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伝いをしに来てくださった

きるのには苦労しまし た

が多い田中研究室でも食べ

きいサイズだったので、男

ケットコートに電車と徒歩

僕はいつも４駅離れたバス

本との違いに驚きました。

天ぷらは通常よりかなり大 あるという話を聞いて、日

がありました。場所は阪急

とで合計１時間ほどかけて
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ってしまい、準備を終えた

が、なかなか良い居酒屋で

した。歓迎会ではＫｏＲｏ 行っていたので、アメリカ
の話や大学、海外のちょっ の環境がとてもうらやまし

岡本駅前すぐの「とっつぁ

ってしまっていた。
しかし、 ん」という居酒屋で行いま
一息つく間もなくセクショ した。僕は幹事でありなが

とした話など、普段ではあ く思いました。このように

段階でやり終えた感じにな

ら実は今まで一度もその居

まり聞けない話を聞くこと

２泊３日で参加したロボ
なかった
（食欲がなかった）

た。あまりお腹が減ってい

活気があって素晴らしかっ

て、その講習会の中では一

を少しやっているだけあっ

ンは普段ＫｏＲｏでも制御

ｒｒｙｐｉを使うセクショ

えるとわかったので、少し

いた）当日になっておこな

が（おこなえないと思って

なり広く、メニューも魚介

いざ行ってみると店内はか

のＮＢＡを見ていて、その 会があるので、それまでに

さい頃からずっとアメリカ

興味がわきました。僕は小

聞いて、アメリカにすごく

めたので、正直不安でした。 アメリカに住んでいた話を

に入ってくる３回生の歓迎

た。次は新しく田中研究室

なかなか楽しい歓迎会でし

少し胃もたれしましたが、

が私はやりやすさは感 じ

ったが、その後は特に何も

いく発表で、ほぼ途切れな

が、全体的にみると満足の

帰りの新幹線の時間をと
るのに失敗してしまい（夕

新横浜付近に移動し、そこ

講習会の時にもいくだろう

の時にもＲＴミドルウェア

を確認することができた。

あり、また今まで「知った
つもり」になっていたＲＴ

が思いのほか詳しい説明が

ずは元気でやっていること ていなかったのだが、これ

を行い、お互いにとりあえ

ミドルウェアについて再度

どがあった。具体的には、

思うのだが、平気でまった
く別の方向に向かう電車な

みたいなケースは珍しいと

ームでまったく行先が違う

労した。兵庫では、同じホ

岡本で良い店を探したいと

っとこうすればよかった、

だまだ未熟な面もあり、も

削や発表練習、実際に見に

関わらず、両方とも論文添

部でした。アメリカではバ 思います。（金澤陽介）
スケットコートがたくさん

影響で６年間ずっとバスケ

ができました。関さんから きました。天ぷらのせいで

メックが無事に終了した。
こともあり、ほとんど買い

系を中心に種類豊富で し

いろんな話をすることがで

ンが始まった。予定ではパ

酒屋に行ったことがなく、

前回のロボメックは当新聞

た。お酒もおいしく、普段

なうつもりはなかったのだ 学部の友達に勧められて決

ソコンを使った動画はおこ

で も昨年記事にして い る

頭を使い、研究室のパソコ

から監視カメラの映像を映 は2杯ほどしか飲まないの
し出し、その時間帯のＫｏ ですが、この日は4杯も飲
Ｒｏの映像を流すことにし んでしまいました。ただ、

ンにリモートをかけ、そこ

ころまでするこ とがで き

た。この機転が案外良かっ

番に作業を終え、自作のコ

た。正直なところ、田中先
生のプロジェクト演習を思

たようで、
聞いている人も、 もできた。ＳＣＩで行った

ンポーネントで制御すると

日はそのあたりで食べれば

い出していて、楽しいと思

終わってみると晩御飯も１

横浜と呼ばれる施設での開
よかったと思った。中華街
を後にして「港の見える丘

いながら作業することがで

食いはしなかったのだが、

催となった。パシフィコ横
浜はみなとみらいにあり、
公園」と呼ばれる公園が有

年は横浜にあるパシフィコ

交通の便はそこまで悪いわ

きたので、非常にいい結果 現在の様子と聞くとイメー 登壇発表も楽しくやること
ジしやすいという意見も頂 ができたのだが、個人的に

名と聞いたので、その公園

につながったのではないか

くことができた。実際には

けではなく、周りに観光地
見える丘にある公園だ っ

と思う。

は、ポスター発表形式の方

遠方から来た私のような人
ので、観光地といってもそ

た。正直なところ、公園な で、少し複雑な気持ちにな
せず、次の日のＲＴミドル

ないといけなかったので、

ａｓｐｂｅｒｒｙｐｉＭｏ

が、横浜→新横浜が少し苦

で時間をつぶしていたのだ

に着くだけでへとへとにな

た。

日はホテルに戻った。

１日目同様「地獄のような ができ、私が非常に苦労し 方の８時頃に新横浜出発）
荷物」があったので、会場 た部分である常駐の大変さ 学会を十分に聞いた後も、
なども評価してもらうこと ３～４時間ほど時間が空い

思っていたのだが、ドラマ ウェア講習会に備えて、初 のチェックアウトを済まさ

んなに人はいないだろうと

２日目はＲＴミドルウェ
アの講習会に参加した。や

初日にもうろついたので、

てしまった。横浜付近は、

身の発表があった。ホテル

は地獄で、とにかく多い荷
やらゲームやら、たびたび

開されていたのだが、正直

飯を食べて、そのあとお茶

ントを作るという部分だけ

ｕｓｅ」の操作コンポーネ

初日はホテルにつくまで
物に悩まされた。腕は痛く
舞台になるためか、平日の
0人くらい
夕方なのに人が1
いた。公園を後にした後は

やったことがないのが「Ｒ

くついたので、観光をする

の状況やこちらの近状報告

をしていた。就職してから

しに人に聞いてもらうこと

いてからは１時間ほど部屋

なるわ、足も痛いわで生き
た心地がせず、ホテルにつ

代の友人に会い、一緒にご

横浜に就職している学部時

ガ倉庫の方にはどうせ学会

と思い、中華街の方面に向

もう既に、関西弁が少し抜
けて標準語になっていたの

だ。電車の色で見分けると

ということは発表前の準備 きて下さった先生ありがと

面に向かってしまう電 車
ても、ＯｐｅｎＣＶを使う

していない人からすると、

のことなのだが、普段使い

でも発表中も挙げればキリ

新横浜にはいかず、川崎方

なら、こう設定したほうが

はないが、
この経験を基に、 書いて思いましたが、なん

知ることができた。Ｆｌｉ

いいなどと色々とレクチャ

どう考えても無理な話で、

今後さらに良い発表ができ

っているのに自分で苦笑い

だか形式が謝辞みたいにな

う。最後になりましたが、 をした。
（岡田航大）
忙しい中、隔週の学会にも

るように精進しようと 思

うございました。ここまで
ーをして貰えた。普段使っ

結局駅員さんに聞くこ と
ＳＣＩとロボメックと隔

で、事なきを得た。
ていたので、ちゃんと学び

週で学会に参加させて 頂
き、良い経験ができた。ま

以外は知ったつもりになっ
なおすことができて、よか
ったと思う。Ｒａｓｐｂｅ

ていても、自分が使う場所

ｐコンポーネント一つにし

かった。中華街は三ノ宮に
もあるが、横浜の中華街も

だったので、あまり期待し

ことにしたのだが、赤レン

る内容もある程度事前に公

は特に予定もなく、少し早

でゆっくりしていた。初日

そしてついに３日目は自 厳 し い 意 見 も あ っ た の だ

にならない場所であった。

は２泊３日でもそこまで苦

も多く、
飲食店も多いので、 に行った。文字通り、港の

が、京都で行っていた。今

岡田がＫｏＲｏについて発表

２０１６年
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るということになる。博士
論文を書くまでの研究より

編集後記

己流の研究ができたのは、

はり同様だった。たまに自

った。夏と言えば旅行を考

今年も夏休みの時期とな

ない）なのだが、せっかく

たり飛行機（格安航空では

になって、正直講義の準備

り、内容的にも難しい部分

それぞれの講義も佳境に入

今
今年
年の
の夏
夏は
は九
九州
州が
がお
お得
得？
？

学生の時以来、離れていた

６月の学会が終わると、

う間に私は滋賀大から消え

なので今回も「さんふらわ

はずっと幅が広くはなった
が、その点については、や

私は、滋賀大学在籍中の

あ」を使用しようと考えて

をするだけで１週間が終わ

う。夏の定番というと沖縄

えている方も多いかと 思

ってしまっているため、ま

他人の論文や既存のアルゴ

いる。往復でも４人部屋の

ったく研究が進まず焦る毎
日を送っています。

大学部に所属しており、研 リズムなどを、間違って理

であったり、近場で済ませ

個室で１人１万２千円程度
で、そこにレンタカー、ガ

（滋賀大学では、経済短期
解したときなどだったと言

ようと思っている人は城崎
や白浜、ゼミ旅行でも行っ

ソリン代など含めても、１

当時のことをお詫びしたい
究指導らしいことはしなか
ってもよい。誤りはそんな
に指摘されるものでは な

だが、三重県なども定番の

たし、私は今年も行く予定

去った。この場を借りて、

研究所（ＩＩＡＳＡ）の研 （といっても、だれも読ん
った）。
学生指導では、教官一人
い。間違いを恐れず、なん

る、国際応用システム解析
究員を兼任した。在籍期間 でないか！）。
さて、岡山大学では、工
は１年５か月である。昭和
ずつ学生を分担して受け持

のハンガリーや東ドイツな 助教授として赴任した。当
うスタイルである。私は、

の中で問題を設定するとい

れている内容を理解し、そ

輪読しながら、そこに書か

ルゴリズムに巡り合った。

岡山大学では、遺伝的ア

理由からである。

いいと思うのは、そういう

に計画している人も多いは

がちで、大学生は大体９月

旅行はどうしても高くなり

スポットだろう。夏休みの

ても予算４万で美味しいも

の他昼ごはん代などを考え

限りは来ない日曜日に来る

普段はめったな事でもない

で、とっても贅沢な旅がで ほぼ毎日学校に来ていると
きる。そこにお土産代やそ 思います。もしかすると、

夏休みには集中講義もあ
人あたり２万５千円くらい りますし、用事がない日は

天皇の崩御、美空ひばりが 学部情報工学科というとこ
ち、自分の読みたい洋書を でもどんどんやったほうが

時、多くの国立大学がそう

谷野哲三教授の研究室に、

どの東ヨーロッパの社会主

中学生は宿題に忙しいのだ

２日で行って帰りたいと
記事にもしていますが、
いう人は、旅行会社から提 今年の夏は「熊本」か「鹿
供されている飛行機利用プ 児島」もしくはその両方を

可能性も多いにありま す

読んで、「そんなものがあ

ろうか？）９月の予定はど
こももうお得なものや注目

（研究＋涼みに）

るのか」と思い、興味を持
ったのが最初の出会いであ

いっている。そんな中、今

度が高いものから埋まって

のをいっぱい食べることが

究とは、「他所で同じこと

る。遺伝的アルゴリズムに

できる。

をやっておらず、世界で初
めて」であることが必須な
私が染まったのは、流行り

それなりに安いのだが（小

のは、世界共通の認識であ
の比較的早い時期だったた

立てて、旅のしおりのよう

ずだ。実際は、８月の末も

り、岡山大学情報工学科で

なものを作るのですが（と

に事欠くこととなった。研 の雑誌に載っていた記事を

されていたから、私は谷野

もそのことは求められた。

め、著書も執筆でき、一時

たはそちらも検討してもい

きる。時間がないというか

工学部で教育する専門分野 これは、コンピュータ関係

後、１月に博士の学位を京
研究室に所属することにな
った。実のところ、それま

しかし、何事も、まったく

研究者として、多少名が知 かし、ニューロは教師あり

期、遺伝的アルゴリズムの

いうと、昨年度のゼミ旅行

とてもお得である。九州と

陣営で１つの研究室が構成

都大学で取得し、４月から
岡山大学に転出したのだか

何も基礎がない分野を研究

岡山大学時代、ＧＡ、ニュ

教授・助教授・助手という

ら、この時期、私は結構大 で 研 究 室 を 持 つ こ と も な

するというのは無理が あ

ラルネットワークにも興味

れることになった。ニュー 学習、教師なし学習など、 かマスターできなかった。

ったと思う。８月末に帰国

変だった。しかし、それよ く、勝手気ままに研究分野
りももっと大変だったのは を選び、論文を書いていた

る。自然に、他人の研究を

多数の種類があり、その全

し、その後任に、正木とい らと熊本に行こうかと考え

谷 野 教 授 が 阪 大 に 転 出 っこう割」を利用して友人

個人的には近畿日本ツーリ

てみることをお勧めする。

体となるため、時間が読み

はどうしてもレンタカー主

いと思う。お盆の時期や、 はいってもバスや電車の時
８月序盤でも、そのくらい 間、
主要施設の営業時間や、
の価格帯の旅館なども出て ネットクーポンなどを印刷
いたりするので、よく調べ したもの程度ですが）九州

年の夏注目してほしいのは れも普段だったら６万程度 府県の数も５を切ることが
九州の大震災復興の「ふっ かかるのだが、「ふっこう 確定しています。実際、こ
性があったのだろうか。し 局ガボールウェーブレット こう割」というサービスで、 割」利用プランだと大体３ ういう友達同士で旅行にい
という最も基本的なものし 今年の夏は九州への宿泊が ～４万程度で行くことがで く時は、大体プランを組み

ランや、新幹線利用プラン 制覇することができそうな
を用いても良いと思う。そ ので、行った事がない都道

滋 賀 大 学 だ っ た に 違 い な から、こうした枠組みの中
い。１年以上留守をし、帰 での研究・教育には大いに
ってきて、博士の学位も取 面食らった。学生と、論文
理解し、それに自分なりの

何かを付け加えて論文にす を持ったのは、何かの必然 容を理解することはかなり ーロ、ソフトコンピューテ で大分に行った。私自身は、
困難を極めた。それでも、 ィングなどの本を数冊出版 行った事がない都道府県の
定があるので、そこで普通 ニューロも一応の自信をも したのが最も大きな仕事だ 中に熊本と鹿児島が残って
ち、著書を出版した。ここ ったと思う。
いるので、今年はこの「ふ
めて、いわゆる、ソフトコ

までくると、ファジィも含

う、日立製作所を退職した ている。大体普段だと１泊

美味しいとコストパフォー

段は張るかもしないとは思

マンスが良いので、その友 くわくしています。少し値

ンピューティングという統

人と飲んだ後も家族と飲ん

だり、他のお酒好きな友人 いますが、試飲してより美

酒以外も飲めると今からわ

や洋書を輪読しながら研究

り、それなりにその後の教

立山

日本酒再発見
第３回

人が着任した。プロセッサ ２万程度の旅館に３人～４

ストさんで検索すると、非 づらいです。そして、そん
常にわかりやすく、またお なことを毎回していると友
得なプランが提供されてい 人らからは、もういっそ旅
を作ってきた人なので、私

人一部屋だと、１人あたり

る。ファジィは不確実なも

合的なものをやりたく な

る。

探し、お土産に買って帰っ

６０００円程度で泊まれる

味しく私の口に合うものを

と専門が合うはずもない。

旅行慣れはしているが、 にと言われる始末です。プ
ここまでお得に感じるよう ランニングしているときが
まりを疑ったのだが、ちゃ

行会社に就職したらいいの

のを表現する方法として、

それまで使ってきたｍａｔ のだ。あまりの安さに素泊

りと個人的にも良く買って

います。実はこの夏に富山 て来たいと思っています。

確率よりも自由度が大きい

の誕生日にプレゼントした

山」を紹介します。味は淡 れました（笑）この日本酒

（橋本渉）
県～石川県に旅行に行く予

ントは、比較的安く手に入

いとは思いますが、なんだ

画してみてはいかがだろう

普段とは違う旅を皆様も計

なっていなかったら、恐ら

ます。ゼミでも編集委員に

を用いて、
ちょっと贅沢な、 かなあという気持ちになり

一番楽しいので、個人的に
も向いているのかもしれな

が、何かうさんくささをず ｈｐｒｏというドメイン名
っと感じ続けた。実際、フ も、ｇｉｇａに変更され、
ァジィは自由度が大きいた 将来に失望した私は、転出
めか、思想性が高く、路線 することを考えるようにな

酒はセブンイレブンで購入

藁にもすがる気持ちで応募 できる。１泊１万円という

続々と予約締切が終わって

か。ただし、ふっこう割は く 旅 行 係 に な っ て い ま し

予約がいっぱいになってい ます。編集委員だけでおな
るかもしれないことを注意 か一杯です（笑）。
（岡田航大）
してほしい。（岡田航大）

いるので、この記事が掲載 ると旅行のプランお願いね
0日前後には、 と言われそうなので、この
される７月1
もしかすると、もうすでに 場を借りてお断りしておき

た。そんなことを言ってい

はピンとこないかもしれな

緒に写った写真である。以 素泊まりの可能性も高い。
下、次号に続く
（田中雅博） 交通手段も旅行会社で手配
してもらうと大体ＪＲだっ

期だと１泊１万円程度だと

ない。むしろ、夏休みの時

いが、さして高いわけでは

のは、普段旅行しない人に

べき方向ばかり議論してい

出しやすい値段で、友人と

イレブンでした。しかも値

一晩飲むためにあまり期待

潟県の隣県で美味しいお米

の日本酒といえばという問

せず買ったものだったので

段は普通酒の４合瓶で１０

いに対して３本の指に入る

析に使える数学をやろうと

００円ほどと、かなり手の

ほどの地酒です。ただ、あ

すが、実際飲んで見るとこ

ありますが、立山は富山県

まり富山県の日本酒は有名

した時期もあったが、数学
的な難しさに挫折して、結

から作られた日本酒が沢山

なものがないのか富山県に れがすごく美味しく飲みや
住んでいる友人に話したと すかったためすぐになくな

て、嫌気がさして、ファジ し、幸運にも採用された。
3年にシド
ィ学会は脱退した（脱退し 添付の画像は、9
たのは２年ほど前だが）。 ニ ー で の 自 動 制 御 の 学 会
ウェーブレットという、主 で、谷野先生ご夫婦、本学
として音声などの周波数解 部におられた中山先生と一

のコースに変更することも

な事は珍しいので、今年の
夏は「ふっこう割」「さん
った。ちょうどそのころ、 と、伊勢海老のお造りや鍋

ふらわあ」「レンタカー」
甲南大学で求人があった。

んと夕ご飯がついていて、
しかも少し贅沢をしようと
論争が盛んで、ファジィ学

考えて１泊に１万ほど出す

り日本酒に慣れてなくても

会に行っても、学会の進む

甘味も感じられ私の好きな り や す い と 言 う と こ ろ で
タイプの日本酒です。あま す。というのも、この日本

ます。富山県は米どころ新 を初めて知ったのもセブン

飲みやすく美味しいと思い できます。私がこの日本酒

りと辛さに加え、ほんのり

麗辛口で日本酒の適度な香 の一番オススメしたいポイ

今回は富山県の地酒、「立 ころ知っていることに驚か

ってしまいました。安くて

育研究に期待をしてもらっ テーマを設定し、指導する
たかもしれないがあっとい というスタイルも、自分が

脱走を行ったのもこの頃だ

義体制が崩壊し、人々が大 であるように、岡大では、

である。そういえば、お隣

亡くなったのもこの期間中 ろで、最適化を専門とする

最後に、オーストリアにあ
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