オンラインゼミなど、不
自由な生活を強いられ、当
研究室のメンバーも、春か
ら、緊張しっぱなしの状況
だったのではないかと思い
ます。
おかげで、皆さん、すご
い卒論中間発表論文ができ
ました。今後の皆さんの研
究も、これをもとに進めて
いけるわけであり、よいま
とめができたのではないか
と思います。
折しも、夏休みに入った
ばかりです。これから約２

か月、ゼミのない、自由な
時間が皆さんに与えられま
す。
夏休みの初っ端、思い切
って心を開放してみましょ
う！と言っても、海外旅行
は言うまでもなく、国内旅
行や海水浴でさえも、自由
に行けない今年の夏です。
私が今まで撮りためた、グ
アムやハワイなどの写真を
載せながら、夏休み気分を
皆さんにお届けします。
こうして、過去の写真や
思い出話をすることができ
るのは、やはり年の功とい
えるでしょう。若くて何も
経験がない状態では、思い
出す話もありませんね。コ
ロナが終わったら、是非皆
さん世界に飛び出してくだ になり、短時間でも、時間 くらいです。泳ぐには適し
さい。世界中を自分の足で を共有するというのは、忘 て い な い と い え る で し ょ
歩き、自分の言葉で自分を れられない思い出になりま う。しかし、せっかくのハ
ワイですから、たいていの
表現し、見知らぬ人と友達 す。
観光客は泳いでいます。ホ
ノルルマラソンが開かれる
時期に近い時でもありま
す。
ワイキキの、このビーチ
裏は、ビーチに平行に道路
があり、観光客はそこを歩
きます。
ＡＢＣストアという、ハ
ワイのコンビニがあり、水
着やビーチサンダル、アロ
ハシャツ、飲み物など、観
光客が必要としそうなもの
はたいていここで用が足り
ます。それ以外は、レスト
ラン、ホテル街といった状
況です。
ホノルルに行って、見逃
してはならないのが、夕日
です。まさに水平線に沈む
夕日を、最後の瞬間まで見
届けることができます。
言うまでもなく、ワイキ
キのビーチです。遠くには
ダイヤモンドヘッドも見え
ます。
信号処理の学会がほぼ毎
年ハワイで開かれてきたの
で、それに数回参加しまし
た。大体２月末から３月初
めですから、水泳シーズン
ではなく、
こんな状況です。
5度あるかどうか、
気温は2

ダイヤモンドヘッドは、
歩いて登れます。ワイキキ
から全部歩くとかなりある
ので、途中（登山口）まで
はタクシーで行くとよいで
しょう。我々日本人の苦手
なチップが必要です。アメ
リカでは、チップをあから
さまに要求されます。最初
から運賃に入れておいたら
いいのにと思いますが、そ
うもいかないのでしょう。

登山口を入ると、頂上ま
で結構な坂だが、上がると
３６０度展望が開けます。
途中、ああ、ここは火山な
んだなと実感させられま
す。上がってよかったと思
います。ホノルルの街が一
望できます（写真）。

グアムは一度だけ行きま
した。沖縄に行くよりは少
し遠く、飛行機に飽きない
うちに行ける近場です。
町はハワイに比べるとひ
なびた感じがします。海は
非常にきれいですが、沖縄
に行けばそれは満たされま
すから、まさに、恋人同士
で、数日間、まったり（べ

ったり？）したいと思った
ら行くとよいところでしょ
う。
グアムはアメリカと思っ
ていくと、多少違和感があ
ります。というのも、州に
は属しておらず、アメリカ
に行くときに必要なＥＳＴ
Ａも不要と聞きました（私
は持っていましたが）。
もともとは、チャモロ族
という原住民がいて、そこ
を日本やアメリカが占領し
て現在に至っています。
ハワイも、太平洋の原住
民が住んでいた島ですが、
州になっているところがグ

アムとは大きな違いです。
グアムに行くと、そんな感
じがしました。
そういえば、
グアムで博物館に行ったと
きに、シニア料金だったの
が大変印象的でした。その
時が私の最初のシニア体験
です。
時間があれば、レンタカ
ーで島を回ると面白いでし
ょう。戦争の傷跡がたくさ
んあるようです。
若い人には、マリンスポ
ーツがやはり魅力でしょう
ね。

スイスアルプスには、氷
河があります。私が行った
のは１９８８年で、その後
0年でかなり縮小している
3
ように思いますが、インタ
ーラーケンから鉄道でユン
グフラウヨッホまで上がる
ことができます。ユングフ

ラウヨッホは海抜３４００
ｍを超える高地にあり、私
は息苦しさを感じました。
私が行ったのは８月です
が、最後のトンネルを出る
と、吹雪でした。

ライン川はドイツ西部を
南から北に向かって流れる
大河ですが、大変美しい風
景の中を悠々と流れます。
また、ところどころには、
写真にもあるように、古い
城があり、旅情たっぷりで
す。
乗ったのは、マインツか
らコブレンツだったかと思
います。
覚えていませんが、
気持ちの良い時間でした。
今もこの風景はそのまま
残っていると思います。唯
一絶対に残っていないもの
は、この若さの田中です。
私は、ゼミ旅行などする
なら、こういう旅行をした
いのですよね。ネット上で
「ライン下り」と探すと、
なんと、本場はなかなか出
てこず、日本の「ニセライ
ン下り」ばかりなのには驚
きました。秩父長瀞荒川ラ
イン下り、鬼怒川ライン下

などなどです。しかし、本
場のライン下りは船も大き
く、決して急流ではありま
せん。悠然と、大河である
ライン川を下っていきま
す。

我々家族はオーストリア
に住んでいたので、ドナウ
川は近くでした。うちの娘
たちと妻が写っています。
当時は平和な時代で、ウ
ィーンシュベヒャート空港
で入国するとき、日本のパ
スポートを片手に持ってい
たら、空港の係員は、中も
見ず、行け行けと手でサイ
ンをします。もちろん、押
印もありません。入国した

日の記録もどこにも残ら
ず、これでいいのかという
感じでした。ヨーロッパの
中で列車に乗って国境を通
る時も、何のチェックもな
いのがほとんどです。そう
いえば、ウィーンの中の鉄
道やバスに乗る際も、基本
的に改札ありません。たま
に、コントロールと言いな
がら、検察官がランダムに
入ってきますが、１年半滞
在中に、それに出くわした
のはわずか１，２回でし
た。私はもちろん定期券を
持っていましたが、そこで
捕まって恥ずかしい思いを
するのは、日本人などの旅
行者ばかりという状況でし
た。でも、トラベラーとい
えば済んだという話です。
かたや、今はコロナの時
代。それがなくても、アメ
リカなどでは、顔写真に指
紋というバイオメトリクス
を撮りまくります。基本的
に、アメリカという国は人
を信用しないことから成り
立っています。日本がお手
本にすべきは、アメリカで
はなく、
ヨーロッパでした。
この判断の誤りが今の日本
の不幸のもとになっていま
す。

この写真は、ベローナの
ジュリエットの家です。ベ
ローナはふらっと訪れて、
その日に野外劇場でオペラ
があることを知り、その辺
でチケットを買って夜中ま
2時頃に
でアイーダを見、1
雷雨に見舞われて途中終了
というハプニングだらけの

旅でした。
コロナがなかったら、こ
ういう旅行をぜひまたして
みたいです。３，４年先く
らいに可能になるだろう
か。それより後は私の年齢
から、無理でしょう。
人生、時間との闘いは、
こういうところにもありま
す。

の写真は夏ではなく恐縮で
す。サンマルコ広場。鳩が
たくさんおり、娘たちは大
変喜びました。

最後はどうしてもウィー
ンになります。私は、世界
で最も好きな街が、日本の
街を含めてもウィーンで
す。
ベネチアは、ウィーンか
当時、土曜日の午後から
ら 列 車 で 簡 単 に 行 け る の 日曜日終日、町の中の店で
で、何度か行きました。こ 開 い て い る も の は 駅 の 売
店、花屋、レストランくら

左の写真は何？と思うで
しょう。これは、我々が住
んでいたアパート（最上階
に住んでいました）から撮
影した屋外です。多くの日
本人は、市の北部の高級住
宅街に住んでいましたが、
私たちはお金がないので、
下町にいました。
今思えば、懐かしい経験
です。もう二度とこういう
経験はないでしょう。若い
人たちも、外国赴任の話な
どあれば、是非飛び込んで
いしかなく、妻にはそれが ほしいものです。それが皆
最初ひどく不服だったよう さんの人生の一角を、彩る
で、まるで社会主義だと言 でしょう。それは歳を取っ
っていました。しかし、そ たら、やろうと思ってもで
れは、市民皆を休ませる仕 きないことになります。
組みとして重要で、そのこ
私は、まだ自分の中のア
とを市民がみんなで大事に ルバムを増やしたいと思っ
しているのです。（妻は岡 ています。そのためには、
山に来た時もそういうこと まずコロナが収まってくれ
を言っていました。でも、 なければなりません。
私はそういう町が好きで
早く終われ！コロナ！
す）。
私はそれが身に染みてい
て、平和な社会では、皆が
協力し、自分の自由を制限
されることを甘受し、その
中で楽しみを見つけること
３回生のゼミ配属作業が
が、幸せに生きるために必
終わり、配属条件を満たせ
要と思っています。
日本人の多くは、自由を ば、新しく後期から配属さ
誤解しています。今回のコ れる学生８名の仮配属が決
ロナにしても、若い人が感 まりました。
実配属になったのちに、
染を広げているといわれて
も、「自分がうつってもい 紹介記事を書くつもりでい
いと思うなら、何をしても ます。
自由じゃない？」とテレビ
カメラの前で公言するよう
な人がいますが、こういう
0
８月７日（金）～８月3
人は、ウィーンなら、半社
日（日）夏季Ｗｅｂオープ
会的勢力です。
ンキャンパスにて、模擬講
義「ＡＩの時代」
0月頃 神戸市シルバー
1
カレッジにて、講義（オン
デマンド）
９月１日（火）近畿大学
工学部の竹田研究室のゼミ
に入って、アドバイスを行
うことが求められました。
日付未定 鹿児島大学工
学研究科にて、先端科学特
別講義を行う。

今回、政府は手をこまね
いて、コロナの再度の感染
の広がりに何も手が打てま
せん。逆に、「ＧｏＴｏト
ラベル」キャンペーンを打
っています。まさに、コロ
ナへのアクセルです。「Ｇ
ｏＴｏトラブル」だという
口の悪い人もいます。
事実を調べなければ何も
手が打てないにも関わら
ず、相変わらずＰＣＲ検査
は少ない。
神奈川県などは、
４月の危機と同じような状
況が起こっているようで、
気の毒です。
今の日本は、ＰＣＲ検査
からいうと、世界のまさに
１３０番目くらいのレベル
の低い国になっています。
ＰＣＲ検査が意味がないと
考えているなら、そのよう
に国民に説明しなければな
りません。国民はバカでは
ない（バカもいますが）。
「検査をしない」という
方針は、かなり奇異に思え
ます。検査をすること・し
ないことのメリットを明確
にしたうえで、国民の合意
をとることが必要です。検
査をすることのメリット
は、真の病気の広がりを知
ることができる、そのため
にこの先の方針が立てられ
る、軽症者や無症状者から
の家族感染などを避けるこ
とができるがあります。
検査しないことのメリッ
トは、偽陽性の人を隔離し
てしまうことを避ける、そ
のために病院がひっ迫する
ことを避けるという理由を
今まで聞いています。もち
ろん、お金がかからないと
いうこともあります。
真実を知ることを避ける
ために検査しないというの
は、非科学的であり、宗教
の世界です。政治や行政を
宗教で行ってはならないと
いうのは、日本国憲法に書
かれているはずですが。

