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知識工学部 知能情報工学科
AI（人工知能）や人間、社会、組織、ネットワークなどデータ分析とICT活用力で
新しい価値を創造する先進的技術者を養成します。

問
私たちは将来、

社会を発展させる

ことができるの

だろうか？

知識や技術を知り、応用を考えることが、

未来の社会を形づくるチカラになります。

人工知能（AI）やビッグデータ、クラウドなどの言葉は

皆さんも聞いたことがあると思いますが、これらが今後、

社会をどのように変えていくかを想像してみたことは

ありますか？最近では「ビッグデータonクラウド」とい

う言葉があり、インターネット上に大量のデータが保存

されることが一般化してきました。最近では政府や公

的機関を中心にデータを公開する傾向にあります。し

かし、人には扱いきれないビッグデータの活用は、ま

だまだ進んでいません。

私はAIにビッグデータを学習させることで、社会の安

心・安全や利便性を向上しようと研究に励んでいます。

いま注力しているテーマは、「クラウド管理を効率化

するアプリケーションの開発」。クラウドはすでに社

会になくてはならない存在ですが、その維持には何人

ものシステムエンジニアがつきっきりで対応しなけれ

ばならず、非常に高いコストがかかります。そこで私は、

クラウド上に保存されている膨大なデータをAIに学習

させ、メンテナンスを行うべきタイミングを予測するア

プリケーションを開発しました。これを活用することで、

企業は必要なときにだけメンテナンス対応をすればよ

くなり、クラウドの維持・管理のコストを大幅に削減

可能。また、手の空いたシステムエンジニアに別の仕

事をさせることで、新たな価値を生み出すことも期待

できます。知識や技術を活かして、何の課題を解決す

るか。皆さんが東京都市大学で学び、未来を考えるこ

とは、きっと社会を変える一

歩になるはずです。

知識工学部　知能情報工学科　《大規模データ解析》田村研究室 田村 慶信 教授

TCUの研究力

● プログラミングの実習が多く、
　多様な言語をマスター。

一般的に学ばれるPython・Javaだけでなく、
統計解析に使うR言語などの応用的な言
語も学修し、実践練習を通じて修得します。

● 豊富なグループワークを経験し、
　コミュニケーション力を養成。

グループ演習など、チームで課題解決に
取り組む機会が充実。卒業後も不可欠な
コミュニケーション力を養います。

● 多様な知能を学び、
　未来の社会を創造。

人工知能だけでなく、人、組織、社会など
さまざまな知能を学び、それを活用します。

最近公開されているビッグデータには
何があるだろう？データの内容を調べ、
何に応用ができそうかを考えてみよう。
まず応用から考えることが、社会に貢献
する研究のスタートです。

考えてみよう。

（平成 31 年 4 月名称変更予定）
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前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
数学演習（1）
微分積分学（1）★
線形代数学（1）
基礎確率統計
物理学（1）★
物理学（1）演習
物理学実験
化学（1）
生物学（1）
生物学実験
地学（1）
地学実験
情報リテラシー
コンピュータ概論
知識工学汎論

数学演習（2）
微分積分学（2）
線形代数学（2）
物理学（2）
化学（2）
化学実験
生物学（2）
地学（2）
数値解析

微分方程式論
ベクトル解析学
代数学（1）
情報社会と倫理
技術日本語表現技法

フーリエ解析学
関数論
代数学（2）
代数学（3）
キャリアデザイン

情報社会と職業
専門キャリアデザイン

情報と特許

【学年配当しない科目】インターンシップ（1）／インターンシップ（2）／インターンシップ（3）／インターンシップ（4）／海外体験実習（1）／海外体験実習（2）／海外体験実習（3）／海外体験実習（4）／特別講義（KE-1）

専
門
科
目

学科共通
科目

プログラミング
プログラミング演習

知能情報工学概論
数理統計
アルゴリズム設計
デジタル信号処理★

情報理論★
企業会計基礎
データサイエンス基礎
オブジェクト指向プログラミング

オペレーションズリサーチ
シミュレーション基礎
データ解析演習

品質管理
プロジェクトマネジメント
データサイエンス応用

実験デザイン
時系列解析
英語論文読解★

【学年配当しない科目】特別講義（CS-1）／特別講義（CS-2）／特別講義（CS-3）★

大規模
データ解析

大規模データ解析応用事例 マーケティング・サイエンス
クラウドコンピューティング

製品企画 ビッグデータ・クラウド演習　

人工知能 知的情報処理 機械学習 コンピューテーショナルモデリング

人間情報
システム

人間工学 認知工学 ヒューマン・コンピュータ・インタラクション
人間情報システム演習

産業
システム

生産システム工学
サプライチェーン・マネジメント

古典制御理論
コンピュータネットワーク
ネットワークアルゴリズム
作業設計工学

現代制御理論 生産システム工学演習

知的経営
システム

企業マネジメント 企業評価
経営情報システム
ビジネスモデル

投資分析
グローバル企業マネジメント
ビジネスデータ分析演習

卒業研究
関連科目

事例研究 卒業研究（1） 卒業研究（2）

※上記のほか、教養科目、語学科目などの学部・学科共通科目を設置しています。詳細はP.85をご覧ください。
※国際コースは独自の“学びのステップ”を設定しています。
■字は選択科目　■字は必修科目　■字は選択必修科目　★国際コース（英語開講科目）

1

3

2

4 4

カリキュラムは平成30年4月現在のもので、一部変更される場合があります。

▍《大規模データ解析》田村研究室
様々なビッグデータを分析・モデル化し、
新たな価値を発見する

▍《大規模データ解析》兼子研究室
社会システムに起きている問題・現象を
モデル化・分析し、解決方法を探索

▍《人間情報システム》《人工知能》森研究室
次世代ユーザ・インタフェースの開発、
知的情報処理について研究

▍《人間情報システム》《人工知能》岡研究室
人間工学や人間中心設計の考え方に
基づく「人間」研究で、より快適な社会へ

▍《人間情報システム》穴田研究室
相互作用によって複雑に絡み合った
不可分系を構成論的アプローチで研究する

▍《産業システム》塩本研究室
コンピュータ・ネットワークのアーキテクチャ
とアルゴリズムを研究

▍《産業システム》神野研究室
非線形性に起因した多彩な現象を効果
的に利用した新たな情報処理システム
の開発と応用

▍《知的経営システム》渡部研究室
情報通信技術を利用した企業経営の最新
課題について、統計分析を用いながら研究

めざせる資格 ● 中学校教諭一種免許状（数学）　● 高等学校教諭一種免許状（数学）（情報）

●--所定の単位を修得すると得られる資格（実務・研修・講習を含む）　▶教職課程 • 資格の詳細はP.99

この学科をもっと知りたい方は
こちらもCheck!

学びの領域を知りたい人は

27～30ページへ▶
在校生の学科を選んだ理由を知りたい人は

31ページへ▶
卒業後の仕事のイメージを知りたい人は

107～116ページへ▶

知能情報工学科3つの特徴
コンピュータスキルを広く修得
充実したコンピュータ環境を活用した講義や演
習・実験を実施。いろいろな知能の実現と活用
するスキルを身につけます。

知能情報工学の基礎を修得
1年次には「知識工学基盤科目」「学科
共通科目」を通じて基礎を養い、専門
領域へ向けてのベースを築きます。

◆学びのステップ

5つの領域を通じて専門性を修得
2年次以降は5つの専門科目群で、専門
性を磨きます。

個々の進路に応じた研究
専門領域では、個々の目標・進路に応じた研究を行い、その集大成として卒業研究に
取り組みます。

社会課題を扱う共同研究が豊富
多くの企業と共同研究に取り組んでおり、実社会
の問題を扱いながら実践的な問題解決能力を
培い、磨いていきます。

豊富な体験型カリキュラム
座学だけでなく、演習・実験、企業見学・実習、イン
ターンシップなどの体験も行いながら、さまざまな知能
とデータ分析、そしてその活用法を理解していきます。

1 年 2年 3年 4年

● 大規模データ解析
● 人間情報システム

● 知的経営システム
● 人工知能
● 産業システム

卒業研究

5つの専門領域

数理統計
確率に関する基礎的
な事項を修得すること
で、統計的推論を行
うための基礎を確立
します。

ビッグデータ・クラウド演習
インターネットでビッグ
データを収集し、数理
統計学や人工知能を
使って実践的な解析の
演習を行います。

卒業研究
知能情報工学に関す
る問題をテーマに設
定し、解決に向けて
工学的なアプローチ
から研究を進めます。

知的情報処理
人工知能の手法で
アルゴリズムのわから
ない問題を解き、人と
コンピュータの知能の
差を理解します。

1 3 42

専門性につながる基礎科目を学修 知能情報工学の基礎を築く

学生VOICE

下山田 綾乃
（1年）

特別講義では、起業家や経
営者として活躍する本学卒業
生から実体験をうかがえます。
現場の生の体験を知ることが
できるのは、歴史ある大学なら
では！重要な考え方を学ぶこと
ができました。

専門的に学べる研究室




