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　本講義は、学部学科を問わず全ての学生を対象として開講され、人工知能（AI）の基礎を学んだ
上で、人工知能で使われる技術や専門用語の理解を深めることを目標としている。授業内では、簡
単な演習を通じて人工知能の一端を体験することもできる。
　現在、人工知能を用いた製品開発や従来の人間が関与してきた業務の自動化が広がっている。さ
らに、医療分野、法律分野などにも人工知能が普及し、将来の社会基盤として広く定着すると考え
られる。人工知能は夢のような高度な技術と思われがちであるが、実際にはこれまで築き上げられ
てきた人間が学習した知識を集積し、それを活用する技術である。本講義では、人工知能が世界中
の研究者によって開発され続けてきた歴史をひもとき、マシン（機械）が賢さや知的さを身に付け
る仕組み、人工知能が知識（情報）を獲得しその知識をもとに推論して結論を導く方法、そして技
術者倫理などを、具体的かつ平易な事例をもとに説明する。本講義を通して、人工知能に関わる数
多くの専門用語が理解できるようになり、普段生活している身の回りや社会システムの中で人工知
能がどのように活用されているのかを学ぶことができる講義内容になっている。

授業の目標
／Course objective

1. 先修条件はない。
2. この授業には中学生や高校生レベルの数学的な内容が少し含まれる。不安がある場合は、参考
図書や高校の教科書や参考書などを活用して復習するとよい。
3. この授業の関連科目として「データサイエンス入門」「データサイエンス基礎」がある。併せ
て受講すると関連分野の理解を深めることができる。
4. この授業で学習した内容は「ビジネスIT応用A」で活用することができる

先修条件または他の授業科目と
の関連
／Precondition / How related
to other courses

1. 学部学科を問わず全ての学生が理解できる内容である。
2. 解説を中心にした授業形態となる。
3. 授業内容に応じて授業内課題・授業外課題を適宜課す。
4. 成績評価の基準はシラバス詳細を参照のこと。

履修のポイント、留意事項
／Points to note

人工知能テーマ
／Topics

人工知能、問題解決、深層学習キーワード
／Key word

【　重要事項　】

開講形態：全回・遠隔授業（ネット上で開講）

遠隔授業：マイクロソフトのTeamsを使用
　　　　　リアルタイムのライブ授業（授業時間内に開講）
出席確認：Open LMS
教材提供：Open LMS
課題提出：Open LMS
オンデマンド学習：Open LMS
    授業の様子は音声または動画で記録し、授業後にOpen LMSを通じて公開

授業要旨または授業概要
／Outline



履修制限：ありません（入学年度により履修登録の方法が異なります）

初回ガイダンス（！重要！）：
    初回授業のガイダンスはオンライン(およびオンデマンド)による資料閲覧または
    動画視聴で実施します。
    ガイダンス資料の参照方法・公開期間は情報教育センターWebの
    「連絡事項とシラバス」(http://ictedu.u-tokai.ac.jp/edu/)の
    本科目欄に記載されているので、確認して、必ずガイダンスを受講して下さい。

遠隔授業のための準備　：インターネットに接続できるネット環境　と
　　　　　　　　　　　　パーソナルコンピュータ(PC)
　　　　　　　　　　　　詳細については、【授業計画】を参照

指定教科書　　　　　　：あります。【教科書・参考書】を参照

本講義は、学部学科を問わず全ての学生を対象として開講され、人工知能（AI）の基礎を学んだ上
で、人工知能で使われる技術や専門用語の理解を深めることを目標としている。授業内では、簡単
な演習を通じて人工知能の一端を体験することもできる。
現在、人工知能を用いた製品開発や従来の人間が関与してきた業務の自動化が広がっている。さら
に、医療分野、法律分野などにも人工知能が普及し、将来の社会基盤として広く定着すると考えら
れる。人工知能は夢のような高度な技術と思われがちであるが、実際にはこれまで築き上げられて
きた人間が学習した知識を集積し、それを活用する技術である。本講義では、人工知能が世界中の
研究者によって開発され続けてきた歴史をひもとき、マシン（機械）が賢さや知的さを身に付ける
仕組み、人工知能が知識（情報）を獲得しその知識をもとに推論して結論を導く方法、そして技術
者倫理などを、具体的かつ平易な事例をもとに説明する。本講義を通して、人工知能に関わる数多
くの専門用語が理解できるようになり、普段生活している身の回りや社会システムの中で人工知能
がどのように活用されているのかを学ぶことができる講義内容になっている。

授業要旨または授業概要
／Outline

人工知能の分野がどのような業界、業務に適応可能かについて、理解し、さらに人工知能を機能さ
せるためにどのようなデータが必要かについて、理解することが到達目標である。人工知能の機能
を適用させるためには、「知能」に相当する内容について、個別にデータを収集する必要があり、
どのような業務に対してどのような「知能」が必要かについて、明確に識別する必要がある。さら
に、そのようなデータを人工知能システムの中でどのように利用するのかについても理解、説明で
きることが必要である。発展的には、今後どのような分野、業界にこのような手法が適応可能かに
ついても、検討する基盤を持つことが好ましい。

◆授業で育成する力（スキル）
１．自ら考える力：人工知能の役割及び処理対象の複雑性について、その処理システムに基づき、
概要およびその処理アルゴリズムの理解
２．本質的な問題を把握する力：人工知能で解決できる問題が何であるかを理解し、どのような知
能をデータとして蓄積し、どのように参照すべきかについての把握
３．問題解決ができる成し遂げ力：人工知能を使った問題解決の範囲や、問題解決の手法につい
て、そのステム構成はどのような構造なのか、処理アルゴリズムの構造についての理解
４．問題を展開する力：人工知能を利用して今後どのような業務が効率化できるのか、その場合事
前にどのようなデータが必要なのか、及びどのような処理アルゴリズムが妥当なのかについての理
解

◆学習の到達目標
以下の到達目標の詳細については別紙ルーブリックを参照すること。
１．人工知能の応用分野（１．自ら考える力）
２．人工知能が利用するデータ構造（２．問題把握力）
３．人工知能による問題解決手法（３．問題解決力）
４．人工知能による応用力（４．問題展開力）

添付ファイル有

学修の到達目標
／Learning objective

【　重要事項　】

開講形態：全回・遠隔授業（ネット上で開講）

遠隔授業：マイクロソフトのTeamsを使用
　　　　　リアルタイムのライブ授業（授業時間内に開講）
出席確認：Open LMS
教材提供：Open LMS
課題提出：Open LMS

授業計画（スケジュール）
／Course plan (Schedule)



オンデマンド学習：Open LMS
    授業の様子は音声または動画で記録し、授業後にOpen LMSを通じて公開
履修制限：ありません（入学年度により履修登録の方法が異なります）

初回ガイダンス（！重要！）：
    初回授業のガイダンスはオンライン(およびオンデマンド)による資料閲覧または
    動画視聴で実施します。
    ガイダンス資料の参照方法・公開期間は情報教育センターWebの
    「連絡事項とシラバス」(http://ictedu.u-tokai.ac.jp/edu/)の
    本科目欄に記載されているので、そちらを確認して、必ずガイダンスを受講して下さい。

遠隔授業のための準備　：インターネットに接続できるネット環境　と
　　　　　　　　　　　　パーソナルコンピュータ(PC)
　　　　　　　　　　　　詳細については、本シラバスの【授業計画】を参照

教員へのコンタクト方法：本シラバスの【担当教員への連絡方法】を参照
指定教科書　　　　　　：あります。本シラバスの【教科書・参考書】を参照

＝ ＝ ＝ ＝ ＝

遠隔授業のための準備　：インターネットに接続できるネット環境　と
　　　　　　　　　　　　パーソナルコンピュータ(PC)

・WindowsのPC、またはApple社のMac、UbuntuなどのGNU/Linux などの
　PCを用意して下さい（強く推奨）

・PCのスペック、処理能力の詳細、ソフトウェアについては、
　下記の文章を参照してください。

　初回ガイダンスの時にも詳しく説明します。
　初回ガイダンスについては、本シラバスの【授業要旨または授業概要】を参照

・必要なソフトウェアのインストール方法などの詳細は、初回ガイダンス、および
　授業中に説明します。

・Chromebookは、大学の様々なコンピュータ環境を配慮して、
　購入しないこと、を強くお勧めします。

・タブレット端末のみ、またはスマートフォンのみ、を使って講義を受けたり、
　課題や宿題をこなすことは、かなり無理が生じますので、
　必ずノートPCまたはデスクトップPCを準備されることを強くお勧めします。

＝ ＝ ＝ ＝ ＝

下記に示すPCの仕様（スペック）は、2020年度に実施された遠隔授業で
航空宇宙学科の学生が使用したPC環境の調査結果をベースに、書かれてあります。

・大学生活4年間の期間、使用し続けられるPC仕様を想定して書かれています。

・WindowsのPC、またはApple社のMac、UbuntuなどのGNU/Linux の環境をご用意ください。
　（航空宇宙学科の学生は、約84%がWindows,　約14%がMacを所有しています）

　Chromebookは、大学の様々なコンピュータ環境を配慮して、購入しないことを強くお勧めしま
す。
　タブレット端末のみ、またはスマートフォンのみ、を使って講義を受けたり、課題や宿題を
　こなすことは、かなり無理が生じますので、必ずノートPCまたはデスクトップPCを準備されるこ
とを
　強くお勧めします。

・大学と自宅・下宿の往復の持ち運びも考慮して、ノートPCの所有率がもっとも多く、
　約85%（目安は2kg以下）となっています。

授業計画（スケジュール）
／Course plan (Schedule)



＝＝＝ 提案するPCの仕様（スペック）＝＝＝

・予算、10万円 - 15万円（在学生が所有しているPCの相場）

・ノートPC型（推奨）, 2019年発売以降（推奨）

・画面サイズ　約14型(インチ)、または約13型(インチ)、または約15型(インチ)
　（15型(インチ)サイズは画面が大きく見やすいですが、質量が大きくなる可能性があります。
　　2kgを超えるとかなり重たく感じる可能性があります。）

・CPUはインテルCore i5,または Core i7 、もしくはAMD Ryzen5, または Ryzen7 を搭載

・SSD単体、またはSSD+HDDの構成で、容量256GB - 512GBほどを搭載
　（予算を考えながら、可能ならば512GB以上）

・メモリ容量は8GB - 16GB程度が必要
　（予算を考えながら、可能ならば16GB以上、SSDやHDDの増量よりもメモリの増量に投資をした方
が
　　長期間にわたって安定してノートPCを使うことができます）

・映像出力端子（VGA端子もしくはHDMI端子）があること
　最新のPCはHDMIが標準装備されていることが多い

・有線LANの端子とWi-Fiの無線LANの機能が、ノートPC本体に初めから組み込まれている

・基本ソフトウェアOS　Windows 10 Home (64ビット) 日本語
　（OSのサポート期間とセキュリティを考慮して、Windows 10 以降　にして下さい）

　もしもMacを購入する場合は、Big SurというOSがインストールされているもの

・大学からMS Office(Word, Excel, PowerPointなど)のライセンス（ソフト）が無償提供されま
す。
　Windows版もMac版も、Officeのソフトが大学から提供されます。

　PCを購入するときに、別途、MS Officeを買う必要はありません。
　MS Officeがバンドルされている（初めからインストールされている）PCを買う必要もありませ
ん。
　MS Officeが購入したPCに付いてこない（インストールされていない）PCでも大丈夫です。

・オプション
　ノートPC本体に組み込まれた、読み込み＆書き込み可能な光学DVDドライブは、必須ではありま
せん。
　ノートPC購入後、USBの外付けドライブを追加購入するなど、拡張方法もあります。
　本当に必要になったときに、外付けの周辺装置を購入することで対応できると思われます。

・ノートPCの販売先、代表的な会社

     Dell（デル）
         https://www.dell.com/ja-jp
     mouse（マウスコンピューター）
         https://www.mouse-jp.co.jp/
     HP（ヒューレット・パッカード）
         https://www8.hp.com/jp/ja/home.html
     ASUS（エイスース）
         https://www.asus.com/jp/
     MSI（エムエスアイ）
         https://jp.msi.com/
     acer（エイサー）
         https://www.acer.com/ac/ja/JP/content/home

＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

第1回　ガイダンス　人工知能について
人工知能の活躍の場を紹介する

授業計画（スケジュール）
／Course plan (Schedule)



第2回　人工知能の研究の歴史1
研究開発の歴史、社会との関わりについて説明する

第3回　人工知能の研究の歴史2
2000年以降、人工知能とビックデータ、また人工知能とデータサイエンスが
どのように関わっているのかを説明する

第4回　人工知能を形作るプログラム
人工知能を形作るためにプログラムがどのように関わっているのかを説明する

第5回　機械学習について
マシン（機械）が、賢さ、知的さを獲得する方法について説明する

第6回　知識表現と推論
人工知能が取り扱うことができる知識（情報）と、知識をもとに人工知能が
どう結論を導くのか、について説明する

第7回　神経系を模したニューラルネットワーク
生物の神経系を真似て、人工知能を作る仕組みについて説明する

第8回　ニューラルネットワークを発展させた深層学習
21世紀に入って急速に発展した深層学習（ディープラーニング）について説明する

第9回　生物の進化や生態を模した人工知能の技術
生物の進化や生態を真似て、知識（情報）の獲得を効率的にしたり、
生物が群れる生態を真似て、最適な答えを見つけ出す技術について説明する

第10回　人間が話す言語を理解する人工知能の技術
日本語や英語など、人が話す言葉をコンピュータがどう理解しているのか
また、文字や音声を使って人工知能と人間が会話する仕組みを説明する

第11回　画像を理解する人工知能の技術
手書きの文字の認識方法や、人の顔を見分ける仕組み、
人と動物などを区別する仕組みを説明する

第12回　人工知能が賢くなるための技術
進化するロボット、賢くなる人工知能について、その仕組みについて説明する

第13回　人工知能とゲーム
人工知能の活躍が期待される未来予想図について説明する

第14回　人工知能の総括とまとめ試験

授業計画（スケジュール）
／Course plan (Schedule)

第1回　ガイダンス　人工知能について
事後学習：人工知能が適用されている分野について理解：200分

第2回　人工知能の研究の歴史1
事後学習：研究開発の歴史、社会との関わりについて理解：200分

第3回　人工知能の研究の歴史2
事後学習：2000年以降、人工知能とビックデータ、また人工知能とデータサイエンスがどのように
関わっているのかを理解：200分

第4回　人工知能を形作るプログラム
事後学習：人工知能を形作るためにプログラムがどのように関わっているのかを理解：200分

第5回　機械学習について
事後学習：マシン（機械）が、賢さ、知的さを獲得する方法について理解：200分

第6回　知識表現と推論
事後学習：人工知能が取り扱うことができる知識（情報）と、知識をもとに人工知能が
どう結論を導くのか、について理解：200分

第7回　神経系を模したニューラルネットワーク
事後学習：生物の神経系を真似て、人工知能を作る仕組みについて理解：200分

第8回　ニューラルネットワークを発展させた深層学習
事後学習：21世紀に入って急速に発展した深層学習（ディープラーニング）について理解：200分

授業計画（予習・復習）
／Course plan
(Preparation・review)



第9回　生物の進化や生態を模した人工知能の技術
事後学習：生物の進化や生態を真似て、知識（情報）の獲得を効率的にしたり、生物が群れる生態
を真似て、最適な答えを見つけ出す技術について理解：200分

第10回　人間が話す言語を理解する人工知能の技術
事後学習：日本語や英語など、人が話す言葉をコンピュータがどう理解しているのか、また、文字
や音声を使って人工知能と人間が会話する仕組みを理解：200分

第11回　画像を理解する人工知能の技術
事後学習：手書きの文字の認識方法や、人の顔を見分ける仕組み、人と動物などを区別する仕組み
を理解：200分

第12回　人工知能が賢くなるための技術
事後学習：進化するロボット、賢くなる人工知能について、その仕組みについて理解：200分

第13回　人工知能とゲーム
事後学習：人工知能の活躍が期待される未来予想図について理解：200分

第14回　人工知能の総括とまとめ試験
テスト後に模範解答を説明する
事後学習：人工知能の可能性について理解：200分

授業計画（予習・復習）
／Course plan
(Preparation・review)

授業計画（集中授業の期間）
／Course plan (Intensive
course period)

【　重要事項　】

開講形態：全回・遠隔授業（ネット上で開講）

遠隔授業：マイクロソフトのTeamsを使用
　　　　　リアルタイムのライブ授業（授業時間内に開講）
出席確認：Open LMS
教材提供：Open LMS
課題提出：Open LMS
オンデマンド学習：Open LMS
    授業の様子は音声または動画で記録し、授業後にOpen LMSを通じて公開
履修制限：ありません（入学年度により履修登録の方法が異なります）

初回ガイダンス（！重要！）：
    初回授業のガイダンスはオンライン(およびオンデマンド)による資料閲覧または
    動画視聴で実施します。
    ガイダンス資料の参照方法・公開期間は情報教育センターWebの
    「連絡事項とシラバス」(http://ictedu.u-tokai.ac.jp/edu/)の
    本科目欄に記載されているので、そちらを確認して、必ずガイダンスを受講して下さい。

遠隔授業のための準備　：インターネットに接続できるネット環境　と
　　　　　　　　　　　　パーソナルコンピュータ(PC)
　　　　　　　　　　　　詳細については、本シラバスの【授業計画】を参照

教員へのコンタクト方法：【担当教員への連絡方法】を参照
指定教科書　　　　　　：あります。【教科書・参考書】を参照

履修上の注意
／Note

１．自ら考える力：人工知能の役割及び処理対象の複雑性について、その処理システムに基づき、
概要およびその処理アルゴリズムについて説明できること
２．本質的な問題を把握する力：人工知能で解決できる問題が何であるかを理解し、どのような知
能をデータとして蓄積し、どのように参照すべきかについて説明できること
３．問題解決ができる成し遂げ力：人工知能を使った問題解決の範囲や、問題解決の手法につい
て、そのステム構成はどのような構造なのか、処理アルゴリズムの構造について説明できること
４．問題を展開する力：人工知能を利用して今後どのような業務が効率化できるのか、その場合事
前にどのようなデータが必要なのか、及びどのような処理アルゴリズムが妥当なのかについて説明
できること

試験と課題レポートを中心に総合的に評価する。
評価比率は、課題レポート：６０％、試験：４０％
総合して8割以上の評価を得ることができればA評価以上となる

具体的には、満点100点とし、最終的に、S(90点以上)、A(89-80点)、B(79-70点)、

成績評価の基準及び方法
／Grading method



C(69-60点)、E(59点以下)、/(出席日数が授業回数の3分の2に満たない場合)で評価する。成績評価の基準及び方法
／Grading method

基礎から学ぶ人工知能の教科書／小高 知宏／オーム社（ISBN-13: 978-4274224263）／2,970円教科書
／Text Books

ゼロから作るDeep Learning ／斎藤康毅／オライリージャパン（ISBN-13: 978-4873117584）／3,
672円
ビジネスの構築から最新技術までを網羅 AIの教科書／伊本 貴士／日経BP （ISBN-13: 978-
4873117584）／3,672円

参考書
／Reference Books

参考文献
／References

その他の教材
／Other materials

質問などの連絡は次の手段で随時受け付けます。

1)電子メール　tanaka.m [] tokai-u.jp　へ質問や問い合わせをメール送信して下さい。
　（スパム対策のため[]の部分はアットマークに変更して下さい。）
　メールを送信する場合は、件名に「曜日・時限、授業名」を明記して下さい。
　またメールの本文には、「学番、氏名、問い合わせ内容」を明記して下さい。

2)使用Webサイト
　http://mtlab.ictedu.u-tokai.ac.jp/
　http://ictedu.u-tokai.ac.jp/

3)授業時間中はもちろん、授業終了時にすぐに相談することもして下さい。

担当教員への連絡方法
／Contact method


