当研究室大学院生だった
野々口誠人君が開発したラ
ジオ体操採点システムです
が、その後、私が改良を継
続しており、使用実績も増
えてきました。７月に、ひ
がしなだ健康クラブに使用
2
していただいた後、９月1
3日に、堺市の大型商
日、1
業施設「アリオ鳳」で実施
しました。
体操をした人は、
2
3
1日が２１１名、1日が２
５４名と、大変盛り上がり
ました。
本システムの動画には、
かんぽ生命から紹介を受け
た、ラジオ体操指導員であ
る、澤野美也子さんの体操
を用いておりますが、７月
に実施した、ひがしなだ健
康クラブのイベントの 時
に、澤野さん以外にもう一
人指導員の有資格者で堺市
職員の、金原美穂さんが来
られました。その方のご紹
介で、堺にも縁ができ、今
回のイベントにつながって
いるのです。
アリオ鳳に、金原さんも
おいでになりましたので、
模範演技と思ってやってい
ただいたのですが、点数が
9点と、大変悪く、申
実 は6
し訳ない思いをしました。
システムの出す点数として
は、指導員のような方がさ
れれば満点に近い点が出、
また、体操を覚えてすらい
ないような方には、低い点
が出ることが当然望ましい
わけですが、一部の上手な
方に低い点が出るところが
あり、まだ改善の余地があ
ります。
今回、たくさんの方に体
操をしていただいて、得点
の出方に何か特徴があるか
どうか、じっくり見ており
ましたが、ついにその特徴

の１つを突き止めました。
それは、体格の良い人、グ
ラマーな人に対して低い点
がでるということでした。
金原さんもなかなかグラマ
ーな方で、非常に迫力のあ
る体操をされました。そこ
で、採点の画面を見ていて
ふと気がついたことは、姿
勢の点が低いということで
した。姿勢の評価には、頭
と胴体を結ぶベクトルの左
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右と前後の傾きを見ていま
すが、胴体の部分の特徴点
が体の表面に近いところに
あるのではないか、そうで
あれば、体格の良い方は常
に「反り返っている」よう
に判定されるので はな い
か。
そこで、今回、左右の傾
きと前後の傾きの評価を分
離してみました。体操を始
める瞬間の体の前後の傾き
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を常にバイアスとして引く
ことにしたのです。自分で
試してみたところ、成功の
ようです。さて、これで体
格の良い人の体操に良い評
価が出るかどうか。試して
みたいと思います。まだま
だ試行錯誤は続きます。そ
うした中で、イベント出演
の役割は小さくないようで
す。（田中雅博）

毎月発行

３回生の金澤陽介です。
大学の部活動として、ユー
スホステリングクラブに所
属しています。名前だけで
は何をやっているのかさっ
ぱりわからないこのクラブ

金澤陽介

初めまして、３回生の伊
東一樹です。趣味は体を動
かすことです。特にテニス
が好きで大学ではテニスサ
ークルに所属しています。
小、中学校の時は野球をし
ていましたが高校からテニ
ス部に入りそこからテニス
を始めました。一度ウィン
ブルドンなどの４大会を見
に行ってみたいです。あと
野球もやっていたのでプロ
野球とかたまに見たりしま
す。ついでに僕は阪神ファ
ンです。
これから田中研究室で様
々なことを学び自分の研究
に取り組んでいきたいと思
います。そして大学生活の
１つの思い出として楽しん
でいきたいです。これから
よろしくお願いします。

伊東一樹

今年も後期が始まり、３
回生のゼミ配属が決まり、
初回の３回ゼミも始まり、
これから本格始動していく
こととなる。新ゼミ生は現
４回生とはまた違った意味
で個性的で魅力的なメンバ
ーが加入した。今回、５人
の３回生に自己紹介の文章
を書いて貰った。掲載して
いる写真は島津君から提供
して頂いた。（岡田航大）
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ラジオ体操採点システム使用拡大！
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ですが、キャンプや登山な
ど、主に野外活動を中心に
行っています。世界中にユ
ースホステルという青少年
向けの宿泊施設があり、宿
泊費が安いのが特徴な の
で、あまりお金をかけずに
旅行したいという人はぜひ
ユースホステルを利用して
みて下さい。
この研究室での経験が次
に活かせるよう努力してい
きますので、これからよろ
しくお願いします。

島津直道
初めまして、田中研究室
に配属になりました３回生
の島津直道です。大学入学
以前に察してほしい１年間
があったため年齢的には４

回生です
（笑） 特に４回生
の方は普通に友達みたいに
接してくれるとうれしいで
す。よく白黒のメガネをか
けています。趣味はバイク・
音楽を聴く・作曲・音楽ゲ
ームです。バイクはKaw
5
asakiのninja2
0に乗っています。来年に
は大型免許も取っていずれ

大型バイクに乗りたいと思
っています。特技というほ
どではないですが寿司屋で
バイトをしているので寿司
を握れます。これからよろ
しくお願いします！

橋本渉

はじめまして、３回生の
橋本渉です。この研究室へ
は、田中先生の授業で、研
究内容の紹介を動画付きで
見て興味を持ちました。特

にKoRoに関しての興味
が大きいです。
部活は囲碁将棋部に所属
しています。将棋は中学入
学と同時に始め、二段の免
状を所得しました。部内で
は将棋主将という役職に就
き、大会や練習のとりまと
めを行っています。
趣味はゲーム、お酒、あ
とはスポーツもたまにやり
ます。普段はソシャゲばっ
かりしています。パズドラ
（パズル＆ドラゴンズ）と
クラクラ（クラッシュオブ
クラン）はかなり自信があ
り、「ガチ勢やん」と言わ
れなかったためしがありま

せん
（笑）
。お酒は日本酒が
大好きで、よく飲み比べた
りしています。白ワインか、
カクテルにも詳しくなりた
いと思ってます。ですが、
ビールはいつまでたっても
苦手なままです。
飲み会、スポーツ、カラ
オケなどなど、人といるこ
とが好きなので誘っていた
だければ嬉しいです。卒業
まで、よろしくお願いしま
す。

藤長新

３回生の藤長新です。中
高とテニスを続けて、大学
ではサークル等には所属し
ていませんが、今もプレイ
するのも観戦するのも好き
です。トッププレイヤーの
ナダル選手の粘り強いプレ
イには尊敬します。
やりたい研究などまだ殆
ど決まっていませんが勉強
や就職活動を頑張っていこ
うと思っています。ご迷惑
をかけてしまうこともある
かもしれませんがこれから
よろしくお願いします。

自室にあるモニタのＨＤ
ＭＩの端子は１つしかない
ため、ゲームをしようと思
ったり、ＢＤを見ようと思
いゲーム機を立ち上げよう
とすると、パソコンのＨＤ
ＭＩ端子を引き抜き、ゲー
ム機に接続するしかないの
だが、あまり広くない机に
ノートパソコンとモニタと
ゲ ーム機が乗 って いる た
め、その作業自体が億劫で
場合によってはマウスや本
を机から落としてしまった
りする。だったらパソコン
の方をＶＧＡケーブルで接
続してしまえばいい話では
あるのだが、ＶＧＡケーブ

ルが家にないので、わざわ
ざ購入してまでアナログ端
子を使うのはどうかと 考
え、ＨＤＭＩ端子を増設す
る方向で考えた。
しかし、増設や分割のケ
ーブルが思った以上に 高
く、そもそもあまり種類が
ない。ものによっては１万
円弱するものだったりした
ので、諦めようかと思った
が、大阪日本橋で３ポート
のＨＤＭＩ切替機が８００
円程、５ポートのＨＤＭＩ
切替機が２０００円前後で
販売していたので、あまり
期待せずに３ポートの方を
購入してみた。期待値が低

第５回ＨＤＭＩ切り替え機

気になる便利グッズ

吉岡一樹

けてみました。すると向こ
うも「hellow」と返
してくれました。その後、
2日に石 垣 サッカーの話で 盛り上 が
９月９日～1
島、竹富島、小浜島へ旅行 り、２日目と３日目の夜ご
に行ってきました。
天気予報では９日の朝に
台風が名古屋に直撃すると
予報されおり、飛行機が運
航するのか心配でしたが、
無地に運行されました。新
石垣島空港に到着後目に飛
び込んできたのは、広い大
地に広がるサトウキビ畑と
奥の方に見える綺麗な海岸
でした。その時「石垣島に
来た」と実感し、テンショ
ンが上がりました。1日目
は石垣島で最大の鍾乳洞と
川平湾を散策しました。そ
の後、宿泊予約をしていた
川平湾近くにあるドミトリ
ーに到着しました。そのド
ミトリーの宿泊者の半数は
外国人でした。私自身英語
は喋れないのですが、もの
は試しにと思い、一人旅で
訪れていたフランス人 に
「hellow」と声をか

夏休みの過ごし方
甲南大学知能情報学部田中雅博研究室発行

田中研新聞
２０１５年１０月１日版

かったのもあるかもしれな
いが、これが思った以上に
有用で普通に使う分には違
和感がない。また、ＨＤＭ
Ｉで電源供給を行っている
ようで、ＡＣアダプタがな
いためコンセントを使用す
ることもないのも地味に嬉
しいポイントだ。今どこの
機械とつながっているかと
いうのもＬＥＤ（？）でわ
かるようになっている為、
ボタンを無駄に何度も押す
必要もない。ただ、ＨＤＭ
Ｉの映像送信速度が切替機
に依存してしまう。そのた
め、私はあまり詳しくはな
いが、ＦＰＳゲームのよう
なゲームをやっていて、モ
ニタの映像送信速度にも拘
りがある人にはお勧めでき
ない。私はそもそも良いモ
ニタを使っているわけでは

飯を一緒に食べる程意気投
合しました。
２日目は竹富島に行って
きました。竹富島ですが、
昔ながらの沖縄の民家や見
渡す限りエメラルドグリー
ンのビーチなどがあり、そ
こを自転車でサイクリング

なく、モニタにまで速度を
求める作業は行わ ない た
め、これくらいの製品で十
分だ。８００円前後と考え
ると、念のためもう一つく
らい購入しておこうかと考
えているくらいに気に入っ
た。
色々と調べていると、エ
レコムやＩＯデータなどの
所謂サプライメーカーも同
等の商品を出していて、そ
ちらは３０００円程度で購
入できる。メーカーが出し
ている切替機は、機械の電
源が入ると自動で切り替え
てくれる機能がついていた
り、アフターサービスの面
で充実しているので今使用
している切替機の調子が悪
くなったら、メーカー品の
購入自体も検討しようと考
えている。（岡田航大）

してきました。また、所々
で観光客を乗せた水牛車が
通り沖縄らしさがものすご
く新鮮でした。宿舎のドミ
トリーに戻ると、ドミトリ
ーの前で髪の毛を切ってい
る美容師と髪を切られてい
るプロのカメラマン（後に
本人に聞きました）がいま
した。その二人と会話をし
ているとプロのカメラマン
の方から、一眼レフを使用
した星の撮影方法を聞き、
撮影してみると綺麗に星が
撮影できており「これは儲
けた」と思いました。３日
目は小浜島に行ってきまし
た。小浜島はドラマ「ちゅ
らさん」の舞台となった島
で、島全体にサトウキビ畑
が広がっており珊瑚礁に囲
まれた島でした。現地の方
に「ガイドブックには載っ
てない穴場で綺麗な海岸が
ある」と教えてもらいまし
た。その場所に行ってみる
と、そこには画像でしか見
たことのない綺麗な海岸が
広がっており、観光客がほ
とんどいませんでした。ま
た現地で友達になった観光
客と一緒に夕日を見に 行

き、夕日が沈むところを綺
麗にカメラで撮影すること
ができました。
石垣島の景色等も良かっ
たのですが、この旅行を通
じて人の出会いがものすご
く大切でかつ、面白いとい
うことを感じました。美容
師やプロのカメラマンと友
達になり、現地で友達にな
った観光客と夕日を見に行
ったり、将来日本に住みた
いと考えている外国人に日
本語を教えてあげたりと、
他では体験できないような
ことが体験でき、良い思い
出が作れたなと思いま し
た。また機会があれば石垣
島へ行きたいです。
（吉岡一樹）

岡田航大
夏休みの間、色々な都道
府県に行くことができ、今
年行けたのは７月に青森、
仙台、
三重、
８月には京都、
高知と行ったので、合計５
つの県へと行くことができ
た。移動距離だけ考えても
濃い夏休みとなった。
青森は、バイト先の研修
で日本一と評判高い弘前大
生協の店舗見学などを 行
い、学生スタッフとしては
唯一参加させて頂くことに
なった。負けに不思議の負
けなし、を捩った成功に不
思議の成功なしという言葉
を自論としているが、やは
り成功している場所には成
功しているだけの理由があ
った。そのことは、バイト
だけではなく私生活の面で
も色々と見直すきっかけと
なったので、価値あるもの
となった。
仙台は、研修の続きで被
災地訪問などを行ったが、
先月の編集後記に書い た
が、被災直後にも訪問して
いるので、少しずつではあ

るが、復興に向けて動き出
しているのを見て安心した
のも確かだ。電気屋が大好
きなので、仙台駅前にある
ヨドバシカメラには入る時
間がなかったのが残念だ。
また個人的に行ってみたい
と思う。仙台のヨドバシは
梅田のヨドバシよりも古い
ということに驚いた。
三重県は毎年恒例の家族
旅行となっているが、観光
地に行くことは少なく、行
ったとしても伊勢神宮周辺
だけで、ゼミ旅行で行った
ような施設は何気に初めて
行く場所が多かった。宿泊
先は父の会社の保養施設の
為、ご飯は自分で作ること
になる。とはいっても母親
がいるため基本的には問題
ないのだが、蘇民という道
の駅ではあまり聞いたこと
がない魚や貝を販売してい
る。普段あまり料理をする
わけではないが、好きなこ
とは好きなので、そこで買
った食材を自分で調理する
のも旅行の楽しみの一 つ
だ。貝の煮物などは良いお
酒のあてとなる。
京都は小学校からの付き
合いの友人が河原町に行き
たいと言い出したために、
あまり目的があるわけでは
なかった。普段は三ノ宮や
梅田や難波、大阪日本橋と
いった場所までしか行かな
いので、これはこれで楽し
かった。阪急電車の切符で
阪急線内だとどこまでいっ
ても一律の値段の切符があ
ったため、それを利用した

が、往復１０００円前後だ
ったため、難波に行くのと
あまり変わらないのも驚い
た。
最後に高知へ行った。先
ほどとは違う小学校からの
付き合いの友人が高知大学
に通っているため、その下
宿先にお邪魔した。通って
いる本人が言っていたよう
に思った以上に観光する場
所が少なく、結局友人宅で
遊んで いる時間が長か っ
た。
実は青森仙台、三重の３
つは間に余裕がなく、三重
から伊丹空港に向かい青森
へ飛び、翌日仙台から伊丹
空港に戻ってきたため、２
日間の移動距離がとんでも
ないことになっていた。自
宅についてからどっと疲れ

たのを覚えている。こうい
ったように非常に濃い夏休
みを過ごした。学生の間に
日本全県をまわるという密
かな野望がある。残りのほ
とんどは九州と関東のため
やろうと思えば来年の春に
でも制覇することができる
ので、積極的に狙っていき
たいと思う。（岡田航大）

研究室対外予定

0
1月４日（日）ラジオ体
操システム、こうべ福祉・
1月７
健康フェアに出展▼1
日（土）田中教授、神戸ハ
ーバーランドにて「いきい
きシニアライフフェア」に
おいてラジオ体操システム
2月 ３
のステージ出演▼1
日、４日、ラジオ体操シス
テムを池田泉州銀行ビジネ
スエンカレッジフェアに出
展

編集後記

９月が終わり、学校がま
た再開しました。高校生の
ときは夏休みというと８月
までで終わりで、９月とい
うと課題テストというもの

があったりしました。基本
的に宿題を残すのが嫌で課
題が出た３日以内には終わ
らせていたので、大体７月
には全部の課題が終わって
いたのですが、それが仇と
なって課題テストは毎年出
来がよくありませんで し
た。だったら直前にも勉強
すればいい話なのですが、
課題を残すのが嫌で早めに
終わらせていたので、結局
高校最後のテストまでそう
いった勉強はしませんでし
た。そんなこともあり、あ
まり９月にいい思い出はあ
りません。残暑も厳しい日
もありますので。
記事にもしましたが、３
回生のゼミが本格的に始動
して今年は７人の生徒が田
中研究室に所属することに
なりました。当たり前とい
えば当たり前なのですが、
回生によって雰囲気が違い
ます。それを強く感じたの
は席決めで、僕たちの回生
は面倒だからという理 由
で、最初に座った席を大体
みんな希望して結局そのま
ま半年過ごしました。自分
たちのゼミ配属から１年た
つと、
色々と感慨深いです。
同時に少し焦 って きま し
た。
９月の新聞は正直かなり
苦労しましたが（読んでく
ださった方には伝わるかも
しれませんが）今月は３回
生の歓迎会やオープンキャ
ンパスといった記事にしや
すいイベントてんこ盛りの
一つの山場なので、次の新
聞は普段よりも多くの人の
記事を掲載したいと思いま
す。
（岡田航大）

