2日～2
4日
令和元年５月2
3回システム制御情報
に第6
処理学会研究発表講演会が
開催され、私自身の令和初
の講演会に参加してきた。
この学会ではＳＩＡＳに含
まれる検査のひとつ、視空
間認知検査におけるＬｅａ
ｐＭｏｔｉｏｎを用いたシ
ステムの提案に関する発表
を何とか終わった。
「何とか・・・」と書い
たが、ちょうど２日前から
風邪をひいてしまい、学会
に行くことができないので
はないかと焦っていた。発
表前日の予定をキャンセル
させていただいたこと、大
阪市内が会場であったこと
が功を奏し、休養に専念で
き、発表することができた。
迷惑をおかけした皆さまに
感謝したい。
講演の概要は、ＳＩＡＳ
における視空間認知検査は
0センチほどの紐を目の前
5
に提示し、その紐の真ん中
をつまむように指示、その
位置が中点からどれだけず
れているのか、自動的に計
測するシステムを開発した
ことである。
「質疑応答では手の動き
の問題なのか、視覚の問題
なのか、この試験では判別
できないのでは？」との質
問をいただいた。確かにそ
の通りであるが、リハビリ
では視覚（感覚）や運動の
協調性を総合的に評価する
ことが主流である。この質
問で、新たな視点に気づく
ことができ、有意義な発表
になった。また、Ｌｅａｐ
Ｍｏｔｉｏｎに依存してい
ることも、改良する必要が
あるかもしれない。
期間中、ある招待講演を
聴講した。
その講話の中で、
「ＡＩが医療に取り入れら
れるのは時間の問題であ
る。ただ、治療は同じ病気
でも個々に応じて少しずつ
変えながら対応しており、
ファジィな要素が含まれ
る」という旨の説明があっ
た。医療従事者の立場とし
て、そのファジィな部分が
あるから、医療と人工知能
とは関係ないと考えている
医療従事者は多いと感じ
る。
ところが、少なからず、
すでにＡＩが医療に関係す
る時代が来ており、私の専
門のリハビリにもその時代
がやってくるのは時間の問
題だと再認した。
リハビリ従事者にはしな
ければならない課題は多く
ある。この分野の研究が私
の一生をかけた仕事になる
のは確かだろう。

2日、第3回システ
５月2
6
ム制御情報学会研究発表講
9）へ行って
演会（ＳＣＩ’1
きました。今回の会場は、
大阪駅付近にある中央電気
倶楽部というところでした
が、方向音痴を発揮し、駅
2分程度の距離
から徒歩1
を、倍近い時間をかけてた
どり着きました。建物はレ
トロ感のある、趣深い建物
でした。
今回の発表は口頭発表
0分のプレゼンテーシ
で、 1
ョンと５分の質疑応答とい
う形式でした。私の発表題

自身の発表については、
練習不足もあり、少しとち
ってしまったので次回はも
っと練習していきたいと思
います。
現在、沖縄での電気学会
発表へ向けて、次の課題で
あるＦＭＳインラインラン
ジの自動評価について取り
組んでいますが、去年、北
海道での電気学会で大変な
目にあったので、今年は何
目が「デプスカメラを用い 事もなく終えることを今か
たＦＭＳハードルステップ ら祈っています。
自動評価システム」という
ことで「生体計測とその応
用」というセッションでの
発表でした。
生体計測という分類でし
たが、赤外線カメラを用い
た生体以外のものを対象と
したシステムの開発なども
あり、少し違和感がありま
したが、内容自体は、自身
がＫｉｎｅｃｔを用いてい
た研究をしているのもあ
り、非常に興味深いもので
した。

この写真の看板を見る
と、ＳＣＩとはどこにも書
かれていないが、これは、
ＳＣＩ’１９という愛称が
ついている学会である。Ｓ
ＣＩは、システム制御情報
学会の講演会であり、田中
が所属する学会の中で最も
長い間会員になっている学
会である。
システム制御情報学会
は、その昔は、「日本自動
制御協会」という名称で、
制御理論を中心とした理論
的な発表が中心の学会だっ
た。田中の学生時代の研究
室の教授椹木義一先生らが
中心となって始められた学
0年代終わり頃、情
会が、8
報を看板に入れ、学会とい
う名称に変わった。
その頃の学会のプログラ
ムでは、最適制御、システ
ム同定、状態推定など、い
わゆる、状態空間モデルを
基礎とした現代制御理論の
分野名がずらりと並んでお
り、まさに、制御理論の学
会だったのを覚えている。
その後、ロバスト制御と
いう言葉が流行った時代も
あった。つまり、モデルが
実際のデータにしっかり合
っていなくても、所定の機
能を発揮するようにするよ
うな制御系を作るという方
向で、あくまでも、対象シ
ステムを状態空間モデルに

閉じ込めて制御を考えると
いう方向だったと理解して
いる。しかし、次第に計測
分野、また、情報分野の発
表が増えてきて、現在に至
っている。最近は、この学
会で、
領域に取り込んだ「情
報」という分野の意味が曖
昧になってきているように
思う。昔、学会名を変えた
頃は、コンピュータ応用と
いうものを情報と呼んでい
たと感じていたが、
いまや、
情報というときに、それが
何を意味するのか、明確に
しないと、意味がはっきり
しないように思われる。こ
の学会の分野も、そのよう
に、はっきりしない分野の
学会であるといえるのでは
ないだろうか。
最近は、学会による分野
の区別は少なくなってきて
いるように思う。しいて言
えば、もともとその学会に
属している研究者が行って
いる研究によって、学会の
方向も左右されているとい
うことだろう。むしろ、発
表形態によって、学会の特
徴が出ているのが現在の状
況といってもよいかもしれ
ない。例えば、計測自動制
御学会は論文が英語である
だけでなく、発表も英語に
よるものが求められる。計
測自動制御学会（ＳＩＣＥ）
システムインテグレーショ
ン部門（ＳＩ）では、３分
間の口頭発表と１時間弱の
ポスター発表がセットにな
っていて、聴講者の便宜を
図っている。日本機械学会
の「ロボメック」は全部の
発表がポスター発表であ
り、若い人の参加が非常に
多い。
当研究室からの発表は、
最近は、電気学会と、ＳＩ
ＣＥのＳＩに的を絞ってき
ている。電気学会は、従来
通りの口頭発表であり、Ｓ
Ｉは先ほど述べた通りであ
る。ＳＣＩは、知っている
先生が多く、
参加したいが、
毎年、５月中旬・下旬の水

～金となっており、授業の
関係でフルに参加すること
はできない。また、京阪神
のどこかで開催されるた
め、出張に行く楽しみもな
い。そのため、ＳＣＩに参
加するのは、片手間で、と
いう感じになっている。

若い人の学会発表の勧め

皆さんは、学会というの
をどういうイメージでとら
えているだろうか。研究室
の先生が学生を連れてい
き、先生の指示の通りに発
表するというのが大方のイ
メージ化と思う。
私の場合は、それとはま
ったく違った。先生が学会
に連れて行ってくれるとい
うこともなく、学会会場で
先生を見かけても、そしら
ぬ雰囲気だったので、まっ
たく別行動だった。懇親会
にも、頑張って参加した。
話ができる人も皆無なの
で、学会ご招待の外国から
の偉い先生と英語で話した
りして時間をつぶした。そ
の頃、手当たり次第に話し
かけて知り合った先生と
は、今でも学会に行けば、
話ができる関係にある。
学生諸君、旅費や参加費
を出してもらえるうちに、
学会発表を経験しておくの
もいいのではないか？その
うちに、と思っているうち
にチャンスは逃げていく。
最近学会に行っても、知
っている顔をあまり見なく
なった。一部の、学会の中
枢に入り込んでいる先生は
別として、その他大勢の先
生は、この年になったら、
引退するのかもしれない。
そういえば、ある学会の常
連の先生が、もうこの学会
に来るのも最後ですと言わ
れたのを覚えている。その
ように区切りをつけるべき
なのかどうかは、うちの学
生が学会発表をするのかど
うかにかかっている。（田
中）

学問はそれを整理し系統
だって教えてくれます。し
かし、何の経験もない人の
多くは、習ってもきちんと
自分のものにすることがで
きません。
（１）習って、理解する。
（２）実践する。
これによって、学校でもの
を習うことの価値が出ま
す。（１）すらしていない
のは論外ですが、例え、懸
命に勉強しても、（２）が
できていなければ不十分で
す。
ここでは（２）から学ぶ
ことの例を示します。「学
びて思わざれば則ち罔し、
思いて学ばざれば則ち殆
し」に近いでしょうか。
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もう半年、田中研新聞を
編集しています。いままで
も、やってくれる学生がい
ないときにはやっていまし
たので、大体要領はわかり
ます。しかし、自分で編集
するまでは、まったくわか
っていませんでした。新聞
の難しいところは縦書きと
いうことです。これは、文
庫本や新書など、本にも共
通することでしょう。ただ、
新聞には特有の書き方が共
通するようです。
れたらそのとおりなのです
が・・・。
大学の中でも、他学部の
規程の制定や変更の話が教
授会の報告でなされます。
大学の自治は昔から教員が
努力して獲得してきたもの
ですから、それは尊重すべ
きものですが、会社では、
そういうことを一般社員が
会議で聞くことはないでし
ょうね。
さて、新天皇になられた
年齢は、過去の天皇の中で
２番目に高齢とのことでし
たが、上皇陛下に比べたら
やはりお若く、若さの魅力
というものを非常に感じま
す。
今回、トランプアメリカ
大統領が国賓として来日さ
れ、皇居でお出迎えされま
したが、オックスフォード
への留学経験のある天皇陛
下と、ハーバード大学経済
学部を卒業されている（そ
れも優秀な成績で）雅子皇

このことは本当に驚きで
した。縦書きで算用数字と
は。そして、２桁の数字だ
けは半角で書きます。そう
すると、２桁で１つの文字
と同じスペースにはまり、
きれいに入ります。３桁に
なれば、全部大文字です。
【例】
0 ＯＫ。
・数字２桁 2
1 ＮＧ。
・数字３桁 1
01
9年を半角で書くと、
・2
このようになります。２桁

Ｗｏｒｄのファイルでい はないようです。
ただくと、それをテキスト
私が今まで、自分の研究
ファイルに保存しなおす必 に使ったプログラミング言
要があります。
語（簡単なシェルなどを除
く）は、扱った順に、
ＦＯＲＴＲＡＮ
学生時代の研究。（授業
で習ったアセンブリ言語以
外の）初めてのプログラム
だったので、極めて自己流。
配列を使うにも、１と２の
間なので、 という添え字
を使ってエラーになったこ
とも。
ＭＡＴＬＡＢ
多くの研究で長年使って
きた。ｆｏｒループの遅さ
と、ライセンスの高さに悩
まされ続けた。
Ｃ言語
主には教育用。最初にき
ちんと勉強しなかったの
で、ポインタや構造体がよ
くわかっていなかった。も
ちろん、後日勉強しなおし
た。
Ｂａｓｉｃ
パソコンにＢａｓｉｃし
戦勝。そのあと、御嶽海に
勝ち、これであと１つにな
りました。しかし、そのあ
と格下になんと３連敗。油
断したのか、よほど緊張感
があったのか。残るは、鶴
竜と高安だけで、このうち
１つに勝たなければなりま
せん。かろうじてはたきこ
みで鶴竜に勝ったのです
が、
最後は高安に力負けし、
0勝でした。私
ぎりぎりの1
は、栃ノ心の気迫のこもっ
た相撲が好きです。決して
驕ることはないのですが、
気迫は動きに見え、人間性
も非常に豊かな力士だと思
います。ファンですので、
ほっと胸をなぜ下したので
した。
高速道路
週末、１泊で帰省してき
ました。岡山から山口まで
３００ｋｍ弱。
時々、
道路上に落とし物、
0ｋｍ
工事などの理由で、5
制限がいきなり現れます。

5
.
1

かったです。
まず、貴景勝。最初は好
調で、連続優勝もありかと
思ったほどですが、足を痛
めてしまいました。どこで
痛めたのかわからないほど
でしたが、相当な損傷だっ
たようです。
翌日は不戦敗、
そのあと２日休んだ後、再
出場したのですが、碧山戦
は相撲になりませんでし
た。それを自覚してか、翌
日から再度休場。気持ちは
わかるけど、もっと自分の
状態を客観的にみることが
できなかったのかと思いま
す。
私が最も応援していたの
は、栃ノ心でした。今場所
は大関陥落直後の場所で、
0勝すれば大関復帰です。
1
７連勝後勝ち越しのかかっ
た一番で負けます。
これは、
緊張したのだろうと思いま
した。
まだまだ余裕はある。
0勝することは、信じてい
1
ました。翌日は貴景勝に不
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后陛下は、想像通り、かっ
こう良かったですね（俗な
言葉ですみません！）。日
本人の美しさをこんなに明
確に感じたことはありませ
ん。
ともすれば、どんなに見
苦しいことをしてでも、の
し上がればいいという昨今
の風潮を、そうじゃないよ、
人は心、本当の実力が大事
だよ、と言ってくれたよう
な気がして、見事に押しや
ってくださいました。心が
洗われる気がしました。
その人の地位により、そ
れまで発揮できなかった潜
在力が大きく発揮されると
いうことも、あるように思
います。
日本人の力、美しさが、
天皇皇后のおかげで広まる
ことを期待します。
相撲
私は相撲ファンです。今
場所は、いろいろな力士の
気持ちがよくわかり、面白

今まで何度も原稿を書き ずつに区切られてしまいま
ながら、わかっていなかっ す。全角で２０１９年と書
たという人、今後はぜひこ きましょう。
・アルファベット２桁
のようにお願いします。
というように２桁でも縦向
昨今、文章入力において、
数字は基本的に算用数字 きには入りません。全角で キーの順番が間違っていて
ＡＩと書くのが正解。
も自動的に直してくれるほ
の全角で書く。
ど、システムの機能は高ま
句読点は、点と丸。
ってきました。Ｇｏｏｇｌ
ｅ Ｈｏｍｅなどに話しか
コ ン マ な ん か を 書 い た けるときでも、少々言い澱
ら、行末の処理がなされま んでも、いい間違っても、
せん。
きちんと理解してくれるの
には驚きます。
段落はこまめに変える。
一方で、プログラムは、
コンマが１つピリオドにな
長々と続く文章は読みに っていても動きません。い
くくて仕方ありません。
ずれ、そういうものは自動
的に直してくれるようにな
投稿するときにはテキス るような気もしますが、ま
トファイルで。
だそういうシステムは多く

天皇陛下・皇后陛下
ついに、天皇陛下が私よ
りも年下になり、いよいよ
自分の時代もこれが最後な
んだという思いがします。
令和という年号の決定の
際には、秘密裏に行ったは
ずが、提案した人も、それ
を担いだ人も、委員が誰だ
ったかも、みんなわかって
しまったようです。
なんでもかんでも反対す
る人があるから結局そうい
う風に隠してやるのでしょ
うが、決定権がない人が、
それについて評論するのは
いかがなものでしょうか。
物事は、自分の意思が及
ばないことはたくさんあり
ます。自分がそれにより大
きな損害を被るとか、それ
を見過ごしたら、社会が大
変なことになるとか、そう
いうことに限って、大きな
声を出して意見を言うべき
でしょう。いや、それを許
すのがい民主主義だと言わ

梅雨が近づいてきまし
た。これから、雨の季節。
それが終わると今度は猛暑
の季節です。今年は７月は
雨が多いらしく気温の予測
も低めです。雨が多いのも
暑いのも、どちらもいやで
すね。
実家に帰って、まさに老

5日～７月2
2日 大
６月2
阪グランフロント北館ナレ
ッジキャピタルの神戸市大
学ブースにて、田中教授制
作の「来場者カウンタ」設
置。
0日～９月1
6日 同
８月2
じくナレッジキャピタル
で、「来場者カウンタ」及
び「ラジオ体操採点システ
ム」を展示。

か乗っていない時代に、プ でした。アセンブリ言語を
ログラムはすべてこれで作 理解するには、ＣＰＵの動
った。この言語だけは、ほ 作をしっかり理解する必要
ぼ わ か っ た 気 持 ち に な っ があるのは言うまでもあり
た。
ませんが、そのあたりの説
Ｖｉｓｕａｌ Ｂａｓｉｃ 明がきちんとあったかどう
画面周りやＵＩを必要と か、よく覚えていません。
するシステムに使った。こ アセンブリ言語は、Ｚ８０
の言語あたりから、よくわ というＣＰＵのもので、会
からない命令がたくさんく 社時代の仕事で、実際の制
っついたプログラムを作る 御システムを作ったのが本
ことになった。
格的な経験です。これで、
ＶＣ，Ｃ＋＋
ＣＰＵの動作が初めてよく
Ｋｉｎｅｃｔなどを扱う わかりました。
際に使った。ＶＣなどで作
ると、ファイルの数が多く
自分でプログラムを書い
て、人からプログラムをも てきたので、ある程度、学
らったときに、どのファイ 生 の プ ロ グ ラ ム に つ い て
ルが何なのかわからなかっ も、わかります。プログラ
た。
ミングについては、特に何
Ｐｙｔｈｏｎ
も指導しなくても自分でで
現在はほとんどこれを使 きる学生と、どんなに手取
っている。
り足取りやっても、全然効
果のない学生に２極分化し
があります。また、これ以 ます。
外に、授業で最初に習った
人の能力は多次元で測る
のがＨＩＴＡＣ１０という べきですから、プログラミ
ミニコンのアセンブリ言語 ングの能力だけで仕事がで

どんどん抜かれていく中
で、制限が出てから４ｋｍ
も５ｋｍも行ってから、何
か実際にあればよいほう。
何もなくて知らぬうちにも
との制限速度に戻っている
場合もあります。
ほかのドライバーはそれ
に慣れている。国は歳入の
少なさに苦労しているが、
ここで速度の取り締まりを
すれば、全員から反則金や
罰金が取れます。でも、そ
ういうところでやっている
のを見たことはありませ
ん。制限速度なんか、だれ
も守ろうとしていないと高
を括っているのでしょう
か。それとも、制限を守ら
せる気がないのであれば、
非常識な速度の制限を是非
ともやめてもらいたい。ま
じめなものが馬鹿を見る、
典型例です。私の車？３７
００ｃｃのスカイラインで
す。本気になったら大抵ど
の車より速いんです。

きるかどうかを見ることは
できないでしょう。しかし、
プログラミングの力と、シ
ステムエンジニアリング
（ＳＥ）の能力は、かなり
強い正の相関がありそうで
す。プログラムがからきし
ダメな学生が、システムの
構造を考えたり、使い方を
考えたりする力に優れてい
たという経験はいまだにあ
りません。
就職活動をするには、一
度自問自答し、自分が自信
をもって取り組める仕事が
どういうものであるのか、
ということは、就職活動を
通じて、自分自身で把握し
ていかなければなりませ
ん。それを怠って、会社の
チェックが甘かったのをよ
いことに、見かけの良さで
就職すると、地獄の日々が
始まるのではないでしょう
か。
自分の人生を、少し本気
になってここで見直す必要
があると思います。

いてきた母を見ました。老
いることはだれしも避ける
ことはできません。
そして、
社会の中で、いろいろなこ
とが不便な、社会弱者にな
っていきます。
今年度から、プレミアプ
ロジェクトで、社会弱者を
テーマに、研究していくこ
とにしています。今回の帰
省の目的の１つはその一例
を見てくることでした。
高齢者の問題が難しいの
は、高齢者が「もの」では
なく、自分自身の意識があ
り、その、高齢者の意識を
満足させるようなものでな
ければならないからです。
自分の親を見ながら、高
齢者問題を考えていくとい
うのが私にとって簡単なア
プローチです。
私自身、今までおろそか
にしてきた、老人問題。次
第に自分の問題にもなって
きていますが、まずは親で
考えるということです。

