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令和 2 年 4 月 

  



次ページより左右見開きで表示すると対比できるようになっています
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H31 年度履修の手引き (修正前) 

本プログラム修得単位の研究科での取り扱いについて 

 

 本プログラム修得単位は、各研究科において以下のように取り扱われる。ただし、平成 31 年 4

月以降、情報科学研究科の博士課程の前期課程 1 年次として在籍を開始する学生は、当該研究科

において開講される授業科目の単位を修得することにより、本プログラム開講の対応する授業科

目の単位を修得したものとみなす。なお、対応する授業科目については別に定める（対応科目一

覧表）。 

 

 

◇情報科学研究科 

 

１．リーディングプログラム科目について 

 （１）ヒューマンウェア領域基礎研究Ａ（６単位）又はヒューマンウェア領域基礎研究Ｂ（６単

位）のいずれか一方を、以下に代わる本研究科各専攻の修了要件単位に含める。 

 

○情報数理学専攻：専攻基礎科目【必修】（５単位） 

情報数理学研究 I（３単位）及び情報数理学演習 I（２単位） 

 

○コンピュータサイエンス専攻：専攻基礎科目【必修及び選択必修】（６単位） 

コンピュータサイエンス研究 Ia（２単位）、コンピュータサイエンス研究 Ib（２単位）及び

コンピュータサイエンス演習Ⅰ（２単位） 

ただし、インタラクティブ創成工学基礎演習Ａ（４単位）を履修する場合は、 

コンピュータサイエンス演習Ⅰ（２単位）に代えて専攻基礎科目【選択】２単位とする。 

     

○情報システム工学専攻：専攻基礎科目【必修及び選択必修】（６単位） 

情報システム工学研究 Ia（２単位）、情報システム工学研究 Ib（２単位）及び情報システム

工学演習Ⅰ（２単位） 

ただし、インタラクティブ創成工学基礎演習Ａ（４単位）を履修する場合は、情報システ

ム工学演習Ⅰ（２単位）に代えて専攻基礎科目【選択】２単位とする 

 

○情報ネットワーク学専攻：専攻基礎科目【必修及び選択必修】（６単位） 

情報ネットワーク学研究 Ia（２単位）、情報ネットワーク学研究 Ib（２単位）及び情報ネッ

トワーク学演習Ⅰ（２単位） 

 

○マルチメディア工学専攻：専攻基礎科目【必修及び選択必修】（６単位） 

マルチメディア工学研究 Ia（２単位）、マルチメディア工学研究 Ib（２単位）及びマルチメ

ディア工学演習Ⅰ（２単位） 

 ただし、インタラクティブ創成工学基礎演習Ａを選択する場合は、マルチメディア工学演
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H31 年度履修の手引き (R2.4 修正) 

本プログラム修得単位の研究科での取り扱いについて 

 

 本プログラム修得単位は、各研究科において以下のように取り扱われる。 

 

 

◇情報科学研究科 

平成 31 年 4 月以降、情報科学研究科の博士課程の前期課程 1 年次として在籍を開始する学生は、

当該研究科において開講される授業科目の単位を修得することにより、本プログラム開講の対応

する授業科目の単位を修得したものとみなす。なお、対応する授業科目については別に定める

（別紙 4「(規程別定)情報科学研究科 単位読み替え対応科目表」）。 

 

１．リーディングプログラム科目について 

 （１）情報科学研究科科目である『ヒューマンウェアイノベーション入門(2 単位)』に加え、以

下の各専攻科目を修得することにより、プログラムの『ヒューマンウェア領域基礎研究Ａ

または B(６単位)』を修得したものとみなす。 

 

○情報数理学専攻：専攻基礎科目【必修】（５単位） 

情報数理学研究 I（３単位）及び情報数理学演習 I（２単位） 

 

○コンピュータサイエンス専攻：専攻基礎科目【必修及び選択必修】（６or８単位） 

①コンピュータサイエンス研究 Ia（２単位）、②コンピュータサイエンス研究 Ib（２単位）

及び③「コンピュータサイエンス演習Ⅰ（２単位）又は、インタラクティブ創成工学基礎

演習Ａ（４）のいずれか」。 (①②③すべて) 

     

 

○情報システム工学専攻：専攻基礎科目【必修及び選択必修】（６or８単位） 

①情報システム工学研究 Ia（２単位）、②情報システム工学研究 Ib（２単位）及び③「情報

システム工学演習Ⅰ（２単位）又は、インタラクティブ創成工学基礎演習Ａ（４単位）の

いずれか」。(①②③すべて) 

 

○情報ネットワーク学専攻：専攻基礎科目【必修及び選択必修】（６単位） 

情報ネットワーク学研究 Ia（２単位）、情報ネットワーク学研究 Ib（２単位）及び情報ネッ

トワーク学演習Ⅰ（２単位） 

 

○マルチメディア工学専攻：専攻基礎科目【必修及び選択必修】（６or８単位） 

①マルチメディア工学研究 Ia（２単位）、②マルチメディア工学研究 Ib（２単位）及び③「マ

ルチメディア工学演習Ⅰ（２単位）又は、インタラクティブ創成工学基礎演習Ａ（４単位）

のいずれか」。(①②③すべて) 
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H31 年度履修の手引き (修正前) 

習Ⅰ（２単位）に代えて専攻基礎科目【選択】２単位とする。 

 

○バイオ情報工学専攻：専攻基礎科目【必修及び選択】（６単位） 

バイオ情報工学研究 Ia（２単位）、バイオ情報工学研究 Ib（２単位）及びバイオ情報工学演

習Ⅰ（２単位） 

 

 

（２）ヒューマンウェアイノベーション創出論（２単位）は、本研究科修了要件単位（専攻基礎科

目【選択】）（２単位）として含める。 

 

（３）ヒューマンウェアセミナーＡ（４単位）又はヒューマンウェアセミナーＢ（４単位） 

のいずれか一方を本研究科修了要件単位（専攻基礎科目【選択】）（４単位）として含める。 

 

（４）ヒューマンウェア融合領域研究Ａ（４単位）又はヒューマンウェア融合領域研究Ｂ（４単位）

のいずれか一方を、以下に代わる本研究科各専攻の修了要件単位に含める。 

 

○情報数理学専攻：専攻基礎科目【選択】（３単位） 

情報数理学研究 II（３単位） 

 

○コンピュータサイエンス専攻：専攻基礎科目【選択】（４単位） 

コンピュータサイエンス研究 IIa（２単位）及びコンピュータサイエンス研究 IIb（２単位） 

 

○情報システム工学専攻：専攻基礎科目【選択】（４単位） 

情報システム工学研究 IIa（２単位）及び情報システム工学研究 IIb（２単位） 

 

○情報ネットワーク学専攻：専攻基礎科目【選択】（４単位） 

情報ネットワーク学研究 IIa（２単位）及び情報ネットワーク学研究 IIb（２単位） 

 

○マルチメディア工学専攻：専攻基礎科目【選択】（４単位） 

マルチメディア工学研究 IIa（２単位）及びマルチメディア工学研究 IIb（２単位） 

 

○バイオ情報工学専攻：専攻基礎科目【選択】（４単位） 

バイオ情報工学研究 IIa（２単位）及びバイオ情報工学研究 IIb（２単位） 

 

（５）インターンシップ（長期）Ａ（４単位）、インターンシップ（長期）Ｂ（４単位）、インター

ンシップ（短期）Ａ（２単位）、インターンシップ（短期）Ｂ（２単位）又はヒューマンウェ

ア価値創造実践（２単位）のいずれか一つを、以下に代わる本研究科各専攻の修了要件単位

に含める。 
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H31 年度履修の手引き (R2.4 修正) 

 

○バイオ情報工学専攻：専攻基礎科目【必修及び選択】（６or８単位） 

①バイオ情報工学研究 Ia（２単位）、②バイオ情報工学研究 Ib（２単位）及び③「バイオ情

報工学演習Ⅰ（２単位）又は、インタラクティブ創成工学基礎演習Ａ（４単位）のいずれ

か」。(①②③すべて) 

 

 

（２）情報科学研究科科目である『ヒューマンウェアイノベーション創出論 M(２単位)』を修得す

ることにより、プログラムの『ヒューマンウェアイノベーション創出論(２単位)』を修得し

たものとみなす。 

 

（３）情報科学研究科科目である『ヒューマンウェア熟議セミナーM(２単位)』及び『 ヒューマン

ウェアラボローテーション M(２単位)』の両方を修得することにより、プログラムの『ヒュ

ーマンウェアセミナーＡまたは B(４単位)』を修得したものとみなす。 

 

（４）情報科学研究科科目である『ヒューマンウェアコミュニケーション M (2 単位)』に加え、以

下の各専攻科目を修得することにより、プログラムの『ヒューマンウェア融合領域研究Ａま

たは B(４単位)』を修得したものとみなす。 

 

○情報数理学専攻：専攻基礎科目【選択】（３単位） 

情報数理学研究 II（３単位） 

 

○コンピュータサイエンス専攻：専攻基礎科目【選択】（４単位） 

コンピュータサイエンス研究 IIa（２単位）及びコンピュータサイエンス研究 IIb（２単位） 

 

○情報システム工学専攻：専攻基礎科目【選択】（４単位） 

情報システム工学研究 IIa（２単位）及び情報システム工学研究 IIb（２単位） 

 

○情報ネットワーク学専攻：専攻基礎科目【選択】（４単位） 

情報ネットワーク学研究 IIa（２単位）及び情報ネットワーク学研究 IIb（２単位） 

 

○マルチメディア工学専攻：専攻基礎科目【選択】（４単位） 

マルチメディア工学研究 IIa（２単位）及びマルチメディア工学研究 IIb（２単位） 

 

○バイオ情報工学専攻：専攻基礎科目【選択】（４単位） 

バイオ情報工学研究 IIa（２単位）及びバイオ情報工学研究 IIb（２単位） 

 

（５）ヒューマンウェアインターンシップの各種科目については、情報科学研究科の下記科目を修

得することにより、プログラムの科目を修得したものとする。 
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H31 年度履修の手引き (修正前) 

○情報数理学専攻前期課程：専攻基礎科目【選択】（２単位） 

情報数理学インターンシップ（２単位） 

 

○情報数理学専攻後期課程：選択科目（２単位） 

情報数理学インターンシップＤ（２単位） 

 

○コンピュータサイエンス専攻前期課程：専攻基礎科目【選択】（２単位） 

コンピュータサイエンスインターンシップ（２単位） 

 

○コンピュータサイエンス専攻後期課程：選択科目（２単位） 

コンピュータサイエンスインターンシップＤ（２単位） 

 

○情報システム工学専攻前期課程：専攻基礎科目【選択】（２単位） 

情報システム工学インターンシップ（２単位） 

 

○情報システム工学専攻後期課程：選択科目（２単位） 

情報システム工学インターンシップＤ（２単位） 

 

○情報ネットワーク学専攻前期課程：専攻基礎科目【選択】（２単位） 

情報ネットワーク学インターンシップ（２単位） 

 

○情報ネットワーク学専攻後期課程：選択科目（２単位） 

情報ネットワーク学インターンシップＤ（２単位） 

 

○マルチメディア工学専攻前期課程：専攻基礎科目【選択】（２単位） 

マルチメディア工学インターンシップ（２単位） 

 

○マルチメディア工学専攻後期課程：選択科目（２単位） 

マルチメディア工学インターンシップＤ（２単位） 

 

○バイオ情報工学専攻前期課程：専攻基礎科目【選択】（２単位） 

バイオ情報工学インターンシップ（２単位） 

 

○バイオ情報工学専攻後期課程：選択科目（２単位） 

バイオ情報工学インターンシップＤ（２単位） 

 

（６）海外インターンシップ（長期）Ａ（４単位）又は海外インターンシップ（長期）Ｂ（４単位）

のいずれか一方を、以下に代わる本研究科各専攻の修了要件単位に含める。 
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H31 年度履修の手引き (R2.4 修正) 

○ 『インターンシップ（長期）ＡまたはＢ(4 単位)』 

 (博士前期課程)：ヒューマンウェア国内インターンシップ（長期）M(4 単位) 

 (博士後期課程)：ヒューマンウェア国内インターンシップ（長期）D(4 単位) 

○ 『インターンシップ（短期）Ａまたは B(2 単位)』 

 (博士前期課程)：ヒューマンウェア国内インターンシップ（短期）M(2 単位) 

 (博士後期課程)：ヒューマンウェア国内インターンシップ（短期）D(2 単位) 

○ 『海外インターンシップ（長期）Ａまたは B(4 単位)』 

 (博士前期課程)：ヒューマンウェア海外インターンシップ（長期）M(4 単位) 

 (博士後期課程)：ヒューマンウェア海外インターンシップ（長期）D(4 単位) 

○ 『海外インターンシップ（短期）Ａまたは B(2 単位)』 

 (博士前期課程)：ヒューマンウェア海外インターンシップ（短期）M(2 単位) 

 (博士後期課程)：ヒューマンウェア海外インターンシップ（短期）D(2 単位) 

○ 『ヒューマンウェア価値創造実践(２単位)』 

 (博士後期課程)：ヒューマンウェア価値創造実践 D） 
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H31 年度履修の手引き (修正前) 

○情報数理学専攻、コンピュータサイエンス専攻、情報システム工学専攻、情報ネットワー

ク学専攻、マルチメディア工学専攻、及びバイオ情報工学専攻の前期課程：専攻基礎科目

【選択】（４単位） 

海外インターンシップＭ（Ｓ）（４単位） 

 

○情報数理学専攻、コンピュータサイエンス専攻、情報システム工学専攻、情報ネットワー

ク学専攻、マルチメディア工学専攻、及びバイオ情報工学専攻の後期課程：選択科目（４

単位） 

海外インターンシップＤ（Ｓ）（４単位） 

 

 

２．ヒューマンウェア領域基礎科目について 

  ヒューマンウェアイノベーション博士課程プログラムもしくは他研究科がヒューマンウェア

領域基礎科目として提供する授業科目については、本研究科修了要件単位（専攻境界科目【選

択】）に含める。 
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H31 年度履修の手引き (R2.4 修正) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．ヒューマンウェア領域基礎科目について 

  ヒューマンウェアイノベーション博士課程プログラムもしくは他研究科がヒューマンウェア

領域基礎科目として提供する授業科目については、本研究科修了要件単位（専攻境界科目【選

択】）に含める。 

特に、本プログラムが開講する下記科目については、情報科学研究科科目を修得することによ

り、プログラムの科目を修得したものとする。 

 

○ 『ヒューマンウェア基礎論 I (2 単位)』 

 (博士前期課程)：ヒューマンウェア基礎論 I M(2 単位)』 

○ 『ヒューマンウェア基礎論 II (2 単位)』 

 (博士前期課程)：ヒューマンウェア基礎論 II M(2 単位)』 
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H31 年度履修の手引き (修正前) 

◇生命機能研究科 

 

１．リーディングプログラム科目について 

（１）ヒューマンウェアイノベーション創出論（２単位）は、生命機能研究科のＢ群専門科目（２

単位）として単位を認定する。 

（２）ヒューマンウェアセミナーＡ（４単位）またはヒューマンウェアセミナーＢ（４単位）の

いずれか一方を、生命機能研究科のＢ群研究科目（４単位）として単位を認定する。 

（３）インターンシップ（長期）Ａ（４単位）、インターンシップ（長期）Ｂ（４単位）、インタ

ーンシップ（短期）Ａ（２単位）、インターンシップ（短期）Ｂ（２単位）、海外インター

ンシップ（長期）Ａ（４単位）、海外インターンシップ（長期）Ｂ（４単位）、海外インタ

ーンシップ（短期）Ａ（２単位）、海外インターンシップ（短期）Ｂ（２単位）、又はヒュ

ーマンウェア価値創造実践（２単位）のいずれか一つを、生命機能研究科のＤ群プロジェ

クト研究（２単位）として単位を認定する。 

 

２．ヒューマンウェア領域基礎科目について 

・生命機能研究科がヒューマンウェア領域基礎科目として提供する科目については、すべて生命

機能研究科のＡ群基礎科目として単位を認定する。 
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H31 年度履修の手引き (R2.4 修正) 

◇生命機能研究科 

 

１．リーディングプログラム科目について 

（１）ヒューマンウェアイノベーション創出論（２単位）は、生命機能研究科のＢ群専門科目（２

単位）として単位を認定する。 

（２）ヒューマンウェアセミナーＡ（４単位）またはヒューマンウェアセミナーＢ（４単位）の

いずれか一方を、生命機能研究科のＢ群研究科目（４単位）として単位を認定する。 

（３）インターンシップ（長期）Ａ（４単位）、インターンシップ（長期）Ｂ（４単位）、インタ

ーンシップ（短期）Ａ（２単位）、インターンシップ（短期）Ｂ（２単位）、海外インター

ンシップ（長期）Ａ（４単位）、海外インターンシップ（長期）Ｂ（４単位）、海外インタ

ーンシップ（短期）Ａ（２単位）、海外インターンシップ（短期）Ｂ（２単位）、又はヒュ

ーマンウェア価値創造実践（２単位）のいずれか一つを、生命機能研究科のＤ群プロジェ

クト研究（２単位）として単位を認定する。 

 

２．ヒューマンウェア領域基礎科目について 

・生命機能研究科がヒューマンウェア領域基礎科目として提供する科目については、すべて生命

機能研究科のＡ群基礎科目として単位を認定する。 
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H31 年度履修の手引き (修正前) 

◇基礎工学研究科 

基礎工学研究科博士課程において、ヒューマンウェアイノベーション博士課程プログラムが開

設するリーディングプログラム科目および同プログラムに関連する研究科がヒューマンウェ

ア領域基礎科目として提供する授業科目の単位を履修する場合の手続きについて、下記に注意

してください。正式には基礎工学研究科大学院係へ問い合わせてください。 

 

１．履修科目届の提出 

（１）リーディングプログラム科目を履修する場合は履修科目届 (リーディングプログラム科目) 

を基礎工学研究科の大学院係に提出すること。(次頁、参考資料 1) なお、下記の 3 科目: 

 

○ヒューマンウェアイノベーション創出論 (２単位) 

○ヒューマンウェアセミナーＡ または Ｂ (４単位) 

○ヒューマンウェア基礎論 I および II (各２単位) 

 

については、指導教員に履修の許可を得ると共に、 “修了単位に含める” の欄への押印を

依頼してください。 

 

（２）ヒューマンウェア領域基礎科目の内、情報科学研究科・生命機能研究科が提供する科目を

履修する場合には、履修科目届 (修了要件外科目) を基礎工学研究科の大学院係に提出す

ること。 (次頁、参考資料 2) 

 

２．単位の取り扱いについて 

大学院学生便覧の大阪大学大学院基礎工学研究科規程の第 6 条に規定されているように、指導

教員および研究科委員会の承認で、ヒューマンウェアイノベーション博士課程プログラムの授

業科目は修了要件の単位に充当されます。ただし、基礎工学研究科博士前期課程授業科目表に

示されている基盤専門科目、境界専門科目、学際選択科目のいずれにも属さないため、基盤専

門科目、境界専門科目、学際選択科目について各領域が提示している履修方法に従い修得する

必要がありますので注意してください。 
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H31 年度履修の手引き (R2.4 修正) 

◇基礎工学研究科 

基礎工学研究科博士課程において、ヒューマンウェアイノベーション博士課程プログラムが開

設するリーディングプログラム科目および同プログラムに関連する研究科がヒューマンウェ

ア領域基礎科目として提供する授業科目の単位を履修する場合の手続きについて、下記に注意

してください。正式には基礎工学研究科大学院係へ問い合わせてください。 

 

１．履修科目届の提出 

（１）リーディングプログラム科目を履修する場合は『修了要件外等科目届』を基礎工学研究科

の大学院係に提出すること。(次項 参考資料) なお、下記の 3 科目: 

 

○ヒューマンウェアイノベーション創出論 (２単位) 

○ヒューマンウェアセミナーＡ または Ｂ (４単位) 

○ヒューマンウェア基礎論 I および II (各２単位) 

 

については、指導教員に履修の許可を得ると共に、 “修了単位に含める” の欄への押印を

依頼してください。 

 

（２）ヒューマンウェア領域基礎科目の内、情報科学研究科・生命機能研究科が提供する科目を

履修する場合には、『修了要件外等科目届』を基礎工学研究科の大学院係に提出すること。 

(次項 参考資料) 

 

２．単位の取り扱いについて 

大学院学生便覧の大阪大学大学院基礎工学研究科規程の第 6 条に規定されているように、指導

教員および研究科委員会の承認で、ヒューマンウェアイノベーション博士課程プログラムの授

業科目は修了要件の単位に充当されます。ただし、基礎工学研究科博士前期課程授業科目表に

示されている基盤専門科目、境界専門科目、学際選択科目のいずれにも属さないため、基盤専

門科目、境界専門科目、学際選択科目について各領域が提示している履修方法に従い修得する

必要がありますので注意してください。 
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H31 年度履修の手引き (修正前) 

  

参考資料 1 参考資料 2 

※ 正式な書類・手続きは基礎工学研究科大学院係に問い合わせること。 

※ 基礎工学研究科大学院係に提出した「履修科目届」のコピーをヒューマンウェアイノベーショ

ン博士課程プログラム事務室に提出すること。 
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H31 年度履修の手引き (R2.4 修正) 

 

参考資料 

 

※ 正式な書類・手続きは基礎工学研究科大学院係に問い合わせること。 

※ 基礎工学研究科大学院係に提出した「履修科目届」のコピーをヒューマンウェアイノベーショ

ン博士課程プログラム事務室に提出すること。 
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