0日、知能情報学部
１月3
の卒業研究発表会が、オン
ラインで開催された。
コロナ禍により、兵庫県
1都府県に緊急事態
を含む1
宣言が出されている中、安
全のために、初めてＺｏｏ
ｍによるオンライン開催と
なった。
1月
当研究室の学生は、1
2月
の研究成果発表会や1
の、鹿児島大学との研究会
を積極的に行ってきている
ので、心配はしなかったが、
それでも、学生にとっては、
卒業研究の正式な発表会と
いうことで、多少の緊張感
はあったかもしれない。
研究成果発表会、甲南・
鹿児島研究会は、それぞれ
田中研新聞で紹介している
ので、それらでの記事（学
生の感想文）などと比較し
てみると面白いかもしれな
い。
タイトルは、このページ
の最下段に紹介してある。
では、さっそくご覧あれ！
（田中）

卒業研究発表を終えて、
今年度の１年間は新型コロ
ナ感染症の拡大により、ゼ
ミの大半がオンラインで行
われたことなど、例年とは
異なることが多い環境下で
したが、私の研究はほとん
どが自宅からでも行うこと
ができたことや研究成果か
らも納得のいく研究ができ
1月に
たと思います。また1
は甲南大学でのポスター発
2月には鹿児島大学と
表、1
の合同研究会と学会発表と
いった良い経験をさせてい
ただいたことから、このよ
うな環境下ではありました
が、充実した１年になった
と感じています。
発表会当日は１年間のま
とめの発表ということもあ
り、今までで一番緊張しま
したが無事に発表を終える
ことができました。同研究
室メンバーの発表時に少し
トラブルもありましたが、
研究室の全員が発表を無事
に終えることができてよか
ったです。
来年度以降は大学院生と
して２年間は引き続いて田
中研究室で研究を行うこと
になりますが、今後もどの

るつもりだ。

0日に卒研発表会を
１月3
ような環境でも充実した研 迎え、やっと肩の荷が下り
究を行えるように努力した るかと思いきや、思ったよ
りも吹っ切れないというの
いと思います。
が正直な感想です。という
のも、自分が思い描いてい
た成果を出せずに研究を終
えることになったためで
す。周りが順調に結果を出
していく中、なかなか思う
ように研究が進まないこと
に不安や焦燥感を覚えなが
ら過ごした時期もありまし
た。できることは頑張って
やってきたつもりですが、
それでも自分が最後まで未
熟であったことは認めざる
を得ません。
しかし、ゼミ生として過
ごす中で良かったと思える
こともあります。同じゼミ
の仲間と過ごした時間で
す。今年度はコロナのこと
もあり、対面で会う機会は
非常に少なかったですが、
学校でゼミがあるときに研
究の手伝いや、時に雑談を
して過ごしたのは貴重な思
い出です。こういうことを
言うのはありきたりと言え
ばありきたりかもしれませ
んが、やるせない１年だっ
たということもあってか、
仲間がいることの良さをし
みじみと感じました。
振り返ってみればあっと
いう間の１年でした。大変
な状況でも仲良くしてくれ
たゼミの仲間並びに真剣に
ご指導してくださった田中
先生には、心から感謝いた
します。
以前に鹿児島大学との研
究成果発表会を経験したこ
とによって、本番のハード
ルは下がったと思われる。
しかし、いざ本番となると
緊張で身体が小刻みに震え
てしまい、きちんと部屋に
暖房をつけていたはずなの
に、妙に寒く感じた。他の
研究室の学生たちがどのよ
うなテーマで研究している
かなどと言った情報は全く
知らなかった。そのため、
本番のプログラムを見た時
からいくつか目についた発
表を楽しみにしていた節が
あった。
ここ一年、大学に来るこ
とは数えられる程度しかな
く、
基本的には自室に籠り、
ひとりで研究に取り組んで
いた。幸い自分の研究は人
の助けを必要としないもの
だから問題はなかったが、
筆跡やトレーニング動画と
いったデータが必須だった
ふたりはとても苦労したこ
とと思われる。
研究中は色々と思い悩ん
で停滞することもあり、心
をやすりでゴリゴリ削られ
る気分だったこともあっ
た。それでも本番の発表を
終えた途端、とてつもない
達成感と解放感を覚えた。
厳密にはまだ卒業式が控
えているが、これでついに
長い長い学生生活を終え
た。これからは、与えられ
た時間を有効活用し、粛々
と社会人になる用意を進め

0日（土）の卒業研
１月3
究発表会にて、「ＬＳＴＭ
を用いた筆記者識別」を発
表しました。筆記する際に
随時取得される運筆情報の
時系列リストであるオンラ
インデータから特徴量を抽
出し、ＬＳＴＭを用いて筆
記者識別を行うのが今回発
表した研究の内容です。
今回の卒業研究発表会で
は何かしらのアクシデント
によって発表が不可能にな
ると発表機会を失う可能性
が存在したり、逆に対面で
はないからこそ発表がしや
すかったりと既存の状況と
はかなり差異があると感じ
ました。オンラインでイベ
ントを行うのは自宅からの
参加可能などメリットもあ
りますが、アクシデントが
起こった際に全て自分で解
決することを想定すると神
経を削られます。実際、卒
業研究発表会の数日前から
無線ＬＡＮの中継機の調子
が悪くなり不安がありまし
た。ですがコメントをいた
だいた後にすぐに改善に勤
めることができるなどのメ
リットもあったのでオンラ
インも非常に良いと思いま
す。
結論としては対面もオン
ラインも一長一短なので両
方に対応（アクシデントも
含めて）できるように準備
を欠かさないようにするの
が大切だと思います。

0日に卒業研究発表
１月3
会がありました。今年は新
型コロナの影響もあり例年
とは違うＺＯＯＭによるオ
ンライン発表会でした。
オンラインなので遅刻の

心配もなく、資料忘れの心
配もなく、前日の接続テス
トも問題なく接続でき万全
の態勢で発表に臨みまし
た。しかし、予想外の出来
事は起きてしまうもので、
自分の発表中にインターネ
ットに接続できなくなって
しまいました。発表会が行
われている間にインターネ
ットに再びつながることは
なく、最終的に友人の荻野
君の家に資料を持っていき
ＰＣを借りることで何とか
発表を終えることができま
した。荻野君には感謝の気
持ちでいっぱいです。その
後、回線業者の方に聞いた
話によると、機器の故障に
より複数の場所で数時間ほ
ど通信障害が起きていたよ
うでした。間が悪いですし
非常に肝が冷えました。
卒業研究を始めた直後は
どのように研究を進めたら
よいかつかめず、使用する
アルゴリズムが二転三転し
たりバグに悩まされたりし
ましたが、研究の方向性が
定まってからは楽しく研究
をすることができました。
また、わからないことがあ
ったときに自分で調べるこ
との大切さやプログラミン
グについても学ぶことがで
き、１年を通して成長でき
たと感じています。自分が
所属できた研究室が田中研
究室でよかったと改めて思
いました。
丁寧に指導してくださっ
た田中先生及び相談に乗っ
てくださった研究室メンバ
ーに改めて感謝の意を表し
ます。

卒業研究発表会を終え
て、ここまでご指導頂いた
田中先生と研究室のメンバ
ーには、感謝の気持ちでい
っぱいです。卒業研究を始
めたころ、新型コロナウイ
ルスの流行によって、卒業
研究に支障をきたすのでは
ないかと感じていました。
そのような中で、田中先生
はすぐさまリモートで卒業
研究ができるように様々な
対策をしてくださいまし
た。そのおかげで、私たち
は４月からすぐに卒業研究
に取り組むことができまし
た。正直、卒業研究を始め
る前は、ただ卒業ができれ
ばいいと考えていました。
しかし、ゼミなどで田中先
生や研究室のメンバーの真
剣さを感じ、それに感化さ
れるように次第に私も真剣
に取り組んでいくようにな
りました。私の卒業研究の
成果はあまりいいものでは
ないですが、一つのものを
やり抜くということはでき
たと感じています。多くの
苦労や挫折を経験しました
が、同時に乗り越える力を
身に付けることができまし
た。この経験を、これから
の人生に大いに役立ててい
きます。また、３年生の皆
さんの中には、私がそうで
あったように、ただ卒業が
できればいいと考えている
人がいるかもしれません。
もし、そう考えている人が
いたら、少し卒業研究に真
卒業研究発表を終えて。
研究室配属直後は人前にで
て発表することに苦手意識
をもっていました。毎週の
進捗報告でパワポを使った
発表をこなすことで本番の
卒論発表会では悔いを残す
事なく終えることが出来た
のではないかと思います。
鹿児島大学との合同発表会
での反省を活かしてパワポ
の構成を変えて、録画を見
返して話し方を意識して変
えることで卒論発表会では
自分の中で良いと思える発
表ができました。
１年間の研究を振り返っ
て、プログラムが思う通り
に動作せず何度か嫌になり
そうな時がありましたが、
インターネットで調べて自
分で解決することもあれ
ば、同期の人たちから教え
て貰ってプログラムがうま
く動作することがありまし
た。
研究が無事に終えること
ができたのは田中教授をは
じめとする田中研究室メン

剣に取り組んでみてくださ ら な い こ と が 多 か っ た の
い。これからの田中研究室 で、自分が無知だというこ
とを再認識するためにも、
を応援しています。
このような機会は必要だと
感じました。

0日に卒業研究発表
１月3
会を行いました。４月ごろ
0ヶ月間、ほぼ毎日
から約1
卒業研究について考えてき
たため、発表を終えた今、
達成感を味わうことができ
ています。
0
この1
ヶ
月
間
は就職活動
や資格の勉強、
クラブ活動、
アルバイトなどと並行し
て、常に研究を進めなけれ
ばいけなかったため、元々
マルチタスクが苦手な私
は、失敗もいくつか経験し
ました。その度に、的確に
指導してくださった田中先
生には心から感謝していま
す。その他にも、田中先生
からは、これからの私たち
に必要なことなどを多く学
びました。
卒業研究の内容は、元々
自分が興味のあるものでし
たので、研究に疲れること
はあっても、嫌になること
はありませんでした。１年
前の自分と今の自分を比較
すると、
知識もかなり増え、
成長を実感できます。もち
ろんまだまだ未熟ですが、
学び、成長することの喜び
を実感できたことは貴重な
経験だったと思います。
発表自体は、鹿児島大学
との合同研究発表会を経験
していたこともあり、落ち
着いて臨むことができまし
た。似た分野の発表がほと
んどでしたが、それでも知

バーたちの支えがあったお
かげです。改めてこの研究
室に配属することができて
良かったと思いました。あ
りがとうございました。

今回は知能情報学の卒業
発表会を聴講しました。特
に私たちの研究室の皆さん
の卒業研究はより実用的、
面白い研究だったと考えて
います。私は皆さんの良い
発表に見習って来年も自分
の良い修士発表に迎えたい
と思います。将来是非皆さ
んの研究を会社と生活と共
に活かせるよう、お祈りし
ます。
最後、 年生の皆さん
は社会人になる直前の学業
を成し遂げることに、おめ
でとうございます！
4

今回、卒業研究の発表を
聞いて初めに感じたこと
は、来年自分もこの発表を
していると言うことです。
自分は留年してしまってい
て、同い年がしっかり研究
してしっかり発表している
のを聞いて正直にすごいな
と思ったし、他の研究室の
発表も少し聞いたのですが
うちの研究室は他と比べて
内容もしっかりしているな
と思いました。同い年の子
がみんな研究していて聞け
る人の話を聞いていたんで
すが、何回もやり直してい
たりしていて、今のうちに
できることはしておこうと
思います。来年自分が発表
する時、将来役に立つよう
な研究をしたいと思いま
す。今の自分は、全然力不
足であるしあんな発表をし
ろと言われてもまだ無理だ
と思います。この一年、し

今年度の卒業研究は、コ
ロナで始まったので、果た
してどうなるのか、まった
く読めない状態から始まっ
た。授業の準備のための期
間として、大学は２週間を
設定し、その期間、正式な
授業はなかったが、当研究
室では、
Ｚｏｏｍを使って、
４月の最初からゼミを開始
した。
それに伴い、
春休みから、
テーマの設定をし、それに
対する下準備をＦａｃｅｂ
ｏｏｋやＬＩＮＥをフル活
用して行ったおかげで、当
研究室のゼミはよい滑り出
しだった。その後、ゼミは
９月の半ばまでは基本的に
オンラインで行った。ゼミ
生同士があまり会えなかっ

様でした。通信トラブルは
あったものの、発表はどの
方もスムーズで、内容がま
とめられていて非常に聞き
取りやすかったです。４回
生の方々や田中先生の試行
錯誤によって今回のような
っかり田中先生の言うこと 素晴らしい発表会を行うこ
を聞いて真剣に取り組みた とができたのだと感じてい
ます。発表内容については
いと思いました。
結果が思っていたものとは
違ったとしてもありのまま
を発表し、問題点や改善点
を考え今後の研究に生かし
来年の今頃、自分も発表 ていくという姿勢が感じら
しないといけないんだなぁ れ、成功だけが全てではな
と考えると、今から不安に いということを教わること
なりましたが、少しだけ楽 ができました。私はこうい
しみにもなりました。
った研究発表をしたことが
先輩方のように立派な卒 なかったので非常に参考に
研発表ができるよう、頑張 なりました。私は４回生が
っていきます。
していた研究を引き継ぐこ
とが決まったので、特にそ
の発表を注意深く聞きまし
たが、より質の高いものに
できるか不安でいっぱいで
皆さん凄い研究をしてい すが一生懸命頑張りますの
るので、自分の卒業研究テ でよろしくお願いします。
ーマが本当にこれでいいの
か不安になった。
発表方法や教授陣からの
質問など、自分が発表側に
なったときに何を聞かれて
も答えられるように自分の
研究を深く知っておく必要
があると感じた。

他研究室の発表を含めて
見て、実際どのレベルまで
突き詰めれば実用レベルに
なるのか、学生の知識でそ
こまで持って行けるのかが
不安になりました。ほかの
先生方からの質問やアドバ
イスに対応できるように自
分の研究についてしっかり
理解しておかないといけな
いと思いました。

４回生の皆様発表お疲れ

たのは残念だが、オンライ
ンで会話してきたのは、リ
アルな対面と同じとは言わ
ないが、そこそこ人間関係
も深めることができ、例年
とほとんど変わらずに学生
たちと親密になれたような
気がする。
研究の中身に関しては、
コンピュータ上での計算が
主体で、実際に現場で行う
実験は比較的少ないテーマ
だったのが幸いして、さほ
どそれに関して不足した感
じはしていない。最後は発
表会までオンラインという
ことになってしまったが、
４年生の諸君の感想を読ん
でみると、喜怒哀楽がそれ
なりにあったと思われる。
井の中の蛙にならないよ
う、本来大学院のイベント
である、研究成果発表会に
ほとんどの卒研生に出ても
らったり、鹿児島大学との
合同研究会で全員発表した
りした。それによって、多
くの学生は新しい知見やモ
ノの見方を学び、飛躍した
様子がわかる。総括すると、
いろいろ不便な研究生活で
あったにも関わらず、卒業
研究としてはかなりの成功
を収めたといえるだろう！
人生は、不可逆的な時間
経過である。たとえ、その
間に今回のような疫病の流
行や、戦争があったりして
も、その期間も含めて自分
の人生の一部である。その
ことをきちんと理解して、
その時間を無駄にしないと
いうことは極めて重要であ
る。
次の卒業研究生の何人か
が感想を書いてくれた。こ
れを読むと、不安一色のよ
うに思われる。それは、自
分自身の現在の力と発表の
レベルとの差を自覚したと
いうことだろう。それが自
覚できただけでも、今回発
表会を見てもらってよかっ
たと思う。卒業研究をしっ
かりやれば、これくらい１
年間でレベルアップが図れ

るということを是非理解し
てほしい。卒業研究で、１
年前と大差なければ、おそ
らく一生、今のレベルから
抜け出せないと思われる。
自分をしっかり見つめなお
して、これからの１年で是
非一皮むけてほしい。
口を開けて上を見ていて
も、おいしいものは落ちて
こない。コロナのウィルス
の入った他人の飛沫が飛ん
でくるのが関の山だ。

３月１日～３日 ＮＣＳ
Ｐ２０２１に張君論文提出
（オンライン）。
1日（木）
５月９日
（火）～1
システム制御情報学会研
究講演会（ＳＣＩ２１）（オ
ンライン）
に、参加予定
（張、
荻野、岸、田中）

２月は、いろいろなこと
が終わりの区切りをつける
とともに、新しいことが始
まる時期でもあります。当
然ながら、年が明けてから
バタバタしても何もできる
はずはありません。３回生
の卒業研究は実質的に２月
に始まります。昨年もそう
でした。
就職活動も、そろそろ本
格化します。これも、付け
焼刃でお辞儀の角度や慣れ
ない敬語を急ごしらえで学
んでも、何の役にも立ちま
せん。それが通用するのは
バイトの世界だけでしょ
う。
自分自身の目標がきちん
と立てられない人が多いと
感じています。自分自身の
努力と成果を信じることが
できない人を、どこの会社
が採用するでしょうか。会
社は教育機関ではありませ
ん。
自分をコントロールする
ことができるようになるこ
と。
これが最初の１歩です。
（田中）

