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ことができない人もいまし
たが、エッジ検出を行った
画像を見て「面白い」とい
う感想を聞くことができま
した。
まだ基本的な範囲内では
ありますが、プログラムを
書き、実行した時に楽しい
と言 って いた 人がいま し
た。画像処理・認識が好き
とか面白いという方はぜひ
田中研究室を一度訪れてく
ださい。お待ちしておりま
す。
（吉岡 一樹）

第１クールは６名
おり、中にはカメラで取得
した自分の顔が映っている
画像を２値化し、その画像
を見て笑っている人もいま
した。３回目はエッジ検出
を行いました。３回目にも
なると慣れた人は早く課題
を終えて、さらに良いもの
を作ろうとして、入力した
数値を画像内で表示させる
ものを作成している人もい
ました。しかし、一部の人
には内容が難しかったみた
いで課題を時間内に終える
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今年から大学院の田中研
究室に所属することになり
ました須谷章宣です。大学
時代から田中教授の下で研
究を行い、その時学んだ画
像工学に深い関心を持ち今
年院の方に進学することを
決意しました。趣味は個人
で色々な観光地を旅行する
ことです。去年は愛媛と東
京，岡山に行き数々の観光
名所を散策致しました。２
年という期間は様々なこと
を試すのには短い期間では
ありますが、自ら望めるよ
うな研究結果を残したいと

須谷章宣

毎月発行

自分の名前は、宮尾 翔
太です。名前の「翔」は、
名前ランキングの上位に入
るくらい、いろいろと使わ
れています。出身は大阪で
すが、住所は奈良です。大
阪から奈良に引っ越したの
0年以上も前なので、奈
が1
良育ちです。大学への通学
には、片道２時間はかかり
ます。趣味でいろいろな漫
画や小説などを読んでいま
す。本を買うお金も本を置
くスペースもないため、よ
く古本屋さんなので立ち読
みをしています。ただいま、
食品工場でアルバイトをし
ています。
いろいろ失礼なところも
あると思いますが、皆さん
よろしくお願いします。

宮尾翔太

お久しぶりです。4（5
?）回生の斎藤です。趣味
は、映画鑑賞、スポーツ観
戦、観劇です。箸の持ち方
を矯正中です。研究は大ま
かですがＡＲ．Ｄｒｏｎｅ
を使うことまでは決めてま
す。最近、ＴＶやネットの
ニュースで話題のＤｒｏｎ
ｅです。実験の際は周りか
ら怪しまれないように気を
つけていきたいと思います
（笑）。今年もよろしくお
願いします。

斎藤誠

考えています。

編 集 長： 岡 田 航大（Ｂ４
編集委員：吉岡 一樹（М２
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今年度も３回生の時に必
修で行う「知能情報学実験
及び演習」がスタートしま
した。こちらの授業なので
すが、１クール２コマ×５
回で行われ、３人の先生そ
れぞれの専門分野に関係の
深い実験や演習を行う授業
です。田中先生の実験では
初回時にC++の勉強を、
２回目以降ではＯｐｅｎＣ
Ｖを用いた画像処理・認識
を行います。内容としては、
USBカメラで取得した画
像の加工や保存、２値化、
エッジ検出、肌色検出とい
ったコンピュータビジョン
で行われる処理の基礎を行
っています。私はＴＡをし
ています。
第一クールは６人です。
3日）３回目まで進
現在（2
んでおり、Ｃ＋＋の勉強、
ＵＳＢカメラで取得した画
像の加工や保存、２値化、
エッジ検出といった内容ま
で終えました。初回時のＣ
＋＋の勉強では、この言語
が初めての経験の人も 多
く、中には固まって手が動
かない人がいましたが、課
題の最中にわからなければ
先生や私に質問し、自らの
手で課題を解決しようと積
極的に取り組んでいま し
た。そのため時間前に６人
全員が課題を終えていまし
た。２回目では２値化やカ
メラで取得した画像の保存
を行いました。自分の顔を
映したり、２値化したＬｅ
ｎａ画像の保存を行うプロ
グラムを自らの手で書いて

実験及び演習
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春のオープンキャンパス

ムを体験した。時間の都合
0秒バージ
もあり、今回は3
ョンの採点を行った。しか
0秒のバージョンとは
し、3
いえ、高得点を出すのは難
2点（田中先生
しく、私は8
から優ですねと評価されて
笑いました）で、体験した
2点をだし、田中
高校生は7
8点を
先生と野々口さんが9
出していた。何度も行うこ
とで良い体操が身に付き、
評価が上がっていくことが
よくわかる結果となった。
時間の都合もあり今回は１
人の高校生にのみ体験して
貰ったが、今後も更にさま
ざまな場所でたくさんの方

に体験して貰いたい。また、
0
3秒だけではなく、１分バ
ージョンフルバージョンも
以前と変わらず健在だ。今
後は、田中先生がさらに改
良に専念され るそうで あ
る。
春のオープンキャンパス
が終わり、次は夏のオープ
ンキャンパスに向けて学生
一同はＫｏＲｏの準備や、
それぞれの研究を行うこと
となる。新年度になって、
早くも１ヶ月が経過し、そ
れぞれ就活や院の勉強で忙
しい時期でもあるが、今ま
で以上に頑張る時期がすで
に来ている。（岡田 航大）

ラジオ体操デモ
6日に甲南大学内で
４月 2
春のオープンキャンパスが
あり、そこで田中研究室で
はラジオ体操の採点システ
ムのデモを行ったラジオ体
操の採点システムは昨年度
修了した野々口さんが開発
したものだが、今回のオー
プンキャンパスでは４月い
っぱい田中先生が実験室に
籠もり、改良したものでデ
モを行った。グランフロン
トで行ったデモと異なる主
な点は、音楽を変更したこ
と、それに伴い、タイミン
グをすべて変更し、アニメ
ーションをやめて実際の体
操のビデオに変えたこと、
システムの汎用性を高める
ためにプログラムを修 正
し、評価用データを変更し
たことなどである。また、
野々口さんが開発した機能
の中に、体操中にもリアル
タイムに途中経過の得点を
表示する機能があったが今
回復活させ、自分の体操の
よい部分とまずい部分がよ
りはっきりと数値でわかる
ようになっている。
当日は昨年まで大学院生
で研究室に所属していた大
畔さんと、今回のデモの開
発者である野々口さんも応
援に駆け付けてくれた。
オープンキャンパス当日
は、知能情報のキャンパス
ツアーに高校生や保護者の
0人ほど来て
方が合わせて3
いただき、ラジオ体操を体
験していただいた。この時
期に行うオープンキャンパ
スということで、参加者の
方はとても真剣に進路選び
を して いるのだと思わ れ
る。デモではまず岡田が実
際にラジオ体操を行い見本
を見せ、その後高校生の方
もラジオ体操の採点システ

グーグルが提供している
グーグルサイトというサー
ビスがとても有用なので、
最近個人として利用してい
る。
元々はアルバイトで業務
でよくつかうリンク（たと
えばDELLのカスタムP
Cサイトへのリンク）を共
有するのに使っていたが、
最近はゼミなどで環境構築
や、初期セットアップとい
ったものが多くなったもの
の、毎回なにかしら抜け落
ちそうになったり、実際抜
け落ちたりしてプログラム
がうまく動かなかったりす
ることもある。わかりやす
いようにグーグルサイトを
使って自分用の環境構築用
のページを先日作成した。
これで、インターネットが
つながる環境にあれば、自
分用のブックマークみたい

強しているところで椅子に
身を沈めてみた。その先生
とは、私がオーストリアの
ＩＩＡＳＡ（国際応用シス
テム解析研究所）の研究員
をしていたときのプロジェ
クトリーダーのロシア人ク
ルジャンスキー教授と、同
僚のバライヤ教授である。
5
7歳という年齢は隠しよう

な使い方ができる。
今回掲載している画像は
トップページと、スプレッ
ドシート（エクセルみたい
なもの）を利用したページ
だけなのだが、そのほかに
もグーグルフォーム（アン
ケート機能）などを載せる
のも簡単にでき、HTML
の知識がなくとも画像張り
付けやリンク貼り付けもで
きる。グーグルドライブの
中にあるファイルだとより
簡単に張り付けなどの作業
ができるため、グーグルサ
イトを利用するときは同時
にグーグルドライブも利用
することをお勧めする。H
TMLで書くと多少厄介な
な画像などの張り付けをし
ても、１ページ作るのに５
分もかからない。なので、
手軽にホームページを作る
ことができる。視覚的に弄
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私は外国旅行の回数は多
いが、アメリカにはあまり
行っていない。３月末、旧
知の先生のいるカリフォル
ニア大学バークレー校を訪
問し、最近の研究について
いろいろと話をしてきた。
学校はちょうど休みの１週
間で、学内は静かだった。
宿は大学の中にあるＴｈｅ
Ｆａｃｕｌｔｙ Ｃｌｕ
ｂ（教職員クラブ）に泊ま
った。森の中のようなとこ
ろにあり、大学のキャンパ
スのすぐそばの電車の駅か
0分はかか
ら歩いたが優に2
った。キャンパスはとにか
く広い。その中に図書館が
いくつかあったので、入り
口で聞いてみると自由にど
うぞという。身分証明書も
何も見せることなく、バー
クレーの学生が図書館で勉

3回バークレー
第1

わたしの訪れた町
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もないが、私の研究紹介を るように改造した車に乗っ いるのは、障害者も、普通
したら、私が話を終えない ている。アメリカに住んで の人と同じように生活でき
うちに自分の理解した内容
を確認し、あっという間に
私の障害物検知装置のすべ
てを理解してしまった。私
が日本語で日本人の研究者
に、今まで何度も学会や研
究会で説明してきたが、本
質的な部分を理解してもら
えず、些末なことや、本質
でないことにしか興味を持
ってもらえずもどかしい思
いをしていたが、今回は違
った。断っておくが、彼ら
は理論家であって決して応
用システムに日頃から接し
ているわけではない。世界
のリーダーとはこういう人
なんだと、
改めて感心した。
クルジャンスキー先生 に
は、サーフィンで事故に遭
9歳の
い、障害者になった3
ご子息
（Ａｌｅｘ）
がある。
２日目は、Ａｌｅｘも加わ
ってフレンチレストランで
夕食をいただいた。Ａｌｅ
ｘは車椅子が常時必要で、
自動車にも車椅子ごと乗れ
るからだという。仕事は、
バライヤ教授のもとで交通
システムの研究をして い
る。楽しいひとときを過ご
し、宿舎まで送ってもらっ

て別れた。写真は、宿舎と
ディナーの様子。どれが誰
であるかは説明を要しない
であろう。（田中雅博）

年住民税が返ってくる（た
だし、限度がある）。そし
て、自分の税金を振り向け
た市町村からは、お礼の品
が贈られてくることが 多
い。その金額も、寄付金額
の３割程度、中には５割を
超える市町村もある。その
分は自分が得することにな
る。
この制度は、納税をして
いることが前提であり、納
税額が多いほど、限度が高
い。例えば、年収３百万円
の独身サラリーマン場合、
限度額１万９千円、４百万
円の場合３万４千円。そし

ふるさと納税
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ふるさと納税という言葉
はどこかで聞いたことがあ
るのではなかろうか。その
名前からは、自分のふるさ
とに、追加納税するという
イメージを持つだろう。私
も1年前まではそう思って
いた。ところが実は違って
いて、自分が日頃払ってい
る所得税と住民税を、別の
市町村などに付け替えると
いうものである。一旦、希
望する市町村に「納税」す
る。そうすると、年間でト
ータル２千円を超える分に
ついては、現在納税してい
る市町村から減税され、翌

ることができるのも、大き 共有制限もかけることがで かることはないので、ある 効率をあげる努力をこれか らもしていきたい。
なメリットだろう。また、 きるので、検索にはひっか 程度なら好きにできる（と
はいってもインターネット
なので１００％信用しては
ならないが）。他にも、大
きな問題ではないが一切広
告が出ないため、クリック
ミスなどの心配がなく、ス
マートフォンなどでも安心
して利用できる。
実際に、私もバイトで活
用している。グーグルが同
じく提供しているグーグル
フォームなどを併用し、シ
フト組みのための予定提出
サイトを作ったり、連絡事
項などを知らせるためのペ
ージを作成している。また、
管理者のみからアップロー
ドできるアップローダーも
組み込めるため、シフト表
の配布もそのページででき
るようになった。しかし、
まだまだ利用していない機
能などもあるため、勉強し
ながら少しずつ個人の作業

て、今年からは条件はある
ものの、確定申告しなくて
もお金が返ってくる場合が
ある。ただし、必要な手続
きがあり、それを忘れると
本当に追加納税になってし
まうので、要注意だ。
この制度に対しては、本
当の意味で寄付になってい
ないとか、お礼を期待して
行う人が多く、本末転倒だ
などといろいろな意見があ
ることは承知しているが、
「納税」した自治体からは
広報誌などが定期的に送ら
れてくるところもあり、そ
の自治体に愛着が沸くこと
を否定はできない。（田中
雅博）

研究室対外予定

9日 吉岡君がロボ
５月1
メック（京都）でポスター
発表
６月１日～３日、田中教
授、コタキナバル（マレー
シア）でのＡＳＣＣで論文
発表

グーグルを筆頭にこうし
たサービスが最近は充実し
てきて、その分情報そのも
のは昔より確実に増えたも
のの、１つ１つの情報は軽
く扱われているのを見 る
と、
情報学部の生徒として、
とても不安な時代になった
なと思います。企業なども
こういったサービスを使用
している所も多くなり、多
くの情報を抱えているクラ
ウドサービス会社はなかな
か潰れないいい商売をして
いるとも思います。マイク
ロソフトもクラウドの分野
に力を入れ始めて、オープ
ンオフィスなど無料で使え
るサービスを増やし始めた
ので、これからは、ソフト
で稼ぐ企業より、多くの情
報を抱えた「クラウド」で
稼ぐ企業が成功するのでは
ないかと考えている。
（岡田 航大）

編集後記

こんにちは。編集委員の
岡田です。大学に入学して
４度目の春を迎え、研究室
的には新年度になり、昨年
度の４回生とＭ２の先輩方
が卒業され、研究室も少し
席が寂しい感じになりまし
た。しかし、それぞれが就
活に研究とぼさっとしてい
られない日々が続いていま
す。それぞれがまずは夏の
オープンキャンパスに向け
てスタートを切ったところ
になります。
４月は梅田に行く機会が
多かったのですが、梅田は
何度行っても同じルートで
目的地にたどり着くのが困
難です。大体の場合は方向
と距離だけ考えて適当に進
んでいたら目的地について
いる事が多いです。
で すが、
厄介なのがヨドバシカメラ
までの道で、地下を通って
も地上を通っても最短距離
で行けて いる気がしま せ
ん。それもタチの悪いこと
にＪＲ大阪駅から見えてい
るため、一見簡単そうに見
えるのです。地上からまっ
すぐ行こうとするとわたる
道がなく、地下は曲がり角
だらけです。私は特別方向
音痴というわけではないの
で、慣れればなんてことな
いのかもしれませんが、梅
田に関しては、慣れるまで
が一苦労です（グランフロ
ントへ初回行った時はＴｈ
ｅ Ｌａｂの位置がわから
なかったのは伏せつつ）。
編集後記の度に初回は大
山、２回目は名古屋、３回
目は三重そして今回は梅田
とどこかしらの地方に触れ
ていることに書いてる途中
に気付いたので次回以降も
毎回ちょっとずつ触れてい
きたいと思います。私は、
こういった地域ネタが大好
きです。（岡田 航大）

