大阪府、兵庫県、岡山県
など の緊急事態宣言は 月
0日をもって解除され、大
2
阪府、兵庫県などはまん延
防止等重点措置の実施に移
行しました（岡山県は全部
解除）。
それに伴い、甲南大学で
面に切り替えました。その
他、知能情報学実験及び演
習、卒業研究および演習、
知能情報システム特論（大
学院）も対面とし、さらに、
個別の研究指導（院生等）
も対面としました。
状況が目まぐるしく変化

視覚による認識（トラッキ
ング）
と つの基本運動（バ
ッティング・ピッチング・
キャッチング・ランニング）
を中心に解説されました。
高速度カメラを使っている
とはいえ、玉の軌跡を正確
に把握し、また、それに対
して、きちんとした角度で
打ち返す技術は大したもの
と感心しました。この先生
がご自分で作られたのか、
学生によるものがたくさん
あるのかわかりませんでし
たが、おそらくほとんどは、
この先生が作られたのでし
ょう。すごい技術と思いま
した。

第４話 力学シミュレータ
とヒューマノイドロボット
による水泳研究（東京工業
大学 中島求）
開発した先生が自ら水泳

第３話 人の可能性を引き
出す卓球ロボット「フォル
フェウス」（オムロン株式
会社 浅井恭平）
卓球台にまたがるような
形のアーチが動き、ラバー
の卓球ラケットで打ち返す
ロボットで、９年くらいや
っているという話でした。
また、関係している人は、
0人ということで、会
９～1
社の研究とは思えない、基
礎研究的要素のたくさんあ
る研究に、大きなマンパワ
ーを注ぎ込んでいると感じ
ました。
第一線の卓球プレイヤー
とラリーを打ち合うロボッ
トはすごいと思いました。
ただ、話からすると、ロボ
ットが打ちやすいところに
人が打っているようで、ど
れくらいの力があるのか、
正確に見たいものです。
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ＯＮＡＮなどを確認してく
ださい）。
田中の担当する授業につ
いても、大学の方針に従う
こととし、パターン認識に
ついても、変更後の最初の
授業は移行措置の適用を
し、その次の授業からは対

価値が大きいことが多いの
ロボカップとは、ロボッ
です。
聞くだけのことに価値を トがサッカーをやり、勝敗
認めないということは、授 を競うという競技です。「ス
業を聞くだけでは価値がな ポーツには，俊敏性，即応
いということにつながり、 性，協調性，巧みさといっ
危険です。聞くだけの授業 た様々な知能機械要素が含
よりも、参加型の授業が高 まれ，これらの課題に取り
く評価されているのは本学 組むことによりロボットや
だけのことではありません Ａ Ｉ 技 術 自 体 の 発 展 が 期
が（文科省が常々言ってい 待できるため，題材として
ること）、しっかりした講 興味深いという側面もあり
義を聞く前にディスカッシ ます．」という説明が書か
ョンをしても中身がないも れていますが、ＡＩはいつ
のになり、専門性の高い内 か役に立つという段階をと
容の授業においては、やり っくに通り越し、実際にあ
方にもよりますが、すぐに る種々の問題に適用してい
グループでのディスカッシ くという段階にあります。
ョンをしたりするような授 その中で、私自身、ロボッ
業はあり得ないことと考え トがサッカーをすることに
意義を見いだせていないの
ています。
余 談 が 長 く な り ま し た で、聞きませんでした。
が、このセミナーについて
お話します。このセミナー 第２話 高速・高応答な野
は有料セミナーで、私のよ 球ロボット（広島大学 妹
うな、学会員の参加費は４ 尾拓）
本講演では高速ビジョン
２２０円です。内容は、以
と高速アクチュエーション
下の通りです。
を統合した高応答なセンサ
第１話 ロボカップにおけ フィードバックによる野球
るスポーツロボティクスへ ロボットの紹介でした。野
の挑戦
（大阪大学 浅田稔） 球の中心的動作に関して，
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1日から、１００名
は６月2
以上の受講者がある授業は
オンラインのままですが、
それ以下の受講者数の授業
等では原則として対面とす
ることになりました（例外
はあるので、自分の受講す
る授業については、ＭｙＫ
す。それは、大学院の学生
出張旅費においては、学術
講演会であっても自分が発
表しないものには旅費が出
ないということで、さらに
顕著です。
自分が発表することのみ
を評価し、人の話を聞くこ
と軽んじるということは、
やる気のない教員、やる気
のない学生に対しては確か
に正しいポリシーでしょ
う。しかし、自分が発表す
るものだけに認めるという
のは、他人が話す、価値の
高い話を聞きそびれること
になります。
我々教員は、新しい知識
を取り入れることが必須で
あり、それの多くは、学術
講演会のみならず、こうし
たセミナーから得ることが
有益です。むしろ、旅費が
出る、学会発表は、学生の
発表が多く、他大学の学生
の発表を聞くことは、勉強
になるとは言えないものが
多いのが実情です。それに
対して、セミナーは有料で
あることも多く、非常にし
っかりと準備をして行われ
ることが多く、我々も聞く

する状況の中で、いつまで
この措置が続くかわかりま
せんが、我々はオンライン、
対面、まるで、カメレオン
のごとくシームレスに適応
することが必要です。

日本ロボット学会第１３
５回ロボット工学セミナー
「スポーツとロボット技術」
を受講しました。
今まであまりこの手のセ
ミナーに参加したことはあ
りませんでした。その理由
は２つ。１つは、本学の学
会出張旅費では、学会主催
であっても、聞くだけのセ
ミナーの旅費を使っての参
加は認められていないこ
と、もう１つは、出張する
時間がなかなか確保できな
かったためです。
１つ目の理由について
は、共同研究費などの外部
資金では認められることか
ら、そこからの出費として
聞くことにすることで解消
しました。
２つ目の理由について
は、コロナ禍において、セ
ミナーがオンライン開催さ
れたことにより、参加でき
ました。
我々が、セミナーへの参
加が大学の旅費・参加費で
認められていないことは、
大学が、人の話を聞くこと
の価値を十分に認めていな
いということだと思いま

をされるようで、力学に基
づいたシミュレータも開発
されています。このシミュ
レータを使って、新しい泳
法の提案を目指していた
が、残念ながら、既存の４
泳法以外に速い泳ぎ方はな
さそうだということでし
た。力学の話に少し深入り
していて、ついていけなか
ったので、途中集中力が続
きませんでしたが、好きで
やっている研究者なんだな
とつくづく感じた講演でし
た。
第５話 超人を創る，スポ
ーツを創る（東京大学 稲
見昌彦）
バーチャルリアリティ，
ウェアラブル技術，ロボッ
ト工学を用いて，人間の認
識，行動を支援することを
可能とする人間拡張工学に
関する研究事例を示すとと
もに，その社会実装として
の超人スポーツの取り組み
を紹介されました．この先
生は、まさに未来の技術の
開発者で、開発しているシ
ステムの中も詳細にわかっ
ているようで、学生の仕事
とのコラボの成功例を見せ
つけられたような気がしま
した。
リアルな世界とバーチャ
ルな世界のシームレスな結
合世界。こういうものが今
後の新しい世界なのでしょ
うか。ゲームとか、教育に
は大いに役立つでしょう。
それは私も否定しません。
しかし、人間は、自分の身
体を意識しない世界で生き
て行けるのか、その点につ
いては、私自身はあまり肯
定的に考えていません。日
本がもしこういう世界にな
っていくのであれば、私は
おそらく外国に逃げると思
います。
私は自分の体が好きな身
体ではありませんが、それ
と自分の精神が切り離され
た状態は想像できません。
第６話 ３Ｄセンシングと
ＡＩによる体操採点支援シ

ステム（富士通株式会社
佐藤卓也）
実のところ、このセミナ
ーの参加動機はこの講演を
聞くためでした。
以前から、体操採点シス
テムが富士通により開発さ
れたという話は聞いていま
したが、その詳細を聞く機
会がなかったのです。開発
者の話が聞けて、非常に有
意義でした。
うちの研究室でも、ラジ
オ体操採点システムを開発
していますが、基本的な技
術は、当方で使っているも
のとほとんど同じというこ
とを知りました。センサー
の性能も、当方で使ってい
るＫｉｎｅｃｔ ｖ２と同
等のものでした。大きく異
なる点といえば、こちらは
お手本の先生との差で評価
しているのに対し、富士通
のものは、理想的な角度、
採点基準に則って評価する
という点です。しかし、そ
の点も、当方の最初のバー
ジョンはラジオ体操の図解
から同様に行っており、当
方の初版（野々口君らによ
るもの）により近いもので
あるようです。その他、ポ
イントクラウドを使ってい
る点、複数個の深度センサ
ーを使っている点などが、
当方のシステムとは異なっ
ています。

７月９日 田中が今年も
シルバーカレッジ（神戸市）
で、高齢者と人工知能とい
うテーマでオンライン講
0月3
0日～3
1日 確
義。▼1
率システムシンポジウム
（立命）に、田中他参加予
定▼1月６日 研究成果発
1
1月９日 ＭＯＢＩ
表会▼1
Ｏシーズ（東大阪）発表会
にて、ラジオ体操採点シス
テムおよび脳卒中後機能評
価システムの発表予定

今回は、１ページの簡略
版となってしまいました。
はっきり言って、ネタ不足
でした。
紙面のほとんどの部分を
占めるセミナーの話は、い
かがでしたか。皆さんもい
ろいろな機会があるでしょ
う。機会を無駄に聞き流し
たらもったいないですね。
このように、整理して記録
しておくといいでしょう。
もし皆さんが、そういう記
録媒体を持っていなかった
ら、田中研新聞に投稿して
ください。
田中研新聞は、学生の要
望によって始めたもので
す。また、編集委員は学生
を基本的においていまし
た。田中研新聞の編集者を
していると就活の時に言っ
て、それが気に入ってもら
って内定したと話していた
学生もあります。学生時代
にやった（あるいはやって
いる）ことを話すのに、苦
労する学生があると聞きま
す。部活では、部長をして
いない。特別にボランティ
アもしていない。でも、気
にする必要はありません。
田中研新聞の編集者になっ
てくれたら、十分ＰＲでき
ると思います。
皆さんの腰が引けてい
て、あまり研究室の体を成
していないと言ったら失礼
でしょうか。皆さんがもっ
と来るようにするのは簡単
です。週に３回来なさい、
４回来なさい、そうしない
と単位を出しませんといえ
ばいやいやでも、来るでし
ょう。来ているうちに次第
にそれが当たり前になると
いう流れもあり得ますが、
今の、コロナの状況の中で
皆さんを大学に出すことを
半強制にするのは好ましく
ないと思っています。
自分の行動は自分で律す
る、これが田中のポリシー
です。

