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人工知能／ARTIFICIAL INTELLIGENCE科目名／Course Title

月／Mon　2曜日・時限／Day/Period

面接授業形態／Class Type

講義科目単位算定基準／Credits
Calculation Criterion

岩崎　日出夫／IWASAKI HIDEO代表教員／Main Instructor
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Instructor
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なし基本事項
／Basic Information

学科目
／Field of Study

人工知能、問題解決、深層学習科目キーワード
／Course Keywords

無科目と関連する実務経験
／Related Practical
Experience

該当しないアクティブラーニング科目
／Active Learning Course

無　地域志向による学修内容
／Regional/Area Content

本科目は「東海大学 数理・データサイエンス・AI教育プログ
ラム」の一部でもあり、当該プログラムを修了するためには、
本科目の履修と合格が必要となる。

他科目との関係
／Relation to Other Courses

　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。

本授業は、「東海大学 数理・データサイエンス・AI教育プロ
グラム」の一部でもあり、データと人工知能を学ぶ意義、デー
タと人工知能を活用した新たなビジネス・サービス、データと
人工知能が社会の変革に及ぼす影響、データと人工知能を活用
するうえで留意するべきこと、データを読み解くための基本ス

科目の目的・学修内容
／Course Objectives and
Content

科目の要旨・概要
／Course Description/Summary



キルについての学習を含む。科目の目的・学修内容
／Course Objectives and
Content

科目の要旨・概要
／Course Description/Summary

実務経験に基づく学修内容
／Content Related to
Practical Experience
アクティブ・ラーニングによる
学修内容
／Active Learning Content
地域志向による学修内容
／Regional/Area Content

『自ら考える力』学習力：対象を適切に捉え、本質を理解し、
知識を自らのものとする。、『自ら考える力』思考力：対象と
その存在基盤にじっくり向き合い、論理的かつ創造的に推論す
る。、『自ら考える力』探求力：対象の現状に問を見いだし、
それを解くための方法や手段となる情報の在所を求める

大学全体レベルのDP
／University-level DP

上記参照学位プログラムレベルDP
／Degree Program-level DP

(1) 人工知能の応用分野を理解する(1.自ら考える力)
(2) 人工知能が利用するデータ構造を理解する(2.問題把握力)
(3) 人工知能による問題解決手法を理解する(3.問題解決力)
(4) 人工知能による応用力を身につける(4.問題展開力)

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

本科目の学修成果目標（ラーニ
ングアウトカム）
／Course Learning Outcomes

課題（60％）とまとめの試験（40％）で評価をする。
到達度90％以上でＳ、80％以上でＡ、70％以上でＢ、60％以上
でＣ、60％未満をＥとする。
ただし、２／３以上の出席がない場合には成績評価の対象とし
ない。
添付ファイル有

成績評価基準・方法
／Grading Method

成績評価の基準・方法
／Grading Method

・授業内で、解説と全体的なコメントを示し、質疑に応じる。課題・試験・レポート等の
フィードバック方法
／Method of Feedback (e.g.
Assignments, Exams, Reports)

基本的には全て面接授業とする。1回目のガイダンスも含め
て、時間割掲載の教室で開催する。

（１）コンピュータの操作実習を目的とした授業ではないが、
適宜コンピュータ操作を行いながら、基礎知識の理解を目指
す。
（２）授業内容に即した課題やレポートの作成を課す。
（３）成績評価の基準は、上記の成績評価の基準・方法を参照
すること。
（４）特に、初心者は授業中の実習を円滑に行えるように、空
時間を利用してコンピュータの操作練習を積極的に行うこと。

感染症対策が必要となる場合は、抽選により履修許可者を決定
する場合がある。

履修上の注意点
／Notes



このシラバスを印刷して持参すること。シラバス配付方法
／Syllabus Distribution
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
／Textbooks

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

参考図書・その他の教材
／Other Course Materials

M1109担当教員への連絡方法
／Method of Communication
with Instructor

研究室　他
／Office

hideo.iwasaki@tsc.u-tokai.ac.jp連絡方法
／Contact Information

水曜日　12:40 - 13:20オフィスアワー
／Office Hours



授業スケジュール／Class Schedule

回（日時）
／Time (date and time)

第１回

主題と位置付け（担当）
／Subjects and instructor's
position

ガイダンス：人工知能について

学習方法と内容
／Methods and contents

（授業）人工知能の活躍の場を紹介する

予習・復習
／Preparation and review

予習：教科書全体に目を通し、目次を追いかけながら書かれてある内容を俯瞰して把握しておく。第
１章を読んでおくこと。（20分）
復習：授業内容を振り返り、人工知能が適用されている分野について理解する（180分）

回（日時）
／Time (date and time)

第２回

主題と位置付け（担当）
／Subjects and instructor's
position

人工知能の研究の歴史1

学習方法と内容
／Methods and contents

（授業）研究開発の歴史、社会との関わりについて説明する

予習・復習
／Preparation and review

予習：第２章を読んでおくこと。また疑問の部分、理解が追いつかない部分を明らかにしておく。
（20分）
復習：授業内容を振り返り、人工知能が適用されている分野について理解する（180分）

回（日時）
／Time (date and time)

第３回

主題と位置付け（担当）
／Subjects and instructor's
position

人工知能の研究の歴史2

学習方法と内容
／Methods and contents

（授業）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

予習・復習
／Preparation and review

予習：第２章を読んでおくこと。また疑問の部分、理解が追いつかない部分を明らかにしておく。
（20分）
復習：授業内容を振り返り、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する（180分）

回（日時）
／Time (date and time)

第４回

主題と位置付け（担当）
／Subjects and instructor's
position

人工知能を形作るプログラム

学習方法と内容
／Methods and contents

（授業）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

予習・復習
／Preparation and review

予習：第２章を読んでおくこと。また疑問の部分、理解が追いつかない部分を明らかにしておく。
（20分）
復習：授業内容を振り返り、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
解する（180分）

回（日時）
／Time (date and time)

第５回

主題と位置付け（担当）
／Subjects and instructor's
position

機械学習について

学習方法と内容
／Methods and contents

（授業）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

予習・復習
／Preparation and review

予習：第３章を読んでおくこと。また疑問の部分、理解が追いつかない部分を明らかにしておく。
（20分）
復習：授業内容を振り返り、マシン(機械)が、賢さ、知的さを獲得する方法について理解する（180
分）

回（日時）
／Time (date and time)

第６回



主題と位置付け（担当）
／Subjects and instructor's
position

知識表現と推論

学習方法と内容
／Methods and contents

（授業）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

予習・復習
／Preparation and review

予習：第４章を読んでおくこと。また疑問の部分、理解が追いつかない部分を明らかにしておく。
（20分）
復習：授業内容を振り返り、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、について理解する（180分）

回（日時）
／Time (date and time)

第７回

主題と位置付け（担当）
／Subjects and instructor's
position

神経系を模したニューラルネットワーク

学習方法と内容
／Methods and contents

（授業）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

予習・復習
／Preparation and review

予習：第５章を読んでおくこと。また疑問の部分、理解が追いつかない部分を明らかにしておく。
（20分）
復習：授業内容を振り返り、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する（180
分）

回（日時）
／Time (date and time)

第８回

主題と位置付け（担当）
／Subjects and instructor's
position

ニューラルネットワークを発展させた深層学習

学習方法と内容
／Methods and contents

（授業）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

予習・復習
／Preparation and review

予習：第６章を読んでおくこと。また疑問の部分、理解が追いつかない部分を明らかにしておく。
（20分）
復習：授業内容を振り返り、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
理解する（180分）

回（日時）
／Time (date and time)

第９回

主題と位置付け（担当）
／Subjects and instructor's
position

生物の進化や生態を模した人工知能の技術

学習方法と内容
／Methods and contents

（授業）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

予習・復習
／Preparation and review

予習：第７章を読んでおくこと。また疑問の部分、理解が追いつかない部分を明らかにしておく。
（20分）
復習：授業内容を振り返り、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する（180分）

回（日時）
／Time (date and time)

第１０回

主題と位置付け（担当）
／Subjects and instructor's
position

人間が話す言語を理解する人工知能の技術

学習方法と内容
／Methods and contents

（授業）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

予習・復習
／Preparation and review

予習：第８章を読んでおくこと。また疑問の部分、理解が追いつかない部分を明らかにしておく。
（20分）
復習：授業内容を振り返り、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する（180分）

回（日時）
／Time (date and time)

第１１回

主題と位置付け（担当）
／Subjects and instructor's
position

画像を理解する人工知能の技術



学習方法と内容
／Methods and contents

（授業）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

予習・復習
／Preparation and review

予習：第９章を読んでおくこと。また疑問の部分、理解が追いつかない部分を明らかにしておく。
（20分）
復習：授業内容を振り返り、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 を理解する（180分）

回（日時）
／Time (date and time)

第１２回

主題と位置付け（担当）
／Subjects and instructor's
position

人工知能が賢くなるための技術

学習方法と内容
／Methods and contents

（授業）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

予習・復習
／Preparation and review

予習：第１０章を読んでおくこと。また疑問の部分、理解が追いつかない部分を明らかにしておく。
（20分）
復習：授業内容を振り返り、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
解する（180分）

回（日時）
／Time (date and time)

第１３回

主題と位置付け（担当）
／Subjects and instructor's
position

人工知能とゲーム

学習方法と内容
／Methods and contents

（授業）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

予習・復習
／Preparation and review

予習：第１１章を読んでおくこと。また疑問の部分、理解が追いつかない部分を明らかにしておく。
（20分）
復習：授業内容を振り返り、人工知能の活躍が期待される未来予想図について理解する（180分）

回（日時）
／Time (date and time)

第１４回

主題と位置付け（担当）
／Subjects and instructor's
position

人工知能の総括とまとめ試験

学習方法と内容
／Methods and contents

授業内容の総括とまとめとなる試験を行う

予習・復習
／Preparation and review

予習：第１２章を読んでおくこと。また疑問の部分、理解が追いつかない部分を明らかにしておく。
（20分）
復習：授業内容を振り返り、人工知能の可能性について理解する（180分）


