
セキュリティ情報学プログラム

・現代代数学
・数理解析学

・大学院実践演習
・大学院輪講第一(I)-(IV)
・大学院技術英語
・大学院インターンシップ
・大学院海外語学研修
・ベンチャービジネス特論

情報学専攻概念図 （2019）

横断的・相補的

メディア情報学プログラム 経営・社会情報学プログラム

・知的財産権特論
・先端技術開発特論
・ETL(Elementary Teching Laboratory)
・大学院国際プロジェクト
・危機・限界体験特別実験
・国際科学技術コミュニケーション論

・経営実践特論
・オープンイノベーションスクール
・ＩＴ最前線
・実システム創造
・データサイエンティスト特論
・データアントレプレナー実践論

・大学院総合コミュニケーション科学

・幾何学基礎論・特論
・解析学基礎論・特論
・代数学基礎論・特論

・技術者と安全・環境・倫理
・国際社会の政治・経済
・日本とアジアの近代史

・実践ソフトウエア開発基礎論
・実践ソフトウェア開発概論Ⅱ
・実践ソフトウェア開発概論Ⅲ

・メディア論特論
・認知プロセス論特論
・認知科学特論
・コミュニケーション論特論
・ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｼｽﾃﾑ特論
・ﾏﾙﾁｴｰｼﾞｪﾝﾄｼｽﾃﾑ特論
・ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ特論
・視覚情報処理特論
・画像認識システム特論
・計算機科学特論
・学習工学特論
・創造的情報メディア論
・ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄｼｽﾃﾑ特論
・対話型システム特論
・ﾋｭｰﾏﾝｲﾝﾀﾌｪｰｽ特論
・ロボットソフトウェア特論
・知能ロボティクス特論
・システム設計特論１
・システム設計特論２

・数理統計学基礎
・情報理論基礎
・データマイニング

・サービス・サイエンス特論
・金融工学特論
・生体システム工学特論
・経営システム工学特論
・言語認知システム特論
・人間工学特論
・生産システム特論
・システム信頼性特論
・人工知能と複雑ネットワーク
・時空間情報科学特論
・リスクマネジメント論
・ゲーム理論
・認知科学特論

・暗号理論特論
・離散情報構造特論
・ネットワークセキュリティ特論
・ソフトウエアセキュリティ特論
・コンテンツセキュリティ特論
・ネットワークアーキテクチャ論
・コンピュータネットワーク特論

・マルチメディアコンピューティ
ング特論
・視覚情報処理特論
・画像認識システム特論
・計算機科学特論
・学習工学特論
・言語認知システム特論

・メディアアート論
・知的学習システム
・コンピュータグラフィックス応用
・音声音響情報処理

・会計情報システム
・経営情報システム
・経営計画
・ソフトウエア品質学

・セキュリティ基礎
・ソフトウエア品質学

高度なコミュニケーション
社会に関するメディアと
人間の関わりの多面的
な分析・解析と創造

数理，情報，人間分野の
基礎知識をベースに，経
営， 社会における現実
の課題を発見・解決

安心・安全な社会生活の
ための先進的な安全性
向上技術，高度情報処
理システムの設計

（４）コースツリー（履修モデル）

領域的 領域的 領域的

・科学技術と歴史
・現代社会と倫理
・環太平洋圏の社会と文化

・世界の多極化と異文化理解
・教育学特論
・大学院特別講義



情報・ネットワーク工学専攻概念図(2019)

横
断
的
・相
補
的

・大学院総合
コミュニケーション科学
・幾何学基礎論・特論
・解析学基礎論・特論
・代数学基礎論・特論
・教育学特論
・技術者と安全・環境・倫理
・国際社会の政治・経済
・日本とアジアの近代史
・科学技術の歴史
・現代社会と倫理
・環太平洋圏の社会と文化
・世界の多極化と異文化理解
・大学院特別講義

・大学院輪講第一(I)–(IV)
・大学院技術英語
・ベンチャービジネス特論
・知的財産権特論
・先端技術開発特論
・ETL (Elementary 
Teaching Laboratory)
・大学院国際プロジェクト
・危機・限界体験特別実験
・国際科学技術
コミュニケーション論
・経営実践特論
・IT最前線
・データサイエンティスト特
論
・データアントレプレナー実
践論
・実システム創造
・オープンイノベーション
スクールI–II
・大学院インターンシップ
・大学院海外語学研修

情
報
・ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
工
学
専
攻
基
礎

情
報
・ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
工
学
特
論

様々な現象を解析するための

数理モデルを構築してシミュレー
ションを行い，さらにそのための
情報数理技術の開発研究を行う
技術者の育成

情
報
数
理
工
学プ

ロ
グ
ラ
ム

・ハイパフォーマンスコンピューティング特論

・並列分散システム特論 ・アルゴリズム特論

・シミュレーション理工学特論

・応用解析学特論 ・知識データ工学特論

・知能情報特論 ・理論計算機科学特論

・ソフトウェア基礎特論 ・計算機構特論

・ソフトウェアセキュリティ特論 ・ゲームの数理

・ベイズ的人工知能特論 ・統計的機械学習特論

・システムソフトウェア特論 ・基盤ソフトウェア特論

・並列処理論第一 ・並列処理論第二

・計算機アーキテクチャ

基礎論

・応用解析基礎論
・アルゴリズム基礎論
・応用アルゴリズム論
・離散最適化基礎論
・連続最適化基礎論
・シミュレーション
理工学基礎論
・ハイパフォーマンスコン
ピューティング基礎論

領域的

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス

プ
ロ
グ
ラ
ム

・ヒューマンインタフェース特論 ・アルゴリズム特論

・ハイパフォーマンスコンピューティング特論

・並列分散システム特論 ・知識データ工学特論

・知能情報特論 ・ソフトウェア基礎特論

・計算機構特論 ・ソフトウェアセキュリティ特論

・画像認識システム特論 ・音声対話処理

・マルチメディアコンピューティング特論

・アルゴリズム工学特論 ・情報ネットワーク特論

・ネットワークアプリケーション特論

・データ工学原論1 ・データ工学原論2
・計算機ネットワーク特論

・ネットワークコンピューティング特論

・計算機アーキテクチャ

基礎論

・アルゴリズム基礎論

・応用アルゴリズム論

・離散最適化基礎論

・連続最適化基礎論

・ハイパフォーマンスコン
ピューティング基礎論

・プログラム言語基礎論

領域的

高度コミュニケーション社会の
基盤であるコンピュータの基幹
技術・理論を修得し新技術の
開発・研究を行う技術者の育成

情
報
通
信
工
学

プ
ロ
グ
ラ
ム

・集積回路設計特論 ・マイクロ波回路設計特論

・環境電磁工学特論 ・無線通信システム特論

・情報理論特論 ・情報光工学特論

・宇宙通信工学特論・光通信システム特論

・CMOS集積回路設計学特論・センシング工学特論
・マルチメディア信号処理特論・信号解析学特論

・情報幾何学特論・量子情報数理特論

・情報伝送基礎

・VLSI Low Power 
Circuit Design
・情報通信ネットワーク

・データ圧縮基礎

・回路システム基礎

・集積回路基礎

領域的
情報通信システムの基盤技術を
修得し，創造的・実践的な研究・
開発を遂行する技術者の育成

電
子
情
報
学プ

ロ
グ
ラ
ム

・集積回路設計特論 ・情報光工学特論

・センシング工学特論 ・音響システム特論

・マルチメディア信号処理特論

・信号解析学特論 ・伝送工学特論

・電磁波環境観測技術特論

・生体電磁工学特論 ・非線形システム特論

・ヒューマンインタフェース特論・固体照明工学特論

・情報データ解析論 ・データ解析最適化論

・回路システム基礎

・ディジタル信号処理

基礎

・情報通信ネットワーク

・データ圧縮基礎

・集積回路基礎

領域的

エレクトロニクス，計測，情報，

制御の先端技術および関連技術
を修得したＴ字型実践的技術者
の育成



大学院輪講第一(I)-(IV)
大学院技術英語
大学院インターンシップ
大学院海外語学研修

機械知能システム学専攻概念図 （2019）

ベンチャービジネス特論
知的財産権特論
先端技術開発特論
ETL(Elementary Teaching Laboratory)
国際科学技術コミュニケーション論
大学院国際プロジェクト

危機・限界体験特別実験
経営実践特論
IT最前線
実システム創造
データサイエンティスト特論
データアントレプレナー実践論

大学院総合コミュニケーション科学

幾何学基礎論・特論
解析学基礎論・特論
代数学基礎論・特論

技術者と安全・環境・倫理
国際社会の政治・経済
日本とアジアの近代史
現代技術と科学

現代社会と倫理
環太平洋圏の社会と文化
教育学特論
世界の多極化と異文化理解

メカトロニクス特論

ロボット応用工学特論

ロボット機構制御特論

運動計測学特論

バーチャルリアリティ特論

コンピュータビジョン特論

ロボット情報工学特論

計測・制御システムプログラム

領
域
的

センサ信号処理学特論

生体計測工学特論

ロバスト制御工学特論

組込み制御システム学特論

知覚システム特論

感覚運動システム特論

領
域
的

機械システムプログラム

設計システム工学特論

知的生産システム特論

機械情報学特論

力学系現象特論

計算力学特論

ナノトライボロジー特論

ロボット工学基礎

生産加工学基礎

機械知能システム学専攻基礎

大学院実践演習(I)-(IV)

バイオメカニクス基礎

制御系設計学基礎

計測工学基礎

専門科目Ⅰ（横断的・相補的）

熱工学基礎

流体工学基礎

材料強度学基礎

大学院特別講義

専門科目Ⅱ（領域的）

メカトロニクス分野にお
ける計測・制御の基礎力
向上と新しい技術や研
究の展開

先端ロボティクスプログラム

ロボットと人間の調和、
ロボットの知能化による
自律性の向上

複雑なシステムである自
然環境・都市・生命など
とも調和のとれたものづ
くり

領
域
的



・先端半導体デバイス基礎 ・光・量子エレクトロニクス基礎 ・光デバイス工学基礎 ・集積回路基礎
・量子物理工学基礎

・分子細胞生物学基礎
・生体情報学基礎
・量子エネルギー科学

・画像情報学基礎
・応用電磁気学
・光化学

・応用電磁気学
・固体量子工学

・分子細胞生物学基礎
・生体情報学基礎
・量子エネルギー科学
・光化学
・生物有機化学
・生体機能システム学基礎

基盤理工学専攻概念図 （2019）

オープンイノベーションプログラム

（修士・博士一貫）

・ナノ光科学ラボワーク
・超精密計測ラボワーク
・飛翔体工学ラボワーク
・極地物理学ラボワーク
・宇宙天文物理学ラボワーク
・国際文化言語学ラボワーク
・顕微物理工学ラボワーク
・グローバルラボワーク

オープンイノベーティブ
人材育成のため、複数の
研究機関で実地研究を
行った後、本学で博士課
程研究

・基盤理工学専攻基礎 ・大学院実践演習 ・固体物性論基礎

・大学院輪講第一 (I)-(IV) ・大学院技術英語 ・大学院海外語学研修l-ll ・大学院インターンシップ ・大学院国際プロジェクト ・国際科学技術コミュニケーション論
・ベンチャービジネス特論 ・危機・限界体験特別実験 ・ETL（Elementary Teaching Laboratory） ・知的財産権特論 ・先端技術開発特論 ・経営実践特論
・ＩＴ最前線 ・実システム創造 ・データサイエンティスト特論 ・データアントレプレナー実践論 ・オープンイノベーションスクール I-V

・技術者と安全・環境・倫理 ・国際社会の政治・経済 ・日本とアジアの近代史 ・科学技術の歴史 ・現代社会と倫理 ・環太平洋圏の社会と文化 ・教育学特論
・幾何学特論 ・解析学特論 ・代数学特論 ・世界の多極化と異文化理解 ・大学院特別講義

・大学院総合コミュニケーション科学 ・幾何学基礎論 ・解析学基礎論 ・代数学基礎論

横断的・相補的

・固体・ソフトマターフォ
トニクス特論
・ナノフォトニクス特論
・ナノエレクトロニクス特論
・光計測特論
・情報光工学特論
・量子情報光学特論
・光通信システム特論
・光通信デバイス特論
・生体計測工学特論
・固体照明工学特論
・ナノトライボロジー特論
・物理工学特論

電子工学プログラム

電子デバイスの発展に対
応したプロセス技術、デ
バイス構造、材料物性、
集積回路設計

・環境材料学特論
・ナノフォトニクス特論
・光通信システム特論
・ナノエレクトロニクス特論
・超伝導デバイス特論
・計算物理学特論
・集積回路設計学特論
・光通信デバイス特論
・固体照明工学特論
・ナノトライボロジー特論
・光計測特論

・物理工学特論

光工学プログラム

高度情報化社会の基盤技
術となる光機能材料、光
デバイス、光通信・情報
システム設計

物理工学プログラム

自然界の真理・原理を探
求する物理学とその技術
への展開を図る工学の統
合

・低温量子物性工学特論
・固体量子工学特論
・統計物理工学特論
・現代レーザー分光学特論
・原子光工学特論
・量子情報光学特論
・ナノエレクトロニクス特論
・凝縮体量子工学特論
・電子物性特論
・X線結晶学特論
・計算物理学特論
・ナノトライボロジー特論
・光計測特論
・物理工学特論

化学生命工学プログラム

優れた生体機能と物質の
多様性を探求し、環境調
和、資源循環、医療向上
を志向する物質と生命の
理工学

・光計測特論
・生体計測工学特論
・固体物性化学特論
・Ｘ線結晶学特論
・化学反応特論
・生体情報システム学特論
・化学生命工学特論
・無機物質化学特論
・物理化学特論
・ゲノム生物学特論

領域的領域的領域的領域的


