6日、卒業研究発表
１月2
会が行われました。田中研
究室からは８名が卒業研究
を発表しました。田中研究
室では、学部での指定であ
る、２ページのレジュメ以
外に、卒論本文を提出して
もらっています。これは、
ほぼどこの大学の情報系で
も行っているもので、特別
なものではありません。卒
業研究という科目を作るか
らには、当然の義務と考え
ています。
今年は、８名の卒業論文
が提出されました。ＦＭＳ
関連が２件、ＦＭＳ以外の
動作認識３件、文字認識１

件、スマートスピーカー応
用１件、動作データ分析１
件という内容でした。教授
の指導に基づき、ＯＫが出
るまで原稿を書き直し、最
終的に全員提出することが
できました。ただ、いくつ
か問題点が明らかになりま
0
した。まず、論文本体は2
ページを義務としています
5ページを超えたもの
が、 1
も少なく、全体量としての
不足が目立ちました。この
点については、実験を先行
させ、論文を締め切りが近
づいてから書き始めるとい
う、今のスケジュールがあ
まりよく機能していないと
0ペ
思っています。卒論は3
ージとしている他大学の研
究室の多くあり、今後、是
非とも修正しなければなら
ない点です。
次に、内容についても、
深く掘り下げるということ
がなかなかできておらず、
学生実験のレベルを超えて
いないという感じがありま
す。これについても、執筆

り返り、真っ先に浮かんだ
気持ちは少しの達成感と研
究に携わってくださった方
への感謝、こんな研究で良
いのかという後悔でした。
三年後期からは就職活動と
いう今後の人生を決めると
ても大切な時期です。そう
いった中で研究と就職活動
を並行し、このような研究
発表ができたこと、ある程
度形になったことには自分
なりには満足しています。
しかし、自分の研究テーマ
である「Ａｒｄｕｉｎｏを
用いた筋力測定器開発」は
精度やＫｉｎｅｃｔとの接
続がない点を考慮すると
「もっと研究に没頭すれば
…」という気持ちがありま
時期を早めることにより、 した。あの時こうしていれ
内容の検討が深まることが ばもっと効率が良かったの
期待できるので、来年度へ ではないかと、思い返せば
の課題となりました。最後 き り が な い よ う に 思 え ま
に、学生諸君が文章を書き す。
なれておらず、人に見せる
卒業研究の内容はＡｒｄ
ことができる文章になると ｕｉｎｏを用いて徒手筋力
ころまでもっていくのが困 計の代替物となるものを開
難だったという点が挙げら 発することでした。研究を
れます。日ごろ、文章を書 始めた当初は、聞いたこと
いていないことが明らかで のない専門用語が頭の中を
す。ブログでもいいですか 飛び交い、手探りで本やネ
ら、毎日文章を書くという ットの解説を見ながらでし
ことを心がけることが必要 た。その際、院生の大西さ
でしょう。
んは私の知識の無さから繰
以下はそれぞれの学生か り出される質問に対してわ
らのコメントです。どうぞ かりやすく何度も教えてく
ご覧ください。（田中雅博） ださりました。本当に感謝
しています。研究を進める
につれ、一つ目の目標であ
った、Ａｒｄｕｉｎｏ値か
らＮ（ニュートン）の値が求
めることができ、誤差の小
さい数値を見つけたときは
本当に嬉しかったです。世
間一般的な研究から比べる
と小さなことかもしれませ
卒業論文発表を終え、一 んが、目標が達成できると
年と半年の研究室生活を振 いうのはどんなことでも嬉
しいことでした。そして、
院生の岩崎さんとプログラ
ムについて話し合い、一喜
一憂しながらプログラムが
完成し、「Ａｒｄｕｉｎｏ
を用いた徒手筋力計」が完
成しました。
研究室や日々の生活の中
で田中先生は毎週研究につ
いてのアドバイスだけでな
く、人として人と関わって
いく中で大切なことを教え
て下さりました。自分では
気付くことのできない点な
ど指摘してくださり、人間
としてこの一年間で成長で
きたと思います。今後はそ
の言葉一つ一つを、心に留
め、思い出しながらこれか
ら社会人としてこれから過
ごしていこうと思います。
研究だけでなく様々なこと
を教えてくださった田中先
生には本当に感謝していま
す。
最後に次期四年生の皆さ
ん、四月から研究を進めて
いく中でトラブルや合同説
明会や就職試験、面接など
様々なことがあると思いま
すが、全てのことに対して
悔いのないように努力し、
先生のアドバイスをよく聞
いて、最後の学生生活を有
意義なものにするように頑
張ってください。最後にも
う一度、田中研究室に関係
する皆さんに対して、感謝
の言葉で終わりたいと思い
ます。本当にありがとうご
ざいました。

私は卒業研究発表会で認
知症予防運動プログラムの
システム化について発表し
ました。
ゼミでの毎週の発表やプ

た１年半でした。また同時
に自分の勉強不足をとても
感じる 年半でした。
４回生になってから卒業
研究が始まりました。私は
（デプスカメラを用いたＦ
ＭＳアクティブ・ストレー
ログラミングなど、この一 トレッグレイズ自動評価シ
年間は大学生活で一番一生 ステム）という題目で研究
懸命に取り組みました。発 を行ってきました。本研究
表することは得意ではない は田中研究室で開発してい
ですが、週一回のゼミの中 るＦＭＳ自動評価システム
での発表があったから卒業 の運動の一つを構築するこ
研究発表会でもそれほど緊 とで、デプスカメラはＫｉ
張することなく発表できた ｎｅｃｔを用いました。３
のだと思います。
それでも、 回 生 の ゼ ミ の 演 習 に お い
質疑応答では何が質問され て、Ｋｉｎｅｃｔについて
るのか不安でした。しかも、 プログラムを行ったのです
予想以上に質問されたので が、研究としてＫｉｎｅｃ
びっくりしました。
ｔに取り掛かるとどういっ
作ったシステムについて た形にプログラムを組んだ
ですが、作っていくうちに らいいかなど分からない事
ど ん ど ん 改 良 点 が 見 つ か がありました。さらには、
り、始めに考えていたもの 就職活動などもあり卒業研
よりとてもいいものができ 究が順調に進んでいるとは
たと思います。それでも、 いえず、困り果てていまし
ああしたかったなあという た。そんな中，院生の岩崎
ことがいくつかあり、そこ さんや田中研究室の人たち
は少し残念です。肝心のア に 自 分 の 研 究 内 容 に 対 し
ドバイス部分も欠点があっ て、意見を貰い非常に助か
たことが卒論の段階でわか りました。また、論文の表
ったので、まだまだだなあ 記方法など難しく思い苦戦
と感じています。
していましたが、田中先生
私はこの田中研究室に入 のご指導のおかげで、無事
ってよかったと感じており 卒業論文を形にすることが
ます。短い間でしたが、田 出来ました。
中先生、大西さん、岩崎さ
田中研究室に来ることが
ん、研究室のみなさん、本 できて本当によかったと思
当にありがとうございまし います。今まで、たくさん
た。
のことでご指導いただきま
した田中先生、研究のアド
バイスや実験のサポートを
していただきました院生の
今回卒業論文の発表を終 岩崎さん、本当にありがと
えて，この大学生活を振り うございました。
返ってみるとこの大学生活
４年間はあっという間だっ
た気がします。その中で、
やはり、現実はそうそう
田中研究室で過ごした１年
半が最も記憶に残る充実し 上手くはいってくれないも

のです。先日、卒業研究発
表会が行われました。発表
時間７分という制限時間に
全く間に合わなかった事前
の発表練習を経て、しゃべ
る内容をパワーポイントの
ノート部分にまとめ、パワ
ーポイントのスライドを減
らし、シミュレーションを
して、なんとか時間内にお
さめようと色々準備してき
ました。発表が午後からと
いうのもあり当日の午前中
もシミュレーションして６
分後半で終わる予定でし
た。しかし実際の発表の際
には発表序盤で噛みかけ、
準備したノートがパワーポ
イントの設定により見えな
いなどのハプニングがあ
り、頭の中は真っ白。発表
中のことはほとんど覚えて
いません。終わってみれば
あっという間でしたが制限
時間を少し超えてしまった
のが心残りです。
いまに思えば研究室に配
属されてから卒業研究を始
めて、そして今回の発表会
までがとても短く感じまし
た。途中、プログラムで躓
いたり、エラーを直すのに
苦戦したり、何からすれば
いいか分からなかったりと
苦戦だらけの１年でしたが
この大学生活４年間の中で
一番充実していたような気
がします。最後に、無事に
卒業研究発表会まで辿り着
くことが出来たのは田中先
生や研究室の皆さんのおか
げです。ありがとうござい
ました。

こんにちは。田中研究室
の佐々木です。先日無事卒
業研究と共に、発表会を終

えることが出来ました。自
分の研究したものを大勢の
前で発表するというのは初
めての経験だったので、発
表の前日にもなると、きち
んと自分の考えを言えるの
か、質問にもはっきり答え
られるのかどうかといった
ことばかり考えてしまい、
とても緊張しましたが、い
ざ自分の発表の番になると
しっかり自分の実力を発揮
できたと思います。
そんな私は「レーザスキ
ャナによる反復横跳びの自
動評価」というテーマで研
究をしました。この研究を
始めたきっかけは田中先生
に勧められたことですが、
体力テストの項目の一つで
ある反復横跳びを、レーザ
スキャナを用いることで反
復横跳びの計測、および評
価の手間を軽減し、反復横
跳びのルールの違いによる
不平等をなくすことが出来
ると考えたのも始めた動機
の１つです。
いざ終わってみると自分
の研究を完璧とまではいか
ないものの、ある程度形に
出来た達成感と、もう学生
生活が終わってしまうのか
という寂しさがありまし
た。ここまで長いプログラ
ムの開発をしたのは初めて
でしたが、社会に出ればも
っと長い研究開発に関わる
こともあると思います。私
はこの気持ちを忘れず、社
会に出てもこの卒業研究で
得た経験を活かして行きた
いと思います。

以下、第２面に続く。
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１年間でいろいろなこと
を学ぶことができました。
文の正しい書き方や発表の
仕方、礼儀を教えていただ
き，先生と岩崎さんに感謝
しかないです。
研究について，自分はプ
ログラミングができなかっ
たのでラジオ体操採点シス

7日に甲南大学ポー
１月2
トアイランドキャンパスで
行われたサイエンスフェア
において、「ＬＩＮＥ ｂｏ
ｔを用いた書籍管理システ
ムの開発と機能」という題
目でポスター発表を行っ
た。サイエンスフェアは高
校や大学、研究機関などが
自らの研究活動を発表する

験 に な っ た な と 感 じ ま し 一週間は、卒業論文やレジ
ュメの作成はもちろん、ア
た。
この 年間を通じて、少し ルバイトや会社の課題、資
は成長できたかなと思いま 格試験対策といったやるこ
す。田中先生、岩崎さん、 とが多く、とても長い一週
安達君、片桐さん、小池君、 間でした。また，研究では
小篠君、
佐々木君、峯岡君、 「デプスカメラを用いた上
和田君ありがとうございま 肢の筋力と肩甲骨の安定性
した。
の自動評価システム」とい
う題目で研究を進めてきま
した。この研究はＦＭＳの
トランクスタビリティプッ
シュアップとそのクリアリ
ングテストのプローンプレ
スアップ・クリアリングテ
ストをデプスカメラを用い
て自動評価する研究で，デ
を用
プスカメラには
6日、卒業論文の発 いており、三回生の時に学
１月2
表が終わり、やっと落ち着 んだことがとても活かされ
くことができました。この ました。研究をするにあた

これからの春休みにおける
目標について述べたいと思
う。
一つ目に、発表を終えて
改めて感じたことは「伝え
る」ということの難しさで
ある。人に何かを伝えるに
は、相手の求めている情報
を察知することと相手に理
解できる形で情報を提供す
ることの二つが必要であ
る。今回の発表ではその両
方において自分の力不足を
感じる場面が多かった。あ
りがたいことに知人や他研
究室の先輩にフィードバッ
クをいただくことが出来た
ため、日々実験的に「伝え
る」という事にチャレンジ
することが私の今後の課題
である。
二つ目に、「どこまで自
分の力で考えどこから周囲
に助けを求めたら良いか、
その基準は何なのか」とい
うことへの疑問である。意
見交換をしている時、ふと
システムに関して悩んでい
ることを口にすると全く新
しいアイディアを得ること
ができた。これをきっかけ
に、最近よく考えていた前
述の疑問についてほんの少
しだけ理解が進んだように

とともに、互いが情報交換
を行い活動の活性化を図る
ことを目的に開催されてい
る。当日はお忙しいなか田
中先生も会場に駆けつけて
くださり、初めてのポスタ
ー発表であったが安心して
発表することができた。こ
こでは発表を終えて率直に
感じたことを二つ、そして

テムの分析という卒業研究
のテーマをいただきまし
た。テーマをいただいても
何をしたらいいのかあまり
分かっていませんでしたが
先生にアドバイスをいただ
き何とか研究を始めること
ができました。卒業研究発
表直前になってから、焦り
だしてゼミ室にいる時間が
長くなりましたが、研究が
始まった時から発表直前ぐ
らい研究室にいて研究して
いたらもっといい研究もで
きて最後にあんなに焦らな
くて済んだのにと少し後悔
しています。
実際に発表のときには緊
張しすぎて、内容を少し飛
ばしてしまったりしてしま
いましたが、とてもいい経

感じた。しかし、まだ自分
なりの答えは出ておらず未
だ考え中である。これに関
しては、田中研究室のゼミ
生の方々がどのような基準
で判断されているか気にな
ったため書かせていただい
た。
最後に、初めてのポスタ
ー発表と三回生後期の試験
って院生の岩崎さんとゼミ
生の小池君と共同で開発し
ました。特に岩崎さんには
判定を行う際の方法につい
ていろいろ議論していただ
き、お世話になりました。
田中研究室で学んだこと
はこれからの人生において
すごく役に立つと思いま
す。まだまだ未熟者ですが、
この一年半の研究で技術的
に成長できたと思います。
この技術は今後会社で働く
上で必要になるのでありが
たいです。田中先生、田中
研の皆様一年間ありがとう
ございました。

現在はセンター試験が多
くの国公立大学入試の一次
試験になっているが、セン
ター試験が始まる前は、共
通一次試験という名称だっ
た。名前は違うが入試の内
容は基本的にはほぼ同じも
のだったと記憶している。
もっとも、リスニングテス
トはなかった。
私が入試を受けた年まで
は、共通一次試験がなく、
大学ごとの試験１回だっ
た。その代わり、国立大学
は入試日が２通りで、一期
校と二期校に分かれてお
り、大学ごとにいずれかに
なっていた。私が志望した
のは一期校だった。
私は、入試を何度も受け
るのがいやだったので、二
期校に願書を出さず志望校
だけに願書を出した。昨今

1日～1
4日 田中教
３月1
授、マニラの大学（ＤＳＬ
Ｕ）を訪問し、講演、ディ
スカッションを行う。▼３
7日 田中教授と大西氏
月2
（Ｄ２）、安崎さん（Ｂ３）
が鹿児島大学渡邊睦研究室

は、可能であれば第一希望
のところだけで数回、さら
にほかの大学にも念のため
に出すというのが普通のよ
うだが、私もうちの親もそ
ういうことには無頓着で、
１つしか受けなかった。幸
い、入試も大して難しいと
は思わなかったし、ちゃん
と受かったのでよかった。
翌年から共通一次試験が始
まるので、落ちたら大変と
世間では騒がれていたが、
落ちたら落ちた時のこと
と、妙に割り切っていた。
試験場は、私の志望した
学科の講義室だったと思
う。監督者は確か一人で、
結構年配の先生だった。入
試問題を風呂敷に包んでき
て、とても、ダサいコート
を着てこられたことが印象
的だった。「大学とはこう
いうところなのか」が、私
の京都大学の第１印象であ
る。この印象は、入学して
も私を裏切らなかった。入
試で、その大学の特徴がわ
かるのだから、受験は、大
学に行って受けるほうがい
いだろう。もっとも、私の
ように１つしか受けなかっ
たら、合格すれば必ずそこ
に行くことになるのだが。

ある。三回生の春休みが自
分にとって後悔のないもの
にできるよう、行動してい
きたいと思う。（安崎未来）

が終わり晴れて春休みが始
まった。この春休みの目標
は大きく三つある。インタ
ーンを通して社会で働くと
いう事に対してもう少し自
分の中で理解を深めるこ
と、新しい研究課題に取り
組むこと、そして三月に控
える鹿児島大学での発表で
今回の反省を活かすことで

テムの環境構築では、初め
て挑戦する内容で、細かな
作業や理解不足の内容で四
苦八苦しましたが、継続的
に作業を進め、理解を深め
ていくことで環境構築を成
功させることができまし
た。また今回の研究で厳し
かった点はＡｍａｚｏｎ
Ｅｃｈｏの仕様についてで
した。自分が初めて手にす
る端末だったのでこれらの
仕様を理解するのにかなり
の時間がかかりました。で
すが、継続的にＡｍａｚｏ
ｎ Ｅｃｈｏについて調べ
ていくことでより深く理解
することができました。
このように卒業研究は確
かに大変でしたが、継続的
に作業を行うことが自分の

力になっていると感じまし
た。また、これらの研究が
継続的にこなして行けたの
は指導していただいた田中
先生や院生の岩﨑さんのご
協力のおかげです。遅くな
りましたが、この場を通じ
て感謝を伝えさせていただ
きます。ありがとうござい
ました。
私がこの一年間を通して
研究してきた内容は「Ａｍ
ａｚｏｎ Ｅｃｈｏを利用
した宝探し型アミューズメ
ントシステム」についてで
した。この研究の内容はス
マートスピーカーを利用
し、新たな形の楽しみを作
るという内容でした。
この研究を通し、私は継
続する力を身に着けたと考
えています。例えば、今回
の一番の難所であったシス

で開催される「甲南・鹿児
島コンピュータビジョン研
究会」に参加し、それぞれ
5
研究発表を行う。▼４月1
日（月） 田中教授、さわ
やか大学（一般市民向け）
で講義

これから授業が始まるま
で２か月あるわけですが、
安崎さんは、上の記事の中
で、春休みの目標を書いて
くれました。何も考えてい
ない学生が多い中で、自分
の具体的行動目標をきちん
と作って行動する彼女を、
ほかの学生も見習ってほし
いものです。
私はというと、ともすれ
ば会議その他でほとんど何
もできないうちに新学期が
やってきます。しかし、今
年は、３月中旬にマニラで
英語の講義、下旬に鹿児島
で研究会講演、４月にはさ
わやか大学での講義と、外
部講義が連続するので、そ
れなりに準備がいります。
また、新学期からの授業も、
新しい内容にした科目があ
るので、それの準備も必要
です。１か月ほど、哲学的
妄想に耽りたいのですが、
なかなかそんな時間は取れ
ません。この２か月は、講
演の準備、授業の準備、そ
して、それらの中心をなす
ことになる、ディープラー
ニングに習熟することを目
標としています。
8日に４
そんな中、１月2
人目の孫が生まれました。
初めての女の子です。
昨日、
娘が出産した茨木の産婦人
科に行って、初対面をして
きました。この子が将来大
学に行き、就職し、子供を
産むことがあればそのころ
まで元気でいて、見届けた
いというのが今の私の最大
の夢です。
人生、攻めなければ攻め
られてしまいます。皆であ
ちこち攻め込もう！
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