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授業科目名 システム科学通論 

英語名 Systems Science, Advanced 

担当教員名 杉江、田中、酒井、高橋、石井、松田、中島、西原、川上、林、笠原、岩下、大羽 

配当学年 修士１年 単位数 ２ 開講期 後期 曜時限 水 3 

授業種別・ 

授業形態 

専攻専門科目 

講義（双方向型） 

授業言語 日本語 

【授業の概要・目的】 

様々なシステムの構成や評価、あるいはその安定性や信頼性、機能の高度化、人間や社会とシステムと

の関わりなど、システム科学に関する最新の研究課題を幅広く取り上げ、最新の話題とシステム科学の

今後の展望を考察する。 

【授業計画と内容】 

学生各自が自身の興味ある領域や研究分野について教員や他学生に対して講義形式でプレゼンテーショ

ンを行い、その後、内容を踏まえた討議を行うことによって、今後の研究の展開の方向を模索するとと

もに、研究の進め方や在り方について多面的にかつ双方向的に学ぶような場の形成を行う。それぞれの

学生のプレゼンテーションの機会が保障されるように授業計画は事前に世話役教員が作成する方式を採

用している（15 回の回数を有効に活用するよう工夫している）。また、学生はプレゼンテーションだけ

ではなくレジメも用意する求められており、こういったリテラシーの教育も配慮されている。 

【履修要件】 

とくになし。 

【成績評価の方法・基準】 

学生の研究分野への理解度とプレゼンテーションの能力を総合的に評価する。具体的には、学生の研究

内容紹介とその理解度に対して参加している教員と学生によって総合的に評価を与える。 

【教科書】 

とくになし。 

【参考書等】 

とくになし。 

【その他（授業外学習の指示・オフィスアワー等）】 

その場での意見交換を重視しており、とくにそのような設定を行う必要はないが、訪問は随時可能の 

ように工夫する予定である。 

 



  



授業科目名 機械システム制御論 

英語名 Control Theory for Mechanical Systems 

担当教員名 杉江 

配当学年 修士１年 単位数 2 開講期 前期 曜時限 月２ 

授業種別・ 

授業形態 

専攻専門科目 

講義 

授業言語 日本語 

【授業の概要・目的】 

機械システムのためのアドバンスト制御の基礎理論を講述する．具体的にはシステムの既約分解表現，

２自由度制御などの代数的制御理論の基礎事項，およびモデルの不確かさを考慮したロバスト制御系設

計理論などである． 

【授業計画と内容】 

序論（１回）：本講義の目的，制御工学の中での位置づけなどについて述べる． 

既約分解（３～４回）：システムの既約分解表現の，定義，計算法について講述する． 

安定化保証器のパラメータ表現（２～３回）：与えられた制御対象を安定化する，すべての補償器のパラ

メータ表現を既約分解表現に基づいて与える． 

２自由度制御系（３～４回）：２自由度制御系の利点を示し，複数仕様を満たす制御系設計法を説明する． 

Ｈ無限大制御（３～４回）：代表的なロバスト制御の手法であるＨ無限大制御の基礎事項を説明する． 

【履修要件】 

古典制御を履修していること． 

【成績評価の方法・基準】 

レポート提出，小テストなどにおいて授業内容の理解を確認した上で，定期試験により評価する．授業

で講述したアドバンスト制御の基礎知識が獲得されていることを，定期試験で評価する． 

【教科書】 

なし． 

【参考書等】 

杉江・藤田「フィードバック制御入門」（コロナ社 1999 年） 

【その他（授業外学習の指示・オフィスアワー等）】 

オフィスアワー：毎週金曜日 15:00—17:00．於：宇治キャンパス，システム科学 211 室， 

                メールにより３日前までに予約すること．sugie@i.kyoto-u.ac.jp 

 



授業科目名 ヒューマン・マシンシステム論 

英語名 Theory of Human-Machine Systems 

担当教員名 西原 

配当学年 修士 1 年 単位数 2 開講期 後期 曜時限 月 3 

授業種別・ 

授業形態    

専攻専門科目 

講義 

授業言語 日本語 

【授業の概要・目的】 

認知、行動、過誤、論理、感情、生物属性をもつ人間の挙動と固有の役割、機械との多様な相互

作用、ならびに健全な人間－機械システムを構成するための基本原理と方法論を教授し、実システ

ムへの適用法と事例を講述する。 

 

【授業計画と内容】 

ヒューマンインタフェースの概念［1 週］、人間の特性（身体特性、生理特性、認知特性、感性と社

会性、ヒューマンエラー）［5 週］、システムの設計（ユーザビリティ、デザインの指針と評価技法、

ドライバの運転挙動モデル）［3 週］、人工現実感(VR)の概念［1 週］、視覚・聴覚（視覚とディスプ

レイ、聴覚と音の再生）［2 週］、VR システム（ユーザのトラッキング、ハプティックディスプレイ、

ドライビングシミュレータ）［3 週］ 
 

【履修要件】 

特に定めない。 

【成績評価の方法・基準】 

試験の結果と出席状況により評価する。 

授業内容に関する基本事項の理解を目標とする。 

【教科書】 

指定しない。 

【参考書等】 

田村 博 編、ヒューマンインタフェース、オーム社 

【その他（授業外学習の指示・オフィスアワー等）】 

担当教員のメールアドレス: nishihara@i.kyoto-u.ac.jp 

メールなどの事前予約により面談する。 

 

mailto:nishihara@i.kyoto-u.ac.jp�


授業科目名 共生システム論 

英語名 Theory of Symbiotic Systems 

担当教員名 川上 浩司，塩瀬 隆之 

配当学年 修士 1,2 年 単位数 2 開講期 後期 曜時限 月 4 

授業種別・ 

授業形態 

専攻専門科目 

講義 

授業言語 日本語 

【授業の概要・目的】 

人間と人工システムの間，あるいは人工システムと環境の間の，調和のとれた関係形成の在り方やその

実現方法を，システム間のコミュニケーションやインタラクションの在り方，ならびに生態学的なシス

テム構築法に注目して講述する．  

【授業計画と内容】 

システムを捉える視点（1 回） 

人とシステムとの関わり（2 回）：人を系に含めるということ 

人と環境との関わり（2 回）：生態学的心理学と相互行為主義 

エコロジズムとエコロジー（1 回）：生態学，ディープエコロジー 

生態学的デザイン（2 回）：自然農法，パーマカルチャー，エコロジカルデザイン 

生態学的インタフェースデザイン（2 回） 

日用品の心理学と不便の益（1 回） 

自己組織的システム構築（2 回） 

ユニバーサルデザインとインクルーシブデザイン（2 回） 

【履修要件】 

環境思想までも含めた広汎な領域に関連して議論するため，特定の基礎知識を前提とはしない． 

【成績評価の方法・基準】 

講義中に示す課題に対するレポートによって成績を評価する．独自の視点を持つこと，講義でとりあげ

た個別のトピックではなく根幹にある考え方と関連していること，ならびに多面的に課題を捉えている

ことなどを，評価の基準とする． 

【教科書】 

特に必要としない． 

【参考書等】 

特に必要としない． 

【その他（授業外学習の指示・オフィスアワー等）】 

kawakami@i.kyoto-u.ac.jp 宛の事前予約によって対応する． 

 

 

  



授業科目名 適応システム論 

英語名 Adaptive Systems Theory 

担当教員名 田中利幸 

配当学年 修士 1,2 年 単位数 2 開講期 前期 曜時限 木２ 

授業種別・ 

授業形態 

専攻専門科目 

 

講義 

授業言語 日本語 

【授業の概要・目的】 

生物や人間のもつ適応や学習の能力を人工的に実現するための理論について講述する．具体的には，推

論，学習などの問題に対する，確率論および統計科学にもとづいた数理的アプローチに重点をおいて講

義する． 

【授業計画と内容】 

統計的決定理論の基礎（２回） 

現象の確率的記述にもとづく意思決定の基礎となる統計的決定理論の基礎的事項を解説する． 

確率推論のための近似アルゴリズム（３回） 

確率モデルにもとづく推論を行う際に生じる計算複雑度の問題を回避するための近似推論アルゴリズム

について述べる． 

統計的学習理論の基礎（２回） 

収集したデータから構造的特徴をいかにして取り出すべきかを議論する統計的学習理論について，その

基礎を講述する． 

サポートベクターマシン（３回） 

パターン認識や分類に関する多様な問題に幅広く活用されているサポートベクターマシンについて，数

理的な側面に重点をおいて解説する． 

混合モデルと EM アルゴリズム（２回） 

確率モデルにもとづいてデータの分類を行う際に重要となる混合モデル，およびその学習に際して有用

な EM アルゴリズムについて説明する． 

より進んだ話題（２回） 

【履修要件】 

確率論，統計学の基礎的な知識を前提とする． 

【成績評価の方法・基準】 

学期末のレポートにもとづいて評価する．講義で説明する基本的な概念について理解し，簡単な例題に

ついて実際にプログラムを組むことができるようになることを達成目標とする． 



【教科書】 

なし 

【参考書等】 

講義中に適宜指示する． 

【その他（授業外学習の指示・オフィスアワー等）】 

担当教員のメールアドレス：tt@i.kyoto-u.ac.jp 

 

 

  



授業科目名 統計的システム論 

英語名 Statistical Systems Theory 

担当教員名 酒井 英昭 ・ 林 和則 

配当学年 修士 1,2 年 単位数 2 開講期 前期 曜時限 火・3 

授業種別・ 

授業形態 

専攻専門科目・講義 授業言語 日本語 

【授業の概要・目的】 

物理・工学システムに現れる種々の確率・統計的モデルの使用に関し，モデル選択法，統計的信号処理，

カルマンフィルタ，適応フィルタ，サンプリング法などのテーマについて関連事項を解説する． 

【授業計画と内容】 

項 目 回 数 内 容 説 明 

確率過程とシステ

ムモデル 
3 

統計的システム論の歴史を概観し，定常過程，スペクトル解析， 

エルゴード性，線形確率システムなどの基本事項を述べる． 

統計的推定理論と

モデル選択 
2 

統計的推定理論の基礎を述べ，モデル選択に用いられる赤池の情報量

基準（AIC)を説明する． 

線形予測法とカル

マンフィルタ 
3 

時系列の線形予測法と Levinsonアルゴリズム，カルマンフィルタやモ

ンテカルロ（粒子）フィルタについて述べる． 

適応フィルタの理

論と応用 
3 

LMSアルゴリズムを中心とする適応アルゴリズムの平均化法による解

析法と，能動騒音制御への応用について述べる． 

サンプリング法 2 
逆関数法，棄却サンプリング，重点サンプリング，SIR ( sampling / 

importance-resampling)などについて説明する． 

マルコフ連鎖モン

テカルロ法 
2 

動的モンテカルロの中心的なアルゴリズムであるメトロポリス・ヘイ

スティングス法について説明し，その応用例について述べる． 
 

【履修要件】 

 

【成績評価の方法・基準】 

確率・統計的モデルなどの基礎について期末試験及びレポート課題により評価し，出席状況を総合して成

績を決める 

【教科書】 

プリントを配布する 

【参考書等】 

片山徹，新版応用カルマンフィルタ，朝倉書店，1999． 

【その他（授業外学習の指示・オフィスアワー等）】 

 

 



授業科目名 情報システム特論 

英語名 Theory of Information Systems 

担当教員名 髙橋豊・笠原正治 

配当学年 修士 1 年 単位数 2 開講期 後期 曜時限 火 2 限 

授業種別・ 

授業形態 

専攻専門科目 授業言語 日本語 

【授業の概要・目的】 

情報システム・情報ネットワークなどにおける複合システムの構成に関わる数理システム科学的手法に

基づくモデリングおよび性能評価法，さらに応用に関して講述する。 

【授業計画と内容】 

1. 情報システムとイノベーション（1 回） 

2. 情報システムとトラヒック理論〈2 回〉 

3. 性能評価概論（1 回） 

4. トラヒック・モデリング（5 回） 

5. 確定的ネットワーク算法（2 回） 

6. ネットワーク・トラヒック（４回） 

【履修要件】 

オペレーションズ・リサーチ，待ち行列理論，マルコフ連鎖の理論を習得していることが望ましい． 

【成績評価の方法・基準】 

担当教員毎に課されるレポートにより評価を行う．レポート課題は授業内容の理解を問うものを中心に

出題し，理解の程度，レポートの完成度等について総合的に評価を行う． 

【教科書】 

なし 

【参考書等】 

H. Kobayashi and B.L.Mark, System Modeling and Analysis, Pearson Education, 2009. 

【その他（授業外学習の指示・オフィスアワー等）】 

メールによる事前予約により対応． 

髙橋教授：takahashi@i.kyoto-u.ac.jp  笠原准教授：shoji@i.kyoto-u.ac.jp 

 



授業科目名 論理生命学 

英語名 Integrated Systems Biology 

担当教員名 石井信，大羽成征 

配当学年 修士 1,2 年 単位数 2 開講期 前期 曜時限 水３ 

授業種別・ 

授業形態 

専攻専門科目 

講義 

授業言語 日本語 

【授業の概要・目的】 

生命現象や人間知能を情報処理システムとして理解するための手法とその応用について

講述する．具体的には脳・神経系における認知情報処理過程の数理モデル，不確実環境に

おける最適な行動決定のための計算原理，とくに最適行動方策獲得を目的とした強化学習

の理論，生命情報学データへの統計的アプローチなどについて講義する． 
 

【授業計画と内容】 

強化学習（石井；7回） 

確率的に遷移し，かつ報酬が得られるような環境への適応アルゴリズムである強化学習の

理論について解説する．またロボット制御などの工学応用，ヒトの脳内情報処理モデルに

ついて議論する． 

脳における予測コード（石井；2回） 

脳が，予測に基づき外界からの情報を表現しているとする予測コード仮説を一つの題材と

して，計算神経科学の考え方を紹介する． 

特徴抽出とスパースコーディング（大羽；3回） 

高次元少量データから有用な特徴を抽出するための統計的手法を概説し，脳におけるスパ

ースコーディング仮説との関連について議論する． 

統計的バイオインフォマティクス（大羽；2回） 

脳に学んだ統計的学習理論の生物学への応用として，バイオインフォマティクスがある．

遺伝子発現量解析を題材として，統計的バイオインフォマティクスの現状について紹介す

る． 

レポート試験の解説（1回） 

 

【履修要件】 

無 

【成績評価の方法・基準】 

簡単な数値実験を伴う期末レポート課題によって各トピックの理解の度合いを問う．レポート課題の達

成度と出席点を加味することで，成績評価を行う． 



【教科書】 

特に指定しない． 

【参考書等】 

授業中に適宜紹介する． 

 

【その他（授業外学習の指示・オフィスアワー等）】 

オフィスアワーはとくに設けないが，随時，石井（ishii@i.kyoto-u.ac.jp），大羽（oba@i.kyoto-u.ac.jp）

への質問・相談を受け付ける． 

 

 

  



授業科目名 医用システム論 

英語名 Medical Information Systems 

担当教員名 松田・嶋吉 

配当学年 修士 1,2 年 単位数 2 開講期 前期 曜時限 月 3 

授業種別・ 

授業形態 

専攻専門科目 

講義 

授業言語 日本語 

【授業の概要・目的】 

本講義では、生体検査から地域・遠隔医療まで、医学・医療の分野で幅広く用いられている情報システ

ムの理解を目的として、医学・医療に関する情報システムの構成や特徴、問題点、基本的な取り扱い方

を説明する。また医用計測システムに関連する生理学および工学的基礎を概説し、医用画像診断法や生

理学検査法をはじめとした様々な生体物理計測法の計測原理を講述する。 

【授業計画と内容】 

・生理学入門（4 回）：工学系の学生を対象に医用システムを学ぶために必要な細胞生物学および細胞生

理学の基礎を講義する 

・臨床生理検査法（4 回）：臨床医学に利用されている生理検査(心電図、脳波、脈波など)の計測原理お

よび計測の対象となる物理現象について解説する 

・生体シミュレーション（２回）：細胞における生理学的挙動を数理学的に理解するための生体シミュレ

ーションについて概説し、その現状を述べる 

・超音波画像診断法（１回）：超音波画像診断法の計測原理を説明する 

・MRI(磁気共鳴画像法)（４回）：磁気共鳴画像法(MRI)における NMR 信号の発生、画像再構成法を詳

述し、MRI 画像における T1, T2 の意味、血流や運動の影響などを解説する 

【履修要件】 

なし 

【成績評価の方法・基準】 

成績評価は、レポート試験(約 3 回)を実施し、出席状況を勘案して総合的に判断する。生理学の基礎、

細胞や生体の物理学的挙動、および医用画像法の原理などに関する知識を獲得するという到達目標の達

成度をレポート試験により判定し、評価の基準とする。 

【教科書】 

なし 

【参考書等】 

美島清・萩原利彦「基礎から学ふ医゙用工学」(大竹出版) ，嶋津秀昭「入門医用工学」(菜根出版) 

【その他（授業外学習の指示・オフィスアワー等）】 

検体検査装置および画像診断装置を製造する企業への工場見学を行っている 

オフィスアワー：9:00-17:00、要事前予約、tetsu@i.kyoto-u.ac.jp 

 



授業科目名 スーパーコンピューティング特論 

英語名 Supercomputing, Advanced 

担当教員名 中島 浩、岩下 武史 

配当学年 修士 1,2 年 単位数 ２ 開講期 後期 曜時限 火５ 

授業種別・ 

授業形態 

専攻専門科目 

講義 

授業言語 日本語 

【授業の概要・目的】 

 スーパーコンピュータシステムをはじめとする高性能並列システムの機能・構成法，並びに，科学技

術計算におけるハイパフォーマンスコンピューティング技術，並列処理技術について講述する．学術情

報メディアセンターのスーパーコンピュータの利用を予定している．本科目は，計算科学に関する教育

研究を行う全ての研究科に所属する大学院学生が履修しやすいよう 5 限の科目として実施する． 

【授業計画と内容】 

① 計算科学の視点から見た計算機アーキテクチャに関して．具体的な計算科学上の実応用例とメディ

アセンターのスーパーコンピュータの実例を交えて講述する． 

・並列計算／高性能計算概論（１回） ・プロセッサアーキテクチャと高性能計算（２回） 

・共有メモリアーキテクチャと高性能計算（２回） 

・分散メモリアーキテクチャと高性能計算（２回） 

② 大規模連立一次方程式の求解法を題材として，各種の並列化手法の考え方，疎行列に関するデータ

構造，実応用上で現在使用されている各種の反復法に関して講述する． 

・大規模連立一次方程式の求解法（３回） ・並列処理（２～３回） 

・線形ソルバの最新技術（１～２回） 

【履修要件】 

MPI および OpenMP の入門的知識をあらかじめ習得しておくために，「シミュレーション科学」または

「計算科学演習（ＡまたはＢ）」の履修、あるいは学術情報メディアセンターが開催する「並列プログラ

ミング講座」の受講を前提とする． 

【成績評価の方法・基準】 

講義内容の理解度について複数回のレポートにより評価する．履修生が自身の専門分野において高度な

並列化シミュレーションを実施するために必要な知識，技能を獲得することを目標とする．特に，大規

模並列計算機システムの構造を十分に理解した上での高度なプログラムチューニング技術や各種の並列

化手法の専門分野への応用に必要な知識と経験を獲得することを目的とする． 

【教科書】 

特になし 

【参考書等】 



OpenMP Application Program Interface. http://www.openmp.org/mp-documents/spec30.pdf 

MPI: A Message-Passing Interface Standard. http://www.mpi-forum.org/docs/mpi1-report.pdf 

MPI-2: Extensions to the Message-Passing Interface.  

 http://www.mpi-forum.org/docs/mpi2-report.pdf 

学術情報メディアセンター スーパーコンピュータの利用手引． 

 http://web.kudpc.kyoto-u.ac.jp/hpc/tebiki 

【その他（授業外学習の指示・オフィスアワー等）】 

・ 学術情報メディアセンターのスーパーコンピュータを使用する．情報学研究科に所属の学生は事前

に取得しているアカウントを使用する．他研究科履修生については演習用に必要に応じてアカウン

トを配布する．他研究科履修生でアカウントを持たない者は下記，岩下までメールにより講義開始

日の一週間前までに申し出ること． 

・ 実習用端末として，SSH のクライアントソフト（PuTTY など）をインストールしたノート型 PC

を必要に応じて持参すること．持参できるノート型 PC がない場合にはあらかじめ申し出ること． 

・ オフィスアワー 

中島：講義期間中の火曜日３時限・総合研究５号館４１１ 

メール（h.nakashima@DOMAIN; DOMAIN=media.kyoto-u.ac.jp）による予約要 

岩下：講義期間中の月曜日 ３時限・総合研究５号館４１３ 

メール（iwashita@DOMAIN; DOMAIN=media.kyoto-u.ac.jp）による予約要 
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授業科目名 計算神経科学 

英語名 Computational neuroscience 

担当教員名 石井信，川人光男，深井朋樹，銅谷賢治 

配当学年 修士 1,2 年 単位数 1 開講期 集中 曜時限  

授業種別・ 

授業形態 

専攻専門科目 

講義 

授業言語 日本語 

【授業の概要・目的】 

脳神経系は，自然が物質基盤の上に情報基盤を構築した点で特異的なシステムである．計

算神経科学とは，脳神経系の情報システム的側面を明らかにしようとする学問分野であ

る．本講義では，不確実な環境においても適切に情報処理を行い，また環境に適合（学習）

することのできる脳神経系について，その情報処理・学習過程のモデル化，および情報処

理過程の応用について講述する． 

【授業計画と内容】 

計算神経科学のオーバービュー（石井） １回 

システム神経生物学（石井） １回 

神経系におけるタンパク質ネットワーク，チャネルダイナミクスなどをシミュレーション

するための技法について説明する． 

小脳とプルキンエ細胞の計算モデル（川人） １回 

小脳における教師付き学習の計算モデルと，小脳の主要細胞であるプルキンエ細胞のモデ

ルについて解説する． 

ブレインマシンインターフェース（川人） １回 

脳活動からの復号化情報とロボットやコンピュータとを結合するための最先端技術につ

いて解説する． 

局所回路における情報処理とダイナミクス（深井） １回 

大脳皮質などにおける局所回路モデルと，これによる情報処理回路の動力学を探る最先端

研究について解説する．  

神経情報の解読（深井） １回 

神経集団活動を計測する多細胞記録などの実験的手法および，これに基づいて神経集団活

動に関する時空間構造を知るためのデータ解析手法について解説する． 

大脳基底核の計算モデル（銅谷） １回 

大脳基底核において実現されていると考えられている，行動選択とその学習に関わる計算

モデルについて解説する． 

脳の情動情報処理と進化ロボティクス（銅谷） １回 

脳の報酬系に関わる情動情報処理に関する最近の知見を解説し，これに基づいてデザイン

されるロボット行動進化の考え方と実応用について議論する． 



【履修要件】 

無 

【成績評価の方法・基準】 

担当教員毎にレポート課題などによって内容の理解を問う．レポートの評価に出席点を加味して成績評

価とする． 

【教科書】 

 

【参考書等】 

脳の計算理論（産業図書） 

脳と計算論（朝倉書店） 

脳の計算論（シリーズ脳科学１）（東京大学出版会） 

脳の計算機構～ボトムアップ・トップダウンのダイナミクス～（朝倉書店） 

 

【その他（授業外学習の指示・オフィスアワー等）】 

集中講義であるので，特に設けていない． 

 

 

  



授業科目名 計算知能システム論 

英語名 Computational Intelligence 

担当教員名 田中利幸，上田修功 

配当学年 修士 1,2 年 単位数 1 開講期 集中 曜時限  

授業種別・ 

授業形態 

専攻専門科目 

講義 

授業言語 日本語 

【授業の概要・目的】 

情報関連技術の急速な進展のおかげで、我々は今や膨大なデータを収集し蓄積することが可能であるが、

同時に、膨大なデータのなかから有用な情報をいかに効率よく抽出するかという問題がその重要度を増

している。本講義では、統計的学習理論などの統計科学の枠組みにもとづく計算知能の手法について講

述するとともに、データからの情報抽出の問題への応用についても解説する。 

【授業計画と内容】 

統計的学習の基礎（２回，担当：田中） 

計算知能システムの基盤という観点から，収集されたデータからその統計的構造を取り出す統計的学習

の方法論について，ベイズ決定理論，EM アルゴリズムなどの基礎的事項を取り上げて講述する． 

最適化の技法（１回，担当：田中） 

統計的学習の効率的な実装に際して重要となる最適化の技法について紹介する． 

ベイズ学習の基礎（２回，担当：上田） 

ベイズ統計にもとづく学習の理論的枠組みについて，基礎的な事項を講述するとともに，ノンパラメト

リックな枠組みなどの最新の研究動向についても触れる． 

ベイズ学習の応用（２回，担当：上田） 

音声認識やテキスト分類などのメディア技術や，ウェブデータマイニング技術などの開発研究に関する

最近の事例について紹介する． 

【履修要件】 

理系学部程度の数学の知識を前提とする． 

【成績評価の方法・基準】 

レポートにもとづいて評価する．講義で説明する基本的な概念と，それらが実データの解析にどう応用

されるかについての基礎的な理解を得ることを達成目標とする． 

【教科書】 

なし 

【参考書等】 



樺島祥介, 上田修功 共著, "統計科学のフロンティア 11, 計算統計 I (第 III部)," 岩波書店, 2003. 

 

【その他（授業外学習の指示・オフィスアワー等）】 

担当教員のメールアドレス：tt@i.kyoto-u.ac.jp (田中); ueda@cslab.kecl.ntt.co.jp (上田) 

 

 


