1月ころ、中国武漢
昨年1
で野生動物から発生したと
いわれる新型コロナウィル
スによる肺炎は、武漢で猛
威をふるい、中国各地に広
まったほか、日本にも入り
込んだ。日本ではくすぶり
続けているが、ヨーロッパ、
アメリカでは爆発的に流行
し、国をまたいだ人の往来
が大きく制限されている。
どこまで広がるのかとい
うことはいろいろな説があ
るが、局所的な流行ではお
さまらなくなっている現在
の状況では、全世界の人の
間に広まり、回復者と死亡
者が大きな数にならない
と、感染が収まらない可能
性が高い。爆発の速度によ
って、全世界の人口のほぼ
すべてが感染するというケ
ースや、少し遅ければ４分
の１などの説がある。

自粛をお願いします。
特に、
大阪、神戸・阪神間など人
口密集地との不要不急の往
1
来については、当面３月3
日まで自粛してください。
憶測やデマなどに惑わさ
れないよう、政府・自治体
などが発表する信頼できる
情報を収集し、冷静に対処
してください。
3日、新型コロナウ
３月2
イルス感染症に関するお知
らせ（まとめ）
「２０２０年度の授業開始
0日（月）」が発
は、４月2
表。履修登録期間は当初の
スケジュールから変わりな
し。

今までは春休みの時期に
当たっていたので、学生も
ほとんど来る必要がなかっ
たのは幸運だった。
田中研では、大学からの
要請以外に、田中の判断で、
以下のようにしている。

以上が主な内容である。
会議も通常よりも大きな部
屋で、マスク着用で行われ
ている。

6日、第６報（実際
３月2
は１３．５報）
以下のような学生向けメッ
セージが発信されている。
感染予防について
これ以上の感染拡大を防
止するため、次のことにお
気をつけください。

学生実験室（ゼミ室）の
出入りは制限していない。
7度以上あ
しかし、体温が3
るいは咳が出る場合は、研
究室に入らず、直ちに帰る
こと。
無症状の人からも感染す
ることがあるということな
ので、ゼミ室ではマスク着
用をし、会話する際には、
２ｍ以上間隔をあけて行う
ことを要請する。感染予防

なることを表明。
３月２日、第４報
イタリアの流行地への渡航
を中止。
その後、オープンキャンパ
スの中止、部活動の自粛、
大人数での会合の中止要請
など。
３月４日、第５報
以下のメッセージが発信さ
れている。
0
0
0
1代、2代、3代の皆さ
ん。若者世代は、新型コロ
ナウイルス感染による重症
化リスクは低いです。
でも、
このウイルスの特徴のせい
で、こうした症状の軽い人
が、重症化するリスクの高
い人に感染を広めてしまう
可能性があります。皆さん
が、人が集まる風通しが悪
い場所を避けるだけで、多
くの人々の重症化を食い止
め、命を救えます。
1日、第1
3報
３月2
留学の中止要請。その他、
渡航禁止区域の拡大。

手洗いや咳エチケットな
ど基本的な感染症対策を徹
底してください。
バランスのとれた食事、
適度な運動、休養、睡眠な
どにより抵抗力を高めるよ
う努めてください。
換気の悪い密閉空間、人
が密集、近距離での会話や
発声が行われる「３つの条
件」を回避してください。
不要不急の外出や会合の

のために、中に入るたびに
手指の消毒をしてほしい。
部屋に複数名以上が在室
の際は、なるべく扉を開け
ておく。

別の用事があって参加で
きないということはないと

［講義方法］
４月７日 ＺＯＯＭを使
ってオンライン授業。
4日 ＺＯＯＭを使
４月1
ってオンライン授業。

●ゼミ
実質的には既に始まって
いる。ｆａｃｅｂｏｏｋで
テーマ設定はほぼ終わり、
これから具体的な作業に入
る。
４月に入れば、課題の理
解や進め方などをＺＯＯＭ
を使ってネットにより議論
する。ｆａｃｅｂｏｏｋや
メール、ＬＩＮＥなども併
用する。

［講義方法］対面講義。

●大学院講義
今年はＭ１が５名なの
で、多くても履修者は５名。
受講者数によって最終的に
0日の週か
決めるが、４月2
ら通常通り、演習室で行う
予定。

●知能情報学基礎及び演習
（基礎ゼミ）
この科目は、オムニバス
形式の講義（講演）と、６
名程度のグループに分かれ
ら門前払いされるという自 たディスカッションより構
成される。ディスカッショ
覚が必要である。
ンの部分はどうしても同じ
以下、田中の授業科目に 場所に集まって議論しなけ
第 回目は従
ついての、当面の方針・方 ればならない。
来全員が大教室に集まり、
法である。
オリエンテーションをして
いたが、今年は指導主任の
部屋に分かれて集合し、こ
こでオリエンテーションを
行う。また、共通テーマで
のグループごとのディスカ
ッションを後半に回し、前
半で各教員ごとの教育・研
究内容の基礎を話す。その
前半部分は、ビデオ講義と
なる。
●パターン認識
受講者が１００名前後あ
すべての授業（学部、院 るので、まずはネットを使
0
とも）は、４月2
日
ま
で
な って授業をする。私は、動
0名 画を提供する形で進めよう
し。その後、少人数（3
以下）の授業は教室で行わ と考えている。すでに２回
0名を超 分撮り終えている。あらか
れるものがある。3
えるものはすべて最初の２ じめＰｏｗｅｒ Ｐｏｉｎ
回はネットを使った授業。 ｔの講義資料が作成済みだ
授業形態ははっきりしない ったので、それを使ってカ
が、動画配信は、間違いな メ ラ の 前 で 模 擬 授 業 を 行
く認められる形態のようで い、それを撮影するという
ある。動画が0分ある必要 形をとる。
9
があるのかどうかははっき
今回、いいチャンスなの
りしない。３回目以後（連 で、３回目以後も撮影し、
休以後）については、状況 全部を講義動画にしてしま
を見て判断するということ う の も い い か と 思 っ て い
で、場合によっては、前期 る。
のかなりの期間がオンライ
ン授業（動画を使ったらオ ［講義方法］ビデオ配信。
フラインではないかと思う
のだが）になることもある。 ●知能情報学実験及び演習
これは、ある意味、今後の （プレゼミ）
授業形態が、今までのよう
これは実験科目であり、
に人を一か所に集めて行う Ｐｙｔｈｏｎの基礎と、Ｄ
ものから、コンテンツを使 ｅｅｐ Ｌｅａｒｎｉｎｇ
って分散授業を行うものに の お 試 し コ ー ス を 提 供 す
変わるきっかけになるだろ る。私の場合、１クラス６
う。Ｃｏｕｒｓｅｒａ、Ｕ 名ずつで、３クラスある。
ｄｅｍｙなどのようなオン
これも、動画の講義資料
ライン授業が主流になるか と す る こ と は 可 能 で あ る
もしれない。その際、学生 が、演習中心なので、学生
は「楽になる」のではなく、 がわからないというケース
毎回それをしっかり聞いて に対応するのが困難。おそ
理解していかなければ何も らく通常の形でゼミ室で行
身につかないので、さぼる うことになるだろう。別の
学生はあっという間に蚊帳 場所では、ソフトの関係で
の外になることに注意しな 実施困難である。講義の準
ければならない。これが本 備は済んでいる。
当の勉強ではあるが。ある
意味、学生も自立して問題 ［講義方法］ゼミ室において
意識を持たなければ授業か 講義形式。

1

視点を甲南大学に移し、
現在の状況を把握してみよ
う。以下、甲南大学ホーム
ページから主要なものをピ
ックアップする。
0日、第１報
２月2
感染予防を呼びかけ、中国
への渡航を中止。
6日、第２報
２月2
韓国の流行地への渡航を中
止。
8日
２月2
卒業式がストリーミングに

思うが、就職活動などで、
参加できない場合は考慮す
る。ただし、ＷｉＦｉが使
える環境にいる場合はゼミ
への参加を求める。

1日以後のゼミをど
４月2
のように行うかは未定であ
るが、ＺＯＯＭを使ったオ
ンライン授業を継続する可
能性もある。

新型コロナウィルスが広
まり、パンデミック状態に
なった。日本でも、今後さ
らに広まることはほぼ間違
いないだろう。
毎日いろいろな新しい話
が聞けて、個人的には非常
に興味をもってこの件の成
り行きを見ている。その一
つに、日本株のＢＣＧ接種
が感染を抑えるのではない
かということが言われてい
ことが、ある程度の説得力
を持って伝えられている。

イタリア、アメリカでは強
制的にＢＣＧ接種が行われ
なかったことや、その他の
ヨーロッパ諸国でも、昔は
行われたが、結核が激減し
た現在では行われていない
ということである。
あと、感染の広がりに関
して、ＳＩＲモデルという
微分方程式が有名らしい。
これは、Ｓ（それ以外の未
感染の人口）、Ｉ（現在感
染者数）、Ｒ（回復及び死
者数）によるものである。
一人の感染者が何人に感染
させるかという率が１を超
えるか超えないかで、何億
人の違いが生じる。
人との接触を避けるとい
うのはこれを１以下にせよ
ということである。そうす
れば、夏には収束し、遊び
に行けるだろう。これが２
くらいになると、皆さんの
おじいちゃんおばあちゃん
がたくさん死に、世界の人
口ピラミッドが変わるほど
の変化をする。国にも、こ
ういう説明をしてほしいも
のだ。

