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甲南大学は
1日から
２月 2
2日の期
３月2
間にグランフ
ロント大阪内
のナレッジキ
ャピタルで展
示を行い、そ
の中でＫｏＲ
ｏの動画を流
すことになっ
ている。内容
は昨年の夏の
オープンキャ
ンパスのデモ
ンストレーシ
ョンと同じ
で、ＫｏＲｏ
の主人役であ
る私が音声入
力で指示を与
え、それに従
いＫｏＲｏが
目的地に移動
する。そのと
きに撮影した
動画を流した
かったのだ
が、夏休みと
いうこともあ
り蝉の鳴き声がうるさく音
声が聞き取りづらい動画に
なってしまった。そこで、
今回ナレッジキャピタル用
の動画を撮り直すことにな

った。
普段私がＫｏＲｏの実験
をするときには音声認識は
使用しない。音声認識は私
ではなく野々口が担当した
ということもあるが、自律
移動と音声認識のあいだの
やりとりは、目的地座標を
受け取り到着信号を送るだ
けなので、音声で場所を指
示する代わりに目的地を手
入力すれば、自律移動の実
験を行うことができる。そ
のため、音声認識も含めた
ＫｏＲｏを動かすのは夏以
来だった。自律移動の実験
は何度も行っており、以前
より悪化しているというこ
とはないのはわかっていた
ので、あまり心配はしてい
なかった。しかし、音声認

識は一部機能を付け足した
あと動作確認をしていなか
ったようで、撮影前日に試
験走行させてみると、音声
認識がうまくいかない部分
があった。その点を修正し、
当日も少し修正を加え、な
んとか動画を撮影に間に合
わせることができた。
ナレッジキャピタルでの
展示では今回撮影した動画
を流すだけではなく、学内
で実際に動く様子をストリ
ーミングで映すデモンスト
4，5，
レーションを３月1
1
1
2日の３日間だけ行うこと
になっている。ＫｏＲｏが
更に良いものとなるよ う
に、修論発表会が終わった
あとも作業を続けたい。
（大畔裕）

ナレッジキャピタル用動画
昨夏ＯＣの内容で撮影

ながらソフトを中心とした
解説を聞きました。前半は
ＯｐｅｎＨＲＩについて野
々口さんに解説していただ
きました。名前だけ聞く機
会は多かったものの、今回
初めてどういう仕組みにな
っているかを見ました。解
説内でも触れていまし た
が、とてもＨＴＭＬに似て
いる印象でした。まだ、実
際には触 って いないで す
が、早い段階で手をつけて
慣れていきたいです。後半
は自己位置推定のプログラ
ムソースを見て、昨日の動
きをソースとして 見な が
ら、大畔さんに解説して頂
きました。「オドメトリ」
など、まだまだ内容を理解
して いない単 語が多い の
で、こちらに関しても早い
うちにソースをじっくり読
んで、単語の意味を理解す
るところから始めていく必
要があると感じました。
２日間通しても、まだま
だわからない事が多い の
で、春休みの期間を利用し
てしっかりと学習していき
ます。
（岡田航大）

)

ているパソコンやセンサの
種類などハードを中心とし
た解説を前半で聞き、後半
から実際にＫｏＲｏを自分
たちの手で本校舎まで運び
出し、２号館前にて自己位
置推定の実演を見せていた
だきました。本校舎前に持
って行ったあとは、最初に
大畔さんが起動させ、２号
館前から１号館裏まで動か
しました。その後、３回生
が実際にコンポーネントの
起動から始め、数値の入力
も行いました。実際に自分
たちでＫｏＲｏに接続して
いるパソコンに触るのは初
めてだったため、初日から
とても内容の濃いものとな
りました。自己位置推定が
終わってからは吉岡さんの
人物追跡の起動を実際に見
せて頂きました。
0
3日はＯｐｅｎＨＲＩと
自己位置推定のソースを見

研究の引き継ぎを実施

9
2日はＫｏＲｏで使用し

に、ベースがセグウェイで
あるため２輪でバランスを
取っていることもあり、イ
ンパクトは大きい。
我々の代ではＫｏＲｏを
本校舎で活用するための下
地をある程度は作ることが
できたと思うが、まだまだ
未熟な部分が多い。ロボッ
トを扱う研究は、プログラ
ムの改良だけでなく運搬な
どにも手間がかかるので大
変だが、後輩たちには頑張
って改良を重ねてもらい、
外部に出しても恥ずかしく
ないロボットに仕上げても
らいたい。
今後、本校舎での様々な
デモンストレーションが予
定されており、またオープ
ンキャンパスなどのイベン
トで公開することになるだ
ろう。これまでも西校舎で
デモンストレーションを行
い公開してきたが、ＫｏＲ
9 0
ｏがこれまで以上に多くの
2、3日と大畔さん野々
人に楽しんでもらえるロボ 口さんを中心にＫｏＲｏの
ットになることを願ってい 引き継ぎをしていただきま
した。
る。
（大畔裕）

(

ＫｏＲｏプロジェクトが
始まって以来、実験は西校
舎で行われてきたが、とう
とうこの冬から本校舎での
実験が始まった。
元々本校舎での活用を想
定していて、これまではそ
の準備段階として、西校舎
でシステムの試行錯誤を行
ってきた。自己位置推定や
移動制御について、私や先
輩たちが研究してきて、そ
1月の修論中間発
れが昨年1
表会の時点である程度実用
できる精度になったので、
当初の目的どおり本校舎で
の自律移動に対応させるこ
とになったのである。
西校舎で実験していたと
きは、そもそも人通りが少
なかったりＫｏＲｏを見慣
れている人が多く、それほ
ど見られていると感じなか
ったが、本校舎ではＫｏＲ
ｏを見たことがない人が大
半であるため、まじまじと
見るだけでなく話しかけて
くれる人もいる。ロボット
が動いているだけでも甲南
大学では珍しい光景な の
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ＫｏＲｏ本校舎で実験
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以前からＰＣの組み立て
をしたいと思っていた。ベ
アボーンというケース、電
源ユニットとマザーボード
が一体となっているキット
から組み立てたことはあっ
たが、大きいケースで１か
ら組んだことはなかったの
で、今回組むことにした。
今回選んだパーツは次の
ようになった。マザーボー
7 ＰＲ
ドはＡＳＵＳのＨ9
Ｏ、ＣＰＵはインテルのＣ
ｏｒｅ ｉ５ ４４６０、
電源はコルセアのＣＸ６０
０Ｍ、メモリはＣＦＤの４
ＧＢを２枚、記憶媒体はサ
ンディスクのＳＳＤの２４
０ＧＢ、ケースはＡＮＴＥ
Ｃの ＮＩＮＥＨＵＮＤＲ
ＥＤ ＴＷＯ ∨３で あ
る。総額で約８万円だった
ので、すでに組み立ててあ
るものを店で購入するのと
変わらないし、わざわざ組
み立て なくてもいいの で
は？と思うかもしれ な い
が、自分にあった性能を出
すことができる、修理や取
替が自分でできるといった
ところが自作するにおいて
メリットがあると思う。ま
た、増設も容易であり、カ
スタマイズ性にも長けてい
ることは魅力的であると考
えている。
一からの組み立ては初め
ての経験なので、パーツの
取り付けで困ることもあっ
たが、経験者である大畔の
アドバイスにより、戸惑い
ながらもなんとか組むこと
ができた。しかし、ケース
の性能を活かすには問題が

いくつかあった。まず、２
．５インチのスロットが底
面に存在していたが、ＳＳ
Ｄに電源から伸びているケ

野々口、
自作ＰＣを組む
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達が一緒にいたから声を掛
けられたのかもしれな い
が。
昼食を食べに、ごく普通
のレストランに入ると、日
替わりランチ（オーストリ
アやイタリアなどではＴａ
ｇｅｓ Ｍｅｎｕというこ
とを覚えていた）があり、
それを注文したらものすご
いボリュームとすばらしい
味だった。オーストリアや
ドイツなどでは、どこの町
に行っても同じような建物
と景色が広がっており、ウ
ィーンに行って半年経ち、
少々飽きてきた頃だったの

0 回 ベ ネ ツィア
第1

わたしの訪れた町

ーブルが干渉 して 刺せ な
い。３．５インチのスロッ
トがいくつか余っているの
でそこに取り付ければ問題
はないものの、スペースを
最大限活かせないので勿体
無いと思った。ファンは４
個付属していたが、使用し
たマザーボードには端子が
３個しかなかったため、初
期状態では３個しかファン
を回すことが出来ない。４
個回すには別途ケーブルを
用意しなければならず、面
倒だった。また、マザーボ
ード側のＵＳＢ３．０のポ
ートが不足しており、フロ
ントパネルのＵＳＢポート
は今でも１個使用でき な
い。そういった問題点は、
やはり初めてだとわからな
いことも多く、良い経験に
なった。
これらの問題はあったも
のの初めて組み立てて、問
題なく動かすことができて
一安心である。グラフィッ
クボードなどを取り付ける
こともできるので性能を上
げることは可能であるが、
現状のスペックで問題ない
ため、支障がない限りはこ
のまま使用できるだろう。
現在では研究室にＰＣを置
いているが、卒業までには
自宅に持ち帰り、メインマ
シーンとして使用していく
つもりだ。（野々口誠人）
ベネツィアは、１９８８
年ウィーンに滞在中に家族
と訪れた。町全体を運河が
覆っており、車は一切見か
けず、大変珍しい水の町で
ある。町の中の移動はもち
ろん船。ヴァポレットとい
う名前の数十人乗りの船が
一般の交通手段である。有
名なゴンドラはもちろんあ
ったが、当時の価格で１万
円ほどかかるため、当時の
我が家の財政力では乗るこ
とが出来なかった。
幼児２人を連れた家族が
泊まれるホテルは多く な
い。何とか３人部屋プラス
補助ベッドの
ような形で、
屋根裏部屋の
ような、二つ
星の安いホテ
ルに泊まった
のも、今とな
っては懐かし
0月上旬
い。1
に訪れたにも
関わらず、大
変寒かったの
を覚えてい
る。
サンマルコ
広場で、鳩の
大群に囲まれ
て子供達が大
喜びして遊ん
だのが印象的
である。そこ
に、ウェディ
ングドレスを
着たお嫁さん
がいきなりや
ってきたり、
至る所から見
知らぬお兄さ
んからチャオ
と声を掛けら
れたりしたの
が、イタリア
的な思い出
だ。妻や子供

お勧
勧め
め本
本
お

で、イタリアの全く違う景
色をとてもうれしく思い、
楽しんだのを今でも覚えて
阿川佐和子「叱られる力
いる。
当時はまだユーロが導入 聞く力２」、文春新書
されていなかったので、ヨ
タイトルから明らかなよ
ーロッパでは、両替商がと
大ヒットした前著「聞
ても多かった。そういえば、 うに、
ずっと前にイタリアに行っ く力」の二匹目のどじょう
たときに使い残したリラの を狙ったものらしい。
２～３時間で 読み切 っ
紙幣を持参し、使おうとし
たら、それはもう使えない た。前著ほどの説得力はな
0 い。残念ながら。もっとも、
と言われた。日本では、5
年前の紙幣でも多分その額 こちらが阿川さんの本に慣
面なら今でも使えると思う れてしまったのかもしれな
が、外国の紙幣を持ち帰っ い。本書を通して最も頻繁
たら単なる思い出の品にな に出てくるのは阿川さんの
ってしまう可能性があるこ お父様、つまり、阿川弘之
とをこのとき覚えた。高額 さんであり、著者から す
の外国通貨は手元に残して ると、かなり怖い存在のよ
うなのである。佐和子さん
はいけない。
（田中雅博） はお父様とケンカをするつ
もりはないが、古い古い価
値観で何かにつけて干渉し
てこられる。そこで叱られ
るのである。叱られても、
真っ正面から対決をしたり
はしない。そこが賢い、そ
して優しい佐和子さんなん
だろう。
本書は上手な叱られ方ば
編
編
編
かり書かれた本かと編
思った
がそうでもなく、半分は、
叱り方について書かれてい
る。特に、現代の若い世代
の人たちのしかり方がいろ
いろ書かれており、私も参
考になった。学生と話して
みると、当たり前のことが
わかっていないことが驚く
ほど多い。それを教えるの
が私の仕事。叱ることを含
めて、若い人に生き方を教
えるのが私の仕事なのだか
ら。こう書くと、「お前に
そこまで期待してない。学
問だけ教えてくれたらええ
んや」と、逆にお叱りを受
けるような気もするが、な
んと言われようと、私はそ
ういう信念で教えている。
脇道にそれてしまったが、
本書は叱り方、叱られ方だ
けでなく、人付き合いの本
だと思ったらよい。
最も参考になったのは、

「叱り方の極意」として書
かれている「か、り、て、
き、た、ね、こ」。「か」
は、「感情的にならない」。
「り」は「理由を話す」。
あとは、本書を読まれたし。
（田中雅博）

研究室対外活動予定

0日～３月2日 ナ
２月 2
2
レッジキャピタルに当研究
室から来場者カウンタ、ラ
ジオ体操採点システム、Ｋ
ｏＲｏ（映像）を出展▽３
月４日～３月５日 ゼミ旅
6日～7
行（伊勢）▽３月1
1
日 甲南・鹿児島コンピュ
ータビジョン研究会（鹿児
島大学）に、田中教授、郭
君、吉岡君が参加、発表▽
5日～0日 田中 教
３月2
3
授、カリフォルニア大学バ
ークレイ校等に出張

集
編
編 集
集
集 後
後
後 記
記

2
1月から修論と引き継ぎ
の準 備と実験とや って き
て、あまり余裕がない日が
続いています。秋頃は頻繁
記
記回してたバイクも年
記
記
に乗り
を明けてからしばらく乗れ
ず、３週間ほど放置してし
まい、バッテリーが弱って
いるのかエンジンがなかな
かかかりませんでした。
最近は記事の通り、Ｋｏ
Ｒｏを本校舎に運んで実験
しています。毎回運ぶ手間
がかかる上に、ＰＣのバッ
テリーの問題で１日の実験
では２号館南から１号館北
のコースを２往復するのが
やっとなので大変です。ま
た、実験していたら雨や雹
が降ってくることもあり、
そうなると中断して雨宿り
して、収まったら急いで西
校舎に運んで・・・という
こともありました。まだ発
表用の実験動画を撮影しな
ければならないので、２月
の２週目は本校舎で必死な
様子の大畔が見られると思
います。
（大畔裕）

