オミクロン株の広がりが
伝えられる中、２０２２年
が幕をあけました。皆さん、
いかが新年を迎えられたで
しょうか。昨年はまだ警戒
感が強く、帰省する人もま
ばらな中で迎えられた静か
な正月でしたが、今年はデ
ルタ株がある程度鎮静化し
ている中で、２年ぶりの帰
省ラッシュがありました。
我が家も例外ではなく、
福岡と大阪から娘がぞれぞ
れ家族連れで４人ずつ帰省
し、誰かがウィルスを持っ
ていれば全員感染するよう
0人が同じ部屋に
な状況で1
集まりました。風呂が大変
なので、男性だけスーパー
銭湯に行きましたが、これ
また芋の子を洗うような大
混雑でした。今日それぞれ
帰っていきましたので、岡
山駅まで見送りに行ったと
ころ、これまたすごい混雑
でした。どこのお宅も似た
り寄ったりだと思うので、
年明けはコロナ新規感染者
がぐっと増えるのではない
かと思います。
さて、新年は定期試験直
前であって、４年生やＭ２
の皆さんには卒論、修論の
提出期限も迫り、何かと気
ぜわしい時期と思います。
それにともなって、我々教

員も、
卒論や修論チェック、
試験問題作成、採点と、学
内業務が多忙を極める時期
でもあります。
自分の１年間をモデル化
する
どんな１年になるかは、

多くの要因によって決まり
0歳を過ぎた皆さ
ますが、2
んは、それを以下のように
モデル化して考えることが
できるものと思います。

0
しようとすまいと、毎月2
万前後の給料がもらえるの
は、今の皆さんから見ると
すごいことかもしれませ
ん。ＳＥはあまりプログラ
ムを作らないと聞けば、プ
ログラムが嫌いな自分はＳ
Ｅをすればいいと思うかも
しれません。
しかし、会社は皆さんに
不労所得を与えることはあ
りません。会社自体は冷た
いものです。さまざまな法
律が会社員の生活の最低限
のレベルをキープしていま
す。会社員の生活がどうい
う感じかということは、「ジ
ョブリサーチ」でも先輩の
話を聞いてもらっているの
で、一部の人については様
子がわかります。ゼミ室の
書架には、就職関係の本、
ＳＥの仕事について書かれ
た本もあります。もちろん、
書店にいけば、自分の知り
たいことが書かれている別
の本もあるでしょう。そう
いう、まともな情報を得て
動いていますか？ネット上
で、「〇〇会社はブラック
だ」などと書いてあるのを
見て、それだけで思い込ん
でいませんか。会社を辞め
た人は、自分に原因があっ
たことを棚に上げて、腹い

確かに、仕事をしっかり

にするべきかということも 分はそれに適した力があり
難しい問題です。高度に非 そうなのか、調べてみたら
線形であることもいうまで どうでしょうか。
もありません。これを数式
不満を口実にして、自分
にしようとしても失敗する 自身を正面からとらえずに
ことは明らかなので試みま 現実から逃避するような生
せんが（たまに、そういう、 活は何の成果ももたらしま
無駄な？ことにチャレンジ せん。
して世間の注目を浴びて成
功するひともありますが）、 ゴールを具体化してみる
私は現実派を自認していま
すので、そういうことはし
「隣の芝生は青い」とい
ようとは思いません。
う諺があるのを知っている
でしょう。よくわからない
ものは、いいもののように
見えるということです。今
の皆さんからは、就職後の
世界がそう見えるかもしれ
ません。

たとえば、勉強は苦しい
ばかりだから、技能を持っ
た職人になりたいと思って
いるとしましょう。そうで
あれば、これからでも、そ
ういうことができるのか、
生活はしていけるのか、自

ただ、こういうことを考
１．自分自身は何もしなか
えるときに教訓として使え
ったら次第に劣化する。
るものもありますので、そ
２．劣化する分を努力によ れを皆さんにお伝えしたい
って補える。さらに、努力 と思います。
皆さんはＳＦの世界にい
すれば今よりも高い自分を
るわけではないので、自分
狙える。
自身の指針も持たず、常に
３．外的要因により、自分 「時間つぶし」するような
の状態が向上することも、 生活をしていて、いきなり
望み通りの自分になること
悪化することもある。
は決してありません。
外的要因とは、自然災害、
自分のゴールはどこにあ
自分を取り巻く生活環境、
指導者からのアドバイスも るのか
あります。
そもそも、自分がどうな
４．皆さん自身の状態は、 りたいのか、そこのイメー
誰からも直接は見えない。
。 ジを持たなければ、努力の
しようもありません。我々
指導者からは完全には見え は大学の教員ですから、皆
ず、身近にいる家族や友人 さんが、高い教養やインテ
か ら も 完 全 に は 見 え ま せ リジェンスを持った、コン
ん。さらには、君たち自身 ピュータの分野で仕事ので
も、自分を正確には理解し きる人物になれるに指導し
ていないことも多いと思い ますが、皆さんが持ってい
る目標がそういう方向にな
ます
かったら、指導のしようも
以上のようなモデルは、 ありません。
もし、自分の思う方向が
制御工学で使われる、状態
空間モデルをイメージした 全く異なっているのであれ
ものです。状態変数は皆さ ば、どうやればそういう自
ん自身の内部状態、１～３ 分になれるのか、しっかり
は時間更新モデル、４は観 勉強する必要があります。
測モデルです。
こういうモデルは、数式
で表現できるほど単純なも
のではありません。その時
その時でモデルの係数は変
化する時変であり、そもそ
も、内部状態をどういう値

せに会社を悪く言っていま
す。ただし、多くの人がそ
う書いていれば、そういう
傾向があることは多々あり
ます。

学校、会社は社会

学校も会社も社会です。
大学にも、皆さんが入って
いく会社にもルールがあり
ます（規程といいます）。
社会の中はルールだけで動
いているだけではなく、日
ごろの挨拶、感謝の言葉、
返事など、これを怠ったら
社会は成り立たないと思わ
れる常識があります。
すれ違ったり、部屋への
出入りの際の挨拶ができな
い学生が最近増えているよ
うに思います。また、ほん
のちょっとのことでも「あ
りがとう」があるのとない
のは全く違います。メール
への返信も、そのたぐいの
常識である、人とのインタ
ラクションです。
私が今でも覚えているこ
とに、会社（島津）に入っ
てすぐの新入社員だったこ
ろ、両手に荷物をもって、
裏口のような扉から建物に
入ろうとして、ちょっと困
ったときに、さっと開けて
くれたのは、西八条専務（の
ち、社長）でした。この時
は驚きました。会社でも学
校でも、優れた人物は挨拶
してくれますね。偉そうに
している人は決して偉い人
ではありません。物理的に
しんどい（えらい）からそ
ういう態度になっているケ
ースを除いて。

最後に

今年、皆さんが自分自身
をきちんと把握して、自分
の方向に向かって着実に進
むような１年になるように
してください。その向こう
には自分の考えているよう
な未来があるかもしれませ
ん。

張 伯聞
「横断歩道を認識するセ
マンティックセグメンテー
ションモデルの提案」のタ
0分の発表を行い
イトルで1
ました。自分の発表に対し
て以下のご質問を頂きまし
た。①横断歩道を認識する
ためには深層学習ではなく
伝統的アルゴリズムでの結
果と比較しましたか。②な
ぜ提案モデルはこんな構造
なのか。良い点を教えてく
ださい。
先生方からのご質問を踏
まえて、研究を続く必要な
点が分かりました。また、
何回学会を参加したおかげ

午前と午後の発表があ
り、それぞれ0分0分の時
2
3
0分
間が与えられて、１回1
の発表を２～３回行いまし
た。初めて経験する発表形
式で、特に自分で発表した
時間と質疑の時間をタイム
キープしながら、複数回発
表を進行しなければいけな
かったところが難しいと感
じました。
また、聴講者は専門外の
人で、深層学習についても
知らない人もいるため、説
明はとても簡単に行うよう
にしました。質疑を含めて
0分の発表であったので、
1
５～６分の説明で研究を専
門外の人に伝えるというの
は学会発表とはまた違う伝
え方が必要だと感じまし
た。

で、日本語の聴解力と会話 聴講しているのかが、瞬時
は少し上手になりました。 に分かるところは実際にオ
これから引き続き多くの活 フラインで学会が行われて
動 を 参 加 し た い と 思 い ま いるような形に近く、Ｚｏ
ｏｍで行うよりも良いので
す。
荻野 敦史
はないかと思いました。一
方でこのサービスの利用は
本学会では初めての試みで
あったため、いくつか操作
が分からないところや不具
合は発生するもので、私の
発表の際には座長さんのマ
イクが入らないなどトラブ
ルがありましたが、無事に
終えることができました。
本学会は口頭発表とイン
タラクティブ発表とが選択
でき、私は口頭発表でした
が、私のセッションでは私
2 5
7
1月1日から1日まで開
催されたＳＩ２０２１で
「物体検出を用いた授業中
における学生の動作認識」
というタイトルで発表を行
いました。
本学会は ｃｅ
というサービスを利用して
行われました。
このサービスはバーチャ
ルな空間でアバターを動か
しながら行うもので、自分
の周りにいる人や誰が何人

2月1
9日に開催されたリ
1
サーチフェスタへ参加、発
表しました。この研究発表
会は、他大学だけでなく高
校生も参加しており、様々
な人の発表を聞くことがで
きました。発表はＺｏｏｍ
のブレイクアウトルームを
利用したオンライン発表
で、口頭発表を複数回行う
インタラクティブ発表に近
いような発表形態でした。

活に近くて実用的な発表は
とても多かったので、高校
生の実践能力は中国より強
いと感じました。中国の高
校授業は理論的な知識を重
視しています。いわゆる試
験で高い点数を取るための
教育である「応試教育」と
まったく違うと気が付きま
した。
荻野敦史

i
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張 伯聞
「歩行者サポートシステ
ムで用いる人工知能に関す
る研究」のタイトルで６分
の発表を行いました。今回
の活動の目的は専門的な研
究討論でなく、将来社会に
向けてどのように公衆に自
分の研究を理解させてアピ
ールすることです。
従って、
専門的な話を少なめにし
て、人工知能や深層学習、
自動運転の概念を説明に入
れました。
一方、高校生の発表をい
くつか聞きましたが、彼達
は今なにを勉強しているの
かが分かりました。外国人
の私にとって高校生の発表
を聞くのは初めてです。や
はり勉強内容或いは勉強法
は中国と大きく異なること
が分かりました。今回、生

以外はインタラクティブ発
表で、全体的にもインタラ
クティブの方が多かったよ
うです。口頭発表は聴講者
に一度に説明して聞いてい
ただけるメリットはありま
すが、インタラクティブで
は聴講者が多ければ口頭発
表よりも様々な意見や議論
を行っているところもあ
り、どちらもいい所はある
と思いました。
学会発表でいただいた質
問、コメントをもとにこれ
からも研究を頑張っていき
たいと思います。

2月2
4日（金）、実験室
1
で歩行者カウンタを整備し
ようと、センサーユニット
（３ｋｇ）を箱から出そう
としたとき、背中に電気が
走り、猛烈な痛みが襲った。
これは仕事どころではない
と感じ、当日に面談する予
定だったゼミ生に連絡し
て、昼過ぎに早退した。
幸い、当日講義などはな
く、あとは研究室の片付け
やさまざまな研究をする予
定だけだったため、少々早
い冬休みに入っても支障は
なかった。
トイレや、事務室への鍵
の返却も何とか行い、バイ
クにたどり着いて新神戸駅
まで行けたのは幸いだっ
た。バイクがなかったらタ
クシーのお世話になるしか
なかっただろう。
日ごろ、山歩きに使う、
トレッキングポールがこん

も前に軽快したので、何と
か事なきを得ました。
これのせいで、年末の片
付けやいろいろな仕事の整
理の予定が吹っ飛びました
なにありがたいとは思わな が、その時にかかった整形
かった。幸いにして、ひど 外科がしばらく治療をしな
い痛みは２日ほどで引き、 さいと言っているのが一番
日常生活もできるようにな こたえます。今後、私は週
った。
に２回程度、午後早く帰ろ
これが、山に登った時に うと思っていますので、学
起こったのではなかったこ 生の世話もあまりできませ
とは幸いだったと思う。
ん。
「常に備えよ」は、学生
に教訓を残すものとなった
かもしれません。
もっとも、
7日（月） 田中教 卒業研究の学生には、自分
１月1
授、神戸市シルバーカレッ が病気になったとき、ある
2
ジで講義▼１月2
日
（
土
）
いは指導教員が病気になっ
0 たときに備えなさいと常々
卒業研究発表会▼２月1
日（木） 修士論文発表会 言っていたので、そういう
8日（月）～３月１ 教育はしているはずなので
▼２月2
日 ＮＣＳＰ２２に田中と すが・・・。
院生が何名か参加予定
それにしても、このまま
ではできそうにないペース
の学生からも一向にＳＯＳ
が来ないのは、それすら自
2月の授 覚 で き て い な い と い う こ
ぎっくり腰は、1
業全部終了後で、かつ、孫 と？
0日より
たちがやってくる3

