今年度初めての歓迎会
を、摂津本山駅前の鳥造で
行いました。今回の歓迎対
象は、研究生の張君と、３
回生８名です。
多分、当研究室では初め
ての店だったのですが、こ
こでアルバイトしている学
生がいて、その紹介でここ
になりました。料理もおい
5名にちょうど
しく、席が1
良い感じで、ゆったりくつ
ろげました。
この写真は、終わった後、
帰る前のものです。念のた
めに、店に入る前にも撮影
してあるのですが、後から
見てみると、この写真とほ
とんど同じでした。
学生諸君との会食はしば
らくぶりでした。この店は
割と静かで、大きな声を出
さなくてもよく話ができた
ところが良かったと思いま
す。大西さんと３名の４回
生が欠席で、残念でしたが、
料理もおいしく、歓迎され
た人は、安い金額で食事が
できました。無料にはでき
ず、
すみません
（というか、
無料にするつもりは最初か
らありません）。
乾杯のあと、しばらくし
てから皆さんと私の自己紹
介を行い、そのあたりから
特に盛り上がってきたので
すが、年齢差（世代）によ
る違いなども話のネタにな
って、思った以上に楽しい
時間となりました。学科の
先生方の話は、やはり学生
の興味の対象のようです
ね。私のいたテーブルでは、
張君と私がいたということ
もあり、言葉や国、老化、
酒など、幅広い話ができ、
私も、とても楽しかったで
す。テーブルにいたみんな
がそれぞれ会話を楽しんで
いたように思います。張君
も、日本のゼミコンパ（こ
の言葉、死語？）に大変よ
く順応し、楽しんでいたよ
うに思います。日本語もば
っちりですね。
隣のテーブルには行きま
せんでしたので（最近は、
不精して座ったら終わるま
でそこにいることが多いで
す）、どんな話になったの
かよくわかりませんが、大
変楽しかったと言っている
ところを見ると、そちらも
盛り上がったのだろうと思
います。ゼミ旅行も行きた
いと言っていましたので、
今年は３月に是非とも実現
したいと思います。近場で
お金をかけずに楽しめたら
最高ですね。
皆さんも、就職すれば、
年齢の違う人たちと食事を
することも多くなります。
日ごろからいろいろと知識
の幅を広げ、誰とでも楽し
く過ごすことができるよ
う、
努めて行ってください。

東灘区健康福祉課主催の
「食育フェア」が御影公会
堂であり、昨年に引き続き、
当研究室から、ラジオ体操
採点システムを出展し、好
評を得ました。
準備の時間を含めて、９
5時までの長丁
時過ぎから1
場でした。市の職員１名と、
松陰女子学院大学の学生さ
んが交代で２名ずつ、私の
ブースに詰めてくださり、
多くの来場者の方々にラジ
オ体操採点システムを楽し
んでいただきました。
スタンプラリーの１か所
に指定されていることもあ
って、多くの方がこの部屋
を訪れられます。また、子
供さんを中心に、やりたい
といってされる方が多数あ
りました。内心、やってみ
たいと思いながら来られる
方も多いので、ちょっと声
をかければ、やっていただ

ける方も多数ありました。
「面白い！」という感想
を何人もの方からいただき
ました。やはり、点数が出
るのは面白いのですね。中
には、２回、３回と挑戦し
て、点数の変化を楽しまれ
る方もありました。ちなみ
に、本日の最高点は私田中
7点台で
がたたき出した、9
す。微妙な差はなかなか点
差に出ません。
遅れるとか、
体操を覚えていないなどの
場合に低い点が出ます。
今回は、点数の出し方を
少しだけ改良しています
が、基本的に従来のものと
ほぼ同様でした。採点結果
を見て、もっと楽しめるよ
う、表示内容を少し変えて
みようかとも思いました。
例えば、「肘が曲がってい
ます」とか、「足を閉じて
ください」などのコメント
があると、自分のどういう

点が不十分だったのか、よ
くわかります。今のシステ
ムは、体の部分ごとに点に
なっているだけなので、ど
うすればいいかというアド
バイス力に欠けていると思
いました。
今日、ここでやっている
さなかに、医療産業都市推
進機構の方がお見えにな
り、来年４月に医療産業関
連のイベントがあるので、
そこでラジオ体操バトルを
してみたいというお話をい
ただきました。いろいろな
場で出来ることはありがた
いことであり、二つ返事で
お引き受けしました。単に、
システムの提供だけでな
く、当研究室で今後目指す
方向の１つである、高齢者
の見守りシステムなどもこ
の推進機構の関わっている
分野だそうで、いろいろと
今後の展開ができるのでは
ないかと思っています。
学生諸君は、高齢者のこ
となど興味があまりないか
もしれませんが、明らかに
日本のこれからの成長分野
です。特に、人工知能の関
われる部分も多く、今後、
大いに伸びる分野です。是
非とも、前向きにこの分野
の研究に取り組んでいって
ほしいと思います。（田中）

卒業論文や修士論文は学
生にとって最大の難関であ
り、これをこなして、初め
て、大学卒の知性と教養を
備えた人材となる。単に、
単位の修得のための１つの
科目と考えていると、大き
な誤解に後から気づくこと
になる。
学生自らがその意義を自
覚できればいいのだが、な
かなかそのように見えてこ
ない学生もある。また、意
義は理解しても、具体的に
卒論、修論の進め方につい
て、多くの４年生やＭ２が
悩む時期なので、それにつ
いて私の頃との比較をもと
に、考えてみたい。

研究指導体制
田中のいた大学は京都大
学工学部数理工学科である
が、現在の甲南大学知能情
報学部との大きな違いは、
京大では講座制をとってい
て、研究室の中に先生が複
数いたことであろう。講座
制であれば、教授が対外的
な仕事を中心に行い、准教
授（昔は助教授と言ってい
た）や助教（昔は助手と言
っていた）の先生方が研究
の細かいところを見るとい
うことができる
（だろう）。
研究環境（機器）
計算に使うコンピュータ
は大型計算機の時代だっ
た。大型計算機センターが
吉田キャンパスの北東隅に
あり、ＴＳＳ（タイムシェ
アリングシステム）で動い
ている。計算ジョブはバッ
チ処理もあり、バッチの場
合は、自分の投入したジョ

ブは待ち行列に入る。当時
の計算機環境はあまりよく
なく、バッチの場合、ＣＰ
Ｕ時間の上限によりＡ、
Ｂ、
Ｃ、Ｉジョブがあり、上限
が大きなクラスほど待たさ
れた。Ａジョブで数分、Ｃ
ジョブで数時間といったと
ころである。どんな簡単な
プログラムでも処理の待ち
行列に入り、出てきたとき
はエラーだけということも
よくあった。
端末は、研究室に１台あ
ったが、通信速度が３００
ボー（１秒間に３００ｂｐ
ｓ）という遅さ、途中から
１２００ボーになったが、
これで仕事をしていたとい
うことを知ったら皆さんは
驚くに違いない。端末がふ
さがっていたら、大型計算
機センターの端末を使う。
というより、私は研究室の
端末が嫌いだったので、毎
日朝早く大型計算機センタ
ーの端末を取りに行き、１
日をそこで過ごして夕方研
究室に出力の紙を抱えて帰
ってくるという生活の繰り
返しであった。
論文執筆
田中の学生時代は、文章
をコンピュータに入れると
いうことはなかった。その
ため、卒論は手書き、修論
は英文タイプライターで執
筆した（修論は英語で書い
た）。ギリシャ文字が多数
ある論文を打つには、フォ
ントのボールを取り換える
必要がある。また、論文の
修正をする際は、１ページ
丸ごと打ち直す必要があ
る。場合によっては、数ペ
ージ打ち直した。今、学生
諸君が書き直すといって

も、変更するところだけ変 出たりしたら、プログラム
えれば、あとは自動的に全 を見てもらったことも一度
部きれいに収まるが、タイ あった。また、院生がコン
プライターでは、直す必要 ピュータに関するアドバイ
がないところまで全部書き スをしてくれた。
直すという違いがある。
大学院の時はカルマンフ
ィルタを画像処理に応用す
ゼミの方法（１）
るもので、アルゴリズムも
ゼミは、多様な形をとっ 開発した。計算結果は、紙
た。まず、毎週全員が集ま の上にしか印字できなかっ
り、勉強会のような形で、 たので、毎日朝から晩まで
誰かがレジュメを配布し、 大型計算機センターに入り
その内容について皆に説明 浸っていた。
する。説明するのは主とし
て院生である。院生のほう
が学部生より多かった。４
研究環境
年生の私は、そこで発表さ
時代の変化により、比較
れる内容はほとんどわから
にならないほど、現在の学
なかった。
生は恵まれている。
田中研究室の学生実験室
には、デスクトップが十数
台、学生が常に使える状態
にしてある。そのうち、Ｌ
ｉｎｕｘで動くものが数台
あり、ファイルサーバーを
設け、Ｕｎｉｘ環境にも慣
れることができるようにな
っている。うち、２台は、
ＧＰＧＰＵが２つずつ入っ
た、いわゆるＤｅｅｐ Ｌ
ｅａｒｎｉｎｇマシンであ
る。現在、学生はＯｐｅｎ
Ｐｏｓｅなどの処理に使っ
ている。また、学生が日ご
ろ使うマシンは、Ｗｉｎｄ
ゼミの方法（２）
私は、片山助教授に論文
指導を受けた。ゼミとは、
先生から渡された英語の論
文を、毎週ゼミの際に先生
の前で日本語に訳して読む
ことだった。日本語の論文
はそもそも少なかったが、
読むのは自分で読んでおけ
というスタンスである。内
容が難しいところがあって
も、先生から率先して説明
はない。こちらから聞いた
ら、（覚えている例でいう
と）「それは、非線形最適
化を使ったらできるはずだ
よ」という程度の指導であ
った。このゼミは数名で行
い、その論文を読みたいほ
かの研究室の先生が入って
いたりもした。
私の卒論のテーマは、外
国の研究者が論文に書いて
発表したアルゴリズムを使
って、実データに適用して
みるものだった。計算結果
をもって説明していたが、
どうしてもおかしな結果が

0であり、これを学
ｏｗｓ1
生実験などの際にも使って
いる。左の写真が研究室風
景である。机の位置は一応
決まっている。Ｋｉｎｅｃ
ｔを使うために中央に縦長
のスペースを設けている。
ゼミ室の中はギガネットに
なっており、プライベート
アドレスでのＬＡＮを組ん
でいる。グローバルＩＰも
必要に応じて使える。研究
室のＷｅｂサーバーは、寿
命がきているノートＰＣに
ＣｅｎｔＯＳを入れて運用
している。多くの消耗図書、
キネクトなどをゼミ室に常
備している。実験室には、
セニアカー、ラズパイ、Ｊ
ｅｔｓｏｎなど、様々な機
器がある（管理のために、
実験室に置いている）。
このように、私の学生時
代よりもはるかに充実した
研究環境にあるが、私の学
生時代のように長時間ゼミ
室には滞在しないようであ
る。
コンピュータ環境は、ク
ラウドの時代になった。Ｄ
ｅｅｐ Ｌｅａｒｎｉｎｇ
も、Ｇｏｏｇｌｅ Ｃｏｌ
ａｂｏｒａｔｏｒｙなどを
使うことにより、容易にＤ
ｅｅｐ Ｌｅａｒｎｉｎｇ
の世界に入ることができ
る。パソコンの時代になっ
て、皆自前のコンピュータ
で処理する時代が来たのか
と思ったこともあるが、や
はり、外部コンピュータの
端末としてＰＣを使う時代
が戻ってきた。
卒論、修論
卒論、修論は、手書きの
時代に比べて何倍も何十倍
も速く書けるようになっ
た。また、当研究室ではＬ
ａＴｅＸを使用しているの
で、成形されたきれいな論
文をいとも簡単に書くこと
ができる。それだけ、研究
の内容に集中することがで
きる。
そのため、こちらが要求
レベルを上げない限りは学

生 の 負 担 は 減 る 一 方 で あ だろう。
田中研新聞をもっと利用
る。また、よほど可能性の
高い研究以外は要求レベル してみたらどうか。こうや
って、自分が新聞を書いて
を上げたりしない。
最低レベルのことができ いると、「こう書いたらわ
ていれば、それ以上は通常 からないだろう」というこ
要求しない。しかし、それ とが多々ある。そこで、自
ができていない場合は、強 ら文章を訓練することがで
く指導する。学位論文をさ きる。投稿文はいつでも喜
っさと書いて、あとは好き んで受け付ける。
なことをすることができる
卒論は大変なもの、時間
のが大学ではないのか。好
きなことができるというこ
とほど、心が躍ることはな
い。
好きなことをするには、
コンピュータを自由に操れ
ることが必要である。プロ
グラムは、研究の最終目的
田中教授の出身の、京都
ではない。コンピュータと
対話する言葉である。英語 大学数理工学科（現在、情
などと同様と思えばいい。 報系数理コース）の出身者
ところが、そうはいかな の集まりである、数理会の
いようである。
その原因は、 0 周 年 記 念 シ ン ポ ジ ウ ム
6
0月2
6日（土）、京都
プログラムが思うように動 が、1
かないところにある。プロ 大学で行われた。
５分間の総会の後、３件
グラムは、簡単にはうまく
いかないものである。どう の招待講演と、記念パーテ
してもいかないときは、聞 ィーが開催され、２４０名
いてほしい。しかし、聞き が参加した。
当学部にも、同窓生が３
方が悪いと、私も、何が悪
い の か さ っ ぱ り わ か ら な 名在籍している（田中以外
い。人にものを聞くという に、岳教授、若谷教授）。
のは難しいことである。聞 また、中山名誉教授も同窓
き方を勉強するというのは 生であり、今回、全員参加
非常に重要なことである。 した。
講演は、卒業生であって、
「わかりません」という学
生がいると、「何がわから 現 役 教 授 の 鹿 島 久 嗣 氏 の
、
ないのか」と私は聞く。そ 「数理工学とデータ科学」
こで、わからない点がきち 東京コンサルティング社長
んと言えれば解決は近い。 石堂一成氏、武蔵野大学教
自分はどこまでわかるのか 授の薩摩順吉氏が行った。
ということを明確にしてか
ら聞いてほしい。
学位論文の意義について
は、様々な考えがある。た
とえば、文系では、一昔前
までは、博士論文を書くの
は、一生の大事業という考
えがあった（全員とは言わ
ないが）。今は、通過儀礼
である。しかし、それでも、
卒論、修論の文章を書くの
も思っているよりずっと大
変なようである。それは、
日ごろ文章を書かないから

のかかるものと、自分で決
めつけていないだろうか。
淡々とこなし、早く次の目
標に向かってほしい。こん
なに面白いテーマがたくさ
ん転がっている時代はめっ
たにない。人工知能の研究
では、懸命に勉強すれば、
数年で時代のトップにたど
り着くことができる時代で
ある。（田中）

いずれも、時間のたつのを
忘れそうな、面白い講演だ
った。
記念パーティは、京大合
唱団の歌で迎えられた。途
中何人かの挨拶もあった
が、ほとんど挨拶の声が聞
こえないほど盛り上がって
いた。２４０人の中には、
阪大総長の西尾先生や大阪
府大前学長の辻先生、大企
業を含む多くの企業の社長
もたくさんおられ、数理会
の層の厚さを感じることが
できた。主催された、現役
の先生方があまり前面に出
ていなかったのも成功の理
由の１つかもしれない。
出かける前は、ネガティ
ブな気持ちだったが、行っ
てみると、よかったと思え
る会であった。（田中）

1 6
1月1日午後 研究成果
発表会（学内行事）。大西
氏、岩﨑君がポスター発表
予定。
1 5
0
1月2日～3日 大西
氏、
中国（北京、青島）に、
ＪＳＴ主催の視察旅行
2 2
4
1月1日～1日 計測自
動制御学会システムインテ
グレーション部門発表会
（高松）
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

「たかみくら」と「みち
ょうだい」は先日まで聞い
たことのない言葉だった。
漢字で書くと、「高御座」
と「御帳台」と書く。即位
礼正殿の儀」で、天皇陛下
と皇后陛下が張（とばり）
の中から姿を現したあの、
小部屋のような調度品であ
る。この度は、めったに見
られない伝統的な儀式とそ
の調度品の数々を見ること
ができた。一生に一、二度
の儀式の進行をテレビで見
ることができてよかった。
しかし、私は、天皇皇后
が多くの外国の元首、国王
級の人々と親しく挨拶され
ていた様子が大変よかった
と思った。その時のお姿の
ほうが印象深い。天皇陛下
や雅子さまは、本当にお親
しい友人がヨーロッパの王
室にたくさんおられること
がわかり、私自身は、日本
の誇りをここに感じること
ができた。世界の王室の人
々がこうして集まることが
できる世界は、とても素晴
らしいと思う。今回、日本
がそれを演出できたことは
まさに世界に誇る出来事と
言って良いのではないだろ
うか。世界平和を祈ってや
まない（田中）。

