
システム情報学研究科 Graduate School of System Informatics 

 神戸大学大学院システム情報学研究科は、

学位論文について、研究科のディプロマ・ポリ

シーに基づき、以下の基準により総合的に評

価する。 

 なお、この基準に定めるもののほか、専攻分

野において必要なものは当該専攻が定める。

（修士論文の評価基準） 

 修士論文は学位申請者が主体的に取り組ん

だ研究成果からなり、専門分野における高度

な研究手法の修得を示す一定の新規性を有し

ていなければならない。論文審査にあたって

は、以下の点を考慮し評価を行う。 

１．研究課題とその意義が適切に著述されて

いること。 

２．先行研究や既知事実の調査が十分に行わ

れ、調査結果とともに論文の位置付けが明示

されていること。 

３．研究手段が明確に示され、結果に対する

考察が論理的かつ適切に行われていること。 

４．取り組んだ内容に対する新規性が明示さ

れていること。 

５．論文としての体裁が整っていること。 

The Graduate School of System Informatics, Kobe 
University, comprehensively evaluates theses, in 
accordance with the Diploma Policy set forth by the 
School, using the following criteria: 
Note that, in addition to these criteria, additional criteria 
for each Department of the School may be set in light of 
the particulars of the Departments. 

(Evaluation Criteria for Master's Theses) 
A Master's thesis consists of research findings that the 
master's candidate independently established. It must 
demonstrate the candidate's acquisition of advanced 
research methodology in the specialized field and show 
a certain level of originality. The following aspects are 
considered in the evaluation of a Master's Thesis: 
1. Clear description of the significance of the study 
2. Demonstration of sufficient investigation of previous 
studies and known facts 
3. Clear description of the research methods, and 
logical and appropriate examination of the results of the 
study 
4. Clear specification of the novelty of the study 
5. Appropriate structuring of the thesis 

（博士論文の評価基準） 

 博士論文は学位申請者が主体的に取り組ん

だ研究成果からなり、専門分野における学術

的に新規な知見と高い独創性を有していなけ

ればならない。論文審査にあたっては、以下

の点を考慮し評価を行う。また、各研究分野の

特殊性についても考慮する。 

１．論文構成が体系的であること。 

２．研究課題とその意義・研究の波及効果が

適切に著述されていること。 

３．先行研究や既知事実の調査が十分に行わ

れ、調査結果とともに論文の位置付けが明示

されていること。 

４．研究手段が明確に示され、結果に対する

考察が論理的かつ適切に行われていること。 

５．当該分野の学術研究において高い新規性

を有すること。 

６．著作物と見なしうる論文としての体裁が整

っていること。 

(Evaluation Criteria for Doctoral Dissertations) 
A Doctoral dissertation consists of research findings that 
the doctoral candidate independently established. It 
must contain new academic findings in the specific field 
and show a high level of originality. The following 
aspects are considered in the evaluation of a 
dissertation as well as further Department-specific 
aspects:  
1. A dissertation is systematically structured 
2. Clear description of the study and the significance 
and impacts of its results 
3. Demonstration of sufficient investigation of previous 
studies and known facts 
4. Clear description of the research methods and logical 
and appropriate examination of the results of the study 
5. A high level of originality in the respective field of 
research 
6. Well-structuredness of the dissertation, which should 
be able to be regarded as an independent scientific 
work 


