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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） 
必修科目 

 

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） 

高校までの数学（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） 
必修科目 

 

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） 

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)） 
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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） 
必修科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人工知能を中心とする先端科学技術の倫理的課題を考察する手がかりをつかむ． 

 

This course aims to provide an overview of the ethical and societal issues pertaining to artificial intelligence and advanced 

technology.  

 

授業の内容（Course Contents） 

人工知能の倫理的課題について刻々と変化する規制に反映されていく状況を追っていく．だが、科学技術史を振り返れば人工知

能に固有の部分はごく一部であるとともに、情報技術が課題を先鋭化しているさまが明らかになる．とくに人工知能の科学技術へ

の応用がさらに既存の問題を深刻にしていることを概観していく． 

 

The ethical applications of AI are subject to guidelines. This course aims to focus on development of guidelines and laws in 

Japan and other countries. The course will also delve into the history and philosophy of science and technology in general to 

understand the grounds for discussions toward the drafting of guiding principles. This context will yield students insights on the 

future of AI.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 確保しなければならないもの１ 

3. 確保しなければならないもの２ 

4. 確保しなければならないもの３ 

5. 間奏曲：公正とケア 

6. プラットフォーム１ 

7. プラットフォーム２ 

8. プラットフォーム 3 

9. 間奏曲２ 

10. 未来予測１ 

11. 未来予測２ 

12. 未来予測３ 

13. 未来予測 4 

14. まとめ 

 

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

オンラインでの小レポート提出が必須です。授業時間はディスカッションの時間とします。ディスカッションに参加できない人はほ

かの人のレポートへのコメント提出を必須とします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小レポート(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 久木田ほか、2017、『ロボットからの倫理学入門』、名古屋大学出版会 (ISBN:978-4815808686) 

2. ウォラック、2019、『ロボットに倫理を教える』、名古屋大学出版会 (ISBN:978-4815809270) 

ほかにオンライン文書を指定する 

 

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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■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)  

岩崎 啓克(IWASAKI HIROYOSHI) 

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） 
必修科目 

 

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 purposes 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のぞむこと。 

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） 

なし 

 

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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■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。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、データサイエンスの実例とその背景となる数理・統計・計算技術について学ぶ。 

 

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

知識を解説する。機械学習については、必修科目である「機械学習」の中で十分にカバーできない部分に重点をおいて取り上げ

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. As for machine learning, the emphasis will be placed on 

the parts that cannot be sufficiently covered by the compulsory lecture “Machine Learning”. 

 

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. データサイエンスの実例 

3. 確率と統計の基礎１（確率変数、確率密度関数など） 

4. 確率と統計の基礎２（記述統計） 

5. 確率と統計の基礎３（統計的推定、仮説検定） 

6. 確率と統計の基礎４（ポアソン分布、対数正規分布、冪関数分布） 

7. 中間テスト 

8. 機械学習の基礎１（クラスタリングなど） 

9. 機械学習の基礎２（主成分分析など） 

10. 時系列データ分析の基礎 

11. 時系列データ分析のモデル（ARIMAモデルなど） 

12. スペクトル分析（フーリエ変換、パワースペクトル） 

13. スペクトル分析の実例 

14. 最終テスト 

 

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） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(30%)/コメントペーパーの内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

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 i s 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. 人工知能とシンボリズム 

3. 人工知能とコネクショニズム 

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. 人工知能とキャラクターアニメーション 

12. 人工知能と東洋哲学 

13. 人工知能と映像 

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） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業です。 
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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。また、深層学習

に関連する話題についても学ぶ。 

 

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

modeling, and deep learning 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 

５．ベイズ的モデリングの応用としてのトピックモデル 

６．変分推定およびその深層学習との関係 

 

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 

5. Topic models as an application of Bayesian probabilistic modeling 

6. Variational inference and its connection to deep learning 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 確率・統計の復習 

2. 正規分布 

3. 多項分布 

4. ベイズモデリングの基礎 

5. 共役事前分布 

6. MAP推定 

7. ベイズ推定 

8. 混合分布 

9. 混合分布モデルの教師あり学習 

10. 混合分布モデルの教師なし学習 

11. PLSI（確率的潜在意味解析） 

12. LDA（潜在的ディリクレ配分法） 

13. 変分ベイズ法 

14. 変分オートエンコーダ 

 

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） 
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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. Christopher Bishop. 2011. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer (ISBN:978-0387310732) 

3. 岩田 具治、2015、『トピックモデル』、講談社 (ISBN:978-4-06-152904-5) 

4. 佐藤 一誠、2015、『トピックモデルによる統計的潜在意味解析 (自然言語処理シリーズ)』、コロナ社 (ISBN:978-4339027587) 

主に 1 番と 3 番の参考文献をもとにして授業をおこなう。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

2 番の参考文献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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■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. 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） 

2. 情報の表現１（表現，モデル，記号，アナログとディジタル，量子化と標本化） 

3. 情報の表現２（符号化，圧縮，情報量，誤りの検出と訂正） 

4. 情報の伝達と通信１（プロトコル，HTTP と HTTPS，TCP/IP，ホスト名，DNS，IPアドレス） 

5. 情報の伝達と通信２（共通鍵暗号と公開鍵暗号，ディジタル署名と PKI） 

6. 計算の方法１（方法，記述，変数，アルゴリズム，プログラムとプログラミング言語） 

7. 計算の方法２（再帰，計算量，探索，最短経路，動的計画） 

8. 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） 

9. データの扱い（集合モデル，ネットワークモデル，階層モデル，関係モデル） 

10. コンピュータの仕組み１（コンピュータの基本構成，機械語，コンパイラとインタプリタ，論理演算，ブール代数，MIL記法，演

算回路，中央処理装置） 

11. コンピュータの仕組み２（ムーアの法則，スーパーコンピュータ，GPU，脳，量子計算） 

12. 計算の応用（数値計算の誤差，疑似乱数，シミュレーション） 

13. ユーザインタフェース（入出力デバイス，GUI と CUI） 

14. 情報技術と社会（SNS，GPS，ビッグデータ，権利と所有，プライバシーとセキュリティ，インターネットと民主主義，ネットの功

罪） 

 

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、教科書やテキストを予習・復習することを薦める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/小レポート(複数回)(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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

 

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) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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との関係の概要 

2. ベクトルの計算 

3. 行列の計算 

4. 関数と微分・偏微分 

5. 合成関数とその微分 

6. ベクトル・行列の微分 

7. 確率の基礎 

8. 統計の基礎 

9. 情報量の基礎 

10. 最適化問題(1) 最適化問題の考え方 

11. 最適化問題(2) 制約なし最適化問題 

12. 最適化問題(3) 制約あり線形最適化問題 

13. 最適化問題(4) 制約あり非線形最適化問題(1) 

14. 最適化問題(5) 制約あり非線形最適化問題(2) 

 

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. 石川聡彦、2018、『人工知能プログラミングのための数学がわかる本』、KADOKAWA (ISBN:4046021969) 

3. 立石賢吾、2017、『やさしく学ぶ 機械学習を理解するための数学のきほん』、マイナビ出版 (ISBN:4839963525) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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、サンプルバイアス、確率密度関数、累積分布関数、相関係数） 

2. 統計的有意性の検定（統計的誤差、ランダム化テスト、フィッシャーの正確確率検定、順位相関、連検定） 

3. ベキ分布（ロングテール、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） 

4. 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） 

5. 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） 

6. 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、相転移） 

7. 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、ハースト指数，相関行列） 

8. 非線形時系列解析（カオス、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） 

9. 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） 

10. 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）） 

11. 時系列の数理モデル（ランダムウォーク、自己回帰モデル、ARCH・GARCHモデル、ポアソン過程と指数分布） 

12. 金融市場の数理モデル（異常拡散、長期記憶、PUCK モデル、ランジュバン方程式、インフレーション，バブル） 

13. 社会・経済ビッグデータと機械学習１（k-近傍法、ランダムフォレスト、非負値行列因子分解、変化点検知） 

14. 社会・経済ビッグデータと機械学習２（生成モデル、変化点検知，トピックモデル、テキスト解析，潜在的ディリクレ配分法） 

 

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%)/小レポート(複数回)(60%) 

 

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) 

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) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

第５回、第 9 回、第 10 回の授業「SNSビッグデータと機械学習」は和田伸一郎教授が担当する。 

 

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. ガイダンスとイントロダクション 

2. 人はなぜ意思決定を誤るのか。事象を俯瞰する 

3. 様々な意思決定理論を概説し、理論的なカバーの範囲を知る 

4. 公正性と倫理の枠からの意思決定 

5. 社会的・組織的意思決定 

6. ビジネスモデルと社会モデル 

7. ステークホルダー毎の意思決定と、周知・広告の影響 

8. 事例研究 I 

9. 事例研究 II 

10. 事例研究 III 

11. 事例研究 IV 

12. AIを意思決定に入れる想定で、どのような研究をしたらよいか（１）研究方法論 

13. AIを意思決定に入れる想定で、どのような研究をしたらよいか（２）調査法 

14. まとめ 

 

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

授業中に課せられる課題（主に、具体的事象に対して意思決定モデルを選択し、それを適用したシミュレーション）は Blackboard

に提出のこと 

 

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 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義は、ヂ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。レポートなどはほぼ毎回課す。
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最終レポートは、冒頭のガイダンスで示す。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業です。 
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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、受講者とともに調査し、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。社会人などを対象に遠隔などの方法で受講可

能にするかどうかは検討中なので、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,  homework may be assigned. Please check for updates as needed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義ガイダンスならびに、社会実装の枠組みを提示する 

2. 企業での AI・データ解析技術の活用の経験を通して、AIをビジネスの現場で役立てるために必要な事項を解説する（担当：

松山科子＠東京エレクトロン） 

3. 製造業の事例をベースに、データ活用のプローや注意点を解説する。（北澤正樹） 

4. AI技術を使った研究者の抽出手法と、その社会的影響について解説する（担当：藤田正典＠三菱商事） 

5. 組み合わせ最適化手法による LPガス容器配送方法を開発した際の、技術的な課題と企業組織の課題、そして仕事のやり

方を変えられないヒトの存在について論じる（担当：村上英治＠アズビル金門） 

6. 大学と企業の共同研究の方法と、ビッグデータ分析と AI適用についての実情と企業データ活用における障壁とその解決

（担当：村田悠也＠産業技術総合研究所） 

7. 商取引の構造化と生産性（交渉中） 

8. 農業、医療、建設など分野で産業課題をどのようにして解決しているのかをビジネス面、技術面を交え解説する（菅谷俊二

＠Optim) 

9. 電力配送に AIを使う（交渉中） 

10. 人文社会科学の問題にエージェント・ベース・モデリングを適用する方法を解説する（担当：坂平文博＠構造計画研究所） 

11. 銀行の資金運用業務における人工知能技術の適用事例を示す（担当：菊地剛正＠三菱 UFJ信託銀行） 

12. 組織の維持と不正のシームレスな関係を見つける（担当：小林知巳：小林マネジメント研究所） 

13. 値上がりする株の銘柄を推定する手法と、その仮定を開設する（担当：海野一則） 

14. 総合討論 

 

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%) 

 

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） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業です。 
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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。火曜の 6 限、G5～

6 限に他の科目の履修はできない。 

 

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。本講義の目的は、この２つの次元

についての理解と知識を深めることである。前者については AI関連技術を活用した各業界におけるソリューション、後者につい

ては AIアルゴリズムをビルトインしたビジネスモデル開発やシステム構築の方法に注目する。講義は、デジタル・トランスフォーメ

ーション、AI とビジネス、AI ソリューションの構想と構築、AI技術を活用した事業／業務革新など多岐にわたる。各テーマに応じ

てゲスト講師を招き、議論を深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. This course will focus on current and future AI solutions to address the 

former dimension and will attend to the latter dimension through business model generation and systems development utilizing 

AI algorithms. The course covers a wide range of aspects; thus, 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、デジタル・トランスフォーメーション、AI とビジネス、AI ソリューションの構想と構

築、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。最終回には、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実施するとともに、試験を

実施する。 

 

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. On the final day, student teams will deliver a short presentation on AI solutions. 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 

Introduction to digital transformation 

2. アイデアソン（各業界における AI関連技術の適用） 

The first ideathon to discover real AI solutions 

3. ゲストレクチャー：AI とビジネス 

A guest lecture on AI and business 

4. 講義に関連したワークショップ（チームによる共同作業） 

A workshop related to the topic 

5. AI ソリューションの構想 

Business model generation for AI solutions 

6. 講義に関連したワークショップ 

A workshop related to the topic 

7. AI ソリューションの構築 

Systems development on AI technology 

8. 講義に関連したワークショップ 

A workshop related to the topic 

9. AI と事業／業務革新事例 Ⅰ 

AI and business innovation #1 

10. 講義に関連したワークショップ 

A workshop related to the topic 

11. AI と事業／業務革新事例 Ⅱ 

AI and business innovation #2 

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 

Course wrap-up 

14. チームによるプレゼンテーションと試験 

Team presentations and a final examination 

 

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

毎回授業後、指定した日時までにリアクションペーパーを提出すること。 

 

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） 

1. 三谷宏治、2019、『新しい経営学』、ディスカバー・トウェンティワン (ISBN:978-4-7993-2555-1) 

講義内容に応じて、都度指示する。 

 

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） 
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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） 

この科目の授業内容は以下の３つの部分から成っている。 

１．bag-of-words モデリングによる基本的なテキスト分析（潜在意味解析、文書クラスタリング、等） 

２．自然言語処理の基礎（隠れマルコフモデル、確率文脈自由文法、等） 

３．深層学習による自然言語処理の初歩（埋め込み、アテンション、等） 

 

The course is divided into three parts: 

1. Basic approaches in bag-of-words text modeling, including LSI and document clustering 

2. Fundamental topics in natural language processing, including HMM and PCFG 

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. [IIR] 単語の重みづけとベクトル空間モデル 

2. [IIR] 情報検索における評価手法 

3. [IIR] 情報検索のための言語モデル 

4. [IIR] 文書クラスタリング  

5. [IIR] 潜在意味解析 

6. [IIR] リンク解析 

7. [FSNLP] N-gramモデル 

8. [FSNLP] 隠れマルコフモデル 

9. [FSNLP] 品詞のタグ付け 

10. [FSNLP] 確率文脈自由文法 

11. [NLPDL] 単語のベクトル表現 

12. [INIR] ニューラル情報検索 

13. [NLPDL] リカレントニューラルネットワークと言語モデル 

14. [NLPDL] Seq2Seq 機械翻訳の初歩 

 

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 Web上の参考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） 

1. Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan and Hinrich Schütze. 2008. Introduction to Information Retrieval. Cambridge 

University Press (ISBN:978-0521865715) 

2. Christopher D. Manning and Hinrich Schütze. 1999. Foundations of Statistical Natural Language Processing. MIT Press 

(ISBN:978-0262133609) 

この授業は Web上にある以下の資料を参考にしつつおこなわれる。（2 番のテキストの内容についても、下記のリンク先の資料

を参考にするため、必ずしも購入する必要はない。） 

 

[IIR] Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan and Hinrich Schütze, Introduction to Information Retrieval, Cambridge 

University Press. 2008. 

https://nlp.stanford.edu/IR-book/information-retrieval-book.html 
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[FSNLP] Chris Manning and Hinrich Schütze, Foundations of Statistical Natural Language Processing, MIT Press. Cambridge, 

MA: May 1999. 

https://nlp.stanford.edu/fsnlp/ 

 

[NLPDL] CS224n: Natural Language Processing with Deep Learning 

https://web.stanford.edu/class/cs224n/ 

 

[INIR] Bhaskar Mitra and Nick Craswell (2018), “An Introduction to Neural Information 

Retrieval”, Foundations and Trends in Information Retrieval: Vol. 13, No. 1, pp 

1–126. DOI: 10.1561/1500000061. 

https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/introduction-neural-information-retrieval/ 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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） 

講義は三部にわけられる。 

①第２回から第５回までの Numpy・Pandas・matplotlib 

②第６回から９回までのクラス・オブジェクト指向・正規表現 

③第１０回から第１４回までの実践的テクニック 

である。 

また、第 1 回の講義で Pythonの基本能力をテストで測定する。テストの範囲は上述の三部でそれぞれ構成される。 

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 follwoing three parts: 

 

① Numpy, Pandas, and matplotlib  

② Object orientation and regular expression 

③ Practical techniques 

  

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

parts described above. Those who pass a particular aspect of the course will be exempted from attending lectures on that part 

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Python 基礎・復習・ゾーニングテストの実施 

2. Numpy 

3. Pandas と matplotlib 

4. Numpy・Pandas・matplotlib（復習） 

5. Numpy・Pandas・matplotlib（復習） 

6. Python のクラスの概念① 

7. Python のクラスの概念② 

8. 正規表現について 

9. Python のクラスと正規表現（復習） 

10. Python におけるスクレイピング① 

11. Python におけるスクレイピング② 

12. Python における GUIの表現① 

13. Python における GUIの表現② 

14. Python プログラムプロジェクト課題 

 

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、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(20%)/第二講義レポート(20%)/第三講義レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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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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■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） 
 

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。 

 

This course aims to acquire the description system of Python, a programming language used in artificial intelligence and 

machine learning. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義は三部にわけられる。 

①第２回から第５回までの Numpy・Pandas・matplotlib 

②第６回から９回までのクラス・オブジェクト指向・正規表現 

③第１０回から第１４回までの実践的テクニック 

である。 

また、第 1 回の講義で Pythonの基本能力をテストで測定する。テストの範囲は上述の三部でそれぞれ構成される。 

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。 

 

The course is divided into the following three parts: 

 

① Numpy, Pandas, and matplotlib  

② Object orientation, regular expression 

③ Practical techniques  

In the first lecture, students' skills of Python are measured by tests. The scope of the test consists of the three parts 

described above. 

After each lecture, students are required to submit an assignment report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Python 基礎・復習 

2. Numpy 

3. Pandas と matplotlib 

4. Numpy・Pandas・matplotlib（復習） 

5. Numpy・Pandas・matplotlib（復習） 

6. Python のクラスの概念① 

7. Python のクラスの概念② 

8. 正規表現について 

9. Python のクラスと正規表現（復習） 

10. Python におけるスクレイピング① 

11. Python におけるスクレイピング② 

12. Python における GUIの表現① 

13. Python における GUIの表現② 

14. Python プログラムプロジェクト課題 

 

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、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(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 



 - 30 - 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VR506 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VR506／ＰｙｔｈｏｎプログラミングＣ 

(Python Programming) 

担当者名 

（Instructor） 
 

学期 

（Semester） 
休講 

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。 

 

This course aims to acquire the description system of Python, a programming language used in artificial intelligence and 

machine learning. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義は三部にわけられる。 

①第２回から第５回までの Numpy・Pandas・matplotlib 

②第６回から９回までのクラス・オブジェクト指向・正規表現 

③第１０回から第１４回までの実践的テクニック 

である。 

また、第 1 回の講義で Pythonの基本能力をテストで測定する。テストの範囲は上述の三部でそれぞれ構成される。 

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。 

 

The course is divided into the following three parts: 

 

① Numpy, Pandas, and matplotlib  

② Object orientation, regular expression 

③ Practical techniques  

In the first lecture, students' skills of Python are measured by tests. The scope of the test consists of the three parts 

described above. 

After each lecture, students are required to submit an assignment report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Python 基礎・復習 

2. Numpy 

3. Pandas と matplotlib 

4. Numpy・Pandas・matplotlib（復習） 

5. Numpy・Pandas・matplotlib（復習） 

6. Python のクラスの概念① 

7. Python のクラスの概念② 

8. 正規表現について 

9. Python のクラスと正規表現（復習） 

10. Python におけるスクレイピング① 

11. Python におけるスクレイピング② 

12. Python における GUIの表現① 

13. Python における GUIの表現② 

14. Python プログラムプロジェクト課題 

 

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、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(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 
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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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■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） 
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） 

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。火曜の 6 限、G5～

6 限に他の科目の履修はできない。 

 

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 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・テンソル分解と推薦システムへの応用 I 

2. 人工知能の技術（２）：演習 

行列分解・テンソル分解と推薦システムへの応用 I 

3. 人工知能の技術（３）：講義 

行列分解・テンソル分解と推薦システムへの応用 II 

4. 人工知能の技術（４）：演習 

行列分解・テンソル分解と推薦システムへの応用 II 

5. 人工知能の技術（５）：講義 

行列分解・テンソル分解と位置情報への応用 

6. 人工知能の技術（６）：演習 

行列分解・テンソル分解と位置情報への応用 

7. 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 

8. 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 

9. 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 

10. 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 

11. 人工知能の理論（５）：講義 

モデル選択 II 

12. 人工知能の理論（６）：演習 
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モデル選択 II 

13. 予備 

 

14. 予備 

 

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） 

総合評価(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

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） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業です。 
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■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) 

青木 亮磨(AOKI RYOMA) 

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. 敵対的生成ネットワーク（３） 

12. リカレントニューラルネットワーク（１） 

13. リカレントニューラルネットワーク（２） 

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)） 

パソコンの他にノートと筆記用具も持参すること。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業です。 
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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、数理・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. 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 

3. 数理モデリング（１）：モデル化の一つである数理モデルを学ぶ（OR中心）。ただし、数理のみならず、社会的な影響も考え、

データ採取方法から結果の解釈まで扱う 

4. 数理モデリング（２）：モデル化の一つである数理モデルを学ぶ（OR中心）。ただし、数理のみならず、社会的な影響も考え、

データ採取方法から結果の解釈まで扱う 

5. 数理モデリング（３）：モデル化の一つである数理モデルを学ぶ（微分方程式中心）。ただし、数理のみならず、社会的な影響

も考え、データ採取方法から結果の解釈まで扱う 

6. 数理モデリング（４）：モデル化の一つである数理モデルを学ぶ（確率モデル中心）。ただし、数理のみならず、社会的な影響

も考え、データ採取方法から結果の解釈まで扱う 

7. ネットワークモデリング（１）：モデル化の一つであるネットワークモデルを学ぶ（ネットワーク解析中心）。ただし、数理のみな

らず、社会的な影響も考え、データ採取方法から結果の解釈まで扱う 

8. ネットワークモデリング（２）：モデル化の一つであるネットワークモデルを学ぶ（ABS中心）。ただし、数理のみならず、社会

的な影響も考え、データ採取方法から結果の解釈まで扱う 

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. まとめ 

 

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

詳細のモデル化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、自ら調査し、モデルをつくり、シミュレー

ションをおこなうので、授業内外においてもグループ学習を行うことがある。また、シミュレーションやレポートは Blackboard上に

提出する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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レポート試験(Report Exam)(50%)/授業で行ったモデルのシミュレーション(30%)/授業内に指示した提出物(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) 

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) 

 

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、課題は各人が提出する方式を採る。課題の提出は Blackboard を使用する。最終レポ

ート課題はガイダンスの時に提示する。後半のモデル化実習はグループ毎に別課題が課せられ、ゼミ形式で行う。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業です。 
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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(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） 

人工知能の哲学の研究を進めるうえで基礎となる文献を読む． 

 

This seminar aims to improve participants’ skills in careful reading and discussion through contemporary articles and books on 

the ethics of AI. 

 

授業の内容（Course Contents） 

全員で課題図書を読み、議論を進めます．プロジェクトで村上にアドバイスを求める可能性がある学生は在学中に少なくとも一度

は村上の輪講に参加すること. 

 

Successful students are required to complete the reading assignments, to submit a summary and questions for the other 

participants, to answer the questions from the others, and to write and finish reports for online peer review. Offline attendance 

is not required; however, students should actively discuss issues raised online. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体ガイダンス 

2. 第 1 課題-1 グループ分け．事前に読んだ内容をもとに、担当部分を決める． 

3. 第 1 課題-2 担当部分オンライン発表、ほかの人の発表を読んで論点をまとめる 

4. 第 1 課題-3 課題となるトピックリストから一つか二つを選んでおく．欠席者はあらかじめ自分の選んだトピックについての

意見をまとめてオンラインで共有しておく．出席者は授業内にコメントする． 

5. 第 1 課題-4 前回のディスカッション（オンライン・オフライン）を反映させた小レポートをオンラインで発表．出席者はグルー

プで振り返りレポートをまとめる作業を行う．欠席者は議論の様子を見ながらコメントを入れる． 

6. 第 1 課題レポート提出．グループ発表とディスカッション．第 2課題-1 グループ分け．事前に読んだ内容をもとに、担当部

分を決める． 

7. 第 2 課題-2 担当部分オンライン発表、ほかの人の発表を読んで論点をまとめる 

8. 第 2 課題-3 課題となるトピックリストから一つか二つを選んでおく．欠席者はあらかじめ自分の選んだトピックについての

意見をまとめてオンラインで共有しておく．出席者は授業内にコメントする．全体課題図書要旨提出締切． 

9. 第 2 課題-4 前回のディスカッション（オンライン・オフライン）を反映させた小レポートをオンラインで発表．出席者はグルー

プで振り返りレポートをまとめる作業を行う．欠席者は議論の様子を見ながらコメントを入れる． 

10. 第 2 課題レポート提出．グループ発表とディスカッション．第 3課題-1 グループ分け．事前に読んだ内容をもとに、担当部

分を決める． 

11. 第 3 課題-2 担当部分オンライン発表、ほかの人の発表を読んで論点をまとめる 

12. 第 3 課題-3 課題となるトピックリストから一つか二つを選んでおく．欠席者はあらかじめ自分の選んだトピックについての

意見をまとめてオンラインで共有しておく．出席者は授業内にコメントする． 

13. 第 3 課題-4 前回のディスカッション（オンライン・オフライン）を反映させた小レポートをオンラインで発表．出席者はグルー

プで振り返りレポートをまとめる作業を行う．欠席者は議論の様子を見ながらコメントを入れる．全体課題図書レポート締

切． 

14. 第 3 課題レポート提出．グループ発表とディスカッション．全体のまとめ． 

 

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

授業セッションに参加する学生はほかの学生との議論を中心に行いますので、課題資料を読み込んできてください．また参加し

ない学生は追加でレポートを書くことで学習代替とします．いずれの場合も事後にレポート提出があります． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/個人レポート(40%)/各回発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ソーバー、2012、『統計学の哲学』、名古屋大学出版会 (ISBN:978-4-8158-0712-2) 

2. ミュラー、2019、『測りすぎ』、みすず書房 (ISBN:978-4-622-08793-9) 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

全体課題図書「統計学の哲学」、グループワーク課題 1「測りすぎ」．ほかにグループワーク課題としてオンライン文書を指定す

る． 

 

注意事項（Notice） 
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■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) 

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） 
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(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） 

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. Introduction 

2. Causal Inference: What If. Part I. Chapter 1 and 2. 

3. Causal Inference: What If. Part I. Chapters 3 and 4. 

4. Causal Inference: What If. Part I. Chapters 5 and 6. 

5. Causal Inference: What If. Part I. Chapters 7 and 8. 

6. Causal Inference: What If. Part I. Chapters 9 and 10. 

7. Causal Inference: What If. Part II. Chapters 11 and 12. 

8. Causal Inference in Statistics - A Primer. Chapter 1 (1) 

9. Causal Inference in Statistics - A Primer. Chapter 1 (2) 

10. Causal Inference in Statistics - A Primer. Chapter 2 

11. Causal Inference in Statistics - A Primer. Chapter 3 (1) 

12. Causal Inference in Statistics - A Primer. Chapter 3 (2) 

13. Causal Inference in Statistics - A Primer. Chapter 4 (1) 

14. Causal Inference in Statistics - A Primer. 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. Hernán MA, Robins JM. 2020. Causal Inference: What If.. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC. 

2. Judea Pearl, Madelyn Glymour, Nicholas P. Jewell. 2016. Causal Inference in Statistics - A Primer.. John Wiley & Sons. 

(ISBN:978-1119186847) 

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. 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) 

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

3. 星野崇宏、2009、『調査観察データの統計科学』、岩波書店 (ISBN:978-4-000-06972-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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) 

北澤 正樹(KITAZAWA MASAKI) 

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） 

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(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） 

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 discrete types 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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■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(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） 

先端的な研究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。専門書や論文

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 and original papers 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 or paper 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） 

専門書や英語原著論文を用いて、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 or original papers 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. テキストの第 6 章 Deep Feedforward Networks を輪講する。 

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

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

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

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

6. 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。 

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

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

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

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

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

12. テキストの第１２章 Applicationsを輪講する。 

13. 英語原著論文を輪講する。読む論文は受講者と相談して決める。 

14. 英語原著論文を輪講する。読む論文は受講者と相談して決める。 

 

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

輪講する書籍、論文を精読する。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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注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業です。 
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■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(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） 

人工知能の哲学の研究を進めるうえで基礎となる文献を読む． 

 

This seminar aims to improve participants’ skills in careful reading and discussion through contemporary articles and books on 

the ethics of AI.  

 

授業の内容（Course Contents） 

全員で課題図書を読み、議論を進めます．プロジェクトで村上にアドバイスを求める可能性がある学生は在学中に少なくとも一度

は村上の輪講に参加すること. 

 

Successful students are required  to complete the reading assignments, to submit a summary and questions for the other 

participants, to answer the questions from the others, and to write and finish reports for online peer review. Offline attendance 

is not required; however, students should actively discuss issues  online. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体ガイダンス 

2. 第 1 課題-1 グループ分け．事前に読んだ内容をもとに、担当部分を決める． 

3. 第 1 課題-2 担当部分オンライン発表、ほかの人の発表を読んで論点をまとめる 

4. 第 1 課題-3 課題となるトピックリストから一つか二つを選んでおく．欠席者はあらかじめ自分の選んだトピックについての

意見をまとめてオンラインで共有しておく．出席者は授業内にコメントする． 

5. 第 1 課題-4 前回のディスカッション（オンライン・オフライン）を反映させた小レポートをオンラインで発表．出席者はグルー

プで振り返りレポートをまとめる作業を行う．欠席者は議論の様子を見ながらコメントを入れる． 

6. 第 1 課題レポート提出．グループ発表とディスカッション．第 2課題-1 グループ分け．事前に読んだ内容をもとに、担当部

分を決める． 

7. 第 2 課題-2 担当部分オンライン発表、ほかの人の発表を読んで論点をまとめる 

8. 第 2 課題-3 課題となるトピックリストから一つか二つを選んでおく．欠席者はあらかじめ自分の選んだトピックについての

意見をまとめてオンラインで共有しておく．出席者は授業内にコメントする．全体課題図書要旨提出締切． 

9. 第 2 課題-4 前回のディスカッション（オンライン・オフライン）を反映させた小レポートをオンラインで発表．出席者はグルー

プで振り返りレポートをまとめる作業を行う．欠席者は議論の様子を見ながらコメントを入れる． 

10. 第 2 課題レポート提出．グループ発表とディスカッション．第 3課題-1 グループ分け．事前に読んだ内容をもとに、担当部

分を決める． 

11. 第 3 課題-2 担当部分オンライン発表、ほかの人の発表を読んで論点をまとめる 

12. 第 3 課題-3 課題となるトピックリストから一つか二つを選んでおく．欠席者はあらかじめ自分の選んだトピックについての

意見をまとめてオンラインで共有しておく．出席者は授業内にコメントする． 

13. 第 3 課題-4 前回のディスカッション（オンライン・オフライン）を反映させた小レポートをオンラインで発表．出席者はグルー

プで振り返りレポートをまとめる作業を行う．欠席者は議論の様子を見ながらコメントを入れる．全体課題図書レポート締

切． 

14. 第 3 課題レポート提出．グループ発表とディスカッション．全体のまとめ． 

 

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

授業セッションに参加する学生はほかの学生との議論を中心に行いますので、課題資料を読み込んできてください．また参加し

ない学生は追加でレポートを書くことで学習代替とします．いずれの場合も事後にレポート提出があります． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/個人レポート(40%)/各回発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ハッキング、2013、『確率の出現』、慶応義塾大学出版会 (ISBN:978-4-7664-2103-3) 

 

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

全体課題図書「確率の出現」．ほかにグループワーク課題としてオンライン文書を指定する． 

 

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） 

内山 泰伸(UCHIYAMA YASUNOBU) 

大西 立顕(OHNISHI TAKAAKI) 

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 YOUICHIROU) 

松下 伸行（MATSUSHITA NOBUYUKI) 

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） 

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 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)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 52 - 

■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） 

内山 泰伸(UCHIYAMA YASUNOBU) 

大西 立顕(OHNISHI TAKAAKI) 

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 YOUICHIROU) 

(未定) 

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） 

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 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)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 

  



 

 

 

 


