理学療法では、対象者の
負担、時間の制約から、簡
易的で正確な身体評価方法
が求められている。その問
題を解決するための身体計
測方法の開発・研究を行う
ために進学を決意した。
縁あって、田中研究室に
博士後期課程生として入
学、ＫｉｎｅｃｔやＬｅａ
ｐ Ｍｏｔｉｏｎ、圧セン
サーを活用した身体運動計
測をと理学療法と融合でき
るシステムの開発を行って
きた。そして、早くも３年
目を迎えた。多くの指導を
いただき、様々な講演会で
の発表し、論文を投稿して
いる。
最初はＣ＋＋がわから
ず、見様見真似で基本から
勉強し、不足分はアドバイ
スをいただき、Ｋｉｎｅｃ
ｔからデプス情報、骨格情
報を取得することができる
ようになった。その他、人
体検知にＯｐｅｎＰｏｓｅ
を用いることもでき、研究
の幅を拡げられた２年とな
った。自らプログラムを地
道に触り、失敗を繰り返し
ながらシステムを作るノウ
ハウを身に着けることがで
きた。６月に博士後期課程
の中間発表を行い、最後に
博士論文を作成することが
ゴールであるが、そのゴー
ルを迎えると同時に、この
経験を活かした仕事をして
いかなければならないと思
い始めた。

最近、機械学習について
勉強を始めている。何とな
くわかっていることが多
く、理解度は中途半端であ
る。さらに実際に様々なプ
ログラムを見ながら勉強
し、リハビリ（理学療法）
に還元していきたいと思う
気持ちは強くなってきてい
る。
現在は、博士論文の主テ
ーマである「センサーを用
いたＳＩＡＳにおける身体
機能評価」に関する研究を
進めつつ、身体機能評価に
ＡＩを導入しようと研究を
始めたところである。まず
は、博士論文をしっかりと
まとめ、後者の研究も並行
して進めたいと思う。
それでも時代の流れが早
すぎてついていくのに必死
である。欲張りすぎだろう
か。いずれにせよ、できる
ときにできることを着実な
ものにしていたい。何が起
こるかわからない将来のた
めに。

私は卒業するまでに新し
くプログラミング言語を習
得したいと思っています。
もっと具体的にいうと、『Ｊ
ａｖａ』を勉強したいと思
っています。私がこれまで
に触れてきたプログラミン
グ言語は、学部生時代や、
今ＴＡとして参加している
プログラミング演習で学習
する『Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎ
ｇ』・『Ｃ言語』、学部研
究・修士研究でＫｉｎｅｃ

ｔを扱うための
『Ｃ＋＋』、 が経過しました。田中先生、
田中研究室で機械学習など 研究室諸君及び教務部、国
を扱うための『Ｐｙｔｈｏ 際交流センター、生協の皆
ｎ』などで、『Ｊａｖａ』 様のお蔭で私は学習生活、
でのプログラミングを講義 アルバイト生活、様々な方
内で勉強する機会があまり 面で徐々に慣れて参りまし
ありませんでした。
た。この三か月を通して少
なぜ『Ｊａｖａ』なのか し感想を述べたいと思いま
というと、『Ｊａｖａ』の す。
汎用性の高さとＡｎｄｒｏ
関西に到達した最初に、
ｉｄアプリの作成に適して 関西弁がよくわからない原
いると言われているからで 因で、時々日本語が聞き取
す。私が使ってきたスマホ れないことがあって、他人
は、ずっとＡｎｄｒｏｉｄ の意味を誤解したことが有
端末であり、今まで多くの ります。面白いことも有り
便利な、面白いアプリに触 ますし、大変困ったことも
れてきたので、自身でも簡 あります。例えば、バイト
単なものが作れる程度には 先に僚友が賞味期限切れの
プログラムを理解できるよ パンを廃棄にさせようとし
うになりたいと思っていま た際に、「これは食べへん」
す。学部から考えると卒業 と言われました。私はこの
まで残りわずかですが、余 パンを食べると変になるは
裕のあるときにでも『Ｊａ ずだと勘違いで理解してし
ｖａ』に触れていきたいと まいました。実際に「食べ
ない」と「食べると変にな
思います。
とは結果が一緒ですが、
余談ですが、今、家では る」
基本的に安物のＷｉｎｄｏ その時点から長い間その特
ｗｓのノートパソコンを使 殊な商品しか食べられない
っているのですが、近々（と 為、売れないと思ってしま
いっても数ヵ月は先になり いました。
時間が徐々に経過に連れ
ますが）
、そこそこのスペッ
クのデスクトップパソコン て、そういうような事が少
に買い換えたいと思ってい なくなりました。私は目下
ます。ＧＰＵ搭載のものを の生活を益々満足していま
探しているのですが、もし す。
次に、研究について話さ
いいものが見つかったら
『Ｊａｖａ』に限らず、家 せていただきたいと思いま
でもそれなりのことができ す。先ず、来年の院生にな
ると思うので、今からワク る為に、今年の試験を必ず
頑張ります。それから、来
ワクしています。
年研究生卒業までに身につ
けたいことは三つが有ると
考えています。第一はＣ言
語、Ｐｙｔｈｏｎ、Ｐｒｏ
ｃｅｓｓｉｎｇのプログラ
ミングを習得していきたい
神戸に来た時期から甲南 です。第二は『３次元コン
大学にいる生活は知らず知 ピュータビジョン計算ハン
らずのうちに、既に三か月 ドブック』を読んで、実践

できることを実践して、内
容よく理解したいです。第
三は日本語の話が流暢にな
りたいのと、英語が流暢に
話せるようになりたいので
す。その三つの目標を目指
して、是非一生懸命頑張り
たいと思っています。
最後にいつもお援助を頂
く先生方やクラスメート方
にこの場を借りて心より感
謝致します。

私が懸命にやっているこ
とは大学１年から現在まで
居酒屋でキッチンスタッフ
としてアルバイトしている
ことです。アルバイト先は
常に人手不足で、一度に複
数の料理を作ったり、キッ
チンの作業だけでなくホー
ルの作業の手伝いなど、一
度に複数の仕事をする力と
作業を効率よくして、お客
様にとって心地よい場所、
働く仲間にとって働きやす
い環境にするために、どの
ようなお客様でどのような
料理を先に出せばいいか、
一緒に働いている人がどの

ようなことをしようとして
るか考えるといった、人の
行動を予測して働くように
なりました。また自分の仕
事でなくても率先してやろ
うと考え、営業時間前にキ
ッチン、ホールの清掃をや
っています。これはお客様
に心地よく使ってもらいた
いのと、心地よい環境で働
きたいという気持ちの表れ
だとおもいます。このこと
からチームの一員として考
え、行動してすることを学
びました。この経験を社会
人になってもいかしていき
たいです。
これはこれからやってい
きたいことだが、社会人に
なったら週５で働かないと
いけないので週５で働ける
イメージを常に持ち社会人
になってからすぐにその生
活になれるようになりたい
です。

私の好きなことは、アメ
リカのプロバスケットボー
ル「ＮＢＡ」の試合を観戦
することです。世界最高峰
の選手が集まるＮＢＡは、
身体能力だけでなく戦術の
面でもハイレベルで、とて
も見ていて楽しいです。
9―0シーズンＮ
先日、1
2
ＢＡの優勝チームを決める
ＮＢＡ ｉｎａｌが行われ、
友達とテレビで観戦してい
ました。私が応援している
のは、カリフォルニア州オ
ークランドを拠点とするＧ
ｏｌｄｅｎ ｔａｔｅ ａｒ
ｒｉｏｒｓ（ＧＳＷ）。対
戦相手はＮＢＡ唯一のカナ
ダを拠点とするＴｏｒｏｎ
ｔｏＲａｐｔｏｒｓ（ＴＯ
Ｒ）です。結果、１９９５
年創設されたＴＯＲが２４
年目にして初のファイナル
進出、悲願の初優勝を達成
しました。ＧＳＷはスター
ター全員オールスターとい

う体制で史上４チーム目と
なる三連覇を目指したが、
５年連続でファイナルまで
戦いぬくという過酷なスケ
ジュールの前に、疲労の色
は隠せず力尽きる形となり
ました。ＧＳＷは過去５年
間のプレイオフで合計１０
５試合を消化しており、プ
レイオフに出ていない他チ
ームより１シーズン以上多
くプレーしていることにな
り、疲労がたまっていたの
でしょう。
疲労のほかにもＧＳＷの
敗因はありました。ケビン
デュラントとクレイトンプ
ソンの怪我である。私はこ
れにとてもショックを受け
ました。デュラントはアキ
レス腱断裂、トンプソンは
左前膝前十字靭帯断裂とい
う選手生命を左右するよう
な最悪の怪我で欠場を余儀
なくされました。３連覇達
成できなかったのは残念で
したが、それよりも主力選
手２名の重症がさらにショ
ックで元気な状態でチーム
に戻ってきてほしいです。

私の好きなことは２つあ
ります。
１つは、バスケットボー
ルです。私は中高と６年間
バスケットボール部に所属
し、バスケを続けてきまし
た。大学ではサークルに所
属し、今でも定期的にバス
ケを続けています。
小さい頃から体を動かす
ことが好きだった私は、今
までいろんなスポーツを経
験してきました。サッカー
・ドッチボール・野球・水
泳など様々です。中学校に
進学する際に、サッカーを
続けていた私はサッカー部
に所属しようと思っていま
したが、石川県の田舎の中
学校であったためサッカー

部が無く、他で選ぶしかな
くなりバスケ部への入部を
決断しました。そこで自分
にうまくフィットし、今ま
で続けることができまし
た。
また、個人スポーツより
も団体スポーツのほうが私
は好きです。チームワーク
など、日々の生活に生きる
ことが多いと思います。地
元から離れれて大学に入学
してからも、バスケをきっ
かけに多くの友達と出会う
ことができました。
このような体験や、日々
のリフレッシュにもってこ
いなので、これからも上手
く続けていきたいと考えて
います。

２つ目は、おいしい料理
を食べることです。大学入
学後の５月から続けてい
る、イタリア料理店でのア
ルバイトではバイトに入る
と必ず賄いがでます。下宿
をしている自分にとって大
変ありがたく、日々助けら
れています。また、私のお
店は、神戸でミシュランの
ビブグルマンに登録されて
います。そのため、味はと
ても美味しく私が今まで食
べてきたイタリアンで１番
ともいえる味です。おいし
い賄いを食べるだけでな
く、そのオーナーシェフに
美味しいお店を聞くなどし
て友達と外食に行ったりも
しています。
これからも、隠れた美味
しいお店などを発掘して行
きたいです。また、是非私
のアルバイト先にも足を運
んでみてください。
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私の好きなことは、筋力
トレーニングと筋肉につい
ての知見を深めることで
す。最近は目立つ筋肉では
なく、目立たないけれども
身体を支えることに大きく
貢献している筋肉、いわゆ
るインナーマッスルを鍛え
ることに熱中しています。
大げさかもしれません
が、筋力トレーニングには
人生を大きく変える力があ
ると私は信じています。見
た目の変化や身体の感覚の
変化はもちろんですが、メ
ンタルの部分での効果をと
ても感じます。
トレーニングに目覚めた
のは中学生の時です。私は
昔から物事を消極的にとら
えてしまうことが多く、ま
た、少しの失敗でひどく落
ち込んだり悩んだりしてい
ました。ところがトレーニ
ングをきっかけに、そうい
ったことが少なくなった、
むしろ前向きに考えること
が多くなりました。冗談で
はなく、この変化ははっき
りと感じられました。トレ
ーニング直後は、自分自身
がスーパーマンにでもなっ
たかのような根拠のない自
信がわいてきます。
人間は成功体験を積み重
ねることにより、自分はで
きる人間だというマインド
も付きやすく、成功を意識
しやすくなります。筋力ト
レーニングは比較的成功体
験を得やすく、そのため継
続もし易いのではないでし
ょうか。というのも、これ
は私の感覚ですが、トレー
ニング初期は見た目や身体

に変化が起こる期間が短い
ように思います。早い段階
で達成感を得られるので、
それが継続へとつながるの
ではないでしょうか。継続
していく中で、なかなか結
果を得られない時期は必ず
あります。しかし、その時
すでにトレーニングは、朝
起きて歯を磨くことのよう
に当たり前の習慣になって
いることでしょう。
私のように自分に自信が
なかなか持てない人も、自
信満々で超絶ポジティブな
人も、ぜひ筋力トレーニン
グを習慣にしましょう。

私が学生時代、最も打ち
込んでいたことは居酒屋で
のアルバイトです。なぜア
ルバイトに最も打ち込んだ
かというと、私は大学生に
なったら社会経験をしたい
と考えていたからです。始
めた当初はお店がオープニ
ングということもあり、と
ても大変な日々でした。で
すが、３年間アルバイトを
続けてきて、私はお店の売
り上げを良くするために同
僚と一緒に考えたり新しく
入ってきた方に仕事を教え
たりする力をつけることが
できました。そして、私が
お店の売り上げを良くする
ために行ったことは、お客
様に見合った料理提供で
す。お客様がお酒を飲むの
か、家族連れなのか、何名
での来店なのかなどによっ
て提供の仕方を工夫しまし
た。その結果、店長や社員
の方に成長したと褒めて頂
き、バイトリーダーになる

今私が懸命に取り組んで
いることは、インターン先
での業務です。ＥＣサイト
をメインに展開するアパレ
ル系の会社です。私がいる
部署はＥＣサイトの保守管
理やアプリやＬＩＮＥｂｏ
ｔなどの新規事業展開を行
う際のソフトウェア開発を
行います。
今回は苦労して習得した
スキルと、現在苦労してい
ることについて述べたいと
思います。まず苦労して習
得したスキルは、データベ
ースと基礎的なプログラミ
ングに関するものです。ま
ずＤＢに関しては、授業で
触ったことがあるものの実
務となるとかなり手応えは
違いました。既存のテーブ
ルに関しての理解を深める
と共に新たなテーブル設計
を考えたり、実務特有のル
ールがあったりと慣れるの
に苦労しました。しかし目
的のデータを速度やデータ
量に気をつけながら取得す
ることも今では容易に行え
るようになりました。また
基礎的なプログラミングに
関するスキルは、普段の業
務にも言えますが、特にＬ

ことができました。
ぐに覚えてくれるので今で
この現職で培った経験を は仕事のことについてはコ
生かし、就職したら会社の ミュニケーションをとりな
売り上げを伸ばすために同 がら行えています。これか
僚と協力し合い、それを伝 らは普通にユーモアのある
えていけるような人になり ような会話も出来たらなと
たいと考えております。
考えています。私はアルバ
イトで様々なことを沢山学
ぶことが出来ました。今で
は本当に懸命にやってきて
良かったと思っています。
私が今、懸命にやってい
ることは居酒屋のホールで
のアルバイトです。大学２
回生から今まで２年間して
おります。私はアルバイト
であってもお店の利益や業
務の効率化を考えるべきと
思い常に売上高や人件費、
また業務での優先順位を考
えて仕事をしています。お
客様に気を配り、空のグラ
スやメニューを見ているお
客様がいれば追加のオーダ
ーを伺ったり、注文を取り
に行った際に近くのテーブ
ルにあるお皿やグラスを下
げるなど自ら進んでアルバ
イトのメンバーに指示を出
し、業務を効率よく行いま
した。積極的に些細なこと
でも徹底して行ってきまし
た。それにより今では店長
から信頼を得てアルバイト
のメンバーの中で２人しか
できないレジの締め作業や
店の戸締りなど責任のある
業務も任されるようになり
ました。最近ではベトナム
の留学生の人たちがアルバ
イトとして入ってきまし
た。はじめは、私たち日本
人と共にアルバイトをする
際に、言葉の違いや文化の
違いがあったりして仕事が
効率よく行えない時があっ
たりしますが、ベトナムの
人はとても勤勉で仕事を直

ＩＮＥｂｏｔの開発業務を
任されていた時に感じまし
た。ＳＤＫに関してファイ
ルやソースを自分で漁って
解読する場面があり、思っ
ていた挙動をさせる為に関
数の引数のパターンを知る
必要があった為プログラム
を解読していたのですが、
目的の箇所が見つかり内容
が理解できた時は大変嬉し
かったのを覚えています。
さて、現在苦労している
ことに関してはＣＳＳ・Ｊ
ＳとＲｅａｃｔＮａｔｉｖ
ｅに関するものです。前者
に関しては、全く実務に立
ち向かえるものではなく、
私が行ったのはドラッグ＆
ドロップで並び替えたデー
タをＤＢに再登録するとい
う処理でしたが、扱いや関
数の書き方、定義の仕方に
も不慣れで苦手意識が今で
もかなりあります。また新
しくＲｅａｃｔＮａｔｉｖ
ｅを使用したアプリ開発の
業務も行っていますが、こ
れまたＪＳのオンパレード
です。しかし、私が提案し
たフレームワークが採用さ
れたので、苦手意識を克服
する良い機会だと思って日
々の業務に取り組んでいま
す。
これからも業務を行うに
あたって必要なスキルやチ
ーム開発のスキルを身につ
けて、楽しく働くことが出
来るようパワーアップして
いたいです。

今回は、私の好きなこと、
私の得意なこと、卒業する
までに身につけたいこと、
今、懸命にやっていること、
のいずれかをテーマにし
て、短文を書くように指示
しました。
院生や研究生は、自分の
将来を見すえてモチベーシ
ョンを高めている様子がわ

かります。
生きがいを仕事に見出す
のは皆さんの理想でしょ
う。でも、森博嗣の「やり
がいのある仕事」という幻
想
（朝日新書）
という考え方
もあるように、仕事にやり
がいを最優先して追及する
ことに対する批判もありま
す。たとえいやになっても
仕事はしなければなりませ
ん。やりたい仕事よりも、
やれる仕事をすることが大
切と私は考えています。い
くらやる気があっても、成
果が上がらなければ、その
仕事を続けていくことはで
きませんから。

博士論文は、提出年度の
６月に中間発表をすること
になっている。このほど、
発表を行い、数々のコメン
トをもらった。今後、今回
の報告をもとに、１月の本
提出に向け、ピッチを上げ
て進めていくことになる。

スが生じますので、それを
避けるため自動化します。
（３）ＦＭＳ
体が自由に動くかどうか
を客観的に評価するシステ
ムを自動化しました。

学ブースにて、田中教授制
作の「来場者カウンタ」設
置。
0日～９月1
6日 同
８月2
じくナレッジキャピタル
で、「来場者カウンタ」及
び「ラジオ体操採点システ
ム」を展示。
9日～3
0日 東京ビ
８月2
ッグサイトで、「元気な人
も病後の人も姿勢や動きを
簡易に計測して健康維持」
というタイトルで展示。

研究室に、２台目のＬｉ
ｎｕｘベースのデスクトッ
プＧＰＵマシンがやってき
た。主として、異なるＣｕ
ｄａのバージョンの対応す
5日～７月2
2日 大 るためである。Ａｎａｃｏ
６月2
阪グランフロント北館ナレ ｎｄａで仮想環境は作れる
ッジキャピタルの神戸市大 が、Ｃｕｄａだけはどうも
１台に１つしかバージョン
を入れることができないよ
うだ。そこで、古いマシン
は、Ｃｕｄａ８．０、新し
いのはＣｕｄａ９．０を入
れている。これで鬼に金棒
といきたい。
いま、Ｊｅｔｓｏｎ Ｔ
Ｘ２のインストール中。ま
た、近々Ｎａｎｏも発売さ
れるようである。
これから、
ＧＰＵマシンの様々な使い
方を追求していきたい。写
真は、ＴＸ２である。

のような形の生
き物は一般的に
気を付ける必要
があるようで、
エスカルゴは大
丈夫なのか、そ
れも心配になっ
た。
雨は厄介である。去年は、
まれにみる大雨が降り、娘の
嫁ぎ先の実家で床上浸水があ
った。家が浸水すると、壊す
しかないということは初めて
知った。その家が、床の張替
え工事で済んだのは不幸中の
幸いと言えるのかもしれな
い。
私はバイクで通勤している
ので、雨が嫌いである。梅雨
の時期、毎年、ほぼ１週間続
けてバイクに乗れない日があ
る。今年はどうなるのか、今
のところ見当がつかない。

イノベーションジャパン
では、大学の技術と企業の
ニーズをマッチングさせる
ことを目的としており、今
回、何年ぶりかに応募し、
採用されました。以下、申
請書の内容です。
今回の展示では、次の３
つの自動評価システムを展
示します。いずれも、セン
サー（キネクト）とパソコ
ン、それに最小限のオプシ
ョン機器で実施できます。
（１）ラジオ体操などの
体操画面に、模範体操の模
範体操の動画とスケルトン
が表示され、自分のモニタ
画面と、検知したスケルト
ンを目で確認でき、自動評
価・採点されます。
（２）ＳＩＡＳ
脳卒中後の機能評価法で
すが、理学療法士が評価す
ると、評価者によるバイア

今年は、まだ梅雨入りしな
い。もっとも、雨の日はそこ
そこあり、どの程度異常なの
か、よくわからないが、例年、
プレゼミのときに雨が降って
いることが多い印象なので、
確かに、雨天の日が少ないこ
とは確かである。
最近新聞で読んだ話の中
に、カタツムリには寄生虫が
おり、それを人間の体の中に
入れてしまうと、病気になり
死ぬこともあるということで
ある。子供の頃、カタツムリ
を手に這わせて遊んだことも
あり、ぞっとした。また、こ

