皆さま、明けましておめ
でとうございます。
２０１０年代も終わり、
いよいよ２０２０年になり
ました。２０００年代に入
0年が経過した
ってすでに2
と思うと、時の流れの速さ
を感じます。
過去を振り返る
私は、１９９９年の７月
に甲南大学教授に着任しま
0年、
したので、それから2
思えば、私の仕事人生のほ
ぼ半分、大学教員生活の半
分以上を甲南大学で過ごし
たことになります。２０１
１年は、あの、東日本大震
1世紀は
災がありました。2
ＡＩ（人工知能）の時代と
言われますが、今までのと
ころ、私にはＡＩよりも自
然災害の時代という感じが
しています。
日本の発展と衰退
1年目である、１９
戦後1
５６年に生まれた私は、コ
ンピュータと、人工知能の
発展とともに生きてきまし
た（ただし、そのことを知
ったのは、本学でコンピュ
ータサイエンスやパターン

認識を教えていく中です）。
戦後の日本の経済発展の
話は皆さんも知っているで
しょう。第２次世界大戦で
焼け野原となった日本が、
一時は世界で一位、二位を
争うまでに発展したという
のは事実です。その時代は
１９７０年代～８０年代に
かけてです。私が高校生、
大学生、社会人になってす
ぐの頃の話です。一人当た
りのＧＤＰは１９８８年に
２位でした。
今はどうかというと、経
済規模は第３位、一人当た
6位だ
りのＧＤＰはなんと2
そうです。海外出張に行っ
ても、まともなホテルには
泊まれません（高くて）。
自分達の状況を
客観的に見る
皆さんの世代は、昔に比
べて人口が少ないですが、
皆さんよりも若い人たちは
さらに少ないことはよく知
っているでしょう。
そして、
最も人口が多いのは、戦後
のベビーブームと言われ
0代前半の人たちです。
た、7
日本の最大の問題点は、少
子高齢化です。
少子高齢化の何が問題な
のでしょうか。路上で多数
の高齢者が乞食をしながら
死んでいくのを見たくなけ
れば、若い人たちが面倒を
見ていかなければなりませ

ん。若い健康な人たちが、
年寄りに寄りかかって生き
ることなどできるはずもあ
りません。皆さんは、これ
から、そういう宿命にあり
ます。そして、これから高
齢者となる私も、お金をか
けずに健康に生きていける
よう、生き方を考えていか
なければと思っています。
ＳＤＧｓを考える
持続可能な開発目標（Ｓ
ＤＧｓ）が重要と叫ばれて
います。人類の活動が地球
環境に影響を与え、自分た
ちの生存が危うくなって初
めて出てきた言葉だろうと
思いますが、２００年、３
００年後の地球を考えての
話かといえば、２０１５年
９月の国連サミットで採択
されたアジェンダでは、２
０３０年までの開発目標で
す。そう。人類は、自分た
ちがこの世から去った遠い
未来のことは考えることは
できないのです。その時の
ことはその時代に生きる人
に任せましょう。とりあえ
ず、２０３０年までをとい
うことです。

しかし、皆さんはもっと
先まで生きる人が大部分で
はないでしょうか。このま
ま、地球温暖化が進んでい
ったら、皆さんが老人にな
るころは、大変な状態にな
るという予測がなされてい
ます。その頃まで生きてい
る可能性がない老人たちに
将来のことを任せていた
ら、困るのは若い人たちで
す。昨今、民族主義という
か、自分の国のことだけを
考えて発言している世界の
リーダーたちが多いのが気
がかりです。環境破壊も、
経済戦争も、みな地球規模
です。世界全体を考えて行
動することが求められてい
ます。
今年、何をするか
日本で、世界で、地球で
何が起こっているか、何が
起ころうとしているか、自
分はそれに対してどう考え
るか、日ごろから本を読み
ニュースを聞き、しっかり
勉強していく必要がありま
す。
最近、ほとんどありませ
0年、2
0年間前は、
んが、1
テレビで、国際問題や環境
問題などで、外国の同年代
の人と意見を言い合うとい
う番組が頻繁にありまし
た。残念ながら、そういう
場できちんと論理だてて意
見が言える日本人は非常に
少なく、いつも負けていた
という印象があります。日
本語で議論してもです。
外国人の言うとおりにや
っていくのが外国との付き
合いではありません。喧嘩
をせずに、議論するという
力が非常に大切です。
日本に閉じこもっていた
ら、なかなか世界のことは
わかりません。皆さんには、
春休みなどに、ユーレイル
パスでも使って、比較的安
全なヨーロッパなどを自分
で模索しながら歩き回って
みてほしいと思います。バ
ックパッカーでもした人
は、
一味違いますよ（田中）

2 4
0
1月1日、第2回計測自
動制御学会システムインテ
グレーション部門講演会
（高松）に行ってきました。
今回は、「Ｋｉｎｅｃｔを用
いたＦＭＳ自動評価システ
ム」
を題目として、発表をお
こないました。去年も参加
したこの学会は、３分間の
プレゼンテーションの後、
5
4分間ポスターの説明をお
こなうものです。

S
M
F

今回の発表内容が、 の
２つのテストをまとめたも
のだったので、これを３分
のプレゼンにまとめるのに
は少し苦戦しましたが、無
事３分におさめて発表する
ことができました。また質
疑応答がないため、発表す
る身としては、非常に気が
楽でした。
ポスターセッションにつ
いては、テストの評価基準
についてや、データの取得
方法など、前回に引き続き
多くの意見・質問をいただ
くことができました。学生
生活も残り僅かですが、こ
こでの意見をもとに、研究
にラストスパートをかけて
いきたいと思います。
余談ですが、この学会の
直前まで内定先の研修とし
て、関東の方に行っていま
した。慌ただしい状況が続
きましたが、研修・学会と
もに無事終えることができ
て良かったです。（岩﨑智
宏）
2月2日～4
２０１９年1
1
1
日、高松で開催されたＳＩ
２０１９に参加してきた。
今回は、「Ｋｉｎｅｃｔを
用いた関節運動範囲の計測
システムと臨床応用」とい
う演題で発表した。肩関節
の最大の運動範囲を計測す
る際に、リハビリでは関節
可動域測定法というものを
日常的に用いる。測定方法
はゴニオメータ（角度計）
を使って、予め決められた
部位を基準に、決められた
運動方向に腕や脚を動か
し、その最大の運動範囲を
測定するというものであ
る。そして、その測定結果

Chainerであれば、
> pip install chainerで済む。
GPUの入っているマシンを使うの
であれば、おそらくCudaがインス
トールされていると思うが、
>nvcc -V
で確認することができる。当研究
室のWindowsデスクトップマシン
にはGPUが入っていないので、GPU
を使う際は、
Linuxマシンで行うこ
とになる。Chainerは、installす
れば、
GPUが使えるようになってい
る（ただし、GPUを使うための、c
uda, cnDNN, cupyが入っていれ
ば。
https://tutorials.chainer.org/
ja/
がChainerのホームページ。Chain
erを使う際は、まず、ここにある
tutorialを見ることをお勧めす
る。
tutorialは、
「準備編」、「機
械学習とデータ分析」、「ディー
プラーニング入門」とあって、こ
れを全部見るのは少々時間がかか
るが、基本をこれで学ぶのが結局
一番早い。人に教えてもらって始
める際（「実験及び演習」、「ゼ

ミ」など）も、わからなくなった
らここに帰ってくれば、わかると
いう自分の目印にしておいたほう
が良い。
Chainerをインストールしたら、
chainercvも入れるとよい。これに
は、物体検出のアルゴリズムであ
る、R-CNN, faster R-CNN, SSD,
Yoloなどが入っていて、サンプル
プログラムもあるので、自分のア
プリケーションをここを起点に、
開発を始めることができる。Sema
ntic Segmentationもある。
● Kerasをインストール、始める
Kerasは、TensorflowとTheanoの
wrapperなので、
Tensorflowも入れ
る必要がある（Theanoはもっとも
古くからあるが、最近は、Google
の作ったTensorflowが人気のよう
である）。
> pip install tensorflow
でCPU用のTensorflowが入る。GPU
用は、
>pip install tensorflow-gpu
とする。筆者は、
https://github.com/rykov8/ssd_
keras
をもとにして、共同研究のアプリ
ケーションを開発した。最も注意
が必要なのはバージョンである。
バージョンがちょっと違うだけで
動かなくなることがあるので、要
注意である。動いたときのバージ
ョンをきちんと記録しておくこと
は必要であるが、どんどんバージ
ョンは変わっていくので、それに
追従することも必要。（田中）
筆者が考える、深層学習（Deep
Learning）の初心者の勉強の手順
をまとめてみた。今回はChainerと
kerasの始め方である。
● Anacondaの仮想環境を作る。
例えば、
Kerasを使用するのであれ
ば、
kerasなどの環境名がわかりや
すいだろう。
●Chainerをインストール、始める

から、関節が動かなくなっ
た制限因子などを探る、と
いうものである。
検査する人が変わると、
ゴニオメータの当て方など
に癖があり、少しずつ結果
が変わってくる可能性があ
る。
さらに、その測定値は、
測定精度を５度にするとい
うルールがあり、学生の時
にそのように習った記憶も
あり、今でも変わらない。
精度を５度より小さくする
ことに意味がないわけでは
ないが、人的な誤差が含ま
れることに配慮したルール
であると思われる。この測
定方法について、Ｋｉｎｅ
ｃｔを用い、従来の計測条
件に類似するように計測条
件を予め決めて、測定の精
度を上げて、人的な誤差を
気にすることなく関節可動
域を測定することができる
のではないかということ
で、システムを構築したこ
とについて発表した。
この講演会は、演者が３
分間のプレゼンテーション
（質疑なし）した後、ポス
ター発表形式でフリーディ
スカッションをするという

スタイルであり、他の講演 ンを考慮したシステム」と く思います。おめでとう！
会にはない形式を採用して いうセッションで岩﨑さん （田中雅博）
いる。
ポスター発表中、「人 と一緒に発表した。そのセ
が計測するものに置き換え ッションの発表の中で、「軽
たいのか、それとも新たな 労化」というキーワードを
8日 田中教授、神
１月2
ものを作ろうとしているの 初めて聞いた。重労働によ
か？」
、「今後の展開は？」 る身体負担の一部を補助す 戸市シルバーカレッジで、
など、多くの質問があった。 ることで、身体にある程度 「高齢者の生活と人工知能」
0分講義。
まさに、私の博士論文で論 の負荷を与えつつ、身体能 をテーマに9
8日 甲南大学・鹿
３月2
点となっているところであ 力を低下させない、という
る。これまで人によって計 コ ン セ プ ト と 認 識 し て い 児島大学合同 ロボット・
測されている従来の方法を る。リハビリの最大限の能 コンピュータビジョン研究
否定することは抵抗がある 力を発揮させるために必要 会を甲南大学で開催。
が、従来の測定方法は、ア なことだけを補助する、と
ル ゴ リ ズ ム の ヒ ン ト に な いうコンセプトに近いと感
る。センサー等のデバイス じ、興味を持った。この講
脳卒中、
年末になって、朗報が続
を用いてその計測結果を類 演会は、リハビリ、
似させるようにマイナーチ 身体計測など、私が行って いた。今回の記事にもした、
ェンジをしながら、フルモ いる研究内容と関連するキ 岩﨑君の優秀講演賞受賞、
デルチェンジを目指してい ー ワ ー ド が 増 え て き て い 大西氏が主たる著者として
来年も是非参加したい。 執筆した電気学会の論文誌
る。これまで、リハビリの る。
最後に、岩﨑さん、優秀 に出した論文の採録決定で
現場で働き、様々な経験を
した。リハビリで行う評価 講演賞の受賞おめでとうご ある（３月号掲載予定）。
や治療は間違っているわけ ざいます。これは、私の励 現在、３月にハワイで行わ
ではないが、それが正しい みになります。引き続き、 れる、信号処理学会のＮＣ
のか？と問われたときに、 この分野の研究を行ってい ＳＰにも２本採録された。
我々が学生とともにやっ
明確に示される根拠がほし きたい。（大西智也）
ているシステム作りは、理
いと強く感じてきた。今後
今回のＳＩは高松で開催 論的な研究という側面は薄
も人の動きを計測する方法
され、院生二人とともに参 いが、役に立つ研究であっ
を追求し続けるだろう。
今回の発表のセッション 加した。大西氏は本務校で て、多くの注目も浴びてい
は、「ユニバーサルデザイ 授業、岩﨑君は就職内定先 ることは確かである。しか
の研修、私も授業などがあ し、研究であるからには、
り、２日目は高松入りのみ 論文にしていかなければな
で主として３日目に参加し らないことはもちろんであ
た。
る。
会場は最近学会などでた
ラジオ体操システムは、
びたび訪れているサンポー ジャーナル論文にしていな
ト高松で、高松駅前の大変 いのが心残りであるが、野
利便性の高い場所にある。 々 口 君 の 受 賞 か ら 始 ま っ
今回、二人の発表セッショ て、大西氏のＳＩＡＳ、岩
ンは、三日目、タワー棟の 﨑君のＦＭＳと、受賞とい
大変見晴らしの良い部屋で う結果が得られたことは、
行われた。ＳＩは３分間の 学生のみならず、私にとっ
5
プレゼンテーションと4
分
て
も大きな喜びである。
間のポスター発表がセット
来年度は、どんな展開が
にして行われる。
秋頃から、 待ち構えているだろうか。
発表も論文もメキメキ力を そして、まだ本格的な成果
つけてきたのが感じられる が出せていない、ディープ
岩﨑君の発表を聞いて、ひ ラーニングの研究はどうな
ょっとしたらという予感が っていくであろうか。
していたが、想像通り、優
研究は、学生自身が楽し
秀講演賞を受賞したとの連 くやっていけなければ決し
絡が入った。当研究室から て成功しない。今回の二人
は、昨年度の大西氏に引き のように、研究を楽しんで
続きの受賞で、大変うれし ほしい。（田中）

