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第三号

この穴を見れば、プログラ

械語と対応しているから、

いる。アセンブリ言語は機

浜君とやった研究は手法は

画像の復元」で、数年前高

修士論文のテーマは「ぶれ

ルの上を回る。自分のＩＤ

紙に出され、ターンテーブ

計算結果は、プリンター用

は男子五名、女子四

る田中教授のもとに

行う形式の講義だ。
そのうちの一人であ

とに分かれて演習を

る。六人の教員のも

演習という講義があ

科目にプロジェクト

学部では二回生後期
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点であった。それに、彼ら

く工夫を加えにくいのが欠

雑なプログラムが作りづら

門ツールである。しかし複

てプログラムを組むことが
できる、プログラミング入

れたブロックを組み合わせ

いた。これは画面に表示さ

使ってプログラムを組んで

が、ＮＸＴソフトウェアを

用した演習を行ってい た

ゴ・マインドストームを使

プロジェクト演習でＮＸＣを採用

今年から新しい試み

あり、ＦＯＲＴＲＡＮ言語

Ｃが生まれてから数年後で

ノイマン型計算機ＥＤＳＡ

タの歴史でいうと、最初の

生まれである。コンピュー

私（田中）は一九五六年

第一回

た。プログラムを書いてロ

感覚が似ているように感じ

究でプログラムを書くのと

を打つので、私が普段の研

それに、実際にプログラム

かうとなると、ＮＸＣのほ
うが使いやすいのである。

サを駆使して課題に立ち向

簡単であるが、様々なセン

すだけならＮＸＴのほうが

計算機実習（という科 目

は、大学に入って一年目の

ピュータに最初に触れたの

と言っていた。本当のコン

理の先生はコンピュータだ

校時代、電卓のことを、物

学生時代まで

ボットを動かし、動作を見

だったかと思う）で、ＨＩ

（大畔裕）

えたのではないだろうか。

白さを少しでも知ってもら

ボットプログラミングの面

クト演習では、受講生にロ

のである。今回のプロジェ

力の末にうまく動作したと
きはとても達成感があるも

はとても面倒であるが、努

調整するという地道な作業

てどこがおかしいか考えて

になるが、誰にも習わなく

い。行列の積は三重ループ

を習った記憶はほとんどな

数値計算のプログラミング

ＴＲＡＮである。ただし、

グラムを作ったのはＦＯＲ

のである！）。研究のプロ

就職してからそれをやった

らなかった（ただし、私は

さて、アセンブリ言語で
は本格的なプログラムは作

か。

はどうなっているだろ う

示して教えていたが、いま

ＰＵ＋メモリーの関係を図

きは、それでも機械語とＣ

サイエンスを教えていると

かない。私がコンピュータ

ＰＵの処理はイメージがわ

だ。今の高級言語では、Ｃ

ば、自ずからコンピュータ
の中身がわかるというもの

対応する。こうやって使え

なもの）が二、三バイトに

ターＡにロードというよう

何番地のデータをレジ ス

で持ち運んでいた。
そして、 ので、駐車スペースを見つ

大事そうに抱えて研究室か
ら計算センターの入力室ま

を、まるで銀行員のごとく

は二千枚入るアルミの 箱

エラーになる。千枚あるい

れ替わったらプログラムは

ドの順番は重要である。入

ム一行である。だからカー

に、カード一枚がプログラ

文字が印字される。要する

る。穴の上には、対応する

ある。そして、カード一枚
に八〇列ほど穴が開けられ

んでいてそれが一バイトで

スペースは縦に八個ずつ並

と穿孔される。穴を開ける

に音を立ててバシンバシン

打つと、カードが一列ごと

り、キーボードからキーを

ターの中にパンチ機が あ

た。カードは、計算機セン

端末に移行する時期であっ

た。使用メディアは、ちょ
うどこの頃、紙カードから

インフレーム）を使ってい

この頃は大型計算機（メ

究の方が遥かに高い。

けるためにも、朝早く行か

八時頃から夕方遅くまで端

的に端末が足らず、毎日朝

し、学生の数に対して絶対

ような風景が現れた。ただ

ンターのコンピュータ室の

され、ちょうど今の情教セ

ターの中も端末が多数配置

のであった。計算機セ ン

することが出来る程度のも

印字。端末に画面はなく、
プリンターになっている）

その行だけ表示（というか、

正したいところを指示し、

るか、検索機能を使って修

わけではない。行を指定す

ラム全体が画面で見られる

ピュータのように、プログ

端末と言っても、今のコン

利と思える速度であった。

が、一二〇〇ＢＰＳは、便

Ｓで使うようになった。今
考えるととてつもなく遅い

ＰＳ，のちに一二〇〇ＢＰ

され、研究室から三〇〇Ｂ

が書かれたものを見つけて

名の計九名が集まっ

はプログラミング実習など

が生まれた年である。Ｃは

だった。プログラミング言

ＴＡＣ１０というミニコン

ても作れた。データの入出
力が難しかった。私は画像

なければならなかったので

全く異なるが、私のオリジ

た。

の講義でプログラミングの

おろか、ＣＯＢＯＬやＡＬ

処理をやっていたが、自分

計算はバッチ処理で順に行

ある。（田中雅博）（次号

ムのチェックができる。プ

日程や内容は各教

基礎知識を身につけて い

ＧＯＬなどもまだ誕生して

プである。皆さんは紙テー

語は、アセンブリ言語だっ
た。入力メディアは紙テー

われるため、入れてから結

二〇一三年十一月一日号
甲南大学知能情報学部田中雅博研究室
毎月発行
http://carnation.is.konan-u.ac.jp

員 ご と に バ ラバラ

る。それならば、わざわざ

いない。こうしてみると、
随分自分は古い人間なのだ

で画像を取り込むことはせ

果が出てくるまで数分、長

二〇一三年
十一月一日発行

で 、 田 中 教 授のグ

入門用ツールを使う必要は

と自覚するが、そういう私

プという媒体を知っている

で、今でも使われているＧ

ず、標準的なデータベース

る。私が修士課程にいる間

ループは九月二十七

ないだろう。そういうわけ
で今年からはＣ言語に近い

のコンピュータ歴を皆さん

ずつ開く。その列がずっと

だろうか。一列に穴が八個

持ち帰るという仕組みであ

日から十月二十五日

レゴ用の言語であるＮＸＣ

に紹介することは、何らか

ん、実用性は高浜君との研

の五週にわたって行
われた。演習ではレ

を導入したわけだ。ＮＸＣ

の意味があろう。

ログラム一行（といっても、 ナルテーマである。もちろ

ゴ・マインドストー

はＮＸＴと比べて柔軟にプ

田中研新聞

ムを使用してロボッ

ログラムを組むことができ

「計算機」というと、高

り、新市街の岬の上建つ城

す。城壁内、旧市街、新市
街の三つに分けられて お

末室に籠もる日が続いた。
私はマイカー通学していた

に、研究室にも端末が導入

トを作成してプログ

る。単純にロボットを動か

の読みたい本を中心に 選

をずぶぬれにしてしまうほ

の滝の圧倒的な水量は乗客

私のコンピュータ体験史

ラムを組んだ。

うこう考えているうちに、

び、午前よりも多く選ぶこ

夏休みの九月九日から二

塞シタデルには、現在も軍

としている。制限として、

に関する本であれば、種類

しれない。プログラミング

ざ図書館で利用しないかも

究をよりよいものにするた

験が少なかった。自分の研

かも大量に専門書を選ぶ経

の滝を観に行きました。ナ

三大瀑布の一つナイアガラ

トロントの観光では世界

街中の看板や道路標識も全

一言語がフランス語とされ

モントリオールでは、第

造りとなっていて、とても

となって、フランス式の石

上空から見ると星型の城塞

々に大砲がおいてあり ま

城塞都市で有名で街には所

阪本店へ行ってきた。今回

書、ハウツーもの、ワーク

コミック、雑誌、文庫、新

綺麗で良いところでした。

初めての海外

は私のほかに、学部生四人

てフランス語表示でしたが

いる。これまでもレ

に続く）

周りが百冊二百冊選びだし

とができたが、それでも百

十二日までの十四日間でカ

どでした、大自然のパワー

ド付きで見学が出来ます。

隊が駐屯して城塞内はガイ

いときは数時間かかった。

たのに対して、私が選んだ

はあっても、専門書は授業

弱といったところだ。日頃、
私は文庫や雑誌を選ぶこと

ナダのトロント、モントリ

ポットです。

を感じることの出来る ス

ＩＲＬを主として使った。

のものでも選ぶことができ

らは部活動や趣味など自分

本は午前で三十冊にも満た
なかったのだった。午後か

オール、ケベック・シティー

テープの長さ方向に並んで

る。理系の専門書は選択が
難しいものがある。研究内

の教科書や教授に指示され

を旅行してきました。

実は田中教授は今

容が違えば読む本が全く異

た本を読むばかりだったの

年から方針を変えて

図書館に置きたい本を選書

なる場合があるからだ。ま

で、こうして自分から、し

ケベック・シティーは、

る分野に関する本も選 ん

で代用できるため、わざわ

た、基礎的な本だと教科書

カナダ・トロント旅行記

十月二十二日に大学図書

んでもらいたいものを基準

だ。本の選択は学部生に読

どんな本が欲しい？
島にあるジュンク堂書店大

館の選書をするために、堂

と、図書館、サイバーライ

英語を話す人も多くフラン

次回行くときは、冬の時

イアガラの滝を船上から間

女王マリア大聖堂などを見

近で見ることの出来る遊覧

期にイエローナイフにオー

め、あるいは知識の量を増

ました。また緑が多く都会

ロラを観に行きたいです。
（荒内良太）

やすために、これまで目を

ス語と英語を話すバイリン

の公園ではリスなどの小動
物を見ることが出来ます。

やＪａｖａ関係ならともか

船“霧の乙女号”に乗りま

ガルな街でした。観光では
ノートルダム教会、世界の

こそ多いが、メジャーなＣ

向けてこなかった棚をじっ

した、レインコートは貸し
出されますが、ナイアガラ

著作、付属資料のあるもの

く、マイナーなものだと学

くり見てみようと思う。
（野
々口誠人）

ブック、政治家・宗教家の
は対象外となっているが、

部生はなかなか利用しない
のではないのだろうか。そ

た。参加者の中では理系は
私だけだったので、専門分

それ以外なら何でもよく、
資格本、就職・部活動関係

ブラリの職員が参加を し

野はもちろんのこと、物理
や化学など、専門とは異な
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お勧め本
よって裏付けられる。人に

したことや体験したことに

放浪の旅での様々に見聞き

アジアの貧しいところへの

それこそ、貧困の極致の、

識とは全く違う価値観で生

辺とも言えるところで、常

る女性、その他、社会の底

がきっかけで寄り添ってく

ることを告白したら、それ

てもらいたいと思った。自

うことは是非学生にも知っ

こういう生き方もあるとい

に勧められない。しかし、

危ない橋を渡ることは安易

メンバー紹介です。今回は

前回に引き続き田中研の
で進めたい研究という の

す。初めとしまして大学院

田中
中研
研メ
メン
ンバ
バー
ー紹
紹介
介
田

ひとつでも多く見つけ た

石井光太「世界の美しさを

利を味わえますよ。

カードゲームに嵌まってい

として研究しています。

発するプロジェクトの一部

移動ロボットＫｏＲｏを開

に興味ある方は、ぜひ一度

番最強のバンドです。音楽

ナー」は私の中で世界で一

聞いてください。

ます。一万あれば簡単に勝

また、部活動は中学の頃

からハンドボールをやって

十一月一日・二日：ＳＳ
で一件発表○Ｔａｎａ

研究室対外活動予定

当研究室関連の対外活動予

いました。６月の末に引退

は、現在ゼミで行っている

はしましたがハンドボール

定

也

卒業研究真っ盛りの四回生

私は、キネクトを用いた

が好きなので今も続けてい

竜

分の価値観の殻を破ること

様々なセンサーを使った留

ます。学生生活の残り時間

原

きる人たちを描き、その中
に自己紹介文を書いてもら

ラジオ体操の動作評価を行

藤

よっていろいろな感じ方が
は大切である。この手の体

うシステムの研究を行って

い」，ポプラ新書
あるかもしれないが、私は、 でのぎりぎりのところでの

とそれを用いた新しい研究

Ｓ

守時の管理システムの向上

も少ないですが、適度に仲
良くしてやってください。

れまで以上に忙しくなって

多くの人に正しいラジオ体

います。ゲームのようにラ
ジオ体操を点数で評価し、

いました。期限が迫り、こ

に大学院生活の過ごし方に

への応用を模索、実験して
いこうと考えています。次

の中で、自分のすべてを捧
くる時期ではありますが、
本当の地獄はこれからなの

験談はいろいろあるが、そ

で頑張ってもらいたいです

の著者は美しいと言ってい
げて人間の美しさに触れる
ために旅する姿を描くこの

心の動き、人間の営みをこ

本は一読に値する。（田中

た。大学に入学して、作家
るのである。
私はそういう人生を過ご

彼の行動力や熱さに惹かれ

すことはなかったし、今後
（笑）。（大畔裕）

著者は自分住まいの最寄

つの目標を立てた。一日三

になると決めたという。そ
して、入学してすぐに、三
雅博）

りの駅名を人に言うことが
できなかったという話から
始まる。そして、それは、
もないだろう。学生にも、

ステムを作っていきたいで

操をしてもらえるようなシ

ＤＦ

ｏｆ

Ｍｏｄｅｌ ｆｏｒ

Ｍｉｘｔｕｒｅ

Ｒｏｂｏ

ＥＭ Ａｌｇ

十二月五日・六日：Ｖｉ

ｂｙ

Ｍｏｂｉｌｅ

Ｐ

ついてですが、ゼミの院生

す。色んな事にチャレンジ

ｔｓ

Ｅｓｔｉｍａｔｉｏｎ
として恥ずかしくないよう

することが好きでとりあえ

ｋａ：Ｐａｒａｍｅｔｅｒ

世間一般ではうらやましが
編小説かシナリオを筆写す

冊本を読む、週に一本、短

に日頃から積極的に研究に

ず色んな事をやってい ま

良

取り組んでいき、より良い

ｏｒｉｔｈｍ

内

結果を出せるように頑張る

す。最近は編み物と、ゲー

荒

私の研究は物体までの距

ように努力したり、また後

ＥＷ２０１３で二件発表○

太

られる「成城学園前」だと

書き上げる、の三つである。

離データとカラー画像が取

す。自由な時間は、家では

ムセンターにハマっていま

ひらめき☆ときめきサイエンス

中高生に大学の研究を紹介
中高生に大学の研究を紹介

いう。なぜその地名を言う
やることなすことがすべて
この決意だけでも並大抵で

のが厭だったのか。
それは、 る、月に百枚程度の試作を
色眼鏡で見られるからだっ
はない。

輩にアドバイスを行ったり

す。ドアの位置を推測し、

タイトルにある、「世界

得できるキネクトを使いま

の美しさ」とは、世界遺産
向けのイベント「話す
しくみと聴くしくみを

十月五日に、本学の

らやみ、そこに住めること

学ぼう」が開催された。 かを自動で検出することか

モンストレーション（西校

北村教授主催の中高生

を夢見るが、彼はそうでは

今にも命が尽きるという女

のようなものの意味ではな
い。出てくる話は、病気で

出来るシステムの構築を目

舎中庭・建物内）

きるようにも行っていきた
いです。

なかった。いや、そういう
ふうに見られることは知っ

指しています。今後は、ド

す。山本智己（やまもとと

ことで自己紹介を書き ま

ドアが開いている間にどれ
だけの通行人が行き来した

ているが、それをよしとし

これは、科研費の研究

アの自動検出と通行人の重

私はＫｏＲｏのファジィ

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

十二月九日：ＫｏＲｏデ

面と壁面の検知方法」

中「デプスセンサによる路

なかった。こう言われると、 性と、その女性の手を握り、

成果を中高生に体験し

制御を目指す研究をしてい

もき）です。あだ名は「もっ

四回生の自己紹介という

てもらうプログラ ム

考えていきたいと思ってい

なり対処のアルゴリズムを

ます。曖昧な情報のもとで

大

優しい声をかけてくれる物

「ひらめき☆ときめき

ます。

智

乞い、性的虐待を受けた父

サイエンス」の一つで
ある。田中研究室から

上

るだろう。しかし、彼にとっ

いやなやつだと思う人もあ

あるにも関わらず唯一の父

親を、それが原因の幻聴が
親だからと、父親の記憶を

山

だった。そして、それがニ
ヒルさや皮肉ではない証拠

さん」なのでしょう？それ

今回から紙面のサイズが
Ｂ４からＡ３になりま し

さん」です。なんで「もっ

た。サイズアップで前より

自己位置推定や障害物回避

を知りたい人がいたらぜひ
僕に直接聞いてください。

をしながらゴールを目指す

超長い説明が皆さんの耳に

最近見た映画は二〇一二

というものです。自分の能
力が低く研究の進行が遅い

年に公開した「レ・ミゼラ

ですが、少しずつ完成には

は郭と大畔がアシスタ

力溢れ出す作品になってい

ブル」というフランス映画
です。生きる喜び、希望と

ントとして参加した。

についての講義のほかに、

新聞っぽくなったと思いま

イベントでは、人間が話
したり聴いたりするしくみ

せん？果たしてこれだけの

ライブの一部ですけど、

届くでしょう。ちなみに一

「虹を待つ人」みんなのザ

近づいていると思います。

量が集まるのかと心配して

Ｏ

ｔａｇｅ

ｏｆ

ｔｈｅ

ます、映画だけでなく ミ

ことはありません。だけど

回もこのあだ名で呼ばれた

日に行われたＢＵＭＰ

Ｓ

田中研に所属する一方、

割と早い段階で一通り埋ま

いましたが、皆様のお陰で

パソコンで「Ｗａｖｅ

体育会サッカー部にも所属

呼んでもらえることを願っ

僕は皆さんにこのあだ名で

イロバンドが光って会場全

どうも、四回生藤井陽介

しています。半月板損傷と

非みてください。

いう怪我と闘いながら試合

ュージカルも面白いので是

ばれてます。藤井をカタカ

です。あだ名はラジイと呼

ｕｒｆｅｒ」というフリー

のような違いが見られたか

分析し、自分と他人ではど

ＣＨＩＣＫＥＮのＷＩ
Ｄａ

ソフトを使って自分の声を
Ｄａｙ」のアル

の盛り上がりで、「Ｓａｉ

に出ています。チームは現

次回は本研究室のＯＢか

で、当面はこのサイズでい
きたいと思います。

～ウォ～ォ」と合唱し最高
ｌｉｎｇ

ナにすると「フジイ」、そ

在関西二部リーグで、もう

吉岡一樹と申します。私

体が光輝いて「ウォ～ウォ

ｇｒｏｕｎｄ」、「ｆｉｒ

確かめたり、はんだごてを

こに一本線足して「ラ ジ

少しで一部リーグに上がれ

は軽音部に所属しており、

のセットリストですが、
「Ｓ

ｅｆｌｙ」「
、虹を待つ人」、

ペジオが始まりドラムのカ

使ってバイノーラルマイク

イ」。よろしく！

研究も部活も精一杯 頑

るというところまできてい
ます。

十月十六日（水）、この

ＬＬＰＯＬＩＳツアー２０

Ｆ
「Ｓａｉｌｉｎｇ

ウントが入り、曲自体 が

を作成した。これは立体音

像認識による自動追尾シス

さて、研究ですが私は「Ａ
Ｒ．Ｄｒｏｎｅを用いた画

吉

岡

数挙がってきています の

以降に掲載予定のネタも複

る目処が立ちました。次回

１３の大阪城ホール公演に
ｙ」、「ゼロ」、「プラネ

アッパーチューンです の

用意したイヤホンのスピー

声を録音することができる
マイクで、百円ショップで

ています。

参戦してきました。ライブ

タリウム」、「花

り、メンバーの後ろにある

で、会場の熱も最高潮に上
がり、次に「ゼロ」が始ま

樹

の名」、「ダイヤ
モンド」、「グッ

パートはベースで、好きな

ら記事を投稿して頂くこと

張っています。以後お見知

時期は未定ですが、投稿を

テム」を作っています。ラ

「ＢＵＭＰ

予定されているという話を

ＯＦ ＣＨＩ

ＣＫＥＮ」「ＲＥＤ ＨＯ

カー部分を銅線から取り外

大

スクリーンにメンバーが写

光

玉の唄」、「メー

下

バンドは「ストレイテナー」 になりました。別のＯＢも

山

りおきを。
ら画像を無線でＰＣに飛ば

が搭載されており、そこか
できる。初めはみんな緊張

ジコンヘリの前方にカメラ
何回ＢＵＭＰのライブに

れて感じたこと、我々後輩

伺っています。社会に出ら

とによって作成することが

「車輪の唄」、「天
体観測」、「ｆｉ

ＰＥＰＰ

現在、私は身振りによる

るととてもありがたい で

へのアドバイスなど、頂け

ＣＨＩＬＩ
析し、目標物へ自動追尾し

われた「ＢＵＭＰ ＯＦ

葉マリーンスタジアムで行

ＥＲ」などです。八月に千

まない部分もあったが、助

していてなかなか会話が弾

動作指令が可能な移動 ロ

し、ＰＣ内で色や距離を分
しく、ＢＵＭＰの世界観や

ｓｉｇｎ」、 参戦しても、ものすごく楽

ボットの操縦システムにつ

ｒｅ

ア ン コ ー ル で「

ていくというものです。現

す。ＯＢ・ＯＧの皆様、田

在標準合わせまで仮完成し

ＣＨＩＣＫＥＮ」のライブ

中研新聞へのご協力お願い
致します。（大畔裕）

この度大学院に進学が決

いて研究しています。この

を一人で見に行くぐらい大
好きです。「ストレイ テ

まりました、四回生の須谷

ているので是非見てくださ

研究は、キャンパス内で活
用することを目的とする、

音を探しに学内を散策して

です。今回は入った時の目

い。
また、最近はＭＴＧって

けあいながら工作したり、
いるうちに、初対面の受講

標と過ごし方について簡単
に説明しようかと思い ま

扱ってきた感じなどが伝わ
り、全力で演奏してくれま

生同士で喋る場面も見られ
た。（大畔裕）

歌詞の重さや曲を大事 に
宙 飛 行 士 へ の手

す。次のツアーも参戦しま
す。（吉岡一樹）

真っ赤な空を見た

紙」、「ガラスの
ブルース」。

だろうか」、「宇

Ｔ

し、マイクに付け替えるこ

宣

すごく感じられました。

章

りＢＵＭＰの世界観がもの

谷

デー」「
、カルマ」、

須

一

ドラック」、「飴

ライ
イブ
ブに
に行
行っっ て
てき
きま
まし
した
た！
！
ラ

女性、エイズにかかってい

介

残したくて病院に行けない

陽

動力として、学生時代から

井

に、彼自身、そのことを原

藤

てそれは強い劣等感の原因

た。多くの人が、それをう

などゼミの研究を円滑にで

野々口・藤原・田中「Ｋｉ
ｎｅｃｔによるラジオ体操

己

評価システムの設計」○田

智

す。

本

毛糸をいじくり回し、外で
はゲーム機に貯金していま

山
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