0月9日、甲
２０２１年1
2
南大学修士課程中間発表会
が開催されました。修士２
年生の私は「歩行者支援シ
ステムのためのセマンティ
ックセグメンテーションの
研究」のタイトルで研究発
0分の発
表を行いました。2

9分で終わったので、 ら、たくさん専門的、且つ
表は1
残りの質疑時間が少し増え 有用な疑問とコメントを頂
てきました。
きました。そのうち、もち
知能情報学科の先生方か ろん自分の研究結果に対し
て肯定的な声がありました
が、まだまだ進む必要があ
るといった声もありまし
た。
特に、今回の発表は事前
準備不足で、構成や研究目
的と研究結果のマッチ度に
は問題が多かったです。
また、いくつかしなけれ
ばならないＡｂｌａｔｉｏ
ｎ実験があるので、これか
らしっかり研究を進めて修
士論文にし、また構成など
の面もきちんと整理して発
表できるようにするのは必
須です。

５名の先生からコメント
や質問をいただきました。
お名前は記載しませんが、
次のような内容でした。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
今回提案している、Ｓｐ
ｙｄｅｒＮｅｔというもの
の狙いと着想はどういうも
のだったか。そこのついて
知りたい。
ＳｐｙｄｅｒＮｅｔの出
力は横断歩道かどうかの確
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1月3、3日に行われた
率という説明だったが、確 国際学会のＳＳＳで発表を
信度と言った方がいいので 行いました。学会発表の経
験は、昨年度を含め３回目
はないか。
誤差関数ｗｉを使わない ですが、英語での論文投稿
場合と使った場合の比較は 及び発表は本学会で初めて
行いました。
行わなかったのか。
論文作成では、英語の論
６ページに「研究目的」
とあるが、内容とは齟齬が 文としてのフォーマットや
表現などに苦労しました。
ある。
Ｊｅｔｓｏｎに実装して これは英語の論文を色々読
いないが、その速度の予測 むと、使われる表現や単語
などの傾向が分かってくる
はどうやっているのか。
ので、英語の論文を読んで
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 慣れていくことが重要だと
思いました。
いずれも非常に適切な質
発表では、英語での発表
問であり、この研究の発展 ということで、事前の発表
のためになるものであると 練習をしっかりと行い、当
思いました。この場を借り
て、先生方には御礼申し上
げます。張君は、しっかり
その質問の意図を理解し、
今後の研究につなげてほし
いと思います。
今回の発表の中で、修士
の間に行う予定のこと、お
よび、博士後期課程に進ん
でから行う予定のことを公
言していました。いわば、
公約ですから、その実現に
向けて今後の研究を行わな
ければなりません。くれぐ
れも、その場限りの思いつ
きに終わらないよう、やっ
てください。主査となる田
中は、その点については、
きちんと確認していきたい
と思っています。
ＳｐｙｄｅｒＮｅｔとい
う構造を提案し、それでよ
い成果を得たということ
は、本人が思っているより
も大きな成果ですが、日頃
から時間があまりに窮屈
で、十分な議論ができてい
ないことについては、今後
改善が必要と思います。

0分という発表時間で
日 も2
したが、練習どおりに発表
できたので良かったです。
しかし、質疑応答ではあま
り良い回答をできませんで
した。やはり、英語を読ん
で理解することは学校の授
業や英語のサイト、論文を
読む等で機械が多いです
が、普段の日常で英会話を
する機会や英語で表現する
ことは少ないですので、さ
らに精進する必要があると
感じました。

初めての英語での発表と
しては、非常によくできて
いました。練習の際に、単
語のアクセントが第１音節
にない多くの単語につい
て、第１音節の部分にアク
セントを置いていたので、
それを改善するように言っ
ていたのですが、ほとんど
修正されていました（すべ
てではありませんが）。発
表時間がぴったりだったの
には司会者も驚きの声を上
げておられました。司会者
から、Ｇｏｏｄ Ｐｒｅｓ
ｅｎｔａｔｉｏｎとお褒め
の言葉をいただいたのは特
筆すべきことでしょう。
荻野君が発表した、Ｉｍ
ａｇｅ Ｐｒｏｃｅｓｓｉ
ｎｇのセッションは、１日
目と２日目ありましたが、
発表は多くはなく、また、
全員日本人でした。聞いて
いる人も日本人ばかりでし
たから、国際会議としては
楽な雰囲気だったでしょ
う。
質問は２つ（いずれも司
会者から）ありました。そ
のうち１つは、評価基準に
ついて確認のような質問で
したが、それに対して答え
られなかったのは残念でし
た。もう１つは、入力画像
のサイズによる、認識率の
比較に関することでした。
どういうところに質問が出
るのか、こうした発表の中
からつかんでいってほしい
と思います。
しかしながら、荻野君の
発表は十分評価されるべき
内容でしたので、今後の発
展に大いに期待したいと思
います。

後期から田中研究室に配
属された３回生の鳥居で
す。旅行したり、おいしい
ものを安く食べるのが趣味
です。コロナ感染症が流行
しているにも関わらず島
根、岡山、京都、三重、奈
良、長野、富山に観光目的
で外出しました。そんな私
が行って良かった！！とい
う場所をお伝えします。
☆☆ 観光部門 ☆☆
①立山黒部アルペンルート
［富山・長野］
②上高地［長野］
③観光列車「あめつち」［島
根］

【立山黒部アルペンルート
［富山・長野］】
黒部ダムの放水をしてい
る時期を狙っていきまし
6日
た。（観光放水：６月2
0月5日）
～1
1
自動車で立ち入ることが
できないため、立山を目指
して電気バス・ケーブルカ
ー・ロープウェイ・トロリ
ーバスを乗り継ぎました。
２４５０ｍの高さまで登
りました。富士山は３７７
６ｍ、六甲山は９３１ｍと
考えると、かなりの高さで
す。それなりの装備をする
必要がありました。私たち
が普段目にしている自然と

上高地は長野県の飛騨山
はまた違う景色を一望で
き、とても興味深かったで 脈南部の景勝地で、国立公
園の一部になっています。
す。
上流を流れる梓川は本当
道具をそろえれば、２４
５０ｍの高さの場所でキャ に水がきれいでした。エメ
ンプを楽しむことができる ラルドグリーンに透き通っ
ようでした。一度星空を見 た川沿いを散策するのはま
るで恋愛ドラマのワンシー
てみたいものです。
黒部ダムはそんな立山へ ンのようでした。
時間の関係でじっくり散
のアクセス途中にありまし
た。犠牲を払って造られた 策できませんでしたが、コ
壮大な建築物に心を打たれ テージを借りたり、帝国ホ
テルなどを利用するなどし
ました。
て一泊できるようでした。
】
道具があれば、さらに山を
【上高地［長野］
こちらも立山黒部と同じ 登ってキャンプすることが
ように、自然保護のため、 できます。
一般車両が立ち入れるのは
途中まででした。
【観光列車「あめつち」
［島根］】
「あめつち」は島根と鳥取
間を走る観光列車です。
財布の事情により、ＪＲ
島根駅～ＪＲ玉造温泉駅間
だけでした。
観光列車の乗車は人生初
だったため、特別な体験に
なりました。車内は地元の
伝統文化を盛り込んだ贅沢
なデザインになっており、
その土地で有名な食事を、
絶景スポットを眺めながら
楽しむことができます。松
江駅降車であれば手厚くお
出迎えしてもらうことがで
きるそうです。
旅行はお金のかかる趣味
ですが、美しい景色を見た
り、おいしい料理を食べる
のは本当に幸せだと感じま
す。そこそこ時間とお金が
あるうちにいろんなところ
に足を運べたらと思いま
す。

「ダンス」と言われて皆 いて大まかに説明したいと
さんが思い浮かべるものは 思います。ｈｉｐｈｏｐ、
なんですか？テレビやＳＮ ｒｏｃｋ、ｊａｚｚ、ｂｒ
Ｓ で も よ く 見 か け る 有 名 ｅａｋ、社交ダンス、バレ
人、または自分が踊ったこ エ、チアダンスなどの数え
とのあるソーラン節などで 切れないほどのジャンルが
しょうか？この記事では高 あります。ｈｉｐｈｏｐは
校生から６年間ダンスを続 曲の歌詞や音に合わせて音
けてきたわたしがダンスを ハメをする動きが特徴的で
していてよかったなと思う あり、三浦大知さんが踊っ
こ と を 伝 え た い と 思 い ま ていることで知られていま
す。
す。ｂｒｅａｋはアクロバ
ティックな動きが特徴的で
まず、ダンスの種類につ あり、俳優の佐藤健さんが

得意なことで有名です。こ
のように、ダンスとは音に
合わせて体を動かして自己
表現をするというものとい
う縛りしかないため、無限
大の可能性を生むことがで
きます。

次に、ダンスをするメリ
ットとしてよく言われてい
ることといえば、姿勢が良
くなること、リズム感が良
くなること、健康的になる
ことが挙げられます。この
３つのことはわたしがダン
スを高校生から６年間続け
てきて全て実感したことな
のです。実体験として、中
学生まで周りの人に猫背だ
ねとよく言われ続けていた
が、ダンスを始めてから今
まで姿勢が悪いと言われた
ことはなく反対に姿勢を褒
められることが何度もあり
ました。このようにダンス
には体を健康にする力があ
ります。最近では、ｔｉｋ
ｔｏｋやｉｎｓｔａｇｒａ
ｍなどのＳＮＳでダンスの
動画が数多く投稿されてい
ます。この投稿された中に
はプロのダンサーが舞台で
踊っているところから小学
生の子供がお母さんと思っ
ている動画まで多岐にわた
ります。動画によって感動
させたり、笑わせたり様々
な感情を見ている人に沸か
せることができます。そん
な色々な感情を見た人に感
じさせることができるダン
スの力は素晴らしいものな
のです。
是非みなさんもダンスを
してみてはいかがでしょう
か。
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1月
（張、荻野、岸篤）▼1
９日 ＭＯＢＩＯシーズ
（東大阪）発表会にて、大
西氏の研究を中心とした、
深度センサーの応用の発表
2月1
5日～1
7日 ＳＩＣ
▼1
ＥーＳＩ発表（張、荻野、
2日（土） 卒
岸）▼１月2
業研究発表会

研究発表２件、３回生か
らの投稿２件を掲載しまし
た。
最近思うことは、皆さん
の仕事の「遅さ」です。い
ろいろなことに対して締め
切りが守られず、督促する
ような状況ですが、これは
いけません。いつも言って
いるように、締め切りから
逆算したら、予定外の仕事
が入った時に間に合わなく
なります。「やります」と
言ったら、すぐにそれを始
めてください。言ったから
数日はこれで何もしなくて
も大丈夫と思っていません
か。たとえば、締め切りが
１週間のちのことをやると
言ったら、その日のうちに
考えをまとめなければなり
ません。今回のこの新聞も、
最後の記事が（夜）来た、
翌午前中に発行しました。
記事や宿題だけではあり
ません。研究も、いや、授
業などの出席やＴＡなども
そうです。電車がちょっと
遅れただけで、それを理由
に授業やＴＡに遅れてくる
学生が後を絶ちません。
私も電車通勤（新幹線）
ですが、電車の遅れを理由
に今まで遅刻したことは一
度もありません。新幹線が
遅れないということはない

のです。昨今、人身事故、
線路の点検、地震など、よ
くわからない理由でしょっ
ちゅう新幹線も遅れます。
電車は遅れるものと思って
います。また、入試に関す
る役をやっていた時は、泊
まり込んでいました。
皆さんに、毎度の早朝の
授業やＴＡのために前日か
ら泊まり込めとはいいませ
0分くらい遅
んが、電車が3
れてもびくともしない時間
に来て、早く着いたら自分
の研究をするくらいの余裕
が必要でしょう。
電車の遅れは自分の責任
ではないという風に思って
いたら、きっとそのうち人
から見放されるでしょう。
遅れることもあることを考
慮に入れたスケジューリン
グをすることは自分の責任
です。
席についていることだけ
が目的なら、自分の責任で
はないということもできる
かもしれません。しかし、
多くの仕事は、あなたの電
車が遅れても、仕事はある
のです。誰がその仕事をす
るのでしょうか。そこで人
を待たせますか？上司にさ
せますか？
ＴＡなら、そこで学生は
あなたのサービスを受けら
れません。教員なら、学生
を待たせるか、休講するし
かありません。仕事をする
というのは、そういうとこ
ろまで影響するのです。
授業の出席もそうです。
電車が遅れたら、遅延証明
を出したらそれで済むと思
っていませんか？そこで授
業を受けられないのはあな
たです。

