研究成果発表会は、自然
科学研究科が行う、恒例の
行事で、今年もｉＣｏｍｍ
ｏｎｓのＡｇｏｒａ Ｗｅ
ｓｔとＵｎｉｏｎＬ４でポ
スター発表が行われまし
た。
本学のこういうイベント
2月のリサーチフェス
は、 1
タもあります。そちらは、
大学の主催で、高校生など
も加わった、よりお祭り的
なものです。当研究室から
は、張君と荻野君が参加予
定です。
今回の研究成果発表会
は、学会などのポスター発
表と同じイメージで、物理
や化学、生物の学生さんも
同じ場で参加しますが、私
から見ると、知能情報はい
いですが、それ以外の分野
のものはちんぷんかんぷん
といった感じです。
当研究室からは、３名の
院生が全員参加し、発表し
ました。その結果、Ｍ２の
張伯聞君の「歩行者サポー
トシステムで用いられるセ
マンティックセグメンテー
ションに関する研究」が優
秀発表賞を受賞しました。
張君、おめでとう！
当学部の先生方からも、甲
南に来たころとはずいぶん
顔つきも変わって、立派な
研究ができていますね、と
いう評価をもらっていま
す。
この秋は、とても忙しか
ったですね。これで少しだ
けひと段落ですが、これか
ら修士論文の仕上げに向け
て、油断せず、努力を続け
てください。（田中）

1月６日、甲
２０２１年1
南大学自然科学研究科研究
成果発表会が開催されまし
た。当日、私は「歩行者サ
ポートシステムで用いられ
るセマンティックセグメン
テーションに関する研究」
というタイトルでポスター
発表を行いました。今回の
発表では、先日に行われた
修士中間発表の内容に近い
ので、先生方から頂いたご
質問とご意見を考えて準備
したうえで、発表しました。
まず、前回と同じ質問の
本研究提案モデルの発想に
ついて聞かれました。私は ータの特徴から提案モデル 理解できた」という回答を
提案モデルの構造と学習デ の発想を解説して、「良く 頂きました。また、新しく
先生方と学生達から下記の
３つの貴重なコメントを頂
きました。
１、雨天の認識精度を向上
させ る ため に入 力値 を
の代わりに他の色空間にし
たらどう？
２、学習データ量を増やし
たら精度の変化傾向はどう
なる？
３、１枚画像中の横断歩道
の中では一番近いものだけ
必要なので、他のものを無
視して精度を向上する可能
性があるのでは？

頂いた意見等をこれから
の研究の参考やそれらを反
映できるように研究を続け
ていきたいと思います。（右
写真）
1月６日に行われた自然
1
科学研究科の研究発表会で
ポスター発表を行いまし
た。この発表会は、昨年も
数名の同期の４年生と一緒
1月６日（土）の成果発表
に参加しました。昨年はコ
1
ロ ナ 対 策 で 密 を 避 け る た 会において、「ＲＮＮを用
め、パネルの場所が複数会 い た 筆 者 識 別 に お け る 改
場に分散していましたが、 善」というタイトルで発表
今回は隣接する２フロア程
度で周りやすかったです。
発表では、昨年に物体検
出を用いた挙手の検出につ
いてのポスター発表を行
い、今年は挙手動作を含め
た「本やスマホを見ている
動作」、「書く動作」など
の動作の検出について発表
しました。今年は多くの知
能情報の先生や学生が、ポ
スターをご覧になられて様
々な意見等を頂き参考にな
ることも多くありました。
また、専門分野外の方もご
覧になられており、その方
々に分かるように説明する
ことがこの会の特徴でもあ
りますが、やはりある程度
知識がある人に説明するよ
りも難しいと感じました。
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中間発表と今回の発表の
様々なご意見を踏まえて修
士論文の完成はこれからの
目標です。最後、優秀発表
賞をいただき、指導教授田
中先生、研究室の皆様、ご
意見を賜った先生方に、感
謝申し上げます。

させていただきました。学
習データとテストデータを
一度に取得した状況によっ
て得られた高精度な筆者識
別モデルが、期間を置いて
再度取得したテストデータ
に対して汎化性能を発揮し
ない
（精度の低下）問題があ
り、これをモデルの構造を
変更することで改善すると
いう内容でした。ポスター
構成の杜撰さや発表時に内
容を上手く伝えられなかっ
たことが今後の改善点で
す。ポスター構成に関して
は、図を増やし一目で内容
が理解できるような構成に
するべきでした。口頭での
発表時には、概要らしく伝
えるようにしたいと思いま
す。他の方のポスター発表
も聞かせていただき、図が
少なくとも内容が伝わるよ
うな発表や図が多く内容が
理解しやすいもの、以前騒
がれていたモデルや普段触
れないセンサーを利用した
研究など非常に興味深かっ
たので有意義な時間を過ご
せたと感じています。（左
写真）

木々の紅葉も進んできた
1
1月９日、東大阪市の「も
のづくりビジネスセンター
大阪（ＭＯＢＩＯ）」にて、
産学連携オフィス合同研究
シーズ発表会「医療・ヘル
スケア編」が開催され、田
中と宝塚医療大学の大西智
也先生が発表しました。
今回発表したのは、『そ
の場足踏みテストにおける
足の高さを計測するシステ
ムの開発』という題目で、
最近大西氏が開発したシス
テムの紹介であった。今回
は甲南大学からの発表枠だ
ったので、田中も短い講演
をし、ラジオ体操評価シス
テム、体の動きの自動評価
システム（岩﨑君の修士の
研究）について簡単に紹介
しました。
この日の発表は全部で８
件、情報系の研究はうちの
１件のみでした。聴衆は、
0名もあった
発表者以外は2
でしょうか、あまり熱気の
ある発表会とは言えないも
のでしたが、一つ一つの研
究はそれぞれ面白いもので
した。我々の研究に対して
も、講演の間の休みに声を
かけてきた方があり、どう
も最初から我々の話を聞き
に来られたようです。
今後、
進展があるかどうかは相手
次第といったところです。

荻野君の研究は、授業風
景における学生の動作のリ
アルタイム認識です。私の
授業が今期、通常の講義室
のものがないため、ゼミ生
3号館
に参加を呼びかけ、1
の大講義室である１０３室
6日に実験を行いまし
で1
た。挙手、スマホ操作、本
を読む、寝るなどの動作を
してもらい、認識できるか
の実験でした。
４回生と院生は全員、３
回生は２名参加があり、そ
の場でゼミをしました。参
加してくれた人、ありがと
う。その場でゼミをやった

私はもともと早起きで
す。学生時代は下宿してい
ましたが、朝は７時～８時
頃には起きていたと思いま
す。
当時、私の通っていた京
都大学では、大型計算機セ
ンターの端末がそんなに多
くなく、９時に行ったので
は端末にありつけなかった
ということと、私は自動車
通学していたので、早くい
かなければ学内で車をとめ
る場所がなかったというこ
とが理由でもあります。吉
田キャンパスはとても狭
く、駐車場はごくわずかし
かありませんでしたから、
道路や空き地は車がびっし
りでした。駐車の技術もそ
の時に鍛えられました。端
末を使う人は朝早くから行
っていましたし、車で大学
にいっていた他の学生も早
く行っていました。

ので、
ゼミの様子もわかり、
今後の参考になったと思い
ます。
荻野君の研究はどんどん
進んでいます。ゼミ室の天
井カメラからの動作認識も
ハードウェアは準備ができ
ました。今後は、ゼミ風景
の自動認識もできてくるよ
うになるのではと期待して
います。ゆくゆくは、リア
ルタイムで教員の有用な助
手として使えるものを目指
してほしいと思います。
近日中に、この日の実験
結果を聞かせてもらうのを
楽しみにしています。

京大という大学は当時は
（今でもも多分そう）、勉
強を強いられることはほと
んどなく、「勉強？好きな
らいくらでもやって！好き
じゃない？ならやめた
ら？」というような放任主
義でした。定期テストの合
否が載っている帳簿が事務
室にあって、試験の数日後、
科目によっては、試験の帰
りにめくってみたら、もう
〇がついているような場所
です。長谷川教授の定期試
験では、「学内の駐車場問
題を解決するシナリオをか
け」という問題だったのを
今でも覚えています。シナ
リオって何？という状態で
したので、
意味不明でした。
私なりに解決方法を書いた
のですが、問われていたの
は解を書くのではなく、ど
のような手順を踏んで解決
法を導くのかということだ

ったはずです。単位はもら
いましたが、あまりよい評
価ではなかったと思いま
す。
大学の講義はあまり面白
くないのが多かった記憶が
あります。当時、今のよう
な授業評価もなく、多くの
先生は授業ではずっと学生
に背中を向け、ひたすら何
やら意味の分からない数式
を黒板に書き続け、何のこ
とを言っているのかわから
ないような授業が多数でし
た。そういう授業が多い中
で、途中で雑談を入れる先
生の授業はオアシスでし
た。私が授業から得たもの
は、その時の結果ではなく、
そういう雰囲気だったと思
います。授業に行って、い
つもの４人がたまたまいた
ら、授業が終わったら麻雀
に行ったことも数え切れま
せん。いや、まだ授業が始

母を見るのはつらいものが
ありますが、あと何度会え
るかわからないと思うと、
少しでも機会を逃さずに行
こうと思います。
私が学生時代は、父もい
ました。別れたあとに涙が
出ることもありましたが、
今は、別れ際にハグしたと
きに母の目に涙。時間は確
実に人を老いさせます。母
とハグしたのは、私が物心
ついてから初めてでした。
（田中）

まっていない（たいていの びに行っていました。文系
0分から0分くらい の学生は、「人生論」が好
先生は1
2
遅れて来られていた）教室 きでしたね。何のために生
から出て雀荘に行ったこと きるのか、なぜ勉強するの
か、
恋愛と結婚は違うのか、
もありました。
0時過ぎに 宗教とはなにか、
といった、
研究室は、朝1
は何人かきていました。先 多くの哲学的なテーマで語
生は、私よりも遅かったと り合い、夜を明かしたもの
記憶しています。そんな状 です。今でも、そういう哲
況ですから、現在の田中研 学の本が好きなのはこの頃
究室の学生が朝が遅い、と そういうことを考えたおか
いうよりも、学校にほとん げかと思います。
ど来ないというのはまず私
当時は、まだ学生運動が
には理解のできないことで かなり残っており、学内で
す。
暴力事件が起こって死んだ
平日家にいて、何か楽し 学生もありました。当時の
いことありますか。私は、 京大には、何があるのかわ
高校生の頃から親と一緒に からない不気味な場所が随
いるのが嫌でしたから、下 所にありましたが、うちの
宿ができたことは何よりも 下宿には（多分）活動家は
うれしいことでした。
おらず、私は、学生運動に
左京区の岩倉三宅町とい は全くかかわらずに学生時
う、街のはずれの下宿屋（安 代を過ごしました。
アパート）に住んでいまし
理系の人は本当に勉強が
た。駅伝の折り返し地点で 好きな先輩が多かったです
有名な国際会議場から１Ｋ が、下宿の友達と勉強を一
Ｍ弱北東のほうに向かった 緒にした覚えはほとんどあ
ところです。
りません。下宿友達と飲み
私 の 住 ん で い た 下 宿 屋 に行くのが好きで、頻繁に
0 飲み屋さんに行っていまし
は、２棟あって、全部で2
人近く住んでいました。下 た。毎日コンパをしている
宿では、酒を片手に、他の ようなものですから、お金
人の部屋に毎日のように遊 はたくさん使いました。親
には頭が上がりません。そ
の頃の私は、フォークソン
グのイメージです。
でも、そういう生活があ
2 5
7日 ＳＩＣＥ って、今の自分があると思
月
日
～
1
1
1
ーＳＩ発表
（張、荻野、岸） います。
7日（月） 田中教
▼１月1
授、神戸市シルバーカレッ
2
ジで講義▼１月2
日
（
土
）
0
卒業研究発表会▼２月1
日（木） 修士論文発表会
8日（月）～３月１
▼２月2
日 ＮＣＳＰ２２に田中と
院生が何名か参加予定

コロナが小康状態の今を
狙って、一晩だけ、母が一
人で住む山口に妻とともに
帰省してきました。車で片
道４時間はかかります。
会うたびに年老いていく

