３年前、大畔さんや野々
口さん、郭さんの発表を聞
いてからようやく自分の番
がまわってきました。あの
ころはというと、正直なと
ころまだ配属されたばかり
で研究も始めておらず、具
体的なイメージも全くわか
ず「もし、院に進学できた
としても自分はここまでた
どり着けるのか」という疑
問を持ったまま発表を聞い
ていた記憶があります。同
じ位置にまでたどり着けた
のか自分では何も思うこと
はありませんが、とにかく
やりきったとは思っていま
す。大学生活全体の総括に
ついては、また別途記事を
書かせて頂こうと思ってい

るので、今回は発表につい
て書いていこうかと思いま
す。
発表前日や当日は特別な
ことをするわけではなく、
割といつも通りの時間にい
つも通りに登校しており、
僕は昔から貫いていること
で、本番の直前だけいつも
と違うことをするようで
は、間違いなく発表も上手
くいかないと思っているか
らです。そのルーティンに
従い、今回もいつも通りを
貫いて発表に臨みました。
ですが、発表は今までやっ
たどの本番発表よりも緊張
してしまい、それが聴衆側
にも伝わってしまっていた
ことは発表後の皆様からの
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人に感謝する１日になりま
した。
実のところ最も嬉しかっ
たのは、恐らくこれ以外に
用事がなかったであろう４
回生も何人か来てくれて、
発表には来られない子も前
日までにＬＩＮＥで頑張っ
てくださいと連絡をくれた
子もいて、そういうことを
言ってもらえるとは本当に
嬉しく思いますし「修士の
先輩の発表」を覚えてくれ
ていたことが何よりもあり
がたいことだと感じます。

した。また他の演題発表の
ときには質問することへも
挑戦し、充実した学会３日
間を過ごすことができまし
た。
経験が浅い国際学会を迎
えるための準備時間に多く
時間を割いてきました。ま
ずは私が行っている研究の
３月４日～７日に，ＮＣ 内容が，理解してもらえる
8（ホノルル）で学会 ようにわかりやすく説明で
ＳＰ1
発表をしてきました。タイ きることを心がけて論文や
トルは「
スライドの作成を行いまし
た。また、発表では自分の
行っている研究に自信を持
って堂々と発表することに
挑戦しました。
研究や勉強をしている
と、どうしても視野が狭く
なってしまい、今の問題に
気づかないことがよくあり
ます。このことは学会発表
を通していただく質問や意
見が解決策のヒントになる
ことがよくあります。今回
」
で、キネクト
を用いた体幹機能評価の一
部の自動判定システムにつ
いて発表しました。フロア
からも質問をいただき、田
中先生に助けていただきな
がら何とか発表を終えるこ
とができました。私自身は
5年ほど前に続き、２回目
1
の国際学会で相当緊張しま

感想でよくわかりました。
どうしてここまで緊張して
しまったのかは自分でもわ
かりませんが、非常に良い
経験になりました。人前で
話すことで緊張することは
なかなか経験がなかったの
で、成長できたと捉えてい
ます。まだまだ、成長でき
ることがあるということ
は、モチベーションにも繋
がりますし、次は上手くや
りたいと思うことにもつな
がります。そういう意味で
も、この修士論文発表会は
僕にとって改めて、色々な

経験した国際会議では、発
表のときにいただいた質問
や意見で様々ことを考えさ
せる機会となりました。
また，知らない人前で質
問することに抵抗を感じる
人は多いのではないだろう
か、私もその一人です。こ
の学会では，英語とは思え
ないほどの語学しかない
が、思い切って質問しまし
た。自身の発表のときより
も，なぜだか充実感があっ
た気がします。理由はわか
りませんが，不思議な感覚
でした。情報・工学とは無
縁に近い理学療法（リハビ
リ）分野興味を持っている
他学の先生と多くの意見交
換を行うことができ、貴重
な経験となりました。
最後に、このようなチャ
ンスをいただいた、田中教
授，大学関係者および家族
に感謝します。（大西）

最初で最後の大学院での
国際学会は苦い思い出が詰
まったものとなりました。
という学会
参加した
は、比較的日本人が多めの
国際学会であり、要するに
「わかるような英語」で喋

ってくれるケースが多いも
のだったが、自身の語学能
力のなさを痛感することと
なってしまいました。
5分で質疑応
発表自体は1
答が３分の発表で、練習の
5分を割ることはなか
際は1
ったのが、本番は英語に慣
れてしまったのもあったの
か少し早めに終わってしま
いました。正直、英語が苦
手なのは自覚していて、そ
れがまずいと思うこともし
ばしばあったものの、心の
どこかで「そのうち翻訳機
が進化して勉強しなくても
よくなる」と本気で思って
いるところもあり、勉強に
対して踏み込むことができ
ませんでした。しかし、今
回の学会で英語というより
言葉が通じない、わからな
いということがどれほど悔
しいものかを痛感して、本
気でやらねばと思うように
なりました。大学院を卒業
する手前でわかってしまう
のも少し遅いかもしれませ
んが、長い目で見れば早く
にそれに気づけてよかった
と思っています。
もう１つ苦い思い出は、
とにかく車酔いがひどく、
特に空港からホノルルの都
市部までのタクシーは行き
も帰りも非常に気持ち悪く
なってしまい、同行してい
た皆様にとても迷惑をかけ
てしまいました。恐らく道
が凸凹しているのと、運転
が少し過激なのが原因かと
思いました。タクシーから
降りてやっと楽になったと
思ったら、ホテルのエレベ
ーターもかなり急発進急停
車なもので、日本のエレベ
ーターが非常に恋しくなっ
ていました。
食事は心配していたより
も美味しく、というよりは
僕には非常に合うものが多
く、ハンバーガーをはじめ
としてロコモコや、ガーリ
ックシュリンプなどいろい
ろ食べましたがどれも美味
しくいただけました。プラ

イベートでハワイに行くと す。私は何度もやってきた
きは、もっと観光地もまわ ことなので、緊張感は何も
ろうと思います。（岡田） ありません。日ごろの授業
をするのと同じ感覚です。
でも、このところ、発表す
る前の準備を以前よりも時
間をかけてするようになり
ました。以前は、ともする
と、パワーポイントに何を
書いてきたかを覚えていな
いような状況だったことも
あり、いざ学会で発表をし
てみると、まだファイルが
きちんとできていなかった
り・・・。その反省もあり
ます。
ハワイですから、海にも
浸かりました。「常夏の島
＝ハワイ」というものです
から、いつも暑いかという
と、実はこの時期はそれほ
ど暑くありません。１日の
5度、最低気温
最高気温が2
0度という感じです。海
が2
はかなり寒いのですが、中
に入って２～３分もする
と、海のほうが暖かい感じ
がしたのは、ハワイのおか
げでしょうか？
さて、研究者は若いうち
に、日本人のほとんどいな
い、横飯（食事を英語です
ること）を何度もする必要
があるような会議もたまに
は参加する必要もありま
す。ＮＣＳＰでは、周りに
日本語があふれていて、ま
だまだ非常に楽な（生ぬる
い）環境です。次は、専門
性が高く、英語を理解しな
ければ、無事に到着も帰国
もできないような環境に、
大西さんを放り込もうかと
も思っています。（田中）

ＮＣＳＰは、主として学
生の発表の場として設けら
れている国際会議であり、
私のような年齢のものが一
人で行って発表する場とし
てはあまり適当ではないか
もしれません。そういう意
味では、今回、学生二人を
同伴して参加できたことは
大変意味のあることでし
た。大西氏、岡田君の発表
練習も２回ずつだったか、
しました。私自身は実は日
本語も英語も、プレゼンテ
ーションの指導を受けたこ
とがないので、むしろ、ど
のように指導すればいいの
か、手探りです。ともすれ
ば、
厳しくなりすぎるので、
感情を押さえて指導を心掛
けました。その成果があっ
たようで、発表は立派にで
きたと思います。また、質
問を１度はするように指導
しました。大西氏は、こう
いう場で初めての質問を経
験したようです。質問する
のは大変勉強になります。
参加する学生さんたち
は、みな大変緊張して、発
表前は余裕もない様子で
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今回の淡路島旅行では、
バスでしか移動できないと
いうこともあり、１～２時
間に一本の路線バスでいろ
いろ巡るよりも１つ１つの
観光に対して多く時間を予
定して計画を立てた。
淡路島旅行 日目、高速バ
スで淡路島の洲本に到着し
た後に最初に「海鮮料理
きとら」に向かった。ネッ
ト上で評判がよくメニュー
の種類がとても多かったの
で期待が高かったが、コー
ヒーや紅茶が飲み放題や席
も個室でメニューの数が多
く、多すぎて店についてか
0分ぐらい食べるものが
ら2
決まらないなどサービスが
良く、食事もとてもおいし
いという期待以上で満足度
が高かった。
その後、路線バスで宿ま
で移動し、宿に荷物置いた
後に徒歩で洲本城跡に向か
0～3
0分かけて登山
った。2
をし、洲本城跡に到着後の
海や街の景色がとてもきれ
いだった。いろいろな植物
が生殖していたり登山自体
も楽しく、なぜか山頂にあ
った懸垂で懸垂逆上がりが
できるかという遊びをした
り、帰り逆方向の出口に向
かって進むというアクシデ
ントがあったが、それはそ
れでよい思い出になった。
その後、旅館「海月館」
に向かい夕食を楽しんだ。
夕食の懐石料理は、量、質、
種類とすべてそろってお
り、脊髄反射でしゃべって
いるのか、見ればわかる料
理でも質問しており旅館の
人に苦笑されていたが、大
変満足のいくものだった。
（山本）
今年のゼミ旅行は、近く
でのんびりしようとのこと
だったので淡路島に行きま
した。淡路島では、海鮮料
理きとらや洲本城、海月館
など訪れましたが、今回の
一番の目玉はうずしおクル
ーズです。うずしおクルー
ズとは、福良港から船で鳴
門海峡に行き、うずしおを
見るツアーです。
今回乗った船の咸臨丸
は、レトロな雰囲気の大き
な船でした。僕自身、船に
乗るのが初めてだったの
で、船に乗っただけでテン
ションがあがりました。ま
た、船から見る海と空がと
ても綺麗で興奮しました。
船が出航して鳴門海峡に向
かう最中、カモメの群れが
船と並行して飛んでいまし
た。こんなに近くでカモメ
を見たのは初めてでした。
鳴門海峡に着くと、あち
こちに渦が出来ていまし
た。それほど大きな渦を見
る事は出来なかったのです
が、潮位の違いから海に高
低差が出来ているのを見
て、とても驚きました。ま

た、月の引力などにより自
然にうずしおが出来ている
のがとても神秘的でした。
今回の淡路島でたくさん
の自然を感じる事が出来て
よかったと思います。また、
今まで約１年半の時間を過
ごした田中ゼミのメンバー
0
で旅行出来たことは、大学
5年後の未来、私たち人
生生活最後のいい思い出に 間はロボットのペットにな
る。
なりました。（楠）
２０４５年に人工知能が
人類の知性を超えるとされ
ている。そして、人工知能
の考えていることを理解す
ることはできなくなる。人
類よりかしこいとなると、
人類が考えている裏の裏ま
で読んで人工知能が世界を
支配するだろう。先祖が、
かしこくマンモスを倒した
ように、今度は我々人類が
人工知能に倒されるのだ。
人類は人工知能の考えて
いることがわからない。こ
れはまるで、今でいう動物
と人間という構図に近い。
このことから人類は、野生
のヒトになる、または、人

工知能のペットになるだろ
う。野生のヒトになるとい
うのは、森の中など人工知
能のいないところで、細々
と暮らすのだ。人工知能様
に迷惑にならないように、
駆除されないように生きて
いくのだ。人工知能のペッ
トになるというのは、その
ままの意味で、人工知能に
「小動物を可愛がる」よう
に扱われることだ。人工知
能はヒトと遊んだりコミュ
ニケーションをとること
で、癒しを感じたり、生き
がいを感じることができる
のだ。ほかにも、人形遊び
ならぬ人遊び。これは、ヒ
トをかわいらしく着飾った
り、ヒトとヒトの会話を想
像する遊びだ。愛玩動物に
なりきればそれなりにいい
暮らしができそうだ。そん
な未来が来ないように人工
知能とは仲良くしなければ
ならない。

まず第一に思い浮かんだ
ことは少子高齢化について
でした。今現在日本の人口
は約１億２７００万人だと
0年
言われており、さらに5
後にもなるとその人口は約
８０００万人程度にまで少
なくなってしまうと予想で
きます。
しかし、その一方で、医
療の技術は日々進化してお
り、0年後ともなると現在
5
7歳男性8
0歳よりも
の女性8
５歳程度は伸びると予想さ
れ、そうなると高齢化社会
はますます進んでしまうと
心配になります。
次に気になったことは、
技術の進歩についてです。
現在でもＶＲやＡＲ、ドロ
ーンといった技術が開発さ
れてきましたが、それらは

6日 鹿児島大学に
３月1
て、甲南大学・鹿児島大学
合同 ロボット・コンピュ
0
5年前から考えると、想像 ー タ ビ ジ ョ ン 研 究 会 開 催
もできないようなものだっ （田中、大西が参加）
たと思います。さらに、そ
ういった技術はただ右肩上
がりに成長しているわけで
はなく、爆発的に伸びてき
0年後
ている分野なので、5
にはまさに「ドラえもん」
のように人のように意思を
持ってしゃべる家政婦ロボ
ットや、また今までに人が
行ってきた仕事のほとんど
をロボットや機械がするこ
とになると思います。
そうなるとほとんどの人
々は仕事を失ってしまうよ
うになるわけですが、それ
は問題ないと考えていま
す。なぜなら、人にとって
必要なものとして食べ物や
住宅、衣類や人と人とのコ
ミュニティーなどそのすべ
てをロボットが管理し、人
はただ与えられるだけの人
生を過ごすことになるから
です。まさに遊んで好きな
ことだけやっていれば生き
ていられる夢のような世界
ですが、しかしそうなって
くると次に問題視されてく
るのが資源についてです。
近年でもエコカーやハイ
ブリッド車、太陽光発電と
いったクリーンエネルギー
に関することが注目されて
いますが、そういった技術
0年後には進歩してお
も5
り、今では思いつかないよ
うな発電方法などが見つか
ると思います。そして最後
に、まさに夢物語のような
未来予想が繰り広げられて
きましたが、これらの技術
開発やロボットなどを研究
し、開発していくのは我々
の世代なので、夢物語のよ
うな未来予想を実現できる
ように、頑張っていきたい
と感じました。

この１か月は、授業もな
く、比較的暇に過ごせるか
なと思っていましたが、修
士論文の発表会・審査、ゼ
ミ旅行、ハワイでのＮＣＳ
Ｐ学会出張と落ち着く暇も
なくあっという間に過ぎて
いこうとしています。
今週金曜日は、鹿児島大
学で、「甲南大学・鹿児島
大学合同ロボット・コンピ
ュータビジョン研究会が開
かれ、博士課程学生の大西
氏と私が出かけて行って発
表します。なるべく交代で
開催したいと思っていまし
たが、ここ数年、鹿児島が
続いています。
というのも、
あちらは、渡邊先生をはじ
めとして４名の先生がいる
研究グループなので、やは
り、あちらでされているこ
とのほうが規模が大きく、
できれば、出かけて行って
学びたいと思うのです。と
いうと、鹿児島大にご迷惑
かもしれませんが、あちら
の方が皆さんそこで発表で
きるというメリットもきっ
とあると思います。
鹿児島のおいしい焼酎が
楽しみです。大西さんも鹿
児島出身なので、きっと焼
酎はお好きでしょう。
これで、この春の一連の
旅行は終わります。そのあ
とは、新学期がもうすぐそ
こに待っています。新たな
出会いを楽しめるよう、体
力、気力、知力を充実させ
るために、これからの１～
２週間を使います。でも、
本当は、数か月のゆとりが
ほしいと思っているこの頃
です。（田中）
1

