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現在在甲南大学では、K
ONANプレミアプロジェ
クトという全学のプロジェ
クトが実施されており、そ
の中のＫＯＮＡＮスマ ー
ト・ラーニングプロジェク
ト中の「ロボット学びプロ
ジェクト」を知能情報学部
が実施している。ロボット
学びプロジェクトでは、１
．キャンパスカウンタ、２
．漫才ロボット、３．案内
ロボットＫｏＲｏ、４．図
書館司書ロボット、５．ラ
ーニングコモンズビュ ー
ア、６．英文ライティング
学習支援システムの６つの
プロジェクトを推進してお
り、田中研究室では、なん
と１，３，５の３つのプロ
ジェクトを担当して い る
（ただし３については、一
部和田先生と共同）
。以下、
これらについて、簡単に説
明していこう。
キャンパスカウンタは、
歩行者カウンタとして田中
教授が作成したシステムを
もとに、オープンキャンパ
ス用に修正したもので あ
る。歩行者カウンタは、２
ヶ月間の連続稼働が可能で
あるが、オープンキャンパ
スは１日単位で実施される
ので、カレンダー表示をと
りやめ、その代わりに来校
者へのメッセージを表示し
ている。さらに、１時間毎
の時報、ランダムなメッセ
ージ、入場者２５０人毎に
おめでとうメッセージが音
声で発信される。
ＫｏＲｏは学生が主体的
にシステム作りをして い
る。利用場所は、イベント
時の図書館前の広場と通常
の設置場所の図書館入り口
である。広場では、ＫｏＲ
ｏはぶらぶら動き回り、出
会った人と対話に話しかけ
るというような動作を す
る。また、ゲームを制作中
である。二択問題を音声で
出し、参加者はあらかじめ
用意している２つの四角エ
リアの間を、正解と思う方
に移動する。これを何度か
繰り返すというゲームで、
人数が１か０になったかど
うかをＫｏＲｏが判定し、
ゲームの進行を制御する。
さらに、ＫｏＲｏは計算も
する。あらかじめ準備した
数字と演算子のカードを参
加者に好きなように並べて
もらい、式を作る。ＫｏＲ
ｏは、カメラで式を見て文
字認識をして、計算式を理
解し、その計算を実際に行
い、音声で答えを言うとい
うものである。きっと人よ
りも早く答えを言って、見
て いる人を驚かせるだ ろ
う。
ラーニングコモンズビュ
ーアとは、天井の監視カメ
ラの画像を分析して、ラー
ニングコモンズの中の移動
可能机の位置と人の位置を
自動的に割り出し、長期間
のログを生成するというシ
ステムである。これは、昨
年度の岡本君の卒論によっ
てその下準備をしたものを
今後発展させる。
このように、当研究室で
は、全学プロジェクトに積
極的に関与し、甲南大学を
ロボット大学にするような
勢いで推進していきたいと
思っている。当研究室のシ
ステム以外の２，４，６に
ついてもすばらしいものば
かりであり、これらのプロ
ジェクトが成功したあかつ
きには、甲南大学に世間の
目が釘付けになるであ ろ
う。写真は、新生ＫｏＲｏ
の外観（一部変更あり）で
ある。（田中雅博）
私は画像と距離データを
用いて人物の検出、追跡お
よび認識をロボットが自動
で 行う研究を行って い ま
す。周囲の距離データを基
に、前方に存在する人物の
数とそれぞれの位置を出力
します。また特定の人物を
ロボットに設定すると、そ
の人物の追跡を自動で行い
ます。追跡中に追跡人物を
見失った場合、カメラから
得られた画像を基に人物の
認識を行い、再度人物の追
跡を行うロボットのシステ
ムを開発しました。また、
室内において以前までのシ
ステムでは追跡人物が曲が
り角を曲がった場合、追跡
人物を見失いロボットを停
止させていました。
しかし、
周囲の距離データとロボッ
トの移動量を用いて、曲が
り角までロボットが自動で
移動し、追跡人物が曲がっ
た方向へ回転し、画像を基
に認識し、再度追跡するシ
ステムも開発しました。
現在、オープンキャンパ
スで私の研究室が中心で行
うクイズのデモンストレー
ションに向けてのシステム
を開発中です。システムの
概要ですが、ある範囲内で
囲まれた2つのグルー プ
（○グループ、?グループ）
内に存在する人物の数をそ
れぞれ自動で検出します。
そこから、一問一問での正
解者の数、不正解者の数を
出力し、不正解者がクイズ
を行う範囲内から移動し、
正解者のみが範囲内に残っ
ているのか判断するシステ

吉岡一樹

田中研究室の４回生の岩
佐幸輝です。体操競技部に
所属しています。小学５年
生のときから体操競技をや
ってます。講堂兼体育館で
練習していますので興味の
ある人は、ぜひ見に来てく
ださい。
研究内容は、kinec

岩佐幸輝

田中研究室4回生の石原
史也です。私の研究はロボ
ットのKoRoが自分の意
志で自由に動き回ることが
できるようにすること で
す。それに加え、動いてい
る途中に人を検知すると愛
嬌をふりまくアクションを
起こし、あいさつなどを返
してくれるロボットを作っ
ています。そんな人に慕わ
れやすく、なじみやすいロ
ボットになることを目指し
ています。

石原史也

院1回生の須谷章宣 で
す。現在研究課題としてK
oRoに付属されているK
inectを用いてご来場
された方にKoRoから様
々な姿勢をお題として提示
にそのポー
し、お客様
（ ?）
ズをとってもらい、それを
KoRoが評価して遊んで
いただくプログラムを作成
しております。いち早くこ
の機能を完成させ、皆様に
楽しんでもらえるよう尽力
しております。

須谷章宣

ムの開発を行っています。
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究室
室メ
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紹介
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田中研究室紹介

tで人を認識してその人の
姿勢が良いが悪いかの判定
をしてます。姿勢が悪けれ
ば前屈などの運動をしても
らい姿勢が良くなる効果を
体感してもらうというシス
テムを開発しています。

岡田航大

こんにちは。田中研究室
４回生の岡田航大です。趣
味は野球観戦（１３年ほど
カープファンやってます）
、
ピアノ、エクセル、ゲーム
にアニメに将棋にと正直書
ききれないくらいに色々な
事に手を出してます。飽き
っぽいだけとも言えます。
現在この新聞の編集委員長
やっています。よかったら
毎月発刊しているので見て
ください！
今ゼミで行っているのは
数字や記号のパネルを並び
替えて式を作り、それをK
oRoという犬型ロボット
に自動計算させるシステム
を作っています。オープン
キャンパスまでには単なる
数式だったら計算できるよ
うにし、将来的には２次方
程式や因数分解に微分積分
などできるようにしたいと
思っています。

栗岡亮太
田中研究室所属４回生の
栗岡亮太と申します。
私が今やっているのはオ
ープンキャンパスで行うデ
モのためのクイズゲームに
関するプログラミング で
す。正直私はあまりプログ
ラミングが得意ではないの
ですが、オープンキャンパ
スで来場する方に楽しんで
貰い、興味を持っていただ
けるようなものができるよ
うに頑張ります。

斎 藤 誠
こんにちは。田中研究室
４回生の斎藤誠です。私は

研究でAR.Droneと
呼ばれる小型の飛行ロボッ
トと機体に装備されたカメ
ラを使って、ゴミを探索す
るシステムを作成します。
人間の目でゴミを判別する
のは簡単なのに、機械で判
別するのはいろいろと難し
いです。最近、ゴミを自動
で回収するロボットが海水
浴場の砂浜で活用されたと
いうブログニュースの記事
を読み、自分の研究内容と
リンクする部分もあったた
め、社会で実際に活躍して
いるさまざまなロボットが
どういう仕組みで動いてい
るか興味を持ち始めま し
た。

松下和樹

どうもこんにちは、松下
和樹です。私の趣味はゲー
ムです。ですが最近はあま
りできていません。
現在研究室では、深度セ
ンサを用い、得られた情報
から障害物を見つけ、検知
音を鳴らすことで障害物の
場所を知らせるシステムを
開発しています。深度セン

サというのは、センサから
物体までの距離情報、つま
り空間の奥行き情報を取得
することができるセンサで
す。以前はkinect等
の比較的大きい深度センサ
が主流でしたが、私が使用
しているセンサは、手より
少し大きいサイズのセンサ
です。
田中研究室にはロボット
や、たくさんのセンサがあ
るのでロボットやセンサ使
った研究をしたい人は、是
非来てみてください。

松田直樹

四回生の松田直樹です。
サッカーに詳しい方は私の
名前に見覚えがあるのでは
ないでしょうか。私はki
nectを用いた図書館の
案内システムを作っていま
す。ジェスチャー認識や音
声認識などでシステムを操
作できるようにする予定で
す。このシステムは図書館
に置く予定で、オープンキ
ャンパス（７月１９日）に
間に合わせるために頑張っ
ています。

したこともあったものの、
地上波テレビ局のスタジオ
は初めてであり、やはり設
備がすごく充実しており、
特に報道フロアは一秒単位
でリアルタイムのニュース
を報道するための独特の緊
張感と雰囲気を感じた。
写真はスタジオ内で記念
撮影をしていただいたもの
で、ゆうがたＬＩＶＥワン
ダーをよく見る方からする
とおなじみのテーブルとセ
ットではないだろうか。椅
子に座ってスタジオを見る
と、いろいろな場所にカメ
ラや機材などが設置してあ
り、出役の方をいかに上手
く映すかを念入りに考えて
いるように見えた。
放送が始まると、先ほど
までの緊張感とはまた違う
ものを感じた。とりあえず
コーナーのオンエアを終え
るまでスタジオ内で待機し

1日から３泊５ った）による州の紹介が長
この５月3
日で東マレーシアのコタキ 時間あり、このあたりは、
ナバルで開かれたAsia 非 常 に 特 色 が あ る と 思 っ
n Control Co た。町の名前については、
nference （AS 「キナバル」はボルネオ島
CC）に参加した。ホテル 最高峰のキナバル山から来
は、The Pacifi ている。「コタ」は、町と
c Sutera Res いう意味らしい。コタキナ
ortというところで、さ バルの町はホテルから車で
まざまな娯楽施設が完 備
し、海も近い。タイやイン
ドネシアなどの国のリゾー
ト地が好きな人がいるが、
まさにこういう雰囲気を求
めていくのだろうと思 っ
た。
0近いパ
学会は３日間、1
ラレルセッションで行われ
た。最初に、オープニング
があり、厳かな雰囲気の中
でサバ州の歌の演奏が始ま
り、また、州知事（だと思

5回コタキナバル
第1

わたしの訪れた町

当研究室で野々口誠人さ
んの修士論文や藤原竜也さ
んの卒業研究の一環として
開発され、その後田中教授
により改良中である「ラジ
オ体操採点システム」が６
月２日に放送された関西テ
レビの報道番組である、ゆ
うがたＬＩＶＥワンダーの
コーナーにて紹介された。
５月の末に学内にて取材
があり、その際には同テレ
ビ局のアナウンサーである
坂元アナに採点システムを
体験して頂いた。放送を見
て頂いた方はご存知かもし
れないが、結果は過去最低
点数となり、番組的には面
白い（？）結果となってい
た。
放送当日は研究室から吉
岡と岡田がサポート要員と
して関西テレビにお邪魔し
た。私はケーブルテレビや、
ラジオ局には何度かお邪魔

ラジオ体操採点システムテレビ局へ
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６月の中頃に大阪に行く
機会があり、ついでにヨド
バシカメラを見てきたのだ
が、そこであるマウスパッ
ドに一目惚れしたので、購
入してきた。
写真の製品がそれで、エ
16BKと
レコムのMP-1
いう疲労緩和のマウスパッ

0kmの
コタキナバルから5
ところを震源とするＭ６．
０の地震が発生し、キナバ
ル山の一部が崩落したり、
コタキナバルの町でも、地
割れや建物被害があったそ
うである。
行く前は、マレーシア航
空が墜落しないか心配して
いたが、現実的な危険とし
ては、この地震や、ＭＥＲ
Ｓなどのほうが遙かに大き
かったと言える。私は、こ
の日本人で、この年齢であ
りながら、今まで経験した
最大の地震は、阪神淡路大
震災を岡山で経験した深度
４である。岡山でもその後
芸予地震や鳥取県西部地震
などで震度５弱もあったの
だが、そのときは私は神戸
にいた。地震に遭遇しない
運命にあるのであろうか。
近々来ると言われている巨
大南海地震には、本当に遭
遇したくないものである。
（田中雅博）

ドなのだが、横浜市総合リ
ハビリテーションセンター
とエレコムの共同開発で生
まれた製品で、Fitti
oという素材を使用してを
り、ゴムの特性である形状
回復とジェルの特性である
流動性を持っている。それ
でいて個体なのでもし破れ

第 ２ 回 疲 労 緩 和 マ ウ ス パッド

気になる便利グッズ

ように自然な流れになって
いたのを見て、生放送での
プロの仕事を垣間見て感動
した。一つの番組の一つの
コーナーだけでもあんなに
力を入れるなら、大型企画
の時は一体どれくらいの人
がどれくらいの時間をかけ
て作っているのかを考える
と、番組最後のスタッフロ
ールの見方が少し変わった
気がした。
今度は自分たちの世代が
おこなった研究内容がこう
いった場で紹介されるくら
いになりたいと思えた の
で、個人的にもいい刺激に
なった。
放送の詳しい概要は、ゆ
うがたＬＩＶＥワンダーの
HP上にもバックナンバー
として保存されいるので、
そちらも是非見て頂き た
日録画を自宅で見ると、あ
まり違和感のないように仕
上がっており、スタジオで
起きていたトラブルが嘘の

（岡田航大）

ていた。実はこの生放送の
際、ちょっとしたマシント
ラブルがあり、予定通りに
は行かなかったのだが、後

い。（http://ww
w.ktv.jp/won
7pm/05_6
der/1
21 0
2 . h t m l）
_0

0
1分ほどのところにあるの
で出かけてみた。センター
ポイントというところがも
ともとの町の中心らし い
が、古臭い店舗の集まりだ
った。むしろ、町の北の端
にあるショッピングモール
のほうが日本などでも多く
見られる新しい形の店舗が
たくさん入っている。町の
雰囲気は、スラム街のよう
な古い部分と、新しいショ
ッピングモールの両極 端
で、広くてきれいな道路の

脇 に 続 々 と 建 設 中 の ビ ル 場が決まっているようで、 タキナバル空港を６月３日
は、この町の発展の象徴の 難しい交渉をする価値も必 に発ち、４日早朝に関空に
ようである。ホテルから車 要性もなさそうだった。コ 無事到着した。その翌日、
0分ほどのところに、サ
で1
バ博物館というのがあり、
ちょっと立ち寄ってみた。
ボルネオ島の文化や、島に
ある動植物などが紹介され
ている。日本のテレビで放
映されたボルネオ島の紹介
番組がそのまま日本語で放
映されていたりしたのには
驚いた。マレー語はもとも
と文字を持たない言語だっ
たそうで（今はアルファベ
ットで表現される）、その
ためか、歴史的な蓄積が少
ないように感じた。全館写
真撮影禁止だったので写真
が取れなかったのが残念で
ある。この島では、タクシ
ーにメーターがない。タク
シーは乗る前に金額を聞い
て（交渉して）乗る。とい
っても、ホテルから町まで
5
1リンギット、ホテルと空
0リンギットと相
港の間は3

ても漏れ出すことはない。
しかし購入してからよく考
えると、普段パソコンを操
作するときはどちらかとい
うとマウスはあまり触 ら
ず、キーボードがメインだ
から結局あまり効果がない
のかと思ったのだが、これ
が意外なことに快適で、思
った以上に重宝している。
こういったマウスパッドは
操作できるスペースが狭い
という理由で使わない方も
多いのだが、先月号で紹介
したように私は今トラック
ボールのマウスを使ってい
る。意外なことにこの２つ
がかなり相性がよく、かな
り快適なマウス操作をする
ことができる。私自身これ
までマウスパッドはほとん
ど使わず、使ったとしても
ゲームを買ったときについ
てきた記念品みたいなもの
しか使ったことがなかった
が、この商品を使って以来
研究室でマウス操作をして
いると違和感を覚えるくら
いには中毒になっている自
覚がある。ヨドバシなどの
家電量販店ではこういった
マウスパッドの展示などを
しており、このマウスパッ
ドのパッケージ自体に触っ
て確かめてください、とい
うような感じでパッケージ
に感触を確かめるための小
さなものが付属している。
興味があれば是非実物を見
て体験してみてはどうだろ
うか。（岡田航大）

研究室対外予定

9日（日）オープン
７月1
キャンパスで、入場者カウ
ンタ、ＫｏＲｏの図書館案
内システム実演予定▼８月
２日（日）オープンキャン
パスで、入場者カウンタ、
およびＫｏＲｏの多数のデ
モシステム実演予定▼７月
9
2日（水）ＳＰＯＲＴＥＣ
で、キネクトを応用したラ
ジオ体操採点システムと題
した講演

編集後記

６月になって暑いわ雨は
降るわで個人的には最悪の
日々を送っています。６月
は祝日になったことがない
唯一の月でもあります。「祝
日がない月」という響きだ
けであまり好きじゃないと
言う方も多いのではないで
しょうか。２０１５年現在
は８月も祝日はないのです
が、大正天皇の誕生日が８
月３１日だったので祝日で
した。更に２０１６年には
「山の日」という祝日が新
設されます。確か８月１１
日だったかと思います。こ
れでまた６月は唯一祝日の
ない月の名前を独占するこ
とができるわけです。とは
言ってもこの「山の日」、
大抵の学生は夏休みの期間
なので、学生にとってはあ
りがたみも何もないのか、
山の日の知名度は私のまわ
りでは相当低いです。
2連敗を
ベイスターズが1
してるのを見て横浜に関す
る話を思い出しました。横
浜には大学1回生の時にあ
0周年記念
るゲーム会社の2
イベント兼その会社に纏わ
る歌のコンサートがあった
ので他学の友人と夜行バス
を使って行きました。初め
て夜行バスに乗って思った
のは、３列シートと４列シ
ートでは全然快適さが違う
ことでした。その時は確か
むこ うで １泊もしてな く
て、深夜に神戸を出て、昼
～夕方にイベント、夜には
横浜を出発して朝に神戸に
戻ってくるという感じでし
た。ゆっくり滞在すること
ができなくて残念でし た
が、初めてのことが多すぎ
て未だに印象に残っていま
す。正直もう夜行バスは乗
りたいとは思いませんが、
ああやってあわただしい旅
行はまたしたいなと思いま
す。 （岡田航大）

