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1月2日に中間発表があ
った。私は過去に３回中間
発表を見ているが、とうと
う自分が発表する側に立つ
ことになった。自分で発表
の舞台に立つとやはり違う
緊張感があり、今回は部屋
もいつもと違い会議室で行
ったため、奥が見渡しやす
く、人の顔が良く見えた。
平日というのもあったから
か、いつもよりも学部学生
の姿を見て、来ている学部
学生もＴＡで見たことがあ
る学生もしくは、アルバイ
ト先で見たことがある学生
で９割を占めていた。先生
がほぼ全員来るのは分かっ
ていたことなので、そちら
の部分の緊張はあまりなか
ったのだが、学部学生があ
んなに来るとは思っておら
ず、そこに対する緊張がと
ても強かった。発表中はと
いうと、自分の発表内の発
言によって表情が曇る人も
いれば、頷いている人もい
るのがよくわかるのは、発
表していてよくわかったの
で、緊張はしていたのだが、
そこまで慌てておらず、冷
静だったのだと終わってか
ら自己分析した。
自惚れなのかもしれない
が、今回はいつも以上に質
問の内容を理解し、それに
対して答えられたと思って
いる。というのも、１年半
もの期間、それこそ必死の
思いでやってきたことで、
質問内容もほとんどが過去
に実験をして上手くいかな
かったことや、時間をかけ
た部分であった。だからこ
そある程度はしっかり答え
ることもできたと思うし、
あれだけ怖かった質問時間
も途中からは質問時間その
ものを充実していると捉え
ることができた。もちろん
コメントのなかには、ここ
は不十分だという意図の指
摘もあったので、そこは本
番への改善点としておきた
い。
残された期間はそこまで
長いものではないが、自分
の成長のためはもちろんの
こと、研究室や現在の研究
室メンバー、未来の研究室
メンバーのために残せるも
のや、伝えることができる
ものがあれば、残していき
たいと思っている。（岡田）
岡田君のプレゼンテーシ
ョンのうまさには定評があ
るが、今回の発表では、多
くの学会発表や論文発表な
ど、日頃からの地道な努力
を明確に示すことができて
いました。新規性、有用性
をどのように示すかという
ことが唯一残された課題で
あったように思われます。
いままでやってきたことの
中にそれは十分含まれてい
るので、あとはそれをどの
ように表現するかというこ
とでしょう。（田中）
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甲南大学大学院自然科学研
究科の成果発表会が行われ
ました。この発表会の趣旨
は，他分野の専門研究をお
互いに知り，様々な分野の
先生方や大学院生，あるい
は学部生など意見交換を行
い，研究を充実させること
のようでした。このような
経験は普段できることでは
なく，冷静で的確な質問や
意見を聞くことができ，新
たなアイデアが生まれたり
，研究を改善する一つの機
会になると思い，参加，発
表しました。
私は，この４月に博士後
期課程に入りました。今日
までの研究についての概要
です。様々な障害を有した
方々が生活の復帰を目指し
て，リハビリを実施してい
ます。療法士は，その目標
を実現するために，障害の

程度や対象者の身体の状態
を把握するために，様々な
検査（評価）を行います。
それらは，目測で行われる
ため，客観性にかける，療
法士（検者）の判断によっ
て評価の結果が異なるなど
の問題が現れます。その曖
昧さをなくすために，日々
のリハビリ業務の中で簡便
に，かつ客観的にデータを
取得して評価する
（できる）
方法はないか考えていたと
ころ，「センサー」に着目
しました。現在では，脳卒
中片麻痺評価法（ＳＩＡＳ）
という，検査バッテリーに
ついて，センサーであるＬ
ｅａｐ Ｍｏｔｉｏｎ（手
の運動を計測することが可
能）やＫｉｎｅｃｔ（身体
の運動を計測することが可
能）を用いて評価する方法
のシステムの開発に取り組
んでいます。ここでは，Ｌ

ｅａｐ Ｍｏｔｉｏｎを用
いた手指テスト，Ｋｉｎｅ
ｃｔを用いた体幹機能を評
価するシステム開発につい
て紹介しました。
ポスター発表であり，自
由に討論させていただきま
した。今回作成したシステ
ムと療法士が評価する内容
が一致するのかどうか，仮
にシステムが完成したとき
の使い方，普及方法など，
普段考えないようなことに
触れることができ，この研
究を前進できるようなヒン
トを多く得ることができま
した。
この日は，肌寒く，雨が
降っていましたが，多くの
方が聴講されていたようで
，充実した１日となりまし
た。来年もこのような機会
があれば参加したいと思い
ます。（大西）
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8日に自然科学研究
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科の研究成果発表会があっ
た。
この研究成果発表会は、
知能情報専攻だけでなく物
理や生物なども含めたポス
ター発表による発表会であ
り、修士や博士だけでなく、
一部学部生なども参加して
いる発表会であった。
前半と後半のセッション
に分かれ、私は前半のセッ
ションであった。私のブー
スのスペースが甲友会館に
近い出入り口の付近であ
り、個人的にはとても良い
位置だったと感じている。
5分間のポスターセッシ
4
ョンの時間中、絶え間なく
説明することになり、とて
も多くの人から質問やコメ
ントを頂くこともできた。
知能情報の先生方からファ
インチューニングに関する
説明や画像増幅に対する質
問などがあったが、説明し
たところ納得してもらえた
ことで、自分のやってきた
ことに対して多少は自信を
もてる結果となった。調子
に乗るとロクなことがない

のは経験上わかっているの
だが、今回に関しては成功
と言ってよいと思ってい
る。
後半のセッションでは、
聞く側に徹していた。同じ
研究室の大西さんの研究内
容についても、なんとなく
は知っていたものの、しっ
かりはわからなかったのだ
が、今回聞かせてもらうこ
とで一層理解を深めること
ができた。そのほかにも同
期や後輩の発表を聞いて、
非常に良い勉強になった。
内容は勿論だが、ポスタ
ーの作りかたや、発表の魅
せかたなど、まだまだ学ぶ
ことが多いということは痛
感した。物理や生物の発表
は英語のポスターも多く、
これから英語で発表をする
機会を控えているので参考
までに見てみたが、基本的
な単語はともかく、専門用
語が多すぎて私には読めな
かったが、説明してもらう
と、なんとなくは理解でき
た。こういう専門外の人に
説明するという技術も私に
はまだまだ足りていないの
で、今後培っていきたいと

思っている。
発表では多くの人に聞い
てもらえ、聞く側でも多く
のことを学び気付くことが
できて、全体を通して私は
大満足な１日であった。今
後もポスター発表を控えて
いるので次回以降この経験
を生かして更なる成長へと
つなげたい。（岡田）

新しくできたｉＣｏｍｍ
ｏｎｓでの発表会でした。
学会とは違い、まったく専
門が違う他専攻のポスター
と一緒の発表会でしたが、
知っている先生方との話も
でき、いろいろな意味で有
意義なものだったと思いま
す。
ともかく、場数を踏むと
いうのが何事も成功する秘
訣です。こうしたことに、
今年の２名の院生は前向き
に取り組んでくれており、
このことは将来、彼らの中
で実を結ぶことと思いま
す。
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1月1日から1日まで連
合講演会のために東京に行
っていた。発表自体は２日
目の朝一番目の発表で、８
5分から１人の持ち時間
時4
5分の発表であった。今
は1
回、動画を再生している途
中にＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ
が落ちてしまうというトラ
ブルがあったのだが、その
くらいのことでは動揺しな
いようになった。発表も無
事終わり、質疑応答も「未
知の人物の判定の際にはソ
フトマックス層を適応して
いない数値を見ればよいの
ではないか？」というもの
であり、実験をすでにして
いたのもあり、その質問に
対する受け答えもしっかり
とできた。セッション終了
後、その質問をしてくださ
った先生が声をかけてくだ
さり、いろいろと話をさせ
て頂き、意見の交換をする
こともできた。そのままお
昼もご一緒させていただ
き、なんだかんだ３時間ほ
ど意見交換を行った。常駐
しているＫｏＲｏについて
も興味を持っていただき、
お褒めの言葉も頂いた。研
究室としての成果物を評価
してもらえるのは、私がい
うのも烏滸がましいが、非
常にうれしい。学会は貴重
な第３者からの意見を得ら
れる場であり、準備は大変
なこともあるが、それだけ
の価値があると思う。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

余白ができたので、最近
思うことを、徒然なるまま
さて、話は変わり学会外 に書き記してみたい。
の話をしようと思う。東京
は初めてではないのだが、
サンデル教授の「ハーバ
高校のときにサッカーの全
校応援があったのと、小学 ード白熱教室」というのが
生のときにゲームの大会の 一時流行ったが、記憶にあ
全 国 大 会 に 来 た 以 来 で あ る人も多いだろう。この授
り、はっきり言って大して 業は、いわゆる「参加型学
観光はていない。おかげで、 習」で、教授がいろいろな
新宿が東京駅から見たとき 問いかけをし、それに対し
に西側にあるのか東側にあ て学生がフロアーから答え
るのかもわからない状態で るという問答を繰り返す形
あり、まして東武線だとか である。どちらをとっても
京王線だとか、さっぱりわ 人が死ぬとき、どちらを取
からない状態であった。し るかというような、あり得
か も 東 京 へ 行 く 週 間 ま え ない問いを発するところが
に携帯を変えたばかりだっ 大変ユニークだった。振り
たからか、ＧＰＳの矢印が 返って、日本の授業でこう
ほぼ真逆を差す状態で、そ いうことができるかという
の状態で下手に使うものだ と、極めて悲観的にならざ
から新宿駅から宿泊先まで るを得ない。まず、そうい
の経路で何度も迷った。そ う問いを授業でしたという
ういう経緯もあって新宿駅 ことがマスコミの喜びそう
や東京駅は「迷宮」だとは なネタになるだろう。翌日
知っていたので心の準備を の新聞に出る可能性が大き
していたが、そちらは極め い。もちろん、批判的に書
てスムーズであった。下手 かれる。人を死なせてしま
にＧＰＳに頼らないほうが うことを余儀なくされる２
迷わないということに、東 つの選択肢から選べとは何
京で気付いた。
事かと。物事を考えるとき
東京にいる間に、もんじ に、常識も何もかも捨てて
ゃ焼きだけは食べたいと思 議論するということは重要
い、もんじゃ焼きの店を探
したが、予想以上に見つか と書かれた看板の店に入っ
らず、「大阪お好み焼き」 てもんじゃを頼むのもなん
0分ほ
だか癪だったので、3
ど探してようやく見つけた
店に入った。一人だと断ら
れる可能性もあるとは知っ
ていたのだが、ピーク時で
はなかったので快くＯＫし
てもらえ、ようやくもんじ
ゃを食べることができた。
ただ、関西の人はもんじゃ
を好まない人が多いという
例外に漏れず、どちらが好
みかと言われれば大阪のお
好み焼きであった。（岡田）

であるが、今の日本ではそ
ういう議論が許されない風
潮がある。
学生も、そういう問いを
発せられるからには、最後
に、どちらが正しいかとい
うことを教授の口から教え
てもらうことを期待するの
ではないだろうか。
我々の学生時代は、答え
がないような問題を夜が更
けるのを忘れて議論するこ
とが多かった。それが学生
生活だと思って、とても新
鮮だった。私は学生運動を
していなかった、いわゆる
ノンポリだったが
（これも、
当然死語だよね）、それで
も、こういう会話はよくし
た。妻にこういうことを話
すと、それは自分が歳をと
った証拠だという。
授業の中で、黒板の前で
試行錯誤することを、学生
は決して許してくれない。
ノートに書きやすいよう
に、きれいに整理して書く
ことを要求し、書き間違い
を許してくれない。書き間
違いをすると、てきめん、
授業改善アンケートで批判
される。
おい、
ちょっとまってよ。
俺だって人間だよ。間違う
こともあるよ。そのときは
教えてくれてもいいのでは
ない？

私が考える、学生諸君の
「今」すべきことを申し上
げたい。英語と第二外国語
を使えるようにすることを
第一に挙げたい。
英語の読み書き話し聞く
の４つの能力を鍛えるには
学生時代が最もよい。もち
ろん、その気になれば何歳
でもできるが、人の学習能
力は、若いときほど優れて
いる。英語が使えると、そ

の後の人生の中で得するこ
とが多い。海外旅行で、自
由に自分の思うような計画
が立てられるというだけで
なく、仕事の上でもメリッ
トが大きく、重宝がられる。
英語の電話を受けて、すら
すらしゃべったら、一目置
かれること請け合い。
第２外国語も重要であ
る。英語ができることはあ
る程度当たり前だが、フラ
ンス語、ドイツ語など（今
なら中国語も）で会話がで
きると大変カッコイイ。思
わぬ仕事で生きていけるこ
ともあるだろう。
運転免許取得。免許があ
って損することはない。逆
に、地方に転勤になったと
きなどは、免許が必須であ
ることもあろう。時間があ
る学生時代に免許取得をお
勧めする。
読書、特に小説。新書や
随筆、ハウツーものは将来
いくらでも読めるが、なか
なか小説は読む時間と気力
が沸かない。教養がないと、
教養がある人との会話がで
きず、結果的にそういう人
とのお付き合いのチャンス
もものにできない。
日本の歴史（特に、近代
史）を知っておくことは、
外国人と話す上で特に必要
になる。日本が昔アメリカ
と戦争したことを知らない
などというのは論外であ
る。

最近、グローバル化とい
う言葉が盛んに叫ばれてい
る。では、グローバル化と
は何か。本来の意味は、世
界人という意識をもって活
躍するということだろう。
それに対して、
世界はいま、
難民排除、自国経済最優先、
領土問題など、グローバル
化とは逆の方向のことばか
り起こっている。
学内では、英語が話せる、
外国人と対等に付き合える
という、本来のグローバル

化という意味よりも、一段 いだろう）。
自分が何に向いているの
下のレベルの実務能力がグ
ローバル教育の柱となって かわからない。だから自分
いるように見える。実際、 探しをするという人には、
具体的に何を目指すかとい おやめなさいといいたい。
うことになるとそうならざ 若 い 時 分 は 何 に で も な れ
るを得ないのかもしれない る。逆に、若い人にはまだ
ので、あえて、それに異を 自分の中身はない。だから
それを探しても何も見当た
唱えることはしない。
私は毎年、クリスマスカ らず時間を棒にふるだけに
ード交換か、メールなどで なる。
なりたいものが分からな
メッセージ交換する外国人
が、スウェーデン、イギリ い人は、社会の勉強をする
ス、オーストラリア、カナ ことをお勧めする。人生の
ダ（中国人）、シンガポー 楽しみは、すべて勉強から
ルなどにいる。
若いときは、 始まる。
友達を作ることに熱心で、
その賜物である。最近は新
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しく友達を作るのは面倒に
1月2日～2日、計測自
なってあまり増えなくなっ 動制御学会システムインテ
た。こうした友人は、今で グ レ ー シ ョ ン 部 門 発 表 会
もその地に出張などで行っ に、岡田君と田中が参加、
2月1
6日～１月3
1
たときには気軽に会える。 発 表 ▼ 1
英語で意思を通じること 日、当研究室開発の来場者
は、あまり苦にならず可能 カウンタとラジオ体操採点
である。もっとも、専門用 システムを、バンドー青少
語が必要だったり、システ 年科学館に展示、実演（体
ムが違う場合はそれなりに 操システムの実演はそのう
苦労する。英語で授業をせ ち２日で日は未定）
よと言われたら、何も抵抗
せず受け入れるつもり。私
今年も、気づけばあと３
は自分のグローバル化にお
金はかけなかった。中学生 週間となりました。どんな
のときにモルモン教会の英 １年だったでしょうか。
来年、どんな１年になる
会話教室に行ったのが私の
英語好きの端緒であるが、 かは、「１年の計は元旦に
というように、まず、
オーストリアのＩＩＡＳＡ あり」
で１年半研究員として英語 正月、自分をしっかり見つ
で仕事をしたのが大きかっ め、来年やりたいことを考
えることです。
たかもしれない。
私が皆さんにお勧めする
学生諸君がグローバル化
できるかどうかは、その意 ことは、上にいろいろ書き
欲にかかっているのであっ ましたので、それを読んで
といっても、
て、いくらお膳立てしても、 みてください。
できることはたかが知れて 読まない人も多いのでしょ
うね。自分に向けられたメ
いる。
ッセージをきちんと受け止
めるというところが本当の
自分の人生で何ができる スタートでしょう。
かということは、自分が何
になりたいかという計画を
立て、それに向かって歩む
ことでほぼ達成できること
は多くの人が言っている通
りである（本をよまなけれ
ばそうことを知ることもな
1

