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関係者各位

『金沢大学大学院自然科学研究科規程』に，以下の改正がありますので，お知らせします（3ページあります。）。

掲載冊子
『2020年度入学者用金沢大学大学院自然科学研究科博士前期課程履修案内』22～35ページ

　(地産地消の再生可能エネルギー創出・蓄電人材養成コース) （新設）
第14条の4　博士前期課程及び博士後期課程に地産地消の再生可能エネルギー創出・蓄電
　人材養成コース（以下「エネルギー創出・蓄電人材養成コース」という。）を置く。
　エネルギー創出・蓄電人材養成コースに関する授業科目及び単位数は，別表第3及び別
　表第4のほか，別に定めるカリキュラム表のとおりとする。
2　前項に定めるコースを履修することができる学生（以下「エネルギー創出・蓄電人材
　 養成コース学生」という。）は別に選考する。
3　エネルギー創出・蓄電人材養成コースを修了した者には，修了認定証を交付する。
4　エネルギー創出・蓄電人材養成コースに関する必要な事項は，別に定める。

第15条～第18条　　　　　　　　　　　　　（略） 第15条～第18条　　　　　　　　　　　　　（略）

(授業科目の履修等) (授業科目の履修等)
第19条　学生は，履修しようとする授業科目について，別に定める履修登録期間に履修登録 第19条　学生は，履修しようとする授業科目について，別に定める履修登録期間に履修登録
手続により研究科長に願い出，許可を受けなければならない。 手続により研究科長に願い出，許可を受けなければならない。
2　学生は，教育研究上有益と認められるときは，研究科長の許可を受けて，本学の他の研 2　学生は，教育研究上有益と認められるときは，研究科長の許可を受けて，本学の他の研
究科及び学域における授業科目を履修することができる。 究科及び学域における授業科目を履修することができる。
3　前項の規定により修得した単位は，研究科会議の議に基づき，15単位を超えない範囲で 3　前項の規定により修得した単位は，研究科会議の議に基づき，10単位を超えない範囲で
研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
4　学生は，研究科長の許可を受けて，本学の他の研究科において研究指導を受けることが 4　学生は，研究科長の許可を受けて，本学の他の研究科において研究指導を受けることが
できる。 できる。
5　前項の規定により受けた研究指導は，研究科会議の議に基づき，研究指導の一部として 5　前項の規定により受けた研究指導は，研究科会議の議に基づき，研究指導の一部として
認定することができる。 認定することができる。

（他大学大学院における授業科目の履修） （他大学大学院における授業科目の履修）
第20条　学生は，研究科長の許可を受けて，研究科が定める他大学の大学院において， 第20条　学生は，研究科長の許可を受けて，研究科が定める他大学の大学院において，
　当該大学院の所定の授業科目を履修することができる。 　当該大学院の所定の授業科目を履修することができる。
2　前項の規定により履修した授業科目の修得単位は，研究科会議の議に基づき，前条 2　前項の規定により履修した授業科目の修得単位は，研究科会議の議に基づき，前条
第3項により研究科の単位として認定する単位数と合わせて15単位を超えない範囲で研 第3項により研究科の単位として認定する単位数と合わせて10単位を超えない範囲で研
究科の単位として認定することができる。 究科の単位として認定することができる。
3　前2項の規定は，学生が，外国の大学院に留学する場合，外国の大学院が行う通信教育 3　前2項の規定は，学生が，外国の大学院に留学する場合，外国の大学院が行う通信教育
による授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業 による授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業
科目を履修する場合について準用する。 科目を履修する場合について準用する。

(休学期間中の他の大学の大学院又は外国の大学の大学院における学修) (休学期間中の他の大学の大学院又は外国の大学の大学院における学修)
第20条の2　教育研究上有益と認められるときは，学生が休学期間中に他の大学の大学院 第20条の2　教育研究上有益と認められるときは，学生が休学期間中に他の大学の大学院
又は外国の大学の大学院において学修した成果について，研究科における授業科目の履修 又は外国の大学の大学院において学修した成果について，研究科における授業科目の履修
により修得したものとみなすことができる。 により修得したものとみなすことができる。
2　前項の規定により修得したとみなすことができる単位については，第19条第3項，前条 2　前項の規定により修得したとみなすことができる単位については，第19条第3項，前条
第2項及び第3項により研究科の単位として認定する単位数と合わせて15単位を超えないも 第2項及び第3項により研究科の単位として認定する単位数と合わせて10単位を超えないも
のとする。 のとする。

第21条　　　　　　　　　　　　　（略） 第21条　　　　　　　　　　　　　（略）

(入学前の既修得単位の認定) (入学前の既修得単位の認定)
第22条　研究科は，教育上有益と認めるときは，学生が入学する前に本学の大学院又は 第22条　研究科は，教育上有益と認めるときは，学生が入学する前に本学の大学院又は
他大学の大学院において修得した授業科目の単位を，研究科の所定の授業科目を修得し 他大学の大学院において修得した授業科目の単位を，研究科の所定の授業科目を修得し
た単位とみなすことができる。 た単位とみなすことができる。
2　前項の規定により修得したとみなされる単位数は，研究科会議の議に基づき，転入学 2　前項の規定により修得したとみなされる単位数は，研究科会議の議に基づき，転入学
等の場合を除き15単位を超えない範囲で，また，第19条第2項及び第3項，第20条並びに 等の場合を除き10単位を超えない範囲で研究科の単位として認定する。
第20条の2により修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えない範囲で研究科
の単位として認定することができる。

（在学期間の短縮） （新設）
第22条の2　研究科は，前条の規定により，本学大学院に入学する前に修得した単位を
研究科において修得したものとみなす場合であって，当該単位の修得により研究科の
博士前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは，当該単位数，その修得に
要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で，研究科会議の議を経て，研究科が
定める期間在学したものとみなすことができる。ただし，この場合においても，当該
課程に少なくとも1年以上在学するものとする。

第23条～第25条　　　　　　　　　　　　　（略） 第23条～第25条　　　　　　　　　　　　　（略）

（修了要件） （修了要件）
第26条　博士前期課程(この項において環境・エネルギー技術国際コース，宇宙理工学 第26条　博士前期課程(この項において環境・エネルギー技術国際コース，宇宙理工学
コース，エネルギー創出・蓄電人材養成コース及びナノ精密医学・理工学卓越大学院 コース及びナノ精密医学・理工学卓越大学院プログラムを除く。)の修了要件は，当該
プログラムを除く。)の修了要件は，当該課程に2年以上在学し，別表第3に定める授業 課程に2年以上在学し，別表第3に定める授業科目のうちから31単位以上を修得し，かつ，
科目のうちから31単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，修士論文の 必要な研究指導を受けた上，修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，
審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた業績 在学期間に関しては，優れた業績を上げた者については，当該課程に1年以上在学すれば
を上げた者については，当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。 足りるものとする。
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改 正 後 現 行

第1条～第14条の3 　　　　　　　　　（略） 第1条～第14条の3 　　　　　　　　　（略）
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改 正 後 現 行

2　博士後期課程(この項において宇宙理工学コース，エネルギー創出・蓄電人材養成 2　博士後期課程(この項において宇宙理工学コース，GSリーディングプログラム各コース，
コース，GSリーディングプログラム各コース，ナノ精密医学・理工学卓越大学院プロ ナノ精密医学・理工学卓越大学院プログラム，国際インタラクティブESDコース及び高度IT
グラム，国際インタラクティブESDコース及び高度IT研究開発人材養成コースを除く。) 研究開発人材養成コースを除く。)の修了要件は，当該課程に3年以上在学し，別表第4に定
の修了要件は，当該課程に3年以上在学し，別表第4に定める授業科目のうちから11単位 める授業科目のうちから11単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士
以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格 論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた
することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者については， 研究業績を上げた者については，当該課程に1年(修士課程及び博士前期課程を修了した
当該課程に1年(修士課程及び博士前期課程を修了した者にあっては当該課程における在 者にあっては当該課程における在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。
学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。
第26条の3～4　　　　　（略） 第26条の3～4　　　　　（略）

5 エネルギー創出・蓄電人材養成コース学生の博士前期課程修了要件は，当該課程に2年 （新設）
以上在学し，別表第3に定める所属専攻の授業科目のうちから各専攻が定める要件に従い
31単位以上を修得した上で，別に定めるカリキュラム表の修得要件を満たし，かつ，必要
な研究指導を受けた上，修士論文の審査及び別に定める最終試験に合格することとする。
ただし，在学期間に関しては，優れた業績を上げた者については，当該課程に1年以上在学
すれば足りるものとする。

6　ナノ精密医学・理工学卓越大学院プログラム学生の博士前期課程修了要件は，当該課程 5　ナノ精密医学・理工学卓越大学院プログラム学生の博士前期課程修了要件は，当該課程
に2年以上在学し，別表第3に定める所属専攻の授業科目のうちから各専攻が定める要件に に2年以上在学し，別表第3に定める所属専攻の授業科目のうちから各専攻が定める要件に
従い24単位以上及び別表第8-1に定める授業科目のうちから6単位以上の合計31単位以上を 従い24単位以上及び別表第8-1に定める授業科目のうちから6単位以上の合計31単位以上を
修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，修士論文の審査及び別に定める最終試験に合 修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，修士論文の審査及び別に定める最終試験に合
格することとする。この場合において，修士論文の審査は，大学院学則第28条第2項に規 格することとする。この場合において，修士論文の審査は，大学院学則第28条第2項に規
定する試験及び審査に代えることができる。 定する試験及び審査に代えることができる。

7　博士後期宇宙理工学コース学生の博士後期課程修了要件は，当該課程に3年以上在学し， 6　博士後期宇宙理工学コース学生の博士後期課程修了要件は，当該課程に3年以上在学し，
別表第4に定める所属専攻の授業科目のうちから各専攻が別に定める要件に従い7単位以上 別表第4に定める所属専攻の授業科目のうちから各専攻が別に定める要件に従い7単位以上
及び別表第6-2に定める授業科目のうちから8単位以上，合計15単位以上を修得し，かつ，必 及び別表第6-2に定める授業科目のうちから8単位以上，合計15単位以上を修得し，かつ，必
要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び別に定める最終試験に合格することとする。 要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び別に定める最終試験に合格することとする。

8　産学連携イノベーション人材養成コース学生の博士後期課程修了要件は，当該課程に3 7　産学連携イノベーション人材養成コース学生の博士後期課程修了要件は，当該課程に3
年以上在学し，別表第4に定める所属専攻の授業科目のうちから7単位以上及び別表第7に定 年以上在学し，別表第4に定める所属専攻の授業科目のうちから7単位以上及び別表第7に定
める授業科目のうちから8単位以上を含む，合計17単位以上を修得し，コース修了のための める授業科目のうちから8単位以上を含む，合計17単位以上を修得し，コース修了のための
審査に合格すること，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び別に定める 審査に合格すること，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び別に定める
最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた 最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた
者については，当該課程に1年(修士課程及び博士前期課程を修了した者にあっては当該課 者については，当該課程に1年(修士課程及び博士前期課程を修了した者にあっては当該課
程における在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。 程における在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。

9　GS国際インタラクティブESDコース学生の博士後期課程修了要件は，当該課程に3年以 8　GS国際インタラクティブESDコース学生の博士後期課程修了要件は，当該課程に3年以
上在学し，別表第4に定める所属専攻の授業科目のうちから9単位以上及び別表第7に定め 上在学し，別表第4に定める所属専攻の授業科目のうちから9単位以上及び別表第7に定め
る授業科目のうちから7単位以上，合計16単位以上を修得し，コース修了のための審査に る授業科目のうちから7単位以上，合計16単位以上を修得し，コース修了のための審査に
合格すること，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び別に定める最終試 合格すること，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び別に定める最終試
験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者に 験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者に
ついては，当該課程に1年(修士課程及び博士前期課程を修了した者にあっては当該課程に ついては，当該課程に1年(修士課程及び博士前期課程を修了した者にあっては当該課程に
おける在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。 おける在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。

10　分野融合型数物科学グローバル人材育成コース学生の博士後期課程修了要件は，当該 9　分野融合型数物科学グローバル人材育成コース学生の博士後期課程修了要件は，当該
課程に3年以上在学し，別表第4に定める所属専攻の授業科目のうちから11単位以上及び 課程に3年以上在学し，別表第4に定める所属専攻の授業科目のうちから11単位以上及び
別表第7に定める授業科目のうちから4単位以上，合計15単位以上を修得し，コース修了の 別表第7に定める授業科目のうちから4単位以上，合計15単位以上を修得し，コース修了の
ための審査に合格すること，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び別に ための審査に合格すること，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び別に
定める最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を 定める最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を
上げた者については，当該課程に1年(修士課程及び博士前期課程を修了した者にあっては 上げた者については，当該課程に1年(修士課程及び博士前期課程を修了した者にあっては
当該課程における在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。 当該課程における在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。

11 エネルギー創出・蓄電人材養成コース学生の博士後期課程修了要件は，当該課程に3年 （新設）
以上在学し，別表第4に定める所属専攻の授業科目のうちから11単位以上を修得した上で，
別に定めるカリキュラム表の修得要件を満たし，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士
論文の審査及び別に定める最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，
優れた研究業績を上げた者については，当該課程に1年（修士課程及び博士前期課程を修
了した者にあっては当該課程における在学期間を含めて3年）以上在学すれば足りるもの
とする。

12　ナノ精密医学・理工学卓越大学院プログラム学生の博士後期課程修了要件は，当該 10　ナノ精密医学・理工学卓越大学院プログラム学生の博士後期課程修了要件は，当該
課程に3年以上在学し，別表第4に定める所属専攻の授業科目のうちから9単位以上及び 課程に3年以上在学し，別表第4に定める所属専攻の授業科目のうちから9単位以上及び
別表第8-2に定める授業科目のうちから6単位以上，合計15単位以上を修得し，コース修 別表第8-2に定める授業科目のうちから6単位以上，合計15単位以上を修得し，コース修
了のための審査に合格すること，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及 了のための審査に合格すること，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及
び別に定める最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研 び別に定める最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研
究業績を上げた者については，当該課程に1年（修士課程及び博士前期課程を修了した者 究業績を上げた者については，当該課程に1年（修士課程及び博士前期課程を修了した者
にあっては当該課程における在学期間を含めて3年）以上在学すれば足りるものとする。 にあっては当該課程における在学期間を含めて3年）以上在学すれば足りるものとする。

13　国際インタラクティブESDコース学生の博士後期課程修了要件は，当該課程に3年以上 11　国際インタラクティブESDコース学生の博士後期課程修了要件は，当該課程に3年以上
在学し，別表第4に定める授業科目のうちから9単位以上及び別表第9に定める授業科目の 在学し，別表第4に定める授業科目のうちから9単位以上及び別表第9に定める授業科目の
うちから6単位以上，合計15単位以上を修得し，コース修了のための審査に合格すること， うちから6単位以上，合計15単位以上を修得し，コース修了のための審査に合格すること，
かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び別に定める最終試験に合格するこ かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び別に定める最終試験に合格するこ
ととする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者については，当該 ととする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者については，当該
課程に1年(修士課程及び博士前期課程を修了した者にあっては当該課程における在学期 課程に1年(修士課程及び博士前期課程を修了した者にあっては当該課程における在学期
間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。 間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。
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14　高度IT研究開発人材養成コース学生の博士後期課程修了要件は，当該課程に3年以上在 12　高度IT研究開発人材養成コース学生の博士後期課程修了要件は，当該課程に3年以上在
学し，別表第4に定める所属専攻の授業科目のうちから11単位以上及び別表第10に定める授 学し，別表第4に定める所属専攻の授業科目のうちから11単位以上及び別表第10に定める授
業科目のうちから1単位以上，合計12単位以上を修得し，コース修了のための審査に合格す 業科目のうちから1単位以上，合計12単位以上を修得し，コース修了のための審査に合格す
ること，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び別に定める最終試験に合 ること，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び別に定める最終試験に合
格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者については， 格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者については，
当該課程に1年(修士課程及び博士前期課程を修了した者にあっては当該課程における在学 当該課程に1年(修士課程及び博士前期課程を修了した者にあっては当該課程における在学
期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。 期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。

第27条～第31条　　　　　　　（略） 第27条～第31条　　　　　　　（略）

附則 （略） 附則 （略）
      附則 （新設）

1　この規程は，令和2年10月1日から施行する。
2　令和2年9月30日に在学する者については，なお従前の例による。

別表第1～別表第2　　　　 　　　　　（略） 別表第1～別表第2　　　　 　 　　　　（略）
別表第3　博士前期課程の授業科目及び単位数等 別表第3　博士前期課程の授業科目及び単位数等

1　数物科学専攻～　3　機械科学専攻　　　（略）

4　電子情報科学専攻 4　電子情報科学専攻

（略） （略）
（削る） （削る） 衛星測位工学A 1

（削る） （削る） 衛星測位工学B 1

（略） （略）

情報セキュリティ特論 情報セキュリティ特論
圏論と関数型プログラミングA （新設） （新設）

圏論と関数型プログラミングB （新設） （新設）

（略） （略）

別表第4　博士後期課程の授業科目及び単位数等 別表第4　博士後期課程の授業科目及び単位数等

1　数物科学専攻～　2　物質化学専攻　　　（略） 1　数物科学専攻～　2　物質化学専攻　　　（略）

3　機械科学専攻 3　機械科学専攻

　　　（略） 　　　（略）

燃料噴射装置と設計工学 2 燃料噴射装置と設計工学 2

金属付加製造特論 （新設） （新設）

　　　（略） 　　　（略）

4　電子情報科学専攻 4　電子情報科学専攻

　　　（略） 　　　（略）

インテリジェント情報処理 2 インテリジェント情報処理 2

（削る） 時系列データ処理

（略） （略）

5　環境デザイン学専攻 　　（略） 5　環境デザイン学専攻 　　（略）

6 自然システム学専攻 6 自然システム学専攻

　　　（略） 　　　（略）

自然地理学 2 自然地理学 2

（削る） エアロゾル工学

　　（略） 　　（略）

ナノマテリアル 2 ナノマテリアル 2
（削る） 計算機化学工学

（略） （略）

別表第5～別表第11　　　　 　　　　（略） 別表第5～別表第11　　　　 　　　　（略）

履修要件
選択

（略）

科目
区分

授業科目の名称
単位数

履修要件
科目
区分

授業科目の名称
単位数

（略） （略）

専
門
科
目

専
門
科
目

（削る） 2

科目
区分

授業科目の名称
単位数

履修要件
科目
区分 選択必修

授業科目の名称

必修 選択
（略） （略）

専
門
科
目

専
門
科
目

（削る）

必修

科目
区分

科目
区分

授業科目の名称
単位数

履修要件
選択必修

単位数

1
1

2

（略） （略）

（削る） 2

（略） （略）

5　環境デザイン学専攻～　6　自然システム学専攻　(略)

2

選択
授業科目の名称 履修要件

必修

専
門
科
目

情
報
シ
ス
テ
ム

2

（略） （略）

専
門
科
目

5　環境デザイン学専攻～　6　自然システム学専攻　(略)

2

履修要件

（略）

科目
区分 必修 選択

授業科目の名称
選択

（略）

科目
区分

授業科目の名称
単位数 単位数

履修要件

単位数
履修要件

必修 選択

応
用
科
目
群

情
報
シ
ス
テ
ム

応
用
科
目
群

必修

1　数物科学専攻～　3　機械科学専攻　　　（略）

（略）

(略) (略)

（略） （略）
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