し勉強することにした。
最近になってから急に注
目された（完成度があがっ
た）ために、始まりは古く
ても２０００年ごろだと考
えている人も多いよう だ
が、１９８０年に日本人が
開発を試みて特許を出願し
たものの実用化に名乗りを
あげる企業がおらず、その
まま出願審査請求の期限で
ある７年が過ぎ、丁度その
年に１９８７年にアメリカ
で特許が出たところから歴
史が始まる。１９８４年に
Ｍａｃｉｎｔｏｓｈ ｓｙ
ｓｔｅｍ１、１９８５年に
Ｗｉｎｄｏｗｓ１．０が公
開されたのを考えると、現
在多くの人が利用している
２大ＯＳとほぼ同期な の
だ。
３Ｄプリンタで現像しよ

夏休みスタート
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うとすると、様々なソフト
を使用する必要がある。ま
ずは元になる３Ｄデータだ
が、これは作製ソフトを使
って作る方法と、スキャン
を使った方法がある。
ただ、
この２つのやり方は両方と
もそのデータを使って印刷
することはできず、各３Ｄ
プリンタ用のデータに変換
する必要がある。要するに
まだ規格統一されていない
のだ。
まずＢｌｅｎｄｅｒとい
うフリーソフトを使用 し
て、名前のプレートを作成
した。このあたりはアルバ
イトでも勉強したこともあ
り、スムーズに進むと思っ
ていたのだが実際にプレビ
ュー画像を見てみると、作
成した３Ｄデータとは違っ
ていた。いきなり躓いたの
で、とりあえずアルバイト
で得た知識は一旦置いて、
変換ソフトの設定を見直し
たりすることで解決するこ
とができた。後々わかった
ことだが、使用したソフト
のバージョン自体にもバグ
があるようで、最新版では
その問題点は修正されてい
た。気付いたのはその日の
0分程前
作業を切り上げる3
で、自分自身でも顔が引き
つっているのがよくわかる
くらいにショックを受 け
た。初心にかえることの重
要さを痛感した。
自作で３Ｄデータを作成
するのもいいのだが、実際
にあるものをセンサでスキ
ャンしてミニチュアのよう
なものを作るということも
できる。これはものだけで
はなく、人の上半身だけを
スキャンすることもできる
ので、スキャンしたデータ
を加工して、ミニチュア像

２０１５年９月１日号

思うが、小さなものでも結
構時間がかかる。紙の印刷
0枚などとい
のように毎分9
うようにはいかないのだ。
現在は大きいものを作ると
なると、２日くらい動かし
続けることになる。将来的
にはどんどん時間短縮され
ていくのだろう。
スキャナもノイズさえ取
り除くことができればかな
り期待できるので、是非Ｋ
ｏＲｏのミニチュアを作っ
てみようと考えている。上
手くできた際には当新聞で
も紹介したいと思う。ちな
みに写真で現像しているモ
ノは知能情報学部で研究し
ている漫才ロボットのミニ
チュアだ。この３Ｄデータ
は見ていないので何とも言
えないが、作りこめば、こ
こまでしっかりしたものが
出来上がることがよくわか
った。色を塗れば本物そっ
くりの漫才ロボットのミニ
チュアだ。（岡田航大）

学生時代に楽しみなもの
の一つは夏休みだろう。休
みがいいのは何もしなくて
いいからだろうか？いつも
休みの浪人生（入試という
目標はあるが）や、仕事の
ない失業者になることが人
生の目標という人はいない
ように、
休みだけあっても、
ありがたくないことは明ら
か。「日ごろ勉強する」か
らこそ、休みがありがたい
のだろうと思う。日頃、し
っかりやればやるほど、休
みがうれしい。夏休みとい
わず、
学期中も同様である。
よく、「先生も夏休みは
ずっとお休みですか？」と
聞かれる。
これについては、
返答が難しい。
実のところ、
最初の１週間は、定期試験
の採点や集中講義などでつ
ぶれる。そのあと、前期の
レポートの採点の残りや、
事務処理などをこなす。こ
こから後ろは、確かに夏休
み的である。大学の事務組
織が全員休む「盆休み」に
入る。例年、私自身は盆休
みの時期に、出勤せずに休
むのは土日を含めて４～５
日である。今年の夏は例外

0日ほど休んだ。６月
的に1
にダウン症を持って生 ま
れ、出産後直行したＮＩＣ
Ｕに２カ月近く入院後よう
やくの退院をした孫のこと
や、妻の入院・手術などが
あって、病院の梯子の毎日
0日ほど大学に行
となり、1
かず家族に尽くしたのであ
る
（これでも、
家族からは、
好きなようにしていると思
われているが）。新幹線通
勤をしている私は、盆の前
後、大混雑して通勤が楽で
ないのも事実である。盆明
けからは大体平常通り出勤
し、後期の授業の準備や実
験設備の整理、研究関係の
プログラミングなどをして
いるうちに８月を終える。
９月に入ると、教授会など
の会議も再び開かれるよう
になり、授業の資料作りや
ティーチングアシスタント
関係の資料作成、大学院入
試といったイベントが開か
れ、せわしなくなる。これ
でも、今年は学会参加をほ
ぼ全面的にあきらめている
ため、机の前にいられる時
間が比較的長い。学部長を
しているために時間がない

夏休みとは？

甲南大学知能情報学部田中研究室 毎月発行

みたいなものも作れる。た
だし、専用のスキャナーで
スキャンするわけではない
のでかなりノイズも多く、
取り除くのに相当な手間と
労力がかかった。また、ス
キャンもコツがいるので、
なかなか上手くいかなかっ
た。今回私がスキャンした
もので最終的にかなり良い
出来に仕上がったのはペッ
トボトルだ。しかしこれが
なかなか曲者で、透明部分
は透過されてしまい、そも
そもスキャンできないとい
う問題が発生した。ペット
ボトルはご存じの通りパッ
ケージ部分以外は透明だ。
結局悩みぬいた末、透明部
分に紙を貼る事で解決しス
キャンした。ノイズが多い
のは相変わらずだったのだ
が、これが思った以上に綺
麗に取れたので印刷した。
印刷した、とはいうもの
の一度でも印刷現場を見た
ことがある方はわかるとは

編集長：岡田 航大（Ｂ４
編集委員：吉岡 一樹（М２
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３Ｄプリンタというもの
を見た事がある、聞いたこ
とがあるという方は増えて
きているはずだ。今は家電
量販店などに行くと手が届
くくらいの値段のものも出
てきており、ディアゴステ
ィーニ社からは週刊マイ３
Ｄプリンターという自分で
作る３Ｄプリンタも出てき
ている。しかし、実際使っ
たことがあるという人は少
ないのではないだろうか。
かくいう私自身もその一人
で、当研究室にもモノ自体
はあるために前々から興味
はあったものの、３Ｄに関
する知識はほぼ皆無で、中
々手を出すきっかけがなか
ったのだが、アルバイトで
３Ｄプリンタに触れる機会
があり、夏休みという期間
を利用して遊びを兼ねて少

３Ｄプリンタを体験

田中研新聞
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こともあるが、かなり前か
らわかっていた娘の出産や
妻の手術に対する何となく
の不安から、学会を入れて
いなかったのがよかった。
虫の知らせとでもいうのだ
ろうか。
今年は例外的だが、
例年なら、もっと学会など
を入れており、そのために
時間がない。以上をまとめ
ると、大体盆の週からあと
の８月いっぱいは夏休みと
いってもいい。夏休みとは
結局のところ、自分のプラ
イベートな時間を持ちなが
ら、その中に日ごろから抱
えている研究の基礎（たと
えば、ソフトの使い方を覚
えるとかプログラミングを
学ぶとか。若い人なら、数
学や語学の勉強なども必要
だろう）を充実させる時間
と言っていいのではないか
と思っている。昨今の学生
は、日ごろからやることが
多く、なかなか自由な勉強
をする時間がない。新たな
プログラミング言語を覚え
ようと思っても、学期期間
中は全くそのような時間は
取れないだろう。
夏休みは、
是非ともそのために使って
ほしいものである。
（田中雅博）

時代によっても学校によ
っても違いはあるが、私が
学生のときは、就職は学科
推薦で決めるのが普通だっ
た。私が修士課程から就職
をするときは、確か、不況
だったが、それでも、学生
の数の２倍以上の求人が学
科に来ていた。学科から推
薦をもらって試験を受けれ
ば、ほぼ受かることは間違
いない状態だったので、就
職に苦労するという学生は
ほとんどなかった。インタ
ーネットなどない時代だっ
たので、会社の情報もほと
んどなく、有名な会社か、
先輩から聞く話などが主な
情報源だった。
私の場合は、
学生時代に入っていた学会

プロローグとエピローグ
は、私の手による英文であ
り、ＲＯＢＯ―ＴＡに記憶
を書き込んでいる最中に雷
が落ちて、不完全なロボッ
トになり、ＲＯＢＯ―ＴＡ
は、そのために一生懸命勉
強する。そして、Ｄｒ．Ｔ
ＥＡが引退するときに、Ｒ
ＯＢＯ―ＴＡは、ＲＯＢＯ
―ＴｅＡという名前をもら
い、ＴＡではなく講師に昇
格する。エピローグでは、
Ｄｒ．ＴＥＡは、
引退して、
沖縄でパイナップルを育て
る。ある日、ＲＯＢＯ―Ｔ
ｅＡの教え子のＳｏｎａｒ
が、自分の作ったＴＡロボ
ットを持ってやってくる。
新しいロボットなので、Ｒ
ＯＢＯ―ＴｅＡよりも優れ
ているが、記憶だけはＲＯ
ＢＯ―ＴｅＡからコピーを
する。より優れたクローン
ロボットができ、ＲＯＢＯ

（日本自動制御協会）の学
会誌の裏表紙に島津製作所
がしょっちゅう広告を出し
ているので、きっと自分に
関係が深い企業だろうと思
って、この会社を受け、入
社したのである。
5年経った。国
それから3
立大学の先生に聞くと、学
科推薦は大体３分の１くら
いの学生が利用していると
いうことで、私立ほどでは
ないが、自由応募で受ける
というのが国立大学でも増
えてきている。
本学部では、
ほぼすべてが自由応募だか
ら、そういう意味では、国
立よりも先を行っている。
自由応募は、学科推薦のよ
うな制約もなく、現代のよ

就職について

この本は、主として情報
系の大学での英語の教科書
として書かれたもので あ
り、私が貢献した部分が大
きい。
最初、本学の辻田教授か
ら、英語の先生と一緒にこ
ういう本を書かないかと、
お勧めいただいた。当時、
好奇心旺盛だった私は、即
答に近い形でＯＫしたのだ
った。ほとんどの章は、イ
ンターネットサイトから、
面白そうな英語の文章を見
つけ、それらに注を付け、
さらに、
各章の本文の前に、
ＴＡ（ティーチングアシス
タント）ロボットであるＲ
ＯＢＯ―ＴＡとその生みの
親である、Ｄｒ．ＴＥＡが
話をする部分を英語で付け
た。Ｄｒ．ＴＥＡとは実は
私のつもりである。ＴＥＡ
の発音は、私のイニシャル
Ｔのことである。

1世紀の情報英語」
「2
田中雅博監修、
東、
竹田、
市川、
田中著
講談社サイエンティフィク

著書紹介
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―ＴｅＡは、サバティカル
に出てもよいといわれる。
本来、休むことを必要とし
ないロボットにサバティカ
ルとは、何を意味する の
か？という問いかけで終わ
っている。
このテキストは、著者の
一人である竹田園先生によ
り、数年間、本学部で情報
英語の教科書として使われ
た。これで勉強した学生た
ちの声を聞きたいものであ
る。教え子ではなく、阪大
の私よりも年上の教授の先
生（面識はない）から今日
突然メールが届き、「しば
し時間を忘れて読まさせて
いただいたのを覚えていま

うに会社の情報もいくらで
も入る時代には、受けやす
いのだろう。しかし、それ
でも、学生たちを見ている
と、内定を得るまで非常に
長い時間をかけているよう
である。
学生を見ていると、就職
活動もゲーム感覚のようで
ある。
衣服や言葉遣いなど、
見かけやテクニックの情報
集めに余念がない。
しかし、
一歩引いて、会社の視点で
自分自身を眺めてみること
はできないのだろうか。会
社の中で仕事をするとはど
ういうことなのか、どんな
現場で、どういう人間関係
の中で仕事をしていく の
か、そういうものを見てみ
たいとは思わないだろ う
か。私の年齢になると、社
長や重役をしている人もい
ろいろ知っているので、希

開かなかったらキャリアセ
ンターで模擬面接を受けて
みることをお勧めする。そ
うしないと、何十社受けて
も全く同じことになってし
まう。大人になっていない
人、物事を素直に見られな

自宅のルータが不調で、
思えば購入してから４年以
上たっているので思い切っ
て買い替えることにした。
通信速度などは何も不満は
なかったので、低予算で済
ませようとしていたの だ
が、タブレットやスマホな
どを併用している今、ＨＤ
Ｄにアクセスするのにわざ
わざＵＳＢを差し替える必
要があるのが億劫だったの
で、簡易ＮＡＳ機能がつい
ているＵＳＢポートがつい
ているタイプをわざわざ選
ぶことにした。モノによっ
ては２万円弱するものもあ
ったのだが、基本的に自宅
でルータを酷使するのは私
だけで、両親はスマホくら
いしかルータを使う機会は
ない。結局ヨドバシカメラ
の通販でバッファローのＷ
ＺＲ―Ｓ６００ＤＨＰとい

い人、人間関係の構築に大
きな困難が伴う人などは一
般論ではなく、自分に向い
たところを真剣に探す必要
があろう。指導を受けなが
ら就職活動をすることを勧
める。（田中雅博）

う割と安価な機種を選 ん
だ。ヨドバシのステマと言
われるかもしれないが、ヨ
ドバシの通販の恐ろしいと
ころは基本的には注文した
翌日には届くというところ
で、酷い時には朝注文すれ
ば夕方に届いているなんて
いうこともあったりするの
で、便利な反面いろいろ不
安になる。しかも通販とい
っても値段が高くなるわけ
ではなく店頭と同じ価 格
0%
で、しかも電子機器は1
ポイントがつく。
そのため、
実物を見る必要がない機械
に関してはわざわざ店に立
ち寄る必要もない。個人的
には某通販サイトに国内で
は唯一対抗できる通販だと
思っている。ただやはり心
配になる。
話がズレてしまったが、
ルータの設定がなかなか曲

第４回無線ＬＡＮルーター

気になる便利グッズ

す」と書かれていた。本を
書くと、まさに、誰が読む
かわからないというスリル
がある。こういう声を聞く
と嬉しいものである。
本来、
大学教育とは、こういうキ
ャッチボールを教員と学生
の間で行うというのが大き
な使命だと思っている。当
研究室の学生実験室の棚に
は本を置いている。図書館
にも入っていると思う。こ
の本に興味がある学生は、
是非読んでみてほしい。
今回読み直してみて、私
のＫｏＲｏへの夢をここに
書いていたんだなと自覚し
た。（田中雅博）

望すれば、見せてあげられ
ると思うが、そういう希望
が学生から出されることは
まずない。会社での仕事を
知れば、どういう人材が求
められているかはおのずか
ら明らかである。つまり、
教養があって、頭もそこそ
こ回り、努力家であり、良
い人間関係を構築できそう
な人であれば、大抵の会社
はほしがる。
面接では、皆さんが何で
会社に貢献できるかを見ら
れており、そこを理解して
いないと、お祈りメールを
もらうことになってし ま
う。面接で会社の福利厚生
をほめたたえたところで会
社はしらけるだけであ ろ
う。会社は、失業対策事業
をしているのではない。も
っとぎらぎらしたものであ
る。もし、数社受けて埒が

者で、私はネットワークの
関係はかなり弱いのでいち
いちネットワーク図を自作
しないとスムーズに設定で
きない（だったらややこし
いことをしなければよいの
だが）。ネットにつながっ
ている機器でＩＰがあるも
のに関してはややこしいの
で再度ＩＰを振りなお し
た。そしてハードディスク
を接続して、設定して無事
にパソコンやタブレットか
らアクセスできることが確
認できた。プリンタ等も同
一ネット内に設置すること
ができたので、これまでと
同じように使用することが
できるようになった。
ただ、
元々の環境を壊して再構築
するのには思った以上に時
間がかかり、半日以上潰れ
てしまった。更に設定をす
ることで、ＶＰＮに近いこ
ともできるようで、まだ試
していないが、自宅外から
ＨＤＤにアクセスすること
も可能なようだ。ただ、最
近はクラウドサービスが広
く普及しているので、あま
り利用する機会はなさそう

だ。
貧乏性なので、以前使っ
ていたルータをなんとか有
効活用できないかと考えた
結果、中継器モードという
ものがあったので自室に中
継器として設置した。効果
はパソコンではあまり感じ
られなかったが、無線の感
度が悪いゲーム機などでは
実感できた。こうしてここ
まで来ると、もうそこまで
やるならサーバー機を導入
した方が良いのではと友人
に言われたのだが、私はき
っかけがない限りは動かな
いので恐らく導入するのは
まだまだ先の話になるだろ
う。 （岡田航大）

研究室対外予定

0日～９月8日▼ナ
８月2
1
レッジキャピタルへカウン
タの出展▼９月３日～９月
8
1日▼ナレッジキャピタル
へラジオ体操採点システム
2日～3日▼堺
の出展９月1
1
市アリオ鳳における健康イ
ベントでの、ラジオ体操出
展

編集後記

８月はオープンキャンパ
スに始まり、ＫｏＲｏ本体
が来たことによりプロジェ
クトが本格的に動き出し、
お盆は家庭の事情でかなり
忙しく、息つく間もなく次
から次へと用事が入り込む
忙しい月となりました。
旅行とは言えませんが、
弘前と仙台に行ってきまし
た。
実はバイト先の研修で、
都合がつかなくなってしま
った方がいたようで、急遽
同行させていただくことに
なりました。仙台では私と
しては、２度目の被災地訪
問を行いました。１度目の
訪問時は、受験前というの
もあり、先生方から現地に
向かうことを猛反対さ れ
「自分の進路と災害どちら
が大事だ」と言われたため
に、憤りを感じ、すごい口
答えをしました。後にも先
にもあんな口答えをしたの
はあの１度きりです。その
時に当時の担任の先生だけ
は賛成してくれたのは今で
も忘れません。
もう『被災地』と呼んで
いいのかは微妙だと思って
いましたが、現地に行くと
まだまだ復興とは程遠い状
態でした。もちろん景色は
バスの中からでも見えるの
ですが、バスを降りる時は
少し緊張しました。とうの
も、１度目の訪問時に感じ
たあの海の匂いと硝煙に近
い何とも言い難い匂いがす
るのではないかと錯覚して
しまい、内心少しパニック
になっていました。あの大
震災は私が甲南の知能情報
学部を目指したきっかけに
もなりました。あの大震災
がなければ、私は知能情報
学部はおろか甲南大学にす
ら来ていないと確実に言え
ます。そういった理由から
仙台という地に来ると色々
と思い出してしまうことも
ありました。（岡田航大）

