田中教授は２０１９年３
1日から4日までマニラ
月1
1
のデラサール大学を訪問し
２回の講演を行いました。
その時の様子を報告しま
す。訪問した先生はアーヌ
ルフォ・アズカラーガ（ニ
ックネームはアーニー）教
授です。

いきさつ
0年近
アーニーさんとは2
く前にシンガポール国立大
学で、ルディ・セチオノ准
教授の紹介により知り合い
ました。その当時より非常
に人当たりがよく、親切に

いろんなことをしてくれる
人だという印象を持ってい
ました。今回彼の勤める大
学を訪問したのはその時の
印象が非常に強かったから
です。色々考えた末に、ア
アーニー先生のところに一
回行ってみようという気持
ちになり、メールを送った
ところ快諾していただいた
というわけです。
講義１回目
2日1
6時～1
7時半、Ａｎ
1
ｄｒｅｗ Ｇｏｎｚａｌｅ
ｚ ＨａｌｌのＡ９０３
で、Ｒｅｃｅｎｔ Ｄｅｖ
ｅｌｏｐｍｅｎｔ ｏｆ
Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ
Ｓｙｓｔｅｍｓ ｕｓｉｎ
ｇ Ｖｉｓｕａｌ Ｓｅｎ
ｓｏｒｓ， Ｓｏｆｔ Ｃ ｎ ａｎｄ Ｄｅｅｐ Ｌ てくれました）が講義中、
ｏｍｐｕｔｉｎｇ， Ｃｏ ｅａｒｎｉｎｇというタイ 部屋の中の様子をとってく
ｍｐｕｔｅｒ Ｖｉｓｉｏ トルで行いました。
れたものです。
右の写真は、私の様子で
実際のところ、おしかけ
講義だったのでどれぐらい
の聴衆が集まるのか非常に
私も心配しましたが、行っ
0人～5
0人という
てみると4
かなり多くの聴衆の集まっ
た設備の整った立派な講義
室で講義をすることができ
ました。前日からマニラに
来ていたので、ある程度英
語には慣れてきていました
が、この日の講義に使った
講義資料を使うのは当日初
めてだったので要領もよく
ないところがあり、なかな
か説明が難しいと自分で感
じた部分もありました。し
かし聴衆（主として、学生
たち）にうまく説明するこ
とができたと感じていま
す。左上の写真は、Ｍａｃ
というあだ名の先生（この
先生がいろいろとお世話し

す。ちょっとＰＣとスクリ
ーンの位置関係が悪くて、
後向きになって説明してい
るところは後から反省の種
になりました。
講義が終わった後には記
念品と感謝状までいただき
ました（左写真）。感謝状
までもらえると思っていな
かったので非常に嬉しく感
じた次第です。
下右の写真は、講演後、
質問を受けているところで
す。この赤いシャツの学生
は学部生で、細かいことを
いろいろと聞いてきまし
た。彼の英語は非常にわか
りにくく、大変でした。も
っとも、そういう学生ばか
りではなく、非常に建設的
なコメントをくれた学生も
いて、その学生は、私に情
報提供したいということ
で、講義の後にメールまで
送ってきました。参考にな
る研究があるからそれを見

てほしい、できれば、その
論文について教授の意見を
聞きたいということです。
白人女性もいて、非常に
わかりやすい英語で質問し
てくれました。おそらく先
生ではないかと思います。
ちなみに、この大学では、
授業は英語で行われていま
す。
左の写真の、私の向かっ
て右がアーニー教授、一番
左がマックです。フィリピ
ンでも、マスクを着用して
いる人が結構多いようでし
た（日本ほどではありませ
んが）。あちらの場合は、
道路事情が悪くて、空気が
汚染されているためのよう
です。日本のように真っ白
なマスクではなく、カラフ
ルなものや漫画の描かれた
ものがありました

（以後、第２面に続く）

講義２回目
0ｋｍほど南
２日目は、5
にある、Ｌａｇｕｎａとい
うところのＳＴＣキャンパ
スで、再び学生に講義をす
るチャンスをいただきまし
た。
理由あって、キャンパス
についたのは昼だったので
（その理由については、あ
とから＊トラブル編＊で説
明します）、もうあきらめ
たのかなと思っていました
5名の学生が
が、なんと、2
私を待っていてくれまし
た。
ラグナキャンパスでは、
インフォーマルなディスカ
ッションということだった
ので、私が適当にテーマを
出して、学生から質問を受
けるという形を想定してい
たようですが、それもなか
なかやりにくいので、結局
前日の講演資料を使って、
5分程度
少し端折りながら1
の講演をするということに
なりました。時間がないの
で、そうとうぶっ飛ばしま
したが、昨日から英語はか
なりしゃべってきたので、
口はよく回り、何とかしの
0分
ぎました。結局、ほぼ3
ほどしゃべり、そのあと質
疑応答をしました。次の授
業のこともあったと思いま
すが、ほとんどすべての学
生は最後まで聞いてくれ、
質問も５～６個ほど受けま
した。

この旅行では、到着日の
晩と出発日の昼を除き、す
べて食事を提供してもらい
ました。要するに、自分で
払った食事はありません。
飛行機内はもちろんのこ
と、ホテルには朝食がつい
ていますし、昼と夜は大学
や外のレストランで食事を
いただきました。どうも、
大学で外からのお客を迎え
たら、そのようにもてなす
ことになっているようです
が、それに十分こたえたか
どうか、自信はありません。
料理をいただいたら、言葉
や態度で答えるのが礼儀で

初日夕食

朝、ホテルに迎えに来て
もらうことになっているマ
ック（彼が、今回の私の訪
問では常に付き添ってくれ
0分ほど遅
ました）が朝、3
れたのです。マニラでは、
至る所渋滞が発生するの
で、やむをえないことでは
あります。大学のシャトル
バスの出発が９時半で、そ
れに乗るつもりだったので
すが、着いたときはわずか
３分ほど遅れていました。
しかし、まだ待っているか
ということで、乗り場の担
当者に聞いたところ、もう
出たということで、乗り遅
れてしまいました。次の便
1時なので、それまでコ
が1
ーヒーを飲んで待ちまし
た。

口に到達しアーニーに会う
トラブル編
ことができました。
旅にトラブルはつきもの
ですが、ここでは、今回の
２日目トラブル
トラブルをご紹介しましょ
う。
初日トラブル
2日は、８時2
0分にホテ
1
ルを出ました。地図で見た
ところ、
２ｋｍでしたので、
健康のためにも歩こうと思
い歩き始めましたが、決し
て快適な道ではありません
でした。
ホテルの近くは道がやた
5分ほ
らに広く、東向きに1
どある程度歩いて大通りの
交差点をを超えると、急に
周りの様子が変わりこれは
歩いたらまずいとこだなと
いうことがすぐにわかりま
した。しかし、
日本と違い、
そこから急にタクシーを乗
るタクシーに乗るというこ
ともできないのでそのまま
歩くことにしました。
アーニーからはＧｉｌ
Ｐｕｙａｔという駅の近く
だと聞いていたので、途中
非常に歩きにくい困難な場
所がたくさんありまして大
変でしたがなんとか目的の
駅にたどり着き、入り口を
探しましたが、
ありません。
そこであらかじめ待ち合わ
せに決めていたマクドナル
ドをまず探そうということ
で人に聞きながらマクドナ
ルドに行きましたが、先生
は見当たりません。おかし
いな困ったなと思いメール
を送ったところすぐ行くか
らということで待ちました
が会えません。色々聞いて
みたところどうも駅が違う
ようです。私が聞いていた
駅ではなくもう一つ北のＶ
ｉｔｏ Ｃｒｕｚ駅だった
わけです。来る途中にすぐ
近くを通っていたので非常
に私は余分なとこまで行っ
たことになります。
0分ぐら
結局大幅に遅れ4
い遅れて目的の大学の入り

すが、それがあまり得意で
もない私です。
上段のレストランは、講
演１回目を行った夜に食べ
た、港の見える海に突き出
ている桟橋のようなところ
のレストランです。フィリ
ピンらしいエビの空揚げや
パパイヤなどをいただき、
マニラ湾を満喫しました。
市内観光
マニラには、スペイン植
民地の時に作られた要塞都
市「イントラムロス」とい
う地区があります。
ここは、
おそらくマニラ観光には欠
かせないところなのだと思
いますが、先生からは日本
人が絶対に一人で行くとこ

ろではない、と言われてい
ました。私がそこに行きた
がっていたら、幸いなこと
に、マックが大学の車で運
転手付きで観光に連れてい
ってくれるというのです。
そこで、２日目にマニラ
に帰ってきたあと、夕食ま

7日 田中教授と大
３月2
西氏
（Ｄ２）、安崎さん（Ｂ
３）が鹿児島大学渡邊睦研
究室で開催される「甲南・
鹿児島コンピュータビジョ
ン研究会」に参加し、それ
ぞれ研究発表を行う。▼４
5日（月） 田中教授、
月1
での間、マニラ大聖堂とも さわやか大学（一般市民向
う１つ教会を見て、さらに け）で講義
城壁をを歩いて過ごしまし
た。そこには、貧しい子供
たちがいて、すぐに金をね
だりに来ます。私が一人で
行っていたら、何か危ない
目に逢っていてもおかしく
ありません。
左の写真はマニラ大聖
堂、右は城壁の上での私と
マック、上はそこからの外
の様子です。大聖堂の中は
きれいです。その外には、
目を覆うような貧民がたく
さんいます。これがフィリ
ピンの現実です。
最終日、出発時間は午後
２時半ですが、外をほっつ
きまわるとその日に帰れな
くなると困るので、ホテル
の中で、庭を散策したり、
本を読んだりして過ごしま
した。このホテルは本当に
きれいなホテルでした。
今まで、汚いところ、危
なそうなところを中国や韓
国、シンガポールでも見て
きましたが、マニラのそれ
は桁が違いました。答えの
ない難しい問題です。

今月は、あまり材料がな
かったので、この講演旅行
の後に発行を遅らせまし
た。
最近は、私が編集してい
ることもあって、田中研新
聞は、田中教授メモのよう
になっています。誰かやり
たい人があれば、ぜひ私に
代わってやってください。
外国出張（旅行）は、いつ
も私を元気にしてくれま
す。今回も、肩こりがひど
く、行っている間に血管が
切れたりしたらどうしよ
う、などと考えていたので
すが、４時間のフライトで
マニラについた瞬間、肩こ
りのことなど、完全にわす
れていました。喉の不快感
も、あちらにいる間は全く
感じませんでした。夜もほ
とんど目が覚めることな
く、快適に眠れました。
私は見かけもそうです
が、どうも、南方にルーツ
があるようで、いつも南に
行きたいし、行くと快調に
なります。
退職まであと６年。その
間、どれくらい南方に行け
るかな？なるべく南での会
議を探していきたいと思っ
ていますし、今回のように、
知り合いの先生を頼ってい
くこともまたあるかと思い
ます。

