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わたしの訪れた町

第２回 シンガポール

うか。日本は知らず知らず

のうちに、世界の貧乏国家

になっているようだ。どこ

の国に行っても、ホテルは

高い。シンガポールでも、

という英語で、アクセント １泊１万５千円以上出 し
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シンガポールには家族旅

人も多いらしい。そういう
シンガポールに行くとき
ところなので、大学には外 は、シンガポール航空をお

が独特である。インド人も て、バスタブもないような

国人があふれており、シン 勧めする。雰囲気も良く、

多い。マレーシアからは、 部屋を覚悟しなければなら

たが、この課題は受講生の 下にも関わらず非常に清潔
いました。受講生の皆さん ほとんどは時間内に終わっ 感がある先進国である。私

ガポール国立大学は東大よ 飛行機も新しくてきれいな

課題は、画像ファイルを読 行と出張で何度か訪れたこ

はカメラから画像を取得し たので、引き続き、画像フ はシンガポールにも 年来

りもランクは上である。そ ものばかりだ。シンガポー

国境を越えて毎日通勤する ない。

た時が楽しかったみた い ァイルではなくカメラ画像 の友人がいる。シンガポー

れでも、外国人が多く流れ ルは、台湾の少し先と思っ

み込み、任意のしきい値で とがある。淡路島くらいの

で、自分の顔が写った時に を２値化する発展課題 を ル国立大学の准教授のルデ

込む現状は、問題を引き起 ていると、ずいぶん遠いの

２値化するというものでし 広さの都市国家で、赤道直

楽しそうな笑顔を見せてく やってもらいました。です ィー・セチオノ氏がその人

画像認識の演習に意欲的に参加

が、こちらは時間の余裕が である。彼がＩＥＥＥの雑

授業の最後に出題された なかったこともあり、完成 誌に書いた解説記事を読ん

出身のセチオノ氏から聞か もあり、充実している。ト

的な意見が、インドネシア 広くて非常にたくさんの店

こしていると、移民に批判 に驚く。チャンギ空港は、

れました。

課題は、画像ファイルを読 する受講生は少数でし た で、メールを送ったのが最

れた。日本の住宅が高いと ランジットホテルという、

は東京以外の日本のそれよ シンガポール国立大学の食

シンガポールチャンギ空

りも遙かに高い。どうも、 堂のメニュー。このような

２値化するというものでし たですが、カメラや画像処

研究室に配属後は、今回 体中を包み込むような熱気

給料も日本人よりもかなり メニューが至る所にあ る

我々は思い込んでいるが、 乗り換え客のためのホテル
シンガポールのマンション も空港の中にある。
写真は、

ァイルではなくカメラ画像 使ったＵＳＢカメラだけで が感じられる。空港から街

高そうである。日本は高い フードコートなどにも あ

デフレが続いたせいで、日 インドネシアやタイの辛い

と言われてきたが、 年間 る。
シンガポールに行けば、

たので、引き続き、画像フ

やってもらいました。しか サ、ロボットを使って実験 クシーなどいろいろな足が

なかったこともあり、完成 研に来た人やこれから来る とハイビスカスなどの熱帯

本の物価は先進国の中では 料理を食べてみるのもいい

し、こちらは時間の余裕が をします。この演習で田中 考えられるが、道路を走る

かなり安い方ではないだろ だろう。

めて演習で、８人の学生が のです。ＯｐｅｎＣＶはパ

本の衰退も肌で感じる町で

しいものの発展とともに日

なくなったようである。新

教員の元で、専門の基礎的

それぞれの学生が選択した

まりました。この授業は、

ＣＶを取り入れています。 時点では、Ｃ＋＋でのプロ

り、演習の内容にＯｐｅｎ

２回目の授業が終了した

行う学生が多いことも あ す。

ボットや画像認識の研究を 今回の演習で行ってい ま

田中研では配属後に ロ 要な基礎的な画像認識を、

ゃべれない現地の人も 多

国人が多いが、中国語がし

ここの言語はいったい 何

シンガポールに行くと、

（田中雅博）

する受講生は少数でし た 人だけでなく、新たに興味 の花いっぱいの温室の中に

私がはじめてシンガポー

が、話を聞くと「難しかっ を持った人は、一度田中研 いるような錯覚を覚える。
たですが、カメラや画像処 を訪れて、田中教授や在籍

授業の最後に出題された と思います。（吉岡一樹） ここ 年以内にできたもの

として、セントーサ島のユ

ニバーサルスタジオ、屋上

にプールがあり、カジノも

あるマリーナベイサンズな

どがあるが、私自身は昔か

らあるシンガポール動物園

やナイトサファリ、マーラ

イオンなどが懐かしい。昔

５月 日から、知能情報

参加、第３ラウンドでも８ ターン認識やロボットの視

は日本のデパートやホテル
が多数あったが、いくつか
学部３回生の必修科目であ

が参加します。

人が参加するので合計 人 覚など、多くの用途に活用

な内容を学ぶ演習を行うも

い。英語はたいてい通じる

ある。

る、「知能情報学実験及び

ので、３つの研究室を回る

これを使いこなせるように グラムの書き方から始 ま

が、
シンガポールなまりの、
いわゆる、シングリッシュ

語？という感じがする。中

ことができます。田中研は

なると画像系のプログラム り、画像の読み込み、２値
を組む際にとても役に立つ 化、カメラ画像の取得を行

できますが、そのために必

20

を２値化する発展課題 を なく、様々なカメラやセン へはメトロ、リムジン、タ

たが、この課題は受講生の 理ができて楽しかった で 港に足を踏み入れると、い
ほとんどは時間内に終わっ す。
」
と答えてくれました。 きなり熱帯の強い日差しと

み込み、任意のしきい値で が、話を聞くと「難しかっ 初のきっかけである。

20

20

理ができて楽しかった で する学生に会って、配属希 ルを訪れたときから 年近
す。
」
と答えてくれました。 望の参考にしてもらえたら く経つ。変化の早い町で、
10

田中研新聞

実験及び演習で16人受け入れ

10

演習」の第２ラウンドが始

15

第１ラウンドはなかったの
で、第２ラウンドが今季初
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甲南大学知能情報学部田中雅博研究室発行
田中研新聞
２０１４年６月１日版

野々口のブースは大盛況

ロボメックに参加
ついでに観光もしてきました

ＲＴミドルウェア講習会

お勧
勧め
め本
本
お

ぐちゃになったことまで、

ひとのせいにしないと気が

すまない人があり、
ついに、

養老孟司「養老孟司特別講 「こうなった以上は天皇陛

参加するために富山

ドルウェア講習会に

５月 日のＲＴミ

では動かないことが多かっ

に、以前までのプログラム

いロボットを動かすと き

接続できないことや、新し

学を専攻した人、解剖学者 気がするのも納得がいく。

いないだろう。この人の本 ところか。都会ほどクレー
は多い。東大医学部で解剖 マー化する人が多いような

ない人は大学生にはあまり ところが養老節とでもいう

養老孟司という人を知ら これを、都市化に帰着する

時間以上遅れて、発表が始 た。

食らってしまい、到着が１ などが発表されていま し

中に事故の影響で足止めを レーザーレンジスキャナー

かるのに、今回は向かう途 あり、北陽電機の三次 元

ます。ただでさえ時間がか た。また、企業のブースも

バードで３時間以上かかり ボットの発表がありま し

ら出ている特急サンダ ー バータ、甲南大の漫才 ロ

欅平まで乗車しました。 きながら入浴できます。こ 習会ではＣ＋＋でカメラ画 てみることの重要性や、そ
い、できるだけ多くの人に え、

たので、元々発表する予定 こから黒部峡谷鉄道
がなかった前半の時間も使 のトロッコに乗り換

表を見に行くのが困難だっ まで乗車します。そ

が混雑していて他の人の発 使い、宇奈月温泉駅

で行います。しかし、会場 から富山地方鉄道を

に分かれ、いずれかの 分 うには、まず富山駅

来、部門ごとに前半と後半 た。黒部峡谷に向か

えませんでした。発表は本 部 峡 谷 を 訪 れ まし

ら終了までギャラリーが絶

初日の観光では黒

かったこともあり、開始か 講習を受けました。

を使用し、コンポーネント えを持つようになりま し
の作成と使用です。この講 た。また何事にも一度触れ

目以降はＲＴミドルウェア とを学び、感じ、色々な考

様性などがあります。３限 に参加し、とても多くのこ

再利用の向上や選択肢の多

使用するメリットとして、 実行しました。

ミドルウェアです。これを し、ＲＴミドルウェア上で

して開発されたのが、ＲＴ ａｍコンポーネントを接続

の共通インターフェースと るＤｉｒｅｃｔＳｈｏｗＣ

ュール同士を接続するため と、処理した画像を出力す

で、非常に哲学的でもある クノセンターセミナー講師

のは、ものとして見る一方

それは、解剖学者たるゆえ
んだろう。この人の面白い

と見事に「もの」である。

れないがこの人に書かせる

研究室対外活動予定

できる人は多くないかもし るところが面白い。

人もあるかもしれない。

６月 日 田中教授、テ

あ、あの人か、と思い出す 考える点をこの人はわかり

本を書いた人といえば、あ 少なりとも哲学的にものを

の視点で多くの一般向けの 我々が生きていく際に、多

たというのだから、
笑える。

ょうがないですな」と言っ

ス・メカトロニクス部門が 築、
バイオメカトロニクス、
県 に 行 っ て き まし

ボットのソフトウェアモジ

たそうですが、この問題を
解決するために、色々なロ

義 手入れという思想」、 下にやめていただくほかし

主催しているロボティ ク ヒューマノイドなどのソフ
た。前日の 日に出
発し、この日は観光

まる前からくたびれてしま
午後の部では私の研究で
いました。私が乗っていた あるラジオ体操の自動評価

聞いてもらえるよう、精一 トロッコに乗車中は、黒部 ういった大自然を体験 で 像を任意に上下、左右で反 こで得られる技術などは、

点である。その際に、非常

新潮文庫

ス・メカトロニクス講演会 トウェア関係の発表が主で

のすぐ側で目につきや す を満喫して、翌日に

日本機械学会ロボティク ョン、ＲＴミドルウェア構

ン、ＲＴミドルウェアの産

電車はこの程度で済みまし システムの発表を行いまし

杯説明しました。それでも 峡谷の大自然の風景や川の き、非常に満足のいく観光 転し、その結果を出力する 触れたものにしかわからな

富山県へ行くには大阪か 業応用を目的としたコ ン

たが、もっと前の時間の電 た。私のセッションは三次

並んで聞くギャラリーはか 流れる音などが楽しめ ま になりました。

コンポーネントの作成と使 いと思いました。ですから

翌日に参加した講習会で 用を行いました。作成した 今後、このような講習会な

地よいところである。

好まない。このあたりが、 教習について書きまし た
私にとってこの人の本が心 が、 日の卒業検定で合格

前回の新聞で私は二輪の

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

に柔軟なところがよい。言 ンパスでＫｏＲｏの新しい

７月 日 オープンキャ

（田中雅博）

人を物として見ることが 然科学者らしく語ってくれ

やすい言葉で、しかも、自

車は２時間近く遅れる羽目 元計測、センサフュージョ

い換えれば、原理主義者で デモ

今回初めて外部の講習会

になったようなので、あま ンの部門でしたが、同じ部

はないということでも あ

く、前回のポスター発表に

人以上いたので、説明する てきましたが、５月という 学んだＲＴミドルウェ ア 後は、産業技術総合研究所 どがあれば、積極的に参加

ん。

だわり、何も物事が進まな

る。どうでも良いことにこ

い人があるが、私はそれを

こともあり、まだ観光客の は、私が所属するＫｏＲｏ が開発した、カメラ画像を し、色々な技術や考え方に

（吉岡一樹）

のの、ミーンシフトなどの 平駅周辺の川や展望台から 用している、ロボット技術
小難しい既存のアルゴリズ 見る風景が壮大で、何枚も のために開発されたプラッ

は斬新なテーマではあるも もありました。しかし、欅 梅谷研の一部で構成）で使 ｅｗｅｒコンポーネン ト た。

私の研究は大学院として ために解放されてない場所 研究会（田中研、和田研、 取り込むＣａｍｅｒａＶｉ 触れてみたいと思いま し

のが大変でした。

なりおり、常にブースに４ す。今回私は欅平まで行っ

24

り文句も言っていられませ 門で類似した研究が一切な

ました。

が、今年は富山市総合体育 した。午前の部では、跳躍
館で行われ、発表をしてき ロボットのシミュレーショ

25

そのため、
ムを使っていないので、発 写真を撮影し、大自然を満 トフォームです。

分ほどでアクセスできる 習会に参加することにしま

表以前では発表としては物 喫することができました。 今後自分の研究をする上で

ろだった。この本は、筆者 す。あとは免許証を発行す

書いているのを忘れるとこ な減点はなかったよう で

おっと、この本の書評を ミスはありましたが、大き

で、意外に一人あたりの時 で、この温泉の露天風呂か ターネットを使用し、 ロ

加えてする必要があったの ０選に選ばれるほどの温泉 ビス」という題目で、イン

向けて開発したシステムに 名剣温泉は日本の秘湯１０ トを利用したロボットサー

の概要などの説明を今回に 立ち寄ってきました。この た１限目は「インターネッ

会で発表した評価システム ところにある、名剣温泉に した。朝の 時から始まっ

から取ったものである。内 も含めて書くかもしれませ
容は全般的に随筆風で、子 ん。もし買えたら、もうす

にある
「手入れ文化と日本」 れば、教習の続きについて

講演の中の１つのタイトル で、次回号にスペースがあ

ある。タイトルは、８つの 近々買おうと思っているの

のを１冊の本にしたもので に乗れる！肝心のバイクも

があちこちで講演をしたも れば、やっと念願のバイク

代の学生を解剖する、脳と

転車操業、心とからだ、現 リング行きましょう！

行われました。
２限目は
「Ｒ

ンで再生するというデモが

場内にある講演者のパソコ

コンに送信し、そこから会

た、手入れ文化は面白かっ しくなってきました。ここ

る。特に、タイトルになっ Ｒｏが自律移動ロボットら

中の死の意味の８つで あ ていて、最近ようやくＫｏ

現代と共同体、日常生活の んが、研究も少しずつ進め

表現、手入れ文化と日本、 まり遊ぶわけにもいきませ

たことを人間は人のせいに があり、ロボットの研究を

た。都市化により、起こっ まで来ると、とても達成感
でした。かつて、ロボット

する。阪神淡路大震災が起 やってて本当に良かったと
（大畔裕）
こって、オフィスがぐちゃ 思います。

ミングの概念」という題目
のソフトウェアではイ ン
ターフェースが色々あり、

Ｔコンポーネントプログラ

大学院生という立場上あ

した音声をインターネット

供と現代社会、子育てと自 ぐ夏休みですし、誰かツー
することができました。そ
のため、前回に引き続き研
究テーマについて面白いと
いう評価を得ることが で
き、前回の学会以上に多く
の人に興味をもってもらえ
たのではと思います。細か
い部分では改良すべき課題
を指摘されたので、そ う
いった部分を今後改良して
いきたいと思います。
（野々口誠人）

経由で別の場所にあるパソ

は、ｉＰｈｏｎｅから取得

ました。しかし、前回の学

足りないのではと感じてい このあと、欅平駅から徒歩 役に立つと思い、今回の講

しました。緊張して小さな

31

私が参加した最終日の２ 比べ学会の規模が大きいこ
８日では、センサフュージ とや、発表する場所が入口

17

20

45

間が多くなり、結果的には ら見る風景（写真に掲載） ボットを遠隔操作する技術
想像していた以上の発表を が絶景であり、滝の音を聞 の紹介でした。この講義で

10
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