G検定対策WEB講座カリキュラム詳細
大項目

中項目
人工知能の定義

人工知能とは
人工知能研究の歴史

探索・推論

人工知能をめぐる動向

2021/11/26

知識表現

学習目標

学習内容

人工知能や機械学習の定義を理解する

人工知能とは何か、人工知能のおおまかな分類、AI 効果、人工知能とロボットの違い

ブームと冬の時代を繰り返してきた人工知能研究の

世界初の汎用コンピュータ、ダートマス会議、人工知能研究のブームと冬の時代

歴史を学ぶ
第１次ブームで中心的な役割を果たした推論・探索の

探索木、ハノイの塔、ロボットの行動計画、ボードゲーム、モンテカルロ法

研究について学ぶ
第２次ブームで中心的な役割を果たした知識表現の研

人工無脳、知識ベースの構築とエキスパートシステム、知識獲得のボトルネック(エキ

究とエキスパートシステムを学ぶ

スパートシステムの限界)、意味ネットワーク、オントロジー、概念間の関係 (is-a と
part-of の関係)、オントロジーの構築、ワトソン、東ロボくん

機械学習・深層学習

人工知能分野の問題

人工知能分野の問題

機械学習、ニューラルネットワーク、ディープラーニ

データの増加と機械学習、機械学習と統計的自然言語処理、ニューラルネットワーク、

ングの研究と歴史、それぞれの関係について学ぶ

ディープラーニング

人工知能の研究で議論されている問題や、人工知能の

トイ・プロブレム、フレーム問題、チューリングテスト、強い AI と弱いAI、シンボル

実現可能性を考察する

グラウンディング問題、身体性、知識獲得のボトルネック、特徴量設計、シンギュラリ
ティ

教師あり学習

機械学習の具体的手法

教師あり学習に用いられる学習モデルを理解する

線形回帰、ロジスティック回帰、ランダムフォレスト、ブースティング、サポートベク
ターマシン (SVM)、ニューラルネットワーク、自己回帰モデル (AR)

教師なし学習の基本的な理論を理解する

k-means 法、ウォード法、主成分分析 (PCA)、協調フィルタリング、トピックモデル

強化学習の基本的な理論を理解する

バンディットアルゴリズム、マルコフ決定過程モデル、価値関数、方策勾配

学習されたモデルの精度の評価方法と評価指標を

正解率・適合率・再現率・F 値、ROC 曲線と AUC、モデルの解釈、モデルの選択と

理解する

情報量

ニューラルネットワークと

ディープラーニングを理解する上で押さえておくべき

単純パーセプトロン、多層パーセプトロン、ディープラーニングとは、勾配消失問題、

ディープラーニング

事柄を理解する

信用割当問題

教師なし学習
強化学習
モデルの評価

ディープラーニングのアプロー ディープラーニングがどういった手法によって実現さ
チ

れたのかを理解する

ディープラーニングを実現する ディープラーニングを実現するために必要ものは何
か、何故ディープラニングが実現できたかを理解する
には
ディープラーニングの概要
活性化関数

ニューラルネットワークにおいて重要な役割をになう

深層信念ネットワーク
CPU と GPU、GPGPU、ディープラーニングのデータ量

tanh 関数、ReLU 関数、シグモイド関数、ソフトマックス関数

活性化関数を理解する
ディープラーニングの学習に用いられるアルゴリズム

学習の最適化

事前学習、オートエンコーダ、積層オートエンコーダ、ファインチューニング、

勾配降下法、勾配降下法の問題と改善

である勾配降下法を理解する。そして勾配降下法には
どのような課題があり、どうやって解決するかを理解

更なるテクニック

する
ディープラーニングの精度をさらに高めるべく考えら

畳み込みニューラルネットワー CNN の構造を理解し、各層の役割と層間のデータの
ク(CNN)
深層生成モデル

画像認識分野

ディープラーニングの手法

音声処理と自然言語処理分野

ドロップアウト、早期終了、データの正規化・重みの初期化、バッチ正規化

れた数々のテクニックを理解する
CNN の基本形、畳み込み層、プーリング層、全結合層、データ拡張、CNN の発展形、

流れについて理解する

転移学習とファインチューニング

生成モデルにディープラーニングを取り入れた深層生

生成モデルの考え方、変分オートエンコーダ (VAE)、敵対的生成ネットワーク (GAN)

成モデルについて理解する
ディープラーニングの画像認識への応用事例や代表的

物体識別タスク、物体検出タスク、セグメンテーションタスク、姿勢推定タスク、

なネットワーク構成を理解する。

マルチタスク学習

音声と言語の時系列データをモデルで取り扱うための

データの扱い方、リカレントニューラルネットワーク (RNN)、Transformer、自然言

ニューラルネットワークモデルと最新の研究成果など

語処理における Pre-trained Models

を理解する
深層強化学習分野

モデルの解釈性とその対応
モデルの軽量化
AIと社会

AIプロジェクトの進め方

強化学習にディープラーニングを組み込んだ深層強化

深層強化学習の基本的な手法と発展、深層強化学習とゲーム AI、実システム制御への

学習の基本的な手法とその応用分野について理解する

応用

ディープラニングのモデルの解釈性の手法について

ディープラーニングのモデルの解釈性問題、Grad-CAM

理解する
計算リソースが十分ではないエッジデバイス等で学習

エッジ AI、モデル圧縮の手法

モデルを活用する方法を理解する
AI を利活用するための、考えるべき論点や基本となる AI のビジネス活用と法・倫理
概念を国内外の議論や事例を参照に理解する
AI プロジェクトをどのように進めるか、全体像と各

AI プロジェクト進行の全体像、AI プロジェクトの進め方、AI を運営すべきかの検

フェーズで注意すべき点などを理解する。

討、AI を運用した場合のプロセスの再設計、AI システムの提供方法、開発計画の策
定、

AI の学習対象となるデータを取得・利用するときに注 プロジェクト体制の構築
データの収集方法および利用条件の確認、法令に基づくデータ利用条件、学習可能な
データの収集

社会実装に向けて

意すべきことや、データを共有しながら共同開発を進

データの収集、データセットの偏りによる注意、外部の役割と責任を明確にした連携

める場合の留意点を理解する

ディープラーニングの
データの加工・分析・学習

実装・運用・評価

集めたデータを加工・分析・学習させるときの注意点

データの加工、プライバシーの配慮、開発・学習環境の準備、アルゴリズムの設計・調

を理解する

整、アセスメントによる次フェーズ以降の実施の可否検討

実際にサービスやプロダクトとしてAIシステムを世に

本番環境での実装・運用、成果物を知的財産として守る、利用者・データ保持者の保

出す局面で注意すべきことを理解する

護、悪用へのセキュリティ対策、予期しない振る舞いへの対処、インセンティブの設計
と多様な人の巻き込み

AI プロジェクトにおいてコーポレートガバナンスや内 体制の整備、有事への対応、社会と対話・対応のアピール、指針の作成と議論の継続、
クライシス・マネジメント

部統制、予期せぬことが起きた場合の対応などクライ

プロジェクトの計画への反映

シス・マネジメント(危機管理)に備えることの重要性を
理解する。
機械学習を行う上で最適化は重要である。最適化に必

数理・統計

数理・統計

要な必要な数学基礎知識や微分を理解する。また機械
学習で必要となる統計学基礎も理解する。

統計検定３級程度の基礎的な知識

オンライン講座

（オンデマンド）

デジタル関連講座

講座ガイダンス
当センターホームページからご覧ください。

この講座は、
「ヒューマンアカデミー」および「TAC」の協力を得て開講しております。

英 語

DXが加速する社会に必要なデジタルリテラシーを身につけるために。
●資格の概要

公務員
司
法

【G（ジェネラリスト）検定】
ディープラーニングの基礎知識を有し、適切な活用方針を決定して、事業活用する能力や知識を有しているかを検定する民間の検定試験。AI人材戦
略にのっとった人材育成の最初のステップとして位置付けられています。
【ITパスポート】
ITを利活用するすべての社会人・これから社会人となる学生が備えておくべきITに関する基礎的な知識が備わっていることを証明できる国家資格。
文系・理系や職種を問わず必要とされるITの基礎知識が身についていることをアピールできます。
【基本情報技術者試験】
ITエンジニアの登竜門とされており、ITエンジニアとしてキャリアをスタートするのに適した国家資格。ITパスポートと比較すると、プログラミン
グに関する知識が問われるため、難易度が上がります。「IT技術を提供する側」の資格といえます。
【応用情報技術者試験】
システム開発やIT基盤構築などの局面で、高いパフォーマンスを発揮できることのアピールになる国家資格。デジタル人材が不足するなか、この資
格を持つことで、就職や転職には大きなアドバンテージが得られます。ITエンジニアとして技術から管理、経営まで、幅広い知識と応用力が身につき
ます。

●講座の概要

会計職

デジタル関連の講座はすべてWEB講座となり、通学の必要はありません。自分のライフスタイルや目的に合わせて、効率的に受講が可能です。
DXが急速にすすみ、デジタル人材へのニーズが高まるなかで、実践的なスキルやデジタルの活用イメージを身につける講座や、「デジタルを使うため
の」導入的なデジタル関連の資格対策講座を2022年度より新規開講します。インターネットのなかで、情報を「かじる」だけでは断片的な知識にとど
まり、効果的に活用することができません。体系的な学びにより「理解すること」で、初めてデジタルリテラシーとして効果的にその知識やスキルを
生かせます。あらゆる業種や職種において、即戦力として活躍できるデジタルスキルを身につけることで、社会人として力強いスタートをきることが
できます。

デジタル関連

●本学学生対象講座
整理番号

22801

就職試験対策

22802
※

各種資格

G検定対策WEB講座

総回数

92回

ITパスポート試験対策
WEB講座
100回
（OfficeスキルUPパッケージ）

受付期間

〔11月受験目標〕4月 1日〜 6月30日
約17時間 〔2023年3月受験目標〕8月25日〜10月28日
〔2023年7月受験目標〕2023年1月12日〜 2月28日
約80時間

6月20日〜 8月15日
12月20日〜2023年2月15日

受講可能期間
（学習期間目安）

受講料

アカウント取得時
から1年間
（3カ月）

49,500円

アカウント取得時
から1カ月

5,500円
一部講座のみ
テキスト代別

提携先

ヒューマン
アカデミー

教材とカリキュラムの詳細はP.47をご確認ください。

●本学卒業生へのキャリア支援として

DXが加速する実社会において、デジタルスキルの必要性に直面している本学卒業生へのキャリア支援として、開講初年度は本学学生と同額で講座
を提供します。データを活用するための基礎知識からExcelの実務スキルまで、企業研修でもニーズの高い、今すぐ実務に役立つ講座をラインアップ
しています。

●本学学生および本学卒業生対象講座
整理番号

受講申込方法

46

講座名

（すべて消費税を含みます）

総授業
時間

※

講座名

（すべて消費税を含みます）

総回数

総授業
時間

受付期間

受講可能期間
（学習期間目安）

受講料

22803

ITパスポート試験対策
WEB講座

13回

約36時間

4月 1日〜2023年2月28日

アカウント取得時
から6カ月
（3カ月）

23,000円

22804

Excelで学ぶ
ビジネス統計スペシャリスト
WEB講座

15回

約5時間

4月 1日〜2023年2月28日

アカウント取得時
から4カ月
（2カ月）

17,000円

22805

知っておきたい
ICTの基礎WEB講座

35回

約7時間

4月 1日〜2023年2月28日

アカウント取得時
から6カ月
（3カ月）

15,000円

9,500円

TAC

22806

IT最新動向WEB講座

46回

約7時間

4月 1日〜2023年2月28日

アカウント取得時
から2カ月
（1カ月）

22807

基本情報技術者試験対策
WEB講座

48回

約16時間

4月 1日〜2023年2月28日

アカウント取得時
から10カ月
（5カ月）

44,500円

22808

応用情報技術者試験対策
WEB講座

35回

約11時間

〔10月受験目標〕4月 1日〜 5月20日
〔2023年4月受験目標〕8月25日〜10月20日

アカウント取得時
から10カ月
（5カ月）

47,000円

教材とカリキュラムの詳細はP.47をご確認ください。

提携先

講座名

受講料に含まれるもの

講座の特長

カリキュラム
詳細

質問
対応

無

ITパスポート試験対策
WEB講座

テキスト（1冊）
問題集（3冊）
実力テスト（3回）
WEBテスト（3セット）

◦WEB講義動画（165分×13回）
◦社会人に必要なITの知識を学習できる講座
◦会社とITのつながりやITに関する基本的な知識を身につけたい人に最適
◦CBT（Computer Based Testing) 対策でWEBテスト（3セット）が含まれる
ため、WEB上で繰り返し演習することが可能

有

Excelで学ぶビジネス
統計スペシャリスト
WEB講座

◦WEB講義動画（20分×15回）
◦Excelのグラフ機能や関数を使用し、データの傾向や相関などを発見・分析する
テキスト（1冊）
基礎的な分析スキルの習得をめざす講座
データCD-ROM(1枚）
◦ビジネス統計スペシャリスト、ベーシック試験に対応
レベルチェックテスト（2回）
◦テキストの進捗度に合わせた添削課題でスキルチェックが可能
◦
「データ分析力」は、今最も注目されているスキルの一つ

有

知っておきたい
ICTの基礎WEB講座

◦WEB講義動画（35回/計約420分）
テキスト（1冊）
◦ICT初心者に必要なICTの基礎知識を学べるよう丁寧に解説
確認テスト
◦理解度をチェックするための確認テストとレベルチェックテストが付属
レベルチェックテスト（2回）
◦ICTの基礎知識はどの業種・どの職種においてもDX時代では必要不可欠
ポイントチェック集（1冊）
◦自らの働く環境をマネジメントするICTスキルを身につける

有

IT最新動向WEB講座

WEB確認テスト（1回）
ポイントチェック集（1冊）

◦WEB講義動画（46回/計約449分）
◦ITの最新技術について「何が変わるのか？」という視点で理解を深めるための講座
◦ITの最新動向について幅広く学べる
◦
「DX」「AI」「IoT」「5G」など「なんとなく知っている」を「理解」につなげる
ためのファーストステップ

無

基本情報技術者試験
対策WEB講座

テキスト（5冊）
問題集（5冊）
実力テスト（5回）
公開模試（1回）

◦午前対策講義（15分×30コマ）
◦午前問題WEBトレーニング
◦午後問題アルゴリズム・プログラム言語対策ポイント講義(30分×各8コマ）
◦午後問題ポイント解説（30分×10コマ）
◦システム開発を行う企業での登竜門的な存在として、ITを戦略的に活用できる能
力が身につく定番資格の取得をめざす講座

有

テキスト（3冊）
問題集（4冊）
実力テスト（4回）
公開模試（1回）

◦午前対策講義（15分×24コマ）
◦午前問題WEBトレーニング
◦午後問題のポイント解説（30分×11コマ）
◦ITを活用して問題解決する能力が身につく資格
◦ITに関する技術的な知識を、基本情報技術者より深く身につけていることを証明
する資格
◦システム開発等のプログラム作成やプロジェクトのリーダーなど、実務的な部分
での中心的な役割を担える資質獲得をめざす講座

有

ITパスポート試験対策
WEB講座
（OfficeスキルUP
パッケージ）

法
就職試験対策
各種資格
受講申込方法

関西大学ではデジタル人材育成に積極的に取り組んでいます。

デジタル関連

関大生に向けて、所定のデジタル分野の検定
試験合格者に期間限定の経済支援を実施！

会計職

応用情報技術者試験
対策WEB講座

司

―

◦1カ月間で以下の12講座にフルアクセス可能
WORD基礎講座 WORD応用講座 WORD実践講座
EXCEL基礎講座 EXCEL応用講座 EXCEL実践講座
POWERPOINT基礎講座 POWERPOINT応用講座
MOS WORD試験対策講座 MOS EXCEL試験対策講座
MOS POWERPOINT試験対策講座
ITパスポート（本講座のみテキスト代1,650円別途）
◦短期間で集中的にOfficeスキルを身につけたい人に最適

公務員

有

G検定対策WEB講座

英 語

テキスト（1冊）

◦WEB講義動画（11分×92コマ）
◦日本ディープラーニング協会監修の公式テキストをベースにした初学者向け講座
◦当該協会の有識者会員が講師となり、基礎的な内容から丁寧に解説
◦非エンジニアのビジネスパーソン（ジェネラリスト）に向けた、事業活用で役立
つディープラーニングの基礎知識を身につけるための講座
◦専用の学習システム上で常時質問が可能

2021年度より、全学部の学生が履修可能な「活用法を見聞するAI・データサイエンス」および「活用法を体験する
AI・データサイエンス」が開設されました。そこで、本学学生の学習意欲向上に向けて、所定のデジタル分野の検定
試験合格者に1検定5,000円の経済支援を本学学生を対象に実施しています。
支援対象検定試験はこちら
※

「ITパスポート」 「G（ジェネラリスト）検定」 「データ・サイエンティスト検定」

支援対象の検定日程および手続き期間が限られているため、詳細はインフォメーションシステムの「お知らせ」で確認してください。
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