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てみたら面白いのでは・
・・

る」という話を聞き、やっ

室と共同で研究をして い

「ロボットを使って他研究

の意思を尊重し、すぐに実 しょう。研究以外でも例え

とがしたい！」と思えばそ 階で相談してみるといいで

す。「研究室でこういうこ 考えがあるならば、早い段

たいことができるところで てくれるので、思っている

Ａ４：自分で進んでやり ができるかを一緒に検討し

す。「これを使って研究し を作りたい」なんて意見も

行できる点はいいと思いま ば「みんなでこんなアプリ

たいんだ」と考えている人 あれば言ってみるのもいい

と思い、この研究室を志望

Ａ２：画像処理関係 の

でもそういったテーマで何 かもしれませんね。

しました。

テーマにしたかったのでＫ

配属希望を考えている人に

をしよう！と考えた結果、
現在では「Ｋｉｎｅｃｔを

認識の演習に意欲的に取り
いかと思います。そこで、 生にも話を聞いてみたい人

知らない人が多いのではな

が所属しているか、あまり ところ

ているか、腕が正しい位置

の姿勢を検出し、腕が伸び

し、その位置情報から人間

す。人間の骨格情報を検出

人生でなかなか経験できる いますよ。

ど、画像処理関係で面白い
システムを作りたいな・
・
・」

とか別に興味ないんだ け

力を入れるところですね。 面で考えてもらっても「ア

Ａ１：田中研究室に配属 最後までやり通したいと想

た研究が中途半端で終わて

大学院は視野に入れていま スを貰えます。毎週のゼミ 部に入りました。勉強を進 の分やり甲斐は出るし、早 てはいなかったのですが、

されるとロボットを使用で い、進学を希望しました。

Ａ３：初めは進学を考え

Ａ１：私は元々ロボット かなり研究漬けになること リ」なのです！

した。甲南の知能情報は進 では１週間の進捗報告を行 めていくうちに特に画像処 い段階から研究を始めるの 兄が大学院に進学している

きると聞いたからです。以 また研究を続ける内に実験

関する研究として、自己位

私はロボットの自律移動に

ェイに関わることができ、

うと考えていました。
Ａ２：希望通り、セグウ

勧めできませんが、４回生 みたいという人にとって、 りになるとカラー画像では 介でも画像処理をテーマに いことがわかってるんだけ

誰も幸せにならないのでお い、しっかり研究に取り組 でよくある話ですが、暗が ていたのですが、研究室紹 た。「漠然と自分のやりた

やりがいも感じなければ、 きませんが、自分を高めた のはコンピュータビジョン について研究したいと考え をもったために進学しまし

ん研究に対して何の興味も 位が欲しいだけの人には向 体の特徴を取り出すという

も多く存在します。もちろ るので、ただ卒業研究の単

は決して特別な選択ではな できます。楽か厳しいかと ていたため配属に至りまし
く、半数以上進学する大学 聞かれると厳しい方ではあ た。

Ａ１：以前から画像処理 では・・・」と考え、興味

「大学院志望も悪くないの

学院に行ってよかった点な
どを事細かに聞いていると

希望しました。

きる田中研究室への配属を 楽しくなってきました の

ロボットを使って研究がで ではないかと考えることも

しました。ですから、その 次にこうすれば成功するの

り、ロボットを触りたいと しいのですが、失敗した時
いう理由で甲南大学に進学 に、
なぜ失敗したのか考え、

誠 人

置推定と移動制御について

に上がり研究をやり始めて とても良い環境だと思いま 何が映っているかわからな した研究室はかなりあり、 どな・・・」という人は進

野 々 口

取り組んでいます。ロボッ

Ａ２：ロボットにあらか 学院への進学を希望しまし

じめ登録しておいた人物の た。

Ａ４：セグウェイやパイ

情報を元に、ロボットが自

ザーを使用しロボットと物 認識を研究したければ、Ｋ

動で登録した人物を検 知 オニアといった移動ロボッ

体までの距離や方向が把握 ｉｎｅｃｔを使用したり。

くなります。そこで物体ま どこを志望するかを悩みま 学を選択肢にいれてもいい

Ａ３：元々は学部卒で一

できます。このように、カ ロボット動かしたければ、

し、追跡を行うことです。 トや、Ｋｉｎｅｃｔやレー

度卒業して働いていま し

メラとレーザーを組み合わ セグウェイやパイオニアと

での距離を測って、そ の した。そんな中、先輩から かもしれませんよ。

た。ですが働いている中で

せて使用することで、登録 いった移動ロボットを使用

データを基にしてカラー画

もっと自分のやりたかった

した人物までの距離と方向 し、ロボットの研究が行え

人物検知につきましては、 ザーなどのセンサー類が豊
カメラを使用し、画像処理 富に揃っており、研究を行

ことがあったのではないか

を計算し、人物検知と追跡 る環境が揃っていることが

を行なって登録した人物の う環境がしかっりと揃って

と思うようになり、自分の

像の代わりになる画像を作
ることで、暗くても物体の

知識を深めると同時に自分

を行うことが私の研究 で 田中研究室の利点だと思い

特徴を取得する、といった

を見直すために大学院に進

す。
ます。
Ａ３：学部生の時に行っ

検知を行います。またレー いることです。例えば人物

学しました。
Ａ４：４回生になってか

研究を行っています。

Ａ２：カラー画像から物

トには多数のセンサが内蔵

面白みを感じたら、進学を す。

で、研究がメインである大

されていたり取り付けられ

検討してみてください。と

味わえるものではない で
す。

れほどの達成感はなかなか

れることもありますが、こ

るなど、とても苦労させら

の状況で動かなかったりす

ンサ類は理屈では動くはず

ないかと思っています。セ

形があるロボットなどでは

番実感できるのは、やはり

ログラムが動いたことが一

ちですが、自分が作ったプ

処理して制御しなければな
らず、計算が複雑になりが

受け取ったデータを適切に

ていたりして、それらから

しまったので、その研究を

あり、絶対にこれに関わり

学率が約１割と他大学と比 い、田中教授だけでなく他 理に通じる部分に興味が沸 で卒論発表の直前になって ことや、大学院に進学して

前からロボットに興味があ が成功した時はもちろん嬉

樹

たいと思っていました。田

う研究をしているのか、大

一

中教授の人柄も良く、話し

す。しかし、進学というの い、各々を高めあうことが 研ではその２つともをやっ て発表に臨めます。

べて少ない印象があり ま の学生からも意見を出しあ くようになりました。田中 慌てることなく余裕を持っ いる人に話を聞いてどうい

岡

ら第１希望は田中研にしよ

やすかったので、この頃か

吉

ｉｎｅｃｔを使ってなにか

は実験及び演習やプロジェ た理由

用いたラジオ体操自動評価

組んでくれました。気にな
今回は研究室配属前という は、是非研究室まで遊びに

Ｑ１：田中研究室に入っ

し、いろいろな研究室 を

報学実験及び演習に参 加

Ｑ４：田中研究室の良い

る研究室がある人は、教員
こともあり、院生４人が次 来て下さい！

このほかのことや、学部

から話を聞いて配属後のイ

にあるかなどを自動で評価

ものではないし、しっかり
Ａ４：田中教授の指導は
取り組みたいと思っていま とても熱心で、研究に対し

してくれます。「ロボット

した。また、学部の卒業研 てだけでなく、マナーや一

Ａ３：ロボットの研究は ても貴重な経験になると思

らったとき、研究紹介でセ

Ａ１：プロジェクト演習
で田中教授に指導して も
究だけでは中途半端に終っ 般常識など、社会人に必要

裕

グウェイを見せてもらいま

たので、配属される前から ことなど、様々なアドバイ に興味があって知能情報学 は間違いありませんが、そ

てしまいそうだと感じてい なスキルを身につけるべき

畔

した。元々ものづくりや動

ら一気に卒業研究に向けて と思う人がいたらこっち方

くものが好きだったことも

大

メージを少しでも掴めたで

システム」を制作していま

Ｑ２：研究内容
Ｑ３：進学した理由

史

と思いますが、どんな学生

哲

クト演習などで田中教授と
話したことがある人も多い

郭

回ったと思います。田中研
究室では今年も多数の学生

しょうか。田中研究室への の質問に答えました。
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が来てくれて、みんな画像

３回生の皆さんは知能情

田中研新聞

田中研究室の紹介

わたしの訪れた町
第３回 ウィーン

リアでは、日曜日は、乗り 研究員も、１年間、毎日見 リーニのピアノも３千円く
物、レストラン、花屋くら たというような人があ っ らいで何度も聞いた。カル
いしか営業されていなかっ た。
私は、
むしろ、コンサー ロス・クライバーの指揮す
た（今はどれくらい変わっ トが好きで、Ｍｕｓｉｋｖ るウィーンフィルの１９８

されている。実際に触るこ 通れないほど狭いというイ

外はそうでもなく、思って

ともできるので、新鮮で面 メージがあったが、通路以

白かった。

呉駅の周辺には戦艦大和の 実際は水中を移動している

初めての広島旅行

有名所を片っ端から

記念館として建てられ た のでそうでもないのかもし

の都。私は、話がわからな どを聞いた。ウィーンで聞

の成り立ちを中心にミッド れてはいるものの、いずれ

る。ここには戦艦「大和」

「大和ミュージアム」があ れない。

他の観光名所としてＪＲ いた以上に広く感じたが、

広島の観光名所といえば てほしい。なお、道のあち

いためにストーリーのある くバイオリンの音色は日本 思い出して文章にしている でもある厳島神社が特に有 め、食べ物を持ち歩く際に

ウィーンといえば、音楽 き、バイオリンやピアノな トも聴いた。

たか、
確認できていない）
。 ｅｒｅｉｎなどによく 行 ９年ニューイヤーコンサー

１年以上住んだ町として、 装飾や壁画がちりばめられ

オペラがあまり好きではな で聞くのとは音の響き が と、こみ上げてくるものが 名である。しかし、これら は、周辺に注意しなければ

ウェー海戦やマリアナ沖海 も異なった趣のある場所な
戦、レイテ海戦中の資料が ので、一度は訪れてもらい

私にとって、ウィーンは 揃った６階建てくらいの、
他の外国の町とは異なる意 た建物が並んだ街の通 り

あり、戦艦「大和」がなぜ たいところだ。

今回訪れた場所は各所離

味を持つ。１９８８年、妻 は、ヨーロッパらしい都会

ｅｒなどでは毎日のように のためだろうと思って い くないと思うし、それ に にいった。原爆ドームでは られている人がいた）。

かったが、Ｓｔａａｔｓｏ 違っていて、それは、おそ ある。それは、これだけの の場所には訪れたことがな 港までご一緒することにな
ｐｅｒ
Ｖｏｌｋｓｏｐ らく、残響が大きなホール 経験をすることはもう恐ら かったので土日を使って見 る（実際に港まで追いかけ

こうして、当時のことを 原爆ドーム、日本三大百景 こちに鹿の姿が見える た

と、４歳と２歳の娘を同伴 の風景を醸し出すのだから
して、大阪国際空港より旅 不思議である。多くの日本

うが、もう同じ経験はでき 園と一体化している。ちな のも呉で、他にも長門、航

国旅行はまだまだするだろ あるわけではなく現在は公 戦艦「大和」が建造された

らである。これから先、外 や、単にだだっ広い場所に に行ってきた。かの有名な

和のことだけではなく、呉

などが分かる。もちろん大

されたのか、設計時の工夫

のか、どのようにして建造

（野々口誠人）

ない。その年齢でないと、 みに元は広島県の物産陳列 空母艦では赤城、蒼龍、水

であったかなどの軍事記録

の鎮守府がどのような場所 生にＫｏＲｏをデモ。

翌日には一日かけて、呉

二度と味わうことができな 館らしく、決してプラネタ 上機母艦千代田、千歳など

や、戦時中にしようされて 研と卒論合同中間発表会。

オペラが開かれ、研究所の る。有名なマウリツィオポ 払った犠牲も少なくないか 写真で見たままかと思いき

い感動がある。若い皆さん リウム的なものがおい て 大型艦が多く建造されてお

研究室対外活動予定

には、今の年でないと味わ あったということはない。 り、戦時中は重要な拠点の

型や重巡洋艦「青葉」で装

いた軍の所有物があり、大
７月 日：オープンキャ
きなものでは、艦載機の模 ンパスでＫｏＲｏのデモ。

入ると戦時中の広島の風景 艦を見学できたので、海上

７月 日：見学する高校

７月 日：和田研、永田

８月３日：オープンキャ

備されていた望遠鏡や尾部 ンパスでＫｏＲｏのデモ。

ないため、現実味が湧かな 護衛艦「さざなみ」、「は

「しらゆき」
、
我々は当時の体験をしてい たのは練習艦

ひしひしと伝わってきた。 た。そのときに停泊してい

ことをよくわからないなり を出展。

も展示されており、当時の 田中研究室関連の装置数個

たと思われるトンカチなど ト・ナレッジキャピタルで、

では艦で実際に使用してい で 大阪梅田グランフロン

の主砲があり、細かなもの

ることがたくさんある。し 公園に繰り出し、雨が降っ

習に行っていました。３週 たよ。」と声をかけてもら られた３週間でした。最後 であり、現在でも解決、改 「漣」（こう書いて「さざ

６月２日から６月 日ま そんなときに、
生徒から
「先 う思いが強まりました。振 とから、広島にとって原爆 た。ちなみに吹雪型２番艦
で、母校の中学校へ教育実 生の授業、分かりやすかっ り返ると、様々な方に支え 投下がいかに大きな出来事 「白雪」、綾波型９番 艦

多くの人に支えられて無事終了

り、てつのくじら館と呼ば けですが、今年ってあまり

近辺に一際目立つ潜水艦
と一体化している建物があ

８月 日から９月 日ま

いが、これだけ時間が経っ るさめ」、アメリカ海軍の

に見に行っても艦ごとの違

（田中雅博） がどんなものだったのかが 自衛隊の基地に行って き

経験していってほしい。

うことができない経験があ
分ほどあるいた離れたと 一部となった地域である。
るはずだ。それをきちんと ころに資料館があり、中に 私たちの訪れた日は実際の

ここまで世界で有名である

立った。 歳の時である。 人が、ヨーロッパに憬れ、
目的は、ウィーン郊外ラク 何度も訪れるのは、こうし
センブルクという村に あ た町のたたずまいを見たい
る、ＩＩＡＳＡ（国際応用 からに他ならない。こうし
システム解析研究所）で研 たところを、歩いたり、市
究員として１年間滞在する 電に乗って眺めていると、
ことであった。それまで国 ヨーロッパに来たなあとい
際会議に行ったことも な う感慨が湧き、ごく自然に
その中で、
く、外国人のリーダーの下 感動してしまう。
で共同研究をすること な 人々の日常生活も極めて定
ど、行く前はイメージも湧 型的で、毎週毎週同じ生活
かなかったが、そういう話 を送り、夏になると、２～
には後先のことを考えずに ３週間のＵｒｌａｕｂ（休
ともかく参加するという私 暇）を取るというのが彼ら
の性格の賜物だと思う。Ｉ の人生なのである。決まっ
ＩＡＳＡでの１年半のこと た生活をするということに
を思い出しながら書き出し 価値を見いだしている彼ら

てもまだまだ戦争の傷跡が ミサイル駆逐艦「マスティ

かし、本連載において、１ ても店の外のテーブルで食
回分以上の紙幅を占領する 事をし、寒くてもプールサ

形が鯨のような形をしてい 足りるんでしょうか。雨が

れる建物がある。潜水艦の 雨降ってないですね。水は

とを多く学べ、貴重な経験 う。』と思えました。３週 業を一生懸命に受けてくれ られた。
厳島神社に着いたのは

た時点で名称がひらがなに

ているっぽい？ てつのく きなくなるので、個人的に

ることからこの名前がつい 降ったらロボット実験がで

とうとう７月になったわ

変更されたそうだ。そのた

も良いが、ヨーロッパの古 から気づいているのがヨー

全く異なっていると言って ことであり、そのことに昔

本だと、同じ町でも景色は の生活を犠牲にするという

戸惑う毎日でした。そのよ り、休み時間にはいろいろ に実習を終えることができ ように、鳥居が海水に浮い た。前方に「 ミリ単装速

精一杯で、慣れないことに りも、生徒との距離が縮ま いてくれたおかげで、無事 雑誌などで良く見る写真の ている武装を紹介して い

そのため、 現在、練習艦として使われ
に行き１日を過ごすことに うになってきました。何よ ちなど、たくさんの方々が かり引いていた。

の資料の展示・保存がされ たので、これで降ってたら

る。潜水艦と掃海について 追われて頻繁に実験してい

動についての資料館で あ 半は学会に提出する論文に

数十年の建物を、壁紙など ことである。日曜日に シ

ち、ほとんどの人は、築後 ロッパでは、考えられない

れでも百年くらいは十分も すら驚きである）が、ヨー

が、地震がないおかげでそ れることすらあるのは私に

入っていない脆弱な構造だ されている（それが奨励さ

作ったような、鉄筋す ら ることがおおっぴらに許容

ょっと古い建物は素人 の 匿名ですらクレームを付け

気ガスで黒くなって、 ち ことと考えられておらず、

く話すことができませんで は、涙がとまりませんでし

は、緊張で足が震え、上手 と言いに来てくれたときに

の授業で教壇に立ったとき 徒が「先生ありがとう。」

習が始まりました。初めて のあいさつをしたあと、生

た。２週目からは、授業実 した。ホームルームで最後

任を感じるようになりまし て、胸がいっぱいになりま

なのだ。』という自覚と責 『Ｂｅｌｉｅｖｅ』を聞い

く思う反面、『自分は先生 が一生懸命に歌ってくれた す。

気でよかった。外の景色も

の神社とは全く異なる雰囲

潮の香りと建物の感じが他

社という感じそのままで、

だ。神社の内部は海辺の神

な工夫がされているそ う

なく、倒れないように様々

さっているというわけでは

たびに、照れくさく、嬉し 開いてくださり、生徒たち がんばっていこうと思いま ていくことができる。この 連装短魚雷発射管」が配備

室を見学することがで き ていきたいと思います。
る。潜水艦は大人が立って
（大畔裕）

当時のままの居住区や操舵 で、これから少しずつ慣れ

の３Ｆとつながっており、 後２回しか乗ってない の

る事になった。現在は建物 飛びました。忙しくて納車

館に展示物として用いられ 買って、貯金が一気に吹っ

籍され、２００６年、この ホンダのＣＢＲ２５０Ｒを

に進水し、２００４年に除 妥協せず前から欲しかった

「あきしお」は１９８５年 の４割くらいはコレです。

の一体化している潜水 艦 文がギリギリになった原因

ついて記録がある。この館 とうバイク買いました。論

話は変わりますが、とう

ており、１Ｆに海上自衛隊 本当にマズかったかもしれ
の歴史、２Ｆに掃海艇の活 ないです。

を換えることで一見新しく ョッピングを楽しむという

した。授業が上手くいかず た。

境内で海が一望でき、絶景
なので、ぜひ一度見に行っ

（有年恵魅） 鳥居は単に砂浜に突き 刺

見せて住んでいる。おそら ことは、誰かが日曜日に働

に落ち込み、逃げ出したく
３週間の実習を通して、
なったときもありました。 『教師になりたい。』とい

76

く、建築の際に様々な制約 くことになるということで
があるのだろう、高さ の ある。それを嫌うオースト

躍、３Ｆに潜水艦の活躍に

日本では、 うな毎日のなかで、生徒に な話をするようになりまし ました。この経験を今後に ているように見えるという 射砲」
い町は驚くほど変化し な ロッパ人である。
、
「ファランクス」、
い。建物ひとつひとつは排 不平不満を言うことが悪い 「先生、先生」と呼ばれる た。最終日にはお別れ会を 生かし、残りの大学生活も ことはなく、真下まで歩い 側面に
「ハープーン」
、「三

当時と武装は異なるが、 じら館では海上自衛隊の活 は助かりました。６月の後
１週目は、とにかく学校 生徒との対話を楽しめるよ 一緒にしてくれた実習生た 時頃だったので、潮がすっ め、

をさせていただきました。 目は授業にも慣れてきて、 た生徒たち、授業の練習を

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

ことは新聞の性質上好まし イドや公園で水着姿で過ご

間という短い間でしたが、 い、涙が出るほど嬉しかっ の最後まで熱心に指導して 善していく問題が残されて なみ」と呼ぶ）は戦時中の

母校の中学校で教育実習

残されており、当時の光景 ン」の４隻で、この日、乗

いがわかり、
興味深かった。

くないと考え、町の印象を す。便利なことが良いこと
感覚であり、ヨーロッパで

大学では決して学べないこ たですし、『もっと頑張ろ くださった先生方、私の授 いることを改めて認識させ 名前で、駆逐艦から除籍し

少々天気が悪かろうが、
たら、１冊の本ができるく は、

が忘れられない人も多いこ 艦できたのがしらゆきだっ

17

,

中心に書くにとどめること だというのは日本人特有の
にしよう。
今は２０１４年だから、 は全く常識ではない。便利

16

20

らい今でも鮮明に覚えてい 休日には家族連れで郊外の

11

14

20

19

10

32

既に 年前の話になる。日 ということは、誰かが自分
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