0年、２０１８年が
平成3
明けました。まずは、新年
おめでとうございます。
おめでたい理由として
は、昔は、人の年齢を数え
年、つまり、正月で１つ歳
を重ねていたため、そのお
祝いということのようで
す。平成もあと１年４か月
ということになりました。
私は、ちょうどオーストリ
アに長期滞在していた時に
昭和天皇の崩御、そして平
成を迎えましたので、その
時代が終わったのかと思う
と、時の経つ速さを感じて
います。
平成時代は、皆さんが生

まれる頃阪神淡路大震災が
起こった時代でもありま
す。
平成の大災害といえば、
東日本大震災がすぐに浮か
んできますが、神戸に限っ
て言えば、阪神淡路大震災
は本当に大変な災害でし
た。私はその当時岡山大学
の教員で岡山に住んでいま
したから、その地震は自分
の身の上に直接降りかかっ
た災害ではありませんでし
た。ただ、新幹線が半年く
らい止まっていたので、岡
山から関西に行くのが大変
でした。在来線なら、和田
山、福知山経由で行くか、
特別に設けられた、飛行機

の岡山―伊丹線などが数少
ない選択肢でした。神戸市
内を通過するには、市内の
一部の不通区間をまたぐと
ころまで鉄道が復旧した頃
私は震災後初めて関西に行
きましたが、カメラをがれ
きに向けたところ、地元の
人から大声で暴言を浴びせ
られたことを記憶していま
す。大変センシティブな感
情を持たなければ、神戸の
人とは話ができない状態で
した。甲南大学には知り合
いの先生もいましたが、何
か月もメールが通じない状
態でした。
私が甲南大学に赴任した
のは１９９９年７月です。
その当時の学生は中学生か
高校生の頃被災しています
から、多くの甲南生はこの
震災を経験していました。
そのため、震災の話を学生
とするときには大変神経を
使いました。今のように、
震災を体験していない学生
ばかりになったのはほんの
最近のことです。
次には、南海地震が来る
ことが恐れられています。
最大、数十万人の死者が出
ると予測されており、上記
の地震よりもはるかに大き
な被害が出るでしょう。ま
た、北朝鮮問題も、今年何
事もなく過ぎるのかどう
か、予断を許さない状況に
なっています。
今の平穏を当たり前のも
のと思わず、「常に備えよ」
という、平生釟三郎先生の
言葉を胸に、日々邁進して
いくことが肝心かと思いま
す。みなさんにとって今年
が良い年になりますよう、
願っております。
昨今の大流行は、もちろ
ん、ＡＩ（人工知能）です。
人工知能は、
大きく分けて、
記号論理に基づくものと、
ニューラルネットに基づく
ものがあります。これらは
いずれも人工知能と言われ
ていますが、前者は、大量
にルールを作ってエキスパ
ートシステムが作られたり
していましたが、あまり成
功していません。後者は、
最初はパーセプトロンで排
他的論理和ができずに失
墜、二度目はバックプロパ
ゲーションにいろいろな限
界が見えて再び失墜。ただ、
0年ほどまえから深層学習
1
の研究が進んできて、今の
大流行を迎えています。
0年代、ニューラ
私も、9
ルネットワーク、遺伝的ア
ルゴリズム、ファジイを研
究してきたのが、まさに、
ニューラルネットワークの
二度目の冬の時代に重な
り、甲南に来てから研究を
ほぼ止めていました。しか
し、その間に世の中は進ん
でいて、気が付いたら後れ
をとっていたというわけで
す。
しかし、今後再びニュー
ラルネットというか、深層
学習の研究を進めていきま

す。当研究室には、ＧＰＵ
が２台入ったディープラー
0年後の社会がどうなっ
ニングマシンがあり、これ 「1
を駆使して深層学習の研究 ているか？」、これは１年
を進めていきたいと思って 生の基礎ゼミで出されたグ
ループワークのお題でし
います。
ＡＲ（拡張現実）は、画 た。この質問を見ると懐か
像の中のものを認識して、 しさと共に月日の過ぎる早
そこにラベルを張り付けた さを感じます。では早速、
0年後社会がどのように変
り、認識したものの画像を 1
張 り 付 け た り す る 技 術 で 化していくのかを久しぶり
す。当研究室の大塚君が今 に予想していこうと思いま
年度開発した、ＫｏＲｏと す。
まずは現在トヨタ自動車
の記念写真システムはそれ
に関連する研究です。この やグーグルが開発している
場合は、人の顔を見つけ、 車の自動運転システムにつ
ＫｏＲｏの部品を張り付け いてです。ぶつかりそうな
たり、逆に、ＫｏＲｏのボ 時に自動でブレーキを掛け
ディの枠の中に人の顔を張 てくれる「アイサイト」が
り付けたりしています。こ 登場し、最近では先行車の
こに使われているのは、画 走行に応じて速度を調節す
像認識技術で、さらに広い る機能がついている車も発
意味では人工知能に入りま 売されました。トヨタ自動
車は２０２０年に高速道路
す。
キネクトが販売中止にな での自動運転の実用化を目
り、出鼻をくじかれた格好 指すと発表しています。こ
0年経たない内
ですが、当研究室は、深度 のことから1
センサーを使って体の姿勢 に特定の条件下でのみの自
や環境認識などを行い、そ 動運転が可能になるのでは
れを人の生活に役立てると ないかと思います。オリン
いう研究を進めてきていま ピックをキッカケに自動運
0
す。体操評価システムがそ 転をある程度普及して、1
の端緒ですが、博士後期課 年後は特定の条件下だけで
程 の 大 西 さ ん を 中 心 に し なく完全自動運転の技術の
て、それをリハビリの分野 開発が進められていると思
0年では完全
に役立てる研究を推進中で います。正直1
な自動運転はできないと思
す。
うし、仮にできたとしても
自動運転に関する法律の整
備が間に合わないのではな
いかと思います。
次はデバイスについてで
す。今現在最も馴染みの深
いデバイスと言うと、スマ
ートフォンが思いつくので
はないでしょうか。スマホ
は様々なことに使えて現代
人の必需品のようになって
います。今でも十分便利で

朝日新聞１月４日朝刊の
紙面は少々ショッキングだ
った。ＷＨＯが、ネットゲ
ーム依存は病気だと位置づ
け、病気の世界的な統一基
準である国際疾病分類に盛
り込まれることになったそ
うである。
その記事によると、ネッ
ト依存の人は酒や薬物の依
存者のように脳の働きが大
きく低下し、感情をうまく
コントロールできなくなる
そうだ。
その弊害は、昼間寝てい
る、まともなコミュニケー
ションができない、意欲が
ないなど、私が見ても、あ
きらかな症状となって出て
くる。そのままいくと、就
職ができない、まともな社
会生活ができない、人との
交流ができないといったこ
とにつながっていくであろ
う。
これからの少子高齢化社
会は非常に厳しいものにな

0年後どうなっている
すが1
かを考えていきます。今後
のスマホはＡＩが備わって
いてＡＲ（拡張現実）やＶ
Ｒ（仮想現実）機能も使え
るのがデフォルトになると
思っています。今のスマホ
はＡＩによる音声認識出来
るものの音声で実行できる
命令は少ないです。ですか
ら、ＡＩの性能を上げて認
識の精度を向上させ音声で
実行できる命令の幅を増や
す方向に進化して行くので
はと考えています。ＡＲと
ＶＲに関しては予想と言う
よりは願望で、もうそれら
しいことはできていたりし

る。自分で生活の糧を稼い
でいかなければ、まさに、
食べていくことができない
時代になる。気の毒だが、
君たち世代には今の老人と
は違う、大変厳しい老後が
セットされている。ゲーム
をして遊んでいる場合では
ないのだ。
ゲームに没頭して、ほか
のことに支障が出ている
人、まずは、自分の現在の
姿を謙虚に見つめなおし
て、
本当にそれでいいのか、
自問自答すべきだ。有効に
活用できてこそのデジタル
ネイティブである。
自分が該当すると自覚す
る人は、自分で病気を治す
努力をまずしてほしい。そ
の第一歩はまずゲームから
遠ざかるということであろ
う。そして、自分では克服
できないと思われる場合
は、
虚心坦懐に人に相談し、
直す努力をしてほしい。（田
中）

ますが、もっと高度なもの
が増えていって欲しいと思
っています。
さて、１年生の時以来に
0
1年後の予想を考えてみま
したが、あの頃よりは現実
的な事が書けたと思いま
0年もあれば技術は大
す。1
幅に変化するので予想する
のは難しいですが、久しぶ
りに考えてみて面白かった
0
年
後
の
技
術
や
社会
です。1
0年後
も気になりますが、1
ちゃんと働いているのか、
そもそも就職できているの
か、それ以前にちゃんと卒
業できるかどうかが気にな
って仕方がありません。

2 0
2
1月2日から2日にかけ
て仙台国際センターにて計
測自動制御学会システムイ
ンテグレーション部門講演
会（ＳＩ２０１７）が開催
され、私は２日目と３日目
に参加し、自身も学会最終
日である３日目に発表を行
った。ＳＩは昨年度も参加
しており、どれくらい興味
深い学会か十分にわかって
いたが、今回は特に興味深
い内容の発表が多く、充実
した内容となった。
特に強く感じたのは、昨
年度に比べると「深層学習」
という単語をかなりの発表
で聞いたことであり、その
背景にはブームはもちろん
であるが、フレームワーク
の台頭であったり解説ペー
ジや解説本の充実があるの
だと思う。中には、どこか
の本でみたことがある内容
に近い内容で発表している
ものもあったり、ネットワ
ークの内容について問うと
そこに関しては触っていな
いという返答が返ってくる
ことがあったりと、まだ実
用できていない段階の発表
も多くあったように思え
る。来年のＳＩではおそら
くもっと多くの発表が「深
層学習」を用いていると思
われる。また、今回キーノ
ート講演として私が使用し
ているフレームワークのＣ
ｈａｉｎｅｒを開発してい
るＰｒｅｆｅｒｒｅｄ Ｎ
ｅｔｗｏｒｋｓのＣＴＯで
ある奥田さんの講演もあ
り、そこではまだよく知ら
なかったＣｈａｉｎｅｒの
機能だったり、最近実装さ
れた機能を学ぶことができ
た。今回一番の収穫はこの
講演だったかもしれない
が、残念なことに自身が研
究でその技術を使用するこ
とは恐らくないことを考え
てしまうと、少しだけ残念
であった。趣味では触って
いこうと思っているので、
そう捉えることで前向きに
学んでいこうと思う。
他にも実は最初は見落と
していたのだが、特別講演
では杉山先生といった機械
学習の世界でとても有名な
方の講演があり、そこにも
参加した。昨今の人工知能

ものだが、恐らく自分が同
じ立場で同じことを言えた
かと考えると、恐らく言え
なかったと思う。しかし、
これほどまでに温かい気持
ちになったことを考える
と、今後はそういうことが
言える人になろうと思っ
た。しかし一方で帰りの飛
行機の待合い室では残念こ
ともあった。マイルの機械
のコンセントを抜いて充電
しようとしている会話が聞
こえ、それは流石に一緒に
いた連れが止めていた。し
ばらく様子をうかがってい
ると、その裏にもう１つコ
ンセントを見つけ、そちら
で充電を開始していた。ど
う見ても盗電である。しか
も残念なことにスーツにポ
スター収納のケースを持っ
ていたのでほぼ間違いなく
同じ学会の参加者で、しか
も伊丹へ向けて飛び立った
ので関西の学生である。こ
のような倫理がない人に研
究だの発表だのしてほしく
ないもので、東北の学生と
の対比をして悲観的にもな
ってしまった１日であっ
ブ ー ム を 受 け た 内 容 で あ た。（岡田）
り、機械学習や深層学習が
今に至るまでの歴史を振り
返るような内容であり、技
術的な側面よりは万人に分
かりやすい内容であったよ
うに思える。私も、少し勘
違いしていた部分もあった
のでそこを修正するのによ
いきっかけであり、この特
別講演も良い勉強となっ
た。
余談ではあるが、今回の
学会で人のモラルを考える
機会があった。
というのも、
東北大学の川内キャンパス
で食事をしていたときに、
お箸を落としてしまった際
に拾ってくれた東北大の学
生が拾ってくれただけでは
なく「僕はあちらの方向へ
行くので」とお箸をそのま
ま食器回収箱へと持ってい
ってくれた。それに驚いて
しまうのがなんとも悲しい
ＳＩは４～５年続けて行
っているが、今回新たに導
入されたシステムを紹介し
ておこう。１つの発表に対
して、スポットライトセッ
ションという３分間のプレ
5分間
ゼンテーションと、4
のインタラクティブセッシ
ョンというポスター発表が
自動的に設定される。スポ
ットライトセッションに
は、質問時間は設けられて
いない。
学会の発表形態について
詳しくない読者のために、
まずそこから説明しておこ
う。
通常の学会は、登壇発表
5分
（プレゼンテーション1
程度）か、ポスター発表の
いずれかである。プレゼン
テーションでは、質問時間
がせいぜい５分間なので、
質問したくても、誰か長い
質問をしたらほぼそれの応
答で終わってしまう。逆に、
内容が分かりにくい、ある
いは面白くないものであれ
ば、だれも質問をしないの
で、司会者が仕方なく質問
をするしかない。これが司
会者にとって苦痛であるだ
けでなく、聞く者にとって
も時間の無駄であった。最
近は、その反省もあってか、
ポスター発表の学会が増え
てきているが、やはりプレ
ゼンテーションも聞きた
い。また、ポスターを見に
行く前に何らかの情報が欲
しいという感じもしてい
た。ＳＩの組織委員会がそ
れを意識したのか、それと
も、他の学会で同様の方法
がとられているのかは知ら
ないが、今回この形の採用
となって、なかなか面白い
と感じた次第である。発表
者は両方の準備をしなけれ
ばならないので大変だが、
聞く方にとってはありがた
いシステムである。
今回の我々の発表は、岡
田君がＫｏＲｏに仕組んだ
個人認証システムとそれに
使ったディープラーニング
の内容である。現在のＫｏ
Ｒｏは、安定して動いてい
るが、これは岡田君が改良
に改良を重ねた結果の賜物
である。もちろん、私が頻
繁に欠陥を見つけ、岡田君
に改良を指示した結果であ
るが、岡田君は見事にそれ
に答えてくれた。個人認証
システムは、実際の応用に

はまだ結びついていない
が、ディープラーニングを
使って、おそらく可能であ
ろうと思われる最高レベル
に近い正解率を達成してい
る。ポスターの場所が、あ
まり多くの人が通らない場
所だったせいか、インタラ
クションをしていただいた
方は７名にとどまったが、
それらの人はいずれも、興
味深く聞いていただいたと
聞いている。
岡田君は、これから修士
論文の本格的執筆段階に入
るとともに、３月に予定し
ている国際会議での発表の
準備も進めることになって
おり、ある意味、これから
が正念場ともいえる。
発表の前夜は、二人でた
またま見つけた店に入り、
牛タンや刺身などを、地酒
なども飲みながら堪能し
た。地下にある店で、階段
を下りていくときは多少の
不安も感じたが、中は広く、
大変きれいで雰囲気もよ
く、何よりも料理が新鮮で
おいしく、大正解であった。
やはり、学会参加のときに
は、食べることが最大の楽
しみの一つである。（田中）

４月に社会人として入学
した大学院生活も９か月を
終えようとしています。今
年を振り返ってみますと、
大学院の受験に向けた準備
に始まり、成果をあげよう
と必死になっていた一年間
で、気が付けば、テレビ番
組はスペシャル番組にな

り、私は「良いお年を」と
年末の挨拶をしていまし
た。何とか年を越すことが
できました。大学院への進
学を決めるときも、医療と
異なる分野でやっていける
のか、
不安もありましたが、
田中先生の「大丈夫」とい
う言葉のお陰であったと思
っています。
振り返ってみますと、ま
ずはＣ＋＋が本当に使える
のか、本当に不安を抱えて
過ごしていたことを思い出
します。本を読み、Ｗｅｂ
上にある情報を入手するな
ど、手当たり次第にプログ
ラムのことを調べていまし
た（夢にＣ＋＋のプログラ
ムがでてくることがありま
した）。また、医療分野と
コラボレーションするチャ
ンスが多くあることを実感
することもありました。特
に、理学療法分野でも、機
械等を用いた客観的な手法
による評価や治療は行われ
るようになってきました
が、それでも目視による評
価が残っています。それは
致し方ないことでもありま
す。それでも、理学療法の
技術を客観的な指標に置き
換えることを進めていかな
ければならないと誰もが思
います。２０１８年は、そ
のヒントを見つけられる
年、あるいはその方法を普
及される年にしていきたい
と思います。
さて、私にとって、平成
0年はどんな年か、実は厄
3
年（本厄）を迎えます。厄
年に対しては子供のころか
らあまり良い印象を持って
いませんでしたが改めて調
べてみますとそうでもなさ
そうです。厄年は、古来よ
り社会において重要な年回
りとされており、人生の節
目にあたり、社会的な役割
や生活環境が変わるころに
あたることから、役割を担
う年，役年から厄年になっ
たといわれているようで
す。

今年も様々なことがあり
ました。より心を新たに、
一歩を踏み出せる年にして
いきたいと思います。

1日まで バンドー
１月3
青少年科学館で、田中教授
制作の来場者カウンタが稼
3日～4日 バン
働▼１月1
1
ドー青少年科学館で、当研
究室の体操評価システムを
使ってデモンストレーショ
0日 大学間連
ン。▼１月2
携シンポジウムが本学で開
催され、岡田君が講演。▼
0日 田中教授、想像
２月1
文化研究組織新カレッジＩ
ＣＩ
（於ｉＣｏｍｍｏｎｓ）
で講演「ＡＩで今できるこ
と、これからできるように
なること」▼３月５日～７
日 国際会議ＮＣＳＰで論
文発表
（田中、大西、岡田）

皆さん、新年はどう過ご
したでしょうか。私は、娘
夫婦二組が２晩泊ってい
き、孫を含めて２＋３＋３
＝８人が一緒に年越しする
という、大所帯でした。少
しのんびりしましたが、多
くの時間は授業の準備など
に費やしました。
年明けの最初の日。私の
父が県庁マンだった頃聞い
た話です。年初めの出勤日
は仕事始めといって、女性
は着物を着て行き、皆でお
酒を飲んでその日は終わり
というのが仕事？始めだっ
たのです。
その前、正月に、
上司の家に年始に伺うとい
うのもありました。
私がサラリーマンになっ
8年前はというと、まず、
た3
自分のフロアーに机のある
上司（最も地位の高い人）
のところに足を運び、新年
のご挨拶。最初の年、何も
しなかったら、先輩に手を
引っ張って連れていかれま
した。今もこの習慣は残っ
ているのでしょうか。（田
中）

