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人工知能科学専攻後期課程主任 瀧 雅人

教員のメールアドレス一覧は、以下のリンクから確認すること（独立研究科の学生のみ閲覧可能）。
■メールアドレス一覧

略歴等

内山 泰伸 ウチヤマ ヤスノブ 教授

東京大学大学院理学研究科物理学専攻で博士（理学）の学位を取得。SLAC国立加速器研
究所Panofsky Fellowを経て、2013年に立教大学理学部物理学科准教授に着任。2016年よ
り同教授。高エネルギー天文学を専門とし、近年は応用人工知能を推進。日本天文学会第
21回研究奨励賞受賞、第5回宇宙科学奨励賞受賞。

大西 立顕 オオニシ タカアキ 教授

立教大学大学院人工知能科学研究科教授。博士（科学）。2001年東京大学大学院工学系研
究科修士課程修了。2004年同大学院新領域創成科学研究科博士課程修了。同年同大学院
法学政治学研究科助手、2007年同研究科助教、2009年キヤノングローバル戦略研究所研
究員、2012年同研究所主任研究員、2013年東京大学大学院情報理工学系研究科准教授を
経て2020年より現職。実証データに基づいて学術的・社会的に価値ある知見を発見すること
に関心がある。

正田 備也 マサダ トモナリ 教授

専門分野は機械学習を使ったデータ分析。確率モデルによるテキストマイニング、特にトピッ
クモデルによる大規模コーパスの分析を中心に研究を進めている。具体的には、潜在的ディ
リクレ配分法（LDA）を拡張したモデルによる学術情報の分析や、ベイズ的なデータモデリン
グによるセンサデータの分析などに取り組んできた。最近は、深層学習との関連で、変分
オートエンコーダ（VAE）を用いた大規模データの分析に関心がある。

村上 祐子 ムラカミ ユウコ 教授
東京大学卒業後、フルブライト奨学生として哲学・論理学を学びPh.D(philosophy,IndianaU)取
得。国立情報学研究所、東北大学を経て現職。エージェント・行為概念の論理的挙動を演繹
的に記述するプロジェクトを中心に、演繹的推論と帰納的推論の融合に取り組んでいる。

瀧 雅人 タキ マサト 准教授
東京大学理学系研究科 博士（理学）。京都大学基礎物理学研究所を経て、2012年理化学
研究所入所、現在は数理創造プログラム上級研究員。著書に『機械学習スタートアップシ
リーズ これならわかる深層学習入門』。2015年度に素粒子メダル奨励賞。

新田 徹 ニッタ トオル 特任教授
筑波大大学院修了後、NEC、電子技術総合研究所、産業技術総合研究所を経て、2020年よ
り現職。博士（工学）。2000～2008年阪大連携大学院教授（併任）。2010～2014年日本神経
回路学会 理事。

三宅 陽一郎 ミヤケ ヨウイチロウ 特任教授
株式会社スクウェア・エニックス テクノロジー推進部 リードAIリサーチャー。著作に「人工知
能のための哲学塾」「人工知能の作り方」「ゲーム情報学概論」「FINAL FANTASY XV の人
工知能」「高校生のためのゲームで考える人工知能」（ほか多数）。

吉川 厚 ヨシカワ アツシ 特任教授
（株）EduLab 主席研究員、東京工業大学情報理工学院特定教授兼務。主に社会に紐付い
た現実的なフィールドにおいて、データ分析や認知科学的研究を行っている。特に人事・研
修・教育分野を多く扱っている。

石川 真之介 イシカワ シンノスケ 特任准教授
2011年、東京大学大学院理学系 研究科修了。理学博士。カリフォルニア大学バークレー
校、JAXA 他での研究員を経て、2019年より株式会社豆蔵に入社。デジタル戦略支援事業
部所属、AI-tech チームリーダー。

■その他の科目担当
略歴等

佐々木 宏 ササキ ヒロシ 教授
立教大学経営学部教授。博士（経済学）。(株)三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ＆コンサ
ルティング)研究員などを経て現職。経営学のディシプリンをベースにデジタル・トランス
フォーメーションや、新技術(AIなど)の組織適用などを研究している。

和田 伸一郎 ワダ シンイチロウ 教授
立教大学大学院社会学研究科教授。博士（人間・環境学：京都大学）。著書に『存在論的メ
ディア論　ハイデガーとヴィリリオ』、新曜社、2004。『国家とインターネット』、講談社、2013、
その他多数。

アンドラーデ ダニエル アンドラーデ ダニエル 客員准教授 広島大学AI・データイノベーション教育研究センター准教授。

浦川 伸一 ウラカワ シンイチ 客員教授
立教大学社会学部卒。日本アイ・ビー・エム株式会社でSE、プロジェクトマネージャを経て、
損害保険ジャパン執行役員。現在、同取締役専務執行役員及び、経団連DXタスクフォース
座長、内閣府人間中心のAI社会原則会議構成員、NEDO委員(AI関連)などをつとめる。

北澤 正樹 キタザワ　マサキ 客員准教授

北澤技研代表。東京工業大学大学院総合理工学研究科知能システム科学専攻修了　博士
（工学）。メーカー勤務を経て現職。
機械工学（IE／SCM）、応用統計、人工知能技術（Agent-based simulation／最適化／機械
学習）を組み合わせたデータ活用による業務効率化全般、特にヒトの振る舞いも要素に含め
たシミュレータ構築とその利用による全体最適化に興味。

前田 順一郎 マエダ　ジュンイチロウ 客員教授

公認会計士・税理士・行政書士。東京大学経済学部卒業。マンチェスター大学経営学修士。
都市銀行、あずさ監査法人、ＫＰＭＧロサンゼルス事務所・国土交通省航空局勤務を経て独
立開業。監査法人では大手金融機関の会計監査、Ｍ＆Ａ、国際業務のほか、ＩＦＲＳの導入
に携わる。国土交通省では空港コンセッションを実現。現在は豊富な経験を活かした幅広い
コンサルティング業務を行う。

天本　義文 アマモト　ヨシフミ 兼任講師
九州大学先導物質化学研究所 助教。九州大学大学院工学府にて、博士 (工学)を取得後、
カーネギーメロン大学、東京大学、名古屋大学にて研究に従事。専門は、材料 (特に高分子
材料)とデータサイエンスの融合分野。

人工知能科学研究科委員長
人工知能科学専攻前期課程主任

教員名

教員名

https://drive.google.com/file/d/1KRN5yS0FbuMbq7vN93EjYXJ1YyPIlmGQ/view?usp=sharing


雨森　賢一 アメモリ　ケンイチ 兼任講師

京都大学　高等研究院ヒト生物学高等研究拠点　特定拠点准教授・主任研究者 1997年京
都大学総合人間学部卒業、2001年奈良先端科学技術大学院大学博士課程修了。博士（理
学）。2002年北海道大学大学院医学研究科助手、2005年マサチューセッツ工科大学ポスド
ク、2009年同大リサーチサイエンティスト。2017年京都大学白眉センター・霊長類研究所特
定准教授、2020年より現職。専門は神経生理学。とくに認知神経科学・理論神経科学。現在
はヒト・霊長類の意思決定・不安障害に関心をもつ。

石井 浩雅 イシイ　ヒロマサ 兼任講師
立教大学大学院人工知能科学研究科修了。ユニ・チャーム株式会社ショッパーマーケティン
グ統括部テクノロジー推進部長・上級主管。大手食品メーカーのリテールDXアドバイザー。

伊藤 真利子 イトウ　マリコ 兼任講師
総合研究大学院大学先導科学研究科五年一貫制博士課程修了。博士（理学）。社会・経済
関連のデータ解析や、数理的アプローチによる集団意思決定の理論研究を行っている。

岩崎 啓克 イワサキ ヒロヨシ 兼任講師
立教大学理学研究科物理学専攻を2020年に修了。博士（理学）。在学中の2019年より株式
会社ギャラクシーズにてリサーチャー。深層学習を応用したX線天文研究や、AIの社会実
装・人材育成に従事。

宇都宮 聖子 ウツノミヤ　ショウコ 兼任講師

東京大学大学院情報理工学系研究科にて、半導体物性の量子シミュレーション研究で博士
号（情報理工学）を取得。2003〜2017年 国立情報学研究所にて助教〜准教授として、光半
導体物性を用いた量子情報・量子コンピュータ研究に従事。内閣府ImPACTプロジェクト研究
開発責任者としてレーザーを用いたイジングマシンの研究開発。その後基礎研究から実応
用へ、トヨタ自動車にて機械学習を用いた自動運転研究開発を経て現職。AWS にて機械学
習および量子コンピュータ分野におけるソリューションアーキテクトに従事。

大関　真之 オオゼキ　マサユキ 兼任講師

東北大学大学院情報科学研究科/東京工業大学理学院・教授、及び株式会社シグマアイ代
表取締役。学術と産業を結びつける活動に従事。飽きっぽいので5年くらいの周期で研究
テーマを変える。
ちょっと前までは量子アニーリングの応用研究、最近は量子ランダム回路での統計力学。
YouTubeで自身が担当する大学や大学院でのガチ講義を配信している。是非ご覧ください！

カングリヤン ドミトリーカングリヤン ドミトリー 兼任講師

MEPhI（モスクワ、ロシア）の理論物理学科で博士（理学）の学位を取得。マックスプランク核
物理研究所Research Fellowを経て、2010年に宇宙科学研究所ITYF Fellowに着任。2015年
に立教大学理学部物理学科特任教授に着任、2020年から立教大学人工知能科学研究科講
師にも着任。高エネルギー天文学と理論物理を専門とする。

近添 淳一 チカゾエ　ジユンイチ 兼任講師

機能的MRI研究によって、認知機能の基盤となる脳内メカニズムを明らかにしようとしていま
す。近年では特に深層学習を含む機械学習技術の応用により、脳と人工知能の類似点およ
び相違点を明らかにする研究を行っており、脳科学と人工知能を融合させて真の「知性」を
持つ機械を創りたいと考えています。

藤堂 健世 トウドウ ケンセ 兼任講師

東京工業大学総合理工学研究科知能システム科学専攻修士課程修了。同大学院博士課程
後期課程在学中。人工知能の研究としては創造性研究、特に感情生成と言語創発を専門と
する。人工知能を介したテーマで中学生や大学学部生・社会人に対してワークショップの実
施等、アウトリーチ活動を続けている。

豊泉 太郎 トヨイズミ　タロウ 兼任講師

理化学研究所　脳神経科学研究センター　数理脳科学研究チーム　チームリーダー 2001
年、東京工業大学理学部物理学科を卒業後、東京大学大学院新領域創成科学研究科複雑
理工学専攻（修士2003、博士2006）。2003年よりスイスの連邦工科大学ローザンヌ校で研究
に従事したのち、2005年より理化学研究所で研究。2006年よりコロンビア大学の理論神経科
学センター所属を経て、理研の脳科学総合研究センターへ。2011年より同チームリーダー、
2018年より現職に就任。国際神経回路学会若手研究者賞2008、文部科学大臣表彰若手研
究者賞2016受賞。

西本 伸志 ニシモト　シンジ 兼任講師

大阪大学大学院生命機能研究科教授（2021年度より）。大阪大学大学院基礎工学研究科修
了の後、カリフォルニア大学バークレー校ヘレン・ウィルス神経科学研究所、情報通信研究
機構CiNetを経て現職。脳内情報表現の定量理解および脳情報デコーディング等の研究に
従事。

針原 佳貴 ハリバラ　ヨシタカ 兼任講師

東京大学大学院情報理工学系研究科数理情報学専攻博士課程修了。博士（情報理工学）。
在学中は量子光学系を用いた組合せ最適化問題の計算手法に関する研究に従事し、研究
科長賞受賞。2018年 Amazon Web Services (AWS) Japan 入社。ソリューションアーキテクト
として日本のスタートアップにおけるクラウド利用、機械学習基盤の設計、量子コンピュー
ティング技術活用の支援に取り組む。

松井 鉄平 マツイ　テッペイ 兼任講師
東京大学理学系研究科卒（理学博士）。専門はfMRIや光学顕微鏡による神経活動イメージ
ング。主な研究対象は大脳皮質の視覚情報処理システム。

村田 悠也 ムラタ　ユウヤ 兼任講師
株式会社小松製作所 ICT企画・運用チーム(2020/4~)。産業技術総合研究所 産総研・東工
大オープンイノベーションラボラトリ研究員(2017/5 ~ 2020/3)。東京工業大学総合理工学研
究科博士課程修了(2017/12)。博士(工学)。

本武　陽一 モトタケ　ヨウイチ 兼任講師

東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士（学術）。同大新領域創生科学研究科
での特任研究員を経て、現在、統計数理研究所統計的機械学習研究センター特任助教。深
層学習、ベイズ推論、位相的データ解析を用いた、分析手法開発や物理データ分析の研究
に従事。



渡邉 正峰 ワタナベ　マサタカ 兼任講師

1970年千葉県生まれ。1993年東京大学工学部卒業、98年東京大学大学院工学系研究科博
士課程修了。99年から2001年にかけて東京大学大学院工学系研究科部助手、2001年から
同助教授、カリフォルニア工科大学留学などを経て、現在は、東京大学大学院工学系研究
科准教授および独国マックスプランク研究所客員研究員。専門は脳科学。単著に『脳の意識
機械の意識』（中央公論新社、2017)、共著に『理工学系からの脳科学入門』(東京大学出版
会、2008年)、『イラストレクチャー認知神経科学』(オーム社、2010年)など。


