0日、修士論文発表
２月1
会が行われました。中間発
表時から副題を削除し、『身
体機能測定テストＦＭＳの
自動化システムの構築』と
題して発表しました。
ＦＭＳというテストをデ
プスカメラから得られるデ
ータをもとに自動的に評価
するという本研究の成果を

5分（＋５分の質疑応答）
1
という短い時間でまとめる
ということに、とても苦労
しました。
２年間進めてきた研究の
集大成ともいえる本発表。
発表者が自身を含め３名と
少ない人数であり、また発
表順が最初ということでと
ても緊張しましたが、発表
を終えるとやれるだけのこ
とはできたという、強い満
足感があります。
振り返ってみると、田中
先生はもちろんのこと、多
くの人に支えてもらったお
かげで、本研究を進めてい
くことができたと思いま
す。
宝塚医療大学の篠原博先
生には、ＦＭＳに関して、
様々なことを教えていただ
きました。
また、博士後期課程の大
西智也さんには、学部の卒
業研究のＳＩＡＳの研究か
らお世話になり、多くのア
ドバイスをいただきまし
た。
昨年度は、ＦＭＳのテス
トの内、２つのテストを小
池琢也君と峯岡郁弥君に協
力してもらい、システムを
構築しました。
また、坂倉優稀君や、小
原英典君、田中研究室の皆
さんには多くの実験に協力
してもらいました。少し振
り返ってみただけでも、多
くの人の協力の上で本研究
は成り立っていました。皆
様、本当にありがとうござ

いました。
大学院修士課程に入学し
てから、もう２年が経ちま
すが、
とても充実感があり、
それが信じられないくら
い、あっという間に感じま
した。
この２年で様々な学会に
参加し、発表を行なってき
ました。また、そこで多く
のイベントを経験しまし
た。特に、去年の北海道で
の電気学会参加時に遭遇し
た災害は、今後忘れること
がないかと思います。です
が、こういった経験のおか
げで、多少のトラブルへの
耐性ができたように思いま
す。
最後に、改めまして田中
先生には大変お世話になり
ました。研究の指導につい
て以外にも、様々なことを
教えていただきました。ま
た今後、何かあれば田中研
究室にも顔を出したいと思
っておりますので、その折
にはどうかよろしくお願い
します。（岩﨑智宏）

卒論、博士論文公聴会と
続き、修士論文発表会は最
0
後になりましたが、２月1
日に無事終了しました。
思えば、大西さんと同じ
ような流れで研究できたの
は非常に良かったと思いま
す。キネクトで体の動きを
検知し、それを数値化して、
評価するという流れは同じ
でした。大西氏との協調も
素晴らしく、ギブアンドテ
イクが立派にできたのでは
ないかと思います。
岩﨑君は、大言壮語する
ことなく、地味に仕事をコ
ツコツやるタイムだという

田中研新聞１月５日号に
記載したとおり、岩崎君は
0回計測自動制御学
計測第2
会システムインテグレーシ
ョン部門講演会（高松）に
おいて発表した、「Ｋｉｎ

ことが、３年半の指導を通
じてよくわかりました。年
を経るごとに、彼の指導力
が顕著になり、彼が修士課
程にいる２年間、後輩の指
導を実によくやってくれま
した。私から頼んだことは
少なく、ほとんど自発的に
やってくれたことです。そ
れは、４年生の卒論の謝辞
を見ればわかります。
学会発表も、電気学会電
子・情報・システム部門大
会（札幌、沖縄）、ＳＩＣ
Ｅのシステムインテグレー
ション部門講演会（大阪、
高松）、システム制御情報
学会（大阪）と、多くの発

ｅｃｔを用いたＦＭＳ自動
評価システム」で、優秀講
演賞を受賞しましたが、こ
のほど、
賞状が届きました。
学会の賞をもらえるチャ
ンスはそうそうありませ

表をこなしました。電気学
会では毎回自然災害に見舞
われました（１年目は地震、
２年目は台風）が、終わっ
てみればそれもよい思い出
になっているのではないで
しょうか。
また、文章能力も、学会
発表レジュメなど、原稿を
書くたびにめきめき向上
し、修士論文を仕上げる段
階では、あまり手を入れる
必要がありませんでした。
修士論文の前に、紀要の論
文の執筆指導したことも、
彼の能力向上に大きく寄与
していると思います。
彼の修士論文をベースに

ん。学生時代に受賞できた
ことは自信とさらなる発展
につながることと思いま
す。
改めて、「おめでとう！」
（田中雅博）

した国際会議（ＮＣＳＰ）
論文も私と共同で書き、私
が発表に行くつもりでいま
したが、講演会はコロナウ
ィルス流行のため、学会自
体が中止されました。学会
発表会は流れましたが、論
文集は学会から正式に発行
され、国際会議論文として
カウントできるものとなり
ました。これら、研究成果
は田中研のホームページに
掲載しています。
本研究室で得た、研究力
と指導力を、就職してさら
に発揮されることを祈って
います。（田中雅博）

1月に中国武漢で起 ろに電話をするようにとの 率は極めて低いといわれて
昨年1
こった、新型コロナウィル こと。呼吸困難など、急性 います。中には重症の人も
スによる肺炎の大流行は、 の症状が出た場合も、電話。 あるようですが。就活、今
武漢の閉鎖にとどまらず中
しないでどうするのかとい
国全土に広がりました。ま
感染が分かっても、軽症 う気持ちもあるでしょう。
た、武漢からの旅行者に規 の場合は自宅で安静にせよ
この状況の中で、就活セ
制をかけるタイミングを見 という指針です。普通だっ ミナー等に出かけるという
誤った日本にもいたるとこ た ら 考 え に く い 指 導 で す のは、ある種の覚悟が必要
ろに侵入し、ダイヤモンド が、それだけ、重症者が多 と思われますし、同居者に
プリンセス号の中では、悲 数出てくることを懸念して 高齢者やハイリスクの病気
惨な感染拡大が起こりまし の指針でしょう。
を持っている人があれば、
た。
それらの方への配慮が必要
日本国内には、武漢など
です。ゲームセンターに行
まずは感染しないこと
の中国からの旅行者の持ち
ったり、スポーツ観戦をす
込んだウィルスと、ダイヤ
まず、感染しないことが るのは、今の時期では、で
モンドプリンセス号から降 最重要です。感染しやすい きれば避けたいものです。
りた乗客乗員からの感染と 状況は、次のような場合と そもそも、こうした場所に
いう、複雑な状況になって 言われています。
行く際の乗り物にリスクが
きました。
あることは十分認識してお
人命にもかかわる惨禍だ 一．１ｍ以内での対話、
きましょう。
けに、軽率な対処はできま 二．長時間の対話、
せん。多数の人が集まるイ 三．多数の人が集まる場。
②積極的な人は、
この際、
ベントがキャンセルされた
研究室に行って勉強しよう
り、延期されることはやむ
卒業式、入学式など、中 と思うかもしれません。そ
を得ないでしょう。私が主 止を宣言する学校が出始め れは大変良い心掛けです。
8
催者で、３月2
日
に
予
定
し
ただ、注意してほしいこと
て
い
ま
す
。
近
畿
大
学
で
は
中
6 は、研究室には、他の人も
ていた、「甲南大学・鹿児 止というニュースが２月2
島大学合同 ロボット・コ 日の朝日新聞に掲載されま 行く可能性があるというこ
ン ピ ュ ー タ ビ ジ ョ ン 研 究 した。本学はまだそういう と、また、学校に行くまで
会」を中止しました。中止 決定はありませんが、今後 に公共交通機関を使うこと
決定はまだ少し早い感じも の状況をよく見ておく必要 になるということです。
ありましたが、ＪＲのキャ があります。
咳が少しでも出る人、熱
7度以上ある場合は、研
ンセル料がかかる１か月前
が3
感染していない人は何を 究室に来るのはやめておき
というタイミングや年度末
の予算管理などであまり猶 すべきか
ましょう。これから悪化す
予がない時期なので、２月
る前兆かもしれません。ま
4日の時点で状況は深刻と
感染していないうちは感 た、症状の重さによらず、
2
判断した次第です。また、 染を避けましょう。人が多 感染の可能性があるという
参加予定だった、ハワイで 数集まる買い物、多くの人 ことが報告されています。
の学会（ＮＣＳＰ）も自発 が同じ機器を触るゲームセ その場に一人であっても、
的にキャンセルしました。 ンター、スポーツ観戦、講 キーボードに付着したウィ
4日になって、 演会聴講、就職セミナー、 ルスは最長９日生存するそ
その後、２月2
正 式 に こ の 学 会 は 中 止 さ こういうことは、すべて危 うです。研究室の中では、
れ、開催もなくなりました。 険性があるといっていいで １ｍ以上離れて会話するよ
こういう状況の中で、私 しょう。
うにしてください。また、
はどうすべきか、また、学
長時間会話をすることは、
ここで、皆さんにとって 危険性を伴います。今の時
生諸君はどうするのがよい
の選択肢は３つ。
のか、考えてみました。
期だけですが、ディスカッ
ションは手短にしてくださ
疑わしい病状を呈したら ①．強行突破
い。私の指導も、このパニ
②．研究室に行って勉強す ックが終わるまでの間、必
どうするのか
る
要最小限にとどめます。
7度 ③．家でおとなしくしてお
国の指針によると、3
５分以上の熱が４日続いた く
③普通の時期なら奨めま
ら、さまざまな方法で知ら
せんが、今に限り、③を推
①一般に、若い人の死亡 奨します。
されている電話番号のとこ
感染者については、次の
２つが重要と言われてお
り、現に、そのように動い
ています。
①感染経路などを明確に
し、感染を広げない
②感染者の権利を守り、社
会の中で不当な差別を受け
ることがないようにする。
②については、最も簡単
には、
感染者が誰であるか、
どこの地域か、など、本人
特定の情報を隠すことが最
も簡単な対処方法でしょ
う。しかし、本人情報を隠
す場合、明らかに①とは矛
盾してしまいます。
つまり、
危険性が高まります。
トレードオフの関係にあ
る①と②のどちらを今より
も重視するべきでしょう
か？いうまでもなく①であ
ることに異論はないと思い
ます。①を犠牲にしたら、
命にかかわります。実際、
個別の情報を明確に発表し
なかった代償として（と、
私には思われます）、国内
の経路不明な発症が起こり
ました。それにより、重症
に陥っている人がありま
す。また、ダイヤモンドプ
リンセス号からの帰宅者に
より、同様の事例がさらに
増えることが懸念されま
す。さらに、感染者が増え
てきたら、隔離施設が飽和
し、緊急を要する重症者の
治療が遅れ、重大な結末を
迎えることになります。
個人保護をすることばか
りを考えて、危険が増大す
るのを看過することはでき
ません。また、風評被害を
避けることばかり考えて、
検査をしないようなことが
起こっていないことを祈る
ばかりです。

以上は、コロナウィルス
禍に関する一般的事項で
す。では、少なくとも春休
み中は続くと思われる、コ
ロナウィルス感染拡大の中
で、我々はどうしたらいい
のでしょうか。これが、こ
の記事執筆の主目的でもあ
ります。
この休み中だけは自宅で
勉強することも考えましょ
う。電車に乗って大学にい
くことで、感染をすること
も十分考えられますので。
皆さんは、日頃から自分
がやるべきことを十分でき
ている自信はありますか？
時間があったらあれをした
い、これをしたいと思って
いることはありませんか。
もしあれば、それをするビ
ッグチャンスが来ました。
以下、項目別に挙げてみま
す。
一。社会勉強
この外を出歩くのが困難
な時に社会勉強とはいった
い何かと思うかもしれませ
ん。最近の時事問題は把握
しておきましょう。この新
型コロナウィルスによる肺
炎があまりにも大きなショ
ックなので、他のことは忘
れてしまいそうですが、イ
ンバウンドの急激な増加
（今止まっていますが）の
問題、地球温暖化、花見の
会の問題、１年前を思い出
せば、ふるさと納税の問題
など、いろいろあります。
政治的な問題を採用試験で
問われることは少ないかも
しれませんが、社会人にな
るには、こういう時事問題
は把握する必要がありま
す。問題点は何なのか、現
在どこまで明確になってい
るか、解決方法はどんなこ
とが考えられるかなど、意

見を持ちましょう。

二。卒業研究の下準備
テーマ例はすでに研究室
のグループ（ｆａｃｅｂｏ
ｏｋ）に挙げてあり、それ
に向けて考えておくこと、
理解しておくこと（Ｐｙｔ
ｈｏｎやフレームワークの
使い方の手順）も明示して
あります。それをやるだけ
で、春休みの時間くらいは
十分つぶせます。また、そ
れをするための条件が整っ
たと考えてください。
ＧＰＵマシンは遠隔では
使えませんが、幸い、Ｇｏ
ｏｇｌｅ Ｃｏｌａｂｏｒ
ａｔｏｒｙという、開発用
のプラットホーム後をＧｏ
ｏｇｌｅが無料で提供して
おり、皆さんの自宅から、
自分のノートＰＣを使って
ＧｏｏｇｌｅのＧＰＵを使
うことができます。頑張れ
ば、春休み中に卒業研究の
目鼻を付けることができま
す。
なお、現在、多くの企業
で在宅勤務を開始してお
り、このような形でも仕事
ができるようになるという
のは、就職活動にプラスに
働くと思います。
日本式の、
大部屋で同僚の顔を見なが
ら、暗黙の監視を受けなが
らでないと仕事ができない
というのは今回のコロナ禍
のあとは急速に過去のもの
になるでしょう。こういう
ことをきっかけに世界は変
わるのです。

三。英語のリスニングを鍛
える

英語の４つの技能、すな
わち、読む、書く、聞く、
話すのうち、最も難しいの
はどれだと思いますか？そ
れは、明らかに「聞く」で
す。「話す」のは難しそう
に思えますか？でも、自分
の持っている語彙で話せば
いいのだから、英語の環境
にいれば、自然に話せるよ

うになります。しかし、「聞
く」はそうはいきません。
育った国がどこなのか、あ
るいはもともと何語を話し
ていたのか、どういう背景
の勉強をしてきた人なのか
によって、その英語はまち
まちです。
ＴＥＤ ｔａｌｋｓとい
うサイトがあります。ネッ
トで検索するとすぐにわか
ります。ここには、世界的
に有名な人など多くの人が
5分から2
0分程度のすばら
1
しい講演をしていて、誰で
も動画を見ることができま
す。ほとんどの講演は英語
の字幕が表示できます。ま
た、日本語の字幕が出るも
のも多くあります。
理想的には、ここで字幕
なしで聞くと、英語のリス
ニングの力が鍛えられます
が、難しかったら、英語の
字幕を表示してみてもかま
いません。日本語はあって
もあまり見ずに聞きましょ
う。これを聞いて英語を勉
強したと就職の面接でいう
だけでプラス印象です！
ただし、本当にいくつかし
っかり理解しておかない
と、突っ込まれたときにぼ
ろが出ます。

春休みの課題としては、
これくらい書いておいたら
ＯＫでしょう。不満を言う
のは簡単です。学校に行く
のが不安だった、外に出る
と怖いから家にいた、等々、
言い訳はいくつでもいえま
す。しかし、そういうこと
を言わずに黙々とこの状態
の中で出来ることをやって
いる人がいます。そういう
人が結局勝利します。
武漢でも、在宅勤務やテ
レビ会議を使った学習方法
が一気に進んでいるようで
す。
暇だから、と、毎日ゲー
ムばかりしていたら、人生
しくじりますよ。（田中）

2日（日） ｉＣｏ
３月2
ｍｍｏｎｓでキッズフェス
ティバルに出展（入場者カ
ウンタ、ラジオ体操採点シ
ステム）
8日（土） 甲南・
３月2
鹿児島大学ロボットコンピ
3
ュータビジョン研究会を1
号館で開催
の予定でしたが、新型コ
ロナウィルスの影響で、両
方ともイベントがキャンセ
ルされました。残念です。

３月上旬に発行する号で
は、ハワイでのＮＣＳＰの
記事を入れようと思ってい
たのですが、中止になった
ので、急遽、今、大問題の
新型コロナの特集を行いま
した。といっても、私が一
人で記事を書いているの
で、大きなバイアスがある
記事であることは間違いあ
りません。
人生、前向きに生きよう
と、
心から思うこの頃です。
後ろ向きにはいくらでも簡
単になれる。しかし、そう
している間に、生存競争に
遅れます。
自分が止まっていたらプ
ラスマイナス０なんてこと
はありません。常に捕食関
係あるのがこの世の常。日
本がくだらないことで内部
でエネルギーを消費してい
る間に、世界は日本を食い
物にし、日本は落ちぶれま
した。ウィルスも自分の生
存をかけて人間を襲ってい
ます。
これから社会に出ようと
思っている諸君は、「まあ
人生できる範囲でのんび
り」なんて考えていたらダ
メだと思います。失敗を恐
れず、大胆に。今回の新聞
の中身にしても緊急で皆さ
んに伝えたいことを書きま
した。（田中）

