オンライン授業も何とか
軌道に乗ってきて、研究が
進んできました。この写真
ような具合に、Ｚｏｏｍを
使ってゼミをやっていま
す。当研究室は、４月最初
からゼミを進めてきたの
で、他研究室よりも、２度
分くらいは進んでいると思

います。
そこで、今回は、学生諸
君に研究テーマを紹介して
もらうことにしました。
まだ研究の方向が正確に
決まっているわけではあり
ませんが、それぞれ理解の
レベルに応じて、精力的に
進めているように思いま
す。
ある意味、この段階とい
うのは、結構苦しいところ
でもあります。頑張って乗
り越えて！

張 伯 聞
修士一年の研究計画
新年度では研究が本番に
始まると思います。私の研
究内容について、深層学習
やセマンティックセグメン
テーションを使い、実時間
稼働ができるような歩行支
援システムを開発していま
す。
今まで本システム前半の
ところで、人や車、電柱な
どの障害物を検出できるプ
ログラムが完成しました
が、どうすれば本当に使う
人に対する意義を持たせる
かという問題を後半でやり
たいと思います。その意義
を考えた上で、やはり危険
の時にすぐ人間の感覚機能
を刺激することです。そこ
で、五感の中では聴覚が一
番適当だと思います。その
ため、距離、座標関係を工
夫し、最後に音声データに
変換しようと思います。
これから特殊な時期で在
宅勉強や研究を一生懸命頑
張りたいと思います。

と思います。
笠 井 健
ディープラーニングによ
る将棋プレイソフトの研究

４月に入ってから卒業研
究が始まりました。私が取
り組んでいるテーマは、書
架に並んだ書籍の背表紙を
読み取り、書籍の並ぶ順番
および各書籍の情報を取得
するシステムの開発です。
授業では習っていないソフ
トウェアや手法を使ってい
るため、行き詰まったりす
ることも度々あります。し
かし自ら興味を持ち、取り

金 岡 駿 介
卒業研究の抱負

私の研究内容は、ディー
プラーニングを用いてより
強い将棋ＡＩを生み出すこ
とです。そもそもディープ
ラーニングに興味があった
のがこの研究室を志望した
理由であり、とても有意義
に過ごしています。暇なと
荻 野 敦 史
きは将棋ＡＩと自分自身で
対局して遊んでいます。私
挙手者検出とその応用 の祖父が非常に強いので、
研究
是非対戦させたいと考えて
います。
時期が時期で、人と接触
する機会が少なく家で過ご
す時間が増え、おかげで研
究に多く費やすことができ
ています。しかし思うよう
にプログラムが実行されな
かったり、学習したものが
強くなかったりと頭を抱え
たくなるのが実際のところ
です。ですが、最終的には
しっかりしたものを作って
みせます。
私 の研究 テー マは深 層
学習の物体検出システムの
Ｙｏｌｏを用いて挙手者の
検出やその人の位置などを
検出し応用する研究をして
います。このシステムを応
用すれば先生が学生の挙手
の見逃しを防ぐことや誰が
何回挙手したかを記録する
ことで多数決ではどちらが
過半数であるかが一目で判
明することやアンケートの
回答にも利用できるのでは
ないかと考えています。
現在は更に自動的に挙手
者を指名することができる
かを研究しています。
昨今の社会状況により現
在は大学等の学校授業での
人が集まって挙手をするよ
うな状況の撮影が困難であ
るため多人数での実証実験
ができるかが分かりません
が、このような や 技術
が今の社会状況にはより必
要になると思います。
良い卒業研究論文が書け
るように自分にできること
を一生懸命やっていきたい

流行病に罹りたくないの
で、ずっと自室に籠もって
卒業研究の為の勉強をして
います。卒業研究では、タ
ッチパネルに書き込まれた
筆跡から記載した人物を判
別するというテーマで研究
組んでみたいと思って始め しています。あまり進捗が
た卒業研究なので、決して 芳しくなく焦る日々ではあ
楽なものではないですが自 りますが、後期までにはあ
分なりに勉強しながら進め る程度成果を出したいと思
っています。
ていきたいと思います。
今回の流行病が収束し大
頭は良い方ではないので
つ ま ず く こ と も 多 い で す 手を振って外出ができるよ
が、長期間にわたってひと うになった暁には、大学で
つのことに取り組むことも 友人と集まってボードゲー
貴重な経験になると思うの ムで遊んだり飲食店で自粛
で、諦めない気持ちを忘れ 期間中の話で盛り上がった
りできればいいなと思って
ずにやっていきます。
います。
今回の流行病が収束する
近況報告
ことを願っています。
家に籠る生活が始まって
２カ月以上が経ちました。
櫻 井 将 太 郎
最近は兵庫県内の感染数も
落ち着いてきたので、髪を
研究内容と近況
切りに行ったり日用品の買
い出しに行ったりしまし
私は現在、卒業研究にお
た。外に出てみると景色が
すっかり緑に染まってて、 いて「多数の同じような物
今年はあまり桜が見れなか 体の検出とカウント」をす
ったなと少し寂しい気持ち るシステムをＹＯＬＯとい
です。家では卒業研究を進 う物体検出アルゴリズムを
めつつ、ウェブを使って就 用いたディープラーニング
活をしたり本を読んだり、 で作ろうとしています。特
時折趣味の映画鑑賞なんか に人について検出すること
をしています。ゲームも好 を目的にしており、現在は
きですがここ最近ほとんど 検出精度を上げるための手
学習、
やってません。代り映えし 法について研究中で、
ない日常ですが、元気に過 画像処理等様々な方向から
ごせているのが何より良い 精度を上げるため研究して
います。
ことだなと思います。
コロナ騒動で大学に行く
家族以外の知人と全然会
っていないので、状況を見 ことができず、研究室のマ
ながらご飯に行く機会でも シンを利用する際も遠隔で
作れたらなと考える今日こ 利用しています。また授業
の頃です。
もオンラインで行なわれて
おり、少しやりにくさを感
じることもありました。し
岸 篤
かし、最近は慣れてきて新
しい生活も悪くないと感じ
新年度の抱負
るようになりました。こん
な時勢でも大学生活に悔い
今年度は新型コロナウイ の残らないよう毎日を過ご
ルスの影響で皆様大変だと したいと考えています。
思われます。自分は今回の

私はＨＩＩＴトレーニン
グという運動を行ってそれ
を採点するシステムの研究
をしています。ＨＩＩＴト
レーニングとは、２０秒間
運動した後１０秒間短い休
憩を挟みこれを運動する種
目を変えて何回も行いま
す。コロナで外出できない
時期でも家で簡単に運動で
きます。私はこの期間ほと
んど運動できていませんで
したが、田中教授からこの
研究テーマを奨めていただ
きました。プログラムを作
って動かすのに自分の体も
動かして確認しないといけ
ないのでとてもいい運動に
なります。今後の抱負とし
ては、採点できる運動の種
目で最終的に４種類以上つ
くることを目標に精進した
いと思います。

藤 阪 静 哉
研究テーマで運動不足解
消

高 松 和 輝
ムに組み込むことが可能と
屋内居住環境における なります。未熟故に、躓く
人の立ち振る舞いの認識
ことも多いですが、分から
ないことを１つずつ潰して
いくことが楽しいです。
本年度は、研究において
も、その他の事柄において
も、主体性を持つことを心
掛けたいと思っています。
自分で課題を発見して取り
組むということが、コロナ
禍で１人の時間が多い現
在、特に必要なことだと感
じています。

私の研究テーマは、屋内
居住空間における人の立ち
振る舞いの認識です。内容
としては、屋内居住空間に
おいて、人がどのような行
動（食事、読書など）をして
いるかをモニタリングし、
リアルタイムで認識する事
です。対象は、独居高齢者
を想定しています。多くの
課題が山積していますが、
クリアできるように日々努
力しています。
現在は新型コロナウイル
スの影響で、自宅にて研究
を進めています。少しやり
にくさはありますが、いつ
でも好きな時間に研究を進
める事が出来るのは自宅な
らではのメリットだと感じ
ています。これから先どう
なっていくかは分からない
ですが、今は出来ることを
最大限行う事が大切だと考
えています。コロナに負け
ずに頑張っていきます。

竹 谷 啓 吾
ディープラーニングによる
メータ類の自動読み取り

新年度が始まり２か月が
経ちました。新型コロナウ
イルスの影響で、クラブ活
動やアルバイトが出来なく
なり、想像していたものと
は全く異なる生活を送って
います。
研究は自宅での学習や作
業に加え、オンラインで田
中教授からご指導を頂くな
どして、円滑に行うことが
出来ています。私は、ディ
ープラーニングを用いて様
々なメータの数値を自動で
読み取る研究をしていま
す。これができれば、ガス
メータやデジタルウォッ
チ、温度計などに表示され
ている数値を、他のシステ
T
I
I
A

緊急事態宣言は全国終了
した。それにより、各都道
府県の行動宣言や営業自粛
も続々と解除されてきてい
る。最後まで緊急事態宣言
が残ったのは、関東の４都
道府県と北海道だったが、
それも解除された。
現在は、全国で毎日数十
人が新たな感染者として出
てくる状況で、まだ収束し
たとは到底言えない状況で
あるが、経済のことを考え
ると、これ以上自粛要請が
続くと立ち行かなくなるこ
とから、自粛の解除に至っ
ているという状況である。
この状況は、日本よりはる
かに感染者の多い外国にお
いても同様であり、ある程
度やむを得ないということ
かと思われる。
私（田中）は、岡山に家
があるので、神戸の様子は
あまりわからない。岡山の
最近の様子は、新たにわか
った感染者はもうかなりの
間出ていないためか、街に
人もかなり増え、感染する
かもしれないという感覚は
ほぼなくなってきているよ
うに思われる。私も、しば
らくぶりに散髪に行った。
歯科は定期健診で来るよう
に言われている時期をかな
りすぎており、そろそろ行
かないといけないがと思っ
ているところである。 岡
山では、３月頃でも、半分
くらいの人がマスクをして
いなかったが、現在、６割
くらいの人がマスクをして
いる状況である。私はハイ
リスクなので、必ずマスク
をして外出する。もともと

マスクをする習慣がなかっ
たヨーロッパなどでもマス
クをすることが強く要請さ
れており、マスクはファッ
ションの一部になりつつあ

神戸では、３月から感染
者がかなり出てきたので、
基本的に、出勤は必要性が
あるときしかしなかった。
また、３月頃の学会や研究
会はすべて中止になったこ
とから、その意味でも、大
学に行くことの必要性は低
かった。通勤に使う新幹線
は、日を追うごとに利用者
が減り、３月下旬から４月
上旬は、のぞみやさくらの
0人以
自由席でも、一両に1
下しか乗っていないような
状況となった（便によって
はもっと乗車率が高かった
が、私は空いている便を選
んで乗っていた）。

２月から５月末までの４
か月間、何を身につけたの
か、しっかりと振り返る時
期に来ていると言えるだろ
う。恥を忍んで、ここで自
省してみたい。
大きく見ると、
講義資料、
特に、オンライン講義を行
うための作業をしてきた部
分が大きい。
講義ごとに見ると、「パ
ターン認識」は、Ｐｏｗｅ
ｒＰｏｉｎｔを使い、授業
をしてきたので、今回それ
を使えば簡単にできると最
初は考えた。それに音声を
つけるだけでいいと。しか
し、いざ音声をつけようと
みなおしたら、いろいろと
資料に不足する部分がある
ことに自分自身満足できな
くなった。そこで、今まで
いい加減に書いていた部分
を、しっかりと満足いくま
で書き直しながらの音声付
加作業となった。今のとこ
ろ、
３回分くらいの
「貯め」
があるが、次第に授業の速
度に追い付かなくなってき
ており、大変になりつつあ
る。
毎週課している「パター
ン認識」のレポートは、１
２１名の受講者があるの
で、採点が大変である。１
回分のレポートの採点に、
大体５時間くらいかかるの
で、半日分以上１日分以下
の仕事量である。ＭｙＫＯ
ＮＡＮは、非常に機能が多
いが、使いやすいとはあま
り思わない。それでも、そ

生は少なかったかもしれな るのでそれはやめ、どんな
時期の質問でも受け入れて
い。
いる。
一日
こういう風に、いつでも
聞ける授業は、レポートの
締め切り直前にレポート問
題を見ることから受講が始
まる。最初は、レポートは

朝は６時半から７時の間
に起床、８時までには机の
前に着くという生活が続い
る。オーストリアでは、３
ている。そもそも、在宅勤
千円くらいのマスクがおし
務が始まる前は、５時半か
ゃれ用品として売られてい
ら６時の間に起き、７時半
るとニュースで言ってい
頃研究室に着くという生活
た。
を送ってきたから、通勤時
間が不要というのは大きな
メリットであることが分か
った。これは学生も同じよ
うである。オンライン授業
はどうかと聞いたら、通学
に時間がいらないのは大き
いと言っていた。
0時半頃寝床に着く
夜は1
が、運動が足りていない日
カメラ、イアホンも持ち帰 はなかなか寝付けない。結
った。カメラはＰＣについ 局は、
睡眠時間は７時間弱。
ているもので済んだが、マ
イクは役に立ったし、イア
一週間
ホンも音量が任意にできる
ため非常に有用だった。ま
た、Ｗｉｎｄｏｗｓの拡張
領域への表示を行い、ＵＳ
Ｂでつないだ簡易型のモニ
ターも使用した。
右の写真は、Ｚｏｏｍで
授業をしているときのもの
である。このように、私の
仕事環境は、箪笥の前であ
るが、あまり箪笥らしくな
いデザインなのでこれが箪
笥ということに気づいた学
４月７日に緊急事態宣言
が出て、我々教員も、基本
的にオンライン授業の準備
以外の目的で大学に行くこ
とが禁止された。８日、９
日はその新しい形に移るた
めの移行準備期間だった。
パソコンを持ち帰り、家
から授業ができるようにし
て、在宅勤務に入った。Ｗ
ｉｎｄｏｗｓのパソコン２
台、それ以外にＭａｃ、Ｌ
ｉｎｕｘマシンも持ち帰っ
て家で仕事ができる体制を
とった。また、Ｚｏｏｍを
使った授業を行うことが必
要となったので、ＵＳＢの
スタンドマイクと、ＵＳＢ

月 定期的な授業なし
火 ゼミ（Ｚｏｏｍで）
水 パターン認識（ディジ
タルコンテンツ。Ｐｏｗｅ
ｒＰｏｉｎｔの資料に音声
をつけて動画にする）、大
学院授業（Ｚｏｏｍで）
木 プレゼミ（午前中、Ｚ
ｏｏｍで）、基礎ゼミ（前
半はディジタルコンテンツ
が１回。後半は７回Ｚｏｏ
ｍでオンライン）
金 院生の指導（Ｚｏｏｍ
で）

このように、ずいぶんＺ
ｏｏｍにはお世話になって
いる。それ以外の時間も課
題の採点で、土日までほと
んど潰れる。
授業の内容
ディジタルコンテンツを
使った授業（パターン認識
の場合）では、後から質問
がたくさん来る。当初は、
講義時間しか受け付けない
と言おうかと思ったが、抵
抗にあうことがわかってい

おまけのようなものだから
適当に考えていたら、学生
にとってはレポートのみが
意味を持つようだった。授
業の時間中にレポートを終
えるように、
ということは、
言っても無意味のようだっ
た。

のシステムを使って授業を
するしかないので、ある程
度それに合わせてやってき
た。
大学院の授業は、私が好
きで選んだ本だったが、そ
れを読みこなすのには非常
に時間がかかる。しかし、
オンライン授業で、学校に
行かなくて済んだことによ
り、この本をじっくり読ん
で授業を私のペースで進め
ることができている。これ
だけしっかり教科書を読ん
だのは初めてと言って良
い。
健康維持

Ｓｔａｙ Ｈｏｍｅを続
けていると、当然ながら運
動不足になる。そこで、自
転車を使っていけるところ
をしばらく模索した。操山
は標高１６０ｍくらいある
山で、中を歩くのは相当良
い運動になるが、いささか
遠く、時間がかかるのと、
少し面倒だ。そこで、年間
パスを購入し、自宅から自
0分弱にある半田山
転車で2
植物園に通うことにした。
自転車の往復だけで結構
な運動になるが、植物園の
0分
中は山になっており、3
ほど中を一回りして帰る。
これを、週に大体２回ずつ
実践している。
パスを購入したのが４月
4日、その後、休園期間が
1
あったが、現在は復活して
いるので、薔薇やあやめな

どを楽しんでいる。これか
らはアジサイの季節であ
る。
ＹｏｕＴｕｂｅの動画を
見ながら、ラジオ体操など
の体操も行っている。これ
で一応運動は足りているの
ではなかろうか。

当面、学会なども軒並み
オンライン化してきてお
り、参加する意思はあまり
ない。
0
1月頃、神戸市シルバー
カレッジの講師の話がある
（オンライン講義）。

新型コロナのために、ま
ともな新聞が何か月も発行
できなかったが、今回、学
生諸君の協力を得て、久々
に２ページの新聞が発行で
きた。学生諸君にお礼を言
いたい。
考えてみると、極めて非
日常的な生活が続いている
わけである。この非日常を
ぼんやりと、悔しい思いを
６月１日に、７週間ぶり しながら過ごすのはあまり
に出勤して、配布物、配達 にもったいない。
本を読む、
物の確認や授業の準備に必 映画を見る、プログラムを
要なものを持ち帰った。
作るなど、日ごろ時間がな
その間、新神戸の駅前の くてあまりできないことを
無料駐輪場に放置してきた す る チ ャ ン ス と と ら え た
バイクも、セルモーターで い。
かかり、研究室の中も何事
ちなみに、学校の秋入学
も な か っ た こ と を 確 認 し はどうも見送りになるよう
た。
だ。またとないチャンスだ
これからは、学生の研究 ったが。分別のあるような
指導あたりから復活してい 顔をして、困難さを主張す
かなければならない。また、 る人たち、もっと、大局的
後期に授業が普通にできる に物事を考えることはでき
かどうか、不安があるので、 なかったのか？これで、日
後期の科目もオンラインで 本の秋入学は永久にないだ
できるように、これから準 ろう。その結果、将来は極
備をしていかなければなら 東の鄙びた田舎になるだろ
ない。
う。
通勤に時間を掛けなけれ
大変だ、大変だと言って
ば、いつもよりも３時間の いるだけでは成長はない。
時間がある。
これは大きい。「大変」
は、「大きな変化」
逆に考えると、それだけの の略だ。それは、チャンス
時間を日頃から無駄にして と読むことだ。
いるわけであり、今後コロ
ナ後の生活に戻っても、通
勤の無駄な時間をなるべく
かけないような生活方法を
考えていることが必要と感
じている。

