ＳＣＩとは
ＳＣＩとは、システム制
御情報学会の主催する学術
講演会です。システム制御
情報学会とは、古くは、「日
本自動制御協会」というも
のでした。私が学生時代に
所属していた研究室の椹木
義一先生をはじめとする、

京都大学の先生らが始めら
れた協会で、非線形システ
ムや制御理論などを中心と
していたのですが、私が学
生時代かその少し後の頃か
ら「情報も入れるべき」と
いう声が強くなり、システ
ム、制御、情報という３つ
の柱をもつ学会として再出
発したものです。
よ く 似 た 専 門 分 野 を も タの内部動作やデータ構造
つ、計測自動制御学会とい などの発表はまれで、シス
うのがありますが、そちら テム関係が圧倒的に多い）
が東、これは西というよう の発表が多いように思いま
な意識をもって長年並立し す。
ていました。
最近は、「情報」という
田中研の学生の発表
キーワードがやはり利いて
いるようで、結構情報分野
さて、学生が参加する学
（といっても、コンピュー 会というのは、大抵何らか
の意味で指導教員の勧めに
よって決まるものでしょう
が、今回も、その線で、私
の勧めで、院生３人が全員
参加、発表しました。
Ｚｏｏｍによるオンライ
ン発表は、ほとんどの参加
者が日ごろからＺｏｏｍを
使っているからか、ごく当
たり前になってきました。
聞いている方も、遠くまで
出張することもなく、発表
内容はむしろ細かいところ
までわかるし、発表者の顔
もわかります。上の写真は、
荻野君の発表の際のＺｏｏ
ｍの画面ですが、司会者と
発表者は音声と画像を出す
よう要請されました。それ
以外の人は、名前はこのよ
うに出すことが要請されま
すが、音声や画像は、質問
するとき以外は出さないよ
うにと言われます。これを
見ると、誰が聞いていたか
も一目瞭然ですね。
今回は、
朝一番だったせいか、「深
層学習」という人気テーマ
でしたが、聞いた人は、発
0
表者や司会者を含めても2
名ほどでした。対面の学会
でもそんなものです。
我々大学教員は、最近は
休講すると補講を必ず要請
されますので、授業がたま
たま同じ時間に重なってい
なければ休講する必要がな
いこういう形式は助かりま
す。
コロナ禍が終わっても、

学会などはオンラインが多
く残るのではないかと思い
ました。ただ、学会が見知
らぬ土地で開かれても、そ
こに行く楽しみはなくなり
ます。
次の学会に向けて
研究者になると、次から
次へと研究発表の機会が訪
れます。将来、研究者とな
る場合は、研究をしっかり
やっていたかどうかの判断
材料として、論文の出版の
みならず、学会発表を問わ

本日、「超解像のための
Ａｔｔｅｎｔｉｏｎ機構を
用いたモデルの構築」を第
5回システム制御情報学会
6
研究発表講演会に参加しま
0分間の
した。定められた1
発表は話のスピードが速す
ぎたので、８分しか使って
いませんでした。これから
事前に多く練習する必要が
あると感じました。

れます。申し込みをしてか
ら発表会まで短くても４～
５か月はかかりますから、
研究ができてから申し込み
するのでは遅く、多くの場
合、いまやっていることが
うまくいくと仮定して、次
の学会を決めます。
次の学会は、今回と同じ
くシステム制御情報学会の
確率システムシンポジウム
（ＳＳＳ）、計測自動制御
学会システムインテグレー
ション部門大会（ＳＩ）な
どがあります。ＳＳＳの申
し込みは７月１日が期限、
3日が締め切り
ＳＩは９月1
です。ＳＳＳは英語での発
表が求められます。分野が
多少違おうと、聴衆に若い
人が少なかろうと、とにか
くやってみることが大事と
思います。（田中）

研究内容に対する質問は
大体答えられましたが、ま
た足りないことがありま
す。まずＡｔｔｅｎｔｉｏ
ｎの使用で性能を向上しま
したが、具体的にどこから
Ａｔｔｅｎｔｉｏｎの効果
が見えるのかを明確にして
いません。またＹＣｂＣｒ
色空間のＹだけ使って学習
を行った後、どう色付けす
るという質問に日本語聴解
力の問題で誤解しました。
一方、他人の研究もたく
さん聞いて視野が広がって
いました。毎回学会参加を
機に、次の学会発表で問題
点を改善しないと進みませ
んので、毎回自身反省の重
要性があります。
ちなみに、
次の近い電気学会のＳｔｕ
ｄｅ ｎｔ Ｃｏｍｐｅ ｔｉ
ｔｉｏｎ Ｓｅｓｓｉｏｎ
とシステム制御情報学会の
Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍは現場
英語発表なので、そろそろ
ＬｉｓｔｅｎｉｎｇとＳｐ
ｅａｋｉｎｇの練習を急が
ないと危ない気がしていま
す。

今回の学会で私は昨年の
ＳＩの学会に続き２度目の
研究発表となりました。発
表形式は と同様にオンラ
0分間
インでの発表となり1
の発表と５分間の質疑応答
がありました。
発表内容は昨年の物体検
出を用いた挙手者検出につ
いて発表をＰＴＺカメラの
ズーム機能を用いて、広域
顔認証を行い挙手者の指名
システムを構築したことに
ついて行いました。研究発
表としては、ほとんどがオ
ンラインでしたが、昨年の
秋以降からポスター発表や
学会、合同研究発表会、卒
研発表で発表を行い様々な
人から質問やご意見を頂く
機会が多く、発表にも慣れ
や自信がついてきました。
今回の発表は発表時間が今
までの発表の中で一番長か
ったですが、問題なく発表
と質疑応答を行うことがで
きました。
本学会では特別講演とし
て、富岳を用いたウイルス
の飛沫に関するシミュレー
ションについて講演されて
いました。日頃ニュースで
聞いていた飛沫の飛び方と
感染リスクに関してより専
門的な説明等を聞けてとて

も興味深かったです。特に
ウレタンマスクの有効性の
実験や不織布マスクと布マ
スクの良し悪しについては
新たな認識を持つことがで
きました。
講演の中でも話されてい
ましたが、成果発表を期間
が２カ月、１か月後と短い
期間で行わなければならな
い中で、そのような短い期
間でやるべき手法などの考
え方についても学ぶことが
多かったです。

「再帰型ニューラルネット
ワークによる筆記具と指の
筆跡における筆者識別」と
5回シ
いうタイトルで、第6
ステム制御情報学会研究発
表講演会に参加しました。
他の方の発表は、聞き取り
やすく興味深い内容も多く
聴講していて非常に勉強に
なりました。自分の発表は
酷いものでしたが、時系列
データをリカレンスプロッ
トという形で扱った研究や
今まで聞いたこともなかっ
た学習のアーキテクチャ
（
や射影変換を用いた
ネットワーク）に触れられ
たことは、今後の研究や趣
味に活かしてみたいと思い
ます。
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今年の卒業研究はどうな
っているのか、
心配（興味）
な読者の方々も多いでしょ
う（？）。
そこで、こんなことをや
っているということで、概
要だけ紹介しておきます。
① 梅、桜、桃などの花の
様子をカメラで撮って、そ
の花が何の花か教えてくれ
るシステム。梅、桜など、
日本の花が入っていない外
国製のソフトをＧｉｔＨｕ
ｂからダウンロードし、と
りあえず動かしてみようと
している。
② 自作のＲＰＧがあり、
その中に登場する敵やアイ
テムなどを程よく選んで、
勝負が拮抗するようにする
ＡＩディレクタの作成。
③ 指文字をリープモーシ

大阪府・兵庫県などの緊
急事態宣言の延長を受け、
本学の授業のオンライン化
も、今までどおりに延長さ
れました。
ただ、報道されるところ
によると、このところ、新
規陽性者はかなり減ってき
ており、
一時のように、「ど
こまで増えるのか？」とい
う恐怖感は遠ざかっている
ように思います。ただ、兵
庫県、大阪府は新規感染者
数に対して死亡者数が非常
に多く、入院できずに悪化
している人が依然として多
いように見受けられます。
今回の延長は、医療崩壊
の改善が主目的であり、ま
た、次のリバウントまでの
時間がより長くなるように
という意味合いも強いよう
に思います。そうはいって
も、まだまだ感染者は相当
数出ており、油断は禁物で
す。気を緩めずに、社会が
もとに戻るのを慎重に待ち

ョンで読み取る研究。リー
プモーションはもともとＣ
＋＋で使うのが普通だが、
Ｐｙｔｈｏｎで使おうとし
ている。いま、指３本の向
きベクトルから「、似てい
る「ひ」と「わ」を識別す
るニューラルネットワーク
を構築中。
④ 抵抗器を画像で読み取
り、その色の線を見分ける
ことで抵抗値を読み取る。
抵抗器が小さいので、スマ
ホの写真を使うことに。本
当は、パソコンのカメラで
行いたい。
ＨＳＶの値から、
色をニューラルネットワー
クで判定。
⑤ 部屋の中での長時間の
動作の概要を、画像認識か
ら作る。昨年度、卒論でや
ってきたものを、さらに識
別できるものを増やす。そ

ましょう。
私の授業も、すべてオン
ラインを継続します。
パターン認識は、音声付
きファイルの作成に結構手
間がかかり、講義資料の作
成およびレポートの採点が
非常に手間ですが、試練で
す。
基礎ゼミは、グループワ
ーク部分は、緊急事態宣言
のもとでは、全部オンライ
ンで済ませました。
あとの、
教員ごとの説明も、全教員
分、オンデマンドで行うこ
とになりました。
院の授業もオンラインで
す。これは対面よりもいい
くらいですから、支障あり
ません。
ゼミは、なかなか進まな
い学生がありますが、学生
にモチベーションを与える
ためには良い試練になって
いるように思います。自分
が何をしなければならない
のか、それを考えるには良

れと、動作をＬＳＴＭなど
を使って認識させる予定
（これは院生）。
⑥ ＯｐｅｎＰｏｓｅを追
加学習する。天井カメラな
どに対応するのが目的。
⑦ これも、昨年度、卒論
でやろうとした、書架の本
を背表紙から認識し、各本
の位置を写真から瞬時に認
識して、書架の整理に役立
てるシステム。
以上が概要です。コロナ
禍でのオンライン指導のも
と、全員を集めた指導では
0分程
進まないため、一人3
度を使って、毎週個別指導
を行っています。
いままで、全員指導でや
ってきたのに、今年、なぜ
個別指導に切り替えたか？
従来、ゼミのあとや別の曜
日に、４回生の中、あるい

いチャンスです。まだまだ
意識が足らない学生があり
ますが、それはいずれその
うちに自分の上に降りかか
っているでしょう。
最も気がかりだったの
は、「実験及び演習」（い
わゆる、
プレゼミ）
でした。
しかし、
第２クールまでは、
受講生が全員自分で環境構
築ができていてうまく実施
できています。その他、個
別指導なども、オンライン
指導と対面は特に違いなく
できていると思います。

は院生の中に、私の不在時
に指導的な役割をしてくれ
る学生がいたものですが、
今年はそれがあまり期待で
きないのです。
コロナ禍で、
学校に集まれない、世話を
するという良い意味のおせ
っかいな先輩がいない、な
どが原因でしょう。自分の
ことを思い出してみると、
４回生のときは、原田さん
というＭ２の先輩がいろい
ろと教えてくれました。就
職したときは、すぐ後ろの
席の畑中さんという人が、
これまでいろいろ悩みなが
ら手ほどきしてくださいま
した。
教えたり、習ったりする
ことは、技術の中身以上に
重要なことと思います。ゼ
ミ生もそれをしなければな
りません。（田中）

６月といえば梅雨。梅雨
と言えばあじさいというく
らい、あじさいはこの時期
に似合います。「あじさい」
と書くよりも、紫陽花と書
いた方が雰囲気がいいの
で、以後、紫陽花と書きま
す。
今年は５月中旬に早々に
梅雨入りしましたが、下旬
から６月上旬にかけては、
天気がよく、梅雨というこ
とを忘れそうです。
私は、新神戸からバイク
通勤をしているので、雨が
降るのが大嫌いなのです
が、今年は在宅を主体にし
ているので、少々降ってく
れてもいいのですが、逆に
良い天気が続いています。
私が自分の庭と称してい
る、岡山市立半田山植物園
は、岡山県の緊急事態宣言

を受けて、休園中ですが、
この時期は紫陽花が咲きだ
し、きれいです。
昨年撮影した６月の紫陽
花を見て、６月のしっとり
した季節を楽しんでいただ
きましょう。

半田山植物園は、実は紫
陽花の宝庫です。植物園で
すから、花のそばに名前が
書かれているところも多い
のですが、昨年はそれを記
録しようという気持ちがな
くて、残念ながら花の名前
はわかりません。
しかし、紫陽花といって
も、色、形など、大変バリ
エーションに富んでいま
す。紫陽花は青（紫）が多
いと一般には考えられます
が、青になるのはアルミニ
ウムを吸収するからだそう
で、アルミニウムを吸収す
るには酸性であることが必
要だそうです。それを調べ
てみようと思っています。
何はともあれ、この写真
のように、青だけでなく、
赤い花も多いです。さらに
は、白い花もあります。私
は自分では赤い花が好きで
す。
0日頃か
遅くとも、６月2
らは入園できるでしょう。
5歳以上の
それも、今年は6
シルバーカードをもらって
いますので、無料です。
紙面に余裕があるとき

７月９日 田中が今年も
シルバーカレッジ
（神戸市）
で、高齢者と人工知能とい
うテーマでオンライン講
0月0日～1日 確
義。▼1
3
3
率システムシンポジウム
（立命）に、田中他参加予
1月６日 研究成果発
定▼1
1月９日 ＭＯＢＩ
表会▼1
Ｏシーズ（東大阪）発表会
は、このように、その時々 にて、ラジオ体操採点シス
の花の写真を掲載したいと テムおよび脳卒中後機能評
思っていますので、乞うご 価システムの発表予定
期待！

7日に学会があっ
５月2
て、その感想文を掲載する
ところから今月の田中研新
聞の作成は始まりました。
そこで集まった原稿を張り
付け、間を私の文章で埋め
たところ、１ページで終わ
ってしまいました。今月は
２ページ作る予定だったの
で、急遽そのあとを考えて
作ったのが２ページ目で
す。それでも、なんとか格
好はついたでしょう？
田中研新聞はもうやめる
ことができないと考え、と
にかく発行することを目標
として書き続けています。
書くことがないときは、趣
味で撮り溜めた写真ファイ
ルを覗いて考えます。
卒論、これくらいのこと
で大変大変と言っていた
ら、将来もっと大変になる
でしょう。
悩む前に行動すれば解決
します。多分、問題は「う
ごかない、やってみないか
ら」ですね。身軽に、なん
でもやってみることが重要
です。
失敗に対して、警戒感が
強いのも今の学生の特徴の
ようです。私は、結果が出
なくても、いろいろ自分で
創意工夫したことが見えた
ら、高く評価しますよ。

