ＫｏＲｏプロジェクトで
は、セグウェイのほかにＰ
ｉｏｎｅｅｒ３‐ＡＴとい
うロボットを使用して い
る。普段セグウェイを使っ
ていると、パイオニアに対
して地味な印象を持ってし
まうが、４輪のしっかりし
たタイヤが付いていてバラ
ンスが良く、グリップも強
いため、多少の悪路なら楽
々と進んでくれるスグレモ

ろう。たとえ三日坊主にな
ろうとも、
何かの決心をし、
ものごとを始めれば、次の
ステップへのきっかけには
なる。期限を切って、目標
を具体的に作ることが、成

ノだったりする。しかもセ
グウェイのプログラムとほ
ぼ同じものを使用すること
ができ、転倒などの危険性
が少なく実験に他人の手を
借りる必要がないため、普
段からパイオニアを使用す
ることが多かった。ところ
が先日、突然異音がするよ
うになり、ほとんど前進し
なくなってしまった。なん
とか動かそうとしても、ギ
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場所が屋内のカーペットの
上のような、摩擦の大きい
場所なら尚更である。私や
かつてこのロボットを使っ
て研究をしていた先輩たち
は、屋内でかなり旋回動作
をさせていたし、そのとき
に警告音が鳴って一時的に
動作が止まり、負荷がかか
っていることを知らせてく
れていたから、正直こうな
る可能性はゼロではないと
は思っていた。
このままでは不便なので
代わりにずっと使われずに
放置してあったＰｉｏｎｅ
ｅｒ３‐ＤＸを使用してみ
た。ところが、構造が屋内
向けであるため段差や悪路
にとても弱く、中庭の石畳
だけでなくエレベーターの
乗り降りですら転倒してし
まうこ とがある始末で あ
り、屋外実験をするのは不
可能で あることが判明 し
た。（一方で小回りは効き
やすいので、吉岡や山下の
研究では大活躍している。）
ちなみに現在使用している
のは私だけで、セグウェイ
を使えば解決するので、現
時点ではなくても一応何と
かなる。ただし、そうは言
っても不便であることには

以前から気になっていた
ＶｉＥＷ（ビジョン実利用
ワークショップ）
に参加し、
野々口君と私が発表してき
ました。まさに、今脚光を
浴びている分野らしく、発
表しているのはほとんどが
院生か、ポスドク程度の若
い人です。私なんかは逆に
気後れしてしまいます。オ

変わりないし、来年度の研
究で 使用するかもしれ な
い。そういうわけで、とう
とう修理に出すことになっ
たわけだ。
発送してしばらくす る
と、修理が完了して戻って
きた。修理の予算は当初、
0万かかる可
業者から最高3
能性があると伝えられてい
2万程度で済
たが、結局は1
んだ。どうやらモーターが
破損していたらしい。しか
し、ＰＣを接続して動かし
てみたところ、どうも音が
おかしく、故障前は鳴らな

ーラルセッションはなんと
シングルトラックで、数百
人入れる大会場も人でいっ
ぱいでした。２日間で開か
れる数個のオーガナイズセ
ッションのテーマに合致す
る内容のものしかオーラル
では発表できず、ほとんど
はポスターです。ただし、
人の数の割には質問などほ

田中教授と野々口君が参加

ＶｉＥＷ２０１３

アか何かが破損したような
音がして、使用することが
できなくなってしまった。
こうなった原因はなんと
なく予想できた。というの
もこのロボットは、進行方
向に対して平行に取り付け
られている車輪が自動車の
ように向きを変えることが
できないので、例えば右に
旋回するときは左の２輪を
前進、右の２輪を後退する
ことによって実現できてい
る。つまり単純な前進後退
と比較すると、旋回時は駆
動部分にかなり負荷がかか
っていることになるのだ。

功への道標になるだろう。
人間は意思が弱いのが普通
だ。何か、期限があって、
それに対して苦しい中を進
まなければならない状況を
作って、初めて目標が達成
出来る。自分を追い込まな
ければだめだ。
人間、
歳をとるにつれて、
次第に出来ないことが多く
なる。それは、お年寄りを
見ればわかるだろう。大学
を卒業するころから老化は
始まる。私も、振り返って
みれば、学生時代が一番何
でもできた。次第にあれも
これも出来なくなる。でき
るように見えるのは、若い
頃の経験と蓄積があるから
であって、新しいことは次
第に出来なくなる。学生諸
君は、今がピークであるこ
とを良く認識してほしい。
今できなければ一生できな
いと思った方がいい。
田中研究室に来たおかげ
で、自分がコントロールで
きるようになった、と言っ
てくれる学生がたくさん出
るのを私は待ち望んで い
る。今年も一緒にがんばろ
う。
（田中雅博）
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明けましておめでとうございます
帰って き た パ イ オ ニ ア
これでひとまず安心？

新しい年が明けた。今年
はどういう年にするか、そ
れを考えるのが年始の休み
だ。何も考えずに漫然と過
ごしていたら、１年間、何
も良いことは起こらないだ
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とんど出ず、普通の学会の
景色とはかなり異なるもの
でした。
私と野々口君は、同じパ
ネルでのポスター発表でし
た。私の発表に対しては、
中身がわかる人とわからな
い人があり、カルマンフィ
ルタなどを知っている人か
らは、大変よくわかったと
絶賛してもらいました。逆
に、専門が当てはまらない
人には理解が困難だったよ
うで、私も、説明が面倒に
なった人もありました。
私は、前任校での教え子
（研究室は違う）が来てく
れたり、交流している東京
農工大や慶応大の学生や先
生方などにも会え、初めて
の学会にしては知り合いに

たくさん会えました。
同じ建物で、国際画像機
器展も開催されており、非
常に興味深い機器が多数出
展されていました。こちら
も、非常に楽しめました。

ＶｉＥＷは例年こ の時 期
で、半年ずらしてＳＳＩＩ
というのが、いずれも毎回
会場固定
（パシフィコ横浜）
であるようです。
（田中雅博）

発表では、参加者から「完
成すれば面白そう」、「同
じようなことに使いたいの
で聞きたい」など意外と好
評だったので、この研究を
やってきてよかったと思い
ます。研究自体もラジオ体
操の評価という、初めて聴
いても理解しやすい内容が
多いので、質問で「このシ
ステムは動的処理であるの
か」などシステムの細かい
部分を聞かれ るこ とが 多
く、「ポスター内の説明が
不足している」などの問題
に気づくいい機会になりま
した。研究内容に発展でき
る質問は今回あまりありま
せんでしたが、これを励み
にし、ラジオ体操第一の評
価システム構築に努めてい
きたいと思います。
（野々口誠人）

思った以上の好評価

かった音がする問題が発生
した。具体的には、故障後
の異音を小さくしたような
音だ。走行自体は以前どお
りできるが、まだどこかに
不具合を抱えているとする
と、無視して使うのもマズ
いかもしれない。
結局再修理することが決
定し、いくらか追加料金が
かかる見込みとなった。何
度も送ると時間も費用もか
かるので、業者には次で完
璧に直してもらいたいとこ
ろだ。
（大畔裕）

今回参加したＶｉＥＷ２
０１３は画像処理をテーマ
とした研究が主で、検知、
計測など様々な分野につい
て発表されています。例え
ば、サッカーでのボールの
追跡やＫｉｎｅｃｔ、Ｘｔ
ｉｏｎのデプスデータの歪
みの修正などがあり、興味
深い研究が多かったです。
しかし、私の研究でも大き
な問題であるオクルージョ
ンの解決策は、どの発表を
聞く限りでも難しいようで
した。
Ｋｉｎｅｃｔでの研究は
学部時代からおこなってい
るので、その知識を元にさ
らに発展させていく形で私
の研究を進めてきました。
最初は「こんな状態で学会
は難しいのではないか」と
思っていましたが、今回の

いる学生が、それぞれ研究
内容を説明し、ロボットに
実装して実際に動作する様
子を公開した。昨年度は行
われなかったので、２年ぶ

社について教えられること
もなかったといえば、いい
わけに過ぎないが、それが
事実だった。短大で、私は
コンピュータのことを教え
る教員として仕事をするこ
とになった。１９８３年か
ら約７年間の期間である。
所属は、
経営学科であった。
Ｃ言語のプログラミングを
教えたり、ＢＡＳＩＣでデ
ータの集計表を作ったりし
ていた。それでも、助教授
まで昇進できた。今考える
と、短大での私の教育内容
はレベルの低いものであっ
たが、まだ情報教育という

短大教員時代

私は、
企業に就職したが、
２年と１ヶ月で退職し、短
大の助手となった。助手の
話がなければ会社を辞める
つもりは全くなかったが、
実のところ、会社というの
が、利益を上げることが基
本的な役割という、当たり
前の論理があまり私にとっ
ては心地よいものではなか
った。今でこそ、学生には
力説しているが、その頃の
私も今の私からみると、何
もものがわかっていなかっ
た。その時代、大学の中で
キャリア教育などあるはず
もなく、公務員の親から会

第３回

私 の コ ン ピュー タ 体 験 史

ＫｏＲｏ研究会では日々
の研究成果を身内以外の人
2月
に見てもらうために、1
９日に公開デモンストレー
ションを行った。参加して

課題が残る結果に

ＫｏＲｏ公開デモ
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田中研新聞
２０１４年１月１日版

りの公開になる。公開当日
は、事前に告知したおかげ
で他研の学生や教員が見に
来てくれた。
参加したのは田中研・和
田研の学生７名で、田中研
からは大畔、吉岡、山下が
発表した。私（大畔）は学
部時代から行っている自己
位置推定プログラムを動作
させた。これはＫｏＲｏが
自律移動するために使われ
る、重要な機能だ。２年目
ともなると不具合も少 な
く、かなり精度が良いもの
となっている。本番では、
プロジェクターに投影する
はずのＰＣ映像の伝送がう
まくいかないトラブルがあ
ったが、プログラムそのも
のは普段通り、正確に動作

ものがしっかりと確立され
て いなかった時代で あ っ
て、標準的教育プログラム
はなかったと思う。研究で
は、遠隔により、京都大学
大型計算機センターの汎用
コンピュータをＦＯＲＴＲ
ＡＮで使っていた。また、
授業のない日は、京大に行
き、計算機センターに行っ
たり、出身の研究室に出入
りさせてもらったりしてい
た。この時代、個人でコン
ピュータを持つことができ
るようになってきた。当時、
ＮＥＣのパソコン
（当時は、
「マイコン」と呼ぶことが
多かったように記憶してい
る）が隆盛を極め、ＰＣ８
００１という８ビットマシ
ンが最初の大ヒットを放っ
た。この当時のコンピュー

タはＢＡＳＩＣマシンとも
いうべきもので、ＯＳがな
かった。電源を入れて立ち
上げると、いきなりＢＡＳ
ＩＣが起動し、ＯＫという
プロンプトが出た。利用す
るプログラムも基本的には
ＢＡＳＩＣで、大変遅かっ
た。その後、１６ビットの
ＰＣ９８０１シリーズが大
ヒットとなり、日本でパソ
コンといえばＮＥＣという
時代がしばらく続いた。ネ
ットにつながっていないコ
ンピュータの利用方法は限
られている。コンピュータ
雑誌にＢＡＳＩＣのプログ
ラムリストが掲載されるの
で、それを仲間と打ち込ん
で、わかる人が説明をする
ということで勉強まがいの
ことをしていた。この頃、

させることができた。一方
で吉岡、山下のプログラム
はまだまだ課題が残る結果
になってしまった。吉岡の
プログラムは人物検知を行
うためにＲＧＢカメラから
人を読み取るが、照明の色
の影響なのか、検知がいつ

フロッピーディスクが８イ
ンチから３．５インチに変
わりつつあった。３．５イ
ンチのフロッピーディスク
２０枚入りが２万円したの
を覚えている。ハードディ
スクが、８０ＭＢ（ＧＢで
はない！）程度で、２０万
円以上した。ドットインパ
クトプリンタも４０万円く
らいした。コンピュータは
大変高いものだったが、そ
の頃、お金を出してコンピ
ュータを買った人が、その
後のＰＣの時代のリーダー
になったのだろうと思う。
１９８８年４月から、私
は国外にいた。次回はそれ
について書こう。（次回に
続く）
（田中雅博）

もよりうまくいかなか っ
た。山下は人間の身振りで
ロボットに指示を与えるプ
ログラムだが、指示が通っ
たあとのロボットの動作が
不安定だったため、やむを
得ず当日は、画面上でロボ
ットが受け取った指示を表
示するに留まった。（現在
は問題が解決しているので
動作も可能である。）
今回のデモで、悔しくも
我々は準備が足りなかった
ことを思い知らされた。後
輩諸君も来年度に同様のデ
モを行う可能性がある の
で、同じようにならないよ
うに気をつけてほしい。
（大畔裕）

せん。飲食店以外では、衣
装の店が目立ちました。扱
っているのは民族衣装やチ
ャイナドレスのようでした
が、あまり本格的なもので
はなく、どちらかと言うと
コスプレ用途でしょうか。
中華街は本格的なものが揃
っているイメージが強かっ
たので、少し意外に感じま
した。
中華街から少し歩いたと
ころには元町があります。
こちらは中華街とは異 な
り、西洋風の街並みで、神
戸と似たような雰囲気のお
しゃれな建物がたくさんあ
りました。それに、クリス
マスが近い時期だったこと
もあり装飾が施されて い
て、とても綺麗でした。た
だ、普段は全くおしゃれな
場所に行く機会がありませ
んし、よく考えたら大して
興味がなかったので、微妙
な気分を抱えながら元町を
後にしました。
（野々口誠人）

郡司ななえ 「ベルナのし
っぽ」、角川文庫
ノンフィクションで盲導
犬がまだあまり知られてい
ないころのお話で、盲導犬
のベルナと共に過ごしてい
く人のお話です。目の障害
者をサポートする犬と生活
するなかで、目が見えない
不自由さから盲導犬の 活
躍、しかしそういった中で
の葛藤やペットのような思
いやり、厳しさなどについ
て書かれています。犬が老
いていくにつれてどうなる
のか、別れの際に筆者の感
じる盲導犬への愛情が魅力
ではないかと思います。
読書感想文などでも読ま
れるなど読みやすい、感情
移入しやすいなどの特徴が
あり、あまり本を読まない
人でも楽しめるのではない
かと思います。この本には
続編があるのです、併せて
読んでほしいと思います。
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学会前日に横浜に向 か
い、到着したその日は時間
があったのでどこか観光し
てみようと思い、考えた末
に取り立てて行きたい場所
が思いつかなかったので、
とりあえず初めに思いつい
た中華街周辺を散策するこ
とにしました。神戸にも中
華街がありますが、規模が
神戸より大きく平日なのに
とても賑わっていました。
店を見て回っていると、
シューマイやフカヒレまん
などが売られている店が多
く目につきます。今回は１
人だったので買いませんで
したが、また別の機会に友
達を連れて大勢で行って、
食べ歩きをしたいと思いま
した。ほかには３階建ての
大きい店など、スペースが
広いところもたくさんあり
ました。食べ放題の店も何
軒か見つけたので、飲み会
のときに気分を変えて、普
段行かない中華街に行って
みるのも楽しいかもしれま

メリル・Ｅ・ダグラス＆ド
ナ・Ｎ・ダグラス 「「ダ
ラダラ」癖から抜け出すた
0の法則」、日本経済
めの1
新聞出版社
簡単に言うと時間を効率
よく使う基本が書かれてい
ます。これを読んでると普
通は「あー、自分がそうか
も。」という内容が１つは
あるはずです。それがどう
いったところかを検証する
いい機会になると思い ま
す。しかし、どこを治すの
かわからない・・・なんて
編
編
編
人もいるかと思いま編
す。そ
ういうときはまず、「時間
がない」ではなく「どのよ
うに時間を作ろうか」とい
う考えに改めるなど時間を
無駄にしないという気持ち
を持つことです。そういう
認識をしてからこの本を読
むとためになります。
（野々口誠人）
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前回に引き続き、３回生
の残りのメンバー紹介 で
す。期限の関係で載せられ
なかった宮尾君の自己紹介
文を掲載します。

宮

ナマケモノに似ている宮
尾翔太です。いつもゆっく
りと動いているので、こつ
こつと丁寧に進めていくこ
とが長所です。また、ナマ
ケモノと同じく水泳が得意
です。クロールや背泳ぎな
ど、一通り泳ぐことができ
ます。趣味はゲームやアニ
メ鑑賞です。アニメは主に
深夜アニメをよく見ていま
す。昔、二足歩行ロボット
同士が戦うというものをテ
レビで見て感動し、こんな
ものが作りたいと思いまし
た。ですので、そういう研
究がやりたいです。

研究室対外活動予定

2日：田中教授が慶
１月2
応大学で講演します。
4日：田中教授が大
１月2
阪教育大学で講演します。
8日：田中教授が、
２月 2
新技術発表会（ＪＳＴ）で
発表します。

集
編
集 後
後 記
記
編 集
集
後

明けましておめでとうご
ざいます。４回生の卒論や
学会前の郭さんが忙し い
中、余裕をぶっこいてる大
記
記。これから就活で時
記
記
畔です
間が取られるので、ゆっく
りしてる場合ではないんで
すが、目の前に学会とか大
きな目標がないとなかなか
調子が上がりませんよね？
そんなこと言ってたら時間
なくなっちゃうので気合入
れて早いとこ次の成果を出
せるように頑張りたいと思
います！
（大畔裕）

