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世界で輝く理工系大学院へ。世界へ羽ばたく人材を。
　早稲田大学の教育・研究活動およびその成果のすべては、より良き世界の構築へ貢献することを最大の目標とし
ています。近年、科学技術においてもダイナミックに国際的な人材の流動化が進む中で、大学における世界レベルで
の研究開発、教育の真価が問われています。
　情報生産システム研究科（IPS）は、2003年に理工系大学院の一つとして北九州に設立されました。北九州の地は、
100年余り前から素材産業を中心に日本の産業発展の一翼を担ってきましたが、今も脈 と々受け継がれているモノづ
くりの伝統は、今日、自動車、ロボット産業、環境関連のビジネスなどへの広がりを見せています。IPSは設立以来、モ
ノづくりの伝統が息づくこの地域で、高度かつ最新の専門知識を融合した教育による人材育成を目指し、国内のみな
らず、アジアをはじめとした海外各地から集まった学生と、多彩なバックグラウンドを持つ教員のコラボレーションが
刺激に満ちた研究・教育環境を醸成してきました。IPSのキャンパスは、北九州学術研究都市の中に位置しており、
共同利用施設、企業と連動した研究開発のシステム等も整備されてきました。早稲田大学設立当初からの教旨の一
つである「学理を学理として研究すると共に之を実際に応用するの道を講し以て、時世の進運に資せんことを期す」
の下、産業界との連携も深め、実用に供する研究開発に注力しています。
　すでに3000名を超える大学院生がIPSで学び、その多くが海外の産業界、研究機関、大学で活躍しています。今後
もアジアへ開かれた研究、教育の拠点として、また世界でその存在感を高め、北九州から国際的な視野と教養、知識、
そして豊かな創造力をそなえたグローバルリーダー人材を輩出するよう努力を重ねていきます。

大学院情報生産システム研究科における人材育成・教育研究等の目的
IPSでは、高い洞察力と高度な専門知識を活用して複雑化する現代の技術問題を解決し、新しい付加価値を創造しうる研究人材・技術人材の養成を目的
としています。IPSの研究領域としては情報アーキテクチャ、生産システム、集積システムの3研究領域があります。IPSでの教育・研究を通し、基礎応用力と
専門知識、情報リテラシーと問題発見力、論理的思考力と問題解決力、実践的リーダシップと国際的コミュニケーション能力を身に着けることが期待されま
す。また、IPSが拠点を置く北九州では、自動車、ロボット、環境ビジネス等の新しい産業が広がりをみせており、企業との共同研究や国家プロジェクトに参
加し研究成果を実際に応用することで、研究・開発の醍醐味を味わうことができます。IPSは北九州の地から世界レベルの研究成果を発信していきます。

北九州発、
世界レベル。

早稲田キャンパス他（東京）北九州キャンパス
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学問の独立
あらゆる制約から解放された自由
な批判精神が学問の独立の礎で
す。早稲田大学は学生・教員の自
律的かつ自由な相互作用の中で
学問研究を行い、その成果を世界
に発信して学問の創造と発展に
貢献していきます。

模範国民の造就
送り出す学生こそ大学の最大の
成果です。早稲田大学は、世界の
何処にあっても、どのような困難
に直面しようとも、自らの意思で
状況を切り拓くことのできる知恵
と勇気、しなやかな感性を持った
地球市民を育成していきます。

学問の活用
学問研究は学理の考究にとどま
らず、文化・社会・産業への活用
の道を拓くことによってさらに発
展します。早稲田大学は、学理考
究とそれに裏付けられた実践と
の相互作用を通じて新しい時代
を拓いていきます。

早稲田大学
三大教旨
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世界トップレベルの工学エリートが集い、
互いに刺激しあう国際的な研究環境がある。

アジアを中心に海外トップクラスの大学と提携・交流。
IPSは、中国、台湾、韓国、タイ、マレーシアなどアジアを中心に数多くの海外の有力大学と提携や交流を進めています。
2007年には上海交通大学の北九州分室が、IPSの研究センター内に設置されました。

IPSの
国際性

国や地域、企業、他の研究機関と連携して、
数多くのプロジェクトが進められています。
地域と連携した
最先端のカーエレクトロニクス開発。
北部九州の基幹産業である自動車産業。IPSでは、地
域の他大学や研究所、企業などと連携して、カーエレ
クトロニクスに展開できるシステムの研究開発に力を
注ぎ、自動車産業の発展を目指します。

IPSの
プロジェクト

主な海外協定校
中 国 マレーシア

マレーシア日本国際工科院
台 湾

国立成功大学 電機資訊学院
国立中央大学 資訊電機学院
国立台北科技大学 機電学院, 電資学院
国立台湾大学電機資訊学院

韓 国
全南大学校 工学部
釜山大学校 工学部
培材大学校 コンピュータ工学科

タ イ
チェンマイ大学 工学部
チュラロンコーン大学 工学部
タマサート大学
シリンドーン国際工学部

ベトナム
ハノイ工科大学
・電子・電気通信学部
・情報通信技術学部
ホーチミンシティ工科大学
・電気・電子工学部
・コンピュータ科学・工学部
・機械工学部

フィリピン
アテネオ・デ・マニラ大学
理工学院

■ 国・地域別の学生数

2019年1月現在

連携大学院2コース開講！
カーエレクトロニクス／
インテリジェントカー・ロボティクスコース
北九州学術研究都市に隣接する3大学(早大、北九州市立大、九工
大)は各大学の強みを結集し、連携大学院2コースを開設していま
す。エレクトロニクス分野のみならず機械工学等についても分野
横断的かつ幅広く学ぶ『カーエレクトロニクスコース』に加え、2013
年より新たに自動車・ロボットの高度化、知能化を研究する『イン
テリジェントカー・ロボティクスコース』を開講しています。いず
れのコースも次世代リーダーとして実践力を有する高度専門人材
の育成を目的とし、修了生の産業界での活躍が期待されます。

IPSは科学技術の発展を支える教育研究機関として、国家
レベルのさまざまなプロジェクトに参画してきました。また
海外大学や企業とも連携し、最先端技術の開発のため毎
年数多くの共同研究を実施しています。

●博士課程教育リーディングプログラム － 実体情報学博士プログラム
●スーパーグローバル大学創成支援
●NEDO「SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）／次世代パワーエレクトロニクス」
●科学技術振興調整費・振興分野人材養成プログラム基盤ソフトウェア
●「アジア人財資金構想」高度専門留学生育成事業
●戦略的大学連携支援事業
●グローバルCOEプログラム「アンビエントSoCの教育研究の国際拠点」
●海外連携プロジェクト
●知的クラスター創成事業 第Ⅰ期
●地域イノベーション戦略支援プログラム（旧知的クラスター創成事業 第Ⅱ期）

［プロジェクト実績（進行中のプロジェクト含む）］

活発な研究交流

留学生が約90%を占める、
国際性豊かな研究環境。
IPSにはアジアを中心に世界各国から
異なる言語、文化、社会的背景をもつ
学生が集まっています。様々な外国語
が飛び交うクロスカルチャー環境の中
で、国際人としてのコミュニケーション
能力を身につけることができます。

ほとんどの科目を、
英語と日本語の2言語で開講。
IPSでは、授業を英語または日本語で受講可能で
す。留学生の多い研究室のゼミ等では、英語文献
の輪読や英語による活発な議論などが行われて
います。また、世界に通用する研究者やエンジニア
を養成するため、多くの学生が国際会議で英語で
発表する機会を持つよう、強力に推奨しています。

IPSのカーエレクトロニクスの取り組み

・温暖化防止 ・リサイクル推進
・大気汚染防止 ・騒音防止

●高精度センサー技術
●制御システム技術 など

環境・エネルギー分野

産業競争力の向上

●高いレベルでの生産システム
●質の高い労働力
　（高度技術者、卓越した技能）

早稲田大学
北九州学術研究都市内

地域内

生産システム分野

交通事故、負傷者数等の低減

●認識技術（事故予防技術）
●検出技術（ヒューマンエラー防止技術） など

安全分野

周辺技術の高度化

●高速情報通信処理技術
●認証技術など

自動車産業
関連産業

高度情報化分野

日本人学生
34名, 6.5％

留学生
489名, 93.5％

北京理工大学 研究生院 自動化学院
北京化工大学 信息科学与技術学院
重慶大学 ソフトウェア工学学院
大連理工大学 国際合作與交流處
復旦大学 信息科学与工程学院、
計算機科学技術学院、微電子学院
吉林大学
南京大学 軟件学院・計算机科学与技術系
北京大学 情報科学技術学院
上海交通大学 電子信息与電気工程学院
上海大学 大学院
四川大学 計算机学院・軟件学院・工商管理学院
華南理工大学 研究生院

東南大学電子科学与工程学院,
他5学院
同済大学 研究生院
清華大学　計算机科学与技術系
電子科技大学
武漢大学 国際軟件学院
厦門大学 信息科学与技術学院
西安電子科技大学
浙江大学 信息学部
南京郵電大学 光电工程学院
西安交通大学
北京交通大学 経済管理学院
陝西師範大学 コンピュータ科学学院
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早稲田ならではの、確かな就職実績。
有力企業で多くの卒業生が活躍しています。

多彩な“学びの機会”へと開かれた環境で、
ボーダレス時代のエクセレント・キャリアを養成。
5つの戦略的人財「エクセレント・キャリア」を養成
1. 世界レベルの先端的研究・開発を行う研究者
2. 技術の社会的経済的インパクトが分かる経営者および管理者
3. 経営戦略・戦略構想の立案ができるエンジニア
4. 先端情報技術を活かしたアントレプレナー（起業家）
5. 情報技術の知見を必要とするコンサルティング業務などに従事する者

IPSのコラボラーニング
IPSは海外の大学や研究機関との連携、
企業との共同研究、地域貢献の活動など、
さまざまなプロジェクトに対して開かれた
「コラボ・ラーニング」と呼ばれる独自の
教育環境を整備しています。こうした協働
的なプロジェクトの体験を重視した実践
的教育によって、これからの産業界をリー
ドし、グローバルな舞台で活躍できるエク
セレント・キャリアを育成します。

就職に強いIPS
ビジネスのあらゆる領域でグローバル化と情
報化が求められている今、幅広い専門知識と
創造性、確かな実践力とコミュニケーション能
力を兼ね備えたIPSの修了者の活躍の場はま
すます広がっています。また、IPSは企業から
の受託研究や共同プロジェクトをきっかけとし
た就職にも強みがあります。

人材育成

就　職
●電機・情報・通信・半導体
NTT
日本マイクロソフト
日立製作所, グループ会社
三菱電機
キヤノン
ソニー, グループ会社
日本IBM
楽天
パナソニック, グループ会社
東芝, グループ会社
NEC, グループ会社
富士通, グループ会社
シャープ
ソフトバンク
ローム
アドバンテスト
ルネサスエレクトロニクス
東京精密
村田製作所
富士電機
リコー
セイコーエプソン
コニカミノルタ
京セラ
オムロン
横河電機
アクセンチュア
ブラザー工業
ゼンリン
フォスター電機

●自動車
トヨタ自動車
日産自動車
本田技研工業
マツダ
デンソー
三菱自動車工業
ダイハツ工業
ヤマハ
アイシン精機
●エネルギー・プラント
　機械・金属
三菱重工業
神戸製鋼所
九州電力
東北電力
中国電力
ファナック
日揮
小松製作所
旭興産
出光興産
YKK AP
シュルンベルジェ
JXホールディングス
日立造船

富士ゼロックス
Samsung Electronics
LG Electronics
Huawei Technologies

●鉄道・航空
JR各社
全日空
西日本鉄道

●官公庁・金融・その他
国土交通省
北九州市役所
フランス国立科学研究センター
野村総合研究所
大和総研
長崎放送
仙台放送
西日本新聞社
三井住友銀行
ゆうちょ銀行
オリックス銀行
香港上海銀行
野村証券
清水建設
セコム

●化学・食品
住友化学
三井化学
富士フイルム
東レ
大日本印刷
アサヒビール
日清食品ホールディングス

修了生の主な就職先

大連理工大学
藩陽理工大学
東北財経大学
延辺大学
北京交通大学
南開大学
河南財経政法大学
河南工業大学
復旦大学
武漢大学
南京郵電大学
南京大学
南京財経大学
同済大学
浙江工商大学
浙江工業大学
西安交通大学
東南大学

華東理工大学
中山大学
上海海事大学
陝西師範大学
大理大学
国立成功大学
国立政治大学
延世大学校
東義大学校
釜山国立大学
マレーシア・トゥン・
フセイン・オン大学
マラッカ・マレーシア
技術大学
シンガポール国立大学
マラン州立大学
スタンフォード大学

海外教育研究機関で活躍する
IPS博士学位取得者の主な就職先

IPSの在学生や修了生のなかにはIPSでの研究成果を基に、広く社
会へサービスを提供するベンチャー起業家もいます。博士後期課
程修了生の吉永さんは「ログから新しい価値を創造する」ことを
テーマに、カレンダーサービスやアプリケーションサービスを開発す
るサービス提供会社を設立し、現在IT業界の注目を集めています。

注目を集めるIPS発のベンチャー企業

吉永 浩和
博士後期課程修了
（小柳研究室）

早稲田大学情報生産システム研究センター
（IPS研究センター）

北九州学術研究都市

各種学会開催

高専インターンシップ受入れ

高校IT教育支援

IPS市民講座

こども講座

国際共同プロジェクト

海外協定校
研究機関

実体情報学博士
プログラム

研究支援制度
カーエレクトロニクス
コース

産業コンソーシアム

企業インターンシップ

招聘講義

国際会議論文発表

国際コンテスト

早稲田大学

企業

地域貢献

JASSOセミナー

IPS海外連携
シンポジウム

独創的研究促進

新分野研究開拓

エクセレント
キャリア研究・企画管理

発表能力向上トレーニング

IPS海外連携シンポジウム

自動車会社製造工場における
エンジン組立・解体実習

地元中学校のIPS見学
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IPSは「情報アーキテクチャ」「生産システム」「集積システム」の3つの分野から構成 されており、各分野の枠を越えて相互につながり合う研究領域をハード・ソフト両面にわたって広く学ぶことができます。
また、最先端の技術と経営の知識を取り入れた講義を用意し、大局観を持ちテクノロ ジーにも明るい専門家を養成します。社会人学生も広く受け入れています。IPSの３分野

情報アーキテクチャ分野の特徴

情報通信分野全般をカバーし、特にその応用に
重点をおいた教育研究を実施

最先端の理論と産学連携を前提とする
アプリケーション及びネットワークの開発

理工系分野以外からの転入者にも配慮した教育で、
幅広いキャリア開発を支援

●情報・通信モデル  ●計算知能  ●言語・メディア情報  ●社会／経営情報
●ロボティクス・メカトロニクス  ●光ファイバシステム

●スマートインダストリー研究室  ●ニューロコンピューティング研究室
●データ工学研究室  ●イメージメディア研究室  ●知能化ネットワーク研究室
●用例翻訳・言語処理研究室  ●バイオ・ロボティクス&ヒューマン・メカトロニクス研究室
●光ファイバシステム研究室　●コミュニティ・コンピューティング研究室
●インタラクティブプログラミング研究室

研究領域

I メディアから経営工学まで、新たな情報活用をデザインする。

情報アーキテクチャ分野

生産システム分野の特徴

開発から材料、組立・製造、計測、制御、診断、物流、
経営までの生産活動に不可欠な領域をカバー

製造業のグローバル化に対応し、
アジアや世界で活躍できる研究者・高度技術者を養成

現場に即した実践的な環境で、
ソフト・ハード両面からの充実した教育・研究を実施

●機械設計・ロボット  ●センサ・先進材料・応用計測
●システム制御・プロセス制御・エネルギー
●プロセス運用監視・設備保全管理  ●経営・生産情報システム

●設備診断技術研究室  ●システム制御研究室  ●生産情報制御研究室
●プロセス技術研究室  ●機械システム設計研究室  ●先進材料研究室
●先端バイオエレクトロニクス研究室  ●生産プロセス工学研究室
●パワー半導体デバイス研究室  ●医用光学研究室

●マルチメディア情報・画像処理  ●モバイル通信  
●アナログ・高周波回路  ●光集積回路  
●大規模／高速／低電力LSI  ●VLSI設計自動化・検証・テスト

●画像情報システム研究室  ●高位検証技術研究室    ●ASIC自動設計研究室  
●新機能LSI研究室  ●無線通信回路技術研究室  ●光電子集積システム研究室  
●ディペンダブル情報システム研究室  ●新機能メモリシステム研究室  
●発光システム研究室  ●マイクロ電気機械システム研究室

研究領域

P 21世紀のモノ造りの在り方を、最先端の理論と技術で追及する。

生産システム分野

集積システム分野の特徴

応用集積システムとそのための基礎技術を幅広くカバー

企業との密な連携を有する教授陣による
実践的な研究と教育の提供

未来のIT社会を担う共同プロジェクトの
研究資金に基づく研究環境の提供

研究領域

S 革新的な集積システムとそのための最先端のテクノロジの創造。

集積システム分野
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IPSは「情報アーキテクチャ」「生産システム」「集積システム」の3つの分野から構成 されており、各分野の枠を越えて相互につながり合う研究領域をハード・ソフト両面にわたって広く学ぶことができます。
また、最先端の技術と経営の知識を取り入れた講義を用意し、大局観を持ちテクノロ ジーにも明るい専門家を養成します。社会人学生も広く受け入れています。

情報アーキテクチャ実験（例）
・IPネットワークの理解
・ネットワークの設計・構築
・イントラネット管理
・Webアプリケーション開発
・データベース連携システム開発

実践的教育の重視

地域の産業界との連携

情報技術を体感できる
「情報アーキテクチャ教育実験室」

充実した教育・研究環境

SoC（System on Chip）の設計と検証／テスト
・最先端の設計実習環境
・通信、画像処理などの実例対象

システム的な教育を実施
・ハードウェアとソフトウェアの両面
・アルゴリズムやソフトウェアの基礎から応用

SoCハードウェア設計教育
・FPGAデバイスによる試作
・研究を通じて実チップの設計／評価

教育研究の特色

・電機、通信、半導体、自動車関連の産業界や
  研究機関との共同研究を広く実施
・国内外のトップクラス大学との研究交流

外部機関や団体との連携

IPS

産業界の
ノウハウを活用しつつ
教育を行なう

産業界

製造現場の事例に
詳しい人材・ケースを

有する

情報アーキテクチャ分野のウェブサイトはこちら ▼ http://iafips.blogspot.jp/

生産システム分野のウェブサイトはこちら ▼ http://ps.ips.waseda.ac.jp/

スマート社会をとりまく情報と技術
人・モノ・情報から作り出される安全、安心な社会と快適な環境。情報アーキテクチャ分野では、これ
からのスマート社会を支えるさまざまな情報・システム技術の研究とその応用に取り組んでいます。

Artificial
Wisdom

Smart &
Productive Community

ニューロコンピューティング

用例翻訳・言語処理

スマート
インダストリー

知能化ネットワーク

コミュニティ・
コンピューティング

データ工学

ヒューマンインターフェース

ロボティクス・メカトロニクス

光応用技術

情報モデル
メディア情報

情報通信

計算知能

自然言語処理

信号処理
社会情報学

経営情報学

バイオ・ロボティクス＆
ヒューマン・メカトロニクス

Human & Machine
Coexistence Environment

ヒューマンインタフェースイメージメディア

光ファイバシステム

機械設計・ロボット

・先進トライボロジー
・動力伝達システム
・先進機械システム
・ライフサポートデバイス

センサ・先進材料・応用計測

・センシングシステム
・ナノテクノロジー、ナノ材料、複合材料
・レーザ応用
・エレクトロニクス実装材料
・半導体インターコネクション
・無侵襲医用計測

システム制御・プロセス制御・
エネルギー

・交通信号の確率制御
・自動車の自律走行制御
・配管検査ロボット
・ごみ処理溶融炉制御
・バイナリー発電プラント制御
・パワーエレクトロニクス
・太陽電池、バイオ燃料電池

プロセス運用監視・
設備保全管理

・プラントや装置の異常検知
・腐食や劣化の予測・診断
・橋梁の健全度診断
・電動機の劣化診断
・設備診断のための信号処理

経営システム・
生産情報システム

・ファイナンスエンジニアリング
・マネジメントエンジニアリング
・生産スケジューリング多目的最適化
・目標指向計画による意思決定支援
・デペンダブル生産リアクティブ
  スケジューリング

歩行アシストロボット

・個別事例やスキルの体系化
・人材育成プログラムの開発
・実践的な講座（産業界との連携）
・製造現場の中核人材の再教育

・現場ニーズの提示
・具体的事例の提供
・企業での経験を持つ講師の派遣
・研修現場の提供

Creating innovative integrated systems with leadingedge technologies.

IoTAI/Cloud
system

Entertainment
system

Security
system

Communication
system

Mobile
system

Video
system

Opto-
electronics

MEMS
Sensor

Circuit
technologies

Design
automation

Optimization
algorithm

Computer
architecture

Machine
learning

Signal
processing

Applications

Technologies

Integrated
Systems
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教員紹介
● 情報アーキテクチャ分野

教　授　藤村　茂
（ふじむら・しげる）

博士（工学）（早稲田大学）

【研究分野】
生産計画・スケジューリング
次世代生産システム
サプライチェーンマネジメント
プロジェクトマネジメント
ビジネスプロセスモデリング

【メッセージ】
研究成果を世界に発信し研究の楽しさを実感
しましょう。お互いの意見を尊重し前向きに議
論できる研究室です。

教　授　古月 敬之
（ふるづき・たかゆき）

博士（情報工学）（九州工業大学）

【研究分野】
ニューラルネットワーク
遺伝的アルゴリズム
バイオインフォマティクス
システム同定と制御
最適化システム

【メッセージ】
読書が趣味。脳や生き物に関する興味が
ある人、一緒に勉強・研究しましょう。

教　授　岩井原 瑞穂
（いわいはら・みずほ）

博士（工学）（九州大学）

【研究分野】
データベース質問処理
Web情報システム
Webマイニング
セキュリティとプライバシー
ソーシャルメディア

【メッセージ】
山歩きや釣りなどが趣味で、
自然と親しむことが好きです。

教　授　鎌田 清一郎
（かまた・せいいちろう）

博士（工学）（九州工業大学）

【研究分野】
画像情報処理
パターン認識
バイオメトリクス
画像データベース
空間充填曲線とフラクタル

【メッセージ】
イメージをいつも大切にしています。
BGM音楽を聴くことが好きで、
CDは約400枚あり。

教　授　小柳 惠一
（こやなぎ・けいいち）

博士（工学）（大阪大学）

【研究分野】
自己組織化ネットワーク
分散コンピューティング
P2P ネットワーク
コラボレーション
グリッドコンピューティング
クラウドコンピューティング
【メッセージ】
旅、そして歩き・走る・運転が好きです。燃料に少
しのアルコールが必要です。一緒に汗をかきたい
人、集まれ！より詳しくは、私のFacebookページ、
http://www.facebook.com/keiichi.koyanagi.lab
を見てください。

教　授　ルパージュ・イヴ
博士（工学）（グルノーブル大学）

【研究分野】
機械翻訳
自然言語処理
用例知識取得
相違と類似・類推関係

【メッセージ】
言語処理についての新しい考え方・手法・課題
をスムーズな雰囲気で意見交換しましょう。

教　授　松丸 隆文
（まつまる・たかふみ）

博士（工学）（早稲田大学）

【研究分野】
移動ロボットの遠隔操作システム
移動ロボットの意図・行動の予告
人間共存ロボットの形態・動作
人間共生ロボットの対人インタラクション
人の運動・動作の計測と解析
メカトロニクスの体系的な学習方法
【メッセージ】
領域や分野にとらわれない新しい考え方や高
い能力をもった人々が集う場で、新しい分野を
開拓しながら、一緒に成長しましょう。

教　授　坪川　信
（つぼかわ・まこと）

工学博士（北海道大学）

【研究分野】
光ファイバセンシング技術
光機能部品技術
高信頼ネットワークアーキテクチャ
光伝送システム技術

【メッセージ】
光技術には多くの可能性があります。
皆さんのクールなアイデアを期待しています。
是非一緒に研究しましょう。

教　授　吉江　修
（よしえ・おさむ）

工学博士（早稲田大学）

【研究分野】
バーチャルコミュニティ
エージェント
多人数インタラクション
eメンテナンス
合意形成過程
知識ロジスティクス

【メッセージ】
食べ歩きとドライブが趣味。
『実行力のある人、一緒に研究しましょう！』

教　授　田中 二郎
（たなか・じろう）

博士（コンピュータ科学）（米国ユタ大学）

【研究分野】
ヒューマン・コンピュータ・インタラクション
拡張現実および人工現実
実世界と仮想世界の融合
次世代eコマースサービス
実践的ソフトウェア開発
【メッセージ】
これからの人間とコンピュータのインタラク
ションのあり方に興味を持っています。現在は拡
張現実による実世界と仮想世界の融合の研究に
力を入れています。プログラミングを重視し、実
践的なソフトウェアの開発に力を注いでいます。

Web http://www.fujimura-lab.org/

Web http://www.waseda.jp/sem-hflab/
Web http://www.waseda.jp/sem-matsumaru/

http://www.f.waseda.jp/matsumaru/

Web http://www.iwaihara-lab.org/pub/ Web http://www.f.waseda.jp/tsubokawa.m/

Web http://www.waseda.jp/sem-kamlabo011/

Web http://iplab-waseda.jp/

検索早稲田  IPS  教員
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研究に関する相談、教員とコンタクトを取りたい方はこちらへ koho-ips@list.waseda.jp　　093-692-5017オフィス

● 生産システム分野

教　授　犬島　浩
（いぬじま・ひろし）

工学博士（早稲田大学）

【研究分野】
設備診断技術
データサイエンス
信号処理技術
アナログ電子回路
センシングシステム
音響工学

【メッセージ】
電機メーカーの研究所で25年間、設備診断技術
の研究に従事してきました。この経験を授業に
反映したいと思います。

教　授　李　羲頡
（り・よしかつ）

工学博士（早稲田大学）

【研究分野】
インテリジェント・コントロール
ロボット群の協調行動学習制御
大規模系の非干渉制御
スライディングモード制御
超小型バイナリー発電の実用化
セルラーオートマトンによる交通流モデリングと
交通信号の確率的最適制御
ベイジアンネットワークと生産在庫管理

【メッセージ】
登山、キャンプ、スキー、釣り等のアウトドアが趣味
です。自然を学びながら人間の知識、知恵、知能を
コンピュータ制御で実現することを目指します。

教　授　村田 智洋
（むらた・ともひろ）

工学博士（東京工業大学）

【研究分野】
離散事象システムのモデリングと制御
多目的最適化技法
生産システムシミュレーション
生産システム計画制御
サービス指向システム

【メッセージ】
企業でフレキシブル生産情報システム、高信頼
化システム、企業間電子取引システムを研究し
てきました。情報と生産の境界領域で新しい応
用を目指します。

教　授　大貝 晴俊
（おおがい・はるとし）

博士（工学）（東京工業大学）

【研究分野】
プロセス制御
プロセスモデリング
プロセス解析・シミュレーション
橋梁健全度診断
自動車制御

【メッセージ】
生産プロセスを変革する制御技術、情報技術を
研究しています。趣味は読書（中国古典の小説
等）と散歩です。

教　授　田中 英一郎
（たなか・えいいちろう）

博士（工学）（東京工業大学）

【研究分野】
機械設計
機構学
機械要素学
福祉工学

【メッセージ】
機械のメカニズムの素晴らしさを生かした、
世の中に役立つものを創り出していきたいと
思います。機械いじりに興味がある人、一緒に
研究しましょう。

教　授　巽　宏平
（たつみ・こうへい）

工学博士（ドイツ アーヘン工科大学）

【研究分野】
半導体実装材料・技術
エレクトロニクス材料
結晶材料のマイクロストラクチャ制御
環境、エネルギー対応材料

【メッセージ】
材料のインタコネクションだけでなく、技術、
分野、人のインタコネクションに興味をもって
研究しています。

准教授　三宅 丈雄
（みやけ・たけお）

博士（工学）（早稲田大学）

【研究分野】
バイオエレクトロニクス
バイオ発電デバイス
ウェアラブルデバイス
体内埋め込みデバイス

【メッセージ】
サッカー、スノーボード、BBQなどのアウトド
アが趣味です。ヒトに安全で柔らかいデバイス
を共に作りましょう。

准教授　立野 繁之
（たての・しげゆき）

博士（工学）（九州大学）

【研究分野】
生産プロセス工学
シミュレーション技術
信頼性工学
情報生産プロセス

【メッセージ】
趣味は機械いじり（特にパソコンの組立て）で
す。人のために役に立つ研究を行っていきたい
と思っています。

教　授　犬石 昌秀
（いぬいし・まさひで）

工学博士（Northwestern University）

【研究分野】
パワーエレクトロニクス
パワー半導体デバイスと信頼性
回路シミュレーション用のモデリング

【メッセージ】
企業で34年間、半導体の開発を行ってきました。
パワーエレクトロニクスにおける半導体デバ
イスを研究します。

教　授　清水 孝一
（しみず・こういち）

Ph. D. （米国ワシントン大学）

【研究分野】
応用光学
生体医工学
医用生体計測
光イメージング
バイオテレメトリ

【メッセージ】
私も、大学院の6年間は米国で外国人留学生と
して育てられました。その時の経験や気持ちを
大切に、夢あふれる学生諸君の教育や研究に生
かしていきたいと思います。

Web http://www.f.waseda.jp/inujima-hiroshi/

Web http://www.f.waseda.jp/t-murata/ Web http://www.f.waseda.jp/tateno/
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教　授　池永　剛
（いけなが・たけし）

博士（情報科学）（早稲田大学）

【研究分野】
動画像圧縮システム
動画像認識システム
動画像通信システム
デジタル信号処理LSI

【メッセージ】
かつて友人が活躍していたこともあり、
ずっと早稲田ラグビーを応援しています。

教　授　木村 晋二
（きむら・しんじ）

工学博士（京都大学）

【研究分野】
高位設計と検証
応用指向の高位合成
ハードウェア／ソフトウェア協調設計
テスト容易化設計

【メッセージ】
趣味は読書で、特にミステリが好きです。
好きな言葉は親切、丁寧、思いやりです。

教　授　篠原 尋史
（しのはら・ひろふみ）

博士（情報学）（京都大学）

【研究分野】
ディペンダブルLSI
ハードウエアセキュリティー
ニューロ情報処理
エネルギー高効率回路・システム技術
【メッセージ】
メモリを手始めにロジックや極低消費電力技術
などの研究開発を、企業内や大学との共同で
行ってきました。あなたの発見・発明で社会に役
立つシステムを提案出来たら面白いと思いませ
んか。興味のある方歓迎です。趣味は近場の山登
り。下りではトレラン（?）にチャレンジも。

教　授　渡邊 孝博
（わたなべ・たかひろ）

工学博士（東北大学）

【研究分野】
ASIC自動設計手法
物理設計自動化アルゴリズム
オンライン・タスク配置問題
ネットワークオンチップ（NoC）

【メッセージ】
電子設計自動化のアルゴリズムからNoCや設
計環境まで幅広く取り組んでいます。自発的
テーマも大歓迎。趣味は散策、ガーデニング、地
ビールや豆腐作り。

教　授　吉増 敏彦
（よします・としひこ）

博士（学術）（神戸大学）

【研究分野】
無線通信用高周波IC（RFIC）の回路設計技術
アナログ回路設計技術
高周波デバイス評価技術・モデリング

【メッセージ】
無線通信機器は私たちの生活・仕事の必需品と
なりました。（携帯電話、カーナビ、衛星放送な
ど）今後も私たちの生活をさらに豊かにしてい
くため、無線通信用高周波ICの研究を一緒にし
ませんか。

准教授　髙畑 清人
（たかはた・きよと）

博士（工学）（東京工業大学）

【研究分野】
光電子集積回路
半導体光デバイス
シリコンフォトニクス
マイクロ波フォトニクス

【メッセージ】
フォトニクスとエレクトロニクスを融合する
光電子集積技術は超スマート社会を支える重
要な技術です。一緒に、将来の社会に役立つ新
しい光電子集積デバイス・システムの研究に取
組みましょう。趣味はスポーツと旅行です。

教　授　大澤　隆
（おおさわ・たかし）

博士（工学）（筑波大学）

【研究分野】
不揮発性ワーキングメモリ
新機能メモリシステム
ストレージ・クラス・メモリ（SCM）
ニューロモルフィック・デバイス

【メッセージ】
人工知能に適したメモリの研究を目指してい
ます。メモリに興味のある人、是非一緒に議論
しましょう。趣味は音楽です。

准教授　池橋 民雄
（いけはし・たみお）

博士（理学）（東京大学）

【研究分野】
センサデバイス
センサシステム
マイクロアクチュエータ
MEMSプロセス

【メッセージ】
センサからアクチュエータまで、様々な分野に
応用されているMEMS（微小電気機械システ
ム）の研究を一緒にやりませんか？趣味はロー
ドバイクとジョギングです。

准教授　硴塚 孝明
（かきつか・たかあき）

博士（工学）（九州大学）

【研究分野】
半導体レーザ・発光素子
光回路シミュレーション
ナノフォトニクス
光信号処理

【メッセージ】
「光る」技術を一緒に切り拓いていきましょう。

教　授　山内 規義
（やまうち・のりよし）

工学博士（九州大学）

【研究分野】
ユビキタス・センシングシステム
超小型無線センサモジュール
MEMS/LSI融合システム
低エネルギコスト薄膜トランジスタ

【メッセージ】
社会と人工システムの進化を頭に描きながら、
次世代LSI技術を研究しましょう。好奇心の強
い学生を歓迎します。趣味は読書（日本語、英
語、新刊、古本を問わず）。

Web http://www.f.waseda.jp/n.yamauchi/

Web http://www.f.waseda.jp/ikenaga/ Web http://www.f.waseda.jp/yoshimasu/

Web http://www.waseda.jp/sem-vlsi/

Web http://www.aoni.waseda.jp/shinohara.hiro/

Web http://www.f.waseda.jp/watt/

● 集積システム分野

研究に関する相談、教員とコンタクトを取りたい方はこちらへ koho-ips@list.waseda.jp　　093-692-5017オフィス
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高松 泰輝  TAKAMATSU, Taiki

熊本高等専門学校卒
2019年4月博士後期課程入学（三宅研究室）

本キャンパスには留学生が多数在籍しており、異なる文化や価値
観を持った学生と切磋琢磨できるグローバルな教育環境が提供
されています。時には、彼らの斜め上を行く発想に刺激を受けるこ
ともあり、自らの視野の広がりを実感できます。また、IPSでは幅
広い技術領域が研究対象であるため分野の垣根を越えた学問の
修得が可能となっています。充実した研究設備により、学生の熱
意次第では新しい学術分野開拓や融合研究を進めることができ
ます。以上より、私はIPSが次世代イノベーションを巻き起こす現
場であると強く確信しています。

学生

シュコボフ ビクトル  SKOBOV, Victor

シュトゥットガルト工科大学卒
2018年4月入学（ルパージュ研究室）

Japan

研究科に関するお問い合わせ koho-ips@list.waseda.jp　　093-692-5017オフィス

出身地別（日本人学生） 年代別 出身学校別（日本人学生） 男女別 課程別

九州（沖縄含む）
12名, 35.3％

関東
8名, 23.5％

東海4名, 11.8％

北海道
4名, 11.8％

中部1名, 2.9％

関西3名, 8.8％

中国2名, 5.9％

～20代前半
374名, 71.5％

20代後半
125名, 23.9％

30代16名, 3.1％
40代5名, 1.0％ 50代3名, 0.6％

大学生
5名, 14.7％

その他1名, 2.9％

高専専攻科生
18名, 52.9％

社会人
7名, 20.6％

職業能力開発大学校
2名, 5.9％

大学院生
1名, 2.9％

男407名, 77.8％

博士60名, 11.5％

修士463名, 88.5％

女116名, 22.2％

検索早稲田  IPS  メッセージ

敖　晨歌  AO, Chenge

西安電子科技大学卒
2019年3月修士課程修了（髙畑研究室）

China

方　梦初  FANG, Mengchu

東南大学卒
2017年9月入学（吉増研究室）

自身の能力を如何なく発揮し意見交換が活発な
環境にあるIPSに来れば、直ぐにでも精力的な
研究生活を始めることができ、留学における困
難・課題に直面しても、きめ細かいスタッフの対
応を受けることができます。自分に合ったコース
と研究室を選択することができ、私は所属する
研究室で光通信の評価や最適化手法について
研究しています。教授の指導のもと、自身の着想
に基づいた研究をさせてもらっています。また、
就職活動における先輩の事例紹介や様々な就
職情報が提供されるなど、学校から十分な支援
を受けながら、社会に進む準備ができます。

ベンスーシ ソフィネ  BEN SOUISSI, Sofiene

チュニジア私立大学卒
2018年4月入学（村田研究室）

様々なバックグラウンドを持った学生が世界中
からIPSに集います。研究に関する議論を交わす
中、異なる視点や様々な角度から分析し、アイデ
アや課題を発見するに至る過程はユニークで、
IPSならではです。また、才能あふれる教授陣が
学生を支えて下さり、いつでも助言や指導をい
ただけます。私達の研究室ではインテリジェン
ト・マニュファクチャリング・システムの研究と
先端アルゴリズムの実装に取り組んでおり、今
後産業が直面するであろう課題種々の解決を目
指しています。

Tunisia

IPSは多彩さに溢れる場所であり、さまざまな
国から来た異なる斬新なアイデアを持つ学生が
たくさん集まっています。これらのアイデアは常
にIPSに素晴らしい輝きをもたらしていると思い
ます。世界最先端の知識と技術が備われた環
境で、学生は意欲的に研究に取り組むことがで
きます。私たちの研究室ではパワー増幅器、発
振器などの無線通信用高周波アナログ集積回
路の設計を研究しています。普段のゼミからさ
まざまな国際会議まで、積極的に自分たちのア
イデアを発信しています。先生の熱心な指導の
元、研究室のメンバーと共に毎日充実した研究
生活を送っています。

China

IPSでは、豊富な選択肢から自分の目標に合わせてコースを選択
し、研究室を選ぶことができます。研究のサポートはいつでも受け
つつ、必要なものは何でも揃っているので、研究者にとって完璧な
場所だと言えます。どんな人でもきっと満足できるでしょう。ここ
「ひびきの」に形成される巨大な科学コミュニティ「北九州学術研
究都市」で研究ができるということは本当にありがたいです。新し
い研究アイディアを共有し合い、世界各国から集まる人 と々繋がる
ことがキャンパスライフの一部となっています。あなたと同じような
興味を抱き、熱意あふれる素晴らしい人にたくさん巡り合えます。

Belarus
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カリキュラム・設置科目 （2020年度予定）

基礎講義科目

・AD／DA変換基礎
・システム工学
・パワーエレクトロニクス
・光工学
・データ構造とアルゴリズム
・アナログCMOS回路

●情報通信ネットワーク
・機構学
・アンテナ工学基礎
●オペレーションズリサーチ
・制約処理論
・線形代数

・工学実験技術基礎（春）
●制御工学
・固体物理学
●スペクトル解析

春学期２単位
・電波伝搬基礎
・システムLSI概論
・コンピュータアーキテクチャ
・量子電磁気学
●計算知能工学
●ビジネスプロセスモデリング

・ロボット工学
・光ファイバ工学
●分布意味論の背景と基礎
●ディジタル回路
・計測工学基礎
・表面科学

・エネルギー工学
・情報システムデザイン論
・半導体デバイス工学
・シミュレーション技術
・確率・統計
・工学実験技術基礎（秋）

・ナノテク材料
・プログラミング基礎

秋学期２単位

科目修得条件および修了要件

18単位以上
（基礎講義科目は4単位まで）

授業科目

修士論文（必修・単位なし）

基礎講義科目
専門講義科目
実験科目
特論（必修）
演習（必修）
合計

科　目　区　分 入学１年後

20単位以上
（基礎講義科目は4単位まで）

2単位以上
8単位以上
30単位以上
合格判定

22単位以上

4単位以上

修了要件

・生体工学
・プログラミング言語論
・バイオインフォマティクス
・情報組織化論
・分散システム
・オブジェクト指向設計論

●光ファイバ応用計測学
・スマートファクトリ（Ⅰ）（秋クォーター）
・スマートファクトリ（Ⅱ）（冬クォーター）
●パタン認識
・情報セキュリティ論
★テクニカルプレゼンテーション特別演習（秋）

・バイオマイクロマシン
・情報管理
・パワーデバイスの製造と信頼性
・機械要素設計
・応用光学
●サプライチェーンマネジメント

・プロセス制御
●パワー半導体デバイス
●線形システム論
★誘電・絶縁材料特別演習
●設備診断技術

・高速・高周波LSI設計
・新機能メモリ
・システムLSI設計
・映像信号処理
・低消費電力設計技術
・アナログ・ディジタル変調

・テスト容易化設計
・ディペンダブルLSIシステム
●光半導体デバイス
・光回路シミュレーション技術
・アナログLSI設計
★マイクロ波数値解析特別演習

秋学期２単位

専門講義科目

●自然言語処理
●ヒューマン・ロボット・インタラクション
・機械翻訳技術
・生産財マーケティング（春クォーター）
・集合知論（夏クォーター）
・スケジューリングアルゴリズム
●データベース

・光通信方式
●ヒューマンインタフェース
●画像情報処理
●ニューラルネットワーク
・凸解析
★テクニカルプレゼンテーション特別演習（春）

情報アーキテクチャ分野

●自動車工学
●バイオエレクトロニクス
・波動光学
・半導体実装材料・技術
・機械動力学
●信頼性工学
●最適制御論

・絶縁材料工学
★工学実験技術特別演習
●自動車・プラント制御モデリング

生産システム分野

・マイクロプロセッサ
・半導体メモリ設計
・伝送回路
・システムLSIアーキテクチャ
●省エネルギーLSIシステム
●ディジタルLSIアーキテクチャ
・MEMSデバイス工学

・光電子集積回路
・レーザ工学
★マイクロ波平面回路特別演習

集積システム分野
春学期２単位

●カーロボAI連携大学院コース科目　★研究室配属、修了要件の単位に含まれません。

※特論、演習の講義要項は、Webシラバス、科目登録画面から参照できます。 Webシラバス：https://www.wsl.waseda.jp/syllabus/JAA101.php ※設置科目は変更になる場合があります。

特　論

・ロボティクス・メカトロニクス特論
・スマートインダストリー特論
・コミュニティ・コンピューティング特論
・データ工学特論
・ネットワークコミュニティ特論

・ニューロコンピューティング特論
・マルチメディア特論
・用例翻訳・言語処理特論
・インタラクティブプログラミング特論
・先端光ファイバ技術特論

情報アーキテクチャ分野

・先端バイオエレクトロニクス特論
・医用光学特論
・パワー半導体デバイス特論
・機械システム設計特論
・先進材料特論

・設備診断技術特論
・生産情報制御特論
・情報生産プロセス特論
・制御情報学特論
・システム制御特論

生産システム分野

・画像情報システム特論
・ディペンダブル情報システム特論
・ASIC自動設計特論
・発光システム特論
・無線通信回路技術特論

・高位検証技術特論
・光電子集積システム特論
・新機能メモリシステム特論
・マイクロ電気機械システム特論

集積システム分野
秋学期２単位

演　習

・スマートインダストリー演習A,B,C,D
・ニューロコンピューティング演習A,B,C,D
・データベース演習A,B,C,D
・イメージメディア演習A,B,C,D
・知能化ネットワーク演習A,B,C,D

・用例翻訳・言語処理演習A,B,C,D
・ロボティクス・メカトロニクス演習A,B,C,D
・インタラクティブプログラミング演習A,B,C,D
・光ファイバシステム演習A,B,C,D
・コミュニティ・コンピューティング演習A,B,C,D

情報アーキテクチャ分野

・パワー半導体デバイス演習A,B,C,D
・設備診断技術演習A,B,C,D
・システム制御演習A,B,C,D
・バイオエレクトロニクス演習A,B,C,D
・生産情報制御演習A,B,C,D

・プロセス制御演習A,B,C,D
・医用光学演習A,B,C,D
・機械システム設計演習A,B,C,D
・生産プロセス工学演習A,B,C,D
・先進材料演習A,B,C,D

生産システム分野

・マイクロ電気機械システム演習A,B,C,D
・画像情報システム演習A,B,C,D
・発光システム演習A,B,C,D
・高位検証技術演習A,B,C,D
・新機能メモリシステム演習A,B,C,D

・ディペンダブル情報システム演習A,B,C,D
・光電子集積システム演習A,B,C,D
・ASIC自動設計演習A,B,C,D
・無線通信回路技術演習A,B,C,D

集積システム分野
A（秋学期2単位）、 B（春学期4単位）、 C（春学期2単位）、 D（秋学期2単位）

実験科目

情報アーキテクチャ実験

情報アーキテクチャ分野
秋学期２単位

生産システム実験

生産システム分野
秋学期２単位

検索早稲田  IPS  カリキュラム

自身の専門のみならず、分野の枠組みを越えた知識と技術を幅広く習得することができます。同時に、理工系とは異なるバックグラウンドを持つ学生にとっても、
研究活動へスムースに移行できるよう配慮されたカリキュラムを実現しています。

修士課程入学から修了まで
修士課程の修了要件は、大学院修士課程に２年以上在学し、授
業科目について所定の単位を修得し、修士論文の審査および試
験に合格することです。入学後の半年間は研究室に仮配属とし
ます。その後修了するまでの1年半の間は、研究室に本配属の上
で修士論文を作成します。研究室配属は、希望する研究室の指
導教員と面談の上、仮配属を経て本配属に進みます。なお仮配
属後に、研究室を変更して本配属に進むことは可能です。

修士1年

第１学期 第２学期

修士2年

第１学期 第２学期

※基礎講義科目は、4単位を超えて履修しても修了必要単位数として認められません。 ※各判定時までに必要な単位数です。（判定毎に新たに必要となる単位数ではありません。）

研究室仮配属
（入学後、約１か月）

中間発表
（第２学期開始直後）

研究室本配属（第２学期から）

単位修得条件確認 修論発表

入学 入学1年後 修了
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入試情報  2020年4月および9月入学用

IPSの課程・学位

○募集分野／情報アーキテクチャ分野、生産システム分野、集積システム分野　○募集人数／〈4月、9月入学の合計〉修士課程／200名、博士後期課程／20名

詳細は入試要項で確認してください。入試要項および出願書類はIPSウェブサイトよりダウンロードできます。▶https://www.waseda.jp/fsci/gips/applicants/admission/application/
※入試要項は変更になる場合があります。

※1 国外出願の方、または国内出願かつ国内の学校推薦の方は、面接試問を行わず、原則として書類選考のみとします。 ※2 Gコース（国外出願）の方は、ランキング証明書も提出してください。
※3 国内出願で、国内の学校推薦の方は任意。

200

20

情報生産システム工学専攻 修士課程

情報生産システム工学専攻 博士後期課程

専攻・課程 入学定員

400

60

収容定員

4月・9月

4月・9月

入学時期

修士（工学）

博士（工学）

学　位

国内出願［修士課程・博士後期課程］
［2020年4月入学］

［2020年9月入学］

2019年11月18日（月）
～ 11月29日（金） 2020年4月 1 日（水）

～ 4月15日（水）

2020年6月15日（月）
～ 6月26日（金）

2019年12月26日（木）

2020年8月中旬2020年1月 6 日（月）
～ 1月15日（水） 2020年2月14日（金）

2020年4月13日（月）
～ 5月 7日（木） 2020年6月5日（金）

1月実施入試

2月実施入試

6月実施入試

出願期間（最終日必着） 合格者発表 第1次入学手続期間（最終日必着） 第2次入学手続期間

国外出願［修士課程・博士後期課程］

2019年6月 3 日（月）
～ 6月21日（金）

2019年7月12日（金）
2019年7月13日（土）
2019年10月11日（金）
2019年10月12日（土）
2020年2月7日（金）
2020年2月8日（土）

2019年11月 5 日（火）
～ 11月12日（火）

2020年2月25日（火）
～ 3月 3日（火）

2019年7月18日（木）

2019年10月17日（木）

2020年2月14日（金）

2020年3月上旬2019年9月 2 日（月）
～ 9月20日（金）

2020年1月 6 日（月）
～ 1月15日（水）

7月実施入試

10月実施入試

2月実施入試

出願期間（最終日消印有効） 試験日（いずれか1日） 合格者発表 第1次入学手続期間（最終日必着） 第2次入学手続期間

［2020年9月入学］

2020年1月 6 日（月）
～ 1月15日（水）

2020年2月7日（金）
2020年2月8日（土）

2020年4月1日（水）
～4月8日（水）2020年2月14日（金）

2020年6月 1 日（月）
～ 6月19日（金）

2020年7月10日（金）
2020年7月11日（土）

2020年7月27日（月）
～8月 3日（月）2020年7月16日（木）

2020年8月中旬
2月実施入試

7月実施入試

出願期間（最終日消印有効） 試験日（いずれか1日） 合格者発表 第1次入学手続期間（最終日必着） 第2次入学手続期間

［2020年4月入学］

2019年6月 3 日（月）
～ 6月21日（金） 2019年11月 5 日（火）

～ 11月19日（火）

2020年1月15日（水）
～ 1月24日（金）

2019年7月18日（木）

2020年3月上旬2019年9月 2 日（月）
～ 9月20日（金） 2019年10月17日（木）

2019年11月18日（月）
～ 11月29日（金） 2019年12月26日（木）

7月実施入試

10月実施入試

1月実施入試

出願期間（最終日必着） 合格者発表 第1次入学手続期間（最終日必着） 第2次入学手続期間

・研究計画書
・卒論または修論または業績報告書
・成績証明書
・英語能力証明書

実施実施

・研究計画書
・推薦書（他薦）
・卒論または修論または業績報告書
・成績証明書 ※2
・英語能力証明書 ※3

・研究計画書
・推薦書（自薦または他薦）
・業績報告書
・成績証明書
・英語能力証明書

・修士論文指導教員等、本人の学力を
　評価できる方の推薦があること。

・卒業論文指導教員等、本人の学力を
　評価できる方の推薦があること。 実施実施

実施実施

｜｜

入試区分ごとの個別条件と選考方法
IPSでは３つの入試区分を設け、専門知識の他、学習意欲と問題意識を重視して合否を判定します。

一般入試

推薦入試

・企業、官公庁、教育機関等に在職して
　いる者、または在職していた者。
・業務上特筆すべき業績を有する者。

・企業、官公庁、教育機関等に在職して
　いる者、または在職していた者。
・業務上特筆すべき業績を有する者。

社会人入試

入試区分
修士課程 博士後期課程

個別条件
主な提出書類

選考方法 ※1

書類審査 面接試問

検索早稲田  IPS  入試

カリキュラム・入試等に関するお問い合わせ gakumu-ips@list.waseda.jp　　093-692-5017オフィス
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学費 （2019年度入学および2020年度入学）

奨学金制度

修士課程

奨学金制度で、留学生にも安心な研究生活を

200,000
－

200,000
－
－
－

25,000
25,000
50,000
25,000
25,000
50,000

557,000
557,000
1,114,000
657,000
657,000
1,314,000

第１学年
入学時
第２期
計
第１期
第２期
計

第２学年

年　度 納入期 入学金
学費・諸会費
実験演習料授業料

1,500
1,500
3,000
1,500
1,500
3,000

783,500
583,500
1,367,000
683,500
683,500
1,367,000

学生健康増進互助会費
合　計

2018年度  奨学金受給実績一覧

日本学生支援機構大学院第一種奨学金

日本学生支援機構第二種奨学金

日本学生支援機構入学時特別増額貸与奨学金

大隈記念奨学金

小野梓記念奨学金

校友会給付奨学金

三井金型振興財団奨学金

私費外国人留学生授業料減免奨学金

渡日前入試予約採用奨学金

小野梓記念外国人留学生奨学金

早稲田大学緊急奨学金

国費留学生

スーパーグローバル大学創成支援事業　国費留学生

私費外国人留学生学習奨励費

中国国家建設高水準大学留学生

中国国家建設高水準大学公費派遣研究生受入制度 博士後期課程1年特別

福岡県国際交流センター留学生奨学金

福岡アジア留学生里親奨学金

北九州市学術研究都市奨学金

株式会社戸畑ターレット工作所奨学金（FAIS冠奨学金）

日価奨励奨学金（FAIS冠奨学金）

国際高度人材育成奨学金（FAIS冠奨学金）

関原大連市留学生奨学金

旭興産グループ奨学金

大川功情報通信学術奨学金

博士後期課程若手研究者養成奨学金

奨　学　金　名　称

日本人
学生対象

日本学生
支援機構

学内奨学金

学外奨学金

学外奨学金

学内奨学金

学内奨学金

外国人
留学生対象

規定なし

支　給　額

修 士 修 士 博 士利子 博 士
受給期間

受給者数

博士後期課程

200,000
－

200,000
－
－
－
－
－
－

25,000
25,000
50,000
25,000
25,000
50,000
25,000
25,000
50,000

16

0

0

2

4

1

2

31

24

9

2

8

1

172

－

－

3

1

28

0

0

1

0

4

－

－

1

0

0

－

－

－

－

－

－

0

0

2

0

1

3

4

0

0

0

0

－

－

0

－

3

32

1～3年

1～3年

入学時一時金

1年

1年

1年

正規修業年限

年1回

2年

1年

1年

正規修業年限

最長1年

最長1年

正規修業年限

正規修業年限

1年

1年

1年

1年

1年

2年

1年

1年

1年

1年

無

有

有

貸与

貸与

貸与

給付

給付

給付

給付

減額

給付

給付

給付

給付

給付

給付

給付

給付

給付

給付

給付

給付

給付

給付

給付

給付

給付

給付

￥50,000～￥122,000 ／月

￥50,000～￥150,000 ／月

￥100,000～￥500,000 ／一時金

￥50,000 ／月

￥400,000 ／年

￥20,000 ／月

￥20,000 ／月

￥300,000 ／半年

￥360,000 ／年

￥144,000～￥145,000 ／月＋授業料

￥144,000～￥145,000 ／月＋授業料

￥48,000 ／月

￥20,000 ／月

￥400,000 ／年

￥400,000 ／年

￥400,000 ／年

－

－

－

－

－

￥150,000 ／月＋授業料

￥150,000 ／月＋授業料

50％

￥500,000 ／年

￥400,000 ／年

－

－

－

￥50,000 ／月

￥70,000 ／月

－

－

￥500,000 ／年

－

－

－

￥100,000 ／年

￥500,000 ／年

353,500
353,500
707,000
453,500
453,500
907,000
453,500
453,500
907,000

第１学年
入学時
第２期
計
第１期
第２期
計
第１期
第２期
計

第２学年

第３学年

年　度 納入期 入学金
学費・諸会費
実験演習料授業料

1,500
1,500
3,000
1,500
1,500
3,000
1,500
1,500
3,000

580,000
380,000
960,000
480,000
480,000
960,000
480,000
480,000
960,000

学生健康増進互助会費
合　計

IPSでは、入学後の学生の大学生活をサポートするため、本学独自の様々な「学内奨学金」をはじめ、国や民間団体の「学外奨学金」など充実した奨学金を整えています。特にIPSで
学ぶ留学生には、財団法人北九州産業学術推進機構（FAIS）による「北九州学術研究都市奨学金」、福岡県国際交流センターによる「福岡県国際交流センター留学生奨学金」など
IPSならではの奨学金が充実しています。以下は、2018年度IPS在籍学生の受給実績です。これらを含め詳細については、入学後に配付する奨学金情報冊子を参考にしてください。

※“－”：募集対象外

（単位：円）

（単位：円）

（￥：日本円）

検索早稲田  研究科  学費

検索早稲田  IPS  奨学金
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キャンパスライフ・北九州学術研究都市

奨学金受給モデルケース

大学院博士後期課程若手研究者養成奨学金制度

※詳細等は入学手続時に配付する「Challenge奨学金情報」　または奨学課ホームページ https://www.waseda.jp/inst/scholarship/ にて確認してください

早稲田大学は、2009年度入学者より、大学院博士後期課程において優秀な若手研究者を養成することを目的として、奨学金制度を設立しています。
この奨学金は、授業料を免除されている学生を除く博士後期課程の標準修業年限内の在学生で、本奨学金の出願資格をすべて満たし、所定の出願書類を提出した
者のうち適格者全員が年額50万円（単年度給付）を受給できる制度です。

北九州市は新しい研究生活のステージ
IPSがある北九州市は、九州の北端に位置する人口約100万人の政令指定都市です。中国や韓国
に近いという地理的な条件に恵まれ、古くからアジアとの交流拠点となってきました。現在は「北
九州ルネッサンス構想」によって学術研究都市と地域産業の連携を図り、国際的なテクノロジー
都市へと変貌を遂げつつあります。また、北九州市には海岸や山、緑地など豊かな自然を満喫で
きるスポットが市内各所にあり、スポーツやレジャーなどが気軽に楽しめるほか、首都圏に比べ
て経済的にも暮らしやすく、ゆとりある研究生活を送ることができます。

日本人修士課程学生 Aさんのケース
旭興産奨学金 ￥500,000 ／年×1
三井金型奨学財団 ￥50,000 ／月×12
日本学生支援機構第一種（貸与） ￥88,000 ／月×12

A

年額 ￥2,156,000

留学生修士課程学生 Bさんのケース
私費外国人留学生学習奨励費 ￥48,000 ／月×12

授業料減免

B

年額
および授業料減免
￥576,000

留学生博士後期課程学生 Cさんのケース
博士後期課程
若手研究者養成奨学金

￥500,000 ／年

私費外国人留学生学習奨励費 ￥48,000 ／月×12

C

年額 ￥1,076,000

検索早稲田  IPS  アクセス

学費や奨学金、宿舎に関するお問い合わせ gakumu-ips@list.waseda.jp　　093-692-5017オフィス

IPSの位置する北九州学術研究都市
● 4大学と13研究機関が同一キャンパスに集積
● イギリスなど欧州を代表する研究所も参画
● 最先端の“知”が集うアジアの中核的な学術研究拠点
● 地域企業との連携による技術の高度化と新産業の創出

1ヵ月あたりの生活費例
家賃（留学生寮）

家賃（民間アパート）
約12,000～20,000円

約32,000～45,000円
合計　約67,000～100,000円

食費
電気・ガス・水道・通信費
交遊費

約20,000円
約20,000円
約15,000円

早稲田大学 大学院情報生産システム研究科
学術研究都市大通り線

技術開発交流センター
（産学連携センター 5号館）

産学連携
センター別館

産学連携センター

北九州市立大学
留学生会館

計測・分析センター
特殊実験棟

北九州市立大学国際環境工学部

大学院国際環境工学研究科

北九州市立大学
教職員宿舎

会議場 体育館

クラブ棟 テニスコート グラウンド
学術情報センター

学研都市ひびきのバス停

九州工業大学 大学院
生命体工学研究科

早稲田大学 教職員宿舎

事業化支援センター

早稲田大学
研究員宿舎

情報技術高度化センター
（産学連携センター3号館）

早稲田大学
情報生産システム研究センター

IN

P

北九州学術研究都市
留学生宿舎

環境エネルギーセンター

A

B

D

EF

C

共同研究開発センター
（産学連携センター2号館）

コインランドリー

ATM

カフェテリア

北九州学術研究都市

二島

小倉

北九州空港

黒崎

1時間

北 九 州 市

北九州学術研究都市

折尾

直方
↓

大分
↓

←博多
(福岡空港)

若松

15分

下関

J R

学術情報センター
（図書室・情報処理施設）

情報を集積・発信する
マルチメディアステーションです。

B

共同研究開発センター
半導体製造工程の研究開発を
支援する施設です。

E 情報技術高度化センター
ネットワークや半導体設計に関する研究開発、
人材育成を行う共同研究開発施設です。

F

産学連携センター
産・学が手を組んで
研究をすすめる中核施設です。

C 会議場
研究発表や産学官交流の場に
ふさわしいホールです。

D

技術開発交流センター
カーエレクトロニクス分野等での
技術開発を支援する施設です。

A
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●台北オフィス
早稻田大學台北國際交流中心 (台北辦公室), 台北市南京東路二段123號
新光人壽大樓 5Ｆ 104
TEL.+886-2-2507-4501      taipei-office@list.waseda.jp

早稲田大学 大学院情報生産システム研究科
〒808-0135 福岡県北九州市若松区ひびきの2-7
早稲田大学大学院情報生産システム研究科事務所
アドミッションズオフィス
    koho-ips@list.waseda.jp
TEL.093-692-5017  FAX.093-692-5021
    https://www.waseda.jp/fsci/gips/

●シンガポールオフィス
Singapore Office, 57 West coast Road, Singapore 127366
TEL.+65-6771-8185      singapore-waseda@list.waseda.jp

●バンコク事務所
Waseda Education (Thailand) / Bangkok Office, 1 Empire Tower, 5th Floor,
Room 501, South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District,
Bangkok 10120 Thailand
TEL.+66-2-6703456 
    info@waseda.ac.th (Thai), thaiwaseda@gmail.com (日本語)

●ブリュッセルオフィス
〈訪問先住所〉Brussels Office, Av. A. Depage, 1, 1050, Brussels, Belgium
〈郵送先住所〉Brussels Office, Av. F. D. Roosevelt, 50, CP 131/2, 1050,
                 Brussels, Belgium
TEL.+32-2-650-3048      brussels-office@list.waseda.jp

●ニューヨークオフィス
WASEDA USA New York Office, c/o Sumitomo Real Estate Sales (N.Y.) Inc.
800 Second Avenue, Suite 300, New York, NY 10017 USA

●サンフランシスコオフィス
WASEDA USA San Francisco Office, 44 Montgomery Street,
Suite 2440, San Francisco, CA 94104 USA
TEL.+1-415-693-9286      infowasedausa@list.waseda.jp


