今年のオープンキャンパ
スの最後となるイベントが
0 5
1月2日（日）、開催され
た。午前中甲南高校の生徒
を対象とする学部説明会が
開かれ、午後、通常のオー
プンキャンパスが開か れ
た。知能情報学部としては、
学部紹介、関先生の体験講
義（Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ
で始めるプログラミング）
、
永田先生の英文ライティン
グ学習支援システム、個別
相談、ＫｏＲｏ、来場者カ
ウンタ、漫才ロボットの公
開を行った。ＫｏＲｏは今
回、新しいボディでの本格
的なデモとなり、当研究室
の学生諸君６名と、和田先
生、それに田中が実施に当
たった。
来場者カウンタは、もう
5分ほ
かなり慣れ、設置も1
どで済むほどになった。カ
00名を超 え
ウント数は2
0
た。今回は、午前中は甲南
高校だけだったので 少 な
く、午後に集中した。出た
人の数を見ると、結構２時
台、３時台も多く、夏のオ
ープンキャンパスに比べて
長時間滞在された方が多か
ったことがわかる。来場者
カウンタは、設置の際にま
だ人任せにできないが、人
が来る前に出し、帰ったあ
とに片付けないと意味がな
いことから、長時間拘束さ
れる。私自身、何のために
やっているのかわからなく
なることもあるが、こうい
うときでないと本格的な実
験はできないし、ＫＳＣの
人にも全面的に気持ちよく
手伝っていただけるし、何
よりも、こういうときのた
めに作ったものだから、と
考えると、自ずからやらな
ければという気持ち に な

る。
ＫｏＲｏについては、自
分自身が作って いない の
で、自分の思いと学生の行
動が一致しないときにはも
どかしく感じるときがある
が、それでも、イベントの
日が近づき、学生諸君がや
る気を出して、長時間、一
生懸命にやっているところ
を見ると、教員冥利に尽き
る。卒業生である、
大畔君、
野々口君、井上さん、細田
君が見学にやってきてくれ
て、同窓会のような状況を
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呈した。
ロボット学びプロジェク
トで展開している来場者カ
ウンタ、
ＫｏＲｏ、
そして、
これからプログラム開発を
行うラーニングコモンズビ
ューア、ラジオ体操採点シ
ステム（これのみ来年度か
らプロジェクトに参入）
は、
いずれも、大学のために貢
献するもの設備のようなも
のであるが、
元はといえば、
研究の興味があったから始
めたものである。
こういう、
非常に実際的なテーマをや

1月１日号
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っていくことになるとは、
0
1年前頃までは思いもよら
なかったことであるが、今
や、私の生涯の最大のテー
マとなっている。応用をす
るからこそやる意味がある
という私の研究に対する考
え方も、実際にこういうこ
とを進めてきて身につけた
哲学である。学生諸君と一
緒に、これらのシステム作
りにさらに専念したいと考
えている。（田中雅博）

毎月発行

0 5
1月2日のオープンキャ
ンパスの感想です。まず午
前中の屋外についてで す
が、石原君の「散歩」と僕
の「追跡」システム二つの
デモを行いました。オープ
1時か
ンキャンパス開始の1
らＫｏＲｏを動かしている
と、周囲にいた甲南高校生
が「何あれ」「ロボットお
るで」と興味を持ってくれ
ました。追跡システムのデ
モを行うと周囲の人が通り
すがりに「すげぇ～人追い
かけているで」「どうなっ
てるん」など言っていまし
2時になり人通りが多
た。1
くなってきたので石原くん
の散歩システムに交代しデ
モを行いました。ＫｏＲｏ
の目の前に立つとＫｏＲｏ
があいさつするシステムで
すので、人通りが多いほど
ＫｏＲｏが人にあいさつし
人目を引いていました。午
前のデモに関しては自分の
イメージしたレベルでデモ
を行えたと思います。
午後の屋内のデモで す
が、主に松田君の「図書館
案内」をＫｏＲｏが行い、
岡田君の「計算ゲーム」、
栗岡君の
「クイズゲーム」、
須谷君の「図書館体操」を
交代しながらデモを行いま
した。図書館案内はＫｉｎ
ｅｃｔを使用し、使用者の
動作に合わせて次の画面や
動画の再生などを選択する
システムです。計算ゲーム
は参加者が任意に組んだ数
式をＫｏＲｏが認識し、計
算を行います。クイズゲー
ムはＫｉｎｅｃｔを使用し
て参加者の解答を判定し、
ゲームを行います。図書館
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秋のオープンキャンパスでシステム展示
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体操はＫｏＲｏが指定した
ポーズを参加者ができてい
るのかＫｉｎｅｃｔを使用
して判定し、ストレッチを
行うシステムです。屋内の
デモもそれぞれのシステム
を参加者の方に体験しても
らいました。それぞれのシ
ステムでバグや落ちること
がありましたが、見せられ
る範囲までできたと思いま
すので一応成功と言える範
囲で終わることができたと
思います。
オープンキャンパスが終
えて色々と大変でしたが、
オープンキャンパスを通じ
て甲南やＫｏＲｏのＰＲが
出来たと思います。また今
後のＫｏＲｏに関して改良
を加えて良いものにしてい
きたいです。

須谷章宣
今回のＯＣではＫｏＲｏ
の一般向けに初のお披露目
ということで、ＫｏＲｏを
見に来場されたお客様も少
なくなく、ＫｏＲｏプロジ
ェクトとして大変良い出だ
しだと感じられました。Ｋ
ｏＲｏのプログラム自体も
皆完成度が良く、今後Ｋｏ
Ｒｏは図書館に在中するこ
とになりますがその際にも
図書館を利用していただけ
る学生さんや近隣の皆さま
にお見せしても楽しんでも
らえることでしょう。今後
ＫｏＲｏプロジェクトにお
いて関わる１人としてＫｏ
Ｒｏの機能を発展させオー
プンキャンパスなどで皆様
にＫｏＲｏを知ってもらい
甲南大学に貢献していきた
いと考えております。

石原史也
田中研究室４回生の石原
です。今回のオープンキャ
ンパスでは私たちのこれま
での研究成果が試される場
所でもあったので、この日
のために、より良いものが

できるよう取り組んできま
した。
今回私が行ったデモンス
トレーションは、ＫｏＲｏ
を自由にぶらつかせて人を
目の前で発見すると挨拶を
してくれるというもの で
す。ロボットが自動で動い
て、人に挨拶してくれると
いうことに来場者の方々は
とても喜んでくれました。
小さい子供もいて、最初は
怖がっていましたが、自由
に動き回るＫｏＲｏとふれ
あう内に一緒に走り回り遊
んでもらえ、少しずつ興味
を持ってもらうことができ
ました。
オープンキャンパスに来
てくださった来場者の方に
はとても興味をもってもら
え、反響もよかったので、
私も楽しみながらデモンス
トレーションをすることが
できました。

岡田航大

今回のオープンキャンパ
スでは、夏と違い屋内で計
算システムを動かすことに
なりました。画像を扱うの
で、その環境の違いがかな
り大きく、リハーサルの段
階段階でも調整不足で、リ
ハーサルが終わった後に時
間が許す限り調整をしてみ
ました。それでも当日は正
直気が気じゃなく、前日な
かなか寝付けませんで し
た。そんな心配とは裏腹に、
始まってみると案外いい反
応をもらえたりしたのは嬉
しかったです。
準備の時に図書館の中や
外で実験していると、最初
は「なんだあれは」という
声に自分たちで「これはＫ
ｏＲｏ」と返してましたが、
日に日に「なんだあれは」
という生徒に対してその友
人が「あれはＫｏＲｏ」と
いう会話がぽつぽつ聞こえ
だし、学内の知名度が少し
ずつ上がっているのを感じ
ました。

栗岡亮太

0月5日に行われた
私は1
2
オープンキャンパスでＫｉ
ｎｅｃｔを用いたクイズゲ
ームのデモを行いました。
以前行った一度目のオープ
ンキャンパスから問題の解
答方法を大幅に変更し屋外
から室内用のシステムに移
行しました。デモの内容に
ついてですが前回は解答者
の方に○と×のスペースを
移動して貰い解答を決定す
るという形でしたが、今回
は問題の解答にＫｉｎｅｃ
ｔを使用し手を○と×の該
当する座標に移動させるこ
とで解答するという形で行
いました。それ以外は概ね
前回と同様のシステムで行
いました。今回は松田君の
図書館案内と連動が間に合
わずオープンキャンパス本
番でデモを行う機会が非常
に少なく残念でした。まだ
まだ未完成の部分が多く今
回はなんとかクイズを行う
ことができるといった状態
であったため改修を急いで
いきたいと思います。

松田直樹

今回のオープンキャンパ
スも、私は図書館案内シス
テムを展示しました。
今回は前回と違い、他の
研究生のシステムも図書館
に展示しました。システム
の内容は各々の記事を見て
ください。私のシステムの
変更点は見やすくなったこ
とです。手の位置を円で表
示していたのを手のイラス
トを表示するようにし た
り、デザインを変更したり
しました。前回の反省から
システムがダウンしないよ
うに改良したつもりでした
が今回もシステムが一度ダ
ウンしてしまいました。早
急に原因を解明し図書館に
常に置けるようにしたいで
す。

今年は田中研究室に７人
の３回生が入ってきてくれ
ました。それを祝って１０
月７日に３回生の歓迎会を
行いました。
歓迎会では初めて会う４
回生もいたことで緊張も見
られましたが、すぐに場に
なじむことができ積極的に

４回生や院生に話しかけて
くるこ とも増えていま し
た。３回生どうしもお互い
に仲良くなっていて和気藹
々と話す姿もたくさん見ら
れました。これから取り組
んでいくだろう研究や勉学
にも意欲的にとらえて お
り、自分のやりたい研究な

ど考えている人がたくさん
いるようでした。
３回生と４回生の初顔合
わせになりお互いにまだ遠
慮や緊張が残りましたが、
新田中研究室として、よい
出発になりこれからも楽し
みでもあります。
（石原史也）

７人が田中研究室に配属

３回生歓迎会
甲南大学知能情報学部田中雅博研究室発行
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配っちゃえ！」と題する、
出身校の部活やゼミの後輩
へ、熱い思いとともにカッ
プヌードルをプレゼントす
るというすばらしい企画を
計画、当研究室はその恩恵
にあずかったというもので
す。
ゼミのときなどに、当研
究室の学生にはすでに全員
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田中研究室のＯＢで あ
る、日清食品の塚原亮介君
が、このほどカップヌード
0個も送ってく
ルをなんと6
れました。これは、彼の勤
める日清食品が毎年、カッ
プヌードルの誕生日（９月
8
1日）にあわせてイベント
をやっていて、今年は「Ｕ
－３７日清代表先輩面して

気になる便利グッズ
多いのだろう。私もどちら
かというとそのタイプで、
パソコンでアニメやドラマ
の配信サービスを利用する
こともあるが、結局内容が
全然入ってこない。もう一
つ私が気になったのは、こ
のミラキャストを使って画
面は拡張できるのかという
ところだ。拡張できるなら
机回りのケーブルを一気に
削減できるし、持ち運びも
簡単なので、ホテルなどの
宿泊先のテレビを拡張モニ
タとして利用できる。タブ
レットの画面などを拡張で
きれば、ノートパソコンを
わざわざ宿泊先に持ち運ぶ
必要もなくなるので、荷物
も軽くなる。私がこういう
製品に興味を持ったのは研
究室の機材のＷｉｖｉａか

第 ６ 回 ミ ラ キャス ト 製 品
第１回目から５回目まで
はすべて購入してよかった
製品を紹介してきた。今回
は純粋に私が気になってい
る商品を記事にしている。
それはミラキャスト製品
だ。ミラキャスト製品とい
うのは、モニタの端子に機
械を取り付け、スマートフ
ォンやタブレット、ＰＣな
どの画面をワイヤレスでモ
ニタに映すもので、Ｃｈｒ
ｏｍｅＣａｓｔなどが多く
利用されている。利用が広
がっているのにはいくつか
理由があり、一番はやはり
スマートフォンの普及で、
画面の小ささに不満を持っ
ている人が多いところにあ
る。ＹｏｕＴｏｂｅなどの
動画サイトにはスマホの画
面では見た気がしない層が

に１，２個渡しており、Ｋ
ｏＲｏでお世話になってい
0個寄贈
る図書館にも１箱2
しましたが、まだ少々余り
があります。これで、多く
の学生や職員がさらにカッ
プヌードルのファンになっ
たものと思います。
塚原君は、卒業後も時々
顔を出してくれていて、毎
年年賀状もくれる、大変印
象深い学生の一人です。こ
の新聞読んでいたら、また
来てくださいね。卒業後も
連絡をくれるのは彼だけで
はなく、別の卒業生は、時
々「忘年会をしましょう」
とか言って、誘ってくれま
す。こうやって、卒業後も
研究室とつながりを持てる
のは、とても素晴らしいこ
とだと思います。私も、な
るべく多くの卒業生とそう
したつながりを持ちながら
生きたいと思っています。
皆さん、是非よろしく。
（田中雅博）

らで、ワイヤレスでもあそ
こまで映像をきれいに遅延
なく映せるところに魅力を
感じたからだ。しかしＷｉ
ｖｉａは非常に高いので、
個人で持つにはさすがに厳
しい。多少機能が悪くても
いいので安価なものを探す
ことにした。
どの製品が優れているの
がまだわからないが、色々
と調べているとマイクロソ
フトが出しているミラキャ
スト製品が非常にＷｉｎｄ
ｏｗｓと相性が良く（当た
り前といえば当たり前 だ
が）評判が高い。逆にＣｈ
ｒｏｍｅＣａｓｔなどはＡ
ｎｄｒｏｉｄにしか対応し
ておらず、Ｗｉｎｄｏｗｓ
タブレットの拡張はできな
い。もっと安価なものはな
いかと調べていると生協で
３千円以下のものがあった
ので、
気になって調べると、
それもＡｎｄｒｏｉｄのみ
の対応となっていた。私が

調べた限りでは、Ｗｉｎｄ
ｏｗｓ対応のミラキャスト
製品はかなり制限され、一
番安いのがマイクロソフト
が出している製品であるこ

研究室対外予定

1
（ 土）
田中教授、
1月７日
「いきいきシニアライフ」
（ＪＲ神戸駅まえイベント
会場）にて、ラジオ体操バ
トル（ステージ）出演。
1月上旬 ＫｏＲｏを図
▼1
書館入り口に常駐予定。▼
1 8
1月2日（土）宝塚甲南会
がＫｏＲｏを見学。

編集後記

田中研究室的には１０月
はイベントてんこ盛りで、
今回の新聞はとてもいいも
のが出来上がっているので
はないかと思います。オー
プンキャンパスが終わり、
一息つけるかなと思い き
や、もう卒論の発表会まで
３カ月程しかなく、軽く絶
望しています。
１０月は毎年楽しみにし
ているドラフト会議が あ
り、今年もオープンキャン
とがわかった。貯金と計算 パス終了後に、贔屓球団の
して、次の給料日にでも購 指名選手の映像をチェック
入してみようかと考えてい しました。実はドラフトの
る。
（岡田航大）
終了日は毎年ほぼ徹夜で映
像をチェックし、選手の寸
評を野球が好きな友達に話
すのが習慣になっていまし
たが、今年はオープンキャ
ンパスがあったので、当日
にはできませんでした。ド
ラフト１位の選手は偶然に
も私と同じ苗字の「岡田」
選手でした。せっかくなの
でユニフォームを購入しよ
うと思っています。ユニフ
ォーム絡みだと、初めて買
ったユニフォームの選手が
今年自由契約になってしま
いました。引退するので、
新天地でも応援！というわ
けにもいきませんでした。
これから世間的には寒い
といわれる季節ですが、寒
さにはめっぽう強い私とし
てはこれからは涼しい季節
になるので、とても嬉しい
です。
（岡田航大）

