年号も令和に変わり、長
かったゴールデンウィーク
も終わりに近づき、いよい
よ本格的に今年度が始動し
ました。今までの数回のゼ
ミのやり取りの中で、今年
度の卒業研究のテーマの骨
格が見えてきましたので、
今回は、それを紹介し、そ
の中で私がポイントと考え
る点を述べることにしま
す。今年度は、スポーツが
好きだからそれに関連する
研究をしたいという学生が
多数いましたので、基本的
には、それぞれの学生が希
望した内容に内容にしてみ
ました。ただし、研究テー
マにならないために、変更
したものもあります。変更
するにあたっては、私が行
っているプレミアプロジェ
クト「社会弱者のためのＡ
Ｉボットの開発」に関連し
ているものもあります。
しかし、いうまでもあり
ませんが、研究はあくまで
も学生が行うものであり、
可能と思われる内容を私か
ら提案したのであって、私
から押し付けたものではあ
りません。従って、問題意
識も持つ必要があります。
昔から、発表会の時に、「な
ぜその研究をしたのです
か？」という質問に答えら
れない学生がいますが、当
研究室では、私の研究の主
要部分の下請けを学生にさ
せていませんので、学生が
研究をしなくても私がそれ
で困ることもありません。
この質問に答えられない場
合は、テーマを変え、自分
でやりがいを感じるテーマ
に変えてもらいます。自分
で過不足のないテーマを設
定できず、それかといって、
私からの提案テーマにも興
バスケットプレイ中の選
手のポーズから、選手が投
げたシュートがどの辺に飛
ぶのか、また、ゴールに入
るのかどうか、ポーズを分
析してそれを予測するのが
本システムの目的。一般的
な試合の中で、ポーズを取
得し、その先でシュートが
成功するかどうかを予測す
るのは、バスケットのかご
の大きさや距離の不確実さ
などを考えるとあまり実用
的ではなさそうである。バ
スケットをしている学生が
行う研究であれば、バスケ
の選手ならではの独創的な

バスケットにおける人の体
のポイント抽出と動作の評
価

味が持てない学生は卒業で うなシステムを作ることで
きません。
ある。また、ボールの位置
もわかることが望ましい。
キネクト（あるいは他の深 さらに、選手がどちらのチ
度センサ）を使った人の姿 ームであるか、どの選手で
あるか、といったことまで
勢推定システム
わかれば、非常に興味深い
ものになる。
コート全体が撮影できる
Ｗｅｂカメラがあればそれ
を使い、無理なようなら、
コート半分程度を撮影し、
２つの画面から得られる情
報をマージする。人の検出
に当たっては、とりあえず
ＯｐｅｎＰｏｓｅを使って
みるが、人の位置の割り出
しだけならもっと軽い処
理、たとえば、ＨｏＧ特徴
からの人検出なども適用可
能かもしれない。目標はリ
アルタイム抽出である。リ
アルタイム処理が理想であ
るが、いったん動画を撮影
し、それを時間をかけて処
理して目的の情報を得るこ
とも無駄ではない。

片麻痺患者の体幹のゆが
みの度合いのチェックや、
多数の人の健康診断におけ
る異常の拾い出しなど、第
１段階のチェックに用いる
ことのできるシステムとし
て開発する。そのため、診
断を行うのではなく、数値
的に左右のアンバランスが
わかるなどの、数値を求め
るシステムとして開発した
い。
まず、センサーに向かっ
て立った時に、センサーに
対して正面を向くために左
右へ回転するよう、指示を
与える。その上で、たとえ
ば、
等高線を画面上に描き、
体のアンバランスを見つけ
やすい表示方法を考案す
る。次に、横を向かせ、横
からの姿勢も分析すると、
整形などの診断に役立てら
れるのではないだろうか。
さらに、
歩行時の姿勢など、
動的な姿勢を数値で評価で
きると面白い。姿勢の評価
における基準は、姿勢の専
門書を参照しなければなら
ない。ともかく、この分野
の診断にどういう体の姿勢
が使われるのか、しっかり
調べる（研究する）ことが
望まれる。
バスケットにおける人とボ
ールの位置の認識
本システム作成の目的
は、
画像で撮影ゲームから、
プレイヤーを自動的に抽出
して、位置表示ができるよ

次は、睡眠の状態を抽出
する。布団の中にいるかど
うかは、容易な判定である
が、リアルタイム検知によ
り、トイレへの起床などを
知ることができる。寝返り

深度センサーによる睡眠中
の人の状態認識システム

テーマを考案することが強 深度センサーによる睡眠中
く望まれる。この部分は、 の人のバイタルチェックシ
バスケに興味のほとんどな ステム
い私が考えるには限界があ
このテーマは、今年度か
る。
ら田中が始める、「社会弱
片足立ちにおける足裏の圧 者のためのＡＩボットの開
力変化とボディのバランス 発」の一部という位置づけ
もある。テーマは３つあり、
の関係の測定
（１）は、キネクトでバイ
タルの自動チェックを行い
たいという趣旨である。
呼吸については、以前、
田中が胸郭の前後の動きを
とらえた呼吸数推定システ
ムを提案しており、それを
発展させたいと思ってい
る。脈拍については、顔の
色の微妙な変化を見る必要
があり、睡眠中の暗い中で
可能かどうかわからない
が、無理であれば、それは
明るい日中に使用するとい
うことでもよいと思う。
田中が以前提案したもの
は、呼吸の位相がほぼ反対
になるであろう時間をずら
して、同じ画素部分の深度
を比較し、距離が小さくな
った画素数から距離が大き
くなった画素数を引き、そ
れを閾値処理することによ
り、呼気段階、吸気段階の
いずれであるかを判定す
る。
布団の上からでもできる
とその当時判断したが、そ
のあたりの再検証が必要で
ある。
片足立ちをしているとき
にバランスよく立てている
かどうかは、足裏の圧力の
バランスを調べればよいと
いう考えから、センサーを
３つ使い、足裏の圧力を同
時に測定する。それによっ
て、体のバランスがどのよ
うになっているかを、キネ
クトを使って同時に計測す
る。
このテーマのポイント
は、３つのＡｒｄｕｉｎｏ
からの圧力値がきちんと取
得できるかという、センサ
ーの目的、そして、３か所
のセンサー値とキネクトに
よる体のバランスの値の関
係をモデル化するというこ
とであろう。体のポイント
は、キネクトのＢＯＤＹを
5か所取得できる
使えば2
が、そのうちのどれを使う
のか、また、多変数の時系
列解析という側面を持って
いる。
片足立ちをゲームのよう
に扱い、開始から終了まで
の時間を計測しつつ、その
間、バランスがどのように
変化したか、どういう状態
になったら倒れる可能性が
あるのか、そのためにはど
のようにしたら長時間片足
立ちを続けられるのか、画
面を併用して、片足立ちゲ
ームをサポートするシステ
ムを作ると面白いだろう。

部分の画素数が非常に少な
くなるため、２段階にして
読み取るか、最初からその
部分だけ読み取ることが必
要だろう。数字の読み取り
のためには、ＭＮＩＳＴを
使うか、新たに学習するか
だが、まずＭＮＩＳＴでや
ってみたらよいと思う。読
み取った番号と得点は音声
出力させ、
不足していたり、
誤っていたら、音声入力で
補うことを考えている。
ＧｏｏｇｌｅのＯＣＲで
は、手書き文字の認識もカ
バーしているようで、ＯＣ
Ｒと手書き文字認識の区別
がなくなってきたが、ＯＣ
Ｒといったときに、学習が
できるのかどうかが心配で
ある。
そういうところまで、
総合的に調べて研究してほ
しい。

あれば、遠慮なく聞き出せるのでは
ないかと思っています。そうして、
真に役立つ一人暮らし高齢者のサポ
ートを考えていきたいと思っていま
す。キネクトを応用したようなシス
テムで、無線通信機能を持たせるこ
とにより、１つでも、安心を増やす
ことができればと思います。
次に、ダウン症の子供に必要なも
ので、今までないものを考えたいと
思っています。
子供の成長のために、
たとえば、画面を見てそれをまねさ
せるというようなものが役立つと、
誰かから聞いたことがあります。そ
れも有力な候補です。
次年度以降に、
こうした子供へのサポートシステム
を考えていきたいと思っています。
これらを、ＡＩを含めて作ること
ができたら、それは素晴らしいもの
だと思っています。どうか、皆さん
応援してください。

の有無や回数、体の向きな
このテーマは教員の要請
どを自動的に検知すること （というか、私田中である）
で、健康状態もチェック可 に基づいて行っているテー
能と考えている。
マで、昨年度の小篠君の研
病院において、ベッドか 究の続きである。小篠君の
ら落ちそうになったら、ナ 研究では、個々の要素技術
ースセンターにアラームを の芽が出てきた状態で終わ
鳴らすというような実際の ったので、今年度は完成に
システムがすでに実用化さ 近いレベルまでもっていき
れていると聞く。認知症の たいと思っている。
方を被験者とする場合、ベ
具体的には、学籍番号８
ッドからの抜け出しもアラ 桁と、赤で書かれた総合得
ームの対象だろう。さらに、 点１～３桁を読み取り、Ｃ
検知結果を、インターネッ ＳＶファイルに書き込むと
トを通じて、家族などに知 いうのが目標である。使え
ら せ る と い う 機 能 も 欲 し るようにするには、答案用
い。
紙の提示後、自動的に認識
このテーマの人は、今ま し、音などで次の答案用紙
で、どういうシステムが実 を提示することを促すなど
用化されているか、特許化 ができれば成功だろう。
されているか、今後、どう
答案用紙では、学籍番号
いうことを検知したら役立 の書かれている枠が同じと
つか、自分でも調査・研究 ころにあるというのは大き
なメリットである。
ただし、
が必要である。
答案用紙を丸ごと大きな画
答案用紙の学籍番号と手書 像にして読み込んでしまっ
たら、数字の書かれている
き得点認識入力システム

私自身、一人暮らしの老人や、ダ
ウン症の孫を持ち、社会弱者に目が
自然に行く状況にあります。そうい
う中で、自分の残り少ない研究人生
を何に賭けるかと考えたとき、この
テーマが浮かんできました。
基本的には自分自身でシステムを
考え、作っていきたいと思っていま
す。ただ、甲南大学のプレミアプロ
ジェクト「ＡＩロボット学びプロジ
ェクト」の１つとして立ち上げたこ
とから、学生を巻き込んで実施する
ことが求められます。
学生にも、社会弱者に配慮してほ
しいし、研究の目的としてそういう
ものがあるというのは良いことと思
っています。
まず初年度は、一人暮らしの老人
サポートシステムを作っていきたい
と思います。一人暮らしの老人に、
何が本当に必要なのか、自分の親で

甲南学園が創立１００周
年を迎えるにあたって、ポ
ートピアホテルで、記念式
典と祝賀会が盛大に行われ
ました。
記念式典では、理事長を
始めとして各界からの代表
者のあいさつがあったほ
か、能が演じられ、厳かな
雰囲気が醸し出されまし
た。これが、甲南大学のカ
ラーとして位置づけられて
いたようにも思えます。
私は新幹線で岡山の自宅
から駆け付けたのですが、
ポートピアホテルの専用バ
ス乗り場では、以前から新
幹線通勤で知り合いの、兵
庫県立大学太田学長とばっ

神戸新聞文化センターが
行っている「さわやか大学」
に、田中教授が講師として
5日に講義を行いまし
４月1
た。平日の昼間に毎月１回
ずつ開催されているもの
で、今回は、神戸市教育会
館６階大ホールで、約２５
０名の受講生を相手に、「身
近になった人工知能」とい
う題目でした。
他の講義の題目は「明治
維新１５０年～その時歴史
は動いた～」、「京都千年
うた紀行⑪」、「枕草子の
おもしろさ⑲」、「川に流
れる伝説と文学」、「「え
と」
と元号を考える」
、「～
人生を振り返り、明日に繋
ぐ～「想い出話」のチカラ」
、
「ルーヴル美術館の魅力～
名画を読み解く～」、「日
本人の起源を探る」、「新
五国風土記」、「阪神間モ
ダニズム」、「ヒット商品
からみた日本経済史」
、「関
西人について」だったよう
です。
0
今回の講義の聴衆が、6

たりお会いしました。太田
先生とは、以前から、毎日
新幹線通勤している者同士
で、自然に知り合った間柄
で、新幹線の中でお会いす
れば、雑談をしていたので
すが、この日、バスの中で
久しぶりに懐かしい思い出
話をしました。
祝賀会には、ざっと見た
ところ千人近い大人数が参
加され、知能情報学部から
も、田中以外に、松本学部
長、岳教授、高橋教授、森
元教授、灘本教授、和田准
教授、梅谷准教授らが参加
しておられました。また、
辻田名誉教授、田口名誉教
授らも参加されており、辻

0代の人が多いという
代、7
こと、もともと人工知能と
いうことではなく、
これら、
種々のタイトルを期待して
受講している人だというこ

田名誉教授とは、久しぶり
にあれこれお話しすること
ができました。
会場には、地元の酒蔵か
ら高級酒がふるまわれてお
り、お酒をいただきにブー
スに行ったところで、甲南
大学理学部ＯＢの中西氏と
知り合うことができまし
た。中西氏はご近所にお住
まいとのことで、その後、
私の研究室に来ていただ
き、個人的にお話すること
ができました。理学と工学
の違いなどについて、日ご
ろから深くお考えになって
いることがわかり、逆に、
その中にどっぷり浸かって
こまごまとしたことをやっ
ている者が考えることが少
ないテーマでの問題提起は
新鮮でした。中西氏の関わ
っておられる研究会へのお
誘いもあり、機会があれば、
話をさせていただくという
ことで、お別れしました。

皆さん、ゴールデンウィ
0連休、いかがお過
ークの1
ごしでしょうか。甲南大学
0
は、3
日
と
２
日
が
通
常の授
0連休と
業日でしたので、1
いう感じはありませんが、
のんびりすることができて
います。
つぶすことが必要な時間
は長い間取れておらず、時

とを考慮して、専門的な話
は極力しないことにし、生
活に関係の深いことで、直
感的にわかることを見せ
る、聞かせるということで

間は常に不足するものです
が、今年度は、簡単な委員
はあるものの、手当のつく
ような役職には就いており
ませんので、
そのおかげで、
今までできなかったことに
少しずつチャレンジしてい
ます。まだほとんど手つか
ずで、これからのことも含
まれていますが、私がやろ

話を組み立てました。その
内容は以下の通りです。
１．今は大変革の時代
ソサイエティ１．０（狩
猟）、ソサイエティ２．０
（農耕）、ソサイエティ３
．０（工業社会）、ソサイ
エティ４．０
（情報社会）、
それに続くソサイエティ５
．０がこれから待ち構えて
いる社会。この変化は、人
類歴史上のエポックであ
る。
２．私たちの周りに雨後
の竹の子の如く現れてきた
人工知能。
ここでは、私の今までに開
発したシステムなどの紹介
をしています。
３．現在のＡＩの紹介
スマートスピーカー、グー
グル翻訳、一般物体認識な
ど、手元で実験できるもの
を使って実演したほか、自
動運転車に用いられるＡ
Ｉ、ロボット、いろいろな
ボットなどを紹介しまし
た。
４．人工知能は将来どう
なる？
今後社会に入りこんでくる
0
ＡＩに求められること、1
年先の生活、カーツワイル
のシンギュラリティの話な
どについて、説明しました。

うとしていることをご披露
します。すでにお気づきの
方もあるかと思いますが、
これらは私が学生に研究の
中でさせたり、学生がやっ
ていたりすることが含まれ
ています。自分自身で実験
・検証をしていきたいテー
マです。
１．コンピュータビジョ
ンの理論を実験検証。コン
ピュータビジョンの研究者
なら、だれでもステレオ視
の理論は知っていると思い
ますが、実際に実験をした
ことがありませんでした。
まずは、この連休にステレ
オ視の実験を、やってみよ
うかと思っています。最初
は、
２つのカメラを固定し、
対応点を８つ、手作業で決
めて、基礎行列を求めてみ
ようかと思います。また、
一眼レフのカメラでレンズ
を変えて、その違いを見て
みたいと思っています。実
際のカメラを使って、コン
ピュータビジョンの計算を
してみるということです
ね。
２．スマートスピーカー
で部屋の中を自動制御、さ
らに、ディープラーニング
で知能化。プレミアプロジ
ェクトで提案している、Ａ
Ｉボットの１つの核に、Ａ
Ｉスピーカーを使いたいと
思っており、その使い方の
勉強です。スマートスピー
カーを、ＡＩとのインタフ
ェイスにしたいと思ってい
ます。
３．ＡＲＣｏｒｅのプロ
グラミングを覚えて、スマ
ホカメラで３次元画像処
理。スマホにいずれ深度セ
ンサーが搭載されると言わ
れて久しく、Ｚｅｎｆｏｎ

ｅ ＡＲを買って情報が出
てくるのを待っていたら、
いつの間にかＴａｎｇｏは
中止になって流れが変わ
り、普通のカメラで３次元
処理するという流れになっ
てきました。そのため、Ａ
ＲＣｏｒｅを覚えようかと
思っているところです。Ａ
Ｒｋｉｔにしない理由は？
といえば、私のスマホはｉ
ＰｈｏｎｅではなくＡｎｄ
ｒｏｉｄだからです（現在、
Ｐｉｘｅｌ ３を使ってい
ます）。
４．ＡＩを手元に。Ｒａ
ｓｐｂｅｒｒｙ Ｐｉを使
ったディープラーニングが
盛んに雑誌に載っており、
それを実現したいと思って
います。また、Ｊｅｔｓｏ
ｎ ｔｘ２もせっかく買っ
たのだから使わなければ。
５．授業の準備。毎年の
ことですが、授業の準備を
土日、特に、ゴールデンウ
ィーク頃はやっています。
それでも、毎年授業アンケ
ートではボロカスに書かれ
ますので、努力が足らない
と思うのですが、これ以上
準備をせよと言われても、
物理的に無理です。今は、
パターン認識、知能情報学
実験及び演習、（院）知能
情報処理特論がその中心で
す。毎年、使用する教材を
変えているのが、大変な理
由でしょうか。まさに自転
車操業、次回の授業に間に
合わせるのがやっとです。
授業に何とか間に合わ
せ、学生の指導をなんとか
こなし、自分の研究もなん
とかやっているつもりで
す。
どこかでトラブったら、
止まってしまいそう。まる
で、日本経済のようです。

2日（水） 大西智
５月2
也氏、岩﨑智宏君、ＳＣＩ
9（システム制御情報学会
1
講演会）で論文発表

祝日は、祝日法第１条
で、「自由と平和を求め
てやまない日本国民は、
美しい風習を育てつつ、
よりよき社会、より豊か
な生活を築きあげるため
に、ここに国民こぞって
祝い、感謝し、又は記念
する日を定め、
これを「国
民の祝日」
と名づける。」
ということらしい。昔は
「旗日」と言って、玄関
に日の丸を掲げていた
が、最近はあまり見なく
なった。本来の意味を考
えて休んでいる人など、
ほとんどいないだろう。
行楽の日、人手を見に行
く日という印象である。
0日間は確実に社会
この1
活動が停滞する。
経済の問題に悩む日本

第１面を、今回初めて写
真なしで作成してみまし
た。いかがでしょうか。写
真がなかったということも
あるのですが、そのそも、
夏目漱石にしても、森鴎外
にしても、養老孟司にして
も、内田樹にしても、本の
中には字ばかりです。こう
して、写真がない紙面が出
てきてもそんなに違和感は
ないと思うのですが・
・・。
さて、今回の新聞は連休
の真っただ中に書いていま
す。私の姿も、ごらんのと
おり、ひげ面・・・なんて
ことはないですよね。これ
は、ＦａｃｅＡｐｐという
ソフトを使って加工したも
のです。一番面白かったの
は、私の顔を女性に変えた
写真です。どこかにいるお
ばちゃんになりました。私
がもし女性だったら、今頃

で、こんなに一斉に休む
ことが問題であるという
認識は国会議員にあるだ
ろうか。諸外国に比べて
長期休暇が少ないと言わ
れるが、祝日がこんなに
たくさんある国はない。
盆、正月を含めて、一斉
休業は多い。１年に３回
は１週間程度の停滞があ
る。それよりも、休暇を
ずらして取り、一斉休業
をしなくて済むようにす
る工夫をするつもりはな
いのだろうか。
甲南大学も、事務職員
の一斉休業が多い。休み
をずらして取ってくれな
いだろうか。
我々教員は、
休みの日こそ、授業の準
備や研究ができると思っ
ている。

こんな顔をしていたんだな
と思うと、
楽しくなります。
恥を忍んでこれらをお見せ
します。どうですか。うま
くできていますね。ＡＩを
どのように応用しているの
か、知りたいところです。

