２０２０年は、私の人生
上、最悪の社会環境でした。
これは、私だけではなく、
世界中ほとんどの人にとっ
ても同様だったと思いま
す。戦争以外の要因で、こ
んなことが起こることはめ
ったにありません。
しかし、個人的には、自
分のコントロールがそこそ
こ成功し、自分を見つめな
おす時間がたっぷりできま
した。
ちょうど１年前に、武漢
で新型肺炎が発生したとい
う報道があり、雲行きが怪
しかったので、１月からい
ろいろと注意し、不要な外
出を控えました。実は、昨
年１月頃、体調がかなりお
かしかったのです。鼻血が
何度も出たり、白血球が異
常値になったりし、自身、
新型肺炎ではないかと疑い
ました。しかし、この症状
はウィルスのものではなさ
そうでしたし、そもそも鼻
血が出るのに、ＰＣＲ検査
はいやでしたので受けませ
んでしたし、その後、これ
らの症状は治まりました。
学生の研究も、下手をす
ると難航すると考え、１月
頃から、研究テーマの選定
に入りました。４月に入っ
て、全部オンラインで授業
をせよという大学からの指
示がある前に、私はその体
制に入っていました。３月
末に予定していた研究会の
取りやめを１月に決めたこ
とを、「先見の明があった」
とある先生から言われまし
たが、私にしてみればでき
ずはずもない、何の不思議
もない当然の決定でした。
いざ、オンライン授業を
やってみると、学生諸君は
皆さん大変スマートで、在
宅でありながらも、例年よ

りもはるかに研究に成果が
出て、成功を収めました。
緊急事態宣言後、約２か
月間在宅勤務を通しました
ので、運動が必要というこ
とをまず感じました。そこ
で、健康のために、地味で
はありますが、岡山の半田
山植物園の年間パスを購入
し、緊急事態宣言間の休園
後、夏の間は週２回ほど、
その他はほぼ毎週１回通い
5分自転車を
ました。片道1
こいで、植物園（というか、
0～0分歩
山です）の中を4
5
き回り、写真を撮り、帰る
というのが行程です。夏は、
操山という、半田山よりは
0回
少しばかり高い山にも1
近く登りました。その効果
は、１年間で、体重約４ｋ
ｇ程度減量という結果を生
みました。
私は、一人で本を読んだ
り勉強したりして過ごすの
が好きですから、飲みに行
けなかったり、旅行に行け
ないことは全く苦にはなり
ませんでした。むしろ、学
校で、非効率な会議に出た
り、授業中に、講義をして
いる目の前で、机に突っ伏
して寝ている学生の姿を見
てみぬふりをしたりする必
要がないことを喜びまし
た。オンラインで、一人ひ
とり発言させ、確認しなが
ら授業ができる、Ｚｏｏｍ
でのリアルタイム講義は非
常に有意義でした。
この特別の９か月間で、
私が身につけたことは、
（１）オンライン授業がで
きるようになったこと。自
分の授業の悪い点もよく自
覚できるようになりまし
た。授業のために費やす時
間は、昨年度までの２倍以
上です。（２）健康のため
に運動する習慣がついたこ

と。これは先ほど述べた通
りです。（３）本がたくさ
ん読めたこと。これについ
ては、第２面でお話したい
と思います。

この１年を経験して、自
分の人生の中の１年という
時間の長さを実感した年で
した。２０２１年は、２０
２０年に始めた、運動によ
る身体の健康維持と、プロ
グラミングによる頭脳の健
康維持により一層努めたい
と思います。２０１９年ま
では、仕事第一でしたが、
２０２０年、ゆっくり、大
切にものごとをすることの
重要性を認識しました。そ
の意味で、競争的資金（科
研費）などに応募すること
は時間の無駄と考え、一切
やめることにしました。最
初から計画を立てて発明す
るなんてできるはずがあり
ませんし、ブラックユーモ
アです。論文もそうでしょ
う。やってみて、よくでき
たら論文を発表するのであ
って、論文発表をするため
に研究するのではない。
一つずつじっくり仕事を
する中で、自分の体力と知
力を維持させることは極め
て重要です。
昨年読んだ本によると、
あの天才のシャノンでも、
晩年は認知症になったとの
ことです。ある意味、不可
避かもしれませんが、自分
の努力でどうにかなる部分
もあるでしょう。毎日運動
する
（歩く）。研究よりも、
運動を優先させる１年とし
ます。
無理をしない、
させない。
研究しない学生をむりやり
卒業させるために、体力を
使いません。やりたくない
人は、どうぞ２年かけてゆ
っくりやってください。こ
れが私の新年の抱負です。

計測自動制御学会システ
ムインテグレーション部門
の研究発表会は計測自動制
御学会本体とは独立に毎年
実施されるもので、非常に
現実的な問題を扱っている
研究が多いことから大変人
気のある学会で、１１６３
名が参加して盛大に行われ
ました。私も、ここ数年は
毎年参加し、楽しみにして

いる学会です。今年はコロ
ナ禍の中、初めてオンライ
ン実施されました。しかし
ながら、過去の形と同じく、
スポットライトセッション
という、３分間のショート
プレゼンテーションと、午
後のインタラクティブセッ
ション（ポスター発表）の
２つ両方に参加するという
形は踏襲されました。この
形になったのは２，３年前
からで、そのいきさつは知
りませんが、従来のプレゼ
ンテーション発表とポスタ
ー発表のそれぞれの欠点を
補い、特に、聞く側には、
多くの論文の概要を短時間
で聞けるということと、詳
しくはポスターの前で対面
で聞けるというメリットが
あることから、評判が良い
ものと思います。ただし、
発表者には両方の準備をし
なければならないという負
担の問題がありますが、発
表者も自分の発表以外は聞

まず、専門に関係のある、
しかし、技術書ではなく、
読み物として面白かった本
を挙げておく。
クロードシャノン「情報
時代」を発明した男
シャノンは、いうまでもな
く、情報理論の創始者とし
て有名な人であるが、どん
な性格の人だったのか、ど
んな人生を送ったのか、そ
ういうところまで知ってい
る人は少ないのではないだ
ろうか。私もそうだった。
しかし、この本を読んで、
シャノンという人が身近に

く側になりますから、メリ
ットが享受されているもの
と思います。
今年度は、Ｍ１の張君と
Ｂ４の荻野君に発表しても
らいました。以下、その感
想です。（田中）

今回のＳＩＣＥ・ＳＩ２
０２０は私がはじめて講演
に参加した学会です。事前
に先生と一緒に何回か練習
をさせていただいたおかけ
で、発表時に想像したほど
緊張しなくなりました。午
前にＺＯＯＭオンラインで
行った３分ほどの研究発表
では、自分の発表内容が多
いため、なかなか時間的に
苦しい思いをしました。午
後のオンラインチャット式
の質疑応答は少し楽だった
と思います。
一方、内容的にはＣＶ分
野だけでなく、ロボティク

感じられたと同時に、私と
はずいぶん違う人だったの
だなということも認識する
ことができた。
それにしても、どんな立
派な業績を上げた人でも、
人生、順風満帆で終わると
は限らない。シャノンしか
り、
フォンノイマンしかり。

スなどの他分野の発表を聞
いて、感想を以下の３点に
まとめます。
①自分の研究の量は多い
ですが、他人より完成度、
複雑度あるいは質はまだ低
いと感じました。
②日本語を話す熟練度よ
り、他人の発表をよく理解
するために聴解力をもっと
練習する必要があります。
今回は聞き取れなかった多
くの場合はカタカナ専門用
語です。
③反省です。毎回、以前
の問題点を改善するため、
いっぱい時間を取るだけで
研究するのが低効率になる
可能性も高かったと感じて
います。最近、効率という
話題について修士課程１年
生と博士１年生の友達とオ
ンライン飲み会でお互いの
経験を談話しました。確か
にＩＱの差（２人の数学的
な想像力は自分と全然違う
レベル）は重要なポイント

り。アタリのゲーム、深層
ニューラルネット、ジェパ
ディー、囲碁、リアルタイ
0年後先などであ
ムＡＩ、5
る。教科書的な書き方では
なく、読み物として書かれ
ているので、ここに書かれ
ているアルゴリズムがもう
一つ何をしているのかわか
らないときは、こういう本
を読むことをお勧めする。

スマートマシンはこうし
て思考する
この本は、ある意味では
スーパーインテリジェン
技術書であって、理系の人 ス 超絶ＡＩと人類の命運
しか読みこなせないだろ
ボストロムという著者
う。
取り上げているものは、 は、専門書にもよく出てく
大変タイムリーなものばか る哲学者で、近未来のスー

だと感じました。
それから、
論文の読み方、資料の探し
方、または困難を遭遇する
際にどんなことを放棄すべ
きなのか、どんなことは難
しくても続ける必要性が高
いのかを正しく判断する能
力について、今後よく考え
る必要があると思います。
ところで、最近、研究以
外には研究室の書架にある
ＣＱ出版のインターフェー
ス雑誌を２冊読みました。
以前に知らないことや最近
結構進んでいるものも目に
入りました。かなり良い雑
誌ですので、これから続い
て読みたいと思います。

パーインテリジェンスが出
現したときに、人類が滅亡
の危機に直面するのかとい
うことの思考実験の書であ
る。７００ページを超える
厚みに圧倒されるが、この
中に、我々が日ごろＡＩで
学ぶキーワードが並んでい
るからすごい。決して簡単
には読破できないが、わず
か３千円で、これだけの知
の世界に導いてくれるのだ
から、つぶす必要がある暇
を持て余している人はぜひ
ともチャレンジしてほし

今年はオンライン開催と
なった学会のＳＩ２０２０
2月7日に『ＹＯ
で、私は1
1
ＬＯを用いた挙手者の検出
及び顔認証を用いた個人の
特定』というタイトルでの
研究発表を行いました。
午前の研究発表は３分間
と短い発表で、今までの研
究について時間内に内容を
まとめて発表することが難
しいと感じましたが、当日
は３分以内で発表を終える
ことができました。
午後のＳｌａｃｋを用い
た質疑応答は、研究ごとに
議論が多くあるところや、
あまり質問等がない所など
の差がありましたが、私も
同じ手法を利用している研
究や気になった研究に質問
を行い、そのような考えで
そのアプローチをしている
のか等の発見や、同じよう
3名とは、ディープ
ある。2
ラーニングにかかわる、ヒ
ントン、
ベンジオ、ルカン、
ロボットのブルックス、ル
ス、また、先ほど紹介した
「スーパーインテリジェン
ス・・・」を書いたボスト
ラム、その他、カーツワイ
ル、パールなどの名前を聞
いたことがある人は多いだ
ろう。現在のＡＩの人とし
て、重要な人は全部入って
いると豪語している。ＡＩ
に興味がある人はぜひ一読
してみてほしい。ただし、
この本も７００ページ近く
ある「枕」である。

人工知能のアーキテクト
たち
著者のマーティン・フォ
ード氏は、現在、人工知能 「社会人教授」大学論
3
の研究に携わる、2
名
も
の
こ
の
本は、ジャーナリス
3年間務めた著者が、
著名な人たちとの対談集で トを2

な研究の人にはアドバイス
等ができて有意義な時間と
なりました。個人的には口
頭よりもチャットの方が質
問しやすく良かったと感じ
ました。
研究発表にはセンサーや
コンピュータビジョンを用
いたロボット制御やシステ
ムなど様々な研究分野があ
る中で、私や同研究室メン
バーと似たような研究もあ
り、知らない手法や研究分
野について知ることができ
て良い経験となりました。
私が見た研究内容として
の全体的な印象は、鹿児島
大学との合同研究会でもい
くつかありましたが、深層
学習とシミュレーションを
使った深層強化学習を利用
して、シミュレーション結
果を実世界に反映し、ロボ
ット制御等を行う研究が多
くあったことが印象的でし
た。特に私の発表日の特別
講演で、人の声やジェスチ

大学の教授になって思った
ことが素直に書かれてい
る。いうまでもなく、私た
ちと同じ立場であるが、大
学に移ってからまだ比較的
日が浅く、「驚き」を忘れ
ていないタイミングでこの
本を執筆したという点が、
フレッシュである。
大学という組織の問題点
や不思議な点、また、学生
がどのように見えるか、逆
に、学生はどのように考え
ているのか、日ごろ、そん
なもんだと思っていること
が、リアルに描き出されて
いる。ある意味、教員、ま
た学生は、自分の鏡として
本書を読んでみることをお
勧めしたい。

おこりんぼう ひと言申

ャー等を正しく理解し様々
な物を片付ける賢いお片付
１月８日 田中教授、鹿
けロボットについての研究
が紹介されており、その中 児島大学工学研究科にて、
でも深層学習とシミュレー 先端科学特別講義を行う。
３月１日～３日 ＮＣＳ
ションについて触れられて
Ｐ２０２１に張君論文提出
いました。
シミュレーションで行う （オンライン）。
1日（木）
３月９日
（火）～1
ことで深層学習における手
電気学会全国大会（オン
間等が解消されるなどの利
点がある中で、シミュレー ライン）に、参加予定（張）
ションと現実との環境の違
いによって上手くいかない
場面などの欠点もあるた
いよいよ新しい年を迎え
め、シミュレーション環境
年越しも何も関係なく、
をより現実の環境に近づけ る。
ることで欠点を解消すると 新型コロナは我々の生活に
いった話があり、このよう 忍び寄ってくる。しかし、
なシミュレーション環境に 冬将軍は、きちんと節度を
おいての深層学習は、ロボ 持って、年末を待って到来
ット制御などでこれからよ のご様子。
今年の冬の経験がきっか
り様々なことが可能になっ
てくるのではないかと感じ けとなって、行きたくもな
い忘年会をやめて、親しい
ました。
人同士でのクリスマスにな
ったり、全国一斉の帰省ラ
ッシュなどがなくなるとい
いと思う。感染症で有名な
し上げたい
岩田健太郎医師は、著書の
0 中で、人と同じことをする
著者の林望氏は、私が2
年来愛読している本の著者 のがコロナリスクと言って
である。イギリスが好き、 いる。
車が好き、大学の教員を、
押印の廃止は、結構進み
途中でやめて文筆家として そうだ。会議も少しはオン
やってきている文化人であ ライン化するだろう。
る。この人のひょうひょう
コロナのせいではなく、
としたところが好きで、著 コロナの「おかげ」で社会
書が出るとすぐに買ってい の変わる部分に期待を込め
る。しかし、その人から「お て、しずかな年の暮れ・年
こりんぼう」なんていうタ 明けに祈る。安寧な年にな
イトルの本が出たもので、 りますように！
いったい何があったのだろ
人工知能
うと思い、急いで買って読
んでみた。嘘をつかずに、 この本は、純粋に小説。自
感じていることをわかりや 動運転が起こす事件につい
すく、しかも、美しく表現 て、スリリングな小説が書
されている。怒っているこ かれている。
とは、何かというと、ごく
以上、今年読んだ本から、
一般的に、私もよく怒る数
面白かったという記憶のあ
々のネタ。
る本を数冊選んで紹介し
た。最近、私の本棚は不要
なものから断捨離化してい
るが、これらの本は、当分
残るのではないかと思うも
のである。

