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■VR101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR101／機械学習 

(Machine Learning) 

担当者名 

（Instructor） 
瀧 雅人(TAKI MASATO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

機械学習アルゴリズムの正確な理解に基づいて、適切に機械学習を応用できるようになる。さらにそれによって、自身でアルゴリ

ズムを調整・改良するための基礎を固める。 

 

The purpose of this course is to help students understand machine algorithms correctly so they can appropriately apply 

machine learning. Students will also learn the essential elements required to improve the algorithm on their own. 

 

授業の内容（Course Contents） 

さまざまな機械学習アルゴリズムがどのような数理的仕組みで設計されているのかを理解する。また、実際にアルゴリズムを

Python でコーディングすることによってさらに理解を深める。それと同時にライブラリーを使い、効率的に機械学習を実践するた

めの手順も学ぶ。データの前処理や細かな工夫など、実務的な知識も紹介する。 

 

Initially, students will learn how various machine learning algorithms are designed mathematically. They will subsequently 

intensify their understanding by actually coding  algorithms using Python. At the same time, they will imbibe efficient machine 

learning practices by using libraries. Practical learning, such as data preprocessing and tweaks, will also be introduced. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 機械学習の歴史と現在 

2. データと前処理、機械学習の実務におけるワークフロー 

3. 回帰１：単回帰と勾配降下法による学習 

4. 回帰モデルの実装１ 

5. 回帰２：重回帰・多項式回帰と特徴量工学 

6. 回帰モデルの実装２ 

7. ロジステジック回帰 

8. ロジステジック回帰の実装 

9. 正則化、モデル選択と検証、Pythonによる実験 

10. ソフトマックス回帰 

11. サポートベクトルマシン 

12. ソフトマックス回帰とサポートベクトルマシンの実装 

13. 決定木とアンサンブル法 

14. アンサンブル法の実装 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

基本的な数学（級数の和、ベクトルと行列、微分法、確率、統計の基礎）を復習しておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

三回程度のレポート(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VR106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR106／深層学習 

(Deep Learning) 

担当者名 

（Instructor） 
瀧 雅人(TAKI MASATO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

深層学習を実装するための様々なアイデア・テクニックを身につけることで、色々なタスクを深層学習で解決できるようになる。そ

れと同時に、深層学習の急激な進展を追いかけるための基礎知識も習得する。 

 

By imbibing varied concepts for the implementation of deep learning, students will be able to  utilize deep learning to 

accomplish discrete tasks. They will also acquire the fundamental knowledge required to follow the rapid progress of deep 

learning. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ニューラルネットの仕組みや深層化のためのテクニックを広く身につける。また、色々なタスクを解決するためのアーキテクチャデ

ザインを、様々な具体例と計算機実験を通じて身につける。またこの授業では、Keras を中心に深層学習ライブラリーを実際にマ

スターする。これらの経験を通じ、実務的なタスクへ深層学習を活用できるようになる。さらにこの授業で身につけた知識を元にし

て、より込み入ったタスクやアーキテクチャも理解・実装できるようになることを最終的な目標としている。 

 

Students will learn the details of neural networks and will become aware of the techniques utilized for deep learning. 

Furthermore, they will be provided concrete examples and computer experiments by Keras library to apprehend the 

architectural design of accomplishing various tasks. The purpose of this course is to ensure students acquire the knowledge 

needed for deep learning to achieve more involved tasks. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ニューラルネットワーク入門 

2. バックプロパゲーションと自動微分、勾配消失問題 

3. 深層化のための様々な工夫 

4. 深層学習ライブラリー入門：TensorFlow、Keras、PyTorch 

5. 画像データと畳み込みニューラルネット(CNN) 

6. Keras による畳み込みニューラルネットの実装 

7. 畳み込みニューラルネットとアーキテクチャデザイン 

8. Keras による色々なアーキテクチャの実装と性能の比較 

9. 敵対的生成ネットワーク（GAN） 

10. Keras による敵対的生成ネットワークの実装 

11. 系列データと再帰的ニューラルネット 

12. Keras による再帰的ニューラルネットの実装 

13. アテンション機構と Transformer 

14. Keras によるアテンション機構の実装 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

機械学習の基礎、偏微分と線形代数の基礎、Python、基礎的な配列操作 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■VR111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR111／先端科学技術の倫理 

(Ethics in Advanced Technology) 

担当者名 

（Instructor） 
村上 祐子(MURAKAMI YUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

先端技術の倫理に関係する最新の事例報告と背後の倫理理論にかかる基本論文に触れる． 

 

To learn basics of general theory of ethics of technology and to apply them to up-to-date cases mainly from applications of 

artificial intelligence and data science. 

 

授業の内容（Course Contents） 

リストの中から選んでグループディスカッションを行い、ピアレビューでさらに意見を交換する． 

 

Students are supposed to take parts in all the three rounds of group discussions, each of which covers two papers/ articles 

from the reading list. After submitting an individual report, students will review papers of other students. 

 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: overview of ethical theories and approaches to ethics of technology. Preparation for the first round. 

2. 1-1: Group discussion on selected papers 

3. 1-2: Group discussion on selected papers 

4. 1-3: Group discussion on submitted summaries of the other groups 

5. 1-4: Group discussion on inquiries from the other groups. 

6. 2-1: Group discussion on selected papers 

7. 2-2: Group discussion on selected papers 

8. 2-3: Group discussion on submitted summaries of the other groups 

9. 2-4: Group discussion on inquiries from the other groups. 

10. 3-1: Group discussion on selected papers 

11. 3-2: Group discussion on selected papers 

12. 3-3: Group discussion on submitted summaries of the other groups 

13. 3-4: Group discussion on inquiries from the other groups. 

14. Wrap-up. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日本学術振興会の研究倫理 e-learning(大学院生対象)の履修を授業開始前に必須とします．e-ラーニングアカウントは履修者に

通知します． 

Students must complete the e-learning course on research ethics before the beginning of the classes. An account for the 

online course will be distributed by the instructor. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(25%)/第 1 ラウンド個人レポート(15%)/第 2 ラウンド個人レポート(15%)/第 1 ラウンド平常点(グループ

レポート）(15%)/第 2 ラウンド平常点(グループレポート）(15%)/第 3 ラウンド平常点(グループレポート）(15%) 

リアルタイムセッションへの参加は必須としない．ファイル共有によるオンラインディスカッションに参加すること． 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

https://www.jsps.go.jp/j-kousei/rinri.html 
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注意事項（Notice） 
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■VR116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR116／機械学習演習 

(Seminar on Machine Learning) 

担当者名 

（Instructor） 

正田 備也(MASADA TOMONARI) 

新田 徹(NITTA TOHRU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は Blackboardに掲

載するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、(1) 機械学習の実践に必要な基本的な技能を身に着け、さらに、(2) 講義「機械学習」で学習した機械学習の手法

の実装、および、(3) 機械学習を使ったデータ分析に関連する様々な手法の利用方法を習得する。 

 

The purpose of this course is as follows: 

(1)  to develop the fundamental skills required to  perform data analysis  

(2) to foster advanced skills in implementing machine learning methods taught in classroom sessions of the Machine Learning 

course  

(3) to evolve practical abilities to utilize machine learning via various methods relevant to data analysis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は入門トピック、主トピック、そして副トピックから成る。入門トピックは、計算機によるデータ処理に慣れていない学生向

けのハンズ・オン実習、主トピックは、科目「機械学習」で説明された手法の実装と評価、副トピックは、機械学習の利用に関連す

るその他の手法の実習である。最初の数回は入門トピックに、残りは交互に主トピックと副トピックに充てられる。 

 

This course includes introductory, primary, and supplementary topics. Introductory awareness involves hands-on exercises 

conducted to support entry level students. Primary subject matter concerns the implementation and evaluation of the methods 

explained in the lectures delivered in the "Machine Learning" course. Supplementary material refers to hands-on practices 

relevant to the utilization of machine learning. The first few lectures will be devoted to introductory awareness. Subsequent 

lectures will alternately attend to primary and supplementary topics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introductory topic 1 

2. Introductory topic 2 

3. Introductory topic 3 

4. Primary topic 1 

5. Supplementary topic 1 

6. Primary topic 2 

7. Supplementary topic 2 

8. Primary topic 3 

9. Supplementary topic 3 

10. Primary topic 4 

11. Supplementary topic 4 

12. Primary topic 5 

13. Supplementary topic 5 

14. Primary topic 6 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

座学の授業「機械学習」での対応する内容をよく復習してからこの授業に臨むこと。 

授業中に出した課題は締切日までに提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度と複数回のレポート(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VR201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR201／プロジェクトチーム実習１ 

(Project-based Learning 1) 

担当者名 

（Instructor） 

内山 泰伸(UCHIYAMA YASUNOBU) 

村上 祐子(MURAKAMI YUKO) 

瀧 雅人(TAKI MASATO) 

岩崎 啓克(IWASAKI HIROYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
３単位(3 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR6720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業（プロジェクトチーム実習１）は、人工知能・データサイエンスを活用する社会実装プロジェクトを進める Project-based 

Learning (PBL) 形式の授業である。秋学期のプロジェクトチーム実習２と合わせて、プロジェクトの初期検討から、Minimum 

Viable Product (MVP) の製作、概念検証までをプロジェクトチームの一員として１年間で取り組む。プロジェクトの構想力、研究開

発の方法、チームワークを発揮するためのコミュニケーション力、実用化に関わる諸問題を解決する方法、を総合的に身につけ

る。 

 

This class (project-based learning 1) promotes a social implementation project that utilizes artificial intelligence and data 

science.  

 

Together with the project-based learning 2 in the fall semester, students will learn the whole process of realizing the project: 

the initial examination of the project, the production of the Minimum Viable Product (MVP), and making proof of concept. 

 

Students will learn how to develop project concepts, related technologies and methodologies, and acquire communication skills 

and methods to solve a variety of practical use-related problems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業（プロジェクトチーム実習１）はプロジェクトチーム実習２と合わせて、応用研究・技術開発および実用化に向けた諸プロセ

スを並行して進め、１年を通してプロジェクトの構想、応用研究・技術開発、概念検証までを、各自がプロジェクトチームの中で設

定された役割を担いながら、チームとしてプロジェクト実現を目指す。データプライバシーなど実用化に関わる諸問題の検討も行

う。人工知能の先端的なアルゴリズムやビッグデータ分析がそれぞれのプロジェクトに含まれるため、適宜、学術論文の輪講も行

う。 

 

プロジェクトは次のいずれかから選ぶ： 

1) プロ野球における AI応用・ビッグデータ解析（スポーツテック） 

2) AIによる店舗の省人化・無人化・仮想化（リテールテック) 

3) 介護分野における AI応用（ヘルステック) 

 

 

This class (project team training 1) is combined with project team training 2.  

Playing a set role in the project team,  

students will drive a variety of processes for research/technology development and practical application, and  

will also consider various issues related to practical use such as data privacy. 

 

Since each project must accompany advanced artificial intelligence algorithms and big data analysis, academic papers will be 

discussed in this class.  

 

Choose from one of the following projects: 

1) AI application and big data analysis in professional baseball (Sports Tech) 

2) AI-based store labor saving / unmanned / virtualization (Retail Tech) 

3) AI application in the field of long-term care (Health Tech) 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. プロジェクトの初期検討 

3. プロジェクトの初期検討 

4. 技術開発・サービス開発 

5. 技術開発・サービス開発 
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6. 技術開発・サービス開発 

7. 技術開発・サービス開発 

8. 倫理・法律などの観点からの社会実装における諸問題の検討 

9. 概念検証 

10. 概念検証 

11. 概念検証 

12. 概念検証 

13. 概念検証 

14. プロジェクトチーム実習２へ向けての総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

機械学習、深層学習、統計分析の基礎に関しては、既知として進める。 

プロジェクト遂行のために授業時間外の作業が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プロジェクトに取り組む過程(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VR211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR211／プロジェクトチーム実習２ 

(Project-based Learning 2) 

担当者名 

（Instructor） 

内山 泰伸(UCHIYAMA YASUNOBU) 

村上 祐子(MURAKAMI YUKO) 

瀧 雅人(TAKI MASATO) 

岩崎 啓克(IWASAKI HIROYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
３単位(3 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR6720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業（プロジェクトチーム実習２）は、人工知能・データサイエンスを活用する社会実装プロジェクトを進める Project-based 

Learning (PBL) 形式の授業である。春学期のプロジェクトチーム実習１と合わせて、プロジェクトの初期検討から、Minimum 

Viable Product (MVP) の製作、概念検証までをプロジェクトチームの一員として１年間で取り組む。プロジェクトの構想力、研究開

発の方法、チームワークを発揮するためのコミュニケーション力、実用化に関わる諸問題を解決する方法、を総合的に身につけ

る。 

 

This class (project-based learning 2) promotes a social implementation project that utilizes artificial intelligence and data 

science. 

 

Together with the project-based learning 1 in the spring semester, students will learn the whole process of realizing the project: 

the initial examination of the project, the production of the Minimum Viable Product (MVP), and making proof of concept. 

 

Students will learn how to develop project concepts, related technologies and methodologies, and acquire communication skills 

and methods to solve a variety of practical use-related problems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業（プロジェクトチーム実習 2）はプロジェクトチーム実習 1 と合わせて、応用研究・技術開発および実用化に向けた諸プロセ

スを並行して進め、１年を通してプロジェクトの構想、応用研究・技術開発、概念検証までを、各自がプロジェクトチームの中で設

定された役割を担いながら、チームとしてプロジェクト実現を目指す。データプライバシーなど実用化に関わる諸問題の検討も行

う。人工知能の先端的なアルゴリズムやビッグデータ分析がそれぞれのプロジェクトに含まれるため、適宜、学術論文の輪講も行

う。最終的にはプロジェクトの報告書を各自が執筆し、提出する。 

プロジェクトは次のいずれかから選ぶ： 

1) プロ野球における AI応用・ビッグデータ解析（スポーツテック） 

2) AIによる店舗の省人化・無人化・仮想化（リテールテック) 

3) 介護分野における AI応用（ヘルステック) 

 

This class (project team training 2) is combined with project team training 1.  

Playing a set role in the project team,  

students will drive a variety of processes for research/technology development and practical application, and  

will also consider various issues related to practical use such as data privacy. 

 

Since each project must accompany advanced artificial intelligence algorithms and big data analysis, academic papers will be 

discussed in this class.  

 

Eventually, each student will write and submit a project report. 

 

Choose from one of the following projects: 

1) AI application and big data analysis in professional baseball (Sports Tech) 

2) AI-based store labor saving / unmanned / virtualization (Retail Tech) 

3) AI application in the field of long-term care (Health Tech) 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. プロジェクトチーム実習１を踏まえた修正検討 

2. プロジェクトチーム実習１を踏まえた修正検討 

3. プロジェクトチーム実習１を踏まえた修正検討 

4. 技術開発・サービス開発（ラウンド２） 

5. 技術開発・サービス開発（ラウンド２） 
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6. 技術開発・サービス開発（ラウンド２） 

7. 技術開発・サービス開発（ラウンド２） 

8. 倫理・法律などの観点からの社会実装における諸問題の検討 

9. 概念検証（ラウンド２） 

10. 概念検証（ラウンド２） 

11. 概念検証（ラウンド２） 

12. 概念検証（ラウンド２） 

13. 概念検証（ラウンド２） 

14. 報告書作成へ向けての総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

機械学習、深層学習、統計分析の基礎に関しては、既知として進める。 

プロジェクト遂行のために授業時間外の作業が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プロジェクト推進の全過程の評価(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VR221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR221／特別研究３ 

(Research for Master's Thesis 3) 

担当者名 

（Instructor） 

内山 泰伸(UCHIYAMA YASUNOBU) 

村上 祐子(MURAKAMI YUKO) 

大西 立顕(OHNISHI TAKAAKI) 

正田 備也(MASADA TOMONARI) 

三宅 陽一郎(MIYAKE YOUICHIRO) 

吉川 厚(YOSHIKAWA ATSUSHI) 

瀧 雅人(TAKI MASATO) 

新田 徹(NITTA TOHRU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
３単位(3 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR6720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士課程修了後に自ら研究・開発を進めていくための礎を作る。各自が指導教員と協議して研究テーマを設定し、研究の計画立

案から成果報告までを経験することで、研究活動の進め方を学び、先端研究の現場を体感することを目標とする。 

 

The purpose of this course is to lay the foundation for research and development. Students are expected to set their research 

theme in consultation with their supervisor and experience the process from research planning to reporting results. Students 

are expected to learn how to proceed with research activities and to experience the frontiers of advanced research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士２年次の学生に対して各指導教員が研究指導を行う科目。先端的な専門知識や高度な情報収集力を獲得し、研究活動を通

じて、問題解決能力やプレゼンテーション能力など総合的な研究遂行力を身につける。 

 

Each instructor provides research guidance to the second-year master's students. Students are expected to acquire advanced 

technical knowledge and advanced information gathering skills and also to acquire comprehensive research execution skills such 

as problem solving skills and presentation skills through research activities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 研究テーマの検討１ 

3. 研究テーマの検討２ 

4. 研究手法の検討１ 

5. 研究手法の検討２ 

6. 研究の遂行１ 

7. 研究の遂行２ 

8. 中間報告 

9. 研究の遂行３ 

10. 研究の遂行４ 

11. 研究の遂行５ 

12. 結果についての議論１ 

13. 結果についての議論２ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

研究活動を推進するため、授業時間外の学習が必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度、プレゼンテーション、および研究成果(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修を希望する者は、各自で履修登録を行うこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■VR231 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR231／修士論文指導演習 

(Supervisory Seminar for Master's Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 

内山 泰伸(UCHIYAMA YASUNOBU) 

村上 祐子(MURAKAMI YUKO) 

大西 立顕(OHNISHI TAKAAKI) 

正田 備也(MASADA TOMONARI) 

三宅 陽一郎(MIYAKE YOUICHIRO) 

吉川 厚(YOSHIKAWA ATSUSHI) 

瀧 雅人(TAKI MASATO) 

新田 徹(NITTA TOHRU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
３単位(3 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR6720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士課程修了後に自ら研究・開発を進めていくための礎を作る。各自が指導教員と協議して研究テーマを設定し、研究の計画立

案から成果報告までを経験することで、研究活動の進め方を学び、先端研究の現場を体感することを目標とする。 

 

The purpose of this course is to lay the foundation for research and development. Students are expected to set their research 

theme in consultation with their supervisor and experience the process from research planning to reporting results. Students 

are expected to learn how to proceed with research activities and to experience the frontiers of advanced research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士２年次の学生に対して各指導教員が研究指導を行う科目。先端的な専門知識や高度な情報収集力を獲得し、研究活動を通

じて、問題解決能力やプレゼンテーション能力など総合的な研究遂行力を身につける。 

 

Each instructor provides research guidance to the second-year master's students. Students are expected to acquire advanced 

technical knowledge and advanced information gathering skills and also to acquire comprehensive research execution skills such 

as problem solving skills and presentation skills through research activities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究状況の議論 

2. 研究手法の再検討１ 

3. 研究手法の再検討２ 

4. 研究の遂行１ 

5. 研究の遂行２ 

6. 研究の遂行３ 

7. 研究の遂行４ 

8. 中間報告 

9. 研究の遂行５ 

10. 研究の遂行６ 

11. 研究の遂行７ 

12. 最終発表１ 

13. 最終発表２ 

14. 最終発表３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

研究活動を推進するため、授業時間外の学習が必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度、プレゼンテーション、および研究成果(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修を希望する者は、各自で履修登録を行うこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■VR401 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR401／データサイエンス概論 

(Introduction to Data Science) 

担当者名 

（Instructor） 
内山 泰伸(UCHIYAMA YASUNOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

データサイエンス分野の全貌を俯瞰的にとらえる視点を養うための入門講義。蓄積されるソーシャルデジタルデータや科学データ

が指数的に増大する現在、様々な分野で高度なデータサイエンス技術が重要になってきている。本授業は、専門的な学習・研究

開発への橋渡しとして、データ駆動型科学およびデータサイエンスの実例とその背景となる数理・統計・計算技術の概要について

学ぶ。 

 

The purpose of this course is to cultivate a perspective that gives a bird's-eye view of the entire data science field. As the 

accumulated social digital data and scientific data increase exponentially, advanced data science technologies are becoming 

important in various fields. In this course, students are expected to learn practical examples of data science and the 

mathematical, statistical, and computational techniques behind them as a bridge to specialized learning and research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

データサイエンスへの入門という位置づけで初学者を対象として、データサイエンス技術が自然科学・社会科学やビジネスにおい

てどのように活用されているのか実例を挙げて紹介し、そこで用いられている数理・統計・計算技術について基本的な考え方や

知識を説明する。本講義は概説であるため、具体的な数理・統計やアルゴリズムは、あらためて「機械学習」「深層学習」「数理科

学概論」「統計モデリング 1,2」などで学ぶことを想定している。 

 

This course consists of introductory lectures on data science for beginners in data science. It introduces examples of how data 

science technology is used in natural sciences, social sciences, and business, and explains the basic ideas and knowledge of 

mathematical, statistical, and computational technologies used there.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. データサイエンスと人工知能への招待 

2. データの可視化 

3. データ分析と数理モデル 

4. 回帰分析とカーブフィッティング 

5. 確率と統計の基礎１（確率論、記述統計） 

6. 確率と統計の基礎２（統計的推定、仮説検定） 

7. 微分方程式によるモデリング 

8. 確率過程によるモデリング 

9. 時系列モデリング 

10. スペクトル分析 

11. 機械学習・パターン認識 

12. 強化学習・多体系モデル・エージェントベースモデル 

13. パラメータ推定・モデル評価 

14. 今後の学習に向けて 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回の小レポート(70%)/授業への参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 江崎貴裕、2020、『データ分析のための数理モデル入門』、ソシム株式会社 (ISBN:ISBN978-4-8026-1249-4) 

 

参考文献（Readings） 

1. 橋本洋志、牧野浩二、2018、『データサイエンス教本』、オーム社 (ISBN:ISBN978-4-274-22290-0) 

2. 塚本邦尊、山田典一、大澤文孝、2019、『東京大学のデータサイエンティスト育成講座』、マイナビ出版 (ISBN:ISBN978-4-

8399-6525-9) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VR406 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR406／人工知能概論 

(Introduction to Artificial Intelligence) 

担当者名 

（Instructor） 
三宅 陽一郎(MIYAKE YOUICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR5100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人工知能の基礎的知識を習得し、それぞれの AI専門領域の研究を進める土台を形成する。  

 

Fundamental knowledge of Artificial Intelligence are explained to learn a base to research many AI research field. 

 

授業の内容（Course Contents） 

人工知能の広範な基礎を、毎回、異なる角度から紹介する。それぞれの回はテーマごとに完結している。聴講者には、これらの

講義をもとに、自分なりの人工知能の基礎理論を構築して頂きたい。  

 

A large foundations of AI are introduced as different topics for each lecture. Each lecture is independent, Fundamental theory 

of AI should be reconstructed by each audience.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 人工知能の歴史と全体像  

2. 人工知能の理論的基礎 

3. 人工知能と社会デザイン 

4. 人工知能とゲーム  

5. 人工知能と自動生成技術  

6. 人工知能と学習・進化アルゴリズム  

7. 人工知能とスマートシティ  

8. 人工知能と西洋哲学  

9. 人工知能と物語  

10. 人工知能と会話  

11. 人工知能と身体 

12. 人工知能と哲学 

13. 人工知能とエンターテインメント 

14. 人工知能の未来  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

気になった事項については、各自、調査してください。 

全部を網羅しようとせず、毎回、気になったキーワードを一つ覚えてください。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内で提出する成果物(100%) 

講義資料はすべて公開いたします。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 杉本 舞、2018、『「人工知能」前夜』、青土社 (ISBN:9784791771073) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VR411 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR411／統計モデリング１ 

(Statistical Modeling 1) 

担当者名 

（Instructor） 
正田 備也(MASADA TOMONARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR5400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目では、最尤推定や MAP推定、ベイズ的モデリングなど、統計モデリングについて基本的な事項を学ぶ。 

 

The aim of this course is to learn elementary topics in statistical data modeling, including probabilistic inferences, Bayesian 

modeling, and related topics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では主に以下のような事柄について説明する。 

１．確率的モデリングの基礎（確率分布とその性質） 

２．最尤推定、MAP推定、ベイズ推定 

３．混合分布の教師あり学習 

４．混合分布の教師なし学習 

 

The main themes of this course are: 

1. Fundamentals of probabilistic modeling (Basics of probability distributions and their properties) 

2. Probabilistic inference: MLE/MAP/Bayesian inference 

3. Supervised learning of mixture models 

4. Unsupervised learning of mixture models 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 確率・統計の復習 

2. 二項分布 

3. 多項分布 

4. 正規分布 

5. ベイズ的モデリングの基礎 

6. 多項分布（２） 

7. 正規分布（２） 

8. ベイズ推測 

9. 指数分布族 

10. 混合分布モデルの教師あり学習（１） 

11. 混合分布モデルの教師あり学習（２） 

12. 混合分布モデルの教師なし学習（１） 

13. 混合分布モデルの教師なし学習（２） 

14. 隠れマルコフモデル 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の授業は前回までの授業の理解を前提しておこなわれるので、次の回の授業までによく復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加と複数回のレポート(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 須山 敦志、2017、『ベイズ推論による機械学習入門 （機械学習スタートアップシリーズ）』、講談社 (ISBN:978-4061538320) 

2. C.M. ビショップ、2012、『パターン認識と機械学習（上）』、丸善出版 (ISBN:978-4621061220) 

3. C.M. ビショップ、2012、『パターン認識と機械学習（下）』、丸善出版 (ISBN:978-4621061244) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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2,3 番の参考文献の原書は下記の場所で入手可能。 

https://www.microsoft.com/en-us/research/uploads/prod/2006/01/Bishop-Pattern-Recognition-and-Machine-Learning-

2006.pdf 

 

注意事項（Notice） 
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■VR416 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR416／複雑ネットワーク科学 

(Complex Networks) 

担当者名 

（Instructor） 
大西 立顕(OHNISHI TAKAAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR5500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

複雑ネットワーク科学の用語や概念を理解すること、複雑ネットワーク科学のデータ分析手法を修得すること、現象やデータに応

じて適切な分析手法を選択できるようになること、分析手法の仮定やデータの解像度・サンプルバイアスなどに起因したデータ分

析の限界を理解することを目標とする。  

 

After completing this course, students should be able to: 

-explain the concepts and terminology associated with complex network science 

-understand and apply general complex network science methods for data analysis 

-choose the appropriate data analysis method given particular phenomena and data 

-understand the limitations of data analysis stemming from assumptions embedded in the method, the finite resolution of the 

data, the sampling bias of the data, and so on.  

 

授業の内容（Course Contents） 

複雑ネットワーク科学に関連したデータサイエンスの基礎的手法を解説する。様々な実データを分析する際に必要となる概念や

分析手法を学ぶ。  

 

This course will provide students with the foundations of data science, based especially on complex network science 

techniques. Students will learn the concepts, techniques, and tools they need to analyze various types of real data. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 複雑ネットワーク（木、格子、完全グラフ、現実世界のネットワーク） 

2. ネットワークの表現方法（隣接行列、隣接リスト、重み付き、有向、多重） 

3. ネットワークの特徴量（次数分布、平均距離、クラスター係数、次数相関、中心性、階層性） 

4. 重み付き有向ネットワークの特徴量（入次数、出次数、強度、ネットワークモチーフ） 

5. ランダムネットワーク（二項分布、ポアソン分布，エルデシュ・レニィモデル） 

6. スモールワールドネットワーク（ワッツ・ストロガッツモデル） 

7. スケールフリーネットワーク（ベキ則、バラバシ・アルバートモデル、優先的選択、階層的モデル） 

8. ネットワークの探索アルゴリズム（最短経路長、幅優先探索、深さ優先探索、強連結成分の抽出） 

9. コミュニティ構造（コミュニティ抽出アルゴリズム、モジュラリティ、貪欲法、可視化） 

10. 多変量時系列の相関構造（相関行列、ランダム行列、最小全域木、異時刻相関、偏相関、コピュラ） 

11. ページランク（確率行列、既約、マルコフ過程、ランダムウォーク、固有ベクトル、ベキ乗法） 

12. オーソリティ度とハブ度（二部グラフ、HITSアルゴリズム、特異ベクトル） 

13. ネットワークの頑健性（パーコレーション，相転移、ランダム攻撃と選択的攻撃、カスケード破壊） 

14. ネットワークと機械学習（変化点検知、Network Embedding、Graph Neural Network） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の授業の理解度に応じて、適宜、テキスト等を復習することを薦める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

７回程度のレポート(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Mark Newman. 2018. Networks (Second Edition). Oxford Univ Pr (ISBN:0198805098) 

2. Albert-László Barabási. 2016. Network Science. Cambridge University Press (ISBN:1107076269) 

3. Albert-László Barabási、2019、『ネットワーク科学: ひと・もの・ことの関係性をデータから解き明かす新しいアプローチ』、共立

出版 (ISBN:4320124472) 
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4. Ernesto Estrada and Philip A. Knight. 2015. A First Course in Network Theory. Oxford University Press (ISBN:0198726465) 

5. 増田直紀、今野紀雄、2010、『複雑ネットワーク―基礎から応用まで』、近代科学社 (ISBN:4764903636) 

http://networksciencebook.com/ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VR421 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR421／情報科学概論 

(Introduction to Informatics) 

担当者名 

（Instructor） 

大西 立顕(OHNISHI TAKAAKI) 

アンドラーデ(ANDRADE DANIEL) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

情報科学の用語や概念を理解すること，コンピュータの基本的な仕組みを理解すること，研究のために情報通信技術を効果的に

活用できるようになることを目標とする． 

 

After the completion of this course, students will be able to: 

- explain terminology and concepts related to information science 

- understand the fundamental principles of digital computing 

- more effectively use information and communication technology (ICT) as tools for their own research 

 

授業の内容（Course Contents） 

理工系学部出身ではない学生を主な対象とした情報科学の入門的かつ包括的な講義である．情報科学の基本的な概念や原理

を学ぶことで，コンピュータを活用するための実践的なスキル，データサイエンスや機械学習などの授業を受講するための予備

知識を修得する． 

 

This comprehensive introductory course in information science is meant primarily for graduate students who have not majored 

in science and engineering. Students will learn the fundamental concepts and principles of information science to help them 

conduct their research in an effective manner. Students will gain practical skills in the use of computers. This course will also 

prepare students for other courses such as data science and machine learning. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ビットとバイト（２進数、文字コード） 

2. アナログとデジタル（量子化と標本化、符号化、圧縮、桁落ちと情報落ち) 

3. プログラム（プログラミング言語、リスト、辞書、関数、ライブラリ、再帰） 

4. データ構造（線形リスト構造、木構造、正規形、辞書からのキー検索） 

5. アルゴリズム（計算量、多項式オーダと指数オーダ、探索） 

6. 計算の理論（有限状態機械，チューリング機械，プログラム内蔵方式，P と NP） 

7. コンピュータの仕組み１（基本論理回路、組合せ回路、論理関数と真理値表、ブール代数、演算回路、加算器） 

8. コンピュータの仕組み２（順序回路、フリップフロップ、レジスタ、クロック、ムーアの法則、SRAM、DRAM） 

9. コンピュータの仕組み３（機械語、コンパイラとインタプリタ、中央処理装置、フォン・ノイマンボトルネック） 

10. 計算の方法１（漸化式、再帰、メモ化、動的計画法） 

11. 計算の方法２（数値計算の誤差、疑似乱数、シミュレーション） 

12. 情報システム（集中と分散、クライアントサーバ、通信、ビッグデータと AI、安全性、セキュリティ、リスク管理） 

13. 情報の伝達と通信（プロトコル、HTTP と HTTPS、TCP/IP、ホスト名、DNS、IP、共通・公開鍵暗号、ディジタル署名と PKI） 

14. 情報量（情報の符号化、情報源符号化定理、誤りの検出と訂正） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の授業の理解度に応じて、適宜、テキスト等を復習することを薦める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

７回程度のレポート(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡辺治、2015、『コンピュータサイエンス』、丸善出版 (ISBN:4621089722) 

2. 山口和紀、2017、『情報 第 2版』、東京大学出版会 (ISBN:4130624571) 

3. 大内東、栗原正仁、岡部成玄、2006、『情報学入門─大学で学ぶ情報科学・情報活用・情報社会』、コロナ社 

(ISBN:4339024163) 
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4. 久野遼平、木脇太一、2018、『大学 4 年間のデータサイエンスが 10 時間でざっと学べる』、KADOKAWA (ISBN:4046022116) 

5. 竹村彰通、2018、『データサイエンス入門』、岩波新書 (ISBN:4004317134) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

第６，１２，１３回はアンドラーデ、他の回は大西が担当する。 

 

注意事項（Notice） 
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■VR426 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR426／数理科学概論 

(Introduction to Mathematical Science) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 真之介(ISHIKAWA SHINNOSUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR5400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

機械学習により取り組む課題がどのような数学的問題に帰着するか、機械学習のアルゴリズムがどのような数学的手法を用い

ているかを学び、機械学習の数理的側面の理解を深める。  

 

This course deals with the mathematical aspect of machine learning through the review of the mathematical formulation of 

problems and through the instruction of mathematical techniques used in machine learning algorithms.  

 

授業の内容（Course Contents） 

基幹科目「機械学習」で扱うアルゴリズムをより深く理解するため、機械学習で解決したい課題の数学的定式化や、機械学習ア

ルゴリズムを数学的に記述するのに必要となる、ベクトル、行列、微分法、確率、統計といった数学的トピックの基礎を学ぶ。ま

た、多くの課題が帰着する最適化問題について、その概要及び解法について説明する。数学的問題のコンピュータープログラム

による実装についても適宜紹介する。理工系の学部出身でない学生や、コンピューターによる数値計算の経験がない学生には

履修を推奨する。  

 

For better understanding of the machine learning class, this lecture introduces basic ideas of mathematics such as vector, 

matrix, derivation, probability and statistics. Outline and solutions of optimization problems, to which many problems are boiled 

down, are also introduced. If you are not from department of science or engineering in an undergraduate course, or you do not 

have an experience on numerical calculation using computer program, this course is recommended.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 数理科学と機械学習の関係概要 

2. 高校数学の復習： ベクトル 

3. 高校数学の復習： 微分、積分 

4. 高校数学の復習： 場合の数、確率 

5. 行列の計算 

6. 関数と微分、偏微分 

7. 多変数関数の勾配 

8. 確率、統計の基礎 

9. 情報量の基礎 

10. 最適化問題(1) 最適化問題の概要 

11. 最適化問題(2) 制約なし最適化と解法アルゴリズム 

12. 最適化問題(3) 線形計画問題、双対定理 

13. 最適化問題(4) ラグランジュ未定乗数法 

14. 最適化問題(5) サポートベクターマシンの数理 

  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

中学数学、高校数学に不安がある場合には、事前に復習しておくことが望ましい。ただし、高校の数学 III (2 次関数、3 次関数以

外の微分・積分分野等)、数学 C (行列分野等) の事前学習は前提としない。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

3 回程度のレポート(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 赤石雅典、2019、『最短コースでわかる ディープラーニングの数学』、日経 BP (ISBN:4296102508) 

2. 加藤公一、2018、『機械学習のエッセンス 実装しながら学ぶ Python、数学、アルゴリズム』、SB クリエイティブ 

(ISBN:4797393963) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 27 - 

■VR431 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR431／社会情報科学概論 

(Introduction to Social Informatics) 

担当者名 

（Instructor） 

大西 立顕(OHNISHI TAKAAKI) 

和田 伸一郎(WADA SHIN'ICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会・経済物理学の用語や概念を理解すること、社会・経済物理学のデータ分析手法を修得すること、現象やデータに応じて適

切な分析手法を選択できるようになること、分析手法の仮定やデータの解像度・サンプルバイアスなどに起因したデータ分析の限

界を理解することを目標とする。 

 

After completing this course, students should be able to: 

- explain the concepts and terminology associated with socio-econophysics 

- understand and apply general socio-econophysics methods for data analysis 

- choose the appropriate data analysis method given particular phenomena and data 

- understand the limitations of data analysis stemming from assumptions embedded in the method, the finite resolution of the 

data, the sampling bias of the data, and so on. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会・経済物理学に関連したデータサイエンスの基礎的手法を解説する。社会・経済現象にみられる様々な実データを分析する

際に必要となる概念や分析手法を学ぶ。 

 

This course will provide students with the foundations of data science, based especially on socio-econophysics techniques. 

Students will learn the concepts, techniques, and tools they need to analyze various types of real data pertaining to socio-

economic phenomena. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 正規分布と中心極限定理（母集団と標本、確率密度関数、累積分布関数、標準化、正規分布と中心極限定理の導出） 

2. 統計的有意性の検定（統計的誤差と信頼区間、ランダム化テスト、ノンパラメトリック法、順位相関、連検定、フィッシャーの

正確確率検定） 

3. 事象発生の時間間隔の解析（ポアソン過程と指数分布、時間間隔の相関、傾向性・バースト性・周期性） 

4. ベキ分布（ロングテール、スケーリング領域、ベキ指数、コルモゴロフ・スミルノフ検定、最尤法、Hillの推定法） 

5. フラクタル（自己相似、スケールフリー、フラクタル次元、ボックス・カウンティング次元） 

6. ベキ分布の数理（自己組織化臨界現象、サンクト・ペテルブルグのパラドックス、ランダム乗算過程） 

7. SNSビッグデータと機械学習１（探索的分析 EDA、自然言語処理、インタラクティブ・データ・ヴィジュアライゼーション） 

8. SNSビッグデータと機械学習２（形態素解析、ロングテール分布、クラスタリング） 

9. SNSビッグデータと機械学習３（ベクトル空間モデル、単語埋め込みベクトル、次元圧縮（PCA、t-SNE）） 

10. 線形時系列解析（強定常と弱定常、自己相関、パワースペクトル、1/f ノイズ、周期性、時系列の前処理、ハースト指数，相

関行列） 

11. 金融市場の数理モデル（ランダムウォーク、自己回帰モデル、線形時系列予測、金融市場の経験則、異常拡散、長期記

憶、PUCK モデル） 

12. カオスの数理（離散時間力学系のカオス、ベルヌーイシフト写像、連続時間力学系のカオス） 

13. 非線形時系列解析（時間遅れ座標、埋め込み定理、アトラクタ再構成、相関次元、リカレンスプロット） 

14. 社会・経済ビッグデータを活用した研究事例 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の授業の理解度に応じて、適宜、テキスト等を復習することを薦める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

７回程度のレポート(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 高安 秀樹、高安 美佐子、2001、『エコノフィジックス 市場に潜む物理法則』、日本経済新聞社 (ISBN:4532149541) 
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2. 高安 秀樹、2004、『経済物理学の発見』、光文社 (ISBN:4334032672) 

3. 青山 秀明、家富 洋、池田 裕一、相馬 亘、藤原 義久、2008、『経済物理学』、共立出版 (ISBN:4320096398) 

4. 高安美佐子、田村光太郎、三浦航、2014、『学生・技術者のためのビッグデータ解析入門』、日本評論社 (ISBN:4535787158) 

5. 東京大学教養学部統計学教室(編)、1991、『統計学入門』、東京大学出版会 (ISBN:9784130420655) 

6. 松原望、2007、『入門統計解析ー医学・自然科学編』、東京図書 (ISBN:4489020236) 

7. 合原一幸 (編集)、2000、『カオス時系列解析の基礎と応用』、産業図書 (ISBN:4782810105) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

第７〜９回は和田、他の回は大西が担当する。 

 

注意事項（Notice） 
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■VR436 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR436／意思決定の科学 

(Science for Decision Making) 

担当者名 

（Instructor） 
吉川 厚(YOSHIKAWA ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

意思決定の方法論を学ぶと共に、人がどのようなエラーを起こすのかも併せて学ぶ 

 

The purpose of this course is to learn decision-making methodologies and apprehend the types of errors committed by people. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ビジネスとモデルや技術の関係を理解し、意思決定に役立てるための方法論を学ぶ。ビジネスの対象が、生産した「モノ」から、

人間の関与が深いサービスという「コト」に変化しつつある現状を取り扱う。その中で、サービス提供者や生産者としての意思決

定、消費者や生活者としての意思決定、経営者としての意思決定というそれぞれ異なる立場での決定を俯瞰し、ビジネスモデル・

社会モデルとの関係を解説する。 

 

This course deals with the progression from "things" to "thoughts." Students will understand the relationship between 

businesses and their models and between models and technologies. Moreover, students will learn how to make decisions. Among 

them, this course will overview decision-making by a service provider or producer; decision-making by a customer and a 

consumer; and decision making by a manager.  The relationship between a business model and a social model will also be 

examined. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと意思決定研究の概略史 

2. 個人の意思決定支援（1） 

3. 個人の意思決定支援（2） 

4. 個人の意思決定支援（3） 

5. 集団の意思決定支援 

6. 同じ問題でも意思決定の結論がなぜ異なるのか 

7. 人はなぜおかしな判断をするのか？ （1） 

8. 人はなぜおかしな判断をするのか？ （2） 

9. 人はなぜおかしな判断をするのか？ （3） 

10. 事例研究 I 

11. 事例研究 II 

12. 事例研究 III 

13. 事例研究 IV 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

録画受講をする場合があり、その時には、課外にグループ活動として議論時間を設ける場合がある 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内で指示したレポート(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ダニエル・カーネマン、2014、『ファースト＆スロー（上）（下）』、早川書房 (ISBN:4150504105) 

2. ベイザーマン・ムーア、2011、『行動的意思決定論：バイアスの罠』、白桃書房 

3. ベイザーマン・テンブランセル、2013、『倫理の死角：なぜ人と企業は判断を誤るのか』、NTT出版 

授業内で、論文や本は適宜紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義は、ディスカッション形式で行ったり、グループワークを行うアクティブラーニング形式を取る。 
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事例研究は最終レポートに向けた、自主課題提案型方式で行う 

 

注意事項（Notice） 
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■VR441 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR441／計算機科学概論 

(Introduction to Computer Science) 

担当者名 

（Instructor） 
村田 悠也(MURATA YUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR5500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

計算機科学の理論を学び、研究・ビジネスで利用されるシステムやサービスについての理解を深める。 

 

The purpose of this course is to learn the theory of computer science and to understand the systems and services used in 

research and business. 

 

授業の内容（Course Contents） 

計算機科学の基礎を解説し、計算機のハードウェア・ソフトウェアの両面から理解を深める。 

また、学んだ知識の現実への適用について IoTシステムを例に企業での事例について紹介する。 

 

This lecture explains the basics of computer science and deepens the understanding of both hardware and software of 

computers. 

In addition, the application of the learned knowledge to reality will be introduced using IoT systems as an example. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 計算機科学の基礎 1 

3. 計算機科学の基礎 2 

4. 計算機科学の基礎 3 

5. 計算機科学の基礎 4 

6. オペレーティングシステム 

7. データベース 

8. ハードウェアとソフトウェア 1 

9. ハードウェアとソフトウェア 2 

10. 分散コンピューティング 

11. クラウドコンピューティング 

12. IoTシステムの基礎 

13. IoTシステムの応用:企業事例紹介 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小レポート(60%)/期末レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. アラン・W. ビアマン、1993、『やさしいコンピュータ科学』、ASCII (ISBN:978-4756101587) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VR446 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR446／人工知能の哲学 

(Artificial Intelligence and Philosophy) 

担当者名 

（Instructor） 
村上 祐子(MURAKAMI YUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR5100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人工知能の哲学の基礎を固める． 

 

Laying foundations of philosophy of artificial intelligence and data science 

 

授業の内容（Course Contents） 

人工知能の哲学、特に論理学に関する基礎文献を講読する．参加者の関心とレベルに応じて、参考文献リストの中から 1-3 冊を

取り上げる． 

 

Reading basic articles and books on philosophy of artificial intelligence and data science from the reading list below, focusing on 

logic. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：自己紹介、プレイスメントテスト、担当決定 

2. 学生発表と解説 

3. 学生発表と解説 

4. 学生発表と解説 

5. 学生発表と解説 

6. 学生発表と解説 

7. 学生発表と解説 

8. 中間まとめ 

9. 学生発表と解説 

10. 学生発表と解説 

11. 学生発表と解説 

12. 学生発表と解説 

13. 学生発表と解説 

14. 振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当発表回は欠席しないこと． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内発表(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 戸田山和久、2000、『論理学をつくる』、名古屋大学出版会 

2. 古森・小野、2010、『現代数理論理学序説』、日本評論社 

3. 菊池誠、2014、『不完全性定理』、共立出版 

4. Univalent Foundations Program. 2013. Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics. Institute for Advanced 

Study 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

参加者のレベルによって教科書を変えるので、事前に教科書を買わないこと． なお HoTTについてはダウンロード可能． 

https://homotopytypetheory.org/book/ 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VR451 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR451／ＡＩビジネス特論Ａ 

(Special Seminar on Artificial  Intelligence Business A) 

担当者名 

（Instructor） 
吉川 厚(YOSHIKAWA ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

AIをビジネスに活かすためには様々な課題が存在するし、それぞれに対して様々なアプローチがある。これらを実例をベースに

知識を学ぶ。 

 

Diverse issues emerge from the utilization of AI in business, with discrete approaches possible for the resolution of each 

difficulty.Thus, examples will be used to teach students the means of appropriate selection by taking advantage of varied 

constraints. 

 

授業の内容（Course Contents） 

あらたなサービス・あらたな道具が AIを用いて次々と開発されている。その中で、成功するサービスもあれば失敗するサービスも

ある。どのような場面でサービスを考え、それとテクノロジーを結びつけるのか、また逆にテクノロジーが関与する場合にどのよう

なサービスなら顧客層を獲得できるのかを、具体事例を列挙しながら、受講者とともに考察する。本授業は、実務に長けた外部

講師を依頼しているため、実施回が変更になる可能性がある。また、講義形式ではなく、討論や調査をその場で受講者と共同で

実施する形式を取ることもありうるし、事前宿題が課せられる場合もある。ハイフレックス型は検討中なので、随時更新を見てくだ

さい。 

 

New services and new tools are being developed using AI. Some services succeed and others fail. Experienced instructors will 

discuss these successes and failures with students and will demonstrate the key to the achievement of positive results. In the 

process, students will learn how to make choices. Some of these lessons may be changed because external instructors 

proficient in practical work may be busy. Furthermore, omework may be assigned. Please check for updates as needed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義ガイダンス 

2. 教育企業における AI（担当：佐藤信也＠イー・コミュニケーションズ） 

3. 農業・医療・建設を事例に AIでビジネスを起こす（担当：菅谷俊二＠Optim) 

4. 仮想通貨（担当：木内卓＠三菱リサーチ・アンド・コンサルティング） 

5. 業績の変化をネットワークから探る（担当：藤田正典＠政策研究大学院大学） 

6. 各国の AI技術動向と AIのビジネスモデル（担当：佐々木康浩＠三菱総研） 

7. AI特許（担当：新井信昭＠知財コミュニケーション研究所＆田中泰彦＠むつきパートナーズ） 

8. データを活かしたビジネス（担当：松山科子＠東京エレクトロン) 

9. AIを金融に（担当：菊地剛正＠三菱 UFJ 信託銀行） 

10. 企業の中での新規事業を起こす（担当：村上英治＠アズビル金門） 

11. 鉄道事業（担当：兎束哲夫＠鉄道総合技術研究所） 

12. 人文科学分野で AIを（担当：坂平文博：構造科学研究所） 

13. 産業分野に AIを入れる（担当：大熊元気＠日本ノーベル） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講演者によっては、事前課題を課す場合があり、それには講義前日までに提出を必須とする（講義で使用するため）。 

また、外部講師毎に講義後のレポートを課す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/外部講師毎のレポート(80%) 

講義毎に評点の基準が異なるので、成績は調整します（先生毎の素点は、Blackboard上でそのまま見えます） 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VR456 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR456／ＡＩビジネス特論Ｂ 

(Special Seminar on Artificial  Intelligence Business B) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 宏(SASAKI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
集中講義科目であるが、期間中主に火曜日 18:30 以降に開講する。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

デジタル・トランスフォーメーションを進展させる上で、AIは中核となる技術を提供する。ビジネスの側面でみると、そこには産業の

AI化(自社ビジネスの AI化)と、AIの産業化(AIビジネスの創発)の２つの次元が混在している。本講義は、AIプランナーを意識し

て、経営戦略論、組織論、意思決定論、ビジネスモデル、イノベーション論など経営学や経済学をベースに、この２つの次元につ

いての理解を深めることを目的にする。前者については AI関連技術を活用したソリューション企画、後者については AIアルゴリ

ズムや新しい IT基盤の組織適用問題に注目する。各テーマに応じてゲスト講師を招き、理論と実践のインタラクションを進めて

いくことにしたい。 

 

AI provides the core technologies required for digital transformation. From an economic (or business) viewpoint, AI has two 

dimensions with regard to the reshaping of business and society: Industrialization by AI (the implementation of AI technology in 

business) and AI industrialization (the emergence of AI business and industry). This course aims to provide students with the 

opportunity to understand these two dimensions, focusing on future AI solutions through business model generation, and on 

implementation of AI algorithms to business workplaces. Guest lecturers will be invited for each topic. 

 

授業の内容（Course Contents） 

隔週、2 コマ連続で授業を行う。講義のテーマは、経営意思決定、ビジネスモデル、AI とビジネス、AI と業務革新など多岐にわた

る。毎回、前半は各回のテーマに応じた講義に当て、後半はチームを編成し、トピックに応じたグループワークを行う。学修の達

成度をはかるため、各チームによるプレゼンテーションを２回実施(中間報告と最終報告)するとともに、最終回に試験を実施す

る。なお、ゲスト講師のスケジュール等により、講義の順番や内容が変更されることがある。 

 

This course will be delivered through classroom sessions of two consecutive periods on every other Tuesday. The first half of 

every session will consist of a lecture on a specific topic, and the second half will comprise team-based research work related 

to the theme for the day. Student teams will deliver short presentations on AI solutions on the 4th lecture day and the final 

(7th) lecture day. A final examination will also be held.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：デジタル・トランスフォーメーションと経営意思決定 

Introduction to digital transformation, and decision making process  

2. チームビルディングとアイデアソン（事例研究） 

Team building and the first ideathon to discover AI solutions 

3. ビジネスモデル・ジェネレーション 

Business model generation 

4. ゲストレクチャー：AI ソリューションの事例 

A guest lecture on AI solutions 

5. AI と組織ケイパビリティ 

AI and organizational capabilities 

6. ケーススタディ：デジタル・トランスフォーメーションと組織問題 

A case study on digital transformation and organizational issues 

7. ゲストレクチャー：AIを活用して複雑な問題を解決するには 

A guest lecture on how to apply artificial intelligence to solve real complex problems 

8. チームプレゼン（中間報告） 

Team presentations 

9. ゲストレクチャー：AＩとビジネスソリューション 

A guest lecture on AI business solutions 

10. 講義に関連したワークショップ 

A workshop related to the topic 

11. ゲストレクチャー：AIアルゴリズムの組織適用 

Implementation of AI technologies to business workplaces 

12. 講義に関連したワークショップ 

A workshop related to the topic 
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13. 全体振り返りとチームプレゼン(最終報告) 

Course wrap-up and team presentations 

14. 最終試験 

Final examination 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ほぼ毎回授業終了後、指定した日時までにリアクションペーパーやグループ作業のアウトプットを提出していただくことにしている

ので注意すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/リサーチとプレゼンテーション(30%)/授業への参加度(リアクションペーパー含む）(30%) 

Final test (40%), Final presentation and research report (30%),  and Class participation (30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義内容に応じて都度指示する。 

全講義期間を通じたテキストはなし。ケース演習の補助テキストとして、下記を使う。一般書籍では販売していないので、独立研

究科事務室経由で購入する。 

 

著者名：慶応ビジネススクール（髙木晴夫） 

書籍名：企業組織と文化の変容 

出版年：2018 

https://www.bookpark.ne.jp/cm/contentdetail.asp?content_id=KBSP-01963 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

隔週で講義を行うため、日程に注意すること。 

時限はＧ５～６限（18:30 開始）となるので注意のこと。 

 

注意事項（Notice） 

人数制限科目。履修申込方法は 6 月頃に教務部掲示板に掲載する。 
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■VR461 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR461／自然言語処理特論 

(Special Seminar on Natural Language Processing) 

担当者名 

（Instructor） 
正田 備也(MASADA TOMONARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目では自然言語処理に関する様々なトピックを講義と演習課題を通じて学ぶ。 

 

The aim of this course is to learn various topics in natural language processing through lectures and assignments. 

 

授業の内容（Course Contents） 

１．bag-of-words モデリングによる基本的なテキスト分析（TF-IDF、文書分類等） 

２．自然言語処理の基本的な応用（文書間類似度評価、感情分析） 

３．深層学習による自然言語処理の初歩（分散表現、RNN、アテンション、等） 

 

1. Basic approaches in bag-of-words text modeling, including TF-IDF and document classification 

2. Elementary applications of natural language processing, including document similarity estimation and sentiment analysis 

3. Elementary methods in deep-learning based natural language processing, including text embeddings, RNN, and attention-

based NMT 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 単語の重みづけとベクトル空間モデル 

2. 自然言語処理における前処理（１） 

3. 自然言語処理における前処理（２） 

4. 分散表現 

5. PyTorch 入門（１） 

6. PyTorch 入門（２） 

7. PyTorch 入門（３） 

8. 感情分析（１） 

9. 感情分析（２） 

10. N-gramモデル 

11. RNN と言語モデル（１） 

12. RNN と言語モデル（２） 

13. RNNによる機械翻訳 

14. アテンションを使った RNN による機械翻訳 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の授業内容についてはこちらで準備した授業資料を読んで予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加と複数回のレポート(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Dan Jurafsky and James H. Martin. 2021. Speech and Language Processing 

https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VR466 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR466／人工知能社会実装 

(Social Implementation of AI Technology) 

担当者名 

（Instructor） 

内山 泰伸(UCHIYAMA YASUNOBU) 

浦川 伸一(URAKAWA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR6300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では、人工知能(AI)の研究開発を社会で結実させる「社会実装」について、現在進行中の問題として具体的な事例を通し

て学ぶ。AIを活用したサービスやプロダクトの開発プロセスや、社会実装における諸課題（社会受容性、人材育成、安全性、法制

度、プライバシーなど）について理解を深めることを目標とする。 

 

In this class, we will discuss "social implementation" of the artificial intelligence (AI) technologies, learning through concrete 

examples as an ongoing problem. The goal of this class is to deepen the understanding of the development process of services 

and products that utilize AI, as well as issues in social implementation (social acceptability, human resource development, 

safety, legal system, privacy, etc.). 

 

授業の内容（Course Contents） 

AI技術の社会実装を学ぶため、ゲストスピーカーを招いて先進的な取組を行っている様々な企業における事例を紹介し、それら

を参照しながら社会実装の諸問題についてのグループワークおよび討論を行う。グループワーク・討論のテーマとしては以下の

ようなトピックが候補となる。 

 

・AIの社会受容性および AI と人との協調 

・学習データ・学習済モデルの流通や共有 

・AIシステムの検証や安全性 

・AI と法制度、個人情報・プライバシー 

・オープンイノベーションのあり方 

 

In order to learn the social implementation of AI technology, guest speakers will be invited to introduce examples of various 

companies that are making advanced efforts. Also, group work and discussions will be held on various issues of social 

implementation while referring to the concrete examples. The following topics are candidates for group work and discussion 

themes. 

 

・ Social acceptability of AI and cooperation between AI and people 

・ Distribution and sharing of learning data and learned models 

・ Verification and safety of AI system 

・ AI and legal system, personal information / privacy 

・ Open innovation 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 社会実装の事例紹介１ 

3. 社会実装の事例紹介２ 

4. 社会実装の事例紹介３ 

5. 社会実装の事例紹介４ 

6. グループワーク１ 

7. グループワーク２ 

8. グループワーク３ 

9. グループワーク４ 

10. 社会実装の事例紹介５ 

11. 社会実装の事例紹介６ 

12. 討論会１ 

13. 討論会２ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グループワークでは授業時間外の作業が必要になる場合がある。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

グループワークへの取組、授業への参加度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VR471 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR471／認識技術特論 

(Special Lecture on Recognition Technology) 

担当者名 

（Instructor） 
北澤 正樹(KITAZAWA MASAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR6100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本科目では様々なデータに対する認識タスクについて、実現するためのモデリング技術と、活用するためのシステム構築時に注

意すべき点を学ぶ。 

 

This course aims to learn recognition technique for various types of data. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では認識タスクとして、主に以下を対象として扱う。 

・画像データ： 画像分類／セグメンテーション／物体認識／姿勢・動作認識／キャプショニング／異常検知 

・音声データ： 音声認識 

・時系列データ： 異常検知 

 

それぞれのタスクについて、 

実現するためのモデリング技術を主要な論文や最新論文を元に学ぶと共に、 

活用するシステムを構築する場合に注意すべき点を事例を中心に解説する。 

 

 

This course will focus on the following data and tasks: 

* Image : classification / segmentation / object detection / pose estimation and motion recognition / captioning / anomaly 

detection,  

* Sound : speech recognition,  

* Time-series : anomaly detection. 

 

Each task included modeling technology and noted points when building a recognition system. 

Modeling technology is explained by using major papers and latest papers. 

Noted points when building a recognition system are explained based on examples and cases. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義ガイダンスおよび「認識」について 

2. 画像 － classification / segmentation / object detection 

3. 画像 － classification / segmentation / object detection 

4. 画像 － classification / segmentation / object detection 

5. 画像 － pose estimation / action recognition 

6. 画像 － pose estimation / action recognition 

7. 画像 － captioning 

8. 音声 － recognition 

9. 音声 － recognition 

10. 画像／時系列 － anomaly detection 

11. 画像／時系列 － anomaly detection 

12. 画像／時系列 － anomaly detection 

13. 画像／時系列 － anomaly detection 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

統計／機械学習／深層学習の基礎的な部分に関しては、既知として進めます。 

各分野の論文を多く取り上げるので、興味がある分野に関しては、復習として原論文も読むことを推奨します。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度と数回のレポート(100%) 
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テキスト（Textbooks） 

適宜授業内で紹介していきます 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特になし 

 

注意事項（Notice） 
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■VR476 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR476／脳神経科学特論 

(Special Lecture on Neuroscience) 

担当者名 

（Instructor） 

瀧 雅人(TAKI MASATO) 

豊泉 太郎(TOYOIZUMI TARO) 

西本 伸志(NISHIMTO SHINJI) 

雨森 賢一(MEMORI KENICHI) 

近添 淳一(CHIKAZOE JUNICHI) 

渡邉 正峰(WATANABE MASATAKA) 

松井 鉄平(MATSUI TEPPEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR6400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人工知能、機械学習と神経科学は密接な影響関係の元で発展してきました。この講義では、人工知能を理解するための神経科

学の基本的な理解を深めるとともに、神経科学自体の最近の進展までを広く概観します。 

 

Artificial intelligence, machine learning and neuroscience have evolved under close influence. This lecture will give you an 

overview of the basics of neuroscience in order to understand artificial intelligence, as well as a broad overview of recent 

developments in neuroscience itself. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年の深層学習の爆発的な発展を受けて、神経科学者の中で深層神経回路と生物の神経回路との実際の類似性が大きな注目

を受けている。そのための様々な観測的手段も発達してきており、人間の精神活動も非侵襲的に観察することが可能となってき

ている。生物の神経回路と深層学習の関係、機能的 MRIによる人間の心理活動と機械学習による解析、視覚と認知を司る脳機

能の定量的な理解、霊長類の心のメカニズムと人工知能、脳の数理モデルなど、広い話題について第一線の研究者がオムニバ

ス形式で講義を行う。 

 

Following the explosive development of deep learning in recent years, the actual similarity between artificial deep neural network 

and biological neural circuits has received a great deal of attention among neuroscientists. Various observational means for that 

purpose have been developed, and it has become possible to observe human mental activity non-invasively. The topics covered 

in this lecture are as follows: Relationship between biological neural circuits and deep learning, analysis by human psychological 

activity and machine learning for functional MRI data, quantitative understanding of brain functions that control vision and 

cognition, primate mental mechanism and artificial intelligence, brain mathematics. Front-line researchers give lectures in 

omnibus format on a wide range of topics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 視覚情報の表現とシナプス学習則 

2. 視覚情報の表現とシナプス学習則 

3. 視覚情報の表現とシナプス学習則 

4. 機能的 MRIによる人間の精神活動の非侵襲的観察：最近の知見と深層学習・機械学習との関わり 

5. 機能的 MRIによる人間の精神活動の非侵襲的観察：最近の知見と深層学習・機械学習との関わり 

6. 機能的 MRIによる人間の精神活動の非侵襲的観察：最近の知見と深層学習・機械学習との関わり 

7. 視覚と認知を司る脳機能の定量的理解 

8. 強化学習を用いた霊長類の不安障害モデル 

9. 強化学習を実現するシステムとしての大脳皮質－大脳基底核回路 

10. 自由エネルギー原理・予測符号化の観点から明らかにする大脳皮質の計算原理 

11. 意識の定義 錯視や症例をとおして 

12. 意識の科学的探求 マカク猿の電気生理実験とマウスのオプトジェネティクス 

13. 人工意識による意識の解明 意識の自然則と人工意識の主観テスト 

14. 脳の理論モデルの解析 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/レポート(60%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義の内容の順番は前後する可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■VR481 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR481／統計モデリング２ 

(Statistical Modeling 2) 

担当者名 

（Instructor） 
正田 備也(MASADA TOMONARI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR6400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目では、変分ベイズ推定や MCMC など、統計モデリングについて発展的な事項の習得を目標とする。 

 

The aim of this course is to learn advanced topics in statistical data modeling, including variational Bayesian inferences, MCMC, 

and related topics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この科目では、ベイズ的モデリングにおける事後分布の推定を扱う。 

前半では、事後分布の推定を最適化問題として定式化する変分ベイズ法について解説する。 

後半では、事後分布からのサンプリングを行う手法である MCMC について解説する。 

 

This course explains the methods for posterior inference in Bayesian modeling. 

Topics to be covered in the first half of this course include the fundamentals of variational Bayesian inference, its application in 

natural language processing (ex. LDA), and variational auto-encoder. 

Topics to be covered in the second half of this course include the elementary expositions of MCMC, the implementation of 

MCMC in Python, and practical coding for posterior inference via MCMC. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 統計モデリング１の復習 

2. 変分ベイズ推定 

3. 潜在的ディリクレ配分法（１） 

4. 潜在的ディリクレ配分法（２） 

5. 変分オートエンコーダ（１） 

6. 変分オートエンコーダ（２） 

7. 変分オートエンコーダの実装 

8. MCMC 序論（１） 

9. MCMC 序論（２） 

10. Python による MCMC（１） 

11. Python による MCMC（２） 

12. MCMC の実際（１） 

13. MCMC の実際（２） 

14. MCMC の実際（３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の授業は前回までの授業の理解を前提しておこなわれるので、次の回の授業までによく復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加と複数回のレポート(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. キャメロン デビッドソン=ピロン (著), 玉木 徹  (翻訳)、2017/4/6、『Pythonで体験するベイズ推論:PyMC による MCMC 入

門』、森北出版 (ISBN:978-4627077911) 

2. C.M. ビショップ  (著), 元田 浩 (監訳), 栗田 多喜夫  (監訳), 樋口 知之 (監訳), 松本 裕治 (監訳), 村田 昇 (監訳)、

2012/4/5、『パターン認識と機械学習 上』、丸善出版 (ISBN:978-4621061220) 

3. C.M. ビショップ (著), 元田 浩 (監訳), 栗田 多喜夫  (監訳), 樋口 知之 (監訳), 松本 裕治 (監訳), 村田 昇 (監訳)、

2012/2/29、『パターン認識と機械学習 下』、丸善出版 (ISBN:978-4621061244) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VR486 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR486／量子情報特論 

(Special Lecture on Quantum Information) 

担当者名 

（Instructor） 

内山 泰伸(UCHIYAMA YASUNOBU) 

カングリヤン ドミトリ－(KHANGULYAN DMITRIY) 

大関 真之(OHZEKI MASAYUKI) 

宇都宮 聖子(UTSUNOMIYA SHOKO) 

針原 佳貴(HARIBARA YOSHITAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR6403 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では、人工知能およびデータサイエンスの未来を考える上で重要な技術と考えられている量子コンピュータについて学

ぶ。量子力学の基礎からスタートし、量子計算の基礎を学び、発展的な話題として量子アニーリングを紹介し、そして量子計算の

実行をハンズオン形式で体験することも行う。古典的な計算機との違いを基礎から理解すること、および最新の話題についての

知見を得ることを目標とする。 

 

In this class, we will learn about quantum computers, which are considered to be important technologies for thinking about the 

future of artificial intelligence and data science. Starting from the basics of quantum mechanics, we will learn the basics of 

quantum computing, introduce quantum annealing as an advanced topic, and experience the execution of quantum computing in 

a hands-on format. The goal is to understand the difference from the classical computer from the basics and to gain knowledge 

on the latest topics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の前半では、量子力学への入門についての解説を、物理学の基礎知識を前提にせずに行う（担当：カングリヤン）。なお、本

パートは英語での講義となる。授業の後半で、量子コンピュータの基礎についての講義、ハンズオン形式による量子コンピュータ

の体験（担当：宇都宮・針原）、そして量子アニーリング、量子コンピュータの産業化における課題の解説（担当：大関）を行う。 

 

In the first half of the class, we will explain the introduction to quantum mechanics without assuming basic knowledge of physics 

(in charge: Khangulyan). This part will be a lecture in English. In the latter half of the class, we will give a lecture on the basics 

of quantum computers, running quantum computers in a hands-on format (in charge: Utsunomiya / Harihara), quantum 

annealing, and explanation of issues in the industrialization of quantum computers (in charge: Ozeki). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 量子力学への入門１ 

2. 量子力学への入門２ 

3. 量子力学への入門３ 

4. 量子力学への入門４ 

5. 量子力学への入門５ 

6. 量子力学への入門６ 

7. 量子力学への入門７ 

8. 量子コンピュータ入門 

9. Amazon Braketで量子コンピュータに触れてみよう（ハンズオン入門編） 

10. Amazon Braketで量子コンピュータに触れてみよう（ハンズオン応用編） 

11. ちょっと変わった量子力学の利用法：量子アニーリング 

12. 量子アニーリングの利用方法 

13. 世の中を変えるコスト関数を作ってみよう 

14. 最適化してどうなる？現実と理想、量子コンピュータの産業化に向けて 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

微分方程式、線形代数、ベクトル解析の初歩について数理科学概論などで事前に学習しておくと、本授業の理解度は高まる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VR491 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR491／フィンテック特論 

(Special Lecture on Fintech) 

担当者名 

（Instructor） 
前田 順一郎(MAEDA JUNICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR6300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

伝統的な金融論と Fintech との関係を捉えなおすことを目標とする。従来と比べて現在 Fintech の技術によって金融がどう変わろ

うとしているかを学ぶことを通じて、将来の金融システムがどのように変わっていくのか、受講者が自分の頭で自ら考えられるよう

になることを目標とする。 

 

The objective of this course is to recapture the relationship between traditional financial theory and Fintech. The students will 

be able to think for themselves how the finance system will change in the future through learning how Fintech's technology is 

currently changing finance compared to the past.  

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回 Fintech の世界の第一線で活躍しているゲストを招き講義をしてもらう。受講者には、その内容を基に、いくつかのグループ

に分かれてディスカッションを行った上で、簡単な発表をしていただく。 

 

ゲスト（予定）：瀧俊雄 マネーフォワード Fintech 研究所所長／小早川周司 明治大学教授／東海林正賢 KPMG コンサルティ

ングパートナー／柴田誠 FINOLAB 所長／岩瀬大輔 Spiral Capital， Managing Partnerなど 

 

The guest speaker who are active in the front lines of  Fintech's industry to give lectures.  Students will be asked to make a 

brief presentation after having discussions in several groups based on the content. 

 

Planned guest speakers: Toshio Taki,  Director of  Money Forward Fintech Research Institute/ Shuji Kobayakawa, Professor 

of Meiji University / Masanori Shoji, KPMG Consulting Partner / Makoto Shibata, Director of  FINOLAB/ Daisuke Iwase, Spiral 

Capital， Managing Partner, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Fintech とは何か？ 

What is Fintech? 

2. Fintech 時代の「貨幣」と「決済」  

"Money" and "Settlement" in the Fintech Era 

3. 海外と日本の Fintech の現状 

Current Status of Fintech in Japan and Overseas 

4. （特別講義）金融論基礎 

(Special lecture) Basics of Financial Theory 

5. 銀行業と Fintech 

Banking and Fintech 

6. ブロックチェーンの技術 

Technology of Blockchain 

7. Fintech と都市インフラ 

Urban Infrastructure for Fintech 

8. （演習） 

(Exercises) 

9. 資産運用と Fintech 

Asset Management and Fintech 

10. ローン審査への AI活用 

AI utilization for loan screening 

11. （特別講義）Fintech と経済学 

(Special lecture) Fintech and Economics 

12. Fintech とアントレプレナーシップ 

Fintech and Entrepreneurship 

13. 大企業における Fintech の活用 

Utilization of Fintech by Large corporations 
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14. Fintech に関するリスク管理と規制 

Risk Management and Regulation regarding Fintech 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内のグループディスカッション(30%)/授業への参加度(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 辻庸介／瀧俊雄、2016、『FIntech 入門』、日経 BP (ISBN:978-4-8222-5151-2) 

2. KPMG ジャパン、2017、『Fintech 仮想通貨 AIで金融機関はどう変わる！？』、ビジネス教育出版社 (ISBN:978-4828306414) 

講義とは直接関係はありませんが、前田順一郎著「会計が驚くほどわかる魔法の 10 フレーズ」（講談社）、ゲスト講師としてお招

きする予定のライフネット生命保険創業者、岩瀬大輔さん著「入社一年目の教科書」（ダイヤモンド社）は皆様にとってとても有益

だと思いますので是非お読みください。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VR496 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR496／ＰｙｔｈｏｎプログラミングＡ 

(Python Programming) 

担当者名 

（Instructor） 
藤堂 建世(TODO KENSE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR5600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この講義では、人工知能・機械学習において利用されているプログラミング言語 Python の記述体系を身につけることを目標とす

る。 

 

The purpose of this course is to instruct students on the description system of Python, a programming language used in 

artificial intelligence and machine learning. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義は４部にわけられる。 

①第１回から第３回までの Python の基礎 

②第４回から第８回までの Numpy・Pandas・matplotlib 

②第９回から第１２回までのクラス・オブジェクト・正規表現、スクレイピング、GUI 

④第１３回から第１４回までの Python プロジェクト 

である。 

 

第 1 回の講義で Python の基本能力をテストで測定する。テストの範囲は「Python の基礎」である。 

また各部終了ごとに、確認レポートの提出を求める。 

全講義終了後に、Python を利用した自由課題プロジェクトの提出を求める。 

 

This course is divided into the following four parts: 

 

① Introduction to Python 

② Numpy, Pandas, and matplotlib  

③ Object-orientation, regular expression, and Practical techniques 

④  Project 

  

The students' skills in Python will be measured through tests administered in the first session.  

The scope of the test is "Introduction to Python".  

You should submit a confirmation report as each section ends. 

After this lecture, students will be required to submit an assignment report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・ゾーニングテストの実施・Python の基礎 

2. Python の基礎（計算・変数・配列） 

3. Python の基礎（条件分岐・繰り返し）・確認レポート 

4. Numpy 

5. Numpy 

6. Scipy,matplotlib 

7. Pandas 

8. Pandas 

9. Python におけるスクレイピング 

10. オブジェクトとクラス 

11. 正規表現 

12. Python における GUIの表現 

13. Python プログラムプロジェクト課題（１） 

14. Python プログラムプロジェクト課題（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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基本的に毎講義ごとに問題を提示し、その問題を毎週提出を求める。 

講義時間内に終わらない場合は、提出期限まで提出を求める 

その他、授業時間外の学習に関する指示は、講義の進捗状況に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/第一講義レポート／確認テスト(20%)/第二講義レポート(20%)/第三講義レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

事前に Python の基礎を勉強したい方は、Python 入門と書かれた本をお勧めします。 

特に指定はしませんが「Pythonスタートブック [増補改訂版] 辻 真吾」や「スッキリわかる Python 入門 (スッキリシリーズ) (日本

語) 単行本（ソフトカバー）国本大悟  (著), 須藤秋良  (著), 株式会社フレアリンク (監修)」などがあります。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

第１回講義時に、googlecolaboratory を導入します。 

予め Google アカウントを取得してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■VR501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR501／ＰｙｔｈｏｎプログラミングＢ 

(Python Programming) 

担当者名 

（Instructor） 
藤堂 建世(TODO KENSE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR5600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この講義では、人工知能・機械学習において利用されているプログラミング言語 Python の記述体系を身につけることを目標とす

る。 

 

The purpose of this course is to instruct students on the description system of Python, a programming language used in 

artificial intelligence and machine learning. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義は４部にわけられる。 

①第１回から第３回までの Python の基礎 

②第４回から第８回までの Numpy・Pandas・matplotlib 

②第９回から第１２回までのクラス・オブジェクト・正規表現、スクレイピング、GUI 

④第１３回から第１４回までの Python プロジェクト 

である。 

 

第 1 回の講義で Python の基本能力をテストで測定する。テストの範囲は「Python の基礎」である。 

また各部終了ごとに、確認レポートの提出を求める。 

全講義終了後に、Python を利用した自由課題プロジェクトの提出を求める。 

 

This course is divided into the following four parts: 

 

① Introduction to Python 

② Numpy, Pandas, and matplotlib  

③ Object-orientation, regular expression, and Practical techniques 

④  Project 

  

The students' skills in Python will be measured through tests administered in the first session.  

The scope of the test is "Introduction to Python".  

You should submit a confirmation report as each section ends. 

After this lecture, students will be required to submit an assignment report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・ゾーニングテストの実施・Python の基礎 

2. Python の基礎（計算・変数・配列） 

3. Python の基礎（条件分岐・繰り返し）・確認レポート 

4. Numpy 

5. Numpy 

6. Scipy,matplotlib 

7. Pandas 

8. Pandas 

9. Python におけるスクレイピング 

10. オブジェクトとクラス 

11. 正規表現 

12. Python における GUIの表現 

13. Python プログラムプロジェクト課題（１） 

14. Python プログラムプロジェクト課題（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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基本的に毎講義ごとに問題を提示し、その問題を毎週提出を求める。 

講義時間内に終わらない場合は、提出期限まで提出を求める 

その他、授業時間外の学習に関する指示は、講義の進捗状況に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/第一講義レポート／確認テスト(20%)/第二講義レポート(20%)/第三講義レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

事前に Python の基礎を勉強したい方は、Python 入門と書かれた本をお勧めします。 

特に指定はしませんが「Pythonスタートブック [増補改訂版] 辻 真吾」や「スッキリわかる Python 入門 (スッキリシリーズ) (日本

語) 単行本（ソフトカバー）国本大悟  (著), 須藤秋良  (著), 株式会社フレアリンク (監修)」などがあります。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

第１回講義時に、googlecolaboratory を導入します。 

予め Google アカウントを取得してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■VR511 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR511／人工知能科学特別演習 

(Special Seminar on Artificial Intelligence) 

担当者名 

（Instructor） 

アンドラーデ(ANDRADE DANIEL) 

村上 隆夫(MURAKAMI TAKAO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR6600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は Blackboardに掲

載するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業の到達目標は 

- 人工知能の技術と理論を理解し、説明できる 

- 行列分解・テンソル分解とその応用事例について理解し、説明できる 

- 回帰問題における不確かさとモデル選択について理解し、説明できる 

である。 

 

The goals of this course are to 

- be able to understand and explain the technologies and theories of AI, 

- be able to understand and explain matrix/tensor factorization, and its 

applications. 

- be able to understand and explain uncertainty estimation and model selection in regression problems 

 

授業の内容（Course Contents） 

技術については、この講義では行列分解・テンソル分解とその応用事例を学びます。また演習では、python による行列分解・テ

ンソル分解を行う能力の獲得も目指します。 

理論については、この講義では回帰問題の基本的な概念と原理を学びます。また演習では、python による分類問題の力も育成

します。 

 

This course deals with case studies on matrix/tensor factorization at 

lecture sessions about AI technologies. It also enhances the development 

of students' skill in matrix/tensor factorization at hands-on sessions. 

It deals with the basic concepts and principles of regression problems at 

lecture sessions about AI theories. It also enhances the development of 

students' skill in classification with python at hands-on sessions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 人工知能の技術（１）：講義（村上） 

行列分解と推薦システムへの応用 

2. 人工知能の技術（２）：演習 

行列分解と推薦システムへの応用 

3. 人工知能の技術（３）：講義 

行列分解と位置情報への応用 

4. 人工知能の技術（４）：演習 

行列分解と位置情報への応用 

5. 人工知能の技術（５）：講義 

テンソル分解と推薦システムへの応用 

6. 人工知能の技術（６）：演習 

テンソル分解と推薦システムへの応用 

7. 人工知能の技術（７）：講義 

テンソル分解と位置情報への応用 

8. 人工知能の理論（１）：講義（アンドラーデ） 

回帰問題における不確かさの推定 I 

9. 人工知能の理論（２）：演習 

回帰問題における不確かさの推定 I 

10. 人工知能の理論（３）：講義 

回帰問題における不確かさの推定 II,  モデル選択 I 

11. 人工知能の理論（４）：演習 

回帰問題における不確かさの推定 II,  モデル選択 I 

12. 人工知能の理論（５）：講義 
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モデル選択 II 

13. 人工知能の理論（６）：演習 

モデル選択 II 

14. 人工知能の理論（６）：講義・演習・質疑応答 

モデル選択 III 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

機械学習、統計の基本的知識を身につけていること。 

python で基礎的な実装ができること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポートの課題（回答の正確さ・説明・数式による導出・ソースコードの提供など）から総合的に評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

(1)(2)，(3)(4)，(5)(6)の 3 つはそれぞれ 1 日で集中して行える可能があります。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 56 - 

■VR516 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR516／深層学習演習１ 

(Seminar on Deep Learning 1) 

担当者名 

（Instructor） 

新田 徹(NITTA TOHRU) 

石川 真之介(ISHIKAWA SHINNOSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR6600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

講義科目「深層学習」に対応する演習科目であり、深層学習が実際にはどのように動作し、いかなる具体的場面で活用できるの

かについての感覚を身につけることを目標とする。 

 

This practical session will correspond to the course on "Deep Learning" with the aim of making students acquire a sense of the 

ways in which deep learning actually works and the specific situations in which it can be used. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義科目「深層学習」で学んだ内容を実際に手を動かすことにより理解を深めるとともに、具体的事例に対して実践する。ライブ

ラリは TensorFlow と Keras を用いる。 

 

Using the frameworks of TensorFlow and Keras, students will apply the content taught in the course on the topic of "Deep 

Learning" on specific cases.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーションおよび要素技術の習得など。 

2. 基礎的事項の習得（１） 

3. 基礎的事項の習得（２） 

4. 基礎的事項の習得（３） 

5. 畳み込みニューラルネットワーク（１） 

6. 畳み込みニューラルネットワーク（２） 

7. 畳み込みニューラルネットワーク（３） 

8. 畳み込みニューラルネットワーク（４） 

9. 敵対的生成ネットワーク（１） 

10. 敵対的生成ネットワーク（２） 

11. リカレントニューラルネットワーク（１） 

12. リカレントニューラルネットワーク（２） 

13. 総合演習 

14. 総合演習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義科目「深層学習」の内容をよく理解しておくこと。また、Python プログラミングに慣れておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回のレポートで評価する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。必要に応じて資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

（１）パソコンの他にノートと筆記用具も持参すること。 

（２）資料の配布、レポートの提出などに Blackboardを使用する。 

（３）プログラミング演習では基本的に Google Colaboratory の利用を前提とする。 

（４）全授業回のうち１回のみ対面実施予定。ただし、新型コロナウイルスの状況により変更の可能性有り。 

 

注意事項（Notice） 
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■VR521 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR521／深層学習演習２ 

(Seminar on Deep Learning 2) 

担当者名 

（Instructor） 
瀧 雅人(TAKI MASATO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR6600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

機械学習、深層学習の基礎的な知識をもとに、深層学習のより発展的な話題を理解する。また、より具体的なタスクを解決するた

めの深層学習技術の進展についても広く概観する。 

 

Understand more advanced topics of deep learning based on the basic knowledge of machine learning and deep learning. This 

course also gives a broad overview of the development of deep learning techniques to solve more specific tasks. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この十年ほどで飛躍的に進展した深層学習は、様々なアルゴリズム・理論的な研究に基づいて開発されてきた。そこでこの講義

では、深層学習の理論的な仕組みを理解した上でモデルや手法を理解・改良し、さらに自身の設計した手法を実際に実装するた

めの基礎的な能力を養う。そのために、重要な理論的トピックスをいくつか取り上げて、それを理解した上で数値実験・実装を経

験する。またこのような慎重な解析がどのように実際の開発に応用されているのかを理解するため、いくつかの具体的なタスク・

モデルも取り上げる。 

 

Deep learning, which has made great strides in the last decade or so, has been developed based on theoretical studies. 

Therefore, in this lecture, we will develop the ability to understand and improve models and methods based on the 

understanding of the theoretical mechanism of deep learning, and the basic ability to actually implement the method designed by 

ourselves. For that purpose, we will take up some important theoretical topics and experience numerical experiments and 

implementations after understanding them. We will also cover some specific task models to understand how such careful 

analysis is applied in actual development. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 深層学習における深さの役割について：表現能力、Residual 化、loss landscapeなど 

2. 深層学習の汎化について：flatness 仮説、lottery ticket仮説など 

3. ライブラリによる実習 

4. 深層学習モデルに対する敵対的攻撃 

5. 深層学習モデルの解釈性 

6. ライブラリによる実習 

7. 深層学習の訓練技術：学習率スケジューリング、初期化、正規化、データ水増し、アーキテクチャ改善 

8. 深層生成モデル１：生成モデルの理論、VAE、flow 

9. 深層生成モデル２：PGGAN、StyleGAN、GANの応用など 

10. ライブラリによる実習 

11. 自己教師あり学習 

12. 物体検知モデル 

13. Neural Architecture Search 

14. アテンション機構の進展 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

あらかじめ深層学習の基礎や、線形代数、解析学、確率、統計学、Python によるコーディングなどの基本的な事柄を習得してお

くこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

二回程度のレポート(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VR526 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR526／社会モデリング演習 

(Seminar on Social Modeling) 

担当者名 

（Instructor） 
吉川 厚(YOSHIKAWA ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR6600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

様々な社会事象に関して、「自律的に」社会モデリングを行えるようになるとともに、社会を構成している人や組織にも着目し、そ

れらからデータも取り方や社会的なものの見方、結果の解釈の仕方を身につける 

 

Students will learn how to apply mathematical and social modeling methods on different social phenomena. Furthermore, 

students will learn to devote attention to organizations and people that make up a society, will acquire new perspectives on 

social constructs, and will discover how to interpret the results of simulations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会事象は一義的な見方では捉えられない。しかし、ある前提を置くことにより、対象システム中の要素の相関関係や因果関

係、数量関係などの関係性を理解することができる。このことを事例で理解しながら、社会事象をモデルとして考察し、新しいシス

テムをデザインする方法を学ぶ。また、前提を変えることにより問題自体も変化し、その社会事象が異なる複数のモデルで説明さ

れることを理解する。シミュレーションの前提や得られた結果をどのように解釈するか、あるいは解釈してはいけないのかを実例

に即して演習する。 

 

Social phenomena cannot be captured through a unique perspective. However, by using certain assumptions, it is possible to 

understand relationships such as correlations, causal relationships, and quantitative relationships between elements in the 

target system. Understanding this feature through examples, students will study social events as models and will learn how to 

design new systems. Students will also be made aware that changing the premise alters the problem itself, and that social 

phenomena are explained through different models. Students will undertake exercises based on actual examples to showcase 

the appropriate and inappropriate ways of interpreting the simulation assumptions and the obtained results. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスとイントロダクション 

2. Systematic Review のやり方 ー自分で調べて作れるようになるためにー 

3. モデルとスコープ：事象を様々なスコープでみることで、異なるモデルが作れることを学ぶ 

4. 概念モデルの構築 

5. 概念モデルから、計算可能なモデルへ 

6. エージェント・ベース・モデリング 

7. 社会をモデルでみてみるということ（1） 

8. 社会をモデルでみてみるということ（2） 

9. 社会モデル化実習（1） 

10. 社会モデル化実習（2） 

11. 社会モデル化実習（3） 

12. 社会モデル化実習（4） 

13. 社会モデル化実習（5） 

14. グループ発表会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

手法に関しては文献を紹介するので、各自で学ぶことを想定している。 

また、グループワークでモデルをつくり、シミュレーションをおこなうので、自主活動として授業外グループ学習を行うことがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内活動(20%)/授業内に指示した提出物(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)/発表会(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本数理社会学会、2004、『社会を＜モデル＞でみる』、勁草書房 (ISBN:4-326-60165-5) 
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2. アルバート=ラズロ・バラバシ、2002、『新ネットワーク思考: 世界のしくみを読み解く』、NHK出版 (ISBN:4140807431) 

3. ナイジェル・ギルバート, クラウス・G・トロイチュ、2003、『社会シミュレーションの技法: 政治・経済・社会をめぐる思考技術のフ

ロンティア』、日本評論社 (ISBN:453555241X) 

4. 吉田民人、2013、『近代科学の情報論的転回: プログラム科学論』、勁草書房 (ISBN:4326602546) 

文献は適宜授業で追加で紹介する。文献はかなり読むと考えてください 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

グループに分けた演習が、授業中行われ、課題はグループ毎に提出する。 

後半のモデル化実習はグループ毎に自主的に社会モデリング課題を決め、演習をゼミ形式で行う。課題提出もグループ単位で

ある 

（過年度は、その活動において学会発表を行ったグループもあり、推奨している） 

 

注意事項（Notice） 
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■VR701 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR701／輪講１Ａ 

(Journal Club 1A) 

担当者名 

（Instructor） 
村上 祐子(MURAKAMI YUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR6600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人工知能・データサイエンスの倫理・哲学に関する基礎文献を概観する． 

 

Overview basics of philosophy and ethics of artificial intelligence and data science. 

 

授業の内容（Course Contents） 

人工知能の倫理・哲学に関する基礎文献を各自持ち寄り発表を行った後、議論を行う．各人の事情によって非同期オンライン参

加でもよい．オンライン参加の形式は発表の場合 Google Document共有または動画、議論は文書または動画へのコメントベース

とする．Slackでの議論も進める．初回に詳しく説明する． 

 

The class is based on student presentation on an article or a book chapter on the topic, followed by discussion. Class 

participation can be non-synchronous; possible formats of student presentations are shared Google Document and/or shared 

videos. Discussion will be held as the comments to the documents/ videos and on Slack. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス Introduction、学生発表割り当て 

2. 「統計学を哲学する」を読む：なぜ統計学が哲学の問題になるのか 

3. 学生発表 

4. 学生発表 

5. 学生発表 

6. 学生発表 

7. 学生発表 

8. interlude: これまでの振り返り 

9. 学生発表 

10. 学生発表 

11. 学生発表 

12. 学生発表 

13. 学生発表 

14. wrap-up: 全体の振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

学生発表中心のため、予習復習は必須である．担当者は担当前日朝までに担当部分概要を Slack で共有すること．また、担当

者以外は担当者の概要に目を通してから授業に臨むこと． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業内発表(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大塚淳、2020、『統計学を哲学する』、名古屋大学出版会 

2 回目のみ村上がテキストの概要を解説する．そのあとは原則学生担当とする． 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 



 - 62 - 

■VR702 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR702／輪講１Ｂ 

(Journal Club 1B) 

担当者名 

（Instructor） 
瀧 雅人(TAKI MASATO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR6600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

機械学習・深層学習の理論的側面について理解する。それによって、新しい理論やアルゴリズムを文献を通じて身につけるため

の訓練を行う。 

 

The purpose of this course is to help students understand the theoretical aspects of machine learning and deep learning. This 

course will also prepare students to learn new concepts and algorithms from scholarly literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 ‟The Element of Statistical Learning” (T. Hastie et al.) から数章を選び、統計的機械学習理論の基礎を学ぶ。その上で、 

‟Deep Learning” (I. Goodfellow et al.) の数章を用いて、深層学習の理論的側面についての輪講を行う。 

 

Using a few chapters from “The Element of Statistical Learning” (T. Hastie et al.) and a few chapters from “Deep Learning” (I. 

Goodfellow et al.), students will learn the basics of statistical machine learning theory and will be introduced to the theoretical 

aspects of deep learning. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 統計的機械学習に関する輪講 1 

2. 統計的機械学習に関する輪講 2 

3. 統計的機械学習に関する輪講 3 

4. 統計的機械学習に関する輪講 4 

5. 統計的機械学習に関する輪講 5 

6. 統計的機械学習に関する輪講 6 

7. 統計的機械学習に関する輪講 7 

8. 深層学習に関する輪講 1 

9. 深層学習に関する輪講 2 

10. 深層学習に関する輪講 3 

11. 深層学習に関する輪講 4 

12. 深層学習に関する輪講 5 

13. 深層学習に関する輪講 6 

14. 深層学習に関する輪講 7 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

微積分法、線形代数の基礎、確率論・統計学の基礎 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/発表内容の評価(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. T. Hastie et al.. 2009. The Element of Statistical Learning. Springer (ISBN:0387848576) 

2. I. Goodfellow et al.. 2016. Deep Learning. MIT Press (ISBN:0262035618) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VR703 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR703／輪講１Ｃ 

(Journal Club 1C) 

担当者名 

（Instructor） 
正田 備也(MASADA TOMONARI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR6600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究分野に関する理解を深めるとともに，周辺分野に対する視野を拡げ，幅広い知識に触れることを目標とする。さらに自らの発

表技能の向上を目指す。  

 

This course aims to intensify awareness of research domains, expand student interest, enhance the understanding of associated 

fields, and improve the presentation skills of the students.   

 

授業の内容（Course Contents） 

研究分野に即した論文やテキストの紹介，ならびに研究内容に関しての発表を通して議論し理解を深める。  

今年度は、授業計画に示したとおり、因果推論に関する入門的な文献を読む予定である。 

 

Students will deepen their understanding of the course material by reading and introducing relevant papers and textbooks and 

through presentations and discussions on their research themes. 

Foundational books on causal inference will be read this year. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 効果検証入門（１） 

3. 効果検証入門（２） 

4. 効果検証入門（３） 

5. 効果検証入門（４） 

6. Causal Inference: What If. Chapter 1 (1) 

7. Causal Inference: What If. Chapter 1 (2) 

8. Causal Inference: What If. Chapter 2 (1) 

9. Causal Inference: What If. Chapter 2 (2) 

10. Causal Inference: What If. Chapter 3 (1) 

11. Causal Inference: What If. Chapter 3 (2) 

12. Causal Inference: What If. Chapter 3 (3) 

13. Causal Inference: What If. Chapter 4 (1) 

14. Causal Inference: What If. Chapter 4 (2) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当箇所を前もって熟読し、授業時間中に内容を説明できるよう、レジュメを準備しておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 安井翔太、2020、『効果検証入門〜正しい比較のための因果推論/計量経済学の基礎』、技術評論社 (ISBN:978-

4297111175) 

2. Hernán MA, Robins JM. 2020. Causal Inference: What If.. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC. 

Hernán MA, Robins JM (2020). Causal Inference: What If. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC. 

https://www.hsph.harvard.edu/miguel-hernan/causal-inference-book/ 

 

参考文献（Readings） 

1. Judea Pearl (著), Madelyn Glymour (著), Nicholas P. Jewell (著), 落海 浩 (翻訳)、2019/8/28、『入門 統計的因果推論』、朝

倉書店 (ISBN:978-4254122411) 

2. 岩崎学、2015、『統計的因果推論』、朝倉書店 (ISBN:978-4-254-12857-4) 

3. 黒木学、2017、『構造的因果モデルの基礎』、共立出版 (ISBN:978-4-320-11317-6) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VR711 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR711／輪講２Ａ 

(Journal Club 2A) 

担当者名 

（Instructor） 
内山 泰伸(UCHIYAMA YASUNOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR6600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

先端的な研究開発の遂行に必要となるスキルとして、専門書や英語原著論文を読む力を身につけることを目標とする。応用人工

知能・データサイエンス分野の先端的知識を身につけ、先端的研究に必要な問題発見能力を涵養することを目指す。 

 

In this course, students are expected to be able to read specialized books and original English-language papers as the skills that 

are required to perform advanced research. The main objectives include acquiring advanced knowledge in the applied artificial 

intelligence and data science fields, and cultivating the ability to find problems necessary for advanced research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

応用人工知能・データサイエンス分野において、専門書や論文の内容を平易に解説するプレゼンテーションを各受講者に課し、

質疑応答を通じて、発表者としてのスキルも習得する。テーマは自然科学分野およびビジネスドメイン（予測やマーケティングな

ど）から、担当教員と相談の上、各自が設定する。 

 

In the field of applied artificial intelligence and data science, studennts are required to give a presentation to explain the 

contents of specialized books and papers in a simple manner. Students through this course are expected to acquire skills as a 

presenter through face-to-face discussions. Themes are set and selected from the natural sciences and business domains 

(forecasting, marketing, etc.) in consultation with the instructor. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. テーマ設定 A 

3. 調べ学習 A１ 

4. 調べ学習 A２ 

5. プレゼンテーション A１ 

6. プレゼンテーション A２ 

7. プレゼンテーション A３ 

8. テーマ設定 B 

9. 調べ学習 B１ 

10. 調べ学習 B２ 

11. プレゼンテーション B１ 

12. プレゼンテーション B２ 

13. プレゼンテーション B３ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

調べ学習の期間は、授業時間外の学習が必要となる。また、プレゼンテーションの資料の作成も授業時間外に行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度および質疑応答(40%)/プレゼンテーション A(30%)/プレゼンテーション B(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VR712 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR712／輪講２Ｂ 

(Journal Club 2B) 

担当者名 

（Instructor） 
大西 立顕(OHNISHI TAKAAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR6600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会・経済データ分析の研究に関する原著論文をどのように読解し，批判的に精読し，要約すれば良いかを学び，プレゼンテー

ション能力とディスカッション能力を高め，研究の現状を理解し，社会・経済の多様なデータを分析する手法を修得することを目標

とする． 

 

After completing this course, students should be able to: 

-learn how to read, understand, critically appraise, and orally summarize original research articles in the subject areas of socio-

economic data analysis 

-improve their presentation skills and ability to participate in discussions 

-broaden their understanding of current trends in socio-economic data analysis 

-develop an approach for the analysis of a variety of socio-economic data. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会・経済データ分析の研究に関する学術論文に精通したい学生を対象として，輪読を行う．興味に応じて様々なトピックに関す

る論文を取り上げ，その論文に関するプレゼンテーションとディスカッションを行うことで，読解力，批判的思考力，プレゼンテーシ

ョン能力，ディスカッション能力を高める． 

 

This course is intended for students who wish to become familiar with scientific articles in the subject area of socio-economic 

data analysis. Students will select an article for individual presentation and group discussion. The articles will cover a wide 

variety of topics based on the interests of students. The students will develop reading, critical thinking, presentation, and 

discussion skills through these means. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 社会・経済の時系列データ解析に関する輪講１ 

3. 社会・経済の時系列データ解析に関する輪講２ 

4. 社会・経済の時系列データ解析に関する輪講３ 

5. 社会・経済の地理空間データ解析に関する輪講１ 

6. 社会・経済の地理空間データ解析に関する輪講２ 

7. 社会・経済の地理空間データ解析に関する輪講３ 

8. 社会・経済のネットワークデータ解析に関する輪講１ 

9. 社会・経済のネットワークデータ解析に関する輪講２ 

10. 社会・経済のネットワークデータ解析に関する輪講３ 

11. 社会・経済のテキストデータ解析に関する輪講１ 

12. 社会・経済のテキストデータ解析に関する輪講２ 

13. 他分野(生命科学，材料科学など)のデータ解析に関する輪講１ 

14. 他分野(生命科学，材料科学など)のデータ解析に関する輪講２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の授業の前に，履修者は扱う文献を精読し，発表者は発表の準備もしておくこと． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(40%)/ディスカッション(30%)/文献の理解度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて授業内で指示する． 

 

参考文献（Readings） 

履修者の興味・研究テーマに応じて，扱う文献を授業内で指示する． 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VR713 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR713／輪講２Ｃ 

(Journal Club 2C) 

担当者名 

（Instructor） 
新田 徹(NITTA TOHRU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR6600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

先端的な研究の遂行に必要となるスキルとして、専門書を読む力を身につけることを目標とする。専門書の内容を解説するプレ

ゼンテーションを各受講者に課し、質疑応答を通じて、発表者としてのスキルも習得する。専門分野の先端的知識を身につけ、先

端的研究に必要な問題発見能力を涵養することを目指す。 

 

The purpose of this course is to impart to students the ability to read books written in English in particular fields, as these skills 

are required to conduct advanced research. Each graduate student must deliver a presentation explaining the contents of a 

book in a particular domain, and their presentation skills are honed through Q&A sessions. Through such activities, graduate 

students can acquire the advanced knowledge of specialized fields and can cultivate the ability to discover advanced research 

problems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

専門書を用いて、深層学習関連のトピックに関する理論的側面についての輪講を行う。各大学院生は順番に担当の箇所を精

読、理解し、授業参加者に説明する。発表者は割り当てられた箇所について質疑応答に耐えうるだけの準備をすることが求めら

れる。 

 

Each graduate student will read several chapters of books written in English on the theoretical aspects of deep learning; will 

deliver a presentation; and will discuss the material with the group. The presenter will be required to prepare the assigned 

material adequately in order to lead a question and answer session.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション。 

2. テキストの第 6 章 Deep Feedforward Networks を輪講する。 

3. 前回に引き続き、テキストの第 6 章 Deep Feedforward Networks を輪講する。 

4. 前回に引き続き、テキストの第 6 章 Deep Feedforward Networks を輪講する。 

5. テキストの第７章 Regularization for Deep Learning を輪講する。 

6. 前回に引き続き、テキストの第７章 Regularization for Deep Learning を輪講する。 

7. テキストの第８章 Optimization for Training Deep Models を輪講する。 

8. 前回に引き続き、テキストの第８章 Optimization for Training Deep Models を輪講する。 

9. テキストの第９章 Convolutional Networks を輪講する。 

10. 前回に引き続き、テキストの第９章 Convolutional Networks を輪講する。 

11. テキストの第１０章 Sequence Modeling を輪講する。 

12. 前回に引き続き、テキストの第１０章 Sequence Modeling を輪講する。 

13. テキストの第１１章 Practical Methodology を輪講する。 

14. テキストの第１２章 Applicationsを輪講する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

輪講する書籍を精読する。不明な点は他の文献等も参照して理解に努める。発表者はレジュメや PowerPointスライドの作成な

どの準備を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表や議論等の授業への参加度を総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. I. Goodfellow 他. 2016. Deep learning. The MIT Press (ISBN:9780262035613) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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（１）線形代数、微積分、確率、統計の知識を持っていることが望まれる。 

（２）全授業回のうち１回のみ対面実施予定。ただし、新型コロナウイルスの状況により変更の可能性有り。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 70 - 

■VR714 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR714／輪講２Ｄ 

(Journal Club 2D) 

担当者名 

（Instructor） 
村上 祐子(MURAKAMI YUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR6600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人工知能・データサイエンスの倫理・哲学に関する基礎文献を概観する． 

 

Overview basics of philosophy and ethics of artificial intelligence and data science. 

 

授業の内容（Course Contents） 

人工知能の倫理・哲学に関する基礎文献を各自持ち寄り発表を行った後、議論を行う．各人の事情によって非同期オンライン参

加でもよい．オンライン参加の形式は発表の場合 Google Document共有または動画、議論は文書または動画へのコメントベース

とする．Slackでの議論も進める．初回に詳しく説明する． 

 

The class is based on student presentation on an article or a book chapter on the topic, followed by discussion. Class 

participation can be non-synchronous; possible formats of student presentations are shared Google Document and/or shared 

videos. Discussion will be held as the comments to the documents/ videos and on Slack. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス Introduction、学生発表割り当て 

2. 「科学とモデル」を読む 

3. 学生発表 

4. 学生発表 

5. 学生発表 

6. 学生発表 

7. 学生発表 

8. interlude: これまでの振り返り 

9. 学生発表 

10. 学生発表 

11. 学生発表 

12. 学生発表 

13. 学生発表 

14. wrap-up: 全体の振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

学生発表中心のため、予習復習は必須である．担当者は担当前日朝までに担当部分概要を Slack で共有すること．また、担当

者以外は担当者の概要に目を通してから授業に臨むこと． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業内発表(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ワイスバーグ、2017、『科学とモデル』、名古屋大学出版会 (ISBN:978-4-8158-0872-3) 

2 回目のみ村上がテキストの概要を解説する．そのあとは原則学生担当とする． 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VR721 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR721／データサイエンス実習 

(Seminar on Data Science) 

担当者名 

（Instructor） 

大西 立顕(OHNISHI TAKAAKI) 

本武 陽一(MOTOTAKE YOH-ICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR6600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

データサイエンスの用語や概念を理解すること、データサイエンスの手法を修得すること、現象やデータに応じて適切な分析手法

を選択できるようになること、分析手法の仮定やデータの解像度・サンプルバイアスなどに起因したデータ分析の限界を理解する

こと、様々な実データ分析の手法を修得すること、実データに基づいて実証的に分析することの重要性を認識すること、領域知識

を踏まえた上で結果を解釈する必要性を理解することを目標とする。 

 

After completing this course, students should be able to: 

-explain the concepts and terminology associated with data science 

-understand general data science methods 

-choose the appropriate data science method given particular phenomena and data 

-understand the limitations of data analysis stemming from assumptions embedded in the method, the finite resolution of the 

data, the sampling bias of the data, and so on.  

-develop an approach for the analysis of various types of real data 

-recognize the importance of empirical analysis based on real data 

-understand the necessity of interpreting results based on domain knowledge 

 

授業の内容（Course Contents） 

データサイエンスの基礎的手法を解説する。様々な実データを分析する際に必要となる概念や分析手法を学ぶ。  

 

This course will provide students with the foundations of data science. Students will learn the concepts, techniques, and tools 

they need to analyze various types of real data. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 機械学習による予測モデル構築（線形代数の復習、Pythonによるデータ操作、Numpy・Pandas基礎） 

2. 線形回帰と交差検証（最小二乗法、過学習、交差検証法） 

3. スパースモデリング（LASSO、リッジ回帰、変数選択） 

4. モデル選択（赤池情報量規準、ベイズ情報量規準、MDL） 

5. 非線形回帰（カーネル回帰、ニューラルネットワーク） 

6. 分類学習（ロジスティック回帰、SVM） 

7. アンサンブル学習（決定木、ランダムフォレスト、AdaBoost） 

8. 次元削減とクラスタリング（PCA、k-平均法、階層的クラスタリング） 

9. ビッグデータの取り扱い（データの前処理、サンプルバイアス、自動化、並列化） 

10. 時系列解析１（ベキ分布、ベキ指数、定常性、自己相関、パワースペクトル） 

11. 時系列解析２（相関行列、最小全域木、相関構造、スケール依存性） 

12. ネットワーク解析１（隣接行列、次数分布、最短経路長、クラスター係数） 

13. ネットワーク解析２（次数相関、強連結成分、ページランク） 

14. ネットワーク解析３（コミュニティ抽出、非負値行列因子分解） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の授業の理解度に応じて、適宜、テキスト等を復習することを薦める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度と７回程度のレポート(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜指示する。 

 



 - 72 - 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

第１〜７回は本武、第８〜１４回は大西が担当する。 

 

注意事項（Notice） 
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■VR751 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR751／特別研究１ 

(Research for Master's Thesis 1) 

担当者名 

（Instructor） 

大西 立顕(OHNISHI TAKAAKI) 

内山 泰伸(UCHIYAMA YASUNOBU) 

正田 備也(MASADA TOMONARI) 

村上 祐子(MURAKAMI YUKO) 

瀧 雅人(TAKI MASATO) 

新田 徹(NITTA TOHRU) 

三宅 陽一郎(MIYAKE YOUICHIRO) 

吉川 厚(YOSHIKAWA ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
３単位(3 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR6700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士課程修了後に自ら研究・開発を進めていくための礎を作る。各自が指導教員と協議して研究テーマを設定し、研究の計画立

案から成果報告までを経験することで、研究活動の進め方を学び、先端研究の現場を体感することを目標とする。 

 

The purpose of this course is to lay the foundation for research and development. Students are expected to set their research 

theme in consultation with their supervisor and experience the process from research planning to reporting results. Students 

are expected to learn how to proceed with research activities and to experience the frontiers of advanced research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士１年次の学生に対して各指導教員が研究指導を行う科目。先端的な専門知識や高度な情報収集力を獲得し、研究活動を通

じて、問題解決能力やプレゼンテーション能力など総合的な研究遂行力を身につける。 

 

Each instructor provides research guidance to the first-year master's students. Students are expected to acquire advanced 

technical knowledge and advanced information gathering skills and also to acquire comprehensive research execution skills such 

as problem solving skills and presentation skills through research activities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 研究テーマの検討１ 

3. 研究テーマの検討２ 

4. 研究手法の検討１ 

5. 研究手法の検討２ 

6. 研究の遂行１ 

7. 研究の遂行２ 

8. 中間報告 

9. 研究の遂行３ 

10. 研究の遂行４ 

11. 研究の遂行５ 

12. 結果についての議論１ 

13. 結果についての議論２ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

研究活動を推進するため、授業時間外の学習が必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度、プレゼンテーション、および研究成果(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修を希望する者は、各自で履修登録を行うこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■VR752 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR752／特別研究２ 

(Research for Master's Thesis 2) 

担当者名 

（Instructor） 

大西 立顕(OHNISHI TAKAAKI) 

内山 泰伸(UCHIYAMA YASUNOBU) 

正田 備也(MASADA TOMONARI) 

村上 祐子(MURAKAMI YUKO) 

瀧 雅人(TAKI MASATO) 

新田 徹(NITTA TOHRU) 

三宅 陽一郎(MIYAKE YOUICHIRO) 

吉川 厚(YOSHIKAWA ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
３単位(3 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
AIR6700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士課程修了後に自ら研究・開発を進めていくための礎を作る。各自が指導教員と協議して研究テーマを設定し、研究の計画立

案から成果報告までを経験することで、研究活動の進め方を学び、先端研究の現場を体感することを目標とする。 

 

The purpose of this course is to lay the foundation for research and development. Students are expected to set their research 

theme in consultation with their supervisor and experience the process from research planning to reporting results. Students 

are expected to learn how to proceed with research activities and to experience the frontiers of advanced research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士１年次の学生に対して各指導教員が研究指導を行う科目。先端的な専門知識や高度な情報収集力を獲得し、研究活動を通

じて、問題解決能力やプレゼンテーション能力など総合的な研究遂行力を身につける。 

 

Each instructor provides research guidance to the first-year master's students. Students are expected to acquire advanced 

technical knowledge and advanced information gathering skills and also to acquire comprehensive research execution skills such 

as problem solving skills and presentation skills through research activities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究状況の議論 

2. 研究手法の再検討１ 

3. 研究手法の再検討２ 

4. 研究の遂行１ 

5. 研究の遂行２ 

6. 研究の遂行３ 

7. 研究の遂行４ 

8. 中間報告 

9. 研究の遂行５ 

10. 研究の遂行６ 

11. 研究の遂行７ 

12. 最終発表１ 

13. 最終発表２ 

14. 最終発表３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

研究活動を推進するため、授業時間外の学習が必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度、プレゼンテーション、および研究成果(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修を希望する者は、各自で履修登録を行うこと。 

 

注意事項（Notice） 



 

 

 

 


