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詳しく知るには?相談するには? 対面なら オフィスア
ワー火昼 (1-507). 月 2昼 34, 木 3 には 1-539で現 4年
生とミーティング (対面)してるので突撃してみるとい
いかも. 教員へのメールや Teams chatもどうぞ.

テーマ Webは世界の基盤です. LINE, Twitter, Insta-

gram も Web の上に建設されてます. IT, 教育, その他
の多くの進路でWebは重要な要素です.

情報を一方的に提示するだけでなく, ユーザの入力に
反応するのがWebアプリや chatbotです. この特別研究
では, 各自が独自のアイデアをとりいれたWebアプリや
chatbotを設計・制作・評価・改善することをゴールに
します.

メンバー (3,4,院,教員)がやってる/たプロジェクト

オンライン授業支援システム Teams で参加者を小グ
ループに分けてグループワークするシステム, Teams で
TAの順番待ちをしたり着席状況を管理したりするシス
テム作ってます (図参照).

ビデオ会議でのグループワーク運営を⽀援する
Webアプリケーションの開発
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• ビデオ会議システム Zoom の Breakout Rooms 機能は, 会議出席者をランダムまたは
⼿動で複数の⼩会議に分割できる. 授業ではグループワークの運営に適する.

• Microsoft Teams や Google Meet では, 相当する専⽤機能がない.
• Teamsのチャット/Meetのミーティングを開始し参加者を割り当てるAPIを呼び出す

URL群を出⼒することで, グループワーク運営を⽀援するWebアプリを開発した.

実装に⽤いる公開URL

メールアドレスリスト
アップロード

サービス URL 利⽤⽅法

Teams https://teams.microsoft.com/l/chat/0/0?user
s=メールアドレス1,メールアドレス2,メー
ルアドレス3
&topicName=daijinakaigi&message=hello

グループチャットのドラフトが作られる. 教
員がテキスト送信後, 映像や⾳声会議を起動.

daijinakaigiでなくメールアドレスリストがグ
ループチャットを⼀意に指定

Meet https://meet.google.com/lookup/daijinakaigi ニックネーム daijinakaigiがミーティングを⼀
意に指定
各ユーザに⾃動メールでこのミーティングを
知らせて参加を促す

発表者が運営側で関わる授業で複数回試⽤し, 仕様通りに動作することを確認
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線形代数の行基本変形学習支援システム スマホのスワ
イプで行基本変形できる行列電卓的なアプリを作ってま
す (図参照). 行列の変形の学習を支援します. (他)学科
の授業で使って, 学習データを統計的に分析してます.

学習支援システム Moodle の拡張 授業で使ってる
Moodle も Web アプリです. 新しい拡張機能を, 本体
開発者の厳しい規約にしたがって作ってます. chatbot

との統合もやってます.

Chatbot Teams や LINE や Amazon Alexa 上で会話し
て仕事を実行できる, 他のプログラムと連携した, 実用
的な chatbot を作ってます.

数式処理・統計支援システム Chat や Webをインター
フェースとして, 数式処理・統計を易しく使えるシステ
ムを作ってます.

変身立体体験システム 錯視立体を自分でデザインして,

3Dプリンタ, 折り紙用展開図, VRなどで出力するWeb

アプリを作ってます.

特別研究ののり 前期は, 週に 1回程度集まり, みんな
で知識が共有できるように発表してもらったり, 全員の
テーマに共通するツールの使い方や考え方を学び, 実際
に使って小さいアプリを作成してみたりします.

後期は各自のゴールに向けてがんがんいきます. 実験
室や自宅で毎日作業を進め, 週 2回ミーティングや打ち
合わせを行います.

全員の集まるミーティングは前期木 12(確定), 後期木
123(予定). その他, 個別/グループ/対面/chat で.

関係ある/ない科目 プログラミングが苦痛でないほう
がハッピーかも. Cや Javaの細部の知識は不要です. 確
率統計や計算科学や多変量解析とは独立です. 数理情報
セミナー (樋口)の続きではありません.

この研究室ここが役に立つという誇大広告 他のメン
バーと協力して, 新しい技術を学んで使いこなせるよう
になって, 世の中の人々の需要を分析してシステムを設
計し制作する, という, ソフトウェア開発の 1サイクル,

または, 仮説を立てて実験してデータから統計的に検証
するという実験的研究の 1サイクル, おもちゃでない世
の中の実務の 1サイクルを経験するのが目的です. 希望
するメンバーは 4年の 2,3月に学外で研究発表してます.

担当教員の下心 (機械学習ではないふつうの)人間の学
習という現象を確率モデルで表現して解析し, それに介
入するシステム (多くは学習支援システムや eラーニン
グ)を構築して, 効果をデータから統計的に検証する, み
たいなことに興味があります.

特別研究では, 上の教員の興味に限らず, 参加者の興
味ある分野なら何でもいいから, システムを作る, デー
タを解析する, という他分野/他業界でも役立つ部分を
一緒にやれるといいな～
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