ゼミ配属説明会から約１
か月、結構長い時間をかけ
てゼミ配属されます。
知能情報学実験及び演習
（いわゆる、プレゼミ）で、
３つの研究室の実験を体験
し、さらに、ほぼ２週間の
間、多くの学生たちが、直
接教員のところに行って、
話をし、最終的に全研究室
に順位をつけて希望票を提
出するというのが当学部の
ゼミ配属の方法です。
今年は話に来る学生が多
いと思っていたら、やはり
希望もたくさんありまし
た。学生の希望が集まらな
ければ、あまり希望しない
学生たちが入ってくるわけ
で、我々としては、希望す
る学生が来るに越したこと
はありません。そういう意
味で、まず、学生に選択権
があります。次に、たくさ
ん第一希望があったら、な
んらかの基準に基づいて人
数調整をするわけで、我々
にも学生の後に選択権が来
ます。
人生は、大きな選択を何
度かします。多分、最も大
きな選択は結婚相手の決定
でしょう。その次には、就
職、大学、ゼミ、・・・と
いった選択があるのです
ね。いくら慎重に選択して
も、選択に失敗することも
あれば、何も考えずに決定
しても、それで大満足とい
うこともあるわけで、だか
ら人生は面白いとも言えま
す。私は、
こうした選択で、
あまり迷ったことがありま
せん。直感で一発勝負とい
うのがほとんどです。これ

は、私の生き方でもありま りがいのある仕事という幻
想」というタイトルの本が
す。
皆さんは、私よりも慎重 並んでいます。隣の芝は青
派でした。皆さん、全員私 いとか、青い鳥症候群とい
う言葉を聞いたことがある
に会いに来ましたね。
私も、今回は選択をしま でしょう？なければもっと
したが、その結果を後悔す 勉強してください。
私の主張は、いいものを
ることはしないつもりで
す。困ることはあるかもし 探す暇があったら、自分を
れません。その時は、それ 磨 き な さ い と い う こ と で
をばねにして、自分の成長 す。自分を磨き、英会話が
が見込めます。皆さんも、 できる、プログラムがとて
自 分 の 選 択 に 自 信 を も っ も速くできる、というよう
て、常に前向きに進んでく な人材になれば、素晴らし
ださい。ここまで来たら、 い会社からお呼びがかかる
でしょう。世の中、すごい
何かのご縁です。
ゼミというのは、皆さん 人材は必ず発掘されます。
の大学の重要な部分を占め
ます。皆さんの努力と、私
の皆さんへの期待がマッチ
した時、良い関係が生まれ
最近の学生はアルバイト
ます。私自身、恩師と連絡
を 絶 っ た こ と は あ り ま せ が忙しいといいます。確か
ん。本学のゼミ生とも、そ に、家計の中で学生に仕送
ういうお付き合いができて りする金額は年々減少して
いるようで、その分皆さん
いる方が多くあります。
はアルバイトが必要なのか
もしれません。
アルバイトをしている人
は、それを自分に役立つよ
うにしませんか。仕事の手
順や割り振りなど、一工夫
できることはどんなアルバ
イトにもあるのではないで
しょうか。これは、皆さん
の就職活動の際にも十分Ｐ
Ｒになります。
許されるなら、アルバイ
トは最小限にして、ここで
しか得られない素晴らしい
学習環境である、図書館や
電子ジャーナル、ｉＣｏｍ
ｍｏｎｓ、また、研究室で
の自由な研究環境を満喫し
てほしいと思います。大学
の自由なネットワーク環境
は会社に入ったら、決して
同等な自由度はありません
し、そもそも、ソフトを自
自分がどういう仕事に向
いているかわからない、と
いう悩みのある学生がよく
います。確かに、それがわ
かれば苦労しませんね。皆
自分が何に向いているかな
んてわからないんです。
そのため、キャリア科目
がいくつか設けられていま
す。基本を学ぶことは重要
です。しかし、そういうこ
とばかりしていても、多分
いつになっても満足できる
就職ができるなんてことは
ないでしょう。私の目の前
の書架に「キャリアポルノ
は人生の無駄だ」とか「や

由にインストールできるパ
ソコンなど、会社の中で得
られる人は限られているで
しょう。グローバルゾーン
に行けば、英会話を外国人
留学生とできるよう、お膳
立てしてくれます。多くの
学生の声を聞くと、もっと
コンピュータ言語を学びた
いと言いますが、では、な
ぜしないのでしょうか。こ
れほどコンピュータ言語を
学ぶための環境が整ってい
るところはありません。授
業で先生がみんなを前に、
ゆっくりゆっくり教えるの
で勉強するのが好きです
か？私自身、コンピュータ
言語を習ったことは、学生
時代、アセンブリ言語を半
年習っただけですが、これ
ほど身につかなかったもの
もありません。

ジョブリサーチなどで学
生が書いたものを見ると、
自分は理系に来たことを後
悔している、文系として就
職したいというような記述
を見ることがあります。
皆さんはどうですか。い
ま、社会で求められている
のは、
まさに理系の人です。
それは、理系の人にしかで
きないものを持っているか
らです。
皆さんがあこがれるの
は、マイクロソフトのビル
ゲイツですか？アップルの
故スティーブジョブズです
か？グーグルのラリーペイ
ジですか？それともホリエ
モンですか？全員理系出身
者です（ホリエモンは違っ
たか？）。今年のジョブリ
サーチで皆さんが話を聞い
た３人も、皆理系出身で、

そのうちの二人はまさに君
たちの先輩です。これから
人工知能がもっともっと身
近になると言われていて皆
さんもそう思っているよう
ですが、人工知能をものに
できるのはまさに君たちで
しょう。世間から見たら、
甲南大学でいま、人工知能
関係を卒業研究にできる立
場というのは、喉から手が
出るほど欲しい環境だと思
います。
長い人生、仕事を変わり
たくなることがあるかもし
れません。ほかの会社に行
っても、仕事があるのは理
系です。退職しても、何か
やりたいことを見出せるの
は圧倒的に理系でしょう。
このように、皆さんは圧
倒的に仕事に有利なポジシ
ョンに立っています。しか
し、それだけでは、「オタ
ク」と大きな違いはないか
もしれません。そこで必要
なのは、人間力です。

理系というと、オタクと
いうイメージがあるのはな
ぜでしょうか。それは、技
術の世界に逃げ込んで、対
人関係を構築することを怠
るからではないでしょう
か。
私は、修士を出た後、い
ったん会社勤めしました。
島津製作所という会社で
す。新入社員のころ、社長
はもちろんのこと、専務と
か常務などの役員は雲の上
の人のように感じていまし
た。
ある日、
荷物をもって、
裏口の手動扉からドアノブ
を回して建物に入ろうとし

ていましたが、荷物が邪魔
になってなかなか開きませ
ん。そこにたまたま通りか
かった専務が、ニッコリし
てドアを開けてくれたのを
いまだに覚えています。
一般に、「偉い」人ほど、
だれとでもコミュニケーシ
ョンをとるのが上手で、優
しいです。そういう人は、
決して人のやることを汚い
言葉で罵ったり、乗物に乗
るときに我先に乗ったり入
口に走りこんだりしませ
ん。掃除の人が困るような
ごみの捨て方をしたり、下
の人に粗雑な言葉で命令し
たり、車の窓から缶を捨て
たりしません。ドアを開け
て人を先に通し、ベビーカ
ーで乗物に乗降するときに
困っている人に手を貸した
り、最後にニコッとしてく
れます。マンションのエレ
ベータでも、いつも声をか
けてくれるのはこういう人
でしょう。こういうのを人
間力というのではないでし
ょうか。

皆さんは本を読みます
か。
人の講演を聞きますか。
授業で勉強するのは今だけ
です。基本的に、勉強は自
分でしなければなりませ
ん。つまり、書かれている
ものを読み、また、最近は
動画で公開されているもの
も増えていますから、そう
いう講演などを聞いて自分
のものにすることが必要で
す。
たとえば、ディープラー
ニングのプログラムを動か
したいと思うときにどうし
ますか。もちろん、今後、
ゼミの中でそういうものへ
のアプローチ方法は教えま
すが、ある所より先は自分
でしなければなりません。
たいていのものは英語で書

かれています。そこで必要
になる知識は、Ｌｉｎｕｘ
であり、Ｐｙｔｈｏｎであ
り、英語の読解力であった
りします。
研究や技術で、壁に当た
らないことはあり得ませ
ん。そういうとき、どうし
て突破するのでしょうか。
人に聞く、ネットで聞く
など、聞くというのは１つ
の大きな選択肢です。手っ
取り早く知っている人に聞
くというのは、忘れてはな
らないアプローチで、そこ
で強情を張って、自分でや
ろうとしたら大きな損失を
こうむります。しかし、人
に聞くにも限界がありま
す。気持ちよく教えてもら
える場合よりも、腹の立つ
ことのほうが多いでしょ
う。結局は自分で調べる必
要があります。その時にも
のをいうのが基礎知識で
す。広く物事を知っていれ
ば、いろいろな角度からも
のを考えることができま
す。
今が皆さんの基礎知識を
つける好機なのです。忙し
くなったらそれどころでは
なくなります。自分で興味
を持てる本を大体１週間に
１冊くらい読むことです。
私はそれくらい読んでいま
す。それから、新聞を毎日
読むこと。これは就職対策
でもあります。
ＴＥＤ講演というのがネ
ット上にあり、非常に役に
立ちます。英語での講演で
すので、英語のリスニング
の勉強にもなります。字幕
があることが多いので、可
能なら英語の字幕を選んで
ください。

皆さんは「暇つぶし」を
することがあるでしょう
0年以上、
か。私は、ここ2
つぶす暇があったことがあ

りません。いつも、時間が
あればやるべきことを５個
以上持っています。この新
聞を作るのもそのうちの１
つです。
ほぼ毎月１回、新聞の記
事を考え、集め、編集し、
発行するのは、決して楽で
もありません。しかし、こ
れを６年も続けてきまし
た。学生が編集委員をして
くれた時もかなりありま
す。やってくれる学生がな
いときは、私が作ります。
自分ですぐにでもできる
ことばかりしていては力は
つきません。何か、新しい
ことが含まれていることを
依頼されたら、積極的に引
き受けることです。それに
より、自分ができることが
増えていきます。そのため
に、暇などなくなるでしょ
う。
私は、毎日研究室に着い
たら、真っ先にその日にや
りたい仕事のリストをノー
トに書きます。ノートです
から、以前に作ったリスト
も残ります。これで、自分
がきちんとやろうとしてい
ることができているかどう
かを確認することができま
す。このことが、毎日岡山
から新幹線始発か２番列車
で出勤する動機づけになっ
ていると思います。なんと
なく来ていたら、何もしな
いまま１日が終わったり、
気分で学校に来ない日もで
きるでしょう。人は弱いも
のです。自分自身を、さぼ
らせないように動機づけさ
せなければなりません。
人生に暇など必要ないの
ではないでしょうか。常に
エンジンがかかった状態で
生きていくのは楽しいと思
います。

今回、ジョブリサーチと
いう集中講義でゲストスピ
ーカーとしての依頼をいた
だき「社会人１年目の話」
と題して講演を行わせても
らいました。良くも悪くも
正直なことを話したので、
ある意味刺激的な講演内容
になったのかと思います。
また、最後の５限目の時間
だったということもあり、
疲れていると思われる中、
様々な発言をしてもらいま
した。準備していた内容に
関しては出し切り、更に追
加で色々なことを発信でき
たかと思うので、個人的に
は母校に少しでも恩返しが
できたのかと思います。講
演の中でも何度か「自分に
あったやり方を選択してほ
しい」
という言葉も真理で、
講演を行った内容ですが
「合う」「合わない」は人
0日、
７月2
高濱知也君（平
3年度修士課程修了）の
成2
結婚式に京都まで出かけま
した。
高濱君は、学生時代は、

それぞれですので、そこの
部分の取捨選択はしてほし
いと思います。受講者のレ
ポートを見ていると、思い
は伝わっていたので、自分
にとって一番のやり方を選
択してもらいたいなと思い
ます。ちなみに、講演の際
には「言語の勉強」に関し
て、別に会社に入ってから
でも間に合うという話をし
ていましたが、この部分に
関して、即戦力として期待
されるような会社の場合は
その限りではありません。
インターンに行ったりして
実力を買われて鳴り物入り
で、というケースの場合は
やはりその部分も期待され
ると思います。
さて、講演の話はこれく
らいで私事にはなりますが
社会人生活も２年目にな
り、前回の新聞の投稿から
画像処理をしていました。
カメラの動きでぶれた画像
を、動きの推定と同時に画
像を復元するという研究で
す。非常によく研究された

変わったことをいくつかご
紹介しますと、まずは扱え
るようになった言語の数が
いくつか増えました。こう
いうものは数が増えていい
というわけではないのです
が、引き出しを増やすとい
う意味と、業務内でやる必
要があった部分で勉強しま
した。Ｃ＃、Ｒｕｂｙ、Ｖ
ＢＡ、ＵＷＳＣと講演の時
は記載いたしましたが、Ｃ
＃は研修でやって、そのあ
とも少しだけ使った程度、
Ｒｕｂｙは今勉強中です
が、残りの２つは非常によ
く使用しています。ＶＢＡ
は皆さんもご存じであろう
Ｅｘｃｅｌに内包されてい
るものではありますが、実
は学生時代”Ｅｘｃｅｌマ
クロ”がほとんど使えなか
ったというよりは、使う必
要がないことが多かったの
論文で、私にとって最も強
く印象が残っている研究の
一つです。このときの研究
は国際会議に発表したとこ
ろまで進めたのですが、Ｍ

ですが、今の業務ではコレ
がないのは考えられませ
ん。実際、やってみると１
日触れば一通りのことはで
きるようになるのと、圧倒
的情報量で、やりたいこと
は大体かいています。コマ
ンドプロンプトを呼び出す
ことも、結果を得ることも
簡単で、フォームなども使
えてしかもデータを集計す
ることもできる。場合によ
ってはＡＣＣＥＳＳやらの
他のＯｆｆｉｃｅ製品との
連携もとれるとあって、こ
んな便利なものを使おうと
思わなかったのが非常に悔
やまれます（ＫｏＲｏのロ
グの集計とかも簡単にでき
たと今更ながら思います）。
言語とは関係ないですがＰ
ｏｗｅｒＢＩというＭｉｃ
ｒｏｓｏｆｔの製品も最近
使用していますが、こちら
ＡＴＬＡＢがネックとな
り、現在、私がＰｙｔｈｏ
ｎで作り変えようかと思っ
ているところです。
高濱君は、ある会社のイ
ンターンシップからその会
社に就職、その後、本学の
研究員などを経て、現在堀
場製作所に勤めています。
本学の研究員の時には、Ｋ
ｏＲｏ関連のプログラムな
ども作ってもらい、短期間
ではありましたが、非常に
大きな貢献をしてくれまし
た。堀場製作所に内定した
と聞いた時には、私のそば
からいなくなることへの残
念さも大きかったのです
が、彼の実力が評価された
ことへの喜びも大変大きか
ったのを覚えています。
その後、ご縁があって現
在の奥様とお付き合いがあ
って、結婚に至ったとのこ
とです。

はビッグデータ解析に使え
ますので、そちらもおすす
めです。
ＵＷＳＣというまったく
聞きなれない（というか言
語としては広く認知はされ

結婚式、披露宴にはお二
人の職場の方もご参列にな
り、披露宴では、高濱君の
職場の上司や同僚の方々、
また、学生時代からのアル
バイト先の経営者の方と同
じテーブルになり、田中は
乾杯の発声をさせていただ
きました。
彼と同期で、ともに田中
研で頑張ってくれた桑田君
も出席しました。もう一人
来る予定と聞いていたので

ていない）ものに関しても
取得しました。こちらは、
いわゆる自動化のためのツ
ールを指すのですが、Ｅｘ
ｃｅｌマクロのように、実
際に操作したものを再生で

きたりします。これだけだ
と、単なる再生ツールで、
座標なども同じところに移
動してクリックのようにな
りますが、このツールがす
ごいのは、高度な保存を選
択しておくとウィンドウの
キーやハンドルを取得して
の操作になります。要する
に、画面のどこにいても一
致するものを探して操作す
るようになります。保存し
てもいいのですが、コード
をかいてそれを再生させる
こともできるので、人力で
は少し難しいような動作で
もあっという間に作成でき
ます。これまたもっと早く
しっていればＫｏＲｏの起
動時の自動化が圧倒的に楽
だったと感じました。１つ
の場所にとどまらないメリ
ットとして、こういったよ
その文化を学べ、そこから
自分に合ったものを選択す
るというのは、自己研鑽に
は非常にいいと強く感じま
したので、今後も積極性を
忘れずに精進していきたい
と思います。（岡田航大）

すが、お仕事の都合で来ら
れなかったのは大変残念で
した。
高濱君は、今は、生産部
署にいて、プログラマーの
方に仕様を伝えたり調整し
たり、改善方法を相談する
のがお仕事とのことでした
が、仕事が早いと大評判で
した。プログラムを作って
見せたら、きっと同僚の方
はもう一度驚かれるでしょ
う。ぜひとも、甲南大学で

ジョブリサーチは、社会
で活躍されている講師を迎
えて、そのお話を聞く講義
です。今年は、４年目にな
る、様々なところでご活躍
の森本登志男先生、今年初
めての、甲南大学ご出身の
ＬＩＸＩＬ部長の岩﨑磨先
生、そして、就職２年目の
岡田君にお願いしました。
３名ともお話が非常にお上
手で、もちろん、話の中身
も大変充実しており、学生
諸君のレポートを見ても、
大変満足してくれた様子が
伝わってきます。
学生諸君は、啓発された
ら、それを自分の次の行動
に移すことが重要です。感
動したのをそのままにして
おくと、結局何も聞かなか
ったのと同じになります。
おそらく、印象に残った言
葉を書き記すなどの方法が
良いのではと思います。（田
中）

見せてくれたすごいパワー
を維持して行ってくださ
い。プログラムを作れる力
は非常に重要と思います。
何よりも、奥様と新しい
生活の基盤を築くことが大
切な時期です。末永きお幸
せをお祈りします。おめで
とう！
（高濱君ご了承の上、本
記事と写真掲載）

0日～９月6日 ナ
８月2
1
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。
9日～0日 東京ビ
８月2
3
ッグサイトで、「元気な人
も病後の人も姿勢や動きを
簡易に計測して健康維持」
というタイトルで展示。
９月４日 琉球大学で、
「電気学会電子・情報・シ
ステム部門大会に大西、岩
﨑、
田中が参加、論文発表。
8日 神戸市シルバ
１月2
ーカレッジで、「高齢者の
生活と人工知能」をテーマ
0分講義。
に9

盆休みの前に完成させよ
うと、最後かなり焦りまし
たが、ようやく８月号がで
きました。今回は、１面は
新ゼミ生への私の思い、２
面はここ１か月に行われ
た、当研究室卒業生に関す
るニュースです。
今年は、梅雨が明けるま
では涼しい日が続き、久し
ぶりに冷夏になるかと思っ
ていましたが、梅雨明けと
同時に灼熱地獄の到来で
す。
今、南の海上に発達中の
0号が日本に向
台風９号と1
かっています。特に心配さ
0号で、進路が少
れるのが1
し西寄りになってきたの
で、西日本直撃かもしれま
せん。また、その時期がち
ょうど盆休みになるので、
お盆に帰省をする人の足が
大幅に乱れるのではないで
しょうか。そういう私も、
娘家族２組が無事にやって
こられるのかどうか、大変
心配です。
「常に備えよ」。甲南生
ならだれでも知っている言
葉です。そう思いますが、
どうしようもない時も。

