第二号

ろう。

発表そのものは思ってい

たよりスムーズに進んだ。

舞われた多く

食堂にて振

うとう私にその機会が訪れ

言われ続けたことだが、と

い。進学を考えたときから

て発表しなければなら な

院生ともなれば学会に出

めくこともなく受け答えす

らか突かれたが、慌てふた

質疑でも研究の弱みをいく

があったものだ。その後の

や当日の朝に見直したかい

事前の練習のほかに、前夜

しかし、夏休みの段階で の食事に全員

ることができた。また、短

学会
会発
発表
表を
を
学
終え
えて
て
終

はまだお互いのことをよく が満足し、そ

た。卒研発表は研究室内外

い時間ではあるが、冨沢先
生と議論をすることができ

二〇一三年十月一日号
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知らない現ゼミ生と新ゼミ ろそろ終わり

の仲間、見知った教授陣に
見守られながら、慣れ親し

たことは、とても幸運であ

二〇一三年十月一日発行

は４回生が８名、Ｍ１が３ 生。そこで後期から始まる の時間という
名の在籍している。今回の ゼミを前に、お互いの顔合 ところで参加

んだ教室で行った。大勢の

り、有意義であった。

室としても久しぶりの大所

新配属で所属院生、学生の わせを兼ねた懇親会を開催 者全員で集合

前での発表なので当然緊張

Ｂも１名駆け でいた。
（郭哲

度卒業したＯ 顔ぶれが並ん

中教授や昨年 期待に満ちた

かわらず、田 はこれからの

い時期にもか 消え、写真に

前と言う忙し 張した空気も

後期開始直 た。初めの緊

れた。座長が私の研究 の
ベースの論文の著者である

ではプレッシャーが感じら

り埋まっていたため、壇上

人数も少ないが、席がかな

屋はそれほど広くないので

どが知らない人である。部

た。それに対して今回は殆

はあったが、心強くも感じ

の学生に負けないように精
進しようと強く心に誓 っ

受けた刺激により、他大学

成果を発表した。彼らから

らは様々な手法を凝らした

も約半数が学生であり、彼

が発表している。その中で

では近い研究をしている人

帯となった。

創刊号でも紹介され た
が、この度田中研には８名

写真を撮っ

懇親会を開催
の新ゼミ生が配属されるこ
総数が１９名となり、研究 するに至った。

つけ合計１５ 史）
名で、甲南大

とも、その理由のひとつだ

た。（大畔裕）

九月四日～六日、日本ロ の研究で土台にさせて も

大畔君が好発表

日本ロボット学会学術講演会

電通大の冨沢先生だったこ

学生協２階の
食堂を会場と
しての開催と
な っ た 。始
まったばかり
は全員なかな

か会話をでき ボット学会学術講演会が八 らった論文の著者である、

ず軽く食事を 王子で開かれ、当研究室か 電通大の冨沢先生が司会で

進めるだけで ら六日、大畔・田中「レー あることがわかり、非常に

あったが、新 ザー距離センサによる反射 有意義な発表となった。質
ゼミ生の自己 が不確定な環境下での移動 問も五つほどあり、こんな

紹介を皮切り ロボットの自己位置推定」 に活発に中身の議論ができ

話が始まって 大畔君で、自己位置推定と り経験がないとのことだっ

に少しずつ会 を発表した。登壇したのは た発表は、田中教授もあま

深夜、冨沢先生から、大

いった。現ゼ いうセッションの最初の発 た。

生 だ け で な めに京王線が大幅に乱れ、 畔君と終了後議論したかっ

ミ生と新ゼミ 表だった。前日は落雷のた

く、今まで交 学会開催場所首都大学東京 たというメールが田中教授

流がなかった 南大沢キャンパスも京王線 に送られてきており、セッ

新ゼミ生の間 沿線のため三〇分遅れての ション終了後の機会を逃し

でも会話が始 開始となったりしたので、 たことを後悔するとと も
まり、会場に 大いに翌朝の天気を心配し に、今回の発表は有益であ

は緩やかな空 たが、
当日は天気も回復し、 り、今後につながるもので

あったと確信できるもので
会場に行ってみると、こ あったと思う。

気が生まれつ 順調に行われた。
つあった。

私が発表したセッション

ととなった。現在田中研に
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新メンバー配属
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青春 きっぷで旅行
長期休暇のみ使用できる の横を走っていたと思った

安さだけが魅力？

18

は二日間で八時間程度乗車
していたことになる。青春

企
企業
業訪
訪問
問記
記

開発などの仕事があるとい き、顧客が必要なことを整

は、専門性の高いシステム だ。システム開発をすると

る」
という人もいるが、
「で

社したら死ぬ気でがん ば

重視するという。
面接で
「入

は、なぜ学生時代にがんば

う。逆に言うと、プログラ 理して全部言ってくれてそ

ミングがそれほど好きでも こから話が始まるわけでは

求められるコミュニケーション力

すという。私もいつも力説

らなかったのか」を問いま

きっぷの魅力はなん と

会社名を出してもよいか コンピュータシステムだ。 上手でもなくても、一生そ ない。混沌として、わけの

いっても圧倒的な安さであ
るが、欠点として移動時間

しているように、これから

しかし、時間を贅沢に使っ ので伏せておくが、このほ テムなどが多いようで あ いということだろう。

ほしいものがどういうもの

青春 きっぷというものが ら、いつの間にか周りが山

もだめ。必ず実績を問われ

やるという夢ばかり語って

私の担当している、キャ なのか、聞き出さなければ

て見知らぬ土地の風景を楽 ど大学教員の企業現場研修 る。この手のシステムを組

くないものだ。（野々口誠 げて参加させてもらった。 常に多いらしい。入社後プ 企業の方が言っておられた をコミュニケーション力と

る。

しめると考えれば、案外悪 というのがあって、手を挙 むのにＶＢを使うことが非 リアデザインⅡの中である ならない。これをする能力

でも乗り放題なのだ。以前

風評に振り回されてうろ
うろせず、しっかり学校に

する、これが就活の成功へ

この会社はシステムインテ ログラマを数年やってＳＥ ことと同様であるが、今回 いう。ＳＥには、営業以上
グレーター企業で、事業領 になる。せっかくプログラ 訪問したこの会社でも、コ にこの力が必要だというこ

人＆大畔裕）

の道だ。勉強以外に誇れる

来て、自分がすべき勉強を

例紹介、そして、入社二～ やったらプログラマは 卒 求められるという。
それは、

そして採用において、重

三年の若い社員のお話と質 業。もったいないなあ と 人と話を合わせてよい雰囲 視することは、基礎学力、

域のお話、職場の見学、事 ミングを覚えても、数 年 ミュニケーション力が強く とだ。

から興味があったため、我 高松まで行った。乗った電
々は八月二十～二十一日に 車は快速マリンライナーと
いしそうな名前

ものを持っている人はそれ

でもいい。どんなことでも

思って、プログラミングが 気を作るというような意味 論理力・思考力、ルール・

疑応答があった。

いいから語れる実績を作る

システムインテグレーシ 好きな人にプログラミング ではなくて、ＳＥは、顧客 倫理、コミュニケーション

ョンとは、大学で言えば教 をやめてもらうのはもった の潜在的な要望を導き出す 力、
積極性、
人間的な魅力、

ことである。（田中雅博）

ひたすら乗り回そうと考え

ングをしてなかったことを
思い出し、これから週末は

システムだとか、その手の したところ、そういう人に 事ができないというこ と た。基礎学力では、成績も

田中
中研
研メ
メン
ンバ
バー
ー紹
紹介
介
田

今月から研究室のメ ン れを活かすために、週一回 ている今日この頃です。

バーを紹介していきます。 程度スポーツショップでテ

誠 人

編
編
編
集
集
集
後
後
記
記
編
編
編 集
集
集
集
集 後
後
後
後 記
記
記
記

務システムだとか、図書館 いないのではないかと質問 ことに長けていなければ仕 向学心の七つが挙げら れ

で確信した。当研究室 で
やっていることは、宝の山
である。これから、それら
こうかと思う。

の宝を一つ一つ発掘してい

この本のタイトルには、 まずは修士一年の三人の紹 ニス用品の接客とガット張

野 々 口

現在、研究はキネクトを

今回からは学生が主導し

いかにもクラウドの時代が 年の紹介をします。

「クラウドからＡＩへ」
と、 介です。来月号では学部四 りのバイトもしています。

て作成しています。前回よ

今回の旅行で

価をし、採点するシステム

哲 史

使ってラジオ体操の動作評

郭

り写真を増やしたり見出し

終わりかのような書き方が

センサーには音声、光、 を製作しています。卒論で

を大きくし、また夏休み明
けで記事が多かったことも

ＡＩ（人工知能）は私から

さんはご存じだろう。
一方、 ト、決定木なので、昔に戻 されているが、読んでみる
ることを奨励されているよ と、そういう趣旨ではない

あり、今回は両面構成にな

裕

使った新しい技術が、現在 移動ロボット、どれを見て について研究しています。 の距離を測ることができる なゲームの設計をテーマに

私は学部時代から自律移 超音波など、数種類の物が はあっちむいてホイのシス
うなものである。ディープ ようだ。スマホ、
めがね、タブレット、 動ロボットの自己位置推定 存在します。私は物体まで テム構築をするなど庶民的
ラーニングを含むＡＩ を

大 畔

見るといささかかび臭い言
小林雅一「クラウドからＡ 葉である。あまり期待せず

お勧め本

Ｉへ アップル、
グーグル、 に読み始めたら、自分がキ

りました。

まる機会に使うこ

こで大きなＡＩプログラム テクな世の中を作りたいと 新しい物体検知の方法を開 キャンパスなどの子供が集

がいるのか、どんな活動や

載し、田中研にはどんな人

いないメンバーの記事を掲

いが、計算能力が低く、そ 自分で考えて行動するハイ が撮れるカメラを併用し、 ステムをいずれはオープン

とができればと考

いることがわかった。

―ＡＩが生み出す巨大なビ を走らせるわけにはいかな いう夢があり、これを実現 発することを研

かったところが明確に で

フェイスブックの次なる主 ャッチアップできてい な

ジネス・チャンス」が私に い。クラウドを構築して、 するために、私の研究を役 究テーマにして

戦場」、朝日新書
イル機器からデータをホス

えています。

また、学部時代

もらえたらと思ってい ま

いったことをさらに知って

ＡＩは、昔ながらの決定

トに送り、重い処理をこな 木を使ったものではなく、

とっては最も値打ちがあっ 強力なＡＩシステムを走ら 立たせたいと思ってい ま います。

では部活動で登山

す。
まだまだ試作段階ゆえ、
デザイン等が予告なく変わ

研究をしているのか、 と

してまたモバイルに結果を ベイジアンネットワークの

た。ＡＩを搭載したＳｉｒ せるのも悪くないなと思っ す。重要なプログラムを作

ることがありますが、ご了

最近平均体重
ｉ、自動車や移動ロボット た。ここ十年ほど、機械学 るという責任のある仕事で をオーバーして

やサイクリングを
し、北アルプスや

承ください。（大畔裕）

屋久島の宮之浦岳

な ど に 行 き まし

趣味は硬式テニスです。 分を考察してみ

た。

に搭載されるＳＬＡＭ、介 習の研究から遠ざかってい すが、とてもやりがいがあ きていてなんで
かなと自分で自
護・介助におけるロボット たが、少し戻ってみようと り充実しています。

知識が豊富にあるので、こ であるサイクリ

小学生の頃からやっていて たところ、趣味

の巨大市場。これからは間 私に思わせてくれた本であ
あることを、この本を読ん

違いなくロボットの時代で る。（田中雅博）

ユビキタス性を利用した形 ューラルネットであって、
を様々な形で使っている皆 ルネット、ベイジアンネッ

態であることは、クラウド 私が学んだ順番はニューラ

トによりどこからでもホス とを知った。ディープラー
トにアクセスできるという ニングは、階層の深い ニ

第三章「知性の値打ち

G
o
o
g

式において、インターネッ ニングが今ホットであるこ

クラウドは、手元のモバ き、強く感化された。

l
e

送ってみせるという処理方 時代を経て、ディープラー

次回からは、まだ書いて

の技術革新の中核をなして もすぐに廃れるものではな 以前から機械やロボットが 深度センサーとカラー画像 してきました。これらのシ

ら始まり、海沿いや田んぼ

しないものである。都会か だった。

景観を見ていると案外退屈 え の あ る も の

多いと思うが、移り変わる で、とても見応

ィブなイメージを抱く人が 々の緑は鮮やか

いう時間を聞くと、ネガテ の海は輝き、島

に行うことができ、三時間 もあり、車窓か
ほどで到着した。三時間と ら見える瀬戸内

駅での乗り換えはスムーズ 晴れていたこと

が、その後の相生駅と岡山 約一時間。よく

り換え待ちの時間があった から高松駅まで

た。姫路駅で三十分ほど乗 できる。岡山駅

目的地である倉敷に向かっ 由に乗ることが

ノ宮駅に集合し、はじめの 定席を除けば自

当日は朝の九時にＪＲ三 だが、一部の指

使用してみた。

岡山と香川へ旅行するのに いう特急と勘違

翌日は瀬戸大橋を渡って

ある。これを使用すると、 だらけになっていたり し

が長いことが挙げられる。 どうかちょっとわからない 最近は、ネット商店のシス れで苦しめられることはな わからないような話から、
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ＪＲの在来線ならどこまで て、とてもおもしろい。
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