向が映れば便利だなと思い、スマートグラスには地図情報
を映すようにしました。思っていた以上に眼の構造などの知識も必要なので苦労は多かったです。この
研究や授業での経験から製品をつくるより、ものを動かすことに興味がわき、就職先は組込み系の会社
に決めました。ものは生きているわけではないですが、プログラムを組み込むことで命を吹き込むことがで
きます。早く自分の手掛けた家電などが発売され、目の前で人のために働いている姿を見てみたいです。

※スマートグラス=メガネ型のウエアラブルデバイス
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次のような未来を拓きます

以下のような技術を学びます
○コンピュータの頭脳に当たる回路をデザインする技術 
○機器に組み込まれるコンピュータを作る技術 
○コンピュータを動かす核となるソフトウェアを作る技術

小型、軽量のケータイ 迫力のあるゲーム機 安全、クリーンな自動車

情報知能学科 

「知能情報処理」や

「知能制御工学」などの新規科目
を開設します．

情報知能学科（2019年4月，コンピュータ科学科から学科名改称）

ドローン

機器やシステムに知能を組み込んで，便利で快適な社会を実現します．

知能を持った高度なシステムを構築できる情報スペシャリストを育成します

自動車 スマホロボット家電

・人工知能，ビッグデータ ・・・

・システム設計，IoT，コンピューティング ・・・

・高度プログラミング，インターフェース ・・・

ﾎｰﾑ･ｾｷｭﾘﾃｨ

医療システム
交通管制ビル管理

工場管理

知能を
組み込む！

知能を創る

＜学び＞

知能を組み込む

資格とも直結！！

先進的な機器やシステム
をつくる



CLOSE UP 授業

カリキュラムについては、情報システム学科Webサイトも見てみよう！

写真：卒業研究／Webやスマートフォンのアプリケーション開発に関する議論風景。

将来、活躍するフィールド学修領域 就職先データ（業種）

情報システム学

ソフトウエア
開発技術　

システム
構築技術

抽象化技術

各種卸売・
小売業
4.0％

情報サービス業
68.9％

技術
サービス業
4.8％

各種メーカー
4.4％

その他 17.9％

OIT学生 VOICE
成長を実感する毎日

データベースシステムは情報システムにおいて不可欠
なものであり、データベース技術者の需要はますます
高くなってきています。この授業では、最も普及してい
る関係データベースシステムを取り上げ、データベース
とは何かといった基本概念から実現技術、およびデー
タベース設計に至るまでの一連の理解を図り、データ
ベース技術者の素養を磨きます。

データベースシステム（2年次 必修科目）

関係データベースシステムから、
データベースの概念と技術を学ぶ。

少人数のグループに分かれて、コンピュータを用い
た演習課題に取り組み、情報システム分野の基礎
について理解を深めます。Webシステムや通信シス
テム、画像処理システムといったさまざまなシステム
を実際に開発し、情報システムに関わるさまざまな技
術の修得をめざします。

情報システム基礎演習（2年次 必修科目）

情報システムの
基礎的事項を実践から学ぶ。

企業が導入する情報システムは、その大部分が
データベースを中心としたシステム形態となってお
り、最近のネットショッピングのようなWebアプリケー
ションシステムにおいても、必ずデータベースシステ
ムが活用されています。この授業では、データベース
の検索から設計・実務に至るまで演習によって修得
をめざします。

情報システム専門演習（3年次 必修科目）

データベースの検索から
設計までを実践。

吉居 祐貴さん　2019年 情報システム学科 卒業　大阪府・泉陽高校出身
株式会社ナビタイムジャパン 入社

身に付けたチーム開発の術を生かして、
世のなかに便利なサービスを。

次世代情報システムで、
社会・産業にイノベーションを起こす。

情 報 シ ス テ ム 学 科
DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS

身に付く力

現代社会のあらゆる場面で求められる
情報システムの基礎と技術を身に付ける。

●社会や企業が求めるニーズをとらえる力と、
　それに応えるシステム提案・構築能力。

●コンピュータに望み通りの処理をさせる技術や
　ソフトウエアを効率よく開発する技術や理論。

●問題の本質をとらえ、解決に導く力。

カリキュラムの特長

1年次からプログラミング演習をスタート。基礎から徹底的に
学び、全員が修得することをめざしています。

単なるプログラミングだけでなく、高品質なソフトウエアを
開発するための理論と実践技術も学びます。

高年次ではシステムやソフトウエアをみずから提案し、
具体的に動くシステムを構築します。

1

2

3

身に付ける力

■ 公共・金融・産業・サービスなど
　あらゆる業種の
　情報システムを開発する
　システムテムエンジニア（SE）

本格的にプログラミングを学び、将来はソフトウエア開発に関わる仕事に就きたいと思い、本学へ。1、2年次
で基礎を固め、3年次の演習ではソフトウエアの設計からテストまですべての工程を自分で行い、つくる楽しさ、
完成する喜びを実感しました。昨今のソフトウエアは大規模化していて、一人で開発することは稀だと知り、そ
の開発手法が学べるTeam Software Development研究室を選択。チームでソフトを開発する際に活用す
るタスクボード（作業進行表）をWeb上に作成し、googleの「アレクサ」で操作できるシステムを構築しました。
研究を通じて興味がわいたWebサービス業界をめざして就職活動を進め、ナビタイムジャパンに就職が決まり
ました。チームでの開発を学ぶ研究室だったので、チーム内でのコミュニケーションや作業を円滑に進めるノウ
ハウには自信があります。その力を生かし、今後、世の中を便利するWebサービスを公開したいです。

47 48 真貝寿明　大阪工業大学情報科学部便利なサービス 楽しい買い物 快適な旅行

次のような未来を拓きます

以下のような技術を学びます
○銀行、保険、流通などのビジネスシステムを築く技術 
○製造システムや交通、電力などの公共サービスを築く技術

情報システム学科 

CLOSE UP 授業

カリキュラムについては、情報メディア学科Webサイトも見てみよう！

碓永 稔典さん　2019年 情報メディア学科 卒業　兵庫県・明石北高校出身
関電システムソリューションズ株式会社 入社

情 報 メ デ ィ ア 学 科
DEPARTMENT OF MEDIA SCIENCE

写真：図形情報研究室／VR（ヴァーチャルリアリティ）室で、VRの機材を使った演習風景。

情報メディア学

■ アプリ開発企業の
   開発・設計・制作部門

■ システム開発企業における
　システムエンジニア
　

将来、活躍するフィールド学修領域 就職先データ（業種）

マルチ
メディア
システム

エレクトロ
ニクス

コンテンツ
作成技術

ヒューマン
インタ
フェース

ヒューマン
メディア

電気・設備等
工事業
2.8％

情報サービス業
61.8％

各種卸売・小売業 6.1％

各種メーカー
5.7％

その他 23.6％

計算機による音楽制作およびアニメーションの基
本的な原理と処理方法を、実際に作品の制作を通
じて学びます。音に関してはミュージック・シーケンサ
とシンセサイザによる音楽制作法、画像に関しては
２次元および３次元のアニメーション生成ソフトの操
作方法を修得。最後は音と画像を統合させた作品と
して完成させます。

アニメーション演習（1年次 選択科目）

音楽制作とアニメーションの
原理と処理方法を身に付ける。

情報学を学ぶうえで、人間がどのように情報システムと
向かい合い、関係を構築しているのか、また人間同士
がどのようなやり取りをしているのかを知ることは、非常
に重要です。この授業では、人間の五感や知覚の仕
組み、情動の働き、コミュニケーションの仕組み、運動
の仕組みなどを、人間の身体動作データや視線動作
データから抽出し、情報学的観点から考察します。

人間情報学（2年次 選択科目）

人間を情報学の観点から考察、
その行動を知る。

画像、映像、音響などのマルチメディア処理機能を組み
込んだシステムの制作や、マルチメディア技術を応用し
たコンテンツの制作をグループで行い、実践的な技術を
学修。メディアデータ処理や表示の基本的事項を理解
し、具体的なシステムを構築する能力と視覚メディア、
聴覚メディアを駆使して、高く評価される具体的なコン
テンツをつくる発想・表現技術力を身に付けます。

情報メディア演習Ⅲ（3年次 必修科目）

マルチメディア技術を生かした
システムやコンテンツを制作。　

創造力と技術の融合で
メディア表現の
可能性を広げる。

OIT学生 VOICE
成長を実感する毎日

ユニークな仲間たちに囲まれて、
自分の発想の幅も広がった。

ことば・画像・音、体感を駆使。
使いやすく、わかりやすい情報システムを学ぶ。

●人にやさしく使いやすいインタフェースを
　考える力。

●チームでものづくりを実現する
　コミュニケーション能力や問題解決能力。

●人を感動させる独創的な表現や次世代の文化を
　担うメディアを創造し、それをカタチにする力。

カリキュラムの特長

「メディアを理解・表現する」「人間を理解する」を軸にプログ
ラミングの基礎からシステムデザインまでを広く学びます。

低年次では、CG・画像処理・音響などのメディア情報処理の
基本技術について学び、マルチメディア、ヒューマンインタ
フェースへの理解を深めます。

卒業研究では、VRシステム、3次元画像処理、音声音響処
理、言語処理、パターン認識などの技術を駆使したシステム
を開発します。

1
2

3

身に付ける力

作ったもので人を驚かせたり、楽しませたいと思い、本学科に進学しました。選択した音声・音楽情報
処理研究室では、自動作曲やメロディで音楽を検索するシステムなどを研究しています。私が行ったの
は話者識別といって、会議の議事録やテレビ番組のテロップなどの自動入力に応用できる研究です。
現在使用されている声紋などで認識するものは、複数人が同時に話すことに対応できません。それを
口調や話し方のクセによる識別を加えることによって認識させようと考えたのです。いまはまだない新し
いシステムをつくる研究だったので、やりがいもあり、意欲的に取り組むことができました。情報メディア
学科は人を楽しませようと思って学んでいるユニークな学生が多く、みんなで刺激し合い、高めながら
知識を磨きました。この4年で自分の発想の幅もかなり広がったと思います。
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生演奏のような音楽 リアルなゲーム 迫力ある映像

次のような未来を拓きます

以下のような技術を学びます
○画像、映像、音声を扱うマルチメディアシステムを築く技術 
○臨場感にあふれたデジタルコンテンツを作る技術

情報メディア学科 



CLOSE UP 授業

カリキュラムについては、ネットワークデザイン学科Webサイトも見てみよう！

情報ネットワークの発達とともにセキュリティ技術が重
要となってきています。この授業ではセキュリティ上の問
題の所在とその対策を理解することをめざします。不正
や脅威の具体例、ネットワークを介した取引やサービス
を安全に提供するための暗号、認証などの要素技術と
その利用方法、およびセキュリティシステムを構築する
ためのシステム技術などを修得します。   

システムの構築には、プログラミングに関する知識や
技術を備えていることが重要です。本授業では、その
第一歩としてプログラミングの基礎的な知識と技術を
演習形式で養います。開発の現場では、さまざまなプロ
グラミング言語が使用されますが、授業では主にC言
語を取り上げて学修。ソースコードを記述し、コンパイ
ル・実行を繰り返すことで、しっかりと基盤を固めます。

情報ネットワークやセキュリティ技術の適用分野が広
がっており、その基礎技術の修得が重要となってきて
います。本授業ではネットワークの仕組み、セキュリティ
上の問題の所在とその対策方法の理解を目標とし
て、通信プログラムの開発、ネットワーク機器の設定、
これらを利用した安全なネットワークシステムのための
技術などを演習形式で学修します。

大城 かおりさん　2019年 情報ネットワーク学科（現 ネットワークデザイン学科） 卒業　大阪府・池田高校出身
大阪工業大学 大学院進学

ネットワークデザイン学

■ 通信会社・IT系企業の
   設計・開発・管理部門

■ 各企業のネットワークシステム
   設計・開発・管理部門

■ 家電メーカーの製品開発部門
電気・設備等
工事業
5.9％

情報サービス業
53.3％

電気・通信業 9.0％

技術サービス業
7.5％

各種メーカー
2.4％

各種卸売・
小売業
3.9％

その他 18.0％

将来、活躍するフィールド学修領域 就職先データ（業種）

情報
セキュリティ
技術

ネットワーク
システム
技術

コミュニ
ケーション
ソフトウエア
技術

プログラミングリテラシー（1年次 選択科目）
情報セキュリティの基礎（2年次 選択必修科目）

情報セキュリティの応用（3年次 選択科目）
ネットワークデザイン専門演習（3年次 必修科目）
ネットワーク・セキュリティ演習（3年次 選択科目）

より安全なセキュリティシステムを
構築するための技術を学ぶ。

演習を通じてLAN、WANの
構築技術を学ぶ。

プログラミングの基礎を
演習形式で修得。

ネットワークデザイン学科

ヒト、モノ、コト、社会が
つながる未来をデザイン。

OIT学生 VOICE
成長を実感する毎日

情報技術によって教育現場を効率化、
もっと先生と生徒が向き合う時間を。

DEPARTMENT OF  NETWORK DESIGN
快適で安全なネットワークや IoTシステムを
トータルにデザインするための知識と技術を学ぶ。

●ネットワークシステムに不可欠なセキュリティ
　をデザインする力。
●ネットワーク上で提供するアプリケーションや
　サービスなどコミュニケーションソフトウエア
　を創造する力。
●社会のニーズに合ったネットワークシステム
　をトータルで設計し、構築する力。

カリキュラムの特長

1

2

3

身に付ける力

写真：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

低年次には、ネットワーク、プログラミングに関する基礎や、
現代のネットワーク技術の問題点まで広く学びます。

高年次には、情報セキュリティやネットワーク設計、モバイル
システム、光通信システムなどの専門技術を学びます。

不正アクセスや情報漏洩などを防ぐセキュリティ技術などを
研究します。

中学時代の先生方に憧れ、私も教職を志していました。しかし、一方で情報系にも興味があり、その両方を
めざせる本学を選びました。ある時、教育系アプリに興味を持ち、情報と教育の両方を備えた研究ができる
研究室を選択しました。現在、行っているのは、高校の「情報」の授業で使うテキストと、ラズベリーパイという
教育用の小さなパソコンでルーターをつくる教材の制作です。これからは大学院に進んで、さらにスキルを磨
き、学会発表などの経験を積みたいと思っています。将来、めざしているのは情報技術による教育現場の支
援です。最近、学校の先生が事務や授業準備に追われているという話を耳にします。私は中学生のときに、
多くの先生方と向き合っていただき、悩みを聞いていただいたことで前向きになれました。その体験があるの
で先生の作業を効率化し、少しでも多くの時間を生徒と向き合うことに使っていただきたいと考えています。
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次のような未来を拓きます

以下のような技術を学びます
○いつでも、どこでも、誰とでも使えるネットワークを築く技術 
○ネットワークを安全、快適に使えるようにする技術

ネットワーク・デザイン学科 
2019 4
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IoT/IoE 	,

大学を選ぶ＝将来の職業を選ぶ
「好きなこと」を仕事にしよう．

現時点での「点が取れる・取れない」は無関係 
「好きなこと」なら熱中できる．努力できる． 
楽しく毎日が過ごせる．人生に納得できる．

高校時代，自分を「発見」しよう．
何か１つ，人一倍努力してみよう．

世の中に貢献することを考えよう
自分なら何ができるか，考えよう．

いろいろ悩んで当たり前．夢を追い続けてください．



真貝寿明　大阪工業大学情報科学部

研究テーマ（公称） 
n 一般相対性理論の描く時空のダイナミクスの研究 
n 数値シミュレーションに関する数学的背景の研究 
n 天文学・宇宙物理学を題材とした教育教材の開発  

研究テーマ（実際） 
n 卒業研究は，一人１テーマ．原則としてプログラミングを用いる卒業研究を行う． 
n 本人の希望があれば，卒論のテーマは何でも良い．

宇宙物理・数理科学研究室
http://www.oit.ac.jp/is/shinkai/

「宇宙が好き」「物理が好き」「数学が好き」 
「プログラミングはなんとかできる（だろう）」 
「英語もなんとかなる（だろう）」 
　                このうちの３つをクリアしている人の研究室です．

卒業研究テーマ例(1)  
☆宇宙物理系 

宇宙検閲官仮説とブラックホール形成条件の判定 
ブラックホール潮汐力による星の破壊条件 
回転ブラックホールによる重力レンズ 
ブラックホールと流体力学のアナロジー 
多体問題の安定性と初期値依存性 
GPU を用いた科学的数値計算 
レイトレーシング法による太陽光　　 

ブラックホール潮汐力による星の破壊条件　【2009年度　福島】 
(左) Newtonポテンシャル，（右）擬Newtonポテンシャル 

 

　宇宙物理・数理科学研究室 （真貝）                                 http://www.oit.ac.jp/is/~shinkai/

卒業研究テーマ例(2)  
☆可視化・教材系 

高速ロケットから見える世界・時間の遅れ 
古代日本の星座を描く星座盤作成 
3 次元太陽系シミュレータ 
 宇宙モデル表示教材

河津，真貝 
天文教育2008年5月号掲載

二間瀬「宇宙と日本人」(2013，朝日
新書)で紹介された

　宇宙物理・数理科学研究室 （真貝）                                 http://www.oit.ac.jp/is/~shinkai/

卒業研究テーマ例(3)  
☆数理科学系 

数独パズルの難易度判定 
鉄道ダイヤ修復の判定関数の提案 
集客モデルとマーケティング戦略 
インフルエンザワクチン配布モデル 
日経平均株価のフーリエ解析 
競馬の勝ち馬要因の多成分分析 
木の葉の落下運動 
ボールジャグリングの組み合わせ 
　　 

土出，真貝 
大阪工業大学紀要2011年1号掲載

　宇宙物理・数理科学研究室 （真貝）                                 http://www.oit.ac.jp/is/~shinkai/


