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（別表２） 

修了所要単位 

 

博士前期課程 

区分 単位数 

大学院基礎教育科目 ２単位以上 

大学院実践教育科目  

 大学院輪講 ４単位 

 大学院技術英語 ２単位 

 大学院産学連携科目 ２単位以上 

大学院専門教育科目  

専門科目Ⅰ １０単位以上 

 専門科目Ⅱ ８単位以上 

小計 ２８単位以上 

上記に加えて大学院基礎教育科目、大学院産学

連携科目及び大学院専門教育科目の区分から 
２単位以上 

合計 ３０単位以上 

   注：専門科目Ⅱのうち、６単位以上を所属する専攻で修得すること。 

なお、機械知能システム学専攻においては、専門科目Ⅱとして修得する単位 

の中に、専門科目Ⅱ（Ａ）を４単位以上含むこと。 

 

 

博士前期課程 

（全専攻 高度ＩＴ人材育成のための実践的ソフトウェア開発専修プログラム） 

区分 単位数 

必修科目 １６単位 

選択必修科目 ２単位以上 

選択科目 ８単位以上 

所属専攻で開設する大学院専門教育科目 １０単位以上 

合計 ４０単位以上 

   注：修了所要単位の４０単位以上を満たすためには、必修１６単位、選択必修 

     ２単位、選択８単位及び所属する専攻の大学院専門教育科目１０単位に加 

     えて、選択必修、選択及び所属専攻の大学院専門教育科目からさらに４単 

     位以上を修得すること。 
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博士前期課程 

（全専攻 高度ＩＴ人材育成のための実践的ソフトウェア開発専修プログラム） 

区分 単位数 

必修科目 １６単位 

選択必修科目 ２単位以上 

選択科目 ８単位以上 

所属専攻で開設する大学院専門教育科目 １０単位以上 

合計 ４０単位以上 

   注：修了所要単位の４０単位以上を満たすためには、必修１６単位、選択必修 

     ２単位、選択８単位及び所属する専攻の大学院専門教育科目１０単位に加 

     えて、選択必修、選択及び所属専攻の大学院専門教育科目からさらに４単 

     位以上を修得すること。 

博士後期課程 

区分 単位数 

大学院基礎教育科目 ０単位以上 

大学院実践教育科目  

 大学院輪講 ４単位 

 大学院産学連携科目 ０単位以上 

大学院専門教育科目  

 専門科目Ⅰ、Ⅱ ０単位以上 

専門上級科目 ２単位 

小計 ６単位以上 

上記に加えて大学院基礎教育科目、大学院

産学連携科目及び大学院専門教育科目の区

分から 

２単位以上 

合計 ８単位以上 

 

修士・博士一貫制プログラム 

 基盤理工学専攻 基盤理工学オープンイノベーションプログラム 

区   分 単位数 

大学院基礎教育科目 ２単位以上 

大学院実践教育科目  

 大学院輪講（Ⅰ～Ⅳ） ４単位 

 大学院輪講第二 ４単位 

 大学院技術英語 ２単位 

 大学院産学連携科目 ２単位以上 

大学院専門教育科目  

専門科目Ⅰ ６単位以上 

 専門科目Ⅱ １２単位以上 

小計 ３２単位以上 

上記に加えて大学院基礎教育科目、大学院

産学連携科目及び大学院専門教育科目の区

分から 

２単位以上 

合計 ３４単位以上 

   注１：専門科目 Iのうち、大学院実践演習は修了所要単位の対象外とする。 

      注２：博士後期課程を修了するためには、大学院産学連携科目は、専攻指定の授

業科目「オープンイノベーションスクールⅠ～Ⅴ」から２単位以上、また、

専門科目Ⅱのうち、オープンラボワークから３科目１２単位以上を修得し

た上で、所定の３４単位以上を修得すること。 

注３：博士前期課程を修了するためには、「オープンイノベーションスクールⅠ～

Ⅴ」から１単位以上修得し、かつ専門科目Ⅱのうち、オープンラボワークか



－

ら２科目８単位以上を修得し、「大学院輪講第二」を除く所定の３０単位以

上を修得すること。 

 

博士後期課程 共同サステイナビリティ研究専攻 

科目区分 
修了に必要な
単位数 

共通基盤科目 ４単位 

サステイナビリティ研究セ
ミナー／ラボワーク科目 

主指導教員・副指導
教員による協働セ
ミナー 

 
６単位 

 
実践実習科目 

「学外実践実習」、
「学内実践実習」い
ずれかを選択 

 
６単位 

計 １６単位 

 

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 （2021）

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

・SDGsを支える情報通信論
・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
・日本語と思考

・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
・進化計算特論
・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
・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
・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
・システム設計特論３

・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
・人工知能特論
・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
・ソフトウェア品質学

・セキュリティ基礎
・ソフトウェア品質学

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

（（４４））ココーーススツツリリーー（（履履修修モモデデルル））

領域的 領域的 領域的

・科学技術と歴史
・現代社会と倫理

・世界の多極化と異文化理解
・教育学特論
・大学院特別講義
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