4日、卒業式が挙行
３月2
されました。式典が終わり
次第、今回卒業した４年生
６名と修士２年の１名の皆
さんが、研究室にやってき
て、お別れをしました。
残念ながら、今回卒業で
きなかった人もあります
が、彼らを含めて、ゼミに
は熱心に取り組んでくれ、
当研究室の歴史の１ページ
を飾りました。
研究成果は、例年通り、
卒論・修論集を発刊し、全
員に配布しました。その中
には、ゼミ旅行の写真や、
私からのメッセージも入れ
てあります。永久保存版と
して、将来、大学時代を思
い出すための材料の１つに
してくれればと思います。
また、ＫｏＲｏの開発に携
わった人には、図書館から
お礼の写真とグッズが配布
されました。
１週間後には、職場での
生活が待っています。新し
い環境に慣れるまでは、多
少のストレスなどもあるか
もしれませんが、学生時代
よりもはるかに長い仕事人
生の始まりです。それなり
に緊張感を持って、新生活
に前向きに挑んでくださ
い。（田中）

巷の調査でも、私の聞き
取りでも、本を読まない学
生が非常に多いと感じてい
る。君たちがいくら本を読
まない学生であっても、江
戸時代の寺子屋などで、書
物を書き写すというのが学
問の主要な方法の１つであ
ったことは知っているだろ
う。書を読むことはそれほ
ど重要なことである。日本
人は、お金がなくても、他
のことに回す金を融通して
学問をしてきた。その成果
が今までの日本を支えてき
たのである。しかし、今の
日本では、本を読まない学
生が非常に多くなった。本
を読まない学生は大学生と
言えるのか？少なくとも、
0％といっても、将
進学率5
来の日本を支えてくれそう
なのは、そのうちの、本を
0％ほどの学生であれ
読む1
ば、日本の没落はもう決定
的である。
甲南大学の図書館は、誰
にも一度も読まれたことの
なさそうな、手垢のまった
くついていない本であふれ
ている。
ここに挙げた本は、田中
がここ１ケ月の間に買って
読んだ本であり、新刊が多
い。私が主として本を読む
のは通勤の新幹線車内なの
で、軽いものが多く、読み
やすい本ばかりである。私
は、専門書以外に、こうし
た本を週に１冊以上読む。
興味があるものがあった
ら、
是非読んでみてほしい。

著者は、もと人工知能学
会会長の、ゲームなどでお
なじみの松原先生である。
人工知能は、人の知能を
超え、その先は人を介在す
ることなく、人工知能が勝
手に発展していくという、
シンギュラリティという概
念が発表されていて話題に
なっているが、棋界におい
ては、すでに人の能力を超
え、プログラム同士が対戦
してさらに強くなっていっ
ているという意味で、シン
ギュラリティが既に来てい
るという認識がここで示さ
れている。これを知ること
で、強いＡＩがシンギュラ
リティを超えるときにどう
いうことが起こるのか、イ
メージすることができるか
もしれない。著者は、シン
ギュラリティが起こること
ＴＯＥＩＣ全盛時代とも を否定していない。
いえる状況にある。大学で
羽生善治との対談も掲載
も、結構進められている印 されており、将棋における
象がある。しかし、この本 ＡＩの状況について詳しく
を読むと、ＴＯＥＩＣ自体 知るには格好の書である。
の価値、性質を改めて吟味
しなければという気持ちに
なる。ビジネスマンに必要
な英語を大学入試の際に勉
強させる必要があるのか、
といったことがいろいろと
考えさせられる本である。
確かに、書くこと、話すこ
とが全く測れないことをも
っと考えるべきであろう。
この本をきっかけに、自
分の英語力を考える機会に
もなる。若いうちに身に付
この本は技術的な内容の
け て お く べ き 力 は 何 な の 本ではない。著者は社会学
か、自問自答する機会にし 者であることに注意が必要
てほしい。
であろう。この本は、学術
書であり、片手間に寝転が
って読んで理解できる本で
はない。一応平易な言葉で
は書かれているが、それか
ら何かを理解して、自分の
行動規範の参考にしたり、
自分の人生の糧にすること
は難しい。
私がこの本を読んで理解
したことはそれだけであ
る。

欧米には、洋服の着こな
し方の常識というものがあ
る。それは、国際的な舞台
でも、あちらの人には当然
見られているものであり、
日本人でも、そういうこと
に敏感な人は欧米人と同じ
目で見る。
日本はどうかというと、
安倍総理は、その基準から
みると、ルール違反だらけ
である。本書の帯にある写
真では、マティス国防長官
との会談の写真で、服装の
誤りを３つ犯している。ネ
クタイの縞の向き、袖口の
シャツ、靴の種類である。
確かに、マティスさんはそ
のいずれも、きちんとして
いる。
こういうことが、日本の
信頼を少しでも損ねている
かと思うと、政治家には、
服装マナーくらいちゃんと
わかっている人になってほ
しいとつくづく思う。

私より３歳年下だが、要
するに、還暦間近の著者。
出身は奈良女、しかも、物
理だという。ご本人は感性
リサーチという会社の社長
らしい。研究が好きだが、
企業の立場から、脳の研究

をなさっているらしい。
男女や年齢による脳の違
いを本にお書きになるのが
好きで、恋愛脳、夫婦脳、
家族脳という本を今まで書
いてこられ、今回、成熟脳
というタイトルで新たに出
されたので、
すぐに買った。
男と女の脳の違いを明確に
（たぶん、学問的というよ
りは、感性に訴える形で）
お書きになっていて、「あ
あ、だから仕方ないよね」
と思って、どんなことでも
あきらめてしまうように考
えてしまうところがこの本
の怖いところである。
ちなみに、脳の最高潮期
6歳からだそうである。
は5
かすかな期待をもって、こ
の本に飛びついた私であ
る。本当か、うそかわから
ないが、ともかく、いろい
ろなことに、納得させてく
れて、期待を持たせてくれ
る。

かの有名な、高須クリニ
ックのご本人。私が日頃見
ている書店の書架にあった
ので、思わず衝動買いして
しまった。ともかく寄付が
好きで、この本の印税も、
台湾地震の被害者に全額寄
付すると書かれている。
いろいろなことが、本音
で書かれていて、思わず、
そうだよねと思うところも
多々ある。でも、彼の言っ
ていること、やっているこ
とを真似しようとしても絶
対できない。これほどのパ
ワーを持った人は、めった
にいないだろう。詳しいこ
とは、自分でこの本を買っ
て、台湾への寄付に寄与し
てほしい。

甲南大学への受験を決め
たときに、今の自分の姿を
少しでも想像することが出
来たかといえば、そうでは
ありませんでした。まさか、
小学校と同じ年数だけ大学
に在籍するとは（留年以外
では）考えてもいませんで
した。
その貴重な６年間は、
多くのことを学ぶこともで
きたとも実感しています。
僕の大学生活の軸は大きく
分けて３つありました。ア
ルバイトと部活動、そして
ゼミでの活動です。言葉だ
け聞けば、極めて普通の大
学生の軸になりうるものと
同じです。３つの場所それ
ぞれで「大学院の先輩」と
の出会いがあったからこそ
自分も進学をすることを決
めました。

まず、アルバイトについ
てですが、これは一度連載
記事も書かせて頂いた内容
と重複するところもありま
す。
１回生の４月２日から、
修士の卒業ギリギリまで多
種多様な仕事をやらせてい
ただきました。最初はショ
ップ店舗の品出しから始ま
り、パソコンのサポートス
タッフや、新入生のガイダ

ンススタッフ、ファミリー
マートのレジやシフト作
成、店舗のインフラ整備、
先生・職員様宅への出張サ
ービスなどを行いました。
３回生のころには職員とパ
ートスタッフの研修にもア
ルバイトで唯一参加させて
頂く非常に珍しい経験をさ
せてもらいました。
そして、
４回生からは理事として理
事会に参加したりもしてい
ました。もちろん、アルバ
イト絡みでは思い出したく
ない記憶もたくさんありま
すし、もっとうまくやれば
よかったという反省もあり
ますが、僕の大学生活を振
り返る上では必要です。卒
業式の日には、いろいろな
部署のパートさんにも声を
かけてもらったり、アルバ
イト先全体の送別会では学
生の締めの挨拶をお願いさ
れたり、部署によっては単
独で送別会を開いて貰った
りもしました。こういう縁
は大切にしたいと思ってい
ます。ここでは、田中研究
室の先輩でもある郭さんに
出会いました。偶然ですが、
指導主任の先生の研究室の
先輩ということで、いろい
ろな話を聞かせて頂いたり
もしました。

次に、部活動についてで
すが、これは研究室ではほ
とんど話したことがない内
容です。僕は歌舞伎文楽研
究部という部活に所属して
いました。歌舞伎に興味が

あったのかと言われれば、
少なくとも高校生のときは
見たこともありませんでし
た。大学に入って、なにか
部活をしたいとは思ってい
ましたが、ここでしか出来
ない経験をしたいと思って
いたことと、今まで演技す
ることから一線引いていた
のもあり、どういうものか
興味があったこと、そして
当時大学院生で参加してい
た先輩の存在も大きなもの
でした。その先輩は元知能
情報学部の先輩であり、在
学時は別の研究室でした。
この先輩からは本当にいろ
いろなことを教えて貰った
りしました。実はアルバイ
トを紹介してくれたのもこ
の先輩でした。その先輩の
姿を見て、僕もこういう先
輩になりたいと強く思いま
した。思えば、最初に大学
院というものを意識したの
は先輩との出会いがあった
からでした。部活動ではそ
の他にもいろいろなことを
学びました。実のところ１
つ上の先輩はいない状態
で、同期もいない状態の所
謂「存続危機」という状態
で２回生を迎えました。１
つ上の先輩がいないという
ことは２回生で部長になる
ということで、これだけだ
と特に珍しいことではない
のですが、部長・会計・部
会代表（他団体との活動代
表みたいなもの）の３役と
呼ばれるものを全て兼任し
ていました。そういう意味
では２回生のときも大概忙
しく、公演のスケジュール
やら会計業務やら、何から
何まで全部自分でやる状態
でした。初っ端から提出書

類を間違えてしまったりと
ミスも多かったものの、当
時の４回生の先輩や、大学
院の先輩の力も借りつつ、
なんとか運営ができまし
た。１つ下の学年の新入部
員が２人入ってくれたこと
で、３回生のときは部長だ
け続投しており、楽になっ
たかと思えば、先輩が誰も
いなくなってしまったこと
と、この時期はバイトの一
番忙しいときと被っていた
のもあり、何だかんだ忙し
かった２回生のときの数十
倍忙しくなってしまいまし
た。３回生のときには新入
部員が２人増えました。役
職を引退した４回生のとき
には他の数団体と一緒に活
動する「演劇祭」の副委員
長をしていました。
これは、
具体的にはスケジュール管
理や議事録などを取る役職
であり、前期はともかく後

期はほぼ毎週のようにスケ
ジュール管理をする必要が
ありましたが、バイトの経
験もありさほど苦にはなり
ませんでした。他の局員か
ら驚かれるくらいには効率
よく作業を進めることがで
き、いろいろなものの電子
1月の学
化も行いました。1
園祭が終わるまでは、局の
仕事が忙しかったです。３
回生はともかく４回生は卒
検もあったり、まだバイト
もしていたので、今思えば
よくやったなと思います。
部活に関しては、学部時代
で終わり…と言いたいとこ
ろですが、全てやり終えた
今だから、もういいと思う
ので書いてしまいますが、
大学院に進学した後の学園
祭も２回とも舞台にあがっ
ています。やっぱりこうい
うものは人数が多ければ多
いほどいい舞台ができるこ
と、そして自らの断れない
性格も災いして、２度とも
参加しました。修士１回生
のときはまだいいとして
も、２回生のときは中間発
表や学会直前ということも
あり、非常にキツかったと

0
１：８でした。本当なら1
全部をゼミにしたほうがい
いとは思いますが、ここま
での内容からもわかる通
り、僕の大学生活を語る上
では、他の２つは欠かすこ
とができないもので、嘘で
も０と書くことはできませ
ん。そもそも田中研究室に
興味を持ったのは１回生の
指導主任が田中先生だった
ことが始まりで、２回生の
ときにプロジェクト演習で
も田中先生の演習を取りま
した。そして３回生のプレ
ゼミでは才脇先生、新田先
生と田中先生のゼミを訪問
して、田中先生のところが
一番自分がやりたいことを
実現できるのではないかと
いう思いから希望届をだし
ました。同期の石原も第１
希望にすることを知ってお
り、他の同期に関しても２
人以外は顔は見たことがあ
ることもあり、非常に楽し
かったと思います。郭さん
はもちろん、大畔さんや野
々口さん、吉岡さんから非
常に色々なことを教わって
いく内に大学院への進学を
強く希望するようになりま
した。大学院に進むに際し
て親とは非常に揉めました
が、なんとか承諾してもら
い、進学をしました。そこ
からは怒涛の日々で、須谷
さんや大西さんからも色々
なことを教わりました。１
回生の前期は授業やＴＡに
追われ、後期に研究をグッ
と進め、なんとか深層学習
を「それなりに」使うこと
ができるようになりまし
た。先程述べたバイトや部
活も平行して色々な出来事
がありましたが、なんとか
時間を作りつつ、勉強して
いました。深層学習はＬｉ
ｎｕｘでやるほうが色々と
都合がよかったのもあり、
機材が揃うまではなかなか
思い通りの実験はできませ
んでしたが、１回生の内に
Ｐｙｔｈｏｎに慣れ、Ｃｈ

思います。しかも２回生の たいことがあったため１：
0分の
ときの舞台は１時間3
舞台の最初と最後の台詞が
自分のものだったので、何
だかんだで、本番も最後ま
で緊張感を持たないといけ
ない役でした。正直、研究
がいいところまでいかなか
ったらどうしようという思
いが非常に強かったのと、
流石に「何しに進学したん
だ」という思いもあったこ
とで、修士の間の活動は最
後の最後まで隠していまし
た。練習に関しても、参加
できない日の方が多く、た
まに参加できても先生はも
う帰っていたり、１回生や
２回生は自分と４つ以上も
離れていることで、怖がら
せたりしていないかという
心労、そもそも空気を壊し
てしまっているのではない
かという不安など、様々な
心配がありました。ですが
やり終えて、本当にやって
よかったと思っています。
あえて後悔があるとするな
ら、最後の舞台は自分の知
り合いにも見てもらえば良
かったということです。最
後の舞台は自分の中でも最
高の舞台だったというのが
理由です。そして、心配し
ていたことも、自分の徒労
だということもいろいろな
人から頂いた言葉で伝わり
ました。結果的にはその後
の中間発表や学会発表も非
常にいい流れのまま持って
いくことができました。そ
して、部活でできた縁とい
うものも、自分の大学生活
には欠かすことができない
ものとなりました。

最後に、ゼミの活動につ
いてですが、これはもう言
うまでもないものです。正
直なところ、学部時代の力
の入れ具合はバイト：部活
：ゼミで４：３：３だった
と思いますが、大学院に入
ってからはどうしてもやり

ａｉｎｅｒにも慣れたこと
で、２回生での本格的な研
究がスムーズに進みまし
た。深層学習用のマシンが
届いてからは、１日で環境
構築を済ませました。届い
1時ごろまで環
たその日は1
境構築を行いました。早く
帰りたいという思いより、
早く実験してみたいという
思いが先行したのもありま
す。それがゴールデンウィ
ークごろだったと思いま
す。そこからはトントン拍
子に実験が進み、お盆の時
期を利用してＫｏＲｏへの
実装を行いました。それま
でに行っていた学部生の指
導などの経験から、ＫｏＲ
ｏに使えるコードへの落と
し込みのノウハウがあり、
お盆の時期だけで大体の雛
形は出来上がりました。修
論の発表や学会発表も失敗
はありながらも何だかんだ
で終えることができたの
は、やはり今までの経験値
や、それを引き出すための
環境を作ってくれた田中先
生のおかげだと思っていま
す。非常に好き勝手やらせ
てもらってたという実感は
あり、迷惑をかけてしまっ
たことも何度もあります。
それを許してくれ、ときに
厳しく指導してもらえたこ
とがこの結果につながった
のではないかと思っていま
す。よく、先輩方は「やめ
たいと思った」とおっしゃ
っていましたが、僕はそう
いう思いは１度もありませ
んでした。厳しく指導され
たときも、目をかけてもら
っているからのものだと思
っていました。

自分の学生生活の３つの
軸を、本当に長々と書かせ
ていただきました。細かい
エピソードを１つ１つ書い
ていくと、それこそ本にで
きるページ数になると思い
ますし、ピアノのエピソー
ドや、自分の趣味まで書く
と収集がつかなくなるの
で、それはしませんが、こ
う思い出していくと、いつ

だったか僕の活動を大体知
っていた同期の子から「岡
田君の大学生活は普通のリ
ア充とは違うけど、充実し
てるよね」と言われたこと
を思い出します。非常にそ
の言葉どおりだと思いま
す。一般的な大学生の言う
充実とは少しズレていると
は思いますが、ここまで大
学生活を楽しんだ人は甲南
大学にはそこまでいないの
ではないのかと思います。
上記の３つの場で時折「君

はどうしてそんなに色々や
るのか」とか「なぜ断らな
いのか」とか大学内だけで
も色々言われ続けてきまし
た。時には八方美人だと評
されることもあれば、もっ
と攻撃的な言葉で評される
こともありました。その場
では、やりたいことだから
苦にならないと言っていま
した。もちろんそれも本心
なのですが、別の観点もあ
ります。それは、野球選手
であるダルビッシュ選手が

0歳になり、無職になり
「4
何も持っていない自分の前
に神様が現れて、一度だけ
0歳に戻してやるといわれ
2
たら、絶対努力すると思う。
だから今戻ってきたのだと
思って、やるだけ」という
ことを言っているのを聞い
て、その言葉をリスペクト
した結果によるものです。
初めてその言葉を聞いたと
きには、確かにぞっとする
気持ちがあり、このまま色
々なものから逃げ続けて定
年もしくは死期を迎えたと
きに後悔するのではないか
と思いました。それに加え
て、いつ死ぬかわからない
こともよくわかっていたの
で、今の自分はちょっとで
も後悔しない生きかたを選
択し続けたものです。今の
自分の立場に不満があるわ
けではありませんが、１０
０％満足しているかと言わ
れれば、そうではなく、学
生生活を終えた今でも、も
っとこうしておけばよかっ
た、もっとこういう勉強を
しておけばよかったという
ことは山ほどあります。Ｎ
ＣＳＰの記事を書かせて頂
いたときにも書きました
が、英語はその一つともい
えます。やり直したいこと
なんていくらでもありま
す。
もし卒業を迎えた今、ダ
ルビッシュ選手の言葉を少
し変えて「もう一度学生生
活をやり直すなら」という
選択を迫られたときに、田
中研究室という選択肢を選
ぶことになると思います。
それくらいに、この研究室
で良かったと、田中先生の
もとで勉強できて良かった
と思いました。最後になり
ましたが、大学生活で私が
学んだ一番のことは数学
や、パソコンのことではな
く、人との縁だということ
で締めさせて頂きます。（岡
田航大）
岡田君、修士課程修了、
おめでとうございます。岡
田君は、最初に私が指導主
任に当たったということも
あり、６年間、ずっと濃厚
なご縁がありました。
部活（というか、部活の
み）で活発な学生は時々い
ますが、岡田君は、自分で
書いている通り、アルバイ
ト、部活、そして本業の研
究と、それらすべてにもの
すごい気持ちを入れてやっ
てきたことがわかります。
部活については、活動して
いることそのものも、ほと
んど彼から聞くこともあり
ませんでしたので、勉強に
加えて、生協などのアルバ
イトもよく頑張っているな
あと思っていました。部活
にこんなに力を入れていた
とは思いもよりませんでし
た。
実のところ、この６年間
というのは、私にとっても
なかなか大変な時期でし
た。彼が３年～４年の時、
私は学部長でした。私は要
領が悪いせいか、学部長の
時には、時間がなくて、ほ
とんど研究が進まず、論文
が書けませんでした。彼が
私の研究室に入ってきたの
もちょうどその時期です。

岡田君が、研究指導という
のはこの程度のものだと理
解したかもしれません。
そして、岡田君が４年生
のときに私に初孫が生まれ
ましたが、
ダウン症でした。
思うように成長せず、次第
に障害が明らかになってい
く中で、私は今までの人生
の中で初めて深刻に落ち込
みました。そのころの写真
を見ると、結構やつれてお
ります。人とは最小限のコ
ミュニケーションしかとる
気になれず、ゼミ生のみな
らず、学部の先生方にも、
私に対して、指導教員、学
部長として、かなりの違和
感を感じさせていただろう
と思う時期でした。岡田君
が大学院に進学を決めたの
はその前ですから、少々私
の状況が悪くても院には進
んでくれるという安心感が
ないわけではありませんで
したが、彼が４年生の夏か
ら秋頃は、十分な指導がで
きていなかったことを申し
訳なく思います。実のとこ
ろ、田中研に来たことを後
悔していたのではないかと
恐れていましたが、岡田君
は、人の顔色を窺くような
ところはみじんも見せず、
自分の思うことをどんどん
やっていってくれていまし
たので、私はそれにずいぶ
ん救われました。
私にとっての悪夢のよう
な半年が過ぎ、岡田君がＭ
１に入るころから気持ちも
吹っ切れて、私も再びやる
気も出てきました。そうい
う中で、近年活況を呈して
いる、深層学習をしなけれ
ばという気持ちが強くなっ
てきました。従来のニュー

ラルネットは熟知していま
すが、ディープラーニング
についてはかなり出遅れ、
到底指導のできるレベルで
はありませんでしたが、岡
田君は、見事にディープラ
ーニングのソフトウェアの
使い方をマスターし、それ
を自分の研究にしました。
ＫｏＲｏに乗っている個人
認証プログラムは、彼が独
力で作ったものです。
また、ＫｏＲｏについて
も、ここ２年余りの間、完
全に岡田君に任せ、実に、
きちんと定常的に動くシス
テムを作り上げたのです。
今まで、多くの学生がＫｏ
Ｒｏに貢献してくれました
が、安定して動くシステム

を作ってくれたのは、岡田 までに提出せず、聞けば、
君が初めてでした。彼の修 忘れていたなどと言われた
了をもって、ＫｏＲｏの開 ときには、だれしもいやに
発も一応の区切りをつける なると思いますが。
つもりです。今後は、岡田
このように、
岡田君には、
君の作ったＫｏＲｏが動き 研究室としても非常に助け
続けるでしょう。
てもらいました。いろいろ
岡田君には、４年生の時 なことを、
そつなくこなし、
からＭ２の夏まで、田中研 「何かやれることがあれば、
新聞の担当もお願いしまし 言ってください」と毎回言
た。私がその後引き継ぎま ってくれました。
私自身は、
したが、自分がやってみて、 それに甘えすぎたという反
たかが新聞、されど新聞と 省をしています。
いうことを感じます。それ
君が見せてくれた底力
なりに、時間もかかります。 は、めったにお目にかかれ
やめたいという言葉は一度 るものではありません。そ
も聞きませんでした。おそ れによって、君自身も大き
らく、いやになったことが く成長しました。今後の人
何度もあると思います。記 生で、さらに花開くことを
事を依頼しても、締め切り 願ってやみません。

この研究会を立ち上げて
6日、
から第６回目を、３月1
鹿児島大学で開催した。最
初は、私が個人的な興味か
ら、２０００年代前半から、
ぼ毎年３月に鹿児島大学の
渡邊睦教授のところを訪問
し、講演をしたり、渡邊研

究室の実験室で、研究成果
を見せてもらったりしてい
たが、７年ほど前に、この
名称の研究会と位置付けて
からほぼ毎年３月に行って
きた。
鹿児島大の研究室は、現
在、渡邊教授のほか、佐藤
教授、鹿島助教、福元助教
0名を超
の４名の教員と、5
える研究室となっていて、
非常に大きな研究グループ
である。卒論発表会では、
最優秀賞及び優秀賞２名の
受賞を獲得するという、非
常に活発な研究室となって
いる。
例年、研究会は春休みで
ある３月のさ中であるが、
鹿児島大学の多くの学生が
参加し、開催を盛り上げて
くれている。今年は、甲南
大学から田中と大西氏の２
名が参加し発表、鹿児島大
1名で、聴
学からの発表は1
講のみをされた学生もあ
り、学生たちの意欲も非常
に高い。昨年は岡田君と二
人で参加した。
0分ほど、ディー
私が、4
プラーニングの応用に関す
るテーマで発表し、大西氏
は、ＳＩＡＳの自動計測に
関するテーマで発表した。
私の発表内容は、前半はラ
ーニングコモンズの人検出
システム、後半は岡田君の
修士論文に基づき、ＫｏＲ
ｏでの個人認証システムに
ついて講演を行った。
また、
鹿児島大学からは、ロボッ
トビジョン、コンピュータ
ビジョン、ディープラーニ
ングに関するものを中心に
学生の発表があった。
ディープラーニングの研
究は、田中研は岡田君の貢
献によって進んだが、鹿児
島大学でも、Ｍ２の山口さ
んによってこの１年研究が
進んだようである。
いろいろコメントを言い
合うのがこの研究会の目的
でもあり、私も、遠慮せず
に好きなことを毎年言って
いるが、私が否定的なコメ
ントを言ったものはかなり
記憶に残っているらしい。
その点は申し訳なくもあ
り、私の研究者としての視
点からはどうしても言いた
い点でもあるわけである
が、渡邊先生がチャレンジ
と思っておられる、人の心
理的な状態（渡邊先生は、
内部状態という言葉で表現
されている）の、「見え」
からの推定については、私
は毎年否定的なことを発言
している。人固有の表情の
バリエーションのほうが、
個人的な変化よりもはるか
に大きいと思っているから
である。それを乗り越えた
識別は無理と思っている。
もっと言えば、人の感情
に入り込む（という建前に
なっている）ロボットは私
は嫌いである。今後、様々
な形で、例えば、介護の世
界などにロボットが進出す
ることは大いに賛成である
が、余計なおせっかいや忖
度などはロボットにしてほ
しくない。私は、ロボット
はあくまでも便利な道具で
あって、それ以上のもので
あってほしくないと思って
いる。
渡邊先生とは立場を異に
していると思うが、そうい
う話をして不仲になるほ
ど、渡邊先生も私もバカで
はない。「考えが違うね」。
「そだね」とでもいうか。
また来年も、新しい実験

きれるのではないかと考え
ます。最後に、１００年前
の人が現代をどう予想した
のか見たいとおもいます。
１００年前の人が予想した
現代は空、海、自動、の３
つが未来へのキーワードと
なっていて、１００年前の
絵は、当時のテクノロジー
を複雑化・自動化、もしく
はファンタジー化したもの
ばかりで技術面で言えば実
現可能だったものが多いみ
たいです。現実の２１世紀
は、あらゆる面で１００年

結果を持ち寄って、話をす りわかりやすく、有意義な
ることができればと思って 時間を過ごすことができま
した。
いる。（田中）
鹿児島大学の渡邊睦教授
らの研究室は、センシング
を用いて生体情報を取得し
て解析するシステム開発が
中心となる発表でした。そ
の中には、リハビリテーシ
ョンに関する計測技術の開
発もあり、すべてが新鮮で
興味深い研究ばかりでし
た。私が研究で使用してい
るリープモーションを用い
た研究では、指の運動リズ
ムを暗証番号として代用す
るシステムの開発もあり、
アイデアひとつで様々な分
野で応用できることを体感
できました。また、最近話
題の「機械学習」、これに
関する研究も着実に進んで
いるようです。
毎年３月になれば、新年
度を迎える準備に追われて
しまい、要領の悪さが露呈
してしまい、不甲斐なさを
感じる日々ですが、この時
ばかりは、普段の仕事を忘
れ、渡邊研究室の研究内容
に聞き入ってしまいまし
た。
本年度は博士後期課程１
年生、無事に終えることが
6日は鹿児島大学
３月1
で、第６回甲南大学・鹿児
島大学ロボット・コンピュ
ータビジョン研究会が開か
れ、参加してきました。こ
れが２０１７年度最後の研
究会でした。鹿児島大学の
キャンパスでは、桜がすで
に咲き始めており、鹿児島
は温かく、過ごしやすかっ
たです。
この１年間、研究に取り
組んできたことを発表させ
ていただきました。また、
鹿児島大学の大学院生、学
部生の研究内容も聴講し、
いずれの研究も実用的であ

私が思う１００年後の世
界は身体が機械になりほぼ
不死身となった人類がいる
世界です。ここ数年で医療
およびロボティック工学は
著しく発達しました。ＩＰ
Ｓ細胞や車の自動運転、介
護ロボットなど数年前だと
遠い未来だと言われていた
ものが現実になっていま
す。なので、私は１００年
後の世界では半永久的に生

できたのでしょうか。いず
れにせよ、本年度最後の研
究会が私の故郷でもある鹿
児島であったことは、何か
の縁なのかもしれません。
（大西）

6日 田中教授、公開
５月2
講座講師 「身近になって
きた人工知能」

３月も終わりました。今
日から４月、新学期が始ま
るのも目前です。
今年は桜の花に異変とい
えるかどうかわかりません
が、開花して、すぐに満開

前の人たちが想像した未来
を上回ったと思います。し
かし、その時代の常識から
は抜け出せないものです。
実際１００年後の世界に自
分たちは生きていません。
今現在の常識で考えること
しかできません。今後１０
０年で、新たな科学的事実
がいくつも発見され、現代
の常識が覆るのは確実で
す。現在では想像もできな
いような技術が生まれ、新
しい世界が切り開かれてい
くと思います。

を迎えました。私の住んで
いる岡山でも、開花宣言か
らわずか数日でもう満開、
いや、散り始めています。
ＫｏＲｏが終わって、学
生の研究テーマをどのよう
に与え、進めさせるか、Ｋ
ｏＲｏを始める前（何年前
だったか？）まで遡って、
改めて思い出さなければな
りません。
ディープラーニングが、
昔のニューラルネットとど
れだけ違うのか、私には興
味深いですが、昔のニュー
ラルネットを知らない学生
にとってそれは興味の対象
かと考えてみると、答えは
Ｎｏでしょう。いろいろな
意味で試練です。
さて、今月は、岡田君の
学生時代の総括の寄稿を受
けて、初めて４ページ紙面
にしてみましたが、いかが
だったでしょうか。こうし
て、学生からの積極的な貢
献があれば、それに応えて
いきたいと思っています。
毎日が退屈だという人、
自分から、何かをしてみま
しょう。自分に宿題を課せ
ば、退屈という言葉は自分
の辞書から消滅します。時
間つぶしという概念は、私
の感覚にはありません。時
間は常に足らないからで
す。私は、１００歳くらい
まで、やりたいことが詰ま
っています。ただ、そこま
で行けるかどうかは、ボケ
ない、目が見える、体が動
く・歩ける、
耳が聞こえる、
そもそも、生きているなど
などの前提条件があり、厳
しいなあと思っています
が。

