になっており、発表番号の
奇数の人が前半部、偶数番
号が後半部で発表が行われ
ます。私は奇数番号でした
0分か
ので前半の部（9時3
0時5分まで）のみの発
ら1
1
表でした。初めの聴衆者の
方が大学名は聞けませんで
したが教授の方で、実験結
果の動画を見せた時に「追
跡時のロボットの速度が速
いね」と言っていただけま
した。また提案で「この追
跡システムを繁華街とか人
ご みの 中で 実験して み て
は」と言われました。今後
0 0
1人2人と大勢の人が存在
する状況の中でも人物追跡
が行えるのか実験を試して
みたいです。発表中様々な
方が聴取に訪れてきてくれ
ました。本当は前半の部の

2号
第2
２ ０ １ ５年
６ 月１ 日 発 行

私が甲南大学に赴任した
のは１９９９年７月だ か
ら、新幹線通勤を始めて６
6年が経過
月末でちょうど1
する。その間ＪＲにつぎ込
んだ定期券代は、２千万を
超える。一度に２千万と言
われたらきっと躊躇するだ
ろうが、３ヶ月定期１回分
3万８千円だから、高い
は3
なあと思いながらも買って
いる。もちろん、大学から
支給される交通費も含まれ
ているが、それを除いても、
１千万以上をつぎ込んだ。
その間、出張や冬休み以外
は夏も春も月曜から金曜ま
でほぼ欠かさず通勤してい
るから、その回数は４千往
復になる。もちろん、東京
や九州出張などのときにも
乗っており、新幹線の利用
はこれだけではないが、朝
岡山で乗る時刻、夕方新神
戸で乗る時刻はほぼ決まっ
ており、
岡山を居住地とし、
新神戸で下りて働くという
形に限定すれば、エキスパ
ートと称してもいいのでは
ないかと自負している。
まず、岡山で乗るときに
は、のぞみ１号車の東京寄
りの扉から乗る。座る場所

甲南 大学 知能 情報学 部 田 中 研究 室

２０１５年６月１日号
毎月発行

号車、２号車と、西に行く
につれて空いていき、１号
車は月曜日を除きがらがら
である。私が岡山駅で並ぶ
列のトップとは限らな い
が、不思議に客席内の一番
東側に座る人は少なく、皆
さん、
奥までお進みになる。
また、３列は不人気で、一
人で座る人はまず山側の２
列に座る。そこで、私の定
位置はほぼ確実に空いてい
る。私が座ると、私の前を
通って奥のＡ席に座る人が
出てくる。不便にも関わら
ず、
奥に入りたい人は多い。
朝座れなかったことは今ま
で一度だけあったがほぼな
いといってよい。
一方、新神戸から下りに
乗るのは結構難しい。時間
9時前後が多
的には夕方の1
いが、新大阪という乗降の
多い次の駅というのは、不
幸である。空いた席がほと

編 集 長： 岡 田 航大（Ｂ４
編集委員：吉岡 一樹（М２
定や8足ロボットの歩行技
術の発表などありました。
私が携わっていない分野の
技術でしたので新鮮で面白
みがありました。私の知ら
ない知識や考え方が知 れ
て、私の研究にも役に立つ
ような経験ができました。
今後学会発表があれば、積
極的に参加していきたいで
す。
（ 吉岡一樹）

は、最もデッキ寄りの３列
あるところの通路側Ｃ席が
私の定位置である。１号車
に乗る理由は、この時間、
西から来る人はまだ下りる
人がほとんどなく、乗り込
んだところから順に席が埋
まっているからである。３

第３回新幹線の乗り方
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みの発表でよかったのです
が、聴衆者が多かったため
後半の部でも発表を続けま
した。後半の部も発表しま
したので1時間半発表し続
けましたので、発表後は喉
がからからでした（笑）。
私の発表終了後は企業の
ブースや他の発表を聴衆し
ていました。他の発表では
水中ロボットの自己位置推

p
j
.
c
)
a
.
)
u
n
a
n
o
k
.
s
i
.
n
o
i
t
a
n
r
a
c
/
/
:
p
t
t
h

7日から9日まで京
5月1
1
都のみやこめっせで行われ
た「ロボティクス・メカト
ロニクス講演会２０１５
in Kyoto」に参加
9
してきました。私は5月1
日の午前中に「屋外環境で
の自律移動型ロボットにお
けるオクルージョンを考慮
した人物追跡」というタイ
トルでポスター発表を行い
ました。簡単な発表内容で
すが、ロボットが距離デー
タを基に人物を追跡中に、
追跡人物とロボットとの間
に通行人などが横切り追跡
人物を見失った場合、RG
Bカメラによって追跡人物
の認識を行い再度追跡する
という発表内容でした。
0
当日の発表時間は9時3
1時の間で2部構成
分から1
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学内のPCサポートとい
うアルバイトの仕事柄、よ
くパソコン関係の新製 品
や、便利グッズを目にする
ことが多く、「こういう商
品があるのか」と勉強にな
るケースも少なくない。そ
して、本当に気になったも
のは自分でも購入するとい
う事もある。
私のPCデスクは、セカ
ンドモニタやペンタブがあ
る都合でかなり狭く、マウ
スにとって 優しくない の
で、とある先生が購入して
以降、気になっていたトラ
ックボールマウスを先日購
入した。エレコムのM-X
T1URBKという商 品
で、有線のタイプだ。トラ
ックボールマウスはマウス
の裏側にボールがついてお
らず、その代わりに表側に
大きなボールがついて い
て、それを動かすことでマ
ウス操作をするもので あ
る。そのため、俊敏さが求
められるマウス操作はでき
ないので、オンラインゲー
ムなどを行う人にはまった
く向かないので注意が必要
だ。写真は実際の製品と使
用している場所を写したも
ので、マウスの下には大き
さの目安としてCDのケー

スを置いた。ほとんどCD
ケースの大きさと同じ広さ
しかとらない。この程度の
スペースから一切動かさず
とも操作でき、普段のマウ
ス利用が俊敏さを求めない
操作だけの私はトラックボ
ールマウスが最適だったと
言える。しかも、マウスパ
ッドの状態を気にしなくて
もいいので、どんな場所で
も
（極端な話膝の上でも）
同
じように操作できるので、
かなりだらしない体制でマ
ウスを操作するこ とも あ
る。こういったマウスには
ボタンが複数ついているケ
ースが多いが、ボタンに機
能を 割り 当て るこ とが で
き、
ブラウザの
「進む」「戻
る」などが標準で設定され
ているため、インターネッ
トを見る分にはとても便利
だ。また、マウスの動かし
すぎで腱鞘炎になったとい
った事を聞いたことがある
が、それも防ぐことができ
る。ただし使っていて思う
のが、このマウス腕は腱鞘
炎にならないかもしれない
が、指がつりそうになるの
で、結局のところ、どっち
もどっちなのである。
（ 岡田航大）

第 １ 回 ト ラック ボ ー ル マ ウ ス

気になる便利グッズ

んどない。こちらには、２
号車の西側の扉から乗って
いる。１号車はもともと座
席が少ないので、意外に空
いた席が少ないのである。
また、３号車よりは２号車
の方が若干空いており、階
段に近い扉から乗降する人
が多いので、遠い、西側の
扉を使う。ざっと見たら空
いたところが見当たらず、
デッキに立っている人がい
ても、
あきらめるのは早い。
たいていＢ席に服を置いて
いる不心得者がおり、「空
いていますか」と言えば、
ものも言わずしぶしぶもの
を除けてくれるので、そこ
に座る。毎日のことなので、
ここで遠慮していたら体が
続かない。また、九州新幹
線である、さくらやみずほ
があるときはそれを狙う。
新大阪発なので、のぞみよ
り空いている。
問題は、金曜日である。
金曜日は週末に帰宅するサ
ラリーマンなどが多く、非
1時台で
常に混んでおり、2
も油断はできない。金曜だ
け運行する臨時列車は、た
いてい混むのぞみの数分後
に設定してあるが、これが
不思議にがらがら。
そこで、
金曜は臨時列車を狙う。臨
時列車はＮ７００系ではな
く、旧式の７００系のこと
が多いので、旅行社が避け
るのであろうか。しかし、
新神戸でわざわざ臨時列車
を待つのは、すぐ次にくる
ときだけである。ないとき
は、最初から５号車か６号
車あたりのデッキに立つつ
もりでそのあたりの扉から
乗り込む。ＪＲにこの記事
を見られたらしかられるか
もしれないが（自由席がい
っぱいの時は自由席のデッ
キに立つように案内が あ
る）、今まで指定席のデッ
キに立って注意されたこと
はない。同じ立つなら空い
ているところに立ちたいも
のである。これが私の通勤
風景である。（田中雅博）
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すら見当たらない。大変不
便な思いをしながら、結局
中をじっくり見られたのは
サンノゼのテック博物館だ
けだった。テック博物館で

を迎えることが予想された
ので、あえなく断念し、同
じ道を帰途についた。外国
でこういう遊びをするのは
危険であることを思い出し
たのだった。サンフランシ
スコは、基本的には、ＢＡ
ＲＴという電車を使って空
港から市内、さらにバーク
レーへも移動した。市内は
３０度近い勾配の坂が有名
なので、フェリー乗り場か
ら坂を上り、グレース大聖
堂まで歩いてみた（写真の
坂は南の方へ下りる道 だ
が、こちらも負けず劣らず
すごい）。金門橋を渡ると

のデバイスには「Wind
0 for pho
o w s1
ne and small

以上のデバイスには「Wi
0 for P
ndows1
C」が入り、8インチ未満

0の提供
Windows1
9日に決まり、
開始が7月2
既にWindows7 ・
ﾆ8、8.1を使ってるユ
ーザーはタスクバーの右側
にWindowsマークが
出てきている。ボタンを押
0の
すと、Windows1
予約画面が出てくるように
なっており、予約したユー
9日を迎えると
ザーは7月2
自動的にダウンロードされ
る仕様となっている。
そもそも何故9ではなく
0
1なのか。諸説あるようだ
5や8と検索上で
が、9は9
9
被ってしまうらしいという
のが濃厚だ。今回のＯＳで
は、今までのようにパソコ
ンにはWindows、ス
マホにはWindows
Phone、タブレットに
はWindows RTと
いったようにデバイスでＯ
Ｓが分かれる事もなく全て
0」で
が「Windows1
統一されることになった。
ただし、正確には8インチ

不便なところに行くので結
局渡らず、水族館の付近か
ら遠く眺めただけだっ た
が、サンフランシスコに行
った実感があった。また、
フィッシャーマンズワーフ
では数え切れない数のアシ
カが生息しており、第二次
大戦で使われた軍艦も博物
館になっており、中を見学
した。シリコンバレーは、
カルトレインを使えば、何
とか旅行できることがわか
った。次に来ることがあれ
ば、今回行けなかったが見
たかったところに行ってみ
たい。（田中雅博）

tablets」という
ものが入る。後者にはデス
クトップがないので、デス
クトップアプリは動作しな
いと明言されている。Of
ficeはすべてのデバイ
スで同じように動くとの事
なので、個人的にはそこが
かなり嬉しい。Corta
naという音声アシスタン
ト機能も内蔵され、Cor
tana単体でiOSやA
ndroidで使えるよう
にアプリ配布もすることが
名言されている。

良ＯＳか悪ＯＳか

0
どう な る ウィン ド ウ ズ1

は、キネクトやカメラの応
用システムがいろいろ あ
り、非常に面白かった。写
真は、テック博物館のキネ
クトの応用システムの１つ
である。スクリーンに示さ
れたポーズを自分が取 っ
て、どれだけ忠実にポーズ
が出来たかを得点化するも
のだった。もう１つ、マウ
ンテンビューの「コンピュ
ータ歴史博物館」を見たい
と思い、駅を下りたのだが
タクシーがなく、もちろん
バスもなく（わずかに走っ
ているが、
土曜日はない）
、
３ｋｍくらいを歩こうと決
意して、
半分くらい歩いた。
アメリカの高級住宅地らし
い、きれいな庭のある一戸
建て住宅が建ち並ぶところ
を汗をかきながら半分位を
歩いたが、途中からハイウ
ェイのような広い道に 出
て、誰も歩いていないこと
に若干の不安を覚え、
また、
着いてもおそらく中を１時
間も見ることなく閉館時間

サンフランシスコとシリコンバレー

前回紹介したバークレー
出張の際に、航空機の都合
で帰国前に土曜日の滞在を
余儀なくされたので、シリ
コンバレーを訪れた。あの
あたりの地理は行ってみな
いとなかなかわかりにくい
が、シリコンバレーとは、
スタンフォード大学やグー
グル、フェイスブック、ヤ
フー、アップルなど、大学
や先端企業が多数本拠地を
持つエリアで、多くの小さ
い町から構成される。アメ
リカは完全な車社会で あ
り、旅行者の私はバークレ
ーに泊まりながらシリコン
バレーの１日小旅行を計画
したのだが、言うまでもな
く、土曜日は企業も訪問を
受け付けない。足に関して
は、サンフランシスコから
の長距離（と言うほどでも
ないが）バスはない。カル
トレインという列車が２時
間に１本程度走っているだ
けで、おまけに、駅につい
てもバスもなく、タクシー

4回
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わたしの訪れた町
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私は前に公開されていた
0の試用版
Windows1
をインストールして使い勝
手を確かめた。
Windows8で不評
だった為か、スタートボタ
ンは復活しており、スター
トボタンを開くと、Win
dows7以前のものに、
8のパネルを加えたような
ものとなっており、よく使
うアプリや、ニュースや天
気などをタイルで設置して
おくと便利だ。また、同じ
く不評だった検索機能も7
以前と同じような位置に設
置されることになった。8
ではアプリを起動すると、
デスクトップとの行き来が
かなり面倒だったが、今回
はデスクトップにアプリを
浮かせることが可能で、こ
のあたりも7以前と違和感
なく使えた点だ。個人的に
はコントロールパネルが廃
止され、ＰＣ設定というも
のに統一されたというのが
大変わかり辛い以外は満足
できるＵＩだと感じた。私
はその機能は知らなかった
が、仮想デスクトップとい
う機能も標準でついて お
り、公開された情報による
と１つのPCで複数のデス
クトップを使いわけること
が可能というもので、デス
クトップ１で開発画面を広

げ、休憩時間にデスクトッ
プ２を使いインターネット
で調べものをしたりすると
いった幅広い使い方ができ
る。ブラウザも従来のIn
ternetExplor
erではなく、Micro
soft Edgeという
新ブラウザになっている。
ただし、IEはサービス終
了するわけではないので、
その点もうれしいとこだ。
アプリなので、位置情報や
カメラ、マイクなどの使用
権限もPC設定から弄るこ
とができるので、安全性も
向上している。コマンドプ
5年ぶりに大幅
ロンプトも1
に手を加えられることにな
り、コピー＆ペーストや、
文字とウィンドウの大きさ
など様々な設定を簡単に弄
ることができるようになっ
た。使用頻度が高い人には
うれしい機能となっている
ように感じた。
また今回一番大きいのは
サポート期間を設けていな
い点にあると考える。Wi
ndows7だと２０２０
4
日
に
、
同
じく8は
年1月1
0日にサポ
２０２３年1月1
ートを終える。XPの時は
大きな買い替え時期になっ
たように、サポート期間が
終了すると、企業などは買
い替えを余儀なくされる。
サポート期間を設けていな
いということは、デバイス

が壊れるまでは無料でセキ
ュリティアップデートを提
供してくれる事を意味する
ので、今回の無料アップデ
ート対象外のEnterp
riseＯＳを導入してい
る企業以外は多くの企業が
0へのアップグレー
7から1
ドを行うと予想される。Ｏ
Ｓ自体の動作も軽いと感じ
た。また、iOSやAnd
roidのアプリを簡単に
移植できる為、第３のスマ
ートフォンOSとしての期
待も高まっている。
全体的には、かなり期待
ができるOSになるのでは
ないのだろうか。メインで
使ってるマシンに入れるの
はリスクが高いので、タブ
レットに正規版をいれてみ
ようと思う。（岡田航大）

研究室対外活動予定

６月１日～３日、
田中教授、
コタキナバル
（マレーシア）
でのＡＳＣＣで論文発表▼
６月２日、関西テレビでラ
ジオ体操システム放送▼６
3日、田中教授、公開講
月1
座で講義「移動ロボットの
9日、
得手・不得手」▼７月1
オープンキャンパス。当研
究室からは、来場者カウン
タ、ＫｏＲｏ（図書館入り
口動作）、ラジオ体操採点
システムを出展予定。
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まず最初に、６月号の発
刊が１週間遅れてしまい、
大変申し訳ありませんでし
た。
５月というと何かと漢字
などに多用されているイメ
ージがあります。『五月蠅
い』や『五月雨』というの
がパッと思い浮かぶ漢字で
しょうか。どういう訳か私
は『五月雨』という漢字に
纏わるエピソードがいくつ
かあり、例えば『五月雨』
という漢字から梅雨は５月
にあるものだと昔は勘違い
したりしていました。本当
は旧暦の５月あたりに降る
雨のことで、６月末～７月
上旬を指すようです。（諸説
あります）
ゴールデンウィークには
徳島県から帰ってきていた
友人と会っていましたが、
徳島というと私は何と言っ
てもスダチです。８月の残
暑厳しい時期くらいから旬
を迎えます。少し遅れて秋
刀魚も旬を迎えるわけです
が、秋刀魚にスダチを摩り
下ろして大根おろしと醤油
をかけて頂くと、あっさり
としてとてもおいしい で
す。夏の暑さも少しは和ら
ぎます。最近知ったことで
すが、どうやらスダチを摩
り下ろして食べるのはあま
りスタンダードではないと
の事です。美味しいので、
是非一度お試しください。
あとは私事ですが、この
度甲南大学の大学院への進
学が確定しました。就職や
他所の大学院を含めて、色
々悩んだ上での決断になり
ました。自分自身にブレー
キをかけずに全力投球して
いきます。ということは、
ほぼ確実にあと２年は編集
委員も務めることになると
思いますので 読者の皆 様
も、
よろしくお願いします。
（岡田航大）

