エンパワーメント情報学プログラム
専門科目(特別研究)(必修)
科目番号

02RB101

02RB102

02RB103

02RB104

科目名

エンパワーメント情報
学特別研究I

エンパワーメント情報
学特別研究II

エンパワーメント情報
学特別研究III

エンパワーメント情報
学特別研究IV

授業
標準履
単位数
実施学期
方法
修年次

2

2

2

2

4.0

4.0

4.0

4.0

1

2

3

4

通年

通年

通年

通年

曜時限

随時

随時

随時

随時

教室

担当教員

EMP研究指導教員
全員

EMP研究指導教員
全員

EMP研究指導教員
全員

EMP研究指導教員
全員

授業概要

備考

各研究室において運営される論文・専門書輪読ゼ 受講生は本プログラム
ミや研究ディスカッション等を通じて各研究テー の学生に限る.
マに関する基礎的な知識を教授することで分野横 0BLG503と同一。
断力ならびに研究力を含む魅せ方力を養う。さら
に、具体的な研究内容に関して、研究の背景の理
解、従来研究のサーベイ、Research Questionの
設定と分析、仮説の設定、研究方法の選択など、
新規研究テーマ立ち上げの各要素を指導すること
で、国際性、知の創成力、魅せ方力を養う。さら
に、研究の進捗管理やゼミにおけるディスカッ
ションを通じて、マネジメント能力、コミュニ
ケーション能力、リーダーシップ力を養う。

各研究室において運営される論文・専門書輪読ゼ 受講生は本プログラム
ミや研究ディスカッションにおいて、自らテーマ の学生に限る.
を設定し自主的に知識の体系化を図ることで、分 0BLG504と同一。
野横断力ならびに研究力を含む魅せ方力を養う。
さらに、具体的な研究内容に関して、研究の中期
段階に必要な研究背景の理解の深化、他分野の研
究を含む従来研究のサーベイによる研究テーマの
汎化性の強化、Research Questionの再設定と再
分析、より明確な仮説の設定、研究方法の先鋭化
に併せて中期段階のまとまった研究成果に関する
論文を執筆することにより、国際性に富んだ研究
力を養う。さらに、研究の進捗管理を実践すると
ともに、ゼミにおけるディスカッションをリード
することで、マネジメント能力、コミュニケー
ション能力、リーダーシップ力を養う。

各研究室において運営される論文・専門書輪読ゼ 受講生は本プログラム
ミや研究ディスカッションにおいて、国際的な観 の学生に限る.
点と分野を超えた俯瞰的観点から研究背景となる 0BLG505と同一。
知識を体系化することにより、分野横断力ならび
に研究力を含む魅せ方力を養う。さらに、具体的
な研究内容に関して、研究の発展段階に必要な研
究背景の理解の深化、他分野の研究を含む従来研
究のサーベイによる研究テーマの汎化性の強化と
社会的インパクトの明確化、Research Question
の妥当性の評価、仮説の再設定、研究方法の多様
性とそれぞれの評価に併せて発展段階のまとまっ
た研究成果に関する研究プレゼンテーションを実
施することで、国際性に富んだ研究力を養う。さ
らに、研究の進捗管理に関するPDCAを実践すると
ともに、ゼミにおけるディスカッションをリード
することで、マネジメント能力、コミュニケー
ション能力、リーダーシップ力を養う。

各研究室において運営される論文・専門書輪読ゼ 受講生は本プログラム
ミや研究ディスカッションにおいて、国際的な観 の学生に限る.
点と分野を超えた俯瞰的観点から研究背景となる 0BLG506と同一。
知識を体系化することにより論文執筆に必要な情
報を整理するとともに、分野横断力ならびに研究
力を含む魅せ方力を養う。さらに、具体的な研究
内容に関して、研究論文の執筆に必要な研究背景
の理解の深化、他分野の研究を含む従来研究の
サーベイによる研究テーマの汎化性の強化と社会
的インパクトの明確化、Research Questionの妥
当性の評価、仮説の再設定、様々な研究方法の評
価を明確化し、研究論文の内容に関する研究プレ
ゼンテーションを実施することで、国際性に富ん
だ研究力を養う。さらに、論文執筆の進捗管理に
関するPDCAを実践するとともに、ゼミにおける
ディスカッションをリードすることで、マネジメ
ント能力、コミュニケーション能力、リーダー
シップ力を養う。

02RB105

エンパワーメント情報
学特別研究V

2

4.0

5

通年

EMP研究指導教員
全員

随時

各研究室において運営される論文・専門書輪読ゼ 受講生は本プログラム
ミや研究ディスカッションにおいて、国際的な観 の学生に限る.
点と分野を超えた俯瞰的観点から学位論文の背景 0BLG507と同一。
となる知識を体系化することにより学位論文執筆
に必要な情報を整理するとともに、分野横断力な
らびに研究力を含む魅せ方力を養う。さらに、具
体的な学位論文を構成する研究内容に関して、学
位論文に執筆に必要な研究背景の理解の深化、他
分野の研究を含む従来研究のサーベイによる研究
テーマの汎化性の強化と社会的インパクトの明確
化、Research Questionの妥当性の評価、仮説の
妥当性評価、様々な研究方法の評価を明確化し、
学位論文の内容に関する研究プレゼンテーション
を実施することで、国際性に富んだ研究力を養
う。さらに、学位論文執筆の進捗管理のPDCAを実
践するとともに、ゼミにおけるディスカッション
をリードすることで、マネジメント能力、コミュ
ニケーション能力、リーダーシップ力を養う。

専門科目(分野横断コースワーク)(選択)
科目番号

02RB202

02RB204

科目名

メディカルサイバニク
ス

拡張生体学

授業
標準履
単位数
実施学期
方法
修年次

1

1

2.0

2.0

1・2

1・2

春AB

春AB

曜時限

月3,4

火1,2

教室

3L207

担当教員

山海 嘉之,河本
浩明,鈴木 健嗣

3A213 鈴木 健嗣

02RB211

生体計測

4

2.0

1・2

秋AB

木3,4

3A312 廣川 暢一

02RB213

分散情報システム工学

1

2.0

1・2

春AB

月5,6

3B302

02RB221

バーチャル空間モデリ
ング

1

2.0

1・2

春AB

木1,2

3B302

加藤 和彦,阿部
洋丈,大山 恵弘

三谷 純,金森 由
博,遠藤 結城

授業概要

備考

サイバニクスとは、人・ロボット・情報系が融合
した新学術領域である。人類の進化の場が、フィ
ジカル空間からサイバー・フィジカル空間へと拡
張されてきたが、さらなる進化・発展のために
は、『人』+『サイバー・フィジカル空間』で構
成される『サイバニクス空間』を扱うことができ
る「サイバニクス」が重要な役割を担う。本講義
では、医療・福祉・生活分野における技術的・社
会的イノベーションの観点を交えて、サイバネ
ティクス、メカトロニクス、インフォマティクス
を中心として、脳・神経学、行動科学、ロボット
工学、AI、IT技術、生理学、心理学、システム統
合技術、ビッグデータ、法律、倫理・哲学、経営
などを融合したサイバニクスの基礎と実際につい
て講究する。

オンライン(同時双方
向型)を基本とする。
西暦偶数年度開講。
01CK203, 0AL5501と同
一。
要望があれば英語で授
業

物理・情報・機械・心理学を含む人間機械系の幅
広い視点から人間の能力を拡張する学問である拡
張生体学・人間拡張学への理解を深める。生体の
生理学的・生体力学的特性から、脳神経系を含む
情報的特性、及びパターン理解・認知・学習、身
体性と運動、認知神経科学といった関連する領域
における先進的な概念について解説する。また、
人の知能と人工知能、知能システム及び身体性の
ある知能機械(ロボット)の構築、機械系の機能と
人の機能を融合複合する人支援技術への応用につ
いて講義する。

本プログラムの学生以
外が受講する場合は担
当教員の許可を得るこ
と.01CK106の単位取得
者は履修不可.
西暦偶数年度開講。
0AL5700と同一。

本授業では人間の物理・生理特性を明らかにする
ための生体計測技術について学ぶ。ここでは,人
体および人体各部の形状や働きを定量的に計測す
る手法として,モーションキャプチャや慣性セン
サ等人の運動機能を計測するための手法を始め,
脳波計・筋電計といった中枢・末梢神経系の活動
計測手法、心電計・血圧計などの循環器機能の計
測手法、およびX線CT・MRIなど医用画像診断機器
について,その計測メカニズムの原理や特性を講
義と実習を通じて実践的に学習する。

本プログラムの学生以
外が受講する場合は担
当教員の許可を得るこ
と.最低開講人数:3
西暦偶数年度開講。
0AL5701と同一。
対面

LANやインターネット上で分散システム構築を行 西暦偶数年度開講。
うための基本概念、設計論、実装技術を概説す
0AL5433と同一。
る。また、クラウドコンピューティングの技術動
向についても解説する。
Computer graphics における立体形状モデリン
グ、レンダリング、アニメーションおよび画像処
理技術の理論と実践について、近年進展が目覚ま
しい深層学習 (deep learning) に基づく最新手
法も踏まえつつ、具体的な例を挙げて解説する。
現在日常的に広く使われているコンピュータグラ
フィクス (CG) 表現がどのように実現されている
のかについて理解を深め、CG 分野のトップ会議
で発表された論文の内容を含めて、最新のCG研究
の概観を掴めるようになることを目標とする。

その他の実施形態（教
員によるオンデマンド
型講義と学生による同
時双方向型の発表を含
む）
西暦偶数年度開講。
0AL5401と同一。

02RB222

02RB232

02RB234

02RB235

02RB236

02RB238

02RB245

実世界指向インタ
フェース

神経運動制御

実験心理学方法論

視覚計算特論

触覚の計算論

災害情報学

機械学習基礎

専門科目(高度専門科目)(選択)

1

1

1

1

1

1

4

2.0

2.0

2.0

1.0

2.0

2.0

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

2.0 1 - 3

春AB

秋AB

秋AB

春BC

木3

月5,6

金1,2

月1,2

3B302 酒井 宏

3A311

3B303

実世界指向インタフェースについて、特に視覚メ
ディアを中心に構成論と先端技術動向に関する講
義を行う。講義の内容は、人間とコンピュータの
インタラクション、対話型システムのデザイン、
人とコンピュータとコミュニケーション、CSCW等
の基礎からスタートし、各種の2次元ディスプレ
イから最新の3次元ディスプレイまでのハード
ウェア技術、およびそのVR・AR・複合現実感への
応用について近年の傾向を論ずる。これらを通じ
て、入出力インタフェース、ビジュアルインタ
フェース、空間型インタフェース、およびそうし
たインタフェースの評価について知識を身に付け
てもらう。本授業は原則として英語で行われる。

Those who do not
belong to the PhD
program in
Empowerment
Informatics need the
permission of the
instructor to
register. Open in an
odd number year.
西暦奇数年度開講。
01CF116, 0AL5702と同
一。

私達は素早く滑らかで巧みな運動を数百ミリの潜
時で生成することが出来るだけなく、運動中の外
界の変化に対してもオンラインで素早く修正動作
を行うことが出来る。この脳における運動制御シ
ステムの巧妙さは、我々が同等の機能をロボット
によって実現しようと試みた時に、その困難さに
直面することで、より一層明確に理解することが
出来る。本授業では、脳と身体が運動を生成する
メカニズムをシステム工学の立場から整理し、ロ
ボット工学や制御工学の言葉を用いて脳機能の理
解を行う事を通じ、人が関わるシステムを設計す
る際の設計原理となる実践的な知識体系としての
「神経運動制御」を身につける。また、講義内容
の理解を補足する目的で、運動計測実験の実際も
経験する。

本プログラムの学生以
外が受講する場合は担
当教員の許可を得るこ
と.
西暦奇数年度開講。
0AL5703と同一。

「心」はどのようにして実験されるものなのだろ
うか。本授業では、知覚心理学(精神物理学にお
ける実験手法など)・認知心理学(記憶実験な
ど)・学習心理学(条件づけ実験など)・発達心理
学(知能検査、発達検査など)といった心理学の各
分野における測定法の概念と手法を、独立変数及
び従属変数の関係の中で学ぶ。また、実験心理学
の主要な実験(ストループ実験など)を授業内で体
験することにより、実験心理学の手法を学ぶ。実
験心理学研究方法の応用として最新の論文を授業
内で解説する。

Those who do not
belong to the PhD
program in
Empowerment
Informatics need the
permission of the
instructor to
register. Open in an
odd number year.
西暦奇数年度開講。
0AL5705と同一。
対面

ヒトの視覚が示す高度な知覚・認識に注目して、 01CH607, 0AL5422と同
生理学・心理学の基礎を交えて、大脳皮質で行わ 一。
れている計算メカニズムを概説する。神経系で行
われている計算原理と、視覚機能の生起メカニズ
ムを理解する。多様な神経現象の理解や、工学応
用の素養となる、脳における認知情報処理の概要
を習得する。
人間に対して触覚(皮膚感覚及び深部感覚)を提示
するシステムの構築に必要な、神経生理学的基礎
知識、デバイスの構築方法及びセンシング、感覚
レンダリング、物理モデルシミュレーション手
法、これらの応用・評価に関する講義を行う。

西暦偶数年度開講.本
プログラムの学生以外
が受講する場合は担当
教員の許可を得るこ
と.01CK208,01CK211の
単位取得者は履修不
可.
西暦偶数年度開講。
0AL5704と同一。
対面

被害把握-災害対応-リスク分析という災害時にお
ける各フェーズで求められる災害情報の質、取
得・評価方法、及び、実装方法の最新動向につい
て講述する。

第6週から第8週の授業
日は、11月中旬の集中
講義扱いとなる(川村
担当)。
01CM129, 0AL0605と同
一。
英語で授業。
対面. その他の実施形
態
英語による授業、ただ
し、授業形態について
はmanabaを要確認

本授業では、人をエンパワーするシステムを構築
するための重要な技術である機械学習について、
特にクラス分類を取り上げ問題の捉え方やそれを
解くための技法を基礎から応用まで概観する。ま
た、演習を通じて理解度を深めるとともに実践的
なスキルを習得することを目標とする。具体的に
は,ベイス推定,畳み込みニューラルネットワー
ク,主成分分析,独立成分分析,サポートベクター
マシンといったパターン識別手法や,OpenCVを用
いた画像処理技法について,オンラインのコース
ワークや演習を通じて理解度を深めるとともに実
践的なスキルを習得することを目標とする。

01CK502, 01CK916の単
位取得者及び本年度履
修登録者は履修不可.
英語での受講可
受講人数制限有り．超
える場合はエンパワー
メント情報学プログラ
ムおよび知能機能シス
テム学位プログラム履
修生を優先する．
0AL5706と同一。

望山 洋,矢野 博
明

庄司 学,川村 洋
平

3A213 廣川 暢一

科目番号

02RB318

02RB319

02RB320

科目名

エンパワーメント情報
学高度専門科目特論

エンパワーメント情報
学高度専門科目総論a

エンパワーメント情報
学高度専門科目総論b

授業
標準履
単位数
実施学期
方法
修年次

1

1

1

1.0 3 - 5

2.0 3 - 5

2.0 3 - 5

通年

通年

通年

曜時限

教室

随時

担当教員

亀田 能成

随時

亀田 能成

随時

授業概要

備考

エンパワーメント情報学の分野横断的専門知識を 受講生は本プログラム
獲得するための高度な内容の導入について講義を の学生に限る.履修に
行う.
際しては担当教員から
履修登録時に許可を得
ること.
エンパワーメント情報学の分野横断的専門知識を 受講生は本プログラム
獲得するための高度な内容について,広い視野を の学生に限る.履修に
得られるようにするための講義を行う
際しては担当教員から
履修登録時に許可を得
ること.

エンパワーメント情報学の分野横断的専門知識を
獲得するための高度な内容について,広い視野を
得られるようにするための講義を行う.エンパ
ワーメント情報学高度専門科目総論aに引き続き,
さらに広範囲の視野を涵養する.

受講生は本プログラム
の学生に限る.履修に
際しては担当教員から
履修登録時に許可を得
ること.エンパワーメ
ント情報学高度専門科
目総論aの履修登録も
本科目履修要件であ
る.

授業概要

備考

亀田 能成

専門科目(演習・実習科目)(必修)
科目番号

02RB402

科目名

アドバンストチュート
リアル演習

授業
標準履
単位数
実施学期
方法
修年次

4

2.0

3

春ABC

曜時限

随時

教室

担当教員

井澤 淳,筧 一彦

02RB403

リサーチデザイン演習

3

2.0

3・4

春ABC

随時

廣川 暢一,鈴木
健嗣

02RB404

エンジニアリングレジ
デンス実習

3

2.0

3・4

通年

随時

鈴木 健嗣

02RB405

コラボラトリー実習

3

2.0 3 - 5

春ABC

随時

鈴木 健嗣

現実社会に存在する複雑な課題を題材とした問題 受講生は本プログラム
解決に取り組む。数名の学生と工・医・芸・ビジ の学生に限る.
ネスの連携による複数分野の教員がグループを組
んで、課題に関して議論をおこない、その結果を
成果発表会の場で総括する。
自身の研究テーマに関する研究計画調書の作成及 受講生は本プログラム
び,それに基づき実際の企業が行うことを想定し の学生に限る.2023年
た研究プロジェクトの立案・設計を行う。エンジ 度以降開講せず.
ニアリングレジデンス実習における派遣先企業お
よび研究テーマの選定も兼ねて,連携企業の客員
教員およびその他の企業担当者の前でプレゼン
テーションを行いフィードバックを得る。

国内外の企業に1カ月から数カ月所属し、実践的
インターンシップを実施する。

受講生は本プログラム
の学生に限る. 2023年
度以降開講せず

ビジネスモデル設計の基本的な考え方を実践的に 受講生は本プログラム
学び、研究開発の成果を使った製品・サービスの の学生に限る。授業は
起業・新事業創成を想定したビジネスモデルを作 英語で実施。
成・発表する。
このことによって、研究成果を社会還元するうえ
で必要なビジネスマインドセットを涵養する。

