高度情報教育基盤ユニット（京都大学学際融合教育研究推進センター）
高度情報教育基盤ユニットは、平成26年度の情報学研

に設置されました。革新的な情報教育プログラムの開

究科概算要求事項「学部・大学院共通情報教育の革新と

発・実施と、アクティブ学習環境の整備やオンライン講

教育情報化によるグローバル人材の育成」として認めら

座開発などの教育環境の情報化を推進します。

れ、その実施のために学際融合教育研究推進センター内

■ 情報教育の革新
本事業で実施する情報教育

従来の情報教育

情報リテラシー（情報活用力）

コンピュータリテラシー

社会における情報の取扱い

コンピュータの仕組み
本事業で実施する
情報教育内容

本事業で実施する
情報教育内容

研究推進力
としての高度な
情報利活用力

大半の大学での
情報教育内容

情報機器・ネットを
使いこなせる能力

社会における

社会における情報
の取扱い
（社会と情報）

全学必修の
情報教育内容

情報利活用力
（獲得・生成・収集・
分析・提示）

情報リテラシー、

コンピュータ、OS・言語ソフトや
インターネットの仕組み
（計算機工学・計算機科学）

情報の取扱いが
今後重要に

イノベーション基盤
教育
（技術管理、
ビジネスモデル）

■ 教育の情報化
■ 座学・PC 教室での一斉授業から BYOD 型講義環境へ
タブレット機器・PC 必修を前提とした通常講義室の IT 化
● アクティブ学習設備で対話教育・学生理解度把握
●

■ オンライン講座と電子教科書
●
●

電子教科書
オンライン講座・講義アーカイブを用いた学習

インフォメーション

従来の講義室や
PC 教室での一斉授業

タブレット機器による講義・演習
アクティブ学習教室での対話講義

開発中の電子教科書
（日英）

講義アーカイブによる
オンライン講座（日英）

■ 担当教員
山本 章博

浅野 泰仁

江原 康生

ユニット長 情報学研究科 教授

情報学研究科 特定准教授

学術情報メディアセンター 特定准教授

中村 佳正

Adam Jatowt

加藤 誠

情報学研究科 教授

情報学研究科 特定准教授

国際高等教育院 データ科学
イノベーション教育研究センター 特定講師

田島 敬史

前川 佳一

關戸 啓人

国際高等教育院 教授

経営管理研究部 特定准教授

国際高等教育院 データ科学
イノベーション教育研究センター 特定講師

■ 提供科目
［全学共通科目］
・情報基礎 ・情報メディア基礎 ・情報と知財入門
・情報基礎実践 ・イノベーションと情報
・情報企業論 ・Information and Society
［連絡先］〒606-8501

京都市左京区吉田本町

［大学院科目］ 研究科横断型教育プログラム科目
・情報分析管理論 ・情報分析管理演習 ・計算科学入門
・計算科学演習 A ・計算科学演習 B ・情報と知財 ・サービスモデリング論
・ビックデータの計算科学 ・イノベーションと情報 ・メディア情報処理論

総合研究12号館 110、
112室

E-mail : iedu-contact@dl.kuis.kyoto-u.ac.jp
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京都大学デザイン学大学院連携プログラム
デザイン学大学院連携プログラムは、現代社会の複雑な

参画組織

問題に対応するために、多くの学問領域の知見を重ね合わ

教育学研究科（教育科学専攻）、工学研究科（建築学専

せて解決法を模索する「デザイン学」を5年一貫で学ぶわ

攻、機械理工学専攻、マイクロエンジニアリング専攻、航

が国初の博士教育プログラムです。自らの専門性を深める

空宇宙工学専攻）、情報学研究科（知能情報学専攻、社会

とともに、異分野の専門家や地域の人々と協働しながら、

情報学専攻、数理工学専攻、システム科学専攻、通信情報

現実社会の多様な問題に取り組み、新たな社会の仕組みを

システム専攻）、経営管理教育部（経営管理専攻、経営科

「デザイン」することができる人材の育成を目指しています。

学専攻）

プログラムの履修生は、情報学だけでなく、機械工学、
建築学、経営学、心理学、芸術学（京都市立芸術大学との
連携）という6つの専門領域に触れるとともに、学内外で
さまざまな演習やフィールドワーク、インターンシップを
体験 しな が ら 「 社 会 をデザインする力」の獲得に挑みま
す。プログラムに参加するには、情報学研究科の知能情報
学専攻、社会情報学専攻、数理工学専攻、システム科学専
攻、通信情報システム専攻のいずれかに入学した上で、本
プログラムの履修生（予科）選抜、および履修生（本科）
選抜を受ける必要があります。また、本プログラム修了時
に情報学研究科の履修生には、「博士(総合学術)」又は
「博士(情報学)」の学位が授与されます。「博士(情報学)」

連携組織
京都市立芸術大学、日本電気、日本電信電話、野村総合
研究所、パナソニック、三菱電機、森ビル、デザインイノ
ベーションコンソーシアム参加企業（大阪ガス、オムロ
ン、KDDI研究所、シャープ、ソニー、東芝、西日本電信電
話、日本アイ・ビー・エム、博報堂、横河電機、リクルー
トホールディングスなど約40社）
●Webサイト：http://www.design.kyoto-u.ac.jp
●連 絡 先

：contact@design.kyoto-u.ac.jp

の場合には、学位記に本プログラムの修了を記載します。

情報学研究科国際コース（知能情報学専攻、社会情報学専攻、通信情報システム専攻）
文部科学省は平成 21 年度から「国際化拠点整備事業（グ

この事業の一環として、情報学研究科では、知能情報学専

ローバル 30）」
を推進し、本学はその拠点大学の一つとして採

攻、社会情報学専攻、通信情報システム専攻の 3 専攻が、カリ

択されました。
この事業は、英語による授業等の実施体制の構

キュラムとして国際コースを設定いたしました。国際コースで

築や、留学生受け入れに関する体制の整備、戦略的な国際連

は、英語だけで修士・博士の学位を取得可能とするため、入学

携の推進等、日本を代表する国際化拠点の形成の取組を支援

試験を和英併用とし、多くの科目を英語で提供するとともに、研

することにより、留学生と日本人学生が切磋琢磨する環境の中

究指導を一部英語化しています。国際コースのカリキュラムは、

で国際的に活躍できる高度な人材の養成を図ることを目的と

留学生だけでなく日本人学生も積極的に履修することが期待

しています。本学が推進してきた事業は「京都大学次世代地球

されています。

社 会リーダー 育 成プログラム（Kyoto University Programs
for Future International Leaders: K. U. PROFILE）」と題し、
世界最先端の独創的な研究資源を活かし、地球社会の現代的
な課題に挑戦する次世代のリーダー育成のための教育を実践
することを目指すものです。
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●研究科 国際コースホームページ：

http://www.g30.i.kyoto-u.ac.jp/
●連絡先： jyoho-kyomu@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

（情報学研究科・教務掛）

教育課程及び履修方法
コンピュータとそれを取り巻く種々の環境の飛躍的な変

●研究指導科目（必修科目）

化と発展は高度な情報化社会を生み出し、コンピュータや

修士論文の作成を目標とし、指導教員を中心として行われ

情報といった語をキーワードとする様々な学問が多種多様

る個別の研究指導である。専攻によっては所属する研究室以

に生まれてきている。本研究科はこのような学問環境を背

外の教員の指導・助言を受ける機会も設けられている。

景に、従来の情報工学や計算機科学の枠にとらわれず、多
くの学問諸分野を横断する新学域「情報学」を確立させ、

●専攻基礎科目・専攻専門科目（選択科目）

その学識と研究成果を本学から世界に向けて発進するため

専攻毎に開設される大学院科目で、講義・演習・実習・セ

に設置されている。この理念を大学院教育の形で実現し、

ミナーなど様々な形式で行われる。専攻基礎科目は経歴の異な

研究者・社会人として優れた人材を世に輩出することが本

る院生が所属する専攻での学修に必要な基礎知識・基礎技能を

研究科の教育的使命であり、このために多様な経歴の学生

身につけることを目的としており、専攻専門科目は個々の分野

を幅広く受け入れ、情報学の第一線で活動する優れた教授

の高度な専門知識・専門技能を修得することを目的としてい

陣が高い見地から丁寧な指導を行っている。

る。また専攻によっては京都大学の他の研究科で開講されてい
る大学院科目を選択科目として推奨していることもある。

本研究科のカリキュラムおよび修了要件の中で最も特徴

なお、履修にあたっては、指導教員が各院生の将来の進路

的な事項は、諸分野・諸学域を横断するという情報学の学

を検討しながら、各自の適性にあった履修となるよう相談と

問的特徴とその広がりを多様な出身の大学院生に修得させ

助言を行っている。

ることである。情報学はその成り立ちから従来の自然科
学・社会科学・人文科学といった既存の学域に対して横断

●学部科目の聴講
情報学は幅の広い学域であり、出身によっては研究遂行上

けるためには個々の小さな研究分野の専門知識の修得だけ

での基礎知識・基礎学力の不足が認められる場合もある。こ

では不十分であると考えている。このため修士課程では、

の場合は、本学の学部で開講されている基礎的な科目で必要

個々の専攻・分野にとらわれない総合科目として「研究科

なものを履修するように推奨している。この際、修得単位は

共通科目」を選択必修科目として課している。また博士後

修了要件には算入されない増加単位として扱われている。

インフォメーション

的な学域であるため、この新学域での高度な見識を身につ

期課程では専攻毎に行われる種々のセミナーや研究発表会
を通して、指導教員以外の複数の教員のアドバイスを受け
る機会を設け、博士学位論文作成を目標とした研究指導が
行われている。

修士課程の修了要件
所属する専攻が定める科目を下記の区分により、合計30単
位以上を取得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論

特に修士課程では以下のカリキュラムを用意し、これに

文の審査及び試験に合格すること

沿った履修指導を行っている。
●研究指導科目〔必修〕及び修士論文〔必須〕
●研究科共通科目〔選択必修〕
●研究科共通科目（選択必修の講義科目）

●専攻基礎科目・専攻専門科目（他専攻・研究科開設科目も含む）
〔選択〕

出身の多様な本研究科の修士課程院生に情報学の広がりに
ついての見識を身につけてもらうことが目的の科目で、「情
報学展望」等の科目が開講され、各専攻の定めに従って異

博士後期課程の修了要件
本研究科開設科目を６単位以上取得し、かつ、必要な研究

なったテーマで開講される複数の講義の中から少なくとも一

指導を受けた上、博士論文の審査及び試験に合格すること

つを選択することが義務づけられている。

●博士論文〔必須〕
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学生募集
京都大学大学院情報学研究科では、幅広く、多様な大学学
部ならびに大学院研究科出身の学生を受け入れます。また、
外国人留学生、社会人も積極的に受け入れています。入学試

■入学定員
専

攻

修士課程

博士後期課程

験も異なる分野での多様な教育を受けた学生や社会人に対応

知能情報学専攻

37名

15名

して、それぞれの教育背景に応じた評価ができるように配慮

社会情報学専攻

36名

14名

先端数理科学専攻

20名

6名

数理工学専攻

22名

6名

システム科学専攻

32名

8名

通信情報システム専攻

42名

11名

189名

60名

した上で実施します。
学生募集定員は右記の通りです。
各専攻とも大学院入試は例年7月中旬～8月中旬に実施し、
専攻によっては12月中旬、2月中旬に2次募集も行っていま
す。10月期入学も実施しています。
また、知能情報学専攻、社会情報学専攻、通信情報システ

合

計

ム専攻の3専攻では、英語のみで修了可能な国際コースの募集
も行っています。
詳細は学生募集要項をご覧ください。

情 報 学の定 義
京都大学の情報学は、自然および人工システムにおける情
報に関する学問領域です。
インフォメーション

情報学は、複雑で動的に変化するシステムにおける、情
報の生成、認識、表現、収集、組織化、最適化、変換、
伝達、評価、制御を対象とします。

情報学は、人文学、社会学、認知科学、生物学、言語
学、計算機科学、数理科学、システム科学、および通信
工学的な側面を持ちます。

情報学は、人文社会学や自然科学の領域と相互に密接な
関係を持ちます。すなわち、情報学は様々な分野からの
寄与を得て発展し、情報学もまた様々な分野の更なる発
展に貢献していきます。

人間と社会へのインターフェース、数理的モデリング、およ
び情報システムは、京都大学情報学の３本柱を構成します。
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Informatics in Kyoto University is the study of information in
natural and artiﬁcial systems.

Informatics studies the creation, recognition, representation, collection, organization, optimization, transformation, communication, evaluation and control of
information in complex and dynamic systems.

Informatics has human, social, cognitive, biological,
linguistic, computational, mathematical and engineering aspects. It includes systems science and communications engineering.

Informatics has close relations with a number of
disciplines in the natural and human sciences.
It is developed employing contributions from many
diﬀerent areas: in turn, it can contribute to their further
development.

Interfaces to human and social areas, mathematical modeling
and information systems are the three pillars of Informatics
in Kyoto University.

Kyoto University

contents
■情報学研究科の概要
情報学研究科へのいざない

03

情報学研究科「学びの環境」

07

情報学研究科の組織

■各専攻の紹介
知能情報学専攻

09

社会情報学専攻

19

先端数理科学専攻

29

数理工学専攻

35

システム科学専攻

41

通信情報システム専攻

49

■Information
高度情報教育基盤ユニット

情報学とは、人間・社会と情報の融合
21世紀が求める最先端学際領域です。
人間・社会との
インターフェース

知能情報学
社会情報学
解明
モデル化
基礎となる
モデルの構築

先端数理科学
数理工学

適用

人間
社会

56

（京都大学学際融合教育研究推進センター）

京都大学デザイン学大学院連携プログラム

57

情報学研究科国際コース

57

教育課程及び履修方法

58

学生募集

59

情報学の定義

59

システム化
インフラストラクチャ
の実現

通信情報システム
システム科学

Graduate School of Informatics

02

e-mail : 140soumu@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

問い合わせ・資料請求先
京都大学大学院情報学研究科
〒606-8501 京都市左京区吉田本町
総務掛 : TEL . 075-753-5370

http : //www.i.kyoto-u.ac.jp/

