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■ 授業情報/Course Information

　Pythonの基礎、Jupyterの利用、AI/機械学習ライブラリの概

授業外学修
Study Required outside Class

予習復習をしっかり行うこと。

第１４回
Session 14

生成モデル(1)
　GAN, deep dream, style-transfer

第１３回
Session 13

生成モデル(1)
　autoencoder, VAE

第１２回
Session 12

深層学習の諸技術(2)
　転移学習, 距離学習

第１１回
Session 11

深層学習の諸技術(1)
　dropout, normalization

第１０回
Session 10

自然言語処理(4)
　seq2seqとattention

第９回
Session 9

自然言語処理(3)
リカレントニューラルネットワーク

第８回
Session 8

自然言語処理(2)
　単語ベクトルの演算、評判分析

第７回
Session 7

自然言語処理(1)
　形態素解析、構文解析、格解析、word2vec

第６回
Session 6

畳み込みニューラルネットワーク(2)
　手書き文字の認識、画像分類、視覚化

第５回
Session 5

畳み込みニューラルネットワーク(1)
　畳み込み関数とプーリング

第４回
Session 4

ニューラルネットワークの基礎(2)
Pytorchを用いた実習

第３回
Session 3

ニューラルネットワークの基礎(1)
逆誤差伝播、偏微分、最適化

第２回
Session 2

Pythonとニューラルネット

要、パーセプトロン

第１回
Session 1

AI/機械学習とは
　産業への応用ケース

関連科目/Related Courses
Pythonの利用に不安のある方は1Qに開講される「情報システム」、及び2Qに開講される「統計分析論」を履修することが望ましい。
さらにPythonの事前学習に時間をかけたい人は教員に個別に相談すること。
データマイニングの講義を受けるための専修条件科目でもある(詳しくはデータマイニングのシラバスを参照されたい)。

検索キーワード/Keywords

授業計画
Topic

授業外学修
Study Required Outside Class

到達目標（英文）
Learning Goals

In this lesson, the following three points are the target.
1. Conceptual understanding of basic principles of various AI / machine learning technologies
2. Acquire the thinking ability to apply AI / machine learning technologies to industry
3. Learn basic methods for implementing AI / machine learning using Python

授業方法
Course Format

同時双方向型オンライン授業で実施予定。
理論の解説、Pythonによる演習、グループ学習による企業応用についての考察を中心に構成する。簡単なPythonプログラミングを行うが、プ
ログラミング能力を高めることは目標ではなく、どのようにプログラムが動作するのか、どれだけの処理時間がかかるかを体感してもらうこと
が目的である。

授業目的/Course Purpose

近年、人工知能(AI)/機械学習への関心が急速に高まっており、各産業分野への応用ケースも多く報告されており、研究段階から実用段階に
入ってきているといえる。そのような背景において、本講義を通じて、基本的なAI/機械学習の技術概要を理解し、それを企業にどのように応
用できるかを学習する。Pythonを用いた実際のプログラミングも学習する。授業計画には見慣れない横文字が並んでいるが、技術詳細には
立ち入らず、諸技術の概念的な理解を目指し、産業応用についての考察をできる限り重視する。

授業目的（英文）
Course Purpose

In recent years, interest in artificial intelligence (AI) / machine learning has rapidly increased, and many cases of application to various
industrial fields have been reported. In such a background, through this lecture, we will understand the basic technology outline of AI /
machine learning and learn how it can be applied to companies. You will also learn actual programming using Python. Although unfamiliar
technical terms are lined up in the Topics, we do not get deeply involved in the technical details, aiming at conceptual understanding of
various technologies, and emphasize industrial application as much as possible.

到達目標/Learning Goals

本授業では，下記3点を到達目標とする。
1. AI/機械学習の諸技術の基本原理の概念的理解
2. AI/機械学習の諸技術を産業応用する思考力を身につける
3. Pythonを用いたAI/機械学習の基本的な実施方法の習得

授業形態
Course Implementation Format

同時双方向型オンライン授業/Online format: Simultaneous and two-way

授業形態（オンライン受講許可学生）
Course Implementation Format (For
Students permitted to take classes
online)

同時双方向型オンライン授業/Online format: Simultaneous and two-way

担当者/Instructor 羽室　行信(HAMURO YUKINOBU)

履修基準年度
Standard Year for Registration

１年

主な教授言語/Language of Instruction 日本語／Japanese

管理部署/Administrative Department 経営戦略研究科／Institute of Business and Accounting

【科目ナンバー】授業名称
【Course Number】Class Title

【600】企業経営戦略特論M【機械学習／ＡＩ】／Topics in Corp. Strategic Management M

単位数/Credit 2 履修期/Term 秋学期後半／Fall (2nd Half)

シラバス/Syllabus

授業コード/Class code 97245400 開講キャンパス/Campus
大阪梅田キャンパス／Osaka Umeda
Campus

授業開講年度/Academic Year 2022年度
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■ 教室情報/Classroom Information

2 2022年度 秋学期後半／Fall (2nd Half) 水曜７時限 秋学期後半／Fall (2nd Half) ＯＣ１４０８

1 2022年度 秋学期後半／Fall (2nd Half) 水曜６時限 秋学期後半／Fall (2nd Half) ＯＣ１４０８

項番
No.

履修年度
Year

開講期
Term Offered

曜時
Day and Period

使用開講期
Term for Classroom Use

教室情報
Classroom

更新日時/Date of Update 2022年02月25日　15時57分23秒

成績評価
Grading

種別 Type 割合 Percentage 評価基準等 Grading Crireria etc.

定期試験に代わるリポート／
Term paper to replace the
final examination(02)

40% 期末試験(リポート試験)

その他／Others(99) 60% 授業参加状況20%、授業内での小テスト40%

学位授与の方針との関連
Relationship to Diploma Policy

各授業科目は、各学部・研究科の定めるディプロマ・ポリシー（DP）・カリキュラム・ポリシー（CP）に基づき、カリキュラム上に配置されていま
す。
DP・CPを意識して本授業科目の学修を進めることで、各学部・研究科の期待する能力が養成されます。
各学部・研究科のDP、CPや教育課程表（授業科目一覧等）は、下記リンクこちらに掲載していますので学修計画の参考にしてください。
https://kwic.kwansei.ac.jp/cabinet/reference?typeCd=0&cabinetId=557&directLink=1
※kwicへのリンクとなります（在学生のみ閲覧可）

参考書/Reference books

著者名：独立行政法人情報処理推進機構AI白書編集委員会編　　タイトル：AI白書2019　　発行所：角川アスキー総合研究所　　出版
年：2018　　ＩＳＢＮ：978-4-04-911014-2

著者名：Antonio Gulli, Sujit Pal　　タイトル：直感Deep Learning　　発行所：O'Reilly　　出版年：2018　　ＩＳＢＮ：978-4-87311-826-0

著者名：斎藤康毅　　タイトル：ゼロから作るDeep Learning　　発行所：O'Reilly　　出版年：2016　　ＩＳＢＮ：978-4-87311-758-4

著者名：斎藤康毅　　タイトル：ゼロから作るDeep Learning 2　　発行所：O'Reilly　　出版年：2018　　ＩＳＢＮ：978-4-87311-836-9




